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(57)【要約】
【課題】
通信事業者が電話サービスをＰＳＴＮからＩＰ網へ移行
させる際に、加入者が加入する回線種別やサービスによ
って、収容される加入者の一部がＩＰ網への移行を許容
されない場合、その加入者がＩＰ網へ移行できるまで、
その他の加入者も移行できないという課題がある。
【解決手段】
　加入者が加入するサービスの提供を維持し、加入者へ
の負担を抑え、かつ通信事業者が効率的な移行ができる
ように、加入者単位もしくはサービス単位で段階的な移
行を可能にするメディアゲートウェイを提供する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の端末と、前記端末と接続される管理装置と、前記管理装置と接続される公衆交換
電話網とIP網とを備える通信システムであって、
　前記管理装置は、
　前記端末と情報を送受信する第1インターフェースと、
　前記端末に関する識別情報と前記識別情報に対応する接続網情報とを記憶する記憶部と
、
　前記端末から受信する情報に基づいて、前記記憶部から、前記端末に関する識別情報に
対応する接続網情報を読み出し、読み出した接続網情報に基づいて、前記公衆交換電話網
と前記IP網とのいずれかを前記管理装置を介して前記端末に接続するよう設定する処理部
とを有する通信システム。
【請求項２】
　前記処理部の設定に基づいて前記端末との接続を制御するスイッチと、
　前記公衆交換電話網と情報を送受信する第２のインターフェースと、
　前記IP網と情報を送受信する第３のインターフェースとをさらに有することを特徴とす
る請求項１に記載の通信システム。
【請求項３】
　前記記憶部は、さらに前記端末のダイヤル信号情報と前記ダイヤル信号に対応する接続
網情報とを記憶し、
　前記処理部は、前記端末から受信するダイヤル信号情報に基づいて、前記記憶部から、
前記ダイヤル信号情報に対応する接続網情報を読み出し、読み出した接続網情報に基づい
て、前記公衆交換電話網と前記IP網とのいずれかを前記管理装置を介して前記端末に接続
するよう設定することを特徴とする請求項１に記載の通信システム。
【請求項４】
　前記記憶部は、前記識別情報として前記端末に関するサービス加入者識別情報を記憶す
ることを特徴とする請求項１に記載の通信システム。
【請求項５】
　前記記憶部は、前記ダイヤル番号情報としてサービスを指定するためのダイヤル番号を
記憶することを特徴とする請求項３に記載の通信システム。
【請求項６】
　前記記憶部は前記接続網情報として、IP網及び公衆交換電話網の情報を記憶することを
特徴とする請求項１に記載の通信システム。
【請求項７】
　前記記憶部を書き換えるための第2インターフェースをさらに有することを特徴とする
請求項１に記載の通信システム。
【請求項８】
　前記記憶部は、さらに前記端末に関する識別情報と前記識別情報に対応する回線使用状
況情報とを記憶し、
　前記処理部は、前記端末から受信する情報に基づいて、前記記憶部から、前記端末に関
する識別情報に対応する回線使用状況情報を読み出し、読み出した回線使用状況情報に未
使用情報であるときに前記公衆交換電話網と前記IP網とのいずれかを前記管理装置を介し
て前記端末に接続するよう設定することを特徴とする請求項１に記載の通信システム。
【請求項９】
　端末と情報を送受信する第1インターフェースと、
　前記端末に関する識別情報と前記識別情報に対応する接続網情報とを記憶する記憶部と
、
　前記端末から受信する情報に基づいて、前記記憶部から、前記端末に関する識別情報に
対応する接続網情報を読み出し、読み出した接続網情報に基づいて、公衆交換電話網とIP
網とのいずれかを前記管理装置を介して前記端末に接続するよう設定する処理部とを有す
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る管理装置。
【請求項１０】
　前記処理部の設定に基づいて前記端末との接続を制御するスイッチと、
　前記公衆交換電話網と情報を送受信する第２のインターフェースと、
　前記IP網と情報を送受信する第３のインターフェースとをさらに有することを特徴とす
る請求項９に記載の管理装置。
【請求項１１】
　前記記憶部は、さらに前記端末のダイヤル信号情報と前記ダイヤル信号に対応する接続
網情報とを記憶し、
前記処理部は、前記端末から受信するダイヤル信号情報に基づいて、前記記憶部から、前
記ダイヤル信号情報に対応する接続網情報を読み出し、読み出した接続網情報に基づいて
、前記公衆交換電話網と前記IP網とのいずれかを前記管理装置を介して前記端末に接続す
るよう設定することを特徴とする請求項９に記載の管理装置。
【請求項１２】
　前記記憶部を書き換えるための第2インターフェースをさらに有することを特徴とする
請求項９に記載の管理装置。
【請求項１３】
　前記記憶部は、さらに前記端末に関する識別情報と前記識別情報に対応する回線使用状
況情報とを記憶し、
前記処理部は、前記端末から受信する情報に基づいて、前記記憶部から、前記端末に関す
る識別情報に対応する回線使用状況情報を読み出し、読み出した回線使用状況情報に未使
用情報であるときに前記公衆交換電話網と前記IP網とのいずれかを前記管理装置を介して
前記端末に接続するよう設定することを特徴とする請求項９に記載の管理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電話サービスにおいて、従来の公衆交換回線網を使用している加入者、サー
ビスをＩＰ網へ円滑に移行させる手段を提供するメディアゲートウェイに関する技術であ
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、採算性や網を構成する機器の老朽化を背景に、従来の公衆交換電話網（ＰＳＴＮ
：Ｐｕｂｌｉｃ Ｓｗｉｔｃｈｅｄ Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ Ｎｅｔｗｏｒｋ）からＩＰ（Ｉ
