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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハンズフリー通話を実現するためのハンズフリー通話プロトコルを近距離無線通信機能
付き携帯電話機との間で接続可能であり、ハンズフリー通話以外の他の機能を実現するた
めの他のプロトコルをも前記近距離無線通信機能付き携帯電話機との間で接続可能な近距
離無線通信手段と、
　前記近距離無線通信手段と近距離無線通信機能付き携帯電話機との間でのプロトコルの
接続・切断を制御する制御手段とを備えてなる車載ハンズフリー装置であって、
　前記制御手段は、前記近距離無線通信手段と一の近距離無線通信機能付き携帯電話機と
の間でハンズフリー通話プロトコルを接続させている状態で前記近距離無線通信手段と一
の近距離無線通信機能付き携帯電話機との間で他のプロトコルの接続要求が発生した場合
に、前記近距離無線通信手段との間でハンズフリー通話プロトコルを接続可能な他の近距
離無線通信機能付き携帯電話機が存在していると、ハンズフリー通話プロトコルの接続先
を一の近距離無線通信機能付き携帯電話機から他の近距離無線通信機能付き携帯電話機に
切替え、前記近距離無線通信手段と他の近距離無線通信機能付き携帯電話機との間でハン
ズフリー通話プロトコルを接続させ、前記近距離無線通信手段と一の近距離無線通信機能
付き携帯電話機との間で他のプロトコルを接続させ、他の近距離無線通信機能付き携帯電
話機を利用したハンズフリー通話を待受けることを特徴とする車載ハンズフリー装置。
【請求項２】
　請求項１に記載した車載ハンズフリー装置において、
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　前記制御手段は、ハンズフリー通話プロトコルの接続先を一の近距離無線通信機能付き
携帯電話機から他の近距離無線通信機能付き携帯電話機に切替えるか否かをユーザに問合
わせる問合情報を報知手段から報知させ、ハンズフリー通話プロトコルの接続先を切替え
る旨をユーザが選択した場合に、ハンズフリー通話プロトコルの接続先を一の近距離無線
通信機能付き携帯電話機から他の近距離無線通信機能付き携帯電話機に切替えることを特
徴とする車載ハンズフリー装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載した車載ハンズフリー装置において、
　前記制御手段は、前記近距離無線通信手段と他の近距離無線通信機能付き携帯電話機と
の間でハンズフリー通話プロトコルを接続させた後に、前記近距離無線通信手段と一の近
距離無線通信機能付き携帯電話機との間で接続されている他のプロトコルが切断された場
合に、その直後の状態を継続させることを特徴とする車載ハンズフリー装置。
【請求項４】
　請求項１または２に記載した車載ハンズフリー装置において、
　前記制御手段は、前記近距離無線通信手段と他の近距離無線通信機能付き携帯電話機と
の間でハンズフリー通話プロトコルを接続させた後に、前記近距離無線通信手段と一の近
距離無線通信機能付き携帯電話機との間で接続されている他のプロトコルが切断された場
合に、ハンズフリー通話プロトコルの接続先を他の近距離無線通信機能付き携帯電話機か
ら一の近距離無線通信機能付き携帯電話機に切替え、前記近距離無線通信手段と一の近距
離無線通信機能付き携帯電話機との間でハンズフリー通話プロトコルを接続させ、一の近
距離無線通信機能付き携帯電話機を利用したハンズフリー通話を待受けることを特徴とす
る車載ハンズフリー装置。
【請求項５】
　請求項４に記載した車載ハンズフリー装置において、
　前記制御手段は、ハンズフリー通話プロトコルの接続先を他の近距離無線通信機能付き
携帯電話機から一の近距離無線通信機能付き携帯電話機に切替えるか否かをユーザに問合
わせる問合情報を前記報知手段から報知させ、ハンズフリー通話プロトコルの接続先を切
替える旨をユーザが選択した場合に、ハンズフリー通話プロトコルの接続先を他の近距離
無線通信機能付き携帯電話機から一の近距離無線通信機能付き携帯電話機に切替えること
