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(57)【要約】
【課題】着信グループ毎に着信音パターンを設定できる
ようにし、どの着信グループが着信状態であるのか区別
でき、複数の着信グループに属する電話端末が存在する
場合、その複数の着信グループが同時に着信状態になっ
た場合、その状態が区別できるようにその電話端末を鳴
動させる電話制御装置及び電話システムを得る。
【解決手段】外部の公衆回線に接続され電話交換機とし
て呼制御を実施する主装置１は、複数の電話端末を収容
する端末制御装置２に接続され、着信グループ毎に着信
音パターンが対応付けられた着信音パターンデータベー
ス等を記憶する記憶装置１１が備えられている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単数又は複数の電話端末によって構成された着信グループ毎に異なった着信音パターン
を記憶する記憶手段と、
　該記憶手段から特定した前記着信音パターンに基づいて、着信対象の前記着信グループ
に属する前記電話端末の鳴動動作を実施する制御手段と、
　を備え、
　前記制御手段は、
　前記複数の着信グループのうち、ある着信グループが着信状態となった場合、前記記憶
手段から、前記着信状態となった着信グループに対応する前記着信音パターンを特定し、
該着信音パターンに基づいて前記着信状態となった着信グループに属する前記電話端末に
鳴動動作を実施させる
　ことを特徴とする電話制御装置。
【請求項２】
　着信グループへの着信時に回線の種別を識別する回線識別手段と、
　単数又は複数の電話端末によってそれぞれ構成された複数の前記着信グループ毎及び前
記回線識別手段によって識別された回線の種別毎に異なった着信音パターンを記憶する記
憶手段と、
　該記憶手段から特定した前記着信音パターンに基づいて、着信対象の前記着信グループ
に属する前記電話端末の鳴動動作を実施する制御手段と、
　を備え、
　前記制御手段は、
　前記複数の着信グループのうち、ある着信グループが着信状態となった場合、前記記憶
手段から、前記着信状態となった着信グループ及び前記回線識別手段によって識別された
回線の種別に対応する前記着信音パターンを特定し、該着信音パターンに基づいて前記着
信状態となった着信グループに属する前記電話端末に鳴動動作を実施させる
　ことを特徴とする電話制御装置。
【請求項３】
　ある特定の前記電話端末（以下、複数所属電話端末という）が複数の着信グループに属
している場合、前記制御手段は該複数の着信グループが同時に着信状態であること（以下
、複数着信状態という）を検出した場合に、前記記憶手段から前記複数着信状態に対応す
る前記着信音パターンを特定し、該着信音パターンに基づいて前記複数所属電話端末に鳴
動動作を実施させる
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２記載の電話制御装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、
　前記複数着信状態において、該複数着信状態となっているいずれかの前記着信グループ
に属するある電話端末が通話状態になったことを検出し、該電話端末が属する前記着信グ
ループの着信状態を解除することによって、単一の着信グループのみが着信状態となった
場合、前記記憶手段から、前記単一の着信グループに対応する前記着信音パターンを特定
し、
　前記複数着信状態に対応する前記着信音パターンに基づいて鳴動動作を実施している前
記複数所属電話端末に対して、前記単一の着信グループに対応する前記着信音パターンに
切り替えて鳴動動作を実施させる
　ことを特徴とする請求項３記載の電話制御装置。
【請求項５】
　前記複数の着信グループのそれぞれを構成する前記単数又は複数の電話端末と、
　請求項１～請求項４のいずれかに記載の電話制御装置と、
　を有し、
　前記電話端末及び前記電話制御装置を構成要素として含むネットワークを構成する
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　ことを特徴とする電話システム。
【請求項６】
　前記ネットワークは、ＩＮＳ（登録商標）回線によって構成される
　ことを特徴とする請求項５記載の電話システム。
【請求項７】
　前記ネットワークにおける通信は、ＳＩＰによる通信プロトコルに基づいて実施される
　ことを特徴とする請求項５記載の電話システム。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電話端末の着信グループに着信があった場合に、その着信グループに応じて
着信音パターンを設定する電話制御装置、及びその電話制御装置を有する電話システムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、多機能電話機における単数又は複数設置されているキーには、それぞれ異なる着
