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(57)【要約】
　本発明は、周囲環境における背景雑音を抑制するため
の追加の信号処理と共に、マイクロホン配列を用いる無
線電話システムを開示する。無線電話の信号処理リソー
スおよびBluetooth伝送の多チャネル伝送能力は、背景
雑音を抑制するのに用いられる。無線電話システムは、
多チャネルBluetooth伝送を介して無線電話に通信するB
luetoothトランシーバ、および、このBluetoothトラン
シーバに連結されるマイクロホンの配列を含む。マイク
ロホンの配列は、第１音声信号出力を作り出す第１マイ
クロホン、および、第２音声信号出力を作り出す第２マ
イクロホンを含む。これら第１音声信号出力および第２
音声信号出力は、それぞれ、多チャネルBluetooth伝送
の第１チャネルおよび第２チャネルを介して無線電話に
伝送される。本発明のシステムおよび方法は、背景雑音
抑制を提供するために、多重マイクロホン配列による低
コストのBluetoothトランシーバの使用を可能にする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多チャネルBluetooth伝送を介して無線電話と通信するよう設定されるBluetoothトラン
シーバと、
　周囲環境からの音声信号入力を受信するために前記Bluetoothトランシーバに連結され
るマイクロホンの配列であって、第１音声信号出力を作り出す第１マイクロホンおよび第
２音声信号出力を作り出す第２マイクロホンを有するマイクロホンの配列と
を具える無線電話システムであって、
　前記多チャネルBluetooth伝送が、前記第１音声信号出力を伝送するための第１チャネ
ルおよび前記第２音声信号出力を伝送するための第２チャネルを有することを特徴とする
無線電話システム。
【請求項２】
　前記無線電話は、前記第１音声信号出力および前記第２音声信号出力を受信するための
シグナルプロセッサをさらに具える請求項１に記載の無線電話システム。
【請求項３】
　前記シグナルプロセッサは、前記第１音声信号出力および前記第２音声信号出力を用い
て背景雑音を計算し、かつ除去する請求項２に記載の無線電話システム。
【請求項４】
　前記無線電話システムは、前記Bluetoothトランシーバに連結されるスピーカをさらに
具え、かつ該スピーカに対応する音声信号が、前記多チャネルBluetooth伝送の前記第１
チャネルを介して送信される請求項１に記載の無線電話システム。
【請求項５】
　多チャネルBluetooth伝送を介して無線電話と通信するよう設定される第１Bluetoothト
ランシーバと、
　前記多チャネルBluetooth伝送を介して前記無線電話と通信するよう設定される第２Blu
etoothトランシーバと、
　周囲環境からの音声信号入力を受信するマイクロホンの配列であって、第１マイクロホ
ンおよび第２マイクロホンを有し、前記第１マイクロホンが前記第１Bluetoothトランシ
ーバに連結され、かつ前記第２マイクロホンが前記第２Bluetoothトランシーバに連結さ
れるマイクロホンの配列と
を具えることを特徴とする無線電話システム。
【請求項６】
　前記第１マイクロホンは、第１音声信号出力を作り出し、かつ前記第２マイクロホンは
、第２音声信号出力を作り出す請求項５に記載の無線電話システム。
【請求項７】
　前記多チャネルBluetooth伝送は、前記第１音声信号出力を伝送するための第１チャネ
ルおよび前記第２音声信号出力を伝送するための第２チャネルを有する請求項５に記載の
無線電話システム。
【請求項８】
　前記無線電話は、前記第１音声信号出力および前記第２音声信号出力を受信するための
シグナルプロセッサをさらに具える請求項５に記載の無線電話システム。
【請求項９】
　前記シグナルプロセッサは、前記第１音声信号出力および前記第２音声信号出力を用い
て背景雑音を計算し、かつ除去する請求項８に記載の無線電話システム。
【請求項１０】
　前記無線電話システムは、前記第１Bluetoothトランシーバに連結されるスピーカをさ
らに具え、かつ該スピーカに対応する音声信号が、前記多チャネルBluetooth伝送の前記
