
JP 4225222 B2 2009.2.18

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
車両に搭載され、携帯電話機と無線接続し、当該携帯電話と通信する他の電話端末からの
受話音声信号を前記無線接続を介して受け取り音声として出力し、また当該車両に搭乗す
るユーザが発する音声に基づく音声信号を、当該他の電話端末宛の送話音声信号として、
前記無線接続を介して当該携帯電話機に送信する車載ハンズフリー装置であって、
　前記ユーザの入力を受け付ける入力受付手段と、
　前記入力受付手段が前記無線接続を切断する旨の前記ユーザの入力を受け付けたことに
基づいて、当該無線接続を切断する切断手段と、
　前記切断手段が無線接続を切断した対象の携帯電話機に再接続する旨の前記ユーザの入
力を前記入力受付手段が受け付けたことに基づいて、当該携帯電話機に再度無線接続する
再接続手段と、
　前記切断手段が無線接続を接続状態から切断した対象であり、再接続手段による再接続
候補となっている携帯電話機がある旨の再接続情報を他の情報と共に表示する表示装置と
、を備えた車載ハンズフリー装置。
【請求項２】
前記切断手段が無線接続を切断した対象の携帯電話機に再接続する旨の前記ユーザの前記
入力は、２ステップ以下の入力操作であることを特徴とする請求項１に記載の車載ハンズ
フリー装置。
【請求項３】
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前記表示装置が再接続情報を表示していること、および他の携帯電話機からの接続要求を
受けることに基づいて、前記表示装置に前記再接続情報の表示を消去させ、当該接続要求
のあった携帯電話と無線接続する接続要求受付手段を備えたことを特徴とする請求項１ま
たは２に記載のハンズフリー装置。
【請求項４】
前記表示装置が表示する再接続情報は所定の画像であり、
　前記入力受付手段は、前記表示装置の表示面に重ねて設けられたタッチパネルから前記
ユーザのタッチ入力を受け付け、
　前記再接続手段は、前記入力受付手段が前記タッチパネルにおける前記所定の画像に相
当する部分の前記ユーザによるタッチ入力を受け付けたことに基づいて、前記切断手段が
無線接続を切断した対象の携帯電話機に再度無線接続することを特徴とする請求項１ない
し３のいずれか１つに記載の車載ハンズフリー装置。
【請求項５】
前記切断手段は、入力受付手段が前記無線接続を切断して第２の携帯電話機と無線接続す
る旨の前記ユーザの入力を受け付けたことに基づいて、当該無線接続を切断し、更に前記
第２の携帯電話機と無線接続することを特徴とする請求項１ないし４のいずれか１つに記
載の車載ハンズフリー装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話と無線接続する車載ハンズフリー装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両に搭載され、携帯電話機とＢｌｕｅｔｏｏｔｈ等の無線通信プロトコルで接
続する車載ハンズフリー装置がある。このようなハンズフリー装置に接続している携帯電
話は、電話通信相手の電話端末からの受話音声信号を受信すると、その受話音声信号をハ
ンズフリー装置に無線送信する。そして、車載ハンズフリー装置は、受信した受話音声信
号をスピーカ等によって音声として出力する。また、このような車載ハンズフリー装置は
、自車両に搭乗するユーザが発する音声をマイク等によって音声信号として受け取り、こ
の音声信号を送話音声信号として、接続している携帯電話機に無線送信する。携帯電話機
は、この送話音声信号を受信すると、電話通信相手の電話端末宛に、この送話音声信号を
送信する。
【０００３】
　このような、無線通信によって携帯電話機と接続する車載ハンズフリー装置の技術は、
例えば特許文献１に記載されている。携帯電話機と車載ハンズフリー装置とが有線でなく
無線で接続できれば、例えば携帯電話機をカバンの中に入れたままで携帯電話機と車載ハ
ンズフリー装置を接続させることができる等、携帯電話の取り扱い上の利便性が生じる。
【特許文献１】特開２００２－１７１３３７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、発明者の検討によれば、車載ハンズフリー装置と携帯電話機とが無線接続中
である場合においても、運転に集中したい場合等、車両の乗員が一時的に着信に対応した
くない場合が発生し得る。このような場合、あらかじめ携帯電話機を、マナーモード等、
着信音が鳴らないような状態に設定しておき、更に携帯電話機と車載ハンズフリー装置と
