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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１または複数の機能を実行可能な電子機器との間で第１の通信方式または第２の通信方
式により選択的に通信可能に構成され、前記第１の通信方式により通信を行うことにより
、前記電子機器から方式優先情報を取得する通信部と、
　前記方式優先情報に基づいて、前記第１の通信方式および前記第２の通信方式のうちの
一方を選択し、前記通信部に対してその選択した通信方式により前記電子機器との間で通
信を行うように指示する制御部と
　を備え、
　前記１または複数の機能のそれぞれは、前記第１の通信方式および前記第２の通信方式
のうちの一方または双方と対応づけられ、
　前記制御部は、
　表示部を制御して、前記第１の通信方式および前記第２の通信方式のうちの一方に対応
づけられた第１の機能に対応づけられた第１のアイコンと、前記第１の通信方式および前
記第２の通信方式の双方に対応づけられた第２の機能に対応づけられた第２のアイコンと
を、同じ画面内に表示させ、
　機能を指示する指示情報を受け取り、
　前記第１の機能が指示されたときは、対応づけられた通信方式を選択し、
　前記第２の機能が指示されたときは、前記方式優先情報に基づいて前記第１の通信方式
および前記第２の通信方式のうちの一方を選択する
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　制御装置。
【請求項２】
　前記第１の通信方式は、近距離無線通信方式であり、
　前記第２の通信方式は、ネットワーク通信方式であり、
　前記第２の通信方式に対応づけられた機能は、ネットワークに接続されたサーバを制御
するものである
　請求項１に記載の制御装置。
【請求項３】
　前記第１の通信方式は、ネットワーク通信方式であり、
　前記第２の通信方式は、近距離無線通信方式であり、
　請求項１に記載の制御装置。
【請求項４】
　前記通信部は、さらに、１または複数の機能を実行可能な他の電子機器との間で前記第
１の通信方式または前記第２の通信方式により選択的に通信可能に構成され、前記第１の
通信方式により通信を行うことにより、前記他の電子機器から他の方式優先情報を取得し
、
　前記制御部は、
　前記他の方式優先情報に基づいて、前記第１の通信方式および前記第２の通信方式のう
ちの一方を選択し、前記通信部に対してその選択した通信方式により前記他の電子機器と
の間で通信を行うように指示し、
　表示部を制御して、前記電子機器の各機能に対応づけられた１または複数のアイコンと
、前記他の電子機器の各機能に対応づけられた１または複数のアイコンを、同じ画面内に
表示させる
　請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の制御装置。
【請求項５】
　前記通信部は、前記第１の通信方式により前記電子機器と通信することにより、前記第
２の通信方式における前記電子機器の識別情報を取得する。
　請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の制御装置。
【請求項６】
　前記通信部は、前記第１の通信方式により前記電子機器と通信することにより、前記電
子機器に対して前記第２の通信方式における通信設定情報を供給する
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の制御装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記方式優先情報に加え、前記制御装置の装置状態または装置環境にも
基づいて、前記第１の通信方式および前記第２の通信方式のうちの一方を選択する
　請求項１から請求項６のいずれか一項に記載の制御装置。
【請求項８】
　制御装置と、
　電子機器と
　を備え、
　前記制御装置は、
　前記電子機器との間で第１の通信方式または第２の通信方式により選択的に通信可能に
構成され、前記第１の通信方式により通信を行うことにより、前記電子機器から方式優先
情報を取得する第１の通信部と、
　前記方式優先情報に基づいて、前記第１の通信方式および前記第２の通信方式のうちの
一方を選択し、前記第１の通信部に対してその選択した通信方式により前記電子機器との
間で通信を行うように指示する制御部と
　を有し、
　前記電子機器は、
　前記制御装置との間で前記第１の通信方式または前記第２の通信方式により選択的に通
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信可能に構成され、前記第１の通信方式により通信を行うことにより、前記制御装置に対
して前記方式優先情報を供給する第２の通信部と、
　１または複数の機能を実行可能に構成され、前記方式優先情報を生成する処理部と
　を有し、
　前記１または複数の機能のそれぞれは、前記第１の通信方式および前記第２の通信方式
のうちの一方または双方と対応づけられ、
　前記制御部は、
　表示部を制御して、前記第１の通信方式および前記第２の通信方式のうちの一方に対応
づけられた第１の機能に対応づけられた第１のアイコンと、前記第１の通信方式および前
記第２の通信方式の双方に対応づけられた第２の機能に対応づけられた第２のアイコンと
を、同じ画面内に表示させ、
　機能を指示する指示情報を受け取り、
　前記第１の機能が指示されたときは、対応づけられた通信方式を選択し、
　前記第２の機能が指示されたときは、前記方式優先情報に基づいて前記第１の通信方式
および前記第２の通信方式のうちの一方を選択する
　制御システム。
【請求項９】
　前記処理部は、前記電子機器の装置状態または装置環境に基づいて、前記方式優先情報
を生成する
　請求項８に記載の制御システム。
【請求項１０】
　前記装置状態は、バッテリの充電状態、または前記バッテリおよびＡＣ電源のどちらか
ら電源が供給されているかを示す電源供給状態である
　請求項９に記載の制御システム。
【請求項１１】
　前記装置環境は、前記第１の通信方式または前記第２の通信方式による通信環境である
　請求項９または請求項１０に記載の制御システム。
【請求項１２】
　前記処理部は、間欠的に前記方式優先情報を生成する
　請求項８から請求項１１のいずれか一項に記載の制御システム。
【請求項１３】
　前記通信部は、さらに他の制御装置との間で前記第１の通信方式または前記第２の通信
方式により選択的に通信可能に構成され、前記第１の通信方式により通信を行うことによ
り、前記他の制御装置に対して他の方式優先情報を供給し、
　前記処理部は、前記他の方式優先情報を生成する
　請求項８から請求項１２のいずれか一項に記載の制御システム。
【請求項１４】
　１または複数の機能を実行可能であり、制御装置との間で、第１の通信方式または第２
の通信方式により選択的に通信可能に構成された電子機器が、方式優先情報を生成して、
前記第１の通信方式により前記制御装置に対して前記方式優先情報を供給し、
　前記制御装置が、表示部を制御して、前記第１の通信方式および前記第２の通信方式の
うちの一方に対応づけられた第１の機能に対応づけられた第１のアイコンと、前記第１の
通信方式および前記第２の通信方式の双方に対応づけられた第２の機能に対応づけられた
第２のアイコンとを、同じ画面内に表示させ、前記第１の機能が指示されたときは、対応
づけられた通信方式を選択し、前記第２の機能が指示されたときは、前記方式優先情報に
基づいて前記第１の通信方式および前記第２の通信方式のうちの一方を選択し、前記電子
機器との間でその選択した通信方式により通信を行い、
　前記電子機器が、前記制御装置との通信に応じて前記１または複数の機能を実行する
　制御方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本開示は、制御装置、制御装置により制御される電子機器、およびそのような制御装置
および電子機器を備えた制御システム、ならびに、そのような制御システムにおいて用い
られる制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、様々な電子機器に通信機能が搭載されている。このような電子機器では、電子機
器間で通信を行うことにより、電子機器が互いに連携して動作することができ、これによ
り、ユーザの利便性を高めることができる。そのような通信の方式には、無線ＬＡＮ（Lo
cal Area Network）、ブルートゥース（登録商標）、トランスファージェット（登録商標
）、ＮＦＣ（Near Field Communication）、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）、有線ＬＡ
Ｎなどが挙げられる。
【０００３】
　ところで、通信システムには、複数の通信経路を用いて通信を行うものがある。例えば
、特許文献１～４には、送受信するコンテンツや使用するアプリケーションなどにより通
信経路を切り替える、有線または無線の通信装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－５４８４１号公報
【特許文献２】特表２０１０－５３１５６５号公報
【特許文献３】特開２０１２－１５７２５号公報
【特許文献４】特表２０１３－５２８０１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述した電子機器間の通信方式は、それぞれ、通信速度、通信距離、消費電力などの観
