
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インターネットプロトコルに基づいた第１端末機において、
　コール設定を要求した第２端末機が属するネットワークのタイプを確認する段階；
　 ネットワークのタイプに従って前記第２端末機に伝送するリングバック
トーンデータを生成する段階；
　前記リングバックトーンデータを前記コール設定要求に対する応答メッセージに挿入す
る段階；
　前記応答メッセージを前記第２端末機に伝送する段階を含めてなることを特徴とするリ
ングバックトーン伝送方法。
【請求項２】
　前記応答メッセージは実時間伝送プロトコルに基づいて生成される、少なくとも一つの
データパケットであることを特徴とする請求項１記載のリングバックトーン伝送方法。
【請求項３】
　前記生成したリングバックトーンデータを保存する段階；
　前記リングバックトーンデータを応答メッセージに挿入するために前記保存されたリン
グバックトーンを先入／先出方式で読み出す段階をさらに含めてなることを特徴とする請
求項１記載のリングバックトーン伝送方法。
【請求項４】
　前記ネットワークのタイプは前記第２端末機の番号、又は前記ネットワークから伝達さ
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れた特定のメッセージを通じて確認することを特徴とする請求項１記載のリングバックト
ーン伝送方法。
【請求項５】
　前記第２端末機の番号のうちプレフィックス（ｐｒｅｆｉｘ）を通じて前記ネットワー
クのタイプを確認することを特徴とする請求項４記載のリングバックトーン伝送方法。
【請求項６】
　前記特定のメッセージは前記ネットワークがリングバックトーン生成機能がないことを
知らせるメッセージであることを特徴とする請求項４記載のリングバックトーン伝送方法
。
【請求項７】
　前記ネットワークのタイプが公衆交換電話ネットワーク（ｐｕｂｌｉｃ　ｓｗｉｔｃｈ
ｅｄ　ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ）である場合、前記第１端末機が前記リング
バックトーンデータを生成することを特徴とする請求項１記載のリングバックトーン伝送
方法。
【請求項８】
　コール設定を要求した第２端末機が属するネットワークのタイプを確認して、リングバ
ックトーンを生成するかどうかを決定する決定部；
　前記決定部の決定に従って、前記第２端末機に伝送するリングバックトーンデータを生
成し、前記リングバックトーンデータを前記コール設定要求に対する応答メッセージに挿
入して伝送する信号処理部を含めて構成されることを特徴とするインターネットプロトコ
ルに基づいた第１端末機。
【請求項９】
　前記応答メッセージは実時間伝送プロトコルに基づいて生成される少なくとも一つのデ
ータパケットであることを特徴とする請求項８記載のインターネットプロトコルに基づい
た第１端末機。
【請求項１０】
　前記信号処理部は、
　前記ネットワークのタイプが公衆交換電話ネットワークである場合、前記リングバック
トーンデータを生成することを特徴とする請求項８記載のインターネットプロトコルに基
づいた第１端末機。
【請求項１１】
　前記生成したリングバックトーンデータを保存するメモリをさらに含めて構成され、前
記信号処理部は前記リングバックトーンデータを応答メッセージに挿入するために前記保
存されたリングバックトーンデータを先入／先出方式で読み出すことを特徴とする請求項
８記載のインターネットプロトコルに基づいた第１端末機。
【請求項１２】
　前記ネットワークのタイプは前記第２端末機の番号、又は前記ネットワークから伝達さ
れた特定のメッセージを通じて確認することを特徴とする請求項８記載のインターネット
プロトコルに基づいた第１端末機。
【請求項１３】
　前記第２端末機の番号のうちプレフィックスを通じて前記ネットワークのタイプを確認
することを特徴とする請求項１２記載のインターネットプロトコルに基づいた第１端末機
。
【請求項１４】
　前記特定のメッセージは前記ネットワークがリングバックトーン生成機能がないことを
知らせるメッセージであることを特徴とする請求項１２記載のインターネットプロトコル
に基づいた第１端末機。
【請求項１５】
　インターネットプロトコルネットワークに属する着信側端末機で、該インターネットプ
ロトコルネットワークとは異なる第２のネットワークに属する発信側端末機の要請に応じ
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て前記第２のネットワークの接続点からコール設定メッセージを受信する段階；
　前記着信側端末機で前記コール設定メッセージに応答する応答メッセージに、前記発信
側端末機に伝送されるリングバックトーンデータを挿入する段階；
　前記着信側端末機で前記リングバックトーンデータが挿入された応答メッセージを前記
第２のネットワークの接続点に伝送する段階；
　前記接続点で前記リングバックトーンデータが挿入された応答メッセージからリングバ
ックトーンを再生して、前記発信側端末機に提供する段階を含めてなることを特徴とする
、互いに異なる通信プロトコルに基づいて運用される端末機のためのリングバックトーン
生成方法。
【請求項１６】
　前記応答メッセージは実時間伝送プロトコルに基づいて生成される少なくとも一つのデ
ータパケットであることを特徴とする請求項１５記載の互いに異なる通信プロトコルに基
づいて運用される端末機のためのリングバックトーン生成方法。
【請求項１７】