ｎｔｅｒｎｅｔ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）網への移行が検討されている。ＩＰ網を構成するル
ータやスイッチはＰＳＴＮを構成する交換機より安価であり、維持管理費も抑えられると
いうメリットがある。さらには、従来のＰＳＴＮでは実現できなかった、ＩＰならではの
サービスも検討されている。
【０００３】
　加入者をＩＰ網へ移行させる手段として、インターネット接続サービス用の端末制御装
置に既存の電話機を接続し、端末制御装置で音声データをＩＰパケットに変換し、呼制御
にはＳＩＰ（Ｓｅｓｓｉｏｎ Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）などを用いてＩ
Ｐ網で電話サービスを実現させる方法がある。第一の手段としてＡＤＳＬ（Ａｓｙｍｍｅ
ｔｒｉｃ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ Ｌｉｎｅ）のＩＰ電話サービスがある
。ＡＤＳＬではメタル回線に電話サービス用の音声データとインターネット接続サービス
用のＩＰパケットを、加入者側のＡＤＳＬモデムで多重化させている。ここで、加入者宅
内装置に音声データをＩＰパケットに変換させる機能を持たせることで、電話サービスを
ＰＳＴＮではなくＩＰ網で提供できる。第二の手段として、加入者と通信事業者間のメタ
ル回線をＩＰ網に接続される光ファイバ回線に物理的に置き換える手段がある。前記第一
の手段と同様に加入者宅内装置に音声データをＩＰパケットに変換する機能を持たせるこ
とで電話サービスとインターネット接続サービスの両方がＩＰ網で提供できる。
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【０００４】
　しかし、第一の手段、第二の手段は加入者がインターネット接続サービスに加入してい
ることが前提であり、インターネット接続サービスに加入していない加入者にこの手段を
適用する場合、新たに端末制御装置を加入者側へ設置する必要や、加入者と通信事業者間
をメタル回線から光ファイバ回線への工事が必要となり、莫大な時間と費用がかかる。こ
れらを解決する第三の手段として、メディアゲートウェイとよばれるＰＳＴＮとＩＰ網を
中継する装置がある（例えば特許文献１）。
【０００５】
　またＩＰ網へ移行することには、メリットがある一方で、ＰＳＴＮで提供されるサービ
スをＩＰ網で提供できないという課題がある。この課題に対して、前記第一の手段では、
例えば特許文献２に記載される手段を用い、サービスがＩＰ網でできない場合は従来のＰ
ＳＴＮを使用することで解決している。
【０００６】
【特許文献１】特願２００３－３２６３７３
【特許文献２】特願２００４－５１０２１４
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　電話サービスをＰＳＴＮからＩＰ網へ移行させる手段として前記第三の手段を用いる場
合に、複数の加入者回線を収容する交換機をそのままメディアゲートウェイに置き換える
とすべての加入者がＩＰ網へ移行されることになる。このとき、加入者が加入する回線種
別やサービスによって、収容される加入者の一部がＩＰ網への移行を許容されない場合、
その加入者がＩＰ網へ移行できるまで、その他の加入者も移行させることができない。こ
の問題を回避させるには、加入者単位ごとに交換機からメディアゲートウェイへ収容させ
ていくことが考えられる。しかし、通信事業者の工事回数が増え、効率が悪い上にコスト
が抑えられない。また、例えば加入者がＰＳＴＮでＡ、Ｂという二つのサービスに加入し
ており、ＡはＩＰ網でも提供可能だがＢはＰＳＴＮでしか提供できないという場合、その
加入者がＢのサービスを解約するかＢのサービスがＩＰ網でも提供できるようになるまで
、この加入者をメディアゲートウェイに収容できない。
【０００８】
　そこで、メディアゲートウェイについては、電話サービスをＰＳＴＮからＩＰ網へ移行
させる際に、加入者が加入するサービスの提供を維持し、加入者への負担を抑え、かつ通
信事業者が効率的な移行ができることが課題である。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　ＩＰ網接続インターフェースとＰＳＴＮ接続インターフェースを具備する管理装置であ
るメディアゲートウェイに、加入者、すなわち加入者が使用する端末を収容する。メディ
アゲートウェイは収容する加入者から発呼信号を受信すると、保守者によって加入者単位
で予め設定された網にその加入者回線を接続設定することで、保守者はユーザ単位で自由
に接続させる網を選択することができる。
【００１０】
　また、加入者がダイヤル番号によって特定のサービスを指定した場合、保守者によって
ダイヤル番号単位で予め設定された網にその加入者回線を接続設定することで、保守者は
サービス単位で接続する網を選択することができる。
【００１１】
　メディアゲートウェイがＰＳＴＮに接続する場合ＰＳＴＮ間の呼制御を、ＩＰ網に接続
する場合ＩＰ網間の呼制御を行うことでパス接続処理ができる。
【００１２】
　メディアゲートウェイに収容する加入者宛の着呼があった場合には、加入者回線の網接
続状況を確認し、未接続であれば接続要求があった網にその加入者回線を接続設定するこ
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とでＩＰ網、ＰＳＴＮのどちらから着呼があった場合でも、パス接続処理ができる。加入
者がＩＰ網接続中にＰＳＴＮから着呼があった場合には、ＰＳＴＮ側に通話中通知をする
ことで発呼元加入者に通話中であることを通知することができる。同様に、加入者がＰＳ
ＴＮ接続中にＩＰ網からＩＮＶＩＴＥを受信した場合には、ＩＰ網側にＢｕｓｙをかえす
ことで発呼元加入者に通話中であることを通知できる。さらに、加入者がコールウェイテ
ィングサービスに加入している場合、加入者に通話中着信表示音を送信することで加入者
に通話中の相手以外の加入者から着信があることを通知できる。加入者のオフフックを契
