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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信機能を備えた通信端末であって、
　第一の無線ネットワークに接続するための第一のインターフェース手段と、
　第二の無線ネットワークに接続するための第二のインターフェース手段と、
　前記第二のインターフェース手段を介して、前記第二の無線ネットワークに接続されて
いる他の通信端末各々を子機として収容し、前記第一のインターフェース手段を介して前
記第一の無線ネットワークに当該子機を接続する親機モード処理手段と、
　前記第二のインターフェース手段を介して、前記第二の無線ネットワークに接続されて
いる親機として動作する他の通信端末と接続し、当該親機を介して前記第一の無線ネット
ワークに接続する子機モード処理手段と、
　前記親機モード処理手段および前記子機モード処理手段の何れか一方を起動させるモー
ド選択手段と、
　前記第一の無線ネットワークの電波強度を検出する電波強度検出手段と、
　前記第二のインターフェース手段を介して、前記第二の無線ネットワークに接続されて
いる他の前記通信端末各々に、前記電波強度検出手段が検出した前記電波強度の通知を送
信する電波強度通知送信手段と、
　前記第二のインターフェース手段を介して、前記第二の無線ネットワークに接続されて
いる他の前記通信端末各々から電波強度の通知を受信する電話強度通知受信手段と、を有
し、
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　前記モード選択手段は、
　前記電波強度検出手段が検出した前記電波強度が、前記電話強度通知受信手段が他の前
記通信端末各々から受信した何れの前記電波強度よりも大きい場合に、前記親機モード処
理手段を起動させ、そうでない場合に前記子機モード処理手段を起動させる
　ことを特徴とする通信端末。
【請求項２】
　請求項１に記載の通信端末であって、
　前記モード選択手段が前記親機モード処理手段を起動させた場合に、前記第二のインタ
ーフェース手段を介して、前記第二の無線ネットワークに接続されている他の前記通信端
末各々に、自通信端末の情報を含む親機情報を送信する親機情報送信手段と、
　前記親機情報送信手段が前記親機情報を送信した場合に、前記第二のインターフェース
手段を介して、前記第二の無線ネットワークに接続されている他の前記通信端末各々から
、当該通信端末の情報を含む子機情報を受信する子機情報受信手段と、
　前記子機情報受信手段が受信した前記子機情報を前記親機モード処理手段に設定する子
機情報設定手段と、
　前記第二のインターフェース手段を介して、前記第二の無線ネットワークに接続されて
いる他の前記通信端末から、当該通信端末の情報を含む親機情報を受信する親機情報受信
手段と、
　前記親機情報受信手段が受信した前記親機情報を前記子機モード処理手段に設定する親
機情報設定手段と、
　前記第二のインターフェース手段を介して、前記親機情報受信手段が受信した前記親機
情報の送信元に、自通信端末の情報を含む子機情報を送信する子機情報送信手段と、をさ
らに有する
　ことを特徴とする通信端末。
【請求項３】
　請求項２に記載の通信端末であって、
　前記電波強度検出手段が検出した前記電波強度が所定値未満である場合において、前記
親機モード処理手段および前記子機モード処理手段が両方ともに停止中であるならば、前
記第二のインターフェース手段を介して、前記第二の無線ネットワークに接続されている
他の前記通信端末各々に、親子電話システム構築通知を送信する構築通知送信手段と、
　前記第二のインターフェース手段を介して、前記第二の無線ネットワークに接続されて
いる他の前記通信端末から、親子電話システム構築通知を受信する構築通知受信手段と、
をさらに有し、
　前記電波強度通知送信手段は、
　前記構築通知送信手段が前記親子電話システム構築通知を送信した場合において、所定
時間内に、前記親機情報受信手段が前記親機情報を受信しなかった場合、あるいは、前記
構築通知受信手段が前記親子電話システム構築通知を受信した場合において、前記親機モ
ード処理手段および前記子機モード処理手段の両方が停止中である場合に、前記第二のイ
ンターフェース手段を介して、前記第二の無線ネットワークに接続されている他の前記通
信端末各々に、前記電波強度検出手段が検出した前記電波強度の通知を送信し、
　前記親機情報送信手段は、
　前記構築通知受信手段が前記親子電話システム構築通知を受信した場合において、前記
親機モード処理手段が稼働中であるならば、前記第二のインターフェース手段を介して当
該親子電話システム構築通知の送信元に、自通信端末の情報を含む親機情報を送信し、
　前記モード選択手段は、
　前記親機情報受信手段が他の前記通信端末から前記親機情報を受信した場合に、前記子
機モード処理手段を起動させる
　ことを特徴とする通信端末。
【請求項４】
　請求項１ないし３の何れか一項に記載の通信端末であって、
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　前記電波強度検出手段が検出した前記電波強度が所定値未満である場合において、前記
親機モード処理手段が稼動中であるならば、前記第二のインターフェース手段を介して、
前記第二の無線ネットワークに接続されている他の前記通信端末各々に、親子電話システ
ム再構築通知を送信する再構築通知送信手段と、
　前記第二のインターフェース手段を介して、前記第二の無線ネットワークに接続されて
いる他の前記通信端末から、親子電話システム再構築通知を受信する再構築通知受信手段
と、をさらに有し、
　前記電波強度通知送信手段は、
　前記再構築通知送信手段が前記親子電話システム再構築通知を送信した場合、あるいは
前記再構築通知受信手段が前記親子電話システム再構築通知を受信した場合に、前記第二
のインターフェース手段を介して、前記第二の無線ネットワークに接続されている他の前
記通信端末各々に、前記電波強度検出手段が検出した前記電波強度の通知を送信する
　ことを特徴とする通信端末。
【請求項５】
　請求項１ないし４の何れか一項に記載の通信端末であって、
　前記モード選択手段が前記親機モード処理手段を起動した場合に、自通信端末の情報を
含む前記親機情報、および前記子機情報受信手段が他の前記通信端末各々から受信した前
記子機情報を、前記第一のインターフェース手段を介して、前記第一の無線ネットワーク
に接続されている主装置に送信する親子情報送信手段をさらに有し、
　前記親機モード処理手段は、
　前記第一のインターフェース手段を介して、前記第一の無線ネットワークに接続されて
いる前記主装置に前記子機を接続し、
　前記子機モード処理手段は、
　前記親機および前記第一の無線ネットワークを介して当該親機に接続されている前記主
装置を介して、前記第一の無線ネットワークあるいは前記主装置が収容する端末と接続す
る
　ことを特徴とする通信端末。
【請求項６】
　請求項５に記載の通信端末を含む内線端末を収容する主装置であって、
　前記第一の無線ネットワークを介して前記通信端末から前記親機情報および前記子機情
報を受信する親子情報受信手段と、
　前記親子情報受信手段が受信した前記子機情報により特定される前記子機の内線グルー
プ番号および内線番号に対応付けて、前記親子情報受信手段が受信した前記親機情報によ
り特定される前記親機の携帯電話番号を登録する内線登録手段と、
　前記内線グループ番号あるいは前記内線番号を着信先番号とする呼が着信した場合に、
当該内線グループ番号あるいは内線番号に対応する親機の携帯電話番号に当該呼を中継す
る呼制御手段と、を有する
　ことを特徴とする主装置。
【請求項７】
　無線通信機能を備えた複数の通信端末による親子電話システム構築方法であって、
　前記複数の通信端末各々が
　第一の無線ネットワークの電波強度を検出し、
　第二の無線ネットワークに接続されている他の前記通信端末各々に、前記検出した電話
強度の通知を送信し、
　前記第二の無線ネットワークに接続されている他の前記通信端末各々から、電波強度の
通知を受信し、
　前記検出した電波強度が、他の前記通信端末各々から受信した何れの前記電波強度より
も大きい場合に、前記第二の無線ネットワークに接続されている他の前記通信端末を子機
として収容し、前記第一の無線ネットワークに当該子機を接続する親機モードで動作し、
　前記検出した電波強度が、何れかの他の前記通信端末から受信した電波強度より小さい
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場合に、親機モードで動作中の他の前記通信端末と前記第二の無線ネットワークを介して
接続し、当該通信端末を介して前記第一の無線ネットワークに接続する子機モードで動作
する
　ことを特徴とする親子電話システム構築方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の親子電話システム構築方法であって、
　前記親機モードで動作中の前記通信端末が、
　自通信端末の情報を含む親機情報と、前記子機モードで動作中の他の前記通信端末各々
の情報を含む子機情報とを、前記第一の無線ネットワークに接続されている主装置に送信
し、
　前記第一の無線ネットワークに接続されている前記主装置に、前記子機モードで動作中
の他の前記通信端末各々を接続し、
　前記主装置が、
　前記第一の無線ネットワークを介して前記親機モードで動作中の前記通信端末から前記
親機情報および前記子機情報を受信し、当該子機情報により特定される子機各々の内線グ
ループ番号および内線番号に対応付けて、当該親機情報により特定される親機の携帯電話
番号を登録し、
　前記内線グループ番号あるいは前記内線番号を着信先番号とする呼が着信した場合に、
当該内線グループ番号あるいは内線番号に対応する親機の携帯電話番号に当該呼を中継す
る