　前記第２のネットワークが公衆交換電話ネットワークである場合、前記リングバックト
ーンデータを生成することを特徴とする請求項１５記載の互いに異なる通信プロトコルに
基づいて運用される端末機のためのリングバックトーン生成方法。
【請求項１８】
　インターネットプロトコルネットワークとは異なる第２のネットワークに属する発信側
端末機；
　インターネットプロトコルネットワークに属し、前記発信側端末機からのコール設定要
求に応答してリングバックトーンデータを生成し、該リングバックトーンデータを実時間
伝送プロトコルに基づいた応答メッセージに挿入する着信側端末機；
　前記第２のネットワークに属し、前記コール設定メッセージを前記着信側端末機に伝送
し、前記着信側端末機からの応答メッセージからリングバックトーンを再生するゲートウ
ェイ及び／又はソフトスイッチを含めて構成されることを特徴とする、互いに異なる通信
プロトコルに基づいて運用される端末機のためのリングバックトーンを生成するためのシ
ステム。
【請求項１９】
　前記第２のネットワークが公衆交換電話ネットワークに属することを特徴とする請求項
１８記載の互いに異なる通信プロトコルに基づいて運用される端末機のためのリングバッ
クトーンを生成するためのシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信システムに関し、特にリングバックトーンを発生して伝送する方法、及び
このためのシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　発信側が有線、又は無線電話を用いて通話のためにダイアリングをすると、前記発信者
側は着信側に呼出信号が伝送中であることを知らせる信号音を聞くが、この信号音をリン
グバックトーンという。
【０００３】
　通常、公衆交換電話網（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ　Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　Ｎｅ
ｔｗｏｒｋ：ＰＳＴＮ）内で通信端末機の間に通話連結が試みられるときに、着信側端末
機の交換機で前記リングバックトーンを生成し、この生成されたリングバックトーンを発
信側端末機へ伝送する。
【０００４】
　以下、添付の図面を参照にして従来技術のインターネットフォン（ＩＰ　Ｐｈｏｎｅ）
を用いた通話に関して説明する。
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【０００５】
　図１はインターネットフォーンを用いた通話時の一般的な通信網構成図である。
【０００６】
　公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）のＥ．１６４標準に従う電話連結方法は、受信者の電話番
号を用いて送信者と受信者とを連結する方法に基づいている。
【０００７】
　即ち、前記送信者が特定の受信者の電話番号を入力すると、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ
）は前記送信者により入力された電話番号を用いて特定の受信者と前記送信者とを連結す
る通信経路を設定する。
【０００８】
　公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）のように音声通話を主目的に構築された通信網とは別途に
、データ送受信を目的に構築されたデータ通信網をその大きさによって、ＬＡＮ（Ｌｏｃ
ａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＷＡＮ（ｗｉｄｅ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ）、
又はインターネットと称する。通常のデータ通信網はデータ送受信の特性上、データをパ
ケット形態で送受信する。
【０００９】
　最近、音声通信、及びデータ通信分野において最大の主題は、インターネットプロトコ
ル（以下、インターネット（ＩＰ）と略する）ネットワークのようなパケットデータ網を
用いて音声を伝送することである。
【００１０】
　常用化した最初のパケットデータ網を用いた音声伝送はフォーン－ｔｏ－フォーン（Ｐ
ｈｏｎｅ－ｔｏ－Ｐｈｏｎｅ）サービスである。
【００１１】
　例えば、送信者ａが既存の公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）を通じて付近のインターネット
（ＩＰ）電話会社Ａのデータ通信網に接続して、受信者ｂの電話番号を入力すると、イン
ターネット（ＩＰ）ネットワークを通じて受信者ｂ付近のインターネット（ＩＰ）電話会
社Ｂのデータ通信網に連結され、前記インターネット（ＩＰ）電話会社Ｂのデータ通信網
は他の公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）を通じて受信者ｂに連結する。
【００１２】
　持続的な発展を経て、現在はＰＣ－ｔｏ－ＰＳＴＮフォン、及びＩＰフォン－ｔｏ－Ｉ
Ｐフォンなどに発展している。
【００１３】
　ＰＣ－ｔｏ－ＰＣ、ＰＣ－ｔｏ－ＰＳＴＮフォン、及びＩＰフォン－ｔｏ－ＩＰフォン
間の音声通信のための国際標準としてＨ．３２３勧告案がある。
【００１４】
　Ｈ．３２３勧告案はマルチメディア画像会議データを伝送制御プロトコル／インターネ
ットプロトコル（ＴＣＰ／ＩＰ）のようなパケット交換方式のネットワークを通じて伝送
するためのＩＴＵ－Ｔ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉ
