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(57)【要約】
【課題】通信装置のログオフ操作の煩わしさを低減す
ることができる技術を提供する。
【解決手段】固定ＩＰ電話機１および無線ＩＰ電話機
２は、ログオン時に、ログオンしたユーザのユーザＩＤ
を含むログオン情報をＬＡＮ４上に同報送信する。また
、ログオン状態において他の固定ＩＰ電話機１あるいは
無線ＩＰ電話機２からログオン情報を受信した場合に、
このログオン情報に含まれているユーザＩＤがログオン
中のユーザのユーザＩＤと一致するならば、強制的にロ
グオフする。このため、ユーザは、ログオン中の固定Ｉ
Ｐ電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２とは別の固定ＩＰ
電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２で中断した作業を再
開したい場合でも、この別の固定ＩＰ電話機１あるいは
無線ＩＰ電話機２にログオンすることで、作業中断前に
使用していた固定ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電話機
２から強制ログオフされる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ログオン／ログオフ機能を備えた通信装置であって、
前記ログオン／ログオフ機能により任意のユーザのログオンを許可した場合に、自通信
装置にログオンしているユーザに係るユーザ情報を含むログオン情報をネットワークに送
信するログオン情報送信手段と、
他通信装置にログオンしているユーザに係るユーザ情報を含む前記ログオン情報を前記
ネットワークから受信するログオン情報受信手段と、
前記ログオン／ログオフ機能により任意のユーザが自通信装置にログオンしている場合
に、前記ログオン情報受信手段が受信した前記ログオン情報に含まれているユーザ情報に
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より特定されるユーザが、自通信装置にログオンしているユーザならば、前記ログオン／
ログオフ機能により当該ユーザを自通信装置から強制的にログオフする強制ログオフ手段
と、を有する
ことを特徴とする通信装置。
【請求項２】
請求項１に記載の通信装置であって、
ユーザ毎に、当該ユーザの自通信装置へのログオン中に前記ネットワークから取得した
ファイルの属性情報および取得元のアドレス情報を、当該ユーザに係るユーザ情報に対応
付けて記憶する属性情報記憶手段と、
前記強制ログオフ手段により自通信装置から強制的にログオフしたユーザに係るユーザ
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情報と、当該ユーザ情報に対応付けられて前記属性情報記憶手段に記憶されているファイ
ルの属性情報および取得元のアドレス情報の一覧と、を含む取得一覧情報を、前記ネット
ワークに送信する取得一覧情報送信手段と、
他通信装置から強制的にログオフされたユーザに係るユーザ情報と、当該ユーザの他通
信装置へのログオン中に他通信装置が前記ネットワークから取得したファイルの属性情報
および取得元のアドレス情報の一覧と、を含む前記取得一覧情報を、前記ネットワークか
ら受信する取得一覧情報受信手段と、
前記ログオン／ログオフ機能により任意のユーザが自通信装置にログオンしている場合
に、前記取得一覧情報受信手段が当該ユーザに係るユーザ情報を含む前記取得一覧情報を
受信したならば、当該取得一覧情報に含まれるファイルの属性情報のなかから、当該ユー
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ザに係るユーザ情報に対応付けられて前記属性情報記憶手段に記憶されているファイルの
属性情報以外の属性情報を抽出する属性情報抽出手段と、
前記属性情報抽出手段により抽出された属性情報を有するファイルの送信元アドレス情
報を前記取得一覧情報から取得して、当該取得元のアドレス情報により特定されるサーバ
から当該ファイルを取得するファイル取得手段と、をさらに有する
ことを特徴とする通信装置。
【請求項３】
請求項１または２に記載の通信装置であって、
前記強制ログオフ手段によりユーザを自通信装置から強制的にログオフする際にアクセ
ス中のサーバがあったならば、当該ユーザに係るユーザ情報と、当該サーバのアドレス情
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報と、を含むアクセス情報を、前記ネットワークに送信するアクセス情報送信手段と、
他通信装置から強制的にログオフされたユーザに係るユーザ情報と、他通信装置が当該
ユーザを強制的にログオフする際にアクセス中であったサーバのアドレス情報と、を含む
前記アクセス情報を、前記ネットワークから受信するアクセス情報受信手段と、
前記ログオン／ログオフ機能により任意のユーザが自通信装置にログオンしている場合
に、前記アクセス情報受信手段が当該ユーザに係るユーザ情報を含む前記アクセス情報を
受信したならば、当該アクセス情報に含まれているアドレス情報により特定されるサーバ
にアクセスするアクセス手段と、をさらに有する
ことを特徴とする通信装置。
【請求項４】
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請求項１ないし３のいずれか一項に記載の通信装置であって、
自通信装置に対する着信を、前記強制ログオフ手段により自通信装置から強制的にログ
オフしたユーザに係るユーザ情報を含む前記ログオン情報の送信元へ転送するための着信
転送設定を実行する着信転送設定手段をさらに有する
ことを特徴とする通信装置。
【請求項５】
請求項１ないし４のいずれか一項に記載の通信装置であって、
前記ログオン／ログオフ機能により任意のユーザが自通信装置にログオンしている場合
に、前記ログオン情報受信手段が受信した前記ログオン情報に含まれているユーザ情報に
より特定されるユーザが、自通信装置にログオンしているユーザでないならば、自通信装
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置にログオンしているユーザに対して、前記ログオン情報に含まれているユーザ情報によ
り特定されるユーザが当該ログオグ情報の送信元を利用中である旨を通知するログオン先
通知手段をさらに有する
ことを特徴とする通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ログオン／ログオフ機能を備えた通信装置に関し、特に、通信装置のログオ
フ制御技術に関する。
【背景技術】
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【０００２】
従来、ログオン／ログオフ機能を備えた通信装置において、ユーザは、予め設定してあ
るユーザのアカウント情報を用いてこの通信装置にログオンすることにより、この通信装
置が提供する各種サービスを利用可能となる。ここで、ユーザが、作業を終えて通信装置
から離れる際に、通信装置に対するログオフ操作を忘れると、ユーザ以外の第三者も通信
装置が提供する各種サービスを利用可能となってしまう。そこで、ユーザがログオンして
から所定のタイムアウト時間の経過後に自動ログオフする通信装置がある。
【０００３】
特許文献１には、ユーザ毎に自動ログオフまでのタイムアウト時間を設定する装置が開
示されている。この装置では、ユーザ毎に、ログオン／ログオフの操作状況を統計処理し
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て、この統計値に基づき自動ログオフまでのタイムアウト時間を最適な値に設定する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９−１８１２５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
ところで、来客、臨時会議、電話対応等の突発的な事情を含む各種の中断事由によって
作業を中断した場合等において、その後、作業場所の変更等の理由により作業中断前に使
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用していた装置とは別の装置で作業を再開させたいことがある。この場合、特許文献１に
記載の技術によれば、ユーザは、作業中断前に使用していた装置が自動ログオフ前である
ならば、第三者の使用防止のためにこの装置のログオフ操作を速やかに実行しなければな
らず、面倒である。
【０００６】
本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、通信装置のログオフ操作
の煩わしさを低減することができる技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
上記課題を解決するために、本発明のログオン／ログオフ機能を備えた通信装置は、ロ
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グオン時に、ログオンしたユーザのユーザ情報を含むログオン情報を他の通信装置に通知
する。また、通信装置は、ログオン状態において他の通信装置からログオン情報を受信し
た場合に、このログオン情報に含まれているユーザ情報により特定されるユーザが自通信
装置にログオン中のユーザであるならば、強制的にログオフする。
【０００８】
例えば、本発明は、ログオン／ログオフ機能を備えた通信装置であって、
前記ログオン／ログオフ機能により任意のユーザのログオンを許可した場合に、自通信
装置にログオンしているユーザに係るユーザ情報を含むログオン情報をネットワークに送
信するログオン情報送信手段と、
他通信装置にログオンしているユーザに係るユーザ情報を含む前記ログオン情報を前記
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ネットワークから受信するログオン情報受信手段と、
前記ログオン／ログオフ機能により任意のユーザが自通信装置にログオンしている場合
に、前記ログオン情報受信手段が受信した前記ログオン情報に含まれているユーザ情報に
より特定されるユーザが、自通信装置にログオンしているユーザならば、前記ログオン／
ログオフ機能により当該ユーザを自通信装置から強制的にログオフする強制ログオフ手段
と、を有する。
【発明の効果】
【０００９】
本発明によれば、ログオン中の通信装置とは別の通信装置で中断した作業を再開したい
場合でも、この別の通信装置にログオンすることで、作業中断前に使用していた通信装置
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から強制ログオフされる。このため、この作業中断前に使用していた通信装置のログオフ
操作が不要となり、ログオフ操作の煩わしさを低減できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【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、本実施の形態に係るＩＰ電話システムの第一の動作例を説明するための
シーケンス図である。
【図３】図３は、本実施の形態に係るＩＰ電話システム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、固定ＩＰ電話機１および無線ＩＰ電話機２の概略機能構成図である。
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【図５】図５は、取得一覧情報記憶部１１０の登録内容例を模式的に表した図である。
【図６】図６は、固定ＩＰ電話機１および無線ＩＰ電話機２の動作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】
【００１１】
以下に、本発明の一実施の形態について説明する。
【００１２】
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。
【００１３】
図示するように、本実施の形態に係るＩＰ電話システムは、複数の固定ＩＰ電話機１−
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１〜１−ｎ（以下、単に固定ＩＰ電話機１とも呼ぶ）と、複数の無線ＩＰ電話機２−１〜
２−ｍ（以下、単に無線ＩＰ電話機２とも呼ぶ）と、固定ＩＰ電話機１および無線ＩＰ電
話機２を収容するＳＩＰ（Ｓｅｓｓｉｏｎ

Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ

Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）

サーバ３と、を備えて構成される。
【００１４】
固定ＩＰ電話機１およびＳＩＰサーバ３は、ＬＡＮ４に接続され、無線ＩＰ電話機２は
、無線アクセスポイント（ＡＰ）５を介してＬＡＮ４に接続されている。また、ＬＡＮ４
は、ゲートウェイ（ＧＷ）６を介してＷＡＮ７に接続されている。さらに、ＷＡＮ７には
、ファイルサーバ８、ＡＳＰ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ
ｅｒ）サーバ９等が接続されている。

Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｐｒｏｖｉｄ
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【００１５】
固定ＩＰ電話機１および無線ＩＰ電話機２は、ＩＰ電話機能に加えて、電子メール、Ｗ
ｅｂブラウザ、ビジネスアプリケーション、ゲームアプリケーション等のソフトウエア実
行機能およびこのソフトウエア実行機能に対するログオン／ログオフ機能を有している。
固定ＩＰ電話機１および無線ＩＰ電話機２は、ログオン／ログオフ機能によりログオン状
態にある場合にのみ、ユーザによるソフトウエア実行機能の利用を許可し、ログオフ状態
の場合は、ユーザによるソフトウエア実行機能の利用を拒否する。
【００１６】
図２は、本実施の形態に係るＩＰ電話システムの第一の動作例を説明するためのシーケ
ンス図である。ここでは、三台の固定ＩＰ電話機１−１〜１−３および一台の無線ＩＰ電
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話機２−１がＳＩＰサーバ３に収容されている例を示している。
【００１７】
固定ＩＰ電話機１−１にはユーザＡがログオン中であり（Ｓ１０１）、固定ＩＰ電話機
１−３にはユーザＢがログオン中であり（Ｓ１０２）、そして、固定ＩＰ電話機１−２お
よび無線ＩＰ電話機２−１はログオフ状態にあるものとする（Ｓ１０３、Ｓ１０４）。
【００１８】
さて、固定ＩＰ電話機１−１は、ユーザＡの指示に従いファイルサーバ８にアクセスし
て、このファイルサーバ８から所望のファイル（データファイルまたはプログラムファイ
ル）をダウンロードすると（Ｓ１０５）、このファイルの属性情報およびダウンロード元
であるファイルサーバ８のアドレス情報を、ユーザＡのユーザＩＤに対応付けて登録する
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（Ｓ１０６）。なお、ファイルサーバ８アクセス用のアカウント情報が必要であったなら
ば、このアカウント情報をアドレス情報に含める。
【００１９】
つぎに、ユーザＡは、来客、臨時会議、電話対応等の突発的な事情を含む各種の作業中
断事由によって作業を中断し、その後、作業場所の変更等の理由により、作業中断前に使
用していた固定ＩＰ電話機１−１ではなく、無線ＩＰ電話機２−１で作業を再開するもの
とする。
【００２０】
無線ＩＰ電話機２−１は、ユーザＡからログオン操作を受け付けると（Ｓ１０７）、こ
のログオン操作を介してユーザＡより受け付けたアカウント情報（ユーザＩＤおよびパス
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ワード）に基づいてユーザ認証を行う（Ｓ１０８）。そして、ユーザ認証に成功したなら
ば、ユーザＡのログオンを許可する（Ｓ１０９）。それから、無線ＩＰ電話機２−１は、
無線ＩＰ電話機２−１にログオンしたユーザＡのユーザＩＤを含むログオン情報をＬＡＮ
４上に同報送信する（Ｓ１１０）。
【００２１】
つぎに、ログオン状態にある固定ＩＰ電話機１−３は、無線ＩＰ電話機２−１から同報
送信されたログオン情報を受信し、このログオン情報に含まれているユーザＩＤが固定Ｉ
Ｐ電話機１−３にログオン中のユーザＢのユーザＩＤと一致するか否かを判断する。ここ
で、ログオン情報に含まれているユーザＩＤはユーザＡのものであり、固定ＩＰ電話機１
−３にログオン中のユーザはユーザＢであるので、両ユーザＩＤは一致しない。この場合
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、固定ＩＰ電話機１−３は、ログオン情報に含まれているユーザＩＤにより特定されるユ
ーザＡが、ログオン情報の送信元である無線ＩＰ電話機２−１を使用中である旨を表示す
る（Ｓ１１１）。
【００２２】
また、ログオン状態にある固定ＩＰ電話機１−１は、固定ＩＰ電話機１−３と同様に、
無線ＩＰ電話機２−１から同報送信されたログオン情報を受信し、このログオン情報に含
まれているユーザＩＤが固定ＩＰ電話機１−１にログオン中のユーザＡのユーザＩＤと一
致するか否かを判断する。ここで、ログオン情報に含まれているユーザＩＤはユーザＡの
ものであり、固定ＩＰ電話機１−１にログオン中のユーザはユーザＡであるので、両ユー
ザＩＤは一致する。この場合、固定ＩＰ電話機１−１は、ユーザＡの強制ログオフを実行
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する（Ｓ１１２）。それから、固定ＩＰ電話機１−１は、固定ＩＰ電話機１−１に対する
着信を、ログオン情報の送信元である無線ＩＰ電話機２−１に転送するための着信転送設
定要求を、ＳＩＰサーバ３に送信する（Ｓ１１３）。これを受けて、ＳＩＰサーバ３は、
固定ＩＰ電話機１−１に対する着信の、無線ＩＰ電話機２−１への転送を設定する（Ｓ１
１４）。
【００２３】
また、固定ＩＰ電話機１−１は、強制ログオフしたユーザＡのユーザＩＤと、このユー
ザＩＤに対応付けて登録されている各ファイルの属性情報およびアドレス情報と、を含む
取得一覧情報を作成し（Ｓ１１５）、この取得一覧情報を、ログオン情報の送信元である
無線ＩＰ電話機２−１に送信する（Ｓ１１６）。

