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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電話機に回線を介して接続される電話システムの主装置であって、
　指示された電話番号の電話機への着信を行う通話路制御部と、
　１つの前記電話機がログインしている１以上のグループの中の１つならびに当該電話機
の組み合わせのそれぞれにつき、当該電話機に割り当てられた唯一の電話番号ならびに当
該グループのグループＩＤを含むレコードを記憶するデータテーブルを有する設定データ
記録部と、
　第１の前記電話機に着信があり、第２の前記電話機から当該第２の電話機に割り当てら
れた唯一の電話番号である第２の電話番号を含む代理応答信号が送信されたなら、前記設
定データ記録部に対し、前記データテーブルにおいて前記第１の電話機に割り当てられた
唯一の電話番号である第１の電話番号を含むレコード内のグループＩＤと当該第２の電話
番号を含むレコード内のグループＩＤとが同じか否かを問い合わせ、同じとの回答を得た
なら、前記通話路制御部に対し、前記第２の電話機への着信を行うように指示する機能提
供判定部と
　を備え、
　前記データテーブルの各レコードは、該当の電話機が該当のグループからログアウトし
ている状態またはログインしている状態に切り換え可能なものであり、
　前記設定データ記録部は、
　複数のグループのそれぞれにつき、当該グループのグループＩＤならびに当該グループ
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に属する無線のアクセスポイントから送信されるＳＳＩＤを含むレコードが記憶されるグ
ループテーブルを備え、
　前記各電話機は、
　前記ＳＳＩＤを受信したなら、当該ＳＳＩＤならびに当該電話機の電話番号を前記主装
置に送信するものであり、
　前記機能提供判定部は、
　前記設定データ記録部に対し、前記グループテーブルにおいて当該ＳＳＩＤを含むレコ
ード内のグループＩＤを読み出し、前記データテーブルにおいて当該グループＩＤならび
に当該電話番号を含むレコードをログアウトの状態からログインの状態に切り換えるよう
に指示する
　ことを特徴とする電話システムの主装置。
【請求項２】
　複数の電話機に回線を介して接続される電話システムの主装置の動作方法であって、
　前記主装置は、
　指示された電話番号の電話機への着信を行う通話路制御部と、
　１つの前記電話機がログインしている１以上のグループの中の１つならびに当該電話機
の組み合わせのそれぞれにつき、当該電話機に割り当てられた唯一の電話番号ならびに当
該グループのグループＩＤを含むレコードを記憶するデータテーブルを有する設定データ
記録部とを備え、
　前記動作方法は、
　前記主装置の機能提供判定部が、
　第１の前記電話機に着信があり、第２の前記電話機から当該第２の電話機に割り当てら
れた唯一の電話番号である第２の電話番号を含む代理応答信号が送信されたなら、前記設
定データ記録部に対し、前記データテーブルにおいて前記第１の電話機に割り当てられた
唯一の電話番号である第１の電話番号を含むレコード内のグループＩＤと当該第２の電話
番号を含むレコード内のグループＩＤとが同じか否かを問い合わせ、同じとの回答を得た
なら、前記通話路制御部に対し、前記第２の電話機への着信を行うように指示するもので
あり、
　前記データテーブルの各レコードは、該当の電話機が該当のグループからログアウトし
ている状態またはログインしている状態に切り換え可能なものであり、
　前記設定データ記録部は、
　複数のグループのそれぞれにつき、当該グループのグループＩＤならびに当該グループ
に属する無線のアクセスポイントから送信されるＳＳＩＤを含むレコードが記憶されるグ
ループテーブルを備え、
　前記各電話機は、
　前記ＳＳＩＤを受信したなら、当該ＳＳＩＤならびに当該電話機の電話番号を前記主装
置に送信するものであり、
　前記機能提供判定部は、
　前記設定データ記録部に対し、前記グループテーブルにおいて当該ＳＳＩＤを含むレコ
ード内のグループＩＤを読み出し、前記データテーブルにおいて当該グループＩＤならび
に当該電話番号を含むレコードをログアウトの状態からログインの状態に切り換えるよう
に指示する
　ことを特徴とする電話システムの主装置の動作方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電話システムの主装置およびその動作方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　会社などに敷設された電話システムのユーザ（社員など）は、例えば、グループ（例え
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ば、プロジェクト）に属して業務を行う。電話システムにおいても、プロジェクトごとに
グループを設定し、そのグループ内で電話の発信、保留、転送を行う。
【０００３】
　図１１の例では、グループＡ、Ｂ、Ｃを主装置１Ａに設定し、グループで利用する電話
の発信、着信、保留、転送はグループ内で行う。
【０００４】
　例えば、主装置１Ａは、グループＡの代表電話２１００にまず着信し、適宜、グループ
内の他の電話機２αに転送などを行う。主装置１Ａは、グループＢの代表電話２２００に
まず着信し、適宜、グループ内の他の電話機（図示せず）に転送などを行う。主装置１Ａ
は、グループＣの代表電話２３００にまず着信し、適宜、グループ内の他の電話機（図示
