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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポータブルオーディオ機器において、
　オーディオデータを記憶する記憶部、
　前記記憶部から読み取ったオーディオデータに基づいてオーディオ音を再生するオーデ
ィオ再生部、
　ポータブルオーディオ機器の電源をオン／オフする電源オン／オフ回路、
　車載オーディオ機器に設けられている無線送受信部と双方向に通信可能な無線送受信部
、
　電源オン状態において前記オーディオ再生部で再生中に、車載オーディオ機器より車両
のアクセサリースイッチオンに基づいた制御信号を受信したとき、前記記憶部から読み取
ったオーディオデータの送出先を該オーディオ再生部より車載オーディオ機器に切り替え
、また、電源オフ状態において、車載オーディオ機器より車両のアクセサリースイッチオ
フに基づいた制御信号を受信した時、ポータブルオーディオ機器の電源をオンし、無線で
車載オーディオ機器から受信したオーディオデータを前記オーディオ再生部に入力する制
御部
　を備えたことを特徴とするポータブルオーディオ機器。
【請求項２】
　オーディオソースから出力するオーディオデータに基づいてオーディオ音を再生する車
載オーディオ機器において、
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　車載のオーディオソースから出力するオーディオデータあるいはポータブルオーディオ
機器より無線で送られてくるオーディオデータに基づいてオーディオ音を再生するオーデ
ィオ再生部、
　ポータブルオーディオ機器に設けられている無線送受信部と双方向に通信可能な無線送
受信部、
　アクセサリースイッチのオン／オフを検出する検出部、
　各種操作指示を入力する操作部、
　アクセサリースイッチのオンを検出して該アクセサリースイッチオンに基づいた制御信
号をポータブルオーディオ機器に送り、該制御信号に基づいてポータブルオーディオ機器
より無線で送られてくるオーディオデータを受信して前記オーディオ再生部に入力し、ま
た、車載のオーディオソースから出力するオーディオデータに基づいて再生中において、
車両のアクセサリースイッチがオフしたとき制御信号を無線でポータブルオーディオ機器
に送信して電源オン及びオーディオデータ受信待機を要求し、しかる後、オーディオデー
タを無線でポータブルオーディオ機器に送信し、ポータブルオーディオ機器のスピーカよ
りオーディオ音を再生させる制御部、
　を備えたことを特徴とする車載オーディオ機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はポータブルオーディオ機器及び車載オーディオ機器に係わり、特に、ポータブル
オーディオ機器の所有者が車両に乗り込んだとき、あるいは、車両より降りたとき、両機
器を連携させてオーディオデータを連続再生することができるポータブルオーディオ機器
と車載オーディオ機器に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、車載オーディオ機器とポータブルオーディオ機器(ICオーディオ機器など)は別個の
ものであり、何ら連携することなく個別に制御して再生するものであった。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
例えば、手元にポータブルオーディオ機器を持っていて、
▲１▼ポータブルオーディオ機器の音声を聞きながら車に乗り込むシーン、
▲２▼車載のオーディオソースからのオーディオデータに基づいてオーディオを聞いてい
て、車を降りるシーン、
において、「ポータブルオーディオ機器から出力するオーディオ音声」と「車載オーディ
オ機器から出力するオーディオ音声」は別のものとして扱われ、互いに連携して制御され
ない。このため、▲１▼の場合にはアクセサリースイッチをオンすると車載オーディオ機
器の再生音声も出力され、両機器のオーディオ音声が重なってしまう問題がある。又、▲
２▼の場合には、それまで車載オーディオ機器で聞いていたオーディオ音声が聞けなくな
