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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の規格に準じた第１のプラグが接続される前記第１の規格に準じた第１の通信コネ
クタと、
　第２の規格に準じた第２のプラグが接続される前記第２の規格に準じた第２の通信コネ
クタと、
　前記第１の通信コネクタからの信号を制御する通信制御手段と、
　前記第１の通信コネクタと前記通信制御手段との間に設けた接続手段と、
　前記第１の通信コネクタからの信号を検出して前記第１のプラグの前記第１の通信コネ
クタに対する正常接続、未接続及び前記第２のプラグの前記第１の通信コネクタに対する
誤接続に従った検出信号を出力する状態検出手段と、
　前記接続手段をＯＮ／ＯＦＦするとともに、前記状態検出手段の検出信号に基づいて、
前記第１のプラグの正常接続、未接続及び前記第２のプラグの誤接続を判定する制御手段
と、
　前記制御手段の判定に従って表示を行なう警告手段を有し、
　前記制御手段は、前記第２のプラグが前記第１の通信コネクタに対して誤接続されてい
ると判定すると、前記第２の通信コネクタの空きを確認し、前記第２の通信コネクタの空
きを確認すると、前記警告手段を介して前記第２のプラグが前記第１の通信コネクタに誤
って接続されていることを警告することを特徴とする通信装置。
【請求項２】
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　前記制御手段は、装置の電源投入に基づいて、前記接続手段をＯＦＦに制御し、その後
、前記第１の通信コネクタに対する正常接続の判定に基づいて、前記接続手段をＯＮに制
御することを特徴とする請求項１記載の通信装置。
【請求項３】
　前記状態検出手段は、前記第１の通信コネクタからの信号電圧を検出する電圧検出手段
であることを特徴とする請求項１又は２記載の通信装置。
【請求項４】
　前記第１の通信コネクタはイーサネット（登録商標）コネクタであることを特徴とする
請求項１乃至３いずれか一記載の通信装置。
【請求項５】
　前記第１の通信コネクタは電話回線コネクタであることを特徴とする請求項１乃至３い
ずれか一記載の通信装置。
【請求項６】
　前記電圧検出回路は、前記第１の通信コネクタからの信号線が、第１の抵抗と、前記第
１の抵抗に直列に設けた第２の抵抗との接続点に接続され、前記第２の抵抗の他端はダイ
オードを介して電源に接続され、前記第１の抵抗の他端は第３の抵抗を介して接地され、
前記第１の抵抗と前記第３の抵抗との接続点に前記制御部に接続された信号線が接続され
ることを特徴とする請求項３記載の通信装置。
【請求項７】
　前記電圧検出回路は、前記第１の通信コネクタからの複数の信号線夫々が、第１の抵抗
と、前記第１の抵抗に直列に設けた第２の抵抗との接続点に接続され、前記第２の抵抗の
他端はダイオードを介して電圧源に接続され、前記第１の抵抗の他端は第３の抵抗を介し
て接地され、前記第１の抵抗と前記第３の抵抗との接続点に前記制御部に接続された信号
線が接続されることを特徴とする請求項３記載の通信装置。
【請求項８】
　第１の規格に準じた第１のプラグが接続される前記第１の規格に準じた第１の通信コネ
クタと、第２の規格に準じた第２のプラグが接続される前記第２の規格に準じた第２の通
信コネクタと、を備える通信装置における接続制御方法であって、
　前記第１の通信コネクタと通信制御回路との間に設けた接続回路をＯＦＦする接続回路
ＯＦＦ工程と、
　前記第１の通信コネクタからの信号の検出状態を確認する検出状態確認工程と、
　前記検出状態確認工程の検出結果に基づいて、前記第１のプラグの前記第１の通信コネ
クタに対する正常接続、未接続及び前記第２のプラグの前記第１の通信コネクタに対する
誤接続を判定する接続判定工程と、
　前記接続判定工程において前記第２のプラグが前記第１の通信コネクタに対して誤接続
されていると判定されると、前記第２の通信コネクタの空きを確認する確認工程と、
　前記確認工程において前記第２の通信コネクタの空きが確認されると、前記第２のプラ
グが前記第１の通信コネクタに誤って接続されていることを警告する警告工程と、
　前記接続判定工程の判定結果に基づいて、正常接続の場合には前記接続回路をＯＮする
接続回路ＯＮ工程とを含むことを特徴とする通信装置の接続制御方法。
【請求項９】
　前記状態検出工程は、前記第１の通信コネクタからの信号電圧を検出する電圧検出工程
であることを特徴とする請求項８記載の通信装置の接続制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電話回線及びＬＡＮ回線等の複数の通信インターフェースを有する通信装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来、ＩＳＤＮ(Integrated Service Digital Network)回線及びＬＡＮ(Local Area Ne
twork)回線等の複数の通信インターフェースのためのインターフェースコネクタ部を有す
