
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　他の無線オーディオ機器との間でデータを転送する無線オーディオ機器であって、
　前記他のオーディオ機器との間に該他のオーディオ機器用の無線チャンネルを設定する
無線チャンネル設定部と、
　無線リソースの空き状況を検出する検出部と、
　前記検出部の検出結果に応じて前記無線チャンネルの帯域を設定する帯域設定部と、
　前記帯域設定部により帯域が設定された前記無線チャンネルを介して前記他の無線オー
ディオ機器との間で前記データを転送する転送部と
　を具備することを特徴とする無線オーディオ機器。
【請求項２】
　請求項 に記載の無線オーディオ機器において、
　前記検出部の検出結果に応じて前記データを間引く圧縮部を具備し、
　前記転送部は前記帯域設定部により帯域が設定された前記無線チャンネルを介して前記
他の無線オーディオ機器との間で前記圧縮部により間引かれた前記データを転送する
　ことを特徴とする無線オーディオ機器。
【請求項３】
　請求項１ に記載の無線オーディオ機器において、
　前記他の無線オーディオの追加を検出する監視部を具備し、
　前記無線チャンネル設定部は前記監視部による前記他の無線オーディオの追加の検出時
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に該他のオーディオ機器との間に該他のオーディオ機器用の無線チャンネルを設定する
　ことを特徴とする無線オーディオ機器。
【請求項４】
　請求項１ に記載の無線オーディオ機器において、
　前記他のオーディオ機器との間で転送される前記データを切り換える切り換え部を具備
し、
　前記転送部は前記帯域設定部により帯域が設定された前記無線チャンネルを介して前記
他のオーディオ装置との間で前記変更部により切り換えられた前記データを転送する
　ことを特徴とする無線オーディオ機器。
【請求項５】
　請求項１乃至 のいずれかに記載の無線オーディオ機器において、
　二次電池を具備する
　ことを特徴とする無線オーディオ機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、他の無線オーディオ機器との間でデータを転送する無線オーディオ機器に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
コンポーネントタイプのオーディオシステムにおける各種音源を備えたオーディオ本体と
スピーカとの接続方式としては有線接続が一般的である。また、コンポーネントタイプの
オーディオシステムのリモートコントローラとしては、赤外線を用いて信号を送信するタ
イプのものが一般的である。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
本体とスピーカを有線接続するオーディオシステムにおいては、スピーカの設置時や配置
変更時、構成変更時などに、本体とスピーカとの間の配線を考慮する必要がある。
【０００４】
より具体的に説明するために、ここでは、オーディオチャンネル数が２ｃｈのステレオ再
生環境から、オーディオチャンネル数が６ｃｈ（５．１ｃｈ）のサラウンド再生環境へ移
行する場合について検討する。この場合、４つのスピーカが追加されるため、本体とスピ
ーカ間の配線数は６本となる。しかも、サラウンド効果を十分に得るためには各スピーカ
を分散配置する必要があることから、設置空間内に多数の線が張り巡らされることになる
。通常、このような配線は美観を考慮して目立たないように隠されるが、スピーカや本体
の移設時には再配線する必要があることから、隠し方にも配慮が必要となる。
【０００５】
このように、従来のオーディオシステムでは、その配置時や配置変更時に使用者にかかる
負担が大きく、かつシステムを構成する機器の配置の自由度が低いという問題がある。な
お、ＦＭ波を用いてオーディオ信号を送信するようにすれば上記問題を回避できるが、Ｆ
Ｍ変調時のオーディオ信号の劣化や、受信状況によるオーディオ信号の意図せぬ品質劣化
などの問題があり、現実的な解とはなり得ない。
【０００６】
また、アンプを内蔵したリモートコントロール可能なスピーカをサラウンドスピーカとし
て使用する場合、使用者は、例えば、当該スピーカ用のリモートコントローラを当該スピ
ーカに向けて操作することで当該スピーカを遠隔制御して音量を調節し、本体用のリモー
トコントローラを本体に向けて操作することで本体を遠隔制御してオーディオデータの再
生を開始することになる。すなわち、使用者に繁雑な操作が要求されるという問題がある
。
【０００７】
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本発明は上述した事情に鑑みて為されたものであり、高い配置自由度を有し、配置に関連
して使用者にかかる負担を低減することができる実用的な無線オーディオ機器を提供する
ことを目的としている。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　 請求項 に記載の無線オーディオ機器は、他の無線オ
ーディオ機器との間でデータを転送する無線オーディオ機器であって、前記他のオーディ
オ機器との間に該他のオーディオ機器用の無線チャンネルを設定する無線チャンネル設定
部と、無線リソースの空き状況を検出する検出部と、前記検出部の検出結果に応じて前記
無線チャンネルの帯域を設定する帯域設定部と、前記帯域設定部により帯域が設定された
前記無線チャンネルを介して前記他の無線オーディオ機器との間で前記データを転送する
転送部とを具備することを特徴としている。さらに、この構成において、前記検出部の検
出結果に応じて前記データを間引く圧縮部を設け、前記転送部が、前記帯域設定部により
帯域が設定された前記無線チャンネルを介して前記他の無線オーディオ機器との間で前記
圧縮部により間引かれた前記データを転送するようにしてもよい（請求項 ）。
【００１０】
　さらに、上記各構成において、前記他の無線オーディオの追加を検出する監視部を設け
、前記無線チャンネル設定部が、前記監視部による前記他の無線オーディオの追加の検出
時に該他のオーディオ機器との間に該他のオーディオ機器用の無線チャンネルを設定する
ようにしてもよいし（請求項 ）、前記他のオーディオ機器との間で転送される前記デー
タを切り換える切り換え部を設け、前記転送部が、前記帯域設定部により帯域が設定され
た前記無線チャンネルを介して前記他のオーディオ装置との間で前記変更部により切り換
えられた前記データを転送するようにしてもよい（請求項 ）。
　また、上記各構成において、二次電池を有するようにしてもよい（請求項 ）。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
Ａ：全体構成
