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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＰネットワークに接続された発信元通信端末と複数の通信端末とがＳＩＰの通信プロ
トコルに従って通信を行なう通信システムであって、
　前記複数の通信端末は第一の通信端末と、第二の通信端末とを含み、
　前記第二の通信端末は、前記発信元通信端末から前記第一の通信端末が着信メッセージ
を受信したときに、所定の契機に基づいて前記第一の通信端末に代替応答制御メッセージ
を送信する手段を有し、
　前記第一の通信端末は、前記代替応答制御メッセージを前記第二の通信端末から受信し
たときに、前記発信元通信端末からの着信メッセージを前記第二の通信端末に転送する着
信メッセージ転送手段と、
　前記第二の通信端末を特定するコンタクト情報を含む応答メッセージを前記発信元通信
端末に送信する応答メッセージ送信手段とを有し、
　前記応答メッセージを受信した前記発信元通信端末と前記着信メッセージの転送された
前記第二の通信端末との間で呼を確立するようにした通信システム。
【請求項２】
　前記第一の通信端末は、前記代替応答制御メッセージに基づいて前記第二の通信端末で
の代替応答を許容するか否かを判定する判定手段を有し、
　前記第二の通信端末での代替応答を許容するとの判定がなされたときに、前記着信メッ
セージ転送手段が前記発信元通信端末からの前記着信メッセージを前記第二の通信端末に
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転送するようにした請求項１記載の通信システム。
【請求項３】
　前記代替応答制御メッセージは、前記第二の通信端末が属するグループを表すグループ
情報を含み、
　前記判定手段は、前記代替応答制御メッセージに含まれる前記グループ情報にて表され
るグループが前記第一の通信端末が属するグループと同一であるか否かに基づいて前記代
替応答を許容するか否かを判定する手段を有する請求項２記載の通信システム。
【請求項４】
　ＩＰネットワークに接続された発信元通信端末と複数の通信端末とがＳＩＰの通信プロ
トコルに従って通信を行なう通信システムであって、
　前記複数の通信端末のそれぞれは、前記発信元通信端末から前記複数の通信端末に含ま
れる第一の通信端末に対して着信メッセージがあったときに、所定の契機に基づいて前記
第一の通信端末に代替応答制御メッセージを送信する手段を有し、
　前記第一の通信端末は、前記第一の通信端末以外の前記複数の通信端末に含まれる候補
通信端末のそれぞれから前記代替応答制御メッセージを受信したときに、前記代替応答制
御メッセージに基づいて前記複数の候補通信端末から代替応答をなすべき第二の通信端末
を選択する端末選択手段と、
　前記選択された第二の通信端末に前記発信元通信端末からの前記着信メッセージを取得
させる着信メッセージ制御手段と、
　前記選択された第二の通信端末を特定するコンタクト情報を含む応答メッセージを前記
発信元通信端末に送信する手段とを有し、
　前記コンタクト情報を含む応答メッセージを受信した発信元通信端末と前記着信メッセ
ージを取得した前記第二の通信端末との間で呼を確立するようにした通信システム。
【請求項５】
　前記着信メッセージ制御手段は、前記代替応答制御メッセージの送信元となる前記複数
の候補通信端末のそれぞれに前記発信元通信端末からの着信メッセージを転送する手段と
、
　前記選択された第二の通信端末以外の候補通信端末に対して応答解放メッセージを送信
する手段とを有し、
　前記第二の通信端末以外の候補通信端末に対する前記着信メッセージを無効にする請求
項４記載の通信システム。
【請求項６】
　前記端末選択手段は、前記第一の通信端末にて最初に受信された代替応答制御メッセー
ジの送信元となる候補通信端末を前記第二の通信端末として選択する請求項４及び５のい
ずれかに記載の通信システム。
【請求項７】
　前記各代替応答制御メッセージは、優先度を表す優先度情報を含み、
　前記端末選択手段は、前記優先度情報に基づいて前記複数の候補通信端末から前記第二
の通信端末を選択するようにした請求項４及び５のいずれかに記載の通信システム。
【請求項８】
　ＩＰネットワークに接続された発信元通信端末と複数の通信端末とがＳＩＰの通信プロ
トコルに従って通信を行なう通信システムに用いられる通信端末であって、
　前記複数の通信端末に含まれるいずれかの通信端末が前記発信元通信端末から着信メッ
セージを受信したときに、所定の契機に基づいて前記着信メッセージを受信した通信端末
に対して代替応答制御メッセージを送信する手段と、
　前記代替応答制御メッセージを送信した後に、前記着信メッセージを受信した通信端末
から前記着信メッセージを取得する着信メッセージ取得手段と、
　前記着信メッセージを取得した後に、前記着信メッセージに基づいて前記発信元通信端
末と呼を確立させる呼接続制御手段とを有する通信端末。
【請求項９】
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　ＩＰネットワークに接続された発信元通信端末と複数の通信端末とがＳＩＰ通信プロト
コルに従って通信を行なう通信システムに用いられる通信端末であって、
　前記発信元通信端末から着信メッセージを受信した後に、前記複数の通信端末に含まれ
る代替応答要求通信端末から代替応答制御メッセージを受信したときに、前記代替応答要
　求通信端末に前記着信メッセージを転送する着信メッセージ転送手段と、
　前記代替応答要求通信端末を特定するコンタクト情報を含む応答メッセージを前記発信
元通信端末に送信する手段とを有する通信端末。
【請求項１０】
　ＩＰネットワークに接続された発信元通信端末と複数の通信端末とがＳＩＰ通信プロト
コルに従って通信を行なう通信システムに用いられる通信端末であって、
　前記発信元通信端末から着信メッセージを受信した後に、前記複数の通信端末に含まれ
る複数の候補通信端末のそれぞれから代替応答制御メッセージを受信したときに、前記代
替応答制御メッセージに基づいて前記複数の候補通信端末から代替応答をなすべき代替応
答通信端末を選択する端末選択手段と、
　前記選択された代替応答通信端末に前記発信元通信端末からの前記着信メッセージを取
得させる着信メッセージ制御手段と、
　前記選択された代替応答通信端末を特定するコンタクト情報を含む応答メッセージを前
記発信元通信端末に送信する手段とを有する通信端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＳＩＰ（Session Initiation Protocol）の通信プロトコルに従って通信端
末間で通信を行なう通信システムに係り、詳しくは、ＳＩＰに従って着信のあった通信端
末の代わりに他の通信端末にて前記着信に対する応答を可能とした通信システム及び通信
端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、ＳＩＰ（Session Initiation Protocol）の通信プロトコルに従って着信のあっ
た通信端末の代わりに他の通信端末にて前記着信に対する応答を可能とした通信システム
が提案されている（例えば、非特許文献１参照）。この通信システムは、例えば、図１に
示すように、いわゆるＩＰ電話機を用いた通信システムとして構成される。即ち、ＩＰ電
話機（以下、通信端末という）１１、１２がＬＡＮ１５（ＩＰネットワーク）に接続され
、ＬＡＮ１５が通信制御装置１４（例えば、ルータ等）を介して広域のＩＰネットワーク
３０（例えば、インターネット）に接続されている。そして、ＩＰネットワーク３０に接
続された他の通信端末２０とＬＡＮ１５に接続されたいずれかの通信端末１１、１２とが
ＩＰネットワーク３０、通信制御装置１４及びＬＡＮ１５を介して音声通信（ＲＴＰ：Re
al-Time Transport Protocol）を行なうことができるようになっている。

【０００３】
　各端末の機能構成は、例えば、図２に示すようになっている。
　図２において、各通信端末１１、１２は、ユーザインタフェース部１０１、回線制御部
１０２、トランザクション部１０３及びトランスポート部１０４によるレイヤ構成となっ
ている。トランスポート部１０４は、ＬＡＮ３０を介してメッセージを送る機能を有し、
トランザクション部１０３は、ＬＡＮ３０を介して送られてくるメッセージを更にトラン
スポート部１０４を介して受け付ける機能及びメッセージの再送を行なう機能等を有し、
回線制御部１０２は、呼制御を行なう機能を有し、ユーザインタフェース部１０１は、ユ
ーザ操作に基づいた制御メッセージの生成、受信されたメッセージに基づいたユーザに対
する出力制御等を行なう機能を有している。
【０００４】
　このような通信システムにおいて、通信端末２０から通信端末１１への着信に対して通
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信端末１２が応答する場合（代替応答の場合）、例えば、図３に示す手順にてその処理が
なされる。なお、図３では、前記非特許文献１での記述に準じて通信端末２０を「Alice
」、通信端末１1を「Bob」、通信端末１２を「Bill」と称する。
【０００５】
　図３において、Bobに対してAliceからの着信メッセージINVITE F1があると、Bobは、呼
出しメッセージ180 Ringing F2をAliceに返す。これにより、Aliceにて呼出し音の出力が
なされると共に、Bobにおいて着信音の出力がなされる。この状態で、Billが前記Bobへの
着信に対する応答（PICKUP）を行なうために、Billにてオフフックがなされると共に所定
の操作（代替応答のための操作）がなされると、BillからBobに対して状態取得依頼メッ
セージSUBSCRIBER F3が送信される。Bobは、Billに対してその状態取得依頼メッセージSU
BSCRIBER F3に対する受信応答200 OK F4を送信すると共に前記状態取得依頼メッセージSU
BSCRIBER F3の了承を表す了承メッセージNOTIFY F5を送信する。
【０００６】
　Billは、前記前記了承メッセージNOTIFY F5を受信すると、その受信応答200 OK F6をBo
bに送信した後に、Bobに対する着信に対して代替応答する旨をAliceに伝えるために、代
替着信メッセージINVITE Replace : Bob F7をAliceに送信する。Aliceは、その代替着信
メッセージINVITE Replace : Bob F7を受信すると、その受信応答200 OK F8をBillに送信
する。その後、Aliceは、Bobに対する呼出しを取り消すために取消メッセージCANCEL F9
をBobに送信する。そして、Bobは、Aliceに対して、前記取消メッセージCANCELに対する
受信応答200 OK F10を送信した後に、前記着信メッセージINVITE F1が取り消されたこと
を確認したことを表すメッセージ487 F11を送信する。このBobからの前記メッセージ487 
F11に対してAliceは、確認通知メッセージACK F12をBobに送信する。
【０００７】
　Billは、前記代替着信メッセージINVITE Replace : Bob F7に対するAliceからの受信応
答200 OK F8を受信すると、確認通知メッセージACK F13をAliceに送信する。そして、前
述したようにAliceからの呼出しが取り消されたことを確認したBobは、Aliceからの呼出
しに対する応答をBillが行なうことを了承する旨を表す了承メッセージNOTIFY F14をBill
に送信し、その了承メッセージNOTIFY F14を受信したBillは、それを確認したことを表す
メッセージ481 F15をBobに送信する。
【０００８】
　前述したような手順により、Bobは、Aliceからの呼出しに対してBillが応答することを
認識し、Aliceは、Bobへの呼出しを取り消してBillとの通信を行なうことを認識し、Bill
は、Aliceとの通信が可能になったことを認識する。この状態で、AliceとBillとの間でRT
P（Real-Time Transport Protocol）に基づいた呼が確立され、AliceとBillとの間で音声
通話が可能となる。そして、通話が終了して、Aliceから呼切断メッセージBYE F16がBill
に送信されると、Billがその受信応答200 OK F17をAliceに返送し、AliceとBillとの間の
通信が終了する。
【０００９】
　このような通信システムによれば、AliceからBobが呼び出された場合に、その呼出しに
対してBillが応答することができるようになる。このため、Bob（通信端末１１の操作者
）が不在であっても、AliceはBobの代わりのBill（通信端末１２の操作者）と通話ができ
るようになる。
【非特許文献１】SIPPING Working Group Internet-Draft「draft-ietf-sipping-service
 examples-05」
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかし、前述した従来の通信システムでは、発信元の通信端末２０（Alice）から通信
端末１１（Bob）への呼出しに対して他の通信端末１２（Bill）が応答（代替応答）する
場合、その代替応答する通信端末１２と通信端末１１との間で、その代替応答することを
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確認、了承するための手順（SUBSCRIBER F3、NOTIFY 14、481 F15等）が必要となると共
に、発信元の通信端末２０から端末１１への呼出しを取消すための手順（CANCELF9、200 
OK F10、487 F11、ACK F12）が必要になるなど、呼を切り替えるための手順が比較的複雑
である。
【００１１】
　また、発信元の通信端末２０（Alice）では、着信メッセージINVITE F1に対する呼出し
メッセージ180 Ringing F2を受信している状態で、代替応答の通信端末１２から代替着信
メッセージINVITE Replace : Bob F7を受信して、それに対する特別な処理を行なわなけ
ればならず、そのような機能の実装も比較的難しい。
【００１２】
　本発明は、前述した従来の通信システムの欠点を解消するためになされたもので、発信
元の通信端末からある通信端末への呼出しに対して他の通信端末での応答が比較的簡単な
手順にて可能となるような通信システムを提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
本発明に係る通信システムは、ＩＰネットワークに接続された発信元通信端末と複数の通
信端末とがＳＩＰの通信プロトコルに従って通信を行なう通信システムであって、前記複
数の通信端末は第一の通信端末と、第二の通信端末とを含み、前記第二の通信端末は、
前記発信元通信端末から前記第一の通信端末が前記着信メッセージを受信したときに、所
定の契機に基づいて前記第一の通信端末に代替応答制御メッセージを送信する手段を有し
、前記第一の通信端末は、前記代替応答制御メッセージを前記第二の通信端末から受信し
たときに、前記発信元通信端末からの着信メッセージを前記第二の通信端末に転送する着
信メッセージ転送手段と、前記第二の通信端末を特定するコンタクト情報を含む応答メッ
セージを前記発信元通信端末に送信する応答メッセージ送信手段とを有し、前記応答メッ
セージを受信した前記発信元通信端末と前記着信メッセージの転送された前記第二の通信
端末との間で呼を確立するように構成される。

