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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オーディオデータの転送先である端末装置が前記オーディオデータの複製を防止するた
めの所定の方式をサポートしているか否かを示す第１の情報の取得を要求するための情報
取得要求を送信する送信手段と、
　前記端末装置から受信される、前記情報取得要求に対する応答である情報取得応答に含
まれる前記第１の情報に基づいて、前記端末装置が前記オーディオデータの複製を防止す
るための所定の方式をサポートしているか否かを判定する判定手段と、
　前記端末装置との間における無線通信の接続時の状態を示すアイコンを表示する表示手
段と、
　前記判定手段による判定結果に基づいて、前記表示手段により表示される前記アイコン
を変更するように制御する制御手段とを備えることを特徴する情報処理装置。
【請求項２】
　前記送信手段は、前記情報処理装置から前記端末装置に接続処理を開始する際、前記端
末装置から前記情報処理装置に接続処理を開始する際、または、発生したリンクロスの復
旧の際に、前記情報取得要求を送信することを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置
。
【請求項３】
　前記判定手段により前記端末装置が前記オーディオデータの複製を防止するための所定
の方式をサポートしていると判定された場合、前記制御手段は、前記アイコンを、前記端
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末装置との接続が確立している状態で、かつ、前記端末装置が前記オーディオデータの複
製を防止するための所定の方式をサポートしていることを示すアイコンに変更するように
制御することを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記端末装置との間における無線通信の接続時にリンクロスが発生し
たとき、前記アイコンを、リンクロスが発生したことを示すアイコンに変更するように制
御することを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記判定手段により前記端末装置が前記オーディオデータの複製を防止するための所定
の方式をサポートしていないと判定された場合、前記制御手段は、前記端末装置との接続
が確立している状態を示すアイコンの表示を継続するように制御することを特徴とする請
求項１に記載の情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は情報処理装置に係り、特に、オーディオデータを転送することができるように
した情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、通信技術の中でも、特に無線通信技術に脚光が集まってきている。無線通信技術
を用いれば、電子機器や端末間の通信をコードレスで確立することにより、電子機器や端
末間の接続作業などが簡素化されるとともに、電子機器や端末間の設置場所の制限がなく
なる。そのため、無線通信技術を用いると、有線通信技術を用いた場合に比べて、利便性
が高くなる。
【０００３】
　例えば電子機器などに適用することができる無線通信技術として例えばブルートゥース
（Bluetooth（登録商標））が知られている。このブルートゥースの無線通信技術を用い
れば、携帯電話機などの携帯情報端末や携帯型音楽再生機から、オーディオケーブルを用
いることなく、例えばヘッドセットなどの端末装置にオーディオデータを転送することが
できる。
【０００４】
　オーディオデータの伝送用のプロファイルとして、例えば“Advanced Audio Distribut
ion Profile（Ａ２ＤＰ）”（非特許文献１）や“Generic Advanced Audio／Video Distr
ibution Profile”（非特許文献２）などが知られている。これらは、ブルートゥース接
続された機器間でオーディオデータをリアルタイムにストリーミング転送を行うための規
格である。
【０００５】
　例えば携帯電話機などの携帯情報端末や携帯型音楽再生機では、オーディオデータをＳ
ＢＣ（Sub Band Coding）、ＭＰ３（MPEG1 Audio Layer-3）、ＡＴＲＡＣ（Advanced Tra
nsform Acoustic Coding）３などの形式により圧縮してパケット単位で転送する。一方、
スピーカやヘッドセットなどの端末装置では、すべてのパケットを受信するのを待たずに
、データの受信と同時にその再生を行なう。これにより、ユーザは、携帯情報端末や携帯
型音楽再生機などからの音をほぼリアルタイムに、スピーカやヘッドセットなどの端末装
置において聴くことが可能となる。
【０００６】
　なお、ヘッドセットなどの端末装置に対してオーディオデータを送信している最中に音
声着信が割り込んできた場合、オーディオデータの端末装置への送信を停止するとともに
、着信音に関するオーディオデータを端末装置に対して送信する技術も提案されている（
例えば特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００６－３１９５７２号公報
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【非特許文献１】Advanced Audio／Video Distribution Profile（Bluetooth SIG）
【非特許文献２】Generic Advanced Audio／Video Distribution Profile（Bluetooth SI
G）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　近年、オーディオデータなどのディジタルコンテンツの複製（コピー）を防止する技術
としてＳＣＭＳ（Serial Copy Management System）－Ｔが提案されている。このＳＣＭ
Ｓ－Ｔは、「A2DP Sepc V1.0Sec.11 Appendix A:Audio Streaming with Content Protect
ion」に記載されているディジタルコンテンツの保護に用いられる方式の１つであり、著
作権保護の観点から、Ａ２ＤＰにより伝送されたオーディオデータがそのままデバイスに
記録されたり、他のデバイスに出力されてしまうことを防止するために、ヘッドセットな
どの端末装置（デバイス）に対してその旨の意思表示を行う。この意思表示の際には、Ｓ
ＣＭＳ－Ｔにおいてコピー制御に用いられる２bit（CP-bitとL-bit）を、パケットフォー
マットにＣＰ（Content Protection）ヘッダとして挿入することで、ヘッドセットなどの
端末装置（デバイス）に２bit（CP-bitとL-bit）を伝送する。
【０００８】
　これにより、ＳＣＭＳ－Ｔがサポートされていないヘッドセットなどの端末装置（デバ
イス）においては、伝送されたオーディオデータの再生は許可されず、伝送されたオーデ
ィオデータは再生されない。換言すれば、ＳＣＭＳ－Ｔがサポートされているヘッドセッ
トなどの端末装置（デバイス）においてのみ、伝送されたオーディオデータの再生が許可
され、伝送されたオーディオデータが再生される。
【０００９】
　同様に、地上波ディジタル放送をＡ２ＤＰにより携帯電話機などからヘッドセットにオ
ーディオデータを転送する場合においても、ＳＣＭＳ－Ｔがサポートされているヘッドセ
ットなどの端末装置（デバイス）においてのみ、伝送されたオーディオデータの再生が許
可され、伝送されたオーディオデータが再生される。
【００１０】
　ところが、地上波ディジタル放送をＡ２ＤＰにより携帯電話機などからヘッドセットに