第１チャネルを介して送信される請求項５に記載の無線電話システム。
【請求項１１】
　前記第１マイクロホン、前記第２マイクロホンおよび前記無線電話は、シングルBlueto
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othピコネットを作り出す請求項５に記載の無線電話システム。
【請求項１２】
　多チャネルBluetooth伝送を介して無線電話と通信するよう設定されるBluetoothトラン
シーバを設けるステップと、
　周囲環境からの音声信号入力を受信するために前記Bluetoothトランシーバに連結され
るマイクロホンの配列であって、第１音声信号出力を作り出す第１マイクロホンおよび第
２音声信号出力を作り出す第２マイクロホンを有するマイクロホンの配列を設けるステッ
プと
を具える無線電話システムにおける音声信号の処理方法であって、
　前記多チャネルBluetooth伝送が、前記第１音声信号出力を伝送するための第１チャネ
ルおよび前記第２音声信号出力を伝送するための第２チャネルを有することを特徴とする
無線電話システムにおける音声信号の処理方法。
【請求項１３】
　前記無線電話は、前記第１音声信号出力および前記第２音声信号出力を受信するための
シグナルプロセッサを具える請求項１２に記載の無線電話システムにおける音声信号の処
理方法。
【請求項１４】
　前記シグナルプロセッサは、前記第１音声信号出力および前記第２音声信号出力を用い
て背景雑音を計算し、かつ除去する請求項１３に記載の無線電話システムにおける音声信
号の処理方法。
【請求項１５】
　前記無線電話システムにおける音声信号の処理方法は、前記Bluetoothトランシーバに
連結されるスピーカを設けるステップをさらに具え、かつ該スピーカに対応する音声信号
が、前記多チャネルBluetooth伝送の前記第１チャネルを介して送信される請求項１２に
記載の無線電話システムにおける音声信号の処理方法。
【請求項１６】
　多チャネルBluetooth伝送を介して無線電話と通信するよう設定される第１Bluetoothト
ランシーバを設けるステップと、
　前記多チャネルBluetooth伝送を介して前記無線電話と通信するよう設定される第２Blu
etoothトランシーバを設けるステップと、
　周囲環境からの音声信号入力を受信するマイクロホンの配列であって、第１マイクロホ
ンおよび第２マイクロホンを有し、前記第１マイクロホンが前記第１Bluetoothトランシ
ーバに連結され、かつ前記第２マイクロホンが前記第２Bluetoothトランシーバに連結さ
れるマイクロホンの配列を設けるステップと
を具えるシステムにおける無線電話システムにおける音声信号の処理方法。
【請求項１７】
　前記第１マイクロホンは、第１音声信号出力を作り出し、かつ前記第２マイクロホンは
、第２音声信号出力を作り出す請求項１６に記載の無線電話システムにおける音声信号の
処理方法。
【請求項１８】
　前記多チャネルBluetooth伝送は、前記第１音声信号出力を伝送するための第１チャネ
ルおよび前記第２音声信号出力を伝送するための第２チャネルを有する請求項１６に記載
の無線電話システムにおける音声信号の処理方法。
【請求項１９】
　前記無線電話は、前記第１音声信号出力および前記第２音声信号出力を受信するための
シグナルプロセッサをさらに具える請求項１６に記載の無線電話システムにおける音声信
号の処理方法。
【請求項２０】
　前記シグナルプロセッサは、前記第１音声信号出力および前記第２音声信号出力を用い
て背景雑音を計算し、かつ除去する請求項１９に記載の無線電話システムにおける音声信
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号の処理方法。
【請求項２１】
　前記無線電話システムにおける音声信号の処理方法は、前記第１Bluetoothトランシー
バに連結されるスピーカを設けるステップをさらに具え、かつ該スピーカに対応する音声
信号が、前記多チャネルBluetooth伝送の第１チャネルを介して送信される請求項１６に
記載の無線電話システムにおける音声信号の処理方法。
