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(57)【要約】
【課題】 再生データの情報が視認できなくとも、繁忙
な操作をすることなく再生データの選択を可能とする。
【解決手段】
この再生装置には、各種指示が入力される操作部と、
操作部からの指示信号に基づいて、音声データの再生状
態を制御する制御部とが備えられている。操作部は、複
数の指示にそれぞれ対応するように複数の範囲が設定さ
れていて、当該設定部が覆われると当該設定部に対応付
けられた指示に基づく指示信号を出力する光学式検出部
である。複数の設定部のうち、一部の設定部には、音声
データの再生時に、当該音声データ以降の音声データを
順次所定時間だけ再生しながら送る第１順送り指示信号
が対応付けられている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
各種指示が入力される操作部と、
前記操作部からの指示信号に基づいて、再生データの再生状態を制御する制御部とを備
え、
前記操作部は、複数の指示にそれぞれ対応するように複数の範囲が設定されていて、当
該設定部が覆われると前記設定部に対応付けられた指示に基づく前記指示信号を出力する
光学式検出部であり、
前記複数の設定部のうち、一部の設定部には、再生データの再生時に、当該再生データ
以降の再生データを順次所定時間だけ再生しながら送る第１順送り指示信号が対応付けら
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れていることを特徴とする再生装置。
【請求項２】
請求項１記載の再生装置において、
前記複数の設定部のそれぞれは、所定時間以上覆われた場合と、所定時間未満覆われた
場合とで異なる指示信号を出力するようになっており、
前記第１順送り指示信号は、前記一部の設定部が所定時間以上覆われた場合の指示信号
若しくは前記所定時間未満覆われた場合の指示信号のいずれかに割り当てられているとと
もに、再生指示信号は、前記第１順送り指示信号が割り当てられていない指示信号に割り
当てられており、
前記制御部は、前記第１順送り指示が実行された際に、前記再生指示信号が入力される
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と、再生中の再生データを継続して再生するように制御することを特徴とする再生装置。
【請求項３】
請求項１又は２記載の再生装置において、
前記操作部からは、前記第１順送り指示の所定時間を再設定するための第１時間再設定
指示が入力されて、
前記制御部は、前記操作部からの前記第１時間再設定指示信号に基づいて、前記第１順
送り指示の所定時間を再設定することを特徴とする再生装置。
【請求項４】
請求項１〜３のいずれか１項に記載の再生装置において、
前記操作部からは、前記第１順送り指示が対応付けられる前記一部の設定部を再設定す
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るための第１対応再設定指示が入力されて、
前記制御部は、前記操作部からの前記第１対応再設定指示に基づいて、再設定指定され
た前記一部の設定部と前記第１順送り指示とを対応付けることを特徴とする再生装置。
【請求項５】
請求項１〜４のいずれか１項に記載の再生装置において、
前記複数の設定部のうち、前記一部の設定部以外の設定部には、再生データの再生時に
、当該再生データ以降の再生データを順次、前記第１順送り指示とは異なる所定時間で再
生しながら送る第２順送り指示が対応付けられていることを特徴とする再生装置。
【請求項６】
請求項５記載の再生装置において、
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前記複数の設定部のそれぞれは、所定時間以上覆われた場合と、所定時間未満覆われた
場合とで異なる指示信号を出力するようになっており、
前記第２順送り指示信号は、前記一部の設定部以外の設定部が所定時間以上覆われた場
合の指示信号若しくは前記所定時間未満覆われた場合の指示信号のいずれかに割り当てら
れているとともに、再生指示信号は、前記第２順送り指示信号が割り当てられていない指
示信号に割り当てられており、
前記制御部は、前記第２順送り指示が実行された際に、前記再生指示信号が入力される
と、再生中の再生データを継続して再生するように制御することを特徴とする再生装置。
【請求項７】
請求項５又は６記載の再生装置において、

50

(3)

