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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＰＴＴ方式の無線機又はＣＤＭＡ端末機を利用したハンズフリー通信システムにおいて
、
　前記無線機又はＣＤＭＡ端末機に連結され、ＰＴＴキー装置から伝送されるキー信号に
よって送信モードと受信モードをトグルし、受信モードである場合、前記無線機から出力
されるオーディオ信号をヘッドセットに伝送し、且つ、送信モードである場合、前記ヘッ
ドセットから伝送される音声信号を受信し、前記無線機に出力するドングル、
　前記ドングルから伝送されるオーディオ信号を受信し且つ出力し、使用者の音声を入力
され、前記ドングルに使用者の音声信号を伝送するヘッドセット及び、
　使用者の操作に応じて送受信モードをトグルするためのキー信号を前記ドングルに伝送
するＰＴＴキー装置を含めるが、
　前記ドングル、前記ヘッドセット及びＰＴＴキー装置は、ブルートゥースを介して近距
離無線通信を行うことを特徴とするブルートゥースを利用した遠隔ＰＴＴ装置及びハンズ
フリー通信システム。
【請求項２】
　前記ドングルと前記ヘッドセットは、ＨＳＰ(Ｈｅａｄｓｅｔ　Ｐｒｏｆｉｌｅ)を利用
してブルートゥース通信を行い、前記ドングルと前記ＰＴＴキー装置は、ＳＰＰ(Ｓｅｒ
ｉａｌ　Ｐｏｒｔ　Ｐｒｏｆｉｌｅ)又はＡＶＲＣＰ(ＡＶ ｒｅｍｏｔｅ ｃｏｎｔｒｏｌ
 ｐｒｏｆｉｌｅ)を利用してブルートゥース通信を行うことを特徴とする請求項１に記載
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のブルートゥースを利用した遠隔ＰＴＴ装置及びハンズフリー通信システム。
【請求項３】
　前記ドングルは、
　前記ヘッドセット及び前記ＰＴＴキー装置と近距離無線通信を行うためのブルートゥー
ス用アンテナ、
　前記ヘッドセットと前記ＰＴＴキー装置を探索し、ＨＳＰ(Ｈｅａｄｓｅｔ　Ｐｒｏｆ
ｉｌｅ)を利用して探索された前記ヘッドセットとブルートゥース通信を行い、且つ、Ｓ
ＰＰ(Ｓｅｒｉａｌ　Ｐｏｒｔ　Ｐｒｏｆｉｌｅ)又はＡＶＲＣＰ(ＡＶ ｒｅｍｏｔｅ ｃ
ｏｎｔｒｏｌ ｐｒｏｆｉｌｅ)を利用して探索されたＰＴＴキー装置とブルートゥース通
信を行うドングル通信部及び、
　前記ＰＴＴキー装置から伝送されるキー信号の受信可否を判定し、プレスキー信号が入
力される場合、送信モードに設定し、前記無線機のＰＴＴ機能をオンにさせたのちに、前
記ヘッドセットから伝送される音声信号を受信し、前記無線機に出力し、前記無線機から
出力されるリングトーンの入力可否を判定し、リングトーンが入力される場合、受信モー
ドに設定し、前記無線機から出力されるオーディオ信号を前記ヘッドセットに伝送するド
ングル制御部を含めることを特徴とする請求項１に記載のブルートゥースを利用した遠隔
ＰＴＴ装置及びハンズフリー通信システム。
【請求項４】
　前記ＰＴＴキー装置は、
　前記ドングルとブルートゥース近距離無線通信を行うためのブルートゥースアンテナ、
　使用者の操作に応じて送信モードを設定したり、又は解除するためのキー信号を出力す
るＰＴＴスイッチ及び、
　ＳＰＰ(Ｓｅｒｉａｌ　Ｐｏｒｔ　Ｐｒｏｆｉｌｅ)又はＡＶＲＣＰ(ＡＶ ｒｅｍｏｔｅ
 ｃｏｎｔｒｏｌ ｐｒｏｆｉｌｅ)を利用して前記ドングルとブルートゥース無線通信を
行い、前記ＰＴＴスイッチが押下された場合、プレスキー信号を前記ドングルに伝送し、
前記ＰＴＴスイッチの押下が解除された場合、リリースキー信号を前記ドングルに伝送す
るＰＴＴキー通信部を含めることを特徴とする請求項１に記載のブルートゥースを利用し
た遠隔ＰＴＴ装置及びハンズフリー通信システム。
【請求項５】
　前記ヘッドセットは、
　使用者の音声信号を入力され、電気信号に変えて出力する音声入力部、
　ＨＳＰ(Ｈｅａｄｓｅｔ　Ｐｒｏｆｉｌｅ) を利用して前記ドングルとブルートゥース
通信を行い、且つ、前記音声入力部より入力される音声信号を前記ドングルに伝送し、前
記ドングルから伝送されるオーディオ信号を受信するヘッドセット通信部及び、
　前記ブルートゥース通信部を介して受信されたオーディオ信号を出力する音声出力部を
含めることを特徴とする請求項１に記載のブルートゥースを利用した遠隔ＰＴＴ装置及び
ハンズフリー通信システム。
【請求項６】
　連結ケーブルを通じてＰＴＴ方式の無線機又はＣＤＭＡ端末機に連結され、ブルートゥ
ースを利用して近距離無線通信を行うドングルと、前記ドングルとブルートゥースとを利
用して近距離無線通信を行うヘッドセット及びＰＴＴキー装置を利用したハンズフリー通
信システムの提供方法において、
　(ａ)前記ドングルから前記ヘッドセット及び前記ＰＴＴキー装置を検索し、検索された
前記ヘッドセット及び前記ＰＴＴキー装置に接続する段階、
　(ｂ)前記ドングルが前記ＰＴＴキー装置からキー信号が伝送されるか否かを判定し、キ
ー信号が伝送される場合、送信モードに設定し、前記ヘッドセットにオーディオチャンネ
ルを連結し、次いで前記ヘッドセットから伝送される音声信号を受信し、前記無線機に出