る通信装置においては、省スペース化を図る目的で複数の通信ポートを同一面に設置する
構造となっている場合があった。更に、ＩＳＤＮコネクタとイーサネット(Ethernet、登
録商標)コネクタの双方のコネクタは、これらの形状が同一のためネットワークケーブル
を誤接続する可能性があった。そこで、ＩＳＤＮ及びイーサネットの双方のインターフェ
ースを有する通信装置において、これらのインターフェースに対するネットワークケーブ
ルの誤接続を防止するために特開２００３－１１５８９５号公報（特許文献１）がある。
特許文献１には、イーサネットコネクタにＩＳＤＮ給電を検出するＩＳＤＮ給電検出回路
を接続し、ＩＳＤＮ給電検出回路がＩＳＤＮ給電を検出した場合に警告回路によりユーザ
に警告を与える通信装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１１５８９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の通信装置では、通信制御回路とコネクタは常時接続されているた
め、コネクタに誤接続が発生すると、コネクタの端子に前記通信制御回路の正常規格から
外れる規格外の電圧や信号が印加され、前記通信制御回路が故障する危険性があるという
問題があった。また、従来の通信制御回路とコネクタの誤接続を警告するものでは、正常
接続したのか、未だ接続されていないのか判別することが困難であり、操作性に問題があ
った。
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、通信コネクタの誤接続を検出し、誤接続による通信
制御回路の故障を防止するとともに、ユーザにとって操作性に優れた通信装置を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために本発明は、第１の規格に準じた第１のプラグが接続される前
記第１の規格に準じた第１の通信コネクタと、第２の規格に準じた第２のプラグが接続さ
れる前記第２の規格に準じた第２の通信コネクタと、前記第１の通信コネクタからの信号
を制御する通信制御手段と、前記第１の通信コネクタと前記通信制御手段との間に設けた
接続手段と、前記第１の通信コネクタからの信号を検出して前記第１のプラグの前記第１
の通信コネクタに対する正常接続、未接続及び前記第２のプラグの前記第１の通信コネク
タに対する誤接続に従った検出信号を出力する状態検出手段と、前記接続手段をＯＮ／Ｏ
ＦＦするとともに、前記状態検出手段の検出信号に基づいて、前記第１のプラグの正常接
続、未接続及び前記第２のプラグの誤接続を判定する制御手段と、前記制御手段の判定に
従って表示を行なう警告手段を有し、前記制御手段は、前記第２のプラグが前記第１の通
信コネクタに対して誤接続されていると判定すると、前記第２の通信コネクタの空きを確
認し、前記第２の通信コネクタの空きを確認すると、前記警告手段を介して前記第２のプ
ラグが前記第１の通信コネクタに誤って接続されていることを警告することを特徴とする
ものである。
 
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、プラグが接続される通信コネクタと、プラグが接続される通信コネク
タからの信号を制御する通信制御手段と、前記通信コネクタと前記通信制御手段との間に
設けた接続手段と、前記通信コネクタからの信号を検出して前記プラグの正常接続、誤接
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続及び未接続に従った検出信号を出力する状態検出手段と、前記接続手段をＯＮ／ＯＦＦ
するとともに、前記状態検出手段の検出信号に基づいて、前記プラグの正常接続、誤接続
及び未接続を判定する制御手段を設けたので、誤接続を検出することができる。
【０００８】
　更に、前記制御手段は通信装置の電源投入後は、前記接続手段をＯＦＦとなるように制
御し、その後、前記通信コネクタに対する正常接続の判定に基づいて、前記接続回路をＯ
Ｎに制御したので、プラグの誤接続による前記通信制御手段の故障を防止することができ
る。
【０００９】
　更に、前記プラグの正常接続、誤接続及び未接続を判定する制御手段の判定に従って表
示を行なう警告手段を設け、特に、誤接続状態であれば誤接続プラグ名を特定して警告す
ることが可能となり、ユーザにとって操作性に優れた通信装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１の実施の形態に関する通信装置のブロック図である。
【図２】イーサネットコネクタの正常接続の嵌合状態を示す説明図である。
【図３】イーサネットコネクタの正常接続を示す説明図である。
【図４】イーサネットコネクタ１の第１の誤接続の嵌合状態を示す説明図である。
【図５】イーサネットコネクタ１の第１の誤接続を示す説明図である。
【図６】イーサネットコネクタ１の第２の誤接続の嵌合状態を示す説明図である。
【図７】イーサネットコネクタ１の第２の誤接続を示す説明図である。
