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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＰネットワークに非接続の複数の内線電話機を収容する主装置と、
　前記主装置に前記ＩＰネットワークを介して接続されるＶｏＩＰサーバと、
　前記主装置及び前記ＶｏＩＰサーバに前記ＩＰネットワークを介して接続されるＩＰ電
話機とを備え、
　前記ＶｏＩＰサーバは、少なくとも前記主装置の位置識別情報を登録する手段を有し、
　前記ＩＰ電話機は、前記複数の内線電話機のうち特定の内線電話機に発信する際、呼制
御プロトコルで規定された制御情報として、その宛先情報に前記主装置の位置識別情報と
前記特定の内線電話機の識別情報とを設定したものを前記ＶｏＩＰサーバ経由で前記主装
置に送る手段を有し、
　前記主装置は、自らの位置識別情報のほか、前記複数の内線電話機とその識別情報とを
互いに関連付けてデータテーブルに登録する登録手段と、自らの位置識別情報を前記Ｖｏ
ＩＰサーバに送る手段と、前記制御情報を受信したときに、前記宛先情報から前記内線電
話機の識別情報を取り出し、前記データテーブルから前記内線電話機を検索し、該内線電
話機が検索された場合、該内線電話機に着信呼出をかける制御手段とを備えたことを特徴
とするボタン電話システム。
【請求項２】
　ＩＰネットワークに非接続の複数の内線電話機を収容する主装置と、
　前記主装置に前記ＩＰネットワークを介して接続されるＳＩＰサーバと、
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　前記主装置及び前記ＳＩＰサーバに前記ＩＰネットワークを介して接続されるＳＩＰ電
話機とを備え、
　前記ＳＩＰサーバは、少なくとも前記主装置のＳＩＰ ＵＲＬを登録する手段を有し、
　前記ＳＩＰ電話機は、前記複数の内線電話機のうち特定の内線電話機に発信する際、Ｓ
ＩＰプロトコルで規定されたＩＮＶＩＴＥメッセージとして、そのＴｏヘッダに前記主装
置のＳＩＰ ＵＲＬと前記特定の内線電話機のユーザ名とを設定したものを前記ＳＩＰサ
ーバ経由で前記主装置に送る手段を有し、
　前記主装置は、システムデータとして、自らのドメイン名及びホスト名のほか、前記複
数の内線電話機とそのユーザ名とを互いに関連付けてデータテーブルに登録する登録手段
と、ＳＩＰプロトコルで規定された登録メッセージとして、前記システムデータを基に自
らのＳＩＰ ＵＲＬを作成して前記ＳＩＰサーバに送る手段と、前記ＩＮＶＩＴＥメッセ
ージを受信したときに、前記Ｔｏヘッダから前記ユーザ名を取り出し、前記データテーブ
ルから前記ユーザ名を検索し、該ユーザ名が検索された場合、該ユーザ名に対応する内線
電話機に着信呼出をかける制御手段とを備えたことを特徴とするボタン電話システム。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記ユーザ名が検索不可の場合、一般着信をかけることを特徴とする
請求項２記載のボタン電話システム。
【請求項４】
　前記ＳＩＰ電話機は、システム内の内線電話機として使用される第１のＳＩＰ電話機と
、システム外の電話機として使用される第２のＳＩＰ電話機とを含み、
　前記登録手段は、前記システムデータとして、前記第１のＳＩＰ電話機のＳＩＰ ＵＲ
Ｌとそのユーザ名とを互いに関連付けて前記データテーブルに登録することを特徴とする
請求項２又は３記載のボタン電話システム。
【請求項５】
　ＩＰネットワークに非接続の複数の内線電話機を収容する主装置において、
　自らの位置識別情報のほか、前記複数の内線電話機とその識別情報とを互いに関連付け
てデータテーブルに登録する登録手段と、
　前記自らの位置識別情報をＶｏＩＰサーバに送る手段と、
　呼制御プロトコルで規定された制御情報として、その宛先情報に前記主装置の位置識別
情報と前記特定の内線電話機の識別情報とを設定したものを受信したときに、宛先情報か
ら前記内線電話機の識別情報を取り出し、前記データテーブルから前記内線電話機を検索
し、該内線電話機が検索された場合、該内線電話機に着信呼出をかける制御手段とを備え
たことを特徴とするボタン電話システムの主装置。
【請求項６】
　ＩＰネットワークに非接続の複数の内線電話機を収容する主装置において、
　システムデータとして、自らのドメイン名及びホスト名のほか、前記複数の内線電話機
とそのユーザ名とを互いに関連付けてデータテーブルに登録する手段と、
　ＳＩＰプロトコルで規定された登録メッセージとして、前記システムデータを基に自ら
のＳＩＰ ＵＲＬを作成して前記ＳＩＰサーバに送る手段と、
　前記ＳＩＰプロトコルで規定されたＩＮＶＩＴＥメッセージとして、そのＴｏヘッダに
前記主装置のＳＩＰ ＵＲＬと前記特定の内線電話機のユーザ名とを設定したものを受信
したときに、前記Ｔｏヘッダから前記ユーザ名を取り出し、前記データテーブルから前記
ユーザ名を検索し、該ユーザ名が検索された場合、該ユーザ名に対応する内線電話機に着
信呼出をかける着信制御手段とを備えたことを特徴とするボタン電話システムの主装置。
【請求項７】
　ＩＰネットワークに非接続の複数の内線電話機を収容する主装置と、ＶｏＩＰサーバと
に前記ＩＰネットワークを介して接続されるＩＰ電話機において、
　前記複数の内線電話機のうち特定の内線電話機に発信する際、呼制御プロトコルで規定
された制御情報として、その宛先情報に前記ＶｏＩＰサーバに登録されている前記主装置
の位置識別情報と前記特定の内線電話機の識別情報とを設定したものを前記ＶｏＩＰサー
