
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音声信号と共に当該音声信号のトラック番号を含むサブコード信号を有するデジタルオ
ーディオ信号を

当該デジタルオーディオ信号を 記録する記録装置であって、
　前記デジタルオーディオ信号を入力する入力手段と、前記入力手段に入力されたデジタ
ルオーディオ信号のサブコードに含まれるトラック番号を検出するトラック番号検出手段
と、前記入力手段に入力されたデジタルオーディオ信号のレベルを検出するレベル検出手
段と、入力された音声信号を記録する記録手段と、前記入力手段と記録手段との間に設け
られた信号処理手段と、前記 記録媒体に記録された音声信号のうち記録したい特定
のトラック番号を記憶しておく特定トラック番号メモリと、録音条件を入力する録音操作
入力手段と、前記入力手段に入力された音声信号を記録手段に記録するように制御する制
御手段を備え、
　前記録音操作入力手段は、録音ポーズ操作入力手段と、通常録音操作入力手段と、特定
トラック録音操作入力手段と、停止操作入力手段を有し、
　前記制御手段は、録音ポーズ操作入力による録音ポーズ状態において、通常録音操作入
力がある場合は、前記記録手段に通常の録音指令を行い、
　また、前記制御手段は、同じ録音ポーズ操作入力による録音ポーズ状態において、特定
トラック録音操作入力がある場合は、入力された前記デジタルオーディオ信号より検出さ
れたトラック番号が前記メモリに記憶された特定トラック番号と一致し、かつ当該デジタ
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記録した複数の記録媒体を再生装置により順次再生することにより得られ
た 入力して

複数の



ルオーディオ信号のレベルが一定レベル以上の場合に、当該トラック番号に対応する音声
信号を前記記録手段に当該特定トラックの録音指令を行って録音を行い、当該特定トラッ
クの録音が終了しても前記停止操作入力がなければ録音ポーズ状態に戻り、次の

特定トラックを録音すべく待機
するよ

うに構成したことを特徴とする記録装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、音声信号と共に当該音声信号のトラック番号を含むサブコード信号を有するデ
ジタルオーディオ信号を入力し、当該デジタルオーディオ信号を記録する記録装置に関す
るものである。
【０００２】
【従来の技術】
ＣＤ（コンパクトディスク）等の記録媒体には、複数の音声信号と共に当該音声信号のト
ラック番号を含むサブコード信号を有するデジタルオーディオ信号が記録されている。こ
のようなＣＤを多数収納して順次再生可能な、ＣＤチェンジャー装置も開発され、また、
このＣＤ再生装置とＭＤ（ミニディスク）装置とを共に搭載したオーディオ機器も種々提
供されている。
【０００３】
その中にあって、従来、１つのＣＤを収納し再生可能なＣＤ再生装置あるいは複数のＣＤ
を収納し再生可能なＣＤ再生装置と、そのＣＤ再生装置で再生されたデジタルオーディオ
信号を記録可能なＭＤ装置とを共に搭載したオーディオ機器において、ＣＤに記録された
複数の音楽信号のうち特定のトラックの曲目（例えば１曲目）のみを選択してＭＤに記録
するようにしたものがある。これは、複数のＣＤのそれぞれ１曲目のみを順次記録するも
のであるが、その選択と制御は、ＣＤを再生する側、すなわちＣＤ再生装置側で行うもの
である。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
このような記録装置においては、ＣＤ再生装置とＭＤ装置とを共に搭載し、かつＣＤ再生
装置側にＣＤの１曲目を検出し選択する機能を備える必要があり、両装置を共に搭載する
ものとして、ＭＤ装置を搭載したシステムコンポやＣＤラジカセ等があるが、比較的大型
の機器となっている。携帯用の小型オーディオ機器としてのポータブルＭＤ機器では、デ
ジタルオーディオ信号の記録が可能であるにもかかわらず、曲目を選択する制御入力ある
いは再生装置側を制御する制御出力がないため、前述のような記録は困難であった。
【０００５】
本発明は、このような課題に鑑み、ポータブルＭＤ機器のように、デジタルオーディオ信
号の記録が可能で、複数の音声信号と共に当該音声信号のトラック番号を含むサブコード
信号を有するデジタルオーディオ信号が記録されている複数の記録媒体の再生装置を有し
ない記録装置、また曲目を選択する制御入力あるいは再生装置側を制御する制御出力がな
い記録装置であっても、複数記録媒体の特定トラックのみを順次記録可能な記録装置を提
供することを目的としてなされたものである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　この課題を解決するために本発明の記録装置は、音声信号と共に当該音声信号のトラッ
ク番号を含むサブコード信号を有するデジタルオーディオ信号を

