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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固定網に接続される電話制御装置と、該電話制御装置及び携帯網に接続可能であるとと
もに、前記固定網及び携帯網に共通の電話番号で接続可能な携帯端末とから構成される電
話システムにおける電話制御装置であって、
　当該電話制御装置に収容され得る他の電話システムの携帯端末の電話番号と、この電話
番号に関連付けられた前記携帯端末の種別とを記憶する記憶手段と、
　この記憶手段に記憶された電話番号に対応する前記携帯端末を、前記種別に基づいて定
められた優先順位に従って収容する収容手段と、
　この収容手段によって収容された前記携帯端末からの発信要求に応じて当該携帯端末と
前記固定網との通話路を確立する通話路確立手段と
を備え、
　前記記憶手段は、前記携帯端末の電話番号毎に、当該携帯端末の位置登録の状況に応じ
て「登録済」「待機中」「未登録」と表す位置登録状況を記憶し、
　前記収容手段は、前記携帯端末からの位置登録要求を受信すると、前記記憶手段に記憶
された前記携帯端末の種別に基づいた優先順位を識別し、前記固定網に接続されている管
理装置へ識別された前記優先順位に応じて位置登録要求を送信し、この送信された位置登
録要求に対応する当該携帯端末が前記固定網に接続されていることを登録するとともに、
前記記憶部における当該携帯端末の前記位置登録状況を当該携帯端末の優先順位に応じて
更新し、
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　前記通話路確立手段は、前記携帯端末からの発信要求を受信すると、前記位置登録状況
を識別し、識別された前記位置登録状況が登録済の場合には、前記固定網に対して前記発
信要求に基づく発信処理を行い、待機中の場合には、当該携帯端末へ位置登録応答を送信
して当該携帯端末に対する位置登録を完了した後に前記固定網に対して前記発信要求に基
づく発信処理を行い、「未登録」の場合には、当該携帯端末の位置登録処理を実行した後
に前記固定網に対して前記発信要求に基づく発信処理を行う
　ことを特徴とする電話制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、１つの電話番号で固定網と携帯網の両方を利用できる携帯端末を収容する電
話制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、利用者がどこでも利用することができる携帯網電話端末（以下、「携帯端末
」という。）のメリットと、通話品質、データ転送速度または利用料金等の面で携帯電話
機より優れている固定網電話端末（以下、「固定端末」という。）のメリットとを融合さ
せたシステムがある。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、ＰＨＳ端末に関する発明が開示されている。この発明のＰＨ
Ｓ端末は、ＰＨＳ端末を公衆網と接続する公衆モードの他、ＰＨＳ端末を親子電話機の子
機電話機として親機に接続する自営モードを備えている。このＰＨＳ端末には、公衆／自
営モードでは異なった呼出番号が対応付けられており、自営モードで利用する場合は、Ｐ
ＨＳ端末に割り振られた呼出番号ではなく、親子電話機に割り振られた呼出番号が利用さ
れる。
　しかし、例えば、ＰＨＳ端末が自営モードの場合、ＰＨＳ端末に割り振られた呼出番号
に着信があっても、ＰＨＳ端末の利用者は、この着信に応答できない。
【０００４】
　そこで、特許文献２には、携帯網または固定網（以下、「通信網という。）に接続でき
、パーソナル呼出番号を割り振られた電話端末が開示されている。このパーソナル呼出番
号に着信があると、このパーソナル電話端末が接続する通信網にかかわらず、パーソナル
電話端末の利用者は、この着信に応答できる。
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－１０８２４５号公報
【特許文献２】特開平６－３１８９７８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述したパーソナル電話端末を実現するためには、通信網自体の設備変
更が必要となるため、莫大な費用がかかる。また、仮に通信網の設備を変更したとしても
、パーソナル電話端末によって固定網にやたらに接続されると、通話品質の低下はもとよ