り、お気に入りの曲が途中であり該曲を最後まで聞くには、その曲が終わるまで車内に留
まる必要があった。
【０００４】
以上から本発明の目的は、車に乗り込んでアクセサリースイッチをオンしても両機器のオ
ーディオ音声が重ならないようにでき、しかも、ポータブルオーディオ機器で聞いていた
曲などを連続して車載オーディオ機器のスピーカより聞けるようにすることである。
本発明の別の目的は、車から降りるべくアクセサリースイッチをオフする場合であっても
、それまで車載オーディオ機器で聞いていた曲などをポータブルオーディオ機器で連続し
て聞けるようにすることである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明の第１はポータブルオーディオ機器であり、(1) オーディオデータを記憶する記憶
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部、(2)記憶部から読み取ったオーディオデータに基づいてオーディオ音を再生、出力す
るオーディオ再生部、(3) 車載オーディオ機器に設けられている無線送受信部と双方向に
通信可能な無線送受信部、(4) オーディオ再生部で再生中に、車載オーディオ機器より車
両のアクセサリースイッチオンに基づいた制御信号を受信したとき、記憶部から読み取っ
たオーディオデータの送出先をオーディオ再生部より車載オーディオ機器に切り替える制
御部、を備えている。
又、制御部は、車載オーディオ機器より車両のアクセサリースイッチオフに基づいた制御
信号を受信した時、記憶部から読み取ったオーディオデータの送出先を車載オーディオ機
器よりオーディオ再生部に切り替える。
又、制御部は、電源オフ状態において、車載オーディオ機器より車両のアクセサリースイ
ッチオフに基づいた制御信号を受信した時、電源をオンし、無線で車載オーディオ機器か
ら受信したオーディオデータをオーディオ再生部に入力して再生を行なわせる。
【０００６】
本発明の第２は、オーディオソースから出力するオーディオデータに基づいてオーディオ
音を再生する車載オーディオ機器であり、(1) 車載のオーディオソースから出力するオー
ディオデータあるいはポータブルオーディオ機器より無線で送られてくるオーディオデー
タに基づいてオーディオ音を再生するオーディオ再生部、(2) ポータブルオーディオ機器
に設けられている無線送受信部と双方向に通信可能な無線送受信部、(3) アクセサリース
イッのチオン／オフを検出する検出部、(4) 各種操作指示を入力する操作部、(5) 車両の
アクセサリースイッチオンを検出して該アクセサリースイッチオンに基づいた制御信号を
ポータブルオーディオ機器に送り、該制御信号に基づいてポータブルオーディオ機器より
無線で送られてくるオーディオデータを受信してオーディオ再生部に入力する制御部を備
えている。
【０００７】
又、制御部は、オーディオデータをポータブルオーディオ機器より受信して再生中におい
て、車両のアクセサリースイッチがオフしたとき制御信号を無線でポータブルオーディオ
機器に送信してオーディオデータの送信停止を要求する。
又、制御部は、車載のオーディオソースから出力するオーディオデータに基づいて再生中
において、車両のアクセサリースイッチがオフしたとき制御信号を無線でポータブルオー
ディオ機器に送信して電源オン及びオーディオデータ受信待機を要求し、しかる後、オー
ディオデータを無線でポータブルオーディオ機器に送信し、ポータブルオーディオ機器の
スピーカよりオーディオ音を再生させる。
以上の第１、第２の発明によれば、車に乗り込んでアクセサリースイッチをオンしても両
機器のオーディオ音声が重ならないようにでき、しかも、ポータブルオーディオ機器で聞
いていた曲を連続して車載オーディオ機器のスピーカより聞くことができる。又、第１、
第２の発明によれば、車から降りるべくアクセサリースイッチをオフする場合であっても
、それまで車載オーディオ機器で聞いていた曲をポータブルオーディオ機器で連続して聞
くことができる。
【０００８】
【発明の実施の形態】
（Ａ）ポータブルオーディオ機器及び車載オーディオ機器
（ａ）ポータブルオーディオ機器
図１はポータブルオーディオ機器の構成図であり、１１は各曲のオーディオデータを記憶
