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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電話機を電話回線網とＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）網とのいずれかに
切り替え接続するＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ）切替装置であって、
　電話機を電話回線網とＩＰ網とのいずれかに切り替え接続するとともに、電源が供給さ
れないとき電話機を強制的に電話回線網に接続する切替器と、
　電話回線網からのリンギング信号と電話機からのオンフック信号とを区別して検出し、
検出結果を通知するオンフック／リンギング検出回路と、
　電源が供給されているか否かを確認する電源供給確認手段と、前記電源供給確認手段に
よる確認と前記オンフック／リンギング検出回路からの検出結果とに基づいて前記切替器
の切り替え接続を制御する手段とを有する制御部を備え、
　前記制御部は、前記電源供給確認手段から電源が供給されている旨の確認を受けて、前
記切替器を制御して電話回線網からＩＰ網に切り替え接続し、電源が供給されている間、
電話機とＩＰ網との接続を維持し、
　前記オンフック／リンギング検出回路は、電話回線網から、ＩＰ網に接続維持されてい
る電話機宛のリンギング信号を検出すると、リンギング信号を検出した旨を前記制御部に
通知し、
　前記制御部は、リンギング信号を検出した旨の通知を受けて、前記切替器を制御して、
電話機をＩＰ網から電話回線網に切り替え接続し、
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　前記オンフック／リンギング検出回路は、電話回線網に接続された電話機からの通話終
了によるオンフック信号を検出して、オンフック信号を検出した旨を前記制御部に通知し
、
　前記制御部は、オンフック信号を検出した旨の通知を受けて、前記切替器を制御して、
電話機を電話回線網からＩＰ網に切り替えて接続し、この接続を維持し、
　前記オンフック／リンギング検出回路は、
　電話回線網の各回線に接続され、前記電話機のオンフック／オフフックおよび前記電話
回線網からのリンギングに伴う前記回線間の差電圧を検出する差電圧検出回路と、
　この差電圧と予め定められた閾値とを比較して比較結果論理信号を出力する比較結果論
理出力回路と、
　前記電話機のオフフックおよび前記電話回線網からのリンギングの少なくとも一方の発
生に基づく前記差電圧の変化に伴う前記比較結果論理信号の論理レベルの変化時点から、
リンギングにより前記差電圧がパルス状変化をしなくなるまでの期間中ゲートを閉じ、こ
の期間中に前記比較結果論理出力回路から入力される前記比較結果論理信号を出力するの
を禁止し、前記期間外はゲートを開け、該ゲートを開けている間に前記比較結果論理出力
回路から入力される前記比較結果論理信号をオンフック検出出力として出力するオンフッ
ク検出ゲート回路と、
　前記期間中において、前記比較結果論理出力回路から入力される前記比較結果論理信号
をリンギング検出出力として出力するリンギング検出ゲート回路とを有することを特徴と
するＶｏＩＰ切替装置。
【請求項２】
　電話機を電話回線網とＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）網とのいずれかに
切り替え接続するＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ）切替装置であって、
　電話機を電話回線網とＩＰ網とのいずれかに切り替え接続するとともに、電源が供給さ
れないとき電話機を強制的に電話回線網に接続する切替器と、
　電話回線網からのリンギング信号と、電話機からのオンフック信号とを区別して検出し
、検出結果を通知するオンフック／リンギング検出回路と、
　電源が供給されているか否かを確認する電源供給確認手段と、前記電源供給確認手段に
よる確認と前記オンフック／リンギング検出回路からの検出結果とに基づいて前記切替器
の切り替え接続を制御する手段とを有する制御部を備え、
　前記制御部は、前記電源供給確認手段から電源が供給されている旨の確認を受けて、前
記電話機を電話回線網からＩＰ網に切り替え接続する第１制御信号を作成して出力し、前
記切替器は、前記第１制御信号を受け前記電話機を電話回線網からＩＰ網に切り替え接続
し、電源が供給されている間、電話機とＩＰ網との接続を維持し、
　前記オンフック／リンギング検出回路は、電話回線網から、ＩＰ網に接続維持されてい
る電話機宛のリンギング信号を検出すると、リンギング信号を検出した旨を前記制御部に
通知し、
　前記制御部は、リンギング信号を検出した旨の通知を受けて、前記電話機をＩＰ網から
電話回線網に切り替え接続する第２制御信号を作成して出力し、前記切替器は、前記第２
制御信号を受け前記電話機をＩＰ網から電話回線網に切り替え接続し、
　前記オンフック／リンギング検出回路は、電話回線網に接続された電話機からの通話終
了によるオンフック信号を検出して、オンフック信号を検出した旨を前記制御部に通知し
、
　前記制御部は、オンフック信号を検出した旨の通知を受けて、前記第１制御信号を前記
切替器に送り、前記切替器は、前記第１制御信号を受け前記電話機を電話回線網からＩＰ
網に切り替え接続し、この接続を維持し、
　前記オンフック／リンギング検出回路は、
　電話回線網の各回線に接続され、前記電話機のオンフック／オフフックおよび前記電話
