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(57)【要約】
【課題】子機を使用してインターネット電話を行なう場
合に、子機でのユーザ認証情報の入力作業を不要にする
ことができる通信装置を提供すること。
【解決手段】通信装置Ｔによれば、子機２（子機３）は
、ＭＦＰ１からインターネット電話を行なうユーザのユ
ーザ名に対応して送信されたアカウントおよびパスワー
ドを用いてインターネット電話にログインするので、子
機２（子機３）を使用してインターネット電話を行なう
場合に、インターネット電話へのログイン（ユーザ認証
）に使用するアカウントおよびパスワードを一切入力す
る必要がない。よって、子機２（子機３）を使用してイ
ンターネット電話を行なう場合に、インターネット電話
へのログイン（ユーザ認証）に使用するアカウントおよ
びパスワードの入力作業を不要にすることができる。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インターネット上の外部装置と通信可能な親機と、その親機と通信可能な子機とを備え
た通信装置であって、
　前記親機は、
　前記外部装置との通信の種類に応じたユーザ認証情報を記憶するユーザ認証情報記憶手
段と、
　そのユーザ認証情報記憶手段に記憶される前記ユーザ認証情報を前記子機へ送信するユ
ーザ認証情報送信手段とを備え、
　前記子機は、
　前記親機のユーザ認証情報送信手段から送信された前記ユーザ認証情報を受信するユー
ザ認証情報受信手段と、
　前記インターネット上の外部装置と通信を行なう場合に、前記ユーザ認証情報受信手段
により受信した前記ユーザ認証情報を、前記外部装置との通信の種類毎のユーザ認証に使
用するユーザ認証情報使用手段とを備えていることを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　前記親機と子機とは無線通信を行なうものであり、その無線通信が可能になったかを判
定する判定手段を備え、
　前記子機は、
　前記判定手段により前記親機との無線通信が可能になったと判定された場合に、前記親
機のユーザ認証情報記憶手段に記憶される前記ユーザ認証情報の送信を要求する要求手段
を備え、
　前記親機は、
　前記子機の要求手段により前記ユーザ認証情報の送信が要求された場合に、前記親機の
ユーザ認証情報記憶手段に記憶される前記ユーザ認証情報の送信を前記ユーザ認証情報送
信手段に実行させる送信実行手段を備えていることを特徴とする請求項１記載の通信装置
。
【請求項３】
　前記インターネット上の外部装置と通信を行なう場合に、前記外部装置との通信を確立
することを示す使用情報を設定する使用情報設定手段を備え、
　前記子機の要求手段は、前記使用情報設定手段による使用情報の設定が未設定である場
合に、前記親機のユーザ認証情報記憶手段に記憶される前記ユーザ認証情報の送信を要求
するものであることを特徴とする請求項２記載の通信装置。
【請求項４】
　前記親機は、
　前記外部装置との通信の全てを終了させる終了信号を前記子機へ送信する終了信号送信
手段を備え、
　前記子機は、
　前記親機の終了信号送信手段から送信された終了信号を受信した場合に、前記外部装置
との通信の全てを終了させる終了手段を備えていることを特徴とする請求項１から３のい
ずれかに記載の通信装置。
【請求項５】
　前記子機のユーザ認証情報使用手段は、
　前記子機のユーザ認証情報受信手段により受信した前記ユーザ認証情報を記憶する受信
用ユーザ認証情報記憶手段を備え、
　その受信用ユーザ認証情報記憶手段に記憶される前記ユーザ認証情報を、前記外部装置
との通信の種類毎のユーザ認証に使用するものであり、
　前記子機は、
　前記親機の終了信号送信手段から送信された終了信号を受信した場合に、前記受信用ユ
ーザ認証情報記憶手段に記憶される前記ユーザ認証情報を消去する消去手段を備えている
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ことを特徴とする請求項４記載の通信装置。
【請求項６】
　前記親機のユーザ認証情報記憶手段は、前記外部装置との通信の種類に応じたユーザ認
証情報と、前記外部装置と通信を行なうユーザのユーザ名とを対応付けて記憶するもので
あり、
　前記使用情報設定手段は、前記外部装置と通信を行なうユーザのユーザ名を入力する入
力手段を備え、
　前記親機は、
　前記入力手段により入力されたユーザ名に対応する前記ユーザ認証情報を、前記親機の
ユーザ認証情報記憶手段から取得する取得手段を備え、
　前記親機の送信実行手段は、
　前記子機の要求手段により前記ユーザ認証情報の送信が要求された場合に、前記取得手
段により取得された前記ユーザ名に対応する前記ユーザ認証情報の送信を前記ユーザ認証
情報送信手段に実行させるものであることを特徴とする請求項２から５のいずれかに記載
の通信装置。
【請求項７】
　前記親機のユーザ認証情報記憶手段は、
　前記インターネット上の外部装置との通信の種類と、
　その外部装置との通信の種類に応じて、前記インターネット上の外部装置との通信を行
なうユーザ毎に個別に割り当てられるユーザＩＤと、
　そのユーザＩＤに対応して割り当てられるパスワードとを、前記ユーザ認証情報として
少なくとも記憶するものであり、
　前記子機のユーザ認証情報使用手段は、
　前記子機のユーザ認証情報受信手段により受信した前記外部装置との通信の種類から、
前記ユーザ認証を行なう外部装置との通信の種類を決定する決定手段を備え、
　前記インターネット上の外部装置と通信を行なう場合に、前記子機のユーザ認証情報受
信手段により受信した前記ユーザＩＤおよび前記パスワードを、前記決定手段により決定
された外部装置との通信の種類に対応するユーザ認証に使用するものであることを特徴と
する請求項１から６のいずれかに記載の通信装置。
【請求項８】
　子機と通信を行ない、インターネット上の外部装置と前記子機とを通信可能にする、通
信装置の親機であって、
　前記外部装置との通信の種類に応じたユーザ認証情報を記憶するユーザ認証情報記憶手
段と、
　前記子機から前記ユーザ認証情報の送信が要求された場合に、前記ユーザ認証情報記憶
手段に記憶される前記ユーザ認証情報を前記子機へ送信するユーザ認証情報送信手段とを
備えていることを特徴とする通信装置の親機。
【請求項９】
　インターネット上の外部装置と通信可能な親機と通信可能な、通信装置の子機であって
、
　前記外部装置との通信の種類毎のユーザ認証に使用するユーザ認証情報を前記親機から
受信するユーザ認証情報受信手段と、
　前記インターネット上の外部装置と通信を行なう場合に、前記ユーザ認証情報受信手段
により受信した前記ユーザ認証情報を、前記外部装置との通信の種類毎のユーザ認証に使
用するユーザ認証情報使用手段を備えていることを特徴とする通信装置の子機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信装置に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、インターネット上の外部装置と通話を行なうインターネット電話が知られている
。インターネット電話は、インターネットに接続可能な通信装置に、インターネット電話
サービス事業者から提供されるインターネット電話用のプログラム（以下、「インターネ
ット電話プログラム」と称する。）をインストールすることによって、利用することがで
きる。インターネット電話プログラムとしては、例えば、スカイプ・テクノロジー社が提
供する「ＳＫＹＰＥ」（登録商標）やＧｏｏｇｌｅ社が提供する「Ｇｏｏｇｌｅ　Ｔａｌ
ｋ」等が知られている。
【０００３】
　このインターネット電話では、インターネット電話を使用する場合に、インターネット
電話の種類毎にユーザ認証であるログインが必要とされている。ここで、ログインに使用
するユーザ認証情報を予め記憶装置に記憶させておくことで、その記憶されたユーザ認証
情報をインターネット電話へのログインに利用することが可能な通信装置に関しては、例
えば、特許文献１記載の電話交換システムに用いる電話機１０が知られている。この電話
機１０では、交換機側の個人情報記憶メモリ１４に予めユーザ認証情報を記憶させておく
ことで、インターネット電話へのログインを行なう場合には、交換機側の個人情報記憶メ
モリ１４に記憶されたユーザ認証情報を受信して、ログインに利用することができる。よ
って、電話機１０では、インターネット電話を使用する場合にユーザ認証情報を入力する
必要がなくなる。
【特許文献１】特開平９－１３５２９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記の電話機１０に、電話機１０を介してインターネット上の外部装置と通信
可能な子機を設けた場合には、子機は、交換機側の個人情報記憶メモリ１４に記憶された
ユーザ認証情報を利用することができない。よって、子機を使用してインターネット電話
を行なう場合には、インターネット電話へのログインを行なう度に、ユーザ認証情報を入
力する作業が必要となり、その作業が非常に煩雑であるという問題点があった。
【０００５】
　この目的を達成するために請求項１記載の通信装置は、インターネット上の外部装置と
通信可能な親機と、その親機と通信可能な子機とを備えたものであって、前記親機は、前
記外部装置との通信の種類に応じたユーザ認証情報を記憶するユーザ認証情報記憶手段と
、そのユーザ認証情報記憶手段に記憶される前記ユーザ認証情報を前記子機へ送信するユ
ーザ認証情報送信手段とを備え、前記子機は、前記親機のユーザ認証情報送信手段から送
信された前記ユーザ認証情報を受信するユーザ認証情報受信手段と、前記インターネット
上の外部装置と通信を行なう場合に、前記ユーザ認証情報受信手段により受信した前記ユ
ーザ認証情報を、前記外部装置との通信の種類毎のユーザ認証に使用するユーザ認証情報
使用手段とを備えている。
【０００６】
　請求項２記載の通信装置は、請求項１記載の通信装置において、前記親機と子機とは無
線通信を行なうものであり、その無線通信が可能になったかを判定する判定手段を備え、
前記子機は、前記判定手段により前記親機との無線通信が可能になったと判定された場合
に、前記親機のユーザ認証情報記憶手段に記憶される前記ユーザ認証情報の送信を要求す
る要求手段を備え、前記親機は、前記子機の要求手段により前記ユーザ認証情報の送信が
要求された場合に、前記親機のユーザ認証情報記憶手段に記憶される前記ユーザ認証情報
の送信を前記ユーザ認証情報送信手段に実行させる送信実行手段を備えている。
【０００７】
　請求項３記載の通信装置は、請求項２記載の通信装置において、前記インターネット上
の外部装置と通信を行なう場合に、前記外部装置との通信を確立することを示す使用情報
を設定する使用情報設定手段を備え、前記子機の要求手段は、前記使用情報設定手段によ
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る使用情報の設定が未設定である場合に、前記親機のユーザ認証情報記憶手段に記憶され
る前記ユーザ認証情報の送信を要求するものである。なお、外部装置との通信を確立する
とは、外部装置との通信が可能な状態になることを示している。
【０００８】
　請求項４記載の通信装置は、請求項１から３のいずれかに記載の通信装置において、前
記親機は、前記外部装置との通信の全てを終了させる終了信号を前記子機へ送信する終了
信号送信手段を備え、前記子機は、前記親機の終了信号送信手段から送信された終了信号
を受信した場合に、前記外部装置との通信の全てを終了させる終了手段を備えている。な
お、外部装置との通信を終了させるとは、外部装置との通信を切断し、外部装置との通信
が不可能な状態になることを示している。
【０００９】
　請求項５記載の通信装置は、請求項４記載の通信装置において、前記子機のユーザ認証
情報使用手段は、前記子機のユーザ認証情報受信手段により受信した前記ユーザ認証情報
を記憶する受信用ユーザ認証情報記憶手段を備え、その受信用ユーザ認証情報記憶手段に
記憶される前記ユーザ認証情報を、前記外部装置との通信の種類毎のユーザ認証に使用す
