
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有線回線を介して通信する通信装置

無線電話装置と 接続する接続手段と、
有線回線を介してハンズフリー通話を行うためのハンズフリー手段

と、
　前記接続手段による 前記無線電話装置との接続を検出する検出手段と、
　前記無線回線を介して通話中の前記無線電話装置が 接続されると、

前記無線回線を介した通話を維持したまま、前記無線回線を介した
前記通話手段による通話から前記無線回線を介した前記ハンズフリー手段による通話に切
り換える切換手段と、
　を有することを特徴とする通信 。
【請求項２】
　前記検出手段は、電気的もしくは物理的な接続を検出することを特徴とする請求項１に
記載の通信 。
【請求項３】
　前記検出手段は、音声信号の有無により前記無線電話装置の接続を検出することを特徴
とする請求項１に記載の通信 。
【請求項４】
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　前記接続手段により接続する前記無線電話装置に電源を供給する供給手段を有すること
を特徴とする請求項１に記載の通信 。
【請求項５】
　前記供給手段は、前記無線電話装置が通信を行っていない場合に電源を供給することを
特徴とする請求項４に記載の通信 。
【請求項６】
　前記有線回線を介して通話する場合に使用するエコーキャンセラを有し、
　前記無線回線を介した前記ハンズフリー手段による通話は、前記エコーキャンセラを介
して行われることを特徴とする請求項１に記載の通信 。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、通信 に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、無線携帯電話機やＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙ－ｐｈｏｎｅＳｙｓｔｅ
ｍ）電話機の普及は目覚ましく、各人が１台以上所有する勢いである。例えば、利用者は
無線電話機を携帯して持ち歩くことができるので、いつでもどこでもダイヤルにより発呼
し、あるいは着呼を受けて、電話による会話を行うことが可能であり、大変便利である。
【０００３】
しかし、ハンズフリー通話を行う場合、それ自身ではハンズフリー機能を持っていない電
話機が多く、また、その機能を持っていても無線携帯電話機やＰＨＳ電話機の中に納めら
れている小型のスピーカやマイクを使ってハンズフリー通話を行う場合、音質が良くなか
った。
【０００４】
また一方、一般に公衆回線に接続される通信装置として代表的であるファクシミリ装置の
普及度はかなり高く、手軽に原稿を送受信することができるので、その利用も衰えること
はないと考えられる。
【０００５】
さらに、ファクシミリ装置では、家庭の電話機の置き換えとして、ハンズフリー通話や留
守番電話機能などを有する電話機としての利用が伸びている。このため、ハンズフリー通
話を行うために使用される音響部品には、特性の良いものが使われている。また、ファク
シミリ装置には、専用のエコーキャンセラーも設けられている。
【０００６】
ところで、前述した無線携帯電話機やＰＨＳ電話機がセルシステム基地局で使用されるこ
とを考慮すると、屋外での携帯を容易であるようにするため、小型・軽量であることが必
要である。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、小型・軽量の電話機がいかなる場合でも使い勝手良いとは言えない場合が
ある。すなわち、小型の電話機では、スピーカとして小型のものを使用しているので、ス
ピーカ音量が小さく、かつ音質が悪くなる不都合があり、また、マイクの感度も低いので
、マイクとスピーカを通話者に近づける必要があり、電話機を置いたままで通話を行う、
いわゆるハンズフリー通話が困難である。
【０００８】
さらに、軽量化のため、バッテリとして小型のものを搭載しているので、ハンズフリーの
ような大きな音やエコーキャンセラをドライブする場合、多くの電流が流れ、バッテリの
消費も激しく、通話可能時間あるいは待機時間が短くなってしまう不都合があり、屋内で
使用する電話機としては不向きであった。
【０００９】