図１は本発明の一実施形態に係る無線コンポ（無線オーディオコンポーネントシステム）
１１を用いたオーディオシステム１０の全体構成を示す図であり、この図において、１２
はインターネット、１３はインターネットに接続可能な携帯型のＰＣ（パーソナルコンピ
ュータ）である。
【００１２】
無線コンポ１１において、２０は本体ユニット、３０はスピーカユニットであり、両者は
連携してオーディオ再生を行う。また、４０はリモコン（リモートコントローラ）であり
、本体ユニット２０とスピーカユニット３０を遠隔操作する機能と、携帯電話機の機能と
、移動通信網経由でインターネットに接続する機能を備えている。
【００１３】
本体ユニット２０において、２１は後述する各種オーディオ記録媒体が挿入されるメディ
アスロットである。なお、オーディオ記録媒体の種別毎にスロットを設けるのではなく、
一つのスロットに各種オーディオ記録媒体を挿入可能としたのは、どのようなオーディオ
記録媒体であっても唯一のメディアスロット２１に挿入すれば良いようにし、使用者の使
い勝手を良くするためである。また、スピーカユニット３０において、３１は正面に設け
られた液晶タッチパネル、３２は両側面に設けられた放音部である。なお、スピーカユニ
ット３０に２つの放音部３２を設けたのは、移設の容易性や省スペース性を確保するため
である。
【００１４】
図２はスピーカユニット３０の外観を示す図である。この図において、３３は収納可能な
電源ケーブルであり、例えばコードリール式の電源ケーブルである。３４は電源ケーブル
３３を収納するための収納部である。なお、図示を略すが、スピーカユニット３０は２次
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電池を内蔵しており、一時的な配置変更時などに２次電池を用いた駆動を可能としている
。このような工夫により、美観や取り扱いの容易性が確保される。
【００１５】
上記ＰＣ１３、本体ユニット２０、スピーカユニット３０及びリモコン４０は２．４ＧＨ
ｚ帯の無線ＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）を構成している。各ユニットの論理的
な接続関係は図３に示す通りである。
図３に示すように、当該無線ＬＡＮは３つの単位ネットワークから構成されている。なお
、ここでは、同一の物理チャンネルを使用するネットワークを単位ネットワークと称する
。単位ネットワークＮ１は本体ユニット２０及びスピーカユニット３０の２つのノードを
ユーザチャンネルＣＨ１１によりポイント・トゥ・ポイント接続して構成されており、当
該単位ネットワークにおいて本体ユニット２０はマスターノード、スピーカユニット３０
はスレーブノードとして機能する。なお、マスターノードは無線チャンネルの制御や管理
を集中して行うノードであり、スレーブノードはマスターノードの管理下におかれるノー
ドである。なお、実際には、単位ネットワークＮ１内のマスターノードと各スレーブノー
ドは制御チャンネルＣＣＨ１を介して通信可能であるが、制御チャンネルはユーザチャン
ネルを設定するためのチャンネルであり、デジタルオーディオストリーム等の実データは
ユーザチャンネル経由で送受されることから、ここでは図示を省略している。
【００１６】
また、単位ネットワークＮ２はリモコン４０に本体ユニット２０及びスピーカユニット３
０をポイント・トゥ・マルチポイント接続して構成されており、当該単位ネットワークに
おいてリモコン４０はマスターノード、本体ユニット２０及びスピーカユニット３０はそ
れぞれスレーブノードとして機能する。このように、単位ネットワークＮ１でマスターノ
ードとして機能する本体ユニット２０は単位ネットワークＮ２ではスレーブノードとして
機能する。また、スピーカユニット３０は単位ネットワークＮ１におけるスレーブノード
であると同時に単位ネットワークＮ２におけるスレーブノードでもある。なお、実際には
、単位ネットワークＮ２内のマスターノードと各スレーブノードとは制御チャンネルＣＣ
Ｈ２を介して通信可能である。
【００１７】
さらに、単位ネットワークＮ３はＰＣ１３に本体ユニット２０及びスピーカユニット３０
をポイント・トゥ・マルチポイント接続して構成されており、当該単位ネットワークにお
いて、ＰＣ１３はマスターノード、本体ユニット２０及びスピーカユニット３０はそれぞ
れスレーブノードとして機能する。なお、実際には、単位ネットワークＮ３内のマスター
ノードと各スレーブノードとは制御チャンネルＣＣＨ３を介して通信可能である。
図３から明らかなように、スレーブノードはマスターノードとのみ通信可能であり、スレ
ーブノード間の直接的な通信は不可能である。
【００１８】
Ｂ：要部の構成
図４はオーディオシステム１０を構成する要部の構成を示すブロック図である。この図に
は仮想無線バス５０が図示されているが、これは仮想無線バス５０が実際に存在すること
を意味するものではなく、当該仮想無線バス５０に接続されているノードが無線チャンネ
ル経由で他のノードと通信可能であることを意味している。
【００１９】
ＰＣ１３において、１３１は各部を制御する制御部であり、例えば、ＲＯＭ（ Read Only 
Memory）に格納されたプログラムをＣＰＵ（中央処理装置）が実行することにより上記制
御を行う（図示略）。１３２は制御部のワークメモリとして使用されるＲＡＭ（ Random A
ccess Memory）、１３３は制御部から渡されたデータを格納するＨＤＤ（ハードディスク
）、１３４は仮想無線バス５０を介して他のノードと通信するための無線ユニットであり
、制御部１３１からのデータを他のノードへ送信するとともに、他のノードからのデータ
を受信し、制御部１３１へ供給する。
【００２０】
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１３５は内部バスであり、上記各部は当該内部バス１３５を介して通信する。また、図示
を略すがＰＣ１３はインターネット１２に接続するための有線接続インタフェースと、制
御部１３１へ使用者の指示を入力するための操作部とを備えており、制御部１３１は当該
指示に基づいて作動する。なお、制御部１３１が各部と連携して作動することで実現され
るＰＣ１３の機能（無線チャンネル設定部、帯域設定部、転送部、及び監視部の機能）に
ついては後述する。
【００２１】
本体ユニット２０において、２２はＭＤ（ミニディスク）を再生してデジタルオーディオ
ストリームを出力するＭＤプレーヤ、２３はＣＤ（コンパクトディスク）を再生してデジ
タルオーディオストリームを出力するＣＤプレーヤ、２４はＤＶＤ（ Digital Versatile 
Disc）オーディオ（ DVD-Audio）を再生してデジタルオーディオストリームを出力するＤ
ＶＤプレーヤ、２５は内部に格納されたフラッシュメモリ等の半導体に対してデジタルオ
