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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の親機と、その各親機と無線通信可能であって前記各親機を介して外部装置と通信
可能な子機とを備えた通信装置であって、
　前記子機は、
　表示手段と、
　前記各親機が通信しているか否かを示す接続状態情報を少なくとも１つの前記親機から
取得する接続状態情報取得手段と、
　前記接続状態情報取得手段によって取得された前記接続状態情報を前記表示手段に表示
する表示制御手段とを備え、
　前記接続状態情報取得手段は、前記接続状態情報として、前記親機が他の前記親機、前
記子機、前記外部装置のいずれとも通信していない待機状態である情報、前記親機が前記
子機と内線通信状態である情報、及び前記親機が他の前記親機又は前記外部装置と外線通
信状態である情報を取得し、
　前記表示制御手段は、前記待機状態、前記内線通信状態及び前記外線通信状態を識別可
能なように前記表示手段に表示することを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　前記各親機と前記子機との間で無線通信される信号の電界強度を検出する電界強度検出
手段を備え、
　前記表示制御手段は、前記接続状態情報取得手段により取得された前記接続状態情報と
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、前記電界強度検出手段により検出された前記電界強度とを前記各親機に対応させて前記
表示手段に表示することを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記各親機を識別するための識別符号と、前記接続状態情報と、
前記電界強度とを一つの多角形の外形範囲内で前記表示手段に表示することを特徴とする
請求項２に記載の通信装置。
【請求項４】
　複数の親機と、その各親機と無線通信可能であって前記各親機を介して外部装置と通信
可能な子機とを備えた通信装置における表示方法であって、
　前記子機は、表示手段を備え、
　前記各親機が通信しているか否かを示す接続状態情報を少なくとも１つの前記親機から
取得する工程と、
　前記取得する工程によって取得された前記接続状態情報を前記表示手段に表示する工程
と、を実行し、
　前記取得する工程では、前記接続状態情報として、前記親機が他の前記親機、前記子機
、前記外部装置のいずれとも通信していない待機状態である情報、前記親機が前記子機と
内線通信状態である情報、及び前記親機が他の前記親機又は前記外部装置と外線通信状態
である情報を取得し、
　前記表示する工程では、前記待機状態、前記内線通信状態及び前記外線通信状態を識別
可能なように前記表示手段に表示することを特徴とする表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信装置、及び表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信システムの形態として、ひとつの親機に対して複数の子機が無線で通信可能であり
、子機間、親機子機間、あるいは外部機器との間で通信が行われる形態がある。それとは
逆に、複数の親機とひとつの子機からなる通信システムも存在する。後者の代表的な例は
、利用者が会社にいるときも自宅にいるときもひとつの子機を常に所持しており、会社で
は会社に備え付けられた親機と、家では家に備え付けられた親機と無線通信を行う形態で
ある。
【０００３】
　例えば特許文献１には、複数機種の親機に対応することができる子機が開示されている
。そして、親機の機種数と同じ数の子機を持たなければならない場合と比較して、子機に
関する各種費用が削減できることが主張されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２２３４２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　こうしたひとつの子機と複数の親機からなる無線通信システムの場合に解決すべき問題
として、複数の親機と接続可能な状況において、子機が複数の親機のうちどれと接続する
かという問題がある。
【０００６】
　複数の親機と接続可能な状況において、例えば他の装置と通信状態にある親機に対して
発呼してしまうといったことは使用者にとって非常な無駄となる。また、より適切な親機
と接続できるシステムとしなければ、通信品質の劣化を招くこととなる。したがって、ど
の親機が通信可能であるのか、どの親機と通信することがより適切なのかといった情報を
子機の側で取得して表示できれば有用な装置となる。上記特許文献１では、こうした問題
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は考慮されていない。
