
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
プロトコルの異なる複数のディジタル交換機のうちの任意の１つとの間で少なくとも制御
データを伝送することができ、親機と子機とを備えるコードレス電話機において、
前記親機が、
接続されるべき前記ディジタル交換機のプロトコルによって規定された制御データ（第１
の制御データ）と前記コードレス電話機に固有の制御データ（第２の制御データ）との間
の対照表を記憶したメモリを内蔵し、前記第１の制御データと前記第２の制御データとの
間の変換を行うプロトコル変換回路と、
前記プロトコル変換回路から前記第２の制御データを受け取って前記子機に所要の動作を
行わせるための信号を送信すると共に、前記子機から前記第２の制御データを受信して前
記プロトコル変換回路へ供給する回路と、
前記親機に供給される電源電圧を監視し、該電源電圧が所定の値よりも低下したときに固
定電話機を前記ディジタル交換機に強制的に切り替え接続する電圧監視回路と、
を具備し、接続されるべきディジタル交換機のプロトコルに応じて前記プロトコル変換回
路を交換することを特徴とするコードレス電話機。
【請求項２】
前記制御データを取り出して前記プロトコル変換回路に与えると共に前記プロトコル変換
回路から制御データを受け取って前記ディジタル交換機に供給するよう動作し、前記ディ
ジタル交換機のプロトコルによって規定されたインタフェース線数の回線との接続を可能
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にするデータ送受信回路を更に備え、接続されるべきディジタル交換機の回線とインタフ
ェース線数に応じて前記データ送受信回路を交換することを特徴とする、請求項１に記載
のコードレス電話機。
【請求項３】
前記ディジタル交換機から送られる前記第１の制御データと音声データとを前記コードレ
ス電話機と前記固定電話機とに分配すると共に、前記コードレス電話機と前記固定電話機
とから送られる前記第１の制御データと音声データとを前記ディジタル交換機に送る分配
合成回路と、
前記固定電話機から前記コードレス電話機への転送、及び、前記コードレス電話機から前
記固定電話機への転送を行わせる回路と、
を更に備えることを特徴とする、請求項１又は２に記載のコードレス電話機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
この発明は、簡単な回路変更により、異なるプロトコルの種々のディジタル交換機に対し
ても接続することができるコードレス電話機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ビジネス情報通信ネットワークの節に設置されたディジタルＰＢＸは広範な機能を搭載し
、インテリジェントＰＢＸ（ＩＰＢＸ）と呼ばれることも多い。しかしながら、こうした
ディジタルＰＢＸのプロトコルはメーカー毎に異なっているのが現状である。例えば、或
るメーカーのディジタルＰＢＸは、音声データや制御データをそれぞれ２本の線で交互に
伝送する回線インタフェースを採用しており、別のメーカーのディジタルＰＢＸは音声デ
ータや制御データを２本の線で交互に伝送する構成となっている。、また、ＩＳＤＮでの
ディジタルＰＢＸ回線は送受それぞれ２本ずつ、合計４本である。また、ディジタルＰＢ
Ｘからそれぞれの加入者電話機へ送られて来る信号の方式も、それぞれのディジタルＰＢ
Ｘ毎に違っている。このため、ネットワークの構築のために或るメーカーで製造されたデ
ィジタルＰＢＸを設置すると、そこで使用されるべきコードレス電話機は必然的にそのデ
ィジタルＰＢＸ専用のコードレス電話機でなければならなかったので、電話機メーカーと
しては、それぞれのプロトコルの異なるディジタルＰＢＸに対応したコードレス電話機を
用意する必要があった。このようにディジタルＰＢＸのプロトコルが相違することが、オ
フィス内でのコードレス電話機の使用、普及を妨げる一因となっていた。
【０００３】
