
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハンドセットと、
　携帯電話機が結合される入出力インタフェースと、
　前記ハンドセットと公衆回線である有線通話回線を介した有線通話モードの通話と、前
記ハンドセットと前記携帯電話機と携帯電話回線である無線通話回線を介した無線通話モ
ードの通話を制御し、且つ、多機能電話機の通話状態である稼動状況を監視する回線交換
制御部とからなる制御ユニットに結合され、前記有線通話回線から

の呼に応答して前記有線通話モードでの発呼側との前記ハンドセットを用い
た通話を実行する通信制御部と
を備え、
　前記入出力インタフェースは、前記携帯電話機 に前記無線通信回線から
の呼が着信したときに前記携帯電話から送信される着呼信号の受信に応答して前記受信を
前記通信制御部に通知し、
　前記通信制御部は前記通知に応答して着信通知を前記制御ユニットに送信し、前記着信
通知に応答して前記多機能電話機の稼働状況を監視する前記制御ユニットから送信された
応答通知に基づいて前記携帯電話機を介した無線通話モードで発呼側との前記ハンドセッ
トを用いた通話を実行する
　多機能電話機。
【請求項２】
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　請求項１に記載の多機能電話機において、
　前記入出力インタフェースは、通信制御部の指示に基づいて、前記携帯電話機の呼を保
留する多機能電話機。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の多機能電話機において、
　前記通信制御部は、前記ハンドセットを使用した発呼の際、発信番号に応じて前記有線
通話モードと前記無線通話モードを切換える多機能電話機。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れか一項に記載の多機能電話機において、
　前記通信制御部は、携帯電話機の呼を他の通信制御部に結合する多機能電話機。
【請求項５】
　請求項１乃至３の何れか一項に記載の多機能電話機において、
　前記携帯電話機に電力を供給する電力源を備える多機能電話機。
【請求項６】
　ハンドセットと、携帯電話機が結合される入出力インタフェースと、前記ハンドセット
と公衆回線である有線通話回線を介した有線通話モードの通話と、前記ハンドセットと前
記携帯電話機と携帯電話回線である無線通話回線を介した無線通話モードの通話を制御し
、前記有線通話回線から の呼に応答して前記有線通話
モードでの発呼側との前記ハンドセットを用いた通話を実行する通信制御部からなり、互
いに呼の転送が可能な複数の多機能電話機と、
　前記公衆回線と、前記多機能電話機が結合された構内回線とに結合され、且つ、前記複
数の多機能電話機の通話状態である稼動状況を監視する回線交換制御部とからなる制御ユ
ニットを備え、
　前記携帯電話機は前記携帯電話機 に前記無線通信回線からの呼が着信し
たときに、その着信に応答して前記入出力インタフェースに着呼信号を送信し、
　前記入出力インタフェースは前記着呼信号の受信に応答して前記受信を前記通信制御部
に通知し、
　前記通信制御部は前記通知に応答して着信通知を前記制御ユニットに送信し、
　前記制御ユニットは前記着信通知に応答して前記多機能電話機の通話状態である稼働状
況を監視し、前記監視の結果、前記多機能電話機が未通話状態であった場合、前記多機能
電話機に応答通知を送信し、
　前記多機能電話機は前記応答通知に基づいて前記携帯電話機を介した無線通話モードで
発呼側との通話を前記ハンドセットを用いて実行

多機能電話機交換システム。
【請求項７】
　請求項６に記載の多機能電話機交換システムにおいて、
　前記構内回線は、構内有線回線又は構内無線回線である多機能電話機交換システム。
【請求項８】
　請求項６又は７に記載の多機能電話機交換システムにおいて、
　前記回線交換制御部は、何れかの多機能電話機に結合された前記携帯電話機の呼を他の
多機能電話機に結合する多機能電話機交換システム。
【請求項９】
　請求項６乃至８の何れか一項に記載の多機能電話機交換システムにおいて、
　前記通信制御部は、前記携帯電話機の着呼を検出する多機能電話機交換システム。
【請求項１０】
　請求項６乃至９の何れか一項に記載の多機能電話機交換システムにおいて、
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し、
　前記制御ユニットは、前記監視の結果、前記多機能電話機が通話状態であった場合、他
の多機能電話機に前記応答通知を送信し、
　前記他の多機能電話機は前記応答通知に基づいて前記携帯電話機を介した無線通話モー
ドで発呼側との通話を前記ハンドセットを用いて実行する