機に、接続網を切り替え、通話中だった網に保留通知することで網をまたぐコールウェイ
ティングサービスを実現できる。
【００１３】
　また、メディアゲートウェイは例えば複数の加入者インターフェース、スイッチ、ＴＤ
Ｍ－ＩＰ変換部、ＩＰ網インターフェース、ＰＳＴＮインターフェースと、加入者インタ
ーフェース制御部、ＰＳＴＮインターフェース制御部を介して加入者、ＰＳＴＮとの接続
処理を行い、ＩＰ網との接続処理と、スイッチを設定するプロセッサを具備する。メモリ
に格納するテーブルとしては、加入者識別情報とそれに対応した接続網のテーブル、ダイ
ヤル番号とそれに対応した接続網のテーブル、加入者の回線接続状況を示すテーブルを具
備する。
本発明による通信システム、管理装置は一例として、管理装置について端末と情報を送受
信する第1インターフェースと、端末に関する識別情報と識別情報に対応する接続網情報
とを記憶する記憶部と、端末から受信する情報に基づいて、記憶部から、端末に関する識
別情報に対応する接続網情報を読み出し、読み出した接続網情報に基づいて、公衆交換電
話網とIP網とのいずれかを管理装置を介して端末に接続するよう設定する処理部とを有す
る。
【発明の効果】
【００１４】
　通信事業者は、加入者を収容する交換機を本発明のメディアゲートウェイに置き換える
ことで、加入者への負担を抑えてＩＰ網へ移行できる。加入者単位で段階的に移行させる
ことで、ＰＳＴＮに接続する加入者数に応じて、計画的に中継用交換機を集約していくこ
とが可能になる。またサービス単位で段階的に移行させることで、既存のサービスを全て
同時にＩＰ網で提供する必要がなくなり優先度をつけてサービスの移行をすすめることが
可能になる。さらに、両方でサービスを提供する移行期間をもうけることで、移行により
問題が発生した場合にＰＳＴＮへサービスを切戻し、移行によるサービス中断などのリス
クにも対応できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態を説明する。以下の例では、メディアゲートウェイに収容する
加入者回線がアナログ回線の場合で説明するが、ＩＳＤＮ回線の場合でも同様に実施する
ことは可能である。また、ＩＰ網の呼制御にＳＩＰを用いた場合を説明するが、その他の
ＩＰ用呼制御プロトコルでも同様に実施することは可能である。
【００１６】
　図１に本発明を適用するネットワーク構成例を示す。加入者端末１、２、３（１、２、
３）、加入者端末４、５、６（４，５，６）はメディアゲートウェイ１、２（管理装置と
も呼ぶ、１０、１１）に、加入者端末７、８、９（７、８、９）は従来の加入者交換機（
２０）にそれぞれ収容される。メディアゲートウェイ１、２はＩＰ網（１００）、ＰＳＴ
Ｎ（２００）に接続され、交換機（２０）はＰＳＴＮ（２００）に接続される。ＩＰ網（
１００）には、ＳＩＰ使用時に発呼側と着呼側の接続をとりもつＳＩＰサーバ（３０）が
接続される。ＩＰ網（１００）に接続される加入者と、ＰＳＴＮ（２００）に接続される
加入者間の通信はゲートウェイ（４０）を介して実施される。
【００１７】
　図２に本発明のメディアゲートウェイ１、２（１０、１１）の構成例を示す。ＳＷ（１
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０－２）は上り方向は、複数の加入者回線インターフェース（ＩＦ）（１０－１）を集約
し、プロセッサ（処理部とも呼ぶ、１０－５）が設定した通りにＴＤＭ－ＩＰ変換部（１
０－３）、ＰＳＴＮ－インターフェース（ＩＦ）（１０－１１）へ振り分ける。下り方向
はＴＤＭ－ＩＰ変換部（１０－３）もしくはＰＳＴＮ－ＩＦ（１０－１１）からの信号を
プロセッサに設定されたとおりに、加入者回線ＩＦ（１０－１）へ振り分ける。ＩＰ－イ
ンターフェース（ＩＦ）２（１０－６）は、プロセッサ（１０－５）がＳＩＰサーバ（３
０）と呼制御情報を送受信するインターフェースであり、ＩＰ－インターフェース（ＩＦ
）１（１０－４）は接続処理完了後にユーザデータを送受信するためのインターフェース
である。プロセッサ（１０－５）には、各種テーブルを格納、参照するためのメモリ（記
憶部とも呼ぶ、１０－８）と、保守者がテーブルを書き換え、参照するための保守インタ
ーフェース（ＩＦ）（１０－７）が接続される。加入者ＩＦ制御部（１０－９）は、加入
者からの信号を監視し、信号を受信したことをプロセッサ（１０－５）に通知し、またプ
ロセッサ（１０－５）の指示に従い加入者へ信号を送信する。ＰＳＴＮ－ＩＦ制御部（１
０－１０）はＰＳＴＮ（２００）からの信号を監視し、信号を受信したことをプロセッサ
（１０－５）へ通知し、またプロセッサ（１０－５）の指示に従い、ＰＳＴＮ（２００）
へ信号を送信する。
【００１８】
　図３に加入者テーブル（５０）の構成例を示す。加入者テーブル（５０）は、加入者識
別情報（５０－１）と接続網情報（５０－２）から構成される。加入者識別情報（５０－
１）は、例えば電話番号や、メディアゲートウェイ１、２（１０、１１）に収容されるイ
ンターフェース、タイムスロットなどの位置情報、加入するサービスなど、加入者を識別
するための情報である。接続網情報（５０－２）は、通信事業者が各加入者をＩＰ網（１
００）へ接続させるか、ＰＳＴＮ（２００）へ接続させるかを保守ＩＦ（１０－７）を介
して設定する。
【００１９】
　図４にサービステーブル（６０）の構成例を示す。サービステーブル（６０）は、ダイ
ヤル番号情報（６０－１）と接続網情報（６０－２）で構成される。ダイヤル番号情報（
６０－１）は加入者が特定サービスを指定する場合のダイヤル番号である。接続網情報（
６０－２）は、通信事業者が各サービスをＩＰ網（１００）へ接続させるか、ＰＳＴＮ（
２００）へ接続させるかを保守ＩＦ（１０－７）を介して設定する。ダイヤル番号がサー
ビステーブル（６０）に該当しない場合、ダイヤル番号（６０－１）欄の非該当に対応す
る網へ接続させる。
図９に回線使用状況テーブル（７０）を示す。回線使用状況テーブル（７０）は加入者識
別情報（７０－１）と回線使用状況情報（７０－２）から構成される。加入者識別情報（