オーディオデータを転送する場合、たとえヘッドセットなどの端末装置（デバイス）にＳ
ＣＭＳ－Ｔがサポートされていなくても、携帯電話機と端末装置をＡ２ＤＰで接続するこ
とは可能である。このような場合、携帯電話機と端末装置がＡ２ＤＰで接続されているに
もかかわらず、伝送されたオーディオデータは再生されないという状況が発生し得る。
【００１１】
　しかしながら、従来においては、ブルートゥースを用いる場合、ブルートゥースの設定
ＯＮ状態（常時待ち受け状態）、接続（リンク）確立中、リンクロス中の３つの状態をピ
クトやアイコンなどを表示することによりユーザにその旨を通知するようにはしているが
、ヘッドセットなどの端末装置（デバイス）にＳＣＭＳ－Ｔがサポートされていないため
に伝送されたオーディオデータが再生されないという状況に関してはユーザに通知されず
、ユーザはなぜ伝送されたオーディオデータが再生されないのかを知ることができず、伝
送されたオーディオデータが再生されないという状況を把握することができないという課
題があった。このような場合、ユーザクレームに繋がってしまう可能性がある。
【００１２】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、オーディオデータを転送する
際の利便性を向上させることができる情報処理装置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】
【００１３】
　本発明の情報処理装置は、上述した課題を解決するために、オーディオデータの転送先
である端末装置がオーディオデータの複製を防止するための所定の方式をサポートしてい
るか否かを示す第１の情報の取得を要求するための情報取得要求を送信する送信手段と、
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端末装置から受信される、情報取得要求に対する応答である情報取得応答に含まれる第１
の情報に基づいて、端末装置がオーディオデータの複製を防止するための所定の方式をサ
ポートしているか否かを判定する判定手段と、端末装置との間における無線通信の接続時
の状態を示すアイコンを表示する表示手段と、判定手段による判定結果に基づいて、表示
手段により表示されるアイコンを変更するように制御する制御手段とを備えることを特徴
する。
【００１４】
　本発明の情報処理装置においては、オーディオデータの転送先である端末装置がオーデ
ィオデータの複製を防止するための所定の方式をサポートしているか否かを示す第１の情
報の取得を要求するための情報取得要求が送信され、端末装置から受信される、情報取得
要求に対する応答である情報取得応答に含まれる第１の情報に基づいて、端末装置がオー
ディオデータの複製を防止するための所定の方式をサポートしているか否かが判定され、
端末装置との間における無線通信の接続時の状態を示すアイコンが表示され、判定結果に
基づいて、表示されるアイコンを変更するように制御される。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、オーディオデータを転送する際の利便性を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【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。図１は、本発明に
係るネットワークシステム１の全体の構成を表している。図１に示されるように、ネット
ワークシステム１には、放送局８が所定の場所に設置されており、この放送局８は、所定
の範囲内において地上波ディジタルワンセグ放送波と地上波ディジタル放送波を送信する
。本発明に係る情報処理装置に適用可能な携帯電話機２は、内蔵される地上波ディジタル
ワンセグ受信部（例えば図４の地上波ディジタルワンセグ受信部４９）を介して、この放
送局８からの地上波ディジタルワンセグ放送波を受信する。
【００１７】
　また、ネットワークシステム１には、固定無線局である基地局３が設置されており、こ
の基地局３には、移動無線局である携帯電話機２が例えばＷ－ＣＤＭＡ（Wideband-Code 
Division Multiple Access）と呼ばれる符号分割多元接続方式によって無線接続される。
【００１８】
　また、基地局３は、有線回線を介して公衆回線網４に接続されており、公衆回線網４に
は、インターネットサービスプロバイダのアクセスサーバ５が接続されている。アクセス
サーバ５には、ネットワーク６（例えば、インターネット、ＬＡＮ（Local Area Network
）、ＷＡＮ（Wide Area Network）、その他の各種のネットワークを含む）を介して放送
用コンテンツサーバ７などが接続されている。
【００１９】
　携帯電話機２の近傍には、本発明に係る端末装置として適用可能なヘッドセット９が配
置されている。ヘッドセット９は、携帯電話機２から無線通信を用いて転送されたオーデ
ィオデータ（地上波ディジタルワンセグ放送波によるオーディオデータも含む）を受信し
、リアルタイムに再生することができる。
【００２０】
　図２は、本発明に係る情報処理装置として適用可能な携帯電話機２の外観の構成を表し
ている。なお、図２［Ａ］は、携帯電話機２を約１８０度に見開いたときの正面から見た
外観の構成を表しており、図２［Ｂ］は、携帯電話機２を見開いたときの側面から見た外
観の構成を表している。
【００２１】
　図２［Ａ］および［Ｂ］に示されるように、携帯電話機２は、中央のヒンジ部１１を境
に第１の筐体１２と第２の筐体１３とがヒンジ結合されており、ヒンジ部１１を介して矢
印Ｘ方向に折り畳み可能に形成される。携帯電話機２の内部の所定の位置には、送受信用
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のアンテナ（後述する図４のアンテナ４４）が設けられており、内蔵されたアンテナを介
して基地局３との間で電波を送受信する。
【００２２】
　第１の筐体１２には、その表面に「０」乃至「９」の数字キー、発呼キー、リダイヤル
キー、終話・電源キー、クリアキー、および電子メールキーなどの操作キー１４が設けら
れており、操作キー１４を用いて各種指示を入力することができる。
【００２３】
　第１の筐体１２には、操作キー１４として上部に十字キーと確定キーが設けられており
、ユーザが十字キーを上下左右方向に操作することにより当てられたカーソルを上下左右
方向に移動させることができる。具体的には、第２の筐体１３に設けられた液晶ディスプ
レイ１７に表示されている電話帳リストや電子メールのスクロール動作、簡易ホームペー
ジのページ捲り動作および画像の送り動作などの種々の動作を実行する。
【００２４】
　また、確定キーを押下することにより、種々の機能を確定することができる。例えば第
１の筐体１２は、ユーザによる十字キーの操作に応じて液晶ディスプレイ１７に表示され
た電話帳リストの複数の電話番号の中から所望の電話番号が選択され、確定キーが第１の
筐体１２の内部方向に押圧されると、選択された電話番号を確定して電話番号に対して発
呼処理を行う。
【００２５】
　さらに、第１の筐体１２には、十字キーと確定キーの左隣に電子メールキーが設けられ
ており、電子メールキーが第１の筐体１２の内部方向に押圧されると、メールの送受信機
能を呼び出すことができる。十字キーと確定キーの右隣には、ブラウザキーが設けられて
おり、ブラウザキーが第１の筐体１２の内部方向に押圧されると、Ｗｅｂページのデータ
を閲覧することが可能となる。なお、十字キーと確定キーの左右隣に設けられた電子メー
ルキーおよびブラウザキーは、液晶ディスプレイ１７に表示される画面により例えば「Ye
s」や「No」などの種々の機能をもつことが可能であるため、それぞれ、soft１キーおよ
びsoft２キーと呼ばれる。
【００２６】
　また、第１の筐体１２には、操作キー１４の下部にマイクロフォン１５が設けられてお
