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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくともＣＰＵ、メモリ、入力手段、ネットワークカード、サウンドカード、及びＣ
Ｄ－ＲＯＭドライブを備える汎用コンピュータを、前記ＣＤ－ＲＯＭドライブにセットさ
れるＣＤ－ＲＯＭを用いて、ＨＤドライブを使用することなくＩＰ電話端末として機能さ
せるためのＩＰ電話端末登録方法であって、
　前記ＣＤ－ＲＯＭは、記録エリア上に同一の記録情報を有し物理的に複製された複数の
ＣＤ－ＲＯＭの中の一つのＣＤ－ＲＯＭであり、且つ、当該ＣＤ－ＲＯＭには独自の製造
番号が付与されており、
　当該ＣＤ－ＲＯＭが前記ＣＤ－ＲＯＭドライブにセットされ、前記汎用コンピュータの
起動指令がなされた場合に、ＣＤ－ＲＯＭブートによって前記ＣＤ－ＲＯＭに記録されて
いるプログラムがＨＤを除く前記メモリ上に展開されて前記汎用コンピュータが起動され
た後、当該プログラムにしたがって、当該汎用コンピュータが、ユーザから前記入力手段
を介して入力された、ユーザ毎に個別のユーザ識別情報を取得するステップと、
　前記汎用コンピュータが、前記取得したユーザ識別情報を、前記ＣＤ－ＲＯＭに記録さ
れている管理サーバの所在を示す所在情報に従ってネットワークを介して当該管理サーバ
へ送信するステップと、
　前記管理サーバが、前記汎用コンピュータから送信されてきた前記ユーザ識別情報を受
信するステップと、
　前記管理サーバが、複数のユーザ識別情報と夫々のユーザ識別情報に対応付けられたＣ
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Ｄ－ＲＯＭの製造番号とを登録するデータベースから、前記受信したユーザ識別情報に対
応付けられて登録されているＣＤ－ＲＯＭの製造番号を取得し、当該取得したＣＤ－ＲＯ
Ｍの製造番号と、電話交換運用に利用される運用サーバの所在を示す所在情報とを含むＩ
Ｐ電話端末設定情報を、前記ネットワークを介して前記汎用コンピュータへ送信するステ
ップと、
　前記汎用コンピュータが、前記管理サーバから送信されてきた前記ＩＰ電話端末設定情
報を受信するステップと、
　前記汎用コンピュータが、前記受信したＩＰ電話端末設定情報に含まれる前記ＣＤ－Ｒ
ＯＭの製造番号を、当該ＩＰ電話端末設定情報に含まれる前記運用サーバの所在情報に従
って前記ネットワークを介して当該運用サーバへ送信するステップと、
　前記運用サーバが、前記汎用コンピュータから送信されてきた前記ＣＤ－ＲＯＭの製造
番号を受信するステップと、
　前記運用サーバが、前記受信したＣＤ－ＲＯＭの製造番号であって、当該運用サーバが
有するデータベースに予め登録されている当該ＣＤ－ＲＯＭの製造番号に対応するＩＰア
ドレス欄に、当該ＣＤ－ＲＯＭの製造番号を送信した前記汎用コンピュータに割り当てら
れているＩＰアドレスを登録することにより、当該汎用コンピュータをＩＰ電話端末とし
て登録するステップと、
　を含むことを特徴とするＩＰ電話端末登録方法。
【請求項２】
　請求項１に記載のＩＰ電話端末登録方法において、
　前記運用サーバが、前記ネットワークに接続された他のＩＰ電話端末、又は前記ネット
ワークにゲートウェイ経由で接続された電話機であって、当該運用サーバにより登録され
た前記他のＩＰ電話端末又は前記電話機を通話指定するための通話指定情報を、前記ネッ
トワークを介して前記ＩＰ電話端末として登録された前記汎用コンピュータへ送信するス
テップと、
　前記汎用コンピュータが、前記運用サーバから送信されてきた前記通話指定情報を受信
するステップと、
　前記汎用コンピュータが、前記受信した通話指定情報を前記ユーザが前記入力手段によ
り選択可能にブラウザ表示するステップと、
　を更に含むことを特徴とするＩＰ電話端末登録方法。
【請求項３】
　少なくともＣＰＵ、メモリ、入力手段、ネットワークカード、サウンドカード、及びＣ
Ｄ－ＲＯＭドライブを備える汎用コンピュータを、ＨＤドライブを使用することなくＩＰ
電話端末として機能させるプログラムが記録されたＣＤ－ＲＯＭであって、
　当該ＣＤ－ＲＯＭは、記録エリア上に同一の記録情報を有し物理的に複製された複数の
ＣＤ－ＲＯＭの中の一つのＣＤ－ＲＯＭであり、且つ、当該ＣＤ－ＲＯＭには独自の製造
番号が付与されており、
　当該ＣＤ－ＲＯＭが前記ＣＤ－ＲＯＭドライブにセットされ、前記汎用コンピュータの
起動指令がなされた場合に、ＣＤ－ＲＯＭブートによって前記ＣＤ－ＲＯＭに記録されて
いる前記プログラムがＨＤを除く前記メモリ上に展開されて前記汎用コンピュータが起動
された後、当該汎用コンピュータに、ユーザから前記入力手段を介して入力された、ユー
ザ毎に個別のユーザ識別情報を取得させ、
　前記汎用コンピュータに、前記取得されたユーザ識別情報を、複数のユーザ識別情報と
夫々のユーザ識別情報に対応付けられたＣＤ－ＲＯＭの製造番号とを登録するデータベー
スを有する管理サーバへ、前記ＣＤ－ＲＯＭに記録されている当該管理サーバの所在を示
す所在情報に従ってネットワークを介して送信させ、
　前記汎用コンピュータに、当該汎用コンピュータから送信された前記ユーザ識別情報に
対応付けられて登録されているＣＤ－ＲＯＭの製造番号であって、前記管理サーバにより
前記データベースから取得された当該ＣＤ－ＲＯＭの製造番号と、電話交換運用に利用さ
れる運用サーバの所在を示す所在情報とを含むＩＰ電話端末設定情報を、前記ネットワー
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クを介して当該管理サーバから受信させ、
　前記汎用コンピュータに、前記受信されたＩＰ電話端末設定情報に含まれる前記ＣＤ－
ＲＯＭの製造番号を、当該ＩＰ電話端末設定情報に含まれる当該運用サーバの所在情報に
従って前記ネットワークを介して当該運用サーバへ送信させることにより当該運用サーバ
が有するデータベースに予め登録されている前記製造番号に対応付けて当該汎用コンピュ
ータに割り当てられているＩＰアドレスを登録させる前記プログラムが記録されているこ
とを特徴とするＣＤ－ＲＯＭ。
【請求項４】
　請求項３に記載のＣＤ－ＲＯＭには、
　前記汎用コンピュータに、前記ネットワークに接続された他のＩＰ電話端末、又は前記
ネットワークにゲートウェイ経由で接続された電話機であって、前記運用サーバにより登
録された前記他のＩＰ電話端末又は前記電話機を通話指定するための通話指定情報を、前
記ネットワークを介して当該運用サーバから受信させ、
　前記汎用コンピュータに、前記受信された通話指定情報を、前記ユーザが前記入力手段
により選択可能にブラウザ表示させるプログラムが記録されていることを特徴とするＣＤ
－ＲＯＭ。
【請求項５】
　請求項１又は２に記載のＩＰ電話端末登録方法において用いられる前記管理サーバであ
って、
　複数のユーザ識別情報と夫々のユーザ識別情報に対応付けられたＣＤ－ＲＯＭの製造番
号とを登録するデータベースと、
　請求項１又は２に記載のＩＰ電話端末登録方法において用いられる前記汎用コンピュー
タから送信されてきたユーザ識別情報を受信する受信手段と、
　前記受信されたユーザ識別情報に対応付けられて登録されているＣＤ－ＲＯＭの製造番
号を前記データベースから取得する取得手段と、
　前記取得されたＣＤ－ＲＯＭの製造番号と、電話交換運用に利用される運用サーバの所
在を示す所在情報とを含むＩＰ電話端末設定情報を、前記ネットワークを介して前記汎用
コンピュータへ送信する送信手段と、
　を備えることを特徴とする管理サーバ。
【請求項６】
　請求項１又は２に記載のＩＰ電話端末登録方法において用いられる前記運用サーバであ
って、
　複数のＣＤ－ＲＯＭの製造番号を登録するデータベースと、
　請求項１又は２に記載のＩＰ電話端末登録方法において用いられる前記汎用コンピュー
タから送信されてきたＣＤ－ＲＯＭの製造番号を受信する受信手段と、
