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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体に記録された情報を読み取る読取手段と、
　この読取手段にて読み取った情報を処理する情報処理手段と、
　前記情報の所定位置の指示を認識する位置指示認識手段と、
　この位置指示認識手段により位置の指示が認識されると、指示された情報に対応する指
示位置を表示する表示手段とを具備し、
　前記表示手段は、略円形状の仮想軌跡に沿って前記情報処理手段による処理の経過に応
じて情報の処理位置を表示するとともに、前記仮想軌跡に沿って前記指示位置を表示する
　ことを特徴とした情報処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報処理装置において、
　前記所定位置は、情報を同一位置で再度、処理させるための処理開始位置である
　ことを特徴とした情報処理装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の情報処理装置において、
　表示手段は、情報処理手段による処理の経過に応じて情報の処理位置を表示し、位置指
示認識手段により所定位置の指示が認識されると、前記処理位置に基づいて指示位置を表
示する
　ことを特徴とした情報処理装置。
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【請求項４】
　請求項１または２に記載の情報処理装置において、
　記録媒体に記録された情報は、データおよびこのデータの位置に関する位置情報を有し
、
　表示手段は、前記位置情報に基づいて前記データの処理位置を表示し、位置指示認識手
段により所定位置の指示が認識されると、前記処理位置の前記位置情報に基づいて指示位
置を表示する
　ことを特徴とした情報処理装置。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれかに記載の情報処理装置において、
　表示手段は、前記処理位置および前記指示位置のうちのいずれか一方を前記仮想軌跡上
に固定するとともに、前記処理位置および前記指示位置のうちのいずれか他方を前記仮想
軌跡に沿って移動する状態に表示する
　ことを特徴とした情報処理装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の情報処理装置において、
　仮想軌跡は、同心円状に複数形成されている
　ことを特徴とした情報処理装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の情報処理装置において、
　表示手段は、処理位置および指示位置が仮想軌跡の周方向と直交する方向に離間した場
合に、前記処理位置および前記指示位置を互いに異なる表示形態で表示する
　ことを特徴とした情報処理装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の情報処理装置において、
　表示手段による表示形態としては、処理位置および指示位置を互いに異なる色光で表示
する
　ことを特徴とした情報処理装置。
【請求項９】
　請求項７に記載の情報処理装置において、
　表示手段による表示形態としては、処理位置および指示位置のうちの一方を点滅させて
表示する
　ことを特徴とした情報処理装置。
【請求項１０】
　請求項１ないし９のいずれかに記載の情報処理装置において、
　情報処理手段は、回動自在の円盤状に形成されユーザの操作に応じて情報の処理状況を
可変設定する再生状況変更部を備え、
　表示手段は、前記再生状況変更部に前記指示位置を表示する
　ことを特徴とした情報処理装置。
【請求項１１】
　請求項１ないし１０のいずれかに記載の情報処理装置において、
　前記情報は、デジタル情報である
　ことを特徴とした情報処理装置。
【請求項１２】
　記録媒体に記録された情報を読み取って処理し、
　前記情報の所定位置の指示を認識し、
　前記情報の処理の経過に応じた情報の処理位置を略円形状の仮想軌跡に沿って表示する
とともに、指示された情報に対応する指示位置を前記仮想軌跡に沿って表示する
　ことを特徴とする情報処理装置の表示方法。
【請求項１３】
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　請求項１２に記載の情報処理装置の表示方法を演算手段に実行させる
　ことを特徴とした情報処理装置の表示プログラム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の情報処理装置の表示プログラムが演算手段にて読取可能に記録され
た
　ことを特徴とした情報処理装置の表示プログラムを記録する記録媒体。
【請求項１５】
　請求項１ないし１１のいずれかに記載の情報処理装置と、
　この情報処理装置にて処理された情報を取得して再生する再生手段と
　を具備したことを特徴とした再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、情報の処理状況を表示する情報処理装置、この表示方法、このプログラム、こ
のプログラムを記録する記録媒体、および、再生装置に関する。
【０００２】
【従来技術】
従来、音楽を演奏する場合に、再生装置としてのレコードプレーヤを用い、ディスクジョ
ッキ（ＤＪ）と呼ばれる奏者によって、ダンスミュージック等を演奏する奏法が知られて
いる。
【０００３】
ディスクジョッキは、ターンテーブル上で回転するレコード盤の回転を手で制御して、同
一フレーズの繰り返し再生、再生を始めたい位置への頭出し再生等を実施し、ダンスミュ
ージック等を演奏する。
【０００４】
これら繰り返し再生または頭出し再生では、レコード盤のレーベル面上の所定位置にテー
プ等を貼り付けて指示位置としての目印として使用する。そして、ディスクジョッキは、
再生中適宜、この目印を目で追いながら、レコード盤の回転を手で制御して、再生針の位
置とこの目印の位置とを一致させることにより、繰り返し再生または頭出し再生を実施す
る。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記のようにレコード盤のレーベル面上にテープ等を貼り付けて目印とし
て使用した場合には、レコード盤の回転に応じて、この目印も回転し、位置を認識するこ
とが困難である。
【０００６】
特に、複数の目印が存在する場合には、これら目印の相互の位置を認識することが困難で
あり、特定の目印に基づいて繰り返し再生または頭出し再生を実施する際に、所望の目印
を認識することが困難である。
【０００７】
本発明の目的は、このような点に鑑みて、指示位置を正確に認識できる情報処理装置、こ
の表示方法、このプログラム、このプログラムを記録する記録媒体、および、再生装置を
提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載の情報処理装置は、記録媒体に記録された情報を読み取る読取手段と、
この読取手段にて読み取った情報を処理する情報処理手段と、前記情報の所定位置の指示
を認識する位置指示認識手段と、この位置指示認識手段により位置の指示が認識されると
、指示された情報に対応する指示位置を表示する表示手段とを具備し、前記表示手段は、
略円形状の仮想軌跡に沿って前記情報処理手段による処理の経過に応じて情報の処理位置
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を表示するとともに、前記仮想軌跡に沿って前記指示位置を表示することを特徴とする。
【０００９】
　請求項１２に記載の発明は、請求項１に記載の情報処理装置を情報処理装置の表示方法
に展開したもので、記録媒体に記録された情報を読み取って処理し、前記情報の所定位置
の指示を認識し、前記情報の処理の経過に応じた情報の処理位置を略円形状の仮想軌跡に
沿って表示するとともに、指示された情報に対応する指示位置を前記仮想軌跡に沿って表
示することを特徴とする。
【００１０】
請求項１３に記載の発明は、情報処理装置の表示プログラムであって、請求項１２に記載
の情報処理装置の表示方法を演算手段に実行させることを特徴とする。
【００１１】
請求項１４に記載の発明は、請求項１３に記載の情報処理装置の表示プログラムが演算手
段に読取可能に記録されたことを特徴とした情報処理装置の表示プログラムを記録する記
録媒体である。
【００１２】
請求項１５に記載の再生装置は、請求項１ないし１１のいずれかに記載の情報処理装置と
、この情報処理装置にて処理された情報を取得して再生する再生手段とを具備したことを
特徴とする。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１４】
〔情報再生装置の構成〕
図１は、本発明に係る情報再生装置を上方から見た平面図である。図１において、１は情
報再生装置であり、ユーザ等が情報再生装置１を操作する際の操作パネル１００を詳細に
示している。この情報再生装置１は、略直方体状に形成され、ＣＤまたはＤＶＤ等の記録
媒体（以下、光ディスクと呼ぶ）に記録されたデータを取得して再生する。また、この情
報再生装置１は、図１に示すように、一方の側面（図１中下側）には光ディスクを挿入す
るための挿入口１Ａを備えている。また、この挿入口１Ａの反対側の側面（図１中上側）
には、情報再生装置１の電源をＯＮ・ＯＦＦと切り換える電源ボタン１Ｂを備えている。
【００１５】
具体的な図示は省略するが、ユーザ等がこの挿入口１Ａに光ディスクを挿入すると、オー
トローディング機構が起動する。そして、光ディスクは、このオートローディング機構に
より、所定のクランプ位置へ搬入され、スピンドルモータの駆動軸に設けられているハブ
部に装填される。この状態で、操作パネル１００を操作することにより、スピンドルモー
タが所定方向に回転するとともに、後述する読取手段１０のピックアップが光ディスクに
記録されている再生データを読み取る。そして、読み取った再生データを処理して、音声
として出力する。
【００１６】
また、操作パネル１００の操作により、オートローディング機構がアンローディングの状
態となって、クランプ位置に存在する光ディスクを挿入口１Ａの外へ搬出する。
【００１７】
操作パネル１００は、ユーザによる操作を認識して後述する制御手段５０に操作信号を出
力する操作指示部１１０と、情報再生装置１における再生状況を変更させる旨の操作信号
を後述する制御手段５０に出力する変更指示認識手段としての再生状況変更部１２０と、
情報再生装置１における再生状況等を表示する表示部１３０とを備えて構成されている。
【００１８】
操作指示部１１０は、種々の操作ボタンから構成されている。主要な操作ボタンとしては
、イジェクトボタン１１１と、モード調整部１１２と、テンポ調整部１１３と、キュー／
ループボタン１１４と、クイックリターンボタン１１５と、サーチボタン１１６と、キュ
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ーボタン１１７と、再生／停止ボタン１１８と、ループ操作部１１９と、を備えている。
【００１９】
このうち、モード調整部１１２は、情報再生装置１の操作モードを切り換えるジョグモー
ドボタン１１２Ａと、このジョグモードボタン１１２ＡがＯＮ状態の時に、再生開始時お
