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(57)【要約】
【課題】クレードルの筐体の外周部に周方向に延びるよ
うに取付けられているインジケータを明るさのむらなく
均等に光らせるようにする。
【解決手段】クレードル２１の外筐をアッパーケース６
１とロアケース６２とから組み立てるようにし、アッパ
ーケース６１とロアケース６２との接合部に約１８０度
の角度で周方向に延びるようにインジケータ６４を挟着
して取付けるようにし、アッパーケース６１の内側に配
されているプリント基板６３の下面のＬＥＤ７３からの
光を、ロアケース６２の円形の開口８７を通してその下
側のウエート６５の内表面で反射し、反射光を上記イン
ジケータ６４に導くようにする。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光することによって動作表示を行なうインジケータを有するクレードルにおいて、
　前記インジケータを発光させるための光源となる発光手段と、
　前記発光手段からの光を反射して前記インジケータに導く反射手段と、
　を有するクレードル。
【請求項２】
　携帯型再生機を装着するようになっていることを特徴とする請求項１に記載のクレード
ル。
【請求項３】
　前記携帯型再生機を装着する装着部がコネクタを備えることを特徴とする請求項２に記
載のクレードル。
【請求項４】
　情報端末からの信号を受信するアンテナを有することを特徴とする請求項１に記載のク
レードル。
【請求項５】
　発光手段が筐体内に取付けられた回路基板上に実装された発光ダイオードであることを
特徴とする請求項１に記載のクレードル。
【請求項６】
　前記インジケータが筐体の外周面に臨みかつ周方向に延びるようになっている乳白色の
円弧状の導光体であることを特徴とする請求項１に記載のクレードル。
【請求項７】
　前記反射手段が前記筐体の下側に配されているウエートから構成され、該ウエートの反
射部が前記筐体の開口に臨み、前記発光手段からの光を前記開口を通して前記ウエートの
反射部で反射して前記インジケータに導くことを特徴とする請求項６に記載のクレードル
。
【請求項８】
　前記反射手段が前記筐体の下側に配されているウエートの表面の反射手段から構成され
、該反射手段が前記筐体の開口に臨み、前記発光手段からの光を前記開口を通して前記反
射手段によって反射して前記インジケータに導くことを特徴とする請求項６に記載のクレ
ードル。
【請求項９】
　前記ウエートの反射部または前記ウエート上の反射手段が前記円弧状の導光体の周方向
の中心部に近接してその内側に設けられることを特徴とする請求項７または請求項８に記
載のクレードル。
【請求項１０】
　発光することによって動作表示を行なうインジケータを有するクレードルにおいて、
　前記インジケータを発光させるための光源となる発光手段と、前記発光手段からの光を
反射して前記インジケータに導く反射手段と、を有し、
　前記インジケータが筐体を構成するアッパーケースとロアケースとの接合部に組込まれ
ており、しかも前記ロアケースの下側にウエートが取付けられ、該ウエートに前記反射手
段が設けられることを特徴とするクレードル。
【請求項１１】
　前記アッパーケースと前記ロアケースとが該ロアケース側から螺着されるビスによって
結合されるとともに、前記ビスの頭部を覆うように前記ウエートが前記ロアケースの下面
に取付けられることを特徴とする請求項１０に記載のクレードル。
【請求項１２】
　前記ウエートの周縁部に爪が設けられ、該爪が前記ロアケースの係合孔のエッジに係合
されるようになっており、しかも前記ロアケースの弾性片のロック用突部が前記ウエート
のロック孔に挿入されて前記ウエートがロックされていることを特徴とする請求項１１に
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記載のクレードル。
【請求項１３】
　前記ロック孔からピンを挿入して前記ロック用突部を押して前記弾性片を弾性変形させ
、前記ロック用突部を前記ロック孔から離脱させた状態で、前記ウエートを周方向に微少
角度回動させると、前記ウエートの爪が前記係合孔のエッジから離脱することを特徴とす
る請求項１２に記載のクレードル。
【請求項１４】
　前記ウエートの周縁部に爪が設けられ、該爪が前記ロアケースの係合孔のエッジに係合
されるようになっており、しかも前記ロアケースの弾性片のロック孔が前記ウエートのロ
ック用突部を受入れて前記ウエートがロックされていることを特徴とする請求項１１に記
載のクレードル。
【請求項１５】
　前記ウエートの小孔を通してピンを挿入して前記ロアケースの弾性片を押して前記弾性
片のロック孔と前記ウエートのロック用突部との係合を解除した状態で、前記ウエートを
周方向に微少角度回転させると、前記ウエートの爪が前記係合孔のエッジから離脱するこ
とを特徴とする請求項１４に記載のクレードル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はクレードルに係り、とくに携帯型再生機をその上に載置して、該携帯型再生機
から信号を送出して他の機器に供給するクレードルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　音楽を再生するための再生機器として、ハードディスクや半導体メモリ等の記憶手段を
内蔵し、このような記憶手段によってディジタル化された音楽信号を記録するとともに、
記録されたディジタル信号を読出してＤ／Ａ変換して出力する携帯用再生装置が広く用い
られている。このような再生装置によると、多数の楽曲を記録するとともに、必要に応じ
て読出すことが可能になり、多数枚のＣＤを持運ぶことなく自由に音楽を選択して再生で
きるようになる。
【０００３】
　このような携帯型音楽再生機は、例えば特開２００３－１６３７２１号公報に開示され
ているようなクレードルに装着することによって、パソコンや他のデバイスとデータを共
有したり、あるいはまたこの再生機の２次電池を充電することが可能になる。
【０００４】
　このように携帯型音楽再生機を携帯するのではなく、クレードルに装着するとともに、
このクレードルによって、再生機からの信号をオーディオアンプ等の他の機器に送出する
ことができる。そしてこのような場合には、このような動作状態をクレードルのインジケ
ータによって表示することにより、動作状態を外部から容易に視認することができる。す
なわちクレードルの筐体にインジケータを配設し、発光源である、例えばＬＥＤからの光
をインジケータに照射してこのインジケータを光らせることによって、動作表示を行なう
