
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 装置本体に備えられる第１通話手段と、装置
本体との間で内線通話が可能な第２通話手段とを備え、第 通話手段

に外線からの着信があった場合、
呼出音を重畳させ

制御手段を備えた通信装置。
【請求項２】
　

装置本体に備えられる

通信装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の通信装置において モート操作の
終了後は、 呼出音が鳴動する

通信装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、留守録音機能とコードレス電話機と付属電話機とを備えたファクシミリ装置等
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装置本体に備えられるモニタスピーカと、
２ から装置本体に対す

るリモート操作中 第２通話手段の通話音のみに着信を知
らせる 、第１通話手段及び装置本体のモニタスピーカは鳴動させないよ
うに制御する

請求項１に記載の通信装置において、前記制御手段は、リモート操作では第２通話手段
からのコマンド信号によって 録音部を制御し、該リモート操作中に
外線からの着信があった場合、前記録音部からの再生音声に呼出音を重畳させるように制
御する

、前記制御手段は、リ
装置本体のモニタスピーカ及び第２通話手段に対して ように

制御する



の通信装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、ファクシミリ装置が半導体技術の進歩に伴って、小型で廉価な装置になってきた。
そのため、一般家庭にもファクシミリ装置が普及しつつある。そして、昨今のファクシミ
リ装置では、付属電話機に加えて、コードレス電話機を備えたものがある。このコードレ
ス電話機を用いれば、装置本体に備えられている付属電話機との間で内線通話することが
できるとともに、外線に発呼することもできる。また、コードレスであるため、装置本体
から電波の届く範囲であれば、どこにでも簡単に設置することができる。さらに、コード
レス電話機からのリモート操作によって、装置装置に録音されたメッセージをコードレス
電話機側で聞いたり、聞き終わったメッセージをコードレス電話機側から消去したりする
ことができる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、一般家庭においては、頻繁に内線通話やリモート操作が使用されることはあま
りなく、内線通話中やリモート操作中に外線からの着信があることは稀である。このため
、内線通話中やリモート操作中に外線からの着信があった場合は、直ちに内線通話やリモ
ート操作を強制終了して呼出音を鳴動させていた。その結果、外線からの着信によって、
内線通話中の通話やリモート操作が途中で強制終了されるという問題があった。
【０００４】
本発明は、このような従来の技術に存在する問題点に着目してなされたものであって、内
線通話中やリモート操作中に外線からの着信があっても、強制終了されることがなく、着
信することが可能な通信装置を提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するために、請求項１に記載の発明では、

装置本体に備えられる第１通話手段と、装置本体との間で内線通話が可能
な第２通話手段とを備え、第 通話手段 に外線から
の着信があった場合、 呼出
音を重畳させ 制御手段を備え
た。
【０００６】
　請求項２に記載の発明では、

装置本体に備えられる

。
【０００７】
　請求項３に記載の発明では、請求項１または請求項２に記載の通信装置において、

モート操作の終了後は、
呼出音が鳴動する 。

　なお、以下に述べる発明の実施の形態において、特許請求の範囲または課題を解決する
ための手段に記載の「第１通話手段」は付属電話機２３に相当し、同じく「第２通話手段
」はコードレス電話機３に相当し、同じく「制御手段」はＣＰＵ１１、ＲＯＭ１２、ＲＡ
Ｍ１３及びコントロール部２１に相当する。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明を具体化した一実施形態を図面を用いて説明する。
図１に示すように、ファクシミリ装置１は、親機機能を有する装置本体２とコードレス電
話機３とから構成されている。装置本体２は、ＣＰＵ１１、ＲＯＭ１２、ＲＡＭ１３、読
取部１４、記録部１５、操作部１６、表示部１７、画像メモリ１８、ＮＣＵ１９、モデム
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装置本体に備えられるモニ
タスピーカと、

２ から装置本体に対するリモート操作中
第１通話手段及び第２通話手段の通話音のみに着信を知らせる

、装置本体のモニタスピーカは鳴動させないように制御する

請求項１に記載の通信装置において、前記制御手段は、リ
モート操作では第２通話手段からのコマンド信号によって 録音部を
制御し、該リモート操作中に外線からの着信があった場合、前記録音部からの再生音声に
呼出音を重畳させるように制御する

