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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベル着信と共に発呼者通知サービスから入来する発呼者情報を受信する発呼者情報受信
部と、
受信した発呼者情報を記憶する発呼者情報記憶部と、
発呼者情報から音声データを作成する音声作成部と、
音声データを出力するためのスピーカー部と、
ベル入来後のベル入来無しの時間の長短によりダブルベル中のベル鳴動の小休止中か否か
、およびシングルベルのベル鳴動の休止中か否かを判定し発呼者情報の読み上げ時機の適
・不適を監視する出力時機監視部を備え、
前記出力時機監視部により、一度目のベルが鳴動した後のダブルベル中のベル鳴動の小休
止中は音声出力を行わず、二度目のベルが鳴動した後のダブルベル後のベル鳴動の休止中
またはシングルベルである場合にはシングルベルのベル鳴動の休止中に音声出力を行うこ
とを特徴とする電話装置。
【請求項２】
　ベル着信と共に発呼者通知サービスから入来する発呼者情報を受信する発呼者情報受信
部と、受信した発呼者情報を記憶する発呼者情報記憶部と、発呼者情報から音声データを
作成する音声作成部とを備えた親機と、
親機と双方向に無線で通信すると共に、音声データを出力するためのスピーカー部を備え
た子機とを備えたコードレス電話装置であって、
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ベル入来後のベル入来無しの時間の長短によりダブルベル中のベル鳴動の小休止中か否か
、およびシングルベルのベル鳴動の休止中か否かを判定し発呼者情報の読み上げ時機の適
・不適を監視する出力時機監視部を備え、
前記出力時機監視部により、一度目のベルが鳴動した後のダブルベル中のベル鳴動の小休
止中は音声出力を行わず、二度目のベルが鳴動した後のダブルベル後のベル鳴動の休止中
またはシングルベルである場合にはシングルベルのベル鳴動の休止中に音声出力を行うこ
とを特徴とするコードレス電話装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、発呼者通知サービスに対応した電話装置及びコードレス電話装置に関するもの
である。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、発呼者通知サービスに対応した電話装置及びコードレス電話装置は、受信した
発呼者情報を表示部に表示したり音声出力したりして着呼者に知らせる機能を備えている
。つまり、受信した発呼者情報と着呼側の利用者が登録済みの特定の相手の発呼者情報と
を照合し、両者が一致すれば特定の相手からの着呼である旨を表示したり音声出力したり
して着呼者に知らせる訳である。例えば、特定の相手からの着信である旨を呼出音の音色
を変えて知らせたり、録音済みの音声を音色に代えて音声出力して知らせることができる
ようになっている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、以上のような従来の電話装置及びコードレス電話装置では、音声により発
呼者情報を着呼側の利用者に知らせることができるのは、登録済みの特定の相手からの着
呼の場合だけである。そのため、未登録の相手からの着呼に際しては、発呼者情報を音声
出力することができないという課題を有していた。
【０００４】
本発明は以上の課題を解決し、未登録の相手からの着信であっても発呼者情報を音声出力
できる電話装置及びコードレス電話装置を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　この課題を解決するために本発明の電話装置は、ベル着信と共に発呼者通知サービスか
ら入来する発呼者情報を受信する発呼者情報受信部と、受信した発呼者情報を記憶する発
呼者情報記憶部と、発呼者情報から音声データを作成する音声作成部と、音声データを出
力するためのスピーカー部と、ベル入来後のベル入来無しの時間の長短によりダブルベル
中のベル鳴動の小休止中か否か、およびシングルベルのベル鳴動の休止中か否かを判定し
発呼者情報の読み上げ時機の適・不適を監視する出力時機監視部を備えた構成としたもの
である。
【０００９】
【発明の実施の形態】
　本発明の請求項１に記載の発明は、ベル着信と共に発呼者通知サービスから入来する発