【００１４】
　このような構成により、発信元通信端末から着信メッセージを受信した第一の通信端末
に対して第二の通信端末から代替応答制御メッセージが送信されると、その代替制御メッ
セージを受信した第一の通信端末が前記着信メッセージを前記第二の通信端末に送信する
と共に前記第二の通信端末を特定するコンタクト情報を含む応答メッセージを前記発信元
通信端末に送信する。これにより、前記第二の通信端末は、前記着信メッセージにより発
信元通信端末を特定することができ、また、発信元通信端末は、前記応答メッセージに含
まれるコンタクト情報により前記第二の通信端末を特定することができる。その結果、相
互に特定することのできる前記発信元通信端末と前記第二の通信端末にとの間で呼の確立
がなされ、前記発信元通信端末と前記第二の通信端末との間での通信（例えば、音声通信
）が可能な状態となる。即ち、発信元の通信端末から第一の通信端末への呼出しに対して
第二の通信端末での応答が可能となる。
【００１５】
　前記第二の通信端末における代替応答制御メッセージの送信タイミングを決める前記所
定の契機は、第二の通信端末の操作者による所定の操作にて決定されるものであっても、
また、通信システム内において自動的に決定されるものであってもよい。
【００１６】
　また、本発明に係る通信システムは、前記第一の通信端末が、前記代替応答制御メッセ
ージに基づいて前記第二の通信端末での代替応答を許容するか否かを判定する判定手段を
有し、前記第二の通信端末での代替応答を許容するとの判定がなされたときに、前記着信
メッセージ転送手段が前記発信元通信端末からの前記着信メッセージを前記第二の通信端
末に転送するように構成することができる。
【００１７】
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　このような構成により、発信元通信端末から着信メッセージを受信した第一の通信端末
において、他の通信端末（第二の通信端末）によって前記着信メッセージに対する代替応
答をさせるか否かを決定することができるようになる。
【００１８】
　更に、本発明に係る通信システムは、前記代替応答制御メッセージが、前記第二の通信
端末が属するグループを表すグループ情報を含み、前記判定手段が、前記代替応答制御メ
ッセージに含まれる前記グループ情報にて表されるグループが前記第一の通信端末が属す
るグループと同一であるか否かに基づいて前記代替応答を許容するか否かを判定する手段
を有する構成とすることができる。
【００１９】
　このような構成により、自通信端末（第一の通信端末）と同一グループに属する他の通
信端末（第二の通信端末）だけに発信元通信端末からの着信メッセージに対する代替応答
をさせることができるようになる。
【００２０】
本発明に係る通信システムは、ＩＰネットワークに接続された発信元通信端末と複数の通
信端末とがＳＩＰの通信プロトコルに従って通信を行なう通信システムであって、前記複
数の通信端末のそれぞれは、前記発信元通信端末から前記複数の通信端末に含まれる第一
の通信端末に対して着信メッセージがあったときに、所定の契機に基づいて前記第一の通
信端末に代替応答制御メッセージを送信する手段を有し、前記第一の通信端末は、前記
第一の通信端末以外の前記複数の通信端末に含まれる複数の候補通信端末のそれぞれから
前記代替応答制御メッセージを受信したときに、前記代替応答制御メッセージに基づいて
前記複数の候補通信端末から代替応答をなすべき第二の通信端末を選択する端末選択手段
と、前記選択された第二の通信端末に前記発信元通信端末からの前記着信メッセージを取
得させる着信メッセージ制御手段と、前記選択された第二の通信端末を特定するコンタク
ト情報を含む応答メッセージを前記発信元通信端末に送信する手段とを有し、前記コンタ
クト情報を含む応答メッセージを受信した発信元通信端末と前記着信メッセージを取得し
た前記第二の通信端末との間で呼を確立するように構成される。

【００２１】
このような構成により、発信元通信端末から着信メッセージを受信した第一の通信端末に
対して複数の候補通信端末のそれぞれから代替応答制御メッセージが送信されると、第一
の通信端末において前記代替応答制御メッセージに基づいて複数の候補通信端末から代替
応答をなすべき第二の通信端末が選択される。そして、第一の通信端末が前記発信元通信
端末からの前記着信メッセージを前記選択された第二の通信端末に取得させると共に、前
記選択された第二の通信端末を特定するコンタクト情報を含む応答メッセージを前記発信
元通信端末に送信する。これにより、前記選択された第二の通信端末は、前記着信メッセ
ージにより発信元通信端末を特定することができ、また、前記発信元通信端末は、前記応
答メッセージに含まれるコンタクト情報により前記第二の通信端末を特定することができ
る。その結果、相互に特定することのできる前記発信元通信端末と前記第二の通信端末と
の間で呼の確立がなされ、前記通信元通信端末と前記第二の通信端末との間での通信（例
えば、音声通信）が可能な状態となる。即ち、発信元の通信端末から第一の通信端末への
呼出しに対して前記第一の通信端末により選択された前記第二の通信端末での応答が可能
となる。

【００２２】
前記第一の通信端末が前記第二の通信端末に前記着信メッセージを取得させる手法は、前
記選択された第二の通信端末にだけ前記着信メッセージを送信するようにしても、また、
代替応答制御メッセージの送信元となる全ての候補通信端末のそれぞれに前記着信メッセ
ージを送信し、その後、選択された前記第二の通信端末以外の候補通信端末に対する着信
メッセージを無効にするようにしてもよい。後者の場合、本発明に係る通信システムは、
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前記着信メッセージ制御手段が、前記代替応答制御メッセージの送信元となる前記複数の
候補通信端末のそれぞれに前記発信元通信端末からの着信メッセージを転送する手段と、
前記選択された第二の通信端末以外の候補端末に対して応答解放メッセージを送信する手
段とを有し、前記第二の通信端末以外の候補通信端末に対する前記着信メッセージを無効
にする構成とすることができる。

【００２３】
　また、本発明に係る通信システムは、前記端末選択手段が、前記第一の通信端末にて最
初に受信された代替応答制御メッセージの送信元となる候補通信端末を前記第二の通信端
末として選択する構成とすることができる。
【００２４】
　このような構成により、最も早期に第一の通信端末にて受信された代替応答制御メッセ
ージの送信元となる候補通信端末が第二の通信端末として選択されるので、最も早期に第
一の通信端末にて受信された代替応答制御メッセージの送信元となる候補通信端末によっ
て前記第一の通信端末への着信メッセージに対する応答がなされるようになる。
【００２５】
　更に、本発明に係る通信システムは、前記各代替応答制御メッセージが、優先度を表す
優先度情報を含み、前記端末選択手段は、前記優先度情報に基づいて前記複数の候補端末
から前記第二の通信端末を選択するように構成することができる。
【００２６】
　このような構成により、最も高い優先度を表す優先度情報を含む代替応答制御メッセー
ジの送信元となる候補通信端末が第二の通信端末として選択されるので、最も高い優先度
を表す優先度情報を含む代替応答制御メッセージの送信元となる候補通信端末によって前
記第一の通信端末への着信メッセージに対する応答がなされるようになる。
【００２７】
　前述した通信システムに用いられる本発明に係る通信端末は、ＩＰネットワークに接続
された発信元通信端末と複数の通信端末とがＳＩＰの通信プロトコルに従って通信を行な
う通信システムに用いられる通信端末であって、前記複数の通信端末に含まれるいずれか
の通信端末が前記発信元通信端末から着信メッセージを受信したときに、所定の契機に基
づいて前記着信メッセージを受信した通信端末に対して代替応答制御メッセージを送信す
る手段と、前記代替応答制御メッセージを送信した後に、前記着信メッセージを受信した
通信端末から前記着信メッセージを取得する着信メッセージ取得手段と、前記着信メッセ
ージを取得した後に、前記着信メッセージに基づいて前記発信元通信端末と呼を確立させ
る呼接続制御手段とを有する構成となる。
【００２８】
　また、本発明に係る通信端末は、ＩＰネットワークに接続された発信元通信端末と複数
の通信端末とがＳＩＰ通信プロトコルに従って通信を行なう通信システムに用いられる通
信端末であって、前記発信元通信端末から着信メッセージを受信した後に、前記複数の通
信端末に含まれる代替応答要求通信端末から代替応答制御メッセージを受信したときに、
前記代替応答要求通信端末に前記着信メッセージを転送する着信メッセージ転送手段と、
前記代替応答要求通信端末を特定するコンタクト情報を含む応答メッセージを前記発信元
通信端末に送信する手段とを有する構成となる。
【００２９】
更に、本発明に係る通信端末は、ＩＰネットワークに接続された発信元通信端末と複数の
通信端末とがＳＩＰ通信プロトコルに従って通信を行なう通信システムに用いられる通信
端末であって、前記発信元通信端末から着信メッセージを受信した後に、前記複数の通信
端末に含まれる複数の候補通信端末のそれぞれから代替応答制御メッセージを受信したと
きに、前記代替応答制御メッセージに基づいて前記複数の候補通信端末から代替応答をな
すべき代替応答通信端末を選択する端末選択手段と、前記選択された代替応答通信端末に
前記発信元通信端末からの前記着信メッセージを取得させる着信メッセージ制御手段と、
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前記選択された代替応答通信端末を特定するコンタクト情報を含む応答メッセージを前記
発信元通信端末に送信する手段とを有する構成となる。

【００３０】
　また、本発明は、コンピュータその他の装置、機械等が上記いずれかの処理を実行する
方法であってもよい。また、本発明は、コンピュータその他の装置、機械等に、以上のい
ずれかの機能を実現させるプログラムであってもよい。また、本発明は、そのようなプロ
グラムをコンピュータ等が読み取り可能な記録媒体に記録したものでもよい。
【発明の効果】
【００３１】
本発明に係る通信システムによれば、発信元通信端末から着信メッセージを受信した第一
の通信端末が、その着信メッセージを第二の通信端末に転送すると共に、前記第二の通信
端末を特定するコンタクト情報を含む応答メッセージを前記発信元通信端末に送信するこ
とにより、前記第一の通信端末に代えて前記第二の通信端末と前記発信元通信端末での通
信が可能になる。このため、発信元通信端末が第一の通信端末に対して着信メッセージの
取り消しを行なう手順等を必要とせず、また、前記発信元通信端末が着信メッセージを送
信して第一の通信端末から呼出しメッセージを受信している状態で他の通信端末からの代
替着信メッセージを受信する機能を備える必要もなく、発信元通信端末からある通信端末
（第一の通信端末）への呼出しに対して他の通信端末（第二の通信端末）での応答がより
簡単な手順にて可能となる。