　ことを特徴とする親子電話システム構築方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線機能を備えた通信端末を用いた親子電話システムの構築技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、音声データをＩＰパケットで送受信するＬＡＮのゲートウェイがＢｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ規格で端末と通信することにより、端末間で通信を行う内線電話システム
が開示されている。この内線電話システムにおいて、ゲートウェイは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ規格で通信可能な音声データとＬＡＮ上で通信可能なＩＰパケットとを相互変換して、
ＬＡＮ上で音声データ通信を行う。端末は、最寄りのゲートウェイおよびＬＡＮを介して
、通話相手の端末と音声通話を行う。
【０００３】
　また、特許文献２には、異なるユーザが所有する複数の携帯電話端末で１つの携帯電話
番号を共有することを可能とする携帯電話システムが開示されている。この携帯電話シス
テムにおいては、番号管理サーバ、呼制御サーバ、および構内網－公衆網間のプロトコル
変換用のゲートウェイが、構内網と公衆網との間のインターワークのために設置される。
番号管理サーバは、公衆網からゲートウェイに呼が着信すると、その着信先番号として指
定される携帯電話番号の通話履歴および使用状況から、着信先端末とする１つの内線電話
端末を特定する。呼制御サーバは、着信先端末が構内にいれば内線通話にて呼を着信させ
、着信先端末が構外にいれば、この着信先端末に付与されている携帯電話番号へ呼を転送
する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１０４５３１号公報
【特許文献２】特開２００８－２１９２５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　例えば屋外で作業を行っているグループのあるメンバー（相手メンバー）に用件を伝え
たい場合において、相手メンバーの周囲の電波環境が悪く、相手メンバーの携帯電話端末
に電話が繋がらないことがある。この場合、通常は、携帯電話番号を知っている他のメン
バーの携帯電話端末に電話をかけ直して、相手メンバーに電話を取り次いでもらうことに
なるが、この手間が煩わしい。また、何れかのメンバーが相手メンバーの近くにいなけれ
ば、相手メンバーに電話を取り次いでもらうことができない。さらに、相手メンバーに取
り次いでもらうことができた場合でも、携帯電話端末の貸し借りが発生して、衛生上好ま
しくない。上記の特許文献１、２に記載の技術は、これらの点を考慮していない。
【０００６】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、通信端末をより繋が
りやすくすることが可能な技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明では、無線通信機能を備えた通信端末を複数用いて
、親子電話システムを構築する。第一の無線ネットワーク（例えば携帯電話網等の広域無
線通信網）の電波環境が最もよい通信端末が親機となる。親機は、その他の通信端末各々
を子機として第二の無線ネットワーク（例えば無線ＬＡＮ等の狭域無線通信網）経由で収
容し、これらの子機を第一の無線ネットワークに接続する。
【０００８】
　例えば、本発明は、無線通信機能を備えた通信端末であって、
　第一の無線ネットワークに接続するための第一のインターフェース手段と、
　第二の無線ネットワークに接続するための第二のインターフェース手段と、
　前記第二のインターフェース手段を介して、前記第二の無線ネットワークに接続されて
いる他の通信端末を子機として収容し、前記第一のインターフェース手段を介して前記第
一の無線ネットワークに当該子機を接続する親機モード処理手段と、
　前記第二のインターフェース手段を介して、前記第二の無線ネットワークに接続されて
いる親機として動作する他の通信端末と接続し、当該親機を介して前記第一の無線ネット
ワークに接続する子機モード処理手段と、
　前記親機モード処理手段および前記子機モード処理手段の何れか一方を起動させるモー
ド選択手段と、
　前記第一の無線ネットワークの電波強度を検出する電波強度検出手段と、
　前記第二のインターフェース手段を介して、前記第二の無線ネットワークに接続されて
いる他の前記通信端末各々に、前記電波強度検出手段が検出した電波強度の通知を送信す
る電波強度通知送信手段と、
　前記第二のインターフェース手段を介して、前記第二の無線ネットワークに接続されて
いる他の前記通信端末各々から電波強度の通知を受信する電話強度通知受信手段と、を有
し、
　前記モード選択手段は、
　前記電波強度検出手段が検出した電波強度が、前記電話強度通知受信手段が他の前記通
信端末各々から受信した何れの電波強度よりも大きい場合に、前記親機モード処理手段を
起動させ、そうでない場合に前記子機モード処理手段を起動させる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、第一の無線ネットワークの電波環境が最もよい通信端末を親機として
、複数の通信端末による親子電話システムを構築することができ、これにより、第一の無
線ネットワークの電波環境がよくない通信端末と第一の無線ネットワークとの良好な通話
を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
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【図１】図１は、本発明の第一実施の形態に係る親子電話システムの概略図である。
【図２】図２は、図１に示す携帯電話端末１の概略構成図である。
【図３】図３は、図２に示す携帯電話端末１の動作を説明するためのフロー図である。
【図４】図４は、図３のＳ１２（親子電話システム構築処理Ａ）を説明するためのフロー
図である。
【図５】図５（Ａ）は、図３のＳ１４（親子電話システム構築処理Ｂ）を説明するための
フロー図であり、図５（Ｂ）は、図３のＳ１６（親子電話システム再構築処理Ａ）を説明
するためのフロー図である。
【図６】図６（Ａ）は、図３のＳ１８（親子電話システム再構築処理Ｂ）を説明するため
のフロー図であり、図６（Ｂ）は、図３のＳ２０（親子電話システム解消処理）を説明す
るためのフロー図である。
【図７】図７は、本発明の第一実施の形態に係る親子電話システムが構築される場合の動
作を説明するためのシーケンス図である。
【図８】図８は、本発明の第一実施の形態に係る親子電話システムに子機が追加される場
合の動作を説明するためのシーケンス図である。
【図９】図９は、本発明の第一実施の形態に係る親子電話システムに着信があった場合の
動作を説明するためのシーケンス図である。
【図１０】図１０は、本発明の第二実施の形態に係る内線電話システムの概略図である。
【図１１】図１１は、図１０に示す携帯電話端末１Ａの概略構成図である。
【図１２】図１２は、図１０に示す電話制御装置５の概略構成図である。
【図１３】図１３は、内線端末情報記憶部５５の登録内容を模式的に表した図である。
【図１４】図１４は、図１２に示す電話制御装置５の動作を説明するためのフロー図であ
る。
【図１５】図１５は、本発明の第二実施の形態において、親子電話システムが構築され、
各携帯電話端末１Ａが電話制御装置５に内線端末として収容される場合の動作を説明する
ためのシーケンス図である。
【図１６】図１６は、本発明の第二実施の形態において、親子電話システムに子機が追加
され、この子機が電話制御装置５に内線端末として収容される場合の動作を説明するため
のシーケンス図である。
【図１７】図１７は、本発明の第二実施の形態に係る内線電話システムに着信があった場
合の動作を説明するためのシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。
【００１２】
　［第一実施の形態］
　図１は、本発明の第一実施の形態に係る親子電話システムの概略図である。
【００１３】
　図示するように、本実施の形態の親子電話システムは、複数の携帯電話端末１－１～１
－４（以下、単に携帯電話端末１とも呼ぶ）が無線ＬＡＮ３のアドホック通信により相互
に接続されて構成されている。
【００１４】
　複数の携帯電話端末１－１～１－４のうち、携帯電話網２の電波環境が最もよい携帯電
話端末（ここでは携帯電話端末１－１）が親機となる。親機１－１は、その他の携帯電話
端末１－２～１－４を子機として無線ＬＡＮ３経由で収容し、これらの子機１－２～１－
４を携帯電話網２に接続する。また、親機１－１は、子機１－２～１－４と携帯電話網２
との間の中継だけでなく、子機１－２～１－４同士の内線通話や保留・転送も制御する。
なお、携帯電話端末１には、携帯電話網２により複数の携帯電話番号が割り当てられてお
り、そのうちの一つはすべての携帯電話端末１に共通の携帯電話番号である。この共通の
携帯電話番号は、親子電話システムの代表番号として用いられる。
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【００１５】
　図２は、図１に示す携帯電話端末１の概略構成図である。
【００１６】
　図示するように、携帯電話端末１は、無線ＬＡＮインターフェース部１１と、携帯電話
網インターフェース部１２と、ユーザインターフェース部１３と、携帯電話機能部１４と
、子機モード処理部１５と、親機モード処理部１６と、主制御部１７と、を有する。
【００１７】
　無線ＬＡＮインターフェース部１１は、無線ＬＡＮ３に接続するためのインターフェー
スである。
【００１８】
　携帯電話網インターフェース部１２は、携帯電話網２に接続するためのインターフェー
スである。
【００１９】
　ユーザインターフェース部１３は、ユーザが通話および各種操作を行うためのインター