るものであり、前記子機は、前記親機の終了信号送信手段から送信された終了信号を受信
した場合に、前記受信用ユーザ認証情報記憶手段に記憶される前記ユーザ認証情報を消去
する消去手段を備えている。
【００１０】
　請求項６記載の通信装置は、請求項２から５のいずれかに記載の通信装置において、前
記親機のユーザ認証情報記憶手段は、前記外部装置との通信の種類に応じたユーザ認証情
報と、前記外部装置と通信を行なうユーザのユーザ名とを対応付けて記憶するものであり
、前記使用情報設定手段は、前記外部装置と通信を行なうユーザのユーザ名を入力する入
力手段を備え、前記親機は、前記入力手段により入力されたユーザ名に対応する前記ユー
ザ認証情報を、前記親機のユーザ認証情報記憶手段から取得する取得手段を備え、前記親
機の送信実行手段は、前記子機の要求手段により前記ユーザ認証情報の送信が要求された
場合に、前記取得手段により取得された前記ユーザ名に対応する前記ユーザ認証情報の送
信を前記ユーザ認証情報送信手段に実行させるものである。
【００１１】
　請求項７記載の通信装置は、請求項１から６のいずれかに記載の通信装置において、前
記親機のユーザ認証情報記憶手段は、前記インターネット上の外部装置との通信の種類と
、その外部装置との通信の種類に応じて、前記インターネット上の外部装置との通信を行
なうユーザ毎に個別に割り当てられるユーザＩＤと、そのユーザＩＤに対応して割り当て
られるパスワードとを、前記ユーザ認証情報として少なくとも記憶するものであり、前記
子機のユーザ認証情報使用手段は、前記子機のユーザ認証情報受信手段により受信した前
記外部装置との通信の種類から、前記ユーザ認証を行なう外部装置との通信の種類を決定
する決定手段を備え、前記インターネット上の外部装置と通信を行なう場合に、前記子機
のユーザ認証情報受信手段により受信した前記ユーザＩＤおよび前記パスワードを、前記
決定手段により決定された外部装置との通信の種類に対応するユーザ認証に使用するもの
である。
【００１２】
　請求項８記載の通信装置の親機は、子機と通信を行ない、インターネット上の外部装置
と前記子機とを通信可能にするものであって、前記外部装置との通信の種類に応じたユー
ザ認証情報を記憶するユーザ認証情報記憶手段と、前記子機から前記ユーザ認証情報の送
信が要求された場合に、前記ユーザ認証情報記憶手段に記憶される前記ユーザ認証情報を
前記子機へ送信するユーザ認証情報送信手段とを備えている。
【００１３】
　請求項９記載の通信装置の子機は、インターネット上の外部装置と通信可能な親機と通
信可能なものであって、前記外部装置との通信の種類毎のユーザ認証に使用するユーザ認
証情報を前記親機から受信するユーザ認証情報受信手段と、前記インターネット上の外部
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装置と通信を行なう場合に、前記ユーザ認証情報受信手段により受信した前記ユーザ認証
情報を、前記外部装置との通信の種類毎のユーザ認証に使用するユーザ認証情報使用手段
を備えている。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１記載の通信装置によれば、親機のユーザ認証情報送信手段からユーザ認証情報
が送信されると、その送信されたユーザ認証情報は、子機のユーザ認証情報受信手段によ
り受信される。すると、子機のユーザ認証情報使用手段は、インターネット上の外部装置
と通信を行なう場合に、子機のユーザ認証情報受信手段により外部装置との通信の種類に
応じて受信されたユーザ認証情報を使用して、外部装置との通信の種類毎にユーザ認証を
行なう。よって、子機は、外部装置との通信の種類毎のユーザ認証に使用するユーザ認証
情報を入力する必要がない。従って、子機を使用してインターネット上の外部装置と通信
を行なう場合に、子機でのユーザ認証情報の入力作業を不要にすることができるという効
果がある。
【００１５】
　請求項２記載の通信装置によれば、請求項１記載の通信装置の奏する効果に加え、親機
と子機との無線通信が可能になったと判定手段により判定されると、子機の要求手段は、
親機のユーザ認証情報記憶手段に記憶されるユーザ認証情報の送信を要求する。すると、
親機の送信実行手段は、親機のユーザ認証情報記憶手段に記憶されるユーザ認証情報の送
信を、親機のユーザ認証情報送信手段に実行させる。よって、親機と子機との無線通信が
可能になった場合に、即ち、親機と子機とが確実に通信できる状態となった場合に、子機
の要求手段は、親機のユーザ認証情報記憶手段に記憶されるユーザ認証情報の送信を要求
する。従って、子機は、ユーザ認証情報送信手段から送信されるユーザ認証情報を確実に
受信することができるという効果がある。
【００１６】
　請求項３記載の通信装置によれば、請求項２記載の通信装置の奏する効果に加え、子機
の要求手段は、使用情報設定手段による使用情報の設定が未設定である場合に、即ち、外
部装置との通信が確立されていない場合に、親機のユーザ認証情報記憶手段に記憶される
ユーザ認証の送信を要求する。よって、外部装置との通信が既に確立されているにも拘ら
ず、子機の要求手段によって親機のユーザ認証情報記憶手段に記憶されるユーザ認証の送
信が要求され、親機のユーザ認証情報送信手段からユーザ認証情報が送信されてしまうこ
とを防止することができるという効果がある。
【００１７】
　請求項４記載の通信装置によれば、請求項１から３にいずれかに記載の通信装置の奏す
る効果に加え、子機の終了手段は、親機の終了信号送信手段から送信された終了信号を受
信すると、外部装置との通信の全てを終了させる。よって、外部装置との通信が継続して
行なわれることを（外部装置との通信の終了し忘れを）、防止することができるという効
果がある。
【００１８】
　請求項５記載の通信装置によれば、請求項４記載の通信装置の奏する効果に加え、子機
の消去手段は、親機の終了信号送信手段から送信された終了信号を受信すると、子機の受
信用ユーザ認証情報記憶手段に記憶されるユーザ認証情報を消去する。よって、外部装置
との通信が終了した後に、子機の受信用ユーザ認証情報記憶手段にユーザ認証情報が残さ
れることはない。従って、子機の受信用ユーザ認証情報記憶手段にユーザ認証情報が残さ
れ、その残されたユーザ認証情報が他人に使用されてしまうことを防止することができる
という効果がある。
【００１９】
　請求項６記載の通信装置によれば、請求項２から５のいずれかに記載の通信装置の奏す
る効果に加え、親機の取得手段は、入力手段により入力されたユーザ名に対応するユーザ
認証情報を、親機のユーザ認証情報記憶手段から取得する。そして、親機の送信実行手段
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は、子機の要求手段によりユーザ認証情報の送信が要求された場合に、親機の取得手段に
より取得されたユーザ名に対応するユーザ認証情報の送信を、親機のユーザ認証情報送信
手段に実行させる。よって、子機のユーザ認証情報受信手段は、外部装置と通信を行なう
ユーザ以外のユーザ認証情報を受信しない。従って、子機を使用してインターネット上の
外部装置と通信を行なう場合に、外部装置と通信を行なうユーザ以外のユーザ認証情報が
誤って使用されることを防止することができるという効果がある。
【００２０】
　請求項７記載の通信装置によれば、請求項１から６のいずれかに記載の通信装置の奏す
る効果に加え、子機の決定手段は、子機のユーザ認証情報受信手段により受信した外部装
置との通信の種類から、ユーザ認証を行なう外部装置との通信の種類を決定する。そして
、子機のユーザ認証情報使用手段は、インターネット上の外部装置と通信を行なう場合に
、子機のユーザ認証情報受信手段により受信されたユーザＩＤおよびパスワードを使用し
て、子機の決定手段により決定された外部装置との通信の種類に対応するユーザ認証を行
なう。ここで、外部装置との通信の種類毎のユーザ認証では、一般的に、外部装置との通
信を行なうユーザ毎に割り当てられるユーザＩＤと、そのユーザＩＤに対応して割り当て
られるパスワードとが必要とされている。よって、請求項７記載の通信装置によれば、子
機のユーザ認証情報受信手段により受信される情報を、ユーザ認証を行なうために必要と
なる最低限の情報とすることで、子機のユーザ認証情報受信手段による受信時間を低減し
て、ユーザ認証が行われるまでの待ち時間を低減することができるという効果がある。
【００２１】
　請求項８記載の通信装置の親機によれば、ユーザ認証情報送信手段を備えているので、
子機からユーザ認証情報の送信が要求された場合に、ユーザ認証情報記憶手段に記憶され
ているユーザ認証情報を子機へ送信することができるという効果がある。
【００２２】
　請求項９記載の通信装置の子機によれば、ユーザ認証情報使用手段を備えているので、
インターネット上の外部装置と通信を行なう場合に、ユーザ認証情報受信手段により外部
装置との通信の種類に応じて親機から受信されたユーザ認証情報を使用して、外部装置と
の通信の種類毎にユーザ認証を行なうことができるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の好ましい実施形態について、添付図面を参照して説明する。図１は、本
発明の一実施形態における通信装置Ｔの電気的構成を示すブロック図である。この通信装
置Ｔは、親機となる多機能周辺装置（以下、「ＭＦＰ（Ｍｕｌｔｉ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　
Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ）」と称する）１と、子機２と、子機３とから構成されている。な
お、子機３の電気的構成は子機２と同一であり、子機３で実行される処理は、子機２で実
行される処理（後述する図６～図８に示す処理）と同一である。よって、本実施形態にお
いては、以後、子機２を用いて説明を行ない、子機３についての説明は省略する。
【００２４】
　通信装置Ｔは、子機２（子機３）を使用してインターネット電話を行なう場合に、イン
ターネット電話へのログイン（ユーザ認証）に使用されるユーザ認証情報（アカウントお
よびパスワード）の子機２での入力作業を不要にすることができる装置である。
【００２５】
　なお、このインターネット電話は、インターネット２００を介して第１インターネット
電話５１や第２インターネット電話５２と通話を行なう電話サービスのことであり、例え
ばスカイプ・テクノロジー社が提供する「ＳＫＹＰＥ（登録商標）」やＧｏｏｇｌｅ社が
提供する「Ｇｏｏｇｌｅ　Ｔａｌｋ」等が知られている。
【００２６】
　ＭＦＰ１は、通話機能、ファクシミリ機能、プリンタ機能、スキャナ機能、及びコピー
機能などの各種の機能を有する装置である。また、ＭＦＰ１は、ＡＰ（以下、「アクセス
ポイント」と称す）５０との無線通信によりインターネット２００と接続可能に構成され
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、インターネット２００を介してインターネット電話が利用できるようになっている。
【００２７】
　また、ＭＦＰ１は、子機２（子機３）をインターネット２００と接続させる親機として
の機能を有し、子機２（子機３）は、ＭＦＰ１とアクセスポイント５０とインターネット
２００とを介してインターネット電話を利用できるようになっている。
【００２８】
　ＭＦＰ１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１１、ＲＯ
Ｍ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１２、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　
Ｍｅｍｏｒｙ）１３、フラッシュメモリ１４、操作キー１５、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ
：Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）１６、スピーカ１７、インターネッ