信グループを設定することができ、それぞれのキーに設定された着信グループに着信があ
った場合、その着信グループに設定された、すなわち、その着信グループに属する多機能
電話機は着信グループ用の着信音を鳴動させていた。そして、この着信グループ用の着信
音はすべての着信グループ共通であり、どの着信グループの着信時においても、同じ着信
音が鳴動していた。また、一つの着信グループに着信がある場合でも、複数の着信グルー
プに着信がある場合でも、全て同じ着信音が鳴動するので、実際どの着信グループに着信
があるのか区別できない、そして、一つの着信グループへの着信なのか、複数の着信グル
ープへの着信なのかも区別できないという課題があった。
　そこで例えば、端末電話機毎又はその端末電話機のグループ毎で、かつ着信があった場
合の回線種別対応又は回線対応で着信音が異なるようにする電話装置が提案されている（
例えば、特許文献１参照）。
　また、同一発信者種別であっても、ダイヤルイン内線番号毎に着信音を区別することが
でき、また、同一発信者種別であっても、電話回線グループ毎に着信音を区別することが
できる電話交換機が提案されている（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開昭６２－２１４７５９号公報
【特許文献２】特開２００３－００９１９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に係る発明においては、一つの端末電話機が複数のグループ
に属する場合を想定されておらず、その場合の着信音の区別方法が記載されていないので
、一つの端末電話機が一つのグループに属する電話システムにおいてしか着信音の区別が
できないという問題点がある。
　また、特許文献２に係る発明においては、着信状態の電話回線グループ毎に着信音を鳴
動させるのでどの電話回線グループの着信であるのか区別することが可能であるが、特許
文献１に係る発明と同様に、複数の電話回線グループに属する内線電話機について、その
複数の電話回線グループが同時に着信状態となった場合に、その複数の電話回線グループ
のうちの一つの電話回線グループへの着信なのか、その複数の電話回線グループ同時の着
信であるのか区別することができないという問題点がある。
【０００５】
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　そのため、着信グループ毎に着信音パターンを設定できるようにし、どの着信グループ
が着信状態であるのか区別できるのはもちろんのこと、複数の着信グループに属する電話
端末が存在する場合、その複数の着信グループが同時に着信状態になった場合、その状態
が区別できるようにその電話端末を鳴動させる電話制御装置及び電話システムが望まれて
いた。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る電話制御装置は、単数又は複数の電話端末によってそれぞれ構成された複
数の着信グループ毎に異なった着信音パターンを記憶する記憶手段と、その記憶手段から
特定した着信音パターンに基づいて、着信対象の着信グループに属する電話端末の鳴動動
作を実施する制御手段とを備えるものであり、その制御手段は、複数の着信グループのう
ち、ある着信グループが着信状態となった場合、記憶手段から、その着信状態となった着
信グループに対応する着信音パターンを特定し、その着信音パターンに基づいて着信状態
となった着信グループに属する電話端末に鳴動動作を実施させるものである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明に係る電話制御装置では、着信グループ毎に着信音パターンを設定することによ
って、どの着信グループが着信状態であるのかを区別することを可能とし、さらに、複数
の着信グループに属する電話端末が存在する場合、その複数の着信グループが同時に着信
状態になった場合、その複数の着信グループのうちの一つの着信グループへの着信なのか
、又は、その複数の着信グループ同時の着信であるのかを、それぞれに対応する着信音パ
ターンによって区別することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施の形態１に係る電話システムの全体構成図である。
【図２】同電話システムにおける着信グループ毎の着信音パターンの鳴動動作を示す図で
ある。
【図３】同電話システムの着信グループに対応した着信音パターンデータベースを示す図
である。
【図４】同電話システムの複数着信状態における鳴動動作のシーケンス図である。
【図５】同電話システムの複数着信状態における鳴動停止のシーケンス図である。
【図６】本発明の実施の形態２に係る電話システムにおける着信グループ毎及び回線種別
毎の着信音パターンの鳴動動作を示す図である。
