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(57)【要約】
【課題】　ＰＣ３のホストコントローラ３ＡからＤＡＰ
２に充電コマンドが送信されない場合でも、ＤＡＰ２を
充電すること。
【解決手段】　ＤＡＰ２は、ホストコントローラからコ
マンドを受信しているとき充電動作を実行し、ホストコ
ントローラからコマンドを受信していないとき充電動作
を実行しない。スイッチ１Ｅがコネクタ１Ｊとホストコ
ントローラ１Ｂとを接続するとき、ホストコントローラ
１ＢがＤＡＰ２にコマンドを送信することにより、ＤＡ
Ｐ２を充電させる。スイッチ１Ｅがコネクタ１Ｊとハブ
１Ｃとを接続するとき、ＰＣ３のホストコントローラ３
ＡがＤＡＰ２にコマンドを送信することにより、ＤＡＰ
２を充電させる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コントローラからコマンドを受信しているとき充電動作を実行し、コントローラから前
記コマンドを受信していないとき充電動作を実行しない携帯型コンテンツ再生装置に充電
用の電源電圧を供給するクレードルであって、
　前記携帯型コンテンツ再生装置が接続可能な第１接続部と、
　第２コントローラを備えるコンピュータが接続可能な第２接続部と、
　コンテンツデータを出力する出力部と、
　前記携帯型コンテンツ再生装置を制御する第１コントローラと、
　前記第２接続部、第１スイッチ及び第２スイッチに接続されているハブと、
　前記第１接続部と前記第１コントローラとを接続するか、又は、前記第１接続部と前記
ハブとを接続するかを切り換える前記第１スイッチと、
　前記出力部と前記第１コントローラとを接続するか、又は、前記出力部と前記ハブとを
接続するかを切り換える前記第２スイッチと、
　前記第１スイッチ及び前記第２スイッチを切り換え制御するスイッチ制御部とを備え、
　前記スイッチ制御部が前記第１スイッチに前記第１接続部と前記第１コントローラとを
接続させるとき、前記第１コントローラが前記携帯型コンテンツ再生装置に前記コマンド
を送信し、
　前記スイッチ制御部が前記第１スイッチに前記第１接続部と前記ハブとを接続させると
き、前記第２コントローラが前記携帯型コンテンツ再生装置に前記コマンドを送信する、
クレードル。
【請求項２】
　前記ハブが、前記携帯型コンテンツ再生装置および前記コンピュータが前記ハブに接続
されていることを検出しているときに発光素子を発光制御するための発光制御信号を出力
し、
　前記スイッチ制御部が、前記ハブから出力される発光制御信号に基づいて、前記携帯型
コンテンツ再生装置および前記コンピュータが前記ハブに接続されているか否かを判断し
、接続されていないと判断した場合に、前記第１スイッチに前記第１接続部と前記第１コ
ントローラとを接続させる、請求項１に記載のクレードル。
【請求項３】
　前記ハブから出力される発光制御信号がＰＷＭ信号であり、
　前記発光制御信号を積分し、前記携帯型コンテンツ再生装置および前記コンピュータが
前記ハブに接続されているときに第１レベルであり、前記携帯型コンテンツ再生装置およ
び／または前記コンピュータが前記ハブに接続されていないときに第２レベルである制御
信号を生成し、前記スイッチ制御部に供給する積分回路をさらに備え、
　前記スイッチ制御部が、前記積分回路から供給される制御信号に基づいて、前記携帯型
コンテンツ再生装置および前記コンピュータが前記ハブに接続されているか否かを判断す
る、請求項２に記載のクレードル。
【請求項４】
　前記携帯型コンテンツ再生装置からのコンテンツデータを受信し前記出力部から出力す
る場合、前記スイッチ制御部が、前記第１スイッチに前記第１接続部と前記第１コントロ
ーラとを接続させ、かつ、前記第２スイッチに前記出力部と前記第１コントローラとを接
続させ、
　前記コンピュータからのコンテンツデータを受信し前記出力部から出力する場合、前記
スイッチ制御部が、前記第２スイッチに前記出力部と前記ハブとを接続させ、
　前記コンピュータからのコンテンツファイルを前記携帯型コンテンツ再生装置に転送し
記録させる場合、前記スイッチ制御部が、前記第１スイッチに前記第１接続部と前記ハブ
とを接続させる、請求項１～３のいずれかに記載のクレードル。
【請求項５】
　前記第２接続部に前記コンピュータが接続されている否かを判断する接続判断手段をさ
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らに備え、
　前記コンピュータからのコンテンツファイルを前記携帯型コンテンツ再生装置に転送し
記録させる指示が入力されたとき、前記第２接続部に前記コンピュータが接続されていな
いと判断された場合、前記スイッチ制御部が、前記第１スイッチに前記第１接続部と前記
ハブとを接続させない、請求項１～４のいずれかに記載のクレードル。
【請求項６】
　コントローラからコマンドを受信しているとき充電動作を実行し、コントローラから前
記コマンドを受信していないとき充電動作を実行しない携帯型コンテンツ再生装置に充電
用の電源電圧を供給するクレードルであって、
　前記携帯型コンテンツ再生装置が接続可能な第１接続部と、
　第２コントローラを備えるコンピュータが接続可能な第２接続部と、
　前記携帯型コンテンツ再生装置を制御する第１コントローラと、
　前記第１接続部と前記第１コントローラとを接続するか、又は、前記第１接続部と前記
第２接続部とを接続するかを切り換える前記第１スイッチと、
　前記第１スイッチを切り換え制御するスイッチ制御部とを備え、
　前記スイッチ制御部が前記第１スイッチに前記第１接続部と前記第１コントローラとを
接続させるとき、前記第１コントローラが前記携帯型コンテンツ再生装置に前記コマンド
を送信し、
　前記スイッチ制御部が前記第１スイッチに前記第１接続部と前記第２接続部とを接続さ
せるとき、前記第２コントローラが前記携帯型コンテンツ再生装置に前記コマンドを送信
する、クレードル。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯型コンテンツ再生装置用クレードルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＰＣや携帯型コンテンツ再生装置（以下、ＤＡＰという。）は、ＨＤＤ等の記録媒体を
備え、ＨＤＤ内にオーディオファイルを記録し、ＨＤＤに記録されているオーディオファ
イルを再生することができる。（１）ＰＣに記録されたオーディオファイルを再生し、オ
ーディオを聴く場合、ユーザ作業によりＰＣを増幅装置に接続する。ＰＣはオーディオフ
ァイルをデコードし、オーディオデータを増幅装置に送信し、増幅装置によって音声が再
生される。（２）ＰＣに記録されたオーディオファイルをＤＡＰに転送して記録する場合
、ユーザ作業によりＰＣとＤＡＰとをＵＳＢケーブルを介して接続する。ＰＣはＨＤＤに
記録されたオーディオファイルをＤＡＰに転送し、ＤＡＰは転送されたオーディオファイ
ルをＨＤＤに記録する。（３）ＤＡＰに記録されたオーディオファイルを再生し、オーデ
ィオを聴く場合、ユーザ作業によりＤＡＰをクレードルに接続し、クレードルを増幅装置
に接続する（例えば、下記特許文献１）。ＤＡＰはオーディオファイルをデコードし、オ
ーディオデータをクレードルを介して増幅装置に送信し、増幅装置によって音声が再生さ
れる。上記の（１）～（３）の各動作を実行するためには、その都度、ユーザ作業によっ
てＰＣ、ＤＡＰ、クレードル及び増幅装置を接続および接続解除する必要があり、その作
業が非常に煩雑である。
【０００３】
　一方、ＤＡＰは、ＰＣやクレードルにＵＳＢ経由で接続され、ＰＣやクレードルから充
電用電圧が供給されることにより、バッテリを充電する。ＤＡＰの中には、ＵＳＢのデー
タラインＤ＋、Ｄ－を介してホストコントローラから充電コマンドが所定時間間隔で供給
されているときに充電用電圧によりバッテリを充電し、ホストコントローラから充電コマ
ンドが所定時間間隔で供給されていないときにバッテリを充電しないものがある。従って