の接続を切断すれば、乗員は着信音に煩わされることもない。
【０００５】
　上記した特許文献には、携帯電話機を操作して、携帯電話機とハンズフリー装置との接
続を切断する技術が記載されている。しかし、携帯電話機とハンズフリー装置との接続を
切断するために、携帯電話を（例えばカバンの中から）取り出して操作しなければいけな
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いのでは、無線接続による携帯電話の取り扱い上の利便性が損なわれてしまう。
【０００６】
　本発明は上記点に鑑み、携帯電話機と無線接続する車載ハンズフリー装置において、携
帯電話機を操作しなくても、携帯電話機と車載ハンズフリー装置との接続が切断できるよ
うにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するための本発明に係る車載ハンズフリー装置は、車両に搭乗するユー
ザの入力を受け付ける入力受付と、入力受付手段が携帯電話との無線接続を切断する旨の
ユーザの入力を受け付けたことに基づいて、当該無線接続を切断する切断手段と、を備え
ている。
【０００８】
　このようになっていることで、携帯電話機と無線接続する車載ハンズフリー装置におい
て、携帯電話機を操作しなくても、車載ハンズフリー装置側から、携帯電話機と車載ハン
ズフリー装置との接続が切断できるようになる。
【０００９】
　また、車載ハンズフリー装置は、切断手段が無線接続を接続状態から切断した対象の携
帯電話機に再接続する旨のユーザの入力を入力受付手段が受け付けたことに基づいて、当
該携帯電話機に再度無線接続する再接続手段を備えている。
【００１０】
　また、切断手段が無線接続を切断した対象の携帯電話機に再接続する旨のユーザの入力
は、２ステップ以下の入力操作であってもよい。このようになっていることで、ユーザは
、車載ハンズフリー装置の簡易な操作で再接続を実現できる。
【００１１】
　また、車載ハンズフリー装置は、切断手段が無線接続を切断した対象であり、再接続手
段による再接続候補となっている携帯電話機がある旨の再接続情報を他の情報と共に表示
する表示装置を備えている。これによって、ユーザは再接続候補の存在を目視で確認する
ことができる。
【００１２】
　また、車載ハンズフリー装置は、表示装置が再接続情報を表示していること、および他
の携帯電話機からの接続要求を受けることに基づいて、表示装置に再接続情報の表示を消
去させ、当該接続要求のあった携帯電話と無線接続する接続要求受付手段を備えていても
よい。
【００１３】
　また、表示装置が表示する再接続情報は所定の画像であり、入力受付手段は、表示装置
の表示面に重ねて設けられたタッチパネルからユーザのタッチ入力を受け付け、再接続手
段は、入力受付手段がタッチパネルにおける所定の画像に相当する部分のユーザによるタ
ッチ入力を受け付けたことに基づいて、切断手段が無線接続を切断した対象の携帯電話機
に再度無線接続するようになっていてもよい。
　また、前記切断手段は、入力受付手段が前記無線接続を切断して第２の携帯電話機と無
線接続する旨の前記ユーザの入力を受け付けたことに基づいて、当該無線接続を切断し、
更に前記第２の携帯電話機と無線接続するようになっていてもよい。
 
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の一実施形態について説明する。図１に本実施形態の電話通信システムの
概念図を示す。
【００１５】
　車載ハンズフリー装置１が搭載された車両に携帯電話機２を携帯するユーザが搭乗し、
車載ハンズフリー装置１と携帯電話機２とがＢｌｕｅｔｏｏｔｈにより無線接続する場合
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を考える。
【００１６】
　この場合、車載ハンズフリー装置１に接続している携帯電話機２は、電話通信ネットワ
ーク３を介して電話通信相手の電話端末４からの受話音声信号を受信すると、その受話音
声信号を車載ハンズフリー装置１に無線送信する。そして、車載ハンズフリー装置１は、
受信した受話音声信号をスピーカによって音声として出力する。また、車載ハンズフリー
装置１は、自車両に搭乗するユーザ（乗員）が発する音声をマイクによって音声信号とし
て受け取り、この音声信号を送話音声信号として、接続している携帯電話機２に無線送信
する。携帯電話機２は、この送話音声信号を受信すると、電話通信ネットワーク３を介し
て、電話通信相手の電話端末４宛に、この送話音声信号を送信する。このようにすること
