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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信を含む所定の通信方式によって外部と通信を行う
通信部と、
　前記所定の通信方式のうちのいずれかによって前記外部と通信を行うよう制御する通信
制御部と、
を備え、
　前記通信制御部は、前記Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信で使用する周波数帯域のうちオーディ
オ専用の帯域を予め確保し、インターネット接続する場合において、前記所定の通信方式
のうちのいずれかによって前記インターネット接続し、前記Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信で前
記インターネット接続できない場合において、前記Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信以外の他の前
記所定の通信方式によって前記インターネット接続し、
　前記Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信で前記インターネット接続できない場合は、前記外部の通
信端末がＥＤＲ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　Ｒａｔｅ）に対応していない場合、前記
通信部が前記ＥＤＲに対応する前記通信端末と接続中であって他の前記通信端末を検索中
である場合、あるいは前記Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信で使用する周波数帯域のうち前記オー
ディオ専用の帯域以外の帯域に空きがない場合のうちの少なくとも１つの場合であること
を特徴とする、電子機器。
【請求項２】
　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信を含む所定の通信方式によって外部と通信を行う
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通信部と、
　前記所定の通信方式のうちのいずれかによって前記外部と通信を行うよう制御する通信
制御部と、
を備え、
　前記通信制御部は、前記Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信で使用する周波数帯域のうちオーディ
オ専用の帯域を予め確保し、インターネット接続する場合において、前記所定の通信方式
のうちのいずれかによって前記インターネット接続し、前記Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信で前
記インターネット接続できない場合において、前記Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信以外の他の前
記所定の通信方式によって前記インターネット接続し、
　前記通信制御部は、前記他の所定の通信方式で前記インターネット接続できない場合に
おいて、前記Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信で使用する周波数帯域のうち前記オーディオ専用の
帯域以外の帯域を空けることを特徴とする、電子機器。
【請求項３】
　前記所定の通信方式は、ＷＬＡＮ通信、ＵＳＢテザリングを含むことを特徴とする、請
求項１または２に記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信でオーディオを出力することが可能な
電子機器に関し、特に、インターネット接続時であってもオーディオが出力中に途切れな
い電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信で使用可能な帯域（周波数帯域）は、２．４ＧＨｚと制限され
ている。例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信によってオーディオを出力する機能を有する端
末が、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信のオーディオプロファイルを用いてオーディオを出力して
いる場合において、オーディオプロファイル以外のプロファイルを用いるとオーディオが
出力中に途切れる（以下、「音飛び」という）可能性が高くなるという問題がある。ここ
で、オーディオとは、音楽やその他の音を含むものとする。
【０００３】
　上記の問題の対策として、従来では、オーディオデータを蓄積・再生し、音楽ストリー
ミングデータのデータパケットを時間軸で制限することによって音飛びを回避する技術が
開示されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　また、オーディオプロファイルを用いている場合は、情報量が多い他のプロファイルの
使用自体を禁止することによって音飛びを回避する技術が開示されている（例えば、特許
文献２参照）。
【０００５】
　また、実行中の処理の負荷（処理内容）に応じて無線通信手段を選択する技術が開示さ
れている（例えば、特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－０６８４０６号公報
【特許文献２】特開２００６－１２１６２４号公報
【特許文献３】特開２００５－０２７０２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１では、リアルタイムに音楽を再生することができない可能性がある。また、
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インターネット接続について記載されておらず、インターネット接続した際に音飛びする
可能性がある。
【０００８】
