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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　予め登録されている複数のデバイスとブルートゥースにより接続可能な車載機において
、
　ＨＦＰにより前記複数のデバイスのうちのＨＦＰ系デバイスと接続を試み、前記ＨＦＰ
系デバイスとＨＦＰ接続した場合は当該ＨＦＰ系デバイスからの着信待受け状態とする第
１接続手段と、
　ＡＶＰにより前記複数のデバイスのうちのＡＶＰ系デバイスと接続を試み、前記ＡＶＰ
系デバイスとＡＶＰ接続した場合は当該ＡＶＰ系デバイスによる再生を可能とする第２接
続手段と、
　前記第１接続手段によりＨＦＰ接続された前記ＨＦＰ系デバイスとデータ通信系プロフ
ァイルを接続することにより前記ＨＦＰ系デバイスとの間で所定のデータ通信を実行する
第３接続手段と、
　前記第１接続手段及び前記第２接続手段を繰り返して動作させ、前記第２接続手段より
も前記第１接続手段が先に接続した場合は、前記第２接続手段を動作させてから前記第３
接続手段を動作させる接続動作制御手段と、
　を備えたことを特徴とする車載機。
【請求項２】
　前記接続動作制御手段が前回の電源オフ時に接続していたデバイスを登録する登録手段
を備え、
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　前記接続動作制御手段は、前記第２接続手段を動作させる場合は、前記登録手段に登録
されていたデバイスを優先的に接続することを特徴とする請求項１記載の車載機。
【請求項３】
　前記ＨＦＰ系デバイスは携帯電話機であることを特徴とする請求項１又は２記載の車載
機。
【請求項４】
　前記ＡＶＰ系デバイスは音楽再生用のポータブル機であることを特徴とする請求項１な
いし３の何れかに記載の車載機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ブルートゥースによりＨＦＰ系デバイス及びＡＶＰ系デバイスと近距離通信
する車載機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近距離無線技術であるブルートゥースにおいて、同じデバイス間に複数のプロファイル
が接続される場合がある（マルチプロファイル）。また、ＨＦＰ系デバイス及びＡＶＰ系
デバイス等の複数のデバイスと接続される場合もある（Ｐｏｉｎｔ　ｔｏ　Ｍｕｌｔｉ－
Ｐｏｉｎｔ）。
　特許文献１には、車載機が携帯電話機に対してＨＦＰ接続すると、続いて携帯電話機が
音楽再生のポータブル機能を有している場合、ポータブル機能を登録するかを使用者に問
い合わせ、使用者が登録操作を行った場合に、ＡＶＰ接続することが開示されている。
　特許文献２には、車載機と携帯電話機との間でＨＦＰ接続を行った後、ＤＵＮＰリンク
の確立の可否、ＡＶＰ接続の確立の可否を順次判断することにより、携帯電話機がマルチ
プロファイル対応か否かの判定を行うことが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２７８１７２号公報
【特許文献２】特開２００７－２８１６５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、ＡＶＰ系デバイスより先にＨＦＰ系デバイスが接続された場合、ＨＦＰ系デ
バイスとのＨＦＰの接続完了後、ＡＶＰ以外の他のデータ通信系プロファイルの接続を排
他的に行うため、ＡＶＰ系デバイスとの接続が後回しとなり、ブルートゥースを通じた音
楽再生が遅くなるという問題がある。つまり、音楽再生機能を有した携帯電話機、或いは
例えば音楽再生専用のポータブル機を携帯している使用者にとっては、車両に乗車して直
ちに音楽を再生したいと思うものの、音楽再生するまでに比較的長時間を要することから
、その間は苛立ちを覚えることになる。
【０００５】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、その目的は、ブルートゥースによりＨＦＰ
系デバイス、ＡＶＰ系デバイスなど複数のデバイスと接続する場合に、任意のデバイスを
接続し易くすることであり、例えば、ＡＶＰ系デバイスよりも先にＨＦＰ系デバイスが接
続された場合であってもＡＶＰ系デバイスによる再生が可能となるまでの期間を短縮する
ことができる車載機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１の発明によれば、ブルートゥース対応のＨＦＰ系デバイスとＡＶＰ系デバイス
に対してＨＦＰ接続及びＡＶＰ接続を実行できるまで繰り返して接続を試みる。そして、