点から特徴がある。よって、電子機器間で通信する場合には、これらの特徴を考慮し、望
ましい通信方式により通信することが期待されている。
【０００６】
　本開示はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、望ましい通信方式により
通信することができる制御装置、電子機器、制御システム、および制御方法を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示の制御装置は、通信部と、制御部とを備えている。通信部は、１または複数の機
能を実行可能な電子機器との間で第１の通信方式または第２の通信方式により選択的に通
信可能に構成され、第１の通信方式により通信を行うことにより、電子機器から方式優先
情報を取得するものである。制御部は、方式優先情報に基づいて、第１の通信方式および
第２の通信方式のうちの一方を選択し、通信部に対してその選択した通信方式により電子
機器との間で通信を行うように指示するものである。上記１または複数の機能のそれぞれ
は、第１の通信方式および第２の通信方式のうちの一方または双方と対応づけられている
。上記制御部は、表示部を制御して、第１の通信方式および第２の通信方式のうちの一方
に対応づけられた第１の機能に対応づけられた第１のアイコンと、第１の通信方式および
第２の通信方式の双方に対応づけられた第２の機能に対応づけられた第２のアイコンとを
、同じ画面内に表示させ、機能を指示する指示情報を受け取り、第１の機能が指示された
ときは、対応づけられた通信方式を選択し、第２の機能が指示されたときは、方式優先情
報に基づいて第１の通信方式および第２の通信方式のうちの一方を選択するものである。
【０００９】
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　本開示の制御システムは、制御装置と、電子機器とを備えている。制御装置は、電子機
器との間で第１の通信方式または第２の通信方式により選択的に通信可能に構成され、第
１の通信方式により通信を行うことにより、電子機器から方式優先情報を取得する第１の
通信部と、方式優先情報に基づいて、第１の通信方式および第２の通信方式のうちの一方
を選択し、第１の通信部に対してその選択した通信方式により電子機器との間で通信を行
うように指示する制御部とを有するものである。電子機器は、制御装置との間で第１の通
信方式または第２の通信方式により選択的に通信可能に構成され、第１の通信方式により
通信を行うことにより、制御装置に対して方式優先情報を供給する第２の通信部と、１ま
たは複数の機能を実行可能に構成され、方式優先情報を生成する処理部とを有するもので
ある。上記１または複数の機能のそれぞれは、第１の通信方式および第２の通信方式のう
ちの一方または双方と対応づけられている。上記制御部は、表示部を制御して、第１の通
信方式および第２の通信方式のうちの一方に対応づけられた第１の機能に対応づけられた
第１のアイコンと、第１の通信方式および第２の通信方式の双方に対応づけられた第２の
機能に対応づけられた第２のアイコンとを、同じ画面内に表示させ、機能を指示する指示
情報を受け取り、第１の機能が指示されたときは、対応づけられた通信方式を選択し、第
２の機能が指示されたときは、方式優先情報に基づいて第１の通信方式および第２の通信
方式のうちの一方を選択するものである。
【００１０】
　本開示の制御方法は、１または複数の機能を実行可能であり、制御装置との間で、第１
の通信方式または第２の通信方式により選択的に通信可能に構成された電子機器が、方式
優先情報を生成して、第１の通信方式により制御装置に対して方式優先情報を供給し、制
御装置が、表示部を制御して、第１の通信方式および第２の通信方式のうちの一方に対応
づけられた第１の機能に対応づけられた第１のアイコンと、第１の通信方式および第２の
通信方式の双方に対応づけられた第２の機能に対応づけられた第２のアイコンとを、同じ
画面内に表示させ、第１の機能が指示されたときは、対応づけられた通信方式を選択し、
第２の機能が指示されたときは、方式優先情報に基づいて、第１の通信方式および第２の
通信方式のうちの一方を選択し、電子機器との間でその選択した通信方式により通信を行
い、電子機器が、制御装置との通信に応じて１または複数の機能を実行するものである。

                                                                                
【００１１】
　本開示の制御装置、制御システム、および制御方法では、制御装置と電子機器との間で
、第１の通信方式または第２の通信方式により選択的に通信が行われる。その際、制御装
置において、電子機器から供給された方式優先情報に基づいて、第１の通信方式および第
２の通信方式のうちの一方が選択され、その選択した通信方式により電子機器との間で通
信が行われる。
【００１２】
　本開示の電子機器、制御システム、および制御方法では、制御装置と電子機器との間で
、第１の通信方式または第２の通信方式により選択的に通信が行われる。その際、電子機
器において方式優先情報が生成され、制御装置に対して供給される。
【発明の効果】
【００１３】
　本開示の制御装置、電子機器、制御システム、および制御方法によれば、電子機器が方
式優先情報を生成し、制御装置が、電子機器からこの方式優先情報を取得し、その方式優
先情報に基づいて通信方式を選択するようにしたので、望ましい通信方式により通信する
ことができる。なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示
中に記載されたいずれの効果があってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
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【図１】本開示の実施の形態に係るオーディオシステムの一構成例を表す説明図である。
【図２】図１に示したモバイル機器の一構成例を表すブロック図である。
【図３】図１に示したオーディオ機器の一構成例を表すブロック図である。
【図４】図１に示したモバイル機器の表示画面の一例を表す画像図である。
【図５】図２に示した制御部の一動作例を表す説明図である。
【図６】図１に示したオーディオシステムの一動作例を表すシーケンス図である。
【図７】変形例に係るオーディオシステムの一動作例を表すシーケンス図である。
【図８】他の変形例に係るオーディオ機器の一構成例を表すブロック図である。
【図９】他の変形例に係るオーディオシステムの一動作例を表すシーケンス図である。
【図１０】他の変形例に係るオーディオシステムの一動作例を表すシーケンス図である。
【図１１】他の変形例に係るオーディオシステムの一構成例を表す説明図である。
【図１２】図１０に示したオーディオシステムの一動作例を表すシーケンス図である。
【図１３】他の変形例に係るオーディオシステムの一構成例を表す説明図である。
【図１４】図１３に示したオーディオシステムの一動作例を表すシーケンス図である。
【図１５】図１３に示したモバイル機器の表示画面の一例を表す画像図である。
【図１６Ａ】図１３に示したモバイル機器の表示画面の他の例を表す画像図である。
【図１６Ｂ】図１３に示したモバイル機器の表示画面の他の例を表す画像図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本開示の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００１６】
＜実施の形態＞
［構成例］
　図１は、実施の形態に係るオーディオシステムの一構成例を表すものである。オーディ
オシステム１は、複数の通信手段により通信可能に構成されたものである。なお、本開示
の実施の形態に係る制御装置、電子機器、制御システム、および制御方法は、本実施の形
態により具現化されるので、併せて説明する。オーディオシステム１は、モバイル機器１
０と、オーディオ機器２０と、アクセスポイント３１と、メディアサーバ３２と、サーバ
３４とを備えている。
【００１７】
　モバイル機器１０は、この例では多機能携帯電話（いわゆるスマートフォン）である。
モバイル機器１０は、この例では、ブルートゥース通信Ｃ１または無線ＬＡＮ通信Ｃ２に
よりオーディオ機器２０と通信を行うことにより、オーディオ機器２０の動作を制御する
ことができるようになっている。
【００１８】
　なお、この例では、多機能携帯電話をモバイル機器１０として用いたが、これに限定さ
れるものではなく、オーディオ機器２０の動作を制御するものであればどのような電子機
器でもよい。具体的には、例えば、いわゆるタブレット端末や、ノート型のＰＣ（Person
al Computer）が使用可能である。また、このような携帯型電子機器に限定されるもので
はなく、据置型の電子機器であってもよい。具体的には、例えば、デスクトップ型のＰＣ
を用いることができる。
【００１９】
　図２は、モバイル機器１０の一構成例を表すものである。モバイル機器１０は、マイク
１１と、スピーカ１２と、電話通信部１３と、ブルートゥース通信部１４と、無線ＬＡＮ
通信部１５と、操作部１６と、表示部１７と、制御部１８とを有している。
【００２０】
　マイク１１は、音を電気信号に変換するものであり、スピーカ１２は、電気信号に基づ
いて音を発するものである。電話通信部１３は、携帯電話の基地局との間で、無線通信を
行うものである。
【００２１】
