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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電話帳データの自動転送を規定している通信プロトコルに対応している携帯電話機及び
前記通信プロトコルに対応していない携帯電話機との間で選択的に通信回線を確立する通
信手段と、
　携帯電話機から転送された電話帳データを記憶する第１の記憶手段と、
　携帯電話機から転送された電話帳データを記憶する第２の記憶手段と、
　電話帳データの使用要求が発生した場合に、前記第１の記憶手段に記憶されている電話
帳データを使用する制御手段とを備え、
　前記制御手段は、前記通信手段が携帯電話機との間で通信回線を確立した場合に、前記
通信手段との間で通信回線を確立した携帯電話機が前記通信プロトコルに対応しているか
否かを判定し、その携帯電話機が前記通信プロトコルに対応している旨を判定した場合に
は、その携帯電話機から自動転送された電話帳データを前記第１の記憶手段に展開させて
記憶させると共に、その携帯電話機が前記通信プロトコルに対応していない旨を判定した
場合には、その時点で前記第２の記憶手段に記憶されている電話帳データを前記第１の記
憶手段に展開させて記憶させ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、
　前記制御手段は、前記通信手段との間で通信回線を確立した携帯電話機が通信プロトコ
ルに対応していない旨を判定した場合には、その時点で前記第２の記憶手段に記憶されて
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いる電話帳データを前記第１の記憶手段に展開させて記憶させた後に、電話帳データを転
送するか否かをユーザに問合せ、電話帳データを転送する旨をユーザが選択した場合に、
電話帳データの転送を当該携帯電話機に要求し、当該携帯電話機から転送された電話帳デ
ータを前記第２の記憶手段及び前記第１の記憶手段に展開させて記憶させることを特徴と
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、前記通信手段との間で通信回線を確立した携帯電話機が通信プロトコ
ルに対応していない旨を判定した場合には、その時点で前記第２の記憶手段に電話帳デー
タが記憶されているか否かを判定し、その時点で前記第２の記憶手段に電話帳データが記
憶されていない旨を判定した場合には、電話帳データを転送するか否かをユーザに問合せ
、電話帳データを転送する旨をユーザが選択した場合に、電話帳データの転送を当該携帯
電話機に要求し、当該携帯電話機から転送された電話帳データを前記第２の記憶手段及び
前記第１の記憶手段に展開させて記憶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】
　電話帳データの自動転送を規定している通信プロトコルに対応している携帯電話機及び
前記通信プロトコルに対応していない携帯電話機との間で選択的に通信回線を確立する通
信手段と、
　電話帳データの使用要求が発生した場合に、当該電話帳データを用いて発信可能とする
制御手段とを備え、
　前記制御手段は、通信回線を確立した携帯電話機が前記通信プロトコルに対応している
場合には、その携帯電話機から自動転送された電話帳データを用いて前記使用要求に応じ
て発信可能とし、通信回線を確立した携帯電話機が前記通信プロトコルに対応していない
場合には、その時点で記憶手段に記憶されている電話帳データを用いて前記使用要求に応
じて発信可能とすることを特徴とする車載ハンズフリー装置。
【請求項５】
　携帯電話機と車載ハンズフリー装置との間で通信回線を確立するステップと、
　携帯電話機と車載ハンズフリー装置との間で通信回線を確立した場合に、その通信回線
を確立した携帯電話機が電話帳データの自動転送を規定している通信プロトコルに対応し
ているか否かを判定するステップと、
　通信回線を確立した携帯電話機が電話帳データの自動転送を規定している通信プロトコ
ルに対応していると判定した場合に、その携帯電話機から自動転送された電話帳データを
用いて使用要求に応じて発信可能とし、通信回線を確立した携帯電話機が前記通信プロト
コルに対応していないと判定した場合に、その時点で記憶手段に記憶されている電話帳デ
ータを用いて前記使用要求に応じて発信可能とするステップとを行うことを特徴とする車
載ハンズフリー用通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電話帳データの自動転送を規定している通信プロトコルに対応している携帯
電話機及び前記通信プロトコルに対応していない携帯電話機との間で選択的に通信回線を