JP 2007‑73153 A 2007.3.22

前記操作部からは、前記第２順送り指示の所定時間を再設定するための第２時間再設定
指示が入力されて、
前記制御部は、前記操作部からの前記第２時間再設定指示信号に基づいて、前記第２順
送り指示の所定時間を再設定することを特徴とする再生装置。
【請求項８】
請求項５〜７のいずれか１項に記載の再生装置において、
前記操作部からは、前記第２順送り指示が対応付けられる前記一部の設定部以外の設定
部を再設定するための第２対応再設定指示が入力されて、
前記制御部は、前記操作部からの前記第２対応再設定指示に基づいて、再設定指定され
た前記一部の設定部以外の設定部と前記第２順送り指示とを対応付けることを特徴とする
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再生装置。
【請求項９】
各種指示が入力される光学式検出部からなる操作部からの指示信号に基づいて、再生デ
ータの再生状態を制御する際に、
前記操作部は、複数の指示にそれぞれ対応するように複数の範囲が設定されていて、当
該設定部が覆われると当該設定部に対応付けられた指示に基づく前記指示信号を出力する
光学式検出部であり、
前記複数の設定部のうち、一部の設定部には、再生データの再生時に、当該再生データ
以降の再生データを順次所定時間だけ再生しながら送る第１順送り指示信号が対応付けら
れていることを特徴とする再生方法。
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【請求項１０】
請求項９記載の再生方法において、
前記複数の設定部のそれぞれは、所定時間以上覆われた場合と、所定時間未満覆われた
場合とで異なる指示信号を出力するようになっており、
前記第１順送り指示信号は、前記一部の設定部が所定時間以上覆われた場合の指示信号
若しくは前記所定時間未満覆われた場合の指示信号のいずれかに割り当てられているとと
もに、再生指示信号は、前記第１順送り指示信号が割り当てられていない指示信号に割り
当てられていて、
前記第１順送り指示が実行された際に、前記再生指示信号が入力されると、再生中の再
生データを継続して再生することを特徴とする再生方法。
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【請求項１１】
請求項９又は１０記載の再生方法において、
前記第１順送り指示の所定時間を再設定するための第１時間再設定指示が前記操作部に
入力されると、当該第１時間再設定指示信号に基づいて、前記第１順送り指示の所定時間
を再設定することを特徴とする再生方法。
【請求項１２】
請求項９〜１１のいずれか１項に記載の再生方法において、
前記第１順送り指示が対応付けられる前記一部の設定部を再設定するための第１対応再
設定指示が前記操作部に入力されると、当該第１対応再設定指示に基づいて、再設定指定
された前記一部の設定部と前記第１順送り指示とを対応付けることを特徴とする再生方法
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。
【請求項１３】
請求項９〜１２のいずれか１項に記載の再生方法において、
前記複数の設定部のうち、前記一部の設定部以外の設定部には、再生データの再生時に
、当該再生データ以降の再生データを順次、前記第１順送り指示とは異なる所定時間で再
生しながら送る第２順送り指示が対応付けられていることを特徴とする再生方法。
【請求項１４】
請求項１３記載の再生方法において、
前記複数の設定部のそれぞれは、所定時間以上覆われた場合と、所定時間未満覆われた
場合とで異なる指示信号を出力するようになっており、
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前記第２順送り指示信号は、前記一部の設定部以外の設定部が所定時間以上覆われた場
合の指示信号若しくは前記所定時間未満覆われた場合の指示信号のいずれかに割り当てら
れているとともに、再生指示信号は、前記第２順送り指示信号が割り当てられていない指
示信号に割り当てられていて、
前記第２順送り指示が実行された際に、前記再生指示信号が入力されると、再生中の再
生データを継続して再生することを特徴とする再生方法。
【請求項１５】
請求項１３又は１４記載の再生方法において、
前記第２順送り指示の所定時間を再設定するための第２時間再設定指示が前記操作部に
入力されると、当該第２時間再設定指示信号に基づいて、前記第２順送り指示の所定時間
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を再設定することを特徴とする再生方法。
【請求項１６】
請求項１３〜１５のいずれか１項に記載の再生方法において、
前記第２順送り指示が対応付けられる前記一部の設定部以外の設定部を再設定するため
の第２対応再設定指示が前記操作部に入力されると、当該第２対応再設定指示に基づいて
、再設定指定された前記一部の設定部以外の設定部と前記第２順送り指示とを対応付ける
ことを特徴とする再生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、再生装置及び再生方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、携帯式の再生装置においては、再生データを選択できるように表示部が搭載され
ている。この表示部に再生データのタイトルリストが一覧で表示されることで、ユーザは
そのリストを視認しながら再生データを指定することが可能となっている。ここで、再生
データが多数記録されていると、リスト全体を１つの画面に納めることは困難であるため
に、近年においては、スクロールさせることでリスト全体を視認可能とする音声再生装置
が開発されている（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
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ここで、携帯式の音声再生装置であれば、例えばカバンやズボンのポケットなどに入れ
たままで楽曲聴取を楽しむといったことも想定されるが、その状態であると表示部が隠れ
ているので、再生データを選択する際には逐一カバンやポケットから音声再生装置を取り
出して表示部を視認することになる。ところが、選択の度に音声再生装置を取り出すのは
面倒であることから、別の選択手法としてユーザは再生データの始まり部分が再生される
ようにカバンやポケット内で音声再生装置を操作し、その再生内容を聴き取ることで所望
の再生データを選択することになる。
また、近年、車載音響機器と接続して、車の中で携帯式の再生装置を利用するケースが
増えているが、車の運転中であると表示部を視認することが困難であるために、こうした
場合においても、上記したように再生内容を聴き取ることで所望の再生データを選択する
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要になっている。
【特許文献１】特開平６−９５６２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
表示部を視認せずに再生データの選択を行う場合には、再生データを再生しておき、始
まり部分を聴いてその内容を確認し、所望の楽曲でなければスキップキーを操作して次の
再生データに飛ばし、当該再生データの始まり部分を聴いて確認するという操作を繰り返
すことで、所望の再生データを検索することになるが、この選択手法ではスキップキーを
何度も操作していくために、操作が煩雑で所望の再生データ選択を行うのには時間がかか

50

(5)

