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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＰネットワークを利用したＴＶ電話を実現するＴＶ電話アダプタ装置であって、
　ＩＰネットワーク又はアナログ電話回線を用いた音声交信用コネクションの接続および
切断を自動実行し、接続中の前記音声交信用コネクションを介して、アナログ電話機から
受信した音声を通話相手に送信し且つ前記通話相手から受信した音声を前記アナログ電話
機に出力する電話処理部と、
　前記アナログ電話機に対するダイヤル操作を検出するダイヤル操作部と、
　ＩＰネットワークを用いて前記音声交信用コネクションとは異なるコネクションである
映像交信用コネクションの接続および切断を実行し、接続中の前記映像交信用コネクショ
ンを介して、映像入力装置から受信した映像を通話相手に送信し且つ前記通話相手から受
信した映像を映像出力装置に出力する映像アダプタ部と、を有し、
　前記映像アダプタ部は、
　前記ダイヤル操作検出部で検出した電話番号をドメイン名に変換し、該ドメイン名に対
応するＵＲＩをＩＰネットワーク上に存在するＤＮＳに問合せ、該ＤＮＳから取得したＵ
ＲＩを指定して、映像交信用コネクションの接続要求をＩＰネットワーク上に存在する所
定のサーバに送出すること
　を特徴とするＴＶ電話アダプタ。
【請求項２】
　ＩＰネットワークを利用したＴＶ電話を実現するＴＶ電話アダプタ装置であって、



(2) JP 4646657 B2 2011.3.9

10

20

30

40

50

　ＩＰ電話機能付き装置に接続されたアナログ電話機に対するダイヤル操作を検出するダ
イヤル操作検出部と、
　ＩＰネットワークを用いた映像交信用コネクションの接続および切断を実行し、接続中
の前記映像交信用コネクションを介して、映像入力装置から受信した映像を通話相手に送
信し且つ前記通話相手から受信した映像を映像出力装置に出力する映像アダプタ部と、
　ダイヤル操作と設定内容との対応関係が記述された変換テーブルと、
　前記ダイヤル操作検出部で検出されたダイヤル操作に対応する設定内容が前記変換テー
ブルに記憶されている場合に、当該対応する設定内容に従って前記映像アダプタ部による
前記映像交信用コネクションの接続および切断の実行を制御する主制御部と、を有するこ
と
　を特徴とするＴＶ電話アダプタ装置。
【請求項３】
　ＩＰネットワークを利用したＴＶ電話を実現するＴＶ電話アダプタ装置であって、
　ＩＰネットワークを用いた音声交信用コネクションの接続および切断を自動実行し、接
続中の前記音声交信用コネクションを介して、アナログ電話機から受信した音声を通話相
手に送信し且つ前記通話相手から受信した音声を前記アナログ電話機に出力するＩＰ電話
処理部と、
　前記アナログ電話機に対するダイヤル操作を検出するダイヤル操作検出部と、
　ＩＰネットワークを用いた映像交信用コネクションの接続および切断を実行し、接続中
の前記映像交信用コネクションを介して、映像入力装置から受信した映像を通話相手に送
信し且つ前記通話相手から受信した映像を映像出力装置に出力する映像アダプタ部と、
　ダイヤル操作と設定内容との対応関係が記述された変換テーブルと、
　前記ダイヤル操作部で検出されたダイヤル操作に対応する設定内容が前記変換テーブル
に記憶されている場合、当該対応する設定内容に従って前記映像アダプタ部による前記映
像交信用コネクションの接続および切断の実行を制御する主制御部と、を有すること
　を特徴とするＴＶ電話アダプタ装置。
【請求項４】
　請求項３に記載のＴＶ電話アダプタ装置であって、
　前記ＩＰ電話処理部は、
　ＩＰネットワーク又はアナログ電話回線を用いた音声交信用コネクションの接続および
切断を自動実行し、
　前記映像アダプタ部は、
　ＩＰネットワークを用いて前記音声交信用コネクションとは異なるコネクションである
映像交信用コネクションの接続および切断を実行し、
　前記ダイヤル操作検出部で検出した電話番号をドメイン名に変換し、該ドメイン名に対
応するＵＲＩをＩＰネットワーク上に存在するＤＮＳに問合せ、該ＤＮＳから取得したＵ
ＲＩを指定して、映像交信用コネクションの接続要求をＩＰネットワーク上に存在する所
定のサーバに送出すること
　を特徴とするＴＶ電話アダプタ装置。
【請求項５】
　請求項２乃至４のいずれか一項に記載のＴＶ電話アダプタ装置であって、
　前記主制御部は、
　前記ダイヤル操作部で検出されたダイヤル操作に対応付けられて前記変換テーブルに記
憶されている設定内容が映像交信用コネクションの自動接続である場合、前記ダイヤル操
作部で検出されるＩＰ電話用の電話番号を前記映像アダプタ部に通知して、前記映像アダ
プタ部に、当該ＩＰ電話用の電話番号を持つ通話相手との間に映像交信用コネクションを
確立させること
　を特徴とするＴＶ電話アダプタ装置。
【請求項６】
　請求項２乃至５のいずれか一項に記載のＴＶ電話アダプタ装置であって、
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　前記主制御部は、
　前記ダイヤル操作部で検出されたダイヤル操作に対応付けられて前記変換テーブルに記
憶されている設定内容が自映像の表示である場合、前記映像アダプタ部を制御して、前記
映像アダプタ部に、前記映像入力装置から受信した映像を前記映像出力装置に出力させる
こと
　を特徴とするＴＶ電話アダプタ装置。
【請求項７】
　請求項２乃至６のいずれか一項に記載のＴＶ電話アダプタ装置であって、
　保留画面データを記憶した保留画面記憶部をさらに有し、
　前記主制御部は、
　前記ダイヤル操作部で検出されたダイヤル操作に対応付けられて前記変換テーブルに記
憶されている設定内容が保留画面の表示である場合、前記映像アダプタ部を制御して、前
記映像アダプタ部に、接続中の前記映像用コネクションを介して、前記保留画面記憶部に
記憶されている保留画面データを通話相手に送信させること
　を特徴とするＴＶ電話アダプタ装置。
【請求項８】
　請求項２乃至７のいずれか一項に記載のＴＶ電話アダプタ装置であって、
ダイヤル操作と設定内容との関係を示した設定画面データを記憶した設定画面記憶部をさ
らに有し、
　前記ダイヤル操作部で検出されたダイヤル操作に対応付けられて前記変換テーブルに記
憶されている設定内容が設定画面の表示である場合、前記映像アダプタ部を制御して、前
記映像アダプタ部に、前記設定画面記憶部に記憶されている設定画面データを前記映像出
力装置に出力させること
　を特徴とするＴＶ電話アダプタ装置。
【請求項９】
　ＩＰネットワークを利用したＴＶ電話を実現するＴＶ電話アダプタ装置であって、
　ダイヤルトーンを利用して回線接続する電話処理部と、
　前記ダイヤルトーンを検出するダイヤルトーン検出部と、
　ＩＰネットワークを用いた映像交信用コネクションの接続および切断を実行し、接続中
の前記映像用コネクションを介して、映像入力装置から受信した映像を通話相手に送信し
且つ前記通話相手から受信した映像を映像出力装置に出力する映像アダプタ部と、
　ダイヤルトーンと設定内容との対応関係が記述された変換テーブルと、
　前記ダイヤルトーン検出部で検出されたダイヤルトーンに対応する設定内容が前記変換
テーブルに記憶されている場合に、当該対応する設定内容に従って前記映像アダプタ部に
よる前記映像交信用コネクションの接続および切断の実行を制御する主制御部と、を有す
ること
　を特徴とするＴＶ電話アダプタ装置。
【請求項１０】
　ＩＰネットワークを利用したＴＶ電話を実現するＴＶ電話アダプタ装置であって、
　通話相手からのダイヤルトーンを検出するダイヤルトーン検出部と、
　ＩＰネットワークを用いた映像用コネクションの接続および切断を実行し、接続中の前
記映像交信用コネクションを介して、映像入力装置から受信した映像を通話相手に送信し
且つ前記通話相手から受信した映像を映像出力装置に出力する映像アダプタ部と、
　ダイヤルトーンと設定内容との対応関係が記述された変換テーブルと、
　前記ダイヤルトーン検出部で検出されたダイヤルトーンに対応する設定内容が前記変換
テーブルに記憶されている場合に、当該対応する設定内容に従って前記映像アダプタ部に
よる前記映像交信用コネクションの接続および切断の実行を制御する主制御部と、を有す
ること
　を特徴とするＴＶ電話アダプタ装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電話機、映像入力装置および映像出力装置を接続してＴＶ電話を実現するＴ
Ｖ電話アダプタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＰ（Internet Protocol）を利用したネットワークがデジタルネットワークとして台
頭してきた。特に、ＡＤＳＬ（Asymmetrical Digital Subscriber Line）やＦＴＴＨ（Fi
ber To The Home）などの高速データ通信が可能なブロードバンド回線が出現し、ＩＰネ
ットワークにそれらを利用できるようになった。ＩＰネットワークでは、ベストエフォー
トと呼ばれる全データの転送を保証しない方式が適用されている。ベストエフォート方式
では、利用者同士がネットワークの帯域を共有する。したがって、施設の利用コストが低
く、低料金でブロードバンド回線を利用できる。近年では、このような利点を生かし、Ｉ
Ｐネットワークを利用したＴＶ電話が提案されている。
【０００３】
　非特許文献１～３には、一般のアナログ電話機を利用してＴＶ電話を実現するＴＶ電話
アダプタが開示されている。このＴＶ電話アダプタは、液晶表示部およびカメラを搭載し
ており、アナログ電話機およびＩＰ電話アダプタ機能付ＡＤＳＬモデムが接続される。Ｔ
Ｖ電話アダプタに対する簡単なボタン操作で、映像なしのＩＰ電話と、映像付きのＩＰ電
話（ＴＶ電話）との切り替えを行うことができる。このＴＶ電話アダプタにおいて、ＴＶ
電話は次のようにして実現する。すなわち、ＴＶ電話アダプタは、先ず、ＩＰ電話アダプ
タ機能付ＡＤＳＬモデムを利用してＩＰ電話による音声交信用のコネクションを確立する
。次に、音声交信用のコネクションを利用して、映像交信に利用するＩＰアドレスを通話
相手と交換する。それから、この交換したＩＰアドレスを利用し映像交信用のコネクショ
ンを確立する。
【０００４】
　また、特許文献１には、コンピュータの入力装置をボタン電話機で代用する技術が開示
されている。ボタン電話機とは、内線用に様々な機能を有する電話機である。基本的なダ
イヤルである０-９、＊、＃以外に様々な機能ボタンを有する。特許文献１では、ボタン
電話機とボタン電話主装置との間にボタン情報抽出装置を配置し、ボタン電話機がオンフ
ック状態でボタン電話機からボタン情報が送出されると、ボタン情報抽出装置がこれを検
出しコンピュータに送出する。そして、コンピュータが、変換テーブルを用いて、ボタン
情報抽出装置から受信したボタン情報を制御情報に変換する。
【０００５】
【非特許文献１】簡単ＩＰＴＶ電話登場！　Visual Phone Adapter（仮称）　[online]　
[平成１５年４月９日検索]　インターネット　<http://www.suncomm.co.jp/vpa/index.ht
ml>
【非特許文献２】サン・コミュニケーションズ、ＩＰ電話に動画通信機能を付加するアダ
プタ　[online]　[平成１５年４月９日検索]　インターネット　<http://bb.watch.impre
ss.co.jp/cda/event/4162.html>
【非特許文献３】サン・コミュニケーションズ、カタログ「カタログビジュアルフォンア
ダプタ（仮称）」、２００４年２月
【特許文献１】特開２０００-３１２２６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　非特許文献１～３に記載のＴＶ電話アダプタは、上述したように、ＩＰ電話による音声
交信用のコネクションを利用して、映像交信用のコネクションに利用するＩＰアドレスを
通話相手と交換する。それから、この交換したＩＰアドレスを利用して通話相手と映像交
信用のコネクションを確立する。つまり、映像交信用のコネクションに利用するＩＰアド