回線網からのリンギングに伴う前記回線間の差電圧を検出する差電圧検出回路と、
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　この差電圧と予め定められた閾値とを比較して比較結果論理信号を出力して通知する比
較結果論理出力回路と、
　前記制御部からの前記第１制御信号を受けている間ゲートを閉じ、前記比較結果論理出
力回路から入力される前記比較結果論理信号を出力するのを禁止し、前記制御部からの前
記第２制御信号を受けている間ゲートを開け、前記比較結果論理出力回路から入力される
前記比較結果論理信号を出力する第１ゲート回路と、
　前記比較結果論理出力回路から前記比較結果論理信号を受け、前記電話機のオフフック
および前記電話回線網からのリンギングの少なくとも一方の発生に基づく前記差電圧の変
化に伴う前記比較結果論理信号の論理レベルの変化時点を認識し、この時点から、リンギ
ングにより前記差電圧がパルス状変化をしなくなるまでの期間中を示すパルス信号を発生
するパルス発生回路と、
　前記パルスを受けて、このパルス期間中のみゲートを閉じ、この期間中に前記第１ゲー
ト回路から入力される前記比較結果論理信号が出力するのを禁止し、このパルス期間外に
おいてゲートを開け、該ゲートを明けている間に前記第１ゲート回路から入力される前記
比較結果論理信号をオンフック検出出力として出力する第２ゲート回路と、
　前記制御部からの前記第１制御信号を受けてゲートを開けて前記パルス発生手段からの
パルスを出力し、所定の時間差を経て前記制御部から送られる前記第２制御信号を受けて
ゲートを閉じることにより、前記パルスの先頭から前記時間差までの間の信号を切りだし
、該切り出した信号をリンギング検出出力として出力する第３ゲート回路とを有すること
を特徴とするＶｏＩＰ切替装置。
【請求項３】
　前記パルス発生回路は、モノステーブルマルチバイブレータを有することを特徴とする
請求項２記載のＶｏＩＰ切替装置。
【請求項４】
　前記切替器は、リレーを有することを特徴とする請求項１～３のいずれか１項記載のＶ
ｏＩＰ切替装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電話機をインターネットと電話回線網とに選択的に切替え接続する装置に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
従来、電話機をインターネットと電話回線網とに選択的に切替え接続するための切替装置
がある（例えば、特許文献１）。
【０００３】
【特許文献１】
特開平１１－２２０５４９号公報
この切替装置は、通常時には、電話機をインターネットに接続するように設定し、電話回
線網からのリンギングを検出すると、電話機をインターネットから電話回線網に切り替え
接続し、そして、電話回線網を介しての通話が終了した電話機からのオンフックを検出し
て、電話機を電話回線網からインターネットに切り戻すよう構成されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の切替装置は、リンギングを検出する機能部とオンフックを検出する
機能部とが別々に構成されているので、小型化を欠くという課題を有する。
【０００５】
また、従来の切替装置では、切替装置へ供給される電源が停止したときの対策については
何も施されていないので、電源停止により電話サービスが停止してしまうという課題を有
する。
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【０００６】
本発明の目的は、従来のこの様な課題を解決し、小型化され、しかも、電源停止時におい
ても電話サービスを継続することができる、電話機をインターネットと電話回線網とのい
ずれかに切替えて接続する切替装置を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明のＶｏＩＰ切替装置は、電話機を電話回線網とＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏ
ｔｏｃｏｌ）網とのいずれかに切り替え接続するＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　Ｉｎ
ｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）切替装置であって、
　電話機を電話回線網とＩＰ網とのいずれかに切り替え接続するとともに、電源が供給さ
れないとき電話機を強制的に電話回線網に接続する切替器と、
　電話回線網からのリンギング信号と電話機からのオンフック信号とを区別して検出し、
検出結果を通知するオンフック／リンギング検出回路と、
　電源が供給されているか否かを確認する電源供給確認手段と、前記電源供給確認手段に
よる確認と前記オンフック／リンギング検出回路からの検出結果とに基づいて前記切替器
の切り替え接続を制御する手段とを有する制御部を備え、
　前記制御部は、前記電源供給確認手段から電源が供給されている旨の確認を受けて、前
記切替器を制御して電話回線網からＩＰ網に切り替え接続し、電源が供給されている間、
電話機とＩＰ網との接続を維持し、
　前記オンフック／リンギング検出回路は、電話回線網から、ＩＰ網に接続維持されてい
る電話機宛のリンギング信号を検出すると、リンギング信号を検出した旨を前記制御部に
通知し、
　前記制御部は、リンギング信号を検出した旨の通知を受けて、前記切替器を制御して、
電話機をＩＰ網から電話回線網に切り替え接続し、