７０－１）は、加入者テーブルと同様に加入者を識別するための情報である。使用状況情
報（７０－２）はプロセッサ（１０－５）がＳＷ（１０－２）に接続先を設定する際に更
新し、接続切断を契機に未使用と更新する。
【００２０】
　図５に加入者端末（１～１）からの発呼信号を受信したときのメディアゲートウェイ１
、２（１０、１１）の動作フローを示す。加入者端末（１～６）から発呼信号を受信する
と（３００）、加入者テーブル（５０）を参照し発呼信号を送信した加入者端末（１～６
）の加入者識別情報（５０－１）に対応する接続網情報（５０－２）が「ＩＰ網／ＰＳＴ
Ｎ」、「ＰＳＴＮ」のどちらが設定されているかを確認する（３０２）。接続網情報（５
０－２）が「ＰＳＴＮ」となっている場合はＰＳＴＮ接続設定を行う（３０３）。接続網
情報（５０－２）が「ＩＰ網／ＰＳＴＮ」となっている場合は加入者端末（１～６）から
のダイヤルを待ち、ダイヤルを受信する（３０４）とサービステーブル（６０）を参照し
（３０５）、ダイヤル番号（６０－１）に対応する接続網情報（６０－２）が「ＩＰ網」
、「ＰＳＴＮ」のどちらが設定さているかを確認する（３０６）。接続網情報（６０－２
）が「ＰＳＴＮ」となっている場合はＰＳＴＮ接続設定を行う（３０３）。接続網情報（
６０－２）が「ＩＰ網」となっている場合はＩＰ網接続設定を行う（３０７）。
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【００２１】
　図１０に収容する加入者端末（１～６）宛に着呼があった場合のメディアゲートウェイ
１、２（１０、１１）の動作フローを示す。ＰＳＴＮ（２００）から接続要求を受信する
と（４００）、回線使用状況テーブル（７０）を参照し、接続要求があった加入者端末（
１～６）の加入者識別情報（７０－１）に対応する回線使用状況情報（７０－２）から該
当の加入者端末（１～６）がすでに接続中かどうかを確認する（４０２）。「未使用」と
なっている場合、回線使用状況テーブル（７０）の回線使用状況情報（７０－２）を「Ｐ
ＳＴＮ接続中」に更新し（４０３）、ＰＳＴＮ接続設定を行う（４０４）。回線使用状況
情報（７０－２）が「ＩＰ網接続中」だった場合、加入者情報を参照し（４０５）、該当
の加入者端末（１～６）がコールウェイティングサービスに加入しているかどうかを確認
する（４０６）。加入していない場合、ＰＳＴＮ（２００）に話中通知を送信する（４０
７）。加入している場合には、該当の加入者端末（１～６）のフッキングを監視し（４０
８）、フッキング受信を契機に回線使用状況テーブル（７０）の回線使用状況情報（７０
－２）を「ＩＰ網／ＰＳＴＮ接続中」と更新し、接続網をＩＰ網（１００）からＰＳＴＮ
（２００）へ切り替える（４１０）。同様に、ＩＰ網（１００）からＩＶＩＴＥを受信す
ると（４００）、回線使用状況テーブル（７０）を参照し、回線使用状況情報（７０－２
）から接続中かどうかを
確認（４０２）する。「未使用」となっていた場合、回線使用状況テーブル（７０）の回
線使用状況情報（７０－２）を「ＩＰ網接続中」に更新し（４０３）、ＩＰ網接続設定を
行う（４０４）。回線使用状況情報（７０－２）が「ＰＳＴＮ接続中」だった場合、加入
者情報を参照し（４０５）、該当の加入者端末（１～６）がコールウェイティングサービ
スに加入しているかどうかを確認する（４０６）。加入していない場合、ＩＰ網（１００
）にＢｕｓｙを送信する（４０７）。加入している場合には、該当の加入者端末（１～６
）のフッキングを監視し（４０８）、フッキング受信を契機に回線使用状況テーブル（７
０）の回線使用状況情報（７０－２）を「ＩＰ網／ＰＳＴＮ接続中」と更新し、接続網を
ＰＳＴＮ（２００）からＩＰ網（１００）へ切り替える（４１０）。
【００２２】
　まず、メディアゲートウェイに収容される加入者から発呼する場合について説明する。
なお、説明を容易にするために、メディアゲートウェイに収容される加入者宛に着呼があ
った場合の詳細は後述する。
【００２３】
　図１に示すネットワーク構成において、メディアゲートウェイ１（１０）に収容され加
入者識別情報（５０－１）がＢである加入者２（２）と、交換機（２０）に収容される加
入者７（７）との通話までの流れを、図６の動作シーケンスを用いて説明する。加入者２
（２）から発呼信号（５００）を送信すると、メディアゲートウェイ１（１０）では加入
者回線ＩＦ（１０－１）を介してＳＷ（１０－２）で受信する（３００）。ＳＷ（１０－
２）は発呼信号を加入者ＩＦ制御部（１０－９）へ転送し、加入者ＩＦ制御部（１０－９
）はプロセッサ（１０－５）に対して加入者識別情報がＢの発呼信号を受信したことを通
知する。発呼信号を受信したプロセッサ（１０－５）は、加入者テーブル（５０）を参照
し（３０１）、加入者識別情報（５０－１）がＢのときに対応する接続網情報（５０－２
）を読み出して、接続網がＰＳＴＮ（２００）であると認識する（３０２）。プロセッサ
（１０－５）はＳＷ（１０－２）に対して、加入者識別情報がＢである加入者回線をＰＳ
ＴＮ－ＩＦ（１０－１１）と接続するように設定する（３０３）。一方、加入者ＩＦ制御
部（１０－９）は発呼信号受信と同時にＳＷ（１０－２）を介して、加入者２（２）に対
して発信音を送信する（５０１）。加入者２（２）がダイヤルする（５０２）と、ＳＷ（
１０－２）はダイヤル信号をプロセッサ（１０－５）へ転送し、プロセッサ（１０－５）
はＰＳＴＮ（２００）内の予め決められた中継用交換機に対してＰＳＴＮ－ＩＦ制御部（
１０－１０）、ＰＳＴＮ－ＩＦ（１０－１１）を介して、接続要求を送信する（５０３）
。接続要求（５０３）はＰＳＴＮ（２００）を介して交換機（２０）へ送信され、加入者
７（７）を収容する交換機（２０）は接続要求（５０３）に対して接続応答（５０４）を
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かえし、加入者７（７）に対して呼出信号を送信する（５０６）。交換機（２０）は接続
処理が完了すると加入者２（２）に呼出音を送信する（５０５）。加入者７（７）が呼出
