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■　概　要

★Ｈ８/3069使用（24.576ＭＨｚ駆動）、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ書込み済み即使用可能。
　　インターネット上にあるSｈout-Cast方式、Ice-Cast方式のｽﾄﾘｰﾐﾝｸ゛ｻｰﾊﾞｰに接続して、連
　　続して配信放送されている音楽等のMP3音源を聴くオーディオボードです。
★ＬＡＮ（10 Base,ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ RTL8019AS ）
　　常時接続状態のインターネット(ADSLかﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞが望ましい)が有れば、ＬＡＮに接続す
　　るだけでパソコン無しで、即使用可能な単独動作ﾎﾞｰﾄﾞです。

★ 面倒な IPｱﾄﾞﾚｽやDNSｱﾄﾞﾚｽはDHCPで自動取得。手動による IPｱﾄﾞﾚｽの設定はﾊﾟｿｺﾝ
　　のブラウザから設定、及びﾎﾞｰﾄﾞから直接設定が可能です。

★ 各種設定（ﾃﾞｰﾀｰは EE-PROM24C256に保存、不揮発）はﾊﾟｿｺﾝのﾌﾞﾗｳｻﾞ又はﾎﾞｰﾄﾞから
　　直接行います。

　・接続先の設定：　名称、ｱﾄﾞﾚｽ。　最大 10ページ（1 ﾍﾟｰｼﾞ 10）最大 100 ｱﾄﾞﾚｽ設定可能。
　・ﾈｯﾄﾜｰｸ設定：　IP ｱﾄﾞﾚｽ、ｻﾌﾞﾈｯﾄｱﾄﾞﾚｽ、ﾃﾞﾌｫﾙﾄｹﾞｰﾄｳｴｲｱﾄﾞﾚｽ、ＤＮＳｱﾄﾞﾚｽ。
　・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ設定可能　　等々。

★ Web ﾗｼﾞｵﾎﾞｰﾄﾞの操作は、直接ﾎﾞｰﾄﾞで行います。　P=ﾊﾟｿｺﾝからも遠隔操作可能（後述）
　・音量調整（P）、音質調整、消音（ミュート）（P）、接続先選局（P）、DHCP使用時の IP確
　　認、　ﾘｾｯﾄ、等々

★ オーディオ出力

　・受信する音源にもよりますが最大入力 196Kbpsのﾋﾞｯﾄﾚｰﾄに対応しています。
　・基本的にはｽﾃﾚｵ・ﾍｯﾄﾞﾌｫｰﾝ出力ですが、ｽﾃﾚｵﾐﾆｼﾞｬｯｸ－＞RCA変換ｺｰﾄﾞ使用で一般
　　ｵｰﾃﾞｨｵ機器との接続、又小音量で聞く場合は直接ｽﾋﾟｰｶｰを鳴らす事も可能です。

　・出力はアナログで、デジタルでの出力は有りません。

  
◎　用途例：　一般BGMとして。　ｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞｻｰﾊﾞｰを立ち上げてｲﾝﾃﾞｨｰｽﾞ等の音楽放送や

　　　　　　　　　　　　　　　音声を流す広報的な利用の私設ｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞ送信の受信機として。

■　緒　　元

処理ＣＰＵ H8/3069F　（24.576MHz）
O　　　　S μITRON　 "TOPPERS/JSP Kernel"
LANｺﾝﾄﾛｰﾗｰ RTL-8019AS(NE2000ｺﾝﾊﾟﾁﾌﾞﾙ)
MP3ﾃﾞｺｰﾀﾞｰ VLSIｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ社　VS-1011E (24.576MHz) max 320kbit/s　MPEG 1/2/3 and

WAV　（当ﾎﾞｰﾄﾞでは入力MP3/ﾋﾞｯﾄﾚｰﾄmax196Kbpsまでのｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞ可）
ｱﾅﾛｸﾞ出力 Stereo earphone 30Ω　max1.6Vpp　（ｵｰﾃﾞｨｵ装置のLINE接続も可）
EE-PROM 93C46（MACｱﾄﾞﾚｽ用）、24C256（設定ﾃﾞｰﾀ、接続先ﾒﾓﾘｰ用）
RAM TC5117805C　(ｼﾘｱﾙ音源ﾃﾞｰﾀ・ｽﾄﾚｰｼﾞ用)
電    源 ８～１２ＶＤＣ　約1５0mA
基板寸法 120mm x 80mm　組み立て後重量　約115ｇ

 注　　意

・ このボードは、Shout-Cast/Ｉｃｅ－Ｃａｓｔ方式等のｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞ MP3 音源の受信専用ｵｰﾃﾞｨｵ再生ﾎﾞｰﾄﾞです。ﾌﾟﾛﾊﾞｲ
ﾀﾞｰや接続先のｻｰﾊﾞｰ等、又はｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線のﾄﾗﾌｨｯｸ状況により接続出来なかったり、途中で接続が切れたり、

音質が低下したりする事があり得ますので、確実に良い状態で再生するものでは有りませんのでご了承下さい。

又、受信した内容には著作権等の権利義務が発生する場合が有りますので、あくまでも個人の責任の上で聴取

することをお願いいたします。

・ 当キットの製作は、必ず最後までこのマニュアルに目を通してから行ってください。

・ ＜免責事項＞　当キツトのハード、ソフトを使用すること、及び利用方法で生じた損害・損失は直接・間接を含め、

　　　　　　　　　　　如何なるものでも保証・責任を負うものでは有りませんのでご了承下さい。
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■WebラジオBB-Shout部品表 ● は、出荷時に既に実装済みのチップ部品