　前記オンフック／リンギング検出回路は、電話回線網に接続された電話機からの通話終
了によるオンフック信号を検出して、オンフック信号を検出した旨を前記制御部に通知し
、
　前記制御部は、オンフック信号を検出した旨の通知を受けて、前記切替器を制御して、
電話機を電話回線網からＩＰ網に切り替えて接続し、この接続を維持し、
　前記オンフック／リンギング検出回路は、
　電話回線網の各回線に接続され、前記電話機のオンフック／オフフックおよび前記電話
回線網からのリンギングに伴う前記回線間の差電圧を検出する差電圧検出回路と、
　この差電圧と予め定められた閾値とを比較して比較結果論理信号を出力する比較結果論
理出力回路と、
　前記電話機のオフフックおよび前記電話回線網からのリンギングの少なくとも一方の発
生に基づく前記差電圧の変化に伴う前記比較結果論理信号の論理レベルの変化時点から、
リンギングにより前記差電圧がパルス状変化をしなくなるまでの期間中ゲートを閉じ、こ
の期間中に前記比較結果論理出力回路から入力される前記比較結果論理信号を出力するの
を禁止し、前記期間外はゲートを開け、該ゲートを開けている間に前記比較結果論理出力
回路から入力される前記比較結果論理信号をオンフック検出出力として出力するオンフッ
ク検出ゲート回路と、
　前記期間中において、前記比較結果論理出力回路から入力される前記比較結果論理信号
をリンギング検出出力として出力するリンギング検出ゲート回路とを有する。
【０００８】
　また、本発明のＶｏＩＰ切替装置は、電話機を電話回線網とＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　
Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）網とのいずれかに切り替え接続するＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ
　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）切替装置であって、　電話機を電話回線網とＩ
Ｐ網とのいずれかに切り替え接続するとともに、電源が供給されないとき電話機を強制的
に電話回線網に接続する切替器と、
　電話回線網からのリンギング信号と、電話機からのオンフック信号とを区別して検出し
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、検出結果を通知するオンフック／リンギング検出回路と、
　電源が供給されているか否かを確認する電源供給確認手段と、前記電源供給確認手段に
よる確認と前記オンフック／リンギング検出回路からの検出結果とに基づいて前記切替器
の切り替え接続を制御する手段とを有する制御部を備え、
　前記制御部は、前記電源供給確認手段から電源が供給されている旨の確認を受けて、前
記電話機を電話回線網からＩＰ網に切り替え接続する第１制御信号を作成して出力し、前
記切替器は、前記第１制御信号を受け前記電話機を電話回線網からＩＰ網に切り替え接続
し、電源が供給されている間、電話機とＩＰ網との接続を維持し、
　前記オンフック／リンギング検出回路は、電話回線網から、ＩＰ網に接続維持されてい
る電話機宛のリンギング信号を検出すると、リンギング信号を検出した旨を前記制御部に
通知し、
　前記制御部は、リンギング信号を検出した旨の通知を受けて、前記電話機をＩＰ網から
電話回線網に切り替え接続する第２制御信号を作成して出力し、前記切替器は、前記第２
制御信号を受け前記電話機をＩＰ網から電話回線網に切り替え接続し、
　前記オンフック／リンギング検出回路は、電話回線網に接続された電話機からの通話終
了によるオンフック信号を検出して、オンフック信号を検出した旨を前記制御部に通知し
、
　前記制御部は、オンフック信号を検出した旨の通知を受けて、前記第１制御信号を前記
切替器に送り、前記切替器は、前記第１制御信号を受け前記電話機を電話回線網からＩＰ
網に切り替え接続し、この接続を維持し、
　前記オンフック／リンギング検出回路は、
　電話回線網の各回線に接続され、前記電話機のオンフック／オフフックおよび前記電話
回線網からのリンギングに伴う前記回線間の差電圧を検出する差電圧検出回路と、
　この差電圧と予め定められた閾値とを比較して比較結果論理信号を出力して通知する比
較結果論理出力回路と、
　前記制御部からの前記第１制御信号を受けている間ゲートを閉じ、前記比較結果論理出
力回路から入力される前記比較結果論理信号を出力するのを禁止し、前記制御部からの前
記第２制御信号を受けている間ゲートを開け、前記比較結果論理出力回路から入力される
前記比較結果論理信号を出力する第１ゲート回路と、
　前記比較結果論理出力回路から前記比較結果論理信号を受け、前記電話機のオフフック
および前記電話回線網からのリンギングの少なくとも一方の発生に基づく前記差電圧の変
化に伴う前記比較結果論理信号の論理レベルの変化時点を認識し、この時点から、リンギ
ングにより前記差電圧がパルス状変化をしなくなるまでの期間中を示すパルス信号を発生
するパルス発生回路と、
　前記パルスを受けて、このパルス期間中のみゲートを閉じ、この期間中に前記第１ゲー
ト回路から入力される前記比較結果論理信号が出力するのを禁止し、このパルス期間外に
おいてゲートを開け、該ゲートを明けている間に前記第１ゲート回路から入力される前記
比較結果論理信号をオンフック検出出力として出力する第２ゲート回路と、
　前記制御部からの前記第１制御信号を受けてゲートを開けて前記パルス発生手段からの
パルスを出力し、所定の時間差を経て前記制御部から送られる前記第２制御信号を受けて