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　ブルートゥース通信部１４は、ブルートゥース通信Ｃ１によりオーディオ機器２０との
間で通信を行うものである。ブルートゥース通信Ｃ１は、近距離無線通信による通信方式
であり、例えば、低い消費電力で通信を行うことができるものである。モバイル機器１０
は、後述するように、いわゆるペアリング手続きをすることにより、オーディオ機器２０
とブルートゥース通信Ｃ１を行うことができる。これにより、モバイル機器１０では、ユ
ーザが様々な複雑な設定を行うことなく、容易にオーディオ機器２０と通信することがで
きるようになっている。
【００２２】
　なお、この例では、通信方式としてブルートゥースを用いたが、これに限定されるもの
ではなく、トランスファージェット、ＮＦＣなどを用いることができる。また、このよう
な無線通信に限定されるものではなく、例えばＵＳＢのように有線により通信を行うよう
にしてもよい。
【００２３】
　無線ＬＡＮ通信部１５は、無線ＬＡＮ通信Ｃ２によりアクセスポイント３１を介してオ
ーディオ機器２０と通信を行うものである。無線ＬＡＮ通信Ｃ２は、ブルートゥース通信
Ｃ１に比べ、より高い通信速度で、より多くの電子機器の間で通信することができる通信
方式である。また、無線ＬＡＮ通信部１５は、アクセスポイント３１を介して、アクセス
ポイント３１に接続されたメディアサーバ３２や、インターネット３３に接続されたサー
バ３４とも通信を行うようになっている。
【００２４】
　なお、この例では、通信方式として無線ＬＡＮを用いたが、これに限定されるものでは
なく、メディアサーバ３２やサーバ３４などと通信できるものであればどのようなもので
あってもよい。また、無線通信に限定されるものではなく、例えば有線ＬＡＮのように有
線により通信を行うようにしてもよい。
【００２５】
　操作部１６は、ユーザがモバイル機器１０を操作するためのユーザインタフェースであ
り、例えば、タッチパネルなどを用いて構成されるものである。表示部１７は、モバイル
機器１０の動作状態や機能を表示するユーザインタフェースであり、例えば、液晶表示部
や有機ＥＬ（Electro Luminescence）表示部などを用いて構成されるものである。
【００２６】
　制御部１８は、操作部１６からの指示に基づいて、モバイル機器１０のこれらの各ブロ
ックを制御するものである。また、制御部１８は、ブルートゥース通信部１４を介してブ
ルートゥース通信Ｃ１によりオーディオ機器２０と通信し、あるいは無線ＬＡＮ通信部１
５を介して無線ＬＡＮ通信Ｃ２によりオーディオ機器２０と通信することにより、オーデ
ィオ機器２０を制御する機能をも有している。
【００２７】
　モバイル機器１０は、様々なソフトウェアがプリインストールされており、また、さら
に様々なソフトウェアをインストールできるように構成されている。そして、制御部１８
がこれらのソフトウェアを実行することにより、モバイル機器１０が各ソフトウェアに応
じた様々な機能を実行できるようになっている。モバイル機器１０には、モバイル機器１
０とオーディオ機器２０とを連携して動作させるための機器連携ソフトウェア１９がイン
ストールされている。
【００２８】
　機器連携ソフトウェア１９は、モバイル機器１０が有する機能のうちのオーディオ機器
２０に係る機能Ｆ１０と、オーディオ機器２０が有する機能Ｆ２０とをまとめて管理する
ものである。ここで、機能Ｆ１０は、モバイル機器１０とオーディオ機器２０との間で通
信することにより、モバイル機器１０がオーディオ機器２０に音楽などを再生させる機能
である。機能Ｆ２０は、モバイル機器１０とオーディオ機器２０との間で通信することに
より、オーディオ機器２０が、モバイル機器１０から指示を受け、その指示に基づいて音
楽などを再生する機能である。そして、機器連携ソフトウェア１９は、後述するように、
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ユーザがモバイル機器１０を用いてオーディオ機器２０を操作する際、これらの機能Ｆ１
０，Ｆ２０に係るアイコンを一画面内に表示する。これにより、ユーザは、モバイル機器
１０とオーディオ機器２０との間の通信方式（ブルートゥース通信Ｃ１または無線ＬＡＮ
通信Ｃ２）や、モバイル機器１０とオーディオ機器２０のどちらが有する機能であるかを
意識することなく、シームレスにオーディオ機器２０を操作することができるようになっ
ている。
【００２９】
　オーディオ機器２０は、この例では据置型のオーディオ機器であり、例えば、コンパク
トディスクまたはメディアサーバ３２に記録された音楽データに基づいて音楽を再生し、
あるいは、サーバ３４から音楽データをダウンロードまたはストリーミングにより取得し
て音楽を再生するものである。オーディオ機器２０は、この例では、ブルートゥース通信
Ｃ１または無線ＬＡＮ通信Ｃ２によりモバイル機器１０と通信を行い、モバイル機器１０
と連携して動作することができるようになっている。
【００３０】
　なお、この例では、据置型のオーディオ機器２０を用いたが、これに限定されるもので
はなく、例えば、携帯型のオーディオ機器を用いてもよいし、オーディオ機器２０と同様
の機能を有する他の電子機器であってもよい。具体的には、タブレット端末、ノート型の
ＰＣ、デスクトップ型のＰＣなどを用いることができる。
【００３１】
　図３は、オーディオ機器２０の一構成例を表すものである。オーディオ機器２０は、チ
ューナ２１Ａと、ＵＳＢインタフェース２１Ｂと、ディスクドライブ２１Ｃと、操作部２
２と、表示部２３と、ブルートゥース通信部２４と、無線ＬＡＮ通信部２５と、制御部２
８と、パワーアンプ２６と、スピーカ２７とを有している。
【００３２】
　チューナ２１Ａ、ＵＳＢインタフェース２１Ｂ、ディスクドライブ２１Ｃは、オーディ
オ機器２０の音源ソースである。具体的には、チューナ２１Ａは、ＦＭ放送やＡＭ放送な
どを受信するものである。ＵＳＢインタフェース２１Ｂは、外部の電子機器とＵＳＢ接続
をするためのものであり、このＵＳＢ接続を介して、例えば、外部の電子機器に記憶され
た音楽データなどを取得するようになっている。ディスクドライブ２１Ｃは、この例では
、コンパクトディスクのドライブであり、コンパクトディスクに記憶された音楽データを
読み出すものである。
【００３３】
　操作部２２は、ユーザがオーディオ機器２０を操作するためのユーザインタフェースで
あり、例えば、各種ボタン、ダイヤル、タッチパネルなどを用いて構成されるものである
。表示部２３は、オーディオ機器２０の動作状態や機能を表示するユーザインタフェース
であり、例えば、液晶表示部や有機ＥＬ表示部などを用いて構成されるものである。
【００３４】
　ブルートゥース通信部２４は、ブルートゥース通信Ｃ１によりモバイル機器１０との間
で通信を行うものである。
【００３５】
　無線ＬＡＮ通信部２５は、無線ＬＡＮ通信Ｃ２によりアクセスポイント３１を介してモ
バイル機器１０と通信を行うものである。また、無線ＬＡＮ通信部２５は、アクセスポイ
ント３１を介して、アクセスポイント３１に接続されたメディアサーバ３２や、インター
ネット３３に接続されたサーバ３４とも通信を行うようになっている。
【００３６】
　制御部２８は、操作部２２からの指示に基づいて、オーディオ機器２０のこれらの各ブ
ロックを制御するものである。また、制御部２８は、ブルートゥース通信部２４を介して
ブルートゥース通信Ｃ１によりモバイル機器１０と通信を行い、あるいは無線ＬＡＮ通信
部２５を介して無線ＬＡＮ通信Ｃ２によりモバイル機器１０と通信を行うことにより、モ
バイル機器１０から指示を受け、その指示に基づいて、オーディオ機器２０のこれらの各
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ブロックを制御する機能をも有している。具体的には、例えば、制御部２８は、例えば、
チューナ２１Ａ、ＵＳＢインタフェース２１Ｂ、ディスクドライブ２１Ｃのうちの１つを
音源ソースとして選択して、その音源ソースから供給された音楽データをアナログ信号と
してパワーアンプ２６に供給する。また、例えば、制御部２８は、モバイル機器１０から
ブルートゥース通信Ｃ１により供給された音楽データや、メディアサーバ３２またはサー
バ３４から無線ＬＡＮ通信Ｃ２により供給された音楽データをアナログ信号としてパワー
アンプ２６に供給するようになっている。
【００３７】
　パワーアンプ２６は、制御部２８から供給されたアナログ信号を増幅して、スピーカ２
７を駆動するものである。スピーカ２７は、パワーアンプ２６による駆動に基づいて、音
を発するものである。
【００３８】
　アクセスポイント３１は、無線ＬＡＮのアクセスポイントであり、モバイル機器１０お
よびオーディオ機器２０との間で無線ＬＡＮ通信Ｃ２を行うものである。また、アクセス
ポイント３１は、有線ＬＡＮ通信Ｃ３により、メディアサーバ３２と通信を行うとともに
、インターネット３３を介してサーバ３４と通信を行うようになっている。
【００３９】
　メディアサーバ３２は、この例では、音楽データなどを記憶するものであり、モバイル
機器１０やオーディオ機器２０からの指示に応じて、これらのデータをネットワーク経由
（無線ＬＡＮ通信Ｃ２および有線ＬＡＮ通信Ｃ３）でモバイル機器１０やオーディオ機器
２０に供給するものである。この例では、メディアサーバ３２は、有線ＬＡＮ通信Ｃ３に
より、アクセスポイント３１と通信を行うようになっている。
【００４０】
