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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介した音声／画像通話システムにおけるホームゲートウェイのアクセス
ポイントが行う呼ピックアップ方法であって、
　第１の端末機から第１のネットワークを介して第２の端末機への呼設定のための着信呼
が受信され、第３の端末機から第２の端末機に受信される呼をピックアップするための要
求信号が受信される場合に、第１の端末機と第２の端末機間が音声／画像通話中であるか
否かを判断するステップと、
　ａ）前記第１及び第２の端末機間が音声／画像通話中ではない場合には、前記第１の端
末機及び第３の端末機との呼セッションを各々設定した後に、前記第３の端末機について
の呼ピックアップ情報を呼ピックアップテーブルに登録し、
　ｂ）前記第１及び第２の端末機間が音声／画像通話中の場合には、前記呼ピックアップ
を要求した第３の端末機と呼セッションを設定し、通話中の第２の端末機との呼セッショ
ンを削除した後に、前記第３の端末機についての呼ピックアップ情報を呼ピックアップテ
ーブルに登録するステップと、
　前記第１の端末機から第１のネットワークを介して音声／画像トラフィックが受信され
る場合には、前記呼ピックアップテーブルに登録された呼ピックアップ情報を用いて、受
信された音声／画像データを第２のネットワークを介して呼ピックアップを要求した前記
第３の端末機に伝送するステップと、
　を含むことを特徴とするネットワークを介した音声／画像通話システムの呼転換方法。
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【請求項２】
　前記第１のネットワークは、ＩＰネットワークを含み、前記第２のネットワークは、Ｗ
ＬＡＮを含むこと
　を特徴とする請求項１記載のネットワークを介した音声／画像通話システムの呼転換方
法。
【請求項３】
　前記端末機は、前記第１及び第２のネットワークを介して画像及び音声通信が可能な端
末機として、ＴＶ，ＰＤＡ(Personal Digital Assistant)，ホームパッドの内の少なくと
も一つの端末機を含むこと
　を特徴とする請求項１記載のネットワークを介した音声／画像通話システムの呼転換方
法。
【請求項４】
　前記呼ピックアップテーブルは、
　ゲートウエー(アクセスポイント)に登録された少なくとも一つ以上の端末機についての
ポート番号を保存する第１のフィールドと、
　前記アクセスポイントに登録された少なくとも一つ以上の端末機についてのＩＰアドレ
スを保存する第２のフィールドと、
　前記各端末機についてのポート番号情報を保存する第３のフィールドと、
　前記呼ピックアップを要請した端末機のポート番号情報を保存する第４のフィールドと
、を含むこと
　を特徴とする請求項１記載のネットワークを介した音声／画像通話システムの呼転換方
法。
【請求項５】
　前記第４のフィールドに登録された呼ピックアップを要請した端末機のポート番号情報
は、前記第１のフィールドに保存されたゲートウエーのポート番号情報の内の少なくとも
一つのポート番号情報と一致し、呼ピックアップを要請した端末機のポート番号情報が前
記第４のフィールドに登録されている場合には、第４のフィールドに保存されたポート番
号情報と一致するゲートウエーのポート番号に相応するＩＰアドレスに呼転換を行うこと
ができるようにすること
　を特徴とする請求項４記載のネットワークを介した音声／画像通話システムの呼転換方
法。
【請求項６】
　前記第３の端末機に伝送するステップは、
　前記第１の端末機から第１のネットワークを介して前記第２の端末機に伝送するための
音声／画像トラフィックが受信される場合に、受信されたトラフィックでＲＴＰポート番
号情報を抽出するステップと、
　前記抽出されたＲＴＰポート番号に相応する呼ピックアップを要請した前記第３の端末
機のポート番号情報及びＩＰアドレス情報を前記呼ピックアップテーブルから取得するス
テップと、
　前記取得した呼ピックアップを要請した第３の端末機のポート番号情報及びＩＰアドレ
ス情報を用いて、前記受信された音声／画像トラフィックを第２のネットワークを介して
前記第３の端末機に伝送するステップと、を含むこと
　を特徴とする請求項１記載のネットワークを介した音声／画像通話システムの呼転換方
法。
【請求項７】
　前記第１及び第２の端末機間が音声／画像通話中に、呼ピックアップを要請した第３の
端末機について呼ピックアップ拒絶モードが設定されている場合には、呼ピックアップを
要請した第３の端末機に第２のネットワークを介して呼ピックアップ拒絶エラーメッセー
ジを伝送すること
　を特徴とする請求項１記載のネットワークを介した音声／画像通話システムの呼転換方
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法。
【請求項８】
　ネットワークを介した音声／画像通話システムにおけるホームゲートウェイのアクセス
ポイントが行う呼転換方法であって、
　第１の端末機から第１のネットワークを介して第２の端末機への音声／画像呼転換モー
ド設定要求メッセージが受信される場合には、呼転換設定を要求した第１の端末機及び呼
転換される第２の端末機についての呼転換情報を呼転換テーブルに登録するステップと、
　第２のネットワークを介して第３の端末機から着信呼が受信される場合には、呼転換さ
れる第２の端末機と呼セッションを設定するステップと、
　前記第３の端末機から音声／画像トラフィックが受信される場合には、前記呼転換テー
ブルに登録された呼転換情報を用いて、受信された音声／画像データを第２のネットワー
クを介して第２の端末機に伝送するステップと、を含むこと
　を特徴とするネットワークを介した音声／画像通話システムの呼転換方法。
【請求項９】
　前記第１のネットワークは、ＷＬＡＮを含み、前記第２のネットワークは、ＩＰネット
ワークを含むこと
　を特徴とする請求項８記載のネットワークを介した音声／画像通話システムの呼転換方
法。
【請求項１０】
　前記端末機は、前記第１及び第２のネットワークを介して画像及び音声通信が可能な端
末機として、ＴＶ，ＰＤＡ(Personal Digital Assistant)，ホームパッドの内の少なくと
も一つの端末機を含むこと
　を特徴とする請求項８記載のネットワークを介した音声／画像通話システムの呼転換方
法。
【請求項１１】
　前記呼転換テーブルに保存される呼転換情報は、
　呼転換を要請した端末機のＩＰアドレス情報及びポート番号情報、呼転換される端末機
のＩＰアドレス情報及びポート番号情報、端末間にサービスされるサービス種類情報の内
の少なくとも一つの情報を含むこと
　を特徴とする請求項８記載のネットワークを介した音声／画像通話システムの呼転換方
法。
【請求項１２】
　前記第１の端末機で第２の端末機への呼転換モードが設定された状態で、第１の端末機
から呼転換解除要求メッセージが受信される場合には、前記第２の端末機で第１のネット
ワークを介して呼転換モード解除メッセージを伝送した後に、前記呼転換テーブルに登録
された呼転換情報を削除するステップをさらに含むこと
　を特徴とする請求項８記載のネットワークを介した音声／画像通話システムの呼転換方
法。
【請求項１３】
　前記第２の端末機に伝送するステップは、
　前記第３の端末機から第２のネットワークを介して前記第１の端末機に伝送するための
音声／画像トラフィックが受信される場合には、受信されたトラフィックでＲＴＰポート
番号情報を抽出するステップと、
　前記抽出されたＲＴＰポート番号に相応する呼転換される前記第２の端末機のポート番
号情報及びＩＰアドレス情報を前記呼転換テーブルから取得するステップと、
　前記取得した呼転換される第２の端末機のポート番号情報及びＩＰアドレス情報を用い
て、前記受信された音声／画像トラフィックを第１のネットワークを介して前記第２の端
末機に伝送するステップと、を含むこと
　を特徴とする請求項８記載のネットワークを介した音声／画像通話システムの呼転換方
法。
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【請求項１４】
　ネットワークを介した音声／画像通話システムの呼転換装置であって、
　第１の端末機から第１のネットワークを介して第２の端末機への呼設定のための着信呼
が受信され、第３の端末機から第２の端末機に受信される呼をピックアップするための要
求信号が受信される場合には、第１の端末機と第２の端末機間が音声／画像通話中である
か否かを判断する判断部と、
　前記第３の端末機から呼ピックアップ要求がある場合には、第３の端末機についての呼
ピックアップ情報を保存する保存部と、
　ａ）前記第１及び第２の端末機間が音声／画像通話中ではない場合には、前記第１の端
末機及び第３の端末機と呼セッションを各々設定した後に、前記第３の端末機についての
呼ピックアップ情報を前記保存部に保存し、
　ｂ）前記第１及び第２の端末機間が音声／画像通話中の場合には、前記呼ピックアップ
を要求した第３の端末機と呼セッションを設定し、通話中の第２の端末機との呼セッショ
ンを削除した後に、前記第３の端末機についての呼ピックアップ情報を前記保存部に保存
するセッション設定部と、
　前記セッション設定部の呼セッション設定によって前記第１の端末機から第１のネット
ワークを介して音声／画像トラフィックが受信される場合には、前記保存部に保存された