【図８】第１の実施の形態の動作を示す制御フローチャートである。
【図９】本発明の第２の実施の形態に関する通信装置のブロック図である。
【図１０】電話回線コネクタの正常接続の嵌合状態を示す説明図である。
【図１１】電話回線コネクタの正常接続を示す説明図である。
【図１２】電話回線コネクタの誤接続の嵌合状態を示す説明図である。
【図１３】電話回線コネクタの誤接続を示す説明図である。
【図１４】第２の実施の形態の動作を示す制御フローチャートである。
【図１５】本発明に関する通信装置におけるインターフェースコネクタ部の説明図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
＜第１の実施の形態＞
　以下、第１の実施の形態を図面に従って説明する。図１５は、本発明に関する通信装置
におけるインターフェースコネクタ部４の説明図である。インターフェースコネクタ部４
には複数の通信インターフェースのための通信コネクタが設けられる。即ち、イーサネッ
トコネクタ１の近傍に電話回線コネクタ２及びＵＳＢ(Universal Serial Bus)コネクタ３
が配置されている。
【００１２】
イーサネットコネクタ１はＲＪ－４５形状のコネクタを使用し、イーサネットコネクタ１
と接続する後述するイーサネットプラグ２１はＲＪ－４５形状のプラグを使用する。電話
回線コネクタ２はＲＪ－１１形状のコネクタを使用し、電話回線コネクタ２と接続する後
述する電話回線プラグ２２はＲＪ－１１形状のプラグを使用する。ＵＳＢケーブルで用い
られるＵＳＢプラグは、例えばパソコン等ホスト側と接続するＵＳＢ－Ａ形状プラグと、
プリンタ等周辺機器と接続するＵＳＢ－Ｂ形状のプラグ等を組み合わせて使用するが、本
願の通信装置ではＵＳＢコネクタ３としてＵＳＢ－Ｂ形状コネクタを使用し、ＵＳＢコネ
クタ３と接続する後述するＵＳＢプラグ２３としてＵＳＢ－Ｂ形状のプラグを使用してい
る。
【００１３】
　図１は本発明の第１の実施の形態に関する通信装置のブロック図である。制御手段とし
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ての制御部１０には、信号線を介してイーサネットとの通信制御を行なうイーサネット通
信制御手段としてのイーサネット通信制御回路１１と、電話回線との通信制御を行なう電
話回線通信制御手段としての電話回線通信制御回路１２と、ＵＳＢ機器との通信制御を行
なうＵＳＢ通信制御手段としてのＵＳＢ通信制御回路１３が接続される。更に、制御部１
０には接続ＯＮ／ＯＦＦ信号線２４を介して接続手段としての接続回路８と、検出信号線
２５及び２６を介して、状態検出手段としての電圧検出回路９が接続され、更にまた、信
号線を介して警告手段としての警告回路１６と、記憶手段としてのＲＯＭ１８が接続され
ている。
【００１４】
　電話回線通信制御回路１２には信号線を介して電話回線コネクタ２が接続されている。
ＵＳＢ通信制御回路１３には信号線を介してＵＳＢコネクタ３が接続されている。イーサ
ネット通信制御回路１１には信号線を介して前記接続回路８が接続されている。接続回路
８には信号線を介してイーサネットコネクタ１及び電圧検出回路９が接続されている。ま
た、制御部１０と接続回路８は、接続ＯＮ／ＯＦＦ信号線２４を介して直接接続されてい
る。イーサネットコネクタ１には、後述するイーサネットプラグ２１が接続可能であり、
電話回線コネクタ２には、後述する電話回線プラグ２２が接続可能であり、ＵＳＢコネク
タ３には後述するＵＳＢプラグ２３が接続可能である。
【００１５】
　ＲＯＭ１８には制御プログラムが格納され、制御部１０は、ＲＯＭ１８に格納された制
御プログラムに従って前述の各部の動作及び通信装置全体の動作を制御する。例えば、制
御部１０は接続ＯＮ／ＯＦＦ信号線２４を介して、前記接続回路８のＯＮ／ＯＦＦ制御を
行なう。警告回路１６はブザー、ＬＥＤ、ランプ又は液晶表示パネルからなり、制御部１
０の制御によりユーザに正常接続、未接続、誤接続の表示、更に、誤接続の場合には誤接
続されたプラグの区別を表示することができる。電圧検出回路９はイーサネットコネクタ
１に接続され、イーサネットコネクタ１に接続されたプラグの状態、即ち正常接続、誤接
続、未接続に従った信号を後述する検出信号線２５及び２６を介して、前記制御部１０の
端子ＡＤに供給する。
【００１６】
　図２はイーサネットコネクタ１の正常接続の嵌合状態を示す説明図である。同図はイー
サネットコネクタ１のイーサネットプラグ挿入口３１に、イーサネットケーブルプラグＲ
Ｊ－４５であるイーサネットプラグ２１が正常接続されている状態を示す。
図３はイーサネットコネクタ１の正常接続を示す説明図である。同図（ａ）はイーサネッ
トコネクタ１の正常接続を示す回路図であり、同図（ｂ）は検出信号線２５及び２６の検
出電圧の状態を示す説明図である。
【００１７】
　イーサネット通信制御回路１１は信号線ＴＸＤ＋（送信データ）、信号線ＴＸＤ－（送
信データ）、信号線２．５Ｖ、同じく信号線２．５Ｖ、信号線ＲＸＤ＋（受信データ）及
び信号線ＲＸＤ－（受信データ）の６本の信号線と接続されている。これらの信号線はイ
