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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＮＡＴ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｄｄｒｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ）機器を介してイ
ンターネット網に接続されるＩＰ電話機であって、
　前記インターネット網を介してＩＰ電話サービスを提供するプロバイダを、前記ＩＰ電
話サービスの提供先に割り当てられるＩＰアドレスに対応付けて記憶するプロバイダ記憶
手段と、
　前記インターネット網に接続されたＳＴＵＮ（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｔｒａｖｅｒｓａｌ　
Ｕｔｉｌｉｔｉｅｓ　ｆｏｒ　ＮＡＴｓ）サーバから前記ＮＡＴ機器のＩＰアドレスを取
得するアドレス取得手段と、
　前記アドレス取得手段により取得された前記ＮＡＴ機器のＩＰアドレスに対応付けられ
て前記プロバイダ記憶手段に記憶されているプロバイダを特定する特定手段と、
　前記インターネット網に接続された設定情報管理装置から、前記特定手段により特定さ
れたプロバイダの設定情報を取得する設定情報取得手段と、
　前記設定情報取得手段により取得された設定情報を自ＩＰ電話機に設定する設定手段と
、を備えている
　ことを特徴とするＩＰ電話機。
【請求項２】
　請求項１に記載のＩＰ電話機であって、
　前記設定情報取得手段は、
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　前記アドレス取得手段により取得された前記ＮＡＴ機器のＩＰアドレスあるいは前記特
定手段により特定されたプロバイダと、自ＩＰ電話機のＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓ
ｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）アドレスと、を含む設定情報要求を、前記設定情報管理装置に通知
することにより、前記設定情報管理装置から、前記特定手段により特定されたプロバイダ
の設定情報を取得する
　ことを特徴とするＩＰ電話機。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のＩＰ電話機であって、
　前記アドレス取得手段により取得されたＩＰアドレスに対応付けられて前記プロバイダ
記憶手段にプロバイダが記憶されておらず、これにより、前記特定手段がプロバイダを特
定できなかった場合に、自ＩＰ電話機に前記ＩＰ電話サービスを提供するプロバイダが要
求する設定情報の入力を受け付ける設定情報入力手段をさらに備え、
　前記設定手段は、
　前記設定情報入力手段に入力された設定情報を自ＩＰ電話機に設定する
　ことを特徴とするＩＰ電話機。
【請求項４】
　請求項３に記載のＩＰ電話機であって、
　設定情報の項目毎に入力欄を表示する表示手段をさらに備え、
　前記表示手段は、
　設定済みの設定情報を、該当する項目の入力欄に表示する
　ことを特徴とするＩＰ電話機。
【請求項５】
　インターネット網を介してＮＡＴ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｄｄｒｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｌａ
ｔｉｏｎ）機器配下のＩＰ電話機にＩＰ電話サービスを提供するプロバイダの設定情報を
管理する設定情報管理装置であって、
　前記プロバイダ毎に、当該プロバイダが提供する前記ＩＰ電話サービスを利用するため
の前記設定情報を記憶する設定情報記憶手段と、
　前記ＩＰ電話機から要求されたプロバイダの前記設定情報を前記設定情報記憶手段から
読み出して当該ＩＰ電話機に送信する設定情報提供手段と、を備え、
　前記設定情報記憶手段は、
　プロバイダあるいは当該プロバイダが前記ＮＡＴ機器に割り当てるＩＰアドレスと当該
ＮＡＴ機器配下の前記ＩＰ電話機のＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
）アドレスとの組合せ毎に、当該プロバイダが提供する前記ＩＰ電話サービスを利用する
ための前記設定情報を記憶しており、
　前記設定情報提供手段は、
　前記ＩＰ電話機から受信した設定情報要求に含まれているプロバイダあるいはＩＰアド
レスとＭＡＣアドレスとに対応付けられて前記設定情報記憶手段に記憶されている前記設
定情報を当該ＩＰ電話機に送信する
　ことを特徴とする設定情報管理装置。
【請求項６】
　ＮＡＴ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｄｄｒｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ）機器を介してイ
ンターネット網に接続されるＩＰ電話機の設定方法であって、
　前記ＩＰ電話機は、
　前記ＮＡＴ機器を介して、前記インターネット網に接続されたＳＴＵＮ（Ｓｅｓｓｉｏ
ｎ　Ｔｒａｖｅｒｓａｌ　Ｕｔｉｌｉｔｉｅｓ　ｆｏｒ　ＮＡＴｓ）サーバから前記ＮＡ
Ｔ機器のＩＰアドレスを取得し、
　前記取得したＩＰアドレスに対応付けられて予め記憶されている、前記インターネット