10

【００２４】
つぎに、ログオン状態にある無線ＩＰ電話機２−１は、無線ＩＰ電話機２−１にログオ
ン中のユーザＡのユーザＩＤを含む取得一覧情報を受信すると、この取得一覧情報に含ま
れるファイルの属性情報に基づいて、ユーザＡが固定ＩＰ電話機１−１にダウンロードし
たファイルのなかから、ユーザＡが無線ＩＰ電話機２−１にダウンロードしていないファ
イルを抽出する（Ｓ１１７）。具体的には、取得一覧情報から、ユーザＡのユーザＩＤに
対応付けられて無線ＩＰ電話機２−１に登録されているファイルの属性情報以外の属性情
報およびこの属性情報に対応付けられているアドレス情報を取得する。それから、無線Ｉ
Ｐ電話機２−１は、取得したアドレス情報により特定されるファイルサーバ８にアクセス
して、取得した属性情報により特定されるファイルをファイルサーバ８からダウンロード
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する（Ｓ１１８）。このとき、アドレス情報にアカウント情報が含まれているならば、こ
のアカウント情報を用いてファイルサーバ８にアクセスする。なお、取得一覧情報から取
得した属性情報の一覧を表示し、この一覧のなかから、無線ＩＰ電話機２−１にダウンロ
ードするファイルの属性情報をユーザＡに選択させるようにしてもよい。
【００２５】
図３は、本実施の形態に係るＩＰ電話システム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２と同様、三台の固定ＩＰ電話機１−１〜１−３および一台の無線ＩＰ
電話機２−１がＳＩＰサーバ３に収容されている例を示している。
【００２６】
固定ＩＰ電話機１−１にはユーザＡがログオン中であり（Ｓ１２１）、固定ＩＰ電話機

30

１−３にはユーザＢがログオン中であり（Ｓ１２２）、そして、固定ＩＰ電話機１−２お
よび無線ＩＰ電話機２−１はログオフ状態にあるものとする（Ｓ１２３、Ｓ１２４）。
【００２７】
この状態において、固定ＩＰ電話機１−１は、ユーザＡの指示に従いＡＳＰサーバ９に
アクセスして、このＡＳＰサーバ９が提供するアプリケーションソフトウエアの機能を利
用している（Ｓ１２５）。
【００２８】
さて、ユーザＡは、来客、臨時会議、電話対応等の突発的な事情を含む各種の中断事由
によって作業を中断し、その後、作業場所の変更等の理由により、作業中断前に使用して
いた固定ＩＰ電話機１−１ではなく、無線ＩＰ電話機２−１で作業を再開するものとする
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。
【００２９】
無線ＩＰ電話機２−１は、ユーザＡからログオン操作を受け付けると（Ｓ１２６）、こ
のログオン操作を介してユーザＡより受け付けたアカウント情報（ユーザＩＤおよびパス
ワード）に基づいてユーザ認証を行う（Ｓ１２７）。そして、ユーザ認証に成功したなら
ば、ユーザＡのログオンを許可する（Ｓ１２８）。それから、無線ＩＰ電話機２−１は、
無線ＩＰ電話機２−１にログオンしたユーザＡのユーザＩＤを含むログオン情報をＬＡＮ
４上に同報送信する（Ｓ１２９）。
【００３０】
つぎに、ログオン状態にある固定ＩＰ電話機１−３は、無線ＩＰ電話機２−１から同報
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送信されたログオン情報を受信し、このログオン情報に含まれているユーザＩＤが固定Ｉ
Ｐ電話機１−３にログオン中のユーザＢのユーザＩＤと一致するか否かを判断する。ここ
で、ログオン情報に含まれているユーザＩＤはユーザＡのものであり、固定ＩＰ電話機１
−３にログオン中のユーザはユーザＢであるので、両ユーザＩＤは一致しない。この場合
、固定ＩＰ電話機１−３は、ログオン情報に含まれているユーザＩＤにより特定されるユ
ーザＡが、ログオン情報の送信元である無線ＩＰ電話機２−１を使用中である旨を表示す
る（Ｓ１３０）。
【００３１】
また、ログオン状態にある固定ＩＰ電話機１−１は、固定ＩＰ電話機１−３と同様に、
無線ＩＰ電話機２−１から同報送信されたログオン情報を受信し、このログオン情報に含
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まれているユーザＩＤが固定ＩＰ電話機１−１にログオン中のユーザＡのユーザＩＤと一
致するか否かを判断する。ここで、ログオン情報に含まれているユーザＩＤはユーザＡの
ものであり、固定ＩＰ電話機１−１にログオン中のユーザはユーザＡであるので、両ユー
ザＩＤは一致する。この場合、固定ＩＰ電話機１−１は、ログオン中のユーザＡのユーザ
ＩＤと、アクセス中のＡＳＰサーバ９のアドレス情報と、を含むアクセス情報を作成する
（Ｓ１３１）。なお、ＡＳＰサーバ９アクセス用のアカウント情報が必要であったならば
、このアカウント情報をアドレス情報に含める。それから、固定ＩＰ電話機１−１は、ユ
ーザＡの強制ログオフを実行する（Ｓ１３２）。
【００３２】
つぎに、固定ＩＰ電話機１−１は、固定ＩＰ電話機１−１に対する着信を、ログオン情
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報の送信元である無線ＩＰ電話機２−１に転送するための着信転送設定要求を、ＳＩＰサ
ーバ３に送信する（Ｓ１３３）。これを受けて、ＳＩＰサーバ３は、固定ＩＰ電話機１−
１に対する着信の、無線ＩＰ電話機２−１への転送を設定する（Ｓ１３４）。
【００３３】
また、固定ＩＰ電話機１−１は、作成したアクセス情報を、ログオン情報の送信元であ
る無線ＩＰ電話機２−１に送信する（Ｓ１３５）。
【００３４】
つぎに、ログオン状態にある無線ＩＰ電話機２−１は、無線ＩＰ電話機２−１にログオ
ン中のユーザＡのユーザＩＤを含むアクセス情報を受信すると、このアクセス情報に含ま
れるアドレス情報により特定されるＡＳＰサーバ９にアクセスする（Ｓ１３７）。ここで
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、アクセス情報にアカウント情報が含まれているならば、このアカウント情報を用いてＡ
ＳＰサーバ９にアクセスする。なお、ＡＳＰサーバ９へのアクセス前に、無線ＩＰ電話機
２−１がユーザＡに承認を求めるようにしてもよい。
【００３５】
つぎに、本実施の形態に係るＩＰ電話システムを構成する固定ＩＰ電話機１および無線
ＩＰ電話機２の詳細を説明する。なお、ＳＩＰサーバ３には、一般的なＳＩＰサーバを利
用できるので、その詳細な説明を省略する。
【００３６】
図４は、固定ＩＰ電話機１および無線ＩＰ電話機２の概略機能構成図である。
【００３７】
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図示するように、固定ＩＰ電話機１および無線ＩＰ電話機２のそれぞれは、通信インタ
ーフェース部１０１と、マンマシンインターフェース部１０２と、ＩＰ電話処理部１０３
と、ソフトウエア実行部１０４と、ログオン／ログオフ管理部１０５と、ログオン情報送
受信部１０６と、ログオン先通知部１０７と、強制ログオフ制御部１０８と、着信転送要
求部１０９と、取得一覧情報記憶部１１０と、ファイル取得管理部１１１と、取得一覧情
報送受信部１１２と、アクセス管理部１１３と、アクセス情報送受信部１１４と、を備え
ている。
【００３８】
通信インターフェース部１０１は、他の固定ＩＰ電話機１、他の無線ＩＰ電話機２、Ｓ
ＩＰサーバ３、ファイルサーバ８、およびＡＳＰサーバ９等と通信するためのインターフ
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ェースである。自ＩＰ電話機が固定ＩＰ電話機１の場合、通信インターフェース部１０１
は、ＬＡＮ４に接続するためのＬＡＮインターフェースとなり、自ＩＰ電話機が無線ＩＰ
電話機２の場合、通信インターフェース部１０１は、無線ＡＰ５に接続するための無線Ｌ
ＡＮインターフェースとなる。
【００３９】
マンマシンインターフェース部１０２は、電話用のハンドセット、ユーザに各種情報を
表示するためのＬＣＤ等の表示パネル、およびユーザから各種操作を受け付けるためのキ
ーボード、タッチセンサ等の操作パネルを備える。
【００４０】
ＩＰ電話処理部１０３は、ＳＩＰに従って発着信制御を行うとともに、ＲＴＰ（Ｒｅａ
ｌ

