
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

　

　

とを具備することを特
徴とする電子機器。
【請求項２】
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マスタとそれに無線接続された各スレーブとの間で無線通信を実行するマスタ・スレー
ブ形式の無線通信方式を用いて、第１のデバイスおよび第２のデバイスとの無線通信を実
行可能な電子機器であって、

マスタとして機能する前記第１のデバイスに前記電子機器がスレーブとして無線接続さ
れている状態で、前記第１のデバイスから無線信号によって送信されるコンテンツデータ
を再生する処理を実行する手段と、

前記コンテンツデータの再生中に、前記第１のデバイスにスレーブとして無線接続され
ている前記第２のデバイスから発生される着信通知が、前記第１のデバイスを介して前記
電子機器に無線信号によって通知された場合、前記第１のデバイスによって前記第１のデ
バイスと前記電子機器との間の現在のマスタ・スレーブの関係が解除された後に、前記第
２のデバイスとの無線接続を確立する処理を実行して、前記電子機器がマスタとして機能
し且つ前記第２のデバイスが前記電子機器にスレーブとして無線接続されている状態で、
前記第２のデバイスとの音声通話を無線信号によって実行する手段

前記マスタ・スレーブの関係の解除は、前記第１のデバイスが前記第１のデバイスと前
記電子機器との間で確立された無線接続を切断することによって実行されることを特徴と
する請求項１記載の電子機器。



【請求項３】
　

【請求項４】
　

　

　

【請求項５】
　

【請求項６】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は無線通信可能な電子機器および同電子機器の接続先切替え方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、無線通信技術としてＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（Ｒ）が注目されている。Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ（Ｒ）は低価格、低消費電力で、モバイル機器に適した、近距離の無線通信技術であ
る。用途としては、ユーザ各個人個人が所有するさまざまなモバイル情報機器を相互に接
続するために使われる。機器間は無線接続されるので、従来の有線による接続に比較して
、自由、簡単、手軽に様々な機器同士を接続することができる。
【０００３】
無線通信を利用したモバイル情報機器の１つとして、携帯型音楽プレーヤとヘッドフォン
とを無線接続するものが知られている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００４】
従来の有線を使った接続形態では、例えば音楽を聴くためにはヘッドフォンあるいはヘッ
ドセットをケーブルを介して携帯型音楽プレーヤに接続しなければならず、また音声通話
をするためにはヘッドセットをケーブルを介して携帯電話機に接続しなければならない。
さらに、音声信号処理をするためにはヘッドセットをケーブルを介してノートブック型パ
ーソナルコンピュータに接続することが必要とされた。
【０００５】
無線接続を利用することにより、ケーブルをつなぎなおすことなく、ヘッドセットあるい
はヘッドフォンをすぐに必要な機器に接続することが可能となる。
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前記マスタ・スレーブの関係の解除は、前記第１のデバイスが前記第１のデバイスと前
記電子機器との間でそのマスタとスレーブの役割を相互に入れ換えることによって実行さ
れることを特徴とする請求項１記載の電子機器。

マスタとそれに無線接続された各スレーブとの間で無線通信を実行するマスタ・スレー
ブ形式の無線通信方式で無線通信を実行する電子機器に無線接続すべきデバイスを、第１
のデバイスと第２のデバイスとの間で切り替える接続先切替え方法であって、

マスタとして機能する前記第１のデバイスから前記第１のデバイスにスレーブとして無
線接続された前記電子機器に無線信号によって送信されるコンテンツデータを前記電子機
器が再生するステップと、

前記コンテンツデータの再生中に、前記第１のデバイスにスレーブとして無線接続され
ている前記第２のデバイスから発生される着信通知が、前記第１のデバイスを介して前記
電子機器に無線信号によって通知された場合、前記第１のデバイスによって前記第１のデ
バイスと前記電子機器との間の現在のマスタ・スレーブの関係が解除された後に、前記電
子機器が、前記第２のデバイスとの無線接続を確立する処理を実行して、前記電子機器が
マスタとして機能し且つ前記第２のデバイスが前記電子機器にスレーブとして無線接続さ
れている状態で、前記電子機器と前記第２のデバイスとの音声通話を無線信号によって実
行するステップとを具備することを特徴とする接続先切替え方法。

前記マスタ・スレーブの関係の解除は、前記第１のデバイスが前記第１のデバイスと前
記電子機器との間で確立された無線接続を切断することによって実行されることを特徴と
する請求項４記載の接続先切替え方法。

前記マスタ・スレーブの関係の解除は、前記第１のデバイスが前記第１のデバイスと前
記電子機器との間でそのマスタとスレーブの役割を相互に入れ換えることによって実行さ
れることを特徴とする請求項４記載の接続先切替え方法。



