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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブルートゥース(登録商標）無線通信方式を用いたデータ通信機能を有する無線電話機
を含む複数の内線電話機と、これら内線電話機を接続するとともに通話回線を収容する電
話制御装置とを有し、前記電話制御装置により、前記内線電話機と前記通話回線とを制御
して任意に交換接続することにより当該通話回線を用いた当該内線電話機による通話を実
現する電話システムであって、
　前記無線電話機は、搬送波周波数の異なる複数のチャネルのうちから任意の通信条件に
基づき順次選択したチャネルを用いて無線データ通信を行う通信制御手段と、前記電話制
御装置から通知された通信条件を前記無線データ通信の通信条件として前記通信制御手段
に指定する通信条件指示手段とを有し、
　前記電話制御装置は、互いの設置位置の近さに応じて予め設定された、前記各無線電話
機が属するグループを示すグループ情報を記憶する記憶部と、前記グループ情報を参照し
て任意の無線電話機と同一グループに属するグループ無線電話機を検索するグループ検索
手段と、設定対象となる前記無線電話機での無線データ通信に関する通信条件を当該無線
電話機へ通知するとともに、前記グループ検索手段により検索した当該無線電話機と同一
グループに属するすべてのグループ無線電話機に対しても同一の通信条件を通知する通信
条件設定手段とを有する
　ことを特徴とする電話システム。
【請求項２】
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　ブルートゥース(登録商標）無線通信方式を用いたデータ通信機能を有する無線電話機
を含む複数の内線電話機と、これら内線電話機を接続するとともに通話回線を収容する電
話制御装置とを有する電話システムで用いられ、前記内線電話機と前記通話回線とを制御
して任意に交換接続することにより当該通話回線を用いた当該内線電話機による通話を実
現する電話制御装置であって、
　互いの設置位置の近さに応じて予め設定された、前記各無線電話機の属するグループを
示すグループ情報を記憶する記憶部と、
　前記グループ情報を参照して任意の無線電話機と同一グループに属するグループ無線電
話機を検索するグループ検索手段と、
　前記無線電話機で搬送波周波数の異なる複数のチャネルのうちから任意の通信条件に基
づき順次選択したチャネルを用いて無線データ通信を行う際の通信条件を、設定対象とな
る前記無線電話機へ通知するとともに、前記グループ検索手段により検索した当該無線電
話機と同一グループに属するすべてのグループ無線電話機に対しても同一の通信条件を通
知する通信条件設定手段と
　を備えることを特徴とする電話制御装置。
【請求項３】
　ブルートゥース(登録商標）無線通信方式を用いたデータ通信機能を有する無線電話機
を含む複数の内線電話機と、これら内線電話機を接続するとともに通話回線を収容する電
話制御装置とを有する電話システムで用いられ、前記内線電話機と前記通話回線とを制御
して任意に交換接続することにより当該通話回線を用いた当該内線電話機による通話を実
現する電話制御装置のコンピュータに、
　互いの設置位置の近さに応じて予め設定された、前記各無線電話機の属するグループを
示すグループ情報を記憶部で記憶する記憶ステップと、
　前記グループ情報を参照して任意の無線電話機と同一グループに属するグループ無線電
話機を検索するグループ検索ステップと、
　前記無線電話機で搬送波周波数の異なる複数のチャネルのうちから任意の通信条件に基
づき順次選択したチャネルを用いて無線データ通信を行う際の通信条件を、設定対象とな
る前記無線電話機へ通知するとともに、前記グループ検索手段により検索した当該無線電
話機と同一グループに属するすべてのグループ無線電話機に対しても同一の通信条件を通
知する通信条件設定ステップと
　を実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電話機制御技術に関し、特にブルートゥース(登録商標:Bluetooth)無線通信
方式を用いた無線電話機を含む複数の電話機により通話回線を共用する電話システムで、
これら無線電話機で用いる無線チャネルを管理するチャネル管理技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の内線電話機により通話回線（外線）を共用するボタン電話装置などの電話システ
ムでは、内線電話機としてブルートゥース無線通信方式を用いたブルートゥース無線電話
機を収容する電話システムがある。
　例えば、有線伝送路を介して電話制御装置に接続された無線親機とハンドセット型の無
線子機とからなるカールコードレス電話機では、無線親機と無線子機との間でやり取りす
る音声データや制御データをブルートゥース無線通信方式で送受信する構成をとっており
、無線親機からある程度離れた場所でも無線子機により通話できる。
【０００３】
　このような、汎用無線インターフェースであるブルートゥース無線通信方式では、変調
方式として周波数ホッピング・スペクトラム拡散（FHSS:Frequency Hopping Spread Spec
trum）変調方式が用いられている（非特許文献１など参照）。周波数ホッピング・スペク