【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。
　本発明の実施の形態に係る通信システムは、従来のシステムと同様に、いわゆるＩＰ電
話機を通信端末した通信システムであって、図１に示すように構成される。図１に示す通
信システムにおいてＬＡＮ１５に接続された各通信端末１１、１２（ＩＰ電話機）の機能
構成は、図４に示すようになっている。即ち、各通信端末１１、１２は、従来の通信端末
（図２参照）と同様に、ユーザインタフェース部１０１、回線制御部１０２、トランザク
ション部１０３及びトランスポート部１０４を備える他、回線制御部１０２とトランザク
ション部１０３との間に、着信サービス制御部１０５を備えている。着信サービス制御部
１０５は、着信サービスメソッドに従って処理を実行し、ユーザインタフェース部１０１
からの所定の操作信号に基づいて代替応答制御メッセージ（以下、PICKUPという）を生成
してトランザクション部１０３を介してトランスポート部１０４に与え、前記PICKUPに対
する応答メッセージ等をトランスポート部１０４及びトランザクション部１０３を介して
受取り処理する。また、着信サービス制御部１０５は、入力操作に基づいたユーザインタ
エース部１０１からのコマンドに基づいて着信サービスメソッドの実行条件（代替応答の
ための条件）の登録及び更新を行なう。
【００３３】
　このような構成の通信システムにおいて、通信端末２０から通信端末１１への着信に対
して通信端末１２が応答する場合（代替応答の場合）、例えば、図５に示す手順に従って
その処理がなされる。なお、図５では、前述した例（図３参照）と同様に、前記非特許文
献１での記述に準じて通信端末２０を「Alice」、通信端末１１を「Bob」、通信端末１２
を「Bill」と称する。
【００３４】
　図５において、Bobに対してAliceからの着信メッセージINVITE F1があると、Bobは、呼
出しメッセージ180 Ringing F2をAliceに返す。これにより、Aliceにて呼出し音の出力が
なされると共に、Bobにおいて着信音の出力がなされる。前記着信メッセージINVITEは、
例えば、図６に示すように、
　　メッセージの種類（INVITE sips:bob@bilox.exmaple.com SIP/2.0）
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　　送信元（Alice）
　　あて先（Bob）
　　コンタクト情報（Contact:<sips:alice@client.atlanta.example.com>）等
の各項目の情報を含むと共に、通信条件等を記述したセッション情報SDP（Session Descr
iption Protocol）情報を含む。
【００３５】
　前述した状態で、Billが前記Bobへの着信に対する応答を行なうために、Billにてオフ
フックがなされ、例えば、代替応答のためのピックアップボタンの操作がなされると、そ
れを契機にして、Billから着信メッセージサービスの開始を要求する、即ち、代替応答を
要求するためのPICKUP F3がマルチキャスト配信される。このPICKUPは、例えば、図７に
示すように、
　　メッセージの種類（PICKUP sips:bob@biloxi.example.com SIP/2.0）
　　送信元（Bill）
　　あて先（Bob）
　　コンタクト情報（Contact:<sips:bill@biloxi.example.com> ）
　　ピックアップグループ（Pickup-Group：Group-A）
　　優先度情報（User-Priority：General（普通））
　　ピックアップ認証パスワード（Pickup-Authorization：user01）
　　対象発信元情報（Source-User-Agent：Alice）等
の各項目の情報を含む。
【００３６】
　なお、ピックアップグループ、優先度情報、ピックアップ認証パスワード、対象発信元
情報等の属性情報は、前述したようにＬＡＮ１５に接続された各通信端末１１、１２（Bo
b、Bill）でのユーザインタフェース部１０１からの入力コマンドに従って着信サービス
制御部１０５に予め登録されている。
【００３７】
　図５に戻って、前記マルチキャスト配信された前記PICKUP F3を受信したBobは、そのあ
て先情報から自通信端末宛のメッセージであることを認識し、その受信応答200 OK F4をB
illに返す。そして、前記着信メッセージINVITEをBillに転送する（INVITE F5）。この転
送された着信メッセージINVITE F5を受信したBillは、その受信応答200 OK F6をBobに返
す。Bobは、前記INVITE F5に対する受信応答200 OK F6を受信すると、前記着信メッセー
ジINVITE F1の送信元となるAliceにBillを特定するコンタクト情報を含む受信応答200 OK
 F7を送信する。この受信応答200 OK F7は、例えば、図８に示すように、
　　メッセージの種類（SIP/2.0 200 OK）
　　送信元（Bob）
　　あて先（Alice）
　　コンタクト情報（Contact:<sips:bill@client.biloxi.example.com>）等
の各項目の情報を含むと共に、通信条件等を記述したセッション情報SDP（Session Descr
iption Protocol）情報を含む。
【００３８】
　Bobは、着信メッセージINVITE F1の送信元となるAliceに前記受信応答200 OK F7を送信
した後に空き状態となる。その後、AliceはBobからの前記受信応答200 OK F7に記述され
たコンタクト情報に基づいてBob宛に送信した着信メッセージINVITE F1に対して応答すべ
き端末がBillであることを認識し、そのBillに対して確認通知メッセージACK F8を送信す
る。この確認通知メッセージACK F8は、例えば、図９に示すように、
　　メッセージの種類（ACK sips:bob@client.biloxi.exampel.com SIP/2.0）
　　送信元（Alice）
　　あて先（Bill）等
の各項目の情報を含む。
【００３９】
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　AliceとBillとの間で前記確認通知メッセージACK F8の送受信が終了すると、Billは、B
obから転送されたINVITE F5に含まれるSDP情報（図６参照）に基づいて、Aliceは、Bobか
らの受信応答200 OK F7に含まれるSDP情報（図８参照）に基づいて、相互にニゴシエーシ
ョンを行なってRTP（Real-time Transport Protocol）による呼を確立して双方向の音声
通信が可能となる。その後、例えば、Aliceから切断メッセージBYE F9がBillに送信され
、その切断メッセージBYE F9を受信したBillからその受信応答200 OK F10がAliceに送信
されると、AliceとBillとの間の呼が切断される。
【００４０】
　前述した通信システムでは、AliceからBobに着信メッセージINVITEがあったときに、着
信サービスメソッドに従ってBillからPICKUP（代替応答制御メッセージ）がBobに送信さ
れると、BobからBillに対して前記着信目セージINVITEが送信されると共に、BobからAlic
eに対してBillを特定するコンタクト情報を含む受信応答200 OKが送信されることにより
、AliceからBobへの呼出しに対してBillが応答できるようになる。このように、着信サー
ビスメソッドに従った比較的簡易な手順に従ってBobに対する呼出しに対するBillでの応
答（代替応答）が可能となる。本通信システムによれば、例えば、AliceはBobへの呼出し
中に、Billからの代替応答する旨の代替着信メッセージを受ける必要はない（端末Alice
が三者通話機能を有する必要がない）。
【００４１】
なお、前述した例では、AliceのSDP情報は、着信メッセージINVITEに含められるものであ
ったが、ACK F8に含めることもできる。前記通信システムにおいて、Bob（代替応答され
る通信端末）がBillによる代替応答を拒否することもできる。この場合、図１０に示すよ
うに、BillからのPICKUP F3を受信したBobは、前記着信メッセージINVITE F5（図５参照
）に代えて、代替応答を拒否するためのメッセージPICKUP-CANCEL F5をBillに送信し、Al
iceに対する受信応答200 OK F7（図５参照）の送信を行なわない。これにより、AliceとB
ill間での呼の確立はなされることなく、AliceからBobに対する呼出しに対してBillによ
って代替応答されることはない。

【００４２】
　また、図１１に示すように、BillからのPICKUP F3を受信したBobは、Billによる代替応
答を拒否するために、その応答メッセージとしてエラーメッセージ4xxNG F4をBillに返す
こともできる（INVITE の転送もない）。この場合も、AliceとBill間での呼の確立はなさ
れることなく、AliceからBobに対する呼出しに対してBillによって代替応答されることは
ない。
【００４３】
　更に、発信元通信端末（Alice）からＬＡＮ１５内の通信端末に着信メッセージが送信
されたときに、ＬＡＮ１５内の複数の通信端末がPICKUPのマルチキャスト配信を行なう場
合、例えば、図１２及び図１３に示す手順に従って処理がなされる。この例に係る通信シ
ステムでは、ＬＡＮ１５内に３台の通信端末（以下、Bob、Bill、Carolと称する）が接続
されている。
【００４４】
　図１２において、Aliceからの着信メッセージINVITE F1がBobに送信され、前記着信メ
ッセージINVITE F1を受信したBobから呼出しメッセージ180 Ringing F2がAliceに返され
る。そして、Billにてオフフックがなされ、ピックアップボタンの操作がなされると、そ
れを契機にして、BillからPICKUP F3がマルチキャスト配信される。このPICKUP F3をBob
が受信すると、Bobからその受信応答200 OK F4がBillに送信される。また、Carolにおい
ても同様にオフフックがなされ、ピックアップボタンの操作がなされると、それを契機に
して、CarolからPICKUP F3-2がマルチキャスト配信される。このPICKUP F3-2をBobが受信
すると、Bobからその受信応答200 OK F4-2がCarolに送信される。
【００４５】
Bobでは、２つのPICKUP F3、PICKUP F3-2に対して、BillからのPICKUP F3を許容し、Caro
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lからのPICKUP F3-2を許容しないとの判断がなされると、BobからBillに対してAliceから
受信した着信メッセージINVITEへの転送がなされる（INVITE F5）。一方、Bobは、Carol
に対して無応答の状態を維持する。前述したようにBobからBillに対して着信メッセージI
NVITE F5が転送された後は、前述した例（図５参照）と同様の手順に従って処理がなされ
、AliceとBillとの間でRTPでの呼が確立され、相互に音声通信がなされる状態となる。一
方、Carolは、PICKUP F3-2をマルチキャスト配信した後に、着信メッセージINVITEの転送
待ち状態となっており、所定時間内に着信メッセージINVITEの転送がないと（タイムアウ
ト）、代替応答要求（PICKUUP）が失敗したことを認識する。

【００４６】
また、図１３に示す例では、BobにてCarolからのPICKUP F3-2を許容しないとの判定が
なされたときに、BobからCarolに対してエラーメッセージ4xxNG F4-2が送信される。これ
により、Carolは、自通信端末から送信したPICKUP F3-2が拒否され、代替応答要求が失敗
したことを認識する。

【００４７】
　更に、代替応答要求（PICKUP）を行なった通信端末によってその代替応答要求を取消す
こともできる。この場合、例えば、図１４に示す手順に従って処理がなされる。なお、図
１４に示す例では、複数の発信元通信端末から着信メッセージがなされ、その着信メッセ
ージに基づいた呼出しに対して複数の通信端末から代替応答要求（PICKUP）がなされる。
【００４８】
図１４において、Aliceからの着信メッセージINVITE F1がBobに送信され、前記着信メ
ッセージINVITE F1を受信したBobから呼出しメッセージ180 Ringing F2がAliceに返され
る。また、Tomからの着信メッセージINVITE F1-2がJerryに送信され、前記着信メッセー
ジINVITE F1-2を受信したJerryから呼出しメッセージ180 Ringing F2-2がTomに返される
。そして、Billにてオフフックされ、ピックアップボタンの操作がなされると、それを契
機にして、BillからBobとJerryとをあて先情報として含むPICKUP F3がマルチキャスト配
信される。前記PICKUP F3を受信したJerryは、自通信端末宛のPICKUP F3に対して受信応
答200 OK F4-2をBillに送信する。前記PICKUP F3を受信したBobは、自通信端末宛のPICKU
P F3に対して受信応答200 OK F4をBillに送信する。そして、JerryからBillに対してTom
からの着信メッセージINVITEが転送され（INVITE F5-2）、BobからもBillに対してAlice
からの着信メッセージINVITEが転送される（INVITE F5）。