以上述べたことは、ディジタルＰＢＸばかりでなく、ディジタル交換機のプロトコルが相
違する場合にも該当する。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
この発明は、上記の問題点を解決するために成されたもので、従来から使用されているコ
ードレス電話機の回路構成をできるだけ変更することなく、プロトコルの異なるディジタ
ル交換機に接続することができると共に、コードレス電話機の電源電圧が正規の値よりも
低くなると、強制的に固定電話機を局線と接続させるコードレス電話機を提供することで
ある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために、請求項１の発明は、
プロトコルの異なる複数のディジタル交換機のうちの任意の１つとの間で少なくとも制御
データを伝送することができ、親機と子機とを備えるコードレス電話機において、
前記親機が、
接続されるべき前記ディジタル交換機のプロトコルによって規定された制御データ（第１
の制御データ）と前記コードレス電話機に固有の制御データ（第２の制御データ）との間
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の対照表を記憶したメモリを内蔵し、前記第１の制御データと前記第２の制御データとの
間の変換を行うプロトコル変換回路と、
前記プロトコル変換回路から前記第２の制御データを受け取って前記子機に所要の動作を
行わせるための信号を送信すると共に、前記子機から前記第２の制御データを受信して前
記プロトコル変換回路へ供給する回路と、
前記親機に供給される電源電圧を監視し、該電源電圧が所定の値よりも低下したときに固
定電話機を前記ディジタル交換機に強制的に切り替え接続する電圧監視回路と、
を具備し、接続されるべきディジタル交換機のプロトコルに応じて前記プロトコル変換回
路を交換することを特徴とするコードレス電話機、
を提供する。
【０００６】
請求項２の発明は、前記制御データを取り出して前記プロトコル変換回路に与えると共に
前記プロトコル変換回路から制御データを受け取って前記ディジタル交換機に供給するよ
う動作し、前記ディジタル交換機のプロトコルによって規定されたインタフェース線数の
回線との接続を可能にするデータ送受信回路を更に備え、接続されるべきディジタル交換
機の回線とインタフェース線数に応じて前記データ送受信回路を交換することを特徴とす
る。
【０００７】
請求項３の発明は、前記ディジタル交換機から送られる前記第１の制御データと音声デー
タとを前記コードレス電話機と前記固定電話機とに分配すると共に、前記コードレス電話
機と前記固定電話機とから送られる前記第１の制御データと音声データとを前記ディジタ
ル交換機に送る分配合成回路と、前記固定電話機から前記コードレス電話機への転送、及
び、前記コードレス電話機から前記固定電話機への転送を行わせる回路とを更に備えるこ
とを特徴とする。
【０００８】
【作用】
前記プロトコル変換回路は、接続されるべきディジタル交換機のプロトコルによって規定
された制御データ（第１の制御データ）とコードレス電話機に固有の制御データ（第２の
制御データ）との間の対照表を記憶したメモリを使って、第１の制御データと第２の制御
データとの間の変換を行う。プロトコル変換回路は、接続されるべきディジタル交換機の
プロトコルに応じて交換される。これにより、コードレス電話機はプロトコルの異なるデ
ィジタル交換機に接続可能となる。電圧監視回路は、前記親機に供給される電源電圧を監
視し、該電源電圧が所定の値よりも低下したときに固定電話機を前記ディジタル交換機に
強制的に切り替え接続する。
【０００９】
【実施例】
図１（Ａ）は、この発明に係るコードレス電話機の親機の一実施例を示すブロック図であ
り、図１（Ｂ）は通常使用されているコードレス電話機の子機の構成を示すブロック図で
ある。図１（Ａ）において、コードレス電話機ＣＴの親機ＸはＰＢＸ回線を介してディジ
タルＰＢＸとの間で制御データと音声データを時分割方式で又は同時双方向伝送方式で伝