　サーバ３４は、この例では、音楽配信サービスを行うものである。具体的には、サーバ
３４は、モバイル機器１０やオーディオ機器２０からの要求に応じて、モバイル機器１０
やオーディオ機器２０に対して音楽データをダウンロードまたはストリーミングにより供
給するようになっている。
【００４１】
　ここで、モバイル機器１０は、本開示における「制御装置」の一具体例に対応する。オ
ーディオ機器２０は、本開示における「電子機器」の一具体例に対応する。ブルートゥー
ス通信Ｃ１は、本開示における「第１の通信方式」の一具体例に対応し、無線ＬＡＮ通信
Ｃ２は、本開示における「第２の通信方式」の一具体例に対応する。ブルートゥース通信
部１４および無線ＬＡＮ通信部１５は、本開示における「制御装置」の「通信部」一具体
例に対応する。ブルートゥース通信部２４および無線ＬＡＮ通信部２５は、本開示におけ
る「電子機器」の「通信部」一具体例に対応する。制御部２８は、本開示における「処理
部」一具体例に対応する。
【００４２】
［動作および作用］
　続いて、本実施の形態のオーディオシステム１の動作および作用について説明する。
【００４３】
（全体動作概要）
　まず、図１～３を参照して、オーディオシステム１の全体動作概要を説明する。モバイ
ル機器１０は、ブルートゥース通信Ｃ１または無線ＬＡＮ通信Ｃ２によりオーディオ機器
２０と通信を行い、オーディオ機器２０の動作を制御する。具体的には、ブルートゥース
通信部１４は、ブルートゥース通信Ｃ１によりオーディオ機器２０との間で通信を行う。
無線ＬＡＮ通信部１５は、無線ＬＡＮ通信Ｃ２によりアクセスポイント３１を介してオー
ディオ機器２０と通信を行うとともに、アクセスポイント３１を介して、アクセスポイン
ト３１に接続されたメディアサーバ３２や、インターネット３３に接続されたサーバ３４
と通信を行う。表示部１７は、モバイル機器１０の動作状態や機能を表示する。ユーザは
、操作部１６を用いてモバイル機器１０を操作する。制御部１８は、操作部１６からの指
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示に基づいて、モバイル機器１０のこれらの各ブロックを制御する。また、制御部１８は
、ブルートゥース通信部１４を介してブルートゥース通信Ｃ１によりオーディオ機器２０
と通信を行い、あるいは無線ＬＡＮ通信部１５を介して無線ＬＡＮ通信Ｃ２によりオーデ
ィオ機器２０と通信を行うことにより、オーディオ機器２０を制御する。機器連携ソフト
ウェア１９は、モバイル機器１０が有する機能のうちのオーディオ機器２０に音楽を再生
させる機能Ｆ１０と、オーディオ機器２０が有する機能Ｆ２０とをまとめて管理する。
【００４４】
　オーディオ機器２０は、ブルートゥース通信Ｃ１または無線ＬＡＮ通信Ｃ２によりモバ
イル機器１０と通信を行い、モバイル機器１０と連携して動作して、音楽などを再生する
。具体的には、チューナ２１Ａは、ＦＭ放送やＡＭ放送などを受信し、ＵＳＢインタフェ
ース２１Ｂは、外部の電子機器に記憶された音楽データなどを取得し、ディスクドライブ
２１Ｃは、コンパクトディスクに記憶された音楽データを読み出す。表示部２３は、オー
ディオ機器２０の動作状態や機能を表示する。ユーザは、操作部２２を用いてオーディオ
機器２０を操作する。ブルートゥース通信部２４は、ブルートゥース通信Ｃ１によりモバ
イル機器１０との間で通信を行う。無線ＬＡＮ通信部２５は、無線ＬＡＮ通信Ｃ２により
アクセスポイント３１を介してモバイル機器１０と通信を行うとともに、アクセスポイン
ト３１を介して、アクセスポイント３１に接続されたメディアサーバ３２や、インターネ
ット３３に接続されたサーバ３４と通信を行う。制御部２８は、操作部２２からの指示に
基づいて、オーディオ機器２０のこれらの各ブロックを制御する。また、制御部２８は、
ブルートゥース通信部２４を介してブルートゥース通信Ｃ１によりモバイル機器１０と通
信を行い、あるいは無線ＬＡＮ通信部２５を介して無線ＬＡＮ通信Ｃ２によりモバイル機
器１０と通信を行うことにより、モバイル機器１０から指示を受け、その指示に基づいて
、オーディオ機器２０のこれらの各ブロックを制御する。そして、制御部２８は、パワー
アンプ２６にアナログ信号を供給し、スピーカ２７が音を発する。
【００４５】
（機器連携ソフトウェア１９）
　機器連携ソフトウェア１９は、モバイル機器１０が有する機能のうちのオーディオ機器
２０に音楽を再生させる機能Ｆ１０と、オーディオ機器２０が有する機能Ｆ２０とをまと
めて管理する。以下に、機器連携ソフトウェア１９について詳細に説明する。
【００４６】
　図４は、機器連携ソフトウェア１９を実行したときにモバイル機器１０の表示部１７に
表示される表示画面Ｐ１を表すものである。この表示画面Ｐ１は、ユーザがモバイル機器
１０を用いてオーディオ機器２０を操作する際に表示されるものである。なお、この例で
は、表示部１７が表示画面Ｐ１をそのまま表示しているが、これに限定されるものではな
く、例えば、表示部１７が表示画面Ｐ１の一部を表示し、ユーザがスクロールバーなどを
操作することにより表示画面Ｐ１の全部を見ることができるように構成してもよい。この
表示画面Ｐ１には、オーディオ機器２０に関する機能Ｆ１０，Ｆ２０が、アイコンＩＣ１
～ＩＣ１０として表示されている。なお、この例では、オーディオ機器２０のデバイス名
は“ＤｅｖＡ”である。アイコンＩＣ１～ＩＣ６が示す機能は、オーディオ機器２０が有
する機能Ｆ２０であり、アイコンＩＣ７～ＩＣ１０が示す機能は、モバイル機器１０が有
する機能Ｆ１０である。
【００４７】
　アイコンＩＣ１～ＩＣ１０が示す機能は、モバイル機器１０とオーディオ機器２０との
間で、ブルートゥース通信Ｃ１のみにより実行することができる機能Ｇ１と、無線ＬＡＮ
通信Ｃ２のみにより実行することができる機能Ｇ２と、ブルートゥース通信Ｃ１および無
線ＬＡＮ通信Ｃ２のどちらで通信しても実行することができる機能Ｇ１２に区分される。
具体的には、アイコンＩＣ１，ＩＣ２が示す機能は、無線ＬＡＮ通信Ｃ２のみにより実行
することができる機能Ｇ２であり、アイコンＩＣ３～ＩＣ６が示す機能は、ブルートゥー
ス通信Ｃ１および無線ＬＡＮ通信Ｃ２のどちらで通信しても実行することができる機能Ｇ
１２であり、アイコンＩＣ７～ＩＣ１０が示す機能は、ブルートゥース通信Ｃ１のみによ
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り実行することができる機能Ｇ１である。以下に、アイコンＩＣ１～ＩＣ１０のそれぞれ
が示す機能について、具体的に説明する。
【００４８】
　アイコンＩＣ１が示す機能は、オーディオ機器２０が有する機能であり、この例では、
メディアサーバ３２に記録された音楽データに基づいて、音楽を再生する機能である。具
体的には、ユーザがこの機能を選択することにより、モバイル機器１０は、オーディオ機
器２０に対して無線ＬＡＮ通信Ｃ２により、この機能が選択されたことを通知する。そし
て、オーディオ機器２０は、無線ＬＡＮ通信Ｃ２によりメディアサーバ３２に記録された
音楽データを取得して、その音楽データに基づいて音楽を再生する。
【００４９】
　アイコンＩＣ２が示す機能は、オーディオ機器２０が有する機能であり、サーバ３４か
ら音楽データをダウンロードまたはストリーミングにより取得して音楽を再生する機能で
ある。具体的には、ユーザがこの機能を選択すると、モバイル機器１０は、オーディオ機
器２０に対して無線ＬＡＮ通信Ｃ２により、この機能が選択されたことを通知する。そし
て、オーディオ機器２０は、無線ＬＡＮ通信Ｃ２によりサーバ３４から音楽データをダウ
ンロードまたはストリーミングにより取得して、その音楽データに基づいて音楽を再生す
る。
【００５０】
　アイコンＩＣ３が示す機能は、オーディオ機器２０が有する機能であり、チューナ２１
Ａを音源ソースとして選択する機能である。アイコンＩＣ４が示す機能は、オーディオ機
器２０が有する機能であり、ＵＳＢインタフェース２１Ｂを音源ソースとして選択する機
能である。アイコンＩＣ５が示す機能は、オーディオ機器２０が有する機能であり、音楽
データを自動的に選択して再生する機能である。アイコンＩＣ６は、ディスクドライブ２
１Ｃを音源ソースとして選択する機能である。具体的には、ユーザがこれらの機能を選択
すると、モバイル機器１０は、オーディオ機器２０に対して、ブルートゥース通信Ｃ１ま
たは無線ＬＡＮ通信Ｃ２により、この機能が選択されたことを通知する。そして、オーデ
ィオ機器２０は、これらの機能に応じた音源ソースを選択する。
【００５１】
　アイコンＩＣ７～ＩＣ１０が示す機能は、モバイル機器１０が有する機能であり、オー
ディオ機器２０に、例えば音楽などを再生させる機能である。具体的には、ユーザがこの
機能を選択すると、モバイル機器１０は、オーディオ機器２０に対して、ブルートゥース
通信Ｃ１により、この機能が選択されたことを通知する。そして、モバイル機器１０は、
ブルートゥース通信Ｃ１によりオーディオ機器２０に対して音楽データなどを供給し、オ
ーディオ機器２０は、供給された音楽データなどに基づいて、音楽などを再生する。
【００５２】
　このように、機器連携ソフトウェア１９は、モバイル機器１０が有する機能のうちのオ
ーディオ機器２０に音楽などを再生させる機能Ｆ１０と、オーディオ機器２０が有する機
能Ｆ２０とをまとめて管理し、これらの機能Ｆ１０，Ｆ２０に係るアイコンＩＣ１～ＩＣ
１０を一画面内に表示する。すなわち、機器連携ソフトウェア１９は、ブルートゥース通
信Ｃ１のみにより実行することができる機能Ｇ１（アイコンＩＣ７～ＩＣ１０が示す機能
