
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ネットワーク上で機器間の通信を中継する通信中継装置であって、
　１つの通信サービスを利用するための仮想的な機器を定義する仮想機器情報を保持する
手段を備え、
　前記仮想機器情報は、通信するデータの種類ごとにデータ中継先となる機器の指定を含
み、
　前記仮想的な機器を利用する通信を、前記仮想機器情報内の中継機器情報に従ってデー
タの種類ごとに中継先の機器を選択して、少なくとも２つ以上の機器にデータを中継する
手段と、
　通信サービスごとに通信するデータの種類の記述を含む を保持し、前記 を用い
て前記通信サービスの通信するデータの種類ごと 仮想機器情
報を作成する仮想機器定義手段とをさらに備える、通信中継装置。
【請求項２】
前記通信サービスの を保持しないときには、装置
外部から前記通信サービスの をダウンロードする
手段を備える、請求項 に記載の通信中継装置。
【請求項３】
ネットワーク上で機器間の通信を中継する通信中継装置であって、
　１つの通信サービスを利用するための仮想的な機器を定義する仮想機器情報を保持する
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手段を備え、
　前記仮想機器情報は、通信するデータの種類ごとに少なくとも 1種類のデータの中継先
となる機器と少なくとも１種類のデータの通信中継装置内での処理の指定を含み、
　前記仮想的な機器を利用する通信の一部を前記仮想機器情報内の中継機器情報に従って
データの種類ごとに中継先の機器を選択して中継する手段と、
　通信サービスごとに通信するデータの種類の記述を含む を保持し、前記 を用い
て前記通信サービスの通信するデータの種類ごと 仮想機器情
報を作成する仮想機器定義手段とをさらに備える、通信中継装置。
【請求項４】
前記通信サービスの を保持しないときには、装置
外部から前記通信サービスの をダウンロードする
手段を備える、請求項 に記載の通信中継装置。
【請求項５】
データ中継時に中継するデータを中継先の機器が利用可能なフォーマットに変換して中継
する機能を有することを特徴とする、請求項 ， ， 、または のいずれか１項に記載
の通信中継装置。
【請求項６】
データ中継先の機器が利用可能なフォーマットに変換する機能を持たないときに、変換プ
ログラムを外部からダウンロードする機能を有することを特徴とする、請求項 に記載の
通信中継装置。
【請求項７】
受信したリクエストに従って通信するデータを中継することを特徴とする、請求項 また
は に記載の通信中継装置。
【請求項８】
通信データを、通信するデータが映像、音声、制御メッセージのいずれであるかとそれぞ
れの通信方向を利用して種類分けする、請求項 または に記載の通信中継装置。
【請求項９】
映像コーデックの種類、映像エンコード時に指定するパラメータ、映像の表示サイズ、映
像の解像度、色数、静止画か動画かのいずれかを通信データの種類分けに用いる、請求項

または に記載の通信中継装置。
【請求項１０】
音声コーデックの種類、音声エンコード時に指定するパラメータ、音声チャンネル数のい
ずれかを通信データの種類分けに用いる、請求項 または に記載の通信中継装置。
【請求項１１】
外部ネットワーク上の第１の機器と通信を行なうための外部通信インタフェースと、
　内部ネットワーク上で、複数の第２の機器と通信を行なうための内部通信インタフェー
スと、
　前記内部ネットワーク上の複数の前記第２の機器を用いて前記外部ネットワーク上のサ
ービスを利用可能にするための書換え可能な仮想機器定義データの保持および管理を行な
う仮想機器管理部とを備え、
　前記仮想機器定義データは、前記サービスを利用するための複数の機能のうち少なくと
も１つを、少なくとも１つの前記第２の機器の有する複数の機能の１部により定義してお
り、
　前記内部ネットワーク上の複数の前記第２の機器を通信により利用するためのデバイス
情報を保持するデバイス情報保持部と、
　前記外部ネットワークと前記内部ネットワーク間の相互データ交換を行なう通信中継部
とをさらに備え、
　前記通信中継部は、前記第１の機器と前記仮想機器定義データに含まれる複数の前記第
２の機器との相互のデータ交換を、前記仮想機器定義データと前記デバイス情報とに基づ
いて行ない、
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　前記サービスを構成する機能が記述されたデータであるテンプレートを保持するテンプ
レート保持部と、
　前記テンプレート保持部が保持するテンプレートの各機能に対して前記デバイス情報保
持部が保持するデバイスデータ割り当てることにより前記仮想機器定義データを作成し、
前記仮想機器管理部に登録する仮想機器定義部とをさらに備える、通信中継装置。
【請求項１２】
前記通信中継部は、前記外部通信インタフェースを用いて通信データの送受信を行ない、
受信したデータから、接続要求メッセージを抽出して出力し、さらに、
　送信指示を受けて、応答メッセージを前記第１の機器に送信する外部通信部と、
　前記内部通信インタフェースを用いて前記通信データの送受信を行ない、受信したデー
タから、前記応答メッセージを抽出して出力し、さらに、送信指示に従って前記接続要求
メッセージを前記内部ネットワーク上の複数の前記第２の機器に送信する内部通信部と、
　前記外部ネットワークからのメッセージを前記外部通信部を介して受け取り、前記仮想
機器定義データに基づいて、前記第２の機器のうち前記接続要求メッセージを受け取るべ
き第２の機器への複数のリクエストを作成して前記内部通信部に出力し、前記内部通信部
に対して前記送信指示を与えて前記内部ネットワークに送信した前記リクエストに対する
応答をもとに、前記応答メッセージを作成し、前記外部通信部に送信するよう前記送信指
示を出力し、さらに、前記サービス利用に必要な接続の確立および切断に関する情報を抽
出するメッセージ中継部と、
　前記メッセージ中継部から渡された情報をもとにサービス利用のためのデータ送受信に
必要なセッション情報を管理するセッション管理部と、
　前記セッション管理部の情報に従って、前記外部通信部と前記内部通信部で受信したデ
ータを適切な相手に送信するためのデータ中継を行なうデータ中継部とを含む、請求項１

