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(57)【要約】
【課題】複数のオーディオ再生装置を結合し、夫々が保
持する音楽コンテンツを共有し、曲情報などを有効利用
する。
【解決手段】２台のポータブル・オーディオ再生装置を
接続するために、音声信号を流すオーディオ・ラインと
制御コードを送受信する双方向の制御ラインからなる接
続コネクタを備え、音楽データを保存する内蔵メモリ又
はメモリカードを挿入するためのメモリカードスロット
と、音楽データを復号再生するオーディオ再生手段と、
ユーザからの指示で接続相手を制御するために当該接続
コネクタの制御ラインを介して制御コマンドを送信した
り、接続相手からの制御コマンドを受信するコマンド送
受信手段と、接続コネクタのオーディオ・ラインの出力
方向をユーザの指示又は接続相手からの制御コマンドに
より変更するオーディオ入出力切替手段を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
２台のポータブル・オーディオ再生装置を接続するために、音声信号を流すオーディオ・
ラインと制御コードを送受信する双方向の制御ラインからなる接続コネクタを備え、
音楽データを保存する内蔵メモリ又はメモリカードを挿入するためのメモリカードスロッ
トと、
音楽データを復号再生するオーディオ再生手段と、
ユーザからの指示で接続相手を制御するために前記接続コネクタの制御ラインを介して制
御コマンドを送信し、接続相手からの制御コマンドを受信するコマンド送受信手段と、
前記接続コネクタのオーディオ・ラインの出力方向をユーザの指示又は接続相手からの制
御コマンドにより変更するオーディオ入出力切替手段と、
を備えることを特徴とするポータブル・オーディオ再生装置。
【請求項２】
前記接続コネクタを介して、オーディオ・ラインと制御ラインを結んだ２台のポータブル
・オーディオ再生装置において、
接続するポータブル・オーディオ再生装置全体の制御を行い、マスター装置とマスター装
置の指示に従うスレーブ装置とのいずれであるかを決定する制御手段を備えることを特徴
とする請求項１記載のポータブル・オーディオ再生装置。
【請求項３】
前記接続コネクタを介して、オーディオ・ラインと制御ラインを結んだ２台のポータブル
・オーディオ再生装置のマスター装置において、
ユーザからの指示を受付、又は前記接続コネクタを介して接続されているポータブル・オ
ーディオ再生装置からの制御コマンドを前記コマンド送受信手段を経由して受付、その指
示または制御コマンドを解析し、マスター装置及びスレーブ装置の制御を行うマスターモ
ードとして動作する制御手段を備えることを特徴とする請求項２記載のポータブル・オー
ディオ再生装置。
【請求項４】
前記接続コネクタを介して、オーディオ・ラインと制御ラインを結んだ２台のポータブル
・オーディオ再生装置のスレーブ装置において、
マスター装置からの制御コマンドを前記接続コネクタを介して前記コマンド送受信手段を
経由して受付解析し、スレーブ装置を制御する、又はユーザからの指示内容を制御コマン
ドとして作成し、コマンド送信手段を介してマスター装置へ送信を行うスレーブモードと
して動作する制御手段を備えることを特徴とする請求項２記載のポータブル・オーディオ
再生装置。
【請求項５】
前記接続コネクタを介して、オーディオ・ラインと制御ラインを結んだ２台のポータブル
・オーディオ再生装置のマスター装置において、
ユーザからマスター装置、スレーブ装置で同じ曲を再生する指示があり、マスター装置の
前記内蔵メモリ又は前記挿入されているメモリカードに保存されている曲を再生する場合
、
マスター装置は制御手段からの指示により、オーディオ出力をマスター装置のオーディオ
出力だけでなく、スレーブ装置に出力するために前記接続コネクタのオーディオ・ライン
にオーディオ出力するオーディオ入出力切替手段を備えることを特徴とする請求項２記載
のポータブル・オーディオ再生装置。
【請求項６】
前記接続コネクタを介して、オーディオ・ラインと制御ラインを結んだ２台のポータブル