ゲートを閉じることにより、前記パルスの先頭から前記時間差までの間の信号を切りだし
、該切り出した信号をリンギング検出出力として出力する第３ゲート回路とを有する。
【００１１】
さらに、本発明のＶｏＩＰ切替装置は、前記パルス発生回路が、モノステーブルマルチバ
イブレータを有することを特徴とする。
【００１２】
また、本発明のＶｏＩＰ切替装置は、前記切替器が、リレーを有することを特徴とする。
【００１３】
【発明の実施の形態】
次に、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。
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【００１４】
図１は、本発明によるシステムの実施形態の構成ブロック図で、図２は、オンフック／リ
ンギング検出回路の構成ブロック図である。
【００１５】
図１を参照して、本発明のシステムは、宅内に設置される一般電話機１０１を、電話回線
網１０８とＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）網１０９とのいずれかに切り替
え接続するＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）切
替装置１０４を有して構成される。ＶｏＩＰ切替装置１０４は、宅内に設置される。
【００１６】
ＶｏＩＰ切替装置１０４は、一般電話機１０１を電話回線網１０８とＩＰ網１０９とのい
ずれかに切り替え接続するリレー１１０と、音声とＩＰ信号の変換およびリレー１１０の
制御を行う音声／ＩＰ変換制御部１０６と、音声／ＩＰ変換制御部１０６と電話回線網１
０８に接続され、電話機１０１が電話回線網１０８に接続された場合、電話機１０１のオ
ンフックを検出し、その結果を音声／ＩＰ変換制御部１０６に通知する機能と、電話機１
０１がＩＰ網１０９へ接続された場合、電話回線網１０８からの着信（リンギング信号）
を検出し、その結果を音声／ＩＰ変換制御部１０６に通知する機能とを有するオンフック
／リンギング検出回路１０５と、ＡＣ電源を供給するＡＣ電源部１０７とを有して構成さ
れる。
【００１７】
リレー１１０は、ブレーク接点とメーク接点とを有し、ブレーク時は電話機１０１を電話
回線網１０８で接続し、メーク時には電話機１０１をＩＰ網１０９に接続してデフォルト
状態にするよう構成されている。また、リレー１１０は、ＡＣ電源部１０７が障害でＶｏ
ＩＰ切替装置１０４への電源が供給されない時、ブレーク接点により、電話機１０１を電
話回線網１０８に強制的に接続する。
【００１８】
図２を参照して、オンフック／リンギング検出回路１０５は、電話回線網１０８と直接に
接続され、電話回線網１０８からの雷サージ等の過電圧から本検出回路を保護する保護素
子３０１、３０２と、電話回線網１０８に接続され電話回線のＡ線とＢ線に発生する電圧
を分圧する抵抗３０３、３０４と、抵抗３０３、３０４とで分圧された電圧（図２で、ａ
点とｂ点に発生する電圧）を定格内に抑えるダイオード３０５、３０６と、抵抗３０３と
３０４とで分圧された電圧の差電圧Ｖｃ（図２で、ａ点とｂ点間の差電圧に相当する）を
出力する差動増幅オペアンプ３１１と３１２と、差動増幅オペアンプ３１１、３１２の増
幅率を決定する抵抗３０７、３０８、３０９、３１０と、差動増幅オペアンプ３１２に接
続され差動増幅オペアンプ３１２の出力Ｖｃと閾値Ｖｄを比較して、結果を論理出力する
コンパレータ３１３と、閾値Ｖｄを生成するための抵抗３１５、３１６と、出力のプルア
ップ抵抗３１４とコンパレータ３１３に接続され、音声／ＩＰ変換制御部１０６から到来
する、リレー１１０を制御するリレー制御信号Ｆをイネーブル信号にして、コンパレータ
３１３の出力を次段に出力するか否かを決定するゲート回路３１７と、ゲート回路３１７
がオフした（ゲートを閉じた）時にその出力をＬＯＷレベルに固定するプルダウン抵抗３
１８と、コンパレータ３１３の出力を入力として持ち、コンパレータ３１３の出力の立下
りを検出して、予め定められた時間幅の間ＨＩＧＨレベルを有するパルスを発生して出力
するモノステーブルマルチバイブレータ（ＭＭＶ）３２１と、モノステーブルマルチバイ
ブレータの空き入力端子ｂ１をプルダウンする抵抗３２６と、モノステーブルマルチバイ
ブレータ３２１が発生するパルスの時間幅を決定する抵抗３１９とコンデンサ３２０と、
モノステーブルマルチバイブレータ３２１の出力をイネーブル信号として持ち、ゲート回
路３１７の出力をオンフック検出の出力として出力するか否かを決定するゲート回路３２
２と、ゲート回路３２２がオフした（ゲートを閉じた）時その出力をＬＯＷレベルに固定
するプルダウン抵抗３２３と、リレー制御信号Ｆを反転する反転回路３２７と、反転回路
３２７の出力をイネーブル信号として持ち、モノステーブルマルチバイブレータ３２１の
出力をリンギング検出の出力として出力するか否かを決定するゲート回路３２４と、ゲー
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ト回路３２４がオフした（ゲートを閉じた）時にその出力をＬＯＷレベルに固定するプル
ダウン抵抗３２５とを有して構成される。
【００１９】
次に、本発明の実施形態の動作について図面を参照して詳細に説明する。
【００２０】
図３は、動作のフローチャートで、図４は、発信する場合の、オンフック／リンギング検
出回路の動作のタイムチャートで、図５は、着信する場合の、オンフック／リンギング検
出回路の動作のタイムチャートである。
【００２１】