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　そこで、本発明は、例えば、 を用いて通信する場合でも、屋内ではファク
シミリなどの通信装置を使用して品質の良いハンズフリー通話を行うことができるように
する
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、有線回線を介して通信する通信装置

無線
電話装置と 接続する接続手段と、 有線回線を介してハンズフリー通
話を行うためのハンズフリー手段と、前記接続手段による 前記無線電話装
置との接続を検出する検出手段と、前記無線回線を介して通話中の前記無線電話装置が

接続されると、 前記無線回線を介した通話を維持
したまま、前記無線回線を介した前記通話手段による通話から前記無線回線を介した前記
ハンズフリー手段による通話に切り換える切換手段と、を有することを特徴とする。
【００２４】
【発明の実施の形態】
　本発明の通信 の実施の形態について説明する。本実施形態では、通信装置は、
無線電話装置であるＰＨＳ電話機、ファクシミリ装置に適用される。
【００２５】
図１は実施の形態における無線電話装置およびファクシミリ装置の概略的構成を示す図で
ある。ファクシミリ装置１０１は、無線電話装置１０３を接続するための接続部１０２を
有する。この接続部１０２は、ファクシミリ装置１０１の内側に設けられてもよく、また
、ファクシミリ装置１０１の外部に設けられ、通常のファクシミリ装置に後から接続可能
なものでもよい。ファクシミリ装置１０１は、無線電話装置１０３を介して無線回線と接
続される他、ＰＳＴＮやＩＳＤＮなどの有線回線と接続されて動作可能である。また、無
線電話装置１０３には、ファクシミリ装置１０１との接続部（図２のコネクタ２１３参照
）が設けられている。
【００２６】
同図（Ａ）には、無線電話装置１０３がファクシミリ装置１０１に接続されていない状態
が示されている。この状態は、無線電話装置１０３が無線回線１０４に接続されて通話動
作可能な状態である。このとき、無線電話装置１０３に内蔵されたレシーバ１０５および
マイク１０６を使って通話が可能である。
【００２７】
同図（Ｂ）には、無線電話装置１０３がファクシミリ装置１０１に接続されている状態が
示されている。この状態は、無線電話装置１０３が無線アダプタとして機能し、ファクシ
ミリ装置１０１が無線電話装置１０３を介して無線回線１０４に接続されて通話動作可能
な状態である。このとき、ファクシミリ装置１０１に内蔵されたスピーカ１０７およびマ
イク１０８を使ってハンズフリー通話が可能である。
【００２８】
本実施形態では、前述したように、無線回線方式はＰＨＳ方式である。ただし、無線回線
の方式は、他の同様な方式であってもよい。例えば、現在、一般的な携帯無線電話方式で
あるＰＤＣ方式やＣＤＭＡ方式でもよい。また、これらを応用した将来の携帯無線電話方
式でもよい。さらには、欧州で開発されたＤＥＣＴ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｅｕｒｏｐｅａｎ
　Ｃｏｒｄｌｅｓｓ　Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ）方式やＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ
　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）方式であってもよい。
【００２９】
図２は無線電話装置１０３の構成を示すブロック図である。無線電話装置１０３は、マイ
ク１０６、レシーバ１０５、ＡＤＰＣＭコーデック２０３、チャンネルコーデック２０４
、無線通信部２０５、キースイッチ（操作キー）２１０、表示部２１１、ＣＰＵ２０７、
ＲＯＭ２０８、ＲＡＭ２０９、通信装置ｉ／ｆ部２１２、コネクタ２１３および充電装置
（ＢＡＴ）２１４から構成される。
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【００３０】
マイク１０６は音声を入出力する。ＡＤＰＣＭコーデック２０３は、マイク１０６から入
力された音声信号を無線通信チャネルで送信するためにＡＤＰＣＭコードに変換したり、
受信したＡＤＰＣＭコードにより音声データをレシーバ１０５から出力するためにアナロ
グ信号に変換する。チャンネルコーデック２０４は、音声データや情報データをＰＨＳの