り、固定回線の使用を許された管理者（例えば固定回線契約者等）は、許された固定回線
を利用できないといった問題が発生してしまう。
【０００７】
　そこで本発明は、通信網の設備変更を行わなくても、管理者が快適に利用できる電話制
御装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明である電話装置は、固定網に接続される電話装置と、該電話装置及び携帯網に接
続可能であるとともに、前記固定網及び携帯網に共通の電話番号で接続可能な携帯端末と
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から構成される電話システムにおける電話装置において、当該電話制御装置に収容され得
る他の電話システムの携帯端末の電話番号と、この電話番号に関連付けられた前記携帯端
末の種別とを記憶する記憶手段と、この記憶手段に記憶された電話番号に対応する携帯端
末を、前記種別に基づいて定められた優先順位に従って収容する収容手段と、この収容手
段によって収容された前記携帯端末からの発信要求に応じて当該携帯端末と前記固定網と
の通話路を確立する通話路確立手段とから構成されることを特徴とする。
【０００９】
　これに加え、前記記憶手段で、前記携帯端末の電話番号毎に、当該携帯端末の位置登録
の状況に応じて「登録済」「待機中」「未登録」と表す位置登録状況を記憶し、前記収容
手段で、前記携帯端末からの位置登録要求を受信すると、前記記憶手段に記憶された前記
携帯端末の種別に基づいた優先順位を識別し、前記固定網に接続されている管理装置へ識
別された前記優先順位に応じて位置登録要求を送信し、この送信された位置登録要求に対
応する当該携帯端末が前記固定網に接続されていることを登録するとともに、前記記憶部
における当該携帯端末の前記位置登録状況を当該携帯端末の優先順位に応じて更新し、前
記通話路確立手段で、前記携帯端末からの発信要求を受信すると、前記位置登録状況を識
別し、識別された前記位置登録状況が登録済の場合には、前記固定網に対して前記発信要
求に基づく発信処理を行い、待機中の場合には、当該携帯端末へ位置登録応答を送信して
当該携帯端末に対する位置登録を完了した後に前記固定網に対して前記発信要求に基づく
発信処理を行い、「未登録」の場合には、当該携帯端末の位置登録処理を実行した後に前
記固定網に対して前記発信要求に基づく発信処理を行うようにしたものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、通信網の設備変更を行わなくても、予め管理者によって制限された利
用者のみに電話制御装置、つまり電話制御装置に接続された固定回線を利用させないので
、管理者は、快適に固定回線を利用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
　図１は、本発明の実施の形態にかかる電話制御装置を説明する図である。
【００１２】
　図１に示すように、電話システム１００は、全体として例えばボタン電話システムや電
話交換システムからなり、固定回線５を介して固定網３に接続された電話制御装置１と、
内線固定回線７を介して電話制御装置１に接続されて固定網３を用いた通話を行う固定端
末１－１と、例えばブルートゥース（商標登録：Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）や無線ＬＡＮなど
の内線携帯回線８を介して電話制御装置１に接続されて固定網３を用いた通話を行う携帯
端末１－２とから構成されている。
【００１３】
　このうち携帯端末１－２は、１つの電話番号で固定網３と携帯網４の両方を利用できる
共用携帯端末であり、共通の電話番号として“０６０－○○○○－○○○○”が対応付け
られている。
　携帯端末１１，１２は、携帯端末１－２と同様に、１つの電話番号で固定網３と携帯網
４の両方を利用できる共用携帯端末であるが、他の電話システム（図示せず）に属する携
帯端末である。これら携帯端末１１，１２の場合、管理者の許可に応じて電話システム１
００に登録され、固定回線５を介して固定網３を利用可能となる。
【００１４】
　固定網３は、ＩＳＤＮ、ＩＰ電話網、ＰＳＴＮなど、固定回線５を介して固定端末を収
容する電話網からなる。携帯網４は、携帯電話網やＰＨＳ網など、携帯回線６を介して携
帯端末を収容する電話網からなる。これら固定網３と携帯網４は、接続回線１０を介して
相互に接続されており、呼制御に必要な各種呼制御情報をやり取りする。
　管理装置２は、管理サーバなどの情報処理装置からなり、ＬＡＮ回線などの制御回線９