確立する車載ハンズフリー装置及び車載ハンズフリー用通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話機が電話帳データを自動転送する構成として、例えばユーザが携帯電話機を携
帯して車両に乗込み、携帯電話機が車載ハンズフリー装置の近距離無線通信圏内に進入す
ると、携帯電話機と車載ハンズフリー装置とが通信回線を確立し、携帯電話機が電話帳デ
ータを車載ハンズフリー装置に自動転送するものがある（例えば特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００２－１９３０４６号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、携帯電話機が電話帳データをＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信により自
動転送する場合を説明すると、電話帳データの自動転送を規定しているＰＢＡＰ（Phone 
Book Access Profile）に対応している携帯電話機では電話帳データを車載ハンズフリー
装置に自動転送することが可能であるが、その一方、ＰＢＡＰに対応していない携帯電話
機では電話帳データを車載ハンズフリー装置に自動転送することが不可能である。また、
車載ハンズフリー装置は、携帯電話機から電話帳データが転送されると、その転送された
電話帳データを作業メモリに展開させて記憶させ、ユーザが電話帳データの表示を要求す
る操作を行うと、作業メモリに記憶されている電話帳データを表示し、これ以降、その表
示されている電話帳データを検索して発信することが可能に構成されている。
【０００４】
　そのため、ＰＢＡＰに対応している携帯電話機が車載ハンズフリー装置のＢｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ通信圏内に存在している状況では、携帯電話機に記憶されている最新の電話帳デー
タが車載ハンズフリー装置に自動転送されて記憶されるので、最新の電話帳データを検索
して発信することができる。
【０００５】
　しかしながら、ＰＢＡＰに対応していない携帯電話機が車載ハンズフリー装置のＢｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ通信圏内に存在している状況では、携帯電話機に記憶されている最新の電話
帳データが車載ハンズフリー装置に自動転送されて記憶されることはないので、電話帳デ
ータを転送する旨をユーザが選択しなければ、最新の電話帳データを検索して発信するこ
とができず、利便性に劣るという問題がある。
【０００６】
　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、電話帳データの自
動転送を規定している通信プロトコルに対応している携帯電話機及び前記通信プロトコル
に対応していない携帯電話機のいずれとの間で通信回線を確立した場合であっても、電話
帳データの使い勝手を高めることができる車載ハンズフリー装置及び車載ハンズフリー用
通信方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載した発明によれば、制御手段は、通信手段が携帯電話機との間で通信回
線を確立すると、通信手段との間で通信回線を確立した携帯電話機が電話帳データの自動
転送を規定している通信プロトコルに対応しているか否かを判定し、その携帯電話機が通
信プロトコルに対応している旨を判定すると、その携帯電話機から自動転送された電話帳
データを第１の記憶手段に展開させて記憶させ、一方、その携帯電話機が通信プロトコル
に対応していない旨を判定すると、その時点で第２の記憶手段に記憶されている電話帳デ
ータを第１の記憶手段に展開させて記憶させる。
【０００８】
　これにより、電話帳データの自動転送を規定している通信プロトコルに対応している携
帯電話機との間で通信回線を確立すると、その携帯電話機から電話帳データが自動転送さ
れて第１の記憶手段に展開されて記憶され、この直後に電話帳データの使用要求が発生す
ると、第１の記憶手段に記憶されている電話帳データ、つまり、携帯電話機から自動転送
された電話帳データが使用されるので、最新の電話帳データを使用することができ、最新
の電話帳データを検索して発信することができる。
【０００９】
　一方、電話帳データの自動転送を規定している通信プロトコルに対応していない携帯電
話機との間で通信回線を確立すると、その時点で第２の記憶手段に記憶されている電話帳
データが第１の記憶手段に展開されて記憶され、この直後に電話帳データの使用要求が発
生すると、第１の記憶手段に記憶されている電話帳データ、つまり、第２の記憶手段に記
憶されていた電話帳データが使用されるので、最新ではないものの所望の電話帳データが