【図７】同電話システムにおける着信グループ及び回線種別に対応した着信音パターンデ
ータベースを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
実施の形態１．
（電話システムの全体構成）
　図１は、本発明の実施の形態１に係る電話システムの全体構成図である。
　図１において、外部の公衆回線に接続され電話交換機として呼制御を実施する主装置１
が、複数の電話端末を収容する端末制御装置２に接続されている。その端末制御装置２に
は、電話端末３ａ～３ｅが接続されており、ＩＮＳ（登録商標）による接続を構成してい
る。また、この電話端末３ａ～３ｅには、一つ又は複数のキー（図示せず）が備えられて
おり、各キーに対して着信グループを割り付け、その着信グループに参加させることがで
きる。本実施の形態において、電話端末３ａ～３ｅはそれぞれ２つのキーＫ１及びＫ２（
図示せず）を備えるものとする。また、この電話端末３ａ～３ｅのうち、電話端末３ａ～
３ｃによって着信グループ１０ａが構成され、そして、電話端末３ｃ及び３ｄによって着
信グループ１０ｂが構成されている。また、主装置１は、外部の公衆回線であるＰＳＴＮ
（公衆交換電話網）２０に接続されており、そのＰＳＴＮ２０には、例えば、一般電話２
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１ａ～２１ｃが接続されている。さらに、主装置１には、各着信グループ毎に着信音パタ
ーンが対応付けられた着信音パターンデータベース等を記憶する記憶装置１１が備えられ
ている。
【００１０】
　なお、請求項記載の電話制御装置は主装置１及び端末制御装置２、記憶手段は主装置１
が備える記憶装置１１に、そして、制御手段は主装置１及び端末制御装置２に相当するも
のである。
【００１１】
　なお、上記の説明においては、各電話端末がどの着信グループに参加させるかの設定を
するために、各電話端末に備えられたキーに着信グループを割り付けているが、これに限
られるものではなく、その他の方法によって各電話端末の着信グループの参加の設定を実
施するものとしてもよい。
　また、上記の説明においては、主装置１及び端末制御装置２が別々の装置としているが
、これに限られるものではなく、双方の機能を併せ持つ単一の装置とする構成としてもよ
い。
　また、上記で説明したように、端末制御装置２及び電話端末３ａ～３ｅはＩＮＳ（登録
商標）によって接続されているが、これに限られるものではなく、例えば、ＬＡＮによっ
て接続されＳＩＰ（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）による
通信プロトコルで通信されるネットワークを構成してもよい。
　また、ＰＳＴＮ２０は、アナログ回線網に限られるものではなく、例えば、ＩＳＤＮ（
登録商標）等のデジタル回線網でもよい。
　そして、電話端末３ａ～３ｅ及び一般電話２１ａ～２１ｃは、図１で示されるような固
定電話に限られるものではなく、携帯電話又はＰＨＳ（登録商標）等で構成されるものと
してもよい。
　さらに、図１で示される電話システムの構成は、あくまで一例であり、電話端末、一般
電話及び着信グループの数は、図１で示されるものに限られるものではなく、その他の個
数で構成されるものとしてもよい。
【００１２】
（電話システムの着信グループの鳴動動作）
　図２は本発明の実施の形態１に係る電話システムにおける着信グループ毎の着信音パタ
ーンの鳴動動作を示す図であり、図３は同電話システムにおける着信グループに対応した
着信音パターンデータベースを示す図である。以下において、図２及び図３を参照しなが
ら、着信グループの鳴動動作の概要について説明する。
　まず、図２（ａ）において、発信者Ａが一般電話２１ａによって着信グループ１０ａに
対して発信する。すると、各電話端末が有するキーによって着信グループ１０ａに設定さ
れた、すなわち、着信グループ１０ａに属する電話端末（ここでは、電話端末３ａ～３ｃ
）が鳴動する。このとき、鳴動する着信音パターンは、図１における主装置１によって、
記憶装置１１に記憶された図３で示される着信音パターンデータベースが参照され、着信
グループ１０ａに対応するものとして選択された着信音パターン１である。
【００１３】
　次に、図２（ｂ）で示されるように、発信者Ｂが一般電話２１ｂによって着信グループ
１０ｂに対して発信する。すると、着信グループ１０ｂに属する電話端末３ｄは、上記と
同様に、主装置１によって選択された着信音パターンデータベースにおける着信グループ
１０ｂに対応する着信音パターン２によって鳴動する。このとき、着信グループ１０ａ及
び着信グループ１０ｂは双方着信状態となり（以下、この状態を複数着信状態という）、
着信グループ１０ａ及び着信グループ１０ｂの双方に属し、着信音パターン１によって鳴
動している電話端末３ｃは、主装置１によって着信音パターンデータベースから選択され