　前記入出力インタフェースは、前記通信制御部の指示に基づいて、前記携帯電話機の呼
を保留する多機能電話機交換システム。
【請求項１１】
　請求項６乃至１０の何れか一項に記載の多機能電話機交換システムにおいて、
　前記通信制御部は、前記ハンドセットを介した発呼の際、発信番号に応じて前記有線通
話モードと前記無線通話モードを切換える多機能電話機交換システム。
【請求項１２】
　請求項６乃至１１の何れか一項に記載の多機能電話機交換システムにおいて、
前記通信制御部は、何れかの多機能電話機に結合された前記携帯電話機の呼を他の多機能
電話機に結合する多機能電話機交換システム。
【請求項１３】
　請求項６乃至１２の何れか一項に記載の多機能電話機交換システムにおいて、
　前記多機能電話機は、前記携帯電話機に電力を供給する電力源を備える多機能電話機交
換システム。
【請求項１４】
　請求項６乃至１２の何れか一項に記載の多機能電話機交換システムにおいて、
　前記入出力インタフェースは、前記携帯電話機に電力を供給する電力源を備える多機能
電話機交換システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、携帯電話機を介して通話可能な多機能電話機及びその多機能電話機を収容した
多機能電話機交換システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
事業所の構内ネットワークは、複数の構内電話機を備える。その複数の構内電話機は、構
内交換機（ＰＢＸ： Private-Automatic-Branch）に収容される。構内ネットワークは、構
内交換機と同様の処理を実行する交換制御装置を備えても良い。交換制御装置は、構内交
換機を介して又は直接、外部回線（公衆回線、専用回線、電気通信事業者回線、 WAN回線
等）に接続される。交換制御装置は、複数の構内電話機を制御する制御ユニットと、制御
ユニットを構内交換機又は外部回線に結合する回線ユニットからなる。制御ユニットは、
制御ユニットが管理する複数の構内電話機を、外部回線に直接結合することができる。制
御ユニットは、制御ユニットに制御される複数の構内電話機間の内線通話を制御すること
ができる。制御ユニットは、制御ユニットに制御される複数の構内電話機と、構内交換機
に制御される複数の構内電話機間の内線通話を制御することができる。制御ユニットは、
伝言サービス、インターフォンサービス、データ参照サービス等の付加サービスを提供す
ることができる。付加サービスを使用することができる構内電話機は、多機能電話機と呼
ばれる。交換制御装置と複数の多機能電話機を備える構内ネットワークは、多機能電話機
交換システムと呼ばれる。従来の多機能電話機及び交換システムに係る技術は、特許第 27
76066号公報、特開平 10-155167号公報、特開平 10-191420号公報、特開平 11-136714号公報
に開示されている。
【０００３】
図１１は、従来の多機能電話機交換システムの構成を示す。図に示された多機能電話機交
換システム２は、公衆回線（ Public-Switch-telephone-Network） 101と、構内交換機 102
と、回線ユニット 103と、制御ユニット 104と、多機能電話機 105を備える。公衆回線 101は
、 PSTNに限らず、専用回線等の他の回線であってもよい。
【０００４】
構内交換機 102は、公衆回線 101に接続する。回線ユニット 103は、構内交換機 102に接続す
る。制御ユニット 104は、回線ユニット 103に接続する。多機能電話機 105は、制御ユニッ
ト 104に接続する。
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【０００５】
構内交換機 102は、公衆回線 101及び専用回線（図示されず）と、回線ユニット 103を結合
する。回線ユニット 103は、制御ユニット 104と、公衆回線 101及び構内交換機 102、ＬＡＮ
（ Local Area Network）及びコンピュータ（図示されず）を結合する。回線ユニット 103
は、プロトコル変換を実行する。回線ユニット 103は、ソフトウェア及びハードウェアか
らなる制御部である。回線ユニット 103が実行するプロトコル変換は、信号の電圧変換及
び／又はフォーマット変換を意味する。制御ユニット 104は、所定の数の多機能電話機を
収容する。制御ユニット 104は、ソフトウェア及びハードウェアからなる制御部である。
制御ユニット 104は、ビルのフロア毎又は工場敷地内の建物毎に設置される。
【０００６】
制御ユニット 104は、回線制御部 111、回線交換制御部 112、多機能電話機制御部 113、デー
タ記憶部 114、音源 115を備える。回線制御部 111は、回線ユニット 103に接続する。回線制
御部 111は、回線交換制御部 112に接続する。回線制御部 111は、音源 115に接続する。回線
交換制御部 112は、多機能電話機制御部 113に接続する。多機能電話機制御部 113は、音源 1
15に接続する。データ記憶部 114は、回線交換制御部 112に接続する。
【０００７】
回線制御部 111は、回線交換制御部 112と回線ユニット 103の間を流れる信号のプロトコル
変換を実行する。回線制御部 111は、ソフトウェア及びハードウェアからなる制御部であ
る。このプロトコル変換は、信号の電圧変換及び／又はフォーマット変換を意味する。回
線交換制御部 112は、制御ユニット 104に収容された複数の多機能電話機 105の動作制御を
実行する。回線交換制御部 112は、ソフトウェア及びハードウェアからなる制御部である
。多機能電話機制御部 113は、回線交換制御部 112と多機能電話機 105の間を流れる信号の
プロトコル変換を実行する。多機能電話機制御部 113は、ソフトウェア及びハードウェア
からなる制御部である。多機能電話機制御部 113が実行するプロトコル変換は、信号の電
圧変換及び／又はフォーマット変換を意味する。データ記憶部 114は、制御ユニット 104に
