
JP 4591257 B2 2010.12.1

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯型移動体通信端末と近距離無線通信を介して接続され、当該携帯型移動体通信端末
のハンズフリー通話を実現するハンズフリー装置であって、
　前記携帯型移動体通信端末が通話中となった場合、表示部の表示画面に少なくとも通話
終了スイッチを含む通話画面を表示させる通話画面表示手段と、
　前記携帯型移動体通信端末の通話中に第三者からの割り込み着信があるか否かを判定す
る判定手段と、
　前記判定手段によって前記割り込み着信があると判定された場合、前記割り込み着信の
通話と元の通話を切り替えるための切替スイッチを前記表示部の表示画面に表示させるス
イッチ表示手段と、を備え、
　前記スイッチ表示手段は、前記携帯型移動体通信端末の通話中に第三者から割り込み着
信があり、当該割り込み着信のあった通話に切り替えられた状態の前記携帯型移動体通信
端末が車両内に持ち込まれ、前記近距離無線通信を介して前記携帯型移動体通信端末と接
続された場合、前記割り込み着信のあった通話と元の通話を切り替えるための切替スイッ
チを前記表示部の表示画面に表示させ、
　前記表示部の表示画面に表示された前記切替スイッチに対する操作に応じて前記割り込
み着信のあった通話と元の通話を切り替える切替コマンドを前記携帯型移動体通信端末へ
送出する切替コマンド送出手段と、を備えたことを特徴とするハンズフリー装置。
【請求項２】
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　前記スイッチ表示手段は、前記割り込み着信を切断する切断スイッチを前記表示部の表
示画面に表示させ、
　前記表示部の表示画面に表示された前記切断スイッチに対する操作に応じて前記割り込
み着信を切断する切断コマンドを送出する切断コマンド送出手段を備えたことを特徴とす
る請求項１に記載のハンズフリー装置。
【請求項３】
　前記スイッチ表示手段は、前記判定手段によって前記割り込み着信があると判定された
場合、前記切替スイッチおよび前記切断スイッチを前記表示部の表示画面にオンスクリー
ン表示させることを特徴とする請求項２に記載のハンズフリー装置。
【請求項４】
　車両のステアリングに通話開始キーとして設けられ、前記切替スイッチと異なるオフフ
ックスイッチを備え、
　前記切替コマンド送出手段は、前記オフフックスイッチの操作に応じて前記切替コマン
ドを送出することを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１つに記載のハンズフリー装
置。
【請求項５】
　車両のステアリングに通話終了キーとして設けられ、前記切断スイッチと異なるオンフ
ックスイッチを備え、
　前記切断コマンド送出手段は、前記オンフックスイッチの操作に応じて前記切断コマン
ドを送出することを特徴とする請求項２または３に記載のハンズフリー装置。
【請求項６】
　前記切替スイッチに対する操作に応じて前記携帯型移動体通信端末へ前記切替コマンド
が送出された場合、前記携帯型移動体通信端末より前記切り替えた通話の相手先の電話番
号および／または名称を受信したか否かを判定する受信判定手段と、
　前記受信判定手段によって前記切り替えた通話の相手先の電話番号および／または名称
を受信したと判定された場合、前記切り替えた通話の相手先の電話番号および／または名
称を表示する表示手段と、を備えたことを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１つに
記載のハンズフリー装置。
【請求項７】
　前記表示手段は、更に、切り替える前の通話の相手先の電話番号および／または名称を
前記切り替えた通話の相手先の電話番号および／または名称と区別して表示することを特
徴とする請求項６に記載のハンズフリー装置。
【請求項８】
　前記受信判定手段によって前記切り替えた通話の相手先の電話番号および／または名称
を受信しないと判定された場合、前記電話画面に表示される前記切り替えた通話の相手先
の電話番号および／または名称を非表示に設定する非表示設定手段と、を備えたことを特
徴とする請求項６または７に記載のハンズフリー装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯型移動体通信端末と無線または有線により接続され、当該携帯型移動体
