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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線機（１）、前記無線機に接続されるようになったスイッチ装置（１２）及び前記ス
イッチ装置（１２）の一部を形成したＰＴＴスイッチ（１６）を含み、作動時に使用者が
前記無線機（１）を使用して第１の通信ネットワークを介して送信するのを可能にするよ
うに構成された無線システムであって、
　前記スイッチ装置（１２）が、単一の装置を形成するように前記無線機（１）に直接的
かつ取り外し可能に接続され、前記スイッチ装置（１２）が、第２のＰＴＴスイッチ（１
７）を含み、前記スイッチ装置（１２）が、前記第１及び第２の通信ネットワーク間での
情報の相互通信を防止するための回路を内蔵するものであり、
　該システムが、前記第２のＰＴＴスイッチの作動時に使用者が第２の通信ネットワーク
を介して送信するのを可能にするように前記第２のＰＴＴスイッチを接続する手段（２１
）を含む、
ことを特徴とする無線システム。
【請求項２】
　前記スイッチ装置が、取り外し可能なインターフェイス装置（１９）によって前記無線
機上に支持されるように設計されることを特徴とする、請求項１に記載の無線システム。
【請求項３】
　前記第２の通信ネットワークを介して送信するように前記第２のＰＴＴスイッチを接続
するための手段が、ワイヤ又は光リンク（２１）を含むことを特徴とする、請求項１又は
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請求項２のいずれか１項に記載の無線システム。
【請求項４】
　幾つかの無線機（１）及び幾つかの交換可能なスイッチ装置（１２、２６）を含み、
　前記交換可能なスイッチ装置の幾つか（１２）が、第２のＰＴＴスイッチを有し、
　前記交換可能なスイッチ装置の幾つか（２６）が、第２のＰＴＴスイッチを有しない、
ことを特徴とする、請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の無線システム。
【請求項５】
　前記インターフェイス装置（１９）が、操作者によって携行されるように構成されるこ
とを特徴とする、請求項２に記載のシステム。
【請求項６】
　前記無線機（１）が、操作者によって携行されるように構成された個人任務用無線機で
あることを特徴とする、請求項１から請求項５のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項７】
　前記無線機（１）が、車両上に搭載されるように構成されることを特徴とする、請求項
１から請求項５のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項８】
　前記無線機が、個人任務用無線機（１）であり、
　前記第２の通信ネットワークが、無線ネットワークシステムである、
ことを特徴とする、請求項１から請求項７のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項９】
　前記第２の通信ネットワークが、戦闘用無線ネットワークシステムであることを特徴と
する、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記スイッチ装置（１２）が、操作者マイク付きヘッドフォン用の接続部（１５）を有
することを特徴とする、請求項１から請求項９のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１１】
　そのモジュールが前記スイッチ装置（１２）と比べて小型であるＰＴＴスイッチ（２４
、２５）を有する配線遠隔ＰＴＴスイッチ（１６）を更に特徴とし、
　前記スイッチ装置が、該スイッチ装置のＰＴＴスイッチ（１６）の機能を遠隔的に実行
することができるようにするために、前記遠隔ＰＴＴスイッチのワイヤ（２２）用の接続
部を有することを特徴とする、
請求項１から請求項１０のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１２】
　ＰＴＴスイッチ（３４）を含むコードレス遠隔ＰＴＴモジュール（３３）を更に特徴と
し、
　前記遠隔モジュール（３３）が、前記無線機と比べて短距離用送信機（３８）を含み、
また