を特徴とする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、ハンズフリー通話を実現するためのハンズフリー通話プロトコルを近距離無
線通信機能付き携帯電話機との間で接続可能に構成されている車載ハンズフリー装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信機能付き車載ハンズフリー装置（以下、単に車載
ハンズフリー装置と称する）では、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機能付き携帯電話機（以下、
単に携帯電話機と称する）との間でハンズフリープロファイルを接続することにより、ハ
ンズフリー通話を待受けするように構成されている（例えば特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００２－２２３２８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、車載ハンズフリー装置が携帯電話機との間でハンズフリープロファイルを接
続している間はハンズフリー通話を待受けすることができるが、例えばデータ通信の開始
トリガが発生すると、車載ハンズフリー装置が携帯電話機との間で接続しているハンズフ
リープロファイルを切断し、車載ハンズフリー装置が携帯電話機との間で例えばダイヤル
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アップネットワークプロファイルを接続することになり、車載ハンズフリー装置が携帯電
話機との間でダイヤルアップネットワークプロファイルを接続している間はハンズフリー
通話を待受けすることができないという問題があった。
【０００４】
　この場合、携帯電話機が複数のプロファイルを同時に接続することが可能な構成であれ
ば、ハンズフリープロファイルを接続すると同時に（ハンズフリープロファイルを切断す
ることなく）、ダイヤルアップネットワークプロファイルをも接続することにより、ハン
ズフリー通話を待受けしながらデータ通信することができるが、複数のプロファイルを同
時に接続することが不可能な携帯電話機には対応（救済）することができない。
　本発明は、上記した事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、ハンズフリー通話
を適切に待受けすることができる車載ハンズフリー装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載した発明によれば、制御手段は、近距離無線通信手段と一の近距離無線
通信機能付き携帯電話機との間でハンズフリー通話プロトコルを接続させている状態で近
距離無線通信手段と一の近距離無線通信機能付き携帯電話機との間で他のプロトコルの接
続要求が発生すると、近距離無線通信手段との間でハンズフリー通話プロトコルを接続可
能な他の近距離無線通信機能付き携帯電話機が存在していれば、ハンズフリー通話プロト
コルの接続先を一の近距離無線通信機能付き携帯電話機から他の近距離無線通信機能付き
携帯電話機に切替え、近距離無線通信手段と他の近距離無線通信機能付き携帯電話機との
間でハンズフリー通話プロトコルを接続させ、近距離無線通信手段と一の近距離無線通信
機能付き携帯電話機との間で他のプロトコルを接続させ、他の近距離無線通信機能付き携
帯電話機を利用したハンズフリー通話を待受ける。
【０００７】
　これにより、一の近距離無線通信機能付き携帯電話機との間で他のプロトコルの接続要
求が発生した場合であっても、ハンズフリー通話プロトコルを接続可能な他の近距離無線
通信機能付き携帯電話機が存在していれば、ハンズフリー通話プロトコルの接続先を一の
近距離無線通信機能付き携帯電話機から他の近距離無線通信機能付き携帯電話機に切替え
、近距離無線通信機能付き携帯電話機との間でハンズフリー通話プロトコルを近距離無線
通信機能付き携帯電話機との間で接続し、他のプロトコルを一の近距離無線通信機能付き
携帯電話機との間で接続することにより、そのハンズフリー通話プロトコルを接続した他
の近距離無線通信機能付き携帯電話機を利用してハンズフリー通話を適切に待受けするこ
とができる。
【０００８】
