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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１通信モードにおいて動作する有線ホン部と、
　第２通信モードにおいて動作するインターネットホン部と、
　第３通信モードの際に、外部から通話連結の要請があれば、前記有線ホン部と前記イン
ターネットホン部との間の音声信号経路を確立し、前記音声信号経路を経由して、外部通
話連結を要請した側と該外部通話連結が要請された側との間の連結を確立するプロセッサ
部と、
　前記プロセッサ部の制御に従って、前記インターネットホン部と前記有線ホンとの間を
スイッチングするスイッチング部とを備え、
　前記スイッチング部は、
　前記第１通信モードにおいて前記有線ホン部とハンドセットを連結する第１スイッチと
、
　前記第２通信モードにおいて前記第１スイッチを解除する第１リレーと、
　前記外部通話連結の要請によって該外部通話連結を要請した側との連結を確立するため
の前記プロセッサの制御によって、前記有線ホンと前記インターネットホンとを連結する
第２リレーとを有することを特徴とするホン。
【請求項２】
　請求項１に記載のプロセッサ部において、
　前記有線ホン部と、前記インターネットホン部のうち、何れか一つが通話を感知する第



(2) JP 4063734 B2 2008.3.19

10

20

30

40

50

１機能と、
　インターネットアドレスとの連結のための通話時に、前記有線ホン部及び前記インター
ネットホン部を連結する音声経路を設定するためのスイッチングを行なう第２機能と、
　前記設定された経路を介して通話を伝送する第３機能と、
　を実現するためのコンピュータで読み取れるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信システムに関するもので、特に、少なくとも二つの通信モードにおいて端
末機を作動させるための装置及び方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　遠隔地にある相手との通話のために多くの方法が用いられている。こうした方法として
は、公衆電話交換網（ＰＳＴＮ：Ｐｕｂｌｉｃ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ　Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ
　Ｎｅｔｗｏｒｋ）に連結された有線電話を用いる方法と、インターネットのようなネッ
トワークに連結されたインターネットホン（ＶｏＩＰ：Ｖｏｉｃｅ　Ｏｖｅｒ　ＩＰ）を
用いる方法がある。最近、インターネットユーザーが急増しており、インターネットを介
したデータ伝送率が増加することによってインターネットホン、インターネットファック
ス、インターネット放送のようにインターネットを応用する方法に対する関心が高まって
いる。
【０００３】
　特に、市外電話や国際電話を利用する場合、前記インターネットホンは従来のＰＳＴＮ
網を介した電話使用量に比べて非常に安価な費用で電話を用いることができるという長所
がある。その結果、多くの企業がインターネットホンビジネスを発展させるのに多くの関
心を持っている。これらの代表企業としては、ＰＣ通信事業者、インターネットサービス
提供者、電話事業者などである。
【０００４】
　しかしながら、従来のインターネットホンのサービスはいくつかの短所があった。即ち
、モデムが設けられているコンピュータを介してのみインターネット網を用いた電話通話
が可能である。即ち、モデムが備えられたコンピュータ対コンピュータ、コンピュータに
連結された電話機対コンピュータ、コンピュータに連結された電話機対コンピュータに連
結された電話機間の通信のみが可能である。従って、必ずコンピュータが設けられている
場所へ移動してインターネットホンを用いなければならないので場所の制約があった。
【０００５】
　このような場所の制約を克服し、いつどこでも、認証された加入者が安価で自由にアク
セスできるようにするために、次世代インターネットホンはデータの高伝送率を支援しな
ければならない。また、かかるインターネットホンは同時にＰＳＴＮネットワークとイン
ターネットとにアクセス可能すべきであり、このためには、現在使用しているネットワー
クシステムの性能が向上しなければならない。しかしながら、従来の技術は同時にかかる
ネットワークにアクセスする技術に対して提示することはなかった。従って、かかる同時
アクセス機能を実現できるシステム、方法、そして端末機が必要になった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記関連技術の問題点を解決するためのもので、その目的はデュアルＩＰホ
