
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
通話用のマイクロホンおよびスピーカと、電話回線を規定のインピーダンスで閉結しなが
ら前記マイクロホンおよびスピーカの音声信号が入出力可能な通話路を形成する通話路形
成手段と、前記電話回線を規定のインピーダンスで閉結しながらデータ信号が入出力可能
な通信路を形成する通信路形成手段と、前記通話路を形成するか否かを使用者の操作によ
り設定する通話路設定手動手段と、端末を接続する端末接続手段と、前記通信路を介して
前記端末と前記電話回線との間でデータを送受信するデータ通信手段と、前記通話路設定
手動手段の設定により前記通話路を形成したか否かを前記端末に通知する手動開閉表示手
段と、前記通話路が形成されたのちに前記端末から接続要求を受けた場合には、接続要求
に指定されている電話番号を選択信号として前記通話路に送出し、前記通話路が形成され
ていないときに前記端末から接続要求を受けた場合には、前記通信路形成手段に前記通信
路を形成させたのち接続要求に指定されている電話番号を選択信号として前記通信路に送
出するダイヤル手段とを備え、使用者が通話するときには、前記通話路設定手動手段の設
定により前記通話路を形成したのち前記端末から接続要求を出力し、通話路を介して前記
マイクロホンと前記スピーカとを用いて通話し、前記端末がデータ通信するときには、前
記手動開閉通知手段の通知により前記通話路が形成されていないことを判断したのち接続
要求を出力し、前記ダイヤル手段の指示で前記通信路形成手段が形成した通信路を介して
データを送受信するようにした網制御装置。
【請求項２】
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通話用のマイクロホンおよびスピーカと、電話回線を規定のインピーダンスで閉結しなが
ら前記マイクロホンおよびスピーカの音声信号が入出力可能な通話路を形成する通話路形
成手段と、前記電話回線を規定のインピーダンスで閉結しながらデータ信号が入出力可能
な通信路を形成する通信路形成手段と、端末を接続する端末接続手段と、前記通話路を形
成するか否かを前記端末の指示により設定する通話路端末制御手段と、前記通信路を介し
て前記端末と前記電話回線との間でデータを送受信するデータ通信手段と、前記通話路が
形成されたのちに前記端末から接続要求を受けた場合には、接続要求に指定されている電
話番号を選択信号として前記通話路に送出し、前記通話路が形成されていないときに前記
端末から接続要求を受けた場合には、前記通信路形成手段に前記通信路を形成させたのち
接続要求に指定されている電話番号を選択信号として前記通信路に送出するダイヤル手段
とを備え、使用者が通話するときには、前記端末から前記通話路を形成するよう指示した
のち前記ダイヤル手段に接続要求を出力し、通話路を介して前記マイクロホンと前記スピ
ーカとを用いて通話し、前記端末がデータ通信するときには、前記通話路の形成を指示し
ていない状態で接続要求を前記ダイヤル手段に出力し、前記ダイヤル手段の指示で前記通
信路形成手段が形成した通信路を介してデータを送受信するようにした網制御装置。
【請求項３】
電話回線を規定のインピーダンスで閉結しながらデータ信号が入出力可能な通信路を形成
する通信路形成手段と、端末を接続する端末接続手段と、電話機が前記電話回線に通話路
を形成しているか否かを前記端末に通知する電話機状態表示手段と、前記通信路を介して
前記端末と前記電話回線との間でデータを送受信するデータ通信手段と、前記規定のイン
ピーダンスよりも十分に大きい抵抗値の高抵抗で前記電話回線を閉結しながら選択信号が
出力可能な高抵抗通話路を形成する高抵抗通話路形成手段と、前記電話機による通話路が
形成されたのちに前記端末から接続要求を受けた場合には、接続要求に指定されている電
話番号を選択信号として前記高抵抗通話路に送出し、前記電話機による通話路が形成され
ていないときに前記端末から接続要求を受けた場合には、前記通信路形成手段に前記通信
路を形成させたのち接続要求に指定されている電話番号を選択信号として前記通信路に送
出するダイヤル手段とを備え、使用者が通話するときには、前記電話機により通話路を形
成したのち前記端末から接続要求を出力して通話し、前記端末がデータ通信するときには
、前記電話機による通話路が形成されていない状態で接続要求を前記ダイヤル手段に出力
し、前記ダイヤル手段の指示で前記通信路形成手段が形成した通信路を介してデータを送
受信するようにした網制御装置。
【請求項４】
端末から電話番号を分割して受信し、それらを一括した電話番号を選択信号として送出す
るようにしたダイヤル手段を備えた請求項１ないし請求項３のいずれかに記載の網制御装
