
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バッテリ駆動可能な電子機器において、
　前記バッテリの残量を検出するバッテリ残量検出手段と、
　第１の音質または前記第１の音質よりも低い第２の音質でオーディオデータを再生可能
なオーディオデータ再生手段と、
　前記バッテリ残量検出手段により検出された前記バッテリの残量が予め定められた値を
下回った場合に、前記オーディオデータ再生手段により再生されるオーディオデータの音
質を前記第１の音質から前記第２の音質に切り換える制御手段と
　を具備することを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記バッテリの残量に伴う音質の切り換えを実行するか否かを設定する環境設定手段を
さらに具備することを特徴とする請求項 記載の電子機器。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記環境設定手段により前記バッテリの残量に伴う音質の切り換えを
実行しないように設定された状態で前記制御手段により前記バッテリの残量が予め定めら
れた値を下回ったことが検出された場合、警告音を出力する手段を有することを特徴とす
る請求項 記載の電子機器。
【請求項４】
　前記オーディオデータ再生手段は、前記第１の音質でのオーディオデータの再生を５．
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１チャンネルを使用して行い、前記第２の音質でのオーディオデータの再生を２チャンネ
ルを使用して行うことを特徴とする請求項 記載の電子機器。
【請求項５】
　前記電子機器は、ヘッドセットであることを特徴とする請求項 記載の電子機器。
【請求項６】
　他のデバイスとの無線通信を実行するバッテリ駆動可能な電子機器において、
　前記バッテリの残量を検出するバッテリ残量検出手段と、
　第１の出力レベルまたは前記第１の出力レベルよりも小さい第２の出力レベルで無線信
号を送信可能な無線信号送信手段と、
　第１の音質または前記第１の音質よりも低い第２の音質でオーディオデータを再生可能
なオーディオデータ再生手段と、
　前記バッテリ残量検出手段により検出された前記バッテリの残量が予め定められた値を
下回った場合に、前記無線信号送信手段により送信される無線信号の出力レベルを前記第
１の出力レベルから前記第２の出力レベルに切り換える第１の制御手段と、
　前記バッテリ残量検出手段により検出された前記バッテリの残量が予め定められた値を
下回った場合に、前記オーディオデータ再生手段により再生されるオーディオデータの音
質を前記第１の音質から前記第２の音質に切り換える第２の制御手段と、
　前記第１の制御手段および前記第２の制御手段のいずれかを選択して排他選択的に稼働
させる環境設定手段と
　を具備することを特徴とする電子機器。
【請求項７】
　第１の音質または前記第１の音質よりも低い第２の音質でオーディオデータを再生可能
なオーディオデータ再生手段を有するバッテリ駆動可能な電子機器のシステム制御方法に
おいて、
　前記バッテリの残量を検出するバッテリ残量検出ステップと、
　前記バッテリ残量検出ステップにより検出された前記バッテリの残量が予め定められた
値を下回った場合に、前記オーディオデータ再生手段により再生されるオーディオデータ
の音質を前記第１の音質から前記第２の音質に切り換えるシステム制御ステップと
　を具備することを特徴とする電子機器のシステム制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば他のデバイスとの無線通信を実行するバッテリ駆動可能な電子機器およ
び同機器のシステム制御方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、無線通信技術として Bluetooth（Ｒ）が注目されている。この Bluetooth（Ｒ）は、
低価格、低消費電力で、モバイル機器に適した近距離の無線通信技術である。用途として
は、ユーザ各個人個人が所有する様々なモバイル情報機器を相互に接続するために使われ
る。機器間は無線接続されるので、従来の有線による接続に比較して、自由、簡単、手軽
に様々な機器同士を接続することができる。
【０００３】
そして、この無線通信を利用したモバイル情報機器の１つとして、携帯型音楽プレーヤと
ヘッドフォンとを無線接続するものが知られている（例えば、特許文献１参照）。 Blueto
oth（Ｒ）に関する技術仕様は規格化されているため、各通信機器が Bluetooth（Ｒ）規格
に則った通信を行うことにより、異なるメーカー同士の機器でも相互に接続することがで
きる。
【０００４】