トインターフェイス１８、スキャナ１９、プリンタ２０、モデム２１、ＮＣＵ（Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔ）２２、送受話器２３、計時回路２４、及びデジタル
コードレスインターフェイス２５を備えており、これらはバスライン２７を介して互いに
接続されている。
【００２９】
　ＣＰＵ１１は、ＲＯＭ１２やＲＡＭ１３やフラッシュメモリ１４に記憶される固定値や
プログラムに従って、或いは、インターネットインターフェイス１８やＮＣＵ２２やデジ
タルコードレスインターフェイス２５を介して送受信される各種信号に従って、バスライ
ン２７により接続された各部を制御する演算装置である。
【００３０】
　ＲＯＭ１２は、このＭＦＰ１で実行される各種の制御プログラムを記憶する領域である
制御プログラム領域１２ａが設けられた書換不能なメモリである。制御プログラム領域１
２ａには、例えば、後述する図３～図５の各処理を実行するプログラムが記憶されている
。
【００３１】
　ＲＡＭ１３は、各種のプログラムやデータを一時的に記憶するための書換可能なメモリ
である。このＲＡＭ１３には、アカウントメモリ１３ａとパスワードメモリ１３ｂとユー
ザ名メモリ１３ｃと受信用ユーザ名メモリ１３ｄとが設けられている。
【００３２】
　アカウントメモリ１３ａは、インターネット電話へのログイン（ユーザ認証）に使用す
るユーザ認証情報のうち、アカウント（ユーザＩＤ）を設定するために用いられるメモリ
である。アカウントメモリ１３ａには、インターネット電話へのログインに使用するアカ
ウントがＭＦＰ１の文字キー１５ｂを使用して入力された場合に、その入力されたアカウ
ントが一時的に記憶される。なお、アカウントメモリ１３ａに記憶されたアカウントは、
後述するログイン情報メモリ１４ｃに記憶される。このとき、ログイン情報メモリ１４ｃ
に記憶されたアカウントは、アカウントメモリ１３ａから消去される。
【００３３】
　ここで、本実施形態では、ユーザ認証情報は、インターネット電話を使用するユーザに
割り当てられるアカウント（ユーザＩＤ）と、そのアカウントに割り当てられるパスワー
ドとから構成されている。インターネット電話では、一般的に、ログインの際に、アカウ
ント（ユーザＩＤ）とパスワードが要求される。よって、本実施形態では、ユーザ認証情
報として、アカウント（ユーザＩＤ）とパスワードを用いているのである。
【００３４】
　パスワードメモリ１３ｂは、インターネット電話へのログイン（ユーザ認証）に使用す
るユーザ認証情報のうち、パスワードを設定するために用いられるメモリである。パスワ
ードメモリ１３ｂには、インターネット電話へのログインに使用するパスワードがＭＦＰ
１の文字キー１５ｂを使用して入力された場合に、その入力されたパスワードが一時的に
記憶される。なお、パスワードメモリ１３ｂに記憶されたパスワードは、後述するログイ
ン情報メモリ１４ｃに記憶される。このとき、そのログイン情報メモリ１４ｃに記憶され
たパスワードは、パスワードメモリ１３ｂから消去される。
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【００３５】
　ユーザ名メモリ１３ｃは、アカウントメモリ１３ａに一時的に記憶されたアカウントと
、パスワードメモリ１３ｂに一時的に記憶されたパスワードとの所有者を示すユーザ名が
、ＭＦＰ１の文字キー１５ｂを使用して入力された場合に、その入力されたユーザ名を一
時的に記憶するメモリである。なお、ユーザ名メモリ１３ｃに記憶されたユーザ名は、後
述するログイン情報メモリ１４ｃに記憶される。このとき、ログイン情報メモリ１４ｃに
記憶されたユーザ名は、ユーザ名メモリ１３ｃから消去される。
【００３６】
　受信用ユーザ名メモリ１３ｄは、子機２（子機３）を使用してインターネット電話を行
なうユーザを示すユーザ名が子機２（子機３）から送信された場合、その送信されたユー
ザ名を一時的に記憶するメモリである。この受信用ユーザ名メモリ１３ｄに記憶されたユ
ーザ名は、後述するログイン情報メモリ１４ｃに記憶されたログイン情報の選定と、後述
する第１～第３ロックフラグ１４ｄ１～１４ｄ３の選定に用いられる。なお、受信用ユー
ザ名メモリ１３ｄに記憶されたユーザ名は、後述する図４のログイン情報送信処理が終了
すると、受信用ユーザ名メモリ１３ｄから消去される。
【００３７】
　フラッシュメモリ１４は書換可能な不揮発性のメモリであり、このフラッシュメモリ１
４に記憶されたデータは、ＭＦＰ１の電源オフ後も保持される。このフラッシュメモリ１
４には、インターネット電話プログラム領域１４ａ、インターネット電話名メモリ１４ｂ
、ログイン情報メモリ１４ｃおよび第１～第３ロックフラグ１４ｄ１～１４ｄ３が設けら
れている。
【００３８】
　インターネット電話プログラム領域１４ａは、各種のインターネット電話プログラムが
格納されるメモリ領域である。インターネット電話プログラムは、インターネット電話の
種類毎にそれぞれ専用のプログラムが必要であるので、インターネット電話プログラム領
域１４ａには、インターネット電話の種類に対応した専用のインターネット電話プログラ
ムが格納されている。なお、本実施形態においては、インターネット電話プログラム領域
１４ａには、第１インターネット電話５１との通話を可能にするプログラムである第１イ
ンターネット電話プログラムと、第２インターネット電話５２との通話を可能にするプロ
グラムである第２インターネット電話プログラムとがそれぞれ格納されている。
【００３９】
　インターネット電話名メモリ１４ｂは、インターネット電話プログラム領域１４ａに格
納されたインターネット電話プログラムによって実行されるインターネット電話の名称（
以下、「インターネット電話名」と称す）を記憶するメモリである。このインターネット
電話名メモリ１４ｂに記憶されたインターネット電話名から、１のインターネット電話名
がアカウント等を設定するユーザにより選択されると、ＣＰＵ１１は、そのインターネッ
ト電話名の選択の後に、ＭＦＰ１の文字キー１５ｂを使用して設定されるアカウント、パ
スワードおよびユーザ名を、選択されたインターネット電話名に対応付ける。なお、本実
施形態においては、インターネット電話名メモリ１４ｂには、第１インターネット電話プ
ログラムに対応する名称である「第１インターネット電話」と、第２インターネット電話
プログラムに対応する名称である「第２インターネット電話」とが記憶されている。
【００４０】
　ログイン情報メモリ１４ｃは、ＣＰＵ１１により対応付けが行われたインターネット電
話名、アカウント、パスワードおよびユーザ名に、更に、アカウントおよびパスワードの
使用を制限するロック機能を解除するロックパスワードを対応付けて、ログイン情報とし
て管理するメモリである。
【００４１】
　ここで、図２（ａ）を参照して、ログイン情報メモリ１４ｃに記憶されるログイン情報
について説明する。図２（ａ）は、ログイン情報メモリ１４ｃに記憶されるログイン情報
を模式的に示した図である。ログイン情報メモリ１４ｃは、ユーザ名１４ｃ１とロックパ
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スワード１４ｃ２とインターネット電話名１４ｃ３とアカウント１４ｃ４とパスワード１
４ｃ５とから構成されている。
【００４２】
　ユーザ名１４ｃ１には、ユーザ名メモリ１３ｃに一時的に記憶されたユーザ名が記憶さ
れ、ロックパスワード１４ｃ２には、ユーザ名１４ｃ１に記憶されたユーザ名に対応する
ユーザによって設定されたロックパスワードが記憶される。インターネット電話名１４ｃ
３には、インターネット電話名メモリ１４ｂに記憶されたインターネット電話名から、ア
カウント等を設定するユーザにより選択された１のインターネット電話名が記憶され、ア
カウント１４ｃ４には、アカウントメモリ１３ａに一時的に記憶されたアカウントが記憶
される。また、パスワード１４ｃ５には、パスワードメモリ１３ｂに一時的に記憶された
パスワードが記憶される。
【００４３】
　ログイン情報メモリ１４ｃには、ユーザ名１４ｃ１に記憶されたユーザ名「ＡＢＣ」、
ロックパスワード１４ｃ２に記憶されたロックパスワード「３５２３」、インターネット
電話名１４ｃ３に記憶されたインターネット電話名「第１インターネット電話」、アカウ
ント１４ｃ４に記憶されたアカウント「ａｂｃ」およびパスワード１４ｃ５に記憶された
パスワード「１２３４」が対応付けて記憶されている。更に、ログイン情報メモリ１４ｃ
には、ユーザ名１４ｃ１に記憶されたユーザ名「ＡＢＣ」、ロックパスワード１４ｃ２に
記憶されたロックパスワード「３５２３」、インターネット電話名１４ｃ３に記憶された
インターネット電話名「第２インターネット電話」、アカウント１４ｃ４に記憶されたア
カウント「ｅｆ３」およびパスワード１４ｃ５に記憶されたパスワード「ａｂｃｄ」が対
応付けて記憶されている。なお、アカウントおよびパスワードの使用を制限するロック機
能は、使用するインターネット電話毎ではなく、インターネット電話を使用するユーザ名
毎に設定されるので、ユーザ名「ＡＢＣ」には同じロックパスワード「３５２３」が設定
されている。
【００４４】
　同様に、ログイン情報メモリ１４ｃには、ユーザ名１４ｃ１に記憶されたユーザ名「Ｘ
ＹＺ」、ロックパスワード１４ｃ２に記憶されたロックパスワード「４２８９」、インタ
ーネット電話名１４ｃ３に記憶されたインターネット電話名「第１インターネット電話」
、アカウント１４ｃ４に記憶されたアカウント「ｕｆ４」およびパスワード１４ｃ５に記
憶されたパスワード「５６７８」が対応付けて記憶されている。
【００４５】
　更に、ログイン情報メモリ１４ｃには、ユーザ名１４ｃ１に記憶されたユーザ名「ＲＳ
Ｔ」、ロックパスワード１４ｃ２に記憶されたロックパスワード「Ｎｕｌｌ（未設定）」
、インターネット電話名１４ｃ３に記憶されたインターネット電話名「第２インターネッ
ト電話」、アカウント１４ｃ４に記憶されたアカウント「ａｓｗ」およびパスワード１４
ｃ５に記憶されたパスワード「ａａｃａ」が対応付けて記憶されている。なお、ユーザ名
１４ｃ１に記憶されたユーザ名「ＲＳＴ」は、アカウントおよびパスワードの使用を制限
するロック機能を設定していないので、ロックパスワード１４ｃ２に記憶されるロックパ
スワードは未設定を示す「Ｎｕｌｌ」となっている。
【００４６】
　このように、ログイン情報メモリ１４ｃには、ユーザ名、ロックパスワード、インター
ネット電話名、アカウントおよびパスワードがそれぞれ対応付けられてログイン情報とし
て記憶されている。
【００４７】
　図１の説明に戻る。第１～第３ロックフラグ１４ｄ１～１４ｄ３は、インターネット電
話を使用するユーザ名毎に設定されるロック機能が設定されているか否かを示すフラグで
ある。この第１～第３ロックフラグ１４ｄ１～１４ｄ３は、インターネット電話を使用す
るユーザのユーザ名に対応して設けられている。本実施形態では、インターネット電話を
使用するユーザのユーザ名は３つであるので（図２参照）、第１～第３ロックフラグ１４
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ｄ１～１４ｄ３が設けられている。
【００４８】
　インターネット電話を使用するユーザによりロック機能が設定されると、そのロック機
能を設定したユーザのユーザ名に対応する第１～第３ロックフラグ１４ｄ１～１４ｄ３が
オンされる。本実施形態においては、ロック機能を設定したユーザのユーザ名が「ＡＢＣ
」であれば（図２参照）、第１ロックフラグ１４ｄ１がオンされ、ロック機能を設定した
ユーザのユーザ名が「ＸＹＺ」であれば（図２参照）、第２ロックフラグ１４ｄ２がオン
され、ロック機能を設定したユーザのユーザ名が「ＲＳＴ」であれば（図２参照）、第３
ロックフラグ１４ｄ３がオンされる。
【００４９】
　第１～第３ロックフラグ１４ｄ１～１４ｄ３がオンされた場合には、ロックパスワード
を入力して、その入力したロックパスワードがログイン情報メモリ１４ｃに予め記憶され
たロックパスワード１４ｃ２と一致しない限り、子機２（子機３）からログイン情報の送
信要求が行われても、ログイン情報メモリ１４ｃに記憶されたログイン情報が子機２（子
機３）へ送信されない。一方、第１～第３ロックフラグ１４ｄ１～１４ｄ３がオフである
