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(57)【要約】
【課題】　電話の着信をオーディオ機器のユーザにわか
りやすくする。
【解決手段】　電話機１００は、電話の着信時に、無線
通信による遠隔制御可能なＣＤプレーヤ本体２１０との
リンクを確立し（Ｓ２２，Ｓ２３）、上記オーディオ機
器の出力を停止させる制御を行う遠隔制御信号（一時停
止コマンド）を送る無線通信により上記ＣＤプレーヤ本
体２１０に与える（Ｓ２４）。
【選択図】　　　　図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信による遠隔制御可能な外部機器との情報信号の授受を可能にするための接続処
理を行う接続手段と、
　上記外部機器と無線通信を行う無線通信手段と、
　通話着信時に上記外部機器を遠隔操作する遠隔制御信号を上記無線通信手段を介して送
出させる制御手段と
　を備え、
　上記制御手段は、通話着信時に、上記接続手段により、上記無線通信による遠隔制御可
能な外部機器との情報信号の授受を可能にするための接続要求を行い、上記接続要求に対
して制御対象の外部機器から送られてくる認証要求に応じて認証値を送って認証手続きを
行い、認証された上記外部機器に対し、上記遠隔制御信号を上記無線通信手段を介して送
出させることを特徴とする通話装置。
【請求項２】
　上記無線通信手段はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ方式の通信を行い、
　上記制御手段は、通話着信時に、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信の認証機能により、特定の外
部機器のみを電話着信時に止める
　ことを特徴とする請求項１記載の通話装置。
【請求項３】
　上記遠隔制御信号は上記外部機器の音声出力を停止させる制御を行う信号である
　ことを特徴とする請求項２記載の通話装置。
【請求項４】
　上記音声出力を停止させる制御は、音消し機能である
　ことを特徴とする請求項３記載の通話装置。
【請求項５】
　上記音声出力を停止させる制御は、再生一時停止機能である
　ことを特徴とする請求項３記載の通話装置。
【請求項６】
　上記制御手段は、通話終了時に上記外部機器の再生を再開させる再生再開信号を上記無
線通信手段を介して送出させることをさらに行う
　ことを特徴とする請求項５記載の通話装置。
【請求項７】
　上記制御手段は、通話終了時に上記外部機器の音声出力を再開させる音声出力再開信号
を上記無線通信手段を介して送出させる
　ことを特徴とする請求項１記載の通話装置。
【請求項８】
　上記制御手段は、通話着信時に上記外部機器に着信通知音を送出する
　ことを特徴とする請求項１記載の通話装置。
【請求項９】
上記制御手段は、通話終了時に上記外部機器との接続を開放させる
　ことを特徴とする請求項１記載の通話装置。
【請求項１０】
　上記制御手段は、通話着信時に複数の上記外部機器を遠隔操作する遠隔制御信号を上記
無線通信手段を介して送出させる
　ことを特徴とする請求項１記載の通話装置。
【請求項１１】
　通話装置の通話着信時に無線で送出される遠隔制御信号を受信する無線通信手段と、
　上記遠隔制御信号を受信した際に再生している音声の音声出力を停止させる制御を行う
制御手段と
　を備え、
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　上記制御手段は、上記通話装置から通話着信時に送られてくる接続要求に対して、認証
要求を行い、上記認証要求に応じて上記通話装置から送られてくる認証値に基づいて認証
手続きを行い、認証した上記通話装置から送られてくる上記遠隔制御信号を受信した際に
再生している音声の音声出力を停止させる制御を行う
　ことを特徴とする再生装置。
【請求項１２】
　上記無線通信手段はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ方式の通信を行い、
　上記制御手段は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信の認証機能により上記通話装置の認証手続き
を行う
　ことを特徴とする請求項１１記載の再生装置。
【請求項１３】
　上記音声出力を停止させる制御は、音消し機能である
　ことを特徴とする請求項１１記載の再生装置。
【請求項１４】
　上記音声出力を停止させる制御は、再生一時停止機能である
　ことを特徴とする請求項１１記載の再生装置。
【請求項１５】
　上記無線通信手段は、上記通話装置における通話終了時に無線で送出される再生再開信
号をさらに受信し、
　上記制御手段は、上記再生再開信号を受信した際に、再生を再開させることをさらに行
う
　ことを特徴とする請求項１４記載の再生装置。
【請求項１６】
　上記無線通信手段は、上記通話装置における通話終了時に無線で送出される音声出力再
開信号をさらに受信し、
　上記制御手段は、上記音声出力再開信号を受信した際に、音声出力を再開させることを
さらに行う
　ことを特徴とする請求項１１記載の再生装置。
【請求項１７】
　上記無線通信手段は、上記通話装置の通話着信時に無線で送出される着信通知音をさら
に受信し、
　上記制御手段は、受信した上記着信通知音を出力させる
　ことを特徴とする請求項１１記載の再生装置。
【請求項１８】
　通話装置と再生装置とから構成される遠隔制御システムであって、
　上記通話装置は、無線通信による遠隔制御可能な再生装置との情報信号の授受を可能に
するための接続処理を行う接続手段と、上記再生装置と無線通信を行う無線通信手段と、
通話着信時に、上記接続手段により、上記無線通信による遠隔制御可能な再生装置との情
報信号の授受を可能にするための接続要求を行い、上記接続要求に対して制御対象の再生
装置から送られてくる認証要求に応じて認証値を送って認証手続きを行い、認証された上
記再生装置に対し、該再生装置を遠隔操作する遠隔制御信号を上記無線通信手段を介して
送出させる第１の制御手段とを備え、
　上記再生装置は、上記通話装置の通話着信時に無線で送出される上記遠隔制御信号を受
信する無線通信手段と、上記通話装置から通話着信時に送られてくる接続要求に対して、
認証要求を行い、上記認証要求に応じて上記通話装置から送られてくる認証値に基づいて
認証手続きを行い、認証した上記通話装置から送られてくる上記遠隔制御信号を受信した
際に再生している音声の音声出力を停止させる制御を行う第２の制御手段とを備える
　ことを特徴とする遠隔制御システム。
【請求項１９】
　通話装置により無線通信による遠隔制御可能な外部機器を遠隔制御する遠隔制御方法で
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あって、
　上記通話装置による通話の着信を検出する検出ステップと、
　通話着信時に上記通話装置により外部機器に接続要求を行う接続要求ステップと、
　上記接続要求を行った通話装置に対して、上記外部機器から認証要求を行う認証要求ス
テップと、
　上記認証要求に応じて上記通話装置から上記外部機器に認証値を送り、上記外部機器に
おいて認証値に基づいて認証手続きを行う認証ステップと、
　上記通話装置から、認証された上記外部機器に対し、遠隔制御信号を送出して該外部機
器を遠隔操作する制御ステップと
　を有することを特徴とする遠隔制御方法。
【請求項２０】
　音声を再生して出力する再生装置の音声出力制御方法であって、
　通話着信時に接続要求を行った通話装置に対して、認証要求を行い、上記認証要求に応
じて上記通話装置から送られてくる認証値に基づいて認証手続きを行う認証ステップと、
　認証した上記通話装置から無線で送出される遠隔制御信号を受信する受信ステップと、
　上記遠隔制御信号を受信した際に再生している音声の音声出力を停止させる制御を行う
制御ステップと
　を有することを特徴とする再生装置の音声出力制御方法。
【請求項２１】
　通話装置と再生装置とから構成される遠隔制御システムにおける音声出力制御方法であ
って、
　上記通話装置による通話の着信を検出する検出ステップと、
　通話着信時に上記通話装置により再生装置に接続要求を行う接続要求ステップと、
　上記接続要求を行った通話装置に対して、上記再生装置から認証要求を行う認証要求ス
テップと、
　上記認証要求に応じて上記通話装置から上記再生装置に認証値を送り、上記再生装置に
おいて認証値に基づいて認証手続きを行う認証ステップと、
　上記通話装置から、認証された上記再生装置に対して、該再生装置を遠隔操作する遠隔