信号（５０６）に対して応答信号を送信する（５０７）と交換機（２０）はメディアゲー
トウェイ１（１０）に応答信号（５０８）を送信し、メディアゲートウェイ１（１０）で
は、ＰＳＴＮ－ＩＦ制御部がプロセッサ（１０－５）に応答信号受信（５０８）を通知し
、プロセッサ（１０－５）が加入者ＩＦ制御部（１０－９）を介して、加入者２（２）に
対して応答信号を送信する（５０９）。以上で、加入者２（２）と加入者７（７）が通話
中となる（５１０）。
【００２４】
　次に、図１に示すネットワーク構成において、メディアゲートウェイ１（１０）に収容
され加入者識別情報（５０－１）がＡである加入者１（１）が、ダイヤル番号aのサービ
スを用いてメディアゲートウェイ２（１１）に収容される加入者４（４）との通話をする
までの流れを、図７の動作シーケンスを用いて説明する。図６のシーケンスのときと同様
に、加入者１（１）から発呼信号（６００）を送信すると、発呼信号を受信（３００）し
たメディアゲートウェイ１（１０）では、プロセッサ（１０－５）が加入者テーブル（５
０）を参照し（３０１）、加入者識別情報（５０－１）がＡに対応する接続網情報（５０
－２）を読み出して、接続網がＩＰ網（１００）もしくはＰＳＴＮ（２００）であると認
識する（３０２）。加入者ＩＦ制御部（１０－９）は、発呼信号受信と同時に加入者１（
１）に対して発信音を送信する（６０１）。加入者１（１）がダイヤルする（６０２）と
、ダイヤル信号を受信した（３０４）プロセッサ（１０－５）はサービステーブル（６０
）を参照し（３０５）、ダイヤル番号（６０－１）aが対応する接続網情報（６０－２）
を読み出して、接続網がＩＰ網（１００）であると判断し（３０６）、ＳＷ（１０－２）
に対して加入者識別情報（５０－１）がＡである加入者回線をＴＤＭ－ＩＰ変換部（１０
－３）に接続されるように設定する（３０７）。プロセッサ（１０－５）はＩＰ－ＩＦ２
（１０－６）を介して、ＳＩＰサーバ（３０）にＩＮＶＩＴＥを送信し（６０３）、ＳＩ
Ｐサーバ（３０）は加入者４（４）が収容されるメディアゲートウェイ２（１１）に対し
てＩＮＶＩＴＥを転送する（６０４）。ＩＮＶＩＴＥを受信したメディアゲートウェイ２
（１１）は、応答である１８０ＲｉｎｇｉｎｇをＳＩＰサーバ（３０）へ送信し（６０５
）、加入者４（４）に対して呼出信号を送信する（６０６）。ＳＩＰサーバ（３０）は１
８０Ｒｉｎｇｉｎｇをメディアゲートウェイ１（１０）に転送し（６０７）、それを受信
したメディアゲートウェイ１（１０）は加入者１（１）に対して呼出音を送信する（６０
８）。加入者４（４）が応答信号を送信する（６０９）と、メディアゲートウェイ２（１
１）はＳＩＰサーバ（３０）に２００ＯＫを送信（６１０）、ＳＩＰサーバ（３０）がメ
ディアゲートウェイ１（１０）に２００ＯＫを転送する（６１１）。メディアゲートウェ
イ１（１０）は２００ＯＫを受信すると加入者１（１）に対して応答信号を送信し（６１
２）、ＳＩＰサーバ（３０）にＡＣＫをかえし（６１３）、ＳＩＰサーバ（３０）がＡＣ
Ｋをメディアゲートウェイ２（１１）に転送する（６１４）。以上で、加入者１（１）と
加入者４（４）が通話中となる（６１５）。
【００２５】
　次に、図１に示すネットワーク構成において、メディアゲートウェイ１（１０）に収容
され加入者識別情報（５０－１）がＡである加入者１（１）が、ダイヤル番号ｂのサービ
スを用いて交換機（２０）に収容される加入者８（８）との通話するまでの流れを、図８
の動作シーケンスを用いて説明する。加入者１（１）の発呼信号（７００）からプロセッ
サ（１０－５）がサービステーブル（６０）を参照する（３０５）までは上記と同じであ
る。プロセッサ（１０－５）は、ダイヤル番号（６０－１）ｂが対応する接続網情報（６
０－２）はＰＳＴＮ（２００）であると判断し（３０６）ＰＳＴＮ接続設定（３０３）す
る。以降、上記と同様に接続要求（７０３）から加入者１（１）へ応答信号を送信する（
７０９）することで、加入者１（１）と加入者８（８）が通話中となる。
【００２６】
　続いて、メディアゲートウェイに収容される加入者宛に着呼があった場合について、説
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明する。
【００２７】
　図１に示すネットワーク構成において、メディアゲートウェイ１（１０）に収容され加
入者識別情報（７０－１）がＡである加入者１（１）が通話中ではない場合に、メディア
ゲートウェイ１（１０）に交換機（２０）に収容された加入者７（７）から着呼があった
場合の流れを、図１１を用いて説明する。加入者７（７）が発呼信号を送信する（８００
）と、交換機（２０）は加入者７（７）に対して発信音を送信する（８０１）。加入者７
（７）が加入者１（１）宛にダイヤルをする（８０２）と、交換機（２０）は加入者１（
１）が収容されるメディアゲートウェイ１（１０）に接続要求をする（８０３）。メディ
アゲートウェイ１（１０）では、接続要求を受信すると（４００）ＰＳＴＮ－ＩＦ制御部
（１０－１０）がプロセッサ（１０－５）に加入者識別情報（７０－１）Ａ宛の接続要求
があったことを通知する。プロセッサ（１０－５）は回線使用状況テーブル（７０）を参
照し（４０１）、加入者識別情報（７０－１）Ａの加入者１（１）の回線使用状況情報（
７０－２）を回線使用状況テーブル（７０）で確認する（４０２）。未使用であった場合
、回線使用状況（７０－２）をＰＳＴＮ接続中と更新し（４０３）、プロセッサ（１０－
５）はＳＷ（１０－２）に対して、加入者識別情報（７０－１）Ａの加入者回線をＰＳＴ
Ｎ－ＩＦ（１０－１０）へ接続されるように設定する（４０４）。プロセッサ（１０－５
）はＰＳＴＮ－ＩＦ制御部（１０－１０）を介して、交換機（２０）に対して接続応答を
かえし（８０４）、加入者ＩＦ制御部（１０－９）を介して、加入者１（１）に対して呼
出信号を送信する（８０５）。プロセッサ（１０－５）は接続処理が完了するとＰＳＴＮ
－ＩＦ制御部（１０－１０）を介して、加入者７（７）に呼出音を送信する（８０６）。