呼ピックアップ情報を用いて、受信された音声／画像データを第２のネットワークを介し
て呼ピックアップを要求した前記第３の端末機に伝送する呼ピックアップ処理部と、
　を含むことを特徴とするネットワークを介した音声／画像通話システムの呼転換装置。
【請求項１５】
　前記保存部は、
　ゲートウエー(アクセスポイント)に登録された少なくとも一つ以上の端末機についての
ポート番号を保存する第１のフィールドと、
　前記アクセスポイントに登録された少なくとも一つ以上の端末機についてのＩＰアドレ
スを保存する第２のフィールドと、
　前記各端末機についてのポート番号情報を保存する第３のフィールドと、
　前記呼ピックアップを要請した端末機のポート番号情報を保存する第４のフィールドと
、を含むこと
　を特徴とする請求項１４記載のネットワークを介した音声／画像通話システムの呼転換
装置。
【請求項１６】
　前記呼ピックアップ処理部は、
　ａ）前記第１の端末機から第１のネットワークを介して前記第２の端末機に伝送するた
めの音声／画像トラフィックが受信される場合には、受信されたトラフィックでＲＴＰポ
ート番号情報を抽出し、
　ｂ）前記抽出されたＲＴＰポート番号に相応する呼ピックアップを要請した前記第３端
末機のポート番号情報及びＩＰアドレス情報を前記呼ピックアップテーブルから抽出する
抽出部と、
　前記抽出された呼ピックアップを要請した第３の端末機のポート番号情報及びＩＰアド
レス情報を用いて、前記受信された音声／画像トラフィックを第２のネットワークを介し
て前記第３の端末機に伝送する伝送部と、を含むこと
　を特徴とする請求項１４記載のネットワークを介した音声／画像通話システムの呼転換
装置。
【請求項１７】
　ネットワークを介した音声／画像通話システムの呼転換装置であって、
　受信される音声／画像呼の転換のための端末機の呼転換情報を保存する保存部と、
　第１の端末機から第１のネットワークを介して第２の端末機への音声／画像呼転換モー
ド設定要求メッセージが受信される場合には、呼転換設定を要求した第１端末機及び呼転
換される第２の端末機についての呼転換情報を前記保存部に登録して呼転換モードを設定
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する呼転換モード設定部と、
　第２のネットワークを介して第３の端末機から着信呼が受信される場合には、呼転換さ
れる第２の端末機と呼セッションを設定する呼セッション設定部と、
　前記第３の端末機から音声／画像トラフィックが受信される場合には、前記保存部に登
録された呼転換される第２の端末機の呼転換情報を用いて、受信された音声／画像データ
を第２のネットワークを介して第２の端末機に伝送する呼転換処理部と、を含むことを特
徴とするネットワークを介した音声／画像通話システムの呼転換装置。
【請求項１８】
　前記第１のネットワークは、ＷＬＡＮを含み、前記第２のネットワークは、ＩＰネット
ワークを含むこと
　を特徴とする請求項１７記載のネットワークを介した音声／画像通話システムの呼転換
装置。
【請求項１９】
　前記保存部に登録される呼転換情報は、
　呼転換を要請した端末機のＩＰアドレス情報及びポート番号情報、呼転換される端末機
のＩＰアドレス情報及びポート番号情報、端末間にサービスされるサービス種類情報の内
の少なくとも一つの情報を含むこと
　を特徴とする請求項１７記載のネットワークを介した音声／画像通話システムの呼転換
装置。
【請求項２０】
　前記呼転換モード設定部は、
　前記第１の端末機で第２の端末機への呼転換モードが設定された状態で、第１の端末機
から呼転換解除要求メッセージが受信される場合には、前記第２の端末機で第１のネット
ワークを介して呼転換モード解除メッセージを伝送した後に、前記呼転換テーブルに登録
された呼転換情報を削除すること
　を特徴とする請求項１７記載のネットワークを介した音声／画像通話システムの呼転換
装置。
【請求項２１】
　前記呼転換処理部は、
　ａ）前記第３の端末機から第２のネットワークを介して前記第１の端末機に伝送するた
めの音声／画像トラフィックが受信される場合には、受信されたトラフィックでＲＴＰポ
ート番号情報を抽出し、
　ｂ）前記抽出されたＲＴＰポート番号に相応した呼転換される前記第２の端末機のポー
ト番号情報及びＩＰアドレス情報を前記保存部から抽出する抽出部と、
　前記抽出された呼転換される第２の端末機のポート番号情報及びＩＰアドレス情報を用
いて、前記受信された音声／画像トラフィックを第１のネットワークを介して前記第２の
端末機に伝送する伝送部と、を含むこと
　を特徴とする請求項１７記載のネットワークを介した音声／画像通話システムの呼転換
装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＩＰ(IP:Internet Protocol)基盤の画像／音声通信システム及びこれを用い
た呼転換方法に関し、特に、画像／音声着信呼が任意の端末機に受信された場合に、受信
された着信呼を他の端末機にピックアップ（転換、転送）できるようにし、着信呼の呼転
換モードを設定できるようにして任意の端末機に着信呼が受信された場合には、設定され
た他の端末機に自動に呼を転換させることができるようにしたＩＰ基盤の画像／音声通信
システム及びこれを用いた呼転換方法に関する。
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【０００２】
　すなわち、本発明は、ＴＶ，ＰＤＡ(Personal Digital Assistant)，或いはホームパッ
ド(Home PAD)を用いて画像電話中に、又は新しく電話がかかってきたときに、ＰＤＡ又は
ホームパッドの特定ボタンを押す等の操作をすれば、ＴＶからＰＤＡ／ホームパッド又は
ＰＤＡ／ホームパッドからＴＶに画像電話の呼が転換されることができるようにし、また
、画像電話着信呼が受信された場合に、使用者が他の位置(例えば台所、奥の間等)にいる
とき、居間のＴＶにかかってきた電話を、冷蔵庫のホームパッド又はＰＤＡ等を介して画
像電話着信呼をピックアップして通話できるようにしたものである。また、本発明は、使
用者がオフィス環境にいるとき、自動着信転換要請を自機のホームゲートウエーに設定す
れば、ホームゲートウエーは、かかってきた画像電話を使用者のＰＤＡに着信転換させて
、何時でも何処でも画像通話が出来るようにしたものである。
【背景技術】
【０００３】
　一般に、インターネットフォンサービスとは、既存の公衆電話網(PSTN)の代わりにイン
ターネットという全世界的な規模の通信インフラを用いて音声通話を可能にするサービス
である。既存の公衆電話網(PSTN)は、回線交換網として静的なスイッチングをし、６４ｋ
ｂｐｓの固定された帯域幅を提供するので、通話品質が保障される。しかしながら、イン
ターネットは、パケット交換網として動的なルーティングをしつつ、Ｂｅｓｔ-ｅｆｆｏ
ｒｔ型サービスを提供するので、通話品質を保障するのは困難である。一方で、インター
ネットフォンは、低廉な価格で長距離通話が可能で、且つ多様な形態のサービス創出が可
能な利点があるので、広く使われる傾向にある。
【０００４】
　インターネットフォンサービスは、ピーシー・ツー・ピーシー(PC-to-PC)と、ピーシー
・ツー・フォン(PC-to-phone)と、フォン・ツー・ピーシー(Phone-to-PC)と、 フォン・
ツー・フォン(phone-to-phone)方式と、に分類できる。この内、ピーシー・ツー・ピーシ
ー(PC-to-PC)方式では、通話しようとする２人の使用者が、インターネットが使用可能な
マルチメディアコンピュータをインターネットフォンの端末機として使用する。これらコ
ンピュータ等は、ＬＡＮ上に接続されることも出来、或いは、モデムを介して電話線に接
続して、ＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイダ）によってインターネットを利
用することもできる。この通話による音声信号は、送信側ＰＣのコーデックとソフトウェ
アによりサンプリング、圧縮、パケット化されて送信されるとともに、受信側ＰＣで受信
され、受信側ＰＣのサウンドカードによって再生される。
【０００５】
　ピーシー・ツー・フォン(PC-to-phone)方式では、まずＰＣをインターネットフォンゲ
ートウエーに接続し、通話しようとする相手方の電話番号がゲートウエーに入力されると
、ゲートウエーがこれを解析して、既存の公衆電話網(PSTN)を介して相手の電話機に接続
させる。
【０００６】
　フォン・ツー・ピーシー(phone-to-PC)方式では、既存の公衆電話網加入者がインター
ネットフォンゲートウエーに接続し、ゲートウエーに通話しようとする相手方についての
情報を提供すれば、インターネットフォンゲートウエーがインターネットを介して該当Ｐ
Ｃと接続して通話できるようにする。
【０００７】
　フォン・ツー・フォン(phone-to-phone)方式は、インターネットを介して既存の電話機
間での通話を可能にする方法であって、公衆電話網に接続された使用者が既存電話機を用
いて近くのゲートウエーに接続した後に、使用者認証及び課金のための送信者確認の過程
を経た後に、相手方の電話番号を入力する。すると、送信側ゲートウエーは、相手方の電
話番号をパケット化してインターネットを介して受信側と最も近いゲートウエーに送信す
る。受信側ゲートウエーは、パケットを再び一般電話番号に変換して、一般電話網を介し
て相手方に呼を送る。２使用者間の接続設定が完了すると、音声データは、ゲートウエー
