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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の近距離無線通信機器との間で近距離無線通信接続リンクを同時に接続可能な近距
離無線通信手段と、
　前記近距離無線通信手段が近距離無線通信接続リンクを接続中である近距離無線通信機
器との間でストリーミングデータのパケット転送を規定する近距離無線通信プロトコルを
接続中であるときに当該近距離無線通信機器から送信されたストリーミングデータを蓄積
するストリーミングデータ蓄積手段と、
　前記ストリーミングデータ蓄積手段に蓄積されているストリーミングデータを連続再生
可能なストリーミングデータ再生手段と、
　前記近距離無線通信手段が近距離無線通信機器に対して近距離無線通信接続リンクを接
続要求する動作を制御する制御手段とを備え、
　前記制御手段は、一の近距離無線通信機器に対する近距離無線通信接続リンクの接続要
求が発生したときに前記近距離無線通信手段が他の近距離無線通信機器との間でストリー
ミングデータのパケット転送を規定する近距離無線通信プロトコルを接続中である場合に
は、他の近距離無線通信機器がストリーミングデータのデータパケットを送信しない時間
帯で前記ストリーミングデータ再生手段が前記ストリーミングデータ蓄積手段に蓄積され
ているストリーミングデータを連続再生可能であることを条件として前記近距離無線通信
手段に一の近距離無線通信機器に対する近距離無線通信接続リンクを接続要求する動作を
行わせることを特徴とする近距離無線通信機能付きストリーミングデータ再生装置。
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【請求項２】
　請求項１に記載した近距離無線通信機能付きストリーミングデータ再生装置において、
　前記制御手段は、前記ストリーミングデータ蓄積手段に蓄積されているストリーミング
データのデータ量を前記ストリーミングデータ再生手段が前記ストリーミングデータ蓄積
手段に蓄積されているストリーミングデータを連続再生する再生速度で除して連続再生可
能な時間を算出し、その算出した連続再生可能な時間よりも短い時間を接続要求実行時間
として設定し、他の近距離無線通信機器がストリーミングデータのデータパケットを送信
しない時間帯で当該接続要求実行時間だけ前記近距離無線通信手段に一の近距離無線通信
機器に対する近距離無線通信接続リンクを接続要求する動作を行わせることを特徴とする
近距離無線通信機能付きストリーミングデータ再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の近距離無線通信機器との間で近距離無線通信接続リンクを同時に接続
可能であり、近距離無線通信接続リンクを接続中である近距離無線通信機器との間でスト
リーミングデータのパケット転送を規定する近距離無線通信プロトコルを接続中であると
きに当該近距離無線通信機器から送信されたストリーミングデータを蓄積し、その蓄積さ
れているストリーミングデータを連続再生可能に構成されてなる近距離無線通信機能付き
ストリーミングデータ再生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）（以下、ＢＴと称する）の通信規格で標準化されてい
るプロファイルの一つとして、音楽ストリーミングデータのパケット転送を規定するＡ２
ＤＰ（Advanced Audio Distribution Profile）がある。Ａ２ＤＰは、音楽ストリーミン
グデータを送信する送信側において、音楽ストリーミングデータをＳＢＣ（Sub-band Cod
ing）、ＭＰ３（MPEG（MPEG Audio Layer-3） Audio Layer-3）或いはＡＴＲＡＣ３（Ada
ptive TRansform Acoustic Coding）３などの形式で圧縮してパケット単位でデータ転送
