
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電話回線と接続するとともにファクシミリ通信手順を実行可能な親機と、この親機と無
線接続する子機ファクスとからなり、

前記子機ファクスが前記親機と無線接続処理を経て電話回線を介して通信相
手と通信している間に前記通信相手のエラーにより通信断があった場合、前記親機は

前記通信断を検知して前記子機ファクスに対して通信断を通知

することを特徴とする無線通信システム。
【請求項２】
 電話回線と接続するとともにファクシミリ通信手順を実行可能な親機と、この親機と無
線接続する子機ファクスとからなり、

前記子機ファクスが前記親機と無線接続処理を経て電話回線を介して通信相
手と通信している間に前記通信相手のエラーにより通信断があった場合、前記親機は

前記通信断を検知した後も
前記子機ファ

クスとの通信を継続して 送信データを 蓄積し、前記子機
との無線接続終了後、前記通信相手と回線を再接続して前記蓄積した送信データを送信す
ることを特徴とする無線通信システム。
【発明の詳細な説明】
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前記親機が電話回線を監視して極性反転信号の検出
を常に行い、

前記
極性反転信号の検出により
し、前記子機ファクスは前記通信断の通知を受けて送信データを前記親機に送信すること
を中止

前記親機が電話回線を監視して極性反転信号の検出
を常に行い、

前記
極性反転信号の検出により 次頁のデータが続く旨の信号を送信
してきた子機ファクスに対し、擬似的に肯定応答信号を返信することにより

前記子機ファクスからの 最後まで



【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は電話回線と接続するとともにファクシミリ通信手順を実行可能な親機と、親機と
無線接続する子機ファクスとからなる無線通信システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
電話回線と接続する親機ファクスと、この親機ファクスと無線接続する複数の子機ファク
スとからなる無線通信システムが近年開発されている。このようなシステムでは子機ファ
クスは親機ファクスと無線接続した後、電話回線を介して通信相手と通信手順を確立し通
信する。また、電話回線より着信があると親機ファクスは自身で受信するか、子機ファク
スと無線接続して子機ファクスに受信させる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
子機ファクスが電話回線により通信を行う場合、まず親機ファクスと無線接続した後、電
話回線を介して通信相手と接続処理を行うが、無線接続中または終了後、親機ファクスに
着信があると、着信処理が優先され、無線接続は断となる。このため子機は着信処理が終
わった後に再度無線接続を行うが、再び着信があると、無線接続が無駄になる。
【０００４】
また、子機ファクスが親機ファクスを介して電話回線で相手と通信しているとき、相手側
のエラー等で電話回線が断となることがあるが、子機ファクスには断となったことがわか
らないため、親機ファクスに対してそのまま通信を続行し、データを無駄に送信していた
。
【０００５】
本発明は、上述の問題点に鑑みてなされたもので、子機ファクスと無線接続した後に電話
回線に着信があり、無線接続を断とした場合は、着信処理後、電話回線を確保して次の無
線接続により電話回線を介した通信が行えるようにすることを目的とする。また、子機フ
ァクスが電話回線を介して通信中、回線断となったときは、親機は通信断を子機ファクス
に通知し、子機ファクスが親機にデータを無駄に送信するのを防止することを目的とする
。さらに子機ファクスが電話回線を介して通信中、回線断となったときは、親機が子機フ
ァクスからの送信データを蓄積し、回線接続後、代行送信出来るようにすることを目的と
する。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため請求項１の発明では、電話回線と接続するとともにファクシミ
リ通信手順を実行可能な親機と、この親機と無線接続する子機ファクスとからなり、

前記子機ファクスが前記親機
と無線接続処理を経て電話回線を介して通信相手と通信している間に前記通信相手のエラ
ーにより通信断があった場合、前記親機は 前記通信断を検
知して前記子機ファクスに対して通信断を通知

する。
【０００７】
　　請求項２の発明では、電話回線と接続するとともにファクシミリ通信手順を実行可能
な親機と、この親機と無線接続する子機ファクスとからなり、

前記子機ファクスが前記親機と無線接続処理を経て
電話回線を介して通信相手と通信している間に前記通信相手のエラーにより通信断があっ
た場合、前記親機は 前記通信断を検知した後も