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でコーディングされてインターネットを介して伝送され、また、相手方のゲートウエーで
はこれをデコーディングして音声信号に再生した後に、電話網に送信する。
【０００８】
　さらに、ＩＰ基盤の画像及び音声電話は、オフィス(office)環境や家庭内機器の自動化
（ホームオートメーション）環境の発展によって、その方式が様々に発展して来ている。
特に、最近では、オフィス環境及び宅内環境では、アクセスポイント(Access Point)を用
いた私設システム、すなわち無線LAN(Wireless LAN)通信が主流となっているが、このよ
うな無線LAN通信を用いて個人携帯端末機(例えば、ＰＤＡ）、デジタルＴＶ、ホームパッ
ド等を介した画像／音声通信が出来るようになった。
【０００９】
　しかしながら、このような画像／音声電話では、発信者端末機と発信者が呼び出した端
末機間にのみ通信がなされるものであるがために、特に、家庭では、受信端末機の位置に
拘束され、受信加入者の移動性が保障されない問題点がある。
【００１０】
　例えば、受信加入者が宅内の居間で仕事をしている状況で、部屋にある端末機に呼信号
が受信された場合には、使用者はいちいち部屋に行って該当する画像／音声端末機(例え
ば、ＴＶ)を介して通話をしなければならず、ＴＶで通話中に、台所にある冷蔵庫ホーム
パッドを介して電話を受けたい場合であっても、呼の転換（転送）がなされないために、
ＴＶによって通話を継続しなければならなかっり、或いは、発信者に、冷蔵庫ホームパッ
ド宛に再度電話をかけ直してくれるように頼まなければならないので、使用者に煩わしさ
や不便さ等をもたらすものである。
【００１１】
　さらには、加入者から遠くにある他の端末機に着信呼が受信されたような場合にも、使
用者の近傍位置にある端末に呼をピックアップして通話を行うことができないので、使用
者の自由な移動性を保障出来ない問題点があった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　したがって、本発明は上述のような従来技術における問題点を解決するためのものであ
り、その目的は、任意の画像／音声端末機による画像通話の最中に、或いは任意の端末機
に新しい着信呼が受信された場合に、通話しようとする端末機の特定ボタンの選択によっ
て、着信呼が受信された端末機から使用者が選択した通話しようとする端末機に、通話中
の呼又は着信された呼を転換し、該転換した端末機を介して発信者との音声及び画像通話
を行うことができるようにしたＩＰ基盤の画像／音声通信システム及びこれを用いた呼転
換方法を提供することにある。
【００１３】
　また、本発明の他の目的は、使用者が家庭内で居間、奥の間、台所等へ移動したり、事
務室（オフィス）へ移動する場合に応答することができるように、特定の端末機に呼着信
転換を設定して、任意の端末機に着信呼が受信された場合に、自動で前記呼着信転換を設
定した特定端末機に呼を転換し、転換された端末機を介して着信される呼を受信すること
ができるようにすることによって、使用者の移動性を保障する、ＩＰ基盤の画像／音声通
信システム及びこれを用いた呼転換方法を提供することにある。
 
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上述の目的を達成するための本発明に係るネットワークを介した音声／画像通話システ
ムにおけるホームゲートウェイのアクセスポイントが行う呼転換方法の一つの側面によれ
ば、第１の端末機から第１のネットワークを介して第２の端末機への呼設定のための着信
呼が受信され、第３の端末機から第２の端末機に受信される呼をピックアップするための
要求信号が受信される場合には、前記第１の端末機及び第３の端末機と呼セッションを各
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々設定するステップと、前記第３の端末機についての呼ピックアップ情報を呼ピックアッ
プテーブルに登録するステップと、前記第１の端末機から前記第２の端末機に伝送するた
めの音声／画像トラフィックが受信される場合に、前記呼ピックアップテーブルに登録さ
れた呼ピックアップ情報を用いて、受信された音声/画像データを第２のネットワークを
介して呼ピックアップを要求した前記第３の端末機に伝送するステップと、を含む。
 
【００１５】
　また、ネットワークを介した音声／画像通話システムにおけるホームゲートウェイのア
クセスポイントが行う呼転換方法の他の側面によれば、第１のネットワークを介して接続
された第１の端末機と、第２のネットワークを介して接続された第２の端末機間が音声／
画像通話中の場合であって、前記第１の端末機から伝送される音声／画像呼をピックアッ
プするための要求信号を第３の端末機から第２のネットワークを介して受信する場合に、
前記呼ピックアップを要求した第３の端末機と呼セッションを設定するステップと、前記
通話中の第２の端末機と音声／画像呼セッション削除要求メッセージ及び要求についての
応答メッセージの送・受信を介して第２の端末機との呼セッションを削除した後に、前記
第３の端末機についての呼ピックアップ情報を呼ピックアップテーブルに登録するステッ
プと、前記第１の端末機から第１のネットワークを介して伝送される音声／画像トラフィ
ックが受信される場合に、前記呼ピックアップテーブルに登録された呼ピックアップ情報
を用いて、受信された音声／画像データを第２のネットワークを介して呼ピックアップを
要求した前記第３の端末機に伝送するステップと、を含む。
 
【００１６】
　好ましくは、前記第１のネットワークは、ＩＰネットワークを含み、前記第２のネット
ワークは、ＷＬＡＮを含む。
【００１７】
　好ましくは、前記端末機は、前記第１及び第２のネットワークを介して画像及び音声通
信が可能な端末機として、ＴＶ，ＰＤＡ(Personal Digital Assistant)，ホームパッドの
内の少なくとも一つの端末機を含む。
【００１８】
　好ましくは、前記呼ピックアップテーブルは、ゲートウエー(アクセスポイント)に登録
された少なくとも一つ以上の端末機についてのポート番号を保存する第１のフィールドと
、前記アクセスポイントに登録された少なくとも一つ以上の端末機についてのＩＰアドレ
スを保存する第２のフィールドと、前記各端末機についてのポート番号情報を保存する第
３のフィールドと、前記呼ピックアップを要請した端末機のポート番号情報を保存する第
４のフィールドと、を含む。
【００１９】
　好ましくは、前記第３の端末機に伝送するステップは、前記第１の端末機から第１のネ
ットワークを介して前記第２の端末機に伝送するための音声／画像トラフィックが受信さ
れる場合に、受信されたトラフィックでＲＴＰポート番号情報を抽出するステップと、前
記抽出されたＲＴＰポート番号に相応する呼ピックアップを要請した前記第３の端末機の
ポート番号情報及びＩＰアドレス情報を前記呼ピックアップテーブルから取得するステッ
プと、前記取得した呼ピックアップを要請した第３の端末機のポート番号情報及びＩＰア
ドレス情報を用いて、前記受信された音声／画像トラフィックを第２のネットワークを介
して前記第３の端末機に伝送するステップと、を含む。
【００２０】
　好ましくは、前記第３の端末機と呼セッションを設定するステップにおいて、前記呼ピ
ックアップを要請した第３の端末機について呼ピックアップ拒絶モードが設定されている
場合には、呼ピックアップを要請した第３の端末機に第２のネットワークを介して呼ピッ
クアップ拒絶エラーメッセージを伝送する。
【００２１】
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　また、本発明に係るネットワークを介した音声／画像通話システムにおけるホームゲー
トウェイのアクセスポイントが行う呼転換方法の他の一の側面によれば、第１の端末機か
ら第１のネットワークを介して第２の端末機への呼設定のための着信呼が受信され、第３
の端末機から第２の端末機に受信される呼をピックアップするための要求信号が受信され
る場合に、第１の端末機と第２の端末機間が音声／画像通話中であるか否かを判断するス
テップと、ａ）前記第１及び第２の端末機間が音声／画像通話中ではない場合には、前記
第１の端末機及び第３の端末機と呼セッションを各々設定した後に、前記第３の端末機に
ついての呼ピックアップ情報を呼ピックアップテーブルに登録し、ｂ）前記第１及び第２
の端末機間が音声／画像通話中の場合には、前記呼ピックアップを要求した第３の端末機
と呼セッションを設定し、通話中の第２の端末機との呼セッションを削除した後に、前記
第３の端末機についての呼ピックアップ情報を呼ピックアップテーブルに登録するステッ
プと、前記第１の端末機から第１のネットワークを介して音声／画像トラフィックが受信
される場合に、前記呼ピックアップテーブルに登録された呼ピックアップ情報を用いて、
受信された音声／画像データを第２のネットワークを介して呼ピックアップを要求した前
記第３の端末機に伝送するステップと、を含む。
【００２２】
　また、本発明に係るネットワークを介した音声／画像通話システムの呼転換方法の一の
側面によれば、第１の端末機から第１のネットワークを介して第２の端末機への音声／画
像呼転換モード設定要求メッセージが受信される場合には、呼転換設定を要求した第１の
端末機及び呼転換される第２の端末機についての呼転換情報を呼転換テーブルに登録する