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を介して固定網３及び携帯網４と接続されて、携帯端末１－２，１１，１２が収容されて
いる網とその網での当該携帯端末の呼び出しに必要な着信先電話番号とを管理する。
【００１５】
　固定回線５は、複数の電話回線から構成されている。例えばＩＳＤＮ回線やＩＰ電話回
線を用いればよい。図１の例では、通常、固定端末１－１が利用する、電話番号“０３－
○○○○－△△△△”の回線５１及び電話番号“０３－○○○○－××××”の回線５２
と、通常、携帯端末１－２が利用する電話番号“０６０－○○○○－○○○○”の回線５
３が設けられている。このうち、回線５１，５２が、他の電話システムの携帯端末１１，
１２に割り当てられる場合、着信の際に当該携帯端末を指定するための端末電話番号を網
から電話制御装置１へ通知する必要があり、ＩＳＤＮ回線やＩＰ電話回線など付加情報を
通知可能な電話回線を用いる必要がある。
【００１６】
　通常、これら携帯端末は、携帯網４を利用する際には、予め携帯網４を介して管理装置
２へ位置登録処理を行うことにより、自端末が携帯網４に収容されていることを登録する
。一方、これら携帯端末が、電話システムを介して固定網３を利用する際には、予め電話
システムに固定網３を介して管理装置２へ位置登録処理を行うことにより、自端末が固定
網３に収容されていることを登録する。
　このような位置登録処理を行うことにより、当該携帯端末への着信があった場合、固定
網３や携帯網４から管理装置２へ問い合わせが行われ、得られた管理装置２の位置登録内
容に基づいて、当該携帯端末が収容されている網へ着信要求が転送されて、当該携帯端末
が呼び出されることになる。
【００１７】
　次に、電話制御装置１について図面を参照しながら説明する。
　図２は、本発明の実施の形態にかかる電話制御装置１のブロック図である。
　図２に示すように、電話制御装置１は、内線固定回線７を介して固定端末１－１と接続
するインターフェースである収容固定回線Ｉ／Ｆ（ＩｎｔｅｒＦａｃｅ）１１０と、内線
携帯回線８を介して携帯端末１－２及び携帯端末１１，１２と接続するインターフェース
である収容携帯回線Ｉ／Ｆ１２０と、固定網３と接続するインターフェースである固定回
線Ｉ／Ｆ１３０と、電話制御装置１の各種動作を実現するプログラムや各種データを記憶
するメモリである記憶部１４０と、各機能部を制御する機能部である制御部１５０とから
構成される。
【００１８】
　記憶部１４０は、電話制御装置１を管理する管理者が収容を許可する携帯端末の電話番
号に優先順位（種別）と位置登録状況を対応付けて記憶する収容テーブル１４１を備えて
いる。
　収容テーブル１４１は、本発明における記憶手段に相当し、図３に示すように、電話制
御装置１の管理者によって予め登録された電話番号及び種別と、当該携帯端末に関する管
理装置２への位置登録の状況に応じて更新される位置登録状況が対応付けらている。
【００１９】
　例えば、電話番号“０６０－○○○○－○○○○”には種別“Ａ”が、電話番号“０６
０－××××－××××”には種別“Ｂ”が、また、電話番号“０６０－△△△△－△△
△△”には種別“Ｃ”がそれぞれ対応付けられている。種別“Ａ”は、電話制御装置１の
管理者用の種別を示し、対応する携帯端末１－２は、固定回線５を介した発信及び着信に
よる通話路の確立を最優先される電話機であることを示している。種別“Ｂ”は、電話制
御装置１の管理者によって許可されたゲスト用の種別を示し、対応する携帯端末１１は、
固定回線５を介した発信及び着信による通話路の確立を種別“Ａ”の携帯端末の次に優先
される電話機であることを示している。種別“Ｃ”は、電話制御装置１の管理者によって
許可されたゲスト用の種別を示し、対応する携帯端末１２は、固定回線５を介した発信に
よる通話路の確立のみを許された電話機であることを示している。
【００２０】
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　また、電話番号“０６０－○○○○－○○○○”の位置登録状況は「登録済」であり、
電話番号“０６０－××××－××××”のそれは「待機中」であり、電話番号“０６０
－△△△△－△△△△”のそれは「未登録」である。このうち「登録済」は、管理装置２
に対する当該携帯端末の位置登録と電話制御装置１での当該携帯端末に対する内線位置登
録の両方が完了していることを示している。また「待機中」は、管理装置２に対する当該