、ＰＣの電源がオフ状態にされると、充電用電圧はＰＣからＤＡＰに供給されているもの
の、ＰＣからＤＡＰに充電コマンドが供給されなくなるので、ＤＡＰはバッテリを充電で
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きないという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２４４６０７号公報
【特許文献２】特開２００７－６８３３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、コンピュータのホストコントローラから携帯型コンテンツ再生装置に
コマンドが送信されない場合でも、携帯型コンテンツ再生装置を充電することができる携
帯型コンテンツ再生装置のクレードルを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の好ましい実施形態によるクレードルは、コントローラからコマンドを受信して
いるとき充電動作を実行し、コントローラからコマンドを受信していないとき充電動作を
実行しない携帯型コンテンツ再生装置に充電用の電源電圧を供給するクレードルであって
、前記携帯型コンテンツ再生装置が接続可能な第１接続部と、第２コントローラを備える
コンピュータが接続可能な第２接続部と、コンテンツデータを出力する出力部と、前記携
帯型コンテンツ再生装置を制御する第１コントローラと、前記第２接続部、第１スイッチ
及び第２スイッチに接続されているハブと、前記第１接続部と前記第１コントローラとを
接続するか、又は、前記第１接続部と前記ハブとを接続するかを切り換える前記第１スイ
ッチと、前記出力部と前記第１コントローラとを接続するか、又は、前記出力部と前記ハ
ブとを接続するかを切り換える前記第２スイッチと、前記第１スイッチ及び前記第２スイ
ッチを切り換え制御するスイッチ制御部とを備え、前記スイッチ制御部が前記第１スイッ
チに前記第１接続部と前記第１コントローラとを接続させるとき、前記第１コントローラ
が前記携帯型コンテンツ再生装置にコマンドを送信し、前記スイッチ制御部が前記第１ス
イッチに前記第１接続部と前記ハブとを接続させるとき、前記第２コントローラが前記携
帯型コンテンツ再生装置にコマンドを送信する。
【０００７】
　第１スイッチが第１接続部と第１コントローラとを接続するとき、携帯型コンテンツ再
生装置はコンピュータと接続されなくなるが、クレードル内の第１コントローラと接続さ
れる。従って、第１コントローラが携帯型コンテンツ再生装置にコマンドを送信すること
によって、携帯型コンテンツ再生装置は充電を実行することができる。一方、第１スイッ
チが第１接続部とハブとを接続するとき、携帯型コンテンツ再生装置は第１コントローラ
と接続されなくなるが、コンピュータ内の第２コントローラと接続される。従って、第２
コントローラが携帯型コンテンツ再生装置にコマンドを送信することによって、携帯型コ
ンテンツ再生装置は充電を実行することができる。
【０００８】
　好ましい実施形態においては、前記ハブが、前記携帯型コンテンツ再生装置および前記
コンピュータが前記ハブに接続されていることを検出しているときに発光素子を発光制御
するための発光制御信号を出力し、前記スイッチ制御部が、前記ハブから出力される発光
制御信号に基づいて、前記携帯型コンテンツ再生装置および前記コンピュータが前記ハブ
に接続されているか否かを判断し、接続されていないと判断した場合に、前記第１スイッ
チに前記第１接続部と前記第１コントローラとを接続させる。
【０００９】
　ハブが、携帯型コンテンツ再生装置およびコンピュータがハブに接続されていることを
検出し、その旨をスイッチ制御部に通知する場合に、発光制御信号を利用することによっ
て、ハブから別途スイッチ制御部に通知する専用の信号を出力する必要がない。従って、
ハブの構成を簡素化することができる。
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【００１０】
　好ましい実施形態においては、前記ハブから出力される発光制御信号がＰＷＭ信号であ
り、前記発光制御信号を積分し、前記携帯型コンテンツ再生装置および前記コンピュータ
が前記ハブに接続されているときに第１レベルであり、前記携帯型コンテンツ再生装置お
よび／または前記コンピュータが前記ハブに接続されていないときに第２レベルである制
御信号を生成し、前記スイッチ制御部に供給する積分回路をさらに備え、前記スイッチ制
御部が、前記積分回路から供給される制御信号に基づいて、前記携帯型コンテンツ再生装
置および前記コンピュータが前記ハブに接続されているか否かを判断する。
【００１１】
　スイッチ制御部はＰＷＭ信号が入力されても、携帯型コンテンツ再生装置およびコンピ
ュータがハブに接続されているか否かを判断することができない。そこで、積分回路がＰ
ＷＭ信号を積分し、ハイレベル又はローレベルの信号を生成することにより、スイッチ制
御部は、ハイレベル又はローレベルの信号に基づいて、携帯型コンテンツ再生装置および
コンピュータがハブに接続されているか否かを判断することができる。
【００１２】
　好ましい実施形態においては、前記携帯型コンテンツ再生装置からのコンテンツデータ
を受信し前記出力部から出力する場合、前記スイッチ制御部が、前記第１スイッチに前記
第１接続部と前記第１コントローラとを接続させ、かつ、前記第２スイッチに前記出力部
と前記第１コントローラとを接続させ、前記コンピュータからのコンテンツデータを受信
し前記出力部から出力する場合、前記スイッチ制御部が、前記第２スイッチに前記出力部
と前記ハブとを接続させ、前記コンピュータからのコンテンツファイルを前記携帯型コン
テンツ再生装置に転送し記録させる場合、前記スイッチ制御部が、前記第１スイッチに前
記第１接続部と前記ハブとを接続させる。
【００１３】
　携帯型コンテンツ再生装置からのコンテンツデータを出力部から出力する場合、第１ス
イッチが第１接続部とコントローラとを接続し、かつ、第２スイッチが出力部とコントロ
ーラとを接続する。従って、携帯型コンテンツ再生装置からのコンテンツデータは、第１
接続部、第１スイッチ、コントローラ、第２スイッチを介して出力部から出力される。コ
ンピュータからのコンテンツデータを出力部から出力する場合、第２スイッチが出力部と
ハブとを接続する。従って、コンピュータからのコンテンツデータは、第２接続部、ハブ
、第２スイッチを介して出力部から出力される。コンピュータからのコンテンツファイル
を携帯型コンテンツ再生装置に転送し記録させる場合、第１スイッチが第１接続部とハブ
とを接続する。従って、コンピュータからのコンテンツファイルは、第２接続部、ハブ、
第１スイッチ、第１接続部を介して携帯型コンテンツ再生装置に転送され、記録される。
このように、ユーザの作業によって複数の機器を接続および接続解除する必要がない。
【００１４】
　好ましい実施形態においては、前記第２接続部に前記コンピュータが接続されている否
かを判断する接続判断手段をさらに備え、前記コンピュータからのコンテンツファイルを
前記携帯型コンテンツ再生装置に転送し記録させる指示が入力されたとき、前記第２接続
部に前記コンピュータが接続されていないと判断された場合、前記スイッチ制御部が、前
記第１スイッチに前記第１接続部と前記ハブとを接続させない。
【００１５】
　第２接続部にコンピュータが接続されていない場合に、第１スイッチが第１接続部とハ
ブとを接続すると、第１コントローラおよび第２コントローラから携帯型コンテンツ再生
装置にコマンドを送信できなくなり、携帯型コンテンツ再生装置を充電できなくなるが、
本例ではこの問題を解決できる。
【００１６】
　本発明の別の好ましい実施形態によるクレードルは、コントローラからコマンドを受信
しているとき充電動作を実行し、コントローラから前記コマンドを受信していないとき充
電動作を実行しない携帯型コンテンツ再生装置に充電用の電源電圧を供給するクレードル