り、マイクロフォン１５によって通話時のユーザの音声を集音する。また、第１の筐体１
２には、携帯電話機２の操作を行うサイドキー１６が設けられている。
【００２７】
　なお、第１の筐体１２は、背面側に図示しないバッテリパックが挿着されており、終話
・電源キーがオン状態になると、バッテリパックから各回路部に対して電力が供給されて
動作可能な状態に起動する。
【００２８】
　一方、第２の筐体１３には、その正面に液晶ディスプレイ１７（メインディスプレイ）
が設けられており、電波の受信状態、電池残量、電話帳として登録されている相手先名や
電話番号及び送信履歴等の他、電子メールの内容、簡易ホームページ、ＣＣＤ（Charge C
oupled Device）カメラ（後述する図３のＣＣＤカメラ２０）で撮像した画像、外部のコ
ンテンツサーバ（図示せず）より受信したコンテンツ、メモリカード（後述する図４のメ
モリカード４６）に記憶されているコンテンツを表示することができる。
【００２９】
　また、液晶ディスプレイ１７の上部の所定の位置にはスピーカ１８が設けられており、
これにより、ユーザは音声通話することが可能である。
【００３０】
　図３は、本発明に係る情報処理装置として適用可能な携帯電話機２の他の外観の構成を
表している。図３の携帯電話機２の状態は、図２の携帯電話機２の状態から矢印Ｘ方向に
回動させた状態である。なお、図３［Ａ］は、携帯電話機２を閉じたときの正面から見た
外観の構成を表しており、図３［Ｂ］は、携帯電話機２を閉じたときの側面から見た外観
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の構成を表している。
【００３１】
　第２の筐体１３の上部には、ＣＣＤカメラ２０が設けられており、これにより、所望の
撮影対象を撮像することができる。ＣＣＤカメラ２０の下部には、サブディスプレイ２１
が設けられており、現在のアンテナの感度のレベルを示すアンテナピクト、携帯電話機２
の現在の電池残量を示す電池ピクト、現在の時刻などが表示される。
【００３２】
　サブディスプレイ２１の下部には、さらに、静電タッチパッド２３が設けられる。静電
タッチパッド２２は、見かけ上一枚のタッチパッドになっているが、図示せぬセンサが複
数個所に設けられており、ユーザがセンサの付近をタッチすると、センサがそれを検知し
、巻戻し機能、早送り機能、音量ダウン動作、音量アップ動作、再生動作、および一時停
止動作などが実行される。
【００３３】
　図４は、本発明に係る情報処理装置として適用可能な携帯電話機２の内部の構成を表し
ている。図４に示されるように、携帯電話機２は、第１の筐体１２及び第２の筐体１３の
各部を統括的に制御する主制御部３１に対して、電源回路部３２、操作入力制御部３３、
画像エンコーダ３４、カメラインタフェース部３５、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）
制御部３６、多重分離部３８、変復調回路部３９、音声コーデック４０、記憶部４７、ブ
ルートゥースモジュール４８、および地上波ディジタルワンセグ受信部４９がメインバス
４１を介して互いに接続されるとともに、画像エンコーダ３４、画像デコーダ３７、多重
分離部３８、変復調回路部３９、音声コーデック４０、および記録再生部４５が同期バス
４２を介して互いに接続されて構成される。
【００３４】
　主制御部３１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Memory）
、およびＲＡＭ（Random Access Memory）などからなり、ＣＰＵは、ＲＯＭに記憶されて
いるプログラムまたは記憶部４７からＲＡＭにロードされた各種のアプリケーションプロ
グラムに従って各種の処理を実行するとともに、種々の制御信号を生成し、各部に供給す
ることにより携帯電話機２を統括的に制御する。ＲＡＭは、ＣＰＵが各種の処理を実行す
る上において必要なデータなどを適宜記憶する。なお、主制御部３１には、現在の日付と
時刻を正確に計測するタイマが内蔵されている。
【００３５】
　携帯電話機２は、主制御部３１の制御に基づいて、音声通話モード時にマイクロフォン
１５で集音した音声信号を音声コーデック４０によってディジタル音声信号に変換、圧縮
し、これを変復調回路部３９でスペクトラム拡散処理し、送受信回路部４３でディジタル
アナログ変換処理及び周波数変換処理を施した後にアンテナ４４を介して送信する。
【００３６】
　また、携帯電話機２は、音声通話モード時にアンテナ４４で受信した受信信号を増幅し
て周波数変換処理及びアナログディジタル変換処理を施し、変復調回路部３９でスペクト
ラム逆拡散処理し、音声コーデック４０によって伸張し、アナログ音声信号に変換した後
、変換されたアナログ音声信号をスピーカ１８を介して出力する。
【００３７】
　携帯電話機２は、データ通信モード時に画像信号を送信する場合、ＣＣＤカメラ２０で
撮像された画像信号をカメラインタフェース部３５を介して画像エンコーダ３４に供給す
る。
【００３８】
　画像エンコーダ３４は、ＣＣＤカメラ２０から供給された画像信号を、例えばＭＰＥＧ
（Moving Picture Experts Group）４などの所定の符号化方式によって圧縮符号化するこ
とにより符号化画像信号に変換し、変換された符号化画像信号を多重分離部３８に送出す
る。このとき同時に携帯電話機２は、ＣＣＤカメラ２０で撮像中にマイクロフォン１５で
集音した音声を音声コーデック４０を介してディジタルの音声信号として多重分離部３８
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に送出する。
【００３９】
　多重分離部３８は、画像エンコーダ３４から供給された符号化画像信号と音声コーデッ
ク４０から供給された音声信号とを所定の方式で多重化し、その結果得られる多重化信号
を変復調回路部３９でスペクトラム拡散処理し、送受信回路部４３でディジタルアナログ
変換処理及び周波数変換処理を施した後にアンテナ４４を介して送信する。
【００４０】
　これに対して、携帯電話機２では、データ通信モード時に、Ｗｅｂページのデータを受
信することができる。
【００４１】
　また、携帯電話機２は、データ通信モード時に例えばＷｅｂページなどにリンクされた
動画像ファイルのデータを受信する場合、アンテナ４４を介して基地局３から受信した受
信信号を変復調回路部３９でスペクトラム逆拡散処理し、その結果得られる多重化信号を
多重分離部３８に送出する。
【００４２】
　多重分離部３８は、多重化信号を分離することにより符号化画像信号と音声信号とに分
け、同期バス４２を介して符号化画像信号を画像デコーダ３７に供給すると共に音声信号
を音声コーデック４０に供給する。画像デコーダ３７は、符号化画像信号をＭＰＥＧ４な
どの所定の符号化方式に対応した復号化方式でデコードすることにより再生動画像信号を
生成し、生成された再生動画像信号をＬＣＤ制御部３６を介して液晶ディスプレイ１７に
供給する。これにより、例えば、Ｗｅｂページなどにリンクされた動画像ファイルに含ま
れる動画像データが表示される。
【００４３】
　このとき同時に音声コーデック４０は、音声信号をアナログ音声信号に変換した後、こ
れをスピーカ１８に供給し、これにより、例えば、Ｗｅｂページなどにリンクされた動画
像ファイルに含まる音声信号が再生される。
【００４４】
　記憶部４７は、例えば、電気的に書換えや消去が可能な不揮発性メモリであるフラッシ
ュメモリ素子やＨＤＤ（Hard Disc Drive）などからなり、主制御部３１のＣＰＵにより
実行される種々のアプリケーションプログラムや種々のデータ群を格納している。
【００４５】
　ブルートゥースモジュール４８は、ブルートゥース（Bluetooth（登録商標））による
無線通信を行うモジュールであり、携帯電話機２の近傍に存在するヘッドセット９などと
無線通信を行う。
【００４６】