ことが可能になる。しかるに単一のＬＥＤによって、例えばクレードルの周方向の半周に
も亙るインジケータを光らせるようにすると、光がインジケータの周方向に均一に導かれ
ないために、明るさにむらを生じてしまう欠点があった。
【０００５】
　このような問題点に鑑みて、インジケータの内側に導光板を配し、この導光板によって
ＬＥＤからの光を誘導することによって、比較的長いインジケータであってもそのほぼ全
体に光を導くことが可能になる。しかるに、例えばクレードルの筐体の周方向の半周にも
及ぶようなインジケータになると、このようなインジケータをまんべんなく均一に光らせ
るのは非常に困難である。従来においては、クレードルの筐体の周方向の半周にも及ぶイ
ンジケータを均等に光らせるために、複数のＬＥＤを使用したり、あるいはまた大掛かり
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な導光体を設けるようにしなければならず、これによってインジケータによる発光表示の
ための機構が複雑になるとともに、コスト高になる問題があった。
【特許文献１】特開２００３－１６３７２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本願発明の課題は、ＬＥＤ等の発光手段が単一であっても、比較的長い寸法のインジケ
ータをほぼ均一に光らせることが可能なクレードルを提供することである。
【０００７】
　本願発明の別の課題は、クレードルの筐体の周方向のほぼ半周にわたって延びるように
設けられたインジケータを、光のむらなく光らせるようにしたクレードルを提供すること
である。
【０００８】
　本願発明のさらに別の課題は、発光手段からの光を導光板を用いることなく、インジケ
ータに導くようにし、部品点数を削減するとともに、コスト的にも有利なクレードルを提
供することである。
【０００９】
　本願発明のさらに別の課題は、特別な反射手段を必要とせず、もともと必要であった部
材を用いて発光手段からの光を反射させて筐体の外周部に周方向に延びるように設けられ
たインジケータを均一に光らせるようにしたクレードルを提供することである。
【００１０】
　本願発明の上記の課題および別の課題は、以下に述べる本願発明の技術的思想およびそ
の実施の形態によって明らかにされる。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本願の主要な発明は、発光することによって動作表示を行なうインジケータを有するク
レードルにおいて、
　前記インジケータを発光させるための光源となる発光手段と、
　前記発光手段からの光を反射して前記インジケータに導く反射手段と、
　を有するクレードルに関するものである。
【００１２】
　ここで、携帯型再生機を装着するようになっていてよい。また前記携帯型再生機を装着
する装着部がコネクタを備えてよい。また情報端末からの信号を受信するアンテナを有し
てよい。また発光手段が筐体内に取付けられた回路基板上に実装された発光ダイオードで
あってよい。また前記インジケータが筐体の外周面に臨みかつ周方向に延びるようになっ
ている乳白色の円弧状の導光体であってよい。また前記反射手段が前記筐体の下側に配さ
れているウエートから構成され、該ウエートの反射部が前記筐体の開口に臨み、前記発光
手段からの光を前記開口を通して前記ウエートの反射部で反射して前記インジケータに導
くようにしてよい。また前記反射手段が前記筐体の下側に配されているウエートの表面の
反射手段から構成され、該反射手段が前記筐体の開口に臨み、前記発光手段からの光を前
記開口を通して前記反射手段によって反射して前記インジケータに導くようにしてよい。
また前記ウエートの反射部または前記ウエート上の反射手段が前記円弧状の導光体の周方
向の中心部に近接してその内側に設けられてよい。
【００１３】
　本願の別の主要な発明は、発光することによって動作表示を行なうインジケータを有す
るクレードルにおいて、
　前記インジケータを発光させるための光源となる発光手段と、前記発光手段からの光を
反射して前記インジケータに導く反射手段と、を有し、
　前記インジケータが筐体を構成するアッパーケースとロアケースとの接合部に組込まれ
ており、しかも前記ロアケースの下側にウエートが取付けられ、該ウエートに前記反射手
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段が設けられることを特徴とするクレードルに関するものである。
【００１４】
　ここで、前記アッパーケースと前記ロアケースとが該ロアケース側から螺着されるビス
によって結合されるとともに、前記ビスの頭部を覆うように前記ウエートが前記ロアケー
スの下面に取付けられてよい。また前記ウエートの周縁部に爪が設けられ、該爪が前記ロ
アケースの係合孔のエッジに係合されるようになっており、しかも前記ロアケースの弾性
片のロック用突部が前記ウエートのロック孔に挿入されて前記ウエートがロックされてよ
い。また前記ロック孔からピンを挿入して前記ロック用突部を押して前記弾性片を弾性変
形させ、前記ロック用突部を前記ロック孔から離脱させた状態で、前記ウエートを周方向
に微少角度回動させると、前記ウエートの爪が前記係合孔のエッジから離脱するようにし
てよい。また前記ウエートの周縁部に爪が設けられ、該爪が前記ロアケースの係合孔のエ
ッジに係合されるようになっており、しかも前記ロアケースの弾性片のロック孔が前記ウ
エートのロック用突部を受入れて前記ウエートがロックされてよい。また前記ウエートの
小孔を通してピンを挿入して前記ロアケースの弾性片を押して前記弾性片のロック孔と前
記ウエートのロック用突部との係合を解除した状態で、前記ウエートを周方向に微少角度
回転させると、前記ウエートの爪が前記係合孔のエッジから離脱するようにしてよい。
【００１５】
　本願発明の好ましい態様は、ほぼ円形の筐体を有するクレードルにおいて、その外周部
の半周にわたって発光するインジケータを有し、発光源となるＬＥＤが１個所しかない場
合でも、板金でできたウエートの内表面によって上記ＬＥＤからの光を照射させるように
し、このような反射した光によって、上記筐体に半周に亙って取付けられたインジケータ
をむらなく均一に発光させるようにしたものである。
【００１６】
　このような構成によると、発光源としての、例えばＬＥＤが１つで済むために、部品点
数が少なくなってコスト的にも有利になる。また筐体の外周面上において約半周に亙って
配設されたインジケータを光むらなく光らせることが可能になる。しかもこのようなイン
ジケータを光らせるために、導光板を必要とせず、部品点数が減り、コスト的にも有利に
なる。また反射板等の特別な部品を必要とせず、もともと必要であったウエートを兼ねた