フェースであり、図示していないが、ハンドセット、ダイヤルキー等の操作部、および液
晶ディスプレイ等の表示部を備える。
【００２０】
　携帯電話機能部１４は、携帯電話端末１本来の機能を実現するための処理部であり、呼
制御部１４１と、通話処理部１４２と、を有する。
【００２１】
　呼制御部１４１は、携帯電話網２に対する発着信を処理して、携帯電話網インターフェ
ース部１２を介して通話相手との間に通話路を確立する。なお、呼制御部１４１は、自携
帯電話端末１に割り当てられた親子電話システムの代表番号以外の携帯電話番号を用いて
発着信を処理する。
【００２２】
　通話処理部１４２は、呼制御部１４１によって確立された通話路を介して通話相手に、
ユーザインターフェース部１３に入力された音声を送信するとともに、この通話路を介し
て通話相手から受信した音声をユーザインターフェース部１３へ出力する。
【００２３】
　子機モード処理部１５は、無線ＬＡＮインターフェース部１１を介して、親機モードで
動作する携帯電話端末１－１と接続し、この携帯電話端末１－１を介して携帯電話網２に
接続する子機モード処理を行う。子機モード処理部１５は、ＳＩＰ－ＵＡ部１５１と、通
話処理部１５２と、を有する。
【００２４】
　ＳＩＰ－ＵＡ部１５１は、ＳＩＰ（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔ
ｏｃｏｌ）に従い呼制御処理を行って、親機モードで動作する携帯電話端末の１－１の有
する後述のＳＩＰサーバ部１６１と連携し、無線ＬＡＮインターフェース部１１を介して
通話相手との間に通話路を確立するＳＩＰユーザ・エージェント（ＳＩＰクライアント）
である。
【００２５】
　通話処理部１５２は、ＲＴＰ（Ｒｅａｌｔｉｍｅ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｐｒｏｔｏｃ
ｏｌ）に従い通話処理を行って、ＳＩＰ－ＵＡ部１５１によって確立された通話路を介し
て通話相手に、ユーザインターフェース部１３に入力された音声を送信するとともに、こ
の通話路を介して通話相手から受信した音声をユーザインターフェース部１３へ出力する
。
【００２６】
　親機モード処理部１６は、無線ＬＡＮインターフェース部１１を介して、子機モードで
動作する携帯電話端末１－２～１－４を収容し、これらの携帯電話端末１－２～１－４を
携帯電話網２に接続する親機モード処理を行う。親機モード処理部１６は、ＳＩＰサーバ
部１６１と、呼制御部１６２と、ゲートウェイ制御部１６３と、を有する。
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【００２７】
　ＳＩＰサーバ部１６１は、ＳＩＰに従い呼制御処理を行って、子機モードで動作する携
帯電話端末１－２～１－４のＳＩＰ－ＵＡ部１５１と連携し、無線ＬＡＮインターフェー
ス部１１を介して無線ＬＡＮ３上に通話路を確立するＳＩＰサーバである。
【００２８】
　呼制御部１６２は、ＳＩＰサーバ部１６１と連携して、携帯電話網２に対する発着信を
処理し、携帯電話網インターフェース部１２を介して携帯電話網２上に通話路を確立する
。なお、呼制御部１６２は、自携帯電話端末１に割り当てられた親子電話システムの代表
番号を用いて発着信を処理する。
【００２９】
　ゲートウェイ制御部１６３は、ＳＩＰサーバ部１６１によって無線ＬＡＮ３上に確立さ
れた通話路と、呼制御部１６２によって携帯電話網２上に確立された通話路とを接続する
処理を行う。具体的には、無線ＬＡＮ３上の通話路を介してＲＴＰパケットを受信し、こ
のＲＴＰパケットを携帯電話網２用の通話信号にプロトコル変換して、この通話信号を携
帯電話網２上の通話路に送信する。また、携帯電話網２上の通話路を介して通話信号を受
信し、この通話信号をＲＴＰパケットにプロトコル変換して、このＲＴＰパケットを無線
ＬＡＮ３上の通話路に送信する。
【００３０】
　主制御部１７は、自携帯電話端末１の各部１１～１６を統括的に制御する。主制御部１
７は、電波強度検出部１７１と、電波強度送受信部１７２と、モード選択部１７３と、親
機情報送受信部１７４と、子機情報送受信部１７５と、親子情報設定部１７６と、構築・
再構築通知送受信部１７７と、を有する。
【００３１】
　電波強度検出部１７１は、携帯電話網インターフェース部１２における携帯電話網２の
電波強度を検出する。
【００３２】
　電波強度送受信部１７２は、電波強度検出部１７１が検出した電波強度を、無線ＬＡＮ
インターフェース部１１からマルチキャストで送信する。また、電波強度送受信部１７２
は、無線ＬＡＮインターフェース部１１を介して他の携帯電話端末１から電波強度を受信
する。
【００３３】
　モード選択部１７３は、電波強度検出部１７１が検出した電波強度と、電波強度送受信
部１７２が他の携帯電話端末１各々から受信した電波強度とを比較し、その比較結果に基
づいて、子機モード処理部１５および親機モード処理部１６の何れか一方を起動（子機モ
ードおよび親機モードの何れか一方で自携帯電話端末１を動作）させる。
【００３４】
　親機情報送受信部１７４は、モード選択部１７３が親機モード処理部１６を起動させた
場合に、自携帯電話端末１のアドレス情報、番号情報（例えば携帯電話番号、内線番号等
）等を含む親機情報を無線ＬＡＮインターフェース部１１からマルチキャストで送信する
。また、親機情報送受信部１７４は、無線ＬＡＮインターフェース部１１を介して、親機
モードで動作する他の携帯電話端末１－１から親機情報を受信する。
【００３５】
　子機情報送受信部１７５は、親機モードで動作する他の携帯電話端末１－１からの親機
情報を親機情報送受信部１７４が受信した場合に、自携帯電話端末１のアドレス情報、番
号情報（例えば携帯電話番号、内線番号等）等を含む子機情報を、無線ＬＡＮインターフ
ェース部１１を介して、親機情報の送信元である携帯電話端末１－１に送信する。また、
子機情報送受信部１７５は、モード選択部１７３が親機モード処理部１６を起動させた場
合に、無線ＬＡＮインターフェース部１１を介して、子機モードで動作する他の携帯電話
端末１－２～１－４各々から子機情報を受信する。
【００３６】
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　親子情報設定部１７６は、親機情報送受信部１７４が受信した親機情報を子機モード処
理部１５に設定する。また、親子情報設定部１７６は、子機情報送受信部１７５が受信し
た子機情報を親機モード処理部１６に設定する。
【００３７】
　構築・再構築通知送受信部１７７は、所定のイベント（親子電話システム構築イベント
）が発生した場合に、親子電話システム構築通知を無線ＬＡＮインターフェース部１１か
らマルチキャストで送信する。また、構築・再構築通知送受信部１７７は、無線ＬＡＮイ
ンターフェース部１１を介して、他の携帯電話端末１から親子電話システム構築通知を受
信する。本実施の形態では、親子電話システム構築イベントとして、ユーザインターフェ
ース部１３を介してユーザから親子電話システムの構築指示を受け付けた場合と、電波強
度検出部１７１が検出した電波強度が所定値Ｓ１（携帯電話網２と通信を行うために最低
限必要な電波強度として予め設定された値）未満である場合において、子機モード処理部
１５および親機モード処理部１６が両方ともに停止中である場合と、を想定している。
【００３８】
　また、構築・再構築通知送受信部１７７は、所定のイベント（親子電話システム再構築
イベント）が発生した場合に、親子電話システム再構築通知を無線ＬＡＮインターフェー
ス部１１からマルチキャストで送信する。また、構築・再構築通知送受信部１７７は、無
線ＬＡＮインターフェース部１１を介して、他の携帯電話端末１から親子電話システム再
構築通知を受信する。本実施の形態では、親子電話システム再構築イベントとして、ユー
ザインターフェース部１３を介してユーザから親子電話システムの再構築指示を受け付け
た場合と、電波強度検出部１７１が検出した電波強度が所定値Ｓ１（携帯電話網２と通信
を行うために最低限必要な電波強度として予め設定された値）未満である場合において、
親機モード処理部１６が稼動中である場合と、を想定している。
【００３９】
　また、構築・再構築通知送受信部１７７は、所定のイベント（親子電話システム解消イ
ベント）が発生した場合に、無線ＬＡＮインターフェース部１１を介して、親機モードで
動作する携帯電話端末１－１に子機離脱通知を送信する。また、構築・再構築通知送受信
部１７７は、無線ＬＡＮインターフェース部１１を介して、子機モードで動作する他の携
帯電話端末１－２～１－４から子機離脱通知を受信する。本実施の形態では、親子電話シ
ステム解消イベントとして、ユーザインターフェース部１３を介してユーザから親子電話
システムの解消指示を受け付けた場合において、子機モード処理部１５および親機モード
処理部１６の何れか一方が稼働中である場合、あるいは電波強度検出部１７１が検出した
電波強度が所定値Ｓ２（携帯電話網２と良好な通信を行うために十分な電波強度として予
め設定された値）以上である場合において、子機モード処理部１５が稼動中である場合と
、を想定している。
【００４０】
　図３は、図２に示す携帯電話端末１の動作を説明するためのフロー図である。
【００４１】
　なお、このフローのスタート時において、子機モード処理部１５および親機モード処理
部１６は停止している。
【００４２】
　先ず、電波強度検出部１７１は、携帯電話網インターフェース部１２における携帯電話
網２の電波強度の例えば定期的な検出を開始する（Ｓ１０）。
【００４３】
　次に、構築・再構築通知送受信部１７７は、親子電話システム構築イベントが発生した
か否かを判断する（Ｓ１１）。上述したように、本実施の形態では、ユーザインターフェ
ース部１３を介してユーザから親子電話システムの構築指示を受け付けた場合、あるいは
Ｓ１０で検出した電波強度が上述の所定値Ｓ１未満である場合において、子機モード処理
部１５および親機モード処理部１６が両方ともに停止中である場合に、親子電話システム
