
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ローカルエリアネットワークとディジタル電話機又は構内交換機との間に接続されるアダ
プタ装置であって、

第１のインターフェース部と、
前記ローカルエリアネットワークに接続された第２のインターフェース部と、
前記ディジタル電話機又は前記構内交換機から前記第１のインターフェース部を介して入
力された入力信号の信号種が、制御信号、トーン及び音声信号のいずれであるかを検知す
る信号種検知部と、
前記信号種検知部により検知された信号種に基づいて、該信号種の識別情報を含み、かつ
、前記ディジタル電話機又は前記構内交換機から前記第１のインターフェース部を介して
入力された入力信号に対して第１のプロトコル変換をして得たパケット

そのパケットを前記第２のイ
ンターフェース部を介して前記ローカルエリアネットワークへ送出するパケット作成手段
と、
前記第２のインターフェース部を介して前記ローカルエリアネットワークから入力された
パケット中の前記識別情報に基づいて信号種が、前記制御信号、トーン及び音声信号のい
ずれであるかを識別し、該入力パケットのデータに対し識別した信号種に対応した第２の
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別々にディジタル多重信号線を介して異なる複数のディジタル電話機又は同一の構内交換
機に接続された複数の

で、かつ、そのパ
ケットが前記複数の第１のインターフェース部のうちどのインターフェース部へ送出する
パケットであるかの情報をヘッダに含むパケットを作成し、



プロトコル変換を行ってディジタル信号を生成

処理手段と
を有することを特徴とするアダプタ装置。
【請求項２】
前記パケット作成手段は、前記信号種検知部により検知された信号種に基づいて、該信号
種の識別情報を示すヘッダを作成するヘッダ作成部と、前記信号種検知部により検知され
た信号種に基づいて、前記第１のインターフェース部を介して入力された入力信号に対し
て前記第１のプロトコル変換をしたデータを作成するデータ作成部と、前記ヘッダ作成部
からのヘッダと前記データ作成部からのデータとをまとめて一つの前記パケットを作成し
て前記第２のインターフェース部へ出力するパケット作成部とからなることを特徴とする
請求項１記載のアダプタ装置。
【請求項３】
前記処理手段は、前記第２のインターフェース部を介して前記ローカルエリアネットワー
クから入力されたパケットからヘッダを抽出するヘッダ抽出部と、前記入力パケットから
データを抽出するデータ抽出部と、前記ヘッダ抽出部により抽出されたヘッダの前記識別
情報から信号種を識別し、前記データ抽出部からのデータに対して識別したその信号種に
対応した前記第２のプロトコル変換を行って前記第１のインターフェース部へ出力する信
号種別データ処理部とよりなることを特徴とする請求項１記載のアダプタ装置。
【請求項４】
ローカルエリアネットワークと第１のディジタル電話機との間にプロトコル変換を行う第
１のアダプタを接続し、複数の第２のディジタル電話機を収容した構内交換機と前記ロー
カルエリアネットワークとの間にプロトコル変換を行う第２のアダプタを接続したネット
ワークシステムであって、
前記第１及び第２のアダプタの各々は、
前記第１のディジタル電話機又は前記構内交換機にディジタル多重信号線を介して接続さ
れる 第１のインターフェース部と、前記ローカルエリアネットワークに接続された
第２のインターフェース部と、前記第１のインターフェース部を介して入力された入力信
号の信号種が、制御信号、トーン及び音声信号のいずれであるか検知する信号種検知部と
、前記信号種検知部により検知された信号種に基づいて、該信号種の識別情報を含み、か
つ、前記第１のディジタル電話機又は前記構内交換機から前記第１のインターフェース部
を介して入力された入力信号に対して第１のプロトコル変換をして得たパケット

を作成し、そのパケットを前記
第２のインターフェース部を介して前記ローカルエリアネットワークへ送出するパケット
作成手段と、前記第２のインターフェース部を介して前記ローカルエリアネットワークか
ら入力されたパケット中の前記識別情報に基づいて信号種が、前記制御信号、トーン及び
音声信号のいずれであるかを識別し、該入力パケットのデータに対し識別した信号種に対
応した第２のプロトコル変換を行ってディジタル信号を生成

処理手段とを有し、

前記第１のディジタル電話機と前記複数の第２のディジタル電話機のうちの任意の一ディ
ジタル電話機との間の、前記第１及び第２のアダプタ、前記ローカルエリアネットワーク
及び前記構内交換機を介した通話中に、前記第１のディジタル電話機からの転送指示によ
り、前記任意の一のディジタル電話機と前記複数の第２のディジタル電話機のうち転送指
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すると共に、前記入力パケットから得た情
報に基づき前記複数の第１のインターフェース部のうち指定された一の第１のインターフ
ェース部へ前記生成したディジタル信号を出力する

複数の

で、かつ
、そのパケットを前記複数の第１のインターフェース部のうちどのインターフェース部へ
送出するパケットであるかの情報をヘッダに含むパケット

すると共に、前記入力パケッ
トのヘッダから得た情報に基づき前記複数の第１のインターフェース部のうち指定された
一の第１のインターフェース部へ前記ディジタル信号を出力する
前記第１のアダプタの前記複数の第１のインターフェース部には複数のディジタル多重信
号線を介して複数の前記第１のディジタル電話機が別々に接続され、前記第２のアダプタ
の前記複数の第１のインターフェース部には複数のディジタル多重信号線を別々に介して
同一の前記構内交換機が接続されており、該構内交換機は複数の前記第２のディジタル電
話機を収容しており、



