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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＤＥＣＴ端末とＤＥＣＴ通信を行うＤＥＣＴ通信部と、
　前記ＤＥＣＴ通信部とデータの送受信を行い、ＬＴＥ基地局を介してＬＴＥキャリアゲ
ートウェイとＬＴＥ通信を行うＬＴＥ通信部と、
　を具備し、
　前記ＤＥＣＴ通信部は、前記ＬＴＥキャリアゲートウェイとのＬＴＥ回線の接続状態を
確認するための接続確認要求を前記ＬＴＥ通信部に送信し、
　前記ＬＴＥ通信部は、前記ＬＴＥ回線が接続している場合、前記接続確認要求に応答す
る接続確認応答を前記ＤＥＣＴ通信部に送信し、
　前記ＤＥＣＴ通信部は、ＤＥＣＴ回線の接続を要求するためのＤＥＣＴ接続要求を前記
ＤＥＣＴ端末から受信し、かつ、前記接続確認応答を前記ＬＴＥ通信部から受信した場合
、前記ＤＥＣＴ接続要求に応答するＤＥＣＴ接続応答を前記ＤＥＣＴ端末に送信する、
　通信装置。
【請求項２】
　前記ＬＴＥ通信部は、前記ＬＴＥ回線が切断された場合、前記接続確認応答の前記ＤＥ
ＣＴ通信部への送信を停止し、
　前記ＤＥＣＴ通信部は、前記接続確認要求を送信してから所定期間内に前記接続確認応
答を受信しなかった場合、ＬＴＥ回線が切断されたことを示す状態通知信号を前記ＤＥＣ
Ｔ端末に送信する、
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　請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記ＬＴＥ通信部は、前記接続確認要求を前記ＤＥＣＴ通信部から受信すると、前記Ｌ
ＴＥ回線の電波状態が良好であるか若しくは劣化しているかを判定して判定結果を示す情
報を前記ＤＥＣＴ通信部に送信し、
　前記ＤＥＣＴ通信部は、電波状態が劣化していることを示す状態通知信号を前記ＤＥＣ
Ｔ端末に送信する、
　請求項１または請求項２に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記ＬＴＥ通信部は、電界レベルを測定し、前記電界レベルが閾値以上の場合に電波状
態が良好であると判定し、前記電界レベルが前記閾値未満の場合に電波状態が劣化してい
ると判定する、
　請求項３に記載の通信装置。
【請求項５】
　前記ＬＴＥ通信部は、ビットエラー率を測定し、前記ビットエラー率が閾値未満の場合
に電波状態が良好である判定し、前記ビットエラー率が前記閾値以上の場合に電波状態が
劣化していると判定する、
　請求項３に記載の通信装置。
【請求項６】
　無線ＬＡＮ端末と無線ＬＡＮ通信を行う無線ＬＡＮ通信部と、
　前記ＬＴＥ通信部と、前記ＤＥＣＴ通信部、前記無線ＬＡＮ通信部又はＬＡＮ接続機器
との間のデータ転送を仲介するルータと、
　をさらに具備し、
　前記ルータは、音声通信で用いられる前記ＬＴＥ通信部と前記ＤＥＣＴ通信部との間の
データ転送を、データ通信で用いられる前記ＬＴＥ通信部と前記無線ＬＡＮ通信部との間
のデータ転送、又は、データ通信で用いられる前記ＬＴＥ通信部と前記ＬＡＮ接続機器と
の間のデータ転送よりも優先的に行う、
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の通信装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データの転送を行う通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　宅内に設けられたコードレス電話親機と、コードレス電話親機と接続するコードレス子
機と、を備えたコードレス電話システムが普及している。かかるコードレス電話システム
において、コードレス電話親機とコードレス電話子機との間の無線通信用にＤＥＣＴ（Di
gital Enhanced Cordless）規格が策定されている。以下、ＤＥＣＴ規格に則った無線通
信を「ＤＥＣＴ通信」と記載する。また、ＤＥＣＴ通信の回線を「ＤＥＣＴ回線」と記載
する。また、ＤＥＣＴ通信を行う端末装置を「ＤＥＣＴ端末」と記載する。
【０００３】
　近年では、無線ＬＡＮ（Local Area Network）と接続可能なコードレス電話システムが
開発されている（例えば、特許文献１）。
【０００４】
　また、国際標準化団体３ＧＰＰ（3rd Generation Partnership Project）により、携帯
通信端末と基地局との間の無線通信用にＬＴＥ（Long Term Evolution）規格が策定され
ている。以下、ＬＴＥ規格に則った無線通信を「ＬＴＥ通信」と記載する。また、ＬＴＥ
通信の回線を「ＬＴＥ回線」と記載する。また、ＬＴＥ通信を行う基地局を「ＬＴＥ基地
局」と記載する。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１４－１５８１９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　これまで、ＤＥＣＴ通信とＬＴＥ通信との両方を用いた通信システムが存在していなか
った。
【０００７】
　本発明は、ＤＥＣＴ通信とＬＴＥ通信との両方を用いた通信システムを構築すべく、Ｄ
ＥＣＴ端末とＬＴＥ基地局との間でデータの転送を行うことができる通信装置を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る通信装置は、ＤＥＣＴ端末とＤＥＣＴ通信を行うＤＥＣＴ通信部と、前記
ＤＥＣＴ通信部とデータの送受信を行い、ＬＴＥ基地局を介してＬＴＥキャリアゲートウ
ェイとＬＴＥ通信を行うＬＴＥ通信部と、を具備し、前記ＤＥＣＴ通信部は、前記ＬＴＥ
キャリアゲートウェイとのＬＴＥ回線の接続状態を確認するための接続確認要求を前記Ｌ