構築イベントが発生したものと判断する。親子電話システム構築イベントが発生したと判
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断した場合には（Ｓ１１でＹＥＳ）、後述する親子電話システム構築処理Ａを実施する（
Ｓ１２）。
【００４４】
　また、構築・再構築通知送受信部１７７は、無線ＬＡＮインターフェース部１１を介し
て他の携帯電話端末１から親子電話システム構築通知を受信したか否かを判断する（Ｓ１
３）。親子電話システム構築通知を受信した場合には（Ｓ１３でＹＥＳ）、後述する親子
電話システム構築処理Ｂを実施する（Ｓ１４）。
【００４５】
　また、構築・再構築通知送受信部１７７は、親子電話システム再構築イベントが発生し
たか否かを判断する（Ｓ１５）。上述したように、本実施の形態では、ユーザインターフ
ェース部１３を介してユーザから親子電話システムの再構築指示を受け付けた場合におい
て、子機モード処理部１５および親機モード処理部１６の何れか一方が稼働中である場合
、あるいはＳ１０で検出した電波強度が上述の所定値Ｓ１未満である場合において、親機
モード処理部１６が稼動中である場合に、親子電話システム再構築イベントが発生したも
のと判断する。親子電話システム再構築イベントが発生したと判断した場合には（Ｓ１５
でＹＥＳ）、後述する親子電話システム再構築処理Ａを実施する（Ｓ１６）。
【００４６】
　また、構築・再構築通知送受信部１７７は、無線ＬＡＮインターフェース部１１を介し
て他の携帯電話端末１から親子電話システム再構築通知を受信したか否かを判断する（Ｓ
１７）。親子電話システム再構築通知を受信した場合には（Ｓ１７でＹＥＳ）、後述する
親子電話システム再構築処理Ｂを実施する（Ｓ１８）。
【００４７】
　また、モード選択部１７３は、親子電話システム解消イベントが発生したか否かを判断
する（Ｓ１９）。上述したように、本実施の形態では、ユーザインターフェース部１３を
介してユーザから親子電話システムの解消指示を受け付けた場合において、子機モード処
理部１５および親機モード処理部１６の何れか一方が稼働中である場合、あるいはＳ１０
で検出した電波強度が上述の所定値Ｓ２以上である場合において、子機モード処理部１５
が稼動中である場合に、親子電話システム解消イベントが発生したものと判断する。親子
電話システム解消イベントが発生したと判断した場合には（Ｓ１９でＹＥＳ）、稼働中の
子機モード処理部１５あるいは親機モード処理部１６を停止し、後述する親子電話システ
ム解消処理を実施する（Ｓ２０）。
【００４８】
　また、構築・再構築通知送受信部１７７は、親機モード処理部１６が稼動中である場合
に、無線ＬＡＮインターフェース部１１を介して、子機モードで動作する他の携帯電話端
末１から子機離脱通知を受信したか否かを判断する（Ｓ２１）。子機離脱通知を受信した
場合には（Ｓ２１でＹＥＳ）、構築・再構築通知送受信部１７７は、この子機離脱通知に
より特定される子機情報を親子情報設定部１７６に通知する。これを受けて、親子情報設
定部１７６は、この子機情報の、親機モード処理部１６への設定を解除する（Ｓ２２）。
これにより、子機離脱通知の送信元である携帯電話端末１が親子電話システムから離脱す
る。
【００４９】
　また、主制御部１７は、携帯電話網インターフェース部１２、ユーザインターフェース
部１３、および携帯電話機能部１４を制御して、携帯電話端末１本来の機能を実現する（
Ｓ２３）。すなわち、呼制御部１４１は、ユーザインターフェース部１３を介してユーザ
から受け付けた発信指示、あるいは携帯電話網インターフェース部１２を介して携帯電話
網２から受け付けた着信に従い、呼制御処理を行って携帯電話網２上に通話路を確立する
。そして、通話処理部１４２は、ユーザインターフェース部１３に入力された通話信号を
、携帯電話網インターフェース部１２を介してこの通話路に送信する。また、携帯電話網
インターフェース部１２を介してこの通話路から受信した通話信号を、ユーザインターフ
ェース部１３から出力する。
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【００５０】
　図４は、図３のＳ１２（親子電話システム構築処理Ａ）を説明するためのフロー図であ
る。
【００５１】
　先ず、構築・再構築通知送受信部１７７は、親子電話システム構築通知を無線ＬＡＮイ
ンターフェース部１１からマルチキャストで送信する（Ｓ１２０１）。
【００５２】
　次に、親機情報送受信部１７４は、所定時間（例えば数秒）の経過によりタイムアウト
するまでの間、無線ＬＡＮインターフェース部１１を介して、親機モードで動作する他の
携帯電話端末１から親機情報が送られてくるのを待つ（Ｓ１２０２、Ｓ１２０３）。
【００５３】
　タイムアウト前に親機情報が送られてきた場合は（Ｓ１２０２でＹＥＳ、Ｓ１２０３で
ＮＯ）、Ｓ１２１５に進む。
【００５４】
　一方、親機情報が送られてくることなくタイムアウトした場合（Ｓ１２０２でＮＯ、Ｓ
１２０３でＹＥＳ）、親機情報送受信部１７４は、電波強度検出部１７１に電波強度の検
出を指示する。これを受けて、電波強度検出部１７１は、携帯電話網インターフェース部
１２における携帯電話網２の電波強度を新たに検出する。そして、電波強度送受信部１７
２は、この新たに検出された電波強度を、無線ＬＡＮインターフェース部１１からマルチ
キャストで送信する（Ｓ１２０４）。
【００５５】
　次に、電波強度送受信部１７２は、所定時間（例えば数秒）の経過によりタイムアウト
するまでの間、無線ＬＡＮインターフェース部１１を介して他の携帯電話端末１各々から
電波強度が送られてくるのを待つ（Ｓ１２０５、Ｓ１２０６）。そして、タイムアウト前
に他の携帯電話端末１各々から受信した電波強度と、Ｓ１２０４で送信した自携帯電話端
末１の電波強度とをモード選択部１７３に渡す。
【００５６】
　これを受けて、モード選択部１７３は、自携帯電話端末１の電波強度と、他の携帯電話
端末１各々の電波強度とを比較する（Ｓ１２０７）。そして、自携帯電話端末１の電波強
度が他の携帯電話端末１各々の何れの電波強度よりも大きい場合（Ｓ１２０８でＹＥＳ）
、自携帯電話端末１を親機モードで動作させるべくＳ１２０９に進む。一方、自携帯電話
端末１の電波強度が、何れかの他の携帯電話端末１の電波強度以下である場合（Ｓ１２０
８でＮＯ）、自携帯電話端末１を子機モードで動作させるべくＳ１２１４に進む。
【００５７】
　Ｓ１２０９において、モード選択部１７３は、親機モード処理部１６を起動させる。そ
れから、親機情報送受信部１７４は、自携帯電話端末１のアドレス情報、番号情報等を含
む親機情報を生成し、この親機情報を無線ＬＡＮインターフェース部１１からマルチキャ
ストで送信する（Ｓ１２１０）。
【００５８】
　次に、子機情報送受信部１７５は、所定時間（例えば数秒）の経過によりタイムアウト
するまでの間、無線ＬＡＮインターフェース部１１を介して、他の携帯電話端末１各々か
ら、アドレス情報、番号情報等を含む子機情報が送られてくるのを待つ。そして、親子情
報設定部１７６は、子機情報送受信部１７５が受信した子機情報を親機モード処理部１６
に設定する（Ｓ１２１１～Ｓ１２１３）。
【００５９】
　これにより、親機モード処理部１６は、無線ＬＡＮインターフェース部１１を介して、
子機モードで動作する他の携帯電話端末１を収容し、これらの携帯電話端末１を携帯電話
網２に接続する親機モード処理を行う。
【００６０】
　一方、Ｓ１２１４においては、親機情報送受信部１７４は、無線ＬＡＮインターフェー
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ス部１１を介して他の携帯電話端末１から親機情報が送られてくるのを待つ。その後、Ｓ
１２１５に進む。
【００６１】
　親機情報送受信部１７４が親機情報を受信すると（Ｓ１２０２またはＳ１２１４でＹＥ
Ｓ）、Ｓ１２１５において、モード選択部１７３は、子機モード処理部１５を起動させる
。それから、子機情報送受信部１７５は、自携帯電話端末１のアドレス情報、番号情報等
を含む子機情報を生成し、無線ＬＡＮインターフェース部１１を介して、親機情報の送信
元（親機モードで動作中の携帯電話端末１）に、この子機情報を送信する（Ｓ１２１６）
。次に、親子情報設定部１７６は、親機情報送受信部１７４が受信した親機情報を子機モ
ード処理部１５に設定する（Ｓ１２１７）。
【００６２】
　これにより、子機モード処理部１５は、無線ＬＡＮインターフェース部１１を介して、
親機モードで動作する他の携帯電話端末１と接続し、この携帯電話端末１を介して携帯電
話網２に接続する子機モード処理を行う。
【００６３】
　図５（Ａ）は、図３のＳ１４（親子電話システム構築処理Ｂ）を説明するためのフロー
図である。
【００６４】
　先ず、親機情報送受信部１７４は、子機モード処理部１５および親機モード処理部１６
の何れか一方が稼働中であるか否かを判断する（Ｓ１４０１）。
【００６５】
　子機モード処理部１５および親機モード処理部１６の何れか一方が稼働中である場合（
Ｓ１４０１でＹＥＳ）において、子機モード処理部１５が稼働中であるならば（Ｓ１４０
２でＮＯ）、何もせずにこのフローを終了する。また、親機モード処理部１６が稼働中で
あるならば（Ｓ１４０２でＹＥＳ）、親機情報送受信部１７４は、自携帯電話端末１のア
ドレス情報、番号情報等を含む親機情報を生成し、無線ＬＡＮインターフェース部１１を
介して、親子電話システム構築通知の送信元である携帯電話端末１に、この親機情報を送
信する（Ｓ１４０３）。その後、子機情報送受信部１７５は、無線ＬＡＮインターフェー
ス部１１を介して、親子電話システムの構築通知の送信元である携帯電話端末１から、ア
ドレス情報、番号情報等を含む子機情報を受信する（Ｓ１４０４）。そして、親子情報設
定部１７６は、子機情報送受信部１７５が受信した子機情報を親機モード処理部１６に追
加設定する（Ｓ１４０５）。
【００６６】
　一方、子機モード処理部１５および親機モード処理部１６の両方ともに稼働中でない場