ーサネットコネクタ１のピン１～８と接続されており、信号線ＴＸＤ＋はピン１と、信号
線ＴＸＤ－はピン２と、信号線２．５Ｖはピン３と、更に、同じく信号線２．５Ｖはピン
６と、信号線ＲＸＤ＋はピン７と、信号線ＲＸＤ－はピン８と接続されている。なお、イ
ーサネットコネクタ１のピン４及びピン５は、夫々接続回路８のスイッチＳＷ１及びＳＷ
２を介して接地されている。スイッチＳＷ１及びＳＷ２の起動は、前記制御部１０に接続
された接続ＯＮ／ＯＦＦ信号線２４を介して、制御部１０によって行われる。
【００１８】
　イーサネットコネクタ１のピン４は電圧検出回路９に接続され、電圧検出回路９内では
抵抗Ｒ１（１０ＫΩ）及び抵抗Ｒ２（１．１ＫΩ）に接続されている。前記抵抗Ｒ２の他
端はダイオードＤ１を介して電源５Ｖに接続されている。前記抵抗Ｒ１の他端は抵抗Ｒ３
（１．１ＫΩ）及び検出信号線２６に接続され、検出信号線２６は制御部１０の端子ＡＤ
に接続されている。なお、前記抵抗Ｒ３の他端は接地されている。
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【００１９】
　イーサネットプラグ２１はイーサネットコネクタ１に対応したピンの配列であり、ピン
１が信号線ＴＸＤ＋と、ピン２が信号線ＴＸＤ－と、ピン３が信号線２．５Ｖと、ピン４
が信号線ＦＧ（アース線）と、ピン５が同じく信号線ＦＧ（アース線）と、ピン６が信号
線２．５Ｖと、ピン７が信号線ＲＸＤ＋と、ピン８は信号線ＲＸＤ－と接続されている。
更に、前記ピン６に接続された信号線２．５Ｖは、検出信号線２５を介して制御部１０の
端子ＡＤに接続されている。
【００２０】
　このように前記電圧検出回路９は、イーサネットコネクタ１のピン４及びピン６に接続
されているので、ピン４及びピン６の信号状態としての電圧を検出している。そして、電
圧検出回路９は検出信号線２５及び２６を介して検出状態としての電圧を制御部１０へ送
信している。イーサネットプラグ２１が正常接続された場合、電圧検出回路９において、
検出信号線２５及び２６の検出電圧は、同図（ｂ）に示すようになる。即ち、イーサネッ
トプラグ２１がイーサネットコネクタ１に正常に接続されている時は夫々２．５Ｖ及び０
Ｖであり、未接続時は夫々２．５Ｖ及び０．３９Ｖとなる。これにより制御部１０は、検
出信号線２５及び２６を端子ＡＤより受信し、信号状態を判別することにより、イーサネ
ットコネクタ１の正常接続、未接続を判定することができる。制御部１０は警告回路１６
に対し、正常接続、未接続の区別を表示する。
【００２１】
　図４はイーサネットコネクタ１の第１の誤接続の嵌合状態を示す説明図である。第１の
誤接続とは、イーサネットコネクタ１のイーサネットプラグ挿入口３１に一般的な電話回
線ケーブルプラグＲＪ－１１である電話回線プラグ２２が誤接続されている状態である。
【００２２】
　図５はイーサネットコネクタ１の第１の誤接続を示す説明図である。同図（ａ）はイー
サネットコネクタ１の第１の誤接続を示す回路図であり、同図（ｂ）は検出信号線２５及
び２６の検出電圧の状態を示す説明図である。同図（ａ）において、装置側の回路は前記
図３（ａ）と同様である。電話回線プラグ２２のピン３には信号４８Ｖが接続され、ピン
４には信号線ＦＧ（アース線）が接続されている。同図（ａ）は、電話回線プラグ２２の
誤接続の結果、電話回線プラグ２２のピン３及びピン４がイーサネットコネクタ１のピン
４及びピン５に電気的に接続されたことを示す。
【００２３】
　第１の誤接続において、検出信号線２５及び２６の検出電圧は、同図（ｂ）に示すよう
に、夫々２．５Ｖ及び４．７６Ｖである。これにより制御部１０は、検出信号線２５及び
２６を端子ＡＤより受信し、信号状態を判別することにより、イーサネットコネクタ１の
正常接続、未接続及び第１の誤接続を判定する。そして、制御部１０は警告回路１６に対
し、正常接続、未接続、誤接続の区別を表示し、更に、誤接続の場合には、誤接続プラグ
が電話回線プラグ２２であることを区別して表示する。なお、図５は一般的な電話回線ケ
ーブルプラグＲＪ－１１における２線式の場合として記載しているが、多機能タイプの４
線式、及び６線式でも適用可能である。
【００２４】
　図６はイーサネットコネクタ１の第２の誤接続の嵌合状態を示す説明図である。第２の
誤接続とは、イーサネットコネクタ１のイーサネットプラグ挿入口３１に一般的なＵＳＢ
ケーブルプラグでＵＳＢ１．１規格に適合したＢ端子であるＵＳＢプラグ２３のシェル部
分４３が誤接続されている状態である。
【００２５】
　図７はイーサネットコネクタ１の第２の誤接続を示す説明図であり、同図（ａ）はイー
サネットコネクタ１の第２の誤接続を示す回路図であり、同図（ｂ）は検出信号線２５及
び２６の検出電圧の状態を示す説明図である。
【００２６】
　同図（ａ）において、装置側の回路は前記図３（ａ）と同様である。ＵＳＢプラグ２３
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はシェル部分４３が接地されているため、シェル部分４３と接続されたイーサネットコネ