底板の内表面に光を当てて拡散させているために、経済的であってしかも全周に亙って均
一な表示を行なうことが可能になる。
【発明の効果】
【００１７】
　本願の主要な発明は、発光することによって動作表示を行なうインジケータを有するク
レードルにおいて、インジケータを発光させるための光源となる発光手段と、発光手段か
らの光を反射してインジケータに導く反射手段と、を有するようにしたものである。
【００１８】
　従ってこのようなクレードルによると、発光手段からの光が反射手段によって反射され
た後にインジケータに導かれるために、インジケータの全体をほぼ均一に発光させて動作
表示を行なうことが可能になる。しかも単一の発光手段によって、導光板等の特別な光を
導くための手段を用いることなくインジケータの動作表示を行なうことが可能になるため
に、部品点数が少なく、コスト的に有利で、しかもシンプルな構造のクレードルを提供で
きるようになる。
【００１９】
　本願の別の主要な発明は、発光することによって動作表示を行なうインジケータを有す
るクレードルにおいて、インジケータを発光させるための光源となる発光手段と、発光手
段からの光を反射してインジケータに導く反射手段と、を有し、インジケータが筐体を構
成するアッパーケースとロアケースとの接合部に組込まれており、しかもロアケースの下
側にウエートが取付けられ、該ウエートに反射手段が設けられるようにしたものである。
【００２０】
　従ってこのようなクレードルによると、ロアケースの下側に取付けられたウエートの反
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射手段によって発光手段からの光を反射し、この光をアッパーケースとロアケースとの接
合部に組込まれたインジケータに導いて、このインジケータを光らせて動作表示を行なう
ことが可能になる。従って、ウエートそれ自身が反射手段を構成する場合には、特別な反
射手段を新たに設けることなく発光手段からの光を反射することが可能になる。あるいは
またウエートの所定の位置に反射手段を設けることによって、極めてシンプルな構成で発
光手段からの光を反射してインジケータに導くことが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、この発明の一実施の形態について説明する。図１は、一実施の形態におけるコン
テンツ選択再生システムの概略的構成を示す。コンテンツ再生機としてのＡＶ機器１に対
して、ディスプレイ２およびチャンネルスピーカ３Ｌ、３Ｒが接続されている。ＡＶ機器
１は、前面パネルに設けられている押しボタン、リモートコントロールのコマンダ４によ
って操作することが可能になっている。ここで、コンテンツとは、メディア、ネットワー
クによって提供されるオーディオ情報、ビデオ情報等の創作物を意味する。
【００２２】
　ＡＶ機器１は、例えばＡＶアンプであり、外部から入力されるビデオ信号およびオーデ
ィオ信号を切換えてディスプレイ２およびスピーカ３Ｌ、３Ｒに供給する。ＡＶ機器１の
他の例は、ディスク再生機能を有するＡＶアンプである。この場合には、ＣＤ、ＤＶＤ、
ＣＤ－Ｒ（Ｒｅｃｏｒｄａｂｌｅ）、ＣＤ－ＲＷ（ＲｅＷｒｉｔａｂｌｅ）、次世代光デ
ィスクＢＤ（ブルーレイディスク）等の再生部を有している。
【００２３】
　ＡＶ機器１の背面（または前面）にポート１２が設けられる。ケーブル１３の一端に接
続されたコネクタがポート１２に対して接続される。ケーブル１３の他端側は、コンテン
ツ再生機制御装置としてのクレードル２１と接続されている。ポート１２およびケーブル
１３が第１の接続手段を構成する。第１の接続手段の具体例は、メーカー独自の規格によ
るインターフェース、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）、ＩＥＥＥ
（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ
　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）１３９４等である。第１の接続手段は、有線に限らず無線インタ
ーフェースであってもよい。無線インターフェースの例は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商
標）、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＵＷＢ（Ｕｌｔｒａ　Ｗ
ｉｄｅ　Ｂａｎｄ）等である。
【００２４】
　クレードル２１は、携帯型再生機３１、例えばディジタルオーディオプレーヤの置き台
としての形状を有している。クレードル２１には、上記再生機３１の一端部が挿入可能な
凹部と、該凹部内に配された携帯型再生機３１の機械的接点と接続される機械的接点とか
ら成る装着部２２を有する。装着部２２が第２の接続手段の一例である。上述した第１の
接続手段と同様に、有線または無線のインターフェースを第２の接続手段として適用する
ことができる。
【００２５】
　図１Ａは、装着部２２内に設けられたコネクタ６９（図６参照）によって、携帯型再生
機３１からの信号を取出すようにした構成を示している。これに対して図１Ｂは、このク
レードル２１に内蔵されている受信アンテナ２３によって、機械的な接続を介することな
く、無線でパソコン３２や携帯電話機３５から信号を受信するようにしている。なおパソ
コン３２によって信号を受信する場合には、パソコン３２側に無線ＬＡＮ用送受信ユニッ
ト３３が接続され、この送受信ユニット３３によってクレードル２１に信号の送出が行な
われる。
【００２６】
　携帯型再生機３１は、ディジタルオーディオデータを記録するためのフラッシュメモリ
（メモリカードまたは内蔵フラッシュメモリ）、ハードディスク等のメディア（記録媒体
）、複数のファイルを管理するファイルシステム、ファイルの圧縮符号化信号を復号化す
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るための復号部、オーディオ用アンプ、表示用制御回路、表示装置、操作ボタン等の操作
装置、電源としての電池等で構成されている。携帯型音楽再生機としては、ディジタルオ
ーディオプレーヤ以外に、携帯電話機等も適用できる。さらに、携帯型音楽再生機に限ら
ず、ビデオ再生用の表示用制御回路および表示装置を備えている携帯型音楽／映像再生機
を使用することができる。
【００２７】
　ビデオデータに対する圧縮符号化としては、ＭＰＥＧ２（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒ
ｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ　Ｐｈａｓｅ　２）、ＭＰＥＧ４、Ｈ．２６４／ＡＶＣ
（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｖｉｄｅｏ　Ｃｏｄｉｎｇ）、ＤｉｖＸ等を使用できる。オーディ
オデータに対する圧縮符号化としては、ＭＰ３（ＭＰＥＧ１　Ａｕｄｉｏ　Ｌａｙｅｒ　
３）、ＡＡＣ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ａｕｄｉｏ　Ｃｏｄｉｎｇ）、ＡＴＲＡＣ（Ａｄａｐ
ｔｉｖｅ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ａｃｏｕｓｔｉｃ　Ｃｏｄｉｎｇ）、ＷＭＡ（Ｗｉｎｄｏ
ｗｓ（登録商標）　Ｍｅｄｉａ　Ａｕｄｉｏ）等を使用できる。
【００２８】
　インターフェースは、有線または無線である。有線インターフェースの例は、ＵＳＢ（
Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）、ＩＥＥＥ（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　
Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）１３９
４等であり、無線インターフェースの例は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、無線ＬＡ
Ｎ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＵＷＢ（Ｕｌｔｒａ　Ｗｉｄｅ　Ｂａｎ
ｄ）等である。インターフェースを介してコンテンツデータの転送（ストリーミング）や
、コンテンツ管理データの転送がなされる。
【００２９】
　この発明の一実施の形態によるコンテンツ選択再生システムにおいて、クレードル２１
の装着部２２に対して携帯型再生機３１を装着すると、携帯型再生機３１のメディアに記
憶されているファイル、例えば音楽ファイルを管理するためのファイルシステム（以下、
コンテンツ管理データと称する）がクレードル２１により読出される。そして、クレード
ル２１の表示制御部としてのＯＳＤ（Ｏｎ　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ）コントロー
ラによりコンテンツ管理データに含まれる曲名等の属性、またはプレイリストを表示する
ビデオ信号が生成される。このビデオ信号がＡＶ機器１に供給され、ディスプレイ２に表
示される。
【００３０】
　コンテンツ選択用表示を利用したＧＵＩが構成され、ユーザがディスプレイ２の表示を
見て、リモートコントロールのコマンダ４を操作して再生したい曲を指定する。この選択
操作信号がクレードル２１に伝送され、クレードル２１が携帯型再生機３１を制御して指
定された曲の再生信号を取出す。この再生信号が、ＡＶ機器１によってスピーカ３Ｌ、３
Ｒによって再生される。オーディオコンテンツの再生モードとしては、コンテンツ管理デ
ータの順序に従って曲を再生する順次再生、ランダムな順序で再生するシャッフル再生が
可能とされている。さらに、ジャンル別再生、アーチスト別再生、アルバム別再生が可能
とされている。すなわち、再生モードをユーザが指定すると、再生モードに応じて自動的
に選択された曲が再生される。なお、ディスプレイ２のコンテンツ選択用表示を使用せず
に、リモートコントロールのコマンダ４の操作によって、再生等の動作を制御することが
できるようになされている。
【００３１】
　さらに、この発明の一実施の形態について図２を参照してより詳細に説明する。ＡＶ機
器１は、コントローラ５を有する。コントローラ５は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏ
ｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）およびＲＡ
Ｍ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）などから成るマイクロコンピュータの
構成とされる。ＲＯＭは、ＣＰＵ上で動作されるプログラムや動作のために必要なデータ
が予め記憶される。ＲＡＭは、ＣＰＵのワークメモリとして用いられる。ＣＰＵは、ＲＯ
Ｍに記憶されたプログラムやデータを必要に応じて読出し、ＲＡＭをワークメモリとして
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用いながら、ＡＶ機器１の各部を制御する。
【００３２】
　コントローラ５に対してリモートコントローラ受光部６からのリモートコントロール信
号が供給される。リモートコントロール信号は、操作部としてのコマンダ４が操作される
ことによって発生する。コントローラ５は、ビデオセレクタ７およびオーディオセレクタ
９を制御する。ビデオセレクタ７で選択されたビデオ信号がディスプレイ２に供給され、
ディスプレイのスクリーンに表示される。オーディオセレクタ９で選択されたオーディオ
信号が増幅回路１１を介してスピーカ３Ｌ、３Ｒに供給されて再生される。図示しないが
、ＡＶ機器１には、音量調整用の電子ボリューム等も設けられている。
【００３３】
　クレードル２１は、第２の制御部としてのコントローラ２４および表示制御部としての
ＯＳＤコントローラ２５を有する。コントローラ２４は、コントローラ５と同様にＣＰＵ
等から成るマイクロコンピュータの構成とされる。ＯＳＤコントローラ２５は、テキスト
等から成るコンテンツ選択用表示信号をコンテンツ管理データに基づいて生成する。さら
に、図示しないが、クレードル２１は、携帯型再生機３１の電池を充電するための充電制
御部を有している。
【００３４】
　ＡＶ機器１のポート１２に接続されるコネクタから延びるケーブル１３は、ラインＬ１
、Ｌ２、Ｌ３、Ｌ４およびＬ５を束ねたものである。ラインＬ１を通じてＯＳＤコントロ
ーラ２５が生成したＯＳＤ用ビデオ信号Ｖ２がＡＶ機器１のビデオセレクタ７に供給され
る。ビデオセレクタ７には、入力ビデオ端子８からのビデオ信号Ｖ１が供給される。ビデ
オセレクタ７によって選択されたビデオ信号Ｖ１およびＯＳＤ用ビデオ信号Ｖ２の一方が
ディスプレイ２に供給される。
【００３５】
　ラインＬ２を通じて携帯型再生機３１が再生したアナログオーディオ信号Ａ２がオーデ
ィオセレクタ９に供給される。オーディオセレクタ９には、入力オーディオ端子１０から
のオーディオ信号Ａ１が供給される。オーディオセレクタ９によって選択されたオーディ