ｏｎｓ　Ｕｎｉｏｎ　 -　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｔａｎｄａｒｄｉｚ
ａｔｉｏｎ　Ｓｅｃｔｏｒ）の標準である。
【００１５】
　図１を参照すると、ＰＳＴＮフォンの発信側がインターネット（ＩＰ）フォンの着信側
に電話をかけると、前記ＰＳＴＮフォンはトランクゲートウェイを通じてインターネット
（ＩＰ）網に連結され、前記トランクゲートウェイは前記インターネット（ＩＰ）網でソ
フトスイッチやインターネット（ＩＰ）フォンサーバーを通じて前記インターネット（Ｉ
Ｐ）フォンに連結される。
【００１６】
　即ち、前記ＰＳＴＮフォンと前記ＩＰフォンとの連結は図１の
【００１７】
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【表１】
　
　
の経路を通じて成される。
【００１８】
　前記ＩＰフォンサーバーはゲートキーパー、プロクシサーバー、そして、コール制御器
を含む。
【００１９】
　ここで、前記ゲートキーパーはＨ．３２３勧告案でその概念が提示されたもので、Ｅ．
１６４／ＩＰ住所翻訳、認証制御、帯域制御、通話制御、通話経路／制御資源利用、及び
保安機能などを担当する。
【００２０】
　前記プロクシサーバーはＶｏＩＰ（ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　ＩＰ［Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　
Ｐｒｏｔｏｃｏｌ］）でのコール設定、コール取消し、コール終了などＵＡ（Ｕｓｅｒ　
Ａｇｅｎｔ）から受信されたコール管理要請メッセージを貯蔵した後、同一のユーザーに
対してあちごち登録されたセッション設定プロトコル（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔ
ｏｉｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ；ＳＩＰ）の多様な住所に前記コール管理要請メッセージを同
時に伝送する役割を果たす。
【００２１】
　また、前記コール管理要請メッセージに対するユーザーエーゼント（ＵＡ）の応答が前
記プロクシサーバーにより受信される場合、前記プロクシサーバーは前記ＵＡには最善の
応答を伝送し、同時に発生した他のメッセージの取消しなどの処理を担当する。
【００２２】
　前記ゲートウェイは公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）のようなスイッチドネットワークのよ
うなデータ通信網との連動を提供する。また、ゲートウェイは帯域幅／媒体制御だけでな
く、プロトコル／媒体変換機能も提供する。
【００２３】
　このようなゲートウェイは他のネットワークに入る入口の役割を果たすネットワークポ
イントとして、大きく分けて交換局間を連結するトランクゲートウェイと、端末機を直接
に連結できるアクセスゲートウェイと、そして、家庭用に使用されるゲートウェイとがあ
る。
【００２４】
　また、図１におけるソフトスイッチは他種の信号方式に対するブリッジの役割、及び様
々な形態のメディアゲートを制御する総体的なプラットフォームである。
【００２５】
　前記ソフトスイッチはＨ．３２３勧告案のゲートキーパーの上位階層で、既存のパケッ
ト交換網で交換機の役割を果たすソフトウェアとして、音声、データ、映像などの通信情
報を統合的に管理可能なインターネット上の統合私設交換機の機能を果たす。
【００２６】
　しかし、このような機能を提供するにも拘わらず、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）フォン
からインターネット（ＩＰ）フォンに電話をかける場合に、前記公衆交換網（ＰＳＴＮ）
フォンでリングバックトーンを提供するためには、前記インターネット（ＩＰ）フォンに
連結されているインターネット（ＩＰ）フォンサーバーやソフトスイッチがリングバック
トーンを生成しなければならないが、この両ディバイスは前記リングバックトーンを発生
させるモジュールを有していない。したがって、前記リングバックトーンは前記ＰＳＴＮ
フォンに伝送されえない。
【００２７】
　従来の技術ではインターネット（ＩＰ）フォン間で通話連結を試みる場合、主に発信側
インターネット（ＩＰ）フォンがリングバックトーンを生成して、前記発信側インターネ
ット（ＩＰ）フォンのユーザーに聞かせ、インターネット（ＩＰ）フォンから公衆交換電
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話網（ＰＳＴＮ）フォンに通話連結を試みる場合、ゲートウェイが前記インターネット（
ＩＰ）フォンにリングバックトーンを伝送する。
【００２８】
　しかし、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）フォーンと、インターネット（ＩＰ）フォンとを
連結するトランクゲートウェイは前記リングバックトーンを生成するモジュールが存在せ
ず、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）フォンから前記ＩＰフォンにリングバックトーンを伝送
できなかった。
【００２９】
　通常、リングバックトーンは公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）フォン間で通話連結を試みる