Ｔｉｍｅ

Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ

10

Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）に従って通話中制御を行うこと

により、通信インターフェース部１０１およびマンマシンインターフェース部１０２と連
携して、ＩＰ電話機能を実現する。
【００４１】
ソフトウエア実行部１０４は、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ

Ｓｙｓｔｅｍ）に従い、電

子メール、Ｗｅｂブラウザ、ビジネスアプリケーション、ゲームアプリケーション等のア
プリケーションソフトを実行するソフトウエア実行機能を実現する。
【００４２】
ログオン／ログオフ管理部１０５は、ソフトウエア実行部１０４に対するログオン／ロ
グオフを管理する。具体的には、ログオン／ログオフ管理部１０５は、ログオフ状態にお
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いて、マンマシンインターフェース部１０２を介してユーザからログオン操作を受け付け
た場合、このログオン操作を介してユーザより受け付けたアカウント情報を用いてユーザ
認証を行う。そして、ユーザ認証に成功したならば、マンマシンインターフェース部１０
２およびソフトウエア実行部１０４間の接続を有効にして、ユーザによるソフトウエア実
行部１０４の利用を許可する（ログオン）。また、ログオン／ログオフ管理部１０５は、
ログオン状態において、マンマシンインターフェース部１０２を介してユーザからログオ
フ操作を受け付けた場合、あるいは、後述する強制ログオフ制御部１０８から強制ログオ
フ指示を受け付けた場合、マンマシンインターフェース部１０２およびソフトウエア実行
部１０４間の接続を無効にして、以後、ユーザによるソフトウエア実行部１０４の利用を
拒否する（ログオフ）。
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【００４３】
ログオン情報送受信部１０６は、ログオン／ログオフ管理部１０５の指示に従い、ログ
オンしたユーザのユーザＩＤを含むログオン情報を生成して、このログオン情報をＬＡＮ
４上に同報送信する。また、ログオン情報送受信部１０６は、通信インターフェース部１
０１を介して他の固定ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２からログオン情報を受信し
た場合に、ログオン／ログオフ管理部１０５を参照し、このログオン情報に含まれている
ユーザＩＤが自ＩＰ電話機にログオン中のユーザのユーザＩＤと一致するか否かを判断す
る。そして、両ユーザＩＤが一致する場合には、このログオン情報を強制ログオフ制御部
１０８に通知し、両ユーザＩＤが一致しない場合には、このログオン情報をログオン先通
知部１０７に通知する。
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【００４４】
ログオン先通知部１０７は、ログオン情報送受信部１０６からログオン情報を受信した
場合に、このログオン情報に含まれているユーザＩＤにより特定されるユーザが、ログオ
ン情報の送信元のＩＰ電話機（固定ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２）を利用中で
ある旨をマンマシンインターフェース部１０２に表示する。
【００４５】
強制ログオフ制御部１０８は、ログオン情報送受信部１０６からログオン情報を受信し
た場合に、このログオン情報に含まれているユーザＩＤにより特定されるユーザの強制ロ
グオフをログオン／ログオフ管理部１０５に対して指示するとともに、このログオン情報
を、着信転送要求部１０９、ファイル取得管理部１１１、およびアクセス管理部１１３に
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対して通知する。
【００４６】
着信転送要求部１０９は、強制ログオフ制御部１０８からログオン情報を受信した場合
に、このログオフ情報の送信元である他の固定ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２に
自ＩＰ電話機に対する着信を転送するための着信転送設定要求を生成し、この着信転送設
定要求を、通信インターフェース部１０１を介してＳＩＰサーバ３に送信する。
【００４７】
取得一覧情報記憶部１１０には、ユーザ毎に、ログオン中にダウンロードしたファイル
の属性情報およびアドレス情報が記憶される。
【００４８】
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図５は、取得一覧情報記憶部１１０の登録内容例を模式的に表した図である。
【００４９】
図示するように、取得一覧情報記憶部１１０には、自ＩＰ電話機にログオン可能なユー
ザ毎に、取得一覧情報のテーブル１１０１が対象ユーザのユーザＩＤ１１００に対応付け
られて記憶されている。テーブル１１０１には、対象ユーザがログオン中にダウンロード
したファイルの属性情報およびアドレス情報のレコード１１０２が登録される。レコード
１１０２は、ファイルの属性情報を登録するフィールド１１０３と、ファイルのダウンロ
ード元のアドレス情報を登録するフィールド１１０４と、を有する。フィールド１１０３
は、ファイル名を登録するサブフィールド１１０３１と、ファイル種別を登録するサブフ
ィールド１１０３２と、ファイルサイズを登録するサブフィールド１１０３３と、ファイ
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ルのダウンロード日時を登録するサブフィールド１１０３４と、を有する。フィールド１
１０４は、ファイルのダウンロード元のアドレス（ＵＲＬ）を登録するサブフィールド１
１０４１と、ファイルのダウンロードにアカウント情報が必要な場合にそのアカウント情
報を登録するサブフィールド１１０４２と、を有する。
【００５０】
ファイル取得管理部１１１は、ソフトウエア実行部１０４によるファイルサーバ８等へ
のアクセスを監視しており、ソフトウエア実行部１０４が通信インターフェース部１０１
を介してファイルをダウンロードしたならば、ソフトウエア実行部１０４にログオン中の
ユーザのユーザＩＤ１１００に対応付けられているテーブル１１０１を取得一覧情報記憶
部１１０から特定して、このテーブル１１０１に新たなレコード１１０２を追加する。そ
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して、この追加したレコード１１０２のフィールド１１０３のサブフィールド１１０３１
〜１１０３４に、ダウンロードされたファイルのファイル名、ファイル種別、ファイルサ
イズ、およびダウンロード日時を登録するとともに、フィールド１１０４のサブフィール
ド１１０４１、１１０４２に、ファイルのダウンロード元のアドレス、およびダウンロー
ドにアカウント情報が必要な場合にはそのアカウント情報を登録する。
【００５１】
また、ファイル取得管理部１１１は、強制ログオフ制御部１０８からログオン情報を受
信した場合に、このログオン情報に含まれているユーザＩＤと、このユーザＩＤに対応付
けられて取得一覧情報記憶部１１０に記憶されたテーブル１１０１に登録されているレコ
ード１１０２であって、サブフィールド１１０３４にログオン後の日時が登録されている
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レコード１１０２と、を含む取得一覧情報を生成する。そして、この取得一覧情報をログ
オン情報の送信元アドレスとともに取得一覧情報送受信部１１２に通知する。
【００５２】
また、ファイル取得管理部１１１は、取得一覧情報送受信部１１２から取得一覧情報を
受信した場合に、この取得一覧情報に含まれるユーザＩＤに対応付けられて取得一覧情報
記憶部１１０に記憶されているテーブル１１０１を特定する。そして、取得一覧情報に含
まれている各レコード１１０２のなかから、特定したテーブル１１０１に登録されている
各レコード１１０２のいずれとも、フィールド１１０３のサブフィールド１１０３１〜１
１０３３に登録されているファイル名、ファイル種別およびファイルサイズが一致しない
レコード１１０２を抽出する。それから、ファイル取得管理部１１１は、ソフトウエア実
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行部１０４を制御し、抽出したレコード１１０２のフィールド１１０４のサブフィールド
１１０４１に登録されているアドレスにアクセスさせて、抽出したレコード１１０２のフ
ィールド１１０３のサブフィールド１１０３１〜１１０３３に登録されているファイル名
、ファイル種別およびファイルサイズにより特定されるファイルを、このアクセス先から
ダウンロードする。ここで、抽出したレコード１１０２のフィールド１１０４のサブフィ
ールド１１０４２にアカウント情報が登録されているならば、このアカウント情報を用い
て、抽出したレコード１１０２のフィールド１１０４のサブフィールド１１０４１に登録
されているアドレスにアクセスさせ、ファイルをダウンロードする。
【００５３】
取得一覧情報送受信部１１２は、ファイル取得管理部１１１から取得一覧情報をログオ