よび停止時の再生スピードの加減速を設定するスピード調整部１１２Ｂとを備えて構成さ
れている。
【００２０】
ジョグモードボタン１１２Ａは、後述する再生状況変更部１２０のタッチセンサ１２１に
よる再生状況の変更設定を切り換える。すなわち、このジョグモードボタン１１２Ａを押
下する（ＯＮ状態）と、タッチセンサ１２１による情報再生装置１の操作を可能にする旨
の操作信号を出力する。また、ＯＦＦ状態にすると、このタッチセンサ１２１の操作によ
る情報再生装置１の操作を禁止する旨の操作信号を出力する。
【００２１】
スピード調整部１１２Ｂは、回動可能に構成され、ユーザ等による回動操作の実施により
、再生の立ち上がりスピードおよび再生停止過程における減速スピードを可変設定する。
【００２２】
また、テンポ調整部１１３は、再生音のテンポを可変設定する。このテンポ調整部１１３
は、上下に移動自在に構成され、再生音のテンポを所定範囲で可変設定するテンポ調整つ
まみ１１３Ａと、再生音の音程を変えずにスピードのみを可変設定するマスターテンポボ
タン１１３Ｂと、テンポ調整つまみ１１３Ａのレンジを可変設定するテンポレンジ切換ボ
タン１１３Ｃとを備えて構成されている。
【００２３】
キュー／ループボタン１１４は、例えば、メモリカード等の外部記録媒体と接続し、ユー
ザ操作による押下に応じて、光ディスクのディスク毎にキューポイントまたはループポイ
ントにおけるデータの記録の指示に基づく操作信号を出力する。このため、このキュー／
ループボタン１１４は、ディスク毎にキューポイントまたはループポイントの記録の指示
に基づく操作信号を出力するメモリーボタン１１４Ａと、外部記録媒体に記録されたディ
スク毎のキューポイントまたはループポイントを選択するコールボタン１１４Ｂとを備え
ている。
【００２４】
クイックリターンボタン１１５は、再生状況変更部１２０における再生状況の変更に関す
る処理内容を選択する。例えば、このクイックリターンボタン１１５は、再生データの処
理停止または処理開始、および、再生データの再生位置の変更の少なくともいずれか一方
を選択する。
【００２５】
本実施形態では、クイックリターンボタン１１５は、以下のように処理内容を選択する。
なお、上述したジョグモードボタン１１２Ａは、ＯＮ状態であるとして説明する。
【００２６】
クイックリターンボタン１１５が、ＯＦＦ状態の場合には、再生データの処理停止または
処理開始に関する処理内容を選択する。すなわち、奏者は、後述する再生状況変更部１２
０のタッチセンサ１２１における押圧または接触操作により、再生データの処理停止また
は処理開始を実施させる。
【００２７】
一方、クイックリターンボタン１１５が、ＯＮ状態の場合には、再生データの再生位置を
キューポイントに移動する変更に関する処理内容を選択する。すなわち、奏者は、後述す
る再生状況変更部１２０のタッチセンサ１２１における押圧または接触操作により、再生
データの再生位置をキューポイントへ移動させる。
【００２８】
また、上記ジョグモードボタン１１２Ａおよびこのクイックリターンボタン１１５は、再
生データの再生位置を前または後（詳細については後述する）に移動する変更に関する処
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理内容、および、再生データの再生位置を後述するキューポイントに移動する変更に関す
る処理内容の双方の処理内容を設定する。
【００２９】
本実施形態では、ジョグモードボタン１１２Ａおよびクイックリターンボタン１１５は、
以下のように処理内容を設定する。
【００３０】
ジョグモードボタン１１２Ａおよびクイックリターンボタン１１５の双方が、ＯＮ状態の
場合には、上記再生データの再生位置をキューポイントに移動する変更に関する処理内容
、および、再生データの処理位置を前または後に移動する変更に関する処理内容の双方の
処理内容を設定する。すなわち、再生データの再生位置をキューポイントに移動する変更
に関する処理内容を設定するとともに、後述する再生状況変更部１２０の角速度検出部１
２０Ａにて検出された操作量に応じて、再生データの処理位置の前または後への移動を変
更可能に設定する。具体的には、奏者は、後述する再生状況変更部１２０のタッチセンサ
１２１における押圧または接触操作をすることにより、再生データの再生位置をキューポ
イントへ移動させる。さらに、この押圧または接触操作をしつつ、タッチセンサ１２１に
おける回転操作をすることにより、角速度検出部１２０Ａがこの操作量を検出し、この操
作量に応じて、再生データの再生位置を前または後への移動（スクラッチ等）が実施され
る。
【００３１】
なお、ジョグモードボタン１１２Ａおよびクイックリターンボタン１１５のいずれかがＯ
ＦＦである場合には、再生データの再生位置をキューポイントに移動する変更に関する処
理内容、および、再生データの処理位置を前または後に移動する変更に関する処理内容の
双方の処理内容は設定されない。
【００３２】
キューボタン１１７は、主に所定の指示位置としてのキューポイントを登録する際に使用
されるものであり、光ディスクの一時停止中に、ユーザ操作によりこのボタン１１７が押
下されると、所定のキューポイントの指示に基づく操作信号を出力する。
【００３３】
ループ操作部１１９は、再生データを繰り返し再生するものであり、ループイン／リアル
タイムキューボタン１１９Ａと、ループアウト／アウトアジャストボタン１１９Ｂと、リ
ループ／イグジットボタン１１９Ｃと、タイムモード／オートキュー切換ボタン１１９Ｄ
とを備えて構成されている。
【００３４】
ループイン／リアルタイムキューボタン１１９Ａは、再生データを再生している際に、ユ
ーザ操作によりこのボタン１１９Ａが押下されると、繰り返し再生の期間における始点の
指示に基づく操作信号を出力する。
【００３５】
ループアウト／アウトアジャストボタン１１９Ｂは、再生データを再生している際に、ユ
ーザ操作によりこのボタン１１９Ｂが押下されると、繰り返し再生の期間における終点の
指示に基づく操作信号を出力する。
【００３６】
リループ／イグジットボタン１１９Ｃは、ユーザ操作によりこのボタン１１９Ｃが押下さ
れることで、ループイン／リアルタイムキューボタン１１９Ａおよびループアウト／アウ
トアジャストボタン１１９Ｂにて指示された期間における再生データの繰り返し再生の指
示に基づく操作信号を出力する。
【００３７】
タイムモード／オートキュー切換ボタン１１９Ｄは、このボタン１１９ＤがＯＮ状態であ
る場合、自動的に再生データの再生音開始位置での無音部分を省略するように設定する。
【００３８】
再生状況変更部１２０は、操作パネル１００の略中央部分に位置し、回動自在に略円盤状
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に形成され、光ディスクに記録された再生データを取得して再生する際の再生状況を可変
設定する。この再生状況変更部１２０は、タッチセンサ１２１と、ジョグダイヤル外周部
１２２とを備えて構成されている。また、この再生状況変更部１２０は、回動操作による
操作量（回転方向、回転スピード、回転数）を検出する角速度検出部１２０Ａ（図３）を
備えている。
【００３９】
タッチセンサ１２１は、再生状況変更部１２０の内側に位置し、略円盤状に形成される。
そして、このタッチセンサ１２１は、ユーザ等による押圧操作または接触操作の有無を検
知する。例えば、このタッチセンサ１２１は、シート状の圧力センサにより構成できる。
そして、このタッチセンサ１２１に対して押圧操作または接触操作等が実施されると、光
ディスクの再生状況を変更させる指示を認識して操作信号を出力する。
【００４０】
ジョグダイヤル外周部１２２は、再生状況変更部１２０の外周部分に位置し、略円盤状に
形成される。このジョグダイヤル外周部１２２は、回動操作を容易に実施させるための複
数の凹部が形成されている。
【００４１】
そして、この再生状況変更部１２０は、タッチセンサ１２１に対する押圧操作または接触
操作、および、タッチセンサ１２１またはジョグダイヤル外周部１２２に対する回動操作
を検知することで、光ディスクの再生状況を変更させる指示を認識して操作信号を出力す
る。
【００４２】
表示部１３０は、後述する制御手段５０による制御の下、再生データの各種情報を表示す
る再生情報表示部１３１と、再生データの再生状況を表示する再生状況表示部１３２とを
備えて構成されている。
【００４３】
再生情報表示部１３１は、略矩形状のカラー液晶ディスプレイから構成され、後述する制
御手段５０による制御の下、所定の表示を実施する。例えば、この再生情報表示部１３１
は、再生中の再生データの再生時間、再生曲のタイトル、再生曲のトラック番号、再生曲
全体のテンポ等を表示する。
【００４４】
再生状況表示部１３２は、再生状況変更部１２０のタッチセンサ１２１の内側に位置し、
再生データの再生状況を表示する。図２は、再生状況表示部１３２の概略構成を示す図で
ある。この再生状況表示部１３２は、図２に示すように、略円形状のカラー液晶ディスプ
レイで形成される。この再生状況表示部１３２は、再生位置表示部１３２Ａと、キューポ
イント位置表示部１３２Ｂと、音声メモリ状態表示部１３２Ｃと、ジョグタッチ検出表示
部１３２Ｄと、モード表示部１３２Ｅとを備えて構成されている。
【００４５】
再生位置表示部１３２Ａは、再生状況表示部１３２における外周部分に位置し、幅の狭い
扇型の発光素子が略円形状の仮想軌跡に沿って配列している。そして、この再生位置表示
部１３２Ａは、アナログレコードの回転速度に対応させて、発光素子を点灯することで、
光ディスクの再生位置を表示する。すなわち、回転数が毎分３３回転に設定されているア
ナログレコードが回転するのと同様の速度で、再生位置も略円形状の仮想軌跡に沿って回
転を繰り返す。したがって、再生位置は、一回転当たり６０／３３秒の速さで回転を繰り
返す。
【００４６】
キューポイント位置表示部１３２Ｂは、再生位置表示部１３２Ａの内側に位置し、再生位
置表示部１３２Ａと略同様に、幅の狭い扇型の発光素子が略円形状の仮想軌跡に沿って配
列している。そして、ユーザ操作により、上述した操作指示部１１０のキューボタン１１
７が押下されると、キューポイント位置を表示する。
【００４７】
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音声メモリ状態表示部１３２Ｃは、光ディスクにキズ等が形成され、読み取った情報に欠
陥があった場合などに、後述する記録手段４０のリングメモリ４１に記録されたデータ量
が所定量以下になると点滅してその状態を表示する。
【００４８】
モード表示部１３２Ｅは、再生状況表示部１３２の中央部分に略円盤状に形成され、操作
指示部１１０のモード調整部１１２にて設定された操作モードがジョグモードである場合
に表示を実施する。
【００４９】
ジョグタッチ検出表示部１３２Ｄは、モード表示部１３２Ｅの外周部分に位置し、幅の広
い扇型の発光素子が環状に配列している。このジョグタッチ検出表示部１３２Ｄは、再生
状況変更部１２０のタッチセンサ１２１がユーザ等により所定の圧力で押圧または接触さ
れたことを条件として所定の表示を実施する。
【００５０】
〔情報再生装置の制御構造〕
次に、情報再生装置１の制御構造について説明する。図３は、情報再生装置１の制御構造
を示すブロック図である。情報再生装置１は、図３に示すように、上述した操作パネル１
