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(57)【要約】
【課題】簡易な構成で小型であるにも拘わらず、音声再
生装置を、クレードル、パーソナルコンピュータ、ヘッ
ドフォン等の複数の装置に接続することが可能な音声再
生システムを提供する。
【解決手段】本発明に係る音声再生システムにおいて、
ＩＣレコーダ１とクレードル２には、音声再生装置１の
クレードル２への装着によって互いに接続される一対の
第１コネクタ31，32と一対の第２コネクタ41，42が配備
されている。前記一対の第１コネクタ31，32には一対の
電源端子が形成され、更にＩＣレコーダ１側の第１コネ
クタ31にはデジタル端子が形成されている。前記一対の
第２コネクタ41，42には、これらが互いに接続されるこ
とによりＩＣレコーダ１によって再生されるアナログ音
声信号をクレードル２へ送信することを可能にする一対
のアナログ端子が形成されている。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　充電池を具えた音声再生装置と、前記充電池を充電するための充電回路を具えたクレー
ドルとから構成され、該クレードルには更にスピーカが配備されており、前記音声再生装
置をクレードルに装着することにより、音声再生装置にて音声を再生してスピーカから出
力することが可能となる音声再生システムにおいて、
　前記音声再生装置とクレードルには、音声再生装置のクレードルへの装着によって互い
に接続される一対の第１コネクタと一対の第２コネクタが配備されており、前記一対の第
１コネクタには、これらが互いに接続されることにより前記充電池と充電回路とを電気的
に結合する一対の電源端子が形成され、更に該一対の第１コネクタの内、少なくとも音声
再生装置側の第１コネクタにはデジタル端子が形成されており、前記一対の第２コネクタ
には、これらが互いに接続されることにより音声再生装置によって再生されるアナログ音
声信号をクレードルへ送信することを可能にする一対のアナログ端子が形成されているこ
とを特徴とする音声再生システム。
【請求項２】
　音声再生装置には係合部が配備される一方、クレードルには、前記係合部が係合する係
合受け部が配備されており、前記音声再生装置側の第１コネクタ及び第２コネクタは前記
係合部に配備され、前記クレードル側の第１コネクタ及び第２コネクタは前記係合受け部
内に配備されている請求項１に記載の音声再生システム。
【請求項３】
　前記係合部と係合受け部は、係合部の係合受け部への挿入方向に沿う軸を中心として回
転対称となる形状を有し、前記一対の第２コネクタは、回転対称軸からずれた位置に配備
されている請求項２に記載の音声再生システム。
【請求項４】
　前記一対の第１コネクタと一対の第２コネクタは何れも、雄雌の嵌合関係を有しており
、一対の第２コネクタの嵌合深さは、一対の第１コネクタの嵌合深さより大きな寸法であ
る請求項３に記載の音声再生システム。
【請求項５】
　前記クレードルの係合受け部の内面には、該内面と前記音声再生装置の係合部との間に
形成される隙間が奥方ほど狭くなるように傾斜面が形成されている請求項２乃至請求項４
の何れかに記載の音声再生システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＩＣ（Integrated　Circuit）レコーダ等の音声再生装置とクレードルとか
ら構成されている音声再生システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の音声再生システムにおいては、音声再生装置に充電池が具えられ、クレードル
に、充電池を充電するための充電回路が具えられている（例えば、特許文献１参照）。更
に、クレードルにはスピーカが配備されており、音声再生装置をクレードルに装着するこ
とにより、音声再生装置にて音声を再生してクレードルのスピーカから出力することが可
能である。
【０００３】
　従来、音声再生装置には、該音声再生装置のクレードルへの装着時にクレードルに接続
されるべき専用のクレードル接続端子が形成されており、該クレードル接続端子を介して
、充電池と充電回路が電気的に接続されると共に、音声再生装置によって再生されるアナ
ログ音声信号をクレードルへ送信することが可能になっていた。
【０００４】
　しかし、従来のクレードル接続端子では、これを介してデジタル信号の送受信を行うこ
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とが出来なかった。このため、音声再生装置には、例えばパーソナルコンピュータ等の装