ーディオストリームの書き込み／読み出しを行う半導体録再部であり、読み出したデジタ
ルオーディオストリームを出力する。
【００２２】
２６は各部２２～２５から出力されるデジタルオーディオストリームを復調する復調器で
あり、各部２２～２６は内部バス２７により接続されている。また、復調器２６は復調後
のデジタルオーディオストリームから所定の形式のデジタルオーディオストリームを生成
し、生成されたデジタルオーディオストリームを圧縮符号化して出力する。なお、所定の
形式のデジタルオーディオストリームは、曲番や先頭からの経過時間情報、楽曲のタイト
ル等の書誌情報を格納するフィールドを備えている。
【００２３】
２８は仮想無線バス５０を介して他のノードと通信するための無線ユニット、２９は各部
を制御する制御部であり、図示を略すが、プログラムや図５に示すストリームバインド一
覧テーブルＴ４、図６に示す重み付けテーブルＴ５等が格納されたＲＯＭと、当該プログ
ラムを実行するＣＰＵと、図７に示すストリームバインドテーブルＴ３等を格納したフラ
ッシュメモリと、図８に示すノードバインドテーブルＴ１や図９に示すスピーカユニット
テーブルＴ２を格納するＲＡＭとを内蔵している。なお、上記フラッシュメモリ及びＲＡ
ＭはＣＰＵに読み書きされるものである。
【００２４】
上記無線ユニット２８は、復調器２６から出力されたデジタルオーディオストリーム及び
制御部２９からのデータを他のノードへ送信するとともに、他のノードからのデータを受
信し、半導体録再部２５及び制御部２９へ供給する。ただし、無線ユニット２８から半導
体録再部２５へのデータ供給は無線ユニット２９により制御される。なお、上記制御部２
９と各部が連携して作動することで実現される本体ユニット２０の機能（無線チャンネル
設定部、帯域設定部、転送部、検出部、圧縮部、切り換え部、及び監視部の機能）につい
ては後述する。
【００２５】
スピーカユニット３０において、３５は仮想無線バス５０を介して他のノードと通信する
ための無線ユニット、３６は無線ユニット３５により受信されたデジタルオーディオスト
リームをアナログ信号へ変換して出力するＤＡＣ（デジタル／アナログ変換器）、３７は
ＤＡＣ３６の出力信号を後述の制御部３９内に設定された音量値に応じた増幅度で増幅し
て出力するアンプ、３８はアンプ３７の出力信号に応じて発音するスピーカである。
【００２６】
なお、スピーカユニット３０は２つのスピーカ３８を備えており、ＤＡＣ３６はデジタル
オーディオストリームを一方のスピーカ３８用の成分（以後、一方成分）と他方のスピー
カ３８用の成分（以後、他方成分）とに分離し、両成分をそれぞれアナログ信号に変換し
て出力する。また、アンプ３７は一方成分用の入力端および出力端と他方成分用の入力端
および出力端とを備えており、ＤＡＣ３６から出力された２系統のアナログ信号をそれぞ
れ増幅して対応するスピーカ３８へ供給する。
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【００２７】
制御部３９は前述の制御部２９と同一のハードウェア構成を有する。ただし、ＲＯＭに格
納されたデータ、フラッシュメモリに格納されたデータ、及びＲＡＭに格納されるデータ
は制御部２９と異なる。例えば、制御部３９のフラッシュメモリには、アンプ３７の増幅
度を規定する音量値や液晶タッチパネル３１等を用いて提供されるユーザインタフェース
を実現するためのデータ等が格納されている。
【００２８】
前述の無線ユニット３５は他のノードからのデータを受信し、受信したデータをＤＡＣ３
６及び制御部３９へ供給するとともに、制御部３９からのデータを他のノードへ送信する
。なお、無線ユニット３５からＤＡＣ３６へのデータ供給は制御部３９により制御される
。なお、上記制御部３９と各部が連携して作動することで実現されるスピーカユニット３
０の機能（無線チャンネル設定部、帯域設定部、及び転送部の機能）については後述する
。
【００２９】
なお、リモコン４０は、仮想無線バス５０を介して他のノードと通信するための無線ユニ
ットと、移動通信網を介してインターネット１２への接続や音声通話を実現するための無
線部、操作部、スピーカ、マイク、ＲＯＭ、ＣＰＵ、フラッシュメモリ、ＲＡＭ等とを備
えている（図示略）。これらの構成要素は本体ユニット２０及びスピーカユニット３０を
遠隔制御するためにも使用される。なお、上記ＣＰＵが各部と連携して作動することで実
現されるリモコン４０の機能（無線チャンネル設定部、帯域設定部、転送部、検出部、及
び監視部の機能）については後述する。
【００３０】
Ｃ：機能
各マスターノード（ＰＣ１３、本体ユニット２０、リモコン４０）は、対応する単位ネッ
トワークの制御チャンネルを用いて探索パケットを定期的に送出し、当該探索パケットに
対する応答パケットを監視することで各単位ネットワーク内のスレーブノードを探索する
機能と、各単位ネットワーク内のスレーブノードに対してユーザチャンネルを設定し、こ
の設定情報を制御チャンネルを介して当該スレーブノードへ通知する機能と、前回のユー
ザチャンネルの設定時から存在するスレーブノードに対するユーザチャンネルを変更しな
い機能とを有する。
【００３１】
また、各スレーブノード（本体ユニット２０、スピーカユニット３０）は、対応する単位
ネットワークの制御チャンネルを用いてマスターノードから送信された探索パケットを受
信する機能と、自ノードを一意に特定可能なノード識別情報（例えば製造番号）と自ノー
ドの種類を示すノード種別情報を含む応答パケットを当該探索パケットの受信時に返送す
る機能と、当該制御チャンネルを用いて通知された情報に基づいてユーザチャンネルを設
定する機能とを有する。
【００３２】
また、本体ユニット２０は、ユーザチャンネルの設定時に制御部２９内のノードバインド
テーブルＴ１に、スピーカユニット３０のノード識別情報およびノード種別情報と当該ユ
ーザチャンネルを示すユーザチャンネル情報とを対応付けて格納する機能と、当該ノード
種別情報がスピーカを示す情報（例えば“ SPK”）の場合には、当該ノード識別情報のス
レーブノードが何番目に検出されたスピーカであるかを示すスピーカ検出順をノードバイ
ンドテーブルＴ１に基づいて特定し、このスピーカ検出順と当該ユーザチャンネル情報と
を対応付けてスピーカユニットテーブルＴ２に格納する機能と、ノードバインドテーブル
Ｔ１、ストリームバインドテーブルＴ３、及びストリームバインド一覧テーブルＴ４に基
づいて、ノード種別情報がスピーカを示すスレーブノードに割り当てられたユーザチャン
ネルに割り当てるストリームバインド情報を特定し、この情報をスピーカユニットテーブ
ルＴ２内の対応するレコードに格納する機能と、スピーカユニットテーブルＴ２に基づい
て、ストリームバインド情報を対応するユーザチャンネルへ送信する機能とを備えている
