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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１台以上の子機とその親機から成るコードレス電話装置であって、
　前記親機は、
　名前情報と電話番号情報とサムネイル画像データを含むデータセットをレコード単位と
して、少なくとも１レコード以上から成る電話帳データを、無線ＩＰ端末から受信し、レ
コード識別情報を各レコードに付与した状態で第１の記憶部に記憶させる電話帳データ受
信部と、
　前記電話帳データを受信してから所定期間内に、前記各データセットのサムネイル画像
データとレコード識別情報とを対応付けて編集した子機転送データを前記子機に送信する
子機転送データ送信部と、
　前記子機に前記電話帳データの中から所定のデータセットを表示する場合に、表示対象
となる前記データセットの名前情報と電話番号情報とレコード識別情報を編集したメッセ
ージを前記子機に送信する第１の呼制御部と、
　を具備し、
　前記子機は、
　前記親機から前記子機転送データ受信し、前記各データセットのサムネイル画像データ
とレコード識別情報とを第２の記憶部に記憶させる子機転送データ受信部と、
　前記親機から前記メッセージを受信した場合に、前記メッセージに含まれる名前情報と
電話番号情報と、前記第２の記憶部に記憶されているサムネイル画像データの中で前記メ
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ッセージのレコード識別情報に対応するものとを所定の表示位置に表示する第２の呼制御
部と、
　を具備する、
　コードレス電話装置。
【請求項２】
　前記第１の呼制御部は、
　固定電話回線から発信者番号情報を付与された着信を検知した場合に、
　前記電話帳データの電話番号情報を検索して、前記発信者番号情報と一致する電話番号
情報のレコード識別情報と、前記レコード識別情報に対応するデータセットの名前情報と
電話番号情報を含む前記メッセージを子機に送信して、前記子機に電話帳データを表示す
ることを指示する、
　請求項１に記載のコードレス電話装置。
【請求項３】
　前記子機転送データ送信部は、前記子機転送データを前記子機に送信した後に、前記第
１の記憶部に記憶されたサムネイル画像データを消去する、
　請求項１または２に記載のコードレス電話装置。
【請求項４】
　前記親機は、
　前記サムネイル画像データを前記転送先子機で利用可能なデータフォーマットに変換す
るサムネイル画像データ変換部を更に具備し、
　前記子機転送データ送信部は、前記サムネイル画像データ変換部にて変換された後のサ
ムネイル画像データと前記レコード識別情報とを対応付けて編集した子機転送データを送
信する、
　請求項１から３のいずれか１項に記載のコードレス電話装置。
【請求項５】
　少なくとも１台以上の子機とその親機から成るコードレス電話装置における電話帳制御
方法であって、
　前記親機は、名前情報と電話番号情報とサムネイル画像データを含むデータセットをレ
コード単位として、複数レコードから成る電話帳データを、無線ＩＰ端末から受信し、レ
コード識別情報を各レコードに付与した状態で記憶し、
　前記親機は、前記無線ＩＰ端末から前記電話帳データを受信してから所定期間内に、前
記各データセットのサムネイル画像データとレコード識別情報とを対応付けて編集した子
機転送データを前記子機に送信し、
　前記子機は、前記親機から受信した前記子機転送データに含まれる前記各データセット
のサムネイル画像データとレコード識別情報とを記憶し、
　前記親機は、前記子機に前記電話帳データの中から所定のデータセットを表示する場合
に、表示対象となる前記データセットの名前情報と電話番号情報とレコード識別情報を編
集したメッセージを前記子機に送信し、
　前記子機は、前記親機から前記メッセージを受信した場合に、前記メッセージに含まれ
る名前情報と電話番号情報と、前記記憶されているサムネイル画像データの中で前記メッ
セージのレコード識別情報に対応するものとを所定の表示位置に表示させる、
　電話帳制御方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コードレス電話装置、及び、このコードレス電話装置における電話帳制御方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　近年、高精度の画像データを表示可能な液晶デバイスを備えた携帯電話機が普及してい
る。このような携帯電話機では、電話帳発信時や、着信時および通話時において、通話相
手の名前情報や電話番号情報と共にサムネイル画像を表示することが一般的になっている
。
【０００３】
　また、携帯電話機で利用しているサムネイル画像データを含む電話帳データを、家庭で
利用しているコードレス電話機においても、利用したいという要望がある。ここで、電話
帳データは、少なくとも、通話相手の名前情報、電話番号情報、およびサムネイル画像デ
ータを含むデータセットを１レコード（管理対象データの単位）とし、複数レコードから
成るデータ構造を採る。なお、電話帳データのレコード情報には、上記の名前情報、電話
番号情報、およびサムネイル画像データの他に、通話相手の国籍、住所、メールアドレス
、所属会社、生年月日等の情報を含めても良い。
【０００４】
　特許文献１には、携帯電話機と内線電話機（または一般加入電話機）とを接続して相互
