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(57)【要約】
　ミキサー装置とプレーヤーとの接続関係をユーザーが
把握できると共に、各プレーヤーを識別可能とすること
を目的とする。本発明のミキサー装置２０は、複数のプ
レーヤー１０と接続され、当該プレーヤー１０と制御信
号の入出力を行うための複数のＬＡＮポートと、接続さ
れているいずれかのプレーヤー１０から制御信号が入力
されたことを検出する入力検出手段２１０と、検出され
た１のＬＡＮポートに予め割り当てられているＩＤを、
当該１のＬＡＮポートに接続されているプレーヤー１０
のＩＤとして決定するＩＤ決定手段２２０と、決定した
ＩＤを、前記１のＬＡＮポートを介してプレーヤー１０
に送信するＩＤ送信手段２３０と、を備えたものである
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のプレーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信号の入出力を行うための複数の
接続部と、
　前記複数の接続部のうち、いずれか１の接続部に前記プレーヤーが接続された後、当該
プレーヤーから前記制御信号が入力されたことを検出する入力検出手段と、
　前記入力検出手段により検出された前記１の接続部に予め割り当てられているＩＤを、
当該１の接続部に接続されているプレーヤーである対象プレーヤーのＩＤとして決定する
ＩＤ決定手段と、
　決定した前記ＩＤを、前記１の接続部を介して前記対象プレーヤーに送信するＩＤ送信
手段と、を備えたことを特徴とするミキサー装置。
【請求項２】
　前記接続部はＬＡＮポートであり、
　前記ＩＤ決定手段は、
　前記プレーヤーが接続された前記ＬＡＮポートのポート番号を、前記プレーヤーのＩＤ
として決定することを特徴とする請求項１に記載のミキサー装置。
【請求項３】
　前記複数のプレーヤーによって再生された再生信号を入力するための複数の再生信号入
力部をさらに備え、
　前記ＬＡＮポートは、前記接続部および前記再生信号入力部として機能することを特徴
とする請求項２に記載のミキサー装置。
【請求項４】
　複数のプレーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信号の入出力を行うための複数の
接続部と、
　前記複数のプレーヤーから、当該プレーヤーにより再生された再生信号を入力するため
の複数の再生信号入力部と、
　前記複数の接続部のうち、いずれか１の接続部に前記プレーヤーが接続されたことを検
出する接続検出手段と、
　前記接続検出手段により検出された前記１の接続部に接続されているプレーヤーである
対象プレーヤーに対し、前記接続部を介して、前記再生信号の送信要求を送信する再生信
号要求送信手段と、
　前記複数の再生信号入力部のうち、いずれか１の再生信号入力部を介して、前記対象プ
レーヤーから前記再生信号を入力する再生信号入力手段と、
　前記再生信号を入力した前記１の再生信号入力部に予め割り当てられているチャンネル
番号を、前記対象プレーヤーのＩＤとして決定するＩＤ決定手段と、
　決定した前記ＩＤを、前記接続部を介して前記対象プレーヤーに送信するＩＤ送信手段
と、を備えたことを特徴とするミキサー装置。
【請求項５】
　前記再生信号入力手段は、前記再生信号と共に、前記対象プレーヤーの固有情報を入力
し、
　前記ＩＤ送信手段は、前記固有情報によって特定される前記対象プレーヤーに対し、前
記ＩＤを送信することを特徴とする請求項４に記載のミキサー装置。
【請求項６】
　複数のプレーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信号の入出力を行うための複数の
接続部と、
　前記複数のプレーヤーから、特定情報を入力するための複数の特定情報入力部と、
　前記複数の接続部のうち、いずれか１の接続部に前記プレーヤーが接続されたことを検
出する接続検出手段と、
　前記接続検出手段により検出された前記１の接続部に接続されているプレーヤーである
対象プレーヤーに対し、前記接続部を介して、前記特定情報の送信要求を送信する特定情



(3) JP WO2010/150314 A1 2010.12.29

10

20

30

40

50

報要求送信手段と、
　前記複数の特定情報入力部のうち、いずれか１の特定情報入力部を介して、前記対象プ
レーヤーから前記特定情報を入力する特定情報入力手段と、
　前記特定情報を入力した前記１の特定情報入力部に予め割り当てられているチャンネル
番号を、前記対象プレーヤーのＩＤとして決定するＩＤ決定手段と、
　決定した前記ＩＤを、前記接続部を介して前記対象プレーヤーに送信するＩＤ送信手段
と、を備えたことを特徴とするミキサー装置。
【請求項７】
　前記特定情報要求送信手段は、前記接続検出手段により検出された前記１の接続部に応
じた前記特定情報の送信要求を送信し、
　前記ＩＤ送信手段は、前記特定情報入力手段により入力された前記特定情報に対応した
接続部を介して、前記ＩＤを送信することを特徴とする請求項６に記載のミキサー装置。
【請求項８】
　複数のプレーヤーと、当該複数のプレーヤーと接続されて用いられるミキサー装置と、
を有する再生システムであって、
　前記ミキサー装置は、
　前記複数のプレーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信号の入出力を行うための複
数の接続部と、
　前記複数の接続部のうち、いずれか１の接続部に前記プレーヤーが接続された後、当該
プレーヤーから前記制御信号が入力されたことを検出する入力検出手段と、
　前記入力検出手段により検出された前記１の接続部に予め割り当てられているＩＤを、
当該１の接続部に接続されているプレーヤーである対象プレーヤーのＩＤとして決定する
ＩＤ決定手段と、
　決定した前記ＩＤを、前記１の接続部を介して前記対象プレーヤーに送信するＩＤ送信
手段と、を備え、
　前記対象プレーヤーとして機能するプレーヤーは、
　前記ミキサー装置から送信された前記ＩＤを受信するＩＤ受信手段と、
　受信した前記ＩＤを自身のＩＤとして設定するＩＤ設定手段と、
　設定した前記ＩＤを報知するＩＤ報知手段と、を備えたことを特徴とする再生システム
。
【請求項９】
　複数のプレーヤーと、当該複数のプレーヤーと接続されて用いられるミキサー装置と、
を有する再生システムであって、
　前記ミキサー装置は、
　前記複数のプレーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信号の入出力を行うための複
数の接続部と、
　前記複数のプレーヤーから、当該プレーヤーにより再生された再生信号を入力するため
の複数の再生信号入力部と、
　前記複数の接続部のうち、いずれか１の接続部に前記プレーヤーが接続されたことを検
出する接続検出手段と、
　前記接続検出手段により検出された前記１の接続部に接続されているプレーヤーである
対象プレーヤーに対し、前記接続部を介して、前記再生信号の送信要求を送信する再生信
号要求送信手段と、
　前記複数の再生信号入力部のうち、いずれか１の再生信号入力部を介して、前記対象プ
レーヤーから前記再生信号を入力する再生信号入力手段と、
　前記再生信号を入力した前記１の再生信号入力部に予め割り当てられているチャンネル
番号を、前記対象プレーヤーのＩＤとして決定するＩＤ決定手段と、
　決定した前記ＩＤを、前記接続部を介して前記対象プレーヤーに送信するＩＤ送信手段
と、を備え、
　前記対象プレーヤーとして機能するプレーヤーは、
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　前記ミキサー装置から前記再生信号の送信要求を受信する再生信号要求受信手段と、
　前記送信要求を受信した場合、前記ミキサー装置に対して前記再生信号を出力する再生
信号出力手段と、
　前記ミキサー装置から送信された前記ＩＤを受信するＩＤ受信手段と、
　受信した前記ＩＤを自身のＩＤとして設定するＩＤ設定手段と、
　設定した前記ＩＤを報知するＩＤ報知手段と、を備えたことを特徴とする再生システム
。
【請求項１０】
　複数のプレーヤーと、当該複数のプレーヤーと接続されて用いられるミキサー装置と、
を有する再生システムであって、
　前記ミキサー装置は、
　前記複数のプレーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信号の入出力を行うための複
数の接続部と、
　前記複数のプレーヤーから、特定情報を入力するための複数の特定情報入力部と、
　前記複数の接続部のうち、いずれか１の接続部に前記プレーヤーが接続されたことを検
出する接続検出手段と、
　前記接続検出手段により検出された前記１の接続部に接続されているプレーヤーである
対象プレーヤーに対し、前記接続部を介して、前記特定情報の送信要求を送信する特定情
報要求送信手段と、
　前記複数の特定情報入力部のうち、いずれか１の特定情報入力部を介して、前記対象プ
レーヤーから前記特定情報を入力する特定情報入力手段と、
　前記特定情報を入力した前記１の特定情報入力部に予め割り当てられているチャンネル
番号を、前記対象プレーヤーのＩＤとして決定するＩＤ決定手段と、
　決定した前記ＩＤを、前記接続部を介して前記対象プレーヤーに送信するＩＤ送信手段
と、を備え、
　前記対象プレーヤーとして機能するプレーヤーは、
　前記ミキサー装置から前記特定情報の送信要求を受信する特定情報要求受信手段と、
　前記送信要求を受信した場合、前記ミキサー装置に対して前記特定情報を出力する特定
情報出力手段と、
　前記ミキサー装置から送信された前記ＩＤを受信するＩＤ受信手段と、
　受信した前記ＩＤを自身のＩＤとして設定するＩＤ設定手段と、
　設定した前記ＩＤを報知するＩＤ報知手段と、を備えたことを特徴とする再生システム
。
【請求項１１】
　前記プレーヤーが、１以上の他のプレーヤーとネットワーク接続されている場合、
　前記プレーヤーは、
　自身を特定するための複数のＩＤを記憶する記憶手段と、
　記憶した前記複数のＩＤのうち、１の任意のＩＤを自身のＩＤとして仮決定するＩＤ仮
決定手段と、
　仮決定した前記任意のＩＤが、前記他のプレーヤーに割当てられているか否かを判別す
るＩＤ判別手段と、をさらに備え、
　前記ＩＤ設定手段は、前記ＩＤ判別手段による判別の結果、前記任意のＩＤが割当てら
れた前記他のプレーヤーが存在しない場合、当該任意のＩＤを自身のＩＤとして設定する
ことを特徴とする請求項８ないし１０のいずれか１項に記載の再生システム。
【請求項１２】
　前記ＩＤ報知手段は、設定したプレーヤー自身のＩＤだけでなく、当該プレーヤーに接
続された他のプレーヤーのＩＤ一覧を報知することを特徴とする請求項８ないし１１のい
ずれか1項に記載の再生システム。
【請求項１３】
　請求項８ないし１２のいずれか１項に記載の再生システムに適用されるプレーヤー。
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【請求項１４】
　コンピューターを、
　請求項８ないし１２のいずれか１項に記載の再生システムにおける前記ミキサー装置ま
たは前記プレーヤーの各手段として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のプレーヤーと接続され、当該プレーヤーで再生される再生信号を取得
して編集するミキサー装置、再生システム、プレーヤーおよびプログラムに関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　ミキサー装置は、一般的に、複数のプレーヤーと接続され、各プレーヤーによって再生
された再生信号（例えば、音声信号）を混合したり、途切れないように繋いだりして、ア
ンプやスピーカー等の出力装置に出力する。この種のミキサー装置は、主にクラブやディ
スコ等において、ディスクジョッキー（ＤＪ）が音楽を演奏する際のＤＪ機器（ＤＪが音
響パフォーマンスに用いる機器）として用いられることが多い（例えば、特許文献１参照
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１０８１３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、従来のミキサー装置に複数のプレーヤーを接続して利用する場合、ユーザー
（例えば、ＤＪ）は、当該ミキサー装置のどの接続部あるいはどのチャンネルに、どのプ
レーヤーが接続されているか（ミキサー装置とプレーヤーとの接続関係）を把握しておく
必要がある。しかしながら、通常、この接続関係を確認するためには、実際に接続されて
いるケーブルを辿って確認するか、あるいはユーザーがミキサー装置と複数のプレーヤー
との接続関係を覚えておかなければならない。前者の場合、ケーブルの配線をいちいち確
認しなければならないため、その作業が煩わしいという問題がある。一方、後者の場合、
ユーザーが接続関係を間違えて記憶することも考えられ、例えば、プレーヤーの入れ替え
を行う際、誤って他のプレーヤーのケーブルを抜いてしまうことがある。
【０００５】
　一方、近年のＤＪ機器では、複数のプレーヤー間における楽曲データの共有機能を搭載
したものが存在する。実在する機器としては、２台のプレーヤー限定で、自身に挿入され
ているメモリから楽曲データを読み出すか、他方のプレーヤーに挿入されているメモリか
ら楽曲データを読み出すかを選択可能となっているものがある。ところが、３台以上のプ
レーヤー間で楽曲データの共有を行おうとすると、楽曲データを読み出すメモリを指定す
るために、各プレーヤーを識別する必要がある。ところが、既存のＤＪ機器は、各プレー
ヤーを識別する機能を有しないため、３台以上のプレーヤー間で楽曲データの共有を行う
ことができない。
【０００６】
　本発明は、上記の問題に鑑み、ミキサー装置とプレーヤーとの接続関係をユーザーが把
握できると共に各プレーヤーを識別することができるミキサー装置、再生システム、プレ
ーヤーおよびプログラム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】
【０００７】
　本発明のミキサー装置は、複数のプレーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信号の
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入出力を行うための複数の接続部と、複数の接続部のうち、いずれか１の接続部にプレー
ヤーが接続された後、当該プレーヤーから制御信号が入力されたことを検出する入力検出
手段と、入力検出手段により検出された１の接続部に予め割り当てられているＩＤを、当
該１の接続部に接続されているプレーヤーである対象プレーヤーのＩＤとして決定するＩ
Ｄ決定手段と、決定したＩＤを、１の接続部を介して対象プレーヤーに送信するＩＤ送信
手段と、を備えたことを特徴とする。
【０００８】
　本発明の再生システムは、複数のプレーヤーと、当該複数のプレーヤーと接続されて用
いられるミキサー装置と、を有する再生システムであって、ミキサー装置は、複数のプレ
ーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信号の入出力を行うための複数の接続部と、複
数の接続部のうち、いずれか１の接続部にプレーヤーが接続された後、当該プレーヤーか
ら制御信号が入力されたことを検出する入力検出手段と、入力検出手段により検出された
１の接続部に予め割り当てられているＩＤを、当該１の接続部に接続されているプレーヤ
ーである対象プレーヤーのＩＤとして決定するＩＤ決定手段と、決定したＩＤを、１の接
続部を介して対象プレーヤーに送信するＩＤ送信手段と、を備え、対象プレーヤーとして
機能するプレーヤーは、ミキサー装置から送信されたＩＤを受信するＩＤ受信手段と、受
信したＩＤを自身のＩＤとして設定するＩＤ設定手段と、設定したＩＤを報知するＩＤ報
知手段と、を備えたことを特徴とする。
【０００９】
　これらの構成によれば、ミキサー装置は、ミキサー装置の接続部に予め割り当てられて
いるＩＤを、その接続部に接続されている対象プレーヤーのＩＤとして設定するため、接
続部のＩＤとプレーヤーのＩＤとを同一のＩＤとすることができる。また、プレーヤー側
で、ミキサー装置から送信されたＩＤを報知することで、当該プレーヤーがミキサー装置
のどの接続部に接続されているのかを、ユーザーが把握することができる。また、接続部
のＩＤと同じチャンネルにオーディオケーブルを接続することで、プレーヤーの交換時な
どに、誤った接続ケーブル（接続部とプレーヤーとを接続するためのケーブル）を抜くな
どのトラブルも防止することができる。さらに、設定されたＩＤによって各プレーヤーを
識別することができるため、３台以上のプレーヤー間でも、所望の楽曲データが記憶され
ているメモリを指定することができ、支障なく楽曲データを共有することができる。
　なお、プレーヤーは、音声信号を出力するものであっても良いし、映像信号を出力する
ものであっても良い。
　また、ＩＤ報知手段は、プレーヤーに設けられた表示部にＩＤを表示するものであって
も良いし、プレーヤーに設けられた複数のインジケータのうちＩＤに対応したインジケー
タを点灯または点滅するものであっても良い。
【００１０】
　上記に記載のミキサー装置において、接続部はＬＡＮポートであり、ＩＤ決定手段は、
プレーヤーが接続されたＬＡＮポートのポート番号を、プレーヤーのＩＤとして決定する
ことを特徴とする。
【００１１】
　この構成によれば、プレーヤーのＩＤとして、当該プレーヤーが接続されたＬＡＮポー
トのポート番号を使用することで、ＩＤを生成するなどの煩雑な処理が不要となり、簡単
にプレーヤーのＩＤを決定することができる。また、プレーヤーのＩＤとＬＡＮポートの
ポート番号とが同一であるため、例えば、プレーヤー側でＩＤを報知することで、ユーザ
ーは、そのプレーヤーがどのＬＡＮポートに接続されているのかを容易に把握することが
できる。
【００１２】
　上記に記載のミキサー装置において、複数のプレーヤーによって再生された再生信号を