オ信号Ａ１および再生オーディオ信号Ａ２の一方が増幅回路１１を介してスピーカ３Ｌ、
３Ｒに供給される。
【００３６】
　ラインＬ３は、コントローラ５およびコントローラ２４の間で制御信号の授受（通信）
を行なうために使用される。一例として、パーソナルコンピュータのシリアルポートで使
用される通信回路の一種である、ＵＡＲＴ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏ
ｕｓ　Ｒｅｃｅｉｖｅｒ　Ｔｒａｎｓｍｉｔｔｅｒ）をコントローラ５および２４がそれ
ぞれ有している。ラインＬ４およびＬ５は、電源電圧および接地電位の伝送ラインである
。クレードル２１は、ＡＶ機器１から電源の供給を受けるようになされている。
【００３７】
　携帯型再生機３１は、クレードル２１の装着部２２に対して装着される。装着部２２は
、一例として機械的接点の接触によって伝送用のラインＬ１１、Ｌ１２、Ｌ１３、Ｌ１４
を形成する。装着部２２は、第２の接続手段を構成し、上述したように、第１の接続手段
と同様に、機械的接点の接触の構成以外に、有線または無線のインターフェースを採用す
ることができる。
【００３８】
　ラインＬ１１は、コントローラ２４と携帯型再生機３１との間で制御信号を伝送するた
めに使用される。ラインＬ１２は、携帯型再生機３１から読出したコンテンツ管理データ
をコントローラ２４に伝送するために使用される。ラインＬ１１およびＬ１２は、１本の
伝送ラインとしても良い。ラインＬ１３は、携帯型再生機３１からの再生オーディオ信号
（アナログ）Ａ２を出力するために使用される。再生オーディオ信号Ａ２がケーブル１３
のラインＬ２を介してＡＶ機器１のオーディオセレクタ９に供給される。
【００３９】
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　ラインＬ１４は、携帯型再生機３１からの再生ビデオ信号（アナログ）Ｖ３を出力する
ために使用される。再生ビデオ信号Ｖ３がＯＳＤコントローラ２５に供給され、再生ビデ
オ信号Ｖ３にコンテンツ選択用表示が重畳される。携帯型再生機３１がオーディオ信号の
みを再生する場合には、ビデオ信号Ｖ３が出力されず、その場合には、コンテンツ選択用
表示が単一の色の背景上に表示される。
【００４０】
　携帯型再生機３１が備えるメディアには、オーディオ（および／またはビデオ、以下同
様）コンテンツデータと、オーディオコンテンツデータを管理するためのコンテンツ管理
データとが記憶されている。例えば音楽ファイルを管理するコンテンツ管理データとして
は、独自のコンテンツ管理データ、ＦＡＴ（ＦｉｌｅＡｌｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｔａｂｌｅ
）１６、ＦＡＴ３２等のパーソナルコンピュータで使用されるファイルシステムがある。
音楽ファイルの転送方法としては、独自のコンテンツ管理データを採用しているために、
専用の転送ソフトウエアでのみ転送可能なものと、汎用コンテンツ管理データを採用して
いるために、エクスプローラのような汎用的なファイル管理ツールからファイル転送がで
きるものとがある。さらに、コンテンツ管理データには、携帯型再生機３１において作成
されたプレイリストファイルが含まれる。この一実施の形態における携帯型再生機３１は
、独自のコンテンツ管理データを採用している。
【００４１】
　クレードル２１は、携帯型再生機３１に専用のものであるので、コントローラ２４が携
帯型再生機３１に対してコマンドを送って携帯型再生機３１からコンテンツ管理データを
ラインＬ１２を介して読出すことができる。取得されたコンテンツ管理データがコントロ
ーラ２４内のＲＡＭに記憶される。また、コントローラ２４は、取得したコンテンツ管理
データに基づいてコンテンツに関する映画のタイトル、曲名等を曲情報、アーチスト名等
のアーチスト情報、ジャンル、プレイリスト等の属性データを解釈する手段（機能）を有
している。
【００４２】
　図３Ａおよび図３Ｂは、携帯型再生機３１のコンテンツ管理データの一例を示す。図３
Ａは、音楽系コンテンツ管理データの一例を示し、図３Ｂは、映像系コンテンツ管理デー
タの一例を示す。音楽系コンテンツ管理データでは、Ｎ個の曲（ファイル）毎に、属性情
報として、「ジャンル」、「アーチスト名」、「アルバム名」、「曲名」、「ファイル名
」が対応付けられている。映像系の管理データでは、Ｎ個の記録番組（ファイル）毎に、
属性情報として、「ジャンル」、「監督名」、「タイトル」、「ファイル名」が対応付け
られている。ファイル名の拡張子がその曲（ファイル）の圧縮符号化方法を表している。
例えば拡張子「ｍｐｇ」がＭＰＥＧ４で圧縮符号化されたファイルであることを表してい
る。なお、図３では省略されているが、携帯型再生機３１においては、各コンテンツのメ
ディア上の記録位置も対応付けられている。
【００４３】
　例えばコンテンツＩＤが「１」の曲は、属性情報が「ロック」、「ＭＪ」、「ＡＡ」、
「ＡＢＣ」、「ＡＢＣ．ｍｐ３」とされている。これらのアルファベットは、ファイル名
の拡張子を除いて模式的なもので特定の意味を持つものではない。ファイル名の拡張子が
その曲（ファイル）の圧縮符号化方法を表している。上述した例では、ＭＰ３により圧縮
符号化されたことが拡張子によって表されている。他の拡張子「ａｔ３」は、ＡＴＲＡＣ
３を表し、「ｍｐ４」は、ＭＰＥＧ４を表す。なお、プレイリストの場合には、複数のコ
ンテンツをまとめたプレイリストファイルが構成される。
【００４４】
　携帯型再生機３１がクレードル２１に対して接続され、接続された携帯型再生機３１が
クレードル２１のコントローラ２４によって認識されると、コンテンツ管理データがコン
トローラ２４内のＲＡＭに読込まれる。コントローラ２４が携帯型再生機３１から読込ん
だコンテンツ管理データのコンテンツＩＤおよび属性情報をそれぞれ解釈し、コンテンツ
選択用表示信号の生成に必要なテキスト情報をＯＳＤコントローラ２５に対して与える。
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ＯＳＤコントローラ２５がコンテンツ選択用表示信号Ｖ２を作成する。
【００４５】
　図４は、コンテンツ選択用表示信号Ｖ２がビデオセレクタ７を介してディスプレイ２に
供給されることによって表示されるコンテンツ選択用表示４１の一例を示す。表示項目に
ついて説明すると、設定アイテム表示としてシャッフル再生が設定されているか否かを示
すシャッフルアイコン４２およびリピート再生が設定されているか否かを示すリピートア
イコン４３が表示される。メニュータイトル４４としては、例えば「ＰｌａｙＬｉｓｔｓ
」４５が表示される。
【００４６】