【０００６】
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（Ｒ）に関する技術仕様は標準化されている。各通信機器がＢｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ（Ｒ）標準にのっとった通信を行うことにより、異なるメーカー同士の機器で
も相互に接続することができる。
【０００７】
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（Ｒ）の標準規格は、応用ごとにプロファイルと呼ばれる複数のパー
トに分けられている。ヘッドセットに関連するプロファイルとしては、Ｈｅａｄ　Ｓｅｔ
　Ｐｒｏｆｉｌｅ（ＨＳＰ）、およびＡｄｖａｎｃｅｄ　Ａｕｄｉｏ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕ
ｔｉｏｎ　Ｐｒｏｆｉｌｅ（Ａ２ＤＰ）とがある。
【０００８】
Ｈｅａｄ　Ｓｅｔ　Ｐｒｏｆｉｌｅ（ＨＳＰ）は、ヘッドセットと電話機を接続して音声
通話を行うための機能である。Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ａｕｄｉｏ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏ
ｎ　Ｐｒｏｆｉｌｅ（Ａ２ＤＰ）は、ヘッドセットを携帯音楽プレーヤなどと接続して音
楽等のオーディオデータのストリーミング再生を行うための機能である。
【０００９】
ところがヘッドフォンあるいはヘッドセットは、一般にそれに装備可能なユーザインター
フェイスが限定されている。ディスプレイを搭載することも困難であるし、またボタンや
スイッチの類も搭載できる数に限りがある。このため、ヘッドフォンあるいはヘッドセッ
ト自体をユーザが操作することによって、それに無線接続すべき機器の選択および接続先
の機器の切り替えを行うことは実際上困難である。
【００１０】
また、無線通信においては、電波障害を受ける可能性があので、それが原因で接続や接続
先の切り替えに失敗する場合もある。このような場合の応急対処も考慮しておくことが必
要となる。
【００１１】
特に上述のＡ２ＤＰ，ＨＳＰを搭載したヘッドセットの場合、もしＡ２ＤＰによる音楽再
生中に携帯電話機に着信があり、ＨＳＰによる音声通話を開始する必要が発生した場合に
は、接続先をすばやく切り替える必要がある。このような場合にどのようにＡ２ＤＰから
ＨＳＰに切り替え、あるいはその切替えに失敗した場合でも利用者に不便を与えないよう
な仕組みを実現する必要がある。
【００１２】
従来では、音楽再生と携帯電話機とを連携させる技術として、携帯電話機とヘッドフォン
との間に再生機器を接続する構成が知られている（例えば、特許文献２参照。）。これは
、再生機器の内部動作モードを、音楽データをヘッドフォンに送出するモードと、再生機
器を介して携帯電話機とヘッドフォンとの音声通話を行うモードとの間で切り替えるもの
である。
【００１３】
また、携帯電話機への着信を示す信号をヘッドフォンに送信する機能を持つ携帯型オーデ
ィオプレーヤも知られている（例えば、特許文献３参照。）。
【００１４】
【特許文献１】
特開２００２－１１２３８３号公報（第３－４頁）
【００１５】
【特許文献２】
特開２００２－２０８９９６号公報（第２－３頁）
【００１６】
【特許文献３】
特開２００２－９９０３号公報（第２－３頁）
【００１７】
【発明が解決しようとする課題】
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しかし、上記特許文献１，２はいずれも、ヘッドセット、携帯音楽プレーヤ、および携帯
電話機から構成される無線ネットワークを前提としたものではない。ヘッドセット、携帯
音楽プレーヤ、および携帯電話機が無線ネットワークで接続されている環境においては、
もし携帯音楽プレーヤ経由でヘッドセットと携帯電話機間の音声通話を行うと、音声信号
の伝送遅延が大きくなる。音声通話を行う場合には、ヘッドセットと携帯電話機との間で
直接的に無線通信することが好ましい。
【００１８】
よって、ヘッドセット、携帯音楽プレーヤ、および携帯電話機が無線ネットワークで接続
される環境においては、それら機器間の無線接続形態を自動的に切り替えるための仕組み
を実現することが必要である。
【００１９】
またＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（Ｒ）の無線通信は、マスタ・スレーブ形式の通信方式によって
実行される。この方式においては、機器のなかのある一台がマスタの役割をとり、スレー
ブ機器との通信を制御する。１つのマスタ機器に対しては、同時に最大で７台までのスレ
ーブが接続できる。直接接続することが出来るのはマスタと各スレーブの間だけであり、
スレーブとスレーブの間は直接には接続できない。
【００２０】
一般にはパーソナルコンピュータのような多機能な機器がマスタとなり、周辺機器として
のヘッドセットや、携帯電話、ヒューマンインターフェイスデバイス（マウス、キーボー
ドなど）はそれにスレーブとして接続される。ヘッドセットと携帯電話機は互いにスレー
ブ同士である。このため、マスタ・スレーブ形式の通信方式においては、ヘッドセットが
コンピュータに接続されている状態においては、音声通話を行う必要が生じてもヘッドセ
ットと携帯電話機とを直接的に接続することは困難である。
【００２１】
本発明は上述の事情を考慮してなされたものであり、無線通信すべき接続先を自動的に切
り替えることが可能な電子機器および接続先切替え方法を提供することを目的とする。
【００２２】
【課題を解決するための手段】
　上述の課題を解決するため、本発明は、