入力するための複数の再生信号入力部をさらに備え、ＬＡＮポートは、接続部および再生
信号入力部として機能することを特徴とする。
【００１３】
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　この構成によれば、ミキサー装置とプレーヤーとの間で行われる、ＩＤの送信と再生信
号の入力とを１つのインターフェースで実現することができる。また、ミキサー装置とプ
レーヤーとを接続する接続ケーブルの本数を半減できるため、ケーブル接続の手間を軽減
することができる。さらに、接続部のＩＤとチャンネル番号が一致しないといった問題が
無くなるため、プレーヤーの交換時などに、誤った接続ケーブルを抜くなどのトラブルを
解消することができる。
【００１４】
　本発明の他のミキサー装置は、複数のプレーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信
号の入出力を行うための複数の接続部と、複数のプレーヤーから、当該プレーヤーにより
再生された再生信号を入力するための複数の再生信号入力部と、複数の接続部のうち、い
ずれか１の接続部にプレーヤーが接続されたことを検出する接続検出手段と、接続検出手
段により検出された１の接続部に接続されているプレーヤーである対象プレーヤーに対し
、接続部を介して、再生信号の送信要求を送信する再生信号要求送信手段と、複数の再生
信号入力部のうち、いずれか１の再生信号入力部を介して、対象プレーヤーから再生信号
を入力する再生信号入力手段と、再生信号を入力した１の再生信号入力部に予め割り当て
られているチャンネル番号を、対象プレーヤーのＩＤとして決定するＩＤ決定手段と、決
定したＩＤを、接続部を介して対象プレーヤーに送信するＩＤ送信手段と、を備えたこと
を特徴とする。
【００１５】
　本発明の他の再生システムは、複数のプレーヤーと、当該複数のプレーヤーと接続され
て用いられるミキサー装置と、を有する再生システムであって、ミキサー装置は、複数の
プレーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信号の入出力を行うための複数の接続部と
、複数のプレーヤーから、当該プレーヤーにより再生された再生信号を入力するための複
数の再生信号入力部と、複数の接続部のうち、いずれか１の接続部にプレーヤーが接続さ
れたことを検出する接続検出手段と、接続検出手段により検出された１の接続部に接続さ
れているプレーヤーである対象プレーヤーに対し、接続部を介して、再生信号の送信要求
を送信する再生信号要求送信手段と、複数の再生信号入力部のうち、いずれか１の再生信
号入力部を介して、対象プレーヤーから再生信号を入力する再生信号入力手段と、再生信
号を入力した１の再生信号入力部に予め割り当てられているチャンネル番号を、対象プレ
ーヤーのＩＤとして決定するＩＤ決定手段と、決定したＩＤを、接続部を介して対象プレ
ーヤーに送信するＩＤ送信手段と、を備え、対象プレーヤーとして機能するプレーヤーは
、ミキサー装置から再生信号の送信要求を受信する再生信号要求受信手段と、送信要求を
受信した場合、ミキサー装置に対して再生信号を出力する再生信号出力手段と、ミキサー
装置から送信されたＩＤを受信するＩＤ受信手段と、受信したＩＤを自身のＩＤとして設
定するＩＤ設定手段と、設定したＩＤを報知するＩＤ報知手段と、を備えたことを特徴と
する。
【００１６】
　これらの構成によれば、ミキサー装置は、プレーヤーから再生信号を入力した再生信号
入力部（オーディオチャンネル）のチャンネル番号を、接続が検出された対象プレーヤー
のＩＤとして設定するため、チャンネル番号とプレーヤーのＩＤとを同一のＩＤとするこ
とができる。また、プレーヤー側で、ミキサー装置から送信されたＩＤを報知することで
、当該プレーヤーがミキサー装置のどのチャンネルに接続されているのかを、ユーザーが
把握することができる。また、これにより、プレーヤーの交換時などに、誤ったオーディ
オケーブルを抜くなどのトラブルも防止することができる。また、接続部とプレーヤーと
を接続する接続ケーブルについては、チャンネル番号と合わせる必要が無く、任意の接続
部に接続することができる。さらに、設定されたＩＤによって各プレーヤーを識別するこ
とができるため、３台以上のプレーヤー間でも、所望の楽曲データが記憶されているメモ
リを指定することができ、支障なく楽曲データを共有することができる。
　なお、再生信号は、音声信号であっても良いし、映像信号であっても良い。
　また、「接続部」への接続は、有線接続であっても良いし、無線接続であっても良い。
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　また、ＩＤ報知手段は、プレーヤーに設けられた表示部にＩＤを表示するものであって
も良いし、プレーヤーに設けられた複数のインジケータのうちＩＤに対応したインジケー
タを点灯または点滅するものであっても良い。
【００１７】
　上記に記載のミキサー装置において、再生信号入力手段は、再生信号と共に、対象プレ
ーヤーの固有情報を入力し、ＩＤ送信手段は、固有情報によって特定される対象プレーヤ
ーに対し、ＩＤを送信することを特徴とする。
【００１８】
　この構成によれば、複数の接続部のうちいずれか２以上の接続部に、同時にプレーヤー
が接続された場合でも、固有情報によってプレーヤーを識別できるため、確実にチャンネ
ル番号とプレーヤーのＩＤとを一致させることができる。
　なお、「固有情報」としては、ＭＡＣアドレスやＩＰアドレスなどを採用可能である。
【００１９】
　本発明の他のミキサー装置は、複数のプレーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信
号の入出力を行うための複数の接続部と、複数のプレーヤーから、特定情報を入力するた
めの複数の特定情報入力部と、複数の接続部のうち、いずれか１の接続部にプレーヤーが
接続されたことを検出する接続検出手段と、接続検出手段により検出された１の接続部に
接続されているプレーヤーである対象プレーヤーに対し、接続部を介して、特定情報の送
信要求を送信する特定情報要求送信手段と、複数の特定情報入力部のうち、いずれか１の
特定情報入力部を介して、対象プレーヤーから特定情報を入力する特定情報入力手段と、
特定情報を入力した１の特定情報入力部に予め割り当てられているチャンネル番号を、対
象プレーヤーのＩＤとして決定するＩＤ決定手段と、決定したＩＤを、接続部を介して対
象プレーヤーに送信するＩＤ送信手段と、を備えたことを特徴とする。
【００２０】
　本発明の他の再生システムは、複数のプレーヤーと、当該複数のプレーヤーと接続され
て用いられるミキサー装置と、を有する再生システムであって、ミキサー装置は、複数の
プレーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信号の入出力を行うための複数の接続部と
、複数のプレーヤーから、特定情報を入力するための複数の特定情報入力部と、複数の接
続部のうち、いずれか１の接続部にプレーヤーが接続されたことを検出する接続検出手段
と、接続検出手段により検出された１の接続部に接続されているプレーヤーである対象プ
レーヤーに対し、接続部を介して、特定情報の送信要求を送信する特定情報要求送信手段
と、複数の特定情報入力部のうち、いずれか１の特定情報入力部を介して、対象プレーヤ
ーから特定情報を入力する特定情報入力手段と、特定情報を入力した１の特定情報入力部
に予め割り当てられているチャンネル番号を、対象プレーヤーのＩＤとして決定するＩＤ
決定手段と、決定したＩＤを、接続部を介して対象プレーヤーに送信するＩＤ送信手段と
、を備え、対象プレーヤーとして機能するプレーヤーは、ミキサー装置から特定情報の送
信要求を受信する特定情報要求受信手段と、送信要求を受信した場合、ミキサー装置に対
して特定情報を出力する特定情報出力手段と、ミキサー装置から送信されたＩＤを受信す
るＩＤ受信手段と、受信したＩＤを自身のＩＤとして設定するＩＤ設定手段と、設定した
ＩＤを報知するＩＤ報知手段と、を備えたことを特徴とする。
【００２１】
　これらの構成によれば、ミキサー装置は、プレーヤーから特定情報を入力した特定情報
入力部のチャンネル番号を、接続が検出された対象プレーヤーのＩＤとして設定するため
、チャンネル番号とプレーヤーのＩＤとを同一のＩＤとすることができる。また、プレー
ヤー側で、ミキサー装置から送信されたＩＤを報知することで、当該プレーヤーがミキサ
ー装置のどのチャンネルに接続されているのかを、ユーザーが把握することができる。ま
た、これにより、プレーヤーの交換時などに、誤ったオーディオケーブルを抜くなどのト
ラブルも防止することができる。また、接続部とプレーヤーとを接続する接続ケーブルに
ついては、チャンネル番号と合わせる必要が無く、任意の接続部に接続することができる
。さらに、設定されたＩＤによって各プレーヤーを識別することができるため、３台以上
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のプレーヤー間でも、所望の楽曲データが記憶されているメモリを指定することができ、
支障なく楽曲データを共有することができる。
　なお、プレーヤーは、音声信号を出力するものであっても良いし、映像信号を出力する
ものであっても良い。
　また、「接続部」への接続は、有線接続であっても良いし、無線接続であっても良い。
　また、ＩＤ報知手段は、プレーヤーに設けられた表示部にＩＤを表示するものであって
も良いし、プレーヤーに設けられた複数のインジケータのうちＩＤに対応したインジケー
タを点灯または点滅するものであっても良い。
　また、「特定情報」としては、ユーザーデータビットやチャンネルステータスビットな
どを採用可能である。
【００２２】
　上記に記載のミキサー装置において、特定情報要求送信手段は、接続検出手段により検
出された１の接続部に応じた特定情報の送信要求を送信し、ＩＤ送信手段は、特定情報入
力手段により入力された特定情報に対応した接続部を介して、ＩＤを送信することを特徴
とする。
【００２３】
　この構成によれば、複数の接続部のうちいずれか２以上の接続部に、同時にプレーヤー
が接続された場合でも、入力された特定情報に応じて、ＩＤを送信すべき接続部を判別可
能であるため、確実にチャンネル番号とプレーヤーのＩＤとを一致させることができる。
【００２４】
　上記に記載の再生システムにおいて、プレーヤーが、１以上の他のプレーヤーとネット
ワーク接続されている場合、プレーヤーは、自身を特定するための複数のＩＤを記憶する
記憶手段と、記憶した複数のＩＤのうち、１の任意のＩＤを自身のＩＤとして仮決定する
ＩＤ仮決定手段と、仮決定した任意のＩＤが、他のプレーヤーに割当てられているか否か
を判別するＩＤ判別手段と、をさらに備え、ＩＤ設定手段は、ＩＤ判別手段による判別の
結果、任意のＩＤが割当てられた他のプレーヤーが存在しない場合、当該任意のＩＤを自
身のＩＤとして設定することを特徴とする。
【００２５】
　この構成によれば、ミキサー装置を介さず、プレーヤーのみで自身を特定するためのＩ
Ｄを設定することができる。つまり、ミキサー装置に、各プレーヤーに対してＩＤを設定
する機能が無い場合でも、各プレーヤーを識別するためのＩＤを設定することができる。
【００２６】
　上記に記載の再生システムにおいて、ＩＤ報知手段は、設定したプレーヤー自身のＩＤ
だけでなく、当該プレーヤーに接続された他のプレーヤーのＩＤ一覧を報知することを特
徴とする。
【００２７】
　この構成によれば、接続関係にある他のプレーヤーのＩＤ一覧を報知するため、ユーザ
ーは、ＩＤ一覧からプレーヤーを指定することができ、ひいては、所望の楽曲データを容
易に選択することができる。
【００２８】
　本発明のプレーヤーは、上記に記載の再生システムに適用されることを特徴とする。
【００２９】
　本発明のプログラムは、コンピューターを、上記に記載の再生システムにおけるミキサ
ー装置またはプレーヤーの各手段として機能させるためのものであることを特徴とする。
【００３０】
　これらのプレーヤーおよびプログラムを用いることにより、ミキサー装置とプレーヤー
との接続関係をユーザーが把握できること、並びに各プレーヤーを識別することができる
こと、の２つの効果を奏し得る再生システムを実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
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【図１】第１実施形態に係る再生システムの簡易構成図である。
【図２】第１実施形態に係る再生システムの機能ブロック図である。
【図３】第１実施形態に係る再生システムのＩＤ設定処理を示すフローチャートである。
【図４】プレーヤーに設けられたディスプレイの表示例を示す図である。
【図５】第１実施形態に係る再生システムの変形例を示す簡易構成図である。
【図６】第２実施形態に係る再生システムの機能ブロック図である。
【図７】第２実施形態に係る再生システムのＩＤ設定処理を示すフローチャートである。
【図８】第３実施形態に係る再生システムの機能ブロック図である。
【図９】第４実施形態に係る再生システムの簡易構成図である。
【図１０】第４実施形態に係るプレーヤーの機能ブロック図である。
【図１１】第４実施形態に係るプレーヤーのＩＤ設定処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　［第１実施形態］
　以下、本発明の一実施形態に係るミキサー装置、再生システム、プレーヤーおよびプロ
グラムについて、添付図面を参照しながら詳細に説明する。図１は、第１実施形態に係る
再生システムＳＹの簡易構成図である。同図に示すように、再生システムＳＹは、複数台
（図示では、２台）のプレーヤー１０と、各プレーヤー１０から取得した再生信号の出力
制御を行うミキサー装置２０と、から成る。なお、本実施形態の再生システムＳＹは、オ
ーディオシステムであり、プレーヤー１０は音声信号を出力するものとする。
【００３３】
　プレーヤー１０は、ＵＳＢメモリ１５（図４参照）、ＣＤ、ＳＤメモリカードなどの各
種デバイスを挿入可能となっており、これら各デバイスから楽曲を読み出して再生する。
また、ジョグダイヤルなどの操作子（図示省略）を有し、ユーザーの操作に基づいて、再
生状態の調節や、エフェクト効果の付加などの再生処理を行う。
【００３４】
　また、同図に示すように、プレーヤー１０は、ミキサー装置２０とＬＡＮ接続するため
のＬＡＮ端子１１と、楽曲を再生することによって生成される音声信号をミキサー装置２
０に出力するための音声出力端子１２と、各種情報を表示するためのディスプレイ１３と
、を備えている。
【００３５】
　プレーヤー１０は、ＬＡＮ端子１１を介して、ミキサー装置２０からコントロール信号
を取得する。具体的には、フェーダースタートプレイやバックキューなどの信号である。
また、他のプレーヤー１０のＬＡＮ端子１１と接続して、自動交互再生（リレープレイ）
を行うことも可能である。さらに、本実施形態では、ミキサー装置２０からＩＤを取得す
るためにも用いられる。取得したＩＤは、自動交互再生や楽曲データの共有を行う際、各
プレーヤー１０を識別できるように設定される。また、ＩＤは、ユーザーがミキサー装置
２０と各プレーヤー１０との接続関係を把握できるように、ディスプレイ１３に表示され
る。
【００３６】
　一方、ミキサー装置２０は、チャンネルフェーダーやクロスフェーダーなどの操作子（
図示省略）を有し、各プレーヤー１０から入力された再生信号の混合処理などを行う。ま
た、ミキサー装置２０は、アンプおよびスピーカーを有する不図示の出力装置と、不図示
のオーディオケーブルを介して接続され、混合処理後の音声信号を当該出力装置に出力す
る。
【００３７】
　また、同図に示すように、ミキサー装置２０は、各プレーヤー１０とＬＡＮ接続するた
めの複数のＬＡＮポート２１（接続部）と、各プレーヤー１０から音声信号を取得するた
めの複数のオーディオポート（以下、「オーディオチャンネル」と称する）２２（再生信
号入力部）と、を備えている。ミキサー装置２０のＬＡＮポート２１は、各プレーヤー１
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０のＬＡＮ端子１１と、ＬＡＮケーブル３１を介して接続される。ＬＡＮケーブル３１と
しては、イーサネット（登録商標）ケーブルなどが用いられる。また、ミキサー装置２０
のオーディオチャンネル２２は、各プレーヤー１０の音声出力端子１２と、オーディオケ
ーブル３２を介して接続される。オーディオケーブル３２としては、ＨＤＭＩケーブルや
ＲＣＡケーブルなどが用いられる。
【００３８】
　次に、図２を参照し、再生システムＳＹの機能構成について説明する。ミキサー装置２
０は、主な機能構成として、入力検出手段２１０と、ＩＤ決定手段２２０と、ＩＤ送信手
段２３０と、を備えている。
【００３９】
　入力検出手段２１０は、ミキサー装置２０に搭載された複数のＬＡＮポート２１のうち
、いずれか１のＬＡＮポート２１にプレーヤー１０が接続された後、当該プレーヤー１０
からフレーム（制御信号）が入力されたことを検出する。入力検出手段２１０による検出
は、ミキサー装置２０に内蔵されているスイッチングハブ２３の機能を利用する。スイッ
チングハブ２３は、ポート単位で接続されている機器を管理しているため、プレーヤー１
０が接続された後、プレーヤー１０からのフレームを受信することにより、そのフレーム
がスイッチングハブ２３のどのポートを経由してきたかを判別することができる。つまり
、プレーヤー１０が接続された１のＬＡＮポート２１を特定することができる。
【００４０】
　ＩＤ決定手段２２０は、入力検出手段２１０により検出された１のＬＡＮポート２１に
予め割り当てられているＩＤを、当該１のＬＡＮポート２１に接続されているプレーヤー
１０である対象プレーヤーのＩＤとして決定する。つまり、フレームを受信した入力ポー
トの番号を、そのままプレーヤー１０のＩＤとして決定する。
【００４１】