名称 記号 品番/値 数 実装 Description

I　C IC1 7805 1 三端子ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ　5V

IC2 RTL8019AS 1 ● LANｺﾝﾄﾛｰﾗｰ

IC3 ＸＣ6202Ｐ332 1 ● 三端子ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ　3.3V

IC4 93C46 1 MAC用EE-PROM　（黄色ﾏｰｸ有り）

IC5 HM5117805 1 ● RAM

IC7 74LVC245 1 ●

IC8 H8/3069F 1 ● CPU

IC9 VS1011e 1 ● MP3ﾃﾞｺｰﾀﾞｰ

IC10 24ＬC256 1 ﾃﾞｰﾀｰ用EE-PROM

トランジスタ TR1 2SC1213 1 汎用品

コンデンサ C1 1μF 1 ●

C2,4-6,9,13-16,19,20

24,26-28,34,37

0.1μＦ 17 ●

C7,8,25,29,30 0.01μＦ 5 ●

C3,10,31-33 10μF 5 電解ｺﾝﾃﾞﾝｻ（100μと同形　・注意・　）

C11,12,18,23,35,36 22PF 6 ●

C21,22 100μF 2 電解ｺﾝﾃﾞﾝｻ（10μと同形　・注意・　）

抵抗 R1-3,8,13,14,17-21,23 10KΩ 21 ●

25,32-37,46,47

R4,5,43 100Ω 3 ●

R6,7,9,10-12,44,45 1KΩ 8 ●

R31 1MΩ 1 ●

R22,27,-30 100KΩ 5 ●

R38-40 20Ω 3 ●

R41,42,48,49 10Ω 2 ●

R15,16,24,26 0Ω 4 ●

（液晶R9) 100Ω1/4W 1 液晶ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ用　茶黒茶金

ﾌﾞﾘｯｼﾞ･ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ D1 W02 1 電源用ﾌﾞﾘｯｼﾞﾀﾞｲｵｰﾄﾞ

LEDﾗﾝﾌﾟ D2,D5 TX, ERROR 2 赤LED 5φ　送信、ｴﾗｰ表示用

D3 PLAY 1 緑LED 5φ　再生表示用

D4 CONNECT 1 黄LED 5φ　接続表示用

汎用ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ D6 1S1588　等 1 ｶﾞﾗｽ封じ　ﾘｾｯﾄ用

押ﾎﾞﾀﾝ・ｽｲｯﾁ S1、Ｓ２、ＳＷ１ ﾀｸﾄｽｲｯﾁ 3 MUTE/CANCEL（黒色）,　MENU/SET（青色）,

RESET（赤色）

ﾛｰﾀﾘｰｴﾝｺｰﾀﾞｰ RE1 VOLUME/SELECT 1 EC16B　3P

半固定抵抗 VR1 10K半固定 1 LCD　ｺﾝﾄﾗｽﾄ調節

クリスタル X1 20MHz 1 HC49U（背の低い物） D200L4

X2,3 24.576MHz 2 HC49U（背の低い物） 245DN34

電源コネクター CN1 ＭＪ-179 1 電源ＤＣｼﾞｬｯｸ

LANｺﾈｸﾀｰ CN2 J0011D21B 1 LANｺﾈｸﾀｰ　　　RJ45トランス入り

ｺﾈｸﾀｰ CN3 ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟﾝﾍｯﾀﾞｰオス 1 LCD用基板側14ﾋﾟﾝ（７ｘ２）　オス

ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟﾝﾍｯﾀﾞｰメス 1 LCD用14ﾋﾟﾝ（７ｘ２）　メス

ｲﾔﾎﾝ・ｼﾞｬｯｸ CN5 MX-362GL 1 3.5φｽﾃﾚｵ・ｲﾔﾎﾝ・ｼﾞｬｯｸ

ICソケット （IC4, IC10） 8ﾋﾟﾝDIPｿｹｯﾄ 2 EE-PROM用

ｴﾝｺｰﾀﾞ用ﾂﾏﾐ K-2605等 1 6φ軸　ﾈｼﾞ止め

LCD（液晶表示器） SC1602BSLB 1 バックライト付き16桁2行

両面ｽﾙﾎｰﾙ基板 BB-Shout 1 100mmX120mm一部部品実装専用基板

★ 製作前に上記部品・数料をご確認下さい。万が一、不足等ございましたら、お手数でも製作前にお申し出下さいますようお願い致します。

　　改良の為、予告無く基板、部品等が変更になる場合がございます。その際は変更・訂正のﾃﾞｰﾀｰが折り込まれておりますので、それらを必ずお読みに

　　なってから本文をお読みくださいます様お願いいたします。

★ このキットは、両面ガラス・スルホール基板※を使用しています。間違って部品をハンダ付けしますと、専用工具でなければ部品を取外すことが大変

　　難しい場合が有ります。　回路図、パーツリスト等を十分に確認　してからハンダ付けしてください。

※ｽﾙﾎｰﾙ基板とは、基板にある穴は筒状のメッキを施した導電性で、基板表面と裏面とを電気的に導通させております。

　　半田後むりやり部品を抜いたり、むやみに穴を大きくしたりすると導通が無くなり動作しなくなったりします。
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　■　基　　　　板

　　　   
　　 寸法：　100mm x 120mm

　   ガラス・エポキシ１．６mm厚

　　  両面スルホール基板

　　　　　　　　　　　　　

　　　　四隅の取り付けネジ穴寸法

　　　　90mm　ｘ　105ｍｍ　3.2φ

　　　上側のｶｰﾄﾞｴｯｼﾞ部分は、

　　　出荷時H8 ﾏｲｺﾝにﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

　　　を書く為のもので、実際には

　　　使用いたしません。

■　組み立て

　　向きの有る部品等部品実体図

１．　　　組み立てにあたって、前のページに有りますパーツリストと部品を確認します。パーツリストに有る［基板上記号］の

　　　　　記号と基板上の同じ記号に部品をハンダ付けしていきます。基本的には背の低い部品から取付けていきますが、

　　　　　上記図の向きの有る部品は特に注意してハンダしてください。 このキットに使用しています基板は両面ｶﾞﾗｽ･ｽﾙﾎｰﾙ

　　　　　という基板で、ﾊﾝﾀﾞ後に部品を取り外す場合、専用工具等でなければならない場合があるからです。良く確認してか

　　　　　らハンダ付け作業を行なってください。

２． 　　このキットでは、H8マイコン,VS1011E,LAN ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ RTL8012、74LVC245抵抗、一部を除くｺﾝﾃﾞﾝｻｰ等の部品は

　　　　　既に機械で実装されています（ﾊﾟｰﾂﾘｽﾄで●マークの部品）。

３．　　　初めに取りつける部品の順番としては、まず背の低い部品、ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ(D6)、３個のｸﾘｽﾀﾙ(X1,X2,X3)、三端子ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ

　　　　　（IC1）、2個の８ピンＩＣソケットを順番に取り付けて行きます。向きの有る部品に注意します。　（前述の実体図を参照）

４． 　　その後、ﾌﾞﾘｯｼﾞﾀﾞｲｵｰﾄﾞ（D1）、ﾀｸﾄｽｲｯﾁ（S1,S2,RESET）、3個のＬＥＤ（D2,D5赤,D4黄、D3緑）、6個の電解ｺﾝﾃﾝ゙ｻ

　　　　　（C3,C21,C22,C31,C10,C32,1,C2）、ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ(TR1)と取り付けていきます。