場合、着信側の交換機でリングバックトーンを生成して発信側ＰＳＴＮフォンに伝送する
。
【００３０】
　また、インターネット（ＩＰ）フォン間の連動時にはアクセスゲートウェイが前記リン
グバックトーンを生成し、この生成されたリングバックトーンを発信側のＩＰフォンに伝
送するか、発信側のＩＰフォン自体で前記リングバックトーンを生成して、前記発信側イ
ンターネット（ＩＰ）フォンのユーザーに提供する。
【００３１】
　しかし、端末機に連結されているアクセスゲートウェイとは異なり、交換局間を連結す
るトランクゲートウェイはリングバックトーンを発生させる装置を備えていない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３２】
　しかしながら、かかる従来技術のインターネット（ＩＰ）フォンを用いた通話方法にお
いては次のような問題がある。
公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）フォンからインターネット（ＩＰ）フォンに電話をかける場
合、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）とパケットデータ通信網との間でゲートウェイが前記リ
ングバックトーンを生成できない場合が発生しえる。
【００３３】
　即ち、交換局間を連結するトランクゲートウェイはリングバックトーンを発生させる装
置を備えていないため、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）フォンからインターネット（ＩＰ）
フォンに電話をかける場合には、ＰＳＴＮフォンの発信側は何の音も聞けない。即ち、前
記ＰＳＴＮフォンの発信側はＩＰフォンの着信側がハンドセットを持ち上げるか、マイク
ロフォンをオンするまで電話連結がうまく行っているかどうかを認識しにくい。
【００３４】
　結果的に、ＩＰフォン間で通話連結を試みる場合、発信側のＩＰフォンは自分のユーザ
ーにリングバックトーンを発生させるが、ＰＳＴＮフォンからＩＰフォンへの通話連結を
試みる場合、トランクゲートウェイは前記リングバックトーンを生成できないので、前記
ＰＳＴＮフォンの発信側に伝送できないという問題がある。
【００３５】
　そこで、本発明の目的は、かかる従来技術のインターネット（ＩＰ）フォンを用いた通
話時の問題を解決するための通信システムに関するもので、ＰＳＴＮフォンからＩＰフォ
ンに電話をかける時にリングバックトーンを生成して伝送する方法、及びこのためのシス
テムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００３６】
　上記目的を達成するための本発明の一特徴によれば、インターネットプロトコルに基づ
いた第１端末機において、リングバックトーンを伝送する方法は、コール設定を要求した
第２端末機が属するネットワークのタイプを確認する段階；前記ネットワークのタイプに
従って前記第２端末機に伝送するリングバックトーンデータを生成する段階；前記リング
バックトーンデータを前記コール設定要求に対する応答メッセージに挿入する段階；前記
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応答メッセージを前記第２端末機に伝送する段階を備えてなる。
【００３７】
　本発明の他の特徴によれば、インターネットプロトコルに基づいた第１端末機は、コー
ル設定を要求した第２端末機が属するネットワークのタイプを確認して、リングバックト
ーンを発生するかどうかを決定する決定部；前記決定部の決定に従って前記第２端末機に
伝送するリングバックトーンデータを生成し、前記リングバックトーンデータを前記コー
ル設定要求に対する応答メッセージに挿入して伝送する信号処理部を含めて構成される。
【００３８】
　本発明のまた他の特徴によれば、互いに異なる通信プロトコルに基づいて運用される端
末機のためのリングバックトーン発生方法は、第２端末機で第１端末機の要請に応じて前
記第１端末機が属した第１ネットワークの接続点からコール設定メッセージを受信する段
階；前記第２端末機で前記コール設定メッセージに応答する応答メッセージに、前記第１
端末機に伝送されるリングバックトーンデータを挿入する段階；前記第２端末機で前記挿
入された応答メッセージを前記第１ネットワークの接続点に伝送する段階；前記接続点で
前記挿入された応答メッセージからリングバックトーンを再生して、前記第１端末機に提
供する段階を含めてなる。
【００３９】
　さらにまた他の特徴によれば、互いに異なる通信プロトコルに基づいて運用される端末
機のためのリングバックトーンを発生するためのシステムは、第１ネットワークに属する
第１端末機；第２ネットワークに属し、前記第１端末機からのコール設定要求に応答して
リングバックトーンデータを発生し、該リングバックトーンデータを実時間伝送プロトコ
ルに基づいた応答メッセージに挿入する第２端末機；前記コール設定メッセージを前記第
２端末機に伝送し、前記第２端末機からの応答メッセージからリングバックトーンを再生
するゲートウェイ及び／又はソフトスイッチを含めて構成される。
【００４０】
　本発明によるリングバックトーン伝送方法は、インターネットプロトコルに基づいた第
１端末機において、コール設定を要求した第２端末機が属するネットワークのタイプを確
認する段階；前記ネットワークのタイプに従って前記第２端末機に伝送するリングバック
トーンデータを生成する段階；前記リングバックトーンデータを前記コール設定要求に対