る複数着信状態に対応する着信音パターン５による鳴動に切り替わる。
【００１４】
　そして、図２（ｃ）で示されるように、電話端末３ａが、発信者Ａによる着信グループ
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１０ａへの着信に応答したとき、一般電話２１ａと電話端末３ａとの通話が開始され、着
信グループ１０ａに属するその他の電話端末である電話端末３ｂの着信音パターン１によ
る鳴動が停止する。また、電話端末３ｃは、複数着信状態から着信グループ１０ｂのみの
着信状態になるので、着信音パターン５による鳴動から、着信グループ１０ｂに対応する
着信音パターン２による鳴動に切り替わる。
【００１５】
（電話システムの複数着信状態における鳴動動作）
　図４は本発明の実施の形態１に係る電話システムの複数着信状態における鳴動動作のシ
ーケンス図であり、図５は同電話システムの複数着信状態における鳴動停止のシーケンス
図である。以下において、図４を参照しながら、受信端末である電話端末の鳴動動作の詳
細、特に、複数着信状態において、その着信状態にある複数の着信グループに属する電話
端末３ｃの鳴動動作の詳細を説明する。ここで、電話端末３ｃのキーＫ１には着信グルー
プ１０ａが、そして、キーＫ２には着信グループ１０ｂが設定されているものとする。
【００１６】
（Ｓ１１）
　まず、図４において、一般電話２１ａから着信グループ１０ａへの発信が実施される。
（Ｓ１２）
　主装置１は、その発信状態を検出し、図１における記憶装置１１に記憶されている着信
音パターンデータベースを参照し、着信グループ１０ａに対応する着信音パターンである
着信音パターン１を取得する。
（Ｓ１３）
　そして、主装置１は、着信グループ１０ａが設定されているキーを備える電話端末及び
そのキーを特定し（電話端末３ｃにおいてはキーＫ１）、端末制御装置２に着信音パター
ン情報（ここでは着信音パターン１）を送出する。
【００１７】
（Ｓ１４）
　端末制御装置２は、備えるメモリー（図示せず）において、着信グループ１０ａに属す
る電話端末の着信グループ１０ａが設定されているキー（電話端末３ｃにおいてはキーＫ
１）用に割り当てられた記憶領域に、着信音パターン１を記憶する。また、端末制御装置
２は、その電話端末の他のキー（電話端末３ｃにおいてはキーＫ２）用に割り当てられた
記憶領域に、着信音パターンが記憶されていないか確認する。電話端末３ｃにおけるキー
Ｋ２用の記憶領域には、この時点では、着信音パターンは記憶されていない。そして、鳴
動を開始させる着信音パターンとして着信音パターン１を設定する。なお、着信音パター
ン（ここでは着信音パターン１）を記憶する媒体は、端末制御装置２における前述のメモ
リーであると説明しているが、これに限られるものではなく、主装置１における記憶装置
１１に記憶する構成としてもよい。
（Ｓ１５）
　そして、端末制御装置２は、着信グループ１０ａに属する電話端末に対して、着信音パ
ターン１による鳴動の開始指令を送信する。
（Ｓ１６）
　その鳴動開始指令を受信した電話端末は、着信音パターン１で鳴動動作を開始する。
（Ｓ１７）
　また、端末制御装置２は、着信グループ１０ａに属する電話端末に対して、着信グルー
プ１０ａが設定されたキー（電話端末３ｃにおいてはキーＫ１）の点灯要求を送信する。
なお、端末制御装置２は、一般電話２１ａから、主装置１を介して、一般電話２１ａの電
話番号等のアドレス情報を取得し、着信グループ１０ａに属する電話端末に対して、ＬＥ
Ｄ等によるアドレス情報の表示要求を送信する構成としてもよい。
（Ｓ１８）
　そのキーの点灯要求を受信した電話端末は、そのキー（電話端末３ｃにおいてはキーＫ
１）を点灯させる。
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【００１８】
（Ｓ１９）
　次に、一般電話２１ｂが着信グループ１０ｂに対して発信する。
（Ｓ２０）
　主装置１は、その発信状態を検出し、図１における記憶装置１１に記憶されている着信
音パターンデータベースを参照し、着信グループ１０ｂに対応する着信音パターンである
着信音パターン２を取得する。
（Ｓ２１）
　そして、主装置１は、着信グループ１０ｂが設定されているキーを備える電話端末及び
そのキーを特定し（電話端末３ｃにおいてはキーＫ２）、端末制御装置２に着信音パター
ン情報（ここでは着信音パターン２）を送出する。
【００１９】
（Ｓ２２）
　端末制御装置２は、備えるメモリー（図示せず）において、着信グループ１０ｂに属す
る電話端末の着信グループ１０ｂが設定されているキー（電話端末３ｃにおいてはキーＫ
２）用に割り当てられた記憶領域に、着信音パターン２を記憶する。また、端末制御装置
２は、その電話端末の他のキー（電話端末３ｃにおいてはキーＫ１）用に割り当てられた