通信端末のハンズフリー通話を実現するハンズフリー装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯電話やＰＨＳ端末等の携帯型移動体通信端末とＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信（Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈは登録商標）やケーブルを用いて接続され、この携帯型移動体通信端末
のハンズフリー通話を実現するハンズフリー装置がある（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００３－２９８７２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００３】
　上記した携帯電話等の携帯型移動体通信端末は、通信事業者との契約により、キャッチ
ホン（登録商標）等の割り込み通話サービスを利用できるようになっている。この割り込
み通話サービスを利用することによって、通話中に第三者からのセカンドコールの着信が
あった場合、話し中の通話を保留状態にしてセカンドコールの通話に切り替えたり、セカ
ンドコールの通話を保留状態にして元の通話に切り替えたりすることができる。
【０００４】
　従来のハンズフリー装置は、このような割り込み通話サービスを利用するための操作部
を備えていないため、利用者が携帯型移動体通信端末の操作部を操作して通話の切り替え
等を行う必要があった。
【０００５】
　しかし、このように携帯型移動体通信端末の操作部を操作するのは使い勝手がよくない
。また、運転中に携帯型移動体通信端末の操作スイッチを操作するのは好ましくない。
【０００６】
　本発明は上記点に鑑みたもので、携帯型移動体通信端末の操作部を操作することなく割
り込み通話サービスの操作を行うことが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、本発明では、携帯型移動体通信端末が通話中となった場合、
表示部の表示画面に少なくとも通話終了スイッチを含む通話画面を表示させる通話画面表
示手段と、携帯型移動体通信端末の通話中に第三者からの割り込み着信があるか否かを判
定する判定手段と、判定手段によって割り込み着信があると判定された場合、割り込み着
信の通話と元の通話を切り替えるための切替スイッチを表示部の表示画面に表示させるス
イッチ表示手段と、を備え、スイッチ表示手段は、携帯型移動体通信端末の通話中に第三
者から割り込み着信があり、当該割り込み着信のあった通話に切り替えられた状態の携帯
型移動体通信端末が車両内に持ち込まれ、近距離無線通信を介して携帯型移動体通信端末
と接続された場合、割り込み着信のあった通話と元の通話を切り替えるための切替スイッ
チを表示部の表示画面に表示させ、表示部の表示画面に表示された切替スイッチに対する
操作に応じて割り込み着信のあった通話と元の通話を切り替える切替コマンドを携帯型移
動体通信端末へ送出する切替コマンド送出手段と、を備えたことを特徴としている。
【０００８】
　このように、携帯型移動体通信端末が通話中となった場合、表示部の表示画面に少なく
とも通話終了スイッチを含む通話画面を表示させ、携帯型移動体通信端末の通話中に第三
者からの割り込み着信があるか否かを判定し、割り込み着信があると判定された場合、割
り込み着信の通話と元の通話を切り替えるための切替スイッチを表示部の表示画面に表示
させ、更に、携帯型移動体通信端末の通話中に第三者から割り込み着信があり、当該割り
込み着信のあった通話に切り替えられた状態の携帯型移動体通信端末が車両内に持ち込ま
れ、近距離無線通信を介して携帯型移動体通信端末と接続された場合、割り込み着信のあ
った通話と元の通話を切り替えるための切替スイッチを表示部の表示画面に表示させ、表
示部の表示画面に表示された切替スイッチに対する操作に応じて割り込み着信のあった通
話と元の通話を切り替える切替コマンドが携帯型移動体通信端末へ送出されるので、携帯
型移動体通信端末の操作部を操作することなく割り込み通話サービスの操作を行うことが
可能となる。
【０００９】
　また、請求項２に記載された発明のように、スイッチ表示手段は、割り込み着信を切断
する切断スイッチを表示部の表示画面に表示させ、表示部の表示画面に表示された切断ス
イッチに対する操作に応じて割り込み着信を切断する切断コマンドを送出することができ
る。
【００１０】
　また、スイッチ表示手段は、割り込み着信を切断する切断スイッチを表示部の表示画面
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に表示させ、表示部の表示画面に表示された切断スイッチに対する操作に応じて割り込み
着信を切断する切断コマンドを送出することができる。
