
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末間の通信の呼制御プロトコルの処理を行うためのＳＩＰサーバを用いて、発信元端
末からの着信要求を着信先端末以外の代理応答を要求した代理応答端末へ中継処理するた
めのＩＰ電話システムの代理応答制御方法であって、
　代理応答端末は、所定の操作により、代理応答専用識別情報を含み発信元端末の代理応
答を行うための代理応答接続要求を、ＳＩＰサーバへ送信するステップと、
　ＳＩＰサーバは、前記接続要求内の着信先識別情報をロケーションサーバに送るステッ
プと、
　ロケーションサーバは、着信先識別情報に基づき、ロケーションサーバからの代理応答
専用のアドレスであるというその検索結果をＳＩＰサーバに対し返答するステップと、
　ＳＩＰサーバは、その検索結果により、発信元端末から着信先端末への接続要求を解除
するステップと、
　ＳＩＰサーバは、代理応答端末に対して代理応答を許可するための接続要求を出力ステ
ップと、
　代理応答端末は前記接続要求を受けるための信号をＳＩＰサーバへ出力するステップと
、
　ＳＩＰサーバは、前記受けるための信号を発信元端末に中継するステップと、
　前記要求信号を受け取った発信元端末は、確認応答を代理応答端末へ送り、発信元端末
と代理応答端末の通話を行うステップと、
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を含む前記代理応答制御方法。
【請求項２】
　端末間の通信の呼制御プロトコルの処理を行うためのＳＩＰサーバを用いて、発信元端
末からの着信要求を着信先端末以外の代理応答を要求した代理応答端末へ中継処理するた
めのＩＰ電話システムの代理応答制御方法であって、
　代理応答端末は、所定の操作により、発信元端末の代理応答を行うための代理応答要求
信号を、ＳＩＰサーバへ出力するステップと、
　ＳＩＰサーバは、ポリシーサーバへ代理応答の許可に関する問い合わせを行うステップ
と、
　ポリシーサーバは、発信元端末識別情報及び着信先端末識別情報に基づき、代理応答を
どのようなルールに基づいて処理するかを設定するポリシーデータベースを参照し、その
参照結果をＳＩＰサーバへ返答するステップと、
　ＳＩＰサーバは、ポリシーサーバからの参照結果をもとに、代理応答を行うかどうか判
断し、代理応答を行う場合、代理応答端末からの前記要求信号を発信元端末に中継するス
テップと、
　前記要求信号を受け取った発信元端末は、確認応答を代理応答端末へ送り、発信元端末
と代理応答端末の通話を行うステップと、
を含む前記代理応答制御方法。
【請求項３】
　ポリシーサーバのポリシーデータベースは、発信元端末識別情報対応して、代理応答が
許可される着信先端末の識別情報、及び／又は、日時・曜日等の許可時間についての代理
応答のルールを保持することを特徴とする請求項 に記載のＩＰ電話システムの代理応答
制御方法。
【請求項４】
　端末間の通信の呼制御プロトコルの処理を行うためのＳＩＰサーバを用いて、発信元端
末からの着信要求を着信先端末以外の代理応答を要求した代理応答端末へ中継処理するた
めのＩＰ電話システムの代理応答制御方法であって、
　代理応答端末は、所定の操作により、発信元端末の代理応答を行うための代理応答要求
信号を、ＳＩＰサーバへ出力するステップと、
　ＳＩＰサーバは、ポリシーサーバ及びプレゼンスサーバへ代理応答の許可に関する問い
合わせを行うステップと、
　ポリシーサーバは、発信元端末識別情報及び着信先端末識別情報に基づき、代理応答を
どのようなルールに基づいて処理するかを設定するポリシーデータベースを参照し、その
参照結果をＳＩＰサーバへ返答するステップと、
　プレゼンスサーバは、代理応答をした代理応答端末の識別情報に基づき、発信元端末を
含む端末グループ内の各端末のステータスを記憶したプレゼンスのデータベースの参照を
行い、その参照結果をＳＩＰサーバへ返答するステップと、
　ＳＩＰサーバは、ポリシーサーバ及びプレゼンスサーバからの参照結果をもとに、代理
応答を行うかどうか判断し、代理応答を行う場合、代理応答端末からの前記要求信号を発
信元端末に中継するステップと、
　前記要求信号を受け取った発信元端末は、確認応答を代理応答端末へ送り、発信元端末
と代理応答端末の通話を行うステップと、
を含む前記代理応答制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、代理応答制御方法に係り、特に、ＩＰネットワークに接続された電話システム
における端末間の代理応答を可能とするＩＰ電話システムの代理応答制御方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
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現在ＩＰネットワークを用いた電話で使用する呼制御プロトコルとしてＳＩＰ（Ｓｅｓｓ
ｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）がある。ＳＩＰの流れを図を用いて
説明する。
【０００３】
図１に、端末同士の通話における処理についての構成図を示す。端末Ａ（１）は、端末Ｂ
１（４１）に通話を行うため、接続要求をＳＩＰサーバ（２）に出力する。ＳＩＰサーバ
（２）は、ロケーションサーバ（３）に接続要求先Ｂ１（４１）のアドレスを問い合わせ
る。ロケーションサーバ（３）は、アドレスをＳＩＰサーバ（２）に返答する。ＳＩＰサ