力する段階及び、
　(ｃ)前記ドングルが前記無線機からリングトーンが入力されるか否かを判定し、リング
トーンが入力される場合、受信モードに設定し、前記ヘッドセットにオーディオチャンネ
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ルを連結し、前記無線機から入力されるオーディオ信号を前記ヘッドセットに伝送する段
階を含めることを特徴とするブルートゥースを利用した遠隔ＰＴＴ装置及びハンズフリー
通信システムの提供方法。
【請求項７】
　前記(ａ)段階は、
　(ａ１)前記ドングルが、変数、ＨＳＰ(Ｈｅａｄｓｅｔ　Ｐｒｏｆｉｌｅ)及びＳＰＰ(
Ｓｅｒｉａｌ　Ｐｏｒｔ　Ｐｒｏｆｉｌｅ)又はＡＶＲＣＰ(ＡＶ ｒｅｍｏｔｅ ｃｏｎｔ
ｒｏｌ ｐｒｏｆｉｌｅ)を初期化する段階、
　(ａ２)前記ドングルが前記ヘッドセット及び前記ＰＴＴキー装置への接続を試みる段階
及び、
　(ａ３)前記(ａ２)段階で接続に失敗した場合、 インクワイアリーを行った後、再接続
を試みる段階を含めることを特徴とする請求項６に記載のブルートゥースを利用した遠隔
ＰＴＴ装置及びハンズフリー通信システムの提供方法。
【請求項８】
　前記(ｂ)段階は、
　(ｂ１)前記ドングルが前記ＰＴＴキー装置から伝送されるキー信号(ＰＴＴキープレス
信号)の受信可否を判断し、キー信号を受信した場合、前記無線機のＰＴＴポートにハイ
信号を出力する段階、
　(ｂ２)前記ドングルが前記ヘッドセットにオーディオチャンネルを連結する段階、
　(ｂ３)前記ドングルが前記ヘッドセットから伝送される音声信号を受信し、前記無線機
に出力する段階、
　(ｂ４)前記ドングルが前記ＰＴＴキー装置から伝送されるキー信号(ＰＴＴキーリリー
ス信号)の受信可否を判定し、リリース信号を受信した場合、前記無線機のＰＴＴポート
にロー信号を出力する段階及び、
　(ｂ５)前記ドングルが前記ヘッドセットに連結されたオーディオチャンネルを終了する
段階を含めることを特徴とする請求項６に記載のブルートゥースを利用した遠隔ＰＴＴ装
置及びハンズフリー通信システムの提供方法。
【請求項９】
　前記(ｃ)段階は、
　(ｃ１)前記ドングルが前記無線機よりリングトーンが入力されるか否かを判定する段階
、
　(ｃ２)前記(ｃ１)段階でリングトーンが入力された場合、前記ドングルが前記ヘッドセ
ットにオーディオチャンネルを連結する段階、
　(ｃ３)前記ドングルが前記無線機より入力されるオーディオ信号を前記ヘッドセットに
伝送する段階及び、
　(ｃ４)前記ドングルが前記無線機よりオーディオ信号の入力可否を判定し、オーディオ
信号が入力されなかった場合、前記ヘッドセットに連結されたオーディオチャンネルを解
除する段階を含めることを特徴とする請求項６に記載のブルートゥースを利用した遠隔Ｐ
ＴＴ装置及びハンズフリー通信システムの提供方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ブルートゥースを利用した遠隔ＰＴＴ装置及びハンズフリー通信システムと
該提供方法に関するものであって、より詳しくはブルートゥースを利用した近距離無線通
信可能なドングル、ヘッドセット及びＰＴＴキー装置を介して、ハンズフリー通信可能な
ハンズフリー通信システム及び該提供方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、ＴＲＳ無線機を含めた各種無線機は、ＰＴＴ(Ｐｕｓｈ　ｔｏ　ｔａｌｋ)キー
付き送受信機本体と、使用者の便宜が図れるＰＴＴキー付き有線ヘッドセットとからなる
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。 
【０００３】
　ＴＲＳ無線機を含めた各種無線機を利用した送受信通話のために使用者は、発信時には
、送受信機に取り付けられたＰＴＴキーを押下したうえで送信する一方、受信時にはＰＴ
Ｔキーを離押状態にして受信する。
【０００４】
　ＰＴＴキーが取り付けられた有線ヘッドセットを使用する場合、使用者は多少重い送受
信機を身体の一部に据え付けたうえで、発信時、有線ヘッドセットに取り付けられている
ＰＴＴキーを押下しながら送信する一方、受信時には、ＰＴＴキーの押下を解除してから
受信する。
【０００５】
　構造的にＴＲＳ無線機を含めた各種無線機を利用した送受信通話のためにはＰＴＴキー
を操作しなければならないから、両手の自由な使用に制限が生じる。有線ヘッドセットを
使用して送受信を行う場合、送受信機を手にして通話をするといった不都合は解消できる
ものの、送受信機とヘッドセットとのインタフェースが有線であるという短所と、送受信
通話時に有線ヘッドセット部分に取り付けられているか、又は送受信機に取り付けられて
いるＰＴＴキーを操作しなければならないから、他の作業を行いながら同時に通話を行う
のに制約があった。
【０００６】
　したがって、こうした従来技術によれば、オートバイや自動車、その他移動中に使用す
る場合、使用者が、いつも片手を使用するという不便と危険が共に存在していた。
【０００７】
　また、既存のＰＴＴキー付き有線ヘッドセットは、有線の長さに合わせてのみ使用可能