するメモリ、１２はメモリよりオーディオデータを読み出す読出制御部、１３は車載オー
ディオ機器に設けられている無線送受信部と双方向に通信可能な無線送受信部（例えば、
Bluetooth送受信部)、１４は入力したオーディオデータに基づいてオーディオ音を再生す
るオーディオ再生部、１５はオーディオ音を放射する内蔵スピーカまたはヘッドフォン、
１６はポータブルオーディオ機器全体を制御する制御部、１７は電源オン／オフ回路、１
８は制御データ解読・作成部であり、無線通信により車載オーディオ機器から送られてく
る制御データを解読して制御部１６に入力すると共に、制御部１６からの指示により車載
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オーディオ機器に送出する制御データを作成する。１９は各種操作指示を入力する操作部
、２０は出力切替部であり、メモリ１１から読出されたオーディオデータをオーディオ再
生部１４あるいは無線送受信部１３（車載オーディオ機器）に入力するもの、２１は入力
切替部であり、メモリから読出されたオーディオデータと無線送受信部１３（車載オーデ
ィオ機器）から入力するオーディオデータの一方を選択してオーディオ再生部１４に入力
する。
【０００９】
（ｂ）車載オーディオ機器
図２は車載オーディオ機器の構成図であり、３１はオーディオ再生部であり、ディジタル
のオーディオデータをアナログ信号にＤＡ変換し、しかる後、適宜音質制御、音量制御、
増幅制御を施してスピーカ３２よりオーディオ音を放射する。３３はポータブルオーディ
オ機器（図１）に設けられている無線送受信部１３と双方向に通信可能な無線送受信部（
例えば、Bluetooth送受信部)、３４はＣＤプレーヤ、ミニディスク装置などの車載のオー
ディオソース、３５は車載オーディオ機器全体を制御する制御部、３６は制御データ解読
・作成部であり、無線通信によりポータブルオーディオ機器から送られてくる制御データ
を解読して制御部３５に入力すると共に、制御部３５からの指示によりポータブルオーデ
ィオ機器に送出する制御データを作成する。
【００１０】
３７は各種操作指示を入力する車載オーディオ機器の操作部、３８は各部に電圧を供給す
る電源回路であり、アクセサリースイッチACC SW、操作部上の電源ボタンによりオン/オ
フする。３９はアクセサリースイッチACC SWのオン/オフを検出するACC ON/OFF検出部、
４０は出力切替部であり、オーディオソース３４から出力するオーディオデータをオーデ
ィオ再生部３１あるいは無線送受信部３３（ポータブルオーディオ機器）に入力するもの
、４１は入力切替部であり、オーディオソースから出力するオーディオデータと無線送受
信部３３を介してポータブルオーディオ機器から入力するオーディオデータの一方を選択
してオーディオ再生部３１に入力する。
【００１１】
（Ｂ）本発明の制御の概略
本発明では、「ポータブルオーディオ機器で音楽を聞く」→「車に乗り込んだら続きを車
載オーディオ機器のスピーカで聞く」→「車から降りるときも、乗車中の音楽の続きをポ
ータブルオーディオ機器で聞く」のようなシームレスな環境を実現するものである。
【００１２】
（ａ）シーンＡ
図３はシーンＡの説明図であり、ポータブルオーディオ機器１０で音楽を聴きながら、車
に乗り込み車内スピーカ３２に音声出力を切り替える場合であり、図１、図２と同一部分
には同一符号を付している。
▲１▼ポータブルオーディオ機器１０で音楽を聴きながら車に乗り込む。
▲２▼ アクセサリースイッチACC SWをオンしてその OFF→ONが検出されると、車載オー
ディオ機器３０における電源回路３８、無線送受信部（Bluetooth機能）３３、スピーカ
３２がONになる。スピーカがONとは、スピーカにオーディオ信号が入力される状態になっ
たことである。
▲３▼ ▲２▼と同時に車載オーディオ機器３０からポータブルオーディオ機器１０へ無
線送受信部３３を介して無線でACC ONに基づく制御信号（「音声信号送信指示」及び「内
蔵スピーカOFF指示」する制御信号）を送る。
▲４▼ ▲３▼のACC ONに基づく制御信号を受信したポータブルオーディオ機器　１０は
、内蔵スピーカ(又はヘッドフォン)１５をOFFすると共に、Bluetooth送受信部１３を介し