前記
制御手段は、リ 装置本体のモニタスピーカ及び第２通話手段に対
して ように制御する



２０、コントロール部２１、モニタスピーカ２２、付属電話機２３、マイク２４、録音部
２５、クロック発生部２６、送受信部２７及びアンテナ２８から構成されている。
【０００９】
ＣＰＵ１１は、装置本体２を構成する各部を制御する。ＲＯＭ１２は、装置本体２を制御
するためのプログラムを記憶する。ＲＡＭ１３は、装置本体２、コードレス電話機３との
送受信に関する各種情報を一時的に記憶する。読取部１４は、原稿上の画像データを読み
取って、白黒２値のイメージデータを出力する。記録部１５は、電子写真方式のプリンタ
よりなり、受信画データや読取部２で読み取られた画データを記録紙上に記録する。
【００１０】
操作部１６は、電話番号を入力するためのテンキー（＊，＃キーを含む）１６ａ、コード
レス電話機３との間で内線通話を設定するための内線キー１６ｂ、ワンタッチダイヤルキ
ー、留守番電話を設定するため留守番電話設定キー及びファクシミリ通信動作を開始させ
るためのスタートキー等の各種操作キーを備えている。ＬＣＤ等よりなる表示部１７は、
装置の動作状態等の各種情報の表示を行う。
【００１１】
画像メモリ１８は、受信画データや読取部１４で読み取られた画データを一時的に記憶す
る。ＮＣＵ１９は、電話回線Ｌの閉結及び開放を行うとともに、相手先のファックス番号
に対応したダイヤルパルスの送出及び着信を検出する機能等を備えている。モデム２０は
、送受信データの変調及び復調を行うものである。
【００１２】
コントロール部２１は、装置本体２及びコードレス電話機３からの制御信号に基づいてモ
デム２０、モニタスピーカ２２、付属電話機２３、マイク２４、録音部２５、クロック発
生部２６及び送受信部２７の制御を行う。モニタスピーカ２２は、外線からの着信やテン
キーの押下操作に応じて、それぞれ呼出音やキー押下音を鳴動する。付属電話機２３は、
装置本体２にケーブルによって接続され、マイク２３ａ及びスピーカ２３ｂを備えている
。この付属電話機２３を用いれば、外線に発呼して通信相手との間で通話することができ
るとともに、着信した外線をオフフックして通話することもできる。マイク２４は、装置
本体２に備えられ、使用者が留守番電話のオリジナルメッセージを入力する際等に用いら
れる。
【００１３】
録音部２５は、電気的に消去可能なメモリ（例えばＥＥＰＲＯＭ）から構成され、留守番
電話に設定した留守メッセージに対応する相手のメッセージ等を録音する。クロック発生
部２６は、モニタスピーカ２２、付属電話機２３のスピーカ２３ｂ等を鳴動させるための
方形波を発生する。送受信部２７は、アンテナ２８を介してコードレス電話機３との間で
各種の制御等に必要な情報の送受信を行う。
【００１４】
子機機能を有するコードレス電話機３は、ＣＰＵ３１、ＲＯＭ３２、ＲＡＭ３３、操作部
３４、送受信部３５及びアンテナ３６から構成されている。ＣＰＵ３１は、コードレス電
話機３全体の制御を行う。ＲＯＭ３２は、コードレス電話機３を制御するためのプログラ
ムを記憶する。ＲＡＭ３３は、コードレス電話機３の各種情報を一時的に記憶する。操作
部３４には、電話番号を入力するためのテンキー（＊，＃キーを含む）３４ａ、付属電話
機２３との間で内線通話を設定するための内線キー３４ｂ、外線に発呼したり、着信した
外線をオフフックしたりするための外線キー３４ｃ、電話やリモート操作を終了するため
の切キー３４ｄ及び留守番電話に設定するため留守番電話設定キー等を備えている。送受
信部３５は、アンテナ３６を介して装置本体２との間で制御等に必要な情報の送受信を行
う。また、送受信部３５は、マイク３５ａ及びスピーカ３５ｂを備えている。
【００１５】
次に、コントロール部２１の構成について、図２を用いて説明する。
コントロール部２１は、アナログスイッチ４１～５２、オペアンプ６１～７０、可変抵抗
８１，８２、アッテネータ８３及びミュートスイッチ９１から構成されている。

