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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パケットデータネットワークシステムであって、
　パケットデータネットワークと、
　それぞれが固有のネットワークアドレスを持ち、前記パケットデータネットワークに機
能的に結合され、前記ネットワークアドレスによって相互に直接的にアクセス可能である
、音声データを含むパケット化したデータを受信し、生成する少なくとも２つのデータネ
ットワーク電話ノードと、
　前記パケットデータネットワークに機能的に結合され、前記パケットデータネットワー
ク上のそれぞれの前記データネットワーク電話ノードによってアクセス可能であり、少な
くとも１つのノードの前記固有のネットワークアドレスと少なくとも１つのパラメータと
の関連を示す、少なくとも１つのデータベースを持つ、リダイレクトサーバと、
を含み、前記少なくとも１つのパラメータは、登録された電話ノードの前記固有のネット
ワークアドレスに関連付けられた、複数のリダイレクションネットワークアドレスであり
、
前記データベースは少なくとも第２のパラメータを更に含み、前記リダイレクトサーバは
、選択されたリダイレクションネットワークアドレスをこのリダイレクトサーバにアクセ
スするノードへ提供し、前記第２のパラメータに従って前記登録された電話ノードとの電
話を開始し、
　前記第２のパラメータは曜日、時刻、登録者のＳＩＰアドレスからなる一群から選択さ
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れる、
ことを特徴とするパケットデータネットワークシステム。
【請求項２】
　請求項１に記載のパケットデータネットワークシステムにおいて、
　前記固有のネットワークアドレスがＳＩＰアドレスである、
ことを特徴とするパケットデータネットワークシステム。
【請求項３】
　請求項１に記載のパケットデータネットワークシステムにおいて、
　前記第１のパラメータは、前記電話ノードの名前および物理アドレスを含む、
ことを特徴とするパケットデータネットワークシステム。
【請求項４】
　請求項１に記載のパケットデータネットワークシステムにおいて、
　前記電話ノードの少なくとも１つはネットワーク器具である、ことを特徴とするパケッ
トデータネットワークシステム。
【請求項５】
　パケット化したデータをパケットデータネットワーク上で提供する統一エンドユーザネ
ットワーク器具であって、
　ポイントツーポイント通信を確立するための前記パケットデータネットワークに結合さ
れたネットワークコントローラサブシステムと、
　着呼を検出し電話セッションを開始するコンピュータプログラムを含む、前記ネットワ
ークコントローラサブシステムに結合されたデジタル信号処理サブシステムと、
　前記デジタル信号処理サブシステムに結合された信号変換サブシステムと、
　前記信号変換サブシステムおよび前記デジタル信号処理サブシステムに結合されたユー
ザインターフェイスサブシステムと、
を含み、
　前記デジタル信号処理サブシステムは、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）と、該デジ
タル信号プロセッサに結合された１つまたは複数の記憶装置とを含み、
　前記コンピュータプログラムは、電話セッションを検出して開始し、電話セッション制
御を実行するセッション開始プロトコルを実装し、
　固有のＳＩＰアドレスが、前記ネットワーク器具に関連付けられ、
　前記ＳＩＰアドレスは、前記記憶装置のうちの少なくとも１つに格納されており、
　前記パケット化されたデータはオーディオデータを含み、
　前記ユーザインターフェイスサブシステムは、入力装置と、マイクロホンと、スピーカ
とを含むハンドセットとディスプレイ装置とを備え、
　前記コンピュータプログラムは、発呼者からの前記ネットワーク器具に対する電話を検
出すると同時に電話セッションを自動的に開始し、当該電話セッション中は、前記マイク
ロホンを有効化し、前記スピーカを無効化するモニタ機能と、
　少なくとも１つの転送ＳＩＰアドレスが、前記記憶装置の少なくとも１つに格納され、
前記転送ＳＩＰアドレスの少なくとも１つは、前記ユーザインターフェイスサブシステム
を介してユーザによって選択可能であり、発呼者から前記ネットワーク器具への電話を検
出すると同時に、この電話を前記選択された転送ＳＩＰアドレスへリダイレクトする、電
話転送機能と、
を実装することを特徴とするネットワーク器具。
【請求項６】
　請求項５に記載のネットワーク器具において、
　少なくとも１人の承認された発呼者の識別基準が、前記記憶装置の少なくとも１つに格
納され、
　前記デジタル信号プロセッサが、識別基準を前記発呼者から受信し、前記受信された識
別基準が、前記少なくとも１つの所定の承認された発呼者の前記格納されている識別基準
のうちの少なくとも１つに合致する場合にのみ、前記モニタ機能を起動する、
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ことを特徴とするネットワーク器具。
【請求項７】
　請求項６に記載のネットワーク器具において、
　前記識別基準が、名前、ＳＩＰアドレス、およびパスワードを含む群から選ばれる、
ことを特徴とするネットワーク器具。
【請求項８】
　請求項６に記載のネットワーク器具において、
　前記識別基準が、ＳＩＰアドレスを含むことを特徴とするネットワーク器具。
【請求項９】
　請求項８に記載のネットワーク器具において、
　前記識別基準が、名前およびパスワードを含む群から選ばれた一つ以上を更に含むこと
を特徴とするネットワーク器具。
【請求項１０】
　請求項５に記載のネットワーク器具において、
　前記電話転送機能は、前記ユーザからの入力に応答して所定の時間の間起動される、
ことを特徴とするネットワーク器具。
【請求項１１】
　請求項５に記載のネットワーク器具において、
　人が不在であることを検出する、前記ネットワーク器具に結合されたセンサをも含み、
　前記センサからの信号に応答して前記電話転送機能が起動される、
ことを特徴とするネットワーク器具。
【請求項１２】
　請求項５に記載のネットワーク器具において、
　前記ユーザインターフェイスサブシステムは出力装置を含み、
　前記コンピュータプログラムは、前記ネットワークからストリーミングデータを受信し
て前記出力装置に供給される知覚可能な信号に変換する、ストリーミングメディアモード
を実装する、
ことを特徴とするネットワーク器具。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のネットワーク器具において、
　前記出力装置はスピーカを含み、
　電話セッションが進行中でないときは、前記ネットワークからストリーミングデータを
受信して前記スピーカに供給されるオーディオ信号に変換する、
ことを特徴とするネットワーク器具。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のネットワーク器具において、
　前記コンピュータプログラムは、新たな電話セッションが開始した場合は、ストリーミ
ングメディアモードから元に戻す、
ことを特徴とするネットワーク器具。
【請求項１５】
　請求項１２に記載のネットワーク器具において、
　前記出力装置はスピーカを含み、
　ストリーミングデータを前記ネットワークから選択的に受信し、前記スピーカに供給さ
れるオーディオ信号に変換する、
を特徴とするネットワーク器具。
【請求項１６】
　請求項１２に記載のネットワーク器具において、
　前記ストリーミングデータは前記ネットワークから受信され、電話セッション中に別の
装置へ選択的に転送され、このストリーミングデータはそこで前記装置によって知覚可能
な信号に変換可能である、
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ことを特徴とするネットワーク器具。
【請求項１７】
　請求項１２に記載のネットワーク器具において、
　前記出力装置はビデオディスプレイを含み、
　ストリーミングデータが、前記ネットワークから選択的に受信されて前記ビデオディス
プレイに供給されるビデオ信号に変換されるストリーミングビデオデータを含む、
ことを特徴とするネットワーク器具。
【請求項１８】
　請求項５に記載のネットワーク器具において、
　前記デジタル信号プロセッサが、発呼者の前記ＳＩＰアドレスを検出し、前記記憶装置
の少なくとも１つに、複数の発呼者ＳＩＰアドレスを格納し、
　前記複数の発呼者ＳＩＰアドレスは、前記ディスプレイ装置上に表示可能なものであり
、前記ユーザインターフェイスサブシステムからの入力に応じて選択可能なものである、
ことを特徴とするネットワーク器具。
【請求項１９】
　請求項５に記載のネットワーク器具において、
　前記デジタル信号プロセッサが、複数の着呼したＳＩＰアドレスを前記記憶装置に格納
し、
　前記複数の着呼したＳＩＰアドレスは、成功裏に開始した電話セッションのアドレスに
対応するものであり、前記ディスプレイ装置上に表示可能なものであり、前記ユーザイン
ターフェイスサブシステムからの入力に応答して選択可能なものである、
ことを特徴とするネットワーク器具。
【請求項２０】
　請求項５に記載のネットワーク器具において、
　前記ネットワークコントローラサブシステムは、イーサネットコントローラおよびサー
ビスフィルターを含む、
ことを特徴とするネットワーク器具。
【請求項２１】
　請求項５に記載のネットワーク器具において、
　前記デジタル信号処理サブシステムは、
　着信オーディオデータをデジタル着信オーディオデータに変換するアナログデジタル（
Ａ／Ｄ）コンバータと、
　前記Ａ／Ｄコンバータに結合された、前記デジタル着信オーディオデータをエンコード
するエンコーダと、
　前記デジタル信号処理サブシステムから供給された、デジタル送出オーディオ信号をデ
コードするデコーダと、
　前記デコーダに結合された、デジタル送出オーディオ信号を送出オーディオ信号に変換
するデジタルアナログ（Ｄ／Ａ）コンバータと、
　前記ハンドセット、対応する前記スピーカ、およびマイクロホンに結合された、前記着
信オーディオ信号および前記送出オーディオ信号を調整するオーディオアンプと、を更に
含む、
ことを特徴とするネットワーク器具。
【請求項２２】
　請求項５に記載のネットワーク器具において、
　前記コンピュータプログラムは、
　イーサネットプロトコル層と、
　前記イーサネットプロトコル層とインターフェイスする、前記イーサネットプロトコル
層の上に積み重ねられたインターネットプロトコル（ＩＰ）層と、
　前記イーサネットプロトコル層および前記ＩＰ層とインターフェイスし、ＩＰアドレス
をメディアアクセスコントロール（ＭＡＣ）アドレスに変換する、前記イーサネットプロ
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トコル層の上に積み重ねられたアドレス解決プロトコル（ＡＲＰ）層と、
　前記ＡＲＰ層および前記ＩＰ層とインターフェイスし、前記電話通信システム内の制御
およびアプリケーションデータの伝送をリアルタイムで提供する、前記ＡＲＰ層と前記Ｉ
Ｐ層との上に積み重ねられたユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）層と、
　前記ＵＤＰ層とインターフェイスし、前記電話通信システム内においてリアルタイムオ
ーディオデータの伝送を提供する、前記ＵＤＰ層の上に積み重ねられたリアルタイムトラ
ンスポート（ＲＴＰ）層と、
　前記ＵＤＰ層とインターフェイスし、前記リアルタイムオーディオデータの登録の信号
を送りそれを提供する、前記ＵＤＰ層の上に積み重ねられた１つまたは複数の制御プロト
コル層と、
　前記ＲＴＰ層とインターフェイスし、前記リアルタイムオーディオデータをフォーマッ
トする、前記ＲＴＰ層の上に積み重ねられた１つまたは複数のアプリケーションプロトコ
ル層と、をも含む
ことを特徴とするネットワーク器具。
【請求項２３】
　請求項２２に記載のネットワーク器具において、
　前記アプリケーションプロトコルはＲＴＳＰプロトコル層を含む、
ことを特徴とするネットワーク器具。
【請求項２４】
　請求項５に記載のネットワーク器具において、
　少なくとも１つのセンサインターフェイス回路をも含み、
　前記センサインターフェイス回路は、前記デジタル信号処理サブシステムに機能的に結
合され、前記ネットワーク器具をリモートセンサに機能的に結合するためのポートを持つ
、
ことを特徴とするネットワーク器具。
【請求項２５】
　請求項２４に記載のネットワーク器具において、
　前記デジタル信号処理サブシステムは、所定の時間間隔で前記センサインターフェイス
回路からデータを取得し、この取得したデータをネットワークパケットデータのようにフ
ォーマットし、このデータを前記ネットワーク上の所定の宛先へ伝送する、
ことを特徴とするネットワーク器具。
【請求項２６】