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バ経由で前記主装置に送る手段を有することを特徴とするＩＰ電話機。
【請求項８】
　ＩＰネットワークに非接続の複数の内線電話機を収容する主装置と、ＳＩＰサーバとに
前記ＩＰネットワークを介して接続されるＳＩＰ電話機において、
　前記複数の内線電話機のうち特定の内線電話機に発信する際、ＳＩＰプロトコルで規定
されたＩＮＶＩＴＥメッセージとして、そのＴｏヘッダに前記主装置のＳＩＰ ＵＲＬと
前記特定の内線電話機のユーザ名とを設定したものを前記ＳＩＰサーバ経由で前記主装置
に送る手段を有することを特徴とするＳＩＰ電話機。
【請求項９】
　ＩＰネットワークに非接続の複数の内線電話機を収容する主装置と、該主装置に前記Ｉ
Ｐネットワークを介して接続されるＶｏＩＰサーバと、該ＶｏＩＰサーバ及び前記主装置
に前記ＩＰネットワークを介して接続されるＩＰ電話機とを備えたボタン電話システムの
着信方法において、
　前記主装置が、自らの位置識別情報のほか、前記複数の内線電話機とその識別情報とを
互いに関連付けてデータテーブルに登録するステップと、
　前記主装置が、自らの位置識別情報を前記ＶｏＩＰサーバに送るステップと、
　前記ＶｏＩＰサーバが、少なくとも前記主装置の位置識別情報を登録するステップと、
　前記ＩＰ電話機が、前記複数の内線電話機のうち特定の内線電話機に発信する際、呼制
御プロトコルで規定された制御情報として、その宛先情報に前記主装置の位置識別情報と
前記特定の内線電話機の識別情報とを設定したものを前記ＶｏＩＰサーバ経由で前記主装
置に送るステップと、
　前記主装置が、前記制御情報を受信したときに、前記宛先情報から前記内線電話機の識
別情報を取り出し、前記データテーブルから前記内線電話機を検索し、該内線電話機が検
索された場合、該内線電話機に着信呼出をかけるステップとを備えたことを特徴とするボ
タン電話システムの着信方法。
【請求項１０】
　ＩＰネットワークに非接続の複数の内線電話機を収容する主装置と、該主装置に前記Ｉ
Ｐネットワークを介して接続されるＳＩＰサーバと、該ＳＩＰサーバ及び前記主装置に前
記ＩＰネットワークを介して接続されるＳＩＰ電話機とを備えたボタン電話装置の着信方
法において、
　前記主装置が、システムデータとして、自らのドメイン名及びホスト名のほか、前記複
数の内線電話機とそのユーザ名とを互いに関連付けてデータテーブルに登録するステップ
と、
　前記主装置が、ＳＩＰプロトコルで規定された登録メッセージとして、前記システムデ
ータを基に自らのＳＩＰ ＵＲＬを作成し前記ＳＩＰサーバに送るステップと、
　前記ＳＩＰサーバが、少なくとも前記主装置のＳＩＰ ＵＲＬを登録するステップと、
　前記ＳＩＰ電話機が、前記複数の内線電話機のうち特定の内線電話機に発信する際、Ｓ
ＩＰプロトコルで規定されたＩＮＶＩＴＥメッセージとして、そのＴｏヘッダに前記主装
置のＳＩＰ ＵＲＬと該特定の内線電話機のユーザ名とを設定したものを前記ＳＩＰサー
バ経由で前記主装置に送るステップと、
　前記主装置が、前記ＩＮＶＩＴＥメッセージを受信したときに、前記Ｔｏヘッダから前
記ユーザ名を取り出し、前記データテーブルから前記ユーザ名を検索し、該ユーザ名が検
索された場合、該ユーザ名に対応する内線電話機に着信呼出をかけるステップとを備えた
ことを特徴とするボタン電話システムの着信方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ボタン電話システム、その主装置、及びその着信方法に関し、とくにＶｏＩＰ
（Voice on Internet Protocol）の呼制御プロトコルの１つであるＳＩＰ（Session Init
iation Protocol）を用いて、ＳＩＰサーバ経由で主装置に収容された複数の内線電話機
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及びシステム内のＳＩＰ電話機に個別着信させるボタン電話システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
図４を参照して、従来のボタン電話システムの例を説明する。
【０００３】
図４において、ボタン電話システムは、近年脚光を浴びているＶｏＩＰ技術を採用したも
ので、ボタン電話機またはアナログの一般電話機等の複数の内線電話機（以下、「従来電
話機」と呼ぶ）１１～１１を収容した主装置１０を備える。主装置１０は、ＬＡＮ（Loca
l Area Network）回線２０に接続される。ＬＡＮ回線２０には、主装置１０のほか、音声
通話用の呼制御プロトコルとして、ＳＩＰプロトコル処理用のアプリケーションを実装し
たＶｏＩＰサーバとしてのＳＩＰサーバ３０及びＩＰ（Internet Protocol）電話機とし
ての複数のＳＩＰ端末（以下、「ＳＩＰ電話機」と呼ぶ）４０～４０が接続される。ＳＩ
Ｐプロトコル処理用のアプリケーションは、主装置１０にも実装される。
【０００４】
ＳＩＰ電話機４０～４０は、図４の例では、主装置１０およびＳＩＰサーバ３０と同一の
ＬＡＮ回線２０上に接続され、システム内の内線電話機として扱われる端末と、そのＬＡ
Ｎ回線２０にＩＰネットワーク５０を介し接続された外部のＬＡＮ回線２０に接続される
端末とが含まれる。
【０００５】
このＳＩＰ電話機４０は、例えば、ＳＩＰプロトコルで規定された制御情報であるＳＩＰ
メッセージのうち、リクエストメッセージの１つであるセッション開始要求用のＩＮＶＩ
