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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部装置と無線通信する無線通信手段と、
　前記無線通信手段で無線通信する前記外部装置の種別を認識する認識手段と、
　キー操作音又はアラート音の少なくとも一方のメッセージ音を生成するメッセージ音生
成手段と、
　前記認識手段で前記外部装置の種別をスピーカとして認識した場合と、前記外部装置の
種別をヘッドホンとして認識した場合とで、前記メッセージ音の出力を異ならせるメッセ
ージ音制御手段と、
　を具備することを特徴とする無線通信装置。
【請求項２】
　前記メッセージ音制御手段は、前記認識手段で前記外部装置の種別をスピーカとして認
識した場合と、前記外部装置の種別をヘッドホンとして認識した場合とで、前記メッセー
ジ音の出力音量、または出力の有無を異ならせる
ことを特徴とする請求項１記載の無線通信装置。
【請求項３】
　メッセージ音制御手段は、前記認識手段で前記外部装置の種別をスピーカとして認識し
た場合、前記メッセージ音生成手段で生成した前記メッセージ音の出力音量を、前記外部
装置の種別をヘッドホンとして認識した場合の出力音量よりも小さくする
ことを特徴とする請求項１記載の無線通信装置。
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【請求項４】
　前記メッセージ音制御手段は、前記認識手段でヘッドホンとして認識される第１の外部
装置から前記認識手段でスピーカとして認識される第２の外部装置への出力切替え要求に
応じて、前記メッセージ音生成手段で生成した前記メッセージ音の出力を変更する
ことを特徴とする請求項１記載の無線通信装置。
【請求項５】
　前記メッセージ音制御手段は、前記第２の外部装置から前記第１の外部装置への出力切
替え要求に応じて、前記メッセージ音生成手段で生成した前記メッセージ音の出力音量を
大きくする
ことを特徴とする請求項４記載の無線通信装置。
【請求項６】
　前記メッセージ音制御手段は、前記第１の外部装置から前記第２の外部装置への出力切
替え要求に応じて、前記メッセージ音の前記外部装置への出力を停止する
ことを特徴とする請求項４記載の無線通信装置。
【請求項７】
　前記メッセージ音制御手段は、前記メッセージ音の出力音量を制御するコマンドを前記
無線通信手段によって前記外部装置へ送信する
ことを特徴とする請求項１記載の無線通信装置。
【請求項８】
　前記無線通信手段は、無線通信接続を行う機器を発見するための周辺機器探索信号を送
信すると共に、当該周辺機器探索信号に応じて送信された前記外部装置からの応答信号を
受信し、
　前記認識手段は、前記無線通信手段で受信した応答信号から、無線通信接続する前記外
部装置の種別を認識することを特徴とする請求項１記載の無線通信装置。
【請求項９】
　無線通信により外部装置に音声を送信する無線送信手段と、
　キー操作音又はアラート音の少なくとも一方のメッセージ音を生成するメッセージ音生
成手段と、
　前記無線送信手段が前記外部装置に音声を送信する場合に、前記無線送信手段による前
記外部装置への前記メッセージ音の出力を、当該外部装置の種別に応じて異ならせるメッ
セージ音制御手段と、
　を具備することを特徴とする無線通信装置。
【請求項１０】
　前記メッセージ音制御手段は、前記無線通信手段が前記外部装置に音声を送信する場合
に、前記無線通信手段による前記外部装置への前記メッセージ音の出力音量又は出力の有
無を、当該外部機器がスピーカであるかヘッドホンであるかに応じて異ならせる
ことを特徴とする請求項９記載の無線通信装置。
【請求項１１】
　メッセージ音制御手段は、前記外部装置がスピーカである場合、前記メッセージ音生成
手段で生成した前記メッセージ音の出力音量を、前記外部装置がヘッドホンである場合の
出力音量よりも小さくする
ことを特徴とする請求項９記載の無線通信装置。
【請求項１２】
　前記メッセージ音制御手段は、前記ヘッドホンである第１の外部装置から前記スピーカ
である第２の外部装置への出力切替え要求に応じて、前記メッセージ音生成手段で生成し
た前記メッセージ音の出力を変更する
ことを特徴とする請求項９記載の無線通信装置。
【請求項１３】
　前記メッセージ音制御手段は、前記第２の外部装置から前記第１の外部装置への出力切
