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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポータブルメディアデバイスを動作させるための方法であって、
　前記ポータブルメディアデバイスへの補助デバイスの取り付けを検知するステップと、
　前記検知ステップが、前記補助デバイスが前記ポータブルメディアデバイスに取り付け
られていることを検知した後、前記補助デバイスから補助デバイス情報を取得するステッ
プと、
　前記ポータブルメディアデバイスのグラフィカルユーザインタフェースを、その後、前
記補助デバイス情報に従って情報を表示するように構成するステップと、
　前記補助デバイスから、前記補助デバイスの入力インターフェースを介して入力された
ユーザ入力に基づく更新された補助デバイス情報を続けて受け取るステップと、
　前記グラフィカルユーザインタフェースが表示する情報を前記更新された補助デバイス
情報で更新するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記補助デバイスは補助スピーカシステムを含み、前記補助デバイス情報はボリューム
ステータス情報を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記構成ステップは、前記ボリュームステータス情報に基づいて前記ポータブルメディ
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アデバイスにおけるボリューム設定を構成するステップを含む、
ことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ポータブルメディアプレーヤにおける前記ボリューム設定に従って、前記ポータブ
ルメディアデバイスから前記補助スピーカシステムに音声信号を供給するステップをさら
に含む、
ことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記構成ステップの前に、前記ポータブルメディアデバイスとの使用を許可されるもの
として前記補助デバイスを認証するステップをさらに含み、
　前記構成ステップは、前記認証ステップが前記ポータブルメディアデバイスとの使用に
関して前記補助デバイスを許可した場合にのみ行われる、
ことを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　前記ポータブルメディアプレーヤからの前記補助デバイスの取り外しを続けて検知する
ステップと、
　前記補助デバイスの取り外しが検知されると、前記ポータブルメディアデバイスをもは
や前記補助デバイス情報に従って動作しないように再構成するステップと、
をさらに含むことを特徴とする請求項１から５のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
　前記補助デバイス情報は、少なくとも、前記補助デバイスのデバイス識別子及び前記補
助デバイスの補助デバイスステータス情報を含み、前記構成ステップは、前記デバイス識
別子に基づいて前記ポータブルメディアデバイスの動作を変更するように動作する、
ことを特徴とする請求項１から６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　ポータブル電子デバイスであって、
　１又はそれ以上のメディア項目に関するメディアコンテンツを記憶するメディア記憶デ
バイスと、
　前記メディア記憶デバイスから前記メディア項目の少なくとも１つに関するメディアコ
ンテンツを検索すると共に前記メディアコンテンツを前記ポータブル電子デバイスのユー
ザに提示するメディア提示モジュールと、
　ユーザインタフェースと、
　補助スピーカシステムに接続可能であると共に前記補助スピーカシステムの前記ポータ
ブル電子デバイスへの取り付けを検知するように構成された補助インターフェースと、
　　前記補助スピーカシステムから補助デバイス情報を受け取り、
　　前記ポータブル電子デバイスを前記補助デバイス情報に従って動作するように構成し
、前記補助スピーカシステムから、前記補助デバイスの入力インターフェースを介して入
力されたユーザ入力に基づく更新された補助デバイス情報を受け取り、
　前記ポータブル電子デバイスを再構成して前記更新された補助デバイス情報に従って動
作するように構成されたプロセッサとを含み、
　前記補助デバイス情報は、前記補助デバイスのイコライゼーション設定及び音量設定の
いずれか又は両方に関する情報を含む、
ことを特徴とするポータブル電子デバイス。
【請求項９】
　前記補助インタフェースは、前記補助スピーカシステムの相手方コネクタに接続するよ
うにされたコネクタを含む、
ことを特徴とする請求項８に記載のポータブル電子デバイス。
【請求項１０】
　ポータブルメディアデバイスと相互作用する補助デバイスを動作させる方法であって、
　前記ポータブルメディアデバイスへの補助デバイスの取り付けを検知するステップと、
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　前記補助デバイスに記憶された、前記ポータブルメディアデバイスの動作を構成するた
めに使用可能な補助デバイス情報を前記ポータブルメディアデバイスに提供するステップ
と、
　前記補助デバイスの入力インターフェースを介して入力されたユーザ入力に基づいて更
新された補助デバイス情報を判定し、
　前記ポータブルメディアデバイスの動作を再構成するために使用可能な前記更新された
補助デバイス情報を前記ポータブルメディアデバイスに続けて提供するステップと、
　前記更新された補助デバイス情報を記憶するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１１】
　前記補助デバイスの前記ポータブルメディアデバイスへの取り付けを確立するステップ
は、前記補助デバイスに関するデバイス識別子を前記ポータブルメディアデバイスに提供
するステップを含む、
ことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記補助デバイスは補助スピーカシステムを含み、前記補助デバイス情報はボリューム
ステータス情報を含む、
ことを特徴とする請求項１０又は１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ボリュームステータス情報に基づいて前記ポータブルメディアデバイスにより修正
された音声信号を、前記ポータブルメディアデバイスから受け取るステップをさらに含む
、
ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ポータブルメディアプレーヤから前記補助デバイスが取り外された場合、前記補助
デバイス情報を前記補助デバイス内に保持するステップをさらに含む、
ことを特徴とする請求項１０から１３のいずれかに記載の方法。
【請求項１５】
　前記補助デバイス情報は、少なくとも前記補助デバイスに関するデバイス識別子と前記
補助デバイスの補助デバイスステータス情報とを含む、
ことを特徴とする請求項１０から１４のいずれかに記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
〔関連出願との相互参照〕
　本出願は、（ｉ）２００５年２月２３日に出願された「電子デバイスのためのアクセサ
リ認証」という名称の米国特許出願第１１／０５１，４９９号、（ｉｉ）２００５年１０
月７日に出願された「リモコンをホストデバイスとペアにするための技術」という名称の
米国特許出願第１１／２４５，９３７号、（ｉｉｉ）２００３年４月２５日に出願された
「メディアプレーヤシステム」という名称の米国特許出願第１０／４２３，４９０号、及
び（ｉｖ）２００６年１月４日に出願された「リモコン及びＦＭ受信装置」という名称の
米国特許出願第１１／３２６，１６９号に関連し、これらの特許はすべて引用により本明
細書に組み入れられる。
【０００２】
　本発明は、メディアデバイスに関し、より具体的には、アクセサリデバイスを受け入れ
るポータブルメディアプレーヤなどのポータブルメディアデバイスに関する。
【背景技術】
【０００３】