ＴＥメッセージとして、そのヘッダ部に含まれる「Ｔｏヘッダ」にＳＩＰサーバ３０に登
録された着信先のＳＩＰアドレスを示すＳＩＰ　ＵＲＬ（Uniform Resource Locator）「
ホスト名@ドメイン名」を設定したものをＳＩＰサーバ３０経由で着信先に送出すること
により、着信呼出をかけることが可能となっている（「ＳＩＰ　ＵＲＬ」は、「ＳＩＰ　
ＵＲＩ（Uniform Resource Identifiers）」とも呼ばれる）。
【０００６】
主装置１０は、例えば、従来電話機１１を収容するインタフェースと、ＬＡＮ回線２０を
収容するインタフェースと、ＲＴＰ（Real Time Protocol）信号を内線電話機用の音声信
号に変換し又はその逆変換を行なうＣＯＤＥＣ回路と、それらを制御する中央制御装置と
、システムデータ１２を格納するデータベースとを有する。データベースには、システム
データ１２として、例えば、主装置１０のドメイン名（図４の例では「AAA」）とホスト
名のほか、従来電話機１１～１１のホスト名（図４の例では「CCC」、「DDD」、「EEE」
）、システム内の内線電話機として取り扱うＳＩＰ電話機４０のホスト名（図４の例では
「FFF」）などを内線番号（図中の例では、「100」、「101」、「102」、「200」）等の
ホストを特定する情報に関連付けて設定し、保存することができる。中央制御装置には、
ＳＩＰプロトコルを処理するアプリケーションが搭載されている。
【０００７】
主装置１０は、その起動時や、そのシステムデータの変更時等に、システムデータ１２と
して設定された自らのドメイン名「AAA」と、従来電話機１１のホスト名、ＳＩＰ電話機
４０のホスト名を基に、システム内に収容する内線電話機（従来電話機１１、ＳＩＰ電話
機４０）のＳＩＰ　ＵＲＬ「ホスト名@ドメイン名」をＳＩＰサーバ３０に登録するため
の登録（Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）メッセージを作成し、ＳＩＰサーバ３０に送信する。この登
録メッセージの形式は、ＳＩＰプロトコルに規定されている公知のものが使用される。
【０００８】
ＳＩＰ電話機４０は、それぞれ単独で、自身をＳＩＰサーバ３０に登録する。すなわち、
ＳＩＰ電話機４０は、自身のＳＩＰ　ＵＲＬ「HYPERLINK "mailto:FFF@AAA"FFF@AAA」と
自身のＩＰアドレスを関連付けて登録する。この登録のタイミングは、主装置１０の場合
と同様、起動時やデータ変更時である。
【０００９】
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上記登録メッセージにより、ＳＩＰサーバ３０には、図４の例では、ホスト名「CCC」の
従来電話機１１に対応するＳＩＰ　ＵＲＬ「CCC@AAA」、ホスト名「DDD」の従来電話機１
１に対応するＳＩＰ　ＵＲＬ「DDD@AAA」、ホスト名「EEE」の従来電話機１１に対応する
ＳＩＰ　ＵＲＬ「EEE@AAA」、ホスト名「FFF」のＳＩＰ電話機４０に対応するＳＩＰ　Ｕ
ＲＬ「FFF@AAA」がそれぞれ識別可能に登録される。
【００１０】
このように登録されたＳＩＰ　ＵＲＬを基にそれぞれの従来電話機１１～１１及びＳＩＰ
電話機４０がＳＩＰサーバ３０により識別されるので、これにより、システム内部のＳＩ
Ｐ電話機４０もしくは外部のＳＩＰ電話機４０から発信する際に、ＩＮＶＩＴＥメッセー
ジのＴｏヘッダに着信先のＳＩＰ　ＵＲＬを指定することにより、ＳＩＰサーバ３０経由
で、システム内の従来電話機１１～１１に個別に着信をかけることができる。
【００１１】
なお、本発明に関連する先行技術文献としては以下のものがある。
【００１２】
【特許文献１】
特開２００１－１７７５５７号公報
【特許文献２】
特開２００１－１８６１９６号公報
【特許文献３】
特開２００２－３３５２６７号公報
【特許文献４】
特開２００３－０２２２２３号公報
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上述した従来技術には、システム内の主装置に収容した内線電話機にＳＩＰ電話
機から個別に着信をかけるためには、ＳＩＰ　ＵＲＬを基にそれぞれの従来電話機を識別
することができるが、この場合、主装置の起動時やシステムデータの変更時等のたびに、
システム内に収容する内線電話機の数分、ＳＩＰサーバに登録作業を行わなければならな
いといった問題があった。
【００１４】
本発明は、ＳＩＰ電話機からシステム内の内線電話機に個別着信させるために行なうＳＩ
ＰサーバへのＳＩＰ　ＵＲＬ登録作業を簡素化することを目的とする。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、本発明にかかるボタン電話システムは、ＩＰネットワークに
非接続の複数の内線電話機を収容する主装置と、前記主装置に前記ＩＰネットワークを介
して接続されるＶｏＩＰサーバと、前記主装置及び前記ＶｏＩＰサーバに前記ＩＰネット
ワークを介して接続されるＩＰ電話機とを備え、前記ＶｏＩＰサーバは、少なくとも前記
主装置の位置識別情報を登録する手段を有し、前記ＩＰ電話機は、前記複数の内線電話機
のうち特定の内線電話機に発信する際、呼制御プロトコルで規定された制御情報として、
その宛先情報に前記主装置の位置識別情報と前記特定の内線電話機の識別情報とを設定し
たものを前記ＶｏＩＰサーバ経由で前記主装置に送る手段を有し、前記主装置は、自らの
位置識別情報のほか、前記複数の内線電話機とその識別情報とを互いに関連付けてデータ
