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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の同期再生装置を接続して同期再生を行う同期再生システムであって、
　前記同期再生装置は、コンテンツファイルが格納された配信サーバからネットワークを
介して配信される前記コンテンツファイルを再生する再生デバイスと、同期再生の制御を
行うコントロールデバイスと、マスターデバイスとを備え、
　複数の前記同期再生装置のうち、少なくとも１つは、
　ユーザの操作に応じて前記マスターデバイスを動作させ、
　前記マスターデバイスは、
　同一ネットワークに接続される前記同期再生装置に対してコマンドを送信した後、前記
コマンドを受信した前記同期再生装置より送信された同期再生装置情報を受信し、
　前記同期再生装置情報を送信した前記同期再生装置のうち、ユーザの操作に応じて選択
された複数の前記同期再生装置を割り当てた１又は複数の同期再生グループを作成すると
ともに、前記同期再生グループに含まれる複数の前記同期再生装置のうち、１つの同期再
生装置を前記同期再生装置情報に基づき選択し、該選択された同期再生装置を前記コント
ロールデバイスとして動作させ、
　前記コントロールデバイスは、
　当該コントロールデバイスが動作する同期再生装置が含まれる前記同期再生グループに
参加する同期再生装置の各々が備える前記再生デバイスである同期再生デバイスの同期再
生を制御する、同期再生システム。
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【請求項２】
　前記コントロールデバイスは、
　前記同期再生グループに参加する前記同期再生装置の各々が備える前記同期再生デバイ
スに対し時刻情報を送信し、その後各同期再生デバイスより送信された遅延時間を受信し
、該受信した前記遅延時間に基づいて算出した前記コンテンツファイルの再生時刻情報を
前記同期再生デバイスに送信し、
　前記同期再生デバイスは、
　前記コントロールデバイスより送信された前記時刻情報及び前記再生時刻情報に基づき
前記配信サーバから配信された前記コンテンツファイルの再生を開始する、請求項１に記
載の同期再生システム。
【請求項３】
　前記コントロールデバイスを備える前記同期再生装置の他に、コントロールデバイスを
備えない同期再生装置の再生デバイスが、前記同期再生デバイスとして前記同期再生グル
ープに参加する、請求項１又は請求項２に記載の同期再生システム。
【請求項４】
　前記同期再生装置は、構築済みの第１同期再生グループに参加している状態において、
新たな第２同期再生グループへ参加する指定がなされた場合に、前記第１同期再生グルー
プのコントロールデバイスに対しグループを離脱する旨の通知を行い、
　前記第１同期再生グループのコントロールデバイスは、前記第１同期再生グループに参
加する前記同期再生装置の情報を更新し、更新処理が完了した旨を離脱する前記同期再生
装置に通知する、請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の同期再生システム。
【請求項５】
　前記コントロールデバイスは、構築済みの第１同期再生グループに参加している状態に
おいて、新たな第２同期再生グループへ参加する指定がなされた場合に、前記第１同期再
生グループに参加している前記同期再生デバイスの中から新たなコントロールデバイスと
なる同期再生デバイスを選択し、
　新たにコントロールデバイスとして選択された同期再生デバイスは、前記第１同期再生
グループに参加する前記同期再生デバイスの情報の内容から、離脱する前記コントロール
デバイスに対応する同期再生デバイスの情報を削除する更新を行い、更新処理が完了した
旨を離脱する前記コントロールデバイスに対応する同期再生デバイスに通知し、コントロ
ールデバイスとして動作を開始した旨を他の前記第１同期再生グループに参加する同期再
生デバイスに通知することを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の同期再
生システム。
【請求項６】
　複数の同期再生装置を接続して同期再生を行う同期再生方法であって、
　前記同期再生装置は、コンテンツファイルが格納された配信サーバからネットワークを
介して配信される前記コンテンツファイルを再生する再生デバイスと、同期再生の制御を
行うコントロールデバイスと、マスターデバイスとを備えるものであり、
　複数の前記同期再生装置のうち、少なくとも１つに対し、
　ユーザの操作に応じて前記マスターデバイスを動作させ、
　前記マスターデバイスに対し、
　同一ネットワークに接続される前記同期再生装置に対してコマンドを送信した後、前記
コマンドを受信した前記同期再生装置より送信された同期再生装置情報を受信させ、
　前記同期再生装置情報を送信した前記同期再生装置のうち、ユーザの操作に応じて選択
された複数の前記同期再生装置を割り当てた１又は複数の同期再生グループを作成させる
とともに、前記同期再生グループに含まれる複数の前記同期再生装置のうち、１つの同期
再生装置を前記同期再生装置情報に基づき選択し、該選択された同期再生装置を前記コン
トロールデバイスとして動作させ、
　前記コントロールデバイスに対し、
　当該コントロールデバイスが動作する同期再生装置が含まれる前記同期再生グループに
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参加する同期再生装置の各々が備える前記再生デバイスである同期再生デバイスの同期再
生を制御させる、同期再生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願に開示の技術は、音楽データなどのコンテンツファイルを複数の再生装置が同期し
て再生する同期再生システム及び同期再生方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　家電、携帯端末、パーソナルコンピュータなどの複数の電子機器が接続されたホームネ
ットワークを構築するための一つの仕様として、例えばＤＬＮＡ（Digital Living Netwo
rk Alliance）（登録商標）がある。ＤＬＮＡでは、例えば、オーディオ機器同士やパー
ソナルコンピュータを相互にネットワークで接続し、音楽、動画、静止画像などのコンテ
ンツファイルを再生する仕様（ガイドライン）が策定されている。
【０００３】