【０００７】
　本発明が解決しようとする課題は、上記問題点に鑑み、子機と複数の親機とからなる通
信装置において、個々の親機の接続状態等の情報を子機の側から知ることができる通信装
置を提供することにある。
【課題を解決するための手段及び発明の効果】
【０００８】
　上記課題を解決する為に、本発明の請求項１に記載の通信装置は、複数の親機と、その
各親機と無線通信可能であって前記各親機を介して外部装置と通信可能な子機とを備えた
通信装置であって、前記子機は、表示手段と、前記各親機が通信しているか否かを示す接
続状態情報を少なくとも１つの前記親機から取得する接続状態情報取得手段と、前記接続
状態情報取得手段によって取得された前記接続状態情報を前記表示手段に表示する表示制
御手段とを備え、前記接続状態情報取得手段は、前記接続状態情報として、前記親機が他
の前記親機、前記子機、前記外部装置のいずれとも通信していない待機状態である情報、
前記親機が前記子機と内線通信状態である情報、及び前記親機が他の前記親機又は前記外
部装置と外線通信状態である情報を取得し、前記表示制御手段は、前記待機状態、前記内
線通信状態及び前記外線通信状態を識別可能なように前記表示手段に表示することを特徴
とする。
【０００９】
　請求項１に記載の通信装置によれば、親機が待機状態にあるか否かの接続状態情報が接
続状態情報取得手段により取得され、接続状態情報が表示制御手段により表示手段に表示
されるので、子機の使用者は、どの親機が現在通信可能であり、どの親機を介して通信可
能であるかを迅速に把握することができるとの効果を奏する。
【００１０】
　本発明の請求項２に記載の通信装置は、請求項１に記載の通信装置を前提として、前記
各親機と前記子機との間で無線通信される信号の電界強度を検出する電界強度検出手段を
備え、前記表示制御手段は、前記接続状態情報取得手段により取得された前記接続状態情
報と、前記電界強度検出手段により検出された前記電界強度とを前記各親機に対応させて
前記表示手段に表示することを特徴とする。
【００１１】
　請求項２に記載の通信装置によれば、表示制御手段が待機状態、内線通信状態、及び外
線通信状態の３つの状態を識別可能なように表示手段に表示するので、子機の使用者は、
どの親機が現在通信可能であり、どの親機を介して通信可能であるかを更に容易に認識す
ることができるとの効果を奏する。
【００１２】
　本発明の請求項３に記載の通信装置は、請求項２に記載の通信装置を前提として、前記
表示制御手段は、前記各親機を識別するための識別符号と、前記接続状態情報と、前記電
界強度とを一つの多角形の外形範囲内で前記表示手段に表示することを特徴とする。
【００１３】
　請求項３に記載の通信装置によれば、子機は、接続状態情報に加えて、電界強度検出手
段により検出された電界強度を親機に対応させて表示するので、子機の使用者は、各親機
の接続状態情報及び電界強度を把握することができ、どの親機が現在通信可能であり、ど
の親機を介して通信することが適切であるかを迅速に把握することができるとの効果を奏
する。
【００１４】
　本発明の請求項４に記載の表示方法は、複数の親機と、その各親機と無線通信可能であ
って前記各親機を介して外部装置と通信可能な子機とを備えた通信装置における表示方法
であって、前記子機は、表示手段を備え、前記各親機が通信しているか否かを示す接続状
態情報を少なくとも１つの前記親機から取得する工程と、前記取得する工程によって取得
された前記接続状態情報を前記表示手段に表示する工程と、を実行し、前記取得する工程
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では、前記接続状態情報として、前記親機が他の前記親機、前記子機、前記外部装置のい
ずれとも通信していない待機状態である情報、前記親機が前記子機と内線通信状態である
情報、及び前記親機が他の前記親機又は前記外部装置と外線通信状態である情報を取得し
、前記表示する工程では、前記待機状態、前記内線通信状態及び前記外線通信状態を識別
可能なように前記表示手段に表示することを特徴とする。
【００１５】
　請求項４に記載の通信装置によれば、表示制御手段は、各親機を識別するための識別符
号と、接続状態情報と、電界強度とを一つの多角形の外形範囲内で表示手段に表示するの
で、表示手段の面積が小さな子機においても効果的に情報を伝達することができ、子機の
使用者は、どの親機が現在通信可能であり、どの親機を介して通信することが適切である
かを迅速に把握することができるとの効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下で本発明の実施例１を、添付図面を参照しながら説明する。実施例１では、子機が
複数の親機から各親機が待機状態であるか否かの情報を取得して表示する。まず図１は、