ーバ（２）は、端末Ｂ１（４１）に対してＡ（１）からの接続要求の中継を行う。接続要
求により、端末Ｂ１（４１）は呼び出しを行う。端末Ｂ１（４１）は、接続許可をＳＩＰ
サーバ（２）を中継して、端末Ａ（１）に送信し、端末Ａ（１）と端末Ｂ１（４１）との
間で通話を行う。
【０００４】
つぎに、図２に、端末同士の通話シーケンスを示す。上記通話のシーケンスについて図２
を用いて説明を行う。端末Ａ（１）から端末Ｂ１（４１）へ通話行うため、端末Ａ（１）
からの接続要求（ＩＮＶＩＴＥ）をＳＩＰサーバに出力する。ＳＩＰサーバは、ロケーシ
ョンサーバ（３）に接続先のアドレスの問い合わせ（ｑｕｅｒｙ）を行う。ロケーション
サーバ（３）は、検索結果をＳＩＰサーバに対し返答（ｒｅｓｐｏｎｓｅ）する。ＳＩＰ
サーバは、ロケーションサーバ（３）からの接続先アドレスに対して接続要求（ＩＮＶＩ
ＴＥ）を中継する。端末Ｂ１（４１）は、ＳＩＰサーバから中継された接続要求（ＩＮＶ
ＩＴＥ）を受信し、呼び出しを行っていることをＳＩＰサーバへ送る（１８０Ｒｉｎｇｉ
ｎｇ）。ＳＩＰサーバは、端末Ｂ１（４１）からの呼び出し（１８０Ｒｉｎｇｉｎｇ）を
端末Ａ（１）に中継する。端末Ｂ１（４１）が電話に応答したとき、端末Ｂ１（４１）か
ら信号（２００　ＯＫ）をＳＩＰサーバへ出力する。ＳＩＰサーバは、この信号（２００
　ＯＫ）を端末Ａ（１）に中継する。信号（２００　ＯＫ）を受け取った端末Ａ（１）は
、端末Ｂ１（４１）が通話に応答したことで、確認応答（ＡＣＫ）を端末Ｂ１（４１）へ
送る。以上の一連の信号のやりとりで端末Ａ（１）と端末Ｂ１（４１）の通話が行われる
。通話が終了した場合、端末Ａ（１）は信号（ＢＹＥ）を送信する。端末Ｂ１（４１）は
、端末Ａ（１）からの信号（ＢＹＥ）に対し、端末Ａ（１）に対して信号（２００　ＯＫ
）を送信する。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ＳＩＰベースの電話システムの場合、通話を行うため発信元の端末が着信先の端末に接続
要求を行っている際に、着信先以外の他の端末が、着信先の端末に代わって応答しようと
しても、ＳＩＰサーバに代理応答を制御する処理機能を持っていない。このため、代理応
答を行おうとしている端末からの代理応答を要求する信号を受信したとしても、ＳＩＰサ
ーバがその信号を理解できず、発信元端末からの通話を代理応答する端末に中継すること
ができない。
【０００６】
本発明は、以上の点に鑑み、着信先の電話が不在の場合、代理応答が行うことができ、ま
た発信元により代理応答の許可・不許可を行うこと、および着信先が現在通話中等の現在
状況を代理応答に反映するための処理を実現することを目的とする。また、本発明は、Ｓ
ＩＰベースの電話システムにおけるＳＩＰサーバに、代理応答要求信号の受信により、代
理応答の制御処理行い通話の中継をする代理応答処理機能を設けることにより代理応答の
機能を実現することを目的とする。また、本発明は、ＳＩＰサーバ内にポリシーデータベ
ースあるいはプレゼンスサーバ処理機能を設け、前記代理応答処理機能の代理応答制御と
連携することにより、代理応答を行うルールを設定した代理応答ポリシーにもとづいて代
理応答を行う機能、および着信先が現在通話中等の現在状況を代理応答に反映するための
機能を実現することを目的とする。
【０００７】
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【課題を解決するための手段】
本発明では、代理応答する端末からの代理応答要求信号をＳＩＰサーバが受信するに伴い
、代理応答した端末に対して、発信元の端末からの通話の中継を制御する処理機能を設け
ることにより代理応答を可能とし、さらにＳＩＰサーバ内に呼制御処理機能からの情報に
基づき、ポリシーデータベースあるいはプレゼンスサーバ上のデータベースへの参照を行
う処理機能を設け、参照結果を前記代理応答処理機能が代理応答制御の処理に用いること
により、代理応答を行うルールであるポリシーにもとづいて代理応答を行う処理、および
着信先が現在通話中等の現在状況を代理応答に反映するための処理が可能となる。
【０００９】
　本発明の第 の解決手段によると、
　端末間の通信の呼制御プロトコルの処理を行うためのＳＩＰサーバを用いて、発信元端
末からの着信要求を着信先端末以外の代理応答を要求した代理応答端末へ中継処理するた
めのＩＰ電話システムの代理応答制御方法であって、
　代理応答端末は、所定の操作により、代理応答専用識別情報を含み発信元端末の代理応
答を行うための代理応答接続要求を、ＳＩＰサーバへ送信するステップと、
　ＳＩＰサーバは、前記接続要求内の着信先識別情報をロケーションサーバに送るステッ
プと、
　ロケーションサーバは、着信先識別情報に基づき、ロケーションサーバからの代理応答
専用のアドレスであるというその検索結果をＳＩＰサーバに対し返答するステップと、
　ＳＩＰサーバは、その検索結果により、発信元端末から着信先端末への接続要求を解除
するステップと、
　ＳＩＰサーバは、代理応答端末に対して代理応答を許可するための接続要求を出力ステ
ップと、
　代理応答端末は前記接続要求を受けるための信号をＳＩＰサーバへ出力するステップと
、
　ＳＩＰサーバは、前記受けるための信号を発信元端末に中継するステップと、
　前記要求信号を受け取った発信元端末は、確認応答を代理応答端末へ送り、発信元端末
と代理応答端末の通話を行うステップと、
を含む前記代理応答制御方法が提供される。
【００１０】
　本発明の第 の解決手段によると、