置との間でのデジタル信号の送受信を可能にするべく、ＵＳＢ（Universal　Serial　Bus
）コネクタが形成されていた。
　又、従来のクレードル接続端子は、音声再生装置とクレードルとの接続にのみ用いられ
る専用端子であったため、該クレードル接続端子には、ヘッドフォンを接続することが出
来なかった。このため、音声再生装置には、該音声再生装置へのヘッドフォンの接続を可
能にするべく、ヘッドフォン接続用のアナログ端子が形成されていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－１１４１２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　この様に、従来の音声再生システムにおいては、音声再生装置に、専用のクレードル接
続端子の他に、デジタル信号の送受信用のＵＳＢコネクタと、ヘッドフォン接続用のアナ
ログ端子を形成する必要があった。このため、これらのコネクタ又は端子を設けるための
スペースが音声再生装置やクレードルには必要であり、音声再生装置やクレードルが大型
化する問題があった。又、複数のコネクタ又は端子を構成する必要があるため、部品点数
が増大し、これによってコストが増大する問題があった。
【０００７】
　専用のクレードル接続端子に替えてＵＳＢコネクタを用いて、音声再生装置とクレード
ルとを接続する構成を考えた場合、クレードル接続用の専用端子が不要になるため、音声
再生装置は簡易な構成となって小型化されることになる。しかし、クレードルには、音声
再生装置からデジタル音声信号が送信されることになるので、音声を再生してスピーカか
ら出力するためには、クレードルに、Ｄ／Ａ変換回路等のデジタル信号処理回路を配備す
る必要がある。このため、クレードルが複雑な構成となって大型化する問題があった。
【０００８】
　そこで本発明の目的は、簡易な構成で小型であるにも拘わらず、音声再生装置を、クレ
ードル、パーソナルコンピュータ、ヘッドフォン等の複数の装置に接続することが可能で
あり、且つ音声再生装置をクレードルに接続した場合、音声再生装置の充電池が充電され
ると共に、クレードルのスピーカから音声を出力することが可能となる音声再生システム
を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る音声再生システムは、充電池を具えた音声再生装置と、前記充電池を充電
するための充電回路を具えたクレードルとから構成され、該クレードルには更にスピーカ
が配備されており、前記音声再生装置をクレードルに装着することにより、音声再生装置
にて音声を再生してスピーカから出力することが可能となる音声再生システムである。
　ここで、前記音声再生装置とクレードルには、音声再生装置のクレードルへの装着によ
って互いに接続される一対の第１コネクタと一対の第２コネクタが配備されており、前記
一対の第１コネクタには、これらが互いに接続されることにより前記充電池と充電回路と
を電気的に結合する一対の電源端子が形成され、更に該一対の第１コネクタの内、少なく
とも音声再生装置側の第１コネクタにはデジタル端子が形成されており、前記一対の第２
コネクタには、これらが互いに接続されることにより音声再生装置によって再生されるア
ナログ音声信号をクレードルへ送信することを可能にする一対のアナログ端子が形成され
ている。
【００１０】
　上記音声再生システムによれば、音声再生装置をクレードルに装着することにより、一
対の第１コネクタどうしが接続され、これによって音声再生装置の充電池とクレードルの
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充電回路とが一対の電源端子を介して電気的に結合されることになる。よって、前記充電
池は充電回路によって充電されることになる。
　又、音声再生装置をクレードルに装着することにより、一対の第２コネクタどうしも接
続されるので、アナログ音声信号を音声再生装置からクレードルへ一対のアナログ端子を
介して送信することが可能となる。よって、音声再生装置にて音声を再生してクレードル
のスピーカから出力することが可能となる。
【００１１】
　一方、クレードルから取り外された状態の音声再生装置においては、第１コネクタには
パーソナルコンピュータを接続することが可能であり、第１コネクタのデジタル端子を介
してデジタル音声信号をパーソナルコンピュータへ送信することが出来る。又、第２コネ
クタにはヘッドフォンを接続することが可能であり、音声再生装置にて音声を再生してヘ
ッドフォンから出力することが出来る。
【００１２】
　従って、音声再生装置には、従来の音声再生装置に配備されていた専用のクレードル接
続端子が不要となり、パーソナルコンピュータを接続するための第１コネクタ、及びヘッ