前記子機ファクスとの通信を継続して 送信データを
蓄積し、前記子機との無線接続終了後、前記通信相手と回線を再接続して前記蓄積

した送信データを送信する。
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前記
親機が電話回線を監視して極性反転信号の検出を常に行い、

前記極性反転信号の検出により
し、前記子機ファクスは前記通信断の通知

を受けて送信データを前記親機に送信することを中止

前記親機が電話回線を監視
して極性反転信号の検出を常に行い、

前記極性反転信号の検出により 次頁のデー
タが続く旨の信号を送信してきた子機ファクスに対し、擬似的に肯定応答信号を返信する
ことにより 前記子機ファクスからの 最
後まで



【００１２】
【実施例】

子機ファクスが親機と無線接続し、電話回線を介して相手と通信し
ているときに 通信断となったとき、親機は極性反転やビジートー
ンの検出などにより、通信断を検知できるが、無線接続された子機ファクスは通信断がわ
からずデータを親機に送信するので、親機より子機ファクスに通信断を通知し、親機への
データ送信を中止させる。

子機ファクスが親機と無線接続し、電話回線を介して相手と通信し
ているとき、 通信断となった時、親機は、子機ファクスからのデ
ータを蓄積して、子機ファクスの通信を完了させる。その後親機は通信断となった相手と
通信を再開し、蓄積したデータを送信して、子機ファクスの通信を完了させる。これによ
り子機ファクスは通信相手との通信断にかかわらず通信を完了できるので、再度の無線接
続および電話回線による再通信を行う必要がなくなり、使い良いシステムとなる。
以下、本発明の実施例を図面を参照して説明する。
【００１３】
図１は実施例の構成を示すブロック図である。無線通信システムは電話回線１に接続され
た親機ファクスと、親機ファクスと無線接続される１つまたは複数の子機ファクスとから
構成される。親機ファクスは電話回線１と接続している。回線制御部２は電話回線１と接
続され、発呼、復旧、ダイヤル等の回線交換網の接続制御を行う。受話／送話部３は内蔵
の電話機である。モデム４は送受信する画像データの変調、復調を行う。通話回路部５は
電話と画像データの切り換えを行う。キー操作部６は電話番号等のデータを入力するのに
使われる。読取／記録部７は原稿を読取って画像データとし、受信したデータを印字記録
する。画像メモリ８は受信したデータ等を格納し、コーディク９は送信するデータを符号
化して圧縮し、受信したデータを復号化して元のデータに復元する。多重分離部１０は無
線するデータを時分割し、無線部１１は子機ファクスとの間で時分割による無線通信を行
う。子機ファクスは無線部と、ファクシミリ部および電話機能を有している。なお、親機
ファクスはファクス通信を子機に行わせる時は自身はファクシミリ通信手順を実行可能で
あればよく、ファクシミリ装置としてのプリンタやスキャナを有しなくてもよい。
【００１４】
上述の構成により以下の動作を行う各実施例について説明する。
図２は第１実施例の通信手順図である。第１実施例は親機ファクスに子機ファクスが無線
接続した時、親機ファクスに着信があった場合、その着信処理後、子機ファクスが電話回
線を介して外線と直ちに通信できるようにしたものである。図２において、左側に子機フ
ァクスがあり、本実施例では発呼側となる。右側に子機ファクスの通信相手のファクスが
あり、着呼側となっている。間に親機ファクスと電話回線がある。まず子機ファクスは親
機ファクスと無線接続する必要があり、これをリンクチャネル確立という。このため子機
ファクスはリンクチャネル確立要求をし、親機ファクスはリンクチャネル割当をする。こ
れによりリンクチャネルが確立する。
【００１５】
リンクチャネルが確立した後、回線から親機ファクスに着信された場合を想定する。親機
ファクスは着信があると、この着信を優先し、回線の交換機との間を閉結する。これによ
り、この着信を行った相手との電話による通話、ファクスによる画像データの通信が可能
となる。この閉結を行った際、子機ファクスの識別番号ＩＤをメモリに記憶する。一方子
機ファクスは着信を知らないので、電話回線を介して、相手ファクスとファクシミリ通信
を行うべく呼設定信号を親機ファクスに送信してくる。これに対して親機ファクスは外線
が着信したため、子機ファクスとの接続を切断する信号を送出し、さらに接続している全
ての子機ファクスに外信が着信した旨を同報する。これにより全ての子機ファクスは外線
への発信ができないことを認識する。このようにした上で親機ファクスは着信した発信相
手と電話による通話またはファクシミリによる通信を行う。この場合、親機ファクスは自
身が通話、または通信せず、子機ファクスを指定して、通話または通信させることができ
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請求項１の発明では、
通信相手のエラーにより

