
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動通信システムの基地局と無線通信で接続される移動局と、この移動局と近距離無線
通信で接続される端末装置とを有する通信システムの制御方法であって、
前記移動局は次の（ａ）～（ｃ）を実行し、
（ａ）前記端末装置との間で前記近距離無線通信によるデータ通信サービスのセッション
確立を行って、データ通信を行い、
（ｂ）前記端末装置との間のデータ通信中に前記基地局から送信される音声着信呼出し信
号の有無をチェックし、
（ｃ）前記音声着信呼出し信号を受信した場合、前記データ通信サービスのセッション開
放要求を前記端末装置へ送信することにより前記データ通信中に音声着信呼出しがあった
ことを通知し、
前記端末装置は次の（ｄ）～（ｆ）を実行する。
（ｄ）前記移動局との間で前記近距離無線通信によるデータ通信サービスのセッション確
立を行って、データ通信を行い、
（ｅ）前記移動局との間のデータ通信中に前記移動局から送信される前記セッション開放
要求の有無をチェックし、
（ｆ）前記セッション開放要求を受信した場合、前記データ通信中に音声着信呼出しがあ
ったと判断する。
【請求項２】
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　移動通信システムの基地局と無線通信で接続される移動局と、この移動局と近距離無線
通信で接続される端末装置とを有する通信システムの制御方法であって、
前記移動局は以下の（ａ）～（ｈ）を実行し、
（ａ）前記端末装置との間で前記近距離無線通信によるデータ通信サービスのセッション
確立を行って、データ通信を行い、
（ｂ）前記端末装置との間のデータ通信中に、前記基地局から送信される音声着信呼出し
信号の有無をチェックし、
（ｃ）前記音声着信呼出しを受信した場合、前記データ通信サービスのセッション開放要
求を前記端末装置へ送信することにより前記データ通信中に音声着信呼出しがあったこと
を通知し、
（ｄ）前記基地局へ前記データ通信の一時切断信号を送信し、
（ｅ）前記端末装置との間で前記近距離無線通信による音声通信サービスのセッション確
立を行い、
（ｆ）前記端末装置へ呼出し音信号を送信して、前記呼出し音信号に対して前記端末装置
から送信される通話開始応答を受信し、
（ｇ）前記基地局へ前記音声着信呼出し信号に対する着信応答を送信し、
（ｈ）前記端末装置との間で音声通信を行い、
前記端末装置は以下の（ｉ）～（ｎ）を実行する。
（ｉ）前記移動局との間で前記近距離無線通信によるデータ通信サービスのセッション確
立を行って、データ通信を行い、
（ｊ）前記移動局との間でデータ通信中に前記移動局から送信される前記セッション開放
要求の有無をチェックし、
（ｋ）前記セッション開放要求を受信した場合、前記データ通信中の音声着信呼出しがあ
ったと判断し、
（ｌ）前記移動局との間で前記近距離無線通信による音声通信サービスのセッション確立
を行い、
（ｍ）前記移動局から前記呼出し音信号を受信して、前記呼出し音信号に対して前記移動
局へ前記通話開始応答を送信し、
（ｎ）前記移動局との間で音声通信を行う。
【請求項３】
　前記請求項２に記載の通信システムの制御方法であって、
前記移動局は更に以下の（ｏ）～（ｒ）を実行し、
（ｏ）前記音声通信が終了すると、前記端末装置との間で音声通信サービスのセッション
開放を行うと共に、前記基地局へ音声通信切断信号を送信し、
（ｐ）前記端末装置との間で前記近距離無線通信による前記データ通信サービスのセッシ
ョン確立を行い、
（ｑ）前記基地局へデータ通信再開信号を送信し、
（ｒ）前記端末装置との間で前記一時切断していたデータ通信を再開し、
前記端末装置は更に以下の（ｓ）～（ｕ）を実行する。
（ｓ）前記音声通信が終了すると、前記移動局との間で音声通信サービスのセッション開
放を行い、
（ｔ）前記移動局との間で前記近距離無線通信による前記データ通信サービスのセッショ
ン確立を行い、
（ｕ）前記移動局との間で前記一時切断していたデータ通信を再開する。
【請求項４】
　移動通信システムの基地局と無線通信で接続された移動局と、この移動局と近距離無線
通信で接続された端末装置とを有する通信システムであって、
前記移動局は、
前記基地局との間でデータ通信信号及び音声着信呼出し信号の無線処理を行う移動体通信
手段と、
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前記端末装置との間で前記データ通信信号、セッション確立信号、及びセッション開放要
求の無線処理を行う第１の近距離通信手段と、
前記移動体通信手段と前記第１の近距離通信手段を制御して、前記端末装置との間で前記
近距離無線通信によるデータ通信サービスのセッション確立を行ってデータ通信を行い、
前記端末装置との間でデータ通信中に前記基地局から送信される音声着信呼出し信号の有
無をチェックし、前記音声着信呼出し信号を受信した場合、前記データ通信サービスの前
記セッション開放要求を前記端末装置へ送信することにより前記データ通信中に前記音声
着信呼出しがあったことを通知する第１の制御手段とを具備し、
前記端末装置は、
前記移動局との間で前記データ通信信号、前記セッション確立信号、及び前記セッション
開放要求の無線処理を行う第２の近距離通信手段と、
前記第２の近距離通信手段を制御して、前記移動局との間で前記近距離無線通信による前
記データ通信サービスのセッション確立を行ってデータ通信を行い、前記移動局との間で
データ通信中に前記移動局から送信される前記セッション開放要求の有無をチェックし、
前記セッション開放要求を受信した場合、前記データ通信中に前記音声着信呼出しがあっ
たと判断する第２の制御手段とを
具備する
ことを特徴とする通信システム。
【請求項５】
　移動通信システムの基地局と無線通信で接続される移動局と、この移動局と近距離無線
通信で接続される端末装置とを有する通信システムであって、
前記移動局は、
前記基地局との間でデータ通信信号、音声通信信号、音声着信呼出し信号、データ通信一
時切断信号、及び前記音声着信呼出し信号に対する着信応答信号の無線処理を行う移動体
通信手段と、
前記端末装置との間で前記データ通信信号、前記音声通信信号、セッション確立信号、セ
ッション開放要求、呼出し音信号、及び前記呼出し音信号に対する通話開始応答信号の無
線処理を行う第１の近距離通信手段と、
前記移動体通信手段と前記第１の近距離通信手段を制御して、前記端末装置との間で前記
近距離無線通信によるデータ通信サービスのセッション確立を行ってデータ通信を行い、
前記端末装置との間でデータ通信中に前記基地局から送信される前記音声着信呼出し信号
の有無をチェックし、前記音声着信呼出し信号を受信した場合、前記データ通信サービス
の前記セッション開放要求を前記端末装置へ送信することにより前記データ通信中に音声
着信呼出しがあったことを通知し、前記基地局へ前記データ通信の一時切断信号を送信し
、前記端末装置との間で前記近距離無線通信による音声通信サービスのセッション確立を
行い、前記端末装置へ前記呼出し音信号を送信して、前記呼出し音信号に対して前記端末
装置から送信される前記通話開始応答信号を受信し、前記基地局へ前記音声着信呼出し信
号に対する着信応答信号を送信し、前記端末装置との間で音声通信を行う第１の制御手段
とを具備し、
前記端末装置は、
前記移動局との間で前記データ通信信号、前記音声通信信号、前記セッション確立信号、
前記セッション開放要求、前記呼出し音信号、及び前記呼出し音信号に対する前記通話開
始応答信号の無線処理を行う第２の近距離通信手段と、
前記第２の近距離通信手段を制御して、前記移動局との間で前記近距離無線通信による前
記データ通信サービスのセッション確立を行ってデータ通信を行い、前記移動局との間で
前記データ通信中に、前記移動局から送信される前記セッション開放要求の有無をチェッ
クし、前記セッション開放要求を受信した場合、前記データ通信中の音声着信呼出しがあ
ったと判断し、前記移動局との間で前記近距離無線通信による音声通信サービスのセッシ
ョン確立を行い、前記移動局から前記呼出し音信号を受信して、前記呼出し音信号に対し
て前記移動局へ前記通話開始応答信号を送信し、前記移動局との間で音声通信を行う第２
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の制御手段とを
具備することを特徴とする通信システム。
【請求項６】
前記移動局の前記第１の制御手段は更に、
前記音声通信が終了すると、前記端末装置との間で音声通信サービスのセッション開放を
行うと共に、前記基地局へ音声通信切断信号を送信し、前記端末装置との間で前記近距離
無線通信による前記データ通信サービスのセッション確立を行い、前記基地局へデータ通
信再開信号を送信し、前記端末装置との間で前記一時切断していた前記データ通信を再開
し、
前記端末装置の前記第２の制御手段は、
前記音声通信が終了すると、前記移動局との間で音声通信サービスのセッション開放を行
い、前記移動局との間で前記近距離無線通信による前記データ通信サービスのセッション
確立を行い、前記移動局との間で前記一時切断していた前記データ通信を再開することを
特徴とする請求項５に記載の通信システム。
【請求項７】
　移動通信システムの基地局と無線通信で接続される移動局と、この移動局と近距離無線
通信で接続された端末装置とを有する通信システムの前記移動局であって、
前記基地局との間でデータ通信信号及び音声着信呼出し信号の無線処理を行う移動体通信
手段と、
前記端末装置との間で前記データ通信信号、セッション確立信号、及びセッション開放要
求の無線処理を行う近距離通信手段と、
前記移動体通信手段と前記ブルートゥース通信手段を制御して、前記端末装置との間で前
記近距離無線通信によるデータ通信サービスのセッション確立を行ってデータ通信を行い
、前記端末装置との間でデータ通信中に前記基地局から送信される前記音声着信呼出し信
号の有無をチェックし、前記音声着信呼出し信号を受信した場合、前記データ通信サービ
