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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）を用いたボタン電話装置における、グループ代表
着信および着信応答方法であって、前記ボタン電話装置は、主装置と、該主装置にＬＡＮ
回線を介して接続された複数のＳＩＰ電話機と、前記主装置に前記ＬＡＮ回線を介して接
続されたＳＩＰサーバとを有し、前記複数のＳＩＰ電話機の少なくとも２つがグループ代
表を構成しており、前記グループ代表着信および着信応答方法は、
　前記主装置が、前記グループ代表への着信があったときに、該グループ代表を構成する
全てのＳＩＰ電話機に第１の所定のメッセージを送信して呼び出しを行うステップと、
　該呼び出しに応答したＳＩＰ電話機が、第２の所定のメッセージを前記主装置へ送信し
て、前記主装置に応答を通知するステップと、
　前記主装置が、前記応答したＳＩＰ電話機に対してのみ、第３の所定のメッセージを送
信して、発信側電話機との呼の確立を行うステップと、
　前記主装置が、非応答のＳＩＰ電話機に対して、第４の所定のメッセージを送信して、
前記グループ代表着信への応答があったことを通知するステップと、
　を含み、
　前記第１の所定のメッセージが、イベント通知を行う「ＮＯＴＩＦＹ」メッセージ、イ
ベント通知を行う「ＭＥＳＳＡＧＥ」メッセージ、およびイベント通知を行う「ＩＮＦＯ
」メッセージのグループから選択され、
　前記第３の所定のメッセージが、セッション確立を要求する「ＩＮＶＩＴＥ」メッセー
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ジからなる、ことを特徴とするボタン電話装置におけるグループ代表着信および着信応答
方法。
【請求項２】
　前記第１の所定のメッセージを受信したＳＩＰ電話機が、着信している旨をユーザに報
知するステップを含む、請求項１に記載のボタン電話装置におけるグループ代表着信およ
び着信応答方法。
【請求項３】
　前記第４の所定のメッセージを受信した前記非応答のＳＩＰ電話機が、着信動作の停止
を行うステップを更に含む、請求項１又は２に記載のボタン電話装置におけるグループ代
表着信および着信応答方法。
【請求項４】
　前記第２の所定のメッセージが、「ＮＯＴＩＦＹ」メッセージからなる、請求項１に記
載のボタン電話装置におけるグループ代表着信および着信応答方法。
【請求項５】
　前記第４の所定のメッセージが、「ＮＯＴＩＦＹ」メッセージからなる、請求項１に記
載のボタン電話装置におけるグループ代表着信および着信応答方法。
【請求項６】
　セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）を用いたボタン電話装置であって、前記ボタン電
話装置は、主装置と、該主装置にＬＡＮ回線を介して接続された複数のＳＩＰ電話機と、
前記主装置に前記ＬＡＮ回線を介して接続されたＳＩＰサーバとを有し、前記複数のＳＩ
Ｐ電話機の少なくとも２つがグループ代表を構成している前記ボタン電話装置において、
　前記主装置は、前記グループ代表への着信があったときに、該グループ代表を構成する
全てのＳＩＰ電話機に第１の所定のメッセージを送信して呼び出しを行う手段を有し、
　該呼び出しに応答したＳＩＰ電話機は、第２の所定のメッセージを前記主装置へ送信し
て、前記主装置に応答を通知する手段を有し、
　前記主装置は、前記応答したＳＩＰ電話機に対してのみ、第３の所定のメッセージを送
信して、発信側電話機との呼の確立を行う手段と、非応答のＳＩＰ電話機に対して、第４
の所定のメッセージを送信して、前記グループ代表着信への応答があったことを通知する
手段とを有し、
　前記第１の所定のメッセージが、イベント通知を行う「ＮＯＴＩＦＹ」メッセージ、イ
ベント通知を行う「ＭＥＳＳＡＧＥ」メッセージ、およびイベント通知を行う「ＩＮＦＯ
」メッセージのグループから選択され、
　前記第３の所定のメッセージが、セッション確立を要求する「ＩＮＶＩＴＥ」メッセー
ジからなる、ことを特徴とするボタン電話装置。
【請求項７】
　前記第１の所定のメッセージを受信したＳＩＰ電話機が、着信している旨をユーザに報
知する手段を含む、請求項６に記載のボタン電話装置。
【請求項８】
　前記第４の所定のメッセージを受信した前記非応答のＳＩＰ電話機が、着信動作の停止
を行う手段を更に含む、請求項６又は７に記載のボタン電話装置。
【請求項９】
　前記第２の所定のメッセージが、「ＮＯＴＩＦＹ」メッセージからなる、請求項６に記
載のボタン電話装置。
【請求項１０】
　前記第４の所定のメッセージが、「ＮＯＴＩＦＹ」メッセージからなる、請求項６に記
載のボタン電話装置。
【請求項１１】
　セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）を用いたボタン電話装置に使用される主装置であ
って、前記ボタン電話装置は、前記主装置と、該主装置にＬＡＮ回線を介して接続された
複数のＳＩＰ電話機と、前記主装置に前記ＬＡＮ回線を介して接続されたＳＩＰサーバと
