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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スピーカを有する電子機器において、
　外部機器からの音声信号を受信する端子と、
　前記端子から受信された音声信号を増幅し、増幅された音声信号を前記スピーカに出力
するアンプと、
　バッテリと、
　外部から電力供給されていない場合に前記バッテリから前記アンプに対して電源供給す
るための電源回路と、
　前記電子機器が稼働時に動作するサウンドコントローラと前記アンプとを接続する第１
の経路と前記サウンドコントローラを介さないで前記端子と前記アンプとを接続する第２
の経路とを切り替える切り替え手段と、
　前記電子機器が第１の非稼働状態と第２の非稼働状態にある時に、前記前記切り替え手
段を前記第２の経路側に切り替えると共に、前記第１の非稼働状態である場合には、前記
バッテリの残量と予め設定された第１のバッテリレベルとに基づいて前記アンプに対する
前記電源回路からの電源供給を制御し、前記第２の非稼働状態である場合には、前記バッ
テリの残量と前記第１のバッテリレベルとは異なる予め設定された第２のバッテリレベル
とに基づいて前記アンプに対する前記電源回路からの電源供給を制御するコントローラと
を具備する電子機器。
【請求項２】
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　前記コントローラは、
　前記第１の非稼働状態において、前記バッテリの残量が前記第１のバッテリレベル以下
となった場合に、前記アンプに対する電源供給を停止させ、
　前記第２の非稼働状態において、前記バッテリの残量が前記第２のバッテリレベル以下
となった場合に、前記アンプに対する電源供給を停止させる請求項１記載の電子機器。
【請求項３】
　前記非稼働状態にある時に前記スピーカからの音声出力を許可するか禁止にするかを示
すデータを設定する設定手段をさらに具備し、
　前記コントローラは、前記バッテリの残量、前記第１及び第２のバッテリレベル、及び
前記データに基づいて、前記アンプに電源供給するように前記電源回路を制御する請求項
１記載の電子機器。
【請求項４】
　前記第１及び第２のバッテリレベルを変更するバッテリレベル変更手段をさらに具備す
る請求項１記載の電子機器。
【請求項５】
　前記バッテリの残量を通知する出力モジュールをさらに有する請求項１記載の電子機器
。
【請求項６】
　前記端子への前記外部機器の接続を検出する検出手段をさらに具備し、
　前記コントローラは、前記外部機器が前記端子に接続されていない場合、前記アンプに
対する電源供給を停止させるように前記電源回路を制御する請求項１記載の電子機器。
【請求項７】
　前記電子機器はノートブック型コンピュータであって、
　ディスプレイユニットと、
　スピーカと前記ディスプレイユニットが予め決められた角度以上開閉されたか検出する
検出手段とを含む本体と
を有する請求項１記載の電子機器。
【請求項８】
　電子機器が非稼働状態にある時に音声信号を増幅する方法であって、
　第１の非稼働状態と第２の非稼働状態において、前記電子機器の外部デバイスからの音
声信号を受信する端子に、外部機器に接続されたプラグを接続し、
　バッテリの残量が予め設定されたバッテリ残量より多いか、あるいは前記電子機器が外
部電源に接続されてるいかを判別し、
　稼働状態において動作するサウンドコントローラとアンプとを接続する第１の経路から
前記サウンドコントローラを介さないで前記端子と前記アンプとを接続する第２の経路に
切り替え、
　前記第１の非稼働状態である場合には、前記バッテリの残量が予め設定された第１のバ
ッテリレベルより多い、または前記電子機器が前記外部電源に接続されている場合に前記
アンプに電源供給し、
　前記第２の非稼働状態である場合には、前記バッテリの残量が前記第１のバッテリレベ
ルとは異なる予め設定された第２のバッテリレベルより多い、または前記電子機器が前記
外部電源に接続されている場合に前記アンプに電源供給し、
　前記端子から受信した音声信号を前記アンプにより増幅し、増幅した音声信号をスピー
カへ出力する音声信号増幅方法。
【請求項９】
　さらに、アナログスイッチとスピーカに電源供給する請求項８記載の音声信号増幅方法
。
【請求項１０】
　さらに、前記第１の非稼働状態である場合には、前記バッテリの残量が前記第１のバッ
テリレベルより少なくなった場合に、前記アンプへの電源供給を停止し、
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　前記第２の非稼働状態である場合には、前記バッテリの残量が前記第２のバッテリレベ
ルより少なくなった場合に、前記アンプへの電源供給を停止する請求項８記載の音声信号
増幅方法。
【請求項１１】
　前記バッテリの残量が前記第１及び第２のバッテリレベルより多いか判別することは、
電源供給回路からのバッテリレベル信号を受信するコントローラによって実行される請求
項８記載の音声信号増幅方法。
【請求項１２】
　さらに、ディスプレイパネル開閉センサから開閉信号を受信する請求項８記載の音声信
号増幅方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スピーカを有する電子機器、及び音声信号増幅方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、外部からの音声信号を入力する端子にプラグの挿抜検知があった場合に、そのプ
ラグの挿抜を有効なトリガーとして各処理を実行可能とするＡＶ装置が知られている（特
許文献１）。特許文献１に記載されたＡＶ装置は、視聴のための処理をする処理部と、処
理部へ信号を出力する信号出力部と、モバイルオーディオ入力端子を含む複数の第１信号
入力部と、モバイルオーディオ入力端子へのプラグの挿抜を検知する第１検知部と、第１
検知部の検知結果に応じて、複数の第１信号入力部と信号出力部との接続制御をするため
の第２制御部とを有している。
【０００３】
　従来のＡＶ装置では、例えばモバイルオーディオ端子にプラグが挿入された場合には、