　前記スイッチ装置（１２）が、前記遠隔モジュール（３３）から信号を受信して、該ス
イッチ装置のＰＴＴスイッチ（１６）の機能を遠隔的に起動させるための受信機（４２）
を含む、ことを特徴とする、
請求項１から請求項１１のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記短距離用送信機（３８）が、無線送信機であることを特徴とする、請求項１２に記
載のシステム。
【請求項１４】
　前記短距離用送信機（３８）が、赤外線送信機であることを特徴とする、請求項１３に
記載のシステム。
【請求項１５】
　前記遠隔モジュール（３３）から送信された信号（３７）が、コードを含み、
　前記スイッチ装置の受信機が、前記コードに応答する、
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ことを特徴とする、請求項１２から請求項１４のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記スイッチ装置の受信機（４２）が、異なる遠隔モジュール（３３）と関与している
複数のコードに応答することを特徴とする、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記受信機（４２）が、該受信機が前記遠隔モジュールのコードを学習することができ
る学習モードを有することを特徴とする、請求項１５又は請求項１６のいずれか１項に記
載のシステム。
【請求項１８】
　前記スイッチ装置（１２）が、磁気作動式スイッチ（４３）を含み、
　前記遠隔モジュール（３３）が、磁石（３５）を含み、
　前記磁石及び磁気作動式スイッチが、該磁石を含む前記遠隔モジュールが該磁気検知ス
イッチに対して適切な位置に保持された時に学習モード位置を採ることになり、この位置
において、該遠隔モジュール（３３）上のＰＴＴスイッチ（３４）の作動により、前記受
信機が該遠隔モジュールのコードを学習することになるように、構成される、
ことを特徴とする、請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　多数回にわたり或いは所定の期間を超えた期間にわたり前記遠隔モジュール（３３）上
のＰＴＴスイッチを押すことにより、前記受信機から１つ又はそれ以上のコードを除去さ
せて、該受信機がもはやそれらコードに応答しないようにすることを特徴とする、請求項
１８に記載のシステム。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
（発明の属する技術分野）
本発明は無線システムに関するものであり、特に、限定されるわけではないが、軍隊また
は警察のような武装組織の人員が通常携帯しているような個人任務用無線機として広く周
知であるものを採用したシステムに関連している。このような場合、個人任務用無線機を
個人が携帯して双方向通信を行えるようにすることが必要となることが多い。
【０００２】
（従来の技術）
従来型の双方向無線機は複信回線（duplex）モードか単信回線（simplex）モードのいず
れかで作動し、複信回線モードは、受信経路と送信経路の両方が開状態になって、それ以
上の要件なしに両者が互いに対話できる電話システムに類似している。
【０００３】
これよりもっと一般的な動作が単信回線モードであり、この場合、送信機が「プレス・ト
ゥ・トークスイッチ」（ＰＴＴ）の動作により調節された時のみ、無線機ごとの送信経路
が作動する。利用されるこの種のスイッチは多様であり、広く使用されている手で把持す
るタイプの場合のようにマイクロフォンの一部であってもよいし、或いは、商業用および
業務用のマイク付きヘッドフォンで利用されているように、無線機とマイク付きヘッドフ
ォンとの間のリードの形態のスイッチボックスであってもよい。
【０００４】
（発明が解決するべき課題）
操作者は自らの両手を使って他の作業を行いながら無線送信機スイッチを操作しなければ
ならないことが多いため、或るシステムでは、マイクロフォンからの使用者の声を検出す
ると無線機のスイッチが切り替わるボイス起動を組み入れている。この技術は或る応用例
については信頼性を欠き、使用者により作動されるスイッチが無線機を制御する唯一の信
頼できる手段としていまだに必要である。
【０００５】
（課題を解決するべき手段）
本発明によれば、送信モードを有している無線機を備えている無線システムが提供され、