　請求項２に記載した発明によれば、制御手段は、ハンズフリー通話プロトコルの接続先
を一の近距離無線通信機能付き携帯電話機から他の近距離無線通信機能付き携帯電話機に
切替えるか否かをユーザに問合わせる問合情報を報知手段から報知させ、ハンズフリー通
話プロトコルの接続先を切替える旨をユーザが選択すると、ハンズフリー通話プロトコル
の接続先を一の近距離無線通信機能付き携帯電話機から他の近距離無線通信機能付き携帯
電話機に切替える。
　これにより、ユーザの意思にしたがってハンズフリープロファイルの接続先を一の近距
離無線通信機能付き携帯電話機から他の近距離無線通信機能付き携帯電話機に切替えるこ
とができる。
【０００９】
　請求項３に記載した発明によれば、制御手段は、近距離無線通信手段と近距離無線通信
機能付き携帯電話機との間でハンズフリー通話プロトコルを接続させた後に、近距離無線
通信手段と一の近距離無線通信機能付き携帯電話機との間で接続されている他のプロトコ
ルが切断されると、その直後の状態を継続させる。
　これにより、一の近距離無線通信機能付き携帯電話機との間で接続されている他のプロ
トコルが切断された後であっても、他の近距離無線通信機能付き携帯電話機との間でハン
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ズフリー通話プロトコルを接続させておくことができ、これ以降も、他の近距離無線通信
機能付き携帯電話機を利用してハンズフリー通話を適切に待受けすることができる。
【００１０】
　請求項４に記載した発明によれば、制御手段は、近距離無線通信手段と近距離無線通信
機能付き携帯電話機との間でハンズフリー通話プロトコルを接続させた後に、近距離無線
通信手段と一の近距離無線通信機能付き携帯電話機との間で接続させている他のプロトコ
ルを切断させると、ハンズフリー通話プロトコルの接続先を他の近距離無線通信機能付き
携帯電話機から一の近距離無線通信機能付き携帯電話機に切替え、近距離無線通信手段と
一の近距離無線通信機能付き携帯電話機との間でハンズフリー通話プロトコルを接続させ
、一の近距離無線通信機能付き携帯電話機を利用したハンズフリー通話を待受ける。
【００１１】
　これにより、一の近距離無線通信機能付き携帯電話機との間で接続されている他のプロ
トコルが切断された後に、ハンズフリー通話プロトコルの接続先を他の近距離無線通信機
能付き携帯電話機から一の近距離無線通信機能付き携帯電話機に切替え、一の近距離無線
通信機能付き携帯電話機との間でハンズフリー通話プロトコルを接続することができ、一
の近距離無線通信機能付き携帯電話機との間で他のプロトコルを接続させる前の状態に戻
すことができ、これ以降、一の近距離無線通信機能付き携帯電話機を利用してハンズフリ
ー通話を適切に待受けすることができる。
【００１２】
　請求項５に記載した発明によれば、制御手段は、ハンズフリー通話プロトコルの接続先
を他の近距離無線通信機能付き携帯電話機から一の近距離無線通信機能付き携帯電話機に
切替えるか否かをユーザに問合わせる問合情報を報知手段から報知させ、ハンズフリー通
話プロトコルの接続先を切替える旨をユーザが選択した場合に、ハンズフリー通話プロト
コルの接続先を他の近距離無線通信機能付き携帯電話機から一の近距離無線通信機能付き
携帯電話機に切替える。
　これにより、ユーザの意思にしたがってハンズフリープロファイルの接続先を他の近距
離無線通信機能付き携帯電話機から一の近距離無線通信機能付き携帯電話機に切替えるこ
とができ、近距離無線通信手段と一の近距離無線通信機能付き携帯電話機との間で他のプ
ロトコルを接続させる前の状態に戻すことができる。

                                                                                
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　（第１の実施形態）
　以下、本発明の第１の実施形態について、図１及び図２を参照して説明する。図１は、
車載ハンズフリーシステムの構成を機能ブロック図として示している。車載ハンズフリー
