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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発信した発信先である発信電話番号を表す発信履歴データを記憶した携帯電話機と接続
されることで、ハンズフリー通話を可能とさせる車載ハンズフリー装置であって、
　前記接続される以前に前記携帯電話機に記憶された前記発信履歴データの転送を実現す
るための転送プロトコルにて、前記携帯電話機と通信し、前記携帯電話機から前記発信履
歴データを受信し、この受信後に当該転送プロトコルでの通信を切断し、この切断後に前
記携帯電話機によるハンズフリー通話を実現するためのハンズフリープロトコルでの通信
を接続する制御手段と、
　前記受信した発信履歴データを記憶する発信履歴データ記憶手段とを有し、
　前記制御手段は、前記転送プロトコルでの通信に先立って、最初に前記携帯電話機によ
るハンズフリー通話を実現するためのハンズフリープロトコルでの初期通信を接続するこ
とで、前記携帯電話機が通話中であるか否かを判定する判定手段を有し、前記判定手段に
て通話中であると判定した場合は、前記ハンズフリープロトコルによる前記初期通信を維
持し、前記判定手段にて前記通話が終了したことを判定した場合に、維持されていた前記
ハンズフリープロトコルでの前記初期通信を切断した後、前記転送プロトコルでの通信を
接続することを特徴とする車載ハンズフリー装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記転送プロトコルでの通信に先立って、前記初期通信を接続するこ
とで、このハンズフリープロトコルでの通信にて通知された前記携帯電話機の通信状態を
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受信し、
　前記判定手段は、この通信状態が通話中であるか否かを判定することを特徴とする請求
項１記載のハンズフリー装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記転送プロトコルでの通信に先立って、前記判定手段にて前記通話
中でないと判定した場合は、前記ハンズフリープロトコルでの前記初期通信を切断した後
、前記転送プロトコルでの通信を接続することを特徴とする請求項１または２記載の車載
ハンズフリー装置。
【請求項４】
　発信した発信先である発信電話番号を表す発信履歴データを記憶した携帯電話機と接続
されることで、ハンズフリー通話を可能とさせる車載ハンズフリー装置であって、
　前記接続される以前に前記携帯電話機に記憶された前記発信履歴データの転送を実現す
るための転送プロトコルにて、前記携帯電話機と通信し、前記携帯電話機から前記発信履
歴データを受信し、この受信後に当該転送プロトコルでの通信を切断し、この切断後に前
記携帯電話機によるハンズフリー通話を実現するためのハンズフリープロトコルでの通信
を接続する制御手段と、
　前記受信した発信履歴データを記憶する発信履歴データ記憶手段と、
　前記発信履歴データを表示する表示手段と、
　前記携帯電話機に対して発信指示を行う操作手段と、
　前記転送プロトコルでの通信切断後における、当該携帯電話機によるハンズフリー通話
を実現するためのハンズフリープロトコルでの通信状態において、前記操作手段によって
発信指示があった後、前記発信履歴データの表示要求が発生した場合には、前記発信指示
での発信先の電話番号を表す自己発信履歴データを、前記発信履歴データよりも、発信日
時が最新として前記表示手段に表示させる表示制御手段とを有することを特徴とする車載
ハンズフリー装置。
【請求項５】
　前記発信履歴データは、複数のデータからなり、複数のデータは、それぞれ発信日時を
表す発信日時データを有し、
　前記表示制御手段は、前記複数のデータを前記表示手段に表示させる場合には、発信日
時順に表示させるとともに、前記自己発信履歴データを必ず前記複数のデータよりも、発
信日時を最新として表示させることを特徴とする請求項４記載の車載ハンズフリー装置。
【請求項６】
　前記発信履歴データは、発信順が識別可能な形式で前記携帯電話機から送信され、前記
表示制御手段は、受信した前記発信日時データを表示順を決定するために用いずに、前記
形式に従って発信順に前記表示手段に表示させることを特徴とする請求項５記載の車載ハ
ンズフリー装置。
【請求項７】
　発信した発信先である発信電話番号を表す発信履歴データを記憶した携帯電話機と無線
接続されることでハンズフリー通話を可能とさせる車載ハンズフリー装置であって、
　前記携帯電話機が無線接続エリアに存在する場合に、前記接続される以前に前記携帯電
話機に記憶された前記発信履歴データの転送を実現するための転送プロトコルでの通信を
実行する転送プロトコル制御手段と、
　前記転送プロトコルでの通信にて、前記携帯電話機から発信履歴データを受信する発信
履歴データ受信手段と、
　前記受信後に当該接続している前記転送プロトコルでの通信を切断する転送プロトコル
切断手段と、
　前記切断後に前記携帯電話機によるハンズフリー通話を実現するためのハンズフリープ
ロトコルでの通信を自動的に接続するハンズフリープロトコル制御手段と、
　前記受信した発信履歴データを記憶する発信履歴データ記憶手段と、
　前記転送プロトコルでの通信に先立って、前記携帯電話機によるハンズフリー通話を実
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現するためのハンズフリープロトコルでの初期通信を行う初期ハンズフリープロトコル通
信手段と、
　前記携帯電話機が通話中であるか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段にて通話中であると判定した場合は、前記ハンズフリープロトコルによる
初期通信を維持する通信維持手段とを有し、
　前記転送プロトコル制御手段は、前記判定手段にて前記通話が終了したことを判定した
場合に、維持されていた前記ハンズフリープロトコルでの前記初期通信を切断した後、前
記転送プロトコルでの通信を接続することを特徴とする車載ハンズフリー装置。
【請求項８】
　前記初期ハンズフリープロトコル通信手段は、前記転送プロトコルでの通信に先立って
、前記初期通信を接続することで、このハンズフリープロトコルでの通信にて通知された
前記携帯電話機の通信状態を受信し、前記判定手段は、この通信状態が通話中であるか否
かを判定することを特徴とする請求項７記載の車載ハンズフリー装置。
【請求項９】
　前記転送プロトコル制御手段は、前記転送プロトコルでの通信に先立って、前記判定手
段にて前記通話中でないと判定した場合に、前記初期通信を切断した後、前記転送プロト
コルでの通信を接続することを特徴とする請求項７または８記載の車載ハンズフリー装置
。
【請求項１０】
　着信した着信元である着信電話番号を表す着信履歴データを記憶した携帯電話機と接続
されることで、ハンズフリー通話を可能とさせる車載ハンズフリー装置であって、
　前記接続される以前に前記携帯電話機に記憶された前記着信履歴データの転送を実現す
るための転送プロトコルにて、前記携帯電話機と通信し、前記携帯電話機から前記着信履
歴データを受信し、この受信後に当該転送プロトコルでの通信を切断し、この切断後に前
記携帯電話機によるハンズフリー通話を実現するためのハンズフリープロトコルでの通信
を接続する制御手段と、
　前記受信した着信履歴データを記憶する着信履歴データ記憶手段とを有し、
　前記制御手段は、前記転送プロトコルでの通信に先立って、最初に前記携帯電話機によ
るハンズフリー通話を実現するためのハンズフリープロトコルでの初期通信を接続するこ
とで、前記携帯電話機が通話中であるか否かを判定する判定手段を有し、前記判定手段に
て通話中であると判定した場合は、前記ハンズフリープロトコルによる前記初期通信を維
持し、前記判定手段にて前記通話が終了したことを判定した場合に、維持されていた前記
ハンズフリープロトコルでの前記初期通信を切断した後、前記転送プロトコルでの通信を
接続することを特徴とする車載ハンズフリー装置。
【請求項１１】
　前記制御手段は、前記転送プロトコルでの通信に先立って、前記初期通信を接続するこ
とで、このハンズフリープロトコルでの通信にて通知された前記携帯電話機の通信状態を
受信し、前記判定手段は、この通信状態が通話中であるか否かを判定することを特徴とす
る請求項１０記載のハンズフリー装置。
【請求項１２】
　前記制御手段は、前記転送プロトコルでの通信に先立って、前記判定手段にて前記通話
中でないと判定した場合は、前記ハンズフリープロトコルでの前記初期通信を切断した後
、前記転送プロトコルでの通信を接続することを特徴とする請求項１０または１１記載の
車載ハンズフリー装置。
【請求項１３】
　着信した着信元である着信電話番号を表す着信履歴データを記憶した携帯電話機と接続
されることで、ハンズフリー通話を可能とさせる車載ハンズフリー装置であって、
　前記接続される以前に前記携帯電話機に記憶された前記着信履歴データの転送を実現す
るための転送プロトコルにて、前記携帯電話機と通信し、前記携帯電話機から前記着信履
歴データを受信し、この受信後に当該転送プロトコルでの通信を切断し、この切断後に前
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記携帯電話機によるハンズフリー通話を実現するためのハンズフリープロトコルでの通信
を接続する制御手段と、
　前記受信した着信履歴データを記憶する着信履歴データ記憶手段と、
　前記着信履歴データを表示する表示手段と、
　前記転送プロトコルでの通信の切断後に、当該携帯電話機によるハンズフリー通話を実
現するための前記ハンズフリープロトコルでの通信状態において、前記携帯電話機に対し
て新たな着信があった場合、前記ハンズフリープロトコルでの通信で通知された、当該着
信の着信元である着信電話番号を新着信履歴データとして受信し、この受信後に、この新
着信履歴データの表示要求が発生した場合には、この新着信履歴データを、前記着信履歴
データよりも、着信日時が最新として前記表示手段に表示させる表示制御手段とを有する
ことを特徴とする車載ハンズフリー装置。
【請求項１４】
　前記着信履歴データは、複数のデータからなり、複数のデータは、それぞれ着信日時を
表す着信日時データを有し、
　前記表示制御手段は、前記複数のデータを前記表示手段に表示させる場合には、着信日
時順に表示させるとともに、前記新着信履歴データを必ず前記複数のデータよりも、着信
日時を最新として表示させることを特徴とする請求項１３記載の車載ハンズフリー装置。
【請求項１５】
　前記着信履歴データは、着信順が識別可能な形式で前記携帯電話機から送信され、前記
表示制御手段は、前記着信日時データを表示順を決定するために用いずに、前記形式に従
って着信順に前記表示手段に表示させることを特徴とする請求項１４記載の車載ハンズフ
リー装置。
【請求項１６】
　着信した着信元である着信電話番号を表す着信履歴データを記憶した携帯電話機と無線
接続されることでハンズフリー通話を可能とさせる車載ハンズフリー装置であって、
　前記携帯電話機が無線接続エリアに存在する場合に、前記接続される以前に前記携帯電
話機に記憶された前記着信履歴データの転送を実現するための転送プロトコルでの通信を
実行する転送プロトコル制御手段と、
　前記転送プロトコルでの通信にて、前記携帯電話機から着信履歴データを受信する着信
履歴データ受信手段と、
　前記受信後に当該接続している前記転送プロトコルでの通信を切断する転送プロトコル
切断手段と、
　前記切断後に前記携帯電話機によるハンズフリー通話を実現するためのハンズフリープ
ロトコルでの通信を自動的に接続するハンズフリープロトコル制御手段と、
　前記受信した着信履歴データを記憶する着信履歴データ記憶手段と、
　前記転送プロトコルでの通信に先立って、前記携帯電話機によるハンズフリー通話を実
現するためのハンズフリープロトコルでの初期通信を行う初期ハンズフリープロトコル通
信手段と、
　前記携帯電話機が通話中であるか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段にて通話中であると判定した場合は、前記ハンズフリープロトコルによる
無線通信を維持する通信維持手段とを有し、
　前記転送プロトコル制御手段は、前記判定手段にて前記通話が終了したことを判定した
場合に、維持されていた前記ハンズフリープロトコルでの前記初期通信を切断した後、前
記転送プロトコルでの通信を接続することを特徴とする車載ハンズフリー装置。
【請求項１７】
　前記初期ハンズフリープロトコル通信手段は、前記転送プロトコルでの通信に先立って
、前記初期通信を接続することで、このハンズフリープロトコルでの通信にて通知された
前記携帯電話機の通信状態を受信し、前記判定手段は、この通信状態が通話中であるか否
かを判定することを特徴とする請求項１６記載のハンズフリー装置。
【請求項１８】
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　前記転送プロトコル制御手段は、前記転送プロトコルでの通信に先立って、前記判定手
段にて前記通話中でないと判定した場合に、前記初期通信を切断した後、前記転送プロト
コルでの通信を接続することを特徴とする請求項１６または１７記載の車載ハンズフリー
装置。
【請求項１９】
　着信した着信元である着信電話番号を表す着信履歴データおよび発信した発信先である
発信電話番号を表す発信履歴データと、電話番号と、この電話番号と対応して登録名が登
録された電話帳データとを記憶した携帯電話機と無線接続されることで、ハンズフリー通