テーブルに登録する登録手段と、前記自らの位置識別情報を前記ＶｏＩＰサーバに送る手
段と、前記制御情報を受信したときに、前記宛先情報から前記内線電話機の識別情報を取
り出し、前記データテーブルから前記内線電話機を検索し、該内線電話機が検索された場
合、該内線電話機に着信呼出をかける制御手段とを備えたことを特徴とする。
【００１６】
　本発明にかかるボタン電話システムは、ＩＰネットワークに非接続の複数の内線電話機
を収容する主装置と、前記主装置に前記ＩＰネットワークを介して接続されるＳＩＰサー
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バと、前記主装置及び前記ＳＩＰサーバに前記ＩＰネットワークを介して接続されるＳＩ
Ｐ電話機とを備え、前記ＳＩＰサーバは、少なくとも前記主装置のＳＩＰ ＵＲＬを登録
する手段を有し、前記ＳＩＰ電話機は、前記複数の内線電話機のうち特定の内線電話機に
発信する際、ＳＩＰプロトコルで規定されたＩＮＶＩＴＥメッセージとして、そのＴｏヘ
ッダに前記主装置のＳＩＰ ＵＲＬと前記特定の内線電話機のユーザ名とを設定したもの
を前記ＳＩＰサーバ経由で前記主装置に送る手段を有し、前記主装置は、システムデータ
として、自らのドメイン名及びホスト名のほか、前記複数の内線電話機とそのユーザ名と
を互いに関連付けてデータテーブルに登録する登録手段と、ＳＩＰプロトコルで規定され
た登録メッセージとして、前記システムデータを基に自らのＳＩＰ ＵＲＬを作成して前
記ＳＩＰサーバに送る手段と、前記ＩＮＶＩＴＥメッセージを受信したときに、前記Ｔｏ
ヘッダから前記ユーザ名を取り出し、前記データテーブルから前記ユーザ名を検索し、該
ユーザ名が検索された場合、該ユーザ名に対応する内線電話機に着信呼出をかける制御手
段とを備えたことを特徴とする。
【００１７】
本発明におけるＳＩＰ　ＵＲＬ（Uniform Resource Locator）は、ＳＩＰプロトコルの場
合、「ＳＩＰ　ＵＲＩ（Uniform Resource Identifiers）」とも呼ばれるもので、電子メ
ールアドレスのように「＠」を用いてテキスト形式で記述される。その記述態様は、例え
ば「SIP:ホスト名@ドメイン名」であるが、ホスト名の代わりに電話番号等、又、ドメイ
ン名の代わりにＩＰアドレス等、ＳＩＰプロトコルの規定に従うものであれば、いずれの
形態でも使用することができる。本発明の好適な実施態様では、＠の前に記述されるホス
ト名は、主装置及びＳＩＰ電話機毎に設定される。この場合、それぞれの装置に実装され
るＳＩＰ端末側のＳＩＰプロトコル処理用アプリケーションプログラムであるユーザエー
ジェント（ＵＡ）毎に登録される。
【００１８】
前記制御手段は、前記ユーザ名が検索不可の場合、一般着信をかけるようにしてもよい。
前記ＳＩＰ電話機は、システム内の内線電話機として使用される第１のＳＩＰ電話機と、
システム外の電話機として使用される第２のＳＩＰ電話機とを含み、前記登録手段は、前
記システムデータとして、前記第１のＳＩＰ電話機のＳＩＰ　ＵＲＬとそのユーザ名とを
互いに関連付けて前記データテーブルに登録してもよい。ＳＩＰ電話機は、従来と同様、
自身のＳＩＰ　ＵＲＬとＩＰアドレスを関連付けて、自身でＳＩＰサーバに登録する。シ
ステムの内線として取り扱う第１のＳＩＰ電話機においても、主装置と同様、一つのユー
ザエージェント（ＵＡ）として登録される。
【００１９】
　本発明にかかるボタン電話システムの主装置は、ＩＰネットワークに非接続の複数の内
線電話機を収容する構成において、システムデータとして、自らの位置識別情報のほか、
前記複数の内線電話機とその識別情報とを互いに関連付けてデータテーブルに登録する登
録手段と、自らの位置識別情報をＶｏＩＰサーバに送る手段と、呼制御プロトコルで規定
された制御情報として、その宛先情報に前記主装置の位置識別情報と前記特定の内線電話
機の識別情報とを設定したものを受信したときに、前記宛先情報から前記内線電話機の識
別情報を取り出し、前記データテーブルから前記内線電話機を検索し、該内線電話機が検
索された場合、該内線電話機に着信呼出をかける制御手段とを備えたことを特徴とする。
【００２０】
　本発明にかかるボタン電話装置の主装置は、ＩＰネットワークに非接続の複数の内線電
話機を収容する構成において、システムデータとして、自らのドメイン名及びホスト名の
ほか、前記複数の内線電話機とそのユーザ名とを互いに関連付けてデータテーブルに登録
する手段と、ＳＩＰプロトコルで規定された登録メッセージとして、前記システムデータ
を基に自らのＳＩＰ ＵＲＬを作成して前記ＳＩＰサーバに送る手段と、前記ＳＩＰプロ
トコルで規定されたＩＮＶＩＴＥメッセージとして、そのＴｏヘッダに前記主装置のＳＩ
Ｐ ＵＲＬと前記特定の内線電話機のユーザ名とを設定したものを受信したときに、前記
Ｔｏヘッダから前記ユーザ名を取り出し、前記データテーブルから前記ユーザ名を検索し
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、該ユーザ名が検索された場合、該ユーザ名に対応する内線電話機に着信呼出をかける着
信制御手段とを備えたことを特徴とする。
【００２１】
　本発明にかかるＩＰ電話機は、ＩＰネットワークに非接続の複数の内線電話機を収容す
る主装置と、ＶｏＩＰサーバとに前記ＩＰネットワークを介して接続されるＩＰ電話機に
おいて、前記複数の内線電話機のうち特定の内線電話機に発信する際、呼制御プロトコル
で規定された制御情報として、その宛先情報に前記ＶｏＩＰサーバに登録されている前記