場合には、子機２（子機３）からログイン情報の送信要求が行われると、ログイン情報メ
モリ１４ｃに記憶されたログイン情報が子機２（子機３）へ送信される。
【００５０】
　なお、一旦オンとなった第１～第３ロックフラグ１４ｄ１～１４ｄ３をそれぞれオフす
る場合には、後述する操作キー１５を操作して、第１～第３ロックフラグ１４ｄ１～１４
ｄ３のオンを解除することにより、第１～第３ロックフラグ１４ｄ１～１４ｄ３をそれぞ
れオフすることができる。
【００５１】
　操作キー１５は、スキャナやプリンタ、ファクシミリといった各機能の切り替え、各種
動作の指示を行なうための入力ボタンである。また、操作キー１５には、ログイン情報作
成キー１５ａおよび文字キー１５ｂが設けられている。
【００５２】
　ログイン情報作成キー１５ａは、ログイン情報メモリ１４ｃに記憶されるログイン情報
を作成する場合に使用するボタンである。ログイン情報作成キー１５ａが押下されると、
後述する図３のログイン情報作成処理が開始され、ログイン情報メモリ１４ｃに記憶させ
るログイン情報の作成が可能になる。文字キー１５ｂは、ログイン情報メモリ１４ｃに記
憶されるログイン情報を入力する際に使用するボタンである。
【００５３】
　ＬＣＤ１６は、操作キー１５の操作に応じてメニューや動作状態などが表示される。Ｍ
ＦＰ１のユーザが操作キー１５を操作することにより、その操作に対応する情報をＬＣＤ
１６へ表示する。また、ＭＦＰ１でインターネット電話を行なう場合、インターネット電
話が利用可能なユーザの一覧であるコンタクトリストが表示される。
【００５４】
　スピーカ１７は、状況に応じた各種音声（例えば、操作キー１５の操作音やエラー発生
時の注意音、着信の呼出音など）を出力するものであり、かかる音声の放音によってユー
ザに状況を報知する。
【００５５】
　インターネットインターフェイス１８は、無線通信用アンテナ１８ａが接続されており
、アクセスポイント５０とＷｉＦｉ方式（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ方式）の
無線通信を行なうインターフェイスである。アクセスポイント５０は、インターネット２
００と接続されており、インターネット・プロトコルに従って、インターネット２００に
接続された第１インターネット電話５１や第２インターネット電話５２などの外部装置と
データの送受信を行ったり、インターネット電話を行ったりするものである。
【００５６】
　スキャナ１９は、ＣＰＵ１１からの指示に基づいて、スキャナ１９に設けられた原稿読
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取台（図示せず）にセットされた原稿から画像の読み取りを行なうと共に、その画像をＬ
ＣＤ１６に表示したり、プリンタ２０で印刷可能な画像データを生成するものである。こ
のスキャナ１９により読み取られた画像データは、ＭＦＰ１がファクシミリモードやスキ
ャナモードやコピーモードに設定されている場合には、ＲＡＭ１３における所定の記憶領
域に格納される。
【００５７】
　プリンタ２０は、ＣＰＵ１１からの指示に基づいて、プリンタ２０に設けられた給紙カ
セット（図示せず）内の記録用紙への印刷を行なうものである。
【００５８】
　モデム２１は、ＣＰＵ１１からの指示に基づいて、ＲＡＭ１３に記憶される送信データ
を電話回線網１００に伝送可能な画像信号に変調し、ＮＣＵ２２を介して送信したり、電
話回線網１００からＮＣＵ２２を介して入力された画像信号を受信し、ＬＣＤ１６に表示
したりプリンタ２０で印刷可能な画像データに復調するものである。
【００５９】
　ＮＣＵ２２は、電話回線網１００と接続されており、電話回線網１００へのダイヤル信
号の送出や、電話回線網１００からの呼出信号の応答などの制御を行なうものである。
【００６０】
　送受話器２３は、子機２、子機３、および電話回線網１００を介して接続された外部装
置（図示せず）と通話を行なうための装置であるとともに、インターネット２００を介し
て接続された第１インターネット電話５１や第２インターネット電話５２とインターネッ
ト電話を行なうための装置であり、音声を音声信号に変換するマイクロフォン（図示せず
）と、音声信号を音声に変換して外部へ出力（放音）するスピーカ（図示せず）とを有し
ている。
【００６１】
　計時回路２４は、現在の日時を刻む内部時計を有しており、計時を開始した日時と現在
の日時とを比較して所要時間を算出する既知の回路である。計時回路２４は、後述する図
４のログイン情報送信処理において、所定時間を計る場合に使用される。
【００６２】
　デジタルコードレスインターフェイス２５は、コードレス用アンテナ２６が接続されて
おり、ＭＦＰ１と子機２（子機３）との間で無線通信を行なうためのインターフェイスで
ある。子機２（子機３）を使用してインターネット電話を行なう場合、子機２（子機３）
は、それぞれデジタルコードレスインターフェイス２５、バスライン２７、インターネッ
トインターフェイス１８、アクセスポイント５０を介して、インターネット２００に接続
される。
【００６３】
　次に、子機２は、図１に示すように、ＣＰＵ３２、ＲＯＭ３３、ＲＡＭ３４、フラッシ
ュメモリ３５、操作キー３６、ＬＣＤ３７、送受話回路３８、およびデジタルコードレス
インターフェイス３９を主に有し、これらはバスライン４０を介して互いに接続されてい
る。
【００６４】
　ＣＰＵ３２は、ＲＯＭ３３やＲＡＭ３４やフラッシュメモリ３５に記憶される固定値や
プログラムに従って、或いは、デジタルコードレスインターフェイス３９を介して送受信
される各種信号に従って、バスライン４０により接続された各部を制御する演算装置であ
る。
【００６５】
　ＲＯＭ３３は、この子機２で実行される各種の制御プログラムを記憶する領域である制
御プログラム領域３３ａが設けられた書換不能なメモリである。制御プログラム領域３３
ａには、例えば、後述する図６～図８の各処理を実行するプログラムが記憶されている。
【００６６】
　ＲＡＭ３４は各種のデータを一時的に記憶するための書換可能なメモリである。ＲＡＭ
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３４には、子機用ユーザ名メモリ３４ａおよび子機用ログイン情報メモリ３４ｂが設けら
れている。子機用ユーザ名メモリ３４ａは、子機２を使用してインターネット電話を行な
う場合に、インターネット電話を使用するユーザのユーザ名を記憶するメモリである。子
機用ログイン情報メモリ３４ｂは、子機２を使用してインターネット電話を行なう場合に
、ＭＦＰ１のログイン情報メモリ１４ｃに記憶されたログイン情報のうち、インターネッ
ト電話を使用するユーザに対応するインターネット電話名、アカウントおよびパスワード
がＭＦＰ１から送信されると、その送信された各情報を子機用ログイン情報として記憶す
るメモリである。
【００６７】
　ここで、図２（ｂ）を参照して、子機用ログイン情報メモリ３４ｂに記憶される子機用
ログイン情報について説明する。図２（ｂ）は、インターネット電話を使用するユーザの
ユーザ名が「ＡＢＣ」である場合に、子機用ログイン情報メモリ３４ｂに記憶される子機
用ログイン情報を模式的に示した図である。子機用ログイン情報メモリ３４ｂは、インタ
ーネット電話名３４ｂ１とアカウント３４ｂ２とパスワード３４ｂ３とから構成されてい
る。
【００６８】
　インターネット電話名３４ｂ１には、ＭＦＰ１から送信されたインターネット電話を使
用するユーザに対応するインターネット電話名が記憶され、アカウント３４ｂ２には、Ｍ
ＦＰ１から送信されたインターネット電話を使用するユーザに対応するアカウントが記憶
される。そして、パスワード３４ｂ３には、ＭＦＰ１から送信されたインターネット電話
を使用するユーザに対応するパスワードが記憶される。
【００６９】
　ここで、子機用ログイン情報メモリ３４ｂには、インターネット電話名３４ｂ１に記憶
されるインターネット電話名「第１インターネット電話」と、アカウント３４ｂ２に記憶
されるアカウント「ａｂｃ」と、パスワード３４ｂ３に記憶されるパスワード「１２３４
」が対応付けて記憶されている。また、子機用ログイン情報メモリ３４ｂには、インター
ネット電話名３４ｂ１に記憶されるインターネット電話名「第２インターネット電話」と
、アカウント３４ｂ２に記憶されるアカウント「ｅｆ３」と、パスワード３４ｂ３に記憶
されるパスワード「ａｂｃｄ」が対応付けて記憶されている。
【００７０】
　このように、子機用ログイン情報メモリ３４ｂに記憶された子機用ログイン情報は、イ
ンターネット電話を使用するユーザのユーザ名が「ＡＢＣ」である場合のインターネット
電話名、アカウントおよびパスワードとなっている（図２（ａ）参照）。これは、上述の
通り、ＭＦＰ１は、ログイン情報メモリ１４ｃに記憶されたログイン情報のうち、インタ
ーネット電話を使用するユーザに対応するインターネット電話名、アカウントおよびパス
ワードを子機２（子機３）へ送信するからである。
【００７１】
　詳細は後述するが、例えば、子機用ユーザ名メモリ３４ａにインターネット電話を使用
するユーザのユーザ名を「ＡＢＣ」と記憶させると、子機２は、ユーザ名「ＡＢＣ」をＭ
ＦＰ１へ送信する。インターネット電話を使用するユーザ名「ＡＢＣ」を受信したＭＦＰ
１は、ログイン情報メモリ１４ｃに記憶されたログイン情報から、インターネット電話を
使用するユーザ名が「ＡＢＣ」に対応するインターネット電話名、アカウントおよびパス
ワードを取得する。そして、ＭＦＰ１は、インターネット電話を使用するユーザ名「ＡＢ
Ｃ」に対応して取得したインターネット電話名、アカウントおよびパスワードを子機２へ
送信する。子機２は、受信したインターネット電話名、アカウントおよびパスワードを使
用して、インターネット電話へのログイン（ユーザ認証）を行なう。
【００７２】
　よって、子機２（子機３）を使用してインターネット電話を行なう場合に、インターネ
ット電話の種類毎に行われるログイン（ユーザ認証）で使用するユーザ認証情報（アカウ
ントおよびパスワード）を、子機２（子機３）で入力する必要がない。また、ＭＦＰ１か
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ら子機２へ送信されるインターネット電話名、アカウントおよびパスワードは、インター
ネット電話を使用するユーザのユーザ名に対応する情報である。よって、子機２（子機３
）を使用してインターネット電話を行なうユーザ以外のインターネット電話名、アカウン
トおよびパスワードは、ＭＦＰ１から子機２（子機３）へ送信されないので、子機２（子
機３）を使用してインターネット電話を行なうユーザ以外のアカウントおよびパスワード
を誤って使用してしまうことを防止することができる。
【００７３】
　フラッシュメモリ３５は書換可能な不揮発性のメモリであり、このフラッシュメモリ３
５に記憶されたデータは、子機２の電源オフ後も保持される。
【００７４】
　操作キー３６は、子機２を管理する場合に使用するものであり、例えば、数字ボタン（
テンキー）や通話ボタン、機能操作ボタンから構成される。また、操作キー３６には、イ
ンターネット電話キー３６ａと文字キー３６ｂと終了キー３６ｃが設けられている。
【００７５】
　インターネット電話キー３６ａは、子機２を使用してインターネット電話を行なう場合
に用いられるボタンである。インターネット電話キー３６ａが押下されると、ＭＦＰ１か
ら送信されるインターネット電話名、アカウントおよびパスワードを受信する図６のログ
イン情報受信処理が開始される。
【００７６】
　文字キー３６ｂは、子機２を使用してインターネット電話を行なうユーザのユーザ名を
入力するボタンである。この文字キー３６ｂにより入力されたユーザ名は、子機用ユーザ
名メモリ３４ａに記憶される。終了キー３６ｃは、ログインされた全てのインターネット
電話からログアウトを行なうためのボタンである。終了キー３６ｃが押下されると、通話
中であるか待機中であるかを問わず、ログインされた全てのインターネット電話からログ
アウトが行われる。
【００７７】
　ＬＣＤ３７は、子機２を管理したり、子機２を使用してインターネット電話を行なう場