(3) JP 5498332 B2 2014.5.21

10

20

30

40

50

ＨＦＰ系デバイス若しくはＡＶＰ系デバイスのいずれかの接続が完了した場合は、その接
続が完了していないＨＦＰ系デバイス若しくはＡＶＰ系デバイスだけ繰り返し接続を試み
る。ここで、ＡＶＰ系デバイスよりもＨＦＰ系デバイスが先に接続した場合は、ＡＶＰ接
続を実行してから他のデータ通信系プロファイル接続を実行する。これにより、従来では
他のデータ通信系プロファイルを優先的に実行していたことによりＡＶＰ系デバイスによ
る再生をできなかった期間にも再生が可能となり、それだけ再生可能となる期間の短縮を
図ることができる。
　請求項２の発明によれば、前回の電源オフ時に接続していたデバイスを優先的に接続す
るので、使用者の利便性を高めることができる。
                                                                                
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態における車載機を示す機能ブロック図
【図２】車載機の接続動作を示すフローチャート（その１）
【図３】車載機の接続動作を示すフローチャート（その２）
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の一実施形態について図面を参照して説明する。図１は車載機の機能ブロ
ック図である。車載機１は、表示装置２、操作装置３、マイク４、スピーカ５、ブルート
ゥースデバイス６、アンテナ７、フラッシュメモリ８、ＲＡＭ９、ＲＯＭ１０およびＣＰ
Ｕを主体とした制御回路１１を有しており、ハンズフリー機能を実現するように構成され
ている。
【００１１】
　表示装置２は液晶ディスプレイであり、制御回路１１から入力された文字データ、画像
データ等の表示を行う。操作装置３はメカニカルスイッチ、タッチパネル等であり、使用
者による操作に基づいた信号を制御回路１１（優先順序設定手段、接続手段、第１接続手
段、第２接続手段、第３接続手段、接続動作制御手段、登録手段に相当）に出力する。マ
イク４は、使用者が発した音声を音声信号に変換して制御回路１１に出力する。スピーカ
５は、制御回路１１から入力された音声信号を音声として出力する。
【００１２】
　ブルートゥースデバイス６は、アンテナ７から受けた信号に対して、ブルートゥースの
規格に従った所定の周波数変換、復調、増幅、Ａ／Ｄ変換等を行い、その結果のデータを
制御回路１１に出力すると共に、制御回路１１から受けたデータに対して、ブルートゥー
スの規格に従った所定のＤ／Ａ変換、増幅、変調、周波数変換等を行って生成した信号を
アンテナ７から出力する。本実施形態においては、ブルートゥースデバイス６は、ブルー
トゥース通信機能を有した携帯電話機１２（ＨＦＰ系デバイスに相当）と接続して通信す
るようになっている。フラッシュメモリ８は、電話番号とその電話番号に対応する人等の
名称の対応関係を示す電話帳データ等を備えた書き換え可能な不揮発性の記憶媒体である
。
【００１３】
　制御回路１１は、ＲＯＭ１０から作動のためのプログラムを読み出して実行し、その実
行の際にはフラッシュメモリ８、ＲＡＭ９にデータを書き込み、またフラッシュメモリ８
、ＲＡＭ９、ＲＯＭ１０からデータを読み出す。また制御回路１１は、その作動において
、操作装置３、マイク４およびブルートゥースデバイス６から信号の入力を受け、また必
要に応じてスピーカ５およびブルートゥースデバイス６に信号を出力する。
【００１４】
　車載機１とブルートゥース接続する携帯電話機１２は、通常の携帯電話機の機能に加え
て、ブルートゥースによって車載機１のブルートゥースデバイス６と通信する機能を有し
ている。また、携帯電話機１２は、ブルートゥースの規格において規定されているＨＦＰ
（ハンズフリープロファイル）の機能と、ＤＵＮ（ダイヤルアップネットワークプロファ
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イル）等の機能とを併せ持っている。