・オーディオ再生装置のスレーブ装置において、
ユーザからマスター装置、スレーブ装置で同じ曲を再生する指示があり、マスター装置の
前記内蔵メモリ又は前記挿入されているメモリカードに保存されている曲を再生する場合
、
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スレーブ装置は制御手段からの指示により、前記接続コネクタのオーディオ・ラインから
のオーディオ入力を受け付け、オーディオ出力手段にオーディオ出力するオーディオ入出
力切替手段を備えることを特徴とする請求項２記載のポータブル・オーディオ再生装置。
【請求項７】
前記接続コネクタを介して、オーディオ・ラインと制御ラインを結んだ２台のポータブル
・オーディオ再生装置のマスター装置において、
ユーザからマスター装置、スレーブ装置で同じ曲を再生する指示があり、スレーブ装置の
前記内蔵メモリ又は前記挿入されているメモリカードに保存されている曲を再生する場合
、
マスター装置は制御手段からの指示により、前記接続コネクタのオーディオ・ラインから
のオーディオ入力を受け付け、オーディオ出力手段へオーディオ出力するオーディオ入出
力切替手段を備えることを特徴とする請求項２記載のポータブル・オーディオ再生装置。
【請求項８】
前記接続コネクタを介して、オーディオ・ラインと制御ラインを結んだ２台のポータブル
・オーディオ再生装置のスレーブ装置において、
ユーザからマスター装置、スレーブ装置で同じ曲を再生する指示があり、スレーブ装置の
前記内蔵メモリ又は前記挿入されているメモリカードに保存されている曲を再生する場合
、
スレーブ装置は制御手段からの指示により、オーディオ出力をスレーブ装置のオーディオ
出力だけでなく、マスター装置に出力するために前記接続コネクタのオーディオ・ライン
にオーディオ出力するオーディオ入出力切替手段を備えることを特徴とする請求項２記載
のポータブル・オーディオ再生装置。
【請求項９】
前記接続コネクタを介して、オーディオ・ラインと制御ラインを結んだ２台のポータブル
・オーディオ再生装置において、
一方のポータブル・オーディオ再生装置が自装置の前記内蔵メモリ又は前記挿入されてい
るメモリカードに保存されている曲を再生している際に、接続相手の装置から指定の曲の
再生指示があった場合、指定の曲を再生し、そのオーディオ出力を接続相手の装置に出力
する第２のオーディオ再生手段を備えることを特徴とする請求項２記載のポータブル・オ
ーディオ再生装置。
【請求項１０】
前記接続コネクタを介して、オーディオ・ラインと制御ラインを結んだ２台のポータブル
・オーディオ再生装置において、
互いの接続相手の装置の前記内蔵メモリ又は前記挿入されているメモリカードに保存され
ている曲を再生する場合、
同時にオーディオの入出力を行うために前記接続コネクタに第２のオーディオ・ラインを
設け、自装置のオーディオ出力を相手装置に、相手装置からのオーディオ入力をオーディ
オ出力手段に出力先を切り替えるオーディオ入出力切替手段を備えることを特徴とする請
求項２記載のポータブル・オーディオ再生装置。
【請求項１１】
前記接続コネクタを介して、オーディオ・ラインと制御ラインを結んだ２台のポータブル
・オーディオ再生装置において、
自装置の前記内蔵メモリ又は前記挿入されているメモリカードに保存している曲で接続相
手に推薦したい曲をリストアップした推薦曲リストを相手装置と交換、保存する曲紹介処
理手段を備えることを特徴とする請求項１記載のポータブル・オーディオ再生装置。
【請求項１２】
前記接続コネクタを介して、オーディオ・ラインと制御ラインを結んだ２台のポータブル
・オーディオ再生装置において、
相手装置の前記内蔵メモリ又は前記挿入されているメモリカードに保存された曲に関して
、その曲の情報を取得するためのメモボタンを備え、前記メモボタンを押下することで、
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曲のタイトル、アーティスト名、収録アルバム名、発表した年、情報取得先装置の所有者
名などからなる曲情報を取得するお気に入り処理手段を備えることを特徴とする請求項１