(5) JP 4646657 B2 2011.3.9

10

20

30

40

50

レスがＴＶ電話アダプタ間で直接（ＩＰ電話サービス事業者のサーバを経由せずに）交換
される。このため、ＩＰ電話サービス事業者は、一般に音声交信用のコネクションよりも
広い帯域が必要な映像交信用コネクションによるＩＰネットワークのトラフィック状態を
把握することが困難である。上述したように、ＩＰネットワークではベストエフォート方
式が適用されている。このため、ＩＰ電話サービス事業者が音声交信用のコネクションお
よび映像交信用コネクションによるＩＰネットワークのトラフィック状態を把握できない
と、輻輳が発生してデータ廃棄が頻繁に行われ、これにより、ＴＶ電話の品質低下を招く
可能性が高まる。
【０００７】
　また、非特許文献１～３に記載のＴＶ電話アダプタは、液晶表示部およびカメラを搭載
しており、また、映像なしのＩＰ電話と、映像付きのＩＰ電話（ＴＶ電話）との切り替え
を、ＴＶ電話アダプタに設けられたボタンで行うようにしている。つまり、このＴＶ電話
アダプタは、電話機の近くに置かれることを前提にしており、電話機から離れた位置に置
かれることを想定していない。なお、このＴＶ電話アダプタにボタン電話機を接続し、特
許文献１記載の技術を利用することで、ボタン電話機から映像なしのＩＰ電話と、映像付
きのＩＰ電話（ＴＶ電話）との切り替えを行えるようにすることも考えられる。しかし、
一般家庭で使用しているアナログ電話機は、ボタン電話機と異なり外線接続に対する０-
９、＊、＃の基本的なダイヤルしか有しないものもある。また、出力される信号もアナロ
グ信号であるため、引用文献１に記載のデジタル信号を発するボタン電話機によるコンピ
ュータ制御技術をそのまま利用することはできない。
【０００８】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、ＩＰ電話サービス事
業者が音声交信用のコネクションおよび映像交信用コネクションの状態を把握できるＴＶ
電話アダプタを提供することにある。また、映像付きの電話と映像なしの電話との切り替
えを一般のアナログ電話機から行えるＴＶ電話アダプタを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明の第１の態様のＴＶ電話アダプタでは、音声交信用
コネクションおよび映像交信用コネクションの各々に対する接続要求を、ＩＰネットワー
ク上に存在するサーバに対して送出し、音声交信用コネクションおよび映像交信用コネク
ションの各々がＩＰネットワーク上に存在するサーバ経由で確立されるようにする。
【００１１】
　例えば、本発明の第１の態様のＴＶ電話アダプタは、ＩＰネットワークを利用したＴＶ
電話を実現するＴＶ電話アダプタ装置であって、ＩＰネットワーク又はアナログ電話回線
を用いた音声交信用コネクションの接続および切断を自動実行し、接続中の前記音声交信
用コネクションを介して、アナログ電話機から受信した音声を通話相手に送信し且つ前記
通話相手から受信した音声を前記アナログ電話機に出力する電話処理部と、前記アナログ
電話機に対するダイヤル操作を検出するダイヤル操作部と、ＩＰネットワークを用いて前
記音声交信用コネクションとは異なるコネクションである映像交信用コネクションの接続
および切断を実行し、接続中の前記映像交信用コネクションを介して、映像入力装置から
受信した映像を通話相手に送信し且つ前記通話相手から受信した映像を映像出力装置に出
力する映像アダプタ部と、を有し、前記映像アダプタ部は、前記ダイヤル操作検出部で検
出した電話番号をドメイン名に変換し、該ドメイン名に対応するＵＲＩをＩＰネットワー
ク上に存在するＤＮＳに問合せ、該ＤＮＳから取得したＵＲＩを指定して、映像交信用コ
ネクションの接続要求をＩＰネットワーク上に存在する所定のサーバに送出する。
【００１２】
　また、本発明の第２の態様のＴＶ電話アダプタでは、ダイヤル操作と設定内容との対応
関係が記述された変換テーブルを用意し、この変換テーブルを用いてアナログ電話機に対
するダイヤル操作でユーザから設定内容を受付ける。
【００１３】
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　例えば、本発明の第２の態様のＴＶ電話アダプタは、ＩＰネットワークを利用したＴＶ
電話を実現するＴＶ電話アダプタ装置であって、ＩＰ電話機能付き装置に接続されたアナ
ログ電話機に対するダイヤル操作を検出するダイヤル操作検出部と、ＩＰネットワークを
用いた映像交信用コネクションの接続および切断を実行し、接続中の前記映像交信用コネ
クションを介して、映像入力装置から受信した映像を通話相手に送信し且つ前記通話相手
から受信した映像を映像出力装置に出力する映像アダプタ部と、ダイヤル操作と設定内容
との対応関係が記述された変換テーブルと、前記ダイヤル操作検出部で検出されたダイヤ
ル操作に対応する設定内容が前記変換テーブルに記憶されている場合に、当該対応する設
定内容に従って前記映像アダプタ部による前記映像交信用コネクションの接続および切断
の実行を制御する主制御部と、を有する。
【００１４】
　あるいは、本発明の第２の態様のＴＶ電話アダプタは、ＩＰネットワークを利用したＴ
Ｖ電話を実現するＴＶ電話アダプタ装置であって、ＩＰネットワークを用いた音声交信用
コネクションの接続および切断を自動実行し、接続中の前記音声交信用コネクションを介
して、アナログ電話機から受信した音声を通話相手に送信し且つ前記通話相手から受信し
た音声を前記アナログ電話機に出力するＩＰ電話処理部と、前記アナログ電話機に対する
ダイヤル操作を検出するダイヤル操作部と、ＩＰネットワークを用いた映像交信用コネク
ションの接続および切断を実行し、接続中の前記映像交信用コネクションを介して、映像
入力装置から受信した映像を通話相手に送信し且つ前記前記通話相手から受信した映像を
映像出力装置に出力する映像アダプタ部と、ダイヤル操作と設定内容との対応関係が記述
された変換テーブルと、前記ダイヤル操作部で検出されたダイヤル操作に対応する設定内
容が前記変換テーブルに記憶されている場合、当該対応する設定内容に従って前記映像ア
ダプタ部による前記映像交信用のコネクションの接続および切断の実行を制御する主制御
部と、を有する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、ＩＰ電話サービス事業者が音声交信用コネクションおよび映像交信用
コネクションの状態を把握できるＴＶ電話アダプタを提供できる。また、映像付きの電話
と映像なしの電話との切り替えを一般のアナログ電話機から行えるＴＶ電話アダプタを提
供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　<<第１実施形態>>
　本発明の第１実施形態として、映像なしのＩＰ電話および映像付きのＩＰ電話（ＴＶ電
話）を実現するＴＶ電話アダプタを説明する。
【００１７】
　図１は、本発明の第１実施形態のＴＶ電話アダプタを用いたＴＶ電話サービスシステム
の概略図である。
【００１８】
　図示するように、ＴＶ電話アダプタ１は、複数のＳＩＰ（Session Initiation Protoco
l）サーバ８を有するＩＰネットワーク５を介して音声および映像を通信する。ＴＶ電話
アダプタ１には、アナログ電話機２、カメラ３およびディスプレイ４が接続される。ＩＰ
ネットワーク５は、ＧＷ（ゲートウエイ）７を介してＰＳＴＮ（Public Switched Teleph
one Network）６に接続されている。ＰＳＴＮ６には、アナログ電話機２が直接（ＴＶ電
話アダプタ１を介することなく）接続されている。
【００１９】
　ＴＶ電話アダプタ１は、映像なしのＩＰ電話モードおよび映像付きのＩＰ電話モードの
いずれかで動作する。以下、映像なしのＩＰ電話モードを単にＩＰ電話モードと呼び、映
像付きのＩＰ電話モードをＴＶ電話モードと呼ぶ。
【００２０】
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　ＩＰ電話モードの場合、ＴＶ電話アダプタ１は、自身が収容するアナログ電話機２の通
話相手（アナログ電話機２）を収容するＴＶ電話アダプタ１あるいはＧＷ７との間に、Ｉ
Ｐネットワーク５上の少なくともいずれか一つのＳＩＰサーバ８を介して音声交信用コネ
クションを確立する。そして、この音声交信用コネクションを介して、自身が収容するア
ナログ電話機２および通話相手間の音声信号を交換を行う。なお、通話相手を収容する装
置がＧＷ７の場合、ＧＷ７は、ＰＳＴＮ６を介して通話相手との間に音声交信用コネクシ
ョンを確立する。そして、この音声交信用コネクションと、ＩＰネットワーク５を介して
ＴＶ電話アダプタ１との間に確立された音声交信用コネクションとを介して、ＴＶ電話ア
ダプタ１が収容するアナログ電話機２とＰＳＴＮ６に接続されたアナログ電話機２との間
の音声信号の交換を行う。なお、ＧＷ７の動作は、ＩＰ電話と一般電話とを接続する既存
のＧＷの動作と同様である。
【００２１】
　また、ＴＶ電話モードの場合、ＴＶ電話アダプタ１は、上述の音声交信用コネクション
に加えて、当該音声交信用コネクションとは別に、ＩＰネットワーク５上の少なくともい
ずれか一つのＳＩＰサーバ８を介して映像交信用のコネクションを確立し、この映像交信
用コネクションを介して、自身が収容するカメラ３で撮影した映像信号の通話相手への送
信、および、通話相手から送られてきた映像信号の自身が収容するディスプレイ４への表
示を行う。本実施形態のＴＶ電話アダプタ１は、ＩＰ電話モードおよびＴＶ電話モードの
切り替えを、自身が収容するアナログ電話機２に対するダイヤル操作を基に行っている。
【００２２】
　図２は、ＴＶ電話アダプタ１の概略図である。
【００２３】
　図示するように、ＴＶ電話アダプタ１は、ＩＰ電話機能付きルータ２０と、アナログ電
話機２をＩＰ電話機機能付ルータ２０に接続する電話アダプタ部４０と、カメラ３および
ディスプレイ４をＩＰ電話機能付ルータ２０に接続する映像アダプタ部７０と、主制御部
６０と、指示変換ＴＬ（テーブル）記憶部３０と、を有する。
【００２４】
　ＩＰ電話機能付ルータ２０は、ＳＩＰによるＩＰ電話のコネクション確立（呼接続）を
処理するための機能と、ＲＴＰ（Real-time Transport Protocol）によるＩＰ電話の通話
を処理するための機能と、を備えたルータである。
【００２５】
　ＩＰ電話機能付ルータ２０は、電話番号をＵＲＩ（Uniform Resource Identifier）に
変換するためのＵＲＩ変換ＴＬ２１を有する。図３はＵＲＩ変換ＴＬ２１を模式的に表し
た図である。図示するように、ＵＲＩ変換ＴＬ２１は、電話番号を登録するフィールド２
１１と、電話番号に対応する音声交信用のＵＲＩを登録するフィールド２１２とを備えて
、一つのレコード２１０が形成されている。さて、ＩＰ電話機能付ルータ２０は、ＵＲＩ
変換ＴＬ２１を用いて、電話アダプタ部４０を介してアナログ電話機２より通知された電
話番号をＵＲＩに変換し、このＵＲＩを通話相手とする呼接続要求を格納したＳＩＰパケ
ットを、ＩＰネットワーク５上の所定のＳＩＰサーバ８に送信する。その後、通話相手と
呼制御情報を格納したＳＩＰパケットを交換し、該通話相手とＲＴＰパケットの交換に用
いるコネクション（音声交信用コネクション）の制御を行う。
【００２６】
　また、ＩＰ電話機能付ルータ２０は、アナログ電話機２を接続するためのポート（例え
ばモジュラケーブル用ポート、電話用ポートと呼ぶ）と、ＰＣ（Personal Computer）な
どのＩＰ端末を接続するためのポート（例えばＬＡＮケーブル用ポート、ＩＰ端末用ポー
トと呼ぶ）とを有する。電話用ポートに電話アダプタ部４０が接続され、ＩＰ端末用ポー
トに映像アダプタ部７０が接続される。本実施形態のＩＰ電話機能付ルータ２０には、市
販されている既存の装置を利用できる。この場合、ＩＰ電話機能付ルータ２０を外付けと
してもよい。
【００２７】
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　なお、本実施形態のＩＰ電話機能付ルータ２０では、電話用ポートとＩＰネットワーク
５との接続点で終端しているが、ＩＰ端末用ポートとＩＰネットワーク５との接続点では
終端せずにブリッジ接続としている。これは、ＩＰ電話機能付ルータ２０でグローバルＩ
Ｐアドレスが終端され、映像アダプタ部７０がＳＩＰ処理を行えなくなるのを防止するた
めである。但し、ＩＰ電話機能付ルータ２０のグローバルＩＰアドレスと映像アダプタ部
７０のローカルＩＰアドレスとが一対一で対応している場合は、ＩＰ端末用ポートとＩＰ
ネットワーク５との接続点を終端してもよい。また、映像アダプタ部７０がサブＩＰアド
レスを利用できるように一部修正されたＳＩＰを処理する場合も、ＩＰ端末用ポートとＩ
Ｐネットワーク５との接続点を終端できる。
【００２８】
　電話アダプタ部４０は、アナログ電話ＩＦ（インターフェース）部４１と、フック状態
検出部４２と、上りトーン検出部４３、下りトーン検出部４４とを有する。アナログ電話
ＩＦ部４１は、アナログ電話機２をＩＰ電話機能付ルータ２０に接続するためのインター
フェースである。フック状態検出部４２は、アナログ電話ＩＦ部４１に接続されたアナロ
グ電話機２のオフフック/オンフック状態を検出し、検出結果を示すフック状態信号を主
制御部６０に送信する。上りトーン検出部４３は、アナログ電話ＩＦ部４１に接続された
アナログ電話機２から送出された各種トーン（ＤＴ：ダイヤルトーン、ＲＢＴ：リングバ
ックトーン、ＢＴ：ビジートーン）を検出し、これを主制御部６０に送信する。そして、
下りトーン検出部４４は、ＩＰ電話機能付ルータ２０からアナログ電話ＩＦ部４１に接続