【００１５】
　携帯電話機には、マルチプロファイル対応の携帯電話機、マルチプロファイル非対応の
携帯電話機の２種類がある。マルチプロファイル対応の携帯電話機は、ＨＦＰ、ＤＵＮ等
、複数のプロファイルのための作動を同時に実現することができ、マルチプロファイル非
対応の携帯電話は、一時期にはただ１つだけのプロファイルのための作動しか実現できな
い。本実施形態では、車載機１がマルチプロファイル対応の携帯電話機と接続する場合を
想定していることから、以下、携帯電話機１２はマルチプロファイル対応として説明する
。
【００１６】
　図２及び図３は、制御回路１１による携帯電話機１２との接続動作を示すフローチャー
トである。尚、制御回路１１は、フラッシュメモリ８、ＲＡＭ９、ＲＯＭ１０の少なくと
も１つのメモリに、複数のプロファイルの接続における優先順位の情報を記憶している。
本実施形態では、ＨＦＰ、ＡＶＰ、ＭＡＰ（メッセージアクセスプロファイル）、ＰＢＡ
Ｐ（フォンブックアクセスプロファイル）、ＤＵＮ（ダイヤルアップネットワークプロフ
ァイル）、の順に優先順位が設定されている例を示す。又、車載機１には、既に携帯電話
機或いはポータブル機が機器登録（ペアリング）されているものとする。この機器登録で
は、携帯電話機がハンズフリー機能（通話機能）及びオーディオ機能（音楽再生機能）を
有する場合は、それらの機能の両方或いは一方を任意に設定することができる。また、音
楽再生専用のポータブル機の場合は、オーディオ機能を設定することになる。本実施形態
では、携帯電話機１２はオーディオ機能（音楽再生機能）を有しており、ポータブル機（
ＡＶＰ系デバイスに相当）としても機能するようになっているが、携帯電話機１２がポー
タブル機として機能する場合は、ポータブル機として説明する。
【００１７】
　制御回路１１は、イグニッションスイッチが操作されてアクセサリがオンすると、電源
が投入されて動作し、携帯電話機の優先順序番号Ｎ及びポータブル機の優先順序番号Ｍを
それぞれ１に設定してから（Ｓ１）、前回の電源オフ時に接続されていた携帯電話機が登
録されているかを判定し（Ｓ２）、携帯電話機が登録されている場合は（Ｓ２：ＹＥＳ）
、携帯電話機１２とのＨＦＰ接続が有るかを判定する（Ｓ３）。このように前回の電源オ
フ時に登録されていた携帯電話機１２に対してＨＦＰ接続を最優先で実行するのは、電源
オフ時の状態を復帰することにより使用者の利便性を高めるためである。
【００１８】
　動作開始時は携帯電話機とＨＦＰ接続されていないことから（Ｓ３：ＮＯ）、優先順序
番号Ｎ＝１（１番目）の携帯電話機とＨＦＰ接続処理を実行する（Ｓ４）。接続した結果
、ＳＬＣ（サービスレベルコネクション）接続がＮＧの場合は（Ｓ５：ＮＧ）、Ｎが携帯
電話機の登録台数未満かを判定し（Ｓ６）、登録台数未満の場合は（Ｓ６：ＹＥＳ）、Ｎ
＝Ｎ＋１を演算し（Ｓ７）、ステップＳ４に移行することにより、次はＮ＝２の携帯電話
機にＨＦＰ接続を実行する。登録されている全ての携帯電話機１２とＳＬＣ接続処理がＮ
Ｇであった場合は（Ｓ６：ＮＯ）、ステップＳ８へ移行する。
【００１９】
　次に車載機１は、上述したＨＦＰ接続と同様な手順で、予め機器登録されている全ての
ポータブル機と優先順位に従ってＡＶＰ接続を一巡試みる（Ｓ８～Ｓ１４）。
　次に車載機１はステップＳ１５へ移行し、携帯電話機とＨＦＰ接続されているかを判定
するが、この時点ではＨＦＰ接続されていないものの（Ｓ１５：ＮＯ）、携帯電話機及び
ポータブル機の少なくとも一方が登録されている場合は（Ｓ２４：ＹＥＳ　ｏｒ　Ｓ２６
：ＹＥＳ）、ステップＳ１へ移行することにより上述した処理を繰り返して実行する。
【００２０】
　さて、車両に乗車した運転者が、車載機１が前回電源オフとなった際に登録されていた
携帯電話機１２を携帯していた場合は、車載機１は、その携帯電話機１２とブルートゥー
ス接続を行い、ハンズフリー機能を実現するためにＨＦＰ接続する（Ｓ５：ＯＫ）。この