モバイルオーディオから入力される音声信号をＡＶ装置の音声出力信号として出力するこ
とができる。また、ＡＶ装置は、モバイルオーディオからの音声を出力すると共に、映像
信号のための処理を中止する、あるいは液晶ディスプレイのバックライトを消すといった
各処理をすることができる。
【０００４】
　また従来では、バッテリ残量に応じてハンズフリー機能が制御される子機を含む電話装
置が知られている（特許文献２）。ハンズフリー機能は、通話状態においてスピーカより
出力する音声の音量をパワーアンプにより大幅に増幅させて出力させることができる。特
許文献２の子機は、バッテリ残量が所定値より下回ることが検知された場合にはハンズフ
リー機能の動作を禁止する。これにより、親機からハンズフリー機能の実施命令が送られ
てきた場合であっても、ハンズフリー機能を動作させないバッテリの消費量を軽減するこ
とができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－１０８７６９号公報
【特許文献２】特開２００８－２５８７３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来技術のＡＶ装置（例えばテレビ装置）は、映像や音声を出力可能な
通常の稼働状態において、モバイルオーディオ端子にプラグが挿入された場合に、モバイ
ルオーディオからの音声を出力することができるものであって、電源オフされている非稼
働状態においてモバイルオーディオからの音声を出力することができなかった。
【０００７】
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　また、電話装置の子機では、稼働時のバッテリ残量に応じてハンズフリー機能を制御す
るだけであって、非稼働状態においてバッテリ残量に応じた制御をすることができなかっ
た。
【０００８】
　本発明は上述の事情を考慮してなされたものであり、非稼動状態においても音声出力を
可能とすると共に非稼働状態におけるバッテリ残量に応じた音声出力を制御することが可
能な電子機器、及び音声信号増幅方法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】
【０００９】
　上述の課題を解決するため、本実施形態のスピーカを有する電子機器は、外部機器から
の音声信号を受信する端子と、前記端子から受信された音声信号を増幅し、増幅された音
声信号を前記スピーカに出力するアンプと、バッテリと、外部から電力供給されていない
場合に前記バッテリから前記アンプに対して電源供給するための電源回路と、前記電子機
器が稼働時に動作するサウンドコントローラと前記アンプとを接続する第１の経路と前記
サウンドコントローラを介さないで前記端子と前記アンプとを接続する第２の経路とを切
り替える切り替え手段と、前記電子機器が第１の非稼働状態と第２の非稼働状態にある時
に、前記前記切り替え手段を前記第２の経路側に切り替えると共に、前記第１の非稼働状
態である場合には、前記バッテリの残量と予め設定された第１のバッテリレベルとに基づ
いて前記アンプに対する前記電源回路からの電源供給を制御し、前記第２の非稼働状態で
ある場合には、前記バッテリの残量と前記第１のバッテリレベルとは異なる予め設定され
た第２のバッテリレベルとに基づいて前記アンプに対する前記電源回路からの電源供給を
制御するコントローラとを具備する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、非稼動状態においても音声出力を可能とすると共に非稼働状態におけ
るバッテリ残量に応じた音声出力を制御することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施形態における電子機器の構成を示す外観図。
【図２】本実施形態におけるパーソナルコンピュータのシステム構成を示すブロック図。
【図３】本実施形態におけるパーソナルコンピュータの各システムステートにおいて供給
される電源を示す図。
【図４】本実施形態におけるシステムステート毎の各モジュールへの電源の供給の有無を
示す図。
【図５】本実施形態における音声出力モード選択処理を示すフローチャート。
【図６】本実施形態における音声出力モード選択画面の一例を示す図。
【図７】本実施形態における電源オフ処理を示すフローチャート。
【図８】本実施形態におけるＡＣアダプタ４８の接続の有無に応じて遷移する状態を示す
状態遷移図。
【図９】本実施形態におけるシステムステート、バッテリ残量、及びラインイン端子への
プラグの挿入有無に応じて遷移する状態を示す状態遷移図。
【図１０】本実施形態におけるスピーカアンプ５４への電源供給（Ａ電源）のオン／オフ
制御を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。　
　図１は、本実施形態における電子機器の構成を示す外観図である。この電子機器は、例
えば、ノートブック型の携帯型パーソナルコンピュータ１０として実現されている。本実
施形態におけるパーソナルコンピュータ１０は、非稼働状態の時に、ラインアウト付き外
部機器（例えば、携帯型のオーディオプレーヤ２５）から出力されたアナログ音声信号を
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入力して、筐体に実装されたスピーカ１８から出力させる音声出力機能（スリープ＆ミュ
ージック機能）を有している。
【００１３】
　オーディオプレーヤ２５からの出力を直接スピーカに接続した場合、オーディオプレー
ヤ２５の出力がスピーカの能力に比べて小さいため、十分な音量の音声を出力することが
できない。本実施形態におけるパーソナルコンピュータ１０に設けられた音声出力機能は
、パーソナルコンピュータ１０が非稼働状態にある場合でも、内蔵された音声信号増幅の
ためのアンプに電源を供給して、オーディオプレーヤ２５からの音声信号を増幅してスピ
ーカから出力させることができる。
【００１４】
　なお、パーソナルコンピュータ１０の非稼働状態とは、例えば電源オフ状態（システム
ステートＳ５）の他、スタンバイ／スリープ／サスペンド（システムステートＳ３）、ハ