する応答メッセージに挿入する段階；前記応答メッセージを前記第２端末機に伝送する段
階を含めてなることを特徴とし、それにより上記目的が達成される。
【００４１】
　前記応答メッセージは実時間伝送プロトコルに基づいて生成される、少なくとも一つの
データパケットであることを特徴としてもよい。
【００４２】
　前記発生したリングバックトーンデータを保存する段階；前記リングバックトーンデー
タを応答メッセージに挿入するために前記保存されたリングバックトーンを先入／先出方
式で読み出す段階をさらに含めてなることを特徴としてもよい。
【００４３】
　前記ネットワークのタイプは前記第２端末機の番号、又は前記ネットワークから伝達さ
れた特定のメッセージを通じて確認することを特徴としてもよい。
【００４４】
　前記第２端末機の番号のうちプレフィックス（ｐｒｅｆｉｘ）を通じて前記ネットワー
クのタイプを確認することを特徴としてもよい。
【００４５】
　前記特定のメッセージは前記ネットワークがリングバックトーン生成機能がないことを
知らせるメッセージであることを特徴としてもよい。
【００４６】
　前記ネットワークのタイプが公衆交換電話ネットワーク（ｐｕｂｌｉｃ　ｓｗｉｔｃｈ
ｅｄ　ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ）である場合、前記第１端末機が前記リング

10

20

30

40

50

(7) JP 3873048 B2 2007.1.24



バックトーンデータを発生することを特徴としてもよい。
【００４７】
　本発明によるインターネットプロトコルに基づいた第一端末機は、コール設定を要求し
た第２端末機が属するネットワークのタイプを確認して、リングバックトーンを発生する
かどうかを決定する決定部；前記決定部の決定に従って、前記第２端末機に伝送するリン
グバックトーンデータを生成し、前記リングバックトーンデータを前記コール設定要求に
対する応答メッセージに挿入して伝送する信号処理部を含めて構成されることを特徴とし
、それにより上記目的が達成される。
【００４８】
　前記応答メッセージは実時間伝送プロトコルに基づいて生成される少なくとも一つのデ
ータパケットであることを特徴としてもよい。
【００４９】
　前記信号処理機は、前記ネットワークのタイプが公衆交換電話ネットワークである場合
、前記生成器は前記リングバックトーンデータを発生することを特徴としてもよい。
【００５０】
　前記発生したリングバックトーンデータを保存するメモリをさらに含めて構成され、前
記信号処理機は前記リングバックトーンデータを応答メッセージに挿入するために前記保
存されたリングバックトーンデータを先入／先出方式で読み出すことを特徴としてもよい
。
【００５１】
　前記ネットワークのタイプは前記第２端末機の番号、又は前記ネットワークから伝達さ
れた特定のメッセージを通じて確認することを特徴としてもよい。
【００５２】
　前記第２端末機の番号のうちプレフィックスを通じて前記ネットワークのタイプを確認
することを特徴としてもよい。
【００５３】
　前記特定のメッセージは前記ネットワークがリングバックトーン生成機能がないことを
知らせるメッセージであることを特徴としてもよい。
【００５４】
　本発明による互いに異なる通信プロトコルに基づいて運用される端末機のためのリング
バックトーン発生方法は、第２端末機で第１端末機の要請に応じて前記第１端末機が属し
た第１ネットワークの接続点からコール設定メッセージを受信する段階；前記第２端末機
で前記コール設定メッセージに応答する応答メッセージに、前記第１端末機に伝送される
リングバックトーンデータを挿入する段階；前記第２端末機で前記挿入された応答メッセ
ージを前記第１ネットワークの接続点に伝送する段階；前記接続点で前記挿入された応答
メッセージからリングバックトーンを再生して、前記第１端末機に提供する段階を含めて
なることを特徴とし、それにより上記目的が達成される。
【００５５】
　前記応答メッセージは実時間伝送プロトコルに基づいて生成される少なくとも一つのデ
ータパケットであることを特徴としてもよい。
【００５６】
　前記ネットワークのタイプがＰＳＴＮである場合、前記リングバックトーンデータを発
生することを特徴としてもよい。
【００５７】
　本発明による互いに異なる通信プロトコルに基づいて運用される端末機のためのリング
バックトーンを発生するためのシステムは、第１ネットワークに属する第１端末機；第２
ネットワークに属し、前記第１端末機からのコール設定要求に応答してリングバックトー
ンデータを発生し、該リングバックトーンデータを実時間伝送プロトコルに基づいた応答
メッセージに挿入する第２端末機；前記コール設定メッセージを前記第２端末機に伝送し
、前記第２端末機からの応答メッセージからリングバックトーンを再生するゲートウェイ
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及び／又はソフトスイッチを含めて構成されることを特徴とし、それにより上記目的が達
成される。
【００５８】
　前記第１端末機は公衆交換電話ネットワークに属し、前記第２端末機はインターネット
プロトコルネットワークに属することを特徴としてもよい。
【発明の効果】
【００５９】
　本発明による実時間伝送プロトコルを用いたインターネット（ＩＰ）フォンのリングバ
ックトーン伝送方法は、公衆交換電話網　（ＰＳＴＮ）とインターネット（ＩＰ）網との
連動網構成時にリングを生成できないゲートウェイ装備を含めても、着信側のフォンでＲ
ＴＰパケットを用いてリングバックトーンを伝送することができる。このようにリングバ