本発明の実施例の通信装置として例示するコードレス電話機１０の全体図を示している。
【００１７】
　このコードレス電話機１０は、ひとつの子機５０、複数の親機、充電台８０などを備え
ている。本実施形態では親機の台数に限定はないが、以下の説明では例えば図１に示され
るとおり、４台の親機１、親機２、親機３、親機４が登録されているとする。この４台の
構造は同じであるとすればよい。以下の説明では親機１以外の説明は省略する。
【００１８】
　以下で親機１の構造を説明する。親機１は、親機１全体の動作を制御する制御部２１，
ハンドセット１２，ディスプレイ１３および操作ボタン１４からなるユーザインターフェ
ース部（以降、ユーザＩ／Ｆとする）１５，音声信号を入力および出力する音声入出力部
２３，予め記憶された各種音声信号に基づく音声を再生する再生部２５、子機５０との間
で音声信号を含めた各種信号を無線通信により送受信する無線通信部２７，電話回線網２
００経由で伝送される音声信号を入出力するＮＣＵ（network control unit）２９，親機
１内部における音声信号の伝送経路を切り換える経路切換部３１などを備えている。
【００１９】
　これらの内、制御部２１は、ＣＰＵ２１ａと、種々のデータを格納するＲＡＭ２１ｂ、
ＲＯＭ２１ｃと、電力が供給されない状態でも記憶されたデータを保持可能なＥＥＰＲＯ
Ｍ２１ｄとを備えている。音声入出力部２３は、スピーカ２３ａ、マイク２３ｂおよびこ
れらを駆動する駆動回路２３ｃを備え、スピーカ２３ａから音声信号に基づく音声を出力
する以外に、スピーカ２３ａおよびマイク２３ｂを送受話器として、いわゆるハンズフリ
ー通話を行えるように構成されている。
【００２０】
　再生部２５は、着信を受けた際に利用される呼出音、音声通話を保留する際に利用され
る保留音などの音声信号を記憶し、制御部２１からの指令を受けて、記憶されている音声
信号を再生する。再生された音声信号はスピーカ２３ａから出力される。
【００２１】
　無線通信部２７は、子機５０との間で音声信号を含めた各種信号１００，１１０を無線
通信により送受信する。経路切換部３１は、通話を開始するための操作が行われた場合に
、親機１の外部との音声信号の入出力に利用する伝送経路をハンドセット１２，音声入出
力部２３，無線通信部２７のいずれかに切り換える。具体的には、ハンドセット１２が親
機１本体から取り外された場合は、伝送経路をハンドセット１２に切り換え、ユーザＩ／
Ｆ１５の操作ボタン１４によりハンズフリー通話を開始するための操作が行われた場合は
、伝送経路を音声入出力部２３に切り換え、子機５０により通話を開始するための操作（
後述の操作ボタン５４による）が行われた場合には、伝送経路を無線通信部２７に切り換
える。
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【００２２】
　一方、子機５０は、子機５０全体の動作を制御する制御部６１と、スピーカとマイクお
よびこれらを駆動する駆動回路からなる送受信部６３と、ディスプレイ５３および操作ボ
タン５４からなるユーザＩ／Ｆ５７と、予め記憶された各種音声信号に基づく音声を再生
する再生部６５と、再生部６５により再生された音声を出力するスピーカおよびスピーカ
を駆動する駆動回路からなるスピーカ部６７と、親機１（の無線通信部２７）、親機２、
親機３、又は親機４の無線通信部との間で音声信号を含めた各種信号を無線通信により送
受信する無線通信部６９と、子機５０全体に電源を供給する電池７１と、充電用端子８２
と電気的に接続するための充電用端子５５と、充電用端子５５への電圧印加を検出すると
ともに、充電用端子５５を介して充電台８０から供給される電源電圧により電池７１を充
電する充電回路７５とを備えている。
【００２３】
　これらの内、制御部６１は、ＣＰＵ６１ａと、種々のデータを格納するＲＡＭ６１ｂ、
ＲＯＭ６１ｃと、電力が供給されない状態でも記憶されたデータを保持可能なＥＥＰＲＯ
Ｍ６１ｄと、時間を計測するタイマ６１ｅとを備えている。また後述するとおり無線通信
部６９で受信する信号の電界強度を計測する計測部６８が備えられている。再生部６５は
、着信を受けた際に利用される呼出音、音声通話を保留する際に利用される保留音などの
音声信号を記憶し、制御部６１からの指令を受けて記憶されている音声信号を再生する。
さらに、充電台８０は、上述の充電用端子８２を備え、外部電源に接続される。
【００２４】
　このように構成されたコードレス電話機１０において、親機１、親機２、親機３、及び
親機４は、電話回線網２００を介して外部の通信端末３００との間で外線通信が可能で、
子機５０との間で内線通信が可能となっている。また、親機１、親機２、親機３、及び親
機４相互の間でも外線通信が可能である。さらに子機５０は、親機１、親機２、親機３、
及び親機４のいずれか経由で電話回線網２００を介して外部の通信端末３００との間で外
線通信が可能となっている。子機５０と親機１、親機２、親機３、又は親機４との間では