収容された複数の多機能電話機 105の稼動状況を示す稼動情報を記憶する。データ記憶部 1
14は、書換型不揮発メモリ又はハードデスク装置である。音源 115は、回線ユニット 103を
介して結合された機器（図示されず）又は多機能電話機 105が再生する警告音及び保留音
の音響信号を発生する。音源 115は、ソフトウェア及びハードウェアからなる制御部であ
る。
【０００８】
多機能電話機 105は、制御ユニット 104の多機能電話機制御部 113に接続する。多機能電話
機制御部 113には、複数の多機能電話機（図示されず）が接続する。多機能電話機 105は、
他の多機能電話機との内線通話を実行する。多機能電話機 105は、公衆回線 101を介して結
合された他の電話機との外線通話を実行する。
【０００９】
図１２は、従来の多機能電話機の上部外観を示す。図に示された多機能電話機 105は、送
受話器 121と、表示器 122と、ボタン群 123を備える。ボタン群 123は、テンキー 131と、機
能設定ボタン群 132と、保留ボタン 133、応答ボタン 134と、モニタボタン 135からなる。
【００１０】
送受話器 121は、スピーカとマイクからなる。表示器 122は、液晶表示装置からなる。テン
キー 131は、数値情報の入力に使用される。機能設定ボタン群 132は、短縮ダイアルの登録
及び会議通話を設定する。保留ボタン 133は、呼を保留状態に設定する保留回路のオンオ
フを設定する。応答ボタン 134は、着信に応答する応答回路のオンオフを設定する。モニ
タボタン 135は、外部スピーカ（図示されず）と送受話器 121の動作切換えに使用される。
【００１１】
図１１及び図１２を参照して、従来の多機能電話機交換システムの動作を説明する。
【００１２】
多機能電話機 105の外線着信は、制御ユニット 104が監視する。外線着信は、公衆回線 101
と構内交換機 102と回線ユニット 103を介して制御ユニット 104に通知される。回線交換制
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御部 112は、回線制御部 111を介して、多機能電話機 105への外線着信を認識する。回線交
換制御部 112は、データ記憶部 114を参照して、多機能電話機 105のオンフックを確認する
。オンフックの確認は、送受話器 121及び応答ボタン 134の状態監視により実現される。回
線交換制御部 112は、多機能電話機 105のオンフック状態を検出すると、多機能電話機制御
部 113に着呼処理を指示する。その指示に基づいて、多機能電話機制御部 113は、多機能電
話機 105に着呼を通知する。多機能電話機制御部 113は、多機能電話機 105のオフフック状
態を検出すると、検出結果を回線交換制御部 112に通知する。回線交換制御部 112は、多機
能電話機 105の通話設定を実行する。回線交換制御部 112は、データ記憶部 114に、多機能
電話機 105のオフフック状態を記録する。回線交換制御部 112は、発信者番号の通知を検出
した場合、発信者番号を多機能電話機 105に出力する。多機能電話機 105の表示器 122は、
発信者番号を表示する。
【００１３】
多機能電話機 105が通話の保留設定を実行すると、回線交換制御部 112は、回線制御部 111
に保留設定を指示する。回線制御部 111は、音源 115から保留音を読取り、回線ユニット 10
3に通知する。保留音は、構内交換機 102を介して公衆回線に通知される。その保留音は、
発信端末に通知される。
【００１４】
多機能電話機交換システムは、有線電話網を使用したシステムである。移動中の通話には
、携帯電話機が使用される。携帯電話機は、無線電話網を使用する。無線電話網の中には
、ＰＤＣ（ Personal Digital Cellular telecommunication system）又はＰＨＳ（ Person
al handy-phone System）と呼ばれているものがある。
【００１５】
【発明が解決しようとする課題】
多機能電話機が対応する通信プロトコルと、携帯電話機が対応する通信プロトコルは相違
する。多機能電話機に携帯電話機を結合することはできない。多機能電話機を使用して携
帯電話機及び無線電話回線を介した通話は実行できない。
【００１６】
携帯電話機と多機能電話機を使用するユーザは、携帯電話機の着信と多機能電話機の着信
を別々に監視しなければならない。そのユーザは、携帯電話機の着信と多機能電話機の着
信を別々に操作しなければならない。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
その課題を解決するための手段が、下記のように表現される。その表現中に現れる技術的
事項には、括弧（）付きで、番号、記号等が添記されている。その番号、記号等は、本発
明の実施の複数の形態又は複数の実施例のうちの少なくとも１つの実施の形態又は複数の
実施例を構成する技術的事項、特に、その実施の形態又は実施例に対応する図面に表現さ
れている技術的事項に付せられている参照番号、参照記号等に一致している。このような
参照番号、参照記号は、請求項記載の技術的事項と実施の形態又は実施例の技術的事項と
の対応・橋渡しを明確にしている。このような対応・橋渡しは、請求項記載の技術的事項
が実施の形態又は実施例の技術的事項に限定されて解釈されることを意味しない。
【００１８】
本発明は、多機能電話機を使用して携帯電話機の着信を処理することができる多機能電話
機を提供する。
【００１９】
本発明は更に、多機能電話機を使用して携帯電話機の着信を処理することができる多機能
電話機交換システムを提供する。
【００２０】
本発明による多機能電話機は、ハンドセット（３６）と、携帯電話機（１７）が結合され
る入出力インタフェース（３２，４２）と、ハンドセット（３６）と有線通話回線を介し
た有線通話モードの通話と、ハンドセットと携帯電話機（１７）と無線通話回線を介した