　また、判定手段によって割り込み着信があると判定された場合、切替スイッチおよび切
断スイッチがオンスクリーン表示されるので、割り込み着信に応答するためのコマンドを
容易に送出することができる。
　また、判定手段によって割り込み着信があると判定された場合、切替スイッチおよび切
断スイッチがオンスクリーン表示されるので、割り込み着信に応答するためのコマンドを
容易に送出することができる。
                                                                        
【００１１】
　また、車両のステアリングに通話開始キーとして設けられ、切替スイッチと異なるオフ
フックスイッチを備え、切替コマンド送出手段は、オフフックスイッチの操作に応じて切
替コマンドを送出することができる。
【００１２】
　また、車両のステアリングに通話終了キーとして設けられ、切断スイッチと異なるオン
フックスイッチを備え、切断コマンド送出手段は、オンフックスイッチの操作に応じて切
断コマンドを送出することができる。
【００１５】
　また、本発明は、切替スイッチによって携帯型移動体通信端末へ切替コマンドが送出さ
れた場合、携帯型移動体通信端末より切り替えた通話の相手先の電話番号および／または
名称を受信したか否かを判定する受信判定手段と、受信判定手段によって切り替えた通話
の相手先の電話番号および／または名称を受信したと判定された場合、切り替えた通話の
相手先の電話番号および／または名称を表示する表示手段と、を備えたことを特徴として
いる。
【００１６】
　このように、表示手段によって切り替えた通話の相手先の電話番号および／または名称
を含む電話画面が表示されるので、利用者は切り替えた通話の相手先の電話番号や名称を
認識することができる。
【００１７】
　また、表示手段によって、切り替える前の通話の相手先の電話番号および／または名称
を切り替えた通話の相手先の電話番号および／または名称と区別して表示されるので、利
用者は切り替える前の通話の相手先の電話番号や名称を認識することができる。
【００１８】
　また、受信判定手段によって切り替えた通話の相手先の電話番号および／または名称を
受信しないと判定された場合、表示手段は、切り替えた通話の相手先の電話番号および／
または名称と切り替える前の通話の相手先の電話番号および／または名称を非表示とした
電話画面を表示することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明の第１実施形態に係るハンズフリー装置と携帯型移動体通信端末の全体構成を図
１に示す。本実施形態におけるハンズフリー装置はナビゲーション装置１を用いて構成さ
れており、また、携帯型移動体通信端末には携帯電話機２が用いられる。また、車両には
、運転者の顔の近くに設けられたマイクロホン３０、車両のドア等に取り付けられたスピ
ーカ３１およびこのスピーカ３１へ出力する音声信号の増幅や切り替え等を制御するオー
ディオ制御装置３２が備えられている。
【００２０】
　ナビゲーション装置１は、ＣＰＵ１７、マイクロホン３０から入力される送話音声およ
びスピーカ３１から出力させる受話音声の音声処理を行う音声処理部１１、車内ＬＡＮを
介してオーディオ制御装置３２に接続するための車内ＬＡＮインタフェース１２、液晶等
の表示画面にＣＰＵ１７から入力される映像信号に応じた映像を表示させる表示部１３、
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表示部１３の表示画面に重ねて設けられたタッチスイッチや表示部１３の表示画面の周囲
等に設けられた押しボタンスイッチ等から入力される各種キー操作を受け付けるキー操作
受付部１４、ＲＯＭやＲＡＭからなる記憶部１５および携帯電話機２との間の近距離無線
通信を行う近距離無線通信部１６を備えている。また、ナビゲーション装置１は、これら
の他にＧＰＳ受信機等の位置検出器、地図データを入力するための地図データ入力器等（
いずれも図示せず）を備えている。なお、記憶部１５には、相手先の電話番号と名称が関
連付けられた電話帳データ等が登録されている。
【００２１】
　また、ナビゲーション装置１は、通話開始キーとしてのオンフックスイッチと通話終了
キーとしてのオフフックスイッチを有する遠隔操作用のステアリングスイッチ（いずれも
図示せず）を備えている。このステアリングスイッチは、車両のステアリングに取り付け
られている。このステアリングスイッチの操作に応じた信号は、キー操作受付部１４を介
してＣＰＵ１７に入力される。
【００２２】
　一方、携帯電話機２は、ＣＰＵ２１に、電話網１９との間の無線通信を制御する無線部