イバネーション（休止状態）（システムステートＳ４）と称される状態を含むものとする
。すなわち、非稼働状態は、プロセッサ（ＣＰＵ３０）が動作していない状態である。な
お、電源オン状態は、システムステートＳ０である。
【００１５】
　本実施形態におけるパーソナルコンピュータ１０は、ユーザからの要求に基づいて、非
稼働状態においてもオーディオプレーヤ２５から出力されたアナログ音声信号に応じた音
声をスピーカから出力できるように制御する。ユーザからの音声出力機能に対する要求は
、例えば、ユーザからの指示に応じた音声出力機能の有効（Enable）／無効（Disable）
の設定、ユーザの操作によって切り替えられるパーソナルコンピュータ１０に備えられた
各種センサやスイッチの状態検出などにより判別される。詳細については後述する。
【００１６】
　図１は、パーソナルコンピュータ１０のディスプレイユニットを開いた状態における斜
視図である。パーソナルコンピュータ１０は、コンピュータ本体１１と、ディスプレイユ
ニット１２とから構成されている。ディスプレイユニット１２には、ＬＣＤ（Liquid Cry
stal Display）１７から構成される表示装置が組み込まれており、そのＬＣＤ１７の表示
画面はディスプレイユニット１２のほぼ中央に位置されている。
【００１７】
　ディスプレイユニット１２は、コンピュータ本体１１に対して開放位置と閉塞位置との
間を、ヒンジ機構２１により回動自在に取り付けられている。ヒンジ機構２１には、ディ
スプレイユニット１２が開放位置（ディスプレイユニット１２がコンピュータ本体１１と
密着されていない位置）にあることを検出するためのＬＣＤ開閉センサ５５（図２参照）
が収納されている。コンピュータ本体１１は、バッテリが取り外し自在に装着可能な薄い
箱形の筐体を有している。
【００１８】
　コンピュータ本体１１の上面には、キーボード１３、パワーオン／オフするためのパワ
ーボタンスイッチ１４、汎用ハードウェアボタン１５、タッチパッド１６、スピーカ１８
などが配置されている。
【００１９】
　スピーカ１８は、コンピュータ本体１１の上面に配置されているため、ディスプレイユ
ニット１２が閉塞位置にあると前面を塞がれてしまう。すなわち、スピーカ１８から本来
の音量／音質による音声を出力することができなくなる。ＬＣＤ開閉センサ５５は、スピ
ーカ１８からの音声が十分な音量／音質で外部に出力される程度にスピーカ１８の前面が
開放された状態、すなわちディスプレイユニット１２が所定以上開かれた状態を開放位置
にあるとして検出する。
【００２０】
　コンピュータ本体１１の側面には、オーディオプレーヤ２５から出力されたアナログ音
声信号を入力するためのラインイン端子１９（ジャック）、非稼働時に音声出力機能が有
効な場合に音量調節するために使用されるボリュームつまみ２０が設けられている。ライ
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ンイン端子１９には、オーディオプレーヤ２５のラインアウト端子と接続されたケーブル
２６を、プラグ２７により接続することができる。
【００２１】
　次に、図２を参照して、本実施形態におけるパーソナルコンピュータ１０のシステム構
成について説明する。
【００２２】
　パーソナルコンピュータ１０は、図２に示すように、ＣＰＵ３０、ＭＣＨ３１（ノース
ブリッジ）、メインメモリ３２、表示コントローラ３５、ＩＣＨ４０（サウスブリッジ）
、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）４１、ＢＩＯＳ－ＲＯＭ４２、エンベデッドコント
ローラ／キーボードコントローラＩＣ（ＥＣ／ＫＢＣ）４５、電源回路４６等を備えてい
る。
【００２３】
　ＣＰＵ３０は、パーソナルコンピュータ１０の動作を制御するために設けられたプロセ
ッサであり、ＨＤＤ４１からメインメモリ３２にロードされる、オペレーティングシステ
ム（ＯＳ）、各種ハードウェアを制御するドライバ、および各種アプリケーションプログ
ラム等を実行する。さらに、ＣＰＵ３０は、ＢＩＯＳ－ＲＯＭ４２に格納されたシステム
ＢＩＯＳ（Basic Input Output System）も実行する。システムＢＩＯＳはハードウェア
制御のためのプログラムである。
【００２４】
　ＭＣＨ３１は、ＣＰＵ３０のローカルバスとＩＣＨ４０との間を接続するブリッジデバ
イスである。ＭＣＨ３１には、メインメモリ３２をアクセス制御するメモリコントローラ
も内蔵されている。
【００２５】
　表示コントローラ３５は、パーソナルコンピュータ１０のディスプレイモニタとして使
用されるＬＣＤ１７を制御する。表示コントローラ３５は、ＭＣＨ３１を介してＣＰＵ３
０から送信される描画要求に基づいてビデオメモリ（ＶＲＡＭ）にフレーム群を描画する
ための表示処理（グラフィクス演算処理）を実行する。
【００２６】
　ＩＣＨ４０は、ＨＤＤ４１および光ディスクドライブ（図示せず）を制御するためのＩ
ＤＥ（Integrated Drive Electronics）コントローラやSerial ATAコントローラを内蔵し
ている。
【００２７】
　エンベデッドコントローラ／キーボードコントローラＩＣ（ＥＣ／ＫＢＣ）４５は、電
力管理のためのエンベデッドコントローラと、キーボード（ＫＢ）１３、タッチパッド１
５、及び汎用ハードウェアボタン１８を制御するためのキーボードコントローラとが集積
された１チップマイクロコンピュータである。
【００２８】
　ＥＣ／ＫＢＣ４５は、ユーザによるパワーボタンスイッチ１４の操作に応じて電源回路
４６を制御し、パーソナルコンピュータ１０をパワーオン／パワーオフする機能を有して
いる。パーソナルコンピュータ１０のパワーオン／パワーオフの制御は、ＥＣ／ＫＢＣ４
５と電源回路４６との共同動作によって実行される。また、ＥＣ／ＫＢＣ４５は、パーソ
ナルコンピュータ１０が非稼働状態（電源オフ状態）にある場合でも電源供給されるモジ
ュールであり、パーソナルコンピュータ１０が非稼働時に使用される音声出力機能（スリ
ープ＆ミュージック機能）を制御するためのコントローラとして使用される。
【００２９】
　ＥＣ／ＫＢＣ４５は、音声出力機能の制御のために、ＬＣＤ開閉センサ５５からのディ