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であって、前記携帯型コンテンツ再生装置が接続可能な第１接続部と、第２コントローラ
を備えるコンピュータが接続可能な第２接続部と、前記携帯型コンテンツ再生装置を制御
する第１コントローラと、前記第１接続部と前記第１コントローラとを接続するか、又は
、前記第１接続部と前記第２接続部とを接続するかを切り換える前記第１スイッチと、前
記第１スイッチを切り換え制御するスイッチ制御部とを備え、前記スイッチ制御部が前記
第１スイッチに前記第１接続部と前記第１コントローラとを接続させるとき、前記第１コ
ントローラが前記携帯型コンテンツ再生装置に前記コマンドを送信し、前記スイッチ制御
部が前記第１スイッチに前記第１接続部と前記第２接続部とを接続させるとき、前記第２
コントローラが前記携帯型コンテンツ再生装置に前記コマンドを送信する。
【００１７】
　第１スイッチが第１接続部と第１コントローラとを接続するとき、携帯型コンテンツ再
生装置はコンピュータと接続されなくなるが、クレードル内の第１コントローラと接続さ
れる。従って、第１コントローラが携帯型コンテンツ再生装置にコマンドを送信すること
によって、携帯型コンテンツ再生装置は充電を実行することができる。一方、第１スイッ
チが第１接続部と第２接続部とを接続するとき、携帯型コンテンツ再生装置は第１コント
ローラと接続されなくなるが、コンピュータ内の第２コントローラと接続される。従って
、第２コントローラが携帯型コンテンツ再生装置にコマンドを送信することによって、携
帯型コンテンツ再生装置は充電を実行することができる。
【００１８】
　本発明の好ましい実施形態による接続検出方法は、ハブが、携帯型コンテンツ再生装置
およびコンピュータが前記ハブに接続されていることを検出しているときに、発光素子を
発光制御するための発光制御信号を出力するステップと、前記発光制御信号を積分し、前
記携帯型コンテンツ再生装置および前記コンピュータが前記ハブに接続されているときに
第１レベルであり、前記携帯型コンテンツ再生装置および／または前記コンピュータが前
記ハブに接続されていないときに第２レベルである制御信号を生成するステップと、前記
制御信号が第１レベルであるときに、前記携帯型コンテンツ再生装置および前記コンピュ
ータが前記ハブに接続されていると判断し、前記制御信号が第２レベルであるときに、前
記携帯型コンテンツ再生装置および／または前記コンピュータが前記ハブに接続されてい
ると判断するステップとを含む。
【００１９】
　ハブが、携帯型コンテンツ再生装置およびコンピュータがハブに接続されていることを
検出し、その旨をスイッチ制御部に通知する場合に、発光制御信号を利用することによっ
て、ハブから別途スイッチ制御部に通知する専用の信号を出力する必要がない。従って、
ハブの構成を簡素化することができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によると、コンピュータのホストコントローラから携帯型コンテンツ再生装置に
コマンドが送信されない場合でも、携帯型コンテンツ再生装置を充電することができる携
帯型コンテンツ再生装置のクレードルを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明のクレードル１等を示すブロック図である。
【図２】クレードル１等のハードウェアを示すブロック図である。
【図３】クレードル１の外観図である。
【図４】マイコン１Ａ、ハブ１Ｃ及び積分回路を示す回路図である。
【図５】図４におけるＡ点波形およびＢ点波形を示す図である。
【図６】図４におけるＡ点波形およびＢ点波形を示す図である。
【図７】図４におけるＣ点波形およびＤ点波形を示す図である。
【図８】図４におけるＣ点波形およびＤ点波形を示す図である。
【図９】マイコン１Ａの処理を示すフローチャートである。
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【図１０】マイコン１Ａの処理を示すフローチャートである。
【図１１】マイコン１Ａの処理を示すフローチャートである。
【図１２】本発明の別の実施例のクレードル１等を示すブロック図である。
【図１３】本発明の別の実施例のクレードル１等を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の好ましい実施形態について、図面を参照して具体的に説明するが、本発
明はこれらの実施形態には限定されない。図１は、本実施形態によるクレードル１、携帯
型コンテンツ再生装置（以下、ＤＡＰ(Digital Audio Player)という。）２、コンピュー
タ（以下ＰＣとする）３、増幅装置４、およびリモコン送信機５，６を示す図である。ク
レードル１には、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）等の任意の通信ラインを介してＤＡＰ
２およびＰＣ３が接続可能である。なお、ＵＳＢの代わりにＩＥＥＥ１３９４やＨＤＭＩ
等が採用されてもよい。クレードル１は、デジタルオーディオケーブル及び制御信号ケー
ブルを介して増幅装置４に接続可能である。
【００２３】
　クレードル１は、ＤＡＰ２に直流電源電圧を供給することにより、ＤＡＰ２にバッテリ
を充電させる。ＤＡＰ２は、ホストコントローラからＵＳＢを介して充電コマンドを所定
時間間隔で受信している時にバッテリに充電を実行し、ホストコントローラからＵＳＢを
介して充電コマンドを受信していない時にバッテリに充電を実行しない。従って、クレー
ドル１は、ＤＡＰ２を継続的に充電するために、ホストコントローラからＤＡＰ２に充電
コマンドを所定時間間隔で送信し続けなければならない。
【００２４】
　ＤＡＰ２およびＰＣ３は、各々が内蔵するＨＤＤやフラッシュメモリ等の記録媒体に記
録されたオーディオファイルを再生（デコード）し、オーディオデータをＵＳＢ経由でク
レードル１に送信する。クレードル１は、ＤＡＰ２またはＰＣ３から受信したオーディオ
データを増幅装置４に送信する。増幅装置４はクレードル１から受信したオーディオデー
タを再生（ＤＡ変換および増幅）し、外部接続された図示しないスピーカーから音声を出
力する。ＰＣ３は、自身のＨＤＤに記録されているオーディオファイルをクレードル１に
転送し、クレードル１はＰＣ３からのオーディオファイルをＤＡＰ２に転送し、ＤＡＰ２
は転送されたオーディオファイルを自身のＨＤＤに記録する（この処理を同期と呼ぶ場合
がある）。
【００２５】
　増幅装置４は、ユーザ操作に応じてリモコン送信機５からリモコン信号を受信すると、
クレードル１に制御信号（例えば、ＤＡＰ２を再生開始させる制御信号）を送信する。ク
レードル１は、増幅装置４から制御信号を受信すると、ＤＡＰ２を制御する制御信号に変
換し、ＤＡＰ２に送信し、ＤＡＰ２を制御する。クレードル１は、ユーザ操作に応じて、
リモコン送信機６からリモコン信号を受信する、又は、クレードル１に設けられた操作部
が操作されると、制御信号をＤＡＰ２に送信し、ＤＡＰ２を制御する。
【００２６】
　図２は、クレードル１等のハードウェアを示す概略ブロック図である。図３は、クレー
ドル１の外観図である。クレードル１は、マイコン（スイッチ制御手段）１Ａと、ホスト
コントローラ１Ｂと、ＵＳＢハブ（以下、ハブという。）１Ｃと、オーディオ処理部１Ｄ
と、スイッチ１Ｅ，１Ｆと、電源部１Ｇと、リモコン受信部１Ｈと、操作部１Ｉと、コネ
クタ（第１接続部）１Ｊと、ＵＳＢ端子（第２接続部）１Ｋと、デジタルオーディオ出力
端子（以下、出力端子という。）１Ｌと、制御信号入出力端子１Ｍとを備える。
【００２７】
　マイコン１Ａは、図示しないメモリに格納されたプログラムに基づいてクレードル１全
体を制御する。マイコン１Ａは、操作部１Ｉのユーザ操作、リモコン受信部１Ｈに入力さ
れるリモコン信号、増幅装置４から受信する制御信号、および、ＤＡＰ２やＰＣ３の接続
状態等に応じて、スイッチ１Ｅ、１Ｆを切り換え制御する。マイコン１Ａは、ＰＣ３から