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第２の記憶手段に記憶されていれば、所望の電話帳データを使用することができ、所望の
電話帳データを検索して発信することができる。
　よって、電話帳データの自動転送を規定している通信プロトコルに対応している携帯電
話機及び前記通信プロトコルに対応していない携帯電話機のいずれとの間で通信回線を確
立した場合であっても、電話帳データの使い勝手を高めることができる。
【００１０】
　請求項２に記載した発明によれば、制御手段は、通信手段が通信回線を確立した携帯電
話機が通信プロトコルに対応していない旨を判定すると、その時点で第２の記憶手段に記
憶されている電話帳データを第１の記憶手段に展開させて記憶させた後に、電話帳データ
を転送するか否かをユーザに問合せ、電話帳データを転送する旨をユーザが選択すると、
電話帳データの転送を当該携帯電話機に要求し、当該携帯電話機から転送された電話帳デ
ータを第２の記憶手段及び第１の記憶手段に展開させて記憶させる。
【００１１】
　これにより、電話帳データの自動転送を規定している通信プロトコルに対応していない
携帯電話機との間で通信回線を確立すると、その時点で第２の記憶手段に記憶されている
電話帳データが第１の記憶手段に展開されて記憶され、この直後に電話帳データを転送す
る旨をユーザが選択すると、その携帯電話機から転送された電話帳データが第２の記憶手
段及び第１の記憶手段に展開されて記憶されるので、その時点で通信プロトコルに対応し
ていない携帯電話機に記憶されている最新の電話帳データを第２の記憶手段に記憶させて
おくことができ、次回に当該携帯電話機との間で通信回線を確立した場合に、その時点で
通信プロトコルに対応していない携帯電話機に記憶されていた最新の電話帳データを使用
することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明を、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機能を有するハンズフリー機能付き車載ナビ
ゲーション装置（以下、車載ナビゲーション装置と称する）に適用した一実施形態につい
て、図面を参照して説明する。図１は、車載ナビゲーション装置にあって発明の要部を機
能ブロック図として示している。車載ナビゲーション装置１は、制御部２（本発明でいう
制御手段）、通信部３（本発明でいう通信手段）、操作部４、表示部５、作業メモリ６（
本発明でいう第１の記憶手段）及び記憶メモリ７（本発明でいう第２の記憶手段）を備え
て構成されている。
【００１３】
　制御部２は、車載ナビゲーション装置１の通信動作やデータ管理動作などの動作全般を
制御する。通信部３は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機能付き携帯電話機（以下、携帯電話機
と称する）８，９がＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信圏内に存在していれば、そのＢｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ通信圏内に存在している携帯電話機との間で通信回線を確立し、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
の通信規格に準拠した通信を行う。この場合、通信部３は、その通信回線を確立した携帯
電話機が電話帳データの自動転送を規定しているＰＢＡＰ（Phone Book Access Profile
）（本発明でいうプロトコル）に対応している携帯電話機８であれば、その携帯電話機８
との間でＰＢＡＰを接続し、一方、その通信回線を確立した携帯電話機がＰＢＡＰに対応
していないものの例えばＯＰＰ（Object Push Profile）に対応している携帯電話機９で
あれば、その携帯電話機９との間でＯＰＰを接続する。
【００１４】
　操作部４は、ユーザの操作を検出し、その操作内容を表す操作信号を制御部２に出力す
る。表示部５は、制御部２から表示信号を入力すると、その入力した表示信号に基づいて
表示画面を表示する。作業メモリ６は、揮発性のメモリから構成され、ＰＢＡＰに対応し
ている携帯電話機８からユーザが何ら操作することなく自動転送された電話帳データある
いはＰＢＡＰに対応していない携帯電話機９から転送された電話帳データを記憶する。記
憶メモリ７は、不揮発性のメモリから構成され、ＰＢＡＰに対応していない携帯電話機９
から転送された電話帳データを記憶する。
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【００１５】
　この場合、制御部２は、これら作業メモリ６や記憶メモリ７における電話帳データの記
憶動作を管理すると共に、例えばユーザが電話帳データの表示要求を操作部４にて行うと