スプレイユニット１２が閉塞位置にあるか否かを示すオープン／クローズ信号Ｃ４、電源
回路４６からのバッテリ４７の残量を示すバッテリレベル信号Ｃ６を受ける。オープン／
クローズ信号Ｃ４は、例えば１ビットの信号で、例えば“１”ならばディスプレイユニッ
ト１２が開放位置（「ＯＰＥＮ」）にあることを示し、“０”ならばディスプレイユニッ
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ト１２が閉塞位置（「ＣＬＯＳＥ」）にあることを示す。ＥＣ／ＫＢＣ４５は、オープン
／クローズ信号Ｃ４が“０”、すなわちディスプレイユニット１２が閉塞位置にある場合
には、音声出力機能を動作させないように制御する。
【００３０】
　また、ＥＣ／ＫＢＣ４５は、バッテリレベル信号Ｃ６が示すバッテリ４７の残量とバッ
テリレベルＬ１，Ｌ２とに応じて音声出力機能を制御する。バッテリレベルＬ１，Ｌ２は
、予めＥＣ／ＫＢＣ４５が設定として保持しているものとする。
【００３１】
　バッテリレベルＬ２は、システムステートＳ３から復帰（再起動）することが可能なバ
ッテリ４７の残量を判断するためのレベルを示している。本実施形態では、システムステ
ートＳ３（非稼働状態）において音声出力機能を用いるが、バッテリ残量がシステムステ
ートＳ３から復帰することができるバッテリレベルＬ２を下回る前に音声出力機能を停止
させる。ＥＣ／ＫＢＣ４５は、音声出力機能を機能させている時にバッテリ残量がバッテ
リレベルＬ２以下になると、スピーカアンプ５４とアナログスイッチ５３に対する電源供
給を停止させる。なお、システムステートＳ３において音声出力機能を機能させていない
場合に、そのままバッテリ残量が減っていくと、システムステートを管理するオペレーテ
ィングシステムの機能により自動的にシステムステートＳ４へ移行する。
【００３２】
　バッテリレベルＬ１は、過放電を起こさずに済むバッテリ残量を判断するためのバッテ
リレベルを示している。バッテリ４７は、過放電した状態で時間が経過すると内部の化学
物質が結晶化して充電を妨げて劣化してしまう。このため、バッテリ４７の劣化を回避す
るために、一定以上のバッテリ残量が必要となる。ＥＣ／ＫＢＣ４５は、システムステー
トＳ４，Ｓ５のときに、バッテリ４７のバッテリ残量がバッテリレベルＬ１以下になると
、スピーカアンプ５４とアナログスイッチ５３に対する電源供給を停止させる。なお、通
常、バッテリレベルＬ１とバッテリレベルＬ２の関係は、Ｌ１＜Ｌ２の関係となる。
【００３３】
　なお、ＥＣ／ＫＢＣ４５の他に電源オフ状態において動作可能なコントローラが実装さ
れていれば、このコントローラによって音声出力機能を制御するようにしても良い。
【００３４】
　電源回路４６は、コンピュータ本体１１に装着されたバッテリ４７、またはＡＣアダプ
タ４８を介して接続された外部電源から電源供給を受けて、各コンポーネントへの動作電
源を生成して供給する。電源回路４６には、電源マイコンが設けられている。電源マイコ
ンは、各コンポーネントとバッテリに対する電源供給（充放電）や、バッテリの充電状態
を監視する。
【００３５】
　電源回路４６は、パーソナルコンピュータ１０のシステムステートに応じて、ＥＣ／Ｋ
ＢＣ４５の制御によって各モジュールへの電源供給を切り替える。電源回路４６は、パー
ソナルコンピュータ１０のシステムステートに応じたＥＣ／ＫＢＣ４５の制御によって、
Ｓ電源、Ｂ電源、Ａ電源、Ｐ電源のそれぞれの電源系について供給をオン／オフすること
ができる。
【００３６】
　Ｓ電源は、システムが電源オフされた状態においても常に供給される電源であり、ＥＣ
／ＫＢＣ４５に供給される。
【００３７】
　Ｂ電源は、スタンバイ状態においてメインメモリ３２に記録されたデータをバックアッ
プするために供給される電源である。
【００３８】
　Ａ電源は、パーソナルコンピュータ１０が非稼働状態にある時に音声出力機能を有効に
するための電源であり、アナログ音声信号を処理するアナログスイッチ５３及びスピーカ
アンプ５４に供給される電源である。
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【００３９】
　Ｐ電源は、パーソナルコンピュータ１０が電源オン状態にある場合に供給される電源で
ある。
【００４０】
　図３は、パーソナルコンピュータ１０の各システムステート（Ｓ０，Ｓ３，Ｓ４，Ｓ５
）において供給される電源を示す図である。　
　図３に示すように、パーソナルコンピュータ１０が電源オン（Ｓ０）の状態（稼働状態
）にある場合には、電源回路４６は、Ｓ電源、Ｂ電源、Ｐ電源、Ａ電源の全ての供給をオ
ンする。
【００４１】
　また、パーソナルコンピュータ１０がスタンバイ状態（Ｓ３）（あるいはスリープ／サ
スペンドの状態）にある場合には、Ｓ電源、Ｂ電源の供給をオンする。さらに、本実施形
態のパーソナルコンピュータ１０では、スタンバイ状態において音声出力機能を使用する
ため、ケーブル２６（オーディオプレーヤ２５）を接続するためのプラグ２７がラインイ
ン端子１９に挿入され、かつバッテリ４７の残量が予め設定されたバッテリレベルＬ２以
上である場合には、さらにＡ電源の供給をオンして、音声出力機能で動作させるアナログ
スイッチ５３及びスピーカアンプ５４に対して電源供給する。
【００４２】
　また、パーソナルコンピュータ１０が電源オフの状態（Ｓ５）、及びメインメモリ３２
へのバックアップが不要なハイバネーション（休止状態）（Ｓ４）の状態にある場合には
、Ｓ電源の供給のみをオンする。さらに、本実施形態のパーソナルコンピュータ１０では
、電源オフ状態において音声出力機能を使用するため、ケーブル２６（オーディオプレー
ヤ２５）を接続するためのプラグ２７がラインイン端子１９に挿入され、かつバッテリ４
７の残量が予め設定されたバッテリレベルＬ１以上である場合には、さらにＡ電源の供給
をオンして、音声出力機能で動作させるアナログスイッチ５３及びスピーカアンプ５４に
対して電源供給する。
【００４３】
　ＥＣ／ＫＢＣ４５にはＳ電源が供給されるため、何れのシステムステートにおいても電
源供給がオンされ、非稼働時における音声出力機能の制御が可能である。
【００４４】
　なお、ＡＣアダプタ４８が接続されている場合には、バッテリ４７の消費よりもＡＣア