間で電話帳データを転送することができる電話帳データ転送ステムが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－１０１６３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　複数の子機と、その親機から構成されるコードレス電話装置では、親機で電話帳データ
を記憶、管理し、例えば、加入者回線から発信者番号を付与された着信が有る度に、親機
から子機へ、受信した発信者番号と一致する電話帳データを送信し、子機の表示部に発信
元の名前や電話番号等を着信情報として表示している。
【０００７】
　しかしながら、子機に表示する着信情報に電話帳データのサムネイル画像データ（相手
画像データ）が含まれていると、親機は、電話帳データの名前情報、電話番号情報のテキ
スト形式データと比較してデータ量の大きいサムネイル画像データを送信するため、親機
から子機へのデータ送信が完了するまでに時間を要し、着信があってから電話帳データを
子機に表示させるまでの動作に遅延が生じてしまう。
【０００８】
　また、親機に記憶するサムネイル画像データのサイズが親機の表示部に表示するサイズ
と異なる場合には、子機の表示部に合わせたサイズに変換して子機にデータ送信する必要
があり、子機へのサムネイル画像データの表示を行う度に、親機にてサイズ変換して子機
にデータ送信すると、更なる遅延を招くことになる。
【０００９】
　本発明の目的は、サムネイル画像データを含む電話帳データを子機に表示させるまでの
動作に遅延が生じないようにすることができるコードレス電話装置および電話帳制御方法
を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一態様に係るコードレス電話装置は、少なくとも１台以上の子機とその親機か
ら成るコードレス電話装置であって、前記親機は、名前情報と電話番号情報を含むデータ
セットを１レコード単位として、前記データセットの複数レコードから成る電話帳データ
を記憶する第１の記憶部と、前記子機に前記電話帳データの中から所定のデータセットを
表示する場合に、前記電話帳データの表示対象となる前記データセットと該データセット
を識別するレコード識別情報を編集したメッセージを前記子機に送信する第１の呼制御部
と、を具備し、前記子機は、前記親機に記憶された前記電話帳データのレコード識別情報
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と対応づけられたサムネイル画像データを記憶する第２の記憶部と、前記親機から前記メ
ッセージを受信した場合に、前記メッセージに含まれるデータセットと、前記メッセージ
のレコード識別情報に対応する前記第２の記憶部に記憶されているサムネイル画像データ
を所定の表示位置に表示する第２の呼制御部と、を具備する構成を採る。
【００１１】
　本発明の一態様に係る電話帳制御方法は、少なくとも１台以上の子機とその親機から成
るコードレス電話装置における電話帳制御方法であって、名前情報と電話番号情報とサム
ネイル画像データを含むデータセットをレコード単位として、複数レコードから成る電話
帳データの内、前記名前情報と前記電話番号情報を含むデータセットから成る電話帳デー
タを親機に記憶し、前記親機に記憶された電話帳データのデータセットと対応付けられた
レコード識別情報と前記サムネイル画像データを子機に記憶して、前記親機は、前記子機
に前記電話帳データの中から所定のデータセットを表示する場合に、前記電話帳データの
表示対象となる前記データセットと該データセットを識別するレコード識別情報を編集し
たメッセージを前記子機に送信し、前記子機は、前記親機から前記メッセージを受信した
場合に、前記メッセージに含まれるデータセットと、前記メッセージのレコード識別情報
に対応して前記子機に記憶されているサムネイル画像データを所定の表示位置に表示させ
る。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、コードレス電話装置において、親機に名前情報や電話番号情報のテキ
ストデータを親機に記憶させ、子機には子機にて利用可能な変換後のサムネイル画像デー
タを予め子機に記憶させておくことにより、親機から子機の表示部に電話帳データの表示
を指示する度に、親機から子機にサムネイル画像データの変換および送信を行う必要がな
くなるため、サムネイル画像データを含む電話帳データを子機に表示する際に、親機から
子機に送信するデータ量を削減することができ、サムネイル画像データを含む電話帳デー
タを子機に表示させるまでの動作に遅延が生じないようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施の形態に係るコードレス電話システムの構成を示す模式図
【図２】図１に示したコードレス電話親機の構成を示すブロック図
【図３】図１に示したコードレス電話子機の構成を示すブロック図
【図４】図１に示した携帯電話機（無線ＩＰ端末）の構成を示すブロック図
【図５】着信時の電話帳データの表示処理手順を示すシーケンス図
【図６】図３に示したコードレス電話子機の着信中の表示画面の一例を示す図
【図７】図３に示したコードレス電話子機の通話中の表示画面の一例を示す図
【図８】電話帳操作時の電話帳データの表示処理手順を示すシーケンス図
【図９】図３に示したコードレス電話子機の電話帳操作時の表示画面の一例を示す図
【図１０】電話帳データのデータ転送時の処理手順を示すシーケンス図
【図１１】図４に示した携帯電話機に記憶される電話帳データの一例を示す図
【図１２】図２に示したコードレス電話親機に記憶される電話帳データの一例を示す図