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ＵＳＢ経由でＶＢＵＳ(５Ｖ直流電圧)が供給される。マイコン１Ａは、ＶＢＵＳの供給有
無を判断する。ＶＢＵＳが供給されていれば、ＰＣ３がＵＳＢ端子１Ｋに接続され、かつ
、ＰＣ３が電源オン状態であることが判断される。ＶＢＵＳが供給されていなければ、Ｐ
Ｃ３がＵＳＢ端子１Ｋに接続されていない、または、ＰＣ３が電源オフ状態であることが
判断される。
【００２８】
　マイコン１Ａは、ＤＡＰ２からコネクタ１Ｊを介して、接続検出信号が供給される。例
えば、接続検出信号がローレベルであれば、ＤＡＰ２がコネクタ１Ｊに接続されているこ
とが判断され、ハイレベルであれば、ＤＡＰ２がコネクタ１Ｊに接続されていないことが
判断される。
【００２９】
　ホストコントローラ１Ｂは、ＵＳＢ経由でＤＡＰ２と通信し、ＤＡＰ２を制御する。ホ
ストコントローラ１Ｂは、ＤＡＰ２に充電コマンドを所定時間間隔で送信し、ＤＡＰ２に
バッテリを充電させる。従って、ＰＣ３がＵＳＢ端子１Ｋに接続されていない、又は、Ｐ
Ｃ３が電源オフ状態である、又は、ＤＡＰ２からのオーディオデータを増幅装置４に送信
するためにスイッチ１Ｅがコネクタ１Ｊとホストコントローラ１Ｂとを接続している等の
理由で、ＰＣ３のホストコントローラ３ＡがＤＡＰ２に充電コマンドを送信できない場合
に、ホストコントローラ１ＢがＤＡＰ２に充電コマンドを送信することにより、ＤＡＰ２
を充電させることができる。
【００３０】
　ホストコントローラ１Ｂは、スイッチ１Ｅ、１Ｆと、マイコン１Ａとに接続されている
。ホストコントローラ１Ｂは、マイコン１Ａからの制御信号をＤＡＰ２に送信し、ＤＡＰ
２を制御する。ホストコントローラ１Ｂは、ＤＡＰ２からオーディオデータを受信し、ス
イッチ１Ｆに供給する。
【００３１】
　ハブ１Ｃは、ホスト側（上流側）であるＰＣ３に、ＵＳＢを介してスレーブ側（下流側
）であるＤＡＰ２およびオーディオ処理部１Ｄを並列に接続させる。つまり、ハブ１Ｃは
、ＰＣ３がＵＳＢを介して接続可能な上流側のＵＳＢ端子１Ｋに、ＤＡＰ２がＵＳＢを介
して接続可能な下流側のコネクタ１Ｊと、下流側のＵＳＢデバイスであるオーディオ処理
部１Ｄとをクレードル１内部で接続している。ハブ１Ｃは、スイッチ１Ｅと、ＵＳＢ端子
１Ｋと、オーディオ処理部１Ｄとに接続されている。
【００３２】
　ハブ１Ｃは、一般的な機能として、ホスト側およびスレーブ側にＵＳＢデバイスが接続
され、ホスト側のＵＳＢデバイスとスレーブ側のＵＳＢデバイスとが通信可能か否かを検
出する機能を有している。つまり、ハブ１Ｃは、スレーブ側にＤＡＰ２が接続され、かつ
、ホスト側に電源オン状態であるＰＣ３が接続され、ＰＣ３のホストコントローラ３Ａが
ＤＡＰ２と通信可能であるか否かを検出する。ハブ１Ｃは、ＤＡＰ２及び電源オン状態で
あるＰＣ３が接続されたことを検出すると、発光素子（以下、ＬＥＤとする。）を発光制
御し（例えば点灯させ）、ユーザにその旨を告知する。一方、ハブ１Ｃは、ＤＡＰ２及び
／又はＰＣ３が接続されていないことを検出すると、ＬＥＤを点灯させない。
【００３３】
　詳細には、図４に示すように、ハブ１Ｃの出力端子１ＣａはＬＥＤ３１のアノードに接
続され、出力端子１Ｃｂは抵抗Ｒ１を介してＬＥＤ３１のカソードに接続されている。出
力端子１Ｃａおよび１Ｃｂからは、ＬＥＤ３１を点灯または消灯するためのＰＷＭ信号（
発光制御信号）が出力されている。図５は、ハブ１ＣにＤＡＰ２及び／又はＰＣ３が接続
されていない場合の、Ａ点およびＢ点の波形を示す。図５においては、Ａ点の平均電圧と
Ｂ点の平均電圧との電位差が－０．１Ｖであり、ＬＥＤ３１はオフ状態となるので、ＬＥ
Ｄ３１は点灯しない。図６は、ハブ１ＣにＤＡＰ２及び電源オン状態であるＰＣ３が接続
されている場合の、Ａ点およびＢ点の波形を示す。図６においては、Ａ点の平均電圧とＢ
点の平均電圧との電位差が１．０８Ｖであり、ＬＥＤ３１はオン状態となるので、ＬＥＤ
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３１は点灯する。
【００３４】
　本例では、ハブ１Ｃの出力端子１Ｃｂから出力されるＰＷＭ信号（Ｃ点波形）を使用し
て、ハブ１ＣにＤＡＰ２及び電源オン状態であるＰＣ３が接続されているか否かの情報を
マイコン１Ａに通知する。従って、ハブ１ＣにＤＡＰ２及び電源オン状態であるＰＣ３が
接続されているか否かの情報をマイコン１Ａに通知する専用の信号をハブ１Ｃから別途出
力する必要がない。従って、ハブ１Ｃの出力端子数を削減でき、ハブ１Ｃの構成を簡素化
することができる。
【００３５】
　詳細には、図４に示すように、ハブ１Ｃの出力端子１Ｃｂとマイコン１Ａの入力端子１
Ａａとの間に、積分回路３２が接続されている。積分回路３２は、抵抗Ｒ２，Ｒ３、コン
デンサＣ１を含む。抵抗Ｒ２の一端は出力端子１Ｃｂに接続され、かつ、抵抗Ｒ３を介し
て接地電位に接続されている。抵抗Ｒ２の他端は、コンデンサＣ１を介して接地電位に接
続され、かつ、マイコン１Ａの入力端子１Ａａに接続されている。出力端子１Ｃｂから出
力されるＰＷＭ信号は、積分回路３２によって積分され、ハイレベル又はローレベルの信
号が生成され、マイコン１Ａの入力端子１Ａａに供給される。
【００３６】
　マイコン１Ａは、ハブ１Ｃの出力端子１Ｃｂから出力されるＰＷＭ信号を検出すること
ができない。そこで、ＰＷＭ信号が積分回路３２によって積分されることにより、ＰＷＭ
信号がハイレベルの信号またはローレベルの信号に変換されて、マイコン１Ａに供給され
る。図７は、ハブ１ＣにＤＡＰ２及び／又はＰＣ３が接続されていない場合の、Ｃ点およ
びＤ点の波形を示す。この場合、マイコン１Ａにローレベルの信号が供給されることによ
って、マイコン１Ａは、ハブ１ＣにＤＡＰ２及び／又はＰＣ３が接続されていないことを
判断することができる。図８は、ハブ１ＣにＤＡＰ２及び電源オン状態のＰＣ３が接続さ
れている場合の、Ｃ点およびＤ点の波形を示す。この場合、マイコン１Ａにハイレベルの
信号が供給されることによって、マイコン１Ａは、ハブ１ＣにＤＡＰ２及び電源オン状態
のＰＣ３が接続されていることを判断することができる。
【００３７】
　マイコン１Ａは、ローレベルの信号が入力され、ハブ１ＣにＤＡＰ２及び／又はＰＣ３
が接続されていないことを判断すると、スイッチ１Ｅにコネクタ１Ｊとホストコントロー
ラ１Ｅとを接続させる。従って、ＰＣ３が電源オフ状態、又は、ＰＣ３が接続されていな
い等の理由で、ホストコントローラ３ＡからＤＡＰ２に充電コマンドを送信できない場合
には、ホストコントローラ１ＢをＤＡＰ２に接続させ、ホストコントローラ１ＢからＤＡ
Ｐ２に充電コマンドを送信させることにより、ＤＡＰ２を充電させることができる。
【００３８】
　オーディオ処理部１Ｄは、ハブ１Ｃに対する下流側デバイスである。オーディオ処理部
１Ｄは、ＰＣ３からのオーディオデータがハブ１Ｃを介して供給され、オーディオデータ
を所定の形式（例えばＳＰＤＩＦ）に変換し、スイッチ１Ｆに供給する。オーディオ処理
部１Ｄは、ＵＳＢオーディオＤＡＣ等が採用され、ハブ１Ｃとスイッチ１Ｆとの間に接続
されている。ハブ１Ｃにはオーディオ処理部１Ｄが常時接続された状態であるので、ハブ
１Ｃに接続されているＰＣ３は、オーディオ処理部１Ｄを常時認識している。従って、Ｄ
ＡＰ２からのオーディオデータを増幅装置４に出力する状態から、ＰＣ３からのオーディ
オデータを増幅装置４に出力する状態に切り換えられた際に、ＰＣ３が改めてオーディオ
処理部１Ｄを認識し直す必要がなく、直ぐにＰＣ３からのオーディオデータを増幅装置４
に出力することができる。
【００３９】
　スイッチ１Ｅは、コネクタ１Ｊとホストコントローラ１Ｂとを接続させるか、又は、コ
ネクタ１Ｊとハブ１Ｃとを接続させるかをマイコン１Ａからの指示に基づいて切り換える
。スイッチ１Ｅは、例えば、ＵＳＢ２．０対応高速バススイッチ等が採用される。スイッ
チ１Ｆは、出力端子１Ｌとホストコントローラ１Ｂとを接続させるか、又は、出力端子１