クタ１のピン２～ピン７には信号線ＦＧ（アース線）が接続されることになる。第２の誤
接続において、検出信号線２５及び２６の検出電圧は、同図（ｂ）に示すように、夫々０
Ｖ及び０Ｖである。これにより制御部１０は、検出信号線２５及び２６を端子ＡＤより受
信し、信号状態を判別することにより、イーサネットコネクタ１の正常接続、未接続及び
第２の誤接続を判定する。そして、制御部１０は警告回路１６に対し、正常接続、未接続
、誤接続の区別を表示し、更に、誤接続の場合には、誤接続プラグがＵＳＢプラグ２３で
あることを区別して表示する。
【００２７】
　次に、本発明の第１の実施の形態の動作について説明する。図８は第１の実施の形態の
動作を示す制御フローチャートである。まず、装置の電源をＯＮすると、制御部１０はこ
れを検出する（Ｓ１０１）。すると、制御部１０は、接続ＯＮ／ＯＦＦ信号線２４を介し
て、接続回路８のスイッチＳＷ１、ＳＷ２をＯＦＦにする(Ｓ１０２)。
【００２８】
　次に、制御部１０は、端子ＡＤに入力されている検出信号線２５及び２６の検出電圧の
確認を行なう（Ｓ１０３）。即ち、前記電圧検出回路９は、ピン４及びピン６の信号状態
としての電圧を検出しており、検出信号線２５及び２６を介して検出状態としての電圧を
制御部１０へ送信している。ここで制御部１０は端子ＡＤに接続された検出信号線２５及
び２６の検出電圧の確認を行なうことにより、電圧検出回路９の検出結果に基づいて、以
下の接続判定をする。即ち、制御部１０は、検出信号線２５及び２６の検出電圧が２．５
Ｖ及び０．３９Ｖであれば未接続であると判定し、それ以外であれば接続であると判定す
る(Ｓ１０４)。未接続であると判定した場合、制御部１０は再度ステップ１０３に戻り、
イーサネットコネクタ１の検出信号確認を行う。ステップ１０４において、接続であると
判定した場合、制御部１０は、検出信号線２５及び２６の検出電圧が適切かどうか判定す
る。即ち、夫々２．５Ｖ及び０Ｖであれば正常接続であると判定し、それ以外であれば誤
接続であると判定する(Ｓ１０５)。
【００２９】
　ステップ１０５において、誤接続であると判定した場合、制御部１０は、検出信号線２
５及び２６の検出電圧が夫々２．５Ｖ及び４．７６Ｖであれば電話回線が誤接続されてい
る第１の誤接続と判定し、０Ｖ及び０ＶであればＵＳＢが誤接続されている第２の誤接続
と判定する（Ｓ１０６）。第１の誤接続であれば、制御部１０は、通常の電話回線通信を
行っても通信ができないことを確認し、前記電話回線コネクタ２の空きを確認する（Ｓ１
０７）。その後、制御部１０は、本来電話回線コネクタ２に接続されるべき電話回線プラ
グ２２が誤ってイーサネットコネクタ１に接続されていることを警告回路１６によりユー
ザに警告する(Ｓ１０８)。
【００３０】
　ステップ１０６において、第２の誤接続であれば、制御部１０は通常のＵＳＢ通信を行
っても通信ができないことを確認し、前記ＵＳＢコネクタ３の空きを確認する（Ｓ１０９
）。その後、制御部１０は、本来ＵＳＢコネクタ３に接続されるべきＵＳＢプラグ２３が
誤ってイーサネットコネクタ１に接続されていることを警告回路１６によりユーザに警告
する(Ｓ１１０)。そして、制御部１０は、再度ステップ１０３に戻り、イーサネットコネ
クタ１の検出信号確認を行う。
【００３１】
　前記ステップ１０５において、正常接続であると判定した場合、制御部１０は、接続Ｏ
Ｎ／ＯＦＦ信号線２４を介して、接続回路８のスイッチＳＷ１、ＳＷ２をＯＮにする(Ｓ
１１１)。こうして、制御部１０は、イーサネット通信制御回路１１により通常の通信を
行う(Ｓ１１２)。
【００３２】
　イーサネット通信が行われた後、制御部１０は、イーサネットコネクタ１にプラグが未
接続かどうかを判定する。即ち、制御部１０は、検出信号線２５及び２６の検出電圧が夫
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々２．５Ｖ及び０．３９Ｖであれば未接続であると判定し、２．５Ｖ及び０Ｖであれば正
常接続と判定する(Ｓ１１３)。
【００３３】
　未接続であると判定した場合、再度ステップ１０２に戻り、制御部１０は接続ＯＮ／Ｏ
ＦＦ信号線２４を介して、接続回路８のスイッチＳＷ１、ＳＷ２のＯＦＦを行う。正常接
続であると判定した場合は、制御部１０はＰＯＷＯＦＦかどうかの判断を行ない。ＰＯＷ
ＯＦＦでなければステップ１１２に戻り、イーサネット接続を行い、ＰＯＷＯＦＦであれ
ば終了となる。
【００３４】
　本実施の形態では電圧検出回路９に抵抗Ｒ２（１．１ＫΩ）及びダイオードＤ１を介し
て電源５Ｖを供給する回路を設けたことによりプラグの未接続状態も検出することが可能
となっている。
【００３５】
　また、本実施の形態ではイーサネットコネクタ１の信号のうち２本の信号線に対しスイ
ッチＳＷ１、ＳＷ２を設けた回路例を説明したが、イーサネットコネクタ１の全ての信号
線にスイッチＳＷを設けて接続回路８としても同様の効果が得られる。
【００３６】
　更に、本実施の形態ではイーサネットコネクタ１に適用した例を説明したが、イーサネ