ＴＥ通信部に送信し、前記ＬＴＥ通信部は、前記ＬＴＥ回線が接続している場合、前記接
続確認要求に応答する接続確認応答を前記ＤＥＣＴ通信部に送信し、前記ＤＥＣＴ通信部
は、ＤＥＣＴ回線の接続を要求するためのＤＥＣＴ接続要求を前記ＤＥＣＴ端末から受信
し、かつ、前記接続確認応答を前記ＬＴＥ通信部から受信した場合、前記ＤＥＣＴ接続要
求に応答するＤＥＣＴ接続応答を前記ＤＥＣＴ端末に送信する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、ＤＥＣＴ端末とＬＴＥ基地局との間でデータの転送を行うことができ
、ＤＥＣＴ通信とＬＴＥ通信との両方を用いた通信システムを構築することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態１に係る通信システムの構成を示すブロック図
【図２】本発明の実施の形態１に係るベースユニットの構成を示すブロック図
【図３】本発明の実施の形態１に係るハンドセットの構成を示すブロック図
【図４】本発明の実施の形態１に係る通信システムの起動時からＬＴＥ回線が接続するま
での動作を示すシーケンス図
【図５】本発明の実施の形態１に係る通信システムのＬＴＥ回線が接続した後の動作を示
すシーケンス図
【図６】本発明の実施の形態１に係る通信システムの再接続の動作を示すシーケンス図
【図７】本発明の実施の形態２に係る通信システムのＬＴＥ回線が接続した後の動作を示
すシーケンス図
【図８】本発明の実施の形態３に係る通信システムの構成を示すブロック図
【図９】本発明の実施の形態３に係るベースユニットの構成を示すブロック図
【図１０】本発明の実施の形態４に係る通信システムの使用周波数を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を適宜参照して、本発明の実施の形態につき、詳細に説明する。
【００１２】
　（実施の形態１）
　＜通信システムの構成＞
　まず、本発明の実施の形態１に係る通信システム１の構成について、図１を用いて詳細
に説明する。
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【００１３】
　通信システム１は、ハンドセット２と、ベースユニット３と、ＬＴＥ基地局４と、ＬＴ
Ｅキャリアゲートウェイ５と、ＩＰ電話キャリア管理サーバ６と、ＩＰ電話機７と、から
主に構成される。
【００１４】
　ＤＥＣＴ端末であるハンドセット２は、ベースユニット３とＤＥＣＴ通信を行う。なお
、ハンドセット２の構成の詳細については後述する。
【００１５】
　ベースユニット３は、ハンドセット２とＤＥＣＴ通信を行い、ＬＴＥ基地局４とＬＴＥ
通信を行う。なお、ベースユニット３の構成の詳細については後述する。
【００１６】
　ＬＴＥ基地局４は、ＬＴＥキャリアゲートウェイ５と有線により接続し、ベースユニッ
ト３とＬＴＥ通信を行う。
【００１７】
　ＬＴＥキャリアゲートウェイ５は、ＬＴＥ基地局４及びＩＰ電話キャリア管理サーバ６
と有線により接続している。
【００１８】
　ＩＰ電話キャリア管理サーバ６は、ＬＴＥキャリアゲートウェイ５及びＩＰ電話機７と
有線により接続している。
【００１９】
　ＩＰ電話機７は、ＩＰ電話キャリア管理サーバ６と有線により接続している。
【００２０】
　＜ベースユニットの構成＞
　次に、本実施の形態に係るベースユニット３の構成について、図２を用いて詳細に説明
する。
【００２１】
　ベースユニット３は、ＬＴＥ通信部３１及びＤＥＣＴ通信部３２を有している。
【００２２】
　ＬＴＥ通信部３１は、ＬＴＥ規格に則った方法により、ＬＴＥ基地局４から受信した受
信信号に対して所定の処理を行ってＤＥＣＴ通信部３２に出力する。また、ＬＴＥ通信部
３１は、ＤＥＣＴ通信部３２から入力したデータに対してＬＴＥ規格に則った方法により
所定の処理を行ってＬＴＥ基地局４に送信する。
【００２３】
　ＬＴＥ通信部３１は、アンテナ３１１と、切替部３１２と、フィルタ３１３と、フィル
タ３１４と、ＬＮＡ（低雑音増幅器）３１５と、増幅器３１６と、周波数変換部３１７と
、ＬＴＥベースバンド信号処理部３１８と、表示部３１９と、を有している。
【００２４】
　アンテナ３１１は、ＬＴＥ基地局４に向けて信号を無線送信し、ＬＴＥ基地局４から無
線送信された信号を受信する。
【００２５】
　切替部３１２は、受信時にはアンテナ３１１とフィルタ３１３とを接続し、送信時には
アンテナ３１１とフィルタ３１４とを接続するように、送信／受信の切替に応じて、アン
テナ３１１の接続先を切り替える。
【００２６】
　フィルタ３１３は、切替部３１２を介してアンテナ３１１から入力した受信信号のうち
所定の周波数の信号を通過させてＬＮＡ３１５に出力する。
【００２７】
　フィルタ３１４は、増幅器３１６から入力した送信信号のうち所定の周波数の信号を通
過させ、切替部３１２を介してアンテナ３１１に出力する。
【００２８】
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　ＬＮＡ３１５は、フィルタ３１３から入力した受信信号を増幅して周波数変換部３１７
に出力する。
【００２９】
　増幅器３１６は、周波数変換部３１７から入力した変調された送信信号を増幅してフィ
ルタ３１４に出力する。
【００３０】
　周波数変換部３１７は、ＬＮＡ３１５から入力した受信信号を所定の周波数にダウンコ
ンバートしてＬＴＥベースバンド信号処理部３１８に出力する。また、周波数変換部３１
７は、ＬＴＥベースバンド信号処理部３１８から入力した送信信号を所定の周波数にアッ
プコンバートして増幅器３１６に出力する。
【００３１】
　ＬＴＥベースバンド信号処理部３１８は、周波数変換部３１７から入力した受信信号に
対して復調及び復号等のベースバンド信号処理を行うことにより受信データを生成し、受