　地上波ディジタルワンセグ受信部４９は、放送局８からの地上波ディジタルワンセグ放
送波を受信し、受信された地上波ディジタルワンセグ放送波を多重分離部３８または記憶
部４７に供給する。
【００４７】
　次に、図５のフローチャートを参照して、図４の携帯電話機２におけるブルートゥース
ピクト表示制御処理について説明する。このブルートゥースピクト表示制御処理は、ユー
ザにより操作キー１４が操作されることにより端末装置としてのヘッドセット９への接続
処理を開始するとの指示が受け付けられることで、開始される。
【００４８】
　より具体的には、ヘッドセット９への接続処理が実行される場合、まず、ユーザにより
操作キー１４が操作されることにより、携帯電話機２に搭載されたブルートゥース機能が
起動させられ、次にユーザにより操作キー１４のうち例えば確定キーが操作されると、待
ち受け画面からメニュ画面（ともに図示せず）に遷移し、メニュ画面に表示されたメニュ
の中からブルートゥース機能のメニュが選択されると、無線通信可能な端末装置のサーチ
が行われる。その後、周辺に存在する複数の無線通信可能な端末装置が表示され、ユーザ
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により操作キー１４が操作されることにより、その中から所定のサービスが実行可能な端
末装置が選択され、選択された端末装置との接続処理が開始される。
【００４９】
　ステップＳ１において、主制御部３１は、選択された端末装置としてのヘッドセット９
との接続処理に際し、ＬＣＤ制御部３６を制御し、例えば図６に示されるように、端末装
置としてのヘッドセット９からの接続が可能な状態であることを示す接続待機ピクト５１
を液晶ディスプレイ１７に表示させる。
【００５０】
　ステップＳ２において、液晶ディスプレイ１７は、ＬＣＤ制御部３６の制御に従い、図
６に示されるような接続待機ピクト５１を表示する。
【００５１】
　ステップＳ３において、主制御部３１は、携帯電話機２と端末装置としてのヘッドセッ
ト９とをＡ２ＤＰで接続するに際し、端末装置（クライアント）としてのヘッドセット９
に対して接続を要求するためのクライアント接続要求を生成し、生成されたクライアント
接続要求をブルートゥースモジュール４８に供給する。
【００５２】
　図７は、主制御部３１のＣＰＵにおける具体的な処理のシーケンスを表している。
【００５３】
　なお、図７のタスク管理部、外部通信ＵＩ（User Interface）部、外部ベアラ管理部、
ブルートゥース接続処理部、およびブルートゥーススタックは、主制御部３１のＣＰＵに
より実行される機能的な構成（タスク）を示している。タスク管理部はどのタスクが画面
を表示するかを管理するタスクであり、外部通信ＵＩ部はブルートゥース設定メニュ、デ
バイス検索、ペアリング画面などを表示するタスクである。外部ベアラ管理部は現在、携
帯電話機２がどのベアラ（外部に存在する赤外線モジュールやブルートゥースモジュール
、ＵＳＢなど）と接続しているかを管理するタスクであり、ブルートゥース接続処理部は
ブルートゥースモジュール４８による無線接続処理を実行するタスクである。ブルートゥ
ーススタックはブルートゥースのパケットの作成やその解釈などのプロトコル部分をスタ
ック構造で隠蔽している。
【００５４】
　例えば図７に示されるように、主制御部３１は、携帯電話機２と端末装置としてのヘッ
ドセット９とをＡ２ＤＰで接続するに際し、外部通信ＵＩ部によるタスクを実行し、端末
装置（クライアント）としてのヘッドセット９に対して接続を要求するためのクライアン
ト接続要求を生成する。
【００５５】
　ステップＳ４において、主制御部３１は、ブルートゥースモジュール４８を制御し、生
成されたクライアント接続要求をブルートゥースモジュール４８を介して無線通信により
ヘッドセット９に送信させる。ブルートゥースモジュール４８は、主制御部３１の制御に
従い、生成されたクライアント接続要求を無線通信によりヘッドセット９に送信する。
【００５６】
　例えば図７に示されるように、主制御部３１は、ブルートゥース接続処理部によるタス
クを実行し、生成されたクライアント接続要求をブルートゥースモジュール４８を介して
ヘッドセット９に送信させる。
【００５７】
　ステップＳ５において、ブルートゥースモジュール４８は、ヘッドセット９に送信され
たクライアント接続要求に対する応答であるクライアント接続応答を、無線通信によりヘ
ッドセット９から受信する。ブルートゥースモジュール４８は、受信されたクライアント
接続応答を主制御部３１に供給する。
【００５８】
　例えば図７に示されるように、主制御部３１は、ブルートゥース接続処理部によるタス
クを実行し、ヘッドセット９に送信されたクライアント接続要求に対する応答であるクラ
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イアント接続応答をブルートゥースモジュール４８を介して受信し、受信されたクライア
ント接続応答を取得する。そして、主制御部３１は、ブルートゥース接続処理部によるタ
スクを実行し、取得されたクライアント接続応答に基づいて、携帯電話機２とヘッドセッ
ト９との間でＡ２ＤＰによる接続に成功したか否かを判定する。携帯電話機２とヘッドセ
ット９との間でＡ２ＤＰによる接続に成功したと判定された場合、携帯電話機２とヘッド
セット９との間でＡ２ＤＰによる接続が確立される。
【００５９】
　ステップＳ６において、主制御部３１は、携帯電話機２とヘッドセット９との間でＡ２
ＤＰによる接続が確立されると、ＬＣＤ制御部３６を制御し、例えば図６に示されるよう
に、端末装置としてのヘッドセット９との接続が確立している状態であることを示す接続
ピクト５２を液晶ディスプレイ１７に表示させる。
【００６０】
　ステップＳ７において、液晶ディスプレイ１７は、ＬＣＤ制御部３６の制御に従い、図
６に示されるような接続ピクト５２を表示する。
【００６１】
　ステップＳ８において、主制御部３１は、端末装置としてのヘッドセット９がオーディ
オデータの複製を防止するための所定の方式（例えばＳＣＭＳ－Ｔなど）をサポートして
いるか否かを示すＳＣＭＳ－Ｔ情報の取得を要求するためのＳＣＭＳ－Ｔ情報取得要求を
生成し、生成されたＳＣＭＳ－Ｔ情報取得要求をブルートゥースモジュール４８に供給す
る。
【００６２】
　例えば図７に示されるように、主制御部３１は、ブルートゥース接続処理部によるタス
クを実行し、端末装置としてのヘッドセット９がオーディオデータの複製を防止するため
の所定の方式（例えばＳＣＭＳ－Ｔなど）をサポートしているか否かを示すＳＣＭＳ－Ｔ
情報の取得を要求するためのＳＣＭＳ－Ｔ情報取得要求を生成する。
【００６３】
　ステップＳ９において、主制御部３１は、ブルートゥースモジュール４８を制御し、生
成されたＳＣＭＳ－Ｔ情報取得要求をブルートゥースモジュール４８を介して無線通信に
よりヘッドセット９に送信させる。ブルートゥースモジュール４８は、主制御部３１の制
御に従い、生成されたＳＣＭＳ－Ｔ情報取得要求を無線通信によりヘッドセット９に送信
する。
【００６４】
　例えば図７に示されるように、主制御部３１は、ブルートゥース接続処理部によるタス
クを実行し、生成されたクライアント接続要求をブルートゥースモジュール４８を介して
ヘッドセット９に送信させる。
【００６５】
　なお、その後、主制御部３１は、ブルートゥース接続処理部によるタスクを実行し、ベ
アラ接続完了通知を生成し、生成されたベアラ接続完了通知を、現在携帯電話機２がどの
ベアラと接続しているかを管理するタスクである外部ベアラ管理部に通知するとともに、
クライアント接続応答を、ブルートゥース設定メニュ、デバイス検索、およびペアリング
画面などを表示するタスクである外部通信ＵＩ部に通知する。
【００６６】
　ステップＳ１０において、ブルートゥースモジュール４８は、ヘッドセット９に送信さ
れたＳＣＭＳ－Ｔ情報取得要求に対する応答であるＳＣＭＳ－Ｔ情報取得応答を、無線通