【００４９】
　前記２つの着信メッセージINVITE F5、F5-2の転送を受けたBillは、例えば、一方の着
信メッセージINVITE F5に対して応答すべきことを決定すると、他方の着信メッセージINV
ITE F5-2の転送元となるJerryに対して取消しメッセージ606 NG F6-2を送信する。この取
消しメッセージ606 NG F6-2を受信したJerryは、確認通知メッセージACKをBillに返す。
【００５０】
　また、Carolにてオフフックされ、ピックアップボタンの操作がなされると、それを契
機にして、CarolからBobとJerryとをあて先情報として含むPICKUP F7がマルチキャスト配
信される。前記PICKUP F7を受信したJerryは、自通信端末宛のPICKUP F7に対して受信応
答200 OK F8-2をCarolに送信する。前記PICKUP F7を受信したBobは、自通信端末宛のPICK
UP F7に対して受信応答200 OK F8をCarolに送信する。
【００５１】
　Billは、Jerryからの着信メッセージINVITE F5-2の転送に対して取消しメッセージ606 
NG F6-2を返しているので、Bobから転送された着信メッセージINVITE F5に対する受信応
答200 OK F6をBobに送信する。この受信応答200 OK F6を受信したBobは、Billを特定する
コンタクト情報を含む受信応答200 OK F9を前記着信メッセージINVITE F1（INVITE F5）
の発信元通信端末となるAliceに送信する。この受信応答200 OK F9を受信したAliceは、
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前記受信応答200 OK F9に含まれるコンタクト情報に基づいて確認通知メッセージACK F11
をBillに送信する。これにより、前記着信メッセージINVITE F5の転送を受けたBillとそ
の受信応答200 OK F9を受信したAliceとの間で、呼の確立がなされRTPに従った音声通信
が可能な状態となる。
【００５２】
　一方、Jerryは、着信メッセージINVITE F5-2の転送に対してBillから取消しメッセージ
606 NG F6-2を受信しているので、Tomからの着信メッセージINVITEをCarolに送信する（I
NVITE F10）。Carolは、前記PICKUP F7に対してBobからの応答がないので、タイムアウト
の確認をすると、Jerryから転送された前記着信メッセージINVITE F10に対する受信応答2
00 OK F12をJerryに送信する。この受信応答200 OK F12を受信したJerryは、Carolを特定
するコンタクト情報を含む受信応答200 OK F13を前記着信メッセージINVITE F1-2（INVIT
E F10）の発信元通信端末となるTomに送信する。この受信応答200 OK F13を受信したTom
は、前記受信応答200 OK F13に含まれるコンタクト情報に基づいて確認通知メッセージAC
K F14をCarolに送信する。これにより、前記着信メッセージINVITE F10の転送を受けたCa
rolとその受信応答200 OK F13を受信したTomとの間で、呼の確立がなされ、RTPに従った
音声通信が可能な状態となる。
【００５３】
　前述したような手順により、AliceからBobへの呼出しに対してBobに代わってBillが応
答し、TomからJerryへの呼出しに対してJerryに代わってCarolが応答するようになる。
　前述したような通信システムにおいて、発信元通信端末（例えば、Alice）からの着信
メッセージINVITEを受信して、他の通信端末により代替応答される通信端末（例えば、Bo
b）は、具体的に、図１５に示す手順に従って処理を行なうことができる。このような手
順は、例えば、通信端末に搭載されたＣＰＵ上のコンピュータプログラムとして実現でき
る。
【００５４】
　図１５において、通信端末（例えば、Bob）は、発信元通信端末（例えば、Alice）から
受信した着信メッセージINVITE（図６参照）を記憶し（Ｓ１）、ローカル（例えば、ＬＡ
Ｎ１５）用の呼を生成すると共に自端末の呼出しを行なう（Ｓ２）。その後、通信端末は
、代替応答する他の通信端末（着信メッセージの転送先、以下、適宜PICKUP端末という）
を決定したか否かを判定する（Ｓ３）。このPICKUP端末がまだ決定されない状態において
（Ｓ３でＮＯ）、通信端末は、PICKUPメッセージを受信したか否かを判定しており（Ｓ４
）、PICKUPメッセージを受信すると（Ｓ４でＹＥＳ）、そのPICKUPメッセージの送信元と
なる通信端末を代替応答する通信端末の候補（PICKUP候補端末）として、更に、前記PICK
UPメッセージを参照してそのPICKUP候補端末が代替応答の権利を有するか否かを判定する
（Ｓ５）。この判定処理については後述する（図１６参照）。前記PICKUP候補端末が代替
応答する権利を有するとの判定がなされると（Ｓ５でＹＥＳ）、当該PICKUP候補端末を正
規のPICKUP候補端末としてリストに登録し（Ｓ６）、その登録されたPICKUP候補端末に対
する呼を生成する（Ｓ７）。そして、通信端末は、前述した処理（Ｓ３～Ｓ７）を繰り返
し実行し、その過程で、代替応答の権利を有するPICUP候補端末からのPICKUPメッセージ
を受信する毎に（Ｓ３でＮＯ、Ｓ４でＹＥＳ、Ｓ５でＹＥＳ）、そのPICKUP候補端末を正
規のPICKUP候補端末としてリストに追加し（Ｓ６）、その登録されたPICKUP候補端末に対
する呼を生成する（Ｓ７）。
【００５５】
　そして、例えば、INVITEを受信してから所定時間が経過すると、リストに登録されたPI
CKUP候補端末から代替応答すべきPICKUP端末を決定する。例えば、リストに登録されたPI
CKUP候補端末から最初にPICKUPメッセージを受信したPICKUP候補端末をPICKUP端末として
決定することができる。また、リストに登録されたPICKUP候補端末から最も優先度（User
-Priority）の高いPICKUP候補端末をPICKUP端末として決定することができる。そして、P
ICKUP端末が決定すると、そのPICKUP端末に対する呼を利用して前記記憶された着信メッ
セージINVITEの発信元通信端末（例えば、Alice）とPICKUP端末（例えば、Bill）との間
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の通話（音声通信）を確立させる（Ｓ８）。具体的には、前記PICKUP端末に対して着信メ
ッセージINVITEを転送すると共に、その着信メッセージINVITEの発信元通信端末に前記PI
CKUP端末を特定するコンタクト情報を含む受信応答200 OKを送信する。
【００５６】
　その後、当該通信端末は、PICKUP端末として決定されなかったPICKUP候補端末について
の呼を解放すると共に（Ｓ９）、前記着信メッセージINVITEの保持内容を破棄する（Ｓ１
０）。
【００５７】
　前記PICKUP候補端末が代替応答する権利を有するものであるか否かの判定処理（Ｓ５）
は、例えば、図１６に示す手順に従ってなされる。
　PICKUPメッセージ（図７参照）に含まれる優先度情報（User-Priority）が規定を満た
しているか否かの判定（Ｓ３１）、PICKUPメセージに含まれるグループ（Pickup-Group）
が自通信端末の属するグループに一致するか否かの判定（Ｓ３２）、PICKUPメッセージに
含まれる認証パスワード（Pickup-Authorization）が正しい認証パスワードであるか否か
の判定（Ｓ３３）がなされる。各判定のいずれかにおいて、否定的な判定結果が得られた
場合、そのPICKUPメッセージの送信元となるPICKUP候補端末は、PICKUP端末となり得るPI
CKUP候補端末、即ち、リストに登録されるべきPICKUP候補端末から除かれる（NG）。
【００５８】
　また、更に、PICKUPメッセージ（図７参照）に代替応答の対象となる発信元通信端末を
特定する発信者情報である対象発信元情報（Source-User-Agent）が指定されているか否
かの判定がなされ（Ｓ３４）、その対象発信元情報が指定されている場合（Ｓ３４でＹＥ
Ｓ）、その対象発信元情報で特定される発信元通信端末と実際に着信メッセージINVITEの
発信元となる通信端末とが一致するか否かの判定がなされる（Ｓ３５）。そして、前記対
象発信元情報で特定される発信元通信端末と実際に着信メッセージINVITEの発信元となる
通信端末とが一致しないとの判定がなされると（Ｓ３５でＮＯ）、その対象発信元情報を
含むPICKUPメッセージの送信元となるPICKUP候補端末は、PICKUP端末となり得るPICKUP候
補端末から除かれる（NG）。
【００５９】
　一方、PICKUPメッセージに前記対象発信元情報が指定されていない場合（Ｓ３４でＮＯ
）、更に、PICKUPメッセージに代替応答の対象とならない発信元通信端末を特定する発信
者情報である非対象発信元情報が指定されているか否かの判定がなされる（Ｓ３６）。な
お、図７に示すPICKUPメッセージには前記非対象発信元情報は指定されていない。その非
対象発信元情報が指定されている場合（Ｓ３６でＹＥＳ）、その非対象発信元情報にて特
定される発信元通信端末と実際に着信メッセージINVITEの発信元となる通信端末とが一致
するか否かとの判定がなされる（Ｓ３７）。そして、前記非対象発信元情報にて特定され
る発信元通信端末と実際に着信メッセージINVITEの発信元となる通信端末とが一致すると
の判定がなされると（Ｓ３７でＹＥＳ）、その非対象発信元情報を含むPICKUPメッセージ
の送信元となるPICKUP候補端末は、PICKUP端末となり得る通信端末から除かれる（NG）。
【００６０】
前述した手順での処理において、Ｓ３１～Ｓ３５での判定の全てにおいて肯定的な判定結
果が得られた場合、または、Ｓ３６での判定で否定的な判定結果が得られ、または、Ｓ３
６での判定で肯定的な判定結果が得られ、かつ、Ｓ３７での判定で否定的な判定結果が得
られた場合、そのPICKUPメッセージの送信元となるPICKUP候補端末がPICUP端末となり
得る、即ち、リストに登録されるべきPICKUP候補端末となる。

【００６１】
当該通信システム（図１参照）におけるＬＡＮ１５に接続される各通信端末は、任意にグ
ループ分けされ得る。例えば、図１７に示すように、ＬＡＮ１５の同一セグメント内に存
在する１１台の通信端末Bob、Donald、Carol、Bill、Tom、Jerry、Ellie、Freddie、Geor
ge、Hillary、Imeldaは、グループＡに属する通信端末Ellie、Freddie、Bob、グループＢ
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に属するBob、Donald、Carol、Bill、Tom、Jerry、クループＣに属するHillary、Imelda
及びどのグループにも属さないGeorgeにグループ分けされる。この場合、Aliceからグル
ープＡ及びグループＢの双方に属するBobへの着信メッセージINVITEに基づいた呼出しは
、グループＡに属するEllie、Freddie及びグループＢに属するDonald、Carol、Bill、Tom
、Jerryにて代替応答（PICKUP）することができる（図１６に示すＳ３２での判定処理参
照）。