　メディアプレーヤは、音声トラック又は写真などの、メディアプレーヤで再生又は表示
できるメディア資産を記憶する。メディアプレーヤの１つの例として、カリフォルニア、
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クパチーノのアップルコンピュータ社から入手可能なｉＰｏｄ（登録商標）メディアプレ
ーヤが挙げられる。多くの場合、メディアプレーヤは、ユーザがメディア資産を管理でき
るように機能するホストコンピュータからそのメディア資産を入手する。例として、ホス
トコンピュータは、メディア管理アプリケーションを実行してメディア資産を管理するこ
とができる。メディア管理アプリケーションの１つの例として、アップルコンピュータ社
により製作されたｉＴｕｎｅｓ（登録商標）が挙げられる。
【０００４】
　通常、メディアプレーヤは、このメディアプレーヤにインターフェイス接続するために
使用できる１又はそれ以上のコネクタ又はポートを含む。例えば、このコネクタ又はポー
トにより、メディアプレーヤは、（ｉ）ホストコンピュータに結合し、（ｉｉ）ドッキン
グシステムに挿入され、或いは（ｉｉｉ）アクセサリデバイスを受け入れることができる
ようになる。今日では、メディアプレーヤに相互接続できる多くの異なるタイプのアクセ
サリデバイスが存在する。例えば、コネクタ又はポートにリモコンを接続することにより
、ユーザは、このメディアプレーヤを遠隔制御できるようになる。別の例として、自動車
が、コネクタと、このコネクタに挿入することができるメディアプレーヤとを含むことに
より、自動車のメディアシステムがこのメディアプレーヤと相互作用できるようになり、
その結果、メディアプレーヤのメディアコンテンツを自動車のメディアシステム内で再生
できるようになる。さらに別の例として、ポータブルメディアシステムとして機能できる
スピーカドックにメディアプレーヤを接続することができる。
【０００５】
【特許文献１】米国特許出願第１１／０５１，４９９号
【特許文献２】米国特許出願第１１／２４５，９３７号
【特許文献３】米国特許出願第１０／４２３，４９０号
【特許文献４】米国特許出願第１１／３２６，１６９号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　これにもかかわらず、メディアデバイスとアクセサリデバイスとの間の改善された相互
作用に対するニーズが存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、メディアデバイスとアクセサリデバイスとの間の改善された相互作用のため
の方法及びシステムに関する。１つの実施形態では、改善された相互作用により、アクセ
サリデバイスの種類又はコンディションによってメディアデバイスのユーザインタフェー
スを構成するように機能できるようになる。メディアデバイスがアクセサリデバイスに接
続されると、ユーザインタフェースの構成を自動的に行うことができる。同じ又は別の実
施形態では、改善された相互作用により、メディアデバイス及びアクセサリデバイスのい
ずれか又は両方の動作に影響を与え得るこれらのデバイス間のステータス（又は状態）情
報を交換できるようになる。メディアデバイスがアクセサリデバイスに接続されている間
、ステータス情報の交換が自動的に行われる。
【０００８】
　本発明は、方法、システム、デバイス、（グラフィカルユーザインタフェースを含む）
装置、又はコンピュータ可読媒体として含む多くの手段で実現される。本発明のいくつか
の実施形態について以下に説明する。
【０００９】
　ポータブルメディアデバイスを動作させる方法として、本発明の１つの実施形態は、ポ
ータブルメディアデバイスへの補助デバイスの取り付けを検知する行為と、補助デバイス
がポータブルメディアデバイスに取り付けられていることを検知した後に、補助デバイス
から補助デバイス情報を取得する行為と、その後、ポータブルメディアデバイスを補助デ
バイス情報に従って動作するように構成する行為とを少なくとも含む。
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【００１０】
　ポータブルメディアデバイスを動作させる方法として、本発明の別の実施形態は、ポー
タブルメディアデバイスへの補助スピーカシステムの取り付けを検知する行為と、補助ス
ピーカシステムがポータブルメディアデバイスに取り付けられていることを検知した後に
、補助スピーカシステムから音量ステータス情報を取得する行為と、その後、音量ステー
タス情報に基づいてポータブルメディアデバイスにおける音量設定を構成する行為とを少
なくとも含む。
【００１１】
　ポータブルメディアデバイスを動作させる方法として、本発明のさらに別の実施形態は
、ポータブルメディアデバイスに動作可能に接続されている補助スピーカシステムから音
量ステータス情報を取得する行為と、音量ステータス情報を変更するユーザ入力を受け入
れる行為と、ポータブルメディアデバイスにおいてユーザ入力を処理して、変更された音
量ステータス情報を作成する行為と、変更された音量ステータス情報に基づいて、補助ス
ピーカシステムに記憶されている音量ステータス情報を更新する行為とを少なくとも含む
。
【００１２】
　ポータブルメディアデバイスを動作させるための、少なくともコンピュータプログラム
コードを含むコンピュータ可読媒体として、本発明の１つの実施形態は、ポータブルメデ
ィアデバイスへの補助デバイスの取り付けを検知するためのコンピュータプログラムコー
ドと、検知用のコンピュータプログラムコードが、補助デバイスがポータブルメディアデ
バイスに取り付けられていることを検知した後に、補助デバイスから補助デバイス情報を
取得するためのコンピュータプログラムコードと、ポータブルメディアデバイスを補助デ
バイス情報に従って動作するように構成するためのコンピュータプログラムコードとを少
なくとも含む。
【００１３】
　ポータブルメディアデバイスを動作させるための、少なくともコンピュータプログラム
コードを含むコンピュータ可読媒体として、本発明の別の実施形態は、ポータブルメディ
アデバイスへの補助スピーカシステムの取り付けを検知するためのコンピュータプログラ
ムコードと、検知用のコンピュータプログラムコードが、補助スピーカシステムがポータ
ブルメディアデバイスに取り付けられていることを検知した後に、補助スピーカシステム
から音量ステータス情報を取得するためのコンピュータプログラムコードと、音量ステー
タス情報に基づいてポータブルメディアデバイスにおける音量設定を構成するためのコン
ピュータプログラムコードと、音量ステータス情報を変更するユーザ入力を受け入れるた
めのコンピュータプログラムコードと、ポータブルメディアデバイスにおいてユーザ入力
を処理して、変更された音量ステータス情報を作成するためのコンピュータプログラムコ
ードと、変更された音量ステータス情報に基づいて補助スピーカシステムに記憶されてい
る音量ステータス情報を更新するためのコンピュータプログラムコードとを少なくとも含
む。
【００１４】
　ポータブルメディア配信システムとして、本発明の１つの実施形態は、ポータブル電子
デバイスとスピーカシステムとを含む。ポータブル電子デバイスは、スピーカシステムに
動作可能に接続可能であると共に、（ｉ）１又はそれ以上のメディア項目に関するメディ
アコンテンツを記憶するメディア記憶デバイスと、（ｉｉ）メディア記憶デバイスから得
られるメディア項目の少なくとも１つに関するメディアコンテンツを検索し、このメディ
アコンテンツをポータブル電子デバイスのユーザに提示するメディア提示モジュールとを
少なくとも含む。スピーカシステムは、少なくともデバイス識別子とシステムステータス
情報とを記憶する。スピーカシステムがポータブル電子デバイスに動作可能に接続されて
いる場合、ポータブル電子デバイスは、スピーカシステムからデバイス識別子及びシステ
ムステータス情報を受け取ることができ、その後少なくともシステムステータス情報に基
づいてポータブル電子デバイスに付随するユーザインタフェースを構成することができる
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。
【００１５】
　本発明の他の態様及び利点は、本発明の原理を例示として図示する添付の図面と共に、