に記載の通信中継装置。
【請求項１３】
前記メッセージ中継部は、１つの前記接続要求メッセージをもとに作成した複数のリクエ
ストに対する応答を全て受けとった場合に、前記接続要求メッセージに対する前記応答メ
ッセージを作成し送信する、請求項 記載の通信中継装置。
【請求項１４】
前記メッセージ中継部は、１つの前記接続要求メッセージをもとに作成した複数のリクエ
ストに対する最初の応答をもとに、前記接続要求メッセージに対する前記応答メッセージ
を作成し送信する、請求項 に記載の通信中継装置。
【請求項１５】
前記仮想機器管理部が保持する仮想機器定義データは、送信するリクエストに対する応答
から前記応答メッセージを作成する方法に関する応答作成情報を含み、
　前記メッセージ中継部は、前記応答作成情報をもとに前記応答メッセージを作成する、
請求項 に記載の通信中継装置。
【請求項１６】
前記仮想機器定義データは、送受信の方向とデータの種類とに応じて、前記内部ネットワ
ーク上のいずれの前記第２の機器と通信するかを示す情報を含む、請求項１ に記載の通
信中継装置。
【請求項１７】
前記通信中継部は、受信したデータを送信先の機器が扱うことのできるデータに変換して
送信するデータ変換部を含む、請求項 記載の通信中継装置。
【請求項１８】
前記通信中継部は、受信したデータが含む複数種類のデータを抽出して、仮想機器定義デ
ータで指定された各データ種の送信先の機器に対して送信する、請求項 記載の通信中
継装置。
【請求項１９】
前記通信中継部は、前記内部ネットワーク上の複数の前記第２の機器から受信したデータ
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を仮想機器定義データに従って１つのデータに統合し、前記外部ネットワーク上の機器に
送信する、請求項 記載の通信中継装置。
【請求項２０】
前記通信中継部は、受信したデータの別の形式への変換、受信したデータの複数のデータ
への分離、および複数の受信データの一体のデータへの統合のいずれかを実現するために
必要なライブラリプログラムを保持するライブラリ保持部を含み、
　前記通信中継部は、前記ライブラリ保持部から必要な前記ライブラリプログラムを選択
して、演算処理した結果を用いて送信する、請求項 に記載の通信中継装置。
【請求項２１】
前記外部通信インタフェースを用いて、前記ライブラリプログラムを前記外部ネットワー
ク上の機器からダウンロードし、前記ライブラリ保持部にプログラムを追加することが可
能なライブラリ導入部をさらに備え、
　前記通信中継部は、前記ライブラリ保持部に必要なライブラリプログラムがない場合、
前記ライブラリ導入部に入手要求を行なう、請求項２ に記載の通信中継装置。
【請求項２２】
表示手段と入力手段とをさらに備え、
　前記仮想機器定義部は、前記表示手段と前記入力手段を用いるユーザインタフェイスを
有し、前記ユーザインタフェイスにより、前記テンプレート保持部と前記デバイス情報保
持部が保持する情報をユーザに提示し、
　前記ユーザが提示された前記テンプレートの中から所望のテンプレートを選択すること
に応じて、さらに、当該所望のテンプレートの各機能に対して使用するデバイスを前記ユ
ーザに選択させることにより、前記仮想機器定義データを生成する、請求項１ 記載の通
信中継装置。
【請求項２３】
前記外部通信インタフェースを用いて新たなテンプレートを入手し、前記テンプレート保
持部に追加するためのテンプレート導入部をさらに備える、請求項１ に記載の通信中継
装置。
【請求項２４】
前記デバイス情報保持部は、各機能に対しデフォルトデバイスとして、前記内部ネットワ
ーク上の前記第２の機器を登録し、
　前記テンプレート保持部は、新たなテンプレートが追加されると前記仮想機器定義部に
通知し、
　前記仮想機器定義部は、新たなテンプレートが追加された通知を受けると前記デバイス
情報保持部がもつデフォルトデバイスの情報をもとに前記仮想機器定義データの作成、登
録を行なう、請求項 記載の通信中継装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ネットワーク上の２つの機器とそれぞれ接続して通信を行ない、それぞれ
のデータを相互に受け渡しすることで２つの機器の相互通信を実現する通信中継装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、インターネットとＬＡＮ（ Local Area Network）などのように２つのネットワー
クを相互に接続し、通信を中継する機器として、「ゲートウェイ」がある。
【０００３】
　ゲートウェイを用いると、たとえば、宅外のインターネットにつながった機器とパソコ
ンなどの宅内ＬＡＮ上の機器との間で通信し、宅内から宅外のサービスや情報を利用する
ことができる。ところで、通信を用いたサービスを利用するためには、一般には、サービ
スを利用するための複数の機能をもった１つの機器が必要である。そのような機器がない
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場合、新たなサービスを利用するためには、通信機能をもつ汎用的な機器にそうしたサー
ビス利用のために必要な機能を追加するか、サービスを利用する機能をもった専用の機器
を導入する必要がある。このため、ユーザとして新たなサービスを導入する場合のコスト
は大きく、サービス提供者にとっても、新たに考案したサービスごとに、新たな機器やソ
フトウェアを開発していたのでは、時間とコストがかかり、アイデアを実践することが容
易ではない。
【０００４】
　ここで、ホームゲートウェイ装置に関連する先行する技術を参照してみると、特開平９
－２２４０８１号公報において、ホームゲートウェイ装置であって、その上で複数の外線
通信と内線通信を回線の違いをもとに、通信の交換制御を行なうホームゲートウェイ装置
が開示されている。
【０００５】
　また、特開平１０－２２４４０８号公報に開示された通信システムは、データ種の区別
によって通信を制御したり、送信先の機能によってデータの変換をしたりするシステムで
ある。
【０００６】
　特開２０００－３５８０６１号公報には、外部ネットワークと内部ネットワークの間で
データをフォーマットし、かつルーティングするような通信中継装置が開示されている。
従来技術に挙げた先行特許においては、複数の機器に対してデータ種によって通信先を切
り替えたり、振り分けたりすることは含まれていない。
【０００７】
　これに対して、特開平１１－２８２６４１号公報には、複数の機器を組み合わせるシス
テムが開示されている。このシステムでは、デバイスが所定のデバイスと接続されている
かを判断して、単独機能の機器として働くか、所定のデバイスと接続して共同して働くか
が切り替わる。これはプリンタとスキャナがＩＥＥＥ１３９４バスで接続されていれば複
写機として働くというものであり、端末自身が特定の機器と接続されているかどうかを判
断し、端末自身の振舞いを切り替えるというものである。しかしながら、特開平１１－２
８２６４１号公報に開示されたシステムも、データの流れを切り替えたりするものではな
い。
【０００８】
　従来、ゲートウェイと呼ばれるような通信中継装置は、一方のネットワーク上のからも
う一方のネットワーク上に対して、データを送受信したり、プロトコルの変換を行なった
りするものである。つまり、ネットワーク間で通信を行なって実現されるようなサービス
においては、各ネットワーク上にあるサービスを利用する機能をもつ機器間でゲートウェ
イを介して通信を行ない、サービスを利用している。
【０００９】
　通信サービスを利用するためには、そのサービスを利用するために必要な機器を準備し
、ネットワークに接続する必要があった。サービスを利用する全ての機能をもった機器を
準備できない場合、当然のことながら、サービスを利用することはできなかった。たとえ
ば、テレビ（以下、ＴＶと呼ぶ）電話サービスを例に説明すると、一方のネットワークに
ＴＶ電話のサービスを利用するための機器が導入されており、通話相手となる他方のネッ
トワークにも同じようにＴＶ電話サービスを利用するために必要なすべての機能をあわせ
もつ機器があれば、両機器の間でＴＶ電話サービスを利用して通信し、ＴＶ電話を行なう
ことができる。ＴＶ電話サービスを導入するための機器としては、ＴＶ電話サービスを利
用できるようにデバイスやソフトウェアを導入したパーソナルコンピュータ（以下、ＰＣ
と呼ぶ）やＴＶ電話サービス用の専用端末などが考えられる。それらがない場合にはＴＶ
電話サービスを利用することはできなかった。
【特許文献１】特開平９－２２４０８１号公報
【特許文献２】特開平１０－２２４４０８号公報
【特許文献３】特開２０００－３５８０６１号公報
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【特許文献４】特開平１１－２８２６４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、通信サービスはまったく新たな機能ばかりを要求するものではなく、既
にある機器の能力が新しいサービスを利用するための能力の一部となることがしばしばで
ある。新たなサービスに必要な機能は複数の機器に分かれてではあるが存在しており、そ
れら機器単独では新たなサービスを利用するには機能が不足するため新たなサービスを利
用できるようにすることができないという問題があった。
【００１１】
　本発明の目的は、ネットワーク上のサービスを利用する際に、ネットワーク上の複数の
機器にサービスに必要な機能ごと通信を接続し、各機器の機能を合わせてサービスを利用
できるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記のような目的を達成するために、この発明の１つの局面に従うと、ネットワーク上
で機器間の通信を中継する通信中継装置であって、１つの通信サービスを利用するための
仮想的な機器を定義する仮想機器情報を保持する手段を備え、仮想機器情報は、通信する
データの種類ごとにデータ中継先となる機器の指定を含み、仮想的な機器を利用する通信
を、仮想機器情報内の中継機器情報に従ってデータの種類ごとに中継先の機器を選択して
、少なくとも２つ以上の機器にデータを中継する手段と、通信サービスごとに通信するデ
ータの種類の記述を含むテンプレートを保持し、テンプレートを用いて通信サービスの通
信するデータの種類ごとに仮想機器情報を作成する仮想機器定義手段とをさらに備える。
【００１３】
　この発明の他の局面に従うと、ネットワーク上で機器間の通信を中継する通信中継装置
であって、１つの通信サービスを利用するための仮想的な機器を定義する仮想機器情報を
保持する手段を備え、仮想機器情報は、通信するデータの種類ごとに少なくとも 1種類の
データの中継先となる機器と少なくとも１種類のデータの通信中継装置内での処理の指定
を含み、仮想的な機器を利用する通信の一部を仮想機器情報内の中継機器情報に従ってデ
ータの種類ごとに中継先の機器を選択して中継する手段と、通信サービスごとに通信する
データの種類の記述を含むテンプレートを保持し、テンプレートを用いて通信サービスの
通信するデータの種類ごとに仮想機器情報を作成する仮想機器定義手段とをさらに備える
。
【００１４】
　したがって、通信サービスが接続する仮想的な機器ごとに、通信するデータ種類ごとの
データ中継先の機器を設定することができるので、複数のサービスに対して複数の機器で
のサービス利用が可能になる。
【００１５】
　また、通信中継装置自身が持つ情報を組み合わせたり、入出力手段やネットワークを介
した情報を利用したりして、該通信サービスを利用するために使用する機器を決定するこ
とができる。
【００１６】
　また、通信サービスごとに記述されたテンプレートに従ってデータ種ごとの接続先の機
器を決めることによって、サービス利用可能な機器の組合せを作成することができる。
【００１７】
　好ましくは、通信サービス利用のリクエストを受け付けると、仮想機器定義手段は通信
サービスのテンプレートを用いて仮想機器情報を作成し、その仮想機器情報を用いて通信
サービスの通信データを中継する。
【００１８】
　したがって、通信サービス利用のための接続要求を受け付けると、動的に該サービスの
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テンプレートを用いて仮想機器を構成して、それによって複数の機器でサービスが利用で
きる。
【００１９】
　好ましくは、通信サービスのテンプレートを保持しないときには、装置外部から通信サ
ービスのテンプレートをダウンロードする。
【００２０】
　従って、サービス利用のための接続を受け付けて、それに該当するテンプレートがなく
とも、通信中継装置が自発的に外部サーバーなどからテンプレートをダウンロードして、
それを用いてサービスを利用できるような仮想機器を構成できる。
【００２１】
　好ましくは、データの種類は、映像データ、音声データ、制御データとそれぞれの通信
方向で区別される。
【００２２】
　従って、音声、映像データをやりとりし、さらにサービスの制御を必要とするようなサ
ービスを複数の機器に役割分担して利用できる。
【００２３】
　好ましくは、データ中継時に中継するデータを中継先の機器が利用可能なフォーマット
に変換して中継する。
【００２４】
　従って、機器では扱えないフォーマットのデータでも、中継装置で扱えるフォーマット
に変換して中継することによって、より多くのサービスを利用できる。
【００２５】
　好ましくは、データ中継先の機器が利用可能なフォーマットに変換する機能を持たない
ときに、変換プログラムを外部からダウンロードする。
【００２６】
　従って、中継装置がデータ変換の機能を持たない場合でも、外部から変換プログラムが
取得できれば、それを用いて、データ中継時のフォーマット変換が可能になる。
【００２７】
　また、本発明のさらに他の局面に従うと、通信中継装置であって、外部ネットワーク上
の第１の機器と通信を行なうための外部通信インタフェースと、内部ネットワーク上で、
複数の第２の機器と通信を行なうための内部通信インタフェースと、内部ネットワーク上
の複数の第２の機器を用いて外部ネットワーク上のサービスを利用可能にするための書換
え可能な仮想機器定義データの保持および管理を行なう仮想機器管理部とを備え、仮想機
器定義データは、サービスを利用するための複数の機能のうち少なくとも１つを、少なく
とも１つの第２の機器の有する複数の機能の１部により定義しており、内部ネットワーク
上の複数の第２の機器を通信により利用するためのデバイス情報を保持するデバイス情報
保持部と、外部ネットワークと内部ネットワーク間の相互データ交換を行なう通信中継部
とをさらに備え、通信中継部は、第１の機器と仮想機器定義データに含まれる複数の第２
の機器との相互のデータ交換を、仮想機器定義データとデバイス情報とに基づいて行ない
、サービスを構成する機能が記述されたデータであるテンプレートを保持するテンプレー
ト保持部と、テンプレート保持部が保持するテンプレートの各機能に対してデバイス情報
保持部が保持するデバイスデータ割り当てることにより仮想機器定義データを作成し、仮
想機器管理部に登録する仮想機器定義部とをさらに備える。
【００２８】
　したがって、本発明の通信中継装置では、内部ネットワーク上には、機器単独では外部
ネットワーク上の通信サービスを利用するに足る能力を持たない機器しかない場合も、複
数の機器を統合した仮想機器を通信中継装置上に定義、登録することにより、当該サービ
スを利用することが可能になる。
【００２９】
　また、本発明の通信中継装置によれば、サービスを個々の機能を表現した抽象的なデー