せず）に転送などを行う。
【０００５】
　しかし、近年では、社員（ユーザ）１人が複数の業務を掛け持ちし、複数のグループ（
プロジェクト）に属することが多い。例えば、グループＡ、Ｂ、Ｃに属するユーザ（以下
、ユーザＵという）は、自身が使用する電話機２αをグループＡにログインさせ、着信設
定するだけでは、グループＢ、Ｃにおいて、電話の発信、着信、保留、転送ができないな
ど、利便性が著しく低下する。
【０００６】
　また、図１２に示すように、ユーザＵがグループＢの業務を行うため、電話機２αを持
って、グループＡの場所からグループＢの場所に移動し、例えば、代表電話２２００を使
用し、他の電話機に発信した場合、着信した他の電話機には、発番号表示により、代表電
話２２００の電話番号「２００」が表示される。よって、その後、他の電話機のユーザが
、再びユーザＵと通話する場合には、着信履歴を使って、代表電話２２００に発信するし
かない。この場合、代表電話２２００が鳴動するので、ユーザＵは、電話機２αで代理応
答できれば便利であるが、電話機２αはグループＡにしかログインすることができないの
で、代理応答できない。
【０００７】
　この解決策として、従来では、電話機に複数の電話番号を割り当て、切り換えて使用す
る方法（方法１）と、電話機に複数の回線ボタンを持たせ、着信させる方法（方法２）と
がある。
【０００８】
（方法１）
　図１３は、方法１を説明するための図であり、この方法は特許文献１で開示されたもの
である。
【０００９】
　方法１では、電話機２βには、電話番号「１０１」、「１０２」、「１０３」が割り当
てられ、複数のグループで使用する場所ごとに、無線ＬＡＮのアクセスポイントＡＰ１～
ＡＰ３が設置されている。
【００１０】
　電話機２βは、グループＡの場所では、アクセスポイントＡＰ１からその識別コードで
あるＳＳＩＤ「ＳＳＩＤ－Ａ」を受信し、この場合は、グループＡにログインし、電話番
号「１０１」を使用する。
【００１１】
　電話機２βは、グループＢの場所では、アクセスポイントＡＰ２からＳＳＩＤ「ＳＳＩ
Ｄ－Ｂ」を受信し、この場合は、グループＢにログインし、電話番号「１０２」を使用す
る。
【００１２】
　電話機２βは、グループＣの場所では、アクセスポイントＡＰ２からＳＳＩＤ「ＳＳＩ
Ｄ－Ｃ」を受信し、この場合は、グループＣにログインし、電話番号「１０３」を使用す
る。
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【００１３】
　例えば、代表電話２２００に着信があり、ユーザＵがその鳴動を聞いて、電話機２βを
操作することで、電話機２βから、電話番号「１０２」を含む代理応答要求信号が主装置
１Ｂに送信される。
【００１４】
　主装置１Ｂは、電話機２βがグループＢにログインしているので、電話機２βに着信を
行う。
【００１５】
　しかし、この方法では、代理応答できるが、電話機２βは、グループＢの場所では、電
話番号「１０２」を使用するので、電話機２βで他の電話機に発信した場合、着信した他
の電話機には、発番号表示により、電話番号「１０２」が表示される。グループＣの場所
では、電話番号「１０３」が表示される。よって、場所によって、表示される電話番号が
異なり、他の電話機のユーザは、どの電話番号で発信したらよいのか分からず、利便性が
悪い。すなわち、同一の電話機に複数の電話番号を割り当てた場合、利便性を損なう場合
がある。
【００１６】
（方法２）
　図１４は、方法２を説明するための図であり、この方法は特許文献２で開示されたもの
である。
【００１７】
　代表電話２１００、２２００、２３００は、それぞれ自身への着信を受けるための回線
ボタンＢＡ、ＢＢ、ＢＣを備える。電話機２γは、その３つの回線ボタンＢＡ、ＢＢ、Ｂ
Ｃを全て備える。
【００１８】
　主装置１Ｃは、グループＡ、Ｂ、Ｃへの着信の際は、それぞれ回線ボタンＢＡ、ＢＢ、
ＢＣを有する電話機を鳴動させる。これにより、電話機２γは、どのグループの場所でも
、応答することができる。
【００１９】
　しかし、例えば、電話機２γは、グループＡの代表電話２１００への着信があった場合
には、グループＢの場所で使用されていても鳴動してしまうので、電話機２γのユーザに
とっては煩わしい。
【００２０】
　したがって、目的のユーザを指定でき、かつ、そのユーザが応答できる電話機にだけ着
信を行えるようにするのが望ましい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２１】
【特許文献１】特許第３５２０９３８号公報
【特許文献２】特公平６－９５７０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２２】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、その第１の目的とするところは、
電話番号が１つだけ割り当てられた電話機であっても複数のグループのいずれの電話機へ
の着信に対して代理応答できる電話システムの主装置およびその動作方法を提供すること
にある。
【００２３】
　また、第２の目的とするところは、目的のユーザが指定された場合、そのユーザが応答
できる電話機への着信を行える電話システムの主装置およびその動作方法を提供すること
にある。
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【課題を解決するための手段】
【００２４】
　上記の課題を解決するために、第１の本発明は、複数の電話機に回線を介して接続され