ン及び前記デュアルＩＰホンを用いる方法を提供することが目的である。
【０００７】
　なお、本発明は、２つ以上の通信モードにおいて作動できるＩＰホンを提供することに
目的がある。
【０００８】
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　また、本インターネット及び公衆電話交換網のような広域ネットワークに同時に接近で
きるＩＰホンを提供することが目的である。
【０００９】
　前記ＩＰホンはＰＳＴＮとインターネットとを連結する音声伝達経路に沿って一つの通
話を処理する。
【００１０】
　本発明の他の目的は、第１通話がＰＳＴＮ及びインターネットに連結された音声経路を
介して処理される間、第２通話を少なくとも一つのＰＳＴＮ及びインターネットを介して
処理できるＩＰホンを提供することが目的である。
【００１１】
　また、本発明は２つ以上の通信モードにおいて作動できるデュアルモードＩＰホンを提
供することが目的である。前記　デュアルモードＩＰホンは通話途中でも外部から要請さ
れる他のＩＰホンのユーザーとの通話が可能である。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　前記のような目的を達成するための本発明の装置は、有線ホンと、有線モード、インタ
ーネットモード、外部連結モードのうち、どのモードに該当するかを識別し、前記識別さ
れた結果によって有線ホンとインターネットホンの連結及び解除を制御し、デュアルＩＰ
ホンの音声信号経路を開閉することを制御するマイクロホンを含むインターネットホンか
らなる。
【００１３】
　また、本発明は二つのモードにおいて作動するホンを用いて通話サービスを提供するた
めの方法を提供することにその目的がある。即ち、前記ホンは第１モードではＩＰホンで
作動し、第２モードでは有線ホンで作動する。本発明の方法は有線モード、インターネッ
トモード、外部連結モードのうち何れか一つを選択する段階と、他のユーザーが呼び出さ
れたユーザーとの連結を要請する場合、連結モードにおいてインターネットホンと有線ホ
ンを自動に連結する段階と、前記呼び出されたユーザーと関連された情報及びユーザーか
らパスワードを受信する段階と、前記暗号を検査してユーザー認証を検査する段階と、前
記情報を分析して前記呼び出されたユーザーのＩＰアドレスを確認する段階、及びＩＰア
ドレスに対する外部の呼び出しを伝送することによって連結されたユーザーと呼び出され
たユーザーを連結する段階を更に含めてなる。
【００１４】
　本発明によるホンは、有線ホン部と、インターネットホン部と、ホンの作動モードを決
定し、前記ホンの作動モードに基づいた通話について少なくとも一つの前記有線ホンと前
記インターネットホンを連結する信号経路を設定するためのプロセッサ部とを含めてなり
、それにより上記目的を達成する。
【００１５】
　前記ホン部は、前記プロセッサ部の制御によってインターネットホン部と有線ホン部と
の間を自動でスイッチングする第１スイッチング部と、前記プロセッサ部の制御によって
有線ホン部とインターネットホン部と間で音声信号をスイッチングする第２スイッチング
部とを含めてなってもよい。
【００１６】
　前記第１スイッチング部は、有線モードで前記有線ホンに連結される第１スイッチと、
インターネットモードで前記第１スイッチの解除のための第１リレーと、外部連結モード
において自動で前記有線ホンと前記インターネットホンとを連結する第２リレーとを含め
てなってもよい。
【００１７】
　前記第２スイッチング部は、有線モードで前記有線ホン部をハンドセット或いはスピー
カー／マイクに連結するための第２スイッチと、インターネットモードにおいて前記イン
ターネットホン部を、第１チャンネルを介してハンドセット或いはスピーカー／マイクに
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連結するための第３スイッチと、外部連結モードにおいて第２チャンネルを介して前記有
線ホン部と前記インターネットホン部とを連結するための第４スイッチを含めてなり、前
記第１チャンネル及び前記第２チャンネルは音声信号を前記インターネットホン部に伝え
るための経路であってもよい。
【００１８】
　前記第３スイッチ及び第４スイッチは、インターネットモード及び外部連結モードが選
択された時、同時に連結されてもよい。
【００１９】
　前記インターネットホンは、第１チャンネルを介して少なくとも一つの有線ホン部から
入力される音声信号及び第２チャンネルを介して外部装置から入力される音声信号をデジ
タル信号に変換する変換器と、外部連結モードにおいて前記プロセッサ部の制御によって