信によりヘッドセット９から受信する。ブルートゥースモジュール４８は、受信されたＳ
ＣＭＳ－Ｔ情報取得応答を主制御部３１に供給する。
【００６７】
　例えば図７に示されるように、主制御部３１は、ブルートゥース接続処理部によるタス
クを実行し、ヘッドセット９に送信されたＳＣＭＳ－Ｔ情報要求に対する応答であるＳＣ
ＭＳ－Ｔ情報取得応答をブルートゥースモジュール４８を介して受信し、受信されたＳＣ
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ＭＳ－Ｔ情報取得応答を取得する。
【００６８】
　このＳＣＭＳ情報取得応答には、端末装置としてのヘッドセット９がオーディオデータ
の複製を防止するための所定の方式（例えばＳＣＭＳ－Ｔなど）をサポートしているか否
かを示すＳＣＭＳ－Ｔ情報が含まれている。
【００６９】
　ステップＳ１１において、主制御部３１は、取得されたＳＣＭＳ－Ｔ情報取得応答に基
づいて、端末装置としてのヘッドセット９がオーディオデータの複製を防止するための所
定の方式（例えばＳＣＭＳ－Ｔなど）をサポートしているか否かを判定する。
【００７０】
　具体的には、携帯電話機２と端末装置としてのヘッドセット９とをＡ２ＤＰで接続する
場合に、AV Distribution Transport Protocol（AVDTP）のSet Configuration内のConten
t Protection Capabilityにおいて、ヘッドセット９から取得されたＳＣＭＳ－Ｔ情報取
得応答に基づいて、端末装置としてのヘッドセット９がオーディオデータの複製を防止す
るための所定の方式（例えばＳＣＭＳ－Ｔなど）をサポートしているか否かが判定される
。
【００７１】
　ステップＳ１１において端末装置としてのヘッドセット９がオーディオデータの複製を
防止するための所定の方式（例えばＳＣＭＳ－Ｔなど）をサポートしていると判定された
場合、主制御部３１はステップＳ１２で、ＬＣＤ制御部３６を制御し、現在液晶ディスプ
レイ１７の所定の位置に表示されている接続ピクト５２を変更し、例えば図６に示される
ように、端末装置としてのヘッドセット９との接続が確立している状態で、かつ、ヘッド
セット９が例えばＳＣＭＳ－Ｔなどをサポートしている（コピープロテクションが有効で
ある）ことを示すＳＣＭＳ－Ｔ対応接続ピクト５３を液晶ディスプレイ１７に表示させる
。
【００７２】
　ステップＳ１３において、液晶ディスプレイ１７は、ＬＣＤ制御部３６の制御に従い、
現在液晶ディスプレイ１７の所定の位置に表示されている接続ピクト５２を変更し、図６
に示されるようなＳＣＭＳ－Ｔ対応接続ピクト５３を表示する。
【００７３】
　これにより、ユーザは、携帯電話機２と端末装置としてのヘッドセット９とをＡ２ＤＰ
により接続させる場合に、接続されたヘッドセット９がオーディオデータの複製を防止す
るための所定の方式（例えばＳＣＭＳ－Ｔなど）をサポートしているか否かを知ることが
できる。従って、その後、Ａ２ＤＰにより接続されたヘッドセット９により、携帯電話機
２にて地上波ディジタルワンセグ受信部４９を介して受信された地上波ディジタルワンセ
グ放送波によるオーディオデータに基づく音声（音楽）を聞くことが可能か否かを知るこ
とができる。
【００７４】
　ステップＳ１１において端末装置としてのヘッドセット９がオーディオデータの複製を
防止するための所定の方式（例えばＳＣＭＳ－Ｔなど）をサポートしていないと判定され
た場合、現在液晶ディスプレイ１７の所定の位置に表示されている接続ピクト５２は変更
されず、ＳＣＭＳ－Ｔ対応接続ピクト５３は表示されない。すなわち、現在液晶ディスプ
レイ１７の所定の位置に表示されている接続ピクト５２の表示が継続される。その後、ブ
ルートゥースピクト表示制御処理は終了する。
【００７５】
　なお、図５においては、ステップＳ６、ステップＳ７の動作と、ステップＳ８以降の動
作は並行して（独立して）動作させてもよい。
【００７６】
　本発明の実施形態においては、例えば放送局８から受信された地上波ディジタルワンセ
グ放送波によるオーディオデータに基づく音声（音楽）をヘッドセット９にて聞く場合に
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、端末装置としてのヘッドセット９とのＡ２ＤＰによる接続が成功し、接続が確立した後
、端末装置としてのヘッドセット９がオーディオデータの複製を防止するための所定の方
式（例えばＳＣＭＳ－Ｔなど）をサポートしているか否かを示すＳＣＭＳ－Ｔ情報の取得
を要求するためのＳＣＭＳ－Ｔ情報取得要求を生成し、生成されたＳＣＭＳ－Ｔ情報取得
要求をブルートゥースモジュール４８を介してヘッドセット９に送信することができる。
【００７７】
　そして、ヘッドセット９に送信されたＳＣＭＳ－Ｔ情報取得要求に対する応答であるＳ
ＣＭＳ－Ｔ情報取得応答を受信し、受信されたＳＣＭＳ－Ｔ情報取得応答に含まれるＳＣ
ＭＳ－Ｔ情報に基づいて、端末装置としてのヘッドセット９がオーディオデータの複製を
防止するための所定の方式（例えばＳＣＭＳ－Ｔなど）をサポートしているか否かを判定
するとともに、端末装置としてのヘッドセット９がオーディオデータの複製を防止するた
めの所定の方式（例えばＳＣＭＳ－Ｔなど）をサポートしていると判定された場合、現在
液晶ディスプレイ１７の所定の位置に表示されている接続ピクト５２を、端末装置として
のヘッドセット９との接続が確立している状態で、かつ、ヘッドセット９が例えばＳＣＭ
Ｓ－Ｔなどをサポートしている（コピープロテクションが有効である）ことを示すＳＣＭ
Ｓ－Ｔ対応接続ピクト５３に変更して表示するように制御することができる。
【００７８】
　これにより、ユーザは、携帯電話機２と端末装置としてのヘッドセット９とをＡ２ＤＰ
により接続させる場合に、接続されたヘッドセット９がオーディオデータの複製を防止す
るための所定の方式（例えばＳＣＭＳ－Ｔなど）をサポートしているか否かを知ることが
できる。従って、その後、Ａ２ＤＰにより接続されたヘッドセット９により、携帯電話機
２にて放送局８から受信された地上波ディジタルワンセグ放送波によるオーディオデータ
に基づく音声（音楽）を聞くことが可能か否かを知ることができる。
【００７９】
　その結果、ユーザは、携帯電話機２と端末装置としてのヘッドセット９とを例えばＡ２
ＤＰにより接続させた段階で、ヘッドセットなどの端末装置（デバイス）に例えばＳＣＭ
Ｓ－Ｔなどがサポートされていないために、伝送されたオーディオデータがヘッドセット
９にて再生されないということを知ることができ、伝送されたオーディオデータが再生さ
れないという状況を液晶ディスプレイ１７上において容易に把握することができる。以上
により、オーディオデータを転送する際の利便性を向上させることができる。
【００８０】
　なお、本発明の実施形態においては、例えば放送局８から受信された地上波ディジタル
ワンセグ放送波によるオーディオデータに基づく音声（音楽）をヘッドセット９にて聞く
場合に本発明を適用するようにしたが、このような場合に限られず、予め記憶部４７に記
憶されているオーディオデータを端末装置としてのヘッドセット９に例えばＡ２ＤＰ接続
によりＳＣＭＳ－Ｔを用いて転送する場合にも本発明を適用するようにしてもよい。すな
わち、いずれかのオーディオデータをＳＣＭＳ－Ｔを用いて転送する場合に本発明を適用
することができる。
【００８１】
　ところで、図５のフローチャートを参照して説明したブルートゥースピクト表示制御処
理においては、サーバとしての携帯電話機２から端末装置（クライアント）としてのヘッ
ドセット９にＡ２ＤＰによる接続処理を行う場合について説明したが、端末装置（クライ
アント）からサーバとしての携帯電話機２にＡ２ＤＰによる接続処理を行う場合にも本発
明を適用するようにしてもよい。以下、この方法を用いたブルートゥースピクト表示制御
処理について説明する。
【００８２】