記載のポータブル・オーディオ再生装置。
【請求項１３】
前記接続コネクタを介して、オーディオ・ラインと制御ラインを結んだ２台のポータブル
・オーディオ再生装置において、
前記推薦曲リストに数段階からなる推薦度を設け、当該推薦曲リストの交換時に、推薦度
のランク順に推薦曲ランキングを自動生成するランキング手段を備えることを特徴とする
請求項１１記載のポータブル・オーディオ再生装置。
【請求項１４】
前記接続コネクタを介して、オーディオ・ラインと制御ラインを結んだ２台のポータブル
・オーディオ再生装置において、
推薦曲リストの交換時の推薦やお気に入り曲処理の際の情報取得先の装置の所有者名とし
て利用できる所有者自身を識別するキャラクタ作成を行うマイキャラクタ生成手段を備え
ることを特徴とする請求項１１から請求項１３のいずれかに記載のポータブル・オーディ
オ再生装置。
【請求項１５】
前記接続コネクタは、さらに電源ラインを含み、
自装置のバッテリと相手装置のバッテリの電圧などを監視し、利用するバッテリを切り替
えるバッテリ監視切替手段を備えることを特徴とする請求項１記載のポータブル・オーデ
ィオ再生装置。
【請求項１６】
前記接続コネクタが、無線通信によって接続されることを特徴とする請求項１記載のポー
タブル・オーディオ再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、音楽ＣＤをＰＣでリッピングまたは音楽コンテンツ提供サイトからのダウン
ロードし、内蔵メモリ又はＳＤカード（登録商標）等のメモリカードに格納し、その音楽
コンテンツを再生するポータブル・オーディオ再生装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　最近では音楽データをリッピングしたり、音楽配信サイトからのダウンロード購入し、
その音楽コンテンツをポータブル・オーディオ再生装置のＨＤＤや内蔵メモリやメモリカ
ードに格納し、再生して、音楽を楽しんでいる。
【特許文献１】特開２０００－１０５５９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ポータブル・オーディオ再生装置では通常ヘッドフォンジャックにヘッドフォンを挿入
し、ポータブル・オーディオ再生装置の所有者一人で音楽を聴くことになり、音楽コンテ
ンツの利用方法は限定されていた。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上述した課題を解決するために第１の発明においては、２台のポータブル・オーディオ
再生装置を接続するために、音声信号を流すオーディオ・ラインと制御コードを送受信す
る双方向の制御ラインからなる接続コネクタを備え、音楽データを保存する内蔵メモリ又
はメモリカードを挿入するためのメモリカードスロットと、音楽データを復号再生するオ
ーディオ再生手段と、ユーザからの指示で接続相手を制御するために前記接続コネクタの
制御ラインを介して制御コマンドを送信し、接続相手からの制御コマンドを受信するコマ
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ンド送受信手段と、前記接続コネクタのオーディオ・ラインの出力方向をユーザの指示又
は接続相手からの制御コマンドにより変更するオーディオ入出力切替手段とを備えること
を特徴とするポータブル・オーディオ再生装置である。
【０００５】
　第２の発明においては、前記接続コネクタを介して、オーディオ・ラインと制御ライン
を結んだ２台のポータブル・オーディオ再生装置において、接続するポータブル・オーデ
ィオ再生装置全体の制御を行い、マスター装置かマスター装置の指示に従うスレーブ装置
かのいずれであるかを決定する制御手段を備えることを特徴とする第１の発明に記載のポ
ータブル・オーディオ再生装置である。
【０００６】
　第３の発明においては、前記接続コネクタを介して、オーディオ・ラインと制御ライン
を結んだ２台のポータブル・オーディオ再生装置のマスター装置において、ユーザからの
指示を受付、又は前記接続コネクタを介して接続されているポータブル・オーディオ再生