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を有し、前記複数のＳＩＰ電話機の少なくとも２つがグループ代表を構成している、前記
主装置において、
　前記グループ代表への着信があったときに、該グループ代表を構成する全てのＳＩＰ電
話機に第１の所定のメッセージを送信して呼び出しを行う手段と、
　該呼び出しに応答したＳＩＰ電話機から、前記主装置に応答を通知する第２の所定のメ
ッセージを受信する手段と、
　前記応答したＳＩＰ電話機に対してのみ、第３の所定のメッセージを送信して、発信側
電話機との呼の確立を行う手段と、
　非応答のＳＩＰ電話機に対して、第４の所定のメッセージを送信して、前記グループ代
表着信への応答があったことを通知する手段と、
　を有し、
　前記第１の所定のメッセージが、イベント通知を行う「ＮＯＴＩＦＹ」メッセージ、イ
ベント通知を行う「ＭＥＳＳＡＧＥ」メッセージ、およびイベント通知を行う「ＩＮＦＯ
」メッセージのグループから選択され、
　前記第３の所定のメッセージが、セッション確立を要求する「ＩＮＶＩＴＥ」メッセー
ジからなる、ことを特徴とする主装置。
【請求項１２】
　前記第２の所定のメッセージが、「ＮＯＴＩＦＹ」メッセージからなる、請求項１１に
記載の主装置。
【請求項１３】
　前記第４の所定のメッセージが、「ＮＯＴＩＦＹ」メッセージからなる、請求項１１に
記載の主装置。
【請求項１４】
　セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）を用いたボタン電話装置に使用される主装置であ
って、前記ボタン電話装置は、前記主装置と、該主装置にＬＡＮ回線を介して接続された
複数のＳＩＰ電話機と、前記主装置に前記ＬＡＮ回線を介して接続されたＳＩＰサーバと
を有し、前記複数のＳＩＰ電話機の少なくとも２つがグループ代表を構成している、前記
主装置を、
　前記グループ代表への着信があったときに、該グループ代表を構成する全てのＳＩＰ電
話機に第１の所定のメッセージを送信して呼び出しを行う手段、
　該呼び出しに応答したＳＩＰ電話機から、前記主装置に応答を通知する第２の所定のメ
ッセージを受信する手段、
　前記応答したＳＩＰ電話機に対してのみ、第３の所定のメッセージを送信して、発信側
電話機との呼の確立を行う手段、
　非応答のＳＩＰ電話機に対して、第４の所定のメッセージを送信して、前記グループ代
表着信への応答があったことを通知する手段、
　として機能させるプログラムであって、
　前記第１の所定のメッセージが、イベント通知を行う「ＮＯＴＩＦＹ」メッセージ、イ
ベント通知を行う「ＭＥＳＳＡＧＥ」メッセージ、およびイベント通知を行う「ＩＮＦＯ
」メッセージのグループから選択され、
　前記第３の所定のメッセージが、セッション確立を要求する「ＩＮＶＩＴＥ」メッセー
ジからなる、プログラム。
【請求項１５】
　前記第２の所定のメッセージが、「ＮＯＴＩＦＹ」メッセージからなる、請求項１４に
記載のプログラム。
【請求項１６】
　前記第４の所定のメッセージが、「ＮＯＴＩＦＹ」メッセージからなる、請求項１４に
記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、ＳＩＰ（Session Initiation Protocol：セッション開始プロトコル）を用
いたボタン電話装置に関し、特に、そのグループ代表着信および着信応答方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この技術分野で周知のように、ボタン電話装置は、少なくとも１つの局線に接続された
主装置と、この主装置に通信線とデータ線を介して接続された複数のボタン電話機とを有
する（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　近年、ボタン電話装置のＶｏＩＰ（Voice over Internet Protocol）化が進んでいる。
ここで、ＶｏＩＰとは、本来データ通信のプロトコルであるＩＰ（internet protocol）
上で音声データを転送する技術で、インターネット電話の実現を目指すものをいう。Ｖｏ
ＩＰの代表的な呼制御のプロトコルとしてＳＩＰ（Session Initiation Protocol：セッ
ション開始プロトコル）が注目されている。
【０００４】
　ここで、ＳＩＰは、電話やインスタント・メッセンジャーのような、１対１あるいは複
数の参加者間の一まとまりの通信を開始、変更、完了するアプリケーション層のシグナリ
ング・プロトコルをいい、ＲＦＣ（request for comments）３２６１で定義されている。
シグナリング・プロトコルとは、電話の場合、通信相手を呼び出す部分、呼び出される部
分を指し、通信の開始から完了までを制御する。
【０００５】
　本明細書中では、ＳＩＰ機能を有するボタン電話機（すなわち、ＳＩＰをサポートする
電話機）を「ＳＩＰ電話機」と呼ぶことにする。
【０００６】
　機能的な面では、既存のボタン電話機（多機能電話機）を収容したボタン電話装置が様
々な機能サービスを提供しており、充実している。その為、ボタン電話装置のＶｏＩＰ化