　また、特許文献２では、インターネット接続に要する情報量が多い場合は、インターネ
ット接続自体を禁止することになり、オーディオを出力しながらインターネット接続する
ことができない。
【０００９】
　また、特許文献３では、処理内容によって無線通信手段が決まっているが、オーディオ
を出力するための帯域が不足すると音飛びする可能性がある。
【００１０】
　本発明は、これらの問題を解決するためになされたものであり、音飛びすることなくオ
ーディオを出力することができ、かつインターネット接続することが可能な電子機器を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明による電子機器は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信を含む所定の通信方式
によって外部と通信を行う通信部と、所定の通信方式のうちのいずれかによって外部と通
信を行うよう制御する通信制御部とを備え、通信制御部は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信で使
用する周波数帯域のうちオーディオ専用の帯域を予め確保し、インターネット接続する場
合において、所定の通信方式のうちのいずれかによってインターネット接続し、Ｂｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ通信でインターネット接続できない場合において、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信以
外の他の所定の通信方式によってインターネット接続し、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信でイン
ターネット接続できない場合は、外部の通信端末がＥＤＲ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ
　Ｒａｔｅ）に対応していない場合、通信部がＥＤＲに対応する通信端末と接続中であっ
て他の通信端末を検索中である場合、あるいはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信で使用する周波数
帯域のうちオーディオ専用の帯域以外の帯域に空きがない場合のうちの少なくとも１つの
場合であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信を含む所定の通信方式によって
外部と通信を行う通信部と、所定の通信方式のうちのいずれかによって外部と通信を行う
よう制御する通信制御部とを備え、通信制御部は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信で使用する周
波数帯域のうちオーディオ専用の帯域を予め確保し、インターネット接続する場合におい
て、所定の通信方式のうちのいずれかによってインターネット接続し、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ通信でインターネット接続できない場合において、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信以外の他の
所定の通信方式によってインターネット接続し、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信でインターネッ
ト接続できない場合は、外部の通信端末がＥＤＲ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　Ｒａｔ
ｅ）に対応していない場合、通信部がＥＤＲに対応する通信端末と接続中であって他の通
信端末を検索中である場合、あるいはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信で使用する周波数帯域のう
ちオーディオ専用の帯域以外の帯域に空きがない場合のうちの少なくとも１つの場合であ
るため、音飛びすることなくオーディオを出力することができ、かつインターネット接続
することが可能となる。

【００１３】
　この発明の目的、特徴、局面、および利点は、以下の詳細な説明と添付図面とによって
、より明白となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施の形態による電子機器が有する通信手段の構成の一例を示す図であ
る。
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【図２】本発明の実施の形態による電子機器の構成の一例を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態による電子機器の動作の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の実施の形態について、図面に基づいて以下に説明する。
【００１６】
　＜実施の形態＞
　図１は、本発明の実施の形態による電子機器１が有する通信手段の構成の一例を示す図
である。
【００１７】
　本実施の形態による電子機器１は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信、ＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅ
ｓｓ　ＬＡＮ）通信、あるいはＵＳＢテザリングなど様々な通信手段を有している。
【００１８】
　例えば、電子機器１は、ＷＬＡＮ通信によってアクセスポイントと接続し、アクセスポ
イントを介してインターネット接続することが可能である。
【００１９】
　また、電子機器１は、ＵＳＢデバイスとＵＳＢ接続し、ＵＳＢデバイスをアクセスポイ
ントとしてインターネット接続することが可能である。
【００２０】
　また、電子機器１は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信によって音楽再生デバイス、携帯電話、