信データをＤＥＣＴベースバンド信号処理部３２１に出力する。また、ＬＴＥベースバン
ド信号処理部３１８は、ＤＥＣＴベースバンド信号処理部３２１から入力した送信データ
に対して制御信号を挿入して符号化及び変調等のベースバンド信号処理を行うことにより
送信信号を生成し、送信信号を周波数変換部３１７に出力する。また、ＬＴＥベースバン
ド信号処理部３１８は、表示部３１９に対して受信レベル等の種々の表示を行うように制
御する。
【００３２】
　表示部３１９は、ＬＴＥベースバンド信号処理部３１８の制御に従って、受信レベル等
の種々の情報を表示する。
【００３３】
　ＤＥＣＴ通信部３２は、ＤＥＣＴ規格に則った方法により、ハンドセット２（ＤＥＣＴ
端末）から受信した受信信号に対して所定の処理を行ってＬＴＥ通信部３１に出力する。
また、ＤＥＣＴ通信部３２は、ＬＴＥ通信部３１から入力したデータに対してＤＥＣＴ規
格に則った方法により所定の処理を行ってハンドセット２に送信する。
【００３４】
　ＤＥＣＴ通信部３２は、ＤＥＣＴベースバンド信号処理部３２１と、周波数変換部３２
２と、ＬＮＡ３２３と、増幅器３２４と、フィルタ３２５と、フィルタ３２６と、切替部
３２７と、アンテナ３２８と、を有している。
【００３５】
　ＤＥＣＴベースバンド信号処理部３２１は、周波数変換部３２２から入力した受信信号
に対して復調及び復号等のベースバンド信号処理を行うことにより受信データを生成し、
受信データをＬＴＥベースバンド信号処理部３１８に出力する。また、ＤＥＣＴベースバ
ンド信号処理部３２１は、ＬＴＥベースバンド信号処理部３１８から入力した送信データ
に対して制御信号を挿入して符号化及び変調等のベースバンド信号処理を行うことにより
送信信号を生成し、送信信号を周波数変換部３２２に出力する。
【００３６】
　周波数変換部３２２は、ＬＮＡ３２３から入力した受信信号を所定の周波数にダウンコ
ンバートしてＤＥＣＴベースバンド信号処理部３２１に出力する。周波数変換部３２２は
、ＤＥＣＴベースバンド信号処理部３２１から入力した送信信号をアップコンバートして
増幅器３２４に出力する。
【００３７】
　ＬＮＡ３２３は、フィルタ３２５から入力した受信信号を増幅して周波数変換部３２２
に出力する。
【００３８】
　増幅器３２４は、周波数変換部３２２から入力した変調された送信信号を増幅してフィ
ルタ３２６に出力する。
【００３９】
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　フィルタ３２５は、切替部３２７を介してアンテナ３２８から入力した受信信号のうち
所定の周波数の信号を通過させてＬＮＡ３２３に出力する。
【００４０】
　フィルタ３２６は、増幅器３２４から入力した送信信号のうち所定の周波数の信号を通
過させ、切替部３２７を介してアンテナ３２８に出力する。
【００４１】
　切替部３２７は、受信時にはアンテナ３２８とフィルタ３２５とを接続し、送信時には
アンテナ３２８とフィルタ３２６とを接続するように、送信／受信の切替に応じて、アン
テナ３２８の接続先を切り替える。
【００４２】
　アンテナ３２８は、ハンドセット２に向けて信号を無線送信し、ハンドセット２から無
線送信された信号を受信する。
【００４３】
　＜ハンドセットの構成＞
　次に、本実施の形態に係るハンドセット２の構成について、図３を用いて詳細に説明す
る。
【００４４】
　ハンドセット２は、アンテナ１８と、切替部１９と、フィルタ２０と、フィルタ２１と
、ＬＮＡ２２と、増幅器２３と、周波数変換部２４と、ベースバンド信号処理部２５と、
音声処理部２６と、スピーカー２７と、マイクロフォン２８と、表示部２９と、を有して
いる。
【００４５】
　アンテナ１８は、ベースユニット３に向けて信号を無線送信し、ベースユニット３から
無線送信された信号を受信する。
【００４６】
　切替部１９は、受信時にはアンテナ１８とフィルタ２０とを接続し、送信時にはアンテ
ナ１８とフィルタ２１とを接続するように、送信／受信の切替に応じて、アンテナ１８の
接続先を切り替える。
【００４７】
　フィルタ２０は、切替部１９を介してアンテナ１８から入力した受信信号のうち所定の
周波数の信号を通過させてＬＮＡ２２に出力する。
【００４８】
　フィルタ２１は、増幅器２３から入力した送信信号のうち所定の周波数の信号を通過さ
せ、切替部１９を介してアンテナ１８に出力する。
【００４９】
　ＬＮＡ２２は、フィルタ２０から入力した受信信号を増幅して周波数変換部２４に出力
する。
【００５０】
　増幅器２３は、周波数変換部２４から入力した変調された送信信号を増幅してフィルタ
２１に出力する。
【００５１】
　周波数変換部２４は、ＬＮＡ２２から入力した受信信号を所定の周波数にダウンコンバ
ートしてベースバンド信号処理部２５に出力する。また、周波数変換部２４は、ベースバ
ンド信号処理部２５から入力した送信信号をアップコンバートして増幅器２３に出力する
。
【００５２】
　ベースバンド信号処理部２５は、周波数変換部２４から入力した受信信号に対して復調
及び復号等のベースバンド信号処理を行うことにより音声データを生成し、音声データを
音声処理部２６に出力する。また、ベースバンド信号処理部２５は、音声処理部２６から
入力した音声データに対して制御信号を挿入して符号化及び変調等のベースバンド信号処
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理を行うことにより送信信号を生成し、送信信号を周波数変換部２４に出力する。また、
ベースバンド信号処理部２５は、表示部２９に対して受信レベル等の種々の表示を行うよ
うに制御する。
【００５３】
　音声処理部２６は、ベースバンド信号処理部２５から入力した音声データに対して音声
処理を行うことによりスピーカー２７から音声を出力させる。また、音声処理部２６は、
マイクロフォン２８を介して入力した音声を音声データに変換する音声処理を行い、音声
