
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

無線電話装置。
【請求項２】

無線電話装置。
【請求項３】
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複数の通信方式で他の無線電話装置と送受信を行う無線部と、
前記他の無線電話装置から前記他の無線電話装置が有する前記複数の通信方式の機能の情
報を前記他の無線電話装置の識別番号とともに記憶する記憶部と、
前記他の無線電話装置との通信を可能とするため前記他の無線電話装置の識別番号を登録
するときに、前記他の無線電話装置から前記他の無線電話装置の識別番号を受信し、前記
他の無線電話装置へ前記他の無線電話装置が有する機能の情報を要求し、前記他の無線電
話装置から前記他の無線電話装置が有する機能の情報を受信し、前記他の無線電話装置が
有する機能の情報を前記記憶部に記憶させ、前記他の無線電話装置を登録するとき以降の
他の無線電話装置と通信を開始したときに他の無線電話装置から受信した識別番号が前記
記憶部に蓄積された他の無線電話装置の識別番号と一致したときに、前記他の無線電話装
置の識別番号に一致する前記他の無線電話装置が有する機能を前記複数の通信方式の中か
ら選択し、通信をする制御を行う制御部と、を備えた

前記他の無線電話装置が有する機能の情報は、少なくとも通信速度に関する情報、通信部
の送信電力の情報、本無線電話装置のバージョン情報のいずれか一つであることを特徴と
する請求項１記載の

前記通信速度に関する情報は、エラー検知のみを行うデータフォーマットとエラー検知お



無線電話装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数のデータフォーマットを送受信して処理する無線電話装置に関するもので
ある。
【０００２】
【従来の技術】
近年、有線部分を無線化する（例えばパソコンとプリンタとの間を無線化する）装置が普
及しつつあり、たとえば標準化団体Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＳＩＧ（ｔｈｅ　Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ　Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ　Ｇｒｏｕｐ）で定められたブルートゥース
（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）という無線通信規格を使用する装置が普及しつつある。
【０００３】
このブルートゥースは、ノートパソコンやＰＤＡ、携帯電話などをケーブルを使わずに接
続し、音声やデータをやりとりすることを意図して規格化されたものであり、最近では携
帯電話機にオプションとしてブルートゥースの無線機を接続できるようなものも開発され
てきている。
【０００４】
図１（ａ）は一般的なコードレス電話装置を構成する親機を示すブロック図であり、図１
（ｂ）は一般的なコードレス電話装置を構成する子機を示すブロック図である。
【０００５】
図１（ａ）、図１（ｂ）において、１００は通信処理等を行うベースバンドＩＣ、２００
は無線通信信号を送受信する無線部、３３はＲＡＭ、３４はＲＯＭ、３５は電話回線の制
御を行う回線制御部、３７はスピーカ、３８はマイクロフォン、３９はキーボード、４０
はＬＣＤ等の表示部である。
【０００６】
図２１はブルートゥースおよびコードレス電話の双方の無線通信が可能な従来のコードレ
ス電話装置を示すブロック図であり、図１（ａ）、図１（ｂ）の親機、子機に共通な構成
である。
【０００７】
図２１において、１００ａはブルートゥース通信用ＩＣ（ＢＴＩＣ）、１００ｂはコード
レス電話通信用ＩＣ（ＣＤＬＩＣ）、１００ｃはＣＰＵ、２００ａはブルートゥース無線
部（ＢＴ無線部）、２００ｂはコードレス無線部（ＣＤＬ無線部）である。ここで、図２
１のコードレス電話装置は、図１のコードレス電話装置にブルートゥースによる無線通信
が可能となるようにＢＴＩＣ１００ａとＢＴ無線部２００ａを追加したものである。なお
、図２１のコードレスＩＣ１００ｂおよびＣＰＵ１００ｃは図１のベースバンドＩＣ１０
０に相当し、ブルートゥース無線部２００ａは図１の無線部２００に相当する。
【０００８】
図２１に示すように、従来のコードレス電話装置においては、ブルートゥース系統２００
ａ、１００ａ、１００ｃとコードレス電話系統２００ｂ、１００ｂ、１００ｃとは別々に
構成されており、ＣＰＵ１００ｃでブルートゥースモードに設定した場合にはブルートゥ
ース系統が動作し、コードレス電話モードに設定した場合にはコードレス電話系統が動作
する。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
このように、従来のコードレス電話装置では、通常のコードレス電話通信に加えてブルー
トゥース通信をする場合に複数の無線部及び複数の通信用ＩＣを設ける必要があり、又そ
れぞれ複数の無線部及び通信用ＩＣを並列にかつ同時に制御する必要があるという問題点
を有していた。
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よびエラー訂正とを行うエラーデータフォーマットを区別する情報であることを特徴とす
る請求項１記載の



【００１０】
この無線電話装置では、コードレス電話かブルートゥース通信かを自動的に判別し、その
判別結果に応じた処理を行うことが要求される。
【００１１】
本発明は、この要求を満たすため、通常のコードレス電話通信機能に加えてブルートゥー
ス通信機能を備える場合に、コードレス電話かブルートゥース通信かを自動的に判別し、
その判別結果に応じた処理を行うことができる無線電話装置を提供することを目的とする
。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために本発明の無線電話装置は、複数のデータフォーマットを送受信
して処理する無線電話装置であって、複数のデータフォーマットを送受信する無線部と、
他の無線装置を登録する際、他の無線装置の固有のＩＤを登録する登録部と、他の無線装
置からのアクセスコードを判別し、判別結果に応じた処理を行う親機制御部とを有し、親
機制御部は、他の無線装置を登録する際、他の無線装置に記憶された会社ＩＤを他の無線
装置の固有のＩＤに関連付けて登録部に登録し、登録した会社ＩＤが特定のＩＤか否かに
基づいてアクセスコードを判別する構成を備えている。
【００１３】
これにより、通常のコードレス電話通信機能に加えてブルートゥース通信機能を備える場
合に、コードレス電話かブルートゥース通信かを自動的に判別し、その判別結果に応じた
処理を行うことができる無線電話装置が得られる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
　本発明の請求項１に記載の無線電話装置は、

ものである。
【００１６】
　請求項２に記載の無線電話装置は、請求項１に記載の無線電話装置において、

もの
である。
【００１８】
　請求項３に記載の無線電話装置は、

もので
ある。
【００５８】
以下、本発明の実施の形態について、図１～図２０を用いて説明する。
【００５９】
（実施の形態１）
図２、図３は本発明の実施の形態１によるコードレス電話装置を構成する親機、子機を示
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複数の通信方式で他の無線電話装置と送受
信を行う無線部と、前記他の無線電話装置から前記他の無線電話装置が有する前記複数の
通信方式の機能の情報を前記他の無線電話装置の識別番号とともに記憶する記憶部と、前
記他の無線電話装置との通信を可能とするため前記他の無線電話装置の識別番号を登録す
るときに、前記他の無線電話装置から前記他の無線電話装置の識別番号を受信し、前記他
の無線電話装置へ前記他の無線電話装置が有する機能の情報を要求し、前記他の無線電話
装置から前記他の無線電話装置が有する機能の情報を受信し、前記他の無線電話装置が有
する機能の情報を前記記憶部に記憶させ、前記他の無線電話装置を登録するとき以降の他
の無線電話装置と通信を開始したときに他の無線電話装置から受信した識別番号が前記記
憶部に蓄積された他の無線電話装置の識別番号と一致したときに、前記他の無線電話装置
の識別番号に一致する前記他の無線電話装置が有する機能を前記複数の通信方式の中から
選択し、通信をする制御を行う制御部と、を備えた

前記他の
無線電話装置が有する機能の情報は、少なくとも通信速度に関する情報、通信部の送信電
力の情報、本無線電話装置のバージョン情報のいずれか一つであることを特徴とする

請求項１に記載の無線電話装置において、前記通信
速度に関する情報は、エラー検知のみを行うデータフォーマットとエラー検知およびエラ
ー訂正とを行うエラーデータフォーマットを区別する情報であることを特徴とする



