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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電話回線に接続する電話回線接続器と、
　前記電話回線接続器の受話器端子に接続され、音声信号を入出力する入出力端子、
　前記入出力端子から出力する音声信号を前記電話回線接続器に対応する音声信号レベル
に変換し、前記入出力端子から入力された音声信号をオーディオ機器に対応する音声信号
レベルに変換する信号レベル変換回路、
　前記信号レベル変換回路を介して前記入出力端子から入力された音声信号を外部に出力
する外部音声出力端子、
　および、外部から入力された音声信号を前記信号レベル変換回路を介して前記入出力端
子に供給する外部音声入力端子、を備えた信号レベル変換アダプタと、
　ネットワークに接続され、該ネットワークを介してＩＰ接続により通信相手装置と音声
情報を送受信するネットワークインタフェース、
　前記外部音声出力端子からの音声信号を入力する音声入力端子、
　前記外部音声入力端子に音声信号を出力する音声出力端子、
　入力される音声信号から音声を放音するスピーカ、
　音声を収音して音声信号を出力するマイク、
　および、前記ネットワークインタフェースから入力された音声情報を、音声信号として
前記スピーカ、および前記信号レベル変換回路を介して前記入出力端子に供給し、前記マ
イクで収音した音声信号を前記信号レベル変換回路を介して前記入出力端子に供給すると
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ともに前記ネットワークインタフェースに音声情報として供給し、前記入出力端子から前
記信号レベル変換回路を介して入力された音声信号を前記スピーカに供給するとともに前
記ネットワークインタフェースに音声情報として供給する処理部、を備えた音声会議装置
と、
　からなる通信会議システムであって、
　前記電話回線接続機器が、他の電話回線接続機器に接続されるとともに、
　前記音声会議装置が、前記ＩＰ接続により、前記通信相手装置に接続されることで、
　前記他の電話回線接続機器が設置された地点と、前記通信相手装置が設置された地点と
、前記電話回線接続機器、前記信号レベル変換アダプタ、および前記音声会議装置が設置
された地点と、を相互に接続させることを特徴とする通信会議システム。
【請求項２】
　電話回線に接続する電話回線接続器の受話器端子に接続され、音声信号を入出力する入
出力端子、
　前記入出力端子から出力する音声信号を前記電話回線接続器に対応する音声信号レベル
に変換し、前記入出力端子に入力された音声信号をオーディオ機器に対応する音声信号レ
ベルに変換する信号レベル変換回路、
　ネットワークに接続され、該ネットワークを介してＩＰ接続により通信相手装置と音声
情報を送受信するネットワークインタフェース、
　入力される音声信号から音声を放音するスピーカ、
　音声を収音して音声信号を出力するマイク、
　および、前記ネットワークインタフェースから入力された音声情報を、音声信号として
前記スピーカ、および前記信号レベル変換回路を介して前記入出力端子に供給し、前記マ
イクで収音した音声信号を前記信号レベル変換回路を介して前記入出力端子に供給すると
ともに前記ネットワークインタフェースに音声情報として供給し、前記入出力端子から前
記信号レベル変換回路を介して入力された音声信号を前記スピーカに供給するとともに前
記ネットワークインタフェースに音声情報として供給する処理部、
　を備えた音声会議装置であって、
　前記電話回線接続機器を介して他の電話回線接続機器に接続されるとともに、
　前記ＩＰ接続により、前記通信相手装置に接続されることで、
　前記他の電話回線接続機器が設置された地点と、前記通信相手装置が設置された地点と
、を相互に接続させることを特徴とする音声会議装置。。
【請求項３】
　前記音声会議装置は、前記信号レベル変換回路のレベル変換量の変更を受け付ける変更
受付手段をさらに備えた請求項１に記載の通信会議システム。
【請求項４】
　前記信号レベル変換回路のレベル変換量の変更を受け付ける変更受付手段をさらに備え
た請求項２に記載の音声会議装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、簡略な構成でありながら、アナログ電話回線網とインターネットプロトコ