スの前記セッション開放要求を前記端末装置へ送信することにより前記データ通信中に前
記音声着信呼出しがあったことを前記端末装置に通知する制御手段とを
具備することを特徴とする通信システムの移動局。
【請求項８】
　移動通信システムの基地局と無線通信で接続される移動局と、この移動局と近距離無線
通信で接続された端末装置とを有する通信システムの前記移動局であって、
前記基地局との間でデータ通信信号、音声通信信号、音声着信呼出し信号、データ通信一
時切断信号、及び前記音声着信呼出し信号に対する着信応答信号の無線処理を行う移動体
通信手段と、
前記端末装置との間で前記データ通信信号、前記音声通信信号、セッション確立信号、セ
ッション開放要求、呼出し音信号、及び前記呼出し音信号に対する通話開始応答信号の無
線処理を行う近距離通信手段と、
前記移動体通信手段と前記近距離通信手段を制御して、前記端末装置との間の前記近距離
無線通信によるデータ通信サービスのセッション確立を行ってデータ通信を行い、前記端
末装置との間でデータ通信中に前記基地局から送信される前記音声着信呼出し信号の有無
をチェックし、前記音声着信呼出し信号を受信した時に、前記データ通信サービスの前記
セッション開放要求を前記端末装置へ送信することにより前記データ通信中に音声着信呼
出し信号があったことを前記端末装置に通知し、前記基地局へ前記データ通信の前記一時
切断信号を送信し、前記端末装置との間で前記近距離無線通信による音声通信サービスの
セッション確立を行い、前記端末装置へ前記呼出し音信号を送信して、前記呼出し音信号
に対して前記端末装置から送信される前記通話開始応答信号を受信し、前記基地局へ前記
音声着信呼出し信号に対する着信応答信号を送信し、前記端末装置との間で音声通信を行
う制御手段とを
具備することを特徴とする通信システムの移動局。
【請求項９】
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前記制御手段は更に、
前記音声通信が終了すると、前記端末装置との間で音声通信サービスのセッション開放を
行うと共に、前記基地局へ音声通信切断信号を送信し、
前記端末装置との間で前記近距離無線通信による前記データ通信サービスのセッション確
立を行い、
前記基地局へデータ通信再開信号を送信し、
前記端末装置との間で前記一時切断していたデータ通信を再開することを特徴とする請求
項８に記載の通信システムの移動局。
【請求項１０】
　移動通信システムの基地局と無線通信で接続される移動局と、この移動局と近距離無線
通信で接続される端末装置とを有する通信システムの前記端末装置であって、
前記移動局との間でデータ通信信号、セッション確立信号、及びセッション開放要求、通
話開始応答信号の無線処理を行う近距離通信手段と、
前記近距離通信手段を制御して、前記移動局との間で前記近距離無線通信によるデータ通
信サービスのセッション確立を行ってデータ通信を行い、前記移動局との間のデータ通信
中に前記移動局から送信される前記セッション開放要求の有無をチェックし、前記セッシ
ョン開放要求を受信した場合、前記データ通信中の音声着信呼出し信号があったと判断し
て前記移動局との間で前記近距離無線による音声通信サービスのセッション確立し、前記
移動局から送信された呼出し音信号を受信すると前記通話開始応答信号を前記移動局へ送
信して音声通信を行なう制御手段とを
具備することを特徴とする通信システムの端末装置。
【請求項１１】
　移動通信システムの基地局と無線通信で接続される移動局と、この移動局と近距離無線
通信で接続される端末装置とを有する通信システムの制御方法であって、
前記移動局は次の（ａ）～（ｄ）を実行し、
（ａ）前記端末装置との間で前記近距離無線通信によるデータ通信サービスのセッション
確立を行って、データ通信を行い、
（ｂ）前記端末装置との間のデータ通信中に前記基地局から送信される音声着信呼出し信
号の有無をチェックし、
（ｃ）前記端末装置との間のデータ通信中に前記端末装置から送信される前記データ通信
サービスのセッション開放要求をチェックし、
（ｄ）前記セッション開放要求を受信し、かつ、前記音声着信呼出し信号がすでにあった
場合、前記データ通信中に音声着信呼出しが前記端末装置で認識されたと判断し、
前記端末装置は次の（ｅ）～（ｇ）を実行する。
（ｅ）前記移動局との間で前記近距離無線通信によるデータ通信サービスのセッション確
立を行って、データ通信を行い、
（ｆ）前記移動局との間のデータ通信中に前記データ通信の完了チェック及び音声着信応
答キー入力のチェックを行い、
（ｇ）前記チェックの結果が、前記データ通信が完了していない状態で、かつ、前記音声
着信応答キー入力があった場合、前記データ通信中に前記音声着信呼出しがあったと判断
して、前記移動局へ前記データ通信サービスの前記セッション開放要求を送信する。
【請求項１２】
　移動通信システムの基地局と無線通信で接続される移動局と、この移動局と近距離無線
通信で接続された端末装置とを有する通信システムの制御方法であって、
前記移動局は以下の（ａ）～（ｉ）を実行し、
（ａ）前記端末装置との間で前記近距離無線通信によるデータ通信サービスのセッション
確立を行って、データ通信を行い、
（ｂ）前記端末装置との間のデータ通信中に、前記基地局から送信される音声着信呼出し
信号の有無をチェックし、
（ｃ）前記端末装置との間のデータ通信中に、前記端末装置から送信される前記データ通
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信サービスのセッション開放要求をチェックし、
（ｄ）前記セッション開放要求を受信した時に、前記音声着信呼出し信号がすでにあった
場合、前記データ通信中に音声着信呼出しが前記端末装置で認識されたと判断し、
（ｅ）前記基地局へ前記データ通信の一時切断信号を送信し、
（ｆ）前記端末装置との間で前記近距離無線通信による音声通信サービスのセッション確
立を行い、
（ｇ）前記端末装置へ呼出し音信号を送信して、前記呼出し音信号に対して前記端末装置
から送信される通話開始応答を受信し、
（ｈ）前記基地局へ前記音声着信呼出し信号に対する着信応答を送信し、
（ｉ）前記端末装置との間で音声通信を行い、
前記端末装置は以下の（ｊ）～（ｏ）を実行する。
（ｊ）前記移動局との間ｄｅ前記近距離無線通信によるデータ通信サービスのセッション
確立を行って、データ通信を行い、
（ｋ）前記移動局との間のデータ通信中に前記データ通信の完了チェック及び音声着信応
答キー入力のチェックを行い、
（ｌ）前記チェックで前記データ通信が完了していない状態で、かつ、前記音声着信応答
キー入力があった場合、前記データ通信中に前記音声着信呼出し信号があったと判断して
、前記移動局へ前記データ通信サービスの前記セッション開放要求を送信し、
（ｍ）前記移動局との間で前記近距離無線通信による音声通信サービスのセッション確立
を行い、
（ｎ）前記移動局から前記呼出し音信号を受信して、前記呼出し音信号に対して前記移動
局へ通話開始応答を送信し、
（ｏ）前記移動局との間で音声通信を行う。
【請求項１３】
　前記請求項１２に記載の通信システムの制御方法であって、
前記移動局は更に以下の（ｐ）～（ｓ）を実行し、
（ｐ）前記音声通信が終了すると、前記端末装置との間で音声通信サービスのセッション
開放を行うと共に、前記基地局へ音声通信切断信号を送信し、
（ｑ）前記端末装置との間で前記近距離無線通信によるデータ通信サービスのセッション
確立を行い、
（ｒ）前記基地局へデータ通信再開信号を送信し、
（ｓ）前記端末装置との間で前記一時切断していたデータ通信を再開し、
前記端末装置は更に以下の（ｔ）～（ｖ）を実行する。
（ｔ）前記音声通信が終了すると、前記移動局との間で音声通信サービスのセッション開
放を行い、
（ｕ）前記移動局との間で前記近距離無線通信によるデータ通信サービスのセッション確
立を行い、
（ｖ）前記移動局との間で前記一時切断していたデータ通信を再開する。
【請求項１４】
　移動通信システムの基地局と無線通信で接続される移動局と、この移動局と近距離無線
通信で接続される端末装置とを有する通信システムであって、
前記移動局は、
前記基地局との間でデータ通信信号及び音声着信呼出し信号の無線処理を行う移動体通信
手段と、
前記端末装置との間で前記データ通信信号、セッション確立信号、及びセッション開放要
求の無線処理を行う第１の近距離通信手段と、
前記移動体通信手段と前記第１の近距離通信手段を制御して、前記端末装置との間で前記
近距離無線通信によるデータ通信サービスのセッション確立を行ってデータ通信を行い、
前記端末装置との間のデータ通信中に前記基地局から送信される前記音声着信呼出し信号
の有無をチェックし、前記端末装置との間のデータ通信中に前記端末装置から送信される
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前記データ通信サービスの前記セッション開放要求をチェックし、前記セッション開放要
求を受信し、かつ、前記音声着信呼出し信号がすでにあった場合、前記データ通信中に音
声着信呼出しが前記端末装置で認識されたと判断する第１の制御手段とを具備し、
前記端末装置は、
前記移動局との間で前記データ通信信号、前記セッション確立信号、及び前記セッション
開放要求の無線処理を行う第２の近距離通信手段と、
前記第２の近距離通信手段を制御して、前記移動局との間で前記近距離無線通信によるデ
ータ通信サービスのセッション確立を行ってデータ通信を行い、前記移動局との間のデー
タ通信中に前記データ通信の完了チェック及び音声着信応答キー入力のチェックを行い、
前記データ通信が完了していない状態で、かつ、前記音声着信応答キー入力があった場合
、前記データ通信中の音声着信呼出しがあったと判断して、前記移動局へ前記データ通信
サービスの前記セッション開放要求を送信する第２の制御手段とを具備する
ことを特徴とする通信システム。
【請求項１５】
　移動通信システムの基地局と無線通信で接続される移動局と、この移動局と近距離無線