であり、嵩張るため、携帯には適していないものであった。 しかも、運転中に使用する
と、極めて危険な状況を免れなかった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、かかる従来技術の問題点等に鑑みてなされたものであって、ＴＲＳ無線機を
含めた各種無線機のＰＴＴ機能をブルートゥースを利用して無線遠隔で制御すると共に、
ブルートゥース無線ヘッドセットで通話を可能とする通信装置であって、ＰＴＴキー装置
、無線ヘッドセット、ドングル(無線機、無線ヘッドセット、ＰＴＴキー装置を連結する
装置)からなり、無線機を使用する産業現場及びオートバイによる特殊運送業、そして警
察警護などのような各種特殊職種者にとって既存無線機使用による不便と危険要素を改善
することによって、高い利便性と事故予防の効果を同時に奏しえるハンズフリー通信シス
テム及び該提供方法を提供することにその目的がある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前述した目的を達成するために、本発明の望ましい一実施例によれば、ＰＴＴ方式の無
線機又はＣＤＭＡ端末機を利用したハンズフリー通信システムにおいて、前記無線機又は
ＣＤＭＡ端末機に連結され、ＰＴＴキー装置から伝送されるキー信号によって送信モード
と受信モードをトグルし、受信モードである場合、前記無線機から出力されるオーディオ
信号をヘッドセットに伝送し、且つ、送信モードである場合、ヘッドセットから伝送され
る音声信号を受信し、前記無線機に出力するドングルと、前記ドングルから伝送されるオ
ーディオ信号を受信して出力し、使用者の音声を入力され、前記ドングルに使用者の音声
信号を伝送するヘッドセット及び、使用者の操作に応じて送受信モードをトグルするため
のキー信号を前記ドングルに伝送するＰＴＴキー装置を含めるが、前記ドングル、前記ヘ
ッドセット及び前記ＰＴＴキー装置は、ブルートゥースを利用して近距離無線通信を行う
ことを特徴とするブルートゥースを利用した遠隔ＰＴＴ装置及びハンズフリー通信システ
ムが提供される。
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【００１０】
　また、前述した目的を達成するために、本発明の他の望ましい実施例によれば、連結ケ
ーブルを介してＰＴＴ方式の無線機又はＣＤＭＡ端末機に連結され、ブルートゥースを利
用して近距離無線通信を行うドングルと、前記ドングルとブルートゥースを利用して近距
離無線通信を行うヘッドセット及びＰＴＴキー装置を利用したハンズフリー通信システム
提供方法において、(ａ)前記ドングルから前記ヘッドセット及び前記ＰＴＴキー装置を検
索し、検索された前記ヘッドセット及び前記ＰＴＴキー装置に接続する段階と、(ｂ)前記
ドングルが前記ＰＴＴキー装置からキー信号が伝送されるかを判定し、キー信号が伝送さ
れる場合、送信モードに設定し、前記ヘッドセットにオーディオチャンネルを連結し、前
記ヘッドセットから伝送される音声信号を受信し、前記無線機に出力する段階と、(ｃ)前
記ドングルが前記無線機からリングトーンが入力されるかを判定し、リングトーンが入力
される場合、受信モードに設定し、前記ヘッドセットにオーディオチャンネルを連結し、
前記無線機から入力されるオーディオ信号を前記ヘッドセットに伝送する段階とを含める
ことを特徴とするブルートゥースを利用した遠隔ＰＴＴ装置及びハンズフリー通信システ
ムの提供方法が提供される。
【発明の効果】
【００１１】
　以上で詳述したように、本発明によるブルートゥースを利用した遠隔ＰＴＴ装置及びハ
ンズフリー通信システムと該提供方法によれば、ブルートゥースを利用して無線でＰＴＴ
(Ｐｕｓｈ　ｔｏ　ｔａｌｋ)を動作させることによって両手を自由に使用することができ
るから、ブルートゥースの到達距離である１００ｍ以内ではＴＲＳ無線機を含めた各種無
線機を携帯しなくても自由な通話が可能となる効果を奏する。
【００１２】
　また、本発明によれば、ＰＴＴキー装置を別度に分離し、産業現場、オートバイによる
特殊運送業、レジャー同好会、警察及び警護など、各種無線機を使用する環境下で従来方
式より画期的な利便性を提供し、且つ安全性を高めることができる。
【００１３】
　さらに、本発明によれば、全世界的に生活用、産業用、特殊目的用などで需要がある無
線機市場と、大型移動通信社が携帯電話を無線機のように使えるＰＴＴサービスを導入し
かつ普及するＰＴＴ携帯用電話機市場など、本技術を適用し得るような市場の規模と安全
性のための特殊性側面で該効用性及び商業的な価値を高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、添付図面に基づいてブルートゥースを利用した遠隔ＰＴＴ装置及びハンズフリー
通信システムと該提供方法に対する望ましい実施例について詳述する。
【００１５】
　図１は、本発明の望ましい一実施例によるブルートゥースを利用した遠隔ＰＴＴ装置及
びハンズフリー通信システムの概略を示した構成ブロック図である。
【００１６】
　図１に示すように本発明の望ましい実施例によるブルートゥースを利用した遠隔ＰＴＴ