　請求項２４に記載のネットワーク器具において、
　前記デジタル信号処理サブシステムは、前記センサインターフェイス回路からほぼ連続
でデータを取得し、この取得したデータをネットワークパケットデータのようにフォーマ
ットし、前記取得したデータが少なくとも１つの所定の基準を満たす場合に、このデータ
を伝送する、
ことを特徴とするネットワーク器具。
【請求項２７】
　請求項２４に記載のネットワーク器具において、
　前記センサインターフェイス回路は、割り込みサービス要求入力を含み、
　前記デジタル信号処理サブシステムは、前記割り込みサービス要求入力の信号に応答し
て前記センサインターフェイス回路からデータを取得し、この取得したデータをネットワ
ークパケットデータとしてフォーマットし、このデータを前記ネットワーク上の所定の宛
先へ伝送する、
ことを特徴とするネットワーク器具。
【請求項２８】
　請求項２４に記載のネットワーク器具において、
　前記コンピュータプログラムは、電話転送機能を含み、
　前記電話転送機能は、前記センサインターフェイス回路に供給された信号に応答して選
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択的に有効化される、
ことを特徴とするネットワーク器具。
【請求項２９】
　請求項２８に記載のネットワーク器具において、
　前記センサインターフェイス回路に結合され、人の存在を検出し、前記電話転送機能を
選択的に有効化するための信号を提供するセンサをも含む、
ことを特徴とするネットワーク器具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
発明の属する技術分野
　本発明は、一般的にインターネットおよびイントラネットの電話に関する。より詳しく
言えば、本発明は、ネインターネット／イントラネット通信用のネットワーク遠距離通信
器具およびシステムに関する。
【０００２】
発明の背景
　近年、インターネットは、便利な追加の通信手段からビジネス、教育、技術の分野で不
可欠な通信ツールへと発展した。この点で、インターネット部分の成長は、別々の信号ネ
ットワークによって制御された従来の回線交換ネットワークを超える多数の利点をもたら
すインターネットに関する。一例を挙げると、人々は、彼らが必要とする品質に最も適切
なエンコードや暗号化技法を、より容易に選択および使用をすることが可能になった。例
えば、人々は、国際電話をかける場合に、完全トール（通話）品質（full toll quality
）を低額で使うことを決めることができるし、一方、リポーターは、記事を電話でラジオ
局に伝えるときは、費用を気にせずに完全ＦＭ品質を使うことができる。品質低下しない
場合でさえ、従来の６４kb/sの陸上通信線の電話ネットワークとは対照的に、５．３kb/s
(G.723.1)から８kb/s(G.729)が、トール品質をほぼサポートするのに十分である。この柔
軟性は、ネットワークに負荷がかかったとき、例えば自然災害の後に、電話の顧客が、約
３kb/sで依然として通信を行うことができ、従って、ネットワーク容量が２０倍になると
いう利点になる。
【０００３】
　電話サービスを既存のインターネットなどのデータネットワークに拡張することは当然
であるが、エンド（末端）システムにおいて、インテリジェンス即ち情報処理能力が必要
となるという理由からコストが大きな欠点として浮かびあがる。これまでには、基本的な
アナログ電話のコストで、低グレードの数マイルの長さのツイストペア線上で動作する外
部の電源を必要としないパケットボイス「電話」を構築するのは困難であった。
　さらに、インターネット電話製品として知られるものの多くは、Ｈ．３２３信号および
制御プロトコルに準拠して動作するよう設計されている。Ｈ．３２３プロトコルは、使用
や実装するのが困難な複雑なプロトコルである。この複雑さから、異なる実装のＨ．３２
３装置が、互換性の問題で悪影響がもたらされ得る。さらに、Ｈ．３２３プロトコルの下
で動作する装置は、
相互に直接的に通信することができず、電話は、電話サーバによって処理され、ルート即
ち経路選択されなければならない。
　従って、低コストであり、簡単な信号プロトコルで動作し、高度な電話機能のセットを
多く提供するネットワーク電話器具の必要性が依然としてある。
【０００４】
発明の概要
　従来の電話システムや既知のインターネット電話システムの上述した不適当な部分や制
限事項は、本発明によって実質的に克服される。本発明の第１の目的としては、インター
ネットおよびイントラネット遠距離通信ネットワーク上で使用するパケットベース音声通
信システムを提供することである。
　本発明のその他の目的は、イーサネットネットワークなどのデータネットワーク上で使
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用するパケットデータ電話器具を提供することである。
　本発明のさらにその他の目的は、パケットベース遠距離通信システムで使用するコミュ
ニケーションプロトコルを提供することである。
　本発明のさらにその他の目的は、電話、「インターネットラジオ」や「インターネット
ＴＶ」などのその他の連続メディア、或いは、ストリーミングメディアサービスをサポー
トするインターネットプロトコルアーキテクチャーを提供することである。
　本発明のさらにその他の目的は、
その他のネットワーク電話局に直接電話すること、或いは、リダイレクトサーバを介して
その他の電話局の人に間接的に電話することができる、低コストのスタンドアローン型ネ
ットワーク電話器具を提供することである。
【０００５】
　本発明の第１の実施例によれば、ネットワークとデータパケットを送受信するデータネ
ットワークに結合されたイーサネットコントローラサブシステムなどのネットワークコン
トローラを含むネットワークパケットデータ電話器具が提供される。デジタル信号処理サ
ブシステムは、ネットワークコントローラサブシステムに結合され、着呼を検出し、電話
セッションを開始し、電話機能を実装するコンピュータプログラムの下で動作する。信号
変換サブシステムは、デジタル信号処理サブシステムに結合され、デジタルパケット情報
をアナログ信号に変換したりその逆を行う。ユーザインターフェイスサブシステムは、信
号変換サブシステムおよびデジタル信号処理サブシステムに結合され、ユーザ制御と当該
器具に対するフィードバックを提供する。このスタンドアローン型ネットワーク電話装置
は、本明細書ではネットワーク電話器具と称することとする。
【０００６】
　ネットワーク電話器具のコンピュータプログラムが、セッション開始プロトコル（ＳＩ
Ｐ）を実装することが好適である。この場合、固有のＳＩＰアドレスが、装置に関連付け
られ、制御はＳＩＰプロトコルに準拠して実行される。
　ネットワーク電話器具は、
モニタリング機能、電話転送、ストリーミングオーディオモード、発信信者記録、受信者
記録などの高レベルの電話機能を実装することが好適である。
　ネットワーク電話器具は、センサなどの遠隔源からの信号を受信するセンサインターフ
ェイス回路を含むことが好適である。遠隔源から受信した信号は、ネットワーク電話器具
で処理し、適切なネットワーク宛先へ送信する。
【０００７】
　本発明のその他の態様では、パケット遠距離通信システムで使用する通信プロトコルが
提供される。この通信プロトコルは、イーサネットプロトコル層、イーサネットプロトコ
ル層とインターフェイスする、即ち接続するイーサネットプロトコル層の上に積み重ねら
れたインターネットプロトコル（ＩＰ）層、イーサネットプロトコル層とＩＰ層とをイン
ターフェイスし、ＩＰアドレスをメディアアクセスコントロール（ＭＡＣ）アドレスに変
換する、イーサネットプロトコル層の上に積み重ねられたアドレス解決プロトコル（ＡＲ
Ｐ）層、ＡＲＰ層とＩＰ層とをインターフェイスし、遠距離通信システム内の制御やアプ
リケーションデータのリアルタイム伝送を提供する、ＡＲＰ層とＩＰ層との上に積み重ね
られたユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）層、ＵＤＰ層とインターフェイスし、こ
の通信システム内でリアルタイムオーディオデータ伝送を提供する、ＵＤＰ層の上に積み
重ねられたリアルタイム伝送プロトコル（ＲＴＰ）層、ＵＤＰ層とインターフェイスし、
リアルタイムオーディオデータの登録の信号を出し、これを提供する、ＵＤＰ層の上に積
み重ねられた１つまたは複数の制御プロトコル層、および、ＲＴＰ層とインターフェイス
し、リアルタイムオーディオデータをフォーマットする、１つまたは複数のアプリケーシ
ョンプロトコル層を持つ。
【０００８】
　本発明のその他の態様では、ネットワーク電話システムアークテクチャーが提供される
。本システムは、本ネットワーク電話器具、および／または、ＰＣをネットワーク電話と
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して動作させるソフトウェアや適切なインターフェイス回路が付属する一般用途のパーソ
ナルコンピュータ（ＰＣ）などの、少なくとも２つのネットワーク電話装置を含む。ネッ
トワーク電話装置と共にデータネットワークに結合されたリダイレクト（宛先変更）サー
バも提供される。本システムでは、ネットワーク電話装置は、相互に呼びかけて、リアル
タイムオーディオ接続を確立することができる。或いは、リダイレクトサーバは、電話を
かけた者の電話セッションを開始し、相手先を突きとめ、本人識別をするためにネットワ
ーク電話装置によってアクセスされ得る。リダイレクトサーバを使用して、電話転送、多
者電話、ボイスメールなどの高いレベルの電話機能を実装することもできる。
　本発明のさらなる目的、機能、利点は、本発明の実施例を説明する付属の諸図面を考慮
しつつ以下の詳細な説明から明確なものとなるであろう。
【０００９】
本発明の詳細な説明
　本発明およびその利点の完全な理解のために、付属の諸図面を参照しながら本発明を説
明する。なお、同様の符号番号は同様の機能を示す。
　図１は、従来の電話およびパケット電話コンポーネントを持つ通信システムを示すブロ
ック図である。図１に示すように、本システムは、第１のゲートウェイ１２を介してパケ
ットネットワーク３０に結合された回線交換音声（voice）ネットワーク２０を含む。こ
の図は、インターネット電話と従来の「平凡な古い型の電話サービス（POTS）」システム
との間で、少なくとも３つの可能な相互作用：「エンドツーエンド(end-to-end)」パケッ
ト配信、「テールエンドホップオフ(tail-end hop off)」配信、ローカルパケット配信、
を示す。「エンドツーエンド」配信では、インターネット電話専用となっているネットワ
ークコンピュータなどのエンドシステム、或いはパーソナルコンピュータ（ＰＣ）を使用
して、オーディオをパケット化し、１つまたは複数の再生用の同様のエンドシステムへオ
ーディオパケットを配信する。「テールエンドホップ」配信では、パケットネットワーク
を使用して長距離音声伝送を行うが、その一方で標準的な回線交換音声回路を使用して、
顧客家屋内機器（ＣＰＥ）、即ち、標準的なアナログ電話とパケット電話ゲートウェイと
を接続する。「テールエンドホップオフ」は、個々の音声回路、同様にＰＢＸの相互接続
に使用することができ、および、従来の長距離電話サービスをバイパスすることを可能に
し、同様に、ＰＯＴＳ機器とパケットベースオーディオエンドシステムとの相互接続を可
能にする。ローカルパケット配信では、ボイスデータは、パケットオーディオエンドシス
テムによって生成されるが、回線交換された音声として、専用或いは公衆の設備を越えて
伝送される。
【００１０】
　図２は、本発明によるパケットデータネットワーク電話システム５０の好適な実施例を
示す。パケットデータネットワークシステムは、イーサネットＬＡＮ５２、イーサネット
電話５４、５６、５８、ワークステーション６０、およびサーバ６２、イーサネットゲー
トウェイ６４を含む。イーサネット電話は、ネットワーク装置であり、ネットワーク器具
、或いは、適切なコンピュータプログラムの制御の下で動作する音声入出力周辺機器が付
属するパーソナルコンピュータシステムなどのスタンドアローン即ち独立の形式をとるこ
とができる。このようなパケットデータネットワークアプローチでは、ボイスデータトラ
ヒックが、エンドユーザの直前でパケット化される。例えば、図２のパケットデータネッ
トワーク電話システムは、複数のイーサネットゲートウェイ（図ではただ１つだけ示す）
に接続された数ダースの家、事務所、機器を含むことができる。このゲートウェイの各々
は、ＣＡＴ－３Ｓの配線距離制限であるネットワークターミネーションユニットから３２
８フィートの範囲内に位置する。ゲートウェイは、光ファイバーを通じて近くのスイッチ
（図示しない）に順繰りに接続することができる、或いは、図２に示すようにライン６６
を介して公衆交換電話網（ＰＴＳＮ）直接的に接続することができる。このアーキテクチ
ャーは、高い帯域幅の顧客と低い帯域幅の顧客とが一緒に、別の配線を通ることなく、適