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このシステムは、プレス・トゥ・トーク（ＰＴＴ）スイッチが収容および使用されて無線
機を送信モードに設定するコードレス遠隔通信モジュールを更に備えており、遠隔モジュ
ールは無線機に対し短距離用の送信機を備えており、このシステムはまた、無線機と協働
して遠隔モジュールからの信号を受信して無線機を送信モードに設定する受信機を更に備
えている。
【０００６】
本発明を採用すれば、専従者はライフルの銃床、車のハンドル、バイクのハンドル、高速
船の操舵などの便利の良い場所に遠隔モジュールを配置する一方で、無線機をそれ以外の
場所に配置することができるようになる。従って、専従者はＰＴＴスイッチを押せば、操
縦操舵部から離れる必要なしに受信した通信に返答することができ、或いは、現在の活動
から適当に注意を逸らすことができる。
【０００７】
短距離用の送信機としては無線送信機が有利であるが、或る種の適用例で容認できるよう
な赤外線送信機でもよい。
【０００８】
専従者が個人任務用無線機により局地的に通信を行う必要があって、尚且つ、戦闘用ネッ
トワーク無線機にアクセスしたいと望むことがある軍事的適用例で起こる可能性のあるこ
とであるが、専従者が２つの無線ネットワークを介して通信を行う必要がある場合には、
遠隔モジュールの２つのＰＴＴスイッチがそれぞれに、互いに異なる無線ネットワークと
関与していることが望ましい。遠隔モジュールから送信された信号がコード（code）を含
んでいることと、受信機がこのコードに応答することにより、当該遠隔モジュールと関与
していない遠隔モジュールの近辺に位置している送信機が意に反して作動することを回避
するようにしていることが、特に有利となる。
【０００９】
受信機が互いに異なる遠隔モジュールと関与している多様なコードに応答することが望ま
しいこともある。この態様では、専従者は、バイク、ライフル銃、自動車など、装備の互
いに異なる備品と関与する複数の遠隔モジュールを有していてもよい。各モジュールごと
に遠隔ユニットを有し、これが装備の各備品に半恒久的に据付けられるようにしてもよい
。
【００１０】
コードを遠隔モジュールと関係付けさせることについて、また、そのコードを含んでいる
信号しか容認しない受信機と関係付けさせることについての極めて重要な問題は、小型で
簡単に置き忘れてしまう可能性があるような遠隔モジュールを紛失したり、損傷した場合
に生じる。しかし、遠隔モジュールのコードを受信機が学習することができる「学習モー
ド」を有している受信機を採用することにより、この問題は克服することができる。これ
が可能である理由として、自動車などに取付けられる他の遠隔操作型のキーフォブとは異
なり、機密保護の観点が全く関与していないからである。よって、無線機または無線機と
関与する受信機が遠隔モジュールのコードを学習することは差し支えがない。これはまた
、遠隔モジュールが自動車やバイクのような、装備の複数の備品に恒久的に装着されるよ
うな応用例では特に有利となる。警察のバイクを具体例として再度挙げると、この受信機
が遠隔モジュールと一緒に装着されれば、警察官バイク乗務員はバイクに乗車したままで
自分専用の個人任務用無線機を使用することができ、その時に必要となるのは、初めてそ
のバイクに乗車した時に、バイクに取り付けられた遠隔モジュールのコードを各自の受信
機にプログラミングすることだけである。
【００１１】
このシステムは、磁気作動式のスイッチと関与している受信機と、磁石を備えている遠隔
モジュールとを採用している点で有利であるが、この場合、磁石と磁気作動式のスイッチ
は、磁石を備えている遠隔モジュールが磁気感応スイッチに対して適切な位置に保持され
ていると、磁気作動式スイッチに学習モード位置を採らせるように構成されており、この
適切な位置では、遠隔モジュール上のＰＴＴスイッチの作動により、受信機は遠隔モジュ
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ールのコードを知らされる。この機能は、恐らくは小さいリセット穴にねじ回しを押し込
むことによっても同等に達成されるだろうが、磁石構成であれば他の機具の必要もなく、
コードを設定するのに遠隔モジュールしか必要としないので特に有利である。
【００１２】
遠隔モジュール上のＰＴＴスイッチを多数回にわたって押すか、或いは、所定期間を超過