されたアナログ電話機２へ送信された各種トーン（ＤＴ、ＲＢＴ、ＢＴ）を検出し、これ
を主制御部６０に送信する。
【００２９】
　映像アダプタ部７０は、映像出力部７１と、映像入力部７２と、画像合成部７３と、映
像エンコーダ７４と、映像デコーダ７５と、ＲＴＰ処理部７６と、ＳＩＰ処理部７７と、
保留画面記憶部７８と、ＩＰ処理部７９と、を有する。
【００３０】
　映像出力部７１は、画像合成部７３から出力された映像信号をＤ/Ａ変換してディスプ
レイ４に出力する。映像入力部７２は、カメラ７２で撮影された映像信号をＡ/Ｄ変換し
て画像合成部７３に入力する。また、保留画面記憶部７８には、保留画面データが記憶さ
れている。
【００３１】
　画像合成部７３は、映像入力部７２、保留画面記憶部７８および映像デコーダ７５から
出力される映像信号の少なくとも１つに基づいて送信用の映像信号を合成し、映像エンコ
ーダ７４に出力する。また、画像合成部７３は、映像入力部７２、保留画面記憶部７８お
よび映像デコーダ７５から出力される映像信号の少なくとも一つに基づいて表示用の映像
信号を合成し、映像出力部７１に出力する。
【００３２】
　映像エンコーダ７４は、画像合成部７３が合成した映像信号をエンコードし、ＲＴＰ処
理部７６に出力する。映像デコーダ７５は、ＲＴＰ処理部７６から出力された映像信号を
デコードし、画像合成部７３に出力する。
【００３３】
　ＲＴＰ処理部７６は、映像エンコーダ７４でエンコードされた映像信号をＲＴＰパケッ
ト化し、ＩＰ処理部７９に出力する。また、ＩＰ処理部７９より出力されたＲＴＰパケッ
トから映像信号を抽出し、映像デコーダ７５に出力する。
【００３４】
　ＳＩＰ処理部７７は、電話番号をＵＲＩ（Uniform Resource Identifier）に変換する
ためのＵＲＩ変換ＴＬ７７１を有する。図４はＵＲＩ変換ＴＬ７７１を模式的に表した図
である。図示するように、ＵＲＩ変換ＴＬ７７１は、電話番号を登録するフィールド７７
１１と、電話番号に対応する映像交信用のＵＲＩを登録するフィールド７７１２とを備え
て、一つのレコード７７１０が形成されている。
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【００３５】
　さて、ＳＩＰ処理部７７は、ＵＲＩ変換ＴＬ７７１を用いて、主制御部６０より通知さ
れた電話番号をＵＲＩに変換し、このＵＲＩを通話相手とする呼接続要求を格納したＳＩ
Ｐパケットを、ＩＰ処理部７９を介してＩＰネットワーク５上の所定のＳＩＰサーバ８に
送信する。その後、通話相手と呼制御情報を格納したＳＩＰパケットを交換し、ＲＴＰ処
理部７６が該通話相手とＲＴＰパケットの交換に用いるコネクション（映像交信用コネク
ション）の制御を行う。
【００３６】
　ＩＰ処理部７９は、ＲＴＰ処理部７６より受け取ったＲＴＰパケットおよびＳＩＰ処理
部７７より受け取ったＳＩＰパケットをＩＰパケットに格納し、ＩＰ電話機能付ルータ２
０に出力する。また、ＩＰ処理部７９は、ＩＰ電話機能付ルータ２０より受け取ったＩＰ
パケットから、ＲＴＰパケット、ＳＩＰパケットを取り出し、ＲＴＰ処理部７６、ＳＩＰ
処理部７７に出力する。
【００３７】
　制御内容変換ＴＬ３０には、少なくとも２つのダイヤルの組合せからなるダイヤル番号
と制御内容との対応関係が記憶されている。図５は制御内容ＴＬ３０を模式的に表した図
である。図示するように、少なくとも２つのダイヤルの組合せからなるダイヤル番号を登
録するフィールド３０１と、ＴＶ電話アダプタ１の動作モード（状態）を登録するフィー
ルド３０２と、該ダイヤル番号が示す制御内容（設定・制御項目）を登録するフィールド
３０３とを備えて、一つのレコード３００が形成されている。ここで、フィールド３０１
には、電話番号として用いられていないダイヤル番号が登録される。また、フィールド３
０２には、ＩＰ電話モード、ＴＶ電話モードおよび設定制御モードのいずれかが登録され
る。ここで、設定制御モードとは、オフフック状態で且つ音声交信用コネクションおよび
映像交信用コネクションの何れも確立されていない状態をいう。
【００３８】
　主制御部６０は、制御内容変換ＴＬ３０に従い、電話アダプタ部４０から出力された、
自装置が収容するアナログ電話機２のフック状態信号およびＤＴ信号と、通話相手のＤＴ
信号とに基づいて、映像アダプタ部７０およびＩＰ電話機能付ルータ２０を制御する。
【００３９】
　主制御部６０は、自装置が収容するアナログ電話機のＤＴ信号からダイヤル番号を特定
し、特定したダイヤル番号が電話番号として用いられている番号列である否かを判断する
。例えば、特定したダイヤル番号の桁数が電話番号に用いられている番号列の桁数と一致
するか否かを判断することにより、特定したダイヤル番号が電話番号として用いられてい
る番号列である否かを判断する。そして、特定したダイヤル番号が電話番号として用いら
れている番号列である場合、このダイヤル番号を主制御部６０内の番号保持部６１に保持
する。そして、映像交信用コネクションを確立する必要がある場合に、このダイヤル番号
をＳＩＰ処理部７７に通知して、映像交信用コネクションの確立を指示する。
【００４０】
　また、主制御部６０は、自装置が収容するアナログ電話機のＤＴ信号から特定したダイ
ヤル番号が電話番号として用いられている番号列でない場合、あるいは、通話相手のＤＴ
信号から特定したダイヤル番号が電話番号として用いられている番号列でない場合、この
特定したダイヤル番号がフィールド３０１に登録されているレコード３００を制御内容変
換ＴＬ３０から検索する。そして、このようなレコード３００を検索したならば、ＴＶ電
話アダプタ１の動作モードが該レコード３００のフィールド３０２に登録されている動作
モードと一致するか否かを調べ、一致する場合は該レコード３００のフィールド３０３に
登録されている設定・制御項目に従い、映像アダプタ部７０およびＩＰ電話機能付ルータ
２０を制御する。例えば、図５において、電話アダプタ部４０から受け取ったＤＴ信号「
＊１」の場合、ＴＶ電話アダプタ１の動作モードが「設定制御モード」ならば、主制御部
６０は、ＴＶ電話の自動モードを「ＯＮ」にする。なお、ＴＶ電話アダプタ１の動作モー
ドは音声交信用・映像交信用コネクションの状態に基づいて、主制御部６０が判定する。
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【００４１】
　次に、制御内容変換ＴＬ３０に図５に示す内容が登録されていることを前提として、Ｔ
Ｖ電話アダプタ１の動作を説明する。
【００４２】
　図６はＴＶ電話アダプタ１の処理手順を説明するための図である。
【００４３】
　まず、アナログ電話機２がオフフックされると（Ｓ１０１）、フック状態検出部４２は
、アナログ電話ＩＦ部４１を介してこれを検出し、オフフックを示すフック状態信号を主
制御部６０に送信する（Ｓ２０１）。
【００４４】
　次に、アナログ電話機２がダイヤル操作されると（Ｓ１０２）、トーン検出部４３は、
アナログ電話ＩＦ部４１を介してＤＴを検出し、ＤＴ信号を主制御部６０に送信する。こ
れを受けて、主制御部６０は、ＤＴが表すダイヤル番号を特定し、特定したダイヤル番号
をキーに制御内容変換ＴＬ３０からレコード３００を検索する（Ｓ２０２）。
【００４５】
　Ｓ２０２において、レコード３００を検索できなかった場合、特定したダイヤル番号は
、ＩＰ電話の相手先の電話番号である。この場合、ＩＰ電話機能付ルータ２０がＩＰ電話
の相手先と音声交信用コネクションを確立する。これにより、アナログ電話機２はＩＰ電
話の相手先と音声通話が可能になる。一方、主制御部６０は、特定したダイヤル番号（Ｉ
Ｐ電話の相手先の電話番号をダイヤル保持部６１に保持する。また、トーン検出部４４で
検出されたＩＰ電話機能付ルータ２０が出力するＲＢＴ、ＢＴなどに基づいて、ＩＰ電話
機能付ルータ２０が音声交信用コネクションを確立したことを検出し、ＴＶ電話アダプタ
１の動作モードをＩＰ電話モードに変更する。
【００４６】
　この際、主制御部６０は、自身に設定されているＴＶ電話の自動モードが「ＯＮ」なら
ば、ダイヤル保持部６１に保持したＩＰ電話の相手先の電話番号を映像アダプタ部７０の
ＳＩＰ処理部７７に通知し、ＳＩＰ処理部７７に映像交信用コネクションの確立を要求す
る。これを受けて、ＳＩＰ処理部７７は、ＵＲＩ変換ＴＬ７７１を用い、通知された電話
番号を、相手先のアナログ電話機１を収容するＴＶ電話アダプタ１の映像アダプタ部７０
（ＩＰ処理部７９）に割当てられたＵＲＩに変換し、該ＵＲＩに対する映像交信用コネク
ションの確立要求を、ＩＰネットワーク５上の所定のＳＩＰサーバ８に送信する。これに
より、音声交信用コネクションに加えて、相手先のアナログ電話機１を収容するＴＶ電話
アダプタ１との間に映像交信用コネクションを確立する。主制御部６０は、音声交信用コ
ネクションおよび映像交信用コネクションの両方が確立したならば、ＴＶ電話アダプタ１
の動作モードをＴＶ電話モードに変更する（Ｓ２０２１）。
【００４７】
　一方、Ｓ２０２において、レコード３００を検索できた場合、特定したダイヤル番号は
、ＴＶ電話アダプタ１を制御するためのコードである。この場合、主制御部６０は、検索
したレコード３００のフィールド３０２に登録されている動作モードを調べ、該動作モー
ドがＴＶ電話アダプタ１の現在の動作モードと一致するか否かを調べる。ここでは、音声
交信用コネクションおよび映像交信用コネクションのいずれも確立していないので、ＴＶ
電話アダプタ１の動作モードは設定制御モードである。したがって、検索したレコード３
００のフィールド３０２に登録されている動作モードが、設定制御モード以外の場合は、
「無視する」、「ＴＶ電話アダプタ１に設けたスピーカ（不図示）からビープ音を鳴らす
」などの所定のエラー処理を行う。そして、検索したレコード３００のフィールド３０２
に登録されている動作モードが設定制御モードの場合にのみ、検索したレコード３００の
フィールド３０３に登録されている設定・制御項目に従い、映像アダプタ部７０およびＩ
Ｐ電話機能付ルータ２０を制御する（Ｓ２０２２）。
【００４８】
　例えば、特定したダイヤル番号が「＊１」ならば、音声交信用コネクションの確立に並
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行して、映像交信用コネクションの確立を行うＴＶ電話の自動モードを「ＯＮ」に設定す
る。また、特定したダイヤル番号が「＊２」ならば、このＴＶ電話の自動モードを「ＯＦ
Ｆ」に設定する。また、特定したダイヤル番号が「＊４」ならば、ＴＶ電話アダプタ１が
備える表示部（不図示）に、映像交信用コネクションが確立したことを示す表示を自動的
に行う映像交信用コネクション自動表示を「ＯＮ」に設定する。また、特定したダイヤル
番号が「＊＃１」ならば、ＩＰ電話の通話相手からの遠隔制御モードを「ＯＮ」に設定し
、「＊＃２」ならば、該遠隔制御モードを「ＯＦＦ」に設定する。
【００４９】
　次に、上述のＳ２０２１によりＴＶ電話アダプタ１の動作モードがＩＰ電話モードであ
る場合に、アナログ電話機２がダイヤル操作されると（Ｓ１０３）、トーン検出部４３は
、アナログ電話ＩＦ部４１を介してＤＴを検出し、ＤＴ信号を主制御部６０に送信する。
これを受けて、主制御部６０は、ＤＴが表すダイヤル番号を特定し、特定したダイヤル番
号をキーに制御内容変換ＴＬ部３０からレコード３００を検索する（Ｓ２０３）。
【００５０】
　Ｓ２０３において、レコード３００が検索できなかった場合、所定のエラー処理を行う
（Ｓ２０３１）。一方、Ｓ２０３において、レコード３００を検索できた場合、特定した
ダイヤル番号は、ＴＶ電話アダプタ１を制御するためのコードである。この場合、主制御
部６０は、検索したレコード３００のフィールド３０２に登録されている動作モードを調
べ、該動作モードがＴＶ電話アダプタ１の現在の動作モードと一致するか否かを調べる。
ここで、ＴＶ電話アダプタ１の動作モードはＩＰ電話モードである。したがって、検索し
たレコード３００のフィールド３０２に登録されている動作モードが、ＩＰ電話モード以
外の場合は、所定のエラー処理を行う。そして、検索したレコード３００のフィールド３
０２に登録されている動作モードがＩＰ電話モードの場合にのみ、検索したレコード３０
０のフィールド３０３に登録されている設定・制御項目に従い、映像アダプタ部７０およ
びＩＰ電話機能付ルータ２０を制御する。
【００５１】
　例えば、特定したダイヤル番号が「＊７」ならば、ダイヤル保持部６１に保持されてい
るＩＰ電話の相手先の電話番号を映像アダプタ部７７のＳＩＰ処理部７７に通知し、ＳＩ
Ｐ処理部７７に映像交信用コネクションの確立を要求する。これを受けて、ＳＩＰ処理部
７７は、通知された電話番号から、相手先のアナログ電話機１を収容するＴＶ電話アダプ
タ１の映像アダプタ部７０（ＩＰ処理部７９）に割当てられたＵＲＩを特定し、該ＵＲＩ
を使って、ＩＰネットワーク５のＳＩＰサーバ８経由で相手先と映像交信用コネクション
を確立する。主制御部６０は、映像交信用コネクションが確立したならば、ＴＶ電話アダ
プタ１の動作モードをＴＶ電話モードに変更する（Ｓ２０３２）。
【００５２】
　さて、主制御部６０は、上述のＳ２０２１あるいはＳ２０３２によりＴＶ電話アダプタ
１の動作モードがＴＶ電話モードに変更されると、自身に設定されている映像交信用コネ
クション自動表示が「ＯＮ」ならば、ＴＶ電話アダプタ１が備える表示部（不図示）に、
映像交信用コネクションが確立したことを示す表示を行う。これを見て、ユーザは、通話
相手の映像が表示可能になったことを確認できる。
【００５３】
　次に、上述のＳ２０２１あるいはＳ２０３２によりＴＶ電話アダプタ１の動作モードが
ＴＶ電話モードである場合に、アナログ電話機２がダイヤル操作されると（Ｓ１０４）、