とを具備す
ることを特徴とする。
【００２４】
本発明によれば、電子機器自体をユーザが何等操作することなく、その電子機器の接続形
態を、コンテンツデータを再生するために第１のデバイスに無線接続されている接続形態
から、第２のデバイスとの通信のためにその第２のデバイスに無線接続されている接続形
態に自動的に切り替えることが可能となる。
【００２５】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
図１には、本発明の一実施形態に係る電子機器とそれを用いた無線通信システムが示され
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マスタとそれに無線接続された各スレーブとの
間で無線通信を実行するマスタ・スレーブ形式の無線通信方式を用いて、第１のデバイス
および第２のデバイスとの無線通信を実行可能な電子機器であって、マスタとして機能す
る前記第１のデバイスに前記電子機器がスレーブとして無線接続されている状態で、前記
第１のデバイスから無線信号によって送信されるコンテンツデータを再生する処理を実行
する手段と、前記コンテンツデータの再生中に、前記第１のデバイスにスレーブとして無
線接続されている前記第２のデバイスから発生される着信通知が、前記第１のデバイスを
介して前記電子機器に無線信号によって通知された場合、前記第１のデバイスによって前
記第１のデバイスと前記電子機器との間の現在のマスタ・スレーブの関係が解除された後
に、前記第２のデバイスとの無線接続を確立する処理を実行して、前記電子機器がマスタ
として機能し且つ前記第２のデバイスが前記電子機器にスレーブとして無線接続されてい
る状態で、前記第２のデバイスとの音声通話を無線信号によって実行する手段