呼者情報を受信する発呼者情報受信部と、受信した発呼者情報を記憶する発呼者情報記憶
部と、発呼者情報から音声データを作成する音声作成部と、音声データを出力するための
スピーカー部と、ベル入来後のベル入来無しの時間の長短によりダブルベル中のベル鳴動
の小休止中か否か、およびシングルベルのベル鳴動の休止中か否かを判定し発呼者情報の
読み上げ時機の適・不適を監視する出力時機監視部を備え、前記出力時機監視部により、
一度目のベルが鳴動した後のダブルベル中のベル鳴動の小休止中は音声出力を行わず、二
度目のベルが鳴動した後のダブルベル後のベル鳴動の休止中またはシングルベルである場
合にはシングルベルのベル鳴動の休止中に音声出力を行う構成としたものであり、着信し
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た発呼者情報から音声データを作成して音声出力することができるとともに、発呼者情報
の音声出力がベル音と重なるのを回避できるという作用を有する。
【００１０】
　本発明の請求項２に記載の発明は、ベル着信と共に発呼者通知サービスから入来する発
呼者情報を受信する発呼者情報受信部と、受信した発呼者情報を記憶する発呼者情報記憶
部と、発呼者情報から音声データを作成する音声作成部とを備えた親機と、親機と双方向
に無線で通信すると共に、音声データを出力するためのスピーカー部を備えた子機とを備
えたコードレス電話装置であって、ベル入来後のベル入来無しの時間の長短によりダブル
ベル中のベル鳴動の小休止中か否か、およびシングルベルのベル鳴動の休止中か否かを判
定し発呼者情報の読み上げ時機の適・不適を監視する出力時機監視部を備え、前記出力時
機監視部により、一度目のベルが鳴動した後のダブルベル中のベル鳴動の小休止中は音声
出力を行わず、二度目のベルが鳴動した後のダブルベル後のベル鳴動の休止中またはシン
グルベルである場合にはシングルベルのベル鳴動の休止中に音声出力を行う構成としたも
のであり、着信した発呼者情報から音声データを作成して音声出力することができるとと
もに、発呼者情報の音声出力がベル音と重なるのを回避できるという作用を有する。
【００３２】
以下、本発明の実施の形態について説明する。
【００３３】
（実施の形態１）
本発明の一実施の形態の大要は、発呼者が登録済みか未登録かを問わず、着信した発呼者
情報から音声データを作成し、電話番号や名前で構成された発呼者情報を音声出力するこ
とができるように工夫したことである。敷衍（ふえん）すると、名前情報がアルファベッ
ト等の表音文字のデータで構成されていても、表音文字の綴りから名前の読み上げ方を解
析して表音文字のデータを名前として通用するように設定し、親機や子機のスピーカーか
ら発呼者の名前を読み上げるように工夫したことである。
【００３４】
以下、本発明の一実施の形態の詳細を図１～図６を参照しながら説明する。本発明の電話
装置とコードレス電話装置の親機とは機能の面でほぼ同様であるので、これから先はコー
ドレス電話装置の説明をもって電話装置の説明をも兼ねることにする。
【００３５】
図１は本発明の一実施の形態によるコードレス電話装置の親機の構成を示すブロック図で
あり、図２は本発明の一実施の形態によるコードレス電話装置の親機のベル鳴動及び音声
出力時機のタイミングチャートである。図３は本発明の一実施の形態によるコードレス電
話装置の発呼者情報の音声出力時機を示すフローチャートであり、図４は本発明の一実施
の形態によるコードレス電話装置のベル鳴動の停止及び音声出力時機のタイミングチャー
トである。図５は本発明の一実施の形態によるコードレス電話装置の子機の構成を示すブ
ロック図であり、図６は本発明の一実施の形態によるコードレス電話装置の子機のベル鳴
動及び音声出力時機のタイミングチャートである。
【００３６】
図１において、コードレス電話装置１は回線に接続された親機２と少なくとも１台の子機
３とで構成されており、親機２と子機３とはそれぞれ一定の距離内（１００～１５０ｍ）
で双方向にコードレス通信可能である。
【００３７】
親機２は制御部４の制御の下に電話の相手側と音声信号の送受信を行うと共に、無線送信
部や無線受信部からなるコードレス通信部５を通じて子機３側と双方向にコードレス通信
を行う。制御部４はＣＰＵやＲＡＭやＲＯＭ等で構成されており、親機２の制御全般を担
っている。この親機２にはコードで接続された受話器６が備わっているので、受話器６を