各種信号１００，１１０がやりとりされる。
【００２５】
　実施例１における処理手順の流れ等は図２から図９で示されている。図２と図３では全
体的なフローチャートが示されている。図４から図８ではその各部分のより詳細なフロー
チャートが示されている。そして図９ではディスプレイ５３における表示形態が示されて
いる。
【００２６】
　まず図２は、本実施例１の子機５０側における親子接続監視制御のフローチャートであ
る。図２はひとつの割り込み処理を示しており、この割り込み処理が所定の間隔で常時行
われる。なお、常時行わず、監視の開始と終了を操作ボタン５４等で入力でき、それによ
り指示された間のみ監視を行う形態に変更することも可能である。
【００２７】
　以下の手順がＣＰＵ６１ａにより処理される。まず手順Ｓ１００で親機監視のタイマ変
数Ｔｉｍｅｒの値が１加算される。変数Ｔｉｍｅｒは割り込み処理の回数をカウントして
いく変数である。電源をいれた段階等の初期値として変数Ｔｉｍｅｒの値が０と設定され
る。変数Ｔｉｍｅｒは割り込みを行うごとに１加算される。
【００２８】
　次にＳ１１０で変数Ｓｔａｔｕｓが親機応答待ち状態であるかどうかが判断される。変
数Ｓｔａｔｕｓは子機の状態を表す変数で、親機からの応答を待つ親機応答待ち状態とビ
ーコンの送信を待つビーコン送信待ち状態の２つの値をとる。実際の実施においては親機
待ち状態、ビーコン送信待ち状態のそれぞれに数値が対応する等とすればよい。
【００２９】
　手順Ｓ１１０で変数Ｓｔａｔｕｓが親機応答待ち状態でない場合（Ｓ１１０：ＮＯ）、
すなわちビーコン送信待ち状態である場合は、次の手順はＳ１２０となる。変数Ｓｔａｔ
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ｕｓが親機応答待ち状態である場合（Ｓ１１０：ＹＥＳ）は、次の手順は図３に示される
。これは後述する。Ｓ１２０で変数Ｔｉｍｅｒが親機１タイマ数であるかどうかが判断さ
れる。親機１タイマ数とは親機１に対応させたタイマ数である。タイマ変数Ｔｉｍｅｒが
この値になると親機１へビーコンが送信される。
【００３０】
　手順Ｓ１２０で変数Ｔｉｍｅｒが親機１タイマ変数の場合（Ｓ１２０：ＹＥＳ）、次は
Ｓ１２５へ進み、Ｓ１２５で親機番号変数ＯＹＡ＿Ｎｏの値に１が格納される。そして次
の手順はＳ１７５となる。Ｓ１２０で変数Ｔｉｍｅｒが親機１タイマ数でない場合（Ｓ１
２０：ＮＯ）はＳ１３０へ進み、Ｓ１３０では変数Ｔｉｍｅｒが親機２タイマ数であるか
どうかが判断される。変数Ｔｉｍｅｒが親機２タイマ数である場合は（Ｓ１３０：ＹＥＳ
）、Ｓ１３５へ進み、Ｓ１３５では変数ＯＹＡ＿Ｎｏの値が２に設定される。そして次の
手順はＳ１７５となる。
【００３１】
　手順Ｓ１３０で親機２タイマ数でない場合（Ｓ１３０：ＮＯ）はＳ１４０へ進み、Ｓ１
４０では変数Ｔｉｍｅｒが親機３タイマ数であるかどうかが判断される。変数Ｔｉｍｅｒ
が親機３タイマ数の場合（Ｓ１４０：ＹＥＳ）はＳ１４５へ進み、Ｓ１４５では変数ＯＹ
Ａ＿Ｎｏの値が３に設定される。そして次の手順はＳ１７５となる。Ｓ１４０で変数Ｔｉ
ｍｅｒが親機３タイマ数でない場合は（Ｓ１４０：ＮＯ）、次の手順はＳ１５０となる。
【００３２】
　手順Ｓ１５０では変数Ｔｉｍｅｒの値が親機４タイマ数であるかどうかが判断される。
変数Ｔｉｍｅｒの値が親機４タイマ数の場合は（Ｓ１５０：ＹＥＳ）、Ｓ１５５へ進み、
Ｓ１５５では変数ＯＹＡ＿Ｎｏの値が４に設定される。そして次の手順はＳ１７５となる
。
【００３３】
　手順Ｓ１５０で変数Ｔｉｍｅｒの値が親機４タイマ数でない場合（Ｓ１５０：ＮＯ）は
、次の手順はＳ１７０となる。Ｓ１７０へ進むことは、変数Ｔｉｍｅｒが親機１から４す
べてのタイマ数でないことを意味する。これは、その割り込み処理においてビーコン送信
が行われないことと等価である。したがって、Ｓ１７０で変数Ｓｔａｔｕｓがビーコン送
信待ち状態に設定される。そしてＣＰＵ６１ａは、この割り込み処理を終了する。
【００３４】
　一方手順Ｓ１７５では、変数Ｔｉｍｅｒが０に設定され手順Ｓ１８０へ進む。手順Ｓ１
８０へと進むことは、その割り込み処理において親機のうちどれかへビーコンを送信する
ことを意味する。よって、Ｓ１８０で変数ＯＹＡ＿Ｎｏで指定された親機へとビーコンが
送信される。ビーコンとは、無線ネットワークを同期させるために一定間隔で送信される
パケットのことである。本実施例１ではこのビーコンを各親機１，２，３，４の順に送信
し、各親機１，２，３，４から子機５０へ返送される信号から各親機１，２，３，４の情
報が取得される。
【００３５】
　手順Ｓ１８０でビーコンを送信した次の手順はＳ１９０となる。ビーコンを送信したこ
とにより、子機５０は親機１，２，３，４からの応答を待つ状態へと変わる。よってＳ１
９０で変数Ｓｔａｔｕｓが親機応答待ち状態へと変更される。そしてＣＰＵ６１ａはこの