る電話システムの主装置であって、指示された電話番号の電話機への着信を行う通話路制
御部と、１つの前記電話機がログインしている１以上のグループの中の１つならびに当該
電話機の組み合わせのそれぞれにつき、当該電話機に割り当てられた唯一の電話番号なら
びに当該グループのグループＩＤを含むレコードを記憶するデータテーブルを有する設定
データ記録部と、第１の前記電話機に着信があり、第２の前記電話機から当該第２の電話
機に割り当てられた唯一の電話番号である第２の電話番号を含む代理応答信号が送信され
たなら、前記設定データ記録部に対し、前記データテーブルにおいて前記第１の電話機に
割り当てられた唯一の電話番号である第１の電話番号を含むレコード内のグループＩＤと
当該第２の電話番号を含むレコード内のグループＩＤとが同じか否かを問い合わせ、同じ
との回答を得たなら、前記通話路制御部に対し、前記第２の電話機への着信を行うように
指示する機能提供判定部とを備え、前記データテーブルの各レコードは、該当の電話機が
該当のグループからログアウトしている状態またはログインしている状態に切り換え可能
なものであり、前記設定データ記録部は、複数のグループのそれぞれにつき、当該グルー
プのグループＩＤならびに当該グループに属する無線のアクセスポイントから送信される
ＳＳＩＤを含むレコードが記憶されるグループテーブルを備え、前記各電話機は、前記Ｓ
ＳＩＤを受信したなら、当該ＳＳＩＤならびに当該電話機の電話番号を前記主装置に送信
するものであり、前記機能提供判定部は、前記設定データ記録部に対し、前記グループテ
ーブルにおいて当該ＳＳＩＤを含むレコード内のグループＩＤを読み出し、前記データテ
ーブルにおいて当該グループＩＤならびに当該電話番号を含むレコードをログアウトの状
態からログインの状態に切り換えるように指示することを特徴とする電話システムの主装
置をもって解決手段とする。
【００２７】
　第２の本発明は、複数の電話機に回線を介して接続される電話システムの主装置の動作
方法であって、前記主装置は、指示された電話番号の電話機への着信を行う通話路制御部
と、１つの前記電話機がログインしている１以上のグループの中の１つならびに当該電話
機の組み合わせのそれぞれにつき、当該電話機に割り当てられた唯一の電話番号ならびに
当該グループのグループＩＤを含むレコードを記憶するデータテーブルを有する設定デー
タ記録部とを備え、前記動作方法は、前記主装置の機能提供判定部が、第１の前記電話機
に着信があり、第２の前記電話機から当該第２の電話機に割り当てられた唯一の電話番号
である第２の電話番号を含む代理応答信号が送信されたなら、前記設定データ記録部に対
し、前記データテーブルにおいて前記第１の電話機に割り当てられた唯一の電話番号であ
る第１の電話番号を含むレコード内のグループＩＤと当該第２の電話番号を含むレコード
内のグループＩＤとが同じか否かを問い合わせ、同じとの回答を得たなら、前記通話路制
御部に対し、前記第２の電話機への着信を行うように指示するものであり、前記データテ
ーブルの各レコードは、該当の電話機が該当のグループからログアウトしている状態また
はログインしている状態に切り換え可能なものであり、前記設定データ記録部は、複数の
グループのそれぞれにつき、当該グループのグループＩＤならびに当該グループに属する
無線のアクセスポイントから送信されるＳＳＩＤを含むレコードが記憶されるグループテ
ーブルを備え、前記各電話機は、前記ＳＳＩＤを受信したなら、当該ＳＳＩＤならびに当
該電話機の電話番号を前記主装置に送信するものであり、前記機能提供判定部は、前記設
定データ記録部に対し、前記グループテーブルにおいて当該ＳＳＩＤを含むレコード内の
グループＩＤを読み出し、前記データテーブルにおいて当該グループＩＤならびに当該電
話番号を含むレコードをログアウトの状態からログインの状態に切り換えるように指示す
ることを特徴とする電話システムの主装置の動作方法をもって解決手段とする。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、電話番号が１つだけ割り当てられた電話機であっても複数のグループ
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のいずれの電話機への着信に対して代理応答できる。また、目的のユーザが指定された場
合、そのユーザが応答できる電話機への着信を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本実施の形態に係る電話システムの概略構成を示すブロック図である。
【図２】設定データ記録部１４１内のデータテーブル１４１１の構成とデータの一例を示
す図である。
【図３】設定データ記録部１４１内のグループテーブル１４１２の構成とデータの一例を
示す図である。
【図４】設定データ記録部１４１内の電話番号テーブル１４１３の構成とデータの一例を
示す図である。
【図５】電話機２αがグループＡ、Ｂにログインし、グループＢの場所で着信を受ける設
定を行う様子を示す図である。
【図６】電話機２αがグループＢにログインし、グループＢの場所で着信を受ける設定を
行う別の方法を示す図である。
【図７】機能提供判定部１４３が電話機からの発信による信号を受信した場合の動作を示
すフローチャートである。
【図８】機能提供判定部１４３が代理応答要求信号を受信した場合の動作を示すフローチ
ャートである。
【図９】ユーザαがグループＢの場所においてグループＢにログインするとともにグルー
プＢの着信を受ける設定を実施例１の方法で行い、代表電話２２００への着信に対し電話