ダイアルトンを発生し、外部の連結要請者に前記ダイアルトンを提供し、ダイアル信号及
び前記外部の連結要請者からのデジタル信号を前記プロセッサ部に提供するデジタル信号
プロセッサを含めてなってもよい。
【００２０】
　前記インターネットホンは、ＩＰアドレスを有する複数のＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅ
ａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）装置を更に含み、前記複数のＬＡＮ装置中の一つはコンピュータに
連結され、他のＬＡＮ装置はインターネットに連結され、前記プロセッサ部は前記ＩＰア
ドレスのユーザーについて連結を設定してもよい。
【００２１】
　前記プロセッサ部は、前記インターネットホンの内部に備えられてもよい。
【００２２】
　本発明による通話処理方法は、有線ホン部及びインターネットホン部を備えたホンにお
ける通話処理方法において、ホンの作動モードを選択する信号を受信する段階及び、ユー
ザーが通話を要請するユーザーについて外部連結要請をした場合、前記選択されたモード
においてインターネットホン部と有線ホン部との間に自動で音声経路を設定する段階とを
含めてなり、それにより上記目的を達成する。
【００２３】
　ユーザーから前記通話が要請されるユーザーに関連された情報及びパスワードを受信す
る段階と、前記パスワードを検査して前記ユーザーが、権限があるかどうかを確認する段
階と、前記通話が要請されるユーザーのＩＰアドレスを確認する段階と、外部の通話をＩ
Ｐアドレスに送信することで前記ユーザーを前記通話が要請されるユーザーと連結させる
段階と、を含めてなってもよい。
【００２４】
　前記インターネットホン部と前記有線ホン部とが連結された後に前記通話が要請される
ユーザーにダイアルトンを提供する段階及び、前記ダイアルトンを提供した後に前記パス
ワード及び前記通話が要請されるユーザーの情報を入力される段階と、を含めてなっても
よい。
【００２５】
　インターネットモード及び外部連結モードが設定されている場合、前記ユーザー及び前
記ホンの外部装置から入力される音声信号を同時にコーディングする段階と、前記コーデ
ィングされた信号を前記通話が要請されるユーザーについて予め決められたデータフォー
マットに変換する段階及び、前記通話が要請されるユーザー及び前記ユーザーとの間にデ
ータ伝送率を整合するためにデータフォーマットを選択的に貯蔵する段階と、を含めてな
ってもよい。
【００２６】
　本発明によるホンは、第１ホン部と、第２ホン部と、前記第１ホン部を前記第２ホン部
に連結する音声経路を介して通話を処理するプロセッサ部を含めてなり、それにより上記
目的を達成する。
【００２７】
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　前記第１ホン部は公衆電話網に連結され、第２ホン部はインターネットに連結されても
よい。
【００２８】
　前記プロセッサ部は、前記第１ホンから受信された音声信号をデジタル信号に変換して
前記第２ホン部に入力してもよい。
【００２９】
　前記プロセッサ部は第２ホン部に備えられてもよい。
【００３０】
　前記第２ホン部は前記通話と他の通話とを同時に処理してもよい。
【００３１】
　前記通話は前記第１ホン部で受信し、音声経路によって前記第２ホン部へ伝送されても
よい。
【００３２】
　前記通話は前記第２ホン部で受信し、音声経路によって前記第１ホン部へ伝送されても
よい。
【００３３】
　本発明によるホンは、第１通信モードで動作する第１ホン部と、第２通信モードで動作
する第２ホン部及び、ユーザーモードの選択信号によって前記第１ホン部及び前記第２ホ
ン部との間に音声経路を制御する制御部を含めてなり、それにより上記目的を達成する。
【００３４】
　前記第１通話モードはＰＳＴＮモードであり、前記第２通話モードはＩＰモードであっ
てもよい。
【００３５】
　前記制御部は、他のユーザーのモード選択の時、信号によって前記第１ホン部或いは前
記第２ホン部のうち，いずれか一つを作動するか、前記第１ホン部或いは前記第２ホン部
のうち、いずれか一つを作動しなくてもよい。
【００３６】
　本発明による通話処理方法は、有線ネットワークに連結された第１ホン部が通話を受信
する段階と、前記第１ホン部を第２ホン部に連結する信号経路を介して通話を伝送する段
階を含み、前記第２ホン部はインターネットに連結され、それにより上記目的を達成する
。
【００３７】
　本発明によるコンピュータで読み取れるプログラムを記録した記録媒体は、プロセッサ
を備えたシステムに、同一なホンに備えられた第１ホン部と、第２ホン部のうち、何れか
一つが通話を感知する第１機能と、前記第１ホン部及び前記第２ホン部を連結する音声経