で、車載ハンズフリー装置１を用いて、携帯電話機２、電話通信ネットワーク３を介した
電話端末４との通話が実現される。
【００１７】
　このような作動を行う車載ハンズフリー装置１の構成を図２に示す。車載ハンズフリー
装置１は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部１１、表示装置１２、入力装置１３、音声処理部１
４、スピーカ１５、マイク１６、ＣＰＵ１７、フラッシュメモリ１８およびＲＡＭ１９を
有している。
【００１８】
　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部１１は、ＣＰＵ１７の制御に基づいて、携帯電話機２等の他
の携帯電話機と無線接続する。そしてＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部１１は、図示しないＢｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ用アンテナが受信した接続相手の携帯電話機からの信号に対して増幅、周
波数変換、復調、Ａ／Ｄ変換等、所定のＢｌｕｅｔｏｏｔｈの無線通信プロトコルに従っ
た処理を施し、その結果をＣＰＵ１７に出力する。またＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部１１は
、ＣＰＵ１７から入力されたデータに対してＤ／Ａ変換、変調、周波数変換、増幅等、所
定のＢｌｕｅｔｏｏｔｈの無線通信プロトコルに従った処理を施し、その結果の信号を、
接続相手の携帯電話機に送信するために、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ用アンテナに出力する。ま
た、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部１１は、ＣＰＵ１７の制御に基づいて、接続中の携帯電話
機との接続を切断する。
【００１９】
　表示装置１２は液晶ディスプレイ等から成り、ＣＰＵ１７から出力される表示データを
自らの表示面に表示させる。
【００２０】
　入力装置１３は、押しボタン等のメカニカルスイッチ、および表示面に重ねて設けられ
たタッチパネル等から成り、ユーザによるこれらの操作に基づいた信号をＣＰＵ１７に出
力する。
【００２１】
　音声処理部１４は、ＣＰＵ１７から入力されたデジタル音声信号をアナログ音声信号に
変換してスピーカ１５に出力する。また音声処理部１４は、マイク１６から入力されたア
ナログ音声信号をデジタル音声信号に変換してＣＰＵ１７に出力する。
【００２２】
　ＣＰＵ１７は、フラッシュメモリ１８から読み出したプログラムを実行する。そしてＣ
ＰＵ１７は、実行するプログラム、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部１１からの信号、入力装置
１３からの信号、音声処理部２３からのデジタル音声信号に基づいた作動を行う。そして
ＣＰＵ１７は、その作動の必要に応じてＲＡＭ１９に対して情報の書き込みや読み出しを
行い、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部１１に送信信号を出力し、音声処理部１４にデジタル音
声データを出力する。またＣＰＵ１７は、必要に応じてＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部１１に
よる他の携帯電話機との接続および切断の制御を行う。
【００２３】
　このＣＰＵ１７がフラッシュメモリ１８から読み出して実行するプログラムとしては、
ハンズフリー通話プログラムがある。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部１１が携帯電話機２と無



(5) JP 4225222 B2 2009.2.18

10

20

30

40

50

線接続しているときに、このハンズフリー通話プログラムを実行することで、ＣＰＵ１７
は以下のような作動を実現する。
【００２４】
　まず、現在接続している携帯電話機２に着信があった旨の信号を、携帯電話機２が無線
接続を介して送信すると、ＣＰＵ１７は、この信号および車両の乗員による入力装置１３
を用いた受信許可の操作に基づいて、当該着信に係る通話を開始する旨の信号をＢｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ通信部１１を介して携帯電話機２に送信する。そして携帯電話機２がこの信号