合（Ｓ１４０１でＮＯ）、図４のＳ１２０４に進み、図４のＳ１２０４～Ｓ１２１７の処
理を実行する（Ｓ１４０６）。
【００６７】
　図５（Ｂ）は、図３のＳ１６（親子電話システム再構築処理Ａ）を説明するためのフロ
ー図である。
【００６８】
　先ず、モード選択部１７３は、稼働中の子機モード処理部１５あるいは親機モード処理
部１６を停止する（Ｓ１６０１）。次に、構築・再構築通知送受信部１７７は、親子電話
システム再構築通知を無線ＬＡＮインターフェース部１１からマルチキャストで送信する
（Ｓ１６０２）。それから、図４のＳ１２０４に進み、図４のＳ１２０４～Ｓ１２１７の
処理を実行する（Ｓ１６０３）。
【００６９】
　図６（Ａ）は、図３のＳ１８（親子電話システム再構築処理Ｂ）を説明するためのフロ
ー図である。
【００７０】
　先ず、モード選択部１７３は、稼働中の子機モード処理部１５あるいは親機モード処理



(13) JP 5239879 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

部１６を停止する（Ｓ１８０１）。それから、図４のＳ１２０４に進み、図４のＳ１２０
４～Ｓ１２１７の処理を実行する（Ｓ１８０２）。
【００７１】
　図６（Ｂ）は、図３のＳ２０（親子電話システム解消処理）を説明するためのフロー図
である。
【００７２】
　モード選択部１７３は、親機モード処理部１６が稼働中であるならば（Ｓ２００１でＹ
ＥＳ）、この親機モード処理部１６を停止する（Ｓ２００２）。次に、構築・再構築通知
送受信部１７７は、親子電話システム再構築通知を無線ＬＡＮインターフェース部１１か
らマルチキャストで送信する（Ｓ２００３）。
【００７３】
　一方、モード選択部１７３は、子機モード処理部１５が稼働中であるならば（Ｓ２００
１でＮＯ）、この子機モード処理部１５を停止する（Ｓ２００４）。次に、構築・再構築
通知送受信部１７７は、無線ＬＡＮインターフェース部１１を介して、親機モードで動作
する携帯電話端末１に、自携帯電話端末１のアドレス情報、番号情報を含む子機離脱通知
を送信する（Ｓ２００５）。
【００７４】
　さて、親機モードで動作する携帯電話端末１において、構築・再構築通知送受信部１７
７は、無線ＬＡＮインターフェース部１１を介して他の携帯電話端末１から子機離脱通知
を受信すると、この子機離脱通知により特定される子機情報を親子情報設定部１７６に通
知する。これを受けて、親子情報設定部１７６は、この子機情報の、親機モード処理部１
６への設定を解除する。これにより、子機離脱通知の送信元である携帯電話端末１が親子
電話システムから離脱する。
【００７５】
　次に、本実施の形態に係る親子電話システムの動作例を説明する。
【００７６】
　先ず、本実施の形態において、親子電話システムが構築される場合の動作を説明する。
【００７７】
　図７は、本発明の第一実施の形態に係る親子電話システムが構築される場合の動作を説
明するためのシーケンス図である。
【００７８】
　なお、初期状態において、すべての携帯電話端末１－１～１－４は、子機モード処理部
１５および親機モード処理部１６の両方を停止させているものとする。
【００７９】
　ユーザから親子電話システムの構築指示を受け付けたり、携帯電話網２の電波強度が所
定値Ｓ１未満になることによって、携帯電話端末１－２に、親子電話システム構築イベン
トが発生したものとする（Ｓ２０１）。携帯電話端末１－２は、親子電話システム構築通
知を無線ＬＡＮ３上にマルチキャストで送信する（Ｓ２０２）。そして、他の携帯電話端
末１－１、１－３、１－４は、この親子電話システム構築通知を受信する。
【００８０】
　次に、携帯電話端末１－１～１－４は、それぞれ、携帯電話網２の電波強度を検出し（
Ｓ２０３）、検出した電波強度を無線ＬＡＮ３上にマルチキャストで送信するとともに、
他の携帯電話端末１の電波強度を受信する（Ｓ２０４）。
【００８１】
　それから、携帯電話端末１－１～１－４各々は、自携帯電話端末１の電波強度を、他の
携帯電話端末１の電波強度と比較する（Ｓ２０５）。そして、最も電波強度の高い携帯電
話端末１－１が親機モード処理部１６を起動させ（Ｓ２０６）、親機情報を無線ＬＡＮ３
上にマルチキャストで送信する（Ｓ２０７）。
【００８２】
　他の携帯電話端末１－２～１－４各々は、無線ＬＡＮ３を介して携帯電話端末１－１か
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ら親機情報を受信すると、子機モード処理部１５を起動させ（Ｓ２０８）、無線ＬＡＮ３
を介して携帯電話端末１－１に子機情報を送信する（Ｓ２０９）。また、携帯電話端末１
－１を親機として子機モード処理部１５に登録する（Ｓ２１０）。
【００８３】
　一方、携帯電話端末１－１は、携帯電話端末１－２～１－４各々から子機情報を受信し
、これらの携帯電話端末１－２～１－４を子機として親機モード処理部１６に登録する（
Ｓ２１１）。
【００８４】
　以上により、親子電話システムが構築され、携帯電話網２の電波環境が最もよい携帯電
話端末１－１が親機となる。親機１－１は、携帯電話端末１－２～１－４を子機として無
線ＬＡＮ３経由で収容し、これらの子機１－２～１－４を携帯電話網２に接続する。
【００８５】
　次に、本実施の形態において、親子電話システムが再構築される場合の動作を説明する
。
【００８６】
　この場合の動作は、以下の点を除いて図７に示す親子電話システムが構築される場合の
動作と同様である。すなわち、Ｓ２０１において、親子電話システム構築イベントの代わ
りに、ユーザから親子電話システムの再構築指示を受け付けたり、親機における携帯電話
網２の電波強度が所定値Ｓ１未満になることによって、何れかの携帯電話端末１に親子電
話システム再構築イベントが発生し、Ｓ２０２において、親子電話システム再構築イベン
ト発生元の携帯電話端末１が、親子電話システム構築通知の代わりに、親子電話システム
再構築通知を無線ＬＡＮ３上にマルチキャストで送信する。なお、当然ながら、この場合
には、図７の初期状態において、携帯電話端末１－１～１－４が親子電話システムを構築
済みであることが前提になる。
【００８７】
　次に、本実施の形態において、親子電話システムに子機が追加される場合の動作を説明
する。
【００８８】
　図８は、本発明の第一実施の形態に係る親子電話システムに子機が追加される場合の動
作を説明するためのシーケンス図である。
【００８９】
　なお、初期状態において、携帯電話端末１－１、１－３、１－４は、親子電話システム
を構築済みであり、携帯電話端末１－１が親機モードで動作中であるとする。
【００９０】
　ユーザから親子電話システムの構築指示を受け付けたり、携帯電話網２の電波強度が所
定値Ｓ１未満になることによって、携帯電話端末１－２に親子電話システム構築イベント
が発生したものとする（Ｓ２２１）。携帯電話端末１－２は、親子電話システム構築通知
を無線ＬＡＮ３上にマルチキャストで送信する（Ｓ２２２）。そして、他の携帯電話端末
１－１、１－３、１－４は、この親子電話システム構築通知を受信する。
【００９１】
　子機モードで動作中の携帯電話端末１－３、１－４は、この親子電話システム構築通知
に対して応答することなく無視する。一方、親機モードで動作中の携帯電話端末１－１は
、無線ＬＡＮ３を介して携帯電話端末１－２に、自携帯電話端末１－１のアドレス情報、
番号情報等を含む親機情報を送信する（Ｓ２２３）。
【００９２】
　携帯電話端末１－２は、無線ＬＡＮ３を介して携帯電話端末１－１から親機情報を受信
すると、子機モード処理部１５を起動させ（Ｓ２２４）、無線ＬＡＮ３を介して携帯電話
端末１－１に子機情報を送信する（Ｓ２２５）。また、携帯電話端末１－１を親機として
子機モード処理部１５に登録する（Ｓ２２６）。
【００９３】
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　一方、携帯電話端末１－１は、携帯電話端末１－２から子機情報を受信し、携帯電話端
末１－２を子機として親機モード処理部１６に登録する（Ｓ２２７）。
【００９４】
　以上により、携帯電話端末１－２が親子電話システムに子機として新たに追加される。
【００９５】
　次に、本実施の形態に係る親子電話システムに着信があった場合の動作を説明する。
【００９６】
　図９は、本発明の第一実施の形態に係る親子電話システムに着信があった場合の動作を
説明するためのシーケンス図である。
【００９７】
　なお、初期状態において、携帯電話端末１－１～１－４は、親子電話システムを構築済
みであり、携帯電話端末１－１が親機モードで動作中であるとする。
【００９８】
　親機である携帯電話端末１－１は、携帯電話網２から、親子電話システムの代表番号を
宛先番号とする着信があると（Ｓ２４１）、これに応答（一次応答）して、携帯電話網２
を介して通話相手との間に通話路を確立し、この通話路を介して、用件の相手ユーザの携
帯電話番号の入力を促す音声ガイダンス等を送信する（Ｓ２４２）。
【００９９】
　次に、携帯電話端末１－１は、通話相手から例えば携帯電話番号を表すプッシュボタン
信号が送られてくると（Ｓ２４３）、この携帯電話番号が割り当てられている携帯電話端
末１のアドレスを特定する。ここでは携帯電話端末１－３のアドレスが特定されたものと
する。
【０１００】
　次に、携帯電話端末１－１は、無線ＬＡＮ３経由で携帯電話端末１－３を呼び出す（Ｓ
２４４）。そして、ユーザがオフフックするなどして携帯電話端末１－３が応答すると（
Ｓ２４５）、無線ＬＡＮ３を介して携帯電話端末１－３との間に通話路を確立する。そし
て、この通話路を、携帯電話網２上に確立した通話路と接続する。これにより、携帯電話
端末１－１を介して、携帯電話端末１－３と通話相手との間に通話路が形成され、通話が
開始される（Ｓ２４６）。
【０１０１】
　以上、本発明の第一実施の形態を説明した。
【０１０２】
　本実施の形態では、複数の携帯電話端末１によって親子電話システムが構築される。そ
れらの携帯電話端末１のうち、携帯電話網２の電波環境が最もよい携帯電話端末１－１が