記憶領域に、着信音パターンが記憶されていないか確認する。電話端末３ｃにおけるキー
Ｋ１用の記憶領域には、この時点では、既に着信音パターン１が記憶されている。したが
って、電話端末３ｃにおけるキーＫ１用の記憶領域には着信音パターン１が、そして、キ
ーＫ２用の記憶領域には着信音パターン２が記憶されているので、端末制御装置２は、電
話端末３ｃは複数着信状態となっている着信グループ１０ａ及び着信グループ１０ｂ双方
に属していると判定し、電話端末３ｃに鳴動させる着信音パターンとして、着信音パター
ンデータベースにおける複数着信状態に対応する着信音パターン５を設定する。また、前
述の他のキー用に割り当てられた記憶領域に、着信音パターンが記憶されていない場合は
、それらの電話端末に鳴動させる着信音パターンとして、着信音パターン２を設定する。
（Ｓ２３）
　そして、端末制御装置２は、電話端末３ｃに対して、着信音パターン５による鳴動の開
始指令を送信する。また、着信グループ１０ｂのみに属する電話端末に対しては、着信音
パターン２による鳴動の開始指令を送信する。
（Ｓ２４）
　その鳴動開始指令を受信した電話端末は、その鳴動開始指令に係る着信音パターン（電
話端末３ｃにおいては着信音パターン５）で鳴動動作を開始する。
（Ｓ２５）
　また、端末制御装置２は、着信グループ１０ｂに属する電話端末に対して、着信グルー
プ１０ｂが設定されたキー（電話端末３ｃにおいてはキーＫ２）の点灯要求を送信する。
なお、端末制御装置２は、一般電話２１ｂから、主装置１を介して、一般電話２１ｂの電
話番号等のアドレス情報を取得し、着信グループ１０ｂに属する電話端末に対して、ＬＥ
Ｄ等によるアドレス情報の表示要求を送信する構成としてもよい。
（Ｓ２６）
　そのキーの点灯要求を受信した電話端末は、そのキー（電話端末３ｃにおいてはキーＫ
２）を点灯させる。
【００２０】
　次に、図５を参照しながら、受信端末である電話端末の鳴動停止動作の詳細、特に、複
数着信状態において、その着信状態にある複数の着信グループに属する電話端末３ｃの鳴
動停止動作の詳細を説明する。図５で示されるシーケンス図は、図４におけるシーケンス
図で示される動作が実施された後の動作を示すものとする。
【００２１】
（Ｓ３１）
　まず、図５において、主装置１は、着信グループ１０ａに属する電話端末３ｃ以外の電
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話端末が、一般電話２１ａへ応答したことを検出、又は、その一般電話２１ａからの発信
の放棄を検出する。
（Ｓ３２）
　そして、主装置１は、着信グループ１０ａが設定されているキーを備える電話端末及び
そのキーを特定し（電話端末３ｃにおいてはキーＫ１）、端末制御装置２に鳴動を停止さ
せる着信音パターン情報（ここでは着信音パターン１）を送出する。
【００２２】
（Ｓ３３）
　端末制御装置２は、備えるメモリー（図示せず）において、着信グループ１０ａに属す
る電話端末の着信グループ１０ａが設定されているキー（電話端末３ｃにおいてはキーＫ
１）用に割り当てられた記憶領域に記憶されている着信音パターン１を消去する。また、
端末制御装置２は、その電話端末の他のキー（電話端末３ｃにおいてはキーＫ２）用に割
り当てられた記憶領域に、着信音パターンが記憶されていないか確認する。電話端末３ｃ
におけるキーＫ２用の記憶領域には、この時点では、既に着信音パターン２が記憶されて
いる。したがって、電話端末３ｃに鳴動させる着信音パターンとして、着信音パターン２
を設定する。また、前述の他のキー用に割り当てられた記憶領域に、着信音パターンが記
憶されていない場合は、それらの電話端末に鳴動させる着信音パターンとして、着信音パ
ターン無しとして設定する。
（Ｓ３４）
　そして、端末制御装置２は、電話端末３ｃに対して、着信音パターン２による鳴動の開
始指令を送信する。また、着信グループ１０ａのみに属する電話端末に対しては、鳴動の
停止指令を送信する。
（Ｓ３５）
　その鳴動開始指令を受信した電話端末３ｃは、着信音パターン５から着信音パターン２
による鳴動動作に切り替える。また、鳴動停止指令を受信した電話端末は、鳴動動作を停
止する。
（Ｓ３６）
　また、端末制御装置２は、着信グループ１０ａに属する電話端末に対して、着信グルー
プ１０ａが設定されたキー（電話端末３ｃにおいてはキーＫ１）の滅灯要求を送信する。
なお、前述したように端末制御装置２が、一般電話２１ａから、主装置１を介して、一般
電話２１ａの電話番号等のアドレス情報を取得し、着信グループ１０ａに属する電話端末
に対して、ＬＥＤ等によるアドレス情報の表示要求をしていた場合は、そのアドレス情報
の表示消去要求を送信する。
（Ｓ３７）
　そのキーの滅灯要求を受信した電話端末は、そのキー（電話端末３ｃにおいてはキーＫ
１）を滅灯させる。
【００２３】
（Ｓ３８）
　主装置１は、着信グループ１０ｂに属する電話端末が、一般電話２１ｂへ応答したこと