ステップと、第２のネットワークを介して第３の端末機から着信呼が受信される場合には
、呼転換される第２の端末機と呼セッションを設定するステップと、前記第３の端末機か
ら音声／画像トラフィックが受信される場合には、前記呼転換テーブルに登録された呼転
換情報を用いて、受信された音声／画像データを第２のネットワークを介して第２の端末
機に伝送するステップと、を含む。
【００２３】
　好ましくは、前記第１ネットワークは、ＷＬＡＮを含み、前記第２ネットワークは、Ｉ
Ｐネットワークを含む。
【００２４】
　好ましくは、前記呼転換テーブルに保存される呼転換情報は、呼転換を要請した端末機
のＩＰアドレス情報及びポート番号情報、呼転換される端末機のＩＰアドレス情報及びポ
ート番号情報、端末間にサービスされるサービス種類情報の内の少なくとも一つの情報を
含む。
【００２５】
　好ましくは、前記第１の端末機で第２の端末機への呼転換モードが設定された状態で、
第１の端末機から呼転換解除要求メッセージが受信される場合には、前記第２の端末機に
第１のネットワークを介して呼転換モード解除メッセージを伝送した後に、前記呼転換テ
ーブルに登録された呼転換情報を削除するステップをさらに含む。
【００２６】
　好ましくは、前記第２の端末機に伝送するステップは、前記第３の端末機から第２のネ
ットワークを介して前記第１の端末機に伝送するための音声／画像トラフィックが受信さ
れる場合には、受信されたトラフィックでＲＴＰポート番号情報を抽出するステップと、
前記抽出されたＲＴＰポート番号に相応する呼転換される前記第２の端末機のポート番号
情報及びＩＰアドレス情報を前記呼転換テーブルから取得するステップと、前記取得した
呼転換される第２の端末機のポート番号情報及びＩＰアドレス情報を用いて、前記受信さ
れた音声／画像トラフィックを第１のネットワークを介して前記第２の端末機に伝送する
ステップと、を含む。
 
【００２７】
　一方、本発明に係るネットワークを介した音声／画像通話システムの呼転換装置の一の
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側面によれば、第１の端末機から第１のネットワークを介して第２の端末機への呼設定の
ための着信呼が受信され、第３の端末機から第２の端末機に受信される呼をピックアップ
するための呼ピックアップ要求信号が受信される場合に、前記第１の端末機及び第３の端
末機と呼セッションを各々設定するセッション設定部と、前記第３の端末機から呼ピック
アップ要求がある場合に、第３の端末機についての呼ピックアップ情報を保存する保存部
と、前記第１の端末機から前記第２の端末機に伝送するための音声／画像トラフィックが
受信される場合に、前記保存部に保存された呼ピックアップ情報を用いて、受信された音
声／画像データを第２のネットワークを介して呼ピックアップを要求した前記第３の端末
機に伝送する呼ピックアップ処理部と、を含む。
 
【００２８】
　また、本発明に係るネットワークを介した音声／画像通話システムの呼転換装置の他の
側面によれば、第１のネットワークを介して接続された第１の端末機と、第２のネットワ
ークを介して接続された第２の端末機間で音声／画像通話中の場合であって、前記第１の
端末機から伝送される音声／画像呼をピックアップするための要求信号を第３の端末機か
ら第２のネットワークを介して受信する場合に、前記呼ピックアップを要求した第３の端
末機と呼セッションを設定し、前記通話中の第２の端末機との呼セッションを削除するセ
ッション設定部と、前記第３の端末機から呼ピックアップ要求がある場合に、第３の端末
機についての呼ピックアップ情報を保存する保存部と、前記第１の端末機から第１のネッ
トワークを介して伝送される音声／画像トラフィックが受信される場合に、前記呼ピック
アップテーブルに登録された呼ピックアップ情報を用いて、受信された音声／画像データ
を第２のネットワークを介して呼ピックアップを要求した前記第３の端末機に伝送する呼
ピックアップ処理部と、を含む。
 
【００２９】
　好ましくは、前記保存部は、ゲートウエー(アクセスポイント)に登録された少なくとも
一つ以上の端末機についてのポート番号を保存する第１のフィールドと、前記アクセスポ
イントに登録された少なくとも一つ以上の端末機についてのＩＰアドレスを保存する第２
のフィールドと、前記各端末機についてのポート番号情報を保存する第３のフィールドと
、前記呼ピックアップを要請した端末機のポート番号情報を保存する第４のフィールドと
、を含む。
【００３０】
　好ましくは、前記呼ピックアップ処理部は、ａ）前記第１の端末機から第１のネットワ
ークを介して前記第２の端末機に伝送するための音声／画像トラフィックが受信される場
合に、受信されたトラフィックでＲＴＰポート番号情報を抽出し、ｂ）前記抽出されたＲ
ＴＰポート番号に相応する呼ピックアップを要請した前記第３の端末機のポート番号情報
及びＩＰアドレス情報を前記呼ピックアップテーブルから抽出する抽出部と、前記抽出さ
れた呼ピックアップを要請した第３の端末機のポート番号情報及びＩＰアドレス情報を用
いて、前記受信された音声／画像トラフィックを第２のネットワークを介して前記第３の
端末機に伝送する伝送部と、を含む。
【００３１】
　また、ネットワークを介した音声／画像通話システムの呼転換装置の他の一の側面によ
れば、第１の端末機から第１のネットワークを介して第２の端末機への呼設定のための着
信呼が受信され、第３の端末機から第２の端末機に受信される呼をピックアップするため
の要求信号が受信される場合に、第１の端末機と第２の端末機間が音声／画像通話中であ
るか否かを判断する判断部と、前記第３の端末機から呼ピックアップ要求がある場合に、
第３の端末機についての呼ピックアップ情報を保存する保存部と、ａ）前記第１及び第２
の端末機間が音声／画像通話中ではない場合には、前記第１の端末機及び第３の端末機と
呼セッションを各々設定した後に、前記第３の端末機についての呼ピックアップ情報を前
記保存部に保存し、ｂ）前記第１及び第２の端末機間が音声／画像通話中の場合には、前
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記呼ピックアップを要求した第３の端末機と呼セッションを設定し、通話中の第２の端末
機との呼セッションを削除した後に、前記第３の端末機についての呼ピックアップ情報を
前記保存部に保存するセッション設定部と、前記セッション設定部の呼セッション設定に
よって前記第１の端末機から第１のネットワークを介して音声／画像トラフィックが受信
される場合に、前記保存部に保存された呼ピックアップ情報を用いて、受信された音声／
画像データを第２のネットワークを介して呼ピックアップを要求した前記第３の端末機に
伝送する呼ピックアップ処理部と、を含む。
 
【００３２】
　一方、本発明に係るネットワークを介した音声／画像通話システムの呼転換装置の一の
側面によれば、受信される音声／画像呼の転換のための端末機の呼転換情報を保存する保
存部と、第１の端末機から第１のネットワークを介して第２の端末機への音声／画像呼転
換モード設定要求メッセージが受信される場合に、呼転換設定を要求した第１の端末機及
び呼転換される第２の端末機についての呼転換情報を前記保存部に登録して呼転換モード
を設定する呼転換モード設定部と、第２のネットワークを介して第３の端末機から着信呼
が受信される場合に、呼転換される第２の端末機と呼セッションを設定する呼セッション
設定部と、前記第３の端末機から音声／画像トラフィックが受信される場合には、前記保
存部に登録された呼転換される第２の端末機の呼転換情報を用いて、受信された音声／画
像データを第２のネットワークを介して第２の端末機に伝送する呼転換処理部と、を含む
。
【００３３】
　好ましくは、前記保存部に登録される呼転換情報は、呼転換を要請した端末機のＩＰア
ドレス情報及びポート番号情報、呼転換される端末機のＩＰアドレス情報及びポート番号
情報、端末間にサービスされるサービス種類情報の内の少なくとも一つの情報を含む。
【００３４】
　好ましくは、前記呼転換モード設定部は、前記第１の端末機で第２の端末機への呼転換
モードが設定された状態で、第１の端末機から呼転換解除要求メッセージが受信される場
合に、前記第２の端末機に第１のネットワークを介して呼転換モード解除メッセージを伝
送した後に、前記呼転換テーブルに登録された呼転換情報を削除する。
【００３５】
　好ましくは、前記呼転換処理部は、ａ）前記第３の端末機から第２のネットワークを介
して前記第１の端末機に伝送するための音声／画像トラフィックが受信される場合には、
受信されたトラフィックでＲＴＰポート番号情報を抽出し、ｂ）前記抽出されたＲＴＰポ
ート番号に相応する呼転換される前記第２の端末機のポート番号情報及びＩＰアドレス情
報を前記保存部から抽出する抽出部と、前記抽出された呼転換される第２の端末機のポー
ト番号情報及びＩＰアドレス情報を用いて、前記受信された音声／画像トラフィックを第
１のネットワークを介して前記第２の端末機に伝送する伝送部と、を含む。
 
【発明の効果】
【００３６】
　本発明に係るＩＰ基盤の画像／音声通信システム及びこれを用いた呼転換方法によれば
、使用者が任意にＴＶ、ＰＤＡ又はホームパッド等の画像電話が可能な端末機を介して相
互間の画像電話呼を転換して使用したり、距離上通話が困難である位置にいるとき、周辺
の端末機に着信呼をピックアップして所望する端末機を用いて、画像通話を行うことがで
きるようにすることによって、時間と場所に関係なく所望する端末機で画像通話を行うこ