装置からの制御コマンドを前記コマンド送受信手段を経由して受付、その指示または制御
コマンドを解析し、マスター装置及びスレーブ装置の制御を行うマスターモードとして動
作する制御手段を備えることを特徴とする第２の発明に記載のポータブル・オーディオ再
生装置である。
【０００７】
　第４の発明においては、前記接続コネクタを介して、オーディオ・ラインと制御ライン
を結んだ２台のポータブル・オーディオ再生装置のスレーブ装置において、マスター装置
からの制御コマンドを前記接続コネクタを介して前記コマンド送受信手段を経由して受付
解析し、スレーブ装置を制御する、又はユーザからの指示内容を制御コマンドとして作成
し、コマンド送信手段を介してマスター装置へ送信を行うスレーブモードとして動作する
制御手段を備えることを特徴とする第２の発明に記載のポータブル・オーディオ再生装置
である。
【０００８】
　第５の発明においては、前記接続コネクタを介して、オーディオ・ラインと制御ライン
を結んだ２台のポータブル・オーディオ再生装置のマスター装置において、ユーザからマ
スター装置、スレーブ装置で同じ曲を再生する指示があり、マスター装置の前記内蔵メモ
リ又は前記挿入されているメモリカードに保存されている曲を再生する場合、マスター装
置は制御手段からの指示により、オーディオ出力をマスター装置のオーディオ出力だけで
なく、スレーブ装置に出力するために前記接続コネクタのオーディオ・ラインにオーディ
オ出力するオーディオ入出力切替手段を備えることを特徴とする第２の発明に記載のポー
タブル・オーディオ再生装置である。
【０００９】
　第６の発明においては、前記接続コネクタを介して、オーディオ・ラインと制御ライン
を結んだ２台のポータブル・オーディオ再生装置のスレーブ装置において、ユーザからマ
スター装置、スレーブ装置で同じ曲を再生する指示があり、マスター装置の前記内蔵メモ
リ又は前記挿入されているメモリカードに保存されている曲を再生する場合、スレーブ装
置は制御手段からの指示により、前記接続コネクタのオーディオ・ラインからのオーディ
オ入力を受け付け、オーディオ出力手段にオーディオ出力するオーディオ入出力切替手段
を備えることを特徴とする第２の発明に記載のポータブル・オーディオ再生装置である。
【００１０】
　第７の発明においては、前記接続コネクタを介して、オーディオ・ラインと制御ライン
を結んだ２台のポータブル・オーディオ再生装置のマスター装置において、ユーザからマ
スター装置、スレーブ装置で同じ曲を再生する指示があり、スレーブ装置の前記内蔵メモ
リ又は前記挿入されているメモリカードに保存されている曲を再生する場合、マスター装
置は制御手段からの指示により、前記接続コネクタのオーディオ・ラインからのオーディ
オ入力を受け付け、オーディオ出力手段へオーディオ出力するオーディオ入出力切替手段
を備えることを特徴とする第２の発明に記載のポータブル・オーディオ再生装置である。
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【００１１】
　第８の発明においては、前記接続コネクタを介して、オーディオ・ラインと制御ライン
を結んだ２台のポータブル・オーディオ再生装置のスレーブ装置において、ユーザからマ
スター装置、スレーブ装置で同じ曲を再生する指示があり、スレーブ装置の前記内蔵メモ
リ又は前記挿入されているメモリカードに保存されている曲を再生する場合、スレーブ装
置は制御手段からの指示により、オーディオ出力をスレーブ装置のオーディオ出力だけで
なく、マスター装置に出力するために前記接続コネクタのオーディオ・ラインにオーディ
オ出力するオーディオ入出力切替手段を備えることを特徴とする第２の発明に記載のポー
タブル・オーディオ再生装置である。
【００１２】
　第９の発明においては、前記接続コネクタを介して、オーディオ・ラインと制御ライン
を結んだ２台のポータブル・オーディオ再生装置において、一方のポータブル・オーディ
オ再生装置が自装置の前記内蔵メモリ又は前記挿入されているメモリカードに保存されて