携帯端末の位置登録は完了しているものの電話制御装置１での当該携帯端末に対する内線
位置登録は完了しておらず待機状態にあることを示している。また「未登録」は管理装置
２に対する当該携帯端末の位置登録の予定がなく電話制御装置１での当該携帯端末に対す
る内線位置登録も行われていないことを示している。
【００２１】
　制御部１５０は、電話制御装置１全体を制御する機能を有し、電話制御装置１の各種動
作を実現するプログラムや各種データが記憶されたメモリである記憶部１４０と、ＣＰＵ
（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）と主記憶装置（図示せず）などを
備え、記憶部１４０のプログラムを読み込んで実行することにより、上記ハードウェアと
プログラムが協働して上述した機能を実現する。
【００２２】
　制御部１５０は、収容制御部１５１と通話路確立制御部１５２とを有している。
　収容制御部１５１は、本発明における収容手段に相当し、内線携帯回線８の圏内に位置
する携帯端末と無線通信を行う機能と、当該携帯端末を電話制御装置１へ収容する内線位
置登録を行う機能と、これら携帯端末に関する固定回線５を着信先とする管理装置２への
位置登録処理とその登録状況の管理処理を行う機能を有している。
　通話路確立制御部１５２は、本発明における通話路確立手段に相当し、収容制御部１５
１によって収容した携帯端末と固定網３との通話路を確立する機能を有している。
【００２３】
　１つの電話番号で固定網３と携帯網４の両方を利用できる共用携帯端末は、利用可能な
内線携帯回線８がある場合、携帯網４に比較して固定回線５を優先的に利用するため、電
話制御装置１に対して位置登録要求を行う。この際、収容制御部１５１は、例えば電話制
御装置１の通信エリアを示す制御信号を送信しておき、これを受信した携帯端末からの位
置登録要求に応じて内線位置登録を行う。これにより、当該携帯端末との無線通信が可能
となり、固定回線５を介して固定網３との通話路を確立することが可能となる。
【００２４】
　このような共用携帯端末は、位置登録に用いた網側の回線を優先的に使用することが前
提となっている。例えば、携帯端末１１が携帯網４を介して管理装置２へ位置登録した場
合は携帯網４側すなわち携帯回線６を優先的に使用し、電話制御装置１への位置登録要求
に応じて固定網３を介して管理装置２へ位置登録できた場合は固定網３側の内線携帯回線
８を優先的に使用する。したがって、一旦、電話制御装置１から位置登録した場合、携帯
端末１１は携帯回線６を使用しなくなり、携帯網４を用いた発着信を行わなくなる。
【００２５】
　一方、電話制御装置１が他の電話システムの携帯端末１１，１２を収容する場合、固定
回線５の使用状況や当該携帯端末の種別によっては携帯端末１１，１２が固定回線５を使
用できない状況もありうる。このため、電話システム１００の圏外に位置するすべての携
帯端末について自動的に管理装置２へ位置登録した場合、当該携帯端末において、これが
原因で携帯網４を利用できるにもかかわらず携帯網４を利用できない状況が起こりうる。
【００２６】
　本実施の形態では、制御部１５０の収容制御部１５１により、収容する携帯端末の種別
によって管理装置２への位置登録のタイミングとその位置登録状況とを管理している。
　具体的には、収容制御部１５１は、優先順位の高い種別“Ａ”の携帯端末については、
固定回線５を優先的に使用できるため、当該携帯端末からの位置登録要求に応じて、固定
網３から管理装置２へ固定回線５を着信先とする位置登録処理を行う。また、当該携帯端
末との間で当該電話制御装置１への内線位置登録処理を行うとともに、収容テーブル１４
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１の位置登録状況を「登録済」に更新する。
【００２７】
　一方、種別“Ａ”より優先順位の低い種別“Ｂ”の携帯端末については、回線使用状況
によっては固定回線５を使用できない可能性もあるため、当該携帯端末からの位置登録要
求に応じて、種別“Ａ”と同様に管理装置２への位置登録処理を行うものの、当該携帯端
末に対する内線位置登録処理は直ちに行わずその後の当該携帯端末の発着信の際に初めて
内線位置登録を行う待機状態とし、収容テーブル１４１の位置登録状況を「待機中」に更
新する。これにより当該携帯端末は、携帯回線６に比較して固定回線５を優先的に用いる
ことが可能となり、特に当該携帯端末への着信に対し固定回線５を用いて応答することが
可能となる。また、携帯網４を使用できる状態に保持されるため、固定回線５を使用でき