制御信号を送出させる第１の制御ステップと、
　上記再生装置側で、認証した上記通話装置から無線で送出される遠隔制御信号を受信し
、上記遠隔制御信号を受信した際に再生している音声の音声出力を停止させる制御を行う
第２の制御ステップと
　を有することを特徴とする音声出力制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、着信時にオーディオ機器等の家電機器を遠隔制御により制御する通話装置、
再生装置、遠隔制御システム、遠隔制御方法、及び音声出力制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、オーディオ機器を使用中のユーザは、ヘッドホンやスピーカの音に遮られて
電話の呼出し音が聞こえ難いので、電話機の着信に気づかない場合があった。そこで、電
話機の着信があった時にオーディオ機器をミュートしたり、一時停止したりするシステム
が提供されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１に記載されているように、電話機の着信を専用無線でラジオ受信機
等のオーディオ機器に知らせるシステムがある。このシステムにおいて、ラジオ受信機等
のオーディオ機器は、電話の着信を知らされるとミュートがかかり、予め用意された電話
呼出し音を再生して、電話の着信をユーザに知らせる。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平９－１８７９７号公報
【特許文献２】特開平０８－２６５８４７号公報
【特許文献３】特開平１０－３０８９７６号公報
【特許文献４】国際公開第９９／４１８７６号パンフレット
【特許文献５】特開平１０－１９０７８０号公報
【特許文献６】特開平１１－１８６９５１号公報
【特許文献７】特開平１０－３３６２９１号公報
【特許文献８】特開平１１－１９５００４号公報
【特許文献９】特開平１０－１４５３６９号公報
【特許文献１０】特開平１１－１６１６１１号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】吉田一三，Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈを知り，機器開発に活かす●第１回，日
経エレクトロニクス，日本，日経ＢＰ社，１９９９年１１月　１日，第７５６号，151～1
52
【非特許文献２】伊勢  雅英，Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ  １．０の発表と２．４ＧＨｚ帯無線
技術の展望，ＤＯＳ／Ｖ  ＳＰＥＣＩＡＬ，日本，株式会社毎日コミュニケーションズ，
１９９９年１０月　１日，第4巻第10号，p.12～15
【非特許文献３】Ｔ．Ｖ．Ｌ．Ｎ．シバクマール，インターネット最新テクノロジー：第
２９回，ＩＮＴＥＲＮＥＴ  ｍａｇａｚｉｎｅ  Ｎｏ．５５，日本，株式会社インプレス
  impress corporation，１９９９年　８月　１日，第55号，p.370～373
【非特許文献４】伊勢  雅英  Masahide  Ise，次世代標準特捜隊ＴＥＣＨ  ＲＡＮＧＥ
Ｒ（Ｆｉｌｅ  Ｎｏ．４９），ＤＯＳ／Ｖ  ｍａｇａｚｉｎｅ  第８巻  第１３号，日本
，ソフトバンクパブリッシング株式会社  Softbank Publishing Inc.，１９９９年　７月
　１日，第8巻，p.230～233
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上述の如きシステムでは、電話機の着信を検出するための専用ハードウエア
をオーディオ機器に追加する必要があり、また、電話の着信を検出した時の動作を制御す
るプログラムも必要である。したがって、電話機の着信通知を意図して設計された特定の
オーディオ機器を使用するか、追加ユニットを組み合わせて使用しなければならない。
【０００７】
　そこで、本発明の目的は、一般的なオーディオ機器等の家電機器に対して電話機の着信
時に出力停止制御を行い、電話の着信をユーザにわかりやすくすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る通話装置は、無線通信による遠隔制御可能な外部機器との情報信号の授受
を可能にするための接続処理を行う接続手段と、上記外部機器と無線通信を行う無線通信
手段と、通話着信時に上記外部機器を遠隔操作する遠隔制御信号を上記無線通信手段を介
して送出させる制御手段とを備え、上記制御手段は、通話着信時に、上記接続手段により
、上記無線通信による遠隔制御可能な外部機器との情報信号の授受を可能にするための接
続要求を行い、上記接続要求に対して制御対象の外部機器から送られてくる認証要求に応
じて認証値を送って認証手続きを行い、認証された上記外部機器に対し、上記遠隔制御信
号を上記無線通信手段を介して送出させることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明に係る再生装置は、通話装置の通話着信時に無線で送出される遠隔制御信
号を受信する無線通信手段と、上記遠隔制御信号を受信した際に再生している音声の音声
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出力を停止させる制御を行う制御手段とを備え、上記制御手段は、上記通話装置から通話
着信時に送られてくる接続要求に対して、認証要求を行い、上記認証要求に応じて上記通
話装置から送られてくる認証値に基づいて認証手続きを行い、認証した上記通話装置から
送られてくる上記遠隔制御信号を受信した際に再生している音声の音声出力を停止させる
制御を行うことを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明は、通話装置と再生装置とから構成される遠隔制御システムであって、上
記通話装置は、無線通信による遠隔制御可能な再生装置との情報信号の授受を可能にする
ための接続処理を行う接続手段と、上記再生装置と無線通信を行う無線通信手段と、通話
着信時に、上記接続手段により、上記無線通信による遠隔制御可能な再生装置との情報信
号の授受を可能にするための接続要求を行い、上記接続要求に対して制御対象の再生装置
から送られてくる認証要求に応じて認証値を送って認証手続きを行い、認証された上記再
生装置に対し、該再生装置を遠隔操作する遠隔制御信号を上記無線通信手段を介して送出
させる第１の制御手段とを備え、上記再生装置は、上記通話装置の通話着信時に無線で送
出される上記遠隔制御信号を受信する無線通信手段と、上記通話装置から通話着信時に送
られてくる接続要求に対して、認証要求を行い、上記認証要求に応じて上記通話装置から
送られてくる認証値に基づいて認証手続きを行い、認証した上記通話装置から送られてく
る上記遠隔制御信号を受信した際に再生している音声の音声出力を停止させる制御を行う
第２の制御手段とを備えることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明は、通話装置により無線通信による遠隔制御可能な外部機器を遠隔制御す
る遠隔制御方法であって、上記通話装置による通話の着信を検出する検出ステップと、通
話着信時に上記通話装置により外部機器に接続要求を行う接続要求ステップと、上記接続
要求を行った通話装置に対して、上記外部機器から認証要求を行う認証要求ステップと、
上記認証要求に応じて上記通話装置から上記外部機器に認証値を送り、上記外部機器にお
いて認証値に基づいて認証手続きを行う認証ステップと、上記通話装置から、認証された
上記外部機器に対し、遠隔制御信号を送出して該外部機器を遠隔操作する制御ステップと
を有することを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明は、音声を再生して出力する再生装置の音声出力制御方法であって、通話
着信時に接続要求を行った通話装置に対して、認証要求を行い、上記認証要求に応じて上
記通話装置から送られてくる認証値に基づいて認証手続きを行う認証ステップと、認証し
た上記通話装置から無線で送出される遠隔制御信号を受信する受信ステップと、上記遠隔
制御信号を受信した際に再生している音声の音声出力を停止させる制御を行う制御ステッ
プとを有することを特徴とする。
【００１３】
　さらに、本発明は、通話装置と再生装置とから構成される遠隔制御システムにおける音
声出力制御方法であって、上記通話装置による通話の着信を検出する検出ステップと、通
