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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信によりオーディオ信号を受信する受信部、および、無線通信によりオーディオ
信号を送信する送信部を有し、前記受信部および前記送信部はそれぞれオン／オフが切り
替え可能であるオーディオ信号通信部と、
　前記受信部を含む複数の信号入力部と、
　前記複数の信号入力部から一つの信号入力部が選択される入力選択部と、
　前記送信部のオン／オフの指示を受け付ける送信機能切換部と、
　前記受信部および前記送信部のそれぞれのオン／オフ、および、前記入力選択部の切り
換えを制御する制御部と、
　信号処理部と、
を備え、
　前記制御部は、
　前記入力選択部で前記受信部以外の信号入力部が選択され、かつ、前記送信機能切換部
により送信部のオフが指示された場合、前記入力選択部を前記選択された信号入力部に切
り換えて前記選択された信号入力部から入力されたオーディオ信号を前記信号処理部に入
力するとともに、前記受信部をオンにし、
　該受信部が無線通信によりオーディオ信号を受信した場合、前記入力選択部を前記選択
された入力部から前記受信部に切り換えて、該受信したオーディオ信号を前記信号処理部
に入力する
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　オーディオ機器。
【請求項２】
　前記制御部は、
　前記入力選択部で前記受信部が選択された場合、前記送信機能切換部による前記送信部
のオン／オフ指示に関わらず、前記受信部をオンにし、前記受信部が受信したオーディオ
信号を前記信号処理部に入力する
　請求項１に記載のオーディオ機器。
【請求項３】
　前記入力選択部で前記受信部以外の入力部が選択され、かつ、前記送信機能切換部によ
り送信部がオンに操作された場合、前記送信部をオンにし、前記入力選択部を前記選択さ
れた信号入力部に切り換えて前記選択された入力部から入力されたオーディオ信号を前記
信号処理部に入力するとともに、このオーディオ信号を前記送信部に入力し、
　該送信部は、このオーディオ信号を無線通信で送信する、
　請求項１または請求項２に記載のオーディオ機器。
【請求項４】
　前記信号処理部は、スピーカを備え、入力されたオーディオ信号を該スピーカから放音
する、
　請求項１乃至請求項３のいずれかに記載のオーディオ機器。
【請求項５】
　前記送信機能切換部は、制御端末から無線通信で前記オン／オフの指示を受信する、
　請求項１乃至請求項４のいずれかに記載のオーディオ機器。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、無線通信によってオーディオ信号を受信する機能と、送信する機能を備え
たオーディオ機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈのような無線通信規格が種々策定されている。そして
、無線によってオーディオ信号を送信する入力ソース機器を含む、複数の入力ソース機器
からオーディオ信号を受け付け可能とするため、オーディオ信号を受け付ける信号入力部
を複数備えたオーディオ機器が知られている。例えば、特許文献１は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈおよびＬＩＮＥ入力に対応した信号入力部を備えたスピーカ装置を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５‐５３５５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈによる通信は、信号を受信する機能（Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ　Ｓｉｎｋ）を備えた機器と、信号を送信する機能（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｓｏｕｒｃ
ｅ）を備えた機器で成立する。信号を送信する機能（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｓｏｕｒｃｅ
）を備えた機器が、信号を受信する機能（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｓｉｎｋ）を備えた機器
と通信を確立（ペアリング）することで、オーディオ信号の伝送が可能となる。
【０００５】
　１台のオーディオ機器にＢｌｕｅｔｏｏｔｈの受信機能と送信機能の両方を備えると、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈを用いてオーディオ信号の送信、受信の両方をすることができる。し