ダプタ４８からの電力供給が上回るため、バッテリ４７の残量に関係無く音声出力機能を
動作させることができる。このため、プラグ２７がラインイン端子１９に挿入されている
場合には、何れのシステムステートにおいてもＡ電源を供給する。
【００４５】
　図４には、システムステート毎の各モジュールへの電源の供給の有無を示している。　
　システムステートＳ３では、非稼働状態に移行する直前の作業状態を揮発性の記憶領域
であるメモリ上に記憶させ、メモリを除く他のモジュールへの電源供給を停止させる。こ
の状態でメモリへの電源供給（Ｂ電源）まで停止してしまうと、メモリ上へ保存した直前
までの作業データが全て消えてしまう。
【００４６】
　システムステートＳ４では、非稼働状態に移行する直前の作業状態をメモリではなく不
揮発性の記憶領域であるＨＤＤ４１へ記憶させてから、各モジュールへの電源供給をオフ
する。次に、電源を入れた時は、ＨＤＤ４１に記憶させたデータをもとに、ユーザが直前
まで作業していた状態に戻すために、プログラムを起動する手間などを省ける。
【００４７】
　システムステートＳ５では、全ての作業を終了して、各モジュールに対して完全に電源
の供給をオフする。
【００４８】
　なお、システムステートＳ３で、非稼動状態に移行する直前の作業状態を揮発性の記憶
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領域であるメモリ上に記憶させると同時に、不揮発性の記憶領域であるＨＤＤ４１へも記
憶させてから、メモリを除く他のモジュールへの電源供給を停止させるようにしても良い
。そして、ユーザが直前まで作業していた状態に戻す際は、基本的にはメモリからデータ
復帰を行い、メモリに保持していたデータが消えてしまった場合にはＨＤＤ４１からデー
タ復帰を行うようにしても良い。
【００４９】
　本実施形態におけるパーソナルコンピュータ１０では、システムステートＳ３において
音声出力機能を動作させる場合、システムステートＳ３から再起動できるだけのバッテリ
残量を確保するために、バッテリ残量がバッテリレベルＬ２を下回ると音声出力機能を停
止させる。
【００５０】
　サウンドコントローラ５０（オーディオコーデック）は、ＩＣＨ４０を通じて入力され
るデジタルオーディオデータをアナログ音声信号に変換すると共に、ＯＳやデバイスドラ
イバ、音声再生プログラム等の制御による音量あるいは音質（音響効果）等の調整をして
アナログスイッチ５３に出力する。また、サウンドコントローラ５０は、パーソナルコン
ピュータ１０が稼働時にある場合には、同様にして、ラインイン端子１９を介して入力さ
れたオーディオプレーヤ２５からのアナログ音声信号の音量調整をしてアナログスイッチ
５３に出力する。
【００５１】
　アナログスイッチ５３は、ＥＣ／ＫＢＣ４５からのセレクト信号Ｃ２に応じて、サウン
ドコントローラ５０側あるいはラインイン端子１９側の何れかの経路に切り替える。アナ
ログスイッチ５３は、ＥＣ／ＫＢＣ４５の制御により、パーソナルコンピュータ１０が稼
働時には、サウンドコントローラ５０側に切り替えられ、非稼働時に音声出力機能が有効
である場合に、サウンドコントローラ５０をバイパスするラインイン端子１９側に切り替
えられる。
【００５２】
　スピーカアンプ５４は、アナログスイッチ５３を介して入力されるアナログ音声信号を
増幅し、スピーカ１８から音声信号に応じた音声を出力させる。スピーカアンプ５４は、
ＥＣ／ＫＢＣ４５からのミュート信号Ｃ３に応じて、音声のミュート／ミュート解除を切
り替えることができる。
【００５３】
　なお、ラインイン端子１９には、スイッチ５２（あるいはセンサ）が内蔵されている。
スイッチ５２は、ラインイン端子１９にケーブル２６を接続するためのプラグ２７の挿入
によってオン／オフが切り替えられ、オン／オフの状態に応じたステータス信号Ｃ１をＥ
Ｃ／ＫＢＣ４５に出力する。
【００５４】
　次に、本実施形態におけるパーソナルコンピュータ１０の動作について説明する。　
　図５は、本実施形態における音声出力モード選択処理を示すフローチャートである。音
声出力モード選択処理は、パーソナルコンピュータ１０が非稼働時に、音声出力機能によ
る音声出力を許可するか、あるいは禁止にするかを、ユーザからの指示に応じて選択する
ための処理である。
【００５５】
　本実施形態における音声出力モード選択処理は、例えばＢＩＯＳセットアップ、あるい
はハードウェアセットアップの処理内で実行できる。例えば、ＢＩＯＳセットアップは、
電源オン時に所定のキー操作をすることにより起動させて、実行することができる。また
、ハードウェアセットアップは、ハードウェアセットアップ用のユーティリティプログラ
ム（あるいはアプリケーションプログラム）を起動させて、実行することができる。本実
施形態では、何れによって音声出力モード選択処理を実行しても良い。
【００５６】
　音声出力モード選択処理の実行が指示されると、ＣＰＵ３０は、音声出力モード選択画
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面をＬＣＤ１７において表示させる（ステップＡ１）。
【００５７】
　図６には、音声出力モード選択画面の一例を示している。音声出力モード選択画面では
、音声出力モードを「許可」（Enable）あるいは「禁止」（Disable）の何れかに指定す
ることができる。
【００５８】
　ＣＰＵ３０は、例えばユーザによるキーボード１３の操作によって「許可」あるいは「
禁止」の何れかを選択する指示が入力され（ステップＡ２）、確定が指示されると（ステ
ップＡ３、Ｙｅｓ）、音声出力モードを示すデータ、すなわち「許可」あるいは「禁止」
を示すデータを不揮発性メモリに記録する（ステップＡ４）。不揮発性メモリに記録され
る音声出力モードを示すデータは、ＢＩＯＳセットアップあるいはハードウェアセットア
ップの何れによって実行された場合も共通して更新されるものとする。
【００５９】
　なお、音声出力モードを示すデータを記録する不揮発性メモリとして、例えばＢＩＯＳ
－ＲＯＭ４２とする他、後述する電源オフ処理において読み取ることができれば他の記憶
媒体とすることもできる。
【００６０】
　図７は、本実施形態における電源オフ処理を示すフローチャートである。　