を推進するためには、既存のボタン電話装置が提供する機能サービスを、ＳＩＰ電話機を
用いたボタン電話装置でも実現する必要がある。
【０００７】
　ＳＩＰでは、発信・着信・保留・転送といった基本的なシーケンスを規定している。し
かしながら、ＳＩＰは、既存のボタン電話装置で提供されているサービスを実現するため
のシーケンスについては何ら規定していない。
【０００８】
　従来から、ＳＩＰを用いたボタン電話装置が提案されている。例えば、簡易な構成で各
端末相互間の電話情報の相互伝達を効率よく実行し、かつ、収容端末の増減に対しても高
い融通性を以って柔軟に対応することができる「電話通信システム」が知られている（例
えば、特許文献２参照）。
【０００９】
　詳述すると、特許文献２では、電話通信システムの一例として、各家庭に設置され一般
にボタン電話装置と称されているキーテレホンシステムについて記載している。音声パケ
ット通信を、例えば、ＩＰ（Internet Protocol）ネットワーク上で実現するために、ボ
イスオーバＩＰ制御方式として、ＳＩＰ（ＲＦＣ２５４３）、ＳＤＰ（ＲＦＣ２３２７）
およびＲＴＰ（ＲＦＣ１８８９）／ＲＴＣＰ（ＲＦＣ１８９０）を使用している。ＳＩＰ
（Session Initiation Protocol）とは、インタラクティブ通信のセッションの開始、終
了および変更を制御するために定義されてプロトコルである。ＩＰネットワーク上に「着
信呼情報」を管理する着信管理サーバを置くことにより、一般着信、代理応答、群着信な
ど、従来のキーテレホンシステムが提供していた着信機能をＩＰキーテレホンシステムと
して実施することができる。
【００１０】
　また、特許文献２では、ＩＰネットワーク上に接続された端末を使用して、従来のキー
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テレホンシステムと同等のサービスを提供するため、及びシステムの拡張性を高めるため
に、ＩＰテレホン、ＳＩＰサーバ、リソース管理サーバ、およびアプリケーションサーバ
という４つの機能ブロックに分散配置している。ここで、ＳＩＰサーバ、リソース管理サ
ーバ、およびアプリケーションサーバを合わせたものが、キーテレホンシステムの主装置
に相当する。
【００１１】
　ＩＰテレホンは、ＩＥＥＥ８０２．３に準拠したＬＡＮ端末であり、ＳＩＰユーザエー
ジェント機能を有するものである。ＳＩＰサーバは、ＩＥＥＥ８０２．３に準拠したＬＡ
Ｎ端末であり、ＳＩＰサーバ機能を有するものである。リソース管理サーバは、ＩＥＥＥ
８０２．３に準拠したＬＡＮ端末であり、ＩＰキーテレホンシステムに属する端末の端末
状態データベースを管理、記憶および配信するサーバ機能を有するものである。アプリケ
ーションサーバは、ＩＥＥＥ８０２．３に準拠したＬＡＮ端末であり、ＩＰキーテレホン
システムの着信サービス機能を提供するサーバ機能を有するものである。
【００１２】
　そして、特許文献２は、着信応答シーケンスとして、着信中の着呼ＩＰ端末が、受話器
を上げるような着信応答操作を行うと、リソース管理サーバへ「捕捉（Notify:BUSY）メ
ッセージを発行することを開示している。更に、特許文献１は、着信代理応答シーケンス
として、着信代理応答時に、着信管理サーバが、ＲＦＣ２５４３で規定された発呼メッセ
ージ（IVITE）を代理応答端末へ通知することも開示している。
【００１３】
　また、副番号への着信を鳴動していないグループ電話端末がピッキングで着信に応答す
る場合、着信の副番号を知らなくても着信に応答することができようにした「グループ電
話システム」も知られている（例えば、特許文献３参照）。この特許文献３では、グルー
プ外の非鳴動電話機から着信応答しようとしたとき、鳴動電話機の主番号を入力した後に
ピックアップキーを押してピックアップし、これを受信した鳴動電話機から非鳴動電話機
へ「ＮＯＴＩＦＹ」メッセージを送信している。そして、非鳴動電話機から外線に着信の
接続変更を要求する「ＩＮＶＩＴＥ」メッセージが送信される。
【００１４】
　更に、着信規制状態の転送動作にて、正常なトランザクションの実施及び完了を行うこ
とができる「ＳＩＰ端末における転送方法、転送プログラム」も提案されている（例えば
、特許文献４参照）。この特許文献４では、「ＮＯＴＩＦＹ」メッセージを状態通知のた
めに送信している。
【００１５】
　また、複数の外線電話番号を取得し、複数の電話機を備えた場合に、ＩＰ網に余分なパ
ケットを送出することなく、どの外線電話番号でどの電話機を着信させるかという着信番
号のグループ分けができるようにした「ＩＰ電話ゲートウェイ装置」も提案されている（
例えば、特許文献５参照）。この特許文献５では、所定の順番で電話機の順次着信要求を
行う順次着信と、全ての電話機に一斉に着信要求を行う一斉着信とを切り替え可能である
。そして、特許文献５は、一斉着信処理を行う場合、着信者側のＩＰ電話ゲートウェイ装
置が、使用可能な複数の電話機に一斉に鳴動要求を行うことと、いずれかの電話機のフッ
クオフが検出された場合に、着信者側のＩＰ電話ゲートウェイ装置が、他の電話機（非応
答電話機）の鳴動を停止することを開示している。
【００１６】
【特許文献１】特開平３－７４９９６号公報