加入者１（１）が応答信号を送信すると（８０７）、加入者ＩＦ制御部（１０－９）が、
加入者１（１）から応答信号を受信したことをプロセッサ（１０－５）に通知し、プロセ
ッサはＰＳＴＮ－ＩＦ制御部（１０－１０）を介して、交換機（２０）に応答信号を送信
する（８０８）。応答信号を受信した（８０８）交換機（２０）は、加入者７（７）に対
して、応答信号を送信する。以上で、加入者７（７）と加入者１（１）が通話中となる（
８１０）。
【００２８】
　次に、図１に示すネットワーク構成において、メディアゲートウェイ１（１０）に収容
され、加入者識別情報（７０－１）がＢで、コールウェイティングサービスに加入してい
ない加入者２（２）が、ＩＰ網（１００）を介してメディアゲートウェイ２（１１）に収
容される加入者４（４）と通話中に、メディアゲートウェイ１（１０）に交換機（２０）
に収容された加入者７（７）から着呼があった場合の流れを、図１２を用いて説明する。
加入者２（２）と加入者４（４）が通話中（９００）に、加入者７（７）から交換機（２
０）に発呼信号が送信される（９０１）と、交換機（２０）は加入者７（７）に対して発
信音を送信する（９０２）。加入者７（７）が加入者２（２）宛にダイヤルをする（９０
３）と、交換機（２０）は加入者２（２）が収容されるメディアゲートウェイ１（１０）
宛に接続要求を送信する（９０４）。メディアゲートウェイ１（１０）では、前記実施例
と同様にプロセッサ（１０－５）が回線使用状況テーブル（７０）を参照し（４０１）、
加入者識別情報（７０－１）Ｂの回線使用状況情報（７０－２）を回線使用状況テーブル
（７０）で確認する（４０２）。ＩＰ網に接続している場合、加入者識別情報（７０－１
）を参照し（４０５）、加入者２（２）がコールウェイティングサービスに加入している
かを確認し（４０６）、加入していない場合はプロセッサ（１０－５）がＰＳＴＮ－ＩＦ
制御部（１０－１０）を介して、交換機（２０）に通話中通知を送信する（４０７、９０
５）。通知を受信した交換機（２０）は加入者７（７）に話中音を送信する（９０６）。
以上で、加入者７（７）は加入者２（２）が通話中であることを認識できる。
【００２９】
　次に、図１に示すネットワーク構成において、メディアゲートウェイ１（１０）に収容
され、加入者識別情報（７０－１）がＣで、コールウェイティングサービスに加入してい
る加入者３（３）が、ＩＰ網（１００）を介してメディアゲートウェイ２（１１）に収容
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される加入者４（４）と通話中に、メディアゲートウェイ１（１０）に交換機（２０）に
収容された加入者７（７）から着呼があった場合の流れを、図１３を用いて説明する。加
入者３（３）と加入者４（４）が通話中（１０００）に、加入者７（７）から交換機（２
０）に発呼信号が送信される（１００１）と、交換機（２０）は加入者７（７）に対して
発信音を送信する（１００２）。加入者７（７）が加入者２（２）宛にダイヤルをする（
１００３）と、交換機（２０）は加入者２（２）が収容されるメディアゲートウェイ１（
１０）宛に接続要求を送信する（１００４）。メディアゲートウェイ１（１０）では、上
記と同様にプロセッサ（１０－５）が回線使用状況テーブルを参照し（４０１）、加入者
識別情報（７０－１）Ｃの回線使用状況（７０－２）を回線使用状況テーブル（７０）で
確認する（４０２）。ＩＰ網（１００）に接続している場合、加入者識別情報（７０－１
）を参照し（４０５）、加入者３がコールウェイティングサービスに加入しているかを確
認する（４０６）。加入している場合プロセッサ（１０－５）はＰＳＴＮ－ＩＦ制御部（
１０－１０）を介して交換機（２０）に接続応答を送信し（１００５）、加入者ＩＦ制御
部（１０－９）を介して加入者３（３）に通話中着信表示を送信する（１００６）。接続
処理が完了するとプロセッサ（１０－５）はＰＳＴＮ－ＩＦ制御部（１０－１０）を介し
て加入者７（７）に呼出音を送信し（１００７）、加入者３（３）からのフッキングを加
入者ＩＦ制御部（１０－９）が監視する（４０８）。加入者３（３）がフッキングする（
１００８）と加入者ＩＦ制御部（１０－９）はプロセッサ（１０－５）に対して、フッキ
ングを受信したことを通知する。通知を受けたプロセッサ（１０－５）は回線使用状況テ
ーブル（７０）の回線使用状況（７０－２）をＩＰ網／ＰＳＴＮ接続中に更新し（４０９
）、加入者３（３）の回線がＰＳＴＮ－ＩＦ（１０－１１）に接続されるようにＳＷ（１
０－２）を設定する（４１０）。次にプロセッサ（１０－５）はＰＳＴＮ－ＩＦ制御部（
１０－１０）を介して、交換機（２０）に応答信号を送信し（１００９）、ＩＰ－ＩＦ２
（１０－６）を介して保留通知をＳＩＰサーバ（３０）に送信する（１０１１）。ＳＩＰ
サーバ（３０）は保留通知をメディアゲートウェイ２（１１）に転送し（１０１２）、メ
ディアゲートウェイ２では保留通知をＩＰ－ＩＦ２（１０－６）を介してプロセッサ（１
０－５）が受信すると、プロセッサ（１０－５）は加入者ＩＦ制御部（１０－９）を介し
て加入者７（７）に保留音を送信する（１０１３）。交換機（２０）は応答信号を受信す
ると加入者７（７）に応答信号を送信する（１０１０）。以上で、加入者３（３）と加入
者４（４）間の通話は保留状態になり、加入者３（３）と加入者７（７）が通話中となる
。
【００３０】
　以上に説明したように、メディアゲートウェイに収容される加入者から、ＰＳＴＮに接
続される交換機に収容された加入者へ発呼する場合、ＩＰ網を介してＩＰ網とＰＳＴＮを
接続するゲートウェイを利用することで実現できるサービスについては、通信事業者が加
入者テーブルの接続網をＩＰ網／ＰＳＴＮとし、サービステーブルの接続網をＩＰ網とす
ることで実現できる。逆に、ＩＰ網にのみ接続される加入者へ発呼する場合は、ＰＳＴＮ
を一旦通らなければいけないサービスでかつ同ゲートウェイを利用することで実現できる
サービスは、通信事業者が加入者テーブルの接続網をＩＰ網／ＰＳＴＮとし、サービステ
ーブルの接続網をＰＳＴＮとすることで実現できる。
【００３１】