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Ｌとオーディオ処理部１Ｄとを接続させるかをマイコン１Ａからの指示に基づいて切り換
える。
【００４０】
　電源部１Ｇは、図３に示す電源コネクタから商用交流電源が供給され、商用交流電源か
ら直流電源電圧を生成し、クレードル１の各部に供給し、かつ、コネクタ１Ｊを介してＤ
ＡＰ２に供給する。ＤＡＰ２に供給された直流電源電圧は、ＤＡＰ２がバッテリを充電す
るために使用される。
【００４１】
　リモコン受信部１Ｈは、クレードル１用のリモコン送信機６からリモコン信号を受信し
、マイコン１Ａに制御信号を供給する。
【００４２】
　操作部１Ｉは、ユーザ操作に基づく指示を受け付けるものである。操作部１Ｉは、オー
ディオセレクタスイッチであるＤＡＰボタン２１及びＰＣボタン２２と、ＲＥＣボタン２
３と、電源ボタン２４とを含む。ＤＡＰボタン２１は、クレードル１がＤＡＰ２からのオ
ーディオデータを受信し、増幅装置４へと出力する状態（以下、ＤＡＰ再生状態という。
）に切り換えるためのボタンである。ＰＣボタン２２は、クレードル１がＰＣ３からのオ
ーディオデータを受信し、増幅装置４へと出力する状態（以下、ＰＣ再生状態という。）
に切り換えるためのボタンである。ＲＥＣボタン２３は、クレードル１がＰＣ３からのオ
ーディオファイルをＤＡＰ２に転送し、ＤＡＰ２にオーディオファイルを記録させる状態
（以下、記録動作状態という。）に切り換えるためのボタンである。また、ＲＥＣボタン
２３は、記録動作状態を解除するためのボタンでもある。電源ボタン２４は、クレードル
１を電源オン状態またはスタンバイ状態に切り換えるボタンである。これらのボタンはリ
モコン送信機６にも設けられている。
【００４３】
　コネクタ１Ｊは、ＤＡＰ２のコネクタと接続可能である。コネクタ１Ｊは、ＵＳＢ端子
（データラインＤ＋，Ｄ－及び５Ｖ電源ラインの各端子）、及び、ＤＡＰ２から接続検出
信号を受信する端子を含む。コネクタ１Ｊは、マイコン１Ａ、スイッチ１Ｅおよび電源部
１Ｇに接続されている。
【００４４】
　ＵＳＢ端子１Ｋは、ＵＳＢを介してＰＣ３が接続可能である。ＵＳＢ端子１Ｋは、ハブ
１Ｃに接続されている。出力端子１Ｌは、スイッチ１Ｆに接続されており、増幅装置４の
デジタルオーディオ入力端子が接続可能である。出力端子１Ｌは、スイッチ１Ｆから供給
されるオーディオデータを増幅装置４に出力する。
【００４５】
　制御信号入出力端子１Ｍは、マイコン１Ａに接続されており、増幅装置４に制御信号ラ
インを介して接続可能である。増幅装置４は、増幅装置４用のリモコン送信機５からのリ
モコン信号を受信すると、制御信号を制御信号入出力端子１Ｍに送信する。制御信号入出
力端子１Ｍは、増幅装置４からの制御信号を受信し、マイコン１Ａに供給する。マイコン
１Ａは、制御信号を制御信号入出力端子１Ｍを介して増幅装置４に送信する。
【００４６】
　ＤＡＰ２は、ＨＤＤ２Ａおよび再生部２Ｂ等を備える。再生部２Ｂは、ＨＤＤに記録さ
れたオーディオファイルを再生し、クレードル１にオーディオデータを出力する。ＰＣ３
は、ホストコントローラ３ＡおよびＨＤＤ３Ｂ等を備える。ＤＡＰ２およびＰＣ３自体は
一般的なものが採用されるとよい。
【００４７】
　以下、クレードル１の動作を説明する。図９は、ＤＡＰ再生状態とＰＣ再生状態とを切
り換えるマイコン１Ａの動作を示す。マイコン１Ａは、スイッチ１Ｅ、１Ｆの初期状態と
して、スイッチ１Ｅにコネクタ１Ｊとホストコントローラ１Ｂとを接続させ、スイッチ１
Ｆにホストコントローラ１Ｂと出力端子１Ｌとを接続させる。つまり、マイコン１Ａは、
初期状態として、ＤＡＰ再生状態に設定する。従って、ＤＡＰ２からのオーディオデータ
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をスイッチ１Ｅ、ホストコントローラ１Ｂ、スイッチ１Ｆを介して増幅装置４に出力する
ことができる。スイッチ１Ｅにコネクタ１Ｊとホストコントローラ１Ｂとを接続させるの
で、ＰＣ３が接続されていない又は電源オフ状態である場合でも、ホストコントローラ１
ＢからＤＡＰ２に充電コマンドが送信され、ＤＡＰ２を充電させることができる。
【００４８】
　Ｓ２～Ｓ５では、ＤＡＰ２およびＰＣ３のクレードル１への接続状態に応じてマイコン
１Ａがスイッチ１Ｅ、１Ｆを切り換える。マイコン１Ａは、コネクタ１ＪにＤＡＰ２から
接続検出信号が供給されているか否かを判断することにより、ＤＡＰ２がコネクタ１Ｊに
接続されているか否かを判断する（Ｓ２）。ＤＡＰ２が接続されている場合（Ｓ２でＹＥ
Ｓ）、マイコン１Ａは、スイッチ１Ｅにコネクタ１Ｊとホストコントローラ１Ｂとを接続
させ、スイッチ１Ｆにホストコントローラ１Ｂと出力端子１Ｌとを接続させる。つまり、
マイコン１Ａは、ＤＡＰ再生状態に設定する（Ｓ３）。従って、ＤＡＰ２からのオーディ
オデータがスイッチ１Ｅ、ホストコントローラ１Ｂ、スイッチ１Ｆを介して増幅装置４に
出力される。その後、処理はＳ６に進む。この場合、ホストコントローラ１ＢからＤＡＰ
２に充電コマンドが送信され、ＤＡＰ２を充電させることができる。
【００４９】
　ＤＡＰ２が接続されていない場合（Ｓ２でＮＯ）、マイコン１Ａは、ＰＣ３からＶＢＵ
Ｓが供給されているか否かを判断することにより、ＰＣ３がＵＳＢ端子１Ｋに接続され、
かつ、ＰＣ３が電源オン状態であるかを判断する（Ｓ４）。ＰＣ３が接続され、かつ、電
源オン状態である場合（Ｓ４でＹＥＳ）、マイコン１Ａは、スイッチ１Ｅにコネクタ１Ｊ
とホストコントローラ１Ｂとを接続させ、スイッチ１Ｆにオーディオ処理部１Ｄと出力端
子１Ｌとを接続させる。つまり、マイコン１Ａは、ＰＣ再生状態に設定する（Ｓ５）。従
って、ＰＣ３からのオーディオデータがハブ１Ｃ、オーディオ処理部１Ｄ、スイッチ１Ｆ
を介して増幅装置４に出力される。その後、処理はＳ６に進む。この場合、ホストコント
ローラ１ＢからＤＡＰ２に充電コマンドが送信され、ＤＡＰ２を充電させることができる
。なお、スイッチ１Ｅにコネクタ１Ｊとハブ１Ｃとを接続させ、ＰＣ３のホストコントロ
ーラ３ＡからＤＡＰ２に充電コマンドを送信することにより、ＤＡＰ２を充電させてもよ
い。一方、ＰＣ３が接続されていない、又は、ＰＣ３が電源オフ状態である場合（Ｓ４で
ＮＯ）、スイッチ１Ｅ、１Ｆを切り換えずに（初期状態のままで）Ｓ６に進む。
【００５０】
　Ｓ６～Ｓ１３では、ＤＡＰ再生状態に移行する指示およびＰＣ再生状態に移行する指示
に応じてマイコン１Ａがスイッチ１Ｅ、１Ｆを切り換える。マイコン１Ａは、ＤＡＰ再生
状態に移行する指示が入力されたか否かを判断している（Ｓ６）。例えば、ＤＡＰボタン
２１が操作されたか否かが判断される。ＤＡＰ再生状態に移行する指示が入力されていな
い場合（Ｓ６でＮＯ）、処理はＳ１０に進む。ＤＡＰ再生状態に移行する指示が入力され
た場合（Ｓ６でＹＥＳ）、マイコン１Ａは、上記と同様に、ＤＡＰ２がコネクタ１Ｊに接
続されているか否かを判断する（Ｓ７）。ＤＡＰ２が接続されている場合（Ｓ７でＹＥＳ
）、マイコン１Ａは、スイッチ１Ｅにコネクタ１Ｊとホストコントローラ１Ｂとを接続さ
せ、スイッチ１Ｆにホストコントローラ１Ｂと出力端子１Ｌとを接続させる。つまり、マ
イコン１Ａは、ＤＡＰ再生状態に設定する（Ｓ８）。従って、ＤＡＰ２からのオーディオ
データがスイッチ１Ｅ、ホストコントローラ１Ｂ、スイッチ１Ｆを介して増幅装置４に出
力される。その後、処理はＳ１０に進む。この場合、ホストコントローラ１ＢからＤＡＰ
２に充電コマンドが送信され、ＤＡＰ２を充電させることができる。一方、ＤＡＰ２が接
続されていない場合（Ｓ７でＮＯ）、マイコン１Ａは、スイッチ１Ｅ、１Ｆを切り換えさ
せず、図示しないＬＥＤを点滅させることにより、エラーをユーザに告知する（Ｓ９）。
例えば、ＰＣ再生状態において、ＤＡＰ２が接続されていないときに、ユーザ誤操作によ
って、ＤＡＰ再生状態に移行する指示が入力された場合、ＤＡＰ再生状態に移行してしま
うと、ＰＣ３からのオーディオデータの再生が中断されてしまうが、本例ではこのような