トーン検出部４３は、アナログ電話ＩＦ部４１を介してＤＴを検出し、ＤＴ信号を主制御
部６０に送信する。これを受けて、主制御部６０は、ＤＴが表すダイヤル番号を特定し、
特定したダイヤル番号をキーに制御内容変換ＴＬ３０からレコード３００を検索する（Ｓ
２０４）。
【００５４】
　Ｓ２０４において、レコード３００が検索できなかった場合、所定のエラー処理を行う
（Ｓ２０４１）。一方、Ｓ２０４において、レコード３００を検索できた場合、特定した
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ダイヤル番号は、ＴＶ電話アダプタ１を制御するためのコードである。この場合、主制御
部６０は、検索したレコード３００のフィールド３０２に登録されている動作モードを調
べ、該動作モードがＴＶ電話アダプタ１の現在の動作モードと一致するか否かを調べる。
ここで、ＴＶ電話アダプタ１の動作モードはＴＶ電話モードである。したがって、検索し
たレコード３００のフィールド３０２に登録されている動作モードが、ＴＶ電話モード以
外の場合は、所定のエラー処理を行う。そして、検索したレコード３００のフィールド３
０２に登録されている動作モードがＴＶ電話モードの場合にのみ、検索したレコード３０
０のフィールド３０３に登録されている設定・制御項目に従い、映像アダプタ部７０およ
びＩＰ電話機能付ルータ２０を制御する（Ｓ２０４２）。
【００５５】
　例えば、特定したダイヤル番号が「＊０」ならば、画像合成部７３に画像処理の開始を
要求する。これを受けて、画像合成部７３は、映像入力部７２に入力された映像信号を映
像エンコーダ７４に入力する。映像エンコーダ７４に入力された映像信号は、そこでエン
コードされ、その後、ＲＴＰ処理部７６によりＲＴＰパケット化され、さらに、ＩＰ処理
部７９によりＩＰパケット化される。そして、ＳＩＰ処理部７７により確立された映像交
信用コネクションを介して、ＩＰ電話機能付ルータ２０から相手先のＴＶ電話アダプタ１
へ送信される。また、ＩＰ電話機能付ルータ２０を介して相手先のＴＶ電話アダプタ１か
ら受け取ったＩＰパケットは、ＩＰ処理部７９でＲＴＰパケットが取り出され、さらに、
ＲＴＰ処理部７６で映像信号が取り出される。そして、映像信号は、映像デコーダ７５で
デコードされた後、画像合成部７３から映像出力部７１を介してディスプレイ４に出力さ
れて表示される。
【００５６】
　また、例えば、特定したダイヤル番号が「＊９」ならば、画像合成部７３に画像処理の
停止を要求する。これを受けて、画像合成部７３は、映像入力部７２に入力された映像信
号の映像エンコーダ７４への入力を停止する。また、映像デコーダ７５から出力された映
像信号の映像出力部７１への出力を停止する。
【００５７】
　また、例えば、特定したダイヤル番号が「＊６」ならば、画像合成部７３に保留画面の
送信を要求する。これを受けて、画像合成部７３は、映像入力部７２に入力された映像信
号の代わりに、保留画面（例えば「お待ち下さい」のなどの映像）の映像信号を映像エン
コーダ７４に入力する。これにより、通話相手のディスプレイ４に保留画面が表示され、
見せたくない映像などのプライバシーを保護できる。
【００５８】
　また、例えば、特定したダイヤル番号が「＊＃０」ならば、主制御部６０は、ＩＰ処理
部７９に、制御情報である映像送信・表示「ＯＮ」をＩＰ電話の相手先に送信するように
指示する。これを受けて、ＩＰ電話機能付ルータ２０を介して、ＩＰ処理部６０は、映像
交信用コネクションが確立されているＴＶ電話アダプタ１に、映像送信・表示「ＯＮ」が
格納されたＩＰパケットを送信する。
【００５９】
　また、例えば、特定したダイヤル番号が「＊＃９」ならば、主制御部６０は、ＩＰ処理
部７９に、制御情報である映像送信・表示「ＯＦＦ」をＩＰ電話の相手先に送信するよう
に指示する。これを受けて、ＩＰ電話機能付ルータ２０を介して、ＩＰ処理部６０は、映
像交信用のコネクションが確立されているＴＶ電話アダプタ１に、映像送信・表示「ＯＦ
」が格納されたＩＰパケットを送信する。
【００６０】
　なお、ＩＰ処理部６０は、ＩＰ電話機能付ルータ２０を介して、映像交信用コネクショ
ンが確立されている通話相手のＴＶ電話アダプタ１から映像送信・表示「ＯＮ」が格納さ
れたＩＰパケットを受信すると、該ＩＰパケットから映像送信・表示「ＯＮ」を取り出し
て、主制御部６０に送信する。これを受けて、主制御部６０は、自身が遠隔制御モードに
設定されているか否かを調べ、設定されているならば、上述の特定したダイヤル番号が「
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＊０」の場合と同様の処理を行って、カメラ３で撮影した映像を通話相手に送ると共に、
ディスプレイ４に通話相手からの映像を表示する。また、通話相手のＴＶ電話アダプタ１
から映像送信・表示「ＯＦＦ」が格納されたＩＰパケットを受信すると、該ＩＰパケット
から映像送信・表示「ＯＦＦ」を取り出して、主制御部６０に送信する。これを受けて、
主制御部６０は、自身が遠隔制御モードに設定されているか否かを調べ、設定されている
ならば、上述の特定したダイヤル番号が「＊９」の場合と同様の処理を行って、カメラ３
で撮影した映像を通話相手へ送信を停止すると共に、通話相手からの映像のディスプレイ
４への表示を停止する。
【００６１】
　また、特定したダイヤル番号が「＊３」の場合、主制御部６０は、ＴＶ電話アダプタ１
の現在の動作モードに関わらず、画像合成部７３に、カメラ映像のディスプレイ表示開始
あるいは停止を要求する。これを受けて、画像合成部７３は、映像デコーダ７５の代わり
に、映像入力部７２に入力された映像信号を画像出力部７１に出力する。これにより、自
身の映像を確認できる。
【００６２】
　さて、アナログ電話機２がオンフックされると（Ｓ１０５）、フック状態検出部４２は
、アナログ電話ＩＦ部４１を介してこれを検出し、オンフックを示すフック状態信号を主
制御部６０に送信する（Ｓ２０５）。主制御部６０は、現在のＴＶ電話アダプタ１の動作
モードがＴＶ電話モードならば、ＳＩＰ処理部７７に映像交信用コネクションの切断を要
求する。これを受けて、ＳＩＰ処理部７７は、確立している映像交信用コネクションを切
断する。また、ＩＰ電話機能付きルータ２０は、確立している音声交信用コネクションを
切断する（Ｓ２０５１）。
【００６３】
　図７はＴＶ電話アダプタ１の状態遷移を説明するための図である。また、図８および図
９は図７に示す状態遷移の発生条件を説明するための図である。図８および図９において
、符号８０２は状態遷移、符号８０３は状態遷移前の状態、符号８０４は状態遷移後の状
態、符号８０５は状態遷移を発生させるため操作内容、符号８０６は状態遷移後の動作モ
ード（設定制御モード、ＩＰ電話モード、ＴＶ電話モードのいずれか）、そして、符号８
０７はＴＶ電話アダプタ１の状態遷移後の動作内容である。
【００６４】
　状態ＳＴ-Ｏ（オンフック状態）において、ＴＶ電話アダプタ１に接続されたアナログ
電話機２がオフフックされると、状態遷移Ｈ１が発生し、設定制御モードに移行して、主
制御部６０が該アナログ電話機２のダイヤル操作待ち状態となる（ＳＴ-Ａ）。
【００６５】
　また、状態ＳＴ-Ｏにおいて、ＴＶ電話アダプタ１に接続されたアナログ電話機２がオ
フフックされて着信に応答すると、状態遷移Ａ１が発生し、ＩＰ電話モードに移行して、
ＩＰ電話機能付ルータ２０が通話相手との間に音声交信用コネクションを確立する（ＳＴ
-Ｂ）。
【００６６】
　状態ＳＴ-Ａにおいて、ＴＶ電話アダプタ１に接続されたアナログ電話機２がオンフッ
クされると、状態遷移Ｈ２が発生し、主制御部６０が着信待ち状態となる（ＳＴ-Ｏ）。
【００６７】
　また、状態ＳＴ-Ａにおいて、ＴＶ電話アダプタ１に接続されたアナログ電話機２がダ
イヤル操作され、ダイヤル番号"＊１，＊２，＊４，＊５"のいずれかが入力されると、状
態遷移Ｔ１が発生し、主制御部６０が音声交信用コネクションの確立の際に映像交信用コ
ネクションの確立も自動で行うＴＶ電話自動モードのＯＮ/ＯＦＦ設定（ＯＮ："＊１"、
ＯＦＦ："＊２"）、もしくは、映像交信用コネクションの確立の際に確立結果を自動表示
する映像交信用コネクション自動表示のＯＮ/ＯＦＦ設定（ＯＮ："＊４"、ＯＦＦ："＊５
"）を行う（ＳＴ-Ｅ）。その後、状態遷移Ｔ２が発生し、状態ＳＴ-Ａに戻る。
【００６８】
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　また、状態ＳＴ-Ａにおいて、ＴＶ電話アダプタ１に接続されたアナログ電話機２がダ
イヤル操作され、ダイヤル番号"＊３，＊＃１，＊＃２"のいずれかが入力されると、状態
遷移Ｔ４が発生し、主制御部６０がカメラ３の撮像画像（自映像）をディスプレイ４に出
力するカメラ撮影用映像ディスプレイ表示のＯＮ/ＯＦＦ切替え（"＊３"）、もしくは、
相手装置からの指示に従い相手映像をディスプレイ４に出力する遠隔制御モードのＯＮ/
ＯＦＦ設定（ＯＮ："＊＃１"、ＯＦＦ："＊＃２"）を行う（ＳＴ-Ｆ）。その後、状態遷
移Ｔ５が発生し、状態ＳＴ-Ａに戻る。
【００６９】
　また、状態ＳＴ-Ａにおいて、ＴＶ電話アダプタ１に接続されたアナログ電話機２がダ
イヤル操作され、通話相手の電話番号が入力されると、状態遷移Ｔ３が発生し、ＩＰ電話
モードに移行して、ＩＰ電話機能付ルータ２０が通話相手との間に音声交信用コネクショ
ンを確立する（ＳＴ-Ｂ）。
【００７０】
　状態ＳＴ-Ｂにおいて、ＴＶ電話アダプタ１に接続されたアナログ電話機２がオンフッ
クされると、状態遷移Ｈ３が発生し、ＩＰ電話機能付ルータ２０が通話相手と音声交信用
コネクションを切断する。そして、主制御部６０が着信待ち状態となる（ＳＴ-Ｏ）。
【００７１】
　また、状態ＳＴ-Ｂにおいて、ＴＶ電話アダプタ１に接続されたアナログ電話機２がダ
イヤル操作され、ダイヤル番号"＊３"が入力されると、状態遷移Ｔ６が発生し、カメラ３
の撮像画像（自映像）をディスプレイ４に出力する（ＳＴ-Ｇ）。その後、状態遷移Ｔ７
が発生し、状態ＳＴ-Ｂに戻る。
【００７２】
　また、状態ＳＴ-Ｂにおいて、ＴＶ電話アダプタ１に接続されたアナログ電話機２がダ
イヤル操作され、ダイヤル番号"＊７"が入力されると、状態遷移Ｔ８が発生し、ＴＶ電話
モードに移行して、ＳＩＰ処理部７７が通話相手との間に映像交信用コネクションを確立
する（ＳＴ-Ｃ）。
【００７３】
　また、状態ＳＴ-Ｂにおいて、ＴＶ電話自動モードがＯＮに設定されている場合、状態
遷移Ａ２が発生し、ＴＶ電話モードに移行して、ＳＩＰ処理部７７が通話相手との間に映
像交信用コネクションを確立する（ＳＴ-Ｃ）。
【００７４】
　状態ＳＴ-Ｃにおいて、ＴＶ電話アダプタ１に接続されたアナログ電話機２がオンフッ
クされると、状態遷移Ｈ４が発生し、ＩＰ電話機能付ルータ２０が通話相手との間の音声
交信用コネクションを切断すると共に、ＳＩＰ処理部７７が通話相手との間の映像交信用
コネクションを切断する。そして、主制御部６０が着信待ち状態となる（ＳＴ-Ｏ）。
【００７５】
　また、状態ＳＴ-Ｃにおいて、ＴＶ電話アダプタ１に接続されたアナログ電話機２がダ
イヤル操作され、ダイヤル番号"＊８"が入力されると、状態遷移Ｔ９が発生し、ＩＰ電話
モードに移行して、ＳＩＰ処理部７７が通話相手との間の映像交信用コネクションを切断
する（ＳＴ-Ｂ）。
【００７６】
　また、状態ＳＴ-Ｃにおいて、ＴＶ電話アダプタ１に接続されたアナログ電話機２がダ
イヤル操作され、ダイヤル番号"＊３"が入力されると、状態遷移Ｔ１０が発生し、カメラ
３の撮像画像（自映像）のディスプレイ４への表示のＯＮ/ＯＦＦ切替えを行う（ＳＴ-Ｊ
）。その後、状態遷移Ｔ１１が発生し、状態ＳＴ-Ｃに戻る。
【００７７】
　また、状態ＳＴ-Ｃにおいて、ＴＶ電話アダプタ１に接続されたアナログ電話機２がダ
イヤル操作され、ダイヤル番号"＊６"が入力されると、状態遷移Ｔ１２が発生し、保留画
面記憶部７８に記憶された保留画面の通話相手のディスプレイ４への表示をＯＮ/ＯＦＦ
切替えを行う（ＳＴ-Ｈ）。その後、状態遷移Ｔ１３が発生し、状態ＳＴ-Ｃに戻る。
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【００７８】
　また、状態ＳＴ-Ｃにおいて、ＴＶ電話アダプタ１に接続されたアナログ電話機２がダ
イヤル操作され、ダイヤル番号"＊０、＊９"が入力されると、状態遷移Ｔ１４が発生し、
カメラ３の撮像画像の通話相手への送信および通話相手から受信した撮像画像の表示をＯ
Ｎ/ＯＦＦ設定（ＯＮ："＊０"、ＯＦＦ："＊９"）する（ＳＴ-Ｋ）。その後、状態遷移Ｔ
１５が発生し、状態ＳＴ-Ｃに戻る。
【００７９】
　また、状態ＳＴ-Ｃにおいて、遠隔制御モードがＯＮに設定されている場合、通話相手
からダイヤル番号"＊０、＊９"が入力されると、状態遷移Ａ３が発生し、カメラ３の撮像
画像の通話相手への送信および通話相手から受信した撮像画像の表示をＯＮ/ＯＦＦ設定
（ＯＮ："＊０"、ＯＦＦ："＊９"）する（ＳＴ-Ｋ）。その後、状態遷移Ｔ１５が発生し
、状態ＳＴ-Ｃに戻る。
【００８０】
　また、状態ＳＴ-Ｃにおいて、ＴＶ電話アダプタ１に接続されたアナログ電話機２がダ
イヤル操作され、ダイヤル番号"＊＃３"が入力されると、状態遷移Ｔ１６が発生し、ＩＰ
電話機能付ルータ２０が通話相手との間の音声交信用コネクションを切断し、映像交信用
コネクションのみとする（ＳＴ-Ｄ）。
【００８１】
　状態ＳＴ-Ｄにおいて、ＴＶ電話アダプタ１に接続されたアナログ電話機２がオンフッ
クされると、状態遷移Ｈ５が発生し、ＳＩＰ処理部７７が通話相手と映像交信用コネクシ
ョンを切断する。そして、主制御部６０が着信待ち状態となる（ＳＴ-Ｏ）。
【００８２】