　端末間の通信の呼制御プロトコルの処理を行うためのＳＩＰサーバを用いて、発信元端
末からの着信要求を着信先端末以外の代理応答を要求した代理応答端末へ中継処理するた
めのＩＰ電話システムの代理応答制御方法であって、
　代理応答端末は、所定の操作により、発信元端末の代理応答を行うための代理応答要求
信号を、ＳＩＰサーバへ出力するステップと、
　ＳＩＰサーバは、ポリシーサーバへ代理応答の許可に関する問い合わせを行うステップ
と、
　ポリシーサーバは、発信元端末識別情報及び着信先端末識別情報に基づき、代理応答を
どのようなルールに基づいて処理するかを設定するポリシーデータベースを参照し、その
参照結果をＳＩＰサーバへ返答するステップと、
　ＳＩＰサーバは、ポリシーサーバからの参照結果をもとに、代理応答を行うかどうか判
断し、代理応答を行う場合、代理応答端末からの前記要求信号を発信元端末に中継するス
テップと、
　前記要求信号を受け取った発信元端末は、確認応答を代理応答端末へ送り、発信元端末
と代理応答端末の通話を行うステップと、
を含む前記代理応答制御方法が提供される。
【００１２】
　本発明の第 の解決手段によると、
　端末間の通信の呼制御プロトコルの処理を行うためのＳＩＰサーバを用いて、発信元端
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末からの着信要求を着信先端末以外の代理応答を要求した代理応答端末へ中継処理するた
めのＩＰ電話システムの代理応答制御方法であって、
　代理応答端末は、所定の操作により、発信元端末の代理応答を行うための代理応答要求
信号を、ＳＩＰサーバへ出力するステップと、
　ＳＩＰサーバは、ポリシーサーバ及びプレゼンスサーバへ代理応答の許可に関する問い
合わせを行うステップと、
　ポリシーサーバは、発信元端末識別情報及び着信先端末識別情報に基づき、代理応答を
どのようなルールに基づいて処理するかを設定するポリシーデータベースを参照し、その
参照結果をＳＩＰサーバへ返答するステップと、
　プレゼンスサーバは、代理応答をした代理応答端末の識別情報に基づき、発信元端末を
含む端末グループ内の各端末のステータスを記憶したプレゼンスのデータベースの参照を
行い、その参照結果をＳＩＰサーバへ返答するステップと、
　ＳＩＰサーバは、ポリシーサーバ及びプレゼンスサーバからの参照結果をもとに、代理
応答を行うかどうか判断し、代理応答を行う場合、代理応答端末からの前記要求信号を発
信元端末に中継するステップと、
　前記要求信号を受け取った発信元端末は、確認応答を代理応答端末へ送り、発信元端末
と代理応答端末の通話を行うステップと、
を含む前記代理応答制御方法が提供される。
【００１３】
【発明の実施の形態】
１．代理応答処理の構成
図３に、ポリシーサーバ（５）およびプレゼンスサーバ（６）を連携した場合の代理応答
処理についての構成図を示す。
この構成は、発信元の端末Ａ（１）および端末Ｃ（８）、ＳＩＰサーバ（２）、着信先の
端末グループ（４）、着信先の端末Ｂ１（４１）、Ｂ２（４２）、Ｂ３（４３）、ＩＰネ
ットワーク（７）、ロケーションサーバ（３）、ポリシーサーバ（５）、プレゼンスサー
バ（６）を備える。発信元の端末Ａ（１）および端末Ｃ（８）、着信先の端末Ｂ１（４１
）、Ｂ２（４２）、Ｂ３（４３）、ＳＩＰサーバ（２）は、それぞれＩＰネットワーク（
７）に接続されている。また、ロケーションサーバ（３）、ポリシーデータベースを持つ
ポリシーサーバ（５）、プレゼンスサーバ（６）は、各々ＳＩＰサーバ（２）に接続され
ている。
【００１４】
発信元の端末Ａ（１）および端末Ｃ（８）、着信先の端末Ｂ１（４１）、Ｂ２（４２）、
Ｂ３（４３）は、それぞれＩＰ電話等の通信に使用される端末である。ＳＩＰサーバ（２
）は、電話システムの制御を行うサーバである。ロケーションサーバ（３）は、着信先の
ＩＰアドレス等のアドレス問い合わせに使用するサーバである。ポリシーサーバ（５）は
、代理応答をどのようなルールに基づいて処理するかを任意に設定するデータベースを保
有するサーバである。プレゼンスサーバ（６）は、各着信端末のステータスや、通話中の
場合その相手等の情報を保持しているサーバである。ポリシーサーバ（５）およびプレゼ
ンスサーバ（６）は、それぞれの機能を使用しない場合はＳＩＰサーバ（２）に接続しな
い構成になることも可能である。
【００１５】
つぎに、図４に、ＳＩＰサーバ（２）の構成図を示す。
ＳＩＰサーバ（２）は、呼制御処理部（２１）、宛先問い合わせ処理部（２２）、ポリシ
ー処理部（２３）、代理応答処理部（２４）、プレゼンス情報処理部（２５）を有する。
【００１６】
呼制御処理部（２１）は、ＳＩＰプロトコルの処理を行う。宛先問い合わせ処理部（２２
）は、着信先のアドレス（例えば、ＩＰアドレス）をロケーションサーバ（３）に問い合
わせる。代理応答処理部（２４）は、代理応答の制御処理を行う。ポリシー処理部（２３
）は、ポリシーサーバ（５）への問い合わせと問い合わせた結果に対する処理を行う。プ
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レゼンス情報処理部（２５）は、プレゼンスサーバ（６）の情報の参照し、参照結果を処
理する。以上の処理部を有するＳＩＰサーバ（２）により代理応答の実現を行う。
【００１７】
２．代理応答処理方法その１
図５に、代理応答処理についての構成図を示す。以下に、本実施の形態による代理応答の
処理の流れを説明する。
この構成は、代理応答のみの処理の説明を行うため、図３の構成図からポリシーサーバ（