JP 2007‑73153 A 2007.3.22

っていた。そして、こういった選択手法は、記録容量が大きくなればなるほど再生データ
も膨大になるので、スキップキーに対する操作回数を増加させてしまい、さらには再生デ
ータの選択も時間がかかってしまう。
【０００５】
本発明の課題は、再生データの情報が視認できなくとも、繁忙な操作をすることなく再
生データの選択を可能とすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
請求項１記載の発明における再生装置は、
各種指示が入力される操作部と、
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前記操作部からの指示信号に基づいて、再生データの再生状態を制御する制御部とを備
え、
前記操作部は、複数の指示にそれぞれ対応するように複数の範囲が設定されていて、当
該設定部が覆われると前記設定部に対応付けられた指示に基づく前記指示信号を出力する
光学式検出部であり、
前記複数の設定部のうち、一部の設定部には、再生データの再生時に、当該再生データ
以降の再生データを順次所定時間だけ再生しながら送る第１順送り指示信号が対応付けら
れていることを特徴としている。
【０００７】
請求項２記載の発明は、請求項１記載の再生装置において、
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前記複数の設定部のそれぞれは、所定時間以上覆われた場合と、所定時間未満覆われた
場合とで異なる指示信号を出力するようになっており、
前記第１順送り指示信号は、前記一部の設定部が所定時間以上覆われた場合の指示信号
若しくは前記所定時間未満覆われた場合の指示信号のいずれかに割り当てられているとと
もに、再生指示信号は、前記第１順送り指示信号が割り当てられていない指示信号に割り
当てられており、
前記制御部は、前記第１順送り指示が実行された際に、前記再生指示信号が入力される
と、再生中の再生データを継続して再生するように制御することを特徴としている。
【０００８】
請求項３記載の発明は、請求項１又は２記載の再生装置において、
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前記操作部からは、前記第１順送り指示の所定時間を再設定するための第１時間再設定
指示が入力されて、
前記制御部は、前記操作部からの前記第１時間再設定指示信号に基づいて、前記第１順
送り指示の所定時間を再設定することを特徴としている。
【０００９】
請求項４記載の発明は、請求項１〜３のいずれか１項に記載の再生装置において、
前記操作部からは、前記第１順送り指示が対応付けられる前記一部の設定部を再設定す
るための第１対応再設定指示が入力されて、
前記制御部は、前記操作部からの前記第１対応再設定指示に基づいて、再設定指定され
た前記一部の設定部と前記第１順送り指示とを対応付けることを特徴としている。
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【００１０】
請求項５記載の発明は、請求項１〜４のいずれか１項に記載の再生装置において、
前記複数の設定部のうち、前記一部の設定部以外の設定部には、再生データの再生時に
、当該再生データ以降の再生データを順次、前記第１順送り指示とは異なる所定時間で再
生しながら送る第２順送り指示が対応付けられていることを特徴としている。
【００１１】
請求項６記載の発明は、請求項５記載の再生装置において、
前記複数の設定部のそれぞれは、所定時間以上覆われた場合と、所定時間未満覆われた
場合とで異なる指示信号を出力するようになっており、
前記第２順送り指示信号は、前記一部の設定部以外の設定部が所定時間以上覆われた場
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合の指示信号若しくは前記所定時間未満覆われた場合の指示信号のいずれかに割り当てら
れているとともに、再生指示信号は、前記第２順送り指示信号が割り当てられていない指
示信号に割り当てられており、
前記制御部は、前記第２順送り指示が実行された際に、前記再生指示信号が入力される
と、再生中の再生データを継続して再生するように制御することを特徴としている。
【００１２】
請求項７記載の発明は、請求項５又は６記載の再生装置において、
前記操作部からは、前記第２順送り指示の所定時間を再設定するための第２時間再設定
指示が入力されて、
前記制御部は、前記操作部からの前記第２時間再設定指示信号に基づいて、前記第２順
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送り指示の所定時間を再設定することを特徴としている。
【００１３】
請求項８記載の発明は、請求項５〜７のいずれか１項に記載の再生装置において、
前記操作部からは、前記第２順送り指示が対応付けられる前記一部の設定部以外の設定
部を再設定するための第２対応再設定指示が入力されて、
前記制御部は、前記操作部からの前記第２対応再設定指示に基づいて、再設定指定され
た前記一部の設定部以外の設定部と前記第２順送り指示とを対応付けることを特徴として
いる。
【００１４】
請求項９記載の発明は、各種指示が入力される光学式検出部からなる操作部からの指示
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信号に基づいて、再生データの再生状態を制御する際に、
前記操作部は、複数の指示にそれぞれ対応するように複数の範囲が設定されていて、当
該設定部が覆われると当該設定部に対応付けられた指示に基づく前記指示信号を出力する
光学式検出部であり、
前記複数の設定部のうち、一部の設定部には、再生データの再生時に、当該再生データ
以降の再生データを順次所定時間だけ再生しながら送る第１順送り指示信号が対応付けら
れていることを特徴としている。
【００１５】
請求項１０記載の発明は、請求項９記載の再生方法において、
前記複数の設定部のそれぞれは、所定時間以上覆われた場合と、所定時間未満覆われた
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場合とで異なる指示信号を出力するようになっており、
前記第１順送り指示信号は、前記一部の設定部が所定時間以上覆われた場合の指示信号
若しくは前記所定時間未満覆われた場合の指示信号のいずれかに割り当てられているとと
もに、再生指示信号は、前記第１順送り指示信号が割り当てられていない指示信号に割り
当てられていて、
前記第１順送り指示が実行された際に、前記再生指示信号が入力されると、再生中の再
生データを継続して再生することを特徴としている。
【００１６】
請求項１１記載の発明は、請求項９又は１０記載の再生方法において、
前記第１順送り指示の所定時間を再設定するための第１時間再設定指示が前記操作部に
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入力されると、当該第１時間再設定指示信号に基づいて、前記第１順送り指示の所定時間
を再設定することを特徴としている。
【００１７】
請求項１２記載の発明は、請求項９〜１１のいずれか１項に記載の再生方法において、
前記第１順送り指示が対応付けられる前記一部の設定部を再設定するための第１対応再
設定指示が前記操作部に入力されると、当該第１対応再設定指示に基づいて、再設定指定
された前記一部の設定部と前記第１順送り指示とを対応付けることを特徴としている。
【００１８】
請求項１３記載の発明は、請求項９〜１２のいずれか１項に記載の再生方法において、
前記複数の設定部のうち、前記一部の設定部以外の設定部には、再生データの再生時に
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、当該再生データ以降の再生データを順次、前記第１順送り指示とは異なる所定時間で再
生しながら送る第２順送り指示が対応付けられていることを特徴としている。
【００１９】
請求項１４記載の発明は、請求項１３記載の再生方法において、
前記複数の設定部のそれぞれは、所定時間以上覆われた場合と、所定時間未満覆われた
場合とで異なる指示信号を出力するようになっており、
前記第２順送り指示信号は、前記一部の設定部以外の設定部が所定時間以上覆われた場
合の指示信号若しくは前記所定時間未満覆われた場合の指示信号のいずれかに割り当てら
れているとともに、再生指示信号は、前記第２順送り指示信号が割り当てられていない指
示信号に割り当てられていて、
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前記第２順送り指示が実行された際に、前記再生指示信号が入力されると、再生中の再
生データを継続して再生することを特徴としている。
【００２０】
請求項１５記載の発明は、請求項１３又は１４記載の再生方法において、
前記第２順送り指示の所定時間を再設定するための第２時間再設定指示が前記操作部に
入力されると、当該第２時間再設定指示信号に基づいて、前記第２順送り指示の所定時間
を再設定することを特徴としている。
【００２１】
請求項１６記載の発明は、請求項１３〜１５のいずれか１項に記載の再生方法において
、