(3) JP 4604938 B2 2011.1.5

10

20

30

40

50

トラム拡散変調方式は、一定時間ごとに搬送波周波数（中心周波数）を変えてすなわち周
波数ホッピングして伝送する方式である。
　一般に、任意の帯域幅の電力は周波数ホッピングする周期に対して十分長い時間で平均
すると低くなるので他のシステムの通信を妨害しにくく、また特定の周波数に妨害波が存
在してもすぐ別の周波数にホッピングするので他のシステムからの干渉に強いといわれて
いる。
【０００４】
　ブルートゥース無線通信方式では、２．４ＧＨｚ帯に１ＭＨｚ間隔で７９個または２３
個のチャネルを設け、通信開始時にマスタ側とスレーブ側との間で設定したチャネル選択
順に基づき、１６００回／秒という速度で周波数ホッピングを繰り返し、その際、選択し
たチャネルを用いて相手無線装置と所望のパケットを送受信することにより、データ通信
を行うものとなっている。
【０００５】
　従来より、このような周波数ホッピング技術として、他の機器から送信されている電波
により任意のチャネルでパケット送受信エラーが発生した場合、そのチャネルを使用不可
とするアダプティブ周波数ホッピング（以下、ＡＦＨという：Adaptive Frequency Hoppi
ng）技術が使用されている（例えば、非特許文献２など参照／ブルートゥース 1.2）。
　このアダプティブ周波数ホッピング技術によれば、使用不可と判断されたチャネルはチ
ャネル選択順から除外されるため、そのチャネルに対してそれ以降周波数ホッピングが行
われなくなり、当該チャネルの搬送波周波数における他の装置との電波の相互干渉や、同
種の無線通信装置との当該チャネルにおけるパケット送受信の衝突による無線通信の途切
れを低減できる。
【０００６】
　一方、ブルートゥース無線通信方式と同様に、産業科学医療用に用意されたＩＳＭ（In
dustrial Scientific Medical）バンドの周波数を用いて無線通信を行う汎用無線インタ
ーフェースとして、各種のスペクトラム拡散変調方式を用いる無線ＬＡＮ通信方式がある
（非特許文献３など参照）。
　例えば、無線ＬＡＮ通信方式のIEEE 802.11gでは、２．４ＧＨｚ帯に５ＭＨｚ間隔で１
３個のチャネルを設け、ＣＳＭＡ／ＣＡ（Carrier Sense Multiple Access with Collisi
on Avoidance）方式により無線通信を行う。
【０００７】
　ＣＳＭＡ／ＣＡ方式では、まず、使用するチャネルからデータを送信する前に、他無線
通信装置が当該チャネルでデータ送信をしていないかを調べ(Carrier Sense)、さらに自
分宛のデータが送信されてきていないかを調べる(Sense Multiple Access)。その結果、
衝突の心配がないと判断したらデータを送信し、他に通信中の無線通信装置があった場合
には送信待機(Collision Avoidance)となる。送信待機では、ランダムに割り当てられた
時間を待ってから再度上記手順を繰り返す。また、全く同時に２つの無線通信装置が送信
を始めて衝突した場合は、エラー回復ができないため上位層レベルで再送が行われる。
【０００８】
【非特許文献１】http://www.bluetooth.org/spec/
【非特許文献２】http://www.ericsson.com/bluetooth/files/whitepaper_on_afh_final.
pdf
【非特許文献３】http://grouper.ieee.org/groups/802/11/
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、このような従来技術では、ＩＳＭバンドを使用する無線ＬＡＮ通信装置
や各種機器とブルートゥース無線電話機との間で電波干渉が発生した場合、ブルートゥー
ス無線電話機と併用される無線ＬＡＮ通信装置などＩＳＭバンドを用いる他の無線通信装
置の無線通信環境、あるいはブルートゥース無線電話機自体の無線通信環境を良好に保つ
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ことができないという問題点があった。
【００１０】
　例えば、ブルートゥース無線通信方式のＡＦＨでは、無線ＬＡＮ通信方式のようなキャ
リアセンス動作は行わず、選択したチャネルでパケット送受信を行い、その通信エラーの
有無に応じて当該チャネルの使用可否を判断している。このため、無線ＬＡＮ通信装置の
通信エリア内でブルートゥース無線電話機を併用する場合、信号送受信のタイミングによ
ってはブルートゥース無線電話機がチャネルを優先的に確保してしまい、無線ＬＡＮ通信
装置で対応する周波数のチャネルを確保できなくなり、無線ＬＡＮ通信装置の無線通信環
境が悪化する場合がある。
【００１１】
　また、電子レンジや医療用メス等のマイクロ波電子機器やアマチュア無線装置など、Ｉ
ＳＭバンドを使用するＩＳＭ機器が周辺にある場合、ブルートゥース無線通信方式では、
ＡＦＨにより、これらＩＳＭ機器で用いる周波数のチャネルでの通信エラー発生に応じて
、当該チャネルを使用不可とする回避動作が行われる。しかし、その回避動作において例
えば統計処理などの処理時間を要する場合、一時的ではあるが通信品質が低下してブルー
トゥース無線電話機自体の無線通信環境が悪化する。
【００１２】
　本発明はこのような課題を解決するためのものであり、ＩＳＭバンドを使用する無線Ｌ
ＡＮや各種ＩＳＭ機器が電話システムの内線電話機をなすブルートゥース無線電話機と併
用される場合でも、ＩＳＭバンドでの無線通信環境を良好に保つことができる電話システ
ム、電話制御装置、およびプログラムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　このような目的を達成するために、本発明にかかる電話システムは、ブルートゥース(
登録商標）無線通信方式を用いたデータ通信機能を有する無線電話機を含む複数の内線電
話機と、これら内線電話機を接続するとともに通話回線を収容する電話制御装置とを有し
、電話制御装置により、内線電話機と通話回線とを制御して任意に交換接続することによ
り当該通話回線を用いた当該内線電話機による通話を実現する電話システムであって、無
線電話機は、搬送波周波数の異なる複数のチャネルのうちから任意の通信条件に基づき順
次選択したチャネルを用いて無線データ通信を行う通信制御手段と、電話制御装置から通
知された通信条件を無線データ通信の通信条件として通信制御手段に指定する通信条件指
示手段とを有し、電話制御装置は、互いの設置位置の近さに応じて予め設定された、各無
線電話機が属するグループを示すグループ情報を記憶する記憶部と、グループ情報を参照
して任意の無線電話機と同一グループに属するグループ無線電話機を検索するグループ検
索手段と、設定対象となる無線電話機での無線データ通信に関する通信条件を当該無線電
話機へ通知するとともに、グループ検索手段により検索した当該無線電話機と同一グルー
プに属するすべてのグループ無線電話機に対しても同一の通信条件を通知する通信条件設
定手段とを有している。
【００２１】
　また、本発明にかかる電話制御装置は、ブルートゥース(登録商標）無線通信方式を用
いたデータ通信機能を有する無線電話機を含む複数の内線電話機と、これら内線電話機を
接続するとともに通話回線を収容する電話制御装置とを有する電話システムで用いられ、
内線電話機と通話回線とを制御して任意に交換接続することにより当該通話回線を用いた