５． 　　最後に大物部品を取り付けて行きます。電源用DC ｺﾈｸﾀ（CN1）、ｽﾃﾚｵｲﾔﾎﾝｼﾞｬﾂｯｸ(CN5),LAN ｺﾈｸﾀ（CN2）、ﾛｰﾀﾘｰ

　　　　　ｴﾝｺｰﾀﾞｰ(RE1)、液晶用ﾎﾞﾘｭｰﾑ(VR1), 各種ｺﾈｸﾀを取りつけます。 CN3の液晶用のﾀﾞﾌﾞﾙ･ﾋﾟﾝ･ﾍｯﾀﾞｰ 14 ﾋﾟﾝｵｽを取り付

　　　　　けます。液晶側には 14 ﾋﾟﾝメスを取付けます。　液晶のﾊﾞｯｸﾗｲﾄを使用する場合は、液晶表示機の裏にあるの J3をﾊﾝﾀﾞ

　　　　　でｼｮｰﾄし R9に 100Ωの抵抗をハンダ付けします。ﾛｰﾀﾘｰｴﾝｺｰﾀﾞの半月型の軸にﾂﾏﾐを差し込み横のﾈｼﾞで固定します。

６． 　　IC4の 93C46（黄色ﾏｰｸ付）,　IC10の 24C256を位置と向きを間違えないようにｿｹｯﾄに差し込みます。

７． 　　POWER SWの間を切り取ったﾘｰﾄﾞ等でｼｮｰﾄします。　電源ｽｲｯﾁを別に取り付ける場合は、この間に配線してください。

８． 　　完成しましたら、電源を入れる前に十分に回路を目視で点検してから投入してください。　ﾃｽﾀｰがあれば電源投入時、電

　　　　　源の総電流が約１５０ｍＡ程度（ＤＣ12Ｖで）ですから、これ以上極端に流れた場合は、即電源を切り再度点検してください。

９． 　　電源を入れると液晶に何か表示されます。VR1を右に回して文字が表示されるように調整します。

10. 　　LANケーブルを LANコネクタに差し込み接続します。　LAN接続されると、LANコネクタの緑の LED（LINK）が点灯、

　　　　パケットが流れていると黄色のＬＥD(RX)がチカチカと点滅します。

　　※　組み立て、部品配置等は、別紙の基板実態図を参考にしてください。

　　　＜以上で、組み立ては完了です＞
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■液晶表示と操作

   電源投入時の BB-Shoutの液晶画面。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→

　　BB-Shoutの操作は、「MENU/SET」と「MUTE/CANCEL」の押しﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁと「VOLUME/SELECT」
   のﾛｰﾀﾘｰｴﾝｺｰﾀﾞで行います。
   ○「MENU/SET」ﾎﾞﾀﾝ　（通常「MENU」ﾒﾆｭｰ画面へ　/  設定選択時「SET」確定ﾎﾞﾀﾝ）
　　　　通常表示の状態で、これを押すと「ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ」選択ﾒﾆｭｰ画面になります。（MENU）
　　　　選択後に設定/選択の確定する場合これを押します。（SET）
　　○「MUTE/CANCEL」ﾎﾞﾀﾝ　（通常「MUTE」消音ﾎﾞﾀﾝ　/  設定選択時「CANSEL」取り消しﾎﾞﾀﾝ）
　　　　通常表示の状態でこのﾎﾞﾀﾝを押すと「消音」（ﾐｭｰﾄ）し音を消します。（MUTE）
　　　　「消音」状態でもう一度このﾎﾞﾀﾝを押すと「消音解除」します。押す度に繰り返します。

　　　　「ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ」選択ﾓｰﾄﾞ等の状態でこのﾎﾞﾀﾝを押すと「取り消し」の意味で一つ前の状態へ戻ります。

　　○「VOLUME/SELECT」ﾛｰﾀﾘｰｴﾝｺｰﾀﾞｰ　（通常「VOLUME」音量調整　/  ﾒﾆｭｰ時「SELECT」選択）
　　　　通常表示の状態では、「音量」（VOLUME）調節として機能します。　０（消音）～３２（最大）
　　　　「ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ」選択ﾓｰﾄﾞや選択を促す場面では、これを回して選択します。（SELECT）
　　　　　　　※何れの操作も、何もしない状態が約５秒すると通常表示に戻ります。

　　○「RESET」ボタン。　CPUをﾘｾｯﾄする。　何らかの原因で全く動作しなくなった時に押します。
　　　

　　◆「ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ」選択メニュー画面

　　　　「MENU」ﾎﾞﾀﾝを押します。　このﾓｰﾄﾞ（以後選択画面も）を出る場合は「CANCEL」ﾎﾞﾀﾝを押します。
　　　　　 初期に下記液晶表示になり、「SELECT」ﾂﾏﾐを回すと下記の機能をﾛｰﾀﾘｰ表示します。

　　　　　　　　「ＴＵＮＥ」   　　　　　　　　   登録したWeb ｻｲﾄを選択します。　00～既登録まで　.最大 99。

　　　　　　　　「ＴＯＮＥ」　 　　　　　　　　 　 Bass /Treble 音質の調整をします。

　　　　　　　　「ＥＤＩＴ　ＣＨＡＮＮＥＬ」    　 Webｻｲﾄを BB-Shout上で登録/編集します。

　　　　　　　　「ＭＹ　ＩＰ」   　　　　　　　　　 現在の BB-Shout自体の IP ｱﾄﾞﾚｽを表示します。

　　　　　　　　「ＮＥＴ　ＷＯＲＫ」   　　　　　 ﾈｯﾄﾜｰｸ情報(IP ｱﾄﾞﾚｽ,DNS ｱﾄﾞﾚｽやDHCP設定等)を設定します。

　　　　　　　　「ＣＬＥＡＲ　ＰＡＳＳＷＯＲＤ」  設定したﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを忘れた場合等の時ｸﾘｱします。

      　　　　「ＷＷＷ-ＰＯＲＴ　ＬＯＣＫ」　　現在接続しているWeb ｻｲﾄをロックします。

          　「ＲＥＳＴＡＲＴ」　　　　　　　　　 ﾊｰﾄﾞｳｴｱ・ﾘｾｯﾄします。（設定変更後実行）基板上の RESETとは別

　　　　　　　　「ＦＡＣＴＲＹ　ＲＥＳＥＴ」　　　　 工場出荷時の状態にします。(操作要注意)