００と、読取手段１０と、情報処理手段としてのＤＳＰ２０（Digital Signal Processor
）と、再生手段３０と、記録手段４０と、制御手段５０とを備えて構成されている。なお
、読取手段１０、ＤＳＰ２０、および、制御手段５０の他、操作パネル１００の再生状況
表示部１３２が本発明に係る情報処理装置２を構成する。
【００５１】
ここで、光ディスクには、所定の形式により記録された再生データと、この再生データの
位置に関する位置情報としてのサブコードデータとが記録されている。
【００５２】
読取手段１０は、制御手段５０による制御の下、挿入口１Ａから挿入され、所定位置に装
填された光ディスクに記録されたデータを読み取って、所定のデコード処理を実施する。
このデコード処理が実施されたデータは、ＤＳＰ２０に出力される。
【００５３】
具体的な図示は省略するが、この読取手段１０は、光ディスクを所定方向に回転させるス
ピンドルモータと、光ディスクに記録されているデータを光学的に読み取って読取信号を
出力するピックアップと、このピックアップを光ディスクの半径方向へ往復移動させ、適
切な読み取りを実施させるサーボ機構と、ピックアップにて出力された読取信号を所定の
デコード処理を実施してデータ信号を出力するデコード部とを備えて構成されている。
【００５４】
ＤＳＰ２０は、読取手段１０から出力されるデータ信号を入力し、この入力したデータ信
号から、サブコードデータと再生データとを対応付けてパックデータを生成する。そして
、記録手段４０にこのパックデータを出力する。そしてまた、制御手段５０による制御の
下、この記録手段４０に記録されたパックデータを読み出し、適宜、再生可能に処理する
。このＤＳＰ２０は、読取手段１０からのデータ信号を入力して記録手段４０に書き込む
データ入力部２１と、記録手段４０に記録されたデータを読み出して出力するデータ出力
部２２とを備えて構成されている。
【００５５】
データ入力部２１は、入力バッファ回路２１Ａと、パックデータ生成部２１Ｂと、データ
書込み部２１Ｃと、書込みアドレスコントローラ２１Ｄとを備えて構成されている。
【００５６】
入力バッファ回路２１Ａは、読取手段１０にて出力されたデータ信号を入力し、パックデ
ータ生成部２１Ｂにデータを出力する。
【００５７】
パックデータ生成部２１Ｂは、図４（Ａ）に示すように、入力バッファ回路２１Ａから取
得したデータから、サブコードデータとそのサブコードデータに対応する再生データとを



(9) JP 4448650 B2 2010.4.14

10

20

30

40

50

対応付けたパックデータを生成する。すなわち、再生データの経過トラック時間を示す情
報をサブコードデータから検出し、検出した情報に対応する再生データとサブコードデー
タを対応付けることでパックデータを生成する。また、この生成したパックデータは、デ
ータ書込み部２１Ｃに出力される。
【００５８】
書込みアドレスコントローラ２１Ｄは、制御手段５０からの制御信号を入力し、この制御
信号に応じた記録手段４０の書込みアドレスを設定する。この書込みアドレスコントロー
ラ２１Ｄは、後述する記録手段４０のリングメモリ４１の書込みアドレスを設定する図示
しないリングメモリ用書込みデータアドレスコントローラと、後述する記録手段４０のキ
ューメモリ４２の書込みアドレスを設定する図示しないキューメモリ用書込みデータアド
レスコントローラとを備えて構成されている。
【００５９】
データ書込み部２１Ｃは、書込みアドレスコントローラ２１Ｄで設定された書込みアドレ
スに基づいて、記録手段４０の対応するアドレスにパックデータ生成部２１Ｂから取得し
たパックデータを書き込む。
【００６０】
データ出力部２２は、読出しアドレスコントローラ２２Ｅと、データ読出し部２２Ｄと、
パックデータ分離部２２Ｃと、出力スピード調整部２２Ｂと、出力バッファ回路２２Ａと
を備えて構成される。
【００６１】
読出しアドレスコントローラ２２Ｅは、制御手段５０からの制御信号を入力し、この制御
信号に応じた記録手段４０の読出しアドレスを設定する。この読出しアドレスコントロー
ラ２２Ｅは、書込みアドレスコントローラ２１Ｄと同様に、制御手段５０からの制御信号
に基づいて、後述する記録手段４０のリングメモリ４１およびキューメモリ４２の読出し
アドレスを設定する。
【００６２】
データ読出し部２２Ｄは、読出しアドレスコントローラ２２Ｅにて設定された読出しアド
レスに基づいて、記録手段４０の対応するアドレスからパックデータを読み出す。この読
み出したパックデータは、パックデータ分離部２２Ｃに出力される。
【００６３】
パックデータ分離部２２Ｃは、データ読出し部２２Ｄにて読み出されたパックデータを取
得し、このパックデータを再生データおよびサブコードデータに分離する。そして、再生
データを出力スピード調整部２２Ｂに出力し、サブコードデータを制御手段５０に出力す
る。
【００６４】
出力スピード調整部２２Ｂは、制御手段５０からの制御信号に応じて、取得した再生デー
タの出力スピードを調整する。具体的には、ユーザ操作により、操作パネル１００の再生
状況変更部１２０が回転された際の回転スピードに応じた制御信号を制御手段５０から入
力して再生データの出力スピードを調整する。また、操作パネル１００のスピード調整部
１１２Ｂにて設定された調整量に応じた制御信号を制御手段５０から入力して、再生の立
ち上がりスピードおよび再生停止過程における減速スピードを調整する。
【００６５】
出力バッファ回路２２Ａは、出力スピード調整部２２Ｂにて調整された出力スピードに応
じて再生データを取得する。そして、取得した再生データを再生手段３０に出力する。
【００６６】
再生手段３０は、ＤＳＰ２０から出力される再生データを音声として出力する。例えば，
この再生手段３０は、ＤＳＰ２０から出力される再生データをデジタル／アナログ変換し
て音声信号を出力するＤＡＣ（Digital Analog Converter）と、このＤＡＣからの音声信
号を増幅する増幅回路（ＡＭＰ）と、このＡＭＰにて増幅された音声信号を音声として出
力するスピーカとで構成することができる。
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【００６７】
記録手段４０は、例えば、ＳＤＲＡＭ等から構成され、ＤＳＰ２０のデータ書込み部２１
Ｃから出力されるパックデータを記録する。この記録手段４０は、リングメモリ４１と、
キューメモリ４２とを備えて構成されている。
【００６８】
リングメモリ４１は、図４（Ｂ）に示すように、論理的先頭アドレスＡＦＷから論理的終
端アドレスＡＢＷまでのデータ記憶領域に、フロント領域Ｆと主記憶領域Ｍが割り当てら
れている。
【００６９】
フロント領域Ｆは、それぞれｎ個分のパックデータを記憶する２つの領域ＦＡ，ＦＢから
構成される。リア領域Ｒも、フロント領域Ｆと同様に、それぞれｎ個分のパックデータを
記憶する２つの領域ＲＡ，ＲＢから構成される。また、主記憶領域Ｍは予め決められた所
定数ｍのパックデータを記憶するための記憶容量に設定されている。
【００７０】
また、リングメモリ４１は、図４（Ｃ）に示すように、論理的先頭アドレスＡＦＷと論理
的終端アドレスＡＢＷとがつながったエンドレスなものとして扱うことで、近接したフロ
ント領域Ｆおよびリア領域Ｒを主記憶領域Ｍでつないだ略リング状の論理構造となる。
【００７１】
キューメモリ４２は、ユーザ操作による操作指示部１１０のキューボタン１１７の押下に
より出力される操作信号に応じて、キューポイントに対応するパックデータ（図４（Ａ）
）を記録する。具体的に、キューメモリ４２には、キューポイントに対応するパックデー
タと、このパックデータの前後の位置にあるパックデータを記録する。ここで、前後とは
、リングメモリ４１における所定のアドレスに対して論理的先頭アドレスＡＦＷに向う側
を前とし、論理的終端アドレスＡＢＷに向う側を後とする。
【００７２】
制御手段５０は、情報再生装置１全体の動作を制御する。この制御手段５０は、ＣＰＵ（
Central Processing Unit）等から構成され、図示しないＲＯＭ等に格納される制御プロ
グラムを読み込んで実行する。そして、情報再生装置１の各構成要素に制御信号を出力す
るとともに、データを入出力する。そのため、具体的な図示は省略するが、内部には、Ｃ
ＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏおよびこれらの構成を接続するバスラインが備えられてい
る。この制御手段５０は、図３に示すように、操作パネル１００の各構成要素と電気的に
接続し、これら各構成要素から出力される操作信号に基づいて、ＤＳＰ２０、読取手段１
０、および、操作パネル１００の表示部１３０等を制御する。この制御手段５０は、操作
指示認識部５１と、再生制御部５２と、読取制御部５３と、表示制御部５４とを備えて構
成されている。
【００７３】
操作指示認識部５１は、操作パネル１００の再生状況変更部１２０および操作指示部１１
０から出力される操作信号を検出し、これら操作信号に対応する操作指示を認識する。そ
して、制御手段５０の各構成要素に操作指示に対応する出力信号を出力する。
【００７４】
例えば、この操作指示認識部５１は、以下のように操作指示を認識する。
【００７５】
再生状況変更部１２０から出力される操作信号を検出した場合には、操作指示部１１０の
ジョグモードボタン１１２Ａおよびクイックリターンボタン１１５の状態（ＯＮまたはＯ
ＦＦ）に基づいて操作指示を認識する。
【００７６】
具体的に、ジョグモードボタン１１２ＡがＯＦＦ状態であり、かつ、クイックリターンボ
タン１１５がＯＦＦ状態である場合には、再生状況変更部１２０の角速度検出部１２０Ａ
にて検出された操作量に基づいて、再生データを再生する際の再生スピードを変更する旨
の操作指示として認識する。
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【００７７】
また、ジョグモードボタン１１２ＡがＯＮ状態であり、かつ、クイックリターンボタン１
１５がＯＦＦ状態である場合には、再生データの処理を停止または開始する旨の操作指示
として認識する。
【００７８】
ここで、操作指示認識部５１は、再生状況変更部１２０の角速度検出部１２０Ａにて検出
された操作量を認識すると、その操作量に応じて、再生データの再生位置を前または後に
移動する旨の操作指示として認識する。
【００７９】
さらに、ジョグモードボタン１１２ＡがＯＮ状態であり、かつ、クイックリターンボタン
１１５がＯＮ状態である場合には、キューメモリ４２に記録されたパックデータを読み出
す旨の操作指示として認識する。
【００８０】
ここで、操作指示認識部５１は、再生状況変更部１２０の角速度検出部１２０Ａにて検出
された操作量を認識すると、その操作量に応じて、再生データの再生位置（キューポイン
ト）を前または後に移動する旨の操作指示として認識する。
【００８１】
また、操作指示部１１０におけるキューボタン１１７から出力される操作信号を検出した
場合には、キューポイントを登録する旨の操作指示として認識する。すなわち、この操作
指示認識部５１は、本発明における位置指示認識手段に相当する。
【００８２】
再生制御部５２は、ＤＳＰ２０の動作を制御し、光ディスクに記録されたデータの再生処
理をＤＳＰ２０に実施させる。この再生制御部５２は、データ書込制御部５２Ａと、デー