20
前記第２順送り指示が対応付けられる前記一部の設定部以外の設定部を再設定するため

の第２対応再設定指示が前記操作部に入力されると、当該第２対応再設定指示に基づいて
、再設定指定された前記一部の設定部以外の設定部と前記第２順送り指示とを対応付ける
ことを特徴としている。
【発明の効果】
【００２２】
本発明によれば、複数の設定部のうち、一部の設定部には、第１順送り指示信号が対応
付けられているので、再生データの再生時に一部の設定部を覆えば、再生中の再生データ
以降の再生データが順次所定時間だけ再生されて送られることになる。このように、操作
キーを何度も操作しなくとも順次再生データが所定時間再生された後に送られれば、再生
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データの情報が視認できなくとも再生データの選択を容易に行うことが可能となる。
【００２３】
また、例えば静電式の操作部であると、その表面を覆ってしまえば操作が行えなくなる
ために、操作部の表面を露出させたままでなければいけない。このため、携帯時に操作部
の表面が傷つくおそれがある。しかしながら、上記したように本発明によれば、操作部が
光学式検出部であるとその表面を覆えば操作を行うことができる。つまり、透過性を有す
るシートなどで光学式検出部の表面を覆ったとしても指示信号が出力されるので、光学式
検出部の表面を保護した状態であっても操作することが可能となる。また、操作部が光学
式検出部であるとタッチしなくとも操作可能であるので、例えば押下式の操作部と比較す
れば必要以上に力を付与しなくとも操作を行うことができる。これにより操作性を高める