　　　　　　　　「ＤＩＳＣＯＮＮＥＣＴ」　「ＣＯＮＮＥＣＴ」　　　　接続先を強制的に切断又は接続します。

       
　　　　　　　　　　　　以下、各機能について詳細説明いたします。

  ｂｙ　ＴｒｉＳｔａｔｅ

     & Powerplug

<OPERATION>

→TUNE

 TCP/IP WEB-Radio

 BB-Shout Ver.1.01
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　　　　○「ＴＵＮＥ」　接続するWebｻｲﾄの選択　（この機能は、ﾊﾟｿｺﾝのﾌﾞﾗｳｻﾞからも操作可能）
            「ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ」選択ﾒﾆｭｰ画面で「TUNE」が表示されている画面で「SET」を押します。
　　　　　　　　下記画面が表示されます。　　　　　接続先［００］「Ｒａｄｉｏ　Ｐａｒａｄｉｓｅ」は例です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実際に使用を開始すると。現在再生しているﾁｬﾝﾈﾙと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　接続先名が表示されます。

          「SELECT」ﾂﾏﾐを回して、登録されている接続先Web ｻｲﾄを選択します。
　　　　　　　確定は、「SET」ﾎﾞﾀﾝを押します。
　　　　

　　　　○「ＴＯＮＥ　ＣＯＮＴＲＯＬ」　音質調整

            「ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ」選択ﾒﾆｭｰ画面で「TONE CONTROL」が表示されている画面で「SET」を押します。
　　　　　　　　下記画面が表示されます。

                                        「SELECT」ﾂﾏﾐを回すと
                                        ﾊﾞｽ/ﾄﾚﾌﾞﾙの表示を繰り返し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ます。

          調整したいﾊﾞｽ又はﾄﾚﾌﾞﾙの何れかの表示にして、「SET」ﾎﾞﾀﾝを押し確定します。
　　　　　　　BASSの調整　　　００（最小）～１５（最大）　/　　TREBLEの調整　　－７（最小）～８（最大）
　　　　　　　同じく「SELECT」ﾂﾏﾐで数値を選択、「SET」ﾎﾞﾀﾝを押し確定します。
　　　　

　　　　○「ＥＤＩＴ　ＣＨＡＮＮＥＬ」　Webｻｲﾄの登録/修正/削除（この機能は、ﾊﾟｿｺﾝのﾌﾞﾗｳｻﾞからも操作可能）
            「ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ」選択ﾒﾆｭｰ画面で「EDIT CHANNEL」が表示されている画面で「SET」を押します。
　　　　　　　　下記画面が表示されます。

　　　　　　　　　                           「SELECT」ﾂﾏﾐを回すと下記の選択ﾓｰﾄﾞになり
                                   を回　表示を繰り返します。

               「ＮＥＷ」   　　　　　新規にWeb ｻｲﾄの登録をします。　最大 99 ｻｲﾄまで（最終位置自動生成）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・EDIT 　TITLE 　　　　　　ﾀｲﾄﾙ入力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・EDIT　　URL　　　　　　　　ｻｲﾄのｱﾄﾞﾚｽ入力

※　これらの文字入力は、「SELECT」ﾂﾏﾐを回し位置を決め
　　「SET」を押して位置確定。「SELECT」ﾂﾏﾐを回し文字を
　　　ﾛｰﾙ選択し「SET」を押して確定します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・STRE　TO　MEMORY　　「SET」を押して登録選択。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※「SET」押しながら+「SELECT」で「挿入（I）」「上書き（O）」切り替えが出来ます。
　　　　　　　　   「ＥＤＩＴ」　 　　　　　　登録済みのｻｲﾄを編集します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・[00]～[nn]　　　　　　　　　　　「SELECT」ﾂﾏﾐを回し登録ｻｲﾄ選択
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・EDIT 　TITLE 　　　　　　　ﾀｲﾄﾙの編集
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・EDIT　　URL　　　　　　　　　ｻｲﾄのｱﾄﾞﾚｽの編集
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・STRE　TO　MEMORY　　　「SET」を押して登録選択。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Are You Sure?　　　　　　No選択で中止、 Yes選択で実行
　　　　　　　　   「ＤＥＬＥＴＥ」    　　登録済みのWeb ｻｲﾄを削除します。「SET」を押して記録。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・[00]～[nn]　　　　　　　　　　　「SELECT」ﾂﾏﾐを回し登録ｻｲﾄ選択
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Are You Sure?　　　　　　No選択で中止、 Yes選択で実行
　　　　○「ＭＹ　ＩＰ」　IPアドレスの表示
            「ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ」選択ﾒﾆｭｰ画面で「ＭＹ　ＩＰ」が表示されている画面で「SET」を押します。
　　　　　　　　例として、下記画面が表示されます。

                                        　ＤＨＣＰ（ＩＰｱﾄﾞﾚｽ自動取得）ﾓｰﾄﾞ又は/手動で設定した自分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(BB-Shout)の IP ｱﾄﾞﾚｽを知りたい時に使用します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この画面は、IP確認表示のみの機能です。

<TUNE>         No=00

→Ｒａｄｉｏ　Ｐａｒａｄｉｓｅ

<TONE CONTROL>

→ＢＡＳＳ

<TONE CONTROL>

→ＴＲＥＢＬＥ

<EDIT CHANNEL>

→ＮＥＷ

<ＭＹ　ＩＰ>

　192.168.0.5
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　　　　○「ＮＥＴ　ＷＯＲＫ」　ﾈｯﾄﾜｰｸ関連のﾃﾞｰﾀを設定　/　編集します
            「ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ」選択ﾒﾆｭｰ画面で「NET WORK」が表示されている画面で「SET」を押します。
　　　　　　　　例として、下記画面が表示されます。

                                        「SELECT」ﾂﾏﾐを回すと下記の選択ﾓｰﾄﾞになり
                                        表示を繰り返します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    　          「ＴＣＰ/ＩＰ」   　　TCP/IP関連の設定をします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・DHCP 　　　　選択でＤＨＣＰ（自動取得）ﾓｰﾄﾞになる（工場出荷時値）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※既にｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続し使用してる場合はこれを選択

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・MANUAL　　選択で手動によるｱﾄﾞﾚｽ入力
IP　Aｄｄｒｅｓｓ　　　　ＩＰｱﾄﾞﾚｽの設定
Sｕｂｎｅｔ　Ｍｕｓｋ　　ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ・ｱﾄﾞﾚｽの設定
Ｄｅｆｏｌｔ　Ｇａｔｅｗａｙ　ﾃﾞﾌｵﾙﾄｹﾞｨﾄｳｪｲｱﾄﾞﾚｽの設定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　   　「ＤＮＳ」　 　　　　DNS（ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ、ｻｰﾊﾞｰ）関連の設定をします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・DHCP 　　　　選択でＤＨＣＰ（自動取得）ﾓｰﾄﾞになる（工場出荷時値）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※既にｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続し使用してる場合はこれを選択