送する。いずれにしても、データはディジタルＰＢＸからコードレス電話機ＣＴへ、又は
その逆にコードレス電話機ＣＴからディジタルＰＢＸへ伝送されるので、以下、親機Ｘの
構成と動作をこれらの伝送方向毎に説明する。
【００１０】
ディジタルＰＢＸからコードレス電話機ＣＴへデータが伝送されるとき、親機Ｘのデータ
送受信回路２はディジタルＰＢＸからＰＢＸ回線を介して送られて来る音声データや該デ
ィジタルＰＢＸのプロトコルによって規定された制御データを受け取ってタイミング信号
の制御の元で音声データと制御データとを別々に取り出し、制御データをプロトコル変換
回路４へ、音声データを送信機１０へそれぞれ送る。勿論、ＰＢＸ回線はディジタルＰＢ
Ｘのプロトコルに応じて、例えば２本の線を送受で兼用する方式だったり、送受それぞれ
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２本ずつ設けられていたりするので、データ送受信回路２はＰＢＸ回線のインタフェース
線数に対応した構成のものを使用する必要がある。プロトコル変換回路４は、現在接続さ
れているディジタルＰＢＸのプロトコルによって規定された制御データと該コードレス電
話機ＣＴに固有の制御データ（以下、「固有制御データ」という）との間の変換を行う回
路で、この変換を実行するために、ディジタルＰＢＸのプロトコルによって規定された制
御データと固有制御データとの対応を示す対照表を記憶したＲＯＭ６を内蔵している。し
たがって、プロトコル変換回路４及びＲＯＭ６は、コードレス電話機ＣＴが接続されるべ
きディジタルＰＢＸのプロトコルが異なる毎に、そのプロトコルに対応したものを使用し
なければならない。制御回路８は通常のコードレス電話機に要求される制御機能を備えて
おり、プロトコル変換回路４から固有制御データを受け取ってその制御内容を判別し、受
け取った固有制御データに応じて送信機１０を起動して送信機１０から固有制御データに
対応した制御データや音声データを送受共用回路及びアンテナ１２を介してコードレス電
話機ＣＴの子機Ｙへ送出する。したがって、制御回路８、送信機１０、アンテナ１２、送
受共用回路及び受信機１４は従来のコードレス電話機に共通の回路部分である。
【００１１】
図１（Ｂ）に示す子機Ｙの構成は公知であり、ここでは特に詳しく説明しないが、２０は
親機Ｘと制御データや音声データを送受信するためのアンテナ、２２はアンテナ２０から
電波を受けて復調を行い、符号化された制御データと音声データとを別々に取り出す受信
機、２４は受信機からの音声データを復号して受話音をスピーカ２６から再生させると共
に、マイク２８に加えられた送話音を符号化して送信機１０に与えるコーデック、３０は
符号化された送話信号を変調してアンテナ２０から送信する送信機、３２は受信機２２や
送信機３０の動作を制御すると共に、受信機２２から制御データを受け取って発信又は着
信の制御を行うと共に表示装置３４に受信した表示データを表示させ、また、キーパッド
３６から入力された制御データを送信機３０に供給し且つ表示装置３４に表示させる制御
回路である。
【００１２】
次に、コードレス電話機ＣＴからディジタルＰＢＸへデータが送られるとき、子機Ｙから
送出されるべき制御データや音声データ（これらのデータはコーデック２４によって符号
化されている）は、送信機３０により変調されてアンテナ２０から電波として送信され、
親機Ｘのアンテナ１２で受信されて受信機１４へ供給される。受信機１４では、受信され
た制御データや音声データを復号し、制御データと音声データとを別々に取り出す。取り
出された制御データは制御回路８を介して固有制御データとしてプロトコル変換回路４に
与えられ、一方、受信機１４からの音声データはデータ送受信回路２に送られる。プロト
コル変換回路４はＲＯＭ６に記憶された前記の対照表を使用して、制御回路８から与えら
れた固有制御データをディジタルＰＢＸのプロトコルによって規定された制御データへ変
換する。次いで、データ送受信回路２はプロトコル変換回路４からの制御データ及び受信
機１４からの音声データをＰＢＸ回線に送り出す。