合にコンタクトリストを表示したり、通話中や待機中の各種情報を表示するものである。
【００７８】
　送受話回路３８は、ＭＦＰ１、及びＭＦＰ１と電話回線網１００を介して接続された外
部装置（図示せず）と通話を行なうための装置であるとともに、ＭＦＰ１とインターネッ
ト２００を介して接続された第１インターネット電話５１や第２インターネット電話５２
とインターネット電話を行なうための装置であり、マイクロフォン（図示せず）とスピー
カ（図示せず）とが接続されている。マイクロフォン（図示せず）は、音声を音声信号に
変換して送受話回路３８へ入力し、スピーカ（図示せず）は、送受話回路３８から入力さ
れた音声信号を音声に変換して外部へ出力すると共に、状況に応じた各種音声（例えば、
操作キー３６の操作音やエラー発生時の注意音、着信の呼出音など）を出力する。
【００７９】
　デジタルコードレスインターフェイス３９は、コードレス用アンテナ４７が接続されて
おり、子機２とＭＦＰ１との間で無線通信を行なうためのインターフェイスである。イン
ターネット電話キー３６ａが押下され、子機２と第１インターネット電話５１や第２イン
ターネット電話５２との間でインターネット電話を行なう場合には、送受話回路３８とデ
ジタルコードレスインターフェイス３９とが接続され、子機２とＭＦＰ１とが無線通信に
より接続される。その後、子機２からＭＦＰ１へ、子機用ログイン情報メモリ３４ｂのイ
ンターネット電話名３４ｂ１に記憶されたインターネット電話名が送信される。ＭＦＰ１
は、子機２から送信されたインターネット電話名を受信すると、そのインターネット電話
名に対応するインターネット電話プログラムを、ＭＦＰ１のインターネット電話プログラ
ム領域１４ａから選定して実行する。これにより、子機２では、インターネット電話への
ログイン（ユーザ認証）が行われる。インターネットへのログインが完了すると、子機２
と第１インターネット電話５１や第２インターネット電話５２との間でインターネット電
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話が可能となる。
【００８０】
　次に、図３を参照して、ＭＦＰ１で実行されるログイン情報作成処理について説明する
。図３は、ログイン情報作成処理のフローチャートを示した図である。このログイン情報
作成処理は、ＭＦＰ１のログイン情報作成キー１５ａが押下された場合に実行される処理
である。このログイン情報作成処理では、ログイン情報メモリ１４ｃに記憶されるログイ
ン情報が作成される。
【００８１】
　ログイン情報作成処理では、まず、これから設定するアカウントおよびパスワードの所
有者を示すユーザ名の入力を要求する（Ｓ１）。このユーザ名の入力の要求は、例えば、
ＬＣＤ１６に「ユーザ名を入力してください」と表示することで行われる。次に、ユーザ
名が入力されたか否かを判定し（Ｓ２）、ユーザ名が入力されていないと判定された場合
には（Ｓ２：Ｎｏ）、ユーザ名の入力の要求を繰り返し実行する（Ｓ１）。一方、ユーザ
名が入力されたと判定された場合には（Ｓ２：Ｙｅｓ）、入力されたユーザ名をユーザ名
メモリ１３ｃに記憶する（Ｓ３）。
【００８２】
　次に、インターネット電話名メモリ１４ｂに記憶されたインターネット電話名から、ア
カウントおよびパスワードを設定するインターネット電話名の選択を要求する（Ｓ４）。
このインターネット電話名の選択の要求は、例えば、ＬＣＤ１６に「アカウントおよびパ
スワードを設定するインターネット電話名を選択してください」と表示することで行われ
る。次に、インターネット電話名が選択されたか否かが判定される（Ｓ５）。インターネ
ット名が選択されていないと判定されると（Ｓ５：Ｎｏ）、インターネット電話名の選択
を繰り返し要求する（Ｓ４）。
【００８３】
　一方、インターネット電話名が選択されたと判定されると（Ｓ５：Ｙｅｓ）、選択され
たインターネット電話名に対応するインターネット電話へのログイン（ユーザ認証）に使
用するアカウントの入力を要求する（Ｓ６）。このアカウント入力の要求は、例えば、Ｌ
ＣＤ１６に「アカウントを入力してください」と表示することで行われる。
【００８４】
　次に、アカウントが入力されたか否かが判定される（Ｓ７）。アカウントが入力されて
いないと判定されると（Ｓ７：Ｎｏ）、アカウントの入力を繰り返し要求する（Ｓ６）。
一方、アカウントが入力されたと判定されると（Ｓ７：Ｙｅｓ）、入力されたアカウント
をアカウントメモリ１３ａに記憶する（Ｓ８）。
【００８５】
　そして、選択されたインターネット電話名に対応するインターネット電話へのログイン
（ユーザ認証）に使用するパスワードの入力を要求する（Ｓ９）。このパスワード入力の
要求は、例えば、ＬＣＤ１６に「パスワードを入力してください」と表示することで行わ
れる。その後、パスワードが入力されたか否かが判定される（Ｓ１０）。パスワードが入
力されていないと判定されると（Ｓ１０：Ｎｏ）、パスワードの入力を繰り返し要求する
（Ｓ９）。一方、パスワードが入力されたと判定されると（Ｓ１０：Ｙｅｓ）、入力され
たパスワードをパスワードメモリ１３ｂに記憶する（Ｓ１１）。
【００８６】
　次に、ユーザ名メモリ１３ａに記憶されたユーザ名に対応する第１～第３ロックフラグ
１４ｄ１～１４ｄ３がオンか否かが判定される（Ｓ１２）。ユーザ名に対応する第１～第
３ロックフラグ１４ｄ１～１４ｄ３がオンであると判定された場合には（Ｓ１２：Ｙｅｓ
）、ユーザ名メモリ１３ａに記憶されたユーザ名に対応するアカウントおよびパスワード
の使用の制限を行なうロック機能が既に設定されているので、ロック機能を設定するＳ１
３～Ｓ１７の処理をスキップして、Ｓ１８の処理に移行する。
【００８７】
　一方、ユーザ名メモリ１３ａに記憶されたユーザ名に対応する第１～第３ロックフラグ
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１４ｄ１～１４ｄ３がオフであれば（Ｓ１２：Ｎｏ）、アカウントおよびパスワードの使
用を制限するロック機能の設定の選択を要求する（Ｓ１３）。このロック機能の設定選択
の要求は、例えば、ＬＣＤ１６に「ロック機能を使用しますか？」と表示することで行わ
れる。その後、ロック機能の設定が選択されたか否かを判定する（Ｓ１４）。
【００８８】
　ロック機能の設定が選択された場合には（Ｓ１４：Ｙｅｓ）、まず、これから設定する
ロック機能を解除するためのロックパスワードの入力を要求する（Ｓ１５）。このロック
パスワード入力の要求は、例えば、ＬＣＤ１６に「ロックパスワードを入力してください
」と表示することで行われる。その後、ロックパスワードが入力されたか否かを判定する
（Ｓ１６）。ロックパスワードが入力されていないと判定されると（Ｓ１６：Ｎｏ）、ロ
ックパスワードの入力を繰り返し要求する（Ｓ１５）。
【００８９】
　一方、ロックパスワードが入力されたと判定されると（Ｓ１６：Ｙｅｓ）、ユーザ名メ
モリ１３ｃに記憶されたユーザ名に対応する第１～第３ロックフラグ１４ｄ１～１４ｄ３
をオンして（Ｓ１７）、ユーザ名メモリ１３ｃに記憶されたユーザ名、入力されたロック
パスワード、選択されたインターネット電話名、アカウントメモリ１３ａに記憶されたア
カウントおよびパスワードメモリ１３ｂに記憶されたパスワードを対応付けて、ログイン
情報メモリ１４ｃに記憶する（Ｓ１８）。
【００９０】
　このＳ１８の処理により、ログイン情報メモリ１４ｃには、例えば、図２（ａ）に示す
ように、ユーザ名１４ｃ１に「ＡＢＣ」、ロックパスワード１４ｃ２に「３５２３」、イ
ンターネット電話名１４ｃ３に「第１インターネット電話」、アカウント１４ｃ４に「ａ
ｂｃ」およびパスワード１４ｃ５に「１２３４」が記憶される。
【００９１】
　Ｓ１４の処理で、ロック機能の設定が選択されない場合には（Ｓ１４：Ｎｏ）、ユーザ
名メモリ１３ｃに記憶されたユーザ名に対応する第１～第３ロックフラグ１４ｄ１～１４
ｄ３をオフして（Ｓ１９）、ユーザ名メモリ１３ｃに記憶されたユーザ名、選択されたイ
ンターネット電話名、アカウントメモリ１３ａに記憶されたアカウントおよびパスワード
メモリ１３ｂに記憶されたパスワードを対応付けて、ログイン情報メモリ１４ｃに記憶す
る（Ｓ２０）。
【００９２】
　このＳ２０の処理により、ログイン情報メモリ１４ｃには、例えば、図２（ａ）に示す
ように、ユーザ名１４ｃ１に「ＲＳＴ」、ロックパスワード１４ｃ２に「Ｎｕｌｌ（未設
定）」、インターネット電話名１４ｃ３に「第２インターネット電話」、アカウント１４
ｃ４に「ａｓｗ」およびパスワード１４ｃ５に「ａａｃａ」が記憶される。
【００９３】
　Ｓ１８またはＳ２０の処理後、他のインターネット電話に対してアカウントを設定する
か否かの選択を要求する（Ｓ２１）。このアカウント入力選択の要求は、例えば、ＬＣＤ
１６に「他のインターネット電話に対してアカウントを設定するかを選択してください」
と表示することで行われる。次に、他のインターネット電話に対してアカウントの設定が
選択されたと判定された場合には（Ｓ２２：Ｙｅｓ）、Ｓ４の処理へ戻り、Ｓ４以降の処
理を実行する。一方、他のインターネット電話に対してアカウントの設定が選択されてい
ないと判定された場合には（Ｓ２２：Ｎｏ）、このログイン情報作成処理を終了する。
【００９４】
　このように、ログイン情報作成処理を実行することで、ログイン情報メモリ１４ｃには
、図２（ａ）に示すように、ユーザ名、ロックパスワード、インターネット電話名、アカ
ウントおよびパスワードがログイン情報として記憶される。
【００９５】
　次に、図４を参照して、ＭＦＰ１で実行されるログイン情報送信処理について説明する
。図４は、ログイン情報送信処理のフローチャートを示した図である。このログイン情報
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送信処理は、子機２（子機３）から送信される、ログイン情報要求信号（ログイン情報メ
モリ１４ｃに記憶されたログイン情報の一部の送信を要求する信号）と、子機２（子機３
）を使用してインターネット電話を行なうユーザのユーザ名とを受信した場合に実行され
る処理である。このログイン情報送信処理は、ログイン情報メモリ１４ｃに記憶されるロ
グイン情報のうち、インターネット電話名、アカウントおよびパスワードを、子機２（子
機３）を使用してインターネット電話を行なうユーザのユーザ名に対応して送信する処理
である。
【００９６】
　ログイン情報送信処理では、まず、子機２（子機３）から受信したユーザ名、即ち、子
機２（子機３）を使用してインターネット電話を行なうユーザのユーザ名を受信用ユーザ
名メモリ１３ｄに記憶する（Ｓ３１）。次に、受信用ユーザ名メモリ１３ｄに記憶された
ユーザ名に対応する第１～第３ロックフラグ１４ｄ１～１４ｄ３はオンか否かが判定され
る（Ｓ３２）。受信用ユーザ名メモリ１３ｄに記憶されたユーザ名に対応する第１～第３
ロックフラグ１４ｄ１～１４ｄ３がオンであると判定された場合には（Ｓ３２：Ｙｅｓ）
、子機２（子機３）を使用してインターネット電話を行なうユーザによって、アカウント
およびパスワードの使用を制限するロック機能が設定されているので、ロック機能を解除
するロックパスワードの送信要求を示すロックフラグオン情報を、ユーザ名を送信した子
機２（子機３）へ送信する（Ｓ３３）。なお、子機２（子機３）がＭＦＰ１から送信され
たロックフラグオン情報を受信すると、子機２（子機３）は、子機２（子機３）を使用し
てインターネット電話を行なうユーザにロックパスワードの入力を要求する。そして、ロ
ックパスワードが入力されると、子機２（子機３）は、その入力されたロックパスワード
をＭＦＰ１へ送信する。
【００９７】
　次に、ユーザ名を送信した子機２（子機３）から送られるロックパスワードが正しいか
否かを判定するために、受信用ユーザ名メモリ１３ｄに記憶されたユーザ名に対応するロ
ックパスワードをログイン情報メモリ１４ｃから取得する（Ｓ３４）。そして、ユーザ名
を送信した子機２（子機３）から送られるロックパスワードを受信したか否かが判定され
る（Ｓ３５）。ロックパスワードを受信していないと判定された場合には（Ｓ３５：Ｎｏ
）、ロックフラグオン情報の送信後、所定時間が経過したか否かが判定される（Ｓ４３）