話着信時に上記通話装置により再生装置に接続要求を行う接続要求ステップと、上記接続
要求を行った通話装置に対して、上記再生装置から認証要求を行う認証要求ステップと、
上記認証要求に応じて上記通話装置から上記再生装置に認証値を送り、上記再生装置にお
いて認証値に基づいて認証手続きを行う認証ステップと、上記通話装置から、認証された
上記再生装置に対して、該再生装置を遠隔操作する遠隔制御信号を送出させる第１の制御
ステップと、上記再生装置側で、認証した上記通話装置から無線で送出される遠隔制御信
号を受信し、上記遠隔制御信号を受信した際に再生している音声の音声出力を停止させる
制御を行う第２の制御ステップとを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明では、無線通信による遠隔制御可能なオーディオ機器等の外部機器に対して、通
話着信時に通話装置により接続要求を行い、上記接続要求を行った通話装置に対して、上
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記外部機器から認証要求を行い、上記認証要求に応じて上記通話装置から上記再生装置に
認証値を送り、上記外部機器において認証値に基づいて認証手続きを行い、上記通話装置
から認証された上記外部機器に対して遠隔制御信号を送って出力停止制御を行うことがで
き、これにより、通話の着信をユーザにわかりやすくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明を適用したオーディオシステムの構成を示すブロック図である。
【図２】上記オーディオシステムにおける電話機の要部の構成を示すブロック図である。
【図３】上記オーディオシステムにおけるポータブル型ＣＤプレーヤのＣＤプレーヤ本体
２１０の要部の構成を示すブロック図である。
【図４】上記ＣＤプレーヤ本体に附属するリモコン付きヘッドホンの要部の構成を示すブ
ロック図である。
【図５】ＢＴ方式に対応した各機器が通信を行うためのプロトコルスタックを模式的に示
す図である。
【図６】上記オーディオシステムにおけるＡ／Ｖプロトコル用パケットの構成を模式的に
示す図である。
【図７】上記オーディオシステムにおけるデータパケットの構成を模式的に示す図である
。
【図８】ＢＴのプロトコルに基づいた電話機とポータブル型ＣＤプレーヤとの間の通信手
順を模式的に示す図である。
【図９】ＦＨＳパケットの構成を模式的に示す図である。
【図１０】３つのＢＴ通信機器の通信手順を模式的に示す図である。
【図１１】図１０に示した３つのＢＴ通信機器の通信におけるピコネットの状態を模式的
に示す図である。
【図１２】ＢＴのプロトコルに基づいた電話機とポータブル型ＣＤプレーヤとの間の他の
通信手順を模式的に示す図である。
【図１３】３つのＢＴ通信機器の他の通信手順を模式的に示す図である。
【図１４】図１３に示した３つのＢＴ通信機器の通信におけるピコネットの状態を模式的
に示す図である。
【図１５】３つのＢＴ通信機器のさらに他の通信手順を模式的に示す図である。
【図１６】ＢＴのプロトコルに基づいた電話機とポータブル型ＣＤプレーヤとの間のさら
に他の通信手順を模式的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００１７】
　本発明は、例えば図１に示すような構成のオーディオシステムに適用される。
【００１８】
　この図１に示したオーディオシステムは、電話機１００により着信時に制御されるオー
ディオ機器として、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ方式の通信機能を有するプレーヤ本体２１０とリ
モコン付きヘッドホン２４０からなるポータブル型ＣＤプレーヤ２００を備える。
【００１９】
　ここで、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（以下ＢＴという）は、日欧米５社が１９９８年５月に標
準化活動を開始した近距離無線通信技術の呼称であって、ＢＴ方式では、最大データ伝送
速度を１Ｍビット／秒（実効的には７２１ｋビット／秒）、最大伝送距離を１０ｍとする
。そして、ユーザが無免許で利用可能な２．４ＧＨｚ体のＩＳＭ(Industrial Scientific
) 帯に、帯域幅１ＭＨｚのチャンネル７９個設定し、１秒間に１６００回チャンネルを切
り換える周波数ホッピング方式のスペクトラム拡散技術で電波を送信する。このＢＴ対応
機器は、周波数ホッピング・パターンを決定するマスターと、その通信相手であるスレー
ブに分かれる。マスターは、一度に７台のスレーブと同時に通信することができる。マス
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ターとスレーブを加えて最大８台の機器で構成するサブネットをピコネットと呼ぶ。ピコ
ネット内のスレーブは、同時に二つ以上のピコネットのスレーブになることができる。
【００２０】
　上記ポータブル型ＣＤプレーヤ２００は、ＢＴ方式の無線通信で結ぶためのアンテナ２
２１，２４１をＣＤプレーヤ本体２１０とリモコン付きヘッドホン２４０の双方に備えて
いる。このポータブル型ＣＤプレーヤ２００において、ＣＤプレーヤ本体２１０からリモ
コン付きヘッドホン２４０へは、ＣＤプレーヤ本体２１０が再生した音楽のデータが送信
される。一方、リモコン付きヘッドホン２４０に附属した遠隔制御用のコマンドボタン２
４９をユーザが操作すると、対応する制御コマンドがＣＤプレーヤ本体２１０に送られる
。
【００２１】
　電話機１００は、電話アンテナ１０１によって電話の着信を検知すると、スピーカ１０
７から呼出し音を鳴らす。この電話機１００は、ＢＴ方式の無線通信を行う機能も備えて
おり、その通信のためのＢＴアンテナ１１１を備えている。
【００２２】
　そして、この実施の形態では、リモコン付きヘッドホン２４０がプレーヤ本体２１０に
送る制御信号と同じものを電話機１００から発するために、無線通信の規格である「Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ」に対応した機器を対象とし、ＢＴ通信のトランスポート層プロトコルの
１つとして「Ａ／Ｖプロトコル」を定義し、Ａ／Ｖ機器制御コマンドを遠隔制御に利用す
る。
【００２３】
　電話機１００は、電話の着信を検知すると、ＣＤプレーヤ本体２１０とリモコン付きヘ
ッドホン２４０の間の通信に割って入る。電話機１００からＣＤプレーヤ本体２１０に対
し、再生を一時停止するコマンドを送る。ＣＤプレーヤ本体２１０が一時停止を実行する
と、リモコン付きヘッドホン２４０から出ていた音が止まる。これにより、ユーザは、自
分の電話機１００の呼出し音が鳴っていることに気づき易くなる。
【００２４】
　上記電話機１００の要部の構成を図２に示す。
【００２５】
　この電話機１００は、ＰＨＳや携帯電話など公衆の電話回線網との接続、通話のために
使用する電話アンテナ１０１と、ＢＴ通信のためのＢＴアンテナ１１１を備える。上記電
話アンテナ１０１は、１．９ＧＨｚ、８００ＭＨｚ～１．５ＧＨｚといったあたりの電波
を送受信するためのものである。また、ＢＴアンテナ１１１は、２．４ＧＨｚ帯域の電波
を送受信するためのものである。
【００２６】
　上記電話アンテナ１０１にはＲＦ処理部１０２を介してモデム１０３が接続されており
、また、ＢＴアンテナ１１１にはＲＦ処理部１１２を介してベースバンド処理部１１３が
接続されている。そして、上記モデム１０３とベースバンド処理部１１３にマイクロコン
ピュータ（以下、単にマイコンという）１０５が接続されている。
【００２７】
　また、マイコン１０５には、メモリ１０４及び音声コーデック処理部１０６が接続され
ている。さらに、音声コーデック処理部１０６には、スピーカ１０７とマイクロホン１０
８が接続されている。
【００２８】
　上記ＲＦ処理部１０２及びモデム１０３は、電話アンテナ１０１で受信したアナログ信
号を復調し、デジタルデータに変換する。また、その逆に、送信するデジタルデータ（音
声データ）を変調し、アナログの電波信号として、上記電話アンテナ１０１から送出する
。
【００２９】
　マイコン１０５は、モデム１０３から受け取ったデータを処理後、音声コーデック処理
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部１０６に渡す。そして、この音声コーデック処理部１０６では、通信用フォーマットに