問題を解決できる。
【００５１】
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　マイコン１Ａは、ＰＣ再生状態に移行する指示が入力されたか否かを判断する（Ｓ１０
）。例えば、ＰＣボタン２２が操作されたか否かが判断される。ＰＣ再生状態に移行する
指示が入力されない場合（Ｓ１０でＮＯ）、処理はＳ１４に進む。ＰＣ再生状態に移行す
る指示が入力された場合（Ｓ１０でＹＥＳ）、マイコン１Ａは、上記と同様に、ＰＣ３が
ＵＳＢ端子１Ｋに接続され、かつ、電源オン状態であるか否かを判断する（Ｓ１１）。Ｐ
Ｃ３が接続され、かつ、電源オン状態である場合（Ｓ１１でＹＥＳ）、マイコン１Ａは、
スイッチ１Ｅにコネクタ１Ｊとホストコントローラ１Ｂとを接続させ、スイッチ１Ｆにオ
ーディオ処理部１Ｄと出力端子１Ｌとを接続させる。つまり、マイコン１Ａは、ＰＣ再生
状態に設定する（Ｓ１２）。従って、ＰＣ３からのオーディオデータがハブ１Ｃ、オーデ
ィオ処理部１Ｄ、スイッチ１Ｆを介して増幅装置４に出力される。その後、処理はＳ１４
に進む。この場合、ホストコントローラ１ＢからＤＡＰ２に充電コマンドが送信され、Ｄ
ＡＰ２を充電させることができる。なお、スイッチ１Ｅにコネクタ１Ｊとハブ１Ｃとを接
続させ、ＰＣ３のホストコントローラ３ＡからＤＡＰ２に充電コマンドを送信することに
より、ＤＡＰ２を充電させてもよい。一方、ＰＣ３が接続されていない、又は、ＰＣ３が
電源オフ状態である場合（Ｓ１１でＮＯ）、マイコン１Ａは、スイッチ１Ｅ、１Ｆを切り
換えさせず、図示しないＬＥＤを点滅させることにより、エラーをユーザに告知する（Ｓ
１３）。例えば、ＤＡＰ再生状態において、ＰＣ３が接続されていないときに、ユーザ誤
操作によって、ＰＣ再生状態に移行する指示が入力された場合、もしＰＣ再生状態に移行
してしまうと、ＤＡＰ２からのオーディオデータの再生が中断されてしまうが、本例では
このような問題を解決できる。
【００５２】
　次に、マイコン１Ａは、ＤＡＰ２からの再生開始通知に基づいて、ＤＡＰ２がオーディ
オデータを再生開始したか否かを判断する（Ｓ１４）。スイッチ１Ｅがコネクタ１Ｊとホ
ストコントローラ１Ｂとを接続している場合、ＤＡＰ２が再生開始すると、ホストコント
ローラ１Ｂは再生開始通知を受信することができるので、これをマイコン１Ａに転送する
。ＤＡＰ２が再生開始した場合（Ｓ１４でＹＥＳ）、マイコン１Ａは、スイッチ１Ｆにホ
ストコントローラ１Ｂと出力端子１Ｌとを接続させる。つまり、マイコン１Ａは、ＤＡＰ
再生状態に設定する（Ｓ１５）。従って、ＤＡＰ２からのオーディオデータがスイッチ１
Ｅ、ホストコントローラ１Ｂ、スイッチ１Ｆを介して増幅装置４に出力される。その後、
処理はＳ２に戻る。この場合、ホストコントローラ１ＢからＤＡＰ２に充電コマンドが送
信されることにより、ＤＡＰ２を充電させることができる。
【００５３】
　以上の処理によって、ユーザの作業によってクレードル１、ＤＡＰ２、ＰＣ３、増幅装
置４の接続／接続解除を実行する必要なく、ＤＡＰ再生状態及びＰＣ再生状態を切り換え
ることができる。なお、Ｓ６におけるＤＡＰ再生状態に移行する指示およびＳ１０におけ
るＰＣ再生状態に移行する指示は、ボタン操作に限定されず、リモコン送信機６からのリ
モコン信号又は増幅装置４から供給される制御信号であってもよい。
【００５４】
　図１０は、記録動作状態に移行する又は解除するマイコン１Ａの動作を示す。ＤＡＰ再
生状態およびＰＣ再生状態のいずれの状態であっても、記録動作状態に移行することがで
きる。マイコン１Ａは、記録動作状態に移行する指示が入力されたか否かを判断する（Ｓ
２１）。例えば、ＲＥＣボタン２３が短押しされたか否かが判断される。記録動作状態に
移行する指示が入力されない場合（Ｓ２１でＮＯ）、処理はＳ２７に進む。記録動作状態
に移行する指示が入力された場合（Ｓ２１でＹＥＳ）、マイコン１Ａは、上記と同様に、
ＤＡＰ２がコネクタ１Ｊに接続されているか否かを判断する（Ｓ２２）。ＤＡＰ２１が接
続されていない場合（Ｓ２２でＮＯ）、マイコン１Ａは、スイッチ１Ｅにコネクタ１Ｊと
ハブ１Ｃとを接続させずに、エラーをユーザに告知する（Ｓ２６）。つまり、記録動作状
態に移行しない。ＤＡＰ２が接続されている場合（Ｓ２２でＹＥＳ）、マイコン１Ａは、
上記と同様に、ＰＣ３がＵＳＢ端子１Ｋに接続され、かつ、ＰＣ３が電源オン状態である
か否かを判断する（Ｓ２３）。ＰＣ３が接続されていない、又は、電源オフ状態で場合（
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Ｓ２３でＮＯ）、マイコン１Ａは、スイッチ１Ｅにコネクタ１Ｊとハブ１Ｃとを接続させ
ずに、エラーをユーザに告知する（Ｓ２６）。つまり、記録動作状態に移行しない。ＰＣ
３が接続されていない、又は、電源オフ状態の場合に、スイッチ１Ｅがコネクタ１Ｊとハ
ブ１Ｃとを接続すると、ＤＡＰ２に充電コマンドを送信できなくなり、ＤＡＰ２を充電で
きなくなるが、本例ではこの問題を解決できる。
【００５５】
　ＰＣ３が接続され、かつ、電源オン状態である場合（Ｓ２３でＹＥＳ）、マイコン１Ａ
は、スイッチ１Ｅにコネクタ１Ｊとハブ１Ｃとを接続させる。つまり、マイコン１Ａは、
記録動作状態に設定する（Ｓ２４）。従って、ＤＡＰ２とＰＣ３とがＵＳＢを介して通信
することにより、ＰＣ３からのオーディオファイルがハブ１Ｃ、スイッチ１Ｅを介してＤ
ＡＰ２に転送され、ＤＡＰ２に記録される。この場合、ホストコントローラ１Ｂから充電
コマンドをＤＡＰ２に送信できなくなるが、ＰＣ３のホストコントローラ３ＡからＤＡＰ
２に充電コマンドが送信されることにより、ＤＡＰ２を充電させることができる。
【００５６】
　マイコン１Ａは、スイッチ１Ｆにオーディオ処理部１Ｄと出力端子１Ｌとを接続させる
。つまり、マイコン１Ａは、ＰＣ再生状態に設定する（Ｓ２５）。従って、ＰＣ３からの
オーディオデータがハブ１Ｃ、オーディオ処理部１Ｄ、スイッチ１Ｆを介して増幅装置４
に出力される。このように、記録動作状態に設定されるときには、スイッチ１Ｅがコネク
タ１Ｊとハブ１Ｃとを接続しており、ＤＡＰ２のオーディオデータを受信し増幅装置４に
送信することはできないので、ＰＣ再生状態に自動的に設定される。従って、ＰＣ３のオ
ーディオファイルをＤＡＰ２に転送し、ＤＡＰ２に記録しながら、ＰＣ３からのオーディ
オデータを増幅装置４で再生することができる。つまり、ユーザがＰＣ３のオーディオを
聞きながら、オーディオファイルをＤＡＰ２に記録できる。
【００５７】
　マイコン１Ａは、記録動作状態を解除する指示が入力された否かを判断する（Ｓ２７）
。例えば、ＲＥＣボタン２３が長押しされたか否かを判断する。記録動作状態を解除する
指示が入力されない場合（Ｓ２７でＮＯ）、処理はＳ２１に戻る。記録動作状態を解除す
る指示が入力された場合（Ｓ２７でＹＥＳ）、マイコン１Ａは、スイッチ１Ｅにコネクタ
１Ｊとホストコントローラ１Ｂとを接続させる。つまり、マイコン１Ａは記録動作状態を
解除し、ＰＣ３とＤＡＰ２とがＵＳＢを介して通信せず、ＰＣ３からのオーディオファイ
ルがＤＡＰ２に転送されないようにする（Ｓ２８）。この場合、ホストコントローラ１Ｂ
からＤＡＰ２に充電コマンドが送信されることにより、ＤＡＰ２を充電させることができ
る。
【００５８】
　なお、記録動作状態の解除後も、スイッチ１Ｆはオーディオ処理部１Ｄと出力端子１Ｌ
との接続状態を維持する。従って、ユーザが、ＰＣ３のオーディオファイルをＤＡＰ２に
転送し、ＤＡＰ２に記録させながら、ＰＣ３のオーディオデータを増幅装置４で再生して
聴いている際に、記録動作状態を解除したことにより、ＰＣ３からのオーディオデータが
増幅装置４から再生されなくなることを防止できる。記録動作状態の解除後に、ＤＡＰ２
からのオーディオデータを増幅装置４で再生する場合には、図９の処理において、Ｓ６で
ＤＡＰ再生状態に移行する指示を入力する、又は、Ｓ１４でＤＡＰ２が再生開始すること
により実行できる。
【００５９】
　以上の処理によって、ユーザ作業としてクレードル１、ＤＡＰ２、ＰＣ３、増幅装置４