いる曲を再生している際に、接続相手の装置から指定の曲の再生指示があった場合、指定
の曲を再生し、そのオーディオ出力を接続相手の装置に出力する第２のオーディオ再生手
段を備えることを特徴とする第２の発明に記載のポータブル・オーディオ再生装置である
。
【００１３】
　第１０の発明においては、前記接続コネクタを介して、オーディオ・ラインと制御ライ
ンを結んだ２台のポータブル・オーディオ再生装置において、互いの接続相手の装置の前
記内蔵メモリ又は前記挿入されているメモリカードに保存されている曲を再生する場合、
同時にオーディオの入出力を行うために前記接続コネクタに第２のオーディオ・ラインを
設け、自装置のオーディオ出力を相手装置に、相手装置からのオーディオ入力をオーディ
オ出力手段に出力先を切り替えるオーディオ入出力切替手段を備えることを特徴とする第
２の発明に記載のポータブル・オーディオ再生装置である。
【００１４】
　第１１の発明においては、前記接続コネクタを介して、オーディオ・ラインと制御ライ
ンを結んだ２台のポータブル・オーディオ再生装置において、自装置の前記内蔵メモリ又
は前記挿入されているメモリカードに保存している曲で接続相手に推薦したい曲をリスト
アップした推薦曲リストを相手装置と交換、保存する曲紹介処理手段を備えることを特徴
とする第１の発明に記載のポータブル・オーディオ再生装置である。
【００１５】
　第１２の発明においては、前記接続コネクタを介して、オーディオ・ラインと制御ライ
ンを結んだ２台のポータブル・オーディオ再生装置において、相手装置の前記内蔵メモリ
又は前記挿入されているメモリカードに保存された曲に関して、その曲の情報を取得する
ためのメモボタンを備え、前記メモボタンを押下することで、曲のタイトル、アーティス
ト名、収録アルバム名、発表した年、情報取得先装置の所有者名などからなる曲情報を取
得するお気に入り処理手段を備えることを特徴とする第１の発明に記載のポータブル・オ
ーディオ再生装置である。
【００１６】
　第１３の発明においては、前記接続コネクタを介して、オーディオ・ラインと制御ライ
ンを結んだ２台のポータブル・オーディオ再生装置において、前記推薦曲リストに数段階
からなる推薦度を設け、当該推薦曲リストの交換時に、推薦度のランク順に推薦曲ランキ
ングを自動生成するランキング手段を備えることを特徴とする第１１の発明に記載のポー
タブル・オーディオ再生装置である。
【００１７】
　第１４の発明においては、前記接続コネクタを介して、オーディオ・ラインと制御ライ
ンを結んだ２台のポータブル・オーディオ再生装置において、推薦曲リストの交換時の推
薦やお気に入り曲メモの際の情報取得先の装置の所有者名として利用できる所有者自身を
識別するキャラクタ作成を行うマイキャラクタ生成手段を備えることを特徴とする第１１
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の発明から第１３の発明のいずれかに記載のポータブル・オーディオ再生装置である。
【００１８】
　第１５の発明においては、前記接続コネクタは、さらに電源ラインを含み、自装置のバ
ッテリと相手装置のバッテリの電圧などを監視し、利用するバッテリを切り替えるバッテ
リ監視切替手段を備えることを特徴とする第１の発明に記載のポータブル・オーディオ再
生装置である。
【００１９】
　第１６の発明においては、前記接続コネクタが、無線通信によって接続ｓれることを特
徴とする第１の発明に記載のポータブル・オーディオ再生装置である。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明のポータブル・オーディオ再生装置は、個々にＣＤリッピングや音楽配信サイト
から購入し、ダウンロードした音楽コンテンツを格納した自装置の内蔵メモリ又はＳＤカ
ード（登録商標）等のメモリカードからの再生だけでなく、接続コネクタを介して、接続
されたポータブル・オーディオ再生装置の接続相手装置の内蔵メモリ又はメモリカードに
保存された音楽コンテンツを制御ラインを介して再生制御し、接続コネクタのオーディオ
・ラインを介して音楽を聴くことができるという利点がある。