を受信して通話回線を確立し、その旨をＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部１１を介してＣＰＵ１
７に通知すると、ＣＰＵ１７はその通知を受け取り、当該通話回線を用いた当該電話端末
４との通話を実現する。
【００２５】
　またＣＰＵ１７は、ユーザが入力装置１３を操作することで、所定の電話番号に電話を
かける旨の信号を入力装置１３から受けたときは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部１１を介し
て当該電話番号の電話端末４を呼び出すよう携帯電話機２に通知する。そして、携帯電話
機２がこの通知に応じて当該電話端末４を呼び出し、当該電話端末４との通話回線が確立
した旨の通知をＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部１１を介してＣＰＵ１７に送信すると、ＣＰＵ
１７はその通知を受け取り、当該通話回線を用いた当該電話端末４との通話を実現する。
【００２６】
　なお、ここでいう電話端末４との通話の実現とは、具体的には以下に示すようなもので
ある。携帯電話機２が電話端末４からの受話音声信号を受信すると、その受話音声信号を
車載ハンズフリー装置１に無線送信する。そして、ＣＰＵ１７は、受信した受話音声信号
をデジタル音声信号として音声処理部１４に出力する。これによって、スピーカ１５から
当該受話音声が出力されることになる。また、マイク１６、音声処理部１４を介してデジ
タル音声データとなった車両の乗員の音声信号をＣＰＵ１７が受け取り、この音声信号を
送話音声信号として携帯電話機２に無線送信する。携帯電話機２は、この送話音声信号を
受信すると、電話通信ネットワーク３を介して、電話通信相手の電話端末４宛に、この送
話音声信号を送信する。このようにすることで、車載ハンズフリー装置１を用いて、携帯
電話機２、電話通信ネットワーク３を介した電話端末４との通話が実現される。
【００２７】
　また、本実施形態のＣＰＵ１７は、上記したハンズフリー通話プログラム以外に、Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ接続設定プログラムを実行する。このＣＰＵ１７は、入力装置１３に対し
て所定の数ステップの操作を乗員が行うことで、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続設定プログラム
を実行するようになっている。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続設定プログラムを実行することで
、ＣＰＵ１７は、表示装置１２に接続設定画面を表示させる。
【００２８】
　図３に、表示装置１２がこの接続設定画面を表示する図を示す。表示装置１２は、自己
の表示面１２１に、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部１１に接続または切断させる携帯電話機を
選択するよう促す文字列（図３中では「電話機選択・切断」、「電話機を選択してくださ
い」の文字列に相当する）を表示する。更に表示装置１２は、Ａボタン１２２、Ｂボタン
１２３、Ｃボタン１２４、Ｄボタン１２５、Ｅボタン１２６およびＦボタン１２７を表示
する。各ボタンには、車載ハンズフリー装置１の１８に前もって登録された携帯電話機が
１つ対応している。図３においては、Ａボタン１２２には所定の画像（以下ＢＴマークと
記す）１２８の表示が重なっている。ＢＴマーク１２８が重なっているボタンに対応する
携帯電話機は、現在Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部１１が無線接続しているＢｌｕｅｔｏｏｔ
ｈである。
【００２９】
　また、これらＡ～Ｆボタンは、それぞれの表示位置に対応する入力装置１３のタッチパ
ネル上の位置を乗員がタッチすることで、選択可能となっている。すなわち、乗員がタッ
チパネルのＡ～Ｆボタンのいずれか１つに対応する位置をタッチすると、ＣＰＵ１７は、
そのタッチがどのボタンの位置に対応する位置のタッチであるかを特定し、その特定した
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ボタンに基づいた処理を行う。
【００３０】
　具体的には、ＢＴマーク１２８が重なっていないボタンがタッチされると、ＣＰＵ１７
は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部１１が現在接続している携帯電話機との接続を切断するよ