【請求項２２】
　多チャネルBluetooth伝送を介して無線電話と通信するよう設定されるBluetoothトラン
シーバのセットであって、第１Bluetoothトランシーバ、第２Bluetoothトランシーバおよ
び第３Bluetoothトランシーバを有するBluetoothトランシーバのセットと、
　周囲環境からの音声信号入力を受信するマイクロホンの配列であって、第１マイクロホ
ンおよび第２マイクロホンを有し、前記第１マイクロホンが前記第１Bluetoothトランシ
ーバに連結され、かつ前記第２マイクロホンが前記第２Bluetoothトランシーバに連結さ
れるマイクロホンの配列と、
　前記第３Bluetoothトランシーバに連結されるスピーカと
を具えることを特徴とする無線電話システム。
【請求項２３】
　前記第１マイクロホンは、第１音声信号出力を作り出し、かつ前記第２マイクロホンは
、第２音声信号出力を作り出す請求項２２に記載の無線電話システム。
【請求項２４】
　前記多チャネルBluetooth伝送は、前記第１音声信号出力を伝送するための第１チャネ
ルおよび前記第２音声信号出力を伝送するための第２チャネルを有する請求項２２に記載
の無線電話システム。
【請求項２５】
　前記無線電話は、前記第１音声信号出力および前記第２音声信号出力を受信するための
シグナルプロセッサをさらに具える請求項２２に記載の無線電話システム。
【請求項２６】
　前記Bluetoothトランシーバのセットは、シングルBluetoothピコネットを作り出す請求
項２２に記載の無線電話システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、無線通信に関し、より詳細には無線電話システムにおける信号処理
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　背景雑音は、無線電話通信システムにおいて生来の問題である。騒々しい環境、例えば
空港、路上、車内等において、ハンズフリーを用いる無線電話システムでの効果的な通信
は決して容易ではない。背景雑音を抑制するため、従来の無線電話システムは、近端ユー
ザの声および背景雑音を受信し、その後の符合化および遠端ユーザの電話への伝送に対応
する音声信号出力を出力するマイクロホンの配列を含む。
【０００３】
　しかしながら、これら存在する技術は、背景雑音を含まない信号を作り出すための２つ
のマイクロホンおよび追加の信号処理能力を要求する。（例えばBluetoothヘッドセット
等の）無線ヘッドセットにおいてこれら技術を用いる間、追加の信号処理能力がBluetoot
hヘッドセットの内部に設けられなければならない。追加の信号処理能力は、音声信号の
声成分と音声信号の背景雑音成分とを区別しようと試みる様々なアルゴリズムを含み、そ
して背景雑音成分のレベルを弱める。
【０００４】
　Bluetoothヘッドセット内のこれらアルゴリズムを実行するために、追加の信号処理能
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力が要求される。ヘッドセットの場合、シグナルプロセッサの強さは、背景雑音を抑制す
るよう信号を処理するのに十分でない。Bluetoothヘッドセットにおいてこの追加の機能
性を提供することは、電力消費理由と同様に、実施において過負荷となる。また、これは
、費用対効果が高いものではない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって、必要とされるのは、追加の信号処理能力およびアルゴリズムなしで、入力
音声信号中に存在する背景雑音の影響を抑制する無線電話である。本発明は、従来技術に
おけるこれら要求を満足するために、開発されたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、周囲環境における背景雑音を抑制するための無線電話の信号処理能力と一緒
にマイクロホン配列を用いる無線電話システムを開示する。無線電話の信号処理リソース
およびBluetooth伝送の多チャネル伝送能力は、背景雑音を抑制するのに用いられる。本