路を設定する第２機能と、前記設定された経路を介して通話を伝送する第３機能と、を実
現し、それにより上記目的を達成する。
【００３８】
　前記第１ホン部はＰＳＴＮネットワークに連結され、前記第２ホン部はインターネット
に連結されてもよい。
【００３９】
　本発明による通話処理システムは、音声データをデジタル通話データに変換する第１プ
ロセッサ部、通話が有線ホン部によって受信される場合前記有線ホン部とＩＰホン部との
間に音声信号経路を設定する第２プロセッサを備え、前記第１プロセッサは前記音声信号
経路に沿って備えられ、それにより上記目的を達成する。
【発明の効果】
【００４０】
　本発明によるデュアルホンは、ＰＳＴＮ及びインターネットに連結できる。また、前記
デュアルホンは外部連結モードで作動したり外部連結を要請するユーザーの要求によって
外部連結が要請される者に連結し得る。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００４１】
　以下、本発明の望ましい実施形態を添付の図面に基づいて詳細に説明する。
【００４２】
　図１は本発明の第１実施例によるホンを示したダイアグラムである。
【００４３】
　図１を参照すると、デュアルＩＰホンはＰＳＴＮホン１０と，ＩＰホン３０と、前記Ｐ
ＳＴＮホン１０及び前記ＩＰホン３０をデュアルモードで動作可能にする連結部２０を含
めてなる。また、前記ホンはハンドセット及び／またはスピーカー／マイクからなる。前
記ハンドセット及び／またはスピーカー／マイクロホンは前記ＰＳＴＮホン１０及び前記
ＩＰホン３０に連結される。
【００４４】
　前記ＰＳＴＮホンは前記ＰＳＴＮホンを物理的にＰＳＴＮに連結するための第１コネク
ター１００と、前記第１コネクター１００から入力されるリング信号をリング警報回路１
３０に伝えるリング信号伝達機１１０、供給電源の極性と無関係に動作するようにするた
めのブリッジ回路１２０を含む。前記リング警報回路１３０は信号伝達機１１０から伝達
されたリング信号によってベルを鳴らす。また，ＰＳＴＮホンはボタンによる信号入力を
キー接続回路２２０を経て公衆電話交換網へ伝送するためのダイアルトンを発生するため
に必要なダイアル回路１４０及び音声信号を送／受話器及びスピーカーホンインタフェー
ス回路１６０に提供するために２線接続と４線接続をスイッチングする音声信号接続回路
１５０を含めてなる。
【００４５】
　前記音声信号は音声信号接続回路２３０に提供される。ＰＳＴＮホンは使用電圧を供給
しなくても作動でき、前記第１コネクター１００はＲＪ１１を用いることができる。
【００４６】
　前記連結部２０は、外部制御信号によって前記デュアルホンをＰＳＴＮモード、ＩＰホ
ンモード、外部連結モードで動作させるために、前記ＰＳＴＮホン１０と前記ＩＰホン３
０の間をスイッチングする複数のリレー及び多数のスイッチを備えたフックスイッチ回路
２００を含む。全てのスイッチ回路は外部の制御信号によって前記ホンの動作モードを少
なくとも一つのＰＳＴＮモード、ＩＰホンモード及び外部接続モードに選択的に接続する
。
【００４７】
　前記連結部はリング信号感知回路２１０とキー接続回路２２０、音声信号連結部２３０
を更に含めてなる。前記リング信号感知回路２１０はリング響き回路１３０と前記リング
信号伝達機１１０との間の信号経路接続可否をモニタリングしてリング信号を感知する（
例えば、前記信号経路は図３に示した回路を用いてモニタリングすることもできる）。キ
ー接続回路２２０は、ユーザーによるボタン入力信号をマイクロプロセッサ３４０が認識
できる信号に変換する。前記音声信号連結部２３０はシステムの作動モードによって整列
され、ハンドセットとスピーカーホン回路１６０をコデックの第１或いは第２チャンネル
を介して連結するための多数のスイッチングを含めてなる。
【００４８】
　前記ＩＰホン３０部は、インターネット網、またはそれ以上のコンピュータと物理的に
連結するための多数の連結ポートを有する第２コネクター３００を含めてなる。アップリ
ンクＬＡＮ回路３１０は前記第２コネクター３００を介してインターネット網も接続し、
ダウンリンクラン回路３２０は、前記第２コネクター３００を介してコンピュータと接続
する。ＬＡＮ接続回路３３０は多重接続を行い、アップリンクＬＡＮ回路３１０とダウン
リンクＬＡＮ回路３２０間の信号交換を行う。
【００４９】
　ＩＰホン部３０は、マイクロプロセッサ３４０とデジタル信号プロセッサＤＳＰ３５０
を更に含めてなる。前記マイクロプロセッサ３４０はキー接続回路２２０から入力される
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信号を分析する機能、少なくとも一つのＰＳＴＮモード、ＩＰモード、外部連結モードに
対応してホン部の作動モードを確認する機能、確認された動作モードによってフックスイ