）、無線ＬＡＮ通信Ｃ２のみにより実行することができる機能Ｇ２（アイコンＩＣ１，Ｉ
Ｃ２が示す機能）、ブルートゥース通信Ｃ１および無線ＬＡＮ通信Ｃ２のどちらで通信し
ても実行することができる機能Ｇ１２（アイコンＩＣ３～ＩＣ６が示す機能）を一画面内
に表示する。これにより、オーディオシステム１では、ユーザの利便性を高めることがで
きる。
【００５３】
　すなわち、このように機能Ｆ１０，Ｆ２０をまとめて管理し、これらの機能Ｆ１０，Ｆ
２０に係るアイコンＩＣ１～ＩＣ１０を一画面内に表示しない場合には、ユーザの利便性
が低下するおそれがある。具体的には、例えば、機能が通信方式により別々に管理されて
いる場合には、ユーザは、まず、モバイル機器を操作して、ブルートゥース通信Ｃ１また
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は無線ＬＡＮ通信Ｃ２を選択してオーディオ機器と通信を行い、機能を選択することとな
る。その際、例えば、ブルートゥース通信Ｃ１を選択した場合には、ブルートゥース通信
Ｃ１により実行することができる機能のみが表示され、ユーザはその機能のうちから使用
する機能を選択する。また、同様に、無線ＬＡＮ通信Ｃ２を選択した場合には、無線ＬＡ
Ｎ通信Ｃ２により実行することができる機能のみが表示され、ユーザはその機能のうちか
ら使用する機能を選択する。よって、ユーザは、各機能が、ブルートゥース通信Ｃ１およ
び無線ＬＡＮ通信Ｃ２のうちのどちらにより実行することができる機能であるかを意識す
る必要がある。
【００５４】
　また、例えば、モバイル機器１０が有する機能Ｆ１０のみを管理対象とし、オーディオ
機器２０が有する機能Ｆ２０を管理対象にしない場合には、例えば、機能Ｆ１０を実行す
るときはモバイル機器１０を操作し、機能Ｆ２０を実行するときはオーディオ機器２０を
直接操作し、ネットワークコンテンツを再生するときはモバイル機器１０やオーディオ機
器２０を操作することとなる。すなわち、この場合には、機能やコンテンツにより操作す
る対象機器が変わってしまう。よって、ユーザは、各機能がどの機器により実現され、各
コンテンツがどの機器により再生されるのかを意識する必要がある。
【００５５】
　一方、オーディオシステム１では、モバイル機器１０が有する機能のうちのオーディオ
機器２０に音楽などを再生させる機能Ｆ１０と、オーディオ機器２０が有する機能Ｆ２０
とをまとめて管理するようにした。これにより、ユーザは、モバイル機器１０とオーディ
オ機器２０との間の通信方式（ブルートゥース通信Ｃ１または無線ＬＡＮ通信Ｃ２）や、
モバイル機器１０とオーディオ機器２０のどちらが有する機能であるかを意識することな
く、シームレスにオーディオ機器２０を操作することができ、ユーザの利便性を高めるこ
とができる。
【００５６】
　モバイル機器１０の機器連携ソフトウェア１９は、オーディオ機器２０とブルートゥー
ス通信Ｃ１を行うことにより、オーディオ機器２０が有する機能Ｆ２０を取得し、この機
能Ｆ２０と、モバイル機器１０が有する機能Ｆ１０とをまとめて管理する。以下に、機器
連携ソフトウェア１９の、機能Ｆ２０の取得動作について説明する。
【００５７】
　図５は、機器連携ソフトウェア１９の動作を模式的に表すものである。機器連携ソフト
ウェア１９は、図５に示すように、モバイル機器１０のソフトウェア群４９から、モバイ
ル機器１０が有する機能のうちのオーディオ機器２０に音楽などを再生させる機能Ｆ１０
（アイコンＩＣ７～ＩＣ１０に係る機能）を取得する。また、機器連携ソフトウェア１９
は、オーディオ機器２０から、オーディオ機器２０が有する機能Ｆ２０のうち音源ソース
の選択に係るもの（アイコンＩＣ３～ＩＣ６に係る機能）をソース情報Ｚ１として取得す
るとともに、機能Ｆ２０のうちメディアサーバ３２やサーバ３４に係るもの（アイコンＩ
Ｃ１，ＩＣ２に係る機能）をネットワークコンテンツ情報Ｚ３として取得する。そして、
機器連携ソフトウェア１９は、これらの機能をまとめて管理する。
【００５８】
　次に、モバイル機器１０とオーディオ機器２０との間の通信を開始する際の動作につい
て説明する。
【００５９】
　図６は、モバイル機器１０とオーディオ機器２０との間の通信のシーケンス図を表すも
のである。モバイル機器１０は、オーディオ機器２０と通信を開始する際、最初にブルー
トゥース通信Ｃ１によりオーディオ機器２０と接続し、そのブルートゥース通信Ｃ１を利
用して無線ＬＡＮ通信Ｃ２の設定を行った後に、無線ＬＡＮ通信Ｃ２によりオーディオ機
器２０と接続する。そして、モバイル機器１０は、各機能を実行する際、機能ごとに通信
方式を選択して、オーディオ機器２０と通信を行う。以下に、このシーケンスについて詳
細に説明する。
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【００６０】
　まず、モバイル機器１０は、ペアリング手続きを行い、オーディオ機器２０にブルート
ゥース通信Ｃ１により接続する（ステップＳ１）。具体的には、例えば、モバイル機器１
０のブルートゥース通信部１４は、まず、モバイル機器１０の近くに配置された電子機器
にブルートゥース通信Ｃ１を試みることにより、モバイル機器１０の近くにブルートゥー
ス通信Ｃ１が可能な電子機器があるか否かを調査する。そして、モバイル機器１０の表示
部１７は、ブルートゥース通信Ｃ１が可能な電子機器の一覧を表示する。ユーザは、その
ような電子機器の一覧から、オーディオ機器２０を選択する。その際、モバイル機器１０
は、ブルートゥース通信Ｃ１におけるオーディオ機器２０の識別情報ＩＤ１を取得する。
これにより、モバイル機器１０は、オーディオ機器２０に対して、ブルートゥース通信Ｃ
１を行うことができるようになる。
【００６１】
　次に、オーディオ機器２０は、モバイル機器１０に対して、ブルートゥース通信Ｃ１を
行い、ソース情報Ｚ１を通知する（ステップＳ２）。これにより、モバイル機器１０の機
器連携ソフトウェア１９は、このソース情報Ｚ１（アイコンＩＣ３～ＩＣ６に係る機能）
を取得する。
【００６２】
　次に、オーディオ機器２０は、モバイル機器１０に対して、ブルートゥース通信Ｃ１を
行い、無線ＬＡＮ通信Ｃ２におけるオーディオ機器２０の識別情報ＩＤ２を通知する（ス
テップＳ３）。これにより、モバイル機器１０は、無線ＬＡＮ通信Ｃ２におけるオーディ
オ機器２０の識別情報ＩＤ２を取得する。その結果、モバイル機器１０の制御部１８は、
ステップＳ１において取得した識別情報ＩＤ１と、このステップＳ３において取得した識
別情報ＩＤ２が、同じオーディオ機器２０（デバイス名：ＤｅｖＡ）に係る識別情報であ
ると判断する。
【００６３】
　次に、オーディオ機器２０は、モバイル機器１０に対して、ブルートゥース通信Ｃ１を
行い、方式優先情報ＰＩを通知する（ステップＳ４）。具体的には、オーディオ機器２０
の制御部２８は、まず、ブルートゥース通信Ｃ１および無線ＬＡＮ通信Ｃ２のどちらで通
信しても実行することができる機能（例えばアイコンＩＣ３～ＩＣ６が示す機能）につい
て、どちらの通信方式を優先すべきかを判断する。具体的には、例えば、制御部２８は、
オーディオ機器２０が据置型であり、電源がＡＣ電源から供給されるので、通信速度の高
い無線ＬＡＮ通信Ｃ２を優先すべきと判断する。また、例えば、制御部２８は、オーディ
オ機器２０がバッテリを有する場合には、電源がＡＣ電源から供給されているときは通信
速度の高い無線ＬＡＮ通信Ｃ２を優先すべきと判断し、電源がバッテリから供給されてい
るときは消費電力が低いブルートゥース通信Ｃ１を優先すべきと判断するようにしてもよ
い。また、制御部２８は、このように電源がバッテリから供給されている場合において、
バッテリ残量が多いときは無線ＬＡＮ通信Ｃ２を優先すべきと判断し、バッテリ残量が少
ないときはブルートゥース通信Ｃ１を優先すべきと判断するようにしてもよい。このよう
に、オーディオ機器２０は、オーディオ機器２０に固有の事情を考慮して、どちらの通信
方式を優先すべきかを判断する。そして、オーディオ機器２０は、そのようにして判断し
た通信方式を、方式優先情報ＰＩとしてモバイル機器１０に対して通知する。
【００６４】
　次に、モバイル機器１０は、オーディオ機器２０に対して、ブルートゥース通信Ｃ１を
行い、アクセスポイント情報Ｚ２を通知する（ステップＳ５）。具体的には、モバイル機
器１０は、アクセスポイント３１の識別情報（ＳＳＩＤ）と暗号キー（ｋｅｙ）をアクセ
スポイント情報Ｚ２として、オーディオ機器２０に通知する。すなわち、モバイル機器１
０は、モバイル機器１０自体のアクセスポイント３１へ通信設定が完了している場合には
、識別情報（ＳＳＩＤ）および暗号キー（ｋｅｙ）をすでに有しているため、これらの情
報をオーディオ機器２０に対して通知する。これにより、オーディオ機器２０は、このア
クセスポイント情報Ｚ２を取得し、アクセスポイント３１に無線ＬＡＮ通信Ｃ２により接
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続する。その結果、オーディオ機器２０は、アクセスポイント３１を介して、無線ＬＡＮ
通信Ｃ２によりモバイル機器１０と接続できるようになる。
【００６５】
　なお、この例では、モバイル機器１０がすでに有する識別情報（ＳＳＩＤ）および暗号
キー（ｋｅｙ）をオーディオ機器２０に対して通知したが、これに限定されるものではな
く、これに代えて、例えば、ユーザに暗号キー（ｋｅｙ）を入力させ、識別情報（ＳＳＩ
Ｄ）とユーザが入力した暗号キー（ｋｅｙ）とをオーディオ機器２０に対して通知しても