示された他のディジタル電話機との間で前記構内交換機を介した通話への転送処理を行う
構成としたことを特徴とするネットワークシステム。
【請求項５】
前記第２のアダプタは、前記構内交換機内に内蔵されていることを特徴とする請求項 記
載のネットワークシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はアダプタ装置及びそれを用いたネットワークシステムに係り、特にローカルエリ
アネットワーク（ＬＡＮ）に電話機を接続するに際し用いるアダプタ装置及びそれを用い
たＬＡＮ電話システムと称されるネットワークシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、ＬＡＮ電話システムでは、ＬＡＮにて電話機を接続することや、パーソナルコ
ンピュータ（ＰＣ）等のＬＡＮ端末に電話機能を持たせることを行っている。
【０００３】
図９はこのＬＡＮ電話システムと称される従来のネットワークシステムの一例のシステム
構成図を示す。同図において、ＬＡＮ３０は計算機の能力を備えたＬＡＮ端末５０に接続
される一方、アダプタ１６及びディジタル多重信号線６０を介して構内交換機（ＰＢＸ）
２０に接続されている。また、ＰＢＸ２０には多機能電話機４１がディジタル多重信号線
６１を介して接続されている。アダプタ１６はＬＡＮ３０とＰＢＸ２０間の信号をプロト
コル変換する。
【０００４】
次に、この従来システムの動作概要について、多機能電話機４１からＬＡＮ端末５０に対
して発信処理する場合を例にとって説明する。この場合、まず、多機能電話機４１の操作
者が多機能電話機４１の受話器を上げ、オフフック状態にする。このオフフックにより、
多機能電話機４１はディジタル多重信号線６１を通してＰＢＸ２０に発呼情報を伝達する
。発呼情報を受け取ったＰＢＸ２０は、ディジタル多重信号線６１に発信音（ＤＴ）を出
力する。
【０００５】
続いて、多機能電話機４１の操作者は、ボタンを押下してＬＡＮ端末５０の電話番号を入
力する。その電話番号情報は、ディジタル多重信号線６１を通してＰＢＸ２０へ伝達され
る。このダイヤルされた電話番号情報を受けたＰＢＸ２０は、ディジタル多重信号線６１
へ多機能電話機４１に対する呼出音（ＲＢＴ）を出力し、ディジタル多重信号線６０へＬ
ＡＮ端末５０に対するリンギング信号を出力する。
【０００６】
ディジタル多重信号線６０へと出力されたリンギング信号は、アダプタ１６に入力され、
リンギング信号のデータをパケット化し、ＬＡＮ３０へと送出する。ＬＡＮ端末５０はＬ
ＡＮ３０を通してリンギング信号のパケットを受け取り、そのパケット内のリンギング信
号のデータからリンギング音再生処理を行う。
【０００７】
リンギング音を聞いたＬＡＮ端末５０の操作者は、受話動作を行う。その結果、ＬＡＮ端
末５０はＬＡＮ３０に応答信号をデータとして持つパケットを送出する。このパケットは
ＬＡＮ３０を通してアダプタ１６で受信され、ここでプロトコル変換された後、ディジタ
ル多重信号線６０を介してＰＢＸ２０へ応答信号として供給される。
【０００８】
この応答信号を受けたＰＢＸ２０は、それまでディジタル多重信号線６１へ送出していた
ＲＢＴの送出を停止すると共に、ディジタル多重信号線６０へリンギング断信号を出力す
る。アダプタ１６はこのリンギング断信号をディジタル多重信号線６０から受け取り、パ
ケット化を行い、ＬＡＮ３０へそのパケットを送出する。ＬＡＮ端末５０はそのパケット

10

20

30

40

50

(3) JP 3593949 B2 2004.11.24

４



をＬＡＮ３０から受信し、リンギング断信号のデータからリンギング音の再生を止める。
【０００９】
続いて、ＰＢＸ２０は内部で多機能電話機４１とＬＡＮ端末５０間を通話接続し、両者の
通話を可能にする。その際、ＬＡＮ端末５０から多機能電話機４１への音声データは、Ｌ
ＡＮ端末５０からアダプタ１６へのパケットとしてＬＡＮ３０に送出され、アダプタ１６
内でプロトコル変換されてＰＢＸ２０に向けてディジタル多重信号線６０へと出力される
。また、多機能電話機４１からＬＡＮ端末５０への音声データは、ディジタル多重信号線
６０を通してアダプタ１６に入力され、アダプタ１６内でパケット化された後、ＬＡＮ３
０へ送出される。このパケットはＬＡＮ３０を通してＬＡＮ端末５０で受信され、音声再
生される。
【００１０】
次に、ＰＢＸの代表的なサービスの一つである内線転送処理について、図１０の構成図及
び図１１のシーケンス図と共に説明する。図１０において、多機能電話機４１と多機能電
話機４３間でＰＢＸ２０を介して通話中に、多機能電話機４３から多機能電話機４２への
転送処理を行う場合について説明する。
【００１１】
まず、多機能電話機４１との間で通話中の状態（図１１のステップ２００）にある多機能
電話機４３の操作者は、フックボタンを押下する（図１１のステップ２０２）。このフッ
クボタン押下情報は、多機能電話機４３からデータとしてディジタル多重信号線６３を通
してＰＢＸ２０へ送出される（図１１のステップ２０３）。ＰＢＸ２０は、このデータを
受信すると、多機能電話機４３に対してスペシャルダイヤルトーン（ＳＰＤＴ）を出力し
、多機能電話機４１に対して保留音を出力する（図１１のステップ２０４）。これにより
、それまで通話中の状態（図１１のステップ２０１）にあった多機能電話機４１は、待機
状態になる（図１１のステップ２０５）。
【００１２】
続いて、多機能電話機４３の操作者は、多機能電話機４２の内線番号を押下する（図１１
のステップ２０６）。このボタン押下情報は、多機能電話機４３からデータとしてディジ
タル多重信号線６３を通してＰＢＸ２０へ送出される（図１１のステップ２０７）。ＰＢ
Ｘ２０は、このデータを受信すると、多機能電話機４３にリングバックトーン（ＲＢＴ）
を出力すると共に、多機能電話機４２に対してディジタル多重信号線６２を通してリンギ
ング信号を出力する（図１１のステップ２０８）。多機能電話機４３はリングバックトー
ンの受信により待機状態となる（図１１のステップ２０９）。
【００１３】
一方、多機能電話機４２は、上記のリンギング信号を受信すると、リンギング音を再生す
るので、多機能電話機４２の操作者はこのリンギング音を聞いて受話器をとる（図１１の
ステップ２１０）。この操作により多機能電話機４２はオフフック状態になり、応答信号
をディジタル多重信号線６２を介してＰＢＸ２０へ送出する（図１１のステップ２１１）
。応答信号を受けたＰＢＸ２０は、ディジタル多重信号線６３へのリングバックトーンの
送出を止めると共に、ディジタル多重信号線６２へリンギング断信号を出力する（図１１
のステップ２１２）。リンギング断信号をディジタル多重信号線６２から受信した多機能
電話機４２は、リンギング音の再生を止める。
【００１４】
続いて、ＰＢＸ２０は、内部で多機能電話機４２、４３間を通話接続し、通話可能状態に
する（図１１のステップ２１３、２１４）。最後に多機能電話機４３の操作者は受話器を
おいてオンフック状態とする（図１１のステップ２１５）。これにより、多機能電話機４
３からディジタル多重信号線６３を介してＰＢＸ２０へ終話信号が出力され（図１１のス
テップ２１６）、それを受信したＰＢＸ２０は、多機能電話機４１への保留音の出力を止
め（図１１のステップ２１７）、多機能電話機４１、４２間を通話接続する。これにより
、多機能電話機４３から多機能電話機４２への内線転送が行われ、多機能電話機４１と多
機能電話機４２の間で通話可能状態となる（図１１のステップ２１８、２１９）。
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【００１５】
このように、咋今世界的に普及の著しいＬＡＮを利用して電話サービスを行うＬＡＮ電話
システムは、従来、基幹情報網として電話網とＬＡＮのどちらも敷設しなければならなか
ったユーザに電話網を不要とし、より低コストで統一された基幹情報網を提供できる。
【００１６】
【発明が解決しようとする課題】
しかるに、上記のＬＡＮ電話システムと称される従来のネットワークシステムでは、ＬＡ
Ｎ端末５０に電話機能を持たせる場合、ＬＡＮ端末５０自体が元々ＰＢＸ２０のすべての
機能を意識して構成されていないため、図１０及び図１１と共に説明した、ＰＢＸ２０が
従来より行っている内線転送などのサービスを初めとする各種サービスの殆どを実現でき
ない。
【００１７】
その結果、従来はＬＡＮ端末５０と多機能電話機４１との間で通信中に、ＬＡＮ端末５０
がＰＢＸ２０に接続された、他のディジタル電話機に内線転送するなどのサービスはでき
ず、ユーザは従来からあるサービスよりも劣ったサービスしか利用できない。また、従来
のＰＢＸ２０を使用しているユーザがＬＡＮ電話システムを導入した場合、既存のディジ
タル電話機はＬＡＮの所定のフォーマットのパケットを送受信できないため、既存のディ
ジタル電話機は全く使用できず、新たに端末を購入する必要がある。
【００１８】
本発明は以上の点に鑑みなされたもので、既存の電話網の信号をローカルエリアネットワ
ーク上のパケットにプロトコル変換し、ローカルエリアネットワークからのパケットを既
存の電話網の信号へプロトコル変換し得るアダプタ装置及びそれを用いたネットワークシ
ステムを提供することを目的とする。
【００１９】
また、本発明の他の目的は、既存のディジタル電話機を利用してローカルエリアネットワ
ークを利用し得るアダプタ装置及びそれを用いたネットワークシステムを提供することに
ある。
【００２０】
また、本発明の他の目的は、既存のディジタル電話機をローカルエリアネットワークに接
続した状態でＰＢＸを利用してのサービスをすべて享受し得るアダプタ装置及びそれを用
いたネットワークシステムを提供することにある。
【００２１】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するため、第１の発明のアダプタ装置は、ローカルエリアネットワーク
とディジタル電話機又は構内交換機との間に接続されるアダプタ装置であって、