、作業メモリ６に記憶されている電話帳データを表示部５に表示させる。尚、上記したナ
ビゲーション装置１は、図示した機能ブロックの他に、自車両の現在位置を検出する現在
位置検出部、現在位置から目的地までの経路を探索する経路探索部、地図データが記録さ
ている記録媒体から地図データを読取る地図データ読取部、ＶＩＣＳ（登録商標）センタ
ーから配信されたＶＩＣＳ情報を受信するＶＩＣＳ情報受信部、ユーザが発した音声を認
識する音声認識部などのナビゲーション動作に必要な機能ブロックをも備えて構成されて
いる。
【００１６】
　また、上記したナビゲーション装置１は、ＡＣＣスイッチのオンオフに連動して起動・
停止するように構成されており、例えばユーザが操作したことに応じてＡＣＣスイッチが
オンからオフに切替わり、電源供給が停止されると、その時点で記憶メモリ７に記憶され
ている電話帳データは消去されないが（記憶保持されるが）、その時点で作業メモリ６に
記憶されている電話帳データは消去されるように構成されている。
【００１７】
　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。制御部２は、いずれか
の携帯電話機が車載ナビゲーション装置１のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信圏内に存在している
ことにより、いずれかの携帯電話機との間で通信回線を確立した旨を判定すると（ステッ
プＳ１にて「ＹＥＳ」）、その通信回線を確立した携帯電話機がＰＢＡＰに対応している
携帯電話機８であるかＰＢＡＰに対応していない携帯電話機９であるかを判定する（ステ
ップＳ２）。
【００１８】
　ここで、制御部２は、その通信回線を確立した携帯電話機がＰＢＡＰに対応している携
帯電話機８である旨を判定すると（ステップＳ２にて「ＹＥＳ」）、通信部３がＰＢＡＰ
に対応している携帯電話機８との間でＰＢＡＰを接続するので、そのＰＢＡＰに対応して
いる携帯電話機８から電話帳データが自動転送される旨を待機する（ステップＳ３）。そ
して、制御部２は、ＰＢＡＰに対応している携帯電話機８から電話帳データが自動転送さ
れた旨を判定すると（ステップＳ３にて「ＹＥＳ」）、その携帯電話機８から自動転送さ
れた電話帳データを作業メモリ６に展開させて記憶させる（ステップＳ４）。
【００１９】
　これにより、この直後にユーザが電話帳データの表示要求を操作部４にて行うと、作業
メモリ６に記憶されている電話帳データ、つまり、ＰＢＡＰに対応している携帯電話機８
から自動転送された最新の電話帳データが表示部５に表示されることになり、これ以降、
そのＰＢＡＰに対応している携帯電話機８から自動転送された最新の電話帳データを使用
することができ、その最新の電話帳データを検索して発信することができる。また、ユー
ザが電話帳データの修正（追加や削除など）を携帯電話機８にて行うと、その修整された
電話帳データが自動転送されて作業メモリ６に展開されて記憶されることになり、常に最
新の電話帳データを作業メモリ６に展開させて記憶させておくことができる。
【００２０】
　これに対して、制御部２は、その通信回線を確立した携帯電話機がＰＢＡＰに対応して
いない携帯電話機９である旨を判定すると（ステップＳ２にて「ＮＯ」）、通信部３がＰ
ＢＡＰに対応していない携帯電話機９との間でＰＢＡＰを接続することがなくＯＰＰを接
続するので、そのＰＢＡＰに対応していない携帯電話機９から電話帳データが自動転送さ
れる旨を待機することなく、その時点で記憶メモリ７に電話帳データが記憶されているか
否かを判定する（ステップＳ５）。そして、制御部２は、その時点で記憶メモリ７に電話
帳データが記憶されている旨を判定すると（ステップＳ５にて「ＹＥＳ」）、その時点で
記憶メモリ７に記憶されている電話帳データを作業メモリ６に展開させて記憶させる（ス
テップＳ６）。
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【００２１】
　これにより、この直後にユーザが電話帳データの表示要求を操作部４にて行うと、作業
メモリ６に記憶されている電話帳データ、つまり、その直前に記憶メモリ７に記憶されて
いた電話帳データが表示部５に表示されることになり、これ以降、その直前に記憶メモリ
７に記憶されていた電話帳データを使用することができ、その電話帳データを検索して発
信することができる。
【００２２】
　次いで、制御部２は、例えば「電話帳転送」ボタンを表示部５に表示させ、電話帳デー
タを転送するか否かをユーザに問合せ、電話帳データを転送する旨をユーザが選択したか
否かを判定する（ステップＳ７）。ここで、制御部２は、表示部５に表示されている「電
話帳転送」ボタンをユーザが操作し、電話帳データを転送する旨をユーザが選択した旨を
判定すると（ステップＳ７にて「ＹＥＳ」）、電話帳データの転送をＰＢＡＰに対応して