請求項２の発明では、
通信相手のエラーにより



る。通話または通信が終了すると回線を解放するが、直ちに閉結し、着信を排除して回線
を確保する。このとき、親機ファクスに電話回線により通話または通信しても話中の信号
が出されるので、外線からの着信は起こらない。
【００１６】
このように閉結した後、ＩＤ番号を記憶した子機ファクスに対して、回線が使えることを
知らせて送信許可を与える。これを受けて子機ファクスは再びリンクチャネル確立要求を
出し、リンクチャネルを確立して無線接続を行い、呼設定から始まるファクシミリ通信の
回線確立の手順を行う。親機ファクスはこれに応じてダイヤルし、相手ファクスと回線確
立をする。これに続いて子機ファクスと相手ファクスとの間でＦＡＸ通信が行われる。こ
のように、本実施例では子機ファクスは親機の外線着信により外線との通信を１度待たさ
れても、その着信処理終了後、直ちに電話回線を介しての通信が可能になる。
【００１７】
図３，図４は第１実施例の親機ファクスの動作フロー図である。図３において、親機ファ
クスはアイドル期間後（Ｓ１）、公衆回線（電話回線）を監視し、着信したか調べ（Ｓ２
）、着信すれば、電話による通話またはファクシミリによる通信処理を行う（Ｓ３）。着
信がなければ子機ファクスとの無線回線を監視し、接続要求があるかを調べる（Ｓ４）。
無線回線の接続要求が子機ファクスからあれば、接続回線の解析をして（Ｓ５）、子機フ
ァクス同志または子機ファクスと親機ファクスとの内線であれば内線通話又は通信処理を
行う（Ｓ６）。また公衆回線を介した外線要求であれば、公衆回線を監視して着信がある
か調べ（Ｓ７）、着信がなければ、接続要求した子機ファクスの外線通話又は通信処理を
行う。着信があった場合は、子機ファクスとの無線回路の切断処理をし（Ｓ９）、その子
機ファクスの識別番号ＩＤをメモリに記憶する（Ｓ１０）。また、これと共に全ての子機
ファクスに外線着信があった旨の同報を行う（Ｓ１１）。
【００１８】
図４において、親機ファクスは着信処理を行うが、自身で行うかいずれかの子機ファクス
に行わせるかを決めて、通話又は通信を行う（Ｓ１２）。この場合、ＩＤを記憶された子
機ファクスとなることもある。着信処理が終了すると回線を開放するが（Ｓ１３）、直ち
に回線を閉結し、話中の状態にして、着信を防止し、回線を確保する（Ｓ１４）。次にメ
モリに記憶したＩＤ番号の子機ファクスに送信できる旨の報知を行い（Ｓ１５）、その子
機ファクスからの無線接続要求がくるのを監視する（Ｓ１６）。接続要求がくると、無線
回線接続処理を行い（Ｓ１７）、その後、公衆回線を介してのファクス送信処理を相手フ
ァクスとの間で行う（Ｓ１８）。ファクス送信終了後、無線回線切断処理を行い（Ｓ１９
）、回線を開放する（Ｓ２０）。
【００１９】
図５，図６は第１実施例の子機ファクスの動作フロー図である。図５において、アイドル
期間にファクス送信要求を行う（Ｓ２１）。ファクス送信要求は、スタートボタンを押し
たり、または送信原稿を読取位置に設定することにより行われる。次に無線回線確立要求
を出し、その許可を待ち（Ｓ２２）、許可されると、無線回線接続処理を行い、リンクチ
ャネルを確立する（Ｓ２３）。この接続が正常であれば、公衆回線によるファクス送信を
通常に行う（Ｓ２４）。正常に接続されず切断される場合、公衆回線への着信による切断
か調べ（Ｓ２５）、着信によるものでなければ、異常事態として例外処理する（Ｓ２６）
。着信による場合は無線回線が切断される（Ｓ２７）。この後親機ファクスから全子機フ
ァクスに着信により外線とは接続できない旨の同報あった場合（Ｓ２８）、この無線回線
を切断された子機ファクスがこの着信に応答してオフフックする場合は（Ｓ２９）、着信