を検出、あるいは、その一般電話２１ｂからの発信の放棄を検出する。
（Ｓ３９）
　そして、主装置１は、着信グループ１０ｂが設定されているキーを備える電話端末及び
そのキーを特定し（電話端末３ｃにおいてはキーＫ２）、端末制御装置２に鳴動を停止さ
せる着信音パターン情報（ここでは着信音パターン２）を送出する。
【００２４】
（Ｓ４０）
　端末制御装置２は、備えるメモリー（図示せず）において、着信グループ１０ｂに属す
る電話端末の着信グループ１０ｂが設定されているキー（電話端末３ｃにおいてはキーＫ
２）用に割り当てられた記憶領域に記憶されている着信音パターン２を消去する。また、
端末制御装置２は、その電話端末の他のキー（電話端末３ｃにおいてはキーＫ２）用に割
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り当てられた記憶領域に、着信音パターンが記憶されていないか確認する。着信音パター
ンが記憶されていない場合は、それらの電話端末に鳴動させる着信音パターンとして、着
信音パターン無しとして設定する。
（Ｓ４１）
　そして、端末制御装置２は、着信グループ１０ｂに属する電話端末に対して、着信音パ
ターン２による鳴動の停止指令を送信する。
（Ｓ４２）
　その鳴動停止指令を受信した電話端末は、鳴動動作を停止する。
（Ｓ４３）
　また、端末制御装置２は、着信グループ１０ｂに属する電話端末に対して、着信グルー
プ１０ｂが設定されたキー（電話端末３ｃにおいてはキーＫ２）の滅灯要求を送信する。
なお、前述したように端末制御装置２が、一般電話２１ｂから、主装置１を介して、一般
電話２１ｂの電話番号等のアドレス情報を取得し、着信グループ１０ｂに属する電話端末
に対して、ＬＥＤ等によるアドレス情報の表示要求をしていた場合は、そのアドレス情報
の表示消去要求を送信する。
（Ｓ４４）
　そのキーの滅灯要求を受信した電話端末は、そのキー（電話端末３ｃにおいてはキーＫ
２）を滅灯させる。
【００２５】
　以上の構成及び動作によって、記憶装置１１において着信音パターンデータベースに着
信グループ毎に異なる着信音パターンが記憶され、主装置１はその着信音パターンデータ
ベースを参照し、着信グループ毎に対応する着信音パターンを設定できるようにしている
ので、どの着信グループへの着信であるのかを判断することができる。
　また、ある特定の電話端末（例えば、電話端末３ｃ）が複数の着信グループに属し、そ
の複数の着信グループが複数着信状態となった場合、複数着信状態に対応する着信音パタ
ーンによってその電話端末を鳴動させることによって、複数の着信グループに着信がある
ことを判断することができる。
【００２６】
　なお、図２、図４及び図５において発信する電話機は一般電話２１ａ及び２１ｂとして
いるが、それ以外の一般電話又は電話端末が発信するものとしてよいのは言うまでもない
。
【００２７】
実施の形態２．
（電話システムの全体構成）
　実施の形態２に係る電話システムの全体構成について、図１で示される実施の形態１に
係る電話システムの全体構成と相違する点を説明する。
　主装置１は、着信グループに着信があった場合、一般電話２１ａ～２１ｃ等から発信さ
れる外線によるものであるのか、電話端末３ａ～３ｅにおけるある電話端末から別の電話
端末への発信される内線によるものであるのか、又は、私設された専用回線によるもので
あるのか、回線の種別を識別する機能を有する。その他の構成は、実施の形態１と同様で
ある。
【００２８】
　なお、請求項記載の回線識別手段は、主装置１に相当するものである。
【００２９】
（電話システムの着信グループの鳴動動作）
　図６は本発明の実施の形態２に係る電話システムにおける着信グループ毎及び回線種別
毎の着信音パターンの鳴動動作を示す図であり、図７は同電話システムにおける着信グル
ープ及び回線種別に対応した着信音パターンデータベースを示す図である。以下において
、図６及び図７を参照しながら、着信グループの鳴動動作の概要について説明する。
　まず、図６（ａ）において、発信者Ａが外線による一般電話２１ａによって着信グルー
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プ１０ａに対して発信する。すると、各電話端末が有するキーによって着信グループ１０
ａに設定された、すなわち、着信グループ１０ａに属する電話端末（ここでは、電話端末
３ａ～３ｃ）が鳴動する。このとき、図１における主装置１は、一般電話２１ａからの発
信が外線によるものであることを識別し、鳴動する着信音パターンは、記憶装置１１に記
憶された図７で示される着信音パターンデータベースが参照され、着信グループ１０ａ及
び外線に対応するものとして選択された着信音パターン１である。
【００３０】
　次に、図６（ｂ）で示されるように、発信者Ｃが内線による電話端末３ｅによって着信
グループ１０ｂに対して発信する。すると、着信グループ１０ｂに属する電話端末３ｄは