とができる利便性が得られる。
 
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　以下、本発明を適用したＩＰ基盤の画像／音声通信システム及びこれを用いた呼転換方
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法の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。
 
【００３８】
　図１は、本発明の実施形態による呼ピックアップ／呼転換が可能なＩＰ基盤の画像／音
声通信システムのネットワーク接続構成を示す図面である。
【００３９】
　図１に示すように、本実施形態では、セットトップボックス４１とアクセスポイント(A
ccess Point:AP)４２とを有するホームゲートウエー４０が用いられ、このホームゲート
ウエー４０のセットトップボックス４１には、有線を介してＴＶ５１が接続され、一方、
ホームゲートウエー４０のアクセスポイント（ＡＰ）４２には、無線ＬＡＮ（ＷＬＡＮ）
による通信が可能なＰＤＡ(Personal Digital Assistant)５３及びホームパッド５２が接
続される。
【００４０】
　また、オフィス(office)環境では、アクセスポイント（ＡＰ）２０にホームパッド１１
及びＰＤＡ１０等がＷＬＡＮを介して接続され、これらホームパッド１１及びＰＤＡ１０
らは、画像又は音声通話を行うために、プロキシ機能を持つアクセスポイント２０を介し
て相互に接続される。
【００４１】
　一方、ホームゲートウエー４０と、オフィス環境でのアクセスポイント２０とは、ＩＰ
ネットワーク(ここではインターネット)３０を介して連結することができる。
【００４２】
　また、上記の各種端末１０，１１，５１，５２，５３を含むあらゆる端末機は、本実施
形態における呼転換設定及び呼ピックアップをＡＰ２０，４２に要求するための呼転換及
び呼ピックアップキーを具備することができる。
【００４３】
　このような構成を有する本発明を適用した呼転換及び呼ピックアップ可能なＩＰ基盤の
画像／音声通信システムの動作を説明する前に、本実施形態の呼ピックアップ及び呼転換
の動作時に用いられるメッセージの定義や、ＲＴＰセッションテーブル及び呼転換テーブ
ルについて、図２乃至図４を参照して説明する。
【００４４】
　図２は、本実施形態の呼ピックアップ及び呼転換に用いられるメッセージを定義したテ
ーブルの構成を示す図であり、図３は、本実施形態の呼ピックアップ／呼転換の際に用い
られるＲＴＰセッションテーブルの構成を示す図であり、図４は、本実施形態の呼転換の
際に用いられる呼転換テーブルの構成を示す図である。
【００４５】
　図２に示すように、本実施形態では、呼転換及び呼ピックアップの際に使われるメッセ
ージは、メッセージの種類、呼ピックアップ／呼要求を要求する対象端末のＩＰアドレス
、該対象端末のＲＴＰポート番号、呼ピックアップ／呼転換される端末、すなわち要請端
末のＩＰアドレス、該要請端末のＲＴＰポート番号、及びサービスの種類についての情報
を含むことができる。
【００４６】
　ここで、メッセージの種類としては、呼ピックアップ要求メッセージ(Call Pick Up Re
quest)と、呼転換要求メッセージ(Call Transfer Request)と、呼ピックアップ確認メッ
セージ(Call Pick Up Confirm)と、呼転換確認メッセージ(Call Transfer Confirm)と、
呼拒絶メッセージ(Distribute Not Deny)と、を含むことができる。また、サービスの種
類は、現在のＲＴＰでサービスされるトラフィックの種類を表すためのものであり、ビデ
オサービス(Video Service)と、音声サービス(Voice Service)と、ビデオ／音声の両方の
サービス(Both)と、に区分される。
【００４７】
　図３に示すＲＴＰセッションテーブルは、画像及び音声電話のＲＴＰセッション管理及
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び再設定に必要なテーブルであり、ゲートウエー(AP)４２のポート番号と、端末機アドレ
スと、端末機ポート番号と、要請端末機ポート番号と、を含んでいる。
【００４８】
　ここで、ゲートウエーポート番号は、ゲートウエー４２に流れ込まれるトラフィックの
ポート番号であり、このポート番号によって流れ込まれるトラフィックは、次のフィール
ドの端末機アドレスとその次のフィールドの端末機ポート番号に置き換えられて、対象と
なる端末機に伝送される。
【００４９】
　この場合に、最後のフィールド、すなわち、図３に示す要請端末機ポート番号情報フィ
ールドに任意のポート番号値が存在すれば、呼ピックアップ機能が設定されていることを
示している。ゲートウエーのポート番号は、最後のフィールドが指すポート番号によって
検索される。この検索で一致する場合には、最後のフィールド（要請端末機ポート番号情
報フィールド）のあらゆるポート番号が、それの２番目のフィールドの端末機アドレスと
３番目のフィールドの端末機ポート番号に置き換えられて、トラフィックが該当端末機、
すなわち呼ピックアップ機能を遂行する最終の端末機に伝送される。これは、呼転換機能
にも全く同じように適用されて、流れ込まれるトラフィックを呼転換要請端末機に転換さ
せる役割をする。
【００５０】
　図４は呼転換テーブルを示すものであり、これは、呼転換要請があった場合に要請端末
機を対象端末機のテーブルに登録して、対象端末機に呼が入ってくればＲＴＰセッション
テーブルを用いた動作により、実際のトラフィックが要請端末機に転換されるようにする
ためのテーブルである。
【００５１】
　ここで、呼転換テーブルに保存される情報としては、呼転換を要請した対象端末機のア
ドレスと、該当端末機のポート番号と、呼が転換される要請端末機のアドレスと、要請端
末機のポート番号と、該当端末機に提供されているサービスの種類と、についての情報を
含むことができる。
【００５２】
　以下に、図１に示す本実施形態のＩＰ基盤の画像／音声通信システムを用いた呼転換／
呼ピックアップ動作を簡潔に説明する。
【００５３】
　まず、発信者が発信端末機、例えば図１に示されたＰＤＡ１０を用いて画像通話のため
の発信呼信号をＡＰ２０に送信した場合には、ＡＰ２０は、受信された発信呼を、インタ
ーネット３０を介してホームゲートウエー４０に転送する。
【００５４】
　ホームゲートウエー４０のＡＰ４２は、受信された発信呼に含まれたポート番号及びア
ドレスに相応する端末機に、当該発信呼を転送する。
【００５５】
　発信呼を受信した端末機からの応答(Hang on)信号がある場合には、ゲートウエー４０
は、発信者端末機と音声／画像(VOICE／VIDEO)呼及びＲＴＰセッションを設定し、設定さ
れたセッションを介して音声及び画像通信がなされるようにする。
【００５６】
　この際、使用者が呼転換を要請した場合には、例えば、ゲートウエー４０のＡＰ４２の
加入者がホームパッド５２に受信された呼をＰＤＡ５３に転換するよう呼転換を要請した
場合には、図２に示すような呼転換要請メッセージがＡＰ４２に伝送され、ＡＰ４２は、
ホームパッド５２から伝送される呼転換要請メッセージに応答して、図４に示す呼転換テ
ーブルに呼転換情報を登録する。
【００５７】
　このように呼転換要請がなされた場合には、ＡＰ４２は、ホームパッド５２の私設アド
レスに受信された呼及び音声／画像データを、前記呼転換を登録したＰＤＡ５３の私設ア
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ドレスに転換して、無線LANを介して伝送する。ここで、呼転換テーブルに登録される情
報としては、呼転換を要請した端末機のアドレス／ポート番号及び呼転換がなされる端末
機（すなわち自動転送先の端末機）のアドレス／ポート番号を含むことができる。
【００５８】
　また、現在ＰＤＡ５３で画像通信を行っている最中に、ＡＰ４２加入者がホームパッド
５２で画像通信を行うためホームパッド５２の呼ピックアップキー(不図示)を選択した場
合には、ホームパッド５２は、図２に示すような呼ピックアップ要求メッセージをＡＰ４
２に伝送する。
【００５９】
　ホームパッド５２から呼ピックアップ要求メッセージを受信したＡＰ４２は、図３に示
すＲＴＰセッションテーブルを修正した後に、受信される呼及び音声画像データを、呼ピ
ックアップを要請した端末機ホームパッド５２に転換させて伝送する。
【００６０】
　このような本実施形態のＩＰ基盤の画像／音声通信システムの呼転換及び呼ピックアッ
プ動作と相応する呼転換／呼ピックアップ方法の実施形態について、添付図面を参照して
、具体的かつ段階的に説明する。まず、図５Ａ及び図５Ｂに示された動作フローチャート
を参照して、図１に示すホームゲートウエー４０における呼制御方法について説明する。
【００６１】
　図５Ａ及び図５Ｂは、図１に示すホームゲートウエー４０における呼制御動作について
の動作フローチャートである。
【００６２】
　図５Ａに示すように、ゲートウエー４０のアクセスポイント４１に呼信号が受信される
と、ゲートウエー４０は、受信された呼がインターネット３０を介したＡＰ２０からの着
信呼であるか(ステップＳ１０１）、そうでなければ(ステップＳ１０１でＮＯ）、端末機
５１，５２，５３から提供されている発信呼であるか否か（ステップＳ１０４）、を判断
する、)。
【００６３】