５）、およびプレゼンスサーバ（６）を除いた構成である。
【００１８】
端末Ａ（１）は、端末Ｂ１（４１）と通話を行うため、接続要求をＳＩＰサーバ（２）に
出力する。ＳＩＰサーバ（２）は、図４の呼制御処理部（２１）により、接続要求を処理
し、宛先問い合わせ処理部（２２）に宛先問い合わせの処理を指示する。宛先問い合わせ
処理部（２２）は、接続情報から宛先問い合わせに必要な情報を取り出し、ロケーション
サーバ（３）に接続要求先Ｂ１（４１）のアドレスを問い合わせる。ロケーションサーバ
（３）は、検索の結果、アドレスをＳＩＰサーバ（２）に返答する。
【００１９】
宛先問い合わせ処理部（２２）は、ロケーションサーバ（３）からの検索結果であるアド
レスを受け取り、呼制御処理部（２１）に送出し、端末Ｂ１（４１）に対して端末Ａ（１
）からの接続要求の中継を行う。ＳＩＰサーバ（２）から中継された接続要求により、端
末Ｂ１（４１）は呼び出しを行う。たとえば端末Ｂ２（４２）から代理応答を行う場合、
端末Ｂ２（４２）からＳＩＰサーバ（２）に対して代理応答の要求を行う。ＳＩＰサーバ
（２）内の呼制御処理部（２１）は端末Ｂ２（４２）からの代理応答の要求を受け、代理
応答処理部（２４）に代理応答の処理を指示する。代理応答処理部（２４）は、端末Ａ（
１）に対して、端末Ｂ２（４２）からの接続許可の中継処理を行う。ＳＩＰサーバ（２）
からの接続要求を受けた端末Ａ（１）は確認応答を端末Ｂ２（４２）に返答し、通話を行
う。
【００２０】
図６に、代理応答処理についてのシーケンス１を示す。以下に、上記代理応答のシーケン
スについて説明を行う。
端末Ａ（１）から端末Ｂ１（４１）へ通話行うため、端末Ａ（１）は接続要求（ＩＮＶＩ
ＴＥ）をＳＩＰサーバ（２）に出力する。ＳＩＰサーバ（２）内の呼制御処理部（２１）
の指示により、宛先問い合わせ処理部（２２）は、着信先のアドレスを問い合わせるため
、端末Ａ（１）からの接続要求（ＩＮＶＩＴＥ）内の着信先ＵＲＩ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒ
ｅｓｏｕｒｃｅ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒｓ）をロケーションサーバ（３）に送る（ｑｕｅ
ｒｙ）。ロケーションサーバ（３）は、着信先ＵＲＩから着信先のアドレスの検索を行い
、検索結果をＳＩＰサーバ（２）に対し返答（ｒｅｓｐｏｎｓｅ）する。宛先問い合わせ
処理部（２２）は、ロケーションサーバ（３）の検索結果である接続先アドレスを受け取
り、呼制御処理部（２１）に送出する。呼制御処理部（２１）は、宛先問い合わせ処理部
（２２）から受け取った接続先アドレスに対して端末Ａ（１）からの接続要求（ＩＮＶＩ
ＴＥ）を中継する。端末Ｂ１（４１）は、ＳＩＰサーバ（２）から中継された接続要求（
ＩＮＶＩＴＥ）を受信し、呼び出しを行う。端末Ｂ１（４１）は呼び出しを行っているこ
とをＳＩＰサーバ（２）へ送る（１８０Ｒｉｎｇｉｎｇ）。ＳＩＰサーバ（２）は、呼制
御処理部（２１）により端末Ｂ１（４１）からの呼び出し（１８０Ｒｉｎｇｉｎｇ）を端
末Ａ（１）に中継する。
【００２１】
このあと呼び出したＢ１以外の端末Ｂ２（４２）から代理で応答を行う場合、例えば、予
め定められた操作手順として、端末Ｂ２（４２）は代理応答用のボタン等を押すことによ
り、信号（２００　ＯＫ）をＳＩＰサーバ（２）へ出力する。ＳＩＰサーバ（２）内の呼
制御処理部（２１）は、端末Ｂ２（４２）に対する接続要求が無いことを確認し、通常の
接続要求に対する応答ではなく、端末Ｂ２（４２）が端末Ａ（１）の代理応答を行うため
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この信号（２００　ＯＫ）を送信したことを理解し、代理応答処理部（２４）へ代理応答
の処理を指示する。代理応答処理部（２４）は、端末Ｂ２（４２）からの信号（２００　
ＯＫ）を端末Ｂ１（４１）からの信号（２００　ＯＫ）であるかのように処理し、呼制御
処理部（２１）から端末Ａ（１）に中継する。信号（２００　ＯＫ）を受け取った端末Ａ
（１）は、確認応答（ＡＣＫ）を端末Ｂ２（４２）へ送る。以上の一連の信号のやりとり
で端末Ａ（１）と代理応答した端末Ｂ２（４２）の通話が行われる。通話を終了するとき
、端末Ａ（１）は通話が終わることを端末Ｂ２（４２）に知らせるため、信号（ＢＹＥ）
を送信する。端末Ｂ２（４２）は端末Ａ（１）からの信号に対して通話が終了したことを
確認し、端末Ａ（１）に対して信号（２００　ＯＫ）を送信する。
【００２２】
３．代理応答処理その２
図７に、代理応答処理についてのシーケンス２を示す。以下に、代理応答の別の方式とし
て、そのシーケンスの説明を行う。
端末Ａ（１）から端末Ｂ１（４１）へ通話行うため、端末Ａ（１）は接続要求（ＩＮＶＩ
ＴＥ▲１▼）をＳＩＰサーバ（２）に出力する。ＳＩＰサーバ（２）内の呼制御処理部（
２１）の指示により、宛先問い合わせ処理部（２２）は、着信先のアドレスを問い合わせ
るため、端末Ａ（１）からの接続要求（ＩＮＶＩＴＥ▲１▼）内の着信先ＵＲＩをロケー
ションサーバ（３）に送る（ｑｕｅｒｙ）。ロケーションサーバ（３）は、着信先ＵＲＩ
から着信先のアドレスの検索を行い、検索結果をＳＩＰサーバ（２）に対し返答（ｒｅｓ
ｐｏｎｓｅ）する。このとき、ロケーションサーバ（３）は、例えば、端末にグループ（
４）の各端末Ｂ１（４１）、Ｂ２（４２）、Ｂ３（４３）が含まれていることを記憶した