【００１３】
以上の説明から理解されるように、コードレス電話機ＣＴが接続されるべきディジタルＰ
ＢＸのプロトコルによって規定された制御データとコードレス電話機ＣＴの固有制御デー
タとの間の対照表を記憶したＲＯＭ６を内蔵したプロトコル変換回路４と、該ディジタル
ＰＢＸの回線数に対応した構成を有し且つ制御データと音声データとを送受信するデータ
送受信回路２とを、プロトコルの異なるディジタルＰＢＸ毎に設けておき、接続されるべ
きディジタルＰＢＸに応じたプロトコル変換回路４とデータ送受信回路２とを用いること
により、コードレス電話機ＣＴをプロトコルの異なる種々のディジタルＰＢＸに接続する
ことが可能になる。
【００１４】
図２は、この発明に係るコードレス電話機ＣＴの親機の他の実施例を示すブロック図であ
る。この実施例によれば、固定電話機とこの発明に係るコードレス電話機ＣＴとの間で通
話の転送が可能になり、もって、コードレス電話機ＣＴと固定電話機とのいずれによる通

10

20

30

40

50

(4) JP 3545810 B2 2004.7.21



話も可能なシステムを構成することができる。図２において、図１（Ａ）の実施例で使用
される構成要素と同じ構成要素は同一の符号で指示して、ここでの説明は省略することに
する。
【００１５】
図２において、データ送受信回路２のＰＢＸ回線側に、ＰＢＸ回線からのディジタルＰＢ
Ｘのプロトコルによって規定された制御データや音声データを親機Ｘと固定電話機ＴＬと
に分配すると共に、親機Ｘ又は固定電話機ＴＬから送られて来た制御データや音声データ
をＰＢＸ回線へ送出するデータ分配合成回路４０が置かれる。ＰＢＸ回線とデータ分配合
成回路４０との間に、ＰＢＸ回線を親機Ｘ又は固定電話機ＴＬと切り替え接続する第一の
リレー４２が設けられる。この実施例ではＰＢＸ回線は２本の線を送受で兼用する方式で
あるので、第一のリレー４２の１組の移動接点４２－１はＰＢＸ回線と接続され、リレー
４２の第一の組の静止接点４２－２１はデータ分配合成回路４０と接続される。
【００１６】
一方、リレー４２の第二の組の静止接点４２－２２及びデータ分配合成回路４０は第二の
リレー４４を介して固定電話機ＴＬと接続される。即ち、第二のリレー４４の１組の移動
接点４４－１は固定電話機ＴＬと接続され、リレー４４の第一の組みの静止接点４４－２
１はデータ分配合成回路４０と接続され、リレー４４の第二の組の静止接点４４－２２は
リレー４２の第二の組の静止接点４２－２２とそれぞれ接続される。
更に、この実施例においては、親機Ｘに正規の電源電圧が供給されているかどうかを監視
するために電圧監視回路４６が設けられており、正規の電圧が供給されている場合、電圧
監視回路４６は論理「１」の信号をＡＮＤ回路４８の一方の入力に与える。また、プロト
コル変換回路４は通常は論理「１」の信号をＡＮＤ回路４８の他方の入力に与える。これ
によって、通常はＡＮＤ回路２４は論理「１」の信号を第一のリレー４２及び第二のリレ
ー４４に印加し、第一のリレー４２においては移動接点４２－１と第一の組の静止接点４
２ー２１との間を接続し、第二のリレー４４においては移動接点４４－１と第一の組の静
止接点４４－２１との間を接続する。しかし、親機Ｘに供給されている電源電圧が正規の
電圧よりも低くなると、電圧監視回路４６は論理「０」の信号をＡＮＤ回路４８に与え、
ＡＮＤ回路４８の出力を論理「０」の状態にするので、第一のリレー４２と第二のリレー
４４の移動接点４２－１、４４－１は第二の組の静止接点４２－２２、４４－２２とそれ
ぞれ接続され、ＰＢＸ回線は強制的に固定電話機ＴＬと接続される。
【００１７】
制御回路８には２個のスイッチＳＷ－１、ＳＷ－２が付設されている。スイッチＳＷ－１
は、コードレス電話機ＣＴで通話をしているときに固定電話機ＴＬへ通話を転送するため
に作動される。スイッチＳＷ－１を閉じると、制御回路８は通話をコードレス電話機ＣＴ
から固定電話機ＴＬへ転送すべしとの指令が発せられたと判断して制御データを変換回路
４に対して送る。この制御データを受け取ると、変換回路４はＡＮＤ回路４８に論理「０