【図１３】図３に示したコードレス電話子機に記憶される電話帳データの一例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００１５】
　（実施の形態）
　図１は、本発明の一実施の形態に係るコードレス電話システムの構成を示す模式図であ
る。以下、図１を用いて、コードレス電話システムの構成について説明する。なお、以下
の説明において、無線ＩＰ端末の一例としてスマートホンを含む携帯電話機を挙げるが、
本発明はこれに限定するものではない。
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【００１６】
　図１では、宅内にコードレス電話親機１０が設けられ、コードレス電話親機１０は、ア
クセスポイント２０を介して、インターネットに接続しており、一方で、固定電話網に接
続している。また、宅内には、コードレス電話親機１０と接続するコードレス電話子機（
ＣＤＬ子機）３０－１、３０－２と、無線ＬＡＮルータ機能を備えたアクセスポイント２
０及び携帯電話網に接続する携帯電話機４０が存在するものとする。なお、特定のコード
レス電話子機を区別しない場合には、コードレス電話子機３０と総称する。
【００１７】
　図１において、コードレス電話子機３０は、コードレス電話親機１０を介して、固定電
話網に接続可能であり、コードレス電話親機１０及びアクセスポイント２０を介して、携
帯電話機４０に接続可能である。携帯電話機４０は、アクセスポイント２０を介して、コ
ードレス電話親機１０と無線ＬＡＮにて接続する。また、携帯電話機４０が、アクセスポ
イント２０及びコードレス電話親機１０を介して、コードレス電話子機３０、固定電話網
に接続可能である。
【００１８】
　図１では、子機と親機との間の無線通信方式にＤＥＣＴ（Digital Enhanced Cordless 
Telecommunications）方式を採用したコードレス電話子機３０であって、コードレス電話
子機３０は、コードレス電話親機１０を介して、固定電話網及び携帯電話機に接続可能で
ある。また、携帯電話機４０は、コードレス電話親機１０を介して、コードレス電話子機
３０及び固定電話網に接続可能で、更に、アクセスポイント２０を介してインターネット
にも接続可能である。
【００１９】
　なお、図１では、携帯電話機４０が、アクセスポイント２０を介して、コードレス電話
親機１０と接続する場合を示しているが、コードレス電話親機１０に無線ＬＡＮリピータ
機能を設け、携帯電話機４０が、コードレス電話親機１０とダイレクトに接続し、コード
レス電話親機１０からアクセスポイント２０を介してインターネットに接続することもで
きる。
【００２０】
　図２は、図１に示したコードレス電話親機１０の構成を示すブロック図である。以下、
図２を用いて、コードレス電話親機１０の構成について説明する。
【００２１】
　ＮＣＵ（Network Control Unit）及びモデム部１０１は、発信時の公衆回線との接続お
よび公衆回線からの着信検出などの電話回線の制御を行う回線制御回路（ＮＣＵ）と、着
信時に公衆回線からの発信者番号情報を受信するモデム部である。
【００２２】
　ＴＡＭ（Telephone Answering Machine）部１０２は、留守番電話メッセージを記憶し
、メッセージの録音及び再生を行う。
【００２３】
　記憶部１０３は、コードレス電話装置の各種設定データ、電話帳データ、発着信履歴情
報、ＳＭＳメッセージ等の子機の通信履歴を含む子機付加情報を記憶する。なお、コード
レス電話装置では、コードレス電話子機３０毎に電話帳データを設ける場合と、全てのコ
ードレス電話子機３０において共通に使用される電話帳データを設ける場合とがある。コ
ードレス電話親機１０は、コードレス電話子機３０毎に設けられた電話帳データ、および
、全てのコードレス電話子機３０において共通に使用される電話帳データの少なくとも一
方を記憶、管理している。
【００２４】
　なお、記憶部１０３に記憶される電話帳データは、少なくとも、通話相手の名前情報、
電話番号情報を含むデータセットを１レコード（管理対象データの単位）とした複数レコ
ードから成るデータ構造を採る。各レコードには、電話帳通番（電話帳データのレコード
番号（データセットを識別するレコード識別情報））が付与される。コードレス電話親機
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１０は、電話帳通番に拠って、指定のデータセットにアクセスし、名前情報等を取り出す
ことができる。コードレス電話親機１０は、当該電話帳データを記憶部１０３に記憶させ
ることにより、自機（親機）が管理する電話帳データとして利用し、電話帳発信や着信時
の相手名前情報等を表示することができる。
【００２５】
　また、記憶部１０３は、子機情報を記憶する。子機情報は、各コードレス電話子機３０
と、各コードレス電話子機３０の接続状態、子機名、子機番号（子機内線番号またはポー
ト番号）、子機の壁紙データ情報（画像フォーマット、色数、画像サイズ等）、サムネイ
ル画像データ情報（画像フォーマット、色数、画像サイズ等）、着信音メモリ情報（メモ
リ容量、または再生時間）および使用ＣＯＤＥＣが対応付けられている。子機名および子
機番号は、子機を識別するための子機識別情報として用いられる。
【００２６】
　音声入出力部１０４は、マイク、スピーカーとＣＯＤＥＣから構成され、着信音の出力
、通話音声の入力出力を行う。
【００２７】
　操作部１０５は、ユーザが操作を行うダイヤル、各種機能ボタンから構成され、ＬＣＤ