通信方式に適合したデータに変換したり、受信したデータを音声データとして抽出する。
【００３１】
無線通信部２０５は、無線通信により無線回線１０４と接続されるアンテナ２０６および
各種電気素子を有する。操作キー２１０は複数のキースイッチからなり、操作を指示する
。表示部２１１は、使用者が無線電話装置１０３の状態などを確認するために使用される
ものであり、ＬＣＤやＬＥＤから構成される。
【００３２】
ＣＰＵ２０７は無線電話装置（子機）全体を制御する。ＲＯＭ２０８は、ＣＰＵ２０７に
よって実行され、無線電話装置全体を制御するプログラムやパラメータを格納する。ＲＡ
Ｍ２０９は、無線電話装置全体を制御するパラメータを一時格納したり、送受信するデー
タを一時格納する。充電装置（ＢＡＴ）２１４は、通信装置であるファクシミリ装置に接
続される電源であり、無線電話装置１０３の動作電源である。
【００３３】
通信装置ｉ／ｆ部２１２は、ファクシミリ装置１０１に接続されたか否かを検出する回路
、およびファクシミリ装置１０１への音声信号の出力を切り替える制御回路を有する。コ
ネクタ２１３は、ファクシミリ装置１０１との物理的接続を行う。このコネクタ２１３を
介して接続される信号線には、音声信号の上りと下りの信号線や、バッテリ２１４を充電
する際の電源ラインなどがある。
【００３４】
スイッチ２１５は、音声信号を無線通信チャネルで送信するために、ＡＤＰＣＭコードに
変換するＡＤＰＣＭコーデック２０３への入力信号を、マイク１０６から入力するか、あ
るいはコネクタ２１３経由で入力するかを切り替える。スイッチ２１６は、無線通信チャ
ンネルから受信したＡＤＰＣＭコードの音声データをレシーバ１０５から出力するか、あ
るいはコネクタ２１３経由で出力するかを切り替える。
【００３５】
図３はファクシミリ装置１０１の構成を示すブロック図である。ファクシミリ装置１０１
は、一般に広く使われているファクシミリ装置に無線電話装置１０３が接続できるように
改良されたものである。
【００３６】
ファクシミリ装置１０１は、ＣＰＵ３０１、ＲＯＭ３０２、ＲＡＭ３０３、操作パネル３
０４、読み取り部３０５、記録部３０６、通信制御ユニット３０７、マイク１０８、スピ
ーカ１０７、ハンドセット３１１および接続部１０２から構成されている。
【００３７】
ＣＰＵ３０１はファクシミリ装置１０１の各部を制御する。ＲＯＭ３０２は制御プログラ
ムを格納する。ＲＡＭ３０３は、ＣＰＵ３０１の実行やファクシミリ装置１０１の動作に
必要なパラメータおよびデータ、送受信される画像データやデータファイル、文字コード
形式のデータなどを格納する。
【００３８】
操作パネル３０４は、使用者がファクシミリ装置１０１の動作を指定するために操作した
り、装置の状態を表示する。読み取り部３０５は、ファクシミリ送信原稿や複写原稿をカ
ラー画像または白黒画像として読み取る。記録部３０６は、ファクシミリ受信原稿、複写
原稿あるいはファイル原稿をカラーまたは白黒でプリントアウトする。
【００３９】
通信制御ユニット３０７は、Ｇ３／Ｇ４などのファクシミリ送受信のための通信プロトコ
ルの制御や送受信、信号の変復調の制御、ハンズフリー通話を行うための回線エコーキャ
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ンセラ、音響エコーキャンセラ、ＰＳＴＮやＩＳＤＮなどの公衆回線３０８に接続して発
呼制御や着呼検出などを行う。さらに、本実施形態では、通信制御ユニット３０７は、接
続部１０２からの音声信号（アナログ信号）上りと下りをファクシミリ装置のマイク１０
８やスピーカ１０７に切り替えて出力したり、あるいは公衆回線３０８からの信号を通常
通話時にハンドセット３１１に切り替えたり、ハンズフリー通話を行う場合、公衆回線３
０８からの信号をファクシミリ装置のマイク３あるいはスピーカ３１３に切り替えて出力
する切り替え機能を有する。
【００４０】
接続部１０２は、無線電話装置ｉ／ｆ部３０９およびコネクタ３１０を有する。無線電話
装置ｉ／ｆ部３０９は、無線電話装置１０３と接続するために、無線電話装置との音声信
号接続回路、無線電話装置１０３の動作電源であるバッテリ（ＢＡＴ）を充電する電源供
給回路、および無線電話装置１０３が接続されたか否かを検出する回路を有する。コネク
タ３１０は、無線電話装置装置１０３のコネクタ２１３と物理的に接続されるものであり