ドフォンを接続するための第２コネクタを、クレードル接続端子として兼用することが出
来る。よって、音声再生装置は、コネクタ数が少ない簡易な構成となり、その結果、音声
再生装置の小型化が可能となる。又、コネクタを構成するための部品点数が減少するので
、コストが低減されることになる。
【００１３】
　更に又、上述の如く音声再生装置からクレードルへのアナログ音声信号の送信を可能に
することにより、Ｄ／Ａ変換回路等のデジタル信号処理回路をクレードルに配備せずとも
、クレードルのスピーカからの音声出力が可能となり、その結果、クレードルの構成が簡
易なものとなる。
【００１４】
　上記音声再生システムの具体的構成において、音声再生装置には係合部が配備される一
方、クレードルには、前記係合部が係合する係合受け部が配備されており、前記音声再生
装置側の第１コネクタ及び第２コネクタは前記係合部に配備され、前記クレードル側の第
１コネクタ及び第２コネクタは前記係合受け部内に配備されている。
【００１５】
　より具体的な構成において、前記係合部と係合受け部は、係合部の係合受け部への挿入
方向に沿う軸を中心として回転対称となる形状を有し、前記一対の第２コネクタは、回転
対称軸からずれた位置に配備されている。
【００１６】
　回転対称軸上の位置に一対の第２コネクタを配備した場合、音声再生装置が、クレード
ルに装着されるべき所定の姿勢から回転対称軸周りに回転した姿勢であるにも拘わらず、
音声再生装置の係合部がクレードルの係合受け部に係合される虞がある。この様な誤装着
は、特に一対の第２コネクタの断面形状が円形である場合に発生しやすい。
【００１７】
　しかしながら、上記具体的構成においては、該一対の第２コネクタが回転対称軸からず
れた位置に配備されているので、音声再生装置がクレードルに対して上記所定の姿勢を有
する場合のみ、一対の第２コネクタどうしの接続と、係合部と係合受け部の係合が可能と
なる。よって、音声再生装置のクレードルへの誤装着が防止されることになる。
【００１８】
　上記音声再生システムの更に具体的な構成において、前記一対の第１コネクタと一対の
第２コネクタは何れも、雄雌の嵌合関係を有しており、一対の第２コネクタの嵌合深さは
、一対の第１コネクタの嵌合深さより大きな寸法である。
【００１９】
　上記具体的構成によれば、係合部を係合受け部に挿入する初期の段階において、先ず一
対の第２コネクタどうしが接続されて音声再生装置の姿勢が上記所定の姿勢に決まること
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になる。これによって、一対の第１コネクタどうしの位置が互いに接続可能な位置に合致
することになる。
　よって、係合部を係合受け部に押し込むだけで、一対の第１コネクタどうしが接続され
ることになり、音声再生装置のクレードルへの装着が容易となる。その結果、装着時に音
声再生装置とクレードルが互いに接触して傷つけあうことが防止されることになる。
【００２０】
　更に又、上記音声再生システムの具体的構成において、前記クレードルの係合受け部の
内面には、該内面と前記音声再生装置の係合部との間に形成される隙間が奥方ほど狭くな
るように傾斜面が形成されていてもよい。
【００２１】
　この構成によれば、係合受け部は入口付近にて幅広になり、これによって、係合部を係
合受け部に挿入するとき、係合部は、係合受け部の入口部分に接触し難くなる。よって、
音声再生装置とクレードルが互いに接触して傷つけあうことが防止されることになる。但
し、係合部を係合受け部に挿入する初期の段階においては、係合受け部に対する係合部の
ガタツキが発生することになる。
【００２２】
　しかし、係合部を係合受け部に押し込むことにより、係合受け部の内面と係合部との間
の隙間が狭くなり、係合受け部に対する係合部のガタツキが小さくなる。よって、音声再
生装置のクレードルへの装着状態が良好なものとなる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明に係る音声再生システムは、簡易な構成で小型であるにも拘わらず、音声再生装
置を、クレードル、パーソナルコンピュータ、ヘッドフォン等の複数の装置に接続するこ
とが可能であり、且つ音声再生装置をクレードルに接続した場合、音声再生装置の充電池
が充電されると共に、クレードルのスピーカから音声を出力することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の一実施形態に係る音声再生システムにつき、ＩＣレコーダがクレードル
から取り外された状態を示す側面図である。
【図２】上記音声再生システムにつき、ＩＣレコーダがクレードルに装着された状態を示