通信で接続される端末装置とを有する通信システムであって、
前記移動局は、
前記基地局との間でデータ通信信号、音声通信信号、音声着信呼出し信号、データ通信一
時切断信号、及び前記音声着信呼出し信号に対する着信応答信号の無線処理を行う移動体
通信手段と、
前記端末装置との間で前記データ通信信号、前記音声通信信号、セッション確立信号、セ
ッション開放要求、呼出し音信号、及び前記呼出し音信号に対する通話開始応答信号の無
線処理を行う第１の近距離通信手段と、
前記移動体通信手段と前記第１の近距離通信手段を制御して、前記端末装置との間で前記
近距離無線通信によるデータ通信サービスのセッション確立を行ってデータ通信を行い、
前記端末装置との間のデータ通信中に前記基地局から送信される前記音声着信呼出し信号
の有無をチェックし、前記端末装置との間のデータ通信中に前記端末装置から送信される
前記データ通信サービスの前記セッション開放要求をチェックし、前記セッション開放要
求を受信し、かつ、前記音声着信呼出し信号がすでにあった場合、前記データ通信中の音
声着信呼出しが前記端末装置で認識されたと判断し、前記基地局へ前記データ通信の前記
一時切断信号を送信し、前記端末装置との間で前記近距離無線通信による音声通信サービ
スのセッション確立を行い、前記端末装置へ前記呼出し音信号を送信して、前記呼出し音
信号に対応して前記端末装置から送信される前記通話開始応答信号を受信し、前記基地局
へ前記音声着信呼出し信号に対する着信応答を送信し、前記端末装置との間で音声通信を
行う第１の制御手段とを具備し、
前記端末装置は、
前記移動局との間で前記データ通信信号、前記音声通信信号、前記セッション確立信号、
前記セッション開放要求、前記呼出し音信号、及び前記呼出し音信号に対する通話開始応
答信号の無線処理を行う第２の近距離通信手段と、
前記第２の近距離通信手段を制御して、前記移動局との間で前記近距離無線通信によるデ
ータ通信サービスのセッション確立を行ってデータ通信を行い、前記移動局との間のデー
タ通信中に前記データ通信の完了チェック及び音声着信応答キー入力のチェックを行い、
前記データ通信が完了していない状態で、かつ、前記音声着信応答キー入力があった場合
、前記データ通信中に前記音声着信呼出し信号があったと判断して、前記移動局へ前記デ
ータ通信サービスの前記セッション開放要求を送信し、前記移動局との間で前記近距離無
線通信による音声通信サービスのセッション確立を行い、前記移動局から前記呼出し音信
号を受信して、前記呼出し音信号に対して前記移動局へ前記通話開始応答信号を送信し、
前記移動局との間で音声通信を行う第２の制御手段とを具備する
ことを特徴とする通信システム。
【請求項１６】
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　前記移動局の前記第 1の制御手段は更に、
前記音声通信が終了すると、前記端末装置との間で音声通信サービスのセッション開放を
行うと共に、前記基地局へ音声通信切断信号を送信し、前記端末装置との間で前記近距離
無線通信によるデータ通信サービスのセッション確立を行い、前記基地局へデータ通信再
開信号を送信し、前記端末装置との間で前記一時切断していたデータ通信を再開し、
前記端末装置の前記第２の制御手段は、
前記音声通信が終了すると、前記移動局との間で音声通信サービスのセッション開放を行
い、前記移動局との間の前記近距離無線通信によるデータ通信サービスのセッション確立
を行い、前記移動局との間で前記一時切断していたデータ通信を再開することを特徴とす
る請求項１５に記載の通信システム。
【請求項１７】
　移動通信システムの基地局と無線通信で接続された移動局と、この移動局と近距離無線
通信で接続された端末装置とを有する通信システムの前記移動局であって、
前記基地局との間でデータ通信信号及び音声着信呼出し信号の無線処理を行う移動体通信
手段と、
前記端末装置との間で前記データ通信信号、セッション確立信号、及びセッション開放要
求の無線処理を行う近距離通信手段と、
前記移動体通信手段と前記近距離通信手段を制御して、前記端末装置との間で前記近距離
無線通信によるデータ通信サービスのセッション確立を行ってデータ通信を行い、前記端
末装置との間のデータ通信中に前記基地局から送信される前記音声着信呼出し信号の有無
をチェックし、前記端末装置との間のデータ通信中に前記端末装置から送信される前記デ
ータ通信サービスの前記セッション開放要求をチェックし、前記セッション開放要求を受
信し、前記音声着信呼出し信号がすでにあった場合、前記データ通信中の前記音声着信呼
出し信号が前記端末装置で認識されたと判断する制御手段とを
具備することを特徴とする通信システムの移動局。
【請求項１８】
　移動通信システムの基地局と無線通信で接続される移動局と、この移動局と近距離無線
通信で接続された端末装置とを有する通信システムの前記移動局であって、
前記基地局との間でデータ通信信号、音声通信信号、音声着信呼出し信号、データ通信一
時切断信号、及び前記音声着信呼出しに対する着信応答信号の無線処理を行う移動体通信
手段と、
前記端末装置との間で前記データ通信信号、前記音声通信信号、セッション確立信号、セ
ッション開放要求、呼出し音信号、及び前記呼出し音信号に対する通話開始応答信号の無
線処理を行う近距離通信手段と、
前記移動体通信手段と前記近距離通信手段を制御して、前記端末装置との間で前記近距離
無線通信によるデータ通信サービスのセッション確立を行ってデータ通信を行い、前記端
末装置との間のデータ通信中に前記基地局から送信される前記音声着信呼出し信号の有無
をチェックし、前記端末装置との間のデータ通信中に前記端末装置から送信される前記デ
ータ通信サービスの前記セッション開放要求をチェックし、前記セッション開放要求を受
信し、前記音声着信呼出し信号がすでにあった場合、前記データ通信中の前記音声着信呼
出し信号が前記端末装置で認識されたと判断して前記基地局へ前記データ通信の前記一時
切断信号を送信し、前記端末装置との間で前記近距離無線通信による音声通信サービスの
セッション確立を行い、前記端末装置へ前記呼出し音信号を送信して、前記呼出し音信号
に対して前記端末装置から送信される前記通話開始応答信号を受信し、前記基地局へ前記
音声着信呼出し信号に対する着信応答信号を送信し、前記端末装置との間で音声通信を行
う制御手段とを
具備することを特徴とする通信システムの移動局。
【請求項１９】
　前記制御手段は更に
前記音声通信が終了すると、前記端末装置との間で音声通信サービスのセッション開放を
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行うと共に、前記基地局へ音声通信切断信号を送信し、
前記端末装置との間で前記近距離無線通信によるデータ通信サービスのセッション確立を
行い、
前記基地局へデータ通信再開信号を送信し、
前記端末装置との間で前記一時切断していたデータ通信を再開することを特徴とする請求
項１８に記載の通信システムの移動局。
【請求項２０】
　移動通信システムの基地局と無線通信で接続される移動局と、この移動局と近距離無線
通信で接続された端末装置とを有する通信システムの前記端末装置であって、
前記移動局との間でデータ通信信号、セッション確立信号、及びセッション開放要求、通
話開始応答信号の無線処理を行う近距離通信手段と、
前記近距離通信手段を制御して、前記移動局との間の前記近距離無線通信によるデータ通
信サービスのセッション確立を行ってデータ通信を行い、前記移動局との間のデータ通信
中に前記データ通信の完了チェック及び音声着信応答キー入力のチェックを行い、前記デ
ータ通信が完了していない状態で、かつ、前記音声着信応答キー入力があった場合、前記
データ通信中の音声着信呼出しがあったと判断して前記移動局へ前記データ通信サービス
の前記セッション開放要求を送信し、前記移動局との間で前記近距離無線通信による音声
通信サービスのセッション確立を行い、前記移動局から呼出し音信号を受信して、前記呼
出し音信号に対して前記移動局へ前記通話開始応答信号を送信し、前記移動局との間で音
声通信を行う制御手段とを
具備することを特徴とする通信システムの端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信システムの基地局と、同システムの移動局と、この移動局と近距離
無線通信で接続された端末装置とを有する通信システムに関するもので、特に、データ通
信と音声通信の切り換えを行う通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信システムの移動機と、この移動機とワイヤードに接続されたハンズフリーを行
う外部装置とを有する通信システムにおいて、データ通信から音声通信に切り換えるシス
テムがある（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　この特許文献１のシステムにあっては、移動機を経由して移動網と外部装置との間でパ
ケット通信が行われている。このパケット通信の最中に、移動網から移動機に音声着信信
号が送信された場合には、移動機はワイヤードに接続されたラインを経由して外部装置へ
パケット通信の解除指令を送信し、それに続けて、ハンズフリー確認を外部装置へ送信す
る。その後、移動機を経由して移動網と外部装置間でハンズフリーによる音声通信を行う
。
【０００４】
　これにより、パケット通信中に音声着信があった場合でも、外部装置を用いてハンズフ
リーによる音声通信を行うことができる。
【０００５】
　また、移動通信システムの携帯電話と、この携帯電話とブルートゥース通信（ＴＭ）で
無線接続された腕時計型端末とを有する通信システムにおいて、データ通信および音声通
信を個別に行うシステムがある（例えば、特許文献２参照。）。
【０００６】
　この特許文献２の通信システムにあっては、携帯電話を経由して基地局と腕時計型端末
との間でデータ通信が行われている。この場合、携帯電話と腕時計型端末間では、非通話