タ読出制御部５２Ｂとを備えて構成されている。
【００８３】
データ書込制御部５２Ａは、図示しないＲＯＭ等に記憶されたプログラムに基づいて、あ
るいは、操作指示認識部５１からの出力信号に基づいて、ＤＳＰ２０から記録手段４０に
パックデータを記録する際の書込み量を制御する。このデータ書込制御部５２Ａは、リン
グメモリ書込制御部５２Ａ１と、キューメモリ書込制御部５２Ａ２とを備えて構成されて
いる。
【００８４】
リングメモリ書込制御部５２Ａ１は、ＤＳＰ２０の書込みアドレスコントローラ２１Ｄに
書込みアドレスに対応する制御信号を出力する。そして、書込みアドレスコントローラ２
１Ｄは、所定の書込みアドレスを設定し、データ書込み部２１Ｃは、この設定された書込
みアドレスに基づいて、記録手段４０のリングメモリ４１に生成したパックデータを出力
する。
【００８５】
キューメモリ書込制御部５２Ａ２は、操作指示認識部５１からの出力信号に基づいて、キ
ューポイントを設定し、ＤＳＰ２０の書込みアドレスコントローラ２１Ｄにキューポイン
トに対応する制御信号を出力する。そして、書込みアドレスコントローラ２１Ｄは、所定
の書込みアドレスを設定し、データ書込み部２１Ｃは、この設定された書込みアドレスに
基づいて、キューポイントに対応するパックデータを記録手段４０のキューメモリ４２に
出力する。また、このキューメモリ書込制御部５２Ａ２は、キューポイントに対応するパ
ックデータの前後のパックデータもキューメモリ４２に出力するようにＤＳＰ２０に制御
信号を出力する。
【００８６】
データ読出制御部５２Ｂは、図示しないＲＯＭ等に記憶されたプログラムに基づいて、あ
るいは、操作指示認識部５１からの出力信号に基づいて、ＤＳＰ２０に制御信号を出力す
る。このデータ読出制御部５２Ｂは、リングメモリ４１の所定のアドレスからパックデー
タの読出しをＤＳＰ２０に実施させるリングメモリ読出制御部５２Ｂ１と、キューメモリ
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４２の所定のアドレスからパックデータの読出しをＤＳＰ２０に実施させるキューメモリ
読出制御部５２Ｂ２とを備えている。
【００８７】
例えば、データ読出制御部５２Ｂは、操作指示認識部５１からの出力信号として、再生ス
ピードを変更する旨の出力信号、再生データの再生を停止または開始する旨の出力信号、
再生データの再生位置を前または後に移動する旨の出力信号、キューメモリ４２に記録さ
れたパックデータを読み出す旨の出力信号、および、キューポイントを登録する旨の出力
信号を取得する。
【００８８】
リングメモリ読出制御部５２Ｂ１は、再生スピードを変更する旨の出力信号を操作指示認
識部５１から取得すると、再生状況変更部１２０の角速度検出部１２０Ａにて検出された
操作量（回転方向、回転スピード、回転数）に応じてＤＳＰ２０の出力スピード調整部２
２Ｂに制御信号を出力する。そして、出力スピード調整部２２Ｂは、その制御信号に応じ
て再生スピードを調整する。
【００８９】
すなわち、ジョグモードボタン１１２ＡがＯＦＦ状態であり、かつ、クイックリターンボ
タン１１５がＯＦＦ状態である場合に、ユーザ等によって、再生状況変更部１２０の回動
操作が実施されると、その回転スピードに応じて、スピーカやヘッドフォンで再生される
再生音の音調が変化する。なお、ジョグダイヤル外周部１２２の回動操作では、ジョグモ
ードボタン１１２およびクイックリターンボタン１１５の状態に限らず、その回転スピー
ドに応じて再生スピードが変更される。
【００９０】
ここで、再生スピードを変更する旨の出力信号としては、再生状況変更部１２０の回動操
作に基づくものの他に、スピード調整部１１２Ｂにて設定された再生スピードの加減速に
基づくものがある。この場合には、データ読出制御部５２Ｂは、ＤＳＰ２０の出力スピー
ド調整部２２Ｂに制御信号を出力する。そして、出力スピード調整部２２Ｂは、その制御
信号に応じて再生の立ち上がりスピードおよび再生停止過程における減速スピードを調整
する。
【００９１】
また、リングメモリ読出制御部５２Ｂ１は、再生データの処理を停止および開始する旨の
出力信号を操作指示認識部５１から取得すると、出力バッファ回路２２Ａに制御信号を出
力する。そして、出力バッファ回路２２Ａは、その制御信号に応じて再生データの出力を
停止および開始する。
【００９２】
すなわち、ジョグモードボタン１１２ＡがＯＮ状態であり、かつ、クイックリターンボタ
ン１１５がＯＦＦ状態であり、再生データの再生中に、ユーザ等によって、タッチセンサ
１２１に対して押圧操作または接触操作が実施されると、再生データの再生が停止される
。また、この押圧操作または接触操作が解除されると、再生データの再生が再開される。
なお、再生／停止ボタン１１８による操作でも、同様に、再生データの停止および再開が
実施される。
【００９３】
さらに、リングメモリ読出制御部５２Ｂ１は、再生データの再生位置を前または後に移動
する旨の出力信号を操作指示認識部５１から取得すると、再生状況変更部１２０の角速度
検出部１２０Ａにて検出された操作量（回転方向、回転スピード、回転数）に応じて、Ｄ
ＳＰ２０の読み出しアドレスコントローラ２２Ｅに制御信号を出力する。そして、ＤＳＰ
２０のデータ読出し部２２Ｄは、読出しアドレスコントローラ２２Ｅにて設定された読出
しアドレスに基づいて、リングメモリ４１に記録されたパックデータを読出し、フォワー
ド再生、または、リバース再生を実施する。
【００９４】
すなわち、タッチセンサ１２１の押圧操作または接触操作により再生データの再生が停止
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されている際に、タッチセンサ１２１に対する回動操作が実施されると、その操作量（回
転方向、回転スピード、回転数）に応じて、再生データの再生位置が前または後に変更さ
れる。例えば、タッチセンサ１２１に対する回動操作として、正逆の回動操作を実施する
と、再生方向がフォワード方向およびリバース方向と反転し、所謂スクラッチ音と呼ばれ
る擬音（「キュキュ」、「ガシャガシャ」等の擬音）が出力される。
【００９５】
キューメモリ読出制御部５２Ｂ２は、キューメモリ４２に記録されたパックデータを読み
出す旨の出力信号を操作指示認識部５１から取得すると、読出しアドレスコントローラ２
２Ｅに読出しアドレスに対応する制御信号を出力する。そして、読出しアドレスコントロ
ーラ２２Ｅは、制御信号に応じた読出しアドレスを設定する。そしてまた、データ読出し
部２２Ｄは、読出しアドレスコントローラ２２Ｅにて設定された読出しアドレスに基づい
て、キューメモリ４２の対応するアドレスからパックデータを読み出す。
【００９６】
すなわち、ジョグモードボタンがＯＮ状態であり、かつ、クイックリターンボタンがＯＮ
状態であり、再生データが再生されている際に、ユーザ等によって、タッチセンサ１２１
に対して押圧操作または接触操作が実施されると、再生データの再生位置がキューポイン
トに変更される。
【００９７】
ここで、キューメモリ読出制御部５２Ｂ２が、再生データの再生位置を前または後に移動
する旨の出力信号を操作指示認識部５１から取得すると、再生状況変更部１２０の角速度
検出部１２０Ａにて検出された操作量（回転方向、回転スピード、回転数）に応じて、フ
ォワード再生、または、リバース再生を実施する。すなわち、キューメモリ４２からキュ
ーポイントの前または後のパックデータを読出して、再生を実施する。
【００９８】
読取制御部５３は、読取手段１０の動作を制御し、光ディスクの適切な位置から記録され
た情報を読取手段１０に読み取らせる。また、この読取手段１０は、記録手段４０のリン
グメモリ４１に記録されたパックデータのデータ量を検出し、このパックデータのデータ
量が不足してくると、新たなパックデータを更新するために、読取手段１０に制御信号を
出力する。すなわち、読取手段１０は、この制御信号を入力すると、ピックアップを移動
させ、光ディスクから更新用のデータを読み取る。そして、所定のデコード処理を実施し
た後、再生手段３０に読み取ったデータを出力し、新たなパックデータを生成させて、リ
ングメモリ４１に記憶させる。
【００９９】
さらに、読取制御部５３は、データ読出制御部５２Ｂのキューメモリ読出制御部５２Ｂ２
によるキューメモリ４２からのパックデータの読出し動作が実施されると、このキューポ
イント近傍の情報を光ディスクから読み出すように読取手段１０を制御する。
【０１００】
表示制御部５４は、ＤＳＰ２０のパックデータ分離部２２Ｃにて順次に出力されるサブコ
ードデータを取得し、表示部１３０に所定の表示を実施させる。特に、表示部１３０の再
生状況表示部１３２の表示制御としては、取得したサブコードデータに基づいて、所定の
演算処理を実施して再生位置データを算出し、この再生位置データに基づいて再生位置表
示部１３２Ａおよびキューポイント位置表示部１３２Ｂの所定位置に表示を実施させる。
【０１０１】
すなわち、表示部１３０の再生状況表示部１３２、および、表示制御部５４が、本発明に
係る表示手段を構成する。
【０１０２】
〔情報再生装置の動作〕
次に、情報再生装置１の動作について図５および図６を参照して説明する。図５は、情報
再生装置１の再生位置およびキューポイントの表示動作を説明するためのフローチャート
である。図６は、情報再生装置１の再生状況の変更動作を説明するためのフローチャート
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である。なお、図６では、再生状況の変更動作の具体例として、再生中にキューポイント
に戻して、さらに、このキューポイントにてスクラッチを実施する奏法について説明する
。また、ジョグモードボタン１１２Ａは、ＯＮ状態であるとする。
【０１０３】
ここで、スクラッチとは、再生方向をフォワード方向およびリバース方向と繰り返し反転
することで実施され、所謂スクラッチ音と呼ばれる擬音（「キュキュ」、「ガシャガシャ
」等の擬音）を生じさせる奏法である。
【０１０４】
先ず、情報再生装置１の再生位置およびキューポイントの表示動作を図１ないし図３、お
よび、図５のフローチャートを参照して説明する。
【０１０５】
読取手段１０が光ディスクに記録された情報を読み取ってデータ信号をＤＳＰ２０に出力
すると、ＤＳＰ２０は、この入力したデータ信号を再生可能に処理する。このＤＳＰ２０
による処理が実施されている際に、表示制御部５４は、ＤＳＰ２０のパックデータ分離部
２２Ｃから順次、サブコードデータを取得する（ステップＳ１）。
【０１０６】
ステップＳ１の後、表示制御部５４は、取得したサブコードデータに基づいて、所定の演
算処理を実施して再生位置データを算出する（ステップＳ２）。演算処理の具体例として
は、以下に示すような方法が採用できる。
【０１０７】
すなわち、表示制御部５４は、取得したサブコードデータから、再生中の音楽等の再生開
始時点から現在の経過トラック時間までに再生された総フレーム数を算出する。具体的に
は、取得したサブコードデータに含まれている時間情報である分Ｍｉｎ、秒Ｓｅｃ、フレ
ーム数Ｆｎを検出し、下記に示す（数１）により総フレーム数Ｎを算出する。
【０１０８】
【数１】
Ｎ　＝　（Ｍｉｎ×６０×７５）＋（Ｓｅｃ×７５）＋Ｆｎ
【０１０９】
そして、算出した総フレーム数Ｎを所定の係数Ｋで除算し、再生位置データである余りの
数Ａを算出する。
【０１１０】