【００６２】
　前述したような通信システムにおいて、発信元通信端末（例えば、Alice）からの着信
メッセージINVITEを受信して、他の通信端末により代替応答される通信端末（例えば、Bo
b）は、更に、具体的に、図１８に示す手順に従って処理を行なうことができる。このよ
うな手順は、例えば、通信端末に搭載されたＣＰＵ上のコンピュータプログラムとして実
現できる。
【００６３】
　図１８において、通信端末（例えば、Bob）は、着信メッセージINVITEがあるか否かを
判定している（Ｓ５１）。この状態で、発信元通信端末（例えば、Alice）から着信メッ
セージINVITEを受信すると、前記通信端末は、その着信メッセージINVITEを記憶し（Ｓ５
２）、自通信端末における呼出し処理を行なう（Ｓ５３）。その後、前記通信端末は、代
替応答すべき通信端末の決定契機になったか否かを判定する（Ｓ５４）。この判定は、例
えば、前記着信メッセージINVITEを受信してから所定時間が経過したか否かを判定するこ
とによりなされる。前記代替応答すべき通信端末の決定契機になっていないとの判定がな
されると（Ｓ５４でＮＯ）、前記通信端末は、自通信端末での応答操作（オフフック操作
）がなされたか否かの判定を行なう（Ｓ５５）。自通信端末での応答操作がなされていな
いとの判定がなされると（Ｓ５５でＮＯ）、更に、前記通信端末は、PICKUPメッセージを
受信したか否かを判定する（Ｓ５６）。PICKUPメッセージが受信されない状態では（Ｓ５
６でＮＯ）、前述した処理（Ｓ５４～Ｓ５６）が繰り返し実行される。
【００６４】
　その過程で、PICKUPメッセージが受信されたとの判定がなされると（Ｓ５６でＹＥＳ）
、その受信メッセージがPICKUPメッセージであるとの判定（Ｓ５７）がなされ、そのPICK
UPメッセージに基づいてそのPICKUPメッセージの送信元となる通信端末が代替応答する条
件を満たしているか否かが判定される（Ｓ５８：図１５におけるＳ５の判定処理に対応）
。この判定処理は、具体的には、前述したような図１６に示す手順にてなされる。前記PI
CKUPメッセージの送信元となる通信端末が代替応答する条件を満たしているとの判定がな
されると（Ｓ５８でＹＥＳ）、その通信端末に対して前記PICKUPメッセージに対する受信
応答200 OKが送信され（Ｓ５９）、それに続いてその通信端末に対して記憶した前記着信
メッセージINVITEが転送される（Ｓ６０）。その後、前記PICKUPメッセージの送信元とな
る通信端末がPICKUP候補端末としてリストに登録され、そのPICKUP候補端末に対応付けて
着信メッセージINVITEの転送中を表す状態（＝INVTE転送中）が記録される（Ｓ６１）。
【００６５】
　次いで、以上のような処理（Ｓ５４～Ｓ６１）の過程で、前記着信メッセージINVITEを
転送した通信端末から応答メッセージを受信すると（Ｓ５７）、その応答メッセージが受
信応答200 OKであるか否かの判定がなされる（Ｓ６３）。その応答メッセージが受信応答
200 OKであるとの判定がなされると（Ｓ６３でＹＥＳ）、その受信応答200 OKの送信元と
なる通信端末に対応したリスト上のPICKUP候補端末の状態が受信メッセージINVITEの転送
完了を表す状態（＝INVITE転送完了）に書き換えられる（Ｓ６４）。そして、そのPICKUP
候補端末に確認通知メッセージACKが送信される（Ｓ６５）。
【００６６】
　一方、例えば、前記PICKUPメッセージの送信元となる通信端末が、代替応答（PICKUP）
の取消しメッセージを送信した場合、前記受信メッセージが受信応答200 OKではないとの
判定がなされ（Ｓ６３でＮＯ）、その取消しメッセージの送信元となる通信端末に対応し
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たPICKUP候補端末がリストから削除される（Ｓ６６）。
【００６７】
　前述したような処理（Ｓ５４～Ｓ６１、Ｓ６３～Ｓ６５、Ｓ６６）が繰り返し実行され
る。その過程で、前記PICKUPメッセージの送信元となる通信端末が代替応答する条件を満
たしていないとの判定がなされると（Ｓ５８でＮＯ）、その通信端末に対してエラーメッ
セージ4xx NG が送信され、代替応答要求が拒否される。
【００６８】
　なお、前記着信メッセージINVITEが受信された後に、自通信端末での応答操作がなされ
ると（Ｓ５５でＹＥＳ）、前記リストに登録された全てのPICKUP候補端末に対して着信サ
ービスメソッド（代替応答）の中止処理を実行し、前記リストに登録された全てのPICKUP
候補端末が削除される（Ｓ６７）。そして、当該通信端末と前記着信メッセージINVITEの
発信元通信端末との呼が確立され音声通信が可能な状態となる（Ｓ６８）。
【００６９】
　更に、前述した処理の過程で、前記着信メッセージINVITEを受信してから所定時間が経
過して、代替応答すべき通信端末の決定契機になったとの判定がなされると（Ｓ５４でＹ
ＥＳ）、図１９に示す処理に進む。まず、前記着信メッセージINVITEに基づいた呼出し処
理が停止される（Ｓ７１）。次いで、前記リストに登録されたPICKUP候補端末のそれぞれ
からのPICKUPメッセージに含まれる優先度情報（User-Priority）が調べられ、最も高い
優先度を表す優先度情報を含むPICKUPメッセージの送信元となるPICKUP候補端末が代替応
答すべきPICKUP端末として決定さ、前記着信メッセージの発信元通信端末に対して前記PI
CKUP端末を特定するコンタクト情報を含む受信応答200 OKが送信される（Ｓ７２）。
【００７０】
　そして、前記PICKUP端末として決定された以外のPICKUP候補端末に対して解放メッセー
ジBYEを送信して、各PICKUP候補端末にすでに転送した着信メッセージINVITEを無効にす
る（Ｓ７４）。その後、着信メッセージINVITEの保持内容が破棄され（Ｓ７５）、当該通
信端末が空き状態に遷移する（Ｓ７６）。
【００７１】
　例えば、当該通信端末（代替応答される通信端末（例えば、Bob））においてユーザイ
ンタフェース部１０１の操作によって予め複数の認証パスワードを登録しておき、各認証
パスワードの優先度を設定した場合、図１９に示す処理手順に代えて、図２０に示す処理
手順に従って、代替応答すべき通信端末を決定することができる。即ち、図１９のＳ７２
での処理に代えて、リストに登録された前記PICKUP候補端末のそれぞれからのPICKUPメッ
セージに含まれる認証パスパスワード（Pickup-Authorization）対して設定した優先度を
調べ、最も優先度の高い認証パスワードを含むPICKUPメッセージの送信元となるPICKUP候
補端末を代替応答すべきPICKUP端末として決定する（Ｓ７３）。
【００７２】
　なお、図１８に示した処理では、代替応答される通信端末（上記例ではBob）は、一旦
、所定の条件を満たしているPICKUP候補端末に、発信元通信端末（例えば、Alice）から
の着信メッセージINVITEを転送した。そして、その後、代替応答される通信端末Bobは、
応答者決定契機において応答端末を決定した後、応答端末以外のPICKUP候補端末に解放メ
ッセージBYEを送信して、すでに転送した着信メッセージINVITEを無効にした。しかし、
このような処理に代えて、代替応答される通信端末Bobは、応答者決定契機において応答
端末を決定した後、発信元通信端末（例えば、Alice）からの着信メッセージINVITEをそ
の応答端末に転送するようにしてもよい。
【００７３】
　前述した処理（図１８、図１９、図２０）は、発信元通信端末（例えば、Alice）から
の着信メッセージINVITEを受信して、代替応答される通信端末（例えば、Bob）にてなさ
れる処理であったが、前記着信メッセージINVITEに基づいた呼出しに対して代替応答する
通信端末（例えば、Bill）は、例えば、図２１に示す手順に従って処理を行なう。
【００７４】
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　図２１において、当該通信端末は、ピックアップボタンの操作によりPICKUPメッセージ
をマルチキャスト配信した後に、PICKUPタイマの初期設定を行なう（Ｓ１０１）。その後
、前記通信端末は、前記PICKUPタイマがタイムアウトになったか否かの判定（Ｓ１０２）
、前記着信メッセージINVITEを受信した通信端末から受信応答200 OKが受信されたか否か
の判定（Ｓ１０３）及び前記着信メッセージINVITEが転送されてきたか否かの判定（Ｓ１
０４）を行なう。この状態で、前記受信応答200 OKを受信し（図１８におけるＳ５９に対
応）、更に、前記着信メッセージINVITEが転送されてきた（図１８におけるＳ６０に対応
）との判定がなされると（Ｓ１０２でＮＯ、Ｓ１０３でＹＥＳ、Ｓ１０４でＹＥＳ）、前
記通信端末は、転送されてきた着信メッセージINVITEに含まれる発信元通信端末のSPD情
報（図６参照）に基づいてその発信元通信端末との音声通信が可能か否かを判定する（Ｓ
１０５）。
【００７５】
　前記発信元通信端末との音声通信が可能であるとの判定がなされると（Ｓ１０５でＹＥ
Ｓ）、前記通信端末は、受信した着信メッセージINVITEに含まれる各項目の情報（図６参
照）に基づいて代替応答（PICKUP）する呼についての情報を画面に表示させる（Ｓ１０６
）。その後、前記通信端末は、PICKUPタイマがタイムアウトになったか否かの判定（Ｓ１
０９）、代替応答する呼が選択されたか否かの判定（Ｓ１１０）及び新たな着信メッセー
ジINVITEが転送されてきたか否かの判定（Ｓ１１１）を行なう。その過程で、新たな着信
メッセーにINVITEが転送されてきたとの判定がなされると（Ｓ１１１でＹＥＳ）、前記通
信端末は、前述したのと同様に、その着信メッセージINVITEの発信元通信端末との音声通
信が可能であるか否かを判定し（Ｓ１０５）、音声通信可能であるとの判定がなされると
（Ｓ１０５でＹＥＳ）、前記着信メセージINVITEに含まれる各項目の情報に基づいて代替
応答する呼についての情報を画面に表示させる（Ｓ１０６）。
【００７６】
　このような処理の過程（Ｓ１０９、Ｓ１１０、Ｓ１１１、Ｓ１０５、Ｓ１０６）で、例
えば、操作者が画面表示された呼のいずれかの選択操作を行ない、代替応答する呼が選択
されたとの判定がなされると（Ｓ１１０でＹＥＳ）、前記通信端末は、その選択された呼
に対応した通信端末（着信メッセージの送信元）に受信応答200 OKを送信する（Ｓ１１２
、図１８におけるＳ６３に対応）。そして、前記通信端末は、着信メッセージINVITEの転
送を受けた他の呼（通信端末）に対してエラーメッセージ4xxを送出する（Ｓ１１３）。
その後、前記選択した通信端末から確認通知メッセージACKを受信すると（Ｓ１１５、図
１８におけるＳ６５に対応）、前記通信端末は、前記着信メッセージINVITEの発信元通信
端末との通信が可能となる（Ｓ１１６）。即ち、前記通信端末は着信メッセージINVITEを
受信した他の通信端末（選択した通信端末）に代わってその着信メッセージINVITEの基づ
いた呼出しに対する応答を行なう（代替応答）。
【００７７】
　なお、前述した処理の過程（Ｓ１０９、Ｓ１１０、Ｓ１１１）で、PICKUPタイマがタイ
ムアウトすると（Ｓ１０９でＹＥＳ）、前記通信端末は、その時点までに着信メッセージ
INVITEの転送を受けて代替応答可能な呼が有るか否かの判定を行ない（Ｓ１１７）、その
ような呼が有るとの判定がなされると（Ｓ１１７でＹＥＳ）、最初に受信した着信メッセ
ージINVITEの送信元となる通信端末に対して受信応答200 OKを送信する（Ｓ１１８、図１
８におけるＳ６３に対応）。その後、前記通信端末は、前述した手順と同様に、他の呼に
対してエラーメッセージ4xxを送信し（Ｓ１１３）、前記受信応答200 OKのあて先となる
通信端末から確認通知メッセージACKを受信すると（Ｓ１１５）、前記最初に受信した着
信メッセージINVITEの発信元通信端末との通信が可能となる（Ｓ１１６）。
【００７８】
　一方、代替応答可能な呼がないとの判定がなされると（Ｓ１１７でＮＯ）、呼の解放処
理（Ｓ１１９）が実行される。
　また、前述した処理の過程で、着信メッセージINVITEに基づいてその着信メッセージの
発信元通信端末との通信が可能ではないとの判定がなされると（Ｓ１０５でＮＯ）、代替