した相手と通常に通話又は通信を行う（Ｓ３０）。また同報がない場合や、オフフックし
ない場合、着信処理が終わるのを待つ。
【００２０】
図６において、無線回線を切断された子機ファクスは、送信許可の通知がくるのを待ち（
Ｓ３１）、この許可が下りると、無線回線確立要求をし、この許可を待つ（Ｓ３２）。許
可があれば親機ファクスと無線回線を接続し（Ｓ３３）、引き続いて公衆回線により相手
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ファクスと回線確立してファクス送信を行う（Ｓ３４）。ファクス送信終了後無線回線切
断処理を行い（Ｓ３５）、終了する。
【００２１】
次に第２実施例を説明する。図７は第２実施例の通信手順図である。本実施例は、子機フ
ァクスが親機ファクスを介して相手ファクスと通信中に電話回線で通信断があった場合、
子機ファクスはこれを検知できず、そのまま送信するのでこれを防止するため、親機ファ
クスより子機ファクスに回線断を報知して、送信を中止させるようにしたものである。図
７において子機ファクスは親機ファクスとリンクチャネルを確立して、無線接続を行い、
呼設定から始まるファクシミリ通信の回線確立の手順を行う。親機ファクスはこれに応じ
てダイヤルし、相手ファクスとの回線確立をする。引き続いて子機ファクスと相手ファク
スとで電話回線を介してファクス通信が行われるが、この間親機ファクスは電話回路の極
性反転やビジートーンを監視しており、親機ファクスはこの極性反転やビジートーンを検
出すると、子機ファクスに回線断を報知し、子機ファクスとの無線回線を切断する。切断
が完了すると子機ファクスから切断完了の通知がくる。回線が切断した場合、子機ファク
スに通知することにより、子機ファクスは送信データを親機ファクスに無線送信すること
を中止するので、無駄な送信や無線回線の接続を防止できる。従来は回線断しても子機フ
ァクスには通知されないため、無線回線を接続したまま親機ファクスにデータを送信して
いた。
【００２２】
図８は第２実施例の親機ファクスの動作フロー図である。アイドル期間が終わると（Ｓ４
０）、無線回線を監視して、子機ファクスから無線接続要求があるか調べ（Ｓ４１）。接
続要求があれば、無線回線の接続をし（Ｓ４２）、電話回線を閉結する（Ｓ４３）。この
後、ファクシミリ通信の手順が行われ、子機ファクスと相手ファクスとのファクシミリ通
信が行われる。親機ファクスは電話回線を監視し、回線断を示す極性反転信号の検出を常
に行っており（Ｓ４４）、回線断がなくファクス送信が正常に終了した場合は（Ｓ４５）
、回線を解放し（Ｓ４６）、子機ファクスとの無線回線の切断処理を行い（Ｓ４７）、終
了する。極性反転が発生し、回線断となると（Ｓ４４）、回線を開放して（Ｓ４８）、子
機ファクスとの無線回線の切断処理を行い（Ｓ４９）、回線断を子機ファクスに報知する
（Ｓ５０）。これにより子機ファクスは送信したデータが相手ファクスに送信されなかっ
たことを知り、再度送信するなどの対策をとることができる。
【００２３】
図９は第２実施例の子機ファクスの動作フロー図である。アイドル期間にファクス送信要
求を行う。これはスタートボタンを押すとか送信原稿を設定するとかにより行われる。無
線回線確立を要求し、親機ファクスにより許可されると（Ｓ５２）、無線回線を接続し（
Ｓ５３）、続いてファクシミリ通信の回線確立の手順を実施し、相手ファクスへファクス
送信を行う（Ｓ５４）。正常に終了すればファクシミリ通信は終了するが、通信途中で回
線断の報知を受けると（Ｓ５５）、無線回線を切断し（Ｓ５６）、通信を終了する。
【００２４】
次に第３実施例を説明する。本実施例は第２実施例が回線断を子機ファクスに通知して通