Bluetooth（Ｒ）の規格は、応用ごとにプロファイルと呼ばれる複数のパートに分けられ
ており、ヘッドセットに関連するプロファイルとしては、 Advanced Audio Distribution 
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Profile（Ａ２ＤＰ）および Audio Video Remote Control Profile（ＡＶＲＣＰ）がある
。Ａ２ＤＰは、ヘッドセットを携帯音楽プレーヤなどと接続して音楽等のオーディオデー
タのストリーミング再生を行うための機能である。また、ＡＶＲＣＰは、携帯音楽プレー
ヤなどをリモート制御するための機能である。
【０００５】
このヘッドセットは、携帯音楽プレーヤから独立した電子機器であるため、バッテリ駆動
が前提となる。したがって、このバッテリの残量に応じたシステム制御が不可欠である。
例えば、特許文献２の Bluetooth（Ｒ）システムでは、互いに無線通信を行う自動車電話
とハンドセットのそれぞれが、自機器のバッテリの消耗を検出した場合に、相手機器に対
して電源オフまたはスリープモードに移行する旨を通知するといったシステム制御を実行
している。
【０００６】
【特許文献１】
特開２００２－１１２３８３号公報
【０００７】
【特許文献２】
特開２００２－２９０３２０号公報
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、前記特許文献２では、バッテリの消耗が検出されるまでは、通常通りの動作を
行っているが、ヘッドセットで音楽を聞く利用者の中には、例えば音質を落としてでも稼
働時間を確保したいと要望するものもある。つまり、バッテリ残量が充分な場合には、機
能優先の動作を行うが、バッテリ残量が一定量を下回った後は、省電力優先の動作に自動
的に切り換えるといったシステム制御を実行できることが望ましい。しかしながら、この
ようなシステム制御は、前記特許文献２では不可能であった。
【０００９】
この発明は、このような事情を考慮してなされたものであり、バッテリ駆動時における連
続稼働時間を延長させるための制御を実現した電子機器および同機器のシステム制御方法
を提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　前述した目的を達成するために、この発明の電子機器は ッテリ駆動可能な電子機器
において、前記バッテリの残量を検出するバッテリ残量検出手段と、

前記バッテリ残量検出手段により検出された前記バッテリの残量が予め定めら
れた値を下回った場合に、

に切り換える制御手段とを具備すること
を特徴とする。
【００１１】
このような構成により、消費電力の抑制が図られ、連続稼働時間の延長を実現することが
できる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照してこの発明の一実施形態を説明する。
【００１３】
図１には、この発明の実施形態に係る電子機器とそれを用いた無線通信システムが示され
ている。この電子機器は、利用者の頭部に装着して使用される無線通信機能付きのヘッド
セットとして実現されている。
【００１４】
このヘッドセット１は、例えば Bluetooth（Ｒ）規格に準拠した無線通信を実行する。つ
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まり、ヘッドセット１は、 Bluetooth（Ｒ）規格に準拠した無線通信機能を持つ様々な他
の機器との間で通信することができる。 Bluetooth（Ｒ）規格においては、マスタとそれ
に無線接続された各スレーブとの間で無線通信を実行するというマスタ・スレーブ形式の
無線通信方式が用いられる。そして、このヘッドセット１は、 Advanced Audio Distribut
ion Profile（Ａ２ＤＰ）のＳｉｎｋ機能と Audio Video Remote Control Profile（ＡＶ
ＲＣＰ）のＣＴ機能とを有している。
【００１５】
Ａ２ＤＰのＳｉｎｋ機能は、音楽等のオーディオデータのストリーミング再生における転
送先デバイスとしての機能であり、無線信号によって送られてくるオーディオデータのス
トリームを受信しながら再生するために用いられる。
【００１６】
また、ＡＶＲＣＰのＣＴ機能は、リモート制御における制御側デバイスとしての機能であ
り、無線信号によって被制御側デバイスに対してリモート制御信号を送信するために用い
られる。
【００１７】
ここでは、ヘッドセット１が、Ａ２ＤＰのＳｏｕｒｃｅ機能とＡＶＲＣＰのＴＧ機能とを
有するオーディオプレーヤ２との間で無線通信を実行する場合を想定する。
【００１８】