40

ことができる。
【００２４】
そして、第１順送り指示が実行された際に、再生指示信号が入力されると再生中の再生
データが継続して再生されるので、所望の再生データに遭遇した直後に当該再生データを
再生することができる。例えば、一部の設定部が長時間覆われた場合に第１順送り指示信
号が出力されて、短時間覆われた場合に再生指示信号が出力されるように設定されている
のなら、第１順送り指示が実行されて、ユーザが所望の再生データに遭遇したときには、
一部の設定部を短時間覆えば所望の再生データを選択して再生することが可能となる。
【００２５】
また、第１順送り指示が対応付けられる一部の設定部を再設定するための第１対応再設
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定指示が操作部から入力されると、その第１対応再設定指示に基づいて、再設定指定され
た一部の設定部と第１順送り指示とが対応付けられるので、ユーザ個人の嗜好に合った設
定部を第１順送り指示に対応付けすることができる。
【００２６】
さらに、第１順送り指示の所定時間を再設定するための第１時間再設定指示が操作部か
ら入力されると当該第１時間再設定指示信号に基づいて、第１順送り指示の所定時間が再
設定されるので、各ユーザの好みに合った第１順送り指示の所定時間を設定することがで
きる。
【００２７】
また、複数の設定部のうち、一部の設定部以外の設定部には、第２順送り指示信号が対
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応付けられているので、再生データの再生時に一部の設定部以外の設定部を覆うと、再生
中の再生データ以降の再生データが順次、第１順送り指示とは異なる所定時間で再生され
て送られることになる。このように、第１順送り指示と第２順送り指示を併用できれば、
使用場面に応じた検索が可能となる。
【００２８】
そして、第２順送り指示が実行された際に、再生指示信号が入力されると再生中の再生
データが継続して再生されるので、所望の再生データに遭遇した直後に当該再生データを
再生することができる。
【００２９】
さらに、第２順送り指示の所定時間を再設定するための第２時間再設定指示が操作部か
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ら入力されると当該第２時間再設定指示信号に基づいて、第２順送り指示の所定時間が再
設定されるので、各ユーザの好みに合った第２順送り指示の所定時間を設定することがで
きる。
【００３０】
また、第２順送り指示が対応付けられる一部の設定部以外の設定部を再設定するための
第１対応再設定指示が操作部から入力されると、その第２対応再設定指示に基づいて、再
設定指定された一部の設定部以外の設定部と第２順送り指示とが対応付けられるので、ユ
ーザ個人の嗜好に合った設定部を第２順送り指示に対応付けすることができる。
このように、第１順送り指示及び第２順送り指示のそれぞれの所定時間を再設定できる
のであれば、再設定前より短い所定時間に設定した場合に、再生データの選択を高速に行
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うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
以下、本発明の実施の形態について図を参照して説明する。図１は、本発明の再生装置
としての携帯型音声再生装置の概略構成を表す正面図である。この図１に示すように、携
帯型音声再生装置１には、筐体２と、筐体２の上部に配置されて各種情報を表示する表示
部３０と、筐体２の下部に配置されて各種操作が入力される操作部３とが設けられている
。
【００３２】
図２は操作部３の概略構成を表す説明図である。操作部３はその表面が覆われることに
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より指示信号を出力する光学式検出部である。図１及び図２に示すように、操作部３は、
例えば上下方向に沿って、複数の指示にそれぞれ対応するように複数の範囲が設定されて
いている。各範囲を設定部４０とすると、各設定部４０には表面上にレンズ３１が配置さ
れている。そして、各レンズ３１の内部には、発光素子３２及び受光素子３３が対になっ
て配置されていて、例えば指などが各レンズ３１上を覆った際に、発光素子３２からの光
が指に反射して受光素子３３に入射すると受光素子３３が信号を出力するようになってい
る。受光素子３３から出力された信号は、受光ドライバ３４（図３参照）を介して制御部
１０（後述）に出力されることになる。
【００３３】
図３は、携帯型音声再生装置１の主制御構成を表すブロック図である。この図３に示す
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ように携帯型音声再生装置１には各駆動部を制御する制御部１０が設けられており、当該
制御部１０には、本発明の再生データとしての音声データを記憶する例えばＨＤＤ等の記
憶部２０と、音声データの各種情報を表示する例えばＬＣＤ等の表示部３０と、操作部３
とが電気的に接続されている。
【００３４】
記憶部２０には、多数の音声データが、例えばアーティストやアルバムなど同じ条件毎
にグループ化されて記憶されている。また、記憶部２０には、音声データとともに、当該
音声データの付帯情報（例えば、アーティスト名、アルバム名、曲名、記録日時等）が関
連付けられて記憶されている。
【００３５】
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制御部１０には、割り込みコントローラ１１と、通信部１２と、音声処理部１３と、Ｄ
／Ａ変換器１４と、Ａ／Ｄ変換器１５と、ＲＯＭ１６と、ＲＡＭ１７と、ＣＰＵ１８とが
備えられている。
【００３６】
割り込みコントローラ１１は、操作部３の受光ドライバ３４とＣＰＵ１８とに電気的に
接続されていて、操作部３から指示信号が出力されると当該指示信号を割り込ませてＣＰ
Ｕ１１に出力する。
【００３７】