よい。これにより、ネットワーク通信についての安全性を高めることができる。
【００６６】
　次に、オーディオ機器２０は、モバイル機器１０に対して、無線ＬＡＮ通信Ｃ２を行い
、ネットワークコンテンツ情報Ｚ３を通知する（ステップＳ６）。これにより、モバイル
機器１０の機器連携ソフトウェア１９は、このネットワークコンテンツ情報Ｚ３（アイコ
ンＩＣ１，ＩＣ２に係る機能）を取得する。
【００６７】
　そして、モバイル機器１０およびオーディオ機器２０は、互いに通信を行う（ステップ
Ｓ７）。具体的には、モバイル機器１０の制御部１８は、表示部１７に、図４に示した表
示画面Ｐ１を表示する。そして、ユーザは、表示された機能（アイコン）のうちの１つを
選択する。その後、モバイル機器１０およびオーディオ機器２０は、ユーザが選択した機
能に応じて、互いに通信を行う。その際、モバイル機器１０の制御部１８は、機能ごとに
通信方式を選択して、オーディオ機器２０と通信を行う。具体的には、制御部１８は、ブ
ルートゥース通信Ｃ１のみにより実行することができる機能（例えばアイコンＩＣ７～Ｉ
Ｃ１０が示す機能）を実行する際には、ブルートゥース通信Ｃ１を選択する。また、制御
部１８は、無線ＬＡＮ通信Ｃ２のみにより実行することができる機能（例えばアイコンＩ
Ｃ１，ＩＣ２が示す機能）を実行する際には、無線ＬＡＮ通信Ｃ２を選択する。また、制
御部１８は、ブルートゥース通信Ｃ１および無線ＬＡＮ通信Ｃ２のどちらで通信しても実
行することができる機能（例えばアイコンＩＣ３～ＩＣ６が示す機能）については、オー
ディオ機器２０から供給された方式優先情報ＰＩとモバイル機器１０の事情などに基づい
て、通信方式を判断する。具体的には、制御部１８は、例えば、モバイル機器１０のバッ
テリ残量が多いときは方式優先情報ＰＩが示す通信方式を選択し、バッテリ残量が少ない
ときはブルートゥース通信Ｃ１を選択する。また、例えば、制御部１８は、無線ＬＡＮ通
信部１５とアクセスポイント３１との間の通信環境が悪く、受信感度が低い場合には、ブ
ルートゥース通信Ｃ１を選択する。
【００６８】
　このように、オーディオシステム１では、ブルートゥース通信Ｃ１および無線ＬＡＮ通
信Ｃ２のどちらで通信しても実行することができる機能（例えばアイコンＩＣ３～ＩＣ６
が示す機能）については、モバイル機器１０の制御部１８が、オーディオ機器２０から供
給された方式優先情報ＰＩに基づいて、通信方式を判断するようにした。これにより、オ
ーディオシステム１では、オーディオ機器２０の事情と、モバイル機器１０の事情の両方
を考慮して、通信方式を判断することができる。すなわち、例えば、モバイル機器の制御
部が、方式優先情報ＰＩを用いずに通信方式を判断する場合には、オーディオ機器の事情
を考慮せずに、モバイル機器の事情のみを考慮して通信方式を判断してしまう。よって、
例えば、オーディオ機器がバッテリを有する場合において、バッテリ残量が少ないにも関
わらず無線ＬＡＮ通信Ｃ２が選択され、バッテリ駆動時間が短くなってしまうおそれがあ
る。一方、オーディオシステム１では、オーディオ機器２０がモバイル機器１０に対して
方式優先情報ＰＩを通知し、モバイル機器１０の制御部１８が、その方式優先情報ＰＩに
基づいて通信方式を判断するようにしたので、モバイル機器１０は、オーディオ機器２０
の事情とモバイル機器１０の事情との両方を考慮して、通信方式を判断することができる
ため、望ましい通信方式で通信を行うことができる。これにより、ユーザは、オーディオ
機器２０の事情やモバイル機器１０の事情を意識する必要がないため、ユーザの利便性を
高めることができる。
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【００６９】
　また、オーディオシステム１では、モバイル機器１０が、ステップＳ１により、ブルー
トゥース通信Ｃ１におけるオーディオ機器２０の識別情報ＩＤ１を取得し、このステップ
Ｓ３により、無線ＬＡＮ通信Ｃ２におけるオーディオ機器２０の識別情報ＩＤ２を取得す
るようにした。これにより、モバイル機器１０は、互いに異なる識別情報ＩＤ１，ＩＤ２
が、同じオーディオ機器２０（デバイス名：ＤｅｖＡ）に係る識別情報であると判断する
ことができる。その結果、モバイル機器１０は、ブルートゥース通信Ｃ１のみにより実行
することができる機能Ｇ１（例えばアイコンＩＣ７～ＩＣ１０が示す機能）、ブルートゥ
ース通信Ｃ１および無線ＬＡＮ通信Ｃ２のどちらで通信しても実行することができる機能
Ｇ１２（例えばアイコンＩＣ３～ＩＣ６が示す機能）、および無線ＬＡＮ通信Ｃ２のみに
より実行することができる機能Ｇ２（例えばアイコンＩＣ１，ＩＣ２が示す機能）をまと
めて管理し、表示画面Ｐ１（図４）のように一画面で表示することができる。
【００７０】
　また、オーディオシステム１では、ステップＳ５において、モバイル機器１０がオーデ
ィオ機器２０に対してアクセスポイント情報Ｚ２を通知するようにしたので、ユーザの利
便性を高めることができる。すなわち、例えば、モバイル機器がオーディオ機器に対して
アクセスポイント情報を通知しない場合には、ユーザは、なんらかの方法でオーディオ機
器のアクセスポイント３１への通信設定を行う必要がある。例えば、オーディオ機器に対
して通信設定を直接行う場合には、オーディオ機器にその設定のためのユーザインタフェ
ースを設ける必要があるとともに、ユーザは識別情報（ＳＳＩＤ）および暗号キー（ｋｅ
ｙ）を入力する必要があるため手間がかかる。また、例えば、オーディオ機器を一時的に
アクセスポイントとして動作させ、そのオーディオ機器にＰＣなどから無線ＬＡＮ通信を
行うことにより、オーディオ機器のアクセスポイント３１への通信設定を行うようにした
場合にも、ユーザは識別情報（ＳＳＩＤ）および暗号キー（ｋｅｙ）を入力する必要があ
るため手間がかかる。一方、オーディオシステム１では、モバイル機器１０がオーディオ
機器２０に対してアクセスポイント情報Ｚ２を通知し、オーディオ機器２０がそのアクセ
スポイント情報Ｚ２に基づいてアクセスポイント３１への通信設定を行うようにした。こ
れにより、ユーザは識別情報（ＳＳＩＤ）および暗号キー（ｋｅｙ）を入力する必要がな
く、ネットワークの知識に乏しいユーザも通信設定を容易に行うことができるため、ユー
ザの利便性を高めることができる。
【００７１】
［効果］
　以上のように本実施の形態では、ブルートゥース通信および無線ＬＡＮ通信のどちらで
通信しても実行することができる機能については、モバイル機器の制御部が、オーディオ
機器から供給された優先情報に基づいて、通信方式を判断するようにしたので、オーディ
オ機器の事情と、モバイル機器の事情の両方を考慮して、通信方式を選択することができ
るため、望ましい通信方式を選択することができる。
【００７２】
　本実施の形態では、モバイル機器が有する機能のうちのオーディオ機器に音楽などを再
生させる機能と、オーディオ機器が有する機能とをまとめて管理し、これらの機能に係る
アイコンを一画面内に表示したので、ユーザの利便性を高めることができる。
【００７３】
　本実施の形態では、モバイル機器がオーディオ機器に対してアクセスポイント情報を通
知するようにしたので、ユーザは識別情報（ＳＳＩＤ）などを入力する必要がないため、
ユーザの利便性を高めることができる。
【００７４】
［変形例１］
　上記実施の形態では、図６に示したように、モバイル機器１０がオーディオ機器２０と
通信を開始する際に、オーディオ機器２０がモバイル機器１０に対して方式優先情報ＰＩ
を通知したが、これに限定されるものではなく、これに代えて、例えば、図７に示すオー
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ディオシステム１Ａのように、その後も間欠的に方式優先情報ＰＩを通知してもよい。オ
ーディオシステム１Ａのオーディオ機器２０Ａは、モバイル機器１０Ａに対して、間欠的
に、方式優先情報ＰＩを通知する（ステップＳ１４，Ｓ２４）。これにより、オーディオ
システム１Ａでは、オーディオ機器２０Ａの事情が変化した場合において、その事情に応
じた望ましい通信方式で通信を行うことができる。具体的には、例えば、最初の通信Ｓ７
において無線ＬＡＮ通信Ｃ２が選択された場合において、オーディオ機器２０Ａとアクセ
スポイント３１との間の通信環境が悪く、受信感度が低い場合には、オーディオ機器２０
Ａの制御部２８Ａは、ブルートゥース通信Ｃ１を優先すべきと判断し、ステップＳ１４に
おいて、方式優先情報ＰＩをモバイル機器１０Ａに対して通知するようにしてもよい。ま
た、例えば、オーディオ機器２０Ａがバッテリを有する場合において、通信開始時にはバ
ッテリ残量が多かったが、通信によりバッテリ残量が少なくなってきた場合には、オーデ
ィオ機器２０Ａの制御部２８Ａは、バッテリ残量の低下を抑えるため、消費電力の低いブ
ルートゥース通信Ｃ１を優先すべきと再判断することができる。
【００７５】
［変形例２］
　上記実施の形態では、据置型のオーディオ機器２０を用いたが、これに限定されるもの
ではなく、これに代えて、例えば、図８に示すように、バッテリ２９を有する携帯型のオ
ーディオ機器２０Ｂを用いてもよい。この場合、例えば、オーディオ機器２０Ｂの制御部
２８Ｂは、バッテリ残量の低下を抑えるため、消費電力の低いブルートゥース通信Ｃ１を
優先すべきと判断する。このように、本技術では、オーディオ機器が据置型（オーディオ
機器２０）であるか、携帯型（オーディオ機器２０Ｂ）であるかに応じて、方式優先情報
ＰＩを生成することができるため、ユーザが通信の相手（この例ではオーディオ機器）の