サービスに関するブルートゥース通信のサービスが実行されている。
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【０００７】
　また、携帯電話を経由して基地局と腕時計型端末との間で、音声着信および着信応答が
行われている。この場合、基地局から携帯電話に音声着信呼出しが送信された場合には、
携帯電話と腕時計型端末間では、音声着信呼出しに関するブルートゥース通信のサービス
が実行されている。
【０００８】
　更に、携帯電話を経由して基地局と腕時計型端末との間で、ハンズフリー音声通信が行
われている。この場合、携帯電話と腕時計型端末間では、ハンズフリー音声通信に関する
ブルートゥース通信のサービスが実行されている。
【特許文献１】特開２００１－２３０８３１号公報（第６－８頁、図７、図９）
【特許文献２】特開２００２－１２５０３９号公報（第９－１０頁、図１１、図１３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従来の特許文献１に開示されたシステムでは、移動機と外部装置との間がワイヤード接
続であるため、その接続線が邪魔となる問題があった。これに対し、特許文献２に開示さ
れたシステムでは、移動機と外部装置との間がブルートゥース通信接続であるため、その
問題がない。
【００１０】
　しかしながら、このブルートゥース通信は、移動局や端末装置に限らず、家電製品等の
様々なブルートゥース搭載機器においても使用できるように、各種サービス用のプロファ
イルが標準規格化されている。例えば、データ通信サービス用のＤＵＮ（Ｄｉａｌ　Ｕｐ
　Ｎｅｔｗｏｒｋ）プロファイルや、ハンズフリー音声通信サービス用のＨＦＰ（Ｈａｎ
ｄｓ　Ｆｒｅｅ　Ｐｒｏｆｉｌｅ）プロファイルや、その他、多数のプロファイルがある
。
【００１１】
　そして、各プロファイル毎に、ブルートゥース通信の接続手順から開放手順まで詳細に
標準規格化されている。データ通信サービス用のＤＵＮプロファイルの場合、データ通信
の開始、正規終了、リンクロスによる異常終了等の手順が標準規格として用意されている
。しかし、データ通信の一時中断に関する手順は用意されていない。
【００１２】
　その結果、特許文献２のシステムにあっては、データ通信中に音声着信応答に切り換え
るという機能がない。したがって、ブルートゥース規格の標準プロファイルでは、データ
通信中に音声信号を受信した時に、音声着信応答に切り換えることが出来ないという問題
があった。
【００１３】
　本発明は、上記の問題点を解決するためになされたもので、ブルートゥースの標準プロ
ファイルを使用して、移動局と端末装置間のデータ通信中に、端末装置による音声着信応
答およびハンズフリー音声通信を実行することができる通信システムの制御方法、同シス
テム、同システムの移動局および端末装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するために、本発明の通信システムの制御方法の一形態は以下の特徴を
有する。
【００１５】
　移動通信システムの基地局と無線通信で接続される移動局と、この移動局と近距離無線
通信で接続される端末装置とを有する通信システムの制御方法であって、
前記移動局は次の（ａ）～（ｃ）を実行し、（ａ）前記端末装置との間で前記近距離無線
通信によるデータ通信サービスのセッション確立を行って、データ通信を行い、（ｂ）前
記端末装置との間のデータ通信中に前記基地局から送信される音声着信呼出し信号の有無
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をチェックし、（ｃ）前記音声着信呼出し信号を受信した場合、前記データ通信サービス
のセッション開放要求を前記端末装置へ送信することにより前記データ通信中に音声着信
呼出しがあったことを通知し、
前記端末装置は次の（ｄ）～（ｆ）を実行する。（ｄ）前記移動局との間で前記近距離無
線通信によるデータ通信サービスのセッション確立を行って、データ通信を行い、（ｅ）
前記移動局との間のデータ通信中に前記移動局から送信される前記セッション開放要求の
有無をチェックし、（ｆ）前記セッション開放要求を受信した場合、前記データ通信中に
音声着信呼出しがあったと判断する。
【００１６】
　また、本発明の通信システムの一形態は、移動通信システムの基地局と無線通信で接続
された移動局と、この移動局と近距離無線通信で接続された端末装置とを有する通信シス
テムであって、前記移動局は、前記基地局との間でデータ通信信号及び音声着信呼出し信
号の無線処理を行う移動体通信手段と、前記端末装置との間で前記データ通信信号、セッ
ション確立信号、及びセッション開放要求の無線処理を行う第１の近距離通信手段と、
前記移動体通信手段と前記第１の近距離通信手段を制御して、前記端末装置との間で前記
近距離無線通信によるデータ通信サービスのセッション確立を行ってデータ通信を行い、
前記端末装置との間でデータ通信中に前記基地局から送信される音声着信呼出し信号の有
無をチェックし、前記音声着信呼出し信号を受信した場合、前記データ通信サービスの前
記セッション開放要求を前記端末装置へ送信することにより前記データ通信中に前記音声
着信呼出しがあったことを通知する第１の制御手段とを具備し、前記端末装置は、前記移
動局との間で前記データ通信信号、前記セッション確立信号、及び前記セッション開放要
求の無線処理を行う第２の近距離通信手段と、前記第２の近距離通信手段を制御して、前
記移動局との間で前記近距離無線通信による前記データ通信サービスのセッション確立を
行ってデータ通信を行い、前記移動局との間でデータ通信中に前記移動局から送信される
前記セッション開放要求の有無をチェックし、前記セッション開放要求を受信した場合、
前記データ通信中に前記音声着信呼出しがあったと判断する第２の制御手段とを具備する
ことを特徴とする。
【００１７】
　また、この発明の通信システムの移動局の一形態は、移動通信システムの基地局と無線
通信で接続される移動局と、この移動局と近距離無線通信で接続された端末装置とを有す
る通信システムの前記移動局であって、前記基地局との間でデータ通信信号及び音声着信
呼出し信号の無線処理を行う移動体通信手段と、前記端末装置との間で前記データ通信信
号、セッション確立信号、及びセッション開放要求の無線処理を行う近距離通信手段と、
前記移動体通信手段と前記ブルートゥース通信手段を制御して、前記端末装置との間で前
記近距離無線通信によるデータ通信サービスのセッション確立を行ってデータ通信を行い
、前記端末装置との間でデータ通信中に前記基地局から送信される前記音声着信呼出し信
号の有無をチェックし、前記音声着信呼出し信号を受信した場合、前記データ通信サービ
スの前記セッション開放要求を前記端末装置へ送信することにより前記データ通信中に前
記音声着信呼出しがあったことを前記端末装置に通知する制御手段とを
具備することを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明の通信システムの端末装置の一形態は、移動通信システムの基地局と無線
通信で接続される移動局と、この移動局と近距離無線通信で接続される端末装置とを有す
る通信システムの前記端末装置であって、前記移動局との間でデータ通信信号、セッショ
ン確立信号、及びセッション開放要求、通話開始応答信号の無線処理を行う近距離通信手
段と、前記近距離通信手段を制御して、前記移動局との間で前記近距離無線通信によるデ
ータ通信サービスのセッション確立を行ってデータ通信を行い、前記移動局との間のデー
タ通信中に前記移動局から送信される前記セッション開放要求の有無をチェックし、前記
セッション開放要求を受信した場合、前記データ通信中の音声着信呼出し信号があったと
判断して前記移動局との間で前記近距離無線による音声通信サービスのセッション確立し
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、前記移動局から送信された呼出し音信号を受信すると前記通話開始応答信号を前記移動
局へ送信して音声通信を行なう制御手段とを具備することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、近距離無線通信であるブルートゥースの標準プロファイルを使用した
ままで、移動局と端末装置間のデータ通信中に音声着信があった場合に、ユーザーは、移
動局を操作することなく、端末装置を操作するのみで、端末装置による音声着信応答およ
びハンズフリー音声通信を実行することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の各実施例を、図面を参照して説明する。
【００２１】
　図１～図１０は、本発明を通信システムに適用した実施例を示し、図１～図３は通信シ
ステムの構成図、図４は移動局の詳細な構成を示すブロック図、図５は端末装置の詳細な
構成を示すブロック図である。図６、図７は実施例１における移動局および端末装置のデ
ータ通信中の音声着信応答のシーケンスを示す図、図８は実施例１における移動局および
端末装置の動作を示すフローチャートである。図９は実施例２における移動局および端末
装置のデータ通信中の音声着信応答のシーケンスを示す図、図１０は実施例２における移
動局および端末装置の動作を示すフローチャートである。
【００２２】
　図１は、本発明を移動体通信システムに適用した場合の第１の構成図を示している。図
１において、移動体通信システムは、基地局１と、この基地局１と移動体通信により無線
接続される移動局２と、この移動局２と近距離通信により無線接続される端末装置３など
によって構成される。なお、基地局１、移動局２、端末装置３は多数存在するが、煩雑を
避けるために図では１つの装置しか図示していない。
【００２３】
　この端末装置３は、ハンズフリー音声通話およびデータ通信ができる端末装置であり、
例えば、ハンズフリー機能付きのパソコンや、ハンズフリー機能付きのカーナビゲーショ