う制御し、更に、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部１１が当該タッチのあったボタンに対応する
携帯電話機と接続するよう制御する。
【００３１】
　また、ＢＴマーク１２８が重なっているボタンがタッチされると、ＣＰＵ１７は、図４
に示すプログラムを実行し、まずステップ３１０で、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続の切断問い
合わせ表示を表示装置１２に行わせる制御を行う。具体的には、接続を切断するかしない
かの選択を促す画面を表示させる。そして、乗員による入力装置１３を用いた選択操作が
あるまで待つ。
【００３２】
　乗員の選択操作があると、続いてステップ３２０で、当該選択が切断を示しているか否
かを判定する。切断を示していない場合、すなわち接続を継続する場合、処理は終了する
。
【００３３】
　切断を示している場合、続いてステップ３３０で、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈの一時切断を行
う。具体的には、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部１１に現在の無線接続を切断させるよう制御
する。そして、当該無線接続を切断した対象の携帯電話機を特定する識別情報を、再接続
候補情報としてＲＡＭ１９に記憶させる。
【００３４】
　続いてステップ３４０では、ＢＴフラグを１に設定する。ＢＴフラグとは、ＲＡＭ１９
の所定の記憶領域に確保された変数である。ＢＴフラグの値は、後述するプログラムにお
いて、ＢＴマーク１２８の表示のための処理に用いられる。このＢＴフラグは、現在車載
ハンズフリー装置１がどのような接続状態となっているかを示すための変数である。ＢＴ
フラグが０の場合は、完全に無線接続が切断されている場合に、ＢＴフラグが１の場合は
、一時的に無線接続が切断されている場合に、ＢＴフラグが２の場合は、無線接続が確立
している場合に、それぞれ対応する。なお、一時的に無線接続が切断されているとは、乗
員による簡単な操作（具体的には２ステップ以下の操作）で、直前に切断された無線接続
を再度接続状態に戻すことができるような状態に車載ハンズフリー装置１があることをい
う。一時的に無線接続が切断されていることを、無線接続が保留状態であるともいう。
【００３５】
　ステップ３４０の後、図４のプログラムの実行は終了する。
【００３６】
　このようなプログラムの実行により、ＣＰＵ１７は、入力装置１３が受け付けた、無線
接続を切断する旨の乗員の入力に基づいて、当該無線接続を切断する。このようになって
いることで、携帯電話機２と無線接続する車載ハンズフリー装置１において、携帯電話機
２を操作しなくても、車載ハンズフリー装置１側から、携帯電話機２と車載ハンズフリー
装置１との接続が切断できるようになる。
【００３７】
　次に、接続設定画面以外におけるＢＴマークの表示のためのプログラムについて説明す
る。このプログラムのフローチャートを図５に示す。ＣＰＵ１７は、このプログラムを短
周期（例えば０．１秒周期）で実行する。
【００３８】
　まずステップ５１０では、ＲＡＭ１９中に記憶されているＢＴフラグの値を読み出す。
【００３９】
　続いてステップ５２０では、読み出したＢＴフラグの値が、０であるか、１であるか、
あるいは２であるかを判定する。
【００４０】
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　ＢＴフラグが２の場合、続いてステップ５６０で濃いＢＴマークを表示装置１２に表示
させる。
【００４１】
　図６に、表示装置１２によるこのＢＴマークの表示の具体例を示す。ステップ５２０の
実行により、表示面１２１の右上部分に、表示面１２１に対して小さく設けられた電話機
ステータス表示部１２９の一部に、ＢＴマーク１３０が表示される。なお、図示してはい
ないが、ＣＰＵ１７は、ＢＴマーク１３０と同時に、電話機ステータス表示部１２９に、
無線通信の電波環境の良し悪し等の情報を表示装置１２に表示させる。またＣＰＵ１７は
、ＢＴマーク１３０と同時に、表示面１２１の他の部分に、電話番号リスト等の情報を表
示させる（簡単のため、図６には示していない）。なお、図６において電話機ステータス
表示部１２９の領域を明確にするために示した点線矩形を、表示装置１２は実際には表示
しない。
【００４２】
　ステップ５６０の後、図５のプログラムの実行は終了する。
【００４３】
　ステップ５２０でＢＴフラグが１の場合、続いてステップ５４０で薄いＢＴマークを表
示装置１２に表示させる。この薄いＢＴマークの表示位置は、図６のＢＴマーク１３０の