話を可能とさせる車載ハンズフリー装置であって、
　前記携帯電話機が無線接続エリアに存在する場合に、前記接続される以前に前記携帯電
話機に記憶された前記着信履歴データ、前記発信履歴データおよび前記電話帳データの転
送を実現するための転送プロトコルでの通信を実行する転送プロトコル制御手段と、
　前記転送プロトコルでの通信にて、前記携帯電話機から発信履歴データ、着信履歴デー
タおよび電話帳データを受信するデータ受信手段と、
　前記受信後に当該接続している前記転送プロトコルでの通信を切断する転送プロトコル
切断手段と、
　前記切断後に前記携帯電話機によるハンズフリー通話を実現するためのハンズフリープ
ロトコルでの通信を自動的に接続するハンズフリープロトコル制御手段と、
　前記受信した発信履歴データ、着信履歴データおよび電話帳データを記憶するデータ記
憶手段と、
　前記転送プロトコルでの通信に先立って、前記携帯電話機によるハンズフリー通話を実
現するためのハンズフリープロトコルでの初期通信を行う初期ハンズフリープロトコル通
信手段と、
　前記携帯電話機が通話中であるか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段にて通話中であると判定した場合は、前記ハンズフリープロトコルによる
前記初期通信を維持する通信維持手段とを有し、
　前記転送プロトコル制御手段は、前記判定手段にて前記通話が終了したことを判定した
場合に、維持されていた前記ハンズフリープロトコルでの前記初期通信を切断した後、前
記転送プロトコルでの通信を接続することを特徴とする車載ハンズフリー装置。
【請求項２０】
　前記発信履歴データおよび前記着信履歴データは、前記電話帳データより先に転送させ
ることを特徴とする請求項１９記載の車載ハンズフリー装置。
【請求項２１】
　前記初期ハンズフリープロトコル通信手段は、前記転送プロトコルでの通信に先立って
、前記初期通信を接続することで、このハンズフリープロトコルで通知された前記携帯電
話機の通信状態を受信し、前記判定手段は、この通信状態が通話中であるか否かを判定す
ることを特徴とする請求項１９または２０記載のハンズフリー装置。
【請求項２２】
　前記転送プロトコル制御手段は、前記転送プロトコルでの通信に先立って、前記判定手
段にて前記通話中でないと判定した場合に、前記初期通信を切断した後、前記転送プロト
コルでの通信を接続することを特徴とする請求項１９ないし２１のいずれかに記載の車載
ハンズフリー装置。
【請求項２３】
　着信した着信元である着信電話番号を表す着信履歴データおよび発信した発信先である
発信電話番号を表す発信履歴データと、電話番号と、この電話番号と対応して登録名が登
録された電話帳データとを記憶した携帯電話機と無線接続されることで、ハンズフリー通
話を可能とさせる車載ハンズフリー装置であって、
　前記携帯電話機が無線接続エリアに存在する場合に、前記接続される以前に前記携帯電
話機に記憶された前記着信履歴データ、前記発信履歴データおよび前記電話帳データの転
送を実現するための転送プロトコルでの通信を実行する転送プロトコル制御手段と、



(6) JP 5115163 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

　前記転送プロトコルでの通信にて、前記携帯電話機から発信履歴データ、着信履歴デー
タおよび電話帳データを受信するデータ受信手段と、
　前記受信後に当該接続している前記転送プロトコルでの通信を切断する転送プロトコル
切断手段と、
　前記切断後に前記携帯電話機によるハンズフリー通話を実現するためのハンズフリープ
ロトコルでの通信を自動的に接続するハンズフリープロトコル制御手段と、
　前記受信した発信履歴データ、着信履歴データおよび電話帳データを記憶するデータ記
憶手段と、
　前記電話帳データの転送の可否を設定する電話帳転送設定手段と、
　前記電話帳転送設定手段にて、前記転送を行わない設定がなされていない場合、前記発
信履歴データおよび前記着信履歴データのみを転送させるデータ転送指定手段とを有する
ことを特徴とする車載ハンズフリー装置。
【請求項２４】
　前記転送プロトコルを手動で実行することで前記電話帳データのみを取得する手動転送
プロトコル指示手段を有し、
　ハンズフリープロトコル制御手段にてハンズフリープロトコルで無線通信している状態
において、前記手動転送プロトコル指示手段にて前記転送プロトコルの実行が指示された
場合、前記ハンズフリープロトコルでの通信を切断した後、前記転送プロトコルでの通信
を実行し、電話帳データの転送が終了すると、前記ハンズフリープロトコル制御手段は、
自動的にハンズフリープロトコルでの通信を実行することを特徴とする請求項２３記載の
車載ハンズフリー装置。
【請求項２５】
　発信した発信先である発信電話番号を表す発信履歴データを記憶した携帯電話機と、ハ
ンズフリー通話を可能とさせる車載ハンズフリー装置とを接続して、携帯電話機に記憶さ
れたデータを車載ハンズフリー装置へ転送するデータ転送方法であって、
　前記携帯電話機と前記車載ハンズフリー装置との間で、前記接続される以前に前記携帯
電話機に記憶された前記発信履歴データの転送を実現するための転送プロトコルでの通信
を接続する転送プロトコル接続ステップと、
　前記転送プロトコル接続ステップにて接続された通信によって、前記発信履歴データを
受信する発信履歴データ受信ステップと、
　この発信履歴データの受信後に、当該接続している転送プロトコルでの通信を自動的に
切断する切断ステップと、
　前記切断ステップによる切断後に、前記携帯電話機によるハンズフリー通話を実現する
ためのハンズフリープロトコルでの通信を自動的に接続するハンズフリー接続ステップと
、
　前記転送プロトコル接続ステップに先立って、最初に前記携帯電話機によるハンズフリ
ー通話を実現するための初期ハンズフリープロトコルでの通信を接続する初期ハンズフリ
ープロトコル接続ステップと、
　前記初期ハンズフリープロファイル接続ステップにて接続された初期ハンズフリープロ
トコルでの通信によって、前記携帯電話機が通話中であるか否かを判定する判定ステップ
と、
　前記判定ステップにて、通話中であると判定した場合は、前記初期ハンズフリープロト
コルによる通信を維持する維持ステップと、
　前記判定ステップにて、前記通話が終了したことを判定した場合に、前記維持ステップ
で維持された初期ハンズフリープロトコルでの通信を切断するハンズフリープロトコル切
断ステップと、
　前記ハンズフリープロトコル切断ステップにて、前記ハンズフリープロトコルを切断し
た後、前記転送プロトコル接続ステップを実行することを特徴とするデータ転送方法。
【請求項２６】
　前記判定ステップは、前記初期ハンズフリープロトコルでの通信によって、前記携帯電
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話機の通信状態を受信する受信ステップを含むことを特徴とする請求項２５記載のデータ
転送方法。
【請求項２７】
　前記判定ステップにて、前記通話中でないと判定された場合、前記初期ハンズフリープ
ロトコルを切断した後、前記転送プロトコル接続ステップを実行することを特徴とする請
求項２５または２６記載のデータ転送方法。
【請求項２８】
　着信した着信元である着信電話番号を表す着信履歴データを記憶した携帯電話機と、ハ
ンズフリー通話を可能とさせる車載ハンズフリー装置とを接続して、携帯電話機に記憶さ
れたデータを車載ハンズフリー装置へ転送するデータ転送方法であって、
　前記携帯電話機と前記車載ハンズフリー装置との間で、前記接続される以前に前記携帯
電話機に記憶された前記発信履歴データの転送を実現するための転送プロトコルでの通信
を接続する転送プロトコル接続ステップと、
　前記転送プロトコル接続ステップにて接続された通信によって、前記着信履歴データを
受信する着信履歴データ受信ステップと、
　この着信履歴データの受信後に、当該接続している転送プロトコルでの通信を自動的に
切断する切断ステップと、
　前記切断ステップによる切断後に、前記携帯電話機によるハンズフリー通話を実現する
ためのハンズフリープロトコルでの通信を自動的に接続するハンズフリー接続ステップと
、
　前記転送プロトコル接続ステップに先立って、最初に前記携帯電話機によるハンズフリ
ー通話を実現するための初期ハンズフリープロトコルでの通信を接続する初期ハンズフリ
ープロトコル接続ステップと、
　前記初期ハンズフリープロファイル接続ステップにて接続された初期ハンズフリープロ
トコルでの通信によって、前記携帯電話機が通話中であるか否かを判定する判定ステップ
と、
　前記判定ステップにて、通話中であると判定した場合は、前記初期ハンズフリープロト
コルによる通信を維持する維持ステップと、
　前記判定ステップにて、前記通話が終了したことを判定した場合に、前記維持ステップ
で維持された初期ハンズフリープロトコルでの通信を切断するハンズフリープロトコル切
断ステップと、
　前記ハンズフリープロトコル切断ステップにて、前記ハンズフリープロトコルを切断し
た後、前記転送プロトコル接続ステップを実行することを特徴とするデータ転送方法。
【請求項２９】
　前記判定ステップは、前記初期ハンズフリープロトコルでの通信によって、前記携帯電
話機の通信状態を受信する受信ステップを含むことを特徴とする請求項２８記載データ転
送方法。
【請求項３０】
　前記判定ステップにて、前記通話中でないと判定された場合、前記初期ハンズフリープ
ロトコルを切断した後、前記転送プロトコル接続ステップを実行することを特徴とする請
求項２８または２９記載のデータ転送方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話機が近距離通信圏内にあるときに当該携帯電話機との間で通信回線
を確立する車載ハンズフリー装置およびデータ転送方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電話番号と登録名との対応を表す電話帳データを携帯電話機が車載ハンズフリー装置に
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り込み、携帯電
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話機が車載ハンズフリー装置の近距離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。このものによれば、ユーザは、車載ハンズフリー装置を操作する
ことにより、携帯電話機の電話帳データのうちから所望の電話番号を選択して発信するこ
とができる（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】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、電話帳データの自動転送を規定するのみならず、発信履歴データや着信履歴
データの自動転送を規定する携帯電話機が考えられている。例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
（登録商標）では、車載ハンズフリー装置で、着信を受けたり、発信を行うためのハンズ
フリープロファイル（ＨＦＰ）以外に、電話帳データ、上記発信履歴データや着信履歴デ
ータの車載ハンズフリー装置への送信に対応するため、新たなプロファイル（ＰＢＡＰ）
が検討されている。
【０００４】
　本発明は、発信履歴データや着信履歴データ、電話帳データの少なくとも１つを、車載
ハンズフリー装置に送信する場合において、車載ハンズフリー装置での処理を簡素化でき
、多種の携帯電話機との接続性を向上させることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、請求項１記載の発明では、前記接続される以前に前記携帯
電話機に記憶された前記発信履歴データの転送を実現するための転送プロトコルにて、前
記携帯電話機と通信し、前記携帯電話機から前記発信履歴データを受信し、この受信後に
当該転送プロトコルでの通信を切断し、この切断後に前記携帯電話機によるハンズフリー
通話を実現するためのハンズフリープロトコルでの通信を接続する制御手段と、前記受信
した発信履歴データを記憶する発信履歴データ記憶手段とを有し、前記制御手段は、前記
転送プロトコルでの通信に先立って、最初に前記携帯電話機によるハンズフリー通話を実
現するためのハンズフリープロトコルでの初期通信を接続することで、前記携帯電話機が
通話中であるか否かを判定する判定手段を有し、前記判定手段にて通話中であると判定し
た場合は、前記ハンズフリープロトコルによる前記初期通信を維持し、前記判定手段にて
前記通話が終了したことを判定した場合に、維持されていた前記ハンズフリープロトコル
での前記初期通信を切断した後、前記転送プロトコルでの通信を接続することを特徴とす
る。
【０００６】
　また、請求項７記載の発明では、前記携帯電話機が無線接続エリアに存在する場合に、
前記接続される以前に前記携帯電話機に記憶された前記発信履歴データの転送を実現する
ための転送プロトコルでの通信を実行する転送プロトコル制御手段と、前記転送プロトコ
ルでの通信にて、前記携帯電話機から発信履歴データを受信する発信履歴データ受信手段
と、前記受信後に当該接続している前記転送プロトコルでの通信を切断する転送プロトコ
ル切断手段と、前記切断後に前記携帯電話機によるハンズフリー通話を実現するためのハ
ンズフリープロトコルでの通信を自動的に接続するハンズフリープロトコル制御手段と、
前記受信した発信履歴データを記憶する発信履歴データ記憶手段とを有し、前記転送プロ