　図９（ａ）は、上記したホームネットワークを構築するための仕様を満たすネットワー
クにより接続されたオーディオ機器５１がオーディオ配信サーバ５２に格納された音楽デ
ータを再生する処理動作の一例を示している。オーディオ機器５１は、例えば、ＡＶアン
プやＡＶレシーバである。オーディオ配信サーバ５２は、例えば、複数の音楽データが格
納されたネットワークストレージである。そして、オーディオ機器５１に付属のリモート
コントローラ、又は機器の本体正面に配置された蛍光表示管（以下、「本体ＦＬ」と記載
する）には、例えばネットワーク上の複数のオーディオ配信サーバ５２の各々に対応付け
て各オーディオ配信サーバ５２に格納された音楽データがプレイリストとして表示されて
いる。ユーザＵは、リモートコントローラ又は本体ＦＬの表示に従ってプレイリストから
好みの楽曲を選択する。オーディオ機器５１は、選択された楽曲を格納するオーディオ配
信サーバ５２に対し音楽データを要求する処理を行う。オーディオ配信サーバ５２は、要
求された音楽データをオーディオ機器５１に対して配信する。オーディオ機器５１は、オ
ーディオ配信サーバ５２から配信される音楽データをスピーカから出力する。
【０００４】
　また、図９（ｂ）は、スマートフォンＳＰをリモートコントローラとして使用しオーデ
ィオ機器５１を操作する処理動作の一例を示している。スマートフォンＳＰには、例えば
ＤＬＮＡの仕様を満たすアプリケーションがインストールされており、ネットワーク上の
オーディオ配信サーバ５２に格納された音楽データのプレイリストが表示されている。ス
マートフォンＳＰのアプリケーションは、ユーザＵがプレイリストから楽曲を選択すると
、選択された楽曲名や選択された楽曲に対応する音楽データがどのオーディオ配信サーバ
５２に格納されているのかを示す情報などをオーディオ機器５１に通知する処理を行う。
オーディオ機器５１は、スマートフォンＳＰから通知された情報に基づいてユーザＵが選
択した楽曲に対応する音楽データをオーディオ配信サーバ５２から取得する。
【０００５】
　また、上記した１台のオーディオ機器を動作させるシステムに対し、オーディオ配信サ
ーバに格納された音楽データを複数のオーディオ機器に同時に配信し、各オーディオ機器
間が同期して音楽データを再生する同期再生システムがある（例えば、特許文献１など）
。特許文献１に開示される同期再生システムは、複数の端末装置（オーディオ機器など）
のうちの１つが基準端末装置となり、他の装置を従属端末装置として制御することによっ
て、同期再生のための時刻配信サーバを用いずに各端末装置間の同期再生を行うものであ
る。
【０００６】
　このような同一のネットワークに接続された複数のオーディオ機器による同期再生の処
理動作の一例について図１０を用いて説明する。図１０に示すパーソナルコンピュータ５
５には、楽曲の管理や再生等の処理が可能なソフトウェアがインストールされている。ユ
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ーザＵは、例えば、このソフトウェアのライブラリーから好みの楽曲を選択する。パーソ
ナルコンピュータ５５で実行されるソフトウェアは、例えば、選択された楽曲の音楽デー
タを複数のオーディオ機器５６に向けてストリーミング配信を行い複数のオーディオ機器
５６による同期再生を実現する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１２－１９４５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記した同期再生システムでは、管理ソフトがインストールされたパー
ソナルコンピュータ５５のみが同期再生を制御する機能を有しており、仮にパーソナルコ
ンピュータ５５を別の場所で使用するためにネットワークとの接続を切断すると、オーデ
ィオ機器５６による同期再生ができなくなる。また、この同期再生システムでは、同期再
生を行うネットワークに新たなオーディオ機器が接続された場合に、そのオーディオ機器
を同期再生のグループに追加するには管理ソフトがインストールされたパーソナルコンピ
ュータが必要となる。従って、上記した同期再生システムでは、同期再生を制御する機能
が特定の装置に固定されているため、ネットワーク構成の変更に対して十分に対応できな
かった。
【０００９】
　本願に開示される技術は、上記の課題に鑑み提案されたものである。同期再生を行うネ
ットワーク構成の変更に対して柔軟に対応できる同期再生システム及び同期再生方法を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本願に開示される技術に係る同期再生システムは、複数の同期再生装置を接続して同期
再生を行う同期再生システムであって、同期再生装置は、コンテンツファイルが格納され
た配信サーバからネットワークを介して配信されるコンテンツファイルを再生する再生デ
バイスと、同期再生の制御を行うコントロールデバイスと、マスターデバイスとを備え、
複数の同期再生装置のうち、少なくとも１つは、ユーザの操作に応じてマスターデバイス
を動作させ、マスターデバイスは、同一ネットワークに接続される同期再生装置に対して
コマンドを送信した後、コマンドを受信した同期再生装置より送信された同期再生装置情
報を受信し、同期再生装置情報を送信した同期再生装置のうち、ユーザの操作に応じて選
択された複数の同期再生装置を割り当てた１又は複数の同期再生グループを作成するとと
もに、同期再生グループに含まれる複数の同期再生装置のうち、１つの同期再生装置を同
期再生装置情報に基づき選択し、該選択された同期再生装置をコントロールデバイスとし
て動作させ、コントロールデバイスは、当該コントロールデバイスが動作する同期再生装
置が含まれる同期再生グループに参加する同期再生装置の各々が備える再生デバイスであ
る同期再生デバイスの同期再生を制御する。
【００１１】
　当該同期再生システムでは、同期再生装置が、コントロールデバイス、再生デバイス及
びマスターデバイスを備える。なお、ここでいうデバイスとは、例えば、所望の機能を実
現する処理モジュールなどのプログラムであり、同期再生装置のメモリ等に記憶されてお
り適宜実行され動作するものである。また、当該同期再生システムは、すべての同期再生
装置がコントロールデバイス、マスターデバイスを備える必要はない。当該同期再生シス
テムでは、同期再生を行う際、マスターデバイスは、同期再生グループに参加する複数の