変換されていた音声を元に戻し、スピーカ１０７で再生する。また、マイクロホン１０８
から入った音声は、音声コーデック処理部１０６により、通信用のデータに変換され、マ
イコン１０５、モデム１０３、ＲＦ処理部１０２を経て、最終的に電話アンテナ１０１か
ら送出される。
【００３０】
　また、マイコン１０５は、この電話機１００のユーザーインターフェースに関する処理
をしたり、ＢＴ通信に関する処理をしたりする。その際のマイコン１０５の動作プログラ
ムは、メモリ１０４に予め記述されている。また、マイコン１０５による処理途中で一時
的に保存するデータなどもメモリ１０４に含まれる。
【００３１】
　ＢＴ通信による送信データは、例えば、電話機１００からＣＤプレーヤ本体２１０を制
御するためのコマンドである。これらのデータは、マイコン１０５の処理で生成された後
、ベースバンド処理部１１３に渡される。ベースバンド処理部１１３は、マイコン１０５
から渡されたデータをＢＴ通信用のパケットに変換する。この時、エラー訂正検出用のコ
ードを加えたり、通信用の各種データを加えたりする。ベースバンド処理部１１３で生成
されたデータが、ＲＦ処理部１１２に渡されると、送信用のアナログデータに変換される
。ＲＦ処理部１１２では、渡されたデジタルデータを変調し、２．４ＧＨｚ帯の無線電波
にのせ、ＢＴアンテナ１１１から送出する。搬送波は、周波数ホッピングにより、スロッ
ト（データのひとかたまり）毎に違う周波数が選ばれる。
【００３２】
　一方、受信データとしては、例えば、電話機１００からＣＤプレーヤ本体２１０へ送っ
た制御コマンドに対する応答がある。コマンドが正しく受け取られたか、コマンドに対し
制御が実行されたか、といった情報である。ＢＴアンテナ１１１で受信した信号は、ＲＦ
処理部１１２で復調されデジタルデータに変換された後、ベースバンド処理部１１３でエ
ラーチェックなどが行われる。その後、マイコン１０５に渡され、対応した処理が実行さ
れる。
【００３３】
　上記ポータブル型ＣＤプレーヤ２００におけるＣＤプレーヤ本体２１０の要部の構成を
図３に示す。
【００３４】
　このＣＤプレーヤ本体２１０は、コンパクトディスク(CD:Compact Disc) ２１１を回転
駆動させるスピンドルモータ２１２、上記ＣＤ２１１からの信号を光学的に読み取るピッ
クアップ２１３、上記スピンドルモータ２１２やピックアップ２１３に接続されたサーボ
回路２１４、上記ピックアップ２１３に接続された復調回路２１５、上記復調回路２１５
に接続されたマイクロコンピュータ（単にマイコンという）２１６、上記復調回路２１５
にエンコーダ２１８を介して接続されたベースバンド処理部２１９、上記ベースバンド処
理部２１９にＲＦ処理部２２０を介して接続されたＢＴアンテナ２２１などを備える。
【００３５】
　このＣＤプレーヤ本体２１０において、スピンドルモータ２１２は、サーボ回路２１４
の制御にしたがって、ＣＤ２１１を回転させる。この時、ピックアップ２１３がＣＤ２１
１からの信号を読み取って、それを復調回路２１５に送る。復調回路２１５では、ピック
アップ２１３が読み取った信号をデジタルデータに変換するとともに、エラー訂正を行っ
て、元の音楽データを再生する。
【００３６】
　そして、このＣＤプレーヤ本体２１０では、ＢＴによる無線通信で音楽データをリモコ
ン付きヘッドホン２４０に飛ばすために、上記復調回路２１５で再生されたデータがさら
にエンコーダ２１８に送られる。エンコーダ２１８は、入力された音楽データをＢＴのＡ
／Ｖプロトコルで指定されたフォーマット（ＭＰ３，ＡＤＰＣＭ，ＡＴＲＡＣ等）に変換
する。それが、ベースバンド処理部２１９及びＲＦ処理部２２０の処理を経て、最終的に
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ＢＴアンテナ２２１から送出される。
【００３７】
　マイコン２１６は、周辺の処理ブロックに対し、様々な制御コマンドを送ったり、状態
に関する情報を受け取ったりする。また、ＣＤプレーヤ本体２１０におけるユーザーイン
ターフェースの処理や、リモコン付きヘッドホン２４０からの制御コマンドの処理を行う
。リモコン付きヘッドホン２４０からの制御コマンドは、ＢＴアンテナ２２１で受信され
、ＲＦ処理部２２０及びベースバンド処理部２１９の処理を経て、マイコン２１６で解釈
される。
【００３８】
　なお、マイコン２１６に接続されたメモリ２１７には、上記マイコン２１６の動作プロ
グラムが記述されている。また、マイコン２１６における処理で一時的に使用するメモリ
などもここに含まれる。
【００３９】
　上記ＣＤプレーヤ本体２１０に附属するリモコン付きヘッドホン２４０の要部の構成を
図４に示す。
【００４０】
　このリモコン付きヘッドホン２４０は、ＢＴ通信のためのＢＴアンテナ２４１を備える
。このＢＴアンテナ２４１には、ＲＦ処理部２４２を介してベースバンド処理部２４３が
接続されている。そして、このベースバンド処理部２４３にマイクロコンピュータ（以下
、単にマイコンという）２４５が接続されている。
【００４１】
　また、マイコン２４５には、入力部２４４、メモリ２４６及びデコーダ２４７が接続さ
れている。そして、このデコーダ２４７には、ヘッドホン２４８が接続されている。
【００４２】
　このリモコン付きヘッドホン２４０において、ＢＴアンテナ２４１は、ＣＤプレーヤ本
体２１０から送出された音楽データを受信する。そのデータを、ＲＦ処理部２４２が復調
し、デジタルデータに変換した後、ベースバンド処理部２４３がエラーチェックなどを行
う。その後、マイコン２４５が、伝送用に細分化されたパケットをまとめて、ＣＤプレー
ヤ本体２１０のエンコーダ２１８が出力したデータを再現する。デコーダ２４７がそれを
、元々の音楽データに復元し、ヘッドホン２４８から音を出力する。
【００４３】
　一方、ユーザがリモコンのコマンドボタン２４９を操作すると、入力部２４４がそれを
検出して、マイコン２４５に伝える。マイコン２４５は、それをコマンドとして解釈し、
ＢＴ方式のＡ／Ｖプロトコルにしたがってコマンドデータを生成する。生成されたコマン
ドデータは、ベースバンド処理部２４３及びＲＦ処理部２４２を経て、ＢＴアンテナ２４
１から送出される。
【００４４】
　なお、上記マイコン２４５に接続されたメモリ２４６には、マイコン２４５の動作プロ
グラムが記述されている。また、マイコン２４５における処理で一時的に使用するメモリ
などもここに含まれる。
【００４５】
　次に、ＢＴ方式に対応した各機器が通信を行うためのプロトコルスタックを図５に示す
。
【００４６】
　物理層（Ｒ／Ｆ５０１）では、デジタルデータをアナログデータに変換し、アンテナか
らの送出を行う。デジタルデータの０，１のシーケンスにしたがって、一次変調を行い、
それをさらに２．４ＧＨｚ帯の搬送波にのせて送出する。搬送波は、１つのデータの送信
（スロット）毎に周波数を変える、周波数ホッピングによって絶えず切り替えられていく
。
【００４７】
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　データの送信、受信は毎スロット交互に行われる。受信スロットでは、アンテナで受信
した信号から２．４ＧＨｚ帯の搬送波を取り除いた後、さらに復調を行って、０，１のシ
ーケンスのデジタルデータを取り出す。取り除くべき搬送波の周波数は、周波数ホッピン
グによって絶えず変わっているが、通信相手に応じて、そのホッピングシーケンスは予め
分かっている。
【００４８】
　リンク層（Ｂａｓｅｂａｎｄ５０２）の主な役割は、データの再送の制御である。
【００４９】
　元のデータに、様々な通信情報を付加して、相手先に送るようにする。データを受信し
た時に、それが正しく受け取れたかどうか返事を返す。正しく受け取れなかった時は、再
送を要求する。何度データを送っても、相手が受け取れない場合は、ある回数を限度にあ
きらめる。受信バッファがあふれる時は、送信の一時停止を相手に要求する。
【００５０】
　データには、これら通信制御に関する情報の他、通信路で生じる誤りに強くするために
、誤り検出・訂正のための符号を付加する。
【００５１】
　リンク層（ＬＭＰ(Link Management Protocol)５０３）は、ＢＴによる通信の接続先と
の間のリンク状態を制御するものであって、接続状態の確立・開放送受信するデータの有
無、通信頻度などに応じたモード制御通信路の状態に応じたパケットの種類の切替えデー
タ通信を許すかどうかの認証データ通信時の暗号化などを行う。
【００５２】