　ＣＰＵ３０は、ユーザからの指示、あるいはプログラムからの要求に応じて、電源オフ
が要求された場合に電源オフ処理を開始する。なお、ここでの電源オフは、パーソナルコ
ンピュータ１０を非稼働状態にすることを示すもので、完全に電源オフ（Ｓ０）する場合
だけでなく、スタンバイ／スリープ／サスペンド（Ｓ３）、ハイバネーション（休止状態
）（Ｓ４）と称される状態にする場合も含むものとする。
【００６１】
　ＣＰＵ３０は、音声出力モード選択処理によって音声出力モードを示すデータを不揮発
性メモリ（例えばＢＩＯＳ－ＲＯＭ４２）から読み取る（ステップＢ１）。
【００６２】
　音声出力モードを示すデータが音声出力の「禁止」を示す場合（ステップＢ２、Ｎｏ）
、ＣＰＵ３０は、ＥＣ／ＫＢＣ４５に対して、非稼動時の音声出力を禁止に設定する（ス
テップＢ４）。すなわち、ＥＣ／ＫＢＣ４５の所定のフラグレジスタに音声出力モード「
禁止」（Disable）を示すデータをコピーする。
【００６３】
　一方、音声出力モードを示すデータが音声出力の「許可」を示す場合（ステップＢ２、
Ｙｅｓ）、ＣＰＵ３０は、ＥＣ／ＫＢＣ４５に対して、非稼動時の音声出力を許可に設定
する（ステップＢ３）。すなわち、ＥＣ／ＫＢＣ４５の所定のフラグレジスタに音声出力
モード「許可」（Enable）を示すデータをコピーする。　
　その後、パーソナルコンピュータ１０を電源オフ（非稼働状態）する（ステップＢ５）
。
【００６４】
　次に、本実施形態におけるパーソナルコンピュータ１０の非稼働状態における状態遷移
について、図８及び図９を参照しながら説明する。　
　図８は、ＡＣアダプタ４８の接続の有無に応じて遷移する状態を示す状態遷移図である
。
【００６５】
　ＥＣ／ＫＢＣ４５は、非稼働状態の移行時に音声出力モード（音声出力機能）が「許可
」（Enable）に設定され、かつＡＣアダプタ４８が接続されて外部から電源供給されてい
る場合には、バッテリ４７の残量に関係無く、音声出力機能を動作させる（状態Ｍ０）。
すなわち、ＥＣ／ＫＢＣ４５は、電源回路４６に対して、スピーカアンプ５４とアナログ
スイッチ５３に対する電源供給（Ａ電源）をオンさせる。ＡＣアダプタ４８が接続された
状態Ｍ０では、システムステートＳ３，Ｓ４，Ｓ５の何れの場合においても、ラインイン
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端子１９にプラグ２７が接続されていれば、音声出力機能による音声の出力が可能である
。
【００６６】
　ＡＣアダプタ４８が外されて、バッテリ４７から電源供給する状態となった場合には（
Ｍ０１）、状態Ｍ１に移行する。ＡＣアダプタ４８が外され、ラインイン端子１９にプラ
グ２７が接続された状態Ｍ１からは、更に図９に示すように状態が遷移する。
【００６７】
　状態Ｍ１においてＡＣアダプタ４８が接続された場合には（Ｍ１０）、状態Ｍ０に移行
する。
【００６８】
　図９は、システムステート、バッテリ残量、及びラインイン端子１９へのプラグ２７の
挿入有無に応じて遷移する状態を示す状態遷移図である。　
　スピーカアンプ５４への電源供給がオフの状態（状態Ｎ０）とは、音声出力モード（音
声出力機能）が「禁止」（Disable）に設定されている場合の他に、ラインイン端子１９
にプラグ２７が挿入されていない場合、またはバッテリ４７の残量が不足している場合の
３種類がある。バッテリ４７の残量が不足している場合としては、第１に、音声出力モー
ド（音声出力機能）が「許可」（Enable）に設定され、かつシステムステートＳ４，Ｓ５
において、バッテリ４７の残量がバッテリレベルＬ１より低い状態と、第２に、音声出力
モード（音声出力機能）が「許可」（Enable）に設定され、かつシステムステートＳ３に
おいて、バッテリ４７の残量がバッテリレベルＬ２より低い状態がある。
【００６９】
　すなわち、システムステートＳ４，Ｓ５において音声出力機能を利用することにより、
バッテリ４７の残量がバッテリレベルＬ１より低くなると、バッテリ４７の劣化を防ぐた
めに、スピーカアンプ５４への電源供給（Ａ電源）をオフして、音声出力機能を停止させ
る。また、システムステートＳ３において音声出力機能を利用することにより、バッテリ
４７の残量がバッテリレベルＬ２より低くなると、システムステートＳ３からの再起動が
可能なバッテリ残量を確保するために、スピーカアンプ５４への電源供給（Ａ電源）をオ
フして、音声出力機能を停止させる。
【００７０】
　次に、スピーカアンプ５４への電源供給がオンでシステムステートＳ３の状態（状態Ｎ
３）とは、音声出力モードが許可（Enable）に設定され、システムステートがＳ３であり
、ラインイン端子１９にプラグ２７が挿入されており、かつバッテリ残量がバッテリレベ
ルＬ２以上での状態である。
【００７１】
　ＥＣ／ＫＢＣ４５は、音声出力モードが許可（Enable）に設定されており、システムス
テートＳ３の状態でバッテリ残量がバッテリレベルＬ２以上である状態において、ライン
イン端子１９にプラグ２７が挿入されていなければスピーカアンプ５４への電源供給をオ
フさせている（状態Ｎ０）。ここで、ＥＣ／ＫＢＣ４５は、ラインイン端子１９にプラグ
２７が挿入されたことをステータス信号Ｃ１により検知すると（Ｎ０３）、スピーカアン
プ５４への電源供給をオンする（状態Ｎ３に移行する）。
【００７２】
　また、ＥＣ／ＫＢＣ４５は、状態Ｎ３において、ラインイン端子１９からプラグ２７が
抜かれたことをステータス信号Ｃ１により検知すると（Ｎ３０）、スピーカアンプ５４へ
の電源供給をオフする（状態Ｎ０に移行する）。
【００７３】
　次に、スピーカアンプ５４への電源供給がオンでシステムステートＳ４の状態（状態Ｎ
４）とは、音声出力モードが許可（Enable）に設定され、システムステートがＳ４であり
、ラインイン端子１９にプラグ２７が挿入されており、かつバッテリ残量がバッテリレベ
ルＬ１以上の状態である。
【００７４】
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　ＥＣ／ＫＢＣ４５は、音声出力モードが許可（Enable）に設定されており、システムス
テートＳ４の状態でバッテリ残量がバッテリレベルＬ１以上である状態において、ライン