す側面図である。
【図３】上記ＩＣレコーダにつき、キャビネットの一部を破断して示した側面図である。
【図４】上記ＩＣレコーダを先端側から見た平面図である。
【図５】上記ＩＣレコーダを基端側から見た平面図である。
【図６】ＩＣレコーダの基端部とクレードルのホルダにつき、これらの一部を破断して示
した拡大側面図である。
【図７】上記音声再生システムにつき、ＩＣレコーダがクレードルに装着された状態を示
す上面図である。
【図８】ＩＣレコーダが取り得る姿勢を説明するための側面図である。
【図９】上記クレードルにつき、ホルダをクレードル本体に枢支するための枢支機構を示
す断面図である。
【図１０】上記音声再生システムの構成を示すブロック図である。
【図１１】上記クレードルから取り外された状態のＩＣレコーダに、クレードル以外の装
置を接続した構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施の形態につき、図面に沿って具体的に説明する。
　本発明の一実施形態に係る音声再生システムは、図１及び図２に示す如く、音声の記録
と再生が可能なＩＣレコーダ(１)と、該ＩＣレコーダ(１)を装着するためのホルダ(21)を
クレードル本体(22)に枢支して構成されたクレードル(２)とから構成されている。
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【００２６】
　ＩＣレコーダ(１)は、図４及び図５に示す如く円筒形状のキャビネット(11)を具え、ク
レードル(２)のホルダ(21)には、図６に示す如く、キャビネット(11)の基端部(12)が係合
する有底凹部(24)が形成されている。従って、キャビネット(11)の基端部(12)をホルダ(2
1)の有底凹部(24)に係合させることにより、ＩＣレコード(１)は、図２に示す様にホルダ
(21)に装着されることになる。
【００２７】
　図６に示す様に本実施形態においては、ホルダ(21)の有底凹部(24)の内側の側面に傾斜
面が形成されており、本実施形態に係る音声再生システムは、有底凹部(24)にキャビネッ
ト(11)の基端部(12)を係合させたとき、有底凹部(24)の前記側面と基端部(12)との間に形
成される隙間が、奥方ほど狭くなるような構成を有している。
【００２８】
　従って、ホルダ(21)の有底凹部(24)は入口付近にて幅広になり、これによって、キャビ
ネット(11)の基端部(12)をホルダ(21)の有底凹部(24)に挿入するとき、キャビネット(11)
の基端部(12)は、有底凹部(24)の入口部分に接触し難くなる。よって、ＩＣレコーダ(１)
とクレードル(２)が互いに接触して傷つけあうことが防止されることになる。但し、キャ
ビネット(11)の基端部(12)をホルダ(21)の有底凹部(24)に挿入する初期の段階においては
、有底凹部(24)に対する基端部(12)のガタツキが発生することになる。
【００２９】
　しかし、キャビネット(11)の基端部(12)をホルダ(21)の有底凹部(24)に押し込むことに
より、有底凹部(24)の内側の側面と基端部(12)との間の隙間が狭くなり、有底凹部(24)に
対する基端部(12)のガタツキが小さくなる。よって、ＩＣレコーダ(１)のクレードル(２)
への装着状態が良好なものとなる。
【００３０】
　図６に示す様に、キャビネット(11)の基端部(12)とホルダ(21)の有底凹部(24)には、該
基端部(12)と有底凹部(24)との係合によって互いに接続されることとなる一対の第１コネ
クタ(31)(32)と一対の第２コネクタ(41)(42)が配備されている。
【００３１】
　具体的に、キャビネット(11)の基端部(12)に配備されている第１コネクタ(31)及び第２
コネクタ(41)は、キャビネット(11)の基端部(12)の表面の内、該基端部(12)と有底凹部(2
4)とが係合したときに有底凹部(24)の底面と対向することとなる領域（基端面）に配置さ
れている。又、ホルダ(21)の有底凹部(24)に配備されている第１コネクタ(32)及び第２コ
ネクタ(42)は、有底凹部(24)の底面に配置されている。
　尚、以下では、キャビネット(11)の基端部(12)に配備されている第１コネクタ(31)及び
第２コネクタ(41)を、ＩＣレコーダ(１)側の第１コネクタ(31)及び第２コネクタ(41)と呼
び、ホルダ(21)の有底凹部(24)に配備されている第１コネクタ(32)及び第２コネクタ(42)
を、クレードル(２)側の第１コネクタ(32)及び第２コネクタ(42)と呼ぶことにする。
【００３２】
　ＩＣレコーダ(１)側の第１コネクタ(31)は、図５及び図６に示す如く雌型のマイクロＵ