取り上げてオフフックすると子機３とのコードレス通話（内線通話）や回線を通じての外
部との通話（外線通話）が可能である。また、親機２にはスピーカーホン通話部７も備わ
っているので、スピーカーホン通話部７のスイッチを押してオフフックすると手放しでの
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通話を行うこともできる。この際の音声出力はスピーカーホン通話部７のスピーカー部７
ａを通じて行う。この親機２には留守番電話部８が備わっているので、回線からベルが入
来しても親機２側や子機３側で共にオフフックしない場合には、留守番電話部８が作動し
て入来したメッセージの録音ができるようになっている。この際には、ベルが所定回数（
例えば６回）鳴動してもオフフックされないと、制御部４は切り替えスイッチ９を通話回
路部１０から留守番電話部８側に切り替えるようになっている。電話をする場合は操作部
１１を操作してダイヤルするのであるが、その際は表示部１２にダイヤルした電話番号を
表示して確認することができるようになっている。
【００３８】
これからの説明には発呼者情報が深く関与してくるので、発呼者情報について少し説明し
ておく。発呼者情報は元々表示することを目的としているので、そのデータ形式はテキス
トデータ形式である。現時点において、発呼者情報は日本仕様と北米仕様とではその内容
に違いがあり、日本仕様では電話番号情報のみで構成されているが北米仕様では電話番号
情報と名前情報とで構成されている。しかし、日本仕様の発呼者情報は北米仕様の発呼者
情報の内で名前情報が欠落しているものであると考えれば良いので、これから先の説明に
は北米仕様の発呼者情報を用いることにする。
【００３９】
回線からベルが入来すると、発呼者通知サービスからベルとベルの間に発呼者情報が送ら
れて来る。すると、制御部４が作動し、発呼者情報受信部１３がこの発呼者情報を受信し
て直ちに発呼者情報記憶部１４に記憶する。制御部４は発呼者情報記憶部１４に記憶した
発呼者情報を読み出し、ＬＣＤ等で構成された表示部１２と音声作成部１５とに受信した
ままの発呼者情報を送る。表示部１２に送られた発呼者情報はその内容が文字で表示され
るし、音声作成部１５に送られた発呼者情報は音声データに変換される。この音声作成部
１５は、基本的にはＣＰＵやＲＡＭやＲＯＭ等で構成されており、制御部４に従属する副
次的な制御部であるが、要求される機能によりその構成が若干異なるようになる。
【００４０】
例えば、日本において発呼者情報が「電話番号情報」のみから「電話番号情報＋名前情報
」に変更されたならば、名前情報はカタカナのような表音文字のデータとして着信するの
で、そのまま表音文字のデータを音声データに変換して読み上げれば名前として通用する
。しかし、北米のように名前情報がアルファベットのような表音文字のデータで構成され
ていれば、カタカナのようにそのまま読み上げても名前としては通用しない。そのため、
アルファベットのような表音文字のデータで構成された名前情報が着信する北米に代表さ
れる地域では、アルファベット等の表音文字の綴りから名前の読み上げ方を解析し、表音
文字のデータを名前として通用するように設定する機能が音声作成部１５に要求される。
名前の読み上げ方を解析する必要がある場合は、音声作成部１５のＣＰＵに名前音声作成
機能を有するＣＰＵを使用しなければならない。具体的には名前作成のノウハウを格納し
たＲＯＭを付属させたＣＰＵが必要になるということである。以下の説明では音声作成部
１５は名前の読み上げ方を解析する機能を備えているものとして話を進めるが、前述した
ように地域によっては名前の読み上げ方を解析する機能を備えている必要がない場合もあ
る。
【００４１】
さて、着信した発呼者情報に名前情報があれば、音声作成部１５は名前情報から必要に応
じて名前の読み上げ方を解析して名前情報を音声データに変換する。変換した音声データ
はスピーカー部７ａに送られて名前情報の音声出力が行われる。
【００４２】
例えば北米地域のように、名前情報が「ＢＵＳＨ　ＧＥＯＲＧＥ」というアルファベット
からなる表音文字のデータとして着信したならば、音声作成部１３は名前の読み上げ方を
解析して「ブッシュ　ジョージ」という音声データに変換する。そしてスピーカー部７ａ
から名前情報を「ブッシュ　ジョージ」と音声出力する。因に、北米地域の場合は名前情