　リンク層（Ｌ２ＣＡＰ(Logical Link Control & Adaptation Protocol)５０４）では、
論理的なチャンネルが定義される。２つのＢＴ通信機器間の接続は、物理的には１つの通
信路で結ばれる、論理的なチャンネルはそこに複数定義することができる。これにより、
いろいろな種類の上位プロトコルのデータを、同時に送受信することができるようになる
。また、上位プロトコルから渡されるデータサイズが大きい場合に、それをＢａｓｅｂａ
ｎｄ５０２で定義されたパケットの大きさに細分化する。送信側で細分化して送り、受信
側では、それを元の大きな固まりに再構築する。
【００５３】
　データの転送レートや、送信に対するレスポンスの速さについて、通信先のＢＴ機器と
の間で情報交換も行うのもリンク層Ｌ２ＣＡＰ５０４での処理である。
【００５４】
　トランスポート層（Ａ／Ｖプロトコル５０５）では、ＢＴ通信における音楽データ、画
像データの送受信、Ａ／Ｖ機器を制御するコマンドを規定し、図６に示すように送り先Ｉ
Ｄ、送り側ＩＤ、レスポンス／コマンド、コマンドの内容やＣＨ．ＮＯ等で構成される制
御コマンド情報を伝送用に細分化してＢＴ通信におけるＢａｓｅｂａｎｄパケットのペイ
ロード部分に入れたＡ／Ｖプロトコル用パケットを生成し、また、音楽や画像のデータに
関しては、ストリームとして転送するデータの種類（ＭＰ３，ＡＴＲＡＣ，ＭＰＥＧ４）
、品質（転送レート、圧縮率）などフォーマットを決め、図７に示すようにフォーマット
とデータをＢＴ通信におけるＢａｓｅｂａｎｄパケットのペイロード部分に入れたデータ
パケットを生成する。なお、制御コマンドとしては、再生、停止、一時停止、早送りなど
、Ａ／Ｖ機器の状態制御に関するものを定義する。
【００５５】
　トランスポート層（Ａ／Ｖプロトコル５０５）の上のアプリケーション層（５０６）で
は、各機器が実際に行う動作に関するプログラムが記述される。この部分は、機器毎に違
ってくる。
【００５６】
　この実施の形態における電話機１００では、Ａ／Ｖ機器をリモコン操作することにより
、電話の着信時に周囲のＡ／Ｖ機器を止めて、Ａ／Ｖ機器のユーザに電話の着信を知らせ
る。
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【００５７】
　ＣＤプレーヤ本体２１０は、再生した音楽をリモコン付きヘッドホン２４０に送信する
。また、リモコン付きヘッドホン２４０や電話機１００からの制御コマンドに応じて、Ｃ
Ｄプレーヤの一時停止、ミュートなどを行う。
【００５８】
　リモコン付きヘッドホン２４０は、ＣＤプレーヤ本体２１０から受信した音楽を再生す
る。また、ユーザがコマンドボタン２４９を操作した結果を、Ａ／Ｖ制御コマンドとして
、ＣＤプレーヤ本体２１０に送信する。
【００５９】
　ＢＴのプロトコルに基づいた、電話機１００とポータブル型ＣＤプレーヤ２００との間
の通信フローを図８に示す。リンクを張ってデータ通信を可能にするまでの前半部分と、
電話機１００からＣＤプレーヤ本体２１０へリモコン信号を送る後半部分に分かれる。
【００６０】
　まず、電話機１００がＩｎｑｕｉｒｙメッセージを出して、周辺機器の情報を集める（
Ｓ１）。
【００６１】
　Ｉｎｑｕｉｒｙメッセージを受信した機器は、ＦＨＳパケットで返事をする（Ｓ２）。
【００６２】
　ＦＨＳパケットには、図９に示すように、ＢＤ＿ＡＤＤＲ(Bluetooth DeviceAddress)
、ＣｏＤ(Class of Device) が含まれる。ＢＤ＿ＡＤＤＲは、その機器に割り当てられた
４８ｂｉｔのＩＤである。機器１つ１つに対して唯一のコードが割り当てられる。ＣｏＤ
は、その機器が何であるかを示すものである。この情報により、電話機１００、ＣＤプレ
ーヤ本体２１０、リモコン付きヘッドホン２４０などの識別が行われる。
【００６３】
　電話機が周辺機器の情報を集め終えると、制御対象にする機器（ここではＣＤプレーヤ
本体２１０）に対し、接続を確立する。
【００６４】
　そのための最初のステップがＰａｇｅメッセージの送信である（Ｓ３）。Ｐａｇｅメッ
セージには、接続対象とする機器のＢＤ＿ＡＤＤＲが含まれる。
【００６５】
　Ｐａｇｅメッセージに対しては、ＢＤ＿ＡＤＤＲによって指定された機器すなわちＣＤ
プレーヤ本体２１０がＲｅｓｐｏｎｓｅを返す（Ｓ４）。
【００６６】
　電話機１００がＣＤプレーヤ本体２１０からＲｅｓｐｏｎｓｅを受けると、電話機１０
０をマスターとするピコネットにＣＤプレーヤ本体２１０が参加するための情報を、ＦＨ
Ｓパケットに含めて電話機１００から送信する（Ｓ５）。ここで、「ピコネット」とはＢ
Ｔ通信の言葉で、１つのマスター機器を中心にして形成されるスター型のネットワークの
ことである。マスター以外の機器のことをスレーブと呼ぶ。ＦＨＳパケットには、マスタ
ーである電話機１００がスレーブであるＣＤプレーヤ本体２１０に割り当てるピコネット
内のＩＤが含まれる。このＩＤがＡＭ＿ＡＤＤＲ(Active Member Address) で、１つのピ
コネット内で最大７個（１～７）割り当てられる。さらに、マスターの周波数ホッピング
のシーケンスや、クロックの位相の情報が含まれる。以降のデータ通信において、ＣＤプ
レーヤ本体２１０は、このＦＨＳパケットで知らされた周波数ホッピングやクロックの情
報を使用する。
【００６７】
　ここまでの過程により、電話機１００とＣＤプレーヤ本体２１０の間で周波数ホッピン
グのシーケンス、クロックの位相が一致し、物理的に通信可能な状態になる。ＡＭ＿ＡＤ
ＤＲが割り当てられて、いつでも通信可能な状態をＡｃｔｉｖｅモードと呼ぶ。
【００６８】
　次に、電話機１００からＣＤプレーヤ本体２１０を実際に制御するための接続要求を出
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す（Ｓ７）。
【００６９】
　ＣＤプレーヤ本体２１０は、予め知らされた電話機（例えば、ＣＤプレーヤの持ち主の
電話）１００からのみ制御を許すために、認証要求を出す（Ｓ８）。
【００７０】
　認証において、電話機１００は、ＣＤプレーヤ本体２１０との間で予め設定されたパス
ワードに基づいて計算された認証値を送る（Ｓ９）。
【００７１】
　ＢＴにおいて、このパスワードに相当するのがＰＩＮ(Personal Identification Numbe
r)である。
【００７２】
　認証手続が成功すると、ＣＤプレーヤ本体２１０から電話機１００にそれを通知する（
Ｓ１０）。
【００７３】
　以降、電話機１００からＣＤプレーヤ本体２１０を制御することが実際に可能になる。
【００７４】
　ただし、この実施の形態においては、電話機１００からＣＤプレーヤ本体２１０を制御
するのは、電話の着信があった時だけである。そこで、電話機１００に対するＣＤプレー
ヤ本体２１０のＢＴ通信をＰａｒｋモードに入れる（Ｓ１１，Ｓ１２）。
【００７５】
　ＣＤプレーヤ本体２１０は、Ｐａｒｋモードに入ると、電話機１００をマスターとする
ピコネットから外れ、割り当てられていたＡＭ＿ＡＤＤＲを開放する。周波数ホッピング
のシーケンス、クロックの位相は、ピコネット内の通信に同期させたままにし、後にピコ
ネットにすぐ戻れるようにしておく。
【００７６】
　電話の着信があって、電話機１００からＣＤプレーヤ本体２１０を制御する必要が生じ
た時は、電話機１００に対するＣＤプレーヤ本体２１０のＢＴ通信を、Ｐａｒｋモードか
らＡｃｔｉｖｅモードに戻す（Ｓ１３，Ｓ１４）。この際、電話機１００をマスターとす
るピコネット内で空いているＡＭ＿ＡＤＤＲがＣＤプレーヤ本体２１０に割り当てられる
。
【００７７】
　その後、電話機１００からのＡ／Ｖ制御コマンドの送信（Ｓ１５）、ＣＤプレーヤ本体
２１０からのレスポンスの受信（Ｓ１６）を繰り返し、終了したらＣＤプレーヤ本体２１
０を再びＰａｒｋモードに戻す（Ｓ１７，Ｓ１８）。
【００７８】
　次に、３つのＢＴ通信機器すなわち電話機１００、ＣＤプレーヤ本体２１０及びリモコ
ン付きヘットホン２４０の間の通信フローを示す図１０を参照して、３つのＢＴ通信機器
間の通信手順について説明する。
【００７９】
　前提として、図１１に示すように３つの機器の間に２つのピコネットＰ１，Ｐ２が存在
し、ＣＤプレーヤ本体２１０はその両方に属している。ＢＴでは、一部機器が重複してい
るピコネットの集まりをスキャターネットと呼ぶ。１つは、ＣＤプレーヤ本体２１０をマ
スター、リモコン付きヘッドホン２４０をスレーブとするピコネットＰ１である。ＣＤプ
レーヤ２１０からリモコン付きヘッドホン２４０に音楽デー夕を送信するのを基本動作と
する。ユーザがリモコン操作をした場合には、リモコン付きヘッドホン２４０からＣＤプ