するものである（例えば特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００３－３０９５４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ＢＴ通信機能を有するＢＴ対応機器は、ＢＴ接続リンクの接続要求が発生すると、ペー
ジコマンドを接続要求相手であるＢＴ対応機器が応答するまで或いは予め規定されている
規定時間（例えば５．１２［ｓｅｃ］）が経過するまで連続して送信するように構成され
ている。その一方で、近年では、ＢＴ通信機能を有するＢＴ対応の携帯電話機やオーディ
オプレーヤーが普及していることに伴って、複数のＢＴ対応機器との間でＢＴ接続リンク
を同時に接続可能（いわゆるマルチ接続可能）なＢＴ対応機器も供されている。
【０００４】
　このような事情から、マルチ接続可能なＢＴ対応の車載ハンズフリー装置においては、
ＢＴ対応の携帯電話機及びＢＴ対応のオーディオプレーヤーが車室内に持込まれている環
境では、オーディオプレーヤーとの間でＡ２ＤＰを接続中であり、オーディオプレーヤー
から送信された音楽ストリーミングデータを連続再生中であるときに、例えばユーザが携
帯電話機の電源を投入すると、携帯電話機に対するＢＴ接続リンクの接続要求が発生する
場合がある。
【０００５】
　しかしながら、車載ハンズフリー装置においては、ページコマンドを接続要求相手であ
る携帯電話機が応答するまで或いは予め規定されている規定時間が経過するまで送信する
ことになるので、図５に示すように、オーディオプレーヤーが音楽ストリーミングデータ
のデータパケットを送信しない時間帯では何ら問題はないが、オーディオプレーヤーが音
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楽ストリーミングデータのデータパケットを送信する時間帯では、ページコマンドを接続
要求相手である携帯電話機に送信するためにＢＴの通信帯域を占有することで、オーディ
オプレーヤーから送信された音楽ストリーミングデータを受信不可能となる場合があり得
る。その結果、音楽ストリーミングデータを途切れて再生するといういわゆる音跳びが発
生し、ユーザに不快感を与えてしまうという問題がある。
【０００６】
　本発明は、上記した事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、一の近距離無線通
信機器に対する近距離無線通信接続リンクの接続要求が発生したときに他の近距離無線通
信機器との間でストリーミングデータのパケット転送を規定する近距離無線通信プロトコ
ルを接続中である場合であっても、一の近距離無線通信機器に対する近距離無線通信接続
リンクの接続要求を適切に行うことができながらも、他の近距離無線通信機器から送信さ
れたストリーミングデータを途切れることなく連続再生することができ、ユーザに不快感
を与えてしまうことを未然に回避することができる近距離無線通信機能付きストリーミン
グデータ再生装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載した発明によれば、制御手段は、一の近距離無線通信機器に対する近距
離無線通信接続リンクの接続要求が発生したときに近距離無線通信手段が他の近距離無線
通信機器との間でストリーミングデータのパケット転送を規定する近距離無線通信プロト
コルを接続中であると、他の近距離無線通信機器がストリーミングデータのデータパケッ
トを送信しない時間帯でストリーミングデータ再生手段がストリーミングデータ蓄積手段
に蓄積されているストリーミングデータを連続再生可能であることを条件として近距離無
線通信手段に一の近距離無線通信機器に対する近距離無線通信接続リンクを接続要求する
動作を行わせる。
【０００８】
　これにより、他の近距離無線通信機器がストリーミングデータのデータパケットを送信
する時間帯でストリーミングデータを連続再生可能であることを保証した上で、一の近距
離無線通信機器に対する近距離無線通信接続リンクを接続要求する動作を行うことになる