ックトーンを生成できないディバイスを含む網を用いる通話時に発信側のＰＳＴＮフォン
にリングバックトーンを聞かせることができることから、網構成の効用性を高められると
いう効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６０】
　以下、本発明の実施形態を添付の図面に基づいて詳細に説明する。
【００６１】
　図２は本発明の好ましい実施形態によるリングバックトーン装置を備えたインターネッ
ト（ＩＰ）フォンを示すブロック構成図である。
【００６２】
　図２を参照すると、発／着信側の音声を送受信するハンドセット１０と、該ハンドセッ
ト１０以外の音声送受信装置のマイクロフォン１１及びスピーカ１２と、前記ハンドセッ
ト１０、前記マイクロフォン１１及びスピーカ１２とデジタル信号処理部（ＤＳＰ）１４
との間に構成され、前記ハンドセット１０、前記マイクロフォン１１及びスピーカ１２と
デジタル信号処理部（ＤＳＰ）１４との間に送受信されるアナログ及びデジタル信号をア
ナログ／デジタル変換するか、デジタル／アナログ変換するＡＤ／ＤＡ変換部１３と、前
記インターネット（ＩＰ）フォンの受信感度を向上させ、リングバックトーンを生成する
ためのデジタル信号処理部１４と、着信側の電話番号及び／又は他の機能キーを入力する
ためのキー入力部１５と、前記電話番号及び／又は前記他の機能キーに従う前記ＩＰフォ
ンの現在の動作モードなどを表示するための表示部１６と、前記インターネット（ＩＰ）
フォンの動作命令語などを保存するためのメモリ１７、前記インターネット（ＩＰ）フォ
ンを全般的に制御するための制御部１８、及び前記リングバックトーンを発生するかどう
かを決定するためのリングバックトーン発生決定部１９とで構成されている。ここで、未
説明符号２０はインターネット（ＩＰ）フォンに電源を供給する電源回路で、２１はイン
ターネット（ＩＰ）フォンと、コンピューター通信網（図１のインターネットフォンサー
バー、又はインターネット）とを連結するためのイーサネット（Ｒ）である。
【００６３】
　このような本発明のリングバックトーン発生装置を備えたインターネット（ＩＰ）フォ
ンに対して、発信側のＰＳＴＮフォンが図２に示す着信側のインターネット（ＩＰ）フォ
ンにダイアリングする場合、公衆交換電話網ゲートウェイ（例えば、トランクゲートウェ
イ）からコール設定メッセージが着信側のインターネット（ＩＰ）フォンに伝送される。
【００６４】
　すると、前記リングバックトーン発生決定部１９は発信側のＰＳＴＮフォンの電話番号
を確認するか、又は前記ＰＳＴＮゲートウェイから伝送された特定のメッセージを確認し
た後、前記リングバックトーンを発生させるかどうかを決定し、その決定結果を前記制御
部１８に知らせる。この際、前記発信側の電話番号が公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）に連結
された任意のＰＳＴＮフォンの電話番号であるか否かは国家コード＋地域番号＋電話番号
などで構成されたＰＳＴＮ電話番号の先端のプレフィックスを確認することで分かる。前
記リングバックトーンを生成するかは前記ＰＳＴＮフォンの前記確認されたプレフィック
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スに従って決定される。また、地域（国家）別にもインターネット（ＩＰ）フォン電話番
号が設定されているので、インターネット（ＩＰ）フォン電話番号のプレフィックスが確
認される場合にはリングバックトーンを生成しない。
【００６５】
　即ち、リングバックトーン発生決定部１９は、コール設定メッセージのＰＳＮＴフォン
番号のプレフィックス値に基づき、どんなフォン、例えば、ＰＳＴＮフォン、インターネ
ットフォン、モバイルフォンから要請されたコール連結であるかを認知することができ、
これに前記ＩＰフォンで前記リングバックトーンを発生させるかどうかを前記制御部１８
に知らせる。
【００６６】
　そして、前記ＰＳＴＮゲートウェイから伝送された前記特定のメッセージを確認する方
法は、ＰＳＴＮフォンに連結されたＰＳＴＮゲートウェイがトーン発生装置を有していな
いことを知らせるための前記の特定のメッセージが前記ＩＰフォンに伝送されると、前記
ＩＰフォンのリングバックトーン発生決定部１９はリングバックトーンの発生を決定して
、これを前記制御部１８に知らせる。
【００６７】
　したがって、前記発信側の電話番号のプレフィックス確認結果、又は前記ＰＳＴＮゲー
トウェイからの特定のメッセージ確認結果にしたがってＩＰフォン自体でリングバックト
ーンを発生させるべきと判断されると、前記制御部１８は前記ＤＳＰ１４がリングバック
トーンを生成させるように制御し、前記ＤＳＰ１４により生成されたリングバックトーン
をメモリ１７が貯蔵するように制御する。その後、前記コール設定メッセージに対する応
答メッセージが発信側のＰＳＴＮフォンに伝送されるとき、前記制御部１８は前記メモリ
１７からリングバックトーンを読み出し、その読み出したリングバックトーンをパケット
データに挿入し、その挿入されたパケットデータをイーサネット（Ｒ）２１を通じて前記
発信側のＰＳＴＮフォンに伝送する。
【００６８】
　一方、前記リングバックトーン発生決定部１９はソフトウェア、又はハードウェア的に
構成可能なもので、前記リングバックトーン発生決定部１９をソフトウェア的に構成する
場合、前記リングバックトーン発生決定部１９の機能は前記制御部１８の追加機能として
実現されえる。
【００６９】