システム１は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信機能付き携帯電話機（以下、単に携
帯電話機と称する）２ａ～２ｃ（本発明でいう近距離無線通信機能付き携帯電話機）とＢ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機能付き車載ハンズフリー装置（以下、単に車載ハンズフリー装置
と称する）３とがＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信可能に構成されている。
【００１４】
　携帯電話機２ａ～２ｃは、他の携帯電話機や固定電話機との間で携帯電話網を介して携
帯電話通信を可能であると共に、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信可能な状態であれば（電源がオ
ンしており且つ通信圏内であれば）、車載ハンズフリー装置３との間でＢｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ通信を可能に構成されている。
　車載ハンズフリー装置３は、制御部４（本発明でいう制御手段）、電源制御部５、表示
部６（報知手段）及びＢｌｕｅｔｏｏｔｈユニット７（本発明でいう近距離無線通信手段
）を備えて構成されている。制御部４は、ＣＰＵ、ＲＡＭ及びＲＯＭなどを備え、制御プ
ログラムを実行することで車載ハンズフリー装置３の動作全般を制御する。
【００１５】
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　電源制御部５は、ＡＣＣスイッチから当該ＡＣＣスイッチがオンしたことに応じてＡＣ
Ｃオン信号が入力されると共に当該ＡＣＣスイッチがオフしたことに応じてＡＣＣオフ信
号が入力されるように構成されており、ＡＣＣオン信号が入力されると、制御部４への動
作電源の供給を許可することで装置全体を起動させ、一方、ＡＣＣオフ信号が入力される
と、制御部４への動作電源の供給を禁止することで装置全体を停止させるように構成され
ている。尚、電源制御部５は、車載ハンズフリー装置３が電源オフの状態であっても、低
消費電力動作でＡＣＣオン信号の入力を監視するように構成されている。
【００１６】
　表示部６は、制御部４から表示指令信号が入力されると、その入力された表示指令信号
に応じた表示動作を行う。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈユニット７は、制御部４から動作指令信号
が入力されると、その入力された動作指令信号に応じたＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信動作を行
う。この場合、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈユニット７は、制御部４がハンズフリー通信処理を行
うのに必要なハンズフリープロファイル（ＨＦＰ）（本発明でいうハンズフリー通話を実
現するためのハンズフリー通話プロトコル）を携帯電話機２ａ～２ｃとの間で接続可能で
あると共に、ハンズフリープロファイル以外のプロファイルとして例えば制御部４がデー
タ通信を行うのに必要なダイヤルアップネットワークプロファイル（ＤＵＮＰ）（本発明
でいうハンズフリー通話以外の他の機能を実現するための他のプロトコル）をも携帯電話
機２ａとの間で接続可能に構成されている。
【００１７】
　制御部４は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈユニット７が携帯電話機２ａ～２ｃとの間でハンズフ
リープロファイルを接続している場合には、マイクロホン８から入力された送話音声をＢ
ｌｕｅｔｏｏｔｈユニット７から携帯電話機２ａ～２ｃへ送信させると共に、携帯電話機
２ａ～２ｃからＢｌｕｅｔｏｏｔｈユニット７に送信された受話音声をスピーカ９から出
力させる。また、制御部４は、操作部１０からユーザの操作内容を表す操作信号が入力さ
れると、その入力された操作信号に応じた動作を行う。尚、上記した車載ハンズフリー装
置３の機能が車載ナビゲーション装置（図示せず）に組み込まれていることで、車載ナビ