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ようにＨＦＰ接続を最初に実行するのは、携帯電話機１２に電話着信があったことを使用
者に最優先で通知する必要があるからである。
【００２１】
　次に制御回路１１は、後述するようにＡＶＰ（オーディオビデオプロファイル）での無
線接続を確立するが、先にＨＦＰ接続した状態での動作について説明する。
　制御回路１１は、携帯電話機１２から着信通知を受けると、着信があった旨の表示を表
示装置２またはスピーカ５に行わせる。表示装置２における着信があった旨の表示とは、
例えば、受けた着信の発信元電話番号、および、フラッシュメモリ８において発信元電話
番号に対応づけられている名称等の情報を文字表示させることである。また、スピーカ５
における着信があった旨の表示とは、例えば、呼び出し音の出力である。
【００２２】
　また、制御回路１１は、上記のような着信表示があった後に、使用者による操作装置３
のオフフック操作があることに基づいて、当該着信に係る通話を開始する旨の信号をブル
ートゥースデバイス６を介して携帯電話機１２に送信する。そして携帯電話機１２がこの
信号を受信して通話回線を確立し、その旨を車載機１に通知すると、ブルートゥースデバ
イス６を介してそれを受けた制御回路１１は、当該通話回線を用いた電話通話を実現する
。
【００２３】
　ハンズフリープロファイルのための処理として、使用者が操作装置３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操作装置３から受けたときは、ブルートゥー
スデバイス６を介して当該電話番号の電話端末を呼び出すよう携帯電話機１２に通知する
。そして、携帯電話機１２がこの通知に応じて当該電話端末を呼び出し、当該電話端末と
の通話回線が確立した旨の通知を車載機１に送信すると、制御回路１１は、その通知をブ
ルートゥースデバイス６を介して受け取り、当該通話回線を用いた当該電話端末との通話
を実現する。
【００２４】
　具体的には、携帯電話機１２が電話端末からの受話音声信号を受信すると、その受話音
声信号を車載機１に無線送信する。そして、制御回路１１が、受信した受話音声信号を音
声信号としてスピーカ５に出力すると、スピーカ５から当該受話音声が出力されることに
なる。また、制御回路１１が、車両の乗員の音声信号をマイク４を介して受け取り、この
音声信号を送話音声信号として、ブルートゥースデバイス６を用いて携帯電話機１２に無
線送信する。携帯電話機１２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。このようにすることで、車載機１、携帯電話機１
２を用いた電話通話が実現される。
【００２５】
　さて、運転者が携帯電話機１２に加えて前回の電源オフ時に携帯電話機１２がポータブ
ル機として登録されていた場合は、車載機１は、携帯電話機１２とポータブル機としてＳ
ＬＣ接続するようになる（Ｓ１４：ＯＫ）。つまり、携帯電話機１２とＨＦＰ接続した後
に、ポータブル機としてＡＶＰ接続することになる。
【００２６】
　車載機１は、上述のようにして携帯電話機１２とＨＦＰ接続した状態では（Ｓ１５：Ｙ
ＥＳ）、データ通信系プロファイルの接続を行う。具体的には、携帯電話機１２がＭＡＰ
に対応している場合は（Ｓ１６：ＹＥＳ）、携帯電話機１２に対してＭＡＰ接続処理を実
行し（Ｓ１７）、携帯電話機１２がＰＢＡＰに対応している場合は（Ｓ１８：ＹＥＳ）、
携帯電話機１２に対してＰＢＡＰ接続処理を実行してから（Ｓ１９）、電話帳を転送し（
Ｓ２０）、携帯電話機１２がＤＵＮに対応している場合は（Ｓ２１：ＹＥＳ）、携帯電話
機１２に対してＤＵＮ接続処理を実行してから（Ｓ２２）、データ通信を実行する（Ｓ２
３）。
【００２７】
　以上のようにして、前回の電源オフ時に接続されている携帯電話機或いはポータブル機
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とＨＦＰ接続或いはＡＶＰ接続することができる。尚、携帯電話機或いはポータブル機が