以下の詳細な説明を読むことにより明らかになるであろう。
【００１６】
　本発明は、同じ参照数字が同じ構造要素を示す添付の図面と共に以下の詳細な説明を読
むことにより容易に理解されるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明は、メディアデバイスとアクセサリデバイスとの間の改善された相互作用のため
の方法及びシステムに関する。１つの実施形態では、改善された相互作用により、アクセ
サリデバイスの種類又はコンディションによってメディアデバイスのユーザインタフェー
スを構成するように機能できるようになる。メディアデバイスがアクセサリデバイスに接
続されると、ユーザインタフェースの構成を自動的に行うことができる。同じ又は別の実
施形態では、改善された相互作用により、メディアデバイス及びアクセサリデバイスのい
ずれか又は両方の動作に影響を与え得るこれらのデバイス間のステータス（又は状態）情
報を交換できるようになる。メディアデバイスがアクセサリデバイスに接続されている間
、ステータス情報の交換が自動的に行われる。
【００１８】
　本発明により提供される改善された相互作用は、電子デバイス、すなわちアクセサリデ
バイス（又は補助デバイス）を受け入れることができるメディアデバイスなどの家庭用電
化製品に最適である。メディアデバイスの１つの例として、メディア項目（又はメディア
資産）を表示（例えば再生）することができる（音楽プレーヤなどの）ハンドヘルドメデ
ィアプレーヤのようなメディアプレーヤが挙げられる。アクセサリデバイスの例としては
、ボイスレコーダ、ＦＭトランシーバ、（ＦｉｒｅＷｉｒｅ（登録商標）デバイス又はＵ
ＳＢデバイスなどの）周辺バスデバイス、（メディアリーダ、ディスプレイ、カメラなど
の）メディアデバイス、（電源アダプタ、電池パックなどの）電源ユニット、スピーカ（
ヘッドフォン又はスピーカシステム）、遠隔制御デバイス、ネットワークデバイス、又は
自動車統合ユニットが含まれる。
【００１９】
　本発明の実施形態について図１～図８を参照しながら以下に説明する。しかしながら、
当業者であれば、本発明がこれらの限定された実施形態を越えて拡張する場合、これらの
図に関して本明細書に示す詳細な説明が説明目的のために存在することを容易に理解する
であろう。
【００２０】
　図１Ａ及び図１Ｂは、本発明の１つの実施形態によるモバイルメディア環境１００を示
す図である。モバイルメディア環境１００はポータブルメディアデバイス１０２を含む。
ポータブルメディアデバイス１０２は、様々な動作を行うことができる内蔵型コンピュー
タデバイスである。例えば、ポータブルメディアデバイス１０２は、メディア再生デバイ
スであってもよく、ユーザ入力の受け入れ、メディアコンテンツの記憶、メディアコンテ
ンツの出力等を行うように動作可能である。さらに、ポータブルメディアデバイス１０２
を補助デバイス１０４に接続することができる。１つの実施形態では、補助デバイス１０
４はまた、ポータブルメディアデバイス１０２のためのアクセサリデバイスとも呼ばれる
。補助デバイス１０４は、ポータブルメディアデバイス１０２の機能を強化する役割を果
たすことができる。例えば、１つの実施形態では、補助デバイス１０４は、追加のメディ
ア出力機能を提供することができる。図１Ａ及び図１Ｂに示す実施形態では、ポータブル
メディアデバイス１０２のコネクタ１０６と補助デバイス１０４の相手方コネクタ１０８
とを使用して、ポータブルメディアデバイス１０２を補助デバイス１０４に接続すること
ができる。図１Ｂは、ポータブルメディアデバイス１０２がコネクタ１０６及び１０８を
介して補助デバイス１０４に接続された状態を示す図である。
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【００２１】
　図２は、本発明の１つの実施形態によるメディアシステム２００を示す図である。メデ
ィアシステム２００はメディア配信装置２０２を含む。メディア配信装置２０２は、音声
を出力するなどのメディアを出力する機能を果たす。例えば、この音声は音楽に関するも
のであってもよい。メディア配信装置２０２を、メディア配信アクセサリ呼ぶこともでき
る。より具体的には、メディア配信装置２０２をスピーカシステムと考えてもよい。
【００２２】
　メディア配信装置２０２は、メディア配信装置２０２の様々なコンポーネントを支持又
は収容するハウジング２０４を含む。ハウジング２０４は、ハウジング内に配置された開
口部又はレセプタクル２０６及びコネクタ２０８を含む。メディア配信装置２０２に加え
て、メディアシステム２００はまた、ポータブルメディアプレーヤ２１０も含む。ポータ
ブルメディアプレーヤ２１０は、より一般的には、図１に示したポータブルメディアデバ
イス１０２などのポータブルコンピュータデバイスである。ポータブルメディアプレーヤ
２１０は、コネクタ２１２、ディスプレイ２１４、及びユーザ入力デバイス２１６を含む
。ユーザ入力デバイス２１６は、例えば、タッチパッド、ダイヤル、ホイール、及び／又
はボタンであってもよい。図２に示すように、図示した例示のユーザ入力デバイス２１６
は、回転入力をサポートする円形タッチパッドであり、中央ボタンを含むことができる。
通常、ポータブルメディアプレーヤ２１０は、電池駆動式のメディア再生デバイスである
。電池駆動式のメディア再生デバイスは、ハンドヘルド又はポケットサイズメディアプレ
ーヤなどのように非常にポータブルにすることができる。ポータブルメディアデバイスの
例には、（ＭＰ３プレーヤ又はビデオプレーヤなどの）メディアプレーヤ、メディアサポ
ート機能を有する携帯電話、及びＰＤＡが含まれる。
【００２３】
　ポータブルメディアプレーヤ２１０はメディア配信装置２０２と切り離しても十分に機
能するが、ポータブルメディアプレーヤ２１０をメディア配信装置２０４に接続すること
もできる。詳細には、ポータブルメディアプレーヤ２１０はコネクタ２１２を含む。ポー
タブルメディアプレーヤ２１０を開口部又はレセプタクル２０６に差し込むことにより、
コネクタ２０８がポータブルメディアプレーヤ２１０のコネクタ２１２に物理的かつ電気
的に接続できるようになり、この結果ポータブルメディアプレーヤ２１０をメディア配信
装置２０４に接続するようになる。開口部又はレセプタクル２０６はまた、ポータブルメ
ディアプレーヤ２１０を取り外し可能に受け入れるためのメディアベイ開口部であると考
えることもできる。接続されると、ポータブルメディアプレーヤ２１０は、メディア配信
装置２０４と情報をやりとりしてステータス情報を取得することができる。次に、メディ
ア配信装置２０４から取得したステータス情報を使用して、ポータブルメディアプレーヤ
２１０を、メディア配信装置２０４のステータスに従って動作するように構成することが
できる。例えば、ポータブルメディアプレーヤ２１０が備えるグラフィカルユーザインタ
フェース（ＧＵＩ）を、メディア配信装置及びそのステータスに関連する、又はこれを反
映する１又はそれ以上のユーザインタフェースコンポーネントを組み込むように構成する
ことができる。
【００２４】
　メディア配信装置２０２は複数のスピーカ２１８を含む。１つの実施形態では、スピー
カ２１８は、中音域スピーカとサブウーファスピーカとの対を含む。ハウジング２０４は
また、音量制御デバイス２２０及び２２２も含む。１つの実施形態では、音量制御デバイ
ス２２０及び２２２はボタンである。さらに、ハウジング２０４は、メディア配信装置２
０２の動作又はコンディションに関してユーザに視覚的フィードバックを与えるように動
作する表示灯２２４を含むことができる。リモコン２２８から無線赤外線送信を受信する
場合、ハウジング２０４はまた、該ハウジング２０４の内部にある赤外線受信器が使用で
きる赤外線受信器ウィンドウ２２６を含むこともできる。図２に示す実施形態では、リモ
コン２２８は複数のユーザ入力制御器２３０を含む。リモコン２２８のユーザ入力制御器
２３０を使用することにより、ユーザは、ポータブルメディアプレーヤ２１０と間接的に
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情報をやりとりするか、或いはメディア配信装置２０２と直接情報をやりとりすることが
できる。例えば、リモコン２２８のユーザは、ユーザ入力制御器２３０と情報をやりとり