データベースを有し、接続先端末と同一グループの端末から代理応答の信号が発信された
とき、代理応答許可する処理を行う。宛先問い合わせ処理部（２２）は、ロケーションサ
ーバ（３）の検索結果である接続先アドレスを受け取り、呼制御処理部（２１）に送出す
る。呼制御処理部（２１）は、宛先問い合わせ処理部（２２）から受け取った接続先アド
レスに対して、端末Ａ（１）からの接続要求（ＩＮＶＩＴＥ▲１▼）を中継する。端末Ｂ
１（４１）は、ＳＩＰサーバ（２）から中継された接続要求（ＩＮＶＩＴＥ▲１▼）を受
信し、呼び出しを行う。端末Ｂ１（４１）は、呼び出しを行っていることをＳＩＰサーバ
（２）へ送る（１８０Ｒｉｎｇｉｎｇ）。ＳＩＰサーバ（２）内の呼制御処理部（２１）
は、端末Ｂ１（４１）からの呼び出し（１８０Ｒｉｎｇｉｎｇ）を端末Ａ（１）に中継す
る。
【００２３】
　このあと呼び出したＢ１以外の端末Ｂ２（４２）から代理で応答を行う場合、例えば、
予め定められた操作手順として、端末Ｂ２（４２）から代理応答用のボタンあるいは、代
理応答専用の番号等を押すことにより、代理応答専用のＵＲＩを付加した接続要求（ＩＮ
ＶＩＴＥ ）をＳＩＰサーバ（２）へ送信する。ここで、ロケーションサーバ（３）
には、例えば、代理応答専用のＵＲＩに対応して代理応答専用のアドレスを記憶すること
とする。呼制御処理部（２１）の指示により、宛先問い合わせ処理部（２２）は、着信先
のアドレスを問い合わせるため、端末Ｂ （４ ）からの接続要求（ＩＮＶＩＴＥ
）内の着信先ＵＲＩ をロケーションサーバ（３）に送
る（ｑｕｅｒｙ）。ロケーションサーバ（３）は、着信先ＵＲＩから着信先のアドレスの
検索を行い、検索結果をＳＩＰサーバ（２）に対し返答（ｒｅｓｐｏｎｓｅ）する。宛先
問い合わせ処理部（２２）は、ロケーションサーバ（３）の検索結果を呼制御処理部（２
１）に送出する。呼制御処理部（２１）は、通常の接続先アドレスではなく、代理応答専
用のアドレスであったという検索結果を宛先問い合わせ処理部（２２）から受け取り、代
理応答処理部（２４）へ代理応答の処理を指示すると同時に、端末Ａ（１）から端末Ｂ１
（４１）への接続要求（ＩＮＶＩＴＥ ）を解除するため、ＣＡＮＣＥＬ信号を端末
Ｂ１（４１）に出力する。そして、呼制御処理部（２１）は、新たに端末Ｂ２（４２）に
対して代理応答を許可するための接続要求（ＩＮＶＩＴＥ ’）を出力する。また、
呼制御処理部（２１）は、端末Ｂ２（４２）に対して代理応答を許可するための接続要求
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（ＩＮＶＩＴＥ ’）を出力した後、端末Ｂ１（４１）にＣＡＮＣＥＬ信号を出力す
ることとしてもよい。端末Ｂ２（４２）は、ＳＩＰサーバ（２）からの接続要求（ＩＮＶ
ＩＴＥ ’）により呼び出しを行う。端末Ｂ２（４２）は、端末Ａ（１）からの呼び
出しに受けるため、信号（２００　ＯＫ）をＳＩＰサーバ（２）へ出力する。ＳＩＰサー
バ（２）の呼制御処理部（２１）は、信号（２００　ＯＫ）を端末Ａ（１）に中継する。
信号（２００　ＯＫ）を受け取った端末Ａ（１）は、端末Ｂ２（４２）が通話の応答をし
たことに対して、確認応答（ＡＣＫ）を端末Ｂ２（４２）へ送る。
【００２４】
以上の一連の信号のやりとりで端末Ａ（１）と端末Ｂ２（４２）の通話が行われる。通話
を終了するとき、端末Ａ（１）は通話が終わることを端末Ｂ２（４２）に知らせるため、
信号（ＢＹＥ）を送信する。端末Ｂ２（４２）は端末Ａ（１）からの信号に対して通話が
終了したことを確認し、端末Ａ（１）に対して信号（２００　ＯＫ）を送信する。
【００２５】
４．ポリシーサーバ（５）を用いた場合の代理応答処理方法
　図８に、ポリシーサーバ（５）を接続した場合の代理応答処理についての構成図を示す
。この構成は、ポリシーサーバ（５）接続時の処理説明を行うため、図３の構成図から

サーバ（ ）を除いた構成である。図８において、発信元の端末Ａ（１）、端末
Ｃ（８）、システムの制御を行うＳＩＰサーバ（２）、着信先はグループ（４）内の端末
Ｂ１（４１）、Ｂ２（４２）、Ｂ３（４３）から構成され、ＩＰネットワーク（７）に接
続されている。また着信先の問い合わせに使用するロケーションサーバ（３）、およびポ
リシーデータベースを持つポリシーサーバ（５）は、ＳＩＰサーバ（２）に接続されてい
る。
【００２６】
図９に、ポリシーサーバ（５）を接続した場合の代理応答処理についてのシーケンスを示
す。
端末Ａ（１）から端末Ｂ１（４１）へ通話行うため、端末Ａ（１）は接続要求（ＩＮＶＩ
ＴＥ）をＳＩＰサーバ（２）に出力する。ＳＩＰサーバ（２）内の呼制御処理部（２１）
の指示により、宛先問い合わせ処理部（２２）は、着信先のアドレスを問い合わせるため
、端末Ａ（１）からの接続要求（ＩＮＶＩＴＥ）内の着信先ＵＲＩをロケーションサーバ
（３）に送る（ｑｕｅｒｙ）。ロケーションサーバ（３）は、着信先ＵＲＩから着信先の
アドレスの検索を行い、検索結果をＳＩＰサーバ（２）に対し返答（ｒｅｓｐｏｎｓｅ）
する。宛先問い合わせ処理部（２２）は、ロケーションサーバ（３）の検索結果である接
続先アドレスを受け取り、呼制御処理部（２１）に送出する。呼制御処理部（２１）は、
宛先問い合わせ処理部（２２）から受け取った接続先アドレスに対して、端末Ａ（１）か
らの接続要求（ＩＮＶＩＴＥ）を中継する。端末Ｂ１（４１）は、ＳＩＰサーバ（２）か
ら中継された接続要求（ＩＮＶＩＴＥ）を受信し、呼び出しを行う。端末Ｂ１（４１）は
、呼び出しを行っていることをＳＩＰサーバ（２）へ送る（１８０Ｒｉｎｇｉｎｇ）。Ｓ