すブロック図である。
【００６０】
図２および図３において、１は送受信を切り替える送受信切替えスイッチ、２はデュアル
モード（ここではブルートゥースモードとコードレス電話モード）での受信を行うデュア
ルモード受信機、３、１４、２８はデータのバッファとなるデータバッファ、４は上記デ
ュアルモードのうち後述する親機制御部６から通知されたモードのフォーマットで受信デ
ータを分けるバースト受信データ作成器、５は受信した同期信号データがブルートゥース
モードで通信を行うためのデータであると認識した場合にはブルートゥースデータである
ことを示す信号（ブルートゥース通知信号）を出力し、受信データがコードレス電話モー
ドで通信を行うためのデータであると認識した場合にはコードレス電話データであること
を示す信号（コードレス電話通知信号）を出力する同期識別器であり、ブルートゥースモ
ードで通信を行うためのデータであるかコードレス電話モードで通信を行うためのデータ
であるかは、同期信号が会社ＩＤを有する子機から送信されたかどうかを同期信号中のア
クセスコードから判断する。アクセスコードは、送信側子機毎に予め格納されているブル
ートゥースデバイスアドレスに基づいて作成されるものであり、親機側は子機登録の際こ
のＰＩＮ番号を会社ＩＤ及び子機番号とともに関連付けて登録しているため、親機は送信
されるアクセスコードに対応するＰＩＮ番号が、所定の会社ＩＤと関連して登録されてい
るかを判断することにより、ブルートゥースのデータであるかコードレス電話のデータで
あるかを判断することになる。同期識別器５には、子機登録後、予めアクセスコードが所
定の会社ＩＤを有するＰＩＮ番号と所定の会社ＩＤ以外のＰＩＮ番号とが制御部から送ら
れる。６は全体を制御する親機制御部、７は同期識別器５からの通知によりブルートゥー
スまたはコードレス電話のどちらを受信したかを認識し、バースト受信データ作成器４に
どちらのモードにするかをモードセレクト信号ｅにより通知するバースト制御部、８は周
波数シンセサイザ、９は子機全体を制御する子機制御部、１０～１３はバースト制御部７
から通知されたアッテネータのレベル、フィルタのレベルにより音声の処理を行う音声エ
ラー処理部、１５～１８は受信した音声信号をデコードするスピーチデコーダ、１９はモ
デム送信を行うモデム送信部、２０はデュアルモードでの送信を電力を制御しつつ行うデ
ュアルモード送信機、２１はバースト変調を行うバースト変調器、２３はバースト制御部
７から通知されたモードのフォーマットに応じて送信するパケットを作成するバースト送
信データ作成器、２４～２７は送信する音声信号をエンコードするスピーチエンコーダ、
２９はモデム受信を行うモデム受信部、３０はコードレス電話モードにおいてスロットを
計数するコードレス電話スロットカウンタ（Ｃｏｒｄｌｅｓｓ　Ｓｌｏｔ　Ｃｏｕｎｔｅ
ｒ）、３１はブルートゥースモードにおいてスロットを計数するブルートゥーススロット
カウンタ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＳｌｏｔＣｏｕｎｔｅｒ）、３２はスロット割込みを指
示するスロット割込み器、３３はＲＯＭ、３４はＲＡＭ、３５は外部との間で回線を制御
する回線制御部、３６はアンテナ、３７はスピーカ、３８はマイクロフォン、３９は入力
部としてのキー（図１（ｂ）参照）である。
【００６１】
ここで、図１（ａ）、（ｂ）と図２、図３との対応について説明する。図１（ａ）、（ｂ
）の無線部２００は図２、図３の構成要素１、２、８、２０に相当し、図１（ａ）のベー
スバンド１００は図２の構成要素１、２、８、２０、３３～３５を除く部分に相当し、図
１（ｂ）のベースバンド１００は図３の構成要素１、２、８、２０、３３、３４、３７、
３８、３９を除く部分に相当する。
【００６２】
このように構成された無線通信装置としての親機について、その動作の概要を図２を用い
て説明する。
【００６３】
送受信切替えスイッチ１を介してデュアルモード受信機で受信された受信データはデータ
バッファ３を介してバースト受信データ作成器４に入力される。バースト受信データ作成
器４は、バースト制御部７から通知されたモードのフォーマットで受信データを分け、受
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信したデータの内容を判読する。同期識別器５は、デュアルモード受信機２から受信デー
タを入力し、受信データがデュアルモードのうちのブルートゥースモードであるかコード
レス電話モードであるかを認識し、その認識結果を親機制御部６のバースト制御部７に通
知する。ここで、ブルートゥースとコードレス電話のデータフォーマットについて説明す
る。
【００６４】
図６（ａ）はブルートゥースのデータフォーマットを示すフォーマット図であり、図６（
ｂ）、（ｃ）はコードレス電話のオプション１、オプション２のデータフォーマットを示
すフォーマット図である。同期識別器５は、受信した同期信号データが所定の会社ＩＤ以
外の子機からのものであれば、バースト制御部７にブルートゥースデータであることを通
知信号ｃにより通知し、受信した同期信号データが所定の会社ＩＤの子機からのものであ
れば、バースト制御部７にコードレス電話データであることを通知信号ｃにより通知し、
バースト制御部７は、同期識別器５から通知を受けると、そのときのスロットカウンタ（
コードレス電話スロットカウント３０またはブルートゥーススロットカウンタ３１）の番
号とモードとをＲＡＭ３４に記憶させる。なお、バースト制御部７は、すでに同期してい
るか又は接続中の場合は同期識別器５からの通知がなくても、バースト受信データ作成器
４にモードを設定することができる。なお、バースト受信データ作成器４では、基本的に
子機との通話路接続までは、図６（ａ）のデータフォーマットで受信データを分け、受信
したデータの内容を判読するが、通話路接続時以降は、子機との通信がコードレス電話モ
ードであれば、図６（ｂ）、（ｃ）のデータフォーマットで受信データを分け、受信した
データの内容を判読する。一方子機との通信がブルートゥースモードであれば、引続き図
６（ａ）のデータフォーマットで受信データを分け、受信したデータの内容を判読する。
又、図６（ａ）～（ｃ）ともにＡｃｅｅｓｓ　Ｃｏｄｅについては同一フォーマットであ
るため、通話路接続までは、モードに関係なく、どのデータフォーマットでも通信できる
。従って、親機の無線圏内に図６（ｃ）のデータフォーマットで送信する子機のデータを
受信することができる。
【００６５】
バースト受信データ作成器４は、親機制御部６に無線制御データａおよび無線クオリティ
データｂを出力する。無線制御データａはコードレス電話モードにおいて接続・同期を行
うときに通信するデータであり、無線クオリティデータｂはコードレス電話データのプリ
アンブル（Ｐ、図６（ｂ）、（ｃ）参照）を受信中に生成される受信パルスのアイデータ
（Ｅｙｅ、パルスのデューティ比がどれだけ５０％に近いかを示すデータ）を含むデータ
であり、これはアンテナダイバーシティや受信ゲインの切替えを行うためのデータである
。またバースト受信データ作成器４は、無線クオリティデータｂにより、ブルートゥース
モードではアクセスコード、ヘッダ（Ｈｅａｄｅｒ）（図６（ａ）参照）のエラーの有無
やエラーの割合いなどをバースト制御部７に通知し、コードレス電話モードではアクセス
コードやヘッダ（Ｈｅａｄｅｒ）、ペイロード（Ｐａｙｌｏａｄ）（図６（ｂ）、（ｃ）
参照）のエラーの有無、エラーの割合いなどを通知する。バースト制御部７は、モードセ
レクト信号ｅによりバースト受信データ作成器４にモードを設定する。バースト制御部７
は又、無線クオリティデータｂにより通知されたエラーの項目により重み付けを行い、ア
ッテネータレベル、フィルタレベルを音声エラー処理部１０～１３に通知する。
【００６６】
音声エラー処理部１０～１３は、バースト制御部７からの通知により音声データの処理を
行うと共に、スパイクノイズを常にチェックし、スパイクノイズを検知した場合、アッテ
ネータの減衰度、フィルタの特性の制御を行う。バースト受信データ作成器４からの受信
データはデータバッファ１４、モデム送信部１９、回線制御部３５を介して回線へ出力さ
れる。スピーチデコーダ１５～１８は音声エラー処理部１０～１３からのエラー処理され