。ロックフラグオン情報の送信後、所定時間が経過した場合には（Ｓ４３：Ｙｅｓ）、ロ
ックパスワードを受信できなかったことを示すロックパスワードエラー信号を、ユーザ名
を送信した子機２（子機３）へ送信して（Ｓ４４）、このログイン情報送信処理を終了す
る。一方、ロックフラグオン情報の送信後、所定時間が経過していない場合には（Ｓ４３
：Ｎｏ）、Ｓ３５の処理へ戻り、再び、ロックパスワードを受信したか否かが判定される
（Ｓ３５）。
【００９８】
　Ｓ３５の処理で、ロックパスワードを受信したと判定された場合には（Ｓ３５：Ｙｅｓ
）、ログイン情報メモリ１４ｃからＳ３４の処理で取得したロックパスワードは、受信し
たロックパスワードと同一か否かが判定される（Ｓ３６）。ログイン情報メモリ１４ｃか
らＳ３４の処理で取得したロックパスワードが、受信したロックパスワードと同一である
と判定された場合には（Ｓ３６：Ｙｅｓ）、ログイン情報メモリ１４ｃに記憶されるログ
イン情報のうち、インターネット電話名、アカウントおよびパスワードを送信開始するこ
とを示す送信開始情報を、ユーザ名を送信した子機２（子機３）へ送信する（Ｓ３７）。
なお、ユーザ名を送信した子機２（子機３）が送信開始情報を受信すると、子機２（子機
３）は、ＭＦＰ１から送信されるインターネット電話名、アカウントおよびパスワードを
受信する準備を行なう。
【００９９】
　Ｓ３７の処理後、受信用ユーザ名メモリ１３ｄに記憶されたユーザ名に対応する未送信
のインターネット電話名、アカウントおよびパスワードを、ログイン情報メモリ１４ｃか
ら一組取得する（Ｓ３８）。このＳ３８の処理では、例えば、受信用ユーザ名メモリ１３
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ｄに記憶されたユーザ名が「ＡＢＣ」であれば、インターネット電話名「第１インターネ
ット電話」、アカウント「ａｂｃ」およびパスワード「１２３４」を、ログイン情報メモ
リ１４ｃから一組として取得する（図２（ａ）参照）。また、上記のインターネット電話
名「第１インターネット電話」、アカウント「ａｂｃ」およびパスワード「１２３４」が
既にユーザ名を送信した子機２（子機３）へ送信済みである場合には、Ｓ３８の処理では
、インターネット電話名「第２インターネット電話」、アカウント「ｅｆ３」およびパス
ワード「ａｂｃｄ」を、ログイン情報メモリ１４ｃから一組として取得する。
【０１００】
　Ｓ３８の処理後、ログイン情報メモリ１４ｃから取得したインターネット名、アカウン
トおよびパスワードを、ユーザ名を送信した子機２（子機３）へ送信する（Ｓ３９）。そ
の後、受信用ユーザ名メモリ１３ｄに記憶されたユーザ名に対応するインターネット電話
名、アカウントおよびパスワードを全て送信したか否かが判定される（Ｓ４０）。受信用
ユーザ名メモリ１３ｄに記憶されたユーザ名に対応するインターネット電話名、アカウン
トおよびパスワードが全て送信されていないと判定された場合には（Ｓ４０：Ｎｏ）、Ｓ
３７の処理に戻り、Ｓ３７～Ｓ３９の処理を実行する。
【０１０１】
　一方、受信用ユーザ名メモリ１３ｄに記憶されたユーザ名に対応するインターネット電
話名、アカウントおよびパスワードが全て送信されたと判定された場合には（Ｓ４０：Ｙ
ｅｓ）、インターネット電話名、アカウントおよびパスワードの送信が完了したことを示
す送信完了情報を、ユーザ名を送信した子機２（子機３）へ送信して（Ｓ４１）、このロ
グイン情報送信処理を終了する。なお、ユーザ名を送信した子機２（子機３）が送信完了
情報を受信すると、子機２（子機３）は、インターネット電話名、アカウントおよびパス
ワードの受信を終了する。
【０１０２】
　なお、Ｓ３２の処理で、受信用ユーザ名メモリ１３ｄに記憶されたユーザ名に対応する
第１～第３ロックフラグ１４ｄ１～１４ｄ３がオフであると判定されると（Ｓ３２：Ｎｏ
）、アカウントおよびパスワードの使用を制限するロック機能が設定されていないので、
ロック機能が設定されていないことを示すロックフラグオフ情報を、ユーザ名を送信した
子機２（子機３）へ送信する（Ｓ４２）。その後、Ｓ３７の処理へ移行する。なお、ユー
ザ名を送信した子機２（子機３）がロックフラグオフ情報を受信した場合には、子機２（
子機３）は、ＭＦＰ１へのロックパスワードの送信を行なわない。
【０１０３】
　また、Ｓ３６の処理で、ログイン情報メモリ１４ｃからＳ３４の処理で取得したロック
パスワードが、受信したロックパスワードと同一でないと判定された場合には（Ｓ３６：
Ｎｏ）、子機２（子機３）が送信したロックパスワードは誤りであることを示すロックパ
スワードエラー信号を、ユーザ名を送信した子機２（子機３）へ送信して（Ｓ４５）、こ
のログイン情報送信処理を終了する。
【０１０４】
　このように、ログイン情報送信処理によれば、ログイン情報メモリ１４ｃに記憶される
ログイン情報のうち、インターネット電話名、アカウントおよびパスワードを、子機２（
子機３）を使用してインターネット電話を行なうユーザのユーザ名に対応して送信するこ
とができる。
【０１０５】
　次に、図５を参照して、ＭＦＰ１で実行されるログアウト信号送信処理について説明す
る。図５は、ログアウト信号送信処理のフローチャートを示した図である。このログアウ
ト信号送信処理は、子機２（子機３）から送信されるインターネット電話終了信号（イン
ターネット電話の終了を示す信号）を受信した場合に実行される処理である。このログア
ウト信号送信処理は、全ての子機（子機２および子機３）に対して、ログインした全ての
インターネット電話からのログアウトを実行させるログアウト信号を送信する処理である
。
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【０１０６】
　ログアウト信号送信処理では、まず、全ての子機である子機２および子機３へ、ログア
ウト信号を送信する（Ｓ５１）。その後、全ての子機である子機２および子機３から、ロ
グインした全てのインターネット電話からログアウトしたことを示すログアウト完了信号
を受信したか否かが判定される（Ｓ５２）。全ての子機である子機２および子機３から、
ログアウト完了信号を受信していないと判定された場合には（Ｓ５２：Ｎｏ）、Ｓ５１の
処理へ戻り、全ての子機である子機２および子機３へ、ログアウト信号を繰り返し送信す
る（Ｓ５１）。一方、全ての子機である子機２および子機３から、ログアウト完了信号を
受信したと判定された場合には（Ｓ５２：Ｎｏ）、このログアウト信号送信処理を終了す
る。
【０１０７】
　次に、図６を参照して、子機２（子機３）で実行されるログイン情報受信処理について
説明する。図６は、ログイン情報受信処理のフローチャートを示した図である。このログ
イン情報受信処理は、子機２（子機３）のインターネット電話キー３６ａが押下された場
合に実行される処理である。このログイン情報受信処理は、子機２（子機３）を使用して
インターネット電話を行なうユーザのユーザ名に対応してＭＦＰ１から送信された、イン
ターネット電話名、アカウントおよびパスワードを受信する処理である。なお、図６のロ
グイン情報受信処理は、子機３においても同一の処理が行われる。
【０１０８】
　ログイン情報受信処理では、まず、ＭＦＰ１との無線通信が可能となったか否かが判定
される（Ｓ６１）。このＳ６１の処理では、ＭＦＰ１のデジタルコードレスインターフェ
イス２５から定期的に送信される信号を、子機２（子機３）が受信したか否かで判定を行
なう。Ｓ６１の処理で、ＭＦＰ１との無線通信が不可能と判定された場合には（Ｓ６１：
Ｎｏ）、ＭＦＰ１との無線通信を確立するように要求して（Ｓ７９）、このログイン情報
受信処理を終了する。なお、Ｓ７９の処理による要求は、例えば、ＬＣＤ３７に「ＭＦＰ
１に近づいてください」とメッセージを表示する。一方、ＭＦＰ１との無線通信が可能に
なったと判定された場合には（Ｓ６１：Ｙｅｓ）、子機用ユーザ名メモリ３４ａにユーザ
名が記憶されているか否かが判定される（Ｓ６２）。
【０１０９】
　子機用ユーザ名メモリ３４ａにユーザ名が記憶されていれば（Ｓ６２：Ｙｅｓ）、子機
２（子機３）を使用してインターネット電話に既にログインされているので、後述するイ
ンターネット電話終了処理（図８参照）を実行して、既にログインされているインターネ
ット電話からログアウトし、子機用ユーザ名メモリ３４ａに記憶されたユーザ名を消去す
るように要求する（Ｓ８０）。その後、このログイン情報受信処理を終了する。
【０１１０】
　Ｓ６２の処理で、子機用ユーザ名メモリ３４ａにユーザ名が記憶されていないと判定さ
れた場合には（Ｓ６２：Ｎｏ）、インターネット電話にログインされていないので、子機
２（子機３）を使用してインターネット電話を行なうユーザ名の入力を要求する（Ｓ６３
）。次に、ユーザ名が入力されたか否かを判定し（Ｓ６４）、ユーザ名が入力されていな
いと判定された場合には（Ｓ６４：Ｎｏ）、ユーザ名の入力を繰り返し要求する（Ｓ６３
）。一方、ユーザ名が入力されたと判定された場合には（Ｓ６４：Ｙｅｓ）、入力された
ユーザ名を子機用ユーザ名メモリ３４ａに記憶する（Ｓ６５）。
【０１１１】
　次に、子機用ユーザ名メモリ３４ａに記憶されたユーザ名と共に、ログイン情報要求信
号をＭＦＰ１へ送信する（Ｓ６６）。なお、ＭＦＰ１がログイン情報要求信号を受信する
と、ＭＦＰ１ではログイン情報送信処理（図４参照）が実行開始される。
【０１１２】
　その後、ロックフラグオン情報を受信したか否かが判定され（Ｓ６７）、ロックフラグ
オン情報を受信していなければ（Ｓ６７：Ｎｏ）、ロックフラグオフ情報を受信したか否
かが判定される（Ｓ６８）。ロックフラグオフ情報を受信していないと判定された場合に
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は（Ｓ６８：Ｎｏ）、Ｓ６７の処理に戻り、ロックフラグオン情報またはロックフラグオ
フ情報が受信されるまで、Ｓ６７およびＳ６８の処理が繰り返し実行される。
【０１１３】
　一方、ロックフラグオン情報が受信されたと判定された場合には（Ｓ６７：Ｙｅｓ）、
子機２（子機３）を使用してインターネット電話を行なうユーザによって、アカウントお
よびパスワードの使用を制限するロック機能が設定されているので、そのロック機能を解
除すべく、ロックパスワードの入力を要求する（Ｓ６９）。このロックパスワードの入力
の要求は、例えば、ＬＣＤ３７に「ロックパスワードを入力してください」と表示するこ
とで行なう。そして、ロックパスワードが入力されたか否かが判定され（Ｓ７０）、ロッ
クパスワードが入力されていないと判定されると（Ｓ７０：Ｎｏ）、Ｓ６９の処理に戻り
、ロックパスワードの入力を繰り返し要求する（Ｓ６９）。
【０１１４】
　Ｓ７０の処理で、ロックパスワードが入力されたと判定されると（Ｓ７０：Ｙｅｓ）、
入力されたロックパスワードをＭＦＰ１へ送信する（Ｓ７１）。なお、ロックパスワード
をＭＦＰ１が受信すると、ＭＦＰ１は、送信されたロックパスワードが正しいか否かを、
ログイン情報送信処理で判定する（図４のＳ３６の処理参照）。そして、送信されたロッ
クパスワードがＭＦＰ１により正しいと判定されると、ＭＦＰ１は、送信開始情報を子機
２（子機３）へ送信する（図４のＳ３７の処理参照）。一方、送信されたロックパスワー
ドが誤っているとＭＦＰ１により判定されると、ＭＦＰ１は、ロックパスワードエラー信
号を子機２（子機３）へ送信する（図４のＳ４５の処理参照）。
【０１１５】
　Ｓ７１の処理後、送信開始情報を受信したか否かが判定される（Ｓ７２）。なお、Ｓ６
８の処理で、ロックフラグオフ情報を受信した場合には（Ｓ６８：Ｙｅｓ）、ロック機能
が設定されていないので、Ｓ６９～Ｓ７１の処理をスキップして、Ｓ７２の処理へ移行す
る。Ｓ７２の処理で、送信開始情報が受信されていないと判定されると（Ｓ７２：Ｎｏ）
、ロックパスワードエラー信号を受信したか否かが判定される（Ｓ７３）。ロックパスワ
ードを受信していないと判定されると（Ｓ７３：Ｎｏ）、Ｓ７２の処理へ戻り、送信開始
処理またはロックパスワードエラー信号が受信されるまで、Ｓ７２～Ｓ７３の処理を繰り
返し実行する。一方、ロックパスワードエラー信号を受信したと判定されると（Ｓ７３：
Ｙｅｓ）、Ｓ７１で送信したロックパスワードが誤っているので、このログイン情報受信