した或る時間の間、押すことにより、受信機内のどのコードでも受信機から除去されて、
受信機がそれらのコードにはもはや反応しなくなくようにしている。この態様では、受信
機は複数のコードに反応することができ、例えば、多数の警察官バイク乗務員が共通のバ
イクに乗ることができるようにしている。しかし、通常は２台のバイクを共有している２
人の乗務員が一緒に巡視に出かけるような場合には、彼らは各人の無線機と関与している
受信機をリセットして、特定のバイクに取付けた遠隔モジュールの動作のみがそのバイク
に乗車する人と関与する正しい無線機を作動させて、その人の同僚の無線機を作動させる
ことがないことを確実にすることができる。
【００１３】
遠隔モジュールからの信号を受けるための受信機は無線機自体に配備されていてもよいが
、代替例として、受信機は無線機とは分離して配置されて、無線機とは配線で接続されて
いるようにしてもよい。
【００１４】
無線機は、無線機と電気接触状態にあるまた別なＰＴＴスイッチを有しているのが好まし
く、この場合、この追加のスイッチは遠隔モジュールのＰＴＴスイッチと並行に機能する
ように構成されている。これは、遠隔モジュールがうまく働かない場合、或いは、紛失さ
れた場合に、便利なバックアップを提供することができる。これはまた、或る適用例では
特定の利点を有することもある。再度、警察官のバイクへの応用例について言及するが、
これにより、バイク乗務員はバイクを離れるのに、自身の個人任務用無線機と関与したＰ
ＴＴスイッチを備えた個人任務用無線機を携帯し、自身がバイクに配備された遠隔モジュ
ールから離れた位置にあっても無線機が作動可能となるようにすることができる。
【００１５】
この追加のＰＴＴスイッチが無線機とは別個の装置に配備されるようにすると同時に、遠
隔モジュールからの信号を受ける受信機もこの別個の装置に位置しているようにしてもよ
い。この態様では、無線機は別個の装置から遠隔に置くことができる。これは、個人任務
用無線機を車両上の固定位置などに配置したまま、しかも、ＰＴＴスイッチを備えた別個
の装置に接続されたインターフェイスとこの無線機を配線で接続させたいと専従者が望む
ような場合には有利である。その時は、この別個の装置は車両内部の専従者の通常の座席
位置に隣接して搭載されればよい。この態様では、専従者は、自分のヘッドフォン用の接
続部を有しているようにすることができる、この別個の装置に取り付けられたＰＴＴスイ
ッチを使用することができる。更に、また別なより小型の遠隔モジュールを車両を操作す
るのに使用される操縦操舵部上に直接取付けて、専従者が自身の手を操縦操舵部から離す
必要がなくなるようにしてもよい。
【００１６】
（発明の実施の形態）
ここで添付の図面を参照しながら、本件発明の一実施形態を具体例としてのみ説明してゆ
く。
【００１７】
ここで図１を参照すると、個人任務用無線機は一般に参照番号１で例示されており、外殻
部２、バッテリー室被覆部３、動作制御部４、動作制御部５、無線インターフェイス６を
構成している端面を有している。インターフェイス６は取付けスロット７、取付けねじ切
り部８、電気相互接続部９、電気相互接続部１０、電気相互接続部１１を有している。
【００１８】
個人任務用無線機１は空中線（例示の実施形態では内部に位置している）と、無線信号を
送受することができるようにした送信機および受信機とから構成されている。個人任務用
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無線機は、専従者によって携帯されるように設計されており、典型的には、ベルト上に保
持されるか、或いは、専従者に関与している車両上など、専従者に極めて近接して搭載さ
れる。
【００１９】
無線インターフェイス６は、図１Ｂに参照番号１２として一般に示されている万能型通信
インターフェイス（ＵＣＩ）を受容するように設計されている。ＵＣＩ１２は、取付けス
ロット７および取付けねじ切り部８とそれぞれに協働してＵＣＩハウジング１４を適所に
保持するための、図示しないスタッド鋲やねじ１３を備えている。ＵＣＩ１２はマイク付
きヘッドフォンコネクタ１５、プレス・トゥ・トーク（ＰＴＴ）ボタン１６、１７を備え
ており、ボタンはそれぞれが２つの互いに異なる無線ネットワークおよび２つのスロット
と関与しており、ここでは、任意のケーブル接続部を受容するための２つのスロットのう
ち一方のスロット１８のみが図示されている。
【００２０】