レーヤ本体２１０にＡ／Ｖ制御コマンドが送られる。もう１つは、電話機１００をマスタ
ー、ＣＤプレーヤ本体２１０をスレーブとするピコネットＰ２である。
【００８０】
　図８の通信フローで示したように、ピコネットＰ２におけるＣＤプレーヤ本体２１０は
基本的にＰａｒｋモードに入っている。電話の着信があって、電話機１００からのリモコ
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ン操作でＣＤプレーヤ本体２１０の再生を止める必要が生じた時だけ、ＣＤプレーヤ本体
２１０はＡｃｔｉｖｅモードになり、データ送受信を行う。
【００８１】
　なお、ＣＤプレーヤ本体２１０がＰａｒｋモードに入るのは、電話機１００との間のＢ
Ｔ通信に関してであり、リモコン付きヘッドホン２４０との間のＢＴ通信に関しては別で
ある。
【００８２】
　まず最初、ＣＤプレーヤ本体２１０はリモコン付きヘッドホン２４０に音楽データを送
信している（Ｓ２１）。
【００８３】
　その途中で電話の着信があると、電話機１００がＣＤプレーヤ本体２１０をＰａｒｋモ
ードからＡｃｔｉｖｅモードにする（Ｓ２２，Ｓ２３）。
【００８４】
　そして、一時停止コマンドを送る（Ｓ２４）。
【００８５】
　ＣＤプレーヤ本体２１０はコマンドに応じた動作を実行し、その結果を知らせる（Ｓ２
５）。この時点で、ＣＤプレーヤ本体２１０からリモコン付きヘッドホン２４０へのデー
タ送信が止まる。
【００８６】
　その後、電話機１００はＣＤプレーヤ本体２１０を再びＰａｒｋモードにする（Ｓ２６
，Ｓ２７）。
【００８７】
　一時停止していたＣＤプレーヤ本体２１０を再生動作状態にする時は、ユーザがリモコ
ン付きヘッドホン２４０を操作する。ＣＤプレーヤ本体２１０に再生コマンドが送られ（
Ｓ２８）は、再生が開始すると（Ｓ２９）、再びＣＤプレーヤ本体２１０からリモコン付
きヘッドホン２４０に音楽データの送信が行われる（Ｓ３０）。
【００８８】
　以上説明したように、ＢＴ通信の機能を備えた電話機１００とＡ／Ｖ機器を利用して、
電話の着信通知を実現することができる。電話機１００からＡ／Ｖ機器を制御するコマン
ドを発信できる場合に、電話の着信時に周囲のオーディオ機器の再生を止めて、電話機１
００が鳴っていることをユーザが気づき易くすることができる。
【００８９】
　さらに、電話機からＡ／Ｖストリームを送信できる場合には、電話着信時の呼出し音を
周囲のＡ／Ｖ機器のスピーカやヘッドホンに送って、電話の着信通知機能を実現すること
が可能である。
【００９０】
　例えば、家の電話機に着信があった時、電話機がある部屋とは別の場所にあるステレオ
のスピーカから呼出し音が鳴るようにする。電話機、ステレオ本体、スピーカが共にＢＴ
通信に対応しているものとする。電話機は、リモコン操作によりステレオ本体での音楽再
生を停止してから、スピーカに呼出し音を送信する。こうすることで、電話機の呼出し音
量を大きくしなくても、離れた部屋から、電話の着信がわかるようになる。
【００９１】
　この実施の形態で説明した電話機１００、ＣＤプレーヤ本体２１０、リモコン付きヘッ
ドホン２４０の組合せでも同様のことができる。電話着信時に、電話機１００からのリモ
コン操作によりＣＤプレーヤ本体２１０での音楽再生を停止してから、リモコン付きヘッ
ドホン２４０に呼出し音を送信する。こうすることで、電話機１００の呼出し音をオフし
ていても、ユーザがリモコン付きヘッドホン２４０をかけていれば、電話の着信がわかる
ようになる。
【００９２】
　ここで、上述の図８に示した通信フローにおけるＩｎｑｕｉｒｙの結果（Ｓ２）では、
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電話機１００から制御する対象がＣＤプレーヤ本体２１０ひとつだけであった。
【００９３】
　電話機１００からの制御対象が複数あって、電話着信時にそれら全てを制御したい場合
には、Ｉｎｑｕｉｒｙの結果を受けた（Ｓ２）後に、Ｓ３からＳ１２までの処理を、制御
対象の各機器に対して行う。そして、電話着信時には、Ｓ１３からＳ１８までの処理を制
御対象の各機器に対して行う。
【００９４】
　また、図８に示した通信フローにおいて、電話機１００が、つながろうとする相手機器
の情報を最初から知っている場合には、機器の検索の処理を省略できる。すなわち、Ｓ１
，Ｓ２の通信を省略可能である。
【００９５】
　また、ＣＤプレーヤ本体２１０が、認証抜きで全ての機器からの制御を受け付けるよう
な使い方も可能である。この場合、Ｓ８，Ｓ９を省略する。
【００９６】
　さらに、電話機１００とＣＤプレーヤ本体２１０の接続をＰａｒｋモードヘ遷移させる
のを省略することも可能である。その場合の通信フローを図１２に示す。
【００９７】
　ここでは前提として、電話機１００は、ＣＤプレーヤ本体２１０のＢＤ＿ＡＤＤＲ，Ｃ
ｏＤなどを予め知っているものとする。そこで、電話機１００は、ＣＤプレーヤ本体２１
０とのリンクを張るために、Ｐａｇｅコマンドの発行から処理を開始する（Ｓ５１）。
【００９８】
　Ｐａｇｅコマンドを受けたＣＤプレーヤ本体２１０は、Ｒｅｓｐｏｎｓｅを返す（Ｓ５
２）。
【００９９】
　Ｒｅｓｐｏｎｓｅを受け取った電話機１００は、ＣＤプレーヤ本体２１０にＦＨＳパケ
ットを送って、ＡＭ＿ＡＤＤＲ、周波数ホッピングのシーケンス、クロックの位相などの
情報を知らせる（Ｓ５３）。
【０１００】
　ＦＨＳパケットを受け取ったＣＤプレーヤ本体がＲｅｓｐｏｎｓｅを返した（Ｓ５４）
後、電話機１００とＣＤプレーヤ本体２１０の間の物理的なリンクが確立し、ＢＴ通信が
可能となる。
【０１０１】
　次に、電話機１００からＣＤプレーヤ本体２１０を実際に制御できるようにするための
論理的な接続要求を出す（Ｓ５５）。
【０１０２】
　ＣＤプレーヤ本体２１０は、電話機１００に対して認証要求を返す（Ｓ５６）。不特定
な機器から勝手に制御されるのを防ぐためである。
【０１０３】
　認証要求を受けた電話機１００は、ＣＤプレーヤ本体２１０向けに計算した認証値を送
り（Ｓ５７）、それを受けたＣＤプレーヤ本体２１０が認証を行う。
【０１０４】
　認証手続が成功すると、ＣＤプレーヤ本体２１０から電話機１００にそれを通知する（
Ｓ５８）。
【０１０５】
　以降、電話機１００からＣＤプレーヤ本体２１０を制御することが実際に可能になる。
【０１０６】
　ただし、この実施の形態においては、電話機１００からＣＤプレーヤ本体２１０を制御
するのは、電話の着信があった時だけである。それ以外の場合は、電話機１００からＣＤ
プレーヤ本体２１０に対し、定期的にＰＯＬＬパケットを送る（Ｓ５９）。ＰＯＬＬパケ
ットを受け取ったＣＤプレーヤ本体２１０はＲｅｓｐｏｎｓｅを返す（Ｓ６０）。
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【０１０７】
　ＰＯＬＬパケットは、スレーブ機器（本例ではＣＤプレーヤ本体（２１０）が通信範囲
内にいるかどうか、マスター機器（本例では電話機１００）がチェックする等の目的で使
用される。
【０１０８】
　電話機１００がＣＤプレーヤ本体２１０を制御する場合は、ＡＶ制御コマンドの送信（
Ｓ６１）、コマンドレスポンスの受信（Ｓ６２）が行われる。
【０１０９】
　以上のように、図１２に示した通信フローでは、電話機１００とＣＤプレーヤ本体２１
０のＢＴリンクを予め張っておき、電話着信時に電話機１００からＣＤプレーヤ本体２１
０を制御する。
【０１１０】
　これに対し、電話機１００とＣＤプレーヤ本体２１０のＢＴリンクを、電話着信時に張
って、電話機１００からＣＤプレーヤ本体２１０を制御した後に切る方法も考えられる。
【０１１１】
　この場合の通信フローを図１３に示す。
【０１１２】
　最初、ＣＤプレーヤ本体２１０は、スピーカに音楽データを送信している（Ｓ８３）。
【０１１３】
　その途中で電話の着信があると、電話機１００がＣＤプレーヤ本体２１０にＰａｇｅコ
マンドを発信する（Ｓ７１）。以降、電話機１００とＣＤプレーヤ本体２１０の通信は、
ＣＤプレーヤ本体２１０とスピーカの通信の隙に行われる。
【０１１４】
　Ｐａｇｅコマンドを受けたＣＤプレーヤ本体２１０は、Ｒｅｓｐｏｎｓｅを返す（Ｓ７
２）。
【０１１５】
　Ｒｅｓｐｏｎｓｅを受け取った電話機１００は、ＣＤプレーヤ本体２１０にＦＨＳパケ
ットを送って、ＡＭ＿ＡＤＤＲ、周波数ホッピングのシーケンス、クロックの位相などの
情報を知らせる（Ｓ７３）。
【０１１６】
　ＦＨＳパケットを受け取ったＣＤプレーヤ本体がＲｅｓｐｏｎｓｅを返した（Ｓ７４）