主装置の位置識別情報と前記特定の内線電話機の識別情報とを設定したものを前記ＶｏＩ
Ｐサーバ経由で前記主装置に送る手段を有することを特徴とする。
【００２２】
　本発明にかかるＳＩＰ電話機は、ＩＰネットワークに非接続の複数の内線電話機を収容
する主装置と、ＳＩＰサーバとにＩＰネットワークを介して接続される構成において、前
記複数の内線電話機のうち特定の内線電話機に発信する際、ＳＩＰプロトコルで規定され
たＩＮＶＩＴＥメッセージとして、そのＴｏヘッダに前記主装置のＳＩＰ ＵＲＬと前記
特定の内線電話機のユーザ名とを設定したものを前記ＳＩＰサーバ経由で前記主装置に送
る手段を有することを特徴とする。
【００２３】
　本発明にかかるボタン電話システムの着信方法は、ＩＰネットワークに非接続の複数の
内線電話機を収容する主装置と、該主装置に前記ＩＰネットワークを介して接続されるＶ
ｏＩＰサーバと、該ＶｏＩＰサーバ及び前記主装置に前記ＩＰネットワークを介して接続
されるＩＰ電話機とを備えたボタン電話システムの着信方法において、前記主装置が、シ
ステムデータとして、自らの位置識別情報のほか、前記複数の内線電話機とその識別情報
とを互いに関連付けてデータテーブルに登録するステップと、前記主装置が、自らの位置
特定情報を前記ＶｏＩＰサーバに送るステップと、前記ＶｏＩＰサーバが、少なくとも前
記主装置の位置識別情報を登録するステップと、前記ＩＰ電話機が、前記複数の内線電話
機のうち特定の内線電話機に発信する際、呼制御プロトコルで規定された制御情報として
、その宛先情報に前記主装置の位置識別情報と前記特定の内線電話機の識別情報とを設定
したものを前記ＶｏＩＰサーバ経由で前記主装置に送るステップと、前記主装置が、前記
制御情報を受信したときに、前記宛先情報から前記内線電話機の識別情報を取り出し、前
記データテーブルから前記内線電話機を検索し、該内線電話機が検索された場合、該内線
電話機に着信呼出をかけるステップとを備えたことを特徴とする。
【００２４】
　本発明にかかるボタン電話システムの着信方法は、ＩＰネットワークに非接続の複数の
内線電話機を収容する主装置と、該主装置に前記ＩＰネットワークを介して接続されるＳ
ＩＰサーバと、該ＳＩＰサーバ及び前記主装置に前記ＩＰネットワークを介して接続され
るＳＩＰ電話機とを備えたボタン電話装置の着信方法において、前記主装置が、システム
データとして、自らのドメイン名及びホスト名のほか、前記複数の内線電話機とそのユー
ザ名とを互いに関連付けてデータテーブルに登録するステップと、前記主装置が、ＳＩＰ
プロトコルで規定された登録メッセージとして、前記システムデータを基に自らのＳＩＰ
 ＵＲＬを作成し前記ＳＩＰサーバに送るステップと、前記ＳＩＰサーバが、少なくとも
前記主装置のＳＩＰ ＵＲＬを登録するステップと、前記ＳＩＰ電話機が、前記複数の内
線電話機のうち特定の内線電話機に発信する際、ＳＩＰプロトコルで規定されたＩＮＶＩ
ＴＥメッセージとして、そのＴｏヘッダに前記主装置のＳＩＰ ＵＲＬと該特定の内線電
話機のユーザ名とを設定したものを前記ＳＩＰサーバ経由で前記主装置に送るステップと
、前記主装置が、前記ＩＮＶＩＴＥメッセージを受信したときに、前記Ｔｏヘッダから前
記ユーザ名を取り出し、前記データテーブルから前記ユーザ名を検索し、該ユーザ名が検
索された場合、該ユーザ名に対応する内線電話機に着信呼出をかけるステップとを備えた
ことを特徴とする。
【００２５】
【発明の実施の形態】
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以下、本発明にかかるボタン電話システム、その主装置、及びその着信方法の実施の形態
を図１～図３を参照して説明する。本実施形態において、前述した従来例と同様の構成に
ついては、同様の符号を付しその説明を省略又は簡略する。
【００２６】
図１に示す本実施形態にかかるボタン電話システムは、ＶｏＩＰ技術を採用したもので、
ボタン電話機（多機能電話機）またはアナログの一般電話機等の従来電話機１１～１１を
収容した主装置１０を備える。主装置１０は、ＬＡＮ回線２０に接続される。ＬＡＮ回線
２０には、主装置１０のほか、ＶｏＩＰサーバとしてのＳＩＰサーバ３０及びＩＰ電話機
としての複数のＳＩＰ電話機４０～４０が接続される。
【００２７】
ＳＩＰサーバ３０は、例えばＳＩＰプロトコルで規定されるプロキシサーバ、リダイレク
トサーバ、レジストラ、ロケーションサーバとしての機能を個別に又は一体に有するもの
で、これら機能を実現するためのＳＩＰプロトコル処理用のアプリケーションを実装する
。このＳＩＰサーバ３０は、ＳＩＰプロトコルに基づく処理を実行可能な構成であれば、
専用サーバ、ＰＣサーバ等、いずれのコンピュータマシン及びソフトウエアでも適用可能
である。
【００２８】
ＳＩＰ電話機４０は、例えばＳＩＰプロトコルで規定されるユーザエージェント（ＵＡ）
としての機能を有するもので、この機能を実現するためのＳＩＰプロトコル処理用のアプ
リケーションを実装する。このＳＩＰ電話機４０は、ＳＩＰプロトコルに基づく処理を実
行可能な構成であれば、専用端末、ＰＣ等、いずれの端末装置及びソフトウエアでも適用
可能である。
【００２９】
ＳＩＰ電話機４０～４０は、、図１の例では、主装置１０およびＳＩＰサーバ３０と同一
のＬＡＮ回線２０上に接続され、システム内の内線電話機として扱われる端末（第１のＳ
ＩＰ電話機）と、そのＬＡＮ回線２０にＩＰネットワーク５０を介し接続された外部の異
なるＬＡＮ回線２０に接続される端末（第２のＳＩＰ電話機）とが含まれる。