当該内線電話機による通話を実現する電話制御装置であって、互いの設置位置の近さに応
じて予め設定された、各無線電話機の属するグループを示すグループ情報を記憶する記憶
部と、グループ情報を参照して任意の無線電話機と同一グループに属するグループ無線電
話機を検索するグループ検索手段と、無線電話機で搬送波周波数の異なる複数のチャネル
のうちから任意の通信条件に基づき順次選択したチャネルを用いて無線データ通信を行う
際の通信条件を、設定対象となる無線電話機へ通知するとともに、グループ検索手段によ
り検索した当該無線電話機と同一グループに属するすべてのグループ無線電話機に対して
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も同一の通信条件を通知する通信条件設定手段を備えている。
【００２２】
　また、本発明にかかるプログラムは、ブルートゥース(登録商標）無線通信方式を用い
たデータ通信機能を有する無線電話機を含む複数の内線電話機と、これら内線電話機を接
続するとともに通話回線を収容する電話制御装置とを有する電話システムで用いられ、内
線電話機と通話回線とを制御して任意に交換接続することにより当該通話回線を用いた当
該内線電話機による通話を実現する電話制御装置のコンピュータに、互いの設置位置の近
さに応じて予め設定された、各無線電話機の属するグループを示すグループ情報を記憶部
で記憶する記憶ステップと、グループ情報を参照して任意の無線電話機と同一グループに
属するグループ無線電話機を検索するグループ検索ステップと、無線電話機で搬送波周波
数の異なる複数のチャネルのうちから任意の通信条件に基づき順次選択したチャネルを用
いて無線データ通信を行う際の通信条件を、設定対象となる無線電話機へ通知するととも
に、グループ検索手段により検索した当該無線電話機と同一グループに属するすべてのグ
ループ無線電話機に対しても同一の通信条件を通知する通信条件設定ステップを実行させ
る。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、電話制御装置の記憶部で、互いの設置位置の近さに応じて予め設定さ
れた、各無線電話機が属するグループを示すグループ情報を記憶しておき、電話制御装置
の通信条件設定手段で、設定対象となる無線電話機での無線データ通信に関する通信条件
を当該無線電話機へ通知するとともに、グループ検索手段により検索した当該無線電話機
と同一グループに属するすべてのグループ無線電話機に対しても同一の通信条件を通知す
るようにしたので、ＩＳＭバンドを使用する無線ＬＡＮや各種ＩＳＭ機器が電話システム
の内線電話機をなすブルートゥース無線電話機と併用される場合でも、ＩＳＭバンドでの
無線通信環境を良好に保つことができる。これに加え、同様の電波干渉が発生する可能性
が高い複数の無線電話機に対して同一の通信条件を自動的に設定できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
［第１の実施の形態］
　まず、図１を参照して、本発明の第１の実施の形態にかかる電話システムについて説明
する。図１は、本発明の第１の実施の形態にかかる電話システムの構成を示すブロック図
である。
　この電話システムは、内線電話機として動作する複数の無線電話機４（４Ａ，４Ｂ，４
Ｃ，…）と、これら無線電話機４を有線の内線伝送路５を介して接続するとともにアナロ
グ電話回線、ＩＳＤＮ回線、あるいはＩＰ電話回線などからなる１つ以上の通話回線９を
収容する電話制御装置１とから構成されている。
【００２５】
　無線電話機４は、カールコードレス無線親機（以下、親機という）２とカールコードレ
ス無線子機（以下、子機という）３とからなるカールコードレス無線電話機である。この
無線電話機４は、呼制御機能を持つ親機２と通話機能を持つ子機３とがブルートゥース無
線通信方式による無線伝送路を介して接続される電話機であり、親機２が内線伝送路５を
介して電話制御装置１と接続されている。
【００２６】
　本実施の形態では、無線電話機４で搬送波周波数の異なる複数のチャネルのうちから任
意の通信条件に基づき順次選択したチャネルを用いて無線データ通信を行う際、電話制御
装置１により、無線電話機４に対して指定された、当該無線電話機４での無線データ通信
に関する通信条件を特定するための項目から、当該項目に対応する通信条件を抽出して無
線電話機４へ設定するようにしたものである。
【００２７】
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［電話制御装置］
　次に、図１を参照して、本発明の第１の実施の形態にかかる電話システムの電話制御装
置について詳細に説明する。ここでは、内線電話機のすべてが無線電話機４から構成され
ている場合を例として説明する。
【００２８】
　この電話制御装置１は、例えばボタン電話装置の主装置に相当する通信制御装置であり
、外線インターフェース部（以下、外線Ｉ／Ｆ部という）１０、内線インターフェース部
（以下、内線Ｉ／Ｆ部という）１１、スイッチ１２、記憶部１４、および制御部１５が設
けられている。
【００２９】
　外線Ｉ／Ｆ部１０は、専用のインターフェース回路部からなり、通話回線（外線）９を
終端制御する機能を有している。
　内線Ｉ／Ｆ部１１は、専用のインターフェース回路部からなり、内線伝送路５を介して
無線電話機４（４Ａ，４Ｂ，４Ｃ，…）とデータ伝送を行う機能を有している。
　スイッチ１２は、専用のスイッチング回路部からなり、外線Ｉ／Ｆ部１０と内線Ｉ／Ｆ
部１１との伝送路を交換接続する機能を有している。
【００３０】
　記憶部１４は、メモリやハードディスクなどの記憶装置からなり、制御部１５での処理
に用いる各種処理情報やプログラムを記憶する機能を有している。
　主な処理情報としては、呼制御情報１４Ａおよび無線チャネル情報１４Ｂがある。
【００３１】
　呼制御情報１４Ａは、電話システム全体の呼制御に用いる情報であり、通話回線９や各
無線電話機４の状態が管理されている。
　無線チャネル情報１４Ｂは、各無線電話機４での無線データ通信に関する通信条件を示
す情報である。図３は、無線チャネル情報の構成例である。この無線チャネル情報１４Ｂ
には、無線電話機４を識別するための無線電話機ＩＤと当該無線電話機での無線データ通
信を行う際の通信条件としてブルートゥース無線通信方式の使用不可チャネル番号とが組
として登録されている。例えば図３では、無線電話機「４Ｂ」に対して使用不可チャネル
「２０～４０」が登録されている。
【００３２】
　制御部１５は、ＣＰＵなどのマイクロプロセッサとその周辺回路を有し、記憶部１４の
プログラムを読み込んで実行することにより、上記ハードウェアとプログラムとを協働さ
せ各種機能手段を実現する機能を有している。
　主な機能手段としては、呼制御手段１５Ａと通信条件設定手段１５Ｂがある。
【００３３】
　呼制御手段１５Ａは、電話システム全体の呼制御を行う手段であり、記憶部１４の呼制
御情報に基づき外線Ｉ／Ｆ部１０およびスイッチ１２を制御するとともに、内線Ｉ／Ｆ部
１１および内線伝送路５を介して各無線電話機４と各種制御情報をやり取りすることによ
り、通信回線９を用いた無線電話機４による外線発着信動作や無線電話機４間の内線発着
信動作を制御する機能を有している。
【００３４】
　通信条件設定手段１５Ｂは、任意の無線電話機４に対して指定された、当該無線電話機
４での無線データ通信に関する通信条件を特定するための項目を受け付ける機能と、受け