データをベースバンド信号処理部２５に出力する。
【００５４】
　表示部２９は、ベースバンド信号処理部２５の制御に従って、受信レベル等の種々の情
報を表示する。
【００５５】
　＜通信システムの起動時からＬＴＥ回線が接続するまでの動作＞
　次に、本実施の形態に係る通信システム１のベースユニット３の起動時からＬＴＥ回線
が接続するまでの動作について、図４を用いて詳細に説明する。
【００５６】
　まず、ベースユニット３が起動して動作を開始する。このとき、ハンドセット２は、Ｄ
ＥＣＴ回線がまだ接続されていないことを報知するために、「No DECT Connection」の文
字情報を表示部２９に表示させる。
【００５７】
　ベースユニット３が起動すると、ステップＳ３１において、ＤＥＣＴ通信部３２からＬ
ＴＥ通信部３１に対して、ＬＴＥキャリアゲートウェイ５との接続状態を確認するための
接続確認要求信号が繰り返し送信される。
【００５８】
　この状態で、ステップＳ３２において、ハンドセット２からＤＥＣＴ通信部３２にＤＥ
ＣＴ登録要求信号が送信されると、ＤＥＣＴ通信部３２はＤＥＣＴ登録処理を行う。ＤＥ
ＣＴ登録処理が完了すると、ステップＳ３３において、ＤＥＣＴ通信部３２からハンドセ
ット２にＤＥＣＴ登録応答信号が送信される。なお、このときには、まだベースユニット
３がＬＴＥ基地局と接続していないため、ハンドセット２は、ＬＴＥ回線がまだ接続され
ていないことを報知するために、「No LTE Connection」の文字情報を表示部２９に表示
させる。
【００５９】
　ステップＳ３４において、ＬＴＥ通信部３１からＬＴＥ基地局４を介してＬＴＥキャリ
アゲートウェイ５にＬＴＥ接続要求信号が送信されると、ＬＴＥキャリアゲートウェイ５
はＬＴＥ接続処理を行う。ＬＴＥ接続処理が完了すると、ステップＳ３５において、ＬＴ
Ｅキャリアゲートウェイ５からＬＴＥ基地局４を介してＬＴＥ通信部３１にＬＴＥ接続応
答信号が送信される。これにより、ＬＴＥ通信部３１とＬＴＥキャリアゲートウェイ５と
が常時接続される。
【００６０】
　なお、ＬＴＥ通信部３１とＬＴＥキャリアゲートウェイ５とが常時接続された後では、
ステップＳ３１において、ＤＥＣＴ通信部３２からＬＴＥ通信部３１に接続確認要求信号
が送信されると、ステップＳ３６において、ＬＴＥ通信部３１からＤＥＣＴ通信部３２に
接続確認応答信号が送信される。
【００６１】
　ＤＥＣＴ通信部３２に接続確認応答信号が受信された後、ステップＳ３７において、Ｄ
ＥＣＴ通信部３２からＬＴＥ通信部３１、ＬＴＥ基地局４及びＬＴＥキャリアゲートウェ
イ５を介してＩＰ電話キャリア管理サーバ６にＳＩＰ登録要求信号が送信されると、ＩＰ
電話キャリア管理サーバ６はＳＩＰ登録処理を行う。ＳＩＰ登録処理が完了すると、ステ
ップＳ３８において、ＩＰ電話キャリア管理サーバ６からＬＴＥキャリアゲートウェイ５
、ＬＴＥ基地局４及びＬＴＥ通信部３１を介してＤＥＣＴ通信部３２にＳＩＰ登録応答信
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号が送信される。
【００６２】
　ＤＥＣＴ通信部３２にＳＩＰ登録応答信号が受信された後、ステップＳ３９において、
ＤＥＣＴ通信部３２からハンドセット２に状態通知信号が送信される。これにより、ハン
ドセット２は、待機中であることを報知するために、「待機中」の文字情報を表示部２９
に表示させる。
【００６３】
　＜通信システムのＬＴＥ回線が接続した後の動作＞
　次に、本実施の形態に係る通信システム１のベースユニット３のＬＴＥ回線が接続した
後の動作について、図５を用いて詳細に説明する。
【００６４】
　まず、通信開始前において、ハンドセット２及びＩＰ電話機７は待機中の状態である。
また、ベースユニット３のＬＴＥ通信部３１とＬＴＥキャリアゲートウェイ５とは、ＬＴ
Ｅ基地局４を介して常時接続状態になっている。
【００６５】
　ステップＳ１において、ハンドセット２のユーザが「発信」の操作を行うことにより、
ハンドセット２からベースユニット３のＤＥＣＴ通信部３２にＤＥＣＴ接続要求信号が送
信される。このとき、ハンドセット２は、「発信」の文字情報を表示部２９に表示させる
。
【００６６】
　また、ステップＳ２において、ＤＥＣＴ通信部３２からＬＴＥ通信部３１に接続確認要
求信号が送信される。なお、図５のステップＳ２で送信される接続確認要求信号は、図４
のステップＳ３１で送信される接続確認要求信号と同一の信号であり、図５では図示を省
略しているが図４と同様に繰り返し送信される。
【００６７】
　ＬＴＥ通信部３１は、接続確認要求信号が受信されると、ＬＴＥキャリアゲートウェイ
５と接続しているか否かを確認する。ＬＴＥキャリアゲートウェイ５と接続している場合
、ステップＳ３において、ＬＴＥ通信部３１からＤＥＣＴ通信部３２に接続確認応答信号
が送信される。なお、図５のステップＳ３で送信される接続確認応答信号は、図４のステ
ップＳ３６で送信される接続確認応答信号と同一の信号であり、図５では図示を省略して
いるが図４と同様に繰り返し送信される。
【００６８】
　ＬＴＥ回線が接続している状態でＤＥＣＴ通信部３２に接続確認応答信号が受信される
と、ステップＳ４において、ＤＥＣＴ通信部３２からハンドセット２にＤＥＣＴ接続応答
信号が送信される。
【００６９】
　その後、ステップＳ５において、ハンドセット２が発呼することにより、ハンドセット
２からＤＥＣＴ通信部３２に発呼信号が送信され、ステップＳ６において、ＤＥＣＴ通信
部３２からＬＴＥ通信部３１、ＬＴＥ基地局４及びＬＴＥキャリアゲートウェイ５を介し
てＩＰ電話キャリア管理サーバ６にＳＩＰ接続要求信号が送信され、ステップＳ７におい
て、ＩＰ電話キャリア管理サーバ６からＩＰ電話機７にＳＩＰ接続要求信号が送信され、
ＩＰ電話機７から着信音が出力される。
【００７０】