それぞれの無線機によりそれぞれの通信ネットワークと対話するために、スイッチ１６、
１７が押されるが、一方のボタン１６は図１Ａの個人任務用無線機１と関与しており、ボ
タン１７は外部無線ネットワークと関与しており、この外部無線ネットワークは、無線シ
ステムが軍事的応用例で採用される戦闘用無線ネットワークであってもよい。
【００２１】
万能型通信インターフェイスは、信号が一方の通信ネットワークで受信されている間は、
他のネットワークと関与しているボタンにより制御されたプレス・トゥ・トーク機能は作
動させることができないことを確実にする回路を備えている。これにより、恐らくはマイ
ク付きヘッドフォンにより使用者に送受信されている無線信号が開状態のマイクロフォン
により意に反して受信されると同時に他の無線ネットワークに乗って送信されることが、
起こり得なくなることが確実になる。
【００２２】
図１Ａの無線機が図１ＢのＵＣＩに搭載されており、かつ、適切なマイク付きヘッドフォ
ンまたはスピーカー付きマイクロフォンがこのＵＣＩに接続されている場合には、自蔵型
の個人任務用無線機があって、それを専従者が携帯することができるが、この場合、無線
機は接点９および万能型通信インターフェイス１２に取付けられたこれら接点と対応する
接点（図示せず）により、万能型通信インターフェイスと交信する。
【００２３】
専従者が個人任務用無線機を携帯しているのが便利とは言えない応用例が存在し、或いは
、専従者が恐らくは車両に搭載された別な無線機を使用したいと欲することがあるような
応用例が在る。実際に、専従者が車両内に自分の個人任務用無線機を搭載したいと欲する
ことがある。これは図２の遠隔無線インターフェイス１９により容易に実施されるが、こ
のインターフェイスは、図１Ａの個人任務用無線機に取付けたインターフェイス６と同一
であるが、この個人任務用無線機の一部となる代わりに、ここでは、接続用リード２０に
より車両、航空機、船舶などに持ち込み搭載され得る別な無線機か、或いは、大型の携帯
式歩兵用無線機に接続することができる孤立型インターフェイスである。
【００２４】
遠隔無線インターフェイス１９はインターフェイス６と同じ物理的接続部および電気的接
続部を備えており、従って、ＵＣＩは、図３に例示されているように、遠隔無線インター
フェイス１９に搭載可能となる。ここで図１Ｂおよび図３の両方を参照すると、ＵＣＩ１
２におけるスロット１８は、接点１０に接続されるスペード端子上に接点を備えたケーブ
ルを受容することができる。ＵＣＩの他方側のこれと対応するスロット（図示せず）は、
接点を備えている同様のケーブルがインターフェイス６上の接点１１またはインターフェ
イス１９上の接点１１と接続することができるようにする。これら追加のリードが図４に
例示されており、図１Ａおよび図２の接点１１に接続される接触用スペード端子２３を例
示するために、リード２１は接続状態で例示され、リード２２は断線状態で図示されてい
る。
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【００２５】
図４に示された構成では、ＵＣＩ１２は個人任務用無線機１に搭載されているが、図３に
示されているように、図２の遠隔無線インターフェイス１９にも同等に接続されている。
リード２１は、応用例次第で補助無線機に接続されていてもよいが、ＵＣＩ１２に対する
プレス・トゥ・トークスイッチ１６、１７に対応して、リード２２が遠隔スイッチ２４、
２５を接続している。追加のスイッチ２４、２５は、例えば、バイクまたは４輪バイクの
ハンドル上、または、ライフルの銃床上などの専従者にとって便利の良い位置に配備され
ればよい。これにより、専従者が自らの手を車両の操縦操舵部から離さなくても、或いは
、保持している銃から離さなくても、無線機を操作することができるようになる。代替例
として、応用例次第では、この機能は、図３に示されているようにＵＣＩ１２を遠隔無線
インターフェイス１９に搭載させてから、車両上か、恐らくは専従者が着用している胸部
の拳銃ケース上のいずれかの適切な位置に、完全なユニットを取付けるだけで満足のゆく
ものにすることができる。遠隔万能型通信インターフェイス１２が許容する交換数はいく
つ存在していてもよいことが明らかになるだろう。
【００２６】
ここで図５を参照すると、図１Ｂの万能型通信インターフェイスの変更例が例示されてい
る。ここでは、ＵＣＩ２６はマイクロフォン２７およびスピーカー２８を組み入れて、マ