　前記受信したＣＤ－ＲＯＭの製造番号であって、前記データベースに登録されている当
該ＣＤ－ＲＯＭの製造番号に対応するＩＰアドレス欄に、当該ＣＤ－ＲＯＭの製造番号を
送信した前記汎用コンピュータに割り当てられているＩＰアドレスを登録することにより
、当該汎用コンピュータをＩＰ電話端末として登録する登録手段と、
　を備えることを特徴とする運用サーバ。
【請求項７】
　請求項６に記載の運用サーバにおいて、
　ネットワークに接続された他のＩＰ電話端末、又は前記ネットワークにゲートウェイ経
由で接続された電話機であって、当該運用サーバにより登録された前記他のＩＰ電話端末
又は前記電話機を通話指定するための通話指定情報を、前記ネットワークを介して前記Ｉ
Ｐ電話端末として登録された前記汎用コンピュータへ送信する送信手段と、
　を備えることを特徴とする運用サーバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）等の汎用コンピュータをＩＰ（Internet P
rotocol）電話端末として使用して、インターネット上で２者間の音声通話を可能とする
技術分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、一般の電話による通話コストの削減等の理由から、ＩＰパケットにより音声通話
を実現するＶｏＩＰ (Voice over IP)技術を使用したＩＰ電話システムが注目されている
。このＩＰ電話システムにおいては、その機能面において様々な提案がなされている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、ＶｏＩＰ通話を行うＩＰ電話端末同士が、ダイアルアップ接
続時に動的に割り振られたＩＰアドレスを意識することなく、電話番号を指定するだけで
通話が可能となり、また、ＩＰ電話端末がゲートキーパに対し電話番号を指定して問い合
わせた通話先のＩＰアドレスが、本当にその電話番号のユーザが接続しているＩＰアドレ
スかどうかを保証することができるＶｏＩＰ通信システムが開示されている。
【特許文献１】特開２００３－１６９１３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、このようなＩＰ電話システムにおいては、一般に、ＶｏＩＰ通話機能を
有したＩＰ電話端末やＶｏＩＰ機能付きアダプターなどを用意することが必要であるため
、ユーザは、新たなハードウェアを購入する必要があり、新たなコストが発生する。
【０００５】
　また、ユーザは、例えば、ＶｏＩＰ通話機能を有するアプリケーションをＰＣにインス
トールする必要があり、ウィンドウズ（登録商標）などの環境設定ができなければならず
、設定が難しく、特に年配利用者には利用しにくい面があった。
【０００６】
　本発明は、以上の点に鑑みてなされたものであり、ＩＰ電話端末を利用してインターネ
ット上の２者間でＩＰ通話接続し音声通話をする時に必要十分なＩＰ通話機能を簡単かつ
低コストで実現でき、また、インターネット上のウェブサイトのページ情報をＩＰ電話端
末にブラウザ表示する時に必要十分なブラウザ表示機能を同時に実現できるＣＤ－ＲＯＭ
、管理サーバ、運用サーバ、及びＩＰ電話端末設定方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載の発明は、少なくともＣＰＵ（Central Processing Unit）、メモリ、
入力手段、ネットワークカード、サウンドカード、及びＣＤ（Compact Disk）－ＲＯＭ（
Read Only Memory）ドライブを備える汎用コンピュータを、前記ＣＤ－ＲＯＭドライブに
セットされるＣＤ－ＲＯＭを用いて、ＨＤ(Hard Disk)ドライブを使用することなくＩＰ(
Internet Protocol)電話端末として機能させるためのＩＰ電話端末登録方法であって、前
記ＣＤ－ＲＯＭは、記録エリア上に同一の記録情報を有し物理的に複製された複数のＣＤ
－ＲＯＭの中の一つのＣＤ－ＲＯＭであり、且つ、当該ＣＤ－ＲＯＭには独自の製造番号
が付与されており、当該ＣＤ－ＲＯＭが前記ＣＤ－ＲＯＭドライブにセットされ、前記汎
用コンピュータの起動指令がなされた（例えば、汎用コンピュータの電源投入による）場
合に、ＣＤ－ＲＯＭブートによって前記ＣＤ－ＲＯＭに記録されているプログラム（例え
ば、ＯＳ、アプリケーション）がＨＤを除く前記メモリ上に展開されて前記汎用コンピュ
ータが起動された後、当該プログラムにしたがって、当該汎用コンピュータが、ユーザか
ら前記入力手段を介して入力された、ユーザ毎に個別のユーザ識別情報を取得するステッ
プと、前記汎用コンピュータが、前記取得したユーザ識別情報を、前記ＣＤ－ＲＯＭに記
録されている管理サーバの所在を示す所在情報（例えば、ＩＰアドレス）に従ってネット
ワークを介して当該管理サーバへ送信するステップと、前記管理サーバが、前記汎用コン
ピュータから送信されてきた前記ユーザ識別情報を受信するステップと、前記管理サーバ
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が、複数のユーザ識別情報と夫々のユーザ識別情報に対応付けられたＣＤ－ＲＯＭの製造
番号とを登録するデータベースから、前記受信したユーザ識別情報に対応付けられて登録
されているＣＤ－ＲＯＭの製造番号を取得し、当該取得したＣＤ－ＲＯＭの製造番号と、
電話交換運用に利用される運用サーバの所在を示す所在情報とを含むＩＰ電話端末設定情
報を、前記ネットワークを介して前記汎用コンピュータへ送信するステップと、前記汎用
コンピュータが、前記管理サーバから送信されてきた前記ＩＰ電話端末設定情報を受信す
るステップと、前記汎用コンピュータが、前記受信したＩＰ電話端末設定情報に含まれる
前記ＣＤ－ＲＯＭの製造番号を、当該ＩＰ電話端末設定情報に含まれる前記運用サーバの
所在情報に従って前記ネットワークを介して当該運用サーバへ送信するステップと、前記
運用サーバが、前記汎用コンピュータから送信されてきた前記ＣＤ－ＲＯＭの製造番号を
受信するステップと、前記運用サーバが、前記受信したＣＤ－ＲＯＭの製造番号であって
、当該運用サーバが有するデータベースに予め登録されている当該ＣＤ－ＲＯＭの製造番
号に対応するＩＰアドレス欄に、当該ＣＤ－ＲＯＭの製造番号を送信した前記汎用コンピ
ュータに割り当てられているＩＰアドレスを登録することにより、当該汎用コンピュータ
をＩＰ電話端末として登録するステップと、を含むことを特徴とする。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のＩＰ電話端末登録方法において、前記運用
サーバが、前記ネットワークに接続された他のＩＰ電話端末、又は前記ネットワークにゲ
ートウェイ経由で接続された電話機（例えば、一般の固定電話機、携帯電話機等）であっ
て、当該運用サーバにより登録された前記他のＩＰ電話端末又は前記電話機を通話指定す
るための通話指定情報を、前記ネットワークを介して前記ＩＰ電話端末として登録された
前記汎用コンピュータへ送信するステップと、前記汎用コンピュータが、前記運用サーバ
から送信されてきた前記通話指定情報を受信するステップと、前記汎用コンピュータが、
前記受信した通話指定情報を前記ユーザが前記入力手段により選択可能にブラウザ表示す
るステップと、を更に含むことを特徴とする。
【０００９】
　請求項３に記載の発明は、少なくともＣＰＵ、メモリ、入力手段、ネットワークカード
、サウンドカード、及びＣＤ－ＲＯＭドライブを備える汎用コンピュータを、ＨＤドライ
ブを使用することなくＩＰ電話端末として機能させるプログラムが記録されたＣＤ－ＲＯ
Ｍであって、当該ＣＤ－ＲＯＭは、記録エリア上に同一の記録情報を有し物理的に複製さ
れた複数のＣＤ－ＲＯＭの中の一つのＣＤ－ＲＯＭであり、且つ、当該ＣＤ－ＲＯＭには
独自の製造番号が付与されており、当該ＣＤ－ＲＯＭが前記ＣＤ－ＲＯＭドライブにセッ