10

20

30

40

50

(5) JP 3803517 B2 2006.8.2



無線通話モードの通話を制御し、且つ、制御ユニット（１４）に結合される通信制御部（
３１，４１）を備える。この構成によると、有線通話モードの通話と無線通話モードの通
話を、ハンドセット（３６）を使用して実行することができる。特に、携帯電話機（１７
）に設定された通話を、ハンドセット（３６）を使用して実行することができる。
【００２１】
本発明による他の多機能電話機は、通信制御部（３１，４１）が、携帯電話機（１７）の
着呼を検出する。この構成によると、携帯電話機（１７）の着呼に対するハンドセット（
３６）を使用した対応を実行することができる。
【００２２】
本発明による他の多機能電話機は、入出力インタフェース（３２，４２）が、通信制御部
（３１，４１）の指示に基づいて、携帯電話機（１７）の呼を保留する。この構成による
と、携帯電話機（１７）に設定された呼の保留状態を、携帯電話機（１７）を操作するこ
となく設定することができる。
【００２３】
本発明による他の多機能電話機は、通信制御部（３１，４１）が、ハンドセット（３６）
を使用した発呼の際、発信番号に応じて有線通話モードと無線通話モードを切換える。こ
の構成によると、発信番号に応じて、通話に使用する回線を選択することができる。
【００２４】
本発明による他の多機能電話機は、通信制御部（３１，４１）が、携帯電話機（１７）の
呼を他の通信制御部に結合する。この構成によると、携帯電話機（１７）の呼を、他の通
信制御部、即ち他の多機能電話機に転送することができる。
【００２５】
本発明による他の多機能電話機は、携帯電話機（１７）に電力を供給する電力源を備える
。この構成によると、携帯電話機（１７）の呼設定の監視と同時に、携帯電話機（１７）
の充電を実行することができる。
【００２６】
本発明による多機能電話機交換システムは、ハンドセット（３６）と、携帯電話機（１７
）が結合される入出力インタフェース（３２，４２）と、ハンドセット（３６）と有線通
話回線を介した有線通話モードの通話と、ハンドセット（３６）と携帯電話機（１７）と
無線通話回線を介した無線通話モードの通話を制御する通信制御部（３１，４１）からな
る複数の多機能電話機（１８，１９）と、公衆回線と、多機能電話機（１８，１９）が結
合された構内回線に結合され、且つ、複数の多機能電話機（１８，１９）の稼動状況を監
視する回線交換制御部（２２）とからなる制御ユニット（１４）を備える。この構成によ
ると、有線通話モードの通話と無線通話モードの通話が、ハンドセット（３６）を使用し
て実行される多機能電話機交換システムを実現することができる。特に、携帯電話機（１
７）に設定された通話が、ハンドセット（３６）を使用して実行される多機能電話機交換
システムを実現することができる。
【００２７】
本発明による他の多機能電話機交換システムは、構内回線が、構内有線回線又は構内無線
回線である。この構成によると、携帯電話機（１７）の呼が、構内有線回線又は構内無線
無線回線を介して転送される多機能電話機交換システムを実現することができる。
【００２８】
本発明による他の多機能電話機交換システムは、回線交換制御部（２２）は、何れかの多
機能電話機に結合された携帯電話機（１７）の呼を他の多機能電話機に結合する。この構
成によると、携帯電話機（１７）の呼が他の多機能電話機に転送される多機能電話機交換
システムを実現することができる。
【００２９】
本発明による他の多機能電話機交換システムは、通信制御部（３１，４１）が、携帯電話
機（１７）の着呼を検出する。この構成によると、携帯電話機（１７）の着呼に対するハ
ンドセット（３６）を使用した対応が実行される多機能電話機交換システムを実現するこ
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とができる。
【００３０】
本発明による他の多機能電話機交換システムは、入出力インタフェース（１６，２０，４
２）は、通信制御部（３１，４１，６１）の指示に基づいて、携帯電話機（１７）の呼を
保留する。この構成によると、携帯電話機（１７）に設定された呼の保留状態を、携帯電
話機（１７）を操作することなく設定される多機能電話機交換システムを実現することが
できる。
【００３１】
本発明による他の多機能電話機交換システムは、通信制御部（３１，４１，６１）が、ハ
ンドセット（３６，４７）を介した発呼の際、発信番号に応じて有線通話モードと前記無
線通話モードを切換える。この構成によると、発信番号に応じて、通話に使用する回線が
選択される多機能電話機交換システムを実現することができる。
【００３２】
本発明による他の多機能電話機交換システムは、通信制御部（３１，４１，６１）は、携
帯電話機（１７）の呼を他の多機能電話機に結合する。この構成によると、携帯電話機（
１７）の呼が、他の通信制御部、即ち他の多機能電話機に転送される多機能電話機交換シ
ステムを実現することができる。
【００３３】
本発明による他の多機能電話機交換システムは、多機能電話機（１８）が、携帯電話機（
１７）に電力を供給する電力源を備える。この構成によると、携帯電話機（１７）の呼設
定の監視と同時に、多機能電話機（１８）を介して携帯電話機（１７）の充電が実行され
る多機能電話機交換システムを実現することができる。
【００３４】
本発明による他の多機能電話機交換システムは、入出力インタフェース（１６，２０）が
、携帯電話機（１７）に電力を供給する電力源を備える。この構成によると、携帯電話機
（１７）の呼設定の監視と同時に、入出力インタフェース（１６，２０）を介して携帯電
話機（１７）の充電が実行される多機能電話機交換システムを実現することができる。
【００３５】
【発明の実施の形態】
本発明の実施例について図面を参照して以下に詳細に説明する。
【００３６】
図１は、本発明による多機能電話機交換システムの構成を示す。図に示された多機能電話
機交換システム１は、公衆回線（ PSTN）１１と、構内交換機（ PBX）１２と、回線ユニッ
ト１３と、制御ユニット１４と、多機能電話機１５と、接続器１６と、携帯電話機１７を
備える。
【００３７】
構内交換機１２は、公衆回線１１に接続する。回線ユニット１３は、構内交換機１２及び
公衆回線１１に接続する。制御ユニット１４は、回線ユニット１３に接続する。多機能電
話機１５は、制御ユニット１４に接続する。接続器１６は、多機能電話機１５に接続する
。携帯電話機１７は、接続器１６に接続する。
【００３８】
構内交換機１２は、公衆回線１１と回線ユニット１３と複数の多機能電話機（図示されず
）を結合する。回線ユニット１３は、構内交換機１２及び公衆回線１１と、制御ユニット
１４を結合する。回線ユニット１３は、構内交換機１２及び公衆回線１１と、制御ユニッ
ト１４の間を流れる信号のプロトコル変換を実行する。回線ユニット１３は、ソフトウェ
ア及びハードウェアからなる制御部である。回線ユニット１３が実行するプロトコル変換
は、信号の電圧変換及び／又はフォーマット変換を意味する。制御ユニット１４は、所定
の数の多機能電話機を収容する交換装置である。制御ユニット１４は、ソフトウェア及び
ハードウェアからなる制御部である。制御ユニット１４は、ビルのフロア毎又は工場敷地
内の建物毎に設置される。
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制御ユニット１４は、回線制御部２１、回線交換制御部２２、多機能電話機制御部２３、
データ記憶部２４、音源２５を備える。回線制御部２１は、回線ユニット１３に接続する
。回線制御部２１は、回線交換制御部２２に接続する。回線制御部２１は、音源２５に接