ない場合は携帯網４を用いることが可能となる。
【００２８】
　また、最も優先順位の低い種別“Ｃ”の携帯端末については、固定回線５を使用できな
い可能性が高いため、管理装置２への位置登録処理及び内線位置登録処理は行わず、収容
テーブル１４１の位置登録状況を「未登録」に更新する。これにより、携帯端末は、当該
携帯端末への着信に対し携帯回線６を用いて応答することになるものの、種別“Ｂ”と同
様に、携帯回線６に比較して固定回線５を優先的に用いることが可能となる。また、携帯
網４を使用できる状態に保持されるため、固定回線５を使用できない場合は携帯網４を用
いることが可能となる。
【００２９】
　次に、管理装置２について図面を参照しながら説明する。
　図４に示すように、管理装置２は、制御回線９を介して固定網３及び携帯網４に接続さ
れたサーバ装置などの情報処理装置からなり、共用携帯端末に割り当てられた端末電話番
号毎に、当該携帯端末が現在収容されている収容網とその網での着信先電話番号の組を対
応付けて管理する。
固定網３及び携帯網４は、制御回線９を介して、着信要求先となる携帯端末の所在を問い
合わせる着信先問い合わせを管理装置２に送信する。そして、固定網３及び携帯網４は、
管理装置２からの着信先応答で通知された収容網と着信先電話番号を用いて、当該携帯端
末に対し着信通知を行う。
【００３０】
　管理装置２の内部構造は、制御回線９を介して固定網３及び携帯網４と接続するインタ
ーフェースである通信網Ｉ／Ｆ２１０と、後述する管理装置２の各種動作を実現するプロ
グラムや各種データを記憶する記憶部２２０と、管理装置２全体を制御する制御部２３０
とから構成される。
【００３１】
　記憶部２２０は、電話システム１００において各携帯端末に対し着信通知を行える収容
網及びその際の着信先の電話番号を記憶する位置登録テーブル２２１を備えている。
　図５に、位置登録テーブル２２１のデータ構造の一例を示す。
　図５に示すように、位置登録テーブル２２１には、呼出電話番号毎に、この呼出電話番
号と対応する携帯端末の収容する収容網と、当該収容網での呼出に用いる電話番号である
着信先電話番号とが対応付けられている。
【００３２】
　例えば、図５の例では、呼出電話番号“０６０－○○○○－○○○○”には、収容網“
固定網”と着信先電話番号“０６０－○○○○－○○○○”とが対応付けられている。こ
れは、呼出電話番号“０６０－○○○○－○○○○”と対応する携帯端末への呼出は、固
定網３において着信先電話番号“０６０－○○○○－○○○○”を用いて行うことを示し
ている。また、呼出電話番号“０６０－××××－××××”には、収容網“固定網”と
着信先電話番号“０３－○○○○－△△△△”が対応付けられている、これは、呼出電話
番号“０６０－××××－××××”と対応する携帯端末への呼出は、固定網において着
信先電話番号“０３－○○○○－△△△△”を用いて行うことを示している。また、位置
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登録されておらず、着信先電話番号も分からない状態については、例えば呼出電話番号“
０６０－□□□□－□□□□”のように、収容網“－”及び着信先電話番号“－”が対応
付けられている。
【００３３】
　制御部２３０は、着信処理制御部２３１と位置登録テーブル制御部２３２とを備えてい
る。
　着信処理制御部２３１は、制御回線９を介して固定網３または携帯網４から特定の携帯
端末に関する着信先問い合わせを受けると、位置登録テーブル２２１を参照して、この対
象となる呼出電話番号と対応する収容網及び着信先電話番号を含む着信先応答を送信する
機能部である。例えば、図５の位置登録テーブル２２１に示すように、着信先の電話番号
“０６０－□□□□－□□□□”の要求を受けると、着信処理制御部２３１は、収容網“
－”及び着信先電話番号“－”を指示する。また、着信先の電話番号“０６０－○○○○
－○○○○”の要求を受けると、着信処理制御部２３１は、収容網“携帯網”及び着信先
電話番号“０６０－○○○○－○○○○”を指示する。
【００３４】
　位置登録テーブル制御部２３２は、位置登録テーブル２２１を制御する機能部である。
　この位置登録は、携帯端末を収容する各網から行えばよく、本実施の形態では、例えば
、携帯端末１－２が電話制御装置１に収容されたとき、収容網が“固定網”であり、その
着信先電話番号が“０６０－○○○○－○○○○”であることが電話制御装置１によって
位置登録される。また、携帯端末１－２が携帯網４に収容されたとき、収容網が“携帯網