ッチ回路２００を制御する機能、音声信号連結部２３０をコデックの第１あるいは第２チ
ャンネルを介して前記コデック３６０にスイッチングする機能を含む多重機能を行う。
【００５０】
　前記デジタル信号プロセッサ３５０は外部連結モードで、前記マイクロプロセッサ３４
０の制御信号によってダイアル信号を生成して前記コデック３６０の第２チャンネルを介
して前記外部連結モードを要求した外部発信者に提供する。なお、デジタル信号プロセッ
サ３５０は前記外部発信者からのダイアル信号を変換して前記マイクロプロセッサ３４０
に提供する。
【００５１】
　前記コデックはデジタル信号プロセッサから入力されるパルスコード変調データをＩＰ
モードで音声データに変換し、音声信号連結部２３０から入力される音声データをＰＣＭ
データに変化する。また、前記コデック３６０は、音声信号連結部２３０から入力される
音声信号を外部連結モードでデジタル信号プロセッサ３５０に提供されるＰＣＭデータに
変換する。前記音声信号連結部２３０にはＲＪ４５を用いることができる。前記コデック
はＳＰＣＭデータを音声データに変換することだけを説明しているが、当業者であれば本
発明のＩＰホンが他の変調方法を用いて音声信号を変換できるということが分かる。
【００５２】
　図２は本発明によるフックスイッチ回路の詳細回路図を示す。
【００５３】
　図２を参照すれば、第１フックスイッチ２０１はＰＳＴＮモードでユーザーがハンドセ
ット２４０を取ったとき、第１連結を設定することを遮断する。ＩＰモードにおいて、前
記マイクロプロセッサ３４０は、第１リレー２０１をオフすることでユーザーがＩＰホン
を用いるためにハンドセット２４０を取った場合にはＰＳＴＮホンが動作しないように制
御する。
【００５４】
　外部連結モードにおいて、前記マイクロプロセッサ３４０は外部でリング信号が入力さ
れる場合前記フックスイッチ回路２００の第２リレー２０５をオンにし、前記外部から通
話を要請するユーザーが自動的にデュアルモードホンを介して外部にある通話が要求され
るユーザーに連結されるようにする。ここで、前記外部にある通話が要請されるユーザー
はＩＰアドレスを有している。
【００５５】
　図３は本発明によるリング信号感知回路図を示す図である。
【００５６】
　図３を参照すれば、前記リング信号感知回路２１０は前記リング信号伝達機１１０及び
前記リング警報回路１３０からの信号が印加されるダイオード２１１、前記ダイオード２
１１に信号が印加されるかどうかを感知し、その結果を前記マイクロプロセッサ３４０に
出力するフォトカプラ２１２と、負荷抵抗３４０及び前記フォトカプラ２１２に電源を印
加する電源２１３を含めてなる。前記フォトカプラ２１２の信号によって前記マイクロプ
ロセッサ３４０は前記ＰＳＴＮホン１０が外部連結要請のための着信信号を受信したこと
を認識する。また、前記マイクロプロセッサ３４０は前記着信信号が印加されたことを認
識し、前記着信信号がＰＳＴＮモードによる信号であるか、或いは外部連結モードによる
信号であるかを判断する。例えば、外部から要請された通話が外部連結モードによるもの
であれば、前記マイクロプロセッサはデジタル信号プロセッサがダイアル信号を発生する
ようにする。該発生されたダイアル信号は前記コデック３６０の第２チャンネルを介して
前記外部連結モードを要請した外部のユーザーに提供される。
【００５７】
　図４ａ及び図４ｂは、本発明による音声信号連結部を示す。
【００５８】
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　図４ａを参照すると、ＰＳＴＮモード及びＩＰモードでユーザーが通話をするためにハ
ンドセットを取った場合、前記マイクロプロセッサ３４０は前記ハンドセット２４０と前
記ハンドセットインタフェース回路１６０或いは前記コデック３６０が第１チャンネルを
介して連結が連結されるように第１制御信号を前記音声信号連結部２３０に印加する。
【００５９】
　図４ｂを参照すると，ＰＳＴＮモード及びＩＰモードにおいて、ユーザーが通話をする
ためにスピーカーボタンを押す場合、前記マイクロプロセッサ３４０は前記スピーカー／
マイク２５０が前記スピーカーホンインタフェース回路１６０或いはチャンネル１を介し
て前記コデック３６０に連結されるように第２制御信号を前記音声信号連結部２３０に印
加する。前記図４ａ及び図４ｂのスイッチ２３１，２３２は前記第１制御信号または前記
第２制御信号によって、該当装置をスイッチングする。
【００６０】
　外部連結モードにおいて、前記マイクロプロセッサは前記ハンドセット回路１６０が前
記コデック３６０と第２チャンネルを介して連結するために前記音声信号連結部２３０に
第３制御信号を印加する。また、前記送／受話器２４０或いはスピーカー／マイク２５０