替え要求に応じて、前記メッセージ音生成手段で生成した前記メッセージ音の出力音量を
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大きくする
ことを特徴とする請求項１２記載の無線通信装置。
【請求項１４】
　前記メッセージ音制御手段は、前記第１の外部装置から前記第２の外部装置への出力切
替え要求に応じて、前記メッセージ音の前記外部装置への出力を停止する
ことを特徴とする請求項１２記載の無線通信装置。
【請求項１５】
　前記メッセージ音制御手段は、前記メッセージ音の出力音量を制御するコマンドを前記
無線送信手段によって前記外部装置へ送信する
ことを特徴とする請求項９記載の無線通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、無線通信技術の進歩により、携帯電話、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔ
ａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、デジタルカメラ等のモバイル装置に無線通信機能を搭載し
た無線通信装置が広く普及している。これらの無線通信装置は、ケーブルを使用せずにパ
ーソナルコンピュータや携帯電話等を接続して音声データを送受信することができる。
【０００３】
　また、これらの無線通信装置の中には、該無線通信装置の位置情報に応じて接続手段を
選択する無線通信装置がある。例えば特許文献１には、移動中であっても、或いは移動先
であっても、自動的に最適なネットワーク接続手段を選択、設定できるネットワーク自動
切換えシステムが開示されている。
【特許文献１】特開２００１－３０９４４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１では、接続先に応じて送信する音声データを替えることにつ
いて考慮されていない。よって、無線通信の接続相手装置が複数台存在している場合、ユ
ーザは其々の接続相手装置に応じて送信する音声データを自ら選定する必要がある。
【０００５】
　例えば音声データを送信する接続先の装置がヘッドホンである場合は、音声を聞いてい
るユーザが操作者１人である可能性が高いため、キー操作音やアラート音などのメッセー
ジ音をオーディオコンテンツに重畳して出力させることが操作者にとって有効であると考
えられる。
【０００６】
　しかし、音声データを送信する接続先の装置がスピーカである場合、音声を聞いている
ユーザは操作者を含む複数人である可能性があり、所望のオーディオコンテンツと干渉す
るメッセージ音は必ずしも有効であるとは限らない。そのため、操作者であるユーザは接
続先の装置に応じて送信する音声データを自ら選定する必要があり、利便性に欠ける。
【０００７】
　そこで、本発明は、ユーザの利便性を考慮した上で、接続先に応じて送信する音声デー
タを替えることのできる無線通信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】
【０００８】
　本発明の無線通信装置は、外部装置と無線通信する無線通信手段と、前記無線通信手段
で無線通信する前記外部装置の種別を認識する認識手段と、キー操作音又はアラート音の
少なくとも一方のメッセージ音を生成するメッセージ音生成手段と、前記認識手段で前記
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外部装置の種別をスピーカとして認識した場合と、前記外部装置の種別をヘッドホンとし
て認識した場合とで、前記メッセージ音の出力を異ならせるメッセージ音制御手段と、を
具備することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、ユーザの利便性を考慮した上で、接続先に応じて送信する音声データ
を替えることのできる無線通信装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。
　まず、図１および図２を参照して、本発明の一実施形態に係る無線通信装置の構成を説
明する。図１は、本発明の一実施形態に係る無線通信装置が使用される無線システムを説
明するための図である。図２は、本発明の実施形態に係る無線通信装置を構成する携帯端
末１００のシステム構成の一例を示した図である。
【００１１】
　本実施の形態は、例えば音楽再生等のアプリケーションで扱う音声データを複数の外部