【特許文献２】特開２００２－１５２２２４号公報
【特許文献３】特開２００５－１１００９９号公報
【特許文献４】特開２００５－１３６５６４号公報
【特許文献５】特開２００５－２４４４９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１７】
　ところで、既存のボタン電話装置で提供されている着信サービス機能の１つに「グルー
プ代表着信サービス機能」がある。ここで、グループ代表着信サービス機能とは、グルー
プ代表に該当する番号への着信を検出した主装置が、グループ代表を構成する全てのＳＩ
Ｐ電話機を一斉に呼び出す着信サービス機能である。
【００１８】
　特許文献２は、ＳＩＰを用いたボタン電話装置（キーテレホンシステム）における、い
くつかの着信サービス機能を開示しているかも知れない。しかしながら、特許文献２はグ
ループ代表着信サービス機能については何ら開示せず、示唆する記載もない。すなわち、
特許文献２は、着信サービス機能の内、一般着信サービス機能（着信応答シーケンス）お
よび代理応答着信サービス機能（着信代理応答シーケンス）のみを開示するだけであって
、グループ代表着信サービス機能（群着信応答シーケンス）については何ら開示していな
い。
【００１９】
　また、特許文献３は、「ＮＯＴＩＦＹ」メッセージの使用例を開示しているが、コール
ピックアップの従来例を開示しているに過ぎず、グループ代表着信サービス機能について
は何ら開示せず、示唆する記載もない。
【００２０】
　特許文献４は、転送サービスの場合に「ＮＯＴＩＦＹ」メッセージを使用することを開
示しているに過ぎず、グループ代表着信サービス機能については何ら開示せず、示唆する
記載もない。
【００２１】
　一方、特許文献５は、一斉着信とその着信応答について開示しているかもしれない。し
かしながら、特許文献５は、どのようにして一斉に鳴動要求を行うのか、またどのように
して他の電話機の鳴動を停止するのかの具体例については何ら開示していない。
【００２２】
　したがって、本発明の課題は、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）を用いたボタン電
話装置において、グループ代表への着信時に、グループ代表を構成するＳＩＰ電話機の一
斉着信および着信応答方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　本発明の第１の態様によれば、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）を用いたボタン電
話装置における、グループ代表着信および着信応答方法であって、前記ボタン電話装置は
、主装置と、該主装置にＬＡＮ回線を介して接続された複数のＳＩＰ電話機と、前記主装
置に前記ＬＡＮ回線を介して接続されたＳＩＰサーバとを有し、前記複数のＳＩＰ電話機
の少なくとも２つがグループ代表を構成しており、前記グループ代表着信および着信応答
方法は、前記主装置が、前記グループ代表への着信があったときに、該グループ代表を構
成する全てのＳＩＰ電話機に第１の所定のメッセージを送信して呼び出しを行うステップ
と、該呼び出しに応答したＳＩＰ電話機が、第２の所定のメッセージを前記主装置へ送信
して、前記主装置に応答を通知するステップと、前記主装置が、前記応答したＳＩＰ電話
機に対してのみ、第３の所定のメッセージを送信して、発信側電話機との呼の確立を行う
ステップと、前記主装置が、非応答のＳＩＰ電話機に対して、第４の所定のメッセージを
送信して、前記グループ代表着信への応答があったことを通知するステップと、を含み、
前記第１の所定のメッセージは、イベント通知を行う「ＮＯＴＩＦＹ」メッセージ、イベ
ント通知を行う「ＭＥＳＳＡＧＥ」メッセージ、およびイベント通知を行う「ＩＮＦＯ」
メッセージのグループから選択され、前記第３の所定のメッセージが、セッション確立を
要求する「ＩＮＶＩＴＥ」メッセージからなる、ことを特徴とするボタン電話装置におけ
るグループ代表着信および着信応答方法が得られる。
【００２４】
　本発明の第１の態様によるボタン電話装置におけるグループ代表着信および着信応答方
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法において、前記第１の所定のメッセージを受信したＳＩＰ電話機は、着信している旨を
ユーザに報知するステップを含んで良く、前記第４の所定のメッセージを受信した前記非
応答のＳＩＰ電話機は、着信動作の停止を行うステップを更に含んで良い。
【００２５】
　本発明の第２の態様によれば、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）を用いたボタン電
話装置であって、前記ボタン電話装置は、主装置と、該主装置にＬＡＮ回線を介して接続
された複数のＳＩＰ電話機と、前記主装置に前記ＬＡＮ回線を介して接続されたＳＩＰサ
ーバとを有し、前記複数のＳＩＰ電話機の少なくとも２つがグループ代表を構成している
前記ボタン電話装置において、前記主装置は、前記グループ代表への着信があったときに