親機となって、携帯電話端末１－２～１－４を子機として無線ＬＡＮ３経由で収容する。
そして、携帯電話端末１－１が携帯電話端末１－２～１－４を無線ＬＡＮ３経由で携帯電
話網２に接続する。
【０１０３】
　したがって、本実施の形態によれば、携帯電話網２の電波環境が最もよい携帯電話端末
１－１を親機として、複数の携帯電話端末１による親子電話システムを構築するので、携
帯電話網２の電波環境がよくない携帯電話端末１－２～１－４各々と携帯電話網２との良
好な通話を実現できる。
【０１０４】
　また、本実施の形態において、携帯電話端末１－１は、親機モード処理部１６を起動さ
せた場合に、自携帯電話端末１－１のアドレス情報、番号情報等を含む親機情報を無線Ｌ
ＡＮ３上にマルチキャストで送信し、無線ＬＡＮ３を介して他の携帯電話端末１－２～１
－４から子機情報を受信して、これらの携帯電話端末１－２～１－４を子機として親機モ
ード処理部１６に登録する。一方、携帯電話端末１－２～１－４は、無線ＬＡＮ３を介し
て携帯電話端末１－１から親機情報を受信すると、子機モード処理部１５を起動させ、自
携帯電話端末１－２～１－４のアドレス情報、番号情報等を含む子機情報を携帯電話端末
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１－１に送信するとともに、携帯電話端末１－１を親機として子機モード処理部１５に登
録する。
【０１０５】
　したがって、本実施の形態によれば、携帯電話端末１による親子電話システムを適宜自
由に構築することができる。
【０１０６】
　また、本実施の形態において、携帯電話端末１は、子機モード処理部１５および親機モ
ード処理部１６が両方ともに停止中である場合において、携帯電話網２の電波強度が所定
値Ｓ１未満になると、無線ＬＡＮ３上に親子電話システム構築通知をマルチキャストで送
信する。そして、所定時間内に他の携帯電話端末１から親機情報を受信しなかったならば
、他の携帯電話端末１との間で携帯電話網２の電波強度を送受し、親子電話システムの構
築を開始する。所定時間内に他の携帯電話端末１から親機情報を受信したならば、この携
帯電話端末１に、自携帯電話端末１のアドレス情報、番号情報等を含む子機情報を送信し
て、既存の親子電話システムに子機として加入する。
【０１０７】
　一方、親子電話システム構築通知を受信した携帯電話端末１は、親機モード処理部１６
が稼動中であるならば、自携帯電話端末１のアドレス情報、番号情報等を含む親機情報を
送信して、この親子電話システム構築通知の送信元から子機情報を受信し、この送信元を
子機として登録する。子機モード処理部１５が稼動中であるならば、この親子電話システ
ム構築通知に対して何も応答せずに無視する。そして、子機モード処理部１５および親機
モード処理部１６の何れも停止中であるならば、他の携帯電話端末１との間で携帯電話網
２の電波強度を送受して、親子電話システムの構築を開始する。
【０１０８】
　したがって、本実施の形態によれば、携帯電話端末１は、携帯電話網２の電波環境が悪
くなると、自動的に親子電話システムの構築、あるいは既存の親子電話システムへの加入
を行うので、携帯電話網２とより良好な通話を実現できる。
【０１０９】
　また、本実施の形態において、親機モード処理部１６が稼動中の携帯電話端末１－１は
、携帯電話網２の電波強度が所定値Ｓ１未満になると、無線ＬＡＮ３上に親子電話システ
ム再構築通知をマルチキャストで送信する。そして、他の携帯電話端末１－２～１－４と
の間で携帯電話網２の電波強度を送受して、親子電話システムの再構築を開始する。
【０１１０】
　したがって、本実施の形態によれば、携帯電話網２の電波環境が最もよい携帯電話端末
１が親機となるように自動的に変更するので、何れの携帯電話端末１も携帯電話網２とよ
り良好な通話を実現できる。
【０１１１】
　［第二実施の形態］
　図１０は、本発明の第二実施の形態に係る内線電話システムの概略図である。
【０１１２】
　図示するように、本実施の形態の内線電話システムは、複数の携帯電話端末１Ａ－１～
１Ａ－３（以下、単に携帯電話端末１Ａとも呼ぶ）と、少なくとも一台の固定電話端末６
と、電話制御装置５と、を有する。
【０１１３】
　電話制御装置５は、固定電話端末６を内線端末として収容する。また、電話制御装置５
は、ゲートウェイ７を介して公衆電話網８に接続されており、この公衆電話網８、および
携帯電話網２を介して携帯電話端末１Ａを内線端末として収容する。なお、公衆電話網８
はアナログ電話網を示すが、代わりにＩＳＤＮ、ＩＰ網等のその他のＷＡＮと接続しても
よい。
【０１１４】
　携帯電話端末１Ａ－１～１Ａ－３は、無線ＬＡＮ３のアドホック通信により相互に接続
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されて親子電話システムを構成している。携帯電話端末１Ａ－１～１Ａ－３のうち、携帯
電話網２の電波環境が最もよい携帯電話端末１Ａ－１が親機となる。親機１Ａ－１は、そ
の他の携帯電話端末１Ａ－２、１Ａ－３を子機として無線ＬＡＮ３経由で収容し、これら
の子機１Ａ－２、１Ａ－３を携帯電話網２、公衆電話網８、およびゲートウェイ７経由で
電話制御装置５に接続する。また、親機１Ａ－１は、子機１Ａ－２、１Ａ－３と携帯電話
網２および公衆電話網８との間の中継だけでなく、子機１Ａ－２、１Ａ－３同士の内線通
話や保留・転送も制御する。なお、各携帯電話端末１Ａには、携帯電話網２により割り当
てられた携帯電話番号の他に、電話制御装置５によって内線番号、および内線グループ番
号が割り当てられている。
【０１１５】
　図１１は、図１０に示す携帯電話端末１Ａの概略構成図である。
【０１１６】
　図示するように、本実施の形態の携帯電話端末１Ａが図２に示す第一実施の形態の携帯
電話端末１と異なる点は、親機モード処理部１６に、呼制御部１６２に代えて呼制御部１
６２Ａを設けたこと、および主制御部１７に親子情報送信部１７８を追加したことである
。その他の構成は、図２に示す第一実施の形態の携帯電話端末１と同様である。
【０１１７】
　呼制御部１６２Ａは、ＳＩＰサーバ部１６１と連携して、電話制御装置５に対する発着
信を処理し、携帯電話網インターフェース部１２を介して電話制御装置５との間に通話路
を確立する。
【０１１８】
　親子情報送信部１７８は、親機モード処理部１６が稼動中である場合に、自携帯電話端
末１Ａのアドレス情報、番号情報等を含む子機情報と、親機情報送受信部１７４が送信し
た親機情報と、子機情報送受信部１７５が他の携帯電話端末１Ａ各々から受信した子機情
報とを含む親子情報を、携帯電話網インターフェース部１２を介して電話制御装置５に送
信する。なお、親機モードで動作する携帯電話端末１Ａの子機情報を親子情報に含めるの
は、この携帯電話端末１Ａに割り当てられた内線番号に対する呼び出しに対応するためで
ある。
【０１１９】
　本実施の形態に係る携帯電話端末１Ａの動作は、以下の点を除き、図３～図６に示す第
一実施の形態に係る携帯電話端末１の動作と同様である。
【０１２０】
　すなわち、図４のＳ１２１３において、所定時間の経過によりタイムアウトすると、親
子情報送信部１７８は、Ｓ１２１０で親機情報送受信部１７４が送信した親機情報と、Ｓ
１２１１でそれまでに子機情報送受信部１７５が受信した子機情報と、自携帯電話端末１
Ａのアドレス情報、番号情報等を含む子機情報と、を含む親子情報を生成し、この親子情
報を、携帯電話網インターフェース部１２を介して電話制御装置５に送信する。
【０１２１】
　また、図５のＳ１４０５において、親子情報設定部１７６が、Ｓ１４０４で受信した子
機情報を親機モード処理部１６に追加設定すると、親子情報送信部１７８は、この子機情
報と、親機情報送受信部１７４が送信した親機情報と、自携帯電話端末１Ａのアドレス情
報、番号情報等を含む子機情報と、を含む親子情報を生成し、この親子情報を、携帯電話
網インターフェース部１２を介して電話制御装置５に送信する。
【０１２２】
　また、図３のＳ２２において、親子情報設定部１７６が、子機情報の、親機モード処理
部１６への設定を解除すると、親子情報送信部１７８は、自携帯電話端末１Ａのアドレス
情報、番号情報等を含む親機情報と、この子機情報とを含む内線離脱情報を生成し、この
内線離脱情報を、携帯電話網インターフェース部１２を介して電話制御装置５に送信する
。
【０１２３】
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　図１２は、図１０に示す電話制御装置５の概略構成図である。
【０１２４】
　図示するように、電話制御装置５は、固定電話端末インターフェース部５１と、公衆電
話網インターフェース部５２と、呼制御部５３と、中継部５４と、内線端末情報記憶部５
５と、内線端末管理部５６と、を有する。
【０１２５】
　固定電話端末インターフェース部５１は、固定電話端末６と接続するためのインターフ
ェースである。
【０１２６】
　公衆電話網インターフェース部５２は、公衆電話網８に接続するためのインターフェー
スである。
【０１２７】
　呼制御部５３は、公衆電話網８に対する発着信を処理して、固定電話端末インターフェ
ース部５１を介して収容する固定電話端末６、あるいは公衆電話網インターフェース部５
２を介して収容する携帯電話端末１Ａと、通話相手との間に、通話路を確立する。
【０１２８】
　中継部５４は、呼制御部１４１によって確立された通話路を介して通話データが伝送さ
れるように、固定電話端末インターフェース部５１および公衆電話網インターフェース部
５２間の通話データの中継を行う。
【０１２９】
　内線端末情報記憶部５５には、自電話制御装置５が収容する内線端末の情報が記憶され
ている。図１３は、内線端末情報記憶部５５の登録内容を模式的に表した図である。
【０１３０】
　図示するように、内線端末情報記憶部５５には、収容する内線端末毎にレコード５５０
が登録される。レコード５５０は、内線グループ番号を登録するためのフィールド５５１