トコルでの通信に先立って、前記携帯電話機によるハンズフリー通話を実現するためのハ
ンズフリープロトコルでの初期通信を行う初期ハンズフリープロトコル通信手段と、前記
携帯電話機が通話中であるか否かを判定する判定手段と、前記判定手段にて通話中である
と判定した場合は、前記ハンズフリープロトコルによる初期通信を維持する通信維持手段
とを有し、前記転送プロトコル制御手段は、前記判定手段にて前記通話が終了したことを
判定した場合に、維持されていた前記ハンズフリープロトコルの初期通信を切断した後、
前記転送プロトコルでの通信を接続することを特徴とする。
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【０００７】
　また、請求項１０記載の発明では、前記接続される以前に前記携帯電話機に記憶された
前記着信履歴データの転送を実現するための転送プロトコルにて、前記携帯電話機と通信
し、前記携帯電話機から前記着信履歴データを受信し、この受信後に当該転送プロトコル
での通信を切断し、この切断後に前記携帯電話機によるハンズフリー通話を実現するため
のハンズフリープロトコルでの通信を接続する制御手段と、前記受信した着信履歴データ
を記憶する着信履歴データ記憶手段とを有し、前記制御手段は、前記転送プロトコルでの
通信に先立って、最初に前記携帯電話機によるハンズフリー通話を実現するためのハンズ
フリープロトコルでの初期通信を接続することで、前記携帯電話機が通話中であるか否か
を判定する判定手段を有し、前記判定手段にて通話中であると判定した場合は、前記ハン
ズフリープロトコルによる前記初期通信を維持し、前記判定手段にて前記通話が終了した
ことを判定した場合に、維持されていた前記ハンズフリープロトコルでの前記初期通信を
切断した後、前記転送プロトコルでの通信を接続することを特徴とする。
【０００８】
　また、請求項１６記載の発明では、前記携帯電話機が無線接続エリアに存在する場合に
、前記接続される以前に前記携帯電話機に記憶された前記着信履歴データの転送を実現す
るための転送プロトコルでの通信を実行する転送プロトコル制御手段と、前記転送プロト
コルでの通信にて、前記携帯電話機から着信履歴データを受信する着信履歴データ受信手
段と、前記受信後に当該転送プロトコルでの通信を切断する転送プロトコル切断手段と、
前記切断後に前記携帯電話機によるハンズフリー通話を実現するためのハンズフリープロ
トコルでの通信を自動的に接続するハンズフリープロトコル制御手段と、前記受信した着
信履歴データを記憶する着信履歴データ記憶手段とを有し、前記転送プロトコルでの通信
に先立って、前記携帯電話機によるハンズフリー通話を実現するためのハンズフリープロ
トコルでの初期通信を行うハンズフリープロトコル通信手段と、前記携帯電話機が通話中
であるか否かを判定する判定手段と、前記判定手段にて通話中であると判定した場合は、
前記ハンズフリープロトコルによる無線通信を維持する通信維持手段とを有し、前記ハン
ズフリープロトコル制御手段は、前記判定手段にて前記通話が終了したことを判定した場
合に、維持されていた前記ハンズフリープロトコルでの前記初期通信を切断した後、前記
転送プロトコルでの通信を接続することを特徴とする。
【０００９】
　また、請求項１９記載の発明では、前記携帯電話機が無線接続エリアに存在する場合に
、前記接続される以前に前記携帯電話機に記憶された前記着信履歴データ、前記発信履歴
データおよび前記電話帳データの転送を実現するための転送プロトコルでの通信を実行す
る転送プロトコル制御手段と、前記転送プロトコルにて、前記携帯電話機から発信履歴デ
ータ、着信履歴データおよび電話帳データを受信するデータ受信手段と、前記受信後に当
該接続している前記転送プロトコルでの通信を切断する転送プロトコル切断手段と、前記
切断後に前記携帯電話機によるハンズフリー通話を実現するためのハンズフリープロトコ
ルでの通信を自動的に接続するハンズフリープロトコル制御手段と、前記受信した発信履
歴データ、着信履歴データおよび電話帳データを記憶するデータ記憶手段とを有し、前記
転送プロトコルでの通信に先立って、前記携帯電話機によるハンズフリー通話を実現する
ためのハンズフリープロトコルでの初期通信を行う初期ハンズフリープロトコル通信手段
と、前記携帯電話機が通話中であるか否かを判定する判定手段と、前記判定手段にて通話
中であると判定した場合は、前記ハンズフリープロトコルによる前記初期通信を維持する
通信維持手段とを有し、前記転送プロトコル制御手段は、前記判定手段にて前記通話が終
了したことを判定した場合に、維持されていた前記ハンズフリープロトコルでの前記初期
通信を切断した後、前記転送プロトコルでの通信を接続することを特徴とする。
【００１０】
　また、請求項２５記載の発明では、前記携帯電話機と前記車載ハンズフリー装置との間
で、前記接続される以前に前記携帯電話機に記憶された前記発信履歴データの転送を実現
するための転送プロトコルでの通信を接続する転送プロトコル接続ステップと、前記転送
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プロトコル接続ステップにて接続された通信によって、前記発信履歴データを受信する発
信履歴データ受信ステップと、この発信履歴データの受信後に、当該接続している転送プ
ロトコルでの通信を自動的に切断する切断ステップと、前記切断ステップによる切断後に
、前記携帯電話機によるハンズフリー通話を実現するためのハンズフリープロトコルでの
通信を自動的に接続するハンズフリー接続ステップと、前記転送プロトコル接続ステップ
に先立って、最初に前記携帯電話機によるハンズフリー通話を実現するための初期ハンズ
フリープロトコルでの通信を接続する初期ハンズフリープロトコル接続ステップと、前記
初期ハンズフリープロファイル接続ステップにて接続された初期ハンズフリープロトコル
での通信によって、前記携帯電話機が通話中であるか否かを判定する判定ステップと、前
記判定ステップにて、通話中であると判定した場合は、前記初期ハンズフリープロトコル
による通信を維持する維持ステップと、前記判定ステップにて、前記通話が終了したこと
を判定した場合に、前記維持ステップで維持された初期ハンズフリープロトコルでの通信
を切断するハンズフリープロトコル切断ステップと、前記ハンズフリープロトコル切断ス
テップにて、前記ハンズフリープロトコルを切断した後、前記転送プロトコル接続ステッ
プを有することを特徴とする。
【００１１】
　また、請求項２８記載の発明では、前記携帯電話機と前記車載ハンズフリー装置との間
で、前記接続される以前に前記携帯電話機に記憶された前記発信履歴データの転送を実現
するための転送プロトコルでの通信を接続する転送プロトコル接続ステップと、前記転送
プロトコル接続ステップにて接続された通信によって、前記着信履歴データを受信する着
信履歴データ受信ステップと、この着信履歴データの受信後に、当該接続している転送プ
ロトコルでの通信を自動的に切断する切断ステップと、前記切断ステップによる切断後に
、前記携帯電話機によるハンズフリー通話を実現するためのハンズフリープロトコルでの
通信を自動的に接続するハンズフリー接続ステップと、前記転送プロトコル接続ステップ
に先立って、最初に前記携帯電話機によるハンズフリー通話を実現するための初期ハンズ
フリープロトコルでの通信を接続する初期ハンズフリープロトコル接続ステップと、前記
初期ハンズフリープロファイル接続ステップにて接続された初期ハンズフリープロトコル
での通信によって、前記携帯電話機が通話中であるか否かを判定する判定ステップと、前
記判定ステップにて、通話中であると判定した場合は、前記初期ハンズフリープロトコル
による通信を維持する維持ステップと、前記判定ステップにて、前記通話が終了したこと
を判定した場合に、前記維持ステップで維持された初期ハンズフリープロトコルでの通信
を切断するハンズフリープロトコル切断ステップと、前記ハンズフリープロトコル切断ス
テップにて、前記ハンズフリープロトコルを切断した後、前記転送プロトコル接続ステッ
プを有することを特徴とする。
【００１２】
　このように、本発明では、転送プロトコルでの通信によりデータが転送された後、転送
プロトコルでの通信が切断され、この切断後にハンズフリープロトコルでの通信が行われ
る。この結果、転送プロトコルとハンズフリープロトコルとを同時に接続せずに済み、車
載ハンズフリー装置での処理を低減できるとともに、多種の携帯電話機との接続性を向上
できる。
【００２０】
　また、転送プロトコルでの通信の前に、ハンズフリープロトコルでの通信がなされ、携
帯電話機が通話中か判定される。そして、通話中である場合は、ハンズフリープロトコル
での通信が維持され、通話でないと判定される、つまり通話が終了すると、ハンズフリー
プロトコルでの通信が切断され、この切断後、転送プロトコルでの通信がなされる。この
ため、携帯電話機が単独で通話中に、車載ハンズフリー装置と接続された場合、転送プロ
トコルでの通信が実行されないため、携帯電話機単独での通話を、車載ハンズフリー装置
を用いたハンズフリー通話に切り替えることが可能となる。
【００２１】
　また、請求項４記載の発明では、前記発信履歴データを表示する表示手段と、前記携帯
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電話機に対して発信指示を行う操作部を有し、前記転送プロトコルでの通信切断後におけ
る、当該携帯電話機によるハンズフリー通話を実現するためのハンズフリープロトコルで
の通信状態において、前記操作部によって発信指示があった後、前記発信履歴データの表
示要求が発生した場合には、前記発信指示での発信先の電話番号を表す自己発信履歴デー
タを、前記発信履歴データよりも、発信日時が最新として前記表示手段に表示させる表示
制御手段を有することを特徴とする。
【００２２】
　また、請求項１３記載の発明では、前記着信履歴データを表示する表示手段と、前記転
送プロトコルでの通信の切断後に、当該携帯電話機によるハンズフリー通話を実現するた
めの前記ハンズフリープロトコルでの通信状態において、前記携帯電話機に対して新たな
着信があった場合、前記ハンズフリープロトコルでの通信で通知された、当該着信の着信
元である着信電話番号を新着信履歴データとして受信し、この受信後に、この新着信履歴
データの表示要求が発生した場合には、この新着信履歴データを、前記着信履歴データよ
りも、着信日時が最新として前記表示手段に表示させる表示制御手段を有することを特徴
とする。
【００２３】
　ここで、転送プロトコルでの通信により、発信履歴データ、着信履歴データの転送がな
された後、ハンズフリープロトコルでの通信に切り替えるため、それ以後の発信履歴デー
タ、着信履歴データを転送プロトコルで受信することができなくなる。そこで、本請求項
では、車載ハンズフリー装置で、新たな発信履歴データ、新たな着信履歴データを得るこ
とが可能な点に着目し、かつ新たな発信履歴データ、新たな着信履歴データを、転送プロ
トコルで受信したデータより最新のデータとして表示するので、ユーザの実際の発信順、
着信順に表示することが可能となる。
【００２４】
　また、請求項６記載の発明では、前記発信履歴データは、発信順が識別可能な形式で前
記携帯電話機から送信され、前記表示制御手段は、受信した前記発信日時データを表示順
を決定するために用いずに、前記形式に従って発信順に前記表示手段に表示に表示される
ことを特徴とする。
【００２５】
　また、請求項１５記載の発明では、前記着信履歴データは、着信順が識別可能な形式で
前記携帯電話機から送信され、前記表示制御手段は、前記着信日時データを表示順を決定
するために用いずに、前記形式に従って着信順に前記表示手段に表示することを特徴とす
る。
【００２６】
　ここで、転送プロトコルでの受信する発信履歴データ、着信履歴データには、発信日時
データ、着信日時データが含まれるが、これを用いて、並べ替えを行った場合、実際の発
信順、着信順とは異なる可能性がある。そこで、携帯電話機から実際の発信日時順、着信
日時順が識別できるような形式で送信された場合、車載ハンズフリー装置では、発信日時
データ、着信日時データは受信するものので、これを並べ替えには用いずに、識別できる
形式に従って、発信履歴データ、着信履歴データを表示する。これによって、車載ハンズ
フリー装置では、実際の発信順、着信順通りに、発信履歴データ、着信履歴データを表示
することが可能となる。
【００２７】
　また、請求項２３記載の発明では、前記電話帳データの転送の可否を設定する電話帳転
送設定手段と、前記電話帳転送設定手段にて、前記転送を行わない設定がなされていない
場合、前記発信履歴データおよび前記着信履歴データのみを転送させるデータ転送指定手
段とを有することを特徴とする。
【００２８】
　ここで、発信履歴データ、着信履歴データは、一般的に電話帳データよりもデータ量が
少なく、利用頻度も多い。そこで、電話帳データの転送設定を可能とし、電話帳データの
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転送を行わないように設定した場合、発信履歴データ、着信履歴データのみを転送するこ
とで、転送するデータ量を低減できる。この結果、転送プロトコルでの通信を早期に行え
、その後のハンズプロトコルでの通信を早期に行えることができるため、携帯電話機を車
両に持ち込んだ場合に、ハンズフリー通話を行うまでの時間を短縮できる。
【００２９】
　また、請求項２４記載の発明では、前記転送プロトコルを手動で実行することで前記電
話帳データのみを取得する手動転送プロトコル指示手段を有し、ハンズフリープロトコル
制御手段にてハンズフリープロトコルで無線通信している状態において、前記手動転送プ