10

20

30

40

50

(3) JP 3750282 B2 2006.3.1



【００１６】
アナログスイッチ４１～５２は、通常は０側端子に設定され、ＣＰＵ１１からの制御信号
に基づいて、０側端子から１側端子に切り替えられる。オペアンプ６１～７０は入力され
た信号を所定倍率に増幅する。可変抵抗８１は録音部２５からモニタスピーカ２２に送出
される信号を調整する。可変抵抗８２はクロック発生部２６からモニタスピーカ２２に送
出される信号を調整する。アッテネータ８３はクロック発生部２６からの信号を減衰させ
る。ミュートスイッチ９１は、通常は開に設定され、ＣＰＵ１１からの制御信号に基づい
て、開閉する。
【００１７】
受信ＲＸ端子には、オペアンプ６１，６２を介してアナログスイッチ４１の０側端子と、
オペアンプ６１を介してアナログスイッチ４２の０側端子が接続されている。アナログス
イッチ４１のｃ端子には、モデム２０のＲＸＩ端子（モデム２０への入力端子）が接続さ
れている。
【００１８】
アナログスイッチ４２のｃ端子には、アナログスイッチ４１の１側端子と、アナログスイ
ッチ４３の０側端子と、アナログスイッチ４４の０側端子と、アナログスイッチ４５の１
側端子とが接続されている。
【００１９】
アナログスイッチ４４のｃ端子には、録音部２５のＴＡＤＩ端子（電話回線Ｌ、マイク２
４、送受信部２７等からの入力端子）が接続されている。アナログスイッチ４５のｃ端子
には、付属電話機２３のＳＰＯＵＴ端子（受話側端子）が接続されている。
【００２０】
アナログスイッチ４３のｃ端子には、アナログスイッチ４６の１側端子と、アナログスイ
ッチ４７の１側端子とが接続されている。アナログスイッチ４６のｃ端子には、オペアン
プ６３、可変抵抗８１及びミュートスイッチ９１を介してモニタスピーカ２２が接続され
ている。アナログスイッチ４７のｃ端子には、オペアンプ６４を介してアナログスイッチ
４８の０側端子が接続されている。アナログスイッチ４８のｃ端子には、送受信部２７の
ＴＸＡＵＤＩＯ端子（コードレス電話機３への送信端子）が接続されている。マイク２４
には、オペアンプ６５を介してアナログスイッチ４４の１側端子が接続されている。
【００２１】
モデム２０のＴＸＯ端子（モデム２０からの出力端子）には、アナログスイッチ４９の０
側端子が接続されている。録音部２５のＴＡＤＯ端子（電話回線Ｌへの出力端子）には、
アナログスイッチ４９の１側端子が接続されている。アナログスイッチ４９のｃ端子には
、オペアンプ６６を介してアナログスイッチ５０の０側端子が接続されている。付属電話
機２３のＭＩＣＩＮ端子（送話側端子）には、アナログスイッチ５０の１側端子と、オペ
アンプ６７を介してアナログスイッチ４８の１側端子とが接続されている。
【００２２】
アナログスイッチ５０のｃ端子には、アナログスイッチ５１の０側端子が接続されている
。アナログスイッチ５１のｃ端子には、オペアンプ６８を介して送信ＴＸ端子が接続され
ている。録音部２５のＳＰＯ端子（モニタスピーカ２２，コードレス電話機３への出力端
子）には、アナログスイッチ４３の１側端子が接続されている。
【００２３】
送受信部２７のＲＸＡＵＤＩＯ端子（コードレス電話機３からの受信端子）には、オペア
ンプ６９を介してアナログスイッチ４２の１側端子と、オペアンプ６９，７０を介してア
ナログスイッチ５１の１側端子とが接続されている。
【００２４】
クロック発生部２６には、アナログスイッチ５２のｃ端子が接続されている。アナログス
イッチ５２の１側端子には、送受信部２７のＴＸＡＵＤＩＯ端子と、アナログスイッチ４
５の１側端子と、可変抵抗８２及びミュートスイッチ９１を介してモニタスピーカ２２と