２２と、マイクロホン２３が入力した送話音声およびスピーカ２４が出力する受話音声を
音声処理する音声処理部２５と、通話開始キー、通話終了キー、「０」～「９」の「数字
」キーなどの多数のキーが配列されてなるキー操作受付部２６と、日付や時刻などを表示
する表示部２７と、ＲＡＭやＲＯＭからなる記憶部２８と、ナビゲーション装置１との間
の近距離無線通信を行う近距離無線通信部２９とが接続された構成となっている。
【００２３】
　なお、ナビゲーション装置１と携帯電話機２との間で行われる近距離無線通信は、例え
ば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信や赤外線通信などである。
【００２４】
　また、携帯電話機２は、ナビゲーション装置１のハンズフリー機能を利用して通話する
ハンズフリーモードと、ハンズフリー機能を使わずに電話機側の機能のみを利用して通話
するプライベートモードを備えている。これらのモードの切り替えは、携帯電話機２の操
作キーの操作、あるいは後述するナビゲーション装置１のトランスファーキーの操作によ
って行われる。なお、ハンズフリーモードでは、上述したステアリングスイッチの操作は
有効となり、プライベートモードでは、ステアリングスイッチの操作は無効となる。
【００２５】
　また、携帯電話機２は、通話中に第三者からセカンドコールの着信があると、セカンド
コールの着信の通知を近距離無線通信部２９を介してナビゲーション装置１へ送信する。
【００２６】
　また、携帯電話機２には、ナビゲーション装置１から切替コマンドを受信したときに、
切り替えた呼の番号情報を通知するものと通知しないものがある。また、携帯電話機２に
は、ナビゲーション装置１から切断コマンドを受信したときに、切断コマンドに対してコ
マンドの応答を送信するものとコマンドの応答を送信しないものがある。
【００２７】
　ナビゲーション装置１のＣＰＵ１７は、車両に搭載されているバッテリ（図示せず）か
ら電力が供給されることにより動作を開始する。そして、利用者の操作に応じて、自車位
置周辺の地図上に自車マークを表示させる地図表示画面等のナビゲーションのための画面
を表示部１３に表示させる。
【００２８】
　また、利用者による電話画面の表示操作が行われた場合、あるいは携帯電話機２とナビ
ゲーション装置１とが近距離無線通信によって接続された状態で、相手先から着信があり
携帯電話機２と他の通信機器と間で通話可能な状態になった場合、表示部１３の画面は電
話画面に切り替わる。
【００２９】
　通話中の電話画面の表示例を図２（ａ）に示す。図に示すように、通話中の電話画面に
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は、通話状態、通話時間、通話相手の名称、電話番号、通話開始キーとしてのオフフック
スイッチＡ、通話終了キーとしてのオンフックスイッチＢ、「０」～「９」を表示させる
ための「数字」キー、音量調整キー等の各種操作キー、スピーカ３１から出力される受話
音声を無音にするためのミュートキー、プライベートモードとハンズフリーモードの切り
替え操作を行うためのトランスファーキー、携帯電話の充電状態や電波状態等の各種情報
が表示されている。
【００３０】
　次に、図３を参照して、ナビゲーション装置１のＣＰＵ１７の処理について説明する。
なお、ここでは、携帯電話機２が車内に持込まれており、携帯電話機２とナビゲーション
装置１とが近距離無線通信によって接続された状態にあるものとして説明する。また、ナ
ビゲーション装置１は、表示画面に電話画面を表示する際に、通話相手の名称と電話番号
を表示するか否かを設定できるようになっており、本実施形態では、電話画面に通話相手
の名称と電話番号を表示する設定となっている。また、本実施形態においてナビゲーショ
ン装置１は、ハンズフリーモードに設定されている。ナビゲーション装置１のＣＰＵ１７
は、携帯電話機２と相手側の通信機器との通信が確立し、携帯電話機２が相手側の通信機
器と通話中になると、図２（ａ）に示したような電話画面を表示するとともに、図３に示
す処理を開始する。
【００３１】
　まず、携帯電話機２の通話中に着信の割り込みが有るか否かを判定する（Ｓ１００）。
具体的には、近距離無線通信部１６にて携帯電話機２からセカンドコールの着信の通知を
受信したか否かに基づいて、着信の割り込みが有るか否かを判定する。
【００３２】
　ここで、セカンドコールの着信の通知を受信しない場合、Ｓ１００の判定はＮＯとなり
、Ｓ１００の判定を繰り返す。
【００３３】
　また、セカンドコールの着信の通知を受信すると、Ｓ１００の判定はＹＥＳとなり、次