割り込み処理を終了する。
【００３６】
　次に図３を説明する。図３では、図２のＳ１１０で変数Ｓｔａｔｕｓの値が親機応答待
ち状態である場合の処理手順が示されている。以下の説明では変数ＯＹＡ＿Ｎｏで指定さ
れた親機が親機１であるとして説明する。
【００３７】
　図３に示される処理の手順ではまず、Ｓ２００で親機１からの応答待ちタイマをリセッ
トするとともに同タイマをスタートさせる。応答待ちタイマとしてはタイマ６１ｅが使用
される。次にＳ３００に進み、変数ＯＹＡ＿Ｎｏで指定された親機１から応答があったか
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どうかが判断される。親機１からの応答がなければ（Ｓ３００：ＮＯ）、次の手順はＳ５
００となる。手順Ｓ５００で応答待ちタイマがタイムアウトかどうかが判断される。ここ
でタイムアウトとは応答待ちタイマが予め定められた時間を超えることである。まだタイ
ムアウトでなければ（Ｓ５００：ＮＯ）Ｓ３００へ戻り、同じ手順が繰り返される。
【００３８】
　手順Ｓ３００で、変数ＯＹＡ＿Ｎｏで指定された親機１からの応答があれば（Ｓ３００
：ＹＥＳ）、Ｓ４００へ進み、Ｓ４００では、その応答から、変数ＯＹＡ＿Ｎｏで指定さ
れた親機１の情報を所得する。その詳細は後述する。Ｓ４００の次の手順はＳ８００とな
る。
【００３９】
　手順Ｓ３００、Ｓ４００を繰り返すうちに親機からの応答もなく、かつ応答待ちタイマ
もタイムアウトとなった場合（Ｓ５００：ＹＥＳ）は、次にＳ７００へ進み、Ｓ７００で
は圏外カウンタ変数Ｃｏｕｎｔｅｒがオーバーフローであるかどうかが判断される。圏外
カウンタ変数Ｃｏｕｎｔｅｒは、親機が圏外であるかどうかを判断するためのカウンタ変
数であり、ビーコン送信後の割り込み処理ごとに１ずつ加算される。変数Ｃｏｕｎｔｅｒ
が予め定められた値を超えたときがオーバーフローとされる。
【００４０】
　手順Ｓ７００でオーバーフローでない場合（Ｓ７００：ＮＯ）は、Ｓ８５０へ進み、Ｓ
８５０では圏外カウンタ変数Ｃｏｕｎｔｅｒが１加算される。そして図２へ戻り、ＣＰＵ
６１ａは、この割り込み処理を終了する。
【００４１】
　手順Ｓ７００でオーバーフローの場合（Ｓ７００：ＹＥＳ）はＳ８００へ進み、Ｓ８０
０ではピクト表示が行われる。この詳細は後述される。Ｓ８００の次の手順はＳ９００で
ある。
【００４２】
　手順Ｓ９００においては圏外カウンタ変数Ｃｏｕｎｔｅｒがゼロへリセットされる。そ
してＳ１０００へ進み、変数Ｓｔａｔｕｓがビーコン送信待ち状態へと変更される。そし
て図２へ戻り、ＣＰＵ６１ａは、この割り込み処理を終了する。
【００４３】
　ＣＰＵ６１ａは、以上で説明した割り込み処理を予め定められた時間間隔で繰り返す。
これにより親機１，２，３，４の順にビーコンが送信され親機が圏内の場合親機からコマ
ンドが返送され、それが子機５０で受信される。そしてコマンドの内容から親機１，２，
３，４が待機状態にあるか否かの情報が取得される。そしてその情報が子機５０のディス
プレイ５３に表示される。その詳細は後述される。
【００４４】
　次に、図２、図３の全体フローチャートの各部分のより詳細なフローチャートを図４か
ら図８で示されている。
【００４５】
　まず図４には、図３におけるＳ４００親機情報取得のフローチャートが示されている。
このフローチャートにおいてはＳ４１０で接続状態情報取得が行われる。これは、実施例
１においては、変数ＯＹＡ＿Ｎｏで指定された親機から返送された信号の中に、現在待機
状態であるか否かの情報が含まれており、この情報を子機５０が取得して、変数Ｃｏｍｍ
ａｎｄに待機状態か非待機状態かの２値が格納される手順である。
【００４６】
　次に、図５には図３におけるＳ８００ピクト表示のフローチャートが示されている。図
５の手順においてはまず、Ｓ６１０でピクトの大きさの設定が行われる。次にＳ６４０で
ピクトの色の設定が行われる。そしてＳ６８０で各親機のピクト表示が行われる。Ｓ６１
０，Ｓ６４０，Ｓ６８０の詳細は後述する。
【００４７】
　次に図６には、図５におけるＳ６１０ピクト大きさ設定のフローチャートが示されてい
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る。実施例１では親機（ここでは、変数ＯＹＡ＿Ｎｏで指定された親機１）が圏外である
か、ないかがピクトの有る無しで表示される。図６に示されるとおり、この手順において
はまず、Ｓ６１１で変数Ｃｏｕｎｔｅｒがオーバーフローであるかないかが判断される。
変数Ｃｏｕｎｔｅｒがオーバーフローであると判断された場合（Ｓ６１１：ＹＥＳ）は、
次の手順はＳ６１２となる。変数Ｃｏｕｎｔｅｒがオーバーフローでないと判断された場
合（Ｓ６１１：ＮＯ）は、次の手順はＳ６１３となる。Ｓ６１２では変数Ｗｏｒｋがピク
ト無しと設定される。Ｓ６１３では変数Ｗｏｒｋがピクト有りと設定される。
【００４８】