車室内に複数存在する場合は、それらのうち優先度の高い機器が接続されることになる。
また、車載機１は、ＡＶＰ接続されていたポータブル機に音楽が記憶されている場合は、
前回電源オフ時に再生していた音楽を自動再生する。
【００２８】
　そして、車載機１は、電源がオフされた場合は、現在接続している携帯電話機１２及び
ポータブル機を登録する。
　尚、前回の電源オフ時に携帯電話機もポータブル機も登録されていない場合は（Ｓ２：
ＮＯ、Ｓ８：ＮＯ）、携帯電話機とＨＦＰ接続されておらず（Ｓ１５：ＮＯ）、しかも携
帯電話機もポータブル機も登録されていないことから（Ｓ２４：ＮＯ、Ｓ２５：ＮＯ）、
そのまま終了する。
【００２９】
　このような実施形態によれば、車載機１は、以下の効果を奏することができる。
　特定のデバイスによらず、複数のデバイスを対象としたプロファイルにおける接続の優
先順位を設定できるため、多種多様なプロファイルが存在する場合であっても、ユーザー
や車載機製造者の利用シーンに応じて、任意のプロファイルを優先して接続を試みること
が可能となり、利便性を向上することができる。
【００３０】
　複数のデバイスが存在する場合であっても、１つのデバイスとの接続が成功した場合に
、別のプロファイルによる接続を試みるため、任意のプロファイルでの接続による制御を
早期に開始できる。具体的には、例えば、ＨＦＰ（ハンズフリープロファイル）にて、運
転手の所有するＨＦＰ系デバイスとの接続が成功した場合には、他の同乗者のＨＦＰ系デ
バイスとのＨＦＰ接続を試みることは継続することなく中止し、ＡＶＰ（オーディオビデ
オプロファイル）にて、ＡＶＰ系デバイスとの接続を試みることにより、全てのＨＦＰ系
デバイスとの接続を試みる場合に比べて、早くＡＶＰ系デバイスと接続することが可能と
なる。
【００３１】
　登録されている携帯電話機とポータブル機との接続動作を繰り返す場合に、ポータブル
機とのＡＶＰ接続より携帯電話機とのＨＦＰ接続が先に行われた場合は、登録されていた
全てのポータブル機に対して優先順にＡＶＰ接続を一巡試みた後、携帯電話機に対して他
のデータ通信系プロファイルの接続を実行するので、ＡＶＰ接続が他のデータ通信系プロ
ファイルの接続よりも後回しになることはなく、ポータブル機による音楽再生が可能とな
るまでの期間の短縮を図ることができる。
　しかも、前回の電源オフ時に接続されていたポータブル機と優先的に接続するので、前
回再生していた音楽を素早く再生することができ、使用者の満足を得ることができる。
【００３２】
　（他の実施形態）
　本発明は、上記実施形態に限定されることなく、次のように変形または拡張できる。
　ＨＦＰ系デバイスとしては、ブルートゥースによりＨＦＰ接続可能な構成であれば携帯
電話機に限定されることはない。
　ポータブル機としては、音楽再生用に限定されることなく、ビデオ再生用であってもよ
い。
　プロファイルの例としては、ＦＴＰ（ファイル送信プロファイル）、ＨＳＰ（ヘッドセ
ットプロファイル）、ＨＩＰ（ヒューマンインターフェースプロファイル）、ＬＡＰ（Ｌ
ＡＮアクセスプロファイル）、ＯＰＰ（オブジェクトプッシュプロファイル）、ＰＡＮ（
パーソナルネットワーキングプロファイル）等の相互運用プロファイル（Ｉｎｔｅｒｏｐ
ｅｒａｂｉｌｉｔｙ Ｐｒｏｆｉｌｅ）等、ブルートゥースに規定されたものであれば、
どのようなものでもよい。
　車載機としてカーナビゲーション装置に適用するようにしてもよい。
【符号の説明】
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【００３３】
　図面中、１は車載機、１１は制御回路（優先順序設定手段、接続手段、第１接続手段、
第２接続手段、第３接続手段、接続動作制御手段、登録手段）、１２は携帯電話機（ＨＦ
Ｐ系デバイス、ＡＶＰ系デバイス）である。

【図１】 【図２】
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【図３】
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