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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力音声レベルに応じて音声データの記録媒体への録音の開始を行う音声起動録音機能
を有する音声記録装置において、
　入力した音声レベルに応じた電気信号を得るマイクと、
　上記マイクからの電気信号をフィルタ処理するローパスフィルタと、
　上記ローパスフィルタから出力された音声信号を増幅する増幅器と、
　上記増幅器の増幅率を設定する増幅率設定手段と、
　上記増幅器の出力に対する上限と下限の閾値を、上記増幅率設定手段による上記増幅率
の設定に関わらず略同一の入力音声レベルで録音が開始されるようにそれぞれ設定する閾
値設定手段と、
　上記増幅器により増幅された音声信号と、上記閾値設定手段で設定された各閾値とを比
較する比較手段と、
　上記比較手段の比較結果に応じて音声データの上記記録媒体への記録を制御する制御手
段と、
　を具備することを特徴とする音声記録装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は音声記録装置に関するものである。
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【０００２】
【従来の技術】
音声記録再生装置の１つとして、例えば会議記録用の音声記録再生装置が従来より知られ
ている。このような音声記録再生装置においては、音声に応答して自動的に録音を開始し
、音声が途絶えると所定時間後に録音を停止する機能を備えたものがある。すなわち、音
声起動録音モード時に所定の音声起動レベル以上の音声が入力されると、これを有音であ
ると判定して録音を開始し、入力される音声が所定の起動レベル未満になると、これを無
音であると判定して、録音を停止する機能を備えている。
【０００３】
また、特開平１０－３０２４５１号公報は、音声再生レベル調整のためのボリュームを操
作することにより音声起動レベルの調整を行えるようにしており、さらに音声起動レベル
を調整した後も再度音声再生レベル調整を行わなくてもよいようにしたデジタルレコーダ
を開示している。
【０００４】
また、このような音声記録再生装置においては、音声の入力レベルを切り換える、いわゆ
るマイク感度の設定機能を備えており、会議記録用のマイク感度、口述筆記用のマイク感
度等の感度切換機能を備えている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記した従来の音声記録再生装置では音声起動レベル調整を行った後でも
、マイク感度が切り換えられた場合等には、入力された音声自体のレベルが変化している
ために、再度音声起動レベルを調整する必要があり、装置に対する操作性が低下してしま
うという問題点があった。
【０００６】
本発明はこのような課題に着目してなされたものであり、その目的とするところは、音声
起動レベルをマイク感度の設定によらず一定に保持して再度の音声起動レベルの調整を不
要とすることで、装置に対する操作性を向上させた音声記録装置を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するために、本発明の第１の態様に係る音声記録装置は、入力音声レ
ベルに応じて音声データの記録媒体への録音の開始を行う音声起動録音機能を有する音声
記録装置において、入力した音声レベルに応じた電気信号を得るマイクと、上記マイクか
らの電気信号をフィルタ処理するローパスフィルタと、上記ローパスフィルタから出力さ
れた音声信号を増幅する増幅器と、上記増幅器の増幅率を設定する増幅率設定手段と、上
記増幅器の出力に対する上限と下限の閾値を、上記増幅率設定手段による上記増幅率の設
定に関わらず略同一の入力音声レベルで録音が開始されるようにそれぞれ設定する閾値設
定手段と、上記増幅器により増幅された音声信号と、上記閾値設定手段で設定された各閾
値とを比較する比較手段と、上記比較手段の比較結果に応じて音声データの上記記録媒体
への記録を制御する制御手段と、を具備する。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。ここでは本発明の音声記録
装置を、入力音声レベルが閾値以上であった場合に記録媒体への記録を開始する音声起動
録音機能を備えたデジタルレコーダに適用して説明する。