が第２チャンネルを介して前記コデック３６０に連結されるように、第１制御信号或いは
第２制御信号を前記音声信号連結部２３０に印加する。前記第３制御信号によって前記第
４ａのスイッチ２３１が相応する装置でスイッチングされた後、前記外部通話信号が前記
コデック３６０によってＰＣＭデータに変換される。
【００６１】
　図５ａと図５ｂは図４ａ及び図４ｂに示した各々のスイッチを更に詳しく示したダイア
グラムである。
【００６２】
　図５ａを参照すると，ＰＳＴＮモードまたはＩＰでユーザーがハンドセット２４０を取
った場合、前記第１スイッチ２３３ａは第１制御信号によって前記ハンドセット２４０が
第１チャンネルを介して前記コデック３６０に連結させるか、ハンドセット回路１６０に
連結されるようにスイッチングする。外部連結モードで、第２スイッチ２３３ｂは前記マ
イクロプロセッサ３４０から出力される第３制御信号によってハンドセットインタフェー
ス回路１６０が第２チャンネルを介して前記コデック３６０に連結されるようにスイッチ
ングする。図５ｂを参照すると，ＰＳＴＮモードまたはＩＰモードで、ユーザーがスピー
カーホンボタンを押す場合、前記第２制御信号によって制御される前記第１スイッチ２３
４はスピーカー／マイク２５０が前記コデック３６０の第１チャンネルを介して前記コデ
ック３６０に連結されるか或いはスピーカー回路１６０に連結されるようにスイッチング
する。
【００６３】
　図６は本発明によるキー接続回路の一実施例を示す図である。キー接続回路２２０は感
知部２２１と信号分離部２２２を含めてなる。前記感知部２２１はユーザーの入力する数
値或いは選択ボタンを感知し、感知した信号を前記ダイアル回路１４０と前記マイクロプ
ロセッサ３４０に提供する。前記信号分離部２２０は前記ダイアル回路１４０と前記マイ
クロプロセッサ３４０との間の信号を電気的に分離する。また，ＰＳＴＮモードにおいて
前記ダイアル回路１４０はユーザーによる入力数値によってＤＴＭＦ信号を発し、前記信
号を着信側へ提供する。また、前記マイクロプロセッサ３４０は前記キー接続回路２２０
に提供されるデータ信号をモニタリングして前記全てのモードにおいて正確な動作を行う
。
【００６４】
　本発明の望ましい一実施例によるホンの作動は次の通りである。本発明によるホンはユ
ーザーが設定することによってＰＳＴＮモード、ＩＰモード、外部連結モードのうち、何
れか一つのモードで動作できる。機能ボタンによって前記ＰＳＴＮモードとＩＰモードは
相互間にスイッチングされうる。かかる二つのモードにおいて、ホンは他のＰＳＴＮホン
またはＩＰホンからかかってくる通話を着信できる。もし，ＰＳＴＮホンとＩＰホンから
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同時に通話が要請されると、これをユーザーに知らせ、ユーザーは前記通話を要請するユ
ーザーのうち、何れかの一方と通信を行うために通信する相手を選択する。
【００６５】
　前記ホンがＰＳＴＮモードで設定される場合、前記マイクロプロセッサ３４０は、前記
フックスイッチ回路２００の第１リレー２０２をオンにする。前記第１リレー２０２は電
源が印加していない時も連結可能である。前記マイクロプＲＰセッサ３４０はユーザーの
選択によって前記ハンドセット２４０及びスピーカーホンインタフェース回路１６０が前
記ハンドセット２４０またはスピーカー／マイク２５０に連結されるように前記音声信号
連結部２３０に第１制御信号或いは第２制御信号２を印加する。前記ハンドセット２４０
に対する第１スイッチ２３１を制御し、スピーカー／マイク２５０に対する第２スイッチ
を第１制御信号或いは第２制御信号によって制御する音声信号連結部２３０は第１制御信
号或いは第２制御信号によって作動する。
【００６６】
　外部連結モードにおいて、マイクロプロセッサ３４０は、第３制御信号を前記音声信号
連結部２３０に提供する。音声信号連結部２３０は第２チャンネルを介してハンドセット
とスピーカーホンインタフェース回路１６０及びコデック３６０に連結される。マイクロ
プロセッサ３４０はリング信号感知器２１０にリング信号が感知されたことを認識すると
、外部リング信号の発信者が通話を要請された外部のユーザーと通話できるように第２リ
レーを制御する。
【００６７】
　図７は本発明によるホンを用いて多重モードにおいて通信する方法を示す図である。Ｐ
ＳＴＮホンが外部からリング信号を受信すると、マイクロプロセッサはホンシステムが外
部連結モードで設定されているかを検査する（Ｓ１１）。デュアルＩＰホンが外部連結モ
ードで設定されており、現在、使用中でない場合、マイクロプロセッサは前記デュアルＩ
ＰホンがＰＳＴＮモードで設定されるようにしてＰＳＴＮモードでベルを鳴らす。即ち、