機２αで代理応答を行う場合のシーケンス図である。
【図１０】ユーザαがグループＢの場所においてグループＢにログインするとともにグル
ープＢの着信を受ける設定を実施例２の方法で行い、代表電話２２００への着信に対し電
話番号２αで代理応答を行う場合のシーケンス図である。
【図１１】従来の電話システムの一例を示す図である。
【図１２】図１１の電話システムにおける問題点を説明するための図である。
【図１３】図１２で説明した問題点の解決策である方法１を説明するための図である。
【図１４】図１２で説明した問題点の解決策である方法２を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００３３】
　図１は、本実施の形態に係る電話システムの概略構成を示すブロック図である。  
　電話システムは、主装置１と複数の電話機２とを備えるものである。主装置１は、複数
の回線Ｌ（外線）を収容する回線制御部１１と、各電話機２に接続された回線（内線）を
収容する電話機制御部１２と、通話路制御部１３と、呼の接続のための制御を行う呼制御
部１４とを備える。
【００３４】
　一部の電話機２と主装置１を結ぶ通信路には、図示しないが、無線ＬＡＮのアクセスポ
イントが配置されている。つまり、その電話機２は、携帯可能な電話機である。
【００３５】
　呼制御部１４は、種々の設定データを記憶する設定データ記録部１４１と、各電話機２
の状態を管理する電話機状態管理部１４２と、種々の判定を行い、判定結果を基に、回線
制御部１１、電話機制御部１２および通話路制御部１３を制御する機能提供判定部１４３
とを備える。
【００３６】
　各電話機２は、その電話機２に割り当てられた唯一の電話番号が設定（記憶）されてい
る。
【００３７】



(7) JP 5694969 B2 2015.4.1

10

20

30

40

50

　電話システムは、複数のグループ（会社などにおけるプロジェクト）によって使用され
る。ここでは、例としてグループは、グループＡ、Ｂ、Ｃの３グループであることとする
。各グループには、複数のユーザが属している。各ユーザは、１グループのみに属しても
、２以上のグループに属していてもよい。
【００３８】
　各電話機２は、その電話機２を使用するユーザが属するグループと同じグループにログ
インできるようになっている。電話機２は、当該電話機２を使用するユーザが属するグル
ープが使用する場所で使用される。よって、複数のグループに属するユーザの電話機２は
、場所を移動しながら使用される。
【００３９】
　また、各グループでは、そのグループに属する電話機２の１つ、例えば、そのグループ
だけに属するユーザ（プロジェクトリーダ）などに使用される電話機２を、特に代表電話
といい、代表電話の電話番号を特に代表電話番号という。
【００４０】
　図２は、設定データ記録部１４１内のデータテーブル１４１１の構成とデータの一例を
示す図である。
【００４１】
　データテーブル１４１１は、複数のレコードからなり、各レコードは、電話番号、グル
ープＩＤ、グループ着信可否情報、ログイン状況情報を含む。
【００４２】
　電話番号「１００」はグループＡの代表電話番号であり、レコード内のグループＩＤは
「グループＡ」を示しており、グループ着信可否情報は常に着信可能（○あり）を示して
おり、ログイン状況情報は常にログイン状態（○あり）を示している。
【００４３】
　電話番号「２００」はグループＢの代表電話番号であり、レコード内のグループＩＤは
「グループＢ」を示しており、グループ着信可否情報は常に着信可能（○あり）を示して
おり、ログイン状況情報は常にログイン状態（○あり）を示している。
【００４４】
　電話番号「３００」はグループＣの代表電話番号であり、レコード内のグループＩＤは
「グループＣ」を示しており、グループ着信可否情報は常に着信可能（○あり）を示して
おり、ログイン状況情報は常にログイン状態（○あり）を示している。
【００４５】
　一方、電話番号「１０１」はグループＡ、Ｂ、Ｃに属するユーザ（ユーザＵという）に
使用される携帯可能な電話機２（電話機２αという）の電話番号である。よって、電話番
号「１０１」を含むレコードは３レコードある。
【００４６】
　１つ目のレコード内のグループＩＤは「グループＡ」を示しており、グループ着信可否
情報は着信不可能（○なし）を示しており、ログイン状況情報はログアウト状態（○なし
）を示している。つまり、このレコードは、ユーザがグループＡで使用する場所にいない
ことを示している。
【００４７】
　２つ目のレコード内のグループＩＤは「グループＢ」を示しており、グループ着信可否
情報は着信可能（○あり）を示しており、ログイン状況情報はログイン状態（○あり）を
示している。つまり、このレコードは、ユーザがグループＢで使用する場所にいることを
示している。
【００４８】
　３つ目のレコード内のグループＩＤは「グループＣ」を示しており、グループ着信可否
情報は着信不可能（○なし）を示しており、ログイン状況情報はログアウト状態（○なし
）を示している。つまり、このレコードは、ユーザがグループＣで使用する場所にいない
ことを示している。
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【００４９】
　図３は、設定データ記録部１４１内のグループテーブル１４１２の構成とデータの一例
を示す図である。
【００５０】
　グループテーブル１４１２は、３レコードからなり、各レコードは、ＳＳＩＤ（Ｓｅｒ
ｖｉｃｅ　Ｓｅｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ：アクセスポイントの識別子）、グループＩＤ