　複数のプレイリストのテキストが表示され、その内の一つに対してスクロールバー４６
が位置する。リモートコントロールのコマンダ４の方向キーの上下キーによってスクロー
ルバー４６がスクロールされる。現在再生中のプレイリストの横の位置にカレント再生ア
イコン４７が表示される。
【００４７】
　走行状態アイコン４８が表示され、再生中の曲に関してのトラック名の表示４９、アー
チスト名の表示５０およびアルバム名の表示５１が表示される。さらに、曲の再生番号／
総数の表示５２、および経過時間の表示５３が表示される。図４に示すコンテンツ選択用
表示４１は、一例であって、メニューに応じた他の表示が可能とされている。
【００４８】
　上述したこの発明の一実施の形態の動作について図５を参照して説明する。コマンダ４
のボタンや、本体の操作ボタンを押すことによって、ＡＶ機器１の電源をオンとし、クレ
ードル２１からのビデオ信号およびオーディオ信号を選択するように、コントローラ５が
ビデオセレクタ７およびオーディオセレクタ９の状態を設定する。また、クレードル２１
の出力を選択して出力する状態とされたことがクレードル２１のコントローラ２４に対し
て通知される。
【００４９】
　クレードル２１において、ユーザが携帯型再生機３１をクレードル２１に装着する（ス
テップＵ１）。クレードル２１のコントローラ２４が携帯型再生機３１に対してコンテン
ツ管理データを要求する（ステップＳ２）。要求に応答して携帯型再生機３１がクレード
ル２１のコントローラ２４に対してコンテンツ管理データを出力する（ステップＳ３）。
コンテンツ管理データを受取ったコントローラ２４がコンテンツ管理データを解釈してコ
ンテンツ選択用表示に必要なデータをＯＳＤコントローラ２５に供給し、ＯＳＤコントロ
ーラ２５がコンテンツ選択用表示信号を生成し、コンテンツ選択用表示信号がＡＶ機器１
に供給され、ディスプレイ２によってコンテンツ選択用表示が表示される（ステップＳ４
）。
【００５０】
　ユーザがコンテンツ選択用表示、例えばプレイリストの表示（図４参照）を参照してリ
モートコントロールのコマンダ４を操作して聴きたい曲を選択する。聴きたい曲を階層を
たどって選択する操作は、ユーザのカーソルボタン（方向キー中の上下キー）の操作ステ
ップＵ５、カーソルコマンダＣ６、スクロールバーの移動によるリストの選択項目の変更
処理（ステップＳ７）、ユーザのカーソルボタンの操作ステップＵ８、カーソルコマンド
Ｃ９、リストの選択項目の変更処理（ステップＳ１０）、・・・・と表記されている。
【００５１】
　そして、聴きたい曲に対してスクロールバーを位置させた状態で、ユーザがエンターボ
タンを操作する（ステップＵ１１）。クレードル２１は、エンターコマンドＣ１２を受取
ると、携帯型再生機３１に対してその曲の再生要求を出力する（ステップＳ１３）。携帯
型再生機３１は、クレードル２１から曲再生要求が出力されると、その要求に基づいて再
生を開始する（ステップＳ１４）。
【００５２】
　カーソルボタンの操作指令の情報は、コントローラ５で受付けられてクレードル２１の
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コントローラ２４に伝送される。コントローラ２４は、操作指令に応答してＯＳＤコント
ローラ２５に対して更新データを出力し、スクロールバーを移動させる。エンターボタン
の操作指令の情報を受取ったクレードル２１のコントローラ２４は、携帯型再生機３１に
対して指定された曲の再生要求を出力する。携帯型再生機３１がその曲を再生し、再生オ
ーディオ信号Ａ２がＡＶ機器１のオーディオセレクタ９および増幅回路１１を解してスピ
ーカ３Ｌ、３Ｒによって再生される。
【００５３】
　次に上記クレードル２１の構造について説明する。図６に示すように、クレードル２１
の筐体は、アッパーケース６１とロアケース６２とから構成される。これらケース６１、
６２はともに、例えばＡＢＳ樹脂によって成形され、偏平な円形のカップ状をなしており
、組み合わされると偏平な円板状の筐体を形成することになる。アッパーケース６１とロ
アケース６２とから成る筐体内には、ほぼ円形をなすプリント基板６３が配される。また
上記アッパーケース６１とロアケース６２の接合部であって、周方向のほぼ半周に亙って
延びるように、インジケータ６４が配される。すなわちインジケータ６４は、上下のケー
ス６１、６２によって挟着されるように、背面側にリブ１０５を備えている。インジケー
タ６４は、このクレードル２１の動作表示を行なうためのものであって、例えば所定の動
作が行なわれると、このインジケータ６４が発光あるいは点滅動作を行なうようにしてい
る。なおインジケータ６４は、例えばアクリル樹脂、ポリプロピレン樹脂によって成形さ
れた乳白色の半透明の成形体である。またロアケース６２の下側には、重錘であるウエー
ト６５が取付けられている。ウエート６５は、アッパーケース６１とロアケース６２とか
ら成る筐体に対して、重量を付加し、これによって信号ケーブル７１の弾性復元力等によ
ってこのクレードル２１が動かないようにするためである。
【００５４】
　上記アッパーケース６１の上部であって装着部２２の内側にはコネクタ６９が設けられ
ている。このコネクタ６９は、装着部２２に携帯型再生機３１が接続された場合には、こ
の携帯型再生機３１のコネクタとの間で信号の授受を行なうための接続手段を構成する。
またプリント基板６３にはその下面にコネクタ７０が実装され、このコネクタ７０に上述
の信号ケーブル１３が接続されている。なお信号ケーブル１３の先端側には、コネクタプ
ラグ７２が接続され、このコネクタプラグ７２が上記本体１１の背面側のポート１２のコ
ネクタに接続されるようになっている。また上記プリント基板６３の下面には、チップ状
の発光ダイオード７３が実装されており、この発光ダイオード７３がインジケータ６４に
対する発光手段を構成している。
【００５５】
　クレードル２１の筐体を構成するロアケース６２には、その外周側の部分が周壁部７７
から構成されており、この周壁部７７の内周側には円周方向に沿って３つのボス７８が軸
線方向に平行に設けられている。ボス７８の内側にはビス挿通孔７９が形成されるととも
に、このビス挿通孔７９にビス８０が挿通されている（図８参照）。ビス８０は、その雄
ネジの部分がアッパーケース６１の内側の部分に設けられているボス８１の雌ねじ孔８２
に螺着されている。これによってアッパーケース６１とロアケース６２とが互いに接合さ
れる。
【００５６】
　上記ビス８０によってアッパーケース６１とロアケース６２とを接合する構造において
、上記ロアケース６２のボス７８は、プリント基板６３をアッパーケース６１の内側の受