網を介してＩＰ電話サービスを提供するプロバイダを特定し、
　前記ＮＡＴ機器を介して、前記インターネット網に接続された設定情報管理装置から、
前記特定したプロバイダの設定情報を取得して自ＩＰ電話機に設定し、
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　前記設定情報管理装置は、
　プロバイダ毎に、当該プロバイダが提供する前記ＩＰ電話サービスを利用するための前
記設定情報を予め記憶しており、当該設定情報のなかから、前記ＩＰ電話機から要求され
たプロバイダの前記設定情報を読み出して、当該ＩＰ電話機に提供する
　ことを特徴とするＩＰ電話機の設定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＩＰ電話機の設定技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、ＩＰ電話機に内線番号を自動的に割り振ることのできるゲートウェイ
が開示されている。このゲートウェイは、配下のＩＰ電話機からＤＨＣＰ（Ｄｙｎａｍｉ
ｃ　Ｈｏｓｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）のＲＥＱＵＥＳＴメッ
セージを受信すると、このＩＰ電話機に、ＩＰアドレスおよび内線番号を含むＤＨＣＰの
ＡＣＫメッセージを送信する。これを受けて、ＩＰ電話機は、ゲートウェイから受信した
ＩＰアドレスおよび内線番号を自ＩＰ電話機のＩＰアドレスおよび内線番号に設定する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２００６０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　インターネット網に接続されたルータ等のＮＡＴ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｄｄｒｅｓｓ　
Ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ）機器の配下にあるＩＰ電話機において、プロバイダがインター
ネット網を介して提供するＩＰ電話サービスを享受するためには、ＮＡＴ機器のグローバ
ルＩＰアドレスに加えて、電話番号（外線番号）、認証ＩＤ、パスワード、各種サーバア
ドレスを含むプロバイダの設定情報が必要である。
【０００５】
　従来は、ＩＰ電話機のユーザが手動でプロバイダの設定情報をＩＰ電話機に設定しなけ
ればならず、ユーザの作業負担が大きいという問題があった。
【０００６】
　なお、特許文献１に記載の技術は、内線電話機として機能するＩＰ電話機に自動的にＩ
Ｐアドレス（ローカルＩＰアドレス）および内線番号を設定する技術であり、外線電話機
として機能するＩＰ電話機にプロバイダの設定情報を設定することについては何ら考慮さ
れていない。
【０００７】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、ＩＰ電話サービス
を提供するプロバイダの設定情報のＩＰ電話機への設定作業を容易にすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明において、ＮＡＴ機器を介してインターネット網に
接続されるＩＰ電話機は、インターネット網に接続されたＳＴＵＮ（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｔ
ｒａｖｅｒｓａｌ　Ｕｔｉｌｉｔｉｅｓ　ｆｏｒ　ＮＡＴｓ）サーバから、自ＩＰ電話機
１を配下とするＮＡＴ機器のＩＰアドレスを取得する。そして、取得したＩＰアドレスか
ら、自ＩＰ電話機が利用するＩＰ電話サービスを提供するプロバイダを特定する。それか
ら、ＩＰ電話機は、インターネット網に接続された設定情報管理装置に、自ＩＰ電話機が
利用するＩＰ電話サービスのプロバイダの設定情報を要求する。ここで、設定情報管理装
置は、プロバイダ毎に、プロバイダが提供するＩＰ電話サービスを利用するための設定情
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報を管理しており、ＩＰ電話機から要求されたプロバイダの設定情報をこのＩＰ電話機に
送信する。これを受けて、ＩＰ電話機は、設定情報管理装置から受信したプロバイダの設
定情報を自ＩＰ電話機に設定する。
【０００９】
　例えば、本発明のＩＰ電話機は、
　ＮＡＴ機器を介してインターネット網に接続されるＩＰ電話機であって、
　前記インターネット網を介してＩＰ電話サービスを提供するプロバイダを、前記ＩＰ電
話サービスの提供先に割り当てられるＩＰアドレスに対応付けて記憶するプロバイダ記憶
手段と、
　前記インターネット網に接続されたＳＴＵＮサーバから前記ＮＡＴ機器のＩＰアドレス
を取得するアドレス取得手段と、
　前記アドレス取得手段により取得されたＩＰアドレスに対応付けられて前記プロバイダ
記憶手段に記憶されているプロバイダを特定する特定手段と、
　前記インターネット網に接続された設定情報管理装置から、前記特定手段により特定さ
れたプロバイダの設定情報を取得する設定情報取得手段と、
　前記設定情報取得手段により取得された設定情報を自ＩＰ電話機に設定する設定手段と
、を備えている。
【００１０】
　また、本発明の設定情報管理装置は、
　インターネット網を介してＮＡＴ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｄｄｒｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｌａ
ｔｉｏｎ）機器配下のＩＰ電話機にＩＰ電話サービスを提供するプロバイダの設定情報を
管理する設定情報管理装置であって、
　前記プロバイダ毎に、当該プロバイダが提供する前記ＩＰ電話サービスを利用するため
の前記設定情報を記憶する設定情報記憶手段と、
　前記ＩＰ電話機から要求されたプロバイダの前記設定情報を前記設定情報記憶手段から
読み出して当該ＩＰ電話機に送信する設定情報提供手段と、を備え、
　前記設定情報記憶手段は、
　プロバイダあるいは当該プロバイダが前記ＮＡＴ機器に割り当てるＩＰアドレスと当該
ＮＡＴ機器配下の前記ＩＰ電話機のＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
）アドレスとの組合せ毎に、当該プロバイダが提供する前記ＩＰ電話サービスを利用する
ための前記設定情報を記憶しており、
　前記設定情報提供手段は、
　前記ＩＰ電話機から受信した設定情報要求に含まれているプロバイダあるいはＩＰアド
レスとＭＡＣアドレスとに対応付けられて前記設定情報記憶手段に記憶されている前記設
定情報を当該ＩＰ電話機に送信する。
 
【発明の効果】
【００１１】
　本発明において、ＮＡＴ機器の配下にあるＩＰ電話機は、ＳＴＵＮサーバからＮＡＴ機
器のＩＰアドレスを取得し、取得したＩＰアドレスから、自ＩＰ電話機が利用するＩＰ電
話サービスのプロバイダを特定する。そして、自ＩＰ電話機が利用するＩＰ電話サービス
のプロバイダの設定情報を設定情報管理装置から取得して自ＩＰ電話機に設定する。この
ため、ＩＰ電話機のユーザは、手動でプロバイダの設定情報をＩＰ電話機に設定する必要
がない。したがって、本発明によれば、ＩＰ電話サービスを提供するプロバイダの設定情
報の、ＩＰ電話機への設定作業を容易にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、本発明の一実施の形態に係るＩＰ電話システムの概略構成図である。
【図２】図２は、本発明の一実施の形態に係るＩＰ電話システムにおけるＩＰ電話機１の
設定処理の第一の動作例を説明するためのシーケンス図である。
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【図３】図３は、本発明の一実施の形態に係るＩＰ電話システムにおけるＩＰ電話機１の
設定処理の第二の動作例を説明するためのシーケンス図である。
【図４】図４は、ＩＰ電話機１の概略機能構成図である。
【図５】図５は、プロバイダ記憶部１４の登録内容例を模式的に表した図である。
【図６】図６は、ＩＰ電話機１の設定処理を説明するためのフロー図である。
【図７】図７は、設定情報管理装置２の概略機能構成図である。
【図８】図８は、プロバイダ記憶部２１の登録内容例を模式的に表した図である。
【図９】図９は、設定情報記憶部２２の登録内容例を模式的に表した図である。
【図１０】図１０は、設定情報管理装置２の設定情報提供処理を説明するためのフロー図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に、本発明の一実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１４】
　図１は、本実施の形態に係るＩＰ電話システムの概略構成図である。
【００１５】
　図示するように、本実施の形態に係るＩＰ電話システムは、ルータ等のＮＡＴ（Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ　Ａｄｄｒｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ）機器３を介してインターネット網
８に接続された複数のＩＰ電話機１と、インターネット網８を介してＩＰ電話サービスを
提供するプロバイダの設定情報を管理する設定情報管理装置２と、を備えている。
【００１６】
　ここで、インターネット網８には、ＩＰ電話サービスを提供するプロバイダ毎に、ＳＩ
Ｐ（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）サーバ５、レジストラ
サーバ６、ＤＮＳ（Ｄｏｍａｉｎ　Ｎａｍｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）サーバ７等が接続されてい
る。また、インターネット網８には、ＳＴＵＮ（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｔｒａｖｅｒｓａｌ　
Ｕｔｉｌｉｔｉｅｓ　ｆｏｒ　ＮＡＴｓ）サーバ４が接続されている。
【００１７】
　ＮＡＴ機器３には、配下のＩＰ電話機１が利用するＩＰ電話サービスを提供するプロバ
イダによってグローバルＩＰアドレスが割り当てられている。
【００１８】
　ＩＰ電話機１は、自ＩＰ電話機１が利用するＩＰ電話サービスを提供するプロバイダの
設定情報（グローバルＩＰアドレス、電話番号（外線番号）、認証ＩＤ、パスワード、各
種サーバアドレス等）を設定情報管理装置２から取得して、自ＩＰ電話機１に設定する。
これにより、ＩＰ電話サービスが利用可能となる。
【００１９】
　図２は、本実施の形態に係るＩＰ電話システムにおけるＩＰ電話機１の設定処理の第一
の動作例を説明するためのシーケンス図である。
【００２０】
　ＩＰ電話機１は、起動（再起動を含む）すると、ＮＡＴ機器３を介してＳＴＵＮサーバ
４にＢｉｎｄｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを送信して（Ｓ１００）、自ＩＰ電話機
１を配下とするＮＡＴ機器３のグローバルＩＰアドレスをＳＴＵＮサーバ４に問い合わせ
る。これを受けて、ＳＴＵＮサーバ４は、Ｂｉｎｄｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージの
送信元であるＩＰ電話機１にＢｉｎｄｉｎｇ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅメッセージを送信して（
Ｓ１０１）、このＩＰ電話機１に、このＩＰ電話機１を配下とするＮＡＴ機器３のグロー
バルＩＰアドレスを通知する。
【００２１】
　つぎに、ＩＰ電話機１は、ＩＰ電話サービス毎に、ＩＰ電話サービスのプロバイダを、
このＩＰ電話サービスの提供先に割り当てられるグローバルＩＰアドレスに対応付けて記
憶しており、この記憶内容のなかから、ＳＴＵＮサーバ４から取得したＮＡＴ機器３のグ
ローバルＩＰアドレスに対応付けられたＩＰ電話サービスのプロバイダを検索する。そし



(6) JP 6447767 B1 2019.1.9

10

20

30

40

50

て、検索したＩＰ電話サービスのプロバイダを、ＩＰ電話機１が利用するＩＰ電話サービ
スのプロバイダとして特定する（Ｓ１０２）。
【００２２】
　つぎに、ＩＰ電話機１は、ＮＡＴ機器３を介して設定情報管理装置２に、ＳＴＵＮサー
バ４から取得したＮＡＴ機器３のグローバルＩＰアドレスおよび自ＩＰ電話機１のＭＡＣ
（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）アドレスを含む設定情報要求を送信する
（Ｓ１０３）。
【００２３】
　ここで、設定情報管理装置２は、ＩＰ電話サービス毎に、ＩＰ電話サービスのプロバイ
ダを、このＩＰ電話サービスの提供先に割り当てられるグローバルＩＰアドレスに対応付
けて記憶するとともに、ＩＰ電話サービスのプロバイダ毎に、ＩＰ電話サービスを利用す
るために必要な設定情報を、このＩＰ電話サービスの提供先のＭＡＣアドレスに対応付け
て記憶している。そして、設定情報管理装置２は、ＩＰ電話機１から設定情報要求を受信
すると、ＩＰ電話サービスのプロバイダのなかから、この設定情報に含まれているグロー
バルＩＰアドレスに対応付けられて記憶されているＩＰ電話サービスのプロバイダを検索
する。そして、検索したＩＰ電話サービスのプロバイダの設定情報のなかから、この設定
情報要求に含まれているＭＡＣアドレスに対応付けられて記憶されている設定情報を検索
する（Ｓ１０４）。それから、設定情報管理装置２は、検索した設定情報を、設定情報要
求の送信元であるＩＰ電話機１に送信する（Ｓ１０５）。
【００２４】
　ＩＰ電話機１は、設定情報管理装置２から受信した設定情報を自ＩＰ電話機１に設定す
る（Ｓ１０６）。それから、設定された設定情報により特定されるＳＩＰサーバ５に、設
定情報により特定される認証ＩＤおよびパスワードを伴うＲｅｇｉｓｔｅｒメッセージを
送信する（Ｓ１０７）。これを受けて、ＳＩＰサーバ５は、Ｒｅｇｉｓｔｅｒメッセージ
の送信元であるＩＰ電話機１の登録処理を行って、このＩＰ電話機１に２００ＯＫメッセ
ージを返信する（Ｓ１０８）。これにより、ＩＰ電話機１は、ＩＰ電話サービスが利用可
能となり、発着信を待つ待機状態に移行する（Ｓ１０９）。
【００２５】
　図３は、本実施の形態に係るＩＰ電話システムにおけるＩＰ電話機１の設定処理の第二
の動作例を説明するためのシーケンス図である。
【００２６】
　ＩＰ電話機１は、起動（再起動を含む）すると、ＮＡＴ機器３を介してＳＴＵＮサーバ
４にＢｉｎｄｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを送信して（Ｓ１１０）、自ＩＰ電話機
１を配下とするＮＡＴ機器３のグローバルＩＰアドレスをＳＴＵＮサーバ４に問い合わせ
る。これを受けて、ＳＴＵＮサーバ４は、Ｂｉｎｄｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージの
送信元であるＩＰ電話機１にＢｉｎｄｉｎｇ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅメッセージを送信して（
Ｓ１１１）、このＩＰ電話機１に、このＩＰ電話機１を配下とするＮＡＴ機器３のグロー
バルＩＰアドレスを通知する。
【００２７】
　つぎに、ＩＰ電話機１は、各ＩＰ電話サービスの提供先に割り当てられるグローバルＩ
Ｐアドレスに対応付けられて記憶されているＩＰ電話サービスのプロバイダのなかから、
ＳＴＵＮサーバ４から取得したＮＡＴ機器３のグローバルＩＰアドレスに対応付けられて
記憶されているＩＰ電話サービスのプロバイダを検索する。ここでは、ＳＴＵＮサーバ４
から取得したＮＡＴ機器３のグローバルＩＰアドレスに対応付けられて記憶されているＩ
Ｐ電話サービスのプロバイダが記憶内容に存在せず、ＩＰ電話機１は、プロバイダの検索
に失敗したものとする（Ｓ１１２）。この場合、ユーザから設定情報の手動入力を受け付
ける（Ｓ１１３）。
【００２８】
　例えば、ＩＰ電話機１は、設定情報の項目毎に入力欄を表示して、ユーザから設定情報
の入力を受け付ける。この際、設定済みの項目があるならば、この項目の入力欄に設定済