（Liquid Crystal Display）部１０６は、各種情報を表示する。
【００２８】
　コードレス電話子機無線Ｉ／Ｆ部１０７は、コードレス電話子機３０との無線データ送
受信回路であり、無線信号の周波数変換を行うＲＦ／ＩＦ部、変調及び復調を行う変復調
部、ＴＤＭＡ信号処理等を行うデジタル信号処理回路から構成される。
【００２９】
　コードレス電話子機制御部１０８は、コードレス電話子機３０との間で制御データを送
受信し、コードレス電話子機３０との間の制御プロトコル（例えば、ＤＥＣＴプロトコル
方式、ＰＨＳプロトコル方式等）に従った発呼、着呼等のプロトコル制御を行う。なお、
以下の説明では、コードレス電話子機３０との間の制御プロトコルにＤＥＣＴ方式を採用
するものとする。
【００３０】
　無線ＬＡＮ　Ｉ／Ｆ部１０９は、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））、
の無線ＬＡＮプロトコル制御を行い、携帯電話機４０との無線データの送受信を行う。な
お、無線ＬＡＮ　Ｉ／Ｆ部１０９は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）やＺｉｇＢｅｅ（
登録商標）等の近距離無線通信技術を用いても良い。
【００３１】
　親機制御部１１０は、コードレス電話親機１０全体を制御する。具体的には、親機制御
部１１０は、親機制御部１１０周辺の各部から発生したイベント、メッセージを受信及び
解析し、発着信呼の状態及び呼接続を制御し、各部に指示する。親機制御部１１０は、呼
制御部１２１、子機転送データ受信部１２２、転送先子機決定部１２３、子機転送データ
変換部１２４および子機転送データ送信部１２５を有する。
【００３２】
　呼制御部１２１は、ＮＣＵ及びモデム部１０１及びコードレス電話子機制御部１０８か
ら受信したイベント、及び、各種メッセージを処理する。
【００３３】
　特に、呼制御部１２１は、加入者回線からＮＣＵ及びモデム部１０１に着信が有った場
合、加入者回線から受信した発信者番号と一致する電話帳データの電話番号情報を検索し
、一致した電話番号情報の属するレコードの電話帳通番（レコード番号）、名前情報およ
び電話番号情報を付与した着信メッセージを、コードレス電話子機３０に送信する。
【００３４】
　また、呼制御部１２１は、コードレス電話子機３０のユーザ操作により電話帳発信を行
う際に、ユーザ操作に応じた電話帳データの表示内容を編集した表示メッセージを、コー
ドレス電話子機３０に送信する。
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【００３５】
　子機転送データ受信部１２２は、無線ＬＡＮ Ｉ／Ｆ部１０９を介して、携帯電話機４
０から、携帯電話機４０に記憶されている各種データ（壁紙データ、着信音データ、電話
帳データ等）と転送先子機情報を編集して指定のコードレス電話子機３０へ各種データの
転送を指示する子機転送データを受信し、記憶部１０３に記憶させる。
【００３６】
　転送先子機決定部１２３は、記憶部１０３に記憶された子機転送データから転送先子機
情報を取り出し、当該転送先子機情報に設定された子機識別情報（子機名、子機内線番号
または子機ポート番号）に基づいて当該子機転送データの転送先のコードレス電話子機３
０を決定する。
【００３７】
　子機転送データ変換部１２４は、記憶部１０３に記憶された子機転送データの種別に基
づいて所定の変換処理を実行する。例えば、子機転送データが電話帳データでサムネイル
画像データが含まれている場合、子機転送データ変換部１２４は、サムネイル画像データ
のサイズを子機情報のコードレス電話子機３０のサムネイルサイズに合わせて変換する。
【００３８】
　子機転送データ送信部１２５は、携帯電話機４０から子機転送データを受信してから所
定期間内に、コードレス電話子機無線Ｉ／Ｆ部１０７を介して、転送先子機決定部１２３
により選択されたコードレス電話子機３０に、子機転送データ変換部１２４によって変換
処理が実行された子機転送データを送信する。また、子機転送データ送信部１２５は、変
換処理を実行できなかった旨を示すメッセージ、あるいは、変換処理を実行した旨を示す
メッセージを携帯電話機４０に通知する。
【００３９】
　特に、子機転送データ送信部１２５は、携帯電話機４０から受信した電話帳データのサ
ムネイル画像データをコードレス電話子機３０に送信する場合、電話帳通番と、変換後の
サムネイル画像データとを対応付けて編集した子機転送データをコードレス電話子機３０
に送信する。
【００４０】
　図３は、図１に示したコードレス電話子機３０の構成を示すブロック図である。以下、
図３を用いて、コードレス電話子機３０の構成について説明する。
【００４１】
　記憶部１３１は、電話帳データ等のコードレス電話子機３０で使用する各種データを所
定の記憶エリアに記憶する。
【００４２】
　なお、記憶部１３１に記憶される電話帳データは、通話相手毎に、電話帳通番およびサ
ムネイル画像データを対応付けたもので、サムネイル画像データは子機のサムネイル画像
サイズに変換された形式で記憶されている。
【００４３】
　音声入出力部１３２は、マイク、スピーカーとＣＯＤＥＣから構成され、着信音の出力
、通話音声の入力出力を行う。
【００４４】
　操作部１３３は、ユーザが操作を行うダイヤル、および、電話帳機能を起動する電話帳
キー等の各種機能ボタンから構成され、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）部１３４は、