に、図２（ｂ）に示すような、セカンドコールの着信を通知する画面を表示部１３の表示
画面にオンスクリーン（ＯＮＳ）表示させる（Ｓ１０２）。具体的には、セカンドコール
の着信通知とともにセカンドコールの通話に切り替えるための切替スイッチＣとセカンド
コールの着信を切断するための切断スイッチＤをオンスクリーン表示させ、切替スイッチ
Ｃと切断スイッチＤの選択を利用者に促す。
【００３４】
　次に、利用者の操作により切替スイッチＣと切断スイッチＤのどちらが選択されたかに
基づいて着信を取るか、あるいは着信を切るかを判定する（Ｓ１０４）。
【００３５】
　利用者のタッチスイッチの操作により切替スイッチＣが選択された場合、あるいはステ
アリングスイッチのオフフックスイッチが操作された場合、着信を取ると判定し、次に、
近距離無線通信部１６を介して携帯電話機２へ通話相手を切り替える切替コマンドを送出
する（Ｓ１０６）。携帯電話機２は、この切替コマンドを受信すると、元の通話を保留状
態にしてセカンドコールの通話に切り替え、割り込み通話状態となる。
【００３６】
　次に、近距離無線通信部１６にて携帯電話機２から切り替えた呼の番号情報が通知され
たか否かに基づいて切り替えた呼の番号情報が有るか否かを判定する（Ｓ１０８）。携帯
電話機２には、ナビゲーション装置１から切替コマンドを送信したときに、切り替えた呼
の番号情報を通知するものと通知しないものがあるため、このように切り替えた呼の番号
情報が有るか否かを判定する。
【００３７】
　ここで、切り替えた呼の番号情報が通知されない場合、Ｓ１０８の判定はＮＯとなり、
次に、通話呼の相手先の名称と電話番号および保留呼の相手先の名称と電話番号を非表示
に設定する（Ｓ１１０）。携帯電話機２が、セカンドコールの着信の前の１回目の着信（
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ファーストコールの着信）についてのみ相手先の番号情報を通知し、セカンドコールの着
信時については相手先の番号情報を通知しないタイプの場合、このように切り替えた呼の
番号情報が通知されない。この場合、携帯電話機２が、どちらの相手と通話しているのか
確証がとれないので、通話呼の相手先の名称と電話番号および保留呼の相手先の名称と電
話番号を非表示に設定する。
【００３８】
　次に、図２（ｃ）に示すような割り込み通話状態の電話画面を表示させる（Ｓ１１２）
。なお、Ｓ１１０で通話呼の相手先の名称と電話番号および保留呼の相手先の名称と電話
番号を非表示に設定されている場合、通話呼の相手先の名称と電話番号および保留呼の相
手先の名称と電話番号は表示されない。
【００３９】
　また、切り替えた呼の番号情報が通知された場合、Ｓ１０８の判定はＹＥＳとなり、次
に、割り込み通話状態の電話画面に通話呼の相手先の名称および電話番号と保留呼の相手
先の名称および電話番号を表示させる。具体的には、記憶部１５に記憶されている電話帳
データを参照して切り替えた呼の番号情報に対応する名称を特定し、通話呼の相手先の名
称および電話番号と保留呼の相手先の名称および電話番号を文字や番号等で区別して表示
する。
【００４０】
　また、割り込み通話状態の電話画面には、「オンフック操作後、通話が継続する場合が
あります。」といったメッセージが表示される。この割り込み通話状態の電話画面で、利
用者がオンフック操作すると、携帯電話機２へ切断コマンドが送出され、話し中の相手と
の通話は切断されるが、保留中の相手との通話に切り替わり通話が継続する。そして、利
用者が再度オンフック操作すると、話し中の通話が切断される。このように利用者がオン
フック操作しても通話が継続する場合があるため、「オンフック操作後、通話が継続する
場合があります。」といったメッセージを表示させて利用者に注意を促している。
【００４１】
　次に、切替スイッチが押下されたか否かを判定する（Ｓ１１４）。ここでいう切替スイ
ッチは、表示部１３の表示画面に表示されたオフフックスイッチＡおよびステアリングス
イッチのオフフックスイッチ（図示せず）を意味する。これらのオフフックスイッチは、
通話中の場合、切替コマンドを送出する切替スイッチとして機能する。
【００４２】
　ここで、切替スイッチが押下されない場合、Ｓ１１４の判定はＮＯとなり、Ｓ１１４の
判定を繰り返す。また、切替スイッチが押下された場合、Ｓ１１４の判定はＹＥＳとなり
、次に、近距離無線通信部１６を介して携帯電話機２へ通話相手を切り替える切替コマン
ドを送出し（Ｓ１１６）、Ｓ１０８へ戻る。
【００４３】
　携帯電話機２は、この切替コマンドを受信すると、通話呼を保留状態にし、保留呼を通