同期再生装置の中のいずれか１つを同期再生装置情報に基づき選択し、該選択された同期
再生装置をコントロールデバイスとして動作させる。これにより、設置場所等の同期再生
装置情報に基づいて、コントロールデバイスを選択することが可能となる。また、コント
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ロールデバイスは、同期再生グループに参加する他の同期再生装置が備える再生デバイス
を、同期再生を行う同期再生デバイスとして制御する。このような構成では、同期再生グ
ループに参加する同期再生装置のいずれかが、動的にコントロールデバイスとして機能し
他の同期再生装置の再生デバイスを制御して同期再を行うことが可能となる。従って、同
期再生に必要となる機能がネットワークに接続される同期再生装置に動的に割り当てられ
ることによって、ネットワーク構成の変更に対して柔軟に対応できる同期再生システムが
構成できる。
【００１２】
　また、本願に開示される技術に係る同期再生システムにおいて、コントロールデバイス
は、同期再生グループに参加する同期再生装置の各々が備える同期再生デバイスに対し時
刻情報を送信し、その後各同期再生デバイスより送信された遅延時間を受信し、該受信し
た遅延時間に基づいて算出したコンテンツファイルの再生時刻情報を同期再生デバイスに
送信し、同期再生デバイスは、コントロールデバイスより送信された時刻情報及び再生時
刻情報に基づき配信サーバから配信されたコンテンツファイルの再生を開始する構成とし
てもよい。
【００１３】
　当該同期再生システムでは、コントロールデバイスは、同期再生グループに参加する同
期再生装置の各々が備える同期再生デバイスに対し時刻情報を送信する。また、コントロ
ールデバイスは、その後各同期再生デバイスより送信された遅延時間を受信し、該受信し
た遅延時間に基づいて算出したコンテンツファイルの再生時刻情報を同期再生デバイスに
送信する。そして、同期再生デバイスは、時刻情報及び再生時刻情報に基づき配信サーバ
から配信されたコンテンツファイルの再生を開始することが可能となる。
【００１４】
　また、本願に開示される技術に係る同期再生システムにおいて、コントロールデバイス
を備える同期再生装置の他に、コントロールデバイスを備えない同期再生装置の再生デバ
イスが、同期再生デバイスとして同期再生グループに参加する構成としてもよい。
【００１５】
　当該同期再生システムでは、コントロールデバイスを備えない同期再生装置であっても
、当該同期再生装置の再生デバイスを同期再生デバイスとして動作させ同期再生グループ
に参加することができる。
【００１６】
　
【００１７】
　
【００１８】
　
【００１９】
　
【００２０】
　また、本願に開示される技術に係る同期再生システムにおいて、同期再生装置は、構築
済みの第１同期再生グループに参加している状態において、新たな第２同期再生グループ
へ参加する指定がなされた場合に、第１同期再生グループのコントロールデバイスに対し
グループを離脱する旨の通知を行い、第１同期再生グループのコントロールデバイスは、
第１同期再生グループに参加する同期再生装置の情報を更新し、更新処理が完了した旨を
離脱する同期再生装置に通知する構成としてもよい。
【００２１】
　当該同期再生システムでは、既に第１同期再生グループに参加している同期再生装置は
、例えば、ユーザが別の第２同期再生グループに参加させる操作を行った場合に、既存の
グループのコントロールデバイスに対して確認処理を実施してからグループを離脱する処
理を実行する。これにより、同期再生装置のグループ間の移動に係る処理が適切に実施さ
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れるとともに、ユーザの要望に対して柔軟にネットワーク構成を変更する同期再生システ
ムが構成できる。
【００２２】
　また、本願に開示される技術に係る同期再生システムにおいて、コントロールデバイス
は、構築済みの第１同期再生グループに参加している状態において、新たな第２同期再生
グループへ参加する指定がなされた場合に、第１同期再生グループに参加している同期再
生デバイスの中から新たなコントロールデバイスとなる同期再生デバイスを選択し、新た
にコントロールデバイスとして選択された同期再生デバイスは、第１同期再生グループに
参加する同期再生デバイスの情報の内容から、離脱するコントロールデバイスに対応する
同期再生デバイスの情報を削除する更新を行い、更新処理が完了した旨を離脱するコント
ロールデバイスに対応する同期再生デバイスに通知し、コントロールデバイスとして動作
を開始した旨を他の第１同期再生グループに参加する同期再生デバイスに向けて通知する
構成としてもよい。
【００２３】
　当該同期再生システムでは、既に第１同期再生グループに参加しているコントロールデ
バイスは、例えば、ユーザが別の第２同期再生グループに参加させる操作を行った場合に
、既存のグループに参加する同期再生デバイスの中から新たなコントロールデバイスとな
る同期再生デバイスを選択する。新たにコントロールデバイスとして選択された同期再生
デバイスは、第１同期再生グループに参加する同期再生デバイスの情報を更新し、更新処
理が完了した旨を離脱するコントロールデバイスに対応する同期再生デバイスに通知する
。また、新たにコントロールデバイスとして選択された同期再生デバイスは、自身がコン
トロールデバイスとして動作を開始した旨を他の同期再生デバイスに周知させる処理を実
行する。これにより、コントロールデバイスのグループ間の移動に係る処理が適切に実施
されるとともに、ユーザの要望に対して柔軟にネットワーク構成を変更する同期再生シス
テムが構成できる。
【００２４】
　尚、本願に係わる発明は、複数の同期再生装置を接続して同期再生を行う同期再生シス
テムの形態として実施できるだけでなく、複数の同期再生装置を接続して同期再生を行う
同期再生方法の形態としても実施し得るものである。
【００２５】
　
【００２６】
　
【００２７】
　
【発明の効果】
【００２８】
　本願に開示される技術によれば、同期再生を行うネットワーク構成の変更に対して柔軟
に対応できる同期再生システム及び同期再生方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本実施例の音声同期再生システムを示す図である。
【図２】スマートフォンがマスターデバイスとなって同期再生グループを構築する処理動
作を説明するための図である。
【図３】オーディオ機器がマスターデバイスとなって同期再生グループを構築する処理動