けピン８３に対して押さえるようにしている。これによってプリント基板６３が筐体内に
おいて固定保持されることになる。また上記アッパーケース６１とロアケース６２との周
壁部の接合部に、上記インジケータ６４が挟着されるようになっている。またロアケース
６２にはその周壁部７７にＵ字状切込み８４が形成され、このＵ字状切込み８４を通して
上記信号ケーブル１３が導出されている。
【００５７】
　ロアケース６２の底板８６には、図６～図８に示すように、円形の開口８７が中心に対
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して偏心して形成されている。またロアケース６２の底板８６には切込み８９によって弾
性片９０が連設され、この弾性片９０の先端側の下面にはロック用突部９１が設けられて
いる。このロック用突部９１が、後述するウエート６５を閉じた状態でロックするための
ものである。
【００５８】
　筐体のロアケース６２の内部には、その外周側の部分に図６～図８に示すように、周方
向に沿って段部９５が形成され、この段部９５の下面が周溝９６になっている。そして段
部９５上には、円周方向に沿ってその３個所に円周方向に延びる係合孔９７が形成されて
いる。
【００５９】
　これに対してロアケース６２の下側に取付けられるウエート６５は、厚さが例えば１～
２ｍｍの板金のプレス成形体から成り、しかもその外周側の部分が周壁部９９になってい
る。周壁部９９にはその円周方向の３個所の位置に逆Ｌ字状の爪１００が上方に突出して
形成されており、これらの逆Ｌ字状の爪１００が、上記ロアケース６２の段部９５の係合
孔９７のエッジに係合されるようになっている。またウエート６５には、小孔から成るロ
ック孔１０１が形成されている。このロック孔１０１が、上記ロアケース６２の弾性片９
０の下面のロック用突部９１を受入れるようになっており、これによってウエート６５が
ロアケース６２に取付けられた状態で、ロック動作が行なわれるようにしている。
【００６０】
　次に上記クレードル２１のインジケータ６４を光らせる動作について説明する。上述の
如くアッパーケース６１とロアケース６２とがビス８０によって互いに締結され、これら
のアッパーケース６１とロアケース６２との間にその軸線方向にプリント基板６３とイン
ジケータ６４とが挟着された状態で組み立てられている。そしてプリント基板６３の下面
にはＬＥＤ７３が配設されている（図８参照）。なお図８に示すように、ＬＥＤ７３は、
光の照射方向が鎖線で示されるように、プリント基板６３の表面とは直角方向下方に光を
照射するようにしている。そして上記ＬＥＤ７３からの光が照射する位置には、ロアケー
ス６２に円形の開口８７が形成されるとともに、その下側に配されているウエート６５の
内表面によって、上記発光ダイオード７３からの光を反射するようにしている。
【００６１】
　ロアケース６２の下側のウエート６５は、板金をプレス成形したものであって、このウ
エート６５の表面であって少なくとも上記円形の開口８７に臨む部分には亜鉛メッキが施
され、これによって比較的光を反射し易い構造としている。なおこのような構造に代えて
、図８において鎖線で示すように、ウエート６５とは別部材から成る反射シート８８を接
合し、あるいは貼付けるようにしてもよい。このような反射シート８８としては、例えば
プラスチック製のミラーや金属箔が用いられてよい。そして上述のロアケース６２のＬＥ
Ｄ７３の下側の位置に円形の開口８７が形成され、この開口８７を通してＬＥＤ７３から
出射した光を周囲にほぼ均一に反射するようにしている。ここでとくに、図６および図７
に示すように、インジケータ６４がロアケース６２とアッパーケース６１の接合部の部分
において半周に延びるように円弧状に形成されるとともに、ウエート６５の反射部分がこ
のインジケータ６４の長さ方向の中央部であってその内側に設けられている。
【００６２】
　従ってＬＥＤ７３からの光はロアケース６２の底板８６の円形の開口８７を通過し、ウ
エート６５の内表面に当たって周囲に均等に乱反射し、その光が約半周に亙って配されて
いるインジケータ６４に入射され、このインジケータ６４が、そのほぼ全周に亙って均等
に光るようになる。従ってクレードル２１が各種の動作、例えば信号の送出、その他の動
作を行なっている場合に、点灯状態に維持するか、あるいは点滅動作をすることによって
、このクレードル２１の動作状態を表示できるようになる。なお動作表示としては、例え
ばＡＶ機器１が入力モードで、クレードル２１から無線のＢｌｕｅｔｏｏｔｈでの信号の
送信や、クレードル２１に対するパソコン３２からの無線ＬＡＮによる信号の送信の場合
等である。
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【００６３】
　このようなインジケータ６４の動作表示は、発光手段として単一のＬＥＤ７３を用いて
いるために、構造が簡潔でコスト的に有利になる。また半周に亙って延びるように配され
たインジケータ６４も光むらがなくなる。またインジケータ６４の内側に導光板を設ける
必要がなく、部品点数が削減されてコスト的に有利になる。またウエート６５を反射手段
に兼用しているために、特別な部品を必要とせず、もともと必要であったウエート６５の
、ロアケース６２の円形の開口８７と対応する部分で反射させているために、インジケー
タ６４の全長を安定に光らせることが可能になる。
【００６４】
　インジケータ６４に対してＬＥＤ７３からの光を反射するウエート６５は、ロアケース
６２の下面に図８に示すように接合されている。ここでウエート６５のロアケース６２に
対する取付けは、このウエート６５の周壁部９９の上面に連設されている逆Ｌ字状の爪１
００によって行なわれるようになっている。すなわちウエート６５の周壁部９９をロアケ
ース６２の周溝９６に下側から係合させた状態で（図８参照）、逆Ｌ字状の爪１００をロ
アケース６２の係合孔９７のエッジの部分に係合させて取付けるようにしている。
【００６５】
　図１５Ａに示すように、ウエート６５の周壁部９９をロアケース６２の周溝９６に係合
させた状態において、逆Ｌ字状の爪１００を周溝９６の上部の係合孔９７に挿入する。こ
の状態で、ロアケース６２に対してウエート６５を周方向に１０度以下の微少角度、例え
ば５度回動させると、図１５Ｂに示されるように、逆Ｌ字状の爪１００が係合孔９７のエ
ッジの部分に係合される。しかもそのときに、ロアケース６２の弾性片９０の下面に設け
られているロック用突部９１がウエート６５のロック孔１０１に係合される。従ってこの
状態で、ウエート６５はロアケース６２に対して回転できなくなる。従って逆Ｌ字状の爪
１００がロアケース６２の係合孔９７のエッジに係合した状態でロックされてウエート６