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。
【００３３】
また、スピーカユニット３０は自ユニットに割り当てられたユーザチャンネル経由で送信
されてきたデータを受信し、当該データに応じた情報を液晶タッチパネル３１に表示させ
る機能を有する。
【００３４】
また、操作部を有するマスターノード（ＰＣ１３、リモコン４０）は、操作部の操作に応
じた指示を対応する単位ネットワーク内のスレーブノードへユーザチャンネル経由で同報
送信する機能を有する。なお、ＰＣ１３は自機内に格納されたデジタルオーディオデータ
を本体ユニット２０へ、ユーザインタフェースを実現するためのデータをスピーカユニッ
ト３０へ送信する機能を備えており、リモコン４０は自機内に格納されたデジタルオーデ
ィオデータを操作部の操作に応じて本体ユニット２０へ送信する機能を備えている。
【００３５】
また、各スレーブノード（本体ユニット２０、スピーカユニット３０）は、対応するマス
ターノードからユーザチャンネル経由で送信されてきた指示を受信し、この指示が実現可
能な指示であれば当該指示に応じた処理を行う機能を有する。
【００３６】
本体ユニット２０が実現可能な指示としては、ＭＤの再生指示、ＣＤの再生指示、ＤＶＤ
の再生指示、半導体録再部２５に対する再生指示、ノードバインドテーブルＴ１に格納さ
れたノードを用いて実現可能な再生指示、ストリームバインドの切り換え指示、デジタル
オーディオデータの格納指示などがあり、ストリームバインドの切り換え指示を受信する
と、本体ユニット２０はスピーカユニットテーブルＴ２を参照し、ストリームバインドテ
ーブルＴ３の該当するストリームバインド種別情報を巡回的に変更する。また、デジタル
オーディオデータの格納指示を受信すると、本体ユニット２０は当該指示に後続するデジ
タルオーディオデータを受信し、これを半導体録再部２５内の半導体に書き込む。なお、
本体ユニット２０は、ノードバインドテーブルＴ１に格納されていないノードを用いて実
現可能な再生指示を受信すると、本体ユニット２０は、当該再生指示の実現に必要なノー
ドが単位ネットワークＮ１内に存在しない旨のデータをスピーカユニット３０へ送信する
。
【００３７】
また、スピーカユニット３０が実現可能な指示としては、各種再生指示、音量増減指示や
ユーザインタフェースの更新指示などがあり、音量増減指示を受信すると、スピーカユニ
ット３０は制御部３９に設定された音量値を当該指示の内容に応じて更新する。また、ユ
ーザインタフェースの更新指示を受信すると、スピーカユニット３０は、当該指示に後続
するデータを受信し、このデータがユーザインタフェースを実現するためのデータとして
適切か否かを判定し、適切な場合にのみ、現在のユーザインタフェースを実現するための
データに上書きする。
【００３８】
また、本体ユニット２０は、復調後のデジタルオーディオストリームから各オーディオチ
ャンネル成分を抽出するとともに、無線リソースの空き状況（例えば「多」／「少」）を
調べ、上記空き状況と重み付けテーブルＴ５とに基づいて各成分を間引く機能を有する。
例えば、無線リソースが「多」であれば全てのオーディオチャンネル成分は間引かれず、
無線リソースが「小」であれば予め設定されたオーディオチャンネル成分が予め設定され
た帯域比となるように間引かれる。なお、本体ユニット２０は、スレーブノードから送信
されてきたデジタルオーディオストリームを受信して伸長復号化し、復号化後のストリー
ムを上記復調後のデジタルオーディオストリームとして取り扱う機能をも有する。
【００３９】
さらに、本体ユニット２０は、間引き処理後の各オーディオチャンネル成分をストリーム
バインドテーブルＴ２に基づいて合成して所定の形式のデジタルオーディオストリームを
生成し、当該ストリームを圧縮符号化し、圧縮符号化されたストリームを、ストリームバ

10

20

30

40

50

(7) JP 3890856 B2 2007.3.7



インドテーブルＴ２にて当該ストリームに対応付けられたユーザチャンネル経由で送信す
る機能を有する。例えば、図９に示す例では、Ｌ（ Left）オーディオチャンネル成分とＲ
（ Right）オーディオチャンネル成分とを合成・圧縮符号化して得られたストリームはユ
ーザチャンネルＣＨ１１経由で送信される。
【００４０】
また、スピーカユニット３０は、本体ユニット２０から送信されてきたデジタルオーディ
オストリームを受信すると、当該ストリームを伸長復号化し、復号後のストリーム内の書
誌情報に応じた情報を液晶タッチパネル３１に表示させるとともに、復号後のストリーム
から当該書誌情報を取り除いて得られるストリームを一方成分と他方成分に分離する機能
を有する。なお、当該ストリーム中に含まれるオーディオチャンネル成分が単数の場合に
は、一方成分と他方成分は同一の成分となる。
【００４１】
Ｄ：動作
まず、インターネット１２を除くオーディオシステム１０の構成要素の電源投入によって
、ユーザチャンネルの設定が行われる。この設定動作について図１０及び図１１を参照し
て説明する。ただし、ここでは、スピーカユニット３０、本体ユニット２０、リモコン４
０及びＰＣ１３は通信可能圏に在圏し、スピーカユニット３０、本体ユニット２０、リモ
コン４０、ＰＣ１３の順に電源が投入されるものとする。なお、図１０はマスターノード
のユーザチャンネル設定動作を示すフローチャート、図１１はスレーブノードのユーザチ
ャンネル設定動作を示すフローチャートである。
【００４２】
（１）ユーザチャンネルの設定動作
単位ネットワークＮ１においては、本体ユニット２０の図示せぬ電源が投入されると、本
体ユニット２０の無線ユニット２８は制御チャンネルＣＣＨ１を介して探索パケットを送
出することで、通信可能なスレーブノードを単位ネットワークＮ１内で探索する（ステッ
プＳＡ１，ＳＢ１）。ここではスピーカユニット３０の電源が既に投入されていることか
ら、スピーカユニット３０からは探索パケットに対応した応答パケットが返送され、スレ
ーブノードとしてスピーカユニット３０が検出される（ステップＳＢ２，ＳＡ２）。スピ
ーカユニット３０が検出されると、スピーカユニット３０との間でユーザチャンネルの設
定処理が行われ、以後、本体ユニット２０とスピーカユニット３０は制御チャンネルＣＣ
Ｈ１及びユーザチャンネルＣＨ１１を介して通信可能となる（ステップＳＡ３，ＳＢ３）
。
【００４３】
上記設定処理においては、本体ユニット２０の制御部２９内のノードバインドテーブルＴ
１にスピーカユニット３０のノード識別情報およびノード種別情報（ここではスピーカを
示す情報）とユーザチャンネルＣＨ１１を示すユーザチャンネル情報とが対応付けて格納
されるとともに、スピーカユニットテーブルＴ２に単位ネットワークＮ１内のスピーカユ