ＳＢコネクタによって構成されており、該第１コネクタ(31)には、図１０に示す如く電源
端子(311)とデジタル端子(312)とが形成されている。一方、クレードル(２)側の第１コネ
クタ(32)は、ＩＣレコーダ(１)側の第１コネクタ(31)と雄雌の嵌合関係を有する雄型のマ
イクロＵＳＢプラグによって構成されており、該第１コネクタ(32)には、図１０に示す如
く少なくとも電源端子(321)が形成されている。
　従って、ＩＣレコーダ(１)をクレードル(２)のホルダ(21)に装着することにより、一対
の第１コネクタ(31)(32)どうしが互いに嵌合されて接続され、これによって各第１コネク
タ(31)(32)に形成されている電源端子(311)(321)どうしが接続されることになる。
【００３３】
　ＩＣレコーダ(１)側の第２コネクタ(41)は、図６に示す如く雌型のアナログ端子、具体
的にはヘッドフォンジャックによって構成されている。一方、クレードル(２)側の第２コ
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ネクタ(42)は、ＩＣレコーダ(１)側の第２コネクタ(41)と雄雌の嵌合関係を有する雄型の
アナログ端子、具体的にはヘッドフォンピンによって構成されている。
　従って、ＩＣレコーダ(１)をクレードル(２)のホルダ(21)に装着することにより、一対
の第２コネクタ(41)(42)どうしが互いに嵌合されて接続されることになる。
【００３４】
　斯くして、ＩＣレコーダ(１)のクレードル(２)への装着により、一対の第１コネクタ(3
1)(32)と一対の第２コネクタ(41)(42)の両方が、互いに接続されることになる。
　尚、クレードル(２)からＩＣレコーダ(１)を取り外した場合、ＩＣレコーダ(１)側の第
１コネクタ(31)及び第２コネクタ(41)には、クレードル(２)以外の装置、例えば第１コネ
クタ(31)にはパーソナルコンピュータを接続し、第２コネクタ(41)にはヘッドフォンを接
続することが可能である。
【００３５】
　本実施形態においては更に、図６に示す様に、一対の第２コネクタ(41)(42)は、円筒形
状を有するキャビネット(11)の中心軸(91)からずれた位置に配置されている。
【００３６】
　中心軸(91)上の位置に一対の第２コネクタ(41)(42)を配置した場合、ＩＣレコーダ(１)
が、クレードル(２)に装着されるべき所定の姿勢から中心軸(91)周りに回転した姿勢であ
るにも拘わらず、キャビネット(11)の基端部(12)がホルダ(21)の有底凹部(24)に係合され
、これによって、キャビネット(11)の基端面が第１コネクタ(32)の先端に衝突して第１コ
ネクタ(32)が傷つけられる虞がある。この様な誤装着は、特に一対の第２コネクタ(41)(4
2)の断面形状が、図５に示す如く円形である場合に発生しやすい。
【００３７】
　しかしながら、本実施形態に係る音声再生システムにおいては、一対の第２コネクタ(4
1)(42)が中心軸(91)からずれた位置に配置されているので、ＩＣレコーダ(１)がクレード
ル(２)に対して上記所定の姿勢を有する場合のみ、一対の第２コネクタ(41)(42)どうしの
接続と、キャビネット(11)の基端部(12)とホルダ(21)の有底凹部(24)との係合が可能とな
る。よって、ＩＣレコーダ(１)のクレードル(２)への誤装着が防止されることになる。
【００３８】
　本実施形態においては更に又、図６に示す様に、一対の第２コネクタ(41)(42)は、一対
の第１コネクタ(31)(32)の嵌合深さｄ１より大きい寸法の嵌合深さｄ２を有するように構
成されている。即ち、クレードル（２）に配備されている雄型のコネクタどうしを比較し
た場合、第２コネクタ(42)の高さｈ２は、第１コネクタ(32)の高さｈ１より大きな寸法に
なっている。
【００３９】
　従って、キャビネット(11)の基端部(12)をホルダ(21)の有底凹部(24)に挿入する初期の
段階において、先ず一対の第２コネクタ(41)(42)どうしが接続されてＩＣレコーダ(１)の
姿勢が上記所定の姿勢に決まることになる。これによって、一対の第１コネクタ(31)(32)
どうしの位置が互いに接続可能な位置に合致することになる。
　よって、キャビネット(11)の基端部(12)をホルダ(21)の有底凹部(24)に押し込むだけで
、一対の第１コネクタ(31)(32)どうしが接続されることになり、ＩＣレコーダ（１）のク
レードル（２）への装着が容易となる。その結果、装着時にＩＣレコーダ(１)とクレード
ル(２)が互いに接触して傷つけあうことが防止されることになる。
【００４０】
　但し、上述の如く、ホルダ(21)の有底凹部(24)の内側の側面に傾斜面が形成されている
構成においては、キャビネット(11)の基端部(12)をホルダ(21)の有底凹部(24)に挿入する