　この判断の結果、受信された呼が着信呼ではない任意の端末機、例えばＰＤＡ５３から
の発信呼である場合(ステップＳ１０４でＹＥＳ）には、ゲートウエー４０は、ＰＤＡ５
３との音声／画像呼及びＲＴＰセッション設定について待機し、新規呼メッセージを生成
してインターネット３０を介して相手側端末機が登録されたＡＰ２０に伝送する。この後
に、ＡＰ２０は、新規呼メッセージを該当する受信者端末機、例えばＰＤＡ１０に伝送し
た後に、ＰＤＡ１０からの応答信号を待機する(ステップＳ１０５)。
【００６４】
　続いて、ＰＤＡ１０からの応答信号(Hang on)があるかを判断し(ステップＳ１０６)、
ＰＤＡ１０からの応答がある場合には、ＡＰ４２は、ＡＰ２０を介してＰＤＡ１０との音
声／画像呼及びＲＴＰセッションを設定し、発信者端末機であるＰＤＡ５３に、受信者端
末機であるＰＤＡ１０からの応答信号受信についての応答メッセージを伝送する(ステッ
プＳ１０７)。
【００６５】
　そして、ＡＰ４２は、発信端末機であるＰＤＡ５３と音声／画像呼及びＲＴＰセッショ
ンを設定し(ステップＳ１０８)、次に、図３に示すようなＲＴＰセッションテーブルに、
該当発信端末機であるＰＤＡ５３の端末情報を登録する(ステップＳ１０９)。ここで、登
録される端末情報としては、ゲートウエー、すなわちＡＰ４２のポート番号情報と、発信
者端末機アドレス情報と、端末機ポート番号情報等と、が登録される。
【００６６】
　このように、発信者端末機であるＰＤＡ５３と受信者端末機であるＰＤＡ１０との間に
ＲＴＰセッションが設定された状態になると、発信端末機であるＰＤＡ５３からトラフィ
ックが受信されたか否かを判断する(ステップＳ１１０)。
【００６７】
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　ここで、発信端末機５３からトラフィックが受信されれば、受信端末機１０のＲＴＰポ
ート番号を抽出し(ステップＳ１１１)、抽出されたＲＴＰポート番号と受信端末機１０の
アドレスに発信端末機５３から受信された音声／画像トラフィックを伝送することによっ
て(ステップＳ１１２)、発信者端末機であるＰＤＡ５３と受信者端末機であるＰＤＡ１０
との間で画像通話が行われるようになる(ステップＳ１１３)。
【００６８】
　一方、図５ＡのＳ１０１ステップで、受信された呼がインターネット３０を介してＡＰ
２０からの着信呼である場合には、図５Ｂに示すように、該当呼の受信端末機、すなわち
、宛先の端末機が存在するか否かを判断する(ステップＳ１０２)。以下、発信端末機をＰ
ＤＡ１０と仮定し、宛先の端末機、すなわち受信端末機をＰＤＡ５３と仮定して説明する
。
【００６９】
　この判断の結果、宛先の端末機であるＰＤＡ５３がゲートウエー４０或いはＡＰ４２に
登録されていない端末機である場合（ステップＳ１０２でＮＯ）には、ＡＰ４２０は、"
受信者無し"のエラーメッセージを生成し、生成されたエラーメッセージをインターネッ
ト３０を介して発信端末機であるＰＤＡ１０が登録されたＡＰ２０に伝送する。続いて、
ＡＰ２０は、受信されたエラーメッセージを発信端末機であるＰＤＡ１０に伝送する(ス
テップＳ１０３)。
【００７０】
　一方、ステップＳ１０２でＹＥＳすなわち、宛先の端末機であるＰＤＡ５３がＡＰ４２
に登録された端末機である場合には、ＡＰ４２は、当該ＰＤＡ５３から呼転換(Call Tran
sfer)要請登録があるかを判断する。換言すると、現在、対応する端末機（すなわちＰＤ
Ａ５３）の呼転換モードが設定されているか否かをチェックする(ステップＳ１１４)。
【００７１】
　ここで、呼転換モードが設定されていない場合には、ＰＤＡ５３の要請により、呼受信
拒絶モードがＡＰ４２に設定されているか否かをチェックする(ステップＳ１１５)。
【００７２】
　このチェックの結果、呼受信拒絶モードが設定されていない場合には、任意の端末機(
５１又は５２)から呼ピックアップメッセージが受信されているか否かを判断する(ステッ
プＳ１１６)
【００７３】
　この判断の結果、呼ピックアップメッセージが受信されていない場合には、ＡＰ４２は
、発信者端末機であるＰＤＡ１０との音声及び画像呼セッション及びＲＴＰセッション設
定について待機する（ステップＳ１１７）。そして、ＡＰ４２は、新規呼メッセージを生
成して宛先の端末機であるＰＤＡ５３に伝送した後に、ＰＤＡ５３からの応答を待つ(ス
テップＳ１１８)。ここで、前記ステップＳ１１６ステップにおいて呼ピックアップメッ
セージが任意の端末機(５１又は５２)から受信される場合の呼ピックアップ動作について
は、後述する。
【００７４】
　仮に、宛先の端末機であるＰＤＡ５３からハングオン(Hang On)による応答メッセージ
が受信されれば(ステップＳ１１９)、ＡＰ４２は、宛先の端末機であるＰＤＡ５３との音
声／画像呼セッション及びＲＴＰセッションを設定し(ステップＳ１２０)、ＡＰ２０を介
して発信端末機であるＰＤＡ１０との呼セッション及びＲＴＰセッションを設定する(ス
テップＳ１２１)。
【００７５】
　そして、ＡＰ４２は、図３に示すような、自機のＲＴＰセッションテーブルに、引き込
みトラフィックＲＴＰポート番号と、端末機ＩＰアドレス及び端末機ＲＴＰポート番号と
、を登録する(ステップＳ１２２)。
【００７６】
　上記のように設定されたＲＴＰセッションを介して発信端末機又は宛先の端末機からト
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ラフィックが引き（流れ）込まれると(ステップＳ１２３)、トラフィックでＲＴＰポート
番号を抽出し(ステップＳ１２４)、抽出されたＲＴＰポート番号をインデックスとする端
末機のＩＰアドレスとＲＴＰポート番号で、前記トラフィックを宛先の端末機又は発信端
末機に伝送する(ステップＳ１２５)。これによって、発信端末機と宛先の端末機間の画像
通話がなされるようになる(ステップＳ１２６)。
【００７７】
　仮に、図１に示されたＰＤＡ１０からＡＰ２０及びＡＰ４２を介してＰＤＡ５３にトラ
フィックを伝送する際のデータフォーマットを簡単に説明すると、ＰＤＡ１０からＡＰ２
０にはＡＰ２０のポート番号情報と、ＡＰ２０のＩＰアドレス情報及び実際のデータ(ト
ラフィック)を送信し、ＡＰ２０は、ＰＤＡ１０から伝送されたデータを、ゲートウエー
４０のポート番号情報と、ゲートウエー４０に接続された多数のＡＰ２０のアドレス情報
及び該当トラフィックを含むデータに変換して、インターネット３０を介してゲートウエ
ー４０に送信する。
【００７８】
　ゲートウエー４０は、インターネット３０を介してＡＰ２０から伝送されるデータから
該当端末機、すなわち、宛先の端末機であるＰＤＡ５３のＲＴＰポート番号を抽出し、抽
出されたＲＴＰポート番号と該当端末機のＩＰアドレス情報及び該当トラフィックを含む
データをＰＤＡ５３に送信する。
【００７９】
　このようなＩＰ基盤の画像／音声通信システムを用いた音声／画像通信方法を用いた本
実施形態の音声／画像呼ピックアップ方法について、添付の図６Ａ及び図６Ｂを参照して
詳細に説明する。以下では、呼ピックアップ動作を図１のゲートウエー４０のＡＰ４２０
で処理する例についてのみ説明する。しかしながら、図１に示されたＡＰ２０でも同じ方
法で呼ピックアップ動作が処理されることができることは、この分野の通常の知識を持つ
者にとって明白である。また、以下の呼ピックアップ動作では、発信者端末機を図１に示
すＰＤＡ１０と、ＰＤＡ１０と通話中の端末機又はＰＤＡ１０から着信を要求した端末機
をＰＤＡ５３と、及び呼ピックアップを要求した端末機をホームパッド５２と、それぞれ
仮定した上で、その動作を説明する。
【００８０】
　図６Ａは、本発明を適用したＩＰ基盤の画像／音声呼ピックアップ方法の一の実施形態
についての動作フローチャートであって、発信端末機と受信端末機間が通話中モードでな
く、受信端末機で着信呼が受信されて受信端末機がリンギング(Ringing)状態である場合
に、他の任意の端末機への呼ピックアップを行う動作についてのフローチャートである。
【００８１】
　まず、前述した図５ＢのステップＳ１１６で、図１に示すゲートウエー４０のＡＰ４２
に着信呼が受信される場合であって、図１に示されたホームパッド５２から呼ピックアッ
プメッセージを受信した場合には、図６ＡのステップＳ２０２に移行して、現在の発信端
末機であるＰＤＡ１０と、ＰＤＡ１０から着信を要求した受信端末機であるＰＤＡ５３と
の間で通話中であるか否かをチェックする。
【００８２】
　仮に、ＰＤＡ１０，５３間が通話中（オフフック状態）の場合には、通話中の呼（off-
hook call）をホームパッド５２の方にピックアップする処理を行う必要が生じるかも知
れない。この通話中の場合の呼ピックアップの処理動作については後述する。
【００８３】
　一方、ステップＳ２０２で、ＰＤＡ１０，５３間が通話中ではない場合（オンフック状
態の場合）には、ＡＰ４２は、呼ピックアップを要請したホームパッド５２に呼ピックア
ップ確認メッセージを伝送する(ステップＳ２０３)。
【００８４】
　また、ＡＰ４２は、呼ピックアップ確認メッセージをホームパッド５２に伝送した後に
、ホームパッド５２から呼設定要請メッセージを受信した場合(ステップＳ２０４でＹＥ
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Ｓ)には、呼(音声／画像呼)を発信したＰＤＡ１０との音声／画像呼セッション設定につ
いて待機する(ステップＳ２０５)。
【００８５】
　ＰＤＡ１０との音声／画像呼セッション待機状態において、ＡＰ４２は、呼ピックアッ