前記マイクロプロセッサはホンがＰＳＴＮモードで動作するように制御する。
【００６８】
　なお、前記ホンが外部連結モードで設定されており、使用中ではない場合、前記マイク
ロプロセッサはフックスイッチ回路２００の第２リレー２０３をオンにする。そうすると
、外部から連結を要求するユーザーは自動的にＰＳＴＮホンに連結される（Ｓ１４）。こ
の時ＩＰホン３０は、自動的にＰＳＴＮホン１０に連結される。もし，ＰＳＴＮホンが外
部からかかってくる通話要請を受けると、前記マイクロプロセッサはリング信号伝達回路
１１０を介して外部連結要請のためのコールがＰＳＴＮホンに受信されたことを認識し、
受信したコールによって所定の指定された時間の間リング警報回路１３０を用いてリング
を鳴らす。また、前記マイクロプロセッサはデジタル信号プロセッサ３５０がダイアルト
ンを発生するように制御する（Ｓ１５）。
【００６９】
　発生したダイアルトンはアナログ信号に変換される。また、前記アナログダイアル信号
は外部連結を要請する外部のユーザーに提供される。前記外部から通話を要請するユーザ
ーはダイアル信号を聞いたとき、自分が通話を希望する番号及びパスワードを入力し始め
る（Ｓ１６）。ダイアル信号は音声信号連結部２３０及び第２チャンネルを介して前記音
声信号連結部２３０に連結されているコデック３６０を介して前記マイクロプロセッサに
入力される。前記デジタル信号プロセッサ３５０は入力された数値を分析し、分析した結
果を前記マイクロプロセッサに提供する。
【００７０】
　前記マイクロプロセッサ３４０はパスワードが合うかどうかを確認する（Ｓ１７）。も
し、パスワードが違う場合、外部連結を拒絶する（Ｓ１８）。しかしながら、秘密番号が
当たっていると、外部ＩＰユーザーのＩＰアドレスを確認する（Ｓ１９）。前記マイクロ
プロセッサ３４０は前記外部ＩＰユーザーのＩＰアドレスを前記ＬＡＮ回路連結部３３０
に提供する。前記ＬＡＮ回路連結部３３０は前記ＩＰアドレスを用いて前記アップリンク
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ＬＡＮ回路３１０に連結されたインターネット網を介した外部ＩＰ加入者との連結を行う
（Ｓ２０）。
【００７１】
　上述したように、必要な場合には、ユーザーによって二つのモードの動作が同時に選択
され得る。例えば、インターネットモードと外部選択モードが実行されえる。
【００７２】
　かかる状況が発生すると、インターネットホンは第１チャンネルを経てハンドセット或
いはスピーカーホンに連結され、また、インターネットホンは第２チャンネルを経て有線
電話に連結される。
【００７３】
　前記連結によって前記外部から通話を要請するユーザーからの音声信号は音声信号接続
回路１５０及び音声信号連結部２３０を介して前記コデック３６０に入力される。この時
前記音声信号は前記コデック３６０の第２チャンネルを介して入力される。
【００７４】
　前記コデック３６０は前記音声信号をＰＣＭデータに変換して前記ＤＳＰプロセッサ３
５０に提供する。前記ＤＳＰプロセッサ３５０は前記ＰＣＭデータを前記外部ＩＰ加入者
またはコンピュータとのデータを交換できる標準フォーマットに変換する（Ｓ２１）。前
記ＤＳＰプロセッサ３５０は前記標準フォーマットに変換する機能を行う一方、ＰＣＭデ
ータ或いは標準フォーマットのデータを圧縮して伝送する。
【００７５】
　前記マイクロプロセッサ３４０は前記標準フォーマットに変換されたデータをＬＡＮ回
路連結部３３０及び前記アップリンクＬＡＮ回路３１０を用いて前記外部加入者のＩＰア
ドレスに伝える。前記マイクロプロセッサは外部加入者のデータ伝送率と前記デュアルホ
ンのデータ伝送率を整合させるために外部加入者のＩＰアドレスに伝送するデータを貯蔵
できるように制御する。なお、デュアルホンが外部連結モードに設定されており，ＩＰホ
ンが使用中の場合には以下のように動作する。
【００７６】
　前記マイクロプロセッサ３４０は、リング信号伝達回路１１０によって外部から通話を
要請するユーザーが外部から通話を要請される者に通話を行おうとすることを認識する（
Ｓ１３）。また、前記マイクロプロセッサは自動で外部加入者及び外部から連結を要請す
るユーザーから信号を受信するために第２リレーをオンにする。受信した信号の処理はＳ
１５－Ｓ２２と同じである。この時デュアルホンユーザーはインターネットを介して外部
ＩＰユーザー二人と対話可能である。
【００７７】
　前記外部通話要請者と、外部から通話を要請されるユーザーとの通話が終了すると、前
記マイクロプロセッサ３４０は各装置を元に復元させるように制御し、該復元によって通
話中であったユーザーは少なくとも一つの電話を待つ間通話を持続することができる。
【００７８】
　本発明の他の実施例において、ＩＰホンで受信した通話は第１チャンネルを介してＰＳ