ルの両方を通じて音声会議を行うことができる通信会議システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スピーカとマイクロホンとを備えた通信会議（音声会議）装置が普及している。
通信会議装置は、電話回線網によって会議サーバにダイアルインする。複数の地点にいる
それぞれの通信会議装置が会議サーバにダイアルインすることで、相互に音声通話を行う
ことができる。
【０００３】
　一方、近年、インターネットプロトコル（以下、ＩＰと言う）上で音声通信を行うＶｏ
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ＩＰ（Voice over Internet Protocol）が普及しつつある。ＩＰ上で音声通信を行う場合
、通信会議装置は、ＩＰ用会議サーバ（以下、ＭＣＵと言う。ＭＣＵ：MultipointContro
l Unit）のＩＰアドレスに接続し、ＴＣＰ（Transmission Control Protocol）、ＳＩＰ
（SessionInitiation Protocol）等のプロトコルを用いて音声情報を送受信する。
【０００４】
　電話回線網は従来から普及しており、ＶｏＩＰは近年になって急速に普及し始めている
。したがって、従来の電話回線網による会議サーバへの接続手段しか有しないユーザと、
ＩＰによるＭＣＵへの接続手段しか有しないユーザが存在する。従来の電話回線網による
会議サーバへの接続手段しか有しないユーザはＩＰ用のＭＣＵに接続することができず、
ＩＰによるＭＣＵへの接続手段しか有しないユーザは電話回線網による会議サーバに接続
することができない。
【０００５】
　そこで、従来の電話回線網による会議サーバへの接続手段しか有しないユーザと、ＩＰ
によるＭＣＵへの接続手段しか有しないユーザを、相互にリンクすることができるアーキ
テクチャが提案されている（例えば特許文献１参照）。
【特許文献１】特表２００４－５２７１５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１のアーキテクチャによれば、少なくとも２つの会議サーバ（すなわち電話回
線網用会議サーバとＩＰ用会議サーバ）を有し、これらが相互に接続されることで全ての
ユーザが音声会議を行うことができるものである。
【０００７】
　しかしながら、特許文献１のアーキテクチャによれば、互いに接続可能である専用の会
議サーバが２つ（複数）必要となり、高価な専用会議サーバを複数設置するにはコストが
かかるという問題が有った。
【０００８】
　この発明は、高価な専用会議サーバを必要とせず、電話回線網による接続手段しか有し
ないユーザと、ＩＰ接続手段しか有しないユーザとを、相互に接続することができる通信
会議システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明の通信会議システムは、電話回線に接続する電話回線接続器と、前記電話回線
接続器の受話器端子に接続され、音声信号を入出力する入出力端子、前記入出力端子から
出力する音声信号を前記電話回線接続器に対応する音声信号レベルに変換し、前記入出力
端子から入力された音声信号をオーディオ機器に対応する音声信号レベルに変換する信号
レベル変換回路、前記信号レベル変換回路を介して前記入出力端子から入力された音声信
号を外部に出力する外部音声出力端子、および、外部から入力された音声信号を前記信号
レベル変換回路を介して前記入出力端子に供給する外部音声入力端子、を備えた信号レベ
ル変換アダプタと、ネットワークに接続され、該ネットワークを介してＩＰ接続により通
信相手装置と音声情報を送受信するネットワークインタフェース、前記外部音声出力端子
からの音声信号を入力する音声入力端子、前記外部音声入力端子に音声信号を出力する音
声出力端子、入力される音声信号から音声を放音するスピーカ、音声を収音して音声信号
を出力するマイク、および、前記ネットワークインタフェースから入力された音声情報を
、音声信号として前記スピーカ、および前記信号レベル変換回路を介して前記入出力端子
に供給し、前記マイクで収音した音声信号を前記信号レベル変換回路を介して前記入出力
端子に供給するとともに前記ネットワークインタフェースに音声情報として供給し、前記
入出力端子から前記信号レベル変換回路を介して入力された音声信号を前記スピーカに供