作を説明するための図である。
【図４】複数の同期再生グループを構築する処理動作を説明するための図である。
【図５】既に同期再生グループに参加しているオーディオ機器（再生デバイス）が他の同
期再生グループに移動した後の状態を示す図である。
【図６】既に同期再生グループに参加しているオーディオ機器（コントロールデバイス）
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が他の同期再生グループに移動した後の状態を示す図である。
【図７】複数のオーディオ機器が同期して音楽データを再生する処理動作を説明するため
の図である。
【図８】同期再生中に新たなオーディオ機器が同期再生グループに参加した場合の処理動
作を説明するための図である。
【図９】（ａ）（ｂ）は、従来のホームネットワークにより接続されたオーディオ機器が
オーディオ配信サーバに格納された音楽データを再生する処理動作を説明するための図で
ある。
【図１０】従来の同一ネットワークに接続された複数のオーディオ機器による同期再生の
処理動作を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明を具体化した一実施例について添付図面を参照しながら説明する。
　図１は、本実施例の音声同期再生システム１０のネットワーク構成の一例を示している
。図１に示す音声同期再生システム１０（以下、単に「システム」という場合がある）は
、オーディオ配信サーバ１１と、複数のオーディオ機器１２がネットワーク２０に接続さ
れている。また、通信機器１３は、後述するように、オーディオ配信サーバ１１、オーデ
ィオ機器１２、スマートフォンＳＰ間のネットワーク２０による接続を制御する。ネット
ワーク２０は、例えば、１つの建物内の複数の部屋に設置されたオーディオ機器１２を相
互に接続するネットワークである。
【００３１】
　オーディオ配信サーバ１１は、例えば、ＮＡＳ（Network Attached Storage）などのネ
ットワークストレージであり、オーディオ機器１２が再生する音楽データが保存されてい
る。なお、オーディオ配信サーバ１１は、音楽データなどのコンテンツファイルの保存や
配信が可能であればよく、例えば、ネットワークストレージ以外にファイル共有が可能な
サーバでもよく、パーソナルコンピュータでもよい。また、オーディオ配信サーバ１１は
、音楽データ以外のコンテンツファイル、例えば、音楽以外の音声データ、映像、写真、
テキストなどを格納し配信する構成でもよい。また、音楽データのファイル形式は、例え
ば、ＭＰ３、ＷＡＶ、ＳｏｕｎｄＶＱ（登録商標）、ＷＭＡ（登録商標）、ＡＡＣ等であ
る。
【００３２】
　複数のオーディオ機器１２は、オーディオ配信サーバ１１から受信した音楽データを処
理して再生する機器であり、例えばスピーカやテレビ等が接続されたＡＶレシーバやＡＶ
アンプ、アンプが内蔵されるスピーカシステム、あるいはＣＤプレーヤー等である。シス
テム１０は、ネットワーク２０に接続された複数のオーディオ機器１２の同期をとってオ
ーディオ配信サーバ１１から受信した同一の音楽データをスピーカ等から再生する。
【００３３】
　通信機器１３は、ネットワークハブやルータ等であり、例えば、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標
）規格の無線ＬＡＮ（Local Area Network）によりオーディオ配信サーバ１１及びオーデ
ィオ機器１２を相互に接続する。通信機器１３は、オーディオ配信サーバ１１及びオーデ
ィオ機器１２と有線通信により接続される構成でもよい。また、通信機器１３は、ユーザ
Ｕが操作する携帯端末、例えばスマートフォンＳＰがネットワーク２０に接続するための
アクセスポイントとして機能する。システム１０は、ネットワーク２０がインターネット
などの外部ネットワークに接続されている。ネットワーク２０に接続される各種デバイス
（スマートフォンＳＰ、オーディオ配信サーバ１１、オーディオ機器１２及び通信機器１
３）は、新しい音楽データやシステムのアップデートのための更新データなどがインター
ネットを通じてダウンロード可能となっている。
【００３４】
　システム１０は、複数のオーディオ機器１２のうち、同じ音楽データを同期して再生す
る同期再生グループが構築される。システム１０は、同期再生グループを構築するにあた
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り、ネットワーク２０に接続される各種デバイスの各々に、再生デバイス、マスターデバ
イス、コントロールデバイスの３つの機能を割り当てる。なお、再生デバイス、マスター
デバイス、コントロールデバイスの３つの機能は、例えば、ネットワーク２０に接続され
る各種装置の処理回路で実行される処理モジュール（プログラム）として仮想化されてお
り、各機能を任意の装置に動的に割り当てて実行することが可能となっている。このため
、３つの機能は、１つの装置に対して割り当ててもよく、複数の装置に割り当ててもよい
。例えば、オーディオ機器１２は、３つの機能を実行する処理モジュールがメモリ等に記
憶されており、同期再生グループ内で割り当てられた機能に応じて必要な処理モジュール
を実行させる。再生デバイスは、音楽データを再生する機能を有するデバイスである。マ
スターデバイスは、ユーザＵからの操作を受け付け、同期再生グループを構築するデバイ
スである。また、マスターデバイスは、構築した同期再生グループに参加する再生デバイ
スの中からコントロールデバイスを選択する。コントロールデバイスは、同一の同期再生
グループに参加する再生デバイスによる音楽データの同期再生を制御するデバイスである
。
【００３５】
（ユーザＵがスマートフォンＳＰに対する操作を行う場合）
　次に、システム１０が同期再生グループを構築する処理動作の一例としてユーザＵがス
マートフォンＳＰを操作した場合について図２を用いて説明する。図２に示す例では、ス
マートフォンＳＰがマスターデバイスとなって同期再生グループを構築する場合である。
なお、以下の説明では、３つのオーディオ機器１２を区別するために、各オーディオ機器
１２をオーディオ機器３１，３２，３３と称して説明する。図２に示すステップＳ１（以
下、Ｓ１と略記し、他のステップについても同様とする）において、ユーザＵは、スマー
トフォンＳＰに対して同期再生グループの構築を開始する操作を行う。スマートフォンＳ
Ｐは、ユーザＵの操作に応じてマスターデバイスに対応する処理モジュールを実行し（Ｓ