　また、メディアゲートウェイに収容される加入者が、ＰＳＴＮを介して通話中に、ＩＰ
網を介して同加入者宛にＩＮＶＩＴＥを受信した場合には、上記と同様に加入者がコール
ウェイティングサービス未加入時には、話中通知のかわりにＢｕｓｙをＳＩＰサーバへか
えすことで、同様にサービスが実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明を適用するネットワーク構成例。
【図２】本発明のメディアゲートウェイの構成例。
【図３】加入者テーブルの一例。
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【図４】サービステーブルの一例。
【図５】収容する加入者から発呼信号を受信した場合のメディアゲートウェイの動作フロ
ー。
【図６】図１において、加入者２から加入者７へ通話する場合の動作シーケンス。
【図７】図１において、加入者１から加入者４へ、サービスａを用いて通話する場合の動
作シーケンス。
【図８】図１において、加入者３から加入者８へ、サービスｂを用いて通話する場合の動
作シーケンス。
【図９】回線使用状況テーブルの一例。
【図１０】収容する加入者宛の接続要求／ＩＮＶＩＴＥを受信した場合のメディアゲート
ウェイの動作フロー。
【図１１】図１において、加入者７から加入者１へ通話する場合の動作シーケンス。
【図１２】図１において、コールウェイティングサービスに加入していない加入者２が加
入者４と通話中であるとき、加入者７から着呼信号を受信した場合の動作シーケンス。
【図１３】図１において、コールウェイティングサービスに加入する加入者３が加入者４
と通話中であるとき、加入者７から着呼信号を受信した場合の動作シーケンス。
【符号の説明】
【００３３】
１～９：加入者１～加入者７
１０、１１：本発明のメディアゲートウェイ
２０：加入者交換機
３０：ＳＩＰサーバ
４０：ゲートウェイ
５０：加入者テーブル
６０：サービステーブル
７０：回線使用状況テーブル
１００：ＩＰ網
２００：ＰＳＴＮ
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【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【手続補正書】
【提出日】平成21年10月14日(2009.10.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
【特許文献１】特開2005-094480
【特許文献２】国際公開パンフレット03/103259号
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　図５に加入者端末（１～６）からの発呼信号を受信したときのメディアゲートウェイ１
、２（１０、１１）の動作フローを示す。加入者端末（１～６）から発呼信号を受信する
と（３００）、加入者テーブル（５０）を参照し発呼信号を送信した加入者端末（１～６
）の加入者識別情報（５０－１）に対応する接続網情報（５０－２）が「ＩＰ網／ＰＳＴ
Ｎ」、「ＰＳＴＮ」のどちらが設定されているかを確認する（３０２）。接続網情報（５
０－２）が「ＰＳＴＮ」となっている場合はＰＳＴＮ接続設定を行う（３０３）。接続網
情報（５０－２）が「ＩＰ網／ＰＳＴＮ」となっている場合は加入者端末（１～６）から
のダイヤルを待ち、ダイヤルを受信する（３０４）とサービステーブル（６０）を参照し
（３０５）、ダイヤル番号（６０－１）に対応する接続網情報（６０－２）が「ＩＰ網」
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、「ＰＳＴＮ」のどちらが設定さているかを確認する（３０６）。接続網情報（６０－２
）が「ＰＳＴＮ」となっている場合はＰＳＴＮ接続設定を行う（３０３）。接続網情報（
６０－２）が「ＩＰ網」となっている場合はＩＰ網接続設定を行う（３０７）。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　図１に示すネットワーク構成において、メディアゲートウェイ１（１０）に収容され加
入者識別情報（７０－１）がＡである加入者１（１）が通話中ではない場合に、メディア
ゲートウェイ１（１０）に交換機（２０）に収容された加入者７（７）から着呼があった
場合の流れを、図１１を用いて説明する。加入者７（７）が発呼信号を送信する（８００
）と、交換機（２０）は加入者７（７）に対して発信音を送信する（８０１）。加入者７
（７）が加入者１（１）宛にダイヤルをする（８０２）と、交換機（２０）は加入者１（
１）が収容されるメディアゲートウェイ１（１０）に接続要求をする（８０３）。メディ
アゲートウェイ１（１０）では、接続要求を受信すると（４００）ＰＳＴＮ－ＩＦ制御部
（１０－１０）がプロセッサ（１０－５）に加入者識別情報（７０－１）Ａ宛の接続要求
があったことを通知する。プロセッサ（１０－５）は回線使用状況テーブル（７０）を参
照し（４０１）、加入者識別情報（７０－１）Ａの加入者１（１）の回線使用状況情報（
７０－２）を回線使用状況テーブル（７０）で確認する（４０２）。未使用であった場合
、回線使用状況（７０－２）をＰＳＴＮ接続中と更新し（４０３）、プロセッサ（１０－
５）はＳＷ（１０－２）に対して、加入者識別情報（７０－１）Ａの加入者回線をＰＳＴ
Ｎ－ＩＦ（１０－１１）へ接続されるように設定する（４０４）。プロセッサ（１０－５
）はＰＳＴＮ－ＩＦ制御部（１０－１０）を介して、交換機（２０）に対して接続応答を
かえし（８０４）、加入者ＩＦ制御部（１０－９）を介して、加入者１（１）に対して呼
出信号を送信する（８０５）。プロセッサ（１０－５）は接続処理が完了するとＰＳＴＮ
－ＩＦ制御部（１０－１０）を介して、加入者７（７）に呼出音を送信する（８０６）。
加入者１（１）が応答信号を送信すると（８０７）、加入者ＩＦ制御部（１０－９）が、
加入者１（１）から応答信号を受信したことをプロセッサ（１０－５）に通知し、プロセ
ッサはＰＳＴＮ－ＩＦ制御部（１０－１０）を介して、交換機（２０）に応答信号を送信