応させることができるという利点がある。交換コストは、帯域幅以外のインターフェイス
の回数によって支配されるものであるため、この仕組みは、ユーザあたりでより高い帯域
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幅（特にピーク帯域幅）を提供するが、未だに交換コストは現行の今日の電話ネットワー
クと同様のままである。図２のアーキテクチャーでは、各ネットワーク装置は、ネットワ
ークアドレスを含み、各装置は、全ての他のネットワーク装置へネットワークアドレスを
用いて直接アクセスすることができる。特定の機能を実装するために特化したサーバを用
意することもできるが、電話セッション、即ち、ポイントツーポイントのデータ通信を確
立するためにはそのようなサーバは必要ない。
【００１１】
　パケットデータネットワークＬＡＮ５２を使用は、従来のＰＣインターフェイスやネッ
トワークハードウェアを使用できるという点で比較的安価な解決策であるということで利
点である。パケットデータネットワークＬＮ５２は、様々なメディアを越えて操作され得
るものであり、マルチアクセスＬＡＮ上でより多くの装置を容易に追加することが可能と
なる。ゲートウェイ６４は、簡易パケット音声モジュールとして機能し、ユーザツーネッ
トワーク信号用のＤＴＭＦ認識を実装する単一のＤＳＰとすることができる。
【００１２】
　図３は、インターネット電話、および、「インターネットラジオ」や「インターネット
ＴＶ」などのその他の連続メディア（ストリーミングメディア）サービスを提供するパケ
ットデータネットワークのプロトコルスタック図である。当業者は既知および理解するよ
うに、「プロトコル」は、一般的に、コンピュータ間で通信をするための規約のセットで
ある。従って、プロトコルは、フォーマット、タイミング、順序、エラー制御を規定する
。用語「スタック」は、プロトコルを処理し、特定のプロトコルの１つまたは複数のセッ
トの使用を可能にする実際のソフトウェアを指す。図３に示す図は、本発明に基づき、様
々なプロトコルがどのように相互関連するのかを示す。
【００１３】
　図３のプロトコルスタック８０は、幾つかの層を成すプロトコルを組合せたものであり
、基本的なイーサネットメッセージフォーマットやタイミング情報を提供するベースプロ
トコル８２、ベースプロトコル８２とインターフェイスし、ＩＰアドレスをメディアアク
セスコントロール（ＭＡＣ）アドレスへ変換するアドレス解決プロトコル（ＡＲＰ）８４
、ベースプロトコル８２とインターフェイスするインターネットプロトコル（ＩＰ）ネッ
トワーク層８６、ベースプロトコル８２とインターフェイスするオプション、即ち任意選
択の動的ホスト構成プロトコル（ＤＨＣＰ）８８、および、ＡＲＰ８４、ＩＰ８６、ＤＨ
ＣＰ８８プロトコルとインターフェイスし、アプリケーションデータや制御のリアルタイ
ム伝送をするユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）９０、を含む。プロトコルスタッ
ク８０は、さらに、リアルタイムオーディオデータ伝送をし、一般的にＵＤＰ９０および
変調、スピーチコーデックおよび制御アプリケーション９４，９６，９８とそれぞれイン
ターフェイスするリアルタイムトランスポートプロトコル（ＲＴＰ）プロトコル層９２と
いうアプリケーション特有のプロトコルを含む。アプリケーションプロトコル９４，９６
は、Ｇ．７１１パルスコード変調やＧ．７２３スピーチコーデックプロトコルなどの幾つ
かの形式をとることができる。さらに、リアルタイムストリーミングプロトコル（ＲＴＳ
Ｐ）層９７を含ませて、ストリーミングメディアアプリケーションのパフォーマンスを向
上させることもできる。制御層９８は、セッション開始に使用され、好適には、セッショ
ン開始プロトコル（ＳＩＰ）の形式をとる。
【００１４】
　図３に示すように、ＲＴＰは、インターネットを越えてリアルタイムでデータを伝送す
るのに好適なプロトコルである。H.Schulzrinne、S.Casner、R.Frederick、V.Jacobsonに
よる「ＲＴＰ：リアルタイムアプリケーション用のトランスポートプロトコル」（リクエ
ストフォーコメント（提案された標準、ＲＦＣ１８８９、インターネットエンジニアリン
グタスクフォース（1996年1月）を参照されたい。これの全体を本明細書に参照によって
包含させるものとする。ＲＴＰは、リアルタイムの属性を持つアプリケーションのサポー
トを提供し、タイミング再構築、ロス検出、セキュリティ、およびコンテンツ識別を含む
シン（thin）プロトコルである。さらに、ＲＴＰは、インターネット内において多数のグ
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ループ向けのリアルタイム会議のサポートを提供し、発信源識別、ビデオや音声用のブリ
ッジなどのゲートウェイ用のサポート、マルチキャスト・ツー・ユニキャストの変換器を
含む。ＲＴＰは、受け取る側からマルチキャストを行うグループへのサービスの質フィー
ドバックを提供し、同様に、種々のメディアストリームの同期化をサポートする。
【００１５】
　図３では、ＩＰプロトコル８６、ＵＤＰプロトコル９０、ＲＴＰプロトコル９２は、低
速リンクおよび高度に圧縮されたオーディオ用のそれぞれのパケットに４０バイトを加え
、８ｋｂ／ｓのオーディオの２０ｍｓに２０バイトを加える。従って、ヘッダー圧縮が望
ましい。
　上述したように、図３のプロトコルスタック８０は、１つまたは複数のものとマルチメ
ディア交換を確立するためのセッション開始プロトコル（ＳＩＰ）を使用することが好適
である。
【００１６】
　ＳＩＰは、電話（自動）転送(call forwarding)、通話中着信（call waiting）、コー
ラーＭ（caller M）、内線転送（call transfer）、「キャンプオン(camp-on)」、「コー
ルパーク(call park)」、「コールピックアップ(call pick-up)」などの標準ＰＢＸまた
はＣＬＡＳＳ機能を提供する。「キャンプオン」は、話し中の単線音声局に対して着信先
生成、或いは、拡張コールが、相手先の回線が空きその他のコールを処理できるようにな
るまで、着信先局を自動的に待つようにすることを可能にする。「コールパーク」は、ユ
ーザが、コール即ち電話を保留にし、その後、システム内のその他の局でコールを取るこ
とを可能にする。「コールピックアップ」は、局が、ユーザが指定したコールピックアッ
プグループの中のその他の内線番号でコールに応答することを可能にする。これらの機能
の多くは、シグナリングサポートを全く必要としないが、エンドシステムのソフトウェア
によって実装することができる。ＳＩＰは、ＨＴＴＰ／１．１の変形として設計されたも
のであり、ＨＴＴＰセキュリティの再使用、認証、コンテンツのラベリングや決済、交渉
機能を容易にする。
【００１７】
　ＳＩＰ機能は、カレンダーベースのコールハンドラー（処理プログラム）を使用する。
コール処理ソフトウェアは、ユーザ個人約束カレンダーにアクセスし、それに応じて電話
（機）に回答する。ユーザは、発呼者のカテゴリを定義し、カレンダーのエントリーに基
づき、発呼者のコールのどのコールをどこへ（自動）転送するのかをプリセットする。コ
ールを転送しない場合は、例えば、発呼者の身元に基づき、「現在電話に出られません。
」から「ジョン・スミスは、５６２１号室でジェーン・ドゥと午後３時まで会議中です」
までの範囲で発呼者に情報を流すことができる。コールハンドラーは、コール処理言語、
ボイスメールシステムや自動コール処理システムをほんの数行のコードで構築することが
可能な状態ベースのスクリプト言語と統合することもできる。コールハンドラーは、ＩＳ
ＤＮコールとインターネット電話コールとの間の変換を処理・管理することができる。
【００１８】
　図４は、本発明によるパケットデータネットワーク電話１００の好適な実施例を示す高
レベルハードウェアのブロック図である。本開示を通じて明らかになるが、装置１００は
、音声やデータをパケットデータネットワークにのせるイーサネットＬＡＮのイントラネ
ットやインターネットなどの比較的に低コストのインターフェイス製品である。従って、
装置１００は、一般的に、このスタンドアローン装置のボードへの適用を反映させるため
にネットワーク器具と称する。
【００１９】
　ネットワーク器具１００は、音声および映像の通信をローカルエリアネットワーク（Ｌ
ＡＮ）、インターネット、或いは、その他のイーサネットネットワーク上で提供し、これ
は、一般的に、ネットワーク（例えば、イーサネット）コントローラサブシステム１１０
、デジタル信号処理サブシステム１２０、信号変換サブシステム１３０、信号変換サブシ
ステム１３０とデジタル信号処理サブシステム１２０とに結合されたユーザインターフェ
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イスサブシステム１６０、を含む。電話１００は、さらに、電源、ＲＯＭ１４２、ＲＡＭ
１５２をも含む。ユーザインターフェイスサブシステムは、図５を参照しながら後述する
が、その他のユーザ制御１６９スピーカ１６１、マイクロホン１６２を含む。データ取得
や制御機能用のインターフェイス回路１３５は、信号変換サブシステム１３０とも結合す
ることができる。或いは、このようなＩ／Ｏ回路は、直接ＤＳＰ１２０に結合することも
できる。
【００２０】
　ネットワークコントローラサブシステム１１０は、ＤＳＰ１２０と外部ネットワークと
の間に設けられ、従って、データパケットのデータ（イーサネット）ネットワークとのや
り取りを提供する。イーサネットコントローラサブシステム１１０は、デジタル信号処理
サブシステム１２０に、イーサネットネットワークから受信したデータを引き受けるよう
、或いは、イーサネットネットワークへデータを提供するよう指示する。さらに、ネット
ワークコントローラサブシステムは、
壊れた、或いは所望でないイーサネットネットワークから受信したデータパケットを廃棄
したり拒否したりすることによって、初期ゲートキーパーとして機能することもできる。
【００２１】
　図５は、本ネットワーク器具をさらに詳細な説明するブロック図である。図５に示すよ
うに、ネットワークコントローラサブシステム１１０の好適な実施例は、イーサネットコ
ントローラ１１２、サービスフィルター１１４（１０base-T変換器）、少なくとも１つの
ＲＪ－４５ソケット１１６を含む。中でも特に、ネットワークコントローラサブシステム
１１０は、以下の機能：ネットワーク器具とイーサネットネットワークとをインターフェ
イスする機能、イーサネットパケットを送受信する機能、データがイーサネットから利用
可能である場合に、ＤＳＰサブシステム１２０にデータを受け入れることを知らせる機能
、ＤＳＰサブシステム１２０からパケットを受信し、そのパケットをイーサネットへ送信
する機能、および、イーサネットからの所望でないパケットを拒否し廃棄する機能、を実
施する。
【００２２】
　図５に示すように、イーサネットコントローラ１１２は、アドバンスドマイクロでバイ
ス（ＡＭＤ社）から市販されるイーサネット用のAM79C940メディアアクセスコントローラ
（ＭＡＣＥ）にすることが望ましい。このＭＡＣＥ装置は、スレーブ登録ベースの周辺機
器である。本システムへの転送、および本システムからの転送の全ては、シンプルメモリ
、或いは、Ｉ／Ｏリードやライトコマンドを使用して実行される。ユーザの規定したＤＭ
Ａエンジンと協同して、ＭＡＣＥチップは、特定のアプリケーションに合わせたＩＥＥＥ
８０２．３インターフェイスを提供する。
　個々のＦＩＦＯの送信、受信は、システムレイテンシを減少させ、そして、以下の機能
：ＦＩＦＯリロードでない場合自動再送する機能、自動受信ストリッピングと送信パッデ
ィング機能、自動ラントパケット（短パケット）拒否機能、衝突フレームの自動削除機能
、シンプルインターフェイス用のＦＩＦＯ・リード／ライトアクセスをＤＭＡコントロー
ラかＩ／Ｏプロセッサかにダイレクトする機能、任意バイトの配置および小／中／大メモ
リインターフェイスサポート機能、５～２５MHｚシステムクロックスピード機能、をサポ
ートする。
【００２３】
　再度図５を参照されたいが、デジタル信号処理サブシステム１２０は、デジタル信号プ
ロセッサ（DSP）１２２と、関連する論理回路を含み、この論理回路は、読み出し専用メ
モリ（ROM）１４２、ランダムアクセスメモリ（RAM）１５２、消去可能プログラマブルロ
ジック装置（EPLD）１２４を含む。デジタル信号処理サブシステム１２０は、以下の機能
：音声圧縮などのデジタル信号処理機能、コール進行トーン生成機能、リング信号生成機
能、DSPと相互接続する一般的な「グルー(glue)」ロジック機能、メモリとI/O装置機能、
ネットワークプロトコル処理機能、コールフロー制御と有限状態機械実装機能、キーパッ
ド活動検出とデコーディング機能、および、ディスプレイ制御機能、を提供する。