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タ（テンプレート）を扱えるようにすることで、テンプレートを使って、ユーザが自由に
機器を設定でき、サービス利用の機器構成がカスタマイズしやすくなる。また、同じサー
ビスを利用する際に、同じテンプレートに対して使用する機器構成を変えた定義も簡単に
作ることができる。
【００３０】
　好ましくは、通信中継部は、外部通信インタフェースを用いて通信データの送受信を行
ない、受信したデータから、接続要求メッセージを抽出して出力し、さらに、送信指示を
受けて、応答メッセージを第１の機器に送信する外部通信部と、内部通信インタフェース
を用いて通信データの送受信を行ない、受信したデータから、応答メッセージを抽出して
出力し、さらに、送信指示に従って接続要求メッセージを内部ネットワーク上の複数の第
２の機器に送信する内部通信部と、外部ネットワークからのメッセージを外部通信部を介
して受け取り、仮想機器定義データに基づいて、第２の機器のうち接続要求メッセージを
受け取るべき第２の機器への複数のリクエストを作成して内部通信部に出力し、内部通信
部に対して送信指示を与えて内部ネットワークに送信したリクエストに対する応答をもと
に、応答メッセージを作成し、外部通信部に送信するよう送信指示を出力し、さらに、サ
ービス利用に必要な接続の確立および切断に関する情報を抽出するメッセージ中継部と、
メッセージ中継部から渡された情報をもとにサービス利用のためのデータ送受信に必要な
セッション情報を管理するセッション管理部と、セッション管理部の情報に従って、外部
通信部と内部通信部で受信したデータを適切な相手に送信するためのデータ中継を行なう
データ中継部とを含む。
【００３１】
　したがって、本発明の通信中継装置によれば、リクエストおよび応答の送受信を行ない
、データ送受信を行なうための情報をセッションとして管理するため、その情報を用いて
指定機器へのデータ送受信の制御することができ、複数機器でのサービス利用が可能にな
る。
【００３２】
　好ましくは、メッセージ中継部は、１つの接続要求メッセージをもとに作成した複数の
リクエストに対する応答を全て受けとった場合に、接続要求メッセージに対する応答メッ
セージを作成し送信する。
【００３３】
　したがって、本発明の通信中継装置によれば、仮想機器定義データに含まれる全ての機
器と通信可能になってはじめて利用開始できるようなサービスを利用できる。
【００３４】
　好ましくは、メッセージ中継部は、１つの接続要求メッセージをもとに作成した複数の
リクエストに対する最初の応答をもとに、接続要求メッセージに対する応答メッセージを
作成し送信する。
【００３５】
　したがって、本発明の通信中継装置によれば、仮想機器定義データに登録した機器のう
ち、１つだけでも通信可能になれば、それによって利用できるサービスに対応することが
できる。
【００３６】
　好ましくは、仮想機器管理部が保持する仮想機器定義データは、送信するリクエストに
対する応答から応答メッセージを作成する方法に関する応答作成情報を含み、メッセージ
中継部は、応答作成情報をもとに応答メッセージを作成する。
【００３７】
　したがって、本発明の通信中継装置によれば、仮想機器定義データ内に複数の機器から
の応答の扱い方を記述できるため、様々な通信タイプのサービスを利用できるようになる
。
【００３８】
　好ましくは、仮想機器定義データは、送受信の方向とデータの種類とに応じて、内部ネ
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ットワーク上のいずれの第２の機器と通信するかを示す情報を含む。
【００３９】
　したがって、本発明の通信中継装置によれば、サービスに対して、通信するデータ種や
通信方向によって使用する機器を指定するため、その定義を使って通信中継装置上でデー
タ通信を制御することができ、複数の機器を使ってのサービス利用が可能になる。
【００４０】
　好ましくは、通信中継部は、受信したデータを送信先の機器が扱うことのできるデータ
に変換して送信するデータ変換部を含む。
【００４１】
　したがって、本発明の通信中継装置によれば、通信中継装置上で受信したデータを送信
する際に、送信先が受信できる形式に変換する機能をもつため、データ種は同じだが、フ
ォーマットやコーデックなどが異なるためにそのままのデータでは扱えない機器も利用で
きる。
【００４２】
　好ましくは、通信中継部は、受信したデータが含む複数種類のデータを抽出して、仮想
機器定義データで指定された各データ種の送信先の機器に対して送信する。
【００４３】
　したがって、本発明の通信中継装置によれば、複数の種類のデータを一体化したデータ
が通信中継装置に向けて送信されるような場合、それを分解して送信することで、分解さ
れた個々のデータならば扱える機器を使ってサービス利用することができる。
【００４４】
　好ましくは、通信中継部は、内部ネットワーク上の複数の第２の機器から受信したデー
タを仮想機器定義データに従って１つのデータに統合し、外部ネットワーク上の機器に送
信する。
【００４５】
　したがって、本発明の通信中継装置によれば、複数の機器を使って１つのサービスを利
用している際、個々の機器からの出力そのままではサービスの相手が受け付けられない場
合がある。通信中継装置上では個々の機器から受信した複数のデータを相手が受け取れる
形式にまとめて送信するため、サービスを利用することができる。
【００４６】
　好ましくは、通信中継部は、受信したデータの別の形式への変換、受信したデータの複
数のデータへの分離、および複数の受信データの一体のデータへの統合のいずれかを実現
するために必要なライブラリプログラムを保持するライブラリ保持部を含み、通信中継部
は、ライブラリ保持部から必要なライブラリプログラムを選択して、演算処理した結果を
用いて送信する。
【００４７】
　したがって、本発明の通信中継装置によれば、データ変換などを行なう機能をライブラ
リとして保持、管理できるようになっているため、後から新たな機能をライブラリとして
追加することが可能である。
【００４８】
　好ましくは、外部通信インタフェースを用いて、ライブラリプログラムを外部ネットワ
ーク上の機器からダウンロードし、ライブラリ保持部にプログラムを追加することが可能
なライブラリ導入部をさらに備え、通信中継部は、ライブラリ保持部に必要なライブラリ
プログラムがない場合、ライブラリ導入部に入手要求を行なう。
【００４９】
　したがって、本発明の通信中継装置によれば、ライブラリをダウンロードにより入手で
きるため、必要なライブラリを動的に入手することができる。
【００５０】
　好ましくは、表示手段と入力手段とをさらに備え、仮想機器定義部は、表示手段と入力
手段を用いるユーザインタフェイスを有し、ユーザインタフェイスにより、テンプレート
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保持部とデバイス情報保持部が保持する情報をユーザに提示し、ユーザが提示されたテン
プレートの中から所望のテンプレートを選択することに応じて、さらに、当該所望のテン
プレートの各機能に対して使用するデバイスをユーザに選択させることにより、仮想機器
定義データを生成する。
【００５１】
　したがって、本発明の通信中継装置によれば、サービス利用のための仮想機器を組み立
てるためのユーザインタフェースをもつため、ユーザが簡単にテンプレートと機器を選択
して、サービス利用の仮想機器の構成を作ることができる。
【００５２】
　好ましくは、外部通信インタフェースを用いて新たなテンプレートを入手し、テンプレ
ート保持部に追加するためのテンプレート導入部をさらに備える。
【００５３】
　したがって、本発明の通信中継装置によれば、新たなサービスに対するテンプレートを
サービス提供者が作成し、配布できる。従来の機器を組み合わせてサービスを利用する方
法を簡単にユーザに提供することができる。
【００５４】
　好ましくは、デバイス情報保持部は、各機能に対しデフォルトデバイスとして、内部ネ
ットワーク上の第２の機器を登録し、テンプレート保持部は、新たなテンプレートが追加
されると仮想機器定義部に通知し、仮想機器定義部は、新たなテンプレートが追加された
通知を受けるとデバイス情報保持部がもつデフォルトデバイスの情報をもとに仮想機器定
義データの作成、登録を行なう。
【００５５】
　したがって、本発明の通信中継装置によれば、新しいテンプレートが通信中継装置にダ
ウンロードされた時に、その通信中継装置で各機能に指定されたデフォルト機器を用いて
自動的に仮想機器の定義を作ることができるため、ユーザは仮想機器定義データを作成せ
ずとも新しいサービスを利用できるようになる。
【００５６】
　この発明のさらに他の局面では、通信中継装置は、映像コミュニケーションサービスに
関する通信を、映像と音声、およびその通信方向によって分類し、それぞれを宅内のネッ
トワーク上の複数の機器に接続して、通信を中継する。
【００５７】
　したがって、通信中継装置が接続可能なネットワーク上の複数の機器で映像、音声をも
ちいたコミュニケーションサービスを利用することができる。
【００５８】
　この発明のさらに他の局面では、通信中継装置は、ビデオコンテンツ配信サービスにお
ける通信を、コンテンツの映像データと音声データ、および、そのビデオ配信の認証、課
金を含む制御に分類し、それぞれをネットワーク上の複数の機器に接続して通信を中継す
る。
【００５９】
　したがって、通信中継装置が接続可能なネットワーク上の複数の機器で、ビデオコンテ
ンツをリクエストし、視聴することができる。
【００６０】
　すなわち、本発明に係る通信中継装置によると、ユーザはネットワーク上のサービスを
複数の機器の機能を組み合わせて、利用することが可能になる。
【００６１】
　あるいは、利用したいサービスの構成機能定義するテンプレートをもとに、それに利用
する個々の機器を自由に選択して、サービス利用のための仮想的な機器を通信中継装置に
登録することができる。
【００６２】
　あるいは、サービス提供者は、新たに提供するサービスを考案した際に、同時にそれを
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利用するために必要な機能に分解したテンプレートを定義することにより、ユーザに新た
な専用の機器やアプリケーションなしで、中継機器上にテンプレートを用いて定義した仮
想機器でサービスを提供することが可能になる。
【００６３】
　あるいは、装置は自身が持たない機能についての通信を、その機能をもつほかの通信可
能な機器に中継することで単体では利用できないリッチな機能をサポートすることができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６４】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施例について説明する。以下の説明では、同一の
部品には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがって、
それらについての詳細な説明は繰り返さない。
【００６５】
　［実施例１］
　図１は、本発明の通信中継装置１０００の構成と、通信中継装置１０００のネットワー
クへの接続を説明するための概略ブロック図である。
【００６６】
　図１を参照して、通信中継装置１０００は、インターネットなどの宅外の外部ネットワ
ーク１１３を介して通信を行なうための外部通信インタフェース１１と、家庭内ＬＡＮな
どの宅内ネットワーク１１５を介して宅内の機器と通信を行なうための内部通信インタフ
ェース１２と、外部通信インタフェース１１と内部通信インタフェース１２とを用いて、
宅外ネットワーク１１３上の機器と宅内の内部ネットワーク１１５上の内部機器１１６，
１１７との通信を中継する通信中継部１３と、宅内のネットワーク１１５に接続している
内部機器１１６，１１７の情報を保持するデバイス情報保持部１４とを備える。
【００６７】
　なお、以下の説明では、通信を行なうために両者でネゴシエーションした結果の接続（
コネクション）をしばしばセッションと呼んでいる。セッションとは、インターネット技
術においてアプリケーション等が通信する論理的な接続であり、たとえば、 VoIPを用いた
インターネット電話においては、電話をかける側 (発呼側 )とかけられる側（着呼側）でシ
グナリングを行なってネゴシエーションした結果合意がとれるとセッションが確立される
。セッションを用いて通信するとは、その合意に基づいて音声データをやりとりすること
で、その結果、音声通話が実現される。
【００６８】
　通信中継装置１０００は、さらに、宅内のユーザが通信中継装置１０００内の機能を利
用するためのキーボード、もしくはボタン、マウスなどの入力部１５と、ユーザに通信中
継装置１０００内で保持している情報を表示するための液晶パネルなどの表示部１６と、
入力部１５と表示部１６とを用いるユーザと対話して仮想機器を定義する仮想機器定義部
１７と、仮想機器定義部１７において定義された仮想機器に関する情報を保持、管理する
仮想機器管理部１８と、外部通信インタフェース１１を使って、宅外ネットワーク１１３
上のサービスプロバイダなどのサーバ機よりサービスの機能を定義したサービステンプレ
ートデータを機器上に取り込むテンプレート導入部１９と、テンプレート導入部１９が入
手したテンプレートデータを通信中継装置１０００上の利用可能なサービステンプレート
として保持、管理するテンプレート保持部１１０と、外部通信インタフェース１１を使っ
て、宅外ネットワーク１１３上のサービスプロバイダなどのサーバ機より通信中継部１３
が中継する際のデータ変換に利用する変換プログラムを入手するライブラリ導入部１１１
と、ライブラリ導入部１１１がダウンロードしたプログラムを通信中継装置１上で保持、
管理するライブラリ保持部１１２とを備える。すなわち、通信中継装置１０００は、外部
ネットワーク１１３上にあるサービス１１４を、内部ネットワーク１１５上の内部機器１
１６，１１７から利用可能とするものである。
【００６９】
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　なお、ここで言う通信中継装置１０００からみて「外部ネットワーク」とは、提供され
る通信サービスのある側のネットワーク、「内部ネットワーク」とは、通信中継装置を介
してサービスを利用するための機器が接続されている側のネットワークである。また、「
ネットワーク」とは、通信のための回線に接続された複数の機器の間のいずれの間でも、
通信の確立のための所定の処理を行なえば、通信可能となる通信網をいうものとする。ま
た、あるネットワーク上の複数の機器は、当該ネットワーク上の「通信中継装置」を介し
て、他のネットワーク上の機器と通信可能であるものとする。
【００７０】
　以下では、本発明の構成の例について、内部機器１１６，１１７の具体例として、ＩＰ
（インターネットプロトコル）電話機２６、ｗｅｂカメラ２５、ネットワークテレビ２７
を使ったテレビ電話サービスを用いて説明する。
【００７１】
　図２は、このような本発明により実現されるテレビ電話の構成を説明するための概念図
である。
【００７２】
　通信中継装置１０００上の仮想機器管理部１８は、外部ネットワーク１１３、たとえば
、インターネットを介して接続するＴＶ電話機２１との間で、ＴＶ電話サービスを利用す
るための「仮想機器１」の仮想機器定義データを保持する。
【００７３】
　図３は、このような仮想機器定義データの例を示す図である。図３の例において、仮想
機器定義データは、仮想機器ＩＤ（この例では仮想機器１）、仮想機器名称、サービス名
称、サービス機能、機能、変換ライブラリの情報で構成される。