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・MANUAL　　選択で手動によるｱﾄﾞﾚｽ入力
Pｒｉｍａｒｙ　ＤＮＳ　　　　ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰDNS ｱﾄﾞﾚｽの設定
Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ＤＮＳ　　ｾｶﾝﾀﾞﾘｰDNS ｱﾄﾞﾚｽの設定

　　　　　　　　　　　　ＢＢ－Ｓｈｏｕｔを初めて使用する場合、ＤＨＣＰに設定されています。

　　

　　　　　　　　　通常お使いのパソコンで光、ＡＤＳＬ等のﾙｰﾀｰでｲﾝﾀｰﾈﾂｯﾄ接続を既に行っている場合は、

　　　　　　　　　そのままの状態（ＤＨＣＰ）でうまく動作します。

○「ＣＬＥＡＲ　ＰＡＳＳＷＯＲＤ」　ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞの初期化

　　　　BB-Shoutは、ﾊﾟｿｺﾝからﾌﾞﾗｳｻﾞを介してｺﾝﾄﾛｰﾙや登録等ができる機能（後述）があります。
　　　　その為にパスワードをﾊﾟｿｺﾝから設定する事が出来ます。（ﾊﾟｿｺﾝからのみ）

　　　　万が一ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを忘れた場合などの為に、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを BB-Shout側で初期化する事ができます。

            「ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ」選択ﾒﾆｭｰ画面で「CLEAR PASSWORD」が表示されている画面で「SET」を押します。
　　　　　　　　下記確認画面が表示されます。

                                        「SELECT」ﾂﾏﾐを回わし矢印でNo / Yesを選択します。
                                        Noで中止、Yesで初期化します。

○「ＷＷＷ-ＰＯＲＴ　ＬＯＣＫ」　接続しているｻｲﾄのロック
　　　　BB-Shoutは、ﾊﾟｿｺﾝからﾌﾞﾗｳｻﾞを介してｺﾝﾄﾛｰﾙや登録等ができる機能（後述）があります。
　　　　パソコンからのアクセスを禁止する為に、現在の接続先をロックする機能です。

　　　　（BB-Shout側でのみの機能）。
            「ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ」選択ﾒﾆｭｰ画面で「WWW-PORT LOCK」が表示されている画面で「SET」を押します。
　　　　　　　　下記確認画面が表示されます。

                                        「SELECT」ﾂﾏﾐを回わし矢印でUnlock / Lockを選択します。
                                        Unlockでﾛｯｸ解除、Lockでロックします。

<NET  WORK>

→TCP/IP
<ＮＥＴ　ＷＯＲＫ>

→ＴＣＰ／ＩＰ

<NET  WORK>

→TCP/IP
Are　You　Sure　？

[ → ] No   [   ] Yes

<NET  WORK>

→TCP/IP
Are　You　Sure　？

[ → ] Unlock  [   ] Lock
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○「ＲＥＳＴＡＲＴ」　BB-Shoutをリスタートします
　　　　基板上の RESET ﾎﾞﾀﾝとは意味が違いますのでご注意下さい。
　　　　　　※このリスタートは、各設定機能で設定又は変更修正を行った場合、これを実行してください。

　　　　　　　　特にＮｅｔＷｏｒｋ設定で登録変更の場合は、必ずこれを実行してください。

　　　　設定事項退避後ｼｽﾃﾑ・ﾘｾｯﾄします。

            「ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ」選択ﾒﾆｭｰ画面で「RESTART」が表示されている画面で「SET」を押します。
　　　　　　　　下記確認画面が表示されます。

                                        「SELECT」ﾂﾏﾐを回わし矢印でUnlock / Lockを選択します。
                                        Noで中止、Yesで　リスタート実行。

○「ＦＡＣＴＲＹ　ＲＥＳＥＴ」　BB-Shoutを工場出荷状態に戻します。
　　　　この処理を実行しますと

　　　　　　・データ用の EE-PROMのｲﾆｼｬﾗｲｽﾞを実行します。
　　　　　　・ｻﾝﾌﾟﾙの接続先ﾌﾟﾘｾｯﾄﾃﾞｰﾀを書き込みます。

　　　　新しい、24C256EE-PROMと差し替えた場合、ｲﾆｼｬﾗｲｽﾞする事ができます。

            「ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ」選択ﾒﾆｭｰ画面で「FACTRY RESET」が表示されている画面で「SET」を押します。
　　　　　　　　下記確認画面が表示されます。

                                        「SELECT」ﾂﾏﾐを回し矢印でUnlock / Lockを選択します。
                                        Noで中止、Yesで実行。

                                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        「Ｙｅｓ」を選択した場合、再度確認されます。
                                        Noで中止、Yesで実行。

○「ＤＩＳＣＯＮＮＥＣＴ」　ｏｒ　「ＣＯＮＮＥＣＴ」　　　接続先の強制切断または接続

　     「ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ」選択ﾒﾆｭｰ画面で「DISCONNECT」が表示されている画面で「SET」を押すと
　　　　　　　　　現在接続しているサイトを強制的に切断します。

　　　　　　　　　「ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ」選択ﾒﾆｭｰ画面で「CONNECT」が表示されている画面で「SET」を押すと
　　　　　　　　　現在切断状態のサイトを強制的に接続します。

　　　　　　　　　実行毎にこれを繰り返します。   

◆通常動作時の液晶画面

　　　通常動作時のＢＢ－ＳｈｏｕｔのＬＣＤ（液晶）に表示される内容です。　長い文字列が送られて来る場合

　　　一行目と 二行目が交互にスクロール表示します。ＭＵＴＥｻｲﾝは表示固定です。 　　　　　

                                         
                                         

　　　　　　　※　ＭＵＴＥサイン　　　ＭＵＴＥ　ＯＦＦの時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＭＵＴＥ　ＯＮの時

<NET  WORK>

→TCP/IP
Are　You　Sure　？

[ → ] No  　[   ] Yes

<NET  WORK>

→TCP/IP
Are　You　Sure　？

[ → ] No  　[   ] Yes

<NET  WORK>

→TCP/IP
Do really？

[ → ] No  　[   ] Yes

■[01]“Ｃｌａｓｓｉｃａｌ

Ｐｉｏｔｒ　Ｉｌｙｃｈ　Ｔｃｈ

ＭＵＴＥｻｲﾝ 接続ﾁｬﾝﾈﾙ
接続ﾁｬﾝﾈﾙの情報表示

演奏者名　/　曲名　表示
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■ パソコンとの接続
　　　上記の接続構成を参考に接続してください。