、上記と同様に、主装置１によって選択された着信音パターンデータベースにおける着信
グループ１０ｂ及びその他の回線（ここでは、内線）に対応する着信音パターン４によっ
て鳴動する。このとき、着信グループ１０ａ及び着信グループ１０ｂは双方着信状態、す
なわち、複数着信状態となり、着信グループ１０ａ及び着信グループ１０ｂの双方に属し
、着信音パターン１によって鳴動している電話端末３ｃは、主装置１によって着信音パタ
ーンデータベースから選択される複数着信状態に対応する着信音パターン５による鳴動に
切り替わる。
【００３１】
　そして、図６（ｃ）で示されるように、電話端末３ａが、発信者Ａによる着信グループ
１０ａへの着信に応答したとき、一般電話２１ａと電話端末３ａとの通話が開始され、着
信グループ１０ａに属するその他の電話端末である電話端末３ｂの着信音パターン１によ
る鳴動が停止する。また、電話端末３ｃは、複数着信状態から着信グループ１０ｂのみの
着信状態になるので、着信音パターン５による鳴動から、着信グループ１０ｂ及びその他
の回線（ここでは、内線）に対応する着信音パターン４による鳴動に切り替わる。
【００３２】
（電話システムの複数着信状態における鳴動動作）
　本発明の実施の形態２に係る電話システムの複数着信状態における鳴動動作及び鳴動停
止動作は、実施の形態１における図４で示される鳴動動作シーケンス図及び図５で示され
る鳴動停止シーケンス図と、基本的に同様であるが、まず、図４を参照しながら複数着信
状態における鳴動動作について実施の形態１と相違する点を中心に説明する。
【００３３】
（Ｓ１２）
　主装置１は、一般電話２１ａからの発信状態を検出し、その発信が外線によるものであ
ることを識別し、図１における記憶装置１１に記憶されている着信音パターンデータベー
スを参照し、着信グループ１０ａ及び外線に対応する着信音パターンである着信音パター
ン１を取得する。
【００３４】
（Ｓ１９）
　電話端末３ｅが着信グループ１０ｂに対して発信する。
（Ｓ２０）
　主装置１は、その発信状態を検出し、その発信が内線によるものであることを識別し、
図１における記憶装置１１に記憶されている着信音パターンデータベースを参照し、着信
グループ１０ｂ及びその他の回線（ここでは、内線）に対応する着信音パターンである着
信音パターン４を取得する。
（Ｓ２１）
　そして、主装置１は、着信グループ１０ｂが設定されているキーを備える電話端末及び
そのキーを特定し（電話端末３ｃにおいてはキーＫ２）、端末制御装置２に着信音パター
ン情報（ここでは着信音パターン４）を送出する。
【００３５】
（Ｓ２２）
　端末制御装置２は、備えるメモリー（図示せず）において、着信グループ１０ｂに属す
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る電話端末の着信グループ１０ｂが設定されているキー（電話端末３ｃにおいてはキーＫ
２）用に割り当てられた記憶領域に、着信音パターン４を記憶する。また、端末制御装置
２は、その電話端末の他のキー（電話端末３ｃにおいてはキーＫ１）用に割り当てられた
記憶領域に、着信音パターンが記憶されていないか確認する。電話端末３ｃにおけるキー
Ｋ１用の記憶領域には、この時点では、既に着信音パターン１が記憶されている。したが
って、電話端末３ｃにおけるキーＫ１用の記憶領域には着信音パターン１が、そして、キ
ーＫ２用の記憶領域には着信音パターン４が記憶されているので、端末制御装置２は、電
話端末３ｃは複数着信状態となっている着信グループ１０ａ及び着信グループ１０ｂ双方
に属していると判定し、電話端末３ｃに鳴動させる着信音パターンとして、着信音パター
ンデータベースにおける複数着信状態に対応する着信音パターン５を設定する。また、前
述の他のキー用に割り当てられた記憶領域に、着信音パターンが記憶されていない場合は
、それらの電話端末に鳴動させる着信音パターンとして、着信音パターン４を設定する。
（Ｓ２３）
　そして、端末制御装置２は、電話端末３ｃに対して、着信音パターン５による鳴動の開
始指令を送信する。また、着信グループ１０ｂのみに属する電話端末に対しては、着信音
パターン４による鳴動の開始指令を送信する。
（Ｓ２５）
　端末制御装置２は、着信グループ１０ｂに属する電話端末に対して、着信グループ１０
ｂが設定されたキー（電話端末３ｃにおいてはキーＫ２）の点灯要求を送信する。なお、
端末制御装置２は、電話端末３ｅから、主装置１を介して、電話端末３ｅの電話番号等の
アドレス情報を取得し、着信グループ１０ｂに属する電話端末に対して、ＬＥＤ等による
アドレス情報の表示要求を送信する構成としてもよい。
【００３６】
　次に、図５を参照しながら複数着信状態における鳴動停止動作について実施の形態１と
相違する点を中心に説明する。
（Ｓ３３）
　端末制御装置２は、備えるメモリー（図示せず）において、着信グループ１０ａに属す