(3) JP 6589458 B2 2019.10.16

10

20

30

40

50

かしながら、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈの受信機能と、送信機能は、同時に動作させることはで
きない。このため、オーディオ機器にオーディオ信号を受信する機能と送信する機能を持
たせた場合、受信機能と送信機能を切り替える必要がある。
【０００６】
　しかしながら、オーディオ信号を受信する機能と送信する機能の切り替えを全てユーザ
の設定に委ねると、設定が複雑になってユーザが両方の機能を使いにくくなるおそれがあ
る。
【０００７】
　この発明は、無線通信によってオーディオ信号を受信する機能と送信する機能の両方を
備え、両機能の切り替えを容易に行うことのできるオーディオ機器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】
【０００８】
　本発明のオーディオ機器は、無線通信によりオーディオ信号を受信する受信部、および
、無線通信によりオーディオ信号を送信する送信部を有し、前記受信部および前記送信部
はそれぞれオン／オフが切り替え可能であるオーディオ信号通信部と、前記受信部を含む
複数の信号入力部と、前記複数の信号入力部から一つの信号入力部が選択される入力選択
部と、前記送信部のオン／オフの指示を受け付ける送信機能切換部と、前記受信部および
前記送信部のそれぞれのオン／オフ、および、前記入力選択部の切り換えを制御する制御
部と、信号処理部と、を備え、前記制御部は、前記入力選択部で前記受信部以外の信号入
力部が選択され、かつ、前記送信機能切換部により送信部のオフが指示された場合、前記
入力選択部を前記選択された信号入力部に切り換えて前記選択された信号入力部から入力
されたオーディオ信号を前記信号処理部に入力するとともに、前記受信部をオンにし、該
受信部が無線通信によりオーディオ信号を受信した場合、前記入力選択部を前記選択され
た入力部から前記受信部に切り換えて、該受信したオーディオ信号を前記信号処理部に入
力する。
【０００９】
　上記発明において、前記制御部は、前記入力選択部で前記受信部が選択された場合、前
記送信機能切換部による前記送信部のオン／オフ指示に関わらず、前記受信部をオンにし
、前記受信部が受信したオーディオ信号を前記信号処理部に入力してもよい。
【００１０】
　上記発明において、前記入力選択部で前記受信部以外の入力部が選択され、かつ、前記
送信機能切換部により送信部がオンに操作された場合、前記送信部をオンにし、前記入力
選択部を前記選択された信号入力部に切り換えて前記選択された入力部から入力されたオ
ーディオ信号を前記信号処理部に入力するとともに、このオーディオ信号を前記送信部に
入力し、該送信部は、このオーディオ信号を無線通信で送信してもよい。
【００１１】
　上記発明において、前記信号処理部は、スピーカを備え、入力されたオーディオ信号を
該スピーカから放音してもよい。
【００１２】
　上記発明において、前記送信機能切換部は、制御端末から無線通信で前記オン／オフの
指示を受信してもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　この発明によれば、オーディオ機器に無線通信によってオーディオ信号を受信する機能
と送信する機能の両方を持たせることができ、両機能の切り替えを容易に行うことが可能
となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】スピーカ装置のブロック図である。
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【図２】スピーカ装置のリモコン装置として機能する多機能携帯電話機のブロック図であ
る。
【図３】オーディオ機器コントローラとして機能する携帯電話機の表示部に表示される再
生画面を示す図である。
【図４】Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信回路の送信部のオン／オフを選択する動作を示すフロー
チャートである。
【図５】入力選択部の切換動作、すなわち、信号入力部を選択する動作を示すフローチャ
ートである。
【図６】信号入力部としてＬＩＮＥ入力を選択し、かつＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信回路の送
信部をオフにした状態におけるスピーカ装置の動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図面を参照して本発明の実施形態に係るスピーカ装置１００について説明する。図１は
、スピーカ装置１００のブロック図である。スピーカ装置１００は、左右のスピーカユニ
ット２１０Ｌ，２１０Ｒ、および電子回路１５を備えている。電子回路１５は、制御部５
０、信号処理部２０１、スピーカ駆動部２０２、入力選択部５３、複数の信号入力部５４
を有している。
【００１６】
　信号入力部５４は、外部の入力ソース機器からオーディオ信号を受け付ける。本実施形
態では、信号入力部５４として、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（以下ではＢＴと省略する場合があ
る）通信回路５５、ＬＩＮＥ入力部５６、および、Ｗｉ－Ｆｉ通信回路５７を備えている
。
【００１７】
　ＬＩＮＥ入力部５６は、たとえばオーディオミニジャックなどのコネクタおよびＡ／Ｄ
変換回路を備えている。コネクタには他のオーディオ機器の出力端子に接続されたオーデ
ィオケーブルの端子が差し込まれる。ＬＩＮＥ入力部５６は、オーディオケーブルを介し
て外部から入力されたオーディオ信号をＡ／Ｄ変換回路を用いてデジタル信号に変換した
のち、この信号を入力選択部５３に入力する。なお、コネクタが光ファイバなどのデジタ
ルコネクタの場合、Ａ／Ｄ変換回路は不要である。
【００１８】
　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信回路５５は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ規格の無線通信によりオーデ
ィオ信号を送信する機能および受信する機能を有している。すなわち、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ通信回路５５は、機能的に送信部５５Ｔおよび受信部５５Ｒを備えている。Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ通信回路５５の送信部５５Ｔおよび受信部５５Ｒは、それぞれオン／オフ切り替
え可能であるが、両方を同時にオンすることはできない。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信回路５
５は、本発明のオーディオ信号通信部に相当する。
【００１９】
　入力選択部５３にはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信回路５５（の受信部５５Ｒ）およびＬＩＮ
Ｅ入力部５６が接続されている。入力選択部５３は、制御部５０から入力される選択信号
により、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信回路５５またはＬＩＮＥ入力部５６のうち、いずれかを
選択する。入力選択部５３は、選択したＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信回路５５またはＬＩＮＥ
入力部５６から入力されたオーディオ信号を信号処理部２０１に出力する。
【００２０】
　制御部５０はマイコンで構成される。制御部５０には、Ｗｉ－Ｆｉ通信回路５７が接続
されている。Ｗｉ－Ｆｉ通信回路５７は、リモートコントローラ機能（リモコン機能）を
有する携帯端末（例えば、多機能携帯電話機（スマートフォン）やタブレットコンピュー
タ）などの機器からコマンドを受信し、制御部５０に入力する。制御部５０は、Ｗｉ－Ｆ
ｉ通信回路５７から入力されたコマンドに基づいて、信号処理部２０１の設定を行ったり
、入力選択部５３の切り替えを行う。制御部５０は、Ｗｉ－Ｆｉ通信回路５７から入力さ
れたコマンドに基づいて、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信回路５５の受信部５５Ｒのオン／オフ