報は１５文字までのデータとして送られて来るので、長い名前の場合は姓名の内の名の部
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分は途中でちょん切られてしまうこともある。
【００４３】
例えば、名前情報が「モリ　ヨシロウ」というカタカナからなる表音文字のデータとして
着信したならば、音声作成部１５はそのまま「モリ　ヨシロウ」という音声データに変換
する。そしてスピーカー部７ａから名前情報を「モリ　ヨシロウ」と音声出力する。
【００４４】
着信した発呼者情報には名前情報がない場合もあるが、その場合は音声作成部１５は名前
情報がない旨を音声データとして作成し、スピーカー部７ａから名前情報がない旨を音声
出力する。
【００４５】
例えば、着信した発呼者情報に非通知により名前情報がなければ、音声作成部１５は「ヒ
ツウチ」という音声データを作成し、スピーカー部７ａから「ヒツウチ」と音声出力する
。因に北米地域では、「ｐｒｉｖａｔｅ　ｃａｌｌｅｒ」と音声出力する。
【００４６】
例えば、着信した発呼者情報に地域外により名前情報がなければ、音声作成部１５は「チ
イキガイ」という音声データを作成し、スピーカー部７ａから「チイキガイ」と音声出力
する。因に北米地域では、「ｏｕｔ　ｏｆ　ａｒｅａ」と音声出力する。
【００４７】
例えば、着信した発呼者情報に名前情報はないものの電話番号情報のみがあれば、音声作
成部１５は「デンワバンゴウノミ」という音声データを作成し、スピーカー部７ａから「
デンワバンゴウノミ」と音声出力する。因に北米地域では「ｎｕｍｂｅｒ　ａｖａｉｌａ
ｂｌｅ」と音声出力する。また、「チイキガイ　デンワバンゴウノミ」という音声出力の
組み合わせを行っても良い。
【００４８】
さて、発呼者情報の読み上げ時機、つまりスピーカー部７ａからの音声出力の時機はベル
音と重ならないようにする必要がある。この発呼者情報の読み上げ時機の適・不適を監視
しているのが出力時機監視部１６である。出力時機監視部１６はベル入来の間隙をぬって
発呼者情報を音声出力するために、ベル鳴動の累計時間の長短やベル入来後のベル入来無
しの時間の長短を監視している。図２に示すように、ベルにはシングルベルとダブルベル
とがあるので、入来したベルがどちらのタイプかを峻別してからでないと発呼者情報を音
声出力することができない。日本の場合はシングルベルであるが、北米の場合は地域によ
りシングルベルとダブルベルとに分けられる。ダブルベルの場合には二度目のベルが鳴動
した後でないと、発呼者情報を音声出力する時間を確保することができないのである。つ
まり、ダブルベル中のベル鳴動の小休止中なのか、ダブルベル後のベル鳴動の休止中なの
かを判別する必要がある。
【００４９】
図２に示すように、ダブルベルの場合は個々のベル鳴動の所要時間は２秒未満であり、一
度目のベルと二度目のベルとの間の小休止時間は０．７秒未満であるが、累計時間は２秒
以上となる。そして、ダブルベルとダブルベルとの間に４秒の休止時間を挟んでいる。シ
ングルベルの場合はベル鳴動の累計時間は２秒以上であり、ベルとベルの間に４秒の休止
時間を挟んでいる。
【００５０】
そこで、図３のフローチャートに示すように、ベル鳴動の休止中か否かの判別はベル鳴動
の累計時間の長短とベル鳴動の休止時間の長短とにより行う。ステップ１では、ベル鳴動
の累計時間が２秒以上か否かで分岐する。累計時間が２秒以上であればベル鳴動の休止が
近いと判定しステップ２へ進む。ステップ２では、ベルの鳴動停止後若干の時間的余裕を
持たせるために、０．２２秒以上ベルの鳴動が休止していればステップ３へ進み発呼者情
報を音声出力する。
【００５１】
ステップ１でベル鳴動の累計時間が２秒未満であればステップ４へ進む。ダブルベルであ
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れば、一度目のベルが鳴動した後のダブルベル中のベル鳴動の小休止中なのか、二度目の
ベルが鳴動した後のダブルベル後のベル鳴動の休止中なのかを判定する必要がある。そこ
で、ステップ４では、ベル鳴動の休止時間が０．７秒未満で二度目のベルが鳴動すればダ
ブルベル中と判定してステップ１へ戻る。ダブルベルの場合も鳴動の累計時間が２秒以上
になるとステップ２へ進む。
【００５２】
このステップ４のルーチンは、日本仕様のようにベルの鳴動が１秒で終了するようなシン