通信部１２は、例えばＵＳＢ端子であり、ＣＰＵ１８及び記憶部２０と電気的に接続さ
れている。そして通信部１２は、音声データを管理するＰＣ等の外部機器にケーブルを介
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して接続されることで、当該外部機器と通信し、ＣＰＵ１８及び記憶部２０に通信で得た
信号を出力するようになっている。
【００３８】
音声処理部１３は、ＣＰＵ１８の制御に基づいて音声データをデジタル信号で再生し、
Ｄ／Ａ変換器１４に出力する。
Ｄ／Ａ変換器１４は、音声処理部１３により再生された音声データをアナログ信号に変
換し、出力端子１９を介して出力することで、出力端子１９に接続された例えばスピーカ
やヘッドホンなどの音声出力機器（図示省略）から音声データを出力させる。
【００３９】
Ａ／Ｄ変換器１５には、ＣＰＵ１８が電気的に接続されているとともに、例えばＣＤプ
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レイヤーやＭＤプレイヤー、マイクなどの外部の音声再生装置及びリモコンが入力端子２
１を介して接続されている。Ａ／Ｄ変換器１５は、音声再生装置から入力されたアナログ
音声信号や、リモコンから入力されたアナログ指示信号をデジタル信号に変換して、ＣＰ
Ｕ１８に出力する。
【００４０】
ＣＰＵ１８は、ＲＯＭ１６中の制御プログラムや制御データをＲＡＭ１７に展開し実行
することにより各駆動部を制御する。制御プログラムには、例えば操作部３からの信号に
基づいて、音声データの再生状態を切り換える再生状態切換プログラムが含まれる。
【００４１】
ここで、再生状態切換プログラムには、音声データの再生や、早送り、早戻し、ステッ
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プアップ、ステップダウン等の通常の再生状態を切り換えるための通常再生状態切換プロ
グラムと、音声データの再生時に、音声データの検索を行うための検索再生状態切換プロ
グラムとがある。検索再生状態切換プログラムは、通常再生状態切換プログラムによって
音声データが再生された後、当該再生中に実行されるプログラムである。
【００４２】
以下、検索再生状態切換プログラムについて説明する。
まず、操作部３の各設定部４０のそれぞれには、覆われた時間により異なる指示が対応
付けられている。下記の説明において、所定時間以上覆われた場合を「長タッチ」、所定
時間未満覆われた場合を「短タッチ」と称す。また、検索再生状態を切り換える各種指示
が、例えば音声データの再生時に、当該音声データ以降の音声データを順次所定時間（第
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１所定時間）だけ再生しながら送る第１順送り指示や、第１所定時間とは異なる所定時間
（第２所定時間）で再生しながら送る第２順送り指示、通常の再生状態に切り換える通常
再生状態復帰指示である場合を例示する。この場合、第１順送り指示信号が一部の設定部
４０における長タッチ時の指示信号に、第２順送り指示信号が一部の設定部４０以外の設
定部における長タッチ時の指示信号に、通常再生状態復帰指示信号が全ての設定部４０に
おける短タッチ時の指示信号に割り当てられている。以下、第１順送り指示信号が割り当
てられる一部の設定部４０を第１設定部４１と称し、第２順送り指示信号が割り当てられ
る一部の設定部４０以外の設定部４０を第２設定部４２と称す。なお、本実施形態では最
上位及び最下位の設定部４０を第１設定部４１とし、最上位及び最下位以外の設定部４０
を第２設定部４２と初期設定された場合を例示している。
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【００４３】
さらに、制御プログラムには、検索再生状態切換プログラムに関する各種条件を再設定
するための再設定プログラムが含まれている。この再設定プログラムによって再設定され
る各種条件には、第１設定部４１及び第２設定部４２に対応する設定部４０、第１所定時
間、第２所定時間などが挙げられる。これらの再設定指示は、例えば、第１設定部４１に
対応する設定部４０を再設定するための第１対応再設定指示や、第２設定部４２に対応す
る設定部４０を再設定するための第２対応再設定指示、第１所定時間を再設定するための
第１時間再設定指示、第２所定時間を再設定するための第２時間再設定指示となる。再設
定プログラムの実行時においてはＣＰＵ１８は、第１対応再設定指示、第２対応再設定指
示、第１時間再設定指示及び第２時間再設定指示の再設定画面が表示されるように表示部
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３０を制御する。そして、操作部３は、再設定画面の表示内容に基づいて各種指示が各設
定部４０に入力されると、第１対応再設定指示信号、第２対応再設定指示信号、第１時間
再設定指示信号及び第２時間再設定指示信号を制御部１０に出力する。ＣＰＵ１８は、操
作部３からの各種指示信号を基にして検索再生状態切換プログラムに関する各種条件を再
設定する。
【００４４】
例えば、第１対応再設定指示信号が入力されるとＣＰＵ１８は当該指示信号に基づいて
再設定指定された設定部４０を第１設定部４１とする。第２対応再設定指示信号が入力さ
れるとＣＰＵ１８は当該指示信号に基づいて再設定指定された設定部４０を第２設定部４
２とする。具体的に説明すると、本実施形態では初期設定として第１設定部４１が最上位
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及び最下位の設定部４０で、第２設定部４２がその他の設定部である場合を例示している
が、第１対応再設定指示信号が、最上位及び最下位の設定部４０と、その内側に隣接する
設定部４０とを第１設定部４１として再設定する内容であるとともに、第２対応再設定指
示信号がこれら以外の設定部４０を第２設定部４２として再設定する内容であれば、ＣＰ
Ｕ１８は、最上位及び最下位の設定部４０と、その内側に隣接する設定部４０とを第１設