　図８のフローチャートを参照して、図４の携帯電話機２における他のブルートゥースピ
クト表示制御処理について説明する。なお、図８のステップＳ２４乃至Ｓ３１の処理は、
図５のステップＳ６乃至Ｓ１３の処理と基本的には同様であり、その説明は繰り返しにな
るので省略する。
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【００８３】
　ステップＳ２１において、主制御部３１は、端末装置（クライアント）としてのヘッド
セット９から、Ａ２ＤＰによる接続処理の許可を問い合わせるための許可問い合わせ要求
を受信すると、端末装置（クライアント）としてのヘッドセット９からの許可問い合わせ
要求に対する応答である許可問い合わせ応答を生成する。
【００８４】
　図９は、図８のフローチャートを用いて説明するブルートゥースピクト表示制御処理を
実行する際の、主制御部３１のＣＰＵにおける具体的な処理のシーケンスを表している。
【００８５】
　なお、図９のタスク管理部、外部通信ＵＩ（User Interface）部、外部ベアラ管理部、
ブルートゥース接続処理部、およびブルートゥーススタックは、図７の構成と同様であり
、その説明は繰り返しになるので省略する。
【００８６】
　例えば図９に示されるように、主制御部３１は、ブルートゥース接続処理部によるタス
クを実行し、端末装置（クライアント）としてのヘッドセット９からの許可問い合わせ要
求に対する応答である許可問い合わせ応答を生成する。
【００８７】
　ステップＳ２２において、主制御部３１は、ブルートゥースモジュール４８を制御し、
生成された許可問い合わせ応答をブルートゥースモジュール４８を介して無線通信により
ヘッドセット９に送信させる。ブルートゥースモジュール４８は、主制御部３１の制御に
従い、生成された許可問い合わせ応答を無線通信によりヘッドセット９に送信する。
【００８８】
　例えば図９に示されるように、主制御部３１は、ブルートゥース接続処理部によるタス
クを実行し、生成された許可問い合わせ応答をブルートゥースモジュール４８を介してヘ
ッドセット９に送信させる。
【００８９】
　ステップＳ２３において、ブルートゥースモジュール４８は、ヘッドセット９に送信さ
れた携帯電話機２との間でＡ２ＤＰによる接続が確立したことを示す接続通知を、無線通
信によりヘッドセット９から受信する。ブルートゥースモジュール４８は、受信された接
続通知を主制御部３１に供給する。
【００９０】
　例えば図９に示されるように、主制御部３１は、ブルートゥース接続処理部によるタス
クを実行し、ヘッドセット９に送信された携帯電話機２との間でＡ２ＤＰによる接続が確
立したことを示す接続通知を、無線通信によりヘッドセット９から受信し、受信された接
続通知を取得する。
【００９１】
　その後、処理はステップＳ２４に進み、ステップＳ２４以降の処理が実行される。すな
わち、端末装置としてのヘッドセット９がオーディオデータの複製を防止するための所定
の方式（例えばＳＣＭＳ－Ｔなど）をサポートしているか否かを示すＳＣＭＳ－Ｔ情報の
取得を要求するためのＳＣＭＳ－Ｔ情報取得要求が生成され、ブルートゥースモジュール
４８を介してヘッドセット９に送信され、受信されたＳＣＭＳ－Ｔ情報取得応答に含まれ
るＳＣＭＳ－Ｔ情報に基づいて、端末装置としてのヘッドセット９がオーディオデータの
複製を防止するための所定の方式（例えばＳＣＭＳ－Ｔなど）をサポートしているか否か
が判定される。
【００９２】
　なお、図８においては、ステップＳ２４、ステップＳ２５の動作と、ステップＳ２６以
降の動作は並行して（独立して）動作させてもよい。　なお、主制御部３１は、ブルート
ゥース接続処理部によるタスクを実行し、ベアラ接続完了通知を生成し、生成されたベア
ラ接続完了通知を、現在携帯電話機２がどのベアラと接続しているかを管理するタスクで
ある外部ベアラ管理部に通知するとともに、ヘッドセット９からの接続通知を、ブルート
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ゥース設定メニュ、デバイス検索、およびペアリング画面などを表示するタスクである外
部通信ＵＩ部に通知する。
【００９３】
　これにより、携帯電話機２と端末装置（クライアント）としてのヘッドセット９との間
でＡ２ＤＰによる接続処理を行う場合に、サーバとしての携帯電話機２から端末装置（ク
ライアント）としてのヘッドセット９にＡ２ＤＰによる接続処理を行うときだけでなく、
端末装置（クライアント）からサーバとしての携帯電話機２にＡ２ＤＰによる接続処理を
行うときにおいても、オーディオデータの複製を防止するための所定の方式（例えばＳＣ
ＭＳ－Ｔなど）をサポートしているヘッドセット９に関しては、端末装置としてのヘッド
セット９との接続が確立している状態で、かつ、ヘッドセット９が例えばＳＣＭＳ－Ｔな
どをサポートしている（コピープロテクションが有効である）ことを示すＳＣＭＳ－Ｔ対
応接続ピクト５３に変更して表示するように制御することができる。
【００９４】
　なお、携帯電話機２と端末装置としてのヘッドセット９との間でＡ２ＤＰによる接続が
確立された後、ヘッドセット９からＡ２ＤＰによる接続を切断する場合、ヘッドセット９
からの切断通知を受信したとき、現在液晶ディスプレイ１７の所定の位置に表示されてい
るＳＣＭＳ－Ｔ対応接続ピクト５３を変更し、接続ピクト５２または接続待機ピクト５１
を表示するようにしてもよい。以下、この方法を用いたブルートゥースピクト表示制御処
理について説明する。
【００９５】
　図１０のフローチャートを参照して、図４の携帯電話機１における他のブルートゥース
ピクト表示制御処理について説明する。図１１は、図１０のフローチャートを用いて説明
するブルートゥースピクト表示制御処理を実行する際の、主制御部３１のＣＰＵにおける
具体的な処理のシーケンスを表している。
【００９６】
　ステップＳ４１において、ブルートゥースモジュール４８は、無線通信によりヘッドセ
ット９から切断通知を受信する。ブルートゥースモジュール４８は、受信された切断通知
を主制御部３１に供給する。
【００９７】
　例えば図１１に示されるように、主制御部３１は、ブルートゥース接続処理部によるタ
スクを実行し、ヘッドセット９に送信された切断通知をブルートゥースモジュール４８を
介して受信し、受信された切断通知を取得する。
【００９８】
　その後、ステップＳ４２において、主制御部３１は、ＬＣＤ制御部３６を制御し、現在
液晶ディスプレイ１７の所定の位置に表示されているＳＣＭＳ－Ｔ対応接続ピクト５３を
変更し、接続中のサービスが存在する場合（すなわち、接続中の他のプロファイルが存在
する場合）、例えば図６に示されるように接続ピクト５２を液晶ディスプレイ１７に表示
させる一方、接続中のサービスが存在しない場合（すなわち、接続中の他のプロファイル
が存在しない場合）、例えば図６に示されるように接続待機ピクト５１を液晶ディスプレ
イ１７に表示させる。
【００９９】
　ステップＳ４３において、液晶ディスプレイ１７は、ＬＣＤ制御部３６の制御に従い、
現在液晶ディスプレイ１７の所定の位置に表示されているＳＣＭＳ－Ｔ対応接続ピクト５
３を変更し、図６に示されるような接続ピクト５２または接続待機ピクト５１を表示する
。
【０１００】
　なお、主制御部３１は、ブルートゥース接続処理部によるタスクを実行し、ベアラ切断
完了通知を生成し、生成されたベアラ切断完了通知を、現在携帯電話機２がどのベアラと
接続しているかを管理するタスクである外部ベアラ管理部に供給するとともに、ヘッドセ
ット９からの切断通知を、ブルートゥース設定メニュ、デバイス検索、およびペアリング
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画面などを表示するタスクである外部通信ＵＩ部に供給する。
【０１０１】
　勿論、携帯電話機２と端末装置としてのヘッドセット９との間でＡ２ＤＰによる接続が
確立された後、Ａ２ＤＰによる接続を携帯電話機２から切断するようにしてもよい。以下