の接続／接続解除を実行することなく、記録動作状態への移行およびその解除、ＰＣ再生
状態からＤＡＰ再生状態への切り換えを実行することができる。なお、Ｓ２１における記
録動作状態に移行する指示およびＳ２７における記録動作状態を解除する指示は、ボタン
操作に限定されず、リモコン送信機６からのリモコン信号又は増幅装置４から供給される
制御信号であってもよい。
【００６０】
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　ここで、記録動作状態において、記録動作状態を解除する指示が入力されることなく、
ユーザによりＰＣ３がＵＳＢ端子１Ｋから接続解除される、又は、ＰＣ３の電源がオフ状
態にされる、又は、ＤＡＰ２とＰＣ３との間にＵＳＢの通信障害が生じた場合、スイッチ
１Ｅは未だコネクタ１Ｊとハブ１Ｃとを接続しているにも関わらず、ＰＣ３のホストコン
トローラ３Ａから充電コマンドがＤＡＰ２に供給されなくなり、ＤＡＰ２を充電できなく
なる。そこで、図１１に示すように、マイコン１Ａは、積分回路３２からの信号がハイレ
ベルであるか否かを判断する（Ｓ３１）。すなわち、マイコン１は、ハブ１ＣにＤＡＰ２
および電源オン状態のＰＣ３が接続されているか否かを判断する。ハイレベルでなければ
（Ｓ３１でＮＯ）、マイコン１Ａは、スイッチ１Ｅにコネクタ１Ｊとホストコントローラ
１Ｂとを接続させる。従って、ホストコントローラ１ＢからＤＡＰ２に充電コマンドが送
信され、ＤＡＰ２を充電させることができる。
【００６１】
　以上、本発明の好ましい実施形態を説明したが、本発明はこれらの実施形態には限定さ
れない。ＤＡＰ２が充電コマンドを受信できずに充電できなくなるという問題を解決する
という観点から言えば、クレードル１は、ＰＣ再生状態を有さずに、ＤＡＰ再生状態およ
び記録動作状態のみを有していてもよく、この場合、図１２に示すように、クレードル１
は、ＵＳＢハブ１Ｃと、オーディオ処理部１Ｄと、スイッチ１Ｆとを備えなくてもよい。
つまり、スイッチ１Ｅは、ＵＳＢ端子（第２接続部）１Ｋに直接接続されており、ホスト
コントローラ１Ｂは出力端子１Ｌに直接接続されるとよい。また、クレードル１は、記録
動作状態を有さずに、ＤＡＰ再生状態およびＰＣ再生状態のみを有していてもよい。この
場合、図１３に示すように、クレードル１は、ＵＳＢハブ１Ｃと、スイッチ１Ｅとを備え
なくてもよい。また、クレードル１は、ＰＣ３に内蔵されていてもよく、又は、増幅装置
４に内蔵されていてもよい。また、オーディオデータの代わりに映像データや静止画デー
タでもよく、これらを総称してコンテンツデータという。コンテンツデータを所定フォー
マットでエンコードしたものをコンテンツファイルという。また、オーディオ処理部１Ｄ
がオーディオデータをＤＡ変換する場合、アナログのオーディオ信号が増幅装置４に出力
される。また、オーディオ処理部１Ｄがクレードル１に内蔵されておらず、クレードル１
と増幅装置４との間に接続されてもよい。また、本発明は、上記の動作をコンピュータに
実行させるためのコンピュータプログラムという形態で提供することもできる。携帯型コ
ンテンツ再生装置は、携帯電話、ポータブルカーナビ、ポータブルＴＶ、ポータブルＣＤ
プレーヤ、携帯ゲーム機等でもよい。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　本発明は、携帯型コンテンツ再生装置のクレードルに好適に採用され得る。
【符号の説明】
【００６３】
　１　　　　　　　クレードル
　１Ａ　　　　　　マイコン（スイッチ制御手段）
　１Ｂ　　　　　　ホストコントローラ
　１Ｃ　　　　　　ＵＳＢハブ
　１Ｄ　　　　　　オーディオ処理部（下流側デバイス）
　１Ｅ　　　　　　スイッチ（第１スイッチ）
　１Ｆ　　　　　　スイッチ（第２スイッチ）
　１Ｇ　　　　　　電源部
　１Ｈ　　　　　　リモコン受信部
　１Ｉ　　　　　　操作部
　１Ｊ　　　　　　ＤＡＰ接続コネクタ（第１接続部）
　１Ｌ　　　　　　出力端子
　１Ｍ　　　　　　制御信号入出力端子
　２　　　　　　　携帯型コンテンツ再生装置
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　３　　　　　　　ＰＣ（コンピュータ）
　３Ａ　　　　　　ホストコントローラ
　３１　　　　　　ＬＥＤ（発光素子）
　３２　　　　　　積分回路

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【手続補正書】
【提出日】平成22年3月9日(2010.3.9)
【手続補正１】
【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】
　コントローラと通信しているとき充電動作を実行し、コントローラと通信していないと
き充電動作を実行しない携帯型コンテンツ再生装置に充電用の電源電圧を供給するクレー
ドルであって、
　前記携帯型コンテンツ再生装置が接続可能な第１接続部と、
　第２コントローラを備えるコンピュータが接続可能な第２接続部と、
　前記携帯型コンテンツ再生装置を制御する第１コントローラと、
　前記第１接続部と前記第１コントローラとを接続するか、又は、前記第１接続部と前記
第２接続部とを接続するかを切り換える第１スイッチと、
　前記第１スイッチを切り換え制御するスイッチ制御部とを備え、
　前記スイッチ制御部が前記第１スイッチに前記第１接続部と前記第１コントローラとを
接続させるとき、前記第１コントローラに前記携帯型コンテンツ再生装置と通信させ、
　前記スイッチ制御部が前記第１スイッチに前記第１接続部と前記第２接続部とを接続さ
せるとき、前記第２コントローラに前記携帯型コンテンツ再生装置と通信させる、クレー
ドル。
【請求項２】
　コンテンツデータを出力する出力部と、
　前記第２接続部、前記第１スイッチ及び第２スイッチに接続されているハブと、
　前記出力部と前記第１コントローラとを接続するか、又は、前記出力部と前記ハブとを
接続するかを切り換える前記第２スイッチとをさらに備え、
　前記第１スイッチが、前記第１接続部と前記第１コントローラとを接続するか、又は、
前記第１接続部と前記ハブとを接続するかを切り換え、
　前記スイッチ制御部が、前記第１スイッチ及び前記第２スイッチを切り換え制御し、
　前記スイッチ制御部が前記第１スイッチに前記第１接続部と前記ハブとを接続させると
き、前記第２コントローラに前記携帯型コンテンツ再生装置と通信させる、請求項１に記
載のクレードル。
【請求項３】
　前記ハブが、前記携帯型コンテンツ再生装置および前記コンピュータが前記ハブに接続
されていることを検出しているときに発光素子を発光制御するための発光制御信号を出力
し、
　前記スイッチ制御部が、前記ハブから出力される発光制御信号に基づいて、前記携帯型
コンテンツ再生装置および前記コンピュータが前記ハブに接続されているか否かを判断し
、接続されていないと判断した場合に、前記第１スイッチに前記第１接続部と前記第１コ
ントローラとを接続させる、請求項２に記載のクレードル。
【請求項４】
　前記ハブから出力される発光制御信号がＰＷＭ信号であり、
　前記発光制御信号を積分し、前記携帯型コンテンツ再生装置および前記コンピュータが
前記ハブに接続されているときに第１レベルであり、前記携帯型コンテンツ再生装置およ
び／または前記コンピュータが前記ハブに接続されていないときに第２レベルである制御
信号を生成し、前記スイッチ制御部に供給する積分回路をさらに備え、
　前記スイッチ制御部が、前記積分回路から供給される制御信号に基づいて、前記携帯型
コンテンツ再生装置および前記コンピュータが前記ハブに接続されているか否かを判断す
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る、請求項３に記載のクレードル。
【手続補正書】
【提出日】平成22年8月13日(2010.8.13)
【手続補正１】