　図３は本発明の好ましい実施形態によるリングバックトーンを生成するための信号流れ
図で、図４は本発明によるＲＴＰパケットを用いたリングバックトーン伝送方法を示すフ
ローチャートである。
【００７０】
　本発明ではインターネット（ＩＰ）フォン自体が、ＰＳＴＮフォンからＩＰフォンへの
通話を試みる場合、リングバックトーンを発生させるためのリングバックトーン発生装置
を備え、ＰＳＴＮ交換機や前記ＩＰフォンのアクセスゲートウェイの助けなしに、発信側
のＰＳＴＮフォンにリングバックトーンを生成して伝送しえる。
【００７１】
　図３を参照にすると、発信側のＰＳＴＮフォンが着信側のインターネットフォンにダイ
アリングすると（Ｓ１０）、前記ＰＳＴＮフォンのＰＳＴＮゲートウェイはプロクシサー
バー、ゲートキーパー、コール制御器などを含むＩＰフォンサーブの実時間伝送プロトコ
ルポート（ＲＴＰポート）にコール設定メッセージを伝送する（Ｓ１１）。前記着信側の
ＩＰフォンは前記コール設定メッセージを受信する。この際、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ
）とインターネット（ＩＰ）網とを連結させるシステム、つまり、ゲートウェイ及び／又
はソフトスイッチなどは自分のポートに対する情報を前記着信側の前記ＩＰフォンに知ら
せる。次いで、前記コール設定メッセージが前記ＩＰフォンにより受信されると、前記Ｉ
Ｐフォンのリングバックトーン生成決定部１９は、前記コール設定メッセージがＰＳＴＮ
フォンから要求されたものであるかどうかを判断し、もし、ＰＳＴＮフォンから要請され
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たコール設定メッセージであれば、前記制御部１８はＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎ
ａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）１４がリングバックトーンを生成するように制御する（Ｓ１
２）。メモリ１７は前記生成されたリングバックトーンを保存する。
【００７２】
　このように前記生成されたリングバックトーンが前記メモリ１７に保存されると、前記
ＩＰフォンは前記ＰＳＴＮフォンに前記コール設定メッセージに対する応答メッセージ（
実時間伝送プロトコルパケットタイプ）を送る。この際、前記ＩＰフォンは前記メモリ１
７から読み込んだリングバックトーンを含む応答メッセージを前記ゲートウェイ及び／又
はソフトスイッチから知らせられたポートに伝送する。
【００７３】
　即ち、ＤＳＰ１４は前記応答メッセージの実時間伝送プロトコル（ＲＴＰ）パケットの
音声パケット領域に前記読み込んだリングバックトーンのデータをパケットデータに挿入
して、前記ＰＳＴＮゲートウェイ及び／又はソフトスイッチに伝送する（Ｓ１３）。
【００７４】
　すると、前記ＰＳＴＮゲートウェイ及び／又はソフトスイッチは、前記ＩＰフォンから
受けた実時間伝送プロトコル（ＲＴＰ）パケットから前記リングバックトーンを再生し、
この再生されたリングバックトーンを前記発信側のＰＳＴＮフォンに提供する（Ｓ１４）
。
【００７５】
　前記リングバックトーンが前記ＰＳＴＮフォンに提供される間、前記着信側のＩＰフォ
ンがオフフックになると（Ｓ１５）、前記ＰＳＴＮと前記ＩＰフォンとの間に音声コール
発信側フォン、つまり、ＰＳＴＮフォンと、着信側フォン、つまり、ＩＰフォンとの間の
実際上の音声通話が行われる。
【００７６】
　このような本発明はＤＳＰ１４を有するＩＰフォンが前記リングバックトーンを生成し
、コール設定メッセージに対する応答メッセージの間に、コール設定時に伝送されるＲＴ
Ｐパケットにリングバックトーンデータを載せて送り、トランクゲートウェイがリングバ
ックトーンを生成できなくてもＰＳＴＮフォンユーザーがリングバックトーンを受信可能
となる。
【００７７】
　以下で本発明のＲＴＰパケットを用いたリングバックトーン伝送方法を図４に基づいて
詳細に説明する。
【００７８】
　本発明はＰＳＴＮフォンからＩＰフォンに電話をかける場合にインターネットを通じて
連結される全てのフォン、つまり、ケーブルモデム／ＬＡＮ／ＡＤＳＬ（Ａｓｙｍｍｅｔ
ｒｉｃ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｉｎｅ）などの全てのインターネッ
ト接続方式を含む受信側のＩＰフォンでリングバックトーンを生成して発信側に伝送する
機能を有するようにしたものである。
【００７９】
　まず、ＰＳＴＮフォンからＩＰフォンに電話をかけるための網の構成は、図１に示すよ
うに、発信側としてＰＳＴＮに連結されるＰＳＴＮフォンと、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ
）とインターネット（ＩＰ）網とを連結するトランクゲートウェイと、受信側としてイン
ターネット（ＩＰ）フォンサーバー（Ｐｒｏｘｙ　Ｓｅｒｖｅｒ，ＧａｔｅＫｅｅｐｅｒ
，Ｃａｌｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）に連結されるインターネット（ＩＰ）フォンと、そ
して、インターネットファンサーバーと、トランクゲートウェイのパケット交換網の交換
機の役割を果たすソフトスイッチとを含めて成っている。
【００８０】
　上記のように、ゲートウェイは他のネットワークに入る入口の役割を果たすネットワー
クポイントであり、プロクシサーバーはＶｏＩＰでのコール設定、取消し、終了など、ユ