(5) JP 6589458 B2 2019.10.16

10

20

30

40

50

切り替え、および送信部５５Ｔのオン／オフ切り替えを行う。
【００２１】
　信号処理部２０１は、入力選択部５３から入力されたオーディオ信号の音質を調整し、
スピーカ駆動部２０２にオーディオ信号として出力する。スピーカ駆動部２０２は、アン
プを有しており、信号処理部２０１から入力されたオーディオ信号を増幅し、増幅した信
号をそれぞれスピーカユニット２１０Ｌ，２１０Ｒに出力する。
【００２２】
　図２は、スピーカ装置１００のリモコン装置として機能する多機能携帯電話機（以下、
単に携帯電話機と呼ぶ）のブロック図である。携帯電話機３００は、オーディオ機器コン
トローラアプリケーションプログラム３５０を備えている。オーディオ機器コントローラ
アプリケーションプログラム３５０が実行されると、携帯電話機３００は、スピーカ装置
１００とＷｉ－Ｆｉで通信し、スピーカ装置１００の設定を行う。オーディオ機器コント
ローラアプリケーションプログラム３５０が実行されている携帯電話機３００は、機能的
にオーディオ機器コントローラを構成する。
【００２３】
　図２に示すように、携帯電話機３００は、バス３２６上に、制御部３２０、操作部３３
０、メディアインタフェース３３１、３Ｇ／４Ｇ通信回路３３２、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通
信回路３３３、および、Ｗｉ－Ｆｉ通信回路３３４を有している。制御部３２０は、ＣＰ
Ｕ３２１、ＲＯＭ（フラッシュメモリ）３２２、ＲＡＭ３２３、画像プロセッサ３２４お
よび音声プロセッサ３２５を含んでいる。画像プロセッサ３２４には、ビデオＲＡＭ（Ｖ
ＲＡＭ）３４０が接続され、ＶＲＡＭ３４０には表示部３４１が接続されている。表示部
３４１は、液晶のディスプレイを含み、待ち受け画面や電話番号などを表示する。また、
オーディオ機器コントローラの画面（図３参照）も表示部３４１に表示される。音声プロ
セッサ３２５には、Ｄ／Ａコンバータを含むアンプ３４２が接続され、アンプ３４２には
スピーカ３１６が接続されている。
【００２４】
　画像プロセッサ３２４は、待ち受け画面や電話番号等などの種々の映像を生成するＧＰ
Ｕ（ＧｒａｐｈｉｃｓＰｒｏｃｅｓｓｉｎｇＵｎｉｔ，グラフィックス・プロセッシング
・ユニット）を備えている。画像プロセッサ３２４は、オーディオ機器コントローラアプ
リケーションプログラム３５０が起動された場合には、ＣＰＵ３２１の指示に従って図３
に示すようなオーディオ機器コントローラの画像を生成し、これをＶＲＡＭ３４０上に展
開する。ＶＲＡＭ３４０上に展開された画像は表示部３４１に表示される。
【００２５】
　音声プロセッサ３２５は、通話音声をエンコード／デコードするＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａ
ｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ：デジタル・シグナル・プロセッサ）を有してい
る。音声プロセッサ３２５は、デコード／生成した音声をアンプ３４２に出力する。アン
プ３４２は、この音声信号を増幅してスピーカ３１６に出力する。
【００２６】
　ＲＯＭ３２２、メモリカード３１５には、楽曲のオーディオファイル（ｍｐ３など）も
記憶される。音声プロセッサ３２５は、このファイルを読みだして、デコードし再生する
。再生された楽曲（オーディオ信号）は、アンプ３４２で増幅されてスピーカ３１６から
放音され、または、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信回路３３３によって通信相手機器（スピーカ
装置１００など）に送信される。
【００２７】
　３Ｇ／４Ｇ通信回路３３２は、携帯電話通信網を介して、音声通話およびデータ通信を
行う。データ通信によってオーディオ機器コントローラなどのアプリケーションプログラ
ムのダウンロードが行われる。なお、アプリケーションプログラムの取得は、３Ｇ／４Ｇ
通信でダウンロードするのみならず、Ｗｉ－Ｆｉ通信やＵＳＢなどのインタフェース経由
で取得するようにしてもよい。
【００２８】
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　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信回路３３３は、相手装置として選択設定した（ペアリングした
）機器と通信する。たとえば、携帯電話機３００のメモリに記憶している楽曲のオーディ
オ信号をスピーカ装置１００などのオーディオ機器に送信する。