ので、一の近距離無線通信機器に対する近距離無線通信接続リンクの接続要求を適切に行
うことができながらも、他の近距離無線通信機器から送信されたストリーミングデータを
途切れることなく連続再生することができ、ユーザに不快感を与えてしまうことを未然に
回避することができる。
【０００９】
　請求項２に記載した発明によれば、制御手段は、ストリーミングデータ蓄積手段に蓄積
されているストリーミングデータのデータ量をストリーミングデータ再生手段がストリー
ミングデータ蓄積手段に蓄積されているストリーミングデータを連続再生する再生速度で
除して連続再生可能な時間を算出し、その算出した連続再生可能な時間よりも短い時間を
接続要求実行時間として設定し、他の近距離無線通信機器がストリーミングデータのデー
タパケットを送信しない時間帯で当該接続要求実行時間だけ近距離無線通信手段に一の近
距離無線通信機器に対する近距離無線通信接続リンクを接続要求する動作を行わせる。
【００１０】
　これにより、蓄積されているストリーミングデータのデータ量を再生速度で除して連続
再生可能な時間を算出することで、蓄積されているストリーミングデータのデータ量を常
時監視することなく、他の近距離無線通信機器がストリーミングデータのデータパケット
を送信しない時間帯で一の近距離無線通信機器に対する近距離無線通信接続リンクを接続
要求する動作を行わせる時間を設定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明を車室内に搭載可能なＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）（以下、ＢＴと称
する）通信機能を有するＢＴ対応の車載ハンズフリー装置（以下、車載ハンズフリー装置



(4) JP 4645709 B2 2011.3.9

10

20

30

40

50

と称する）に適用した一実施形態について、図１ないし図４を参照して説明する。車載ハ
ンズフリー装置１は、制御部２（本発明でいう制御手段）と、ＢＴインタフェース部３（
本発明でいう近距離無線通信手段）と、音声処理部４と、記憶部５と、表示制御部６と、
タッチ操作入力部７とを備えて構成されている。制御部２は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ及
びＩ／Ｏバスなどを有し、車載ハンズフリー装置１の通信動作やデータ管理動作などの動
作全般を制御する。
【００１２】
　ＢＴインタフェース部３は、複数のＢＴ対応機器との間でＢＴ接続リンク（本発明でい
う近距離無線通信接続リンク）を同時に接続可能であり、ＢＴの通信規格で標準化されて
いる音楽ストリーミングデータのパケット転送を規定するプロファイルであるＡ２ＤＰ（
Advanced Audio Distribution Profile）、ハンズフリー通話を規定するプロファイルで
あるＨＦＰ（Hands Free Profile）、電話帳データや発信履歴データや着信履歴データの
パケット転送を規定するプロファイルであるＰＢＡＰ（Phone Book Access Profile）な
どの複数のプロファイルに対応している。尚、これらプロファイルは、本発明でいう近距
離無線通信プロトコルであり、機能毎に定義された通信プロトコルを意味している。
【００１３】
　音声処理部４は、車室内にあって例えばハンドルの近傍などのユーザが発した音声を集
音し易い部位に配置されているマイクロホン８を接続していると共に、車載ハンズフリー
装置１の外部に配置されているオーディオアンプ９を接続している。音声処理部４は、複
数の近距離無線通信機器の一つとしてＢＴ通信機能を有するＢＴ対応の携帯電話機（以下
、携帯電話機と称する）２１が車室内に持込まれており、ＢＴインタフェース部３が携帯
電話機２１との間でＨＦＰを接続中であるときには、ユーザが発した音声をマイクロホン
８から送話音声データとして入力すると、その入力した送話音声データを音声処理してＢ