イク付きヘッドフォン無しでも作動させることができるようになっている。図示した実施
形態では、押して離す式スイッチ２９は１個しかないが、これは設計選択上の問題である
。ＵＣＩ２６は図１Ａの個人任務用無線機１または図２に例示されているような遠隔無線
インターフェイスと交信するが、この時の態様は、図１Ｂに例示されたＵＣＩ１２のもの
と同じである。
【００２７】
図１Ｂおよび図５にそれぞれに例示されているＵＣＩ１２とＵＣＩ２６の両方ともが無線
受信機（共に等しく赤外線受信機であってもよい）を組み込んでいる。この受信機の機能
は図６を参照しながら以下に説明されるが、同図では、例示のみを目的として、図１Ｂの
ＵＣＩ１２は一般に参照番号３０と示されたマイク付きヘッドフォンに接続されているの
が例示されており、このマイク付きヘッドフォンのヘッドフォン部３１とマイクロフォン
部３２は、専従者が着用すると、専従者の口の正面に位置するようになる茎状部上に配置
されている。
【００２８】
図６に例示された実施形態では、ＵＣＩ１２は図２を参照しながら先に説明された遠隔無
線インターフェイス上に搭載されている。これに加えて、無線システムはコードレス遠隔
型のプレス・トゥ・トーク（ＰＴＴ）モジュール３３を備えており、これにはＰＴＴスイ
ッチ３４が取付けられているとともに、遠隔モジュール３３の外殻部３６の壁に隣接して
磁石３５が配置されている。遠隔モジュール３３は、ＰＴＴスイッチ３４の動作により信
号３７がＵＣＩ１２に送信されるように構成された低電力送信機を備えており、この信号
がＵＣＩ１２の受信機（図示せず）によって受信された時には、ＵＣＩ１２はＰＴＴスイ
ッチ（１６）を押したことによって機能するのと同様の機能を果たす。
【００２９】
遠隔モジュールの機能は図７Ａおよび図７Ｂを参照しながらより詳細に以下に記載される
が、説明を簡略化するために遠隔モジュール３３については１個のＰＴＴスイッチ３４し
か例示されていないが、２つのネットワークと一緒に動作するように設計されたＵＣＩと
モジュールが併用されるのが望ましい場合には、モジュール３３はＵＣＩのスイッチ１６
およびスイッチ１７に対応する２つのスイッチを備えていてもよいことに留意するべきで
ある。
【００３０】
図７Ａを参照すると、遠隔モジュール３３は、ＰＴＴスイッチ３４により送信回路３８に
接続されているバッテリー３７を備えているように概略的に例示されている。スイッチ３
４を押すと、バッテリーは、ＥＰＲＯＭ３９からコードを検索する送信回路に接続される
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。このコードは遠隔モジュールに固有であるのが効果的であり、またこのコードは、明瞭
にするために１個のＰＴＴスイッチ１６のみの機能が例示されている図７Ｂに概略的に示
されているＵＣＩ１２の内部に収容された受信アンテナ４１へと、アンテナ４０によって
信号で送信される。
【００３１】
図７Ｂを参照すると、ＰＴＴスイッチ１６はマイクロフォン部３２を個人任務用無線機１
に接続する。（ヘッドフォン部３１への通信経路は明瞭にするために省かれている）。マ
イク付きヘッドフォンはＵＣＩ１２を介在させて個人任務用無線機１に接続されているの
が図示されているが、無線機はどのような無線機であってもよい。マイクロフォン部３２
は、スイッチ１６により、または、アンテナ４１を介して受信機４２により受信された信
号により、個人任務用無線機１に接続されるようにしてもよい。受信機４２は、正しくコ
ード化された信号を受信すると、スイッチ４３を閉状態にする。図７とその説明はスイッ
チの開閉について述べており、両スイッチがＵＣＩ１２の内部に備わっている物理的スイ
ッチであると例示されているが、実践的にこの機能は電子的に達成されていればよく、ま
た、実際に、無線機１の内部で前後段のいずこかにある送信機に向けて適切な信号を生成
することにより達成されるようにしてもよいことに留意するべきである。
【００３２】
遠隔モジュール３３が送信するコードを受信機４２が学習できるようにするために、磁石
３５を受信機の磁気感応性リードスイッチ４４に隣接させて用いて、遠隔モジュール３３
はＵＣＩ１２に隣接した位置に保持されている。磁石３５がリードスイッチ４４に隣接し
た位置にある場合には、リードスイッチは閉状態になって、受信機回路を「学習」モード
に設定する。遠隔モジュール３３のＰＴＴスイッチ３４を押している専従者がそこに記憶