　ＩＤ送信手段２３０は、ＩＤ決定手段２２０により決定されたＩＤを、入力検出手段２
１０により検出された１のＬＡＮポート２１を介して、上記の対象プレーヤーに送信する
。
【００４２】
　続いて、プレーヤー１０（対象プレーヤー）の機能構成について説明する。プレーヤー
１０は、主な機能構成として、ＩＤ受信手段１１０と、ＩＤ設定手段１２０と、ＩＤ報知
手段１３０と、を備えている。
【００４３】
　ＩＤ受信手段１１０は、ミキサー装置２０のＩＤ送信手段２３０から送信されたＩＤを
、ＬＡＮ端子１１を介して受信する。
【００４４】
　ＩＤ設定手段１２０は、ＩＤ受信手段１１０により受信したＩＤを、自身のＩＤとして
設定する。具体的には、プレーヤー１０に内蔵されたメモリ１４に、受信したＩＤを記録
する。
【００４５】
　ＩＤ報知手段１３０は、ＩＤ設定手段１２０により設定したＩＤを、ディスプレイ１３
に表示することによって報知する。当該報知は、ＩＤ設定後、プレーヤー１０の電源が切
断されるまで続行される（表示され続ける）。なお、ＩＤ報知手段１３０による報知は、
プレーヤー１０に複数のインジケータを設け、これら複数のインジケータのうちＩＤに対
応したインジケータを点灯または点滅することによって行っても良い。また、音声報知を
行っても良い。
【００４６】
　次に、図３のフローチャートを参照し、第１実施形態に係る再生システムＳＹのＩＤ設
定処理の流れについて説明する。まず、ミキサー装置２０は、プレーヤー１０が接続され
（Ｓ０１）、プレーヤー１０からフレームの入力を検出すると（Ｓ０２）、スイッチング
ハブ２３の機能により、当該フレームが入力された入力ポート（ＬＡＮポート２１）を判
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別する（Ｓ０３）。その判別結果から、入力ポートの番号をＩＤとして決定し（Ｓ０４）
、フレームが入力された入力ポートに接続されている対象プレーヤーに対して、決定した
ＩＤを送信する（Ｓ０５）。
【００４７】
　一方、プレーヤー１０は、ミキサー装置２０からＩＤを受信すると（Ｓ０６）、受信し
たＩＤを自身のＩＤとして設定すると共に（Ｓ０７）、当該ＩＤをディスプレイ１３に表
示する（Ｓ０８）。
【００４８】
　このように、本実施形態の再生システムＳＹは、ミキサー装置２０にプレーヤー１０を
接続するだけで、容易に各プレーヤー１０を識別可能なＩＤを設定することができる。な
お、ミキサー装置２０に複数台のプレーヤー１０が接続されている場合は、フレームの入
力を検出した順に（Ｓ０２の検出ごとに）、各プレーヤー１０のＩＤを順次設定していく
こととなる。
【００４９】
　次に、図４を参照し、ディスプレイ１３の表示例について説明する。ここでは、ミキサ
ー装置２０と、３台のプレーヤー１０が、ＬＡＮケーブル３１を介してＬＡＮ接続されて
おり、各プレーヤー１０にＵＳＢメモリ１５が挿入されている場合を例示している。また
、各プレーヤー１０は、楽曲データの共有が可能であるものとする。
【００５０】
　この場合、例えば「プレーヤー１」のディスプレイ１３には、上記のＩＤ報知手段１３
０により、「プレーヤー１」に設定されたＩＤ（同図の例では、「ＩＤ：１」）が表示さ
れる。また、「プレーヤー１」以外の他プレーヤー１０に挿入されたデバイス（ＵＳＢメ
モリ１５）の一覧が、各プレーヤー１０のＩＤと共に表示される。当該各プレーヤー１０
のＩＤは、ミキサー装置２０から取得した情報である。つまり、ミキサー装置２０は、各
プレーヤー１０に対してＩＤを設定した後、設定したＩＤと、挿入されているデバイスに
関する情報とを、各プレーヤー１０に対して送信する。なお、プレーヤー１０から、ミキ
サー装置２０に対して問い合わせを行い、その問い合わせに対して、ミキサー装置２０が
、ＩＤおよびデバイスに関する情報を、提供するようにしても良い。また、各プレーヤー
１０が、他のプレーヤー１０に対し、自身に設定されているＩＤと、自身に挿入されてい
るデバイスと、に関する情報を通知するようにしても良い。
【００５１】
　この構成により、例えば、「プレーヤー１」で、「プレーヤー２」に挿入されたＵＳＢ
メモリ１５の楽曲データを読み出したい場合、デバイス一覧の中から、対象デバイス（同
図の例では、「プレーヤー２：ＵＳＢ」）を選択することで、対象デバイスの中身を参照
することができる。
【００５２】
　また、プレーヤー１０は、ユーザーの操作により対象デバイスが選択されると、そのデ
バイスに格納されている楽曲の曲情報（メタデータ）をディスプレイ１３に表示する。し
たがって、ユーザーは、それら曲情報のリストの中から、いずれか１の曲情報を選択する
ことにより、「プレーヤー１」に所望の楽曲データを取得させることができる。
【００５３】
　なお、１台のプレーヤー１０に、複数種類のデバイスが挿入されている場合、デバイス
一覧には、そのデバイス毎に選択候補を表示する（例えば、「プレーヤー２：ＵＳＢ」、
「プレーヤー２：ＳＤ」など）。また、デバイス一覧の表示は、プレーヤー１０の起動中
、常に表示される構成としても良いし、ユーザーが所定の操作を行ったときに、一時的に
表示される構成としても良い。
【００５４】
　以上説明したとおり、本発明の第１実施形態によれば、ミキサー装置２０は、各ＬＡＮ
ポート２１に予め割り当てられている番号を、そのＬＡＮポート２１に接続されている対
象プレーヤーのＩＤとして設定するため、ＬＡＮポート２１のＩＤとプレーヤー１０のＩ
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Ｄとを同一のＩＤとすることができる。また、プレーヤー１０側では、ミキサー装置２０
から送信されたＩＤを報知するため、当該プレーヤー１０がミキサー装置２０のどのＬＡ
Ｎポート２１に接続されているのかを、ユーザーが把握することができる。したがって、
ＬＡＮポート２１のＩＤと同じチャンネルにオーディオケーブル３２を接続するようにす
れば、プレーヤー１０の交換時などに、誤ったＬＡＮケーブル３１を抜いてしまうなどの
トラブルを防止することができる。
【００５５】
　さらに、各プレーヤー１０のディスプレイ１３上に表示されたＩＤによって、各プレー
ヤー１０を識別することができるため、３台以上のプレーヤー１０間で楽曲データを共有
する場合でも、容易に所望の楽曲データを選択することができる。
【００５６】
　なお、上記の実施形態で例示した再生システムＳＹは、ミキサー装置２０と各プレーヤ
ー１０が、ＬＡＮケーブル３１およびオーディオケーブル３２を介して接続される構成で
あったが、ＬＡＮケーブル３１とオーディオケーブル３２を共通化することも可能である
。この場合、プレーヤー１０の音声出力端子１２およびオーディオケーブル３２は不要と
なり、図５に示すように、ＬＡＮケーブル３１を介して、音声信号の送受信を行うことと
なる。プレーヤー１０は、ＩＤ設定後、設定されたＩＤを音声信号と共にミキサー装置２
０に送信することで、ミキサー装置２０では、オーディオチャンネル毎に音声信号を処理
することが可能である。なお、ミキサー装置２０側で、ＬＡＮポート２１とオーディオチ
ャンネル２２を対応付けて記憶しておく構成とすれば、プレーヤー１０から、音声信号と
共にＩＤを送信する必要は無い。
【００５７】
　このように、図５に示した構成によれば、ミキサー装置２０とプレーヤー１０との間で
行われる、ＩＤの送信と音声信号の入力とを１つのインターフェースで実現できるため、
これらを別個のインターフェースで実現する場合に比べ、これにかかるコストを削減する
ことができる。また、ミキサー装置２０とプレーヤー１０とを接続する接続ケーブルの本
数を半減できるため、ケーブル接続の手間を軽減することができる。さらに、ＬＡＮポー
ト２１に基づいてＩＤを決定し、当該ＩＤをそのままオーディオチャンネル２２として利
用することができるため、ＬＡＮポート２１のＩＤとチャンネル番号とを常に一致させる
ことができ、プレーヤー１０の交換時などに、誤ったＬＡＮケーブル３１を抜いてしまう
などのトラブルを解消することができる。
【００５８】
　［第２実施形態］
　次に、図６および図７を参照し、本発明の第２実施形態について説明する。上記の第１
実施形態では、ミキサー装置２０が、ＬＡＮポート２１に基づいてＩＤを決定しているが
、本実施形態では、オーディオチャンネル２２に基づいてＩＤを決定する点で異なる。以
下、第１実施形態と異なる点を中心に説明する。なお、本実施形態において、第１実施形
態と同様の構成部分については同様の符号を付し、詳細な説明を省略する。また、第１実
施形態と同様の構成部分について適用される変形例は、本実施形態についても同様に適用
される。
【００５９】
　図６は、第２実施形態に係る再生システムＳＹの機能ブロック図である。本実施形態の
ミキサー装置２０は、主な機能構成として、接続検出手段２４０と、再生信号要求送信手
段２５０と、再生信号入力手段２６０と、ＩＤ決定手段２７０と、ＩＤ送信手段２３０と
、を備えている。
【００６０】
　接続検出手段２４０は、複数のＬＡＮポート２１のうち、いずれか１のＬＡＮポート２
１にプレーヤー１０が接続されたことを検出する。
【００６１】
　再生信号要求送信手段２５０は、接続検出手段２４０による検出をトリガとして、接続
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が検出された上記１のＬＡＮポート２１に接続されているプレーヤー１０である対象プレ
ーヤーに対し、ＬＡＮポート２１を介して、特定の音声信号の送信要求を送信する。特定
の音声信号とは、例えば、「○○秒間連続する○○ｋＨｚの音声信号」など、予め定めら
れた信号を指す。当該特定の音声信号は、プレーヤー１０に予め記憶されているものであ
る。
【００６２】
　再生信号入力手段２６０は、ミキサー装置２０に設けられた複数のオーディオチャンネ
ル２２のうち、いずれか１のオーディオチャンネル２２を介して、上記の対象プレーヤー
から特定の音声信号を入力する。
【００６３】
　ＩＤ決定手段２７０は、特定の音声信号を入力したオーディオチャンネル２２に予め割
り当てられているチャンネル番号を、対象プレーヤーのＩＤとして決定する。ＩＤ送信手
段２３０は、第１実施形態と同様に、ＩＤ決定手段２７０により決定されたＩＤを、対象
プレーヤーに送信する。
【００６４】
　一方、本実施形態のプレーヤー１０は、主な機能構成として、再生信号要求受信手段１
４０と、再生信号出力手段１５０と、ＩＤ受信手段１１０と、ＩＤ設定手段１２０と、Ｉ
Ｄ報知手段１３０と、を備えている。
【００６５】
　再生信号要求受信手段１４０は、ミキサー装置２０から、ＬＡＮ端子１１を介して特定
の音声信号の送信要求を受信する。
【００６６】
　再生信号出力手段１５０は、再生信号要求受信手段１４０により特定の音声信号の送信
要求を受信した場合、ミキサー装置２０に対し、音声出力端子１２を介して、予め記憶し
ておいた特定の音声信号を出力する。ＩＤ受信手段１１０、ＩＤ設定手段１２０およびＩ
Ｄ報知手段１３０については、第１実施形態と同様に機能する。
【００６７】
　図７は、第２実施形態に係る再生システムＳＹのＩＤ設定処理を示すフローチャートで
ある。まず、ミキサー装置２０は、プレーヤー１０の接続を検出すると（Ｓ１１）、当該
プレーヤー１０である対象プレーヤーに対し、ＬＡＮポート２１を介して音声信号要求を
送信する（Ｓ１２）。プレーヤー１０（対象プレーヤー）は、ミキサー装置２０から音声
信号要求を受信すると（Ｓ１３）、ミキサー装置２０に対し、特定の音声信号を出力する
（Ｓ１４）。
【００６８】
　ミキサー装置２０は、プレーヤー１０から特定の音声信号を入力すると（Ｓ１５）、音
声信号が入力されたオーディオチャンネル２２を判別する（Ｓ１６）。また、入力された
オーディオチャンネル２２のチャンネル番号をＩＤとして決定し（Ｓ１７）、接続を検出
したＬＡＮポート２１を介して、当該ＩＤを送信する（Ｓ１８）。プレーヤー１０は、ミ
キサー装置２０からＩＤを受信すると（Ｓ１９）、受信したＩＤを自身のＩＤとして設定
すると共に（Ｓ２０）、当該ＩＤをディスプレイ１３に表示する（Ｓ２１）。
【００６９】
　なお、ミキサー装置２０に複数台のプレーヤー１０が接続されている場合は、プレーヤ
ー１０の接続を検出した順に（Ｓ１１の検出ごとに）、各プレーヤー１０のＩＤを順次設
定していくこととなる。
【００７０】
　以上説明したとおり、本発明の第２実施形態によれば、ミキサー装置２０は、プレーヤ
ー１０から音声信号を入力したオーディオチャンネル２２のチャンネル番号を、接続が検
出された対象プレーヤーのＩＤとして設定するため、チャンネル番号とプレーヤー１０の
ＩＤとを同一のＩＤとすることができる。また、プレーヤー１０側では、ミキサー装置２
０から送信されたＩＤを報知するため、そのプレーヤー１０がミキサー装置２０のどのチ
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ャンネルに接続されているのかを、ユーザーが把握することができる。これにより、プレ
ーヤー１０の交換時などに、誤ったオーディオケーブル３２を抜くなどのトラブルを防止
することができる。また、プレーヤー１０とＬＡＮケーブル３１によって接続されるＬＡ
Ｎポート２１については、チャンネル番号と合わせる必要が無く、任意のＬＡＮポート２
１に接続することができる。
【００７１】
　なお、上記の実施形態では、プレーヤー１０の接続を検出した順に、各プレーヤー１０
のＩＤを順次設定していくものとしたが、プレーヤー１０が同時に接続された場合に、正
確なＩＤを設定できない虞がある。そこで、プレーヤー１０の再生信号出力手段１５０に
おいて、電子透かしを利用し、音声信号にＭＡＣアドレス（固有情報）を含ませて出力す
ることが好ましい。この場合、ミキサー装置２０の再生信号入力手段２６０は、ＭＡＣア
ドレスが含まれた音声信号を入力し、ＩＤ送信手段２３０は、音声信号に含まれるＭＡＣ
アドレスの機器宛に、入力チャンネルに対応したＩＤを送信することとなる。この構成に
よれば、同時にプレーヤー１０が接続された場合でも、確実にオーディオチャンネル２２
のチャンネル番号とプレーヤー１０のＩＤとを一致させることができる。
【００７２】
　なお、電子透かしによって音声信号に含ませる（付加する）固有情報としては、ＭＡＣ
アドレス以外にＩＰアドレスなどを採用可能である。また、入出力インターフェース規格
として、ＨＤＭＩを採用した場合（オーディオケーブル３２としてＨＤＭＩケーブルを利
用した場合）、再生信号出力手段１５０は、制御用の信号線を用いて、固有情報を出力可
能である。
【００７３】
　また、プレーヤー１０が同時に接続された場合の対応策として、接続検出手段２４０に
より検出されたＬＡＮポート２１に応じた音声信号の送信要求を送信するようにしても良
い。例えば、特定の音声信号「○○秒間連続する○○ｋＨｚの音声信号」の、○○の値（
音声信号の長さおよび／または周波数）を、ＬＡＮポート２１毎に異なる値にしても良い
。すなわち、ミキサー装置２０が「ＬＡＮポート１」への接続を検出したときは、１９ｋ
Ｈｚの音声信号を要求し、「ＬＡＮポート２」への接続を検出したときは、２０ｋＨｚの
音声信号を要求すれば良い。
【００７４】
　［第３実施形態］
　次に、図８を参照し、本発明の第３実施形態について説明する。上記の第２実施形態で
は、音声信号の入力チャンネルに基づいてＩＤを決定したが、本実施形態では、特定情報
の入力チャンネルに基づいてＩＤを決定する点で異なる。以下、第２実施形態と異なる点
を中心に説明する。なお、本実施形態において、第１実施形態および／または第２実施形
態と同様の構成部分については同様の符号を付し、詳細な説明を省略する。また、第１実
施形態および／または第２実施形態と同様の構成部分について適用される変形例は、本実
施形態についても同様に適用される。
【００７５】
　図８は、第３実施形態に係る再生システムＳＹの機能ブロック図である。本実施形態の
ミキサー装置２０は、第２実施形態のミキサー装置２０（図６参照）に対し、再生信号要
求送信手段２５０および再生信号入力手段２６０が、特定情報要求送信手段２８０および
特定情報入力手段２９０に変更された構成となっている。これに伴い、プレーヤー１０の
再生信号要求受信手段１４０および再生信号出力手段１５０も、特定情報要求受信手段１
６０および特定情報出力手段１７０に変更されている。
【００７６】
　ミキサー装置２０の特定情報要求送信手段２８０は、接続検出手段２４０による検出を
トリガとして、接続が検出されたＬＡＮポート２１に接続されているプレーヤー１０であ
る対象プレーヤーに対し、ＬＡＮポート２１を介して、特定情報の送信要求を送信する。
特定情報としては、デバイスの再生位置などを示す「ユーザーデータビット」や、著作権
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情報などを示す「チャンネルステータスビット」などを採用可能である。
【００７７】
　これに対し、プレーヤー１０の特定情報要求受信手段１６０は、ミキサー装置２０から
、ＬＡＮ端子１１を介して特定情報の送信要求を受信する。また、特定情報出力手段１７
０は、特定情報要求受信手段１６０により特定情報の送信要求を受信した場合、ミキサー
装置２０に対し、音声出力端子１２を介して、特定情報を出力する。
【００７８】
　また、ミキサー装置２０の特定情報入力手段２９０は、ミキサー装置２０に設けられた
複数のオーディオチャンネル２２のうち、いずれか１のオーディオチャンネル２２を介し
て、上記の対象プレーヤーから特定情報を入力する。
【００７９】
　また、本実施形態のＩＤ決定手段２７０は、第２実施形態と同様に、特定情報を入力し
たオーディオチャンネル２２（特定情報入力部）に予め割り当てられているチャンネル番
号を、対象プレーヤーのＩＤとして決定し、ＩＤ送信手段２３０は、ＩＤ決定手段２７０
にて決定されたＩＤを、対象プレーヤーに送信する。
【００８０】
　なお、第３実施形態に係る再生システムＳＹのＩＤ設定処理は、第２実施形態に係る再
生システムＳＹのＩＤ設定処理（図７参照）の、「音声信号」の文言を「特定情報」に置
き換えることにより実現可能であるため、フローチャートの図示および説明を省略する。