する（８０８）。応答信号を受信した（８０８）交換機（２０）は、加入者７（７）に対
して、応答信号を送信する。以上で、加入者７（７）と加入者１（１）が通話中となる（
８１０）。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　次に、図１に示すネットワーク構成において、メディアゲートウェイ１（１０）に収容
され、加入者識別情報（７０－１）がＣで、コールウェイティングサービスに加入してい
る加入者３（３）が、ＩＰ網（１００）を介してメディアゲートウェイ２（１１）に収容
される加入者４（４）と通話中に、メディアゲートウェイ１（１０）に交換機（２０）に
収容された加入者７（７）から着呼があった場合の流れを、図１３を用いて説明する。加
入者３（３）と加入者４（４）が通話中（１０００）に、加入者７（７）から交換機（２
０）に発呼信号が送信される（１００１）と、交換機（２０）は加入者７（７）に対して
発信音を送信する（１００２）。加入者７（７）が加入者２（２）宛にダイヤルをする（
１００３）と、交換機（２０）は加入者２（２）が収容されるメディアゲートウェイ１（
１０）宛に接続要求を送信する（１００４）。メディアゲートウェイ１（１０）では、上
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記と同様にプロセッサ（１０－５）が回線使用状況テーブルを参照し（４０１）、加入者
識別情報（７０－１）Ｃの回線使用状況（７０－２）を回線使用状況テーブル（７０）で
確認する（４０２）。ＩＰ網（１００）に接続している場合、加入者識別情報（７０－１
）を参照し（４０５）、加入者３がコールウェイティングサービスに加入しているかを確
認する（４０６）。加入している場合プロセッサ（１０－５）はＰＳＴＮ－ＩＦ制御部（
１０－１０）を介して交換機（２０）に接続応答を送信し（１００５）、加入者ＩＦ制御
部（１０－９）を介して加入者３（３）に通話中着信表示を送信する（１００６）。接続
処理が完了するとプロセッサ（１０－５）はＰＳＴＮ－ＩＦ制御部（１０－１０）を介し
て加入者７（７）に呼出音を送信し（１００７）、加入者３（３）からのフッキングを加
入者ＩＦ制御部（１０－９）が監視する（４０８）。加入者３（３）がフッキングする（
１００８）と加入者ＩＦ制御部（１０－９）はプロセッサ（１０－５）に対して、フッキ
ングを受信したことを通知する。通知を受けたプロセッサ（１０－５）は回線使用状況テ
ーブル（７０）の回線使用状況（７０－２）をＩＰ網／ＰＳＴＮ接続中に更新し（４０９
）、加入者３（３）の回線がＰＳＴＮ－ＩＦ（１０－１１）に接続されるようにＳＷ（１
０－２）を設定する（４１０）。次にプロセッサ（１０－５）はＰＳＴＮ－ＩＦ制御部（
１０－１０）を介して、交換機（２０）に応答信号を送信し（１００９）、ＩＰ－ＩＦ２
（１０－６）を介して保留通知をＳＩＰサーバ（３０）に送信する（１０１１）。ＳＩＰ
サーバ（３０）は保留通知をメディアゲートウェイ２（１１）に転送し（１０１２）、メ
ディアゲートウェイ２では保留通知をＩＰ－ＩＦ２（１０－６）を介してプロセッサ（１
０－５）が受信すると、プロセッサ（１０－５）は加入者ＩＦ制御部（１０－９）を介し
て加入者４（４）に保留音を送信する（１０１３）。交換機（２０）は応答信号を受信す
ると加入者７（７）に応答信号を送信する（１０１０）。以上で、加入者３（３）と加入
者４（４）間の通話は保留状態になり、加入者３（３）と加入者７（７）が通話中となる
。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
【図１】本発明を適用するネットワーク構成例。
【図２】本発明のメディアゲートウェイの構成例。
【図３】加入者テーブルの一例。
【図４】サービステーブルの一例。
【図５】収容する加入者から発呼信号を受信した場合のメディアゲートウェイの動作フロ
ー。
【図６】図１において、加入者２から加入者７へ通話する場合の動作シーケンス。
【図７】図１において、加入者１から加入者４へ、サービスａを用いて通話する場合の動
作シーケンス。
【図８】図１において、加入者１から加入者８へ、サービスｂを用いて通話する場合の動
作シーケンス。
【図９】回線使用状況テーブルの一例。
【図１０】収容する加入者宛の接続要求／ＩＮＶＩＴＥを受信した場合のメディアゲート
ウェイの動作フロー。
【図１１】図１において、加入者７から加入者１へ通話する場合の動作シーケンス。
【図１２】図１において、コールウェイティングサービスに加入していない加入者２が加
入者４と通話中であるとき、加入者７から着呼信号を受信した場合の動作シーケンス。
【図１３】図１において、コールウェイティングサービスに加入する加入者３が加入者４
と通話中であるとき、加入者７から着呼信号を受信した場合の動作シーケンス。
【手続補正６】
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【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図８】



(18) JP 2010-130389 A 2010.6.10

10

フロントページの続き

(72)発明者  横山　卓
            神奈川県横浜市戸塚区戸塚町２１６番地　株式会社日立コミュニケーションテクノロジーキャリア
            ネットワーク事業部内
(72)発明者  宮田　裕章
            神奈川県横浜市戸塚区戸塚町２１６番地　株式会社日立コミュニケーションテクノロジーキャリア
            ネットワーク事業部内
Ｆターム(参考) 5K030 GA19  HA01  HA08  HD03  KA05  LB02 
　　　　 　　  5K201 BB04  BC05  CB02  CB05  CB12  EA02  EA05  FA04 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	overflow