ＴＮホンに連結される。従って、本実施例では前記実施例における方向と反対方向に通話
を伝送する外部連結モードにおいて音声信号通路を設定する。
【００７９】
　従って、本実施例では図１に記載された他の構成要素の間で前記マイクロプロセッサが
フックスイッチと音声信号連結部を制御することでインターネットホンから受信したパー
キットデータが第１チャンネルを介してＰＳＴＮにパスされる前に前記コデック音声信号
で変換されるようにする。
【００８０】
　また、本発明はプロセッサが本発明の機能を行うようにするプログラムを記録したコン
ピュータで読み取れる記録媒体に関するものである。前記プログラムが記録された記録媒
体は本発明のホンに連結されて機能を行え、プロセッサ内に備えたり或いはプロセッサに
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連結されたコンピュータの内に備えられる。
【００８１】
　本発明は、通信システムに関するもので、特に、少なくとも二つの通信モードにおいて
端末機を作動させるための装置及び方法を提供する。
【００８２】
　通信端末機は、有線ホンモード、インターネットホンモード、前記モードが結合された
モードを含む多重モードで作動する。前記端末機は有線ホン部及びＰＳＴＮとインターネ
ットに送信または受信される通話を分離して処理するＩＰホン部を含めてなる。また、前
記端末機は、第３モード、即ち外部連結モードの作動において有線ホン部とＩＰホン部を
連結する音声経路を介して通話を処理するプロセッサを含めてなる。前記経路に沿って通
話を処理することによって実際に長距離及び国際電話費用を低減でき、伝送効率の向上も
可能となる。
【００８３】
　本発明の望ましい実施例によるデュアルホンは、ＰＳＴＮ及びインターネットに連結で
きる。また、前記デュアルホンは外部連結モードで作動したり外部連結を要請するユーザ
ーの要求によって外部連結が要請される者に連結し得る。
【００８４】
　以上本発明の好適な一実施態様について説明したが、前記実施態様に限定されず、本発
明の技術思想に基づいて種々の変形が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】本発明によるデュアルＩＰホンのブロック構成図である。
【図２】本発明によるフックスイッチ回路の詳細回路図を示す図である。
【図３】本発明によるリング信号感知回路図を示す図である。
【図４ａ】本発明による音声信号連結部の回路図を示す図である。
【図４ｂ】本発明による音声信号連結部の回路図を示す図である。
【図５ａ】図４ａの各スイッチの詳細構成を示す図である。
【図５ｂ】図４ｂの各スイッチの詳細構成を示す図である。
【図６】本発明によるキー接続回路の詳細回路図を示す図である。
【図７】本発明によるホンを用いて多重モードにおいて通信する方法を示す図である。
【符号の説明】
【００８６】
　１０　　　　　　ＰＳＴＮホン
　２０　　　　　　連結部
　３０　　　　　　ＩＰホン
　１００、３００　コネクター
　１１０　　　　　リング信号伝達機
　１２０　　　　　ブリッジ回路
　１３０　　　　　リング響き回路
　１４０　　　　　ダイアル回路
　１５０　　　　　音声信号接続回路
　１６０　　　　　ハンドセット及びスピーカーホン回路
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(14) JP 4063734 B2 2008.3.19

【図７】



(15) JP 4063734 B2 2008.3.19

10

フロントページの続き

    審査官  松元　伸次

(56)参考文献  特開平１１－３５５４７４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２０３８０５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－３３１２７１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－６４７８２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｍ　　　１／００、１／２４－１／２５３、１／５８－１／６２、１／６６－１／８２、
              １１／００－１１／１０　　　　

(54)【発明の名称】電話及びインターネットホン機能を提供するデュアルモードホンとデュアルモードホンにおける
    　　　　　　　通話処理方法とデュアルモード通話処理機能を実現できる記録媒体及びデュアルモード通話処理
    　　　　　　　システム


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