トされ、前記汎用コンピュータの起動指令がなされた場合に、ＣＤ－ＲＯＭブートによっ
て前記ＣＤ－ＲＯＭに記録されている前記プログラムがＨＤを除く前記メモリ上に展開さ
れて前記汎用コンピュータが起動された後、当該汎用コンピュータに、ユーザから前記入
力手段を介して入力された、ユーザ毎に個別のユーザ識別情報を取得させ、前記汎用コン
ピュータに、前記取得されたユーザ識別情報を、複数のユーザ識別情報と夫々のユーザ識
別情報に対応付けられたＣＤ－ＲＯＭの製造番号とを登録するデータベースを有する管理
サーバへ、前記ＣＤ－ＲＯＭに記録されている当該管理サーバの所在を示す所在情報に従
ってネットワークを介して送信させ、前記汎用コンピュータに、当該汎用コンピュータか
ら送信された前記ユーザ識別情報に対応付けられて登録されているＣＤ－ＲＯＭの製造番
号であって、前記管理サーバにより前記データベースから取得された当該ＣＤ－ＲＯＭの
製造番号と、電話交換運用に利用される運用サーバの所在を示す所在情報とを含むＩＰ電
話端末設定情報を、前記ネットワークを介して当該管理サーバから受信させ、前記汎用コ
ンピュータに、前記受信されたＩＰ電話端末設定情報に含まれる前記ＣＤ－ＲＯＭの製造
番号を、当該ＩＰ電話端末設定情報に含まれる当該運用サーバの所在情報に従って前記ネ
ットワークを介して当該運用サーバへ送信させることにより当該運用サーバが有するデー
タベースに予め登録されている前記製造番号に対応付けて当該汎用コンピュータに割り当
てられているＩＰアドレスを登録させる前記プログラムが記録されていることを特徴とす
る。
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【００１０】
　請求項４に記載の発明は、請求項３に記載のＣＤ－ＲＯＭには、前記汎用コンピュータ
に、前記ネットワークに接続された他のＩＰ電話端末、又は前記ネットワークにゲートウ
ェイ経由で接続された電話機であって、前記運用サーバにより登録された前記他のＩＰ電
話端末又は前記電話機を通話指定するための通話指定情報を、前記ネットワークを介して
当該運用サーバから受信させ、前記汎用コンピュータに、前記受信された通話指定情報を
、前記ユーザが前記入力手段により選択可能にブラウザ表示させるプログラムが記録され
ていることを特徴とする。
【００１１】
　請求項５に記載の発明は、請求項１又は２に記載のＩＰ電話端末登録方法において用い
られる前記管理サーバであって、複数のユーザ識別情報と夫々のユーザ識別情報に対応付
けられたＣＤ－ＲＯＭの製造番号とを登録するデータベースと、請求項１又は２に記載の
ＩＰ電話端末登録方法において用いられる前記汎用コンピュータから送信されてきたユー
ザ識別情報を受信する受信手段と、前記受信されたユーザ識別情報に対応付けられて登録
されているＣＤ－ＲＯＭの製造番号を前記データベースから取得する取得手段と、前記取
得されたＣＤ－ＲＯＭの製造番号と、電話交換運用に利用される運用サーバの所在を示す
所在情報とを含むＩＰ電話端末設定情報を、前記ネットワークを介して前記汎用コンピュ
ータへ送信する送信手段と、を備えることを特徴とする。
【００１２】
　請求項６に記載の発明は、請求項１又は２に記載のＩＰ電話端末登録方法において用い
られる前記運用サーバであって、複数のＣＤ－ＲＯＭの製造番号を登録するデータベース
と、請求項１又は２に記載のＩＰ電話端末登録方法において用いられる前記汎用コンピュ
ータから送信されてきたＣＤ－ＲＯＭの製造番号を受信する受信手段と、前記受信したＣ
Ｄ－ＲＯＭの製造番号であって、前記データベースに登録されている当該ＣＤ－ＲＯＭの
製造番号に対応するＩＰアドレス欄に、当該ＣＤ－ＲＯＭの製造番号を送信した前記汎用
コンピュータに割り当てられているＩＰアドレスを登録することにより、当該汎用コンピ
ュータをＩＰ電話端末として登録する登録手段と、を備えることを特徴とする。
【００１３】
　請求項７に記載の発明は、請求項６に記載の運用サーバにおいて、ネットワークに接続
された他のＩＰ電話端末、又は前記ネットワークにゲートウェイ経由で接続された電話機
であって、当該運用サーバにより登録された前記他のＩＰ電話端末又は前記電話機を通話
指定するための通話指定情報を、前記ネットワークを介して前記ＩＰ電話端末として登録
された前記汎用コンピュータへ送信する送信手段と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明は、以下に記載されるような効果を奏する。
【００１５】
　第１に、ＩＰ電話端末として汎用コンピュータを利用しており、専用のハードウェアを
必要としないため、機器の調達が容易であり、また、その分、安い費用でＩＰ電話端末を
構築することができる。特に、中古パソコンの有効活用の可能性が非常に大きい。
【００１６】
　第２に、ＩＰ電話端末として汎用コンピュータを利用しており、一般的なＩＰ電話端末
より大きなディスプレイ（表示画面）を有するＩＰ電話端末を実現できるため、ブラウザ
機能付き電話端末、テレビ電話端末などの幅広い用途に利用可能である。
【００１７】
　第３に、ＩＰ電話端末としてＨＤドライブを基本的に使用しないため、その分、使用部
品数が少なくなり、故障が少ない。また、ＨＤドライブが故障中でも、ＩＰ電話端末とし
て利用可能である。
【００１８】
　第４に、ＩＰ電話端末としてＨＤドライブを基本的に使用しないため、データなどの書
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き込みが発生せず、個人情報などの機密情報の消し忘れや、悪意を持った意図的な情報搾
取に対して強い。
【００１９】
　第５に、汎用コンピュータをＩＰ電話端末として立ち上げるためのディスクとしてＣＤ
－ＲＯＭを利用しているため、データの書き込みが不可能であり、データが消失すること
なく、セキュリティに強い。
【００２０】
　第６に、汎用コンピュータをＩＰ電話端末として立ち上げるためのディスクとしてＣＤ
－ＲＯＭを利用しているため、ブート用記憶媒体としては最大容量であり、大量の装置ド
ライバを実装でき、様々な汎用コンピュータに利用可能である。
【００２１】
　第７に、汎用コンピュータをＩＰ電話端末として立ち上げるためのディスクとしてＣＤ
－ＲＯＭを利用しているため、持ち運びに便利であるほか、取り扱いが楽であり、例えば
、出張先で汎用コンピュータをＣＤ－ＲＯＭブートにより起動させ、ＩＰ電話端末として
利用可能である。
【００２２】
　第８に、汎用コンピュータをＩＰ電話端末として立ち上げるためのディスクとしてＣＤ
－ＲＯＭを利用しているため、ＣＤ－ＲＯＭを交換でき、プログラム更新時でも一般的な
ＩＰ電話端末のようにハードウェアを無駄にすることなく対応することができる。
【００２３】
　第９に、汎用コンピュータをＩＰ電話端末として立ち上げるためのディスクとしてＣＤ
－ＲＯＭを利用しているため、ＩＰ電話端末毎に固有のＩＰ電話端末識別情報である製造
番号がＣＤ－ＲＯＭに付与されるほか、ブラウザ機能が同時に利用可能であるため、専用
化されたＩＰ電話端末として使用でき、また、ＩＰ通話着信も可能である。
【００２４】
　第１０に、汎用コンピュータをＩＰ電話端末として立ち上げるためのディスクとしてＣ
Ｄ－ＲＯＭを利用しているため、例えばウィンドウズ（登録商標）環境にてＣＤ－ＲＯＭ
ブートによる汎用コンピュータの起動時以外にＣＤ－ＲＯＭに記録されたデータを読み取
ろうとしても、読めないようにダミー表示することができ、リバースエンジニアリング防
止の効果を発揮できる。
【００２５】
　第１１に、ＩＰ電話端末識別情報が全て、管理サーバにて一括管理されるため、ＣＤ－
ＲＯＭに記録されたデータの内容自体は同一に複製されたものでありながら、個別のＩＰ
電話端末識別情報としての製造番号が提供される仕組みが可能である。
【００２６】
　第１２に、１のＩＰ電話端末から他のＩＰ電話端末への受発信が可能となっており、一
般にインターネットは常時接続料金制があるので、距離及び通話量に関係なく通話料金を