ットコネクタ１に限らず物理的に誤接続される可能性のあるその他の通信コネクタに対し
ても、適用可能である。即ち、接続回路８は、前記通信コネクタ及び通信制御手段との間
に設けた接続手段とし、電圧検出回路９は、前記通信コネクタからの信号を検出して正常
接続、誤接続及び未接続に従った検出信号を制御部１０に対して出力する状態検出手段と
することにより適用が可能である。
【００３７】
　また、本実施の形態では電圧検出回路９がイーサネットコネクタ１からの電圧を検出し
、制御部１０がこれを電圧レベルで確認する方法を説明したが、電圧レベルの検出、確認
に限らない。即ち、電圧検出回路９を、イーサネットコネクタ１からの信号の周期状態や
応答タイミングの状態を検出し、正常接続、誤接続及び未接続に従った検出信号を出力す
る状態検出手段とし、制御部１０がこの検出信号を確認することにより、正常接続、誤接
続及び未接続を判定する方法を用いることも可能である。
【００３８】
　以上のように、第１の実施の形態によれば、接続回路８を設けプラグ接続前は接続回路
８のスイッチＳＷをＯＦＦにする制御にしたので、イーサネットコネクタのＲＪ－４５に
物理的に電話回線プラグのＲＪ－１１や、ＵＳＢプラグのＢ端子が誤接続されても検出可
能となり、誤接続と同時に電話回線通信制御回路やイーサネット通信制御回路が故障して
しまうといった危険がなくなる。
【００３９】
　更に前記電圧検出回路９に電源５Ｖを供給する回路を設けたことにより、未接続、正常
接続、電話回線誤接続、ＵＳＢ誤接続を識別可能な制御にしたので、ユーザに対して単な
る誤接続のみの警告ではなく、未接続状態か、正常接続状態か、更に誤接続状態であれば
誤接続プラグ名を特定して警告することが可能となり、ユーザビリティの高い通信装置を
提供することができるのである。
【００４０】
　＜第２の実施の形態＞
　図９は本発明の第２の実施の形態に関する通信装置のブロック図である。制御手段とし
ての制御部４０には、信号線を介してイーサネットとの通信制御を行なうイーサネット通
信制御手段としてのイーサネット通信制御回路１１と、電話回線との通信制御を行なう電
話回線通信制御手段としての電話回線通信制御回路１２と、ＵＳＢ機器との通信制御を行
なうＵＳＢ通信制御手段としてのＵＳＢ通信制御回路１３が接続される。更に、制御部４
０には、検出信号線４５及び４６を介して、状態検出手段としての電圧検出回路３９が接
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続され、更にまた、信号線を介して警告手段としての警告回路１６及び、記憶手段として
のＲＯＭ１８が接続されている。
【００４１】
　電話回線通信制御回路１２には信号線を介して接続回路３８が接続され、接続回路３８
には電話回線コネクタ２及び電圧検出回路３９が接続されている。ＵＳＢ通信制御回路１
３には信号線を介してＵＳＢコネクタ３が接続されている。イーサネット通信制御回路１
１には信号線を介してイーサネットコネクタ１が接続されている。イーサネットコネクタ
１には、イーサネットプラグ２１が接続可能であり、電話回線コネクタ２には、電話回線
プラグ２２が接続可能であり、ＵＳＢコネクタ３にはＵＳＢプラグ２３が接続可能である
。
【００４２】
　ＲＯＭ１８には制御プログラムが格納され、制御部４０は、ＲＯＭ１８に格納された制
御プログラムに従って前述の各部の動作及び通信装置全体の動作を制御する。例えば、制
御部４０は電話回線通信制御回路１２を制御することにより、電話回線通信制御回路１２
は、接続ＯＮ／ＯＦＦ信号線４４を介して前記接続回路３８のＯＮ／ＯＦＦ制御を行なう
。警告回路１６はブザーやＬＥＤ、ランプ又は液晶表示パネルからなり、制御部４０の制
御によりユーザに正常接続、誤接続、未接続の表示及び誤接続の場合には誤接続されたプ
ラグの区別を表示することができる。電圧検出回路３９は電話回線コネクタ２に接続され
、電話回線コネクタ２に接続されたプラグの状態、即ち正常接続、誤接続、未接続に従っ
た信号を、後述する検出信号線４５及び４６を介して前記制御部４０の端子ＡＤに供給す
る。
【００４３】
　図１０は電話回線コネクタ２の正常接続の嵌合状態を示す説明図である。同図は電話回
線コネクタ２の電話回線プラグ挿入口３２に、電話回線ケーブルプラグＲＪ－１１である
電話回線プラグ２２が正常接続されている状態を示す。
【００４４】
　図１１は電話回線コネクタ２の正常接続を示す説明図であり、同図（ａ）は電話回線コ
ネクタ２の正常接続を示す回路図であり、同図（ｂ）は検出信号線４５及び４６の検出電
圧の状態を示す説明図である。
【００４５】
　電話回線通信制御回路１２には信号線Ａ及びＢがオペアンプＯＰ１及びＯＰ２を介して
電圧変換トランスＴＲの２次側両端に接続されている。前記電圧変換トランスＴＲの１次
側Ａは、接続回路３８のスイッチＳＷ３に接続され、スイッチＳＷ３の起動は、電話回線
通信制御回路１２から接続ＯＮ／ＯＦＦ信号線４４を介して行われる。
【００４６】
　前記スイッチＳＷ３の他端は電話回線コネクタ２のピン３及び電圧検出回路３９に接続