当該デジタルオーディオ信号を
記録する記録装置であって、前記デジタルオーディオ信号を入力する入力手段と、前記

入力手段に入力されたデジタルオーディオ信号のサブコードに含まれるトラック番号を検
出するトラック番号検出手段と、前記入力手段に入力されたデジタルオーディオ信号のレ
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記録媒体
の し、順次再生される複数の記録媒体の特定トラックを検
出して、当該複数の記録媒体の特定トラックのデジタルオーディオ信号を順次記録

記録した複数の記録媒体
を再生装置により順次再生することにより得られた 入力し
て



ベルを検出するレベル検出手段と、入力された音声信号を記録する記録手段と、前記入力
手段と記録手段との間に設けられた信号処理手段と、前記 記録媒体に記録された音
声信号のうち記録したい特定のトラック番号を記憶しておく特定トラック番号メモリと、
録音条件を入力する録音操作入力手段と、前記入力手段に入力された音声信号を記録手段
に記録するように制御する制御手段を備え、前記録音操作入力手段は、録音ポーズ操作入
力手段と、通常録音操作入力手段と、特定トラック録音操作入力手段と、停止操作入力手
段を有し、前記制御手段は、録音ポーズ操作入力による録音ポーズ状態において、通常録
音操作入力がある場合は、前記記録手段に通常の録音指令を行い、また、前記制御手段は
、同じ録音ポーズ操作入力による録音ポーズ状態において、特定トラック録音操作入力が
ある場合は、入力された前記デジタルオーディオ信号より検出されたトラック番号が前記
メモリに記憶された特定トラック番号と一致し、かつ当該デジタルオーディオ信号のレベ
ルが一定レベル以上の場合に、当該トラック番号に対応する音声信号を前記記録手段に当
該特定トラックの録音指令を行って録音を行い、当該特定トラックの録音が終了しても前
記停止操作入力がなければ録音ポーズ状態に戻り、次の 特定トラックを録音す
べく待機

するように構成したものである
。
【０００７】
　これにより、複数の音声信号と共に当該音声信号のトラック番号を含むサブコード信号
を有するデジタルオーディオ信号が記録されている複数の記録媒体の再生装置を有しない
記録装置、また曲目を選択する制御入力あるいは再生装置側を制御する制御出力がない記
録装置でありながら、特定トラックの録音が終了しても停止操作入力がなければ録音ポー
ズ状態で待機するので、 次の
記録媒体を再生してその記録媒体の特定トラックのみを順次記録可能であ

るという作用を有する。
【０００８】
【発明の実施の形態】
　本発明の請求項１に記載の発明は、音声信号と共に当該音声信号のトラック番号を含む
サブコード信号を有するデジタルオーディオ信号を

当該デジタルオーディオ信号を 記録する記
録装置であって、前記デジタルオーディオ信号を入力する入力手段と、前記入力手段に入
力されたデジタルオーディオ信号のサブコードに含まれるトラック番号を検出するトラッ
ク番号検出手段と、前記入力手段に入力されたデジタルオーディオ信号のレベルを検出す
るレベル検出手段と、入力された音声信号を記録する記録手段と、前記入力手段と記録手
段との間に設けられた信号処理手段と、前記 記録媒体に記録された音声信号のうち
記録したい特定のトラック番号を記憶しておく特定トラック番号メモリと、録音条件を入
力する録音操作入力手段と、前記入力手段に入力された音声信号を記録手段に記録するよ
うに制御する制御手段を備え、前記録音操作入力手段は、録音ポーズ操作入力手段と、通
常録音操作入力手段と、特定トラック録音操作入力手段と、停止操作入力手段を有し、前
記制御手段は、録音ポーズ操作入力による録音ポーズ状態において、通常録音操作入力が
ある場合は、前記記録手段に通常の録音指令を行い、また、前記制御手段は、同じ録音ポ
ーズ操作入力による録音ポーズ状態において、特定トラック録音操作入力がある場合は、
入力された前記デジタルオーディオ信号より検出されたトラック番号が前記メモリに記憶
された特定トラック番号と一致し、かつ当該デジタルオーディオ信号のレベルが一定レベ
ル以上の場合に、当該トラック番号に対応する音声信号を前記記録手段に当該特定トラッ
クの録音指令を行って録音を行い、当該特定トラックの録音が終了しても前記停止操作入
力がなければ録音ポーズ状態に戻り、次の 特定トラックを録音すべく待機