信を終了したのに対して、回線断した場合、子機ファクスからの回線断以降の送信データ
を親機ファクスが画像メモリに記憶し、再度回線接続を行って相手ファクスに記憶したデ
ータを送信してファクシミリ通信を完了させるようにしたものである。これにより子機フ
ァクスは回線断に関係なく、ファクス送信を完了することができる。
【００２５】
図１０は第３実施例の通信手順図である。本図は子機ファクスと相手ファクスとで通信中
、回線断までは図７に示した第２実施例と同一である。回線断を極性反転により検出する
と、親機ファクスは回線を開放し、相手ファクスとの通信を終了すると共に子機ファクス
からの送信データを画像メモリ８に格納し、子機ファクスの送信を完了させる。送信完了
後は無線回線切断を通知し、子機ファクスより無線回線切断完了の通知を受ける。子機フ
ァクスはこれにより送信すべきデータを全て送信して、通信を完了することができる。そ
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の後親機ファクスは回線を閉結し、ファクシミリ通信の手順を実施し、相手ファクスとの
回線を再度確立する。次に画像メモリ８に記憶された送信データを読み出して相手ファク
スに送信する。送信終了後回線を開放する。
【００２６】
図１１は第３実施例のファクシミリ通信手順の詳細を示す図である。子機ファクスと親機
ファクスとで無線回線が接続され、親機ファクスを介して子機ファクスと相手ファクスと
で回線接続がなされると、相手ファクスよりデジタル識別信号ＤＩＳが送出され、受信機
の性能を示してくる。これに対して子機ファクスはデジタル命令信号ＤＣＳを送出し、Ｄ
ＩＳで表示された通信機能の内から設定する機能を指示すると共にこの機能によるトレー
ニングチェック信号ＴＣＦを送出してくる。このトレーニングでよければ受信準備確認信
号ＣＦＲを相手ファクスは送出してくるので、子機ファクスは画信号の１頁分ＰＩＸ－１
を送信し、次頁が続く旨のマルチページ信号ＭＰＳを相手ファクスに送出する。このとき
回線断が発生したものとする。親機ファクスは通信手順も監視しており、回線断により相
手ファクスよりＭＰＳに対する肯定応答信号ＭＣＦが送出されないことを知る。このよう
なＡの範囲は回線が正常に接続され子機ファクスと相手ファクスの間で通信が行われる。
Ｂの範囲は子機ファクスと親機ファクスの間の無線通信であり、Ｃの範囲は親機ファクス
と相手ファクスとの回線による通信である。
【００２７】
Ｂの範囲において、親機ファクスは回線断を検出すると、直ちにＭＣＦ信号を子機ファク
スに送出する。これにより子機ファクスは回線断の事実を知ることなく、２頁目の画信号
ＰＩＸ－２と、送信手続き終了を示すＥＯＰを送出してくる。親機ファクスはこのＰＩＸ
－２を画像メモリ８に記憶すると共にＥＯＰに対する肯定信号ＭＣＦを送出する。これに
対し子機ファクスは切断命令信号ＤＣＮを送出しファクシミリ通信を断とする。
【００２８】
Ｃの範囲において、親機ファクスは相手ファクスと回線接続行う。これによりＡの範囲と
同様に相手ファクスよりＤＩＳが送出され、親機ファクスはこれに応答してＤＣＳを送出
して通信機能を定め、ＴＣＦを行いこの肯定信号ＣＦＲを受信すると、画像メモリ８より
２頁目のＰＩＸ－２を送信すると共に送信終了を示すＥＯＰを送出する。ＥＯＰの肯定信
号ＭＣＦを受信すると切断命令信号ＤＣＮを送出して回線切断を行い、ファクス通信を完
了する。上記の説明では子機ファクスがＭＰＳを送出した後に回線断となった場合につい
て説明したが、他の段階で回線断が発生しても親機ファクスはその回線断の発生した段階
に応じた適切な信号を子機ファクスに送出し、子機ファクスとの通信を持続する。