一定にすることができる。
【００２７】
　第１３に、ＩＰ電話端末から一般の電話機への発信が可能となっており、結果的にＩＰ
ゲートウェイから一般の電話機までの一般通話部分は市内通話にすることが可能なので、
通話料金を低減することができる。
【００２８】
　第１４に、一般の電話機からＩＰ電話端末への発信が可能となっており、ＩＰ電話番号
がＣＤ－ＲＯＭに付与された製造番号と関連付けられているため、ＩＰ電話端末とインタ
ーネットとの接続点の場所にかかわらず、決まったＩＰ電話端末に決まったＩＰ電話番号
で着信させることができる。
【００２９】
　第１５に、ＩＰ電話端末は、基軸通信網としてインターネットを利用しており、一般に
普及したネットワークを利用できるので、通信料金を低く抑えることができ、或いは、か
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け放題の通話サービスが可能になる。
【００３０】
　第１６に、ＩＰ電話端末は、基軸通信網としてインターネットを利用しており、ＩＰ電
話端末及び管理サーバは様々な場所で設置可能なので、簡単に設置場所の移動をすること
ができる。
【００３１】
　第１７に、ＩＰ電話端末は、基軸通信網であるインターネットとの接続部分にＵＰｎＰ
（Universal Plug and Play）仕様のルータを使用可能としているため、１箇所のインタ
ーネット接続点からルータ経由で複数のＩＰ電話端末を接続配置し、利用することができ
る。
【００３２】
　第１８に、ＩＰ電話端末は、基軸通信網であるインターネットとの接続部分にＤＨＣＰ
（Dynamic Host Configuration Protocol）仕様のルータを使用可能としているため、Ｉ
Ｐ電話端末自体にローカルＩＰアドレスを固定割付する必要なく、複数のＩＰ電話端末を
接続配置し、利用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下、本発明の最良の実施形態を図１乃至図１０に基づいて説明する。なお、以下に説
明する実施形態は、本発明を次世代型ＩＰ電話システムに対して適用した場合の実施形態
である。この次世代型ＩＰ電話システムは、ＣＤ－ＲＯＭ駆動型ＩＰ電話（以下、「ＣＤ
－ＩＰ電話」という）通信を実行するシステムである。
【００３４】
　先ず、図１を参照して、次世代型ＩＰ電話システムＳにおける構成及び機能について簡
単に説明する。
【００３５】
　図１は次世代型ＩＰ電話システムにおける概要構成例を示す図である。
【００３６】
　図１に示すように、次世代型ＩＰ電話システムＳは、複数（本実施形態では、一例とし
て２つ）の本発明のＩＰ電話端末としてのＣＤ－ＩＰ電話端末（Ａ）２及び（Ｂ）４、本
発明の管理サーバとしてのＣＤ－ＩＰ電話制御管理サーバ６、電話交換運用に利用される
本発明の運用サーバとしてのソフトスイッチＷｅｂサーバ８、及びＩＰゲートウェイ９等
を備えて構成されており、これら構成要素は、ネットワークとしてのインターネット網５
に接続されるようになっている。
【００３７】
　ＣＤ－ＩＰ電話端末（Ａ）２及び（Ｂ）４は、夫々、ＣＤ－ＲＯＭドライブを備えるＰ
Ｃ等の汎用コンピュータからなっており、夫々の汎用コンピュータは、ＣＤ－ＲＯＭドラ
イブに本発明のＣＤ－ＲＯＭ１又は３がセットされてＣＤ－ＲＯＭブート方式により起動
し、ＣＤ－ＩＰ電話制御管理サーバ６及びソフトスイッチＷｅｂサーバ８と連動すること
により、ＨＤドライブを使用することなく（必要とせずに）ＩＰ電話端末として機能（Ｉ
Ｐ電話のための専用端末化）するようになっている。
【００３８】
　ここで、夫々の汎用コンピュータに装填されるＣＤ－ＲＯＭ１とＣＤ－ＲＯＭ３は、夫
々、異なるＩＰ電話端末識別情報の一例としての製造番号を持つものの、ディスクの記録
エリア上には同一の内容を持つ（同一の記録情報を有する）ＣＤ－ＲＯＭであり、単純に
物理的に複製されたＣＤ－ＲＯＭである。そして、このＣＤ－ＲＯＭに記録されたプログ
ラムによって汎用コンピュータがＣＤ－ＩＰ電話制御管理サーバ６と連動することにより
、本来ＣＤ－ＲＯＭが持つ独自の製造番号が取得され、個別のＩＰ電話端末として利用可
能になる。
【００３９】
　ＣＤ－ＩＰ電話制御管理サーバ６は、例えばサーバコンピュータからなっており、上記
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ＣＤ－ＩＰ電話端末を個別認識管理するために、ＩＰ電話端末設定情報としてのＣＤ－Ｉ
Ｐ電話制御情報を登録するＣＤ－ＩＰ電話制御情報データベース（ＤＢ）７を備えている
。このＣＤ－ＩＰ電話制御情報には、例えば、複数のユーザ識別情報の一例としてのユー
ザＩＤ及びパスワードと、夫々のユーザＩＤに一意に対応付けられた製造番号と、ソフト
スイッチＷｅｂサーバ８のＩＰアドレスと、ソフトスイッチＷｅｂサーバ８のＵＲＬ（Un
iform Resource Locater）名等が含まれる。
【００４０】
　そして、ＣＤ－ＩＰ電話制御管理サーバ６は、汎用コンピュータがＣＤ－ＲＯＭブート
方式で起動するときに、各汎用コンピュータに個別の認識ＩＤとなる製造番号を付与する
ための機能を有しており、この機能により、単純に物理的に複製されたＣＤ－ＲＯＭであ
りながら、立ち上げ段階でユニークなＩＤを有するＣＤ－ＩＰ電話端末を実現することが
可能となる。
【００４１】
　また、ＣＤ－ＩＰ電話端末が一旦立ち上がった時点で、制御はＣＤ－ＩＰ電話制御管理
サーバ６からソフトスイッチＷｅｂサーバ８へ移され、その後の運用はすべてＣＤ－ＩＰ
電話端末とソフトスイッチＷｅｂサーバ８との連動で行われる。
【００４２】
　ソフトスイッチＷｅｂサーバ８は、例えばサーバコンピュータからなっており、ＣＤ－
ＩＰ電話端末として立ち上がった（ＣＤ－ＩＰ電話端末として設定された）後の電話交換
運用のために、ＣＤ－ＩＰ電話電話帳情報を登録するＣＤ－ＩＰ電話電話帳情報データベ
ース（ＤＢ）１７を備えている。このＣＤ－ＩＰ電話電話帳情報には、例えば、複数の製
造番号と、夫々の製造番号に対応付けられたＣＤ－ＩＰ電話端末の最新のＩＰアドレス（
例えば、インターネットサービスプロバイダ（ＩＳＰ）のサーバによりインターネット接
続時に割り当てられる）及び通話指定情報等が含まれる。
【００４３】
　通話指定情報は、インターネット網５に接続されたＣＤ－ＩＰ電話端末、又はインター
ネット網５にＩＰゲートウェイ９経由で接続された電話機（例えば、固定電話機、ＰＢＸ
内線、公衆電話機、携帯電話機等のＩＰ電話端末以外の電話機、以下、「一般電話機」と
いう）を通話指定するための情報である。例えば、通話指定情報には、ＣＤ－ＩＰ電話端
末の場合、当該ＣＤ－ＩＰ電話端末の所有者の名称等の所有者情報や、ＩＰゲートウェイ
９経由で当該ＣＤ－ＩＰ電話端末へ着信を可能にするためのインターネット電話番号が含
まれ、一般電話機の場合、当該一般電話機の所有者の名称等の所有者情報や、ＩＰゲート
ウェイ９経由でＣＤ－ＩＰ電話端末から当該一般電話機へ発信するときに必要な一般の電
話番号（ゲートウェイ経由電話番号）が含まれる。なお、一般電話機の場合、製造番号の
代わりに、接続されるＩＰゲートウェイを表す情報（例えば、番号）が登録されることに
なる。
【００４４】
　なお、ソフトスイッチＷｅｂサーバ８は、Ｈ．３２３準拠のゲートキーパとは類似する
が、機能面において異なっており、制御すべきＣＤ－ＩＰ電話端末の台数制限がない、と
同時に、Ｗｅｂサーバ／ブラウザという表示機能の組み合わせで発信を可能にした運用サ
ーバである。また、ソフトスイッチＷｅｂサーバ８上では、ＣＤ－ＩＰ電話端末と同様に
、ＩＰゲートウェイ９の各ポートに、ＩＰアドレスとインターネット電話番号が割り当て
られる。
【００４５】
　ＩＰゲートウェイ９は、一般電話網１０に接続されており、一般電話網１０に接続され
る一般電話機へ通話するときに利用されるが、複数回線が１つの装置として集約されたも