発明のシステムおよび方法は、背景雑音抑制を提供するために、多重マイクロホン配列を
用いる低コストのBluetoothトランシーバの使用を可能にする。
【０００７】
　本発明の実施形態において、無線電話システムが開示される。この無線電話システムは
、多チャネルBluetooth伝送を介して無線電話と通信するよう設定されるBluetoothトラン
シーバと、周囲環境からの音声信号入力を受信するためにBluetoothトランシーバに連結
されるマイクロホンの配列とを含む。このマイクロホンの配列は、第１音声信号出力を作
り出す第１マイクロホンおよび第２音声信号出力を作り出す第２マイクロホンを含む。多
チャネルBluetooth伝送は、第１チャネルおよび第２チャネルを含む。第１音声信号出力
は、第１チャネルを介して無線電話に送信され、第２音声信号出力は、第２チャネルを介
して送信される。無線電話は、第１音声信号出力および第２音声信号出力を受信するため
のシグナルプロセッサを含む。このシグナルプロセッサは、第１音声信号出力および第２
音声信号出力を用いて背景雑音を計算し、かつ除去する。また、無線電話システムは、Bl
uetoothトランシーバに連結されるスピーカを含み、このスピーカに対応する音声信号は
、多チャネルBluetooth伝送の第１チャネルを介して送信される。
【０００８】
　本発明の別の実施形態において、無線電話システムの別の構成が提供される。この無線
電話システムは、多チャネルBluetooth伝送を介して無線電話と通信するよう設定される
第１Bluetoothトランシーバと、多チャネルBluetooth伝送を介して無線電話と通信するよ
う設定される第２Bluetoothトランシーバと、周囲環境からの音声信号入力を受信するマ
イクロホンの配列を含む。このマイクロホンの配列は、第１音声信号出力を作り出す第１
マイクロホンおよび第２音声信号出力を作り出す第２マイクロホンを含む。第１マイクロ
ホンは、第１Bluetoothトランシーバに連結され、かつ第２マイクロホンは、第２Bluetoo
thトランシーバに連結される。多チャネルBluetooth伝送は、第１チャネルおよび第２チ
ャネルを含む。第１音声信号出力は、第１チャネルを介して無線電話に送信され、第２音
声信号出力は、第２チャネルを介して送信される。無線電話は、第１音声信号出力および
第２音声信号出力を受信するためのシグナルプロセッサを含む。このシグナルプロセッサ
は、第１音声信号出力および第２音声信号出力を用いて背景雑音を計算し、かつ除去する
。また、無線電話システムは、第１Bluetoothトランシーバに連結されるスピーカを含み
、このスピーカに対応する音声信号は、多チャネルBluetooth伝送の第１チャネルを介し
て送信される。
【０００９】
　本発明の別の実施形態において、無線電話システムにおける音声信号の処理方法が提供
される。この方法は、多チャネルBluetooth伝送を介して無線電話と通信するよう設定さ
れるBluetoothトランシーバを設けるステップと、周囲環境からの音声信号入力を受信す
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るためにBluetoothトランシーバに連結されるマイクロホンの配列を設けるステップとを
含む。このマイクロホンの配列は、第１音声信号出力を作り出す第１マイクロホンおよび
第２音声信号出力を作り出す第２マイクロホンを具える。多チャネルBluetooth伝送は、
第１音声信号出力を伝送するための第１チャネルおよび第２音声信号出力を伝送するため
の第２チャネルを含む。シグナルプロセッサは、無線電話内に設けられる。このシグナル
プロセッサは、第１音声信号出力および第２音声信号出力を用いて背景雑音を計算し、か
つ除去する。
【００１０】
　本発明の別の実施形態において、無線電話システムにおける音声信号の処理方法が提供
される。この方法は、多チャネルBluetooth伝送を介して無線電話と通信するよう設定さ
れる第１Bluetoothトランシーバを設けるステップと、多チャネルBluetooth伝送を介して
無線電話と通信するよう設定される第２Bluetoothトランシーバを設けるステップと、周