を含む。
【００５１】
　ＳＳＩＤ「ＳＳＩＤ－Ａ」はグループＡに対応する無線ＬＡＮのアクセスポイントを示
す識別情報であり、レコード内のグループＩＤは「グループＡ」を示している。つまり、
このレコードは、電話機２がアクセスポイントからＳＳＩＤ「ＳＳＩＤ－Ａ」を受信した
場合は、電話機２がグループＡの場所に存在しているということを示している。
【００５２】
　ＳＳＩＤ「ＳＳＩＤ－Ｂ」はグループＢに対応する無線ＬＡＮのアクセスポイントを示
す識別情報であり、レコード内のグループＩＤは「グループＢ」を示している。つまり、
このレコードは、電話機２がアクセスポイントからＳＳＩＤ「ＳＳＩＤ－Ｂ」を受信した
場合は、電話機２がグループＢの場所に存在しているということを示している。
【００５３】
　ＳＳＩＤ「ＳＳＩＤ－Ｃ」はグループＣに対応する無線ＬＡＮのアクセスポイントを示
す識別情報であり、レコード内のグループＩＤは「グループＣ」を示している。つまり、
このレコードは、電話機２がアクセスポイントからＳＳＩＤ「ＳＳＩＤ－Ｃ」を受信した
場合は、電話機２がグループＣの場所に存在しているということを示している。
【００５４】
　図４は、設定データ記録部１４１内の電話番号テーブル１４１３の構成とデータの一例
を示す図である。
【００５５】
　電話番号テーブル１４１３は、複数のレコードからなり、各レコードは、ユーザＩＤ、
電話番号を含む。
【００５６】
　電話機２αの電話番号「１０１」を含むレコードは、ユーザＵを示すユーザＩＤ「α」
を含んでいる。つまり、電話機αは、ユーザＵに使用される電話機２の１つであることを
示している。
【００５７】
　また、ユーザＵは、グループＡに属しているので、電話番号テーブル１４１３は、グル
ープＡの代表電話番号である電話番号「１００」とユーザＩＤ「α」を含むレコードを含
む。
【００５８】
　また、ユーザＵは、グループＢに属しているので、電話番号テーブル１４１３は、グル
ープＢの代表電話番号である電話番号「２００」とユーザＩＤ「α」を含むレコードを含
む。
【００５９】
　また、ユーザＵは、グループＣに属しているので、電話番号テーブル１４１３は、グル
ープＣの代表電話番号である電話番号「３００」とユーザＩＤ「α」を含むレコードを含
む。
【００６０】
（実施例１）
　図５は、電話機２αがグループＡ、Ｂにログインし、グループＢの場所で着信を受ける
設定を行う様子を示す図である。
【００６１】
　ユーザαは、例えば、グループＡ、Ｂの仕事をするが、グループＣの仕事はしない日に
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出勤すると、電話機２αに対し、グループＡ、Ｂのログイン情報を入力する。例えば、ユ
ーザαは、電話機２αの画面にて、グループＡ、Ｂを選択する。
【００６２】
　これにより、電話機２αは、グループＡ、Ｂのログイン情報と電話番号「１０１」を、
例えば、グループＡのアクセスポイントＡＰ１を介して、主装置１に送信する。
【００６３】
　主装置１では、機能提供判定部１４３が、設定データ記録部１４１に指示し、データテ
ーブル１４１１において、グループＡのグループＩＤと電話番号「１０１」を含むレコー
ドのログイン状況情報をログアウト状態（○なし）からログイン状態（○あり）に変更す
る。
【００６４】
　機能提供判定部１４３は、また、設定データ記録部１４１に指示し、データテーブル１
４１１において、グループＢのグループＩＤと電話番号「１０１」を含むレコードのログ
イン状況情報をログアウト状態（○なし）からログイン状態（○あり）に変更する。
【００６５】
　また、ユーザαは、グループＢの場所に移動したなら、電話機２αに対し、例えば、グ
ループＢのグループＩＤを入力する。ユーザαは、電話機２αの画面にて、グループＢを
選択する。
【００６６】
　これにより、電話機２αは、グループＢのグループＩＤと電話番号「１０１」を、グル
ープＢのアクセスポイントＡＰ２を介して、主装置１に送信する。
【００６７】
　主装置１では、機能提供判定部１４３が、設定データ記録部１４１に指示し、データテ
ーブル１４１１において、グループＢのグループＩＤと電話番号「１０１」を含むレコー
ドのグループ着信可否情報を着信不可能（○なし）から着信可能（○あり）に変更する。
【００６８】
（実施例２）
　図６は、電話機２αがグループＢにログインし、グループＢの場所で着信を受ける設定
を行う別の方法を示す図である。
【００６９】
　グループＡの場所のアクセスポイントＡＰ１は、自身のＳＳＩＤ「ＳＳＩＤ－Ａ」を送
出し、グループＡの場所では、このＳＳＩＤを受信できる。
【００７０】
　グループＢの場所のアクセスポイントＡＰ２は、自身のＳＳＩＤ「ＳＳＩＤ－Ｂ」を送
出し、グループＢの場所では、このＳＳＩＤを受信できる。
【００７１】
　グループＣの場所のアクセスポイントＡＰ３は、自身のＳＳＩＤ「ＳＳＩＤ－Ｃ」を送
出し、グループＣの場所では、このＳＳＩＤを受信できる。
【００７２】
　電話機２αは、例えば、ユーザαとともにグループＢの場所に移動し、ＳＳＩＤ「ＳＳ
ＩＤ－Ｂ」を受信したなら、ＳＳＩＤ「ＳＳＩＤ－Ｂ」と電話番号「１０１」を、アクセ
スポイントＡＰ２を介して、主装置１に送信する。
【００７３】
　主装置１では、機能提供判定部１４３が、設定データ記録部１４１に指示し、データテ
ーブル１４１１において、グループＢのグループＩＤと電話番号「１０１」を含むレコー
ドのログイン状況情報をログアウト状態（○なし）からログイン状態（○あり）に変更す