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みの情報を表示することにより、この項目の設定情報の入力を省略可能としている。
【００２９】
　つぎに、ＩＰ電話機１は、項目毎にユーザから受け付けた設定情報を自ＩＰ電話機１に
設定する（Ｓ１１４）。それから、設定された設定情報により特定されるＳＩＰサーバ５
に、設定された設定情報により特定される認証ＩＤおよびパスワードを伴うＲｅｇｉｓｔ
ｅｒメッセージを送信する（Ｓ１１５）。これを受けて、ＳＩＰサーバ５は、Ｒｅｇｉｓ
ｔｅｒメッセージの送信元であるＩＰ電話機１の登録処理を行って、このＩＰ電話機１に
２００ＯＫメッセージを返信する（Ｓ１１６）。これにより、ＩＰ電話機１は、ＩＰ電話
サービスが利用可能となり、発着信を待つ待機状態に移行する（Ｓ１１７）。
【００３０】
　なお、図２および図３において、ＩＰ電話機１は、ＲｅｇｉｓｔｅｒメッセージをＳＩ
Ｐサーバ５に送信しているが（図２のＳ１０７、図３のＳ１１５）、ＩＰ電話機１に設定
された設定情報によっては、ＩＰ電話機１が、ＳＩＰサーバ５とは別途用意されたレジス
トラサーバ６にＲｅｇｉｓｔｅｒメッセージを送信することもある。この場合、レジスト
ラサーバ６が登録処理を行ってＩＰ電話機１に２００ＯＫメッセージを返信する。
【００３１】
　つぎに、ＩＰ電話機１の詳細を説明する。
【００３２】
　図４は、ＩＰ電話機１の概略機能構成図である。
【００３３】
　図示するように、ＩＰ電話機１は、ネットワークインターフェース部１０と、マンマシ
ンインターフェース部１１と、ＩＰ電話機能部１２と、アドレス取得部１３と、プロバイ
ダ記憶部１４と、プロバイダ特定部１５と、設定情報取得部１６と、主制御部１７と、を
備えている。
【００３４】
　ネットワークインターフェース部１０は、ＮＡＴ機器３を介してインターネット網８に
接続するためのインターフェースである。
【００３５】
　マンマシンインターフェース部１１は、ＩＰ電話サービスによる通話を行うためのイン
ターフェースであり、マイクと、スピーカと、ダイヤルキー、ファンクションキー等の操
作ボタンと、ＬＣＤ、ＬＥＤ等の表示パネルと、を有している。
【００３６】
　ＩＰ電話機能部１２は、ＩＰ電話を実現するために必要な処理を実施する。具体的には
、ＩＰ電話機能部１２に設定された設定情報に従い、ＩＰ電話機１にＩＰ電話サービスを
提供するプロバイダのＳＩＰサーバ５あるいはレジストラサーバ６にＩＰ電話機１を登録
して、このプロバイダが提供するＩＰ電話サービスを利用可能とする。また、ＩＰ電話機
能部１２は、ＳＩＰに従い呼制御手順を実施して、通話相手とのセッションの確立および
解放を行うとともに、ＲＴＰ（Ｒｅａｌｔｉｍｅ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ）に従い、確立中のセッションを介した通話相手との通話を行う。
【００３７】
　アドレス取得部１３は、ネットワークインターフェース部１０を介して、インターネッ
ト網８に接続されているＳＴＵＮサーバ４から、ＩＰ電話機１を配下とするＮＡＴ機器３
のグローバルＩＰアドレスを取得する。
【００３８】
　プロバイダ記憶部１４は、ＩＰ電話サービス毎に、ＩＰ電話サービスのプロバイダを、
このＩＰ電話サービスの提供先に割り当てられるグローバルＩＰアドレスに対応付けて記
憶している。
【００３９】
　図５は、プロバイダ記憶部１４の登録内容例を模式的に表した図である。
【００４０】
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　図示するように、プロバイダ記憶部１４には、ＩＰ電話サービス毎にプロバイダのレコ
ード１４０が記憶されている。プロバイダのレコード１４０は、ＩＰ電話サービスの提供
先に割り当てられるグローバルＩＰアドレスの範囲を登録するフィールド１４１と、ＩＰ
電話サービスのプロバイダを登録するフィールド１４２と、このプロバイダがＩＰ電話サ
ービスを提供するために要求する設定情報の項目である要求項目を登録するフィールド１
４３と、を有する。
【００４１】
　プロバイダ特定部１５は、プロバイダ記憶部１４を参照して、ＩＰ電話機１にＩＰ電話
サービスを提供するプロバイダを特定する。
【００４２】
　設定情報取得部１６は、ネットワークインターフェース部１０を介して、インターネッ
ト網８に接続されている設定情報管理装置２から、ＩＰ電話機１がＩＰ電話サービスを利
用するための設定情報を取得する。
【００４３】
　主制御部１７は、ＩＰ電話機１を構成する各部１０～１６を統括的に制御する。また、
主制御部１７は、設定情報取得部１６により取得された設定情報、あるいはマンマシンイ
ンターフェース部１１を介してユーザより受け付けた設定情報を、ＩＰ電話機能部１２に
設定する。
【００４４】
　図６は、ＩＰ電話機１の設定処理を説明するためのフロー図である。
【００４５】
　このフローは、ＩＰ電話機１の起動（再起動を含む）のタイミングで実施される。
【００４６】
　まず、主制御部１７は、アドレス取得部１３にアドレス取得を指示する。これを受けて
、アドレス取得部１３は、ネットワークインターフェース部１０およびＮＡＴ機器３を介
して、インターネット網８に接続されたＳＴＵＮサーバ４にＢｉｎｄｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅ
ｓｔメッセージを送信して、自ＩＰ電話機１を配下とするＮＡＴ機器３のグローバルＩＰ
アドレスをＳＴＵＮサーバ４に問い合わせる。そして、ＳＴＵＮサーバ４からＢｉｎｄｉ