て音声信号（オーディオデータ）を車載オーディオ機器３０へ送る。
【００１３】
▲５▼ ▲４▼の音声信号を受信した車載オーディオ載機３０は該受信した音声信号をオ
ーディオ再生部３１に入力し、車載スピーカ３２から出力する。
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この場合、スピーカ３２から出力する音楽は、ポータブルオーディオ機器１０がそれまで
出力していた音楽を継続するイメージである。よって、車載オーディオ機器として準備さ
れているオーディオソース３４は使用しない。
▲６▼ 上記▲５▼の状態で、車載オーディオ機器３０側で別ソース(車載CDなど)を選択
すれば、車載オーディオ機器３０からオーディオデータ送信停止及び電源オフを指示する
Bluetooth信号（制御信号）がポータブルオーディオ機器１０に送信され、電源オン／オ
フ回路１７により電源がOFFされる。
【００１４】
（ｂ）シーンＢ
図４はシーンＢの説明図であり、ポータブルオーディオ機器１０から音声信号をBluetoot
h経由で車載オーディオ機器３０に送信し、そのスピーカ３２から出力している状態(シー
ンＡの▲３▼の状態)において、ポータブルオーディオ機器を所有するドライバが車から
降りて車外に出る場合である。
▲１▼ 前記シーンＡの▲３▼の状態において、ポータブルオーディオ機器１０より送ら
れてくるオーディオデータを再生して車載スピーカ３２より音楽を聴いている。
▲２▼ この状態で、アクセサリースイッチACC SW のON→OFFが検出されると、車載オー
ディオ機器３０はポータブルオーディオ機器１０へ無線でACC OFFに基づく制御信号（「
音声信号送信停止」及び「内蔵スピーカ ON」を指示する制御信号）を送信する。又、車
載のスピーカ３２は、ポータブルオーディオ機器１０のスピーカ１５から音が出力される
までの時間(数秒)、オンを継続してオーディオ音を出力する。しかる後、無線送受信部（
Bluetooth機能）３３、スピーカ３２、電源回路４２をOFFする。
▲３▼ ポータブルオーディオ機器１０は、ACC OFFに基づく制御信号（「音声信号送信停
止」及び「内蔵スピーカ ON」を指示する制御信号）を受信すれば、音声信号を車載オー
ディオ機器へ送信するのを停止し、代って、スピーカ１５をオンし、該音声信号をオーデ
ィオ再生部１４に入力し、スピーカ１５よりでオーディオ音を出力する。これにより、ユ
ーザは引き続き音楽を聴くことができる。
【００１５】
（ｃ）シーンＣ
図５はシーンＣの説明図であり、車載オーディオ機器３０の音楽ソース(CDなど)３４のか
らのオーディオデータを再生して車載スピーカ３２から出力している状態で、車外に出る
場合である(通常の車載オーディオを聞いている状態)。
▲１▼ アクセサリースイッチACC SWのON→OFFが検出されると、車載オーディオ機器３０
からポータブルオーディオ機器１０へ無線で「電源ON」、「音声信号受信待機」を指示す
る制御信号を送信する。
▲２▼ ついで、車載オーディオ機器３０のスピーカ３２の出力をOFFし、同時にポータブ
ルオーディオ機器１０へ無線でオーディオソース３４から出力する音声信号を送信する(
継続送信)。以上によりポータブルオーディオ機器１０の電源がオンし、又、車載オーデ
ィオ機器３０から無線で送られてくる音声信号がオーディオ再生部１４に入力し、スピー
カ１５はオーディオ音を出力する。
【００１６】
▲３▼ 車載オーディオ機器３０から音声信号送信中は、ポータブルオーディオ機器１０
と車載オーディオ機器３０間では、通信プロトコルに従ってお互いに送受信が正しく行わ
れていることの確認信号が交わされ続ける。
▲４▼ ポータブルオーディオ機器の所有者が車外に出て、ポータブルオーディオ機器１
０と車載オーディオ機器３０の間の距離が長くなってBluetooth通信が途切れたことがポ
ータブルオーディオ機器１０及び車載オーディオ機器３０により検出されると、それぞれ
の電源をOFFする。この場合、ポータブルオーディオ機器１０は、ポータブルオーディオ
側で持っている音楽ソース(ICオーディオ等)の音声に切り替えることも可能である。
【００１７】
（Ｃ）処理