【００２９】
図１２は第２実施例の親機ファクスの動作フロー図である。アイドル期間が終わると（Ｓ
６０）、無線回線を監視して接続要求があるか調べ（Ｓ６１）、接続要求があると無線回
線の接続を行う（Ｓ６２）。子機ファクスとの無線接続が終わると電話回線を閉結し（Ｓ
６３）、ファクシミリ通信手順により回線接続した後、極性反転信号を監視して回線断を
検出する（Ｓ６４）。回線断を検出しない場合は子機ファクスと相手ファクスとの手順を
監視する。ＤＩＳ，ＤＣＳ信号、手順履歴を画像メモリ８に保存する。回線断がなく、フ
ァクシミリ通信が終了すると（Ｓ６５）、電話回線を開放し（Ｓ６６）、子機ファクスと
の無線回線の切断処理をする（Ｓ６７）。
【００３０】
回線断が生じた場合は（Ｓ６４）、それ以降のファクシミリ手順を相手ファクスに代わっ
て子機ファクスに対して行い（これを受信ＦＡＸ代行と称す）、画信号ＰＩＸを画像メモ
リ８に格納する。子機ファクスとの通信が完了すると（Ｓ６８）、子機ファクスとの無線
回線の切断処理を行う（Ｓ６９）。次に電話回線を閉結し（Ｓ７０）、ファクシミリ手順
により相手ファクスとの電話回線を接続した後、中断した送信データを送信してファクシ
ミリ通信を完了する（Ｓ７１）。完了後電話回線を開放して（Ｓ７２）、終了する。
【００３１】
図１３は第３実施例の子機ファクスの動作フロー図である。アイドル期間にファクス送信
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要求を行う（Ｓ８０）。次に無線回線確立を親機ファクスに要求し、許可があると（Ｓ８
１）、無線回線を接続し（Ｓ８２）、続いて親機ファクスを介して相手ファクスとファク
シミリ手順により回線確立を行い、ファクス送信を実施する。通信終了すると（Ｓ８３）
、終了する。子機ファクスは電話回線が断となってもこれを意識することなくファクス送
信を完了することができる。
【００３２】
以上の説明より明らかなように、 ファクスが電話回線により相手ファクス
と通話中回線断が発生した場合、親機よりその旨通知されるので通信を中止することがで
き、無駄にデータを親機に無線送信することを防止できる。また回線断の場合、親機は子
機ファクスとは通信を続行して相手ファクスの代行受信を行い、受信後相手ファクスに代
行受信したデータを送信するので、子機ファクスは回線断を意識することなく、通信完了
することができ、使い易いシステムとなっている。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施例の構成を示すブロック図
【図２】第１実施例の通信手順図
【図３】第１実施例の親機ファクスの動作フロー図
【図４】第１実施例の親機ファクスの動作フロー図で図３に続く図
【図５】第１実施例の子機ファクスの動作フロー図
【図６】第１実施例の子機ファクスの動作フロー図で図５に続く図
【図７】第２実施例の通信手順図
【図８】第２実施例の親機ファクスの動作フロー図
【図９】第２実施例の子機ファクスの動作フロー図
【図１０】第３実施例の通信手順図
【図１１】第３実施例のファクシミリ手順図
【図１２】第３実施例の親機ファクスの動作フロー図
【図１３】第３実施例の子機ファクスの動作フロー図
【符号の説明】
１　電話回線
２　回線制御部
３　受話／送話部
４　モデム
５　通話回路部
６　キー操作部
７　読取／記録部
８　画像メモリ
９　コーディク
１０　多重分離部
１１　無線部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】
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