して、メディア配信装置２０２のスピーカ２１８が音声出力を出力している状態で、ポー
タブルメディアプレーヤ２１０上で再生されるメディア項目を選択することができる。リ
モコン２２８を使用して、メディア配信装置２０２から出力される音声出力の音量を変更
することもできる。
【００２５】
　図３Ａ及び図３Ｂは、本発明の１つの実施形態による動的なグラフィカルユーザインタ
フェース（ＧＵＩ）処理３００を示すフロー図である。動的なＧＵＩ処理は、例えば、図
１Ａ及び図１Ｂに示したポータブルメディアデバイス１０２などのモバイルコンピュータ
デバイス、又は図２に示したポータブルメディアプレーヤ２１０などのメディアプレーヤ
によって行われる。
【００２６】
　動的なＧＵＩ処理３００は、補助デバイスが取り付けられているかどうかを判定する判
定３０２から開始する。判定３０２が、補助デバイスが取り付けられていないと判定した
場合、動的なＧＵＩ処理３００はこのような取り付けを待つ。言い換えれば、動的なＧＵ
Ｉ処理３００は、補助デバイスが取り付けられたときに呼び出されると考えることができ
る。
【００２７】
　判定３０２が、補助デバイスが取り付けられていると判定すると、補助デバイスが認証
される（３０４）。次に判定３０６は、補助デバイスの認証が成功したかどうかを判定す
る。判定３０６が、認証が不成功であったと判定した場合、補助デバイスが認証されない
ことにより利用を許可されないため、動的なＧＵＩ処理３００は終了する。
【００２８】
　一方、判定３０６が、認証が成功したと判定した場合、補助デバイスから補助デバイス
ステータス情報が取得される（３０８）。一般に、補助デバイスステータス情報とは、補
助デバイスから取得され、１又はそれ以上のコンディションに関する補助デバイスのステ
ータスを明示し、或いは表す情報のことである。例として、補助デバイスステータス情報
は、音量設定、イコライゼーション設定、代替のイコライゼーション設定のリスト、デバ
イスの識別子、デバイス名、デバイスの型番、及びデバイスのバージョン番号のうちの１
又はそれ以上の情報を含むことができる。補助デバイスステータス情報を取得した（３０
８）後、この補助デバイスステータス情報に基づいてポータブルメディアデバイスのＧＵ
Ｉが構成される（３１０）。
【００２９】
　次に、判定３１２が、ＧＵＩを介してユーザ入力が受け入れられたかどうかを判定する
。判定３１２が、ユーザ入力が受け入れられていないと判定した場合、判定３１４が、補
助デバイスがポータブルメディアデバイスから切断されているかどうかを判定する。判定
３１４が、補助デバイスが切断されていないと判定した場合、動的なＧＵＩ処理３００は
、前に戻って判定３１２及び次のブロックを繰り返す。判定３１２が、ＧＵＩからユーザ
入力が受け入れられたと判定すると、判定３１６が、補助デバイスステータスが変更され
たかどうかを判定する。判定３１６が、補助デバイスがユーザ入力により変更されていな
いと判定した場合、ユーザ入力の種類に基づいて別の入力応答処理が行われる３１８。例
えば、別の入力応答処理は、ポータブルメディアデバイスを介してメディア項目の再生を
開始し、中止し、或いは進めることができる。
【００３０】
　上記とは別に、判定３１６が、補助デバイスステータスがユーザ入力により変更された
と判定した場合、補助デバイスステータス変更が補助デバイスへ送られる（３２０）。こ
れにより、補助デバイスは、補助デバイスステータスに対する変更に従って自身のステー
タスを更新できるようになる。次に、判定３２２が、補助デバイスステータスへの変更が
補助デバイスにより確認されたかどうかを判定する。
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【００３１】
　判定３２２が、補助デバイスステータスへの変更が確認されたと判定すると、変更され
た補助デバイスステータスに基づいて、ポータブルメディアデバイスのグラフィカルユー
ザインタフェースが更新される（３２４）。例えば、補助デバイスステータスに対する変
更が補助デバイスのイコライゼーション設定に対する変更であった場合、ポータブルメデ
ィデバイスのＧＵＩの更新３２４が、イコライゼーション設定に対する変更を反映するよ
うにＧＵＩを変更することができる。別の例として、補助デバイスステータスに対する変
更が補助デバイスの音量設定に対する変更であった場合、ポータブルメディアデバイスの
ＧＵＩの更新３２４は、音量設定に対する変更を反映するようにＧＵＩを変更することが
できる。
【００３２】
　ブロック３２４並びにブロック３１８の後、動的なＧＵＩ処理３００が前に戻って判定
３１２及び後続するブロックを繰り返すことにより、補助デバイスがポータブルメディア
デバイスから切断されるまで、ＧＵＩを介した次のユーザ入力を同様に処理できるように
なる。前述したように、判定３１４は、補助デバイスが切断されていると判定する。判定
３１４が、補助デバイスが切断されていると判定した場合、動的なＧＵＩ処理３００は終
了する。動的なＧＵＩ処理３００の終了時に、補助デバイスは（もはや認証されないなど
の）使用不能となり、ＧＵＩは、設定３１０の前の状態などの以前の状態に戻ることにな
る。
【００３３】
　一般に、動的なＧＵＩ処理３００は、結合されているアクセサリデバイスに依存してモ
バイルコンピュータデバイスのＧＵＩを作成するように動作することができる。より具体
的には、アクセサリデバイスの存在、種類、ステータス、設定、コンディション、状態、
又はモードのうちの任意の１又はそれ以上が、モバイルコンピュータデバイスのＧＵＩに
影響を与えることができる。上述したように、アクセサリデバイスの存在又は種類によっ
て、ＧＵＩを様々に構成することができる。やはり上述したように、アクセサリデバイス
のステータス又はコンディションを、イコライゼーション設定及び音量設定などに関して
ＧＵＩに反映させることもできる。さらに、様々なその他のステータス、設定、コンディ
ション、状態、又はモードを、ＧＵＩに反映させることもできる。例えば、ある種のアク
セサリデバイスが識別された場合、デフォルトのデバイス設定を変更することができる。
特定例として、モバイルコンピュータデバイスがＬＣＤ画面を備えたポータブルメディア
プレーヤである場合、取り付けられたスピーカシステム（アクセサリデバイス）が存在す
ることにより、（ユーザの行為が行われる場合にのみオンになるのではなく）ＬＣＤ画面
のデフォルトのバックライトの状態を常時オンにすることができる。別の特定例として、
モバイルコンピュータデバイスがディスプレイ画面を備えたポータブルメディアプレーヤ
である場合、取り付けられたスピーカシステム（アクセサリデバイス）が存在することに
より、メディア項目が再生されている間、デフォルトの再生ディスプレイ画面に（再生ス
テータス情報を表示するのではなく）（アルバムアートなどの）メディアアートワークを
表示することができる。
【００３４】
　図４は、本発明の１つの実施形態による初期の音量制御処理４００を示すフロー図であ
る。初期の音量制御処理４００は、例えば、図１Ａ及び図１Ｂに示したポータブルメディ
アデバイス１０２、又は図２に示したポータブルメディアプレーヤ２１０などのポータブ
ルメディアデバイスによって行われる。
【００３５】
　初期の音量制御処理４００は判定４０２から開始する。判定４０２は、外部スピーカシ
ステムが取り付けられているかどうかを判定する。判定４０２が、外部スピーカシステム
が取り付けられていないと判定した場合、初期の音量制御処理４００はこのような取り付
けを待つ。言い換えれば、外部スピーカシステム、すなわち１種類のアクセサリデバイス
がポータブルメディアデバイスに取り付けられると、初期の音量制御処理４００が呼び出
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されると考えることができる。例として、ポータブルメディアデバイスはアクセサリデバ
イスからデバイス識別子を取得することができ、次に、このデバイス識別子を使用して、
アクセサリデバイスが外部スピーカシステムであるかどうかを判定することができる。
【００３６】
　判定４０２が、外部スピーカがポータブルメディアデバイスに取り付けられていると判
定すると、補助スピーカシステムが認証される（４０４）。次に、決定４０６が、補助ス