【００７４】
　「仮想機器ＩＤ」は、仮想機器管理部１８が仮想機器定義データを識別するための識別
データである。「仮想機器名称」は、仮想機器につけた名前であり、「サービス名」は、
この機器により利用できるようになるサービスの名称である。
【００７５】
　「サービス機能」は、この機器により利用できるようになるサービスの機能名である。
「機能」は、サービスの個々の機能について、通信するための情報である。たとえば、機
能とは、「音声出力」、「音声入力」、「映像出力」、「映像入力」などの情報である。
【００７６】
　各機能は、特に限定されないが、たとえば、図３に示すとおり、次のフォーマットで記
述する。
【００７７】
　機能名（データ発信機器名（外部機器の場合、“＿”と記載） ,
　　　　　発信データを受ける通信中継装置のポート番号 ,
　　　　　発信データプロトコル , 
　　　　　発信データフォーマット ,
　　　　　データ受信機器名（外部機器の場合、“＿”と記載） ,
　　　　　データ受信機器がデータを受けるポート番号 ,
　　　　　受信データプロトコル , 
　　　　　受信データフォーマット）
　「変換ライブラリ」は、発信データと受信データでフォーマットが異なる場合、変換用
ライブラリの情報があるときに、記述される。
【００７８】
　変換用ライブラリの情報は、
　 (入力データ , 出力データ ):ライブラリの所在ＵＲＬ
で記述する。
【００７９】
　通信中継部１３は、内部ネットワーク１１５上のＩＰ電話２６から発呼する先の外部ネ
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ットワーク上の機器、または着呼した際の通信元の外部ネットワーク機器を、上述した「
仮想機器定義データ」の記載中の“＿”の部分に当てはめる。
【００８０】
　そして、そのような当てはめに従って、仮想機器定義データに書かれたポートで受け取
ったデータは、指定された機器の指定のポートに送られる。これによって、サービスに必
要なデータの中継を行なう。
【００８１】
　以上、ＩＰ電話機２６、ｗｅｂカメラ２５、ＴＶ２７と通信中継装置１０００を用いて
ＴＶ電話サービスを利用する例について説明した。
【００８２】
　すなわち、ＴＶ電話サービスを各機能に分解してみると、音声電話を行なうための機能
と、映像の送受信を行なう機能で構成されている。音声電話機能はＩＰ電話機２６が持つ
機能であり、映像の送受信は、ネットワーク接続されたｗｅｂカメラ２５やＴＶ２７が本
来持っている機能の一部である。
【００８３】
　したがって、実施例１の通信中継装置１０００では、所望のサービス、たとえば、ＴＶ
電話サービスに対し、それを利用するための機能とその機能のための機器を指定し、それ
ぞれの機能を持つ機器ごとにデータを振り分けて送ったり、個々の機器からの受け取った
データをまとめて送信したりする。このような通信中継装置１０００により、たとえば、
ＩＰ電話機２６、ｗｅｂカメラ２５、ＴＶ２７等の内部ネットワーク１１５上の機器のそ
れぞれの機能または機能の一部を組み合わせて通信データの制御を行なうことにより、Ｔ
Ｖ電話サービスなどの所望のサービスのための専用機器が、内部ネットワーク１１５上に
存在しない場合でも、当該所望のサービスを利用することができる。
【００８４】
　［実施例２］
　実施例１の本発明では、仮想機器定義データ中に、通信に使用するポートなどの情報が
書かれており、特に接続要求、応答時に通信に使用するポートなどの情報のやりとりをせ
ず、通信を行なうことができた。
【００８５】
　以下に説明する実施例２でも、ＴＶ電話サービスを例にとると、ＩＰ電話機２６、ｗｅ
ｂカメラ２５、ＴＶ２７と通信中継装置１０００を用いてＴＶ電話サービスを利用する点
で、実施例１と同様なデータの送受信を行なう。
【００８６】
　しかしながら、実施例２では、接続確立時にデータ送受信するための情報をやりとりし
、データ送受信のセッションを管理する。
【００８７】
　以下の説明で明らかとなるように、実施例２の通信中継装置の構成は、図１の通信中継
装置１０００の構成と基本的には同様であり、主として、通信中継装置１０００内の通信
中継部１３の構成および動作にその特徴がある。
【００８８】
　図４は、実施例２におけるＴＶ電話サービスの仮想機器定義データを示す図である。
　図４に示した「仮想機器定義データ」においては、仮想機器の名前（ＩＤ）が「ＴＶ電
話１」で、「ＴＶ電話サービス」を利用し、「ＴＶ電話機能」を実現するものであること
が記述されている。
【００８９】
　さらに、図４に示した「仮想機器定義データ」においては、発呼、着呼機能はＳＩＰ（
Session Initiation Protocol）で行ない、宅内のＩＰ電話１に中継する。一方、音声入
力、音声出力は、ＲＴＰ（ Realtime Transport Protocol）を用いてデータを送信する。
エンコードは、 G.711を用いる。
【００９０】
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　映像出力は、ＲＴＰを用いてデータ受信する。データはＪＰＥＧ（ Joint Photographic
 Experts Group）形式である。映像入力は、ＲＴＰを用いてデータ送信する。データはＪ
ＰＥＧ形式である。
【００９１】
　音声入出力、映像入出力、発呼、着呼の全てが必要であることの記述である。
　図５は、デバイス情報保持部１４に格納される、宅内ネットワーク上のデバイス情報デ
ータを示す図である。
【００９２】
　図５を参照して、デバイス情報データには、内部機器１は、ＩＰ電話１で、プライベー
トＩＰアドレスは 192.168.1.1であることが記述される。入力音声は、ＲＴＰ、 G.711で送
信する。出力音声はＲＴＰ、 G.711で受信する。発呼はＳＩＰを用いて行なう。着呼はＳ
ＩＰを用いて行なう。
【００９３】
　さらに、デバイス情報データには、内部機器２は、ｗｅｂカメラ１で、アドレスは 192.
168.1.2であることが記述される。入力映像は、接続にはＳＩＰを用い、ＲＴＰでＪＰＥ
Ｇ形式のデータを送信する。
【００９４】
　さらに、デバイス情報データには、内部機器３は、テレビ１で、アドレスは 192.168.1.
3であることが記述される。出力映像は、接続にはＳＩＰを用い、ＲＴＰでＪＰＥＧデー
タを受信する。
【００９５】
　仮想機器定義データは仮想機器管理部１８内に格納され、デバイス情報データはデバイ
ス情報保持部１４に格納される。
【００９６】
　通信中継部１３は、仮想機器定義データとデバイス情報データを使用して、通信の中継
を行なう。
【００９７】
　図６は、図１に示した通信中継装置１０００において、データ通信のセッション管理を
行なう実施例２の通信中継部１３の構成を示す概略ブロック図である。
【００９８】
　また、図７は、ＴＶ電話サービスで接続され、実現されるデータ通信の例を示す概念図
である。
【００９９】
　まず、図６を参照して、通信中継部１３において、外部通信部５１は、外部通信インタ
フェース１１が受信したパケットを受け取り、パケットを解析して、受信メッセージを抽
出した上で、メッセージ中継部５２に受け渡し、外部通信インタフェース１１を用いて外
部ネットワーク１１３上の機器に対してメッセージ中継部５２の作成したメッセージの送
信を行ない、また、外部ネットワーク１１３から特定のポートに届いたデータをデータ中
継部５５に受け渡し、さらに、外部機器に対しポートを指定してデータ中継部５５から受
けたデータを送信する。
【０１００】
　図６および図７に示した例では、外部通信部５１は、外部ネットワーク１１３上のＴＶ
電話機６１が送信した接続要求メッセージを抽出し、メッセージ中継部５２に受け渡し、
さらに、メッセージ中継部５２の作成した接続要求応答を送信させる。
【０１０１】
　メッセージ中継部５２は、外部通信部５１、内部通信部５３から、受信したリクエスト
や応答などのメッセージを受け取り、中継処理を行なう。中継処理としては、メッセージ
の内容を解析し、メッセージの宛先である仮想機器定義データの情報を仮想機器管理部  
１８から、それに使用されている宅内機器に関する情報をデバイス情報保持部１４から取
得し、それをもとにメッセージ送信先を決定し、新たなメッセージを作成する。そして、
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外部通信部５１、内部通信部５３にメッセージ送信の依頼を行なう。
【０１０２】
　また、メッセージ中継部５２は、メッセージを中継する際にメッセージから得られた情
報をもとに、宅内機器と宅外機器との間でデータ送受信の接続が張られたり、解消したり
することに関する情報をセッション管理部５４に受け渡す。
【０１０３】
　図８および図９は、ＴＶ電話サービスにおいて、内部ネットワーク１１５側の機器に対
する着呼があった場合の接続確立までの流れを示す図である。
【０１０４】
　図８および図９に示すセッション確立までの例では、メッセージ中継部５２は、接続要
求メッセージ（１）からＴＶ電話１の定義情報をもとに、（３）－ａ、（３）－ｂ、（３
）－ｃの接続要求メッセージ（接続リクエスト）を作成し、それぞれの機器に送信するよ
う内部通信部５３に指令し、さらに、内部通信部５３から受け取る応答（４）－ａ、（４
）－ｂ、（４）－ｃをもとに、接続要求応答メッセージ（６）を作成して、外部通信部５
１に送信を指示する。
【０１０５】
　図８および図９において、内部通信部５３は、内部通信インタフェース１２が受信した
パケットを受け取り、パケットを解析して、受信メッセージを抽出し、メッセージ中継部
５２に受け渡し、さらに、内部通信インタフェース１２を用いて内部ネットワーク１１５
上の機器に対してメッセージ中継部５２の作成したメッセージの送信を行ない、また、内
部ネットワーク１１５から特定のポートに届いたデータをデータ中継部５５に受け渡し、
内部機器に対しポートを指定してデータ中継部５５から受けたデータを送信する。
【０１０６】
　まず、図８は外部から着信する場合の例で、内部通信部５３は、メッセージ中継部５２
が作成した（３）－ａ、（３）－ｂ、（３）－ｃの接続リクエストを各機器に送信し、さ
らに、各機器から受信した応答（４）－ａ、（４）－ｂ、（４）－ｃをメッセージ中継部
５２に受け渡す。
【０１０７】
　セッション管理部５４は、メッセージ中継部５２からデータ送受信の接続の確立や解消
についての情報を取得し、通信中継装置上でのデータの中継のためのセッション情報を保
持、管理し、データ中継部５５にどのようにデータ中継するかの指示を行なう。
【０１０８】
　次に、図９に示すとおり、内部ネットワーク１１５側の機器からの発呼するためには、
ＩＰ電話１６６から SＩＰ接続要求が通信中継装置１０００に対して送信される。その際
、ＩＰ電話１６６は、発信時に通信中継装置１０００に対し、どの仮想機器で外部発信す
るかを指定する必要がある。ＩＰ電話１１６は、発信元を示す” From行”に任意のアドレ
スを設定して、接続要求する機能をもつため、通信中継装置は” From行”からどの仮想機
器を用いるかを判断できる。ＴＶ電話１を指定した場合、サービス利用に必要な機器（ｗ
ｅｂカメラ１  ６５、テレビ  ６７）全てへの接続要求を行ない、全てと接続確立した後、
ＴＶ電話機  ６１に送信される。
【０１０９】
　図１０は、図７のＴＶ電話の場合で、メッセージ中継部５２から受け渡された情報をも
とに作成するセッション情報データの例を示す図である。
【０１１０】
　図１０を参照して、セッションを識別するためのセッション識別情報 sessionIDは、図
７のＴＶ電話の例では、呼識別情報 call-IDを利用する。メッセージ中継部５２より、Ｔ
Ｖ電話の確立した時点で、以下の情報がセッション管理部５４に送られる。
【０１１１】
　・外部音声送信先（ 12345@ＴＶ電話 , ＴＶ電話機 :port2-1A, RTP, G.711）
　・外部映像送信先（ 12345@ＴＶ電話 , ＴＶ電話機 :port2-1V, RTP, ＪＰＥＧ）
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　・外部からの音声受信ポート（ 12345@ＴＶ電話 , port2-3Ao, RTP, G.711）
　・外部からの映像受信ポート（ 12345@ＴＶ電話 , port2-3Vo, RTP, ＪＰＥＧ）
　・内部音声送信先（ 12345@ＴＶ電話 , ＩＰ電話１ :port2-6A, RTP, G.711）
　・内部映像送信先（ 12345@ＴＶ電話 , テレビ 1:port2-7V, RTP, ＪＰＥＧ）
　・内部からの音声受信ポート (12345@ＴＶ電話 , port2-3Ai, RTP, G.711)
　・内部からの映像受信ポート (12345@ＴＶ電話 , port2-3Vi, RTP, ＪＰＥＧ )
　セッション管理部５４は、この情報をもとに内部と外部で同種のデータを中継するよう
に組み合わせて、データ通信を中継するためのセッション情報データを作成する。
【０１１２】
　データ中継部５５は、セッション管理部５４で作成、管理されているセッション情報に
従って、外部通信部５１、内部通信部５２と連携して、外部通信インタフェース１１、内
部通信インタフェース１２を使用してデータの送受信を行なう。
【０１１３】
　セッション管理部５４では、セッション情報データによってセッションを管理する。
　図１０に示したセッション情報データのデータフォーマットは、セッション管理部５４
がセッションを識別するための IDと、データを中継するための中継情報からなる。
【０１１４】
　「中継情報」は、データ種別（ audio, video, etc）ごとに、外部ネットワーク１１３
から内部ネットワーク１１５へのデータ送信 (OUT→ IN)と内部ネットワークから外部ネッ
トワークへのデータ通信 (IN→ OUT)の２種類の中継の定義を含む。
【０１１５】
　それぞれの中継の定義は、特に限定されないが、たとえば、以下のように記述する。
　（  (データ送信元の機器 , 中継装置でデータを受けるポート , プロトコル , データ形式
),
　　　データ変換ライブラリ情報 ,
　　　 (データ送信先の機器 , データ送信先機器がデータを受けるポート , プロ
トコル , データ形式 ) ）
　図１０の場合、両方の機器で扱うデータ種が G.711、ＪＰＥＧといずれも一致している
のでデータ変換ライブラリの情報は入っておらず、“＿”が記載されている。
【０１１６】
　データ中継部５５は、セッション管理部５４が保持しているセッション情報データ内で
、データを受信することになっているポートを監視し、届いたデータはセッション情報デ
ータで指定されている送り先の機器のポートに送信する。
【０１１７】
　以上のように、メッセージ中継部５２で、図８の接続処理を行ない、その結果を受けた
セッション管理部５４が図１０のセッション情報データをもってセッションの管理を行な
い、データ中継部５５がセッション管理部５４の持つ図１０のセッション情報データに基
づいて図７に示すデータ送受信を行なう。
【０１１８】
　つまり、以上の説明の例では、図８はＴＶ電話の例での接続確立までの流れを示し、そ
れによって図７のようなＴＶ電話のデータ送受信が行なわれる。
【０１１９】
　以上の説明をもとに、接続要求、応答のメッセージの情報を示す図８をさらに詳しく説
明する。
【０１２０】
　図８において、メッセージは、メッセージデータそのものではなく、それに含まれる主
要な情報を書き出したものである。また、接続にはＳＩＰを用いた例であるが、それに限
るものではない。
【０１２１】
　（１）ＴＶ電話機６１より、通信中継装置１０００上の「仮想機器１」に対し、ＳＩＰ