が接続されている。アナログスイッチ５２の０側端子には、アッテネータ８３及びミュー
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トスイッチ９１を介してモニタスピーカ２２が接続されている。アナログスイッチ４５，
４６，４７の０側端子は接地されている。
【００２５】
次に、以上のように構成されたファクシミリ装置１において、コントロール部２１によっ
て制御される各種の動作について説明する。なお、以下に説明する動作はＲＯＭ１２，Ｒ
ＯＭ３２に記憶されたプログラムに基づいて、ＣＰＵ１１，ＣＰＵ３１の制御によって実
行される。また、以下の説明において、各アナログスイッチ４１～５２は、ＣＰＵ１１か
らの制御信号に基づいて、０側端子から１側端子または１側端子から０側端子に切り替え
られるとともに、ミュートスイッチ９１の開閉が行われる。
【００２６】
外線からの呼出信号の検出がＮＣＵ１９によって行われると、アナログスイッチ５２が０
側端子から１側端子に切り替えられるとともに、ミュートスイッチ９１が閉じられる。こ
のため、クロック発生部２６と、送受信部２７のＴＸＡＵＤＩＯ端子と、可変抵抗８２及
びミュートスイッチ９１とを介したモニタスピーカ２２とが接続される。その結果、モニ
タスピーカ２２及びコードレス電話機３のスピーカ３５ｂから呼出音が鳴動される。
【００２７】
付属電話機２３がオフフック状態になると、アナログスイッチ５２が１側端子から０側端
子に切り替えられ、アナログスイッチ４５，５０が０側端子から１側端子に切り替えられ
る。その結果、受信ＲＸ端子には、オペアンプ６１、アナログスイッチ４２，４５を介し
て付属電話機２３のＳＰＯＵＴ端子が接続される。また、付属電話機２３のＭＩＣＩＮ端
子には、アナログスイッチ５０，５１及びオペアンプ６８を介して送信ＴＸ端子が接続さ
れる。従って、電話回線Ｌからの着信に対して、付属電話機２３によって応答することが
できる。
【００２８】
一方、コードレス電話機３の外線キー３４ｃを押下されてオフフック状態になると、アナ
ログスイッチ５２が１側端子から０側端子に切り替えられ、アナログスイッチ４７，５１
が０側端子から１側端子に切り替えられる。その結果、受信ＲＸ端子には、オペアンプ６
１、アナログスイッチ４２，４３，４７、オペアンプ６４及びアナログスイッチ４８を介
して送受信部２７のＴＸＡＵＤＩＯ端子が接続される。また、送受信部２７のＲＸＡＵＤ
ＩＯ端子には、オペアンプ６９，７０、アナログスイッチ５１及びオペアンプ６８を介し
て送信ＴＸ端子が接続される。従って、電話回線Ｌからの着信に対して、コードレス電話
機３によって応答することができる。
【００２９】
次に、装置本体２の操作部１６またはコードレス電話機３の操作部３４から留守番電話モ
ードに設定された状態においては、外線からの着信に伴って、アナログスイッチ４９が０
側端子から１側端子に切り替えられて、録音部２５のＴＡＤＯ端子には、アナログスイッ
チ４９、オペアンプ６６、アナログスイッチ５０，５１、オペアンプ６８を介して送信Ｔ
Ｘ端子が接続される。また、受信ＲＸ端子には、オペアンプ６１及びアナログスイッチ４
２，４４を介して録音部２５のＴＡＤＩ端子が接続される。その結果、録音部２５のＴＡ
ＤＯ端子から留守を示すメッセージが送出される。そして、メッセージの送出が終了する
と、外線の相手から受信されるメッセージが録音部２５に録音される。
【００３０】
次に、装置本体２の操作部１６から録音モードに設定されると、アナログスイッチ４４が
０側端子から１側端子に切り替えられて、マイク２４には、オペアンプ６５、アナログス
イッチ４４を介して録音部２５のＴＡＤＩ端子が接続される。その結果、マイク２４から