”であり、その着信先電話番号が“０６０－○○○○－○○○○”であることが携帯網４
によって位置登録される。
【００３５】
　また、携帯端末１１が電話制御装置１に収容されたとき、その収容網が“固定網”であ
り、その着信先電話番号が“０３－○○○○－△△△△”であることが電話制御装置１に
よって位置登録される。また、携帯端末１１が携帯網４に収容されたとき、収容網が“携
帯網”であり、その着信先電話番号が“０６０－○○○○－××××”であることが携帯
網４によって位置登録される。
　また、着信先電話番号は、呼出電話番号を初期値とし、電話制御装置１からの要求に応
じて変更される。
【００３６】
　制御部２３０は、管理装置２の各種動作を実現するプログラムや各種データが記憶され
たメモリである記憶部２２０と、ＣＰＵと主記憶装置などを備え、記憶部２２０のプログ
ラムを読み込んで実行することにより、上記ハードウェアとプログラムが協働して後述す
る機能手段を実現する。
【００３７】
　次に、本発明の実施の形態にかかる電話制御装置１の動作について、電話制御装置１に
おける携帯端末の収容動作を示す「１．収容動作手順」と、収容した携帯端末からの発信
動作を説明する「２．発信動作手順」と、収容した携帯端末への着信動作を説明する「３
．着信動作手順」とをそれぞれ図面を参照しながら説明する。
【００３８】
（１．収容動作手順）
　電話制御装置１の制御部１５０は、収容制御部１５１により、所定周期で図６の収容動
作を実行する。
　まず、収容制御部１５１は、記憶部１４０の収容テーブル１４１から未選択の携帯端末
を選択し（ステップＳ１０１）、収容携帯回線Ｉ／Ｆ１２０により当該端末からの信号を
受信しているか確認する（ステップＳ１０２）。ここで、当該端末から何らかの信号を受
信している場合（ステップＳ１０２：ＹＥＳ）、収容テーブル１４１を参照して当該端末
の種別を確認する（ステップＳ１０３）。
【００３９】
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　当該端末の種別が“Ａ”場合（ステップＳ１０３：Ａ）、収容携帯回線Ｉ／Ｆ１２０か
ら当該端末へ位置登録応答を送信して内線位置登録を行う（ステップＳ１０４）。これに
より、当該端末は固定回線５を優先的に使用する動作状態となる。
　続いて、固定回線５１～５３のうちから当該端末が利用する回線を選択し、収容網が“
固定網”であり、選択した回線の電話番号を着信先電話番号とする位置登録要求を、固定
回線Ｉ／Ｆ１３０から固定回線５を介して固定網３へ送信する（ステップＳ１０５）。こ
の位置登録要求は、固定網３から制御回線９を介して管理装置２へ転送され、その内容が
位置登録テーブル２２１に登録される。
【００４０】
　一方、当該端末の種別が“Ｂ”の場合（ステップＳ１０３：Ｂ）、当該端末の内線位置
登録はしないでステップＳ１０５へ移行し、管理装置２に対して位置登録要求を送信する
。
　また、当該端末の種別が“Ｃ”の場合（ステップＳ１０３：Ｃ）、当該端末の内線位置
登録及び管理装置２への位置登録は行わない。
【００４１】
　この後、収容制御部１５１は、当該端末の種別に応じて収容テーブル１４１の当該端末
の位置登録状況を更新する（ステップＳ１０６）。例えば、当該端末が種別“Ａ”の場合
は位置登録状況を「登録済」に更新し、種別“Ｂ”の場合は「待機中」に更新し、種別“
Ｃ“の場合は「未登録」に更新する。
　次に、収容制御部１５１は、収容テーブル１４１を参照して、未選択の端末の有無を確
認し、未選択の端末がある場合には（ステップＳ１０７：ＹＥＳ）、ステップＳ１０１へ
戻って、新たな未処理の端末を選択し、以上の処理を繰り返し実行する。また、未選択の
端末がない場合は（ステップＳ１０７：ＮＯ）、一連の収容動作を終了する。
【００４２】
　また、ステップＳ１０２において、当該端末からの信号を受信できなかった場合（ステ
ップＳ１０２：ＮＯ）、記憶部１４０を参照して当該端末の未受信回数を確認する（ステ
ップＳ１０８）。ここで、未受信回数が所定回数に達していない場合（ステップＳ１０８
：ＮＯ）、記憶部１４０の当該未受信回数を加算し（ステップＳ１０９）、ステップＳ１
０７へ移行する。また、未受信回数が所定回数に達した場合（ステップＳ１０８：ＹＥＳ
）、収容テーブル１４１の位置登録状況を「未登録」に更新し（ステップＳ１１０）、ス
テップＳ１０７へ移行する。
【００４３】
（２．発信動作手順）
　電話制御装置１の制御部１５０は、内線携帯回線８を介して収容携帯回線Ｉ／Ｆ１２０
により、携帯端末からの発信要求を受信した場合、通話路確立制御部１５２により、図７
