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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
ＩＰネットワークを介して互いに接続された構内交換機のＶｏＩＰゲートウェイ機能を
利用して、各構内交換機に接続された各加入者の通話端末間にて、音声を制御する音声コ
ーデックを構内交換機内に設けられた音声変換装置に登録して、音声送受信による通話を
行なわせるＩＰ電話システムにおいて、
上記各加入者の通話端末が、送信の際に、ルートアクセスコードと、音声コーデック変
更を指示するアクセスコードと、音声コーデック指定のための音声コーデック識別コード
とを送信し、
上記各構内交換機のうち送信側の構内交換機が、
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上記加入者の通話端末から送られてくる音声コーデック変更アクセスコードおよび音声
コーデック識別コードにより、加入者による音声コーデック変更の意思および指定音声コ
ーデックを識別すると共に、ルートアクセスコードに基づいて、通話先の内線電話機が収
容されている受信側の構内交換機を判別し、
次いで、上記ＩＰネットワークを介して、受信側の構内電話機の呼制御装置と局間接続
を行ない、送信側の内線電話機と受信側の内線電話機とを相互接続すると共に、受信側の
構内電話機に対して、音声コーデック変更アクセスコードおよび音声コーデック識別コー
ドを伝送し、
かつ、送信側構内交換機と受信側構内交換機の局間接続がＶｏＩＰゲートウェイカード
を経由すると判断できたとき、発呼者により指定された音声コーデックを発呼者指定音声
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コーデックとして登録し、
上記各構内交換機のうち上記受信側の構内交換機が、
上記ＩＰネットワークを介して送信側構内交換機から送られてきた音声コーデック変更
アクセスコードおよび音声コーデック識別コードに基づいて、上記ＶｏＩＰゲートウェイ
の情報記憶装置に登録されているＶｏＩＰゲートウェイ情報に、発呼者指定音声コーデッ
クを登録し、
さらに、この発呼者指定音声コーデックをＶｏＩＰゲートウェイカードの音声変換装置
に登録する
ことを特徴とする音声コーデック指定方式。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＩＰネットワークを介して相互に接続された複数の構内交換機に収容された加
入者の通話端末間で通話を行なう所謂ＩＰ電話システムにて、送受信する音声を制御する
際の音声コーデック指定方式に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、構内交換機に接続された加入者の通話端末（内線電話機）からＶｏＩＰゲートウェ
イ機能を利用してインターネットまたはイントラネット等のＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ

Ｐ

ｒｏｔｏｃｏｌ）ネットワーク上で音声通信を行なう場合、発信の際に、前もってシステ
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ムにより設定された音声コーデック、あるいは対向する構内交換機との間で使用する音声
コーデックの交渉を行なって、この交渉により決まった音声コーデックにより、音声変換
装置により音声をパケット信号に変換して、音声パケットを送信するようにしている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
このため、いずれの場合にも、音声変換装置で使用する音声コーデックは、ＩＰ電話シス
テム側により自動的に決められてしまうので、発呼者が発信時に自分の希望する音声コー
デックを使用することができなかった。
【０００４】
本発明は、上記の問題を解決すべくなされたものであり、発信の際に発呼者が希望する音
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声コーデックを使用して、音声変換装置により音声信号をパケット信号に変換するように
した、音声コーデック指定方式の提供を目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
こ の 目 的 を 達 成 す る た め 、 本 発 明 の 請 求 項 1記 載 の 音 声 コ ー デ ッ ク 指 定 方 式 は 、 Ｉ Ｐ ネ
ットワークを介して互いに接続された構内交換機のＶｏＩＰゲートウェイ機能を利用して
、各構内交換機に接続された各加入者の通話端末間にて、音声を制御する音声コーデック
を構内交換機内に設けられた音声変換装置に登録して、音声送受信による通話を行なわせ
るＩＰ電話システムにおいて、上記各加入者の通話端末が、送信の際に、ルートアクセス
コードと、音声コーデック変更を指示するアクセスコードと、音声コーデック指定のため
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の音声コーデック識別コードとを送信し、上記各構内交換機のうち送信側の構内交換機が
、上記加入者の通話端末から送られてくる音声コーデック変更アクセスコードおよび音声
コーデック識別コードにより、加入者による音声コーデック変更の意思および指定音声コ
ーデックを識別すると共に、ルートアクセスコードに基づいて、通話先の内線電話機が収
容されている受信側の構内交換機を判別し、次いで、上記ＩＰネットワークを介して、受
信側の構内電話機の呼制御装置と局間接続を行ない、送信側の内線電話機と受信側の内線
電話機とを相互接続すると共に、受信側の構内電話機に対して、音声コーデック変更アク
セスコードおよび音声コーデック識別コードを伝送し、かつ、送信側構内交換機と受信側
構内交換機の局間接続がＶｏＩＰゲートウェイカードを経由すると判断できたとき、発呼
者により指定された音声コーデックを発呼者指定音声コーデックとして登録し、上記各構
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内交換機のうち上記受信側の構内交換機が、上記ＩＰネットワークを介して送信側構内交
換機から送られてきた音声コーデック変更アクセスコードおよび音声コーデック識別コー
ドに基づいて、上記ＶｏＩＰゲートウェイの情報記憶装置に登録されているＶｏＩＰゲー
トウェイ情報に、発呼者指定音声コーデックを登録し、さらに、この発呼者指定音声コー
デックをＶｏＩＰゲートウェイカードの音声変換装置に登録する構成となっている。
【０００６】
音声コーデック指定方式をこのような構成とすると、加入者が自分の指定する音声コーデ
ックを使用したい場合、発信の際に、自分の通話端末から、音声コーデック変更を指示す
るアクセスコードと、音声コーデック指定コードと、を送信側および受信側の構内交換機
に対して送信する。
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【０００７】
これにより、送信側の構内交換機は、当該加入者の通話端末から直接に、また受信側の構
内交換機は、当該加入者の通話端末からＩＰネットワークを介して、それぞれ送られてく
るアクセスコードを識別して、それぞれ音声コーデック指定コードにより指定された音声
コーデックを音声変換装置に登録する。
したがって、送信側および受信側の構内交換機は、ＩＰネットワークを介して、当該加入
者の通話端末と、通話相手先の加入者の通話端末とを相互に接続して、当該加入者が指定
した音声コーデックを使用して、音声送受信による通話を行なわせる。
【０００８】
このようにして、本発明によれば、インターネットやイントラネット等のＩＰネットワー
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クを介して、構内交換機に接続された通話端末同士の間の音声送受信による通話を行なう
際に、発呼者が希望する音声コーデック、例えば、より広い帯域を必要とする音声コーデ
ックや、回線状況が悪い場合により圧縮率の高い音声コーデックを使用する等、回線のト
ラヒック状況や希望する音声品質に応じて、任意に音声コーデックを指定して、通話を行
なうことができる。
【０００９】
また、請求項２記載の音声コーデック指定方式は、上記各構内交換機が、通話端末から送