イン端子１９にプラグ２７が挿入されていなければ、スピーカアンプ５４への電源供給を
オフさせている（状態Ｎ０）。ここで、ＥＣ／ＫＢＣ４５は、ラインイン端子１９にプラ
グ２７が挿入されたことをステータス信号Ｃ１により検知すると（Ｎ０４）、スピーカア
ンプ５４への電源供給をオンする（状態Ｎ４に移行する）。
【００７５】
　また、ＥＣ／ＫＢＣ４５は、状態Ｎ４において、ラインイン端子１９からプラグ２７が
抜かれたことをステータス信号Ｃ１により検知すると（Ｎ４０）、スピーカアンプ５４へ
の電源供給をオフする（状態Ｎ０に移行する）。あるいは、ＥＣ／ＫＢＣ４５は、状態Ｎ
４において、バッテリ４７の残量がバッテリレベルＬ１より少ないことがバッテリレベル
信号Ｃ６により検知すると（Ｎ４０）、スピーカアンプ５４への電源供給をオフする（状
態Ｎ０に移行する）。
【００７６】
　次に、スピーカアンプ５４への電源供給がオンでシステムステートＳ５の状態（状態Ｎ
５）とは、音声出力モードが許可（Enable）に設定され、システムステートがＳ５であり
、ラインイン端子１９にプラグ２７が挿入されており、かつバッテリ残量がバッテリレベ
ルＬ１以上の状態である。
【００７７】
　ＥＣ／ＫＢＣ４５は、音声出力モードが許可（Enable）に設定されており、システムス
テートＳ５の状態でバッテリ残量がバッテリレベルＬ１以上である状態において、ライン
イン端子１９にプラグ２７が挿入されていなければ、スピーカアンプ５４への電源供給を
オフさせている（状態Ｎ０）。ここで、ＥＣ／ＫＢＣ４５は、ラインイン端子１９にプラ
グ２７が挿入されたことをステータス信号Ｃ１により検知すると（Ｎ０５）、スピーカア
ンプ５４への電源供給をオンする（状態Ｎ５に移行する）。
【００７８】
　また、ＥＣ／ＫＢＣ４５は、状態Ｎ５において、ラインイン端子１９からプラグ２７が
抜かれたことをステータス信号Ｃ１により検知すると（Ｎ５０）、スピーカアンプ５４へ
の電源供給をオフする（状態Ｎ０に移行する）。あるいは、ＥＣ／ＫＢＣ４５は、状態５
４において、バッテリ４７の残量がバッテリレベルよりＬ１より少ないことがバッテリレ
ベル信号Ｃ６により検知すると（Ｎ５０）、スピーカアンプ５４への電源供給をオフする
（状態Ｎ０に移行する）。
【００７９】
　このようにして、本実施形態におけるパーソナルコンピュータ１０では、音声出力モー
ドが許可（Enable）に設定されている場合に、システムステート、ＡＣアダプタ４８の接
続の有無、プラグ２７の挿入の有無をＥＣ／ＫＢＣ４５により判別し、この判別結果に応
じて電源回路４６からのスピーカアンプ５４に対する電源供給（Ａ電源）のオン／オフを
切り替えて、音声出力機能を制御することができる。さらに、本実施形態では、システム
ステートに応じたバッテリレベルＬ１，Ｌ２が予め設定されており、バッテリ４７の残量
に応じた音声出力機能を制御することができる。従って、システムステートＳ３において
音声出力機能を利用している場合に、バッテリ４７の残量がバッテリレベルＬ２より少な
くなると、システムステートＳ３からの復帰が可能なバッテリ残量を確保するように音声
出力機能を停止させることができる。また、システムステートＳ４，Ｓ５において音声出
力機能を利用している場合に、バッテリ４７の残量がバッテリレベルＬ１より少なくなる
と、バッテリ４７が劣化しない程度のバッテリ残量を残して音声出力機能を停止させるこ
とができる。
【００８０】
　次に、非稼働状態におけるＥＣ／ＫＢＣ４５のスピーカアンプ５４への電源供給（Ａ電
源）のオン／オフ制御の詳細について、図１０のフローチャートを参照しながら説明する
。　
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　ＥＣ／ＫＢＣ４５は、電源モード（Ａ電源）をオンする場合（ステップＥ１、Ｙｅｓ）
、ミュート信号Ｃ３によりスピーカアンプ５４をミュート状態にしておく（ステップＥ２
）。すなわち、スピーカアンプ５４への電源投入時やアナログスイッチ５３の切り替え時
にノイズが発生するため、スピーカアンプ５４によりスピーカ１８から音が出力されない
ようにしておく。
【００８１】
　スピーカアンプ５４をミュート状態にした後、ＥＣ／ＫＢＣ４５は、電源回路４６に対
してＡ電源の供給をオンさせる（ステップＥ３）。すなわち、パーソナルコンピュータ１
０を非稼働状態にしたままで、音声出力機能に関係するスピーカアンプ５４とアナログス
イッチ５３に対してのみＡ電源を供給する。
【００８２】
　サウンドコントローラ５０は、プログラムによって制御されるため、システムステート
Ｓ３，Ｓ４，Ｓ５では動作しない。このため、ＥＣ／ＫＢＣ４５は、セレクト信号Ｃ２に
よりアナログスイッチ５３を制御して、ラインイン端子１９から入力されたアナログ音声
信号がサウンドコントローラ５０をバイパスしてスピーカアンプ５４へ伝わるように経路
を切り替える（ステップＥ４）。
【００８３】
　ＥＣ／ＫＢＣ４５は、アナログスイッチ５３の切り替えが終わった後に、ミュート信号
Ｃ３により、スピーカアンプ５４のミュート状態を解除する（ステップＥ５）。
【００８４】
　音声出力機能が有効（電源モードオン）にされると、ラインイン端子１９に接続された
オーディオプレーヤ２５において例えば音楽が再生されると、この音楽のアナログ音声信
号がラインイン端子１９を通じてスピーカアンプ５４に入力される。スピーカアンプ５４
は、電源回路４６によりＡ電源が供給されているため、アナログ音声信号を増幅して、ス
ピーカ１８から音楽が出力させることができる。この時、パーソナルコンピュータ１０は
、音声出力機能に関係しないモジュールに対しては電源供給されていない。このため、パ
ーソナルコンピュータ１０の消費電力は、電源オン状態にある場合よりも大幅に少なくす
ることができる。
【００８５】
　ＥＣ／ＫＢＣ４５は、電源モード（Ａ電源）をオフする場合（ステップＥ６、Ｙｅｓ）
、ミュート信号Ｃ３によりスピーカアンプ５４をミュート状態にしておく（ステップＥ７
）。
【００８６】
　スピーカアンプ５４をミュート状態にした後、ＥＣ／ＫＢＣ４５は、セレクト信号Ｃ２
によりアナログスイッチ５３を制御して、サウンドコントローラ５０側に切り替えて、ラ