、該グループ代表を構成する全てのＳＩＰ電話機に第１の所定のメッセージを送信して呼
び出しを行う手段を有し、該呼び出しに応答したＳＩＰ電話機は、第２の所定のメッセー
ジを前記主装置へ送信して、前記主装置に応答を通知する手段を有し、前記主装置は、前
記応答したＳＩＰ電話機に対してのみ、第３の所定のメッセージを送信して、発信側電話
機との呼の確立を行う手段と、非応答のＳＩＰ電話機に対して、第４の所定のメッセージ
を送信して、前記グループ代表着信への応答があったことを通知する手段とを有し、前記
第１の所定のメッセージは、イベント通知を行う「ＮＯＴＩＦＹ」メッセージ、イベント
通知を行う「ＭＥＳＳＡＧＥ」メッセージ、およびイベント通知を行う「ＩＮＦＯ」メッ
セージのグループから選択され、前記第３の所定のメッセージが、セッション確立を要求
する「ＩＮＶＩＴＥ」メッセージからなる、ことを特徴とするボタン電話装置が得られる
。
【００２６】
　本発明の第２の態様によるボタン電話装置において、前記第１の所定のメッセージを受
信したＳＩＰ電話機は、着信している旨をユーザに報知する手段を含んで良く、前記第４
の所定のメッセージを受信した前記非応答のＳＩＰ電話機は、着信動作の停止を行う手段
を更に含んで良い。
【００２７】
　本発明の第３の態様によれば、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）を用いたボタン電
話装置に使用される主装置であって、前記ボタン電話装置は、前記主装置と、該主装置に
ＬＡＮ回線を介して接続された複数のＳＩＰ電話機と、前記主装置に前記ＬＡＮ回線を介
して接続されたＳＩＰサーバとを有し、前記複数のＳＩＰ電話機の少なくとも２つがグル
ープ代表を構成している、前記主装置において、前記グループ代表への着信があったとき
に、該グループ代表を構成する全てのＳＩＰ電話機に第１の所定のメッセージを送信して
呼び出しを行う手段と、該呼び出しに応答したＳＩＰ電話機から、前記主装置に応答を通
知する第２の所定のメッセージを受信する手段と、前記応答したＳＩＰ電話機に対しての
み、第３の所定のメッセージを送信して、発信側電話機との呼の確立を行う手段と、非応
答のＳＩＰ電話機に対して、第４の所定のメッセージを送信して、前記グループ代表着信
への応答があったことを通知する手段と、を有し、前記第１の所定のメッセージは、イベ
ント通知を行う「ＮＯＴＩＦＹ」メッセージ、イベント通知を行う「ＭＥＳＳＡＧＥ」メ
ッセージ、およびイベント通知を行う「ＩＮＦＯ」メッセージのグループから選択され、
前記第３の所定のメッセージが、セッション確立を要求する「ＩＮＶＩＴＥ」メッセージ
からなる、ことを特徴とする主装置が得られる。
【００２９】
　本発明の第４の態様によれば、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）を用いたボタン電
話装置に使用される主装置であって、前記ボタン電話装置は、前記主装置と、該主装置に
ＬＡＮ回線を介して接続された複数のＳＩＰ電話機と、前記主装置に前記ＬＡＮ回線を介
して接続されたＳＩＰサーバとを有し、前記複数のＳＩＰ電話機の少なくとも２つがグル
ープ代表を構成している、前記主装置を、前記グループ代表への着信があったときに、該
グループ代表を構成する全てのＳＩＰ電話機に第１の所定のメッセージを送信して呼び出
しを行う手段、該呼び出しに応答したＳＩＰ電話機から、前記主装置に応答を通知する第
２の所定のメッセージを受信する手段、前記応答したＳＩＰ電話機に対してのみ、第３の
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所定のメッセージを送信して、発信側電話機との呼の確立を行う手段、非応答のＳＩＰ電
話機に対して、第４の所定のメッセージを送信して、前記グループ代表着信への応答があ
ったことを通知する手段、として機能させるプログラムであって、前記第１の所定のメッ
セージは、イベント通知を行う「ＮＯＴＩＦＹ」メッセージ、イベント通知を行う「ＭＥ
ＳＳＡＧＥ」メッセージ、およびイベント通知を行う「ＩＮＦＯ」メッセージのグループ
から選択され、前記第３の所定のメッセージが、セッション確立を要求する「ＩＮＶＩＴ
Ｅ」メッセージからなる、プログラムが得られる。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明では、主装置が、グループ代表への着信があったとき、グループ代表を構成する
全てのＳＩＰ電話機に第１の所定のメッセージにて呼び出しを行い、応答したＳＩＰ電話
機は、第２の所定のメッセージで主装置に応答し、主装置は応答したＳＩＰ電話機に対し
てのみ第３の所定のメッセージを送信し、非応答のＳＩＰ電話機に対しては第４の所定の
メッセージを送信しているので、グループ代表着信に対して、グループ代表を構成するＳ
ＩＰ電話機の一斉着信、および当該着信への応答が可能である。
【００３２】
　また、第１の所定のメッセージとして、「ＩＮＶＩＴＥ」メッセージを使用せずに、イ
ベント通知を行う「ＮＯＴＩＦＹ」メッセージ、イベント通知を行う「ＭＥＳＳＡＧＥ」
メッセージ、又はイベント通知を行う「ＩＮＦＯ」メッセージのいずれかを使用すること