ニット３０として１番目に検出されたことを示すスピーカ検出順とユーザチャンネルＣＨ
１１を示すユーザチャンネル情報とが対応付けて格納される。
【００４４】
また、制御部２９ではストリームバインドテーブルＴ３からスピーカユニット３０の数に
応じたストリームバインド種別情報（ここでは１）が取得され、この情報とスピーカユニ
ット３０の数（ここでは１）とスピーカ検出順とに基づいてストリームバインド一覧テー
ブルＴ４からストリームバインド情報（ここではＬ＋Ｒ）が読み出され、スピーカユニッ
トテーブルＴ２内の対応するレコードに格納されるとともに、ユーザチャンネルＣＨ１１
を介してスピーカユニット３０へ送信される。
【００４５】
一方、スピーカユニット３０では本体ユニット２０から送信されてきたストリームバイン
ド情報に応じた情報が液晶タッチパネル３１に表示される。これにより、使用者はスピー
カユニット３０にバインドされたストリームの種別を知ることができる。
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【００４６】
単位ネットワークＮ２，Ｎ３においても図１０のステップＳＡ１～ＳＡ３の処理および図
１１に示す処理が行われる。ただし、上記各テーブルに関連した処理は単位ネットワーク
Ｎ１においてのみ行われる。この結果、リモコン４０と本体ユニット２０との間で制御チ
ャンネルＣＣＨ１及びユーザチャンネルＣＨ２１を介した通信が、リモコン４０とスピー
カユニット３０との間で制御チャンネルＣＣＨ１及びユーザチャンネルＣＨ２２を介した
通信が、ＰＣ１３と本体ユニット２０との間で制御チャンネルＣＣＨ１及びユーザチャン
ネルＣＨ３１を介した通信が、リモコン４０とスピーカユニット３０との間で制御チャン
ネルＣＣＨ１及びユーザチャンネルＣＨ３２を介した通信が可能となる。
このような動作の結果、各ノードの接続関係は図３に示す関係となる。
【００４７】
（２）ユーザチャンネルの再設定動作
ここで、スピーカユニット３０の電源が他の機器の電源に遅れて投入された場合のユーザ
チャンネルの再設定動作について説明する。この場合、スピーカユニット３０の電源が投
入される前に本体ユニット２０によるユーザチャンネルの設定が行われており、各ノード
の接続関係は図１２に示す関係となっている。
【００４８】
単位ネットワークＮ１においては、本体ユニット２０の無線ユニット２８は制御チャンネ
ルＣＣＨ１を用いて探索パケットを送出することで単位ネットワークＮ１を定期的に監視
している（ステップＳＡ４，ＳＡ５）。この状況下でスピーカユニット３０の電源が投入
されると、本体ユニット２０からの探索パケットに対応してスピーカユニット３０から応
答パケットが返信されてくる（ステップＳＢ１，ＳＢ２）。この応答パケットをもって無
線ユニット２８はスピーカユニット３０をスレーブノードとして検出する。このスピーカ
ユニット３０はノードバインドテーブルＴ１に未登録であることから、無線ユニット２８
は単位ネットワークＮ１内でノードの追加があったと判断され（ステップＳＡ５）、当該
ノードについて、ステップＳＡ１及びＳＢ３と同様の処理が行われる（ステップＳＡ６，
ＳＢ３）。以後、処理は単位ネットワークＮ１の監視処理に戻る。
【００４９】
単位ネットワークＮ２，Ｎ３においても図１０のステップＳＡ４～ＳＡ６の処理および図
１１に示す処理が行われる。ただし、上記各テーブルに関連した処理は単位ネットワーク
Ｎ１においてのみ行われる。このような動作の結果、各ノードの接続関係は図３に示す関
係となる。
【００５０】
なお、ここで、スピーカユニット３０の電源が切断されると、無線ユニット２８において
スピーカユニット３０からの応答パケットを受信できないことから、スピーカユニット３
０の削除が検出される（ステップＳＡ５）。スピーカユニット３０の削除が検出されると
、スピーカユニット３０との間に設定されたユーザチャンネルＣＨ１１が解放されるとと
もに、スピーカユニット３０に関する情報がノードバインドテーブルＴ１及びスピーカユ
ニットテーブルＴ２から削除される（ステップＳＡ６）。以後、処理は単位ネットワーク
Ｎ１の監視処理に戻る。単位ネットワークＮ２，Ｎ３においても、上記各テーブルに関連
した処理を除いた上記処理と同様の処理が行われ、各ノードの接続関係は図１２に示す関
係となる。
【００５１】
（３）再生動作
図３に示す接続関係が実現されている状況下で使用者がＣＤを本体ユニット２０のメディ
アスロット２１へ挿入し、リモコン４０を操作してＣＤの再生指示を入力すると、当該指
示がユーザチャンネルＣＨ２１及びＣＨ２２を介してリモコン４０から本体ユニット２０
及びスピーカユニット３０へ送信される。この指示が本体ユニット２０の無線ユニット２
８に受信されると、制御部２９は当該指示に従った再生設定を行う。ここでは、当該指示
はＣＤの再生指示であることから、特別な設定は行われない（ステップＳＣ１～ＳＣ３）
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。
【００５２】
上記再生設定が完了すると、ＣＤプレーヤ２３がＣＤを再生し、ＣＤプレーヤ２３から出
力されたデジタルオーディオストリームが復調器２６において復調される。復調器２６で
は、復調後のデジタルオーディオストリームとユーザチャンネルＣＨ１１に対して設定さ
れたストリームバインド情報（ここではＬ＋Ｒ）とに基づいて所定の形式のデジタルオー
ディオストリームが生成される。このストリームは圧縮符号化されて無線ユニット２８に
供給され、ユーザチャンネルＣＨ１１を介してスピーカユニット３０へ送信される。
【００５３】
一方、ＣＤの再生指示がスピーカユニット３０の無線ユニット３５に受信されると、当該
指示に従った制御部３９により液晶タッチパネル３１が制御される。この結果、液晶タッ
チパネル３１には音源がＣＤであることを示す情報が表示される。この状況下で、本体ユ
ニット２０からのデジタルオーディオストリームが無線ユニット３５に受信されると、こ
のデータはＤＡＣ３６にて伸長復号化される。さらに、伸長復号化されたデジタルオーデ
ィオストリーム内の書誌情報が制御部２９により抽出され、当該書誌情報に応じた情報が
液晶タッチパネル３１に表示される。また、上記書誌情報が取り除かれたデジタルオーデ
ィオストリームはＤＡＣ３６において一方成分と他方成分に分離された後にアナログ信号
に変換される。
【００５４】
これら２系統のアナログ信号はそれぞれアンプ３７にて制御部３９内に設定された音量値
に応じた増幅度で増幅され、各々に対応したスピーカ３８へ供給される。これにより、一
方成分用のスピーカ３８からＬオーディオチャンネル成分の音が、他方成分用のスピーカ
３８からＲオーディオチャンネル成分の音が出力される。
なお、ＭＤや半導体からの再生については、音源が異なる点を除けば上述のＣＤからの再
生動作と同様の動作となるため、その説明を省略する。