装置及びハンズフリー通信システムは、無線機１００、連結ジャック１１４、ドングル１
１０、ヘッドセット１２０及びＰＴＴキー装置１３０を包含することができる。
【００１７】
　本発明によるブルートゥースを利用した遠隔ＰＴＴ装置及びハンズフリー通信システム
に用いられる無線機１００は、一般に使用されるＰＴＴ方式により動作するＴＲＳ無線機
などのような各種無線機が用いられる。ＴＲＳ(Ｔｒｕｎｋｅｄ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ)無線機とは、周波数共用通信方式を利用して無線通信を行う無線機のことをいい、
幹線無線機とも言える。
【００１８】
　一定とした周波数を専用するようになっている既存移動電話など、セルラーシステムと
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違って幹線電話システムは、独立したそれぞれのチャンネルを一つに束ね、複数の利用者
が共用するようにした方式である。即ち、周波数の活用幅を極大化したものを特徴とする
システムである。このため、１６個チャンネルを利用するに際し、既存携帯電話の場合、
５００名ほどの収容が可能となるわけだが、ＴＲＳはこれより１０倍規模の５０００名ま
でも共用能力を発揮することができる。
【００１９】
　また、ＰＴＴ方式(Ｐｕｓｈ-ｔｏ-ｔａｌｋ)とは、一つの無線周波数でＦＭやＡＭ、Ｐ
Ｍ変調を行い、一つの周波数で送受信を切り替える両方向無線送受信機として長い間使わ
れてきたものであって、いまも多くの無線局が活用する送受信変換方法であり、且つ、無
線機の基本通話方式として、相手側に話をする際にはスイッチを押下する一方、聴取する
際には押下状態を解除したうえで通話可能となるようにする。無線機やＴＲＳ端末機の横
面に取り付けられているＰＴＴボタン操作により一対一又は一対多数が即座で意思疎通を
図ることができる。
【００２０】
　即ち、本発明による無線機１００は、ＰＴＴ方式を利用して無線通信を行う無線機が利
用され、より詳しくはＰＴＴ方式を利用したＴＲＳ無線機が利用されえる。こうした無線
機の構成は、既に公知の従来技術を採択しているものの、詳しい説明は省略する。
【００２１】
　連結ジャック１１４は、無線機１００とドングル１１０を連結し、ドングル１１０が無
線機１００の機能を制御し、入力される使用者の音声を出力したり、又は無線機が受信し
たオーディオ信号を入力されることができるように機能を奏する。より望ましくは、本発
明による連結ジャック１１４は、４極のプラグで構成することができ、連結ジャック１１
４の一側端子は、無線機１００のエクスターナルイヤ/ジャック(Ｅｘｔｅｒｎａｌ　Ｅａ
ｒ/Ｊａｃｋ)ポート１０４に挿入され、他側端子は、本発明によるドングル１００の連結
ポート１１２に挿入され、ドングル１１０と無線機１００を連結するようになっている。
【００２２】
　こうした連結ジャック１１４は、無線機１００の製造社又は形態別に多様なエクスター
ナルイヤ/ジャック(Ｅｘｔｅｒｎａｌ　Ｅａｒ/Ｊａｃｋ)に応じてジェンダー(Ｇｅｎｄ
ｅｒ)を介して多様に対応することができるように構成し得ることは当業者にとって自明
である。
【００２３】
　本発明によるドングル１１０、ヘッドセット１２０及びＰＴＴキー装置１３０はブルー
トゥースを利用してピコネット(Ｐｉｃｏｎｅｔ)を構成し、近距離無線通信を実行するよ
うに構成される。
【００２４】
　ブルートゥース(ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ)とは、近距離にあるコンピュータと移動端末機・
家電製品などを無線でつなぎ、双方向にリアルタイムで通信可能とさせる規格のことをい
い、又はその規格に合う製品に付けられた呼び名である。１９９４年スウェーデンのＥｒ
ｉｃｓｓｏｎ社が初めて研究に取り組み、１９９８年２月Ｅｒｉｃｓｓｏｎ社が中心とな
り、ＩＢＭ社、Ｉｎｔｅｌ社、Ｎｏｋｉａ社、東芝などが参加して結成したブルートゥー
スＳＩＧ(Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｇｒｏｕｐ)により本格化となった。さら
に、２００１年１２月マイクロソフト社と、３Ｃｏｍ・ルーセントテクノロジーズ・モト
ローラなどの参加により全世界的な規格で定められた近距離無線通信規約及び適用製品を
指す用語となった。
【００２５】
　こうしたブルートゥースの特徴の一つは、一つのマスター(ｍａｓｔｅｒ)と七つのスレ
ーブ(ｓｌａｖｅ)とからなるピーコネット(Ｐｉｃｏｎｅｔ)という網を構成し、網を構成
する機器間でアドホック(ａｄ-ｈｏｃ)通信網を構成することにある。即ち、七つの機器
が一つのピーコネットにつながり、七個のうちの一つは、周波数ホッピングバータン生成
などのピーコネットを管理するマスターとなり、残りはスレーブに接続するようになる。
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【００２６】
　また、本発明によるブルートゥースを利用した遠隔ＰＴＴ装置及びハンズフリー通信シ