第１のインターフェース部と、ローカルエリアネットワークに接続された第
２のインターフェース部と、ディジタル電話機又は構内交換機から第１のインターフェー
ス部を介して入力された入力信号の信号種が、制御信号、トーン及び音声信号のいずれで
あるかを検知する信号種検知部と、信号種検知部により検知された信号種に基づいて、信
号種の識別情報を含み、かつ、ディジタル電話機又は構内交換機から第１のインターフェ
ース部を介して入力された入力信号に対して第１のプロトコル変換をして得たパケット

そのパケットを第
２のインターフェース部を介してローカルエリアネットワークへ送出するパケット作成手
段と、第２のインターフェース部を介してローカルエリアネットワークから入力されたパ
ケット中の識別情報に基づいて信号種が、制御信号、トーン及び音声信号のいずれである
かを識別し、入力パケットのデータに対し識別した信号種に対応した第２のプロトコル変
換を行ってディジタル信号を生成
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別々にデ
ィジタル多重信号線を介して異なる複数のディジタル電話機又は同一の構内交換機に接続
された複数の

で
、かつ、そのパケットが複数の第１のインターフェース部のうちどのインターフェース部
へ送出するパケットであるかの情報をヘッダに含むパケットを作成し、

すると共に、入力パケットから得た情報に基づき複数の
第１のインターフェース部のうち指定された一の第１のインターフェース部へ生成したデ



処理手段とを有することを特徴とする。
【００２２】
この発明では、 ディジタル多重信号線を介して入力された入力信号に対しては、パ
ケット作成手段により第１のプロトコル変換をしてネットワークへ送出可能なパケットと
し、一方、ネットワークから入力された入力パケットに対しては、処理手段により第２の
プロトコル変換をして ディジタル多重信号線

出力することができる。
【００２３】
ここで、上記のパケット作成手段は、信号種検知部により検知された信号種に基づいて、
信号種の識別情報を示すヘッダを作成するヘッダ作成部と、信号種検知部により検知され
た信号種に基づいて、第１のインターフェース部を介して入力された入力信号に対して第
１のプロトコル変換をしたデータを作成するデータ作成部と、ヘッダ作成部からのヘッダ
とデータ作成部からのデータとをまとめて一つのパケットを作成して第２のインターフェ
ース部へ出力するパケット作成部とからなることを特徴とする。
【００２４】
また、上記の処理手段は、第２のインターフェース部を介してネットワークから入力され
たパケットからヘッダを抽出するヘッダ抽出部と、入力パケットからデータを抽出するデ
ータ抽出部と、ヘッダ抽出部により抽出されたヘッダから信号種を識別し、識別したその
信号種に対応してデータ抽出部からのデータに対して第２のプロトコル変換を行って第１
のインターフェース部へ出力する信号種別データ処理部とよりなることを特徴とする。
【００２７】
また、上記の目的を達成するため、第 の発明のネットワークシステムは、ローカルエリ
アネットワークと第１のディジタル電話機との間にプロトコル変換を行う第１のアダプタ
を接続し、複数の第２のディジタル電話機を収容した構内交換機とローカルエリアネット
ワークとの間にプロトコル変換を行う第２のアダプタを接続したネットワークシステムで
あって、
第１及び第２のアダプタの各々は、第１のディジタル電話機又は構内交換機にディジタル
多重信号線を介して接続される 第１のインターフェース部と、ローカルエリアネッ
トワークに接続された第２のインターフェース部と、第１のインターフェース部を介して
入力された入力信号の信号種が、制御信号、トーン及び音声信号のいずれであるか検知す
る信号種検知部と、信号種検知部により検知された信号種に基づいて、信号種の識別情報
を含み、かつ、第１のディジタル電話機又は構内交換機から第１のインターフェース部を
介して入力された入力信号に対して第１のプロトコル変換をして得たパケット