　　　最近のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続は、上記の様な構成でﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾙｰﾀｰ（中にはこれ自体がＨＵＢを内蔵しているも

　　　のもあります）にＨＵＢを介してﾊﾟｿｺﾝと接続する方法が主になっています。　ＢＢ－ＳｈｏｕｔはﾊﾟｿｺﾝやＬＡＮ

　　　で接続する機器と全く同じと考えて、ＬＡＮの 10Base-T ﾓｼﾞｭﾗｰ・ｽﾄﾚｰﾄ･ｹｰﾌﾞﾙでＨＵＢと接続します。
　　　ＢＢ－ＳｈｏｕｔにもﾛｰｶﾙのＩＰｱﾄﾞﾚｽ設定が必用になります。ＢＢ－Ｓｈｏｕｔ「ＮＥＴ　ＷＯＲＫ」でＴＣＰ/ＩＰとＤＮＳ
　　　ＩＰｱﾄﾞﾚｽを設定してください。　既にｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続が出来ていてｲﾝﾀｰﾈｯﾄの利用が出来ている場合は、ＤＨＣ

　　　Ｐ（ＩＰ自動取得）にすると、ﾛｰｶﾙＩＰｱﾄﾞﾚｽ、ＤＮＳＩＰｱﾄﾞﾚｽが自動設定されますので簡単です。

　　　接続確認は、ﾊﾟｿｺﾝのDOS ﾌﾟﾛﾝﾌﾟﾄで「ｐｉｎｇ　［ＩＰｱﾄﾞﾚｽ］」ｺﾏﾝﾄﾞで行ってください。

　　　　ＢＢ－Ｓｈｏｕｔは、単独で動作しますが、パソコンとＬＡＮで接続しﾊﾟｿｺﾝのﾌﾞﾗｳｻﾞにＢＢ－ＳＨｏｕｔの情報

　　　　表示や簡単なコントロール、又パソコンにｻｲﾄ情報をﾌｧｲﾙとして登録、そのﾌｧｲﾙを戻す等の操作を遠隔で

　　　　行う事ができます。

　　　　　・パソコンから BB-Shoutに対して操作できる機能
　　　　　　　　各種設定

　　　　　　　　　　　　・チャンネルの新規登録

　　　　　　　　　　　　・チャンネルの選局／編集／削除

　　　　　　　　　　　　・チャンネルリストを保存／戻す

　　　　　　　　　　　　・ネットワーク設定

　　　　　　　　　　　　・パスワード設定／変更

　　　　　　　　　ステータス表示

　　　　　　　　　　　　・接続先の情報表示、現在再生の曲の演奏者、曲名（相手がﾃﾞｰﾀを送っている場合）

　　　　　　　　　　　　・消音（ＭＵＴＥ）がＯＮかＯＦＦかの表示

　　　　　　　　　リモート操作　　ﾊﾟｿｺﾝからＬＡＮを介してＢＢ－Ｓｈｏｕｔを直接ｺﾝﾄﾛｰﾙします。

　　　　　　　　　　　　・消音（ＭＵＴＥ）、音量調整（ＶＯＬＵＭＥ）、切断、再起動、ステータス表示のﾘﾛｰﾄﾞ。

　　　　　　　　

○　ＢＢ－Ｓｈｏｕｔとの接続

ＢＢ－Ｓｈｏｕｔとの接続は、ﾊﾞｿｺﾝと物理的には同一ＨＵＢにお互いがｹｰﾌﾞﾙで接続するだけです。

ＢＢ－Ｓｈｏｕｔと通信上の接続は、ﾊﾟｿｺﾝのﾌﾞﾗｳｻﾞ（IE6（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗ）等）を介して接続します。

　　　　　まず、パソコンのＩＥ6　等のﾌﾞﾗｳｻﾞを起動します。　　　ＢＢ－Ｓｈｏｕｔ本体の「ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ」選択ﾒﾆｭｰ画面
　　　　　「ＭＹ　ＩＰ」でＢＢ－Ｓｈｏｕｔ自体のＩＰｱﾄﾞﾚｽを確認しておきます。　　アドレス欄より BB-ShoutのＩＰｱﾄﾞﾚｽ
　　　　　に「：8080」を付けてｷｰﾎﾞｰﾄﾞから入力して「ENTER」を押します。
　　　　　すると、接続が正しければＢＢ－Ｓｈｏｕｔのｈｔｍｌｻｰﾊﾞｰより「ﾄｯﾌﾟ･ﾍﾟｰｼﾞ」が送られてﾊﾟｿｺﾝの画面に表示さ

　　　　　れます。　　それらの詳細について説明を致します。

音声出力端子

ﾐﾆ･ｽﾃﾚｵｼﾞｬｯｸ
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　　　○　トップ・ページの表示

例：　ＭＹ　ＩＰが 192.168.0.２の場合

　ｈｔｔｐ：／／１９２．１６８．０．２：８０８０

と入力し「ENTER」を押します。
（必ずＩＰ＋：8080）
左のトップ画面がＢＢ－ＳｈｏｕｔのＨＴＭＬ

ｻｰﾊﾞｰより送られﾊﾟｿｺﾝに表示されます。

各種設定：　れぞれをｸﾘｯｸすると該当の

　　　　　　　　ﾍﾟｰｼﾞへﾘﾝｸし表示します。

ｽﾃｰﾀｽ：　BB-Shoutのステータス表示
以下のｽﾃｰﾀｽ表示をします。

・ﾐｭｰﾄの状態　　ＯＮかＯＦＦか

・ 動作の状態　　再生中か等

　　(BB-ShoutのＬＥＤ情報)
・接続先の情報の表示

・演奏者名、曲名等の表示

　（BB-Shoutの液晶と同じ表示。但しｽｸ
　　ﾛｰﾙはしません。）

＜ＢＢ－Ｓｈｏｕｔのリモート（遠隔）操作＞

　　リロード：　　　　   ｽﾃｰﾀｽの再表示をします。
　　ﾐｭｰﾄＯＮ/ＯＦＦ：　　ﾐｭｰﾄ（消音）のON/OFFを繰り返します。
　　音    量：　      音量調整　０（消音）－３２（最大）
　　切    断：　      現在接続のｻｲﾄを切断します。
　　再 起 動：　      ＢＢ－Ｓｈｏｕｔのﾘｽﾀｰﾄ(再起動)。