入力される音声等が録音部２５に録音される。
【００３１】
次に、内線通話を行うために、使用者によって、付属電話機２３またはコードレス電話機
３がオフフックされ、装置本体２に備えられた操作部１６の内線キー１６ｂまたはコード
レス電話機３に備えられた操作部３４の内線キー３４ｂが押下されると、ＣＰＵ１１は内
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線通話であると判断して、アナログスイッチ４８が０側端子から１側端子に切り替えられ
て付属電話機２３のＭＩＣＩＮ端子と送受信部２７のＴＸＡＵＤＩＯ端子とが接続される
。
【００３２】
また、アナログスイッチ４２が０側端子から１側端子に、アナログスイッチ４５が０側端
子から１側端子に切り替えられて付属電話機２３のＳＰＯＵＴ端子と送受信部２７のＲＸ
ＡＵＤＩＯ端子とが接続される。さらに、装置本体２の送受信部２７とコードレス電話機
３の送受信部３５との間は、アンテナ２８，３６を介して接続されている。従って、付属
電話機２３とコードレス電話機３との間で内線通話をすることができる。
【００３３】
次に、付属電話機２３とコードレス電話機３との間で内線通話を行っている場合、または
コードレス電話機３からリモート操作を行っている場合に、外線からの着信があった場合
におけるコントロール部２１の動作について、図３～図５に示すフローチャートを用いて
説明する。
【００３４】
図３に示すように、Ｓ１においては、内線通話であるか否かが判断される。すなわち、付
属電話機２３がオフフックされ、操作部１６の内線キー１６ｂが押下されたかまたはコー
ドレス電話機３がオフフックされ、操作部３４の内線キー３４ｂが押下されたか否かで判
断される。内線通話の場合はＳ２に移行する。一方、内線通話でない場合はＳ３に移行す
る。
【００３５】
Ｓ２においては、内線通話処理に移行する。
Ｓ３においては、コードレス電話機３からのリモート操作であるか否かが判断される。す
なわち、コードレス電話機３がオフフックされ、コードレス電話機３からの操作がリモー
ト操作を示す命令であるか否かによって判断される。リモート操作の場合は、Ｓ４に移行
する。一方、リモート操作でない場合は、Ｓ１に戻る。
【００３６】
Ｓ４においては、リモート操作処理に移行する。
次に、前記Ｓ２における内線通話処理について、図４に示すフローチャートを用いて説明
する。
【００３７】
Ｓ１１においては、アナログスイッチ４２、４５，４８がそれぞれ０側端子から１側端子
に切り替えられ、付属電話機２３のＭＩＣＩＮ端子と送受信部２７のＴＸＡＵＤＩＯ端子
とが接続されるとともに、送受信部２７のＲＸＡＵＤＩＯ端子と付属電話機２３のＳＰＯ
ＵＴ端子とが接続される。
【００３８】
Ｓ１２においては、アナログスイッチ４２、４５，４８の切り替えによって、付属電話機
２３とコードレス電話機３とが接続されて内線通話を行うことができる。
【００３９】
Ｓ１３においては、内線通話中に外線からの呼出信号が検出されたか否かがＮＣＵ１９に
よって判断される。呼出信号が検出された場合は、Ｓ１４に移行する。一方、呼出信号が
検出されない場合は、Ｓ１９に移行する。
【００４０】
Ｓ１４においては、アナログスイッチ５２が０側端子から１側端子に切り替えられるとと
もに、ミュートスイッチ９１が閉じられる。その結果、クロック発生部２６には、付属電
話機２３のＳＰＯＵＴ端子と送受信部２７のＴＸＡＵＤＩＯ端子とモニタスピーカ２２と
が接続される。
【００４１】
Ｓ１５においては、クロック発生部２６から外線の呼出音を発生させる方形波が付属電話
機２３のＳＰＯＵＴ端子と送受信部２７のＴＸＡＵＤＩＯ端子とモニタスピーカ２２とに