【００５５】
ＤＶＤからの再生については音源が異なる点を除いても上述のＣＤからの再生動作と異な
る点がある。ＤＶＤからの再生では、制御部２９は無線ユニット２８を制御して無線リソ
ースの空き状況（例えば「少」）を調べ、復調後のＬ、Ｒ、ＬＳ（ Left Surround）、Ｒ
Ｓ（ Right Surround）、Ｃ（ Center）、ＬＦＥ（ Low Frequency Effects）の計６つのオ
ーディオチャンネル成分からなるストリームに対して、当該空き情報と重み付けテーブル
Ｔ５に従った間引き処理を行い、スピーカユニットテーブルＴ２においてユーザチャンネ
ルＣＨ１１に対して設定されたストリームバインド情報（ここではＬ＋Ｒ）に応じた所定
の形式のストリームを間引き処理後のストリームから生成するように復調器２６を制御す
る（ステップＳＣ４，ＳＣ５）。
【００５６】
また、本体ユニット２０外のユニットを音源とする再生時には、制御部２９はノードバイ
ンドテーブルＴ１に当該ユニットが含まれているか否かを調べる（ステップＳＣ１）。こ
こでは本体ユニット２０以外に音源を有するユニットは単位ネットワークＮ１に存在しな
いことから、制御部２９は無線ユニット２８を制御し、スピーカユニット３０に対して、
再生に必要なユニットが見つからない旨のデータを送信する（ステップＳＣ７）。これに
より、スピーカユニット３０の液晶タッチパネル３１には、再生に必要なユニットが見つ
からない旨の情報が表示される。
【００５７】
（４）音量調節動作
次に、再生音量を調節する動作について説明する。図３に示す接続関係が実現されている
状況下で使用者がリモコン４０を操作して音量の増減指示を入力すると、当該指示が単位
ネットワークＮ２内の全スレーブノードへ送信される。ただし、本体ユニット２０は音量
調節機能を持たないため、無線ユニット２８が当該指示を受信しても、制御部２９は何も
しない。よって、本体ユニット２０においては何も行われない。
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【００５８】
音量の増減指示がスピーカユニット３０の無線ユニット３５に受信されると、当該指示に
従った制御部３９が音量値を当該指示に応じて増減する。また、液晶タッチパネル３１に
は新しい音量値を示す情報が表示される。以後、スピーカ３８から出力される音が音量値
に応じた大きさとなる。
【００５９】
また、再生音量調節はスピーカユニット３０を直接的に操作することでも可能である。図
１に示すように、スピーカユニット３０は操作のためのユーザインタフェースを提供して
いることから、これを操作することでスピーカユニット３０の再生音量を制御することが
できる。つまり、ユーザが液晶タッチパネル３１に表示された再生音量調節用の操作子に
直接的に触れることで、制御部３９に設定された音量値が増減されるとともに、液晶タッ
チパネル３１に新しい音量値を示す情報が表示される。
【００６０】
（５）新規ユニット追加時のユーザチャンネルの設定動作
次に、無線コンポ１１へ無線コンポ１１に含まれていない新規ユニットを追加する際のユ
ーザチャンネルの設定動作について説明する。ただし、ここでは、既に図３に示す接続関
係が実現されているものとする。また、追加対象のユニットはＤＡＢ（デジタルオーディ
オ放送）の受信機能を有するＤＡＢチューナユニット６０であるものとする。
【００６１】
図１４はＤＡＢチューナユニット６０追加時のオーディオシステム１０を構成する要部の
構成を示すブロック図であり、この図において図４と共通する部分には同一の符号が付さ
れている。この図に示すＤＡＢチューナユニット６０において、６１はＤＡＢを受信し、
受信したデジタルオーディオストリームを出力するＤＡＢチューナ、６２はＤＡＢチュー
ナ６１から出力されたデジタルオーディオストリームを復調する復調器であり、ＤＡＢチ
ューナ６１及び復調器６２は内部バス６３により接続されている。６４は仮想無線バス５
０を介して他のノードと通信するための無線ユニットであり、復調器６２は復調後のデジ
タルオーディオストリームを圧縮符号化して無線ユニット６４へ供給する。６５は各部を
制御する制御部である。
【００６２】
単位ネットワークＮ１においては、本体ユニット２０の無線ユニット２８がＤＡＢチュー
ナユニット６０をスレーブノードとして検出し、無線ユニット６４との間にユーザチャン
ネルＣＨ１２を設定する（図１０のステップＳＡ１～ＳＡ３、図１１のステップＳＢ１～
ＳＢ３）。この際、制御部２９により、ＤＡＢチューナユニット６０に関する情報がノー
ドバインドテーブルＴ１に追加される。また、単位ネットワークＮ２，Ｎ３においては、
リモコン４０及びＰＣ１３がＤＡＢチューナユニット６０をスレーブノードとして検出し
、無線ユニット６４との間にユーザチャンネルＣＨ２３及びユーザチャンネルＣＨ３３を
設定する（ステップＳＡ１～ＳＡ３，ＳＢ１～ＳＢ３）。
【００６３】
上述の動作の結果、各ノードの接続関係は図１５に示す関係となる。図１５はオーディオ
システム１０にＤＡＢチューナユニット６０を追加した後の各ノードの接続関係を示す概
念図であり、この図において図３と共通する部分には同一の符号が付されている。この図
から明らかなように、ＤＡＢチューナユニット６０は単位ネットワークＮ１～Ｎ３の各々
にスレーブノードとして追加される。
【００６４】
（６）新規ユニットの再生動作
使用者がリモコン４０を操作してＤＡＢの受信再生指示を入力すると、当該指示がリモコ
ン４０から本体ユニット２０、スピーカユニット３０及びＤＡＢチューナユニット６０へ
送信される。
【００６５】
ＤＡＢの受信再生指示がＤＡＢチューナユニット６０の無線ユニット６４に受信されると
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、当該指示に従った制御部６５によりＤＡＢチューナユニット６０内の各部が制御される
。この結果、当該指示に応じた番組がＤＡＢチューナ６１により受信され、この番組の内
容であるデジタルオーディオストリームがＤＡＢチューナ６１から出力される。ＤＡＢチ
ューナ６１から出力されたデジタルオーディオストリームは復調器６２において所定の形
式に復調された後に圧縮符号化されて無線ユニット６４に供給され、無線ユニット６４か
ら本体ユニット２０へ送信される。
【００６６】
また、ＤＡＢの受信再生指示が本体ユニット２０の無線ユニット２８に受信されると、制
御部２９は、ＤＡＢチューナユニット６０から送信されてきたデジタルオーディオストリ
ームを受信して伸長復号化し、その結果として得られるデジタルオーディオストリームと
ユーザチャンネルＣＨ１１に対して設定されたストリームバインド情報（ここではＬ＋Ｒ
）とに基づいて所定の形式のストリームを生成し、これを圧縮符号化してスピーカユニッ