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　図５に示すように、本ネットワーク器具の好適な実施例に使用されるＤＳＰ１２２は、
テキサスインスツルメント社のTMS320C32などの何らかの適切な市販されるものとするこ
とができる。TMS320C32DSPは、以下の機能：単一サイクルにて整数、浮動小数点データで
並列乗算と演算論理回路（ALU）処理、汎用レジスターファイル、プログラムキャッシュ
、専用外部レジスタ演算ユニット（ARAU）、内部デゥアルアクセスメモリ（５１２倍語長
）、２つのダイレクトメモリアクセス（DMA）チャネル、１つのシリアルポート、２つの
タイマー、１つの外部メモリポート、および、多重割り込み構造を持つ。
【００２４】
　さらに、TMS320C32DSPは、４つの外部割込みと、５つの内部割込みリソースを含む。外
部割込みは、外部ピン（端子）によって直接引き起こすことができる。内部割込みは、シ
リアルポート、DMAコントローラ、タイマーなどの個別の周辺機器をプログラミングする
ことによって引き起こすことができる。さらに、これらの全ての割込み源は、CPU／ＤＭ
Ａの有効レジスタ、即ちIEを介するDMAチャネル割込みとしてプログラムすることができ
る。TMS320C32DSPは、フレキシブルブートローダーを含み、このローダーは、ネットワー
ク器具用のメイン制御プログラムを３つの異なる外部メモリ空間の１つまたはシリアルポ
ートから自動的にロードさせることを可能にし、電源の投入などのDSP１２２が初期化さ
れるときのINT0~INT3の外部割込みの活動によって決定されたことに従いどちらかを割り
当てる。
【００２５】
　DSP１１２は、一般的に、以下のリソース割り当て、外部割込みINTO：「0x1000からシ
ステムブート」指示、システムの電源が入れられ、int0がアクティブである場合、DSPは
、プログラムを外部メモリ空間0x1000からブートする、
INT1：DMA０外部割込み信号、ネットワークコントローラ１１２からのパケットを受信す
るのに使用される、
INT2：DMA１外部割込み信号、ネットワークコントローラ１１２へパケットを送信するの
に使用される、
INT3：AM79C940パケット状態とエラーメッセージ割込み、
を含むよう構成される。図６に、本ネットワーク器具の実施例で使用するDSPメモリマッ
プのサンプルを示す。
【００２６】
　再度図５を参照されたいが、本ネットワーク器具は、ユーザインターフェイスサブシス
テム１６０を含み、このユーザインターフェイスサブシステム１６０は、キーエンコーダ
（符号化器）１６６、液晶ディスプレイ（LCD）１６４、ハンドセット１６３（これは、
キーパッド１６５、マイクロホン１６２、スピーカ１６１）を含む。ユーザインターフェ
イスサブシステム１６０コンポーネントは、以下の機能を提供することによって、ユーザ
がネットワーク器具と相互作用をすることを可能にする。その機能とは、入力（キーボー
ド）と出力（LCD）用のユーザインターフェイス、音声インターフェイス、スピーカを介
するリングアラート出力、ハンドセット、或いは、ハンズフリー（マイクとスピーカ）通
信代替手段である。
【００２７】
　さらに、LCDは、ディスプレイのそば、例えば、横や下にボタンを持つことができる。
これらのボタンの機能は、その機能がシステムの現在の状態に依存する「ソフトキー」と
して操作することができる。例えば。電話に出ないときは、ディスプレイは、クイックダ
イヤルリストや時刻を表示することができる。さらに、コールに出なかったり、ボイスメ
ールとして転送された後、ディスプレイは、受けたコールのリストを表示することができ
る。電話に出ている間は、その他のかかって来る電話を表示し、加入者が、コール間でス
イッチしたり、コールをブリッジしてコールに出るようにすることが可能である。
　或いは、本ネットワーク器具１００のユーザインターフェイス１６０は、小型タッチス
クリーン（図示しない）と共に構成させ、LCDディスプレイやボタンを置き替える、或い
は、それを補わせることができる。このタッチスクリーンは、図的に利用可能な機能や操
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作を表示し、ユーザのディスプレイに対する接触に応答し、英数字のネットワークアドレ
スやその他の電話操作の入力などに用いる機能強化したユーザインターフェイスを提供す
る。
【００２８】
　図５は、信号処理システム１３０を示し、これは、A/D変換、D/A変換を実行するPCMの
エンコーダおよびデコーダ、および、ハンドセットや対応するスピーカ１６１やマイクロ
ホン１６２に結合されるオーディオ増幅器１３４を含む。また、単一のAC或いはDC電源ア
ダプタ（ウォールワート（wall wart））からプラスおよびマイナス５Vの電圧レベルを供
給するための電源を設ける。図５の好適な実施例では、マイナスの電圧レベルが、LCD１
６４とPCMコーデック１３２によって必要とされる。
【００２９】
　図７は、図５のネットワーク器具で使用するのに適するメモリインターフェイス７００
を説明するブロック図である。メモリインターフェイス７００は、外部メモリモジュール
１４２，１５２を含み、これらのメモリモジュールは、プログラム格納用に１２８Ｋバイ
トの読み出し専用メモリ（ROM）１４２と、少なくとも３２Kバイトの倍語長（３２ビット
）のスタティックランダムアクセスメモリ（RAM）７０２，７０４，７０６，７０８とを
含む。ROM142の速度が比較的遅いため、ネットワーク器具は、ROMからメインプログラム
を起動し。これを実行時のために比較的速いRAM内に格納しておくことが好適である。
【００３０】
　図８は、本発明の好適な実施例によるDSP１２２とイーサネットコントローラ１２４と
の間のインターフェイスの一例を示すブロック図である。イーサネットコントローラ１２
４の３２個のレジスタは、図６に示したDSP１２２のメモリ空間0x810000にマップされた
メモリである。はじめの２つのレジスタは、受信・送信「先入れ－先出し」（ＦＩＦＯ）
キュー（待ち行列）とすることが望ましい。ＤＳＰ１２２は、１６ビットのデータバス８
０２を介してイーサネットコントローラ１２４とデータを交換する。
【００３１】
　図９は、本発明の好適な実施例によるDSP１２２とＰＣＭコーデック１３２との間のイ
ンターフェイスを説明する線図である。図９に示すように、ＤＳＰ１２２は、内部シリア
ルポート９０２を介してＰＣＭコーデック１３２と接続する。ＤＳＰ１２２のシリアルポ
ートは、独立２方向シリアルポートである。
【００３２】
　図５に示すように、ＤＳＰ１２２は、ＬＣＤ１６４に機能的に結合される。このＬＣＤ
制御インターフェイスは、図１０に示すＤＳＰアドレスにおいてマップされる。本発明の
一実施例では、ＬＣＤ１６４は、バジトロニクス社（Vazitronics）によって製造されたM
GLS-12032AD　ＬＣＤなどの１２０×３２ピクセルである。ＬＣＤのアクセス速度は、一
般的に遅いため、ＬＣＤに表示されるデータは、ＤＳＰ１２２のＳＴＲＢ０（1x1000）メ
モリ空間にマップすることができ、これはＲＯＭメモリ空間と同じメモリ空間である。
ＬＣＤのタイミングロジックは、ＤＳＰ１２２用のタイミングロジックと同じである。し
かしながら、ＬＣＤがMGLS-12032などのように左半分と右半分から成る場合、全ラインの
メッセージを表示するときに右・左の両半分を制御およびプログラムする必要がある。
【００３３】
　図１１は、本ネットワーク器具用のソフトウェアアーキテクチャーを示すブロック図で
ある。図１１に示すように、本ネットワーク器具用の処理アーキテクチャーは、一般的に
、３つのレベル：ＩＳＲ（割り込みサービスルーチン）レベル１１１０、オペレーティン
グシステムまたはプロセスレベル１１２０、アプリケーションまたはタスクレベル１１３
０、として編成される。それぞれのソフトウェアレベルで実行することができるタスクお
よび機能のリストの例示を図１３で提供する。
　最も下のレベルＩＳＲレベル１１１０は、割り込みハンドラーとＩ／Ｏインターフェイ
スとを含む。ＩＳＲレベル１１１０は、プロセスレベル１１２０と図４と図５に示すネッ
トワーク器具ハードウェアとの間のインターフェイスの役目を果たす。
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　上のＩＳＲレベル１１１０は、プロセスレベル１１２０、または、オペレーティングシ
ステムであり、これは、スターコム社のCRTX埋め込みリアルタイムマイクロカーネルなど
のようなリアルタイム・マルチタスキングのマイクロカーネルとすることが望ましい。一
般的には、プロセスレベルソフトウェア１１２０（マイクロカーネル）は、メモリ管理、
プロセスおよびタスク管理、およびディスク管理機能を実施する。図１２に示す本発明の
好適な実施例では、
マイクロカーネルは、３つのスケジューリング機構：
リアルタイムイベントフラグマネージャー１２２２、ディレイドタスクマネージャー１２
２４、および、スケジューリングマネージャー１２２６、をサポートする。マイクロカー
ネルは、上述した３つの異なる機能のためにそれぞれ３つの別々のキューを持つ。
【００３４】
　リアルタイムイベントフラグマネージャー１２２２を使用してフラグ設定のためにリア
ルタイムイベント（事象）の実行を引き起こす。フラグが「オン」条件に設定された場合
、当該フラグに関連付けられたタスクは、即座に実行される。例えば、割り込みサービス
ルーチンは、ある特定のイベントが起こった場合に特定のフラグをセット即ち設定する。
フラグイベントは、関連付けられたタスクアドレスと共にフラグキューに入れられる。
　ディレイドタスクマネージャー１２２４は、時限イベントの機能を果たす。フェイルセ
ーフ、或いは、「番犬」即ち監視装置のタスクなどの時限タスクは、ある時間遅延の後で
実行させることができる。あるイベントがある時間枠の範囲内に起こらない場合は、タイ
マーが、実行されるべきタスクを引き起こす。その他の例は、周期的なタイマーによって
制御されたタスクの反復実行である。各タイマーは、時間計数器と共にロードされ、その
後、ハードウェアのインターバルタイマーからタイマーのすべての時刻を決定する。計数
器がゼロに至ったとき、当該タイマーに関連するタスクは、タスクキューにスケジュール
される。スケジューリングマネージャー１２２６は、タスクスケジュールマネージャーを
スキャンしてスケジュールされたタスクを探す。キューにエントリーが見つかった後、す
ぐに、制御をスケジュールされたタスクへ渡す。
【００３５】
　図１３Ａ～Ｆは、タスクレベルソフトウェア（図１３Ａ～Ｃ）、プロセスレベルソフト
ウェア（図１３Ｄ）、およびＩＳＲレベルソフトウェア（図１３Ｅ～Ｆ）の一部となり得
る例示のソフトウェアタスクや機能をリストするテーブル即ち表である。本発明において
は、ソフトウェアアーキテクチャーに関して称する用語「タスク」、「機能」は、同意語
と見なす。しかしながら、「タスク」は、一般的にはスケジューリングマネージャー１２
２６によって実行され、他方、「機能」は、一般的にはタスクやその他の機能によって呼
び出される。コール処理（Call_task）やＩＰ処理（IP_send_taskやErcv_taskなど）など
のアプリケーションタスクは、プロセスレベルソフトウェア１１２０によってスケジュー
ルされる。このようなタスクの実行は、ＩＳＲやその他のタスク、或いは、現行タスク自
身による事前スケジューリングの結果である。
【００３６】
　図１３Ａ～Ｆは、図１１の本パケットデータネットワーク電話ソフトウェアによって実
行されるエベントドリブン（主導型）操作でコールされる機能やプロシージャ（手順）の
定義の例示を示す。様々なイベントから起こったものからコールされた機能は、パケット
データネットワーク電話／システムの操作をイネーブル即ち有効化し、パケットデータネ
ットワーク電話／システムの初期化、ARPデータの処理、音声データのエンコーディング
、メッセージデータ処理、IPデータ処理、音声データのデコーディング、対応バッファー
とアナログおよびデジタルデータのやり取り、および、番犬機能の実行、などの全体的な
操作を含む。
【００３７】
　パケットデータネットワーク電話器具の初期化は、ハードウェア初期化ステップとタス
クスケジューリングステップとを含む。電源を入れた後、DSP１２２は、自動的にメイン
プログラムをROM１４２からRAM１５２へ転送する（ブート操作）。ハードウェア初期化は
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、従来からの方法で起こり、スタックポインター、外部バスインターフェイス制御レジス
タ、DSPのグローバル制御レジスタ、ISR用の割り込みベクトル、などの初期化ステップ含
む。
　ハードウェアの初期化および予備タスクスケジューリングが終わった後、処理の制御は
、プロセスレベル（マイクロカーネル）１１２０に戻される。CRTXマイクロカーネル１１