を作成し、そのパケットを第２のイン
ターフェース部を介してローカルエリアネットワークへ送出するパケット作成手段と、第
２のインターフェース部を介してローカルエリアネットワークから入力されたパケット中
の識別情報に基づいて信号種が、制御信号、トーン及び音声信号のいずれであるかを識別
し、入力パケットのデータに対し識別した信号種に対応した第２のプロトコル変換を行っ
てディジタル信号を生成

処理手段とを有する構成としたことを特徴とする。
この発明のネットワークシステムでは、

第１のディジタル電話機と複数の第２のディジタル電話機の
うちの任意の一ディジタル電話機との間の、第１及び第２のアダプタ、ローカルエリアネ
ットワーク及び構内交換機を介した通話中に、第１のディジタル電話機からの転送指示に
より、任意の一のディジタル電話機と複数の第２のディジタル電話機のうち転送指示され
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ィジタル信号を出力する

複数の

複数の のうち指定された一のディジタル多重
信号線へ

４

複数の

で、かつ、
そのパケットを複数の第１のインターフェース部のうちどのインターフェース部へ送出す
るパケットであるかの情報をヘッダに含むパケット

すると共に、入力パケットのヘッダから得た情報に基づき複数の
第１のインターフェース部のうち指定された一の第１のインターフェース部へディジタル
信号を出力する

第１のアダプタの複数の第１のインターフェース
部には複数のディジタル多重信号線を介して複数の第１のディジタル電話機が別々に接続
され、第２のアダプタの複数の第１のインターフェース部には複数のディジタル多重信号
線を別々に介して同一の構内交換機が接続されており、構内交換機は複数の第２のディジ
タル電話機を収容しており、