ト３０へ送信するように復調器２６及び無線ユニット２８を制御する（図１３のステップ
ＳＣ６）。この結果、ＤＡＢチューナユニット６０から本体ユニット２０へ送信されてき
たデジタルオーディオストリームからスピーカユニット３０に応じたデジタルオーディオ
ストリームが生成され、このストリームがスピーカユニット３０へ送信される。
【００６７】
また、ＤＡＢの受信再生指示がスピーカユニット３０の無線ユニット３５に受信されると
、スピーカユニット３０の液晶タッチパネル３１に、音源がＤＡＢであることを示す情報
が表示される。この状況下で、本体ユニット２０からのデジタルオーディオストリームが
無線ユニット３５に受信されると、このデータがＤＡＣ３６にて伸長復号化され、伸長復
号化されたデジタルオーディオストリーム内の書誌情報が制御部３９により抽出され、当
該書誌情報に応じた情報が液晶タッチパネル３１に表示される。以降の動作はＣＤの再生
動作と同一であるため、その説明を省略する。
【００６８】
（７）スピーカユニット３０の追加によるＤＶＤ再生動作
図３に示す接続関係が実現されている状況下で新たにスピーカユニット３０が追加される
と、「（２）ユーザチャンネルの再設定動作」で述べた動作と同様の動作が行われる。た
だし、スピーカユニット３０が新たに追加されることで単位ネットワークＮ１におけるス
ピーカユニット３０の数が変わるため、ユーザチャンネルＣＨ１１に対応したストリーム
バインド情報も変わり得る。したがって、スピーカユニットテーブルＴ２が更新される。
具体的には、ユーザチャンネルＣＨ１１に対するストリームバインド情報はＬ＋Ｒ、ユー
ザチャンネルＣＨ１２に対するストリームバインド情報はＬＳ＋ＲＳとなり、これらの情
報が本体ユニット２０及び両スピーカユニット３０に反映される。
【００６９】
この結果、最初から存在するスピーカユニット３０の液晶タッチパネル３１には自ユニッ
トに割り当てられたストリームバインド情報がＬ＋Ｒであることが、後から追加されたス
ピーカユニット３０の液晶タッチパネル３１には自ユニットに割り当てられたストリーム
バインド情報がＬＳ＋ＲＳであることが表示される（図１０のステップＳＡ４～ＳＡ６，
図１１のステップＳＢ１～ＳＢ３）。この状況下で更にスピーカユニット３０を追加する
と、上述と同様の動作が繰り返し行われ、ユーザチャンネルＣＨ１４及が追加される。こ
こで、ユーザチャンネルＣＨ１１，ＣＨ１２，ＣＨ１３，ＣＨ１４に対するストリームバ
インド情報はそれぞれ、Ｌ＋Ｒ，ＬＳ＋ＲＳ，Ｃ，ＬＦＥとなる。
【００７０】
このような状況下でのＤＶＤ再生開始時には、制御部２９は、復調後のＬ、Ｒ、ＬＳ、Ｒ
Ｓ、Ｃ、ＬＦＥの計６つのオーディオチャンネル成分からなるストリームに対して、再生
開示時点の無線リソースの空き情報に応じた重み付けに従った間引き処理を行い、スピー
カユニットテーブルＴ２においてユーザチャンネルＣＨ１１，ＣＨ１２，ＣＨ１３，ＣＨ
１４に対してそれぞれ設定されたストリームバインド情報（ここではＬ＋Ｒ、ＬＳ＋ＲＳ
、Ｃ、ＬＦＥ）に応じた所定の形式の４つのデジタルオーディオストリームを間引き処理
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後のデジタルオーディオストリームから生成し、生成されたデジタルオーディオストリー
ムを、各々に対応するユーザチャンネルを介して送信するように復調器２６及び無線ユニ
ット２８を制御する（図１３のステップＳＣ４，ＳＣ５）。
【００７１】
この結果、最初から存在するスピーカユニット３０ではＬ及びＲオーディオチャンネル成
分に応じた音が、最初に追加されたスピーカユニット３０ではＬＳ及びＲＳオーディオチ
ャンネル成分に応じた音が、次に追加されたスピーカユニット３０ではＣオーディオチャ
ンネル成分に応じた音が、最後に追加されたスピーカユニット３０ではＬＦＥオーディオ
チャンネル成分に応じた音が出力される。
【００７２】
ここでスピーカユニット３０の追加を繰り返して計６個のスピーカユニット３０が単位ネ
ットワークＮ１内に存在する場合のストリーム転送イメージの一例を図１６に示す。この
図においては各矢印がユーザチャンネルに対応しており、矢印の太さは使用される無線リ
ソースの量（帯域）を示している。この図に示すように、Ｌ及びＲオーディオチャンネル
成分の転送には最も多くの無線リソースが、ＬＦＥオーディオチャンネル成分の転送には
最小の無線リソースが割り当てられる。なお、無線リソースの空き状況が少ない場合には
、ＬＳ、ＲＳ、Ｃ及びＬＦＥオーディオチャンネル成分の帯域比が小さくなることから、
これらのオーディオチャンネル成分に対応したユーザチャンネルの専有帯域はより狭くな
る。
【００７３】
（８）ストリームバインド変更動作
使用者の操作に応じてリモコン４０から本体ユニット２０へストリームバインド変更指示
が供給されると、本体ユニット２０の制御部２９は、現在のスピーカ３８の数に応じてス
トリームバインドテーブルＴ３に設定されたストリームバインド種別情報を巡回的に変更
するとともに、現在のスピーカ３８の数とストリームバインド種別情報とストリームバイ
ンド一覧テーブルＴ４とに基づいて、ノードバインドテーブルＴ１内のユーザチャンネル
情報で表される各ユーザチャンネルに対してスピーカユニットテーブルＴ２に設定された
ストリームバインド情報を変更し、この変更結果を対応するユーザチャンネル経由で送信
する。これにより、各スピーカ３８に割り当てられているストリームバインド情報が変更
される。
【００７４】
（９）ダウンロード動作
図３に示す接続関係が実現されている状況下で、使用者がＰＣ１３を操作してインターネ
ット１２から所望のデータをダウンロードし、このデータをスピーカユニット３０のユー
ザインタフェースを実現するためのデータとして設定する旨の指示を入力すると、当該指
示およびデータがスピーカユニット３０へ送信される。スピーカユニット３０では当該指
示およびデータを受信すると、制御部３９が当該データの正当性を判断し、正当であれば
当該データで旧データを上書きする。以後、スピーカユニット３０が提供するユーザイン
タフェースは新たなユーザインタフェースとなる。なお、正当でない場合には上記上書き
処理は行われない。また、本実施形態では液晶タッチパネル３１を採用しているため、表
示画面上の操作子の配置をも変更するようなユーザインタフェースの変更を行うことも可
能である。
【００７５】
また、使用者がＰＣ１３を操作してインターネット１２から所望のデータをダウンロード
し、このデータをデジタルオーディオデータとして本体ユニット２０に記録する旨の指示
を入力すると、当該指示およびデータが本体ユニット２０へ送信される。本体ユニット２
０では当該指示およびデータを受信すると、制御部２９が当該データの正当性を判断し、
正当であれば当該データを半導体録再部２５に格納する。なお、リモコン４０はインター