Ａ２ＤＰのＳｏｕｒｃｅ機能は、ストリーミング再生における転送元デバイスの機能であ
り、オーディオデータのストリームを無線信号によって送信するために用いられる。そし
て、オーディオプレーヤ２は、ヘッドセット１との間に確立されたＡ２ＤＰのための無線
接続（リンク）を通じで音楽データのストリーミング送信を実行する。
【００１９】
ＡＶＲＣＰのＴＧ機能は、リモート制御における被制御側デバイスとしての機能であり、
無線信号によって制御側デバイスから送られてくるリモート制御信号に基づいて、例えば
ストリーミング再生の開始および停止などを実行する。
【００２０】
ヘッドセット１は、オーディオプレーヤ２に対してリモート制御信号を送信するため、お
よびオーディオプレーヤ２からストリーミング送信されるオーディオデータを受信するた
めのアンテナ１０８を内蔵し、一方、オーディオプレーヤ２は、ヘッドセット１に対して
オーディオデータをストリーミング送信するため、およびオーディオプレーヤ２から送信
されるリモート制御信号を受信するためのアンテナ２０４を内蔵する。
【００２１】
次に、図２および図３を参照して、ヘッドセット１およびオーディオプレーヤ２の構成を
説明する。
【００２２】
図２には、ヘッドセット１の構成が示されている。
【００２３】
ヘッドセット１は、図示のように、中央処理制御部１００、バッテリー残量自動検知部１
０１、インターフェース部１０２、環境設定部１０３、データバッファ１０４、Ｄ／Ａ変
換アンプ回路１０５、出力装置１０６、無線通信デバイス１０７およびアンテナ１０８を
備えている。
【００２４】
中央処理制御部１００は、ヘッドセット１の動作を制御するために設けられたプロセッサ
であり、内蔵するプログラムを実行することによって各部を駆動制御する。このプログラ
ムには、Ａ２ＤＰのＳｉｎｋ機能を実行するためのルーチンやＡＶＲＣＰのＣＴ機能を実
行するためのルーチンなどが含まれている。
【００２５】
バッテリー残量自動検知部１０１は、バッテリー残量がある一定の値以下になった場合に
それを検知し中央処理制御部１００へ伝達する。インターフェース部１０２は、例えばイ
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ヤーパッド部分に設けられるスイッチの操作に応じて、パワーのＯＮ／ＯＦＦや音量の大
きさなどの制御を行う。環境設定部１０３は、後述する動作モードの選択を含むこのヘッ
ドセット１の動作環境を設定する。データバッファ１０４は、オーディオプレーヤ２から
受信した音楽データを一時的に蓄積する。Ｄ／Ａ変換アンプ回路１０５および出力装置１
０６は、デジタル情報をアナログへ変換するとともにドルビーサウンドを出力するための
処理を行い、ヘッドセット１のイヤーパッド部に内蔵されたスピーカーから出力する。
【００２６】
無線通信デバイス１０７は、オーディオプレーヤ２との間の無線通信を Bluetooth（Ｒ）
の規格に準拠した手順で実行するデバイスであり、ベースバンド処理部およびＲＦ部を備
えている。この無線通信デバイス１０７は、オーディオプレーヤ２から無線信号によって
送信される音楽等のオーディオデータを受信したり、リモート制御信号を無線信号によっ
てオーディオプレーヤ２に送信するために用いられる。
【００２７】
図３には、オーディオプレーヤ２の構成が示されている。
【００２８】
オーディオプレーヤ２は、図示のように、中央処理制御部２００、インターフェース部２
０１、音楽データファイル２０２、無線通信デバイス２０３およびアンテナ２０４を備え
ている。
【００２９】
中央処理制御部２００は、オーディオプレーヤ２の動作を制御するために設けられたプロ
セッサであり、内蔵するプログラムを実行することによって各部を駆動制御する。このプ
ログラムには、Ａ２ＤＰのＳｏｕｒｃｅ機能を実行するためのルーチンやＡＶＲＣＰのＴ
Ｇ機能を実行するためのルーチンが含まれている。
【００３０】
インターフェース部２０１は、例えばディスプレイモニタ、キーボード、ポインティング
デバイス等から構成されており、再生すべきオーディオデータを選択したり、オーディオ
データの再生開始・停止等を指示するために用いられる。
【００３１】
音楽データファイル２０２は、ヘッドセット１にストリーム再生させるべき音楽等のオー
ディオデータのストリームを格納する。
【００３２】
無線通信デバイス２０３は、ヘッドセット１との間の無線通信を Bluetooth（Ｒ）の規格
に準拠した手順で実行するデバイスであり、ベースバンド処理部およびＲＦ部を備えてい
る。この無線通信デバイス２０３は、音楽等のオーディオデータを無線信号によってヘッ
ドセット１に送信したり、ヘッドセット１から無線信号によって送信されるリモート制御
信号を受信するために用いられる。