２０とスケジュールされたタスクは、それから、さらなる処理を制御する。
【００３８】
　図１３Ａを再度参照されたいが、本ネットワーク器具のタスクレベルソフトウェアは、
アドレス解決プロトコル（ARP）処理を含む。ARPは、IPアドレスを、イーサネットアドレ
スなどの物理アドレス（データリンク制御（DLC）アドレス）に変換するために使用され
る既知のTCP/IPプロトコルである。物理アドレスの入手を望むホストコンピュータは、AR
P要求をTCP/IPネットワークに対してブロードキャストする。その後、当該要求にあるIP
アドレスを持つネットワーク上のホストコンピュータは、自己の物理ハードウェアアドレ
スを返す。
【００３９】
　図１４は、ARP要求出力プロシージャ１４００ARP_Out()を説明するフローチャートであ
る。図１３Bに示すように、ARP_Out()は、解決すべきIPアドレスを受信し、それに対応す
るMACアドレスを出力するタスクレベルソフトウェアのコンポーネントである。ARP要求が
開始するとき（ステップ１４０２）、ARP_Out()機能は、はじめに、ローカルARPキャッシ
ュテーブルarptableの中から要求されたIPアドレスをチェックする（ステップ１４０４）
。ステップ１４０６で対応するエントリー即ち項目が解決される場合は、ARP_Out()は、a
rptableからMACアドレスを要求されたパラメータをコピーし、ARPOKステータスフラグを
返す（ステップ１４０８）。そうでない場合は、本プロシージャは、arptableにエントリ
ーを割り当て、ARP要求をスケジュールする（ステップ１４１０）。ステップ１４１０で
さらに示すように、arptableのMACアドレス即ち「ハンドル（handle）」が、メインプロ
グラム（c_int00()）に返される。このハンドルに従って、それから、ソフトウェアは、
対応するエントリーのae_stateをチェックする。
【００４０】
　図１５は、例示のARP要求入力プロシージャ１５００ARP_In_task()のフローチャートで
あり、このプロシージャ１５００は、図１３Aにリストしたタスクレベルソフトウェアの
コンポーネントである。ARP_In_taskは、ARPパケットを受信し、入ってくるパケット即ち
着信パケットがARP要求である場合は、arptableを修正するか、或いは、ARPリプライをキ
ューに入れるかを行う。ARPパケットを受信するとき（ステップ１５０２）、
本ソフトウェアは、ARPハードウェアのタイプ、或いは、プロトコルタイプの合致をチェ
ックする（ステップ１５０４）。１つまたは両方のタイプが合致する場合、その後、本ソ
フトウェアは、宛先ホストが、本ホストであるかをチェックする（ステップ１５１０）。
宛先ホストが本ホストでない場合は、その後、制御はメインプログラムに返される（ステ
ップ１５０８）。
【００４１】
　図１５にさらに示すように、宛先ホストが、現在のホストである場合は、その後、Arp_
In_taskは、次に、ARPテーブルをチェックして、着信パケットに対応するARPエントリー
があるのか否かを判断する（ステップ１５１２）。エントリーが見つかった場合は（ステ
ップ１５１４）、その後、新たなMACアドレスが既存のエントリーへとコピーされ、当該
エントリーの「生存期間（TTL）」を新たな値に修正する（ステップ１５１６）。TTLは当
業者には、廃棄される、或いは、送信者に返送される前に、パケットが移動するとき何回
ホップできるかを指定するインターネットプロトコル（IP）のフィールドであると理解さ
れている。しかしながら、そのようなMACエントリーがステップ１５１３によって何も見
つからない場合、それから、ARP_In_taskは新たなMACエントリをARPテーブルに追加する
（ステップ１５１８）。MACエントリーがPENDING（保留）状態の場合（ステップ１５２０
）、その後、それはRESOLVED(解決)状態へ変えられ、MACアドレスは、目的にエントリー
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にコピーされる（ステップ１５２２）。着信ARPパケットが、その他のホストからのARP要
求である場合は、ARPリプライパケットは、IP_Send_taskをキューに入れる、即ち待ち行
列に入れることによって、送信される（ステップ１５２４、１５２６）。その後、制御は
、メインプログラムに戻される（ステップ１５２８）。
【００４２】
　ARP入力および出力プロセスに加えて、タスクレベルにおけるARP処理は、
ARPエントリーテーブルarptableを保守管理するのに使用される遅延したループタスクで
あるARPTimer_task()を含む。名目上、ARPTimer_task()は、１秒あたり１回生成される。
ARPTimer_task()の主目的は、ARPエントリーの生存期間（TTL）を減少すること、および
、以前のARP要求が消失した場合のペンディング中にARP要求を再送することである。
【００４３】
　タスクレベル処理は、オーディオパケットのコーディングおよびエンコーディングに関
連する処理操作を含むことができる。このCodec_taskは、「タイプ」パラメータで示され
たアルゴリズムに応じて、ADBuffの音声データをエンコードしEncodeBuffに入れるSpeech
Encode()機能を含む。それから、コード化したデータは、キューIP_Send_taskを介して「
RTP」パラメータ設定と共に送出される。
【００４４】
　タスクレベル操作は、インターネットプロトコル（IP）処理を含むことができる。一般
的なIP処理操作を、図１６のブロック図で説明する。図１６に示すように、IP処理は、イ
ーサネットパケットの送受信（ステップ１６０２）、IPパケットの多重化および非多重化
（ステップ１６０４）、イーサネット、インターネット（IP）、ユーザデータグラムプロ
トコル（UDP）、リアルタイム伝送プロトコル（RTP）およびアドレス解決プロトコル（AR
P）パケットのパケット化および非パケット化（ステップ１６０６）、というステップを
含む。
【００４５】
　図１６のステップ１６０２では、イーサネットパケットの伝送は、イーサネットコント
ローラ１１２のダイレクトアクセスメモリ（DMA）チャネルを使用して実行することがで
きる。DMAは、CPUを経由せずにデータをメインメモリから装置へ転送する技法である。DM
Aチャネルは、従来の方法より非常に速くデータを装置とやり取りできるため、DMAチャネ
ルの使用は、本ネットワーク電話システムなどのリアルタイム用途では特に便利である。
【００４６】
　ネットワークコントローラ１１０は、パケット伝送に使用できるイーサネットコントロ
ーラ１１２のDMA１チャネルなどのような複数のDMAチャネル、をサポートすることが好適
である。
イーサネットパケットが伝送の準備ができている場合、DMA1()機能、即ちISRレベル機能
は、発信源アドレス（イーサネットパケットバッファー、ESend）、宛先アドレス（イー
サネットコントローラの転送FIFO）、およびカウンター（パケット長）を設定することに
よって呼出される。図１７に、イーサネット伝送データ構造の一例を挙げる。DMA1()機能
は、DMA1チャネルを開始する。カウンターがゼロに達したとき、DMA１は停止し、次のコ
―ルを待つ。
【００４７】
　図１８は、オーディオ入力バッファー１８０２と、UDPバッファー１８０４と、イーサ
ネットネットワークコントローラ１１２のイーサネットインターフェイス（イーサネット
伝送FIFO）に対するARPテーブル１８０６との間のデータフローを示すブロック図である
。
図１８にさらに示すように、オーディオ入力バッファー１８０２、UDPバッファー１８０
４、およびARPテーブル１８０６からのデータは、IP出力キュー１８１０へ送られ、プロ
トコルタイプ、ソースポインター、およびデータ長を示すように構成される。送出データ
をキューに入れる代わりに、IP_Send_taskが、プロセスレベルソフトウェア（マイクロカ
ーネル）１１２０によってキューに入れられる。IP_Send_taskによってサポートされるプ
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ロトコルタイプは、一般的に、UDP、RTP、ARP_REQUEST、ARP_REPLYを含む。IP_Send_task
は、パケット伝送およびイーサネットのパケット化のために使用される。好適には、IP_S
end_taskは、SIP_taskやARP_Out()やSpeechEncode()などのようなその他の機能やタスク
によってスケジュールされる。一旦IP_Send_taskが動作すると、それは、データのプロト
コルタイプをチェックする。それから、このタスクは、出力データをカプセル化してEsen
dバッファーの対応するイーサネットパケットに変換する。最後に、パケットは、割り当
てられたDMAチャネル（DMA１）を介して送出される。
【００４８】
　図１９は、パケット受信と非多重化操作をさらに説明するデータフロー図である。非多
重化（デマルチプレキシング）は、Ercv_taskの異なるプロトコル用の異なるタスクをス
ケジュールすることによって実現する。図１６のステップ１６０２では、イーサネットパ
ケットは、受信データFIFOメモリに受信され（ステップ１９０２）、DMA０チャネルコン
トローラによってさらに処理される（ステップ１９０４）。DSP１２２は、いつパケット
が到着するのかを知らないため、DMA０チャネルは、常時活動している（即ち、カウンタ
ーがゼロになっても停止しない）。パケットが到着したとき、DMA0チャネルは、自動的に
、そのパケットをイーサネットコントローラの受信FIFOメモリからイーサネット受信バッ
ファー：Ercvにコピーする（ステップ１９０６）。DMA０チャネルは、FIFOメモリに利用
可能なデータが無くなると停止する。
【００４９】
　Ercv_taskは、イーサネットパケットの非多重化およびIPパケットの非多重化用のフラ
グ起動タスクである（ステップ１９０８）。このErcv_taskは、第１には、着信パケット
をチェックするために呼ばれるPacketCheck()機能である。PacketCheck()機能は、パケッ
トのプロトコルタイプを返すか、或いは、パケットが無効の場合はヌル値（NULL）を返す
。第２には、返されたプロトコルタイプに基づき、Ercv_taskは、受信したパケットを処
理するために種々のタスク、例えば、RTPパケット用にRTP_In_taskを（ステップ１９１０
）、ARPパケット用にARP_In_taskを（ステップ１９１４）、或いは、UDPパケット用にUDP
処理タスクを（ステップ１９１２）を起動する。
【００５０】
　図１３Ｃを説明する。SpeechDecode()は、ステップ１９１０のRTP処理に関連する音声
デコーディング機能である。まず、SpeechDecode()タスクは、デコーディングバッファー
：DecodeBuff内に利用可能なデータがるか否かをチェックする。データが利用可能、例え
ばRcvFlagがセットされている場合は、SpeechDecode()は、受信データのデータタイプ、
例えば、PCM(G.711)、G.723、G.729に基づきデータをデコードする。デコードされたデー
タは、D/Aバッファー：DABuffに送られる。
【００５１】
　Ａ／ＤおよびＤ／Ａ割り込みルーチンは、内部割込み源、例えば、Rint0()によって起
動することができる。Ａ／ＤおよびＤ／Ａ割り込みルーチンは、ＤＳＰによって与えられ
た８ｋＨｚのサンプリング周波数によって起動されることが望ましい。このルーチンは、
しばしば呼ばれるものであるため、Rint0()は、アセンブリ（機械）語で記述することが
好適である。Rint0()によって実行されるステップは、D/Aバッファー（DABuff）からＤ／
Ａサンプルを読み取るステップ、サンプルをシリアルD/Aポートに送るステップ、シリア
ルA/Dポートからサンプルを取得するステップ、A/DサンプルをA/Dバッファー(ADBuff)に
格納するステップ、および、A/DおよびD/Aバッファーポインター（ADPnt,DAPnt）を１ず
つ増加させるステップを含む。
【００５２】
　図２０Ａおよび２０Ｂは、本発明のソフトウェアによって使用されるＡ／ＤおよびＤ／
Ａ「ピンポン」バッファースキーム（方式）を示すブロック図である。さらに、現在のA/
Dポインター値（ADPnt）が、所定のバッファー閾値（ADTh）を越えた場合は、サービスが
必要であることを示すフラグタスクキューにフラグが設定される。
【００５３】
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　A/DおよびD/Aバッファーは、２つの部分、上部バッファー２００２ａと下部バッファー
２００２ｂとにそれぞれ分割することができる。両バッファーは、循環バッファーとして
設計することができる。従って、現在のポインターがバッファーの一番下に達するとき、
それは一番上に重なる、即ち開始部分に戻る。しかしながら、エンコーダおよびデコーダ