(17) JP 4508755 B2 2010.7.21

10

20

30

40

50

応答ができない旨のメッセージ488が送信される（Ｓ１０８、図１８におけるＳ６３、Ｓ
６６に対応）。更に、PICKUPメッセージを送信した後、受信応答200 OKの受信、または、
着信メッセージINVITEの転送がない状態で（Ｓ１０３でＮＯ、または、Ｓ１０３でＹＥＳ
、Ｓ１０４でＮＯ）、PICKUPタイマがタイムアウトすると（Ｓ１０２でＹＥＳ）、代替応
答の要求が許容されないとして、呼の解放処理（Ｓ１１９）が実行される。
【００７９】
　更に、複数の通信端末を含む通信システムでは、例えば、図２２乃至図２５に示すよう
な手順での通信がなされ得る。
　図２２に示す例は、同一セグメント（図１に示すＬＡＮ１５に相当）内に５台の通信端
末（Bob、Tom、Jerry、Bill、Carol）が含まれ、Bobが通信端末Aliceからの着信メッセー
ジINVITEを受信する場合を示している。
【００８０】
　図２２において、Bobに対してAliceからの着信メッセージINVITE F1があると、Bobは、
呼出しメッセージ180 Ringing F2をAliceに返す。これにより、Aliceにて呼出し音の出力
がなされると共に、Bobにおいて着信音の出力がなされる（図１８におけるＳ５３参照）
。この状態において、Tom、Jerry、Bill及びCarolの各通信端末からBobをあて先とするPI
CKUP F3～PICKUP F6がマルチキャスト配信される。各PICKUP F3～PICKUP F6を受信したBo
bは、Tom、Jerry、Bill及びCarolに対して受信応答200 OK F3-2～200 OK F6-2を返し（図
１８におけるＳ５６～Ｓ５９参照）、更に、着信メセージINVITE F7～INVITE F10を転送
する（図１８におけるＳ６０参照）。
【００８１】
　前記受信応答200 OKを受信し、着信メッセージINVITEの転送を受けたTom、Jerry、Bill
及びCarolは、受信応答200 OK F7-2～200 OK F10-2をBobに返す（図２１におけるＳ１１
２、Ｓ１１８参照）。Bobは、前記着信メッセージINVITE F7～INVITE F10の転送後、その
受信応答200 OK F7-2～200 OK F10-2を受信すると、その受信応答の送信元となるTom、Je
rry、Bill及びCarolから代替応答させるべき通信端末を決定する（図１９におけるＳ７２
参照）。例えば、Carolを代替応答させるべき通信端末として決定すると、Bobは、他の通
信端末Tom、Jerry及びBillに対して確認通知メッセージACK F7-3～ACK F9-3を送信すると
共に、切断メッセージBYE F11～BYE F13を送信する（図１８におけるＳ６５、図１９参照
）。これにより、Tom、Jerry及びBillに対して転送された着信メッセージINVITE F7～INV
ITE F9が無効とされる。
【００８２】
　また、Bobは、代替応答させるべき通信端末となるCarolを特定するコンタクト情報を含
む受信応答200 OK F10-2'を着信メッセージINVITE F1の発信元通信端末Aliceに送信する
（図１９におけるＳ７２参照）。Carolは、着信メッセージINVITE F10に対する受信応答2
00 OK F10-2をBobに送信した後に、その着信メッセージINVITEの発信元通信端末Aliceか
ら確認通知メッセージACK F10-3を受信すると（図２１におけるＳ１１５）、Aliceとの間
の音声通信が可能となる。
【００８３】
　前述したような手順により、着信メッセージINVITEを受信した通信端末（Bob）に対し
て複数の通信端末（Tom、Jerry、Bill及びCarol）から代替応答の要求（PICKUP F3～PICK
UP F6）がなされたときに、単一の代替応答の要求が選択され、その選択された代替応答
の要求元となる通信端末（Carol）と前記着信メッセージINVITEの発信元通信端末（Alice
）との間で音声通信が可能となる。
【００８４】
　図２３及び図２４に示す例は、同一セグメント（図１に示すＬＡＮ１５に相当）内に７
台の通信端末（Bob、Tom、Jerry、Bill、Carol、Denny、Eri）が含まれ、Bobが通信端末A
liceからの着信メッセージINVITEを受信する場合を示している。Tom、Jerry、Bill、Denn
yそれぞれの優先度（User-Priority）が「普通」に設定され、Carolの優先度が「高」に
設定され、Eriの優先度が「最高」に設定されている。また、JerryはBobへの着信に対し
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て代替応答（PICKUP）する権利を有していない。
【００８５】
　図２３において、Bobに対してAliceから着信があると（INVITE F1、180 Ringing F2）
、Tom、Jerry、Bill、Carol、Denny及びEriは、代替応答を要求するため、PICKUP F3～PI
CKUP F8をBobに送信する。Bobは、Jerry が代替応答（PICKUP）する権利を有していない
ため、Jerryに対してエラーメッセージ4xx F4-2を送信し、ピックアップ条件を満たす他
の通信端末Tom、Bill、Carol、Denny及びEriに対して受信応答200 OK F3-2、200 OK F5-2
～200 OK F8-2を送信する（図１８におけるＳ５６～Ｓ６２参照）。
【００８６】
　次いで、図２４において、Bobは、前記エラーメッセージ4xx F4-2を送信したJerry以外
の通信端末Tom、Bill、Carol、Denny及びEriに対して着信メセージINVITE F9～INVITE F1
3を送信する（図１８におけるＳ６１参照）。前記着信メセージINVITEに対して、Tomが最
初の受信応答200 OK F9-2をBobに返し、Billが代替応答（PICKUP）することを取止めるた
めに、エラーメッセージ4xx F10-2をBobに返し（図２１におけるＳ１０８参照）、Carol
が受信応答200 OK F11-2をBobに返す（図２１におけるＳ１１２参照）。BobはBillからの
エラーメッセージ4xx F10-2に対して確認応答メッセージACK F10-3を送信する（図１８に
おけるＳ６５参照）。
【００８７】
　この時点で、Bobからの着信メッセージINVITEに対する応答端末は、Tom及びCarolとな
る。Bobは、Tomの優先度がCarolの優先度より低いので、Tomに対して前記受信応答200 OK
 F9-2に対する確認通知メッセージACK F9-3を送信して、更に、呼解放のメッセージBYE F
14を送信する。Tomは、そのメッセージBYE F14に対して受信応答200 OK F14-2をBobに送
信する。Bobは、代替応答させる通信端末の決定契機になると（タイムアウト）、最も優
先度の高いCarolを代替応答させる通信端末として決定し、Carolを特定するコンタクト情
報を含む受信応答200 OK F11-2'を前記着信メッセージINVITEの発信元通信端末となるAli
ceに送信する（図１９におけるＳ７２、Ｓ７４）。
【００８８】
　その後、最も優先度の高いEriから前記着信メッセージINVITE F13に対する受信応答200
 OK F13-2がBobに対して送信されても、この時点で、既に代替応答させるべき通信端末の
決定契機が過ぎているので、即ち、既に代替応答させるべき通信端末としてCarolが決定
しているので、Bobは、前記受信応答200 OK F13-2に対する確認通知ACK F13-3をEriに送
信した後に、呼解放の手続きをEriとの間で実行する（BYE F15、200 OK F15-2）。また、
Bobは、着信メッセージINVITE F12に対する応答のないDennyとの間で、取消しのための手
続き（CANCEL F16、200 OK F16-2、487 F17、ACK F17-2）を実行する。
【００８９】
　Carolを特定するコンタクト情報を含む受信応答200 OK F11-2'をBobから受信したAlice
は、確認応答メッセージACK F11-3をCarolに送信し、この確認応答メッセージACK F11-3
をCarolが受信すると、AliceとCarolとの間で呼の確立がなされる。これにより、Aliceと
Carolとの間で音声通信が可能となる。
【００９０】
　前述した図２３に示す手順に従った通信の後に、図２５に示す手順での通信がなされ得
る。この例では、着信メッセージINVITEに対する応答が最も早い通信端末が代替応答させ
るべき通信端末として決定される。
【００９１】
　図２５において、ピックアップの権利のないJerry以外の通信端末Tom、Bill、Carol、D
enny及びEriに対してBobから着信メセージINVITE F9～INVITE F13が送信され、その着信
メッセージINVITEに対して、Tomが受信応答200 OK F9-2をBobに返し、Billが代替応答（P
ICKUP）することを取止めるために、エラーメッセージ4xx F10-2をBobに返すまでは、図
２４に示す手順と同様である。
【００９２】
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Bobは、Tomからの受信応答200 OK F9-2を受信した後、代替応答させるべき通信端末の
決定契機が経過するまでに（タイムアウトするまでに）、他の通信端末から応答がないた
め、Tomを代替応答させるべき通信端末として決定する。そして、Bobは、Tomを特定する
コンタクト情報を含む受信応答200 OK F11-2'を着信メッセージINVITEの発信元通信端末
となるAliceに送信する。

【００９３】
　その後、Carol及びEriから前記着信メッセージINVITE F11、INVITE F13に対する受信応
答200 OK F11-2、200 OK F13-2がBobに送信されても、この時点で、既に代替応答させる
べき通信端末としてTomが決定しているので、Bobは、前述したのと同様に、CarolとEriと
の間で呼解放の手続きを実行する。また、Bobは、着信メッセージINVITE F12に対する応
答のないDennyとの間で、取消しのための手続きを実行する。
【００９４】
　前述した手順での通信により、着信メッセージINVITEの転送に対して最も早く受信応答
200 OK を返したTomと前記着信メッセージINVITEの発信元通信端末となるAliceとの間で
音声通信が可能となる。
【００９５】
　以上述べたように、本実施形態の通信システムは、送信元端末から着信端末にメッセー
ジが着信したときに、
（１）代替応答することを要求する通信端末（代替応答要求端末）から着信端末を含む複
数の通信端末へのマルチキャストによる代替応答要求のメッセージの送信と、
（２）代替応答要求を受信した着信端末から代替応答要求端末への着信メッセージの転送
と、
（３）その着信端末から送信元端末への代替応答要求端末を示すコンタクト情報の送信と
、によって簡易に代替応答を実現できる。また、マルチキャストを利用することで、マル
チキャスト先のグループによって、代替応答のグループを構成できる。なお、マルチキャ
ストに代えてネットワークセグメント内でのブロードキャストを利用するようにしてもよ
い。
【００９６】
　本通信システムによれば、送信元端末から見ると、通常の送信先へのメッセージ送信と
同様の手順で代替応答を受けることができる。また、送信元端末は、自身が有する送信先
を特定する情報と、返信されたコンタクト情報に含まれる代替応答要求端末を特定する情
報とを比較することで、代替応答の要求を受けたことを認識できる。
【００９７】
　また、本通信システムによれば、複数の通信端末が代替応答要求を送信した場合、着信
端末は、例えば、先着順に代替応答要求を受けつけ、代替応答させる。また、通信システ
ムでは、代替応答要求端末から送信される代替応答要求のメッセージに優先度を付加する
ことができる。着信端末は、その優先度にしたがって、代替応答する通信端末を決定する
こともできる。
【００９８】
　また、本通信システムによれば、代替応答要求のメッセージには、認証パスワードを付
加することができる。したがって、着信端末は、その認証パスワードにしたがって、代替
応答する通信端末を選択することもできる。
【００９９】
　また、本通信システムによれば、代替応答要求のメッセージには、代替応答の対象とな
る送信元端末を特定する情報を付加することができる。したがって、代替応答を要求する
通信端末は、代替応答の対象となる送信元を指定して代替応答要求することができる。
【０１００】
　また、本通信システムによれば、代替応答要求のメッセージには、代替応答の対象とし
ない送信元端末を特定する情報を付加することができる。したがって、代替応答を要求す
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る通信端末は、代替応答の対象としたくない送信元を指定することもできる。
【０１０１】
　また、本通信システムによれば、代替応答要求端末には、着信端末に着信した着信メッ
セージが送信される。したがって、代替応答要求端末は、その着信メッセージに含まれる
送信元を特定することにより、ユーザに送信元情報を提示できる。ユーザは、代替応答の
対象となる送信元を認識した上で代替応答することができる。
【０１０２】
　また、本本通信システムによれば、複数の通信端末から代替応答要求があった場合に、
その複数の通信端末に対して着信メッセージを複製して送信しておき、その着信メッセー
ジに対する応答を返した通信端末の中から代替応答する通信端末を決定できる。
【０１０３】
　《コンピュータ読み取り可能な記録媒体》
コンピュータその他の装置、機械等に上記いずれかの機能を実現させるプログラム等をコ
ンピュータ等が読み取り可能な記録媒体に記録することができる。そして、コンピュータ
等に、この記録媒体のプログラムを読み込ませて実行させることにより、その機能を提供
させることができる。
【０１０４】
　ここで、コンピュータ等が読み取り可能な記録媒体とは、データやプログラム等の情報
を電気的、磁気的、光学的、機械的、または化学的作用によって蓄積し、コンピュータ等
から読み取ることができる記録媒体をいう。このような記録媒体のうちコンピュータから
取り外し可能なものとしては、例えばフレキシブルディスク、光磁気ディスク、CD-ROM、
CD-R/W、DVD、DAT、８mmテープ、メモリカード等がある。
【０１０５】
　また、コンピュータに固定された記録媒体としてハードディスクやＲＯＭ（リードオン
リーメモリ）等がある。
《その他》
　更に、本発明の実施の形態は以下の発明を開示する。また、以下の各発明（以下、付記
と称する）のいずれかに含まれる構成要素を他の付記の構成要素と組み合わせても良い。
【０１０６】
（付記１） ＩＰネットワークに接続された発信元通信端末と複数の通信端末とがＳＩＰ
の通信プロトコルに従って通信を行なう通信システムであって、
前記複数の通信端末は第一の通信端末と、第二の通信端末とを含み、
前記第二の通信端末は、前記発信元通信端末から前記第一の通信端末が前記着信メッセー
ジを受信したときに、所定の契機に基づいて前記第一の通信端末に代替応答制御メッセー
ジを送信する手段を有し、
前記第一の通信端末は、前記代替応答制御メッセージを前記第二の通信端末から受信した
ときに、前記発信元通信端末からの着信メッセージを前記第二の通信端末に転送する着信
メッセージ転送手段と、
前記第二の通信端末を特定するコンタクト情報を含む応答メッセージを前記発信元通信端
末に送信する応答メッセージ送信手段とを有し、
前記応答メッセージを受信した前記発信元通信端末と前記着信メッセージの転送された前
記第二の通信端末との間で呼を確立するようにした通信システム。

【０１０７】
　（付記２）　前記第一の通信端末は、前記代替応答制御メッセージに基づいて前記第二
の通信端末での代替応答を許容するか否かを判定する判定手段を有し、
　前記第二の通信端末での代替応答を許容するとの判定がなされたときに、前記着信メッ
セージ転送手段が前記発信元通信端末からの前記着信メッセージを前記第二の通信端末に
転送するようにした付記１記載の通信システム。
【０１０８】
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　（付記３）　前記第一の通信端末は、前記判定手段にて前記第二の通信端末での代替応
答を許容しないとの判定がなされたときに、前記着信メッセージ転送手段による前記着信
メッセージの前記第二の通信端末への転送に代えて前記代替応答を拒否するためのメッセ
ージを前記第二の通信端末に送信する拒否応答手段を有し、
　前記第一の通信端末から前記発信元通信端末への前記応答メッセージの送信及び前記発
信元通信端末と前記第二の通信端末との間での呼の確立を行なわないようにした付記２記
載の通信システム。
【０１０９】
（付記４） 前記第一の通信端末は、前記判定手段にて前記第二の通信端末での代替応答
を許容しないとの判定がなされたときに、前記着信メッセージ転送手段による前記着信メ
ッセージの前記第二の通信端末への転送に代えて前記第二の通信端末に対して無応答状態
を維持する手段を有し、
前記第一の通信端末から前記発信元通信端末への前記応答メッセージの送信及び前記発信
元通信端末と前記第二の端末との間での呼の確立を行なわないようにした付記２記載の通
信システム。