ここで、係数Ｋは、光ディスクのディスク毎に決められた設定値である。例えば、ＣＤの
場合には、ＣＤの１秒間のフレーム数７５と、アナログレコードプレーヤの回転数（回転
スピード）３３ＲＰＭ（１秒間に０．５５回転）より、Ｋ＝１３５に設定される。
【０１１１】
ステップＳ２において、再生位置データを算出した後、表示制御部５４は、再生状況表示
部１３２の再生位置表示部１３２Ａ（図２）の所謂１２時の位置を基準として、再生位置
データに相当する時計回りの方向の位置に、発光素子を点灯させて再生位置を表示する（
ステップＳ３）。再生中順次、演算処理される再生位置データは変化するため、再生位置
表示部１３２Ａにおける発光素子は、再生位置表示部１３２Ａの略円形状の仮想軌跡を回
転するように点灯する。
【０１１２】
ここで、ユーザ操作により操作指示部１１０のキューボタン１１７（図１）が押下される
と、この押下に応じた操作信号を操作指示認識部５１が検出する。そして、操作指示認識
部５１は、この操作信号に対応するキューポイントの指示を認識する（ステップＳ４）。
【０１１３】
ステップＳ４において、操作指示認識部５１がキューポイントの指示を認識すると、操作
指示認識部５１は、表示制御部５４に出力信号を出力する。そして、表示制御部５４は、
この出力信号を検出したタイミングで算出した再生位置データをキューポイントデータと
する（ステップＳ５）。
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【０１１４】
そしてまた、表示制御部５４は、キューポイント位置表示部（図２）の所謂１２時の位置
を基準として、キューポイントデータに相当する時計回りの方向の位置に発光素子を点灯
させ、キューポイントを表示させる（ステップＳ６）。
【０１１５】
次に、情報再生装置１の再生状況の変更動作を図１、図３、および、図６に示すフローチ
ャートを参照して説明する。なお、ここでは、上述したステップＳ４等により、キューメ
モリ４２にキューポイントに対応するパックデータが記録されているものとする。
【０１１６】
ＤＳＰ２０が読取手段１０からのデータ信号を再生処理している際に、制御手段５０の操
作指示認識部５１は、再生状況変更部１２０のタッチセンサ１２１がユーザ操作により所
定の圧力で押圧されたか否かを判断する（ステップＳ１１）。すなわち、ユーザによるタ
ッチセンサ１２１に対する押圧操作が実施され、この操作に基づく操作信号を検出したか
否かを判断する。ここで、所定の圧力で押圧されていない、すなわち、「Ｎｏ」と判断し
た場合には、再生状況の変更動作を終了する。したがって、ＤＳＰ２０による再生状況は
変更されずに継続する。
【０１１７】
ステップＳ１１において、「Ｙｅｓ」と判断した場合には、操作指示認識部５１は、さら
に操作指示部１１０のクイックリターンボタン１１５（図１）がＯＮ状態であるか否かを
判断する（ステップＳ１２）。すなわち、操作指示認識部５１は、タッチセンサ１２１に
よる再生状況を変更させる変更内容が、処理の停止または開始に関する変更内容、または
、再生位置の変更に関する変更内容のうちのどちらの変更内容であるかを判断する。
【０１１８】
ステップＳ１２において、「Ｙｅｓ」と判断した場合、すなわち、タッチセンサ１２１に
よる再生状況の変更内容が、再生位置の変更に関する変更内容であると判断した場合には
、操作指示認識部５１は、キューメモリ４２に記録されたパックデータを読み出す旨の出
力信号をキューメモリ読出制御部５２Ｂ２に出力する。そして、キューメモリ読出制御部
５２Ｂ２は、ＤＳＰ２０に制御信号を出力する。この後、ＤＳＰ２０は、再生データの処
理を停止するとともに、パックデータの読出しをキューメモリ４２から実施するように設
定する（ステップＳ１３）。
【０１１９】
ステップＳ１３の後、操作指示認識部５１は、再生状況変更部１２０の角速度検出部１２
０Ａにて検出した操作量を取得し、ユーザ操作により再生状況変更部１２０が回転したか
否かを判断する（ステップＳ１４）。ここで、「Ｎｏ」と判断した場合には、ステップＳ
１３における再生処理の停止状態が継続され、ステップＳ１７に移行する。
【０１２０】
一方、ステップＳ１４において、「Ｙｅｓ」と判断した場合には、操作指示認識部５１は
、再生状況変更部１２０の操作量から、再生状況変更部１２０の回転がフォワード回転（
時計回り）であるか否かを判断する（ステップＳ１５）。
【０１２１】
ステップＳ１５において、「Ｙｅｓ」と判断した場合には、キューメモリ読出制御部５２
Ｂ２は、ＤＳＰ２０の出力スピード調整部２２Ｂに制御信号を出力する。そして、ＤＳＰ
２０は、キューメモリ４２に記録されたパックデータを読み出し、角速度検出部１２０Ａ
にて検出され、操作指示認識部５１にて認識された再生状況変更部１２０の回転スピード
に応じた再生スピードで、かつ再生状況変更部１２０の回転量だけ、キューポイントから
正方向に再生処理を実施する（ステップＳ１６）。
【０１２２】
ステップＳ１６の後、操作指示認識部５１は、ユーザ操作によるタッチセンサ１２１の押
圧状態が継続しているか否かを判断する（ステップＳ１７）。ここで、「Ｙｅｓ」と判断
した場合には、制御手段５０は、再度、ステップＳ１４からの工程を再開する。すなわち
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、タッチセンサ１２１がユーザ操作により押圧された状態が継続している間は、ステップ
Ｓ１４からステップＳ１６の工程が繰り返し実施される。
【０１２３】
このようにステップＳ１４からステップＳ１６の工程が繰り返し実施されている際に、ス
テップＳ１５において、「Ｎｏ」と判断した場合、すなわち、再生状況変更部１２０の回
転方向が、フォワード回転ではなく、リバース回転（反時計回り）であると判断した場合
には、キューメモリ読出制御部５２Ｂ２は、読出しアドレスコントローラ２２Ｅ（図３）
および出力スピード調整部２２Ｂ（図３）に制御信号を出力する。そして、ＤＳＰ２０は
、キューメモリ４２に記録されたパックデータを逆方向に読み出す。そしてまた、ＤＳＰ
２０は、角速度検出部１２０Ａにて検出され、操作指示認識部５１にて認識された再生状
況変更部１２０の回転スピードに応じた再生スピードで、かつ再生状況変更部１２０の回
転量だけ、キューポイントから逆方向に再生処理を実施する（ステップＳ１８）。
【０１２４】
すなわち、ステップＳ１６にてフォワード再生、および、ステップＳ１８にてリバース再
生が実施されることにより、キューポイントにて所謂スクラッチ音と呼ばれる擬音（「キ
ュキュ」、「ガシャガシャ」等の擬音）を生じさせるスクラッチ奏法が実施される。
【０１２５】
また、ステップＳ１２に戻って、操作指示認識部５１が、「Ｎｏ」と判断した場合、すな
わち、タッチセンサ１２１による再生状況の変更内容が、処理の停止または開始に関する
変更内容であると判断した場合には、リングメモリ読出制御部５２Ｂ１は、ＤＳＰ２０の
出力スピード調整部２２Ｂ（図３）に制御信号を出力する。そして、ＤＳＰ２０は、操作
指示部１１０のスピード調整部１１２Ｂ（図１）にて設定され、操作指示認識部５１にて
認識された再生停止過程における減速スピードに応じて、再生スピードを徐々に０％にし
て処理を停止する（ステップＳ１９）。
【０１２６】
ステップＳ１９の後も同様に、ステップＳ１７において、タッチセンサ１２１がユーザ操
作により押圧された状態が継続している間は、ステップＳ１４からの工程が繰り返し実施
される。この場合には、ステップＳ１６およびステップＳ１８において、リングメモリ読
出制御部５２Ｂ１が、ＤＳＰ２０に、リングメモリ４１に記録されたパックデータを読み
出させ、ステップＳ１９における処理の停止位置から再生処理を実施させる。
【０１２７】
そして、ステップＳ１７において、「Ｎｏ」と判断した場合、すなわち、タッチセンサ１
２１がユーザ操作により押圧された状態が解除された場合には、再生制御部５２は、出力
スピード調整部２２Ｂに制御信号を出力する。そして、ＤＳＰ２０は、操作指示部１１０
のスピード調整部１１２Ｂ（図１）にて設定され、操作指示認識部５１にて認識された再
生の立ち上がりスピードに応じて、再生スピードを１００％にして処理を開始する（ステ
ップＳ２０）。
【０１２８】
ここで、ステップＳ１２において、操作指示部１１０のクイックリターンボタン１１５（
図１）がＯＮ状態である場合には、ＤＳＰ２０は、キューメモリ４２に記録されたパック
データを読み出して再生処理を実施する。一方、ステップＳ１２において、操作指示部１
１０のクイックリターンボタン１１５がＯＦＦ状態である場合には、ＤＳＰ２０は、リン
グメモリ４１に記録されたパックデータを読み出して処理を実施する。
【０１２９】
〔実施形態の効果〕
上述した本実施形態の情報処理装置２では、記録媒体としての光ディスクに記録された情
報を読み取る読取手段１０と、この読取手段１０にて読み取った情報を処理する情報処理
手段としてのＤＳＰ２０と、情報の所定位置の指示を認識する位置指示認識手段としての
操作指示認識部５１と、この操作指示認識部５１により位置の指示が認識されると、指示
された情報に対応する指示位置を表示する表示手段とを具備したことを特徴とする。
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【０１３０】
そして、本実施形態では、読取手段１０は、光ディスクに記録された情報を読み取って、
読取信号を出力する。また、ＤＳＰ２０は、この読取信号を検出し、再生可能に処理する
。そして、操作指示認識部５１は、情報の所定位置の指示を認識する。この後、表示手段
は、指示された情報に対応する指示位置を表示する。このことにより、所定の指示位置を
容易かつ正確に認識できる。また、例えば、情報処理装置２をレコードプレーヤに採用し
た場合には、奏者は、所定の指示位置を認識できる。そして、適宜、再生位置である再生
針の位置とこの指示位置を例えばマニュアル操作により一致させることで、頭出し再生ま
たは繰り返し再生などを実施できる。また、所定の指示位置の設定を再生中でも容易に実
施できる。
【０１３１】
本実施形態の情報処理装置２では、所定位置は、情報を同一位置で再度、処理させるため
の処理開始位置としてのキューポイントであることを特徴とする。このことにより、表示
手段からキューポイントを認識できる。そして、再生位置をキューポイントに戻す機能を
併用すれば、認識したキューポイントに再生位置を変更できる。
【０１３２】
ここで、表示手段は、再生位置表示部１３２Ａ、キューポイント位置表示部１３２Ｂ、お
よび、表示制御部５４から構成される。そして、ユーザ操作により操作指示部１１０のキ
ューボタン１１７が押下され、この押下に応じた操作信号を操作指示認識部５１が検出し
、所定のキューポイントの指示が認識される。そしてさらに、この指示を認識した後、表
示制御部５４は、指示されたキューポイントをキューポイント位置表示部１３２Ｂに表示
させる。このため、キューポイント位置表示部１３２Ｂからキューポイントを認識するこ
とができる。そして、奏者は、キューポイントが登録されたか否かを判断できる。また、
ユーザ等により再生状況変更部１２０を操作することで、再生位置をキューポイントに変
更する。したがって、表示手段にて認識したキューポイントに再生位置を変更できる。
【０１３３】
本実施形態の情報処理装置２では、表示手段は、ＤＳＰ２０による処理の経過に応じて情