図１と図２と図３と図４と図５を参照して動作を説明する。
【００２２】
先ず、電話機１０１へ着信する場合の動作を説明する。
【００２３】
図３を参照して、ＶｏＩＰ切替装置１０４の電源がオンすると（ステップＳ１０）、音声
／ＩＰ変換制御部１０６は、リレー１１０をＩＰ網１０９に接続し、電話機１０１を電話
回線網１０８からＩＰ網１０９に切り替え接続しこの接続を維持するよう制御する（ステ
ップＳ２０）。電話機１０１がＩＰ網１０９に接続維持されている状態をデフォルト状態
と呼ぶ。
【００２４】
音声／ＩＰ変換制御部１０６は、電話機１０１への着信を監視し（ステップＳ３０）、電
話機１０１への着信を検出すると（ステップＳ３０でハイ）、ＡＣ電源１０７が停電中か
否かを確認する（ステップＳ４０）。
【００２５】
もし停電中でなければ（ステップＳ４０のイイエ）、ステップＳ５０に移り、停電中であ
れば（ステップＳ４０のハイ）、ステップＳ４１０に移る。
【００２６】
停電中の場合（ステップＳ４０のハイ）、ＶｏＩＰ切替装置１０４には電源が供給されな
いため、装置内のいかなる電子機器は動作することはできない。しかしながら、リレー１
１０は、停電中には、ブレークされ、電話機１０１を電話回線網１０８に接続し、停電中
でないときは、メークされ、電話機１０１をＩＰ網１０９に接続するよう構成されている
。したがって、停電中のとき（ステップＳ４０のハイ）、電話機１０１は電話回線網１０
８に接続され（ステップＳ４１０）、停電中でも電話機１０１は電話回線網１０８を使っ
て発信、着信が可能となり、ライフラインとしての通話ができる（ステップＳ４２０）。
【００２７】
音声／ＩＰ変換制御部１０６は、停電の復旧を監視し（ステップＳ４３０）、停電が復旧
するまでは電話回線網１０８での着信と通話ができるよう制御し、停電の復旧を検出する
と（ステップＳ４３０でハイ）、ステップＳ２０の動作に戻る。
【００２８】
ステップＳ４０において、停電中でないとき（ステップＳ４０でイイエ）、すなわち、リ
レー１１０はメークされ、電話機１０１がＩＰ網１０９側に接続されているとき、オンフ
ック／リンギング検出回路１０５は、電話回線網１０８からの電話機１０１への着信を要
求するリンギング信号を検出できるかを調べる（ステップＳ５０）。
【００２９】
リンギング信号を検出すると（ステップＳ５０でハイ）、オンフック／リンギング検出回
路１０５は、リンギング信号が検出された旨を音声／ＩＰ変換制御部１０６に通知する（
ステップＳ５１）。
【００３０】
音声／ＩＰ変換制御部１０６は、この通知を受けて、リレー１１０を切り替えて、電話機
１０１を電話回線網１０８側に切り替え接続する（ステップＳ６０）。
【００３１】
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次に、リンギング信号がリレー１１０を介して電話機１０１に到来すると、電話機１０１
のベルが鳴動する（ステップＳ７０）。
【００３２】
次に、オンフック／リンギング検出回路１０５は、電話機１０１がオフフックするか否か
を調べる（ステップＳ８０）。
【００３３】
オフフックを検出できないとき（ステップＳ８０でイイエ）、オンフック／リンギング検
出回路１０５は、タイマを起動し、所定の時間内にオフフックが検出できるかを調べ、オ
フフックが検出されないでオンフックのままでタイムアウトするのを認識して（ステップ
Ｓ８１でハイ）、電話機１０１がオンフックであることを検出し、ステップＳ２０の動作
に戻る。
【００３４】
一方、オフフックを検出できるとき（ステップＳ８０でハイ）、音声／ＩＰ変換制御部１
０６は、通話を開始するよう制御する（ステップＳ９０）。
【００３５】
その後、オンフック／リンギング検出回路１０５は、電話機１０１がオンフックするかを
監視し（ステップＳ１００）、通話が終了しオンフックを検出すると（ステップＳ１００
でハイ）、通話が終了した旨を音声／ＩＰ変換制御部１０６に通知する（ステップＳ１１
０）。
【００３６】
音声／ＩＰ変換制御部１０６は、この通知を受けて、リレー１１０を切り替えて、電話機
１０１をＩＰ網１０９側に切り替え接続する（ステップＳ２０）。
【００３７】
以降、ステップＳ２０からステップＳ１００までを繰り返す。
【００３８】
次に、電話機１０１から発信する場合の動作について説明する。
【００３９】
先ず、ＶｏＩＰ切替装置１０４の電源がオンすると（ステップＳ２１０）、音声／ＩＰ変
換制御部１０６は、リレー１１０をＩＰ網１０９に接続し、電話機１０１をＩＰ網１０９
に接続するよう制御する（ステップＳ２２０）。
【００４０】
次に、音声／ＩＰ変換制御部１０６は、電話機１０１がオフフックするかを監視し（ステ
ップＳ２３０）、オフフックを検出すると（ステップＳ２３０でハイ）、ＡＣ電源１０７
が停電中か否かを確認する（ステップＳ２４０）。
【００４１】
停電中の場合（ステップＳ２４０でハイ）、前述した着信時の場合と同様に、音声／ＩＰ
変換制御部１０６は、電話機１０１を電話回線網１０８に接続し（ステップＳ４１０）、
停電中でも電話機１０１は電話回線網１０８を使って発信、着信が可能となり、ライフラ
インとしての通話ができる（ステップＳ４２０）。
【００４２】
音声／ＩＰ変換制御部１０６は、停電の復旧を監視し（ステップＳ４３０）、停電が復旧
するまでは電話回線網１０８での発信と通話ができるよう制御し、停電の復旧を検出する
と（ステップＳ４３０でハイ）、ステップＳ２２０の動作に戻る。
【００４３】
停電していない場合（ステップＳ２４０でイイエ）、音声／ＩＰ変換制御部１０６は、電
話機１０１からのダイヤリングを待ち、電話機１０１からのダイヤリングを検知する（ス