た他のディジタル電話機との間で構内交換機を介した通話への転送処理を行うことができ
る。
【００２９】
この発明のネットワークシステムでは、既存のディジタル電話機を第１のアダプタに接続
した場合でも、第１及び第２のアダプタが、ディジタル多重信号線上の信号（音声信号及
び制御データ）とローカルエリアネットワーク上のパケットとのプロトコルの相互変換を
行うようにしているため、構内交換機と既存のディジタル電話機との間で、第１のアダプ
タ、ローカルエリアネットワーク及び第２のアダプタを介して通信することができる。な
お、第２のアダプタは、構内交換機内に内蔵されていてもよい。また、ディジタル電話機
は多機能電話機であり、構内交換機は複数の多機能電話機に接続されていてもよい。
【００３０】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施の形態について図面と共に説明する。図１は本発明になるアダプタ装
置及びそれを用いたネットワークシステムの第１の実施の形態のシステム構成図を示す。
同図において、既存のネットワークシステムの一例のＬＡＮ３０はアダプタ１０及び既存
のディジタル多重信号線７０を介して既存の多機能電話機４０に接続される一方、アダプ
タ１１及び既存のディジタル多重信号線６０を介して既存の構内交換機（ＰＢＸ）２０に
接続されている。また、ＰＢＸ２０には既存の多機能電話機４１が既存のディジタル多重
信号線６１を介して接続され、既存の多機能電話機４２が既存のディジタル多重信号線６
２を介して接続されている。
【００３１】
アダプタ１０はＬＡＮ３０と多機能電話機４０との間の信号をプロトコル変換するアダプ
タであり、例えば、図２のブロック図に示す構成とされている。図２に示すように、アダ
プタ１０は、多機能電話機インターフェース部１０１を介してディジタル多重信号線７０
に接続される一方、ＬＡＮインターフェース部１０２を介してＬＡＮ３０に接続されてい
る。
【００３２】
また、多機能電話機インターフェース部１０１は、信号種検知部１０３、ヘッダ作成部１
０４及びデータ作成部１０５の各入力端に接続され、また信号種別データ処理部１０９の
出力端に接続されている。一方、ＬＡＮインターフェース部１０２は、パケット作成部１
０６の出力端に接続されると共に、ヘッダ抽出部１０７及びデータ抽出部１０８の入力端
に接続されている。パケット作成部１０６はヘッダ作成部１０４により作成されたヘッダ
と、データ作成部１０５により作成されたデータとをまとめてパケット化する。また、信
号種別データ処理部１０９は、ヘッダ抽出部１０７により抽出されたヘッダと、データ抽
出部１０８により抽出されたデータとからプロトコル変換を行い、出力トーン、出力制御
信号あるいは出力音声を決定する。
【００３３】
また、図１のアダプタ１１はＬＡＮ３０とＰＢＸ２０間の信号をプロトコル変換するアダ
プタであり、例えば、図３のブロック図に示す構成とされている。図３に示すように、ア
ダプタ１１は、多機能電話機インターフェース部１１１を介してディジタル多重信号線６
０に接続される一方、ＬＡＮインターフェース部１１２を介してＬＡＮ３０に接続されて
いる。
【００３４】
また、多機能電話機インターフェース部１１１は、信号種検知部１１３、ヘッダ作成部１
１４及びデータ作成部１１５の各入力端に接続され、また信号種別データ処理部１１９の
出力端に接続されている。一方、ＬＡＮインターフェース部１１２は、パケット作成部１
１６の出力端に接続されると共に、ヘッダ抽出部１１７及びデータ抽出部１１８の入力端
に接続されている。パケット作成部１１６はヘッダ作成部１１４により作成されたヘッダ
と、データ作成部１１５により作成されたデータとをまとめてパケット化する。また、信
号種別データ処理部１１９は、ヘッダ抽出部１１７により抽出されたヘッダと、データ抽
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出部１１８により抽出されたデータとからプロトコル変換を行い、出力トーン、出力制御
信号あるいは出力音声を決定する。
【００３５】
次に、この図１～図３に示す第１の実施の形態の動作について、図４及び図５のフローチ
ャートを併せ参照して説明する。ここで、図１において、多機能電話機４１と多機能電話
機４０との間で通話中の状況で、ＰＢＸ２０の代表的な処理の一つである多機能電話機４
０から多機能電話機４２への転送処理を行うものとする。
【００３６】
この場合、まず、多機能電話機４０の操作者はフックボタンを押下する。このフックボタ
ン押下の情報は、ディジタル多重信号線７０を通ってアダプタ１０に供給され、ここで図
４のフローチャートに従ってパケットが作成される。すなわち、フックボタン押下の情報
は、アダプタ１０内の図２に示した多機能電話機インターフェース部１０１を経て信号種
検知部１０３に供給され、ここで信号種が検知される（図４のステップＡ１）。上記のフ
ックボタン押下の情報は制御信号であるので、制御信号であることが信号種検知部１０３
により検知され（図４のステップＡ２）、その検知結果がヘッダ作成部１０４とデータ作
成部１０５に通知される。
【００３７】
これにより、ヘッダ作成部１０４は、多機能電話機インターフェース部１０１から入力さ
れるフックボタン押下情報に基づき、制御信号であることを示すヘッダを作成し、また、
データ作成部１０５は、多機能電話機インターフェース部１０１から入力されるフックボ
タン押下情報に基づき、制御信号データを作成する（図４のステップＡ３）。ヘッダ作成
部１０４から出力された制御信号のヘッダと、データ作成部１０５から出力された制御信
号データとは、パケット作成部１０６に供給されて一つのパケットに作成され（図４のス
テップＡ４）、ＬＡＮインターフェース部１０２を介してＬＡＮ３０へ送出される。
【００３８】
図１に戻って説明するに、アダプタ１１はアダプタ１０からＬＡＮ３０へ送出されたパケ
ットを、ＬＡＮ３０経由で受信し、そのパケットのヘッダに含まれている相手先ＭＡＣ（
Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）アドレスと、自身のＭＡＣアドレスが一致
している場合のみ、自身の内部に取り込んで処理を行う。アダプタ１０からＬＡＮ３０へ
送出されたパケットには、相手先ＭＡＣアドレスとしてアダプタ１１のＭＡＣアドレスが
書き込まれている。従って、アダプタ１１はアダプタ１０がＬＡＮ３０へ送出したパケッ
トを受信して取り込み、図５のフローチャートに従って内部で処理を行う。
【００３９】
すなわち、図３の構成のアダプタ１１は、ＬＡＮ３０から受信したパケットをＬＡＮイン
ターフェース部１１２で受け取り、ヘッダ抽出部１１７及びデータ抽出部１１８にそれぞ
れ送る。ヘッダ抽出部１１７は入力されたパケットからヘッダを抽出してヘッダ情報を識
別し（図５のステップＢ１）、それが識別信号のヘッダであることを認識して（図５のス
テップＢ２）、その旨を信号種別データ処理部１１９へ送る。また、データ抽出部１１８
は入力されたパケットから制御信号データを抽出して（図５のステップＢ３）、信号種別
データ処理部１１９へ送る。
【００４０】
信号種別データ処理部１１９は、ヘッダ抽出部１１７からの制御信号のヘッダ情報に応じ