と、内線端末の端末種別（固定電話端末６か、それとも携帯電話端末１Ａか）を登録する
ためのフィールド５５２と、内線端末が携帯電話端末１Ａである場合に、親機の携帯電話
番号を登録するためのフィールド５５３と、内線番号を登録するためのフィールド５５４
と、を有する。
【０１３１】
　ここで、レコード５５０のフィールド５５２の端末種別が「固定」である場合、つまり
内線端末が固定電話端末６である場合、このレコード５５０のフィールド５５３には、「
Ｎｕｌｌ」（該当なし）が登録される。一方、レコード５５０のフィールド５５２の端末
種別が「携帯」である場合、つまり内線端末が携帯電話端末１Ａである場合、このレコー
ド５５０のフィールド５５３には、この携帯電話端末１Ａが何れかの親子電話システムに
属しているならばその親機の携帯電話番号が登録され、何れの親子電話システムにも属し
ていないならば「Ｎｕｌｌ」（該当なし）が登録される。
【０１３２】
　内線端末管理部５６は、公衆電話網インターフェース部５２を介して携帯電話端末１Ａ
からの親子情報あるいは内線離脱情報に従い、内線端末情報記憶部５５を更新する。具体
的に、親子電話システム構築処理Ａ、Ｂおよび親子電話再構築処理Ａ、Ｂにおいて、親機
として動作中の携帯電話端末１Ａが送信した親子情報を受け付けると、この親子情報に含
まれている各子機情報の内線番号がフィールド５５４に登録されているレコード５５０の
フィールド５５３に、この親子情報に含まれている親機情報の携帯電話番号を登録する。
また、図３のＳ２２において、親機として動作中の携帯電話端末１Ａが送信した内線離脱
情報を受け付けると、この内線離脱情報に含まれている子機情報の内線番号がフィールド
５５４に登録されているレコード５５０のフィールド５５３から、この内線離脱情報に含
まれている親機情報の携帯電話番号を削除する。
【０１３３】
　図１４は、図１２に示す電話制御装置５の動作を説明するためのフロー図である。
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【０１３４】
　内線端末管理部５６は、公衆電話網インターフェース部５２を介して携帯電話端末１Ａ
から親子情報を受信すると（Ｓ３０１でＹＥＳ）、この親子情報に含まれている子機情報
を一つ抽出する（Ｓ３０２）。そして、この子機情報に含まれている内線番号をキーにし
て内線端末情報記憶部５５からレコード５５０を検索し（Ｓ３０３）、検索したレコード
５５０のフィールド５５３に、この親子情報に含まれている親機情報の携帯電話番号を登
録する（Ｓ３０４）。内線端末管理部５６は、この親子情報に含まれているすべての子機
情報に対して、このＳ３０２～Ｓ３０４の処理を実施する（Ｓ３０５）。
【０１３５】
　また、内線端末管理部５６は、公衆電話網インターフェース部５２を介して携帯電話端
末１Ａから内線離脱情報を受信すると（Ｓ３０６でＹＥＳ）、この内線離脱情報に含まれ
ている子機情報を抽出する（Ｓ３０７）。そして、この子機情報に含まれている内線番号
をキーにして内線端末情報記憶部５５からレコード５５０を検索し（Ｓ３０８）、検索し
たレコード５５０のフィールド５５３から、この内線離脱情報に含まれている親機情報の
携帯電話番号を削除する（Ｓ３０９）。
【０１３６】
　また、呼制御部５３は、中継部５４と連携して、電話制御装置５本来の機能（中継処理
）を実現する（Ｓ３１０）。
【０１３７】
　すなわち、呼制御部５３は、固定電話端末インターフェース部５１を介して固定電話端
末６から受け付けた発信指示、公衆電話網インターフェース部５２を介して携帯電話端末
１Ａから受け付けた発信指示、あるいは公衆電話網インターフェース部５２を介して公衆
電話網８から受け付けた着信に従い、呼制御処理を行って、内線端末（固定電話端末６、
携帯電話端末１Ａ）と通話相手との間に通話路を確立する。そして、中継部５４は、呼制
御部５３によって確立された通話路を介して通話データが伝送されるように、固定電話端
末インターフェース部５１および公衆電話網インターフェース部５２間の通話データの中
継を行う。
【０１３８】
　次に、本実施の形態に係る内線電話システムの動作例を説明する。
【０１３９】
　先ず、本実施の形態において、親子電話システムが構築され、各携帯電話端末１Ａが電
話制御装置５に内線端末として収容される場合の動作を説明する。
【０１４０】
　図１５は、本発明の第二実施の形態において、親子電話システムが構築され、各携帯電
話端末１Ａが電話制御装置５に内線端末として収容される場合の動作を説明するためのシ
ーケンス図である。
【０１４１】
　なお、初期状態において、すべての携帯電話端末１Ａ－１～１Ａ－３は、子機モード処
理部１５および親機モード処理部１６の両方を停止させているものとする。
【０１４２】
　図１５において、Ｓ４０１～Ｓ４１１の処理は、図７のＳ２０１～Ｓ２１１と同様であ
る。そして、携帯電話端末１Ａ－１は、Ｓ４１１において、携帯電話端末１Ａ－２、携帯
電話端末１Ａ－３各々から子機情報を受信し、これらの携帯電話端末１Ａ－２、１Ａ－３
を子機として親機モード処理部１６に登録すると、自携帯電話端末１Ａ－１のアドレス情
報、番号情報等を含む親機情報、子機情報と、携帯電話端末１Ａ－２、携帯電話端末１Ａ
－３各々から受信した子機情報とを含む親子情報を生成し、携帯電話網２、公衆電話網８
、およびゲートウェイ７を介して、電話制御装置５にこの親子情報を送信する（Ｓ４１２
）。
【０１４３】
　なお、Ｓ４１２において、携帯電話端末１Ａ－１が、電話制御装置５へ発信して電話制
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御装置５との間に通話路を形成し、この通話路を使って親子情報を電話制御装置５へ送信
するようにしてもよい。あるいは、携帯電話端末１Ａおよび電話制御装置５を、図示して
いないＩＰ網に接続し、このＩＰ網を使って親子情報を電話制御装置５へ送信するように
してもよい。
【０１４４】
　次に、電話制御装置５は、携帯電話端末１Ａ－１から親子情報を受信したならば、この
親子情報に含まれている子機情報毎に、子機情報の内線番号をキーにして内線端末情報記
憶部５５からレコード５５０を検索し、検索したレコード５５０のフィールド５５３に、
この親子情報に含まれている親機情報の携帯電話番号を登録する（Ｓ４１３）。
【０１４５】
　次に、本実施の形態において、親子電話システムが再構築され、各携帯電話端末１Ａが
電話制御装置５に内線端末として収容される場合の動作を説明する。
【０１４６】
　この場合の動作は、以下の点を除いて、図１５に示す、親子電話システムが構築され、
各携帯電話端末１Ａが電話制御装置５に内線端末として収容される場合の動作と同様であ
る。すなわち、Ｓ４０１において、親子電話システム構築イベントの代わりに、ユーザか
ら親子電話システムの再構築指示を受け付けたり、親機ならば携帯電話網２の電波強度が
所定値Ｓ１未満になることによって、何れかの携帯電話端末（例えば携帯電話端末１Ａ－
２）に親子電話システム再構築イベントが発生し、Ｓ４０２において、親子電話システム
再構築イベント発生元の携帯電話端末１Ａ－２が、親子電話システム構築通知の代わりに
、親子電話システム再構築通知を無線ＬＡＮ３上にマルチキャストで送信する。なお、こ
の場合には、当然ながら、図１５の初期状態において、携帯電話端末１Ａ－１～１Ａ－３
が親子電話システムを構築済みであることが前提になる。
【０１４７】
　次に、本実施の形態において、親子電話システムに子機が追加され、この子機が電話制
御装置５に内線端末として収容される場合の動作を説明する。
【０１４８】
　図１６は、本発明の第二実施の形態において、親子電話システムに子機が追加され、こ
の子機が電話制御装置５に内線端末として収容される場合の動作を説明するためのシーケ
ンス図である。
【０１４９】
　なお、初期状態において、携帯電話端末１Ａ－１、１Ａ－３は、親子電話システムを構
築済みであり、携帯電話端末１Ａ－１が親機モードで動作中であるとする。
【０１５０】
　図１６において、Ｓ４２１～Ｓ４２７の処理は、図８のＳ２２１～Ｓ２２７と同様であ
る。そして、携帯電話端末１Ａ－１は、Ｓ４２７において、携帯電話端末１Ａ－２から子
機情報を受信し、この携帯電話端末１Ａ－２を子機として親機モード処理部１６に登録す
ると、自携帯電話端末１Ａ－１のアドレス情報、番号情報等を含む親機情報と、自携帯電
話端末１Ａ－１のアドレス情報、番号情報等を含む子機情報と、携帯電話端末１Ａ－２か
ら受信した子機情報とを含む親子情報を生成し、携帯電話網２、公衆電話網８、およびゲ
ートウェイ７を介して、電話制御装置５にこの親子情報を送信する（Ｓ４２８）。
【０１５１】
　次に、電話制御装置５は、携帯電話端末１Ａ－１から親子情報を受信したならば、この
親子情報に含まれている子機情報の内線番号をキーにして内線端末情報記憶部５５からレ
コード５５０を検索し、検索したレコード５５０のフィールド５５３に、この親子情報に
含まれている親機情報の携帯電話番号を登録する（Ｓ４２９）。
【０１５２】
　次に、本実施の形態に係る内線電話システムに着信があった場合の動作を説明する。
【０１５３】
　図１７は、本発明の第二実施の形態に係る内線電話システムに着信があった場合の動作
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を説明するためのシーケンス図である。
【０１５４】
　なお、初期状態において、携帯電話端末１Ａ－１～１Ａ－３は、親子電話システムを構
築済みであり、携帯電話端末１Ａ－１が親機モードで動作中であるとする。また、携帯電
話端末１Ａ－１～１Ａ－３および固定電話端末６は、同じ内線グループに属しているもの
とする。
【０１５５】
　電話制御装置５は、公衆電話網８から、内線グループ番号の指定を伴う着信があると（
Ｓ４４１）、内線端末情報記憶部５５を参照し、この指定された内線グループ番号が割り
当てられている固定電話端末６を一斉に呼び出す（Ｓ４４２）。また、内線端末情報記憶