ステムでは、ドングル１１０が前述したマスターとして機能を奏するようになり、ヘッド
セット１２０とＰＴＴキー装置１３０は、スレーブとして機能を奏するようになっている
。
【００２７】
　また、本発明によるハンズフリー通信システムにおいて、ドングル１１０とヘッドセッ
ト１２０は、ＨＳＰ(ｈｅａｄｓｅｔ　ｐｒｏｆｉｌｅ)を利用してブルートゥース通信を
行い、ドングル１１０とＰＴＴキー装置１３０はＳＰＰ(Ｓｅｒｉａｌ　Ｐｏｒｔ　Ｐｒ
ｏｆｉｌｅ)を利用してブルートゥース通信を行うようになっている。
【００２８】
　そこで、プロファイル(ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ｐｒｏｆｉｌｅ)とは、それぞれの応用に
対するプロトコルの配列に対する定義である。即ち、プロファイルは、応用機器別にソフ
トウェアスタックの搭載方法を記したものであって、相異した製造社のブルートゥース製
品間の相互接続性(Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ)を確保するために提案された規格
として、プロファイルにはアプリケーション毎にブルートゥース各レイヤーの機能と、該
レイヤーとアプリケーションがどのように関連付けられているかにつき定義していた。
【００２９】
　バージョン１.０では、１３種のプロファイルを定義しており、ワーキンググルップを
形成し、不足しているプロファイルを改めて策定する作業を引き続き行っている。
【００３０】
　本発明では前述したような汎用性を確保するために、ヘッドセット、ハンズフリー電話
及び無線通話の機能を実現するに際して、必要となるプロファイルのＨＳＰを利用してド
ングル１１０とヘッドセット１２０との無線通信を行い、既存シリアルポートを装着した
機器(無線機１００)接続に必要なプロファイルであるＳＳＰを利用してドングル１１０と
ＰＴＴキー装置１３０間の無線通信を行えるようになっている。
【００３１】
　ドングル１１０は、前述した無線機１００に連結ジャック１１４を介して有線で連結さ
れ、無線機１００の機能をハンズフリー方式に具現し得るように網を構成し、ヘッドセッ
ト１２０とＰＴＴキー装置１３０と近距離無線通信を行うようになる。即ち、ＰＴＴキー
装置１３０から伝送されるキー信号を受信し、無線機１００のＰＴＴ機能を制御し(送信
モードと受信モードをトグル)、受信モードの場合、無線機１００から出力されるオーデ
ィオ信号をヘッドセット１２０に無線伝送し、且つ、送信モードである場合、ヘッドセッ
ト１２０から伝送される音声信号を受信し、無線機１００に出力するようになる。
【００３２】
　図２は、本発明の望ましい一実施例によるドングルの構成ブロック図である。図２に示
すように、本発明によるドングル１１０はより好ましく、ドングル制御部２００、ブルー
トゥースアンテナ２０２、ドングル通信部２０４、連結ポート１１２、ＤＣジャック２０
６、充填回路２０８、バッテリー２１０、電源回路２１２、電源スイッチ２１４及びリセ
ットスイッチ２１６を含むことができる。
【００３３】
　連結ポート１１２は、前述した４極プラグからなる連結ジャック１１４の一側連結端子
が挿入され、ドングル１１０と無線機１００との間のデータ送受信経路として利用され、
且つ、電源回路２１２は、ドングル１１０内の各構成部に電源を供給するようになり、Ｄ
Ｃジャック２０６、充填回路２０８、バッテリー２１０は、電源回路２１２の制御によっ
てバッテリー充填又は電源供給の機能を行うようになる。
【００３４】
　電源スイッチ２１４は、使用者の操作によってドングル１１０に電源を供給したり、ま
たは遮断する機能を奏し、リセットスイッチ２１６は、使用者の操作に応じてドングル１
１０を初期化するようになっている。
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【００３５】
　前述したＤＣジャック２０６、充填回路２０８、バッテリー２１０、電源回路２１２、
電源スイッチ２１４及びリセットスイッチ２１６の構成と機能に対しては既に公知の技術
を採択しているものの、詳しい説明は省略する。
【００３６】
　ブルートゥース用アンテナ２０２は、ヘッドセット１２０及びＰＴＴキー装置１３０と
近距離無線通信を行う過程でデータの送受信経路として利用される。
【００３７】
　ドングル通信部２０４は、ヘッドセット１２０とＰＴＴキー装置１３０を探索し、ＨＳ
Ｐ(ｈｅａｄｓｅｔ　ｐｒｏｆｉｌｅ)を利用して探索された前記ヘッドセット１２０とブ
ルートゥース通信を行い、ドングル１１０と探索されたＰＴＴキー装置１３０はＳＰＰ(
Ｓｅｒｉａｌ　Ｐｏｒｔ　Ｐｒｏｆｉｌｅ)又はＡＶリモートコントロールプロファイル(
ＡＶ ｒｅｍｏｔｅ ｃｏｎｔｒｏｌ ｐｒｏｆｉｌｅ、ＡＣＲＣＰ)を利用してブルートゥ
ース通信を行うようになっている。即ち、ドングル２０４は、ドングル１１０、ヘッドセ
ット１２０及びＰＴＴキー装置１３０からなるブルートゥース網(ピーコネット、Ｐｉｃ
ｏｎｅｔ)のマスター装置として機能を奏し、且つ、こうしたドングル通信部２０４はブ
ルートゥースチップセットを利用して構成され得る。
【００３８】