置。
【請求項５】
双方向シリアル通信により端末を接続する端末接続手段を備えた請求項１ないし請求項３
のいずれかに記載の網制御装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、端末を電話回線に接続して音声通話とデータ通信とを制御する網制御装置に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、電話回線を利用した情報網が発達しているが、端末との接続を制御する網制御装置
の使い勝手が課題である。
【０００３】
以下、従来の網制御装置について説明する。現行の網制御装置の一例としてパーソナルコ
ンピュータ（以下、パソコンと称す）通信用モデムがある。このパソコン通信用モデムは
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、パソコンが電話網を利用してデータ通信を行うための装置であって、パソコンとシリア
ルインタフェースまたはパラレルインタフェースで接続され、パソコンの制御の基に接続
設定を行うものである。また、パソコン通信用モデムを例とした網制御装置と、パソコン
を例とする端末間の接続設定に関する国際規格としてＩＴＵ－ＴのＶ．２５ｂｉｓがある
。また、網制御装置の他の例として、業界で普及しているヘイズＡＴモデムと呼ばれる装
置もある。これらの網制御装置は、端末の起呼要求（接続要求）を入力すると、起呼要求
に指定されたダイヤル番号でダイヤルし、アンサートーンを受信すると、通信相手の端末
との接続が設定できたと判断して、データ通信を行うように動作する。
【０００４】
網制御装置のようなアナログ電話網に接続する装置は、衆知のように、ダイヤルして通話
やデータ通信するため、電話網との直流ループ回路を直流抵抗５０～３００Ωで開閉し、
また、交流インピーダンスは６００Ωで終端する。これは電話機におけるオフフックに相
当する。また、電話回線を接続する回線接続端子と電話機を接続する電話機接続端子とを
備え、通常は回線接続端子と電話機接続端子は内部で接続された状態であるが、ダイヤル
して接続設定を行い、データ通信するときには電話機接続端子を回線接続端子から切り離
して動作する。この動作は、データ通信中に、電話機接続端子に接続される電話機の受話
器をオフフックしてもデータ通信に障害を与えないようにするためである。また、電話機
のオンフック状態またはオフフック状態を端末側から知る手段は搭載されていない。また
、通話路の設定と選択信号の送出を別々に制御することもできない。さらに、接続要求に
おける電話番号の指定には一括指定の方法がとられている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
このような従来の網制御装置では、下記の課題がある。図４は従来のシステム構成の一例
を示すブロック図である。図において、たとえばモデム１００にパソコン１０１と第１の
電話機１０２ａとを接続し、電話番号を設定したダイヤル要求をパソコン１０１からモデ
ム１００に出力すると、モデム１００は、第１の電話機１０２ａを電話回線１０３から切
り離してダイヤル動作を行い、第２の電話機１０２ｂを呼び出す。この呼び出しに対して
第２の電話機１０２ｂが応答することによりモデム１００と接続される。このとき、第１
の電話機１０２ａは、オフフック状態、すなわち受話器をあげた状態であっても電話回線
１０３から切り離されているために通話できない。ただし、通常、モデム１００は、ダイ
ヤル動作を行ったのち所定時間内にアンサートーンを受信しないときは電話回線１０３を
開放し、第１の電話機１０２ａを電話回線１０３に接続する。したがって、モデムがアン
サトーンを受信しない限り第１の電話機１０２ａは通話できないのが特徴である。
【０００６】
図５は従来のシステム構成の他の例を示すブロック図である。このシステムでは第１の電
話機１０２ａとモデム１００とが電話回線１０３に並列に接続されており、モデム１００
のダイヤル動作は、第１の電話機１０２ａの切り離しに無関係になる。したがって、第２
の電話機１０２ｂが応答し、モデム１００がアンサトーンを受信して電話回線１０３を開
放するまでに第１の電話機１０２ａをオフフックすれば、第１の電話機１０２ａと第２の
電話機１０２ｂは接続されて通話が可能となる。しかし、モデム１００と第１の電話機１
０２ａがともにオフフックしている期間が生じ、電話回線１０３に対するインピーダンス
は、直流抵抗２５～１５０Ω、交流インピーダンス３００Ωとなる。この状態では、第１
の電話機１０２ａとモデム１００との電話回線１０３に対するインピーダンスがマッチン
グしないため、第１の電話機１０２ａから第２の電話機１０２ｂ方向や、第２の電話機１