　次に図７には、図５におけるＳ６４０ピクト色設定のフローチャートが示されている。
実施例１では親機が待機状態であるか、ないかがピクトの色で表示される。色の設定は待
機状態であるか否かが識別可能な異なる色であればよいが、以下では例えば待機状態を第
１の色として黒、非待機状態を第２の色として緑とする。図７の手順においてはまず、Ｓ
６４１で変数Ｃｏｍｍａｎｄが待機状態であるかないかが判断される。変数Ｃｏｍｍａｎ
ｄが待機状態であると判断された場合（Ｓ６４１：ＹＥＳ）は、次の手順はＳ６４２とな
る。変数Ｃｏｍｍａｎｄが待機状態でないと判断された場合（Ｓ６４１：ＮＯ）は、次の
手順はＳ６４３となる。Ｓ６４２では変数Ｃｏｌｏｒが第１の色である黒と設定される。
Ｓ６４３では変数Ｃｏｌｏｒが第２の色である緑と設定される。変数Ｃｏｌｏｒは、子機
５０のディスプレイ５３に表示されるピクトの色を表す変数である。
【００４９】
　次に図８には図５におけるＳ６８０各親機のピクト表示のフローチャートが示されてい
る。図８の手順においてはまず、Ｓ６８１で変数ＯＹＡ＿Ｎｏが１であるかどうかが判断
される。変数ＯＹＡ＿Ｎｏが１である場合（Ｓ６８１：ＹＥＳ）は次の手順はＳ６８７と
なり、１でない場合（Ｓ６８１：ＮＯ）は次の手順はＳ６８２となる。Ｓ６８７では親機
１のピクトが変数Ｗｏｒｋで指定された大きさと変数Ｃｏｌｏｒで指定された色とで表示
される。
【００５０】
　手順Ｓ６８２では変数ＯＹＡ＿Ｎｏが２であるかどうかが判断される。変数ＯＹＡ＿Ｎ
ｏが２である場合（Ｓ６８２：ＹＥＳ）は次の手順はＳ６８６となり、変数ＯＹＡ＿Ｎｏ
が２でない場合（Ｓ６８２：ＮＯ）、次の手順はＳ６８３となる。Ｓ６８６では親機２の
ピクトが、変数Ｗｏｒｋで指定された大きさと変数Ｃｏｌｏｒで指定された色とで表示さ
れる。
【００５１】
　手順Ｓ６８３では変数ＯＹＡ＿ＮＯが３であるかどうかが判断される。変数ＯＹＡ＿Ｎ
ｏが３である場合（Ｓ６８３：ＹＥＳ）、次の手順はＳ６８５となり、変数ＯＹＡ＿Ｎｏ
が３でない場合（Ｓ６８３：ＮＯ）、次の手順はＳ６８４となる。Ｓ６８５では親機３の
ピクトが、変数Ｗｏｒｋで指定された大きさと変数Ｃｏｌｏｒで指定された色とで表示さ
れる。Ｓ６８４では親機４のピクトが、変数Ｗｏｒｋで指定された大きさと変数Ｃｏｌｏ
ｒで指定された色とで表示される。
【００５２】
　次に図９には子機５０のディスプレイ５３における親機１，２，３，４の接続状態情報
の表示例が示されている。ディスプレイ５３には親機１，２，３，４それぞれに対応する
矩形状の表示領域４０１，４０２，４０３，４０４が設けられている。そして、各表示領
域内に親機を示す番号１，２，３，４が表示されている。そして矩形状の表示領域４０１
，４０２，４０３，４０４にピクトが表示されている場合は対応する親機が子機５０から
の通信圏内にあり、矩形状の表示領域４０１，４０２，４０３，４０４にピクトが表示さ
れていない場合は対応する親機が子機５０からの通信圏外にある。
【００５３】
　さらに、表示領域４０１，４０２，４０３，４０４内のピクトの色が第１の色である黒
であれば、対応する親機が待機状態にある。表示領域４０１，４０２，４０３，４０４内
のピクトの色が第２の色である緑であれば、対応する親機が待機状態にはない。図９にお
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いては親機１は通信圏内で待機状態、親機２及び親機４は通信圏内で非待機状態、親機３
は通信圏外である。
【００５４】
　次に実施例２を説明する。実施例１においては、親機１，２，３，４が待機状態にある
か、非待機状態にあるかの２つの状態が取得され表示されたが、実施例２においては、親
機１，２，３，４が待機状態にあるか、内線状態にあるか、外線状態にあるかの３つの状
態が取得され表示される。以下で実施例２を説明するが、実施例１と同じ部分は説明を省
略する。
【００５５】
　実施例２の実施例１と異なる部分は図１０から図１２を用いて説明される。実施例２で
は親機が待機状態であるか、内線通信状態であるか、外線通信状態であるかがピクトの色
で表示される。色の設定は識別可能な異なる色であればよいが、以下では待機状態を第１
の色として例えば黒、内線通信状態を第２の色として例えば赤、外線通信状態を第３の色
として例えば青とする。
【００５６】
　まず図１０には、図３におけるＳ４００親機情報取得のフローチャートが示されている
。実施例２においては親機１，２，３，４から返送される信号１１０上に親機１，２，３
，４が待機状態にあるか、内線通信状態にあるか、外線通信状態にあるかの情報が含まれ
ている。図１０のＳ４２０において、上記３つの状態のいずれにあるかの情報が取得され
変数Ｃｏｍｍａｎｄに、待機状態、内線通信状態、外線通信状態の３値のいずれかが格納
される。
【００５７】
　次に図１１には、図５におけるＳ６４０ピクト色設定のフローチャートが示されている