10

20

30

40

50

(16) JP 3795507 B2 2006.7.12



を用いて接続要求（発呼）を行なう。接続要求メッセージ中には、ＴＶ電話機６１が音声
、および映像のデータを受けるポート情報 (port6-1A, port6-1V)を含む。
【０１２２】
　（２）通信中継装置１０００は、通信中継部５７で接続要求メッセージを受け取る。メ
ッセージから「ＴＶ電話１」への接続要求であることが分かるので、仮想機器管理部１８
の仮想機器定義データを参照する。通信中継装置１０００は、発呼、着呼機器、音声入出
力機器がＩＰ電話１、映像入力機器がｗｅｂカメラ１、映像出力機器がテレビ１であるこ
とを認識する。
【０１２３】
　（３）通信中継装置１０００の通信中継部１３は、着呼機能デバイスであるＩＰ電話１
、ｗｅｂカメラ１、テレビ１に関する情報をデバイス情報保持部１４から入手し、ＩＰ電
話１に対し音声入出力の接続リクエスト（（３）－ａ）、ｗｅｂカメラ１に映像入力用の
接続リクエスト（（３）－ｂ）、ｗｅｂカメラ１に映像出力用の接続リクエスト（（３）
－ｃ）を行なう。接続リクエスト内には接続後、通信中継装置１０００がデータを受ける
ポート情報が含まれる。ＩＰ電話１には音声受信ポート (port6-3Ai)、ｗｅｂカメラ１に
は映像受信ポート (port6-3Vi)が指定される。
【０１２４】
　（４）ＩＰ電話１は、通信中継装置１０００からの接続リクエストを受信し、呼び出し
音を鳴らし、ユーザがフックアップすると通信中継部５７に応答を返し (（４）－ａ )、デ
ータ通信可能になる。この応答には音声を受信するポート情報 (port6-6A)が含まれる。ｗ
ｅｂカメラ１は映像入力用の接続要求を受け、それに含まれる映像データの送信先を確認
し、応答を返す (（４）－ｂ )と同時に、そこに接続リクエスト内にあった映像データ送信
先に映像の送信を開始する。テレビ１は映像出力用の接続リクエストを受け、映像データ
を送信する先のポート情報 (port2-7V)を含む応答を返す (（４）－ｃ )。
【０１２５】
　（５）通信中継部１３は、送信した３つの接続リクエストに対して、全ての応答を受け
取ると、ＴＶ電話機６１に返す応答メッセージを作成する。全てがＯＫならばＯＫを返し
、いずれかがＯＫでなければ接続失敗を返す。ＯＫの場合、応答メッセージには通信中継
装置１０００がＴＶ電話１として音声データ、映像データを受け付けるポート情報 (port6
-3Ao, port6-3Vo)を含む。
【０１２６】
　（６）（５）で作成した応答をＴＶ電話機６１に送信する。
　以上説明したＴＶ電話サービスの例では、図８に示したように、接続要求（接続リクエ
スト）に対し、全ての機器への要求に対する応答を受けて初めてサービス利用可能とする
ことが必要であり、通信中継装置１０００内の通信中継部１３は、送信した全てのリクエ
ストからの応答を待って、ＴＶ電話機に応答を返す。
【０１２７】
　このような構成によって、リクエスト、応答の送受信を行ない、それによってデータ送
受信を行なうための情報をセッションとして管理するため、それを用いて指定機器へのデ
ータ送受信の制御することができ、複数機器でのサービス利用が可能になる。さらに、仮
想機器定義データに含まれる全ての機器と通信可能になってはじめて利用開始できるよう
なサービスを利用できるようになる。
【０１２８】
　［実施例３］
　図１１は、実施例３の通信中継装置１０００を用いて、図３のＴＶ電話サービスとは異
なる仮想機器を使ったサービス利用の例を示す概念図である。
【０１２９】
　宅内にＩＰ電話機 (ＩＰ電話１  ９５、ＩＰ電話２  ９６ )が２台あるものとする。
　図１２は、図１１の構成での仮想機器定義データを示す図である。図１２に示すような
仮想機器を定義することによって、いずれのＩＰ電話機９５，９６でも着信を受けられる
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ようにする。
【０１３０】
　通信中継装置１０００は、実施例２の通信中継装置とは、仮想機器定義データ中の機能
リストのそれぞれに対し接続要求を行なう点は同じだが、最初に応答があった機器とのみ
データ送受信のセッションを張り、他の接続要求はキャンセルするようなメッセージ中継
部５２を備えることが特徴である。
【０１３１】
　図１２の定義データでは、ＩＰ電話機能をもつ、ＩＰ電話１  ９５とＩＰ電話３  ９６を
子機として登録し、着呼があるとＩＰ電話１  ９５とＩＰ電話３  ９６の両方に接続要求を
する。実施例３の通信中継装置１０００は、それに対する応答が先にあったほうのみ接続
し、それ以外には接続要求をキャンセルするメッセージを送信した後、接続した機器とデ
ータ送受信を行なう。
【０１３２】
　このようにして、仮想機器定義データに登録した機器のうち、最初に通信可能になった
機器を用いて、サービスを利用することができる。
【０１３３】
　［実施例４］
　以上説明した例は、メッセージ中継部５２の応答方法が固定的なものであった。
【０１３４】
　以下に説明する実施例４の通信中継装置１０００は、より柔軟な要求への応答ができる
ものである。
【０１３５】
　図１３は、実施例４の仮想機器定義データの例である。
　図１３に示すように、仮想機器定義データの例として、機能を必須な機能か、いずれか
で良いかをカンマ (,)とスラッシュ (/)で区別して記述する。
【０１３６】
　メッセージ中継部５２で、仮想機器定義データを参照し、カンマで区切られた機能もス
ラッシュで区切られた機能も全てについてリクエストを送る。
【０１３７】
　これに対応して、カンマで区切られたものについてはそれに対する全ての応答が返るの
を待ってすべてをあわせた応答メッセージを作成する。一方、スラッシュで区切られたも
のについては、それぞれのリクエストに対するいずれか１つの応答が返ればそれのみを使
用して応答メッセージを作成する。
【０１３８】
　図１３の仮想機器データの例の場合、ＩＰ電話１とＩＰ電話３に対し接続要求が送信さ
れるが、ＩＰ電話１から先にＯＫの応答があれば、そちらと外部機器とのデータ送受信の
セッションを張り、ＩＰ電話３には接続要求取り消しのメッセ－ジが送られる。
【０１３９】
　上記のような図１３の仮想機器定義データと、上述のような処理を行なうメッセージ中
継部を仕様にもつ通信中継装置によって、図１１のようなＩＰ電話機を子機として利用す
る例が実施できる。
【０１４０】
　仮想機器定義データ内に複数の機器からの応答の扱い方を記述できるため、様々な通信
タイプのサービスを利用できるようになる。
【０１４１】
　［実施例５］
　実施例３と比較して、実施例５では、たとえば、ＴＶ電話サービスで、データ種は同じ
だが、通信するデータの形式・エンコードが異なる場合の構成を説明する。したがって、
実施例５の通信中継装置１０００の構成も、基本的には、実施例３と同様である。
【０１４２】
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　図１４は、実施例５の通信中継装置１０００のデータ中継部５５の行なう処理を説明す
るための概念図である。
【０１４３】
　図１４では、データ中継部５５で音声データの形式を送信先が扱えるものに変換して送
信することを示している。
【０１４４】
　図１５は、図１４の仮想機器定義データを示す図である。この仮想機器定義データには
、ＴＶ電話サービスがＲＴＰで G.711の音声データをやりとりすること、異なるデータフ
ォーマットに対応可能なように G.711と G.723.1の相互変換ライブラリ入手先情報が含まれ
ている。
【０１４５】
　図１６は、内部機器の情報であるデバイス情報データである。デバイス情報データには
、ＩＰ電話２　１２６は、音声データは G.723.1を扱うことが書かれている。
【０１４６】
　図１７は、図１５および図１６のデータから接続された際に生成されるセッションデー
タを示す図である。変換用のライブラリ入手先ＵＲＬについての情報が仮想機器定義デー
タから取り込まれている。
【０１４７】
　図８において説明したセッションの確立処理において、データ中継部５５は、セッショ
ン情報データで、受信データと送信データが異なった形式のデータの場合は、入力データ
と出力データの形式を指定し、データ変換部５６に送信可能な形式のデータに変換するプ
ロセスを生成させ、そのプロセスとの間で通信して、送信データ形式のデータを取得し、
送信する機能をもつ。
【０１４８】
　データ変換部５６が変換できない場合は、セッション管理部５４に中継できないことを
伝える。セッション管理部５４はセッションを削除するために、メッセージ中継部５２に
各接続を切断するメッセージを投げるように指令する。
【０１４９】
　データ変換部５６は、データ中継部５５から入力データと出力データの形式を指定して
リクエストを受けつけると、入力データと出力データの形式に合った変換を行ない、デー
タ中継部５５と入出力データの交換をできる変換プロセスを起動する機能をもつ。
【０１５０】
　プロセス内で実際に行なわれるデータ変換は、データ変換部５６内の機器組み込みコー
デック変換を利用する場合と、変換ライブラリと呼ぶソフトウェア変換を行なう場合があ
る。いずれの場合もデータ中継部５５と、データ変換部５６はそれぞれ１つのプロセスと
して実装し、プロセス間通信でデータのやりとりを行ない、データ中継部５５から受け取
ったデータを変換した後、データ中継部５５に送り返す。
【０１５１】
　データ変換部５６は、内部にハードウェアのサポートする機能を利用したコーデック変
換機能をもつ場合は、変換ライブラリを利用せず、内蔵の返還機能を使用する。
【０１５２】
　以上のような構成により、通信中継装置上で受信したデータを送信する際に、送信先が
受信できる形式に変換する機能をもつため、データ種は同じだが、フォーマットやコーデ
ックなどが異なるためにそのままのデータでは扱えない機器も利用できる。
【０１５３】
　また、変換ライブラリは、入力データストリームからのデータを変換して出力データス
トリームに書き出すプログラムであり、入力データ形式と出力データ形式ごとに、ライブ
ラリ保持部１１２に保持される。
【０１５４】
　データ変換部５６は、変換機能を内部に持たない場合は、ライブラリ保持部１１２に入
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出力データ形式を指定して、変換プログラムの起動を指示する。データ中継部５５からの
入力データを変換プログラムの入力へ、変換プログラムの出力をデータ中継部５５への出
力データとなるよう、プロセス間通信するための情報を橋渡しする。
【０１５５】
　ライブラリ保持部１１２にある変換プログラムは、中継装置１０００上で実行可能なプ
ログラムで、入出力用のプロセス通信データストリームを指定して起動される。データ変
換部５６から呼び出されるときに、入出力用のデータストリームの情報が渡される。この
変換プログラムは、それを起動すると１つのプロセスを起こし、データ変換部５６から渡
された入力データストリームからのデータを変換し、その結果をデータ変換部５６への出
力データストリームに書き出す仕様のプログラムである。
【０１５６】
　ライブラリ保持部１１２では、入出力のデータ形式とプログラム実体のテーブルを保持
しているため、データ変換部５６は、入出力それぞれのデータ形式とデータストリームを
指定して起動できる。
【０１５７】
　以上のようにして、ライブラリ保持部１１２で保持されるプログラムを使用して、デー
タの変換を行なったうえで、通信することにより、データ変換手順をライブラリとして別
に保持、管理できるようになっているため、後から新たな機能をライブラリとして追加す
ることが可能である。
【０１５８】
　ここで、ライブラリ保持部１１２に適切なライブラリがない場合、データ変換部５６は
データ中継部５５からセッション情報データより入出力データ形式とそのライブラリの入
手先のＵＲＬを取得し、ライブラリ導入部１１１に対しそれを使ってライブラリのダウン
ロードの依頼を行なう。ライブラリ導入部１１１は、受け取ったダウンロード依頼に含ま
れるＵＲＬをもとにプログラムのダウンロードを行ない、入出力データ形式とともにダウ
ンロードしたプログラムはライブラリ保持部１１２に登録する。ライブラリ導入部１１１
は、ライブラリ入手に成功した場合は、再度、データ変換部５６に変換を依頼する。
【０１５９】
　以上のようにして、ライブラリをダウンロードにより入手できるため、必要なライブラ
リを動的に入手することができる。
【０１６０】