囲環境からの音声信号入力を受信するマイクロホンの配列を設けるステップとを含む。こ
のマイクロホンの配列は、第１マイクロホンおよび第２マイクロホンを含み、ここでは、
第１マイクロホンが、第１Bluetoothトランシーバに連結され、かつ第２マイクロホンが
、第２Bluetoothトランシーバに連結される。第１マイクロホンは、第１音声信号出力を
作り出し、かつ第２マイクロホンは、第２音声信号出力を作り出す。第１音声信号出力お
よび第２音声信号出力は、それぞれ多チャネルBluetooth伝送の第１チャネルおよび第２
チャネルを介して無線電話に送信される。シグナルプロセッサは、無線電話内に設けられ
る。このシグナルプロセッサは、第１音声信号出力および第２音声信号出力を用いて背景
雑音を計算し、かつ除去する。
【００１１】
　本発明の別の実施形態において、無線電話システムが提供される。この無線電話システ
ムは、多チャネルBluetooth伝送を介して無線電話と通信するよう設定されるBluetoothト
ランシーバのセットと、周囲環境からの音声信号入力を受信するマイクロホンの配列とを
含む。このBluetoothトランシーバのセットは、第１Bluetoothトランシーバ、第２Blueto
othトランシーバおよび第３Bluetoothトランシーバを含む。マイクロホンの配列は、第１
マイクロホンおよび第２マイクロホンを含み、ここでは、第１マイクロホンが、第１Blue
toothトランシーバに連結され、かつ第２マイクロホンが、第２Bluetoothトランシーバに
連結される。また、無線電話システムは、第３Bluetoothトランシーバに連結されるスピ
ーカを含む。
【００１２】
　上述したところは、各開示された本発明の実施形態または各態様を説明しようとするも
のではない。他の態様および実施形態は、図面および発明の詳細な説明において提供され
る。
【００１３】
　本発明は、図面に関連した本発明の様々な実施形態の以下の詳細な説明を考慮してより
完全に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態に従う無線電話システムを示すブロック図である。
【図２】本発明の実施形態に従う無線電話システムにおける音声信号の処理方法を示すフ
ロー図である。
【図３】本発明の実施形態に従う無線電話システムを示すブロック図であり、ここでは、
マイクロホン同士が空間的に分離されている。
【図４】本発明の実施形態に従う無線電話システムにおける音声信号の処理方法を示すフ
ロー図であり、ここでは、マイクロホン同士が空間的に分離されている。
【図５】Bluetooth伝送の多チャネルを示す従来技術の図である。
【図６】本発明の実施形態に従う無線電話システムを示すブロック図であり、ここでは、
スピーカは分離したBluetoothトランシーバに連結されている。
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【００１５】
　本発明が様々な修正および変形に変更されることができる一方で、その詳細は図面にお
いて一例として示され、詳細に説明されるであろう。しかしながら、その意図は、本発明
を記載された特定の実施形態に限定するものではないことは理解されるべきである。それ
どころか、本発明は、特許請求の範囲によって定義される本発明の思想および範囲内のす
べての修正例、均等物および代案をカバーするものである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明は、周囲環境における背景雑音を抑制するための無線電話の信号処理能力と共に
、マイクロホン配列を用いる無線電話システムを開示する。無線電話の信号処理リソース
およびBluetooth伝送の多チャネル伝送能力は、背景雑音を抑制するのに用いられる。
【００１７】
　Bluetoothトランシーバにおいて音声入力信号を処理する代わりに、これら信号は、Blu
etooth通信チャネルを用いて無線電話に送信される。
【００１８】
　図１は、本発明の実施形態に従う無線電話システム１００を示すブロック図である。無
線電話システム１００は、無線電話１０５、Bluetoothトランシーバ１１０、第１マイク