。図１１の手順ではまず、手順Ｓ６５１では変数Ｃｏｍｍａｎｄが内線通信状態であるか
が判断される。変数Ｃｏｍｍａｎｄの値が内線通信状態の場合（Ｓ６５１：ＹＥＳ）、次
の手順はＳ６５５となる。Ｓ６５５では変数Ｃｏｌｏｒの値が赤とされる。
【００５８】
　手順Ｓ６５１で変数Ｃｏｍｍａｎｄの値が内線通信状態でないと判断された場合（Ｓ６
５１：ＮＯ）、次の手順はＳ６５２となる。Ｓ６５２では変数Ｃｏｍｍａｎｄの値が外線
通信状態であるかどうかが判断される。変数Ｃｏｍｍａｎｄの値が外線通信状態であれば
（Ｓ６５２：ＹＥＳ），次の手順はＳ６５４となり、外線通信状態でない場合（Ｓ６５２
：ＮＯ）、次の手順はＳ６５３となる。Ｓ６５３に進むことは親機が待機状態であること
に対応する。Ｓ６５４では変数Ｃｏｌｏｒの値が青とされる。Ｓ６５３では変数Ｃｏｌｏ
ｒの値が黒とされる。
【００５９】
　次に図１２には、実施例２における子機５０のディスプレイ５３の表示の様子が示され
ている。矩形状の表示領域４１１，４１２，４１３，４１４にピクトが表示されている場
合は対応する親機１，２，３，４が子機５０からの通信圏内にある。矩形状の表示領域４
１１，４１２，４１３，４１４にピクトが表示されていない場合は対応する親機１，２，
３，４が子機５０からの通信圏外にある。
【００６０】
　さらに、表示領域４１１，４１２，４１３，４１４内のピクトの色が第１の色である黒
であれば、対応する親機１，２，３，４が待機状態にあり、第２の色である赤であれば、
対応する親機１，２，３，４が内線通信状態であり、第３の色である青であれば、対応す
る親機１，２，３，４が外線通信状態である。図１２においては親機１は通信圏内で待機
状態、親機２は通信圏内で内線通信状態、親機３は通信圏外、親機４は通信圏内で外線通
信状態である。
【００６１】
　次に実施例３を説明する。実施例３においては実施例１及び２で取得された親機１，２
，３，４の接続状態に係る、待機状態であるか非待機状態であるか、あるいは待機状態か
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内線通信状態か外線通信状態か、の情報に加えて、親機１，２，３，４から子機５０への
信号の電界強度が検出されて接続状態とともに表示される。以下で実施例３を説明するが
、実施例１及び実施例２と同じ部分は説明を省略する。実施例３の実施例１及び実施例２
と異なる部分は図１３から図１５を用いて説明される。
【００６２】
　まず図１３には、実施例３における図３のＳ４００親機情報取得のフローチャートが示
されている。図１３の手順ではまずＳ４２０で接続状態情報取得が行われる。このＳ４２
０は図１０の手順Ｓ４２０と同じである。なお図１３におけるＳ４２０接続状態情報取得
を、図４のＳ４１０接続状態情報取得に置き換えてもよい。また図１３においてＳ４２０
を省く形態としてもよい。
【００６３】
　次にＳ４３０で電界強度が検出される。この手順では、手順Ｓ４２０で接続状態情報を
取得した送信信号１１０から計測部６８を用いて、電界強度が検出されて、その値が変数
ＡＤ＿ＰＯＲＴに格納される。
【００６４】
　次に図１４には、実施例３における図５のＳ６１０ピクト大きさ設定の処理手順が示さ
れている。以下の説明ではピクトの大きさを切り替えるために、電界強度値の複数の閾値
が設定される。以下では例えば閾値の数を３つとして、第１の閾値として例えば１４０、
第２の閾値として例えば２００、第３の閾値として例えば２４０が用いられる。
【００６５】
　図１４の手順ではまず、Ｓ６２１で圏外カウンタ変数Ｃｏｕｎｔｅｒがオーバーフロー
であるかどうかが判断される。オーバーフローの場合（Ｓ６２１：ＹＥＳ）、次の手順は
Ｓ６２５となる。この場合は親機は圏外とみなす場合である。
【００６６】
　手順Ｓ６２５では変数Ｗｏｒｋが無ピクト（ピクト無し）と設定される。実施例３では
親機からの受信信号の電界強度が、ピクトの大きさによって表される。変数Ｗｏｒｋはピ
クトの大きさを値としてもつ変数である。以下では変数Ｗｏｒｋは例えば無ピクト、小ピ
クト、中ピクト、大ピクト、極大ピクトの５つの値をとるとする。
【００６７】
　手順Ｓ６２１でオーバーフローでない場合（Ｓ６２１：ＮＯ）、Ｓ６２２へ進み、手順
Ｓ６２２では変数ＡＤ＿ＰＯＲＴの値が２４０より大きいかどうかが判断される。変数Ａ
Ｄ＿ＰＯＲＴの値が２４０より大きければ（Ｓ６２２：ＹＥＳ）、Ｓ６２９へ進み、Ｓ６
２９では変数Ｗｏｒｋが極大ピクトと設定される。Ｓ６２２で変数ＡＤ＿ＰＯＲＴの値が
２４０以下であれば（Ｓ６２２：ＮＯ），次の手順はＳ６２３となる。
【００６８】
　手順Ｓ６２３では変数ＡＤ＿ＰＯＲＴの値が２００より大きく２４０以下であるかどう
かが判断される。この条件を満たす場合（Ｓ６２３：ＹＥＳ）は次の手順はＳ６２８とな
り、満たさない場合（Ｓ６２３：ＮＯ）は次の手順はＳ６２４となる。Ｓ６２８では変数