続する。回線交換制御部２２は、多機能電話機制御部２３に接続する。多機能電話機制御
部２３は、音源２５に接続する。データ記憶部２４は、回線交換制御部２２に接続する。
【００３９】
回線制御部２１は、回線交換制御部２２と回線ユニット１３の間を流れる信号のプロトコ
ル変換を実行する。回線制御部２１は、ソフトウェア及びハードウェアからなる制御部で
ある。回線交換制御部２２は、制御ユニット１４に収容された複数の多機能電話機１５の
動作制御を実行する。回線交換制御部２２は、ソフトウェア及びハードウェアからなる制
御部である。多機能電話機制御部２３は、回線交換制御部２２と多機能電話機１５の間を
流れる信号のプロトコル変換を実行する。多機能電話機制御部２３は、ソフトウェア及び
ハードウェアからなる制御部である。多機能電話機制御部２３が実行するプロトコル変換
は、信号の電圧変換及び／又はフォーマット変換を意味する。データ記憶部２４は、制御
ユニット１４に収容された複数の多機能電話機１５の稼動状況を示す稼動情報を記憶する
。データ記憶部２４は、書換型不揮発メモリ又はハードデスク装置である。音源２５は、
回線ユニット１３を介して結合された機器（図示されず）又は多機能電話機１５が再生す
る警告音及び保留音の音響信号を発生する。音源２５は、ソフトウェア及びハードウェア
からなる制御部である。
【００４０】
多機能電話機１５は、他の多機能電話機との内線通話を実行する。多機能電話機１５は、
公衆回線１１を介して結合された他の電話機との外線通話を実行する。多機能電話機１５
は、接続器１６及び携帯電話機１７を制御して、無線通話回線を介して結合された他の電
話機との外線通話を実行する。多機能電話機１５は、接続器１６が接続される接続コネク
タ（図示されず）を備える。多機能電話機１５の上部外観は、図１２に示された多機能電
話機 105と同一である。多機能電話機１５は、接続器１６が接続される接続コネクタを備
える。接続器１６は、多機能電話機１５と携帯電話機１７を結合する。接続器１６は、ソ
フトウェア及びハードウェアからなる制御部である。接続器１６は、多機能電話機１５と
携帯電話機１７の間を流れる信号のプロトコル変換を実行する。接続器１６が実行するプ
ロトコル変換とは、多機能電話機１５と携帯電話機 17の間を流れる信号の電圧変換及び／
又はフォーマット変換を意味する。接続器１６は、携帯電話機１７が再生する警告音及び
保留音に対応する音響信号を発生する音源（図示されず）を有する。携帯電話機１７は、
無線公衆回線を介した通話を実行する。携帯電話機１７は、充電器及び外部ハンドセット
が接続される接続コネクタ（図示されず）を備える。
【００４１】
図２は、本発明による多機能電話機１５の構成を示す。図に示された多機能電話機１５は
、通信制御部３１と、接続制御部３２と、ボタン制御部３３と、音声・表示制御部３４と
、ボタン３５と、送受話器３６と、表示器３７を備える。
【００４２】
接続制御部３２は、接続器１６を介して携帯電話機１７に接続する。接続制御部３２は、
通信制御部３１に接続する。通信制御部３１は、制御ユニット１４に接続する。ボタン制
御部３３は、通信制御部３１に接続する。音声・表示制御部３４は、通信制御部３１に接
続する。ボタン３５は、ボタン制御部３３に接続する。送受話器３６は、音声・表示制御
部３４に接続する。表示器３７は、音声・表示制御部３４に接続する。
【００４３】
接続制御部３２は、接続器１６が接続される接続コネクタ（図示されず）を備える。接続
制御部３２は、通信制御部３１と接続器１６を結合する。接続制御部３２は、通信制御部
３１と接続器１６の間を流れる信号のプロトコル変換を実行する。接続制御部３２は、ソ
フトウェア及びハードウェアからなる制御部である。接続制御部３２が実行するプロトコ
ル変換とは、通信制御部３１と接続器 16との間を流れる信号の電圧変換及び／又はフォー
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マット変換を意味する。接続制御部３２は、接続器１６が接続される接続コネクタ（図示
されず）を備える。通信制御部３１は、多機能電話機１５の動作を制御する。通信制御部
３１は、ソフトウェア及びハードウェアからなる制御部である。具体的には、通信制御部
３１は、ボタン検出動作に基づく制御情報を、制御ユニット１４との間で送受信する。そ
の通信制御部３１は、音声信号を、制御ユニット１４、接続器１６及び音声・表示制御部
３４との間で送受信する。その通信制御部３１は、制御ユニット１４から出力された表示
信号を、音声・表示制御部３４に転送する生後を実行する。制御ユニットボタン制御部３
３は、ボタン３５の動作を監視する。ボタン制御部３３は、ボタン３５の動作を検出する
と、検出内容を通信制御部３１に通知する。ボタン３５は、図１２に示されたボタン群 12
3及び制御部（図示されず）からなる。音声・表示制御部３４は、送受話器３６及び表示
器３７を駆動する。音声・表示制御部３４は、送受話器３６と通信制御部３１を結合する
。音声・表示制御部３４は、送受話器３６から出力される音声信号を通信制御部３１に伝
送する。音声・表示制御部３４は、通信制御部３１から出力される音声信号を送受話器３
６に伝送する。音声・表示制御部３４は、通信制御部３１から出力される表示信号を表示
器３７に伝送する。音声・表示制御部３４は、ソフトウェア及びハードウェアからなる制
御部である。
【００４４】
回線ユニット１３と構内交換機１２の間及び回線ユニット１３と他の回線ユニット（図示
されず）の間は、構内回線で結合される。その構内回線は、有線構内回線と無線構内回線
からなる。
【００４５】
送受話器３６は、図１２に示された送受話器 121からなる。表示器３７は、図１２に示さ
れた表示器 122からなる。
【００４６】
本発明による多機能電話機１５は、公衆回線１１又は構内回線（図示されず）を介した通
話を実行する際、有線通話モードに設定される。本発明による多機能電話機１５は、携帯
電話機１７を介した通話を実行する際、無線通話モードに設定される。本発明による多機
能電話機１５は、送受話器３６を介して、携帯電話機１７に設定された呼の通話を実行す
ることができる。
【００４７】
図３を参照して、多機能電話機１５の待機動作を説明する。
【００４８】
携帯電話機１７に呼が着信すると、着呼信号が接続器１６を介して接続制御部３２に伝送
される。接続制御部３２は、その着信信号を検出すると通信制御部３１に通知する。通信
制御部３１は、着信信号を検出すると（Ｓ１）、着信通知を制御ユニット１４に送信する
（Ｓ２）。
【００４９】
図４を参照して、多機能電話機１５の着信動作を説明する。
【００５０】
制御ユニット１４は、着信通知を受付けると、多機能電話機１５の稼動状態を調べる。制
御ユニット１４は、多機能電話機１５が未通話状態のとき、多機能電話機１５に応答許可
通知を送信する。多機能電話機１５の通信制御部３１は、制御ユニット１４から応答許可
通知を受信する（Ｓ１１）。通信制御部３１は、応答許可済みの状態情報を一時保存する
（Ｓ１２）。通信制御部３１は、処理Ｓ１２を実行後、応答ボタン（図１２： 134）の押
下を監視する（Ｓ２１）。通信制御部３１は、処理Ｓ１２を実行後、オフフックを監視す
る（Ｓ２２）。音声・表示制御部３４は、処理Ｓ２１，Ｓ２２の実行中、表示器３７に着
呼に係る表示処理を実行する。通信制御部３１は、応答ボタンの押下又はオフフックを検
出すると、状態情報を確認する（Ｓ２３）。通信制御部３１は、状態情報が応答許可済み
を示す場合、その応答通知を制御ユニット１４に送信する（Ｓ２４）。応答許可が未許可
の場合、処理Ｓ２３において許可を待つ。