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対して送出される。その結果、付属電話機２３のスピーカ２３ｂとコードレス電話機３の
スピーカ３５ｂとからは、外線の呼出音が通話音声に重畳されて鳴動されるとともに、モ
ニタスピーカ２２では外線からの呼出音が鳴動される。
【００４２】
Ｓ１６においては、外線からの呼出信号が停止された否かがＮＣＵ１９によって判断され
る。すなわち、外線の相手がオンフックして、呼出信号が停止されたか否かが判断される
。呼出信号が停止された場合は、Ｓ１７に移行する。一方、呼出信号が停止されない場合
は、Ｓ１９に移行する。
【００４３】
Ｓ１７においては、クロック発生部２６から外線の呼出音を発生させる方形波の送出が停
止される。
Ｓ１８においては、アナログスイッチ５２が１側端子から０側端子に切り替えられるとと
もに、ミュートスイッチ９１が開かれる。その結果、クロック発生部２６と、送受信部２
７のＴＸＡＵＤＩＯ端子及びモニタスピーカ２２との間の接続が切り離される。このため
、付属電話機２３のスピーカ２３ｂとコードレス電話機３のスピーカ３５ｂとの通話音声
に重畳されて鳴動されていた外線からの呼出音が停止されるとともに、モニタスピーカ２
２から鳴動されていた外線からの呼出音が停止される。
【００４４】
Ｓ１９においては、内線通話が終了されたか否かが判断される。すなわち、付属電話機２
３がオンフックされたか、またはコードレス電話機３の切キー３４ｄが押下されたか否か
が判断される。内線通話が終了された場合は、Ｓ２０に移行する。一方、内線通話が終了
されない場合は、Ｓ１２に移行して、内線通話が継続される。
【００４５】
Ｓ２０においては、アナログスイッチ４２，４５，４８が１側端子から０側端子へ切り替
えられ、付属電話機２３のＭＩＣＩＮ端子と送受信部２７のＴＸＡＵＤＩＯ端子との間の
接続が切り離されるとともに、送受信部２７のＲＸＡＵＤＩＯ端子と付属電話機２３のＳ
ＰＯＵＴ端子との間の接続が切り離される。その結果、付属電話機２３のスピーカ２３ｂ
とコードレス電話機３のスピーカ３５ｂとの通話音声に重畳されて鳴動されていた外線か
らの呼出音が通常の呼出音となって鳴動され、この処理が終了される。
【００４６】
次に、前記Ｓ４におけるリモート操作処理について、図５に示すフローチャートを用いて
説明する。
Ｓ３１においては、アナログスイッチ４１，４２，４３，４７がそれぞれ０側端子から１
側端子に切り替えられ、送受信部２７のＲＸＡＵＤＩＯ端子がモデム２０のＲＸＩ端子及
び録音部２５のＴＡＤＩ端子に接続されるとともに、録音部２５のＳＰＯ端子が送受信部
２７のＴＸＡＵＤＩＯ端子に接続される。従って、コードレス電話機３から送出されたリ
モート操作のコマンド信号は、送受信部２７のＲＸＡＵＤＩＯ端子からモデム２０のＲＸ
Ｉ端子に入力されて、ＣＰＵ１１によって解析される。その結果、コードレス電話機３か
らのコマンド信号によって、録音部２５の制御が行われる。
【００４７】
Ｓ３２においては、アナログスイッチ４１，４２，４３，４７の切り替えによって、コー
ドレス電話機３から録音部２５のリモート操作を行うことができる。
Ｓ３３においては、リモート操作中に外線からの呼出信号が検出されたか否かがＮＣＵ１
９によって判断される。呼出信号が検出された場合は、Ｓ３４に移行する。一方、呼出信
号が検出されない場合は、Ｓ３９に移行する。
【００４８】
Ｓ３４においては、アナログスイッチ５２が０側端子から１側端子に切り替えられ、クロ
ック発生部２６には、送受信部２７のＴＸＡＵＤＩＯ端子が接続される。
【００４９】
Ｓ３５においては、クロック発生部２６から外線の呼出音を発生させる方形波が送受信部