　［実施例６］
　図１８は、実施例６のＴＶ電話を実施する仮想機器定義データの例を示す図である。
【０１６１】
　この場合の「ＴＶ電話サービス２」は、音声、映像データの両方を含む mpeg-2のデータ
が通信される。また、ライブラリとして、 mpeg-2データを G.711の音声データとＪＰＥＧ
の映像データに分離できるライブラリ、および逆に G.711の音声データとＪＰＥＧの映像
データを合わせて mpeg-2データを作成するツールが仮想定義データ内に登録されている。
【０１６２】
　図１９は、実施例６の通信中継装置１０００の行なう処理を示す概念図である。
　図１９を参照して、通信中継装置１０００のメッセージ中継部５２は接続要求を受けた
際に、図１８の仮想定義データ中のライブラリ入出力データ形式から、ＴＶ電話１７１か
らのデータを映像と音声に分けて、それぞれの能力を持つ機器に接続し、通信すればよい
ことを判断する機能をもつ。このため、デバイス情報データは図４と同じ場合、図１９の
ような接続を確立する。
【０１６３】
　図２０は、図１９のような通信において生成されるセッション情報データを示す図であ
る。
【０１６４】
　この場合も、データ中継部５５は、図２０のセッション情報データをもとにデータの中
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継を行なうので、 port17-3AVoに届く mpeg-2のデータは、 ftp://lib.com/mpeg2-711ＪＰＥ
Ｇ .libからライブラリ保持部１１２に入手したライブラリを使って、 G.711の音声データ
とＪＰＥＧの映像データを抽出して、それぞれＩＰ電話１  １７６とテレビ１  １７７の po
rt17-6Aと port17-7Vに送る。
【０１６５】
　逆に、 port17-3Viに届くＪＰＥＧ映像データと port7-3Aiに届く G.711音声データは、 ft
p://lib.com/711ＪＰＥＧ -mpeg2.libからライブラリ保持部１１２に入手したライブラリ
を使って mpeg-2データに統合して、ＴＶ電話機１７１の port17-1AVに送る。
【０１６６】
　以上のような構成により、複数の種類のデータを一体化したデータが通信中継装置に向
けて送信されるような場合、それを分解して送信することで、分解された個々のデータな
らば扱える機器を使ってサービス利用することができる。
【０１６７】
　また、複数の機器を使って１つのサービスを利用している際、個々の機器からの出力そ
のままではサービスの相手が受け付けられない場合でも、通信中継装置上では個々の機器
から受信した複数のデータを相手が受け取れる形式にまとめて送信するため、サービスを
利用することができる。
【０１６８】
　［実施例７］
　以下に説明する実施例７の通信中継装置１０００は、これまでの実施例１～６で使用し
てきた仮想機器定義データの作成に、サービスに必要な機能を表すデータ「テンプレート
」を利用する構成である。
【０１６９】
　本発明で言う「テンプレート」とは、通信サービスを利用するために必要な能力の記述
であり、サービスの機能構成の情報ということもできる。そのようなテンプレートデータ
は、図１に示したテンプレート保持部１１０で保持され、仮想機器定義部１７がテンプレ
ート保持部１１０のテンプレートデータとデバイス情報保持部１４のデバイスデータをも
とに仮想機器定義データを作成する。
【０１７０】
　テンプレートデータは、入力部１５を用いて入力し、テンプレート保持部１１０に登録
することも可能であるし、また、サービスが提供される外部ネットワーク１１３側からＵ
ＲＬを指定してダウンロードするなどして入手、登録することもできる。
【０１７１】
　以下では、まず、ユーザが、入力部１５からテンプレートデータを入力するものとして
説明する。
【０１７２】
　図２１は、テンプレート保持部１１０に保持されるテンプレートデータの例を示す図で
ある。
【０１７３】
　テンプレート１は、ＴＶ電話機能を定義するもので、音声電話 , 映像入力 , 映像出力の
３つの機能で構成されていることを表現している。
【０１７４】
　テンプレート２は、やはりＴＶ電話機能を定義しているが、電話型呼制御 , 音声入力 , 
音声出力 , 映像入力 , 映像出力の５つに細分されたものである。
【０１７５】
　このように同じ機能でも、その機能のレベルによって、異なった表現が可能である。
　たとえば、テンプレート２の定義そのものがなくても、音声電話機能を定義するテンプ
レート３があれば、テンプレート１と組み合わせて、テンプレート２と同様の仮想機器を
構成することもできるような機能を仮想機器定義部１７にもたせることができる。
【０１７６】
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　電話型呼制御機能についても、テンプレート４のように、発呼、着呼の機能にテンプレ
ートを用いて、機能を分解することができ、階層的な機能の表現を可能にしている。
【０１７７】
　図２２は、仮想機器定義部１７で仮想機器定義データが作成されるまでの内部データの
変遷を示す図である。
【０１７８】
　すなわち、仮想機器定義部１７で、図２１のテンプレート群と図５に示したデバイス情
報データから、ＴＶ電話サービス１を指定して、図２２に示す処理にしたがって、仮想機
器定義データが作成される。
【０１７９】
　（１）サービス名称「ＴＶ電話サービス１」のテンプレートとして、テンプレート１、
またはテンプレート２が選択される。（図２１ではテンプレート２を選択）
　（２）構成機能のうち、他のテンプレートのサービス機能があれば、機能をそれで詳細
化する。
【０１８０】
　（３）デバイス情報保持部１４のもつデバイス情報データから、テンプレートデータの
各機能をもつ機器が抽出される。
【０１８１】
　（４）仮想機器管理部１８より仮想機器ＩＤを発行してもらい、仮想機器名称がつけら
れて、仮想機器定義データフォーマットのデータが作成される。
【０１８２】
　ここで、デバイス情報保持部１４に新たなデバイスが登録された際に、仮想機器定義部
１７にそれが伝えられ、仮想機器定義部１７は、そのデバイスがもつ能力を機能にもつテ
ンプレートをテンプレート保持部１１０から抽出し、それを使って仮想機器を定義するこ
とができる。
【０１８３】
　このようにして、サービスを個々の機能を表現した抽象的なデータ（テンプレート）を
扱えるようにすることで、テンプレートを使って、ユーザが自由に機器を設定でき、サー
ビス利用の機器構成がカスタマイズしやすくなる。また、同じサービスを利用する際に、
同じテンプレートに対して使用する機器構成を変えた定義も簡単に作ることができる。
【０１８４】
　新たな仮想機器を定義するためには、通信中継装置に新たな仮想機器作成の指示や、テ
ンプレートや使用する機器をユーザが指定する必要があるため、図１のように入力部１５
や表示部１６を使用する。
【０１８５】
　実施例７では以下のようにＧＵＩ（ Graphical User Interface）を用いている。
　図２３は、このようなＧＵＩによる処理を説明するためのフローチャートである。また
、図２４は、具体的に、テンプレートを指定し、それの各構成機能に内部機器をアサイン
していく際のＧＵＩの例を示す図である。
【０１８６】
　仮想機器定義部１７は、ＧＵＩをもち、図２３および図２４に示す手順で、テンプレー
トから仮想機器を作成、登録する。
【０１８７】
　以下に、ユーザが仮想機器定義部１７に含まれるＧＵＩを用いて対話的に仮想機器を作
成、登録する際の流れを示す。
【０１８８】
　図２３および図２４を参照して、まず、ユーザは「仮想機器作成」ボタンを押す（ステ
ップＳ１０２）。
【０１８９】
　応じて、仮想機器作成画面が現れる。そこにはテンプレート保持部１１０が保持してい
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るテンプレートから作成する仮想機器の利用可能なサービスのリストが表示される（ステ
ップＳ１０４）。
【０１９０】
　ユーザは、リストからサービスを選択する（ステップＳ１０６）。
　サービスに複数のテンプレートがある場合は（ステップＳ１０８）、複数のテンプレー
トが表示され、その中から選択する（ステップＳ１１０）。
【０１９１】
　一方、テンプレートがただ 1つの場合は（ステップＳ１０８）、自動的にそのテンプレ
ートが選択される。
【０１９２】
　続いて、機器設定画面が表示される。選択したテンプレートと機能のリストが表示され
る（ステップＳ１１２）。
【０１９３】
　ユーザが機能を選択すると、その機能を使用するための機器、もしくはテンプレート名
が表示されるので、希望のものを選択する（ステップＳ１１４）。
【０１９４】
　機器を選択した場合は、機器が設定され、機能リストの表示に戻る（ステップＳ１１２
）。なお、図２４は、ここまでの処理を示す。
【０１９５】
　テンプレートを選択した場合（ステップＳ１１４）は、テンプレートのデータを使って
展開された機能リストが表示される（ステップＳ１１８）。
【０１９６】
　全ての機能に機器が選択されると（ステップＳ１２０）、登録ボタンが選択可能になる
。ユーザが登録ボタンを押すと（ステップＳ１２２）、仮想機器管理部  １８に登録され
る（ステップＳ１２４）。
【０１９７】
　すなわち、全ての機能に機器の指定が終わると、登録ボタンが現れ、選択すると仮想機
器として登録可能になる。中止を選択すると登録されずに処理選択画面に戻る。
【０１９８】
　以上のような構成により、サービス利用のための仮想機器を組み立てるためのＧＵＩを
もつため、ユーザが簡単にテンプレートと機器を選択して、サービス利用の仮想機器の構
成を作ることができる。
【０１９９】
　［実施例７の変形例］
　実施例７の変形例では、テンプレートデータは、サービスが提供される外部ネットワー
ク１１３側からサービス提供者により与えられる構成である。
【０２００】
　したがって、実施例７の変形例の通信中継装置１０００によれば、新たなサービスに対
するテンプレートをサービス提供者が作成し、配布できる。このため、すでに家庭内等に
存在する機器を組み合わせてサービスを利用する方法を簡単にユーザに提供することがで
きる。
【０２０１】
　テンプレート導入部１９は、入力部１５、表示部１６を用いたＧＵＩを持ち、それによ
って指定されたＵＲＬのテンプレートデータを外部ネットワーク１１３からダウンロード
し、テンプレート保持部１１０にデータを追加する。
【０２０２】
　一方、デバイス情報保持部１４は、宅内機器の情報を登録する機能と登録されている機
器のうちから能力に対するデフォルト機器を登録し、さらに、入力部１５および表示部１
６を使用するためのＧＵＩを提供する。
【０２０３】
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　図２５は、デバイス情報保持部１４が管理するデフォルト機器を管理するための登録テ
ーブルの例を示す図である。
【０２０４】
　デバイス情報保持部１４が保持しているデバイス情報データ中の、能力のタイプ名と機
器名称のペアでデフォルト機器が登録される。
【０２０５】
　図２６は、登録画面を示す図である。
　デフォルト機器の一覧が表示された状態で、変更したい機器（映像出力のデフォルト機
器「テレビ１」）を選択すると、選択可能な映像出力機器のリストが表示され、希望のも
のを選択するとその機器に変更される。登録ボタンを押すと、デバイス情報保持部１４の
登録テーブルに登録される。
【０２０６】
　その上で、テンプレート保持部１１０は、新たなテンプレートが登録されると仮想機器
定義部１７に連絡する機能をもつ。
【０２０７】
　仮想機器定義部１７は、連絡を受けると新たに追加されたテンプレートを指定して、仮
想機器の作成を自動的に開始する。この処理は、基本的に、図２２で説明した処理と同様
である。ただし、その際、図２２の仮想機器作成で、機器を選択するところでは、デバイ
ス情報保持部１４がもつデフォルト機器登録テーブルを照会し、それを用いて仮想機器定
義データを作成する。
【０２０８】
　以下の処理は、実施例７と同様であるので、その説明は繰り返さない。
　以上のような構成により、新しいテンプレートが通信中継装置にダウンロードされた時
に、その通信中継装置で各機能に指定されたデフォルト機器を用いて自動的に仮想機器の
定義を作ることができるため、ユーザは仮想機器定義データを作成せずとも新しいサービ
スを利用できるようになる。
【０２０９】
　以上、実施例１～実施例７の変形例においては、主にＴＶ電話サービスを利用するため