ピーカシステムの認証が成功したかどうかを判定する。判定４０６が、補助スピーカシス
テムの認証が成功しなかったと判定した場合、初期の音量制御処理４００が終了すること
により、この補助スピーカシステムはポータブルメディアデバイスと共に利用できないよ
うになる。
【００３７】
　一方、判定４０６が、補助スピーカシステムの認証が成功したと判定した場合、補助ス
ピーカシステムの音量ステータスが取得される（４０８）。次に、ポータブルメディアデ
バイスにおける音量設定が設定されて、補助スピーカシステムの音量ステータスに対応す
るようになる（４１０）。１つの実施形態では、ポータブルメディアデバイスにおける音
量設定の設定４１０は、ポータブルメディアデバイスに付随するＧＵＩを更新して音量設
定を反映するように機能する。１つの例として、ＧＵＩは、音量バー又はスライダを含む
ことができ、この音量バー又はスライダを、補助スピーカシステムの音量ステータスに対
応する音量設定を反映するように更新することができる。別の例として、ＧＵＩは、（０
～１０などの）数値による音量設定を含むことができ、この数値による音量設定を、補助
スピーカシステムの音量ステータスに対応する音量設定を反映するように更新することが
できる。ブロック４１０の後、初期の音量制御処理４００は完了し終了する。
【００３８】
　１つの実施形態では、外部スピーカシステムがポータブルメディアデバイスから取り外
された後、ポータブルメディアデバイスは、設定（４１０）される前の音量ステータスに
戻って、補助スピーカシステムの音量ステータスに対応できるようになる。補助スピーカ
システムは、ポータブルメディアデバイスから取り外された後も最後の音量ステータスを
保持することにより、後でポータブルメディアデバイスに再取り付けされた場合、この音
量ステータスをポータブルメディアデバイスに提供できるようになる。
【００３９】
　図５Ａは、本発明の１つの実施形態による音声再生処理５００を示すフロー図である。
音声再生処理５００は、例えば、図１Ａ及び１Ｂに示したポータブルメディアデバイス１
０２、又は図２に示したポータブルメディアプレーヤ２１０などのポータブルメディアデ
バイスによって行われる。
【００４０】
　音声再生処理５００は、音量調整が受け入れられたかどうかを判定する判定５０２から
開始する。ここで、この音量調整は、ポータブルメディアデバイスに対するユーザ制御に
よって、補助デバイスに対するユーザ入力制御器によって、或いはリモコンに対するユー
ザ入力によって行われる。例えば、ポータブルメディアプレーヤのユーザ制御は、図２に
示したポータブルメディアプレーヤ２１０のユーザ入力デバイス２１６であってもよい。
別の例として、補助デバイスのユーザ入力制御器は、図２に示したメディア配信装置２０
２の音量制御デバイス２２０及び２２２であってもよい。さらに別の例として、リモコン
に対するユーザ入力は、リモコン２２８のユーザ入力制御器２３０であってもよい。
【００４１】
　判定５０２が、音量調整が受け入れられたと判定した場合、受け入れられた音量調整に
関して音量設定が調整される（５０４）。補助デバイス又はポータブルメディアデバイス
のいずれかにおいて音量設定調整５０４を行うことができる。音量設定調整５０４がポー
タブルメディアデバイスにおいて行われる場合、補助スピーカシステムの記憶済みの音量
ステータスが更新される（５０６）。通常、これには、ポータブルメディアデバイスが補
助デバイスに音量設定の調整を通知することが必要となる。補助デバイスにそのことを通
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知する際、ポータブルメディアデバイスは、（２レベルだけ増やすなどの）現在の設定と
比較した調整を行うか、或いは（音量レベル８などの）新たな音量設定を行うことができ
る。より一般的には、音量設定がポータブルメディアデバイスで調整される（５０４）場
合、この調整は、ポータブルメディアデバイスに付随するディスプレイ上に表示されるグ
ラフィカルユーザインタフェースのユーザインタフェースコンポーネントに反映される。
この反映は、調整前の音量設定を表示するユーザインタフェースコンポーネントの変更、
起動、又は停止を含むことができる。
【００４２】
　ブロック５０４の後、次に補助スピーカシステムは、記憶済みの音量ステータスを更新
することができる（５０６）。ブロック５０６の後に、並びに音量調整が受け入れられな
かった場合は決定５０２の直後に、判定５０８は音声出力が行われるかどうかを判定する
。判定５０８が、音声出力が行われると判定した場合、音声信号が補助スピーカシステム
に出力される（５１０）。ここで、補助スピーカシステムは、音声信号に従って音声を処
理及び生成する際に利用される適切な音量設定を理解する。例えば、補助スピーカシステ
ムは、補助スピーカシステムの記憶済みの音量ステータスに従って制御することができる
固有の増幅システムを含むことができる。
【００４３】
　次に、ブロック５１０の後に、或いは音声出力が行われない場合は判定５０８の直後に
、判定５１２は、補助スピーカシステムがポータブルメディアデバイスから切断されてい
るかどうかを判定する。判定５１２が、補助スピーカシステムがポータブルメディアデバ
イスから切断されていると判定した場合、音声再生処理は終了する。上記とは別に、判定
５１２が、補助スピーカシステムがポータブルメディアデバイスから切断されていないと
判定した場合、音声再生処理が前に戻って決定５０２及び次のブロックを繰り返すことに
より音声再生を開始するか又は継続することができ、また、多くの異なるユーザ入力制御
器のうちのいずれかから出力音量に対する音量調整が行われるようになる。
【００４４】
　様々な技術を使用して、図３Ａのブロック３０４及び図４のブロック４０４に関連する
認証処理を行うことができる。図６Ａ及び図６Ｂは、（メディアデバイスなどの）ホスト
デバイス及びアクセサリデバイスのための補完的認証処理を示す図である。利用する特定
の技術にかかわらず、利用する認証技術により、ホストデバイスがアクセサリデバイスを
認証できるか、或いはアクセサリデバイスがホストデバイスを認証できるようになる。
【００４５】
　様々な異なる方法で、メディアデバイスとアクセサリデバイスとの間の相互作用を実現
することができる。メディアデバイスとアクセサリデバイスとが（コネクタを介して直接
、又はケーブルを介して間接的に、或いは無線で）接続されると、いずれかのデバイスの
動作を強化するために情報を交換し利用できるようになる。認証可能なデバイスに相互作
用を限定することができる。図５Ｂ～図５Ｄは、メディアデバイスとアクセサリデバイス
とが相互作用して情報を交換する場合に使用することができる利用可能な実施構成のいく
つかの実施形態を示す図である。図５Ｂ～図５Ｄに示す異なる実施形態では、メディアデ
バイスはポータブルメディアプレーヤであり、アクセサリデバイスは補助スピーカシステ
ムであるが、これらの実施形態によって行われる相互作用は他のメディアデバイス及びア
クセサリデバイスとの使用に対しても同様に好適であることを理解されたい。
【００４６】
　図５Ｂは、本発明の１つの実施形態によるポータブルメディアデバイスと補助スピーカ
システムとの間の情報交換５２０を示す図である。この実施形態では、最初に補助スピー
カシステムが状態情報をポータブルメディアデバイスへ送信する。次に、ポータブルメデ
ィアデバイスは、ポータブルメディアデバイスにおいて新しい状態情報を設定するように
動作することができる。その後、ポータブルメディアデバイスは、新しい状態情報に従っ
て動作することができる。例えば、新しい状態情報は、補助スピーカシステムの状態（コ
ンディション）のステータスを記録することができ、この新しい状態情報をポータブルメ
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ディアプレーヤで使用して、ポータブルメディアデバイスの状態（コンディション）を変
更することができる。１つの例として、新しい状態情報により、ポータブルメディアデバ
イスのグラフィカルユーザインタフェースを変更することができる。別の例として、新し
い状態情報に応じてポータブルメディアデバイスの動作を変更することができる。この状
態情報の交換を利用して、音量条件、イコライゼーション設定などを補助スピーカシステ