後、電話機１００とＣＤプレーヤ本体２１０の間の物理的なリンクが確立し、ＢＴ通信が
可能となる。
【０１１７】
　次に、電話機１００からＣＤプレーヤ本体２１０を実際に制御できるようにするための
論理的な接続要求を出す（Ｓ７５）。
【０１１８】
　必要に応じて、認証手続を経た後、ＣＤプレーヤ本体が電話機１００との接続を許せば
、電話機１００にそれを通知する（Ｓ７６）。
【０１１９】
　以降、電話機１００からＣＤプレーヤ本体２１０を制御することが実際に可能になる。
【０１２０】
　そして、電話機１００は、ＣＤプレーヤ本体２１０に一時停止コマンドを送る（Ｓ７７
）。
【０１２１】
　ＣＤプレーヤ本体２１０は、コマンド受信後、Ｒｅｓｐｏｎｓｅを返して（Ｓ７８）、
再生を停止する（Ｓ８４）。
【０１２２】
　すると、ユーザは電話機１００の音に気づいて、電話に出ることになる。本例ではその
間、電話機１００とＣＤプレーヤ本体２１０の接続を継続する。
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【０１２３】
　ユーザが電話機１００の使用を終了すると、電話機１００はＣＤプレーヤ本体２１０に
再生コマンドを送る（Ｓ７９）。
【０１２４】
　ＣＤプレーヤ本体２１０は、コマンド受信後、Ｒｅｓｐｏｎｓｅを返して（Ｓ８０）、
再生を再開する（Ｓ８５）。
【０１２５】
　Ｒｅｓｐｏｎｓｅを受けた電話機１００は、ＣＤプレーヤ本体２１０との間のリンクを
切断する要求を出し（Ｓ８１）、ＯＫのレスポンスを受けた（Ｓ８２）時点で、全ての処
理を終了する。
【０１２６】
　先に図１０に示した通信フローの例では、ＣＤプレーヤ本体２１０の再生の停止を電話
機１００から行い、再開をリモコン付きヘッドホン２４０から行うようにしたが、この図
１３に示す通信フローの例のように、ＣＤプレーヤ本体２１０の再生の停止、再開の両方
を、電話機１００から制御することも可能である。
【０１２７】
　また、図１３に示した通信フローの例では、電話機１００が、電話着信時に、ＣＤプレ
ーヤ本体２１０の再生を停止するだけであったが、これに加えて、電話機１００がスピー
カに呼出し音を送ることも考えられる。
【０１２８】
　この場合、機器間の接続の形態は、図１４のように２つのピコネットで形成される。
【０１２９】
　１つはＣＤプレーヤ本体２１０をマスター、スピーカ３００をスレーブとするピコネッ
トＰ２０であり、もう１つは、電話機１００をマスター、ＣＤプレーヤ本体２１０とスピ
ーカ３００の２つをスレーブとするピコネットＰ１０である。
【０１３０】
　スピーカ３００は、電話機１００、ＣＤプレーヤ本体２１０のどちらからも、オーディ
オデータを受信可能であり、受信したデータを再生する。
【０１３１】
　ＣＤプレーヤ本体２１０は、電話機１００から制御可能であり、電話機から制御コマン
ドが送られた場合には、それにしたがった動作を行う。
【０１３２】
　上記ピコネットにおける機器間の接続は、図８の処理フローＳ１からＳ１０に相当する
処理を経て、予め形成されているものとし、電話着信時の動作を図１５に示す。
【０１３３】
　最初、ＣＤプレーヤ本体２１０は、スピーカに音楽データを送信している（Ｓ１０６）
。
【０１３４】
　その途中で電話の着信があると、電話機１００がＣＤプレーヤ本体２１０に一時停止コ
マンドを送る（Ｓ１０１）。
【０１３５】
　ＣＤプレーヤ本体２１０は、コマンド受信後、Ｒｅｓｐｏｎｓｅを返して（Ｓ１０２）
、再生を停止する（Ｓ１０７）。
【０１３６】
　次に、電話機１００はスピーカ３００に電話の着信を知らせる音を送って（Ｓ１０３）
、それがスピーカ３００から再生される。再生音は一定時間後自動停止する。
【０１３７】
　ユーザが電話機１００の使用を終了すると、電話機１００はＣＤプレーヤ本体２１０に
再生コマンドを送る（Ｓ１０４）。
【０１３８】
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　ＣＤプレーヤ本体２１０は、コマンド受信後、Ｒｅｓｐｏｎｓｅを返して（Ｓ１０５）
、再生を再開する（Ｓ１０９）。
【０１３９】
　以上の例では、制御コマンドのパケットフォーマットが、細部に渡って標準化されてい
ることを前提に述べた。この場合には、電話機１００が送る制御コマンドをＣＤプレーヤ
本体２１０が解釈できることが保証される。
【０１４０】
　しかし、制御コマンドのパケットフォーマットの全部又は一部が、機種、メーカーによ
って異なるようなケースも考えられる。
【０１４１】
　図６のＡＶプロトコルパケットにおいて、コマンドの内容（Ｐｌａｙ，Ｓｔｏｐ，Ｍｕ
ｔｅなど）部分は共通化されているが、オプションパラメータのフォーマットが異なるよ
うなケースが相当する。
【０１４２】
　そのような場合のセットアップ手順を図１６に示す。
【０１４３】
　図１６のＩｎｑｕｉｒｙから認証まで（Ｓ１２１～Ｓ１３０）の流れは、図８のＩｎｑ
ｕｉｒｙから認証まで（Ｓ１～Ｓ１０）と全く同じである。
【０１４４】
　ただし、本例では、認証を通って接続した後、電話機１００がＣＤプレーヤ本体２１０
に、制御時に送るべきコマンドパケットの詳細を要求する（Ｓ１３１）。
【０１４５】
　要求パケットには、コマンドの内容（Ｐｌａｙ，Ｓｔｏｐ， Ｍｕｔｅなど）を示すデ
ータが含まれる。その返答のパケットとしては、オプション部分にデフォルト値を入れた
コマンドパケットが返される（Ｓ１３２）。
【０１４６】
　Ｓ１３１，Ｓ１３２の通信を、後の制御で必要なコマンドの数だけ行う。
【０１４７】
　以降、電話機１００がＣＤプレーヤ本体２１０を制御する場合には、ここで返されたパ
ケットを、コマンドパケットとして送る。制御時の通信のフローは、図１０、図１３、図
１５と全く同じである。
【符号の説明】
【０１４８】
　１００ 電話機、１０１ 電話アンテナ、１０２ ＲＦ処理部、１０３ モデム、１０４ 
メモリ、１０５ マイコン、１０６ 音声コーデック処理部、１０７ スピーカ、１０８ マ
イクロホン、１１１ ＢＴアンテナ、１１２ ＲＦ処理部、１１３ ベースバンド処理部、
２００ ポータブル型ＣＤプレーヤ、２１０ ＣＤプレーヤ本体、２１１ ＣＤ、２１２ ス
ピンドルモータ、２１３ ピックアップ、２１４ サーボ回路、２１５ 復調回路、２１６ 
マイコン、２１７ メモリ、２１８ エンコーダ、２１９ ベースバンド処理部、２２０ Ｒ
Ｆ処理部、２２１ ＢＴアンテナ、２４０ リモコン付きヘッドホン、２４１ ＢＴアンテ
ナ、２４２ ＲＦ処理部、２４３ ベースバンド処理部、２４５ マイコン、２４４ 入力部
、２４７ デコーダ、２４８ ヘッドホン、３００ スピーカ
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【図１６】

【手続補正書】
【提出日】平成22年4月7日(2010.4.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯電話とオーディオ信号を出力する少なくとも１のスピーカと通信可能なオーディオ
再生装置であって、
　受信機と、　
　送信機と、
　無線コントローラと
を備え、
　上記無線コントローラは、上記携帯電話から携帯電話識別ＩＤを受信し、上記受信した
識別ＩＤに基づいて上記携帯電話との通信リンクを確立し、上記通信リンクにて、上記携
帯電話による上記スピーカへのアクセス要求を受信し、上記アクセス要求に応じて上記携
帯電話を認証し、上記携帯電話の認証後、上記通信リンクにて、上記携帯電話が着信を受
けた際に、上記携帯電話から送信された第１の制御信号を受信し、上記第１の制御信号の
受信に応じて、上記スピーカからのオーディオ出力を禁止するため、第２の制御信号を自
動的に上記スピーカへ送信することを特徴とするオーディオ再生装置。
【請求項２】
　携帯電話とオーディオ信号を出力する少なくとも１のスピーカと通信可能なオーディオ
再生装置であって、
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　受信機と、　
　送信機と、
　無線コントローラと
を備え、
　上記無線コントローラは、上記携帯電話から携帯電話識別ＩＤを受信し、上記受信した
識別ＩＤに基づいて上記携帯電話との通信リンクを確立し、上記通信リンクにて、上記携
帯電話による上記スピーカへのアクセス要求を受信し、上記アクセス要求に応じて上記携
帯電話を認証し、上記携帯電話の認証後、上記通信リンクにて、上記携帯電話が着信を受
けた際に、上記携帯電話から送信された第１の制御信号を受信し、上記着信が終了した際