ゲーション装置と携帯電話機とがＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信可能に構成されていても良い。
【００１８】
　次に、上記した構成の作用について、図２を参照して説明する。尚、ここでは、制御部
４が予め携帯電話機２ａ～２ｃのうち携帯電話機２ａを主電話機として登録していると共
に携帯電話機２ｂ，２ｃを副電話機として登録しており、それら副電話機として登録して
いる携帯電話機２ｂ，２ｃのいずれもがハンズフリープロファイルを接続可能であること
を前提として説明する。また、データ通信の開始トリガが発生すると、制御部４がダイヤ
ルアップネットワークプロファイルを接続させることを前提として説明する。
　車載ハンズフリー装置３において、制御部４は、ＡＣＣスイッチからＡＣＣオン信号が
電源制御部５に入力され、ＡＣＣスイッチがオンした旨を検出すると、主電話機として登
録している携帯電話機２ａとの間でハンズフリープロファイルを接続させる（ステップＳ
１）。
【００１９】
　次いで、制御部４は、副電話機を登録しているか否かを判定し（ステップＳ２）、副電
話機を登録している旨を検出すると（ステップＳ２にて「ＹＥＳ」）、副電話機として登
録している携帯電話機２ｂ，２ｃのうちいずれかとの間でハンズフリープロファイルを接
続させ（ステップＳ３）、ハンズフリープロファイルの接続可否を判定する。
　この場合、制御部４は、副電話機として登録している携帯電話機が複数存在する場合に
は、例えば予め設定されている優先順位に基づいた順序でハンズフリープロファイルの接
続可否を判定しても良いし、各々の携帯電話機から放射されている電波の受信電界強度に
基づいた順序でハンズフリープロファイルの接続可否を判定しても良い。また、本実施形
態では、ハンズフリープロファイルを接続させる場合を説明しているが、ハンズフリープ
ロファイルを接続させなくとも、少なくとも接続可能である旨を確定することが可能な処
理（例えば認証処理）まで行えば良い。
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【００２０】
　そして、制御部４は、副電話機として登録している携帯電話機２ｂ，２ｃのうちいずれ
かの接続可否を判定した判定結果を記憶領域に記憶し（ステップＳ４）、それら携帯電話
機２ｂ，２ｃのうちいずれかとの間で接続させているハンズフリープロファイルを切断さ
せる（ステップＳ５）。尚、制御部４が副電話機を登録しているか否かを判定するタイミ
ングは例えば数十秒周期である。
【００２１】
　次いで、制御部４は、データ通信の開始トリガが発生したか否かを判定し（ステップＳ
６）、データ通信の開始トリガが発生していない旨を検出すると（ステップＳ６にて「Ｎ
Ｏ」）、上記したステップＳ２に戻り、上記した処理を繰返して実行する。これに対して
、制御部４は、データ通信の開始トリガが発生した旨を検出すると（ステップＳ６にて「
ＹＥＳ」）、これよりも先に記憶しておいたハンズフリープロファイルの接続可否の判定
結果を参照し、ハンズフリープロファイルを接続可能な副電話機が存在するか否かを判定
する（ステップＳ７）。
【００２２】
　ここで、制御部４は、ハンズフリープロファイルを接続可能な副電話機が存在する旨を
検出すると（ステップＳ７にて「ＹＥＳ」）、例えば「ハンズフリープロファイルの接続
先を主電話機から副電話機に切替えますか？」というハンズフリープロファイルの接続先
を主電話機から副電話機に切替えるか否かをユーザに問合せる表示画面を表示部６に表示
させる（ステップＳ８）。これにより、ユーザは、ハンズフリープロファイルの接続先を
主電話機から副電話機に切替えるか否かを選択することができる。
【００２３】
　次いで、制御部４は、ユーザがハンズフリープロファイルの接続先を主電話機から副電
話機に切替える操作を行った旨を検出すると（ステップＳ９にて「ＹＥＳ」）、主電話機
として登録している携帯電話機２ａとの間で接続させているハンズフリープロファイルを
切断させ（ステップＳ１０）、ハンズフリープロファイルを接続可能な副電話機である携
帯電話機２ｂ，２ｃのうちいずれかとの間でハンズフリープロファイルを接続させる（ス
テップＳ１１）。
【００２４】