ーザーエージェント（ＵＡ）で受信されたコール管理要請メッセージを貯蔵した後、あち
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こちに登録された同一のユーザーのＳＩＰ住所に同時に送る役割を果たす。
【００８１】
　そして、ソフトスイッチは他種の信号方式に対するブリッジの役割、及び様々な形態の
メディアゲートを制御する総体的なプラットフォームである。
【００８２】
　このような構成を有する網を用いてＰＳＴＮフォンからＩＰフォンに電話をかける場合
には、通話のためにコールを設定するコール設定作業スタート段階を行う（Ｓ３０１）。
この際、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）とインターネット（ＩＰ）網とを連結させるシステ
ム、つまり、ゲートウェイ、ソフトスイッチはコール設定メッセージを伝送しながら自分
のポートを着信側の端末に知らせるメッセージをコール設定メッセージに含ませる。
【００８３】
　このように、コール設定作業段階を行うと、着信側端末、つまり、ＩＰフォンはコール
設定メッセージを受けたかどうかを判断する（Ｓ３０２）。
【００８４】
　判断の結果（Ｓ３０２）、着信側端末がコール設定メッセージを受けていると、公衆交
換電話網（ＰＳＴＮ）に連結されたフォンから発生したコール設定メッセージであるかど
うかによってＩＰフォン内のＤＳＰでリングバックトーンを生成してメモリに保存する（
Ｓ３０３）。
【００８５】
　そして、リングバックトーンを生成した後にこのデータを実時間伝送プロトコル（ＲＴ
Ｐ）パケットに挿入し（Ｓ３０４）、これを先入／先出（Ｆｉｒｓｔ　Ｉｎ　Ｆｉｒｓｔ
　Ｏｕｔ：ＦＩＦＯ）方式でネットワークポイントとなるトランクゲートウェイに伝送す
る（Ｓ３０５）。
【００８６】
　トランクゲートウェイに伝送された実時間伝送プロトコル（ＲＴＰ）パケットは、トラ
ンクゲートウェイ、又はブリッジ手段となるソフトスイッチで変換され、発信側の端末に
伝送される。
【００８７】
　リングバックトーンはコール設定メッセージに含まれ、伝送されたポートを通じて発信
側の端末に伝送される。
【００８８】
　ここで、発信側の端末はＰＳＴＮフォンや、トーン発生装置のないゲートウェイに連結
されたフォンである。
【００８９】
　このような本発明は音声とデータをインターネット（ＩＰ）技術を用いてパケット形態
で統合し、実時間に伝送するＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒ
ｏｔｏｃｏｌ）に限定されるものではなく、セッション設定プロトコル（Ｓｅｓｓｉｏｎ
　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ；ＳＩＰ）まで適用可能なことは勿論である
。
【００９０】
　ＳＩＰはＶｏＩＰサービスを実現するプロトコル技術の一つで、現在提供されている大
部分の常用インターネット電話サービスで採択しているＨ．３２３標準技術を代替する目
的でインターネット標準開発器具のＩＥＴＦ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎ
ｇ　Ｔａｓｋ　Ｆｏｒｃｅ）で開発された次世代プロトコルである。
【００９１】
　ＳＩＰはマルチメディアセッションの設定、セッション情報交換、及び解除機能などを
提供する応用階層のコールシグナリングプロトコルとして、インターネット電話、マルチ
メディアメッセージングなどのような多様な次世代インターネット応用開発に必ず要求さ
れている技術である。
【００９２】

10

20

30

40

50

(12) JP 3873048 B2 2007.1.24



　かかる従来技術のインターネット（ＩＰ）フォンを用いた通話時の問題を解決するため
の通信システムに関するもので、ＰＳＴＮフォンからＩＰフォンに電話をかける時にリン
グバックトーンを生成して伝送する方法、及びこのためのシステムを提供する。
【００９３】
　インターネットプロトコルに基づいた第１端末機において、コール設定を要求した第２
端末機が属するネットワークタイプを確認し、該ネットワークのタイプに従って前記第２
端末機に伝送するリングバックトーンデータを生成し、そのリングバックトーンデータを
前記コール設定要求に対する応答メッセージに挿入し、前記応答メッセージを前記第２端
末機に伝送することを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００９４】
【図１】インターネット（ＩＰ）フォンを用いた通話時の一般的な通信網構成図。
【図２】本発明の好ましい実施形態によるリングバックトーン装置を備えたインターネッ
ト（ＩＰ）フォンのブロック構成図。
【図３】本発明によるインターネット（ＩＰ）フォンのリングバックトーンを生成するた
めの信号フローチャート。
【図４】本発明によるインターネット（ＩＰ）フォンのＲＴＰパケットを用いたリングバ
ックトーン伝送方法を示すフローチャート。
【符号の説明】
【００９５】
　１０：送受話器部
　１１：マイク
　１２：スピーカ
　１３：ＡＤ／ＤＡ変換部
　１４：ＤＳＰ
　１５：キー入力部
　１６：表示部
　１７：メモリ部
　１８：ＣＰＵ
　１９：リングバックトーン発生決定部
　２０：電源回路
　２１：イーサネット（Ｒ）
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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