テップＳ２５０）。
【００４４】
このとき、電話機１０１は、２種類の異なるダイヤリングのうちの、いずれかでダイヤリ
ングする。すなわち、電話機１０１が、電話回線網１０８を使用して通信相手と通信する
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ために発信するときは、加入者は、電話機１０１から、電話番号の先頭に“＊”を付与し
てダイヤリングする、すなわち、＊電話番号をダイヤリングする。一方、電話機１０１が
、ＩＰ網１０９を使用して通信相手と通信するために発信するときは、加入者は、電話機
１０１から、電話番号の先頭に何も付与しないで、電話番号のみをダイヤリングする。
【００４５】
次に、音声／ＩＰ変換制御部１０６は、電話機１０１からのダイヤリングを検知し、電話
番号の先頭に“＊”が付与されているかを調べる（ステップＳ２６０）。
【００４６】
電話番号の先頭に“＊”が付与されているとき（ステップＳ２６０でハイ）、音声／ＩＰ
変換制御部１０６は、電話回線網１０８への発信要求であると認識し、ＩＰ網１０９側か
ら電話回線網１０８側にリレー１１０を切り替え、電話機１０１を電話回線網１０８に接
続するよう制御する（ステップＳ２７０）。
【００４７】
一方、電話番号の先頭に“＊”が付与されていないとき（ステップＳ２６０でイイエ）、
音声／ＩＰ変換制御部１０６は、ＩＰ網１０９への発信要求であると認識し、リレー１１
０を切り替えずそのまま接続を維持するよう制御する。
【００４８】
次に、音声／ＩＰ変換制御部１０６は、通話を開始するよう制御する（ステップＳ２８０
）。
【００４９】
その後、オンフック／リンギング検出回路１０５は、電話機１０１がオンフックするかを
監視し（ステップＳ２８０）、通話が終了しオンフックを検出すると（ステップＳ２８０
でハイ）、通話が終了した旨を音声／ＩＰ変換制御部１０６に通知する（ステップＳ３０
０）。
【００５０】
音声／ＩＰ変換制御部１０６は、この通知を受けて、リレー１１０を切り替えて、電話機
１０１をＩＰ網１０９側に切り替え接続する（ステップＳ２２０）。
【００５１】
以降、ステップＳ２２０からステップＳ３００までを繰り返す。
【００５２】
次に、本発明の回路的な中心部分となるオンフック／リンギング検出回路１０５の詳細動
作について、図１と図２と図４と図５を用いて説明する。
【００５３】
図４は、電話機１０１から電話回線網１０８に発信する場合の、オンフック／リンギング
検出回路１０５とリレー１１０の切り替え動作のタイムチャート図で、図５は、電話機１
０１に電話回線網１０８から着信する場合の、オンフック／リンギング検出回路１０５と
リレー１１０の切り替え動作のタイムチャート図である。
【００５４】
先ず、電話機１０１から電話回線網１０８に発信する場合の動作について図１と図２と図
４を用いて説明する。
【００５５】
図１と図２と図４を参照して、音声／ＩＰ変換制御部１０６は、電話機１０１からのオフ
フック信号と＊電話番号を検出すると、リレー制御信号ＦをＨＩＧＨレベルからＬＯＷレ
ベルに変え、このリレー制御信号Ｆをリレー１１０とオンフック／リンギング検出回路１
０５に送る。
【００５６】
リレー１１０は、ＨＩＧＨレベルからＬＯＷレベルに変わるリレー制御信号Ｆを受けて、
すでにオフフックしている電話機１０１をＩＰ網１０９から電話回線網１０８に切り替え
接続する。
【００５７】
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この切り替え接続により、電話機１０１と回線のＡ線とＢ線とオンフック／リンギング検
出回路１０５の抵抗３０３と抵抗３０４とで作るループに電流が流れ、抵抗３０４の両端
点であるａ点とｂ点の差電圧Ｖｃが変化する。（図４でＴ点）。ここまでの動作は、図４
の▲１▼で示される。
【００５８】
オペアンプ３１１、３１２は、この差電圧Ｖｃを検出し、その差電圧Ｖｃをコンパレータ
３１３に出力する。
【００５９】
コンパレータ３１３は、オペアンプ３１２から入力される差電圧Ｖｃを抵抗３１５、３１
６で決定された閾値Ｖｄと比較し、差電圧Ｖｃが閾値Ｖｄを超えていないとき、つまりＴ
点より早い時点では、ＨＩＧＨレベル（５Ｖ）の論理信号を出力し、差電圧Ｖｃが閾値Ｖ
ｄを超えるとき、つまりＴ点より遅い時点では、ＬＯＷレベル（０Ｖ）の論理信号を出力
する（図４の▲２▼部分）。
【００６０】
リレー制御信号Ｆは、ゲート回路３１７のイネーブル信号となっているため、現時点でＬ
ＯＷレベルであるリレー制御信号Ｆは、ゲート回路３１７をオープンする（開く）（図４
の▲３▼部分）。また、リレー制御信号Ｆは、反転回路３２７により反転され、その結果
、得られる反転信号ＩＦは、ゲート回路３２４のイネーブル信号となっているため、ゲー
ト回路３２４は、現時点でＨＩＧＨレベルの反転信号ＩＦにより、オフし（ゲートを閉じ
）、リンギング検出出力ＤをＬＯＷレベルに固定する。
【００６１】
次に、モノステーブルマルチバイブレータ３２１は、コンパレータ３１３の出力Ｖｅの立
下りを検出し（図４の▲５▼部分）、予め定められた時間幅ｔ１の間だけＨＩＧＨレベル
を有するパルスを出力Ｖｈとして出力する。ここで、時間幅ｔ１は、抵抗３１９とコンデ
ンサ３２０との乗算で求められる値で、たとえば、５秒である。
【００６２】
ゲート回路３２２は、モノステーブルマルチバイブレータ３２１からのパルスの出力Ｖｈ
を受けて、時間幅ｔ１の間、オフする（閉じる）。尚、ゲート回路３２２が時間幅ｔ１の
間だけオフする（ゲートを閉じる）ことは、発信時には動作時に意味はなく、着信時には