【００３３】
以上のような構成をもつヘッドセット１とオーディオプレーヤ２とが無線接続されると、
ヘッドセット１は、Ａ２ＤＰコネクションを通じて、オーディオプレーヤ２からストリー
ミング送信される音楽データを受信でき、また、ＡＶＲＣＰコネクションを通じて、オー
ディオプレーヤ２にリモート制御信号を送信できることになる。
【００３４】
前述したように、ヘッドセット１は、オーディオプレーヤ２との間で Bluetooth（Ｒ）規
格に則った通信を実行する。したがって、ヘッドセット１の無線通信デバイス１０７は、
この Bluetooth（Ｒ）で規格された複数のクラスの中のいずれのクラス、つまり複数の出
力レベルの中のいずれの出力レベルによっても無線信号を送信することが可能なように構
成されている。また、ヘッドセット１のＤ／Ａ変換アンプ回路１０５は、ヘッドセット１
の出力を、ドルビーサウンドへの変換処理を経た後に５．１ chで行ったり、または、この
変換処理を経ずに２ chのままで行うといった切り換えが可能なように構成されている。図
４は、この切り換えのためにＤ／Ａ変換アンプ回路１０５が内蔵するシステム構成を示す
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図であり、スイッチ１０４２は、外部入力される制御信号に基づき、ドルビーサウンドへ
の変換処理を実行するデコーダ１０４１にオーディオデータを供給するかどうかを制御す
る。
【００３５】
このヘッドセット１では、バッテリー残量がある一定の値以下になった旨をバッテリー残
量自動検知部１０１が検知するまでは、無線通信デバイス１０７にクラス２を使用させ、
また、Ｄ／Ａ変換アンプ回路１０５にドルビーサウンドへの変換処理を実行させる。そし
て、このヘッドセット１は、バッテリー残量がある一定の値以下になった旨をバッテリー
残量自動検知部１０１が検知した場合に、この無線通信デバイス１０７およびＤ／Ａ変換
アンプ回路１０５をどのように取り扱うかによって、次の４つの動作モードを有している
。なお、その選択は、インターフェース部１０２を介して利用者が任意に行い、その選択
結果は、環境設定部１０３で管理される。
【００３６】
（１）タイプＡ：ドルビーシステムを維持。通信モードをクラス２に維持。
【００３７】
（２）タイプＢ：ドルビーシステムを維持。通信モードをクラス３に移行。
【００３８】
（３）タイプＣ：ドルビーシステムをオフ。通信モードをクラス２に維持。
【００３９】
（４）タイプＤ：ドルビーシステムをオフ。通信モードをクラス３に移行。
【００４０】
Bluetooth（Ｒ）規格では、クラス２の場合、０．２５ｍＷ～２．５ｍｗ（４ｄＢｍ）の
出力レベルで最大約１０ｍ程度までカバーし、一方、クラス３の場合には、～１ｍＷ（０
ｄＢｍ）の出力レベルで約数ｍ程度をカバーするように定められている。つまり、クラス
２からクラス３に移行すれば、オーディオプレーヤ２との間で確立された無線接続（リン
ク）が切断され易くなってしまうといったデメリットは浮上するものの、消費電力を抑制
することができ、連続稼働時間の延長を図ることが可能となる。
【００４１】
また、ドルビーシステムをオフすれば、音質が低下してしまうといったデメリットは浮上
するものの、同じく消費電力を抑制することができ、連続稼働時間の延長を図ることが可
能となる。そして、この音質の変化は、例えばビープ音の出力などを行わずとも、バッテ
リの残量が残り僅かになっていることを利用者に警告することを可能とする。
【００４２】
つまり、このヘッドセット１は、バッテリ残量が少なくなった時でも、連続稼働時間の延
長は考えずに、クラス２を維持し、かつ、音質も保ちたい利用者向けにタイプＡの動作モ
ードを用意する。一方、連続稼働時間の延長のため、クラス２からクラス３への移行を設
定したい利用者向けにタイプＢ、音質の低下を設定したい利用者向けにタイプＣ、その両
方を設定したい利用者向けにタイプＤの３つの動作モードを用意する。
【００４３】
図５は、このヘッドセット１が実行するシステム制御の動作原理について説明する。図５
は、このヘッドセット１が実行するシステム制御の流れを示すフローチャートである。
【００４４】
ヘッドセット１の中央処理制御部１００は、まず、Ｄ／Ａ変換アンプ回路１０５にドルビ
ーシステムのオンを指示するとともに、無線通信デバイス１０７に通信モードとしてクラ
ス２を使用する旨を指示する（ステップＳ１）。また、中央処理制御部１００は、バッテ
リー残量がある一定の値以下になった旨をバッテリー残量自動検知部１０１が検知してい
ないかどうかを監視し（ステップＳ２）、検知したら（ステップＳ２のＹＥＳ）、まず、
設定されている動作モードがタイプＡかどうかを調べる（ステップＳ３）。
【００４５】