５はロアケース６２から離脱できなくなる。
【００６６】
　次に分解を行なう場合には、図１５Ｃに示すように、ピンから成る押圧用工具１１１を
用い、このピン１１１を図１５Ｃに示すように、上記ウエート６５のロック孔１０１内に
挿入し、これによって弾性片９０のロック用突部９１をロック孔１０１から離脱させる。
このような状態において、上記ピン１１１によってロアケース６２を図１５Ｃにおいて右
方に押すと、図１５Ａに示す状態になる。すなわち弾性片９０のロック用突部９１がロッ
ク孔１０１から離脱するとともに、逆Ｌ字状の爪１００が係合孔９７のエッジとの係合を
解除されるようになる。従ってこの状態で、ウエート６５をロアケース６２に対して下方
に移動させることにより、ウエート６５をロアケース６２から分離できるようになる。
【００６７】
　図１６は上記ウエート６５のロック機構の変形例を示しており、ここでは、ロアケース
６２の弾性片９０側にロック孔１０１が形成される。なおロック孔１０１の形成位置は、
弾性片９０の先端側であってよい。そしてウエート６５には、その所定の位置にロック用
突部９１がプレス成形によって同時に形成される。またロック用突部９１の側部であって
弾性片９０の根元側に偏倚する位置に解除用小孔１１０が形成される。
【００６８】
　図１６Ａは、ウエート６５をロアケース６２に組込んだ状態を示しており、このときに
はウエート６５の逆Ｌ字状の爪１００がロアケース６２の段部９５の係合孔９７内に挿入
されている。なおこのときには、逆Ｌ字状の爪１００は係合孔９７のエッジの部分には係
合されていない。
【００６９】
　このような状態で、ウエート６５をロアケース６２に対して周方向に１０度以上の所定
の微少角度回転させると、図１６Ｂに示すように、ウエート６５の逆Ｌ字状の爪１００が
ロアケース６２の係合孔９７のエッジの部分に係合される。同時にロアケース６２の弾性
片９０のロック孔１０１がウエート６５のロック用突部９１を受入れるようになり、これ
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によってウエート６５はその逆Ｌ字状の爪１００がロアケース６２の係合孔９７のエッジ
の部分に係合した状態でロックされることになる。
【００７０】
　このようなロック状態を解除する場合には、図１６Ｃに示すように、ウエート６５の解
除用小孔１１０にピン１１１を挿入し、これによって弾性片９０を弾性変形させ、そのロ
ック孔１０１とウエート６５のロック用突部９１との係合を解除する。この状態で、ピン
１１１によってウエート６５をロアケース６２に対して周方向に所定の角度回転させると
、図１６Ａに示す状態になり、逆Ｌ字状の爪１００と係合孔９７のエッジとの係合が解除
される。従ってこの状態で、ウエート６５をロアケース６２に対して下方に移動させるこ
とにより、ウエート６５をロアケース６２から分離して分解できるようになる。
【００７１】
　以上本願発明を図示の実施の形態によって説明したが、本願発明は上記実施の形態によ
って限定されることなく、本願発明の技術的思想の範囲内において各種の変更が可能であ
る。例えば上記実施の形態におけるインジケータ６４のクレードル２１の筐体に対する円
周方向の角度や、その形状等については各種の変更が可能である。
【産業上の利用可能性】
【００７２】
　本願発明は、携帯型音楽再生機を装着し、この音楽再生機から信号を送出して他のオー
ディオ機器に対して音楽信号を供給するためのクレードルに利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明の一実施の形態に係るコンテンツ再生システムの概略の構成を示す斜視図
である。
【図２】同コンテンツ再生システムのブロック図である。
【図３】同コンテンツ再生システムにおけるコンテンツ管理データの一例を示す略線図で
ある。
【図４】同コンテンツ再生システムにおけるコンテンツ選択用表示の一例を示す略線図で
ある。
【図５】同コンテンツ再生システムの動作の流れを説明するためのフローチャートである
。
【図６】クレードルの機械的な構成を示す分解斜視図である。
【図７】同クレードルのロアケースの平面図である。
【図８】クレードルの組立てを示す縦断面図である。
【図９】インジケータの外観斜視図である。
【図１０】同インジケータの平面図である。
【図１１】同インジケータの一部を破断した側面図である。
【図１２】ウエートの平面図である。
【図１３】同ウエートの側面図である。
【図１４】同ウエートの縦断面図である。
【図１５】ロアケースに対するウエートのロックおよびロック解除動作を示す要部縦断面
図である。
【図１６】変形例に係るロアケースに対するウエートの取付けおよびそのロック解除の動
作を示す要部縦断面図である。
【符号の説明】
【００７４】
　１…ＡＶ機器、２…ディスプレイ、３…３Ｌ、３Ｒスピーカ、４…リモートコントロー
ルのコマンダ、５…コントローラ、６…リモコン受光部、７…ビデオセレクタ、８…入力
ビデオ端子、９…オーディオセレクタ、１０…入力オーディオ端子、１２…ポート、１３
…ケーブル、２１…クレードル、２２…装着部、２３…受信アンテナ、２４…コントロー
ラ、２５…ＯＳＤコントローラ、３１…携帯型再生機、３２…パソコン、３３…無線ＬＡ
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Ｎ用送受信ユニット、３５…携帯電話機、４１…コンテンツ選択用表示、４２…シャッフ
ルアイコン、４３…リピートアイコン、４４…メニュータイトル、４５…Ｐｌａｙ　Ｌｉ
ｓｔ、４６…スクロールバー、４７…カレント再生アイコン、４８…走行状態アイコン、
４９…トラック名の表示、５０…アーチスト名の表示、５１…アルバム名の表示、５２…
曲の再生番号／総数の表示、５３…経過時間の表示、６１…アッパーケース、６２…ロア
ケース、６３…プリント基板、６４…インジケータ、６５…ウエート（重錘）、６９…コ
ネクタ、７０…コネクタ、７２…コネクタプラグ、７３…発光ダイオード、７７…周壁部
、７８…ボス、７９…ビス挿通孔、８０…ビス、８１…ボス、８２…雌ねじ孔、８３…受
けピン、８４…Ｕ字状切込み、８６…底板、８７…円形の開口、８８…反射シート、８９
…切込み、９０…弾性片、９１…ロック用突部、９５…段部、９６…周溝、９７…係合孔
、９９…周壁部、１００…逆Ｌ字状の爪、１０１…ロック孔（小孔）、１０５…リブ、１
１０…解除用小孔、１１１…押圧用工具（ピン）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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