２）、ネットワーク２０（図１参照）に接続される装置から再生デバイスの機能を有する
装置の検索を実行する（Ｓ３）。例えば、スマートフォンＳＰは、通信機器１３をアクセ
スポイントとし、ネットワーク２０のマルチキャストアドレスを使用してネットワーク２
０に接続される装置に対する問い合わせを実行する。あるいは、システム１０は、例えば
、予めネットワーク２０に接続されたオーディオ機器３１～３３と、各オーディオ機器３
１～３３のネットワークアドレスとを対応させたアドレスリストをオーディオ配信サーバ
１１が作成しておき、スマートフォンＳＰがオーディオ配信サーバ１１から取得したアド
レスリストに基づいて再生デバイスの検索を実行してもよい。
【００３６】
　スマートフォンＳＰから通知を受信したオーディオ機器３１～３３の再生デバイスは、
自身のネットワークアドレス、オーディオ機器の型番、接続中のスピーカの種類、設置場
所、システムのバーションなどの同期再生グループの構築に必要となる情報をスマートフ
ォンＳＰに送信する（Ｓ４）。スマートフォンＳＰは、オーディオ機器３１～３３から受
信した情報をディスプレイに表示する。ユーザＵは、スマートフォンＳＰの表示を確認し
、検出されたオーディオ機器３１～３３のうち、再生デバイスとして同期再生グループに
参加させたい装置を選択する操作を行う（Ｓ５）。一例として、オーディオ機器３１，３
２が再生デバイスとして選択されたものとする。
【００３７】
　次に、マスターデバイスであるスマートフォンＳＰは、ユーザＵにより選択されたオー
ディオ機器３１，３２の中からコントロールデバイスとして機能する装置を選択する（Ｓ
６）。スマートフォンＳＰは、例えば、設置場所やシステムのバーションに基づいてオー
ディオ機器３１，３２に優先度を設定し優先度が最も高いものをコントロールデバイスと
して選択する。一例として、オーディオ機器３１がコントロールデバイスとして選択され
たものとする。上記した処理により、スマートフォンＳＰが「マスターデバイス」、オー
ディオ機器３１が「コントロールデバイス」、オーディオ機器３１，３２が「再生デバイ
ス」として３つの機能がそれぞれの装置に割り当てられた同期再生グループＧ１が構築さ
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れる。システム１０は、このようにして構築された同期再生グループＧ１に参加するオー
ディオ機器３１，３２に接続されたスピーカから音楽データの同期再生を実行する。なお
、システム１０の同期再生の処理については後述する。
【００３８】
（オーディオ機器をマスターデバイスとした場合）
　次に、複数のオーディオ機器１２のうちの１台がマスターデバイスとして機能する場合
について図３を用いて説明する。図３に示すＳ１１において、ユーザＵは、例えばオーデ
ィオ機器３１に対して同期再生グループの構築を開始する操作を行う。オーディオ機器３
１に対する操作は、例えば、付属のリモートコントローラにより実施する。なお、オーデ
ィオ機器３１に対する操作は、他の方法、例えばオーディオ機器３１が備える操作ボタン
により実施してもよい。オーディオ機器３１は、ユーザＵの操作に応じてマスターデバイ
スに対応する処理モジュール実行し（Ｓ１２）、ネットワーク２０に接続された装置から
再生デバイスの機能を有する装置の検索を実行する（Ｓ１３）。オーディオ機器３１は、
ネットワーク２０に接続された装置に対する問い合わせを実行する。オーディオ機器３１
からの通知を受信したオーディオ機器３２，３３は、同期再生に必要な情報をオーディオ
機器３１に送信する（Ｓ１４）。オーディオ機器３１は、オーディオ機器３２，３３から
受信した情報を本体ＦＬ（蛍光表示管）に表示する。図３に示す場合には、マスターデバ
イスであるオーディオ機器３１も再生デバイスの機能を有するため、オーディオ機器３１
は本体ＦＬのリストに自身の装置名も表示する。ユーザＵは、オーディオ機器３１の表示
を確認し、オーディオ機器３１～３３の中から再生デバイスとして同期再生グループに参
加させるデバイスを選択する操作を行う（Ｓ１５）。一例として、オーディオ機器３１，
３２が再生デバイスとして選択されたものとする。オーディオ機器３１は、ユーザＵによ
り選択されたオーディオ機器３１，３２の中からコントロールデバイスとして機能する装
置を選択する（Ｓ１６）。一例として、オーディオ機器３１がコントロールデバイスとし
て選択されたものとする。上記した処理により、オーディオ機器３１が「マスターデバイ
ス」、「コントロールデバイス」及び「再生デバイス」の３つの機能が割り当てられた装
置となる。また、オーディオ機器３２が「再生デバイス」の機能が割り当てられた装置と
なる。そして、システム１０は、オーディオ機器３１，３２が同期再生を行う同期再生グ
ループＧ１が構築される。
【００３９】
　（複数の同期再生グループが構築される場合）
　次に、同一のネットワーク２０内に２つの同期再生グループが構築される場合について
図４を用いて説明する。図４に示すシステム１０は、ネットワーク２０に４つのオーディ
オ機器３１～３４と、オーディオ配信サーバ１１と、２つのスマートフォンＳＰ，ＳＰ２
が接続されている。まず、図４に示すＳ２１において、ユーザＵは、上記した図２に示す
処理手順に従ってスマートフォンＳＰをマスターデバイスとして機能させて２つのオーデ
ィオ機器３１，３２が参加する同期再生グループＧ１を構築する。次に、ユーザＵは、ス
マートフォンＳＰ２に対して同期再生グループの構築を開始する操作を行う（Ｓ２２）。
このスマートフォンＳＰ２を操作するユーザＵは、他のスマートフォンＳＰを操作するユ
ーザＵとは別のユーザでもよい。例えば、ユーザＵは、スマートフォンＳＰを操作して１
つのパーティ会場に設置されたオーディオ機器３１，３２の同期再生グループＧ１の構築
を行う。また、別のユーザＵは、スマートフォンＳＰ２を操作して別のパーティ会場に設
置されたオーディオ機器３３，３４の同期再生グループＧ２の構築を行う。なお、システ
ム１０は、１台のスマートフォンＳＰに対する操作で、２つの同期再生グループＧ１，Ｇ
２が構築される構成でもよい。
【００４０】
　スマートフォンＳＰ２は、ユーザＵの操作に応じてマスターデバイスに対応する処理モ
ジュールを実行し（Ｓ２３）、ネットワーク２０に接続される装置から再生デバイスの機
能を有する装置の検索を実行する（Ｓ２４）。従って、スマートフォンＳＰ２は、スマー
トフォンＳＰとは別の同期再生グループＧ２を構築するマスターデバイスとして機能する