」の信号を送り、ＡＮＤ回路４８の出力を論理「０」にする。これによって第一のリレー
４２と第二のリレー４４の移動接点４２－１、４４－１はそれぞれ第二の組の静止接点４
２－２２、４４－２２と接続され、これまでコードレス電話機ＣＴで行われていた通話は
固定電話機ＴＬへ転送される。一方、スイッチＳＷ－２は固定電話機ＴＬでの通話をコー
ドレス電話機ＣＴへ転送するときに作動される。スイッチＳＷ－２を閉じると、制御回路
８は通話を固定電話機ＴＬからコードレス電話機ＣＴへ転送すべしとの指令が発せられた
と判断し、子機Ｙで通話ができるようにする。この場合には、変換回路４からＡＮＤ回路
４８へ送られる信号は論理「１」のままであり、第一及び第二のリレー４２、４４での接
点の切り替えは行われない。
【００１８】
なお、コードレス電話機ＣＴから固定電話機ＴＬへの転送及び固定電話機ＴＬからコード
レス電話機ＣＴへの転送のためにスイッチＳＷ－１、ＳＷ－２を作動させたとき、親機Ｘ
、固定電話機ＴＬ及び子機Ｙとの間で、転送に必要な動作を行わせるための制御データが
伝送されることは言うまでもない。例えば、スイッチＳＷ－１が作動されてコードレス電
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話機ＣＴから固定電話機ＴＬへの通話の転送が指令された場合には、親機Ｘから固定電話
機ＴＬに対して、固定電話機ＴＬに着信があったかのように固定電話機ＴＬを動作させる
制御データが送出され、また、スイッチＳＷ－２が作動されたときには、制御回路８は固
定電話機ＴＬを保留状態にする制御データを送出する。
【００１９】
なお、通常は第一及び第二のリレー４２、４４の移動接点と第一の組の静止接点とが接続
されるようにし、呼び出しがあったときに固定電話機ＴＬで応答した場合には、それを変
換回路４で検出し、ＡＮＤ回路４８への出力を論理「０」にしてＡＮＤ回路４８の出力を
論理「０」にし、リレー４２、４４の移動接点を第二の組の静止接点と接続するように切
り替えさせてもよい。この場合に固定電話機ＴＬからコードレス電話機へ通話を転送する
ためにスイッチＳＷ－２を閉じると、制御回路８はそのための制御データを変換回路４へ
送り、変換回路４からＡＮＤ回路４８へ論理「１」の信号を出力させ、これによってＡＮ
Ｄ回路４８の出力を論理「１」にしてリレー４２、４４の移動接点を第一の組の静止接点
へ切り替えさせる。
【００２０】
ここで、これまで説明した図２の実施例において使用されるデータ分配合成回路４０、デ
ータ送受信回路２及び変換回路４の具体的構成について更に詳しく説明する。なお、デー
タ送受信回路２及び変換回路４についての説明は図１（Ａ）の実施例にも該当する。まず
、図３はデータ分配合成回路４０の構成の一例を概略的に示すブロック図である。図３に
おいて、データ分配合成回路４０は第一～第三の分配回路４０－１、４０－２、４０－３
と、第一～第三の合成回路４０－４、４０－５、４０－６とを有する。図示のとおり、第
一の分配回路４０－１はＰＢＸ回線から第一のリレー４２を介してデータ（制御データと
音声データとを含む）を受け取って二分し、第二の分配回路４０－２はデータ送受信回路
２からデータを受け取って二分し、第三の分配回路４０－３は第二のリレー４４の第一の
組の静止接点２０－２１の一方からデータを受け取って二分する。また、第一の合成回路
４０－４は第一の分配回路４０－１と第三の分配回路４０－３からのデータを合成してデ
ータ送受信回路２へ供給し、第二の合成回路４０－５は第一の分配回路４０－１と第二の
分配回路４０－２とからのデータを合成してリレー４４の第一の組の静止接点４４－２１
の他方へ供給し、第三の合成回路４０－６は第二の分配回路４０－２と第三の分配回路４
０－３からのデータを合成してリレー４２を介してＰＢＸ回線へ送り出す。
【００２１】
図４は、ＰＢＸ回線が２本の線を使用する方式であるときのデータ送受信回路２の具体的
な構成の一例を概略的に示すブロック図である。図４に示すとおり、データ送受信回路２
は、ＰＢＸ回線又はデータ分配合成回路１６との間でデータを送受する入出力回路２－１