ロホン１１５、第２マイクロホン１２０およびスピーカ１２５を含む。Bluetoothトラン
シーバ１１０は、第１マイクロホン１１５、第２マイクロホン１２０およびスピーカ１２
５に連結される。第１および第２マイクロホン１１５，１２０の両方は、周囲環境から音
声信号入力を受信し、第１音声信号出力および第２音声信号出力を作り出す。第１および
第２マイクロホン１１５，１２０からのこれら第１および第２音声信号出力は、Bluetoot
h伝送を用いて無線電話１０５に送信される。Bluetoothは、音声接続(voice connection)
における音声信号を伝送するために３つのチャネルを用意する。これら３つのチャネルは
、ＥＶ３チャネル０（第１チャネル）、ＥＶ３チャネル１（第２チャネル）および未使用
チャネル（第３チャネル）とする。第１および第２音声信号出力は、それぞれＥＶ３チャ
ネル０およびＥＶ３チャネル１を介して送信される。Bluetooth伝送におけるこれら音声
接続は、デフォルト設定によってすでにサポートされており、実施のために、どんな追加
の信号処理能力も必要とされない。無線電話１０５内のシグナルプロセッサは、第１およ
び第２マイクロホン１１５，１２０からの第１および第２音声信号出力を受信し、これら
音声信号出力を用いて背景雑音を計算する。シグナルプロセッサは、リモートエンドに結
果の信号を伝送する前に、背景雑音を除去する。スピーカ音声信号は、ＥＶ３チャネル０
を介して送信される。
【００１９】
　第１および第２音声信号出力は、無線電話１０５に別々に送信される。したがって、（
従来技術におけるように、）Bluetoothトランシーバ１１０において音声信号を処理する
代わりに、これら音声信号は、別々に無線電話１０５に送信され、かつこの無線電話１０
５は、背景雑音を抑制するようにこれら音声信号を処理する。このように、Bluetoothト
ランシーバ１１０は、追加の信号処理能力を要求する必要がない。本発明は、雑音抑制の
ために、無線電話１０５の信号処理能力を利用する。
【００２０】
　図２は、本発明の実施形態に従う無線電話システムにおける音声信号の処理方法２００
を示すフロー図である。ステップ２０５において、Bluetoothトランシーバが設けられ、
これは、多チャネルBluetooth伝送を介して無線電話と通信するよう設定される。別のス
テップ２１０において、マイクロホンの配列が、Bluetoothトランシーバに連結される。
このマイクロホンの配列は、第１マイクロホンおよび第２マイクロホンを含む。これら第
１および第２マイクロホンは、周囲環境から音声信号を受信し、それぞれ第１音声信号出
力および第２音声信号出力を作り出す。ステップ２１５において、これら音声出力信号は
、無線電話に送信される。第１および第２音声信号出力は、それぞれＥＶ３チャネル０お
よびＥＶ３チャネル１を介して送信される。また、無線電話中にシグナルプロセッサが設
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けられ、このシグナルプロセッサは、第１および第２マイクロホンからの第１および第２
音声信号出力を受信し、かつこれら音声信号から背景雑音を除去する。
【００２１】
　図３は、本発明の実施形態に従う無線電話システム３００を示すブロック図であり、こ
こでは、マイクロホン１１５，１２０が空間的に分離されている。この配置は、空間的に
分離された第１マイクロホン１１５および第２マイクロホン１２０を含む。第１マイクロ
ホン１１５および第２マイクロホン１２０は、それぞれ第１Bluetoothトランシーバ３０
５および第２Bluetoothトランシーバ３１０に連結される。スピーカ１２５は、第１Bluet
oothトランシーバに連結される。これら２つのマイクロホン１１５，１２０および無線電
話１０５はシングルBluetoothピコネットを作り出す。ピコネットは、アドホック形式に
おいてBluetooth技術を介して接続されるデバイスの群として定義される。マイクロホン
１１５，１２０からの第１および第２音声信号出力は、ＥＶ３チャネル０およびＥＶ３チ
ャネル１を用いて無線電話１０５に送信される。無線電話１０５内のシグナルプロセッサ