　着信音が出力されている間、ステップＳ８において、ＩＰ電話機７からＩＰ電話キャリ
ア管理サーバ６にＳＩＰ呼出中信号が送信され、ステップＳ９において、ＩＰ電話キャリ
ア管理サーバ６からＬＴＥキャリアゲートウェイ５、ＬＴＥ基地局４及びＬＴＥ通信部３
１を介してＤＥＣＴ通信部３２にＳＩＰ呼出中信号が送信され、ステップＳ１０において
、ＤＥＣＴ通信部３２からハンドセット２に呼出中信号が送信され、ハンドセット２から
呼出音が出力される。
【００７１】
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　また、ＩＰ電話機７のユーザが通話開始の操作（オフフック操作）を行うと、ステップ
Ｓ１１において、ＩＰ電話機７からＩＰ電話キャリア管理サーバ６にＳＩＰ応答通知信号
が送信され、ステップＳ１２において、ＩＰ電話キャリア管理サーバ６からＬＴＥキャリ
アゲートウェイ５、ＬＴＥ基地局４及びＬＴＥ通信部３１を介してＤＥＣＴ通信部３２に
ＳＩＰ応答通知信号が送信され、ステップＳ１３において、ＤＥＣＴ通信部３２からハン
ドセット２に通話開始信号が送信される。このとき、ハンドセット２は、「通話」の文字
情報を表示部２９に表示させる。
【００７２】
　また、ステップＳ１４において、ＤＥＣＴ通信部３２からＬＴＥ通信部３１、ＬＴＥ基
地局４及びＬＴＥキャリアゲートウェイ５を介してＩＰ電話キャリア管理サーバ６にＳＩ
Ｐ応答確認信号が送信され、ステップＳ１５において、ＩＰ電話キャリア管理サーバ６か
らＩＰ電話機７にＳＩＰ応答確認信号が送信される。このとき、ＩＰ電話機７は、「通話
」の文字情報を画面に表示する。これにより、ハンドセット２とＩＰ電話機７との間で回
線が接続され、通話可能な状態になる。
【００７３】
　その後、ステップＳ１６において、ハンドセット２のユーザが通話終了の操作（オンフ
ック操作）を行うことにより、ハンドセット２からＤＥＣＴ通信部３２に切断要求信号が
送信され、ステップＳ１７において、ＤＥＣＴ通信部３２からＬＴＥ通信部３１、ＬＴＥ
基地局４及びＬＴＥキャリアゲートウェイ５を介してＩＰ電話キャリア管理サーバ６にＳ
ＩＰ切断要求信号が送信され、ステップＳ１８において、ＩＰ電話キャリア管理サーバ６
からＩＰ電話機７にＳＩＰ切断要求信号が送信される。
【００７４】
　これにより、ハンドセット２とＩＰ電話機７との間で回線が切断され、ＩＰ電話機７は
、待機中の状態になり、「待機中」の文字情報を画面に表示する。
【００７５】
　また、ステップＳ１７と並行して、ステップＳ１９において、ＤＥＣＴ通信部３２から
ハンドセット２に切断応答信号が送信され、ハンドセット２は待機中の状態になり、「待
機中」の文字情報を表示部２９に表示させる。
【００７６】
　ステップＳ１８の後、ステップＳ２０において、ＩＰ電話機７からＩＰ電話キャリア管
理サーバ６にＳＩＰ切断確認信号が送信され、ステップＳ２１において、ＩＰ電話キャリ
ア管理サーバ６からＬＴＥキャリアゲートウェイ５、ＬＴＥ基地局４及びＬＴＥ通信部３
１を介してＤＥＣＴ通信部３２にＳＩＰ切断確認信号が送信される。
【００７７】
　＜通信システムの再接続の動作＞
　次に、本実施の形態に係る通信システム１の再接続の動作について、図６を用いて詳細
に説明する。なお、図６において、図４と同一動作の部分については同一符号を付して、
その説明を省略する。
【００７８】
　ＬＴＥ通信部３１とＬＴＥキャリアゲートウェイ５とがＬＴＥ基地局４を介して接続し
ている状態において、何らかの理由によりＬＴＥ回線を切断することが必要な状況が生じ
たものとする。
【００７９】
　この場合、まず、ステップＳ４１において、ＬＴＥキャリアゲートウェイ５からＬＴＥ
基地局４を介してＬＴＥ通信部３１にＬＴＥ切断通知信号が送信され、ステップＳ４２に
おいて、ＬＴＥ通信部３１からＬＴＥ基地局４を介してＬＴＥキャリアゲートウェイ５に
ＬＴＥ切断応答信号が送信され、ＬＴＥ回線が切断される。
【００８０】
　この状態において、ステップＳ３１において、ＤＥＣＴ通信部３２からＬＴＥ通信部３
１に接続確認要求信号が送信されても、ＬＴＥ通信部３１は、接続確認応答信号をＤＥＣ
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Ｔ通信部３２に送信しない。これにより、ＤＥＣＴ通信部３２は、ＬＴＥ回線が切断され
たことを知ることができる。
【００８１】
　そして、ステップＳ４３において、ＤＥＣＴ通信部３２からハンドセット２に、ＬＴＥ
回線が切断されたことを示す状態通知信号が送信される。これにより、ハンドセット２は
、ＬＴＥ回線がまだ接続されていないことを報知するために、「No LTE Connection」の
文字情報を表示する。
【００８２】
　その後、ＤＥＣＴ通信部３２からＬＴＥ通信部３１に接続確認要求信号が送信される等
、図４と同一の動作が行われる。
【００８３】
　＜効果＞
　以上のように、本実施の形態によれば、ＤＥＣＴ通信部３２は、ＬＴＥ回線が接続され
た状態において、ハンドセット２（ＤＥＣＴ端末）からＤＥＣＴ接続要求を受信した場合
、ＤＥＣＴ接続応答をＤＥＣＴ端末に送信する。これにより、ＬＴＥ回線が接続された状
態においてのみＤＥＣＴ端末の発呼を受け付けることができるので、ＤＥＣＴ端末とＬＴ
Ｅ基地局との間でデータの転送を行うことができ、ＤＥＣＴ通信とＬＴＥ通信との両方を
用いた通信システムを構築することができる。
【００８４】
　（実施の形態２）
　＜概要＞
　Ｏｖｅｒ－Ｔｈｅ－Ｔｏｐ方式のＶｏＩＰ接続では、電波状態が劣化している場合、呼
制御のＳＩＰメッセージの送受信に成功した場合であっても、ＲＴＰプロトコル処理され
た音声データの送受信に失敗する場合を生じる。この場合、音声が無音となる。このよう
な状態になることを避けるためには、一定以上の通信品質を確保する必要がある。
【００８５】