グルベルの場合でも対応を可能にしている。ベル鳴動の休止時間が０．７秒以上であれば
、ベル鳴動の休止中であると判定してステップ３へ進み発呼者情報を音声出力する。この
ように、出力時機監視部１６はベル入来の間隙をぬって発呼者情報を音声出力するために
、ベル鳴動の累計時間の長短やベル入来後のベル入来無しの時間の長短を監視している。
【００５３】
再び図２に戻ると、ダブルベルであれシングルベルであれ、ベル鳴動の休止中に発呼者情
報の音声出力を行い、次のベルが入来する前に発呼者情報の音声出力を終了しなければな
らない。しかし場合によっては、発呼者情報の音声出力が終了しない内に次のベル鳴動の
時間が迫ることもある。そこで、出力時機監視部１６はベル鳴動の終了からの時間の経過
を監視しておき、未だ発呼者情報の音声出力が継続中ならば、次のベルが入来してもベル
音の音声出力をカットして発呼者情報の音声出力を優先させる。
【００５４】
ところで、発呼者情報をスピーカー部７ａから音声出力する時機がベル音と重ならないよ
うにするためには、図４に示すように、発呼者情報を受信した後にベルの鳴動を即刻停止
したり、発呼者情報を受信した後に一定回数はベルを鳴動させ、その後はベルの鳴動を停
止したりすることでも解決することができる。
【００５５】
さて、今まではコードレス電話装置１の親機２側から発呼者情報を音声出力させる方法を
説明して来た。しかし、本発明のコードレス電話装置１では子機３側から発呼者情報を音
声出力させることもできる。以下、子機３側から発呼者情報を音声出力させる方法を説明
する。
【００５６】
図５に示すように、子機３は制御部１７の制御の下にコードレス通信部１８を通じて親機
２側と双方向にコードレス通信を行う。制御部１７はＣＰＵやＲＡＭやＲＯＭ等で構成さ
れており、子機３の制御全般を担っている。子機３には通話部１９が備わっているので親
機２の受話器６と同様に通話を行うことができるし、操作部２０は親機２の操作部１１と
ほぼ同様の操作が行えるだけの機能が備わっている。表示部２１は親機２の表示部１２よ
りは小さいが、必要にしてかつ十分な情報を表示するだけの面積は確保している。子機３
側にも着信のベル音が出せるようにスピーカー部２２が備わっており、親機２側から送信
される着信データとしての、ベル音のオン／オフのデータやスピーカーのオン／オフのデ
ータを受信すると、スピーカー部２２からベル音を音声出力したり音声出力を停止したり
する。
【００５７】
子機３側でも親機２側と同様に、ベル音とベル音の間隙をぬって発呼者情報を音声出力す
ることができる。図６に示すように、回線からベルが着信すると、親機２はスピーカーを
オンに切り替えスピーカー部７ａからベル音を音声出力する。それと同時に、親機２は子
機３側にスピーカーのオンのデータ及びベル音のオンのデータを送信する。子機３側では
親機２側からの着信データを受信すると、スピーカーをオンに切り替えスピーカー部２２
からベル音を音声出力する。
【００５８】
親機２へのベル入来が休止中になると、親機２はスピーカーをオフに切り替えスピーカー
部７ａからのベル音の音声出力を休止する。それと同時に、親機２は子機３側にスピーカ
ーのオフのデータ及びベル音のオフのデータを送信する。子機３側では親機２側からの各
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種データを受信すると、スピーカーをオフに切り替えスピーカー部２２からのベル音の音
声出力を休止する。
【００５９】
図２～図３で説明したように、ベルの鳴動停止後所定の時間が経過すると、親機２はスピ
ーカーをオンに切り替えスピーカー部７ａから発呼者情報を音声出力する。それと同時に
、親機２は子機３側にスピーカーオンのデータ及び音声作成部１５で作成した発呼者情報
の音声データを送信する。子機３側では親機２側からの各種データを受信すると、スピー
カーをオンに切り替えスピーカー部２２から発呼者情報を音声出力する。
【００６０】
親機２は発呼者情報の音声出力が終了すると、スピーカーをオフに切り替えスピーカー部
７ａからの発呼者情報の音声出力を休止する。それと同時に、親機２は子機３側にスピー
カーオフのデータを送信する。子機３側では親機２側からのスピーカーオフのデータを受
信すると、スピーカーをオフに切り替えスピーカー部２２からの発呼者情報の音声出力を
休止する。
【００６１】