いない携帯電話機９に要求し、そのＰＢＡＰに対応していない携帯電話機９から電話帳デ
ータが転送される旨を待機する（ステップＳ８）。そして、制御部２は、ＰＢＡＰに対応
していない携帯電話機９から電話帳データが転送された旨を判定すると（ステップＳ８に
て「ＹＥＳ」）、その携帯電話機９から転送された電話帳データを記憶メモリ７に展開さ
せて記憶させると共に（ステップＳ９）、作業メモリ６にも展開させて記憶させる（ステ
ップＳ１０）。
【００２３】
　これにより、その時点で携帯電話機９に記憶されている最新の電話帳データを記憶メモ
リ７に展開させて記憶させておくことができ、次回に携帯電話機９との間で通信回線を確
立した場合に、その時点で携帯電話機９に記憶されていた最新の電話帳データを使用する
ことができ、その電話帳データを検索して発信することができる。また、ユーザが電話帳
データの修正（追加や削除など）を携帯電話機９にて行うと、電話帳データを転送する旨
をユーザが選択したタイミングで、その修整された電話帳データが転送されて記憶メモリ
７及び作業メモリ６に展開されて記憶されることになり、その時点での最新の電話帳デー
タを記憶メモリ７及び作業メモリ６に展開させて記憶させておくことができる。
【００２４】
　以上に説明したように本実施形態によれば、車載ナビゲーション装置１において、いず
れかの携帯電話機との間で通信回線を確立すると、その通信回線を確立した携帯電話機が
ＰＢＡＰに対応しているか否かを判定し、ＰＢＡＰに対応している旨を判定すると、その
携帯電話機８から自動転送された電話帳データを作業メモリ６に展開させて記憶させ、一
方、ＰＢＡＰに対応していない旨を判定すると、その時点で記憶メモリ７に記憶されてい
る電話帳データを作業メモリ６に展開させて記憶させるように構成した。
【００２５】
　これにより、通信回線を確立した携帯電話機がＰＢＡＰに対応している携帯電話機８で
あれば、その携帯電話機８から自動転送された最新の電話帳データを使用することができ
、最新の電話帳データを検索して発信することができ、一方、通信回線を確立した携帯電
話機がＰＢＡＰに対応していない携帯電話機９であれば、最新ではないものの所望の電話
帳データが記憶メモリ７に記憶されていれば、所望の電話帳データを使用することができ
、所望の電話帳データを検索して発信することができる。よって、ＰＢＡＰに対応してい
る携帯電話機８及びＰＢＡＰに対応していない携帯電話機９のいずれとの間で通信回線を
確立した場合であっても、電話帳データの使い勝手を高めることができる。
【００２６】
　また、通信回線を確立した携帯電話機がＰＢＡＰに対応していない携帯電話機９であれ
ば、その時点で記憶メモリ７に記憶されている電話帳データを作業メモリ６に展開させて
記憶させた後に、電話帳データを転送するか否かをユーザに問合せ、電話帳データを転送
する旨をユーザが選択すると、電話帳データの転送を携帯電話機９に要求し、携帯電話機
９から転送された電話帳データを記憶メモリ７及び作業メモリ６に展開させて記憶させる
ように構成した。これにより、その時点でＰＢＡＰに対応していない携帯電話機９に記憶
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されている最新の電話帳データを記憶メモリ７に展開させて記憶させておくことができ、
次回に当該携帯電話機９との間で通信回線を確立した場合に、ＰＢＡＰに対応していない
携帯電話機９に記憶されていた最新の電話帳データを使用することができる。
【００２７】
　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。
　車載ハンズフリー装置は、ハンズフリー機能を主として実現するハンズフリー専用装置
から構成されていても良い。
　携帯電話機と車載ハンズフリー装置とがＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信を行う構成に限らず、
他の無線通信を行う構成であっても良く、また、有線通信を行う構成であっても良い。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の一実施形態を示す機能ブロック図
【図２】フローチャート
【符号の説明】
【００２９】
　図面中、１はハンズフリー機能付き車載ナビゲーション装置（車載ハンズフリー装置）
、２は制御手段、３は通信部（通信手段）、６は作業メモリ（第１の記憶手段）、７は記
憶メモリ（第２の記憶手段）、８，９はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機能付き携帯電話機（携
帯電話機）である。

【図１】 【図２】
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