位置と同じである。図７に、ステップ５６０において表示させる濃いＢＴマーク１３１と
ステップ５４０において表示させる薄いＢＴマーク１３２とを示す。薄いＢＴマーク１３
２は、濃いＢＴマーク１３１よりも、その色が薄い。
【００４４】
　ステップ５４０の後、図５のプログラムの実行は終了する。
【００４５】
　ステップ５２０でＢＴフラグが０の場合、続いてステップ５３０で、ＢＴマークを非表
示とする。具体的には、それまでステップ５４０またはステップ５６０の実行によって、
電話機ステータス表示部１２９にＢＴマークが表示されていれば、表示装置１２にその表
示を消去させる。ステップ５３０の後、図５のプログラムの実行は終了する。
【００４６】
　このような図５のプログラムを繰り返し実行することにより、表示装置１２は、ＢＴフ
ラグが２である間は、すなわち携帯電話機と無線接続が確立している間は、他の情報と共
に、濃いＢＴマークを、表示装置１２の表示面１２１の小領域である電話機ステータス表
示部１２９に常時表示させる。また、表示装置１２は、ＢＴフラグが１である間は、すな
わち携帯電話機と無線接続が一時的に切断されている間は、他の情報と共に、薄いＢＴマ
ークを、表示装置１２の表示面１２１の小領域である電話機ステータス表示部１２９に常
時表示させる。
【００４７】
　このような表示により、乗員は再接続の対象となる携帯電話機２があること、あるいは
現在接続している携帯電話機２があることを目視で確認できる。
【００４８】
　また、ＣＰＵ１７は、図８にフローチャートとして示す再接続用プログラムを定期的に
（例えば１秒毎に）実行する。このプログラムを実行するＣＰＵ１７は、まずステップ８
１０で、薄いブルートゥースマークへのタッチがあるか否かを判定する。具体的には、Ｂ
Ｔフラグが１であり、かつタッチパネルの、薄いブルートゥースマークが表示される位置
、すなわち図６に示した表示面１２１の電話機ステータス表示部１２９のＢＴマーク１３
０の位置、がタッチされた場合は、薄いＢＴマークのタッチがあると判定し、それ以外の
場合はタッチがないと判定する。タッチがあると判定するまでステップ８１０は繰り返し
実行される。
【００４９】
　タッチがあると、続いてステップ８２０を実行し、状態変更問い合わせ表示を表示装置
１２に行わせる。具体的には、保留状態の無線接続を再度確立するか、保留状態の無線接
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続を完全に切断された状態とするか、あるいは保留状態を継続するかの選択を促す表示を
行う。
【００５０】
　そして更に、乗員が１ステップでその選択を示す操作を入力装置１３に対して行えるよ
うにする。これは、例えば表示装置１２に、上記３つの選択肢のそれぞれに対応する３つ
のボタンを表示させ、いずれか１つのボタンに対応するタッチパネルの位置がタッチされ
ることが、当該ボタンに対応する選択肢の選択決定であると判定するようになっていれば
よい。
【００５１】
　ステップ８２０では、乗員の選択操作があるまで待ち、乗員の選択操作があると続いて
ステップ８３０の処理を実行する。
【００５２】
　ステップ８３０では、乗員の選択が完全切断であるか、再接続であるか、あるいは保留
継続であるかを判定する。乗員の選択が保留継続である場合、再接続用プログラムの実行
を終了する。
【００５３】
　乗員の選択が完全切断である場合、続いてステップ８４０で、ＢＴフラグを０に設定し
、更に再接続候補情報をＲＡＭ１９から消去する。その後再接続用プログラムの実行を終
了する。
【００５４】
　乗員の選択が再接続である場合、続いてステップ８５０で、再接続候補情報に記載の、
直前に無線接続を切断した対象の携帯電話機に対して再接続するよう、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ通信部１１を制御する。
【００５５】
　続いてステップ８６０で、ＢＴフラグを２に設定する。そしてステップ８６０の後、再
接続用プログラムの実行を終了する。
【００５６】
　以上のような再接続用プログラムの実行により、切断保留状態にある場合、乗員は、薄
いＢＴマークにタッチし、さらに再接続の旨の１ステップの操作を行うことで、すなわち
、２ステップの操作を行うことで、保留状態にある接続を再度接続状態にすることができ
る。
【００５７】
　このようになっていることで、ユーザは、車載ハンズフリー装置１の簡易な操作で再接
続を実現できる。
【００５８】
　次に、ＣＰＵ１７の実行する他機器接続プログラムについて説明する。このプログラム