されたコードを遠隔モジュール３３から受信機４２に送信されるようにしてから、このコ
ードは受信機回路４２のメモリに記憶され、その後、適切なコードとして認識される。
【００３３】
受信機４２は多数のコードを学習して、その数に対応する数の遠隔装置からの信号に応答
するようにしてもよい。受信機をリセットし、記憶されたコードを全部消去するために、
磁石はリードスイッチに隣接して保持され、素早く連続して５回、遠隔モジュール３３の
ＰＴＴスイッチ３４を押す。受信機回路４２はこの動作を「コードを全部解除せよ」信号
と認識するようにプログラミングされている。代替例として、受信機は、設定期間よりも
長く持続する信号を認識するようにプログラミングされていてもよい。
【００３４】
本発明による装置はいくつの応用例があってもよいし、また、本件明細書の範囲外に特定
の応用例があるものと認識するべきである。しかし、例示を目的として、警察官用バイク
の乗務員に言及しながら、本発明の一応用例への簡単な説明を以下に挙げる。
【００３５】
警察官乗務員は、通例、マイク付きヘッドフォンおよびＵＣＩを伴って装備完了する個人
任務用無線機を携帯するように取付けるが、ＵＣＩは無線機に直接搭載されるか、多分自
らの胸部に紐で固着するか、いずれかである。この利点は、バイク上に搭載されようと、
バイクから取り外されていようと、警察官乗務員が自身の完全装備の無線システムを自ら
携帯する点である。しかし、バイクに乗っている間は、操縦操舵部から手を離すのは望ま
しくなく、よって、遠隔モジュール３３はバイクのハンドル上の至便な位置に取付けられ
ればよい。従って、乗務員が通信に応答したい時には、自分でボタン３４を押してマイク
ロフォン部に向けて話すだけでよい。バイクを離れる時には、乗務員はバイクに搭載され
た遠隔モジュール３３の元を離れることになるが、ＵＣＩ１２上のＰＴＴボタン１６を押
すことにより通信可能となる。
【００３６】
乗務員は多数のバイクに乗ることができるし、特定のバイクが多数の乗務員によって乗務
されることもできる。ここでは乗務員は、自分が乗る全てのバイクまたは車両（自分が運
動する車）のコードを自分のＵＣＩの受信機にプログラミングして、それら車両のどの１
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台に搭載された遠隔モジュールでも自分の特定の無線機を作動させるようにすることがで
きる。乗務員がバイクのところまで行ったのに、以前に乗車したことがなかった場合は、
単にそのバイクの遠隔モジュール３３の直ぐそばに自分のＵＣＩ１２を設置するだけで、
遠隔モジュールのコードが自分のＵＣＩの受信機に記憶される。
【００３７】
遠隔モジュール３３が受信機を有し、ＵＣＩから送信されたコードを受信することは可能
であるが、そのためには、遠隔モジュール３３に別な受信機が、ＵＣＩ１２に別な送信機
が必要となる。また、学習モードが磁石３５以外の手段によって生成されてもよいことが
分かるが、例えば、ねじ回しを小さい穴に入れて、リードスイッチ４３を作動させる磁石
３５と均等なスイッチを作動させることができる。
【００３８】
前段までは、本発明が採用され得る１つの方法を説明している。しかし、当業者であれば
、これ以外にも、本願の特許請求の範囲に入る無数の実施例や応用例を案出するだろう。
【図面の簡単な説明】
【図１Ａ】　図１Ａは本発明に従った個人任務用無線機の斜視図である。
【図１Ｂ】　図１Ｂは本発明に従った万能型通信インターフェイス（ＵＣＩ）の斜視図で
ある。
【図２】　遠隔無線インターフェイスの斜視図である。
【図３】　図１Ｂおよび図２の組立て後の装置を例示する図である。
【図４】　図１Ａおよび図１Ｂの組立て後の装置が補助構成要素を有しているのを例示す
る図である。
【図５】　自蔵式のスピーカーおよびマイクロフォンを有している代替の万能型通信イン
ターフェイスを例示する図である。
【図６】　図１Ｂの万能型通信インターフェイスと相互伝達作用を行う多様な通信機器を
例示する図である。
【図７Ａ】　図７Ａは図６に例示された遠隔モジュールの内部の主要構成要素を概略例示
する図である。
【図７Ｂ】　図７Ｂは、図７Ａの遠隔モジュールによりＵＣＩの遠隔動作に相関づけられ
る、図１Ｂおよび図６のＵＣＩの主要構成要素を例示する図である。
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