０２ｂから第１の電話機１０２ａ方向の音量が小さくなったり聞こえない現象が生じると
いった課題がある。
【０００７】
本発明は上記の課題を解決するもので、通話を目的とした端末からの接続要求と、端末の
自動発信によるデータ通信とを、ともにインピーダンス不整合なしに可能とし、また、端
末側の制御のみで通話と端末の自動発信によるデータ通信を実現でき、また、通話は電話
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機で、ダイヤルは端末からの指示で行ってもインピーダンス不整合を生じず、かつデータ
通信も行え、また、端末から電話番号を分割して指示可能であり、また、１つのシリアル
通信手段で上記各目的を達成できる網制御装置を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
請求項１に係わる本発明は、通話用のマイクロホンおよびスピーカと、電話回線を規定の
インピーダンスで閉結しながら前記マイクロホンおよびスピーカの音声信号が入出力可能
な通話路を形成する通話路形成手段と、前記電話回線を規定のインピーダンスで閉結しな
がらデータ信号が入出力可能な通信路を形成する通信路形成手段と、前記通話路を形成す
るか否かを使用者の操作により設定する通話路設定手動手段と、端末を接続する端末接続
手段と、前記通信路を介して前記端末と前記電話回線との間でデータを送受信するデータ
通信手段と、前記通話路設定手動手段の設定により前記通話路を形成したか否かを前記端
末に通知する手動開閉表示手段と、前記通話路が形成されたのちに前記端末から接続要求
を受けた場合には、接続要求に指定されている電話番号を選択信号として前記通話路に送
出し、前記通話路が形成されていないときに前記端末から接続要求を受けた場合には、前
記通信路形成手段に前記通信路を形成させたのち接続要求に指定されている電話番号を選
択信号として前記通信路に送出するダイヤル手段とを備え、使用者が通話するときには、
前記通話路設定手動手段の設定により前記通話路を形成したのち前記端末から接続要求を
出力し、通話路を介して前記マイクロホンと前記スピーカとを用いて通話し、前記端末が
データ通信するときには、前記手動開閉通知手段の通知により前記通話路が形成されてい
ないことを判断したのち接続要求を出力し、前記ダイヤル手段の指示で前記通信路形成手
段が形成した通信路を介してデータを送受信するようにした網制御装置であり、また、
請求項２に係わる本発明は、通話用のマイクロホンおよびスピーカと、電話回線を規定の
インピーダンスで閉結しながら前記マイクロホンおよびスピーカの音声信号が入出力可能
な通話路を形成する通話路形成手段と、前記電話回線を規定のインピーダンスで閉結しな
がらデータ信号が入出力可能な通信路を形成する通信路形成手段と、端末を接続する端末
接続手段と、前記通話路を形成するか否かを前記端末の指示により設定する通話路端末制
御手段と、前記通信路を介して前記端末と前記電話回線との間でデータを送受信するデー
タ通信手段と、前記通話路が形成されたのちに前記端末から接続要求を受けた場合には、
接続要求に指定されている電話番号を選択信号として前記通話路に送出し、前記通話路が
形成されていないときに前記端末から接続要求を受けた場合には、前記通信路形成手段に
前記通信路を形成させたのち接続要求に指定されている電話番号を選択信号として前記通
信路に送出するダイヤル手段とを備え、使用者が通話するときには、前記端末から前記通
話路を形成するよう指示したのち前記ダイヤル手段に接続要求を出力し、通話路を介して
前記マイクロホンと前記スピーカとを用いて通話し、前記端末がデータ通信するときには
、前記通話路の形成を指示していない状態で接続要求を前記ダイヤル手段に出力し、前記
ダイヤル手段の指示で前記通信路形成手段が形成した通信路を介してデータを送受信する
ようにした網制御装置であり、また、
請求項３に係わる本発明は、電話回線を規定のインピーダンスで閉結しながらデータ信号
が入出力可能な通信路を形成する通信路形成手段と、端末を接続する端末接続手段と、電
話機が前記電話回線に通話路を形成しているか否かを前記端末に通知する電話機状態表示
手段と、前記通信路を介して前記端末と前記電話回線との間でデータを送受信するデータ
通信手段と、前記規定のインピーダンスよりも十分に大きい抵抗値の高抵抗で前記電話回
線を閉結しながら選択信号が出力可能な高抵抗通話路を形成する高抵抗通話路形成手段と
、前記電話機による通話路が形成されたのちに前記端末から接続要求を受けた場合には、
接続要求に指定されている電話番号を選択信号として前記高抵抗通話路に送出し、前記電