【００３０】
システム内の内線電話機として扱われるＳＩＰ電話機４０は、従来と同様、自分自身でＳ
ＩＰサーバ３０に登録する。この場合、ＳＩＰ電話機４０は、システム内の内線として取
り扱うが、基本的には主装置１０と同様一つのユーザエージェント（ＵＡ）として登録さ
れる。図１の例では、ユーザ名が「FFF」、ユーザエージェントとしてのホスト名が「sip
tel1」、ＳＩＰアドレス（位置識別情報）を示すＳＩＰ　ＵＲＬ「ホスト名（又はこれに
対応する情報）@ドメイン名（又はこれに対応する情報）」が「siptel1@AAA」、内線番号
が「200」に設定され、ＳＩＰサーバ３０には、ＳＩＰ　ＵＲＬ「siptel1@AAA」が登録さ
れる。
【００３１】
このＳＩＰ電話機４０は、例えば、ＳＩＰプロトコルで規定されたテキスト形式のＳＩＰ
メッセージのうち、リクエストメッセージの１つであるセッション開始要求用のＩＮＶＩ
ＴＥメッセージとして、そのヘッダ部に含まれる「Ｔｏヘッダ」にＳＩＰサーバ３０に登
録された着信先のＳＩＰ　ＵＲＬを設定したものをＳＩＰサーバ３０経由で着信先に送出
することにより、着信呼出をかけることが可能となっている。
【００３２】
主装置１０は、例えば図２に示すように、従来電話機１１を収容する内線電話機収容イン
タフェース１３と、ＬＡＮ回線２０を収容するＬＡＮ収容インタフェース１４と、ＲＴＰ
（Real Time Protocol）信号を内線電話機用の音声信号に変換し又はその逆変換を行なう
ＣＯＤＥＣ回路１５と、それらを制御する中央制御装置１６と、システムデータ１２を格
納するユーザデータ・データベース１７とを有する。
【００３３】
中央制御装置１６は、例えば予め設定された制御プログラムの命令を読み出し、解読し、
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実行するＣＰＵと、その制御プログラム、制御データを格納するメモリ（ＲＯＭ／ＲＡＭ
）と、タイマ等を有する。制御プログラムには、ＳＩＰプロトコルを処理するためのアプ
リケーションが搭載されている。このアプリケーションには、ＳＩＰ電話機４０と同様、
主装置１０をユーザエージェント（ＵＡ）として機能させるための制御プログラムが含ま
れる。
【００３４】
このうち、ユーザデータ・データベース１７には、システムデータ１２として、例えば、
主装置１０のドメイン名（図１の例では「AAA」）とユーザエージェント（ＵＡ）として
のホスト名（図１の例では「BBB」）のほか、主装置１０内に収容された従来電話機１１
～１１の識別情報としてのユーザ名（図１の例では「CCC」、「DDD」、「EEE」）、シス
テム内の内線電話機として取り扱うＳＩＰ電話機４０の識別情報としてのユーザ名（図１
の例では「FFF」）をシステム内の内線番号（図１の例では、「100」、「101」、「102」
、「200」）と互いに関連付けて「ホスト名テーブル（データテーブル）」に設定し、保
存している。また、このテーブルには、システム内の内線として扱うＳＩＰ電話機４０の
位置情報として、その内線番号（図中の例では「200」）とＳＩＰ　ＵＲＬ（図中の例で
は「siptel1@AAA」）とを互いに関連付けて設定し、保存している。
【００３５】
主装置１０は、その起動時や、そのシステムデータの変更時等に、システムデータ１２と
して設定された自らのドメイン名「AAA」とホスト名「BBB」を基に自身のＳＩＰ　ＵＲＬ
「BBB@AAA」を自身のＩＰアドレスに関連付けてＳＩＰサーバ３０に登録するための登録
（Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）メッセージを作成し、ＳＩＰサーバ３０に送信する。この登録メッ
セージの形式は、ＳＩＰプロトコルに規定されている公知のものが使用される。
また、ＳＩＰ電話機４０も、それぞれ単独で、自身をＳＩＰサーバ３０に登録する。すな
わち、ＳＩＰ電話機４０は、自身のＳＩＰ　ＵＲＬ「HYPERLINK "mailto:FFF@AAA"siptel
1@AAA」と自身のＩＰアドレスを関連付けて登録する。この登録のタイミングは、主装置
１０の場合と同様、起動時やデータ変更時である。
【００３６】
上記登録メッセージにより、ＳＩＰサーバ３０には、図１の例では、主装置１０のＳＩＰ
　ＵＲＬ「BBB@AAA」が自身のＩＰアドレスに関連付けて識別可能に登録される。また、
ＳＩＰサーバ３０には、従来と同様に、システム内のＳＩＰ電話機４０のＳＩＰ　ＵＲＬ
「siptel1@AAA」も、自身のＩＰアドレスに関連付けて登録される。
【００３７】
次に、図３のフローチャートを参照して、本実施形態の全体の動作について詳細に説明す
る。
【００３８】
まず、主装置１０は、その起動時やシステムデータ・データベース１７に格納されたシス
テムデータ１２の変更時等に、中央制御装置１６のＳＩＰ処理用アプリケーションを実行
することにより、システムデータ１２で設定されたドメイン名とホスト名をもとに、主装
置１０自身のＳＩＰ　ＵＲＬをＳＩＰサーバ３０に登録するための登録メッセージを作成
し、その登録メッセージをＳＩＰサーバ３０に送信する。ここでは、主装置１０のＳＩＰ
　ＵＲＬは、「BBB@AAA」とする。これにより、ＳＩＰサーバ３０には、主装置１０のＳ
ＩＰ　ＵＲＬ「BBB@AAA」がそのＩＰアドレス（位置特定情報）に関連付けて登録される
。
【００３９】
次いで、システム内のＳＩＰ電話機４０又は外部のＳＩＰ電話機４０からシステム内の特
定の従来電話機１１に着信させる際、ＳＩＰ電話機４０は、ＳＩＰ処理用アプリケーショ