【００２９】
　Ｗｉ－Ｆｉ通信回路３３４は、図示しない無線アクセスポイントとの間でＩＥＥＥ８０
２．１１ｇ規格の無線通信を行う。Ｗｉ－Ｆｉ通信回路３３４は、無線アクセスポイント
を経由してスピーカ装置１００と通信する。携帯電話機３００は、オーディオ機器コント
ローラアプリケーションプログラム３５０との協働でオーディオ機器コントローラとして
機能し、スピーカ装置１００と通信して、スピーカ装置１００の設定に関するコマンド信
号、および楽曲のオーディオ信号を送信する。
【００３０】
　操作部３３０は、表示部３４１上に形成されたタッチパネルを含み、タッチパネル上の
タッチ操作、フリック操作を検出する。メディアインタフェース３３１にはメモリカード
３１５が接続される。メモリカード３１５は、たとえばマイクロＳＤカードである。３Ｇ
／４Ｇ通信回路３３２によってサーバからダウンロードされたアプリケーションプログラ
ムは、メモリカード３１５またはＲＯＭ３２２に保存される。この携帯電話機３００では
、オーディオ機器コントローラアプリケーションプログラム３５０がメモリカード３１５
に保存されている。なお、オーディオ機器コントローラアプリケーションプログラム３５
０は、プログラム本体に加えてプログラムの実行に必要なデータを含んでいる。
【００３１】
　ＲＯＭ３２２には、この携帯電話機３００の通話やアプリケーションプログラムを実行
するための基本プログラムが記憶されている。また、ＲＯＭ３２２はフラッシュメモリで
あり、基本プログラムのほか、ダウンロードされたアプリケーションプログラムなどを記
憶することも可能である。ＲＡＭ３２３には、ＣＰＵ３２０がオーディオ機器コントロー
ラアプリケーションプログラム３５０を実行する際に使用されるワークエリアが設定され
る。
【００３２】
　携帯電話機３００は、メモリカード３１５に保存されているオーディオ機器コントロー
ラアプリケーションプログラム３５０との協働によって、オーディオ機器コントローラを
構成し、Ｗｉ－Ｆｉ経由でスピーカ装置１００にメッセージを送信してスピーカ装置１０
０を制御する。
【００３３】
　図３は、オーディオ機器コントローラとして機能する携帯電話機３００の表示部３４１
に表示される再生画面５２０を示す図である。再生画面５２０には、オーディオソース選
択ボタン５７１、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信回路５５の送信部５５Ｔのオン／オフ切り替え
ボタン５７２、選曲ボタン５７３、再生ボタン５７４、ボリューム設定スライダ５７５、
および、戻るボタン５７６が表示される。
【００３４】
　オーディオソース選択ボタン５７１は、入力ソース（オーディオ信号を受け付ける信号
入力部）としてＢｌｕｅｔｏｏｔｈ、またはＬＩＮＥ入力を選択するための操作子である
。オーディオソース選択ボタン５７１には、選択可能な入力ソースとして、Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈおよびＬＩＮＥ入力のアイコンが表示されている。ユーザによってＢｌｕｅｔｏｏ
ｔｈまたはＬＩＮＥ入力のアイコンがタップされると、タップされたアイコンに対応する
入力ソースを選択する旨のコマンドメッセージがスピーカ装置１００に送信されるととも
に、タップされたアイコンの表示がアクティブ表示になって選択されている旨が表現され
る。図３では、入力ソースとしてＬＩＮＥ入力が選択されている。なお、入力ソースとし
てＷｉ－Ｆｉ等の他の入力も選択できる場合は、入力に対応したアイコンを表示するよう
にすればよい。
【００３５】
　オン／オフ切り替えボタン５７２は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信回路５５の送信部５５Ｔ
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のオン／オフを切り替え操作する操作子である。スライダを右方に移動させると、Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ通信回路５５の送信部５５Ｔをオンすべき旨のコマンドメッセージがスピー
カ装置１００に送信される。スライダを左方に移動させると、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信回
路５５の送信部５５Ｔをオンすべき旨のコマンドメッセージがスピーカ装置１００に送信
される。オン／オフ切り替えボタン５７２は、本発明の送信機能切換部に相当する。
【００３６】