ロトコル指示手段にて前記転送プロトコルの実行が指示された場合、前記ハンズフリープ
ロトコルでの通信を切断した後、前記転送プロトコルでの通信を実行し、電話帳データの
転送が終了すると、前記ハンズフリープロトコル制御手段は、自動的にハンズフリープロ
トコルでの通信を実行することを特徴とする。
 
【００３０】
　これにより、ユーザの手動操作により、必要に応じて電話帳データを転送可能となり、
利便性が向上するとともに、転送が終了すると、自動的にハンフリープロトコルでの通信
を実行するため、その電話帳データを利用して、発信する際、ハンズフリー通話を行うこ
とが可能となり、利便性が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　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、Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ通信部３（近距離通信手段）、操作部４、表示部５、作業メモリ６、記憶メモリ７
、マイクロホン８およびスピーカ９を備えて構成されている。
【００３２】
　制御部２は、本発明でいう制御手段、判定手段、表示制御手段、転送プロトコル制御手
段、転送プロトコル切断手段、ハンズフリープロトコル制御手段、初期ハンズフリープロ
トコル通信手段、通信維持手段、電話帳転送設定手段、データ転送指定手段および手動転
送プロトコル指示手段であって、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。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部３は、本発明でいう発信履歴デー
タ受信手段、着信履歴データ受信手段およびデータ受信手段であって、特に近距離無線通
信手段であるＢｌｕｅｔｏｏｔｈ方式に対応した、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機能付き携帯
電話機（以下、携帯電話機と称する）１０がＢｌｕｅｔｏｏｔｈ無線通信圏内に存在して
いれば、そのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ無線通信圏内に存在している携帯電話機１０との間で無
線通信回線を確立してＢｌｕｅｔｏｏｔｈの通信規格に準拠した通信を行う。
【００３３】
　本例でのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部３は、ハンズフリー通話を行うための周知のＨＦＰ
（Hands Free Profile）および、電話帳データの転送、発着信履歴データの転送を行うた
めのＰＢＡＰ（Phone Book Access Profile）に対応している。これらプロファイルは、
機能毎に定義された通信プロトコルを意味している。
【００３４】
　携帯電話機１０は、周知のように単独（ハンズフリー機器たる車載ナビゲーション装置
１との間でＨＦＰを接続していない状態）では、携帯電話網の基地局（図示せず）と携帯
電話回線を確立して電話の発信処理および着信処理を単独で行うことが可能に構成されて
いる。この場合、携帯電話機１０は、発信処理としては例えばユーザがダイアルキー（「
０」～「９」の数字キー）（図示せず）を操作して発信先の電話番号を入力し、続いて発
信キー（図示せず）を操作すると、当該電話番号を発信先として発信することでき、発信
先の携帯電話機との間で通話を行うことが可能となる。
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【００３５】
　また、携帯電話機１０は、着信処理としては発信元の携帯電話機が当該携帯電話機１０
を発信先として発信したことに応じて基地局から着信信号を受信すると、基地局から発信
元の携帯電話機の電話番号を着信電話番号として受信し、ユーザが受話キー（図示せず）
を操作すると、発信元の携帯電話機に応答することができ、発信元の携帯電話機との間で
通話を行うことが可能となる。
【００３６】
　また、携帯電話機１０は、日時（日付時刻）を計時する時計部（図示せず）を有してお
り、上記した発信処理でダイアルキーから入力した発信電話番号と時計部が計時している
日時に基づく発信日時との対応を１件分のデータとして複数件分の発信履歴データを記憶
保持している。また、携帯電話機１０は、上記した着信処理で基地局から受信した着信電
話番号と時計部が計時している日時に基づく着信日時との対応を１件分のデータとして複
数件分の着信履歴データを記憶保持している。
【００３７】
　また、携帯電話機１０は、着信に対して応答しなかったときに基地局から受信した着信
電話番号と時計部が計時している日時に基づく着信日時との対応を１件分のデータとして
複数件分の不在着信履歴データを記憶保持している。さらに携帯電話機１０は、電話番号
と登録名との対応を１件分のデータとして複数件分の電話帳データを保持している。電話
帳データとは、ユーザが電話番号と登録名とを入力し、これら電話番号と登録名とを対応
付けて例えば５００件程度、不揮発性メモリ（図示せず）に記憶させておくものである。
【００３８】
　ここで、電話帳データを保有している場合、上記発信履歴データ、着信履歴データには
、上記登録名が含まれる。具体的には、基地局から受信した着信電話番号が電話帳データ
に登録された電話番号であり、この電話番号に登録名が電話帳データに登録されているか
チェックし、存在する場合には、着信履歴データは、電話番号と、着信日時と、登録名と
から構成される。不在着信履歴データも、同様な処理で、電話番号と、着信日時と、その
登録名とからなる。発信履歴データも、上記発信処理で発信された電話番号が、電話帳デ
ータに登録された電話番号であるかチェックし、存在する場合は、発信日時と、発信電話
番号と、その登録名とから構成される。
【００３９】
　そして、ユーザは、電話帳データを読出して１つの電話番号を選択して発信することに
より、電話番号を構成する数字に対応する全ての数字キーを一々入力しなくとも簡単な操
作で間違いなく発信することができる。尚、携帯電話機１０は、これら発信履歴データや
着信履歴データや不在着信履歴データをそれぞれ例えば最新の２０件分を記憶可能であり
、発信処理や着信処理や不在着信を行う毎に最古のデータを自動的に消去し、発信履歴デ
ータや着信履歴データや不在着信履歴データを更新する。そして、携帯電話機１０は、ハ
ンズフリー通話を行うための周知のＨＦＰおよび、電話帳データの転送、発着信履歴デー
タの転送を行うためのＰＢＡＰに対応している。
【００４０】
　携帯電話機１０が、発着信履歴データの自動転送を規定しているＰＢＡＰに対応してい
る場合には、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部３との間で通信回線を確立した直後にＰＢＡＰを
接続し、その時点で記憶している電話帳データを自動転送し、さらに、その時点で記憶し
ている発信履歴データや着信履歴データや不在着信履歴データを自動転送する。これによ
り、携帯電話機１０は、車載ナビゲーション装置１がＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信圏内に存在
している場合には、単独で過去に発信処理を行って記憶した最大で２０件分の発信履歴デ
ータや単独で過去に着信処理を行って記憶した最大で２０件分の着信履歴データや単独で
過去に不在着信処理を行って記憶した最大で２０件分の不在着信履歴データを車載ナビゲ
ーション装置１に自動転送する。
【００４１】
　操作部４は、ユーザが操作するための本発明でいう操作手段であって、例えば表示部５
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に形成されるタッチキーから構成され、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、本発明でいう表示手段であって、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し、図１１（ａ
）および図１２（ａ）に示すように、例えばユーザが電話番号を入力する表示画面として
「０」～「９」に対応したダイアルキーが配列された表示画面を表示する。
【００４２】
　作業メモリ６は、本発明でいう発信履歴データ記憶手段、着信履歴データ記憶手段およ
びデータ記憶手段であって、揮発性のメモリから構成される。作業メモリ６は、携帯電話
機１０からユーザが何ら操作することなく自動転送された発信履歴データ、着信履歴デー
タ、不在着信履歴データおよび電話帳データを記憶する。この場合、作業メモリ６は、こ
れら発信履歴データや着信履歴データや不在着信履歴データをそれぞれ例えば５件分を記
憶可能である。記憶メモリ７は、不揮発性のメモリから構成され、各種データを記憶する
。
【００４３】
　この場合、制御部２は、ユーザが発信履歴データの表示要求を操作部４にて行うと、作
業メモリ６に記憶されている発信履歴データを表示部４に表示させ、ユーザが着信履歴デ
ータの表示要求を操作部４にて行うと、作業メモリ６に記憶されている着信履歴データを
表示部４に表示させ、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４に表示させる。尚、本実施形態の車載ナビ
ゲーション装置１では、上記したように作業メモリ６に記憶される発信履歴データおよび
着信履歴データはそれぞれ５件であり、表示部４に表示される最大表示件数もそれぞれ５
件である（図１１（ｂ），（ｃ）および図１２（ｂ），（ｃ）参照）。
【００４４】
　マイクロホン８は、音声を入力する音声入力手段であって、携帯電話機１０を用いたハ
ンズフリー通話を行うときに、ユーザが発した音声を入力し、スピーカ９は、音声出力手
段であって、携帯電話機１０を用いたハンズフリー通話を行うときに、通話相手の受話音
声を出力する。すなわち、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部３と携帯電話機１０との間でＢｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ通信回線を確立してＨＦＰでの無線通信を接続すると、制御部２は、マイク
ロホン８が入力した音声をＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部３から携帯電話機１０に送信させて
携帯電話機１０から携帯電話網に送信させると共に、携帯電話機１０が携帯電話網から受
信した音声を携帯電話機１０からＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部３に受信させてスピーカ９か
ら出力させる。
【００４５】
　尚、上記した車載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としてのＧＰＳ装置、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ＶＩ
ＣＳ情報受信部、ユーザが発した音声を音声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。
【００４６】
　この場合、車載ナビゲーション装置１は、ＧＰＳ衛星からＧＰＳ装置が受信したＧＰＳ
無線信号からＧＰＳ日時情報を抽出して日時を取得し、その取得した日時を発信日時や着
信日時として利用する。尚、このＧＰＳ日時情報から抽出した日時は、ＧＰＳの絶対日時
であり、精度が極めて高い日時である。
【００４７】
　上記した車載ナビゲーション装置１は、ＡＣＣスイッチ（車両機器への電源供給をオン
オフするスイッチ）のオンオフに連動して起動・停止するように構成されている。車載ナ
ビゲーション装置１は、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
オフに切替わると、電源供給が停止され、この結果、装置電源がオンからオフに移行する
。この場合、その直前に記憶メモリ７に記憶されている各種データは消去されないが（記
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憶保持されるが）、その直前に作業メモリ６に記憶されている発信履歴データ、着信履歴
データ、不在着信履歴データおよび電話帳データは消去されるように構成されている。
【００４８】
　次に、上記した構成の作用について、図２ないし図１６を参照して説明する。尚、ここ
では、携帯電話機１０は、最大記憶可能件数である２０件分の発信履歴データ、最大記憶
可能件数である２０件分の着信履歴データ、最大記憶可能件数である２０件分の不在着信
履歴データを既に保持（記憶）しており、この状態で、携帯電話機１０を携帯するユーザ
が車両に近づいて車内に乗り込み、上記ＡＣＣスイッチがオンされることで、携帯電話機
１０が車載ナビゲーション装置１のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信圏内に進入したことを前提と
して説明する。
【００４９】
　最初に、車載ナビゲーション装置１において、制御部２が携帯電話機１０から発信履歴
データ、着信履歴データ、不在着信履歴データおよび電話帳データを受信する手順につい
て、図２を参照して説明する。尚、ユーザは、車載ナビゲーション装置１にて、Ｂｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ通信の相手となる携帯電話機１０を予め登録している。例えば、これには初期
通信設定時に、携帯電話機毎に４桁のパスワードを入力し、車載ナビゲーション装置１ま