、この方法を用いたブルートゥースピクト表示制御処理について説明する。
【０１０２】
　図１２のフローチャートを参照して、図４の携帯電話機１における他のブルートゥース
ピクト表示制御処理について説明する。なお、図１２のステップＳ５３乃至Ｓ５５の処理
は、図１０のステップＳ４１乃至Ｓ４３の処理と同様であり、その説明は繰り返しになる
ので省略する。また、図１３は、図１２のフローチャートを用いて説明するブルートゥー
スピクト表示制御処理を実行する際の、主制御部３１のＣＰＵにおける具体的な処理のシ
ーケンスを表している。
【０１０３】
　ステップＳ５１において、主制御部３１は、ユーザにより操作キー１４が操作されるこ
とにより、ブルートゥース設定メニュによる切断の指示が受け付けられると、Ａ２ＤＰに
よる接続が確立されているヘッドセット９に対して接続の切断を指示する切断指示を生成
する。
【０１０４】
　例えば図１３に示されるように、主制御部３１は、外部通信ＵＩ部によるタスクを実行
し、ユーザにより操作キー１４が操作されることにより、ブルートゥース設定メニュによ
る切断の指示が受け付けられると、ベアラ切断開始通知を生成し、生成されたベアラ切断
開始通知を、現在携帯電話機２がどのベアラと接続しているかを管理するタスクである外
部ベアラ管理部に供給する。また、主制御部３１は、外部通信ＵＩ部によるタスクを実行
し、ＢＴＳサービス切断通知を生成し、生成されたＢＴＳサービス切断通知を、ブルート
ゥースモジュール４８による無線接続処理を実行するタスクであるブルートゥース接続処
理部に供給する。
【０１０５】
　そして、主制御部３１は、ブルートゥース接続処理部によるタスクを実行し、外部通信
ＵＩ部からのＢＴＳサービス切断通知に基づいて、Ａ２ＤＰによる接続が確立されている
ヘッドセット９に対して接続の切断を指示する切断指示を生成する。
【０１０６】
　ステップＳ５２において、主制御部３１は、ブルートゥースモジュール４８を制御し、
生成された切断指示をブルートゥースモジュール４８を介して無線通信によりヘッドセッ
ト９に送信させる。ブルートゥースモジュール４８は、主制御部３１の制御に従い、生成
された切断指示を無線通信によりヘッドセット９に送信する。
【０１０７】
　例えば図１３に示されるように、主制御部３１は、ブルートゥース接続処理部によるタ
スクを実行し、生成された切断指示をブルートゥースモジュール４８を介してヘッドセッ
ト９に送信させる。
【０１０８】
　その後、処理はステップＳ５３に進み、ステップＳ５３以降の処理が実行される。
【０１０９】
　これにより、携帯電話機２と端末装置としてのヘッドセット９との間でＡ２ＤＰによる
接続が確立された後、Ａ２ＤＰによる接続を切断する場合に、ヘッドセット９からの切断
だけでなく、携帯電話機２からの切断においても、現在液晶ディスプレイ１７の所定の位
置に表示されているＳＣＭＳ－Ｔ対応接続ピクト５３を変更し、接続中のサービスが存在
する場合（すなわち、接続中の他のプロファイルが存在する場合）、接続ピクト５２を液
晶ディスプレイ１７に表示させる一方、接続中のサービスが存在しない場合（すなわち、
接続中の他のプロファイルが存在しない場合）、接続待機ピクト５１を液晶ディスプレイ
１７に表示させるように制御することができる。
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【０１１０】
　ところで、携帯電話機２と端末装置としてのヘッドセット９との間をＡ２ＤＰにより接
続した場合、ヘッドセット９と携帯電話機２との距離が大きくなると、ヘッドセット９と
の接続がロスした状態であるリンクロスが発生する。そこで、このような場合、現在液晶
ディスプレイ１７の所定の位置に表示されているＳＣＭＳ－Ｔ対応接続ピクト５３を変更
し、例えば図６に示されるように、ヘッドセット９との接続がロスした状態であるリンク
ロスが発生したことを示すリンクロスピクト５４を表示するようにしてもよい。以下、こ
の方法を用いたブルートゥースピクト表示制御処理について説明する。
【０１１１】
　図１４のフローチャートを参照して、図４の携帯電話機１における他のブルートゥース
ピクト表示制御処理について説明する。図１５は、図１４のフローチャートを用いて説明
するブルートゥースピクト表示制御処理を実行する際の、主制御部３１のＣＰＵにおける
具体的な処理のシーケンスを表している。
【０１１２】
　ステップＳ６１において、ブルートゥースモジュール４８は、無線通信によりヘッドセ
ット９からリンクロス切断通知を受信する。ブルートゥースモジュール４８は、受信され
たリンクロス切断通知を主制御部３１に供給する。
【０１１３】
　例えば図１５に示されるように、主制御部３１は、ブルートゥース接続処理部によるタ
スクを実行し、ヘッドセット９に送信されたリンクロス切断通知をブルートゥースモジュ
ール４８を介して受信し、受信されたリンクロス切断通知を取得する。
【０１１４】
　ステップＳ６２において、主制御部３１は、ヘッドセット９からのリンクロス通知を取
得すると、ＬＣＤ制御部３６を制御し、現在液晶ディスプレイ１７の所定の位置に表示さ
れているＳＣＭＳ－Ｔ対応接続ピクト５３を変更し、例えば図６に示されるように、ヘッ
ドセット９との接続がロスした状態であるリンクロスが発生したことを示すリンクロスピ
クト５４を液晶ディスプレイ１７に表示させる。ステップＳ６３において、液晶ディスプ
レイ１７は、ＬＣＤ制御部３６の制御に従い、現在液晶ディスプレイ１７の所定の位置に
表示されているＳＣＭＳ－Ｔ対応接続ピクト５３を変更し、図６に示されるようなリンク
ロスピクト５４を表示する。
【０１１５】
　これにより、ユーザは、現在、携帯電話機２と端末装置としてのヘッドセット９との間
でＡ２ＤＰによる接続が行われているが、現在、ヘッドセット９と携帯電話機２との距離
が大きくなっているために、ヘッドセット９との接続がロスした状態であるリンクロスが
発生していることを知ることができる。
【０１１６】
　従って、オーディオデータを転送する際の利便性をより向上させることができる。
【０１１７】
　なお、発生していたリンクロスが復旧した場合、近傍に存在するヘッドセット９から送
信されてきた許可問い合わせ要求を受信すると、再度、端末装置としてのヘッドセット９
がオーディオデータの複製を防止するための所定の方式（例えばＳＣＭＳ－Ｔなど）をサ
ポートしているか否かを示すＳＣＭＳ－Ｔ情報の取得を要求するためのＳＣＭＳ－Ｔ情報
取得要求を生成し、ブルートゥースモジュール４８を介してヘッドセット９に送信し、受
信されたＳＣＭＳ－Ｔ情報取得応答に含まれるＳＣＭＳ－Ｔ情報に基づいて、端末装置と
してのヘッドセット９がオーディオデータの複製を防止するための所定の方式（例えばＳ
ＣＭＳ－Ｔなど）をサポートしているか否かを判定するようにしてもよい。
【０１１８】
　この場合におけるブルートゥースピクト表示制御処理は、図１６のフローチャートに示
される。図１７は、図１６のフローチャートを用いて説明するブルートゥースピクト表示
制御処理を実行する際の、主制御部３１のＣＰＵにおける具体的な処理のシーケンスを表
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している。
【０１１９】
　なお、図１６のステップＳ７２乃至Ｓ８２は、図８のステップＳ２１乃至Ｓ３１の処理
と同様であり、その説明は繰り返しになるので省略する。
【０１２０】
　ステップＳ７１において、ブルートゥースモジュール４８は、無線通信によりヘッドセ
ット９から許可問い合わせ要求（Ａ２ＤＰによる接続処理の許可を問い合わせるための許
可問い合わせ要求）を受信する。ブルートゥースモジュール４８は、受信された許可問い
合わせ要求を主制御部３１に供給する。
【０１２１】
　例えば図１７に示されるように、主制御部３１は、ブルートゥース接続処理部によるタ
スクを実行し、ヘッドセット９に送信された許可問い合わせ要求をブルートゥースモジュ