インイン端子１９から入力されたアナログ音声信号がサウンドコントローラ５０を介して
スピーカアンプ５４へ伝わるように経路を切り替える（ステップＥ８）。
【００８７】
　その後、ＥＣ／ＫＢＣ４５は、電源回路４６に対してＡ電源の供給をオフさせて（ステ
ップＥ９）、電源モードをオフ状態へ移行させる。
【００８８】
　すなわち、電源オフ（Ｓ５）あるいはハイバネーション（Ｓ４）の場合にはＳ電源のみ
を供給をオンし、スタンバイモード（Ｓ３）の場合にはＢ電源とＳ電源の供給をオンさせ
る。すなわち、アナログスイッチ５３とスピーカアンプ５４に対するＡ電源の供給をオフ
する。
【００８９】
　ＥＣ／ＫＢＣ４５は、電源供給の切り替えが完了した後、ミュート信号Ｃ３により、ス
ピーカアンプ５４のミュート状態を解除する（ステップＥ１０）。
【００９０】
　こうして、本実施形態におけるパーソナルコンピュータ１０では、電源オフやスタンバ
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イモード等の非稼働状態（システムステートＳ３，Ｓ４，Ｓ５）において、音声出力機能
がオン／オフされる場合には、スピーカアンプ５４に対する電源供給（Ａ電源）のオン／
オフ、及びアナログスイッチ５３の切り替えが制御される。
【００９１】
　なお、前述した説明では、予めバッテリレベルＬ１、Ｌ２がＥＣ／ＫＢＣ４５に設定さ
れているものとしているが、ユーザからの指示により、バッテリレベルＬ１、Ｌ２を変更
できるようにしても良い。通常、同じ種類のバッテリでも個体差があるため、異なるバッ
テリ４７を使用する際に、例えばバッテリレベルＬ１を同じ「バッテリ残量５％」として
設定したとしても、バッテリレベルＬ１に到達するまでの時間が異なる可能性があるから
である。また、同一のバッテリ４７であっても購入したばかりの時と数年使用した後では
、バッテリ４７の性能が変化しているため、同様にしてバッテリレベルＬ１，Ｌ２に到達
するまでの時間が異なる。従って、例えばバッテリ４７の性能が良い状態の場合は、バッ
テリレベルＬ１をデフォルトの「バッテリ残量５％」よりもさらに低い「バッテリ残量3
％」に設定することで、バッテリ４７を劣化させない程度でより長い時間で音声出力機能
を利用することができる。こうして、ユーザからの指示により、バッテリレベルＬ１、Ｌ
２を変更できるようにすることで、音声出力機能を利用するユーザのニーズにきめ細やか
に対応できるようになる。
【００９２】
　また、バッテリレベルＬ１，Ｌ２をユーザによって設定できるようにするだけでなく、
バッテリレベルＬ１，Ｌ２をもとに判別されたバッテリ４７の状態に応じた制御内容を設
定できるようにしてもよい。
【００９３】
　前述したユーザによるバッテリレベルや制御内容の設定については、例えば音声出力モ
ード選択処理と同様にして、ＢＩＯＳセットアップ、あるいはハードウェアセットアップ
の処理内で実行できるようにする。
【００９４】
　また、非稼働時に音声出力機能によって音声を出力されている間に、バッテリ４７の残
量をユーザに通知できる出力モジュールを設けても良い。例えば、出力モジュールとして
ＬＥＤ（Light Emitting Diode）６０を実装する。ＥＣ／ＫＢＣ４５は、電源回路４６か
らのバッテリレベル信号Ｃ６が示すバッテリ４７の残量に応じて、ＬＥＤの色や点滅速度
を変化させる。ＥＣ／ＫＢＣ４５は、パーソナルコンピュータ１０が非稼働状態にあって
も動作可能である。このため、パーソナルコンピュータ１０が起動（電源オン）されなく
ても、音声出力機能を利用可能なおおよその時間をユーザに通知することができる。なお
、ＬＥＤ以外の出力モジュールを実装することも可能である。
【００９５】
　また、前述した説明では、ラインイン端子１９（ジャック）にプラグ２７が挿入された
ことをスイッチ５２により検出しているが、ラインイン端子１９から入力された音声信号
Ｃ７の音量レベルをもとにして検出するようにしても良い。すなわち、オーディオプレー
ヤ２５において音楽等が再生されて、スピーカ１８から出力すべき音声（音楽）が存在す
ることを検出して、前述したプラグ２７の挿入を検出する場合と同様の制御を行う。これ
により、単にプラグ２７がラインイン端子１９に挿入されただけで、スピーカ１８から出
力すべき音声がない場合に、スピーカアンプ５４とアナログスイッチ５３に対して不要な
電源供給（Ａ電源）がされなくなるので、省電力化を図ることができる。
【００９６】
　また、前述した説明では、ラインイン端子１９を音声信号入力用として説明しているが
、マイク接続用と兼用しても良い。この場合、サウンドコントローラ５０を介してマイク
用の電源をラインイン端子１９に供給するものとする。サウンドコントローラ５０に対し
ては、電源オフまたはスタンバイモードにおいてはＰ電源の供給がオフされるため、ライ
ンイン端子１９に対してマイク用の電源は供給されない。
【００９７】
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　また、ラインイン端子１９に内蔵されたスイッチ５２に代えて、独立したスイッチを設
けて、ユーザの手動動作によってオン／オフを切り替えられるようにしても良い。このス
イッチのオン／オフに応じたステータス信号Ｃ１がＥＣ／ＫＢＣ４５に入力される。ユー
ザは、オーディオプレーヤ２５をパーソナルコンピュータ１０に接続して使用する場合に
、このスイッチをオンに切り替えることで、音声出力機能を有効にすることを要求できる
。
【００９８】
　また、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。
【符号の説明】
【００９９】
　１０…パーソナルコンピュータ、１１…コンピュータ本体、１７…ＬＣＤ、１８…スピ
ーカ、１９…ラインイン端子、３０…ＣＰＵ、３２…メインメモリ、４２…ＢＩＯＳ－Ｒ
ＯＭ、４５…ＥＣ／ＫＢＣ、４６…電源回路、５２…スイッチ、５３…アナログスイッチ
、５４…スピーカアンプ。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１０】
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