た受信データ（音声データ）をデコードして音声信号として回線制御部３５から回線へ出
力する。
【００６７】
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回線からの音声信号は、回線制御部３５からスピーチエンコーダ２４～２７に入力されて
エンコードされ、音声データとしてバースト送信データ作成器２３に出力される。データ
は回線制御部３５、モデム受信部２９、データバッファ２８を介してバースト送信データ
作成器２３に入力される。このときバースト制御部７は、ＲＡＭ３４に記憶されているデ
ータとコードレス電話スロットカウンタ３０のカウントデータとブルートゥーススロット
カウンタ３１のカウントデータとから、送信するスロットがコードレス電話のスロットか
ブルートゥースのスロットかを判定し、バースト送信データ作成器２３にモードセレクト
信号ｆによりモードの通知を行う。バースト送信データ作成器２３は、通知されたモード
のフォーマットに応じて送信するパケットデータを作成し、そのパケットデータをバース
ト変調器２１を介してデュアルモード送信機２０に出力する。デュアルモード送信機２０
は、親機制御部６により、モードに応じた送信電力に制御される。デュアルモード送信機
２０出力の上記パケットデータは送受信切替えスイッチ１を経てアンテナ３６から空中に
電波信号として放射され、この電波信号は例えば図３の子機で受信される。デュアルモー
ド送信機２０の送信出力としては、ブルートゥースモードでは１００ｍＷ最大、コードレ
ス電話の場合には１０００ｍＷ（図６（ｂ）のデータフォーマット時）若しくは１２５ｍ
Ｗ（図６（ｃ）のデータフォーマット時）とすることが好適である。
【００６８】
次に、子機について、その動作の概要を図３を用いて説明する。
【００６９】
送受信切替えスイッチ１を介してデュアルモード受信機でモードに応じて受信された受信
データはデータバッファ３を介してバースト受信データ作成器４に入力される。バースト
受信データ作成器４は、バースト制御部７から通知されたモードのフォーマットで受信デ
ータを分け、受信したデータの内容を判読する。同期識別器５は、デュアルモード受信機
２から受信データを入力し、受信データがデュアルモードのうちのブルートゥースモード
であるかコードレス電話モードであるかを認識し、その認識結果を子機制御部９のバース
ト制御部７に通知する。ブルートゥースとコードレス電話のデータフォーマットは親機に
ついての説明で述べた通りである。
【００７０】
バースト受信データ作成器４は、子機制御部９に無線制御データａおよび無線クオリティ
データｂを出力する。無線制御データａはコードレス電話モードにおいて接続・同期を行
うときに通信するデータであり、無線クオリティデータｂはコードレス電話データのプリ
アンブル（Ｐ、図６（ｂ）、（ｃ）参照）を受信中に生成される受信パルスのアイデータ
（Ｅｙｅ、パルスのデューティ比がどれだけ５０％に近いかを示すデータ）を含むデータ
であり、これはアンテナダイバーシティや受信ゲインの切替えを行うためのデータである
。またバースト受信データ作成器４は、無線クオリティデータｂにより、ブルートゥース
モードではアクセスコード、ヘッダ（Ｈｅａｄｅｒ）（図６（ａ）参照）のエラーの有無
やエラーの割合いなどをバースト制御部７に通知し、コードレス電話モードではアクセス
コードやヘッダ（Ｈｅａｄｅｒ）、ペイロード（Ｐａｙｌｏａｄ）（図６（ｂ）、（ｃ）
参照）のエラーの有無、エラーの割合いなどを通知する。バースト制御部７は、モードセ
レクト信号ｅによりバースト受信データ作成器４にモードを設定する。バースト制御部７
は又、無線クオリティデータｂにより通知されたエラーの項目により重み付けを行い、ア
ッテネータレベル、フィルタレベルを音声エラー処理部１０に通知する。
【００７１】
音声エラー処理部１０は、バースト制御部７からの通知により音声データの処理を行うと
共に、スパイクノイズを常にチェックし、スパイクノイズを検知した場合、アッテネータ
の減衰度、フィルタの特性の制御を行う。バースト受信データ作成器４からの受信データ
は、データバッファ１４を介し、パソコンなどからＵＳＢなどを使って出力される。スピ
ーチデコーダ１５は音声エラー処理部１０からのエラー処理された受信データ（音声デー
タ）をデコードして音声信号としてスピーカ３７に出力する。
【００７２】
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マイクロフォン３８からの音声信号はスピーチエンコーダ２４に入力されてエンコードさ
れ、音声データとしてバースト送信データ作成器２３に出力される。パソコンなどからＵ
ＳＢなどを使って入力されたデータはデータバッファ２８を介してバースト送信データ作
成器２３に入力される。このときバースト制御部７は、ＲＡＭ３４に記憶されているデー
タとコードレス電話スロットカウンタ３０のカウントデータとブルートゥーススロットカ
ウンタ３１のカウントデータとから、送信するスロットがコードレス電話のスロットかブ
ルートゥースのスロットかを判定し、バースト送信データ作成器２３にモードセレクト信
号ｆによりモードの通知を行う。バースト送信データ作成器２３は、通知されたモードの
フォーマットに応じて送信するパケットデータを作成し、そのパケットデータをバースト
変調器２１を介してデュアルモード送信機２０に出力する。デュアルモード送信機２０は
、子機制御部９により、モードに応じた送信電力に制御される。デュアルモード送信機２
０出力の上記パケットデータは送受信切替えスイッチ１を経てアンテナ３６から空中に電
波信号として放射され、この電波信号は例えば図２の親機で受信される。
【００７３】
次に、親機制御部６と子機制御部９との間のシーケンス動作について、図４～図８を用い
て説明する。図４は子機登録時における親機制御部６と子機制御部９との間のシーケンス
動作を示すシーケンス図であり、図５は通話路接続時における親機制御部６と子機制御部
９との間のシーケンス動作を示すシーケンス図、図７（ａ）はブルートゥースモードにお
けるタイムスロットの割当てを示すタイムスロット構成図、図７（ｂ）はコードレス電話
モードにおけるオプション１のタイムスロットの割当てを示すタイムスロット構成フォー
マット図、図８（ａ）はブルートゥースモードにおけるタイムスロットの割当てを示すタ
イムスロットスロット構成図（図７（ａ）と同様の図）、図８（ｂ）はコードレス電話モ
ードにおけるオプション２のタイムスロットの割当てを示すタイムスロットスロット構成
図である。
【００７４】
まず、子機登録手順について図４を用いて説明する。
【００７５】
ここで、子機からの登録要求の前に、予め子機および親機にそれぞれ固有に割り当てられ
たユニークな識別番号（固有のＩＤ）（ここでは、ブルートゥースデバイスアドレス）を
子機から親機および親機から子機に相互に通知する（Ｓ１、Ｓ２）。
【００７６】
子機制御部９は、入力部３９の登録キー（図示せず）の押下を検知した場合、親機に対し
て登録要求を行う（Ｓ３）。登録要求を受け取った親機制御部６は、子機に対してＰＩＮ
番号の要求を行う（Ｓ４）。ＰＩＮ番号の要求を受け取った子機制御部９は、親機に対し
てＰＩＮ番号を通知する（Ｓ５）。これにより、親機における子機登録が終了するので、
親機制御部６は、子機に対して登録完了を通知する（Ｓ６）。次に、登録手続が完了した
時点で次に親機制御部６は、子機に対して、会社ＩＤ（カンパニーＩＤ、Ｃｏｍｐａｎｙ
　ＩＤ）とバージョン番号（改訂番号）を要求し（Ｓ７）、この要求を受け取った子機制
御部９は、子機に既に記憶されている会社ＩＤとバージョン番号を親機に対して返信する
（Ｓ８）。親機は、この会社ＩＤとバージョン番号をブルートゥースデバイスアドレスと
共に登録する。これにより、子機の会社ＩＤの登録が完了する。なお、ここで言う会社Ｉ
Ｄとは、規格管理団体等が申請者に対し割り当てる、各々固有のＩＤであり、例えばブル
ートゥースであれば、Ｃｏｍｐａｎｙ　ＩＤがこれに相当する。会社ＩＤとしては、特定
の会社ＩＤ（例えば、親機の会社ＩＤと同一のもの）と特定でない会社ＩＤとがあり、そ
れぞれの会社ＩＤは対応するメモリ領域（例えば第１のメモリ領域と第２のメモリ領域）