話状態にする。すなわち、利用者が切替スイッチを押下する度に、Ｓ１０８～Ｓ１１６の
処理が繰り返され、ナビゲーション装置１から携帯電話機２へ切替コマンドが送出され、
ファーストコールとの通話とセカンドコールとの通話がトグル動作で切り替わる。また、
Ｓ１０８でＮＯと判定された場合には、相手先の名称と電話番号は表示されないが、Ｓ１
０８でＹＥＳと判定された場合には、通話の切り替えに伴って通話中の相手先の名称およ
び電話番号と保留中の相手先の名称および電話番号の表示も切り替わる。
【００４４】
　また、図３には示されてないが、ＣＰＵ１７は、図３のＳ１０８～Ｓ１１６の処理の途
中で、通話中に表示部１３の表示画面に表示されたオンフックスイッチＢあるいはステア
リングスイッチのオンフックスイッチ（図示せず）が押下されたことを判定すると、近距
離無線通信部１６を介して携帯電話機２へ切断コマンドを送出する。この切断コマンドの
送信により話し中の通話が切断され、保留中の通話に切り替わる。
【００４５】
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　このときの表示部１３の表示画面に表示された電話画面の表示例を図２（ｄ）に示す。
なお、携帯電話機２が、ナビゲーション装置１から切断コマンドを受信したときに、切断
コマンドに対してコマンドの応答を送信しないタイプの場合、通話が切断されたことを確
認できないため、この電話画面でも、「オンフック操作後、通話が継続する場合がありま
す。」といったメッセージが継続して表示される。
【００４６】
　また、ＣＰＵ１７は、この電話画面の表示中に、オンフックスイッチＢあるいはステア
リングスイッチのオンフックスイッチが押下されたことを判定すると、携帯電話機２へ切
断コマンドを送出する。この切断コマンドの送信により通話が切断される。また、表示部
１３の表示画面は、図２（ａ）に示した通話中画面に切り替わる前のナビゲーションのた
めの画面に切り替わる。
【００４７】
　また、Ｓ１０４の判定において、利用者のタッチスイッチの操作により切断スイッチＤ
が選択された場合、あるいはステアリングスイッチのオンフックスイッチが操作された場
合、着信を取ると判定し、次に、近距離無線通信部１６を介して携帯電話機２へ着信を切
る切断コマンドを送出する（Ｓ１１８）。
【００４８】
　携帯電話機２は、この切断コマンドを受信すると、割り込み着信のあった呼との通話を
切断し、割り込み着信がある前の状態と同様のシングル通話状態となる。
【００４９】
　次に、携帯電話機２からコマンドの応答が有るか否かを判定する（Ｓ１２０）。携帯電
話機２には、送出した切断コマンドに対するコマンドの応答が有るものとコマンドの応答
が無いものがあるため、このように切断コマンドに対するコマンドの応答が有るか否かを
判定する。
【００５０】
　ここで、携帯電話機２から切断コマンドに対するコマンドの応答が無い場合、Ｓ１２０
の判定はＮＯとなり、次に、通話相手の名称および電話番号を非表示に設定する（Ｓ１２
２）。
【００５１】
　次に、図２（ｅ）に示すようなシングル通話状態の電話画面を表示させる（Ｓ１２４）
。なお、シングル通話状態の電話画面に、通話相手の名称および電話番号は表示されない
。
【００５２】
　また、携帯電話機２から切断コマンドに対するコマンドの応答が有る場合、Ｓ１２０の
判定はＹＥＳとなり、図２（ｅ）に示したシングル通話状態の電話画面に通話相手の名称
および電話番号を表示させる。具体的には、図２（ａ）に示した画面と同様に、通話相手
の名称および電話番号を表示させ、Ｓ１００へ戻る。
【００５３】
　また、図２（ｅ）に示したシングル通話状態の電話画面に従って、利用者がオンフック
スイッチＢを押下すると、携帯電話機２へ切断コマンドが送出され、これにより通話が切
断される。なお、表示部１３の表示画面は、電話画面の表示に切り替わる前のラスト画面
、例えば、地図表示画面等のナビゲーションのための画面へ戻り、本処理を終了する。
【００５４】
　上記した構成によれば、ナビゲーション装置１は、携帯電話機２の通話中に第三者から
の割り込み着信があるか否かを判定し（Ｓ１００）、割り込み着信があると判定された場
合、割り込み着信に応答するためのコマンドを送出するための操作部を備えている。
【００５５】
　このように、割り込み着信に応答するためのコマンドを送出するための操作部を備えた
ので、携帯電話機２の操作部を操作することなく割り込み通話サービスの操作を行うこと
が可能となる。
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【００５６】
　また、割り込み着信のあった通話と、元の通話を切り替える切替コマンドは、図２（ｂ