図６ではシングルベルの場合を説明したが、ダブルベルの場合も図２～図３で説明した内
容と同様である。また、発呼者情報を受信した後にベルの鳴動を即刻停止したり、発呼者
情報を受信した後に一定回数はベルを鳴動させ、その後はベルの鳴動を停止させたりして
発呼者情報を音声出力する場合も、既に図４で説明した内容と同様である。なお、子機３
を親機２に搭載している状態では、子機３からはベル音も発呼者情報も音声出力されず、
親機２から音声出力されるのみである。
【００６２】
ところで、コードレス電話装置１の機種によっては親機２側は単なる中継基地の役目を担
うに過ぎず、子機３側に殆ど全ての電話機能を搭載している場合もある。このような場合
は、子機３側で名前情報の音声出力が可能ならば必ずしも親機２側にスピーカー部７ａが
備わっている必要はない。親機２側にスピーカー部７ａが備わっていない場合には、子機
３が親機２に搭載されていても例外的に子機３側からベル音や発呼者情報が音声出力され
る。
【００６３】
以上に述べたように、本発明では着信した発呼者情報を表示部に表示すると共に、発呼者
情報の中に名前情報があればベルの合間に親機や子機から発呼者の名前を読み上げるので
、表示部に表示された内容を見なくても誰からの電話かを直ちに知ることができる。
【００６４】
【発明の効果】
　以上のように本発明の電話装置によれば、ベル着信と共に発呼者通知サービスから入来
する発呼者情報を受信する発呼者情報受信部と、受信した発呼者情報を記憶する発呼者情
報記憶部と、発呼者情報から音声データを作成する音声作成部と、音声データを出力する
ためのスピーカー部と、ベル入来後のベル入来無しの時間の長短によりダブルベル中のベ
ル鳴動の小休止中か否か、およびシングルベルのベル鳴動の休止中か否かを判定し発呼者
情報の読み上げ時機の適・不適を監視する出力時機監視部を備えた構成としたものである
。
【００６５】
　このことにより、未登録の相手からの着信であっても発呼者情報を音声出力できるので
、表示を見なくても誰からの電話かを知ることができ、また発呼者情報の音声出力がベル
音と重なるのを回避できるという効果がある。
【００６６】
　また、本発明のコードレス電話装置によれば、ベル着信と共に発呼者通知サービスから
入来する発呼者情報を受信する発呼者情報受信部と、受信した発呼者情報を記憶する発呼
者情報記憶部と、発呼者情報から音声データを作成する音声作成部と、音声データを出力
するためのスピーカー部とを備えた親機と、親機と双方向に無線で通信すると共にスピー
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中のベル鳴動の小休止中か否か、およびシングルベルのベル鳴動の休止中か否かを判定し
発呼者情報の読み上げ時機の適・不適を監視する出力時機監視部を備えた構成としたもの
である。
【００６７】
　このことにより、未登録の相手からの着信であっても発呼者情報を音声出力できるので
、表示を見なくても誰からの電話かを知ることができ、また発呼者情報の音声出力がベル
音と重なるのを回避できるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態によるコードレス電話装置の親機の構成を示すブロック図
【図２】本発明の一実施の形態によるコードレス電話装置の親機のベル鳴動及び音声出力
時機のタイミングチャート
【図３】本発明の一実施の形態によるコードレス電話装置の発呼者情報の音声出力時機を
示すフローチャート
【図４】本発明の一実施の形態によるコードレス電話装置のベル鳴動の停止及び音声出力
時機のタイミングチャート
【図５】本発明の一実施の形態によるコードレス電話装置の子機の構成を示すブロック図
【図６】本発明の一実施の形態によるコードレス電話装置の子機のベル鳴動及び音声出力
時機のタイミングチャート
【符号の説明】
１　コードレス電話装置
２　親機
３　子機
４　制御部
５　コードレス通信部
６　受話器
７　スピーカーホン通話部
７ａ　スピーカー部
８　留守番電話部
９　切り替えスイッチ
１０　通話回路部
１１　操作部
１２　表示部
１３　発呼者情報受信部
１４　発呼者情報記憶部
１５　音声作成部
１６　出力時機監視部
１７　制御部
１８　コードレス通信部
１９　通話部
２０　操作部
２１　表示部
２２　スピーカー部
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