ｎｇ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅメッセージを受信することにより、自ＩＰ電話機１を配下とする
ＮＡＴ機器３のグローバルＩＰアドレスを取得する（Ｓ２００）。それから、アドレス取
得部１３は、ＮＡＴ機器３のグローバルＩＰアドレスを主制御部１７に通知する。
【００４７】
　つぎに、主制御部１７は、プロバイダ特定部１５に、アドレス取得部１３から受け取っ
たＮＡＴ機器３のグローバルＩＰアドレスを通知してプロバイダの検索を指示する。これ
を受けて、プロバイダ特定部１５は、ＮＡＴ機器３のグローバルＩＰアドレスに対応付け
られてプロバイダ記憶部１４に記憶されているプロバイダを検索する（Ｓ２０１）。そし
て、ＮＡＴ機器３のグローバルＩＰアドレスに対応付けられているプロバイダがプロバイ
ダ記憶部１４に記憶されているならば（Ｓ２０２でＹＥＳ）、このプロバイダとともに、
ＮＡＴ機器３のグローバルＩＰアドレスに対応付けられてプロバイダ記憶部１４に記憶さ
れている要求項目を特定する（Ｓ２０３）。そして、特定した要求項目を、検索したプロ
バイダとともに主制御部１７に通知する。
【００４８】
　つぎに、主制御部１７は、プロバイダ特定部１５から要求項目をプロバイダとともに受
け取ったならば、設定情報取得部１６に、ＮＡＴ機器３のグローバルＩＰアドレスを通知
して設定情報の取得を指示する。これを受けて、設定情報取得部１６は、ネットワークイ
ンターフェース部１０およびＮＡＴ機器３を介して、インターネット網８に接続された設
定情報管理装置２に、ＮＡＴ機器３のグローバルＩＰアドレスおよび自ＩＰ電話機１のＭ
ＡＣアドレスを含む設定情報要求を送信し、設定情報管理装置２から設定情報を受信する
。これにより、自ＩＰ電話機１にＩＰ電話サービスを提供するプロバイダの設定情報を取
得する（Ｓ２０４）。そして、取得した設定情報を主制御部１７に通知する。
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【００４９】
　つぎに、主制御部１７は、設定情報取得部１６から受け取った設定情報に、プロバイダ
特定部１５から受け取った要求項目の情報が含まれていることを確認し、この設定情報を
ＩＰ電話機能部１２に設定する（Ｓ２０５）。
【００５０】
　つぎに、ＩＰ電話機能部１２は、設定情報が設定されると、ネットワークインターフェ
ース部１０およびＮＡＴ機器３を介して、設定情報により特定されるＳＩＰサーバ５ある
いはレジストラサーバ６に、設定情報により特定される認証ＩＤおよびパスワードを伴う
Ｒｅｇｉｓｔｅｒメッセージを送信する。これにより、ＳＩＰサーバ５あるいはレジスト
ラサーバ６へのＩＰ電話機１の登録処理を行う（Ｓ２０６）。
【００５１】
　一方、プロバイダ特定部１５は、ＮＡＴ機器３のグローバルＩＰアドレスに対応付けら
れているプロバイダがプロバイダ記憶部１４に記憶されていない場合（Ｓ２０２でＮＯ）
、その旨を、プロバイダ記憶部１４に記憶されているすべての要求項目の項目名（電話番
号、認証ＩＤ、パスワード、ＳＩＰサーバアドレス、ＤＮＳサーバアドレス、レジストラ
サーバアドレス等）とともに主制御部１７に通知する。
【００５２】
　これを受けて、主制御部１７は、マンマシンインターフェース部１１に、設定情報の入
力欄を、プロバイダ特定部１５から受け取った項目名に対応付けて表示する（Ｓ２０７）
。また、主制御部１７は、プロバイダ特定部１５から受け取った項目名に対応する要求項
目各々について、ＩＰ電話機能部１２の設定状態を確認する。そして、設定済みの要求項
目があるならば、この要求項目の項目名に対応付けられた入力欄に設定済みの情報を表示
する（Ｓ２０８）。それから、主制御部１７は、マンマシンインターフェース部１１に表
示されている各入力欄への設定情報の手動入力を受け付ける（Ｓ２０９）。
【００５３】
　つぎに、主制御部１７は、マンマシンインターフェース部１１を介してユーザより受け
付けた設定情報をＩＰ電話機能部１２に設定する（Ｓ２０５）。
【００５４】
　つぎに、ＩＰ電話機能部１２は、設定情報が設定されると、ネットワークインターフェ
ース部１０およびＮＡＴ機器３を介して、設定情報により特定されるＳＩＰサーバ５ある
いはレジストラサーバ６に、設定情報により特定される認証ＩＤおよびパスワードを伴う
Ｒｅｇｉｓｔｅｒメッセージを送信する。これにより、ＳＩＰサーバ５あるいはレジスト
ラサーバ６へのＩＰ電話機１の登録処理を行う（Ｓ２０６）。
【００５５】
　つぎに、設定情報管理装置２の詳細を説明する。
【００５６】
　図７は、設定情報管理装置２の概略機能構成図である。
【００５７】
　図示するように、設定情報管理装置２は、ネットワークインターフェース部２０と、プ
ロバイダ記憶部２１と、設定情報記憶部２２と、設定情報提供部２３と、を備えている。
【００５８】
　ネットワークインターフェース部２０は、インターネット網８に接続するためのインタ
ーフェースである。
【００５９】
　プロバイダ記憶部２１は、ＩＰ電話サービス毎に、ＩＰ電話サービスのプロバイダを、
このＩＰ電話サービスの提供先に割り当てられるグローバルＩＰアドレスに対応付けて記
憶している。
【００６０】
　図８は、プロバイダ記憶部２１の登録内容例を模式的に表した図である。
【００６１】
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　図示するように、プロバイダ記憶部２１には、ＩＰ電話サービス毎にプロバイダのレコ