【００２１】
　また、自装置、相手装置が一つのオーディオ装置として、２人で同じ音楽を聴いたり、
自装置、相手装置が独立に音楽再生し、内蔵メモリ又はメモリカードに格納された音楽コ
ンテンツを共有することできるという利点がある。さらに、推薦したい曲を相手装置に自
動的に曲情報を転送したり、相手装置内の内蔵メモリ又はメモリカード内の曲の中で気に
入った曲がある場合にはその曲情報を取得できる。推薦曲は数段階にランキングされ、オ
ーディオ装置の接続毎に更新され、接続した装置間でランキング・リストが作成される。
これらの情報はＣＤリッピングや音楽配信サイトから購入の際に利用したり、プレイリス
トとして利用できるという利点がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下に本発明の実施の形態にかかるポータブル・オーディオ再生装置について、図１、
図２、図３、図４を参照して説明する。
【００２３】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明のポータブル・オーディオ再生装置の構成を示し、１０１はポータブル
・オーディオ再生装置、１０２は入力手段、１０３は表示手段、１０４は制御手段、１０
５は第１のオーディオ再生手段、１０６は第２のオーディオ再生手段、１０７はオーディ
オ入出力切替手段、１０８はオーディオ出力手段、１０９はヘッドフォンジャック、１１
０は内蔵メモリ（ハードディスクや半導体フラッシュメモリなど）又はメモリカード、１
１１は制御ライン及びオーディオラインを備える接続コネクタ、１１２はコマンド送受信
手段、１１３は曲紹介処理手段、１１４はお気に入り処理手段、１１５はランキング処理
手段、１１６はマイキャラクタ生成手段である。
【００２４】
　図２は、本発明のポータブル・オーディオ再生装置を２台接続した１実施例の接続図を
示し、２０１はポータブル・オーディオ再生装置Ａ、２０２はポータブル・オーディオ再
生装置Ｂ、２０３は接続コネクタＡ、２０４は接続コネクタＢ、２０５は接続ケーブルで
ある。
【００２５】
　図３は前記接続ケーブルの配線を示したもので、制御ラインＴＸ、制御ラインＲＸ、オ
ーディオ・ライン（出力）、オーディオ・ライン（入力）を備える。
【００２６】
　図４はポータブル・オーディオ再生装置の接続時にマスター装置として動作するか、ス
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レーブ装置として動作するかの決定方法の処理動作の１例を示すフローチャートである。
【００２７】
　本発明のポータブル・オーディオ再生装置において、２台のポータブル再生装置を接続
する際の処理動作を図１、図２、図４を用いて説明する。
【００２８】
　まずポータブル・オーディオ再生装置Ａ（２０１）の接続コネクタＡ（２０３）とポー
タブル・オーディオ再生装置Ｂ（２０２）の接続コネクタＢ（２０４）を接続ケーブル２
０５で接続する。ポータブル・オーディオ再生装置Ａ、Ｂ（２０１、２０２）双方のコマ
ンド送受信手順１１２は接続されたことを検出し、ポータブル・オーディオ再生装置Ａ、
Ｂ（２０１、２０２）双方の制御手段１０４に通知し、マスターモード又はスレーブモー
ドのいずれで動作するかを決定するためにランダム値を生成（Ｓ４０１）し、双方の値を
交換する（Ｓ４０２）。交換した値を比較し（Ｓ４０３）、自装置で生成したランダム値
の方が大きい場合には、マスター装置（Ｓ４０４）として動作する。小さい場合には、ス
レーブ装置（Ｓ４０５）として動作する。
【００２９】
　以後、スレーブ装置となったポータブル・オーディオ再生装置１０１は、入力部１０２
から入力されたユーザからの指示を制御手段１０４で制御コマンドとして生成し、コマン
ド送受信手段１１２は接続コネクタ１１１の制御ラインを介して、マスター装置に送信す
る。マスター装置はその制御コマンドを接続コネクタ１１１の制御ラインを介して、コマ
ンド送受信手順１１２で受信し、制御手段１０４に通知する。
【００３０】
　また、マスター装置となったポータブル・オーディオ再生装置１０１は、スレーブ装置