【０１１０】
　（付記５）　前記代替応答制御メッセージは、前記第二の通信端末が属するグループを
表すグループ情報を含み、
　前記判定手段は、前記代替応答制御メッセージに含まれる前記グループ情報にて表され
るグループが前記第一の通信端末が属するグループと同一であるか否かに基づいて前記代
替応答を許容するか否かを判定する手段を有する付記２乃至４いずれかに記載の通信シス
テム。
【０１１１】
　（付記６）　前記代替応答制御メッセージは、前記第二の通信端末の認証パスワードを
含み、
　前記判定手段は、前記代替応答制御メッセージに含まれる前記認証パスワードが正規の
パスワードであるか否かに基づいて前記代替応答を許容するか否かを判定する手段を有す
る付記２乃至５のいずれかに記載の通信システム。
【０１１２】
（付記７） 前記代替応答制御メッセージは、前記第二の通信端末が代替応答する権限を
有するか否かを表す権限情報を含み、
前記判定手段は、前記代替応答制御メッセージに含まれる前記権限情報に基づいて前記代
替応答を許容するか否かを判定する手段を有する付記２乃至６のいずれかに記載の通信シ
ステム。

【０１１３】
　（付記８）　前記代替応答制御メッセージは、代替応答の対象となる発信元通信端末を
特定する対象発信元情報を含み、
　前記判定手段は、前記代替応答制御メッセージに含まれる前記対象発信元情報にて特定
される発信元通信端末が前記着信メッセージの発信元通信端末と一致するか否かに基づい
て前記代替応答を許容するか否かを判定する手段を有する付記２乃至７のいずれかに記載
の通信システム。
【０１１４】
　（付記９）　前記代替応答制御メッセージは、代替応答の対象とならない発信元通信端
末を特定する非対象発信元情報を含み、
　前記判定手段は、前記代替応答制御メッセージに含まれる前記非対象発信元情報にて特
定される発信元通信端末が前記着信メッセージの発信元通信端末と一致しないか否かに基
づいて前記代替応答を許容するか否かを判定する手段を有する付記２乃至８のいずれかに
記載の通信システム。
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【０１１５】
　（付記１０）　前記第二の通信端末は、前記着信メッセージの転送を受けたときに、代
替応答の取止めのためのメッセージを前記第一の通信端末に送信する手段を有し、
　前記第一の通信端末から前記発信元通信端末への前記応答メッセージの送信及び前記発
信元通信端末と前記第二の通信端末との間での呼の確立を行なわない付記１乃至９のいず
れかに記載の通信システム。
【０１１６】
（付記１１） ＩＰネットワークに接続された発信元通信端末と複数の通信端末とがＳＩ
Ｐの通信プロトコルに従って通信を行なう通信システムであって、
前記複数の通信端末のそれぞれは、前記発信元通信端末から前記複数の通信端末に含まれ
る第一の通信端末に対して着信メッセージがあったときに、所定の契機に基づいて前記第
一の通信端末に代替応答制御メッセージを送信する手段を有し、
前記第一の通信端末は、前記第一の通信端末以外の複数の候補通信端末のそれぞれから前
記代替応答制御メッセージを受信したときに、前記代替応答制御メッセージに基づいて前
記複数の候補通信端末から代替応答をなすべき第二の通信端末を選択する端末選択手段と
、
前記選択された第二の通信端末に前記発信元通信端末からの前記着信メッセージを有効的
に取得させる着信メッセージ制御手段と、
前記選択された第二の通信端末を特定するコンタクト情報を含む応答メッセージを前記発
信元通信端末に送信する手段とを有し、
前記コンタクト情報を含む応答メッセージを受信した発信元通信端末と前記着信メッセー
ジを有効的に取得した前記第二の通信端末との間で呼を確立するようにした通信システム
。

【０１１７】
　（付記１２）　前記着信メッセージ制御手段は、前記選択された第二の通信端末に前記
発信元通信端末からの着信メッセージを転送する手段とを有する付記１１記載の通信シス
テム。
【０１１８】
　（付記１３）　前記着信メッセージ制御手段は、前記代替応答制御メッセージの送信元
となる前記複数の候補通信端末のそれぞれに前記発信元通信端末からの着信メッセージを
転送する手段と、
　前記選択された第二の通信端末以外の候補端末に対して応答解放メッセージを送信する
手段とを有し、
　前記第二の通信端末以外の候補通信端末に対する前記着信メッセージを無効にする付記
１１記載の通信システム。
【０１１９】
　（付記１４）　前記端末選択手段は、前記第一の通信端末にて最初に受信された代替応
答制御メッセージの送信元となる候補通信端末を前記第二の通信端末として選択する付記
１１乃至１３のいずれかに記載の通信システム。
【０１２０】
　（付記１５）　前記各代替応答制御メッセージは、優先度を表す優先度情報を含み、
　前記端末選択手段は、前記優先度情報に基づいて前記複数の候補端末から前記第二の通
信端末を選択するようにした付記１１乃至１３のいずれかに記載の通信システム。
【０１２１】
　（付記１６）　前記各代替応答制御メッセージは、その代替応答制御メッセージの送信
元となる通信端末の属するグループを表すグループ情報を含み、
　前記端末選択手段は、前記第一の通信端末の属するグループと異なるグループを表すグ
ループ情報を含む代替応答制御メッセージの送信元となる候補通信端末を前記第二の通信
端末として選択され得る候補通信端末から除くようにした付記１１乃至１５のいずれかに
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記載の通信システム。
【０１２２】
（付記１７） 前記各代替応答制御メッセージは、その代替応答制御メッセージの送信元
となる端末の認証パスワードを含み、
前記端末選択手段は、前記認証パスワードが正規の認証パスワードであるか否かを判定す
る手段を有し、
前記正規の認証パスワードでないとの判定がなされた認証パスワードを含む代替応答制御
メッセージの送信元となる候補通信端末を前記第二の通信端末として選択され得る候補端
末から除くようにした付記１１乃至１６のいずれかに記載の通信システム。

【０１２３】
　（付記１８）　前記各代替応答制御メッセージは、その代替応答制御メッセージの送信
元となる候補端末が代替応答する権限を有するか否かを表す権限情報を含み、
　前記端末選択手段は、前記代替応答する権限を有しないことを表す権限情報を含む代替
応答制御メッセージの送信元となる候補通信端末を前記第二の通信端末として選択され得
る候補端末から除くようにした付記１１乃至１７のいずれかに記載の通信システム。
【０１２４】
（付記１９） 前記代替応答制御メッセージは、代替応答の対象となる発信元通信端末を
特定する対象発信元情報を含み、
前記端末選択手段は、前記対象発信元情報で特定される発信元通信端末が前記着信メッセ
ージの発信元通信端末と一致するか否かを判定する手段を有し、
前記着信メッセージの発信元通信端末と一致しないとの判定のなされた発信元通信端末を
特定する対象発信元情報を含む代替応答制御メッセージの送信元となる候補通信端末を前
記第二の通信端末として選択され得る候補通信端末から除くようにした付記１１乃至１８
のいずれかに記載の通信システム。

【０１２５】
（付記２０） 前記代替応答制御メッセージは、代替応答の対象とならない発信元通信端
末を特定する非対象発信元情報を含み、
前記端末選択手段は、前記非対象発信元情報で特定される発信元通信端末が前記着信メッ
セージの発信元通信端末と一致しないか否かを判定する手段を有し、
前記着信メッセージの発信元通信端末と一致するとの判定のなされた発信元通信端末を特
定する非対象発信元情報を含む代替応答制御メッセージの発信元となる候補通信端末を前
記第二の通信端末として選択され得る候補通信端末から除くようにした付記１１乃至１９
のいずれかに記載の通信システム。

【０１２６】
　（付記２１）　前記複数の候補通信端末のそれぞれは、前記着信メッセージを取得した
後に、代替応答の取止めのためのメッセージを前記第一の通信端末に送信する手段を有し
、
　前記端末選択手段は、前記第一の通信端末が前記代替応答の取止めのためのメッセージ
を受信したときに、前記メッセージの送信元となる候補通信端末を前記第二の通信端末と
して選択され得る候補端末から除くようにした付記１１乃至２０のいずれかに記載の通信
システム。
【０１２７】
　（付記２２）　ＩＰネットワークに接続された発信元通信端末と複数の通信端末とがＳ
ＩＰの通信プロトコルに従って通信を行なう通信システムに用いられる通信端末であって
、
　前記複数の通信端末に含まれるいずれかの通信端末が前記発信元通信端末から着信メッ
セージを受信したときに、所定の契機に基づいて前記着信メッセージを受信した通信端末
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に対して代替応答制御メッセージを送信する手段と、
　前記代替応答制御メッセージを送信した後に、前記着信メッセージを受信した通信端末
から前記着信メッセージを取得する着信メッセージ取得手段と、
　前記着信メッセージを取得した後に、前記着信メッセージに基づいて前記発信元通信端
末と呼を確立させる呼接続制御手段とを有する通信端末。
【０１２８】
　（付記２３）　ＩＰネットワークに接続された発信元通信端末と複数の通信端末とがＳ
ＩＰ通信プロトコルに従って通信を行なう通信システムに用いられる通信端末であって、
　前記発信元通信端末から着信メッセージを受信した後に、前記複数の通信端末に含まれ
る代替応答要求通信端末から代替応答制御メッセージを受信したときに、前記代替応答要
求通信端末に前記着信メッセージを転送する着信メッセージ転送手段と、
　前記代替応答要求通信端末を特定するコンタクト情報を含む応答メッセージを前記発信
元通信端末に送信する手段とを有する通信端末。
【０１２９】
　（付記２４）　前記代替応答制御メッセージに基づいて前記代替応答要求通信端末での
代替応答を許容するか否かを判定する判定手段を有し、
　前記代替応答要求通信端末での代替応答を許容するとの判定がなされたときに、前記着
信メッセージ転送手段が前記発信元通信端末からの前記着信メッセージを前記代替応答要
求通信端末に転送するようにした付記２３記載の通信端末。
【０１３０】
　（付記２５）　前記判定手段にて前記代替応答要求通信端末での代替応答を許容しない
との判定がなされたときに、前記着信メッセージ転送手段による前記着信メッセージの前
記代替応答要求通信端末への転送に代えて前記代替応答を拒否するためのメッセージを前
記代替応答要求通信端末に送信する拒否応答手段を有する付記２４記載の通信端末。
【０１３１】
　（付記２６）　前記判定手段にて前記代替応答要求通信端末での代替応答を許容しない
との判定がなされたときに、前記着信メッセージ転送手段による前記着信メッセージの前
記代替応答要求通信端末への転送に代えて前記代替応答要求通信端末に対して無応答状態
を維持する手段を有する付記２４記載の通信端末。
【０１３２】
　（付記２７）　前記代替応答制御メッセージは、前記代替応答要求通信端末が属するグ
ループを表すグループ情報を含み、
　前記判定手段は、前記代替応答制御メッセージに含まれる前記グループ情報にて表され
るグループが自通信端末の属するグループと同一であるか否かに基づいて前記代替応答を
許容するか否かを判定する手段を有する付記２４乃至２６いずれかに記載の通信端末。
【０１３３】
　（付記２８）　前記代替応答制御メッセージは、前記代替応答要求通信端末の認証パス
ワードを含み、
　前記判定手段は、前記代替応答制御メッセージに含まれる前記認証パスワードが正規の
パスワードであるか否かに基づいて前記代替応答を許容するか否かを判定する手段を有す
る付記２４乃至２７のいずれかに記載の通信端末。
【０１３４】
　（付記２９）　前記代替応答制御メッセージは、前記代替応答要求通信端末が代替応答
する権限を有するか否かを表す権限情報を含み、
　前記判定手段は、前記代替応答メッセージに含まれる前記権限情報に基づいて前記代替
応答を許容するか否かを判定する手段を有する付記２４乃至２８のいずれかに記載の通信
端末。
【０１３５】
（付記２９） 前記代替応答制御メッセージは、前記代替応答要求通信端末が代替応答す
る権限を有するか否かを表す権限情報を含み、
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前記判定手段は、前記代替応答制御メッセージに含まれる前記権限情報に基づいて前記代
替応答を許容するか否かを判定する手段を有する付記２４乃至２８のいずれかに記載の通
信端末。