ＩＰサーバ（２）内の呼制御処理部（２１）は、端末Ｂ１（４１）からの呼び出し（１８
０Ｒｉｎｇｉｎｇ）を端末Ａ（１）に中継する。
【００２７】
このあと呼び出したＢ１以外の端末Ｂ２（４２）から代理で応答を行う場合、例えば、予
め定められた操作手順として、端末Ｂ２（４２）は代理応答のボタン等を押すことにより
信号（２００　ＯＫ）をＳＩＰサーバ（２）へ出力する。以上までは前記代理応答のシー
ケンスと同様である。この後ＳＩＰサーバ（２）は、呼制御処理部（２１）の指示により
ポリシー処理部（２３）がポリシーサーバ（５）へ問い合わせ（ｑｕｅｒｙ）を行う。
【００２８】
図１０は、ポリシーサーバ（５）のポリシーデータベースの例である。ポリシーデータベ
ースには発信元端末のＵＲＩや着信先端末のＵＲＩや日時等の条件、その条件で実行する
処理といった代理応答のルールを保持している。また、代理応答の許可・不許可等の条件
については、着信先の各端末Ｂ１（４１）、Ｂ２、Ｂ３から変更が可能となっていること
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とする。ポリシーサーバ（５）は、ポリシー処理部（２３）から送出された情報を元にポ
リシーデータベースの参照を行う。例えば、図１０（Ａ）では、発信元ＵＲＩ、着信先Ｕ
ＲＩ、代理応答したＵＲＩに対して、代理応答処理の許可・不許可が決定できる。図１０
（Ｂ）では、発信元ＵＲＩ、代理応答する日、代理応答する時間に対して、代理応答処理
の許可・不許可が決定できる。図１０（Ｃ）では、発信元ＵＲＩ、着信先ＵＲＩ、代理応
答する曜日に対して、代理応答処理の許可・不許可が決定できる。これらを組み合わせた
条件として許可、不許可を判断してもよい。ここで、条件には予め優先順位を設けておき
、例えば、図１０（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）の順に優先順位が高いこととし、条件が重複し
た場合は、優先順位の高い条件に従うこととしてもよい。また、図１０（Ａ）、（Ｂ）、
（Ｃ）の全てが許可のとき許可とすることや、所定数が許可のとき許可とすることもでき
る。なお、日、時間、曜日の現在状態を確認する方法は、ＳＩＰサーバ（２）のクロック
等から判断することができる。そのときの参照結果は、ポリシー処理部（２３）へ返答（
ｒｅｓｐｏｎｓｅ）する。
【００２９】
代理応答処理部（２４）は、ポリシーサーバ（５）からの参照結果をもとに、代理応答を
行うかどうか判断し、呼制御処理部（２１）がその結果を制御に反映する。図１０のデー
タベースの例では、発信元端末Ａ（１）で着信先端末がＢ１、代理応答した端末はＢ２の
とき代理応答を許可している。よって、代理応答を行う場合の処理と同様に、端末Ｂ２（
４２）からの信号（２００　ＯＫ）を端末Ａ（１）に中継する。信号（２００　ＯＫ）を
受け取った端末Ａ（１）は、端末Ｂ２（４２）が通話に対して応答したことに対して、確
認応答（ＡＣＫ）を端末Ｂ２（４２）へ送る。
【００３０】
以上の一連の信号のやりとりで端末Ａ（１）と端末Ｂ２（４２）の通話が行われる。端末
Ａ（１）は、通話が終わることを端末Ｂ２（４２）に知らせるため、信号（ＢＹＥ）を送
信する。端末Ｂ２（４２）は、端末Ａ（１）からの信号に対して通話が終了したことを確
認し、端末Ａ（１）に対して信号（２００　ＯＫ）を送信する。ポリシーサーバ（５）の
参照結果が、代理応答不許可の場合、ＳＩＰサーバ（２）は端末Ｂ２（４２）からの信号
（２００　ＯＫ）を端末Ａ（１）に中継を行わない。結果、端末Ｂ２（４２）による代理
応答が行われない。
【００３１】
５．プレゼンスサーバ（６）を用いた場合の代理応答処理方法
図１１に、プレゼンスサーバ（６）を接続した場合の代理応答処理についての構成図を示
す。この構成は、プレゼンスサーバ（６）接続時の処理説明を行うため、図３の構成図か
らポリシーサーバ（５）を除いた構成である。図１１において、発信元の端末Ａ（１）、
端末Ｃ（８）、電話システムの制御を行うＳＩＰサーバ（２）、着信先はグループ（４）
内の端末Ｂ１（４１）、Ｂ２（４２）、Ｂ３（４３）を備え、ＩＰネットワーク（７）に
接続されている。また着信先の問い合わせに使用するロケーションサーバ（３）、および
プレゼンスサーバ（６）は、ＳＩＰサーバ（２）に接続されている。
【００３２】
図１２に、プレゼンスサーバ（６）を接続した場合の代理応答処理についてのシーケンス
を示す。
端末Ａ（１）から端末Ｂ１（４１）へ通話行うため、端末Ａ（１）は接続要求（ＩＮＶＩ
ＴＥ）をＳＩＰサーバ（２）に出力する。ＳＩＰサーバ（２）内の呼制御処理部（２１）
の指示により、宛先問い合わせ処理部（２２）は、着信先のアドレスを問い合わせるため
、端末Ａ（１）からの接続要求（ＩＮＶＩＴＥ）内の着信先ＵＲＩをロケーションサーバ
（３）に送る（ｑｕｅｒｙ）。ロケーションサーバ（３）は着信先ＵＲＩから着信先のア
ドレスの検索を行い、検索結果をＳＩＰサーバ（２）に対し返答（ｒｅｓｐｏｎｓｅ）す
る。宛先問い合わせ処理部（２２）はロケーションサーバ（３）の検索結果である接続先
アドレスを受け取り、呼制御処理部（２１）に送出する。呼制御処理部（２１）は宛先問
い合わせ処理部（２２）から受け取った接続先アドレスに対して、端末Ａ（１）からの接
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続要求（ＩＮＶＩＴＥ）を中継する。端末Ｂ１（４１）は、ＳＩＰサーバ（２）から中継