定部４１として再設定し、これら以外の設定部４０を第２設定部４２として再設定するよ
うになっている。
【００４５】
一方、第１時間再設定指示信号が入力されるとＣＰＵ１８は当該指示信号に基づいて第
１所定時間を再設定する。そして、第２時間再設定指示信号が入力されるとＣＰＵ１８は
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当該指示信号に基づいて第２所定時間を再設定する。具体的に、第１所定時間の初期値が
１秒、第２所定時間の初期値が２秒である場合を例示すると、第１時間再設定指示信号が
第１所定時間を１．５秒に再設定する内容であるとともに、第２時間再設定指示信号が第
２所定時間を３秒に再設定する内容であれば、ＣＰＵ１８は、第１所定時間を１．５秒に
再設定し、第２所定時間を３秒に再設定するようになっている。
【００４６】
そして、各種条件再設定の完了後、ＣＰＵ１８は再生状態切換プログラムを実行するこ
とにより、操作部３の各設定部４０から入力された各種指示信号に基づいて、当該設定部
４０に対応する指示で、音声データを記憶部２０から読み出しながら、音声処理部１３を
制御して音声データの再生状態を切り換えるようになっている。
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【００４７】
次に、本実施形態の携帯型音声再生装置１で実行される音声再生方法について図４のフ
ローチャートを参照にして説明する。
【００４８】
通常再生状態切換プログラムが実行されて音声データが再生中となり、操作部３から検
索開始指示が入力されると、ＣＰＵ１８は図４のフローチャートに基づく検索再生状態切
換プログラムを実行する。
【００４９】
ステップＳ１ではＣＰＵ１８は操作部３からの指示信号が第１順送り指示信号であるか
、第２順送り指示信号であるか、その他であるかを判定し、第１順送り指示信号である場
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合にはステップＳ２に移行して第１順送り指示を実行し、第２送り指示信号である場合に
はステップＳ６に移行して第２順送り指示を実行し、その他である場合には検索再生状態
切換プログラムを終了し通常再生状態切換プログラムに復帰させる。ここで、その他とは
、操作部３からの指示信号が通常再生状態復帰指示信号である場合や、所定時間経過して
も指示信号が入力されない場合などのことである。
【００５０】
ステップＳ２ではＣＰＵ１８は操作部３からの指示信号の有無を判定して、当該指示信
号が有る場合にはステップＳ３に移行して、無い場合にはステップＳ４に移行する。
【００５１】
ステップＳ３ではＣＰＵ１８は操作部３からの指示信号の種類を判定して、第１順送り
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指示信号である場合にはステップＳ４に移行し、第２送り指示信号である場合にはステッ
プＳ６に移行して、通常再生状態復帰指示信号である場合には検索再生状態切換プログラ
ムを終了し通常再生状態切換プログラムに復帰させる。
【００５２】
ステップＳ４ではＣＰＵ１８は現在再生中の音声データの再生時間が第１所定時間経過
したか否かを判定し、経過していない場合にはステップＳ２に移行して、経過した場合に
はステップＳ５に移行する。
【００５３】
ステップＳ５ではＣＰＵ１８は記憶部２０から次の音声データを読み出し、音声処理部
１３を制御することで、次の音声データを再生させて、ステップＳ２に移行する。
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【００５４】
ステップＳ６では、ＣＰＵ１８は操作部３からの指示信号の有無を判定して、当該指示
信号が有る場合にはステップＳ７に移行して、無い場合にはステップＳ８に移行する。
【００５５】
ステップＳ７ではＣＰＵ１８は操作部３からの指示信号の種類を判定して、第１順送り
指示信号である場合にはステップＳ２に移行し、第２送り指示信号である場合にはステッ
プＳ８に移行して、通常再生状態復帰指示信号である場合には検索再生状態切換プログラ
ムを終了し通常再生状態切換プログラムに復帰させる。
【００５６】
ステップＳ８ではＣＰＵ１８は現在再生中の音声データの再生時間が第２所定時間経過
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したか否かを判定し、経過していない場合にはステップＳ６に移行して、経過した場合に
はステップＳ９に移行する。
【００５７】
ステップＳ９ではＣＰＵ１８は記憶部２０から次の音声データを読み出し、音声処理部
１３を制御することで、次の音声データを再生させて、ステップＳ６に移行する。
【００５８】
つまり、検索再生状態切換プログラムが終了しない限り、第１所定時間若しくは第２所
定時間で音声データが再生された後に、次の音声データも第１所定時間若しくは第２所定
時間で順次再生されることになる。
【００５９】
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なお、検索再生状態切換プログラムが終了して、通常再生状態切換プログラムに復帰す
る際においては、そのとき再生されていた音声データが継続して際された状態で復帰する
ようになっている。すなわち、通常再生状態復帰指示信号が本発明に係る再生指示信号で
ある。
【００６０】
以上のように、本実施形態によれば、操作部３における複数の設定部４０のうち、第１
設定部４１には第１順送り指示信号が対応付けられているので、音声データの再生時に第
１設定部４１を覆えば、再生中の音声データ以降の音声データが順次第１所定時間だけ再
生されて送られることになる。さらに、第２設定部４２には、第２順送り指示信号が対応
付けられているので、音声データの再生時に第２設定部４２を覆えば、再生中の音声デー
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タ以降の音声データが順次、第２所定時間で再生されて送られることになる。このように