ムからポータブルメディアプレーヤへシグナリングすることができる。
【００４７】
　図５Ｃは、本発明の別の実施形態によるポータブルメディアデバイスと補助スピーカシ
ステムとの間の情報交換５４０を示す図である。この実施形態では、通常、ユーザがポー
タブルメディアデバイスにおける状態変更を開始する。ユーザは、ポータブルメディアデ
バイスに関連する入力デバイス、或いはポータブルメディアデバイスとの使用に適したリ
モコンの利用を含む様々な方法で状態変更を開始することができる。ユーザが状態変更を
開始した後、そこから生じる新しい状態情報が補助スピーカシステムへ送られる。新しい
状態情報を受け取ると、補助スピーカシステムはその状態情報に応じて状態情報を設定す
ることができる。例えば、ユーザが開始する状態変更により、補助スピーカシステムへ音
量変更をシグナリングすることができる。このような場合、補助スピーカシステムへ音量
の変更を送信し、次にこれを使用して補助スピーカシステムの出力音量を設定することが
できる。
【００４８】
　図５Ｄは、本発明のさらに別の実施形態によるポータブルメディアデバイスと補助スピ
ーカシステムとの間の情報交換５６０を示す図である。この実施形態では、ユーザが開始
する状態変更を、補助スピーカシステムで発生させることができる。例えば、ユーザが開
始する状態変更は、ユーザが補助スピーカシステムに付随する入力デバイスと情報をやり
とりすることにより発生する。ユーザが開始する状態変更を受け取った後で、ユーザが開
始する状態変更に関連する新しい状態情報がポータブルメディアデバイスに送られる。新
しい状態情報を受け取ると、ポータブルメディアデバイスにおいて新しい状態情報が設定
される。その際、ポータブルメディアデバイスは、補助スピーカシステムに関連する状態
情報を後で使用するために単純に記録するか、或いは新しい状態情報を反映するようにポ
ータブルメディアデバイスのユーザインタフェースを更新したり、ポータブルメディアデ
バイスからの出力信号を変更したりなどのポータブルメディアデバイスにおける動作変更
を引き起こすかのいずれかを行うことができる。
【００４９】
　図５Ｅは、本発明のさらに別の実施形態によるポータブルメディアデバイスと補助スピ
ーカシステムとの間の情報交換５８０を示す図である。この実施形態では、ポータブルメ
ディアデバイスは、補助スピーカシステムから状態情報を要求する。状態情報に対する要
求が、補助スピーカシステムに送られる。補助スピーカシステムが状態情報に対する要求
を受け取ると、補助スピーカシステムはその状態情報を入手することができる。状態情報
の種類は変更することができ、要求される状態情報は特定の種類の状態情報であってもよ
い。状態情報の例はデバイスの種類に依存するが、メディアデバイスの状態情報は、音量
レベル、イコライゼーション設定などを含むことができる。補助スピーカシステムがその
状態情報を取得した後、この状態情報はポータブルメディアデバイスに戻される。補助ス
ピーカシステムから状態情報を受け取ると、ポータブルメディアデバイスはこの状態情報
を記憶することができる。記憶されると、ポータブルメディアデバイスは、この記憶済み
の状態情報を利用して自身の動作を変更する。例えば、ポータブルメディアデバイスは、
記憶済みの状態情報を利用して補助スピーカシステムの状態をユーザインタフェースに表
示することができる。ポータブルメディアデバイスはまた、記憶済みの状態情報に応じて
自身の動作又は処理を変更することもできる。例えば、ポータブルメディアデバイスは、
補助スピーカシステムに関連する状態情報に応じて補助スピーカシステムに音声信号を別
様に出力することができる。
【００５０】
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　特定例として、情報交換５８０などの情報交換を使用して、補助スピーカシステムから
イコライゼーション設定を要求することができる。この時、ポータブルメディアプレーヤ
はイコライゼーション設定を受け取り、補助スピーカシステムの現在のイコライゼーショ
ン設定を示すように自身のユーザインタフェースを適応させることができる。ポータブル
メディアプレーヤはまた、補助スピーカシステムが利用できる、或いはこの補助スピーカ
システムによりサポートされる利用可能なイコライゼーション設定のリストを要求し、及
び受け取ることができる。ユーザインタフェースにイコライゼーション設定のリストを表
示させるようにすることもできる。１つの実施構成では、現在のイコライゼーション設定
を、イコライゼーション設定のリストの中に入れるインデックス値のとおりに実現するこ
とができ、このインデックス値をイコライゼーション設定の名前に関連づけることができ
る。
【００５１】
　図６Ａは、本発明の１つの実施形態によるホスト認証処理６００を示すフロー図である
。例えば、ホスト認証処理６００はホストデバイスによって行われる。例として、ホスト
デバイスは、図１に示したポータブルメディアデバイス１０２又は図２に示したポータブ
ルメディアプレーヤ２１０であってもよい。
【００５２】
　ホスト認証処理６００は、認証されるアクセサリデバイスに関連するデバイス識別子を
最初に受け取る（６０２）。さらに、アクセサリデバイスから認証値が受け取られる（６
０４）。ここで、ホストデバイスは認証処理を行い、このためアクセサリデバイスはホス
トデバイスに認証値を与える。１つの実施形態では、認証値を決定する際に、アクセサリ
デバイスは乱数と秘密鍵とを利用する。ホストデバイスがアクセサリデバイスに乱数を与
えるか、或いはアクセサリデバイスから乱数を利用可能にすることができる。
【００５３】
　次に、ホスト認証処理６００は、認証値とデバイス識別子とに基づいてアクセサリデバ
イスが認証されるかどうかを判定する（６０６）。次に判定６０８は、ブロック６０６で
行われた決定に基づいてアクセサリデバイスが認証されるかどうかを判定する。判定６０
８が、アクセサリデバイスが認証されると判定されたと判定した場合、アクセサリデバイ
スをホストデバイスと共に使用することが許可される（６１０）。許可（６１０）される
用途の種類は、実施構成に応じて変更することができる。例えば、許可（６１０）される
用途により、アクセサリデバイスを完全に使用できるようになるか、或いはアクセサリデ
バイスの使用を制限できるようになる。
【００５４】
　一方、判定６０８が、アクセサリデバイスが認証されないと判定した場合、ブロック６
１０が迂回されることにより、アクセサリデバイスのホストデバイスとの使用は許可され
ないようになる。この場合、アクセサリデバイスが認証されると判定されなかったため、
アクセサリデバイスのホストデバイスとの使用は大幅に制限されるか又は阻止される。ブ
ロック６１０の後で、或いはブロック６１０が迂回されて、ホスト認証処理６００は完了
し終了する。
【００５５】
　図６Ｂは、本発明の１つの実施形態によるアクセサリ認証処理６５０を示すフロー図で
ある。例えば、アクセサリ認証処理６５０はアクセサリデバイスによって行われる。例と
して、アクセサリデバイスは、図１に示した補助デバイス１０４又は図２に示したメディ
ア配信装置２０２であってもよい。
【００５６】
　アクセサリ認証処理６５０は、アクセサリデバイスに関連付けられた秘密鍵識別子をホ
ストデバイスへ送る（６５２）。ホストデバイスは、この秘密鍵識別子を使用して、アク
セサリデバイスに送られる認証値を作成する際にホストデバイスが使用する適当な秘密鍵
を取得する。アクセサリデバイスは、ホストデバイスから認証値を受け取ることになる（
６５４）。
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【００５７】
　次に、アクセサリ認証処理６５０は、認証値と公開鍵とに基づいてホストデバイスが認
証されるかどうかを判定する（６５６）。通常、公開鍵は、アクセサリデバイス内部で提
供される。次に判定６５８は、ホストデバイスが認証されると判定されたかどうかを判定
する。判定６５８が、ホストデバイスが認証されたと考えられると判定した場合、ホスト
デバイスをアクセサリデバイスと共に使用することが許可される（６６０）。許可（６６
０）される用途の種類は、実施構成に応じて変更することができる。例えば、許可（６６
０）される用途により、ホストデバイスを完全に使用できるようになるか、或いはホスト