　＜ＢＢ－Ｓｈｏｕｔのバージョン情報＞

　　　　　・　ＢＢ－Ｓｈｏｕｔｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ、使用しているＯＳ等の緒元、バージョンが表示されています。

　　ﾊﾞｰｼﾞｮﾝは、予告無く変更される場合が有りますので、ご了承下さい。
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○　チャンネルの新規登録ページ

ﾁｬﾝﾈﾙの新規登録を行います。

表示ﾀｲﾄﾙ：　英数半角 15文字以内
　　　　　　　　（液晶選択表示用）

ＵＲＬ：　接続先のｱﾄﾞﾚｽを入力します。

　　　　　英数半角 100文字以内
＜例＞

http://64.236.34.67:80/stream/1049
　（“http://”　は省略可能）
64.236.34.67:80/stream/1049　でも可

★接続先ｱﾄﾞﾚｽ設定の仕方に関してのヒント★
Ｓｈｏｕｔ－ｃａｓｔ　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへ行きます。

http://www.shoutcast.com/
数万のｻｲﾄがﾘｽﾄ化されている。ｼﾞｬﾝﾙ別のﾘｽﾄも有り、

好きなｻｲﾄを探してみるのは大変楽しいものです。

該当のｻｲﾄの左端の「Ｔｕｎｅ　Ｉｎ」ﾀﾌﾞをｸﾘｯｸするとﾊﾟｿｺﾝ

のﾌﾟﾚｰﾔｰが立ち上がり再生します。そのｻｲﾄが良けれ

ば右ｸﾘｯｸでそのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨを見ると送信ｻｲﾄｱﾄﾞﾚｽが確認

出来ます。それを控えておきます。
このｱﾄﾞﾚｽが、接続先ｱﾄﾞﾚｽになります。ほとんどか゛ｘｘｘ.ｘｘｘ.
ｘｘｘ.ｘｘｘ：ｘｘ　のﾎﾟｰﾄ指定形式のｱﾄﾞﾚｽになっています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　○　チャンネルの選局／編集／削除ページ

　　　　　　登録されたｻｲﾄのﾘｽﾄが表示されます。１ﾍﾟｰｼﾞ 10 局表示。（最大１０ﾍﾟｰｼﾞまで自動作成00-99）

　　　　　　　 　・選局：　これをｸﾘｯｸすると遠隔でこの局に接続します。

　　　　　　　・更新：　該当のﾁｬﾝﾈﾙ内のｻｲﾄ情報を自由に修正が可能です。修正後この「更新」ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすると

　　　　　　　　　　　　更新登録されます。

　　　　　　　・上へ：　該当ﾁｬﾝﾈﾙのﾃﾞｰﾀｰを上のﾁｬﾝﾈﾙと入れ替え移動します。

　　　　　　　・下へ：　該当ﾁｬﾝﾈﾙのﾃﾞｰﾀｰを下のﾁｬﾝﾈﾙと入れ替え移動します。

　　　　　　　・削除：　該当ﾁｬﾝﾈﾙのﾃﾞｰﾀ全てを削除します。

http://は省略可

ＳＨＯＵT－ｃａｓｔ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
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　　　　　　　　　※　ここでの操作は全てLAN経由でＢＢ－ＳｈｏｕｔのＥＥ－ＰＲＯＭﾒﾓﾘｰに反映されます。

　　　　　　　・ページ移動：　複数のページがある場合、該当ﾍﾟｰｼﾞをｸﾘｯｸするとﾀﾞｲﾚｸﾄにﾍﾟｰｼﾞ移動が出来ます。

　　　○　チャンネルリストを保存／戻す　ページ

　　　　　保存：　「保存」でﾒﾓﾘｰに登録されたﾁｬﾝﾈﾙﾘｽﾄをﾊﾟｿｺﾝのﾌｧｲﾙに名前を付けて落とし保存が出来ます。

　　　　　　　　　　保存する際ﾊﾟｿｺﾝに専用のﾌｫﾙﾀﾞを作成しておく事をお勧めします。

　　　　　　　　　　保存されるﾌｧｲﾙは、デフォルトでは　「ｆｉｌｅｎａｍｅ　．ＢＩＮ」ですが、「ｆｉｌｅｎａｍｅ　．ＴＸＴ」も可。

　　　　　　　　　　ﾌｧｲﾙは BB-Shout に現在設定されている全てのﾁｬﾝﾈﾙﾘｽﾄ 00-ｎｎ(max99)が対象となります。

　　　　　戻す：　既に保存されているﾁｬﾝﾈﾙﾘｽﾄ・ﾌｧｲﾙ全てをﾊﾟｿｺﾝからＢＢ－Ｓｈｏｕｔのﾒﾓﾘｰに戻します。

　　　　　　　　　　「参照」でﾊﾟｿｺﾝの保存ﾌｧｲﾙを指定します。「書き戻す」でＢＢ－Ｓｈｏｕｔへ転送書き換え。

　　　　　注意：　この作業を行うと、現在BB-Shout内に在るﾁｬﾝﾈﾙﾘｽﾄ・ﾃﾞｰﾀは消去されてから書き込まれます。

　　　　　　この機能を利用すると、無限にﾁｬﾝﾈﾙﾘｽﾄを保存する事が出来ます。又、E-mail 等で保存ﾌｧｲﾙをやり

　　　　　　取りする事が出来ますので、ＢＢ－Ｓｈｏｕｔを持っている同志でのﾘｽﾄ交換ができます。

　　　　　注意：　何かを編集中に間違って「RESET」を押した場合、あるﾀｲﾐﾝｸﾞで予期せぬ操作として「FACTRY

　　　　　　　　　　RESET」がかかる場合があり EE-PROM（ﾃﾞｰﾀ用 24LC256）が初期化されますので、小まめに

　　　　　　　　　　「保存」する事をお勧めいたします。

　　　○　ネットワーク設定　　　ＢＢ－Ｓｈｏｕｔ本体での設定と同じ設定、修正が出来ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ここで設定を行った際は、ＢＢ－Ｓｈｏｕｔ本体の「ﾘｽﾀｰﾄ」を行ってください。

　　　○　パスワード変更　　　　パスワードの設定／変更を行います。（必用の有る場合のみ設定）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを忘れた場合は、ＢＢ－Ｓｈｏｕｔ本体の「ＣＬＥＡＲ　ＰＡＳＷＯＲＤ」を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実行し一度消去して、再度ここで設定してください。