ている。この電子機器１は、無線通信機能付きのヘッドセットデバイス（スピーカおよび
マイクロフォン）として実現されている。
【００２６】
このヘッドセット１は、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（Ｒ）規格に準拠した無線通信を実行
する。ヘッドセット１は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（Ｒ）規格に準拠した無線通信機能を持つ
様々な他の機器との間で通信することができる。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（Ｒ）規格において
は、マスタとそれに無線接続された各スレーブとの間で無線通信を実行するというマスタ
・スレーブ形式の無線通信方式が用いられる。
【００２７】
ここでは、ヘッドセット１がパーソナルコンピュータ２および携帯電話機（移動電話機）
３それぞれとの無線通信を行う場合を想定する。ヘッドセット１、パーソナルコンピュー
タ２および携帯電話機３は、無線ネットワークであるパーソナルエリアネットワーク（Ｐ
ＡＮ）１１を形成している。
【００２８】
ヘッドセット１は、Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ａｕｄｉｏ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ｐｒｏ
ｆｉｌｅ（Ａ２ＤＰ）のＳｉｎｋ機能、およびＨｅａｄ　Ｓｅｔ　Ｐｒｏｆｉｌｅ（ＨＳ
Ｐ）のＨＳ（Ｈｅａｄ　Ｓｅｔ）機能を有している。
【００２９】
Ａ２ＤＰのＳｉｎｋ機能は音楽等のオーディオデータのストリーミング再生における転送
先デバイスとしての機能であり、無線信号によって送られてくるオーディオデータのスト
リームを受信しながら再生するために用いられる。
【００３０】
ＨＳＰのＨＳ（Ｈｅａｄ　Ｓｅｔ）機能は、携帯電話機３と共同して音声通話を行うため
の機能であり、音声通話のための音声信号の送受信を携帯電話機３との間で実行するため
に用いられる。
【００３１】
パーソナルコンピュータ２は例えばノートブックタイプのホータブルコンピュータから構
成されている。このパーソナルコンピュータ２は、Ａ２ＤＰのＳｏｕｒｃｅ機能およびＨ
ＳＰのＨＳ（Ｈｅａｄ　Ｓｅｔ）機能を有する。
【００３２】
Ａ２ＤＰのＳｏｕｒｃｅ機能は、ストリーミング再生における転送元デバイスの機能であ
り、オーディオデータのストリームを無線信号によって送信するために用いられる。パー
ソナルコンピュータ２には、音楽プレーヤがアプリケーションプログラムとしてインスト
ールされている。この音楽プレーヤは、ヘッドセット１との間に確立されたＡ２ＤＰのた
めの無線接続（リンク）を通じで音楽データのストリーミング送信を実行する。
【００３３】
携帯電話機３は、外部ネットワークである公衆電話網（携帯電話網を含む）１２を介して
接続された相手先の電話機６との間で音声通話を行うデバイスであり、この携帯電話機３
には、パーソナルコンピュータ２またはヘッドセット１との間で音声通話のための音声信
号の送受信を行うために、ＨＳＰのＡＧ（Ａｕｄｉｏ　Ｇａｔｅｗａｙ）機能が設けられ
ている。ＨＳＰのＡＧ（Ａｕｄｉｏ　Ｇａｔｅｗａｙ）機能は、携帯電話機３を介してパ
ーソナルコンピュータ２またはヘッドセット１と相手先の電話機６との間で音声通話を行
うための機能である。電話機６はユーザ５によって使用されるものとする。
【００３４】
次に、図２乃至図４を参照して、ヘッドセット１、パーソナルコンピュータ２、および携
帯電話機３それぞれの構成を説明する。
【００３５】
図２は、ヘッドセット１の構成を示している。ヘッドセット１はユーザ４の頭部に装着し
て使用されるものであり、図示のように、システム制御部１１１、記憶装置１１２、無線
通信デバイス１１３、音声入力部１１４、ミキサ１１５、およびオーディオ・音声出力部
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１１５、マイクロフォン１１７、スピーカ１１８を備えている。
【００３６】
システム制御部１１１はヘッドセット１の動作を制御するために設けられたプロセッサで
あり、メモリ１１２に格納されたプログラムを実行することにより、無線通信デバイス１
１３、音声入力部１１４、ミキサ１１５、およびオーディオ・音声出力部１１６をそれぞ
れ制御する。
【００３７】
メモリ１１２は例えば不揮発性メモリデバイスから構成されており、ここには、ヘッドセ
ット１の動作を制御するためのプログラムが格納されている。このプログラムには、Ａ２
ＤＰのＳｉｎｋ機能をシステム制御部１１１に実行させるためのルーチンと、ＨＳＰのＨ
Ｓ機能をシステム制御部１１１に実行させるためのルーチンなどが含まれている。
【００３８】
無線通信デバイス１１３は、パーソナルコンピュータ２または携帯電話機３との間の無線
通信をＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（Ｒ）の規格に準拠した手順で実行するデバイスであり、ベー
スバンド処理部およびＲＦ部を備えている。この無線通信デバイス１１３は、パーソナル
コンピュータ２から無線信号によって送信される音楽等のオーディオデータの受信や、無
線信号によって携帯電話機３との間における音声信号の送受信を行うために用いられる。
【００３９】
音声入力部１１４は、マイクロフォン１１７介して入力されるユーザ４の音声をアナログ
信号からディジタル信号に変換して、システム制御部１１１に送信する。ミキサ１１５は
、パーソナルコンピュータ２から送信される音楽等のオーディオデータと携帯電話機３か
ら送信される音声信号とをミキシングする回路である。
【００４０】
オーディオ・音声出力部１１６は、パーソナルコンピュータ２から送信される音楽等のオ
ーディオデータのストリームを無線通信デバイス１１３、システム制御部１１１、および
ミキサ１１６を介して受信しながら、それをスピーカ１１８から音として出力可能な電気
信号に変換するという、いわゆるストリーム再生のためのデータ再生処理を実行する。
【００４１】
また、オーディオ・音声出力部１１６は、携帯電話機３から送信される音声信号をスピー
カ１１８から音として出力したり、ミキサ１１５によって得られるオーディオデータと音
声信号との混合信号をスピーカ１１８から音として出力する処理も実行する。
【００４２】
オーディオデータあるいは音声信号はオーディオ・音声出力部１１６によってデジタル信
号からアナログ信号に変換され、そしてスピーカ１１８に送られる。
【００４３】
図３には、パーソナルコンピュータ２の構成が示されている。ここでは、ヘッドセット１
または携帯電話機３との通信に関係する構成についてのみ説明する。
【００４４】
パーソナルコンピュータ２は、図示のように、システム制御部２１１、メモリ２１２、無
線通信デバイス２１３、オーディオデータ再生部２１４、音声メッセージ再生部２１５、
記憶装置２１６、およびユーザインタフェース２１７を備えている。
【００４５】
システム制御部２１１はパーソナルコンピュータ２の動作を制御するために設けられたプ
ロセッサであり、メモリ２１２に格納されたプログラムを実行することにより、無線通信
デバイス２１３、オーディオデータ再生部２１４、音声メッセージ再生部２１５等をそれ
ぞれ制御する。
【００４６】
メモリ２１２には、パーソナルコンピュータ２の動作を制御するためのプログラムが格納
されている。このプログラムには、Ａ２ＤＰのＳｏｕｒｃｅ機能をシステム制御部２１１
に実行させるためのルーチンと、ＨＳＰのＨＳ機能をシステム制御部１１１に実行させる