ール４８を介して受信し、受信された許可問い合わせ要求を取得する。その後、処理はス
テップＳ７２に進み、ステップＳ７２以降の処理が実行される。
【０１２２】
　なお、ヘッドセット９から接続通知を受信すると、ステップＳ７５およびＳ７６の処理
によりリンクロスピクト５４が接続ピクト５２に変更されて表示される。また、リンクロ
スからの復旧時であるため、主制御部３１はベアラ接続完了通知を生成せず、従ってベア
ラ接続完了通知は、現在携帯電話機２がどのベアラと接続しているかを管理するタスクで
ある外部ベアラ管理部に供給されない。
【０１２３】
　これにより、たとえリンクロスが発生したとしても、その後、リンクロスが復旧した場
合に、再度、端末装置としてのヘッドセット９がオーディオデータの複製を防止するため
の所定の方式（例えばＳＣＭＳ－Ｔなど）をサポートしているか否かを示すＳＣＭＳ－Ｔ
情報の取得を要求するためのＳＣＭＳ－Ｔ情報取得要求を生成し、ブルートゥースモジュ
ール４８を介してヘッドセット９に送信し、受信されたＳＣＭＳ－Ｔ情報取得応答に含ま
れるＳＣＭＳ－Ｔ情報に基づいて、端末装置としてのヘッドセット９がオーディオデータ
の複製を防止するための所定の方式（例えばＳＣＭＳ－Ｔなど）をサポートしているか否
かを判定することができる。そして、現在液晶ディスプレイ１７の所定の位置に表示され
ているリンクロスピクト５４を、接続ピクト５２を経由して、端末装置としてのヘッドセ
ット９との接続が確立している状態で、かつ、ヘッドセット９が例えばＳＣＭＳ－Ｔなど
をサポートしている（コピープロテクションが有効である）ことを示すＳＣＭＳ－Ｔ対応
接続ピクト５３に変更して表示するように制御することができる。従って、オーディオデ
ータを転送する際の利便性をより向上させることができる。
【０１２４】
　なお、図１６のフローチャートを参照して説明したブルートゥースピクト表示制御処理
においては、再度、ＳＣＭＳ－Ｔ情報をヘッドセット９から受信して取得するようにした
が、すでに取得したＳＣＭＳ－Ｔ情報をデータベースに端末装置ごとに登録するようにし
ておき、登録されたＳＣＭＳ－Ｔ情報を用いて端末装置としてのヘッドセット９がＳＣＭ
Ｓ－Ｔをサポートしているか否かを判定するようにしてもよい。
【０１２５】
　なお、本発明の実施形態においては、ブルートゥースを用いる場合、ブルートゥースの
設定ＯＮ状態（常時待ち受け状態）、接続（リンク）確立中の状態、端末装置としてのヘ
ッドセット９との接続が確立している状態で、かつ、ヘッドセット９が例えばＳＣＭＳ－
Ｔなどをサポートしている（コピープロテクションが有効である）こと、および、リンク
ロス中の状態を、それぞれ、接続待機ピクト５１乃至リンクロスピクト５４を表示するこ
とによりユーザにその旨を通知するようにしているが、このような場合に限られず、アイ
コンなどを用いてその旨を通知するようにしてもよい。ここで、接続待機ピクト５１乃至
リンクロスピクト５４などを、端末装置としてのヘッドセット９との間における無線通信
の接続時の状態を示す「指示情報」と定義する。
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【０１２６】
　なお、本発明は、携帯電話機２以外にも、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、パ
ーソナルコンピュータ、携帯型ゲーム機、携帯型音楽再生機、携帯型動画再生機、その他
の情報処理装置にも適用することができる。
【０１２７】
　また、本発明の実施形態においては、Ａ２ＤＰによる接続時におけるＳＣＭＳ－Ｔを用
いた場合について適用するようにしたが、このような場合に限られず、ＳＣＭＳ－Ｔ以外
のコピープロテクション方式に用いるようにしてもよい。
【０１２８】
　また、本発明の実施形態において説明した一連の処理は、ソフトウェアにより実行させ
ることもできるが、ハードウェアにより実行させることもできる。
【０１２９】
　さらに、本発明の実施形態では、フローチャートのステップは、記載された順序に沿っ
て時系列的に行われる処理の例を示したが、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列
的あるいは個別実行される処理をも含むものである。
【図面の簡単な説明】
【０１３０】
【図１】本発明に係るネットワークシステムの概略的な構成を示す図。
【図２】本発明に係る情報処理装置に適用可能な携帯電話機の外観の構成を示す外観図。
【図３】本発明に係る情報処理装置に適用可能な携帯電話機の他の外観の構成を示す外観
図。
【図４】本発明に係る情報処理装置に適用可能な携帯電話機の内部の構成を示すブロック
図。
【図５】図４の携帯電話機におけるブルートゥースピクト表示制御処理を説明するフロー
チャート。
【図６】液晶ディスプレイに表示されるブルートゥースピクトの例を示す図。
【図７】図５のフローチャートを用いて説明するブルートゥースピクト表示制御処理を実
行する際の、主制御部のＣＰＵにおける具体的な処理のシーケンスを示すシーケンス図。
【図８】図４の携帯電話機における他のブルートゥースピクト表示制御処理を説明するフ
ローチャート。
【図９】図８のフローチャートを用いて説明するブルートゥースピクト表示制御処理を実
行する際の、主制御部のＣＰＵにおける具体的な処理のシーケンスを示すシーケンス図。
【図１０】図４の携帯電話機における他のブルートゥースピクト表示制御処理を説明する
フローチャート。
【図１１】図１０のフローチャートを用いて説明するブルートゥースピクト表示制御処理
を実行する際の、主制御部のＣＰＵにおける具体的な処理のシーケンスを示すシーケンス
図。
【図１２】図４の携帯電話機における他のブルートゥースピクト表示制御処理を説明する
フローチャート。
【図１３】図１２のフローチャートを用いて説明するブルートゥースピクト表示制御処理
を実行する際の、主制御部のＣＰＵにおける具体的な処理のシーケンスを示すシーケンス
図。
【図１４】図４の携帯電話機における他のブルートゥースピクト表示制御処理を説明する
フローチャート。
【図１５】図１４のフローチャートを用いて説明するブルートゥースピクト表示制御処理
を実行する際の、主制御部のＣＰＵにおける具体的な処理のシーケンスを示すシーケンス
図。
【図１６】図４の携帯電話機における他のブルートゥースピクト表示制御処理を説明する
フローチャート。
【図１７】図１６のフローチャートを用いて説明するブルートゥースピクト表示制御処理
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を実行する際の、主制御部のＣＰＵにおける具体的な処理のシーケンスを示すシーケンス
図。
【符号の説明】
【０１３１】
　１…ネットワークシステム、２…携帯電話機、３…基地局、４…公衆回線網、５…アク
セスサーバ、６…ネットワーク、７…放送用コンテンツサーバ、８…放送局、９…ヘッド
セット、１１…ヒンジ、１２…第１の筐体、１３…第２の筐体、１４…操作キー、１５…
マイクロフォン、１６…サイドキー、１７…液晶ディスプレイ、１８…スピーカ、１９a
乃至１９d…磁気センサ、２０…ＣＣＤカメラ、２１…サブディスプレイ、３１…主制御
部、３２…電源回路部、３３…操作入力制御部、３４…画像エンコーダ、３５…カメラI/
F部、３６…ＬＣＤ制御部、３７…画像デコーダ、３８…多重分離部、３９…変復調回路
部、４０…音声コーデック、４１…メインバス、４２…同期バス、４３…送受信回路部、
４４…アンテナ、４５…記録再生部、４６…メモリカード、４７…記憶部、４８…ブルー
トゥースモジュール、４９…地上波ディジタルワンセグ受信部。

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】
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