られてくるアクセスコードを識別するアクセスコード識別手段と、音声コーデック指定コ
ードに基づいて、音声コーデックを指定する音声コーデック指定手段と、音声コーデック
指定手段により指定された音声コーデックを音声変換装置に登録する音声コーデック登録
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手段と、を設けた構成としてある。
音声コーデック指定方式をこのような構成とすると、各構内交換機は、アクセスコード識
別手段により、通話端末から送られてくるアクセスコードに基づいて、加入者の音声コー
デック変更の意思を検出し、音声コーデック指定手段により、通話端末から送られてくる
音声コーデック指定コードに基づいて、音声コーデックを指定し、さらに音声コーデック
登録手段により、指定された音声コーデックを音声変換装置に登録する。
【００１０】
また、請求項３記載の音声コーデック指定方式は、上記各構内交換機が、音声コーデック
登録手段により音声変換装置に音声コーデックが正常に登録されたか否かを発呼者の通話
端末に対して通知する音声コーデック登録通知手段を備えている構成としてある。
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音声コーデック指定方式をこのような構成とすると、各構内交換機は、音声コーデック登
録通知手段により、発呼者の通話端末に対して、当該加入者が指定した音声コーデックが
正常に音声変換装置に登録されたか否かを通知するので、発呼者は、自分の指定した音声
コーデックが正常に登録されたか否かを知ることができる。
【００１１】
また、請求項４記載の音声コーデック指定方式は、上記各構内交換機が、ＩＰネットワー
クを介して保守端末に接続されており、この保守端末が、ＩＰネットワークを介して各構
内交換機の音声変換装置に対し、前もって音声コーデックを設定しておき、各構内交換機
が、加入者の通話端末からアクセスコードおよび音声コーデック指定コードが送られてき
たときには、加入者により指定された音声コーデックを優先的に音声変換装置に登録する
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構成としてある。
音声コーデック指定方式をこのような構成とすると、各構内交換機は、加入者の通話端末
からアクセスコードおよび音声コーデック指定コードが送られてきたときには、加入者に
より指定された音声コーデックを優先的に音声変換装置に登録する。また、各構内交換機
は、加入者の通話端末からアクセスコードおよび音声コーデック指定コードが送られてこ
ないときには、保守端末により音声変換装置に前もって設定された音声コーデックをその
まま使用する。
【００１２】
また、請求項５記載の音声コーデック指定方式は、上記各構内交換機が、それぞれ複数個
のＶｏＩＰゲートウェイ装置を備えており、上記保守端末が、ＶｏＩＰゲートウェイ装置
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毎に異なるゲートウェイＩＤを定義して、ゲートウェイＩＤ毎にそれぞれ音声コーデック
を設定する構成としてある。
音声コーデック指定方式をこのような構成とすると、各構内交換機が、各ＶｏＩＰゲート
ウェイ装置のゲートウェイＩＤ毎に音声コーデックを設定することにより、加入者から発
信のあったときに、選択したＶｏＩＰゲートウェイ装置について個別に、加入者により指
定された音声コーデックを音声変換装置に登録することができる。
【００１３】
また、請求項６記載の音声コーデック指定方式は、上記各構内交換機が、加入者の通話端
末から発信があったとき、通話先の通話端末が収容される構内交換機を特定し、この構内
交換機と接続可能なＶｏＩＰゲートウェイ装置を選定して、当該ＶｏＩＰゲートウェイ装
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置のゲートウェイＩＤに関して、加入者により指定された音声コーデックを音声変換装置
に登録する構成としてある。
音声コーデック指定方式をこのような構成とすると、各構内交換機が、加入者から発信の
あったときに、通話先の通話端末までの伝送経路となるべきＶｏＩＰゲートウェイ装置お
よび構内交換機を特定し、このＶｏＩＰゲートウェイ装置のゲートウェイＩＤに関して、
加入者により指定された音声コーデックを音声変換装置に登録することができる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。
【００１５】
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本発明の音声コーデック指定方式の一実施形態を備えたＩＰ電話システムの構成について
、図１を参照して説明する。
図１は、本実施形態のＩＰ電話システムの構成を示すブロック図である。
図１に示すように、ＩＰ電話システム１０は、発信側の通話端末である内線電話機１００
と、受信側の通話端末である内線電話機１１０と、これらの内線電話機１００，１１０が
それぞれ接続される発信側の構内交換機２００および受信側の構内交換機２１０と、保守
端末３００と、ＩＰネットワーク４００と、を設けてある。
なお、図１においては、内線電話機１００，１１０および構内交換機２００，２１０は、