ード２１０が記憶されている。プロバイダのレコード２１０は、ＩＰ電話サービスの提供
先に割り当てられるグローバルＩＰアドレスの範囲を登録するフィールド２１１と、ＩＰ
電話サービスのプロバイダを登録するフィールド２１２と、を有する。
【００６２】
　設定情報記憶部２２は、プロバイダ毎に、ＩＰ電話サービスの利用に必要な設定情報を
、このＩＰ電話サービスの提供先のＭＡＣアドレスに対応付けて記憶している。
【００６３】
　図９は、設定情報記憶部２２の登録内容例を模式的に表した図である。
【００６４】
　図示するように、設定情報記憶部２２には、プロバイダ毎にテーブル２２０が記憶され
ている。テーブル２２０には、ＩＰ電話サービスの提供先毎に設定情報のレコード２２１
が記憶されている。設定情報のレコード２２１は、ＩＰ電話サービスの提供先のＭＡＣア
ドレスを登録するフィールド２２２と、設定情報を登録するフィールド２２３と、を有す
る。設定情報を登録するフィールド２２３は、設定情報の項目毎にサブレコード２２４を
有する。サブレコード２２４は、設定情報の項目名を登録するサブフィールド２２５と、
設定情報の内容を登録するサブフィールド２２６と、を有する。
【００６５】
　設定情報提供部２３は、ＩＰ電話機１に、このＩＰ電話機１が利用するＩＰ電話サービ
スのプロバイダの設定情報を提供する。
【００６６】
　図１０は、設定情報管理装置２の設定情報提供処理を説明するためのフロー図である。
【００６７】
　設定情報提供部２３は、ネットワークインターフェース部２０を介してＩＰ電話機１か
ら設定情報要求を受信すると（Ｓ３００でＹＥＳ）、プロバイダ記憶部２１を参照して、
受信した設定情報要求に含まれているグローバルＩＰアドレスに対応付けられているプロ
バイダを特定する（Ｓ３０１）。それから、設定情報提供部２３は、特定したプロバイダ
に対応付けられて設定情報記憶部２２に記憶されているテーブル２２０を参照して、受信
した設定情報要求に含まれているＭＡＣアドレスに対応付けられている設定情報を検索す
る（Ｓ３０２）。そして、ネットワークインターフェース部２０を介して、設定情報要求
の送信元であるＩＰ電話機１に、検索した設定情報を送信する（Ｓ３０３）。
【００６８】
　以上、本発明の一実施の形態について説明した。
【００６９】
　本実施の形態において、ＮＡＴ機器３の配下にあるＩＰ電話機１は、ＳＴＵＮサーバ４
からＮＡＴ機器３のグローバルＩＰアドレスを取得し、取得したグローバルＩＰアドレス
から、自ＩＰ電話機１が利用するＩＰ電話サービスのプロバイダを特定する。そして、自
ＩＰ電話機１が利用するＩＰ電話サービスのプロバイダの設定情報を設定情報管理装置２
から取得して自ＩＰ電話機１に設定する。このため、ＩＰ電話機１のユーザは、手動でプ
ロバイダの設定情報をＩＰ電話機１に設定する必要がない。したがって、本実施の形態に
よれば、ＩＰ電話サービスを提供するプロバイダの設定情報の、ＩＰ電話機１への設定作
業を容易にすることができる。
【００７０】
　また、本実施の形態において、ＩＰ電話機１は、ＳＴＵＮサーバ４から取得したＮＡＴ
機器３のグローバルＩＰアドレスおよび自ＩＰ電話機１のＭＡＣアドレスを含む設定情報
要求を設定情報管理装置２に送信する。そして、設定情報管理装置２は、ＩＰ電話機１か
ら受信した設定情報要求に含まれているグローバルＩＰアドレスに基づいて、このＩＰ電
話機１にＩＰ電話サービスを提供するプロバイダを特定するとともに、ＩＰ電話機１から
受信した設定情報要求に含まれているＭＡＣアドレスに基づいて、このプロバイダがＩＰ
電話サービスの利用のためにこのＩＰ電話機１に要求する設定情報を特定する。したがっ
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て、本実施の形態によれば、同じＮＡＴ機器３の配下にある複数のＩＰ電話機１間におい
て、電話番号を含む設定情報を互いに異ならせることができ、これにより、ＩＰ電話機１
に設定する設定情報の自由度を増大させることができる。
【００７１】
　また、本実施の形態において、ＩＰ電話機１は、ＳＴＵＮサーバ４から取得したＮＡＴ
機器３のグローバルＩＰアドレスから、自ＩＰ電話機１が利用するＩＰ電話サービスのプ
ロバイダを特定できなかった場合、自ＩＰ電話機１にＩＰ電話サービスを提供するプロバ
イダが要求する設定情報の入力をユーザより受け付けて、入力された設定情報を自ＩＰ電
話機１に設定するが、この際、設定情報の項目毎に入力欄を表示して、設定済みの設定情
報を、該当する項目の入力欄に表示している。したがって、本実施の形態によれば、ユー
ザが設定情報を手動入力する際に、設定済みの設定情報を修正することなくそのまま利用
できる場合、この設定済みの設定情報の入力を省略することができ、設定情報の手動入力
によるＩＰ電話機１の設定作業におけるユーザの負担を軽減することができる。
【００７２】
　なお、本発明は上記の各実施の形態に限定されるものではなく、その要旨の範囲内で数
々の変形が可能である。
【００７３】
　例えば、上記の実施の形態において、設定情報管理装置２は、ＩＰ電話サービス毎に、
ＩＰ電話サービスのプロバイダを、このＩＰ電話サービスの提供先に割り当てられるグロ
ーバルＩＰアドレスに対応付けて記憶するとともに、プロバイダ毎に、ＩＰ電話サービス
の利用に必要な設定情報をこのＩＰ電話サービスの提供先のＭＡＣアドレスに対応付けて
記憶している。そして、ＩＰ電話機１から受信した設定情報要求に含まれているグローバ