により、複数のグループ代表着信が発生した場合に、複数の「ＩＮＶＩＴＥ」メッセージ
受信による複数のダイアログ（呼）の管理が不要となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００３４】
　図１を参照して、本発明の一実施の形態に係るボタン電話装置１００について説明する
。図示のボタン電話装置１００は、ＶｏＩＰ（Voice over Internet Protocol）技術を採
用したボタン電話装置である。ボタン電話装置１００は、主装置１０と、ＶｏＩＰサーバ
としてのＳＩＰ（Session Initiation Protocol）サーバ３０と、複数のＳＩＰ電話機４
０－１、４０－２、および４０－３とによって構成されている。
【００３５】
　図示の例では、ボタン電話装置１００は３台のＳＩＰ電話機４０－１～４０－３を備え
ているが、ＳＩＰ電話機の台数はこれに限定されないのは勿論である。ここでは、３台の
ＳＩＰ電話機４０－１～４０－３を区別するために、それらを、それぞれ、第１乃至第３
のＳＩＰ電話機と呼ぶことにする。また、図１においては、第１乃至第３のＳＩＰ電話機
４０－１～４０－３を、それぞれ、ＳＩＰ電話機Ａ、ＳＩＰ電話機Ｂ、およびＳＩＰ電話
機Ｃとして図示している。尚、ＳＩＰ電話機を区別する必要がない場合には、接尾語を省
略して、ＳＩＰ電話機を単に４０の参照符号で表すことにする。
【００３６】
　図示の例では、第１のＳＩＰ電話機４０－１（ＳＩＰ電話機Ａ）と第２のＳＩＰ電話機
４０－２（ＳＩＰ電話機Ｂ）とが代表グループを構成している。
【００３７】
　図１に示されるように、主装置１０と、ＳＩＰサーバ３０と、第１乃至第３のＳＩＰ電
話機４０－１～４０－３とは、ＬＡＮ（local area network）回線２０に接続されている
。
【００３８】
　ボタン電話装置１００は、ＩＰ（Internet Protocol）ネットワーク２００を介して、
例えば、他のボタン電話装置３００に接続されている。他のボタン電話装置３００は第４
のＳＩＰ電話機４０－４を含む。図１においては、第４のＳＩＰ電話機４０－４をＳＩＰ
電話機Ｄとして図示している。
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【００３９】
　ＳＩＰサーバ３０は、例えば、ＳＩＰで規定されるプロシキサーバ、リダイレクトサー
バ、レジストラ、ロケーションサーバとしての機能を個別に又は一体に有する。ＳＩＰサ
ーバ３０は、これら機能を実現するためのＳＩＰ処理用のアプリケーションを実装する。
【００４０】
　ＳＩＰ電話機４０は、例えば、ＳＩＰで規定されるユーザエージェント（ＵＡ）として
の機能を有する。ＳＩＰ電話機４０は、このユーザエージェント（ＵＡ）としての機能を
実現するためのＳＩＰ処理用のアプリケーションを実装する。
【００４１】
　図２に主装置１０の構成の一例を示す。主装置１０は、例えば、ＬＡＮ回線２０を収容
するＬＡＮ収容インタフェース１１と、システムデータ１２を格納するデータベース１５
とを有する。ＬＡＮ収容インタフェース１１とデータベース１５とは中央処理装置１３に
よって制御される。
【００４２】
　図示はしないが、中央処理装置１３は、例えば、予め設定された制御プログラムの命令
を読み出し、解読し、実行するＣＰＵと、その制御プログラム、制御データを格納するメ
モリと、タイマ等を有する。メモリは、ＲＯＭやＲＡＭで構成される。制御プログラムに
は、ＳＩＰを処理するためのＳＩＰアプリケーション１４が搭載されている。このＳＩＰ
アプリケーション１４には、ＳＩＰ電話機４０と同様に、主装置１０をユーザエージェン
ト（ＵＡ）として機能させるための制御プログラムが含まれる。
【００４３】
　データベース１５は、システムデータ１２として、グループ代表着信に対応付けられた
ＳＩＰ電話機４０の情報を設定・保存している。
【００４４】
　次に、図１及び図２に加えて、図３及び図４をも参照して、グループ代表着信について
説明する。グループ代表着信とは、グループ代表に該当する番号への着信を検出した主装
置１０が、グループ代表を構成する全てのＳＩＰ電話機４０を一斉に呼び出すものである
。
【００４５】
　本実施の形態では、グループ代表着信時のＳＩＰ電話機４０の呼び出し方法として、セ
ッション開始要求である「ＩＮＶＩＴＥ」メッセージを使用せずに、イベント通知である
「ＮＯＴＩＦＹ」メッセージを使用している。その理由は、複数のグループ代表着信が発
生した場合に、複数の「ＩＮＶＩＴＥ」受信による複数のダイアログ（呼）の管理が不要
となるからである。
【００４６】
　「ＮＯＴＩＦＹ」メッセージの送信を行うために、主装置１０とＳＩＰ電話機４０間で
定期的にサブスクライブ信号を送信し、サブスクリプションを起こす。
【００４７】
　図３は、ＳＩＰ電話機４０と主装置１０のサブスクリプションの起動を示すシーケンス
図である。
【００４８】
　ＳＩＰ電話機４０は、「ＳＵＢＳＣＲＩＢＥ」メッセージを主装置１０に送信する。こ
の「ＳＵＢＳＣＲＩＢＥ」メッセージを受けた主装置１０は、その「ＳＵＢＳＣＲＩＢＥ
」メッセージに対する応答として、「２００　ＯＫ」メッセージをＳＩＰ電話機４０に送