され、電圧検出回路３９内では抵抗Ｒ４（１０ＫΩ）と抵抗Ｒ５（１．１ＫΩ）に接続さ
れている。前記Ｒ５の他端はダイオードＤ２を介して電源５Ｖに接続されている。前記抵
抗Ｒ４の他端は抵抗Ｒ６（１．１ＫΩ）及び検出信号線４６に接続され、検出信号線４６
は制御部４０の端子ＡＤに接続されている。なお、前記抵抗Ｒ６の他端は接地されている
。
【００４７】
　一方、前記電圧変換トランスＴＲの１次側Ｂは電話回線コネクタ２のピン４と、電圧検
出回路３９に接続され、電圧検出回路３９内では抵抗Ｒ７（１０ＫΩ）及び抵抗Ｒ８（１
．１ＫΩ）に接続されている。前記Ｒ８の他端はダイオードＤ３を介して電源５Ｖに接続
されている。前記抵抗Ｒ７の他端は抵抗Ｒ９（１．１ＫΩ）及び検出信号線４５に接続さ
れ、検出信号線４５は制御部４０の端子ＡＤに接続されている。前記抵抗Ｒ９の他端は接
地されている。なお、電話回線プラグ２２は信号線Ａのピン３に信号線４８Ｖが接続され
、信号線Ｂのピン４に信号線ＦＧ（接地）が接続されるが、信号線Ａ及びＢが図示と逆の
場合もある（以下正常接続Ａ及び正常接続Ｂという）。
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【００４８】
　このように接続された前記電圧検出回路３９は、電話回線コネクタ２のピン３及びピン
４に接続されているので、ピン３及びピン４の信号状態としての電圧を検出している。そ
して、電圧検出回路３９は検出信号線４５及び４６を介して検出状態としての電圧を制御
部４０へ送信している。電圧検出回路３９において、検出信号線４５及び４６の検出電圧
は、同図（ｂ）に示すように、電話回線プラグ２２の正常接続Ａの時は夫々０Ｖ及び４．
７６Ｖであり、正常接続Ｂの時は夫々４．７６Ｖ及び０Ｖであり、未接続時は夫々０．３
９Ｖ及び０．３９Ｖとなる。また、図１１は一般的な電話回線ケーブルプラグＲＪ－１１
における２線式の場合として記載しているが、多機能タイプの４線式、及び６線式の場合
も適用可能である。
【００４９】
　図１２は電話回線コネクタ２の誤接続の嵌合状態を示す説明図である。同図は電話回線
コネクタ２の電話回線プラグ挿入口３２に一般的なＵＳＢケーブルプラグでＵＳＢ１．１
規格に適合したＢ端子であるＵＳＢプラグ２３のシェル部分４３が誤接続されている状態
を示す。
【００５０】
　図１３は電話回線コネクタ２の誤接続を示す説明図である。同図(ａ)は電話回線コネク
タ２の誤接続を示す回路図であり、同図（ｂ）は検出信号線４５及び４６の検出電圧の状
態を示す説明図である。
【００５１】
　同図（ａ）において、装置側の回路は前記図１１（ａ）と同様である。ＵＳＢプラグ２
３はシェル部分４３が接地されているため、シェル部分４３と接続された電話回線コネク
タ２のピン３及びピン４には信号線ＦＧ（アース線）が接続されることになる。本回路例
による検出信号線４５及び４６の検出電圧は、同図（ｂ）に示すように、誤接続時は夫々
０Ｖ及び０Ｖである。
【００５２】
　これにより制御部４０は、検出信号線４５及び４６を端子ＡＤより受信し、信号状態を
判別することにより、電話回線コネクタ２の正常接続Ａ、正常接続Ｂ、未接続及び誤接続
を判定する。そして、制御部４０は警告回路１６に対し、正常接続Ａ、正常接続Ｂ、未接
続、誤接続の区別を表示し、更に、誤接続の場合には、誤接続プラグがＵＳＢプラグ２３
であることを区別して表示する。
【００５３】
　次に、本発明の第２の実施の形態の動作について説明する。図１４は第２の実施の形態
の動作を示す制御フローチャートである。まず、装置の電源をＯＮすると、制御部４０は
これを検出する（Ｓ２０１）。すると、制御部４０は、電話回線通信制御回路１２を制御
し、接続ＯＮ／ＯＦＦ信号線４４を介して、電圧変換トランスＴＲの１次側のスイッチで
ある接続回路３８のスイッチＳＷ３をＯＦＦにする(Ｓ２０２)。
【００５４】
　次に、制御部４０は、端子ＡＤに入力されている検出信号線４５及び４６の検出電圧の
確認を行なう（Ｓ２０３）。即ち、前記電圧検出回路３９は、ピン３及びピン４の信号状
態としての電圧を検出しており、検出信号線４５及び４６を介して検出状態としての電圧
を制御部４０へ送信している。ここで制御部４０は端子ＡＤに接続された検出信号線４５
及び４６の検出電圧の確認を行なうことにより、電圧検出回路３９の検出結果に基づいて
、以下の接続判定をする。即ち、制御部４０は、検出信号線４５及び４６の検出電圧が夫
々０．３９Ｖ及び０．３９Ｖであれば未接続であると判定し、それ以外であれば接続であ
ると判定する(Ｓ２０４)。未接続であると判定した場合、制御部４０は再度ステップ２０
３に戻り、電話回線コネクタ２の検出信号確認を行う。
【００５５】
　ステップ２０４において、接続であると判定した場合、制御部４０は検出信号線４５及
び４６の検出電圧が適切かどうか判定する。即ち、正常接続Ａの場合は夫々０Ｖ及び４．
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７６Ｖであり、又は正常接続Ｂの場合は夫々４．７６Ｖ及び０Ｖであれば、正常接続であ
ると判定する。そして、それ以外であれば誤接続であると判定する(Ｓ２０５)。