初期の段階において、有底凹部(24)に対する基端部(12)のガタツキが発生する。このため
、挿入初期の段階においては、一対の第１コネクタ(31)(32)どうしの位置が、互いに接続
可能な位置からずれる虞がある。
　しかしながら、キャビネット(11)の基端部(12)を有底凹部(24)に押し込むことにより、
有底凹部(24)に形成されている傾斜面による案内に従って、基端部(12)のガタツキが小さ
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くなると共に、一対の第１コネクタ(31)(32)どうしの位置が互いに接続可能な位置へ移動
することになる。
【００４１】
　ＩＣレコーダ(１)には更に、キャビネット(11)の先端面に、図４に示す如く集音孔(141
)が形成されており、キャビネット(11)の先端部(13)には、図３に示す如く、集音孔(141)
に向けて指向性マイクロフォン(14)が内蔵されている。該指向性マイクロフォン(14)は、
集音孔(141)から取り込んだ音声をアナログ音声信号に変換して出力する。
　又、キャビネット(11)の外周面には、ＬＣＤ（Liquid　Crystal　Display）(15)と、Ｉ
Ｃレコーダ(１)に与える制御指令を入力するための操作スイッチ(56)（図１０参照）が配
備されており、ＬＣＤ(15)は、図３に示す如く先端部(13)近傍の位置に配置されている。
【００４２】
　キャビネット(11)の内部には、図１０に示す如く、ＤＳＰ（Digital　Signal　Process
or）回路(51)、メモリ(52)、ＬＣＤドライバ(53)、ＵＳＢコントローラ(54)、及び電源コ
ントローラ(55)が配備されると共に、これら各種構成要素の動作を、操作スイッチ(56)か
ら入力される制御指令に応じて制御するＣＰＵ(57)が配備されている。又、キャビネット
(11)の内部には更に、ＩＣレコーダ(１)の動作に必要な電力を供給するための充電池(６)
が格納されている（図３参照）。
【００４３】
　ＤＳＰ回路(51)は、ＣＰＵ(57)の制御に基づいて、ＤＳＰ回路(51)に入力されたアナロ
グ音声信号をデジタル音声信号に変換して出力し、或いはＤＳＰ回路(51)に入力されたデ
ジタル音声信号をアナログ音声信号に変換して出力する。
【００４４】
　操作スイッチ(56)から音声を記録する制御指令が入力された場合、指向性マイクロフォ
ン(14)から出力されたアナログ音声信号がＤＳＰ回路(51)に入力され、該ＤＳＰ回路(51)
は、ＣＰＵ(57)の制御に基づいてアナログ音声信号をデジタル音声信号に変換してＣＰＵ
(57)に与える。ＣＰＵ(57)は、与えられたデジタル音声信号に応じたデジタルデータをメ
モリ(52)に記録する。
　一方、操作スイッチ(56)から音声を再生する制御指令が入力された場合、ＣＰＵ(57)は
、メモリ(52)からデジタルデータを読み出して、該デジタルデータに応じたデジタル音声
信号をＤＳＰ回路(51)に与える。ＤＳＰ回路(51)は、与えられたデジタル音声信号を、Ｃ
ＰＵ(57)の制御に基づいてアナログ音声信号に変換してＩＣレコーダ(１)側の第２コネク
タ（ヘッドフォンジャック）(41)に与え、該第２コネクタ(41)からアナログ音声信号をＩ
Ｃレコーダ(１)の外部に出力する。
【００４５】
　ＬＳＤドライバ(53)は、ＬＣＤ(15)に接続されており、ＣＰＵ(57)の制御に基づいてＬ
ＣＤ(15)に、文字、画像等、種々の情報を表示する。
【００４６】
　ＵＳＢコントローラ(54)は、ＩＣレコーダ(１)側の第１コネクタ（マイクロＵＳＢコネ
クタ）(31)に形成されているデジタル端子(312)に接続されており、ＣＰＵ(57)の制御に
基づいてデジタル信号の送受信を制御する。
【００４７】
　電源コントローラ(55)は、ＩＣレコーダ(１)側の第１コネクタ（マイクロＵＳＢコネク
タ）(31)に形成されている電源端子(311)に接続されており、電源端子(311)から入力され
る電力を、ＣＰＵ(57)の制御に基づいて充電池(６)に供給し、これによって該充電池(６)
を充電する。
【００４８】
　クレードル(２)には、図１に示す如く、クレードル本体(22)にスピーカ(23)が内蔵され
ており、クレードル本体(22)の内部には更に、図１０に示す如く、アンプ回路(71)、ＡＣ
－ＤＣコンバータ(72)、及び充電回路(73)が配備されている。
【００４９】
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　アンプ回路(71)は、クレードル(２)側の第２コネクタ（ヘッドフォンピン）(42)に接続