から見れば、２つのフレームのピンポンバッファースキーム（上部フレームおよび下部フ
レームとして定義された）として使用される。この処理の操作を図２０Ａと２０Ｂとに示
す。Ａ／Ｄ変換の場合は、上部（または下部）が満杯になったとき、上部（または下部）
バッファーのデータは、ピンポンスイッチ２００４を通って渡され、音声エンコードバッ
ファー（EncodeBuff）２００６へコピーされる。Ｄ／Ａ変換の場合は、上部（或いは下部
）バッファーが終了するとき、データの新たなフレームが音声エンコードバッファー(Dec
odeBuff)２０１０から上部２００８ａ（或いは下部２００８ｂ）バッファーへとコピーさ
れる。この仕組みは、エンコーディング（或いはデコーディング）アルゴリズムが、バッ
ファーのある部分を読む（書く）間に、Ａ／Ｄ（或いはＤ／Ａ）サンプリングＩＳＲが、
バファーのその他の部分を衝突することなく書く（読む）ことができることを保証する。
【００５４】
　図２１は、本ネットワーク器具の実施例で使用されるCall_taskサブルーチンで使用さ
れる状態遷移図である。Call_taskは、コールプロシージャを処理するループするタスク
である。図２１に示すように、「idle(待機)」状態２１０２は、発呼がない、または、着
呼がないときに起こる。この状態が存在するとき、Call_taskは「idle」状態でループす
る。「DialTone(ダイヤルトーン)」状態は、受話器の状態が「ＯＦＦＨＯＯＫ（オフフッ
ク）」すなわち外した状態、或いは、ハンドセットが「ハンズフリー」を示している場合
に存在する。従って、オフフックかハンズフリー状態が存在する場合、Call_taskの状態
は、「idle」状態２１０２から「ダイヤルトーン」状態２１０４状態へと変化する。一般
的には、コールが開始されること示すユーザ制御１６０からのユーザによる入力によって
、これらの状態に入る。Call_task状態が「DialTone」状態２１０４のとき、
Codec_taskは、「ToneMode(トーンモード)、DialTone(ダイヤルトーン)」として構成され
、ダイヤルトーンがユーザインターフェイス１６０のハンドセットコンポーネントへ送出
される。
【００５５】
　図２１を再度参照されたいが、「dialTone」状態２１０４の間に、何らかの数字キー（
0…9,*,#）或いはリダイヤルボタンが押された場合は、コール状態は、「DialTone」状態
２１０４から「GetDigit(数字取得)」状態２１０６へと変化する。「GetDigit」状態２１
０６では、ハンドセットではダイヤルトーンが停止する。
　相手先の電話番号を入力し、ダイヤルが終わりであることを示すためにエンターボタン
を押した後、Call_taskが、入力が有効であるか否かをチェックする。番号が有効である
場合は、コールエントリーが、機能Create_SipCall()によって作成され、Call_taskは、
「ＳＩＰ」状態２１０８に入る。そうでなければ、番号が無効である場合は、無効である
場合は、番号の再入力を求め、状態は「GetDigit」状態２１０６のままとなる。
　SIP_task処理を待つ間に、「ＳＩＰ」状態２１０８に基づき幾つかの決定をすることが
できる。「ＳＩＰ」状態２１０８は、グローバル変数（SIP_status）であり、これはSIP_
taskの状態遷移によって修正される。「ＳＩＰ」状態２１０８がSIP_Ringに変化する場合
は、Call_taskは「RingBack(折り返し電話)」状態２１１４に変化し、Codec_taskは「Ton
eMode、RingBack」モードとして構成される。、Codec_taskが、「ToneMode、RingBack」
モードにある場合は、リングバックトーン（呼出し音）がハンドセットへ送出される。
【００５６】
　「ＳＩＰ」状態２１０８から、「ＳＩＰ」状態２１０８がSIP_busyに変わる場合は、Ca
ll_task即ちコールは、「BusyTone(話中音)」状態２１２０へ変化し、話中音がハンドセ
ットで再生される。「ＳＩＰ」状態２１０８がSIP_Refusedに変化する場合は、SIP_Refus
ed状態に関連する適切なメッセージがＬＣＤスクリーンに表示される。
　「RingBack」状態２１１８から、「ＳＩＰ」状態がSIP_Connectedになった場合は、Cal
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l_task状態は「Talk(会話)」状態２１１６へ変化する。Call_task状態が「Talk」状態に
あるときは、Codec_taskは、SpeechEncodeおよびSpeechDecodeのモードとして構成される
。
【００５７】
　着呼の場合は、「Idle」状態２１０２中に、「ＳＩＰ」状態２１０８がSIP_inviteであ
る場合には、Call_task状態は「Ring(鳴鈴)」状態２１１４に変化し、Codec_taskは、「T
oneMode、RingTone」として構成される。Codec_taskが「ToneMode、RingTone」として構
成される場合は、リングトーン即ち着信音がラウドスピーカで再生される。ＳＩＰ状態が
SIP_connectedになった後、Call_task状態は「talk」状態２１１６に変化する。そうでな
ければ、SIP状態はSIP_Cancel(キャンセル)になった場合（発呼者がコールをあきらめた
場合に発生する）、Call_task状態は「Idle」状態２１０８に戻る。
　「Idle」状態２１０２にあるときに、エンターボタンが押された場合は、Call_taskはS
etting_task(設定タスク)を呼出す。このパラメータ設定プログラム終了したとき、Call_
taskに戻る。
【００５８】
　Call_taskの実行の間に、フック状態が、受話器がＯＮＨＯＯＫ（オンフック）である
こと、或いは、システムエラーが見つかったことを示す場合は、Call_taskは、以前の状
態が何であるかに（「Ring」状態２１１４を除く）かかわらず、「Idle」状態２１０２に
変化する。
　図５に示したネットワーク器具の好適な実施例では、この電話のキーパッドは、ユーザ
入力やコマンド用の１７のキーを持つ。この電話キーパッドは、１０の数字キー、２つの
特殊キー、５つの機能キーを含み、これらは図２２に示すように定義される。
　Key_taskは、０．１秒毎などのような周期的に作動するループディレイドタスクである
。開始したとき、はじめに、Key_taskは、Key()機能を呼出す。戻り値が「－１」でない
場合は、キーが押されたことを意味する。それから、KeyMap()機能は、入力のバイナリー
（二進）のキーワードをアスキー（ASCII）のキーワードにマップする。Key_taskは、そ
れから、機能キー構造の対応する機能を設定する。本システムがキー入力を受け入れる準
備ができている場合（KeyRegEnableが表示されている）、入力キーワードはKeyBuffに格
納される。
【００５９】
　さらに、Key_taskは、４つの異なる入力モード：数字入力モード、ＩＰアドレス入力モ
ード、アルファベット入力モード、およびリストアドレス入力モード、をサポートするこ
とが好適である。
この４つのモードの切替えは、ハンドセットを取り上げ、ダイヤルトーンが聞こえたとき
に、何かの数字やアルファベットをダイヤルする前にエンターボタンを押すことによって
設定できる。入力が終わりエンターボタンが押された後、入力番号は、メッセージパイプ
によって現在のタスク（call_task或いはSetting_task）に転送される。リダイヤルキー
が押された場合は、以前の入力をバックアップバッファー（KeyBackup）からKeyBuffへコ
ピーする。それから、このデータはCall_taskへ転送される。
　本ネットワーク器具のオペレーティングシステムは、ディレイドタスクスケジュールス
キームをサポートすることが好適である。このディレイドタスクは、ＵＮＩＸにおけるsl
eep()機能と同様のものである。しかしながら、ディレイドタスクは、このタスクの繰り
返しフラグがセットされているときには、周期タイマーによる持続タスク実行にすること
もできる。これは普通の時計として機能し、現在の時刻（時分秒を含む）を計算し表示す
る。コールが接続したとき、このタスクは通話時間を表示することができる。電話がオン
フック（不使用時）になっているときは、年、月、日付をもＬＣＤに表示することができ
る。
【００６０】
　図１１を再び参照されたいが、本発明のネットワーク電話ソフトウェアは、ソフトウェ
アＩＳＲレベルの一部として含まれる幾つかの低レベル機能を含む。これらの低レベル機
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能の幾つかは、図２４に定義する本電話器の８ビットＩ／Ｏパラレルポートと共に使用さ
れるＩ／Ｏ関連機能である。この低レベルのＩ／Ｏ関連機能は、「フック」状態モニタ(H
ookst())、キー入力可用性検査および読み取り（Key()）、ハンドセットおよびハンズフ
リー制御（HandSet()）、イーサネットコントローラリセット（ENET_reset()）、ボリュ
ーム制御（AmpControl()）、および、システムのソフトウェアリセットを含む。オーディ
オインターフェイスチップ１３６（LM4830の形式を取ることが望ましい）を使用して、ハ
ンドセットとハンズフリーとの間で切替えをすることができる。例えば、HandSet()機能
は、「ハンズフリー」モードが必要である場合には「０」をＩ／Ｏポートに書き込むこと
ができ、或いは、「ハンドセット」モードが必要である場合は、「１」を適切なポートに
書き込むことができる。
　本発明の低レベル機能は、イーサネットコントローラ割込みＩＳＲ（C_int03()）をも
含む。図２５に示すように、C_int03()で使用するためのグローバルメッセージ構造が、
イーサネットコントローラの状態用に定義される。パケットが送出されたとき、或いは、
受信したパケットが終了したときはいつでも、イーサネットコントローラは、ＤＳＰ１２
２に割込みをかけ、割込みを示す。ＤＳＰ１２２は、送信および受信の状態をイーサネッ
トコントローラのレジスタから読み取り、それから、その状態を上述した状態構造に格納
する。この情報はその他のタスクによって検査される。さらに、これらのメッセージは、
それぞれのパケット伝送の後で読み取られる。そうでなければ、イーサネットコントロー
ラはブロックされる。
【００６１】
　上述したように、本発明の本ネットワーク器具は、ＲＴＰプロトコルを使用して音声パ
ケットをリアルタイムで送受信することが好適である。ＲＴＰパケットは、ＵＤＰパケッ
ト内にカプセル化される。IP_Send_taskとRTP_In_taskモジュールは、ＲＴＰパケットを
作成し構文解析するよう操作する。図２６は、ＲＴＰパケット処理用のＲＴＰヘッダー構
造を示す。
　IP_Send_taskがRTPパケット送信の要求を入手したとき、それは、はじめに、イーサネ
ットおよびＵＤＰヘッダーを生成する。次に、イーサネット伝送バッファーにＲＴＰヘッ
ダーを加える。最後に、ＲＴＰデータはＲＴＰデータエリアにコピーされ、データネット
ワークを越えて送出される。
【００６２】
　図２７は、トーン生成機能（Tone_task()）と共に使用するためのデータ構造を示す。
　Tone_taskは、約０．１秒毎に実行することができるディレイドタスクである。これを
用いて、トーンタイプ構造で定義したトーンの活動および停止の継続時間を計算する。To
ne_taskは、ToneState（トーン状態）を、バースト(burst)中は「ＡＣＴＩＶＥ（活動）
」に、無音中は「ＳＴＯＰ（停止）」状態に設定する。活動と停止の持続時間の違いは、
異なるトーンを生成する、これらは、ダイヤルトーンは連続トーン（停止なし）、話中音
はバースト０．５秒と無音０．５秒、リングバックトーン（呼出し音）はバースト２秒と
無音４秒、リング信号は２秒間に２回の０．８秒のバーストと無音４秒、である。
【００６３】
　好適には、ToneGenerate()モジュールは、ToneStateが活動であるときは、モードパラ
メータで定義した１フレーム４００Hzのトーン、或いは、２４００Hzのリング信号を生成
する。さもなければ、１フレーム無音を提供する。
　本発明のネットワーク器具は、UDPをSIP用の伝送プロトコルとして使用する。SIP_task
は、SIP信号を処理するループ型タスクである。本ネットワーク器具は、発呼或いは着呼
のどちらかに使用することができるため、SIP_taskは、UAC(ユーザエージェントクライア
ント)およびUAS（ユーザエージェントサーバ）として動作する。
【００６４】
　図２９は、SIPプロトコルに応じてSIP要求や応答を処理するために使用されるデータ構
造を示すソース（プログラム）コードである。Tstateは、SIPの状態遷移用にSIP_taskお
よびSIP_In_taskで使用される状態遷移構造である。構文解析されたSIPメッセージは、デ