あるいはデータ通信用デバイスのそれぞれと接続することが可能である。
【００２１】
　具体的に、音楽再生デバイスは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信のＡ２ＤＰ（Ａｄｖａｎｃｅ
ｄ　Ａｕｄｉｏ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ｐｒｏｆｉｌｅ）、あるいはＡＶＲＣＰ（
Ａｕｄｉｏ／Ｖｉｄｅｏ　Ｒｅｍｏｔｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｆｉｌｅ）で接続する
ことが可能である。
【００２２】
　また、携帯電話は、ＨＦＰ（Ｈａｎｄｓ－Ｆｒｅｅ　Ｐｒｏｆｉｌｅ）、ＰＢＡＰ（Ｐ
ｈｏｎｅ　Ｂｏｏｋ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｏｆｉｌｅ）、ＭＡＰ（Ｍｅｓｓａｇｅ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｐｒｏｆｉｌｅ）、Ａ２ＤＰ、ＡＶＲＣＰ、ＯＰＰ（Ｏｂｊｅｃｔ　Ｐｕｓｈ
　Ｐｒｏｆｉｌｅ）、ＤＵＮ（Ｄｉａｌ－ＵＰ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｐｒｏｆｉｌｅ）、あ
るいはＰＡＮ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ　Ｐｒｏｆｉｌｅ）
で接続することが可能である。
【００２３】
　また、データ通信用デバイスは、ＤＵＮあるいはＰＡＮで接続することが可能である。
【００２４】
　上記のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信によって構成されるネットワークのうち、図１では、音
楽の再生に関わるネットワークをＢＴ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）　Ａｕｄｉｏ　Ｌｉｎｋと
示し、通話に関するネットワークをＴｅｌｅｐｈｏｎｙ　Ｌｉｎｋと示し、データ通信に
関するネットワークをＤａｔａ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎと示している。
【００２５】
　電子機器１は様々な通信手段を有しているが、ユーザにとってはどの通信手段が最も有
効であるのか分からない。また、電子機器１が通信手段を切り替える機能を有しているこ
とをユーザが知らないこともある。従って、このような切り替え機能をユーザに意識させ
ることなく動作させる（すなわち、ユーザの操作なしで有効な通信手段に自動的に切り替
える）ことは、ユーザにとってメリットがある。
【００２６】
　次に、本実施の形態による電子機器の構成について説明する。
【００２７】
　図２は、本実施の形態による電子機器１の構成の一例を示す図である。
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【００２８】
　本実施の形態による電子機器１は、ＷＬＡＮ通信によって外部と通信接続が可能なＷＬ
ＡＮ通信部３と、ＵＳＢテザリングによって通信端末７を介して外部と通信接続が可能な
ＵＳＢ通信部４と、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信によって外部と通信接続が可能なＢｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ通信部５とを備えている。すなわち、ＷＬＡＮ通信部３、ＵＳＢ通信部４、およ
びＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部５は、所定の通信方式（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信、ＷＬＡＮ
通信、ＵＳＢテザリング）によって外部と通信を行うことができる。なお、本実施の形態
では、外部との通信接続として、特にインターネット接続を一例として説明する。また、
通信端末７は、インターネット接続機能を有するものとする。
【００２９】
　また、電子機器１は、所定の通信方式（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信、ＷＬＡＮ通信、ＵＳ
Ｂテザリング）のうちのいずれかによって外部とインターネット接続（通信）を行うよう
に制御するデータ通信制御部２（通信制御部）を備えている。
【００３０】
　また、電子機器１は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信によって通信端末６と接続可能である。
通信端末６は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信が可能であり、かつオーディオを再生する機能を
有している。
【００３１】
　データ通信制御部２は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信で使用する周波数帯域のうちオーディ
オ専用の帯域（以下、オーディオ専用帯域という）を予め確保している。具体的には、通
信端末６に対するＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信で使用可能な帯域（２．４ＧＨｚ）に閾値を設
けることによって、オーディオ専用帯域を予め確保する。オーディオ専用帯域を確保する
ことによって、通信端末６は音飛びすることなくオーディオを再生することができる。
【００３２】
　上記のように構成することによって、電子機器１は、ユーザがインターネットを使用す
る際に、インターネット接続するために最も有効な通信手段を自動的に切り替えることが
でき（後述する）、オーディオの音飛びを回避するとともにインターネット接続すること
ができる。
【００３３】