　上記の点に鑑み、本発明の実施の形態２では、ベースユニット３が、ハンドセット２に
電波状態を通知する場合について説明する。なお、本実施の形態の通信システムおよび各
装置の構成、起動時からＬＴＥ回線が接続するまでの動作、再接続の動作は、上記実施の
形態１と同一であるので、その説明を省略する。
【００８６】
　＜通信システムのＬＴＥ回線が接続した後の動作＞
　以下、本実施の形態に係る通信システム１のＬＴＥ回線が接続した後の動作について、
図７を用いて詳細に説明する。なお、図７において、図６と同一動作の部分については同
一符号を付して、その説明を省略する。
【００８７】
　本実施の形態では、ＬＴＥ通信部３１とＬＴＥキャリアゲートウェイ５とがＬＴＥ基地
局４を介して常時接続している状態において、ＬＴＥ通信部３１が接続確認要求信号を受
信すると（ステップＳ３１）、ＬＴＥ通信部３１（ＬＴＥベースバンド信号処理部３１８
）は、ＬＴＥ回線の電波状態を判定する。
【００８８】
　具体的には、ＬＴＥ通信部３１は、電界レベル又はビットエラー率を測定し、測定結果
に基づいて電波状態が良好であるか若しくは劣化しているかを判定する。電界レベルを測
定する場合、ＬＴＥ通信部３１は、電界レベルが閾値以上の場合に電波状態が良好である
と判定し、電界レベルが閾値未満の場合に電波状態が劣化していると判定する。また、ビ
ットエラー率を測定する場合、ＬＴＥ通信部３１は、ビットエラー率が閾値未満の場合に
電波状態が良好である判定し、ビットエラー率が閾値以上の場合に電波状態が劣化してい
ると判定する。
【００８９】
　そして、ステップＳ３６において、ＬＴＥ通信部３１は、ＤＥＣＴ通信部３２に接続確
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認応答信号を送信する際に、電波状態の判定結果を示す情報を接続確認応答信号に含める
。
【００９０】
　電波状態が良好である場合、本実施の形態に係る通信システム１は、実施の形態１と同
様の動作を行う。
【００９１】
　一方、電波状態が劣化している場合、ステップＳ５１において、ＤＥＣＴ通信部３２か
らハンドセット２に、電波状態が劣化していること（ＮＧ）を示す状態通知信号が送信さ
れる。これにより、ハンドセット２（ベースバンド信号処理部２５）は、電波状態が劣化
していることを報知するために、「Low LTE Level」の文字情報を表示部２９に表示させ
る。このとき、ハンドセット２は、ユーザが「発信」の操作を行っても受け付けず、発着
呼動作を行わない。
【００９２】
　また、電波状態が劣化している場合、ベースユニット３の表示部３１９は、典型的には
アンテナピクト型表示によりアンテナを赤色に表示する。
【００９３】
　＜効果＞
　以上のように、本実施の形態によれば、ベースユニット３のＬＴＥ通信部３１がＬＴＥ
回線の電波状態を測定し、ハンドセット２に電波状態を通知し、発着呼動作を停止させる
。これにより、音声が無音となるような状態になることを避けることができる。また、ハ
ンドセット２が、電波状態が劣化していることを報知することができるので、ハンドセッ
ト２のユーザに電波状態の良好な場所への移動を促し、発着呼動作の停止状態の解消に寄
与することができる。
【００９４】
　なお、本実施の形態では、電波状態の判定結果を示す情報を接続確認応答信号に含める
場合について説明したが、本発明はこれに限られず、接続確認応答信号とは別の信号に電
波状態の判定結果を示す情報を含め、当該信号をＬＴＥ通信部３１からＤＥＣＴ通信部３
２に送信しても良い。
【００９５】
　また、本実施の形態では、電波状態が劣化している場合に「Low LTE Level」の文字情
報を表示部２９に表示させる場合について説明したが、本発明はこれに限られず、電波状
態が劣化している場合に、ＬＴＥ回線がまだ接続されていない場合及びＤＥＣＴ回線がま
だ接続されていない場合に表示する文字情報と異なる文字情報を表示部２９に表示させれ
ば良い。
【００９６】
　（実施の形態３）
　＜通信システムの構成＞
　次に、本発明の実施の形態３に係る通信システム１ａの構成について、図８を用いて詳
細に説明する。なお、図８において、図１と同一の構成部分については同一符号を付して
、その説明を省略する。
【００９７】
　通信システム１ａは、ハンドセット２と、ベースユニット３ａと、ＬＴＥ基地局４と、
ＬＴＥキャリアゲートウェイ５と、ＩＰ電話キャリア管理サーバ６と、ＩＰ電話機７と、
ＬＡＮ接続機器８と、無線ＬＡＮ端末９と、を有している。
【００９８】
　ベースユニット３ａは、ハンドセット２とＤＥＣＴ通信を行い、ＬＴＥ基地局４とＬＴ
Ｅ通信を行い、ＬＡＮ接続機器８と無線ＬＡＮの通信を行う。また、ベースユニット３ａ
は、ＬＡＮ接続機器８と有線により接続されている。ここで、無線ＬＡＮ端末９は、典型
的にはスマートフォン又はパーソナルコンンピュータである。また、ＬＡＮ接続機器８は
、典型的にはパーソナルコンピュータである。
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【００９９】
　＜ベースユニットの構成＞
　次に、本実施の形態に係るベースユニット３ａの構成について、図９を用いて詳細に説
明する。なお、図９において、図２と同一構成である部分については同一符号を付して、
その説明を省略する。
【０１００】
　図９に示すベースユニット３ａは、図２に示したベースユニット３に対して、ルータ３
３及び無線ＬＡＮ通信部３４を追加した構成を採る。また、図９に示すベースユニット３
ａにおいて、ＬＴＥ通信部３１とＤＥＣＴ通信部３２とは、ルータ３３を介してデータの
送受信を行う。
【０１０１】
　ＬＴＥベースバンド信号処理部３１８は、周波数変換部３１７から入力した受信信号に
対して復調及び復号等のベースバンド信号処理を行うことにより受信データを生成し、受