ン装置である。そして、端末装置３は移動局２を経由して、基地局１とデータ通信や音声
通信を行う。
【００２４】
　この基地局１と移動局２との間の移動体通信は、同時並行処理できる通信の数が１個で
あることを意味するシングルコールの場合を示す。従って、基地局１から移動局２へ「通
信１」のデータ通信１ａの通信中に、音声着信１ｂが基地局１から送信されると、移動局
２ではデータ通信１ａを一時中断して音声通信１ｃに切り換え、次に、音声通信１ｃが終
わるとデータ通信１ｄに戻す処理が行われる。
【００２５】
　また、移動局２は、端末装置３との間で近距離通信であるブルートゥース（ＴＭ）通信
を行うために、データ通信サービス用のＤＵＮプロファイルとハンズフリー音声通信サー
ビス用のＨＦＰプロファイルを備えている。但し、同時並行処理できるプロファイルの数
が１個であることを意味するシングルプロファイルであり、「プロファイル１」として、
ＤＵＮプロファイルとＨＦＰプロファイルを切り換える必要がある。
【００２６】
　移動局２が受信したデータ通信１ａは、ブルートゥース通信機能のＤＵＮプロファイル
により、移動局２から端末装置３に伝達される。また、移動局２が受信した音声通信１ｃ
は、ブルートゥース通信機能のＨＦＰプロファイルにより、移動局２から端末装置３に伝
達される。従って、データ通信１ａから音声通信１ｃに切り換わる時に、移動局２の「プ
ロファイル１」もシングルプロファイルであるために、ＤＵＮプロファイルからＨＦＰプ
ロファイルに切り換えられる。
【００２７】
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　ところで、基地局１と移動局２間の移動体通信において、移動局２は、データ通信１ａ
を受信中に音声着信１ｂが到来して、データ通信１ａを一時中断するというアプリケーシ
ョンが発生した場合、移動局２と端末装置３間のブルートゥース通信においても、データ
通信１ａは正常終了ではなく、一時中断という処理が必要になる。
【００２８】
　図２は、本発明を移動体通信システムに適用した場合の第２の構成図を示す。この移動
体通信システムでは、基地局１と移動局２との間の移動体通信はシングルコールであるが
、移動局２と端末装置３との間のブルートゥース通信はマルチプロファイルである。
【００２９】
　即ち、移動局２は、端末装置３との間でのブルートゥース通信機能として、同時並行処
理できる「プロファイル１」と「プロファイル２」とを備え、このマルチプロファイルで
同時に並行してブルートゥース通信することができる構成とする。そして、この「プロフ
ァイル１」にデータ通信サービス用のＤＵＮプロファイルを連続して割り当て、「プロフ
ァイル２」にハンズフリー音声通信サービス用のＨＦＰプロファイルを連続して割り当て
るようにする。
【００３０】
　従って、移動局２から端末装置３へのブルートゥース通信では、データ通信１ａから音
声通信１ｃに切り換わったとしても、マルチプロファイルであるために通信切り換えを行
う必要がなく、データ通信１ａは「プロファイル１」のＤＵＮプロファイルで端末装置３
に送信され、音声通信１ｃは「プロファイル２」のＨＦＰプロファイルで端末装置３に送
信される。
【００３１】
　但し、移動局２がデータ通信１ａの受信中に音声着信１ｂが到来して、データ通信１ａ
を一時中断するというアプリケーションが発生した場合、移動局２と端末装置３間のブル
ートゥース通信のＤＵＮプロファイル上でデータ通信１ａは、やはり正常終了ではなく、
一時中断という処理が必要になる。
【００３２】
　図３は、本発明を移動体通信システムに適用した第３の構成図を示す。この移動体通信
システムでは、基地局１と移動局２との間の移動体通信もマルチコールであり、移動局２
と端末装置３との間のブルートゥース通信もマルチプロファイルである。ただし、このシ
ステムでは移動局２に複数の端末装置３ａ、３ｂが接続される構成とする。
【００３３】
　即ち、基地局１と移動局２間の移動体通信は、「通信１」と「通信２」が同時に並行し
て通信できるマルチコールの通信チャネルで接続されている。例えば、「通信１」にはデ
ータ通信１ａが割り当てられ、「通信２」にはデータ通信２が割り当てられるようにする
。そして、移動局２は、「通信１」のデータ通信１ａの受信中に音声着信１ｂが発生した
場合には、「通信１」の中でデータ通信１ａから音声通信１ｃに切り換えられる。一方、
「通信２」は、そのままデータ通信２の通信用として継続使用される。
【００３４】
　移動局２と端末装置３ａ、３ｂ間のブルートゥース通信機能として、同時並行処理でき
る「プロファイル１」と「プロファイル２」とを備え、このマルチプロファイルで同時に
並行してブルートゥース通信することができる構成とする。そして、プロァイル１は端末
装置３ａ用であり、例えばＤＵＮプロファイルを割り当てている。また、プロァイル２は
端末装置３ｂ用であり、同じくＤＵＮプロファイルを割り当てている。
【００３５】
　なお、端末装置３ａは、シングルプロファイルでもマルチプロファイルでもよい。端末
装置３ｂも、シングルプロファイルでもマルチプロファイルでもよい。
【００３６】
　図４は、各移動体通信システムの移動局２の詳細な構成を示すブロック図である。移動
局２の主要部は、マイク１１、スピーカ１２、キー入力部１３、ＬＣＤ１４、マイク１１
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とスピーカ１２が接続される音声コーデック１５、アンテナ１６、このアンテナ１６と接
続される通信部１７、ブルートゥース通信部１８、キー入力部１３とＬＣＤ１４と音声コ
ーデック１５と通信部１７とブルートゥース通信部１８とが接続される制御部１９などに
より構成されている。
【００３７】
　次に、移動局２の各部の機能について説明する。マイク１１およびスピーカ１２は、ユ
ーザー（利用者）の通話のための入出力手段である。また、スピーカ１２は、基地局１か
らのデータ着信呼出しや音声着信呼出しの呼出し音をユーザーに報知するための出力手段
でもある。音声コーデック１５は、マイク１１およびスピーカ１２との間の音声信号の符
号化および復号化を行う。
【００３８】
　キー入力部１３は、ユーザーの手動操作用の入力手段である。ＬＣＤ１４は、操作用の
表示、データ通信のデータ表示等の表示手段である。
【００３９】
　アンテナ１６は、基地局１との間で移動体通信の電波の送信受信を行う。通信部１７は
、アンテナ１６によって送信受信される上記信号の変調および復調処理等を行う。
【００４０】
　ブルートゥース通信部１８は、端末装置３との間で短距離無線通信であるブルートゥー
ス通信の電波の送信受信、変調および復調処理等を行う。
【００４１】
　制御部１９は、ＣＰＵ、Ｉ／Ｏ、メモリ等から構成され、音声コーデック１５との間の
音声入出力、キー入力部１３との間のキー入力、ＬＣＤ１４との間の表示出力等のマンマ
シンインターフェース制御を行う。
【００４２】
　また、制御部１９は、通信部１７を制御して、基地局１との間の移動体通信制御を行う
。基地局１からの受信の場合は、基地局１から送信された無線信号はアンテナ１６により
受信され、通信部１７に送出される。通信部１７は、受信した無線信号に対して復調処理
等を行い、その変換した信号を制御部１９に送出する。基地局２への送信の場合は、制御
部１９は、各種信号を通信部１７へ送出する。通信部１７は、この各種信号に対して符号
化処理等を行い、その変換した無線信号をアンテナ１６から基地局１へ送信する。
【００４３】
　移動局２が基地局１から受信する無線信号として、データ着信呼出し信号、データ通信
でのデータ、音声着信呼出し信号、音声通信での音声信号などがある。移動局２が基地局
１へ送信する無線信号として、データ着信呼出し信号に対する応答信号、データ通信での
送信データ、データ通信一時切断信号、音声着信呼出し信号に対する応答信号、音声通信
切断信号、データ通信再開信号、データ通信切断信号などがある。
【００４４】
　また、制御部１９は、ブルートゥース通信部１８を制御して、端末装置３との間のブル
ートゥース通信制御を行う。端末装置３からの受信の場合は、端末装置３から送信された
無線信号はブルートゥース通信部１８により受信される。ブルートゥース通信部１８は、
復調処理等を行い、その変換した信号を制御部１９に送出する。端末装置への送信の場合
は、制御部１９は、各種信号をブルートゥース通信部１８へ送出する。ブルートゥース通
信部１８は、この各種信号に対して変調処理等を行い、その変換した無線信号を端末装置
３へ送信する。
【００４５】
　移動局２が端末装置３から受信する無線信号として、データ接続要求に対する応答信号
、セッション確立信号、データ通信でのデータ、データサービス切断要求に対する応答信
号、ハンズフリー接続要求信号、音声呼出しに対する着信応答信号、音声通信での音声信
号、ハンズフリーＯＦＦ信号、データサービス切断要求信号などがある。
【００４６】
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　移動局２が端末装置３へ送信する無線信号として、データ接続要求信号、セッション確
立信号、データ通信でのデータ、データサービス切断要求信号、ハンズフリー接続要求に
対する応答信号、音声呼出し信号、ハンズフリーＯＦＦ信号に対する応答信号、データサ
ービス切断要求に対する応答信号などがある。
【００４７】
　図５は、各移動体通信システムの端末装置３の詳細な構成を示すブロック図である。端
末装置３の主要部は、マイク３１、スピーカ３２、キー入力部３３、ＬＣＤ３４、マイク
３１とスピーカ３２とが接続される音声コーデック３５、ブルートゥース通信部３６、キ
ー入力部３３とＬＣＤ３４と音声コーデック３５とブルートゥース通信部３６とが接続さ
れる制御部３７などにより構成されている。
【００４８】
　次に、端末装置３の各部の機能について説明する。マイク３１およびスピーカ３２は、
ユーザーのハンズフリー通話のための入出力手段である。また、スピーカ３２は、移動局