　次に、本実施の形態による電子機器の動作について説明する。
【００３４】
　図３は、本実施の形態による電子機器１の動作の一例を示す図である。図３に示す動作
を行う前提として、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信のオーディオ専用帯域は、予め確保されてい
るものとする。なお、図３に示す動作は、データ通信制御部２が行うものとする。
【００３５】
　ステップＳ３０１において、ＥＤＲ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　Ｒａｔｅ）に対応
（サポート）する通信端末とＢＴ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）通信によって接続中であるか否
かの判断を行う。接続中であると判断された場合はステップＳ３０２に移行し、接続中で
ないと判断された場合はステップＳ３０５に移行する。ここで、接続中でないと判断され
る場合としては、ＥＤＲに対応する通信端末とＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信によって接続され
ていない場合、あるいは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信によって接続されているがＥＤＲに対
応する通信端末ではない場合がある。このような場合は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信によっ
てインターネット接続を行わない。また、通信端末がＥＤＲに対応しているか否かの判断
は、通信端末とＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信によってＡＣＬ（Ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｃ
ｏｎｎｅｃｔｉｏｎ－Ｌｅｓｓ）リンク接続後に、ＡＣＬパケットデータのＭｕｌｔｉ－
ｓｌｏｔデータの有無によって判断する。
【００３６】
　ステップＳ３０２において、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機能を有する他の通信端末を検索
中でないか否かの判断を行う。検索中でないと判断した場合はステップＳ３０３に移行し
、検索中であると判断した場合はステップＳ３０５に移行する。他の通信端末を検索中で
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ある場合は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信で使用する帯域を検索のために使用する。従って、
このような場合は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信によってインターネット接続を行わない。
【００３７】
　ステップＳ３０３において、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信で使用する周波数帯域のうちオー
ディオ専用帯域以外の帯域に空きがあるか否かの判断を行う。帯域に空きがあると判断し
た場合はステップＳ３０４に移行し、帯域に空きがないと判断した場合はステップＳ３０
５に移行する。ここで、帯域に空きがあるか否かの判断は、インターネット接続するため
に十分な帯域の空きがあるか否かによる。また、本実施の形態では、オーディオ専用帯域
を予め確保しているため、Ａ２ＤＰの接続有無の判断は不要となる。
【００３８】
　ステップＳ３０４において、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部５によって、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ通信のＤＵＮあるいはＰＡＮを用いてインターネット接続を行う。
【００３９】
　ステップＳ３０５において、ＵＳＢテザリングが可能か否かの判断を行う。ＵＳＢテザ
リングが可能であると判断した場合はステップＳ３０６に移行し、ＵＳＢテザリングが可
能でない（不可能である）と判断した場合はステップＳ３０７に移行する。
【００４０】
　ステップＳ３０６において、ＵＳＢ通信部４によって、ＵＳＢテザリングを使用してイ
ンターネット接続を行う。
【００４１】
　ステップＳ３０７において、ＷＬＡＮ（５ＧＨｚ帯）通信が可能か否かの判断を行う。
ＷＬＡＮ通信が可能であると判断された場合はステップＳ３０８に移行し、ＷＬＡＮ通信
が可能でない（不可能である）と判断された場合はステップＳ３０９に移行する。ここで
、ＷＬＡＮ通信は、ＩＥＥＥ８０２．１１規格によって、２．４ＧＨｚ帯と５ＧＨｚ帯と
を使用することができるが、２．４ＧＨｚ帯はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信で使用する帯域と
同一であるため、本実施の形態では５ＧＨｚ帯を使用している。
【００４２】
　ステップＳ３０８において、ＷＬＡＮ通信部３によって、ＷＬＡＮ通信を用いたインタ
ーネット接続を行う。
【００４３】
　ステップＳ３０９において、自動的に帯域確保するか否かの判断を行う。帯域確保する
と判断した場合はステップＳ３１０に移行し、帯域確保しないと判断した場合はステップ
Ｓ３１１に移行する。すなわち、所定の通信方式（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信、ＵＳＢテザ
リング、ＷＬＡＮ通信）でインターネット接続できない場合において、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ通信で使用する周波数帯域のうちオーディオ専用帯域以外の帯域を空ける。ここで、帯
域確保とは、オーディオ専用帯域以外の帯域を自動的に切断（使用不可）することをいう
。本実施の形態では、「自動帯域確保する」と設定するものとし、インターネット接続動