話機による通話路が形成されていないときに前記端末から接続要求を受けた場合には、前
記通信路形成手段に前記通信路を形成させたのち接続要求に指定されている電話番号を選
択信号として前記通信路に送出するダイヤル手段とを備え、使用者が通話するときには、
前記電話機により通話路を形成したのち前記端末から接続要求を出力して通話し、前記端
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末がデータ通信するときには、前記電話機による通話路が形成されていない状態で接続要
求を前記ダイヤル手段に出力し、前記ダイヤル手段の指示で前記通信路形成手段が形成し
た通信路を介してデータを送受信するようにした網制御装置であり、また、
請求項４に係わる本発明は、端末から電話番号を分割して受信し、それらを一括した電話
番号を選択信号として送出するようにしたダイヤル手段を備えた請求項１ないし請求項３
のいずれかに係わる網制御装置であり、また、
請求項５に係わる本発明は、双方向シリアル通信により端末を接続する端末接続手段を備
えた請求項１ないし請求項３のいずれかに係わる網制御装置である。
【０００９】
【作用】
請求項１に係わる本発明において、通話路設定手動手段は使用者の指示により通話路形成
手段を駆動してスピーカとマイクロホンを電話回線に接続して通話路を形成させるととも
に、手動開閉表示手段を介して端末に通話路が設定されたことを通知する。また、ダイヤ
ル手段は、通話路が形成されているとき、端末からの接続要求を受けると通話路形成手段
を介して選択信号を送出し、通話路が形成されていないときに、端末からの接続要求を受
けると通信路形成手段に通信路を形成させるとともにその通信路を介して選択信号を送出
する。また、
請求項２に係わる本発明において、通話路端末制御手段は端末から接続要求を受けると通
話路形成手段に指示してマイクロホンとスピーカとを電話回線に接続して通話路を形成さ
せる。ダイヤル手段は、通話路が形成されているとき、端末からの接続要求を受けると通
話路を介して選択信号を送出し、通話路が形成されていないときは、端末からの接続要求
を受けると通信路形成手段に通信路を形成させ、その通信路を介して選択信号を送出する
。
【００１０】
請求項３に係わる本発明において、使用者が電話機をオフフックして通話路を形成すると
、電話機状態表示手段はオフフックにより通話路が形成されたことを端末に通知する。ダ
イヤル手段は、通話路が形成されているときに、端末から接続要求を受け付けると高抵抗
通話路形成手段に高抵抗通話路を形成させ、その高抵抗通話路を介して選択信号を送出し
、また、電話機がオフフックされず通話路が形成されていないときに、端末からの接続要
求を受けると通信路形成手段に通信路を形成させ、その通信路を介して選択信号を送出す
る。また、
請求項４に係わる本発明において、ダイヤル手段は、端末からの接続要求で指示される電
話番号を分割して受信して、連続した電話番号を選択信号として送出する。また、
請求項５に係わる本発明において、端末接続手段は双方向シリアル通信により端末を接続
する。
【００１１】
【実施例】
（実施例１）
以下、請求項１に係わる本発明の網制御装置の一実施例について図面を参照しながら説明
する。図１は本実施例の構成を示すブロック図である。図において、１は網制御装置、２
は電話回線１０３の直流ループ回路を閉結して交流インピーダンスを６００Ωで終端する
ことで通話路を形成してスピーカ９とマイクロホン１０を電話回線１０３に接続する通話
路形成手段、３は電話回線１０３の直流ループ回路を閉結して交流インピーダンスを６０
０Ωで終端することで通信路を形成してデータ通信手段４を電話回線１０３に接続する通
信路形成手段、４は端末１０１が入出力するディジタル信号を電話回線１０３上のアナロ
グ信号に変復調するデータ通信手段、５は端末１０１からの接続要求により、その接続要
求に指定されている電話番号の選択信号を現時点に形成されている通話路または通信路を
介して送出するダイヤル手段、６は手動により通話路形成手段２を通話路形成または開放
のいずれかに設定する通話路設定手動手段、７はデータ通信手段４とダイヤル手段５と手
動開閉表示手段８とを端末１０１に接続する端末接続手段である。なお、スピーカ９とマ
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イクロホン１０は電話機の受話器のように一体化した形態や、ハンドフリーで会話できる
ように網制御装置１に取り付けた形態がある。また、通話路設定手動手段６としては、ス
ピーカ９とマイクロホン１０を一体とした電話機の受話器を手で持ち上げた（オフフック
）ときに作用するオフフックスイッチが代表的な例としてある。
【００１２】