る電話端末の着信グループ１０ａが設定されているキー（電話端末３ｃにおいてはキーＫ
１）用に割り当てられた記憶領域に記憶されている着信音パターン１を消去する。また、
端末制御装置２は、その電話端末の他のキー（電話端末３ｃにおいてはキーＫ２）用に割
り当てられた記憶領域に、着信音パターンが記憶されていないか確認する。電話端末３ｃ
におけるキーＫ２用の記憶領域には、この時点では、既に着信音パターン４が記憶されて
いる。したがって、電話端末３ｃに鳴動させる着信音パターンとして、着信音パターン４
を設定する。また、前述の他のキー用に割り当てられた記憶領域に、着信音パターンが記
憶されていない場合は、それらの電話端末に鳴動させる着信音パターンとして、着信音パ
ターン無しとして設定する。
（Ｓ３４）
　そして、端末制御装置２は、電話端末３ｃに対して、着信音パターン４による鳴動の開
始指令を送信する。また、着信グループ１０ａのみに属する電話端末に対しては、鳴動の
停止指令を送信する。
（Ｓ３５）
　その鳴動開始指令を受信した電話端末３ｃは、着信音パターン５から着信音パターン４
による鳴動動作に切り替える。また、鳴動停止指令を受信した電話端末は、鳴動動作を停
止する。
【００３７】
（Ｓ３８）
　主装置１は、着信グループ１０ｂに属する電話端末が、電話端末３ｅへ応答したことを
検出、あるいは、その電話端末３ｅからの発信の放棄を検出する。
（Ｓ３９）
　そして、主装置１は、着信グループ１０ｂが設定されているキーを備える電話端末及び
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そのキーを特定し（電話端末３ｃにおいてはキーＫ２）、端末制御装置２に鳴動を停止さ
せる着信音パターン情報（ここでは着信音パターン４）を送出する。
【００３８】
（Ｓ４０）
　端末制御装置２は、備えるメモリー（図示せず）において、着信グループ１０ｂに属す
る電話端末の着信グループ１０ｂが設定されているキー（電話端末３ｃにおいてはキーＫ
２）用に割り当てられた記憶領域に記憶されている着信音パターン４を消去する。また、
端末制御装置２は、その電話端末の他のキー（電話端末３ｃにおいてはキーＫ２）用に割
り当てられた記憶領域に、着信音パターンが記憶されていないか確認する。着信音パター
ンが記憶されていない場合は、それらの電話端末に鳴動させる着信音パターンとして、着
信音パターン無しとして設定する。
（Ｓ４１）
　そして、端末制御装置２は、着信グループ１０ｂに属する電話端末に対して、着信音パ
ターン４による鳴動の停止指令を送信する。
（Ｓ４３）
　また、端末制御装置２は、着信グループ１０ｂに属する電話端末に対して、着信グルー
プ１０ｂが設定されたキー（電話端末３ｃにおいてはキーＫ２）の滅灯要求を送信する。
なお、前述したように端末制御装置２が、電話端末３ｅから、主装置１を介して、電話端
末３ｅの電話番号等のアドレス情報を取得し、着信グループ１０ｂに属する電話端末に対
して、ＬＥＤ等によるアドレス情報の表示要求をしていた場合は、そのアドレス情報の表
示消去要求を送信する。
【００３９】
　その他のステップの動作は、実施の形態１と同様である。
【００４０】
　以上の構成及び動作によって、記憶装置１１において着信音パターンデータベースに着
信グループ毎及び回線種別毎に異なる着信音パターンが記憶され、主装置１はその着信音
パターンデータベースを参照し、着信グループ毎及び回線種別毎に対応する着信音パター
ンを設定できるようにしているので、どの着信グループへの着信であるのか、及び、いず
れの回線を経由した着信であるのかを判断することができる。
　また、実施の形態１と同様に、ある特定の電話端末（例えば、電話端末３ｃ）が複数の
着信グループに属し、その複数の着信グループが複数着信状態となった場合、複数着信状
態に対応する着信音パターンによってその電話端末を鳴動させることによって、複数の着
信グループに着信があることを判断することができる。
【００４１】
　なお、図７で示される着信音パターンデータベースは、「外線」及び「その他」の２種
類の回線種別ごとに着信音パターンを記憶しているが、これに限られるものではなく、主
装置１によって３種類以上の回線の種別を識別し、それらの回線種別毎に着信音パターン
を記憶して、鳴動させるものとしてもよい。
　また、図６、並びに、実施の形態１との相違点を説明するために参照した図４及び図５
において、発信する電話機は一般電話２１ａ及び電話端末３ｅとしているが、それ以外の
一般電話又は電話端末が発信するものとしてよいのは言うまでもない。
【符号の説明】
【００４２】
　１　主装置、２　端末制御装置、３ａ～３ｅ　電話端末、１０ａ、１０ｂ　着信グルー
プ、１１　記憶装置、２０　ＰＳＴＮ（公衆交換電話網）、２１ａ～２１ｃ　一般電話。
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