付けた項目に対応する通信条件を抽出する機能と、抽出した通信条件を記憶部１４の無線
チャネル情報１４Ｂに登録する機能と、抽出した通信条件を当該無線電話機へ通知して設
定する機能とを有している。
【００３５】
［無線電話機］
　次に、図２を参照して、本発明の第１の実施の形態にかかる電話システムで用いられる
無線電話機について詳細に説明する。図２は、本発明の第１の実施の形態にかかる電話シ
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ステムで用いられる無線電話機の構成を示すブロック図である。
【００３６】
　この無線電話機４は、呼制御機能を持つ親機２と通話機能を持つ子機３とがブルートゥ
ース無線通信方式による無線伝送路を介して接続される電話機であり、親機２が内線伝送
路５を介して電話制御装置１と接続されている。
【００３７】
［親機］
　親機２には、伝送インターフェース部（以下、伝送Ｉ／Ｆ部という）２０、音声処理部
２１、表示部２２、操作入力部２３、記憶部２４、親機制御部２５、および無線モジュー
ル２６が設けられている。
【００３８】
　伝送Ｉ／Ｆ部２０は、専用のインターフェース回路部からなり、内線伝送路５を介して
電話制御装置１とデータ伝送を行う機能を有している。
　音声処理部２１は、専用の音声処理回路とスピーカ（図示せず）およびマイク（図示せ
ず）からなり、親機制御部２５からの指示に応じて伝送Ｉ／Ｆ部２０で受信した音声デー
タを音声信号に復号してスピーカから出力する機能と、マイクから入力された音声信号を
音声データに符号化して伝送Ｉ／Ｆ部２０へ出力する機能とを有している。
【００３９】
　表示部２２は、ＬＣＤやＬＥＤなどの表示装置からなり、親機制御部２５からの指示に
応じて呼制御用の表示や通信条件設定時の項目選択画面を表示する機能を有している。
　操作入力部２３は、ダイヤルキーや項目選択用の操作キー、さらには各種スイッチから
なり、利用者の操作を検出して親機制御部２５へ出力する機能を有している。
　記憶部２４は、メモリなどの記憶装置からなり、親機制御部２５での処理に用いる各種
処理情報やプログラムを記憶する機能を有している。
【００４０】
　親機制御部２５は、ＣＰＵなどのマイクロプロセッサとその周辺回路を有し、記憶部１
４のプログラムを読み込んで実行することにより、上記ハードウェアとプログラムとを協
働させ各種機能手段を実現する機能を有している。
　主な機能手段としては、呼制御手段２５Ａ、通信条件選択手段２５Ｂ、通信条件指示手
段２５Ｃがある。
【００４１】
　呼制御手段２５Ａは、伝送Ｉ／Ｆ部２０および内線伝送路５を介して電話制御装置１と
各種制御情報をやり取りするとともに、無線モジュール２６を介して子機３と各種制御情
報をやり取りすることにより、当該親機２および子機３を制御して通信回線９を用いた外
線発着信動作や他の無線電話機４との内線発着信動作を制御する機能を有している。
　通信条件選択手段２５Ｂは、当該無線電話機４の親機２と子機３との間の無線データ通
信に関する通信条件を特定するための各項目を電話制御装置１から取得して表示部２２で
画面表示する機能と、操作に応じて通信条件を特定するための項目を選択して電話制御装
置１へ通知する機能を有している。
【００４２】
　通信条件指示手段２５Ｃは、電話制御装置１から通知された通信条件を当該無線電話機
４の親機２と子機３との間の無線データ通信の通信条件として無線モジュール２６に指定
する機能を有している。
【００４３】
　無線モジュール２６は、ブルートゥース無線通信方式に準拠した無線インターフェース
を提供する機能モジュールであり、各種機能部が親機２を構成する１つの構成要素として
一体に実装されている。
　無線モジュール２６に設けられている主な機能部としては、無線送受信部２７、モジュ
ール記憶部２８、およびモジュール制御部２９がある。
【００４４】
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　無線送受信部２７は、ブルートゥース無線通信方式に準拠して無線信号を送受信する回
路部であり、子機３との間で無線信号を送受信することにより無線回線６を介したデータ
通信を行う機能を有している。この際、無線送受信部２７は、周波数ホッピング・スペク
トラム拡散変調方式に基づき２．４ＧＨｚ帯に１ＭＨｚ間隔で設けた７９個または２３個
のチャネルをモジュール制御部２９からの指示に基づき周波数ホッピングを繰り返し、そ
の周波数ホッピングで選択したチャネルを用いて子機３と所望のパケットを送受信するこ
とによりデータ通信を行う。
【００４５】
　モジュール記憶部２８は、メモリなどの記憶装置からなり、モジュール制御部２９での
処理動作に用いる各種処理情報を記憶する機能を有している。モジュール記憶部２８で記
憶する主な処理情報として、チャネルテーブル２８Ａがある。
　チャネルテーブル２８Ａは、周波数ホッピング・スペクトラム拡散変調方式で順次選択
する各チャネルの使用可否を管理するための処理情報であり、図４に示すように、チャネ
ル番号ごとに当該チャネルの使用可否情報が対応付けて登録されている。図４の例では、
チャネル番号「２０～４０」に対して「使用不可」が登録されている。
　このほか、モジュール記憶部２８には、モジュール制御部２９に読み込まれて実行され
ることにより各種機能手段を実現するためのプログラムなどを予め格納しておいてもよい
。
【００４６】
　モジュール制御部２９は、ＣＰＵとその周辺回路からなるハードウェアとこれらＣＰＵ
あるいは周辺回路に設けたメモリ（図示せず）やモジュール記憶部２８に予め格納されて
いるプログラムとを協働させることにより、ブルートゥース無線通信方式に準拠して無線
送受信部２７を制御するための機能手段を実現する。
【００４７】
　このモジュール制御部２９で実現される主な機能手段としては、通信制御手段２９Ａが
ある。
　通信制御手段２９Ａは、無線送受信部２７を制御して子機３と親機制御部２５との間の
データ通信を制御する機能と、周波数ホッピング・スペクトラム拡散変調方式に基づき、
子機３との間でデータ通信開始時に取り決めたチャネル選択順に基づき各チャネルのうち
からいずか１つを順次選択して無線送受信部２７へ指示する機能とを有している。この際
、通信制御手段２９Ａは、モジュール記憶部２８のチャネルテーブル２８Ａを参照し、チ
ャネル選択順にしたがって選択される次のチャネルが使用不可の場合、後続する使用可の
チャネルまでスキップし、その使用可のチャネルを選択する。
【００４８】
　このほか、通信制御手段２９Ａは、データ通信時に周波数ホッピングで選択したチャネ
ルでの子機３とのパケット送受信の通信状況を親機制御部２５へ通知する機能と、親機制
御部２５からの指示に応じてモジュール記憶部２８のチャネルテーブル２８Ａについて任
意のチャネルの使用可否情報を更新する機能と、親機制御部２５からの指示に応じてモジ
ュール記憶部２８のチャネルテーブル２８Ａを子機３へ通知して更新する機能とを有して
いる。
【００４９】
［子機］
　子機３には、音声処理部３１、表示部３２、操作入力部３３、記憶部３４、子機制御部
３５、および無線モジュール３６が設けられている。
【００５０】
　音声処理部３１は、専用の音声処理回路とスピーカ（図示せず）およびマイク（図示せ
ず）からなり、子機制御部３５からの指示に応じて無線モジュール３６で受信した音声デ
ータを音声信号に復号してスピーカから出力する機能と、マイクから入力された音声信号