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（ａ）シーンＡの場合の処理
図６はシーンＡの場合、すなわち、ポータブルオーディオ機器１０で音楽を聴きながら、
車に乗り込み車内スピーカ３２に音声出力を切り替える場合の連続再生処理フローである
。
ポータブルオーディオ機器１０の制御部１６は音楽再生中（ステップ１０１）、車載オー
ディオ機器３０よりACC ONに基づく制御信号、例えば「音声信号送信」及び「内蔵スピー
カOFF」を要求する制御信号を受信したか監視し(ステップ１０２）、受信しなければメモ
リ１１から読み取ったオーディオデータをオーディオ再生部１４に入力し、該オーディオ
再生部１４による再生を継続する。
【００１８】
一方、車載オーディオ機器３０はアクセサリースイッチACC SWがオンしたか監視している
（ステップ２０１）。かかる状態において、ポータブルオーディオ機器の所有者がポータ
ブルオーディオ機器１０で音楽を聴きながら車に乗り込み、アクセサリースイッチACC SW
をオンする。制御部３５はアクセサリースイッチ　ACC SWの OFF→ONが検出されると車載
オーディオ機器３０の電源をオンすると共に、入力切替部４１を制御して無線送受信部３
３（ポータブルオーディオ機器１０）をオーディオソースにするよう入力切換を行なわせ
る（ステップ２０２）。ついで、制御部３５は、ポータブルオーディオ機器１０へ無線送
受信部３３を介してACC ONに基づく制御信号（「オーディオデータの送信」及び「内蔵ス
ピーカのOFF」を要求する制御信号）を送り（ステップ２０３）、以後、オーディオデー
タがポータブルオーディオ機器１０から送られてくるのを待つ（ステップ２０４）。
【００１９】
ポータブルオーディオ機器１０の制御部１６はACC ONに基づく制御信号を受信すれば、内
蔵スピーカ(又はヘッドフォン)をOFFすると共に、出力切替部２０を制御して入力信号の
出力先を無線送受信部１３にする。これにより、メモリ１１から読み取ったオーディオデ
ータは無線送受信部１３を介して車載オーディオ機器３０に送信される（ステップ１０３
～１０４）。以後、制御部１６は車載オーディオ機器３０より「オーディオデータの送信
停止」及び「内蔵スピーカOFF」を指示する制御信号を受信するまで(ステップ１０５）、
オーディオデータを無線送受信部１３を介して車載オーディオ機器３０に送信する。
【００２０】
一方、車載オーディオ機器３０の制御部３５はポータブルオーディオ機器１０よりオーデ
ィオデータを受信すれば、受信したオーディオデータをオーディオ再生部３１に入力して
再生音をスピーカ３２より出力し（ステップ２０５）、以後、例えば、別のオーディオソ
ースが選択されるまで（ステップ２０６）、受信オーディオデータに基づいて再生音を出
力する。そして、車載オーディオ機器３０のオーディオソース（ＣＤ、ミニディスク等）
が選択されると、無線送受信部３３を介して「オーディオデータの送信停止」及び「内蔵
スピーカOFF」を指示する制御信号をポータブルオーディオ機器１０に送信し（ステップ
２０７）、以後、選択したオーディオソース３４からのオーディオデータをオーディオ再
生部３１に入力して再生する（ステップ２０８）。
【００２１】
ポータブルオーディオ機器１０の制御部１６は前記制御信号を受信すればスピーカ１５を
オフし、かつオーディオデータの送信を停止する（ステップ１０６）。
以上のようにすれば、ポータブルオーディオ機器１０で音楽を聞きながら車に乗り込んで
、アクセサリースイッチACC SWをオンして車載オーディオ機器３０の電源をオンしても、
両機器のオーディオ音声が重ならないようにでき、しかも、ポータブルオーディオ機器１
０で聞いていた曲を連続して車載オーディオ機器３０のスピーカより聞くことができる。
【００２２】
（ｂ）シーンＢの場合の処理
図７はシーンＢの場合、すなわち、ポータブルオーディオ機器１０から音声信号をBlueto
oth経由で受信して車載オーディオ機器３０のスピーカ３２から出力している状態で、ポ
ータブルオーディオ機器所有者が車から降りて車外に出る場合の連続再生処理フローであ
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る。