信する。主装置１０は、イベント（グループ代表着信）発生時に、「ＮＯＴＩＦＹ」メッ
セージをＳＩＰ電話機４０に送信してイベントを通知する。
【００４９】
　また、主装置１０は、「ＳＵＢＳＣＲＩＢＥ」メッセージをＳＩＰ電話機４０に送信す
る。この「ＳＵＢＳＣＲＩＢＥ」メッセージを受信したＳＩＰ電話機４０は、その「ＳＵ
ＢＳＣＲＩＢＥ」メッセージに対する応答として、「２００　ＯＫ」メッセージを主装置
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１０に送信する。ＳＩＰ電話機４０は、イベント（ユーザ応答操作）発生時に、「ＮＯＴ
ＩＦＹ」メッセージを主装置１０に送信してイベントを通知する。
【００５０】
　図４は、グループ代表呼び出し動作を示すシーケンス図である。本例では、他のボタン
電話装置３００の第４のＳＩＰ電話機４０－４（ＳＩＰ電話機Ｄ）が発信元電話機であり
、第１のＳＩＰ電話機４０－１（ＳＩＰ電話機Ａ）が非応答端末で、第２のＳＩＰ電話機
４０－２（ＳＩＰ電話機Ｂ）が応答端末であるとする。
【００５１】
　先ず、発信者である発信元電話機４０－４（ＳＩＰ電話機Ｄ）が代表グループに対して
発信を行うと、セッションの確立を要求するために、「ＩＮＶＩＴＥ」メッセージが発信
元電話機４０－４（ＳＩＰ電話機Ｄ）からＳＩＰサーバ３０へ送信される（ステップＳ１
）。この「ＩＮＶＩＴＥ」メッセージを受信したＳＩＰサーバ３０は、「ＩＮＶＩＴＥ」
メッセージを受信したことを通知するために「１００　Trying」メッセージを発信元電話
機４０－４（ＳＩＰ電話機Ｄ）へ送信し（ステップＳ２）、「ＩＮＶＩＴＥ」メッセージ
を主装置１０に中継する（ステップＳ３）。
【００５２】
　「ＩＮＶＩＴＥ」を受信した主装置１０は、「ＩＮＶＩＴＥ」メッセージを受信したこ
とを通知するために、「１００　Trying」メッセージをＳＩＰサーバ３０へ送信し（ステ
ップＳ４）、呼出中であることを通知するために「１８０　Ringing」メッセージをＳＩ
Ｐサーバ３０に通知する（ステップＳ５）。
【００５３】
　「１８０　Ringing」メッセージを受信したＳＩＰサーバ３０は、「１８０　Ringing」
メッセージを発信元電話機４０－４（ＳＩＰ電話機Ｄ）に中継する（ステップＳ６）。
【００５４】
　次に、グループ代表への着信について説明する。「ＩＮＶＩＴＥ」メッセージを受信し
た主装置１０は、その「ＩＮＶＩＴＥ」メッセージの内容から代表グループへの着信だと
判断する。この場合、主装置１０は、グループ代表を構成するＳＩＰ電話機であるＳＩＰ
電話機Ａ（第１のＳＩＰ電話機４０－１）とＳＩＰ電話機Ｂ（第２のＳＩＰ電話機４０－
２）に対して、「ＮＯＴＩＦＹ」メッセージを送信する（ステップＳ７）。この「ＮＯＴ
ＩＦＹ」メッセージには、グループ代表着信が発生している旨の情報が含まれている。こ
の「ＮＯＴＩＦＹ」メッセージは第１の所定のメッセージとして働く。したがって、主装
置１０は、グループ代表への着信があったときに、当該グループ代表を構成する全てのＳ
ＩＰ電話機４０－１、４０－２に第１の所定のメッセージを送信して呼び出しを行う。
【００５５】
　この「ＮＯＴＩＦＹ」メッセージを受信したＳＩＰ電話機Ａ（第１のＳＩＰ電話機４０
－１）およびＳＩＰ電話機Ｂ（第２のＳＩＰ電話機４０－２）は、着信鳴動を行う等して
呼び出されていることをユーザに報知する（ステップＳ８）。そして、ＳＩＰ電話機Ａ（
第１のＳＩＰ電話機４０－１）およびＳＩＰ電話機Ｂ（第２のＳＩＰ電話機４０－２）は
、「ＮＯＴＩＴＹ」メッセージの応答として、「２００　ＯＫ」メッセージを主装置１０
に送信する（ステップＳ９）。
【００５６】
　次に、グループ代表着信の応答について説明する。ここでは、グループ代表着信時に、
ＳＩＰ電話機Ｂ（第２のＳＩＰ電話機４０－２）で応答したとする（ステップＳ１０）。
この場合、ＳＩＰ電話機Ｂ（第２のＳＩＰ電話機４０－２）は、「ＮＯＴＩＦＹ」メッセ
ージを主装置１０に送信する（ステップＳ１１）。この「ＮＯＴＩＦＹ」メッセージには
、ユーザが応答した旨の情報が含まれている。この「ＮＯＴＩＦＹ」メッセージは第２の
所定のメッセージとして働く。したがって、呼び出しに応答したＳＩＰ電話機（本例では
、第２のＳＩＰ電話機４０－２）は、第２の所定のメッセージを主装置１０に送信して、
主装置１０に応答を通知する。
【００５７】
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　この「ＮＯＴＩＦＹ」メッセージを受信した主装置１０は、その応答として、「２００
　ＯＫ」メッセージを応答端末であるＳＩＰ電話機Ｂ（第２のＳＩＰ電話機４０－２）へ
送信する（ステップＳ１２）。着信応答メッセージ「２００　ＯＫ」は第３の所定のメッ
セージとして働く。したがって、主装置１０は、応答したＳＩＰ電話機（本例では、第２
のＳＩＰ電話機４０－２）に対してのみ、第３の所定のメッセージを送信して、後述する
ように、発信側電話機（ＳＩＰ電話機４０－ｎ）との呼の確立を行う。
【００５８】
　また、主装置１０は、非応答端末であるＳＩＰ電話機Ａ（第１のＳＩＰ電話機４０－１