された接続要求（ＩＮＶＩＴＥ）を受信し、呼び出しを行う。端末Ｂ１（４１）は、呼び
出しを行っていることをＳＩＰサーバ（２）へ送る（１８０Ｒｉｎｇｉｎｇ）。ＳＩＰサ
ーバ（２）内の呼制御処理部（２１）は、端末Ｂ１（４１）からの呼び出し（１８０Ｒｉ
ｎｇｉｎｇ）を端末Ａ（１）に中継する。
【００３３】
このあと、呼び出したＢ１以外の端末Ｂ２（４２）から代理で応答を行う場合、例えば、
予め定められた操作手順に従って、端末Ｂ２（４２）は代理応答のボタン等を押すことに
より信号（２００　ＯＫ）をＳＩＰサーバ（２）へ出力する。以上までは前記代理応答の
シーケンスと同様である。この後ＳＩＰサーバ（２）は、呼制御処理部（２１）の指示に
よりプレゼンス情報処理部（２５）がプレゼンスサーバ（６）へ問い合わせ（ｑｕｅｒｙ
）を行う。
【００３４】
図１３は、プレゼンスサーバ（６）上のデータベースの例である。プレゼンスサーバ（６
）のデータベースには各着信先端末のステータスや、通話中の場合その相手等の情報を保
持している。また、プレゼンスサーバのデータベースは、所定期間でデータベースを更新
することができることとしてもよい。プレゼンスサーバ（６）はプレゼンス情報処理部（
２５）から送出された情報を元にプレゼンスサーバ（６）のデータベースの参照を行う。
そのときの参照結果はプレゼンス情報処理部（２５）へ返答（ｒｅｓｐｏｎｓｅ）する。
代理応答処理部（２４）は、プレゼンスサーバ（６）からの参照結果をもとに、代理応答
の処理を判断し、呼制御処理部（２１）がその結果を制御に反映する。代理応答処理部（
２４）は、例えば、待機中であれば許可、通話中であれば不許可とすることができる。呼
制御処理部（２１）は、代理応答を行う場合の処理と同様に、端末Ｂ２（４２）からの信
号（２００　ＯＫ）を端末Ａ（１）に中継する。信号（２００　ＯＫ）を受け取った端末
Ａ（１）は、端末Ｂ２（４２）が通話に対して応答したことに対して、確認応答（ＡＣＫ
）を端末Ｂ２（４２）へ送る。以上の一連の信号のやりとりで端末Ａ（１）と端末Ｂ２（
４２）の通話が行われる。端末Ａ（１）は、通話が終わることを端末Ｂ２（４２）に知ら
せるため、信号（ＢＹＥ）を送信する。端末Ｂ２（４２）は、端末Ａ（１）からの信号に
対して通話が終了したことを確認し、端末Ａ（１）に対して信号（２００　ＯＫ）を送信
する。代理応答不許可の場合、ＳＩＰサーバ（２）は端末Ｂ２（４２）からの信号（２０
０　ＯＫ）を端末Ａ（１）に中継を行わない。結果、端末Ｂ２（４２）による代理応答が
行われない。
【００３５】
６．ポリシーサーバ（５）とプレゼンスサーバ（６）を用いた場合の代理応答処理方法
ポリシーサーバ（５）とプレゼンスサーバ（６）を接続した構成を図３に示す。図３にお
いて、発信元の端末Ａ（１）、端末Ｃ（８）、システムの制御を行うＳＩＰサーバ（２）
、着信先はグループ（４）内の端末Ｂ１（４１）、Ｂ２（４２）、Ｂ３（４３）を備え、
ＩＰネットワーク（７）に接続されている。また着信先の問い合わせに使用するロケーシ
ョンサーバ（３）、およびポリシーデータベースを持つポリシーサーバ（５）とプレゼン
スサーバ（６）は、ＳＩＰサーバ（２）に接続されている。
【００３６】
図１４に、ポリシーサーバ（５）とプレゼンスサーバ（６）を接続した場合の代理応答処
理についてのシーケンスを示す。端末Ａ（１）から端末Ｂ１（４１）へ通話行うため、端
末Ａ（１）は接続要求（ＩＮＶＩＴＥ）をＳＩＰサーバ（２）に出力する。ＳＩＰサーバ
（２）内の呼制御処理部（２１）の指示により、宛先問い合わせ処理部（２２）は、着信
先のアドレスを問い合わせるため、端末Ａ（１）からの接続要求（ＩＮＶＩＴＥ）内の着
信先ＵＲＩをロケーションサーバ（３）に送る（ｑｕｅｒｙ）。ロケーションサーバ（３
）は、着信先ＵＲＩから着信先のアドレスの検索を行い、検索結果をＳＩＰサーバ（２）
に対し返答（ｒｅｓｐｏｎｓｅ）する。宛先問い合わせ処理部（２２）は、ロケーション
サーバ（３）の検索結果である接続先アドレスを受け取り、呼制御処理部（２１）に送出
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する。呼制御処理部（２１）は宛先問い合わせ処理部（２２）から受け取った接続先アド
レスに対して、端末Ａ（１）からの接続要求（ＩＮＶＩＴＥ）を中継する。端末Ｂ１（４
１）は、ＳＩＰサーバ（２）から中継された接続要求（ＩＮＶＩＴＥ）を受信し、呼び出
しを行う。端末Ｂ１（４１）は呼び出しを行っていることをＳＩＰサーバ（２）へ送る（
１８０Ｒｉｎｇｉｎｇ）。ＳＩＰサーバ（２）内の呼制御処理部（２１）は端末Ｂ１（４
１）からの呼び出し（１８０Ｒｉｎｇｉｎｇ）を端末Ａ（１）に中継する。
【００３７】
このあと呼び出したＢ１以外の端末Ｂ２（４２）から代理で応答を行う場合、例えば、予
め定められた操作手順として、端末Ｂ２（４２）は代理応答のボタン等を押すことにより
信号（２００　ＯＫ）をＳＩＰサーバ（２）へ出力する。以上までは前記代理応答のシー
ケンスと同様である。この後ＳＩＰサーバ（２）は、呼制御処理部（２１）の指示により
ポリシー処理部（２３）がポリシーサーバ（５）へ問い合わせ（ｑｕｅｒｙ）を行い、ポ
リシーサーバ（５）はポリシー処理部（２３）から送出された情報を元にポリシーデータ
ベースの参照を行う。またプレゼンス情報処理部（２５）がプレゼンスサーバ（６）へ問
い合わせ（ｑｕｅｒｙ）を行い、プレゼンスサーバ（６）はプレゼンス情報処理部（２５
）から送出された情報を元にプレゼンスサーバ（６）のデータベースの参照を行う。ここ