Ｗｏｒｋが大ピクトと設定される。
【００６９】
　手順Ｓ６２４では変数ＡＤ＿ＰＯＲＴの値が１４０より大きく２００以下であるかどう
かが判断される。この条件を満たす場合（Ｓ６２４：ＹＥＳ）、次の手順はＳ６２７とな
り、満たさない場合（Ｓ６２４：ＮＯ）、次の手順はＳ６２６となる。Ｓ６２７では変数
Ｗｏｒｋが中ピクトと設定される。手順Ｓ６２６では変数Ｗｏｒｋが小ピクトと設定され
る。
【００７０】
　次に図１５には、実施例３における子機５０のディスプレイ５３における表示例が示さ
れている。図１５の表示例では、各親機１，２，３，４に対応する表示領域４２１，４２
２，４２３，４２４が設けられている。そして、親機１が小ピクト、親機２が極大ピクト
、親機３が無ピクト、親機４が中ピクトで表示されている。したがって、親機２，４，１
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，３の順で電波状況がよいことが一目で把握可能である。また図１５では、図１２と同様
に親機１が黒で、親機２は赤、親機４は青で表示されている。これは親機１が待機状態、
親機２は内線通信状態、親機４は外線通信状態であることを示している。
【００７１】
　なお上で示した実施例１，実施例２，実施例３のすべてにおいて、各親機に対応する表
示領域４０１，４０２，４０３，４０４、４１１，４１２、４１３、４１４、４２１，４
２２，４２３，４２４は矩形状でなくともよく、三角形、五角形、六角形等の多角形でも
よい。また表示領域は円形、楕円形であってもよい。
【００７２】
　また上では接続状態を表示するためにピクトの色が用いられたが、ピクトの点滅、非点
滅、消灯、あるいは点滅の時間間隔等を用いて、待機状態か非待機状態か、あるいは待機
状態か内線通信状態か外線通信状態かを区別してもよい。例えば待機状態を点滅しない点
灯とし、非待機状態を点滅、あるいは外線通信状態、内線通信状態をそれぞれ時間間隔が
異なる点滅としてもよい。
【００７３】
　次に図１６は、子機親機間の信号の送信受信を示す図である。縦軸が時間軸である。上
から順に親機１、親機２、親機３、親機４、そして再び親機１と子機５０からビーコン１
００（Ｂｅａｃｏｎ）が一定の時間間隔Ａで送信されていることが示されている。そして
親機１，２，３，４の側からそれに対する応答の信号１１０が返信される。そして信号１
１０を子機５０側で受信した後に子機５０のディスプレイ５３に親機１，２，３，４の接
続状態情報あるいは電界強度が表示される。図１６では親機３からの応答信号１１０を子
機５０が所定の時間区間Ｂの間受信せず、それにより親機３が圏外だと判断されて表示さ
れる。
【００７４】
　なおＳ４１０及びＳ４２０の接続状態情報取得の手順が、接続状態情報取得手段を構成
する。Ｓ６８４親機４のピクト表示、Ｓ６８５親機３のピクト表示、Ｓ６８６親機２のピ
クト表示、Ｓ６８７親機１のピクト表示の各手順が表示制御手段を構成する。Ｓ４３０電
解強度検出の手順が、電解強度検出手段を構成する。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】本発明の通信装置の実施形態として例示するコードレス電話機の内部構成を示す
ブロック図。
【図２】親子間接続状況監視タイマ割り込みのフローチャートを示す図。
【図３】親子間接続状況監視タイマ割り込みのフローチャートを示す図。
【図４】実施例１における親機情報取得のフローチャートを示す図。
【図５】実施例１におけるピクト表示のフローチャートを示す図。
【図６】実施例１におけるピクト大きさ設定のフローチャートを示す図。
【図７】実施例１におけるピクト色設定のフローチャートを示す図。
【図８】実施例１における各親機のピクト表示のフローチャートを示す図。
【図９】実施例１における子機のディスプレイの表示を示す図。
【図１０】実施例２における親機情報取得のフローチャートを示す図。
【図１１】実施例２におけるピクト色設定のフローチャートを示す図。
【図１２】実施例２における子機のディスプレイの表示を示す図。
【図１３】実施例３における親機情報取得のフローチャートを示す図。
【図１４】実施例３におけるピクト大きさ設定のフローチャートを示す図。
【図１５】実施例３における子機のディスプレイの表示を示す図。
【図１６】親機子機間の信号の送受信を示す図。
【符号の説明】
【００７６】
　１　　　コードレス電話機
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　１，２，３，４　　親機
　５０　　　子機
　５３　　　ディスプレイ
　６１ａ　　ＣＰＵ
　６１ｃ　　ＲＯＭ
　６８　　　計測部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】

【図１３】 【図１４】
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