ので、一般電話網と連動する装置と理解することができる。
【００４６】
　次に、図２を参照して、ＣＤ－ＩＰ電話端末におけるハードウェア構成について説明す
る。
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【００４７】
　図２は汎用コンピュータにおけるハードウェア構成例を示す図である。
【００４８】
　本実施形態において、ＣＤ－ＩＰ電話端末として利用される汎用コンピュータは、ＣＤ
－ＲＯＭドライブの他、ＣＰＵ、ＲＡＭ等のメモリ、キーボード，マウス等の入力手段、
ディスプレイ等の表示手段、ＮＩＣ（Network Interface Card）等のネットワークカード
、サウンドカード、及び内蔵スピーカ・内蔵マイク１１等を具備するＩＢＭ－ＡＴ互換仕
様ＰＣである。また、ＨＤドライブは、必ずしも必要な部品ではない。
【００４９】
　なお、図２に示すように、内蔵スピーカ・内蔵マイク１１の利用以外に、使い勝手を考
慮して必要に応じて、スピーカ・マイク用のピンジャックに、外部接続用スピーカ・マイ
ク１２や、ヘッドセット型スピーカ・マイク１３や、ハンドセット型スピーカ・マイク１
４、を取り付けても良い。
【００５０】
　汎用コンピュータをＣＤ－ＲＯＭブート方式により起動する場合、重要な点は、汎用コ
ンピュータのＢＩＯＳ設定にある。最近のＰＣは、殆どＣＤ－ＲＯＭブート設定になって
おり、ＣＤ－ＲＯＭドライブになんらＣＤ－ＲＯＭがセットされていない場合のみ、ＨＤ
Ｄから起動する。しかし、古いＰＣの場合、ＢＩＯＳの設定により、ＣＤ－ＲＯＭブート
起動の優先順位を高くしておく必要がある。
【００５１】
　本実施形態に係るＣＤ－ＩＰ電話端末は、汎用コンピュータのＢＩＯＳ設定にてＣＤ－
ＲＯＭ起動設定になっているときのみ利用可能となる。必要なプログラムは、すべてＣＤ
－ＲＯＭに書き込まれているため、消失することもなく、ＨＤドライブを必要とせず稼動
させることができる。
【００５２】
　また、図２に示すように、ＡＤＳＬモデム、及びブロードバンドルータに関する要件と
しては、ＤＨＣＰサーバ機能、ＵＰｎＰサーバ機能を有することが挙げられる。ブロード
バンドルータ配下には、複数のＣＤ－ＩＰ電話端末が配置されるため、ＤＨＣＰによりＩ
Ｐアドレスがダイナミックに設定される。同時に、グローバルＩＰアドレスとローカルＩ
Ｐアドレスを把握し、インターネット網５から入ってきた音声パケットをＬＡＮ（Local 
Area Network）内でも利用できるようにしている。また、ＡＤＳＬモデム内にブロードバ
ンドルータ機能を内蔵した機器も同様に利用可能である。
【００５３】
　次に、図３乃至図５を参照して、ＣＤ－ＲＯＭブートによる汎用コンピュータの起動時
における次世代型ＩＰ電話システムＳの動作について説明する。
【００５４】
　図３（Ａ）は、汎用コンピュータにおける処理を、図３（Ｂ）は、ＣＤ－ＩＰ電話制御
管理サーバ６における処理を、夫々示すフローチャートである。図４は、ＣＤ－ＩＰ電話
制御管理サーバ６におけるＣＤ－ＩＰ電話制御情報データベース７の構造例を示す図であ
る。図５（Ａ）は、汎用コンピュータにおける初期ログイン画面例を、図５（Ｂ）は、汎
用コンピュータにおける通常ブラウザ画面例を、夫々示す図である。
【００５５】
　先ず、ユーザ（利用者）は、汎用コンピュータ２において、起動時に、ＢＩＯＳを確認
して、ブート設定がＣＤ－ＲＯＭ最優先になっていることを確認する。ＣＤ－ＲＯＭブー
トに設定されていない場合は、ＣＤ－ＲＯＭブートに設定・保存し、ＣＤ－ＲＯＭブート
方式で起動させるようにする。次回以降からは、ユーザがこの操作を行う必要はない。
【００５６】
　次に、ユーザが、本発明に係るＣＤ－ＲＯＭ１を汎用コンピュータ２のＣＤ－ＲＯＭド
ライブにセットし、汎用コンピュータ２の電源投入（電源ボタンを押下）又はリセットボ
タンの押下によって汎用コンピュータ２の起動指令がなされると、汎用コンピュータ２の
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ＣＰＵがＣＤ－ＲＯＭブートによって上記ＣＤ－ＲＯＭに記録されたプログラム及びデー
タ（ＣＤ－ＲＯＭドライブにより読み出される）を、ＨＤを除くメモリ上に展開して、図
３（Ａ）に示すように、当該汎用コンピュータ２を起動（ＯＳ及びアプリケーションの一
部を起動）する（ステップＳ１）。なお、アプリケーションには、ブラウザ機能を有する
アプリケーション（以下、「ブラウザ」という）や、ＩＰ通話機能を有するアプリケーシ
ョン（以下、「ソフトフォン」という）等が含まれる。
【００５７】
　こうして、ブラウザにより、図５（Ａ）に示すような初期ログイン画面が表示される（
ステップＳ２）。このような表示状態において、ユーザは、自分に与えられた（ユーザ毎
に個別の）ユーザＩＤとパスワードを、入力手段を操作することにより入力しＯＫボタン
をクリックすると、汎用コンピュータ２のＣＰＵは、これを認識し（ステップＳ３：Ｙ）
、当該入力手段を介して入力されたユーザＩＤ及びパスワードを取得し、当該取得したユ
ーザＩＤ及びパスワードを、上記ＣＤ－ＲＯＭから読み出されメモリに記録されているＣ
Ｄ－ＩＰ電話制御管理サーバ６の所在を示す所在情報としてのＩＰアドレスに従ってイン
ターネット網５を介して当該管理サーバ６に送信する（ステップＳ４）。
【００５８】
　これに対して、ＣＤ－ＩＰ電話制御管理サーバ６は、図３（Ｂ）に示すように、汎用コ
ンピュータ２からインターネット網５を通じて送信されてきたユーザＩＤ及びパスワード
を受信し（ステップＳ１１）、当該ユーザＩＤ及びパスワードがＣＤ－ＩＰ電話制御情報
データベース７に登録されているか（存在しているか）否かを判別（検索）する（ステッ
プＳ１２）。
【００５９】
　そして、当該ユーザＩＤ及びパスワードがＣＤ－ＩＰ電話制御情報データベース７に登
録されていない（存在しない）場合には（ステップＳ１２：Ｎ）、ＣＤ－ＩＰ電話制御管
理サーバ６は、ユーザとして利用が許可されていない旨を示す不許可情報を、インターネ
ット網５を介して汎用コンピュータ２に送信（返信）し（ステップＳ１３）、当該処理を
終了する。
【００６０】
　一方、当該ユーザＩＤ及びパスワードがＣＤ－ＩＰ電話制御情報データベース７に登録
されている（存在する）場合には（ステップＳ１２：Ｙ）、ＣＤ－ＩＰ電話制御管理サー
バ６は、図４に示すように、当該ユーザＩＤに一意に対応付けられた製造番号と、ソフト
スイッチＷｅｂサーバ８のＩＰアドレスと、ソフトスイッチＷｅｂサーバ８のＵＲＬ名と
、表示用ＵＲＬ名を検索結果として取得し、かかる検索結果を含むＩＰ電話端末設定情報
を、設定情報送信手段として、インターネット網５を介して汎用コンピュータ２に送信（
返信）し（ステップＳ１４）、当該処理を終了する。
【００６１】
　これに対して、汎用コンピュータ２のＣＰＵは、ＣＤ－ＩＰ電話制御管理サーバ６から
インターネット網５を通じて送信されてきた情報を受信すると（ステップＳ５）、当該情
報がＩＰ電話端末設定情報であるか否かを判別し（ステップＳ６）、ＩＰ電話端末設定情
報でない場合（ステップＳ６：Ｎ）、つまり、ユーザとして利用が許可されていないこと
を示す不許可情報である場合、ブラウザによりこの記述がメッセージエリアに表示され（
ステップＳ７）、ステップＳ２に戻り、再度、初期ログイン画面が表示される。
【００６２】
　一方、受信された情報がＩＰ電話端末設定情報である場合（ステップＳ６：Ｙ）、汎用
コンピュータ２のＣＰＵは、ＩＰ電話端末設定情報における検索結果から製造番号及びソ
フトスイッチＷｅｂサーバ８の所在を示す所在情報としてのＩＰアドレスを取得して（ス
テップＳ８）、当該製造番号を、当該ＩＰアドレス（グローバルＩＰアドレス）に従って
インターネット網５を介して当該ソフトスイッチＷｅｂサーバ８に送信する（ステップＳ
９）。
【００６３】
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　ところで、受信した検索結果の中には、複数の表示用ＵＲＬ名がある。これは、ＣＤ－