を音声データに符号化して無線モジュール３６へ出力する機能とを有している。
【００５１】
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　表示部３２は、ＬＣＤやＬＥＤなどの表示装置からなり、子機制御部３５からの指示に
応じて呼制御用の表示を行う機能を有している。
　操作入力部３３は、ダイヤルキーなどの操作キー、さらには各種スイッチからなり、利
用者の操作を検出して子機制御部３５へ出力する機能を有している。
　記憶部３４は、メモリなどの記憶装置からなり、子機制御部３５での処理に用いる各種
処理情報やプログラムを記憶する機能を有している。
【００５２】
　子機制御部３５は、ＣＰＵなどのマイクロプロセッサとその周辺回路を有し、記憶部１
４のプログラムを読み込んで実行することにより、上記ハードウェアとプログラムとを協
働させて各種機能を実現する。
　主な機能としては、無線回線６および無線モジュール３６を介して親機２と各種制御情
報をやり取りすることにより当該子機３の動作状態を制御する機能や、操作入力部３３で
検出された操作の内容を親機２へ通知する機能を有している。
【００５３】
　無線モジュール３６は、ブルートゥース無線通信方式に準拠した無線インターフェース
を提供する機能モジュールであり、各種機能部が子機３を構成する１つの構成要素として
一体に実装されている。
　無線モジュール３６の具体的構成は、親機２の無線モジュール２６と同様であり、ここ
での詳細な説明は省略する。
【００５４】
［第１の実施の形態の動作］
　次に、図５を参照して、本発明の第１の実施の形態にかかる電話システムの動作につい
て説明する。図５は、本発明の第１の実施の形態にかかる電話システムの動作として通信
条件設定動作を示すシーケンス図である。
　ここでは、無線電話機４Ａから自己の通信条件を設定する動作を例として説明する。
【００５５】
　無線電話機４Ａを構成する親機２の親機制御部２５は、操作入力部２３により通信条件
設定要求操作が検出された場合（ステップ１００）、通信条件選択手段２５Ｂにより、通
信条件の設定に用いる設定画面の要求を伝送Ｉ／Ｆ部２０から内線伝送路５を介して電話
制御装置１へ送信する（ステップ１０１）。
　電話制御装置１の制御部１５は、内線Ｉ／Ｆ部１１を介して無線電話機４Ａからの設定
画面要求を受信した場合、通信条件設定手段１５Ｂにより、記憶部１４から設定画面デー
タ（図示せず）を読み出し、内線Ｉ／Ｆ部１１から内線伝送路５を介して無線電話機４Ａ
へ通知する（ステップ１０２）。
【００５６】
　親機２の通信条件選択手段２５Ｂは、伝送Ｉ／Ｆ部２０を介して電話制御装置１から設
定画面データを受信し、その設定画面データを表示部２２で画面表示して、利用者の操作
に応じて必要な情報を取得する。
　図６は、設定画面の表示例である。画面２００は、通信条件設定動作で最初に表示され
る対象電話機の設定画面である。ここでは、通信条件を設定する対象となる無線電話機の
内線番号など、無線電話機を識別する情報を入力する（ステップ１０３）。
【００５７】
　画面２００で対象電話機の内線番号が入力された後、設定方法選択用の画面２１０が表
示される（ステップ１０４）。ここでは、通信条件の設定方法として「１．無線ＬＡＮチ
ャネル」，「２．Bluetoothチャネル(周波数)」，「３．電子機器」などの項目が表示さ
れており、利用者の操作に応じていずれかの項目が選択される。
　例えば、画面２１０において、設定方法として「１．無線ＬＡＮチャネル」が選択され
た場合、無線ＬＡＮチャネル項目選択用の画面２１１が表示される。ここでは、無線電話
機４Ａ周辺で併用される無線ＬＡＮ機器で使用されるチャネル番号が項目として表示され
ており、利用者の操作に応じていずれかの項目が選択される。
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【００５８】
　また、画面２１０において、設定方法として「２．Bluetoothチャネル(周波数)」が選
択された場合、ブルートゥースチャネル項目選択用の画面２１１である。ここでは、無線
電話機４Ａで使用されるチャネル番号あるいは搬送周波数（中心周波数）が項目として表
示されており、利用者の操作に応じていずれかの項目が選択される。
　また、画面２１０において、設定方法として「３．電子機器」が選択された場合、電子
機器項目選択用の画面２１３が表示される。ここでは、無線電話機４Ａ周辺で併用される
電子機器（ＩＳＭ機器）の名称（機種名や製品名）が項目として表示されており、利用者
の操作に応じていずれかの項目が選択される。
【００５９】
　通信条件選択手段２５Ｂは、これら画面に対する利用者の操作を操作入力部２３で検出
し、その操作に応じて取得した対象電話機識別情報と通信条件特定項目を含む設定要求を
、伝送Ｉ／Ｆ部２０から内線伝送路５を介して電話制御装置１へ送信する（ステップ１０
５）。
【００６０】
　電話制御装置１の通信条件設定手段１５Ｂは、内線Ｉ／Ｆ部１１を介して無線電話機４
Ａからの設定要求を受信した場合、その設定要求に含まれる通信条件特定項目から、無線
データ通信に関する通信条件として、無線電話機４Ａで使用不可とするチャネルを抽出す
る（ステップ１１０）。
【００６１】
　ブルートゥース無線通信方式では、無線データ通信で使用する搬送周波数ｆａにそれぞ
れ固有のチャネル番号が割り当てられている。図７は、ブルートゥース無線通信方式のチ
ャネル構成を示す説明図であり、２４０２ＭＨｚをチャネル０（ＣＨ０）とし、ここから
１ＭＨｚおきに２４８０ＭＨｚのチャネル７８（ＣＨ７８）まで、７９個のチャネルが設
定されている。
　一方、無線ＬＡＮ通信方式では、同様にして無線データ通信で使用する搬送周波数ｆｂ
にそれぞれ固有のチャネル番号が割り当てられている。図８は、無線ＬＡＮ通信方式のチ
ャネル構成を示す説明図であり、２４１２ＭＨｚから２４７２ＭＨｚまで５ＭＨｚおきに
設定されたチャネル１（ＣＨ１）～チャネル１３（ＣＨ１３）と、最後の２４８４ＭＨｚ
のチャネル１４の併せて１４個のチャネルが設定されている。
【００６２】
　このように、ブルートゥース通信装置と無線ＬＡＮ通信装置は、使用する周波数帯域が
オーバーラップしているため、これら通信装置を近距離で併用した場合、使用するチャネ
ルによっては搬送周波数が近しいために電波干渉が発生する。
　通信条件設定手段１５Ｂでは、これらチャネル構成に基づいて、無線電話機４Ａで選択
された通信条件特定項目から、無線データ通信に関する通信条件として無線電話機４Ａで
使用不可とするチャネルを抽出している。
【００６３】
　ブルートゥース無線通信方式で使用する搬送周波数ｆａは、そのチャネル番号Ｘ（Ｘは
０～７８の整数）を用いて式（１）で求められる。
　　fa＝2402(MHz)＋X×1(MHz)　…（１）
　また、無線ＬＡＮ通信方式で使用する搬送周波数ｆｂは、そのチャネル番号Ｙ（Ｙは１
～１４の整数）を用いて式（２）で求められる。
　　fb＝2407(MHz)＋Y×5(MHz)＋fb'(MHz)　…（２）
　但し、Ｙ＝１～１３の場合ｆｂ'＝０であり、Ｙ＝１４の場合ｆｂ'＝７である。
【００６４】
　この際、無線ＬＡＮ通信方式では、無線データ通信時に使用される周波数帯域は、搬送
周波数ｆｂを中心として、例えば１０ＭＨｚ程度の帯域幅Δｆを有する使用周波数帯域ｆ
ｂｗとなる。図９は、ブルートゥース無線通信方式と無線ＬＡＮ通信方式のチャネル対応
関係を示す説明図であり、例えば無線ＬＡＮ通信装置でチャネル５（ＣＨ５）を使用する