ポータブルオーディオ機器１０の制御部１６はオーディオデータをBluetooth経由で車載
オーディオ機器３０に送信しているとき（ステップ３０１）、車載オーディオ機器３０よ
り「オーディオデータの送信停止」を指示する制御信号を受信したかチェックし(ステッ
プ３０２）、受信するまでオーディオデータの送信を継続する。
【００２３】
一方、車載オーディオ機器３０の制御部３５はポータブルオーディオ機器１０より送られ
てくるオーディオデータをオーディオ再生部３１に入力して再生している（ステップ４０
１）。このとき、制御部３５はアクセサリースイッチACC SWがオフしたか監視しており（
ステップ４０２）、オフしなければステップ４０１の再生処理を継続する。
しかし、アクセサリースイッチACC SWのON→OFFが検出されると、車載オーディオ機器３
０はポータブルオーディオ機器１０へ無線で「オーディオデータ送信停止」及び「内蔵ス
ピーカ ON」を指示する制御信号を送信する(ステップ４０３）。ついで、制御部３５は設
定されている遅延時間が経過するまで、すなわち、制御遅延によりポータブルオーディオ
機器１０のスピーカ１５から再生音が出力されるまでの間(数秒)、電源オンを継続して、
ポータブルオーディオ機器１０より送られてくるオーディオデータを再生してスピーカ３
２よりオーディオ音を出力する（ステップ４０４）。そして、遅延時間が経過すれば、制
御部３５は電源回路３８をオフし、無線送受信部（Bluetooth機能）３３、スピーカ３２
、オーディオ再生部３１をOFFする（ステップ４０５）。
【００２４】
一方、ポータブルオーディオ機器１０の制御部１６は、「オーディオデータ送信停止」及
び「内蔵スピーカ ON」を指示する制御信号を受信すれば、オーディオデータを車載オー
ディオ機器３０へ送信するのを停止し、代って、スピーカ１５をオンし、該オーディオデ
ータをオーディオ再生部１４に入力し（ステップ３０３）、スピーカ１５よりオーディオ
音を出力する（ステップ３０４）。これにより、車から降りるべくアクセサリースイッチ
をオフする場合であっても、それまで車載オーディオ機器で聞いていた曲をポータブルオ
ーディオ機器で連続して聞くことができる。
【００２５】
（ｃ）シーンＣの場合の処理
図８はシーンＣの場合、すなわち、車載オーディオ機器３０の音楽ソース３４からのオー
ディオ音をスピーカ３２より出力している状態で、ポータブルオーディオ機器の所有者が
車外に出る場合の連続再生処理フローである。
ポータブルオーディオ機器１０の制御部１６は、車載オーディオ機器３０より「電源オン
」及び「オーディオデータ受信待機」を指示する制御信号の受信を監視している（ステッ
プ５０１）。
【００２６】
一方、車載オーディオ機器３０はオーディオソース（ＣＤ、ミニディスクプレーヤ等）３
４からのオーディオデータに基づいて再生動作を行なうと共に（ステップ６０１）、アク
セサリースイッチACC SWがオフしたか監視している(ステップ６０２）。かかる状態にお
いて、アクセサリースイッチACC SWのON→OFFが検出されると、制御部３５はBluetooth制
御信号によりポータブルオーディオ機器１０へ「電源ON」及び「オーディオデータ受信待
機」を指示する(ステップ６０３）。ついで、制御部３５はオーディオソース３４から読
み取ったオーディオデータを出力切替部４０、無線送受信部３３を介して無線でポータブ
ルオーディオ機器１０に送信する（ステップ６０４）。
【００２７】
ついで、制御部３５は設定されている遅延時間が経過するまで、すなわち、制御遅延によ
りポータブルオーディオ機器１０のスピーカ１５から再生音が出力されるまでの間(数秒)
、オーディオソース３４から出力するオーディオデータをオーディオ再生部３１に入力し
、再生音をスピーカ３２より出力する（ステップ６０５）。そして、遅延時間が経過すれ
ば、制御部３５はスピーカ３２をオフし、以後、オーディオデータのポータブルオーディ
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オ機器１０への送信を継続する（ステップ６０６，６０７）。
以後、制御部３５はポータブルオーディオ機器１０との通信が正常であるかチェックし（
ステップ６０８）、正常であればオーディオデータをポータブルオーディオ機器１０へ送