特徴を意識することなく、モバイル機器１０が望ましい通信方式を判断することができる
。
【００７６】
［変形例３］
　上記実施の形態では、モバイル機器１０がオーディオ機器２０と通信をする度に、図６
に示したシーケンスで通信したが、これに限定されるものではなく、これに代えて、例え
ば、図９に示すオーディオシステム１Ｃのように、２回目以降の通信を開始する際には、
より簡略化したシーケンスで通信してもよい。オーディオシステム１Ｃでは、２回目以降
の通信を開始する際、まず、モバイル機器１０Ｃは、ペアリング手続きを行い、オーディ
オ機器２０Ｃにブルートゥース通信Ｃ１により接続する（ステップＳ１）。次に、オーデ
ィオ機器２０Ｃは、モバイル機器１０Ｃに対して、方式優先情報ＰＩを通知し（ステップ
Ｓ４）、その後、モバイル機器１０Ｃおよびオーディオ機器２０Ｃは、互いに通信を行う
（ステップＳ７）。すなわち、ステップＳ２，Ｓ３，Ｓ５，Ｓ６（図６）は過去に行って
いるため、２回目以降の通信を開始する際には、これらのステップを省略している。言い
換えれば、２回目以降の通信を開始する際には、これらのステップを行わなくても、モバ
イル機器１０Ｃの表示部１７には、図４に示した表示画面Ｐ１のように、機能Ｆ１０，Ｆ
２０がアイコンＩＣ１～ＩＣ１０として表示される。

                                                                                
【００７７】
［変形例４］
　上記実施の形態では、モバイル機器１０は、オーディオ機器２０と通信を開始する際、
最初にブルートゥース通信Ｃ１によりオーディオ機器２０と接続し、そのブルートゥース
通信Ｃ１を利用して無線ＬＡＮ通信Ｃ２の設定を行った後に、無線ＬＡＮ通信Ｃ２により
オーディオ機器２０と接続したが、これに限定されるものではない。これに代えて、例え
ば、図１０に示すオーディオシステム１Ｄのように、最初に無線ＬＡＮ通信Ｃ２によりオ
ーディオ機器２０と接続し、その無線ＬＡＮ通信Ｃ２を利用してブルートゥース通信Ｃ１
の設定を行った後に、ブルートゥース通信Ｃ１によりオーディオ機器２０と接続してもよ
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い。オーディオシステム１Ｄでは、まず、モバイル機器１０Ｄは、オーディオ機器２０Ｄ
に無線ＬＡＮ通信Ｃ２により接続する（ステップＳ３１）。次に、オーディオ機器２０Ｄ
は、モバイル機器１０Ｄに対して、無線ＬＡＮ通信Ｃ２を行いソース情報Ｚ１およびネッ
トワークコンテンツ情報Ｚ３を通知する（ステップＳ３２）。次に、オーディオ機器２０
Ｄは、モバイル機器１０Ｄに対して、無線ＬＡＮ通信Ｃ２を行い、ブルートゥース通信Ｃ
１におけるオーディオ機器２０Ｄの識別情報ＩＤ１を通知する（ステップＳ３３）。次に
、オーディオ機器２０Ｄは、モバイル機器１０Ｄに対して、無線ＬＡＮ通信Ｃ２を行い、
方式優先情報ＰＩを通知する（ステップＳ３４）。その後、モバイル機器１０Ｄおよびオ
ーディオ機器２０Ｄは、互いに通信を行う（ステップＳ３５）。その際、モバイル機器１
０Ｄは、上記実施の形態に係るモバイル機器１０と同様に、機能ごとに通信方式を選択し
て、オーディオ機器２０Ｄと通信を行う。
【００７８】
［変形例５］
　上記実施の形態では、１つのモバイル機器１０を用いたが、これに限定されるものでは
なく、これに代えて、例えば、複数のモバイル機器を用いてもよい。以下に、２つのモバ
イル機器を用いるオーディオシステム１Ｅについて、詳細に説明する。
【００７９】
　図１１は、オーディオシステム１Ｅの一構成例を表すものである。オーディオシステム
１Ｅは、２つのモバイル機器３０，４０と、オーディオ機器２０Ｅとを備えている。モバ
イル機器３０，４０は、上記実施の形態に係るモバイル機器１０と同様の構成を有するも
のである。オーディオ機器２０Ｅは、上記実施の形態に係るオーディオ機器２０と同様の
構成を有するものであり、２つのモバイル機器３０，４０と通信を行うことができるもの
である。
【００８０】
　図１２は、モバイル機器３０，４０とオーディオ機器２０Ｅとの間の通信のシーケンス
図を表すものである。この例では、まず、モバイル機器３０がオーディオ機器２０Ｅと通
信を開始し、その後に、モバイル機器４０がオーディオ機器２０Ｅと通信を開始している
。以下に、このシーケンスについて詳細に説明する。
【００８１】
　モバイル機器３０は、ステップＳ４１～Ｓ４６において、上記実施の形態に係るステッ
プＳ１～Ｓ６と同様の続きを行い、ステップＳ４７においてオーディオ機器２０Ｅとの間
で通信を開始する。
【００８２】
　次に、モバイル機器４０は、ペアリング手続きを行い、オーディオ機器２０Ｅにブルー
トゥース通信Ｃ１により接続する（ステップＳ５１）。そして、オーディオ機器２０Ｅは
、モバイル機器４０に対して、ブルートゥース通信Ｃ１を行い、ソース情報Ｚ１を通知す
る（ステップＳ５２）。次に、オーディオ機器２０Ｅは、モバイル機器４０に対して、ブ
ルートゥース通信Ｃ１を行い、無線ＬＡＮ通信Ｃ２におけるオーディオ機器２０Ｅの識別
情報ＩＤ２を通知する（ステップＳ５３）。
【００８３】
　次に、オーディオ機器２０Ｅは、モバイル機器４０に対して、ブルートゥース通信Ｃ１
を行い、方式優先情報ＰＩ（ＰＩ４０）を通知するとともに（ステップＳ５４）、モバイ
ル機器３０に対して、ブルートゥース通信Ｃ１を行い、方式優先情報ＰＩ（ＰＩ３０）を
通知する（ステップＳ５５）。具体的には、オーディオ機器２０Ｅの制御部２８Ｅは、ブ
ルートゥース通信Ｃ１および無線ＬＡＮ通信Ｃ２のどちらで通信しても実行することがで
きる機能について、どちらの通信方式を優先すべきかを、モバイル機器３０，４０のそれ
ぞれについて判断する。具体的には、制御部２８Ｅは、例えば、オーディオ機器２０Ｅが
２つのモバイル機器３０，４０と通信を行うことを考慮し、モバイル機器３０，４０の両
方について、無線ＬＡＮ通信Ｃ２を優先すべきと判断する。また、例えば、モバイル機器
３０からブルートゥース通信Ｃ１で通信したい旨の通知があった場合には、そのモバイル
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機器３０との間ではブルートゥース通信Ｃ１を優先すべきと判断し、モバイル機器４０と
の間では無線ＬＡＮ通信Ｃ２を優先すべきと判断するようにしてもよい。
【００８４】
　次に、オーディオ機器２０Ｅは、モバイル機器４０に対して、無線ＬＡＮ通信Ｃ２を行
い、ネットワークコンテンツ情報Ｚ３を通知する（ステップＳ５６）。なお、この例では
、このステップＳ５６の前において、モバイル機器４０は、オーディオ機器２０Ｅに対し
て、アクセスポイント情報Ｚ２を通知しない。オーディオ機器２０Ｅは、すでにステップ
Ｓ４５においてアクセスポイント情報Ｚ２を取得し、アクセスポイント３１への無線ＬＡ
Ｎ通信Ｃ２を行っているからである。
【００８５】
　そして、モバイル機器４０およびオーディオ機器２０Ｅは、互いに通信を行い（ステッ
プＳ５７）、モバイル機器３０およびオーディオ機器２０Ｅは、互いに通信を行う（ステ
ップＳ５８）。その際、モバイル機器３０，４０は、それぞれ、上記実施の形態に係るモ
バイル機器１０と同様に、機能ごとに通信方式を選択して、オーディオ機器２０Ｅと通信
を行う。
【００８６】
［変形例６］
　上記実施の形態では、１つのオーディオ機器２０を用いたが、これに限定されるもので
はなく、これに代えて、例えば、複数のオーディオ機器を用いてもよい。以下に、２つの
オーディオ機器を用いるオーディオシステム１Ｆについて、詳細に説明する。
【００８７】
　図１３は、オーディオシステム１Ｆの一構成例を表すものである。オーディオシステム
１Ｆは、モバイル機器１０Ｆと、２つのオーディオ機器５０，６０とを備えている。モバ
イル機器１０Ｆは、上記実施の形態に係るモバイル機器１０と同様の構成を有するもので
あり、２つのオーディオ機器５０，６０と通信を行うことができるものである。オーディ
オ機器５０，６０は、上記実施の形態に係るオーディオ機器２０の同様の構成を有するも
のである。
【００８８】
　図１４は、モバイル機器１０Ｆとオーディオ機器５０，６０との間の通信のシーケンス
図を表すものである。モバイル機器１０Ｆは、ステップＳ６１～Ｓ６６において、オーデ
ィオ機器５０との間で、上記実施の形態に係るステップＳ１～Ｓ６と同様の続きを行い、
ステップＳ６７において通信を開始する。その際、モバイル機器１０Ｆは、上記実施の形
態に係るモバイル機器１０と同様に、機能ごとに通信方式を選択して、オーディオ機器５
０と通信を行う。その後、モバイル機器１０Ｆは、ステップＳ７１～Ｓ７６において、オ
ーディオ機器６０との間で、上記実施の形態に係るステップＳ１～Ｓ６と同様の続きを行
い、ステップＳ７７において通信を開始する。その際、モバイル機器１０Ｆは、上記実施
の形態に係るモバイル機器１０と同様に、機能ごとに通信方式を選択して、オーディオ機
器６０と通信を行う。
【００８９】
　図１５は、モバイル機器１０Ｆの機器連携ソフトウェア１９を実行したときに表示部１
７に表示される表示画面Ｐ２の一例を表すものである。表示画面Ｐ２は、上下２つのセグ
メントＰ１１，Ｐ１２に区分されている。そして、セグメントＰ１１には、オーディオ機
器５０（デバイス名：ＤｅｖＢ）の機能が表示され、セグメントＰ１２には、オーディオ
機器６０（デバイス名：ＤｅｖＣ）の機能が表示される。なお、各セグメントＰ１１，Ｐ
１２には、スクロールバー９が設けられ、このスクロールバー９を操作することにより、
すべての機能を表示することができるようになっている。