信データをルータ３３に出力する。また、ＬＴＥベースバンド信号処理部３１８は、ルー
タ３３から入力した送信データに対して符号化及び変調等のベースバンド信号処理を行う
ことにより送信信号を生成し、送信信号を周波数変換部３１７に出力する。
【０１０２】
　ＤＥＣＴベースバンド信号処理部３２１は、周波数変換部３２２から入力した受信信号
に対して復調及び復号等のベースバンド信号処理を行うことにより受信データを生成し、
受信データをルータ３３に出力する。また、ＤＥＣＴベースバンド信号処理部３２１は、
ルータ３３から入力した送信データに対して符号化及び変調等のベースバンド信号処理を
行うことにより送信信号を生成し、送信信号を周波数変換部３２２に出力する。
【０１０３】
　ルータ３３は、ＬＴＥベースバンド信号処理部３１８と、ＤＥＣＴベースバンド信号処
理部３２１、無線ＬＡＮベースバンド信号処理部３４８又はＬＡＮ接続機器８との間のデ
ータ転送を仲介する。具体的には、ルータ３３は、ＬＴＥベースバンド信号処理部３１８
から入力した受信データ（パケット）を、ＤＥＣＴベースバンド信号処理部３２１、無線
ＬＡＮベースバンド信号処理部３４８又はＬＡＮ接続機器８に出力する。また、ルータ３
３は、ＤＥＣＴベースバンド信号処理部３２１から入力した受信データ、無線ＬＡＮベー
スバンド信号処理部３４８から入力した受信データ、または、ＬＡＮ接続機器８から入力
した受信データをＬＴＥベースバンド信号処理部３１８に出力する。
【０１０４】
　この際、ルータ３３は、ＬＴＥベースバンド信号処理部３１８から入力した受信データ
（音声通信用パケット）をＤＥＣＴベースバンド信号処理部３２１に出力する処理、及び
、ＤＥＣＴベースバンド信号処理部３２１から入力した受信データ（音声通信用パケット
）をＬＴＥベースバンド信号処理部３１８に出力する処理を、他の処理よりも優先的に行
う。換言すれば、ルータ３３は、音声通信で用いられるＬＴＥ通信部３１とＤＥＣＴ通信
部３２との間のデータ転送を、データ通信で用いられるＬＴＥ通信部３１と無線ＬＡＮ通
信部３４との間のデータ転送、又は、データ通信で用いられるＬＴＥ通信部３１とＬＡＮ
接続機器８との間のデータ転送よりも優先的に行う。
【０１０５】
　無線ＬＡＮ通信部３４は、無線ＬＡＮ端末９から受信した受信信号に対して所定の処理
を行ってルータ３３に出力する。また、無線ＬＡＮ通信部３４は、ルータ３３から入力し
たデータに対して所定の処理を行って無線ＬＡＮ端末９に送信する。
【０１０６】
　無線ＬＡＮ通信部３４は、アンテナ３４１と、切替部３４２と、フィルタ３４３と、フ
ィルタ３４４と、ＬＮＡ３４５と、増幅器３４６と、周波数変換部３４７と、無線ＬＡＮ
ベースバンド信号処理部３４８と、制御部３４９と、を有している。
【０１０７】
　アンテナ３４１は、無線ＬＡＮ端末９に向けて信号を無線送信し、無線ＬＡＮ端末９か
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ら無線送信された信号を受信する。
【０１０８】
　切替部３４２は、受信時にはアンテナ３４１とフィルタ３４３とを接続し、送信時には
アンテナ３４１とフィルタ３４４とを接続するように、送信／受信の切替に応じて、アン
テナ３４１の接続先を切り替える。
【０１０９】
　フィルタ３４３は、切替部３４２を介してアンテナ３４１から入力した受信信号のうち
所定の周波数の信号を通過させてＬＮＡ３４５に出力する。
【０１１０】
　フィルタ３４４は、増幅器３４６から入力した送信信号のうち所定の周波数の信号を通
過させ、切替部３４２を介してアンテナ３４１に出力する。
【０１１１】
　ＬＮＡ３４５は、フィルタ３４３から入力した受信信号を増幅して周波数変換部３４７
に出力する。
【０１１２】
　増幅器３４６は、周波数変換部３４７から入力した変調された送信信号を増幅してフィ
ルタ３４４に出力する。
【０１１３】
　周波数変換部３４７は、ＬＮＡ３４５から入力した受信信号を所定の周波数にダウンコ
ンバートして無線ＬＡＮベースバンド信号処理部３４８に出力する。また、周波数変換部
３４７は、無線ＬＡＮベースバンド信号処理部３４８から入力した送信信号を所定の周波
数にアップコンバートして増幅器３４６に出力する。
【０１１４】
　無線ＬＡＮベースバンド信号処理部３４８は、周波数変換部３４７から入力した受信信
号に対して復調及び復号等のベースバンド信号処理を行うことにより受信データを生成し
、受信データをルータ３３に出力する。また、無線ＬＡＮベースバンド信号処理部３４８
は、ルータ３３から入力した送信データに対して制御信号を挿入して符号化及び変調等の
ベースバンド信号処理を行うことにより送信信号を生成し、送信信号を周波数変換部３４
７に出力する。
【０１１５】
　制御部３４９は、周波数変換部３４７及び無線ＬＡＮベースバンド信号処理部３４８の
動作を制御する。
【０１１６】
　なお、通信システム１ａの動作は、図４から図７に示したものと同一であるので、その
説明を省略する。
【０１１７】
　＜効果＞
　このように、本実施の形態によれば、上記実施の形態１、２の効果に加えて、ＤＥＣＴ
通信とＬＡＮ通信との両方を用いた通信システムを構築することができる。また、ルータ
３３が、音声通信で用いられるＬＴＥ通信部３１とＤＥＣＴ通信部３２との間のデータ転
送を優先的に行ことにより、即応性が求められる音声通信において、遅延を抑えることが
できる。
【０１１８】
　（実施の形態４）
　＜概要＞
　ＤＥＣＴ通信では、図１０に示すように、予め割り当てられたサブバンド＃１、＃２の
いずれかを用いて、時分割多重方式によりデータの送受信が行われる。ベースユニット３
（３ａ）のＤＥＣＴ通信部３２は、ハンドセット２毎にサブバンド＃１、＃２のいずれか
を選択する。
【０１１９】
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　一方、ＬＴＥ通信では、予め割り当てられた周波数帯域のいずれかを用いて、周波数分