プを要請したホームパッド５２に呼セッション設定要求メッセージを伝送し(ステップＳ
２０６)、この後に、呼ピックアップを要請したホームパッド５２からの、呼セッション
設定要求についての応答メッセージの受信を待機する(ステップＳ２０７)。
【００８６】
　この待機中に呼ピックアップを要請したホームパッド５２のハングオン(Hang on)を介
して呼セッション設定要求についての応答メッセージが受信される場合(ステップＳ２０
８でＹＥＳ)には、ＡＰ４２は、呼ピックアップを要請したホームパッド５２と音声／画
像（VOICE/VIDEO）呼セッションを設定し(ステップＳ２０９)、音声／画像呼の発信端末
機であるＰＤＡ１０に音声／画像呼セッションを設定するための要請メッセージを伝送し
(ステップＳ２１０)、発信端末機であるＰＤＡ１０とＡＰ４２との間に音声／画像呼セッ
ションを設定する(ステップＳ２１１)。
【００８７】
　次に、ＡＰ４２は、呼ピックアップを要請した端末機であるホームパッド５２と発信端
末機であるＰＤＡ１０との間に音声／画像呼セッションが設定された状態で、図３に示さ
れたようなＲＴＰセッションテーブルを修正登録する(ステップＳ２１２)。すなわち、図
３に示すように、テーブルの最後のフィールドに呼ピックアップを要請した端末機のポー
ト番号を登録する。
【００８８】
　このような状態で、ＡＰ４２は、発信端末機であるＰＤＡ１０から音声／画像データが
(トラフィック)受信される場合(ステップＳ２２２でＹＥＳ)には、当該データからＲＴＰ
ポート番号を抽出し(ステップＳ２２３)、抽出されたＲＴＰポート番号に相応する呼ピッ
クアップ要請端末のポート番号とＩＰアドレスを、図３に示されたＲＴＰセッションテー
ブルから取得する(ステップＳ２２４、ステップＳ２２５)。すなわち、図３に示すように
、発信端末機であるＰＤＡ１０からトラフィックが受信されれば、受信されたトラフィッ
クからゲートウエー(AP)ポート番号を抽出した後に、抽出されたＡＰポート番号について
呼ピックアップを要請した端末機のポート番号が登録されているか否かをＲＴＰセッショ
ンテーブルからチェックする。仮に、呼ピックアップを要請した端末機のポート番号がＲ
ＴＰテーブルの最後のフィールドに登録されている場合には、該当呼ピックアップ要請端
末機のポート番号に相応するゲートウエーポート番号を抽出し、該当ゲートウエーポート
番号に相応する端末機アドレス、すなわち、呼ピックアップを要請した端末機のＩＰアド
レスを取得する。
【００８９】
　このように、呼ピックアップを要請した端末のポート番号とＩＰアドレスが取得されれ
ば、取得されたポート番号及びＩＰアドレスに、受信された音声／画像トラフィックを伝
送することによって(ステップＳ２２５)、発信者端末機であるＰＤＡ１０と呼ピックアッ
プを要請した端末機であるホームパッド５２との間で画像通話が行われるようになる(ス
テップＳ２２６)。
【００９０】
　結局、発信者端末機はＰＤＡ５３への音声／画像呼を要求したが、ＡＰ４２は、使用者
の選択がホームパッド５２への呼ピックアップ要求であることに従って、受信される音声
画像トラフィックをＰＤＡ５３に伝送することなく、呼ピックアップを要求したホームパ
ッド５２に転換して伝送する。
【００９１】
　前記説明では、発信端末機であるＰＤＡ１０と受信端末機であるＰＤＡ５３間が通話中
でなく、単にＰＤＡ５３のリンギング(Ringing)の際に、ホームパッド５２に呼をピック
アップする動作について説明したが、以下では、図６Ｂを参照して、ＰＤＡ１０とＰＤＡ
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５３間が通話中の状態で、通話中の音声／画像呼をホームパッド５２にピックアップする
動作について説明する。
【００９２】
　図６Ｂは、本発明を適用したＩＰ基盤の画像／音声呼ピックアップ方法についての一の
実施形態を示す動作フローチャートであって、発信端末機(例えば、ＰＤＡ１０)と受信端
末機(例えば、ＰＤＡ５３)間が音声／画像通話中の状態で、他の任意の端末機(例えば、
ホームパッド５２)への呼ピックアップを行う動作についてのフローチャートである。
【００９３】
　まず、前述した図６ＡのステップＳ２０２で、発信端末機であるＰＤＡ１０と受信端末
機であるＰＤＡ５３間に通話中の場合には、ＡＰ４２は、図６Ｂに示すように、呼ピック
アップを要請した端末機であるホームパッド５２について呼ピックアップ拒絶モードが設
定されているか否かを判断する(ステップＳ２１３)。
【００９４】
　ここで、呼ピックアップ拒絶モードが設定された場合には、ＡＰ４２は、呼ピックアッ
プを要請したホームパッド５２に呼ピックアップ拒絶エラーメッセージを伝送する(ステ
ップＳ２１４)。
【００９５】
　逆に、呼ピックアップを要請したホームパッド５２について呼ピックアップ拒絶モード
が設定されていない場合には、ＡＰ４２は、呼ピックアップを要請したホームパッド５２
に呼ピックアップ確認メッセージを伝送し(ステップＳ２１５)、呼ピックアップ要請端末
機であるホームパッド５２からの発信呼メッセージを待機する(ステップＳ２１６)。
【００９６】
　呼ピックアップ要請端末機であるホームパッド５２から発信呼メッセージを受信したゲ
ートウエー４０のＡＰ４２は、ハングオンを介してホームパッド５２に応答メッセージを
伝送した後に、呼ピックアップ要請端末機であるホームパッド５２と音声／画像呼及びＲ
ＴＰセッションを設定する(ステップＳ２１７、ステップＳ２１８)。
【００９７】
　呼ピックアップを要請したホームパッド５２と音声／画像呼及びＲＴＰセッションが設
定された状態で、ＡＰ４２は、現在通話中の移転端末機、すなわち、ＰＤＡ５３に音声／
画像呼削除要請メッセージを伝送し、ＰＤＡ５３から呼削除要請についての応答メッセー
ジを受信し(ステップＳ２１９)、この後に、ＰＤＡ５３との音声／画像呼セッションを削
除する(ステップＳ２２０)。
【００９８】
　通話中の移転端末機であるＰＤＡ５３と音声／画像呼セッションを削除した後に、ＡＰ
４２は、図３に示すように自機のＲＴＰセッションテーブルを修正登録する(ステップＳ
２２１)。すなわち、図３に示すように、テーブルの最後のフィールドに、呼ピックアッ
プを要請した端末機のポート番号を登録する。
【００９９】
　このような状態で、ＡＰ４２は、発信端末機であるＰＤＡ１０から音声／画像データが
(トラフィック)受信されるまで待機して(ステップＳ２２２）、受信された場合(ステップ
Ｓ２２２でＹＥＳ)に、該当データからＲＴＰポート番号を抽出し(ステップＳ２２３)、
抽出されたＲＴＰポート番号に相応する呼ピックアップ要請端末のポート番号とＩＰアド
レスを図３に示されたＲＴＰセッションテーブルから取得する(ステップＳ２２４)。すな
わち、図３に示すように、発信端末機であるＰＤＡ１０からトラフィックが受信されれば
、受信されたトラフィックからゲートウエー(AP)ポート番号を抽出した後に、抽出された
ＡＰポート番号について呼ピックアップを要請した端末機のポート番号が登録されている
か否かをＲＴＰセッションテーブルからチェックする。仮に、呼ピックアップを要請した
端末機のポート番号がＲＴＰテーブルの最後のフィールドに登録されている場合には、該
当呼ピックアップ要請端末機のポート番号に相応するゲートウエーポート番号を抽出し、
該当ゲートウエーポート番号に相応する端末機アドレス、すなわち、呼ピックアップを要
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請した端末機のＩＰアドレスを取得する。
【０１００】
　このように、呼ピックアップを要請した端末のポート番号とＩＰアドレスが取得される
と、ＡＰ４２は、取得されたポート番号及びＩＰアドレス(呼ピックアップを要請した端
末機であるホームパッド)に、受信された音声／画像トラフィックを伝送する(ステップＳ
２２５)。これにより、発信者端末機であるＰＤＡ１０と呼ピックアップを要請した端末
機であるホームパッド５２との間で画像通話が行われるようになる(ステップＳ２２６)。
【０１０１】
　以下、本発明を適用したＩＰ基盤の画像／音声通信システムを用いた呼転換方法につい
て、図７Ａ及び図７Ｂを参照して段階的に説明する。以下の実施形態の説明では、発信端
末機を図１に示すＰＤＡ１０と、呼転換を要請する端末機をＰＤＡ５３と、呼転換される
端末機をホームパッド５２と、それぞれ仮定した上での呼転換動作を説明する。
【０１０２】
　図７は、本発明を適用したＩＰ基盤の画像／音声呼転換方法についての一実施形態の動
作フローチャートを示す図であって、図７Ａは、呼転換モード設定方法についての動作フ
ローチャートであり、図７Ｂは、呼転換モードが設定された状態での呼制御の流れについ
ての動作フローチャートである。
【０１０３】
　図７Ａに示すように、図５Ａで前述したステップＳ１０１とステップＳ１０４で、受信
された呼が着信呼及び発信呼ではない場合には、ＡＰ４２は、任意の端末機からの呼転換
(Call Transfer)要求メッセージが受信されたか否かを判断する(ステップＳ３０１)。こ
こで、呼転換要求メッセージには、呼転換される端末機、すなわち、先に仮定したような
ホームパッド５２の情報、及びサービス種類（例えば、音声サービス，ビデオサービス，
或いは音声／画像サービス、の種類についての情報）を含むことができる。
【０１０４】
　この判断の結果、前に仮定したように、ＰＤＡ５３からの呼転換要求メッセージが受信
された場合には、ＡＰ４２は、ＰＤＡ５３を介して既に呼転換モードが設定されているか