Ｔインタフェース部３に出力し、ＢＴインタフェース部３から受話音声データを入力する
と、その入力した受話音声データをオーディオアンプ９に出力する。
【００１４】
　また、音声処理部４は、データ蓄積部（データバッファ）４ａ（本発明でいうストリー
ミングデータ蓄積手段）とデータ再生部４ｂ（本発明でいうストリーミングデータ再生手
段）とを備えており、ストリーミングデータのパケット転送を規定するプロファイルを接
続中であるＢＴ対応機器から送信されたストリーミングデータを受信すると、その受信し
たストリーミングデータをデータ蓄積部４ａにより蓄積し、そのデータ蓄積部４ａに蓄積
されているストリーミングデータをデータ再生部４ｂにより再生してオーディオアンプ９
に出力する。
【００１５】
　すなわち、音声処理部４は、複数の近距離無線通信機器の一つとしてＢＴ通信機能を有
するＢＴ対応のオーディオプレーヤー（以下、オーディオプレーヤーと称する）２２が車
室内に持込まれており、ＢＴインタフェース部３がオーディオプレーヤー２２との間でＡ
２ＤＰを接続中であるときには、ＢＴインタフェース部３がオーディオプレーヤー２２か
ら送信された音楽ストリーミングデータを受信すると、その受信した音楽ストリーミング
データをデータ蓄積部４ａにより蓄積し、そのデータ蓄積部４ａに蓄積されている音楽ス
トリーミングデータをデータ再生部４ｂにより再生してオーディオアンプ９に出力する。
尚、ここでいうストリーミングとは、データを受信しながら同時に再生する方式をいうも
のである。
【００１６】
　オーディオアンプ９は、音声処理部４から受話音声データや音楽ストリーミングデータ
を入力すると、それら入力した受話音声データや音楽ストリーミングデータを増幅してス
ピーカ１０及びスピーカ１１から出力させる。尚、オーディオアンプ９は、チューナーデ
ッキ１２にも接続されており、チューナーデッキ１２が例えば音楽用記録媒体から再生し
た楽曲データやラジオ放送局から受信したラジオ番組データを当該チューナーデッキ１２
から入力すると、それら入力した楽曲データやラジオ番組データを増幅してスピーカ１０
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及びスピーカ１１から出力させる。
【００１７】
　記憶部５は、制御部２が実行する制御プログラムや各種データを記憶可能に構成されて
いる。ここでいう各種データとは、電話番号と登録名との対応を表す電話帳データ、車載
ハンズフリー装置１からの発信或いは当該車載ハンズフリー装置１との間でＨＦＰを接続
している携帯電話機２１からの発信に係る発信時刻と発信電話番号との対応を表す発信履
歴データ、車載ハンズフリー装置１との間でハンズフリープロファイルを接続している携
帯電話機２１における着信に係る着信時刻と着信電話番号との対応を表す着信履歴データ
などである。
【００１８】
　ディスプレイ装置１３は、表示画面を表示する表示装置１４と、表示画面上にタッチス
イッチを形成するタッチ操作入力装置１５とを備えて構成されている。表示制御部６は、
制御部２から表示指令信号を入力すると、その入力した表示指令信号に基づいてディスプ
レイ装置１３における表示装置１４の表示動作を制御する。タッチ操作入力部７は、ユー
ザが表示画面上に形成されているタッチスイッチを操作したことに応じてタッチ操作入力
装置１５から操作検知信号を入力すると、その操作検知信号を制御部２に出力し、制御部
２は、タッチ操作入力部７から操作検知信号を入力すると、その操作検知信号に解析して
処理を行う。
【００１９】
　次に、上記した構成の作用について、図２ないし図４を参照して説明する。
　車載ハンズフリー装置１において、制御部２は、電源が投入されている状態では、一の
ＢＴ対応機器に対するプロファイルの接続要求が発生したか否を判定している（ステップ
Ｓ１）。制御部２は、一のＢＴ対応機器に対するプロファイルの接続要求が発生したと判
定すると（ステップＳ１にて「ＹＥＳ」）、そのプロファイルの接続要求相手である一の
ＢＴ対応機器との間でＢＴ接続リンクを接続中であるか否かを判定する（ステップＳ２）