(11) JP 4604938 B2 2011.1.5

10

20

30

40

50

場合、その搬送周波数ｆｂは２４３２ＭＨｚであるから、Δｆ＝１０ＭＨｚとした場合、
使用周波数帯域ｆｂｗはｂ±Δｆすなわち２４２２ＭＨｚ～２４４２ＭＨｚとなる。この
場合、ブルートゥース無線通信方式で使用不可とするチャネル番号は、チャネル２０（Ｃ
Ｈ２０）～チャネル４０（ＣＨ４０）となる。
【００６５】
　したがって、通信条件特定項目として選択された無線ＬＡＮ通信方式のチャネル番号Ｙ
から、ブルートゥース無線通信方式での使用不可チャネルＸｗを、式（３）により求める
ことができる。
　　Xw＝{Y＋1(MHz)}×5(MHz)＋{fb'／1(MHz)}±{Δf／1(MHz)}　…（３）
　但し、Ｙ＝１～１３の場合ｆｂ'＝０であり、Ｙ＝１４の場合ｆｂ'＝７である。
【００６６】
　このようにして、通信条件設定手段１５Ｂは、通信条件として無線電話機４Ａで使用不
可とするチャネルを抽出した後、記憶部１４の無線チャネル情報１４Ｂに登録する（ステ
ップ１１１）。これにより、図１０に示すように、無線チャネル情報１４Ｂのうち無線電
話機４Ａの使用不可チャネル番号に「２０～４０」が登録される。
　また、通信条件設定手段１５Ｂは、使用不可チャネルを含む設定通知を内線Ｉ／Ｆ部１
１から無線電話機４Ａに対して通知することにより、この通信条件を無線電話機４Ａに設
定する（ステップ１２０）。
【００６７】
　無線電話機４Ａを構成する親機２の親機制御部２５は、伝送Ｉ／Ｆ部２０を介して電話
制御装置１から設定通知を受信した場合、通信条件指示手段２５Ｃにより、この設定通知
に含まれる使用不可チャネルを無線モジュール２６へ指定する（ステップ１２１）。
　無線モジュール２６のモジュール制御部２９は、通信制御手段２９Ａにより、通信条件
指示手段２５Ｃから指定された使用不可チャネルを、モジュール記憶部２８のチャネルテ
ーブル２８Ａに登録する。これにより、図１１に示すように、チャネル番号２０～４０に
対して使用不可が登録される。
【００６８】
　また、通信条件設定手段１５Ｂは、子機３へのチャネルテーブルの同期を無線モジュー
ル２６へ指示する。これに応じて、通信制御手段２９Ａは、モジュール記憶部２８のチャ
ネルテーブル２８Ａを読み出して、無線送受信部２７から無線回線６を介して子機３へ通
知する。子機３の無線モジュール３６は、親機２の無線モジュール２６から通知されたチ
ャネルテーブル２８Ａの内容に基づき自己のモジュールテーブルを更新する。これにより
、親機２および子機３間でモジュールテーブルの内容が同期されて、互いに同じ使用不可
チャネルが認識され、一連の通信条件設定動作が終了する。
【００６９】
　このように、本実施の形態は、無線電話機に、搬送波周波数の異なる複数のチャネルの
うちから任意の通信条件に基づき順次選択したチャネルを用いて無線データ通信を行う通
信制御手段と、電話制御装置から通知された通信条件を無線データ通信の通信条件として
通信制御手段に指定する通信条件指示手段とを設け、電話制御装置の通信条件設定手段で
、無線電話機に対して指定された、当該無線電話機での無線データ通信に関する通信条件
を特定するための項目から、当該項目に対応する通信条件を抽出して当該無線電話機へ設
定するようにしたので、ＩＳＭバンドを使用する無線ＬＡＮや各種ＩＳＭ機器が電話シス
テムの内線電話機をなすブルートゥース無線電話機と併用される場合でも、ＩＳＭバンド
での無線通信環境を良好に保つことができる。
【００７０】
　この際、通信条件設定手段で、通信条件を抽出する際、項目から無線データ通信で用い
るチャネルの使用可否を示す通信条件を抽出し、通信条件指示手段で、通信条件を指定す
る際、電話制御装置から通知された通信条件に基づき無線データ通信で用いる各チャネル
の使用可否を通信制御手段に指定するようにしたので、任意の項目から実際の制御で用い
るブルートゥース無線通信方式での使用不可チャネルの抽出を電話制御装置で一元的に行
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うことができ、各無線電話機で使用不可チャネルの抽出を行う場合と比較して、極めて簡
素な構成の電話システムを実現できる。
【００７１】
　また、内線電話機のいずれかを設定用電話機として、無線電話機での無線データ通信に
関する通信条件を特定するための項目を選択して電話制御装置へ通知するようにしたので
、通信条件設定用の装置を別途設ける必要がなくなる。
　なお、本実施の形態では、無線電話機４Ａを通信条件の設定用電話機とした場合を例と
して説明したが、設定用電話機が無線電話機４である必要はなく、例えばハンドセットが
カールコードを介して電話機本体に接続されている一般的な内線電話機であってもよい。
【００７２】
　さらに、設定用電話機の通信条件選択手段で、項目を選択する際、電話制御装置へ設定
要求を送信することにより無線データ通信に関する通信条件を特定するための各項目を電
話制御装置から取得して表示部で画面表示し、任意の操作入力に応じて表示部に表示され
た各項目のうちのいずれかを選択するようにしたので、通信条件を容易に設定できる。
【００７３】
　この際、通信条件特定項目として無線ＬＡＮ通信方式で用いられる無線ＬＡＮチャネル
を示す項目を選択し、その項目から当該無線ＬＡＮチャネルでの使用周波数帯域を使用す
るブルートゥース無線通信方式のチャネルを使用不可とする通信条件を抽出するようにし
てもよく、無線ＬＡＮ通信方式やブルートゥース無線通信方式のチャネル構成およびその
搬送周波数に関する知識を必要とすることなく容易に通信条件を設定できる。
【００７４】
　また、通信条件特定項目として電子機器（ＩＳＭ機器）を示す項目を選択し、その項目
から当該電子機器での使用周波数帯域を使用するブルートゥース無線通信方式のチャネル
を使用不可とする通信条件を抽出するようにしてもよく、当該電子機器の使用周波数帯域
やブルートゥース無線通信方式のチャネル構成や搬送周波数に関する知識を必要とするこ
となく容易に通信条件を設定できる。
【００７５】
　また、通信条件特定項目としてブルートゥース無線通信方式のチャネルを示す項目を選
択し、その項目で指定されたチャネルを使用不可とする通信条件を抽出するようにしても
よく、他のブルートゥース通信装置で用いるチャネルを容易に設定できる。これにより、
他のブルートゥース通信装置とのチャネルの棲み分けを容易に実現でき、両者間で偏りな
くチャネルを利用できる。
　また、通信条件特定項目としてブルートゥース無線通信方式の搬送周波数を示す項目を
選択し、その項目で指定された搬送周波数のチャネルを使用不可とする通信条件を抽出す
るようにしてもよく、任意のＩＳＭ機器から放出される所定周波数の電磁波との干渉を、
ＡＦＨで確認することなく容易に回避できる。
【００７６】
　また、設定用電話機の通信条件選択手段で、項目を通知する際、通信条件の指定対象と
なる無線電話機を示す電話機情報を電話制御装置へ通知し、電話制御装置の通信条件設定
手段で、通信条件を通知する際、電話機情報に対応する無線電話機へ通信条件を設定する
ようにしたので、設定電話機から各無線電話機に対して通信条件を設定でき、各無線電話
機で通信条件をそれぞれ設定する場合と比較して、電話システムの保守作業を簡素化でき
る。
【００７７】
［第２の実施の形態］
　次に、図１２を参照して、本発明の第２の実施の形態にかかる電話システムについて説
明する。図１２は、本発明の第２の実施の形態にかかる電話システムの構成を示すブロッ
ク図であり、前述の図１と同じまたは同等部分には同一符号を付してある。
【００７８】
　第１の実施の形態では（図１参照）、通信条件を設定する際、その対象となる無線電話
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機を個別に指定する場合について説明した。本実施の形態では、各無線電話機４をグルー
プ管理しておき、通信条件設定の対象となる無線電話機４と同一グループに属するすべて
のグループ無線電話機へ同一通信条件を設定する場合について説明する。
【００７９】
　本実施の形態にかかる電話システムの構成は、第１の実施の形態と比較して、電話制御
装置１の制御部１５にグループ検索手段１５Ｃが追加されているとともに、記憶部１４に
グループ情報１４Ｃが追加されている。
【００８０】
　グループ検索手段１５Ｃは、記憶部１４のグループ情報１４Ｃを参照して、通信条件設
定時に無線電話機４から通知された設定要求に含まれる電話機情報について、対応する無
線電話機と同一グループに属するグループ無線電話機を検索する機能を有している。
　図１３は、グループ情報の構成例である。ここでは、グループを識別するためのグルー
プＩＤと当該グループに属する無線電話機を識別するための無線電話機ＩＤとが組として
登録されている。
【００８１】
　図１３の例では、グループ「Ｇ１」に無線電話機「４Ａ，４Ｂ」が属していることが登
録されており、電話機情報により無線電話機４Ａが指定された場合、グループ無線電話機
として「４Ａ，４Ｂ」がグループ検索手段１５Ｃにより検索される。
　なお、電話機制御装置１のその他の構成、および無線電話機４の構成については、前述
した第１の実施の形態と同様であり、ここでの詳細な説明は省略する。
【００８２】
［第２の実施の形態の動作］
　次に、図１４を参照して、本発明の第２の実施の形態にかかる電話システムの動作につ