）に示したような割り込み着信に応答するための専用の切替スイッチＣの操作により送出
することができ、また、図２（ｃ）に示したようなオフフックスイッチＡを利用して送出
することができ、また、ステアリングスイッチのオフフックスイッチを利用して送出する
ことができる。また、切断コマンドについても、図２（ｂ）に示したような割り込み着信
に応答するための専用の切断スイッチＤの操作により送出することができ、また、図２（
ｃ）に示したようなオンフックスイッチＢを利用して送出することができ、また、ステア
リングスイッチのオンフックスイッチを利用して送出することができる。
【００５７】
　（第２実施形態）
　次に、第２実施形態について説明する。本実施形態に係るハンズフリー装置の構成は、
図１に示したものと同様である。第１実施形態では、携帯電話機２が車内に持込まれてお
り、携帯電話機２とナビゲーション装置１とが近距離無線通信によって接続された状態に
ある場合を例に説明したが、本実施形態では、ナビゲーション装置１の表示部１３に地図
表示画面等のナビゲーションのための画面が表示された状態で、携帯電話機２が割り込み
通話状態で車内に持込まれ、携帯電話機２とナビゲーション装置１とが近距離無線通信に
よって接続される場合の作動について説明する。
【００５８】
　ナビゲーション装置１は、上述したように設定画面により電話画面に通話相手の名称と
電話番号を表示させるか否かを設定できるようになっている。
【００５９】
　携帯電話機２がハンズフリーモードに設定されている場合、あるいは、携帯電話機２が
プライベートモードに設定されており、かつ、ナビゲーション装置１の電話画面の通話相
手の名称と電話番号の表示設定が表示となっている場合、携帯電話機２が割り込み通話状
態で車内に持込まれ、携帯電話機２とナビゲーション装置１とが近距離無線通信によって
接続されると、図４（ａ）に示すような地図表示画面から図４（ｂ）に示すような電話画
面に切り替わる。なお、図４（ｂ）には示されてないが、通話呼の相手先の名称と電話番
号および保留呼の通話相手の名称と電話番号がそれぞれ電話画面に表示される。
【００６０】
　そして、表示部１３の表示画面に表示されたオフフックスイッチＡが操作される度に、
保留呼と通話呼が交互に切り替わる。また、保留呼と通話呼の切り替えに合わせて、通話
呼と保留呼の各通話の相手先の電話番号と名称の表示も切り替わる。
【００６１】
　次に、表示部１３の表示画面に表示されたオンフックスイッチＢが操作されると、ナビ
ゲーション装置１から携帯電話機２へ切断コマンドが送出され、携帯電話機２と通話呼と
の通話が切断され、保留呼が通話状態（アクティブ）となる。この場合、表示部１３の表
示画面は、図４（ｃ）に示すような電話画面のままとなる。なお、図４（ｃ）には示され
てないが、電話画面には、通話呼の相手先の名称、電話番号および通話時間が表示される
。
【００６２】
　この状態では、オフフックスイッチＡが操作されても、通話状態や表示画面に変化しな
い。また、オンフックスイッチＢが操作されると、ナビゲーション装置１から携帯電話機
２へ切断コマンドが送出され、携帯電話機２と通話呼との通話が切断される。そして、表
示部１３の表示画面は、電話画面の表示に切り替わる前のラスト画面、すなわち図４（ａ
）に示した地図表示画面等の表示へ戻る。
【００６３】
　一方、携帯電話機２がプライベートモードに設定されている場合、携帯電話機２が割り
込み通話状態で車内に持込まれ、携帯電話機２とナビゲーション装置１とが近距離無線通
信によって接続されても、電話画面に切り替わることなく、図４（ｄ）に示すような地図
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表示画面となる。この場合、利用者は携帯電話機２の操作キーを操作して通話呼と保留呼
の切り替えや、通話呼の切断を行う。
【００６４】
　また、このように携帯電話機２がプライベートモードに設定されている場合、利用者が
ナビゲーション装置１の表示部１３の表示画面の周囲等に設けられた押しボタンスイッチ
等を利用して電話画面の表示操作を行うと、図４（ｂ）に示すような電話画面を表示させ
ることができる。
【００６５】
　（その他の実施形態）
　上記実施形態では、ナビゲーション装置１と携帯電話機２との間の通信を近距離無線通
信にて実現する例を示したが、例えば、ナビゲーション装置１と携帯電話機２との間をケ
ーブルを用いて接続し、ナビゲーション装置１と携帯電話機２との間の通信を有線通信に
て実現してもよい。
【００６６】
　また、上記実施形態では、携帯型移動体通信端末として携帯電話機を用いた例を示した