に記憶される。
【００７７】
なお、上述したように、子機からの登録要求の前に予め子機および親機にそれぞれ固有に
割り当てられたユニークな識別番号（固有のＩＤ）を子機から親機および親機から子機に
相互に通知して、子機および親機共に通信可能な相手の固有のＩＤを認識しているため、
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会社ＩＤとバージョン番号を上記相手の固有のＩＤと共に関連付けて登録可能となる。こ
こで、ＰＩＮ番号の要求の際に、相手の固有のＩＤ（ブルートゥースデバイスアドレス）
の通知要求を行うようにしてもよい。また、ＰＩＮ番号の要求に代えて、相手の固有のＩ
Ｄを要求するようにしてもよい。
【００７８】
次に、回線接続手順について図５～図８を用いて説明する。
【００７９】
子機制御部９は、入力部３９の通話キー（図示せず）の押下を検知した場合、親機に対し
て回線接続要求を行う（Ｓ１１）。回線接続要求を受け取った親機制御部６は、子機に対
して回線接続の確認データを送信し（Ｓ１２）、回線接続要求の完了（回線接続完了）を
通知する（Ｓ１３）。次に、親機制御部６は、回線接続を要求した子機の登録時に入手し
た会社ＩＤが特定のＩＤであるか否かを上記記憶領域に基づいて判定し、特定のＩＤでな
いと判定したときは、ブルートゥースのデータフォーマット（６４ｋｂｓのＰＣＭ）で通
信路の接続要求を行い（Ｓ１４）、子機は親機に対して通信路接続確認を返信し（Ｓ１５
）、回線接続を完了する。親機制御部６が特定のＩＤであると判定したときは、コードレ
ス電話のデータフォーマットのうち設定されていたものがオプション１を使用するかオプ
ション２を使用するかを判定する。オプション１の場合は、ブルートゥースのデータフォ
ーマット（６４ｋｂｓのＰＣＭ）で通信路の接続要求を行い（Ｓ１６）、子機は親機に対
してコードレス電話のオプション１のデータフォーマット（３２ｋｂｓのＡＤＰＣＭ）（
図６（ｂ）参照）で通信路接続確認を返信し（Ｓ１７）、回線接続を完了する。以降通話
路を開放するまでの間オプション１のデータフォーマットで通信を行う。オプション２の
場合は、ブルートゥースのデータフォーマット（６４ｋｂｓのＰＣＭ）で通信路の接続要
求を行い（Ｓ１８）、子機は親機に対してコードレス電話のオプション２のデータフォー
マット（３２ｋｂｓのＡＤＰＣＭ）（図６（ｃ）参照）で通信路接続確認を返信し（Ｓ１
５）、回線接続を完了する。以降通話路を開放するまでの間オプション２のデータフォー
マットで通信を行う。なお、図５に示すように、オプション１、２の通信においてはパワ
ーコントロールも行う。パワーコントロールはチャンネルオプションで異なる。チャンネ
ルオプションとしては、チャンネルオプション１とチャンネルオプション２があり、チャ
ンネルオプション１とは、通信チャンネル７９のうちの７５チャンネルを使用し、スペア
チャンネルが４チャンネルある場合であり、チャンネルオプション２とは、通信チャンネ
ル７９のうちの１５チャンネルを使用し、スペアチャンネルが６４チャンネルある場合で
ある。チャンネルオプション１においてはパワーは１０００ｍＷに設定され、遠距離通信
が可能になる。チャンネルオプション２においてはパワーは、ブルートゥースの１００ｍ
Ｗよりも若干高い１２５ｍＷに設定される。なお、通信を行うタイムスロットは、以下に
説明するようにオプション１とオプション２では異なる。
【００８０】
図７、図８は子機と親機との通信における時分割のためのスロット構成を示し、左下がり
斜線はＵｐ（子機から親機への通信）を、右下がり斜線はＤｏｗｎ（親機から子機への通
信）を示す。図７（ａ）、図８（ａ）は１つの子機に対する通信を示し、６スロット毎に
送信・受信のそれぞれが行われる場合を示す。図７（ｂ）はオプション１におけるスロッ
ト構成を示し、子機（ＨＳ）が４つの場合を示す。オプション１においては３２ｋｂｓの
ＡＤＰＣＭでよく、１２スロット毎に送信・受信のそれぞれが行われる。また、図８（ｂ
）はオプション２におけるスロット構成を示し、子機（ＨＳ）が２つの場合を示す。オプ
ション２においては３２ｋｂｓのＡＤＰＣＭでよいが、図６（ｂ）、（ｃ）に示すように
スロットフォーマットにおけるペイロードがオプション１の半分であり、送信・受信のそ
れぞれを６スロット毎に行う必要がある。なお、図６（ｂ）、（ｃ）共にＣＲＣデータを
有するが、図６（ｂ）のＣＲＣにおいてはペイロードのエラー検知は行うがエラー訂正は
行わず、図６（ｃ）のＣＲＣにおいてはペイロードのエラー検知、エラー訂正の両方を行
う。
【００８１】
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図９、図１０は親機制御部６、子機制御部９における機能実現手段を示す機能ブロック図
である。
【００８２】
図９において、６１は子機に会社ＩＤを要求する会社ＩＤ要求手段、６２は親機の初期化
を行う初期化手段、６３は時間の計測を行う計時手段、６４は子機から返信があったか否
かを判定すると共に返信があったと判定したときの子機の会社ＩＤが特定のＩＤであるか
を判定する判定手段、６５は繰返し回数等の回数を計数する計数手段、６６は子機の会社
ＩＤが特定のＩＤである場合には子機の会社ＩＤと子機の会社ＩＤの改訂番号とを第１の
親機メモリ領域（図示せず）に記憶すると共に子機の会社ＩＤが特定のＩＤでない場合に
は子機の会社ＩＤと子機の会社ＩＤの改訂番号とを第２の親機メモリ領域（図示せず）に
記憶する記憶手段である。
【００８３】
また、７１は子機の初期化を行う初期化手段、７２は時間の計測を行う計時手段、７３は
親機から会社ＩＤの要求があったか否かを判定すると共に要求があったときには要求のあ
った会社ＩＤが特定のＩＤか否かを判定する判定手段、７４は繰返し回数等の回数を計数
する計数手段、７５は子機の会社ＩＤが特定のＩＤである場合には子機の会社ＩＤと子機
の会社ＩＤの改訂番号とを第１の子機メモリ領域（図示せず）に記憶すると共に子機の会
社ＩＤが特定のＩＤでない場合には子機の会社ＩＤと子機の会社ＩＤの改訂番号とを第２
の子機メモリ領域（図示せず）に記憶する記憶手段、７６は子機の会社ＩＤと子機の会社
ＩＤの改訂番号とを親機に送信する送信手段である。
【００８４】
このように構成された親機と子機の会社ＩＤ登録手順について、図１１、図１２を用いて
説明する。図１１は親機における会社ＩＤ登録手順を示すフローチャートであり、図１２
は子機における会社ＩＤ登録手順を示すフローチャートである。
【００８５】
まず、親機における会社ＩＤ登録手順について、図１１を用いて説明する。
【００８６】
会社ＩＤ要求手段６１は、子機に対して会社ＩＤを要求する（Ｓ２１）。このとき親機の
会社ＩＤとバージョン番号も子機に通知する。次に、初期化手段６２はタイマを初期化す
ると共に番号Ｎをゼロに設定する（Ｓ２２）。次に、判定手段６４は、子機からの返信が
あったか否かを判定し（Ｓ２３、Ｓ２４）、返信があったと判定したときは、次に、返信
メッセージの中の会社ＩＤが特定のＩＤか否かを判定し（Ｓ２５、Ｓ２６）、特定のＩＤ
であれば、記憶手段６６は、特定の会社ＩＤであるとしてバージョン番号と共に第１のメ
モリ領域に記憶し（Ｓ２７）、特定のＩＤでなければ会社ＩＤとバージョン番号を第２の
メモリ領域に記憶する（Ｓ２８）。ステップＳ２４において通信が無しと判定したときは
、計数手段６５は、次の受信スロットで返信があったかを確認するため、番号Ｎを１だけ
増加し、計時手段６３はタイムアウトか否かを判定し（Ｓ３０）、タイムアウトでなけれ
ばステップＳ２３へ戻り、タイムアウトであれば、この登録手順を終了する。
【００８７】
次に、子機における会社ＩＤ登録手順について、図１２を用いて説明する。
【００８８】
まず、初期化手段７１はタイマを初期化すると共に番号Ｎをゼロに設定する（Ｓ４１）。
次に、判定手段７３は、親機からの会社ＩＤの要求の有無を判定し（Ｓ４２、Ｓ４３）、
要求があったと判定したときは、次に、要求メッセージに対応する会社ＩＤ（つまり子機
自らの会社ＩＤ）が特定のＩＤか否かを判定し（Ｓ４４、Ｓ４５）、特定のＩＤであれば
、記憶手段７５は、特定の会社ＩＤであるとしてバージョン番号と共に第１のメモリ領域
に記憶し（Ｓ４６）、その会社ＩＤとバージョン番号を送信手段７６が親機に送信する（