いて説明する。図１４は、本発明の第２の実施の形態にかかる電話システムの動作として
通信条件設定動作を示すシーケンス図であり、前述の図５と同じまたは同様部分には同一
符号を付してある。
　ここでは、無線電話機４Ａから自己と無線電話機４Ｃとを設定対象として指定すること
により、同一グループの各無線電話機４Ａ，４Ｂと無線電話機４Ｃへ同一通信条件を設定
する動作を例として説明する。なお、グループ情報１４Ｃには、図１３の内容が登録され
ているものとする。
【００８３】
　無線電話機４Ａを構成する親機２の親機制御部２５は、操作入力部２３により通信条件
設定要求操作が検出された場合（ステップ１００）、通信条件選択手段２５Ｂにより、通
信条件の設定に用いる設定画面の要求を伝送Ｉ／Ｆ部２０から内線伝送路５を介して電話
制御装置１へ送信する（ステップ１０１）。
　電話制御装置１の制御部１５は、内線Ｉ／Ｆ部１１を介して無線電話機４Ａからの設定
画面要求を受信した場合、通信条件設定手段１５Ｂにより、記憶部１４から設定画面デー
タ（図示せず）を読み出し、内線Ｉ／Ｆ部１１から内線伝送路５を介して無線電話機４Ａ
へ通知する（ステップ１０２）。
【００８４】
　親機２の通信条件選択手段２５Ｂは、伝送Ｉ／Ｆ部２０を介して電話制御装置１から設
定画面データを受信し、その設定画面データを表示部２２で画面表示して、利用者の操作
に応じて必要な情報を取得する。ここでは対象無線電話機４Ａ，４Ｃと通信条件特定項目
とを取得したものとする（ステップ１０３，１０４）。
　通信条件選択手段２５Ｂは、表示した画面に対する利用者の操作を操作入力部２３で検
出し、その操作に応じて取得した対象電話機識別情報と通信条件特定項目を含む設定要求
を、伝送Ｉ／Ｆ部２０から内線伝送路５を介して電話制御装置１へ送信する（ステップ１
０５）。
【００８５】
　電話制御装置１の通信条件設定手段１５Ｂは、内線Ｉ／Ｆ部１１を介して無線電話機４
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Ａからの設定要求を受信した場合、その設定要求に含まれる通信条件特定項目から、無線
データ通信に関する通信条件として、対象無線電話機で使用不可とするチャネルを抽出す
る（ステップ１１０）。
【００８６】
　次に、通信条件設定手段１５Ｂは、グループ検索手段１５Ｃにより、記憶部１４のグル
ープ情報１４Ｃを参照して、通信条件設定時に無線電話機４から通知された設定要求に含
まれる電話機情報について、この電話機情報の無線電話機４Ａ，４Ｃと同一グループに属
するグループ無線電話機をそれぞれ検索する。図１３の例では、無線電話機４Ａがグルー
プＧ１に属しているためグループ無線電話機として４Ｂが検索される。また無線電話機４
Ｃはいずれのグループにも属していないためグループ無線電話機としては検索されない。
　したがって、設定要求の電話機情報で指定された無線電話機４Ａ，４Ｃと、これら無線
電話機のグループ無線電話機４Ｂが通信条件の設定対象となる。
【００８７】
　なお、このように設定要求の電話機情報により無線電話機４Ａ，４Ｃが同時に指定され
た場合や、具体的に無線電話機４Ａ，４Ｃがグループであることが設定要求で指示された
場合には、これら無線電話機４Ａ，４Ｃを新たなグループＧ２としてグループ情報１４Ｃ
に登録するようにしてもよい。これにより、グループ情報１４Ｃは、図１５に示すような
登録内容となる。
【００８８】
　このようにして、通信条件設定手段１５Ｂは、通信条件として無線電話機４Ａ，４Ｂ，
４Ｃで使用不可とするチャネルを抽出するとともに、グループ無線電話機を検索した後、
記憶部１４の無線チャネル情報１４Ｂのうち、これら設定対象となる無線電話機４Ａ，４
Ｂ，４Ｃに新たな使用不可チャネル番号を更新登録する（ステップ１１１）。
　また、通信条件設定手段１５Ｂは、使用不可チャネルを含む設定通知を内線Ｉ／Ｆ部１
１から無線電話機４Ａ，４Ｂ，４Ｃに対して通知することにより、この通信条件を無線電
話機４Ａに設定する（ステップ１２０）。
【００８９】
　無線電話機４Ａ，４Ｂ，４Ｃを構成する親機２の親機制御部２５は、伝送Ｉ／Ｆ部２０
を介して電話制御装置１から設定通知を受信した場合、通信条件指示手段２５Ｃにより、
この設定通知に含まれる使用不可チャネルを無線モジュール２６へ指定する（ステップ１
２１）。
　無線モジュール２６のモジュール制御部２９は、通信制御手段２９Ａにより、通信条件
指示手段２５Ｃから指定された使用不可チャネルを、モジュール記憶部２８のチャネルテ
ーブル２８Ａに登録する。
【００９０】
　このように本実施の形態では、電話制御装置１により、無線電話機が属するグループを
示すグループ情報を記憶するとともに、グループ情報を参照して電話機情報に対応する無
線電話機と同一グループに属するグループ無線電話機を検索するグループ検索手段を設け
、通信条件設定手段で、通信条件を通知する際、電話機情報で指定された無線電話機とグ
ループ検索手段により検索した電話機情報に対応するすべてのグループ無線電話機とに対
して通信条件を設定するようにしたので、同一グループに属する無線電話機に対して同一
通信条件を自動的に設定できる。
【００９１】
　通常、無線電話機の無線電波環境は、設置位置がある程度近い場合、それほど大きく変
化するものではないため、任意の無線電話機で例えば無線ＬＡＮ通信装置と電波干渉が発
生した場合、その無線電話機の近くに設置されている無線電話機でも同様の電波干渉が発
生する可能性が高い。
　本実施の形態によれば、図１６に示すように、無線電話機４Ａと無線電話機４Ｂの設置
位置が近く、これら無線電話機４Ａ，４Ｂに対して電波干渉３００が発生している場合、
これら無線電話機４Ａ，４ＢをグループＧ１と設定しておくことにより、例えば無線電話
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機４Ａを対象として新たな通信条件が設定された場合、同じグループＧ１の無線電話機４
Ｂにも同一通信条件が設定され、電波干渉３００に対応できる。
【００９２】
　また、図１６に示すように、設置位置が近い無線電話機４Ａ，４Ｃに対して電波干渉３
０１が発生した場合、これら無線電話機４Ａ，４ＣをグループＧ２として設定しておけば
、無線電話機４Ｃを対象とする新たな通信条件の設定により、無線電話機４Ａにも同一通
信条件が設定される。
　このとき、無線電話機４Ｂ，４Ｃの設置位置が離れていて両者の無線環境が異なる場合
には、無線電話機４Ｃでの電波干渉３０１が無線電話機４Ｂで発生する可能性は少ない。
したがって、無線電話機４Ｃを元にしてグループ無線電話機を検索した場合には、無線電
話機４Ａと同じグループＧ１に属する無線電話機４Ｂはグループ無線電話機として検索さ
れず、無線電話機４Ｂには新たな通信条件が設定されない。
【００９３】
［第３の実施の形態］
　次に、図１７を参照して、本発明の第３の実施の形態にかかる電話システムについて説
明する。図１７は、本発明の第３の実施の形態にかかる電話システムで用いられるチャネ
ル番号抽出テーブルの構成例である。
【００９４】
　前述した第１の実施の形態では、電話制御装置１で、通信条件特定項目として選択され
た無線ＬＡＮチャネルからブルートゥース無線通信方式のチャネルを使用不可とする通信
条件を抽出する際、式（３）を用いてブルートゥース無線通信方式のチャネル番号を求め
る場合を例として説明した。
　本実施の形態では、図１７のチャネル番号抽出テーブルを用いてブルートゥース無線通
信方式のチャネル番号を求める場合について説明する。なお、電話システムの構成につい
ては前述した第１の実施の形態と同様であり、ここでの説明は省略する。
【００９５】
　図１７のチャネル番号抽出テーブルには、無線ＬＡＮチャネルのチャネル番号Ｙと、こ
れらチャネルの使用周波数帯域に対応するブルートゥース無線通信方式のチャネルのチャ
ネル番号とが組として登録されている。この際、無線ＬＡＮ通信方式の使用周波数帯域幅
Δｆを考慮して、両者の対応関係を登録しておく必要がある。
　電話制御装置１の通信条件設定手段１５Ｂでは、チャネル番号抽出テーブルに基づき、
項目選択手段１８Ｂで選択された通信条件特定項目から、無線データ通信に関する通信条
件として、無線電話機４で使用不可とするチャネルを抽出する。
【００９６】
　このように、本実施の形態では、無線データ通信に関する通信条件を抽出する際、通信
条件特定項目とブルートゥース無線通信方式のチャネル番号との対応関係を記憶するチャ
ネル番号抽出テーブルを参照して、使用不可とするチャネルを抽出するようにしたので、
極めて容易に所望の使用不可チャネルを抽出できる。
【００９７】
［実施の形態の拡張］
　以上の各実施の形態では、無線電話機４において、親機２と子機３とを無線回線を介し
て接続する際にブルートゥース無線通信方式を用いる場合を例として説明したが、ブルー
トゥース無線通信方式の用い方についてはこれに限定されるものではなく、例えば内線電
話機が他の端末機器とのデータ通信にブルートゥース無線通信方式を用いている場合であ
っても、この内線電話機を無線電話機４と見なして各実施の形態を前述と同様に実施でき
、同様の作用効果が得られる。
【００９８】
　また、以上の各実施の形態では、無線ＬＡＮ通信方式の使用周波数帯域幅Δｆを１０Ｍ
Ｈｚとした場合を例として説明したが、これに限定されるものではなく、実際に使用する
無線ＬＡＮ通信装置の周波数特性や無線電話機４の対干渉性能に応じて使用周波数帯域幅