の仮想機器、テンプレートを例に説明したが、本発明は、これらの構成に限定されるもの
ではない。
【０２１０】
　たとえば、幾つか他のサービスへの応用例を挙げると、たとえば、オンラインでのビデ
オ・オン・デマンドのようなサービスならば、仮想的なセットトップボックスを通信中継
装置上に定義することにより、ＴＶとリモコンやＰＣなどを用いた制御機器を定義するこ
とも可能である。制御用の通信は、制御機器と宅外のサーバとの間で行ない、認証やプロ
グラム選択を行ない、映像や音声の出力は外部のサーバから登録したＴＶへ送信されるよ
うになる。
【０２１１】
　また、たとえば、ｗｅｂカメラとマイクからの映像と音声の入力を統合して、宅外に発
信するようなサービスを考えると、ゲートウェイ上で音声と映像を統合して、 MPEGのよう
な音声と映像を一体となったデータにして発信するようなことも上記の通信中継装置で可
能である。
【０２１２】
　これまで、実施例１から実施例７までにおいて、本発明をホームゲートウェイ装置とし
てインターネット上のサービスを宅内ネットワーク上の複数の機器を用いて利用すること
を例に２つの異なるネットワークの間で中継する通信中継装置の実施例を説明したが、本
発明の通信中継装置は、異なるネットワーク間での利用に限定するものではない。また、
あらかじめ、仮想的な機器を中継装置において定義しておいて、それに従って中継するも
のに限定するものでもない。
【０２１３】
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　たとえば、図２７は単一の宅内ネットワーク内で映像コンテンツを提供するサービスに
おいて、リクエストで機器を指定して中継する構成の例である。
【０２１４】
　コンテンツコントローラ３００６は、通信中継装置３００２に、映像コンテンツサーバ
３００１が保持するコンテンツＩＤと、それを視聴するために使用する機器を指定したリ
クエストを発信する。通信中継装置３００２は指定のコンテンツを受信するための通信セ
ッションを映像コンテンツサーバ３００１に対して確立する。このセッションにおいては
MPEG-2の音声付の映像コンテンツが通信中継装置３００２にストリーム配信される。一方
、コンテンツを視聴する機器としてステレオＴＶ３００３が単独で指定した場合は、ステ
レオＴＶ３００３に上記の MPEG２ (Moving Picture Expert Group 2)映像コンテンツのデ
ータを送信するためのセッションを送信する。コンテンツを視聴する機器として、映像は
モノラルＴＶ３００４、音声はステレオ３００５とメディアごとに異なる機器を指定され
た場合は、 MPEG２データから映像データと音声データを分離し、それぞれを送信するため
のセッションをモノラルＴＶ３００４とステレオ３００５のそれぞれに確立し、映像コン
テンツデータの中継を行なう。
【０２１５】
　図２８は、図２７で説明した処理を実施する通信中継装置３００２の構成を示す図であ
る。
【０２１６】
　通信中継装置３００２は、 TCP/IPをサポートする家庭内ＬＡＮに接続し、家庭内ＬＡＮ
に接続された機器との通信を行なう通信インタフェイス３１０１を備える。
【０２１７】
　リクエスト解析部３１０２は、通信インタフェイス３１０１のあらかじめ規定したリク
エスト受信ポートで受信するデータを監視し、受信したデータから、リクエスト形式に従
ってコンテンツサーバとコンテンツ、視聴機器の情報を抽出し、それを指定してソース通
信部３１０３とターゲット通信部３１０４のそれぞれにセッション確立するよう要求を出
す。
【０２１８】
　ソース通信部３１０３は、リクエスト解析部３１０２からの要求に従って、指定のコン
テンツサーバ（映像コンテンツサーバ３００１）にコンテンツ受信のためのセッション確
立の処理を行なう。
【０２１９】
　ターゲット通信部３１０４は、リクエスト解析部３１０２指定の視聴機器にコンテンツ
受信のためのセッション確立要求を行なう。このときにデータの種類を分けて異なる機器
へのデータ送信セッションの確立が指定される場合がある。
【０２２０】
　リクエスト解析部３１０２は、ソース通信部３１０３、ターゲット通信部３１０４のそ
れぞれのセッション確立を確認すると、ソース通信部３１０３にコンテンツＩＤを指定し
て、コンテンツサーバ（映像コンテンツサーバ３００１）にコンテンツ送信開始を依頼さ
せる。
【０２２１】
　また、確立したセッションを指定して、受信したデータを中継するよう通信中継部３１
０５に指示する。この際、通信中継部３１０５は、確立したセッションでネゴシエーショ
ンされた情報から、受信したデータの分離中継やコーデック変換中継が必要と判断すると
、それに従った分離、変換などの処理を行なって通信の中継を行なう。
【０２２２】
　なお、この実施例では、リクエスト解析部３１０２は解析した結果から直接ソース通信
部３１０３とターゲット通信部３１０４にセッション確立の指示を出す。
【０２２３】
　図２９は中継のリクエストのフォーマットの例である。
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　図２９に示すリクエストフォーマットは、データ種ごとに指定した機器にデータを中継
する情報であり、そのものが仮想機器情報に相当する。
【０２２４】
　図２９を参照して、リクエストフォーマットは、ソース側とターゲット側をそれぞれ指
定でき、それそれで機器のＩＤ、接続、データ通信プロトコル、データ形式を含むデータ
種、コンテンツの指定や認証のための補足情報で構成されている。図２９の例の場合は、
sourceに続く {}内で記述の内容から、 serverIDの機器に対して SIPでセッションを張って
、 RTPで MPEG2の AVデータを通信する。通信するコンテンツは、 contentIDで指定のもので
ユーザ名 papa、パスワード passwdで認証できるものである。中継先は targetに続く {}内で
、 targetID1、 targetID2の機器に、それぞれ SIPでセッションを張り、 RTPで MPEG2の映像
、 mp3の音声を送信する。図２７の例ならば、 serverIDで映像コンテンツサーバ３００１
を指定し、 targetID1、 targetID2でモノラルＴＶ３００４、音声はステレオ３００５を指
定することになる。
【０２２５】
　図２７から図２８までに説明した実施例のように、受信したリクエストを解析して、デ
ータ種ごとに指定の機器に張ったセッション間で通信を中継することができる。
【０２２６】
　通信中継装置３００２は、宅内のＡＶコンテンツ視聴以外にも利用可能である。たとえ
ば、宅内の離れた部屋で映像コミュニケーションを行なうのに利用することもできる。
【０２２７】
　図３０は、宅内の離れた部屋で映像コミュニケーションを行なう場合の接続例を示す図
である。
【０２２８】
　ＩＰ電話機３３０１から、ソース側として、音声送受信するＩＰ電話機３３０１、映像
を出力するＴＶ３３０２、映像ソースを提供する映像サーバ３３０３を指定して、ＰＣ３
３０５上のＴＶ電話クライアントに発呼することによって、映像サーバが提供する映像を
ＴＶ３３０２とＰＣ３３０５に出力しながら、音声会話を行なうことができる。
【０２２９】
　図３１は、図３０の中継を行なうときの最初に送信されるリクエストを示す図である。
中継するセッションを指定するためには、このようにソースとターゲットの複数の組で指
定する。これによって、音声はＩＰ電話機３３０１とＰＣ３３０５の間の双方向のデータ
送受信と、映像サーバ３３０３の映像をＰＣ３３０５とＴＶ３３０２の両方への送信とい
う中継をリクエストできる。
【０２３０】
　さらに、図３２に示すように、共有している映像に対して、一方で情報を付加して、相
手と共有する場合がある。
【０２３１】
　たとえば、ＰＣ３３０５から「情報付加」のための中継切替リクエストを送信すると、
通信中継装置３００２は、リクエストを受け付けたタイミングから映像サーバ３３０３か
らの原映像をＰＣ３３０５のみに送信し、ＰＣ３３０５でユーザのマウス操作によりフォ
ーカスなどの追加情報を付加した加工映像をＰＣ３３０５に送信する。ＰＣ３３０５は加
工映像をＴＶ３３０２とＰＣ３３０５に対してコミュニケーション用の映像として中継す
る。
【０２３２】
　図３３は、そのときにＰＣ３３０５から通信中継装置３００２に送信する中継切替リク
エストの例を示す図である。ＩＰ電話機３３０１とＰＣ３３０５の音声通話用中継、映像
サーバ３３０３からＰＣ３３０５に原映像を送信する原映像提供用中継、ＰＣ３３０５で
加工した映像をコミュニケーション用に共有する加工映像共有用中継の、ソース、ターゲ
ット情報の組３つで構成されている。
【０２３３】
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　図２７から図３３に示した実施例は、実施例１から実施例７のように通信中継装置が、
あらかじめデータの種類ごとに接続する機器の組を作成しておいて、それに対して接続す
るという静的な仮想機器構成に対して、接続要求リクエストを用いて実際に中継する際に
データの種類ごとに接続先を指定する動的な仮想機器構成の例と言える。また、具体的に
リクエスト中に機器構成を指定しているが、具体的な機器は指定せず、実施例７で述べた
テンプレートを利用して接続先のサービスに対応するテンプレートを選択し、それを用い
て通信中継装置がサービス利用可能な機器選択して、接続し、通信を中継するという動的
な仮想機器構成の実施例もある。
【０２３４】
　図３４は、サービスで通信するデータの種類に関する情報であるテンプレートとネット
ワークに接続する機器の情報（デバイス情報）をもとに、リクエストから動的に機器を選
択してセッションを確立して通信中継することで複数の機器でサービスを利用可能にする
通信中継装置３７００の構成を示す図である。
【０２３５】
　通信インタフェイス３７０１は、通信中継装置３７００とネットワークを接続し、ネッ
トワーク上の装置と通信するためのインタフェイスである。インターネットと宅内ＬＡＮ
のように２つのネットワークに接続する場合は、通信インタフェイス３７０１内にそれぞ
れへの通信インタフェイスを持ち、それぞれを指定することで双方のネットワーク上の機
器と通信することができる。
【０２３６】
　リクエスト解析部３７０２は、ネットワーク上の装置からの通信中継のリクエストを受
信して、その内容を解析する。リクエスト解析部３７０２が受け付けるリクエストは利用
するサービス名称を SIP URLのユーザ名に指定した SIPの接続要求とし、図１０のテンプレ
ートのなかだと「ＴＶ電話サービス１」が指定されると、「テンプレート１」、「テンプ
レート２」が選択される。複数選択された場合のために、同一サービス名のテンプレート
はデフォルトで利用するものを指定してテンプレート管理部３７０４は保持している。
【０２３７】
　テンプレート選択部３７０３は、リクエスト解析部３７０２の解析結果をもとに、接続
先の機器、もしくはそれと利用サービス種から仮想機器構成のためのテンプレートをテン
プレート管理部３７０４から取得する。
【０２３８】
　テンプレート管理部３７０４は、接続先の機器、またはサービスの種類を指定して、保
持するテンプレート、もしくは接続先機器、またはテンプレートサーバから利用可能なテ
ンプレートを検索して、テンプレートをテンプレート選択部３７０３に返す。
【０２３９】
　たとえば、インターネット上のＴＶ電話サービスから着信する場合、デバイス情報管理
部３７０５に問い合わせ、指定のＩＰ電話機がＴＶ電話サービスをサポートしないことが
分かると、テンプレート管理部３７０４が持つテンプレート、もしくはインターネット上
のテンプレートサーバから指定のＴＶ電話サービスに合致するテンプレートをダウンロー
ドして、テンプレート選択部３７０３に返す。
【０２４０】
　テンプレート選択部３７０３は返されたテンプレートを指定して仮想機器構成部３７０
６に仮想機器構成を依頼する。複数のテンプレートが返された場合には、接続先の機器、
もしくが通信中継装置３７００からユーザにどのテンプレートを使用するか問い合わせる
。仮想機器構成部３７０６はテンプレートに記述された各機能を満たす機器をデバイス情
報管理部３７０５から選択して仮想機器定義データを作成する。テンプレートから仮想機
器定義データを作成することについては実施例７と同様なので詳細は省略する。
【０２４１】
　作成された仮想機器定義データを指定してセッション確立部３７０７に通信中継のため
のセッション確立を依頼する。