。
【００２０】
　ここで、制御部２は、そのプロファイルの接続要求相手である一のＢＴ対応機器との間
でＢＴ接続リンクを接続中であると判定すると（ステップＳ２にて「ＹＥＳ」）、そのプ
ロファイルの接続要求相手である一のＢＴ対応機器との間でプロファイルを接続するプロ
ファイル接続処理に移行する（ステップＳ３）。
【００２１】
　これに対して、制御部２は、そのプロファイルの接続要求相手である一のＢＴ対応機器
との間でＢＴ接続リンクを接続中でないと判定すると（ステップＳ２にて「ＮＯ」）、そ
の時点で既にＢＴインタフェース部３が他のＢＴ対応機器との間でＢＴ接続リンクを接続
中であるか否かを判定する（ステップＳ４）。
【００２２】
　次いで、制御部２は、その時点で既にＢＴインタフェース部３が他のＢＴ対応機器との
間でＢＴ接続リンクを接続中でないと判定すると（ステップＳ４にて「ＮＯ」）、第１の
ＢＴ接続要求処理に移行する（ステップＳ５）。ここでいう第１のＢＴ接続要求処理とは
、ページコマンドを接続要求相手であるＢＴ対応機器が応答するまで或いは予め規定され
ている規定時間が経過するまで連続して送信する処理である。また、ここでいう規定時間
は例えば５．１２［ｓｅｃ］である。
【００２３】
　これに対して、制御部２は、その時点で既にＢＴインタフェース部３が他のＢＴ対応機
器との間でＢＴ接続リンクを接続中であると判定すると（ステップＳ４にて「ＹＥＳ」）
、そのＢＴ接続リンクを接続している他のＢＴ対応機器との間でストリーミングデータの
パケット転送を規定するプロファイルを接続中であるか否かを判定する（ステップＳ６）
。そして、制御部２は、そのＢＴ接続リンクを接続している他のＢＴ対応機器との間でス
トリーミングデータのパケット転送を規定するプロファイルを接続中でないと判定すると
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（ステップＳ６にて「ＮＯ」）、この場合も、第１のＢＴ接続要求処理に移行する（ステ
ップＳ５）。
【００２４】
　これに対して、制御部２は、そのＢＴ接続リンクを接続している他のＢＴ対応機器との
間でストリーミングデータのパケット転送を規定するプロファイルを接続中であると判定
すると（ステップ６にて「ＹＥＳ」）、第２のＢＴ接続要求処理に移行する（ステップＳ
７）。
【００２５】
　制御部２は、第２のＢＴ接続要求処理に移行すると、その時点でデータ蓄積部４ａに蓄
積されているストリーミングデータのデータ量が閾値以上であるか否かを判定する（ステ
ップＳ１１）。制御部２は、その時点でデータ蓄積部４ａに蓄積されているストリーミン
グデータのデータ量が閾値以上であると判定すると（ステップＳ１１にて「ＹＥＳ」）、
ストリーミングデータのデータパケットの受信を完了したか否かを判定し（ステップＳ１
２）、ストリーミングデータのデータパケットの受信を完了したと判定すると（ステップ
Ｓ１２にて「ＹＥＳ」）、ページコマンドを接続要求相手である一のＢＴ対応機器にＢＴ
インタフェース部３から送信させる動作を開始し、接続要求相手である一のＢＴ対応機器
に対するＢＴ接続要求を開始する（ステップＳ１３）。
【００２６】
　次いで、制御部２は、ＢＴ接続要求を開始してからの経過時間を計時するＢＴ接続要求
開始経過タイマをスタートさせ（ステップＳ１４）、ＢＴ接続要求を行った回数をカウン
トするＢＴ接続要求回数カウンタをインクリメントする（ステップＳ１５）。そして、制
御部２は、ＢＴ接続要求開始経過タイマにより計時している計時時間が予め規定されてい
る第１の規定時間に到達したか（タイムアップしたか）否かを判定すると共に（ステップ
Ｓ１６）、接続要求相手である一のＢＴ対応機器がＢＴ接続要求に対して応答したか否か
を判定する（ステップＳ１７）。
【００２７】
　ここで、第１の規定時間は、その時点で既にＢＴインタフェース部３がＢＴ接続リンク
を接続中である他のＢＴ対応機器がストリーミングデータを送信しない時間帯でデータ再