　この場合、制御部４は、ハンズフリープロファイルを接続可能な副電話機が複数存在す
る場合には、例えば予め設定されている優先順位で最上位の携帯電話機との間でハンズフ
リープロファイルを接続させても良いし、各々の携帯電話機から放射されている電波の受
信電界強度で最大強度の携帯電話機との間でハンズフリープロファイルを接続させても良
い。また、制御部４は、ハンズフリープロファイルを接続可能な複数の副電話機を例えば
予め設定されている優先順位や電波の受信電界強度の強度順にリスト表示させ、それらの
うちユーザが選択した携帯電話機との間でハンズフリープロファイルを接続させても良い
。
【００２５】
　次いで、制御部４は、主電話機として登録している携帯電話機２ａとの間でダイヤルア
ップネットワークプロファイルを接続させ（ステップＳ１２）、データ通信を行う。そし
て、制御部４は、データ通信の終了トリガが発生したか否かを判定し（ステップＳ１３）
、データ通信の終了トリガが発生した旨を検出すると（ステップＳ１３にて「ＹＥＳ」）
、主電話機として登録している携帯電話機２ａとの間で接続させているダイヤルアップネ
ットワークプロファイルを切断させ（ステップＳ１４）、一連の処理を終了する。
　以上に説明した一連の処理により、車載ハンズフリー装置３は、主電話機として登録し
ている携帯電話機２ａとの間でダイヤルアップネットワークプロファイルを接続している
間は副電話機として登録している携帯電話機２ｂ，２ｃのうちハンズフリープロファイル
を接続可能ないずれかとの間でハンズフリープロファイルを接続することになる。
【００２６】
　尚、制御部４は、ハンズフリープロファイルを接続可能な副電話機が存在しない旨を検
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出すると（ステップＳ７にて「ＮＯ」）、または、ユーザがハンズフリープロファイルの
接続先を主電話機から副電話機に切替える操作を行わなかった旨を検出すると（ステップ
Ｓ９にて「ＮＯ」）、主電話機として登録している携帯電話機２ａとの間で接続させてい
るハンズフリープロファイルを切断させるものの（ステップＳ１５）、副主電話機として
登録している携帯電話機２ｂ，２ｃのいずれとの間でもハンズフリープロファイルを接続
させることなく、主電話機として登録している携帯電話機２ａとの間でダイヤルアップネ
ットワークプロファイルを接続させ（ステップＳ１６）、データ通信を行う。
【００２７】
　そして、制御部４は、データ通信の終了トリガが発生した旨を検出すると（ステップＳ
１７にて「ＹＥＳ」）、主電話機として登録している携帯電話機２ａとの間で接続させて
いるダイヤルアップネットワークプロファイルを切断させ（ステップＳ１８）、この場合
は、主電話機として登録している携帯電話機２ａとの間でハンズフリープロファイルを接
続させ（ステップＳ１９）、つまり、データ通信の開始トリガが発生する前の状態に戻し
（復帰させ）、上記したステップＳ２に戻り、上記した処理を繰返して実行する。
【００２８】
　ところで、以上は、ハンズフリープロファイルの接続先を主電話機から副電話機に切替
える場合に、最初に主電話機との間で接続させているハンズフリープロファイルを切断さ
せ、その後に副電話機との間でハンズフリープロファイルを接続させる場合を説明したが
、ハンズフリープロファイルを複数の携帯電話機に同時に接続可能な構成であれば、最初
に副電話機との間でハンズフリープロファイルを接続させ、その後に主電話機との間で接
続させているハンズフリープロファイルを切断させても良い。
【００２９】
　以上に説明したように第１の実施形態によれば、車載ハンズフリー装置３において、主
電話機として登録している携帯電話機２ａとの間でハンズフリープロファイルを接続して
いるときに、データ通信の開始トリガが発生すると、ハンズフリープロファイルの接続先
を主電話機として登録している携帯電話機２ａから副電話機として登録している携帯電話
機２ｂ，２ｃのいずれかに切替え、ダイヤルアップネットワークプロファイルを主電話機
として登録している携帯電話機２ａとの間で接続するように構成したので、ダイヤルアッ
プネットワークプロファイルを主電話機として登録している携帯電話機２ａとの間で接続