給するとともに前記ネットワークインタフェースに音声情報として供給する処理部、を備
えた音声会議装置と、からなる通信会議システムであって、前記電話回線接続機器が、他
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の電話回線接続機器に接続されるとともに、前記音声会議装置が、前記ＩＰ接続により、
前記通信相手装置に接続されることで、前記他の電話回線接続機器が設置された地点と、
前記通信相手装置が設置された地点と、前記電話回線接続機器、前記信号レベル変換アダ
プタ、および前記音声会議装置が設置された地点と、を相互に接続させることを特徴とす
る。
【００１０】
　この発明において、処理部は、入力された音声信号（デジタル音声信号）を分岐出力す
るオーディオ処理部、および音声信号を音声情報としてネットワークインタフェース（お
よびインターネット）を介して他の装置に出力するネットワーク処理部によって構成され
る。音声情報は、例えばＴＣＰ等のプロトコルとして送受信される。電話機と音声会議装
置の間に接続されるアダプタは、音声会議装置から入力される音声信号を電話機に対応す
る信号（電話機毎に異なるが、例えば１０ｍＶ程度）に変換してから電話機に出力し、電
話機から入力される音声信号をオーディオ機器に対応する信号（例えば１．５Ｖ程度）に
変換してから音声会議装置に出力する。
　ネットワークを介して通信相手装置から入力された音声情報は、音声会議装置のスピー
カから放音されるとともに、アダプタを介して音声信号として電話回線接続器（電話機）
に出力される。電話機に入力されたアナログ音声信号は、電話回線の接続先に送信される
。音声会議装置のマイクで収音したアナログ音声信号は、上記と同様にアダプタを介して
電話機に出力されるとともに、音声情報としてネットワークに出力される。さらに、電話
機からアダプタを介して音声会議装置に入力されたアナログ音声信号は、音声会議装置の
スピーカから放音されるとともに、音声情報としてネットワークに出力される。
　すなわち、音声会議装置は、ＩＰ接続により他の音声会議装置（ＩＰ電話機）等に接続
すると同時に、電話機を介して既存の電話回線網によるユーザと接続することができる。
したがって、この音声会議装置を介してＩＰ接続ユーザと電話回線接続ユーザが相互に接
続され、通信会議を行うことができる。
【００１１】
　この発明の音声会議装置は、電話回線に接続する電話回線接続器の受話器端子に接続さ
れ、音声信号を入出力する入出力端子、前記入出力端子から出力する音声信号を前記電話
回線接続器に対応する音声信号レベルに変換し、前記入出力端子に入力された音声信号を
オーディオ機器に対応する音声信号レベルに変換する信号レベル変換回路、ネットワーク
に接続され、該ネットワークを介してＩＰ接続により通信相手装置と音声情報を送受信す
るネットワークインタフェース、入力される音声信号から音声を放音するスピーカ、音声
を収音して音声信号を出力するマイク、および、前記ネットワークインタフェースから入
力された音声情報を、音声信号として前記スピーカ、および前記信号レベル変換回路を介
して前記入出力端子に供給し、前記マイクで収音した音声信号を前記信号レベル変換回路
を介して前記入出力端子に供給するとともに前記ネットワークインタフェースに音声情報
として供給し、前記入出力端子から前記信号レベル変換回路を介して入力された音声信号
を前記スピーカに供給するとともに前記ネットワークインタフェースに音声情報として供
給する処理部、を備えた音声会議装置であって、前記電話回線接続機器を介して他の電話
回線接続機器に接続されるとともに、前記ＩＰ接続により、前記通信相手装置に接続され
ることで、前記他の電話回線接続機器が設置された地点と、前記通信相手装置が設置され
た地点と、を相互に接続させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　この発明によれば、高価な専用会議サーバを必要とせず、電話回線網による接続手段し
か有しないユーザと、ＩＰ接続手段しか有しないユーザとを、相互に接続することができ
る。すなわち、既に構築されているＩＰ用の通信会議システム内に、電話回線接続ユーザ
を容易に接続することができ、また、既存の電話回線による通信会議システム内にＩＰ接
続ユーザを容易に接続することもできる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１４】