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。スマートフォンＳＰ２は、例えば、ネットワーク２０に接続されたすべての装置に対す
る問い合わせを実行する。スマートフォンＳＰ２からの通知を受信したオーディオ機器３
１～３４は、同期再生グループの構築に必要となる情報をスマートフォンＳＰ２に送信す
る（Ｓ２５）。Ｓ２５において、既に同期再生グループＧ１に参加しているオーディオ機
器３１，３２は、自身が参加している同期再生グループＧ１の情報（例えば、グループＩ
Ｄ）をスマートフォンＳＰ２に通知する。スマートフォンＳＰ２は、オーディオ機器３１
～３４から受信した情報をディスプレイに表示する。この場合、スマートフォンＳＰ２は
、オーディオ機器３１，３２が既に同期再生グループＧ１に参加している旨を表示するこ
とが好ましい。ユーザＵは、スマートフォンＳＰ２の表示を確認し、オーディオ機器３１
～３４の中から再生デバイスとして同期再生グループＧ２に参加させるデバイスを選択す
る操作を行う（Ｓ２６）。一例として、オーディオ機器３３，３４が再生デバイスとして
選択されたものとする。スマートフォンＳＰ２は、ユーザＵにより選択されたオーディオ
機器３３，３４の中から例えばオーディオ機器３３をコントロールデバイスとして選択す
る（Ｓ２７）。上記した処理により、スマートフォンＳＰ２が「マスターデバイス」、オ
ーディオ機器３３が「コントロールデバイス」及び「再生デバイス」、オーディオ機器３
４が「再生デバイス」とし、各装置に機能が割り当てられた同期再生グループＧ２が構築
される。
【００４１】
　（既に同期再生グループに参加しているオーディオ機器が選択された場合）
　上記した図４のＳ２６において、ユーザＵは、スマートフォンＳＰ２の表示から既に同
期再生グループＧ１に参加しているオーディオ機器３１，３２を選択することも可能であ
る。この場合、システム１０は、選択されたオーディオ機器３１，３２を、同期再生グル
ープＧ１から離脱させ新たな同期再生グループＧ２に参加させる処理を行う。例えば、図
４に示すＳ２６において、ユーザＵは、同期再生グループＧ２に参加させる再生デバイス
としてオーディオ機器３３，３４の他に、同期再生グループＧ１に参加しているオーディ
オ機器３２（再生デバイス）を選択する。なお、Ｓ２６において、オーディオ機器３１（
コントロールデバイス）が選択された場合については後述する。スマートフォンＳＰ２は
、例えばオーディオ機器３３をコントロールデバイスとして選択する（Ｓ２７）。一方で
、オーディオ機器３２の再生デバイスは、同期再生グループＧ１から離脱するために、同
期再生グループＧ１のコントロールデバイスであるオーディオ機器３１に対しグループを
離脱する旨の通知を行う（Ｓ２８）。オーディオ機器３１は、例えば、同期再生グループ
Ｇ１に参加するオーディオ機器の情報を更新し、更新処理が完了した旨をオーディオ機器
３２に通知する。オーディオ機器３２は、オーディオ機器３１から更新処理が完了した旨
を受信すると、新たに参加する同期再生グループＧ２のコントロールデバイスであるオー
ディオ機器３３に対しグループに参加できる状態となったことを通知する。オーディオ機
器３３は、オーディオ機器３２からの通知を受けて同期再生グループＧ２に参加するオー
ディオ機器の情報を更新し、更新処理が完了した旨をオーディオ機器３２に通知する。上
記した処理により、システム１０は、図５に示す２つの同期再生グループＧ１，Ｇ２が構
築される。同期再生グループＧ１は、スマートフォンＳＰが「マスターデバイス」、オー
ディオ機器３１が「コントロールデバイス」及び「再生デバイス」として機能が割り当て
られる。また、同期再生グループＧ２は、スマートフォンＳＰ２が「マスターデバイス」
、オーディオ機器３３が「コントロールデバイス」及び「再生デバイス」、オーディオ機
器３２，３４が「再生デバイス」として機能が割り当てられる。なお、オーディオ機器３
１は、同期再生グループＧ１に参加する再生デバイスが１つとなった場合には、例えば、
その旨をスマートフォンＳＰ（マスターデバイス）に通知し、コントロールデバイスに対
応する処理モジュールを停止してもよい。
【００４２】
　（既に同期再生グループに参加しているコントロールデバイスが選択された場合）
　上記した図４のＳ２６において、ユーザＵは、既に同期再生グループＧ１に参加してい
るオーディオ機器３１，３２のうち、コントロールデバイスであるオーディオ機器３１を
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選択することも可能である。この場合、システム１０は、選択されたオーディオ機器３１
を同期再生グループＧ１から離脱させ新たな同期再生グループＧ２に参加させるとともに
、同期再生グループＧ１におけるコントロールデバイスとしての権限を委譲する処理を行
う。例えば、図４に示すＳ２６において、ユーザＵは、同期再生グループＧ２に参加させ
る再生デバイスとしてオーディオ機器３３，３４の他にオーディオ機器３１を選択する。
スマートフォンＳＰ２は、例えばオーディオ機器３３をコントロールデバイスとして選択
する（Ｓ２７）。一方で、オーディオ機器３１は、コントロールデバイスとして機能して
いるため、同一のグループに参加しているオーディオ機器３２に対してコントロールデバ
イスとして機能させる処理を行う（Ｓ２９）。なお、オーディオ機器３１は、同期再生グ
ループＧ１に参加する他のオーディオ機器（再生デバイス）が複数ある場合には、例えば
、各オーディオ機器のシステムのバーションなどに基づいて優先度を設定し優先度が最も
高いものをコントロールデバイスとして選択する。オーディオ機器３１は、例えば、グル
ープを離脱する旨の情報と合わせて、同期再生グループＧ１に参加する装置のリスト（オ
ーディオ機器やスマートフォン）などの情報をオーディオ機器３２に通知する。オーディ
オ機器３２は、コントロールデバイスに対応する処理モジュールを起動させ、同期再生グ
ループＧ１に参加する装置のリストからオーディオ機器３１を削除する。オーディオ機器
３２は、リストの更新処理が完了した旨を離脱するオーディオ機器３１に通知する。オー
ディオ機器３１は、オーディオ機器３２から通知を受信すると、同期再生グループＧ２へ
参加する処理を行う。また、オーディオ機器３２は、同期再生グループＧ１に参加する他
の装置に対しコントロールデバイスとして動作を開始した旨を通知する。なお、オーディ
オ機器３１の同期再生グループＧ１から同期再生グループＧ２へグループを移動する処理