、操作キーを何度も操作しなくとも順次音声データが所定時間再生された後に送られれば
、音声データの情報が視認できなくとも音声データの選択を容易に行うことが可能となる
。
【００６１】
また、例えば静電式の操作部であると、その表面を覆ってしまえば操作が行えなくなる
ために、操作部の表面を露出させたままでなければいけない。このため、携帯時に操作部
の表面が傷つくおそれがある。しかしながら、上記したように操作部３が光学式検出部で
あるとその表面を覆えば操作を行うことができる。つまり、透過性を有するシートなどで
光学式検出部の表面を覆ったとしても指示信号が出力されるので、光学式検出部の表面を
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保護した状態であっても操作することが可能となる。また、操作部３が光学式検出部であ
るとタッチしなくとも操作可能であるので、例えば押下式の操作部と比較すれば必要以上
に力を付与しなくとも操作を行うことができる。これにより操作性を高めることができる
。
【００６２】
そして、第１順送り指示若しくは第２順送り指示が実行された際に、通常再生状態復帰
指示信号（再生指示信号）が入力されると再生中の音声データが継続して再生されるので
、所望の音声データに遭遇すると、ユーザは各設定部４０を短タッチすれば当該音声デー
タを再生することができる。
【００６３】
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また、第１対応再設定指示や第２対応再設定指示が操作部３から入力されると、その第
１対応再設定指示に基づいて、再設定指定された一部の設定部４０と第１設定部４１とが
新たに対応付けられるとともに、第２対応再設定指示に基づいて、再設定指定された一部
の設定部４０以外の設定部４０と第２設定部４２とが新たに対応付けられることになる。
つまり、再設定指定された一部の設定部４０と第１順送り指示とが新たに対応付けられる
とともに、再設定指定された一部の設定部４０以外の設定部４０と第２順送り指示とが新
たに対応付けられるので、ユーザ個人の嗜好に合った設定部４０を第１順送り指示若しく
は第２順送り指示に対応付けすることができる。
【００６４】
さらに、第１時間再設定指示や第２時間再設定指示が操作部３から入力されると、この
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第１時間再設定指示信号に基づいて第１所定時間が再設定されるとともに、第２時間再設
定指示信号に基づいて第２所定時間が再設定されるので、各ユーザの好みに合った第１所
定時間及び第２所定時間を設定することができる。
【００６５】
なお、本発明は上記実施形態に限らず適宜変更可能であるのは勿論である。
例えば、上記実施形態では、再生データとして音声データを例示して説明したが、これ
以外にも音声を含んだ動画データや、静止画データを再生データとすることも可能である
。すなわち、本実施形態では、再生装置として携帯型の音声再生装置を例示して説明して
いるものの、再生装置はこれに限られるものではなく、これ以外にも例えば動画再生装置
や静止画再生装置などそれ専用の再生装置や、動画、音楽、静止画等の少なくとも２つを
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再生する複合式の再生装置、或いは携帯電話、携帯型ゲーム機やＰＤＡなどのような各種
再生機能を有した携帯機器に対しても本発明の構成を適用することが可能である。
【００６６】
また、本実施形態では、操作部３が上下方向に沿って直線状に形成された場合を例示し
て説明したが、その他の形状に形成されていてもよい。例えば図５に示す操作部３Ａは、
十字型に形成されていて、設定部４０Ａが９つある場合を例示している。操作部の形状と
しては、直線状や十字型以外にも、その他の多角形状、円形状、楕円形状などが挙げられ
る。
【００６７】
そして、本実施形態では、第１順送り指示と第２順送り指示とにより再生時間を２段階
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に異ならせて順送りする場合を例示したが、再生時間を３段階以上で異ならせて順送りし
てもよい。段階数を増加させれば順送り指示の総数も増加することになるので、操作部３
の各設定部４０を各順送り指示に対応付けしなければならない。これにより、より細かな
検索時の再生時間変更が可能となる。特に、操作部３の各設定部４０を連続的に識別でき
るように各順送り指示に対応付けしておけば、検索時における再生時間を連続的に切り換
えることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】第１の実施の形態に係る携帯型音声再生装置の概略構成を表す正面図である。
【図２】図１の携帯型音声再生装置に備わる操作部の概略構成を表す説明図である。
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【図３】図１の携帯型音声再生装置の主制御構成を表すブロック図である。
【図４】図１の携帯型音声再生装置の動作を表すフローチャートである。
【図５】図１の携帯型音声再生装置に備わる操作部の変形例を表す説明図である。
【符号の説明】
【００６９】
１

携帯型音声再生装置（再生装置）

２

筐体

３

操作部

１０

制御部

１１

割り込みコントローラ

１２

通信部

１３

音声処理部

１４

Ａ／Ｄ変換器

１５

Ｄ／Ａ変換器

１９

出力端子

２０

記憶部

２１

入力端子

３０

表示部

３１

レンズ

３２

発光素子

３３

受光素子

３４

受光ドライバ

４０

設定部

４１

第１設定部

４２

第２設定部
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【図１】

【図２】

【図３】
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