10

ン情報の送信元アドレスとともに受け取ったならば、通信インターフェース部１０１を介
して、この送信元アドレスにより特定される他の固定ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電話
機２に、この取得一覧情報を送信する。
【００５４】
また、取得一覧情報送受信部１１２は、通信インターフェース部１０１を介して他の固
定ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２から、ソフトウエア実行部１０４にログオン中
のユーザのユーザＩＤを含む取得一覧情報を受信したならば、この取得一覧情報をファイ
ル取得管理部１１１に渡す。
【００５５】
アクセス管理部１１３は、ソフトウエア実行部１０４によるＡＳＰサーバ９等へのアク

20

セスを監視しており、強制ログオフ制御部１０８からログオン情報を受信した場合に、ア
クセス中のＡＳＰサーバ９等があるならば、ログオン情報に含まれているユーザＩＤと、
アクセス中のＡＳＰサーバ９等のアドレス情報と、を含むアクセス情報を生成する。ここ
で、アクセス中のＡＳＰサーバ９等へのアクセスにアカウント情報が必要な場合には、ア
クセス中のＡＳＰサーバ９等のアドレスに加えて、そのアカウント情報をアドレス情報に
含める。そして、このアクセス情報をログオン情報の送信元アドレスとともにアクセス情
報送受信部１１４に通知する。
【００５６】
また、アクセス管理部１１３は、アクセス情報送受信部１１４からアクセス情報を受信
した場合に、ソフトウエア実行部１０４を制御し、アクセス情報中のアドレス情報に含ま

30

れているアドレスにアクセスさせる。ここで、アドレス情報にアカウント情報が含まれて
いるならば、このアカウント情報を用いてアクセスさせる。
【００５７】
アクセス情報送受信部１１４は、アクセス管理部１１３からアクセス情報をログオン情
報の送信元アドレスとともに受け取ったならば、通信インターフェース部１０１を介して
、この送信元アドレスにより特定される他の固定ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２
に、このアクセス情報を送信する。
【００５８】
また、アクセス情報送受信部１１４は、通信インターフェース部１０１を介して他の固
定ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２から、ソフトウエア実行部１０４にログオン中

40

のユーザのユーザＩＤを含むアクセス情報を受信したならば、このアクセス情報をアクセ
ス管理部１１３に渡す。
【００５９】
図６は、固定ＩＰ電話機１および無線ＩＰ電話機２の動作を説明するためのフロー図で
ある。
【００６０】
ログオン／ログオフ管理部１０５は、マンマシンインターフェース部１０２を介してユ
ーザからログオン操作を受け付けると（Ｓ２００でＹＥＳ）、このログオン操作を介して
ユーザより受け付けたアカウント情報に基づいてユーザ認証を行う（Ｓ２０１）。具体的
には、ユーザより受け付けたアカウント情報が、ログオンを許可するユーザのアカウント
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情報として予め登録されているか否かを判断する。そして、ユーザ認証に失敗したならば
（Ｓ２０２でＮＯ）、その旨をマンマシンインターフェース部１０２に表示するなどの所
定のエラー処理を行い、それからＳ２００に戻って、新たなログオン操作を待つ。
【００６１】
一方、ユーザ認証に成功した場合（Ｓ２０２でＹＥＳ）、ログオン／ログオフ管理部１
０５は、ユーザのログオンを許可する（Ｓ２０３）。これにより、ユーザによるソフトウ
エア実行部１０４の利用が可能になる。
【００６２】
つぎに、ログオン／ログオフ管理部１０５は、ログオン情報送受信部１０６に対して、
ログオンしたユーザのユーザＩＤを通知してログオン情報の送信を指示する。これを受け