10

20

30

40

50

(7) JP 3750282 B2 2006.3.1



２７のＴＸＡＵＤＩＯ端子に対して送出される。その結果、コードレス電話機３のスピー
カ３５には、外線の呼出音が録音部２５からの再生音声等に重畳されて鳴動される。
【００５０】
Ｓ３６においては、外線からの呼出信号が停止された否かがＮＣＵ１９によって判断され
る。すなわち、外線の相手がオンフックして、呼出信号が停止されたか否かが判断される
。呼出信号が停止された場合は、Ｓ３７に移行する。一方、呼出信号が停止されない場合
は、Ｓ３９に移行する。
【００５１】
Ｓ３７においては、クロック発生部２６から外線の呼出音を発生させる方形波の送出が停
止される。
Ｓ３８においては、アナログスイッチ５２が１側端子から０側端子に切り替えられ、クロ
ック発生部２６と送受信部２７のＴＸＡＵＤＩＯ端子との間の接続が切り離される。この
ため、コードレス電話機３の受話側から鳴動されていた呼出音が停止される。
【００５２】
Ｓ３９においては、リモート操作が終了されたか否かが判断される。すなわち、コードレ
ス電話機３の切キー３４ｄが押下されたか否かが判断される。リモート操作が終了された
場合は、Ｓ４０に移行する。一方、リモート操作が終了されない場合は、Ｓ３２に移行し
て、リモート操作が継続される。
【００５３】
Ｓ４０においては、アナログスイッチ４１、４２，４３，４７が１側端子から０側端子へ
切り替えられ、送受信部２７のＲＸＡＵＤＩＯ端子とモデム２０のＲＸＩ端子及び録音部
２５のＴＡＤＩ端子との間の接続が切り離されるとともに、録音部２５のＳＰＯ端子と送
受信部２７のＴＸＡＵＤＩＯ端子との間の接続が切り離される。その結果、コードレス電
話機３のスピーカ３５ｂから録音部２５の再生音声等に重畳されて鳴動されていた外線か
らの呼出音が通常の呼出音となって鳴動され、この処理が終了される。
【００５４】
以上、詳述したように本実施形態によれば、次のような効果を得ることができる。
・外線からの着信があった場合、内線通話またはリモート操作が強制的に終了されること
はなく、内線通話中の通話またはリモート操作中の信号等に呼出音が重畳される。従って
、使用者の判断によって内線通話またはリモート操作を続けることもできるし、内線通話
またはリモート操作を終了してから、外線からの着信に応答することができる。
【００５５】
・リモート操作中に外線からの着信があった場合は、装置本体２のモニタスピーカ２２に
接続されているミュートスイッチ９１が開かれた状態であるため、コードレス電話機３の
スピーカ３５ｂからのみ呼出音が鳴動する。このため、装置本体２の付属電話機２３のス
ピーカ２３ｂ及びモニタスピーカ２２が鳴動されることはない。従って、コードレス電話
機３からリモート操作中に、外線からの着信があった場合であっても、付属電話機２３に
よってオフフックされることはなく、コードレス電話機３からのリモート操作を続けるこ
ともできるし、外線からの着信にコードレス電話機３で応答することもできる。
【００５６】
・内線通話が終了した場合は、重畳されていた呼出音が通常の呼出音となり、モニタスピ
ーカ２２とコードレス電話機３とから鳴動される。このため、付属電話機２３またはコー
ドレス電話機３のどちらでも外線からの着信をオフフックすることができる。
【００５７】
・リモート操作が終了した場合は、重畳されていた呼出音が通常の呼出音となり、モニタ
スピーカ２２とコードレス電話機３から鳴動される。このため、付属電話機２３またはコ
ードレス電話機３のどちらからでも外線からの着信をオフフックすることができる。
【００５８】
　なお、本実施形態は、次のように変更して具体化することも可能である
【００５９】
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・装置本体２は、ファクシミリ機能を備えた装置でなく、通常の親子電話機の機能を有す
る電話機であっても良い。
・コードレス電話機３に代えて、装置本体２に対してケーブルで接続された第２付属電話
機（図示略）であっても良い。
【００６０】
【発明の効果】
　本発明は、以上のように構成されているため、次のような効果を奏する
【００６１】
　請求項 に記載の発明によれば、リモート操作時、呼出音は第２通話手段のみで鳴動

ため、第１通話手段
がオフフックされることがない。また、リモート操作を強制終了することなく、外線から
着信があったことを知ることができる。従って、リモート操作を続けることもできるし、
リモート操作を終了して外線に応答することもできる。
【００６２】
請求項３に記載の発明によれば、請求項１または請求項２に記載の発明の効果に加えて、
内線通話またはリモート操作の終了後、誰でも外線からの着信に応答することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】一実施形態のファクシミリ装置のブロック図。
【図２】同じく、コントロール部を示す回路図。
【図３】同じく、外線からの着信時の動作を示すフローチャート。
【図４】同じく、内線通話処理時の動作を示すフローチャート。
【図５】同じく、リモート操作時の動作を示すフローチャート。
【符号の説明】
１…通信装置としてのファクシミリ装置、２…装置本体、３…第２通話手段としてのコー
ドレス電話機、１１…制御手段を構成するＣＰＵ、１２…制御手段を構成するＲＯＭ、１
３…制御手段を構成するＲＡＭ、２１…制御手段を構成するコントロール部、２３…第１
通話手段としての付属電話機。
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１ し
、第１通話手段及び装置本体のモニタスピーカが鳴動することはない



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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