【００１１】
図１は本発明の実施形態に係るデジタルレコーダの概略構成を示すブロック図である。こ
のデジタルレコーダは信号入出力部４を有し、この信号入出力部４は、マイク４ａと、増
幅器４ｂと、ローパスフィルタ（ＬＰＦ）４ｃと、Ａ／Ｄ変換器４ｄとから構成される録
音用の信号入力部と、Ｄ／Ａ変換器４ｅと、ローパスフィルタ（ＬＰＦ）４ｆと、増幅器
４ｇと、スピーカ４ｈとから構成される再生用の信号出力部とからなる。
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【００１２】
信号入出力部４のＡ／Ｄ変換器４ｄは、主として音声信号や情報の圧縮／伸長を行うデジ
タル信号処理部（ＤＳＰ）３のＤ１端子、信号入出力部４のＤ／Ａ変換器４ｅはＤＳＰ３
のＤ２端子に接続されている。
【００１３】
ＤＳＰ３のＤ３端子はデジタルレコーダ全体の制御を行うシステム制御部（ＣＰＵ）１の
Ｔ１端子に接続されている。このＣＰＵ１のＴ２端子は不揮発性の記録媒体であるフラッ
シュメモリ２に、Ｔ３端子は時刻データや動作状態等の表示を行う表示部９に、Ｔ４端子
はＣＰＵ１で計時する時刻データを設定するためや、マイク感度のＨＩＧＨ／ＬＯＷある
いは音声起動録音（ＶＣＶＡ）のＯＮ／ＯＦＦ等の各種動作を設定するための操作入力部
８に、Ｔ５端子はパワーオンリセット回路７に、Ｔ６端子はＣＰＵ１が音声起動録音時に
有音／無音の判定を行う際の判定レベルに使用する入力を得るためローパスフィルタ４ｃ
に接続されている。
【００１４】
また、ＣＰＵ１は信号入出力部４の各部を直接制御が行えるようになっており、マイク４
ａの電源制御、増幅器４ｂ，４ｇの電源制御および増幅率の切換等を行う。
【００１５】
パワーオンリセット回路７は、電源電池５が無しの状態から電源電池５が装填された際に
ＣＰＵ１にパワーオンリセットをかけるための回路である。
【００１６】
さらに、デジタルレコーダには昇圧回路６を介して電源電池５が接続されるようになって
いる。昇圧回路６は、電源電池５の電圧を各ブロックが動作可能な電圧に昇圧するための
回路である。上記フラッシュメモリ２は装置に内蔵されていてもよく、あるいは装置に着
脱自在な方式のものであってもよい。
【００１７】
なお、上記した操作入力部８はマイク感度を設定するためのマイク感度設定手段あるいは
増幅率設定手段としての機能を備えている。また、ＣＰＵ１は、設定されたマイク感度に
応じて音声起動録音レベルの閾値を設定する閾値設定手段としての機能を備えている。
【００１８】
上記した構成において、外部から操作入力部８を介して、録音、再生、消去等の入力が行
われると、ＣＰＵ１はそれを検出して各部を対応する状態に移行させる。例えば録音操作
が入力された場合には、マイク４ａから入力された音声信号は増幅器４ｂによって増幅さ
れ、続いてローパスフィルタ４ｃによって不要な高周波成分が除去された後、Ａ／Ｄ変換
器４ｄによってデジタル音声信号に変換されて信号入出力部４から出力される。録音状態
においてＤＳＰ３は、信号入出力部４から入力されるデジタル音声信号のデータ量を圧縮
してＤ３端子を介して接続されているＣＰＵ１にデータを出力する。
【００１９】
ＤＳＰ３によって圧縮符号化されたデジタルデータはＣＰＵ１の制御によりフラッシュメ
モリ２の所定のアドレスに書き込まれる。また、ＣＰＵ１は書き込まれたデジタルデータ
がフラッシュメモリのどのアドレスに書き込まれたかを示すアドレス管理情報も合わせて
フラッシュメモリ内の所定のアドレスへ書き込むよう制御を行う。
【００２０】
一方、再生操作が入力された場合には、ＣＰＵ１はフラッシュメモリ２の所定のアドレス
から再生対象のアドレス情報を読み出し、当該アドレス情報から再生対象のデジタルデー
タを読み出し、ＤＳＰ３に出力する。再生状態において、ＤＳＰ３はデジタルデータを伸
長して元のデータ量に戻してから、信号入出力部４へ出力する。
【００２１】
また、消去操作が入力された場合には、ＣＰＵ１はフラッシュメモリ２の所定アドレスか
ら消去対象のアドレス情報を読み出し、当該アドレス情報が示すアドレス内の消去対象デ
ータの消去を行う。
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【００２２】
図２は本発明の実施形態に係る録音処理の詳細な動作を示すフローチャートである。
【００２３】
まず、操作入力部８により録音操作が行われるとＣＰＵ１は、マイク４ａの電源をオンす