10

て、ログオン情報送受信部１０６は、ログオンしたユーザのユーザＩＤを含むログオン情
報を生成して、このログオン情報をＬＡＮ４上に同報送信する（Ｓ２０４）。
【００６３】
つぎに、取得一覧情報送受信部１１２は、ログオン／ログオフ管理部１０５によってユ
ーザのログオンが許可されてから所定時間の経過によりタイムアウトするまでの間（Ｓ２
１１）、通信インターフェース部１０１を介して他の固定ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ
電話機２から、ログオン中のユーザのユーザＩＤを含む取得一覧情報が送られてくるのを
待つ（Ｓ２０５）。そして、取得一覧情報送受信部１１２は、ログオン中のユーザのユー
ザＩＤを含む取得一覧情報を受信したならば（Ｓ２０５でＹＥＳ）、この取得一覧情報を
ファイル取得管理部１１１に渡す。

20

【００６４】
これを受けて、ファイル取得管理部１１１は、この取得一覧情報を用いて、ログオン中
のユーザがログオン前に使用していた他の固定ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２に
ダウンロードしたファイルのなかから、自ＩＰ電話機において未ダウンロードのファイル
を特定する（Ｓ２０６）。具体的には、ログオン中のユーザＩＤに対応付けられて取得一
覧情報記憶部１１０に記憶されたテーブル１１０１を特定して、取得一覧情報に含まれて
いる各レコード１１０２のなかから、特定したテーブル１１０１に登録されている各レコ
ード１１０２のいずれとも、フィールド１１０３のサブフィールド１１０３１〜１１０３
３に登録されているファイル名、ファイル種別およびファイルサイズが一致しないレコー
ド１１０２を抽出する。

30

【００６５】
つぎに、ファイル取得管理部１１１は、ソフトウエア実行部１０４を制御し、抽出した
レコード１１０２のフィールド１１０４のサブフィールド１１０４１に登録されているア
ドレスにアクセスさせて、抽出したレコード１１０２のフィールド１１０３のサブフィー
ルド１１０３１〜１１０３３に登録されているファイル名、ファイル種別およびファイル
サイズにより特定されるファイルを、このアクセス先からダウンロードする（Ｓ２０７）
。ここで、抽出したレコード１１０２のフィールド１１０４のサブフィールド１１０４２
にアカウント情報が登録されているならば、このアカウント情報を用いて、抽出したレコ
ード１１０２のフィールド１１０４のサブフィールド１１０４１に登録されているアドレ
スにアクセスさせて、ファイルをダウンロードする。

40

【００６６】
同様に、アクセス情報送受信部１１４は、ログオン／ログオフ管理部１０５によってユ
ーザのログオンが許可されてから所定時間の経過によりタイムアウトするまでの間（Ｓ２
１１）、通信インターフェース部１０１を介して他の固定ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ
電話機２から、ログオン中のユーザのユーザＩＤを含むアクセス情報が送られてくるのを
待つ（Ｓ２０９）。そして、アクセス情報送受信部１１４は、ログオン中のユーザのユー
ザＩＤを含むアクセス情報を受信したならば（Ｓ２０９でＹＥＳ）、このアクセス情報を
アクセス管理部１１３に渡す。これを受けて、アクセス管理部１１３は、ソフトウエア実
行部１０４を制御し、アクセス情報中のアドレス情報に含まれているアドレスにアクセス
させる（Ｓ２１０）。ここで、アドレス情報にアカウント情報が含まれているならば、こ

50

(12)

JP 2014‑48758 A 2014.3.17

のアカウント情報を用いてアクセスさせる。
【００６７】
さて、ファイル取得管理部１１１は、ソフトウエア実行部１０４によるファイルサーバ
８等へのアクセスを監視しており、ソフトウエア実行部１０４が通信インターフェース部
１０１を介してファイルをダウンロードしたならば（Ｓ２１２でＹＥＳ）、ダウンロード
したファイルに基づいて、ログオン中のユーザのユーザＩＤ１１００に対応付けられて取
得一覧情報記憶部１１０に記憶されているテーブル１１０１を更新する（Ｓ２１３）。具
体的には、このテーブル１１０１に新たなレコード１１０２を追加し、このレコード１１
０２のフィールド１１０３のサブフィールド１１０３１〜１１０３４に、ダウンロードさ
れたファイルのファイル名、ファイル種別、ファイルサイズ、およびダウンロード日時を

10

登録するとともに、フィールド１１０４のサブフィールド１１０４１、１１０４２に、フ
ァイルのダウンロード元のアドレス、およびダウンロードにアカウント情報が必要な場合
にはそのアカウント情報を登録する。
【００６８】
また、ログオン情報送受信部１０６は、通信インターフェース部１０１を介して他の固
定ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２からログオン情報を受信したならば（Ｓ２１４
でＹＥＳ）、ログオン／ログオフ管理部１０５を参照し、このログオン情報に含まれてい
るユーザＩＤがログオン中のユーザのユーザＩＤと一致するか否かを判断する（Ｓ２１５
）。そして、受信したログオン情報に含まれているユーザＩＤがログオン中のユーザのユ
ーザＩＤと一致しない場合には（Ｓ２１５でＮＯ）、このログオン情報をログオン先通知

20

部１０７に通知する。これを受けて、ログオン先通知部１０７は、このログオン情報に含
まれているユーザＩＤにより特定されるユーザが、ログオン情報の送信元のＩＰ電話機（
固定ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２）を利用中である旨をマンマシンインターフ
ェース部１０２に表示する（Ｓ２２２）。
【００６９】
一方、受信したログオン情報に含まれているユーザＩＤがログオン中のユーザのユーザ
ＩＤと一致する場合（Ｓ２１５でＹＥＳ）、ログオン情報送受信部１０６は、このログオ
ン情報を強制ログオフ制御部１０８に通知する。これを受けて、強制ログオフ制御部１０
８は、ログオン／ログオフ管理部１０５に対して、このログオン情報に含まれているユー
ザＩＤにより特定されるユーザの強制ログオフを指示するとともに、着信転送要求部１０

30

９、ファイル取得管理部１１１、およびアクセス管理部１１３に対して、このログオン情
報を通知する。
【００７０】
つぎに、ログオン／ログオフ管理部１０５は、強制ログオフ制御部１０８の指示に従い
、ユーザの強制ログオフを実行する（Ｓ２１６）。これにより、ユーザによるソフトウエ
ア実行部１０４の利用が不可能になる。
【００７１】
つぎに、着信転送要求部１０９は、ＩＰ電話機に対する着信を、強制ログオフ制御部１
０８から受信したログオフ情報の送信元である他の固定ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電
話機２に転送するための着信転送設定要求を生成し、この着信転送設定要求を、通信イン