ＩＰ電話端末におけるブラウザによって、ウェブサイトを表示するためのものであり、Ｃ
Ｄ－ＩＰ電話端末上では、タブごとに異なったウェブサイトが、図５（Ｂ）に示すような
通常ブラウザ画面によってブラウザ表示されることになる。この通常ブラウザ画面には、
「電話帳」に該当する画面があり、この画面がそのまま、電話番号の代わりの発信機能を
果たす。
【００６４】
　次に、図６乃至図８を参照して、ＣＤ－ＩＰ電話端末設定時における次世代型ＩＰ電話
システムＳの動作について説明する。
【００６５】
　図６（Ａ）は、ソフトスイッチＷｅｂサーバ８における処理を、図６（Ｂ）は、汎用コ
ンピュータにおける処理を、夫々示すフローチャートである。図７は、ソフトスイッチＷ
ｅｂサーバ８におけるＣＤ－ＩＰ電話電話帳情報データベース１７の構造例を示す図であ
る。図８は、ＣＤ－ＩＰ電話端末設定後の汎用コンピュータにおける電話張画面例を示す
図である。
【００６６】
　図６（Ａ）において、ソフトスイッチＷｅｂサーバ８は、汎用コンピュータ２からイン
ターネット網５を通じて送信されてきた製造番号を受信し（ステップＳ２１）、当該製造
番号が当該ＣＤ－ＩＰ電話電話帳情報データベース１７に登録されているか（存在してい
るか）否かを判別（検索）する（ステップＳ２２）。
【００６７】
　そして、当該製造番号がＣＤ－ＩＰ電話電話帳情報データベース１７に登録されていな
い（存在しない）場合には（ステップＳ２２：Ｎ）、ソフトスイッチＷｅｂサーバ８は、
利用許可されていない旨を示す不許可情報を、インターネット網５を介して汎用コンピュ
ータ２に送信（返信）し（ステップＳ２３）、当該処理を終了する。但し、本来、ＣＤ－
ＩＰ電話電話帳情報データベース１７は、ＣＤ－ＩＰ電話制御情報データベース７と連携
しているため、製造番号が存在しないことは考えにくいが、これらのデータベース間で不
整合があった場合に、上記製造番号が登録されていないことが発生する。
【００６８】
　一方、当該製造番号がＣＤ－ＩＰ電話電話帳情報データベース１７に登録されている（
存在する）場合には（ステップＳ２２：Ｙ）、ソフトスイッチＷｅｂサーバ８は、登録手
段として、ＣＤ－ＩＰ電話電話帳情報データベース１７における当該製造番号に対応する
ＩＰアドレス欄（例えば、図７に示す符号５１部）に、当該製造番号を送信した汎用コン
ピュータ２（つまり、現在接続されている汎用コンピュータ）のＩＰアドレスを登録（つ
まり、汎用コンピュータ２をＣＤ－ＩＰ電話端末として登録）する（ステップＳ２４）。
こうして、汎用コンピュータ２のＩＰ電話端末設定がなされる。
【００６９】
　なお、図７に示すＩＰアドレス欄は、当該ＣＤ－ＩＰ電話電話帳情報データベース１７
における項目の中でも、頻繁に更新される項目であり、所有者情報は所有者（例えば、ユ
ーザ）が変わったときのみ変更され、製造番号とインターネット電話番号は変更されるこ
とはない。
【００７０】
　以上のようにこうして、汎用コンピュータ２がＣＤ－ＩＰ電話端末として登録されると
、ソフトスイッチＷｅｂサーバ８は、ＣＤ－ＩＰ電話電話帳情報データベース１７に例え
ば公開情報（図７参照）として登録された所有者情報とインターネット電話番号を含む通
話指定情報を、インターネット網５を介してＣＤ－ＩＰ電話端末として登録された汎用コ
ンピュータ２に送信し（ステップＳ２５）、当該処理を終了する。
【００７１】
　以後、当該汎用コンピュータ２からのＩＰアドレス再登録のためのアクセスがあった場
合には、図示しないが、ステップＳ２４及びＳ２５の処理を行うことになる。つまり、Ｃ
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Ｄ－ＩＰ電話端末として設定された汎用コンピュータ２が、所定時間間隔でソフトスイッ
チＷｅｂサーバ８にアクセスすることで、常に最新のＩＰアドレスが登録され、維持され
る（汎用コンピュータ２に割り当てられるＩＰアドレスが変わる場合もあるため）ことに
なる。
【００７２】
　これに対して、ＣＤ－ＩＰ電話端末として設定された汎用コンピュータ２のＣＰＵは、
図６（Ｂ）において（図３（Ａ）における「Ａ」からの続き）、ソフトスイッチＷｅｂサ
ーバ８からインターネット網５を通じて送信されてきた情報を受信すると（ステップＳ３
１）、当該情報が通話指定情報であるか否かを判別し（ステップＳ３２）、通話指定情報
でない場合（ステップＳ３２：Ｎ）、つまり、利用許可されていない旨を示す不許可情報
である場合、ブラウザにより当該利用不可情報が表示され（ステップＳ３３）、当該処理
が終了する。
【００７３】
　一方、受信された情報が通話指定情報である場合（ステップＳ３２：Ｙ）、汎用コンピ
ュータ２のＣＰＵは、ブラウザにより、当該通話指定情報を（ユーザが入力手段により選
択可能）にブラウザ表示させる（ステップＳ３４）。
【００７４】
　図８（Ａ）は、こうして表示された通話指定情報を含む電話帳画面例を示す図である。
【００７５】
　そして、ＣＤ－ＩＰ電話端末として設定された汎用コンピュータ２からの通話の発信動
作は、ユーザが入力手段を操作して例えば図８（Ａ）に示すようなブラウザ表示された電
話帳画面における所望の通話指定情報（例えば、ＣＤ－ＩＰ電話端末登録者（加入者）の
氏名又はインターネット電話番号、或いは、一般電話機登録者（ＩＰゲートウェイ経由）
の氏名又はゲートウェイ経由電話番号）を指定することにより行われる。具体的には、通
話指定情報が例えばマウスによりクリックされると、汎用コンピュータ２のＣＰＵはこれ
を認識し（ステップＳ３５：Ｙ）、クリックされた通話指定情報を取得してソフトフォン
を起動する（ステップＳ３６）。こうして、例えば、インターネット網５を介して、ＣＤ
－ＩＰ電話端末登録者への直接発信、ＩＰゲートウェイ９経由で一般電話機への発信、或
いは、ＩＰゲートウェイ９経由でＰＢＸ接続された内線への発信、などが画面クリックで
可能になる。
【００７６】
　また、インターネット網５を介して、ＣＤ－ＩＰ電話端末、或いはＩＰゲートウェイ９
経由で一般電話機からの着信があった場合も、汎用コンピュータ２のＣＰＵはこれを認識
し（ステップＳ３７：Ｙ）、ソフトフォンを起動する（ステップＳ３６）。
【００７７】
　ソフトフォンが起動すると、例えば図８（Ｂ）に示すように、該当する通話指定情報の
近傍にＣＤ－ＩＰ電話発信／着信画面（ソフトフォン画面ともいう）６１が表示される。
このＣＤ－ＩＰ電話発信／着信画面６１には、通話応答用の「Ｃａｌｌ」ボタン６１ａ、
通話終了用の「Ｅｎｄ」ボタン６１ｂ、そして、スピーカ／マイクの音量調節バー６１ｃ
，６１ｄが設けられている。このようなＣＤ－ＩＰ電話発信／着信画面の表示中にＩＰ通
話をすることが可能になる。通話が終了すると、ソフトフォンが終了し、ステップＳ３８
に移行する。なお、ソフトフォン起動後におけるＩＰ通話については公知であるので、詳
しい説明を省略する。
【００７８】
　また、ＣＤ－ＩＰ電話端末の場合、携帯電話機と同様、ネットワークに接続されていな
い場合があり、この場合、発信後に相手方端末のリンギング（端末鳴動）動作まで進まな
いこともある。
【００７９】
　そして、汎用コンピュータ２のＣＰＵは、例えば通話指定情報を受信してから所定時間
（例えば、５分程度であるが、任意に設定可能）経過すると（ステップＳ３８：Ｙ）、Ｉ
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Ｐアドレス再登録のために、ソフトスイッチＷｅｂサーバ８にアクセスする（ステップＳ
３９）。これにより、図８（Ａ）に示すような電話帳画面のブラウザ表示も所定時間間隔
で更新（リフレッシュ）されることになる。
【実施例】
【００８０】
　次に、実施例として、ＰＣのＣＤ－ＲＯＭブートによる起動から始まり、ＣＤ－ＩＰ電
話制御管理サーバ６、そして、ソフトスイッチＷｅｂサーバ８へのアクセスを通じて、Ｃ