生部４ｂがデータ蓄積部４ａに蓄積されているストリーミングデータを連続再生可能な条
件を満たす時間であり、その時点でデータ蓄積部４ａに蓄積されているストリーミングデ
ータのデータ量をＸ１［Ｂｙｔｅ］、データ再生部４ｂがデータ蓄積部４ａに蓄積されて
いるストリーミングデータを再生する再生速度をＳ１［Ｂｙｔｅ／ｓｅｃ］とすると、Ｘ
１／Ｓ１よりも小さい（短い）条件を満たす値である。すなわち、図４において、ページ
コマンドを送信する時間をＴａ［ｓｅｃ］とすると、Ｔａは、
　　Ｔａ＜Ｘ１／Ｓ１
の関係を満たすように制御部２が予め設定しておいた時間である。尚、Ｔａは本発明でい
う接続要求実行時間に相当する。
【００２８】
　次いで、制御部２は、ＢＴ接続要求開始経過タイマにより計時している計時時間が第１
の規定時間に到達する前に接続要求相手である一のＢＴ対応機器がＢＴ接続要求に対して
応答したと判定すると（ステップＳ１７にて「ＹＥＳ」）、一のＢＴ対応機器との間でＢ
Ｔ接続リンクを接続するＢＴ接続処理に移行する（ステップＳ１８）。
【００２９】
　これに対して、制御部２は、接続要求相手である一のＢＴ対応機器がＢＴ接続要求に対
して応答することなくＢＴ接続要求開始経過タイマにより計時している計時時間が第１の
規定時間に到達したと判定すると（ステップＳ１６にて「ＹＥＳ」）、ページコマンドを
接続要求相手である一のＢＴ対応機器にＢＴインタフェース部３から送信させる動作を中
断し、接続要求相手である一のＢＴ対応機器に対するＢＴ接続要求を中断する（ステップ
Ｓ１９）。
【００３０】
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　次いで、制御部２は、ＢＴ接続要求開始経過タイマをリセットし（初期化し）（ステッ
プＳ２０）、インクリメントしたＢＴ接続要求回数カウンタが規定回数に到達したか否か
を判定する（ステップＳ２１）。ここで、制御部２は、インクリメントしたＢＴ接続要求
回数カウンタが規定回数に到達していないと判定すると（ステップＳ２１にて「ＮＯ」）
、ＢＴ接続要求を中断してからの経過時間を計時するＢＴ接続要求中断経過タイマをスタ
ートさせ（ステップＳ２２）、ＢＴ接続要求中断経過タイマにより計時している計時時間
が予め規定されている第２の規定時間に到達したか（タイムアップしたか）否かを判定す
る（ステップＳ２３）。そして、制御部２は、ＢＴ接続要求中断経過タイマにより計時し
ている計時時間が第２の規定時間に到達したと判定すると（ステップＳ２３にて「ＹＥＳ
」）、ＢＴ接続要求中断経過タイマをリセットし（初期化し）（ステップＳ２４）、上記
したステップＳ１１に戻り、上記した処理を繰返して行う。
【００３１】
　ここで、第２の規定時間は、ＢＴインタフェース部３がＢＴ接続リンクを接続中である
他のＢＴ対応機器がストリーミングデータを送信する時間帯でストーミングデータを規定
容量分のデータ量だけデータ蓄積部４ａに蓄積させるまでに要する時間であり、データ蓄
積部４ａに蓄積されるストリーミングデータのデータ量の閾値をＸ２［Ｂｙｔｅ］、デー
タ蓄積部４ａがストリーミングデータをデータ蓄積する蓄積速度をＳ２［Ｂｙｔｅ／ｓｅ
ｃ］とすると、Ｘ２／（Ｓ２－Ｓ１）よりも大きい条件を満たす値である。すなわち、図
４において、ページコマンドの送信を中断した時点から次の送信を再開する時点までの時
間をＴｂ［ｓｅｃ］とすると、Ｔｂは、
　　Ｔｂ＞Ｘ２／（Ｓ２－Ｓ１）
の関係を満たすように制御部２が予め設定しておいた時間である。
【００３２】
　また、規定回数は、ページコマンドを送信する時間であるＴａが一定値である場合に、
ページコマンドを接続要求相手である一のＢＴ対応機器が応答するまで連続して送信する
規定時間である５．１２［ｓｅｃ］をＴａで除した値である。すなわち、規定回数をｎ［
回］とすると、ｎは、
　　ｎ＝５．１２／Ｔａ
の関係を満たすように制御部２が予め設定しておいた回数である。
【００３３】
　車載ハンズフリー装置１においては、上記した処理を行うことにより、携帯電話機２１