40

ターフェース部１０１を介してＳＩＰサーバ３に送信する（Ｓ２１７）。
【００７２】
つぎに、ファイル取得管理部１１１は、強制ログオフ制御部１０８から受信したログオ
ン情報に含まれているユーザＩＤにより特定されるユーザがログオン中にファイルをダウ
ンロードしたか否かを判断する（Ｓ２１８）。具体的には、このユーザＩＤに対応付けら
れて取得一覧情報記憶部１１０に記憶されているテーブル１１０１に、ログオン後の日時
がフィールド１１０３のサブフィールド１１０３４に登録されているレコード１１０２が
登録されている場合に、ログオン中にファイルをダウンロードしたものと判断する。そし
て、ログオン中にファイルをダウンロードしている場合には（Ｓ２１８でＹＥＳ）、この
テーブル１１０１に対応付けられているユーザＩＤと、このテーブル１１０１に登録され
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ているレコード１１０２であって、ログオン後の日時がフィールド１１０３のサブフィー
ルド１１０３４に登録されているレコード１１０２と、を含む取得一覧情報を生成する。
そして、この取得一覧情報をログオン情報の送信元アドレスとともに取得一覧情報送受信
部１１２に通知する。これを受けて、取得一覧情報送受信部１１２は、通信インターフェ
ース部１０１を介して、この送信元アドレスにより特定される他の固定ＩＰ電話機１ある
いは無線ＩＰ電話機２に、この取得一覧情報を送信する（Ｓ２１９）。
【００７３】
つぎに、アクセス管理部１１３は、強制ログオフ制御部１０８から受信したログオン情
報に含まれるユーザＩＤにより特定されるユーザの指示に従い、強制ログオフされるまで
ＡＳＰサーバ９等にアクセス中であったか否かを判断する（Ｓ２２０）。そして、ＡＳＰ

10

サーバ９等にアクセス中であった場合には（Ｓ２２０でＹＥＳ）、このユーザＩＤと、ア
クセス中のＡＳＰサーバ９等のアドレス情報と、を含むアクセス情報を生成して、このア
クセス情報をログオン情報の送信元アドレスとともに、アクセス情報送受信部１１４に通
知する。これを受けて、アクセス情報送受信部１１４は、通信インターフェース部１０１
を介して、この送信元アドレスにより特定される他の固定ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ
電話機２に、このアクセス情報を送信する（Ｓ２２１）。その後、Ｓ２００に戻って、新
たなログオン操作を待つ。
【００７４】
また、ログオン／ログオフ管理部１０５は、ユーザのログオン中に、マンマシンインタ
ーフェース部１０２を介してユーザからログオフ操作を受け付けると（Ｓ２２３でＹＥＳ

20

）、ユーザのログオフを実行する（Ｓ２２４）。これにより、ユーザによるソフトウエア
実行部１０４の利用が不可能になる。その後、Ｓ２００に戻って、新たなログオン操作を
待つ。
【００７５】
以上、本発明の一実施の形態を説明した。
【００７６】
本実施の形態において、固定ＩＰ電話機１および無線ＩＰ電話機２は、ログオン時に、
ログオンしたユーザのユーザＩＤを含むログオン情報をＬＡＮ４上に同報送信する。また
、ログオン状態において他の固定ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２からログオン情
報を受信した場合に、このログオン情報に含まれているユーザＩＤがログオン中のユーザ

30

のユーザＩＤと一致するならば、強制的にログオフする。このため、本実施の形態によれ
ば、ユーザが、ログオン中の固定ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２とは別の固定Ｉ
Ｐ電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２で中断した作業を再開させたい場合でも、この別の
固定ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２にログオンすることで、作業中断前に使用し
ていた固定ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２から強制ログオフされる。したがって
、この作業中断前に使用していた固定ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２のログオフ
操作が不要となり、ログオフ操作の煩わしさを低減できる。また、作業を行っていた固定
ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２からのログオフをユーザが忘れてしまっていても
、いずれか別の固定ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２にログオンすれば、作業を行
っていた固定ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２から自動的にログオフされるため、

40

作業を行っていない固定ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２がログオン状態のまま放
置されることを防止できる。
【００７７】
また、本実施の形態において、固定ＩＰ電話機１および無線ＩＰ電話機２は、ログオン
中にファイルサーバ８等からダウンロードしたファイルの属性情報およびダウンロード元
のアドレス情報を、ユーザのユーザＩＤに対応付けて取得一覧情報記憶部１１０に記憶す
る。そして、他の固定ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２から受信したログオン情報
に基づきユーザの強制ログオフを実行した場合に、このユーザのユーザＩＤと、このユー
ザＩＤに対応付けられて取得一覧情報記憶部１１０に記憶されているファイルの属性情報
およびアドレス情報の一覧と、を含む取得一覧情報を生成し、この取得一覧情報をログオ
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ン情報の送信元に送信する。また、固定ＩＰ電話機１および無線ＩＰ電話機２は、ユーザ
のログオン中に、このユーザのユーザＩＤを含む取得一覧情報を受信したならば、この取
得一覧情報に含まれるファイルの属性情報と、このユーザのユーザＩＤに対応付けられて
取得一覧情報記憶部１１０に記憶されたファイルの属性情報とを用いて、自ＩＰ電話機１
、２へのログオン前にユーザが使用していた他の固定ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電話
機２にダウンロードされたファイルのうち、自ＩＰ電話機１、２にダウンロードされてい
ないファイルを特定し、このファイルを自動でダウンロードする。
【００７８】
したがって、本実施の形態によれば、作業中断前に使用していた固定ＩＰ電話機１ある
いは無線ＩＰ電話機２とは別の固定ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２を用いて作業