デバイスの使用を制限できるようになる。
【００５８】
　一方、判定６５８が、ホストデバイスが認証されないと判定した場合、ブロック６６０
が迂回されることにより、ホストデバイスのアクセサリデバイスとの使用は大幅に制限さ
れるか、或いは阻止されるようになる。ブロック６６０の後で、或いはブロック６６０が
迂回されて、アクセサリ認証処理６５０は完了し終了する。
【００５９】
　１つの実施形態では、メディアデバイス又はホストデバイスを、パーソナルコンピュー
タなどのホストコンピュータに接続することもできる。パーソナルコンピュータは、メデ
ィア項目を記憶、利用、及び管理することができる。メディア項目の管理は、ホストコン
ピュータに関してだけでなく電子デバイスに関しても可能である。
【００６０】
　図７は、本発明の１つの実施形態によるメディア管理システム７００を示すブロック図
である。メディア管理システム７００は、ホストコンピュータ７０２及びメディアプレー
ヤ７０４を含む。ホストコンピュータ７０２は、通常パーソナルコンピュータである。他
の従来のコンポーネントの中でも、ホストコンピュータは、ソフトウェアモジュールであ
る管理モジュール７０６を含む。管理モジュール７０６は、ホストコンピュータ７０２に
対してだけでなくメディアプレーヤ７０４に対してもメディア項目（及び／又はプレイリ
スト）の集中化した管理を行う。より具体的には、管理モジュール７０６は、ホストコン
ピュータ７０２に付随するメディア記憶デバイス７０８に記憶されているメディア項目を
管理する。管理モジュール７０６はまた、メディアデータベース７１０とも相互作用して
、メディア記憶デバイス７０８に記憶されているメディア項目に関連するメディア情報を
記憶する。
【００６１】
　メディア情報は、メディア項目の特徴又は属性に関連するものである。例えば、音声又
は視聴覚メディアの場合、メディア情報は、タイトル、アルバム、トラック、アーティス
ト、作曲家、及びジャンルのうちの１又はそれ以上を含むことができる。メディア情報の
これらの種類は、特定のメディア項目に固有のものである。さらに、メディア情報は、メ
ディア項目の品質特性に従うものであってもよい。メディア項目の品質特性の例として、
ビットレート、サンプルレート、イコライゼーション設定、音量調整、開始／停止及び総
時間のうちの１又はそれ以上を含むことができる。
【００６２】
　さらに、ホストコンピュータ７０２は再生モジュール７１２を含む。再生モジュール７
１２は、メディア記憶デバイス７０８に記憶されているいくつかのメディア項目を再生す
るために利用することができるソフトウェアモジュールである。再生モジュール７１２は
また、メディアデータベース７１０からのメディア情報を（ディスプレイ画面上に）表示
するか、或いは別様に利用することができる。通常、関心のあるメディア情報は、再生モ
ジュール７１２により再生されるメディア項目に対応する。
【００６３】
　ホストコンピュータ７０２はまた、メディアプレーヤ７０４内の対応する通信モジュー
ル７１６に結合する通信モジュール７１４も含む。接続又はリンク７１８により、通信モ
ジュール７１４と７１６とが取り外し可能に結合される。１つの実施形態では、接続又は
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リンク７１８は、当業で公知のＦＩＲＥＷＩＲＥ（商標）バス又はＵＳＢバスなどのデー
タバスを提供するケーブルである。別の実施形態では、接続又はリンク７１８は、無線ネ
ットワークを介した無線チャンネル又は無線接続である。従って、実施構成に応じて、通
信モジュール７１４及び７１６は有線又は無線方式で通信することができる。
【００６４】
　メディアプレーヤ７０４はまた、このメディアプレーヤ７０４内にメディア項目を記憶
するメディア記憶デバイス７２０も含む。任意的に、メディア記憶デバイス７２０はまた
、データを記憶することもでき、すなわち非メディア項目の記憶装置であってもよい。メ
ディア記憶デバイス７２０に記憶されるメディア項目は、通常、ホストコンピュータ７０
２から接続又はリンク７１８を介して受け取られる。より具体的には、管理モジュール７
０６が、メディア記憶デバイス７０８に存在するメディア項目の全て又はいくつかを、接
続又はリンク７１８を介してメディアプレーヤ７０４内のメディア記憶デバイス７２０へ
送る。さらに、ホストコンピュータ７０２からメディアプレーヤ７０４へ同様に配信され
るメディア項目に関する対応するメディア情報をメディアデータベース７２２に記憶する
ことができる。その際、ホストコンピュータ７０２内のメディアデータベース７１０から
のあるメディア情報を、接続又はリンク７１８を介してメディアプレーヤ７０４内のメデ
ィアデータベース７２２へ送ることができる。さらに、管理モジュール７０６により、メ
ディア項目のいくつかを識別する再生リストを、接続又はリンク７１８を通じてメディア
プレーヤ７０４内のメディア記憶デバイス７２０又はメディアデータベース７２２へ送る
こともできる。
【００６５】
　さらに、メディアプレーヤ７０４は、メディア記憶デバイス７２０及びメディアデータ
ベース７２２に結合する再生モジュール７２４を含む。再生モジュール７２４は、メディ
ア記憶デバイス７２０に記憶されたいくつかのメディア項目を再生するために利用するこ
とができるソフトウェアモジュールである。再生モジュール７２４はまた、メディアデー
タベース７２２からのメディア情報を（ディスプレイ画面上に）表示するか、或いは別様
に利用することもできる。通常、関心のあるメディア情報は、再生モジュール７２４によ
り再生されるメディア項目に対応する。
【００６６】
　１つの実施形態によれば、メディアプレーヤ７０４における認証処理をサポートするた
めに、メディアプレーヤ７０４は、認証モジュール７２６及び認証テーブル７２８をさら
に含むことができる。認証モジュール７２６は、図６Ａに示したホスト認証処理６００な
どの上記の認証処理を行うことができる。メディアプレーヤ７０４は、ステータスモジュ
ール７２９をさらに含むことができる。
【００６７】
　前述したように、アクセサリデバイスをメディアプレーヤに結合することができる。従
って、図７はまた、メディアプレーヤ７０４に結合できるアクセサリデバイス７３０を示
す図でもある。１つの実施形態によれば、アクセサリデバイス７３０は、認証デバイス７
３２をさらに含むことができる。認証デバイス７３２は、１つの実施形態によるメディア
プレーヤ７０４における認証処理をサポートするように動作する。１つの実施形態では、
認証デバイス７３２は、図６Ｂに示したアクセサリ認証処理６５０などの上述の認証処理
を行うことができる。アクセサリデバイス７３０はまた、アクセサリデバイス７３０に関
するステータス情報を記憶するためのステータス情報記憶装置７３４を含むこともできる
。アクセサリデバイス７３２により、或いはメディアプレーヤ７０４により、接続又はリ
ンク７１８を介してステータス情報をステータス情報記憶装置７３４に記憶することがで
きる。さらに、ステータスモジュール７２９は、図３Ａ、図３Ｂ、図４、又は図５におい
て上述した動作などを介して、アクセサリデバイス７３０の存在又はステータスに基づい
てメディアプレーヤ７０４の動作を構成又は修正することができる。
【００６８】
　図８は、本発明の１つの実施形態によるメディアプレーヤ８００を示すブロック図であ



(16) JP 4917108 B2 2012.4.18

10

20

30

40

50

る。メディアプレーヤ８００に含まれるプロセッサ８０２は、メディアプレーヤ８００の
全体の動作を制御するためのマイクロプロセッサ又はコントローラに相当する。メディア
プレーヤ８００は、メディア項目に関するメディアデータをファイルシステム８０４及び
キャッシュ８０６に記憶する。通常、ファイルシステム８０４は記憶デバイスである。通
常、ファイルシステム８０４は、メディアプレーヤ８００のために大容量記憶機能を提供
する。例えば、ファイルシステム８０４は、ＦＬＡＳＨメモリなどの半導体ベースのメモ
リであってもよい。ファイルシステム８０４は、メディアデータだけでなく（例えば、デ
ータモードで操作される場合）非メディアデータも記憶することができる。しかしながら
、ファイルシステム８０４へのアクセス時間が比較的遅いため、メディアプレーヤ８００