では、ポリシーサーバ（５）に問い合わせを行った後に、プレゼンスサーバ（６）に問い
合わせを行うこととしたが、プレゼンスサーバ（６）に問い合わせを行った後に、ポリシ
ーサーバ（５）を問い合わせてもよいこととする。各々のデータベースからの参照結果は
、ポリシー処理部（２３）およびプレゼンス情報処理部（２５）へ返答（ｒｅｓｐｏｎｓ
ｅ）する。そして、代理応答処理部（２４）はそれぞれの参照結果をもとに、代理応答の
処理を判断し、呼制御処理部（２１）がその結果を制御に反映する。ＳＩＰサーバ（２）
は、例えば、ポリシーサーバ（５）とプレゼンスサーバ（６）での参照結果が両方とも代
理応答許可のときその処理を実行する。呼制御処理部（２１）は、代理応答を行う場合の
処理と同様に、端末Ｂ２（４２）からの信号（２００　ＯＫ）を端末Ａ（１）に中継する
。信号（２００　ＯＫ）を受け取った端末Ａ（１）は、端末Ｂ２（４２）が通話に対して
応答したことに対して、確認応答（ＡＣＫ）を端末Ｂ２（４２）へ送る。以上の一連の信
号のやりとりで端末Ａ（１）と端末Ｂ２（４２）の通話が行われる。端末Ａ（１）は通話
が終わることを端末Ｂ２（４２）に知らせるため、信号（ＢＹＥ）を送信する。端末Ｂ２
（４２）は端末Ａ（１）からの信号に対して通話が終了したことを確認し、端末Ａ（１）
に対して信号（２００　ＯＫ）を送信する。代理応答不許可の場合、ＳＩＰサーバ（２）
は、端末Ｂ２（４２）からの信号（２００　ＯＫ）を端末Ａ（１）に中継を行わない。結
果、端末Ｂ２（４２）による代理応答が行われない。
【００３８】
【発明の効果】
本発明によると、以上のように、着信先の電話が不在の場合、代理応答が行うこと、また
発信元により代理応答の許可・不許可を行うこと、および着信先が現在通話中等の現在状
況を代理応答に反映するための処理を実現することが可能となる。また、本発明によると
、ＳＩＰベースの電話システムにおけるＳＩＰサーバに、代理応答要求信号の受信により
、代理応答の制御処理行い通話の中継をする代理応答処理機能を設けることにより代理応
答の機能を実現することが可能となる。また、本発明によると、ＳＩＰサーバ内にポリシ
ーデータベースあるいはプレゼンスサーバ処理機能を設け、前記代理応答処理機能の代理
応答制御と連携することにより、代理応答を行うルールを設定した代理応答ポリシーにも
とづいて代理応答を行う機能、および着信先が現在通話中等の現在状況を代理応答に反映
するための機能を実現することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】端末同士の通話における処理についての構成図。
【図２】端末同士の通話シーケンス。
【図３】ポリシーサーバ（５）およびプレゼンスサーバ（６）を連携した場合の代理応答
処理についての構成図。
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【図４】ＳＩＰサーバ（２）の構成図。
【図５】代理応答処理についての構成図。
【図６】代理応答処理についてのシーケンス１。
【図７】代理応答処理についてのシーケンス２。
【図８】ポリシーサーバ（５）を接続した場合の代理応答処理についての構成図。
【図９】ポリシーサーバ（５）を接続した場合の代理応答処理についてのシーケンス。
【図１０】ポリシーサーバ（５）のポリシーデータベースの例。
【図１１】プレゼンスサーバ（６）を接続した場合の代理応答処理についての構成図。
【図１２】プレゼンスサーバ（６）を接続した場合の代理応答処理についてのシーケンス
。
【図１３】プレゼンスサーバ（６）のデータベースの例を示した図である。
【図１４】ポリシーサーバ（５）とプレゼンスサーバ（６）を接続した場合の代理応答処
理についてのシーケンス。
【符号の説明】
１　発信元のＳＩＰ端末Ａ
２　ＳＩＰサーバ
３　ロケーションサーバ
４　着信先のＳＩＰ端末のグループ
５　ポリシーサーバ
６　プレゼンスサーバ
７　ＩＰネットワーク
８　発信元のＳＩＰ端末Ｃ
２１　呼制御処理部
２２　宛先問い合わせ処理部
２３　ポリシー処理部
２４　代理応答処理部
２５　プレゼンス情報処理部
４１　着信先のＳＩＰ端末Ｂ１
４２　着信先のＳＩＰ端末Ｂ２
４３　着信先のＳＩＰ端末Ｂ３
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

(15) JP 4028407 B2 2007.12.26



【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

(16) JP 4028407 B2 2007.12.26



フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００２－１５２２２４（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－２７４９０８（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04L 12/00-12/26、12/50-12/66
              H04M  3/00、 3/16- 3/20、 3/38- 3/58、
                    7/00- 7/16、11/00-11/10

(17) JP 4028407 B2 2007.12.26


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