となった接続相手に対して、制御手段１０４で制御コマンドを生成し、コマンド送信手段
１１２は接続コネクタ１１１を介して、スレーブ装置に送信する。スレーブ装置は接続コ
ネクタ１１１の制御ラインを介して、コマンド送受信手段１１２で制御コマンドを受信し
、制御手段１０４に通知する。
【００３１】
　本発明のポータブル・オーディオ再生装置において、２台のポータブル再生装置で同時
に同じ曲を聞く場合の処理動作を図１、図２を用いて説明する。
【００３２】
　ポータブル・オーディオ再生装置Ａ、Ｂ（２０１、２０２）が接続され、ポータブル・
オーディオ再生装置Ａ（２０１）がマスター装置となった場合、ポータブル・オーディオ
再生装置Ａ（２０１）の入力手段１０２にてユーザからの所定の曲の再生が指示される。
ポータブル・オーディオ再生装置Ａ（２０１）の制御手段１０４は第１のオーディオ再生
手段１０５に再生を指示すると共にオーディオ入出力切替手段１０７に接続コネクタ１１
１のオーディオ・ライン及びオーディオ出力手段１０８へのオーディオ出力を指示する。
第１のオーディオ再生手段１０５は内蔵メモリ又はメモリカード１１０から音楽データを
読み取り、復号し、オーディオ入出力切替手段１０７にオーディオ出力する。オーディオ
入出力切替手段１０７は接続コネクタ１１１のオーディオ・ライン及びオーディオ出力手
段１０８にオーディオ出力する。オーディオ出力手段１０８はヘッドフォンジャック１０
９にオーディオ出力する。また、ポータブル・オーディオ再生装置Ａ（２０１）の制御手
段１０４はポータブル・オーディオ再生装置Ｂ（２０２）に対して、オーディオ入力待ち
するよう制御コマンドをコマンド送受信手順１１２、接続コネクタ１１１の制御ラインを
介して送信する。
【００３３】
　スレーブ装置として動作するポータブル・オーディオ再生装置Ｂ（２０２）は、接続コ
ネクタ１１１の制御ラインから制御コマンドをコマンド送受信手順１１２が受信し、制御
手段１０４に通知する。ポータブル・オーディオ再生装置Ｂ（２０２）の制御手段１０４
はオーディオ入出力切替手段１０７に接続コネクタ１１１のオーディオ・ラインからのオ
ーディオ入力をポータブル・オーディオ再生装置Ｂ（２０２）のオーディオ出力手段１０
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８へのオーディオ出力を指示する。ポータブル・オーディオ再生装置Ｂ（２０２）のオー
ディオ出力手段１０８はポータブル・オーディオ再生装置Ｂ（２０２）のヘッドフォンジ
ャック１０９にオーディオ出力する。
【００３４】
　上記説明においては、マスター装置の入力手段１０２にてユーザからの指示を受け付け
てスレーブ装置でも再生を行うと説明しているが、スレーブ装置の入力手段１０２にてユ
ーザからの指示を受け付けて、マスター装置での再生を行うように処理を行うことも可能
である。
【００３５】
　なお、本発明のポータブル・オーディオ再生装置は、一方のポータブル・オーディオ再
生装置が自装置の内蔵メモリ又は挿入されているメモリカード１１０に保存されている曲
を再生している際に、接続相手の装置から指定の曲の再生指示があった場合、指定の曲を
再生し、そのオーディオ出力を接続相手の装置に出力する第２のオーディオ再生手段１０
６を備えてもよい。
【００３６】
　なお、本発明のポータブル・オーディオ再生装置は、互いの接続相手の装置の内蔵メモ
リ又は挿入されているメモリカード１１０に保存されている曲を再生する場合、同時にオ
ーディオの入出力を行うために接続コネクタ１１１に第２のオーディオ・ライン（図示せ
ず）を設け、自装置のオーディオ出力を相手装置に、相手装置からのオーディオ入力をオ
ーディオ出力手段１０８に出力先を切り替えるオーディオ入出力切替手段１０７を備えも
よい。
【００３７】
　なお、本発明のポータブル・オーディオ再生装置は、自装置の内蔵メモリ又は挿入され
ているメモリカード１１０に保存している曲で接続相手に推薦したい曲をリストアップし
、接続時に曲のタイトル、アーティスト名、収録アルバム名、発表した年、推薦者の名前
などからなる推薦曲リストを相手装置と交換、保存する曲紹介処理手段１１３を備えても