【００８１】
　以上説明したとおり、本発明の第３実施形態によれば、ミキサー装置２０は、プレーヤ
ー１０から特定情報を入力したオーディオチャンネル２２のチャンネル番号を、接続が検
出された対象プレーヤーのＩＤとして設定する。これにより、第２実施形態と同様の作用
・効果を奏することができる。
【００８２】
　なお、第３実施形態においても、プレーヤー１０の接続を検出した順に、各プレーヤー
１０のＩＤを順次設定していくこととなるが、プレーヤー１０が同時に接続された場合に
は、第２実施形態と同様に、正確なＩＤを設定できないといった問題がある。そこで、ミ
キサー装置２０の特定情報要求送信手段２８０において、接続検出手段２４０により検出
されたＬＡＮポート２１に応じた特定情報の送信要求を送信するようにしても良い。例え
ば、特定情報として、チャンネルステータスビットを採用した場合であって、ミキサー装
置２０が「ＬＡＮポート１」への接続を検出したときは、チャンネルステータスの３３ビ
ット目をＯＮするように要求し、「ＬＡＮポート２」への接続を検出したときは、チャン
ネルステータスの３４ビット目をＯＮするように要求すれば良い。
【００８３】
　この場合、プレーヤー１０の特定情報出力手段１７０は、ミキサー装置２０からの要求
に応じたチャンネルステータスを出力することとなる。また、ミキサー装置２０のＩＤ送
信手段２３０は、特定情報入力手段２９０により入力されたチャンネルステータスビット
に対応したＬＡＮポート２１（例えば、３３ビット目がＯＮであれば、「ＬＡＮポート１
」）を介して、ＩＤを送信する。この構成によれば、同時にプレーヤー１０が接続された
場合でも、入力された特定情報に応じて、ＩＤを送信すべきＬＡＮポート２１を判別可能
であるため、確実にオーディオチャンネル２２のチャンネル番号とプレーヤー１０のＩＤ
とを一致させることができる。
【００８４】
　なお、特定情報として、ユーザーデータビットを採用した場合も、ユーザーデータビッ
トをＯＮ／ＯＦＦする位置で、接続されているオーディオチャンネル２２を区別可能であ
る。また、本実施形態では、入出力インターフェース規格として、Ｓ／ＰＤＩＦを採用可
能である。
【００８５】
　［第４実施形態］
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　次に、図９ないし図１１を参照し、本発明の第４実施形態について説明する。上記の第
１実施形態ないし第３実施形態では、ミキサー装置２０が主体となってＩＤを設定したが
、本実施形態では、プレーヤー１０自身でＩＤを設定する点で異なる。以下、上記の各実
施形態と異なる点を中心に説明する。なお、本実施形態において、上記の各実施形態と同
様の構成部分については同様の符号を付し、詳細な説明を省略する。また、上記の各実施
形態と同様の構成部分について適用される変形例は、本実施形態についても同様に適用さ
れる。
【００８６】
　図９は、第４実施形態に係る再生システムＳＹの簡易構成図である。同図に示すように
、本実施形態の再生システムＳＹは、各プレーヤー１０が、ＬＡＮケーブル３１およびハ
ブ３３を介して接続されている。また、各プレーヤー１０は、オーディオケーブル３２を
介して、それぞれミキサー装置２０と、１対１接続されている。なお、本実施形態では、
上記の通り、プレーヤー１０自身でＩＤを設定するため、ミキサー装置２０自体に、ＩＤ
設定機能が搭載されている必要はない。つまり、既存のミキサー装置２０を適用可能であ
る。
【００８７】
　図１０は、第４実施形態に係るプレーヤー１０の機能ブロック図である。本実施形態の
プレーヤー１０は、主な機能構成として、記憶手段３１０と、ＩＤ仮決定手段３２０と、
ＩＤ判別手段３３０と、ＩＤ設定手段３４０と、ＩＤ報知手段１３０と、を備えている。
【００８８】
　記憶手段３１０は、自身を特定するための複数のＩＤを記憶する。つまり、ＩＤとして
、「１」～「２０」など、複数の数値を記憶している。ＩＤ仮決定手段３２０は、記憶手
段３１０に記憶されている複数のＩＤのうち、１の任意のＩＤを自身のＩＤとして仮決定
する。本実施形態では、「１」から順に仮決定していくものとする。
【００８９】
　ＩＤ判別手段３３０は、ＩＤ仮決定手段３２０により仮決定された任意のＩＤが、他の
プレーヤー１０に割当てられているか否かを判別する。なお、他のプレーヤー１０に割当
てられていると判別した場合は、ＩＤ仮決定手段３２０により、異なるＩＤを仮決定して
、再度判別を行う。
【００９０】
　ＩＤ設定手段３４０は、ＩＤ判別手段３３０による判別の結果、任意のＩＤが割当てら
れた他のプレーヤー１０が存在しない場合、当該任意のＩＤを自身のＩＤとして設定する
（メモリ１４に記憶する）。また、ＩＤ報知手段１３０は、上記の各実施形態と同様に、
ディスプレイ１３上にＩＤを表示する。
【００９１】
　図１１は、第４実施形態に係るプレーヤー１０のＩＤ設定処理を示すフローチャートで
ある。プレーヤー１０は、電源ボタン（図示省略）の押下等によって起動されると（Ｓ３
１）、記憶手段３１０に記憶されている複数のＩＤの中から、いずれか１のＩＤを仮決定
する（Ｓ３２）。また、ＬＡＮ接続されている他のプレーヤー１０に対し、仮決定したＩ
Ｄを送信し（Ｓ３３）、他のプレーヤー１０から許可信号または非許可信号を受信する（
Ｓ３４）。
【００９２】
　ここで、接続されている全てのプレーヤー１０から許可信号を受信した場合（若しくは
、全てのプレーヤー１０から非許可信号を受信しなかった場合）、仮決定したＩＤを自身
のＩＤとして決定する（Ｓ３５）。その後、仮決定したＩＤを設定し（Ｓ３６）、設定し
たＩＤをディスプレイ１３上に表示する（Ｓ３７）。
【００９３】
　以上説明したとおり、本発明の第４実施形態によれば、ミキサー装置２０を介さず、プ
レーヤー１０のみで自身を特定するためのＩＤを設定することができる。つまり、既存の
ミキサー装置２０を用いた場合など、ミキサー装置２０にＩＤ設定機能が搭載されていな
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【００９４】
　なお、上記の実施形態では、プレーヤー１０の起動をトリガとして、ＩＤ設定処理を開
始するものとしたが、ユーザーによる所定の操作（例えば、ＩＤ設定ボタンの押下など）
をトリガとして、処理を開始するようにしても良い。
【００９５】
　また、ミキサー装置２０に、ＩＤ設定機能が搭載されている場合、ミキサー装置２０か
ら送信されたＩＤをメモリ１４内で上書きし、ディスプレイ表示を更新できるようにして
も良い。
【００９６】
　また、プレーヤー１０によってＩＤを設定するか（第４実施形態）、ミキサー装置２０
によってＩＤを設定するか（第１～第３実施形態）、について、ユーザーが選択可能とし
ても良い。また、ミキサー装置２０によってＩＤを設定する場合は、ＬＡＮポート２１に
基づいてＩＤを設定するか（第１実施形態）、オーディオチャンネル２２に基づいてＩＤ
を設定するか（第２，３実施形態）、についても選択可能としても良い。さらに、オーデ
ィオチャンネル２２に基づいてＩＤを設定する場合は、音声信号を利用するか（第２実施
形態）、特定情報を利用するか（第３実施形態）、についても選択可能としても良い。
【００９７】
　また、上記の各実施形態に示したプレーヤー１０やミキサー装置２０の各構成要素をプ
ログラムとして提供することが可能である。また、そのプログラムを各種記録媒体（ＣＤ
－ＲＯＭ、フラッシュメモリ等）に格納して提供することも可能である。すなわち、コン
ピューターを、プレーヤー１０やミキサー装置２０の各構成要素として機能させるための
プログラム、およびそれを記録した記録媒体も、本発明の権利範囲に含まれるものである
。
【００９８】
　なお、上記の各実施形態では、プレーヤー１０から出力される再生信号として音声信号
を例示したが、映像信号であっても良い。つまり、映像機器に、本発明を適用しても良い
。但し、本発明を映像機器に適用する場合であって、第２実施形態および第３実施形態の
構成を採用する場合、ミキサー装置２０は、オーディオチャンネル２２ではなくビデオチ
ャンネルに基づいて、それらに接続されているプレーヤー１０のＩＤを決定することとな
る。その他、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、適宜変更が可能である。
【符号の説明】
【００９９】
　１０…プレーヤー　１１…ＬＡＮ端子　１２…オーディオ端子　１３…ディスプレイ　
１４…メモリ　１５…ＵＳＢメモリ　２０…ミキサー装置　２１…ＬＡＮポート　２２…
オーディオチャンネル　２３…スイッチングハブ　３１…ＬＡＮケーブル　３２…オーデ
ィオケーブル　ＳＹ…再生システム
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【手続補正書】
【提出日】平成23年6月27日(2011.6.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のプレーヤーと接続され、当該プレーヤーで再生される再生信号を取得
して編集する制御装置、再生システム、プレーヤー、プログラム、制御装置の制御方法に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ミキサー装置は、一般的に、複数のプレーヤーと接続され、各プレーヤーによって再生
された再生信号（例えば、音声信号）を混合したり、途切れないように繋いだりして、ア
ンプやスピーカー等の出力装置に出力する。この種のミキサー装置は、主にクラブやディ
スコ等において、ディスクジョッキー（ＤＪ）が音楽を演奏する際のＤＪ機器（ＤＪが音
響パフォーマンスに用いる機器）として用いられることが多い（例えば、特許文献１参照
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１０８１３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、従来のミキサー装置に複数のプレーヤーを接続して利用する場合、ユーザー
（例えば、ＤＪ）は、当該ミキサー装置のどの接続部あるいはどのチャンネルに、どのプ
レーヤーが接続されているか（ミキサー装置とプレーヤーとの接続関係）を把握しておく
必要がある。しかしながら、通常、この接続関係を確認するためには、実際に接続されて
いるケーブルを辿って確認するか、あるいはユーザーがミキサー装置と複数のプレーヤー
との接続関係を覚えておかなければならない。前者の場合、ケーブルの配線をいちいち確
認しなければならないため、その作業が煩わしいという問題がある。一方、後者の場合、
ユーザーが接続関係を間違えて記憶することも考えられ、例えば、プレーヤーの入れ替え
を行う際、誤って他のプレーヤーのケーブルを抜いてしまうことがある。
【０００５】
　一方、近年のＤＪ機器では、複数のプレーヤー間における楽曲データの共有機能を搭載
したものが存在する。実在する機器としては、２台のプレーヤー限定で、自身に挿入され
ているメモリから楽曲データを読み出すか、他方のプレーヤーに挿入されているメモリか
ら楽曲データを読み出すかを選択可能となっているものがある。ところが、３台以上のプ
レーヤー間で楽曲データの共有を行おうとすると、楽曲データを読み出すメモリを指定す
るために、各プレーヤーを識別する必要がある。ところが、既存のＤＪ機器は、各プレー
ヤーを識別する機能を有しないため、３台以上のプレーヤー間で楽曲データの共有を行う
ことができない。
【０００６】
　本発明は、上記の問題に鑑み、ミキサー装置とプレーヤーとの接続関係をユーザーが把
握できると共に各プレーヤーを識別することができる制御装置、再生システム、プレーヤ
ー、プログラム、制御装置の制御方法を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の制御装置は、複数のプレーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信号の入出
力を行うための複数の接続部と、複数の接続部のうち、いずれか１の接続部にプレーヤー
が接続された後、当該プレーヤーから制御信号が入力されたことを検出する入力検出手段
と、入力検出手段により検出された１の接続部に対応するＩＤを、当該１の接続部を介し
、当該１の接続部に接続されているプレーヤーである対象プレーヤーに送信するＩＤ送信
手段と、を備えたことを特徴とする。
　上記の制御装置において、接続部はＬＡＮポートであり、プレーヤーが接続されたＬＡ
Ｎポートのポート番号を、対象プレーヤーのＩＤとして決定するＩＤ決定手段をさらに備
え、ＩＤ送信手段は、決定されたＩＤを、対象プレーヤーに送信することを特徴とする。
　上記の制御装置において、複数のプレーヤーによって再生された再生信号を入力するた
めの複数の再生信号入力部をさらに備え、ＬＡＮポートは、接続部および再生信号入力部
として機能することを特徴とする。
　本発明の他の制御装置は、複数のプレーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信号の
入出力を行うための複数の接続部と、複数のプレーヤーから、当該プレーヤーにより再生
された再生信号を入力するための複数の再生信号入力部と、複数の接続部のうち、いずれ
か１の接続部にプレーヤーが接続されたことを検出する接続検出手段と、接続検出手段に
より検出された１の接続部に接続されているプレーヤーである対象プレーヤーに対し、接
続部を介して、再生信号の送信要求を送信する再生信号要求送信手段と、複数の再生信号
入力部のうち、いずれか１の再生信号入力部を介して、対象プレーヤーから再生信号を入
力する再生信号入力手段と、再生信号を入力した１の再生信号入力部に対応するチャンネ
ル番号を、接続部を介して対象プレーヤーに送信するＩＤ送信手段と、を備えたことを特
徴とする。
　上記の制御装置において、再生信号入力手段は、再生信号と共に、対象プレーヤーの固
有情報を入力し、ＩＤ送信手段は、固有情報によって特定される対象プレーヤーに対し、
ＩＤを送信することを特徴とする。
　本発明の他の制御装置は、複数のプレーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信号の
入出力を行うための複数の接続部と、複数のプレーヤーから、特定情報を入力するための
複数の特定情報入力部と、複数の接続部のうち、いずれか１の接続部にプレーヤーが接続
されたことを検出する接続検出手段と、接続検出手段により検出された１の接続部に接続
されているプレーヤーである対象プレーヤーに対し、接続部を介して、特定情報の送信要
求を送信する特定情報要求送信手段と、複数の特定情報入力部のうち、いずれか１の特定
情報入力部を介して、対象プレーヤーから特定情報を入力する特定情報入力手段と、特定
情報を入力した１の特定情報入力部に対応するチャンネル番号を、接続部を介して対象プ
レーヤーに送信するＩＤ送信手段と、を備えたことを特徴とする。
　上記の制御装置において、特定情報要求送信手段は、接続検出手段により検出された１
の接続部に応じた特定情報の送信要求を送信し、ＩＤ送信手段は、特定情報入力手段によ
り入力された特定情報に対応した接続部を介して、ＩＤを送信することを特徴とする。
　本発明の再生システムは、複数のプレーヤーと、当該複数のプレーヤーと接続されて用
いられるミキサー装置と、を有する再生システムであって、ミキサー装置は、複数のプレ
ーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信号の入出力を行うための複数の接続部と、複
数の接続部のうち、いずれか１の接続部にプレーヤーが接続された後、当該プレーヤーか
ら制御信号が入力されたことを検出する入力検出手段と、入力検出手段により検出された
１の接続部に対応するＩＤを、当該１の接続部を介し、当該１の接続部に接続されている
プレーヤーである対象プレーヤーに送信するＩＤ送信手段と、を備え、対象プレーヤーと
して機能するプレーヤーは、ミキサー装置から送信されたＩＤを受信するＩＤ受信手段と
、受信したＩＤを自身のＩＤとして設定するＩＤ設定手段と、設定したＩＤを報知するＩ
Ｄ報知手段と、を備えたことを特徴とする。
　本発明の他の再生システムは、複数のプレーヤーと、当該複数のプレーヤーと接続され
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て用いられるミキサー装置と、を有する再生システムであって、ミキサー装置は、複数の
プレーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信号の入出力を行うための複数の接続部と
、複数のプレーヤーから、当該プレーヤーにより再生された再生信号を入力するための複
数の再生信号入力部と、複数の接続部のうち、いずれか１の接続部にプレーヤーが接続さ
れたことを検出する接続検出手段と、接続検出手段により検出された１の接続部に接続さ
れているプレーヤーである対象プレーヤーに対し、接続部を介して、再生信号の送信要求
を送信する再生信号要求送信手段と、複数の再生信号入力部のうち、いずれか１の再生信
号入力部を介して、対象プレーヤーから再生信号を入力する再生信号入力手段と、再生信
号を入力した１の再生信号入力部に対応するチャンネル番号を、接続部を介して対象プレ
ーヤーに送信するＩＤ送信手段と、を備え、対象プレーヤーとして機能するプレーヤーは
、ミキサー装置から再生信号の送信要求を受信する再生信号要求受信手段と、送信要求を
受信した場合、ミキサー装置に対して再生信号を出力する再生信号出力手段と、ミキサー
装置から送信されたＩＤを受信するＩＤ受信手段と、受信したＩＤを自身のＩＤとして設
定するＩＤ設定手段と、設定したＩＤを報知するＩＤ報知手段と、を備えたことを特徴と
する。
　本発明の他の再生システムは、複数のプレーヤーと、当該複数のプレーヤーと接続され
て用いられるミキサー装置と、を有する再生システムであって、ミキサー装置は、複数の
プレーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信号の入出力を行うための複数の接続部と