て、データ抽出部１１８からのデータに処理を施し、プロトコル変換を行い、出力制御信
号を決定する（図５のステップＢ４）。この制御信号は、多機能電話機インターフェース
部１１１を経由してディジタル多重信号線６０へ押下ボタン情報として送出される（図５
のステップＢ５）。
【００４１】
図１に再び戻って説明するに、上記の押下ボタン情報は、ディジタル多重信号線６０を介
してＰＢＸ２０で受信され、ここで従来と同様の動作が行われ、多機能電話機４１に向か
ってディジタル多重信号線６１に保留音が出力され、多機能電話機４０に向かってディジ
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タル多重信号線６０に対してはスペシャルダイヤルトーン（ＳＰＤＴ）が送出される。ア
ダプタ１１はディジタル多重信号線６０を介して上記のＳＰＤＴを受信し、図４のフロー
チャートに従って内部処理を行う。
【００４２】
すなわち、図３に示すアダプタ１１内のディジタル多重信号線６０からＳＰＤＴの入力を
多機能電話機インターフェース部１１１で受け、信号種検知部１１３で信号種が検知され
る（図４のステップＡ１）。上記のＳＰＤＴはトーンであるので、トーンであることが信
号種検知部１１３により検知され（図４のステップＡ５）、その検知結果がヘッダ作成部
１１４とデータ作成部１１５に通知される。
【００４３】
これにより、ヘッダ作成部１１４は、多機能電話機インターフェース部１１１から入力さ
れるＳＰＤＴに基づき、トーンであることを示すヘッダを作成し、また、データ作成部１
１５は、多機能電話機インターフェース部１１１から入力されるＳＰＤＴに基づき、「Ｓ
ＰＤＴである」というデータを含むデータを作成する（図４のステップＡ６）。ヘッダ作
成部１１４から出力されたヘッダと、データ作成部１１５から出力されたデータとは、パ
ケット作成部１１６に供給されて一つのパケットに作成され（図４のステップＡ４）、Ｌ
ＡＮインターフェース部１１２を介してＬＡＮ３０へ送出される。
【００４４】
図１に戻って説明するに、アダプタ１０はアダプタ１１がＬＡＮ３０へ送出したパケット
を受信し、そのヘッダ内の相手先ＭＡＣアドレスが自身のＭＡＣアドレスと一致すること
を確認し、パケットを内部に取り込み、図５のフローチャートに従って内部処理を行う。
すなわち、図２の構成のアダプタ１０は、ＬＡＮ３０から受信したパケットをＬＡＮイン
ターフェース部１０２で受け取り、ヘッダ抽出部１０７及びデータ抽出部１０８へ送る。
【００４５】
ヘッダ抽出部１０７は入力されたパケットからヘッダを抽出してヘッダ情報を識別し（図
５のステップＢ１）、それがトーンのヘッダであることを認識して（図５のステップＢ６
）、「トーンである」旨を信号種別データ処理部１０９へ通知する。また、データ抽出部
１０８は入力されたパケットからトーン種データを抽出して（図５のステップＢ７）、信
号種別データ処理部１０９へ送る。
【００４６】
信号種別データ処理部１０９は、ヘッダ抽出部１０７からの「トーンである」というヘッ
ダ情報に応じて、データ抽出部１０８から送られてきたデータに処理を施し、プロトコル
変換を行い、「ＳＰＤＴである」という出力トーンを決定する（図５のステップＢ８）。
この出力トーン（ＳＰＤＴ）は、多機能電話機インターフェース部１０１を経由してディ
ジタル多重信号線７０へ送出される（図５のステップＢ５）。
【００４７】
図１に再び戻って説明するに、アダプタ１０からディジタル多重信号線７０へと出力され
たＳＰＤＴは、多機能電話機４０へ入力され、ここで発音される。多機能電話機４０の操
作者はＳＰＤＴを聞き、転送しようとする多機能電話機４２の内線番号を押下する。この
ボタン押下による番号情報は、前述したフックボタン押下情報と同様に、ＰＢＸ２０へ通
知される。
【００４８】
このボタン押下による番号情報を受信したＰＢＸ２０は従来と同様の動作を行い、多機能
電話機４２にディジタル多重信号線６２を通じてリンギング信号を出力し、多機能電話機
４０に対しては前述したＳＰＤＴと同様の動作を行いリングバックトーン（ＲＢＴ）を出
力する。
【００４９】
多機能電話機４２は、上記のリンギング信号を受信すると、リンギング音を再生するので
、多機能電話機４２の操作者はこのリンギング音を聞いて受話器をとる。この操作により
多機能電話機４２はオフフック状態になり、応答信号をディジタル多重信号線６２を介し
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てＰＢＸ２０へ送出する。応答信号を受けたＰＢＸ２０は、多機能電話機４２に向かって
ディジタル多重信号線６２へリンギング断信号を出力すると共に、多機能電話機４０へ向
かってのディジタル多重信号線６０へのＲＢＴ出力を停止する。リンギング断信号をディ
ジタル多重信号線６２から受信した多機能電話機４２は、リンギング音の再生を止める。
【００５０】
続いて、ＰＢＸ２０は、内部での交換動作により、多機能電話機４０、４２間を通話接続
し、通話可能状態にする。すなわち、ディジタル多重信号線６０にディジタル多重信号線
６２からＰＢＸ２０への入力音声信号を出力し、ディジタル多重信号線６２にはディジタ
ル多重信号線６０からＰＢＸ２０への入力音声信号を出力する。
【００５１】
ここで、多機能電話機４０とＰＢＸ２０との間で、音声信号がどのように伝達されるかを
詳細に説明する。まず、ディジタル多重信号線６０からＰＢＸ２０に入力される音声信号
がどのように作られるかを説明する。多機能電話機４０に入力された音声信号は、ディジ
タル多重信号線７０にディジタルデータとして出力され、アダプタ１０へと入力される。
アダプタ１０は入力されたディジタルデータを、図４に示すフローチャートに従ってパケ
ット化してＬＡＮ３０へ送出する。
【００５２】
すなわち、図２において、アダプタ１０はディジタル多重信号線７０を介して上記のディ
ジタルデータを多機能電話機インターフェース部１０１で受け取り、信号種検知部１０３
で信号種を検知する。ここでは、信号種検知部１０３は入力ディジタルデータが「音声デ
ータである」ことを認識し（図４のステップＡ１、Ａ７）、その認識情報をヘッダ作成部
１０４及びデータ作成部１０５へ通知する。この情報を受けたデータ作成部１０５は、多
機能電話機インターフェース部１０１を介して入力されるディジタルデータの音声符号化
を行い、パケット用のデータを作成する（図４のステップＡ８）。
【００５３】
また、同時に、「音声データである」という通知を受けたヘッダ作成部１０５は、音声デ
ータであるという情報や音声符号化の形式情報が含まれたヘッダを作成する（図４のステ
ップＡ９）。パケット作成部１０６はヘッダ作成部１０４からのヘッダとデータ作成部１
０５からのデータを受け取り、一つのパケットを作成し、ＬＡＮインターフェース部１０
２へ送る（図４のステップＡ４）。ＬＡＮインターフェース部１０２は、入力されたパケ
ットをＬＡＮ３０へ送出する。
【００５４】
このアダプタ１０が出力したパケットは、ＬＡＮ３０を通してアダプタ１１で受信され、
内部に取り込まれて図５に示すフローチャートに従って処理される。すなわち、図３の構
成のアダプタ１１は、ＬＡＮ３０からのパケットをＬＡＮインターフェース部１１２で受
け取り、ヘッダ抽出部１１７とデータ抽出部１１８に送る。ヘッダ抽出部１１７は入力パ