　図面を参照して、本発明の実施形態に係る通信会議システムについて説明する。図１は
、通信会議システムの構成を示すブロック図である。同図に示すように、この通信会議シ
ステムは、音声会議装置１と、アダプタ２と、電話機３と、からなる。音声会議装置１は
、アダプタ２に接続され、アダプタ２は電話機３に接続されている。
【００１５】
　音声会議装置１は、ネットワーク処理部１０１、オーディオ処理部１０２、エコーキャ
ンセラ１０３、マイク信号処理部１０４、Ａ／Ｄコンバータ１０５、アンプ１０６、マイ
ク１０７、スピーカ信号処理部１０８、Ｄ／Ａコンバータ１０９、アンプ１１０、スピー
カ１１１、Ｄ／Ａコンバータ１１２、音声出力端子１１３、Ａ／Ｄコンバータ１１４、お
よび音声入力端子１１５を備えている。
【００１６】
　マイク１０７の出力側はアンプ１０６に接続されており、マイク１０７で収音したアナ
ログ音声信号はアンプ１０６で増幅される。アンプ１０６で増幅されたアナログ音声信号
は、アンプ１０６に接続されるＡ／Ｄコンバータ１０５でデジタル音声信号に変換される
。変換されたデジタル音声信号は、マイク信号処理部１０４で音質調整（イコライジング
など）され、エコーキャンセラ１０３に入力される。
【００１７】
　エコーキャンセラ１０３は、入力されたデジタル音声信号からエコー成分を除去する。
図２にエコーキャンセラ１０３の詳細なブロック図を示す。エコーキャンセラ１０３は、
加算器１０３１、および適応フィルタ１０３２を備えている。適応フィルタ１０３２は、
ＦＩＲフィルタ等のデジタルフィルタを含んでいる。適応フィルタ１０３２は、音声会議
装置１の設置空間における音響伝達系（スピーカ１１１からマイク１０７に至る音響伝搬
経路）の伝達関数を推定し、推定した伝達関数を模擬するようにＦＩＲフィルタのフィル
タ係数を算出する。適応フィルタ１０３２は、この推定したフィルタ係数でスピーカ１１
１からマイク１０７へ至る回り込み成分の模擬信号を生成する。この模擬信号を加算器１
０３１においてマイク信号処理回路１０４の出力信号から差し引く。したがって、加算器
１０３１の出力信号は、マイク１０７の収音信号から回り込み成分（エコー成分）を除去
した信号となる。
【００１８】
　伝達関数の推定及びフィルタ係数の算出は、加算器１０３１から出力された信号である
残差信号を参照信号として用いてスピーカ１１１への供給信号に基づいて、適応アルゴリ
ズムを用いて行われる。適応アルゴリズムは、残差信号ができるだけ小さくなるようにフ
ィルタ係数を算出するアルゴリズムである。
【００１９】
　これにより、適応フィルタ１０３２において音響伝達系の回り込み信号（スピーカ１１
１からマイク１０７に至る音声信号）を模擬した信号が生成され、加算器１０３１におい
て収音信号から模擬信号を差し引くことで、回り込み信号のみを効率的に減衰させること
ができる。これにより、エコーキャンセラ１０３は、回り込み信号により発生するエコー
を消去することができる。
【００２０】
　図１において、エコーキャンセラ１０３でエコー成分が除かれた後のデジタル音声信号
は、オーディオ処理部１０２に入力される。オーディオ処理部１０２に入力されたデジタ
ル音声信号は、ネットワーク処理部１０１およびＤ／Ａコンバータ１１２に入力される。
ネットワーク処理部１０１は、入力されたデジタル音声信号を、所定のプロトコル（ＴＣ
Ｐなど）によって音声情報としてネットワーク（インターネット）を介して他の音声会議
装置（ＩＰ電話機）に出力する。ネットワーク処理部１０１は、ＩＰ接続により他の装置
と音声情報を送受信する。
【００２１】
　Ｄ／Ａコンバータ１１２に入力されたデジタル音声信号は、アナログ音声信号に変換さ
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れて音声出力端子１１３に入力される。音声出力端子１１３は、汎用のアナログ音声出力
端子（例えばピンジャック）であり、この端子に接続されるケーブルを通じて他の機器に
音声信号を出力する。本実施形態において、音声出力端子１１３は、アダプタ２の音声入
力端子２０１に接続されており、アダプタ２に音声信号を供給するものであるが、無論、
他のオーディオ機器などに接続することも可能である。
【００２２】
　ネットワーク処理部１０１は、インターネットを介して他の装置から入力した所定のプ