、このコネクタ３１０を介して接続される信号線には、音声信号の上りと下りの信号線、
無線電話装置１０３のバッテリを充電する際の電源ラインなどが含まれる。
【００４１】
尚、無線電話装置ｉ／ｆ部３０９では、無線電話装置１０３を介して音声信号を無線で通
信するために、通信制御ユニット３０７によるハンズフリー通話を行うための回線エコー
キャンセラ、音響エコーキャンセラが入出力信号線に接続されている。
【００４２】
つぎに、無線電話装置１０３とファクシミリ装置１０１を接続するためのそれぞれの接続
部について示す。無線電話装置１０３の通信装置ｉ／ｆ部２１２に接続されたコネクタ２
１３、およびファクシミリ装置１０１の無線電話装置ｉ／ｆ部３０９に接続されたコネク
タ３１０は互いに着脱自在に構成されており、これらを介して送受信される信号線には、
前述したように、無線回線１０４を介して通話を行う（上りと下りの）アナログ信号線、
無線電話装置１０３の動作電源であるバッテリ（ＢＡＴ）２１４を充電するための電源ラ
イン、ファクシミリ装置１０１に無線電話装置１０３が接続されたか否かを検出する検出
信号の信号線が含まれる。
【００４３】
また、無線電話装置１０３とファクシミリ装置１０１との間では、コマンド信号、レスポ
ンス信号、ステータス信号などのデジタル信号線をやり取りする場合もある。このデジタ
ル信号線はシリアルｉ／ｆなどの汎用のデジタルｉ／ｆで十分対応可能である。
【００４４】
さらに、ファクシミリ装置１０１は無線電話装置１０３を介してハンズフリー通話を可能
とするので、必ずしも、通信制御ユニット３０７はＰＳＴＮやＩＳＤＮなどの公衆回線３
０８に接続して発呼制御や着呼検出など行う機能を有していなくてもよい。
【００４５】
また、無線電話装置１０３とファクシミリ装置１０１の接続の有無は、コネクタ２１３、
３１０が接続されているか否かを検知することにより、あるいはデジタルｉ／ｆ上の信号
の有無を検知することにより、さらにはハンズフリー通話の音声信号の有無を検知するこ
とにより、認識可能である。また、無線電話装置１０３側では、チャージ電圧（電源ライ
ン上の充電電圧）があるか否かを判別することにより、ファクシミリ装置１０１側では、
チャージ電流が流れた場合、フォトカプラなどの素子で判定することで認識可能である。
さらには、専用の機械スイッチを無線電話装置１０３とファクシミリ装置１０１の両方に
設け、そのスイッチのオン、オフ動作に同期して接続を検出するようにしてもよい。
【００４６】
上記構成を有する無線電話装置１０３およびファクシミリ装置１０１の動作を示す。図４
はハンズフリー通話処理手順を示すフローチャートである。このフローチャートで示され
る各ステップ処理を行うプログラムは、無線電話装置１０３内のＲＯＭ２０８およびファ
クシミリ装置１０１内のＲＯＭ３０２に格納されており、それぞれＣＰＵ２０７およびＣ
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ＰＵ３０１によって実行される。
【００４７】
まず、無線電話装置（ＰＳ）１０３の接続動作が行われ、無線回線が捕捉されるのを待つ
（ステップＳ４０１）。無線回線が捕捉されると、無線電話装置単体での通話状態となる
。これは無線電話装置１０３の単独動作であり、無線回線１０４を使用して通常の通話を
行う（ステップＳ４０２）。一方、無線電話装置１０３の接続動作が行われない場合、ス
タンバイ状態のままである。
【００４８】
そして、無線電話装置（ＰＳ）１０３がファクシミリ装置（ＢＳ）１０１に接続されてい
るか否かを判別する（ステップＳ４０３）。無線電話装置１０３がファクシミリ装置１０
１に接続されているか否かの検出は、前述したように、デジタルｉ／ｆ上の信号の有無を
検知することにより、ハンズフリー通話の音声信号の有無を検知することにより行う。ま
た、無線電話装置１０３では、チャージ電圧（電源ライン上の充電電圧）があるか否かを
判定することにより、ファクシミリ装置１０１では、チャージ電流が流れている場合、フ
ォトカプラ等の素子で判定することにより、接続の有無を検知する。さらには、専用の機
械スイッチを無線電話装置１０３とファクシミリ装置１０１の両方に設け、そのスイッチ
のオン、オフに同期させることで検出する。尚、本実施形態では、ステップＳ４０２で無
線通話が開始されてから無線電話装置とファクシミリ装置との接続を確認していたが、無
線通話開始前に確認するようにしてもよい。