それぞれ二つだけ図示されているが、二つに限定されるものではない。
また、ＩＰネットワーク４００は、インターネットまたはイントラネット等のネットワー
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クであって、インターネット接続サービスを提供するものである。
【００１６】
内線電話機１００，１１０は、ＩＰネットワーク４００を介して音声の送受信により通話
を行なうためのインタフェースを有する電話機端末であり、加入者毎に従来の電話機と同
様に電話番号を付与されている。
内線電話機１００，１１０は、図示のように、表示部１０１，１１１を有すると共に、図
示しないが、従来の電話機と同様に、送受話器，送信部，受信部等を備えている。
なお、内線電話機１００，１１０は、いわゆる電話機である必要はなく、例えばパソコン
上で稼動する電話機能を備えたアプリケーションにより構成されていてもよい。
【００１７】
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上記交換機２００，２１０は、内線電話機１００，１１０を収容する上位装置であって、
それぞれ呼制御装置２０１，２１１と、ＶｏＩＰゲートウェイ情報記憶装置２０２，２１
２を有している。
さらに、上記交換機２００，２１０は、それぞれＶｏＩＰゲートウェイカード２０３，２
１３を介して、ＩＰネットワーク４００に接続されている。
【００１８】
上記呼制御装置２０１，２１１は、それぞれ加入者の内線電話機１００，１１０またはＩ
Ｐネットワーク４００から制御情報メッセージを受け取って分析処理した後、加入者の内
線電話機１００，１１０またはＩＰネットワーク４００に対して制御情報を送出する、所
謂加入者呼制御方式を実現するものである。
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【００１９】
さらに、上記呼制御装置２０１，２１１は、それぞれアクセスコード識別手段および音声
コーデック指定手段の機能を備えている。
ここで、アクセスコード識別手段は、加入者の内線電話機１００，１１０から送られてく
る音声コーデック変更を指示するアクセスコードを識別するように構成されている。
また、音声コーデック指定手段は、アクセスコード識別手段がアクセスコードを識別した
とき、音声コーデック指定コードに基づいて、音声コーデックを指定するように構成され
ている。
【００２０】
上記ＶｏＩＰゲートウェイ情報記憶装置２０２，２１２は、それぞれ音声コーデック登録
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手段の機能を備えており、ＶｏＩＰゲートウェイ情報２２０（図２参照）が登録されてい
る。
このＶｏＩＰゲートウェイ情報２２０は、ＶｏＩＰゲートウェイカード２０３，２１３の
回路毎の音声コーデック２２３が登録されると共に、必要に応じて呼制御装置２０１，２
１１の音声コーデック指定手段により指定された音声コーデック２２４が登録される。
図２において、ゲートウェイＩＤ２２１は、各構内交換機２００，２１０のＶｏＩＰゲー
トウェイ情報記憶装置２０２，２１２を示しており、またゲートウェイ回路２２２は、各
ＶｏＩＰゲートウェイカード２０３，２１３の各回路を示している。
この場合、ゲートウェイＩＤ２２１は、ゲートウェイＩＤ１およびゲートウェイＩＤ２を
有しており、ゲートウェイＩＤ１には、ゲートウェイ回路１〜３があって、音声コーデッ
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ク２２３として、音声コーデックＡが設定されている。
また、ゲートウェイＩＤ２には、ゲートウェイ回路４〜ｎが在って、音声コーデック２２
３として、音声コーデックＢが設定されている。
【００２１】
そして、このＶｏＩＰゲートウェイ情報２２０は、ＩＰ電話システム１０の運用開始前に
、ＩＰネットワーク４００を介して保守端末３００から各構内交換機２００，２１０のＶ
ｏＩＰゲートウェイ情報記憶装置２０２，２１２に登録されると共に、発信側の加入者（
発呼者）が音声コーデックを指定した場合には、その呼毎に、当該呼が使用するＶｏＩＰ
ゲートウェイカード２０３，２１３の回路に関して指定された音声コーデック（発呼者指
定音声コーデック）２２４、例えば、図２においては発呼者指定音声コーデックＢが登録
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される。
【００２２】
なお、各ＶｏＩＰゲートウェイカード２０３，２１３は、各回路毎に登録された音声コー
デックを使用して音声変換を行なう音声変換装置２０４，２１４を備えており、各呼毎に
、ＶｏＩＰゲートウェイ情報記憶装置２０２，２１２に登録されたＶｏＩＰゲートウェイ
情報２２０を参照して、音声変換装置２０４，２１４に対し、使用する回路に関して所定
の音声コーデック２２３または２２４を登録するようになっている。
【００２３】
上記保守端末３００は、ＩＰネットワーク４００に接続されており、例えば、パソコン等
の情報端末機器によって構成されている。
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上記保守端末３００は、上述した発呼者指定音声コーデック２２２を除くＶｏＩＰゲート