ロトコルの音声情報をデジタル音声信号に変換し、オーディオ処理部１０２に入力する。
オーディオ処理部１０２に入力されたデジタル音声信号は、エコーキャンセラ１０３およ
びＤ／Ａコンバータ１１２に入力される。Ｄ／Ａコンバータ１１２に入力されたデジタル
音声信号は、上述のように音声出力端子１１３からアナログ音声信号として他の機器に出
力される。
【００２３】
　エコーキャンセラ１０３に入力されたデジタル音声信号は、図２に示したように、エコ
ーの推定成分として適応フィルタ１０３２に入力されるとともに、スピーカ信号処理部１
０８に入力される。スピーカ信号処理部１０８に入力されたデジタル音声信号は、音質調
整（イコライジングなど）され、Ｄ／Ａコンバータ１０９に入力され、アナログ音声信号
に変換される。Ｄ／Ａコンバータ１０９において変換されたアナログ音声信号は、アンプ
１１０で増幅された後、スピーカ１１１で放音される。
【００２４】
　音声入力端子１１５は、汎用のアナログ音声入力端子（例えばピンジャック）であり、
この端子に接続されるケーブルを通じて他の機器から入力された音声信号をＡ／Ｄコンバ
ータ１１４に入力する。本実施形態において、音声入力端子１１５は、アダプタ２の音声
出力端子２０２に接続されており、アダプタ２から音声信号を入力するものであるが、無
論、他のオーディオ機器などに接続することも可能である。音声入力端子１１５からＡ／
Ｄコンバータ１１４に入力されたアナログ音声信号は、デジタル音声信号に変換されてオ
ーディオ処理部１０２に入力される。オーディオ処理部１０２に入力されたデジタル音声
信号は、ネットワーク処理部１０１およびエコーキャンセラ１０３に入力される。ネット
ワーク処理部１０１に入力されたデジタル音声信号は、音声情報としてインターネットを
介して他の装置に出力される。エコーキャンセラ１０３に入力されたデジタル音声信号は
、上述したように音質調整などされ、スピーカ１１１で放音される。
【００２５】
　上述のように、音声会議装置１は、インターネットを介して他の装置から入力された音
声情報を基に、自身のスピーカ１１１から音声を放音するとともに、音声出力端子１１３
から音声信号を出力する。また、音声入力端子１１５から入力された音声信号を基に、自
身のスピーカ１１１から音声を放音するとともに、インターネットを介して他の装置に音
声情報を出力する。さらに、自身のマイク１０７で収音した音声信号を基に、音声出力端
子１１３から音声信号を出力するとともに、インターネットを介して他の装置に音声情報
を出力する。
【００２６】
　なお、オーディオ処理部１０２は、上述のように入力された３つのデジタル音声信号を
それぞれ分岐するため、一旦は６つの出力信号が生じることとなるが、内蔵の加算器（図
示せず）により、２系統の入力デジタル音声信号を加算して単一のデジタル音声信号とし
て出力するため、３つのデジタル音声信号を出力するものである。
【００２７】
　すなわち、ネットワーク処理部１０１に出力されるデジタル音声信号は、エコーキャン
セラ１０３から入力された信号とＡ／Ｄコンバータ１１４から入力された信号が加算され
たものであり、Ｄ／Ａコンバータ１１２に出力されるデジタル音声信号はエコーキャンセ
ラ１０３から入力された信号とネットワーク処理部１０１から入力された信号が加算され
たものである。同様に、エコーキャンセラ１０３に出力されるデジタル音声信号は、Ａ／
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Ｄコンバータ１１４から入力された信号とネットワーク処理部１０１から入力された信号
が加算されたものである。
【００２８】
　なお、音声会議装置１において、音響伝達系の回り込み信号を抑制する手段としてエコ
ーキャンセラを用いた例を示したが、これに限定されるものではない。例えば、図３に示
すようなボイススイッチを用いてもよい。
　図３は、ボイススイッチ１５０の詳細な構成を示すブロック図である。
　同図において、ボイススイッチ１５０は、図１のエコーキャンセラ１０３に置き換わっ
たものであり、出力側可変損失回路１５０１、比較回路１５０２、および入力側可変損失
回路１５０３を備えている。比較回路１５０２は、マイク信号処理部１０４の出力したデ
ジタル音声信号と、オーディオ処理部１０２の出力したデジタル音声信号のレベルを比較
する。比較回路１５０２は、オーディオ処理部１０２の出力したデジタル音声信号のレベ