については図５における場合と同様の処理であるため、説明を省略する。上記した処理に
より、システム１０は、図６に示す２つの同期再生グループＧ１，Ｇ２が構築される。同
期再生グループＧ１は、スマートフォンＳＰが「マスターデバイス」、オーディオ機器３
２が「コントロールデバイス」及び「再生デバイス」として機能が割り当てられる。また
、同期再生グループＧ２は、スマートフォンＳＰ２が「マスターデバイス」、オーディオ
機器３３が「コントロールデバイス」及び「再生デバイス」、オーディオ機器３１，３４
が「再生デバイス」として機能が割り当てられる。
【００４３】
（音楽データの同期再生処理）
　次に、複数のオーディオ機器が同期して音楽データを再生する処理について図７を用い
て説明する。以下の説明では、上記した同期再生グループの構築により、図７に示すスマ
ートフォンＳＰ、オーディオ機器３１～３３が同一のグループに参加している場合につい
て説明する。図７に示す例では、スマートフォンＳＰが「マスターデバイス」、オーディ
オ機器３１が「コントロールデバイス」及び「再生デバイス」、オーディオ機器３２，３
３が「再生デバイス」として機能が割り当てられているものとする。まず、コントロール
デバイスであるオーディオ機器３１は、同期再生グループが構築されると、同期再生のタ
イミングを合わせるために使用する時刻情報を再生デバイスである他のオーディオ機器３
２，３３に通知する（Ｓ３１）。オーディオ機器３２，３３は、通知された時刻情報を基
準として再度オーディオ機器３１から通知される音楽データの再生時間を判定する。また
、オーディオ機器３２，３３は、同期再生に必要な情報をオーディオ機器３１に通知する
（Ｓ３２）。この同期再生に必要な情報は、例えば、オーディオ機器３１から音楽データ
の再生の指示を受けてからオーディオ配信サーバ１１から音楽データを取得する処理を開
始するまでに必要となるオーディオ機器３２，３３の処理上の遅延時間である。
【００４４】
　ユーザＵからスマートフォンＳＰに対して再生を開始する操作が行われる（Ｓ３３）。
スマートフォンＳＰには、例えば、ネットワーク２０に接続される複数のオーディオ配信
サーバ１１に格納している音楽データを問い合わせて作成したリストが表示されている（
Ｓ３４）。ユーザＵは、スマートフォンＳＰの表示から再生したい音楽データを選択する
。スマートフォンＳＰは、ユーザＵに選択された音楽データが格納されたオーディオ配信
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サーバ１１及び取得すべき音楽データのファイル名などをオーディオ機器３１に通知する
（Ｓ３５）。オーディオ機器３１は、スマートフォンＳＰから受信した再生すべき音楽デ
ータの格納情報と、再生を開始する時刻を他のオーディオ機器３２，３３に通知する（Ｓ
３８）。オーディオ機器３２，３３は、指定されたオーディオ配信サーバ１１から音楽デ
ータの取得しデコード処理を行う。この際に、オーディオ機器３２，３３は、オーディオ
機器３１から通知された再生時刻と、Ｓ３１で予め通知された時刻情報とに基づいてタイ
ミングを調整し音楽データの再生を開始する（Ｓ３９）。なお、オーディオ機器３１は、
例えば、１曲目の再生が完了するタイミングに合わせて次の曲の音楽データの格納場所と
再生タイミングをオーディオ機器３２，３３に通知する。オーディオ機器３２，３３は、
通知された情報に基づいて次の曲の再生を開始する。このようにして、システム１０は、
ユーザＵが選択した音楽データをオーディオ機器３１～３３により同期した再生を行う。
【００４５】
（同期再生中に新たな再生デバイスが同期再生グループに参加する場合）
　次に、同期再生中に新たな再生デバイスが参加した場合について図８を用いて説明する
。以下の説明では、図８に示す同期再生グループＧ１にスマートフォンＳＰ（マスターデ
バイス）、オーディオ機器３１（コントロールデバイス，再生デバイス）、オーディオ機
器３２（再生デバイス）が参加しており同期再生が実施されているものとする。また、同
一のネットワーク２０（図１参照）に接続されるオーディオ機器３３は、電源がＯＦＦ状
態であるとする。例えば、オーディオ機器３３は、電源がＯＦＦされる前には同期再生グ
ループＧ１に参加していたものとする。
【００４６】
　この場合に、図８のＳ４１において、ユーザＵがオーディオ機器３３の電源を入れ、電
源ＯＦＦ前に参加していた同期再生グループＧ１への参加を設定する。オーディオ機器３
３は、同期再生グループＧ１のコントロールデバイスであるオーディオ機器３１に対しグ
ループへの参加に対する問い合わせを行う（Ｓ４２）。なお、オーディオ機器３３がコン
トロールデバイスを決定する方法は、電源ＯＦＦ前に参加していたグループの情報に基づ
いて決定してもよく、ネットワーク２０上の装置に対しブロードキャストによる問い合わ
せをしてその結果を本体ＦＬに表示してユーザＵに選択させてもよい。オーディオ機器３
１は、同期再生グループＧ１に参加するオーディオ機器の情報を更新し、更新処理が完了
した旨をオーディオ機器３３に通知する（Ｓ４３）。なお、オーディオ機器３１は、Ｓ４
３において同期再生のタイミングを合わせる処理（時刻情報の通知や同期再生に必要な情
報の通知（図７のＳ３１，Ｓ３２に対応する処理））を実施してもよい。そして、オーデ
ィオ機器３１は、例えば、次の曲の再生を開始するタイミングで、オーディオ機器３２に
加えてオーディオ機器３３にも再生開始の通知を行う。これにより、システム１０は、新
たに同期再生グループＧ１に参加したオーディオ機器３３の同期再生が開始される。
【００４７】
　以上、上記した実施例によれば、以下の効果を奏する。
＜効果１＞本実施例の音声同期再生システム１０では、マスターデバイス、コントロール
デバイス、再生デバイスのそれぞれの機能がネットワーク２０に接続された各装置に割り
当てられている。図２に示す例では、マスターデバイスとなるスマートフォンＳＰは、ユ
ーザＵの操作に基づいて同期再生グループＧ１の構築を行う。スマートフォンＳＰは、ネ
ットワーク２０に接続される複数のオーディオ機器３１～３３の中からユーザＵが指定し
たオーディオ機器３１，３２を同期再生グループＧ１に参加させる設定を行う。また、ス
マートフォンＳＰは、参加させる設定をしたオーディオ機器３１，３２の中からオーディ
オ機器３１をコントロールデバイスとして設定する。コントロールデバイスとして設定さ
れたオーディオ機器３１は、同期再生グループＧ１に参加するオーディオ機器３２との同