たは携帯電話機１０がお互いのみ知るリンクキー生成し、これをお互いで保持登録してお
く。そして、初期接続時にリンクキーの認証を行うことで、通信接続すべき携帯電話機１
０を選択している。つまり、未登録の携帯電話機は、ＨＦＰでの通信接続およびＰＢＡＰ
での通信接続が行われることは無く、基本的に、その車の所有者の携帯電話機が事前登録
され、ＨＦＰでの無線通信通信およびＰＢＡＰでの無線通信が行われれることとなる。
【００５０】
　本例では、車載ナビゲーション装置１には、通信接続対象となる複数の携帯電話機１０
が登録されており、さらに、複数の携帯電話機１０に対して例えば操作部４を操作して優
先順位を予め設定しており、制御部２は当該優先順位を記憶している。例えば、これは、
ドライバーによっては、複数の携帯電話機を所有している場合があるからである。
【００５１】
　本例の前提として、車載ナビゲーション装置１のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部３は、ＨＦ
Ｐでの無線通信、ＰＢＡＰでの無線通信の両プロトコルに対応し、且つ、これらを二つの
プロファイルを同時接続（マルチプロファイル接続）に接続することができる。しかし、
あえて、この同時接続処理を行わないようにしている。この理由としては、主として以下
の３つが挙げられる。
【００５２】
（１）通信相手である携帯電話機１０が、車載ナビゲーション装置１と同様に、ＨＦＰで
の無線通信とＰＢＡＰでの無線通信には対応しているものの、同時接続には対応していな
い可能性があること。
（２）通信相手である携帯電話機１０が、ＨＦＰでの無線通信とＰＢＡＰでの無線通信に
は対応し、かつ同時接続にも対応しているかもしれないが、同時接続を維持するためには
、車載ナビゲーション装置１のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部３のソフトウエア処理が複雑に
なり、通信接続の安定性に不安があること。
（３）携帯電話機１０は、世界で多数のメーカーが製造しており、車載ナビゲーション装
置１としては、ＨＦＰでの無線通信およびＰＢＡＰでの無線通信に対応した全ての携帯電
話機と接続することが求められること。
【００５３】
　以上の理由のため、本例での車載ナビゲーション装置１は、ＨＦＰでの無線通信、ＰＢ
ＡＰでの無線通信ための、より確実な処理手順として、ＨＦＰでの無線通信とＰＢＡＰで
の無線通信との同時接続をできる限り無くすため、ＨＦＰでの無線通信とＰＢＡＰでの無
線通信とは時間的に分割したシリアル接続を行う。
【００５４】
　説明に戻ると、制御部２は、優先順位が上位の携帯電話機１０をＨＦＰでの無線通信で



(16) JP 5115163 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

の通信接続対象として選択する（ステップＳ１）。ここで、本例では、最初にＰＢＰでの
通信接続を行わずに、先ずはＨＦＰでの初期通信を自動的に試み、接続を開始する。この
理由は、後述する。
【００５５】
　次に、制御部２は、その選択した携帯電話機１０に対してＨＦＰでの初期通信を自動的
に接続し（ステップＳ２）、ＨＦＰでの無線通信接続に成功したか否かを判定する（ステ
ップＳ３）。ここで、制御部２は、ＨＦＰでの無線通信接続に成功した旨を判定すると（
ステップＳ３にて「ＹＥＳ」）、直ちに、その接続しているＨＦＰでの無線通信を自動的
に切断し（ステップＳ４）、そのＨＦＰでの無線通信接続に成功した携帯電話機１０に対
してＰＢＡＰでの無線通信を自動的に接続する（ステップＳ５）。
【００５６】
　次いで、制御部２は、発信履歴データ、着信履歴データおよび不在着信履歴データの転
送処理を開始するよう携帯電話機１０にデータ転送要求を送信し（ステップＳ６）、発信
履歴データ、着信履歴データおよび不在着信履歴データの転送処理がなされ、車載ハンズ
フリー装置１は、これらデータを受信する（ステップＳ６）。制御部２は、この転送処理
が終了すると、次に、電話帳データの転送処理を、携帯電話機１０に対して転送要求し、
車載ハンズフリー装置１は、このデータを受信する（ステップＳ７）。この電話帳データ
の転送処理を終了すると、その接続しているＰＢＡＰでの無線通信を切断する（ステップ
Ｓ８）。
【００５７】
　そして、制御部２は、そのＰＢＡＰでの無線通信を切断した携帯電話機１０に対してＨ
ＦＰでの無線通信を再度、自動的に接続し（ステップＳ９）、ハンズフリー待受処理に移
行する。このように本例では、ＨＦＰ→ＰＢＡＰ→ＨＦＰの順に無線通信をシリアルに自
動的に切り替える。これにより、多数のメーカーのＨＦＰでの無線通信とＰＢＡＰでの無
線通信とに対応した携帯電話機に対して、通信処理を確実に安定して行うことが可能とな
るし、車載ナビゲーション装置１でのソフトウェア処理を複雑化せずに済む。
【００５８】
　これに対して、制御部２は、ＨＦＰでの無線通信接続に成功しなかった（失敗した）旨
を判定すると（ステップＳ３にて「ＮＯ」）、優先順位が次位の携帯電話機１０が存在す
るか否かを判定し（ステップＳ１０）、優先順位が次位の携帯電話機１０が存在する旨を
判定すると（ステップＳ１０にて「ＹＥＳ」）、その優先順位が次位の携帯電話機１０を
無線通信の接続対象として選択し（ステップＳ１１）、上記したステップＳ２に戻り、上
記した処理を繰返して行う。
【００５９】
　ところで、制御部２は、上記した発信履歴データ、着信履歴データおよび不在着信履歴
データの転送処理では、発信履歴データについては図３（ａ）に示すように携帯電話機１
０から登録名、発信電話番号および発信日時からなる発信履歴データを受信して作業メモ
リ６に記憶させ、着信履歴データについては図４（ａ）に示すように携帯電話機１０から
登録名、着信電話番号および着信日時からなる着信履歴データを受信して作業メモリ６に
記憶させ、不在着信履歴データについては図５（ａ）に示すように携帯電話機１０から登
録名、不在着信電話番号および不在着信日時からなる不在着信履歴データを受信して作業
メモリ６に記憶させる。
【００６０】
　そして、制御部２は、これ以降、発信履歴データ、着信履歴データおよび不在着信履歴
データの表示要求があると、作業メモリ６に記憶されている発信履歴データ、着信履歴デ
ータおよび不在着信履歴データを表示部５に表示させ、つまり、作業メモリ６に記憶され
ている電話帳データから登録名を読出すことなく、携帯電話機１０から転送された登録名
を表示部５に表示させる。
【００６１】
　制御部２にて、Ｓ９でのＨＦＰでの無線通信接続が行われると、車載ナビゲーション装
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置１側の操作部４で、発信処理、着信処理を行うことが可能となる。そして、制御部２は
、携帯電話機１０から発信履歴データ、着信履歴データおよび不在着信履歴データを受信
した後（Ｓ９でのＨＦＰでの無線通信接続後）、操作部４の操作により、新たな発信処理
、新たな着信処理および新たな不在着信処理を行い、その後に発信履歴データ、着信履歴
データおよび不在着信履歴データの表示要求があると、携帯電話機１０から転送された電
話帳データを使用し、その発信処理、着信処理および不在着信処理を行った発信電話番号
、着信電話番号および不在着信電話番号に対応する登録名が、電話帳データに存在する場
合には、その登録名を表示部５に表示させる（図３（ｃ）、図４（ｃ）、図５（ｃ）参照
）。
【００６２】
　つまり、制御部２は、新たな発信処理として、大森さんの電話番号へ発信処理した場合
、電話帳データに大森さんの登録名が登録されている場合は、発信履歴データでは電話帳
データから「大森○○」の登録名を読出して表示部５に表示させる。一方、制御部２は、
新たな着信処理として、山岡さんから電話があった場合、この着信電話番号が電話帳デー
タに登録されている場合は、着信履歴データでは電話帳データから「山岡○○」の登録名
を読出して表示部５に表示させ、不在着信履歴データでは電話帳データから「金田○○」
の登録名を読出して表示部５に表示させる。
【００６３】
　また、制御部２は、発信履歴データ、着信履歴データおよび不在着信履歴データを纏め
て最新の時刻順にしたがって表示する全履歴データの表示要求があると、着信履歴データ
および不在着信履歴データについては着信電話番号或いは不在着信電話番号が同一である
（重複している）か否かに拘らず着信日時或いは不在着信日時が新しい方の着信履歴デー
タおよび不在着信履歴データを全ての中から所定数選択して表示させる。一方、制御部２
は、発信履歴データについては発信電話番号が同一である（重複している）発信履歴デー
タのうち最新の発信履歴データのみを選択して表示させる（図６参照）。つまり、制御部
２は、本実施形態では「吉田○○」の発信電話番号が重複しているので、発信日時が最新
の発信履歴データ（発信日時が０８月１０日１２：１５の発信履歴データ）のみを表示さ
せる。
【００６４】
　次に、車載ナビゲーション装置１において、制御部２が携帯電話機１０から発信履歴デ
ータ、着信履歴データ、不在着信履歴データおよび電話帳データを受信させて記憶させ、
その記憶された発信履歴データ、着信履歴データおよび不在着信履歴データを用いて発信
する手順について、図７ないし図１６を参照して説明する。尚、ここでは、発信履歴デー
タおよび着信履歴データについて説明するが、不在着信履歴データも同様である。
【００６５】
　車載ナビゲーション装置１において、制御部２は、携帯電話機１０が車載ナビゲーショ
ン装置１のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信圏内に存在しており、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部３が
携帯電話機１０との間で通信回線を確立した旨を判定すると（ステップＳ２１にて「ＹＥ
Ｓ」）、携帯電話機１０から発信履歴データ、着信履歴データおよび電話帳データがＢｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ通信部３に自動転送される旨を待機する（ステップＳ２２）。
【００６６】
　そして、制御部２は、携帯電話機１０から発信履歴データ、着信履歴データおよび電話
帳データが自動転送された旨を判定すると（ステップＳ２２にて「ＹＥＳ」）、その携帯
電話機１０から自動転送された発信履歴データ、着信履歴データおよび電話帳データを作
業メモリ６に記憶させる（ステップＳ２３）。
【００６７】
　この場合、制御部２は、携帯電話機１０から自動転送された発信履歴データや着信履歴
データの件数がそれぞれ例えば２０件であり、作業メモリ６に記憶可能な発信履歴データ
や着信履歴データの件数がそれぞれ例えば５件であり、作業メモリ６に記憶可能な発信履
歴データや着信履歴データの件数が携帯電話機１０から自動転送された発信履歴データや
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着信履歴データの件数よりも少ないので、以下の処理を行う。
【００６８】
　すなわち、制御部２は、発信履歴データについては、携帯電話機１０から自動転送され
た発信履歴データのうち発信日時が古い発信履歴データを破棄し、携帯電話機１０から自
動転送された２０件分の発信履歴データのうち発信日時が新しい５件分の発信履歴データ
を優先して作業メモリ６に携帯側発信履歴データとして記憶させる。また、制御部２は、
着信履歴データについても発信履歴データと同様にして、着信履歴データのうち着信日時
が古い着信履歴データを破棄し、携帯電話機１０から自動転送された２０件分の着信履歴
データのうち着信日時が新しい５件分の着信履歴データを優先して作業メモリ６に携帯側
着信履歴データとして記憶させる。
【００６９】
　つまり、制御部２は、携帯電話機１０から発信履歴データが自動転送された直後では、
作業メモリ６の発信履歴データとして、図９（ａ）に示す発信履歴データを保持し、この
状態からユーザが発信履歴データを表示させる操作を行うと、図１１（ｂ）に示す表示画
面を表示部５に表示させる。また、制御部２は、携帯電話機１０から着信履歴データが自
動転送された直後では、作業メモリ６の着信履歴データとして、図１０（ａ）に示す着信
履歴データを保持し、この状態からユーザが着信履歴データを表示させる操作を行うと、
図１２（ｂ）に示す表示画面を表示部５に表示させる。
【００７０】
　このようにして、携帯電話機１０と車載ナビゲーション装置１とがＢｌｕｅｔｏｏｔｈ
通信回線を確立すると、携帯電話機１０がＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信回線を確立する前に記
憶しておいた発信履歴データや着信履歴データが車載ナビゲーション装置１の作業メモリ
６に自動転送され、携帯電話機１０と車載ナビゲーション装置１とが１つの電話システム
を構成することになり、この電話システムによりハンズフリー通話を行うことが可能とな
る。そして、ユーザは、このようにして携帯電話機１０と車載ナビゲーション装置１とが
１つの電話システムを構成した以降では、ダイアルキー入力による発信操作、発信履歴に
よる発信操作、着信履歴による発信操作および電話帳による発信操作のいずれかを選択し
て発信操作を行なうことが可能となり、携帯電話網からの着信を待機することが可能とな
る。
【００７１】
　ここで、本例では、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信の手順として、Ｓ５でＰＢＡＰでの無線通
信接続→Ｓ８でＰＢＡＰでの無線通信を切断→Ｓ９でＨＦＰでの無線通信接続を行うシリ
アルなプロファイル切り替えを行っている。このため、Ｓ９でＨＦＰでの無線通信接続後