ンを実行して、発信のためのＩＮＶＩＴＥメッセージを送出することにより、ＳＩＰサー
バ３０経由で発信する。
【００４０】
このとき、ＳＩＰ電話機４０は、ＩＮＶＩＴＥメッセージ中のＴｏヘッダに、着信先の従
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来電話機１１を収容する主装置１０のＳＩＰ　ＵＲＬ「BBB@AAA」を指定すると共に、着
信先の従来電話機１１のユーザー名を含ませたものをＳＩＰサーバ３０に送出する。この
場合のＴｏヘッダは、例えば、「To:着信先のユーザ名＜主装置のＳＩＰ　ＵＲＬ＞」と
なる。例えば、システム内の内線電話番号「100」の従来電話機（ユーザ名「CCC」）に着
信をかける場合のＴｏヘッダは、「To:CCC<BBB@AAA>」となる。
【００４１】
この着信先の主装置１０のＳＩＰ　ＵＲＬ及び従来電話機１１のユーザ名に関する情報は
、発信時にＳＩＰ電話機４０のボタン、キーボード、マウス等のポイティングデバイス、
又はタッチディスプレイ等の入力器（図示しない）を使って直接入力してもよいし、予め
ＳＩＰ電話機４０のメモリ内の登録テーブル（電話帳等）に設定して格納しておき、発信
時にその登録テーブルの中から選択、指定するようにしてもよい。
【００４２】
次いで、ＳＩＰサーバ３０は、上記ＩＮＶＩＴＥメッセージを受信すると、そのＴｏヘッ
ダ中のＳＩＰ　ＵＲＬと、現在登録されているＳＩＰ　ＵＲＬを基に着信先をそのＩＰア
ドレス（位置特定情報）と共に特定し、その着信先に上記ＩＮＶＩＴＥメッセージを送り
、着信をかける。図１の例では、ＳＩＰサーバ３０には、ＳＩＰ　ＵＲＬとして現在「BB
B@AAA」が登録されているので、Ｔｏヘッダ中のＳＩＰ　ＵＲＬ「BBB@AAA」により主装置
１０が特定され、上記ＩＮＶＩＴＥメッセージが送られる。
【００４３】
そして、上記ＩＮＶＩＴＥメッセージを受け取った主装置１０は、図３に示すフローチャ
ートの処理を実行する。この処理は、中央処理装置１６の例えばメモリに格納される制御
プログラムをＣＰＵが実行することにより行われる。
【００４４】
図３において、主装置１０は、上記ＩＮＶＩＴＥメッセージを受信すると（ステップＳ１
）、該メッセージ中のＴｏヘッダの内容を解析し、ユーザー名を取り出す（ステップＳ２
）。この処理では、例えば、前述のようにＴｏヘッダが「To:CCC<BBB@AAA>」の場合、ユ
ーザ名「CCC」が取り出される。
【００４５】
次いで、主装置１０は、上記ユーザ名を基に、ユーザデータ・データベース１７に予めシ
ステムデータ１２として登録されたデータテーブル（ホスト名テーブル）を検索し（ステ
ップＳ３）、取り出したユーザー名と一致するものがあれば（ステップＳ４、ＹＥＳ）、
それと関連付けられている該当端末である従来電話機１１に着信をかけ（ステップＳ５）
、一致するデータがなければ（ステップＳ４、ＮＯ）、該当端末がないと判断し、従来電
話機１１を特定せずに一般着信として着信をかける（ステップＳ５）。
【００４６】
上記処理では、例えば、取り出されたユーザ名が「CCC」である場合、システムデータ・
データベース１７に格納されているシステムデータ１２としてのデータテーブル中には、
予め該ユーザ名「CCC」がその内線番号「100」の従来電話機１１と関連付けて登録されて
いるため、一致するデータがあると判断され、該当端末である内線番号「100」の従来電
話機１１に対し着信がかけられる。
【００４７】
従って、本実施形態によれば、主装置１０の起動時やシステムデータ変更時等に主装置３
０自身のＳＩＰ　ＵＲＬのみをＳＩＰサーバ３０に登録するだけで、ＳＩＰ電話機４０か
らシステム内の従来電話機１１に個別に着信をかけることができる。
【００４８】
この際、発信のためのＩＮＶＩＴＥメッセージのＴｏヘッダに主装置１０のＳＩＰ　ＵＲ
Ｌと従来電話機１１のユーザー名とを設定すれば、ＳＩＰサーバ３０により、ＩＮＶＩＴ
Ｅメッセージ中のＴｏヘッダ中に含まれるＳＩＰ　ＵＲＬを基に主装置１０が識別され、
主装置１０により、ＩＮＶＩＴＥメッセージ中のＴｏヘッダ中に含まれるユーザ名を基に
システム内の従来電話機１１が識別されるため、ＳＩＰ電話機４０からシステム内の従来
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電話機１１に個別着信をかけることができ、従来のようにシステム内に収容する従来電話
機１１の数分、ＳＩＰ　ＵＲＬをＳＩＰサーバ３０に登録しなくても済むのでその登録作
業を大幅に簡素化することができる。
【００４９】
なお、上記実施形態では、ＳＩＰ電話機については、主装置と同様、自身のＳＩＰ　ＵＲ
ＬがＳＩＰサーバに登録されているため、直接個別のＳＩＰ　ＵＲＬを指定して着信をか
けることができるが、これとは別の実施形態として、システム内の内線として取り扱うよ
うな場合は、従来電話機と同様にユーザ名を登録し、上記図３に示すフローチャートの処
理手順と同様の手順によって個別着信させるようにしてもよい。内線収容した場合でも、
ＳＩＰ電話機は、独自のＵＲＬを持つが、主装置のＵＲＬを使って着信させることができ
る。このため、外部から見た場合、システム内のＳＩＰ　ＵＲＬを１つに統一することが
できる利点がある。
【００５０】
例えば、図１の例では、システム内のＳＩＰ電話機４０を主装置１０の従来電話機１１と
同様に内線電話機として扱う場合、ＳＩＰ電話機４０のＳＩＰ　ＵＲＬとして、自身の「
siptel1@AAA」を使用し、主装置３０のシステムデータ１２として登録されるデータテー