報の処理位置としての再生位置を表示し、操作指示認識部５１により所定位置の指示が認
識されると、再生位置に基づいて指示位置を表示することを特徴とする。
【０１３４】
そして、本実施形態では、表示手段は、ＤＳＰ２０による処理の経過に応じて情報の再生
位置を表示する。そしてまた、操作指示認識部５１により所定位置の指示が認識されると
、再生位置に基づいて指示位置を表示する。このことにより、再生位置および指示位置の
相対位置を正確に認識できる。
【０１３５】
ここで、表示制御部５４は、再生位置表示部１３２Ａに再生位置の表示を実施させる。そ
して、ユーザ操作により操作指示部１１０のキューボタン１１７が押下され、この押下に
応じた操作信号を操作指示認識部５１が検出し、所定のキューポイントの指示が認識され
る。この指示を認識した後、表示制御部５４は、再生位置に基づいて指示されたキューポ
イントをキューポイント位置表示部１３２Ｂに表示させる。このため、奏者は、再生位置
表示部１３２Ａから再生位置を、また、キューポイント位置表示部１３２Ｂからキューポ
イントを認識できる。特に、再生位置およびキューポイントが別々の表示部により表示さ
れているので、再生位置およびキューポイントの相対位置を容易に認識できる。また、再
生状況変更部１２０の操作により再生位置を変更する場合に、相対位置を認識できるので
、キューポイントに戻す位置を微妙に変更したり、戻す速度（回転速度）を変更するなど
、幅の広い操作手法を実現できる。
【０１３６】
本実施形態の情報処理装置２では、光ディスクに記録された情報は、データとしての再生
データおよびこの再生データの位置に関する位置情報としてのサブコードデータを有し、
表示手段は、サブコードデータに基づいて再生データの再生位置を表示し、操作指示認識
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部５１により所定位置の指示が認識されると、再生位置のサブコードデータに基づいて指
示位置を表示することを特徴とする。
【０１３７】
そして、本実施形態では、光ディスクに記録された情報は、再生データおよびこの再生デ
ータの位置に関する位置情報としてのサブコードデータを有している。表示手段は、この
サブコードに基づいて再生データの再生位置を表示する。ここで、操作指示認識部５１に
より所定位置の指示が認識されると、再生位置のサブコードデータに基づいて指示位置を
表示する。このことにより、再生位置および指示位置の位置表示が適切に実施でき、再生
位置および指示位置の相対位置をさらに正確に認識できる。
【０１３８】
本実施形態の情報処理装置２では、表示手段は、仮想軌跡に沿って所定の表示を実施し、
指示位置を仮想軌跡上に固定するとともに、再生位置を仮想軌跡に沿って移動するように
表示することを特徴とする。
【０１３９】
そして、本実施形態では、表示手段は、仮想軌跡に沿って所定の表示を実施する。ここで
、表示手段は、指示位置を仮想軌跡上に固定するとともに、再生位置を仮想軌跡に沿って
移動するように表示する。このことにより、再生位置および指示位置を容易に認識できる
。
【０１４０】
ここで、表示制御部５４は、略円形状の仮想軌跡を有する再生状況表示部１３２に所定の
表示を実施させる。そして、指示位置としてのキューポイントをキューポイント位置表示
部１３２Ｂの仮想軌跡上に固定するとともに、再生位置を再生位置表示部１３２Ａの仮想
軌跡に沿って移動するように表示する。このことにより、再生位置およびキューポイント
を略円形状の仮想軌跡に表示することで、再生位置およびキューポイントの相対位置を容
易に認識できる。また、ジョグダイヤル１２１の操作方向と再生状況表示部１３２の仮想
軌跡の方向が略同一方向にあるので、再生位置およびキューポイントの相対位置を認識し
た後、再生状況変更部１２０を操作することで容易に再生位置およびキューポイントを一
致させることができる。
【０１４１】
本実施形態の表示プログラムは、情報処理装置２の表示動作を演算手段に実行させること
を特徴とする。このことにより、例えば、汎用のコンピュータを用いれば、本発明の利用
促進を大幅に図ることができる。
【０１４２】
本実施形態の記録媒体は、表示プログラムが演算手段にて読取可能に記録されたことを特
徴とする。このことにより、情報処理装置２の表示動作を実行させるための表示プログラ
ムを記録媒体に記録させるので、プログラムの取り扱いが容易で、本発明の利用促進を大
幅に図ることができる。
【０１４３】
なお、演算手段は、例えば１台のパーソナルコンピュータとしたり、複数のコンピュータ
をネットワーク状に組み合わせた構成や、マイクロコンピュータ等のＩＣやＣＰＵ等であ
る素子、複数の電気部品が搭載された回路基板等も含む意味として定義される。
【０１４４】
本実施形態の情報再生装置１は、情報処理装置２と、この情報処理装置２にて処理された
情報を取得して再生する再生手段３０とを具備したことを特徴とする。このことにより、
適切に処理された情報を再生手段３０にて再生することができる。
【０１４５】
ところで、本実施形態の情報処理装置２では、光ディスクに記録された情報を読み取る読
取手段１０と、この読取手段１０にて読み取った情報を処理するＤＳＰ２０と、このＤＳ
Ｐ２０における情報の処理状況を変更する旨の変更指示を認識する変更指示認識手段とし
ての再生状況変更部１２０と、情報の処理開始または処理停止に関する処理内容、および
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、情報の処理位置としての再生位置の変更に関する処理内容のうちの少なくともいずれか
一方の処理内容を選択する変更条件選択手段としてのクイックリターンボタン１１５と、
再生状況変更部１２０にて情報の処理状況を変更する旨の変更指示が認識されると、クイ
ックリターンボタン１１５にて選択された処理内容に基づいて、ＤＳＰ２０の処理状況を
変更させる処理制御手段としての再生制御部５２とを具備したことを特徴とする。
【０１４６】
そして、本実施形態では、読取手段１０は、光ディスクに記録された情報を読み取って、
読取信号を出力する。また、ＤＳＰ２０は、この読取信号を検出し、再生可能に処理する
。そして、クイックリターンボタン１１５が、情報の処理開始または処理停止に関する処
理内容、および、情報の再生位置の変更に関する処理内容のうちの少なくともいずれか一
方の処理内容を選択する。ここで、再生状況変更部１２０が、ＤＳＰ２０における情報の
処理状況を変更する旨の変更指示を認識すると、再生制御部５２は、クイックリターンボ
タン１１５にて選択された処理内容に基づいて、ＤＳＰ２０の情報の処理状況を変更する
。このことにより、処理状況を変更する旨の変更指示として、処理開始または処理停止に
関する処理内容、および、再生位置の変更に関する処理内容を共通化して再生状況変更部
１２０に認識させているので、操作部材を簡略化して情報再生装置１の操作性の向上を図
れる。
【０１４７】
ここで、再生状況変更部１２０のタッチセンサ１２１は、押圧操作または接触操作により
、処理開始または処理停止、および、再生位置の変更の２つの再生状況を変更する旨の変
更指示を認識する。したがって、タッチセンサ１２１に対する操作により、処理開始また
は処理停止、および、再生位置の変更の２つの処理を実施させることができ、情報再生装
置１の操作性を向上できる。
【０１４８】
本実施形態の情報処理装置２では、光ディスクに記録された情報を読み取る読取手段１０
と、この読取手段１０にて読み取った情報を処理するＤＳＰ２０と、このＤＳＰ２０にお
ける情報の再生位置を変更する旨の変更指示を認識する再生状況変更部１２０と、情報の
再生位置を前または後に移動する変更に関する処理内容、および、情報の再生位置を予め
設定した処理開始位置としてのキューポイントに移動する変更に関する処理内容の双方の
処理内容を設定する変更条件設定手段と、再生状況変更部１２０にて情報の再生位置を変
更する旨の変更指示が認識されると、変更条件設定手段にて設定された処理内容に基づい
て、ＤＳＰ１０の再生位置を変更させる再生制御部５２とを具備したことを特徴とする。
【０１４９】
そして、本実施形態では、読取手段１０は、光ディスクに記録された情報を読み取って、
読取信号を出力する。また、ＤＳＰ２０は、この読取信号を検出し、再生可能に処理する
。そして、変更条件設定手段が、情報の再生位置を前または後に移動する変更に関する処
理内容、および、情報の再生位置を予め設定したキューポイントに移動する変更に関する
処理内容の双方の処理内容を設定する。ここで、再生状況変更部１２０が、ＤＳＰにおけ
る情報の再生位置を変更する旨の変更指示を認識すると、再生制御部５２は、変更条件設
定手段にて設定された処理内容に基づいて、ＤＳＰ２０の再生位置を変更する。このこと
により、再生位置を変更する旨の変更指示として、再生位置を前または後に移動する変更
に関する処理内容、および、再生位置をキューポイントに移動する変更に関する処理内容
を共通化して再生状況変更部１２０に認識させているので、操作部材を簡略化して情報再
生装置１の操作性の向上を図れる。
【０１５０】
ここで、変更条件設定手段は、ジョグモードボタン１１２Ａおよびクイックリターンボタ
ン１１５に相当する。そして、ジョグモードボタン１１２Ａおよびクイックリターンボタ
ン１１５の双方が、ＯＮ状態の場合には、再生データの再生位置をキューポイントに移動
する変更に関する処理内容を設定するとともに、後述する再生状況変更部１２０の角速度
検出部１２０Ａにて検出された操作量に応じて、再生データの処理位置の前または後への
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移動を変更可能に設定する。そして、再生状況変更部１２０は、タッチセンサ１２１に対
する押圧操作または接触操作、および、タッチセンサ１２１に対する回動操作により、再
生位置をキューポイントに移動する変更、および、再生位置を前または後に移動する変更
の２つの再生位置を変更する旨の変更指示を認識する。したがって、タッチセンサ１２１
に対する操作により、再生位置を前または後に移動する変更、および、再生位置をキュー
ポイントに移動する変更の双方の処理を実施させることができ、情報再生装置１の操作性
を向上できる。また、再生位置をキューポイントに変更した後に、スクラッチ等の奏法を
実施することができ、再生位置を変更した後であっても、幅の広い奏法を実施できる。
【０１５１】
本実施形態の情報処理装置２では、情報を同一位置で再度、処理させるためのキューポイ
ントの指示を認識する位置指示認識手段としての操作指示認識部５１を具備し、再生制御
部５２は、操作指示認識部５１にて認識した指示に基づいてＤＳＰ２０の再生位置をキュ
ーポイントに変更させることを特徴とする。
【０１５２】
そして、本実施形態では、操作指示認識部５１は、情報を同一位置で再度、処理させるた
めのキューポイントの指示を認識する。この後、再生制御部５２は、操作指示認識部５１
にて認識した指示に基づいてＤＳＰ２０の再生位置をキューポイントに変更させる。この
ことにより、操作指示認識部５１にて認識した指示に基づいて、再生位置をキューポイン
トに適切に変更させることができる。
【０１５３】
本実施形態の情報処理装置２では、光ディスクに記録された情報は、再生データおよびこ
の再生データの位置に関するサブコードデータを有し、操作指示認識部５１にてキューポ