Ｄ－ＩＰ電話端末設定がなされるまでの利用形態を、図２を参照して説明する。
【００８１】
　先ず、ＰＣのＣＤ－ＲＯＭドライブに本発明のＣＤ－ＲＯＭ１をセットし、ＣＤ－ＲＯ
Ｍブート方式により起動させることによって、ＰＣ自体が専用のＣＤ－ＩＰ電話端末２と
して利用可能になる。ＩＰ電話端末設定のために必要なＯＳ及びプログラムとしては常に
ＣＤ－ＲＯＭ上のソフトウェアが利用されるため、ＨＤドライブは無くとも利用可能とな
る。
【００８２】
　ＣＤ－ＩＰ電話端末２がインターネット網５を経由してＣＤ－ＩＰ電話制御管理サーバ
６へアクセスするための接続形態は、様々な形態が考えられるが、最も一般的な形態とし
ては、ＡＤＳＬ接続が考えられる。プロバイダから提供される回線に、ＡＤＳＬモデムを
接続し、更にその先に、ブロードバンドルータを接続することが多い。この場合、ルータ
において、ＵＰｎＰがサポートされていれば、ルータ配下に複数のＣＤ－ＩＰ電話端末を
接続することができる。また、ＤＨＣＰがサポートされていれば、ルータに接続するＣＤ
－ＩＰ電話端末は固定ＩＰアドレスである必要はない。
【００８３】
　初期の起動が進むと、初期ログイン画面が表示され、この画面で、ユーザが、ユーザＩ
Ｄ及びパスワードを入力することにより、各ＣＤ－ＩＰ電話端末固有のＩＤとなる製造番
号がＣＤ－ＩＰ電話制御管理サーバ６より入手できる。この固有ＩＤを基に、ソフトスイ
ッチＷｅｂサーバ８へアクセスする。一般に、Ｈ．３２３端末を運用管理するためには、
ＩＴＵ－Ｔ勧告H.３２３ＧＫ仕様のゲートキーパを多く利用するが、ここでは、独自仕様
のソフトスイッチとなっている。
【００８４】
　本実施形態では、ＣＤ－ＩＰ電話端末内部のソフトフォン部分でH．３２３仕様に準拠
していながらも、一般ゲートキーパを利用せず、Ｗｅｂサーバ機能を有したソフトスイッ
チＷｅｂサーバにより、ＰＣを電話交換運用ができる仕組みを実現している。しかも、通
常の場合、ＩＰ電話端末から、直接、ゲートキーパへアクセスすることが一般的であるが
、ＣＤ－ＩＰ電話端末の場合、一旦、ＣＤ－ＩＰ電話制御管理サーバ６経由で固有ＩＤで
ある製造番号を取得してから、ソフトスイッチＷｅｂサーバ８へアクセスする処理過程を
とることに特徴がある。
【００８５】
　ＣＤ－ＩＰ電話端末２の立ち上げ完了時には、ＰＣ自体が専用のブラウザ機能付きＩＰ
電話専用端末になっており、ＯＳに関連する機能は一切画面には表示されない。しかも、
電話帳表示から発信クリックを押下した時、及び、コールが着信してきた時にのみ、図８
（Ｂ）の符号６１部に示すようなソフトフォン画面が表れる。
【００８６】
　このソフトフォン画面には、基本的な操作となる通話ボタン(Ｃａｌｌ)と切断ボタンＥ
ｎｄ)が有り、通話ボタンにより着信コールに応答ができ、また、切断ボタンにより通話
中コールを切断できる。画面クリックにより発信通話のセットアップが開始されると、中
央の電話機表示部分６１ｅが青色点滅し、その後、相手が応答すると青色点燈に変わる。
また、通話着信時には、電話機表示部分が赤色点滅中に通話ボタンをクリックすることに
より応答できる。
【００８７】
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　また、ＩＰゲートウェイについても動作が可能であり、従って、一般電話網への発信、
又は、一般電話網からの着信などが可能となる。但し、ＩＰゲートウェイ経由の発信のた
めには、ゲートウェイ付加情報として一般の電話番号（ゲートウェイ経由電話番号）、又
は、接続ＰＢＸの内線番号が必要となる。
【００８８】
　また、ＩＰゲートウェイ経由の着信の場合、一般電話網からＩＰゲートウェイに電話を
かける発信者は、事前にインターネット電話番号を知っておく必要がある。
【００８９】
　ＨＤに書き込みされていない製造番号を固有ＩＤとして利用する場合において、ＣＤ－
ＩＰ電話端末がブラウザ機能を利用して発信先相手の表示をする機能、及び、その画面に
おいて相手先を選択クリックすることにより可能になる発信機能は、ブラウザ機能とＩＰ
電話機能を、メモリ展開されているＣＤブートＯＳ上にてインテグレーションされた特徴
的な構造となっている。
【００９０】
　特に特徴的な点として特記すべきことはソフトウェアのインテグレーション構造であり
、図９（Ａ）を参照して、その特徴を説明する。
【００９１】
　図９（Ａ）は、ソフトウェアのインテグレーション構造の一例を示す図である。
【００９２】
　デバイスとして利用するＰＣハードウェア上に、基本ソフト・レイヤーにおいて基本Ｏ
Ｓが稼動し、その上の中間層レイヤーにおいてソフトフォン、そして、その上の最上層レ
イヤーにブラウザが稼動する仕組みになっている。この構造において、各レイヤーでの特
徴的なインテグレーション手法について、レイヤーごとに説明する。
【００９３】
　先ず、基本ソフト・レイヤーにおける特徴として、書き込みが不可能なＯＳ環境である
ことにある。一般に、Microsoft社「Windows（登録商標）」などのような、ＨＤドライブ
上にインストールされたＯＳは書き込みが可能であり、その環境で稼動するアプリケーシ
ョンに固有の識別ＩＤが必要な場合は、単に、必要なＩＤを書き込むことにより個別化し
た記録を残すことができる。しかしながら、本発明では、ＯＳにはＣＤ－ＲＯＭブート方
式を利用しており、ＨＤドライブは利用しないため、データ記録格納が不可能な環境とな
っている。
【００９４】
　ＯＳにおいて、書き込み不可能なＣＤ－ＲＯＭブート方式であるという大前提のもとに
、その上の中間層レイヤーにおいては、ソフトフォンが稼動しているが、一般に、ＩＰ電
話ソフトの場合、着信機能実現のために、なんらかの個別識別ＩＤを必要としている。し
かしながら、ＨＤドライブを利用しない本発明の場合、識別ＩＤの書き込みが許されない
。この個別識別化を実現するために、ＰＣとＣＤ－ＩＰ電話制御管理サーバ６との連動に
より、ＩＰ電話機能を実現している。
【００９５】
　更に、その上の最上層レイヤーには、ブラウザが機能している。上述したデータベース
内容の表示を含めて、様々な状況を画面表示するために、ブラウザが効果的に稼動してい
る。ソフトフォンの起動・終了などの制御は全てブラウザ経由で管理されており、ソフト
スイッチＷｅｂサーバ８から提供される発信先所有者等の通話指定情報が、ブラウザ経由
にて表示されると同時に、ブラウザとソフトフォンとのインテグレーションにより、ブラ
ウザ画面上でのクリックのみでＩＰ通話の発信が可能となっている。
【００９６】
　本願では、立ち上がったＣＤ－ＩＰ電話端末の発信・着信の運用機能を実現するために
、ソフトスイッチＷｅｂサーバ８を用意している。一般的なH.３２３プロトコルの場合の
ゲートキーパに相当するサーバだが、ＣＤ－ＩＰ電話端末の場合、最上層においてブラウ
ザがインテグレーションされているので、ゲートキーパとは異なったＷｅｂサーバによる
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電話交換機機能を実現している。この特徴的な構造により、ＣＤ－ＩＰ電話端末の登録台
数に制限がなくなるという利点が得られる。
【００９７】
　ブラウザでインテグレーションされたＣＤ－ＩＰ電話端末は、Ｗｅｂ機能を持つソフト
スイッチＷｅｂサーバ８と、ＨＴＭＬ(HyperText Markup Language）記述によるプログラ
ミングにより、起動・終了をさせることができる。また、ＣＤ－ＩＰ電話端末は、必ずし
もソフトスイッチＷｅｂサーバ８との連動を必要とせず、相手方の発信先ＩＰアドレスを
ブラウザから取得することにより、直接、発信・着信させることができる。従って、ソフ
トスイッチＷｅｂサーバ８のように、データベースを保有しなくとも、ＨＴＭＬ記述上に
て、特定のＩＰアドレスを記述すれば、そこへ発信が可能である。
【００９８】
　次に、ブラウザ画面上にて通話相手先をクリックすることにより発信することができる
インテグレーション方法を、図９（Ｂ）を参照して説明する。
【００９９】