するように構成したしたものであり、複数の
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音声信号と共に当該音声信号のトラック番号を含むサブコード信号を有するデジタルオー
ディオ信号が記録されている複数の記録媒体の再生装置を有しない記録装置、あるいは曲
目を選択する制御入力がない記録装置でありながら、特定トラックの録音が終了しても停
止操作入力がなければ録音ポーズ状態で待機するので、

次の記録媒体を再生してその記録媒体の特定トラックのみを順
次記録可能であ

るという作用を有する。
【００１３】
以下本発明の実施の形態について、図１から図３を用いて説明する。
【００１４】
（実施の形態１）
図１は本発明の第１の実施の形態としてＭＤ装置よりなる記録装置のブロック図を示し、
図１において、１はＭＤ２を収納するカートリッジ、３はＭＤ２を載置するターンテーブ
ルを回転駆動するスピンドルモータ、５は光学レンズやアクチュエータやレーザ等を有す
る光ピックアップ、６は光ピックアップ５の送りモータ、７はサーボ回路、８はＲＦアン
プ部、９はアドレスレコーダ部、１０はデータ処理部、１１は磁気ヘッド駆動回路、１２
は磁界用コイルを有する磁気ヘッド、１３はメモリーコントローラ、１４はＲＡＭ、１５
はＡＴＲＡＣエンコーダ・デコーダ、１６はシステムコントローラ、１７は表示制御回路
を含む表示部、１８は操作入力回路及び操作ボタン等を含む操作部である。
【００１５】
また、１９はデジタルオーディオ信号を入力するデジタル信号入力回路、２０はアナログ
オーディオ信号を入力しデジタルオーディオ信号に変換するアナログ信号入力回路であり
、この両入力回路１９，２０はデジタル・アナログ切換回路２１及びレベル検出部２２を
介して、ＡＴＲＡＣエンコーダ・レコーダ１５に接続されている。２３はデジタルオーデ
ィオ信号から標本化周波数や著作権保護情報等のコントロール信号を取り出すチャンネル
ステータスビット検出部、２４は同じくデジタルオーディオ信号からサブコード等を取り
出すユーザデータビット検出部、２５はサブコードに含むトラック番号（デジタルオーデ
ィオ信号が音楽の場合は曲番）を検出するトラック番号検出部、２６は特定トラック番号
を記憶しておく特定トラックメモリである。２７はデジタル信号入力回路１９の入力端子
、２８はアナログオーディオ信号入力回路２０の入力端子である。
【００１６】
ここで、前述の操作部１８は、このＭＤ装置における種々の操作部において、両入力回路
１９，２０より入力されたオーディオ信号を通常の録音すべく操作するためのキーとして
、録音ポーズキーと、録音を開始する通常録音キーと、特定トラックの録音を設定するた
めの特定トラック録音キーと、録音を停止するための停止キーを有する。
【００１７】
以上のように構成された記録装置について、以下、図２に示すフローチャートに基づいて
その動作について説明する。
【００１８】
まず、録音ポーズキーがＯＮされたかどうかを判断（ステップＳ１）し、ＯＮされればス
テップＳ２に進み、通常録音ポーズ状態となる。また、ステップＳ３に進み、チャンネル
ステータスビット検出部２３より、標本化周波数や著作権保護情報等のコントロール信号
の読み込みを開始する。次に、特定トラック録音キーがＯＮされたかどうか（ステップＳ
４）及び通常録音キーがＯＮされたかどうか（ステップＳ５）を判断し、両キーともＯＮ
されなければ、特定トラック録音キー又は通常録音キーがＯＮされるまで、通常録音ポー
ズ状態を維持する。通常録音キーがＯＮされるとステップＳ６に進み、通常録音指令が出
力されて、入力されたオーディオ信号が、システムコントローラ１６の指令に従い、所定
の制御が行われて、ＭＤに録音されることとなり、この録音状態は停止キーＳ６がＯＮさ
れるまで継続される。
【００１９】
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を、簡単に抽出して記録することができ