ルが、マイク信号処理部１０４の出力したデジタル音声信号のレベルより高いことを検出
すると、音声会議装置１のユーザが主に受話中であると判断して出力側可変損失回路１５
０１に低減制御を行う。出力側可変損失回路１５０１は、この低減制御に従って、マイク
信号処理部１０４の出力したデジタル音声信号のレベルを低減してオーディオ処理部１０
２に出力する。
【００２９】
　一方、比較回路１５０２は、マイク信号処理部１０４の出力したデジタル音声信号のレ
ベルが、オーディオ処理部１０２の出力したデジタル音声信号のレベルより高いことを検
出すると、音声会議装置１のユーザが主に発話中であると判断して入力側可変損失回路１
５０３に低減制御を行う。入力側可変損失回路１５０３は、この低減制御に従って、オー
ディオ処理部１０２の出力したデジタル音声信号のレベルを低減してマイク信号処理部１
０４に出力する。以上のようにして、発話中は外部からの音声が抑制され、受話中は収音
音声が抑制されるので回り込み信号を抑制することができる。
【００３０】
　アダプタ２は、音声入力端子２０１、音声出力端子２０２、およびレベル調整回路２０
３を備えている。音声入力端子２０１は、汎用のアナログ音声入力端子（例えばピンジャ
ック）であり、この端子に接続されるケーブルを通じて他の機器から入力された音声信号
をレベル調整回路２０３に入力する。本実施形態において、音声入力端子２０１は、音声
会議装置１の音声出力端子１１３に接続されているが、無論、他のオーディオ機器などに
接続することも可能である。
【００３１】
　音声出力端子２０２は、汎用のアナログ音声出力端子（例えばピンジャック）であり、
レベル調整回路２０３から入力された音声信号を、この端子に接続されるケーブルを通じ
て他の機器に音声信号を出力する。本実施形態において、音声出力端子２０２は、音声会
議装置１の音声入力端子１１５に接続されているが、無論、他のオーディオ機器などに接
続することも可能である。
【００３２】
　レベル調整回路２０３は、音声入力端子２０１、および音声出力端子２０２に接続され
るとともに、電話機３に接続される。電話機３とは、汎用の音声信号ケーブル（例えば４
極４芯の受話器用モジュラーケーブル）を介して接続される。すなわち、アダプタ２は、
受話器用モジュラーケーブルを接続するための端子（本発明における入出力端子）を有す
るものである。また、レベル調整回路２０３は、音声入力端子２０１から入力された音声
信号を電話機本体に対応する信号に変換してから電話機３に出力する。対応する信号は電
話機により異なるが、例えば数１０ｍＶ程度の信号に変換すればよい。なお、アダプタ２
に電圧調整用スイッチ等を備え、ユーザがレベル調整回路２０３の出力信号のレベルを変
更できるようにしてもよい。また、レベル調整回路２０３は、電話機３から入力された信
号をオーディオ機器に対応する信号（例えば１．５Ｖ程度の信号）に変換してから、音声
出力端子２０２に出力する。
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【００３３】
　電話機３は、一般的な電話機であり、電話回線網に接続するためのライン端子、受話器
を接続するための受話器端子等を備えている。電話機３は、アダプタ２に受話器端子、お
よび受話器用モジュラーケーブルを介して接続される。なお、本実施形態において、電話
機３の受話器は、受話器用モジュラーケーブルが外された状態で電話機３の本体にセット
（オンフック）されている。ユーザは、電話機３の受話器を取り、オフフック状態で所定
の電話番号にダイアルすることで、この電話機３を他の電話機に接続することが可能であ
る。
【００３４】
　なお、アダプタ２と電話機３との間に切替えスイッチを設け、この切替えスイッチに受
話器を接続し、電話機３に信号を送受信する機器を、受話器とアダプタで切替えられるよ
うにしてもよい。ユーザは、電話機３と受話器で信号を送受信するように切替えスイッチ
を切替えれば通常の電話機として使用でき、電話機３とアダプタ２で信号を送受信するよ
うに切替えスイッチを切替えれば本発明の通信会議システムとして使用することができる
。
【００３５】
　次に、図４は、本実施形態における通信会議システムの音声信号（音声情報）の流れに
ついて説明する図である。この図においては、Ａ地点、Ｂ地点、Ｃ地点の３地点で通信会
議を行う例について説明する。Ａ地点においては、図１で示した通信会議システムが構成