ウェイ情報２２０が登録されており、ＩＰ電話システム１０の運用開始前に、ＩＰネット
ワーク４００を介して、各構内交換機２００，２１０のＶｏＩＰゲートウェイ情報記憶装
置２０２，２１２に対し、このＶｏＩＰゲートウェイ情報２２０を伝送し、登録する。
【００２４】
これにより、各構内交換機２００，２１０は、ＩＰ電話システム１０の運用開始時には、
ＶｏＩＰゲートウェイ情報記憶装置２０２，２１２に、ＶｏＩＰゲートウェイカード２０
３，２１３の各回路に関して、それぞれ前もってＶｏＩＰゲートウェイ情報２２０により
指定された音声コーデック２２３を有するＶｏＩＰゲートウェイ情報２２０が登録される
ことになる。
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なお、保守端末３００は、独立して設けられているが、前述した構内交換機２００，２１
０のうち、一つの構内交換機２００，２１０が保守端末３００の機能を備えるようにして
もよい。
【００２５】
次に、本実施形態のＩＰ電話システム１０の動作について、図３を参照して説明する。
ここで、ＩＰ電話システム１０は、その運用開始前に、保守端末３００からＶｏＩＰゲー
トウェイ情報２２０がＩＰネットワーク４００を介して、各構内交換機２００，２１０に
伝送され、そのＶｏＩＰゲートウェイ情報記憶装置２０２，２１２に登録される。
【００２６】
図３は、構内交換機２００に接続された内線電話機１００から構内電話機２１０に接続さ
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れた内線電話機１１０に音声コーデックを指定して発信する場合の動作を示すフローチャ
ートである。
まず、符号Ａ１で示すように、発信側の加入者が自分の内線電話機１００を使用して希望
する音声コーデックを指定して発呼する。
その際、内線電話機１００からは、符号Ａ２で示すように、従来のＩＰ電話システムにお
けると同様に、ルートアクセスコードおよび通話先の内線電話機１１０の電話番号と、さ
らに音声コーデック指定のための音声コーデック変更アクセスコードおよび音声コーデッ
ク識別コードが、発信側の構内交換機２００に伝送される。
【００２７】
これを受けて、発信側の構内交換機２００の呼制御装置２０１は、符号Ａ３で示すように
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、音声コーデック変更アクセスコードおよび音声コーデック識別コードにより、加入者に
よる音声コーデック変更の意思および指定音声コーデックを識別し、符号Ａ４で示すよう
に、ルートアクセスコードに基づいて、通話先の内線電話機１１０が収容されている受信
側の構内交換機２１０を判別する。
続いて、呼制御装置２０１は、符号Ａ５で示すように、ＩＰネットワーク４００を介して
、受信側の構内電話機２１０の呼制御装置２１１と局間接続を行ない、発信側の内線電話
機１００と通話先の内線電話機１１０とを相互接続すると共に、符号Ａ６で示すように、
受信側の構内電話機２１０に対して、音声コーデック変更アクセスコードおよび音声コー
デック識別コードを伝送する。
【００２８】
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そして、当該構内交換機２００と受信側の構内交換機２１０の局間接続がＶｏＩＰゲート
ウェイカード２０３を経由すると判断できたとき、ＶｏＩＰゲートウェイ情報記憶装置２
０２は、符号Ａ７で示すように、ＶｏＩＰゲートウェイ情報記憶装置２０２に登録されて
いるＶｏＩＰゲートウェイ情報２２０の選択したゲートウェイ回路２２２（例えばゲート
ウェイＩＤ１のゲートウェイ回路１）に対応する音声コーデック２２３（音声コーデック
Ａ）に対して、発呼者により指定された音声コーデック２２４（音声コーデックＢ）を発
呼者指定音声コーデックとして登録する。
【００２９】
続いて、発信側の構内交換機２００の呼制御装置２０１は、符号Ａ８で示すように、発呼
者指定音声コーデック２２４が正常に登録されたときには、当該発呼者指定音声コーデッ
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ク２２４、また発呼者指定音声コーデック２２４が正常に登録されなかったときには、音
声コーデック２２３の識別コードを、内線電話機１００に伝送し、その表示部１０１に表
示させ、あるいは各音声コーデック２２３または２２４を示すトーンを内線電話機１００
に伝送して、内線電話機１００のスピーカを鳴らす。これにより、選択された音声コーデ
ックの種別を、すなわち発呼者が指定した音声コーデックが正常に登録されたか否かを発
呼者に知らせることができる。
【００３０】
さらに、発信側の構内交換機２００の呼制御装置２０１は、符号Ａ９で示すように、Ｖｏ
ＩＰゲートウェイ情報記憶装置２０２に登録されているＶｏＩＰゲートウェイ情報２２０
の選択したゲートウェイ回路２２２に対して、発呼者指定音声コーデック２２４が書き込
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まれているか否かをチェックして、書き込まれている場合には、保守端末３００により設
定された音声コーデック２２３より発呼者指定音声コーデック２２４を優先させて、この