及びオーディオプレーヤー２２が車室内に持込まれ、オーディオプレーヤー２２との間で
Ａ２ＤＰを接続中であり、オーディオプレーヤー２２から送信された音楽ストリーミング
データを連続再生中であるときに、例えばユーザが携帯電話機２１の電源を投入すると、
携帯電話機２１に対してＢＴ接続リンクの接続要求が発生することになるが、オーディオ
プレーヤー２２が音楽ストリーミングデータのデータパケットを送信しない時間帯で音楽
ストリーミングデータを連続再生可能であると判定したことを条件としてページコマンド
を送信して携帯電話機２１に対するＢＴ接続リンクを接続要求する動作を行うことになる
。この場合、携帯電話機２１が本発明でいう一の近距離無線通信機器に相当し、オーディ
オプレーヤー２２が本発明でいう他の近距離無線通信機器に相当する。
【００３４】
　ところで、以上は、データ再生部４ｂがデータ蓄積部４ａに蓄積されているストリーミ
ングデータを再生する再生速度であるＳ１［Ｂｙｔｅ／ｓｅｃ］及びデータ蓄積部４ａが
ストリーミングデータをデータ蓄積する蓄積速度であるＳ２［Ｂｙｔｅ／ｓｅｃ］を利用
することで、ページコマンドを送信する時間であるＴａ［ｓｅｃ］を設定し、ページコマ
ンドの送信を中断した時点から次の送信を再開する時点までの時間であるＴｂ［ｓｅｃ］
を設定した場合を説明したが、データ蓄積部４ａに蓄積されているストリーミングデータ
のデータ量を常時監視することで、ページコマンドを送信する時間及びページコマンドの
送信を中断した時点から次の送信を再開する時点までの時間を毎回設定しても良い。
【００３５】
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　以上に説明したように本実施形態によれば、車載ハンズフリー装置１において、携帯電
話機２１に対するＢＴ接続リンクの接続要求が発生したときにオーディオプレーヤー２２
との間で音楽ストリーミングデータのパケット転送を規定するＡ２ＤＰを接続中であると
、オーディオプレーヤー２２が音楽ストリーミングデータのデータパケットを送信しない
時間帯で音楽ストリーミングデータを連続再生可能であることを保証した上で、携帯電話
機２１に対するＢＴ接続リンクを接続要求する動作を行うように構成したので、携帯電話
機２１に対するＢＴ接続リンクの接続要求を適切に行うことができながらも、オーディオ
プレーヤー２２から送信された音楽ストリーミングデータを途切れることなく連続再生す
ることができ、ユーザに不快感を与えてしまうことを未然に回避することができる。
【００３６】
　本発明は、上記した実施形態にのみ限定されるものではなく、以下のように変形または
拡張することができる。
　近距離無線通信機能付きストリーミングデータ再生装置は車載ハンズフリー装置に限ら
ず例えば車載ナビゲーション装置などの別の車載装置であっても良いし、車載装置以外の
　ストリーミングデータのパケット転送を規定するプロファイルはＡ２ＤＰに限らずスト
リーミングデータのパケット転送を規定するものであれば他のプロファイルであっても良
い。
　ストリーミングデータは音楽ストリーミングデータに限らず動画ストリーミングデータ
であっても良い。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の一実施形態を示す機能ブロック図
【図２】フローチャート（その１）
【図３】フローチャート（その２）
【図４】シーケンス図
【図５】従来を示すシーケンス図
【符号の説明】
【００３８】
　図面中、１はＢＴ対応の車載ハンズフリー装置（近距離無線通信機能付きストリーミン
グデータ再生装置）、２は制御部（制御手段）、３はＢＴインタフェース部（近距離無線
通信手段）、４ａはデータ蓄積部（ストリーミングデータ蓄積手段）、４ｂはデータ再生
部（ストリーミングデータ再生手段）、２１はＢＴ対応の携帯電話機（近距離無線通信機
器）、２１はＢＴ対応のオーディオプレーヤー（近距離無線通信機器）である。
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