、複数のプレーヤーから、特定情報を入力するための複数の特定情報入力部と、複数の接
続部のうち、いずれか１の接続部にプレーヤーが接続されたことを検出する接続検出手段
と、接続検出手段により検出された１の接続部に接続されているプレーヤーである対象プ
レーヤーに対し、接続部を介して、特定情報の送信要求を送信する特定情報要求送信手段
と、複数の特定情報入力部のうち、いずれか１の特定情報入力部を介して、対象プレーヤ
ーから特定情報を入力する特定情報入力手段と、特定情報を入力した１の特定情報入力部
に対応するチャンネル番号を、接続部を介して対象プレーヤーに送信するＩＤ送信手段と
、を備え、対象プレーヤーとして機能するプレーヤーは、ミキサー装置から特定情報の送
信要求を受信する特定情報要求受信手段と、送信要求を受信した場合、ミキサー装置に対
して特定情報を出力する特定情報出力手段と、ミキサー装置から送信されたＩＤを受信す
るＩＤ受信手段と、受信したＩＤを自身のＩＤとして設定するＩＤ設定手段と、設定した
ＩＤを報知するＩＤ報知手段と、を備えたことを特徴とする。
　上記の再生システムにおいて、プレーヤーが、１以上の他のプレーヤーとネットワーク
接続されている場合、プレーヤーは、自身を特定するための複数のＩＤを記憶する記憶手
段と、記憶した複数のＩＤのうち、１の任意のＩＤを自身のＩＤとして仮決定するＩＤ仮
決定手段と、仮決定した任意のＩＤが、他のプレーヤーに割当てられているか否かを判別
するＩＤ判別手段と、をさらに備え、ＩＤ設定手段は、ＩＤ判別手段による判別の結果、
任意のＩＤが割当てられた他のプレーヤーが存在しない場合、当該任意のＩＤを自身のＩ
Ｄとして設定することを特徴とする。
　上記の再生システムにおいて、ＩＤ報知手段は、設定したプレーヤー自身のＩＤだけで
なく、当該プレーヤーに接続された他のプレーヤーのＩＤ一覧を報知することを特徴とす
る。
　本発明のプレーヤーは、上記に記載の再生システムに適用されることを特徴とする。
　本発明のプログラムは、コンピューターを、上記の再生システムにおけるミキサー装置
またはプレーヤーの各手段として機能させることを特徴とする。
　本発明の制御装置の制御方法は、複数の信号供給元と接続され、当該信号供給元と制御
信号の入出力を行うための複数の接続部を備えた制御装置の制御方法であって、複数の接
続部のうち、いずれか１の接続部に信号供給元が接続された後、当該信号供給元から制御
信号が入力されたことを検出する入力検出工程と、入力検出工程により検出された１の接
続部に対応するＩＤを、当該１の接続部を介し、当該１の接続部に接続されている信号供
給元に送信するＩＤ送信工程と、を備えたことを特徴とする。
　なお、以下の構成としても良い。
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　本発明のミキサー装置は、複数のプレーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信号の
入出力を行うための複数の接続部と、複数の接続部のうち、いずれか１の接続部にプレー
ヤーが接続された後、当該プレーヤーから制御信号が入力されたことを検出する入力検出
手段と、入力検出手段により検出された１の接続部に予め割り当てられているＩＤを、当
該１の接続部に接続されているプレーヤーである対象プレーヤーのＩＤとして決定するＩ
Ｄ決定手段と、決定したＩＤを、１の接続部を介して対象プレーヤーに送信するＩＤ送信
手段と、を備えたことを特徴とする。
【０００８】
　本発明の再生システムは、複数のプレーヤーと、当該複数のプレーヤーと接続されて用
いられるミキサー装置と、を有する再生システムであって、ミキサー装置は、複数のプレ
ーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信号の入出力を行うための複数の接続部と、複
数の接続部のうち、いずれか１の接続部にプレーヤーが接続された後、当該プレーヤーか
ら制御信号が入力されたことを検出する入力検出手段と、入力検出手段により検出された
１の接続部に予め割り当てられているＩＤを、当該１の接続部に接続されているプレーヤ
ーである対象プレーヤーのＩＤとして決定するＩＤ決定手段と、決定したＩＤを、１の接
続部を介して対象プレーヤーに送信するＩＤ送信手段と、を備え、対象プレーヤーとして
機能するプレーヤーは、ミキサー装置から送信されたＩＤを受信するＩＤ受信手段と、受
信したＩＤを自身のＩＤとして設定するＩＤ設定手段と、設定したＩＤを報知するＩＤ報
知手段と、を備えたことを特徴とする。
【０００９】
　これらの構成によれば、ミキサー装置は、ミキサー装置の接続部に予め割り当てられて
いるＩＤを、その接続部に接続されている対象プレーヤーのＩＤとして設定するため、接
続部のＩＤとプレーヤーのＩＤとを同一のＩＤとすることができる。また、プレーヤー側
で、ミキサー装置から送信されたＩＤを報知することで、当該プレーヤーがミキサー装置
のどの接続部に接続されているのかを、ユーザーが把握することができる。また、接続部
のＩＤと同じチャンネルにオーディオケーブルを接続することで、プレーヤーの交換時な
どに、誤った接続ケーブル（接続部とプレーヤーとを接続するためのケーブル）を抜くな
どのトラブルも防止することができる。さらに、設定されたＩＤによって各プレーヤーを
識別することができるため、３台以上のプレーヤー間でも、所望の楽曲データが記憶され
ているメモリを指定することができ、支障なく楽曲データを共有することができる。
　なお、プレーヤーは、音声信号を出力するものであっても良いし、映像信号を出力する
ものであっても良い。
　また、ＩＤ報知手段は、プレーヤーに設けられた表示部にＩＤを表示するものであって
も良いし、プレーヤーに設けられた複数のインジケータのうちＩＤに対応したインジケー
タを点灯または点滅するものであっても良い。
【００１０】
　上記に記載のミキサー装置において、接続部はＬＡＮポートであり、ＩＤ決定手段は、
プレーヤーが接続されたＬＡＮポートのポート番号を、プレーヤーのＩＤとして決定する
ことを特徴とする。
【００１１】
　この構成によれば、プレーヤーのＩＤとして、当該プレーヤーが接続されたＬＡＮポー
トのポート番号を使用することで、ＩＤを生成するなどの煩雑な処理が不要となり、簡単
にプレーヤーのＩＤを決定することができる。また、プレーヤーのＩＤとＬＡＮポートの
ポート番号とが同一であるため、例えば、プレーヤー側でＩＤを報知することで、ユーザ
ーは、そのプレーヤーがどのＬＡＮポートに接続されているのかを容易に把握することが
できる。
【００１２】
　上記に記載のミキサー装置において、複数のプレーヤーによって再生された再生信号を
入力するための複数の再生信号入力部をさらに備え、ＬＡＮポートは、接続部および再生
信号入力部として機能することを特徴とする。
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【００１３】
　この構成によれば、ミキサー装置とプレーヤーとの間で行われる、ＩＤの送信と再生信
号の入力とを１つのインターフェースで実現することができる。また、ミキサー装置とプ
レーヤーとを接続する接続ケーブルの本数を半減できるため、ケーブル接続の手間を軽減
することができる。さらに、接続部のＩＤとチャンネル番号が一致しないといった問題が
無くなるため、プレーヤーの交換時などに、誤った接続ケーブルを抜くなどのトラブルを
解消することができる。
【００１４】
　本発明の他のミキサー装置は、複数のプレーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信
号の入出力を行うための複数の接続部と、複数のプレーヤーから、当該プレーヤーにより
再生された再生信号を入力するための複数の再生信号入力部と、複数の接続部のうち、い
ずれか１の接続部にプレーヤーが接続されたことを検出する接続検出手段と、接続検出手
段により検出された１の接続部に接続されているプレーヤーである対象プレーヤーに対し
、接続部を介して、再生信号の送信要求を送信する再生信号要求送信手段と、複数の再生
信号入力部のうち、いずれか１の再生信号入力部を介して、対象プレーヤーから再生信号
を入力する再生信号入力手段と、再生信号を入力した１の再生信号入力部に予め割り当て
られているチャンネル番号を、対象プレーヤーのＩＤとして決定するＩＤ決定手段と、決
定したＩＤを、接続部を介して対象プレーヤーに送信するＩＤ送信手段と、を備えたこと
を特徴とする。
【００１５】
　本発明の他の再生システムは、複数のプレーヤーと、当該複数のプレーヤーと接続され
て用いられるミキサー装置と、を有する再生システムであって、ミキサー装置は、複数の
プレーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信号の入出力を行うための複数の接続部と
、複数のプレーヤーから、当該プレーヤーにより再生された再生信号を入力するための複
数の再生信号入力部と、複数の接続部のうち、いずれか１の接続部にプレーヤーが接続さ
れたことを検出する接続検出手段と、接続検出手段により検出された１の接続部に接続さ
れているプレーヤーである対象プレーヤーに対し、接続部を介して、再生信号の送信要求
を送信する再生信号要求送信手段と、複数の再生信号入力部のうち、いずれか１の再生信
号入力部を介して、対象プレーヤーから再生信号を入力する再生信号入力手段と、再生信
号を入力した１の再生信号入力部に予め割り当てられているチャンネル番号を、対象プレ
ーヤーのＩＤとして決定するＩＤ決定手段と、決定したＩＤを、接続部を介して対象プレ
ーヤーに送信するＩＤ送信手段と、を備え、対象プレーヤーとして機能するプレーヤーは
、ミキサー装置から再生信号の送信要求を受信する再生信号要求受信手段と、送信要求を
受信した場合、ミキサー装置に対して再生信号を出力する再生信号出力手段と、ミキサー
装置から送信されたＩＤを受信するＩＤ受信手段と、受信したＩＤを自身のＩＤとして設
定するＩＤ設定手段と、設定したＩＤを報知するＩＤ報知手段と、を備えたことを特徴と
する。
【００１６】
　これらの構成によれば、ミキサー装置は、プレーヤーから再生信号を入力した再生信号
入力部（オーディオチャンネル）のチャンネル番号を、接続が検出された対象プレーヤー
のＩＤとして設定するため、チャンネル番号とプレーヤーのＩＤとを同一のＩＤとするこ
とができる。また、プレーヤー側で、ミキサー装置から送信されたＩＤを報知することで
、当該プレーヤーがミキサー装置のどのチャンネルに接続されているのかを、ユーザーが
把握することができる。また、これにより、プレーヤーの交換時などに、誤ったオーディ
オケーブルを抜くなどのトラブルも防止することができる。また、接続部とプレーヤーと
を接続する接続ケーブルについては、チャンネル番号と合わせる必要が無く、任意の接続
部に接続することができる。さらに、設定されたＩＤによって各プレーヤーを識別するこ
とができるため、３台以上のプレーヤー間でも、所望の楽曲データが記憶されているメモ
リを指定することができ、支障なく楽曲データを共有することができる。
　なお、再生信号は、音声信号であっても良いし、映像信号であっても良い。
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　また、「接続部」への接続は、有線接続であっても良いし、無線接続であっても良い。
　また、ＩＤ報知手段は、プレーヤーに設けられた表示部にＩＤを表示するものであって
も良いし、プレーヤーに設けられた複数のインジケータのうちＩＤに対応したインジケー
タを点灯または点滅するものであっても良い。
【００１７】
　上記に記載のミキサー装置において、再生信号入力手段は、再生信号と共に、対象プレ
ーヤーの固有情報を入力し、ＩＤ送信手段は、固有情報によって特定される対象プレーヤ
ーに対し、ＩＤを送信することを特徴とする。
【００１８】
　この構成によれば、複数の接続部のうちいずれか２以上の接続部に、同時にプレーヤー
が接続された場合でも、固有情報によってプレーヤーを識別できるため、確実にチャンネ
ル番号とプレーヤーのＩＤとを一致させることができる。
　なお、「固有情報」としては、ＭＡＣアドレスやＩＰアドレスなどを採用可能である。
【００１９】
　本発明の他のミキサー装置は、複数のプレーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信
号の入出力を行うための複数の接続部と、複数のプレーヤーから、特定情報を入力するた
めの複数の特定情報入力部と、複数の接続部のうち、いずれか１の接続部にプレーヤーが
接続されたことを検出する接続検出手段と、接続検出手段により検出された１の接続部に
接続されているプレーヤーである対象プレーヤーに対し、接続部を介して、特定情報の送
信要求を送信する特定情報要求送信手段と、複数の特定情報入力部のうち、いずれか１の
特定情報入力部を介して、対象プレーヤーから特定情報を入力する特定情報入力手段と、
特定情報を入力した１の特定情報入力部に予め割り当てられているチャンネル番号を、対
象プレーヤーのＩＤとして決定するＩＤ決定手段と、決定したＩＤを、接続部を介して対
象プレーヤーに送信するＩＤ送信手段と、を備えたことを特徴とする。
【００２０】
　本発明の他の再生システムは、複数のプレーヤーと、当該複数のプレーヤーと接続され
て用いられるミキサー装置と、を有する再生システムであって、ミキサー装置は、複数の
プレーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信号の入出力を行うための複数の接続部と
、複数のプレーヤーから、特定情報を入力するための複数の特定情報入力部と、複数の接
続部のうち、いずれか１の接続部にプレーヤーが接続されたことを検出する接続検出手段
と、接続検出手段により検出された１の接続部に接続されているプレーヤーである対象プ
レーヤーに対し、接続部を介して、特定情報の送信要求を送信する特定情報要求送信手段
と、複数の特定情報入力部のうち、いずれか１の特定情報入力部を介して、対象プレーヤ
ーから特定情報を入力する特定情報入力手段と、特定情報を入力した１の特定情報入力部
に予め割り当てられているチャンネル番号を、対象プレーヤーのＩＤとして決定するＩＤ
決定手段と、決定したＩＤを、接続部を介して対象プレーヤーに送信するＩＤ送信手段と
、を備え、対象プレーヤーとして機能するプレーヤーは、ミキサー装置から特定情報の送
信要求を受信する特定情報要求受信手段と、送信要求を受信した場合、ミキサー装置に対
して特定情報を出力する特定情報出力手段と、ミキサー装置から送信されたＩＤを受信す
るＩＤ受信手段と、受信したＩＤを自身のＩＤとして設定するＩＤ設定手段と、設定した
ＩＤを報知するＩＤ報知手段と、を備えたことを特徴とする。
【００２１】
　これらの構成によれば、ミキサー装置は、プレーヤーから特定情報を入力した特定情報
入力部のチャンネル番号を、接続が検出された対象プレーヤーのＩＤとして設定するため
、チャンネル番号とプレーヤーのＩＤとを同一のＩＤとすることができる。また、プレー
ヤー側で、ミキサー装置から送信されたＩＤを報知することで、当該プレーヤーがミキサ
ー装置のどのチャンネルに接続されているのかを、ユーザーが把握することができる。ま
た、これにより、プレーヤーの交換時などに、誤ったオーディオケーブルを抜くなどのト
ラブルも防止することができる。また、接続部とプレーヤーとを接続する接続ケーブルに
ついては、チャンネル番号と合わせる必要が無く、任意の接続部に接続することができる
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。さらに、設定されたＩＤによって各プレーヤーを識別することができるため、３台以上
のプレーヤー間でも、所望の楽曲データが記憶されているメモリを指定することができ、
支障なく楽曲データを共有することができる。
　なお、プレーヤーは、音声信号を出力するものであっても良いし、映像信号を出力する
ものであっても良い。
　また、「接続部」への接続は、有線接続であっても良いし、無線接続であっても良い。
　また、ＩＤ報知手段は、プレーヤーに設けられた表示部にＩＤを表示するものであって
も良いし、プレーヤーに設けられた複数のインジケータのうちＩＤに対応したインジケー
タを点灯または点滅するものであっても良い。
　また、「特定情報」としては、ユーザーデータビットやチャンネルステータスビットな
どを採用可能である。
【００２２】
　上記に記載のミキサー装置において、特定情報要求送信手段は、接続検出手段により検
出された１の接続部に応じた特定情報の送信要求を送信し、ＩＤ送信手段は、特定情報入
力手段により入力された特定情報に対応した接続部を介して、ＩＤを送信することを特徴
とする。
【００２３】
　この構成によれば、複数の接続部のうちいずれか２以上の接続部に、同時にプレーヤー
が接続された場合でも、入力された特定情報に応じて、ＩＤを送信すべき接続部を判別可
能であるため、確実にチャンネル番号とプレーヤーのＩＤとを一致させることができる。
【００２４】
　上記に記載の再生システムにおいて、プレーヤーが、１以上の他のプレーヤーとネット
ワーク接続されている場合、プレーヤーは、自身を特定するための複数のＩＤを記憶する
記憶手段と、記憶した複数のＩＤのうち、１の任意のＩＤを自身のＩＤとして仮決定する
ＩＤ仮決定手段と、仮決定した任意のＩＤが、他のプレーヤーに割当てられているか否か
を判別するＩＤ判別手段と、をさらに備え、ＩＤ設定手段は、ＩＤ判別手段による判別の
結果、任意のＩＤが割当てられた他のプレーヤーが存在しない場合、当該任意のＩＤを自
身のＩＤとして設定することを特徴とする。
【００２５】
　この構成によれば、ミキサー装置を介さず、プレーヤーのみで自身を特定するためのＩ
Ｄを設定することができる。つまり、ミキサー装置に、各プレーヤーに対してＩＤを設定
する機能が無い場合でも、各プレーヤーを識別するためのＩＤを設定することができる。
【００２６】
　上記に記載の再生システムにおいて、ＩＤ報知手段は、設定したプレーヤー自身のＩＤ
だけでなく、当該プレーヤーに接続された他のプレーヤーのＩＤ一覧を報知することを特