発呼者指定音声コーデック２２４をＶｏＩＰゲートウェイカード２０３の音声変換装置２
０４に対して、符号Ａ１０で示すように選択したゲートウェイ回路２２２に関して登録す
る。
なお、発呼者指定音声コーデック２２４が書き込まれていない場合には、呼制御装置２０
１は、保守端末３００により設定された音声コーデック２２３をＶｏＩＰゲートウェイカ
ード２０３の音声変換装置２０４に対して、選択したゲートウェイ回路２２２に関して登
録する。
【００３１】
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他方、受信側の構内交換機２１０も、上述した送信側の構内交換機２００における符号Ａ
７〜Ａ１０の処理と同様にして、ＩＰネットワーク４００を介して送信側の構内交換機２
００から送られてきた音声コーデック変更アクセスコードおよび音声コーデック識別コー
ド（符号Ａ６参照）に基づいて、符号Ａ１１で示すように、ＶｏＩＰゲートウェイ情報記
憶装置２１２に登録されているＶｏＩＰゲートウェイ情報２２０に、発呼者指定音声コー
デック２２４を登録し、さらにこの発呼者指定音声コーデック２２４をＶｏＩＰゲートウ
ェイカード２１３の音声変換装置２１４に対して、選択したゲートウェイ回路２２２に関
して登録する。
【００３２】
このようにして、発信側および受信側の構内交換機２００，２１０において、それぞれ選
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択したゲートウェイ回路２２２に関して音声変換装置２０４，２１４に発呼者指定音声コ
ーデック２２４が登録される。
これにより、符号Ａ１２で示すように、内線電話機１００，１１０の間で音声送受信によ
る通話が行なわれる。
その際、構内交換機２００，２１０のＶｏＩＰゲートウェイカード２０３，２１３の選択
したゲートウェイ回路２２２では、発呼者指定音声コーデック２２４により音声変換が行
なわれる。
【００３３】
したがって、内線電話機１００からの音声信号は、構内交換機２００のＶｏＩＰゲートウ
ェイカード２０３の音声変換装置２０４で音声コード化が行なわれ、ＩＰネットワーク４
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００を介してパケット送信され、構内交換機２１０のＶｏＩＰゲートウェイカード２１３
の音声変換装置２１４で音声信号に変換され、内線電話機１１０に伝送される。
同様にして、内線電話機１１０からの音声信号は、構内交換機２１０のＶｏＩＰゲートウ
ェイカード２１３の音声変換装置２１４で音声コード化が行なわれ、ＩＰネットワーク４
００を介してパケット送信され、構内交換機２００のＶｏＩＰゲートウェイカード２０３
の音声変換装置２０４で音声信号に変換され、内線電話機１００に伝送される。
【００３４】
このとき、双方の音声変換装置２０４，２１４における音声変換は、保守端末３００によ
り設定された音声コーデックＢではなく、発呼者により指定された音声コーデックＢであ
る発呼者指定音声コーデック２２４を使用して行なわれる。したがって、例えば発呼者の
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意思により、より広い帯域を必要とする音声コーデックや、回線状況が悪い場合により圧
縮率の高い音声コーデックを使用して通話を行なうことができる。これにより、回線のト
ラヒックの状況に応じて、あるいは希望する音声品質に応じて、任意の音声コーデックを
指定することができる。
【００３５】
【発明の効果】
以上のように、本発明によれば、インターネットやイントラネット等のＩＰネットワーク
を介して、構内交換機に接続された通話端末同士の間での音声送受信による通話を行なう
際に、発信側の加入者が希望する音声コーデック、例えばより広い帯域を必要とする音声
コーデックや、回線状況が悪い場合により圧縮率の高い音声コーデックを使用する等、回
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線のトラヒック状況や希望する音声品質に応じて、任意に音声コーデックを指定して、通
話を行なうことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による音声コーデック指定方式の一実施形態を備えたＩＰ電話システムの
構成を示すブロック図である。
【図２】図１のＩＰ電話システムで使用されるＶｏＩＰゲートウェイ情報の構成例を示す
ブロック図である。
【図３】図１のＩＰ電話システムにおける動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１０

ＩＰ電話システム

１００，１１０

内線電話機

１０１，１１１

表示部

２００，２１０

構内交換機

２０１，２１１

呼制御装置

２０２，２１２

ＶｏＩＰゲートウェイ情報記憶装置

２０３，２１３

ＶｏＩＰゲートウェイカード

２０４，２１４

音声変換装置

２２０

ＶｏＩＰゲートウェイ情報

２２１

ゲートウェイＩＤ

２２２

ゲートウェイ回路

２２３

音声コーデック

２２４

発呼者指定音声コーデック

３００

保守端末

４００

ＩＰネットワーク
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