　また、状態ＳＴ-Ｄにおいて、ＴＶ電話アダプタ１に接続されたアナログ電話機２がダ
イヤル操作され、通話相手の電話番号が入力されると、状態遷移Ｔ１７が発生し、ＩＰ電
話機能付ルータ２０が通話相手との音声交信用コネクションを確立する（ＳＴ-Ｃ）。
【００８３】
　また、状態ＳＴ-Ｄにおいて、ＴＶ電話アダプタ１に接続されたアナログ電話機２がダ
イヤル操作され、ダイヤル番号"＊３"が入力されると、状態遷移Ｔ１８が発生し、カメラ
３の撮像画像（自映像）のディスプレイ４へ表示のＯＮ/ＯＦＦ切替えを行う（ＳＴ-Ｎ）
。その後、状態遷移Ｔ１９が発生し、状態ＳＴ-Ｄに戻る。
【００８４】
　また、状態ＳＴ-Ｄにおいて、ＴＶ電話アダプタ１に接続されたアナログ電話機２がダ
イヤル操作され、ダイヤル番号"＊６"が入力されると、状態遷移Ｔ２０が発生し、保留画
面憶部７８に記憶された保留画面の通話相手のディスプレイ４への表示のＯＮ/ＯＦＦ切
替えを行う（ＳＴ-Ｌ）。その後、状態遷移Ｔ２１が発生し、状態ＳＴ-Ｄに戻る。
【００８５】
　また、状態ＳＴ-Ｄにおいて、ＴＶ電話アダプタ１に接続されたアナログ電話機２がダ
イヤル操作され、ダイヤル番号"＊０、＊９"が入力されると、状態遷移Ｔ２２が発生し、
カメラ３の撮像画像の通話相手への送信および通話相手から受信した撮像画像の表示をＯ
Ｎ/ＯＦＦ設定（ＯＮ："＊０"、ＯＦＦ："＊９"）する（ＳＴ-Ｍ）。その後、状態遷移Ｔ
２３が発生し、状態ＳＴ-Ｃに戻る。
【００８６】
　また、状態ＳＴ-Ｄにおいて、遠隔制御モードがＯＮに設定されている場合、通話相手
からダイヤル番号"＊０、＊９"が入力されると、状態遷移Ａ４が発生し、カメラ３の撮像
画像の通話相手への送信および通話相手から受信した撮像画像の表示をＯＮ/ＯＦＦ設定
（ＯＮ："＊０"、ＯＦＦ："＊９"）する（ＳＴ-Ｍ）。その後、状態遷移Ｔ２３が発生し
、状態ＳＴ-Ｄに戻る。
【００８７】
　次に、図１に示すＴＶ電話サービスシステムのコネクション確立手順を説明する。
【００８８】
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　なお、本実施形態では、ＩＰ電話の呼制御プロトコルとして、ＩＥＴＦ(lnternet Engi
neering TaskForce）発行のＲＦＣ（Request for Comments）３２６１に規定されている
ＳＩＰを用いている。しかし、例えばＨ.３２３等のＳＩＰ以外の呼制御プロトコルを適
用してもよい。この場合も、確立手順の流れはＳＩＰと類似したものである。
【００８９】
　また、本実施形態では、ＩＰ電話の電話番号としてＰＳＴＮ６の電話番号と同じ番号体
系を用いている。ここで、ＰＳＴＮの番号体系に従った電話番号をＳＩＰ向けのＵＲＩに
適用する規定として、ＩＴＵ-Ｔ（International Telecommunication Union Standardiza
tion Section）勧告のＥ.１６４で定められているＥＮＵＭ（Telephone Number Mapping
）がある。ＥＮＵＭは、電話番号をＩＰアドレスに変換するＵＲＩ処理のための変換ルー
ルである。現在、電話番号を逆順に配置する表現手法等の検討が進められており、ＥＮＵ
Ｍを用いることにより、ＩＰネットワークの領域と規模を拡大させることができる（ENUM
 Study Group Report May 23, 2003）。ＥＮＵＭでは、ＩＰ電話（音声交信用コネクショ
ン）にＳＩＰを適用することや、Ｈ.３２３のＴｅｌｅｐｈｏｎｅを適用することや、そ
の他には、Ｆａｘ、Ｅ-ｍａｉｌ、Ｗｅｂのアドレス変換に適用することが規定されてい
る。しかし、音声交信用コネクションとは別の映像交信用コネクションにＥＮＵＭを適用
することについては規定されていない。本実施形態では、ＥＮＵＭを拡張し、映像交信用
コネクションに音声交信用コネクションと同じ電話番号を割り当てるようにしている。
【００９０】
　図１０は図１に示すＴＶ電話サービスシステムの音声交信用コネクション確立手順を説
明するための図である。ここで、発信側のアナログ電話機２、ＴＶ電話アダプタ１、およ
び該ＴＶ電話アダプタ１に最寄りの音声交信用コネクション用のＳＩＰサーバ８を、それ
ぞれ、アナログ電話機Ａ、ＴＶ電話アダプタＡ、およびＳＩＰサーバＡとすると共に、着
信側のアナログ電話機２、ＴＶ電話アダプタ１、および該ＴＶ電話アダプタ１に最寄りの
音声交信用コネクション用のＳＩＰサーバ８を、それぞれ、アナログ電話機Ｂ、ＴＶ電話
アダプタＢ、およびＳＩＰサーバＢとしている。
【００９１】
　アナログ電話機Ａがオフフックされて通話相手の電話番号がダイヤルされると（７-１
）、ＴＶ電話アダプタＡがこの電話番号をＵＲＩに変換して最寄りのＳＩＰサーバＡにＩ
ＮＶＩＴＥを送信する（８-１ａ）。
【００９２】
　ＳＩＰサーバＡは、ＴＶ電話アダプタＡからＩＮＶＩＴＥを受信すると、メッセージを
受信したことを表す１００ＴｒｙｉｎｇをＩＰ電話アダプタＡに返信する（８-２ａ）と
共に、このＩＮＶＩＴＥをＳＩＰサーバＢに送信する（８-３）。
【００９３】
　ＳＩＰサーバＢは、ＳＩＰサーバＡからＩＮＶＩＴＥを受信すると、メッセージを受信
したことを表す１００ＴｒｙｉｎｇをＳＩＰサーバＡに返信する（８-４）と共に、この
ＩＮＶＩＴＥで指定されているＵＲＩから通話相手であるＴＶ電話アダプタＢのＩＰアド
レスを特定し、ＩＮＶＩＴＥをＴＶ電話アダプタＢに送信する（８-５）。
【００９４】
　ＴＶ電話アダプタＢは、ＳＩＰサーバＢからＩＮＶＩＴＥを受信すると、アナログ電話
機ＢにＡＬＥＲＴを送出する共に（６-１）、ＡＬＥＲＴ中であることを示す１８０Ｒｉ
ｎｇｉｎｇに自身のＩＰアドレスを付加してＳＩＰサーバＢに返信する（８-６ａ）。こ
の１８０Ｒｉｎｇｉｎｇは、ＳＩＰサーバＡ経由でＳＩＰサーバＢからＴＶ電話アダプタ
Ａに到達し（８-４ｂ、８-２ｂ）、これにより、ＴＶ電話アダプタＡは通話相手のＴＶ電
話アダプタＢのＩＰアドレスを取得する。また、ＴＶ電話アダプタＡがＲＢＴをアナログ
電話機Ａに送出する（７-２ａ）。
【００９５】
　さて、アナログ電話機Ｂがオフフックされると（６-２）、ＴＶ電話アダプタＢは応答
を示す２００ＯＫをＳＩＰサーバＢに送信する（８-６ｂ）。この２００ＯＫは、ＳＩＰ
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サーバＡ経由でＳＩＰサーバＢからＴＶ電話アダプタＡに到達し（８-４ｃ、８-２ｃ）、
これを受信したＴＶ電話アダプタＡがＲＢＴ送出を停止する（７-２ｂ）。
【００９６】
　また、ＴＶ電話アダプタＡは、通話相手のＴＶ電話アダプタＢに確認応答を示すＡＣＫ
を送信する（１-５ａ）。これにより、アナログ電話機Ａが接続されたＴＶ電話アダプタ
Ａと、アナログ電話機Ｂが接続されたＴＶ電話アダプタＢとの間で、ＳＩＰサーバ経由で
音声交信用コネクションが確立され、当事者間で直接的な音声データの交信が行われる。
【００９７】
　なお、通話相手のアナログ電話機２がＰＳＴＮ６に接続されている場合には、ＴＶ電話
アダプタ１は、ゲートウエイ７経由で通話相手との間に音声交信用コネクションを確立す
る。ここで、ゲートウエイ７は、ＩＰネットワーク５およびＰＳＴＮ６間で呼接続変換や
音声信号変換を行なう装置である。ＩＰネットワーク５経由で音声データがＴＶ電話アダ
プタ１から通話相手近くのゲートウェイ７に送られ、ＰＳＴＮ６経由で該音声データが該
ゲートウエイ７から通話相手のアナログ電話機２に送られる。ＴＶ電話アダプタ１および
ゲートウエイ７間がＩＰ電話サービスの料金で済む。
【００９８】
　図１１は図１に示すＴＶ電話サービスシステムの映像交信用コネクション確立手順を説
明するための図である。ここで、発信側のアナログ電話機２、ＴＶ電話アダプタ１、およ
び該ＴＶ電話アダプタ１に最寄りの映像交信用コネクション用のＳＩＰサーバ８を、それ
ぞれ、アナログ電話機Ａ、ＴＶ電話アダプタＡ、およびＳＩＰサーバＡ’とすると共に、
着信側のアナログ電話機２、ＴＶ電話アダプタ１、および該ＴＶ電話アダプタ１に最寄り
の映像交信用コネクション用のＳＩＰサーバ８を、それぞれ、アナログ電話機Ｂ、ＴＶ電
話アダプタＢ、およびＳＩＰサーバＢ’としている。また、アナログ電話機Ａおよびアナ
ログ電話機Ｂ間には、図１０に示す手順に従って音声交信用コネクションが確立されてい
るものとする。
【００９９】
　アナログ電話機Ａに対して設定・制御項目「映像交信用コネクションの接続」に割り当
てられたダイヤル番号"＊７"がダイヤルされると（５-１）、もしくは、ＴＶ電話アダプ
タＡがＴＶ電話自動モード「ＯＮ」に設定されている場合、ＴＶ電話アダプタＡが通話相
手の電話番号をＵＲＩに変換して最寄りのＳＩＰサーバＡ’にＩＮＶＩＴＥを送信する（
９-１ａ）。
【０１００】
　ＳＩＰサーバＡ’は、ＴＶ電話アダプタＡからＩＮＶＩＴＥを受信すると、メッセージ
を受信したことを表す１００ＴｒｙｉｎｇをＩＰ電話アダプタＡに返信する（９-２ａ）
と共に、このＩＮＶＩＴＥをＳＩＰサーバＢ’に送信する（９-３）。
【０１０１】
　ＳＩＰサーバＢ’は、ＳＩＰサーバＡ’からＩＮＶＩＴＥを受信すると、メッセージを
受信したことを表す１００ＴｒｙｉｎｇをＳＩＰサーバＡ’に返信する（９-４）と共に
、このＩＮＶＩＴＥで指定されているＵＲＩから通話相手であるＴＶ電話アダプタＢのＩ
Ｐアドレスを特定し、ＩＮＶＩＴＥをＴＶ電話アダプタＢに送信する（９-５）。
【０１０２】
　ＴＶ電話アダプタＢは、ＳＩＰサーバＢ’からＩＮＶＩＴＥを受信すると、ＡＬＥＲＴ
中であることを示す１８０Ｒｉｎｇｉｎｇに自身のＩＰアドレスを付加してＳＩＰサーバ
Ｂ’に返信する（９-６ａ）。この１８０Ｒｉｎｇｉｎｇは、ＳＩＰサーバＡ’経由でＳ
ＩＰサーバＢ’からＴＶ電話アダプタＡに到達し（９-４ｂ、９-２ｂ）、これにより、Ｔ
Ｖ電話アダプタＡは通話相手のＴＶ電話アダプタＢのＩＰアドレスを取得する。
【０１０３】
　また、ＴＶ電話アダプタＢは、応答を示す２００ＯＫをＳＩＰサーバＢ’に送信する（
９-６ｂ）。この２００ＯＫは、ＳＩＰサーバＡ’経由でＳＩＰサーバＢ’からＴＶ電話
アダプタＡに到達する（９-４ｃ、９-２ｃ）。これを受けて、ＴＶ電話アダプタＡは、通
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話相手のＴＶ電話アダプタＢに確認応答を示すＡＣＫを送信する（２-５ａ）。これによ
り、アナログ電話機Ａが接続されたＴＶ電話アダプタＡと、アナログ電話機Ｂが接続され
たＴＶ電話アダプタＢとの間で、音声交信用コネクションとは別の映像交信用コネクショ
ンがＳＩＰサーバ経由で確立され、当事者間で直接的な映像データの交信が行われる。
【０１０４】
　以上、本発明の第１実施形態について説明した。本実施形態によれば、アナログ電話機
２からのダイヤル操作で、ＴＶ電話アダプタ１の制御を行うことができる。また、ＴＶ電
話アダプタ１にカメラ３およびディスプレイ４を外付けしている。したがって、ＴＶ電話
アダプタ１は、アナログ電話機２、カメラ３およびディスプレイ４から離れた位置（例え
ば視認できるが、手が届かない位置）に置くことができる。また、ダイヤルの組合せをＴ
Ｖ電話アダプタ１の制御情報に割当てているので、ボタン電話機のように機能ボタンを有
するものでなくても使用できる。このように、本実施形態によれば、ＴＶ電話とＩＰ電話
との切り替えをアナログ電話機２から行うことができる。また、本実施形態では、音声交
信用コネクションの確立処理と映像交信用のコネクション確立処理とを並行に行うことが
できるので、ＴＶ電話が開始されるまでの時間を短くすることができる。
【０１０５】
　また、本実施形態のＴＶ電話アダプタ１は、音声交信用コネクションと映像交信用コネ
クションとが独立しており、音声と映像の分離動作が可能である。音声交信用コネクショ
ンが確立した状態での映像交信がベースであるが、映像交信をしながら、別の音声交信用
コネクションを確立することも可能である（図７乃至図９の状態遷移Ｔ１７）。
【０１０６】
　また、本実施形態では、音声交信用コネクションおよび映像交信用コネクション各々の
確立が、ＩＰネットワーク５上に存在するＳＩＰサーバ８を介在して行われる。したがっ
て、ＳＩＰサーバ８の管理者（ＴＶ電話サービスのプロバイダ）は、音声交信用コネクシ
ョンおよび映像交信用コネクションの確立状態をモニタして、ＩＰネットワーク５におけ
る最大の品質劣化要因である輻較状態を緩和するためのコネクションの管理および制限を
行うことができる。
【０１０７】
　なお、本実施形態のＴＶ電話アダプタ１において、ＩＰ電話機能付ルータ２０およびＳ
ＩＰ処理部７７各々は、それぞれＵＲＩ変換ＴＬ３１、７７１を用いて、通話相手の電話
番号を音声交信用、映像交信用のＵＲＩに変換している。しかし、本発明はこれに限定さ
れない。図１に示すように、ＩＰネットワーク５上にＤＮＳ（Domain Name Server）９を
設け、このＤＮＳ９に音声交信用、映像交信用のＵＲＩを問い合わせるようにしてもよい
。この場合、ＵＲＩ変換ＴＬ３１、７７１は不要である。
【０１０８】
　図１２は図１に示すＴＶ電話サービスシステムにおいて、ＴＶ電話アダプタ１のＳＩＰ
処理部７７がＤＮＳ９から通話相手の映像交信用ＵＲＩを取得するための手順を説明する
図である。この手順は図１１に示す映像交信用コネクション確立手順において、発側のＴ
Ｖ電話アダプタＡがＳＩＰサーバＡ’にＩＮＶＩＴＥを送信する（９-１ａ）前に実行さ
れる。
【０１０９】
　アナログ電話機Ａに設定・制御項目「映像交信用コネクションの接続」に割り当てられ
たダイヤル番号"＊７"がダイヤルされると（５-１）、もしくは、ＴＶ電話アダプタＡが
ＴＶ電話自動モード「ＯＮ」に設定されている場合、ＴＶ電話アダプタＡのＳＩＰ処理部