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ータ構造message_tの中にある。構造コールは、msg[MaxSipEntry（最大SIPエントリー）]
で規定される合計の呼およびそれぞれの呼のエントリー用に定義される。
【００６５】
　図３０は、クライアント（例えば、発呼者）として作動するSIP_taakの状態遷移図を示
す。SIP電話機がコールを開始したとき、電話機はクライアントとして機能する。電話機
が取り上げられコールのフラグがセットされたときのコールエントリーメッセージ[Curre
ntIndex(現在インデックス)]が割り振られるステップ、CreateSipCall()(SIPコール作成)
が、現在の設定およびダイヤル入力に応じてSIPパケットを作成するステップ（ここで、S
IPパッケージは当該コールのリファレンスとして使用され、us_stateはUACにセットされ
る）、SIPParse()(SIP構文解析)は、上記パケットからコール用のメッセージ構造(msg[Cu
rrentIndex].m]を生成するステップ、および、SIP_taskは、SIP指定に応じて対応する要
求を生成し、SIP状態は図３０に示すようにSIP_taskにおいて更新されるステップ、など
のステップでコールが作成される。
【００６６】
　図３０は、クライアント（発呼者）操作用の例示の状態図、即ち、SIP_taskのUAC状態
遷移図を示す。初期状態（ステップ３００２）から、Calling（電話中）状態に入り、SIP
_taskは、応答を受信するまでSIP　INVITE(招待)要求を定期的（T1）に再送信する（ステ
ップ３００４）。公称では、T1は、はじめは５００ｍｓ、それぞれのパケットを送信した
後はその２倍である。（ステップ３００６）T２は、公称３２秒である。クライアントの
応答を何も受信しない場合は、SIP_taskは、T2タイマーが満了したときに再送信を止めて
、SIP状態はCancel(中止)に変わる（ステップ３００８）。応答が暫定のものである場合
は、クライアントは要求の再送信を７回まで継続する。最後の応答を受信したとき、状態
はCompleted(完了)に変わり、ACK（肯定応答）が生成される（ステップ３０１０）。発呼
者があきらめたとき、状態はBye(さよなら)状態に変わる（ステップ３０１２）。Bye要求
は、送信の信頼のために、T1の間でT2が満了するまでに再送信する。この変数即ちSIP_st
atusは、図３１に示すように受信した応答に応じて変化する。例えば、３ｘｘ応答を受信
した場合は、SIP_taskは、リダイレクトしたアドレスに対するその他のコールを始動する
。その他の最後に応答は、LCDに表示することができる。
【００６７】
　ネットワーク器具が電話を受けたとき、SIP_taskはSIP　UAS（サーバ）として機能する
。着信パケットは以下のように処理される。UDP_In_taskは着信UDPパケットを受け入れ、
そのパケットを、その発信元IPアドレスおよびポート番号と共にSIP_In_taskへ送信する
。SIP_In_taskは、SIP指定に応じてそのパケットを処理し、それに応じて状態を更新する
。SIP_taskは、受話器の状態をモニタし、それぞれのコールのT1およびT2タイマーをセッ
トしてそれを減少し、必要に応じてSIP状態を更新する。
【００６８】
　図３２は、SIP　UASの例示の状態遷移図を示す。SIP_taskが「initial(初期)」状態)に
留まる間は（ステップ３２０５）は、着信SIPパケットを受ける。INVITE要求を受けた場
合は、Ringing（鳴鈴）応答（１８０）を生成し、状態をinviteに変え、SIP_taskモジュ
ールは「Proceeding(続行)」ステップ（ステップ３２１０）に進む。電話をかけられた者
が受話器を取り上げた場合は、状態は「PicksUp(取り上げ)」に変わり、Success(成功)に
進み（ステップ３２１５）、成功裏に電話セッションが確立したことが示される。
電話をかえられた者が受話器を取らなかった場合は、状態は「Failure(失敗)」に変わり
、プロセスは「Failure」状態へ進む（ステップ３２２０）。成功または失敗の後は、ク
ライアントは現在の状態を応答し、プロセスを「Confirmed（確認）」状態に進める（ス
テップ３２２５）。発呼者がセッションを停止したときは、状態がOnHookに変わり、プロ
セスは、現在のセッションが終了したことを示すByeに進む（ステップ３２３０）。
【００６９】
　本明細書で説明したように、本ネットワーク器具は独立型装置であり、パケットデータ
ネットワークの電話コールを開始し受ける能力を有する。本明細書で述べた独立アーキテ
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クチャーは、多くの付随する利点、例えば比較的低コストで実装できるなど提供する。ま
た、同様に、この独立型器具１００と共に説明したソフトウェアアーキテクチャーおよび
機能定義は、PCベースの電話装置で提供することができる。このような場合は、マイクロ
ホン、スピーカ、適切なネットワークインターフェイスカードを持つ従来のパーソナルコ
ンピュータを、上述した方法と合致して操作するソフトウェアと共に提供する。もちろん
、本実施例では、ユーザインターフェイスコンポーネントおよび機能が、PCの従来の要素
、例えば、キーボード、モニタ、マウスなどで実行されるなどのような明らかな変更が為
されている。電話の機能に対するGUIインターフェイスは、ソフトウェアによって提供さ
れ、所望の電話機能が実行できるようになる。
【００７０】
　本発明のネットワーク器具は、従来の電話機能の実行に加えて、ネットワークと環境と
の間でコスト上効率的なインターフェイスを提供することもできる。イーサネットインタ
ーフェイスに装着するセンサは、必要とされるポートが多数あり要な最小限ハードウェア
のコストがかかるため実現不可能であるが、本発明のネットワーク器具は、多数のデジタ
ルおよびアナログセンサの収集ポイントでなることができる。このことは、普通は、外部
センサをネットワーク器具に従来のI/O回路１３５（DSP回路１２２に接続されている）を
介して結合することによって達成される。このI/O回路は、簡易なバッファー、A/Dコンバ
ータ、レジスタなどの形態を取ることができる。この機能は、セキュリティの理由で電話
を設けるとき、例えば、エレベータ、ロビー、売り場、車庫などに設けるという環境で特
に便利である。例としては、人の存在を検知するための受動赤外線（PIR）デジタルセン
サ（これを使用して、誰かがオフィス、セキュリテイエリア、或いは、エネルギー管理シ
ステムに居る場合に電話を自動転送することができる）、オフィスが使用されていること
を検知するアナログまたはデジタルライトセンサ、セキュリティ用のコンタクトクロージ
ャー（ブレーカー）などがある。従って、本ネットワーク器具は、システム統合のポイン
トを提供する。
【００７１】
　さらに機能強化したI/O能力を提供するためには、I/O回路は、照明や電気器具などの電
源に接続された（line-powered）装置を制御する標準として認知されているX10およびCEB
usなどのローカル制御プロトコルと互換性を持たせることもできる。このようなものおよ
びインターフェイスを本電話機に追加すれば、ネットワークベースで照明装置などを制御
できる。
【００７２】
　図３３は、ネットワーク上で２者或いはそれ以上の者の間でコールを確立するために本
ネットワーク器具を使用するシステムを示す。本システムは、一般的には、上述したよう
に１つまたは複数の独立型ネットワーク器具１００を含む。さらに、本システムは、本ネ
ットワーク器具１００とプロトコル互換である適切なネットワーク電話ソフトウェアが稼
動するネットワークを行うことができるPCなどのような、PCベースの電話装置３３２０を
も含むことができる。それぞれの電話端点は、ノードと呼ばれ、特定のSIPアドレスを持
つ。この特定のアドレスを使用することによって、発呼者（クライアント）として機能す
る何らかのノードが、直接、ネットワーク上のその他のノード（サーバ）との電話セッシ
ョンを開始することができる。
【００７３】
　本システムは、望ましくは、リダイレクトサーバ（３３２５）を含み、このサーバは、
ネットワークの様々なノードによってアクセスされることができ、機能向上したサービス
、例えば、ディレクトリサービス、電話転送、電話分岐、電話メッセージなどのようなサ
ービスを提供する。例えば、ジョン・スミスへの電話を開始することを望む発呼者は、当
該人物のSIPアドレス、sip:john.smith@work.comなどを入力できる。一方、発呼者が相手
先のSIPアドレスを知らない場合は、発呼者は、リダイレクトサーバ３３２５にアクセス
し、ジョン・スミスとのセッションを始めたい旨の要求を行うことができる。リダイレク
トサーバは、様々な相手先の登録情報を持つデータベースを含み、発呼者にSIPアドレス
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を返す、或いは、電話要求を適切なSIPアドレスへ転送することができる。さらに、電話
をかけられた者（着呼者）は、john.smith@home、john.simith@office、john.smith@lab
などのような複数のSIPアドレスを持つことができる。リダイレクトサーバは、セッショ
ン開始信号をこれらのアドレスのそれぞれに提供し、発呼者と、開始要求に最初に応答す
るコンタクトされたノードとの間で接続を確立する。同様に、パーティ即ち登録者は、定
期的にリダイレクトサーバに登録をして、どこで接触できるかを示す現在のSIPアドレス
を示すことができる（電話転送機能）。
【００７４】
　ネットワーク器具３３０５は、１つまたは複数のセンサ３３１０とインターフェイスす
るように構成させることもできる。センサからの信号は、ネットワーク器具３３０５によ
って受信され、ネットワークで所望のネットワークノードに送信することができる。この
センサからの信号は、ネットワーク器具のタイマーによって定期的に検出することができ
、メモリに格納されたSIPアドレスへ送信することができる。或いは、センサ信号は、そ
の他のノードからの受信したコマンドに基づき、ネットワーク器具によって測定すること
もでき、或いは、受信した、センサの状態の変化を示す割込み信号に基づき（割込み主導
型）測定することもできる。例えば、ネットワーク器具１００をセキュリティシステム通
信装置として使用し、様々なセキュリティセンサポイントの状況を中央監視局へ報告する
こともできる。このような場合では、本器具は、接続されたセンサ（ドアセンサ、火災セ
ンサ、受動赤外検出など）の状況を定期的にチェックし、中央局ノードへ現在の状況を報
告する。非常事態を示すであろう状況変化の事象では、器具１００は、中央局との電話セ
ッションを生成し、同様にこの状況を報告することができる。もちろん、警報通信器とし
て機能する同じ器具は、同様に、完全な電話機能を提供することができる。さらに、簡易
なセキュリティ用途を説明したが、様々なその他のデータ収集や一般的にはSCADA（サイ
ト制御およびデータ取得）として知られる制御用途を、本ネットワーク器具１００を使用
して実装できることを理解されたい。
【００７５】
　停電の間にライフラインサービスを保持するために、本発明のネットワーク器具は充電
可能なバッテリーを装備することができ、これは壁の変圧器と一体にすることもできる。
　多くの場所では現在ただ１つのイーサネットインターフェイスを装備するが、本発明の
ネットワーク器具は、外部RJ-45インターフェイスの付いた２つのポートのイーサネット
ハブを提供すべきである。このことは、電話装置およびネットワーク化したコンピュータ
の両方の同時稼動をもたらす。
　音声データに加えて、本ネットワーク器具は、映像データも送受信することができる。
例えば、映像入力インターフェイス、アナログ或いはUSB（ユニバーサルシリアルバス）
を、機能的にDSP１２２に結合して、この機能を実装することができる。
【００７６】
　本ネットワーク器具１００は、適切な無線イーサネットインターフェイスに結合するこ
ともでき、この結果、コードレスホンに相当するものにすることができる。
　本ネットワーク器具１００に下記のプロトコル：IPアドレスの自動割り当て用のDHCPお
よびRARP、マルチキャストグループに申し込むためのIGMP、ボイスメールおよび独特なリ
ンギング信号を取得するためのRTSP、マルチキャスト「ラジオ」イベントの通知を聞くた
めのSAP、および、名前解決（変換）のためのDNS（利用可能なプログラムメモリ空間に制
約される）などを追加して拡張機能を提供することができる。
【００７７】
　基本的な電話操作の加えて、本ネットワーク器具は、高レベルの電話機能を提供するこ
ともできる。例えば、「邪魔しないでください」機能は、ユーザによるSIPアドレス入力
によって指定されたものに応じて、所定の時間で指定の場所へ電話を自動的に転送するこ