に、上記携帯電話から送信された第２の制御信号を、上記通信リンクを介して受信し、上
記第１の制御信号の受信に応じて、上記スピーカからのオーディオ出力を禁止するため、
第３の制御信号を自動的に上記スピーカへ送信し、上記第３の制御信号の受信に応じて、
上記スピーカからのオーディオ出力を再開させるため、第４の制御信号を自動的に上記ス
ピーカへ送信することを特徴とするオーディオ再生装置。
【請求項３】
　上記通信リンクは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ方式であることを特徴とする請求項１又は請求
項２記載のオーディオ再生装置。
【請求項４】
　無線により携帯電話とスピーカと通信可能であり、上記スピーカへオーディオ信号を送
信可能な通信ユニットと、
　コントローラと
を備え、
　上記コントローラは、上記携帯電話からの形態電話識別ＩＤを受信し、上記受信した識
別ＩＤに基づいて上記携帯電話との通信リンクを確立し、上記通信リンクにて、上記携帯
電話により上記オーディオ再生装置へのアクセスを受信して、上記アクセス要求に応じて
、上記携帯電話を認証し、上記携帯電話が認証された後に、上記携帯電話で着信を受けた
際に、ユーザに対して上記スピーカを介して、通知をすることを特徴とするオーディオ再
生装置。
【請求項５】
　上記コントローラは、上記スピーカを介して着信通知音を出力することで上記ユーザに
対して通知をする請求項４記載のオーディオ再生装置。
【請求項６】
　上記コントローラは、上記携帯電話が着信を受けた後に、上記オーディオ信号の出力を
止めるよう上記スピーカを制御し、上記着信の通話が終了した際には、上記オーディオ信
号の出力を再開させるよう制御する請求項４記載のオーディオ再生措置。
【請求項７】
　上記スピーカはヘッドホンである請求項４記載のオーディオ再生措置。
【請求項８】
　上記スピーカはワイヤレスヘッドホンである請求項４記載のオーディオ再生措置。
【請求項９】
　記録媒体に記録されたオーディオデータを読み取るユニットと、
　無線でスピーカと通信し、無線で上記スピーカへ上記オーディオデータを含むオーディ
オ信号を送信する無線通信ユニットと、
　受信機と、
　コントローラと
を備え、
　上記コントローラは、上記携帯電話からの形態電話識別ＩＤを受信し、上記受信した識
別ＩＤに基づいて上記携帯電話との通信リンクを確立し、上記通信リンクにて、上記携帯
電話により上記オーディオ再生装置へのアクセスを受信して、上記アクセス要求に応じて
、上記携帯電話を認証し、上記携帯電話が認証された後に、上記携帯電話の着信の通知を
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受信し、ユーザに対して上記スピーカを介して、上記着信の通知をするオーディオ装置。
【請求項１０】
　上記コントローラは、上記スピーカを介して着信通知音を出力することで上記ユーザに
対して通知をする請求項９記載のオーディオ装置。
【請求項１１】
　上記コントローラは、上記携帯電話が着信を受けた後に、上記オーディオ信号の出力を
止めるよう上記スピーカを制御し、上記着信の通話が終了した際には、上記オーディオ信
号の出力を再開させるよう制御する請求項９記載のオーディオ措置。
【請求項１２】
　上記スピーカはワイヤレスヘッドホンである請求項９記載のオーディオ措置。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、着信時にオーディオ機器等の家電機器を遠隔制御により制御するオーディオ
再生装置及びオーディオ装置に関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明は、携帯電話とオーディオ信号を出力する少なくとも１のスピーカと通信可能な
オーディオ再生装置であって、受信機と、送信機と、無線コントローラとを備え、上記無
線コントローラは、上記携帯電話から携帯電話識別ＩＤを受信し、上記受信した識別ＩＤ
に基づいて上記携帯電話との通信リンクを確立し、上記通信リンクにて、上記携帯電話に
よる上記スピーカへのアクセス要求を受信し、上記アクセス要求に応じて上記携帯電話を
認証し、上記携帯電話の認証後、上記通信リンクにて、上記携帯電話が着信を受けた際に
、上記携帯電話から送信された第１の制御信号を受信し、上記第１の制御信号の受信に応
じて、上記スピーカからのオーディオ出力を禁止するため、第２の制御信号を自動的に上
記スピーカへ送信することを特徴とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　また、本発明は、携帯電話とオーディオ信号を出力する少なくとも１のスピーカと通信
可能なオーディオ再生装置であって、受信機と、送信機と、無線コントローラとを備え、
上記無線コントローラは、上記携帯電話から携帯電話識別ＩＤを受信し、上記受信した識
別ＩＤに基づいて上記携帯電話との通信リンクを確立し、上記通信リンクにて、上記携帯
電話による上記スピーカへのアクセス要求を受信し、上記アクセス要求に応じて上記携帯
電話を認証し、上記携帯電話の認証後、上記通信リンクにて、上記携帯電話が着信を受け
た際に、上記携帯電話から送信された第１の制御信号を受信し、上記着信が終了した際に
、上記携帯電話から送信された第２の制御信号を、上記通信リンクを介して受信し、上記
第１の制御信号の受信に応じて、上記スピーカからのオーディオ出力を禁止するため、第
３の制御信号を自動的に上記スピーカへ送信し、上記第３の制御信号の受信に応じて、上
記スピーカからのオーディオ出力を再開させるため、第４の制御信号を自動的に上記スピ
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ーカへ送信することを特徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　また、本発明は、オーディオ再生装置であって、無線により携帯電話とスピーカと通信
可能であり、上記スピーカへオーディオ信号を送信可能な通信ユニットと、コントローラ
とを備え、上記コントローラは、上記携帯電話からの形態電話識別ＩＤを受信し、上記受
信した識別ＩＤに基づいて上記携帯電話との通信リンクを確立し、上記通信リンクにて、
上記携帯電話により上記オーディオ再生装置へのアクセスを受信して、上記アクセス要求
に応じて、上記携帯電話を認証し、上記携帯電話が認証された後に、上記携帯電話で着信
を受けた際に、ユーザに対して上記スピーカを介して、通知をすることを特徴とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　さらに、本発明は、オーディオ装置であって、記録媒体に記録されたオーディオデータ
を読み取るユニットと、無線でスピーカと通信し、無線で上記スピーカへ上記オーディオ
データを含むオーディオ信号を送信する無線通信ユニットと、受信機と、コントローラと
を備え、上記コントローラは、上記携帯電話からの形態電話識別ＩＤを受信し、上記受信
した識別ＩＤに基づいて上記携帯電話との通信リンクを確立し、上記通信リンクにて、上
記携帯電話により上記オーディオ再生装置へのアクセスを受信して、上記アクセス要求に
応じて、上記携帯電話を認証し、上記携帯電話が認証された後に、上記携帯電話の着信の
通知を受信し、ユーザに対して上記スピーカを介して、上記着信の通知をすることを特徴
とする。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本発明では、携帯電話とオーディオ信号を出力する少なくとも１のスピーカと通信可能
なオーディオ再生装置において、無線コントローラにより、携帯電話から携帯電話識別Ｉ
Ｄを受信し、上記受信した識別ＩＤに基づいて上記携帯電話との通信リンクを確立し、上
記通信リンクにて、上記携帯電話によるスピーカへのアクセス要求を受信し、上記アクセ
ス要求に応じて上記携帯電話を認証し、上記携帯電話の認証後、上記通信リンクにて、上
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記携帯電話が着信を受けた際に、上記携帯電話から送信された第１の制御信号を受信し、
上記第１の制御信号の受信に応じて、第２の制御信号を自動的に上記スピーカへ送信して
、上記スピーカからのオーディオ出力を禁止することができ、これにより、通話の着信を
ユーザにわかりやすくすることができる。
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