以下、上記構成においてその動作を説明する。なお、本実施例においては、端末１０１を
パーソナルコンピュータ（以下、ＰＣと称す）とする。通話路設定手動手段６のスイッチ
がオンになると、通話路形成手段２はスピーカ９とマイクロホン１０とを電話回線１０３
に接続し、電話回線１０３との直流ループ回路を閉結するとともに交流インピーダンスを
６００Ωで終端し、また、手動開閉表示手段８は端末接続手段７を介してスピーカ９とマ
イクロホン１０とが電話回線１０３に通話路形成手段２により接続されたことを端末接続
手段７を介して端末１０１に通知する。以下、この通知をオフフック通知と称す。
【００１３】
端末１０１は、オフフック通知を受けると、たとえば、端末１０１が蓄積している電話帳
データをパソコンのディスプレイ上に表示する。操作者がその表示上でマウスなどにより
通話したい通信相手を指定すると、端末１０１は、その通信相手の電話番号が設定される
接続要求を端末接続手段７を介して接続要求に指定されている電話番号を選択信号として
送出する。具体的には、選択信号としてダイヤルパルスまたはＰＢ信号を用いて送出し、
通信相手を呼び出すことができる。通話ののち、通話路設定手動手段６のスイッチがオフ
になると通話路形成手段２が電話回線１０３とスピーカ９およびマイクロホン１０との接
続を開放するとともに、手動開閉表示手段８は通話路を開放したことを端末接続手段７を
介して通知する。以下、この通知をオンフック通知と称す。
【００１４】
つぎに、通話路設定手動手段６のスイッチがオフの状態のとき、端末１０１は、手動開閉
表示手段８からオフフック通知を受けないのでスピーカ９とマイクロホン１０が通話路形
成手段２を介して電話回線１０３に接続されていないことを判別でき、データ通信を行っ
てもよいと判別できる。したがって、データ通信を行う相手、たとえばデータベースセン
ターの電話番号が指定される接続要求を出すことができる。ダイヤル手段５は、この接続
要求を受けるとマイクロホン１０とスピーカ９とは通話路形成手段２によって電話回線１
０３に接続されていないので、通信路形成手段３を駆動してデータ通信手段４を電話回線
１０３に接続する。もちろん、通信路形成手段３は電話回線１０３との直流ループ回路を
閉結し、交流インピーダンス６００Ωで終端する。つづいて、ダイヤル手段５は、端末１
０１の接続要求に指定された電話番号を選択信号として通信路形成手段３を介して送出す
る。端末１０１は、データ通信手段４を用いて前記データベースセンターとデータ通信で
きる。
【００１５】
以上のように本実施例によれば、通話路を設定するか否かを使用者が操作して指示する通
話路設定手動手段６を備え、使用者が通話路設定を指示すると、通話路形成手段２により
通話路を形成するとともに、手動開閉表示手段８により端末１０１にオフフック通知して
データ通信ができないことを判断させ、また、使用者が通話路設定を指示していないとき
には手動開閉表示手段８により端末１０１にオンフック通知してデータ通信ができること
を判断させ、端末１０１はオンフック通知のあるときのみダイヤル手段５を介して通信路
形成手段３により通信路を形成するようにしたことにより、通話路と通信路とが同時に形
成されることがなく、前記通話路を形成したときにはマイクロホン１０とスピーカ９によ
る通話ができ、また前記通話路が形成されていないときには端末１０１は前記通信路によ
り、端末接続手段７およびデータ通信手段４を介してデータ通信を実行できる。
【００１６】
（実施例２）
以下、請求項２に係わる本発明の網制御装置の一実施例について説明する。図２は本実施
例の構成を示すブロック図である。なお、実施例１と同じ構成要素には同一番号を付与し
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て説明を省略する。本実施例が実施例１と異なる点は、通話路端末制御手段１１を備え、
端末１０１の指示により通話路を形成するか否かを決定するようにしたことにある。図に
おいて、通話路端末制御手段１１は端末１０１の指示を端末接続手段７を介して入力し、
通話路形成手段２の駆動または停止を制御する。
【００１７】
上記構成においてその動作を説明する。以下、端末１０１の通話路形成指示をオフフック
要求、通話路開放指示をオンフック要求と称す。端末１０１からオフフック要求が出力さ
れると、通話路端末制御手段１１はそのオフフック要求を端末接続手段７を介して入力し
、通話路形成手段２にマイクロホン１０とスピーカ９とを電話回線１０３に接続させる。
つぎに、実施例１と同様に、たとえば端末１０１が蓄積している電話帳データをパソコン
のディスプレイ上に表示する。操作者がマウスなどにより通話したい通信相手を指定する