　ドングル制御部２００は、ドングル内の各構成部と無線機１００、ＰＴＴキー装置１３
０及びヘッドセット１２０を制御し、ハンズフリー通信を具現するようになる。これをよ
り詳しく説明すると、本発明によるドングル制御部２００はＰＴＴキー装置１３０から伝
送されるキー信号(ＰＴＴスイッチ３０４が押下された場合、ＰＴＴキー装置１３０はプ
レスキー信号を伝送し、且つ、ＰＴＴスイッチ３０４の押下が解除された場合、ＰＴＴキ
ー装置１３０はリリースキー信号を伝送するようになっている)を受信し、もし受信した
キー信号がプレスキー信号である場合、送信モードに設定し、無線機１００のＰＴＴ機能
をオンにした後、ヘッドセット１２０から伝送される音声信号を受信し、無線機１００に
出力するようになる。
【００３９】
　また、本発明によるドングル制御部２００は、無線機１００から出力されるリングトー
ンの入力可否を判定し、リングトーンが入力される場合、受信モードに設定し、無線機１
００から出力されるオーディオ信号をヘッドセット１２０に伝送するようになる。さらに
、別度のリングトーンを設定せずにドングル制御部２００が無線機１００からオーディオ
信号が入力されるか否かを判断した後、オーディオ信号が入力される場合、受信モードに
設定し、無線機１００が受信した相手側のオーディオ信号をドングル１１０からヘッドセ
ット１２０に伝送するように構成され得る。
【００４０】
　前述したブルートゥースアンテナ２０２、ドングル通信部２０４及びドングル制御部２
００は、一つのチップとして具現し得ることは、当業者にとって自明である。
【００４１】
　ＰＴＴキー装置１３０は、使用者の操作によって送受信モードをトグルするためのキー
信号をドングル１１０に伝送するようになる。即ち、本発明によるＰＴＴキー装置１３０
は、ブルートゥース網を構成するスレーブ装置であって、使用者の操作によってプレース
キー信号又はリリースキー信号を前述したドングル１１０に無線で伝送し、無線機１００
のＰＴＴ機能を制御するようになる。
【００４２】
　図３は、本発明の望ましい一実施例によるＰＴＴキー装置の構成ブロック図である。図
３に示すように、本発明によるＰＴＴキー装置１３０は、ＰＴＴキー通信部３００、ブル
ートゥースアンテナ３０２、ＰＴＴスイッチ３０４、電源スイッチ３０６、リセットスイ
ッチ３０８、ＤＣジャック３１０、充填回路３１２、電源回路３１４及びバッテリー３１
６を含めることができる。
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【００４３】
　ここで、ブルートゥースアンテナ３０２、ＤＣジャック３１０、充填回路３１２、バッ
テリー３１６、電源回路３１４、電源スイッチ３０６及びリセットスイッチ３０８の構成
と機能に対しては、ドングル１１０の各対応部と同じ構成からなるため同様な機能を奏す
るようになっており、より詳しい説明は省略する。
【００４４】
　ＰＴＴスイッチ３０４は、使用者の操作に応じて送信モードを設定したり、解除したり
するためのキー信号を出力するようになる。より望ましくは、本発明によるＰＴＴスイッ
チ３０４は、押下式ボタンからなり、使用者がＰＴＴスイッチ３０４を押下する場合にプ
レス信号を、ＰＴＴスイッチ３０４の押下状態を解除した場合、リリース信号を出力する
ように構成することができる。
【００４５】
　ＰＴＴキー通信部３００は、ブルートゥース網のスレーブ装置として機能し、且つ、Ｓ
ＰＰ(Ｓｅｒｉａｌ　Ｐｏｒｔ　Ｐｒｏｆｉｌｅ)又はＡＶリモートコントロールプロファ
イル(ＡＶ ｒｅｍｏｔｅ ｃｏｎｔｒｏｌ ｐｒｏｆｉｌｅ、ＡＣＲＣＰ)を利用してドン
グルとブルートゥース無線通信を行うようになる。即ち、本発明によるＰＴＴキー通信部
３００は、使用者の操作に応じてＰＴＴスイッチ３０４が押下された場合、プレスキー信
号をドングル１１０に伝送し、且つ、ＰＴＴスイッチ３０４の押下が解除された場合には
、リリースキー信号をドングル１１０に伝送し、無線機１００のＰＴＴ機能を使用者の操
作に応じて無線で制御するようになる。
【００４６】
　また、本発明によるＰＴＴキー装置１３０は、ネックレスに組み合わせられることによ
って携帯可能のように構成することができ、且つ、ＰＴＴキー装置１３０をネックレスか
ら容易に分離し、両手の活動が自由な状況で使用したり、車両やオートバイハンドルに設
けられた載置台に装着して使用し得るようになっている。
【００４７】
　ヘッドセット１２０は、ドングル１１０から伝送されるオーディオ信号を受信して出力
し、使用者の音声を入力され、ドングル１１０に使用者の音声信号を伝送するようになる
。即ち、本発明によるヘッドセット１２０は、ブルートゥースを利用して無線機１００が
受信した相手側のオーディオ信号を伝送されかつ出力し、使用者の入力する音声を無線機
１００を介して相手側の無線機(図示せず)に伝送する機能を奏する。
【００４８】
　図４は、本発明の望ましい一実施例によるヘッドセットの構成ブロック図である。図４
に示すように本発明によるヘッドセット１２０は、ヘッドセット通信部４００、ブルート
ゥースアンテナ４０２、音声出力部４０４、ＤＣジャック４０８、充填回路４１０、バッ