イントの指示が認識されると、キューポイントおよびこのキューポイントの前後の情報を
記録する位置記録手段としてのキューメモリ４２を具備し、再生制御部５２は、キューメ
モリ４２に記録された情報のサブコードデータに基づいてＤＳＰ２０の再生位置をキュー
ポイントに変更させることを特徴とする。
【０１５４】
そして、本実施形態では、光ディスクに記録された情報は、再生データおよびこの再生デ
ータの位置に関するサブコードデータを有している。キューメモリ４２は、操作指示認識
部５１にてキューポイントの指示が認識されると、キューポイントおよびこのキューポイ
ントの前後の情報を記録する。そして、再生制御部５２は、キューメモリ４２に記録され
た情報のサブコードデータに基づいてＤＳＰ２０の再生位置をキューポイントに変更させ
る。このことにより、キューメモリ４２に記録されたキューポイントのサブコードデータ
に基づいて、再生位置をさらに適切に変更させることができる。また、キューメモリ４２
は、キューポイントの情報のみならず、キューポイントの前後の情報も記録するので、再
生位置を変更した後に、キューポイントにてスクラッチ等の奏法を実施できる。
【０１５５】
本実施形態の情報処理装置２では、再生制御部５２は、ＤＳＰ２０の再生位置をキューポ
イントに変更させた際に、キューメモリ４２に記録された情報の再生データをＤＳＰ２０
に処理させることを特徴とする。このことにより、再生位置を変更すると、即座に再生で
きる。
【０１５６】
本実施形態の情報処理装置２では、再生状況変更部１２０は、押圧操作または接触操作の
有無を検知し、再生制御部５２は、再生状況変更部１２０にて押圧操作または接触操作が
検知された際に、ＤＳＰ２０に情報の処理状況の変更または情報の再生位置をキューポイ
ントに移動する変更を実施させることを特徴とする。
【０１５７】
そして、本実施形態では、再生状況変更部１２０は、タッチセンサ１２１を具備し、押圧
操作または接触操作の有無を検知する。そして、再生制御部５２は、タッチセンサ１２１
にて押圧操作または接触操作が検知された際に、ＤＳＰ２０に情報の処理状況の変更また
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は情報の再生位置をキューポイントに移動する変更を実施させる。このことにより、簡単
な構成で処理状況を変更する旨の指示または情報の再生位置をキューポイントに移動する
旨の指示を認識でき、情報再生装置１の操作性を向上できる。
【０１５８】
本実施形態の情報処理装置２では、光ディスクに記録された情報を読み取る読取手段１０
と、この読取手段１０にて読み取った情報を処理するＤＳＰ２０と、情報を同一位置で再
度、処理させるためのキューポイントの指示を認識する操作指示認識部５１と、この操作
指示認識部５１にてキューポイントの指示が認識されると、キューポイントおよびこのキ
ューポイントの前後の情報を記録するキューメモリ４２と、ＤＳＰ２０における情報の再
生位置を変更する旨の変更指示を認識する再生状況変更部１２０と、この再生状況変更部
１２０にて情報の再生位置を変更する旨の変更指示が認識されると、キューメモリ４２に
記録された情報に基づいてＤＳＰ２０の再生位置をキューポイントに変更させる再生制御
部５２とを具備したことを特徴とする。
【０１５９】
そして、本実施形態では、読取手段１０は、光ディスクに記録された情報を読み取って、
読取信号を出力する。また、ＤＳＰ２０は、この読取信号を検出し、再生可能に処理する
。そして、操作指示認識部５１は、情報を同一位置で再度、処理させるためのキューポイ
ントの指示を認識する。この後、キューメモリ４２は、キューポイントおよびこのキュー
ポイントの前後の情報を記録する。また、再生状況変更部１２０は、ＤＳＰ２０における
情報の再生位置を変更する旨の変更指示を認識する。この後、再生制御部５２は、キュー
メモリ４２に記録された情報に基づいてＤＳＰ２０の再生位置をキューポイントに変更さ
せる。このことにより、キューメモリ４２は、キューポイントおよびこのキューポイント
の前後の情報を記録することで、従来の再生位置をキューポイントに変更する機能に加え
て、キューポイントにて再生方向を変更することができ、情報再生装置１の操作性を向上
できる。
【０１６０】
本実施形態の情報処理装置２では、光ディスクに記録された情報は、再生データおよびこ
の再生データの位置に関するサブコードデータを有し、キューメモリ４２は、操作指示認
識部５１にて認識された指示に対応するキューポイントおよびこのキューポイントの前後
の情報を記録し、再生制御部５２は、キューメモリ４２に記録された情報のサブコードデ
ータに基づいてＤＳＰ２０の再生位置を変更させることを特徴とする。
【０１６１】
そして、本実施形態では、光ディスクに記録された情報は、再生データおよびこの再生デ
ータの位置に関するサブコードデータを有している。キューメモリ４２は、操作指示認識
部５１にて認識された指示に対応するキューポイントおよびこのキューポイントの前後の
再生データおよびサブコードデータを記録する。そして、再生制御部５２は、キューメモ
リ４２に記録されたサブコードデータに基づいてＤＳＰ２０の再生位置を変更させる。こ
のことにより、再生位置の変更および再生方向の変更を適切に実施できる。
【０１６２】
本実施形態の情報処理装置２では、再生制御部５２は、ＤＳＰ２０の再生位置をキューポ
イントに変更させた際に、キューメモリ４２に記録された情報のデータをＤＳＰ２０に処
理させることを特徴とする。このことにより、再生位置を変更した際に、即座にキューポ
イントにて再生でき、さらに、キューポイントからその前後へ再生方向を変更する際に、
即座に変更して再生できる。
【０１６３】
本実施形態の情報処理装置２では、再生状況変更部１２０は、回動自在に設けられ、その
回動方向を検出し、再生制御部５２は、再生状況変更部１２０にて検出された回動方向に
基づいてＤＳＰ２０の再生位置を前または後に移動させることを特徴とする。
【０１６４】
そして、本実施形態では、再生状況変更部１２０は、回動自在に略円盤状に形成される。
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また、再生状況変更部１２０は、角速度検出部１２０Ａを備え、その操作量（回転方向、
回転スピード、回転数）を検出する。そして、再生制御部５２は、再生状況変更部１２０
にて検出された操作量に基づいてＤＳＰ２０の再生位置を前または後に移動させる。この
ことにより、ユーザにＬＰ等のアナログレコードを手で制御して再生音を再生させるのと
略同様な操作感覚を実施させることができる。また、再生位置を変更した後に、スクラッ
チ等の奏法を実施することができ、再生位置を変更した後であっても、幅の広い奏法を実
施できる。
【０１６５】
本実施形態の情報処理装置２では、読取手段１０の動作を制御する読取制御手段としての
読取制御部５３を具備し、読取制御部５３は、再生制御部５２にてＤＳＰ２０における再
生位置の変更が実施されると、変更された再生位置近傍の情報を読取手段１０に読み取ら
せる制御をすることを特徴とする。
【０１６６】
そして、本実施形態では、読取制御部５３は、読取手段１０の動作を制御する。そして、
読取制御部５３は、再生制御部５２にてＤＳＰ２０における再生位置の変更が実施される
と、変更された再生位置近傍の情報を読取手段１０に読み取らせる制御をする。本実施形
態では、ＤＳＰ２０における再生位置が変更された場合、ＤＳＰ２０は、キューメモリ４
２に記録されたキューポイントに対応する再生データを再生する。すなわち、再生処理の
経過に応じてキューメモリ４２に記録された再生データが不足した場合でも、読取手段１
０にて読み取った情報に基づいてＤＳＰ２０は再生処理を継続して実施できる。
【０１６７】
本実施形態の情報処理プログラムは、情報処理装置２の情報処理動作を演算手段に実行さ
せることを特徴とする。このことにより、例えば、汎用のコンピュータを用いれば、本発
明の利用促進を大幅に図ることができる。
【０１６８】
本実施形態の記録媒体は、情報処理プログラムが演算手段にて読取可能に記録されたこと
を特徴とする。このことにより、情報処理装置２の情報処理動作を実行させるための情報
処理プログラムを記録媒体に記録させるので、プログラムの取り扱いが容易で、本発明の
利用促進を大幅に図ることができる。
【０１６９】
本実施形態の情報再生装置１は、ＤＳＰ２０は、光ディスクに記録された音楽データを再
生可能に処理するものであり、再生状況変更部１２０は、回動自在に設けられた回転体で
あり、この回転体に対する回動操作、および、押圧操作または接触操作を検知して、音楽
データを再生可能に処理する再生位置を変更する旨の変更指示を認識し、再生制御部５２
は、再生状況変更部１２０にて検知された押圧操作または接触操作により、ＤＳＰ２０の
再生位置を予め記憶された位置に変更させ、さらに、再生状況変更部１２０にて検知され
た回動操作により、ＤＳＰ２０の再生位置を前または後に変更させるものであり、再生手
段３０は、ＤＳＰ２０にて処理された情報を音声出力するものであることを特徴とする。
【０１７０】
そして、本実施形態では、ＤＳＰ２０は、光ディスクに記録された音楽データを再生可能
に処理する。そして、再生状況変更部１２０は、回動自在に設けられた回転体として構成
される。また、再生状況変更部１２０は、回転体に対する回動操作、および、回転体に対
する押圧操作または接触操作を検知して、音楽データを再生可能に処理する再生位置を変
更する旨の変更指示を認識する。そして、再生制御部５２は、再生状況変更部１２０にて
検知された押圧操作または接触操作により、ＤＳＰ２０の再生位置を予め記憶された位置
に変更させる。さらに、再生制御部５２は、再生状況変更部１２０にて検知された回動操
作により、ＤＳＰ２０の再生位置を前または後に変更させる。この後、再生手段３０は、
ＤＳＰ２０にて処理された情報を音声出力する。このことにより、再生制御部５２は、再
生状況変更部１２０における操作に基づいて、２つの処理を実施でき、操作部材を省略し
て、情報再生装置１の小型化を図れる。また、再生状況変更部１２０における操作により
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、再生位置の予め記憶された位置への変更、および、再生位置の前または後への変更の２
つの処理を実施でき、情報再生装置１の操作性を向上できる。
【０１７１】
以上のように、情報再生装置１は、ディスクジョッキ（ＤＪ）用のディスクプレーヤとし
て機能させることができる。すなわち、奏者は、レコードプレーヤを用いてダンスミュー
ジック等を演奏する奏法と略同様の操作感覚で演奏できる。また、奏者は、情報再生装置
１にて再生される曲を聴きながら、片手で再生状況変更部１２０の回転操作または押圧操
作を実施してスクラッチ、ピッチベンド（再生スピードの変更）、バックキュー（キュー
ポイントへの再生位置の変更）、および、これらの組み合わせ等の操作を容易に実施でき
る。
【０１７２】
〔実施形態の変形〕
以上、本発明について好適な実施形態を挙げて説明したが、本発明は、これらの実施形態
に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の改良並びに設
計の変更が可能である。
【０１７３】
前記実施形態の情報処理装置２では、クイックリターンボタン１１５が処理内容を選択す