る等の初期設定を行い（ステップＳ１）、ＤＳＰ３を録音状態にセットする（ステップＳ
２）。続いて、音声起動録音（ＶＣＶＡ）が設定されているか否かの判定を行う（ステッ
プＳ３）。上記ステップＳ３において、ＶＣＶＡがオフであると判定されると、上記操作
入力部８の状態を調べてスイッチ入力があるかどうかの判定を行い（ステップＳ４）、ス
イッチ入力があると判定されると当該録音処理を終了する。上記ステップＳ４においてス
イッチ入力がないと判定されると、ＤＳＰ３により圧縮符号化されたデジタルデータを取
得し（ステップＳ５）、記録媒体であるフラッシュメモリ２にアドレス管理情報も合わせ
てフラッシュメモリ内の所定のアドレスへ書き込み（ステップＳ６）、スイッチ入力を検
出するまでステップＳ４からステップＳ６の操作を繰り返し行う。
【００２４】
一方、上記ステップＳ３においてＶＣＶＡがオンであると判定されるとマイク感度の設定
がＨＩＧＨ（高感度）であるかどうかの判定を行う（ステップＳ７）。上記ステップＳ７
においてマイク感度がＨＩＧＨであると判定されるとＶＣＶＡ起動レベルの閾値をＶTH+ 

、ＶTH-　にセットし（ステップＳ９）、マイク感度がＨＩＧＨでないと判定されるとＶ
ＣＶＡ起動レベルの閾値をＶTL+ 、ＶTL-にセットする（ステップＳ８）。
【００２５】
ここでステップＳ８およびステップＳ９において設定される閾値ＶTH+ 、ＶTH-　、ＶTL+

 、ＶTL-は、ユーザが音声を発した場合の音声レベルが略同じレベルであった場合にはマ
イク感度の設定によるローパスフィルタ４ｃの出力レベルの違いによらず音声起動録音が
動作するような閾値をそれぞれ設定するものとする。また、ＣＰＵ１内部のＲＡＭで管理
しているＶＣＶＡの起動レベルの変更により、閾値は変化するものである。
【００２６】
以下に、図３、図４、図５を用いて上記の閾値設定処理の詳細について説明する。図３は
マイク４ａから入力された音声波形である。さらにこの音声波形はアンプ４ｂ、ローパス
フィルタ４ｃを介してＣＰＵ１のＴ６端子に入力されている。ＣＰＵ１のＴ６端子に入力
されている音声波形はマイク感度がＬＯＷであった場合には図４、ＨＩＧＨであった場合
は図５の音声波形となる。このように、マイク感度の違いによってＣＰＵ１のＴ６端子に
入力される音声波形の大きさが変化してしまう。従って図４、図５の音声波形に同じ音声
起動レベルの閾値を設けた場合はマイクからの入力波形が同じものであっても音声起動録
音が開始されない場合が生じてしまう。
【００２７】
つまり、上記ステップＳ８及びステップＳ９の閾値（マイク感度がＨＩＧＨの場合はＶTH

+ 、ＶTH- 、マイク感度がＬＯＷの場合はＶTL+ 、ＶTL- ）は、マイクからの入力波形が
同じであった場合にはマイク感度の設定によらず、ＶＣＶＡ起動レベルが略同じになるよ
うに設定されるものである。例えば、マイク感度がＬＯＷの場合には図４のａ地点で録音
を開始するよう閾値（ＶTL+ 、ＶTL- ）を設定しているが、マイク感度がＨＩＧＨの場合
には上記閾値（ＶTL+ 、ＶTL- ）のままであれば図５のｂ地点で録音が開始されてしまい
、同じ入力波形であるにも関わらず異なった音声データが記録されてしまう。そこでマイ
ク感度がＨＩＧＨの場合には図４のａ地点と時間的に同じである図５のｃ地点から録音が
開始されるように閾値（ＶTH+ 、ＶTH- ）を設定する。
【００２８】
次に、上記操作入力部８の状態を調べスイッチ入力があるかどうかの判定を行い（ステッ
プＳ１０）、スイッチ入力があると判定されると当該録音処理を終了する。上記ステップ
Ｓ１０においてスイッチ入力がないと判定されると、入力端子Ｔ６により、ローパスフィ
ルタ４ｃのアナログ出力データを取得する（ステップＳ１１）。
【００２９】
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次に入力端子Ｔ６による入力データレベルが、上記ステップＳ８もしくはＳ９で設定した
閾値よりも大きいかどうかの比較を行い（ステップＳ１２）、入力データレベルが大きく
ないと判定された場合には上記ステップＳ１０の処理に戻る。上記ステップＳ１２におい
て入力データレベルが上記いずれの閾値より大きいと判定された場合にはＤＳＰ３により
圧縮符号化されたデジタルデータを取得し（ステップＳ１３）、記録媒体であるフラッシ
ュメモリ２にアドレス管理情報も合わせて所定時間（１秒間）の音声データをフラッシュ
メモリ２内の所定のアドレスへ書き込み（ステップＳ１４）、スイッチ入力を検出するま