作時にユーザ自身が有効な通信手段を指定しなくてもよいようにする。従って、ユーザの
負荷を軽減させることができる。
【００４４】
　ステップＳ３１０において、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信で使用する帯域を確保するために
、オーディオ専用帯域以外の帯域を切断し、ステップＳ３０１に移行する。
【００４５】
　ステップＳ３１１において、インターネット接続に失敗した旨をユーザに通知する。な
お、ステップＳ３１０からステップＳ３０１に移行後、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部５、Ｕ
ＳＢ通信部４、ＷＬＡＮ通信部３のいずれにおいてもインターネット接続ができなかった
場合（ステップＳ３０７でＮＯの場合）も、自動帯域確保するか否かの判断を行わず（ス
テップＳ３０９でＮＯ）、インターネット接続に失敗した旨をユーザに通知する。
【００４６】
　上記より、データ通信制御部２は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信でインターネット接続でき
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ない場合は、他の所定の通信方式（ＵＳＢテザリング、ＷＬＡＮ通信）によってインター
ネット接続する。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信でインターネット接続できない場合としては、
外部の通信端末がＥＤＲに対応していない場合、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部５がＥＤＲに
対応する通信端末と接続中であって他の通信端末を検索中である場合、あるいはＢｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ通信で使用する周波数帯域のうちオーディオ専用帯域以外の帯域に空きがない
場合のうちの少なくとも１つの場合がある。
【００４７】
　以上のことから、本実施の形態によれば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信で使用する周波数帯
域のうちオーディオ専用帯域を予め確保し、インターネットを使用する際にはインターネ
ット接続に有効な通信手段に自動的に切り替えることができるため、ユーザは音飛びする
ことなくオーディオを再生（例えば、音楽再生）することができるとともに、インターネ
ットを楽しむことができる。
【００４８】
　なお、本実施の形態による電子機器は、カーナビゲーション装置やオーディオ装置、あ
るいはカーナビゲーション機能とオーディオ機能とを有するＡＶＮ（Ａｕｄｉｏ　Ｖｉｄ
ｕａｌ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ）など、オーディオの再生およびインターネット接続が可
能なものであれば、いかなるものであっても適用可能である。
【００４９】
　また、本実施の形態によるＷＬＡＮ通信部３およびＵＳＢ通信部４は、インターネット
接続以外であっても使用することが可能である。
【００５０】
　また、本実施の形態では、ＷＬＡＮ通信部３、ＵＳＢ通信部４、およびＢｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ通信部５を例として説明したが、インターネット接続するための通信手段であればい
かなる通信手段であってもよい。
【００５１】
　また、通信端末７としては、例えば携帯電話が挙げられるが、少なくともインターネッ
ト可能であればいかなるものであってもよい。
【００５２】
　また、通信端末６としては、例えば携帯オーディオプレーヤーが挙げられるが、少なく
ともＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信でオーディオの再生が可能であればいかなるものであっても
よい。
【００５３】
　また、ＥＤＲ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　Ｒａｔｅ）に対応（サポート）する通信
端末は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機能およびインターネット接続機能を有するものであれ
ば、通信端末６，７であってもよい。
【００５４】
　また、本実施の形態において、オーディオ専用帯域は、当該オーディオ専用帯域の使用
の有無に関わらず常に確保しているが、これに限らず、例えば帯域が足りない場合に優先
的に確保するようにしてもよく、すなわちオーディオを出力する時に帯域が確保されてい
ればよい。
【００５５】
　また、図３において、本実施の形態では「自動帯域確保する」という設定をデフォルト
としているが、当該設定はユーザが任意に設定できる（例えば、ユーザが「自動帯域確保
しない」と設定することができる）ものとする。
【００５６】
　なお、本発明は、その発明の範囲内において、実施の形態を適宜、変形、省略すること
が可能である。
【００５７】
　この発明は詳細に説明されたが、上記した説明は、すべての局面において、例示であっ
て、この発明がそれに限定されるものではない。例示されていない無数の変形例が、この
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発明の範囲から外れることなく想定され得るものと解される。
【符号の説明】
【００５８】
　１　電子機器、２　データ通信制御部、３　ＷＬＡＮ通信部、４　ＵＳＢ通信部、５　
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部、６，７　通信端末。

【図１】

【図２】

【図３】
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