Ｓ４７）。特定のＩＤでなければ会社ＩＤとバージョン番号を第２のメモリ領域に記憶し
（Ｓ４８）、その会社ＩＤとバージョン番号を送信手段７６が親機に送信する（Ｓ４９）
。ステップＳ４３において要求無しと判定したときは、計数手段７４は、番号Ｎを１だけ
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増加し、計時手段７２はタイムアウトか否かを判定し（Ｓ３０）、タイムアウトでなけれ
ばステップＳ４２へ戻り、タイムアウトであれば、この登録手順を終了する。
【００８９】
以上のように本実施の形態によれば、複数のデータフォーマットを送受信して処理する無
線電話装置であって、複数のデータフォーマットを送受信する無線部と、他の無線装置を
登録する際、他の無線装置の固有のＩＤを登録する登録部と、他の無線装置からのアクセ
スコードを判別し、判別結果に応じた処理を行う親機制御部６とを有し、親機制御部６は
、他の無線装置を登録する際、他の無線装置に記憶された会社ＩＤを他の無線装置の固有
のＩＤに関連付けて登録部に登録し、固有のＩＤに関連付けた会社ＩＤが特定のＩＤであ
るか否かによりアクセスコードを判別するようにしたことにより、親機制御部６は、会社
ＩＤに応じて通信すべき無線信号（例えばデータフォーマット）を選択、例えば会社ＩＤ
が特定ＩＤである場合にはコードレス電話に対応する無線信号を選択し、特定ＩＤでない
場合にはブルートゥースに対応する無線信号を選択するようにすることができるので、そ
れぞれの状況に応じた無線通信信号を選択することができる。
【００９０】
また、親機制御部６は、第１のデータフォーマットにより同期処理を行うとともに、他の
無線電話装置との間の通話路接続を行う際、登録した他の無線電話装置の会社ＩＤが特定
のＩＤでない場合には引続き第１のデータフォーマットで通信を行い、登録した他の無線
電話装置の会社ＩＤが特定のＩＤである場合には第２のデータフォーマットで通信を行う
ことにより、例えば、通信相手の無線電話装置の会社ＩＤが特定のＩＤである場合には音
質が良く長距離通信が可能なように構成したデータフォーマットによりコードレス電話通
信を行うことができ、通信相手の無線電話装置の会社ＩＤが特定のＩＤでない場合には引
続き通常の音質で短距離通信が可能なブルートゥースのデータフォーマットによりブルー
トゥース通信を行うことができ、通信相手の無線電話装置の会社ＩＤに応じた品質の通信
が可能になる。
【００９１】
さらに、親機制御部６は、第２のデータフォーマットとして、ペイロードのエラー検知の
みを行うエラー検知データを含む第３のデータフォーマットと、ペイロードのエラー検知
およびエラー訂正を行うエラー検知データを含む第４のデータフォーマットとのいずれか
を選択することができることにより、通信相手の無線電話装置の会社ＩＤが特定のＩＤで
ある場合に選択される第２のデータフォーマット（例えば、コードレス電話のデータフォ
ーマット）として、第３のデータフォーマットまたは第４のデータフォーマットを選択す
ることができるので、通信相手の無線電話装置の会社ＩＤに応じた音質の通信を行うこと
ができる共に、さらに音質、通話距離、同時通信数などのような通信条件の異なる通信を
ユーザーにより選択することができる。
【００９２】
さらに、親機制御部６は、第２のデータフォーマットにおいては、前記複数のチャンネル
オプションのいずれかを選択することにより、送信電力を第１のデータフォーマットで通
信する場合よりも高い送信電力に設定することができることにより、通信相手の無線電話
装置の会社ＩＤに応じた音質と距離の通信を行うことができる。
【００９３】
さらに、親機制御部６は、他の無線電話装置に会社ＩＤを要求する会社ＩＤ要求手段６１
と、他の無線電話装置から返信があったか否かを判定すると共に返信があったと判定した
ときの他の無線電話装置の会社ＩＤが特定のＩＤであるかを判定する判定手段６４と、他
の無線電話装置の会社ＩＤが特定のＩＤである場合には他の無線電話装置の会社ＩＤと無
線電話装置のバージョン情報とを第１のメモリ領域に記憶すると共に他の無線電話装置の
会社ＩＤが特定のＩＤでない場合には他の無線電話装置の会社ＩＤと他の無線電話装置の
バージョン情報とを第２のメモリ領域に記憶する記憶手段６６とを有することにより、親
機は、通信相手の無線通信装置の会社ＩＤに応じた品質の通信を確実に行うことができる
。
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【００９４】
さらに、第１のデータフォーマットが、ブルートゥースのデータフォーマットであること
により、通常はブルートゥースのデータフォーマットで通信し、通話路接続以降は、通信
相手の無線電話装置の会社ＩＤに従ったデータフォーマットで通信できるため、通常のコ
ードレス電話通信機能に加えてブルートゥース通信機能を備える場合に、コードレス電話
かブルートゥース通信かを自動的に判別し、その判別結果に応じた処理を行うことができ
る。
【００９５】
さらに、第３のデータフォーマットを、ペイロードのデータ長を第１のデータフォーマッ
トのペイロードと同一データ長とし、スロット間隔を第１のデータフォーマットの２倍と
したことにより、第１のデータフォーマットでの通信時に比べて倍の無線電話装置と同時
に通信することができるという有利な効果が得られる。例えば、コードレス通信ではブル
ートゥース通信に比べて２倍（６台）の無線電話装置と同時に通信することができる。
【００９６】
さらに、第４のデータフォーマットは、ペイロードのデータ長を第１のデータフォーマッ
トのペイロードの半分のデータ長とし、スロット間隔を第１のデータフォーマットと同一
としたことにより、第１のデータフォーマットでの通信時に比べてのエラー検知データな
どの情報を付加することができ、通話品質の向上を図ることができる。
【００９７】
（実施の形態２）
本発明の実施の形態２による親機と子機の構成は、実施の形態１と同様、図１～図３に示
す構成である。本実施の形態は、実施の形態１にデータ通信を行う動作を追加したもので
ある。なお、通信フォーマットの変更を、実施の形態１では会社ＩＤに基づくのに対し、
本実施の形態では、固有ＩＤ（ブルートゥースデバイスアドレス）に基づくものとして説
明しているが、実施の形態１のように会社ＩＤに基づくように構成しても本発明の趣旨の
範囲内である。
【００９８】
このように構成された親機の親機制御部６と子機の子機制御部９との間のシーケンス動作
について、図６、図１３～図１６を用いて説明する。図１３（ａ）は子機登録時における
親機制御部６と子機制御部９との間のシーケンス動作を示すシーケンス図であり、図１３
（ｂ）は機能情報格納手順を示すシーケンス図、図１４（ａ）は通話路接続時における親
機制御部６と子機制御部９との間のシーケンス動作を示すシーケンス図、図１４（ｂ）は
データ通信路接続時における親機制御部６と子機制御部９との間のシーケンス動作を示す
シーケンス図、図１５（ａ）はブルートゥースのデータフォーマット（データ信号のフォ
ーマット）を示すフォーマット図、図１５（ｂ）はコードレス電話のオプション３のデー
タフォーマットを示すフォーマット図、図１６（ａ）はブルートゥースモードにおけるタ
イムスロットの割当てを示すタイムスロット構成図、図１６（ｂ）はコードレス電話モー
ドにおけるオプション３のタイムスロット（データ送受信のためのタイムスロット）の割
当てを示すタイムスロット構成フォーマット図である。
【００９９】
まず、子機登録手順について図１３を用いて説明する。なお、図１５において、Ｈｅはペ
イロードヘッダ（Ｐａｙｌｏａｄ　Ｈｅａｄｅｒ）である。
【０１００】
ここで、子機からの登録要求の前に、予め子機および親機にそれぞれ固有に割り当てられ
たユニークな識別番号（固有のＩＤ）（ここでは、ブルートゥースデバイスアドレス）を
子機から親機および親機から子機に相互に通知する（Ｓ６１、Ｓ６２）。
【０１０１】
図１３（ａ）において、子機制御部９は、入力部３９の登録キー（図示せず）の押下を検
知した場合、親機に対して登録要求を行う（Ｓ６３）。登録要求を受け取った親機制御部
６は、子機に対してＰＩＮ番号の要求を行う（Ｓ６４）。ＰＩＮ番号の要求を受け取った