装置２００～６００に送信する携帯端末１００（無線通信装置）から実現されている。
【００１２】
　また、本実施の形態における携帯端末１００は、携帯端末１００と無線接続する外部装
置に応じて送信する音声データを替える機能を備えている。例えば、本実施の形態におけ
る携帯端末１００では、無線接続する外部装置がヘッドホンやヘッドセット等である場合
にはオーディオコンテンツデータを送信する際にメッセージ音データを重畳して送信する
。また、無線接続する外部装置がスピーカやカーオーディオ等である場合には、出力音量
が通常の音量より抑えられたメッセージ音データをオーディオコンテンツデータに重畳し
て、或いはメッセージ音データを重畳させずにオーディオコンテンツデータを送信する。
【００１３】
　上記の外部装置に応じて送信する音声データを替える機能により、本実施の形態では、
携帯端末１００の移動等に伴う外部出力装置の変更に合わせて、送信する音声データを好
適に替えることができ、ユーザの利便性を向上させることを実現する。尚、メッセージ音
は、操作者であるユーザに対して出力されるキー操作音やアラーム音などのオーディオコ
ンテンツ以外の音声である。
【００１４】
　また、携帯端末１００は、例えばユーザが操作部１０８、表示部１０９を用いて携帯端
末１００に設けられたアプリケーションを選択し、当該アプリケーションで扱うデータを
アンテナ１１３から其々の外部装置に無線接続して送信する。
【００１５】
　尚、図２では携帯端末１００と無線接続する其々の外部装置としてスピーカ２００、４
００、ヘッドホン３００、カーオーディオ５００、ヘッドホン６００を例に挙げる。
【００１６】
　本実施の形態における携帯端末１００は、例えばＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉ
ｖｅ）１０１、コーデック部１０２、メッセージ音生成部１０３、メッセージ音制御部１
０４、ミキシング部１０５、ストリーム制御部１０６等から成る音声データ生成部１０７
、操作部１０８、表示部１０９等から成るインタフェース部１１０、接続先認識部１１１
、無線通信部１１２、及びアンテナ１１３等から構成される。
【００１７】
　コーデック部１０２は、ＨＤＤ１０１に格納されたオーディオコンテンツデータをデコ
ードし、ミキシング部１０５に出力する。メッセージ音生成部１０３は、メッセージ音制
御部１０４の指示の下、キー操作音データやアラーム音データなどのメッセージ音データ
を生成してミキシング部１０５に出力する。メッセージ音制御部１０４は、接続先認識部
１１１からの情報を基に、メッセージ音データの出力制御を実行する。
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【００１８】
　ミキシング部１０５は、コーデック部１０２で生成されたオーディオコンテンツデータ
にメッセージ音生成部１０３で生成されたメッセージ音データを重畳してストリーム制御
部１０６に出力する。
【００１９】
　ストリーム制御部１０６は、ストリーム対応の外部装置に対して、音声データのストリ
ーム制御を行う。ストリーム制御部１０６は、例えば、現在携帯端末１００と無線通信接
続が可能な各外部装置とのリンクを確保することで、オーディオコンテンツデータの再生
・停止に合わせてストリームの開始・終了等の制御を実行し、無線帯域を有効に活用する
。また、ストリーム制御部１０６は、ミキシング部１０５から出力された音声をエンコー
ドする機能も有する。
【００２０】
　操作部１０８は、ユーザからの操作入力を受ける操作入力手段として、例えば十字キー
等を備える。また、操作部１０８は外部装置の新たな登録や其々の外部装置に送信する音
声データの設定操作入力を受ける。
【００２１】
　表示部１０９は、携帯端末１００に設けられたアプリケーションやＨＤＤ１０１に格納
するオーディオコンテンツデータの選択画面（図示しない）等を表示して操作部１０８に
おける操作入力を補助する。また、例えば表示部１０９は外部装置を選定するための情報
をユーザに示す。
【００２２】
　接続先認識部１１１は、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈのインクワイアリ（Ｉｎｑｕｒｉｙ
）機能等を用いて得られた、携帯端末１００の周辺デバイスに関する情報から無線接続可
能な外部装置を認識する。尚、インクワイアリ機能および外部装置を認識する方法につい