信する。しかし、ポータブルオーディオ機器１０の所有者が車外に出て、ポータブルオー
ディオ機器１０と車載オーディオ機器３０の間の距離が長くなってBluetooth通信が途切
れると、制御部３５は車載オーディオ機器３０の電源をOFFする（ステップ６０９）。
【００２８】
一方、ポータブルオーディオ機器１０の制御部１６は、ステップ５０１において、車載オ
ーディオ機器３０より「電源ON」及び「オーディオデータ受信待機」を指示する制御信号
を受信すれば、電源をオンし（ステップ５０２）、ついで、入力切替部２１を制御して車
載オーディオ機器より受信したオーディオデータを選択してオーディオ再生部１４に入力
するように切り換える（ソース切換、ステップ５０３）。
かかる状態において、車載オーディオ機器３０よりオーディオデータを受信すれば（ステ
ップ５０４）、オーディオデータ再生部１４は該オーディオデータを再生してスピーカ１
５よりオーディオ音を出力する（ステップ５０５）。以後、制御部１６は車載オーディオ
機器３０との通信が正常であるかチェックし（ステップ５０６）、正常であるかぎり車載
オーディオ機器より送られてくるオーディオデータによる再生動作を継続する。
【００２９】
しかし、ポータブルオーディオ機器１０の所有者が車外に出て、ポータブルオーディオ機
器１０と車載オーディオ機器３０の間の距離が長くなってBluetooth通信が途切れると、
制御部１６はポータブルオーディオ機器１０の電源をOFFする（ステップ５０７）。
以上により、オーディオソース３４からの音楽を車載オーディオ機器のスピーカ３２より
出力している場合において、車から降りるべくアクセサリースイッチをオフした場合であ
っても、それまで車載オーディオ機器で聞いていたオーディオソースの曲をポータブルオ
ーディオ機器で連続して聞くことができる。
以上、本発明を実施例により説明したが、本発明は請求の範囲に記載した本発明の主旨に
従い種々の変形が可能であり、本発明はこれらを排除するものではない。
【００３０】
【発明の効果】
以上本発明によれば、車に乗り込んで車両のアクセサリースイッチをオンしても、ポータ
ブルオーディオ機器、車載オーディオ機器の両機器のオーディオ音声が重ならないように
でき、しかも、ポータブルオーディオ機器で聞いていた曲を連続して車載オーディオ機器
より聞くことができる。
又、本発明によれば、車から降りるべくアクセサリースイッチをオフする場合であっても
、それまで車載オーディオ機器で聞いていた曲をポータブルオーディオ機器で連続して聞
くことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】ポータブルオーディオ機器の構成図である。
【図２】車載オーディオ機器の構成図である。
【図３】シーンＡの説明図である。
【図４】シーンＢの説明図である。
【図５】シーンＣの説明図である。
【図６】ポータブルオーディオ機器で音楽を聴きながら、車に乗り込み車内スピーカに音
声出力を切り替える場合の連続再生処理フローである。
【図７】ポータブルオーディオ機器から音声信号を受信して車載オーディオ機器のスピー
カから出力している状態で、ポータブルオーディオ機器の所有者が車から降りて車外に出
る場合の連続再生処理フローである。
【図８】車載オーディオ機器の音楽ソースからのオーディオ音をスピーカより出力してい
る状態で、ポータブルオーディオ機器の所有者が車外に出た場合の連続再生処理フローで
ある。
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【符号の説明】
１０　ポータブルオーディオ機器
１３　無線送受信部（Bluetooth送受信部)
１４　オーディオ再生部
１５　スピーカ
１６　制御部
１７　電源オン／オフ回路
３０　車載オーディオ機器
３１　オーディオ　再生部
３２　スピーカ
３３　無線送受信部（Bluetooth送受信部)
３５　制御部
３８　電源回路
３９　アクセサリースイッチオン／オフ検出部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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