【００４９】
無線電話装置１０３がファクシミリ装置１０１に接続されていない場合、ステップＳ４０
２の処理を繰り返し、無線通話は無線電話装置１０３の単独動作であり、無線回線１０４
を使用して通常の通話を行う。
【００５０】
一方、無線電話装置１０３がファクシミリ装置１０１に接続されている場合、無線電話装
置（ＰＳ）１０３の音声パスを切り替える（ステップＳ４０４）。すなわち、マイク１０
６からの音声信号を無線通信チャネルで送信するために、スイッチ２１５によってＡＤＰ
ＣＭコーデック２０３に入力するパスを、接点２１５ａから接点２１５ｂに切り替える。
また、受信したＡＤＰＣＭコードの音声データを、スイッチ２１６によって接点２１６ａ
から接点２１６ｂに切り替える。この動作により、音声パスは通信装置ｉ／ｆ部２１２を
介してコネクタ２１３に繋がれる。
【００５１】
つぎに、ファクシミリ装置（ＢＳ）１０１の音声パスを切り替える（ステップＳ４０５）
。コネクタ３１０からの信号を無線電話装置ｉ／ｆ部３０９を介して通信制御ユニット３
０７に接続する。ここでは、接続される音声入出力信号を回線エコーキャンセラ側に接続
してエコーキャンセルを行う。また、ファクシミリ装置１０１に接続されたスピーカ１０
７およびマイク１０８の音声入力信号を音響エコーキャンセラ側に接続する音声パス切り
替え動作を行う。この２種類のエコーキャンセラは、エコーの発生に伴い、接続を切り替
えるように構成することも可能である。
【００５２】
ステップＳ４０４およびＳ４０５で無線電話装置１０３およびファクシミリ装置１０１の
音声パスが形成されると、無線回線１０４を介してファクシミリ装置１０１でのハンズフ
リー（ＨＦ）通話が可能となる（ステップＳ４０６）。
【００５３】
このとき、無線電話装置１０３のバッテリ２１４を使うことなく、無線電話装置１０３は
ファクシミリ装置１０１から供給される電源で動作する。すなわち、バッテリ（ＢＡＴ）
２１４とファクシミリ装置１０１からの電源とを通信装置ｉ／ｆ部２１２により切り替え
ることで、ファクシミリ装置１０１からコネクタ３１０およびコネクタ２１３を介して供
給される電源を無線電話装置１０３に供給する。また、ファクシミリ装置１０１から供給
される電源電圧が無線電話装置１０３に設けられたバッテリ２１４の電圧より高い場合、
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ファクシミリ装置１０１からの電力をそのまま供給する構成になっている。
【００５４】
この後、無線電話装置（ＰＳ）１０３とファクシミリ装置（ＢＳ）１０１の接続を確認す
る（ステップＳ４０７）。接続が継続されている場合、無線回線断が確認されたか否かを
判別する（ステップＳ４０８）。無線回線断が確認されていない場合、ステップＳ４０６
の処理動作を継続する。
【００５５】
一方、ステップＳ４０８で無線電話装置１０３において無線回線が解除された場合、つま
り無線回線断が確認された場合、無線電話装置１０３の音声パスをデフォルトに戻す動作
を行う（ステップＳ４０９）。すなわち、マイク１０６からの音声信号を無線通信チャネ
ルで送信するために、ＡＤＰＣＭコーデック２０３に入力するパスを、スイッチ２１５に
よって接点２１５ｂから接点２１５ａに戻す。また、受信したＡＤＰＣＭコードの音声デ
ータを、スイッチ２１６によって接点２１６ｂ側から接点２１６ａ側に戻す動作を行う。
これにより、マイク１０６とレシーバ１０５の接続がＡＤＰＣＭコーデック２０３に戻る
。
【００５６】
さらに、ファクシミリ装置１０１の音声パスをデフォルトに戻す動作を行う（ステップＳ
４１０）。すなわち、コネクタ３１０からの信号を無線電話装置ｉ／ｆ部３０９を介して
通信制御ユニット３０７に接続していたが、この接続を断ち、通常の動作で行われる公衆
回線３０８からの音声信号をハンドセット３１１で通話する場合のパスにデフォルトとし
て戻しておく。
【００５７】
また、公衆回線３０８を介してハンズフリー通話を行う場合、通信制御ユニット３０７で
接続される公衆回線３０８からの音声入出力信号を回線エコーキャンセラ側に接続してエ
コーキャンセルを行い、ファクシミリ装置１０１に接続されたスピーカ１０７とマイク１
０８の音声入力信号を音響エコーキャンセラ側に接続する音声パス切り替え動作を行う。
この２種類のエコーキャンセラは、エコーの発生に伴い、接続を切り替えるようにしても