２からの音声着信呼出しの呼出し音をユーザーに報知するための出力手段でもある。音声
コーデック３５は、マイク３１およびスピーカ３２との間の音声信号の符号化および復号
化を行う。
【００４９】
　キー入力部３３は、ユーザーの手動操作用の入力手段である。ＬＣＤ３４は、操作用の
表示、データ通信のデータ表示等の表示手段である。
【００５０】
　ブルートゥース通信部３６は、移動局２との間で短距離無線通信であるブルートゥース
通信の電波の送信受信、変調および復調処理等を行う。
【００５１】
　制御部３７は、ＣＰＵ、Ｉ／Ｏ、メモリ等から構成され、音声コーデック３５との間の
音声入出力、キー入力部３３との間のキー入力、ＬＣＤ３４との間の表示出力等のマンマ
シンインターフェース制御を行う。
【００５２】
　また、制御部３７は、ブルートゥース通信部３６を制御して、移動局２との間のブルー
トゥース通信制御を行う。受信に関しては、移動局２から送信された無線信号はブルート
ゥース通信部３６により受信される。ブルートゥース通信部３６は、復調処理等を行い、
その変換した信号を制御部３７に送出する。送信に関しては、制御部３７は、各種信号を
ブルートゥース通信部３６へ送出する。ブルートゥース通信部３６は、この各種信号に対
して変調処理等を行い、その変換した無線信号を移動局２へ送信する。
【００５３】
　端末装置３が移動局２から受信する無線信号として、データ接続要求信号、セッション
確立信号、データ通信でのデータ、データサービス切断要求信号、ハンズフリー接続要求
に対する応答信号、音声呼出し信号、ハンズフリーＯＦＦ信号に対する応答信号、データ
サービス切断要求に対する応答信号などがある。
【００５４】
　端末装置３が移動局２へ送信する無線信号として、データ接続要求に対する応答信号、
セッション確立信号、データ通信でのデータ、データサービス切断要求に対する応答信号
、ハンズフリー接続要求信号、音声呼出しに対する着信応答信号、音声通信での音声信号
、ハンズフリーＯＦＦ信号、データサービス切断要求信号などがある。
【実施例１】
【００５５】
　実施例１は、移動局２がデータ通信の受信中に音声着信があった時に、セッション開放
を端末装置３へ通知して音声通信に切り換える処理である。
【００５６】
　図１の第１の移動体通信システムの詳細動作について、図６～図８を用いて説明する。
【００５７】
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　図６および図７は、図１の移動体通信システムにおけるデータ通信から音声通信への切
り換えシーケンスを示す。図８は、図６および図７のシーケンスの一部について、移動局
２および端末装置３の動作を表わしたフローチャートを示す。
【００５８】
　基地局１と移動局２との間は、移動体通信が行われる。移動局２と端末装置３との間は
、ブルートゥース通信が行われ、その通信制御では、ブルートゥース標準規格で定められ
ている制御信号が使用される。
【００５９】
　これから説明する通信制御は、移動局２では制御部１９が行い、端末装置３では制御部
３７が行う。移動局２の内部動作および端末装置３の内部の動作は、図４および図５を用
いて既に説明したので、その説明は省略する。
【００６０】
　まず、図６を用いて、移動局２を介した基地局１と端末装置３間のデータ通信の動作を
説明する。基地局１は、データ通信に際しデータ着信呼出しＳ１を移動局２へ送信する。
移動局２は、このデータ着信呼出しＳ１を受信するとデータ通信サービスＳ２の状態にな
る。移動局２は、端末装置３とのブルートゥース通信をデータ通信サービスに設定するた
めの処理に入る。
【００６１】
　まず、移動局２は、ブルートゥース通信機能としてＤＵＮプロファイル起動Ｓ３を行う
。以後、別のプロファイルに切り換えるまで、このＤＵＮプロファイルの状態が継続する
。そして、移動局２は、ブルートゥース通信でのサーバーとして動作し、ブルートゥース
手順によりデータサービス接続要求Ｓ４を端末装置３へ送信する。
【００６２】
　端末装置３は、このデータサービス接続要求Ｓ４を受信すると、ブルートゥース通信で
のクライアントとして動作し、応答信号Ｓ５を移動局２へ送信する。そして、データ通信
サービスＳ６の状態になり、移動局２とのブルートゥース通信をデータ通信サービスに設
定するための処理に入る。
【００６３】
　まず、端末装置３は、ブルートゥース通信機能としてＤＵＮプロファイル起動Ｓ７を行
う。以後、別のプロファイルに切り換えるまで、このＤＵＮプロファイルの状態が継続す
る。
【００６４】
　なお、移動局２と端末装置３のデータ通信のセッション確立Ｓ８までの手順は、図６に
限定されない。例えば、初期の段階で、端末装置３が、データサービス接続要求Ｓ４を逆
方向に移動局２へ送信し、移動局２がこれを受信して、応答信号Ｓ５を端末装置３へ送信
する手順であってもよい。
【００６５】
　次に、移動局２と端末装置３は、互いにセッション確立Ｓ８を行い、ブルートゥース通
信でのデータ通信を行う準備が確立する。この準備が確立すると、移動局２は基地局１へ
、データ通信呼出しＳ１に対する応答信号Ｓ９を送信する。これにより、移動局２を介し
て基地局１と端末装置３との間でデータ通信Ｓ１０が行なわれる。
【００６６】
　次に、図８を用いて、図６のデータ通信中Ｓ１０～ハンズフリー通話Ｓ２８までの移動
局２および端末装置３の動作を説明する。
【００６７】
　図６のフローチャートは、データ通信中Ｓ１０～ハンズフリー通話Ｓ２８の間に音声着
信割り込みがあった場合の動作を示し、データ通信の正規完了動作については図示されて
ない。図８のフローチャートは、データ通信中に音声着信割り込みの判断、およびデータ
通信の正規完了の判断の動作が示されている。
【００６８】
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　図８のフローチャートのステップ番号で、図６のシーケンスと同じものについては、同
じ番号に移動局側では文字ａのサフィックスを付け、端末装置側では文字ｂのサフィック
スを付して表わしている。
【００６９】
　まず、基地局１と端末装置３との間でデータ通信中Ｓ１０となると、移動局２は、基地
局１から受信したデータＳ１０ｄを端末装置３へ送信する（Ｓ１０ａ）。端末装置３は、
移動局２からのデータＳ１０ｄを受信する（Ｓ１０ｂ）。
【００７０】
　移動局２は、このデータ通信処理中、端末装置３から送信されるブルートゥース通信正
規終了手順であるデータサービス切断要求（図６には図示せず）のチェック（Ｓ１０１ａ
）及び、基地局１から送信される音声着信呼出しＳ１１のチェック（Ｓ１１ａ）を行う。
【００７１】
　端末装置３は、このデータ通信処理中、データＳ１０ｄの内容を確認してデータ通信完
了のチェック（Ｓ１０１ｂ）及び、移動局２から送信されるデータサービス切断要求Ｓ１
２のチェック（Ｓ１２ｂ）を行う。
【００７２】
　（データ通信の正規完了）
データ通信の正規完了の場合について、以下に説明する。端末装置３は、データＳ１０ｄ
の内容を確認してデータ通信完了を検出したら（Ｓ１０１ｂのＹＥＳ）、データサービス
切断要求Ｓ１０２ｃを移動局２に送信する（Ｓ１０２ｂ）。これは、ブルートゥース標準
規格で定められている標準手順であり、データ通信がすべて終了した時に、クライアント
（端末装置３）からサーバー（移動局２）方向へ送信するシーケンスとして定義されてい
る。そして、端末装置３は、移動局２からの応答信号（図８に図示せず）を受信して、デ
ータ通信を完了する（Ｓ１０３ｂ）。
【００７３】
　一方、移動局２は、端末装置３からのデータサービス切断要求Ｓ１０２ｃを受信と（Ｓ
１０１ａのＹＥＳ）、上記応答信号を端末装置３に送信してデータ通信を完了する（図８
のＳ１０２ａ）。これは、上記したように、ブルートゥース標準規格で定められている標
準手順であり、データ通信がすべて終了したことを意味する。
【００７４】
　（データ通信中の音声着信）
次に、データ通信中Ｓ１０に音声着信があった場合について、以下に説明する。図６のデ
ータ通信Ｓ１０中に、移動通信網から移動局２への音声呼出しが発生すると、基地局１は
、音声着信呼出しＳ１１を移動局２へ送信する。
【００７５】
　移動局２は、端末装置３からのデータサービス切断要求Ｓ１０２ｃを受信しない状態（
Ｓ１０１ａのＮＯ）で、基地局１からの音声着信呼出しＳ１１を受信すると（Ｓ１１ａで
ＹＥＳ）、端末装置３との間のデータ通信Ｓ１０を一時中断するために、端末装置３へセ
ッション開放のためのデータサービス切断要求Ｓ１２を送信する（Ｓ１２ａ）。
【００７６】
　端末装置３は、データ通信完了ではない状態（Ｓ１０１ｂのＮＯ）で、移動局２からの
データサービス切断要求Ｓ１２を受信すると（Ｓ１２ｂでＹＥＳ）、応答信号Ｓ１３を移
動局２へ送信する（Ｓ１３ｂ）。ところで、このデータサービス切断要求Ｓ１２は、ブル
ートゥース標準規格で定められている標準手順では、サーバー（移動局２）からクライア
ント（端末装置３）方向へ送信するシーケンスは定義されていない。標準手順では、デー
タサービス切断要求は、データ通信がすべて終了した時に、クライアント（端末装置３）
からサーバー（移動局２）方向へ送信するシーケンスとして定義されている。
【００７７】
　従って、端末装置３は、本来のブルートゥース標準規格で定義されていないことを認識
して、音声着信割り込みがあったと判断する（Ｓ１４ｂ）。そして、端末装置３は、音声
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通信サービスＳ１７となる。
【００７８】
　また、移動局２も、端末装置３からの応答信号Ｓ１３を受信して（Ｓ１３ａ）、基地局
１とのデータ通信Ｓ１０を一時切断させるために、データ通信一時切断Ｓ１５を基地局１
へ送信する（Ｓ１５ａ）。そして、移動局２は、音声通信サービスＳ１６となる。
【００７９】
　そして、移動局２は、端末装置３とのブルートゥース通信を音声通信サービスに設定す
るための処理に入る。まず、移動局２は、シングルプロファイルであるため、先に起動し