　図示の入力ソースとしてＬＩＮＥ入力が選択され、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信回路５５の
送信部５５Ｔがオンになっている状態のとき、ＬＩＮＥ入力から入力されたオーディオ信
号は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈにより他のオーディオ機器に向けて送信される。
【００３７】
　選曲ボタン５７３には、ＬＩＮＥ入力によって入力される曲の番号が表示される。
【００３８】
　再生ボタン５７４は、楽曲の再生と一時停止を操作する操作子、再生する楽曲を次の曲
にスキップする操作子、再生中の楽曲の頭にスキップする操作子を含んでいる。
【００３９】
　ボリューム設定スライダ５７５は、スピーカ装置１００で放音する音声のボリューム値
（Ｖｏｌ）を設定する操作子である。
【００４０】
　戻るボタン５７６がタップされると、そのとき設定されている内容（信号入力部５４と
してＬＩＮＥ入力が選択されている状態、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送信機能のオン／オフの状
態、ボリューム設定スライダ５７５の値など）を保存し、表示部３４１上に形成される画
面をトップ画面に戻す。
【００４１】
　図４は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信回路５５の送信部５５Ｔのオン／オフを選択する動作
を示すフローチャートである。図５は、入力選択部５３の切換動作、すなわち、信号入力
部５４を選択する動作を示すフローチャートである。図４および図５のフローチャートを
参照して、信号入力部５４としてＢｌｕｅｔｏｏｔｈ、又はＬＩＮＥ入力を選択する動作
、およびＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信回路５５の送信部５５Ｔのオン／オフを選択する動作に
ついて説明する。
【００４２】
　スピーカ装置１００の制御部５０は、携帯電話機３００（オーディオ機器コントローラ
）からのコマンドメッセージを定期的に確認し、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信回路５５の送信
部５５Ｔをオンまたはオフすべきコマンドメッセージを受信すると、図４の処理動作を実
行する。送信部５５Ｔのオンメッセージを受信した場合（Ｓ１１でＹＥＳ）、制御部５０
は、送信部５５Ｔのオンコマンドを受信した旨を示す送信部オンフラグをセットし（Ｓ１
２）、入力選択部５３が信号入力部５４としてＢｌｕｅｔｏｏｔｈを選択しているかどう
かを判定する（Ｓ１３）。
【００４３】
　選択されている信号入力部５４がＢｌｕｅｔｏｏｔｈではない場合（Ｓ１３でＮＯ）、
制御部５０は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信回路５５に対して送信部５５Ｔをオンするよう指
示したのち（Ｓ１４）、この処理動作を了する。選択されている信号入力部５４がＢｌｕ
ｅｔｏｏｔｈである場合は（Ｓ１３でＹＥＳ）、そのまま（送信部５５Ｔをオンにしない
で）この処理動作を終了する。
【００４４】
　一方、送信部５５Ｔのオフメッセージを受信した場合（Ｓ１１でＮＯ）、制御部５０は
、送信部オンフラグをリセットするとともに（Ｓ１５）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信回路５
５に対して送信部５５Ｔをオフするよう指示して（Ｓ１６）、この処理動作を終了する。
【００４５】
　また、制御部５０は、携帯電話機３００（オーディオ機器コントローラ）から入力選択
部５３の切換コマンドを受信すると、図５の処理動作を実行する。信号入力部５４として
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Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈを選択する旨のコマンドを受信した場合（Ｓ２１でＹＥＳ）、制御部
５０は、信号入力部５４がＢｌｕｅｔｏｏｔｈに設定されるよう入力選択部５３に指示す
るとともに（Ｓ２２）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信回路５５の送信部５５Ｔがオンしている
かどうかを判定する（Ｓ２３）。送信部５５Ｔがオンしている場合（Ｓ２３でＹＥＳ）、
制御部５０は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信回路５５に対して送信部５５Ｔをオフするよう指