よい。このようにして、ハンズフリー通話を実現する。
【００５８】
無線回線１０４が接続されていない状態にもかかわらず、無線電話装置１０３とファクシ
ミリ装置１０１が接続されている場合、ファクシミリ装置１０１からの電源を、コネクタ
３１０および無線電話装置１０３のコネクタ２１３を介して通信装置ｉ／ｆ部２１２に接
続されたバッテリ２１４を充電する回路に供給し、バッテリ２１４を充電する（ステップ
Ｓ４１１）。この後、ステップＳ４０１の処理に戻る。
【００５９】
一方、ステップＳ４０７で無線電話装置１０３とファクシミリ装置１０１の接続が確認さ
れていない場合、無線電話装置１０３の音声パスをデフォルトに戻す動作を行う（ステッ
プＳ４１２）。すなわち、マイク１０６からの音声信号を無線通信チャネルで送信するた
めに、ＡＤＰＣＭコーデック２０３に入力するパスを、スイッチ２１５によって接点２１
５ｂから接点２１５ａに戻す。また、受信したＡＤＰＣＭコードの音声データをスイッチ
２１６によって接点２１６ｂから接点２１６ａに戻す動作を行い、マイク１０６とレシー
バ１０５の接続をＡＤＰＣＭコーデック２０３に戻す。
【００６０】
さらに、ファクシミリ装置１０１の音声パスをデフォルトに戻す動作を行う（ステップＳ
４１３）。すなわち、前述したように、コネクタ３１０からの信号を無線電話装置ｉ／ｆ
部３０９を介して通信制御ユニット３０７に接続していたが、この接続を断ち、通常の動
作で行われる公衆回線３０８からの音声信号をハンドセット３１１で通話する場合のパス
にデフォルトとして戻しておく。
【００６１】
また、公衆回線３０８を介したハンズフリー通話を行う場合、通信制御ユニット３０７で
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接続される公衆回線３０８からの音声入出力信号を回線エコーキャンセラ側に接続してエ
コーキャンセルを行い、ファクシミリ装置１０１に接続されたスピーカ１０７とマイク１
０８の音声入力信号を音響エコーキャンセラ側に接続する音声パス切り替え動作を行う。
この２種類のエコーキャンセラは、エコーの発生に伴い、接続を替えるようにしてもよい
。このようにして、ハンズフリー通話を実現する。
【００６２】
そして、無線電話装置１０３の単独動作であり、無線回線１０４を使用しての通常の通話
状態となる（ステップＳ４１４）。この後、ステップＳ４０１の処理に戻る。
【００６３】
このように、本実施形態の携帯可能な無線電話装置１０３は、無線回線１０４に接続して
動作する通話機能を有し、通信装置としてのファクシミリ装置１０１に接続された場合、
無線アダプタとして動作する。
【００６４】
また、ファクシミリ装置１０１は、無線電話装置１０３と接続した状態で無線回線１０４
を介して通話を行う場合、無線電話装置１０３は無線回線を接続するだけの無線アダプタ
として使用され、無線回線を介して入出力される音声信号に対し、マイク１０８、スピー
カ１０７を利用してハンズフリー通話可能である。
【００６５】
さらに、無線電話装置１０３が通話中にファクシミリ装置１０１に接続された場合、ファ
クシミリ装置１０１のマイク１０８、スピーカ１０７やエコーキャンセラを使用してハン
ズフリー通話可能である。また、無線電話装置１０３がファクシミリ装置１０１に接続さ
れたことを自動的に検出できる。さらに、無線電話装置１０３はファクシミリ装置１０１
に電源を供給可能である。
【００６６】
尚、本実施形態では、ハンズフリー通話機能を有するファクシミリ装置の構成を示したが
、ハンズフリー通話機能を持った装置であれば、ファクシミリ装置に限らず、適用可能で
ある。例えば、パーソナルコンピュータなどの情報端末装置に、ハンズフリー通話機能を
備えたハードウェアおよびハンズフリー通話機能を備えたアプリケーションソフトを搭載
することで実現したハンズフリー通話装置であってもよい。また、ハンズフリー通話機能
を持った単純な電話機であってもよい。
【００６７】
また、上記実施形態では、ファクシミリ装置に設けられたマイク１０８およびスピーカ１
０７を使用してハンズフリー通話を行う場合を示したが、無線回線に接続して通話を行う
場合でも、ハンドフリー通話を行うことなくハンドセット３１１内に設けられたマイクお
よびスピーカを使用して通話を行ってもよい。
【００６８】
さらに、本発明はシステムあるいは装置にプログラムを供給することによって達成される