ケットから抽出したヘッダにより、パケット内のデータが「音声データである」ことを検
出し（図５のステップＢ１、Ｂ９）、またどのような圧縮形式で符号化されているかの情
報を取得する（図５のステップＢ１０）。ヘッダ抽出部１１７はこれらの得た情報を信号
種別データ処理部１１９へ通知する。
【００５５】
信号種別データ処理部１１９は、ヘッダ抽出部１１７から通知された情報に基づいて、デ
ータ抽出部１１８で抽出されたパケット内のデータを復号化し（図５のステップＢ１１）
、出力音声データを決定し（図５のステップＢ１２）、多機能電話機インターフェース部
１１１へ送る。多機能電話機インターフェース部１１１は、入力された音声データをディ
ジタル多重信号線６０へ出力する（図５のステップＢ１３）。この出力音声データはＰＢ
Ｘ２０へ入力される。
【００５６】
次に、ＰＢＸ２０からディジタル多重信号線６０へ出力された音声信号が、どのように多
機能電話機４０で音声として再生されるかを説明する。ＰＢＸ２０からディジタル多重信
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号線６０へ送出された音声信号は、アダプタ１１に入力され、ＬＡＮ３０へ出力される信
号形態にアダプタ１１内部でプロトコル変換の処理が図４に示すフローチャートに従って
行われる。
【００５７】
すなわち、図３に示すアダプタ１１は、ディジタル多重信号線６０からの音声信号を多機
能電話機インターフェース部１１１で受け、信号種検知部１１３で信号種を検知する。こ
こでは、信号種検知部１１３は入力信号が「音声信号である」ことを認識し（図４のステ
ップＡ１、Ａ７）、その認識情報をヘッダ作成部１１４及びデータ作成部１１５へ通知す
る。この情報を受けたデータ作成部１１５は、多機能電話機インターフェース部１１１を
介して入力される音声信号の音声圧縮符号化を行い、パケット用のデータを作成する（図
４のステップＡ８）。
【００５８】
また、同時に、「音声信号である」という通知を受けたヘッダ作成部１１５は、音声信号
であるという情報や音声符号化の形式情報が含まれたヘッダを作成する（図４のステップ
Ａ９）。パケット作成部１１６はヘッダ作成部１１４からのヘッダとデータ作成部１１５
からのデータを受け取り、一つのパケットを作成し、ＬＡＮインターフェース部１１２へ
送る（図４のステップＡ４）。ＬＡＮインターフェース部１１２は、入力されたパケット
をＬＡＮ３０へ送出する。
【００５９】
このアダプタ１１が出力したパケットは、ＬＡＮ３０を通してアダプタ１０で受信され、
内部に取り込まれて図５に示すフローチャートに従って処理される。すなわち、図２の構
成のアダプタ１０は、ＬＡＮ３０からのパケットをＬＡＮインターフェース部１０２で受
け取り、ヘッダ抽出部１０７とデータ抽出部１０８に送る。ヘッダ抽出部１０７は入力パ
ケットから抽出したヘッダにより、パケット内のデータが「音声データである」ことを検
出し（図５のステップＢ１、Ｂ９）、またどのような圧縮形式で符号化されているかの情
報を取得する（図５のステップＢ１０）。ヘッダ抽出部１０７はこれらの得た情報を信号
種別データ処理部１０９へ通知する。
【００６０】
信号種別データ処理部１０９は、ヘッダ抽出部１０７から通知された情報に基づいて、デ
ータ抽出部１０８で抽出されたパケット内のデータを復号化し（図５のステップＢ１０）
、出力音声データを決定し（図５のステップＢ１２）、多機能電話機インターフェース部
１０１へ送る。多機能電話機インターフェース部１０１は、入力された音声データをディ
ジタル多重信号線７０へ出力する（図５のステップＢ１３）。ディジタル多重信号線７０
へ出力された音声データは多機能電話機４０へ入力される。これにより、多機能電話機４
０の操作者は、ＰＢＸ２０からディジタル多重信号線６０へ出力された音声を聞くことが
できる。
【００６１】
最後に、多機能電話機４０の操作者は転送サービスを受けるため、上記の状態で受話器を
置く。これにより、多機能電話機４０はオンフック状態となり、ＰＢＸ２０に向かってデ
ィジタル多重信号線７０上に終話信号を送出する。ディジタル多重信号線７０上に送出さ
れた終話信号は、前述したフックボタン押下情報と同様の手順でＰＢＸ２０へ通知される
。
【００６２】
終話信号を受信したＰＢＸ２０は、多機能電話機４１への保留音出力を止め、内部の交換
動作により、多機能電話機４１と４２を通話可能とする。すなわち、ディジタル多重信号
線６１にディジタル多重信号線６２からＰＢＸ２０への入力音声信号を出力し、ディジタ
ル多重信号線６２にはディジタル多重信号線６１からＰＢＸ２０への入力音声信号を出力
する。これにより、多機能電話機４０から多機能電話機４２への転送処理が終了する。
【００６３】
このようにして、この実施の形態によれば、従来のＰＢＸ－多機能電話機間の信号線上デ
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ータを、アダプタ１０及び１１によりパケット化・非パケット化することで、ＬＡＮ３０
を通してのＰＢＸサービスを受けることができる。従って、基幹情報網から電話網が消え
、ＬＡＮ化された場合でも、既存の多機能電話機等を使用することができ、なおかつ、そ
のサービスをそのまま享受することができる。また、多機能電話機等の既存の端末を利用
することができるため、低コストでＬＡＮ化に移行することができる。
【００６４】
次に、本発明の第２の実施の形態について説明する。図６は本発明になるアダプタ装置及
びそれを用いたネットワークシステムの第２の実施の形態のシステム構成図を示す。同図
中、図１と同一構成部分には同一符号を付してある。図６において、アダプタ１３はディ
ジタル多重信号線７０、７１を通して２台の多機能電話機４０、４３に接続されている。
また、アダプタ１４はディジタル多重信号線６０、６３を介してＰＢＸ２０に接続されて
いる。更に、アダプタ１３とアダプタ１４はＬＡＮ３０を介して接続されている。
【００６５】
アダプタ１３は例えば図７のブロック図に示す構成とされている。同図中、図２と同一構
成部分には同一符号を付し、その説明を省略する。図７において、アダプタ１３は、多機
能電話機インターフェース部１３１を介してディジタル多重信号線７０に接続され、また
、多機能電話機インターフェース部１３２を介してディジタル多重信号線７１に接続され
る一方、ＬＡＮインターフェース部１０２を介してＬＡＮ３０に接続されている。また、
多機能電話機インターフェース部１３１及び１３２は、それぞれ信号種検知部１３３、ヘ
ッダ作成部１３４及びデータ作成部１３５の各入力端に接続され、また信号種別データ処
理部１０９の出力端にそれぞれ接続されている。
【００６６】
アダプタ１４は例えば図８のブロック図に示す構成とされている。同図中、図３と同一構
成部分には同一符号を付し、その説明を省略する。図８において、アダプタ１４は、多機
能電話機インターフェース部１４１を介してディジタル多重信号線６０に接続され、また
、多機能電話機インターフェース部１４２を介してディジタル多重信号線６３に接続され
る一方、ＬＡＮインターフェース部１１２を介してＬＡＮ３０に接続されている。また、
多機能電話機インターフェース部１４１及び１４２は、信号種検知部１４３、ヘッダ作成