において、携帯電話機１０に対して新たな着信があった場合、もしくは操作部３にて新た
な発信処理が行われた場合、携帯電話機１０には、その着信および発信を含む着信履歴デ
ータ、発信履歴データは、結局、自己の履歴データであるため、自身のメモリに保持して
いる。従って、車載ナビゲーション装置１の制御部２は、再度、携帯電話機１０から、こ
れら最新の発着信履歴データを取得するために、ＨＦＰでの無線通信中にＰＢＡＰでの無
線通信（同時接続）を行うことも可能である。
【００７２】
　しかしながら、同時接続は、できる限り避けるという考え方からして、シリアル接続に
おいて、ＨＦＰでの無線通信接続を切断し、ＰＢＡＰでの無線通信接続を行うと、その間
、ハンズフリー通話を行うために１つの電話システムを構成している、携帯電話機１０と
車載ナビゲーション装置１とが実質、分離された状態となり、ハンズフリー通話が行えな
くなる状態が発生する。そこで、本例では、Ｓ９でＨＦＰでの無線通信接続を行った場合
、それ以降もＨＦＰでの無線通信接続のみで、最新の発着信履歴データを車載ナビゲーシ
ョン装置１で自己取得し、自己管理するようにしている。以下、これについて説明する。
【００７３】
　制御部２は、ユーザがダイアルキー入力による発信操作を行ったか否かを判定し（ステ
ップＳ２４）、ユーザが発信履歴による発信操作を行ったか否かを判定し（ステップＳ２
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５）、ユーザが着信履歴による発信操作を行ったか否かを判定し（ステップＳ２６）、ユ
ーザが電話帳による発信操作を行ったか否かを判定し（ステップＳ２７）、携帯電話網か
ら着信したか否かを判定する（ステップＳ２８）。
【００７４】
　ここで、制御部２は、ユーザがダイアルキー入力による発信操作を行った旨を判定する
と（ステップＳ２４にて「ＹＥＳ」）、ユーザがダイアルキーにより入力した電話番号を
発信電話番号として発信する発信処理を行う（ステップＳ２９）。そして、制御部２は、
ダイアルキー入力による発信処理を終了すると、図９（ｂ）に示すように、その時点で作
業メモリ６に記憶されている発信履歴データのうち発信日時が最古の発信履歴データを消
去し（ステップＳ３０）、そのダイアルキー入力による発信を表す自装置の最新の発信履
歴データを作業メモリ６に自己発信履歴データとして追加記憶させる（ステップＳ３１）
。
【００７５】
　すなわち、制御部２は、ユーザがダイアルキーを操作して例えば電話番号「０９０００
０００１００」を入力し、当該電話番号「０９００００００１００」を発信電話番号とし
て発信する操作を行うと、図９（ｂ）に示すように、電話番号「０９００００００１００
」を表す発信履歴データを作業メモリ６に自己発信履歴データとして追加記憶させる。こ
の場合、制御部２は、電話番号「０９００００００１００」に対応する発信日時として車
載ナビゲーション装置１のＧＰＳ装置が取得した日時をタイムスタンプとして記憶させる
。つまり、図９（ｂ）では、最新の電話番号「０９００００００１００」の発信日時は車
載ナビゲーション装置１のＧＰＳ装置が取得した日時であり、残りの４件の電話番号の発
信日時は携帯電話機１０の時計部が取得した日時である。尚、制御部２は、この状態から
ユーザが発信履歴データを表示させる操作を行うと、図１１（ｃ）に示す表示画面を表示
部５に表示させる。
【００７６】
　また、制御部２は、ユーザが「履歴ボタン」４ａを押下し、続いて「発信履歴ボタン」
４ｂを押下したことにより、発信履歴による発信操作を行った旨を判定すると（ステップ
Ｓ２５にて「ＹＥＳ」）、作業メモリ６に記憶されている発信履歴データを参照し（ステ
ップＳ３２）、作業メモリ６に記憶されている電話帳データを参照し（ステップＳ３３）
、図１１（ｂ），（ｃ）に示すように、発信履歴による発信操作画面を表示部５に表示さ
せる（ステップＳ３４）。この場合、制御部２は、発信履歴データの発信電話番号が電話
帳データに登録されていれば、その電話番号に対応する登録名を表示部５に表示させ、一
方、発信履歴データの発信電話番号が電話帳データに登録されていなければ、その電話番
号を表示部５に表示させる。
【００７７】
　次いで、制御部２は、そのうちからユーザが選択した電話番号を発信電話番号として発
信する発信処理を行う（ステップＳ３５）。そして、制御部２は、発信履歴による発信処
理を終了すると、この場合も、その時点で作業メモリ６に記憶されている発信履歴データ
のうち発信日時が最古の発信履歴データを消去し（ステップＳ３０）、その発信履歴によ
る発信を表す自装置の最新の発信履歴データを作業メモリ６に自己発信履歴データとして
追加記憶させる（ステップＳ３１）。この場合も、制御部２は、発信電話番号に対応する
発信日時として車載ナビゲーション装置１のＧＰＳ装置が取得した日時をタイムスタンプ
として記憶させる。
【００７８】
　また、制御部２は、ユーザが「履歴ボタン」４ａを押下し、続いて「着信履歴ボタン」
４ｃを押下したことにより、着信履歴による発信操作を行った旨を判定すると（ステップ
Ｓ２６にて「ＹＥＳ」）、作業メモリ６に記憶されている着信履歴データを参照し（ステ
ップＳ３６）、作業メモリ６に記憶されている電話帳データを参照し（ステップＳ３７）
、図１２（ｂ），（ｃ）に示すように、着信履歴による発信操作画面を表示部５に表示さ
せる（ステップＳ３８）。この場合、制御部２は、着信履歴データの発信電話番号が電話
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帳データに登録されていれば、その電話番号に対応する登録名を表示部５に表示させ、一
方、着信履歴データの発信電話番号が電話帳データに登録されていなければ、その電話番
号を表示部５に表示させる。
【００７９】
　次いで、制御部２は、そのうちからユーザが選択した電話番号を発信電話番号として発
信する発信処理を行う（ステップＳ３９）。そして、制御部２は、着信履歴による発信処
理を終了すると、この場合も、その時点で作業メモリ６に記憶されている発信履歴データ
のうち発信日時が最古の発信履歴データを消去し（ステップＳ３０）、その着信履歴によ
る発信を表す自装置の最新の発信履歴データを作業メモリ６に自己発信履歴データとして
追加記憶させる（ステップＳ３１）。この場合も、制御部２は、発信電話番号に対応する
発信日時として車載ナビゲーション装置１のＧＰＳ装置が取得した日時をタイムスタンプ
として記憶させる。
【００８０】
　また、制御部２は、ユーザが「電話帳ボタン」４ｄを押下したことにより、電話帳によ
る発信操作を行った旨を判定すると（ステップＳ２７にて「ＹＥＳ」）、作業メモリ６に
記憶されている電話帳データを参照し（ステップＳ４０）、図１３（ｂ）に示すように、
電話帳による発信操作画面を表示部５に表示させる（ステップＳ４１）。次いで、制御部
２は、そのうちからユーザが選択した電話番号を発信電話番号として発信する発信処理を
行う（ステップＳ４２）。そして、制御部２は、電話帳による発信処理を終了すると、こ
の場合も、その時点で作業メモリ６に記憶されている発信履歴データのうち発信日時が最
古の発信履歴データを消去し（ステップＳ３０）、その電話帳による発信を表す自装置の
最新の発信履歴データを作業メモリ６に自己発信履歴データとして追加記憶させる（ステ
ップＳ３１）。この場合も、制御部２は、発信電話番号に対応する発信日時として車載ナ
ビゲーション装置１のＧＰＳ装置が取得した日時をタイムスタンプとして記憶させる。
【００８１】
　さらに、制御部２は、携帯電話機１０から通信部３を介して、携帯電話網から着信した
旨を判定すると（ステップＳ２８にて「ＹＥＳ」）、着信を知らせるための報知等の着信
処理を行い（ステップＳ４３）、着信処理が終了すると、その時点で作業メモリ６に記憶
されている着信履歴データのうち着信日時が最古の着信履歴データを消去し（ステップＳ
４４）、その着信を表す自装置の最新の着信履歴データを作業メモリ６に自己着信履歴デ
ータとして追加記憶させる（ステップＳ４５）。
【００８２】
　すなわち、制御部２は、携帯電話網から電話番号「０９００００００２００」を着信電
話番号としてＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部３を経由して受信すると、電話番号「０９０００
０００２００」を表す着信履歴データを作業メモリ６に自己着信履歴データとして追加記
憶させる。
【００８３】
　このようにすることで、Ｓ９でのＨＦＰでの無線通信接続以降、ＰＢＡＰでの無線通信
接続を行わなくとも、Ｓ９以降での新たな着信処理、発信処理があった場合、自己の発着
信履歴データを追加し、ユーザーに表示させることが可能となる。この結果、やはり、Ｈ
ＰＦとＰＢＡＰとの同時接続を行わなくて済むし、Ｓ９でのＨＦＰ無線通信接続後、ＨＦ
Ｐ無線通信接続を切断し、ＰＢＡＰでの無線通信を接続する必要がなくなるので、１つの
電話システムとなった携帯電話機１０と車載ナビゲーション装置１とが、実質分離するよ
うなことが防止できる。
【００８４】
　次に、ＰＢＡＰでの無線通信にて受信した発着信履歴データと、Ｓ９以降に発生した発
信処理、着信処理にて発生した発着信履歴データの表示処理について説明する。
　Ｓ９でＨＦＰ無線接続状態において、携帯電話機１０は、着信時に、着信電話番号を車
載ナビゲーション装置１に送信するが、このとき着信日時情報を送信しない。そのため、
制御部２は、電話番号「０９００００００２００」に対応する着信日時として車載ナビゲ
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ーション装置１のＧＰＳ装置が取得した日時をタイムスタンプとして記憶させる。つまり
、図１０（ｂ）では、最新の電話番号「０９００００００２００」の着信日時は車載ナビ
ゲーション装置１のＧＰＳ装置が取得した日時であり、残りの４件の電話番号の着信日時
は携帯電話機１０の時計部が取得した日時である。尚、制御部２は、この状態からユーザ
が着信履歴データを表示させる操作を行うと、図１２（ｃ）に示す表示画面を表示部５に
表示させる。
【００８５】
　尚、以上は、作業メモリ６に記憶可能な発信履歴データや着信履歴データの件数が携帯
電話機１０から自動転送された発信履歴データや着信履歴データの件数よりも少ない場合
に、携帯電話機１０から自動転送された発信履歴データや着信履歴データのうち発信日時
や着信日時が古い発信履歴データや着信履歴データを破棄し、携帯電話機１０から自動転
送された発信履歴データや着信履歴データのうち発信日時や着信日時が新しい発信履歴デ
ータや着信履歴データを優先して作業メモリ６に記憶する場合を説明したが、ＰＢＡＰで
の無線通信を接続するときに車載ナビゲーション装置１が携帯電話機１０に対して自動転
送すべき件数（本実施形態では５件）を指定し、発信日時や着信日時が新しい発信履歴デ
ータや着信履歴データを優先して作業メモリ６に記憶するようにしても良い。
【００８６】
　また、上記した構成では、車載ナビゲーション装置１において、新たな発信処理や新た
な着信処理を行った場合に、作業メモリ６に記憶されている発信履歴データや着信履歴デ
ータのうち最古の発信履歴データや最古の着信履歴データを消去する場合を説明したが、
ユーザの視点からすると、下記のような要望があるため、制御部２が以下に示す代替処理
を行っても良い。これは、本例のように、Ｓ９以降、ＰＢＡＰでの無線通信接続を行わな
い場合に必要となる処理である。
【００８７】
　すなわち、携帯電話機１０の時計部が計時する日時と、車載ナビゲーション装置１のＧ
ＰＳ装置が取得した日時とを比較すると、携帯電話機１０の時計部が計時する日時はＧＰ
Ｓ装置が取得した日時に比べて誤差が多く正確でない場合があり、また、ユーザが任意に
設定することが可能であるので、ユーザが意図的に所定時間分（例えば１０分）進めて設
定したり逆に遅れて設定したりする場合がある。
【００８８】
　したがって、仮にユーザが携帯電話機１０の日時を所定時間分進めて設定しており、車
載ナビゲーション装置１が当該進められて設定された日時を作業メモリ６に記憶していた
とすると、この状態から携帯電話機１０から自動転送された発信履歴データや着信履歴デ
ータと車載ナビゲーション装置１の自装置の発信履歴データや着信履歴データとを日時順
にしたがって並替えると、車載ナビゲーション１での新たな発信処理や新たな着信処理を
行った発信履歴データや着信履歴データが、時間軸では最新であるにも拘らず、一覧表示
の表示画面で最上位の欄に表示されることなく、最上位の欄以外の欄（例えば２番目や３
番目の欄）に表示されることとなる。これでは、ユーザが記憶している時間軸と表示部５
が表示する時間軸とにずれを発生し、ユーザが違和感を抱いてしまうことになる。
【００８９】
　このような不具合に対応すべく、制御部２は、携帯電話機１０から自動転送された発信
履歴データや着信履歴データについては、それらのみの範囲内で最上位の欄以外の欄に日
時順にしたがって並べて表示させ、自装置の新たな発信履歴データや新たな着信履歴デー
タについては、最上位の欄に表示させる。これにより、ユーザが記憶している時間軸と調
和して表示させることができ、ユーザに違和感を抱かせないようにすることができる。
【００９０】
　尚、制御部２は、携帯電話機１０から自動転送された発信履歴データや着信履歴データ
を日時順にしたがって並べて表示させる場合に、その発信履歴データや着信履歴データに
含まれる日時データで並び替えしなくとも、それら発信履歴データや着信履歴データに発
信順を表す発信順データや着信順を表す着信順データが含まれている場合であれば、それ