各種情報を表示する。
【００４５】
　コードレス電話親機無線Ｉ／Ｆ部１３５は、コードレス電話親機１０との無線データ送
受信回路であり、無線信号の周波数変換を行うＲＦ／ＩＦ部、変調及び復調を行う変復調
部、ＴＤＭＡ信号処理等を行うデジタル信号処理回路から構成される。
【００４６】
　コードレス電話親機制御部１３６は、コードレス電話親機１０との間で制御データを送
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受信し、コードレス電話親機１０との間の制御プロトコル（例えば、ＤＥＣＴプロトコル
方式、ＰＨＳプロトコル方式等）に従った発呼、着呼等のプロトコル制御を行う。
【００４７】
　子機制御部１３７は、コードレス電話子機３０全体を制御する。具体的には、子機制御
部１３７は、子機制御部１３７周辺の各部から発生したイベント、メッセージを受信及び
解析し、発着信呼の状態及び呼接続を制御し、各部に指示する。子機制御部１３７は、呼
制御部１３８および子機転送データ受信部１３９を有する。
【００４８】
　呼制御部１３８は、操作部１３３およびコードレス電話親機制御部１３６から受信した
イベント、及び、各種メッセージを処理する。
【００４９】
　特に、呼制御部１３８は、加入者回線への着信時に、コードレス電話親機１０から電話
帳通番（レコード番号）、名前情報および電話番号情報が付与された着信メッセージを受
信すると、所定の着信音を鳴動させ、着信メッセージに付与されている電話帳データの電
話帳通番、名前情報および電話番号情報を抽出し、当該電話帳通番のサムネイル画像デー
タを記憶部１３１から読み出す。そして、呼制御部１３８は、発信者のサムネイル画像デ
ータ、名前情報および電話番号情報をＬＣＤ部１３４に着信中の表示画面として表示させ
る。
【００５０】
　また、呼制御部１３８は、ユーザが電話帳発信のために行った操作部１３３からの各種
キー入力情報（電話帳キー、次ページキー等）を、コードレス電話親機１０に通知する。
【００５１】
　また、呼制御部１３８は、ユーザが操作部１３３の電話帳キー又は次ページキー押下に
よるキー情報をコードレス電話親機１０に通知すると、コードレス電話親機１０から、電
話帳操作中の画面表示を指示する表示メッセージを受信し、表示メッセージに付与された
電話帳通番、名前情報および電話番号情報を抽出し、当該各電話帳通番のサムネイル画像
データを記憶部１３１から読み出す。そして、呼制御部１３８は、各サムネイル画像デー
タ、名前情報および電話番号情報をＬＣＤ部１３４の所定の位置に配置させた電話帳画面
を表示させる。
【００５２】
　子機転送データ受信部１３９は、コードレス電話親機無線Ｉ／Ｆ部１３５を介して、コ
ードレス電話親機１０からの子機転送データを受信し、子機転送データの種別に応じた記
憶部１３１の所定の記憶エリアに、子機転送データを記憶させる。
【００５３】
　特に、子機転送データ受信部１３９は、電話帳データのサムネイル画像データを受信し
た場合、受信した電話帳通番と、変換後のサムネイル画像データを対応付けて記憶部１３
１に記憶させる。
【００５４】
　図４は、図１に示した携帯電話機４０の構成を示すブロック図である。以下、図４を用
いて、携帯電話機４０の構成について説明する。
【００５５】
　セルラー無線Ｉ／Ｆ部１４１は、携帯電話用アンテナを介して携帯電話基地局との無線
データ送受信を行う。
【００５６】
　記憶部１４２は、携帯電話機４０の各種設定データ、電話帳データ、発着信履歴情報、
ＳＭＳメッセージ、各種画像データ（壁紙データを含む）、音楽データ（着信音データを
含む）等の情報を記憶する。
【００５７】
　なお、記憶部１４２に記憶される電話帳データは、通話相手毎に、名前情報、電話番号
情報およびサムネイル画像データを対応付けたものであるが、住所、メールアドレス、所
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属会社、生年月日等の情報を含めても良い。
【００５８】
　音声入出力部１４３は、マイク、スピーカーから構成され、着信音の出力、通話音声の
入力出力を行う。
【００５９】
　操作部１４４は、ユーザが操作を行うダイヤル、各種機能ボタンから構成され、ＬＣＤ
部１４５は、各種情報を表示する。また、スマートホン等のタッチパネルにて、操作部１
４４とＬＣＤ部１４５を構成しても良い。
【００６０】
　無線ＬＡＮ Ｉ／Ｆ部１４６は、ＩＥＥＥ８０２．１１の無線ＬＡＮプロトコル制御を
行い、コードレス電話親機１０との無線データの送受信を行う。なお、無線ＬＡＮ　Ｉ／
Ｆ部１４６は、コードレス電話親機１０側に合わせてＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）や
ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）等の近距離無線通信技術を用いても良い。
【００６１】
　外部メモリＩ／Ｆ部１４７は、ＳＤカード等の外部メモリを装着可能な形状を有し、装
着された外部メモリとの間でデータの読み出し／書き込みを行う。
【００６２】
　端末制御部１４８は、携帯電話機４０全体を制御する。具体的には、端末制御部１４８
は、端末制御部１４８周辺の各部から発生したイベント、メッセージを受信及び解析し、
発着信呼の状態及び呼接続を制御し、各部に指示する。端末制御部１４８は、セルラー電
話制御部１５１、Ｗｅｂブラウザ制御部１５２、子機転送データ選択部１５３、転送先子
機選択部１５４、子機転送データ変換部１５５および子機転送データ送信部１５６を有す