とができる。機能を選択するたびに、時間が所定のインターバル（例えば１５分）で増加
する。
　「電話記録」は、着呼の関するSIPアドレスおよび関連情報を、情報をメモリに格納す
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ることによって記録することができ、同時に、ユーザインターフェイスサブシステム１６
０を介するユーザ対話によってログからリストをスクロールして発呼者のSIPアドレスを
選択することによって折り返し電話をする能力を与えることもできる。
【００７８】
　本ネットワーク器具は、「自動アドレスブック」を含むこともできる。ユーザ入力或い
はネットワークに接続したサーバを介して、本ネットワーク器具は、即時ダイヤルリスト
、或いは、ユーザがスクロールさせることができる（SIP「複数選択」応答を使用する）
ローカルメモリに格納される手段のリストを取得することができる。
　「ボイスメールシステムへのインターフェイス」機能は、かかってきたが取らなかった
全てのコールを表示することができ、これには電話の時間、発呼者、電話の要件および緊
急性、および、発呼者がボイスメールを残したか否かを含む。この電話は、時間で或いは
緊急性で並べることができる。電話表示は、好適には５つのソフトボタン：エントリー消
去、リストにおいて前に或いは後ろへ移動、電話に戻る、およびメッセージ取り出し、で
機能する。
【００７９】
　「独特のリンギング（いわゆる個人別着信メロディ）」機能は、器具１００が特定の発
呼者に対して、特有の音楽クリップ、独特な着信音、メロディ、或いは発呼者の名前など
で知らせるようにプログラムされているものである。この場合、小さなデータベースに、
発呼者、或いは発呼者のクラス（例えば、友人、客、緊急）を特定の選択されたリング応
答に関連付けられる。
　「電話転送」は、器具１００に実装できるさらなる機能である。典型的には、コールは
、プロキシーリダイレクトサーバーによって転送される。しかしながら、本ネットワーク
器具１００は、上述した「邪魔しないで下さい」ボタンで、
自分で簡易転送を実行することができる。リダイレクションは、レジスターコマンドでそ
の他の電話機から電話をかけるという形を取り、その結果、自分へ電話を繋げることがで
きる。また、ある時間帯のあるドメインからの電話の自動転送は、リダイレクトサーバを
利用せずに実装される。
【００８０】
「インターコム」モードは、「通話ボタン」を押すか、受話器を上げるまでマイクを無効
にしたままで着呼を自動で「取る」機能である。これは、セキュリティ場内放送システム
の一部として使用することができる。
　「ベビーモニタリング」機能は、ネットワーク器具を遠隔音声監視装置として機能させ
ることを可能にするものである。例えば、かかってきた電話を受けたうえで、ネットワー
ク器具１００は、スピーカを無効にされ、発呼者が、電話をかけられた器具が位置する場
所の環境を聞くことができるようにマイクを自動的に有効にされた状態で起動される。こ
の機能は、所定のコードや発呼者の識別によって選択的に結ぶことができる。
【００８１】
　「インターネット電話」機能は、ネットワーク器具１００が、電話を受発信してないと
きに、自動的に、ローカルRTPマルチキャストサーバーか、或いは、その他のストリーミ
ングメディア源によって供給されたラジオ局を再生することを可能にする。本ネットワー
ク器具１００は、SAPアナウンスメントを聞くことができ、局のリストをソフトボタンと
共にディスプレイ上に表示することができる。何らかの着信コールによって現在のラジオ
局は中断される。
　本ネットワーク器具は、「発信リスト」を保持することもできる。以前のコールが成功
した場合は、発信先のアドレスが、自動的に、ローカルダイヤルリストとして使用される
メモリの一部に入る。この相手先に再度ダイヤルするとき、この相手先を発信リストから
上方か下方キーで選択することができる。これは、普通は、自動的に古いエントリーは廃
棄され、より新しい現在のエントリーに置き換えられるFIFO型メモリ構造である。「リダ
イヤル」は、単一のキーで最後にかかってきた番号か、最後にかけた相手かにダイヤルす
ることを可能にする。
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【００８２】
　さらに、無音を無視するなどの「スピーチ処理強化機能」は、ノイズ発生を低減し、エ
コーキャンセルも、電話の分野では良く知られた方法で本ネットワーク器具に含ませるこ
とができる。
　従って、ユーザがローカルエリアネットワーク（LAN）内で、または、インターネット
を越えて電話をすることを可能にする独立型「インターネット器具」であるネットワーク
ベースの電話を開示した。その核となる部分は、デジタル信号プロセッサ（DSP、音声や
映像信号の処理に最適化したマイクロコントローラ）である。これは、接続部を除いた通
常の電話のスーパーセット（上位集合）、および、PTSN（公衆交換電話網）に代わりのイ
ーサネットデータネットワークを提供する。１０Mｂ／ｓで作動しているイーサネットは
、アナログおよびデジタル電話機に使用される同じツイステッドペア配線を使用できるた
め、このパケットデータネットワーク電話は、客の構内に配線をする必要がない。最小シ
ステムは、イーサネットのクロスオーバーケーブル（いわいるクロスケーブル）によって
接続された、２つのパケットデータネットワーク電話機から構成される。マルチライン基
本PBXは、イーサネットハブやスイッチに接続された幾つかのパケットデータネットワー
ク電話機から成る構成で実装することもできる。この「PBX」は、単にイーサネット容量
やポートを追加することによって多数の電話から成るように拡大することができる。パケ
ットデータネットワーク電話機は、イーサネットをその他のLANサービスと分かち合うこ
とができる。殆ど全ての場合に、音声トラヒックはネットワーク容量の僅かな部分となる
（単一の音声コールは、１０Mｂ／ｓのうちの１６ｋｂ／ｓを消費する）。本パケットデ
ータネットワーク電話機は、PBXが通常持つ機能を実装して音声通信を提供する。しかし
ながら、本ネットワーク器具は、LAN或いはインターネットに位置するサーバを使用し、
追加の機能：ユーザ位置およびディレクトリサービス、電話転送、音声メール、付随サー
ビスなどを提供することができる。
【００８３】
　本ネットワーク器具に基づくPBXは、インターネット電話ゲートウェイ（ITG）を通って
従来の電話にもアクセスすることができる。このようなゲートウェイは、
アナログ線、ISDN基本、或いは、プライマリーレートインターフェイス、或いは、デジタ
ルトランク（中継線、T1/E1など）を使用してPSTNに接続する。最近、ITGは、１から２４
０回線の容量を持つ商品として紹介されている。
【００８４】
　本発明を特定の実施例との関連で説明してきたが、本発明の範囲および精神から離れる
ことなく当業者は様々な修正、変形、適応をすることができることを理解されたい。本発
明は請求の範囲のみから限定されることを意図する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　従来の音声パケットネットワークに機能的に結合された回線交換音声ネットワ
ークを特徴とする通信システムの図を示す。
【図２】　パケットデータネットワーク電話システムのブロック図である。
【図３】　図２のパケットデータネットワーク電話システム上で動作する電話装置用のプ
ロトコルスタックを示す図である。
【図４】　本発明によるネットワーク電話器具の好適なハードウェアアーキテクチャーの
ブロック図である。
【図５】　図４のネットワーク電話器具をさらに説明するブロック図である。
【図６】　図５のネットワーク電話器具のＤＳＰ用のメモリマップの一例である。
【図７】　図５のネットワーク電話器具のＤＳＰ用のメモリインターフェイスブロック図
である。
【図８】図５のネットワーク電話器具のＤＳＰ用のネットワークコントローラインターフ
ェイスのブロック図である。
【図９】　図５のネットワーク電話器具のＤＳＰ用のコーデックインターフェイスのブロ
ック図である。
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【図１０】　ＬＣＤ制御インターフェイスのＤＳＰメモリアドレスに対するマッピングを
示す図５のＤＳＰ用のメモリマップの一例である。
【図１１】　図４のネットワーク電話器具用のソフトウェアアーキテクチャーをブロック
図である。
【図１２】　図１１のプロセスレベルソフトウェアのスケジューリング機構を説明するブ
ロック図である。
【図１３Ａ】　Ａは、図４および図１１のソフトウェアやハードウェアのアーキテクチャ
ーに基づく、パケットデータネットワーク電話を操作する好適な方法のソフトウェア操作
用の例示のタスク定義を説明するテーブルである。
【図１３Ｂ】　Ｂは、図４および図１１のソフトウェアやハードウェアのアーキテクチャ
ーに基づく、パケットデータネットワーク電話を操作する好適な方法のソフトウェア操作
用の例示のタスク定義を説明するテーブルである。
【図１３Ｃ】　Ｃは、図４および図１１のソフトウェアやハードウェアのアーキテクチャ
ーに基づく、パケットデータネットワーク電話を操作する好適な方法のソフトウェア操作
用の例示のタスク定義を説明するテーブルである。
【図１３Ｄ】　Ｄは、図４および図１１のソフトウェアやハードウェアのアーキテクチャ
ーに基づく、パケットデータネットワーク電話を操作する好適な方法のソフトウェア操作
用の例示のタスク定義を説明するテーブルである。
【図１３Ｅ】　Ｅは、図４および図１１のソフトウェアやハードウェアのアーキテクチャ
ーに基づく、パケットデータネットワーク電話を操作する好適な方法のソフトウェア操作
用の例示のタスク定義を説明するテーブルである。
【図１３Ｆ】　Ｆは、図４および図１１のソフトウェアやハードウェアのアーキテクチャ
ーに基づく、パケットデータネットワーク電話を操作する好適な方法のソフトウェア操作
用の例示のタスク定義を説明するテーブルである。
【図１４】　図４、１１、１３のソフトウェアやハードウェアのアーキテクチャーに基づ
く、ＡＲＰ要求出力プロシージャのフローチャートである。
【図１５】　図４、１１、１３のソフトウェアやハードウェアのアーキテクチャーに基づ
く、ＡＲＰ要求入力プロシージャのフローチャートである。
【図１６】　図４、１１、１３のソフトウェアやハードウェアのアーキテクチャーに基づ
く、ＩＰ処理ステップを示す図である。
【図１７】　図１１のソフトウェアアーキテクチャーに基づく、例示のイーサネット送信
データ構造のリストである。
【図１８】　図４、１１、１３のソフトウェアやハードウェアのアーキテクチャーに基づ
く、パケット送信プロシージャのデータフロー図である。
【図１９】　図４、１１、１３のソフトウェアやハードウェアのアーキテクチャーに基づ
く、パケット受信プロシージャのデータフロー図である。
【図２０】　ＡとＢとは、本ネットワーク電話器具のソフトウェアによって使用されるＡ
／ＤおよびＤ／Ａ「ピンポン」バッファースキームを示す。
【図２１】　本ネットワーク電話器具のCall_taskプロセスの状態遷移図である。
【図２２】　図５のパケットデータネットワーク電話の好適な実施例用のキーパッドの値
を定義する図である。
【図２３】　図５のパケットデータネットワーク電話器具の好適な実施例用のキー状態の
定義を説明するデータ構造である。
【図２４】　図５のパケットデータネットワーク電話器具のＩ／Ｏパラレルポートのマッ
ピングである。
【図２５】　図５のパケットデータネットワーク電話器具のイーサネットコントローラの
状態を定義するデータ構造である。
【図２６】　図５のパケットデータネットワーク電話で使用されるＲＴＰパケット処理用
の例示のＲＴＰヘッダー構造である。
【図２７】　図５のパケットデータネットワーク電話のトーン生成機能で使用するデータ
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【図２８】　図５のパケットデータネットワーク電話器具のトーン生成機能で使用するタ
イミング図である。
【図２９】　図５のパケットデータネットワーク電話器具に基づき、SIP_task要求や応答
を処理するために使用されるデータ構造のリストである。
【図３０】　図５に基づき、クライアント（電話を発呼した者）として動作するネットワ
ーク電話器具を説明する状態遷移図である。
【図３１】　図５のパケットデータネットワーク電話器具に基づく、SIP_task応答のリス
トである。
【図３２】　図５のパケットデータネットワーク電話器具に基づく、ＳＩＰ　ＵＡＳの状
態遷移図を説明する状態図である。
【図３３】本発明によるネットワーク電話器具を１つまたは複数含むパケットデータネッ
トワーク電話システムの要素を説明するブロック図である。

【図１】 【図２】
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