る。そして、再生制御部５２は、タッチセンサ１２１にて変更指示が認識されると、クイ
ックリターンボタン１１５にて選択された処理内容に基づいて、ＤＳＰ２０の処理状況ま
たは処理位置を変更させていたが、これに限らない。例えば、クイックリターンボタン１
１５を設けない以下のような構成であってもよい。
【０１７４】
すなわち、再生制御部５２は、タッチセンサ１２１にて変更指示が認識されると、情報の
処理開始または処理停止に関する処理内容、および、情報の処理位置の変更に関する処理
内容のうちの少なくともいずれか一方の処理内容をＤＳＰ２０に実施させる。このような
構成では、例えば、予め、再生制御部５２による処理を上記処理内容のうちのいずれか一
方の処理を実施するように設定しておけば、クイックリターンボタン１１５を不要とし、
奏者による操作を迅速に実施できる。また、情報の処理開始または処理停止に関する処理
内容、および、情報の処理位置の変更に関する処理内容を交互に実施するように設定して
おけば、奏者はタッチセンサ１２１の操作により、双方の処理内容を実施できる。
【０１７５】
また、再生制御部５２は、タッチセンサ１２１にて変更指示が認識されると、情報の処理
位置を予め設定した処理開始位置に移動する変更に関する処理内容、および、情報の処理
位置を前または後に移動する変更に関する処理内容の双方の処理内容をＤＳＰ２０に実施
させる。このような構成では、例えば、予め、再生制御部５２による処理を上記設定され
た処理内容を実施するように設定しておけば、ジョグモードボタン１１２Ａおよびクイッ
クリターンボタン１１５を不要とし、奏者による操作を迅速に実施できる。また、情報の
処理位置を予め設定した処理開始位置に移動する変更に関する処理内容、および、情報の
処理位置を前または後に移動する変更に関する処理内容を交互に実施するように設定して
おけば、奏者はタッチセンサ１２１の操作により、幅の広い奏法を実施できる。
【０１７６】
また、情報再生装置１では、上述したクイックリターンボタン１１５を設けない構成であ
る情報処理装置２と、この情報処理装置２にて処理された情報を取得して再生する再生手
段３０とを具備する。ここで、タッチセンサ１２１は、回動自在に設けられた回転体であ
り、この回転体に対する回動操作、および、押圧操作または接触操作を検知して、音楽デ
ータを再生可能に処理する処理位置を変更する旨の変更指示を認識する。そして、再生制
御部５２は、タッチセンサ１２１にて非押圧状態または非接触状態から押圧操作または接
触操作が検知されると、ＤＳＰ２０の処理位置を予め記憶された位置に変更させる。そし
てまた、再生制御部５２は、タッチセンサ１２１にて押圧操作または接触操作が検知され
ている状態で、さらに、回動操作が検知されると、その回動方向にしたがってＤＳＰ２０
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に処理位置を前または後に移動させる。このような構成では、クイックリターンボタン１
２１を設けない構成であっても、奏者は、タッチセンサ１２１を押圧または接触すること
で、再生位置をキューポイントに移動することができるとともに、押圧または接触したタ
ッチセンサ１２１を回動することで、移動したキューポイントにてスクラッチを実施でき
る。すなわち、奏者は、情報再生装置１にて再生される曲を聴きながら、片手でタッチセ
ンサ１２１操作することで、バックキュー（キューポイントへの再生位置の変更）および
スクラッチの組み合わせ等の複雑な操作を容易に実施できる。
【０１７７】
前記実施形態では、読取手段１０が読み取る情報として、光ディスクに記録された情報を
採用して説明したが、これに限らない。例えば、コンピュータとＬＡＮケーブル等で接続
し、ネットワークを介して情報を取得するように構成してもよく、または、この情報が保
存された外部のサーバから無線通信により取得するように構成してもよい。このような無
線通信では、例えば、情報再生装置１に内蔵した無線ユニット、あるいは、情報再生装置
１に接続し、外部のサーバと無線通信を実施する携帯電話機等が読取手段１０に相当する
。
【０１７８】
また、読取手段１０が読み取る情報として、音声情報を採用して説明したが、これに限ら
ない。例えば、音声情報の他、映像情報、文字情報等を採用してもよい。
【０１７９】
前記実施形態では、読取手段１０にて読み取る情報として、再生データおよびこの再生デ
ータの位置に関する位置情報としてのサブコードデータを有している構成を説明したが、
これに限らない。その他の構成を採用してもよい。
【０１８０】
前記実施形態では、光ディスクとしてＣＤおよびＤＶＤを採用して説明したが、これに限
らない。その他、情報を記録できるＭＯ、メモリーカード等の記録媒体を採用してもよい
。
【０１８１】
前記実施形態では、表示制御部５４は、指示位置としてのキューポイントをキューポイン
ト位置表示部１３２Ｂの所定位置に固定して表示させ、再生位置を再生位置表示部１３２
Ａの仮想軌跡に沿って移動するように表示させる構成を説明したが、これに限らない。例
えば、再生位置を再生位置表示部１３２Ａの所定位置に固定して表示させ、キューポイン
トをキューポイント位置表示部１３２Ｂの仮想軌跡に沿って移動するように表示させる構
成としてもよい。このような構成でも、奏者は、再生位置およびキューポイントの相対位
置を正確に認識できる。
【０１８２】
前記実施形態では、再生状況表示部１３２の再生位置表示部１３２Ａおよびキューポイン
ト位置表示部１３２Ｂは、略円形状の仮想軌跡に沿って発光素子が配列する構成を説明し
たが、これに限らない。例えば、略直線状の仮想軌跡に沿って発光素子を配列して構成し
てもよい。また、再生位置表示部１３２Ａおよびキューポイント位置表示部１３２Ｂを一
つの仮想軌跡上に表示するように構成してもよい。さらに、仮想軌跡として、同心円状に
複数構成してもよく、スパイラル状に構成してもよい。このように同心円状に複数形成し
た仮想軌跡、あるいは、スパイラル状に形成した仮想軌跡であれば、再生位置およびキュ
ーポイントの相対位置をより正確に認識できる。
【０１８３】
また、仮想軌跡を同心円状に複数構成する際、あるいは、スパイラル状に構成する際に、
再生位置およびキューポイントが仮想軌跡の周方向と直交する方向に離間した場合に、再
生位置およびキューポイントを互いに異なる表示形態で表示するように構成してもよい。
例えば、この表示形態としては、再生位置およびキューポイントを互いに異なる色光で表
示してもよく、再生位置およびキューポイントのうちの一方を点滅させて表示してもよい
。このような表示形態では、キューポイントを複数登録した場合等でも、再生位置および
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複数のキューポイントの相対位置を正確に認識できる。
【０１８４】
前記実施形態では、タッチセンサ１２１は、ユーザ操作により押圧または接触の有無を検
知し、ＤＳＰ２０における再生処理状況の変更指示を認識していた。ここで、このタッチ
センサ１２１を複数のブロックに区分けし、再生制御手段が、このタッチセンサ１２１に
て所定のブロックへの押圧または接触が検知された場合に、所定のブロックに対応するキ
ューポイントに基づいてＤＳＰ２０に再生位置を変更させてもよい。
【０１８５】
具体的には、図７に示すように、タッチセンサ１２１を４つのブロック１２１Ａ，１２１
Ｂ，１２１Ｃ，１２１Ｄに区分けする。そして、複数のキューポイントＰ１，Ｐ２，Ｐ３
，Ｐ４が登録された場合に、再生制御手段が、押圧または接触が検知された所定のブロッ
クに対応するキューポイントに基づいてＤＳＰ２０に再生位置を変更させる。また、図７
に示す４つのブロックの区分けに限らず、さらに多くのブロックに区分けしてもよい。こ
のような構成では、奏者は、キューポイントが複数登録された場合に、所望のキューポイ
ントに再生位置を変更できる。
【０１８６】
また、再生位置表示部１３２Ａ、キューポイント位置表示部１３２Ｂ、および、タッチセ
ンサ１２１を一体的に構成し、例えば、タッチパネルのような構成としてもよい。このよ
うな構成であれば、奏者は、表示されたキューポイントに接触するだけで、所望のキュー
ポイントに再生位置を変更させることができ、操作性を向上できる。また、このような構
成であれば、複数のキューポイントが登録された場合においても対応することができる。
【０１８７】
前記実施形態では、再生状況変更部１２０は、再生状況の処理内容（処理の停止または開
始、再生位置の変更）および、再生位置の処理内容（処理位置を前または後に移動する変
更、処理位置をキューポイントに移動する変更）の指示を認識する構成を説明したが、こ
れに限らない。例えば、再生状況変更部１２０にさらに別の指示を認識させるように構成
してもよい。このような構成では、情報再生装置１のさらなる小型化が図れる。
【０１８８】
前記実施形態では、キューボタン１１７の押下により、キューポイントをキューメモリ４
２に記録し、キューポイントをキューポイント位置表示部１３２Ｂに表示させる構成を説
明したが、これに限らない。さらに別の操作部材により、所定位置を指示して、この指示
位置を表示手段に表示させるような構成としてもよい。
【０１８９】
前記実施形態では、情報再生装置１は、クイックリターンボタン１１５を具備した構成を
説明したが、これに限らない。このクイックリターンボタン１１５を有しない構成として
もよい。ここで、キューメモリ４２がキューポイントおよびキューポイントの前後の情報
を記録するように構成していれば、従来のキュー機能に加えて、キューポイントにてスク
ラッチする奏法も実施でき、簡単な構成で、種々の奏法を実施できる。
【０１９０】
前記実施形態では、情報再生装置１を説明したが、これに限らない。例えば、コンピュー
タにソフトをインストールして使用するような構成を採用してもよい。
【０１９１】
また、情報再生装置１による再生位置およびキューポイントの表示動作としては、図５の
フローチャートに示す表示動作に限らない。さらに、情報再生装置１の再生状況の変更動
作としては、図６のフローチャートに示す変更動作に限らない。
【０１９２】
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施形態に係る再生装置としての情報再生装置を上方から見た平面図である。
【図２】本実施形態における表示部の再生状況表示部の概略構成を示す図である。
【図３】本実施形態における情報再生装置の制御構造を示すブロック図である。
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【図４】本実施形態における記録手段のリングメモリの構成を示す図である。
【図５】本実施形態における情報再生装置の再生位置およびキューポイントの表示動作を
説明するためのフローチャートである。
【図６】本実施形態における情報再生装置の再生状況の変更動作を説明するためのフロー
チャートである。
【図７】変形例を示す図である。
【符号の説明】
１　再生装置としての情報再生装置
２　情報処理装置
１０　読取手段
２０　情報処理手段としてのＤＳＰ
３０　再生手段
５１　位置指示認識手段としての操作指示認識部
５４　表示手段としての表示制御部
１３２　表示手段としての再生状況表示部

【図１】 【図２】
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