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ら発信順データや着信順データに基づいて発信履歴データや着信履歴データを並べて表示
させても良い。
【００９１】
　また、発信順データ、着信順データが明示的に含まれていない場合でも、携帯電話機１
０から、図３（ａ）、図４（ａ）、図５（ａ）のようなリスト形式でデータが送信され、
車載ナビゲーション装置１で受信した場合、上位にあるデータほど、最新のデータである
というルールに基づき、表示させるようにしても良い。つまり、携帯電話機１０は、車載
ナビゲーション装置１にて、現実の発信順、着信順を識別可能な形式で、データを送信す
る。
【００９２】
　この場合、例えば、携帯電話機１０によっては、１２時００分００秒にＡさんから着信
があり、１２時００分３０秒にＢさんから着信があった場合、タイムスタンプを秒でなく
、分までとすると、全く同じの１２時００分となり、これが携帯電話機１０の着信履歴デ
ータとして記憶されている。そして、このデータを車載ナビゲーション装置１で受信し、
時間順に並び替えたとしても、順位が決められないので、携帯電話機１０側で、発信順デ
ータ、着信順データを付与してもらったり、上記リスト形式で送信してもらうと都合が良
い。これにより、ユーザが記憶している時間軸と調和して表示させることができ、ユーザ
に違和感を抱かせないようにすることができる。
【００９３】
　これらの場合は、発信履歴データや着信履歴データに含まれる日時データは付属的なも
のとなり、上記した発信順データや着信順データがユーザの実際の着信順や発信順となる
。尚、携帯電話機１０は、その単独動作において、着信処理や発信処理を繰り返すが、自
分単独の動作であるため、これは発着信の順番は、把握できるため、その順番通りに、発
着信履歴を管理することが可能である。このため、自己の時計部による発信日時、着信日
時にとらわれずに、発信毎や着信毎に発信順データや着信順データを付与して車載ナビゲ
ーション装置１に送信して、車載ナビゲーション装置１で着信順データ、発信順データに
基づいて発着信履歴データを並べるように処理する。もしくは発信順データや着信順デー
タを付与せずに携帯電話機１０で実際の発信順、着信順を判断して構成した上記リストを
、車載ナビゲーション装置１に送信し、車載ナビゲーション装置１では、上記ルールに従
って、実際の発信、着信順に並べるように処理する。
【００９４】
　このようにすれば、仮に、携帯電話機１０の時計が、あるタイミングで進めたり、遅く
したり設定すると、この直後に発信、着信が発生すると、携帯電話機１０での発信履歴表
示、着信履歴表示は、実際の順どおり表示されるが、各データに付加される発信日時、着
信日時は、この表示順とは異なることとなる。したがって、このような発着信履歴データ
を、車載ナビゲーション装置１で発信日時、着信日時を基準に並び替えすると、実際とは
異なる順に表示される。このため、上記発信順データ、着信順データの手法、もしくはリ
スト形式の手法は、実際の発着信順とならべるには、最も好都合であると言える。
【００９５】
　この結果、制御部２は、携帯電話機１０での実際の発信順通り、着信順通りに表示部４
にデータを表示することができる。車載ナビゲーション装置１では、このようなデータ処
理を行った後に、上記したように自己のダイアルキー入力での発信処理、発信履歴による
発信処理、着信履歴による発信処理、電話帳データによる発信処理を行った場合、その時
点で作業メモリ６に記憶されている発信履歴データのうち発信順データが最古の発信履歴
データ、もしくは最古と見なされる発信履歴データを消去し、その発信履歴による発信を
表す自装置の最新の発信履歴データを作業メモリ６に自己発信履歴データとして追加記憶
させる。一方、制御部２は、新たな着信処理が発生した場合、その時点で作業メモリ６に
記憶されている着信履歴データのうち着信順データが最古の発信履歴データ、もしくは最
古と見なされる着信履歴データを消去し、その着信履歴による着信を表す自装置の最新の
着信履歴データを作業メモリ６に自己着信履歴データとして追加記憶させる。
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【００９６】
　これらの発信処理、着信処理の場合、制御部２は、発信電話番号に対応する発信日時、
着信電話番号に対応する着信日時として車載ナビゲーション装置１のＧＰＳ装置が取得し
た日時をタイムスタンプとして記憶させる。このように、ユーザが記憶している時間軸と
調和して表示させることができ、ユーザに違和感を抱かせないようにすることができる。
【００９７】
　ただし、制御部２は、発信履歴データ、着信履歴データを纏めて表示する全履歴データ
の表示要求があった場合、上記発信履歴データだけ、上記着信履歴データだけを表示する
場合に比べて、所定のソート処理が必要となる。つまり、上述のように着信履歴データや
発信履歴データを実際の時間軸通りに、携帯電話機１０から、発信順データや着信順デー
タを含めて最新順が分かるように送信されたり、これらデータを含まずに上記リスト形式
で送信された場合、上述のように車載ナビゲーション装置１は、受信したデータに含まれ
る発信日時、着信日時を基準とせずに、通知されたままの順に表示すると、発信履歴表示
だけ、着信履歴表示だけの場合、携帯電話機１０での表示順どおりに表示したものとなる
。
【００９８】
　しかし、全履歴データを表示する場合、以下の問題が生じる。車載ナビゲーション装置
１では、確かに発信履歴データのうち最新データと、着信履歴データのうち最新データと
を把握できるが、実際に、二つの最新データのうち最新かは把握できない。そこで、本例
では、全履歴データを表示する場合は、発信履歴データに含まれる発信日時、着信履歴デ
ータに含まれる着信日時を比較し、日時が最新の方を、最新データとして表示する。例え
ば、５件の着信履歴データと、５件の発信履歴データの場合、１０件を日時順にソートし
、この順に表示する。これによって、ほとんとの場合、ほぼユーザの実際の時間軸通りに
発信履歴データと着信履歴データを順に表示させることが可能となる。ただし、携帯電話
機１０でのタイムスタンプ機能が「分」までであると、１２時００分００秒にＡさんから
着信があり、１２時００分３０秒にＢさんへ発信した場合、発信日時と着信日時とは、全
く同じの１２時００分となるため、車載ナビゲーション装置１では、この場合、発信を着
信より最新として表示したり、その逆といった所定の並べ替え処理を行う必要がある。
【００９９】
　また、ＰＢＡＰでの無線通信で受信した着信履歴データ３件（Ａ～Ｃ）の最新順が上述
のように把握でき、ＰＢＡＰで受信した発信履歴データ（Ｄ～Ｆ）の最新順が把握できる
場合、発信履歴データと着信履歴データの日時を、以下のように比較して、並べ替え処理
を行う。
【０１００】
　先ず、ＡとＤの日時を比較し、新しいものを１番目（例えばＡ）とし、次にＢとＤを比
較し、新しいものを２番目（例えばＢ）とする。次に、ＣとＤとを比較し、新しいものを
３番目（例えばＤ）とし、次にＣとＥの日時を比較し、新しいものを４番目（例えばＣ）
とする。次に、残りのＥとＦとは、Ｅが最新なので、５番目をＥ、６番目をＦとする。こ
の場合、比較した日時が同じである場合、所定の並べ替えルールとして、発信を着信より
優先する、もしくはその逆といったように並べ替える。
【０１０１】
　また、携帯電話機１０では、電話帳データを転送する場合には当該電話帳データのデー
タ形式をＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信規格で規定されている「ｖＣａｒｄ」のデータフォーマ
ットに変換して転送する必要があると共に、電話帳データが発信履歴データおよび着信履
歴データに対して一般的にデータ更新の頻度が低いという事情がある。このことから、制
御部２は、携帯電話機１０から発信履歴データおよび着信履歴データをＢｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ通信部３により先に受信し、その後、携帯電話機１０から電話帳データをＢｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ通信部３により受信しても良い。また、制御部２は、携帯電話機１０から発信履歴
データおよび着信履歴データをＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部３により受信し、その後、ユー
ザが操作部４にて所定操作を行った場合に限って携帯電話機１０から電話帳データをＢｌ
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ｕｅｔｏｏｔｈ通信部３により受信しても良い。
【０１０２】
　また、このようなユーザ操作での電話帳データを転送させるか自動転送させるかは、車
載ナビゲーション装置１においてユーザが手動転送あるいは自動転送を選択して設定して
おき、この設定に応じて転送処理を行うようにしても良い。自動転送による設定を「転送
しない」に設定した状態で、Ｓ９でのＨＦＰでの無線接続後に、ユーザによって手動転送
操作を行って、電話帳データのみを転送するようにすることもできる。ただし、この手動
転送操作によって、Ｓ９でのＨＦＰでの無線通信接続は、切断され、ＰＢＡＰでの無線通
信接続がなされることとなり、データ転送が終了すると、再度、その携帯電話機１０に対
してＨＦＰでの無線通信を接続し、ハンズフリー通話を可能な状態とする。
【０１０３】
　この「転送しない」と設定した場合、データ更新の頻度が高い発信履歴データや着信履
歴データをデータ更新の頻度が低い電話帳データよりも優先して受信することができ、ま
た、発信履歴データや着信履歴データを転送するにはデータ変換が必要でないものの電話
帳データを転送するにはデータ変換が必要であるという事情から、転送時間が短い発信履
歴データや着信履歴データを転送時間が長い電話帳データよりも優先して受信することが
できる。そして、発信履歴データ、着信履歴データのみを転送することで、転送するデー
タ量を低減できる。この結果、転送プロトコルでの通信を早期に行え、その後のハンズプ
ロトコルでの通信を早期に行えることができるため、携帯電話機を車両に持ち込んだ場合
に、ハンズフリー通話を行うまでの時間を短縮できる。さらに、データ更新の頻度が低く
且つ転送時間が長い電話帳データを受信するか否かを、必要に応じて選択することができ
、利便性を高めることができる。
【０１０４】
　ユーザの上記手動転送操作により、必要に応じて電話帳データを転送した場合、転送が
終了すると、自動的にハンフリープロトコルでの通信を実行するため、その電話帳データ
を利用して、発信する際、ハンズフリー通話を行うことが可能となり、利便性が向上する
。そして、さらには、手動転送操作による電話帳データの転送を行った場合には、電話帳
データだけは不揮発性の記憶メモリ７に記憶しておき、記憶されたデータは次回の車載ナ
ビゲーション装置１の起動時に記憶メモリ７から読出して電話帳データとして利用すると
良い。
【０１０５】
　また、制御部２は、携帯電話機１０から受信した発信履歴データ、着信履歴データおよ
び電話帳データを当該携帯電話機１０毎に区別して作業メモリ６に記憶させても良い。こ
の場合、制御部２は、携帯電話機１０と作業メモリ６に記憶させているデータとを例えば
以下のようにして対応付ける。すなわち、携帯電話機１０から受信した発信履歴データ、
着信履歴データおよび電話帳データを作業メモリ６に記憶させるときに、携帯電話機１０
から受信した当該携帯電話機１０に個別に付与されている携帯電話機ＩＤと車載ハンズフ
リー装置１に個別に付与されている装置ＩＤとに基づいてリンクキーを生成し、その生成
したリンクキーと各種データと対応付けて作業メモリ６に記憶させる。そして、制御部２
は、これ以降に、携帯電話機１０から携帯電話機ＩＤを受信すると、その受信した携帯電
話機ＩＤと装置ＩＤとに基づいてリンクキーを再度生成し、その生成したリンクキーに対
応付けられて作業メモリ６に記憶されている各種データを更新する。
【０１０６】
　次に、Ｓ２でのＨＦＰ処理について詳述する。Ｓ２でのＨＦＰおよびＰＢＡＰの接続を
図１５に示すフローチャートにしたがって制御する。すなわち、制御部２は、Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ通信圏内に存在する携帯電話機１０との間で通信回線を確立した旨を判定すると
、ＨＦＰでの無線通信接続（起動）し（ステップＳ５１）、携帯電話機１０が通話中にあ
るか否かを判定する（ステップＳ５２）。尚、携帯電話機１０が通話中であるか待受中で
あるかは、ＨＦＰでの無線通信で通知され、車載ナビゲーション装置１が受信し、この受
信した通信状態によって判断する。尚、Ｓ５１は、Ｓ２の処理に対応している。
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【０１０７】
　ここで、制御部２は、携帯電話機１０が通話中にない旨なった、つまり着信を待ち受け
る待受中となったことを、判定すると（ステップＳ５２にて「ＮＯ」）、接続しているＨ
ＦＰでの無線通信を切断（終了）し（ステップＳ５４）、ＰＢＡＰでの無線通信を接続す
る（ステップＳ５５）。つまり、制御部２は、携帯電話機１０が通話中でなければ、接続
したＨＦＰでの無線通信を速やかに自動的に切断してＰＢＡＰでの無線通信を自動接続す
ることにより、携帯電話機１０から送信された発信履歴データ、着信履歴データおよび電
話帳データをＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部３により受信させることになる。
【０１０８】
　これに対して、制御部２は、携帯電話機１０が通話中にある旨を判定すると（ステップ