処理を終了する。
【０１１６】
　一方、Ｓ７２の処理で、送信開始情報が受信されたと判定されると（Ｓ７２：Ｙｅｓ）
、ＭＦＰ１から送信されるインターネット電話名、アカウントおよびパスワードを受信し
たか否かが判定される（Ｓ７４）。インターネット電話名、アカウントおよびパスワード
を受信していないと判定されると（Ｓ７４：Ｎｏ）、インターネット電話名、アカウント
およびパスワードが受信されるまで、Ｓ７４の処理を繰り返し実行する。
【０１１７】
　Ｓ７４の処理で、ＭＦＰ１から送信されるインターネット電話名、アカウントおよびパ
スワードを受信したと判定されると（Ｓ７４：Ｙｅｓ）、受信したインターネット電話名
、アカウントおよびパスワードを対応付けて、子機用ログイン情報メモリ３４ｂに記憶す
る（Ｓ７５）。このＳ７５の処理では、例えば、Ｓ６６の処理でＭＦＰ１に送信されたユ
ーザ名が「ＡＢＣ」であれば、図２（ｂ）に示すように、インターネット電話名３４ｂ１
に「第１インターネット電話」、アカウント３４ｂ２に「ａｂｃ」、パスワード３４ｂ３
に「１２３４」が子機用ログイン情報メモリ３４ｂに記憶される。
【０１１８】
　Ｓ７５の処理後、送信完了情報が受信されたか否かが判定され（Ｓ７６）、送信完了情
報が受信されていないと判定されると（Ｓ７６：Ｎｏ）、送信開始情報が受信されたか否
かが判定される（Ｓ７７）。送信開始情報が受信されていないと判定されると（Ｓ７７：
Ｎｏ）、送信完了情報または送信開始情報が受信されるまで、Ｓ７６～Ｓ７７の処理が繰
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り返し実行される。
【０１１９】
　Ｓ７７の処理で、送信開始情報を受信したと判定された場合には（Ｓ７７：Ｙｅｓ）、
ＭＦＰ１から新たにインターネット電話名、アカウントおよびパスワードが送信されるこ
とを示しているので、Ｓ７４の処理に戻り、Ｓ７４～Ｓ７７の処理を繰り返し実行する。
このＳ７４～Ｓ７７の処理を繰り返すことで、例えば、Ｓ６６の処理でＭＦＰ１に送信さ
れたユーザ名が「ＡＢＣ」であれば、図２（ｂ）に示すように、新たに、インターネット
電話名３４ｂ１に「第２インターネット電話」、アカウント３４ｂ２に「ｅｆ３」、パス
ワード３４ｂ３に「ａｂｃｄ」が子機用ログイン情報メモリ３４ｂに記憶される。
【０１２０】
　Ｓ７６の処理で、送信完了情報を受信した場合には（Ｓ７６：Ｙｅｓ）、Ｓ６６の処理
でＭＦＰ１へ送信したユーザ名に対応するインターネット電話名、アカウントおよびパス
ワードを、ＭＦＰ１から全て受信したことを示しているので、Ｓ７８のログイン処理へ移
行する。なお、ログイン処理（Ｓ７８）が終了すると、このログイン情報受信処理が終了
する。
【０１２１】
　このように、ログイン情報受信処理によれば、子機２（子機３）を使用してインターネ
ット電話を行なうユーザのユーザ名に対応してＭＦＰ１から送信された、インターネット
電話名、アカウントおよびパスワードを受信し、子機用ログイン情報メモリ３４ｂに記憶
することができる。
【０１２２】
　また、ログイン情報受信処理によれば、ＭＦＰ１と子機２（子機３）が確実に無線通信
できる状態となった場合に、子機２（子機３）は、ログイン情報要求信号をＭＦＰ１へ送
信する。よって、子機２（子機３）は、ＭＦＰ１から送信されるインターネット電話名、
アカウントおよびパスワードを確実に受信することができる。
【０１２３】
　また、ログイン情報受信処理によれば、子機用ユーザ名メモリ３４ａにユーザ名が記憶
されていない場合に、子機２（子機３）は、ログイン情報要求信号をＭＦＰ１へ送信する
。よって、子機用ユーザ名メモリ３４ａにユーザ名が記憶されており、子機２（子機３）
を使用してインターネット電話に既にログインされているにも拘らず、子機２（子機３）
からログイン情報要求信号がＭＦＰ１へ送信され、インターネット電話名、アカウントお
よびパスワードがＭＦＰ１から送信されてしまうことを防止することができる。
【０１２４】
　次に、図７を参照して、子機２（子機３）で実行されるログイン処理について説明する
。図７は、ログイン処理のフローチャートを示した図である。このログイン処理は、ＭＦ
Ｐ１からインターネット電話を行なうユーザのユーザ名に対応して送信されたインターネ
ット電話名、アカウントおよびパスワード用いてインターネット電話にログインする処理
である。なお、図７のログイン処理は、子機３においても同一の処理が行われる。
【０１２５】
　ログイン処理では、まず、子機用ログイン情報メモリ３４ｂに記憶されたインターネッ
ト名３４ｂ１から、インターネット電話へのログインが試行されていないインターネット
電話を１つ選択する（Ｓ９１）。なお、このＳ９１の処理では、子機２（子機３）を用い
てインターネット電話を行なうユーザが、子機用ログイン情報メモリ３４ｂに記憶された
インターネット名３４ｂ１から、インターネット電話へのログインが試行されていないイ
ンターネット電話を１つ選択しても良い。
【０１２６】
　Ｓ９１の処理後、選択されたインターネット電話名に対応するインターネット電話のロ
グイン画面を表示する（Ｓ９２）。なお、Ｓ９２の処理では、子機２（子機３）は、選択
されたインターネット電話名をＭＦＰ１へ送信する。すると、送信されたインターネット
名を受信したＭＦＰ１は、受信したインターネット電話名に対応するインターネット電話
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プログラムをインターネット電話プログラム領域１４ａから選定する。そして、ＭＦＰ１
は、その選定したインターネット電話プログラムを動作させてインターネット電話を起動
し、その起動したインターネット電話のログイン画面を、デジタルコードレスインターフ
ェイス２５を介して、子機２（子機３）へ送信する。これにより、子機２（子機３）では
、ログイン画面の表示が行なわれる。
【０１２７】
　Ｓ９１の処理後、ログイン画面の表示が完了したか否かを判定する（Ｓ９３）。ログイ
ン画面の表示が完了していないと判定された場合には（Ｓ９３：Ｎｏ）、ログイン画面の
表示が完了するまで、Ｓ９２の処理を繰り返し実行する。一方、ログイン画面の表示が完
了したと判定された場合には（Ｓ９３：Ｙｅｓ）、選択されたインターネット電話に対応
するアカウントを子機用ログイン情報メモリ３４ｂから取得し、ログイン画面の該当箇所
に入力する（Ｓ９４）。例えば、子機用ログイン情報メモリ３４ｂに、図２（ｂ）に示す
各情報（インターネット電話名、アカウントおよびパスワード）が記憶されており、Ｓ９
１の処理で選択されたインターネット電話名が「第１インターネット電話」であれば、こ
のＳ９４の処理では、アカウント３４ｂ２からアカウント「ａｂｃ」を取得して、ログイ
ン画面の該当箇所に入力する。
【０１２８】
　次に、選択されたインターネット電話に対応するパスワードを子機用ログイン情報メモ
リ３４ｂから取得し、ログイン画面の該当箇所に入力する（Ｓ９５）。例えば、子機用ロ
グイン情報メモリ３４ｂに、図２（ｂ）に示す各情報（インターネット電話名、アカウン
トおよびパスワード）が記憶されており、Ｓ９１の処理で選択されたインターネット電話
名が「第１インターネット電話」であれば、このＳ９５の処理では、パスワード３４ｂ３
からパスワード「１２３４」を取得して、ログイン画面の該当箇所に入力する。
【０１２９】
　Ｓ９５の処理後、Ｓ９１で選択されたインターネット電話名に対応するインターネット
電話にログインできたか否かを判定する（Ｓ９６）。このＳ９６の処理では、ログイン画
面の該当箇所にＳ９４の処理で入力されたアカウントと、ログイン画面の該当箇所にＳ９
５の処理で入力されたパスワードとをＭＦＰ１へ送信する。すると、このアカウントおよ
びパスワードを受信したＭＦＰ１は、起動したインターネット電話を用いて、インターネ
ット電話を管理するサーバにアクセスし、受信したアカウントおよびパスワードを用いて
、そのインターネット電話へのログインを試行する。そして、ＭＦＰ１は、そのインター
ネット電話へのログインの試行結果を、子機２（子機３）へ送信する。このＭＦＰ１から
受信したログインの試行結果により、Ｓ９６の処理が行われる。
【０１３０】
　Ｓ９６の処理で、ログインができたと判定された場合には（Ｓ９６：Ｙｅｓ）、選択さ
れたインターネット電話を通話可能な状態にする（Ｓ９７）。一方、ログインできないと
判定された場合には（Ｓ９６：Ｎｏ）、選択されたインターネット電話のログインに使用
したパスワードが誤っていると報知する（Ｓ９８）。なお、この報知では、例えば、ＬＣ
Ｄ３７に「パスワードが誤っています」と表示を行なう。
【０１３１】
　Ｓ９７またはＳ９８の処理後、子機用ログイン情報メモリ３４ｂに記憶された全てのイ
ンターネット電話名に対応するインターネット電話に対して、ログインの試行が完了した
か否かが判定される（Ｓ９９）。例えば、子機用ログイン情報メモリ３４ｂに、図２（ｂ
）に示す各情報（インターネット電話名、アカウントおよびパスワード）が記憶されてい
る場合には、このＳ９９の処理においては、インターネット電話名が「第１インターネッ
ト電話」および「第２インターネット電話」に対応するインターネット電話に対して、ロ
グインの試行が完了したか否かが判定される。
【０１３２】
　Ｓ９９の処理で、子機用ログイン情報メモリ３４ｂに記憶された全てのインターネット
電話名に対応するインターネット電話に対して、ログインの試行が完了していないと判定
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された場合には（Ｓ９９：Ｎｏ）、Ｓ９１の処理へ戻り、Ｓ９１～Ｓ９９の処理を繰り返
し実行する。
【０１３３】
　一方、子機用ログイン情報メモリ３４ｂに記憶された全てのインターネット電話名に対
応するインターネット電話に対して、ログインの試行が完了したと判定された場合には（
Ｓ９９：Ｙｅｓ）、このログイン処理を完了する。
【０１３４】
　このように、ログイン処理では、子機２（子機３）は、ＭＦＰ１からインターネット電
話を行なうユーザのユーザ名に対応して送信されたアカウントおよびパスワードを用いて
インターネット電話にログインするので、子機２（子機３）を使用してインターネット電
話を行なう場合に、インターネット電話へのログイン（ユーザ認証）に使用するアカウン
トおよびパスワードを一切入力する必要がない。よって、子機２（子機３）を使用してイ
ンターネット電話を行なう場合に、インターネット電話へのログイン（ユーザ認証）に使
用するアカウントおよびパスワードの入力作業を不要にすることができる。
【０１３５】
　次に、図８を参照して、子機２（子機３）で実行されるインターネット電話終了処理に
ついて説明する。図８は、インターネット電話終了処理のフローチャートを示した図であ
る。このインターネット電話終了処理は、子機２（子機３）の終了キー３６ｃが押下され
た場合に実行される処理である。このインターネット電話終了処理は、子機２（子機３）
を使用してログインされたインターネット電話からログアウトを行ない、その後、子機用
ユーザ名メモリ３４ａおよび子機用ログイン情報メモリ３４ｂに記憶された各情報を消去
する処理である。なお、図８のインターネット電話終了処理は、子機３の終了キー３６ｃ
を押下した場合にも実行される。
【０１３６】
　インターネット電話終了処理では、まず、ログインされたインターネット電話からログ
アウトを行なうことを示すインターネット電話終了信号をＭＦＰ１へ送信する（Ｓ１１１
）。なお、インターネット電話終了信号がＭＦＰ１により受信されると、ＭＦＰ１は、全
ての子機である子機２および子機３へ、ログインしたインターネット電話の全てからログ
アウトさせるログアウト信号を送信する（図５のＳ５１の処理参照）。
【０１３７】
　Ｓ１１１の処理後、ＭＦＰ１から送信されたログアウト信号を受信したか否かが判定さ
れる（Ｓ１１２）。ログアウト信号を受信していないと判定された場合には（Ｓ１１２：
Ｎｏ）、ログアウト信号を受信するまで、Ｓ１１１の処理を繰り返し実行する。一方、ロ
グアウト信号を受信したと判定された場合には（Ｓ１１２：Ｙｅｓ）、ＭＦＰ１を介して
ログインしているインターネット電話があるか否かが判定される（Ｓ１１３）。なお、終