る。
【００６３】
　セルラー電話制御部１５１は、セルラー無線Ｉ／Ｆ部１４１から受信した呼制御メッセ
ージを処理する。
【００６４】
　Ｗｅｂブラウザ制御部１５２は、セルラー無線Ｉ／Ｆ部１４１、若しくは、無線ＬＡＮ
 Ｉ／Ｆ部１４６を介して、インターネットからＨＴＭＬファイル、画像ファイル、音楽
ファイル等をダウンロードし、Ｗｅｂ画面レイアウトを解析して表示・再生する制御を行
う。
【００６５】
　子機転送データ選択部１５３は、ユーザの操作部１４４（ＬＣＤ部１４５含む）からの
操作に基づいて、記憶部１４２に記憶されたデータ群（壁紙データ、着信音データ、電話
帳データ等）の中からコードレス電話子機３０に転送するデータ（子機転送データ）を選
択し、子機転送データ送信部１５６に出力する。
【００６６】
　転送先子機選択部１５４は、ユーザの操作部１４４（ＬＣＤ部１４５含む）からの操作
に基づいて、データの転送先のコードレス電話子機３０を選択し、子機転送データ送信部
１５６に出力する。なお、転送先子機選択部１５４は、１台、若しくは複数台のコードレ
ス電話子機３０を選択することができる。
【００６７】
　子機転送データ変換部１５５は、子機転送データ選択部１５３から出力された子機転送
データに対して、子機転送データの種別に基づいて所定の変換処理を実行する。子機転送
データが電話帳データである場合、子機転送データ変換部１５５は、子機転送データのサ
ムネイル画像データのサイズをコードレス電話子機３０のサムネイルサイズに変換する。
【００６８】
　子機転送データ送信部１５６は、子機転送データ変換部１５５によって変換処理が実行
された子機転送データを編集する。具体的には、子機転送データ送信部１５６は、子機転
送データのヘッダ部を生成し、ヘッダ部の子機転送データメッセージの転送先子機情報に
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、転送先子機選択部１５４で選択されたコードレス電話子機３０を示す転送先子機識別情
報（子機名、子機内線番号または子機ポート番号）を設定する。そして、子機転送データ
送信部１５６は、編集後の子機転送データを無線ＬＡＮ Ｉ／Ｆ部１４６を介してコード
レス電話親機１０に送信する。
【００６９】
　次に、着信時の電話帳データの表示処理手順について、図５のシーケンス図を用いて説
明する。
【００７０】
　ＳＴ２０１において、加入者回線から発信者番号通知を有する着信があった場合、コー
ドレス電話親機１０では、ＮＣＵ及びモデム部１０１が着信を検知し、発信者番号を受信
すると、着信検知のイベント情報と発信者番号が呼制御部１２１に通知される。ＳＴ２０
２において、呼制御部１２１は、発信者番号と合致する電話帳データを検索する。
【００７１】
　そして、ＳＴ２０３において、呼制御部１２１は、コードレス電話子機３０（子機１）
に対して、受信した発信者番号と一致する電話帳データの電話帳通番、名前情報および電
話番号情報を編集した着信メッセージを送信する。
【００７２】
　なお、コードレス電話親機１０が着信メッセージを送信して加入者回線からの着信を通
知するコードレス電話子機３０は、子機１のみに限らず、コードレス電話親機１０に接続
中の複数台のコードレス電話子機３０（子機１，２）でも良い。また、コードレス電話親
機１０は、受信した発信者番号に応じて特定のコードレス電話子機３０のみに通知するよ
うにしても良い。
【００７３】
　コードレス電話子機３０（子機１）では、呼制御部１３８がコードレス電話親機１０か
らの着信メッセージを受信すると、ＳＴ２０４において、着信音を鳴動させる。
【００７４】
　また、ＳＴ２０５において、当該コードレス電話子機３０（子機１）の呼制御部１３８
は、着信メッセージに付加されている電話帳通番に基づいて、記憶部１３１に記憶されて
いる電話帳データの中から受信した電話帳通番に対応するサムネイル画像データを読み出
す。そして、ＳＴ２０６において、呼制御部１３８は、記憶部１３１から読み出した発信
者のサムネイル画像データと、着信メッセージに付与された名前情報および電話番号情報
をＬＣＤ部１３４の所定の位置配置した着信中表示画面を表示させる。
【００７５】
　図６は、着信中のコードレス電話子機３０の表示画面の一例を示す図である。図７は、
通話中のコードレス電話子機３０の表示画面像の一例を示す図である。図６、図７に示す
ように、着信中あるいは通話中において、コードレス電話子機３０の画面には、通話相手
のサムネイル画像１６１、通話相手の名前情報１６２、通話相手の電話番号情報１６３が
表示される。
【００７６】
　次に、電話帳操作時の電話帳データの表示処理手順について、図８のシーケンス図を用
いて説明する。
【００７７】
　ＳＴ３０１において、ユーザが操作部１３３に具備された電話帳キーを押下すると、Ｓ
Ｔ３０２において、コードレス電話子機３０（子機１）の呼制御部１３８は、コードレス
電話親機１０に、親機の電話帳データを参照して電話発信する電話帳機能の起動を通知す
るキー情報（電話帳）を送信する。
【００７８】
　コードレス電話親機１０の呼制御部１２１は、キー情報（電話帳）を受信すると、ＳＴ
３０３、ＳＴ３０４において、電話帳の初期画面情報である電話帳通番が最初から所定数
ｎの電話帳データの電話帳通番、名前情報および電話番号情報を編集した表示メッセージ
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をコードレス電話子機３０（子機１）に送信する。
【００７９】
　コードレス電話子機３０（子機１）の呼制御部１３８は、所定数ｎの電話帳データを受