徴とする。
【００２７】
　この構成によれば、接続関係にある他のプレーヤーのＩＤ一覧を報知するため、ユーザ
ーは、ＩＤ一覧からプレーヤーを指定することができ、ひいては、所望の楽曲データを容
易に選択することができる。
【００２８】
　本発明のプレーヤーは、上記に記載の再生システムに適用されることを特徴とする。
【００２９】
　本発明のプログラムは、コンピューターを、上記に記載の再生システムにおけるミキサ
ー装置またはプレーヤーの各手段として機能させるためのものであることを特徴とする。
【００３０】
　これらのプレーヤーおよびプログラムを用いることにより、ミキサー装置とプレーヤー
との接続関係をユーザーが把握できること、並びに各プレーヤーを識別することができる
こと、の２つの効果を奏し得る再生システムを実現することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００３１】
【図１】第１実施形態に係る再生システムの簡易構成図である。
【図２】第１実施形態に係る再生システムの機能ブロック図である。
【図３】第１実施形態に係る再生システムのＩＤ設定処理を示すフローチャートである。
【図４】プレーヤーに設けられたディスプレイの表示例を示す図である。
【図５】第１実施形態に係る再生システムの変形例を示す簡易構成図である。
【図６】第２実施形態に係る再生システムの機能ブロック図である。
【図７】第２実施形態に係る再生システムのＩＤ設定処理を示すフローチャートである。
【図８】第３実施形態に係る再生システムの機能ブロック図である。
【図９】第４実施形態に係る再生システムの簡易構成図である。
【図１０】第４実施形態に係るプレーヤーの機能ブロック図である。
【図１１】第４実施形態に係るプレーヤーのＩＤ設定処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　［第１実施形態］
　以下、本発明の一実施形態に係る制御装置、再生システム、プレーヤー、プログラム、
制御装置の制御方法について、添付図面を参照しながら詳細に説明する。図１は、第１実
施形態に係る再生システムＳＹの簡易構成図である。同図に示すように、再生システムＳ
Ｙは、複数台（図示では、２台）のプレーヤー１０（信号供給元）と、各プレーヤー１０
から取得した再生信号の出力制御を行うミキサー装置２０（制御装置）と、から成る。な
お、本実施形態の再生システムＳＹは、オーディオシステムであり、プレーヤー１０は音
声信号を出力するものとする。
【００３３】
　プレーヤー１０は、ＵＳＢメモリ１５（図４参照）、ＣＤ、ＳＤメモリカードなどの各
種デバイスを挿入可能となっており、これら各デバイスから楽曲を読み出して再生する。
また、ジョグダイヤルなどの操作子（図示省略）を有し、ユーザーの操作に基づいて、再
生状態の調節や、エフェクト効果の付加などの再生処理を行う。
【００３４】
　また、同図に示すように、プレーヤー１０は、ミキサー装置２０とＬＡＮ接続するため
のＬＡＮ端子１１と、楽曲を再生することによって生成される音声信号をミキサー装置２
０に出力するための音声出力端子１２と、各種情報を表示するためのディスプレイ１３と
、を備えている。
【００３５】
　プレーヤー１０は、ＬＡＮ端子１１を介して、ミキサー装置２０からコントロール信号
を取得する。具体的には、フェーダースタートプレイやバックキューなどの信号である。
また、他のプレーヤー１０のＬＡＮ端子１１と接続して、自動交互再生（リレープレイ）
を行うことも可能である。さらに、本実施形態では、ミキサー装置２０からＩＤを取得す
るためにも用いられる。取得したＩＤは、自動交互再生や楽曲データの共有を行う際、各
プレーヤー１０を識別できるように設定される。また、ＩＤは、ユーザーがミキサー装置
２０と各プレーヤー１０との接続関係を把握できるように、ディスプレイ１３に表示され
る。
【００３６】
　一方、ミキサー装置２０は、チャンネルフェーダーやクロスフェーダーなどの操作子（
図示省略）を有し、各プレーヤー１０から入力された再生信号の混合処理などを行う。ま
た、ミキサー装置２０は、アンプおよびスピーカーを有する不図示の出力装置と、不図示
のオーディオケーブルを介して接続され、混合処理後の音声信号を当該出力装置に出力す
る。
【００３７】
　また、同図に示すように、ミキサー装置２０は、各プレーヤー１０とＬＡＮ接続するた
めの複数のＬＡＮポート２１（接続部）と、各プレーヤー１０から音声信号を取得するた
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めの複数のオーディオポート（以下、「オーディオチャンネル」と称する）２２（再生信
号入力部）と、を備えている。ミキサー装置２０のＬＡＮポート２１は、各プレーヤー１
０のＬＡＮ端子１１と、ＬＡＮケーブル３１を介して接続される。ＬＡＮケーブル３１と
しては、イーサネット（登録商標）ケーブルなどが用いられる。また、ミキサー装置２０
のオーディオチャンネル２２は、各プレーヤー１０の音声出力端子１２と、オーディオケ
ーブル３２を介して接続される。オーディオケーブル３２としては、ＨＤＭＩケーブルや
ＲＣＡケーブルなどが用いられる。
【００３８】
　次に、図２を参照し、再生システムＳＹの機能構成について説明する。ミキサー装置２
０は、主な機能構成として、入力検出手段２１０と、ＩＤ決定手段２２０と、ＩＤ送信手
段２３０と、を備えている。
【００３９】
　入力検出手段２１０は、ミキサー装置２０に搭載された複数のＬＡＮポート２１のうち
、いずれか１のＬＡＮポート２１にプレーヤー１０が接続された後、当該プレーヤー１０
からフレーム（制御信号）が入力されたことを検出する。入力検出手段２１０による検出
は、ミキサー装置２０に内蔵されているスイッチングハブ２３の機能を利用する。スイッ
チングハブ２３は、ポート単位で接続されている機器を管理しているため、プレーヤー１
０が接続された後、プレーヤー１０からのフレームを受信することにより、そのフレーム
がスイッチングハブ２３のどのポートを経由してきたかを判別することができる。つまり
、プレーヤー１０が接続された１のＬＡＮポート２１を特定することができる。
【００４０】
　ＩＤ決定手段２２０は、入力検出手段２１０により検出された１のＬＡＮポート２１に
予め割り当てられているＩＤを、当該１のＬＡＮポート２１に接続されているプレーヤー
１０である対象プレーヤーのＩＤとして決定する。つまり、フレームを受信した入力ポー
トの番号を、そのままプレーヤー１０のＩＤとして決定する。
【００４１】
　ＩＤ送信手段２３０は、ＩＤ決定手段２２０により決定されたＩＤを、入力検出手段２
１０により検出された１のＬＡＮポート２１を介して、上記の対象プレーヤーに送信する
。
【００４２】
　続いて、プレーヤー１０（対象プレーヤー）の機能構成について説明する。プレーヤー
１０は、主な機能構成として、ＩＤ受信手段１１０と、ＩＤ設定手段１２０と、ＩＤ報知
手段１３０と、を備えている。
【００４３】
　ＩＤ受信手段１１０は、ミキサー装置２０のＩＤ送信手段２３０から送信されたＩＤを
、ＬＡＮ端子１１を介して受信する。
【００４４】
　ＩＤ設定手段１２０は、ＩＤ受信手段１１０により受信したＩＤを、自身のＩＤとして
設定する。具体的には、プレーヤー１０に内蔵されたメモリ１４に、受信したＩＤを記録
する。
【００４５】
　ＩＤ報知手段１３０は、ＩＤ設定手段１２０により設定したＩＤを、ディスプレイ１３
に表示することによって報知する。当該報知は、ＩＤ設定後、プレーヤー１０の電源が切
断されるまで続行される（表示され続ける）。なお、ＩＤ報知手段１３０による報知は、
プレーヤー１０に複数のインジケータを設け、これら複数のインジケータのうちＩＤに対
応したインジケータを点灯または点滅することによって行っても良い。また、音声報知を
行っても良い。
【００４６】
　次に、図３のフローチャートを参照し、第１実施形態に係る再生システムＳＹのＩＤ設
定処理の流れについて説明する。まず、ミキサー装置２０は、プレーヤー１０が接続され
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（Ｓ０１）、プレーヤー１０からフレームの入力を検出すると（Ｓ０２）、スイッチング
ハブ２３の機能により、当該フレームが入力された入力ポート（ＬＡＮポート２１）を判
別する（Ｓ０３）。その判別結果から、入力ポートの番号をＩＤとして決定し（Ｓ０４）
、フレームが入力された入力ポートに接続されている対象プレーヤーに対して、決定した
ＩＤを送信する（Ｓ０５）。
【００４７】
　一方、プレーヤー１０は、ミキサー装置２０からＩＤを受信すると（Ｓ０６）、受信し
たＩＤを自身のＩＤとして設定すると共に（Ｓ０７）、当該ＩＤをディスプレイ１３に表
示する（Ｓ０８）。
【００４８】
　このように、本実施形態の再生システムＳＹは、ミキサー装置２０にプレーヤー１０を
接続するだけで、容易に各プレーヤー１０を識別可能なＩＤを設定することができる。な
お、ミキサー装置２０に複数台のプレーヤー１０が接続されている場合は、フレームの入
力を検出した順に（Ｓ０２の検出ごとに）、各プレーヤー１０のＩＤを順次設定していく
こととなる。
【００４９】
　次に、図４を参照し、ディスプレイ１３の表示例について説明する。ここでは、ミキサ
ー装置２０と、３台のプレーヤー１０が、ＬＡＮケーブル３１を介してＬＡＮ接続されて
おり、各プレーヤー１０にＵＳＢメモリ１５が挿入されている場合を例示している。また
、各プレーヤー１０は、楽曲データの共有が可能であるものとする。
【００５０】
　この場合、例えば「プレーヤー１」のディスプレイ１３には、上記のＩＤ報知手段１３
０により、「プレーヤー１」に設定されたＩＤ（同図の例では、「ＩＤ：１」）が表示さ
れる。また、「プレーヤー１」以外の他プレーヤー１０に挿入されたデバイス（ＵＳＢメ
モリ１５）の一覧が、各プレーヤー１０のＩＤと共に表示される。当該各プレーヤー１０
のＩＤは、ミキサー装置２０から取得した情報である。つまり、ミキサー装置２０は、各
プレーヤー１０に対してＩＤを設定した後、設定したＩＤと、挿入されているデバイスに
関する情報とを、各プレーヤー１０に対して送信する。なお、プレーヤー１０から、ミキ
サー装置２０に対して問い合わせを行い、その問い合わせに対して、ミキサー装置２０が
、ＩＤおよびデバイスに関する情報を、提供するようにしても良い。また、各プレーヤー
１０が、他のプレーヤー１０に対し、自身に設定されているＩＤと、自身に挿入されてい
るデバイスと、に関する情報を通知するようにしても良い。
【００５１】
　この構成により、例えば、「プレーヤー１」で、「プレーヤー２」に挿入されたＵＳＢ
メモリ１５の楽曲データを読み出したい場合、デバイス一覧の中から、対象デバイス（同
図の例では、「プレーヤー２：ＵＳＢ」）を選択することで、対象デバイスの中身を参照
することができる。
【００５２】
　また、プレーヤー１０は、ユーザーの操作により対象デバイスが選択されると、そのデ
バイスに格納されている楽曲の曲情報（メタデータ）をディスプレイ１３に表示する。し
たがって、ユーザーは、それら曲情報のリストの中から、いずれか１の曲情報を選択する
ことにより、「プレーヤー１」に所望の楽曲データを取得させることができる。
【００５３】
　なお、１台のプレーヤー１０に、複数種類のデバイスが挿入されている場合、デバイス
一覧には、そのデバイス毎に選択候補を表示する（例えば、「プレーヤー２：ＵＳＢ」、
「プレーヤー２：ＳＤ」など）。また、デバイス一覧の表示は、プレーヤー１０の起動中
、常に表示される構成としても良いし、ユーザーが所定の操作を行ったときに、一時的に
表示される構成としても良い。
【００５４】
　以上説明したとおり、本発明の第１実施形態によれば、ミキサー装置２０は、各ＬＡＮ
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ポート２１に予め割り当てられている番号を、そのＬＡＮポート２１に接続されている対
象プレーヤーのＩＤとして設定するため、ＬＡＮポート２１のＩＤとプレーヤー１０のＩ
Ｄとを同一のＩＤとすることができる。また、プレーヤー１０側では、ミキサー装置２０
から送信されたＩＤを報知するため、当該プレーヤー１０がミキサー装置２０のどのＬＡ
Ｎポート２１に接続されているのかを、ユーザーが把握することができる。したがって、
ＬＡＮポート２１のＩＤと同じチャンネルにオーディオケーブル３２を接続するようにす
れば、プレーヤー１０の交換時などに、誤ったＬＡＮケーブル３１を抜いてしまうなどの
トラブルを防止することができる。
【００５５】
　さらに、各プレーヤー１０のディスプレイ１３上に表示されたＩＤによって、各プレー
ヤー１０を識別することができるため、３台以上のプレーヤー１０間で楽曲データを共有
する場合でも、容易に所望の楽曲データを選択することができる。
【００５６】
　なお、上記の実施形態で例示した再生システムＳＹは、ミキサー装置２０と各プレーヤ
ー１０が、ＬＡＮケーブル３１およびオーディオケーブル３２を介して接続される構成で
あったが、ＬＡＮケーブル３１とオーディオケーブル３２を共通化することも可能である
。この場合、プレーヤー１０の音声出力端子１２およびオーディオケーブル３２は不要と
なり、図５に示すように、ＬＡＮケーブル３１を介して、音声信号の送受信を行うことと
なる。プレーヤー１０は、ＩＤ設定後、設定されたＩＤを音声信号と共にミキサー装置２
０に送信することで、ミキサー装置２０では、オーディオチャンネル毎に音声信号を処理
することが可能である。なお、ミキサー装置２０側で、ＬＡＮポート２１とオーディオチ
ャンネル２２を対応付けて記憶しておく構成とすれば、プレーヤー１０から、音声信号と
共にＩＤを送信する必要は無い。
【００５７】
　このように、図５に示した構成によれば、ミキサー装置２０とプレーヤー１０との間で
行われる、ＩＤの送信と音声信号の入力とを１つのインターフェースで実現できるため、
これらを別個のインターフェースで実現する場合に比べ、これにかかるコストを削減する
ことができる。また、ミキサー装置２０とプレーヤー１０とを接続する接続ケーブルの本
数を半減できるため、ケーブル接続の手間を軽減することができる。さらに、ＬＡＮポー
ト２１に基づいてＩＤを決定し、当該ＩＤをそのままオーディオチャンネル２２として利
用することができるため、ＬＡＮポート２１のＩＤとチャンネル番号とを常に一致させる
ことができ、プレーヤー１０の交換時などに、誤ったＬＡＮケーブル３１を抜いてしまう
などのトラブルを解消することができる。
【００５８】
　［第２実施形態］
　次に、図６および図７を参照し、本発明の第２実施形態について説明する。上記の第１
実施形態では、ミキサー装置２０が、ＬＡＮポート２１に基づいてＩＤを決定しているが
、本実施形態では、オーディオチャンネル２２に基づいてＩＤを決定する点で異なる。以
下、第１実施形態と異なる点を中心に説明する。なお、本実施形態において、第１実施形
態と同様の構成部分については同様の符号を付し、詳細な説明を省略する。また、第１実
施形態と同様の構成部分について適用される変形例は、本実施形態についても同様に適用
される。
【００５９】
　図６は、第２実施形態に係る再生システムＳＹの機能ブロック図である。本実施形態の
ミキサー装置２０は、主な機能構成として、接続検出手段２４０と、再生信号要求送信手
段２５０と、再生信号入力手段２６０と、ＩＤ決定手段２７０と、ＩＤ送信手段２３０と
、を備えている。
【００６０】
　接続検出手段２４０は、複数のＬＡＮポート２１のうち、いずれか１のＬＡＮポート２
１にプレーヤー１０が接続されたことを検出する。
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【００６１】
　再生信号要求送信手段２５０は、接続検出手段２４０による検出をトリガとして、接続
が検出された上記１のＬＡＮポート２１に接続されているプレーヤー１０である対象プレ
ーヤーに対し、ＬＡＮポート２１を介して、特定の音声信号の送信要求を送信する。特定
の音声信号とは、例えば、「○○秒間連続する○○ｋＨｚの音声信号」など、予め定めら
れた信号を指す。当該特定の音声信号は、プレーヤー１０に予め記憶されているものであ
る。
【００６２】
　再生信号入力手段２６０は、ミキサー装置２０に設けられた複数のオーディオチャンネ
ル２２のうち、いずれか１のオーディオチャンネル２２を介して、上記の対象プレーヤー
から特定の音声信号を入力する。
【００６３】
　ＩＤ決定手段２７０は、特定の音声信号を入力したオーディオチャンネル２２に予め割
り当てられているチャンネル番号を、対象プレーヤーのＩＤとして決定する。ＩＤ送信手
段２３０は、第１実施形態と同様に、ＩＤ決定手段２７０により決定されたＩＤを、対象
プレーヤーに送信する。
【００６４】
　一方、本実施形態のプレーヤー１０は、主な機能構成として、再生信号要求受信手段１
４０と、再生信号出力手段１５０と、ＩＤ受信手段１１０と、ＩＤ設定手段１２０と、Ｉ
Ｄ報知手段１３０と、を備えている。
【００６５】
　再生信号要求受信手段１４０は、ミキサー装置２０から、ＬＡＮ端子１１を介して特定
の音声信号の送信要求を受信する。
【００６６】
　再生信号出力手段１５０は、再生信号要求受信手段１４０により特定の音声信号の送信
要求を受信した場合、ミキサー装置２０に対し、音声出力端子１２を介して、予め記憶し
ておいた特定の音声信号を出力する。ＩＤ受信手段１１０、ＩＤ設定手段１２０およびＩ
Ｄ報知手段１３０については、第１実施形態と同様に機能する。
【００６７】
　図７は、第２実施形態に係る再生システムＳＹのＩＤ設定処理を示すフローチャートで
ある。まず、ミキサー装置２０は、プレーヤー１０の接続を検出すると（Ｓ１１）、当該
プレーヤー１０である対象プレーヤーに対し、ＬＡＮポート２１を介して音声信号要求を
送信する（Ｓ１２）。プレーヤー１０（対象プレーヤー）は、ミキサー装置２０から音声
信号要求を受信すると（Ｓ１３）、ミキサー装置２０に対し、特定の音声信号を出力する
（Ｓ１４）。
【００６８】
　ミキサー装置２０は、プレーヤー１０から特定の音声信号を入力すると（Ｓ１５）、音