10

20

30

40

50

(9) JP 3803517 B2 2006.8.2



【００５１】
携帯電話機１７は、多機能電話機１５に対する呼が設定される前に着信が停止した場合、
接続制御部３２は、着信停止を通信制御部３１に通知する（Ｓ３１）。通信制御部３１は
、制御ユニット１４に着信停止通知を送信する（Ｓ３２）。通信制御部３１は、一時保存
された応答許可済みの状態情報を消去し、待機状態の動作を開始する。制御ユニット１４
は、通話切断通知を受付けると、多機能電話機１５から送信される新たな通知を監視する
。
【００５２】
図５を参照して、多機能電話機１５の応答動作を説明する。
【００５３】
制御ユニット１４は、応答通知を受付けると、多機能電話機１５に通話許可通知を送信す
る。多機能電話機１５の通信制御部３１は、制御ユニット１４から通話許可通知を受信す
る（Ｓ４１）。通信制御部３１は、携帯電話機１７に応答通知を送信する。その応答通知
は、接続制御部３２及び接続器１６を介して伝送される。携帯電話機１７は、応答通知を
受付けると、呼を設定する（Ｓ４２）。その呼は、接続器１６を介して多機能電話機１５
に結合される。多機能電話機１５は、携帯電話機１７を介した発呼側との通話を実行する
ことができる。
【００５４】
通信制御部３１は、呼が設定されると、携帯電話機１７からの通話切断通知を監視する（
Ｓ５１）。通信制御部３１は、応答ボタンの再押下及びオンフックを監視する（Ｓ５２）
。通信制御部３１は、通話切断通知、応答ボタンの再押下又はオンフックを検出すると、
制御ユニット１４に通話切断通知を送信する（Ｓ５３）。通信制御部３１は、一時保存さ
れた応答許可済みの状態情報を消去し、待機状態の動作を開始する。制御ユニット１４は
、通話切断通知を受付けると、多機能電話機１５から送信される新たな通知を監視する。
【００５５】
図６を参照して本発明による制御ユニット１４の待機動作を説明する。
【００５６】
多機能電話機１５が送信した着信通知（図４のＳ２４）は、多機能電話機制御部２３に受
信される。多機能電話機制御部２３は、着信通知を回線交換制御部２２に転送する（Ｓ６
１）。回線交換制御部２２は、データ記憶部２４から、多機能電話機１５の稼動情報を読
取る（Ｓ６２）。回線交換制御部２２は、稼動情報の内容を解析する（Ｓ６３）。回線交
換制御部２２は、その稼動情報が「 Vacancy：未通話」を示していた場合、応答許可通知
を多機能電話機１５に送信する。
【００５７】
多機能電話機１５は、回線ユニット１４から応答許可通知を受信すると、処理Ｓ１１を実
行する。
【００５８】
図７を参照して本発明による制御ユニット１４の着信動作を説明する。
【００５９】
多機能電話機１５が送信した応答通知（図４のＳ２４）は、多機能電話機制御部２３に受
信される。多機能電話機制御部２３は、応答通知を回線交換制御部２２に転送する（Ｓ７
１）。回線交換制御部２２は、多機能電話機１５の稼動情報の内容を「 Busy：通話中」を
示す内容に変更し、データ記憶部２４に書き込む。回線交換制御部２２は、多機能電話機
１５に通話許可通知（図５のＳ４１の通信許可通知）を送信する（Ｓ７２）。これにより
、回線交換制御部２２は、多機能電話機１５の通話終了を監視する通話処理を実行する（
Ｓ７３）。
【００６０】
多機能電話機１５が送信した着信停止通知は、多機能電話機制御部２３に受信される。多
機能電話機制御部２３は、着信停止通知を回線交換制御部２２に転送する（Ｓ８１）。回
線交換制御部２２は、多機能電話機１５から送信される応答通知の待受けを中止する着信