の発信動作を実行する。
　通話路確立制御部１５２は、当該発信要求から要求元である携帯端末の電話番号を取得
し（ステップＳ２０１）、収容テーブル１４１を参照して、当該携帯端末の種別で使用可
能な固定回線５の有無を確認する（ステップＳ２０２）。この際、空き固定回線５がない
場合、その使用可否は各回線使用端末の種別に応じた優先順位で決定される。当該携帯端
末より優先順位の低い端末が回線使用中の場合は、当該回線の使用を中止させて空き回線
が用意される。なお、固定回線５の使用状況については、呼制御情報として制御部１５０
により記憶部１４０で保存管理されている。
【００４４】
　ここで、使用可能な固定回線が存在する場合は（ステップＳ２０２：ＹＥＳ）、収容制
御部１５１により、当該携帯端末の種別に応じて位置登録の有無が判断される。すなわち
、当該携帯端末の種別が“Ｃ”の場合（ステップＳ２０３：Ｃ）、収容制御部１５１は、
固定回線５１～５３のうちから当該端末が利用する回線を選択し、収容網が“固定網”で
あり、選択した回線の電話番号を着信先電話番号とする位置登録要求を、固定回線Ｉ／Ｆ
１３０から固定回線５を介して固定網３へ送信する（ステップＳ２０４）。この位置登録
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要求は、固定網３から制御回線９を介して管理装置２へ転送され、その内容が位置登録テ
ーブル２２１に登録される。
【００４５】
　続いて、収容制御部１５１は、収容携帯回線Ｉ／Ｆ１２０から当該端末へ位置登録応答
を送信して内線位置登録を行う（ステップＳ２０５）。これにより、当該端末は固定回線
５を優先的に使用する動作状態となる。
　そして、収容制御部１５１は、収容テーブル１４１における当該携帯端末の位置登録状
況を「登録済」に更新する（ステップＳ２０６）。
【００４６】
　一方、当該端末の種別が“Ｂ”の場合（ステップＳ２０３：Ｂ）、管理装置２に対する
当該端末の位置登録はしないでステップＳ２０５へ移行し、当該携帯端末の内線位置登録
を行った後、ステップ２０６で位置登録状況を「登録済」に更新する。
　また、当該端末の種別が“Ａ”の場合（ステップＳ２０３：Ａ）、当該端末の内線位置
登録、管理装置２への位置登録、及び位置登録状況の更新は行わない。
【００４７】
　この後、通話路確立制御部１５２は、固定回線Ｉ／Ｆ１３０を制御して、当該携帯端末
が使用可能な固定回線５を選択し、固定網３に対して発信要求を送信し（ステップ２０７
）、一連の発信動作を終了する。
　また、ステップＳ２０２において、当該携帯端末が使用可能な固定回線が存在しない場
合（ステップＳ２０２：ＮＯ）、当該携帯端末へ発信不可を示すアラームを通知し（ステ
ップＳ２０８）、一連の発信動作を終了する。
【００４８】
（３．着信動作手順）
　本動作手順の説明においては、管理装置２の動作を説明する「３－１．管理装置着信動
作手順」と、電話制御装置１の動作を説明する「３－２．電話制御装置着信動作手順」と
に分けて、図面を参照しながら説明する。
（３－１．管理装置着信動作手順）
　図８に示すように、固定網３または携帯網４（以下、「通信網」という。）に収容され
た電話端末（以下、「発信元」という。）が、発信要求を通信網に通知すると（ステップ
Ｓ３０１）、通信網は、呼出先である呼出電話番号を取得し、制御回線９を介してこの電
話番号について管理装置２に着信先問い合わせを送信する（ステップＳ３０２）。
【００４９】
　制御回線９を介して電話番号を受信した管理装置２の着信処理制御部２３１は、位置登
録テーブル２２１を参照し、受信した呼出電話番号と対応付けられた収容網と着信先電話
番号と端末電話番号を含む着信先応答を通信網に返送する（ステップＳ３０３）。
　制御回線９を介して着信先応答を受信した通信網は、必要であれば網間を接続する接続
回線１０を介して、着信先応答に含まれる収容網に対し、同じく着信先応答に含まれる着
信先電話番号と対応する電話端末（以下、「着信先」という。）へ、着信先応答に含まれ
る端末電話番号を含む着信要求を送信し（ステップＳ３０４）、一連の管理装置着信動作
を終了する。これにより、着信先において、当該端末電話番号に対応する端末が呼び出さ
れる。
【００５０】
（３－２　電話制御装置着信動作手順）
　図９に示すように、固定回線Ｉ／Ｆ１３０により固定網３から固定回線５を介して着信
要求を受信した場合、電話制御装置１の通話路確立制御部１５２は、当該着信要求に端末
電話番号が含まれているか確認し、含まれていない場合は（ステップＳ４０１：ＮＯ）、