【００５６】
　ステップ２０５において、誤接続であると判定した場合、制御部４０は、通常のＵＳＢ
通信を行っても通信ができないことを確認し、前記ＵＳＢコネクタ３の空きを確認する（
Ｓ２０６）。その後、制御部４０は、本来ＵＳＢコネクタ３に接続されるべきＵＳＢプラ
グ２３が誤って電話回線コネクタ２に接続されていることを警告回路１６によりユーザに
警告する。そして、制御部４０は、再度ステップ２０３に戻り、電話回線コネクタ２の検
出信号確認を行う。
【００５７】
　前記ステップ２０５において、正常接続であると判定した場合、制御部４０は、電話回
線通信制御回路１２を制御し、接続ＯＮ／ＯＦＦ信号線４４を介して、接続回路３８のス
イッチＳＷ３をＯＮにする(Ｓ２０８)。こうして、制御部４０は、電話回線通信制御回路
１２により通常の電話回線通信を行う(Ｓ２０９)。
【００５８】
　電話回線通信が行われた後、制御部４０は、電話回線コネクタ２にプラグが未接続かど
うかを判定する。即ち、制御部４０は、検出信号線４５及び４６の検出電圧が夫々０．３
９Ｖ及び０．３９Ｖであれば未接続であると判定し、正常接続Ａの場合は夫々０Ｖ及び４
．７６Ｖであり、又は正常接続Ｂの場合は夫々４．７６Ｖ及び０Ｖであれば正常接続であ
ると判定する(Ｓ２１０)。
【００５９】
　未接続であると判定した場合、再度ステップ２０２に戻り、制御部４０は電話回線通信
制御回路１２を制御し、接続ＯＮ／ＯＦＦ信号線４４を介して、接続回路３８のスイッチ
ＳＷ３のＯＦＦを行う。正常接続であると判定した場合は、制御部４０はＰＯＷＯＦＦか
どうかの判断を行ない。ＰＯＷＯＦＦでなければステップ２０９に戻り、電話回線接続を
行い、ＰＯＷＯＦＦであれば終了となる。
【００６０】
　本実施の形態では電圧検出回路３９に抵抗Ｒ５（１．１ＫΩ）及びダイオードＤ２及び
抵抗Ｒ８（１．１ＫΩ）及びダイオードＤ３を介して、電源５Ｖを供給する回路を設けた
ことにより、プラグの未接続状態も検出することが可能となっている。
【００６１】
　更に、本実施の形態では電話回線コネクタ２に適用した例を説明したが、電話回線コネ
クタ２に限らず物理的に誤接続される可能性のある他のコネクタに対しても、電圧検出回
路３９を見直すことにより適用が可能である。即ち、接続回路３８は、前記通信コネクタ
及び通信制御手段との間に設けた接続手段とし、電圧検出回路３９は、前記通信コネクタ
からの信号を検出して正常接続、誤接続及び未接続に従った検出信号を制御部４０に対し
て出力する状態検出手段とすることにより適用が可能である。
【００６２】
　また、本実施の形態ではコネクタ信号の電圧を検出し電圧レベルで確認する方法を説明
したが、電圧レベルの検出、確認に限らない。即ち、電圧検出回路３９を、電話回線コネ
クタ２からの信号の周期状態や応答タイミングの状態を検出し、正常接続、誤接続及び未
接続に従った検出信号を出力する状態検出手段とし、制御部４０がこの検出信号を確認す
ることにより、正常接続、誤接続及び未接続を判定する方法を用いることも可能である。
【００６３】
　以上のように、第２の実施の形態によれば、電圧変換トランスＴＲの１次側のスイッチ
ＳＷ３をプラグ接続前にＯＦＦする制御とし、電話回線コネクタ２及びスイッチＳＷ３の
間に電圧検出回路３９を設けたので、電話回線コネクタ２に物理的にＵＳＢプラグ２３の
シェル部分４３が誤接続されても検出可能となり、更に、誤接続と同時に電話回線通信制
御回路１２が故障してしまうといった危険がなくなる。
【００６４】
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　更に、前記電圧検出回路３９に電源５Ｖを供給する回路を設けたことにより、未接続、
正常接続、ＵＳＢ誤接続を識別可能な制御にしたので、ユーザに対して単なる接続異常の
みの警告ではなく、未接続状態か正常接続状態か誤接続状態であれば誤接続プラグ名を特
定して警告することが可能となり、ユーザビリティの高い通信装置を提供することができ
るのである。
【００６５】
　前記第１の実施の形態ではイーサネットコネクタに適用した例を、第２の実施の形態で
は電話回線コネクタに適用した例を説明したが、モデムやＦＡＸ機能をもつ複合機等に対
しては同時に適用することも可能であり、またイーサネットコネクタや電話回線コネクタ
に限らず、物理的に誤接続される可能性のあるその他のコネクタに対しても接続回路及び
電圧検出回路を見直すことにより適用が可能である。
【符号の説明】
【００６６】
１　　　　　　イーサネットコネクタ
２　　　　　　電話回線コネクタ
３　　　　　　ＵＳＢコネクタ
８、３８　　　接続回路
９、３９　　　電圧検出回路
１０、４０　　制御部
１１　　　　　イーサネット通信制御回路
１２　　　　　電話回線通信制御回路
１３　　　　　ＵＳＢ通信制御回路
１６　　　　　警告回路
１８　　　　　ＲＯＭ
２４、４４　　接続ＯＮ／ＯＦＦ信号線
２５、２６、４５、４６　　　検出信号線
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