10

20

30

40

50

(11) JP 3870761 B2 2007.1.24



子機制御部９は、親機に対してＰＩＮ番号を通知する（Ｓ６５）。これにより、親機にお
ける子機登録が終了するので、親機制御部６は、子機に対して登録完了を通知する（Ｓ６
６）。なお、ステップＳ６１～Ｓ６６におけるデータフォーマットは図１５（ａ）に示す
データフォーマットである。ステップＳ６６で登録手続が完了したとき、ブルートゥース
デバイスアドレスの上位ビットが所定の番号（予め記憶部に記憶した番号）であるか否か
をチェックし、所定の番号である場合、以下に説明する機能情報確認手順を行う。なお、
ブルートゥースデバイスアドレスの上位ビットには、事業体別に与えられる番号、以下ビ
ットは事業体がそれぞれ個別に割り当てる番号である。上位ビットの事業者別コードは所
定の団体が割り当て管理し、事業者の申請により番号の割り当てを行うこととされている
。
【０１０２】
次に、機能情報確認手順について説明する。図１３（ｂ）において、登録手続が完了した
時点で親機制御部６は、子機に対して、子機の機能情報（例えば高速通信機能をサポート
しているか否かを示す情報や高速通信機能の有する通信速度を示す情報）を要求し（Ｓ６
７）、この要求を受け取った子機制御部９は、子機に既に記憶されている機能情報を親機
に対して返信する（Ｓ６８）。親機は、子機の機能情報をブルートゥースデバイスアドレ
スと共に登録する。次に、子機制御部９は、親機に対して、親機の機能情報（例えばどの
ような通信機能をサポートしているかを示す情報やデータ通信機能をサポートしている場
合の通信速度を示す情報など）を要求し（Ｓ６９）、この要求を受け取った親機制御部６
は、親機に既に記憶されている機能情報を子機に対して返信する（Ｓ７０）。子機は、親
機の機能情報をブルートゥースデバイスアドレスと共に登録する。これにより子機の機能
情報の登録が完了する。
【０１０３】
なお、ステップＳ６１～Ｓ７０におけるデータフォーマットは図１５（ａ）に示すデータ
フォーマットである。また、上述したように、子機からの登録要求の前に予め子機および
親機にそれぞれ固有に割り当てられたユニークな識別番号（固有のＩＤ）を子機から親機
および親機から子機に相互に通知して、子機および親機共に通信可能な相手の固有のＩＤ
を認識しているため、機能情報を上記相手の固有のＩＤと共に関連付けて登録可能となる
。ここで、ＰＩＮ番号の要求の際に、相手の固有のＩＤ（ブルートゥースデバイスアドレ
ス）の通知要求を行うようにしてもよい。また、ＰＩＮ番号の要求に代えて、相手の固有
のＩＤを要求するようにしてもよい。
【０１０４】
次に、回線接続手順について図６、図１４～図１６を用いて説明する。
【０１０５】
まず、親機と子機が特定のブルートゥースデバイスアドレスでない場合又はデータ通信機
能をサポートしていない場合について説明する。
【０１０６】
図１４（ａ）に示すように、子機制御部９は、入力部３９の通話キー（図示せず）の押下
を検知した場合、親機に対して回線接続要求を行う（Ｓ７１）。回線接続要求を受け取っ
た親機制御部６は、子機に対して回線接続の確認データを送信し（Ｓ７２）、回線接続要
求の完了（回線接続完了）を通知する（Ｓ７３）。次に、親機制御部６は通信路の接続要
求を行い（Ｓ７４）、子機制御部９は親機に対して通信路接続確認を返信し（Ｓ７５）、
回線接続を完了する。なお、ステップＳ７１～Ｓ７５におけるデータフォーマットは図１
５（ａ）に示すデータフォーマットであり、ステップＳ７５より以降のデータフォーマッ
トは図１５（ａ）である。
【０１０７】
次に、親機と子機が特定のブルートゥースデバイスアドレスであり、かつデータ通信機能
をサポートしている場合について説明する。
【０１０８】
図１４（ｂ）に示すように、子機制御部９は、入力部３９の通話キー（図示せず）の押下
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を検知した場合、親機に対して、データ通信接続を含む回線接続要求を行う（Ｓ７６）。
回線接続要求を受け取った親機制御部６は、子機に対して回線接続の確認データを送信し
（Ｓ７７）、回線接続要求の完了（回線接続完了）を通知する（Ｓ７８）。次に、親機制
御部６は、通信速度と変調方式を指定してデータ通信接続要求を行い（Ｓ７９）、子機制
御部９は、通信速度と変調方式を逆指定してデータ通信接続要求を行う（Ｓ８０）。この
逆指定の通信速度と変調方式によるデータ通信接続要求を受信した親機制御部６は、その
通信速度と変調方式によるデータ通信接続の確認データを返信し（Ｓ８１）、この確認デ
ータを受信した子機制御部９も、確認データを返信する（Ｓ８２）。
【０１０９】
なお、ステップＳ７６～Ｓ８２におけるデータフォーマットは図１５（ａ）に示すデータ
フォーマットであり、ステップＳ８２より以降のデータフォーマットは図１５（ｂ）に示
すデータフォーマットである。
【０１１０】
図１７、図１８は親機制御部６、子機制御部９における機能実現手段を示す機能ブロック
図である。
【０１１１】
図１７において、８１は子機のブルートゥースデバイスアドレス（固有のＩＤ）を確認す
る確認手段、８２は固有のＩＤが特定のＩＤか否かを判定すると共に子機が特定の機能を
サポートしているか否かを判定する判定手段、８３は子機がサポートしている特定の機能
を問い合わせる問い合わせ手段、８４は子機からのデータを受信する受信手段、８５は固
有のＩＤとしてのブルートゥースデバイスアドレス及び子機がサポートしている特定の機
能を記憶する記憶手段である。
【０１１２】
また、図１８において、９１は親機のブルートゥースデバイスアドレス（固有のＩＤ）を
確認する確認手段、９２は固有のＩＤが特定のＩＤか否かを判定すると共に親機が特定の
機能をサポートしているか否かを判定する判定手段、９３は親機がサポートしている特定
の機能を問い合わせる問い合わせ手段、９４は親機からのデータを受信する受信手段、９
５は固有のＩＤとしてのブルートゥースデバイスアドレス及び親機がサポートしている特
定の機能を記憶する記憶手段である。
【０１１３】
このように構成された親機と子機の機能情報格納手順について、図１９、図２０を用いて
説明する。図１９は親機における機能情報格納手順を示すフローチャートであり、図２０
は子機における機能情報格納手順を示すフローチャートである。ここで、機能情報とは、
データ通信が可能か否かを示す情報や、そのデータ通信における通信速度を示す情報など
である。
【０１１４】
まず、親機における機能情報格納手順について、図１９を用いて説明する。
【０１１５】
図１９において、確認手段８１は子機のブルートゥースデバイスアドレス（固有のＩＤ）
を確認する（Ｓ９１）。次に、判定手段８２は、上記ブルートゥースデバイスアドレスが
特定のアドレスか否かを上記ブルートゥースデバイスアドレスの所定の部分に所定のコー
ドが含まれているか否かにより判定し（Ｓ９２）、特定のアドレスであると判定した場合
は、問い合わせ手段８３は、子機がサポートしている機能を問い合わせ（Ｓ９３）、受信
手段８４は、子機がサポートしている特定の機能を受信する（Ｓ９４）。次に、判定手段
８２は、特定の機能をサポートしているか否かを判定し（Ｓ９５）、特定の機能をサポー
トしていると判定した場合は、記憶手段８５は、ブルートゥースカウンタの番号と共にブ
ルートゥースデバイスアドレスとサポートする機能をＲＡＭ３４に記憶させる（Ｓ９６）
。ステップＳ９５で特定の機能をサポートしていないと判定した場合も、記憶手段８５は
、ブルートゥースカウンタの番号と共にブルートゥースデバイスアドレスとサポートする
機能をＲＡＭ３４に記憶させる（Ｓ９７）。ステップＳ９２で特定のアドレスでないと判
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定した場合は、記憶手段８５は、ブルートゥースカウンタの番号と共にブルートゥースデ
バイスアドレスをＲＡＭ３４に記憶させる（Ｓ９８）。
【０１１６】
次に、子機における機能情報格納手順について、図２０を用いて説明する。
【０１１７】
図２０において、確認手段９１は親機のブルートゥースデバイスアドレス（固有のＩＤ）
を確認する（Ｓ１０１）。次に、判定手段９２は、上記ブルートゥースデバイスアドレス
が特定のアドレスか否かを上記ブルートゥースデバイスアドレスの所定の部分に所定のコ
ードが含まれているか否かにより判定し（Ｓ１０２）、特定のアドレスであると判定した
場合は、問い合わせ手段９３は、親機がサポートしている機能を問い合わせ（Ｓ１０３）
、受信手段９４は、親機がサポートしている特定の機能を受信する（Ｓ１０４）。次に、
判定手段９２は、特定の機能をサポートしているか否かを判定し（Ｓ１０５）、特定の機
能をサポートしていると判定した場合は、記憶手段９５は、ブルートゥースカウンタの番
号と共にブルートゥースデバイスアドレスとサポートする機能をＲＡＭ３４に記憶させる
（Ｓ１０６）。ステップＳ１０５で特定の機能をサポートしていないと判定した場合も、
記憶手段９５は、ブルートゥースカウンタの番号と共にブルートゥースデバイスアドレス
とサポートする機能をＲＡＭ３４に記憶させる（Ｓ１０７）。ステップＳ１０２で特定の
アドレスでないと判定した場合は、記憶手段９５は、ブルートゥースカウンタの番号と共
にブルートゥースデバイスアドレスをＲＡＭ３４に記憶させる（Ｓ１０８）。
【０１１８】
以上のように本実施の形態によれば、複数のデータフォーマットを送受信して処理する無
線電話装置であって、複数のデータフォーマットを送受信する無線部２００と、他の無線
装置を登録する際、他の無線装置の固有のＩＤを登録する登録部３３と、固有のＩＤに基
づいて他の無線装置からのアクセスコードを判別し、判別結果に応じた処理を行う親機制
御部６とを有することにより、親機制御部６は、固有のＩＤに応じて通信すべき無線信号
（例えばデータフォーマット）を選択、例えば固有のＩＤが特定ＩＤである場合にはコー
ドレス電話に対応する無線信号を選択し、特定ＩＤでない場合にはブルートゥースに対応
する無線信号を選択するようにすることができるので、それぞれの状況に応じた無線通信
信号を選択することができる。
【０１１９】
また、親機制御部６は、固有のＩＤの所定の部分に所定のコードが含まれているか否かを
判別すると共に、特定の通信機能をサポートしているか否かを判別し、判別結果に応じた
処理を行うことにより、親機制御部６は、固有のＩＤの所定の部分に所定のコードが含ま
れ、かつ特定の通信機能をサポートしている場合には、その特定の通信機能を用いて通信
を行うことができ、特定の通信機能が高速データ通信の場合にはデータを高速に伝送でき
る有利な効果が得られる。
【０１２０】
さらに、特定の通信機能が１Ｍｂｐｓ～１０Ｍｂｐｓの高速データ通信機能であることに
より、データを１Ｍｂｐｓ～１０Ｍｂｐｓの範囲で高速に伝送することができる。
【０１２１】
さらに、親機制御部６は、他の無線装置の固有のＩＤを確認する確認手段８１と、所定の
部分に所定のコードが含まれているか否かを判定すると共に他の無線装置が特定の機能を
サポートしているか否かを判定する判定手段８２と、固有のＩＤが特定のＩＤでかつ他の
無線装置が特定の機能をサポートしている場合には固有のＩＤと特定の機能を記憶する記
憶手段８５とを有することにより、親機は、通信相手の無線装置の固有のＩＤに応じた品
質の通信を確実に行うことができる。
【０１２２】
【発明の効果】
以上説明したように、複数のデータフォーマットを送受信して処理する無線電話装置であ
って、複数のデータフォーマットを送受信する無線部と、他の無線装置を登録する際、他