されており、該第２コネクタ(42)から入力されるアナログ音声信号を増幅してスピーカ(2
3)に与え、これによってスピーカ(23)から音声を出力する。
【００５０】
　ＡＣ－ＤＣコンバータ(72)は、クレードル(２)の外部に設置されているＡＣ電源(８)に
接続され、該ＡＣ電源(８)から供給される交流電圧を直流電圧に変換し、該直流電圧を充
電回路(73)に与える。
　充電回路(73)は、クレードル(２)側の第１コネクタ（マイクロＵＳＢプラグ）(32)に形
成されている電源端子(321)とＡＣ－ＤＣコンバータ(72)との間に接続されており、ＡＣ
－ＤＣコンバータ(72)から与えられる直流電圧の電圧値を、充電池(６)の充電に必要な所
定の電圧値に変更し、これを電源端子(321)から出力する。
【００５１】
　上記音声再生システムによれば、図２に示す如くＩＣレコーダ(１)をクレードル(２)に
装着することにより、図１０に示す様に一対の第１コネクタ(31)(32)に形成されている電
源端子(311)(321)どうしが接続され、これによってＩＣレコーダ(１)の充電池(６)とクレ
ードル(２)の充電回路(73)とが電気的に結合されることになる。よって、充電池(６)は、
充電回路(73)によって充電されることになる。
【００５２】
　又、ＩＣレコーダ(１)をクレードル(２)に装着することにより、図１０に示す様に一対
の第２コネクタ（アナログ端子）(41)(42)どうしも接続されるので、ＩＣレコーダ(１)か
らクレードル（２）へアナログ音声信号を送信することが可能となる。よって、ＩＣレコ
ーダ(１)にて音声を再生してクレードル(２)のスピーカ(23)から出力することが可能とな
る。
　尚、本実施形態においては、ＩＣレコーダ(１)のクレードル(２)への装着時、即ち充電
池(６)の充電時には、充電池(６)の電力を使用せずに、クレードル(２)から供給される電
力を使用して、ＩＣレコーダ(１)を動作させる。勿論、ＩＣレコーダ(１)のクレードル(
２)への装着時であっても、充電池(６)の電力を使用して、ＩＣレコーダ(１)を動作させ
てもよい。
【００５３】
　一方、図１に示す如くクレードルから取り外された状態のＩＣレコーダ(１)においては
、図１１に示す様に、第１コネクタ(31)にはパーソナルコンピュータを接続することが可
能であり、第１コネクタ(31)のデジタル端子(312)を介して、メモリ(52)に記録されてい
るデジタルデータをパーソナルコンピュータへ送信することが出来る。
　又、第２コネクタ(41)にはヘッドフォンを接続することが可能であり、ＩＣレコーダ(
１)にて再生した音声をヘッドフォンから出力することが出来る。
【００５４】
　従って、ＩＣレコーダ(１)には、従来のＩＣレコーダに配備されていた専用のクレード
ル接続端子が不要となり、パーソナルコンピュータを接続するための第１コネクタ(31)、
及びヘッドフォンを接続するための第２コネクタ(41)を、クレードル接続端子として兼用
することが出来る。よって、ＩＣレコーダ(１)は、コネクタ数が少ない簡易な構成となり
、その結果、ＩＣレコーダ(１)の小型化が可能となる。又、コネクタを構成するための部
品点数が減少するので、コストが低減されることになる。
【００５５】
　更に又、上述の如くＩＣレコーダ(１)からクレードル(２)へのアナログ音声信号の送信
を可能にすることにより、Ｄ／Ａ変換回路等のＤＳＰ回路をクレードルに配備せずとも、
スピーカ(23)からの音声出力が可能となり、その結果、クレードル(２)の構成が簡易なも
のとなる。
【００５６】
　図７～図９は、クレードル(２)のホルダ(21)をクレードル本体(22)に枢支するための枢
支機構を説明するための図である。
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　図７に示す如く、ホルダ(21)には枢軸(211)が形成され、クレードル本体(22)には、ホ
ルダ(21)の両側の位置に、枢軸(211)の両端部を支持するための一対の枢軸受け部(221)(2
21)が形成されている。
【００５７】
　枢軸(211)には、図９に示す様にその一方の端部(211a)の側面に、枢軸(211)の中心軸(9
2)周りに複数の凹凸が形成されている。又、クレードル本体(22)の一対の枢軸受け部(221
)(221)の内、前記一方の端部(211a)を支持する枢軸受け部(221)には、内側へ向けて一対
の突起部(222)(222)が形成されており、該一対の突起部(222)はそれぞれ、前記一方の端
部(211a)の両側の位置にて、該一方の端部(211a)の側面に形成されている凹部に軟係止さ
れている。
【００５８】
　従って、図８にて一点鎖線で示す如く、ホルダ(21)に装着されているＩＣレコーダ(１)