ブル中にＳＩＰ電話機４０の内線番号「200」とユーザ名「FFF」とを互いに関連付けるほ
か、ＳＩＰ電話機位置情報として、ＳＩＰ電話機４０の内線番号「200」とＳＩＰ　ＵＲ
Ｌ「siptel1@AAA」とを互いに関連付けておく。そうすれば、システム内のＳＩＰ電話機
４０に対し外部のＳＩＰ電話機４０から着信をかける際に、ＩＮＶＩＴＥメッセージのＴ
ｏヘッダに主装置１０のＳＩＰ　ＵＲＬ「BBB@AAA」とその着信先のＳＩＰ電話機４０の
ユーザ名「FFF」を指定（To:FFF<BBB@AAA>）すればよい。
【００５１】
これにより、主装置１０は、システムデータ１２のデータテーブルを用いて、ユーザ名「
FFF」を検索し、その内線番号「200」を特定すると共にその内線番号「200」を基にＳＩ
Ｐ電話機位置情報からＳＩＰ電話機４０のＳＩＰ　ＵＲＬ「siptel1@AAA」を特定する。
従って、従来電話機１１の場合と同様に、ＳＩＰサーバ３０から主装置１０経由で、ＳＩ
Ｐ電話機４０に着信をかけることができる。すなわち、外部から見た場合、システム内の
ＳＩＰ　ＵＲＬは、主装置のＳＩＰＵＲＬ「BBB@AAA」一つに統一して使用することがで
きる。
【００５２】
また、上記実施形態では、主装置１０に登録されるシステムデータ１２のＳＩＰ電話機位
置情報として、ＳＩＰ電話機４０の内線番号「200」とそのＳＩＰ　ＵＲＬ「siptel1@AAA
」を関連付ける場合を説明しているが、他の例として、ＳＩＰ電話機４０の内線番号と関
連付ける位置情報は、ＳＩＰ　ＵＲＬのほか、ＩＰアドレスでもよい。この場合は、シス
テムからＳＩＰ電話機４０を呼び出す際、ＳＩＰサーバ３０を経由せずに直接ＩＮＶＩＴ
Ｅメッセージを送出することができる。
【００５３】
また、上記実施形態では、システム内外のＳＩＰ電話機からシステム内の主装置に収容さ
れた従来電話機に個別着信させる場合を説明したが、これとは逆に、従来電話機からＳＩ
Ｐ電話機に着信させる場合は、その一変形例として、予め主装置のデータベースに、シス
テムデータとして、ＳＩＰ電話機を特定するユーザ名、内線番号等の情報をＳＩＰ　ＵＲ
Ｌに関連付けて登録しておき、従来電話機からその登録情報を指定することにより、主装
置がその情報をＳＩＰ電話機のＳＩＰ　ＵＲＬに変換し、ＩＮＶＩＴＥメッセージのＴｏ
ヘッダにそのＳＩＰ　ＵＲＬを設定して、そのＩＮＶＩＴＥメッセージをＳＩＰサーバに
送出し、ＳＩＰサーバの処理でその着信先のＳＩＰ電話機を特定し、その相手先にＳＩＰ
サーバ経由でＩＮＶＩＴＥメッセージを転送し、これにより着信呼出をかけするようにし
てもよい。
【００５４】
また、上記実施形態では、ＳＩＰ　ＵＲＬはメールアドレスのように「ホスト名＠ドメイ
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なく、電話番号を記述したり、＠の後側にドメイン名ではなくＩＰアドレスを記述したり
する等、ＳＩＰプロトコルの規定に従うものであれば、種々の形態のものを適用すること
ができる。
【００５５】
また、上記実施形態では、ＶｏＩＰの呼制御プロトコルとしてＳＩＰプロトコルを用いた
場合を説明してあるが、本発明はこれに限定されず、例えば、Ｈ．３２３やＭＥＧＡＣＯ
（Media Gateway Control Protocol）（Ｈ．２４８）等の他の呼制御プロトコルを用いた
場合でも適用可能である。この場合は、使用する呼制御プログラムに応じて、ＳＩＰサー
バはＶｏＩＰサーバ、ＳＩＰ電話機はＩＰ電話機、主装置のＳＩＰ　ＵＲＬはその位置識
別情報（電話機位置情報）、内線電話機のユーザ名はその識別情報、登録メッセージ及び
ＩＮＶＩＴＥメッセージ等のＳＩＰメッセージは呼制御用の制御情報に置き換えて適用す
ることが可能である。
【００５６】
なお、本発明は、代表的に例示した上述の実施形態に限定されるものではなく、当業者で
あれば、特許請求の範囲の記載内容に基づき、その要旨を逸脱しない範囲内で種々の態様
に変形、変更することができる。これらの変更例や変形例も本発明の権利範囲に属するも
のである。
【００５７】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、ＩＮＶＩＴＥメッセージのＴｏヘッダに主装置自
身のＳＩＰ　ＵＲＬと内線電話機のユーザー名を用いることにより、ＳＩＰサーバに対し
主装置自身のＳＩＰ　ＵＲＬのみを登録しておけば、システム内の内線電話機に個別着信
させることができ、これにより、ＳＩＰサーバに対し、システム内の内線電話機のＳＩＰ
　ＵＲＬをその数分、登録作業を行わなくても済むので、その登録作業を大幅に簡素化す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態にかかるボタン電話システムの構成を示す概略図である。
【図２】主装置の内部構成を示す概略ブロック図である。
【図３】ＳＩＰ電話機からシステム内の従来電話機に着信をかける場合の主装置の処理例
を示すフローチャートである。
【図４】従来例のボタン電話システムの構成例を示す概略図である。
【符号の説明】
１０　主装置
１１　従来電話機（内線電話機）
１２　システムデータ
１３　内線電話機収容インターフェース
１４　ＬＡＮ収容インターフェース
１５　ＣＯＤＥＣ回路
１６　中央処理装置
１７　システムデータ・データベース
２０　ＬＡＮ回線
３０　ＳＩＰサーバ
４０　ＳＩＰ電話機
５０　ＩＰネットワーク
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