10

20

30

40

50

(6) JP 3696192 B2 2005.9.14



ためのルーチンなどが含まれている。
【００４７】
無線通信デバイス２１３は、ヘッドセット１または携帯電話機３との間の無線通信をＢｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ（Ｒ）の規格に準拠した手順で実行するデバイスであり、ベースバンド処
理部およびＲＦ部を備えている。この無線通信デバイス２１３は、音楽等のオーディオデ
ータを無線信号によってヘッドセット１に送信したり、無線信号によって携帯電話機３と
の間における音声信号の送受信を行うために用いられる。
【００４８】
オーディオデータ再生部２１４は、ヘッドセット１にストリーム再生させるべき音楽等の
オーディオデータのストリームを記憶装置２１４から読み出し、それをシステム制御部２
１１に送信する。
【００４９】
音声メッセージ再生部２１５は、携帯電話機３に送信すべき音声メッセージを記憶装置２
１４から読み出し、それをシステム制御部２１１に送信する。この音声メッセージは、携
帯電話機３が相手先の電話機から着信を受けたときに、その相手先の電話機に自動的に送
信する自動応答メッセージである。
【００５０】
ユーザインタフェース２１７は、例えばディスプレイモニタ、キーボード、ポインティン
グデバイス等から構成されており、ユーザ４に例えば再生すべきオーディオデータを選択
させたり、オーディオデータの再生開始・停止等を指示させるために用いられる。
【００５１】
図４には、携帯電話機３の構成が示されている。
【００５２】
携帯電話機３は、図示のように、システム制御部３１１、メモリ３１２、無線通信デバイ
ス３１３、ＲＦ部３１４、ベースバンド処理部３１５、およびユーザインタフェース３１
６を備えている。
【００５３】
システム制御部３１１は携帯電話機３の動作を制御するために設けられたプロセッサであ
り、メモリ３１２に格納されたプログラムを実行することにより、無線通信デバイス３１
３、ＲＦ部３１４、およびベースバンド処理部３１５等をそれぞれ制御する。
【００５４】
メモリ３１２は例えば不揮発性メモリデバイスから構成されている。このメモリ３１２に
は、携帯電話機３の動作を制御するためのプログラムが格納されている。このプログラム
には、ＨＳＰのＡＧ（Ａｕｄｉｏ　Ｇａｔｅｗａｙ）機能をシステム制御部３１１に実行
させるためのルーチンなどが含まれている。また、メモリは、携帯電話機３の着信履歴を
記憶するための着信履歴メモリとしても利用される。
【００５５】
無線通信デバイス３１３は、パーソナルコンピュータ２またはヘッドセット１との間の無
線通信をＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（Ｒ）の規格に準拠した手順で実行するデバイスであり、ベ
ースバンド処理部およびＲＦ部を備えている。この無線通信デバイス３１３は、無線信号
によってパーソナルコンピュータ２またはヘッドセット１との間で音声通話のための音声
信号の送受信を行うために用いられる。
【００５６】
ＲＦ部３１４およびベースバンド処理部３１５は、相手先の電話機６との間の音声通話を
実行するための無線通信デバイスであり、基地局との間で無線信号の送受信を行う。ユー
ザインタフェース３１６は例えばディスプレイや各種操作ボタン群から構成されている。
【００５７】
次に、図５を参照して、ヘッドセット１の接続形態を、どのように、パーソナルコンピュ
ータ２に無線接続されている接続形態から、携帯電話機３に無線接続されている接続形態
に切り替えるかについて説明する。
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【００５８】
いま、ヘッドセット１および携帯電話機３が、マスタとして機能するパーソナルコンピュ
ータ２にスレーブとして無線接続されているものとする。ヘッドセット１は、パーソナル
コンピュータ２から送信されるオーディオデータを再生している。
【００５９】
（１）（２）：　携帯電話機３が電話機６からの着信を受けた時、携帯電話機３は着信を
受けたことを示す着信通知を通信要求として発生する。この着信通知は、携帯電話機３に
無線接続されているパーソナルコンピュータ２に送信される。
【００６０】
（３）：　パーソナルコンピュータ２は、着信通知の受信に応答して、電話機６に自動応
答メッセージとして送信するための音声メッセージを携帯電話機３に送信し、これによっ
て電話機６のユーザ５に対して、後にコールバックすることを通知する。
【００６１】
（４）（５）：　パーソナルコンピュータ２と携帯電話機３との間の無線接続（リンク）
は切断され、また携帯電話機３は電話機６との音声通話回線を切断する。
【００６２】
（６）（７）：　携帯電話機３から発生された着信通知は、パーソナルコンピュータ２を
介してヘッドセット１に携帯電話機３からの通信要求として送信される。そして、パーソ