ているＤＵＮプロファイル起動Ｓ３から、ＨＰＦプロファイル起動に切り換える（Ｓ１８
ａ）。以後、別のプロファイルに切り換わるまで、このＨＰＦプロファイルによる動作状
態が継続する。
【００８０】
　端末装置３も、音声通信サービスＳ１７になると、移動局２とのブルートゥース通信を
音声通信サービスに設定するための処理に入る。まず、端末装置３は、シングルプロファ
イルであるため、先に起動しているＤＵＮプロファイル起動Ｓ７から、ＨＰＦプロファイ
ル起動に切り換える（Ｓ１９ｂ）。以後、別のプロファイルに切り換わるまで、このＨＰ
Ｆプロファイルによる動作状態が継続する。
【００８１】
　そして、移動局２と端末装置３は、ブルートゥース手順によりハンズフリー接続要求Ｓ
２０の送信受信（Ｓ２０ａ、Ｓ２０ｂ）、応答信号Ｓ２１の送信受信（Ｓ２１ａ、Ｓ２１
ｂ）、セッション確立Ｓ２２の処理（Ｓ２２ａ、Ｓ２２ｂ）を行い、ブルートゥース通信
での音声通信を確立する。
【００８２】
　この音声通信が確立すると、移動局２は、呼出し音Ｓ２３を端末装置３へ送信する（Ｓ
２３ａ）。端末装置３は、この呼出し音Ｓ２３を受信すると、呼出し音として発生させ、
ユーザーが通話開始キーなどを操作して通話開始操作Ｓ２４を行う。端末装置３は、これ
を通話開始応答信号Ｓ２５として、移動局２へ送信する（Ｓ２５ｂ）。なお、端末装置３
は、ユーザーによる通話開始キーなどの通話開始操作Ｓ２４なしでも、自動で通話開始応
答信号Ｓ２５を移動局２へ送信してもよい（Ｓ２５ｂ）。
【００８３】
　移動局２は、着信応答信号Ｓ２５を受信する（Ｓ２５ａ）と、着信応答信号Ｓ２６を基
地局１へ送信する（Ｓ２６ａ）。これにより、基地局１、移動局２、端末装置３をスルー
した音声通信Ｓ２７が行なわれ（Ｓ２７ａ、Ｓ２７ｂ）、ユーザーは、端末装置３を使用
してハンズフリー通話Ｓ２８を行う。
【００８４】
　次に、図６および図７を用いて、音声通信サービスの終了動作を説明する。音声通話が
終了すると、ユーザーは、端末装置３のキーを操作して終了操作Ｓ２９を行う。端末装置
３は、これをハンズフリーＯＦＦ（Ｓ３０）として移動局２へ送信する。移動局２は、ハ
ンズフリーＯＦＦ（Ｓ３０）を受信すると端末装置３へ応答信号Ｓ３１を送信し、また、
基地局１へ音声通信の切断信号Ｓ３２を送信する。これにより、移動局２と端末装置３は
、音声通信サービスを終了する。
【００８５】
　この後、移動局２および端末装置３は、一時中断していたデータ通信を再開するために
、図７のデータ通信サービスＳ３３およびデータ通信サービスＳ３４の状態になる。
【００８６】
　移動局２は、データ通信サービスＳ３３の状態になると、シングルプロファイルである
ため、ＨＰＦプロファイルＳ１８からＤＵＮプロファイルに切り換える（Ｓ３５）。
【００８７】
　端末装置３も、データ通信サービスＳ３４の状態になると、シングルプロファイルであ
るため、ＨＰＦプロファイルＳ１９からＤＵＮプロファイルに切り換える（Ｓ３６）。
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【００８８】
　そして、移動局２（サーバー）と端末装置３（クライアント）は、ブルートゥース手順
により、データサービス接続要求Ｓ３７の送受信、応答信号Ｓ３８の送受信、セッション
確立Ｓ３９の処理を行い、ブルートゥース通信でのデータ通信を確立する。
【００８９】
　このデータ通信が確立すると、移動局２は、データ通信再開信号Ｓ４０を基地局１へ送
信する。これにより、基地局１と端末装置３との間で移動局２を介したデータ通信Ｓ４１
が再開される。
【００９０】
　端末装置３（クライアント）は、データ通信がすべて終了すると、データサービス切断
要求Ｓ４２を移動局２（サーバー）へ送信する。この要求Ｓ４２を受信した移動局２は、
応答信号Ｓ４３を端末装置３へ送信する。移動局２は、このデータサービス切断要求Ｓ４
２を受信すると、ブルートゥース通信でのデータ通信が正常終了と判断する（Ｓ４４）。
そして、移動局２は、切断信号Ｓ４５を基地局１へ送信し、すべて通信を終了する。
【００９１】
　なお、データ通信を一時中断して音声通信を行い、その音声通信を終了した時点でデー
タ通信の再開を行わない場合は、移動局２と端末装置３は、データ通信サービスＳ３３お
よびデータ通信サービスＳ３４の状態になる前の時点で終了処理を行えばよい。
【００９２】
　このように実施例１によれば、ブルートゥース通信の標準プロファイルを使用して、移
動局からデータサービス切断要求Ｓ１２が行なわれると、端末装置はデータ通信中の音声
着信割り込みと判断する。これにより、データ通信中Ｓ１０に音声着信Ｓ１１があった場
合に、ユーザーは、移動局２を操作することなく、端末装置３を操作するのみで、データ
通信を一時中断し、端末装置３による音声着信応答およびハンズフリー音声通信を実行す
ることができる。
【００９３】
　なお、図２に示したシングルコール、マルチプロファイルの第２の移動体通信システム
の場合、移動局２および端末装置３は、ブルートゥース通信のＤＵＮプロファイルとＨＰ
Ｆプロファイルは、同時並行処理ができるので、切り換えを行う必要がない。従って、図
６、図７のシーケンス図において、移動局２および端末装置３は、ＤＵＮプロファイル起
動（Ｓ３）、ＤＵＮプロファイル起動（Ｓ７）、ＨＰＦプロファイル切り換え（Ｓ１８）
、ＨＰＦプロファイル切り換え（Ｓ１９）、ＤＵＮプロファイル切り換え（Ｓ３５）、Ｄ
ＵＮプロファイル切り換え（Ｓ３６）を、行う必要はない。
【００９４】
　移動局２および端末装置３は、初期段階、例えば、データ通信サービスＳ２およびデー
タ通信サービスＳ６の前のタイミングで、ＤＵＮプロファイルとＨＰＦプロファイルの両
方を起動しておけばよい。但し、ＤＵＮプロファイルでのデータサービス切断要求Ｓ１２
は、やはりブルートゥース標準手順ではないため、端末装置３はデータサービス切断要求
Ｓ１２を音声着信割り込みと判断する。
【００９５】
　次に、図３に示したマルチコール、マルチプロファイルの第３の移動体通信システムの
場合の、マルチコールの「通信１」、マルチプロファイルの「プロファイル１」の処理動
作について説明する。
【００９６】
　移動局２は、マルチプロファイルであることから、図２の場合と同様に、図６、図７の
例えば、データ通信サービスＳ２およびデータ通信サービスＳ６の前のタイミングで、Ｄ
ＵＮプロファイルおよびＨＰＦプロファイルの両方を起動しておけばよい。
【００９７】
　この場合、端末装置３がマルチプロファイルまたはシングルプロファイルであるかによ
り、動作が異なってくる。
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【００９８】
　端末装置３がマルチプロファイルの場合、図２のマルチプロファイルの場合と同様に、
図６、図７の例えば、データ通信サービスＳ６の前のタイミングで、ＤＵＮプロファイル
およびＨＰＦプロファイルの両方を起動しておけばよい。一方、端末装置３がシングルプ
ロファイルの場合、図６、図７のシーケンスのとおりに、ＤＵＮプロファイルおよびＨＰ
Ｆプロファイルの起動、切り換えを行えばよい。
【００９９】
　但し、ＤＵＮプロファイルでのデータサービス切断要求Ｓ１２は、やはりブルートゥー
ス標準手順ではないため、端末装置３はデータサービス切断要求Ｓ１２を音声着信割り込
みと判断する。
【０１００】
　このようにマルチプロファイルの場合においても、ブルートゥースの標準プロファイル
を使用して、移動局は、端末装置に対して、データ通信中の音声着信割り込みを通知する
ことができる。
【実施例２】
【０１０１】
　実施例２は、データ通信中に音声着信があった時に、端末装置３がセッション開放を移
動局２へ通知する例である。
【０１０２】
　以下、図１に示したシングルコール、シングルプロファイルの第１の移動体通信システ
ムの場合の詳細動作について、図９、図１０を用いて説明する。
【０１０３】
　図９は、第１の移動体通信システムにおけるデータ通信中の音声着信応答などのシーケ
ンスを示す。図１０は、図９のシーケンスの一部について、移動局２および端末装置３の
動作を表わしたフローチャートを示す。
【０１０４】
　以下、図９、図１０を用いて、実施例１と異なるところを中心に説明する。なお、実施
例１と同じ部分は同一符号を付与して説明する。
【０１０５】
　図９のシーケンスのデータ通信中Ｓ１０～ハンズフリー通話Ｓ２８までは、データ通信
中に音声着信割り込みがあった場合を示し、データ通信の正規完了動作については図示し
ない。図１０のフローチャートは、データ通信中に音声着信割り込みの判断、およびデー
タ通信の正規完了の判断の動作を示している。
【０１０６】
　図１０のフローチャートのステップ番号は、図９のシーケンスと同じものについては、
同じ番号にサフィックスを付けて表わしている。
【０１０７】
　図９のデータ着信呼出しＳ１～応答信号Ｓ９までの動作は、実施例１と同じであり、説
明を省略する。次に、図１０に示すように、データ通信中Ｓ１０に基地局１からのデータ
Ｓ１０ｄを受信した移動局２は、このデータＳ１０ｄを端末装置３へ送信する（Ｓ１０ａ
）。端末装置３は、移動局２からのデータＳ１０を受信する（Ｓ１０ｂ）。
【０１０８】
　移動局２は、このデータ通信処理中に、基地局１から送信される音声着信呼出しＳ１１
のチェック（Ｓ１１ａ）及び、端末装置３から送信されるデータサービス切断要求Ｓ１０
２ｃのチェック（Ｓ１４１ａ）を行う。
【０１０９】
　また、端末装置３は、このデータ通信処理中に、データＳ１０ｄの内容を確認してデー
タ通信完了であるかのチェック（Ｓ１０１ｂ）及び、端末装置３の音声着信応答キー入力
のチェック（Ｓ１２２ｂ）を行う。
【０１１０】
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　（データ通信の正規完了）
データ通信の正規完了の場合について以下に説明する。端末装置３は、データＳ１０ｄの
内容を確認してデータ通信完了を検出したら（Ｓ１０１ｂのＹＥＳ）、データサービス切