共用携帯端末への着信ではないことから、一般的な通常着信処理を実行して固定端末１－
１や携帯端末１－２の呼び出しを行い（ステップＳ４０３）、一連の電話制御装置着信動
作を終了する。
【００５１】
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　また、当該着信要求に端末電話番号が含まれている場合（ステップＳ４０１：ＹＥＳ）
、記憶部１４０の収容テーブル１４１を参照して当該端末電話番号に対応する端末の種別
を確認する（ステップＳ４０２）。
　ここで、当該端末の種別が“Ａ”の場合（ステップＳ４０２：ＹＥＳ）、ステップ４０
３へ移行して通常着信処理を行う、
　一方、“Ａ”以外の種別の場合（ステップＳ４０２：ＮＯ）、当該端末の位置登録状況
を確認し、「未登録」の場合には（ステップＳ４０４：ＹＥＳ）、固定回線Ｉ／Ｆ１３０
から固定網３へ着信拒否を送信し（ステップＳ４０６）、一連の電話制御装置着信動作を
終了する。
【００５２】
　また、位置登録状況が「未登録」以外の場合（ステップＳ４０４：ＮＯ）、当該端末の
種別で使用可能な固定回線の有無を確認する（ステップＳ４０５）。この際、空き回線が
ない場合、その使用可否は各回線使用端末の種別に応じた優先順位で決定される。当該携
帯端末より優先順位の低い端末が回線使用中の場合は、当該回線の使用を中止させて空き
回線が用意される。なお、固定回線５の使用状況については、呼制御情報として制御部１
５０により記憶部１４０で保存管理されている。
　ここで、使用可能な固定回線が存在しない場合（ステップＳ４０５：ＮＯ）、ステップ
Ｓ４０６へ移行して着信拒否を行う。
【００５３】
　一方、使用可能な固定回線５が存在する場合（ステップＳ４０５：ＹＥＳ）、収容携帯
回線Ｉ／Ｆ１２０から内線携帯回線８を介して当該端末へ位置登録応答を送信することに
より内線位置登録を行う（ステップＳ４０７）。これにより、内線携帯回線８を介して当
該端末とデータ通信可能となり、当該端末に着信要求を送信し（ステップＳ４０８）、一
連の電話制御装置着信動作を終了する。これにより当該端末で着信表示が行われ、その後
の当該端末からの応答に応じて、通話路確立制御部１５２は、当該端末で使用可能な固定
回線を指定した着信応答を固定回線Ｉ／Ｆ１３０から固定網３へ送信し、当該固定回線を
用いて固定網３と当該端末との通話路を確立する。これにより当該端末は通話状態へ移行
する。
【００５４】
　以上のように、管理者によって予め収容携帯テーブル１４１に設定された携帯端末しか
電話制御装置１と対応付けられた固定回線網５を利用させないので、管理者は、電話制御
装置１を快適に利用できる。
　なお、本実施の形態においては、種別“Ａ”、“Ｂ“及び“Ｃ”を電話番号に対応付け
て管理したが、これに限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の実施の形態にかかる電話制御装置を説明する図である。
【図２】本発明の実施の形態にかかる電話制御装置のブロック図である。
【図３】収容テーブルにおけるデータ構造の一例を示す図である。
【図４】管理装置のブロック図である。
【図５】位置登録テーブルにおけるデータ構造の一例を示す図である。
【図６】本発明の本実施の形態における電話制御装置の収容動作手順を示すフローチャー
トである。
【図７】本発明の本実施の形態における電話制御装置の発信動作手順を示すフローチャー
トである。
【図８】管理装置の着信動作手順を示すシーケンス図である。
【図９】本発明の本実施の形態における電話制御装置の着信動作手順を示すフローチャー
トである。
【符号の説明】
【００５６】
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　１…電話制御装置、１－１…固定端末、１－２…携帯端末、２…管理装置、３…固定網
、４…携帯網、５…固定回線、６…携帯回線、７…内線固定回線、８…内線携帯回線、９
…制御回線、１０…接続回線、１１，１２…携帯端末、１１０…収容固定回線Ｉ／Ｆ、１
２０…収容携帯回線Ｉ／Ｆ、１３０…固定回線Ｉ／Ｆ、１４０…記憶部、１４１…収容テ
ーブル、１５０…制御部、１５１…収容制御部、１５２…通話路確立制御部、２１０…通
信網Ｉ／Ｆ、２２０…記憶部、２２１…位置登録テーブル、２３０…制御部、２３１…着
信処理制御部、２３２…位置登録テーブル制御部。
　　

【図１】 【図２】
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