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の無線装置の固有のＩＤを登録する登録部と、他の無線装置からのアクセスコードを判別
し、判別結果に応じた処理を行う親機制御部とを有し、親機制御部は、他の無線装置を登
録する際、他の無線装置に記憶された会社ＩＤを他の無線装置の固有のＩＤに関連付けて
登録部に登録し、登録した会社ＩＤが特定のＩＤか否かに基づいてアクセスコードを判別
することにより、親機制御部は、会社ＩＤに応じて通信すべき無線信号（例えばデータフ
ォーマット）を選択、例えば会社ＩＤが特定ＩＤである場合にはコードレス電話に対応す
る無線信号を選択し、特定ＩＤでない場合にはブルートゥースに対応する無線信号を選択
するようにすることができるので、それぞれの状況に応じた無線通信信号を選択すること
ができるという有利な効果が得られる。
【０１２３】
親機制御部は、第１のデータフォーマットにより同期処理を行うとともに、他の無線電話
装置との間の通話路接続を行う際、登録した他の無線電話装置の会社ＩＤが特定のＩＤで
ない場合には引続き第１のデータフォーマットで通信を行い、登録した他の無線電話装置
の会社ＩＤが特定のＩＤである場合には第２のデータフォーマットで通信を行うことによ
り、例えば、通信相手の無線電話装置の会社ＩＤが特定のＩＤである場合には音質が良く
長距離通信が可能なように構成したデータフォーマットによりコードレス電話通信を行う
ことができ、通信相手の無線電話装置の会社ＩＤが特定のＩＤでない場合には引続き通常
の音質で短距離通信が可能なブルートゥースのデータフォーマットによりブルートゥース
通信を行うことができ、通信相手の無線電話装置の会社ＩＤに応じた品質の通信が可能に
なるという有利な効果が得られる。
【０１２４】
親機制御部は、第２のデータフォーマットとして、ペイロードのエラー検知のみを行うエ
ラー検知データを含む第３のデータフォーマットと、ペイロードのエラー検知およびエラ
ー訂正を行うエラー検知データを含む第４のデータフォーマットとのいずれかを選択する
ことができることにより、通信相手の無線電話装置の会社ＩＤが特定のＩＤである場合に
選択される第２のデータフォーマット（例えば、コードレス電話のデータフォーマット）
として、第３のデータフォーマットまたは第４のデータフォーマットを選択することがで
きるので、通信相手の無線電話装置の会社ＩＤに応じた音質の通信を行うことができる共
に、さらに音質、通話距離、同時通信数などのような通信条件の異なる通信をユーザーに
より選択することができるという有利な効果が得られる。
【０１２５】
親機制御部は、第２のデータフォーマットにおいては、前記複数のチャンネルオプション
のいずれかを選択することにより、送信電力を第１のデータフォーマットで通信する場合
よりも高い送信電力に設定することができることにより、通信相手の無線電話装置の会社
ＩＤに応じた音質と距離の通信を行うことができるという有利な効果が得られる。
【０１２６】
親機制御部は、他の無線電話装置に会社ＩＤを要求する会社ＩＤ要求手段と、他の無線電
話装置から返信があったか否かを判定すると共に返信があったと判定したときの他の無線
電話装置の会社ＩＤが特定のＩＤであるかを判定する判定手段と、他の無線電話装置の会
社ＩＤが特定のＩＤである場合には他の無線電話装置の会社ＩＤと無線電話装置のバージ
ョン情報とを第１のメモリ領域に記憶すると共に他の無線電話装置の会社ＩＤが特定のＩ
Ｄでない場合には他の無線電話装置の会社ＩＤと他の無線電話装置のバージョン情報とを
第２のメモリ領域に記憶する記憶手段とを有することにより、親機は、通信相手の無線通
信装置の会社ＩＤに応じた品質の通信を確実に行うことができるという有利な効果が得ら
れる。
【０１２７】
第１のデータフォーマットが、ブルートゥースのデータフォーマットであることにより、
通常はブルートゥースのデータフォーマットで通信し、通話路接続以降は、通信相手の無
線電話装置の会社ＩＤに従ったデータフォーマットで通信できるため、通常のコードレス
電話通信機能に加えてブルートゥース通信機能を備える場合に、コードレス電話かブルー
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トゥース通信かを自動的に判別し、その判別結果に応じた処理を行うことができるという
有利な効果が得られる。
【０１２８】
第３のデータフォーマットを、ペイロードのデータ長を第１のデータフォーマットのペイ
ロードと同一データ長とし、スロット間隔を第１のデータフォーマットの２倍としたこと
により、第１のデータフォーマットでの通信時に比べて倍の無線電話装置と同時に通信す
ることができるという有利な効果が得られる。例えば、コードレス通信ではブルートゥー
ス通信に比べて２倍（６台）の無線電話装置と同時に通信することができるという有利な
効果が得られる。
【０１２９】
第４のデータフォーマットは、ペイロードのデータ長を第１のデータフォーマットのペイ
ロードの半分のデータ長とし、スロット間隔を第１のデータフォーマットと同一としたこ
とにより、第１のデータフォーマットでの通信時に比べてのエラー検知データなどの情報
を付加することができ、通話品質の向上を図ることができるという有利な効果が得られる
。
【０１３０】
親機制御部は、固有のＩＤの所定の部分に所定のコードが含まれているか否かを判別する
と共に、特定の通信機能をサポートしているか否かを判別し、判別結果に応じた処理を行
うことにより、親機制御部は、固有のＩＤの所定の部分に所定のコードが含まれ、かつ特
定の通信機能をサポートしている場合には、その特定の通信機能を用いて通信を行うこと
ができ、特定の通信機能が高速データ通信の場合にはデータを高速に伝送できるという有
利な効果が得られる。
【０１３１】
特定の通信機能は、１Ｍｂｐｓ～１０Ｍｂｐｓの高速データ通信機能であることにより、
データを１Ｍｂｐｓ～１０Ｍｂｐｓの範囲で高速に伝送できるという有利な効果が得られ
る。
【０１３２】
親機制御部は、他の無線装置の固有のＩＤを確認する確認手段と、所定の部分に所定のコ
ードが含まれているか否かを判定すると共に他の無線装置が特定の機能をサポートしてい
るか否かを判定する判定手段と、固有のＩＤが特定のＩＤでかつ他の無線装置が特定の機
能をサポートしている場合には固有のＩＤと特定の機能を記憶する記憶手段とを有するこ
とにより、親機は、通信相手の無線装置の固有のＩＤに応じた品質の通信を確実に行うこ
とができるという有利な効果が得られる。
【０１３３】
複数のデータフォーマットを送受信して処理する無線電話装置であって、複数のデータフ
ォーマットを送受信する無線部と、他の無線装置を登録する際、他の無線装置の固有のＩ
Ｄを登録する登録部と、固有のＩＤに基づいて他の無線装置からのアクセスコードを判別
し、判別結果に応じた処理を行う親機制御部とを有することにより、親機制御部は、固有
のＩＤに応じて通信すべき無線信号（例えばデータフォーマット）を選択、例えば固有の
ＩＤが特定ＩＤである場合にはコードレス電話に対応する無線信号を選択し、特定ＩＤで
ない場合にはブルートゥースに対応する無線信号を選択するようにすることができるので
、それぞれの状況に応じた無線通信信号を選択することができるという有利な効果が得ら
れる。
【０１３４】
親機制御部は、固有のＩＤの所定の部分に所定のコードが含まれているか否かを判別する
と共に、特定の通信機能をサポートしているか否かを判別し、判別結果に応じた処理を行
うことにより、親機制御部は、固有のＩＤの所定の部分に所定のコードが含まれ、かつ特
定の通信機能をサポートしている場合には、その特定の通信機能を用いて通信を行うこと
ができ、特定の通信機能が高速データ通信の場合にはデータを高速に伝送できるという有
利な効果が得られる。
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【０１３５】
特定の通信機能は１Ｍｂｐｓ～１０Ｍｂｐｓの高速データ通信機能であることにより、デ
ータを１Ｍｂｐｓ～１０Ｍｂｐｓの範囲で高速に伝送できるという有利な効果が得られる
。
【０１３６】
親機制御部は、他の無線装置の固有のＩＤを確認する確認手段と、所定の部分に所定のコ
ードが含まれているか否かを判定すると共に他の無線装置が特定の機能をサポートしてい
るか否かを判定する判定手段と、固有のＩＤが特定のＩＤでかつ他の無線装置が特定の機
能をサポートしている場合には固有のＩＤと特定の機能を記憶する記憶手段とを有するこ
とにより、親機は、通信相手の無線装置の固有のＩＤに応じた品質の通信を確実に行うこ
とができるという有利な効果が得られる。
【０１３７】
親機制御部は、第１のデータフォーマットにより同期処理を行うとともに、他の無線電話
装置との間の通話路接続を行う際、登録した他の無線電話装置の会社ＩＤが特定のＩＤで
ない場合には引続き第１のデータフォーマットで通信を行い、登録した他の無線電話装置
の会社ＩＤが特定のＩＤである場合には第２のデータフォーマットで通信を行うことによ
り、例えば、通信相手の無線電話装置の会社ＩＤが特定のＩＤである場合には音質が良く
長距離通信が可能なように構成したデータフォーマットによりコードレス電話通信を行う
ことができ、通信相手の無線電話装置の会社ＩＤが特定のＩＤでない場合には引続き通常
の音質で短距離通信が可能なブルートゥースのデータフォーマットによりブルートゥース
通信を行うことができ、通信相手の無線電話装置の会社ＩＤに応じた品質の通信が可能に
なるという有利な効果が得られる。
【０１３８】
親機制御部は、第２のデータフォーマットとして、ペイロードのエラー検知のみを行うエ
ラー検知データを含む第３のデータフォーマットと、ペイロードのエラー検知およびエラ
ー訂正を行うエラー検知データを含む第４のデータフォーマットとのいずれかを選択する
ことができることにより、通信相手の無線電話装置の会社ＩＤが特定のＩＤである場合に
選択される第２のデータフォーマット（例えば、コードレス電話のデータフォーマット）
として、第３のデータフォーマットまたは第４のデータフォーマットを選択することがで
きるので、通信相手の無線電話装置の会社ＩＤに応じた音質の通信を行うことができる共
に、さらに音質、通話距離、同時通信数などのような通信条件の異なる通信をユーザーに
より選択することができるという有利な効果が得られる。
【０１３９】
親機制御部は、第２のデータフォーマットにおいては、前記複数のチャンネルオプション
のいずれかを選択することにより、送信電力を第１のデータフォーマットで通信する場合
よりも高い送信電力に設定することができることにより、通信相手の無線電話装置の会社
ＩＤに応じた音質と距離の通信を行うことができるという有利な効果が得られる。
【０１４０】
親機制御部は、他の無線電話装置に会社ＩＤを要求する会社ＩＤ要求手段と、他の無線電
話装置から返信があったか否かを判定すると共に返信があったと判定したときの他の無線
電話装置の会社ＩＤが特定のＩＤであるかを判定する判定手段と、他の無線電話装置の会
社ＩＤが特定のＩＤである場合には他の無線電話装置の会社ＩＤと無線電話装置のバージ
ョン情報とを第１のメモリ領域に記憶すると共に他の無線電話装置の会社ＩＤが特定のＩ
Ｄでない場合には他の無線電話装置の会社ＩＤと他の無線電話装置のバージョン情報とを
第２のメモリ領域に記憶する記憶手段とを有することにより、親機は、通信相手の無線通
信装置の会社ＩＤに応じた品質の通信を確実に行うことができるという有利な効果が得ら
れる。
【０１４１】
第１のデータフォーマットが、ブルートゥースのデータフォーマットであることにより、
通常はブルートゥースのデータフォーマットで通信し、通話路接続以降は、通信相手の無