ネット１２からデジタルオーディオデータをダウンロードする機能を備えていることから
、デジタルオーディオデータのダウンロードについてはＰＣ１３に代えてリモコン４０を
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用いることも可能である。
【００７６】
Ｅ：補足
なお、本実施形態では本体ユニット２０の操作をリモコン４０を用いて行う例を示したが
、本体ユニット２０に操作子を設け、リモコン４０を用いずとも本体ユニット２０を操作
できるようにしてもよいことは言うまでもない。また、本実施形態では本体ユニット２０
によるデジタルオーディオストリームの録再機能を限定して説明したが、これに限定され
るものではない。例えば、ＤＡＢチューナユニット６０からのデジタルオーディオストリ
ームを本体ユニット２０にてＭＤに記録できるようにしてもよい。
【００７７】
さらに、本実施形態では、本体ユニット２０とスピーカユニット３０との間で一つのユー
ザチャンネルを設定し、これを例えばＬオーディオチャンネルとＲオーディオチャンネル
で共用したが、２つのユーザチャンネルを設定し、一方をＬオーディオチャンネル用、他
方をＲオーディオチャンネル用としてもよいし、一方をＬオーディオチャンネル成分とＲ
オーディオチャンネル成分との和用、他方を差用としてもよい。
【００７８】
また、本実施形態では、ＤＡＢチューナユニット６０から送信されたデジタルオーディオ
ストリームを本体ユニット２０がスピーカユニット３０へ中継するようにしたが、ＤＡＢ
チューナユニット６０をマスターノード、スピーカユニット３０をスレーブノードとした
単位ネットワークを新設し、ＤＡＢチューナユニット６０からスピーカユニット３０へ直
接的にデジタルオーディオストリームを送信できるようにしてもよい。
【００７９】
さらに、本実施形態では、スピーカユニット３０のユーザインタフェースや本体ユニット
２０に記録されるデジタルオーディオデータをダウンロードする例を示したが、これに限
らず、例えば、オーディオシステム１０全体の各種プログラム（制御プログラムや通信プ
ログラム等）をダウンロードし更新できるようにしてもよい。
【００８０】
なお、本発明は様々な態様を包含するものであり、上述した実施形態に限定されるもので
はない。例えば、本発明に適用される無線ＬＡＮの方式はマスター／スレーブ方式に限定
されないし、２．４ＧＨｚ帯を使用しなくてもよい。また、携帯電話機能を備えていない
リモコンであってもよいし、リモコンが携帯電話機以外の付加機能を備えていてもよい。
さらに、実施形態において圧縮符号化するようにしたのは現状の家庭内無線ネットワーク
の帯域が狭いためであり、充分に広い帯域を確保できるのであれば、圧縮符号化は不要で
ある。
【００８１】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、他の無線オーディオ機器毎に適切な帯域の無線チ
ャンネルを設定できるため、実用的な無線オーディオ機器を提供することができる。
また他の無線オーディオ機器との接続は無線チャンネル経由であることから、機器の配置
の自由度の向上、配置に関連して使用者に係る負担の低減、および美観の向上を達成する
ことができる。
さらに、無線リソースの空き状況に応じて無線チャンネルの帯域やデータの密度を変化さ
せるようにすれば、より実用的なオーディオ機器を提供することができる。
また、他の無線オーディオの追加に応じて自動的に無線チャンネルを設定するようにすれ
ば、使用者に係る負担をより一層、低減することができる。
また、他のオーディオ機器に転送するデータを切り換え可能とすることにより、より自由
度の高いオーディオ環境を提供することができる。
さらに、二次電池を使用すれば電源も無線となることから、より自由度が高く、かつ美観
に優れたオーディオ環境を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】　本発明の一実施形態に係る無線コンポ１１を用いたオーディオシステム１０の
全体構成を示す図である。
【図２】　無線コンポ１１を構成するスピーカユニット３０の外観を示す図である。
【図３】　オーディオシステム１０における論理的な接続関係の一例を示す概念図である
。
【図４】　オーディオシステム１０を構成する要部の構成を示すブロック図である。
【図５】　無線コンポ１１の本体ユニット２０に格納されたストリームバインド一覧テー
ブルＴ４のデータ構造を示す概念図である。
【図６】　本体ユニット２０に格納された重み付けテーブルＴ５のデータ構造を示す概念
図である。
【図７】　本体ユニット２０に格納されたストリームバインドテーブルＴ３のデータ構造
を示す概念図である。
【図８】　本体ユニット２０に格納されたノードバインドテーブルＴ１のデータ構造を示
す概念図である。
【図９】　本体ユニット２０に格納されたスピーカユニットテーブルＴ２のデータ構造を
示す概念図である。
【図１０】　オーディオシステム１０におけるマスターノードのユーザチャンネル設定動
作を示すフローチャートである。
【図１１】　オーディオシステム１０におけるスレーブノードのユーザチャンネル設定動
作を示すフローチャートである。
【図１２】　オーディオシステム１０における論理的な接続関係の一例を示す概念図であ
る。
【図１３】　本体ユニット２０における再生設定動作を示すフローチャートである。
【図１４】　ＤＡＢチューナユニット６０追加時のオーディオシステム１０を構成する要
部の構成を示すブロック図である。
【図１５】　オーディオシステム１０における論理的な接続関係の一例を示す概念図であ
る。
【図１６】　６個のスピーカユニット３０が単位ネットワークＮ１内に存在する場合のス
トリーム転送イメージの一例を示す概念図である。
【符号の説明】
１０……オーディオシステム、１１……無線コンポ、１２……インターネット、１３……
ＰＣ、２０……本体ユニット、３０……スピーカユニット、４０……リモコン、５０……
仮想無線バス、６０……ＤＡＢチューナユニット、２１……メディアスロット、２２……
ＭＤプレーヤ、２３……ＣＤプレーヤ、２４……ＤＶＤプレーヤ、２５……半導体録再部
、２６，６２……復調器、２７，６３……内部バス、２８，３５，６４……無線ユニット
、２９，３９，６５……制御部、３１……液晶タッチパネル、３２……放音部、３３……
電源ケーブル、３４……収納部、３６……ＤＡＣ、３７……アンプ、３８……スピーカ、
６１……ＤＡＢチューナ、ＣＨ１１～ＣＨ１５，ＣＨ２１～ＣＨ２３，ＣＨ３１～ＣＨ３
３……ユーザチャンネル、ＣＣＨ１～ＣＣＨ３……制御チャンネル。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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