示して（Ｓ２４）、この処理動作を終了する。送信部５５Ｔがオフしている場合（Ｓ２３
でＮＯ）、送信部５５Ｔはオフであるため、そのままこの処理動作を終了する。
【００４６】
　一方、信号入力部５４としてＬＩＮＥ入力を選択する旨のコマンドを受信した場合（Ｓ
２１でＮＯ）、制御部５０は、信号入力部５４がＬＩＮＥ入力に設定されるよう入力選択
部５３に指示するとともに（Ｓ２５）、送信部オンフラグがセットされているかどうかを
判定する（Ｓ２６）。送信部オンフラグがセットされている場合（Ｓ２６でＹＥＳ）、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ通信回路５５に対して送信部５５Ｔをオンにするよう指示して（Ｓ２７
）、この処理動作を終了する。送信部オンフラグがセットされていない場合（Ｓ２６でＮ
Ｏ）、そのままこの処理動作を終了する。
【００４７】
　図６は、信号入力部５４としてＬＩＮＥ入力を選択し、かつＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信回
路５５の送信部５５Ｔをオフにした状態におけるスピーカ装置１００の制御部５０の動作
を示すフローチャートである。スピーカ装置１００は、ＬＩＮＥ入力が選択されＬＩＮＥ
入力部５６から入力されたオーディオ信号をスピーカ２１０Ｌ，２１０Ｒから放音してい
る。並行して、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信回路５５は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ経由のオーディ
オ信号を受信可能な状態で待機している。この動作は短時間（たとえば２０ミリ秒）毎に
繰り返し実行される。
【００４８】
　制御部５０は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ経由のオーディオ信号が入力されているか確認を行
い（Ｓ３１）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ経由のオーディオ信号が入力されたかどうかを判定す
る（Ｓ３２）。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信回路５５の受信部５５Ｒがオーディオ信号を受信
した場合（Ｓ３２でＹＥＳ）、制御部５０は、入力選択部５３に対して信号入力部５４を
ＬＩＮＥ入力からＢｌｕｅｔｏｏｔｈに変更するよう指示する（Ｓ３３）。これにより、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈのオーディオ信号がスピーカユニット２１０Ｌ，２１０Ｒから放音さ
れる。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信回路５５の受信部５５Ｒがオーディオ信号を受信しない場
合（Ｓ３２でＮＯ）、制御部５０は、そのままこの処理動作を終了する。なお、Ｓ３２で
は、単にＢｌｕｅｔｏｏｔｈからオーディオ信号を受信するのみならず、そのオーディオ
信号が所定レベル以上の音量であることを条件として肯定的な判断がされるようにしても
よい。
【００４９】
　つまり、このスピーカ装置１００は、ＬＩＮＥ入力が選択されていてもＢｌｕｅｔｏｏ
ｔｈの入力を監視しており、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈからのオーディオ信号の入力があった場
合には、入力選択部５３をＬＩＮＥ入力からＢｌｕｅｔｏｏｔｈに切り換えてそのオーデ
ィオ信号を放音する。すなわち、入力はＢｌｕｅｔｏｏｔｈが優先される。
【００５０】
　この実施形態では、オーディオ機器として、スピーカ２１０を備えたスピーカ装置１０
０を示したが、本発明のオーディオ機器はこれに限定されない。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈを含
む複数のオーディオソースを選択可能なものであればよい。また、選択可能なオーディオ
ソースは、ＢｌｕｅｔｏｏｔｈおよびＬＩＮＥ入力に限定されない。Ｗｉ－Ｆｉ通信回路
５７を選択可能なオーディオソースとしてもよい。また、チューナやメディアプレーヤ機
能を備えていてもよい。
【符号の説明】
【００５１】
１００　スピーカ装置
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３００　携帯電話機
４５０　入力情報設定部
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