信すると、ＳＴ３０５において、各電話帳データの電話帳通番のサムネイル画像データを
記憶部１３１から読み出す。そして、ＳＴ３０６において、コードレス電話子機３０（子
機１）は、所定数ｎのサムネイル画像データ、名前情報および電話番号情報を所定の表示
位置に配置した電話帳の初期画面をＬＣＤ部１３４に表示させる。
【００８０】
　次に、ＳＴ３０７において、ユーザが次ページキーを押下すると、ＳＴ３０８において
、呼制御部１３８は、コードレス電話親機１０に、キー情報（次ページ）を送信する。
【００８１】
　コードレス電話親機１０の呼制御部１２１は、キー情報（次ページ）を受信すると、Ｓ
Ｔ３０９、ＳＴ３１０において、前回送信した最後の電話帳通番の次から所定数ｎの電話
帳データの電話帳通番、名前情報および電話番号情報を編集した表示メッセージをコード
レス電話子機３０（子機１）に送信する。
【００８２】
　コードレス電話子機３０（子機１）の呼制御部１３８は、コードレス電話親機１０から
次の所定数ｎの電話帳画面表示を指示する表示メッセージを受信すると、ＳＴ３１１にお
いて、各電話帳データの電話帳通番のサムネイル画像データを記憶部１３１から読み出す
。そして、ＳＴ３１２において、呼制御部１３８は、所定数ｎのサムネイル画像データ、
名前情報および電話番号情報を所定の表示位置に配置した電話帳画面をＬＣＤ部１３４に
表示させる。
【００８３】
　以下、ユーザの所望の電話帳データが表示されるまで、ＳＴ３０７からＳＴ３１２の処
理が繰り返される。
【００８４】
　図９は、電話帳操作時のコードレス電話子機３０の表示画面の一例を示す図である。図
９に示すように、電話帳操作時において、コードレス電話子機３０の画面には、所定数ｎ
（図９ではｎ＝５）の通話相手候補のサムネイル画像１６１、通話相手の名前情報１６２
、通話相手の電話番号情報１６３が表示される。
【００８５】
　このように、本実施の形態では、予め、電話帳データの名前情報や電話番号情報のテキ
スト情報を親機の記憶部１０３に記憶し、画像データであるサムネイル画像データをコー
ドレス電話子機３０の記憶部１３１に記憶させておく。これにより、着信時や電話帳操作
時に子機の表示部に電話帳データを表示する際、コードレス電話親機１０からコードレス
電話子機３０に画像データであるサムネイル画像データを送信することなく、コードレス
電話子機３０に電話帳データを表示させることができる。したがって、サムネイル画像デ
ータを含む電話帳データを子機に表示させるまでの動作に遅延が生じないようにすること
ができる。
【００８６】
　次に、携帯電話機４０から、サムネイル画像データを含む電話帳データをコードレス電
話親機１０に送信し、コードレス電話親機１０の記憶部１０３とコードレス電話子機３０
の記憶部１３６に電話帳データを配置する処理手順について、図１０のシーケンス図を用
いて説明する。なお、携帯電話機４０には、図１１に示すように、通話相手の名前情報、
電話番号情報、およびサムネイル画像データを含むデータセットを１レコード（管理対象
データの単位）とし、複数レコードから成る電話帳データが記憶される。
【００８７】
　まず、ＳＴ４０１において、携帯電話機４０が、記憶部１４２に記憶された、名前情報
、電話番号情報およびサムネイル画像データを対応付けた電話帳データを子機転送データ
選択部１５３にて選択し、子機転送データ（電話帳データ）の転送先となる子機（子機１
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、子機２）を転送先子機選択部で指定し、子機転送データ（電話帳データ）をコードレス
電話親機１０に送信する。
【００８８】
　次に、ＳＴ４０２において、コードレス電話親機１０は、受信した電話帳データを記憶
部１０３の電話帳データの記憶エリアに保存する。なお、コードレス電話親機１０は、レ
コード単位に、携帯電話機４０から受信した電話帳データの電話番号情報と、記憶されて
いる電話番号情報とのマッチングにより、電話帳データのデータセットを書き込むレコー
ドを判断する。具体的には、双方の電話番号情報が、一致すれば、一致したレコードの記
憶エリアにデータセットを書き込み、一致しなければ、新規のレコードとして、コードレ
ス電話親機１０の電話帳データの空きレコードに、携帯電話機４０から受信した電話帳デ
ータのデータセットを書き込む。
【００８９】
　次に、ＳＴ４０３、ＳＴ４０４において、コードレス電話親機１０は、転送先子機決定
部１２３、子機転送データ変換部１２４および子機転送データ送信部１２５での処理を経
て、受信した子機転送データ（電話帳データ）の転送先子機（子機１、子機２）を決定す
る。そして、コードレス電話親機１０は、必要に応じて、受信したサムネイル画像データ
に転送先子機の画面サイブに合わせたサイズ変換処理を行った後、各コードレス電話子機
３０（子機１、子機２）に対して、子機転送データ（電話帳データ）を送信する。
【００９０】
　なお、コードレス電話子機３０（子機１、子機２）に送信される電話帳データには、携
帯電話機４０から受信した電話帳データの全レコードの名前情報、電話番号情報およびサ
ムネイル画像データに加え、コードレス電話親機１０の電話帳の電話帳通番（レコード番
号）が付与される。ただし、図１０のＳＴ４０３、ＳＴ４０４に示す通り、コードレス電
話親機１０は、サムネイル画像データと該サムネイル画像データが保存されている電話帳
の電話帳通番（レコード番号）だけを送信しても良い。
【００９１】
　そして、コードレス電話親機１０は、コードレス電話子機３０への電話帳データの送信