【００９０】
　なお、この例では、１画面内に、オーディオ機器５０（デバイス名：ＤｅｖＢ）の機能
と、オーディオ機器６０（デバイス名：ＤｅｖＣ）の機能の両方を表示したが、これに限
定されるものではなく、図１６Ａに示すように、オーディオ機器５０（デバイス名：Ｄｅ
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ｖＢ）およびオーディオ機器６０（デバイス名：ＤｅｖＣ）の一方の機器を選択すること
により、図１６Ｂに示すように、その選択した機器の機能を表示するようにしてもよい。
【００９１】
［変形例７］
　上記実施の形態では、モバイル機器１０がオーディオ機器２０を制御するようにしたが
、これに限定されるものではなく、これに代えて、例えば複数の動作モードＭ１，Ｍ２を
有し、動作モードＭ１ではモバイル機器１０がオーディオ機器２０を制御し、動作モード
Ｍ２ではオーディオ機器２０がモバイル機器１０を制御するようにしてもよい。
【００９２】
［その他の変形例］
　また、上記変形例のうちの２つ以上を組み合わせてもよい。
【００９３】
　以上、実施の形態および変形例を挙げて本技術を説明したが、本技術はこれらの実施の
形態等には限定されず、種々の変形が可能である。
【００９４】
　例えば、上記の各実施の形態では、主に音楽データを扱うようにしたが、これに限定さ
れるものではなく、写真データや映像データなど、様々な種類のデータを扱うように構成
することが可能である。
【００９５】
　なお、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって限定されるものでは無く、ま
た他の効果があってもよい。
【００９６】
　なお、本技術は以下のような構成とすることができる。
【００９７】
（１）１または複数の機能を実行可能な電子機器との間で第１の通信方式または第２の通
信方式により選択的に通信可能に構成され、前記第１の通信方式により通信を行うことに
より、前記電子機器から方式優先情報を取得する通信部と、
　前記方式優先情報に基づいて、前記第１の通信方式および前記第２の通信方式のうちの
一方を選択し、前記通信部に対してその選択した通信方式により前記電子機器との間で通
信を行うように指示する制御部と
　を備えた制御装置。
【００９８】
（２）前記１または複数の機能のそれぞれは、前記第１の通信方式および前記第２の通信
方式のうちの一方または双方と対応づけられ、
　前記制御部は、機能を指示する指示情報を受け取り、前記第１の通信方式および前記第
２の通信方式のうちの一方に対応づけられた第１の機能が指示されたときは、対応づけら
れた通信方式を選択し、前記第１の通信方式および前記第２の通信方式の双方に対応づけ
られた第２の機能が指示されたときは、前記方式優先情報に基づいて前記第１の通信方式
および前記第２の通信方式のうちの一方を選択する
　前記（１）に記載の制御装置。
【００９９】
（３）前記制御部は、表示部を制御して、前記第１の機能に対応づけられた第１のアイコ
ンと、前記第２の機能に対応づけられた第２のアイコンとを、同じ画面内に表示させる
　前記（２）に記載の制御装置。
【０１００】
（４）前記第１の通信方式は、近距離無線通信方式であり、
　前記第２の通信方式は、ネットワーク通信方式であり、
　前記第２の通信方式に対応づけられた機能は、ネットワークに接続されたサーバを制御
するものである
　前記（２）または（３）に記載の制御装置。



(20) JP 6187241 B2 2017.8.30

10

20

30

40

50

【０１０１】
（５）前記第１の通信方式は、ネットワーク通信方式であり、
　前記第２の通信方式は、近距離無線通信方式であり、
　前記（１）から（３）のいずれかに記載の制御装置。
【０１０２】
（６）前記通信部は、さらに、１または複数の機能を実行可能な他の電子機器との間で第
１の通信方式または第２の通信方式により選択的に通信可能に構成され、前記第１の通信
方式により通信を行うことにより、前記他の電子機器から他の方式優先情報を取得し、
　前記制御部は、
　前記他の方式優先情報に基づいて、前記第１の通信方式および前記第２の通信方式のう
ちの一方を選択し、前記通信部に対してその選択した通信方式により前記他の電子機器と
の間で通信を行うように指示し、
　表示部を制御して、前記電子機器の各機能に対応づけられた１または複数のアイコンと
、前記他の電子機器の各機能に対応づけられた１または複数のアイコンを、同じ画面内に
表示させる
　前記（１）から（５）のいずれかに記載の制御装置。
【０１０３】
（７）前記通信部は、前記第１の通信方式により前記電子機器と通信することにより、前
記第２の通信方式における前記電子機器の識別情報を取得する。
　前記（１）から（６）のいずれかに記載の制御装置。
【０１０４】
（８）前記通信部は、前記第１の通信方式により前記電子機器と通信することにより、前
記電子機器に対して前記第２の通信方式における通信設定情報を供給する
　前記（１）から（７）のいずれかに記載の制御装置。
【０１０５】
（９）前記制御部は、前記方式優先情報に加え、前記制御装置の装置状態または装置環境
にも基づいて、前記第１の通信方式および前記第２の通信方式のうちの一方を選択する
　前記（１）から（８）のいずれかに記載の制御装置。
【０１０６】
（１０）制御装置との間で第１の通信方式または第２の通信方式により選択的に通信可能
に構成され、前記第１の通信方式により通信を行うことにより、前記制御装置に対して方
式優先情報を供給する通信部と、
　１または複数の機能を実行可能に構成され、前記方式優先情報を生成する処理部と
　を備えた電子機器。
【０１０７】
（１１）前記処理部は、前記電子機器の装置状態または装置環境に基づいて、前記方式優
先情報を生成する
　前記（１０）に記載の電子機器。
【０１０８】
（１２）前記装置状態は、バッテリの充電状態、または前記バッテリおよびＡＣ電源のど
ちらから電源が供給されているかを示す電源供給状態である
　前記（１１）に記載の電子機器。
【０１０９】
（１３）前記装置環境は、前記第１の通信方式または前記第２の通信方式による通信環境
である
　前記（１１）または（１２）に記載の電子機器。
【０１１０】
（１４）前記処理部は、間欠的に前記方式優先情報を生成する
　前記（１０）から（１３）のいずれかに記載の電子機器。
【０１１１】
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（１５）前記通信部は、さらに他の制御装置との間で第１の通信方式または第２の通信方
式により選択的に通信可能に構成され、前記第１の通信方式により通信を行うことにより
、前記他の制御装置に対して他の方式優先情報を供給し、
　前記処理部は、前記他の方式優先情報を生成する
　前記（１０）から（１４）のいずれかに記載の電子機器。
【０１１２】
（１６）制御装置と、
　電子機器と
　を備え、
　前記制御装置は、
　前記電子機器との間で第１の通信方式または第２の通信方式により選択的に通信可能に
構成され、前記第１の通信方式により通信を行うことにより、前記電子機器から方式優先
情報を取得する第１の通信部と、
　前記方式優先情報に基づいて、前記第１の通信方式および前記第２の通信方式のうちの
一方を選択し、前記第１の通信部に対してその選択した通信方式により前記電子機器との
間で通信を行うように指示する制御部と
　を有し、
　前記電子機器は、
　前記制御装置との間で前記第１の通信方式または前記第２の通信方式により選択的に通
信可能に構成され、前記第１の通信方式により通信を行うことにより、前記制御装置に対
して方式優先情報を供給する第２の通信部と、
　１または複数の機能を実行可能に構成され、前記方式優先情報を生成する処理部と
　を有する
　制御システム。
【０１１３】
（１７）制御装置との間で、第１の通信方式または第２の通信方式により選択的に通信可
能に構成された電子機器が、方式優先情報を生成して、前記第１の通信方式により前記制
御装置に対して前記方式優先情報を供給し、
　前記制御装置が、前記方式優先情報に基づいて、前記第１の通信方式および前記第２の
通信方式のうちの一方を選択し、前記電子機器との間でその選択した通信方式により通信
を行い、
　前記電子機器が、前記制御装置との通信に応じて１または複数の機能を実行する
　制御方法。
【符号の説明】
【０１１４】
　１，１Ａ～１Ｆ…オーディオシステム、１０，１０Ａ～１０Ｄ，１０Ｆ，３０，４０…
モバイル機器、１１…マイク、１２…スピーカ、１３…電話通信部、１４…ブルートゥー
ス通信部、１５…無線ＬＡＮ通信部、１６…操作部、１７…表示部、１８…制御部、１９
…機器連携ソフトウェア、２０，２０Ａ～２０Ｅ，５０，６０…オーディオ機器、２１Ａ
…チューナ、２１Ｂ…ＵＳＢインタフェース、２１Ｃ…ディスクドライブ、２２…操作部
、２３…表示部、２４…ブルートゥース通信部、２５…無線ＬＡＮ通信部、２６…パワー
アンプ、２７…スピーカ、２８…制御部、３１…アクセスポイント、３２…メディアサー
バ、３３…インターネット、３４…サーバ、４９…ソフトウェア群、Ｃ１…ブルートゥー
ス通信Ｃ２…無線ＬＡＮ通信、ＩＣ１～ＩＣ１０…アイコン、ＩＤ１，ＩＤ２…識別情報
、Ｆ１０，Ｆ２０，Ｇ１，Ｇ１２，Ｇ２…機能、ＰＩ…方式優先情報、Ｐ１～Ｐ４…表示
画面、Ｚ１…ソース情報、Ｚ２…アクセスポイント情報、Ｚ３…ネットワークコンテンツ
情報。
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