【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】
　コントローラと通信しているとき充電動作を実行し、コントローラと通信していないと
き充電動作を実行しない携帯型コンテンツ再生装置に充電用の電源電圧を供給するクレー
ドルであって、
　前記携帯型コンテンツ再生装置が接続可能な第１接続部と、
　第２コントローラを備えるコンピュータが接続可能な第２接続部と、
　前記携帯型コンテンツ再生装置を制御する第１コントローラと、
　前記第１接続部と前記第１コントローラとを接続するか、又は、前記第１接続部と前記
第２接続部とを接続するかを切り換える第１スイッチと、
　電源オン状態である前記コンピュータが前記第２接続部に接続されているか否かを判断
する判断部と、
　前記判断部の判断結果に基づいて、前記第１スイッチを切り換え制御するスイッチ制御
部とを備え、
　電源オン状態である前記コンピュータが前記第２接続部に接続されていないと判断され
た場合、前記スイッチ制御部が前記第１スイッチに前記第１接続部と前記第１コントロー
ラとを接続させることにより、前記第１コントローラに前記携帯型コンテンツ再生装置と
通信させ、
　前記スイッチ制御部が前記第１スイッチに前記第１接続部と前記第２接続部とを接続さ
せるとき、前記第２コントローラに前記携帯型コンテンツ再生装置と通信させる、クレー
ドル。
【請求項２】
　コンテンツデータを出力する出力部と、
　前記第２接続部、前記第１スイッチ及び第２スイッチに接続されているハブと、
　前記出力部と前記第１コントローラとを接続するか、又は、前記出力部と前記ハブとを
接続するかを切り換える前記第２スイッチとをさらに備え、
　前記第１スイッチが、前記第１接続部と前記第１コントローラとを接続するか、又は、
前記第１接続部と前記ハブとを接続するかを切り換え、
　前記スイッチ制御部が、前記第１スイッチ及び前記第２スイッチを切り換え制御し、
　前記スイッチ制御部が前記第１スイッチに前記第１接続部と前記ハブとを接続させると
き、前記第２コントローラに前記携帯型コンテンツ再生装置と通信させる、請求項１に記
載のクレードル。
【請求項３】
　前記ハブが、前記携帯型コンテンツ再生装置および前記コンピュータが前記ハブに接続
されていることを検出しているときに発光素子を発光制御するための発光制御信号を出力
し、
　前記判断部が、前記ハブから出力される発光制御信号に基づいて、前記携帯型コンテン
ツ再生装置および前記コンピュータが前記ハブに接続されているか否かを判断し、接続さ
れていないと判断した場合に、前記スイッチ制御部が、前記第１スイッチに前記第１接続
部と前記第１コントローラとを接続させる、請求項２に記載のクレードル。
【請求項４】
　前記ハブから出力される発光制御信号がＰＷＭ信号であり、
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　前記発光制御信号を積分し、前記携帯型コンテンツ再生装置および前記コンピュータが
前記ハブに接続されているときに第１レベルであり、前記携帯型コンテンツ再生装置およ
び／または前記コンピュータが前記ハブに接続されていないときに第２レベルである制御
信号を生成し、前記判断部に供給する積分回路をさらに備え、
　前記判断部が、前記積分回路から供給される制御信号に基づいて、前記携帯型コンテン
ツ再生装置および前記コンピュータが前記ハブに接続されているか否かを判断する、請求
項３に記載のクレードル。
【手続補正書】
【提出日】平成22年11月1日(2010.11.1)
【手続補正１】
【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】
　コントローラと通信しているとき充電動作を実行し、コントローラと通信していないと
き充電動作を実行しない携帯型コンテンツ再生装置に充電用の電源電圧を供給するクレー
ドルであって、
　前記携帯型コンテンツ再生装置が接続可能な第１接続部と、
　第２コントローラを備えるコンピュータが接続可能な第２接続部と、
　前記携帯型コンテンツ再生装置を制御する第１コントローラと、
　前記第１接続部と前記第１コントローラとを接続するか、又は、前記第１接続部と前記
第２接続部とを接続するかを切り換える第１スイッチと、
　電源オン状態である前記コンピュータが前記第２接続部に接続されているか否かを判断
する判断部と、
　前記判断部の判断結果に基づいて、前記第１スイッチを切り換え制御するスイッチ制御
部とを備え、
　電源オン状態である前記コンピュータが前記第２接続部に接続されていないと判断され
た場合、前記スイッチ制御部が前記第１スイッチに前記第１接続部と前記第１コントロー
ラとを接続させることにより、前記第１コントローラに前記携帯型コンテンツ再生装置と
通信させ、
　電源オン状態である前記コンピュータが前記第２接続部に接続されていると判断された
場合、前記スイッチ制御部が前記第１スイッチに前記第１接続部と前記第２接続部とを接
続させることにより、前記第２コントローラに前記携帯型コンテンツ再生装置と通信させ
る、クレードル。
【請求項２】
　コンテンツデータを出力する出力部と、
　前記第２接続部、前記第１スイッチ及び第２スイッチに接続されているハブと、
　前記出力部と前記第１コントローラとを接続するか、又は、前記出力部と前記ハブとを
接続するかを切り換える前記第２スイッチとをさらに備え、
　前記第１スイッチが、前記第１接続部と前記第１コントローラとを接続するか、又は、
前記第１接続部と前記ハブとを接続するかを切り換え、
　前記スイッチ制御部が、前記第１スイッチ及び前記第２スイッチを切り換え制御し、
　前記スイッチ制御部が前記第１スイッチに前記第１接続部と前記ハブとを接続させると
き、前記第２コントローラに前記携帯型コンテンツ再生装置と通信させる、請求項１に記
載のクレードル。
【請求項３】
　前記ハブが、前記携帯型コンテンツ再生装置および前記コンピュータが前記ハブに接続
されていることを検出しているときに発光素子を発光制御するための発光制御信号を出力
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し、
　前記判断部が、前記ハブから出力される発光制御信号に基づいて、前記携帯型コンテン
ツ再生装置および前記コンピュータが前記ハブに接続されているか否かを判断し、接続さ
れていないと判断した場合に、前記スイッチ制御部が、前記第１スイッチに前記第１接続
部と前記第１コントローラとを接続させる、請求項２に記載のクレードル。
【請求項４】
　前記ハブから出力される発光制御信号がＰＷＭ信号であり、
　前記発光制御信号を積分し、前記携帯型コンテンツ再生装置および前記コンピュータが
前記ハブに接続されているときに第１レベルであり、前記携帯型コンテンツ再生装置およ
び／または前記コンピュータが前記ハブに接続されていないときに第２レベルである制御
信号を生成し、前記判断部に供給する積分回路をさらに備え、
　前記判断部が、前記積分回路から供給される制御信号に基づいて、前記携帯型コンテン
ツ再生装置および前記コンピュータが前記ハブに接続されているか否かを判断する、請求
項３に記載のクレードル。
【請求項５】
　前記判断部が、ユーザ操作に基づいて前記コンピュータに記録されているコンテンツを
前記携帯型コンテンツ再生装置に転送し、前記携帯型コンテンツ再生装置に記録させる指
示が入力された場合に、電源オン状態である前記コンピュータが前記第２接続部に接続さ
れているか否かを判断し、
　電源オン状態である前記コンピュータが前記第２接続部に接続されていると判断された
場合、前記スイッチ制御部が前記第１スイッチに前記第１接続部と前記第２接続部とを接
続させることにより、前記コンピュータに記録されているコンテンツを前記携帯型コンテ
ンツ再生装置に転送し、前記携帯型コンテンツ再生装置に記録させ、かつ、前記第２コン
トローラに前記携帯型コンテンツ再生装置と通信させる、請求項１に記載のクレードル。
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