ナルコンピュータ２とヘッドセット１との間の無線接続（リンク）は切断される。
【００６３】
（８）：　ヘッドセット１は、パーソナルコンピュータ２を介して入力された携帯電話機
３からの着信通知に応答して、音声通話のための無線接続（リンク）を携帯電話機３との
間に確立する。これにより、ヘッドセット１の接続先は、携帯電話機３に切り替えられる
。
【００６４】
（９）：　携帯電話機３は電話機６に発呼する（コールバック）。これにより、携帯電話
機３と電話機６との音声通話回線が確立される。ヘッドセット１は携帯電話機３との間で
音声信号の送受信を行う。
【００６５】
このように、着信通知はパーソナルコンピュータ２を介して携帯電話機３からヘッドセッ
ト１に送られるが、ヘッドセット１と携帯電話機３との間の音声通話はそれらヘッドセッ
ト１と携帯電話機３との間で直接的に実行される。
【００６６】
次に、図６および図７を参照して、ヘッドセット１の接続形態を切り替えるための具体的
な手順について説明する。
【００６７】
図６は、この切替え処理を実行する前の初期状態を示している。初期状態は、パーソナル
コンピュータ２からヘッドセット１に送信されるオーディオデータをヘッドセット１が再
生している状態である。この初期状態においては、ヘッドセット１はパーソナルコンピュ
ータ２にスレーブとして無線接続されている。
【００６８】
パーソナルコンピュータ２からヘッドセット１には、Ａ２ＤＰコネクションを通じて音楽
等のオーディオデータのストリームが送信される。ヘッドセット１は、オーディオデータ
のストリームを受信しながら、それを音として出力するための再生処理を実行する。ヘッ
ドセット１を装着したユーザ４は、ヘッドセット１のスピーカ１１８から音として出力さ
れる音楽を視聴する。パーソナルコンピュータ２はマスタとして機能し、ヘッドセット１
および携帯電話機３はそれぞれスレーブとしてパーソナルコンピュータ２に無線接続され
ている。
【００６９】
いま、ユーザ５が電話機６を用いてユーザ４の携帯電話機３に発呼することにより、携帯
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電話機３が電話機６からの着信を受けたとする。この場合、図７のフローチャートで示さ
れる手順が実行される。
【００７０】
相手先からの着信を受けると、携帯電話機３は、その相手先の電話番号を着信履歴メモリ
の先頭に記録する（ステップＳ１０１）。携帯電話機３は、着信を受けたことを、携帯電
話機３が無線接続されているパーソナルコンピュータ２に通知するために、パーソナルコ
ンピュータ２との間のＨＳＰ音声通話コネクションを確立し、そして着信通知をパーソナ
ルコンピュータ２に送信する（ステップＳ１０２）。
【００７１】
パーソナルコンピュータ２は、携帯電話機３との間のＨＳＰ音声通話コネクションを介し
て、パーソナルコンピュータ２に予め自動応答メッセージとして記憶されている音声メッ
セージに対応する音声信号を携帯電話機３に送信する（ステップＳ１０３）。この音声メ
ッセージの例としては例えば以下のようなものが考えられる。
【００７２】
「ただいま電話機の切り替えを行っています。こちらからかけなおしますのでしばらくお
待ちください」
携帯電話機３は、着信に応答するためのオフフック処理を実行して発信元の電話機６との
音声通話回線を確立した後、ＨＳＰのＡＧ（Ａｕｄｉｏ　Ｇａｔｅｗａｙ）機能を用いる
ことによって、パーソナルコンピュータ２からの音声メッセージに対応する音声を発信元
の電話機６に送信する。
【００７３】
パーソナルコンピュータ２は、携帯電話機３への音声メッセージの送信が完了すると、携
帯電話機３との間のＨＳＰ音声通話コネクションを切断すると共に、携帯電話機３とパー
ソナルコンピュータ２との間で確立されている物理的な無線接続（リンク）も切断する（
ステップＳ１０４）。携帯電話機３とパーソナルコンピュータ２との間の無線接続の切断
に応答して、携帯電話機３は電話機６との音声通話回線を切断する。
【００７４】
さらに、パーソナルコンピュータ２は、着信通知をヘッドセット１に送信し、その後、ヘ
ッドセット１をパーソナルコンピュータ２のスレーブとしての役割から解放するために、
パーソナルコンピュータ２とヘッドセット１との間の現在のマスタ・スレーブの関係を解
除するための処理を実行する（ステップＳ１０５，Ｓ１０６）。
【００７５】
ステップＳ１０６においては、具体的には、パーソナルコンピュータ２は、ヘッドセット
１との間のＡ２ＤＰコネクションを切断すると共に、パーソナルコンピュータ２とヘッド
セット１との間で確立されている物理的な無線接続（リンク）も切断する。
【００７６】
なお、ステップＳ１０５，Ｓ１０６の処理は、ステップＳ１０３およびステップＳ１０４
のいずれか一方の処理と並行して、あるいはステップＳ１０３およびステップＳ１０４そ
れぞれの処理と並行して実行しても良い。さらに、ステップＳ１０５，Ｓ１０６の処理は