部１４４及びデータ作成部１４５の各入力端にそれぞれ接続され、また信号種別データ処
理部１１９の出力端にそれぞれ接続されている。
【００６７】
次に、この図６～図８に示す第２の実施の形態の動作について説明する。ＰＢＸ２０から
例えば多機能電話機４０へ制御信号（終話信号など）や音声信号を伝送する場合、ＰＢＸ
２０は多機能電話機４０が接続されているように見えているディジタル信号線６０へ信号
を送出する。アダプタ１４は、このＰＢＸ２０からの信号を受信し、ＬＡＮ３０にパケッ
トを送出する過程で、どの多機能電話機への信号であるかの情報を盛り込む必要がある。
【００６８】そこで、図８に示した構成のアダプタ１４内では、ヘッダ作成部１４４でヘ
ッダを作成する際に、この情報をヘッダに盛り込む。アダプタ１４からＬＡＮ３０へ送出
されたパケットは、ＬＡＮ３０を経由してアダプタ１３で受信され、アダプタ１３内の図
７に示したヘッダ抽出部 でどの多機能電話機への信号であり、その多機能電話機が
どのポートに接続されているかが認識される。ここでは、出力ポートとしてディジタル多
重信号線７０が接続されているポートが選択され、多機能電話機インターフェース部１３
１を介してディジタル多重信号線７０へＰＢＸ２０からの信号が出力される。
【００６９】
逆に、多機能電話機４０からの信号をＰＢＸ２０へ伝送する場合、アダプタ１３内のヘッ
ダ作成部１３４にてアダプタ１３に接続されているどの多機能電話機からの信号であるか
をヘッダ情報として盛り込む。アダプタ１３からＬＡＮ３０へと送出されたパケットは、
ＬＡＮ３０を経由してアダプタ１４で受信され、アダプタ１４内の図８に示したヘッダ抽
出部１１７でどの多機能電話機からの信号であり、アダプタ１４に接続されているどのポ
ートに信号を出力しなければならないかが認識される。ここでは、出力ポートとしてディ
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ジタル多重信号線６０が選択され、これにより多機能電話機４０からの信号がＰＢＸ２０
へと伝送される。
【００７０】
この結果、一つのアダプタ１３に対して２台の多機能電話機４０及び４３が接続されてい
る場合でも、動作が可能となる。同様に、アダプタに接続されるディジタル信号線の本数
を増すことにより、より多くの多機能電話機が接続された場合でもサービスを行うことが
できる。
【００７１】
なお、本発明は以上の実施の形態に限定されるものではなく、例えば、ＬＡＮ３０上にパ
ケット化して伝送する音声は、アダプタ１０、１１、１３あるいは１４内で、様々な音声
符号化／復号化の手法を取り得るものとし、また、音声符号化／復号化を行わなくてもよ
い。また、以上の実施の形態では、ヘッダ部の情報とデータ部の情報を分けて説明したが
、最終的には必要な情報がパケット内に含まれていさえすればよい。すなわち、ヘッダ部
の情報とデータ部の情報の分け方は実施の形態と異なっていてもよい。
【００７２】
また、ＰＢＸ２０側のアダプタ１１、１４はＰＢＸ２０内に内蔵されていてもよい。更に
、トーン音を出力するのはアダプタでなくてもよい。すなわち、多機能電話機等の端末自
身にトーンジェネレータがあってもよいし、ＰＢＸ２０内のトーンジェネレータからのト
ーン音を伝達し、多機能電話機の操作者に聴かせる構成としてもよい。更に、上記の実施
の形態ではディジタル電話機の中でも多機能（例えば、時刻表示、相手先番号表示、転送
、保留、ワンタッチダイヤル等々）を有する多機能電話機を用いているが、多機能でない
ディジタル電話機も本発明を適用し得ることは勿論であり、また伝送する信号は音声信号
以外のコンピュータデータや映像信号なども可能である。
【００７３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、ディジタル多重信号線を介して入力された入力信
号に対しては、第１のプロトコル変換をしてネットワークへ送出可能なパケットとし、一
方、ネットワークから入力された入力パケットに対しては、第２のプロトコル変換をして
ディジタル多重信号線で伝送できる信号に変換して出力するようにしたため、既存の多機
能電話機等のディジタル電話機と交換機間をネットワークを介しての通信ができ、なおか
つ、既存のネットワークに接続した状態で既存の構内交換機を利用してのサービスをその
まま享受できる。また、本発明によれば、既存の電話網をローカルエリアネットワーク（
ＬＡＮ）に変更する場合、既存の情報端末をそのまま利用できることから、低コストで移
行することができる。
【００７４】
また、本発明のネットワークシステムによれば、多機能電話機等のディジタル電話機とロ
ーカルエリアネットワークの間に接続されてプロトコル変換を行う第１のアダプタと、ロ
ーカルエリアネットワークと構内交換機との間に接続されてプロトコル変換を行う第２の
アダプタとして上記の発明のアダプタ装置を用いることにより、既存の多機能電話機等の
情報端末をローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）と接続することができ、ＬＡＮに接続
した状態で、既存の構内交換機を利用してのサービスをすべて利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態のシステム構成図である。
【図２】図１中のアダプタの一実施の形態のブロック図である。
【図３】図１中の他のアダプタの一実施の形態のブロック図である。
【図４】図１中のアダプタの動作説明用フローチャートである。
【図５】図１中のアダプタの動作説明用フローチャートである。
【図６】本発明の第２の実施の形態のシステム構成図である。
【図７】図６中のアダプタの一実施の形態のブロック図である。
【図８】図６中の他のアダプタの一実施の形態のブロック図である。
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【図９】従来の一例のシステム構成図である。
【図１０】ＰＢＸの内線転送処理サービスを説明する一例のシステム構成図である。
【図１１】図１０の動作説明用シーケンス図である。
【符号の説明】
１０、１１、１３、１４　アダプタ
２０　構内交換機（ＰＢＸ）
３０　ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）
４０、４１、４２、４３　多機能電話機
５０　ＬＡＮ端末
６０、６１、６２、６３、７０、７１　ディジタル多重信号線
１０１、１１１、１３１、１３２、１４１、１４２　多機能電話機インターフェース部
１０２、１１２　ＬＡＮインタフェース部
１０３、１１３、１３３、１４３　信号種検知部
１０４、１１４、１３４、１４４　ヘッダ作成部
１０５、１１５、１３５、１４５　データ作成部
１０６、１１６　パケット作成部
１０７、１１７　ヘッダ抽出部
１０８、１１８　データ抽出部
１０９、１１９　信号種別データ処理部
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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 】

【 図 １ １ 】
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