ルＩＰアドレスに対応付けられているプロバイダを特定するとともに、特定したプロバイ
ダが、この設定情報に含まれているＭＡＣアドレスのＩＰ電話機１に要求する設定情報を
特定している。しかしながら、本発明はこれに限定されない。設定情報管理装置２は、プ
ロバイダがＩＰ電話サービスの提供先に割り当てるグローバルＩＰアドレスの範囲毎に、
ＩＰ電話サービスの利用に必要な設定情報をこのＩＰ電話サービスの提供先のＭＡＣアド
レスに対応付けて記憶してもよい。そして、設定情報管理装置２は、ＩＰ電話機１から受
信した設定情報要求に含まれているグローバルＩＰアドレスをＩＰ電話サービスの提供先
に割り当てるプロバイダが、この設定情報要求に含まれているＭＡＣアドレスのＩＰ電話
機１に要求する設定情報を特定するようにしてもよい。
【００７４】
　また、上記の実施の形態において、ＩＰ電話機１は、ＳＴＵＮサーバ４から取得したＮ
ＡＴ機器３のグローバルＩＰアドレスおよび自ＩＰ電話機１のＭＡＣアドレスを含む設定
情報要求を設定情報管理装置２に送信している。しかし、本発明はこれに限定されない。
設定情報要求に、ＮＡＴ機器３のグローバルＩＰアドレスを含める代わりに、ＮＡＴ機器
３のグローバルＩＰアドレスから特定したＩＰ電話サービスのプロバイダを含めるように
してもよい。この場合、設定情報管理装置２は、設定情報要求に含まれているＭＡＣアド
レスに基づいて、設定情報要求に含まれているプロバイダがＩＰ電話サービスの利用のた
めに設定情報要求の送信元であるＩＰ電話機１に要求する設定情報を特定する。
【００７５】
　また、上記の実施の形態において、ＩＰ電話機１が設定情報管理装置２に送信する設定
情報要求からＩＰ電話機１のＭＡＣアドレスを省略してもよい。この場合、設定情報管理
装置２は、ＩＰ電話サービスのプロバイダ毎に設定情報記憶部２２に記憶されているテー
ブル２２０において（図９参照）、ＩＰ電話機１のＭＡＣアドレスに代えてＮＡＴ機器３
のグローバルＩＰアドレスをフィールド２２２に登録する。これにより、同じＮＡＴ機器
３の配下にある複数のＩＰ電話機１に同じ設定情報が設定されることになるので、ＩＰ電
話機１は、同じＮＡＴ機器３の配下にある他のＩＰ電話機１に、ＳＩＰサーバ５あるいは
レジストラサーバ６への登録処理の有無を問い合わせ、同じＮＡＴ機器３の配下にある他
のＩＰ電話機１がいずれも登録処理を行っていない場合にのみ、ＳＩＰサーバ５あるいは
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【００７６】
　また、上記の実施の形態において、図４に示すＩＰ電話機１および図７に示す設定情報
管理装置２の機能構成は、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎ
ｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌ
ｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）などの集積ロジックＩＣによりハード的に実現されるか、Ｄ
ＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）等の計算機によりソフトウ
エア的に実現される。あるいは、ＣＰＵと、メモリと、ハードディスク、フラッシュメモ
リ等の補助記憶装置と、ＮＩＣ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｃａｒｄ）、無
線アダプタ等の通信インターフェースと、を備えたＰＣ等の汎用コンピュータにおいて、
ＣＰＵが所定のプログラムを補助記憶装置からメモリ上にロードして実行することにより
実現される。
【符号の説明】
【００７７】
　１：ＩＰ電話機　　２：設定情報管理装置　　３：ＮＡＴ機器　　４：ＳＴＵＮサーバ
　　５：ＳＩＰサーバ　　６：レジストラサーバ　　７：ＤＮＳサーバ　　８：インター
ネット網　　１０：ネットワークインターフェース部　　１１：マンマシンインターフェ
ース部　　１２：ＩＰ電話機能部　　１３：アドレス取得部　　１４：プロバイダ記憶部
　　１５：プロバイダ特定部　　１６：設定情報取得部　　１７：主制御部　　２０：ネ
ットワークインターフェース部　　２１：プロバイダ記憶部　　２２：設定情報記憶部　
　２３：設定情報提供部
 
【要約】　　　（修正有）
【課題】ＩＰ電話サービスを提供するプロバイダの設定情報のＩＰ電話機への設定作業を
容易にする。
【解決手段】ＩＰ電話機１は、インターネット網８に接続されたＳＴＵＮサーバ４から、
自ＩＰ電話機を配下とするＮＡＴ機器３のグローバルＩＰアドレスを取得する。そして、
取得したグローバルＩＰアドレスから、自ＩＰ電話機が利用するＩＰ電話サービスのプロ
バイダを特定し、インターネット網に接続された設定情報管理装置２に、自ＩＰ電話機が
利用するＩＰ電話サービスのプロバイダの設定情報を要求する。設定情報管理装置２は、
プロバイダ毎に、プロバイダが提供するＩＰ電話サービスを利用するための設定情報を管
理しており、このＩＰ電話機から要求されたプロバイダの設定情報をＩＰ電話機に送信す
る。これを受けて、ＩＰ電話機は、設定情報管理装置から受信したプロバイダの設定情報
を自ＩＰ電話機に設定する。
【選択図】図１
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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