を備える。入出力回路２－１は切り替えスイッチ２－２によって送信回路２－３又は受信
回路２－４と接続される。送信回路２－３は、プロトコル変換回路４からの制御データと
受信機１４からの音声データとを合成する合成回路２－５からデータを受け取る。一方、
受信回路２－４はＰＢＸ回線又はデータ分配合成回路１６からのデータをデータ分離回路
２－６に送り、ここでプロトコル変換回路４へ送られる制御データと送信機１０へ送られ
る音声データとに分離する。切り替えスイッチ２－２の切り替え動作はタイミング回路２
－７からのタイミングパルスによって制御され、切り替えスイッチ２－２が送信回路２－
３又は受信回路２－４に切り替えられるのと同期して送信回路２－３又は受信回路２－４
が作動する。
【００２２】
なお、ＰＢＸ回線が送受２本ずつの２回線からなる場合には、切り替えスイッチ２－２は
不要であり、送信用の回線を送信機に、受信用の回線を受信機にそれぞれ入出力回路を介
して接続すればよい。
ＩＳＤＮでは、４本の回線を使ってディジタル交換機とコードレス電話機との間でデータ
の送信、受信が行われる。そこで、この発明のコードレス電話機ＣＴをＩＳＤＮ回線イン
タフェースを有するＰＢＸに接続した場合を例に取って、データ送受信回路２においてデ
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ィジタルＰＢＸに対応して行われるプロトコル処理と、プロトコル変換回路４においてＲ
ＯＭ６を使って行われる制御データの変換とについて説明する。図５は、この場合にデー
タ送受信回路２、プロトコル変換回路４及び制御回路８がどのように接続されるかを概略
的に示している。それぞれ２本のペアでディジタルＰＢＸとコードレス電話機ＣＴとの間
で伝送される制御データや音声データはバイポーラ方式の信号で、＋Ｅ、Ｏ及び－Ｅの３
つの値を取る。実際には、これらのデータは種々の符号を含むフレームを形成する。そこ
で、データ送受信回路２の受信回路２－４は、ディジタルＰＢＸから２本のペアの線で送
られて来た３値の制御データと音声データを２値の制御データ（Ｄチャンネル）とベアラ
データ（Ｂチャンネル）とに変換して別々に取り出し、２値の制御データを変換回路４に
、２値のベアラデータを送信機１０へ供給し、或いは、変換回路４からの２値の制御デー
タと受信機１４からの２値のベアラデータとを送信回路２－３によって合成して３値のデ
ータに変換し、２本のペアのＰＢＸ回線へ送出する。
【００２３】
周知のとおり、ＩＳＤＮユーザー・網インタフェース・プロトコルはレイヤ１～レイヤ３
の３つの階層に分けられており、レイヤ１は電気的・物理的条件を、レイヤ２はメッセー
ジ転送のためのリンク設定、誤り制御を、レイヤ３は呼の設定・解放・付加サービスの制
御を含む呼制御に関する機能をそれぞれ規定している。制御データはレイヤ２のフレーム
構成で伝送され、その中の情報のフィールドにレイヤ３メッセージが含まれる。レイヤ３
メッセージは呼び出し、応答、切断等の情報を送るもので、プロトコル変換回路４はこの
レイヤ３メッセージを取り出す操作、即ち、レイヤ１のデータ列からレイヤ２のフレーム
部分を取り出し、次にレイヤ３メッセージを取り出して必要なメッセージ部分を得る操作
を行う。こうして取得されたメッージ部分をＲＯＭ６に記憶された対照表を使って前記の
固有制御データへ変換する。例えば、ＩＳＤＮにおけるレイヤ３メッセージのうち、ＳＥ
ＴＵＰ（呼設定の要求）、ＣＯＮＮｅｃｔ（被呼者が応答した旨の通知）、ＤＩＳＣｏｎ
ｎｅｃｔ（呼解放の要求）のメッセージに対応するメッセージ・タイプはそれぞれ
【００２４】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
に示すとおりである。そこで、この発明においては、ＲＯＭ６に
【００２５】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
に示すようなレイヤ３メッセージとメッセージ・タイプと固有制御データとの対照表を記