よい。
【００３８】
　なお、本発明のポータブル・オーディオ再生装置は、相手装置の前記内蔵メモリ又は前
記挿入されているメモリカード１１０に保存された曲に関して、その曲の情報を取得する
ためのメモボタンを備え、前記メモボタンを押下することで、曲のタイトル、アーティス
ト名、収録アルバム名、発表した年、情報取得先装置の所有者名などからなる曲情報を取
得するお気に入り処理手段１１４を備えてもよい。
【００３９】
　なお、本発明のポータブル・オーディオ再生装置は、前記推薦曲リストに数段階からな
る推薦度を設け、当該推薦曲リストの交換時に、推薦度のランク順に推薦曲ランキングを
自動生成するランキング手段１１５を備えてもよい。
【００４０】
　なお、本発明のポータブル・オーディオ再生装置は、推薦曲リストの交換時の推薦やお
気に入り曲処理の際の情報取得先の装置の所有者名として利用できる所有者自身を識別す
るキャラクタ作成を行うマイキャラクタ生成手段１１６を備えてもよい。
【００４１】
　なお、本発明のポータブル・オーディオ再生装置は、接続コネクタのオーディオ・ライ
ンや制御ラインに加え、電源ラインを備え、自装置のバッテリと相手装置のバッテリの電
圧などを監視し、利用するバッテリを切り替えるバッテリ監視切替手段（図示せず）を備
えてもよい。
【００４２】
　なお、本発明のポータブル・オーディオ再生装置は、接続コネクタに代わって、オーデ
ィオ・ライン、制御ラインをＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）等の有線ＬＡＮやＢｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ（登録商標）等の無線通信を利用し、複数のポータブル・オーディオ再生装置を
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【００４３】
　以上のように、本発明のポータブル・オーディオ再生装置は、上記構成により、接続コ
ネクタを介して、接続されたポータブル・オーディオ再生装置の接続相手装置の内蔵メモ
リ又はメモリカードに保存された音楽コンテンツを制御ラインを介して再生制御し、接続
コネクタのオーディオ・ラインを介して音楽を聴くことができるという効果がある。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　ポータブル・オーディオ再生装置において、内蔵メモリ又はメモリカードに格納された
音楽コンテンツを個人一人で楽しむだけでなく、複数の人と共有し楽しむことができる。
また、お気に入りの曲を紹介したり、曲情報をメモすることでリッピングや音楽配信サイ
トからのダウンロード購入を容易にする。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明実施の形態１におけるポータブル・オーディオ再生装置の実施方法を示し
た説明図
【図２】同ポータブル・オーディオ再生装置の接続の実施方法を示した説明図
【図３】同接続ケーブル配線の実施方法を示した説明図
【図４】同ポータブル・オーディオ再生装置のマスター・スレーブ決定手順の実施方法を
示した説明図
【符号の説明】
【００４６】
　１０１　ポータブル・オーディオ再生装置
　１０２　入力手段
　１０３　表示手段
　１０４　制御手段
　１０５　第１のオーディオ再生手段
　１０６　第２のオーディオ再生手段
　１０７　オーディオ入出力切替手段
　１０８　オーディオ出力手段
　１０９　ヘッドフォンジャック
　１１０　内蔵メモリ又はメモリカード
　１１１　接続コネクタ
　１１２　コマンド送受信手段
　１１３　曲紹介処理手段
　１１４　お気に入り処理手段
　１１５　ランキング処理手段
　１１６　マイキャラクタ生成手段
　２０１　ポータブル・オーディオ再生装置Ａ
　２０２　ポータブル・オーディオ再生装置Ｂ
　２０３　接続コネクタＡ
　２０４　接続コネクタＢ
　２０５　接続ケーブル
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