ては、図３および図４を参照しながら後述する。
【００２３】
　無線通信部１１２は、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈにより、アンテナ１１３を用いて外部
装置と無線通信を行う。無線通信部１１２は、ＢｌｕｅｔｏｏｔｈのＡ２ＤＰ（Ａｄｖａ
ｎｃｅｄ　Ａｕｄｉｏ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ｐｒｏｆｉｌｅ）等に定められた方
法により、携帯端末１００に設けられたアプリケーションで扱う音声データを外部装置に
送信する。尚、Ａ２ＤＰは、高度音声を配信する機能を実現するためのプロファイルであ
り、音声データを送信装置から受信装置に伝送する際に使用する。
【００２４】
　次に、図３及び図４を参照して本実施の形態における外部装置の認識方法について説明
する。図３は、本実施の形態における携帯端末１００のインクワイアリ機能を説明する図
である。
【００２５】
　本実施の形態における携帯端末１００では、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈのインクワイア
リ機能等を用いて携帯端末１００の周辺を検索したり、ＢｌｕｅｔｏｏｔｈのＳＤＡＰ（
Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｆｉｌｅ）に定
められた方法により当該外部装置が有するサービスを検索したり、或いはユーザが自ら入
力したりすることで携帯端末１００と接続可能な外部の出力装置を認識し、当該装置に関
する情報を取得する。尚ここでは、インクワイアリ機能を用いて外部装置を認識する場合
について説明する。
【００２６】
　通常、インクワイアリ機能として装置探索信号を送信する際には、接続対象としている
外部装置２００～６００の固有ＩＤ（固有アドレス）が不明であるため、図３に示すよう
に、携帯端末１００は、装置探索信号を機器ＩＤに依存しないブロードキャストメッセー
ジとして送信する。この際、装置探索信号は、周波数のチャネル数を全てカバーするよう
に適当な周波数ホッピング列に従って、周波数チャンネルを所定時間毎に変更しながら送
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信される。一方、待ち受け状態にある外部装置２００～６００では、このブロードキャス
トメッセージの待ち受け状態となっている。
【００２７】
　この様な状況において、携帯端末１００からの送信周波数と各外部装置での待ち受け周
波数が一致した場合、各外部装置では、携帯端末１００からの装置探索信号を受信するこ
とができ、それに対しての応答信号を返すことができる。この応答信号には外部装置の固
有ＩＤに関する情報が含まれており、これにより以降の処理において、携帯端末１００が
固有の外部出力装置を指定することが可能になる。
【００２８】
　図４は、装置探索信号に対する応答信号に含まれる、外部装置のデバイスに関する情報
を示す。図４に示すように、例えば、外部装置の固有ＩＤに関する情報から当該外部装置
の種別（ＣｏＤ：Ｃｌａｓｓ　ｏｆ　Ｄｅｖｉｃｅ）を判断することができる。このＣｏ
Ｄは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ対応の装置が提供するサービスの種別を示す１１ビットのサー
ビスクラス（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｃｌａｓｓ）と、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ装置の大まかなクラ
ス種別を示す５ビットのメジャーデバイスクラス（Ｍｅｊｏｒ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｃｌａｓ
ｓ）と、メジャーデバイスクラス毎の詳細なクラス種別を示す６ビットのマイナデバイス
クラス（Ｍｉｎｏｒ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｃｌａｓｓ）と、ＣｏＤのデータ形式を示す２ビッ
トのフォーマットタイプ（Ｆｏｒｍａｔ　Ｔｙｐｅ）によって構成される２４ビットのデ
ータである。
【００２９】
　本実施例の携帯端末１００では、例えば、マイナデバイスクラスの情報を用いて外部装
置の種別を判断する。例えば外部装置の種別がスピーカ（Ｌｏｕｄｓｐｅａｋｅｒ）であ