憶させておく。これにより、ＰＢＸ回線から例えばＳＥＴＵＰのメッセージ「０００００
１０１」が親機Ｘのプロトコル変換回路４に入力されると、プロトコル変換回路４はＲＯ
Ｍ６の対照表を使ってメッセージ「０００００１０１」を「１００００１１１」へ変換し
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て入力する。そこで、制御回路８は送られて来たメッセージ「１００００１１１」からＳ
ＥＴＵＰ即ち呼設定の要求が発せられたものと判断して送信機１０を起動し、子機Ｙに対
して着信情報を送信する。
【００２６】
具体的には、送信機１０に送信周波数を設定させ、受信機１４から空きチャンネル情報を
得た後、この空きチャンネルを使って子機Ｙに対して着信情報と子機ＹのＩＤ番号とを送
信する。
【００２７】
逆に、発信の場合には、子機Ｙは発信情報と親機ＸのＩＤ番号とを親機Ｘに送信する。こ
れを親機Ｘの受信機１４で復調して制御回路８に供給する。制御回路８は、子機Ｙから送
られて来たＩＤ番号が自己のＩＤ番号と一致することを確認することができたときに、呼
設定の要求であることを示すメッセージ「１００００１１１」をプロトコル変換回路４に
送る。そこで、プロトコル変換回路４はＲＯＭ６の対照表を使ってメッセージ「１０００
１１１」をメッセージ「０００００１０１」へ変換してデータ送受信回路２へ送り、デー
タ送受信回路２はこの制御データをＩＳＤＮのプロトコルに対応した３値のデータの形で
ディジタルＰＢＸへ送出する。
【００２８】
以上、この発明を、コードレス電話機を種々のプロトコルのディジタルＰＢＸに接続可能
とするための構成について説明してきたが、この発明は、ディジタルＰＢＸだけでなく、
プロトコルの異なる一般的なディジタル交換機にコードレス電話機を接続する場合にも適
用することができる。
【００２９】
【発明の効果】
以上の説明から理解されるように、この発明においては、コードレス電話機が接続される
べきディジタル交換機のプロトコルによって規定された制御データとコードレス電話機の
固有制御データとの間の対照表を記憶したＲＯＭを内蔵したプロトコル変換回路と、該デ
ィジタル交換機の回線のインターフェース線数に対応した構成を有し且つ制御データと音
声データとを送受信するデータ送受信回路とを、プロトコルの異なるディジタル交換機毎
に設けておき、接続されるべきディジタル交換機に応じたプロトコル変換回路とデータ送
受信回路とを用いることにより、コードレス電話機をプロトコルの異なる種々のディジタ
ル交換機に接続することが可能になるばかりでなく、親機に供給される電源電圧を監視す
る電圧監視回路を設けたので、該電源電圧が正規の値よりも低くなってコードレス電話機
での通話が不可能になっても、固定電話機での通話が確保されるという格別の効果を奏す
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】（Ａ）は、この発明に係るコードレス電話機の親機の一実施例の構成を概略的に
示すブロック図であり、（Ｂ）は通常のコードレス電話機の子機の構成を概略的に示すブ
ロック図である。
【図２】この発明に係るコードレス電話機の親機の他の実施例の構成を概略的に示すブロ
ック図である。
【図３】図２に示す実施例におけるデータ分配合成回路の具体的構成を説明するためのブ
ロック図である。
【図４】図１（Ａ）及び図２に示す実施例におけるデータ送受信回路の構成を示すブロッ
ク図である。
【図５】図１（Ａ）及び図２に示す実施例におけるプロトコル変換回路の動作を説明する
ための図である。
【符号の説明】
２：データ送受信回路、　４：プロトコル変換回路、　６：ＲＯＭ、　８：制御回路、　
１０；送信機、　１２アンテナ、　１４；受信機、　４０：データ分配合成回路、　４２
、４４：リレー、　４６：電圧監視回路
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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