でステップＳ１０からステップＳ１４までの操作を繰り返し行う。
【００３０】
ここで、ＶＣＶＡのオン／オフ、起動レベル設定、マイク感度の設定等は操作入力部８内
にある各種操作スイッチ入力により設定が行えるものであり、設定された値はＣＰＵ１内
のＲＡＭに記録されているものとする。
【００３１】
以上、上記した実施形態によれば、音声起動レベルをマイク感度の設定によらず略一定に
保持して再度の音声起動レベルの調整を不要としたので、装置に対する操作性を向上させ
た音声記録装置を提供することができる。
【００３２】
（付記）
なお、上記した具体的実施形態から以下の構成を有する発明が抽出される。
【００３３】
１．入力音声レベルが閾値以上であった場合には記録媒体への録音を開始する音声起動録
音機能を有する音声記録装置において、
マイク感度を設定するマイク感度設定手段と、
上記マイク感度設定手段により設定されたマイク感度に応じて上記閾値を設定する閾値設
定手段と
を具備することを特徴とする音声記録装置。
【００３４】
２．上記閾値設定手段は、上記マイク感度が低いほど閾値を小さく設定することを特徴と
する１．に記載の音声記録装置。
【００３５】
３．上記閾値設定手段は上記マイク感度の設定に関わらず同一の入力音声レベルで録音が
開始されるように上記閾値を設定することを特徴とする１．に記載の音声記録装置。
【００３６】
４．入力音声レベルが閾値以上であった場合には記録媒体への録音を開始する音声起動録
音機能を有する音声記録装置において、
少なくとも第１のマイク感度と、上記第１のマイク感度よりも感度の高い第２のマイク感
度を設定することが可能なマイク感度設定手段と、
マイク感度設定手段によりマイク感度が上記第１のマイク感度に設定された際には閾値を
第１の閾値に設定し、マイク感度が上記第２のマイク感度に設定された際には上記第１の
閾値よりも大きい第２の閾値に設定する閾値設定手段と、
を具備することを特徴とする音声記録装置。
【００３７】
５．上記閾値設定手段は、マイク感度が上記第１のマイク感度であっても上記第２のマイ
ク感度であっても、略同一の入力音声レベルに対しては略同一タイミングで音声起動機能
が働くように上記第１の閾値及び上記第２の閾値を設定することを特徴とする３．に記載
の音声記録装置。
【００３８】
６．入力音声レベルに応じて音声データの記録媒体への録音の開始及び／または停止を行
う音声起動録音機能を有する音声記録装置において、
入力音声信号を増幅する増幅器と、
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上記増幅器の増幅率を設定する増幅率設定手段と、
上記増幅率設定手段により設定された増幅率に応じて録音の開始及び／または停止を判定
する閾値を設定する閾値設定手段と、
上記増幅器により増幅された音声信号と上記閾値設定手段で設定された閾値とを比較する
比較手段と、
上記比較手段の比較結果に応じて音声データの上記記録媒体への記録を制御する制御手段
と、
を具備することを特徴とする音声記録装置。
【００３９】
【発明の効果】
本発明によれば、音声起動レベルをマイク感度の設定によらず略一定に保持して再度の音
声起動レベルの調整を不要としたので、装置に対する操作性を向上させた音声記録装置を
提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態に係るデジタルレコーダの概略構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施形態に係る録音処理の詳細な動作を示すフローチャートである。
【図３】マイク４ａから入力された音声波形である。
【図４】マイク感度がＬＯＷの場合においてＣＰＵ１のＴ６端子に入力されている音声波
形を示す図である。
【図５】マイク感度がＨＩＧＨの場合においてＣＰＵ１のＴ６端子に入力されている音声
波形を示す図である。
【符号の説明】
１　ＣＰＵ（システム制御部）
２　記録媒体（フラッシュメモリ）
３　ＤＳＰ（デジタル信号処理部）
４　信号入出力部
４ａ　マイク
４ｂ　増幅器
４ｃ　ローパスフィルタ
４ｄ　Ａ／Ｄ変換器
４ｅ　Ｄ／Ａ変換器
４ｆ　ローパスフィルタ
４ｇ　増幅器
４ｈ　スピーカ
５　電源電池
６　昇圧回路
７　パワーオンリセット回路
８　操作入力部
９　表示部
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