れば、マイナデバイスクラスは０００１０１となり、外部装置の種別がヘッドホン（Ｈｅ
ａｄｐｈｏｎｅｓ）であれば、マイナデバイスクラスは０００１１０となる。
【００３０】
　次に、図５を参照しながら、本実施例の携帯端末１００に登録される外部装置に関する
情報について説明する。図５は、本実施の形態における外部装置２００～６００に関する
情報の一例を示す図である。図５では、例えば、各外部装置２００～６００における接続
先の外部装置名・外部装置のＢＤ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｄｅｖｉｃｅ）アドレス、メッ
セージ音設定、メッセージ音量が其々示されている。尚、図５に示すテーブルは、例えば
ＨＤＤ１０１等に格納しているものとする。
【００３１】
　また、本実施例の携帯端末１００では、ユーザが操作者一人であると考えられるヘッド
ホン３００及びヘッドセット５００等には基本的にメッセージ音設定をＯＮ、メッセージ
音量を通常の音量として設定する。また、ユーザが操作者以外にもいる可能性があるスピ
ーカ２００，４００及びカーオーディオ６００には基本的にメッセージ音設定をＯＦＦと
して設定する。尚、通常の音量は、メッセージ音とオーディオコンテンツの音声とを同時
に出力しても聞き取れる程度の出力音量とする。
【００３２】
　ここで、接続先の外部装置名は、スピーカ２００やヘッドホン３００などの装置の名前
であり、ユーザが直接外部装置を指定する際に表示部１０９に表示される。外部装置のＢ
Ｄアドレスは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ機器固有の値であり、携帯端末１００が外部装置を特
定する際に用いる。
【００３３】
　メッセージ音設定は、各外部装置におけるキー操作音やアラーム音等のメッセージ音を
出力させるか否か示している。メッセージ音設定がＯＮであればメッセージ音が出力され
、ＯＦＦであればメッセージ音が出力されない。例えば図５の例では、ヘッドホン３００
、スピーカ４００、ヘッドセット５００においてメッセージ音が出力されるように設定さ
れている。即ちスピーカ４００においては、ユーザによるメッセージ音設定の変更があっ
たことを示す。
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【００３４】
　メッセージ音量は、各外部装置におけるメッセージ音の出力音量を示している。メッセ
ージ音量は、メッセージ音設定がＯＮとなっている外部装置に其々設定され、各装置で出
力されるメッセージ音の音量を調整できるようになっている。
【００３５】
　図５に示すように本実施例では、メッセージ音量はヘッドホン３００、ヘッドセット５
００では通常の音量に設定される。また、スピーカ４００、では「小」の音量に設定され
る。尚ここで、「小」の音量とは、ミュートを含む、通常の音量と比較して小さい音量を
示す。
【００３６】
　また、ここでは、例えば携帯端末１００から音量を制御したメッセージ音を送信する場
合を示したが、これに限らず、携帯端末１００から各外部装置に対してメッセージ音の音
量を制御するコマンドを送信することでメッセージ音の制御をしても良い。
【００３７】
　次に図６を参照して、本実施の形態における外部装置の選定及び無線接続手順の流れを
説明する。図６は、本実施の形態における外部装置の選定及び無線接続手順の流れを示す
フローチャートである。尚、ここでは選定される外部装置がスピーカまたはヘッドホンで
ある場合を想定する。
【００３８】
　まず、携帯端末１００の接続先認識部１１１は、インクワイアリ機能等で接続対象の外
部装置を認識し（Ｓ１０１）、音声データの送信先の外部装置を決定する（Ｓ１０２）。
尚、携帯端末１００のストリーム制御部１０６では、周辺の外部装置を探索した後、無線
通信接続が可能な全ての外部装置との間に音声データを送信するリンクを確立する。
【００３９】
　次に、メッセージ音制御部１０４は、メッセージ音の設定がユーザにより変更されてい
るか否か確認する（Ｓ１０３）。メッセージ音の設定がユーザにより変更されていない場
合（Ｓ１０３のＮｏ）、メッセージ音制御部１０４は、接続先認識部１１１からの情報を
参照して音声データを出力させる外部装置がヘッドホンであるかスピーカであるか判断す
る（Ｓ１０４）。
【００４０】
　Ｓ１０４で、オーディオコンテンツデータを出力させる外部装置がヘッドホンである場