場合にも適用できることはいうまでもない。この場合、本発明を達成するためのソフトウ
ェアによって表されるプログラムを格納した記憶媒体をシステムあるいは装置に読み出す
ことによってそのシステムあるいは装置が本発明の効果を享受することが可能となる。
【００６９】
図５は記憶媒体としてのＲＯＭ２０８およびＲＯＭ３０２のメモリマップを示す図である
。ＲＯＭ２０８には、図４のフローチャートに示すステップ処理の内、無線電話装置１０
３内のＣＰＵ２０７によって実行される部分のハンズフリー通話処理プログラムモジュー
ルが格納されている。同様に、ＲＯＭ３０２には、図４のフローチャートに示すステップ
処理の内、ファクシミリ装置１０１内のＣＰＵ３０１によって実行される部分のハンズフ
リー通話処理プログラムモジュールが格納されている。
【００７０】
尚、上記プログラムモジュールは、ステップ処理に応じて無線電話装置１０３内のＲＯＭ
２０８およびファクシミリ装置１０１内のＲＯＭ３０２に格納され、それぞれＣＰＵ２０
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７およびＣＰＵ３０１によって実行されるように構成されていたが、無線電話装置１０３
内のＲＯＭ２０８にだけ格納しておき、無線電話装置１０３がファクシミリ装置１０１に
接続されたとき、必要に応じて無線電話装置１０３内のＣＰＵ２０７がファクシミリ装置
１０１内のＣＰＵ３０１に処理プログラムモジュールを転送して実行させるような構成で
あってもよい。
【００７１】
プログラムモジュールを供給する記憶媒体としては、ＲＯＭに限らず、例えばフロッピー
ディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、Ｄ
ＶＤ、磁気テープ、不揮発性のメモリカードなどを用いることができる。
【００７２】

無線電話装置本体を小型化することができて屋外での携帯を容易にでき
、屋内ではファクシミリなどの通信装置を使用して品質の良いハンズフリー通話を行うこ
とができる。したがって、使用状況によって、無線電話装置の使い勝手を向上できる。
【００７３】
このように、無線電話装置は、屋内外での公衆回線や自営の無線回線に接続されて動作す
る通話機能を有し、通信装置に接続された場合、無線アダプタとして動作する。また、通
信装置は、無線電話装置に接続され、無線回線でハンズフリー通話などの音声通信を行う
。さらに、ハンズフリー通話を行う場合、無線電話装置本体の電力消費を抑えることがで
きる。
【００７４】
　また、無線電話装置としてのメリットを損なわず、基地局を介して通話ができるととも
に、この無線電話装置をファクシミリなどの通信装置本体に接続して使用する場合、この
ファクシミリ装置に内蔵されている通話手段、電源回路およびエコーキャンセラを使用し
た通信を行うことができる。
【発明の効果】
　以上のように本発明によれば、 を用いて通話する場合でも、屋内ではファ
クシミリなどの通信装置を使用して品質の良いハンズフリー通話を行うことがで 通信
装置の使い勝手を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施の形態における無線電話装置およびファクシミリ装置の概略的構成を示す図
である。
【図２】無線電話装置１０３の構成を示すブロック図である。
【図３】ファクシミリ装置１０１の構成を示すブロック図である。
【図４】ハンズフリー通話処理手順を示すフローチャートである。
【図５】記憶媒体としてのＲＯＭ２０８およびＲＯＭ３０２のメモリマップを示す図であ
る。
【符号の説明】
１０１　ファクシミリ装置
１０２　接続部
１０３　無線電話装置
１０４　無線回線
２０７、３０１　ＣＰＵ
２０８、３０２　ＲＯＭ
１０５　レシーバ
１０６、１０８　マイク
１０７　スピーカ
２０３　ＡＤＰＣＭコーデック
２１２　通信装置ｉ／ｆ部
２１３、３１０　コネクタ
２１５、２１６　スイッチ
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　以上のように、

無線電話装置
き、



３０７　通信制御ユニット
３０９　無線電話装置ｉ／ｆ部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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