と、端末１０１はその通信相手の電話番号が設定される接続要求を端末接続手段７を介し
てダイヤル手段５に出力する。ダイヤル手段５は、通話路形成手段２を介して接続要求に
指定されている電話番号を選択信号として送出して通信相手を呼び出すことができる。通
話終了後、端末１０１から通話路端末制御手段１１に対してオンフック要求を出力し、通
話路形成手段２は通話路を開放する。
【００１８】
つぎに、端末１０１がデータ通信を行う場合について説明する。端末１０１は、オフフッ
ク要求をしなければスピーカ９とマイクロホン１０が通話路形成手段２を介して電話回線
１０３に接続されることがないことを判断でき、データ通信を行ってもよいことを判別で
きる。したがって、実施例１と同様に、データ通信の相手、たとえばデータベースセンタ
ーの電話番号が指定される接続要求を出すことができる。ダイヤル手段５は、この接続要
求を受けると、通話路形成手段２によってマイクロホン１０とスピーカ９を電話回線１０
３に接続されていないので、通信路形成手段３により電話回線１０３との直流ループ回路
を閉結し、交流インピーダンス６００Ωで終端して通信路を形成させる。つぎに、ダイヤ
ル手段５は、端末１０１からの接続要求に指定される電話番号を選択信号として通信路形
成手段３を介して送出する。端末１０１はデータ通信手段４を用いてデータべースセンタ
ーとデータ通信を実行できる。
【００１９】
以上のように本実施例によれば、端末１０１の指示で通話路端末制御手段１１が通話路形
成手段２の通話路形成を制御することにより、通話路と通信路が同時に形成されることが
なく、端末１０１の指示で通話路形成手段２が通話路を形成したときはマイクロホン１０
とスピーカ９による通話が可能であり、また端末１０１が通話を指示していないときには
通信路形成手段３により通信路を形成して端末１０１のデータ通信が可能となる。
【００２０】
（実施例３）
以下、請求項３に係わる本発明の網制御装置について図面を参照しながら説明する。図３
は本実施例の構成を示すブロック図である。なお、実施例１および実施例２と同じ構成要
素には同一番号を付与して説明を省略する。本実施例の網制御装置が実施例１および実施
例２と異なる点は、端末のほかに電話機の接続も制御する点にある。図において、電話機
１０２は電話回線１０３に直接接続されている。また、網制御装置１は、電話機１０２の
オフフックとオンフックの変化を検出して端末１０１に表示する電話機状態表示手段１２
と、電話回線１０３をハイインピーダンスで接続する高抵抗通話路形成手段１３と、端末
１０１からの接続要求に対して、電話機１０２がオフフック状態時には、その接続要求に
指定のある電話番号を選択信号として高抵抗通話路形成手段１３を介して送出し、電話機
１０２がオンフック状態時には、その接続要求に指定のある電話番号を選択信号として通
信路形成手段３を介して送出するダイヤル手段５とを備えている。
【００２１】
上記構成においてその動作を説明する。まず、電話機１０２は電話回線１０３に直接接続
され、網制御装置１とは独立した電話機として通信相手の電話番号をダイヤルして自由に
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通話することができる。
【００２２】
つぎに、端末１０１の接続要求により通話する場合について説明する。電話機１０２の受
話器をオフフックすると電話機状態表示手段１２がオフフックを検出して端末１０１にオ
フフック通知する。端末１０１は、オフフック通知を受信すると、たとえば端末１０１が
蓄積している電話帳データをパソコンのディスプレイ上に表示する。操作者がマウスなど
により通話相手を指定すると、端末１０１はその通信相手の電話番号が設定される接続要
求を端末接続手段７を介してダイヤル手段５に出力する。ダイヤル手段５は、高抵抗通話
路形成手段１３を介して接続要求に指定されている電話番号を選択信号として送出する。
具体的には、選択信号としてＰＢ信号を用いて送出する。通話ののち、電話機１０２の受
話器がオンフックとなるため電話機状態表示手段１２がこれを検出し、オンフック通知を
端末接続手段７を介して端末１０１に通知する。
【００２３】
つぎに、端末１０１がデータ通信を行う場合について説明する。電話機１０２の受話器が
上がっていないとき、端末１０１は、電話機状態表示手段１２からオフフック通知を受け
ないので電話機１０２が電話回線１０３を使用していないことを判別できる。したがって
、端末１０１がデータ通信を行ってもよいことを判別でき、データ通信の相手、たとえば
データベースセンターの電話番号が指定される接続要求を出力する。ダイヤル手段５は、
この接続要求を受信し、通信路形成手段３を駆動してデータ通信手段４を電話回線１０３