合、メッセージ音制御部１０４は、メッセージ音を通常音量に設定する（Ｓ１０５）。そ
して、ストリーム制御部１０６は、当該ヘッドホンに対し、メッセージ音データをオーデ
ィオコンテンツデータに重畳した音声データのストリーム送信を開始する（Ｓ１０６）。
【００４１】
　また、Ｓ１０４で、オーディオコンテンツデータを出力させる外部装置がスピーカであ
る場合、ストリーム制御部１０６は、当該スピーカに対し、メッセージ音データをオーデ
ィオコンテンツデータに重畳していない音声データのストリーム送信を開始する（Ｓ１０
８）。
【００４２】
　ここで、Ｓ１０３においてメッセージ音の設定がユーザにより変更されている場合（Ｓ
１０３のＹｅｓ）、メッセージ音制御部１０４は、図５のテーブルを参照してメッセージ
音設定がＯＮと設定されているか否か確認する（Ｓ１０７）。
【００４３】
　Ｓ１０７で、メッセージ音設定がＯＮと設定されている場合（Ｓ１０７のＹｅｓ）、メ
ッセージ音制御部１０４は、図５のテーブルを参照してメッセージ音の音量を設定する（
Ｓ１０５）。そして、ストリーム制御部１０６は、Ｓ１０２で決定した外部装置に対し、
メッセージ音データをオーディオコンテンツデータに重畳した音声データのストリーム送
信を開始する（Ｓ１０６）。
【００４４】
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　また、Ｓ１０７で、メッセージ音設定がＯＦＦと設定されている場合（Ｓ１０７のＮｏ
）、ストリーム制御部１０６は、Ｓ１０２で決定した外部装置に対し、メッセージ音デー
タをオーディオコンテンツデータに重畳していない音声データのストリーム送信を開始す
る（Ｓ１０８）。
【００４５】
　また、本実施例の携帯端末１００では、オーディオコンテンツデータの送信中に出力装
置の切り替え要求を受けた場合、出力先の外部装置の切り換えと共にメッセージ音の出力
切り替えを行う。
【００４６】
　次に図７を参照して、本実施の形態におけるメッセージ音の出力切り替え処理の流れを
説明する。図７は、本実施の形態における出力先の外部装置の切り替えに伴うメッセージ
音の出力切り替え処理の流れを示すフローチャートである。
【００４７】
　まず、携帯端末１００のインタフェース部１１０は、外部装置の切り替え要求を受けた
か否か定期的に確認する（Ｓ２０１）。外部装置の切り替え要求を受けていなければ（Ｓ
２０１のＮｏ）、Ｓ２０１の処理を繰り返す。
【００４８】
　Ｓ２０１で外部装置の切り替え要求を受けた場合（Ｓ２０１のＹｅｓ）、メッセージ音
制御部１０４は、現在送信中の音声データにメッセージ音データが重畳されているか否か
を確認する（S２０２）。
【００４９】
　Ｓ２０２で、現在送信中の音声データにメッセージ音データが重畳されている場合（S
２０２のＹｅｓ）、次にメッセージ音制御部１０４は、接続先認識部１１１からの情報及
び図５のテーブルを参照し、切り替え先の外部装置のメッセージ音設定がＯＮとなってい
るか否かを確認する（Ｓ２０３）。ここで、切り替え先の外部装置のメッセージ音設定が
ＯＮとなっている場合（Ｓ２０３のＹｅｓ）、ストリーム制御部１０６は、切り替え先の
外部装置に対し、メッセージ音データをオーディオコンテンツデータに重畳した音声デー
タのストリーム送信を開始する（Ｓ２０４）。
【００５０】
　Ｓ２０３で、切り替え先の外部装置のメッセージ音設定がＯＦＦとなっている場合（Ｓ
２０３のＮｏ）、メッセージ音制御部１０４は、メッセージ音データの出力をＯＦＦにす
る（Ｓ２０４）。そして、ストリーム制御部１０６は、切り替え先の外部装置に対し、メ
ッセージ音データをオーディオコンテンツデータに重畳していない音声データのストリー
ム送信を開始する（Ｓ２０８）。
【００５１】
　Ｓ２０２で、現在送信中の音声データにメッセージ音データが重畳されていない場合（
S２０２のＮｏ）、次にメッセージ音制御部１０４は、接続先認識部１１１からの情報及
び図５のテーブルを参照し、切り替え先の外部装置のメッセージ音設定がＯＮとなってい
るか否かを確認する（Ｓ２０６）。ここで、切り替え先の外部装置のメッセージ音設定が
ＯＮとなっている場合（Ｓ２０６のＹｅｓ）、メッセージ音制御部１０４は、メッセージ
音データの出力をＯＮにする（Ｓ２０７）。そして、ストリーム制御部１０６は、切り替
え先の外部装置に対し、メッセージ音データをオーディオコンテンツデータに重畳した音
声データのストリーム送信を開始する（Ｓ２０４）。