７７が所定のルールに従って通話相手の電話番号をドメイン名に変換し、ＩＰ処理部７９
およびＩＰ電話機能付きルータ２０を介してＤＮＳ９に、このドメイン名に対応するＵＲ
Ｉの問合せを送信する（４-１）。ここで、電話番号からドメイン名の変換は、ＥＮＵＭ
に規定されているルールと同様のルールに従って行えばよい。例えば、電話番号をＥ.１
６４番号表記に変換し、さらにこの表記をＡＵＳ（Application Unique String）に変換
する。その後、先頭の"＋"を削除し数字のみとしてから逆順に並び替え、この文字列の各
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数字の間に"．"を挿入する。そして、この文字列の末尾に映像交信用チャネルであること
を示す文字列を付加して、ドメイン名を生成する。例えば、電話番号が"０３-１２３４-
５６７８"であり、映像交信用チャネルであることを示す文字列が"．ｅ１６４．ｉｐｖｄ
"である場合、ドメイン名は"８．７．６．５．４．３．２．１．３．１．８．ｅ１６４．
ｉｐｖｄ"となる。
【０１１０】
　ＤＮＳ９は、ＴＶ電話アダプタＡからＵＲＩの問合せを受信すると、自身に記憶されて
いるドメイン名とＵＲＩとの対応関係を示すテーブルを参照し、該問合せで指定されてい
るドメイン名に対応するＵＲＩを特定する。そして、このＵＲＩを該問合せに対する返答
に付与してＴＶ電話アダプタＡに送信する（４-２）。これにより、ＴＶ電話アダプタＡ
のＳＩＰ処理部７７は通話相手のＵＲＩを取得することができる。
【０１１１】
　ここでは、ＴＶ電話アダプタ１のＳＩＰ処理部７７がＤＮＳ９から通話相手の映像交信
用のＵＲＩを取得するための手順を説明したが、ＴＶ電話アダプタ１のＩＰ電話機能付き
ルータ２０がＤＮＳ９から通話相手の音声交信用のＵＲＩを取得するための手順も同様で
ある。但し、通話相手の音声交信用のＵＲＩを取得するための手順は、図１０に示す音声
交信用コネクション確立手順において、発側のＴＶ電話アダプタＡがＳＩＰサーバＡにＩ
ＮＶＩＴＥを送信する（８-１ａ）前に実行される。
【０１１２】
　<<第２実施形態>>
　次に、本発明の第２実施形態として、一般電話、ＩＰ電話およびＴＶ電話を実現するＴ
Ｖ電話アダプタを説明する。
【０１１３】
　図１３は、本発明の第２実施形態のＴＶ電話アダプタを用いたＴＶ電話サービスシステ
ムの概略図である。ここで、第１実施形態と同じ機能を有するものには同じ符号を付して
いる。図示するように、本実施形態のＴＶ電話アダプタ１’は、ＩＰネットワーク５に加
え、ＰＳＴＮ６を介しても音声通話が可能である。したがって、ＴＶ電話アダプタ１’は
、動作モードとして、ＩＰ電話モードおよびＴＶ電話モードに加えて一般電話モードを有
する。一般電話モードの場合、ＴＶ電話アダプタ１’は、自身が収容するアナログ電話機
２の通話相手（アナログ電話機２）を収容するＴＶ電話アダプタ１’との間に、ＰＳＴＮ
６を介した音声交信用のコネクションを確立する。そして、このコネクションを介して、
自身が収容するアナログ電話機２および通話相手間の音声信号交換を行う。また、本実施
形態のＴＶ電話モードには、映像付きのＩＰ電話モードと映像付きの一般電話モードとが
ある。
【０１１４】
　図１４は、ＴＶ電話アダプタ１’の概略図である。図示するように、本実施形態のＴＶ
電話アダプタ１’が図２に示す第１実施形態のＴＶ電話アダプタ１と異なる点は、ＩＰ電
話機能付ルータ２０に代えてルータ２０’を設けたこと、主制御部６０に代えて主制御部
６０’を設けたこと、および、電話アダプタ部４０に代えてアナログ電話ＩＦ部９０、一
般電話処理部８０およびＩＰ電話処理部５０を設けたことにある。その他の構成は、第１
実施形態のＴＶ電話アダプタ１と同じである。但し、本実施形態の制御内容変換ＴＬ３０
のフィールド３０２には、動作モードとして一般電話モードが登録される。
【０１１５】
　ルータ２０’は、ＩＰ電話機能を持たない通常のルータである。本実施形態のルータ２
０’も、第１実施形態で用いたＩＰ電話機能付ルータ２０と同様に、ＩＰ端末用ポートと
ＩＰネットワーク５との接続点で終端せずにブリッジ接続としている。これは、ルータ２
０’でグローバルＩＰアドレスが終端され、映像アダプタ部７０、ＩＰ電話処理部５０が
ＳＩＰ処理を行えなくなるのを防止するためである。ここで、ルータ２０’は外付けとし
てもよい。
【０１１６】
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　アナログ電話ＩＦ部９０は、分岐部９１および切替部９２を有する。
【０１１７】
　分岐部９１はアナログ電話機２からの信号を２つに分岐して一般電話処理部８０および
ＩＰ電話処理部５０に送信する。
【０１１８】
　切替部９２は、主制御部６０’よりの指示に従い、一般電話処理部８０およびＩＰ電話
処理部５０のいずれか一方を選択し、選択側からの信号をアナログ電話機２に出力する。
本実施形態では、デフォルト状態でＩＰ電話処理部５０を選択し、主制御部６０’からの
切替指示に従い一般電話処理部８０を選択する。
【０１１９】
　一般電話処理部８０は、アナログ電話ＩＦ部９０に接続されたアナログ電話機２をＰＳ
ＴＮ６に接続する。図示するように、フック状態検出部８２と、上りトーン検出部８３と
、下りトーン検出部８４と、トーン発生部８８と、トーンフィルタ８９と、を有する。
【０１２０】
　フック状態検出部８２は、アナログ電話ＩＦ部９０に接続されたアナログ電話機２のオ
フフック/オンフック状態を検出し、検出結果を示すフック状態信号を主制御部６０’に
送信する。
【０１２１】
　上りトーン検出部８３は、アナログ電話ＩＦ部９０に接続されたアナログ電話機２から
送出された各種トーン（ＤＴ：ダイヤルトーン、ＲＢＴ：リングバックトーン、ＢＴ：ビ
ジートーン）を検出し、これを主制御部６０’に送信する。
【０１２２】
　下りトーン検出部８４は、ＰＳＴＮ６からアナログ電話ＩＦ部９０に接続されたアナロ
グ電話機２へ送信された各種トーン（ＤＴ、ＲＢＴ、ＢＴ）を検出し、これを主制御部６
０’に送信する。
【０１２３】
　トーンフィルタ８９は、主制御部６０’よりの指示に従い、アナログ電話ＩＦ部９０に
接続されたアナログ電話機２からＰＳＴＮ６へ送信する信号に含まれる各種トーン（オフ
フックを含む）のフィルタリングをオン・オフする。本実施形態では、デフォルト状態で
フィルタリング「ＯＮ」としている。
【０１２４】
　そして、トーン発生部８８は、主制御部６０’よりの指示に従い各種トーン（オフフッ
クを含む）を生成し、これをトーンフィルタ８９から出力される信号に重畳する。
【０１２５】
　ＩＰ電話処理部５０は、アナログ電話入出力部５２と、音声エンコーダ５３と、音声デ
コーダ５４と、ＲＴＰ処理部５６と、ＳＩＰ処理部５７と、トーン発生部５８と、ＩＰ処
理部５９と、を有する。
【０１２６】
　アナログ電話入出力部５２は、アナログ電話ＩＦ部９０から出力されたアナログ電話機
２の音声信号をＡ/Ｄ変換して音声エンコーダ５３へ出力する。また、音声デコーダ５４
から出力された音声信号をＤ/Ａ変換してアナログ電話ＩＦ部９０へ出力する。
【０１２７】
　音声エンコーダ５３は、アナログ電話入出力部５２から出力された音声信号をエンコー
ドし、ＲＴＰ処理部５６に出力する。音声デコーダ５４は、ＲＴＰ処理部５６から出力さ
れた音声信号をデコードし、アナログ電話入出力部５３に出力する。
【０１２８】
　ＲＴＰ処理部５６は、音声エンコーダ５３でエンコードされた音声信号をＲＴＰパケッ
ト化し、ＩＰ処理部５９に出力する。また、ＩＰ処理部５９より出力されたＲＴＰパケッ
トから音声信号を抽出し、音声デコーダ５３に出力する。
【０１２９】
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　ＳＩＰ処理部５７は、ＲＴＰ処理部５６が相手装置とＲＴＰパケットの交換に用いるコ
ネクション（音声交信用コネクション）を制御する。具体的には、ＩＰ処理部５９を介し
て相手装置と呼制御情報を格納したＳＩＰパケットを交換し、音声交信用コネクションの
制御を行う。
【０１３０】
　ＩＰ処理部５９は、ＲＴＰ処理部５６より受け取ったＲＴＰパケットおよびＳＩＰ処理
部５７より受け取ったＳＩＰパケットをＩＰパケットに格納し、ルータ２０’に出力する
。また、ＩＰ処理部５９は、ルータ２０’より受け取ったＩＰパケットから、ＲＴＰパケ
ット、ＳＩＰパケットを取り出し、ＲＴＰ処理部５６、ＳＩＰ処理部５７に出力する。
【０１３１】
　そして、トーン発生部５８は、主制御部６０よりの指示に従い各種トーン（オフフック
を含む）を生成し、これを音声デコーダ５４の出力に重畳する。
【０１３２】
　主制御部６０’は、第１実施形態の主制御部６０の処理に加えて次の処理を行う。すな
わち、上りトーン検出部８３で検出されたダイヤル番号がＩＰ電話の電話番号である場合
、ＳＩＰ処理部５７にこの電話番号を通知して音声交信用コネクションの確立を要求する
。また、上りトーン検出部８３で検出されたダイヤル番号がＩＰ電話の電話番号でない場
合は、一般電話処理部８０を選択するようにアナログ電話ＩＦ部９０を制御する。なお、
上りトーン検出部８３で検出されたダイヤル番号がＩＰ電話の電話番号である否かは、該
電話番号が所定の特番（例えば０５０）を含むか否かを調べることで判断できる。さらに
、主制御部６０’は、トーン発生部５８、８８に各種トーンの生成を指示する。
【０１３３】
　次に、ＴＶ電話アダプタ１’の動作を説明する。図１５は、ＴＶ電話アダプタ１’の操
作手順を説明するための図である。
【０１３４】
　まず、アナログ電話機２がオフフックされると（Ｓ３０１）、フック状態検出部８２は
、アナログ電話ＩＦ部９０を介してこれを検出し、オフフックを示すフック状態信号を主
制御部６０’に送信する。これを受けて、主制御部６０’は、トーン発生部５８にオフフ
ックを示すトーン信号を生成させる。このトーン信号は、アナログ電話入出力部５２でＤ
/Ａ変換された後、アナログ電話ＩＦ部９０を介してアナログ電話機２に送信される（Ｓ
４０１）。
【０１３５】
　次に、アナログ電話機２がダイヤル操作されると（Ｓ３０２）、トーン検出部８３は、
アナログ電話ＩＦ部９０を介してＤＴを検出し、ＤＴ信号を主制御部６０’に送信する。
これを受けて、主制御部６０’は、ＤＴが表すダイヤル番号を特定し、特定したダイヤル
番号をキーに制御内容変換ＴＬ３０からレコード３００を検索する（Ｓ４０２）。
【０１３６】
　Ｓ４０２において、レコード３００を検索できた場合、図６のＳ２０２２と同様の処理
を行う（Ｓ４０２１）。一方、Ｓ４０２において、レコード３００を検索できなかった場
合、特定したダイヤル番号は、ＩＰ電話あるいは一般電話の相手先の電話番号である。そ
こで、主制御部６０’は、特定した電話番号がＩＰ電話番号であるか、それとも一般電話
番号であるか否かを調べる（Ｓ４０２２）。
【０１３７】
　Ｓ４０２２において、特定したダイヤル番号がＩＰ電話番号の場合は、ＩＰ電話の相手
先の電話番号をＩＰ電話処理部５０のＳＩＰ処理部５７に通知し、ＳＩＰ処理部５７に音
声交信用コネクションの確立を要求する。これを受けて、ＳＩＰ処理部５７は、通知され
た電話番号から、相手先のアナログ電話機１を収容するＴＶ電話アダプタ１に割当てられ
た音声交信用ＵＲＩを特定し、該ＵＲＩを用いてＳＩＰサーバ８経由で通話相手と音声交
信用コネクションを確立する。主制御部６０’は、音声交信用コネクションが確立したな
らば、ＴＶ電話アダプタ１’の動作モードをＩＰ電話モードに変更する。これにより、ア
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ナログ電話入出力部５０に入力された音声信号は音声エンコーダ５３でエンコードされ、
その後、ＲＴＰ処理部５６によりＲＴＰパケット化され、さらに、ＩＰ処理部５９により
ＩＰパケット化される。そして、ＳＩＰ処理部５７により確立された音声交信用コネクシ
ョンを介して、ルータ２０’から通話相手のＴＶ電話アダプタ１’へ送信される。また、
音声交信用コネクションを介してルータ２０’から受け取った通話相手のＴＶ電話アダプ
タ１’のＩＰパケットは、ＩＰ処理部５９でＲＴＰパケットが取り出され、さらに、ＲＴ
Ｐ処理部５６で音声信号が取り出される。そして、音声信号は、音声デコーダ５４でデコ
ードされた後、アナログ電話入出力部５２からアナログ電話ＩＦ部９０へ出力される。
【０１３８】
　また、Ｓ４０２２において、特定したダイヤル番号が一般電話番号の場合は、切替部９
２が一般電話処理部５０を選択するようにアナログ電話ＩＦ部９０を制御する。また、ト
ーンフィルタ８９のフィルタリングを「ＯＦＦ」に変更すると共に、トーン発生部８８に
、特定した一般電話番号を示すＤＴを生成させる。これにより、ＰＳＴＮ６との間で呼制
御処理が実行され、通話相手と音声交信用コネクションを確立する。主制御部６０’は、
音声交信用コネクションが確立したならば、ＴＶ電話アダプタ１’の動作モードを一般電
話モードに変更する。なお、ＰＳＴＮ６を介した音声交信用コネクションの確立は、トー
ン検出部８３、８４で検出されるトーンに基づいて判断できる。
【０１３９】
　また、Ｓ４０２２の処理と並行して、主制御部６０’は、自身に設定されているＴＶ電
話自動モードが「ＯＮ」ならば、通話相手の電話番号を映像アダプタ部７７のＳＩＰ処理
部７７に通知し、ＳＩＰ処理部７７に映像交信用コネクションの確立を要求する。これを
受けて、ＳＩＰ処理部７７は、通知された電話番号から、通話相手の映像交信用ＵＲＩを
特定し、該ＵＲＩを用いてＳＩＰサーバ８経由で、通話相手と映像交信用コネクションを
確立する。主制御部６０’は、音声交信用コネクションおよび映像交信用コネクションの
両方が確立したならば、ＴＶ電話アダプタ１の動作モードをＴＶ電話モードに変更する（