10

20

30

40

50

(27) JP 3795507 B2 2006.7.12



【０２４２】
　セッション確立部３７０７は、仮想機器定義データを構成する各機器に所定のデータを
通信するためのセッション確立の要求を行なう。仮想機器を構成する機器とのすべてのセ
ッションが確立すると、リクエスト元とのセッションも確立して、すべてのセッションの
情報を通信中継部３７０８に渡す。
【０２４３】
　通信中継部３７０８はセッション確立部３７０７から受け取ったセッション情報に従っ
て各セッションで受信されるデータを適切なセッションに中継して送信する。なお、中継
するデータのコーデックやフォーマットに違いがある場合には変換する機能を持ち、変換
不能ならば外部からダウンロードして変換機能を追加する機能を含む。
【０２４４】
　以上のような図３４の構成の通信中継装置を実施することによって、仮想機器を指定せ
ずに、サービスを指定して接続要求し、指定のサービスのテンプレートを利用して、動的
に仮想機器情報データを作成して、請求項１から７と同様にサービス利用を可能にする中
継を実施できる。
【０２４５】
　コンテンツ共有しての音声コミュニケーションでコンテンツにフォーカスなどの付加情
報を付ける１つの方法を図３２、図３３で示したが、他に従来のセッションはそのままに
して、映像に付加する付加情報と映像に付加するタイミング情報を中継装置に送信し、中
継装置で蓄積した映像に情報付加した双方の映像出力装置に送信する実施例もある。図３
５はその例での通信セッションとリクエスト送信を表した図である。
【０２４６】
　また、図３６で示すように、リクエストによって中継するセッションを追加する実施例
もある。図３６（ａ）では、ＰＣとＩＰ電話機で音声通話を行なっていた状態において、
ＩＰ電話機から映像サーバ３９０３とＴＶ３９０２を指定したリクエストを送信する。通
信中継装置３００２はリクエストを解析して、現在のＰＣ３９０５とＩＰ電話３９０１の
間で中継していた音声通話のセッションに加えて、図３６（ｂ）に示すように、映像サー
バ３９０３から映像コンテンツを受信するためのセッションと、ＴＶで映像コンテンツ出
力するためにＴＶ３９０２への映像送信のセッションを新たに張り、さらにＰＣ３９０５
とのセッションは映像も送信できるものに更新することで、映像コンテンツを共有しなが
ら通話コミュニケーションを続行する。
【０２４７】
　図３７は既に張ったセッションに新たにセッションを追加するメッセージの例を示す図
である。先に説明した中継リクエストにおいて、既に確立しているセッションはセッショ
ンＩＤ (図３７では、” 3901a” )で指定して、それに追加する中継の情報を記述する。図
３７では、映像サーバ３９０３の映像をＰＣ３９０５とＴＶ３９０２とに中継することを
リクエストする記述になっている。
【０２４８】
　このように、本発明では、最初から機器を選択して中継する以外に、動的に中継する機
器を追加して、多くのデータ種ごとに機器を指定して接続、通信してサービス利用できる
ようにする通信中継装置を実現することができる。
【０２４９】
　動的に中継する機器を追加する実施例としては、たとえば、実施例１から７の仮想機器
定義データを作成、登録する処理のリクエストを受信することをトリガーに、接続要求が
あったその時に動的に中継する機器を追加することで実現することができるので、仮想機
器定義データなどの通信中継装置内部で扱うデータ形式などは同様のもので実施すること
ができる。もちろん、本発明はこの実施のデータ形式などに限定されるものでもない。
【０２５０】
　これまで、データの種類について、音声データ、映像データといったデータのカテゴリ
を用いた例で説明したが、これに限るものではない。
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【０２５１】
　たとえば、映像データについても、表示サイズの大きなデータと小さなデータで、大き
いデータはＴＶに、小さなデータはＩＰ電話機の液晶ディスプレイにといったように、デ
ータの種類を規定することもできる。同様な分類としては、オーディオ系では、ステレオ
・モノラルの違いやサンプリング周波数、コーデックの種類など多様な種類で規定するこ
とができる。映像についても、上記のサイズのほかに、コーデックの種類や色数などで分
類することができる。他に、ストリーミング系のデータと静止画など静的なファイルデー
タ、制御系のメッセージデータなどでも分類が可能である。
【０２５２】
　図３８は、ビデオ・オン・デマンドサービスを、通信中継装置４１０２を用いて複数の
機器で連携して利用する例を示す図である。この例のビデオ・オン・デマンドサービスは
、ビデオ・オン・デマンド  サービスサーバ４１０１が、コンテンツ情報参照やコンテン
ツ選択に利用可能なＰＤＡ（ Personal Digital Assistance）上で動作するＥＰＧプログ
ラムやコンテンツ情報データのファイルデータを提供し、それを用いて選択したプログラ
ムのリクエストを受け付けると、課金のための認証処理を行なったうえで、コンテンツデ
ータをストリーミングで送信するものである。
【０２５３】
　通信中継装置４１０２は、ビデオ・オン・デマンドサービス開始のリクエストをＰＤＡ
４１０６から受信すると、ビデオ・オン・デマンド  サービスサーバ４１０１に対してサ
ービス利用のためのセッション確立を行なう。これによって確立するセッションは、図３
８に示すように、ＥＰＧ（ Electronic Program Guide）を含むコンテンツ情報ファイルの
ダウンロード、コンテンツの指定、コンテンツストリーミングの制御、課金のための認証
、課金のやりとり、実際にコンテンツデータのストリーミングという要素を含んでいる。
【０２５４】
　通信中継装置４１０２は、これらビデオ・オン・デマンド  サービス利用セッションで
の通信を要素ごとに接続先の機器を指定して中継することで、サービスの利用を可能にし
ている。
【０２５５】
　具体的には、通信中継装置４１０２により、ＥＰＧを含むコンテンツ情報ファイルは、
リモコンとして使用するＰＤＡ４１０６にダウンロードされる。コンテンツの指定、コン
テンツストリーミングの制御は、ＰＤＡ４１０６からのＨＴＴＰリクエスト送信により行
なわれる。さらに、通信中継装置４１０２は、課金のための認証、課金のやりとりは携帯
電話の課金サービスを利用するために携帯電話４１０５に、そして、コンテンツデータで
ある映像はＴＶ４１０３に、コンテンツデータである音声はステレオ４１０４にと、それ
ぞれの役割を担当する機器に接続して、それぞれの通信を中継して、サービスを利用でき
るようにしている。
【０２５６】
　さらに、ここまでは、ホームゲートウェイなど専用の中継装置として実施する形態で説
明したが、それに限定するものでもない。ネットワーク上であるサービスを利用する装置
がプラスアルファの機能を要求されたときに利用可能な機器に通信を中継するような実施
例もある。
【０２５７】
　図３９は、ＩＰ電話機がＴＶ電話サービスの接続要求を受信したときに、ＴＶやｗｅｂ
カメラに通信を中継してＴＶ電話を実施する例である。この場合、ＩＰ電話機４２０１が
本発明の通信中継装置に該当する。この場合、ＴＶ電話サービスにおける自分の映像の入
力はｗｅｂカメラ４２０４から、相手の映像の出力はＴＶ４２０３と通信して行なうが、
音声の入出力はデータを中継することなく、自身の機能で行なう。つまり、サービスで通
信されるすべてのデータを中継するものに限定されず、一部は自身で終端して処理して構
わない。
【０２５８】

10

20

30

40

50

(29) JP 3795507 B2 2006.7.12



　図４０は図３９の例においてＴＶ電話の呼が成立するまでのシーケンス図である。
　ＴＶ電話機４２０２は、ＩＰ電話機４２０１に対してＴＶ電話の発呼を行なう。セッシ
ョン確立のプロトコルとしてＳＩＰを用いているので、映像と音声のメディアを指定して
INVITEメッセージ (43-1)によるセッション確立の要求がＩＰ電話機４２０１に送信される
。ＩＰ電話機４２０１は INVITEメッセージ (43-1)を受信すると、自身がサポートしていな
いメディア (video)が含まれていることを知る。ＩＰ電話機４２０１は要求されたが、自
身がサポートしていないメディアについて、 videoの入出力をサポートしている機器をネ
ットワーク上で検索し、ＴＶ４２０３で映像の出力、ｗｅｂカメラ４２０４で映像の入力
が可能なので、ＩＰ電話機４２０１の液晶ディスプレイの画面でユーザにＴＶ４２０３と
ｗｅｂカメラ４２０４を使用して通信するかを確認する。ユーザが了承すると、ＴＶ４２
０３とｗｅｂカメラ４２０４のそれぞれに映像通信のセッション確立の要求を行なう (43-
2out, 43-2in)。ＴＶ４２０３とｗｅｂカメラ４２０４はそれぞれ、ＩＰ電話機４２０１
との映像データ送受信のセッション確立に対して応答する。メッセージ (43-3out)、 (43-3
in)のように OKメッセージが返され、セッションが確立し、ＩＰ電話機４２０１としても
音声通話のフックアップを行なうと、ＩＰ電話機４２０１はそれを受けて INVITEメッセー
ジ (43-1)に対する応答として、 OKメッセージ (43-4)を返し、ＴＶ電話セッションをＴＶ電
話機４２０２との間で確立させる。ＩＰ電話機４２０１で通常の音声会話をおこないつつ
、ＩＰ電話機４２０１はｗｅｂカメラ４２０４の映像をＴＶ電話機４２０２に中継し、Ｔ
Ｖ電話機４２０２からの映像データをＴＶ４２０３に送信して、ＴＶ電話としてのコミュ
ニケーションを実現する。
【０２５９】
　図４１は、図３９の例における仮想機器定義データの例を示す図である。ＩＰ電話機４
２０１が本発明の中継装置として振舞い、ＴＶ電話サービスを利用可能にする。ＴＶ電話
としては MPEG2の音声、映像をやりとりするものであるが、ＩＰ電話機４２０１は受信し
たデータから MPEG2オーディオをデコードして自身で音声電話の出力として出力、逆に音
声入力を MPEG2エンコードして映像とともにＴＶ電話サービスを介し、ＴＶ電話通話相手
に向けて送信する。機能記述中の” own”というのは自デバイスの機能を利用することを
指定している。映像入力、出力については、他の例と同様で、ネットワークを介して指定
の機器（ｗｅｂカメラ４２０４やＴＶ４２０３）と通信して、サービスを利用する。
【０２６０】
　なお、図３９から図４１で示した例では、自デバイスの機能を利用する設定を” own”
と規定したが、他に中継もせず、機能を利用するなどの処理も何もしない設定として” no
ne”を設定する例もある。これを用いたシーンの例には次のようなものがある。音声と映
像を中継装置で受け付けるような場合で、音声はＩＰ電話機に中継し、映像は” none”と
設定することによって中継装置で終端し、中継装置自身で何も処理したり出力しない。こ
の場合、音声のみの会話が実施される。その後、音声会話していたユーザが映像の中継を
許可するためにＩＰ電話機を操作して映像出力先機器としてＴＶを指定したリクエストを
中継装置に発信する。この映像中継許可のリクエストを中継装置が受信すると、映像デー
タの中継先機器の設定を” none”からリクエストで指定されたＴＶに変更し、それに従っ
て接続中のセッションを確立しなおして、それ以降映像データを指定のＴＶに中継して、
通話ユーザが送信された映像も見ることができるようにする。
【０２６１】
　この発明を詳細に説明し示してきたが、これは例示のためのみであって、限定となって
はならず、発明の精神と範囲は添付の請求の範囲によってのみ限定されることが明らかに
理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０２６２】
【図１】本発明を実現する通信中継装置１０００の概略ブロック図である。
【図２】ｗｅｂカメラ、ＴＶ、ＩＰ電話を用いてＴＶ電話サービスを利用する際のデータ
送受信と仮想機器定義の例を示す図である。
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【図３】仮想機器定義データの例を示す図である。
【図４】通信中継部において使用される仮想機器定義データを示す図である。
【図５】通信中継装置において使用されるデバイス情報保持部がもつ内部機器の情報デー
タを示す図である。
【図６】内部でメッセージによる接続管理、データ通信セッション管理を行なう通信中継
部の構成を示す図である。
【図７】通信中継部によるＴＶ電話サービス利用時のデータ中継を示す概念図である。
【図８】ＴＶ電話サービスを利用するときの接続確立までのメッセージ送受信を示す第１
の図である。
【図９】ＴＶ電話サービスを利用するときの接続確立までのメッセージ送受信を示す第２
の図である。
【図１０】確立したＴＶ電話セッションについてセッション管理部が保持するセッション
情報データを示す図である。
【図１１】通信中継装置によって、複数のＩＰ電話機を電話機の子機として使う例を示す
概念図である。
【図１２】ＩＰ電話機を電話子機として使うための仮想機器定義データを示す図である。
【図１３】ＩＰ電話機を電話子機として使うための他の仮想機器定義データを示す図であ
る。
【図１４】通信中継装置で、データフォーマット、コーデックの異なるデータを中継でき
るようなデータ変換機能をもった装置を使用する構成を示す概念図である。
【図１５】複数の機器でＴＶ電話を行なう仮想機器定義データを示す図である。
【図１６】内部ネットワーク上の機器の情報データを示す図である。
【図１７】セッションが張られたときのセッション情報データを示す図である。
【図１８】複数種のデータを統合したり、分離したりする必要がある場合の仮想機器定義
データを示す図である。
【図１９】ＴＶ電話利用する場合のデータ送受信を示す概念図である。
【図２０】通信におけるセッション情報データを示す図である。
【図２１】テンプレート保持部１１０に保持されるテンプレートデータの例を示す図であ
る。
【図２２】テンプレートデータから仮想機器を作成するまでの処理の流れを説明する図で
ある。
【図２３】ＧＵＩを用いて、テンプレートから仮想機器を定義する場合のフローチャート
である。
【図２４】フローで仮想機器を定義するＧＵＩの例を示す図である。
【図２５】自動的に仮想機器を定義するために、機能に対するデフォルト機器を登録する
テーブルデータを示す図である。
【図２６】各機能にデフォルト機器を登録するＧＵＩの例を示す図である。
【図２７】宅内ネットワークでコンテンツサーバのコンテンツを複数の機器を指定して視
聴する接続の例である。
【図２８】図２７で宅内コンテンツ配信サービスを中継する通信中継装置３００２の構成
図である。
【図２９】通信中継装置３００２が受け付ける中継リクエストのメッセージフォーマット
を示す図である。
【図３０】通信中継装置３００２を用いて映像共有する音声コミュニケーションを実施し
た場合の通信接続を示す図である。
【図３１】図３０の映像共有音声コミュニケーション開始時の中継リクエストメッセージ
を示す図である。
【図３２】映像に付加情報を付けて共有して音声コミュニケーションするための接続の例
である。
【図３３】図３２の接続をリクエストするメッセージの例である。
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【図３４】リクエストに対して動的に接続先の機器を決定して通信中継する通信中継装置
の実施例を表す図である。
【図３５】映像に対して情報付加するのに、中継装置上でリクエストに従って情報付加し
てから中継する場合の接続を示す例である。
【図３６】既に確立した音声通話の中継に対して、新たに映像データの中継を追加して、
ＴＶ電話サービスを行なう接続の追加を示す図である。
【図３７】図３６の例において、映像共有のための中継追加のリクエストの例である。
【図３８】ビデオ・オン・デマンドサービスを例に、様々なデータ種ごとに接続先を設定
して接続することによって、複数の機器を組み合わせてサービス利用が可能になることを
示す図である。
【図３９】ＩＰ電話機が中継装置として機能してＴＶ電話サービスを実施する例での接続
を示す図である。
【図４０】図３９の例が実施されるときの接続手順を示すシーケンス図である。
【図４１】図３９の例においてＩＰ電話機４２０１で定義される仮想機器データの例であ
る。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】

(36) JP 3795507 B2 2006.7.12



【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】 【 図 ２ ３ 】
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【 図 ２ ４ 】 【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】

【 図 ２ ８ 】

【 図 ２ ９ 】

【 図 ３ ０ 】

【 図 ３ １ 】
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【 図 ３ ２ 】

【 図 ３ ３ 】

【 図 ３ ４ 】

【 図 ３ ５ 】

【 図 ３ ７ 】

【 図 ３ ８ 】
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【 図 ３ ９ 】

【 図 ４ ０ 】

【 図 ４ １ 】
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