はまたキャッシュ８０６を含むこともできる。キャッシュ８０６は、例えば半導体メモリ
により提供されるランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）である。キャッシュ８０６への相対
的なアクセス時間は、ファイルシステム８０４に対するよりもかなり短い。しかしながら
、キャッシュ８０６は、ファイルシステム８０４の大記憶容量を有していない。さらに、
ファイルシステム８０４は、アクティブな時、キャッシュ８０６よりも多くの電力を消費
する。電力消費は、メディアプレーヤ８００が電池（図示せず）により給電されるポータ
ブルメディアプレーヤである場合に懸案事項となることが多い。メディアプレーヤ８００
はまた、ＲＡＭ８２０及び読出し専用メモリ（ＲＯＭ）８２２も含む。ＲＯＭ８２２は、
実行されるプログラム、ユーティリティ、又は処理を不揮発性方式で記憶することができ
る。ＲＡＭ８２０は、キャッシュ８０６などに対して揮発性データ記憶装置を提供する。
１つの実施形態では、ファイルシステム８０４を備えた記憶デバイスにより、ＲＯＭ８２
２及びＲＡＭ８２０が提供される。
【００６９】
　メディアプレーヤ８００は、メディアプレーヤ８００のユーザがメディアプレーヤ８０
０と情報をやりとりできるようにするユーザ入力デバイス８０８を含む。例えば、ユーザ
入力デバイス８０８は、ボタン、キーパッド、ダイヤルなどの様々な形式を取ることがで
きる。さらに、メディアプレーヤ８００は、情報をユーザに表示するためにプロセッサ８
０２により制御されるディスプレイ８１０（画面ディスプレイ）を含むことができる。タ
ッチスクリーンの場合、ユーザ入力デバイス８０８とディスプレイ８１０とを一体化する
ことができる。データバス８１１は、少なくとも、ファイルシステム８０４、キャッシュ
８０６、プロセッサ８０２、及びＣＯＤＥＣ８１２間のデータ転送を容易にすることがで
きる。
【００７０】
　１つの実施形態では、メディアプレーヤ８００は、ファイルシステム８０４に（楽曲な
どの）複数のメディア項目を記憶する機能を果たす。ユーザがメディアプレーヤに特定の
メディア項目を再生させたい場合、利用可能なメディア項目のリストがディスプレイ８１
０上に表示される。次に、ユーザ入力デバイス８０８を使用して、ユーザは利用可能なメ
ディア項目の１つを選択することができる。プロセッサ８０２は、特定のメディア項目の
選択を受け取ると、この特定のメディア項目に関する（音声ファイルなどの）メディアデ
ータをコーダ／デコーダ（ＣＯＤＥＣ）８１２に供給する。次にＣＯＤＥＣ８１２は、ス
ピーカ８１４のためにアナログ出力信号を生成する。スピーカ８１４は、メディアプレー
ヤ８００に内蔵された、或いはメディアプレーヤ８００に外付けされたスピーカであって
もよい。例えば、メディアプレーヤ８００に接続するヘッドフォン又はイヤフォンは、外
付けスピーカと見なされる。
【００７１】
　メディアプレーヤ８００はまた、データリンク８１８に結合するネットワーク／バスイ
ンタフェース８１６も含む。データリンク８１８により、メディアプレーヤ８００をホス
トコンピュータ又はアクセサリデバイスに結合することができる。データリンク８１８は
、有線接続又は無線接続を介して提供される。無線接続の場合、ネットワーク／バスイン
タフェース８１６は無線送受信器を含むことができる。
【００７２】
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　メディア項目（メディア資産）は、１又はそれ以上の異なる種類のメディアコンテンツ
に関連するものであってもよい。１つの実施形態では、メディア項目は音声トラックであ
る。別の実施形態では、メディア項目は（写真などの）画像である。しかしながら、他の
実施形態では、メディア項目は、音声、グラフィック、又はビデオコンテンツの任意の組
合せであってもよい。
【００７３】
　１つの実施形態では、ポータブルメディアデバイスは、少なくとも一部が音声、ビデオ
、又は画像などのメディア処理専用のポータブルコンピュータデバイスである。例えば、
ポータブルメディアデバイスは、（ＭＰ３プレーヤ、ビデオプレーヤなどの）メディアプ
レーヤ、ゲームプレーヤ、ビデオレコーダ、カメラ、画像ビューワなどであってもよい。
一般に、これらのデバイスは、ユーザが移動中にいつでも音楽を聴いたり、ゲーム又はビ
デオを再生したり、ビデオを記録したり、或いは写真を撮影したりすることができるよう
に、電池駆動式で非常にポータブルである。１つの実施構成では、メディアプレーヤは、
ユーザのポケット又は手に収まるようなサイズのハンドヘルドデバイスである。ハンドヘ
ルドであることにより、メディアプレーヤは比較的小型となり、そのユーザにより容易に
取り扱われ、利用される。ポケットサイズであることにより、ユーザは、デバイスを直接
持ち運ぶ必要はなく、従って、ユーザが移動するほとんどどこにでもデバイスを持って行
くことができる（例えば、ユーザは、ポータブルコンピュータのように大きく、かさばり
、しばしば重たいデバイスを運ぶことによって制限を受けることはない）。さらに、ユー
ザの手でデバイスを操作することができ、デスクトップのような基準面が必要ない。
【００７４】
　本発明の様々な態様、実施形態、実施構成、又は特徴を、別個に或いは任意の組合せに
おいて使用することができる。
【００７５】
　ソフトウェア、ハードウェア、又はハードウェア及びソフトウェアの組合せにより、本
発明を実現することができる。コンピュータ可読媒体におけるコンピュータ可読コードと
して、本発明を実現することもできる。コンピュータ可読媒体とは、後でコンピュータシ
ステムが読み取ることのできるデータを記憶することができる任意のデータ記憶デバイス
のことである。コンピュータ可読媒体の例として、読出し専用メモリ、ランダムアクセス
メモリ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、磁気テープ、光データ記憶デバイス、及び搬送波が含ま
れる。ネットワーク結合コンピュータシステムを通じてコンピュータ可読媒体を分散する
ことにより、コンピュータ可読コードを分散方式で記憶及び実行できるようになる。
【００７６】
　書面の説明から本発明の多くの特徴及び利点が明らかであり、従って、添付の請求項に
より本発明のこれら全ての特徴及び利点を網羅することが意図される。さらに、当業者に
は数多くの修正及び変更が容易に想起されるため、図示し、説明した正確な構成及び動作
に本発明を限定すべきではない。従って、全ての好適な修正及び同等物が本発明の範囲内
に入ることになる。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１Ａ】本発明の１つの実施形態によるモバイルメディア環境を示す図である。
【図１Ｂ】本発明の１つの実施形態によるモバイルメディア環境を示す図である。
【図２】本発明の１つの実施形態によるメディアシステムを示す図である。
【図３Ａ】本発明の１つの実施形態による動的なグラフィカルユーザインタフェース（Ｇ
ＵＩ）処理を示すフロー図である。
【図３Ｂ】本発明の１つの実施形態による動的なグラフィカルユーザインタフェース（Ｇ
ＵＩ）処理を示すフロー図である。
【図４】本発明の１つの実施形態による初期の音量制御処理を示すフロー図である。
【図５Ａ】本発明の１つの実施形態による音声再生処理を示すフロー図である。
【図６Ａ】本発明の１つの実施形態によるホスト認証処理を示すフロー図である。
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【図６Ｂ】本発明の１つの実施形態によるアクセサリ認証処理を示すフロー図である。
【図７】本発明の１つの実施形態によるメディア管理システムを示すブロック図である。
【図８】本発明の１つの実施形態によるメディアプレーヤを示すブロック図である。
【符号の説明】
【００７８】
　１００　モバイルメディア環境
　１０２　ポータブルメディアデバイス
　１０４　補助デバイス
　１０６　コネクタ
　１０８　相手方コネクタ

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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