Ｓ４０２３）。
【０１４０】
　次に、上述のＳ４０２２によりＴＶ電話アダプタ１’の動作モードが電話（ＩＰ電話、
一般電話）モードである場合に、アナログ電話機２がダイヤル操作されると（Ｓ３０３）
、トーン検出部８３は、アナログ電話ＩＦ部９０を介してＤＴを検出し、ＤＴ信号を主制
御部６０’に送信する。これを受けて、主制御部６０’は、ＤＴが表すダイヤル番号を特
定し、特定したダイヤル番号をキーに変換ＴＬ記憶部３０からレコード３００を検索する
（Ｓ４０３）。
【０１４１】
　Ｓ４０３において、レコード３００が検索できなかった場合、所定のエラー処理を行う
（Ｓ４０３１）。一方、Ｓ４０３において、レコード３００を検索できた場合、特定した
ダイヤル番号は、ＴＶ電話アダプタ１’を制御するためのコードである。この場合、主制
御部６０’は、検索したレコード３００のフィールド３０２に登録されている動作モード
を調べ、該動作モードがＴＶ電話アダプタ１’の現在の動作モードと一致するか否かを調
べる。ここで、ＴＶ電話アダプタ１の動作モードはＩＰ電話モードあるいは一般電話モー
ドである。したがって、検索したレコード３００のフィールド３０２に登録されている動
作モードが、ＩＰ電話モードおよび一般電話モード以外の場合は、所定のエラー処理を行
う。そして、検索したレコード３００のフィールド３０２に登録されている動作モードが
ＩＰ電話モードおよび一般電話モードの場合にのみ、検索したレコード３００のフィール
ド３０３に登録されている設定・制御項目に従い、映像アダプタ部７０およびルータ２０
’を制御する。
【０１４２】
　さて、主制御部６０’は、上述のＳ４０２３あるいはＳ４０３２によりＴＶ電話アダプ
タ１’の動作モードがＴＶ電話モードに変更されると、自身に設定されている映像交信用
コネクション自動表示が「ＯＮ」ならば、ＴＶ電話アダプタ１’が備える表示部（不図示
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）に、映像交信用コネクションが確立したことを示す表示を行う。これを見て、ユーザは
、通話相手の映像が表示可能になったことを確認できる。
【０１４３】
　次に、上述のＳ４０２３あるいはＳ４０３２によりＴＶ電話アダプタ１’の動作モード
がＴＶ電話モードである場合に、アナログ電話機２がダイヤル操作されると（Ｓ３０４）
、トーン検出部８３は、アナログ電話ＩＦ部９０を介してＤＴを検出し、ＤＴ信号を主制
御部６０’に送信する。これを受けて、主制御部６０’は、ＤＴが表すダイヤル番号を特
定し、特定したダイヤル番号をキーに変換ＴＬ記憶部３０からレコード３００を検索する
（Ｓ４０４）。
【０１４４】
　Ｓ４０４において、レコード３００が検索できなかった場合、所定のエラー処理を行う
（Ｓ４０４１）。一方、Ｓ４０４において、レコード３００を検索できた場合、特定した
ダイヤル番号は、ＴＶ電話アダプタ１’を制御するためのコードである。この場合、図６
のＳ２０４２と同様の処理を行う（Ｓ４０４２）。
【０１４５】
　さて、アナログ電話機２がオンフックされると（Ｓ３０５）、フック状態検出部８２は
、アナログ電話ＩＦ部９０を介してこれを検出し、オンフックを示すフック状態信号を主
制御部６０’に送信する。主制御部６０’は、現在のＴＶ電話アダプタ１の動作モードが
ＴＶ電話モードならば、ＳＩＰ処理部７７に映像交信用のコネクションの切断を要求する
。これを受けて、ＳＩＰ処理部７７は、確立している映像交信用コネクションを切断する
。また、音声交信用コネクションが確立している場合、該コネクションがＩＰ電話による
音声交信用コネクションならば、ＳＩＰ処理部５７に該コネクションの切断を要求する。
これを受けて、ＳＩＰ処理部５７は、確立している音声交信用コネクションを切断する。
一方、該コネクションが一般電話による音声交信用コネクションならば、オンフックされ
たことにより、確立している音声交信用コネクションが切断する（Ｓ４０５）。
【０１４６】
　以上、本発明の第２実施形態について説明した。本実施形態によれば、第１実施形態の
効果に加えて、ＩＰ電話機能を持たない通常のルータ２０’を利用できる。また、一般電
話処理部８０を設けたことにより、例えば輻輳等でＩＰネットワーク５を利用できない場
合でも、相手と通話をすることができる。
【０１４７】
　なお、本実施形態では、フック状態検出部８２およびトーン検出部８３を一般電話処理
部８０に設けたが、これらをＩＰ電話処理部５０（アナログ電話入出力部５２およびアナ
ログ電話ＩＦ部９０間、あるいは、アナログ電話入出力部５２および音声エンコーダ５３
間）に設けるようにしてもよい。
【０１４８】
　<<第３実施形態>>
　本発明の第３実施形態として、一般電話、ＩＰ電話およびＴＶ電話を実現するＴＶ電話
アダプタを説明する。なお、本発明の第３実施形態のＴＶ電話アダプタ１”を用いたＴＶ
電話サービスシステムの概略図は、図１３に示す第２実施形態のものと同様であるので、
省略する。
【０１４９】
　図１６は、ＴＶ電話アダプタ１”の概略図である。図示するように、本実施形態のＴＶ
電話アダプタ１”が図１４に示す第２実施形態のＴＶ電話アダプタ１’と異なる点は、映
像アダプタ７０に設定画面記憶部９５を追加したこと、主制御部６０’に代えて主制御部
６０”を設けたこと、および、制御内容変換ＴＬ３０にルータ設定等のためのレコード３
００’（図５参照）を追加したことである。その他の構成は、第２実施形態のＴＶ電話ア
ダプタ１’と同じである。主制御部６０”は、第２実施形態の主制御部６０’の処理に加
え、画面合成部７３を制御して、設定画面記憶部９１に記憶された画面データのディスプ
レイ４への表示を制御する。ここで、設定画面記憶部９５には、少なくとも、ルータ２０
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’の各種設定を行うためのダイヤル操作を説明するためのルータ設定画面データ、ルータ
２０’のポート割付を行うためのダイヤル操作を説明するためのポート割付設定画面デー
タ、ルータ２０’のセキュリティ設定を行うためのセキュリティ設定画面データ、および
、ルータ２０’のアドレス設定を行うためのアドレス設定画面データが記憶されているも
のとする。
【０１５０】
　本実施形態のＴＶ電話アダプタ１”の動作は、図１５に示す第２実施形態のものと同様
である。例えば、Ｓ４０２１において、トーン検出部８３で検出されたダイヤル番号が「
＊＃＊」である場合、主制御部６０”は、画像合成部７３を制御し、画像合成部７３に、
設定画面記憶部９１に記憶されたルータ設定画面データを映像出力部７１へ出力させる。
これにより、ユーザは、ルータ２０’の各種設定を行うためのダイヤル操作を確認するこ
とができる。
【０１５１】
　また、例えば、Ｓ４０２１において、トーン検出部８３で検出されたダイヤル番号が「
＊１２」である場合、主制御部６０”は、画像合成部７３を制御し、画像合成部７３に、
設定画面記憶部９１に記憶されたポート割付設定画面データを映像出力部７１へ出力させ
る。これにより、ユーザは、ルータ２０’のポート割付設定を行うためのダイヤル操作を
確認することができる。また、この場合、主制御部６０”は、トーン検出部８３からポー
ト割付設定を終了させるための所定のダイヤル番号を受け取るまで、トーン検出部８３を
介して、ポート割付設定を行うためのダイヤル操作を受付ける。この間は、ＩＰ電話処理
部５０および一般電話処理部８０に対する指示を行わない（マスクする）。これにより、
本来、コネクション確立に使われる電話番号のような様々なダイヤル操作を、ポート割付
設定のための操作に割当てることができる。例えばダイヤル番号「１０」はコネクション
確立に適用されるのではなく、ポート番号「１０」に対応するといった具合である。そし
て、主制御部６０”は、受付けたポート割当をルータ２０’に設定する。
【０１５２】
　また、例えば、Ｓ４０２１において、トーン検出部８３で検出されたダイヤル番号が「
＊１３」である場合、主制御部６０”は、画像合成部７３を制御し、画像合成部７３に、
設定画面記憶部９１に記憶されたセキュリティ設定画面データを映像出力部７１へ出力さ
せる。これにより、ユーザは、ルータ２０’のセキュリティ設定を行うためのダイヤル操
作を確認することができる。また、この場合、主制御部６０”は、トーン検出部８３から
セキュリティ設定を終了させるための所定のダイヤル番号を受け取るまで、トーン検出部
８３を介して、セキュリティ設定を行うためのダイヤル操作を受付ける。この間は、ＩＰ
電話処理部５０および一般電話処理部８０に対する指示を行わない（マスクする）。これ
により、本来、コネクション確立に使われる電話番号のような様々なダイヤル操作を、セ
キュリティ設定のための操作に割当てることができる。そして、主制御部６０”は、受付
けたセキュリティ項目をルータ２０’に設定する。
【０１５３】
　また、例えば、Ｓ４０２１において、トーン検出部８３で検出されたダイヤル番号が「
＊１４」である場合、主制御部６０”は、画像合成部７３を制御し、画像合成部７３に、
設定画面記憶部９１に記憶されたアドレス設定画面データを映像出力部７１へ出力させる
。これにより、ユーザは、ルータ２０’のアドレス設定を行うためのダイヤル操作を確認
することができる。また、この場合、主制御部６０”は、トーン検出部８３からセキュリ
ティ設定を終了させるための所定のダイヤル番号を受け取るまで、トーン検出部８３を介
して、アドレス設定を行うためのダイヤル操作を受付ける。この間は、ＩＰ電話処理部５
０および一般電話処理部８０に対する指示を行わない（マスクする）。これにより、本来
、コネクション確立に使われる電話番号のような様々なダイヤル操作を、アドレス設定の
ための操作に割当てることができる。そして、主制御部６０”は、受付けたアドレスをル
ータ２０’に設定する。
【０１５４】
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　また、Ｓ４０２１において、トーン検出部８３で検出されたダイヤル番号が「＊１０」
である場合、主制御部６０”は、画像合成部７３を制御し、設定画面記憶部９１に記憶さ
れた設定画面データの映像出力部７１への出力を停止する。また、ＩＰ電話処理部５０お
よび一般電話処理部８０に対する指示のマスクを解除する。
【０１５５】
　以上、本発明の第３実施形態について説明した。本実施形態によれば、第２実施形態の
効果に加えて、設定画面で所望の設定に必要なダイヤル操作を確認しながら、ダイヤルす
ることができるので、操作ミスを低減することができる。
【０１５６】
　なお、本発明は上記の実施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。例えば、上記の各実施形態では、映像信号入力としてカメラ３を接続
した例を示したが、このカメラ３の代わりにＶＴＲやＤＶＤなどの再生装置を接続し、収
録済みの映像・音声を流すようにしてもよい。また、ディスプレイ４の代わりにＴＶ受信
機を接続しＴＶ放送データを流すようにしてもよい。さらには、ここでは、映像信号の撮
影・表示をアナログ映像信号として説明したが、デジタル映像信号でもかまわない。
【０１５７】
　また、上記の第２、３実施形態では、一般電話処理部８０にトーン検出部８３、８４を
設けたが、トーン検出部８３、８４はＩＰ電話処理部５０側に設けるようにしてもよい。
具体的には、トーン検出部８３をアナログ電話入出力部５２と音声エンコーダ５３との間
に設けてもよい。また、トーン検出部８４を音声デコーダ５４とアナログ電話入出力部５
２との間に設けてもよい。
【０１５８】
　また、上記の各実施形態では、アナログ電話機２を外付けとしているが、アナログ電話
機２と、上記の各実施形態のＴＶ電話アダプタ１、１’、１”とを同じ筐体に収納して一
体化してもよい。上記の各実施形態では、アナログ電話機２を別個体としているが、アナ
ログ電話のダイヤル検出機能に基づく操作という観点からは、アナログ電話機２とＴＶ電
話アダプタ１、１’、１”とを一体化し、ダイヤルトーンを検出することで、ＴＶ電話を
実現してもかまわない。
【０１５９】
　また、上記の各実施形態では、ＥＮＵＭの規定を拡張することで映像交信用チャネルの
確立する場合を例にとり説明した。現在、ＥＮＵＭの規定案に挙げられているのはＩＰ電
話の呼接続に基づいたｔｅｌ、ＳＩＰ、ｈｔｔｐ、およびｍａｉｌである。これに例えば
サービス領域（Service field）としてＥ２Ｕ＋ｖｉｄｅｏ：ｓｉｐを加えれば、ＩＰ電
話のＳＩＰと区別したＳＩＰを設定できる。上記の各実施形態では、この考えに基づいて
音声交信用チャネルのＵＲＩとは別の映像交信用チャネルのＵＲＩを用いている。基本的
には、電話番号に基づいた音声交信用チャネルのＵＲＩ変換ルールとは別に、同じ電話番
号に基づいた映像交信用チャネルのＵＲＩ変換ルールを用いている。これにより、一つの
電話番号から、音声交信用チャネルから独立した映像交信用チャネルのサービスを、ＴＶ
電話サービスのコネクション管理を行なうプロバイダから受けることができる。
【０１６０】
　なお、本発明は、ＩＰネットワークを経由したＴＶ電話を実現する上で従来のアナログ
電話を操作端末として利用することが提供できるので、いわゆるデジタルデバイド層にも
垣根の低いＩＰネットワークを利用した双方向伝送を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【０１６１】
【図１】図１は本発明の第１実施形態のＴＶ電話アダプタを用いたＴＶ電話サービスシス
テムの概略図である。
【図２】図２はＴＶ電話アダプタ１の概略図である。
【図３】図３はＵＲＩ変換ＴＬ２１を模式的に表した図である。
【図４】図４はＵＲＩ変換ＴＬ７７１を模式的に表した図である。