Ｓ５２にて「ＹＥＳ」）、その通話を車載ナビゲーション装置１を用いたハンズフリー通
話を実行する可能性があるとして、ＨＦＰでの無線通信を維持する。尚、この通話を実行
するかどうかは、基本的には、携帯電話機１０に依存し、携帯電話機１０が通話中にＨＦ
Ｐでの無線通信接続すると、自動的に、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部３に受話音声を送信す
る場合もあれば、一方、携帯電話機１０での操作によってＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部３に
受話音声を送信する場合もある。
【０１０９】
　そして、制御部２は、携帯電話機１０が通話を終了したか否かを判定し（ステップＳ５
３）、携帯電話機１０が通話を終了した旨を判定すると（ステップＳ５３にて「ＹＥＳ」
）、接続しているＨＦＰでの無線通信を切断（終了）し（ステップＳ５４）、ＰＢＡＰで
の無線通信を接続する（ステップＳ３５）。つまり、制御部２は、携帯電話機１０が通話
中であれば、接続したＨＦＰでの無線通信を当該通話が終了した後に切断してＰＢＡＰで
の無線通信を接続することにより、ユーザがハンズフリー通話を終了した後に携帯電話機
１０から送信された発信履歴データ、着信履歴データおよび電話帳データをＢｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ通信部３により受信させることになる。尚、Ｓ５２、Ｓ５３は、Ｓ３とＳ４との間
の処理に対応している。
【０１１０】
　このように携帯電話機１０が車載ナビゲーション装置１に接続される場合、その携帯電
話機１０が通話中かどうか判断し、通話中であるならば、ＰＢＡＰでの無線通信接続に切
り替えると、ハンズフリー通話に移行できないため、ＨＦＰでの無線通信を維持し、通話
中はＰＢＡＰでの無線通信接続を行わない。そして、通話が終了したと判断されると、Ｈ
ＦＰでの無線通信を切断し、ＰＢＡＰでの無線通信接続を行う。この結果、携帯電話機１
０が単独で通話している場合、スムーズにハンズフリー通話に切り替えることが可能とな
る。
【０１１１】
　また、制御部２は、携帯電話機１０から着信履歴データとして応答した着信履歴と応答
しなかった着信（不在着信）履歴とを区別して受信して記憶するようにしても良い。この
場合、制御部２は、ユーザが「履歴ボタン」４ａを押下し、続いて「着信履歴ボタン」４
ｃを押下したことにより、着信履歴による発信操作を行った旨を判定すると、作業メモリ
６に記憶されている着信履歴データを参照し、作業メモリ６に記憶されている電話帳デー
タを参照し、図１６（ｂ），（ｃ）に示すように、着信履歴による発信操作画面を表示部
５に表示させるが、応答した着信である旨を表すアイコン図形（受話器と矢印との組合わ
せからなる図形）および応答しなかった着信（不在着信）である旨を表すアイコン図形（
受話器と×印との組合わせからなる図形）のうちいずれかをデータ毎に表示させる。
【０１１２】
　尚、以上は、携帯電話機１０から転送された発信履歴データ、着信履歴データおよび電
話帳データが作業メモリ６に記憶される場合や電話帳データのみが記憶メモリ７に記憶さ
れる場合を説明したが、携帯電話機１０から転送された発信履歴データ、着信履歴データ
および電話帳データが記憶メモリ７に記憶される構成であっても良く、そのような構成で
は、装置電源がオフされた場合であっても、記憶メモリ７に記憶された発信履歴データ、
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着信履歴データおよび電話帳データは記憶保持されることになる。
【０１１３】
　以上に説明したように本実施形態によれば、本例での車載ナビゲーション装置１は、Ｈ
ＦＰ、ＰＢＡＰでのより確実な処理手順として、ＨＦＰとＰＢＡＰとの同時接続をできる
限り無くすため、ＨＦＰとＰＢＡＰとは時間的に分割したシリアル接続を行うことで、多
数のメーカーのＨＦＰとＰＢＡＰとに対応した携帯電話機に対して、通信処理を確実に安
定して行うことが可能となる。また、車載ハンズフリー装置１での処理を複雑にせず、簡
素な処理でＰＢＡＰとＨＦＰとの処理を実行することが可能となる。
【０１１４】
　また、ＰＢＡＰでの無線通信の切断後のＨＦＰでの無線通信接続時に、携帯電話網への
発信または携帯電話網からの着信を行うと、その時点で作業メモリ６に記憶している発信
履歴データや着信履歴データのうち発信日時や着信日時が最古の発信履歴データや着信履
歴データを消去し、自装置の発信履歴データや着信履歴データを作業メモリ６に追加記憶
するように構成したので、携帯電話網への発信または携帯電話網からの着信を行う毎に、
自装置の最新の発信履歴データや着信履歴データを記憶しておくことができる。
【０１１５】
　また、携帯電話機１０との間で通信回線を確立した後に、Ｓ２にてＨＦＰを接続した後
に当該携帯電話機１０が通話中であるか否かを判定し、当該携帯電話機１０が通話中であ
るときには当該通話が終了した後に、ＰＢＡＰでの無線通信を接続して当該携帯電話機１
０から発信履歴データ、着信履歴データおよび電話帳データを受信するように構成すれば
、携帯電話機１０からの発信履歴データ、着信履歴データおよび電話帳データの転送によ
る影響を受けることなくハンズフリー通話を行うことができる。
【０１１６】
　また、車載ナビゲーション装置１において、携帯電話機１０との間でＢｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ通信回線を確立し、当該携帯電話機１０がＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信回線を確立する前に
記憶した発信履歴データや着信履歴データを当該携帯電話機１０から受信すると、その発
信履歴データや着信履歴データを自装置の発信履歴データや着信履歴データと同等に作業
メモリ６に記憶し、これ以降、作業メモリ６に記憶した発信履歴データや着信履歴データ
による発信操作を可能とするように構成したので、携帯電話機１０から自動転送された発
信履歴データや着信履歴データのうちから所望の電話番号を選択して発信することができ
ると共に、自装置の発信履歴データや着信履歴データのうちからも所望の電話番号を選択
して発信することができ、利便性を高めることができる。
【０１１７】
　また、発信履歴データや着信履歴データの表示要求が発生すると、作業メモリ６に発信
履歴データや着信履歴データとして記憶されている発着信電話番号と同じ電話番号が記憶
していれば、当該電話番号に対応する登録名を表示するように構成したので、携帯電話機
１０から受信した発信履歴データや着信履歴データを電話帳データに記憶している登録名
により表示することができる。
【０１１８】
　また、発信処理を行う毎に、発信履歴データを一覧表示する表示画面にあって自装置の
発信履歴データを発信日時が最新の発信履歴データとして表示したり、着信処理を行う毎
に、着信履歴データを一覧表示する表示画面にあって自装置の着信履歴データを着信日時
が最新の着信履歴データとして表示したりするように構成したので、携帯電話機１０が取
得する日時と車載ナビゲーション装置１が取得する日時とが一致しておらず、携帯電話機
１０から自動転送された発信履歴データの発信日時や着信履歴データの着信日時と自装置
の発信履歴データの発信日時や着信履歴データの着信日時とが時間軸で一致していない場
合であっても、機器間の日時のずれによってユーザが違和感を抱いてしまうことを未然に
回避することができる。
【０１１９】
　また、発信履歴データ、着信履歴データおよび電話帳データを携帯電話機１０毎に区別
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して作業メモリ６に記憶するように構成すれば、携帯電話機１０毎に発信履歴データ、着
信履歴データおよび電話帳データを管理することができる。また、発信履歴データ、着信
履歴データおよび電話帳データを携帯電話機１０毎に区別して記憶メモリ７に記憶するよ
うに構成すれば、装置電源がオンする毎に携帯電話機１０から電話帳データを受信する必
要がなく、ユーザが自身の携帯電話機１０に対応して記憶保持されている電話帳データを
速やかに利用することができ、電話帳機能を使用するときの利便性を格段に高めることが
できる。
【０１２０】
　さらに、発信履歴データ、着信履歴データおよび不在着信履歴データを纏めて全履歴デ
ータとして表示する場合に、発信電話番号が同一の（重複する）発信履歴データについて
は発信日時が最新の電話番号のみを表示するように構成したので、履歴情報を増大させる
ことができる。
【０１２１】
　（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。
　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し、ＣＤやラジオを再生する車両用オーディオ装置にハンズフ
リー機能を搭載した装置であっても良い。また、車載ナビゲーション装置１がポータブル
性を有する（可搬タイプの）構成であっても良い。
　携帯電話機１０と車載ナビゲーション装置１とがＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信を行う構成に
限らず、他の近距離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。
【０１２２】
　携帯電話機１０から受信した発信履歴データ、着信履歴データおよび電話帳データを記
憶メモリ７に記憶し、携帯電話機１０から発信履歴データ、着信履歴データおよび電話帳
データを受信する毎に発信履歴データ、着信履歴データおよび電話帳データを更新記憶す
る構成であっても良い。また、携帯電話機１０から受信した発信履歴データ、着信履歴デ
ータおよび電話帳データを作業メモリ６と記憶メモリ７との双方に記憶し、記憶メモリ７
をバックアップメモリとして使用する構成であっても良い。
　作業メモリ６に記憶可能な発信履歴データや着信履歴データの件数は１件であっても良
い。この場合は、車載ナビゲーション装置１での発信処理、着信処理があると、必ずＰＢ
ＡＰでの無線通信接続で受信した発信履歴データ、着信履歴データが消去されることとな
る。
【０１２３】
　また、車載ナビゲーション装置１において、複数の発信履歴データ、複数の着信履歴を
同時に表示するようにしたが、１件ずつ表示するようにしても良い。この場合、例えば、
先ず、最初に、最新のデータを表示し、操作部３の操作により、次に最新のデータを順に
表示するようにしても良い。
　作業メモリ６に記憶可能な発信履歴データや着信履歴データの件数は１件であっても良
い。この場合は、車載ナビゲーション装置１での発信処理、着信処理があると、必ずＰＢ
ＡＰでの無線通信接続で受信した発信履歴データ、着信履歴データが消去されることとな
る。
　携帯電話機１０と車載ナビゲーション装置１とがＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信回線を確立し
た場合に、発信履歴データや着信履歴データを自動転送する構成に限らず、ユーザが車載
ナビゲーション装置１や携帯電話機１０を操作することを条件として発信履歴データや着
信履歴データや電話帳データを転送する構成であっても良い。
　携帯電話機１０から受信した発信履歴データ、着信履歴データおよび電話帳データを当
該携帯電話機１０毎に区別して作業メモリ６に記憶させる場合に、携帯電話機１０と作業
メモリ６に記憶させているデータとをリンクキーを生成する方法により対応付ける構成に
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【図面の簡単な説明】
【０１２４】
【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（その１）
【図３】発信履歴データを示す図
【図４】着信履歴データを示す図
【図５】不在着信履歴データを示す図
【図６】発信履歴データ、着信履歴データ、不在着信履歴データおよび全履歴データを示
す図
【図７】フローチャート（その２）
【図８】フローチャート（その３）
【図９】図３相当図
【図１０】図４相当図
【図１１】発信履歴による発信操作を行う場合の表示画面の遷移を示す図
【図１２】着信履歴による発信操作を行う場合の表示画面の遷移を示す図
【図１３】電話帳による発信操作を行う場合の表示画面の遷移を示す図
【図１４】電話帳データを示す図
【図１５】フローチャート（その４）
【図１６】図１２相当図
【符号の説明】
【０１２５】
　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は制御部（制御手段、判定手段、表示制御手段、転送プロトコル制御手段、転送プロ
トコル切断手段、ハンズフリープロトコル制御手段、初期ハンズフリープロトコル通信手
段、通信維持手段、電話帳転送設定手段、データ転送指定手段、手動転送プロトコル指示
手段、３は通信部（発信履歴データ受信手段、着信履歴データ受信手段、データ受信手段
）、４は操作部（操作手段）、５は表示部（表示手段）、６は作業メモリ（発信履歴デー
タ記憶手段、着信履歴データ記憶手段、データ記憶手段）、１０はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通
信機能付き携帯電話機（携帯電話機）である。
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】
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