が、クレードル本体(22)に対して傾いた姿勢を有する場合でも、ＩＣレコーダ(１)の重量
によって枢軸(211)の中心軸(92)周りに生じるトルクが、一対の突起部(222)(222)と凹部
との係止力によって受け止められるので、ＩＣレコーダ(１)は、クレードル本体(22)に対
して傾いた姿勢のまま維持されることになる。よって、ＩＣレコーダ(１)をクレードル(
２)に装着した状態のまま、ＩＣレコーダ(１)の先端部(13)を音声の発生源へ向けると共
に、その姿勢を維持することが出来る。
【００５９】
　又、一対の突起部(222)(222)が凹部に軟係止した状態からホルダ(21)を回動させること
により、一対の突起部(222)(222)は、凸部を乗り越えて別の凹部へ相対的に移動すること
になる。よって、ホルダ(21)の回動に伴って、クリック音が発生することになる。
【００６０】
　尚、本発明の各部構成は上記実施形態に限らず、特許請求の範囲に記載の技術的範囲内
で種々の変形が可能である。
　上記実施形態においては、ＩＣレコーダ(１)側の第１コネクタ(31)は、マイクロＵＳＢ
コネクタによって構成されていたが、本発明はこれに限られるものではなく、電源端子(3
11)とデジタル端子(312)が形成されている種々のコネクタによって構成されていてもよい
。
【００６１】
　又、上記実施形態においては、キャビネット(11)の基端部(12)は、円筒形状を有してい
たが、基端部(12)のホルダ(21)への挿入方向に沿う軸を中心として回転対称となる形状を
有していてもよい。
　この場合、一対の第２コネクタ(41)(42)は、回転対称軸からずれた位置に配置されるこ
とになる。これにより、一対の第２コネクタ(41)(42)が、円筒形状を有するキャビネット
(11)の中心軸(91)からずれた位置に配置されている上記実施形態と同様、ＩＣレコーダ(
１)のクレードル(２)への誤装着が防止されることになる。
【００６２】
　更に、上記実施形態においては、ＩＣレコーダ(１)のキャビネット(11)の基端部(12)を
係合部とし、クレードル(２)のホルダ(21)に形成されている有底凹部(24)を係合受け部と
することにより、ＩＣレコーダ(１)のクレードル(２)への装着を可能にしていたが、本発
明はこれに限られるものでなく、ＩＣレコーダ(１)に係合受け部を形成し、該係合受け部
に係合する係合部をクレードル(２)に形成してもよい。
【００６３】
　又、上記実施形態においては、一対の第１コネクタ(31)(32)及び一対の第２コネクタ(4
1)(42)のそれぞれの雄雌の嵌合関係について、ＩＣレコーダ(１)側の第１コネクタ(31)及
び第２コネクタ(41)を雌型とし、クレードル(２)側の第１コネクタ(32)及び第２コネクタ
(42)を雄型としたが、本発明はこれに限られるものでない。例えば、ＩＣレコーダ(１)側
の第１コネクタ(31)及び第２コネクタ(41)を雄型とし、クレードル(２)側の第１コネクタ
(32)及び第２コネクタ(42)を雌型としてもよい。又、第１コネクタ(31)(32)と第２コネク
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タ(41)(42)とで、雄雌の関係を逆にしてもよい。
【００６４】
　更に又、上記実施形態においては、ホルダ(２)の有底凹部(24)の内面に形成されている
傾斜面は、有底凹部(24)の入口から底面まで拡がった形状を有しているが、本発明はこれ
に限られるものでない。例えば、傾斜面は、有底凹部(24)の入口から、第１コネクタ(32)
の先端近傍の位置まで傾斜した形状を有していてもよい。
【符号の説明】
【００６５】
　(１)ＩＣレコーダ（音声再生装置）
　(11)キャビネット
　(12)基端部（係合部）
　(２)クレードル
　(21)ホルダ
　(22)クレードル本体
　(23)スピーカ
　(24)有底凹部（係合受け部）
　(31)マイクロＵＳＢコネクタ（第１コネクタ）
　(311)電源端子
　(312)デジタル端子
　(32)マイクロＵＳＢプラグ(第１コネクタ)
　(321)電源端子
　(41)ヘッドフォンジャック(第２コネクタ)
　(42)ヘッドフォンピン(第２コネクタ)
　(６)充電池

【図１】 【図２】
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【図４】



(12) JP 2010-278747 A 2010.12.9

【図５】 【図６】

【図７】

【図８】

【図９】



(13) JP 2010-278747 A 2010.12.9

【図１０】 【図１１】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