は、図１で説明されたものと同じ方法で背景雑音を除去する。
【００２２】
　この構造は、２つのマイクロホン１１５，１２０間の接続を要求せず、（例えば自動車
などの）車両において、マイクロホン配列のより容易な導入を可能にする。第１Bluetoot
hトランシーバ３０５は、第１ロケーションで第１マイクロホンデータのみを提供し、第
２Bluetoothトランシーバ３１０は、第２ロケーションで第２マイクロホンデータおよび
他の能力を提供する。これら２つのBluetoothトランシーバ３０５，３１０は、互いに同
期化される。第１Bluetoothトランシーバ３０５は、Bluetoothヘッドセットとみなされ、
第２Bluetoothトランシーバ３１０はBluetoothマイクロホンとみなされることができる。
【００２３】
　図４は、本発明の実施形態に従う無線電話システムにおける音声信号の処理方法４００
を示すフロー図であり、ここでは、マイクロホンは空間的に分離されている。ステップ４
０５および４１０のそれぞれにおいて、第１Bluetoothトランシーバおよび第２Bluetooth
トランシーバが設けられ、これは、多チャネルBluetooth伝送を介して無線電話と通信す
るよう設定される。ステップ４１５において、第１マイクロホンが設けられ、これは第１
Bluetoothトランシーバに連結される。別のステップ４２０において、第２マイクロホン
が設けられ、これは第２Bluetoothトランシーバに連結される。これら第１および第２マ
イクロホンは、第１および第２音声信号出力を作り出す。ステップ４２５において、第１
および第２音声信号出力は、それぞれＥＶ３チャネル０およびＥＶ３チャネル１を介して
送信される。無線電話内のシグナルプロセッサは、第１および第２音声信号出力を受信す
る。背景雑音が計算および除去され、結果の信号はリモートエンドに送信される。
【００２４】
　図５は、送信データ５００のためのBluetooth伝送の多チャネルを示す。図面に示され
るように、Bluetoothは音声接続(voice connection)において音声信号を伝送するために
３つのチャネル（ＥＶ３チャネル０、ＥＶ３チャネル１および未使用チャネル）を用意す
る。このチャネルのパターンは周期的に繰り返す。各チャネルの時間間隔は1.25msである
。これらBluetoothチャネルは音声信号出力を第１および第２マイクロホンから無線電話
に伝送するのに用いられる。
【００２５】
　図６は、本発明の実施形態に従う無線電話システム６００を示すブロック図であり、こ
こでは、スピーカ１２５は分離したBluetoothトランシーバ６０５に連結される。この配
置において、２つのマイクロホン１１５，１２０およびスピーカ１２５は別々のトランシ
ーバを有する。第１マイクロホン１１５は第１Bluetoothトランシーバ３０５に連結され
、第２マイクロホン１２０は第２Bluetoothトランシーバ３１０に連結され、そしてスピ
ーカ１２５は第３Bluetoothトランシーバ６０５に連結される。これら３つのBluetoothト
ランシーバ３０５，３１０，６０５は、シングルBluetoothピコネットを作り出す。無線
電話１０５は、図３で説明されたものと同じ方法で背景雑音を除去する。
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【産業上の利用可能性】
【００２６】
　本発明は、内部に限定された数の処理リソースのみが配置されたBluetoothヘッドセッ
トを含むが、これに限定されるものではない。また、本発明は、マイクロホンおよびスピ
ーカが空間的に分離され、互いに線で接続されないハンズフリー機器用に適用可能である
。
【００２７】
　本発明がさまざまな特定の実施形態を参照して説明されてきたと同時に、当業者は、特
許請求の範囲において定義される本発明の思想および範囲から逸脱することなく、多くの
変形を行うことができるということは理解されるであろう。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【国際調査報告】
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