10

を再開させる場合における作業準備の負担をより軽減できる。
【００７９】
また、本実施の形態において、固定ＩＰ電話機１および無線ＩＰ電話機２は、他の固定
ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２から受信したログオン情報に基づきユーザの強制
ログオフを実行した場合に、アクセス中のＡＳＰサーバ９等があったならば、このユーザ
のユーザＩＤと、アクセス中であったＡＳＰサーバ９等のアドレス情報と、を含むアクセ
ス情報を生成し、このアクセス情報をログオン情報の送信元に送信する。また、固定ＩＰ
電話機１および無線ＩＰ電話機２は、ユーザのログオン中に、このユーザのユーザＩＤを
含むアクセス情報を受信したならば、このアクセス情報に含まれるアドレス情報により特
定されるＡＳＰサーバ９等にアクセスする。
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【００８０】
したがって、本実施の形態によれば、ユーザが、作業中断前に使用していた固定ＩＰ電
話機１あるいは無線ＩＰ電話機２とは別の固定ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２を
用いて作業を再開する場合における作業準備の負担をより軽減できる。
【００８１】
また、本実施の形態において、固定ＩＰ電話機１および無線ＩＰ電話機２は、他の固定
ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２から受信したログオン情報に基づきユーザの強制
ログオフを実行した場合に、ＳＩＰサーバ３に対して、自ＩＰ電話機１、２に対する着信
を、このログオン情報の送信元である他の固定ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２へ
転送するための着信転送設定要求を送信する。
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【００８２】
したがって、本実施の形態によれば、ユーザが、作業中断前に使用していた固定ＩＰ電
話機１あるいは無線ＩＰ電話機２とは別の固定ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２を
用いて作業を再開する場合における利便性を向上させることができる。
【００８３】
また、本実施の形態において、固定ＩＰ電話機１および無線ＩＰ電話機２は、ログオン
中に、ログオンしているユーザ以外のユーザのユーザＩＤを含むログオン情報を他の固定
ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２から受信した場合に、このログオン情報に含まれ
ているユーザＩＤにより特定されるユーザが、このログオグ情報の送信元である他の固定
ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２を使用中である旨を表示する。
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【００８４】
したがって、本実施の形態によれば、固定ＩＰ電話機１および無線ＩＰ電話機２のユー
ザは、他のユーザがどの固定ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２を使用して作業をし
ているかを即座に知ることができる。また、他のユーザは、例えば、あるユーザの机の上
にある固定ＩＰ電話機１の電話機能を利用可能になったことを知ることができる。
【００８５】
なお、本発明は上記の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。
【００８６】
例えば、固定ＩＰ電話機１および無線ＩＰ電話機２において、ログオン種別を複数設け
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（例えばプライベートモードおよびオフィシャルモード）、ログオン／ログオフ管理部１
０５に、各ユーザのログオン種別毎にログオン／ログオフを管理させてもよい。そして、
他の固定ＩＰ電話機１および無線ＩＰ電話機２との間で送受信するログオン情報にログオ
ン種別を含め、ログオン状態において他の固定ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２か
らログオン情報を受信したならば、このログオン情報に含まれているユーザＩＤがログオ
ン中のユーザのユーザＩＤと一致し、且つこのログオン情報に含まれるログオン種別がロ
グオン中のユーザのログオン種別と一致する場合にのみ、強制的にログオフする。このよ
うにすることで、ユーザは、例えば固定ＩＰ電話機１にオフィシャルモードでログオンし
、無線ＩＰ電話機２にプライベートモードでログオンするなど、ログオン種別を使い分け
ることで複数のＩＰ電話機１、２を同時に利用可能となり、使い勝手が向上する。
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【００８７】
なお、この場合において、固定ＩＰ電話機１および無線ＩＰ電話機２は、ログオン中に
、ログオンしているユーザ以外のユーザのユーザＩＤを含むログオン情報を他の固定ＩＰ
電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２から受信したならば、このログオン情報に含まれてい
るユーザＩＤにより特定されるユーザが、このログオン情報に含まれているログオン種別
で、このログオグ情報の送信元のＩＰ電話機１、２を使用中である旨を表示してもよい。
このようにすることにより、ユーザは、通話相手の連絡先をログオン種別で判断すること
が可能となり、使い勝手が向上する。
【００８８】
また、この場合において、固定ＩＰ電話機１および無線ＩＰ電話機２は、ログオン中の
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ユーザがダウンロードしたファイルの属性情報およびダウンロード元のアドレス情報を、
ユーザのユーザＩＤおよびログオン種別に対応付けて取得一覧情報記憶部１１０に記憶す
る。そして、他の固定ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２から受信したログオン情報
に基づきユーザの強制ログオフを実行した場合に、このユーザのユーザＩＤおよびログオ
ン種別と、このユーザＩＤおよびログオン種別に対応付けられて取得一覧情報記憶部１１
０に記憶されているファイルの属性情報およびアドレス情報の一覧と、を含む取得一覧情
報を生成し、この取得一覧情報をログオン情報の送信元に送信する。また、固定ＩＰ電話
機１および無線ＩＰ電話機２は、ユーザのログオン中に、このユーザのユーザＩＤを含み
、且つ自ＩＰ電話機１、２と同じログオン種別を含む取得一覧情報を受信したならば、こ
の取得一覧情報に含まれているファイルの属性情報と、このユーザのユーザＩＤおよびロ
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グオン種別に対応付けられて取得一覧情報記憶部１１０に記憶されているファイルの属性
情報とを用いて、自ＩＰ電話機１、２へのログオン前にユーザが同一ログオン種別で使用
していた他の固定ＩＰ電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２にダウンロードされたファイル
のうち、自ＩＰ電話機１、２にダウンロードされていないファイルを特定し、この特定し
たファイルを自動でダウンロードする。
【００８９】
また、この場合において、固定ＩＰ電話機１および無線ＩＰ電話機２は、他の固定ＩＰ
電話機１あるいは無線ＩＰ電話機２から受信したログオン情報に基づきユーザの強制ログ
オフを実行した場合に、アクセス中のＡＳＰサーバ９等があったならば、このユーザのユ
ーザＩＤおよびログオン種別と、アクセス中であったＡＳＰサーバ９等のアドレス情報と
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、を含むアクセス情報を生成し、このアクセス情報をログオン情報の送信元に送信する。
また、固定ＩＰ電話機１および無線ＩＰ電話機２は、ユーザのログオン中に、このユーザ
のユーザＩＤを含み、且つ自ＩＰ電話機１、２と同じログオン種別を含むアクセス情報を
受信したならば、このアクセス情報に含まれているアドレス情報により特定されるＡＳＰ
サーバ９等にアクセスする。
【００９０】
また、上記の実施の形態では、ログオン情報の送受信をＩＰ電話機１、２間で直接行っ
ているが、本発明はこれに限定されない。例えば、ＩＰ電話機１、２のプレゼンスを管理
するプレゼンスサーバ等を介して、ＩＰ電話機１、２間でログオン情報の送受信を行うよ
うにしてもよい。
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【００９１】
また、ユーザの強制ログオフを実行する固定ＩＰ電話機１および無線ＩＰ電話機２は、
ユーザの強制ログオフを実行する旨をログオン情報の送信元のＩＰ電話機１、２にユーザ
の強制ログオフの実行前に通知し、ログオン情報の送信元のＩＰ電話機１、２は、その旨
を表示するようにしてもよい。
【００９２】
また、上記の実施の形態において、図４に示す固定ＩＰ電話機１および無線ＩＰ電話機
２の機能構成は、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ

Ｓｐｅｃｉｆｉｃ

ａｔｅｄ

Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ

ｔｅ

Ｃｉｒｃｕｉｔ）、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ

Ｉｎｔｅｇｒ
Ｇａ

Ａｒｒａｙ）などの集積ロジックＩＣによりハード的に実現されるものでもよいし

、あるいはＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ

Ｓｉｇｎａｌ

10

Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）などの計算機

によりソフトウエア的に実現されるものでもよい。または、ＣＰＵ、メモリ、ＨＤＤ、Ｄ
ＶＤ−ＲＯＭ等の補助記憶装置、およびＮＩＣ（Ｎｅｔｗｏｒｋ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ｃａｒｄ）、モデム等の通信インターフェースを備えたＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ

Ｃｏｍ

ｐｕｔｅｒ）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で実現されるものでもよい。
【００９３】
また、上記の実施の形態では、本発明を固定ＩＰ電話機および無線ＩＰ電話機に適用し
た場合を例にとり説明したが、本発明は、固定電話機、無線電話機を含む、ログオン／ロ
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グオフ機能を備えた様々な通信装置に適用可能である。
【符号の説明】
【００９４】
１、１−１〜１−ｎ：固定ＩＰ電話機、
：ＳＩＰサーバ、
７：ＷＡＮ、
ース部、

４：ＬＡＮ、

５：無線アクセスポイント、

８：ファイルサーバ、

９：ＡＳＰサーバ、

１０２：マンマシンインターフェース部、

４：ソフトウエア実行部、
報送受信部、

６：ゲートウェイ、

１０３：ＩＰ電話処理部、

１２：取得一覧情報送受信部、

１０

１０６：ログオン情

１０８：強制ログオフ制御部、

１１０：取得一覧情報記憶部、

３

１０１：通信インターフェ

１０５：ログオン／ログオフ管理部、

１０７：ログオン先通知部、

着信転送要求部、
信部

２、２−１〜２−ｍ：無線ＩＰ電話機、

１０９：

１１１：ファイル取得管理部、

１１３：アクセス管理部、

１

１１４：アクセス情報送受
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