のフローチャートを図９に示す。ＣＰＵ１７は、この他機器接続プログラムを、ＢＴフラ
グが１である間のみ、繰り返し（例えば１秒毎に）実行する。
【００５９】
　まずステップ９１０では、他の携帯電話機からの接続要求をＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部
１１が受けているか否かを判定する。「他の」とは、「再接続候補情報に記載されている
携帯電話機以外の」という意味である。接続要求がなければ他機器接続プログラムの実行
は終了する。
【００６０】
　接続要求があれば、続いてステップ９２０で、要求のあった携帯電話機と接続するよう
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部１１を制御する。
【００６１】
　続いてステップ９３０で、ＢＴフラグを２に設定し、更に再接続候補情報をＲＡＭ１９
から消去する。
【００６２】
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　ステップ９３０の後、他機器接続プログラムの実行は終了する。
【００６３】
　以上のような他機器接続プログラムを実行することにより、ＣＰＵ１７は、接続保留中
に、他の携帯電話からの接続要求があれば、接続保留中の接続を完全に切断し、当該接続
要求のあった携帯電話との接続を確立する。
【００６４】
　以上のような作動の車載ハンズフリー装置１の作動の時間変化の一例を図１０に示す。
【００６５】
　まず携帯電話機Ａと無線接続しているときに（ステップ１１０）、乗員が入力装置１３
を用いて接続を一時切断する旨の操作を行うと、車載ハンズフリー装置１のＢｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ通信部１１は、切断要求信号１２０を携帯電話機Ａに送信し、その後携帯電話機Ａ
から返送される切断応答信号１３０を受けることで、携帯電話機２との切断を完了する。
【００６６】
　この接続保留状態において、携帯電話機Ａとは別の携帯電話機Ｂから接続要求があると
、車載ハンズフリー装置のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部１１は、図９の処理を実行すること
で、携帯電話機Ａとの接続保留の状態を解消し、この携帯電話機Ｂとの接続を確立するた
め接続応答１５０を携帯電話機２に返信する。
【００６７】
　なお、上記した実施形態においては、入力装置１３が、入力受付手段に相当する。
【００６８】
　また、図４に示す処理を実行することで、ＣＰＵ１７が切断手段として機能する。
【００６９】
　また、図８のステップ８５０、８６０に示す処理を実行することで、ＣＰＵ１７が再接
続手段として機能する。
【００７０】
　また、図９に示す処理を実行することで、ＣＰＵ１７が接続要求受付手段を構成する。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明の実施形態に係る電話通信システムの概念図である。
【図２】車載ハンズフリー装置１の構成を示すブロック図である。
【図３】接続設定画面の表示を行う表示装置１２を示す図である。
【図４】接続設定画面において、ＢＴマーク１２８が重なっているボタンがタッチされる
と、ＣＰＵ１７が実行するプログラムのフローチャートである。
【図５】接続設定画面以外におけるＢＴマークの表示のためのプログラムのフローチャー
トである。
【図６】表示装置１２によるＢＴマークの表示の具体例を示す図である。
【図７】濃いＢＴマーク１３１と薄いＢＴマーク１３２とを示す図である。
【図８】再接続用プログラムのフローチャートである。
【図９】他機器接続プログラムのフローチャートである。
【図１０】車載ハンズフリー装置の作動の一例を示すシーケンス図である。
【符号の説明】
【００７２】
　１…車載ハンズフリー装置、２…携帯電話機、３…電話通信ネットワーク、
　４…電話端末、１１…Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部、１２…表示装置、
　１３…入力装置、１４…音声処理部、１５…スピーカ、１６…マイク、
　１７…ＣＰＵ、１８…フラッシュメモリ、１９…ＲＡＭ、１２１…表示面、
　１２２…Ａボタン、１２３…Ｂボタン、１２４…Ｃボタン、１２５…Ｄボタン、
　１２６…Ｅボタン、１２７…Ｆボタン、１２８…ＢＴマーク、
　１２９…電話機ステータス表示部、１３０…ＢＴマーク、１３１…濃いＢＴマーク、
　１３２…薄いＢＴマーク。
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