されている。同図において、Ａ地点における音声会議装置１を音声会議装置１Ａ、Ａ地点
におけるアダプタ２をアダプタ２Ａ、Ａ地点における電話機３を電話機３Ａとする。また
、Ｂ地点おける音声会議装置１を音声会議装置１Ｂ、Ｃ地点における電話機３を電話機３
Ｃとする。
【００３６】
　音声会議装置１Ａは、インターネットを介して（ＩＰを介して）音声会議装置１Ｂに接
続されている。電話機３Ａは、電話回線網を介して電話機３Ｃに接続されている。Ａ地点
におけるユーザは、Ｂ地点の音声会議装置１ＢのＩＰアドレスを指定して音声会議装置１
Ａを接続する。また、Ａ地点におけるユーザは、Ｃ地点の電話機３Ｃの電話番号にダイア
ルして電話機３Ａを接続する。
【００３７】
　この状態で、Ａ地点におけるユーザが、音声会議装置１Ａのマイクに音声を入力すると
、このアナログ音声信号はアダプタ２Ａと電話機３Ａを介してＣ地点の電話機３Ｃに送信
されるとともに、音声情報としてＢ地点の音声会議装置１Ｂに送信される。Ａ地点で収音
されたアナログ音声信号は、Ｂ地点の音声会議装置１Ｂのスピーカで放音され、Ｃ地点の
電話機３Ｃの受話器からも放音される。
【００３８】
　Ｂ地点におけるユーザが、音声会議装置１Ｂのマイクに音声を入力すると、このアナロ
グ音声信号は音声情報として音声会議装置１Ａに送信され、アダプタ２Ａを介してＣ地点
の電話機３Ｃにも送信される。Ｂ地点で収音されたアナログ音声信号は、Ａ地点の音声会
議装置１Ａのスピーカから放音され、Ｃ地点の電話機３Ｃの受話器でも放音される。
【００３９】
　Ｃ地点におけるユーザが、電話機３Ｃの受話器に音声を入力すると、このアナログ音声
信号は電話機３Ａに送信され、アダプタ２Ａを介して音声会議装置１Ａに入力される。音
声会議装置１Ａに入力されたアナログ音声信号は、音声情報としてＢ地点の音声会議装置
１Ｂに送信される。したがって、Ｃ地点のユーザの音声は、音声会議装置１Ａのスピーカ
から放音されるとともにＢ地点の音声会議装置１Ｂのスピーカからも放音される。
【００４０】
　すなわち、Ａ地点からＢ地点には、Ａ地点の収音音声情報とＣ地点の収音音声情報がＩ
Ｐを介して送信され、Ａ地点からＣ地点にはＡ地点の収音音声信号とＢ地点の収音音声信
号が電話回線を介して送信される。したがって、Ｂ地点におけるユーザは、Ａ地点のユー
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点のユーザの音声とＢ地点のユーザの音声を両方聞くことができる。さらに、Ａ地点にお
けるユーザは、Ｂ地点のユーザの音声とＣ地点のユーザの音声を両方聞くことができる。
【００４１】
　なお、Ｂ地点においては、図１で示した音声会議装置１を設置した場合について説明し
ているが、この音声会議装置１に限らず、インターネットを介して音声情報を送受信でき
る装置（例えばＩＰ電話機）であればどのようなものであってもよい。
【００４２】
　以上のようにして、高価な専用会議サーバを必要とせず、ＩＰ接続ユーザと、電話回線
接続ユーザを相互に接続することができる。また、音声会議装置１が既に構築されている
ＩＰ用の通信会議システム内に接続されていれば、このＩＰ用通信会議システム内に、既
存の電話回線接続ユーザを容易に接続することができる。
【００４３】
　なお、上記において、音声会議装置は、電話機を介して他の地点における電話機に接続
する例について示したが、会議サーバにダイアルインするようにしてもよい。会議サーバ
にダイアルインすれば、さらに多数の電話回線接続ユーザと音声会議を行うことができる
。
【００４４】
　また、本実施形態において、音声会議装置は、汎用の音声出力端子、音声入力端子を介
してアダプタに接続される例について説明したが、このアダプタが音声会議装置に内蔵さ
れていてもよい。この場合、音声会議装置は、受話器用モジュラーケーブル接続端子を備
えていればよい。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】通信会議システムの構成を示すブロック図
【図２】エコーキャンセラの詳細な構成を示すブロック図
【図３】ボイススイッチの詳細な構成を示すブロック図
【図４】通信会議システムの音声信号（音声情報）の流れについて説明する図
【符号の説明】
【００４６】
１－音声会議装置
２－アダプタ
３－電話機
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