る。
【００７４】
　機能提供判定部１４３は、また、設定データ記録部１４１に指示し、グループテーブル
１４１２において、ＳＳＩＤ「ＳＳＩＤ－Ｂ」を含むレコードからグループＢのグループ
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ＩＤを読み出し、データテーブル１４１１において、読み出したグループＢのグループＩ
Ｄと電話番号「１０１」を含むレコードのグループ着信可否情報を着信不可能（○なし）
から着信可能（○あり）に変更する。
【００７５】
　図７は、機能提供判定部１４３が電話機からの発信による信号を受信した場合の動作を
示すフローチャートである。
【００７６】
　例えば、グループＡの代表電話（代表電話２１００という）を使用するユーザ（グルー
プＡのプロジェクトリーダなど）が、グループＢの場所にいるユーザαとの通話をすべく
、代表電話２１００を操作すると、代表電話２１００から、その電話番号「１００」およ
びユーザＩＤ「α」を含む信号が機能提供判定部１４３に送信される。
【００７７】
　機能提供判定部１４３は、かかる信号を受信したなら、設定データ記録部１４１に対し
、電話番号テーブル１４１３においてユーザＩＤ「α」を含み、電話番号「１００」を含
まないレコード内の電話番号を問い合わせる（Ｓ１）。
【００７８】
　設定データ記録部１４１は、電話番号テーブル１４１３から、ユーザＩＤ「α」を含み
、電話番号「１００」を含まないレコードが存在すれば、レコードから電話番号、例えば
、電話番号「１０１」、「２００」、「３００」を読み出す。
【００７９】
　設定データ記録部１４１は、各電話番号につき、データテーブル１４１１において、当
該電話番号を含み、かつ、グループ着信可否情報が着信可能（○あり）であるレコードが
あるか否かを判定する。設定データ記録部１４１は、該当レコードがあれば、対応する電
話番号を機能提供判定部１４３に通知する。
【００８０】
　機能提供判定部１４３は、設定データ記録部１４１から電話番号を通知されなかったな
ら（Ｓ１：ＮＯ）、ユーザＩＤ「α」のユーザとの通話は行えない旨のエラー信号を、電
話番号「１００」の電話機２に送信し（Ｓ３）、処理を終える。
【００８１】
　一方、機能提供判定部１４３は、設定データ記録部１４１から、例えば、電話番号「１
０１」、「２００」、「３００」を通知されたなら（Ｓ１：ＹＥＳ）、通話路制御部１３
に対し、その電話番号の電話機２への着信を指示し（Ｓ５）、処理を終える。
【００８２】
　これにより、例えば、電話機２α、グループＢの代表電話２２００（電話番号「２００
」の電話機２）およびグループＣの代表電話２３００（電話番号「３００」の電話機２）
への着信がなされる。例えば、ユーザαは、代表電話２２００で応答し、グループＡのプ
ロジェクトリーダなどと通話することができる。
【００８３】
　図８は、機能提供判定部１４３が代理応答要求信号を受信した場合の動作を示すフロー
チャートである。
【００８４】
　例えば、外部のユーザがグループＢのプロジェクトリーダと通話すべく、自身の使用す
る電話機を操作すると、その電話機から、グループＢに割り当てられた外線番号を含む信
号が機能提供判定部１４３に送信される。
【００８５】
　機能提供判定部１４３は、かかる信号を受信したなら、通話路制御部１３に対し代表電
話２２００に着信を行うように指示し、処理を終える。これにより、通話路制御部１３は
、代表電話２２００への着信を行う。
【００８６】
　機能提供判定部１４３は、この状態において、例えば、電話機２αが代表電話２２００
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に代わって応答（代理応答）を行うための代理応答要求信号を受信することがある。つま
り、ユーザαが、代表電話２２００の鳴動を聞いて、電話機２αを操作することで、電話
機２αから、電話番号「１０１」を含む代理応答要求信号が、機能提供判定部１４３に送
信される。
【００８７】
　機能提供判定部１４３は、かかる代理応答要求信号を受信したなら、設定データ記録部
１４１に対し、データテーブル１４１１において電話番号「２００」を含むレコード内の
グループＩＤと電話番号「１０１」を含むレコード内のグループＩＤとが同じか否かを問
い合わせる（Ｓ１１）。
【００８８】
　設定データ記録部１４１は、データテーブル１４１１から電話番号「２００」を含むレ
コードと電話番号「１０１」を含むレコードとを検索し、各レコードからグループＩＤを
読み出し、各グループＩＤが同じか否かを機能提供判定部１４３に回答する。例えば、設
定データ記録部１４１は、電話番号「１０１」を含むレコードのグループ着信可否情報が
着信可能を示しており、ログイン情報がログイン状態を示していることを確認した上で、
各グループＩＤが同じか否かを回答する。
【００８９】
　機能提供判定部１４３は、各グループＩＤが同じでないとの回答を得たなら（Ｓ１１：
ＮＯ）、代理応答要求信号を送信した電話機２に対し、代理応答を許可しない旨のエラー
信号を送信し（Ｓ１３）、処理を終える。
【００９０】
　一方、機能提供判定部１４３は、各グループＩＤが同じであるとの回答を得たなら（Ｓ
１１：ＹＥＳ）、通話路制御部１３に対し、代理応答要求信号内の電話番号の電話機２へ
の着信を行うように指示し（Ｓ９）、処理を終える。
【００９１】
　これにより、通話路制御部１３は、代理応答要求信号内の電話番号の電話機２（代理応
答要求信号を送信した電話機２）への着信を行う。
【００９２】
　図９は、ユーザαがグループＢの場所においてグループＢにログインするとともにグル