割多重方式によりデータの送受信が行われる。なお、図１０では、上り回線周波数帯域＃
３と下り回線周波数帯域＃４とが異なるＦＤＤ（周波数分割複信）方式の場合が示されて
いる。
【０１２０】
　ＬＴＥキャリアゲートウェイ５は、ベースユニット３等の通信相手毎に、ＬＴＥ通信に
用いる周波数帯域を選択し、通信相手に指示する。ベースユニット３（３ａ）のＬＴＥ通
信部３１は、ＬＴＥキャリアゲートウェイ５により指示された周波数帯域を用いてデータ
の送受信を行う。
【０１２１】
　ここで、図１０のサブバンド＃１のように、ＤＥＣＴ通信用のサブバンドの中には、Ｌ
ＴＥ通信用の周波数帯域の一つ（図１０の例では下り回線周波数帯域＃４）と隣接するも
の（以下、「隣接サブバンド」という）がある。そして、当該ＬＴＥ通信用の周波数帯域
（以下、「隣接周波数帯域」という）がＬＴＥ通信に使用されているときに隣接サブバン
ドを用いてＤＥＣＴ通信を行うと干渉（混信）が起きるおそれがある。
【０１２２】
　上記の点に鑑み、本発明の実施の形態４では、ベースユニット３が、混信を回避する場
合について説明する。なお、本実施の形態の通信システムおよび各装置の構成は、上記実
施の形態１と同一であるので、その説明を省略する。
【０１２３】
　＜ベースユニットの追加機能＞
　本実施の形態では、ベースユニット３（３ａ）のＤＥＣＴベースバンド信号処理部３２
１が、所定のタイミングで、（１）ＬＴＥベースバンド信号処理部３１８からＬＴＥ通信
に用いられている周波数帯域について通知を受ける、（２）隣接周波数帯域（図１０の＃
４）の電波強度を検出して閾値との比較を行う、あるいは、（３）下り回線の隣接周波数
帯域に対応する上り回線の周波数帯域（図１０の＃３）の電波強度を検出して閾値との比
較を行うことにより、隣接周波数帯域が使用されているか否かを判定する。上記（２）、
（３）の処理では、具体的には、ＤＥＣＴベースバンド信号処理部３２１が、検出した電
波強度が閾値未満の場合には、隣接周波数帯域が使用されていないと判定し、検出した電
波強度が閾値以上の場合には、隣接周波数帯域が使用されていると判定する。
【０１２４】
　そして、ＤＥＣＴベースバンド信号処理部３２１は、ＤＥＣＴ通信用のサブバンドに隣
接する周波数帯域が、ＬＴＥ通信に用いられていると判定した場合、周波数変換部３２２
に対して、全てのハンドセット２との通信において、ＬＴＥ通信に用いられている周波数
帯域に隣接しないサブバンド（図１０の＃２）を用いてＤＥＣＴ通信を行うように制御す
る。
【０１２５】
　このとき、当該サブバンド＃２の許容数を超えてしまう場合には、ＤＥＣＴ通信部３２
は、当該許容数を超えた分のハンドセット２に対して、ＤＥＣＴ回線が切断されたことを
示す状態通知信号を送信する。
【０１２６】
　＜効果＞
　このように、本実施の形態によれば、ＬＴＥ通信で使用する周波数を考慮してＤＥＣＴ
通信で使用する周波数を選択することにより、ＬＴＥ通信とＤＥＣＴ通信とで互いに相手
に干渉を与えることを防ぐことができる。
【０１２７】
　なお、本発明は、部材の種類、配置、個数等は前述の実施の形態に限定されるものでは
なく、その構成要素を同等の作用効果を奏するものに適宜置換する等、発明の要旨を逸脱
しない範囲で適宜変更可能である。
【０１２８】
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　例えば、上記各実施の形態では、ハンドセット２がベースユニット３（３ａ）等を介し
て通信を行う相手装置がＩＰ電話機７である場合について説明したが、本発明はこれに限
られず、ＬＴＥ端末（スマートフォン）等の他の端末であっても良い。
【０１２９】
　また、上記各実施の形態において、回線の接続状態等を、「No DECT Connection」、「
No LTE Connection」「待機中」、「発信」、「Low LTE Level」等の文字情報で表示する
場合について説明したが、本発明はこれに限られず、文字情報に代えて又は文字情報と共
に、音声等により報知してもよい。
【０１３０】
　また、本発明は、回線の接続状態等を、文字情報に代えてアイコンにより表示すること
もできる。
【０１３１】
　また、上記各実施の形態において、ＬＴＥ基地局とＤＥＣＴ端末との間でデータの転送
を行う場合について説明したが、本発明はこれに限られず、ＧＳＭ（登録商標）、ＷＣＤ
ＭＡ（登録商標）等のＬＴＥ以外の広域無線網の基地局とＷＬＡＮ、Bluetooth（登録商
標）等のローカル無線網や近距離無線網により接続される端末との間でデータの転送を行
う場合にも適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１３２】
　本発明に係る通信装置は、ＤＥＣＴ通信とＬＴＥ通信との両方を用いた通信システムに
用いるのに好適である。
【符号の説明】
【０１３３】
　１、１ａ　通信システム
　２　ハンドセット
　３、３ａ　ベースユニット
　３１　ＬＴＥ通信部
　３１１、３２８、３４１　アンテナ
　３１２、３２７、３４２　切替部
　３１３、３１４、３２５、３２６、３４３、３４４　フィルタ
　３１５、３２３、３４５　ＬＮＡ
　３１６、３２４、３４６　増幅器
　３１７、３２２、３４７　周波数変換部
　３１８　ＬＴＥベースバンド信号処理部
　３１９　表示部
　３２　ＤＥＣＴ通信部
　３２１　ＤＥＣＴベースバンド信号処理部
　３３　ルータ
　３４　無線ＬＡＮ通信部
　３４８　無線ＬＡＮベースバンド信号処理部
　３４９　制御部
　４　ＬＴＥ基地局
　５　ＬＴＥキャリアゲートウェイ
　６　ＩＰ電話キャリア管理サーバ
　７　ＩＰ電話機
　８　ＬＡＮ接続機器
　９　無線ＬＡＮ端末
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