している間にハンズフリープロファイルを副電話機として登録している携帯電話機２ｂ，
２ｃのいずれかとの間で接続することにより、そのハンズフリー通話プロトコルを接続し
た携帯電話機２ｂ，２ｃのいずれかを利用してハンズフリー通話を適切に待受けすること
ができる。
【００３０】
　また、ハンズフリープロファイルの接続先を主電話機として登録している携帯電話機２
ａから副電話機として登録している携帯電話機２ｂ，２ｃのいずれかに切替えるか否かを
ユーザに問合わる表示画面を表示し、ハンズフリープロファイルの接続先を切替える旨を
ユーザが選択すると、ハンズフリープロファイルの接続先を主電話機から副電話機に切替
えるように構成したので、ユーザの意思にしたがってハンズフリープロファイルの接続先
を主電話機から副電話機に切替えることができる。
【００３１】
　さらに、データ通信の終了トリガが発生し、主電話機として登録している携帯電話機２
ａとの間で接続しているダイヤルアップネットワークプロファイルを切断した後に、その
直後の状態を継続するように構成したので、副電話機として登録している携帯電話機２ｂ
，２ｃのいずれかとの間でハンズフリープロファイルを接続しておくことができ、これ以
降も、副電話機として登録している携帯電話機２ｂ，２ｃのいずれかを利用してハンズフ
リー通話を適切に待受けすることができる。
【００３２】
　（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について、図３を参照して説明する。尚、上記した第１
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の実施形態と同一部分については説明を省略し、異なる部分について説明する。上記した
第１の実施形態は、データ通信の終了トリガが発生して主電話機として登録している携帯
電話機２ａとの間で接続しているダイヤルアップネットワークプロファイルを切断した後
に、副電話機として登録している携帯電話機２ｂ，２ｃのいずれかとの間でハンズフリー
プロファイルを接続しておく構成であるが、これに対して、第２の実施形態は、ハンズフ
リープロファイルの接続先を副電話機から主電話機に切替えるか否か、つまり、データ通
信の開始トリガが発生する前の状態に戻すか否かをユーザが選択する構成である。
【００３３】
　すなわち、制御部４は、データ通信の終了トリガが発生した旨を検出すると（ステップ
Ｓ１３にて「ＹＥＳ」）、主電話機として登録している携帯電話機２ａとの間で接続させ
ているダイヤルアップネットワークプロファイルを切断させた後に（ステップＳ１４）、
ハンズフリープロファイルを接続させている副電話機である携帯電話機２ｂ，２ｃのいず
れかが通話中であるか否かを判定する（ステップＳ２１）。
【００３４】
　ここで、制御部４は、ハンズフリープロファイルを接続させている副電話機である携帯
電話機２ｂ，２ｃのいずれかが通話中でない旨を検出すると（ステップＳ２１にて「ＮＯ
」）、この場合は、例えば「ハンズフリープロファイルの接続先を副電話機から主電話機
に切替えますか？」というハンズフリープロファイルの接続先を副電話機から主電話機に
切替えるか否かをユーザに問合せる表示画面を表示部６に表示させる（ステップＳ２２）
。これにより、ユーザは、ハンズフリープロファイルの接続先を副電話機から主電話機に
切替えるか否か、つまり、データ通信の開始トリガが発生する前の状態に戻すか否かを選
択することができる。
【００３５】
　次いで、制御部４は、ユーザがハンズフリープロファイルの接続先を副電話機から主電
話機に切替える操作を行った旨を検出すると（ステップＳ２３にて「ＹＥＳ」）、副電話
機として登録している携帯電話機２ｂ，２ｃのうちいずれかとの間で接続させているハン
ズフリープロファイルを切断させ（ステップＳ２４）、主電話機として登録している携帯
電話機２ａとの間でハンズフリープロファイルを接続させる（ステップＳ２５）。
【００３６】
　この場合も、ハンズフリープロファイルを複数の携帯電話機に同時に接続可能な構成で
あれば、最初に主電話機との間でハンズフリープロファイルを接続させ、その後に副電話
機との間で接続させているハンズフリープロファイルを切断させても良い。そして、制御