ープＢの着信を受ける設定を実施例１の方法で行い、代表電話２２００への着信に対し電
話機２αで代理応答を行う場合のシーケンス図である。
【００９３】
　ユーザαは、例えば、グループＡ、Ｂの仕事をするが、グループＣの仕事はしない日に
出勤すると、電話機２αに対し、グループＡ、Ｂのログイン情報を入力する（Ｔ１）。こ
れにより、電話機２αは、グループＡ、Ｂのログイン情報と電話番号「１０１」を、例え
ば、グループＡのアクセスポイントＡＰ１を介して、主装置１に送信する（Ｔ２）。
【００９４】
　主装置１では、機能提供判定部１４３が、設定データ記録部１４１に指示し、データテ
ーブル１４１１において、グループＡのグループＩＤと電話番号「１０１」を含むレコー
ドのログイン状況情報をログアウト状態（○なし）からログイン状態（○あり）に変更す
る。
【００９５】
　機能提供判定部１４３は、また、設定データ記録部１４１に指示し、データテーブル１
４１１において、グループＢのグループＩＤと電話番号「１０１」を含むレコードのログ
イン状況情報をログアウト状態（○なし）からログイン状態（○あり）に変更する。
【００９６】
　ユーザαは、グループＢの場所に移動したなら、電話機２αに対し、例えば、グループ
ＢのグループＩＤを入力する（Ｔ３）。これにより、電話機２αは、グループＢのグルー
プＩＤと電話番号「１０１」を、グループＢのアクセスポイントＡＰ２を介して、主装置
１に送信する（Ｔ４）。
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【００９７】
　主装置１では、機能提供判定部１４３が、設定データ記録部１４１に指示し、データテ
ーブル１４１１において、グループＢのグループＩＤと電話番号「１０１」を含むレコー
ドのグループ着信可否情報を着信不可能（○なし）から着信可能（○あり）に変更する。
【００９８】
　一方、例えば、外部のユーザがグループＢのプロジェクトリーダと通話すべく、自身の
使用する電話機を操作すると、その電話機から回線制御部１１を介して、機能提供判定部
１４３に信号が送信される（Ｔ１１）。機能提供判定部１４３は、電話機状態管理部１４
２に対し、信号に含まれる外線番号を割り当てられた代表電話２２００を着信状態に変更
するよう指示する（Ｔ１３）。これにより、電話機状態管理部１４２は、代表電話２２０
０を着信状態に変更する（Ｔ１５）。
【００９９】
　また、機能提供判定部１４３は、通話路制御部１３に対し、代表電話２２００に着信を
行うように指示する。通話路制御部１３は、代表電話２２００への着信を行う（Ｔ１７）
。これにより、代表電話２２００は着信中となる（Ｔ１９）。
【０１００】
　例えば、ユーザαが、代表電話２２００の鳴動を聞いて、電話機２αを操作することで
、電話機２αから、電話番号「１０１」を含む代理応答要求信号が、機能提供判定部１４
３に送信される（Ｔ２１）。
【０１０１】
　機能提供判定部１４３は、かかる代理応答要求信号を受信したなら、設定データ記録部
１４１に対し、データテーブル１４１１において電話番号「２００」を含むレコード内の
グループＩＤと電話番号「１０１」を含むレコード内のグループＩＤとが同じか否かを問
い合わせる（Ｔ２３）。
【０１０２】
　設定データ記録部１４１は、データテーブル１４１１から電話番号「２００」を含むレ
コードと電話番号「１０１」を含むレコードとを検索し、各レコードからグループＩＤを
読み出し、各グループＩＤが同じなので、その旨を機能提供判定部１４３に回答する（Ｔ
２５）。
【０１０３】
　機能提供判定部１４３は、各グループＩＤが同じであるとの回答を得たので、通話路制
御部１３に対し、代理応答要求信号内の電話番号の電話機２αに着信を行うように指示す
る（Ｔ２７）。
【０１０４】
　また、機能提供判定部１４３は、電話機状態管理部１４２に対し、電話番号「１０１」
の電話機２（電話機２α）を着信状態に変更するよう指示する（Ｔ２９）。これにより、
電話機状態管理部１４２は、電話番号「１０１」の電話機２を着信状態に変更する（Ｔ３
１）。
【０１０５】
　通話路制御部１３は、ステップＴ２７の指示により、電話機２αへの着信を行う（Ｔ３
３）。これにより、電話機２αは着信中となり（Ｔ３５）、鳴動する。
【０１０６】
　例えば、ユーザαが、電話機２αをオフフック操作すると、外部のユーザとユーザαと
の通話が可能となる。
【０１０７】
　図１０は、ユーザαがグループＢの場所においてグループＢにログインするとともにグ
ループＢの着信を受ける設定を実施例２の方法で行い、代表電話２２００への着信に対し
電話番号２αで代理応答を行う場合のシーケンス図である。
【０１０８】
　電話機２αは、例えば、ユーザαとともにグループＢの場所に移動し、グループＢの場
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所のアクセスポイントＡＰ２からＳＳＩＤ「ＳＳＩＤ－Ｂ」を受信したなら（Ｔ４１）、
ＳＳＩＤ「ＳＳＩＤ－Ｂ」と電話番号「１０１」を、アクセスポイントＡＰ２を介して、
主装置１に送信する（Ｔ４３）。
【０１０９】
　主装置１では、機能提供判定部１４３が、設定データ記録部１４１に対し、データテー
ブル１４１１において、グループＢのグループＩＤと電話番号「１０１」を含むレコード
のログイン状況情報をログアウト状態（○なし）からログイン状態（○あり）に変更する
よう指示する（Ｔ４５）。これにより、設定データ記録部１４１は、データテーブル１４
１１において、グループＢのグループＩＤと電話番号「１０１」を含むレコードのログイ