大きな意味を持つため、着信時の動作のところで後述する。
【００６３】
そして、オフフックが認識された時点（図４のＴ点）から時間幅ｔ１後に、モノステーブ
ルマルチバイブレータ３２１からの出力ＶｈがＨＩＧＨレベルからＬＯＷレベルになると
（パルスが終了すると）、出力Ｖｈがゲート回路３２２のイネーブル信号となっているた
め、ゲート回路３２２はオープンする（開く）（図４の▲４▼部分）。この時点で、ゲー
ト回路３１７とゲート回路３２２は、両者ともオープンとなり（開き）、現在オフフック
中の電話機１０１のオンフックを検出可能な状態になる。
【００６４】
一方、ゲート回路３２４は、反転信号ＩＦにより、オフし（ゲートを閉じ）、リンギング
の検出が禁止されている。
【００６５】
次に、通話が終了し、電話機１０１がオンフックすると（図４でＳ点）、コンパレータ３
１３の出力ＶｅがＨＩＧＨレベルになる。このとき、ゲート回路３１７とゲート回路３２
２がオープンし（開い）ているので、コンパレータ３１３の出力Ｖｅはそのままオンフッ
ク検出出力Ｃとなる。つまり、オンフック検出出力ＣはＨＩＧＨレベルとなる（図４の▲
６▼部分）。
【００６６】
次に、音声／ＩＰ変換制御部１０６は、オンフック検出出力ＣがＨＩＧＨレベルになった
ことを認識すると、リレー制御信号ＦをＬＯＷレベルからＨＩＧＨレベルに変更し、リレ
ー１１０をＩＰ網１０９側に切り替へ、電話機１０１を、電話回線網１０８からＩＰ網１
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０９に切り替へ接続する（図４の▲７▼部分）。
【００６７】
そして、ＨＩＧＨレベルのリレー制御信号Ｆを受けたゲート回路３１７は、オフし（閉じ
）、一方、リレー制御信号Ｆの反転信号ＩＦを受けたゲート回路３２４は、オープンし（
開き）、待機状態となる。つまり待機状態では、ゲート回路３１７がオフし（閉じ）、オ
ンフックの検出が禁止され、一方、ゲート回路３２４はオープンし（開き）、リンギング
の検出が可能になる。
【００６８】
次に、電話機１０１へ着信するときの動作について図１と図２と図５を用いて説明する。
【００６９】
基本的には発信時と同様の動作を行うため、異なる動作のみを説明する。
【００７０】
着信時に、期間ｔ２（通常ｔ２は２秒程度）のサイレント期間を有する正弦波よりなるリ
ンギンング波形ＲがＡ線とＢ線間に印加されると、ａ点とｂ点の差電圧Ｖｃの波形はパル
ス状となる。したがって、コンパレータ３１３の出力Ｖｅもパルス状となる。
【００７１】
この時、モノステーブルマルチバイブレータ３２１は、コンパレータ３１３の出力Ｖｅの
立下りを検出（図５の▲１▼部分）し、予め定められた時間幅ｔ１の間だけＨＩＧＨレベ
ルを有するパルスを出力Ｖｈとして出力する。
【００７２】
このパルスを受けたゲート回路３２４は、ＨＩＧＨレベルのリンギング検出出力Ｄを出力
する（図５の▲２▼部分）。これにより、リンギングが検出されたことになる。
【００７３】
音声／ＩＰ変換制御部１０６は、リンギング検出出力ＤがＨＩＧＨレベルであることを認
識すると（リンギングが検出されたことを認識すると）、リレー制御信号ＦをＨＩＧＨレ
ベルからＬＯＷレベルに変更し、このリレー制御信号Ｆをリレー１１０と反転回路３２７
とゲート回路３１７に送る。
【００７４】
リレー１１０は、ＨＩＧＨレベルからＬＯＷレベルに変わるリレー制御信号Ｆを受けて、
電話機１０１をＩＰ網１０９から電話回線網１０８に切り替え接続する（図５の▲３▼部
分）。
【００７５】
反転回路３２７は、ＨＩＧＨレベルからＬＯＷレベルに変わるリレー制御信号Ｆを受けて
、ＬＯＷレベルからＨＩＧＨレベルに変わる反転信号ＩＦを出力しゲート回路３２４へ送
る。この反転信号ＩＦを受けたゲート回路３２４はオフし(ゲートを閉じ）、リンギング
検出出力ＤがＬＯＷレベルに戻る（図５の▲４▼部分）。すなわち、ゲート回路３２４は
、オフ（閉じ）されることにより、リンギングの検出が禁止される。このとき、リンギン
グ検出出力Ｄは、時間幅ｔ１のパルスの一部が切りだされた形の信号となる。
【００７６】
ゲート回路３１７は、ＨＩＧＨレベルからＬＯＷレベルに変わるリレー制御信号Ｆを受け
て、オープンする（開く）が、オフフックの検出ができるようにするためにはゲート回路
３２２をオープンする（開く）必要がある。ここで、着信中では、コンパレータ３１３の
出力Ｖｅはパルス状となるため、もし出力Ｖｅを、そのままの形で、オンフック検出出力
Ｄとして使用した場合は着信中であるにもかかわらず、音声／ＩＰ変換制御部１０６は、
オフフックとオンフックを繰り返していると誤認識してしまう。この時、前述したモノス
テーブルマルチバイブレータの３２１の出力ＶｈのＨＩＧＨレベルのパルスが大きな意味
をなす。すなわち、モノステーブルマルチバイブレータ３２１はコンパレータ３１３の出
力Ｖｅの立下りを検出（図５の▲１▼部分）し、予め定められた時間幅ｔ１の間だけＨＩ
ＧＨレベルを有するパルスを出力する（本回路では時間幅ｔ１は、たとえば５秒に設定さ
れていて、５秒幅のパルスが出力される）。着信中においては、ａ点とｂ点の差電圧Ｖｃ
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がパルス状に持続する時間は、サイレント部分も含めて５秒以内であるため、モノステー
ブルマルチバイブレータ３２１の出力ＶｈのＨＩＧＨレベルの時間幅ｔ１は、５秒に設定
されている。時間幅ｔ１のパルスの印加によりゲート回路３２２は、着信中ではオフする
（ゲートを閉じる）ことになるので、オンフックの検出が禁止され、前述した誤認識は発