10

20

30

40

50

(10) JP 3803517 B2 2006.8.2



停止処理を実行する（Ｓ８２）。回線交換制御部２２は、多機能電話機１５から送信され
る新たな通知を監視する。
【００６１】
図８を参照して本発明による制御ユニット１４の切断動作を説明する。
【００６２】
図４のＳ３１において多機能電話機１５が送信した切断通知は、多機能電話機制御部２３
に受信される。多機能電話機制御部２３は、切断通知を回線交換制御部２２に転送する（
Ｓ９１）。回線交換制御部２２は、多機能電話機１５の稼動情報の内容を「 Vacancy：未
通話」を示す内容に変更し、データ記憶部２４に書き込む（Ｓ９２）。回線交換制御部２
２は、多機能電話機１５から送信される新たな通知を監視する。
【００６３】
図９は、本発明による多機能電話機の他の構成を示す。図に示された多機能携帯電話１８
は、通信制御部４１と、接続制御部４２と、ボタン制御部４３と、音声・表示制御部４４
と、保留音源４５と、ボタン４６と、送受話器４７と、表示器４８を備える。
【００６４】
接続制御部４２は、携帯電話機１７に接続する。接続制御部４２は、通信制御部４１に接
続する。通信制御部４１は、制御ユニット１４に接続する。ボタン制御部４３は、通信制
御部４１に接続する。音声・表示制御部４４は、通信制御部４１に接続する。ボタン４６
は、ボタン制御部４３に接続する。送受話器４７は、音声・表示制御部４４に接続する。
表示器４８は、音声・表示制御部４４に接続する。保留音源４５は、接続制御部４２に接
続する。
【００６５】
接続制御部４２は、携帯電話機１７が接続される接続コネクタ（図示されず）を備える。
接続制御部４２は、通信制御部４１と携帯電話機１７を結合する整合装置である。接続制
御部４２は、通信制御部４１と携帯電話機１７の間を流れる信号のプロトコル変換を実行
する。保留音源４５は、携帯電話機１７が再生する保留音に対応する音響信号を発生する
。その音響信号は、接続制御部４２を介して携帯電話１７に伝送される。通信制御部４１
は、多機能電話機１８の動作を制御するプロセッサである。ボタン制御部４３は、ボタン
４６の動作を監視する。ボタン制御部４３は、ボタン４６の動作を検出すると、検出内容
を通信制御部４１に通知する。ボタン４６は、図１２に示されたボタン群 123からなる。
音声・表示制御部４４は、送受話器４７及び表示器４８を駆動する。音声・表示制御部４
４は、送受話器４７と通信制御部４１を結合する。音声・表示制御部４４は、送受話器４
７から出力される音声信号を通信制御部４１に伝送する。音声・表示制御部４４は、通信
制御部４１から出力される音声信号を送受話器４７に伝送する。音声・表示制御部４４は
、通信制御部４１から出力される表示信号を表示器４８に伝送する。
【００６６】
送受話器４６は、図１２に示された送受話器 121からなる。表示器４８は、図１２に示さ
れた表示器 122からなる。
【００６７】
多機能電話機１８の接続制御部４２及び保留音源４５は、図２に示された接続器１６及び
接続制御部３２の機能を実現する。多機能電話機１８は、携帯電話機１７との間に接続器
１６を必要としない。多機能電話機１８に携帯電話機１７を直接結合することができる。
【００６８】
図１０は、本発明による接続器の他の構成を示す。図に示された接続器２０は、転送制御
部６１と、携帯電話機接続制御部６２と、多機能電話機接続制御部６３と、保留音源６４
を備える。
【００６９】
携帯電話機接続制御部６２は、携帯電話機１７に接続する。携帯電話機接続制御部６２は
、転送制御部（通信制御部）６１に接続する。多機能電話機接続制御部６３は、多機能電
話機１９に接続する。多機能電話機接続制御部６３は、転送制御部６３２接続する。保留
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音源６４は、携帯電話機接続制御部６２に接続する。転送制御部６１は、制御ユニット１
４に接続する。
【００７０】
制御ユニット１４は、携帯電話機１７を、内線接続された電話機の一つとして管理するこ
とができる。携帯電話機１７を制御ユニット１４に認識させる制御は、転送制御部６１が
実行する。
【００７１】
転送制御部６１は、通話経路を設定する。転送制御部６１は、ソフトウェア及びハードウ
ェアからなる制御部である。転送制御部６１は、多機能電話機１９と制御ユニット１４の
結合を実行する（第１結合）。転送制御部６１は、多機能電話機１９と制御ユニット１４
の間の信号伝送を制御する。第１結合は、多機能電話機１９を使用した外線通話及び内線
通話が実行されるときに設定される。転送制御部６１は、多機能電話機１９と携帯電話機
１７の結合を実行する（第２結合）。転送制御部６１は、多機能電話機１９と携帯電話機
１７の間の信号伝送を制御する。第２結合は、多機能電話機１９と携帯電話機１７を使用
した外線無線通話が実行されるときに設定される。転送制御部６１は、携帯電話機１７と
制御ユニット１４の結合を実行する（第３結合）。転送制御部６１は、携帯電話機１７と
制御ユニット１４の間の信号伝送を制御する。第３結合は、制御ユニット１４に結合され
た他の多機能電話機（図示されず）と携帯電話機１７を使用した外線無線通話が実行され
るときに設定される。
【００７２】
携帯電話機接続制御部６２は、転送制御部６１と携帯電話機１７の間を流れる信号のプロ
トコル変換を実行する。携帯電話機接続制御部６２は、制御部からなる。多機能電話機接
続制御部６３は、転送制御部６１と多機能電話機１９の間を流れる信号のプロトコル変換
を実行する。多機能電話機接続制御部６３は、制御部からなる。制御部は、ハードウエア