に接続する。もちろん、通信路形成手段３は電話回線１０３との直流ループを閉結し、交
流インピーダンス６００Ωで終端される。つぎに、ダイヤル手段５は、端末１０１からの
接続要求に指定された電話番号を選択信号として通信路形成手段３を介して送出する。端
末１０１は、データベースセンタとデータ通信手段４を利用してデータ通信を実行する。
【００２４】
以上のように本実施例によれば、網制御装置１に並列接続された電話機１０２がオフフッ
ク状態であるか否かを電話機状態表示手段１２により端末１０１に通知するようにしたこ
とにより、端末１０１は電話機の状態を知ることができ、オフフック状態であれば高抵抗
通話路形成手段１３により通話路を形成して通話し、オンフック状態であれば通信路形成
手段３により通信路を形成してデータ通信して、通話路と通信路とが同時に形成されるこ
とがなく、また、独立した電話機１０２がオフフックであるときの網制御回路１のインピ
ーダンスを高抵抗としているため、電話回線１０３とのインピーダンス整合を正常にとる
ことができる。
【００２５】
（実施例４）
以下、請求項４に係わる本発明の網制御装置の一実施例について説明する。なお、本実施
例の構成は実施例１ないし実施例３と同じとする。本実施例が実施例１ないし実施例３と
異なる点は、ダイヤル手段５が接続要求により指定される電話番号を端末から分割して受
信し、それらを一括した電話番号として選択信号として送出するようにしたことにある。
ここではヘイズＡＴモデムと互換性をとる例を示す。たとえば、端末１０１から「ＰＴＤ
１］、「ＰＴＤ２」、「ＰＴＤ３４」なる電文を順に出力すると、ダイヤル手段５は、そ
れらを受信する都度、順に電話回線１０３に「１」、「２」、「３４」と選択信号を送出
する。このように電話機のダイヤルボタンを押すのと同様に端末１０１からもダイヤル操
作が行える。なお、上記「ＰＴＤ」は一括の場合と区別するための例であるが、この限り
ではない。
【００２６】
以上のように本実施例によれば、端末１０１が電話番号を分割した電文として網制御装置
１に出力し、網制御装置１におけるダイヤル手段５がそれらを一括した電話番号として出
力するようにしたことにより、端末からもダイヤル操作を行うことができる。
【００２７】
【発明の効果】
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以上の説明から明らかなように、
請求項１に係わる本発明の網制御装置は、通話用のマイクロホンおよびスピーカと、電話
回線を規定のインピーダンスで閉結しながら前記マイクロホンおよびスピーカの音声信号
が入出力可能な通話路を形成する通話路形成手段と、前記電話回線を規定のインピーダン
スで閉結しながらデータ信号が入出力可能な通信路を形成する通信路形成手段と、前記通
話路を形成するか否かを使用者の操作により設定する通話路設定手動手段と、端末を接続
する端末接続手段と、前記通信路を介して前記端末と前記電話回線との間でデータを送受
信するデータ通信手段と、前記通話路設定手動手段の設定により前記通話路を形成したか
否かを前記端末に通知する手動開閉表示手段と、前記通話路が形成されたのちに前記端末
から接続要求を受けた場合には、接続要求に指定されている電話番号を選択信号として前
記通話路に送出し、前記通話路が形成されていないときに前記端末から接続要求を受けた
場合には、前記通信路形成手段に前記通信路を形成させたのち接続要求に指定されている
電話番号を選択信号として前記通信路に送出するダイヤル手段とを備え、使用者が通話す
るときには、前記通話路設定手動手段の設定により前記通話路を形成したのち前記端末か
ら接続要求を出力し、通話路を介して前記マイクロホンと前記スピーカとを用いて通話し
、前記端末がデータ通信するときには、前記手動開閉通知手段の通知により前記通話路が
形成されていないことを判断したのち接続要求を出力し、前記ダイヤル手段の指示で前記
通信路形成手段が形成した通信路を介してデータを送受信するようにしたことにより、通
話路と通信路とが同時に形成されることなく、したがって、通話を目的とした端末からの
接続要求と、端末の自動発信によるデータ通信がともにインピーダンス不整合を発生する
ことなく実行でき、音声が小さくなって聞こえないといった不都合がなく、また、端末で
電話帳データを管理し、そのデータを利用してダイヤリングすることができ、現在の電話
機に比べて便利になる。また、
請求項２に係わる本発明の網制御装置は、通話用のマイクロホンおよびスピーカと、電話
回線を規定のインピーダンスで閉結しながら前記マイクロホンおよびスピーカの音声信号
が入出力可能な通話路を形成する通話路形成手段と、前記電話回線を規定のインピーダン