、ステップＳ１０３の処理とステップＳ１０４の処理との間に実行してもよい。
【００７７】
ヘッドセット１は、オーディオデータの再生処理を実行している期間中にパーソナルコン
ピュータ２を介して入力される着信通知を受けると、携帯電話機３との音声通話を実行す
ることが必要なイベントが発生したと認識する。ヘッドセット１は、ヘッドセット１とパ
ーソナルコンピュータ２との間の無線接続が切断された後に、音声通話のための無線接続
を携帯電話機３との間で確立する（ステップＳ１０７）。
【００７８】
すなわち、ヘッドセット１は、携帯電話機３との物理的な無線接続（リンク）を確立する
と共に、携帯電話機３との間で音声通話のための音声信号の送受信を実行するために、Ｈ
ＳＰ機能の起動要求を携帯電話機３送信して、ヘッドセット１と携帯電話機３との間のＨ
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ＳＰ音声通話コネクションを確立する。ヘッドセット１はマスタとして機能し、携帯電話
機３はそのスレーブとして機能する。
【００７９】
携帯電話機３は、着信履歴記憶メモリに最も最近記録された電話番号に対して発呼する（
ステップＳ１０８）。これにより、携帯電話機３と電話機６との音声通話回線が確立し、
ユーザ４は、ヘッドセット１および携帯電話機３を通じて、電話機６のユーザ５と通話す
ることができる。
【００８０】
以上のように、本実施形態によれば、携帯電話機からの着信通知をパーソナルコンピュー
タ２を介してヘッドセット１に送信することにより、ヘッドセット１自体をユーザ４が何
等操作することなく、そのヘッドセット１の接続先を、パーソナルコンピュータ２から携
帯電話機３に自動的に切り替えることができる。
【００８１】
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（Ｒ）においては、無線接続の確立にはそのプロトコル仕様上の規定
で最大で１０秒の時間がかかる場合がある。本実施形態においては、パーソナルコンピュ
ータ２からの音声メッセージが自動的に携帯電話機３からその発信元の電話機６に通知さ
れる。これにより、電話機６のユーザ５が、携帯電話機３から何の応答も無く１０秒間待
たされるという事態の発生を防止することが可能となる。
【００８２】
また電波状態がよくなければ物理的な無線接続の確立に失敗することもある。本実施形態
においては、ヘッドセット１と携帯電話機３とのＨＳＰコネクションが確立された後に、
携帯電話機３から電話機６に発呼しなおすという仕組みを利用している。よって、ユーザ
５が１０秒待たされた後に携帯電話機３のユーザ４との通話を結局行うことが出来ないと
いう事態の発生を未然に防止することが可能となる。
【００８３】
なお、パーソナルコンピュータ２とヘッドセット１との間の無線接続の切断は、ヘッドセ
ット１が実行しても良い。この場合、ヘッドセット１は、パーソナルコンピュータ２から
の着信通知を受信したことに応答して、パーソナルコンピュータ２とヘッドセット１との
間の無線接続を切断する。これにより、ヘッドセット１は、パーソナルコンピュータ２の
スレーブとしての役割から解放されるので、携帯電話機３に無線接続することが可能とな
る。
【００８４】
次に、図８のフローチャートを参照して、ヘッドセット１の接続先を切り替える処理の他
の例を本発明の第２実施形態として説明する。
【００８５】
図８のフローチャートにおけるステップＳ２１１～Ｓ２１５、Ｓ２１７～Ｓ２１８は、図
６のフローチャートにおけるステップＳ１０１～Ｓ１０５、Ｓ１０７～Ｓ１０８とそれぞ
れ同じである。図６のフローチャートと異なるのは、ステップＳ２１６の処理である。
【００８６】
すなわち、第２実施形態においては、パーソナルコンピュータ２とヘッドセット１との間
の現在のマスタ・スレーブの関係を解除するために、パーソナルコンピュータ２とヘッド
セット１との間の無線接続を切断する代わりに、パーソナルコンピュータ２とヘッドセッ
ト１との間でそのマスタとスレーブとの役割を相互に入れ換える処理が実行される（ステ
ップＳ２１６）。
【００８７】
これにより、ヘッドセット１は、パーソナルコンピュータ２との間の無線接続を維持した
状態で、携帯電話機３との無線接続を新たに確立することができる。
【００８８】
具体的には、ステップＳ２１６において、パーソナルコンピュータ２は、Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ（Ｒ）のベースバンド仕様に規定されたＭａｓｔｅｒ／Ｓｌａｖｅ　Ｒｏｌｅ　Ｓｗ
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ｉｔｃｈ処理を実行する。
【００８９】
これにより、それ以前は、パーソナルコンピュータ２がマスタの役割を担っていたが、こ
のＭａｓｔｅｒ／Ｓｌａｖｅ　Ｒｏｌｅ　Ｓｗｉｔｃｈ処理の実行後は、ヘッドセット１