部５５を参照し、この指定された内線グループ番号が割り当てられている携帯電話端末１
Ａ－１～１Ａ－３の親機携帯電話番号（携帯電話１Ａ－１の携帯電話番号）に発信する（
Ｓ４４３）。この呼は、公衆電話網８および携帯電話網２を介して、親機モードで動作す
る携帯電話端末１Ａ－１に着信する。
【０１５６】
　次に、携帯電話端末１Ａ－１は、この着信に応答（一次応答）して、携帯電話網２およ
び公衆電話網８を介して電話制御装置５との間に通話路を確立する（Ｓ４４４）。
【０１５７】
　電話制御装置５は、携帯電話端末１Ａ－１との間に通話路が確立すると、この通話路を
用いて、この指定された内線グループ番号を表すプッシュボタン信号等を送信する（Ｓ４
４５）。これを受けて、携帯電話端末１Ａ－１は、無線ＬＡＮ３経由で、この指定された
内線グループ番号が割り当てられている携帯電話端末１Ａ－２、１Ａ－３を呼び出す。ま
た、自携帯電話端末１Ａ－１にも、この指定された内線グループ番号が割り当てられてい
るので、呼び出し音を送出する（Ｓ４４６）。
【０１５８】
　次に、電話制御装置５は、ユーザがオフフックするなどして呼び出し中の固定電話端末
６が応答すると（Ｓ４４７）、携帯電話端末１Ａ－１に応答通知を送信する（Ｓ４４８）
。これを受けて、携帯電話端末１Ａ－１は、電話制御装置５との間に確立した通話路を切
断し、呼び出し音の送出を停止するとともに、呼び出し中の携帯電話端末１Ａ－２、１Ａ
－３に応答通知を送信する（Ｓ４４９）。
【０１５９】
　また、電話制御装置５は、固定電話端末６から受け取った応答を公衆電話網８に送信す
る。これにより、電話制御装置５を介して、固定電話端末６と通話相手との間に通話路が
形成され、通話が開始される（Ｓ４５０）。
【０１６０】
　さて、電話制御装置５は、通話中の固定電話端末６が保留され、この固定電話端末６か
ら、転送先（携帯電話端末１Ａ－２とする）の内線番号の指定を伴う転送指示を受け付け
ると（Ｓ４５１）、内線端末情報記憶部５５を参照し、この指定された内線番号が割り当
てられている携帯電話端末１Ａ－２の親機携帯電話番号（携帯電話１Ａ－１の携帯電話番
号）に発信する（Ｓ４５２）。この呼は、公衆電話網８および携帯電話網２を介して親機
モードで動作する携帯電話端末１Ａ－１に着信する。
【０１６１】
　次に、携帯電話端末１Ａ－１は、この着信に応答（一次応答）して、携帯電話網２およ
び公衆電話網８を介して電話制御装置５との間に通話路を確立する（Ｓ４５３）。
【０１６２】
　電話制御装置５は、携帯電話端末１Ａ－１との間に通話路が確立すると、この通話路を
用いて、この指定された内線番号を表すプッシュボタン信号等を送信する（Ｓ４５４）。
これを受けて、携帯電話端末１Ａ－１は、無線ＬＡＮ３経由で、この指定された内線番号
が割り当てられている携帯電話端末１Ａ－２を呼び出す（Ｓ４５５）。
【０１６３】
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　次に、携帯電話端末１Ａ－１は、ユーザがオフフックするなどして呼び出し中の携帯電
話端末１Ａ－２が応答すると（Ｓ４５６）、これを電話制御装置５に転送するとともに、
無線ＬＡＮ３を介して携帯電話端末１Ａ－２との間に通話路を確立する。そして、この通
話路を、電話制御装置５との間に確立されている通話路と接続する。これにより、携帯電
話端末１Ａ－１を介して、携帯電話端末１Ａ－２と電話制御装置５との間に通話路が形成
される。
【０１６４】
　また、電話制御装置５は、携帯電話端末１Ａ－１から応答を受信すると、転送指示の送
信元の固定電話端末６に応答通知を送信する（Ｓ４５７）。また、この固定電話端末６の
通話相手との間に確立されている通話路と、携帯電話端末１Ａ－２との間に確立された通
話路とを接続する。これにより、電話制御装置５を介して、携帯電話端末１Ａ－２と通話
相手との間に通話路が形成される（Ｓ４５８）。
【０１６５】
　以上、本発明の第二実施の形態を説明した。
【０１６６】
　本実施の形態は、上記第一実施の形態の効果に加えて以下の効果を有する。
【０１６７】
　すなわち、本実施の形態において、親機モードで動作中の携帯電話端末１Ａ－１は、自
携帯電話端末１Ａ－１の親機情報、子機情報と、携帯電話端末１Ａ－２、１Ａ－３各々の
子機情報とを含む親子情報を電話制御装置５に送信する。また、携帯電話端末１Ａ－１は
、携帯電話端末１Ａ－２、１Ａ－３を電話制御装置５に接続する。一方、子機モードで動
作中の携帯電話端末１Ａ－２、１Ａ－３は、携帯電話端末１Ａ－１および電話制御装置５
を介して外線（公衆電話網８）あるいは固定電話端末６と接続する。
【０１６８】
　また、電話制御装置５は、携帯電話端末１Ａ－１から受信した親子情報に含まれている
子機情報毎に、子機情報により特定される携帯電話端末１Ａ－１～１Ａ－３各々を、自電
話制御装置５が収容する内線端末として、親子情報に含まれている親機情報により特定さ
れる携帯電話端末１Ａ－１の携帯電話番号に対応付けて管理する。そして、電話制御装置
５は、内線グループ番号あるいは内線番号を着信先番号とする呼が着信した場合に、この
内線グループ番号あるいは内線番号に対応付けられている親機携帯電話番号を持つ携帯電
話端末１Ａ－１に、この呼を中継する。
【０１６９】
　上記第一実施の形態では、携帯電話端末１各々に、本来の携帯電話番号とは別に、複数
の携帯電話端末１で共有する代表番号として使用する携帯電話番号が必要となる。このた
め、携帯電話網２が、個々の携帯電話端末１に対して携帯電話番号を複数割り当てるサー
ビスを提供していることが前提となる。
【０１７０】
　これに対して、本実施の形態では、各携帯電話端末１Ａ～１Ａ－３の内線番号、内線グ
ループ番号が、親機１Ａ－１の携帯電話番号に対応付けられて、電話制御装置５により管
理される。そして、電話制御装置５は、この内線番号、内線グループ番号の指定を伴う着
信を、この内線番号、内線グループ番号に対応付けられている携帯電話番号を持つ親機の
携帯電話端末１Ａ－１に中継する。このため、携帯電話端末１Ａ～１Ａ－３各々に、内線
端末して使用するための内線番号、内線グループ番号が必要であるが、携帯電話網２から
割り当てられる携帯電話番号は一つでよい。したがって、本実施の形態によれば、携帯電
話網２が、個々の携帯電話端末１Ａ～１Ａ－３に対して携帯電話番号を複数割り当てるサ
ービスを提供していなくてもよい。
【０１７１】
　なお、本発明は上記の各実施の形態に限定されるものではなく、その要旨の範囲内で数
々の変形が可能である。
【０１７２】
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　例えば、上記の各実施の形態では、無線通信機能を備えた通信端末として携帯電話端末
１、１Ａを例にとり、親機モードで動作する携帯電話端末１－１、１Ａ－１が、子機モー
ドで動作する携帯電話端末１－２～１－４、１Ａ－２～１Ａ－３を携帯電話網２に接続す
る場合を説明している。しかし、本発明は、このような場合に限定されない。無線通信機
能を備えた通信端末は、ＰＨＳ端末等のその他の無線通信端末であってもよい。そして、
親機モードで動作する無線通信端末が、ＰＨＳ等のその他の広域無線通信網に、子機モー
ドで動作する無線通信端末を接続するものでもよい。
【０１７３】
　また、上記の各実施の形態において、親機は、無線ＬＡＮ３経由で子機を収容している
が、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ等のその他の狭域無線通信網経由で収容してもよい。
【０１７４】
　また、上記の実施の形態において、図２、図１１に示す携帯電話端末１、１Ａ、および
図１２に示す電話制御装置５は、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ
　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍ
ａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）などの集積ロジックＩＣによりハード的に実行される
ものでもよいし、あるいはＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ
）などの計算機によりソフトウエア的に実行されるものでもよい。または、ＣＰＵ、メモ
リ、ＨＤＤ、ＤＶＤ－ＲＯＭ等の補助記憶装置、およびＮＩＣ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔ
ｅｒｆａｃｅ　Ｃａｒｄ）、モデム等の通信インターフェースを備えたＰＣ（Ｐｅｒｓｏ
ｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）等の汎用コンピュータにおいて、ＣＰＵが所定のプログラム
を補助記憶装置からメモリ上にロードして実行することで実現されるものでもよい。
【符号の説明】
【０１７５】
　１、１Ａ：携帯電話端末、２：携帯電話網、３：無線ＬＡＮ、５：電話制御装置、６：
固定電話端末、７：ゲートウェイ、８：公衆電話網、１１：無線ＬＡＮインターフェース
部、１２：携帯電話網インターフェース部、１３：ユーザインターフェース部、１４：携
帯電話機能部、１５：子機モード処理部、１６：親機モード処理部、１７：主制御部、５
１：固定電話端末インターフェース部、５２：公衆電話網インターフェース部、５３：呼
制御部、５４：中継部、５５：内線端末情報記憶部、５６：内線端末管理部、１４１：呼
制御部、１４２：通話処理部、１５１：ＳＩＰ－ＵＡ部、１５２：通話処理部、１６１：
ＳＩＰサーバ部、１６２、１６２Ａ：呼制御部、１６３：ゲートウェイ制御部、１７１：
電波強度検出部、１７２：電波強度送受信部、１７３：モード選択部、１７４：親機情報
送受信部、１７５：子機情報送受信部、１７６：親子情報設定部、１７７：構築・再構築
通知送受信部、１７８：親子情報送信部
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