及びハードウエアを制御するプログラムからなる。保留音源６４は、保留音及び警告音を
再生する音響信号を発生する。保留音源６４は、音源データを音声合成するソフトウェア
及びハードウェアからなる。
【００７３】
接続器２０は、携帯電話機１７の呼を多機能電話機１９から他の多機能電話機に転送した
際、多機能電話機１９の未通話状態を設定することができる。転送制御部６１は、携帯電
話機１７の呼を多機能電話機１９に結合するとき、第２結合の設定を実行する。転送制御
部６１は、保留ボタン 133（図１２）の押下を検出する。転送制御部６１は、第２結合の
呼を他の多機能電話機に転送するとき、第２結合を解除し、第３結合の設定を実行する。
転送制御部６１は、第３結合を設定中、多機能電話機１９と制御ユニット１４を結合する
とき、第１結合の設定を実行する。転送制御部６１は、第１結合と第３結合を同時に設定
する。
【００７４】
制御ユニット１４は、多機能電話機１９と携帯電話機１７の間に設定された呼を他の多機
能電話機に転送するとき、携帯電話機１７を多機能電話機の一つとして取り扱う。制御ユ
ニット１４は、多機能電話機間の内線転送処理と同様に、携帯電話機１７と他の多機能電
話機の内線通話の呼を設定する。
【００７５】
図２及び図３に示された多機能電話機１８は、携帯電話機１７の呼を他の携帯電話機に内
線転送することができる。通信制御部３１，４１は、携帯電話機１７の呼を制御ユニット
１４に結合する。通信制御部３１，４１と制御ユニットの間の通信容量が２回線分設定さ
れた場合、通信制御部３１，４１は、多機能電話機１８を未通話状態に設定することがで
きる。即ち、多機能電話機１８に結合された携帯電話機１７の呼と、多機能電話機１８の
呼（外線通話，内線通話）を同時に設定することができる。
なお、通信制御部３１，４１と制御ユニットの間の通信容量が１回線に設定された場合、
通信制御部３１，４１は、多機能電話機１８を未通話状態に設定することができない。
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【００７６】
本発明による多機能電話機１８は、携帯電話機１７に電力を供給する電源を備えても良い
。
【００７７】
本発明による接続器１６，２０は、携帯電話機１７に電力を供給する電源を備えても良い
。
【００７８】
本発明による通信制御部３１，４１は、多機能電話機１９の発呼を携帯電話機１７に結合
しても良い。通信制御部３１，４１は、多機能電話機１９が出力するダイアル番号を検出
する。通信制御部３１，４１は、ダイアル番号が携帯電話機１７の発呼を指示する内容を
示す場合、そのダイアル番号を携帯電話機１７に向けて出力する。通信制御部３１は、多
機能電話機１８の動作状態を通知する。制御ユニット１４は、多機能電話機１８に係る稼
動情報の内容を「 Busy：通話中」を示す内容に変更し、データ記憶部２４（図１１）に書
き込む。
【００７９】
本発明は、以上の実施例に限定されない。本発明は、本発明の主旨を逸脱しない範囲で種
々変形して実施することができる。
【００８０】
【発明の効果】
本発明は、携帯電話機に着信した呼に対する応答が多機能電話機を介して実行される。本
発明は、多機能電話機を使用して、携帯電話機を介した無線通話回線の呼と有線通話回線
を介した呼に応答することができる。多機能電話機の使用者は、携帯電話機に対する着信
と多機能電話機に対する着信を監視する必要がない。多機能電話機の使用者は、多機能電
話機に対する着信のみを監視すれば良い。
【図面の簡単な説明】
【図１】図は、本発明による多機能電話機交換システムの構成を示すブロック図である。
【図２】図は、本発明による多機能電話機の構成を示すブロック図である。
【図３】図は、本発明による多機能電話機１５の待機動作を示すフローチャートである。
【図４】図は、本発明による多機能電話機の着信動作を示すフローチャートである。
【図５】図は、本発明による多機能電話機１５の応答動作を示すフローチャートである。
【図６】図は、本発明による制御ユニットの待機動作を示すフローチャートである。
【図７】図は、本発明による制御ユニットの着信動作を示すフローチャートである。
【図８】図は、本発明による制御ユニットの切断動作を示すフローチャートである。
【図９】図は、本発明による多機能電話機の他の構成を示すブロック図である。
【図１０】図は、本発明による接続器の他の構成を示すブロック図である。
【図１１】図は、従来の多機能電話機交換システムの構成を示すブロック図である。
【図１２】図は、従来の多機能電話機の上部外観を示す平面図である。
【符号の説明】
１：多機能電話機交換システム
１１：公衆回線（ＰＳＴＮ）
１２：構内交換機（ＰＢＸ）
１３：回線ユニット
１４：制御ユニット
１５：多機能電話機
１６：接続機
１７：携帯電話機
１８，１９：多機能電話機
２１：回線制御部
２２：回線交換制御部
２３：多機能電話機制御部
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２４：データ記憶部
２５：音源
３１，４１：通信制御部
３２，４２：接続制御部
３３，４３：ボタン制御部
３４，４４：音声・表示制御部
３５，４６：ボタン
３６，４７：送受話器
３７，４８：表示器
４５，６４：保留音源
６２：携帯電話機接続制御部
６３：多機能電話機接続制御部
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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