期再生を制御する。このような構成では、ユーザＵがマスターデバイス（スマートフォン
ＳＰ）に対し同期再生グループＧ１に参加させるオーディオ機器３１，３２を選択するこ
とによって、スマートフォンＳＰが同期再生グループＧ１内のオーディオ機器３１，３２
の中からコントロールデバイスとして動作する装置を自動的に設定する。従って、システ
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ム１０は、同期再生に必要となる機能がネットワーク２０に接続される装置に動的に割り
当てられることによって、ネットワーク構成の変更に対して柔軟に対応できる同期再生シ
ステムとなっている。
【００４８】
＜効果２＞また、図２に示す例では、スマートフォンＳＰは、ユーザＵが同期再生グルー
プＧ１を構築する操作に応じてネットワーク２０に接続される複数の装置から再生デバイ
スの機能を有するオーディオ機器３１～３３を検索する（Ｓ３）。オーディオ機器３１～
３３は、スマートフォンＳＰからの問い合わせに応じて、自身のネットワークアドレスな
ど同期再生グループＧ１の構築に必要となる情報をスマートフォンＳＰに応答する（Ｓ４
）。このような構成では、スマートフォンＳＰが、ネットワーク２０に接続された装置の
中に再生デバイスとして同期再生グループＧ１に参加可能な装置を検索し表示等すること
によって、ユーザＵが同期再生グループＧ１に参加させたいオーディオ機器３１～３３（
同期再生デバイス）を容易に選択することが可能となる。
【００４９】
＜効果３＞図４及び図５に示す例では、既に同期再生グループＧ１に参加しているオーデ
ィオ機器３２（同期再生デバイス）を、別の同期再生グループＧ２に参加させる操作がユ
ーザＵによりなされた場合を示している。オーディオ機器３２は、ユーザＵが新たな同期
再生グループＧ２へ参加させる操作をすると、参加中の同期再生グループＧ１のコントロ
ールデバイスであるオーディオ機器３１に対しグループを離脱する旨の通知を行う（Ｓ２
８）。オーディオ機器３１は、同期再生グループＧ１に参加するオーディオ機器の情報を
更新し、更新処理が完了した旨をオーディオ機器３２に通知する。オーディオ機器３２は
、オーディオ機器３１から更新処理が完了した旨を受信すると、新たに参加する同期再生
グループＧ２のコントロールデバイスであるオーディオ機器３３に対しグループに参加で
きる状態となったことを通知する。これにより、システム１０は、同期再生デバイスであ
るオーディオ機器３２のグループ間の移動に係る処理を適切に実施するとともに、ユーザ
Ｕの要望に対して柔軟にネットワーク構成を変更することが可能となる。
【００５０】
＜効果４＞図４及び図６に示す例では、既に同期再生グループＧ１に参加しているオーデ
ィオ機器３１（コントロールデバイス及び同期再生デバイス）を、別の同期再生グループ
Ｇ２に参加させる操作がユーザＵによりなされた場合を示している。オーディオ機器３１
は、ユーザＵが新たな同期再生グループＧ２へ参加させる操作をすると、同期再生グルー
プＧ１に参加するオーディオ機器３２を、新たなコントロールデバイスとして設定する（
Ｓ２９）。新たにコントロールデバイスとして設定されたオーディオ機器３２は、コント
ロールデバイスに対応する処理モジュールを起動させ、同期再生グループＧ１に参加する
装置のリストからオーディオ機器３１を削除する。オーディオ機器３２は、リストの更新
処理が完了した旨を離脱するオーディオ機器３１に通知する。また、オーディオ機器３２
は、同期再生グループＧ１に参加する装置に対しコントロールデバイスとして動作を開始
した旨を通知する。これにより、システム１０は、コントロールデバイスであるオーディ
オ機器３１のグループ間の移動に係る処理を適切に実施するとともに、ユーザＵの要望に
対して柔軟にネットワーク構成を変更することが可能となる。
【００５１】
　なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲
内での種々の改良、変更が可能であることは言うまでもない。
　例えば、オーディオ機器１２は、マスターデバイス、コントロールデバイス、再生デバ
イスの全てを備える必要はなく、いずれか１つのデバイスを備える構成でもよい。
　また、上記実施例の同期再生グループＧ１，Ｇ２には、コントロールデバイスを備えな
いオーディオ機器１２が参加してもよい。この場合、コントロールデバイスを備えないオ
ーディオ機器１２は、再生デバイスを動作させる。
　また、本願における同期再生システムは、マスターデバイスが必ずしも必要ではない。
例えば、音声同期再生システム１０は、同期再生を行う際、コントロールデバイが動作す
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るオーディオ機器１２のメモリ等に構築する同期再生グループに参加させる同期再生デバ
イスの情報が予め設定されていれば、マスターデバイスによる設定は不要となる。
【００５２】
　また、同期再生の対象となるコンテンツファイルは、音楽データに限らず、動画、静止
画像やテキスト等、あるいはこれらの組み合わせでもよい。
　また、同期再生グループＧ１，Ｇ２は、同一ネットワーク上に３つ以上のグループが構
成されてもよい。
　ユーザＵが操作する携帯端末は、スマートフォンＳＰに限らず、タブレット型端末やノ
ート型ＰＣ、ＰＤＡ（Personal Data Assistants：携帯情報端末）等の携帯可能な他の装
置でもよい。
【００５３】
　ちなみに、音声同期再生システム１０は、同期再生システムの一例である。同期再生グ
ループＧ１は、第１同期再生グループの一例である。同期再生グループＧ２は、第２同期
再生グループの一例である。
【符号の説明】
【００５４】
１０　音声同期再生システム、１１　オーディオ配信サーバ、３１～３３　オーディオ機
器、ＳＰ　スマートフォン、Ｕ　ユーザ。

【図１】 【図２】
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              Ｈ０４Ｌ１２／００－１２／２６
              　　　　１２／５０－１２／９５５
              Ｈ０４Ｎ７／１０
              　　　　７／１４－７／１７３
              　　　　７／２０－７／５６
              　　　　２１／００－２１／８５８
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