【０１３６】
　（付記３１）　前記代替応答制御メッセージは、代替応答の対象とならない発信元通信
端末を特定する非対象発信元情報を含み、
　前記判定手段は、前記代替応答制御メッセージに含まれる前記非対象発信元情報にて特
定される発信元通信端末が前記着信メッセージの発信元通信端末と一致しないか否かに基
づいて前記代替応答を許容するか否かを判定する手段を有する付記２４乃至３０のいずれ
かに記載の通信端末。
【０１３７】
　（付記３２）　ＩＰネットワークに接続された発信元通信端末と複数の通信端末とがＳ
ＩＰ通信プロトコルに従って通信を行なう通信システムに用いられる通信端末であって、
　前記発信元通信端末から着信メッセージを受信した後に、前記複数の通信端末に含まれ
る複数の候補通信端末のそれぞれから代替応答制御メッセージを受信したときに、前記代
替応答制御メッセージに基づいて前記複数の候補通信端末から代替応答をなすべき代替応
答通信端末を選択する端末選択手段と、
　前記選択された代替応答通信端末に前記発信元通信端末からの前記着信メッセージを有
効的に取得させる着信メッセージ制御手段と、
　前記選択された代替応答通信端末を特定するコンタクト情報を含む応答メッセージを前
記発信元通信端末に送信する手段とを有する通信端末。
【０１３８】
　（付記３３）　前記着信メッセージ制御手段は、前記選択された代替応答通信端末に前
記発信元通信端末からの着信メッセージを転送する手段を有する付記３２記載の通信端末
。
【０１３９】
　（付記３４）　前記着信メッセージ制御手段は、前記代替応答制御メッセージの送信元
となる前記複数の候補通信端末のそれぞれに前記発信元通信端末からの着信メッセージを
転送する手段と、
　前記選択された代替応答通信端末以外の候補通信端末に対して応答解放メッセージを送
信する手段とを有し、
　前記代替応答通信端末以外の候補通信端末に対する前記着信メッセージを無効にする付
記３２記載の通信端末。
【０１４０】
　（付記３５）　前記端末選択手段は、最初に受信された代替応答制御メッセージの送信
元となる候補通信端末を前記代替応答通信端末として選択する付記３２乃至３４のいずれ
かに記載の通信端末。
【０１４１】
　（付記３６）　前記各代替応答制御メッセージは、優先度を表す優先度情報を含み、
　前記端末選択手段は、前記優先度情報に基づいて前記複数の候補通信端末から前記代替
応答通信端末を選択するようにした付記３２乃至３４のいずれかに記載の通信システム。
【０１４２】
　（付記３７）　前記各代替応答制御メッセージは、その代替応答制御メッセージの送信
元となる通信端末の属するグループを表すグループ情報を含み、
　前記端末選択手段は、自通信端末の属するグループと異なるグループを表すグループ情
報を含む代替応答制御メッセージの送信元となる候補通信端末を前記代替応答通信端末と
して選択され得る候補通信端末から除くようにした付記３２乃至３６のいずれかに記載の
通信端末。
【０１４３】
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（付記３８） 前記各代替応答制御メッセージは、その代替応答制御メッセージの送信元
となる通信端末の認証パスワードを含み、
前記端末選択手段は、前記認証パスワードが正規の認証パスワードであるか否かを判定す
る手段を有し、
前記正規の認証パスワードでないとの判定がなされた認証パスワードを含む代替応答制御
メッセージの送信元となる候補通信端末を前記第代替応答通信端末として選択され得る候
補端末から除くようにした付記３２乃至３７のいずれかに記載の通信端末。

【０１４４】
　（付記３９）　前記各代替応答制御メッセージは、その代替応答制御メッセージの送信
元となる候補端末が代替応答する権限を有するか否かを表す権限情報を含み、
　前記端末選択手段は、前記代替応答する権限を有しないことを表す権限情報を含む代替
応答制御メッセージの送信元となる候補通信端末を前記代替応答通信端末として選択され
得る候補端末から除くようにした付記３２乃至３８のいずれかに記載の通信端末。
【０１４５】
（付記４０） 前記代替応答制御メッセージは、代替応答の対象となる発信元通信端末を
特定する対象発信元情報を含み、
前記端末選択手段は、前記対象発信元情報で特定される発信元通信端末が前記着信メッセ
ージの発信元通信端末と一致するか否かを判定する手段を有し、
前記着信メッセージの発信元通信端末と一致しないとの判定のなされた発信元通信端末を
特定する対象発信元情報を含む代替応答制御メッセージの送信元となる候補通信端末を前
記代替応答通信端末として選択され得る候補通信端末から除くようにした付記３２乃至３
９のいずれかに記載の通信端末。

【０１４６】
（付記４１） 前記代替応答制御メッセージは、代替応答の対象とならない発信元通信端
末を特定する非対象発信元情報を含み、
前記端末選択手段は、前記非対象発信元情報で特定される発信元通信端末が前記着信メッ
セージの発信元通信端末と一致しないか否かを判定する手段を有し、
前記着信メッセージの発信元通信端末と一致するとの判定のなされた発信元通信端末を特
定する非対象発信元情報を含む代替応答制御メッセージの発信元となる候補通信端末を前
記代替応答通信端末として選択され得る候補通信端末から除くようにした付記３２乃至４
０のいずれかに記載の通信端末。

【０１４７】
　（付記４２）　前記選択手段は、前記代替応答の取止めのためのメッセージを受信した
ときに、前記メッセージの送信元となる候補通信端末を前記代替応答通信端末として選択
され得る候補端末から除くようにした付記３２乃至４１のいずれかに記載の通信端末。
【０１４８】
　（付記４３）　ＩＰネットワークに接続された発信元通信端末と複数の通信端末とがＳ
ＩＰの通信プロトコルに従って通信を行なう通信システムでの通信方法であって、
　前記発信元通信端末から前記複数の通信端末に含まれる第一の通信端末に対して着信メ
ッセージがあったときに、前記複数の通信端末に含まれる第二の通信端末が所定の契機に
基づいて前記第一の通信端末に代替応答制御メッセージを送信する手順と、
　前記第一の通信端末が、前記代替応答制御メッセージを受信したときに、前記発信元通
信端末からの前記着信メッセージを前記第二の通信端末に転送する手順と、
　前記第一の通信端末が、前記第二の通信端末を特定するコンタクト情報を含む応答メッ
セージを前記発信元通信端末に送信する手順と、
　前記コンタクト情報を含む前記応答メッセージを受信した発信元通信端末と前記着信メ
ッセージの転送された前記第二の通信端末との間で呼を確立する手順とを有する通信方法



(27) JP 4508755 B2 2010.7.21

10

20

30

40

50

。
【０１４９】
　（付記４４）　ＩＰネットワークに接続された発信元通信端末と複数の通信端末とがＳ
ＩＰの通信プロトコルに従って通信を行なう通信システムでの通信方法であって、
　前記発信元通信端末から前記複数の端末に含まれる第一の通信端末に対して着信メッセ
ージがあったときに、前記複数の通信端末に含まれる前記第一の通信端末以外の複数の候
補通信端末のそれぞれが所定の契機に基づいて前記第一の通信端末に代替応答制御メッセ
ージを送信する手順と、
　前記第一の通信端末が、前記複数の候補通信端末のそれぞれから前記代替応答制御メッ
セージを受信したときに、前記各代替応答制御メッセージに基づいて前記複数の候補通信
端末から選択される代替応答をなすべき第二の通信端末に前記発信元通信端末からの前記
着信メッセージを有効的に取得させる着信メッセージ制御手順と、
　前記第一の通信端末が、前記選択された第二の通信端末を特定するコンタクト情報を含
む応答メッセージを前記発信元通信端末に送信する手順と、
　前記コンタクト情報を含む応答メッセージを受信した発信元通信端末と前記着信メッセ
ージを有効的に取得した前記第二の通信端末との間で呼を確立する手順を有する通信方法
。
【０１５０】
　（付記４５）　ＩＰネットワークに接続された発信元通信端末と複数の通信端末とがＳ
ＩＰの通信プロトコルに従って通信を行なう通信システムに用いられる通信端末で実行さ
れるコンピュータ実行可能なプログラムであって、
　前記複数の通信端末に含まれるいずれかの通信端末が前記発信元通信端末から着信メッ
セージを受信したときに、所定の契機に基づいて前記着信メッセージを受信した通信端末
に対して代替応答制御メッセージを送信するステップと、
　前記代替応答制御メッセージを送信した後に、前記着信メッセージを受信した通信端末
から前記着信メッセージを取得する着信メッセージ取得ステップと、
　前記着信メッセージを取得した後に、前記着信メッセージに基づいて前記発信元通信端
末と呼を確立させる呼接続制御ステップとを有するコンピュータ実行可能なプログラム。
【０１５１】
　（付記４６）　ＩＰネットワークに接続された発信元通信端末と複数の通信端末とがＳ
ＩＰ通信プロトコルに従って通信を行なう通信システムに用いられる通信端末で実行され
るコンピュータ実行可能なプログラムであって、
　前記発信元通信端末から着信メッセージを受信した後に、前記複数の通信端末に含まれ
る代替応答要求通信端末から代替応答制御メッセージを受信したときに、前記代替応答要
求通信端末に前記着信メッセージを転送する着信メッセージ転送ステップと、
　前記代替応答要求通信端末を特定するコンタクト情報を含む応答メッセージを前記発信
元通信端末に送信するステップとを有するコンピュータ実行可能なプログラム。
【０１５２】
　（付記４７）　ＩＰネットワークに接続された発信元通信端末と複数の通信端末とがＳ
ＩＰ通信プロトコルに従って通信を行なう通信システムに用いられる通信端末で実行され
るコンピュータ実行可能なプログラムであって、
　前記発信元通信端末から着信メッセージを受信した後に、前記複数の通信端末に含まれ
る複数の候補通信端末のそれぞれから代替応答制御メッセージを受信したときに、前記代
替応答制御メッセージに基づいて前記複数の候補通信端末から代替応答をなすべき代替応
答通信端末を選択する端末選択ステップと、
　前記選択された代替応答通信端末に前記発信元通信端末からの前記着信メッセージを有
効的に取得させる着信メッセージ制御ステップと、
　前記選択された代替応答通信端末を特定するコンタクト情報を含む応答メッセージを前
記発信元通信端末に送信するステップとを有するコンピュータ実行可能なプログラム。
【産業上の利用可能性】
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【０１５３】
　以上、説明したように、本発明に係る通信システムは、発信元通信端末からある通信端
末（第一の通信端末）への呼出しに対して他の通信端末（第二の通信端末）での応答がよ
り簡単な手順にて可能となるという効果を有し、ＳＩＰに従って着信のあった通信端末の
代わりに他の通信端末にて前記着信に対する応答を可能とした通信システムとして有用で
ある。
【図面の簡単な説明】
【０１５４】
【図１】通信システムのハードウエア構成を示す図である。
【図２】従来の通信システムに用いられる各端末（ＩＰ電話機）の機能構成を示す図であ
る。
【図３】従来の通信システムでの通信手順を示すシーケンス図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る通信システムにて用いられる各端末の機能構成を示す
図である。
【図５】本発明の実施の形態に係る通信システムでの通信手順の第１の例を示すシーケン
ス図である。
【図６】着信メッセージINVITEの構成例を示す図である。
【図７】PICKUPメッセージの構成例を示す図である。
【図８】受信応答200 OKの構成例を示す図である。
【図９】確認応答メッセージACKの構成例を示す図である。
【図１０】本発明の実施の形態に係る通信システムでの通信手順の第２の例を示すシーケ
ンス図である。
【図１１】本発明の実施の形態に係る通信システムでの通信手順の第３の例を示すシーケ
ンス図である。
【図１２】本発明の実施の形態に係る通信システムでの通信手順の第４の例を示すシーケ
ンス図である。
【図１３】本発明の実施の形態に係る通信システムでの通信手順の第５の例を示すシーケ
ンス図である。
【図１４】本発明の実施の形態に係る通信システムでの通信手順の第６の例を示すシーケ
ンス図である。
【図１５】本発明の実施の形態に係る通信システムにおける通信端末での処理手順の第１
の例を示すフローチャートである。
【図１６】代替応答する通信端末を決定するための処理手順を示すフローチャートである
。
【図１７】本発明の実施の形態に係る通信システムに含まれる通信端末のグループ分けの
一例を示す図である。
【図１８】本発明の実施の形態に係る通信システムにおける通信端末での処理手順の第２
の例（その１）を示すフローチャートである。
【図１９】本発明の実施の形態に係る通信システムにおける通信端末での処理手順の第２
の例（その２）を示すフローチャートである。
【図２０】図１９に示す処理手順の変形例を示すフローチャートである。
【図２１】本発明の実施の形態に係る通信システムにおける通信端末での処理手順の第３
の例を示すフローチャートである。
【図２２】本発明の実施の形態に係る通信システムでの通信手順の第７の例を示すシーケ
ンス図である。
【図２３】本発明の実施の形態に係る通信システムでの通信手順の第８の例（その１）を
示すシーケンス図である。
【図２４】本発明の実施の形態に係る通信システムでの通信手順の第８の例（その２）を
示すシーケンス図である。
【図２５】本発明の実施の形態に係る通信システムでの通信手順の第９の例を示すシーケ
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ンス図である。
【符号の説明】
【０１５５】
　１１、１２、２０　通信端末
　１４　通信制御装置
　１５　ＬＡＮ
　３０　ＩＰネットワーク

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】
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