断要求Ｓ１０２ｃを移動局２に送信する（Ｓ１０２ｂ）。これは、ブルートゥース標準規
格で定められている標準手順であり、データ通信がすべて終了した時に、クライアント（
端末装置３）からサーバー（移動局２）へ送信するシーケンスとして定義されている。そ
して、端末装置３は、移動局２からの応答信号（図１０に図示せず）を受信するとデータ
通信を完了する（Ｓ１０３ｂ）。
【０１１１】
　移動局２は、端末装置３から送信されたデータサービス切断要求Ｓ１０２ｃを受信する
（Ｓ１４１ａのＹＥＳ）。このデータサービス切断要求Ｓ１０２ｃはブルートゥース標準
規格で定められている標準手順であり、データ通信がすべて終了したことを本来は意味す
る。
【０１１２】
　しかし、この実施例２にあっては、移動局２は、このまま、データサービス切断要求Ｓ
１０２ｃを正規完了として受信するのではなくて、データサービス切断要求Ｓ１０２ｃを
受信する前段において、基地局１から音声着信呼出しＳ１１があったかどうかをチェック
しておき（図１０のＳ１１ａ）、それを後段でチェックする（Ｓ１１１ａ）方法で動作す
る。そして、音声着信呼出しＳ１１がなかった（Ｓ１１１ａのＮＯ）場合、移動局２は、
データ通信の正規完了であると判断して、上記応答信号を端末装置３に送信してデータ通
信を完了する（Ｓ１０２ａ）。
【０１１３】
　（データ通信中の音声着信）
次に、データ通信中Ｓ１０ｄに音声着信があった場合について、以下に説明する。このデ
ータ通信Ｓ１０中に、移動通信網から移動局２への音声呼出しが発生すると、基地局１は
、音声着信呼出しＳ１１を移動局２へ送信する。
【０１１４】
　移動局２は、このデータ通信中Ｓ１０ａに、基地局１から送信される音声着信呼出しＳ
１１のチェックを行い（Ｓ１１ａ）、音声着信呼出しＳ１１を受信すると（Ｓ１１ａのＹ
ＥＳ）、それを記憶して移動局２のスピーカ等から着信音Ｓ１２１を鳴動する（Ｓ１２１
ａ）。そして、端末装置３からのデータサービス切断要求Ｓ１０２ｃの待ち状態となる。
【０１１５】
　移動局２と端末装置３は近い距離に位置しており、ユーザー（使用者）は、この移動局
２から発せられる着信音Ｓ１２１を聞いて、端末装置３に設けられる音声着信応答キーを
操作して着信応答キー入力Ｓ１２２を行う。
【０１１６】
　そして、端末装置３は、データＳ１０ｄの内容を確認して、データ通信完了ではなけれ
ば（Ｓ１０１ｂのＮＯ）、更に、音声着信応答キー入力Ｓ１２２のチェック（Ｓ１２２ｂ
）を行う。そして、音声着信応答キー入力Ｓ１２２の入力を検出したならば（Ｓ１２２ｂ
のＹＥＳ）、音声着信割り込みと判断する（Ｓ１３１ｂ）。そして、端末装置３（クライ
アント）は、データサービス切断要求Ｓ１４１を移動局２（サーバー）へ送信する（Ｓ１
４１ｂ）。このデータサービス切断要求Ｓ１４１は、ブルートゥース標準規格で定められ
ている標準手順では、データ通信がすべて終了したことを本来意味する。しかし、実施例
２では、端末装置３がデータ通信中Ｓ１０に音声着信割り込みと判断したことを移動局２
に通知する信号として使用する。
【０１１７】
　移動局２は、このデータサービス切断要求Ｓ１４１を受信すると（Ｓ１４１ａのＹＥＳ
）、更に、データサービス切断要求Ｓ１４１を受信する前段で音声着信呼出しＳ１１があ
ったかどうかをチェックする（Ｓ１１１ａ）。そして、音声着信呼出しＳ１１を受信した
ことが記憶されている場合（Ｓ１１１ａのＹＥＳ）、移動局２は、端末装置３へ、応答信
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号Ｓ１４２を送信する（Ｓ１４２ａ）。
【０１１８】
　そして、移動局２は、音声着信呼出しＳ１１を受信したことが記憶されている場合（Ｓ
１１１ａのＹＥＳ）、端末装置３でデータ通信中の音声着信割り込みの判断が行なわれた
と認識する（Ｓ１４３ａ）。
【０１１９】
　そして、移動局２は、基地局１へデータ通信一時切断信号Ｓ１５を送信し（Ｓ１５ａ）
、音声通信サービスＳ１６に入る（Ｓ１６ａ）。
【０１２０】
　また、端末装置３は、移動局２からの応答信号Ｓ１４２を受信し（Ｓ１４２ｂ）、音声
通信サービスＳ１７に入る（Ｓ１７ｂ）。
【０１２１】
　次に、移動局２と端末装置３は、それぞれ、ブルートゥース通信を音声通信サービスに
設定するために、ＨＰＦプロファイルを起動して切り換える（Ｓ１８ａ、Ｓ１９ａ）。そ
して、移動局２と端末装置３は、ブルートゥース手順により、ハンズフリー接続要求Ｓ２
０の送信受信（Ｓ２０ａ、Ｓ２０ｂ）、応答信号Ｓ２１の送信受信（Ｓ２１ａ、Ｓ２１ｂ
）、セッション確立Ｓ２２の処理（Ｓ２２ａ、Ｓ２２ｂ）を行い、ブルートゥース通信で
の音声通信を確立する。
【０１２２】
　この音声通信が確立すると、移動局２は、直ちに着信応答Ｓ２６を基地局１へ送信する
（Ｓ２６ａ）。これにより、基地局１と端末装置３との間で移動局２を介した音声通信Ｓ
２７が行なわれ（Ｓ２７ａ、Ｓ２７ｂ）、ユーザーは、端末装置３を使用してハンズフリ
ー通話Ｓ２８を行う。
【０１２３】
　ハンズフリー通話Ｓ２８～データ通信再開（図７のＳ４０）までの動作は、実施例１と
同じであり、図示および説明を省略する。
【０１２４】
　このように実施例２によれば、ブルートゥースの標準プロファイルを使用して、端末装
置から移動局へデータ通信中に音声着信割り込みの判断を行なったことが通知される。こ
れにより、データ通信中に音声着信があった場合に、ユーザーは、移動局を操作すること
なく、端末装置を操作するのみで、データ通信を一時中断し、端末装置による音声着信応
答およびハンズフリー音声通信を実行することができる。
【０１２５】
　なお、図２に示したシングルコール、マルチプロファイルの第２の移動体通信システム
の場合、移動局２および端末装置３は、ブルートゥース通信のＤＵＮプロファイルとＨＰ
Ｆプロファイルを同時並行処理ができるので、切り換えを行う必要がない。従って、図９
のシーケンスにおいて、移動局２および端末装置３は、ＤＵＮプロファイル起動（Ｓ３）
、ＤＵＮプロファイル起動（Ｓ７）、ＨＰＦプロファイル切り換え（Ｓ１８）、ＨＰＦプ
ロファイル切り換え（Ｓ１９）を行う必要はない。
【０１２６】
　移動局２および端末装置３は、初期段階、例えば、データ通信サービスＳ２およびデー
タ通信サービスＳ６の前段のタイミングで、ＤＵＮプロファイルとＨＰＦプロファイルの
両方を起動しておけばよい。但し、ＤＵＮプロファイルでのデータサービス切断要求Ｓ１
４１は、やはりブルートゥース標準手順ではないため、図９、図１０で説明した方法によ
り、音声割り込みを通知することを行う。
【０１２７】
　また、図３のマルチコール、マルチプロファイルの通信システムにおいて、マルチコー
ルの通信１、マルチプロファイルのプロファイル１の通信システムについて説明する。移
動局２は、マルチプロファイルであり、図２の場合と同様に、図９のシーケンス図の初期
段階、例えば、データ通信サービスＳ２の前のタイミングで、ＤＵＮプロファイルとＨＰ

10

20

30

40

50

(22) JP 3766081 B2 2006.4.12



Ｆプロファイルの両方を起動しておけばよい。
【０１２８】
　端末装置３は、マルチプロファイルまたはシングルプロファイルのどちらかが考えられ
る。端末装置３は、マルチプロファイルの場合、図２のマルチプロファイルの場合と同様
に、図９のシーケンス図の初期段階、例えば、データ通信サービスＳ６の前のタイミング
で、ＤＵＮプロファイルとＨＰＦプロファイルの両方を起動しておけばよい。端末装置３
は、シングルプロファイルの場合、図１のシングルプロファイルの場合と同様に、図９の
シーケンス図のとおりに、ＤＵＮプロファイルとＨＰＦプロファイルの起動、切り換えを
行えばよい。
【０１２９】
　但し、ＤＵＮプロファイルでのデータサービス切断要求Ｓ１４１は、やはりブルートゥ
ース標準手順ではないため、図９、図１０で説明した方法により、音声割り込みを通知す
ることを行う。
【０１３０】
　このようにマルチプロファイルの場合においても、ブルートゥースの標準プロファイル
を使用して、移動局は、端末装置に対して、データ通信中の音声着信割り込みを通知する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【０１３１】
【図１】本発明の各実施例に係る通信システムの構成図。
【図２】本発明の各実施例に係る通信システムの構成図。
【図３】本発明の各実施例に係る通信システムの構成図。
【図４】本発明の各実施例に係る通信システムの移動局のブロック図。
【図５】本発明の各実施例に係る通信システムの端末装置のブロック図。
【図６】本発明の実施例１における移動局および端末装置のデータ通信中の音声着信応答
のシーケンスを示す図。
【図７】同上（続き）。
【図８】本発明の実施例１における移動局および端末装置のデータ通信中の音声着信応答
の動作を示すフローチャート。
【図９】本発明の実施例２における移動局および端末装置のデータ通信中の音声着信応答
のシーケンスを示す図。
【図１０】本発明の実施例２における移動局および端末装置のデータ通信中の音声着信応
答の動作を示すフローチャート。
【符号の説明】
【０１３２】
１　基地局
２　移動局
３、３ａ、３ｂ　端末装置
１１　マイク
１２　スピーカ
１３　キー入力部
１４　ＬＣＤ
１５　音声コーデック
１６　アンテナ
１７　通信部
１８　ブルートゥース通信部
１９　制御部
３１　マイク
３２　スピーカ
３３　キー入力部
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３４　ＬＣＤ
３５　音声コーデック
３６　ブルートゥース通信部
３７　制御部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

(25) JP 3766081 B2 2006.4.12



【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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