(16) JP 4604938 B2 2011.1.5

10

20

30

40

Δｆを選択すればよい。
【００９９】
　また、以上の各実施の形態では、無線電話機４を構成する親機２の親機制御部２５に、
通信条件選択手段２５Ｂおよび通信条件指示手段２５Ｃを設けた場合を例として説明した
が、これら手段のいずれかまたは全部を無線モジュール２６のモジュール制御部２９で実
現してもよく、ブルートゥース無線通信方式の周波数ホッピング機能の１つとして無線モ
ジュール内に実装できる。これにより、親機制御部２５での処理を大幅に軽減できるとと
もに、親機制御部２５で実行するプログラムを簡素化でき、全体として安価な無線通信装
置を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】本発明の第１の実施の形態にかかる電話システムの構成を示すブロック図である
。
【図２】本発明の第１の実施の形態にかかる電話システムで用いられる無線電話機の構成
を示すブロック図である。
【図３】無線チャネル情報の構成例である。
【図４】チャネルテーブルの構成例である。
【図５】本発明の第１の実施の形態にかかる電話システムの動作として通信条件設定動作
を示すシーケンス図である。
【図６】設定画面の表示例である。
【図７】ブルートゥース無線通信方式のチャネル構成を示す説明図である。
【図８】無線ＬＡＮ通信方式のチャネル構成を示す説明図である。
【図９】ブルートゥース無線通信方式と無線ＬＡＮ通信方式のチャネル対応関係を示す説
明図である。
【図１０】無線チャネル情報の登録例である。
【図１１】チャネルテーブルの登録例である。
【図１２】本発明の第２の実施の形態にかかる電話システムの構成を示すブロック図であ
る。
【図１３】グループ情報の構成例である。
【図１４】本発明の第２の実施の形態にかかる電話システムの動作として通信条件設定動
作を示すシーケンス図である。
【図１５】グループ情報の登録例である。
【図１６】無線電話機の設置位置と電波干渉との関係を示す説明図である。
【図１７】チャネル番号抽出テーブルの構成例である。
【符号の説明】
【０１０１】
　１…電話制御装置、１０…外線Ｉ／Ｆ部、１１…内線Ｉ／Ｆ部、１２…スイッチ、１４
…記憶部、１４Ａ…呼制御情報、１４Ｂ…無線チャネル情報、１４Ｃ…グループ情報、１
５…制御部、１５Ａ…呼制御手段、１５Ｂ…通信条件設定手段、１５Ｃ…グループ検索手
段、２…親機、２０…伝送Ｉ／Ｆ部、２１…音声処理部、２２…表示部、２３…操作入力
部、２４…記憶部、２５…親機制御部、２５Ａ…呼制御手段、２５Ｂ…通信条件選択手段
、２５Ｃ…通信条件指示手段、２６…無線モジュール、２７…無線送受信部、２８…モジ
ュール記憶部、２８Ａ…チャネルテーブル、２９…モジュール制御部、２９Ａ…通信制御
手段、３…子機、３１…音声処理部、３２…表示部、３３…操作入力部、３４…記憶部、
３５…子機制御部、３６…無線モジュール、４，４Ａ，４Ｂ，４Ｃ…無線電話機、５…内
線伝送路、６…無線回線、９…通話回線。
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