10

20

30

40

50

(17) JP 3870761 B2 2007.1.24



線電話装置の会社ＩＤに従ったデータフォーマットで通信できるため、通常のコードレス
電話通信機能に加えてブルートゥース通信機能を備える場合に、コードレス電話かブルー
トゥース通信かを自動的に判別し、その判別結果に応じた処理を行うことができるという
有利な効果が得られる。
【０１４２】
第３のデータフォーマットを、ペイロードのデータ長を第１のデータフォーマットのペイ
ロードと同一データ長とし、スロット間隔を第１のデータフォーマットの２倍とすること
により、第１のデータフォーマットでの通信時に比べて倍の無線電話装置と同時に通信す
ることができるという有利な効果が得られる。例えば、コードレス通信ではブルートゥー
ス通信に比べて２倍（６台）の無線電話装置と同時に通信することができるという有利な
効果が得られる。
【０１４３】
第４のデータフォーマットは、ペイロードのデータ長を第１のデータフォーマットのペイ
ロードの半分のデータ長とし、スロット間隔を第１のデータフォーマットと同一とするこ
とにより、第１のデータフォーマットでの通信時に比べてのエラー検知データなどの情報
を付加することができ、通話品質の向上を図ることができるという有利な効果が得られる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】（ａ）一般的なコードレス電話装置を構成する親機を示すブロック図
（ｂ）一般的なコードレス電話装置を構成する子機を示すブロック図
【図２】本発明の実施の形態１によるコードレス電話装置を構成する親機を示すブロック
図
【図３】本発明の実施の形態１によるコードレス電話装置を構成する子機を示すブロック
図
【図４】子機登録時における親機制御部と子機制御部との間のシーケンス動作を示すシー
ケンス図
【図５】回線接続時における親機制御部と子機制御部との間のシーケンス動作を示すシー
ケンス図
【図６】（ａ）ブルートゥースのデータフォーマットを示すフォーマット図
（ｂ）コードレス電話のオプション１のデータフォーマットを示すフォーマット図
（ｃ）コードレス電話のオプション２のデータフォーマットを示すフォーマット図
【図７】（ａ）ブルートゥースモードにおけるデータフォーマットを示すフォーマット図
（ｂ）コードレス電話モードにおけるオプション１のデータフォーマットを示すフォーマ
ット図
【図８】（ａ）ブルートゥースモードにおけるデータフォーマットを示すフォーマット図
（ｂ）コードレス電話モードにおけるオプション２のデータフォーマットを示すフォーマ
ット図
【図９】親機制御部における機能実現手段を示す機能ブロック図
【図１０】子機制御部における機能実現手段を示す機能ブロック図
【図１１】親機における会社ＩＤ登録手順を示すフローチャート
【図１２】子機における会社ＩＤ登録手順を示すフローチャート
【図１３】（ａ）子機登録時における親機制御部と子機制御部との間のシーケンス動作を
示すシーケンス図
（ｂ）機能情報格納手順を示すシーケンス図
【図１４】（ａ）通話路接続時における親機制御部と子機制御部との間のシーケンス動作
を示すシーケンス図
（ｂ）データ通信路接続時における親機制御部と子機制御部との間のシーケンス動作を示
すシーケンス図
【図１５】（ａ）ブルートゥースのデータフォーマット（データ信号のフォーマット）を
示すフォーマット図
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（ｂ）コードレス電話のオプション３のデータフォーマットを示すフォーマット図
【図１６】（ａ）ブルートゥースモードにおけるタイムスロットの割当てを示すタイムス
ロット構成図
（ｂ）コードレス電話モードにおけるオプション３のタイムスロットの割当てを示すタイ
ムスロット構成フォーマット図
【図１７】親機制御部、子機制御部における機能実現手段を示す機能ブロック図
【図１８】親機制御部、子機制御部における機能実現手段を示す機能ブロック図
【図１９】親機における機能情報格納手順を示すフローチャート
【図２０】子機における機能情報格納手順を示すフローチャート
【図２１】ブルートゥースおよびコードレス電話の規格が共存する従来のコードレス電話
装置を示すブロック図
【符号の説明】
１　送受信切替えスイッチ
２　デュアルモード受信機
３　データバッファ
４　バースト受信データ作成器
５　同期識別器
６　親機制御部
７　バースト制御部
８　周波数シンセサイザ
９　子機制御部
１０、１１、１２、１３　音声エラー処理部
１４、２８　データバッファ
１５、１６、１７、１８　スピーチデコーダ
１９　モデム送信部
２０　デュアルモード送信機
２１　バースト変調器
２３　バースト送信データ作成器
２４、２５、２６、２７　スピーチエンコーダ
２９　モデム受信部
３０　コードレス電話スロットカウンタ
３１　ブルートゥーススロットカウンタ
３３　ＲＡＭ
３４　ＲＯＭ
３５　回線制御部
３６　アンテナ
３７　スピーカ
３８　マイクロフォン
３９　キーボード（ＫＥＹ、入力部）
４０　表示部（ＬＣＤ）
６１　会社ＩＤ要求手段
６２、７１　初期化手段
６３、７２　計時手段
６４、７３、８２、９２　判定手段
６５、７４　計数手段
６６、７５、８５、９５　記憶手段
７６　送信手段
８１　確認手段
８３、９３　問い合わせ手段
８４、９４　受信手段
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１００　ベースバンドＩＣ
２００　無線部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】
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