声信号が入力されたオーディオチャンネル２２を判別する（Ｓ１６）。また、入力された
オーディオチャンネル２２のチャンネル番号をＩＤとして決定し（Ｓ１７）、接続を検出
したＬＡＮポート２１を介して、当該ＩＤを送信する（Ｓ１８）。プレーヤー１０は、ミ
キサー装置２０からＩＤを受信すると（Ｓ１９）、受信したＩＤを自身のＩＤとして設定
すると共に（Ｓ２０）、当該ＩＤをディスプレイ１３に表示する（Ｓ２１）。
【００６９】
　なお、ミキサー装置２０に複数台のプレーヤー１０が接続されている場合は、プレーヤ
ー１０の接続を検出した順に（Ｓ１１の検出ごとに）、各プレーヤー１０のＩＤを順次設
定していくこととなる。
【００７０】
　以上説明したとおり、本発明の第２実施形態によれば、ミキサー装置２０は、プレーヤ
ー１０から音声信号を入力したオーディオチャンネル２２のチャンネル番号を、接続が検
出された対象プレーヤーのＩＤとして設定するため、チャンネル番号とプレーヤー１０の
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ＩＤとを同一のＩＤとすることができる。また、プレーヤー１０側では、ミキサー装置２
０から送信されたＩＤを報知するため、そのプレーヤー１０がミキサー装置２０のどのチ
ャンネルに接続されているのかを、ユーザーが把握することができる。これにより、プレ
ーヤー１０の交換時などに、誤ったオーディオケーブル３２を抜くなどのトラブルを防止
することができる。また、プレーヤー１０とＬＡＮケーブル３１によって接続されるＬＡ
Ｎポート２１については、チャンネル番号と合わせる必要が無く、任意のＬＡＮポート２
１に接続することができる。
【００７１】
　なお、上記の実施形態では、プレーヤー１０の接続を検出した順に、各プレーヤー１０
のＩＤを順次設定していくものとしたが、プレーヤー１０が同時に接続された場合に、正
確なＩＤを設定できない虞がある。そこで、プレーヤー１０の再生信号出力手段１５０に
おいて、電子透かしを利用し、音声信号にＭＡＣアドレス（固有情報）を含ませて出力す
ることが好ましい。この場合、ミキサー装置２０の再生信号入力手段２６０は、ＭＡＣア
ドレスが含まれた音声信号を入力し、ＩＤ送信手段２３０は、音声信号に含まれるＭＡＣ
アドレスの機器宛に、入力チャンネルに対応したＩＤを送信することとなる。この構成に
よれば、同時にプレーヤー１０が接続された場合でも、確実にオーディオチャンネル２２
のチャンネル番号とプレーヤー１０のＩＤとを一致させることができる。
【００７２】
　なお、電子透かしによって音声信号に含ませる（付加する）固有情報としては、ＭＡＣ
アドレス以外にＩＰアドレスなどを採用可能である。また、入出力インターフェース規格
として、ＨＤＭＩを採用した場合（オーディオケーブル３２としてＨＤＭＩケーブルを利
用した場合）、再生信号出力手段１５０は、制御用の信号線を用いて、固有情報を出力可
能である。
【００７３】
　また、プレーヤー１０が同時に接続された場合の対応策として、接続検出手段２４０に
より検出されたＬＡＮポート２１に応じた音声信号の送信要求を送信するようにしても良
い。例えば、特定の音声信号「○○秒間連続する○○ｋＨｚの音声信号」の、○○の値（
音声信号の長さおよび／または周波数）を、ＬＡＮポート２１毎に異なる値にしても良い
。すなわち、ミキサー装置２０が「ＬＡＮポート１」への接続を検出したときは、１９ｋ
Ｈｚの音声信号を要求し、「ＬＡＮポート２」への接続を検出したときは、２０ｋＨｚの
音声信号を要求すれば良い。
【００７４】
　［第３実施形態］
　次に、図８を参照し、本発明の第３実施形態について説明する。上記の第２実施形態で
は、音声信号の入力チャンネルに基づいてＩＤを決定したが、本実施形態では、特定情報
の入力チャンネルに基づいてＩＤを決定する点で異なる。以下、第２実施形態と異なる点
を中心に説明する。なお、本実施形態において、第１実施形態および／または第２実施形
態と同様の構成部分については同様の符号を付し、詳細な説明を省略する。また、第１実
施形態および／または第２実施形態と同様の構成部分について適用される変形例は、本実
施形態についても同様に適用される。
【００７５】
　図８は、第３実施形態に係る再生システムＳＹの機能ブロック図である。本実施形態の
ミキサー装置２０は、第２実施形態のミキサー装置２０（図６参照）に対し、再生信号要
求送信手段２５０および再生信号入力手段２６０が、特定情報要求送信手段２８０および
特定情報入力手段２９０に変更された構成となっている。これに伴い、プレーヤー１０の
再生信号要求受信手段１４０および再生信号出力手段１５０も、特定情報要求受信手段１
６０および特定情報出力手段１７０に変更されている。
【００７６】
　ミキサー装置２０の特定情報要求送信手段２８０は、接続検出手段２４０による検出を
トリガとして、接続が検出されたＬＡＮポート２１に接続されているプレーヤー１０であ
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る対象プレーヤーに対し、ＬＡＮポート２１を介して、特定情報の送信要求を送信する。
特定情報としては、デバイスの再生位置などを示す「ユーザーデータビット」や、著作権
情報などを示す「チャンネルステータスビット」などを採用可能である。
【００７７】
　これに対し、プレーヤー１０の特定情報要求受信手段１６０は、ミキサー装置２０から
、ＬＡＮ端子１１を介して特定情報の送信要求を受信する。また、特定情報出力手段１７
０は、特定情報要求受信手段１６０により特定情報の送信要求を受信した場合、ミキサー
装置２０に対し、音声出力端子１２を介して、特定情報を出力する。
【００７８】
　また、ミキサー装置２０の特定情報入力手段２９０は、ミキサー装置２０に設けられた
複数のオーディオチャンネル２２のうち、いずれか１のオーディオチャンネル２２を介し
て、上記の対象プレーヤーから特定情報を入力する。
【００７９】
　また、本実施形態のＩＤ決定手段２７０は、第２実施形態と同様に、特定情報を入力し
たオーディオチャンネル２２（特定情報入力部）に予め割り当てられているチャンネル番
号を、対象プレーヤーのＩＤとして決定し、ＩＤ送信手段２３０は、ＩＤ決定手段２７０
にて決定されたＩＤを、対象プレーヤーに送信する。
【００８０】
　なお、第３実施形態に係る再生システムＳＹのＩＤ設定処理は、第２実施形態に係る再
生システムＳＹのＩＤ設定処理（図７参照）の、「音声信号」の文言を「特定情報」に置
き換えることにより実現可能であるため、フローチャートの図示および説明を省略する。
【００８１】
　以上説明したとおり、本発明の第３実施形態によれば、ミキサー装置２０は、プレーヤ
ー１０から特定情報を入力したオーディオチャンネル２２のチャンネル番号を、接続が検
出された対象プレーヤーのＩＤとして設定する。これにより、第２実施形態と同様の作用
・効果を奏することができる。
【００８２】
　なお、第３実施形態においても、プレーヤー１０の接続を検出した順に、各プレーヤー
１０のＩＤを順次設定していくこととなるが、プレーヤー１０が同時に接続された場合に
は、第２実施形態と同様に、正確なＩＤを設定できないといった問題がある。そこで、ミ
キサー装置２０の特定情報要求送信手段２８０において、接続検出手段２４０により検出
されたＬＡＮポート２１に応じた特定情報の送信要求を送信するようにしても良い。例え
ば、特定情報として、チャンネルステータスビットを採用した場合であって、ミキサー装
置２０が「ＬＡＮポート１」への接続を検出したときは、チャンネルステータスの３３ビ
ット目をＯＮするように要求し、「ＬＡＮポート２」への接続を検出したときは、チャン
ネルステータスの３４ビット目をＯＮするように要求すれば良い。
【００８３】
　この場合、プレーヤー１０の特定情報出力手段１７０は、ミキサー装置２０からの要求
に応じたチャンネルステータスを出力することとなる。また、ミキサー装置２０のＩＤ送
信手段２３０は、特定情報入力手段２９０により入力されたチャンネルステータスビット
に対応したＬＡＮポート２１（例えば、３３ビット目がＯＮであれば、「ＬＡＮポート１
」）を介して、ＩＤを送信する。この構成によれば、同時にプレーヤー１０が接続された
場合でも、入力された特定情報に応じて、ＩＤを送信すべきＬＡＮポート２１を判別可能
であるため、確実にオーディオチャンネル２２のチャンネル番号とプレーヤー１０のＩＤ
とを一致させることができる。
【００８４】
　なお、特定情報として、ユーザーデータビットを採用した場合も、ユーザーデータビッ
トをＯＮ／ＯＦＦする位置で、接続されているオーディオチャンネル２２を区別可能であ
る。また、本実施形態では、入出力インターフェース規格として、Ｓ／ＰＤＩＦを採用可
能である。
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【００８５】
　［第４実施形態］
　次に、図９ないし図１１を参照し、本発明の第４実施形態について説明する。上記の第
１実施形態ないし第３実施形態では、ミキサー装置２０が主体となってＩＤを設定したが
、本実施形態では、プレーヤー１０自身でＩＤを設定する点で異なる。以下、上記の各実
施形態と異なる点を中心に説明する。なお、本実施形態において、上記の各実施形態と同
様の構成部分については同様の符号を付し、詳細な説明を省略する。また、上記の各実施
形態と同様の構成部分について適用される変形例は、本実施形態についても同様に適用さ
れる。
【００８６】
　図９は、第４実施形態に係る再生システムＳＹの簡易構成図である。同図に示すように
、本実施形態の再生システムＳＹは、各プレーヤー１０が、ＬＡＮケーブル３１およびハ
ブ３３を介して接続されている。また、各プレーヤー１０は、オーディオケーブル３２を
介して、それぞれミキサー装置２０と、１対１接続されている。なお、本実施形態では、
上記の通り、プレーヤー１０自身でＩＤを設定するため、ミキサー装置２０自体に、ＩＤ
設定機能が搭載されている必要はない。つまり、既存のミキサー装置２０を適用可能であ
る。
【００８７】
　図１０は、第４実施形態に係るプレーヤー１０の機能ブロック図である。本実施形態の
プレーヤー１０は、主な機能構成として、記憶手段３１０と、ＩＤ仮決定手段３２０と、
ＩＤ判別手段３３０と、ＩＤ設定手段３４０と、ＩＤ報知手段１３０と、を備えている。
【００８８】
　記憶手段３１０は、自身を特定するための複数のＩＤを記憶する。つまり、ＩＤとして
、「１」～「２０」など、複数の数値を記憶している。ＩＤ仮決定手段３２０は、記憶手
段３１０に記憶されている複数のＩＤのうち、１の任意のＩＤを自身のＩＤとして仮決定
する。本実施形態では、「１」から順に仮決定していくものとする。
【００８９】
　ＩＤ判別手段３３０は、ＩＤ仮決定手段３２０により仮決定された任意のＩＤが、他の
プレーヤー１０に割当てられているか否かを判別する。なお、他のプレーヤー１０に割当
てられていると判別した場合は、ＩＤ仮決定手段３２０により、異なるＩＤを仮決定して
、再度判別を行う。
【００９０】
　ＩＤ設定手段３４０は、ＩＤ判別手段３３０による判別の結果、任意のＩＤが割当てら
れた他のプレーヤー１０が存在しない場合、当該任意のＩＤを自身のＩＤとして設定する
（メモリ１４に記憶する）。また、ＩＤ報知手段１３０は、上記の各実施形態と同様に、
ディスプレイ１３上にＩＤを表示する。
【００９１】
　図１１は、第４実施形態に係るプレーヤー１０のＩＤ設定処理を示すフローチャートで
ある。プレーヤー１０は、電源ボタン（図示省略）の押下等によって起動されると（Ｓ３
１）、記憶手段３１０に記憶されている複数のＩＤの中から、いずれか１のＩＤを仮決定
する（Ｓ３２）。また、ＬＡＮ接続されている他のプレーヤー１０に対し、仮決定したＩ
Ｄを送信し（Ｓ３３）、他のプレーヤー１０から許可信号または非許可信号を受信する（
Ｓ３４）。
【００９２】
　ここで、接続されている全てのプレーヤー１０から許可信号を受信した場合（若しくは
、全てのプレーヤー１０から非許可信号を受信しなかった場合）、仮決定したＩＤを自身
のＩＤとして決定する（Ｓ３５）。その後、仮決定したＩＤを設定し（Ｓ３６）、設定し
たＩＤをディスプレイ１３上に表示する（Ｓ３７）。
【００９３】
　以上説明したとおり、本発明の第４実施形態によれば、ミキサー装置２０を介さず、プ
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レーヤー１０のみで自身を特定するためのＩＤを設定することができる。つまり、既存の
ミキサー装置２０を用いた場合など、ミキサー装置２０にＩＤ設定機能が搭載されていな
い場合でも、各プレーヤー１０を識別するためのＩＤを設定することができる。
【００９４】
　なお、上記の実施形態では、プレーヤー１０の起動をトリガとして、ＩＤ設定処理を開
始するものとしたが、ユーザーによる所定の操作（例えば、ＩＤ設定ボタンの押下など）
をトリガとして、処理を開始するようにしても良い。
【００９５】
　また、ミキサー装置２０に、ＩＤ設定機能が搭載されている場合、ミキサー装置２０か
ら送信されたＩＤをメモリ１４内で上書きし、ディスプレイ表示を更新できるようにして
も良い。
【００９６】
　また、プレーヤー１０によってＩＤを設定するか（第４実施形態）、ミキサー装置２０
によってＩＤを設定するか（第１～第３実施形態）、について、ユーザーが選択可能とし
ても良い。また、ミキサー装置２０によってＩＤを設定する場合は、ＬＡＮポート２１に
基づいてＩＤを設定するか（第１実施形態）、オーディオチャンネル２２に基づいてＩＤ
を設定するか（第２，３実施形態）、についても選択可能としても良い。さらに、オーデ
ィオチャンネル２２に基づいてＩＤを設定する場合は、音声信号を利用するか（第２実施
形態）、特定情報を利用するか（第３実施形態）、についても選択可能としても良い。
【００９７】
　また、上記の各実施形態に示したプレーヤー１０やミキサー装置２０の各構成要素をプ
ログラムとして提供することが可能である。また、そのプログラムを各種記録媒体（ＣＤ
－ＲＯＭ、フラッシュメモリ等）に格納して提供することも可能である。すなわち、コン
ピューターを、プレーヤー１０やミキサー装置２０の各構成要素として機能させるための
プログラム、およびそれを記録した記録媒体も、本発明の権利範囲に含まれるものである
。
【００９８】
　なお、上記の各実施形態では、プレーヤー１０から出力される再生信号として音声信号
を例示したが、映像信号であっても良い。つまり、映像機器に、本発明を適用しても良い
。但し、本発明を映像機器に適用する場合であって、第２実施形態および第３実施形態の
構成を採用する場合、ミキサー装置２０は、オーディオチャンネル２２ではなくビデオチ
ャンネルに基づいて、それらに接続されているプレーヤー１０のＩＤを決定することとな
る。その他、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、適宜変更が可能である。
【符号の説明】
【００９９】
　１０…プレーヤー　１１…ＬＡＮ端子　１２…オーディオ端子　１３…ディスプレイ　
１４…メモリ　１５…ＵＳＢメモリ　２０…ミキサー装置　２１…ＬＡＮポート　２２…
オーディオチャンネル　２３…スイッチングハブ　３１…ＬＡＮケーブル　３２…オーデ
ィオケーブル　ＳＹ…再生システム
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のプレーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信号の入出力を行うための複数の
接続部と、
　前記複数の接続部のうち、いずれか１の接続部に前記プレーヤーが接続された後、当該
プレーヤーから前記制御信号が入力されたことを検出する入力検出手段と、
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　前記入力検出手段により検出された前記１の接続部に対応するＩＤを、当該１の接続部
を介し、当該１の接続部に接続されているプレーヤーである対象プレーヤーに送信するＩ
Ｄ送信手段と、を備えたことを特徴とする制御装置。
【請求項２】
　前記接続部はＬＡＮポートであり、
　前記プレーヤーが接続された前記ＬＡＮポートのポート番号を、前記対象プレーヤーの
ＩＤとして決定するＩＤ決定手段をさらに備え、
　前記ＩＤ送信手段は、決定された前記ＩＤを、前記対象プレーヤーに送信することを特
徴とする請求項１に記載の制御装置。
【請求項３】
　前記複数のプレーヤーによって再生された再生信号を入力するための複数の再生信号入
力部をさらに備え、
　前記ＬＡＮポートは、前記接続部および前記再生信号入力部として機能することを特徴
とする請求項２に記載の制御装置。
【請求項４】
　複数のプレーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信号の入出力を行うための複数の
接続部と、
　前記複数のプレーヤーから、当該プレーヤーにより再生された再生信号を入力するため
の複数の再生信号入力部と、
　前記複数の接続部のうち、いずれか１の接続部に前記プレーヤーが接続されたことを検
出する接続検出手段と、
　前記接続検出手段により検出された前記１の接続部に接続されているプレーヤーである
対象プレーヤーに対し、前記接続部を介して、前記再生信号の送信要求を送信する再生信
号要求送信手段と、
　前記複数の再生信号入力部のうち、いずれか１の再生信号入力部を介して、前記対象プ
レーヤーから前記再生信号を入力する再生信号入力手段と、
　前記再生信号を入力した前記１の再生信号入力部に対応するチャンネル番号を、前記接
続部を介して前記対象プレーヤーに送信するＩＤ送信手段と、を備えたことを特徴とする
制御装置。
【請求項５】
　前記再生信号入力手段は、前記再生信号と共に、前記対象プレーヤーの固有情報を入力
し、
　前記ＩＤ送信手段は、前記固有情報によって特定される前記対象プレーヤーに対し、前
記ＩＤを送信することを特徴とする請求項４に記載の制御装置。
【請求項６】