テリー４１４及び電源回路４１２を含めることができる。
【００４９】
　ここで、ブルートゥースアンテナ４０２、ＤＣジャック４０８、充填回路４１０、バッ
テリー４１４及び電源回路４１２の構成と機能に対してはドングル１１０又はＰＴＴキー
装置１３０の各対応部と同じ構成からなり、同様な機能を奏するように構成されているか
ら、詳しい説明は略する。
【００５０】
　音声入力部４０６は、使用者の音声信号を入力され、電気信号に変えて出力するように
なり、通常的にヘッドセットに用いられるマイクなどから構成され得る。また、音声出力
部４０４は、ヘッドセット通信部４００を介して受信した相手側のオーディオ信号を出力
するようになり、幅広く用いられるヘッドフォン、スピーカー、イヤフォンなどからなる
。
【００５１】
　ヘッドセット通信部４００は、ＨＳＰ(Ｈｅａｄｓｅｔ　Ｐｒｏｆｉｌｅ)を利用してド
ングル１１０とブルートゥース通信を行い、且つ、音声入力部４０６から入力される音声
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信号をドングル１１０に伝送し、ドングル１１０から伝送されるオーディオ信号を受信す
るようになる。
【００５２】
　以下では、添付図面に基づいて上述するような構成からなるブルートゥースを利用した
遠隔ＰＴＴ装置及びハンズフリー通信システムの動作過程を詳しく説明する。
【００５３】
　図５は、本発明の望ましい一実施例による音声送信過程を示した作動フローチャートで
ある。図５に基づいて、本発明の望ましい一実施例による音声送信過程について詳述する
。
【００５４】
　先ず、使用者がドングル１１０に電源を印加すると、ドングル１１０は、変数、ＨＳＰ
(Ｈｅａｄｓｅｔ　Ｐｒｏｆｉｌｅ)及びＳＰＰ(Ｓｅｒｉａｌ　Ｐｏｒｔ　Ｐｒｏｆｉｌ
ｅ)又はＡＶＲＣＰ(ＡＶ ｒｅｍｏｔｅ ｃｏｎｔｒｏｌ ｐｒｏｆｉｌｅ)を初期化し(Ｓ
５００)、周りのブルートゥースヘッドセット１２０とブルートゥースＰＴＴキー装置１
３０を探索し、接続を試みる(Ｓ５０２)。もし、ドングル１１０は、接続に失敗した場合
、再検索後(インクワイアリー、ｉｎｑｕｉｒｙ)、再び接続を試みるようになる(Ｓ５０
４)。
【００５５】
　この際、ドングル１１０は、ＨＳＰ(Ｈｅａｄｓｅｔ　Ｐｒｏｆｉｌｅ)によりヘッドセ
ット１２０に連結され、且つ、ＳＰＰ(Ｓｅｒｉａｌ　Ｐｏｒｔ　Ｐｒｏｆｉｌｅ)又はＡ
ＶＲＣＰ(ＡＶ ｒｅｍｏｔｅ ｃｏｎｔｒｏｌ ｐｒｏｆｉｌｅ)によりＰＴＴキー装置１
３０に連結されることによって、当該プロファイルによって近距離無線通信を行う。
【００５６】
　ドングル１１０と、二つのブルートゥース装置(ヘッドセット１２０、ＰＴＴキー装置
１３０)が連結された後、使用者が相対側のＴＲＳ無線機を含めた各種無線機(図示せず)
と一対一の通話を実行するために、ＰＴＴスイッチ３０４を押下すれば、ＰＴＴキー装置
１３０は、プレスキー信号をドングル１１０に伝送する。
【００５７】
　ドングル１１０は、ＰＴＴキー装置１３０から伝送されたプレスキー信号を受信したの
ちに(Ｓ５０６)、連結された連結ジャック１１４を介して無線機１００のＰＴＴポート(
ＰＴＴ　Ｐｏｒｔ)をハイ(ｈｉｇｈ)状態にさせ、無線機１００のＰＴＴを活性化させる(
Ｓ５０８)。同時に、ドングル１１０は、ＨＳＰ(Ｈｅａｄｓｅｔ　Ｐｒｏｆｉｌｅ)を利
用してヘッドセット１２０にオーディオチャンネルを連結する(Ｓ５１０)。
【００５８】
　無線機１００のＰＴＴ機能が活性化された状態で使用者がヘッドセット１２０を通じて
音声を入力すると、ヘッドセット１２０は、使用者の音声を電気信号に変えてドングル１
１０に伝送する。
【００５９】
　ドングル１１０は、ヘッドセット１２０から伝送される使用者の音声信号を受信し、受
信した音声を連結ジャック１１４を介して無線機１００に出力し(Ｓ５１２)、且つ、無線
機１００は連結ジャック１１４を通じて入力される音声信号を相手側の無線機に伝送する
。
【００６０】
　使用者が音声送信を中断しようとし、ＰＴＴキー装置１３０でＰＴＴスイッチ３０４の
押下を解除した場合、ＰＴＴキー装置１３０は、ドングル１３０にリリースキー信号を伝
送する。
【００６１】
　ドングル１１０は、ＰＴＴキー装置１３０から伝送されるリリースキー信号を受信し(
Ｓ５１４)、ＰＴＴポート(ＰＴＴ　Ｐｏｒｔ)をローとし、連結された無線機１００のＰ
ＴＴを非活性化状態とし(Ｓ５１６)、ヘッドセット１２０に連結のオーディオチャンネル
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を終了し、音声送信過程を終了する(Ｓ５１８)。
【００６２】
　図６は、本発明の望ましい一実施例による音声受信過程を示した作動フローチャート、
図６に基づいて本発明の望ましい一実施例による音声受信過程を詳しく説明する。
【００６３】
　先ず、使用者がドングル１１０に電源を印加すると、ドングル１１０は、変数、ＨＳＰ
(Ｈｅａｄｓｅｔ　Ｐｒｏｆｉｌｅ)及びＳＰＰ(Ｓｅｒｉａｌ　Ｐｏｒｔ　Ｐｒｏｆｉｌ
ｅ)又はＡＶＲＣＰ(ＡＶ ｒｅｍｏｔｅ ｃｏｎｔｒｏｌ ｐｒｏｆｉｌｅ)を初期化し(Ｓ