　　　　　　　　　　　　　・　ＩＤ設定　これは固定文字

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BB-Shout 　(半角（大文字）ﾋﾞｰ､ﾋﾞｰ、ﾊｲﾌﾝ、ｴｽ、(小文字)ｴｲﾁ､ｵｰ､ﾕｰ､ﾃｨｰ)

　　　　　　　　　　　　　・　ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ設定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　英数半角　１０文字以内

■　ＳＨＯＵＴ－ｃａｓｔ（シャウトキャスト）方式について

　　　 BB-Shout（本機）は ShoutCast ｻｰﾊﾞｰに対してﾘｸｴｽﾄ要求を出します。 GET メソッドで取得したｻｰﾊﾞｰ

　　　　からのHTML文章には、ビットレート・曲名・情報取得のタイミング（何バイトおきに曲名情報が挿入されて

　　　　くるか）が記述されています。　その直後にバイナリのMP3データが送られてきます。

　　　　曲名は最初に取得したタイミング（例えば 8192バイトおき）にMP3データに混在して送られてきますので、

　　　　それを拾い上げてLCDに表示します。

　　　　BB-Shout ではそれぞれのﾋﾞｯﾄﾚｰﾄに合わせてバッファリング量を可変させて再生のために最適化してい

　　　　ます。　送られてきたＭＰ３ﾊﾞｲﾅﾘﾃﾞｰﾀは、そのようにﾊﾞｯﾌｧﾘﾝｸﾞ最適化処理をした後、順次ＭＰ３ﾃﾞｺｰﾀﾞｰ

　　　　VS-１０１１ｅ（ＶＬＳＩ　ｓｏｌｕｔｉｏｎ社）に送られてｱﾅﾛｸﾞ・ｽﾃﾚｵ音源として再生されます。
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■　ＳＨＯＵＴ－ｃａｓｔ方式のサイトについて

　　　　現在この方式のｼｬｳﾄｷｬｽﾄｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞ・ｻｰﾊﾞｰ（ある意味垂れ流し配信方式）は世界で数万局在ると言われ

　　　　ています。　残念ながら海外が多くＦＭ放送局等が運営したり、個人が特定のｼﾞｬﾝﾙとして編集した音源を

　　　　流していたりしていますが、音楽ｼﾞｬﾝﾙも大変豊富です。　日本ではこれからという現状ですが、SHOUT－

      ｃａｓｔﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（http://www.shoutcast.com/）では、SHOUT-ｃａｓｔ方式のｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞ･ｻｰﾊﾞｰ用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを無
     償で提供しており、個人でもｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞ･ｻｰﾊﾞｰを開局する傾向にあります。　当社でも、地元のｲﾝﾃﾞｨｰｽﾞﾊﾞ

　　　　ﾝﾄﾞ等を紹介するｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞ･ｻｰﾊﾞｰを立ち上げる予定です。

　　　　各ｼｬｳﾄｷｬｽﾄ・ｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞ・ｻｰﾊﾞｰには、接続許容量があります。例えば回線がMAX100Mbbs で配信する音

     源のﾋﾞｯﾄﾚｰﾄ 128Kbbs だとするｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞｻｰﾊﾞｰですと、単純計算で 100,000,000（10M）÷128,000（128K）＝

　　　　781 となり、同時聴取最大接続数は 780 ﾕｰｻﾞー 前後となります。　ある意味「早いもの勝ち」ですから、これ
　　　　以上の接続は出来ませんし、接続しようとするとエラーを返します。SHOUT-Cast方式のｻｰﾊﾞｰの中には
　　　　最大接続数が 7,000という様な巨大なものも多くあります。　是非、お好みのｻｲﾄを探してみてください。
■　接続サイトサンプルについて

　　　　出荷状態のＢＢ－Ｓｈｏｕｔに電源を最初に入れた時、又は「FACTRY RESET」処理を実行した時に、接続
　　　　ｻｲﾄのﾁｬﾝﾈﾙﾃﾞｰﾀを保存する EE-PROMが初期化され、１０個のｻﾝﾌﾟﾙ接続ﾁｬﾝﾈﾙが記録されます。

　　　　即、接続して再生が可能です。（但しｻｰﾊﾞｰが休止しているとか接続できない場合も有ります。）

　　　　この接続ｻｲﾄは、あくまでもサンプルですから書き換えも可能ですからご自由に編集してご使用ください。

■　音量調整に関しての注意

　　　　音量を操作しますと、その音量はＥＥ－ＰＲＯＭに保存され、次回電源を入れる際その音量で開始します

　　　　ので、ｵｰﾃﾞｨｵｾｯﾄに接続の際は機器や耳を傷める可能性が有りますので十分にご注意ください。

　　　　又、電源投入時、ｼｽﾃﾑﾘｾｯﾄ時にもﾄﾞﾝというノイズが出ますので併せてご注意下さい。

■　エラーコードについて
エラーコード エラーコードの内容

ＨＴＴＰ：　　－９９ 何らかの事情でｻｰﾊﾞｰ接続不可状態。

ＨＴＴＰ：　　－９８

　         ２００
ShoutCast/IceCast方式のｻｰﾊﾞｰでは無い

ＨＴＴＰ：　　　－２ 再生できないﾌｫｰﾏｯﾄ(AAC/WMA/OGG等)で配信されている
ＩＣＹ：　　　　３０１

　　　　　　　３０２

　　　　　　　３０３

　　　　　　　３０７

ﾘﾀﾞｲﾚｸﾄのﾁｪｰﾝが多過ぎる為、接続を中止した。

ＩＣＹ：　　　　４０１

　　　　　　　４０４

ｻｰﾊﾞｰが停止中、又は目的のＵＲＬが見つからない。

その他 接続先のＨＴＴＰサーバーが返す独自エラー

★　ＢＢ－Ｓｈｏｕｔ　専用ホームページについて

　　　　　　　　　　　　　　　　　http://bb-shout.tristate.ne.jp
　　　　   このｻｲﾄにてＢＢ－Ｓｈｏｕｔに関する情報や接続ﾁｬﾝﾈﾙ情報等を載せる予定です。
　　　　　　　　　　接続ｻｲﾄ等の情報も載せる予定です、情報を下記までお寄せ下さい。

　　今後共、末永くご使用頂きます様お願い申し上げます。

           　　◎お問い合わせは下記までメールか往復ﾊｶﾞｷにてお願い致します。
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