(26) JP 4646657 B2 2011.3.9

10

20

【図５】図５は制御内容ＴＬ３０を模式的に表した図である。
【図６】図６はＴＶ電話アダプタ１の処理手順を説明するための図である。
【図７】図７はＴＶ電話アダプタ１の状態遷移を説明するための図である。
【図８】図８は図７に示す状態遷移の発生件を説明するための図である。
【図９】図９は図７に示す状態遷移の発生件を説明するための図である。
【図１０】図１０は図１に示すＴＶ電話サービスシステムの音声交信用コネクション確立
手順を説明するための図である。
【図１１】図１１は図１に示すＴＶ電話サービスシステムの映像交信用コネクション確立
手順を説明するための図である。
【図１２】図１２は図１に示すＴＶ電話サービスシステムにおいて、ＴＶ電話アダプタ１
のＳＩＰ処理部７７がＤＮＳ９から通話相手の映像交信用のＵＲＩを取得するための手順
を説明する図である。
【図１３】図１３は本発明の第２実施形態のＴＶ電話アダプタを用いたＴＶ電話サービス
システムの概略図である。
【図１４】図１４は本発明の第２実施形態のＴＶ電話アダプタ１’の概略図である。
【図１５】図１５はＴＶ電話アダプタ１’の操作手順を説明するための図である。
【図１６】図１６は本発明の第３実施形態のＴＶ電話アダプタ１”の概略図である。
【符号の説明】
【０１６２】
　１，１’，１”：ＴＶ電話アダプタ、２：アナログ電話機、３：カメラ、４：ディスプ
レイ、５：ＩＰネットワーク、６：ＰＳＴＮ、７：ＧＷ、２０：ＩＰ電話機能付ルータ、
２０’：ルータ、３０：変換ＴＬ記憶部、４０：電話アダプタ部、５０：ＩＰ電話処理部
、６０，６０’，６０”：主制御部、７０：映像アダプタ部、８０：一般電話処理部、９
０：アナログＩＦ部

【図１】 【図２】
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