　図９（Ｂ）は、発信用ＨＴＭＬ記述の一例を示す図である。
【０１００】
　画面はＨＴＭＬ記述によって好きなデザインが可能だが、ここでは、電話帳表示を例に
して説明する。
【０１０１】
　図９（Ｂ）に示す「電話帳」の表示上の電話機部分をクリックすると、噴出しで説明さ
れている記述が取得され、この記述によりソフトフォンが起動され、Ｈ．３２３準拠のＩ
Ｐ通話が、ゲートキーパなしで発信される。
【０１０２】
　図９（Ｂ）に示すように、発信先の相手が、ＣＤ－ＩＰ電話端末の場合、記述中には、
「＠」以下にグローバルＩＰアドレスのみが設定されている。発信先の相手がコールセン
ターの場合、「＠」以下のゲートウェイのグローバルIPアドレスに続いて、「／」以下に
、接続ＰＢＸの着信先内線番号が設定される。また、発信先の相手が携帯電話機や一般電
話機の場合、「＠」以下のゲートウェイのグローバルIPアドレスに続いて、「／」以下に
、一般電話公衆網における一般の電話番号が設定される。
【０１０３】
　発信が起動されたり、通話が着信すると、ソフトフォンはソフトフォン画面を表示し、
通話応答、通話終了、スピーカ音量調節、マイク音量調節、が可能となる。通話終了後は
、このソフトフォン画面は消える。
【０１０４】
　以上のように、ソフトスイッチＷｅｂサーバ８内にあるデータベースを、ＨＴＭＬ準拠
のウエブ／ブラウザ構成にて見ることができ、しかも、ブラウザ画面上でクリックにより
通話することができるというインテグレーションが施されていることを特徴としている。
【０１０５】
　次に、補足として、ＵＰｎＰサポートに関し、図１０を参照して説明する。
【０１０６】
　図１０は、ＵＰｎＰ対応イメージ例を示す図である。
【０１０７】
　上述したＣＤ－ＩＰ電話端末は、ＵＰｎＰ対応をしているため、ブロードバンドルータ
の配下でもＩＰ通話することができる。図１０（Ａ）に示すように、インターネット網上
のグローバルＩＰアドレスの環境と、ＬＡＮ（Loacal Area Network）上のローカルＩＰ
アドレスの環境とでは、割り当てられているＩＰアドレスが別々であるため、一般に、Ｉ
Ｐ電話の音声はそのままでは通話することはできない。
【０１０８】
　例えば、ＵＰｎＰ未対応の場合、ＣＤ－ＩＰ電話端末から送出された音声パケットは、
ローカルＩＰアドレスを保有した状態でインターネット網上に出るため、ゲートウェイな
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どからの相手からの音声が届かず、結果、相手からの音声が聞こえないという状態になる
。図１０（Ａ）の場合、ＣＤ－ＩＰ電話端末からゲートウェイまでは音声は届く、つまり
、ゲートウェイ側では音声は聞こえるが、ゲートウェイ側の音声はＣＤ－ＩＰ電話端末に
は聞こえない。
【０１０９】
　次に、図１０（Ｂ）のようにＵＰｎＰをサポートした場合、結果として、グローバルＩ
Ｐアドレスを保有した状態でインターネット網上へ出るため、ブロードバンドルータまで
は双方向の通話が可能である。通常のＷｅｂブラウジング機能と同様な動作となる。つま
り、ゲートウェイからの音声も聞くことができる。その為には、ＣＤ－ＩＰ電話端末側で
は常にブロードバンドルータからグローバルＩＰアドレスの情報を取得して、音声パケッ
トに埋め込むことが必要である。
【０１１０】
　グローバルＩＰアドレスを埋め込む方法の１種として、ＵＰｎＰ機能の利用がある。一
般に、ブロードバンドルータはＵＰｎＰサーバ機能を有しており、インターネット網上の
グローバルＩＰアドレスとＬＡＮ上のローカルＩＰアドレス情報を、ＸＭＬファイル形式
で提供することができる。ＣＤ－ＩＰ電話端末上のソフトフォンは、ルータから取得した
ＸＭＬファイルをパーシング（テキスト解析）し、ＩＰアドレス情報を取得し、音声パケ
ットに埋め込む。これにより、双方向の通話が可能になる（図１０（Ｂ）参照）。
【産業上の利用可能性】
【０１１１】
　産業上の利用可能性としては、次の３つの利用可能性が考えられる。通信販売向けのＩ
Ｐ電話機能付き商品検索端末、留学生向けの海外無料通話端末、コールセンター会社向け
の在宅オペレータ端末、などである。詳細を以下に説明する。
【０１１２】
　カタログ通販で知られる通信販売の場合、制作費の高いカタログ雑誌を大量に印刷する
必要がある。また、電話による注文受付時の電話料金負担が大きい。このようなカタログ
雑誌の印刷費用、及び、通販会社側負担の電話料を、ＣＤ－ＩＰ電話端末を利用すること
により、大幅に削減する事が可能である。カタログ雑誌の印刷のかわりに、インターネッ
ト網経由で商品をブラウザ表示できるようにし、また同時に、一般電話網を利用していた
通話をインターネット網経由のＩＰ通話にすることができる。
【０１１３】
　日本国内に住む外国人、及び、留学生は年々増加の一途である。当然、自国の家族との
連絡が必要になる。だた、年配の親にとっては、ウィンドウズ（登録商標）などを利用し
たＰＣは利用し難い。しかし、本発明に係るＣＤ－ＲＯＭをセットし、電源を入れること
により、簡単にインターネット電話が利用できる。ブラウザ機能も搭載されているため、
大学のホームページを閲覧したり、成績などを家族と一緒に見ながらＩＰ通話をすること
ができる。
【０１１４】
　一般に、コールセンターでは、オペレータが1箇所のセンターに集合して業務する。し
かし、その場合、通勤費用がかかるほか、業務時間の柔軟な割当て調整が難しい。このオ
ペレータ業務を自宅に持ってくることが可能になれば、コールセンター運営費は大幅に削
減できる。ＣＤ－ＩＰ電話端末を自宅で立ち上げることにより、ブラウザ機能で業務画面
を閲覧し、しかも、ＩＰ通話機能を利用して無料通話を実現できる。しかも、主婦などの
ようにＰＣ知識が少ない人でも利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１１５】
【図１】次世代型ＩＰ電話システムにおける概要構成例を示す図である。
【図２】汎用コンピュータにおけるハードウェア構成例を示す図である。
【図３】（Ａ）は、汎用コンピュータにおける処理を、（Ｂ）は、ＣＤ－ＩＰ電話制御管
理サーバ６における処理を、夫々示すフローチャートである。
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【図４】ＣＤ－ＩＰ電話制御管理サーバ６におけるＣＤ－ＩＰ電話制御情報データベース
７の構造例を示す図である。
【図５】汎用コンピュータにおける初期ログイン画面例を、（Ｂ）は、汎用コンピュータ
における通常ブラウザ画面例を、夫々示す図である。
【図６】（Ａ）は、ソフトスイッチＷｅｂサーバ８における処理を、（Ｂ）は、汎用コン
ピュータにおける処理を、夫々示すフローチャートである。
【図７】ソフトスイッチＷｅｂサーバ８におけるＣＤ－ＩＰ電話電話帳情報データベース
１７の構造例を示す図である。
【図８】ＣＤ－ＩＰ電話端末設定後の汎用コンピュータにおける電話張画面例を示す図で
ある。
【図９】（Ａ）は、ソフトウェアのインテグレーション構造の一例を示す図であり、（Ｂ
）は、発信用ＨＴＭＬ記述の一例を示す図である。
【図１０】ＵＰｎＰ対応イメージ例を示す図である。
【符号の説明】
【０１１６】
　１，３　ＣＤ－ＩＰ電話用ＣＤ－ＲＯＭ
　２　ＣＤ－ＩＰ電話端末（Ａ）
　４　ＣＤ－ＩＰ電話端末（Ｂ）
　５　インターネット網
　６　ＣＤ－ＩＰ電話制御管理サーバ
　７　ＣＤ－ＩＰ電話制御情報データベース
　８　ソフトスイッチＷｅｂサーバ
　９　ＩＰゲートウェイ
　１０　一般（公衆）電話網
　１１　内蔵スピーカ／内蔵マイク
　１２　外部スピーカ／外部マイク
　１３　ヘッドセット型スピーカ／マイク
　１４　ハンドセット型スピーカ／マイク
　１５　ＡＤＳＬモデム　
　１６　ブロードバンドルータ
　１７　ＣＤ－ＩＰ電話電話帳情報データベース
　Ｓ　次世代型ＩＰ電話システム
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