スで閉結しながらデータ信号が入出力可能な通信路を形成する通信路形成手段と、端末を
接続する端末接続手段と、前記通話路を形成するか否かを前記端末の指示により設定する
通話路端末制御手段と、前記通信路を介して前記端末と前記電話回線との間でデータを送
受信するデータ通信手段と、前記通話路が形成されたのちに前記端末から接続要求を受け
た場合には、接続要求に指定されている電話番号を選択信号として前記通話路に送出し、
前記通話路が形成されていないときに前記端末から接続要求を受けた場合には、前記通信
路形成手段に前記通信路を形成させたのち接続要求に指定されている電話番号を選択信号
として前記通信路に送出するダイヤル手段とを備え、使用者が通話するときには、前記端
末から前記通話路を形成するよう指示したのち前記ダイヤル手段に接続要求を出力し、通
話路を介して前記マイクロホンと前記スピーカとを用いて通話し、前記端末がデータ通信
するときには、前記通話路の形成を指示していない状態で接続要求を前記ダイヤル手段に
出力し、前記ダイヤル手段の指示で前記通信路形成手段が形成した通信路を介してデータ
を送受信するようにしたことにより、通話路と通信路とが同時に形成されることなく、端
末側の制御のみで通話と端末の自動発信によるデータ通信とを端末側のみの操作で実現で
き、統合操作環境システムが構築し易くなる。また、
請求項３に係わる本発明の網制御装置は、電話回線を規定のインピーダンスで閉結しなが
らデータ信号が入出力可能な通信路を形成する通信路形成手段と、端末を接続する端末接
続手段と、電話機が前記電話回線に通話路を形成しているか否かを前記端末に通知する電
話機状態表示手段と、前記通信路を介して前記端末と前記電話回線との間でデータを送受
信するデータ通信手段と、前記規定のインピーダンスよりも十分に大きい抵抗値の高抵抗
で前記電話回線を閉結しながら選択信号が出力可能な高抵抗通話路を形成する高抵抗通話
路形成手段と、前記電話機による通話路が形成されたのちに前記端末から接続要求を受け
た場合には、接続要求に指定されている電話番号を選択信号として前記高抵抗通話路に送
出し、前記電話機による通話路が形成されていないときに前記端末から接続要求を受けた
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場合には、前記通信路形成手段に前記通信路を形成させたのち接続要求に指定されている
電話番号を選択信号として前記通信路に送出するダイヤル手段とを備え、使用者が通話す
るときには、前記電話機により通話路を形成したのち前記端末から接続要求を出力して通
話し、前記端末がデータ通信するときには、前記電話機による通話路が形成されていない
状態で接続要求を前記ダイヤル手段に出力し、前記ダイヤル手段の指示で前記通信路形成
手段が形成した通信路を介してデータを送受信するようにしたことにより、手持ちの電話
機で通話するが、ダイヤルは端末からの指示で行ってもインピーダンスの不整合を生じず
、かつデータ通信も行える。また、
請求項４に係わる本発明の網制御装置は、端末から電話番号を分割して受信し、それらを
一括した電話番号を選択信号として送出するようにしたダイヤル手段を備えたことにより
、端末から電話番号を分割して指示可能となり、端末のたとえばディスプレイにダイヤル
ボタンを表示し、マウスなどで指定してダイヤルでき、電話機と等価な使い勝手のよいシ
ステムを構築できる。また、
請求項５に係わる本発明の網制御装置は、双方向シリアル通信により端末を接続する端末
接続手段を備えたことにより、汎用的なシリアル通信手段で端末を接続して上記の効果を
実現でき、既製のパソコンを端末として利用できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】請求項１に係わる本発明の網制御装置の一実施例の構成を示すブロック図
【図２】請求項２に係わる本発明の網制御装置の一実施例の構成を示すブロック図
【図３】請求項３に係わる本発明の網制御装置の一実施例の構成を示すブロック図
【図４】従来の網制御装置によるシステム構成の一例を示すブロック図
【図５】従来の網制御装置によるシステム構成の他の例を示すブロック図
【符号の説明】
１　網制御装置
２　通話路形成手段
３　通信路形成手段
４　データ通信手段
５　ダイヤル手段
６　通話路設定手動手段
７　端末接続手段
８　手動開閉表示手段
９　スピーカ
１０　マイクロホン
１１　通話路端末制御手段
１２　電話機状態表示手段
１３　高抵抗通話路形成手段
１０２　電話機
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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