生しない。つまり、本回路では、モノステーブルマルチバイブレータ３２１により設定さ
れる時間幅ｔ１の間だけオンフックの検出ができないようにゲート回路３２２をオフする
（ゲートを閉じる）ことにより、音声／ＩＰ変換制御部１０６がリンギングをオフフック
とオンフックとの繰り返しであると認識してしまうことを回避している。したがって、本
回路は、モノステーブルマルチバイブレータ３２１の特性を活かし着信中とオンフックま
たはオフフックとを区別できる機能を有している。
【００７７】
次に、着信中に電話機１０１をオフフックして通話する場合は図４のＴ点以降の動作と同
様である。
【００７８】
また着信中にオンフックしたままタイムアウトした場合は、リンギング信号がストップし
、コンパレータ３１３の出力Ｖｅがパルス状からＨＩＧＨレベル固定となるため、モノス
テーブルマルチバイブレータ３２１の出力ＶｈがＨＩＧＨレベルからＬＯＷレベルとなる
。するとゲート回路３２２がこの時点で初めてオープンする（開く）ため、オンフックの
検出が可能となり、ＨＩＧＨレベルの出力Ｖｅが、そのままの形で、オンフック検出出力
Ｃとなる。すなわち、オンフック検出出力Ｃは、ＨＩＧＨレベルを示し、オンフックが検
出されたことを示す。
【００７９】
音声／ＩＰ変換制御部１０６が、このＨＩＧＨレベルのオンフック検出出力Ｃを認識する
と、リレー制御信号ＦをＬＯＷレベルからＨＩＧＨレベルに変更し、このリレー制御信号
Ｆをリレー１１０とゲート回路３１７と反転回路３２７に送る。
【００８０】
リレー１１０は、このリレー制御信号Ｆを受けて、電話機１０１を電話回線網１０８から
ＩＰ網１０９に切り替え接続する（図５の▲５▼部分）。
【００８１】
ゲート回路３１７は、このリレー制御信号Ｆを受けて、オフす（閉じ）る。
【００８２】
反転回路３２７は、このリレー制御信号Ｆを受けて反転信号ＩＦを出力しゲート回路３２
４へ送る。この反転信号ＩＦを受けたゲート回路３２４は、オープンする（開く）。
【００８３】
つまり、ゲート回路３１７は、オフし（閉じ）、ゲート回路３２４は、オープンして（開
いて）、リンギングを検出するための待機状態となる。待機状態では、オンフックの検出
が禁止され、リンギング信号のみを検出可能となる。
【００８４】
以上のように、オンフック／リンギング検出回路は、ゲート回路とモノステーブルマルチ
バイブレータを利用して構成され、オンフックとリンギングを区別して検出している。
【００８５】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明は、電源供給がない時、電話機を電話回線網に強制的に接続
する動作と、電源供給がある時、電話機をＩＰ網に接続してデフォルト状態にし、電話回
線網から着信があるとき、その着信を検出して電話機をＩＰ網から電話回線網へ切り替え
るという動作と、電話機が電話回線網に接続されている場合、通話が終了し、電話機がオ
ンフックしたとき、このオンフックを検出して電話機を電話回線網からＩＰ網へ切り替え
てデフォルト状態に戻すという動作を実行するよう構成されているので、停電時において
も電話サービスの提供を保証できるとともに、電話回線網とＩＰ網とのうちのいずれかか
らも着信が可能であるともに電話回線網とＩＰ網とのいずれかにも発信が可能であるとい
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【００８６】
また、本発明によるオンフック／リンギング検出回路は、ゲート回路とモノステーブルマ
ルチバイブレータとを利用して、オンフック検出とリンギング検出を切り替えて使用でき
るよう構成されているので、小型で且つ簡単な構成のオンフック／リンギング検出回路を
実現できるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明によるシステムの実施形態の構成ブロック図である。
【図２】オンフック／リンギング検出回路の構成ブロック図である。
【図３】動作のフローチャートである。
【図４】発信する場合の、オンフック／リンギング検出回路の動作のタイムチャートであ
る。
【図５】着信する場合の、オンフック／リンギング検出回路の動作のタイムチャートであ
る。
【符号の説明】
１０１　　電話機
１０４　　ＶｏＩＰ切替装置
１０５　　オンフック／リンギング検出回路
１０６　　音声／ＩＰ変換制御部
１０７　　ＡＣ電源部
１１０　　リレー
１０８　　電話回線網
１０９　　ＩＰ網
３０１、３０２　　保護素子
３１１、３１２　　差動増幅オペアンプ
３１３　　コンパレータ
３１７、３２２、３２４　　ゲート回路
３２１　　モノステーブルマルチバイブレータ（ＭＭＶ）
３２７　　反転回路



(14) JP 4328566 B2 2009.9.9

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(15) JP 4328566 B2 2009.9.9

【図５】



(16) JP 4328566 B2 2009.9.9

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平１１－３５５４７４（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－２２０５４９（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04M  11/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