　複数のプレーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信号の入出力を行うための複数の
接続部と、
　前記複数のプレーヤーから、特定情報を入力するための複数の特定情報入力部と、
　前記複数の接続部のうち、いずれか１の接続部に前記プレーヤーが接続されたことを検
出する接続検出手段と、
　前記接続検出手段により検出された前記１の接続部に接続されているプレーヤーである
対象プレーヤーに対し、前記接続部を介して、前記特定情報の送信要求を送信する特定情
報要求送信手段と、
　前記複数の特定情報入力部のうち、いずれか１の特定情報入力部を介して、前記対象プ
レーヤーから前記特定情報を入力する特定情報入力手段と、
　前記特定情報を入力した前記１の特定情報入力部に対応するチャンネル番号を、前記接
続部を介して前記対象プレーヤーに送信するＩＤ送信手段と、を備えたことを特徴とする
制御装置。
【請求項７】
　前記特定情報要求送信手段は、前記接続検出手段により検出された前記１の接続部に応
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じた前記特定情報の送信要求を送信し、
　前記ＩＤ送信手段は、前記特定情報入力手段により入力された前記特定情報に対応した
接続部を介して、前記ＩＤを送信することを特徴とする請求項６に記載の制御装置。
【請求項８】
　複数のプレーヤーと、当該複数のプレーヤーと接続されて用いられるミキサー装置と、
を有する再生システムであって、
　前記ミキサー装置は、
　前記複数のプレーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信号の入出力を行うための複
数の接続部と、
　前記複数の接続部のうち、いずれか１の接続部に前記プレーヤーが接続された後、当該
プレーヤーから前記制御信号が入力されたことを検出する入力検出手段と、
　前記入力検出手段により検出された前記１の接続部に対応するＩＤを、当該１の接続部
を介し、当該１の接続部に接続されているプレーヤーである対象プレーヤーに送信するＩ
Ｄ送信手段と、を備え、
　前記対象プレーヤーとして機能するプレーヤーは、
　前記ミキサー装置から送信された前記ＩＤを受信するＩＤ受信手段と、
　受信した前記ＩＤを自身のＩＤとして設定するＩＤ設定手段と、
　設定した前記ＩＤを報知するＩＤ報知手段と、を備えたことを特徴とする再生システム
。
【請求項９】
　複数のプレーヤーと、当該複数のプレーヤーと接続されて用いられるミキサー装置と、
を有する再生システムであって、
　前記ミキサー装置は、
　前記複数のプレーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信号の入出力を行うための複
数の接続部と、
　前記複数のプレーヤーから、当該プレーヤーにより再生された再生信号を入力するため
の複数の再生信号入力部と、
　前記複数の接続部のうち、いずれか１の接続部に前記プレーヤーが接続されたことを検
出する接続検出手段と、
　前記接続検出手段により検出された前記１の接続部に接続されているプレーヤーである
対象プレーヤーに対し、前記接続部を介して、前記再生信号の送信要求を送信する再生信
号要求送信手段と、
　前記複数の再生信号入力部のうち、いずれか１の再生信号入力部を介して、前記対象プ
レーヤーから前記再生信号を入力する再生信号入力手段と、
　前記再生信号を入力した前記１の再生信号入力部に対応するチャンネル番号を、前記接
続部を介して前記対象プレーヤーに送信するＩＤ送信手段と、を備え、
　前記対象プレーヤーとして機能するプレーヤーは、
　前記ミキサー装置から前記再生信号の送信要求を受信する再生信号要求受信手段と、
　前記送信要求を受信した場合、前記ミキサー装置に対して前記再生信号を出力する再生
信号出力手段と、
　前記ミキサー装置から送信された前記ＩＤを受信するＩＤ受信手段と、
　受信した前記ＩＤを自身のＩＤとして設定するＩＤ設定手段と、
　設定した前記ＩＤを報知するＩＤ報知手段と、を備えたことを特徴とする再生システム
。
【請求項１０】
　複数のプレーヤーと、当該複数のプレーヤーと接続されて用いられるミキサー装置と、
を有する再生システムであって、
　前記ミキサー装置は、
　前記複数のプレーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信号の入出力を行うための複
数の接続部と、
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　前記複数のプレーヤーから、特定情報を入力するための複数の特定情報入力部と、
　前記複数の接続部のうち、いずれか１の接続部に前記プレーヤーが接続されたことを検
出する接続検出手段と、
　前記接続検出手段により検出された前記１の接続部に接続されているプレーヤーである
対象プレーヤーに対し、前記接続部を介して、前記特定情報の送信要求を送信する特定情
報要求送信手段と、
　前記複数の特定情報入力部のうち、いずれか１の特定情報入力部を介して、前記対象プ
レーヤーから前記特定情報を入力する特定情報入力手段と、
　前記特定情報を入力した前記１の特定情報入力部に対応するチャンネル番号を、前記接
続部を介して前記対象プレーヤーに送信するＩＤ送信手段と、を備え、
　前記対象プレーヤーとして機能するプレーヤーは、
　前記ミキサー装置から前記特定情報の送信要求を受信する特定情報要求受信手段と、
　前記送信要求を受信した場合、前記ミキサー装置に対して前記特定情報を出力する特定
情報出力手段と、
　前記ミキサー装置から送信された前記ＩＤを受信するＩＤ受信手段と、
　受信した前記ＩＤを自身のＩＤとして設定するＩＤ設定手段と、
　設定した前記ＩＤを報知するＩＤ報知手段と、を備えたことを特徴とする再生システム
。
【請求項１１】
　前記プレーヤーが、１以上の他のプレーヤーとネットワーク接続されている場合、
　前記プレーヤーは、
　自身を特定するための複数のＩＤを記憶する記憶手段と、
　記憶した前記複数のＩＤのうち、１の任意のＩＤを自身のＩＤとして仮決定するＩＤ仮
決定手段と、
　仮決定した前記任意のＩＤが、前記他のプレーヤーに割当てられているか否かを判別す
るＩＤ判別手段と、をさらに備え、
　前記ＩＤ設定手段は、前記ＩＤ判別手段による判別の結果、前記任意のＩＤが割当てら
れた前記他のプレーヤーが存在しない場合、当該任意のＩＤを自身のＩＤとして設定する
ことを特徴とする請求項８ないし１０のいずれか１項に記載の再生システム。
【請求項１２】
　前記ＩＤ報知手段は、設定したプレーヤー自身のＩＤだけでなく、当該プレーヤーに接
続された他のプレーヤーのＩＤ一覧を報知することを特徴とする請求項８ないし１１のい
ずれか1項に記載の再生システム。
【請求項１３】
　請求項８ないし１２のいずれか１項に記載の再生システムに適用されるプレーヤー。
【請求項１４】
　コンピューターを、
　請求項８ないし１２のいずれか１項に記載の再生システムにおける前記ミキサー装置ま
たは前記プレーヤーの各手段として機能させるためのプログラム。
【請求項１５】
　複数の信号供給元と接続され、当該信号供給元と制御信号の入出力を行うための複数の
接続部を備えた制御装置の制御方法であって、
　前記複数の接続部のうち、いずれか１の接続部に前記信号供給元が接続された後、当該
信号供給元から前記制御信号が入力されたことを検出する入力検出工程と、
　前記入力検出工程により検出された前記１の接続部に対応するＩＤを、当該１の接続部
を介し、当該１の接続部に接続されている前記信号供給元に送信するＩＤ送信工程と、を
備えたことを特徴とする制御装置の制御方法。
【手続補正書】
【提出日】平成23年9月6日(2011.9.6)
【手続補正２】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、複数のプレーヤーと接続され、当該プレーヤーで再生される再生信号を取得
して編集するミキサー装置、再生システム、プレーヤー、プログラム、ミキサー装置の制
御方法に関するものである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明は、上記の問題に鑑み、ミキサー装置とプレーヤーとの接続関係をユーザーが把
握できると共に各プレーヤーを識別することができるミキサー装置、再生システム、プレ
ーヤー、プログラム、ミキサー装置の制御方法を提供することを目的とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明のミキサー装置は、複数のプレーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信号の
入出力を行うための複数のＬＡＮポートと、複数のＬＡＮポートのうち、いずれか１のＬ
ＡＮポートにプレーヤーが接続された後、当該プレーヤーから制御信号が入力されたこと
を検出する入力検出手段と、検出された１のＬＡＮポートのポート番号を、当該１のＬＡ
Ｎポートに接続されているプレーヤーである対象プレーヤーのＩＤとして決定するＩＤ決
定手段と、決定されたＩＤを、１のＬＡＮポートを介して対象プレーヤーに送信するＩＤ
送信手段と、を備えたことを特徴とする。
　上記のミキサー装置において、複数のプレーヤーによって再生された再生信号を入力す
るための複数の再生信号入力部をさらに備え、ＬＡＮポートは、再生信号入力部として機
能することを特徴とする。
　本発明の再生システムは、複数のプレーヤーと、当該複数のプレーヤーと接続されて用
いられるミキサー装置と、を有する再生システムであって、ミキサー装置は、複数のプレ
ーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信号の入出力を行うための複数のＬＡＮポート
と、複数のＬＡＮポートのうち、いずれか１のＬＡＮポートにプレーヤーが接続された後
、当該プレーヤーから制御信号が入力されたことを検出する入力検出手段と、検出された
１のＬＡＮポートのポート番号を、当該１のＬＡＮポートに接続されているプレーヤーで
ある対象プレーヤーのＩＤとして決定するＩＤ決定手段と、決定されたＩＤを、１のＬＡ
Ｎポートを介して対象プレーヤーに送信するＩＤ送信手段と、を備え、対象プレーヤーと
して機能するプレーヤーは、ミキサー装置から送信されたＩＤを受信するＩＤ受信手段と
、受信したＩＤを自身のＩＤとして設定するＩＤ設定手段と、設定したＩＤを報知するＩ
Ｄ報知手段と、を備えたことを特徴とする。
　上記の再生システムにおいて、プレーヤーが、１以上の他のプレーヤーとネットワーク
接続されている場合、プレーヤーは、自身を特定するための複数のＩＤを記憶する記憶手
段と、記憶した複数のＩＤのうち、１の任意のＩＤを自身のＩＤとして仮決定するＩＤ仮
決定手段と、仮決定した任意のＩＤが、他のプレーヤーに割当てられているか否かを判別
するＩＤ判別手段と、をさらに備え、ＩＤ設定手段は、ＩＤ判別手段による判別の結果、
任意のＩＤが割当てられた他のプレーヤーが存在しない場合、当該任意のＩＤを自身のＩ
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Ｄとして設定することを特徴とする。
　上記の再生システムにおいて、ＩＤ報知手段は、設定したプレーヤー自身のＩＤだけで
なく、当該プレーヤーに接続された他のプレーヤーのＩＤ一覧を報知することを特徴とす
る。
　本発明のプレーヤーは、上記の再生システムに適用されることを特徴とする。
　本発明のプログラムは、コンピューターを、上記の再生システムにおけるミキサー装置
またはプレーヤーの各手段として機能させることを特徴とする。
　本発明のミキサー装置の制御方法は、複数のプレーヤーと接続され、当該プレーヤーと
制御信号の入出力を行うための複数のＬＡＮポートを備えたミキサー装置の制御方法であ
って、複数のＬＡＮポートのうち、いずれか１のＬＡＮポートにプレーヤーが接続された
後、当該プレーヤーから制御信号が入力されたことを検出する入力検出工程と、検出され
た１のＬＡＮポートのポート番号を、当該１のＬＡＮポートに接続されているプレーヤー
である対象プレーヤーのＩＤとして決定するＩＤ決定工程と、決定されたＩＤを、１のＬ
ＡＮポートを介して対象プレーヤーに送信するＩＤ送信工程と、を備えたことを特徴とす
る。
　なお、以下の構成としても良い。
　本発明のミキサー装置は、複数のプレーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信号の
入出力を行うための複数の接続部と、複数の接続部のうち、いずれか１の接続部にプレー
ヤーが接続された後、当該プレーヤーから制御信号が入力されたことを検出する入力検出
手段と、入力検出手段により検出された１の接続部に予め割り当てられているＩＤを、当
該１の接続部に接続されているプレーヤーである対象プレーヤーのＩＤとして決定するＩ
Ｄ決定手段と、決定したＩＤを、１の接続部を介して対象プレーヤーに送信するＩＤ送信
手段と、を備えたことを特徴とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　［第１実施形態］
　以下、本発明の一実施形態に係るミキサー装置、再生システム、プレーヤー、プログラ
ム、ミキサー装置の制御方法について、添付図面を参照しながら詳細に説明する。図１は
、第１実施形態に係る再生システムＳＹの簡易構成図である。同図に示すように、再生シ
ステムＳＹは、複数台（図示では、２台）のプレーヤー１０と、各プレーヤー１０から取
得した再生信号の出力制御を行うミキサー装置２０と、から成る。なお、本実施形態の再
生システムＳＹは、オーディオシステムであり、プレーヤー１０は音声信号を出力するも
のとする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のプレーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信号の入出力を行うための複数の
ＬＡＮポートと、
　前記複数のＬＡＮポートのうち、いずれか１のＬＡＮポートに前記プレーヤーが接続さ
れた後、当該プレーヤーから前記制御信号が入力されたことを検出する入力検出手段と、
　検出された前記１のＬＡＮポートのポート番号を、当該１のＬＡＮポートに接続されて
いるプレーヤーである対象プレーヤーのＩＤとして決定するＩＤ決定手段と、
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　決定された前記ＩＤを、前記１のＬＡＮポートを介して前記対象プレーヤーに送信する
ＩＤ送信手段と、を備えたことを特徴とするミキサー装置。
【請求項２】
　前記複数のプレーヤーによって再生された再生信号を入力するための複数の再生信号入
力部をさらに備え、
　前記ＬＡＮポートは、前記再生信号入力部として機能することを特徴とする請求項１に
記載のミキサー装置。
【請求項３】
　複数のプレーヤーと、当該複数のプレーヤーと接続されて用いられるミキサー装置と、
を有する再生システムであって、
　前記ミキサー装置は、
　前記複数のプレーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信号の入出力を行うための複
数のＬＡＮポートと、
　前記複数のＬＡＮポートのうち、いずれか１のＬＡＮポートに前記プレーヤーが接続さ
れた後、当該プレーヤーから前記制御信号が入力されたことを検出する入力検出手段と、
　検出された前記１のＬＡＮポートのポート番号を、当該１のＬＡＮポートに接続されて
いるプレーヤーである対象プレーヤーのＩＤとして決定するＩＤ決定手段と、
　決定された前記ＩＤを、前記１のＬＡＮポートを介して前記対象プレーヤーに送信する
ＩＤ送信手段と、を備え、
　前記対象プレーヤーとして機能するプレーヤーは、
　前記ミキサー装置から送信された前記ＩＤを受信するＩＤ受信手段と、
　受信した前記ＩＤを自身のＩＤとして設定するＩＤ設定手段と、
　設定した前記ＩＤを報知するＩＤ報知手段と、を備えたことを特徴とする再生システム
。
【請求項４】
　前記プレーヤーが、１以上の他のプレーヤーとネットワーク接続されている場合、
　前記プレーヤーは、
　自身を特定するための複数のＩＤを記憶する記憶手段と、
　記憶した前記複数のＩＤのうち、１の任意のＩＤを自身のＩＤとして仮決定するＩＤ仮
決定手段と、
　仮決定した前記任意のＩＤが、前記他のプレーヤーに割当てられているか否かを判別す
るＩＤ判別手段と、をさらに備え、
　前記ＩＤ設定手段は、前記ＩＤ判別手段による判別の結果、前記任意のＩＤが割当てら
れた前記他のプレーヤーが存在しない場合、当該任意のＩＤを自身のＩＤとして設定する
ことを特徴とする請求項３に記載の再生システム。
【請求項５】
　前記ＩＤ報知手段は、設定したプレーヤー自身のＩＤだけでなく、当該プレーヤーに接
続された他のプレーヤーのＩＤ一覧を報知することを特徴とする請求項３または４に記載
の再生システム。
【請求項６】
　請求項３ないし５のいずれか１項に記載の再生システムに適用されるプレーヤー。
【請求項７】
　コンピューターを、
　請求項３ないし５のいずれか１項に記載の再生システムにおける前記ミキサー装置また
は前記プレーヤーの各手段として機能させるためのプログラム。
【請求項８】
　複数のプレーヤーと接続され、当該プレーヤーと制御信号の入出力を行うための複数の
ＬＡＮポートを備えたミキサー装置の制御方法であって、
　前記複数のＬＡＮポートのうち、いずれか１のＬＡＮポートに前記プレーヤーが接続さ
れた後、当該プレーヤーから前記制御信号が入力されたことを検出する入力検出工程と、
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　検出された前記１のＬＡＮポートのポート番号を、当該１のＬＡＮポートに接続されて
いるプレーヤーである対象プレーヤーのＩＤとして決定するＩＤ決定工程と、
　決定された前記ＩＤを、前記１のＬＡＮポートを介して前記対象プレーヤーに送信する
ＩＤ送信工程と、を備えたことを特徴とするミキサー装置の制御方法。
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