を完了すると、コードレス電話子機３０の記憶部１３１に、コードレス電話親機１０の電
話帳の電話帳通番と対応付けてサムネイル画像データを保存することができたので、記憶
部１０３に保存したサムネイル画像データを消去し、記憶部１０３のメモリを解放する。
【００９２】
　次に、ＳＴ４０５、ＳＴ４０６において、各コードレス電話子機３０（子機１、子機２
）の子機転送データ受信部１３９は、コードレス電話親機１０から受信した電話帳データ
を記憶部１３１に記憶する。
【００９３】
　この結果、コードレス電話親機１０には、図１２に示すように、電話帳通番、名前情報
および電話番号情報を対応付けた電話帳データが記憶される。また、各コードレス電話子
機３０には、図１３に示すように、電話帳通番およびサムネイル画像データを対応付けた
電話帳データが記憶される。
【００９４】
　このように、本実施の形態では、コードレス電話子機３０のサイズに合わせて変換した
サムネイル画像データを予めコードレス電話子機３０に記憶させておくことにより、着信
がある度に、コードレス電話親機１０からコードレス電話子機３０にサムネイル画像デー
タの変換および送信を行う必要がなくなる。したがって、着信があってから、サムネイル
画像データを含む電話帳データを子機に表示させるまでの動作に遅延が生じないようにす
ることができる。また、電話帳データの内、電話帳通番と、変換後のサムネイル画像デー
タのみを予めコードレス電話子機３０に記憶させることにより、一般的に容量が小さいコ
ードレス電話子機３０の記憶部の保存領域を節約することができる。
【００９５】
　また、上記実施の形態では、コードレス電話親機１０が、コードレス電話子機３０に電
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話帳データを送信した後、サムネイル画像データを消去して、親機に名前情報と電話番号
情報から成るテキスト情報を記憶し、子機にサムネイル画像データ（画像データ）を記憶
する場合について説明したが、本発明はこれに限られず、コードレス電話親機１０が、サ
ムネイル画像データを消去せずに親機と子機の両方でサムネイル画像データを保存して、
親機のサムネイル画像データを、子機側のサムネイル画像データが誤って消失した際のバ
ックアップ・復旧用データとして、記憶させても良い。
【００９６】
　また、上記実施の形態では、コードレス電話親機１０の電話帳データの電話帳通番（レ
コード番号）を付与したメッセージを送信することに拠って、コードレス電話子機３０に
て電話帳通番に対応付けられたサムネイル画像データを読み出し、表示させたが、子機側
に電話帳データの電話番号情報とサムネイル画像データから成るレコードを記憶させて、
親機から電話帳通番を付与せず電話番号情報を付与したメッセージを送信して、子機側に
て、受信したメッセージの電話番号情報をレコード識別情報として用いて、メッセージ受
信した電話番号情報と一致する子機側の電話番号情報のレコードを取得し、該レコードの
サムネイル画像データを子機に表示させても良い。
【産業上の利用可能性】
【００９７】
　本発明は、複数の子機と、その親機から構成されるコードレス電話装置に用いるに好適
である。
【符号の説明】
【００９８】
　１０　コードレス電話親機
　２０　アクセスポイント
　３０　コードレス電話子機
　４０　携帯電話機
　１０１　ＮＣＵ及びモデム部
　１０２　ＴＡＭ部
　１０３、１３１、１４２　記憶部
　１０４、１３２、１４３　音声入出力部
　１０５、１３３、１４４　操作部
　１０６、１３４、１４５　ＬＣＤ部
　１０７　コードレス電話子機無線Ｉ／Ｆ部
　１０８　コードレス電話子機制御部
　１０９、１４６　無線ＬＡＮ Ｉ／Ｆ部
　１１０　親機制御部
　１２１、１３８　呼制御部
　１２２、１３９　子機転送データ受信部
　１２３　転送先子機決定部
　１２４、１５５　子機転送データ変換部
　１２５　子機転送データ送信部
　１３５　コードレス電話親機無線Ｉ／Ｆ部
　１３６　コードレス電話親機制御部
　１３７　子機制御部
　１４１　セルラー無線Ｉ／Ｆ部
　１４７　外部メモリＩ／Ｆ部
　１４８　端末制御部
　１５１　セルラー電話制御部
　１５２　Ｗｅｂブラウザ制御部
　１５３　子機転送データ選択部
　１５４　転送先子機選択部
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　１５６　子機転送データ送信部                                                  
                          
【要約】
【課題】着信があってから、サムネイル画像データを含む電話帳データを子機に表示させ
るまでの動作に遅延が生じないようにすること。
【解決手段】記憶部１０３に記憶される電話帳データは、通話相手毎に、電話帳通番、名
前情報、電話番号情報およびサムネイル画像データを対応付けたものである。子機転送デ
ータ送信部１２５は、電話帳データについては、電話帳通番と、変換後のサムネイル画像
データのみを対応付けてコードレス電話子機に送信する。呼制御部１２１は、加入者回線
から特定のコードレス電話子機宛に着信が有った場合、当該コードレス電話子機に、着信
情報と共に、発信者の電話帳データの電話帳通番、名前情報および電話番号情報を送信す
る。
【選択図】図２

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１３】
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