ン状況情報をログアウト状態（○なし）からログイン状態（○あり）に変更する。
【０１１０】
　また、機能提供判定部１４３は、設定データ記録部１４１に対し、グループテーブル１
４１２において、ＳＳＩＤ「ＳＳＩＤ－Ｂ」を含むレコードからグループＢのグループＩ
Ｄを読み出し、データテーブル１４１１において、読み出したグループＢのグループＩＤ
と電話番号「１０１」を含むレコードのグループ着信可否情報を着信不可能（○なし）か
ら着信可能（○あり）に変更するように指示する（Ｔ４５）。これにより、設定データ記
録部１４１は、グループＢのグループＩＤと電話番号「１０１」を含むレコードのグルー
プ着信可否情報を着信不可能（○なし）から着信可能（○あり）に変更する。
【０１１１】
　以下、代表電話２２００への着信に対し、電話番号２αで代理応答を行うシーケンスに
ついては、図９のものと同じなので、説明を省略する。
【０１１２】
　以上のように、主装置１は、複数の電話機２に回線を介して接続される電話システムの
主装置であって、指示された電話番号の電話機への着信を行う通話路制御部１３と、電話
機２αがログインしている１以上のグループＡ～Ｃの中の１つならびに電話機２αの組み
合わせのそれぞれにつき、電話機２に割り当てられた唯一の電話番号「１０１」ならびに
当該グループのグループＩＤを含むレコードを記憶するデータテーブル１４１１を有する
設定データ記録部１４１と、例えば、図９などに示す代表電話２２００に着信があり（Ｔ
１７）、電話機２αから電話機２αに割り当てられた唯一の電話番号「１０１」を含む代
理応答信号が送信されたなら（Ｔ２１）、設定データ記録部１４１に対し、データテーブ
ル１４１１において代表電話２２００の電話番号「２００」を含むレコード内のグループ
ＩＤと電話番号「１０１」を含むレコード内のグループＩＤとが同じか否かを問い合わせ
（Ｔ２３）、同じとの回答を得たなら（Ｔ２５）、通話路制御部１３に対し、電話機２α
への着信を行うように指示する機能提供判定部１４３とを備えるので、電話番号が１つだ
け割り当てられた電話機２αであっても複数のグループＡ～Ｃのいずれの電話機への着信
に対して代理応答することができる。よって、図１３に示した方法１のように、電話機２
αに複数の電話番号を割り当てることが不要となる。つまり、発番号表示により表示され
る電話機２αの電話番号がグループによって（場所によって）異なることがない。その結
果、電話相手は、電話機２αの電話番号「１０１」に発信すればよく、利便性が向上する
。
【０１１３】
　また、設定データ記録部１４１は、電話機２αや代表電話２２００などで応答できるユ
ーザＵならびに当該１以上の電話機の中の１つの組み合わせのそれぞれにつき、ユーザＵ
のユーザＩＤ「α」ならびに当該１つの電話機の電話番号を含むレコードを記憶する電話
番号テーブル１４１３を備え、機能提供判定部１４３は、目的のユーザが指定された場合
、設定データ記録部１４１に対し、電話番号テーブル１４１３において当該ユーザのユー
ザＩＤを含むレコード内の電話番号を問い合わせ（図７：Ｓ１）、電話番号を通知された
ら、通話路制御部１３に対し、当該電話番号の電話機への着信を行うように指示する（Ｓ
５）ので、そのユーザが応答できる電話機への着信を行うことができる。
【０１１４】
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　また、データテーブル１４１１の各レコードは、該当の電話機が該当のグループからロ
グアウトしている状態またはログインしている状態に切り換え可能なものであり（図２）
、設定データ記録部１４１は、複数のグループＡ～Ｃのそれぞれにつき、当該グループの
グループＩＤならびに当該グループに属する無線のアクセスポイントから送信されるＳＳ
ＩＤを含むレコードが記憶されるグループテーブル１４１２を備え、各電話機２は、ＳＳ
ＩＤを受信したなら、当該ＳＳＩＤならびに当該電話機の電話番号を主装置１に送信し、
機能提供判定部１４３は、設定データ記録部１４１に対し、グループテーブル１４１２に
おいて当該ＳＳＩＤを含むレコード内のグループＩＤを読み出し、データテーブル１４１
１において当該グループＩＤならびに当該電話番号を含むレコードをログアウトの状態か
らログインの状態に切り換えるように指示する（Ｔ４５）ので、電話機２へのログイン情
報の入力（図９：Ｔ１）が不要であり、利便性が向上する。
【０１１５】
　なお、本実施の形態では、グループＡ～Ｃについて説明したが、グループの数は、３に
限らない。また、電話番号、ＳＳＩＤ、ユーザＩＤも、上記例のものに限らない。
【０１１６】
　また、主装置１としてコンピュータを機能させるためのコンピュータプログラムは、半
導体メモリ、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、磁気テープなどのコンピュー
タ読み取り可能な記録媒体に記録でき、また、インターネットなどの通信網を介して伝送
させて、広く流通させることができる。
【符号の説明】
【０１１７】
　１　主装置
　２、２α　電話機
　ＡＰ１～ＡＰ３　アクセスポイント
　１１　回線制御部
　１２　電話機制御部
　１３　通話路制御部
　１４　呼制御部
　１４１　設定データ記録部
　１４２　電話機状態管理部
　１４３　機能提供判定部
　１４１１　データテーブル
　１４１２　グループテーブル
　１４１３　電話番号テーブル
　２１００、２２００、２３００　代表電話
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