否かをチェックする(ステップＳ３０２)。
【０１０５】
　ここで、ＰＤＡ５３から呼転換モードが設定されていない場合には、ＡＰ４２は、呼転
換を要請したＰＤＡ５３に呼転換モード可能応答メッセージを送信して、ＰＤＡ５３に備
えられた表示装置(例えば、LED)をターンオン(Turn On)させて、呼転換モード設定のアラ
ームを表示させる(ステップＳ３０３)。
【０１０６】
　次に、ＡＰ４２は、図４に示すような自機の呼転換テーブルに、呼転換要請端末機(Ｐ
ＤＡ）のＩＰアドレス情報とポート情報、呼転換される端末機(ホームパッド)のＩＰアド
レス情報とポート情報及び転換される呼のサービス種類情報についてのリストを登録する
(ステップＳ３０４)。
【０１０７】
　呼転換テーブルの呼転換リスト情報の登録が完了すると、ＡＰ４２は、呼転換される端
末機であるホームパッド５３に呼転換モード設定メッセージを伝送し(ステップＳ３０５)
、これによって、呼転換モードの設定が完了する。
【０１０８】
　一方、前記ステップＳ３０２において、ＰＤＡ５３でホームパッド５２に既に呼転換モ
ードが設定されている状態と判断された場合には、ＡＰ４２は、呼転換を要請したＰＤＡ
５３に、呼転換モードが既に設定されていることを知らせるメッセージを伝送して、ＰＤ
Ａ５３に備えられたＬＥＤ等の表示装置をターンオフさせ(ステップＳ３０６)、この後に
、ＰＤＡ５３を介して既に設定された呼転換モードを解除する(ステップＳ３０７)。
【０１０９】
　次に、ＡＰ４２は、呼転換端末機で設定されたホームパッド５２に呼転換モード解除メ
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ッセージを伝送し(ステップＳ３０８)、この後に、図４に示すような自機の呼転換テーブ
ルから、該テーブルに登録された呼転換端末機のリスト情報を削除する(ステップＳ３０
９)。
【０１１０】
　上述した実施形態では、図１に示されたような多数の端末機５１，５２，５３各々に呼
転換モード設定及び解除をトグル(Toggle)方式のキーを用いた場合に、すなわち、トグル
方式のキーを一度選択した場合に、呼転換モードが設定され、該当キーをもう一度押さえ
るようにすると設定された呼転換モードが解除されるトグル式キーを用いた呼転換モード
設定及び解除動作について説明したが、各端末機に呼転換モード設定キーと呼転換モード
解除キーとを別途に設けてそれぞれのキーの操作により呼転換モードの設定及び解除動作
を行うことができるようにすることは、この分野の通常の知識を持つ者であれば直ちに理
解できる事項である。
【０１１１】
　次に、上記の呼転換モードが設定された状態で、画像通話がなされる動作について、添
付の図７Ｂを参照して説明する。
【０１１２】
　図７Ｂに示すように、図７Ａのように呼転換モードが設定された状態又は図５Ｂのステ
ップＳ１１４で呼転換モードが設定された状態と判断された場合には、ＡＰ４２では、発
信端末機、すなわち先に仮定した通り、図１に示すＰＤＡ１０との音声／画像呼セッショ
ン設定を待機した状態で(ステップＳ４０１)、呼セッション設定要求メッセージを生成し
て、該メッセージを呼転換モードが設定された、すなわち呼転換されるホームパッド５２
に送信し、ホームパッド５２からの応答メッセージの受信を待機する(ステップＳ４０２)
。
【０１１３】
　仮に、ホームパッド５２からハングオン(Hang On)を介して応答メッセージが受信され
ると(ステップＳ４０３)、ＡＰ４２は、ホームパッド５２との音声／画像呼セッション及
びＲＴＰセッションを設定し(ステップＳ４０４)、また、ＡＰ２０を介してＡＰ４２と発
信端末機であるＰＤＡ１０との音声／画像呼セッション及びＲＴＰセッションを設定する
(ステップＳ４０５、ステップＳ４０６)。
【０１１４】
　上記のように設定されたＲＴＰセッションを介して発信端末機であるＰＤＡ１０からト
ラフィックが受信されると(ステップＳ４０７)、受信されたトラフィックからＡＰ４２の
ポート番号を抽出した後(ステップＳ４０８)に、抽出されたＡＰ４２ポート番号について
呼転換される端末機、すなわちホームパッド５２のポート番号及びＩＰアドレスを、図４
に示す呼転換テーブルから抽出する(ステップＳ４０９)。
【０１１５】
　このように、呼転換されるホームパッド５２のポート番号とＩＰアドレスが取得されれ
ば、取得されたポート番号及びＩＰアドレスに受信される音声／画像トラフィックを伝送
することによって(ステップＳ４１０)、発信者端末機であるＰＤＡ１０と使用者が呼転換
を要請したホームパッド５２との間で画像通話ができるようになる(ステップＳ４１１)。
【０１１６】
　上述した呼転換方法の実施形態では、呼転換に関して、一つの端末機に呼転換される動
作を一例として説明したが、一つの端末機に限定されるものではなく、優先順位を設定し
て複数の端末機に呼転換登録した後に、この優先順位に従ってＡＰ４２で呼転換を行うこ
ともできる。この場合、呼転換の際に、該当する端末機が不在中のような場合に、次の優
先順位で設定登録された他の端末機に呼転換を行うことができるようにすることは、この
分野の通常の知識を持つ者には明白である。
【０１１７】
　このように多重(少なくとも一つ以上の端末機)で呼転換モードを設定した場合には、図
４に示す呼転換テーブルには、呼転換端末等の優先順位情報を登録するためのフィールド
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と、優先順位に従って呼転換が設定される端末機等の情報、すなわち優先順位による各端
末機等のポート情報及び端末機のＩＰアドレス情報等を登録できるフィールドをさらに含
むことができる。
【０１１８】
　また、上述した実施形態では、端末機間の呼転換及び呼ピックアップ動作についてのみ
説明したが、ゲートウエー間、すなわち、ＡＰ間に呼転換及び呼ピックアップを行うこと
もできる。これは、ＡＰ間に登録された端末情報及び該当端末の位置情報を共有すること
によって実施可能である。
【０１１９】
　以上のように、本発明を適用したＩＰ基盤の画像／音声通信システム及びこれを用いた
呼転換／呼ピックアップ方法によれば、ＴＶ，ＰＤＡ，ホームパッド等の画像通話可能な
端末機を用いた画像通話中に、又は新たな画像電話が着信された場合に、端末機の特定キ
ーの選択により通話中の呼又は着信中の呼を、所望する端末機にピックアップ(Call Pick
 Up)して、受信される呼を着信転換できるようになる。
【０１２０】
　また、使用者が家庭内において居間、奥の間、台所等へ移動したり、或いはオフィス（
事務室）での移動の際に、特定端末機に着信される呼を所望する端末機に着信転換(Call 
Transfer)させておくことで、特定端末機に着信される音声／画像呼を場所に関係なく受
信することが可能となる。
【０１２１】
　本発明によれば、例えば、ＴＶを用いた映像通信の最中に、ＰＤＡ／ホームパッドに設
けられた呼ピックアップキーを選択することで、セットトップボックスを介してＴＶに伝
送された画像信号をＰＤＡ／ホームパッドに伝送して、ＰＤＡで画像通信を継続的に行う
ことが可能となる。
【０１２２】
 また、ＴＶを用いた画像通話中に、他の人が該ＴＶでＴＶ放送を見たい場合には、画像
通話を続けることができないので、この場合には、呼をユーザーが所望する端末機にピッ
クアップ転換させることで、当該画像通話を継続的に行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０１２３】
【図１】本発明の実施形態による呼ピックアップ／呼転換が可能なＩＰ基盤の画像／音声
通信システムのネットワーク接続構成を示す図である。
【図２】本発明の実施形態による呼ピックアップ及び呼転換に用いられるメッセージを定
義したテーブルの構成を示す図である。
【図３】本発明の実施形態による呼ピックアップ／呼転換の際に用いられるＲＴＰセッシ
ョンテーブルの構成を示す図である。
【図４】本発明の実施形態による呼転換の際に用いられるトランスファーテーブルの構成
を示す図である。
【図５Ａ】図１のホームゲートウエーにおける呼制御動作についての動作フローチャート
である。
【図５Ｂ】図１のホームゲートウエーにおける呼制御動作についての動作フローチャート
である。
【図６Ａ】本発明の実施形態によるＩＰ基盤の画像／音声呼ピックアップ方法についての
動作フローチャートである。
【図６Ｂ】本発明の実施形態によるＩＰ基盤の画像／音声呼ピックアップ方法についての
動作フローチャートである。
【図７Ａ】本発明の実施形態によるＩＰ基盤の画像／音声呼転換方法についての動作フロ
ーチャートである。
【図７Ｂ】本発明の実施形態によるＩＰ基盤の画像／音声呼転換方法についての動作フロ
ーチャートである。



(22) JP 4167648 B2 2008.10.15

【符号の説明】
【０１２４】
 １０，１１，５１，５２，５３   端末機
 ２０，４２  アクセスポイント
 ３０  インターネット
 ４０  ホームゲートウエー
 ４１  セットトップボックス(ＳＴＢ)

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５Ａ】 【図５Ｂ】
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【図６Ａ】 【図６Ｂ】

【図７Ａ】 【図７Ｂ】
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