【００５２】
　Ｓ２０３で、切り替え先の外部装置のメッセージ音設定がＯＦＦとなっている場合（Ｓ
２０３のＮｏ）、ストリーム制御部１０６は、切り替え先の外部装置に対し、メッセージ
音データをオーディオコンテンツデータに重畳していない音声データのストリーム送信を
開始する（Ｓ２０８）。
【００５３】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、携帯端末１００の移動等に伴ってユーザ
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が自ら行っていた接続相手装置の選定や変更設定作業をしなくても、移動先においてオー
ディオコンテンツデータを好適に処理・出力可能な外部装置を選定することができ、ユー
ザの利便性を向上させることが実現する。
【００５４】
　また、本実施の形態では、無線接続する外部装置がヘッドホンやヘッドセット等である
場合、メッセージ音データを含むオーディオコンテンツデータを送信し、無線接続する外
部装置がスピーカやカーオーディオ等である場合、出力音量が抑制されたメッセージ音デ
ータを重畳したオーディオコンテンツデータ、或いはメッセージ音データを重畳していな
いオーディオコンテンツデータを送信することが出来る。
【００５５】
　本実施の形態によれば、インクワイアリ機能等で周辺の外部装置を認識する際に、オー
ディオコンテンツデータを送信するリンクを確保するため、オーディオコンテンツデータ
の再生・停止に合わせてストリームの開始・終了等の制御を実行し、無線帯域を有効に活
用する。
【００５６】
　また、本実施の形態では、選定した外部装置に無線接続不可能または使用不可能であっ
た場合、選択したアプリケーションで扱うデータを好適に処理・出力可能な次の候補を検
索して無線接続を開始することができる。
【００５７】
　また、本実施の形態では、無線接続する外部装置がスピーカやカーオーディオ等である
場合、出力音量が抑制されたメッセージ音データを重畳したオーディオコンテンツデータ
、またはメッセージ音データを重畳していないオーディオコンテンツデータを選択して送
信することが出来る。
【００５８】
　本発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を
逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されてい
る複数の構成要素の適宜な組み合わせにより種々の発明を形成できる。例えば、実施形態
に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異なる実施形態に
構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明の一実施形態に係る無線通信装置の外観の一例である。
【図２】本発明の実施形態に係る無線通信装置を構成する携帯端末１００のシステム構成
の一例を示した図である。
【図３】本実施の形態における携帯端末１００のインクワイアリ機能を説明する図である
。
【図４】本実施の形態におけるインクワイアリ機能を用いて得られた携帯端末１００周辺
のデバイスに関する情報を示す図である。
【図５】本実施の形態における外部装置２００～６００に関する情報の一例を示す図であ
る。
【図６】本実施の形態における外部装置の選定及び無線接続手順の流れを示すフローチャ
ートである。
【図７】本実施の形態における出力先の外部装置の切り替えに伴うメッセージ音の出力切
り替え処理の流れを示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００６０】
　１００　携帯端末
　１０１　ＨＤＤ
　１０２　コーデック部
　１０３　メッセージ音生成部
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　１０４　メッセージ音制御部
　１０５　ミキシング部
　１０６　ストリーム制御部
　１０７　音声データ生成部
　１０８　操作部
　１０９　表示部
　１１０　インタフェース部
　１１１　接続先認識部
　１１２　無線通信部
　１１３　アンテナ
　２００、４００　スピーカ
　３００　ヘッドホン
　５００　カーオーディオ
　６００　ヘッドホン

【図１】 【図２】
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