了キー３６ｃが押下されず、インターネット電話終了処理が実行されていない子機が、Ｍ
ＦＰ１から送信されるログアウト情報を受信した場合には、その子機では、インターネッ
ト電話終了処理のＳ１１１～Ｓ１１２の処理がスキップされ、Ｓ１１３の処理から実行が
開始される。よって、ＭＦＰ１からログアウト情報が送信されると、全ての子機である子
機２および子機３でＳ１１３以降の処理が実行される。
【０１３８】
　Ｓ１１３の処理で、ＭＦＰ１を介してログインしているインターネット電話がないと判
定された場合には（Ｓ１１３：Ｎｏ）、Ｓ１２０の処理で、ログアウト完了信号を送信し
て（Ｓ１２０）、このインターネット電話終了処理を終了する。一方、ＭＦＰ１を介して
ログインしているインターネット電話があると判定された場合には（Ｓ１１３：Ｙｅｓ）
、ＭＦＰ１を介してログインしているインターネット電話を１つ選択する（Ｓ１１４）。
【０１３９】
　その後、選択されたインターネット電話からログアウトを行なう（Ｓ１１５）。そして
、ログアウトが完了したか否かを判定する（Ｓ１１６）。このＳ１１５の処理では、選択
されたインターネット電話に対応するインターネット電話名を子機２（子機３）からＭＦ
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Ｐ１へ送信する。ＭＦＰ１は、送信されたインターネット名を受信すると、そのインター
ネット電話名に対応するインターネット電話を管理するサーバにアクセスし、そのインタ
ーネット電話からのログアウトを行なう。そして、ＭＦＰ１は、ログアウトが完了したこ
とを、子機２（子機３）へ送信する。その後、ＭＦＰ１は、ログアウトを行ったインター
ネット電話に対応するインターネット電話プログラムの実行を終了する。なお、Ｓ１１６
の処理では、ＭＦＰ１から送信されるログアウトの完了を、子機２（子機３）が受信した
か否かにより判定が行われる。
【０１４０】
　Ｓ１１６の処理で、ログアウトが完了していないと判定された場合には（Ｓ１１６：Ｎ
ｏ）、選択されたインターネット電話からログアウトが完了するまで、Ｓ１１５の処理を
繰り返し実行する（Ｓ１１５）。一方、ログアウトが完了したと判定された場合には（Ｓ
１１６：Ｙｅｓ）、ログインしている全てのインターネット電話に対して、ログアウトが
完了したか否かが判定される（Ｓ１１７）。ログインしている全てのインターネット電話
に対して、ログアウトが完了していないと判定された場合には（Ｓ１１７：Ｎｏ）、ログ
インしている全てのインターネット電話のログアウトが完了するまで、Ｓ１１４～Ｓ１１
７の処理を繰り返し実行する。Ｓ１１７の処理で、ログインしている全てのインターネッ
ト電話に対して、ログアウトが完了したと判定された場合には（Ｓ１１７：Ｙｅｓ）、子
機用ログイン情報メモリ３４ｂに記憶されたインターネット電話名、アカウントおよびパ
スワードを全て消去する（Ｓ１１８）。
【０１４１】
　Ｓ１１８の処理後、子機用ユーザ名メモリ３４ａに記憶されたユーザ名を消去する（Ｓ
１１９）。その後、ログアウト完了信号をＭＦＰ１へ送信する（Ｓ１２０）。なお、ＭＦ
Ｐ１は、ログアウト完了信号を全ての子機である子機２および子機３から受信すると、全
ての子機である子機２および子機３へのログアウト信号の送信を終了する（図５参照）。
【０１４２】
　このように、インターネット電話終了処理では、ＭＦＰ１から送信されたログアウト信
号が全ての子機である子機２および子機３で受信されると、子機２および子機３でＳ１１
３～Ｓ１２０の各処理が実行される。よって、子機２（子機３）を使用してログインして
いるインターネット電話が、全てログアウトされる。これにより、ログインしているイン
ターネット電話からのログアウトし忘れを防止することができる。
【０１４３】
　また、全ての子機である子機２および子機３に設けられた子機用ユーザ名メモリ３４ａ
と子機用ログイン情報メモリ３４ｂとに記憶された各情報は、全て消去される。従って、
子機２（子機３）の子機用ユーザ名メモリ３４ａにユーザ名が残ってしまうことや、子機
２（子機３）の子機用ログイン情報メモリ３４ｂにアカウントおよびパスワードが残って
しまうことにより、そのアカウントおよびパスワードが他のユーザに使用されることを防
止することができる。
【０１４４】
　上述した通り、本実施形態の通信装置Ｔによれば、子機２（子機３）は、ＭＦＰ１から
インターネット電話を行なうユーザのユーザ名に対応して送信されたアカウントおよびパ
スワードを用いてインターネット電話にログインするので、子機２（子機３）を使用して
インターネット電話を行なう場合に、インターネット電話へのログイン（ユーザ認証）に
使用するアカウントおよびパスワードを一切入力する必要がない。よって、子機２（子機
３）を使用してインターネット電話を行なう場合に、インターネット電話へのログイン（
ユーザ認証）に使用するアカウントおよびパスワードの入力作業を不要にすることができ
る。
【０１４５】
　また、本実施形態の通信装置Ｔによれば、子機２（子機３）がＭＦＰ１から受信する情
報は、インターネット電話を行なうユーザのユーザ名に対応して送信されたインターネッ
ト電話名、アカウント（ユーザＩＤ）およびパスワードである。ここで、インターネット
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電話へのログイン（ユーザ認証）では、一般的に、インターネット電話を行なうユーザ毎
に割り当てられるアカウント（ユーザＩＤ）と、そのアカウントに対応して割り当てられ
るパスワードとが必要とされる。よって、本実施形態の通信装置Ｔによれば、子機２（子
機３）がＭＦＰ１から受信する情報を、インターネット電話へのログインに必要となる最
低限の情報とすることで、子機２（子機３）の受信時間を低減して、インターネット電話
へのログインが試行されるまでの待ち時間を低減することができる。
【０１４６】
　なお、本実施形態において、請求項３に記載の使用情報設定手段としては、子機用ユー
ザ名メモリ３４ａが該当し、請求項３に記載の使用情報としては、子機用ユーザ名メモリ
３４ａに記憶されたユーザ名が該当する。
【０１４７】
　以上、実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上述した実施形態に何ら限定さ
れるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変更が可能であること
は容易に推察できるものである。
【０１４８】
　上記実施形態の通信装置Ｔでは、子機２（子機３）は、ＭＦＰ１を介して、アクセスポ
イント５０と無線通信を行ない、第１インターネット電話５１や第２インターネット電話
５２と通話可能に構成されたが、これに限られるものではない。即ち、子機２（子機３）
を、ＭＦＰ１を介さずに、直接、アクセスポイント５０と無線通信を行ない、第１インタ
ーネット電話５１や第２インターネット電話５２と通話可能に構成しても良い。この構成
の場合には、子機２（子機３）のフラッシュメモリ３５にインターネット電話プログラム
領域を設け、そのインターネット電話プログラム領域に、第１インターネット電話５１と
の通話を可能にするプログラムである第１インターネット電話プログラムと、第２インタ
ーネット電話５２との通話を可能にするプログラムである第２インターネット電話プログ
ラムとをそれぞれ格納する。更に、子機２（子機３）に、無線通信用アンテナが接続され
たインターネットインターフェイスを設け、そのインターネットインターフェイスをバス
ライン４０と接続すれば良い。この構成により、子機２（子機３）は、インターネットイ
ンターフェイスを使用して直接、アクセスポイント５０と無線通信を行なうことが可能に
なり、ＭＦＰ１を介さずに、第１インターネット電話５１や第２インターネット電話５２
と通話することができる。
【０１４９】
　上記実施形態の通信装置Ｔでは、ＭＦＰ１との無線通信が可能となったか否かを子機２
（子機３）で実行されるログイン情報受信処理で実行したが（図６のＳ６１の処理参照）
、これに限られるものではない。即ち、ＭＦＰ１を用いて、子機２（子機３）との無線通
信が可能となったか否かを判定する構成としても良い。なお、この構成の場合には、子機
２（子機３）は、ＭＦＰ１から定期的に送信される信号を受信すると、ＭＦＰ１へ応答信
号を送信する。この応答信号をＭＦＰ１が受信すると、ＭＦＰ１は、子機２（子機３）と
の無線通信が可能になったと判定するように構成すれば良い。
【０１５０】
　上記実施形態の通信装置Ｔでは、子機２（子機３）は、ＭＦＰ１からログアウト信号を
受信した場合に、インターネット電話からログアウトを行ったが、これに限られるもので
はない。即ち、ログインしているインターネット電話からログアウトを行なうログアウト
キーを子機２（子機３）に設け、そのログアウトキーが押下された場合には、そのログア
ウトキーが押下された子機を使用してログインしているインターネット電話からログアウ
トをするように構成しても良い。この構成の場合には、ログインしているインターネット
電話からのログアウトを、子機２と子機３とで別々に行なうことができる。
【０１５１】
　上記実施形態の通信装置Ｔでは、ＭＦＰ１のログイン情報作成処理（図３参照）で、ロ
グイン情報メモリ１４ｃに記憶させるアカウント（ユーザＩＤ）およびパスワードを作成
したが、これに限られるものではない。即ち、インターネット電話へのログインに使用す



(26) JP 2009-239798 A 2009.10.15

10

20

30

40

るアカウントおよびパスワードが、ＭＦＰ１と通信可能なパーソナルコンピュータに予め
記憶されている場合には、ＭＦＰ１は、その通信可能なパーソナルコンピュータからアカ
ウントおよびパスワードを取得して、ログイン情報メモリ１４ｃに記憶させても良い。こ
の構成の場合には、ログイン情報メモリ１４ｃに記憶させるアカウントおよびパスワード
をログイン情報作成処理（図３参照）で入力する作業が不要となる。
【図面の簡単な説明】
【０１５２】
【図１】本実施形態における通信装置の電気的構成を示すブロック図である。
【図２】（ａ）は、ログイン情報メモリに記憶されるログイン情報を模式的に示した図で
あり、（ｂ）は、インターネット電話を使用するユーザのユーザ名が「ＡＢＣ」である場
合に、子機用ログイン情報メモリに記憶される子機用ログイン情報を模式的に示した図で
ある。
【図３】ＭＦＰで実行されるログイン情報作成処理のフローチャートを示した図である。
【図４】ＭＦＰで実行されるログイン情報送信処理のフローチャートを示した図である。
【図５】ＭＦＰで実行されるログアウト信号送信処理のフローチャートを示した図である
。
【図６】子機で実行されるログイン情報受信処理のフローチャートを示した図である。
【図７】子機で実行されるログイン処理のフローチャートを示した図である。
【図８】子機で実行されるインターネット電話終了処理のフローチャートを示した図であ
る。
【符号の説明】
【０１５３】
１　　　　ＭＦＰ（親機の一例）
２，３　　子機
１４ｃ　　ログイン情報メモリ（ユーザ認証情報記憶手段の一例）
２５　　　デジタルコードレスインターフェイス（ユーザ認証情報送信手段の一例）
３４ａ　　子機用ユーザ名メモリ（使用情報設定手段の一例）
３４ｂ　　子機用ログイン情報メモリ（受信用ユーザ認証情報記憶手段の一例）
３６ｂ　　文字キー（入力手段の一例）
Ｓ３８　　ログイン情報送信処理（取得手段の一例）
Ｓ３９　　ログイン情報送信処理（送信実行手段の一例）
Ｓ５１　　ログアウト信号送信処理（終了信号送信手段の一例）
Ｓ６１　　ログイン情報受信処理（判定手段の一例）
Ｓ６６　　ログイン情報受信処理（要求手段の一例）
Ｓ７４　　ログイン情報受信処理（ユーザ認証情報受信手段の一例）
Ｓ９１　　ログイン処理（決定手段の一例）
Ｓ９４，Ｓ９５　　ログイン処理（ユーザ認証情報使用手段の一例）
Ｓ１１５，Ｓ１１７　　インターネット電話終了処理（終了手段の一例）
Ｓ１１８　インターネット電話終了処理（消去手段の一例）
Ｔ　　　　通信装置
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