もし、タイプＡであった場合（ステップＳ３のＹＥＳ）、中央処理制御部１００は、通信
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モードの切り換えやドルビーシステムのオフを行わず、例えばビープ音など、バッテリー
残量がある一定の値以下になった旨を報知するための警告音を出力する（ステップＳ４）
。一方、タイプＡでなかった場合（ステップＳ３のＮＯ）、中央処理制御部１００は、今
度は、設定されている動作モードがタイプＢまたはタイプＤかどうかを調べる（ステップ
Ｓ５）。
【００４６】
タイプＢまたはタイプＤであった場合（ステップＳ５のＹＥＳ）、中央処理制御部１００
は、無線通信デバイス１０７に対して、通信モードをクラス２からクラス３に移行させる
旨を指示する（ステップＳ６）。また、中央処理制御部１００は、さらに、設定されてい
る動作モードがタイプＣまたはタイプＤかどうかを調べ（ステップＳ７）、タイプＣまた
はタイプＤであった場合（ステップＳ７のＹＥＳ）、Ｄ／Ａ変換アンプ回路１０５に対し
て、ドルビーシステムをオフする旨を指示する（ステップＳ８）。
【００４７】
また、ステップＳ７において、タイプＣまたはタイプＤでないと判断した場合には（ステ
ップＳ７のＮＯ）、バッテリー残量がある一定の値以下になった旨を報知するための警告
音を出力する（ステップＳ４）。
【００４８】
つまり、このヘッドセット１では、バッテリの残量が僅かとなった場合、タイプＡでは、
警告音の出力のみが行われ、タイプＢでは、通信モードの移行と警告音の出力とが行われ
る。また、タイプＣでは、ドルビーシステムのオフのみが行われ、タイプＤでは、通信モ
ードの移行とドルビーシステムのオフとの両方が行われる。ドルビーシステムをオフする
場合には、これをもって警告とし、別途警告音を出力することは行わない。
【００４９】
以上により、バッテリ残量が僅かとなった場合に、利用者の要求に応じて、消費電力の抑
制を図り、連続稼働時間の延長を実現する。
【００５０】
なお、前述した実施形態では、通信モードを移行されるかどうかとドルビーシステムをオ
フするかどうかの組み合わせによって４つの動作モードを設ける例を説明したが、これに
限らず、例えば通信モードを移行するかどうかの２つの動作モードのみを設けても構わな
いし、一方、ドルビーシステムをオフするかどうかの２つの動作モードのみを設けても構
わない。
【００５１】
つまり、本願発明は、前記実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を
逸脱しない範囲で種々に変形することが可能である。更に、前記実施形態には種々の段階
の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組み合わせにより種々
の発明が抽出され得る。たとえば、実施形態に示される全構成要件から幾つかの構成要件
が削除されても、発明が解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効果
の欄で述べられている効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明と
して抽出され得る。
【００５２】
【発明の効果】
以上のように、この発明によれば、バッテリ駆動時における連続稼働時間を延長させるた
めの制御を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係る電子機器を用いた無線通信システムを示すブロック図
。
【図２】図１の無線通信システムで用いられるヘッドセットの構成を示すブロック図。
【図３】図１の無線通信システムで用いられるオーディオプレーヤの構成を示すブロック
図。
【図４】図２のヘッドセットが備えるＤ／Ａ変換アンプ回路のシステム構成を示す図。
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【図５】図２のヘッドセットが実行するシステム制御の流れを示すフローチャート。
【符号の説明】
１…ヘッドセット、２…オーディオプレーヤ、１００…中央処理制御部、１０１…バッテ
リー残量自動検出部、１０２…インターフェース部、１０３…環境設定部、１０４…デー
タバッファ、１０５…Ｄ／Ａ変換アンプ回路、１０６…出力装置、１０７…無線通信デバ
イス、１０８…アンテナ、２００…中央処理制御部、２０１…インターフェース部、２０
２…音楽データファイル、２０３…無線通信デバイス、２０４…アンテナ。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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