がマスタの役割を担うこととなり、パーソナルコンピュータ２はスレーブの役割を担うこ
とになる。
【００９０】
ヘッドセット１がマスタの役割を担うことになった結果として、ヘッドセット１は複数の
スレーブと接続することが可能となる。このため、ヘッドセット１は、携帯電話機３をス
レーブとして接続することが可能となる。ヘッドセット１はパーソナルコンピュータ２と
携帯電話機３の両方に同時に接続した状態になる。この結果、Ａ２ＤＰコネクションを用
いたオーディオデータのストリーミング再生を停止することなく、音声通話を行うことが
できる。
【００９１】
なお、ユーザ４の嗜好によっては、音声通話中には音楽等のストリーミング再生を一時停
止することがある。この場合においても、音声通話終了後にストリーミング再生を再開し
ようとした場合、第１の実施形態においてはヘッドセット１とパーソナルコンピュータ２
との間の無線接続の確立から再度行わなければならないために時間がかかるのに対し、第
２の実施形態においては無線接続は維持されたままであるので、即座にストリーミング再
生を再開することが可能である。
【００９２】
上述の各実施形態においては、パーソナルコンピュータ２から無線信号によって送信され
るオーディオデータをヘッドセット１で再生している時に携帯電話機３が着信を受けた場
合を想定したが、例えばパーソナルコンピュータ２からヘッドセット１に送信するコンテ
ンツデータはオーディオデータに限られない。例えば、ヘッドセット１がビデオモニタ等
の表示装置を有している場合には、パーソナルコンピュータ２から無線信号によって送信
される映像データをヘッドセット１の表示装置で再生することも出来る。
【００９３】
さらに、ヘッドセット１の接続先をパーソナルコンピュータ２から携帯電話機３に切り替
えるトリガも、外部から携帯電話機３への着信には限られない。例えば、ユーザ４によっ
て携帯電話機３のオフフック操作が行われたことをトリガとして、切替え処理を実行して
も良い。
【００９４】
またさらに、パーソナルコンピュータ２から携帯電話機３への切替えのみならず、ヘッド
セット１の接続先を、映像、音楽等の様々なコンテンツデータを扱う機器間で切り替える
ことも出来る。
【００９５】
なお、本発明は、上記実施形態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
しない範囲で種々に変形することが可能である。更に、上記実施形態には種々の段階の発
明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組み合わせにより種々の発
明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件から幾つかの構成要件が削除
されても、発明が解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効果の欄で
述べられている効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽
出され得る。
【００９６】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、無線通信すべき接続先を自動的に切り替えること
が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係る電子機器を用いた無線通信システムを示すブロック図
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。
【図２】図１の無線通信システムで用いられるヘッドセットの機能構成を示すブロック図
。
【図３】図１の無線通信システムで用いられるパーソナルコンピュータの機能構成を示す
ブロック図。
【図４】図１の無線通信システムで用いられる携帯電話機の機能構成を示すブロック図。
【図５】図１の無線通信システムで用いられるヘッドセットの接続先を自動的に切り替え
る手順を示す図。
【図６】図１の無線通信システムにおいてオーディオデータのストリーミング再生を行う
場合の接続形態を示すブロック図。
【図７】図１の無線通信システムで用いられるヘッドセットの接続先を自動的に切り替え
る処理の具体的な手順の一例を示すフローチャート。
【図８】図１の無線通信システムで用いられるヘッドセットの接続先を自動的に切り替え
る処理の具体的な手順の他の例を示すフローチャート。
【符号の説明】
１…ヘッドセット
２…パーソナルコンピュータ
３…携帯電話機
４，５…ユーザ
６…電話機
１１…パーソナルエリアネットワーク
１２…公衆電話網
１１３，２１３，３１３…無線通信デバイス
１１７…マイクロフォン
１１８…スピーカ
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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