部４は、上記したステップＳ２に戻り、上記した処理を繰返して実行する。尚、制御部４
は、ユーザがハンズフリープロファイルの接続先を副電話機から主電話機に切替える操作
を行わなかった旨を検出すると（ステップＳ２３にて「ＮＯ」）、一連の処理を終了し、
上記した第１の実施形態に記載したものと同様にして、ハンズフリープロファイルの接続
先を副電話機から主電話機に切替えることはない。
【００３７】
　以上に説明したように第２の実施形態によれば、データ通信の終了トリガが発生し、主
電話機として登録している携帯電話機２ａとの間で接続しているダイヤルアップネットワ
ークプロファイルを切断した後に、ハンズフリープロファイルの接続先を副電話機として
登録している携帯電話機２ｂ，２ｃのいずれかから主電話機として登録している携帯電話
機２ａに切替えるように構成したので、主電話機として登録している携帯電話機２ａとの
間でダイヤルアップネットワークプロファイルを接続する前の状態に戻すことができ、こ
れ以降、主電話機として登録している携帯電話機２ａを利用してハンズフリー通話を適切
に待受けすることができる。
【００３８】
　また、ハンズフリープロファイルの接続先を副電話機として登録している携帯電話機２
ｂ，２ｃのいずれかから主電話機として登録している携帯電話機２ａに切替えるか否かを
ユーザに問合わる表示画面を表示し、ハンズフリープロファイルの接続先を切替える旨を
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ユーザが選択すると、ハンズフリープロファイルの接続先を副電話機から主電話機に切替
えるように構成したので、ユーザの意思にしたがってハンズフリープロファイルの接続先
を副電話機から主電話機に切替えることができる。
【００３９】
　（その他の実施形態）
　本発明は、上記した実施形態にのみ限定されるものではなく、以下のように変形または
拡張することができる。
　ハンズフリープロファイル以外のプロファイルとして、ダイヤルアップネットワークプ
ロファイルの他に、オーディオビジュアルプロファイル（ＡＶＰ）、オブジェクトプッシ
ュプロファイル（ＯＰＰ）及びベーシックイメージプロファイル（ＢＩＰ）を接続する場
合に適用する構成であっても良い。
　ハンズフリープロファイルを接続している携帯電話機との間でデータ通信を開始した旨
をトリガとすることに限らず、車両に搭載されている電話機能を有する車載通信機との間
でデータ通信を開始した旨をトリガとして、ハンズフリープロファイルを接続可能な携帯
電話機との間でハンズフリープロファイルを接続する構成であっても良い。
【００４０】
　副電話機として登録する携帯電話機の台数は、１台であっても良いし、３台以上であっ
ても良い。
　ハンズフリープロファイルの接続先を主電話機から副電話機に切替えるか否かをユーザ
に問合せる表示画面及びハンズフリープロファイルの接続先を副電話機から主電話機に切
替えるか否かをユーザに問合せる表示画面を表示する処理を省略し、ユーザの操作に拘ら
ずハンズフリープロファイルの接続先を自動的に切替える構成であっても良い。
　ハンズフリープロファイルの接続先を主電話機から副電話機へ切替える場合に、その切
替えに成功したか否かを判定し、その切替えに失敗した場合に、例えば予め設定されてい
る優先順位や電波の受信電界強度の強度が次点の携帯電話機を接続先の対象としてハンズ
フリープロファイルの接続先を主電話機から副電話機へ切替える構成であっても良い。
　ハンズフリープロファイルの接続可否を判定する頻度は、車載ハンズフリー装置や携帯
電話機の消費電力を計算して決定する構成であっても良い。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の第１の実施形態を示す機能ブロック図
【図２】フローチャート
【図３】本発明の第２の実施形態を示すフローチャート
【符号の説明】
【００４２】
　図面中、２は携帯電話機（近距離無線通信機能付き携帯電話機）、３は車載ハンズフリ
ー装置、４は制御部（制御手段）、６は表示部（報知手段）、７はＢｌｕｅｔｏｏｔｈユ
ニット（近距離無線通信手段）である。
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