）には「ＮＯＴＩＦＹ」メッセージを送信する（ステップＳ１３）。この「ＮＯＴＩＦＹ
」メッセージには、グループ代表着信にある端末（この例では、ＳＩＰ電話機Ｂ）が応答
した旨の情報が含まれている。この「ＮＯＴＩＦＹ」メッセージは第４の所定のメッセー
ジとして働く。したがって、主装置１０は、非応答のＳＩＰ電話機（本例では、第１のＳ
ＩＰ電話機４０－１）に対して、第４の所定のメッセージを送信して、グループ代表着信
への応答があったことを通知する。
【００５９】
　この「ＮＯＴＩＦＹ」メッセージを受信したＳＩＰ電話機Ａ（第１のＳＩＰ電話機４０
－１）は、着信鳴動を停止する等、着信動作の停止を行う（ステップＳ１４）と共に、「
ＮＯＴＩＦＹ」メッセージの応答として、「２００　ＯＫ」メッセージを主装置１０に送
信する（ステップＳ１５）。
【００６０】
　次に、主装置１０は、応答端末であるＳＩＰ電話機Ｂ（第２のＳＩＰ電話機４０－２）
に、セッションの確立を要求するために「ＩＮＶＩＴＥ」メッセージを送信する（ステッ
プＳ１６）。
【００６１】
　この「ＩＮＶＩＴＥ」メッセージを受信したＳＩＰ電話機Ｂ（第２のＳＩＰ電話機４０
－２）は、「ＩＮＶＴＥ」メッセージを受信したことを通知するために、「１００　Tryi
ng」メッセージを主装置１０に送信する（ステップＳ１７）。また、ＳＩＰ電話機Ｂ（第
２のＳＩＰ電話機４０－２）は、「ＩＮＶＴＥ」メッセージに応答したことを通知するた
め「２００　ＯＫ」メッセージを主装置１０に送信する（ステップＳ１８）。
【００６２】
　「２００　ＯＫ」メッセージを受信した主装置１０は、「２００　ＯＫ」メッセージを
ＳＩＰサーバ３０に中継する（ステップＳ１９）。この「２００　ＯＫ」メッセージを受
信した「ＳＩＰサーバ３０は、「２００　ＯＫ」メッセージを発信元電話機Ｄ（第４のＳ
ＩＰ電話機４０－４）に中継する（ステップＳ２０）。
【００６３】
　「２００　ＯＫ」メッセージを受信した発信元電話機Ｄ（第４のＳＩＰ電話機４０－４
）は、応答確認の「ＡＣＫ」メッセージをＳＩＰサーバ３０に送信する（ステップＳ２１
）。「ＡＣＫ」メッセージを受信したＳＩＰサーバ３０は、「ＡＣＫ」メッセージを主装
置１０に中継する（ステップＳ２２）。「ＡＣＫ」メッセージを受信した主装置１０は、
「ＡＣＫ」メッセージをＳＩＰ電話機Ｂ（第２のＳＩＰ電話機４０－２）に中継する（ス
テップＳ２３）。
【００６４】
　「ＡＣＫ」メッセージをＳＩＰ電話機Ｂ（第２のＳＩＰ電話機４０－２）が受信すると
、通話のためのメディア・セッションがＲＴＰ（real-time transport protocol）により
確立し（ステップＳ２４）、発信端末であるＳＩＰ電話機Ｄ（第４のＳＩＰ電話機４０－
４）と応答端末であるＳＩＰ電話機Ｂ（第２のＳＩＰ電話機４０－２）の通話が可能とな
る。
【００６５】
　以上の説明で明らかなように、上述した方法により、グループ代表着信に対して、グル
ープ代表を構成するＳＩＰ電話機の一斉着信、および着信への応答が可能となる。



(12) JP 5000215 B2 2012.8.15

10

20

30

【００６６】
　また、「ＩＮＶＩＴＥ」メッセージを使用せずに「ＮＯＴＩＦＹ」メッセージにより着
信を通知することにより、複数のグループ代表着信が発生した場合に、複数の「ＩＮＶＩ
ＴＥ」メッセージ受信による複数のダイアログ（呼）の管理が不要となる。
【００６７】
　以上、本発明について好ましい実施の形態について説明してきたが、本発明は上述した
実施の形態に限定されず、本発明の趣旨（主題）を逸脱しない範囲内で種々の変形・変更
が可能なのは勿論である。例えば、上述した実施の形態では、ＳＩＰ電話機へのグループ
代表着信の通知方法に、第１の所定のメッセージとしてイベント通知を行う「ＮＯＴＩＦ
Ｙ」メッセージを使用しているが、その他の通知方法として、イベント通知を行う「ＭＥ
ＳＳＡＧＥ」メッセージやイベント通知を行う「ＩＮＦＯ」メッセージを適用しても良い
。また、ＳＩＰ電話機が単独電話機でなく表示機能付き多機能電話機の場合には、着信時
に鳴動と着信表示を行っても良いのは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明によるグループ代表着信および着信応答方法が適用されるボタン電話装置
を示すブロック図である。
【図２】図１に示したボタン電話装置に使用される主装置を示すブロック図である。
【図３】ＳＩＰ電話機と主装置のサブスクリプションの起動を示すシーケンス図である。
【図４】本発明の一実施の形態によるグループ代表着信および着信応答方法の動作を示す
シーケンス図である。
【符号の説明】
【００６９】
　　　１０　　主装置
　　　１１　　ＬＡＮ収容インタフェース
　　　１２　　システムデータ
　　　１３　　中央処理装置
　　　１４　　ＳＩＰアプリケーション
　　　１５　　データベース
　　　２０　　ＬＡＮ回線
　　　３０　　ＳＩＰサーバ
　　　４０－１～４０－４　　ＳＩＰ電話機
　　　１００　　ボタン電話装置
　　　２００　　ＩＰネットワーク
　　　３００　　ボタン電話装置
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