６００)、周りのブルートゥースヘッドセット１２０とブルートゥースＰＴＴキー装置１
３０を探索し、接続を試みる(Ｓ６０２)。もし、ドングル１１０は、接続に失敗した場合
、再検索(インクワイアリー、ｉｎｑｕｉｒｙ)後、再び接続を試みる(Ｓ６０４)。
【００６４】
　この際、ドングル１１０は、ＨＳＰ(Ｈｅａｄｓｅｔ　Ｐｒｏｆｉｌｅ)によりヘッドセ
ット１２０に連結され、且つ、ＳＰＰ(Ｓｅｒｉａｌ　Ｐｏｒｔ　Ｐｒｏｆｉｌｅ)又はＡ
ＶＲＣＰ(ＡＶ ｒｅｍｏｔｅ ｃｏｎｔｒｏｌ ｐｒｏｆｉｌｅ)によりＰＴＴキー装置１
３０に連結され、当該プロフィイルによって近距離無線通信を行うようになる。
【００６５】
　相手側が、相手側無線機のＰＴＴを押下してから音声送信を始めると、無線機１００は
、相手側無線機から伝送される最初リングトーン(ｒｉｎｇ　ｔｏｎｅ)とオーディオ信号
を受信し、連結ジャック１１４を通じてドングル１１０に出力する。
【００６６】
　ドングル１１０は、無線機１００からリングトーンとオーディオ信号が入力される場合
(Ｓ６０６)、ヘッドセット１２０にオーディオチャンネルを連結し(Ｓ６０８)、入力され
るオーディオ信号をヘッドセット１２０に伝送する(Ｓ６１０)。
【００６７】
　相手側無線機から伝送されるオーディオ信号を受信し、ヘッドセット１２０に伝送する
と同時に、ドングル１１０は引き続き無線機１００からオーディオ信号の入力可否を判定
し(Ｓ６１２)、オーディオ信号が入力されない場合、ヘッドセット１２０につなげられた
オーディオチャンネルを解除し、音声受信過程を終了する(Ｓ６１４)。
【００６８】
　図７は、本発明の望ましい一実施例によるＰＴＴキー装置の動作過程を示した作動フロ
ーチャートである。図７に基づいて本発明の望ましい一実施例によるＰＴＴキー装置の動
作過程について詳述する。
【００６９】
　先ず、使用者がドングル１１０に電源を印加すると、ドングル１１０は、変数、ＨＳＰ
(Ｈｅａｄｓｅｔ　Ｐｒｏｆｉｌｅ)及びＳＰＰ(Ｓｅｒｉａｌ　Ｐｏｒｔ　Ｐｒｏｆｉｌ
ｅ)又はＡＶＲＣＰ(ＡＶ ｒｅｍｏｔｅ ｃｏｎｔｒｏｌ ｐｒｏｆｉｌｅ)を初期化し(Ｓ
７００)、周りのブルートゥースヘッドセット１２０とブルートゥースＰＴＴキー装置１
３０を探索し、接続を試みる(Ｓ７０２)。もし、ドングル１１０は、接続に失敗した場合
、再検索(インクワイアリー、ｉｎｑｕｉｒｙ)後、再び接続を試みる(Ｓ７０４)。
【００７０】
　この際、ドングル１１０は、 ＨＳＰ(Ｈｅａｄｓｅｔ　Ｐｒｏｆｉｌｅ)によりヘッド
セット１２０に連結され、且つ、ＳＰＰ(Ｓｅｒｉａｌ　Ｐｏｒｔ　Ｐｒｏｆｉｌｅ)又は
ＡＶＲＣＰ(ＡＶ ｒｅｍｏｔｅ ｃｏｎｔｒｏｌ ｐｒｏｆｉｌｅ)によりＰＴＴキー装置
１３０に連結され、当該プロファイルによって近距離無線通信を行う。
【００７１】
　ＰＴＴキー装置１３０は、ＰＴＴスイッチ３０４の押下可否を検出し(Ｓ７０６)、ＰＴ
Ｔキー装置３０４が押下された場合、プレスキー信号を前述したドングル１１０に伝送す
る(Ｓ７０８)。
【００７２】
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　ＰＴＴスイッチ３０４が押下されたうえで、ＰＴＴキー装置１３０は、ＰＴＴスイッチ
３０４の押下が解除されるか否かを判定し(Ｓ７１０)、ＰＴＴスイッチ３０４の押下が解
除された場合、音声送信過程を終了するようにリリースキー信号を前述したドングル１１
０に伝送する(Ｓ７１２)。
【００７３】
　前述した本発明の望ましい実施例は、例示の目的で開示されたものであって、本発明に
対して通常の知識を有する当業者であれば、本発明の思想と範囲内にて様々な修正、変形
及び付加が可能であり、こうした修正、変形及び付加は、前述の特許請求範囲に属するも
のとみなす。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】本発明の望ましい一実施例によるブルートゥースを利用した遠隔ＰＴＴ装置及び
ハンズフリー通信システムの概略を示した構成ブロック図である。
【図２】本発明の望ましい一実施例によるドングルの構成ブロック図である。
【図３】本発明の望ましい一実施例によるＰＴＴキー装置の構成ブロック図である。
【図４】本発明の望ましい一実施例によるヘッドセットの構成ブロック図である。
【図５】本発明の望ましい一実施例による音声送信過程を示した作動フローチャートであ
る。
【図６】本発明の望ましい一実施例による音声受信過程を示した作動フローチャートであ
る。
【図７】本発明の望ましい一実施例によるＰＴＴキー装置の動作過程を示した作動フロー
チャートである。
【符号の説明】
【００７５】
１００　無線機
１１０　ドングル
１２０　ヘッドセット
１３０　ＰＴＴキー装置
２００　ドングル制御部
２０２　ブルートゥースアンテナ
２０４　ドングル通信部
３００　ＰＴＴキー通信部
３０２　ブルートゥースアンテナ
３０４　ＰＴＴスイッチ
４００　ヘッドセット通信部
４０２　ブルートゥースアンテナ
４０４　スピーカー
４０６　マイク
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