が、携帯電話機に限定されるものではなく、例えば、ＰＨＳやＰＤＡ等を用いてもよい。
【００６７】
　また、上記実施形態では、Ｓ１０２において、割り込み着信の通知とともに割り込み着
信へ切り替える切替スイッチＣと割り込み着信を切断する切断スイッチＤをオンスクリー
ン表示させる例を示したが、このようなオンスクリーン表示を行うこと無く、図２（ａ）
に示したオフフックスイッチＡの操作に応じて切替コマンドを携帯電話機２へ送出し、ま
た、オンフックスイッチＢの操作に応じて切断コマンドを携帯電話機２へ送出してもよい
。
【００６８】
　また、上記実施形態では、図２（ｂ）に示した切替スイッチＣ、切断スイッチＤ、ある
いは図２（ｃ）に示したオフフックスイッチＡおよびオンフックスイッチＢ、あるいはス
テアリングに設けられたオフフックスイッチやオンフックスイッチの操作に応じて切替コ
マンドや切断コマンドを送出する例を示したが、例えば、ナビゲーション装置１の表示部
１３の周囲に切替コマンドを送出するための押しボタンスイッチや切断コマンドを送出す
るための押しボタンスイッチを備え、これらの押しボタンスイッチの操作に応じて切替コ
マンドや切断コマンドを送出してもよい。また、ナビゲーション装置１を遠隔操作するた
めのリモコン（図示せず）に切替コマンドや切断コマンドを送出を送出するための操作部
を備えてもよい。
【００６９】
　また、利用者の誤操作を防止するため、切替スイッチ、切断スイッチ、オフフックスイ
ッチ、オンフックスイッチ等の操作部が所定時間（例えば、３秒）以上長押しされた場合
に、操作部の操作を有効な操作として扱うようにしてもよい。
【００７０】
　また、上記実施形態では、Ｓ１１２において、記憶部１５に記憶された電話帳データか
ら切り替えた呼の番号情報に対応する名称を特定し、切り替えた呼の名称と電話番号を表
示する例を示したが、例えば、携帯電話機２から切り替えた呼の電話番号とともに名称と
を送出させて、切り替えた呼の電話番号と名称を表示してもよい。
【００７１】
　また、上記実施形態におけるナビゲーション装置１は、設定画面により電話画面に通話
相手の名称と電話番号を表示させるか否かを設定する構成となった例を示したが、通話相
手の名称の表示と通話相手の電話番号の表示を別々に設定できるように構成してもよい。
【００７２】
　また、上記実施形態では、Ｓ１１２において、切り替えた呼の名称と電話番号を通話中
の相手として表示する例を示したが、更に、元の通話の相手の名称と電話番号を保留中の
相手として表示してもよい。



(11) JP 4591257 B2 2010.12.1

10

20

【００７３】
　また、上記実施形態では、通話中の相手先の名称と電話番号とともに保留中の相手先の
名称と電話番号を表示する例を示したが、相手先の名称のみを表示してもよく、相手先の
電話番号のみを表示してもよい。
【００７４】
　なお、上記実施形態における構成と特許請求の範囲の構成との対応関係について説明す
ると、Ｓ１００の処理が判定手段に相当し、Ｓ１０２がスイッチ表示手段に相当し、Ｓ１
０６およびＳ１１６の処理が切替コマンド送出手段に相当し、Ｓ１１８の処理が切断コマ
ンド送出手段に相当し、Ｓ１０８の処理が受信判定手段に相当し、Ｓ１１２、Ｓ１２４の
処理が表示手段に相当し、Ｓ１１０、Ｓ１２２の処理が非表示設定手段に相当する。
                                                                        
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】本発明の第１実施形態に係るハンズフリー装置と携帯型移動体通信端末の全体構
成を示す図である。
【図２】ナビゲーション装置の表示部の表示画面の表示例を示す図である。
【図３】ナビゲーション装置のＣＰＵの処理を示すフローチャートである。
【図４】ナビゲーション装置の表示部の表示画面の表示例を示す図である。
【符号の説明】
【００７６】
　１…ナビゲーション装置、２…携帯電話機、１０…マイクロホン、１１…スピーカ、
　１１…音声処理部、１２…車内ＬＡＮインタフェース、１３…表示部、
　１４…キー操作受付部、１５…記憶部、１６…近距離無線通信部、１７…ＣＰＵ、
　１９…電話網、２１…ＣＰＵ、２２…無線部、２３…マイクロホン、２４…スピーカ、
　２５…音声処理部、２６…キー操作受付部、２７…表示部、２８…記憶部、
　２９…近距離無線通信部、３０…マイクロホン、３１…マイクロホン、
　３２…オーディオ制御装置。
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