ステップＳ４で特定トラック録音キーがＯＮされたことを判断すると、ステップＳ８に進
み、特定トラック録音ポーズ状態となり、デジタル信号入力回路１９に入力されたデジタ
ルオーディオ信号から、ユーザデータビット検出部２４によるサブコード信号の入力を行
う。そして、トラック番号検出部２５により入力されたデジタルオーディオ信号のサブコ
ード信号に含まれるトラック番号検出し、そのトラック番号が特定のトラック番号、すな
わち予め特定トラックメモリ２６に記憶された特定トラック番号であるかどうかを、ステ
ップＳ９で判断し、特定トラック番号の場合は次のステップＳ１０進む。ここでは、入力
されたデジタルオーディオ信号のレベルを検出するレベル検出部２２で検出したレベルか
ら、音声があるかどうかを判断し、音声があると判断するとステップＳ１１に進んで特定
トラック番号の録音指令し、当該特定トラック番号の音声信号の録音を行うこととなる。
【００２０】
次に、ステップＳ１２では、ステップＳ１１の録音指令に基づいて開始した特定トラック
番号の信号の入力が継続しているかどうかを判断し、次のステップＳ１３では音声信号が
有るかどうかを判断し、有る場合はステップＳ１４で停止キーがＯＮされていなければ、
ステップＳ１２に戻り、更にそのステップＳ１２からステップＳ１４の判断を繰り返し、
ここで特定トラック番号のデジタルオーディオ信号の録音を継続することとなる。そして
、その特定トラック番号のデジタルオーディオ信号の録音中に停止キーがＯＮされるとス
テップＳ１４からステップＳ１５に進み、システムコントローラ１６は停止指令を出力し
て、所定の制御により録音が停止され、ステップＳ１に戻る。
【００２１】
前述のステップＳ９で特定トラック番号でないと判断された場合、または次のステップＳ
１０で特定トラック番号の信号でも音声がないかレベルが低い場合で音声なしと判断され
た場合は、ステップＳ１６に進み、停止キーがＯＮされていなければステップＳ９に戻り
、同様の判断を繰り返す。また、ステップＳ１６で停止キーのＯＮと判断されれば、ステ
ップＳ１５に進んで停止指令が出力されることとなる。
【００２２】
次に、ステップＳ１２で特定トラック番号でなくなったと判断された場合、または次のス
テップＳ１３で特定トラック番号の信号でも音声がないかレベルが低い場合で音声なしと
判断された場合は、録音が終了したと判断し、ステップＳ８に戻り、次に入力される特定
トラック番号のデジタルオーディオ信号を録音すべく、特定トラック録音ポーズ設定状態
となる。すなわち、この状態は、たとえば記録をＣＤからＭＤに行っているとすれば、１
つのＣＤの特定トラック（たとえば１曲目）の録音が終了し、続けて次のＣＤを再生して
そのＣＤの特定トラックを録音すべく待機しているポーズ状態である。
【００２３】
以上のように本実施形態によれば、複数の音声信号と共に当該音声信号のトラック番号を
含むサブコード信号を有するデジタルオーディオ信号が記録されている複数の記録媒体の
再生装置を有しない記録装置、また曲目を選択する制御入力あるいは再生装置側を制御す
る制御出力がない記録装置でありながら、複数記録媒体の特定トラックのみを順次記録可
能であるという作用を有する。また、特定トラック番号の記録を簡単な操作で行い得ると
いう作用を有する。
【００２４】
（実施の形態２）
次に、図３に基づいて、複数のＣＤを再生する再生装置より得られるデジタルオーディオ
信号を順次入力して、特定トラック番号のデジタルオーディオ信号のみをＭＤに記録する
場合について説明する。
【００２５】
３０は再生装置としてのＣＤプレーヤであり、音声信号と共に当該音声信号のトラック番
号を含むサブコード信号を有するデジタルオーディオ信号が記録された複数の記録媒体と
してのＣＤ１～ＣＤｎを再生部３１により順次再生し、その再生されたデジタルオーディ
オ信号のみを、出力回路３２より順次再生信号として出力する。この再生出力信号は、デ
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ジタルオーディオ信号として、ＥＩＡＪの「ＣＰ－１２０１規格」に準拠した信号であり
、前述した、音声信号と共に当該音声信号のトラック番号を含むサブコード信号を有する
ものであある。ここで、このＣＤプレーヤ３０は、１つのＣＤを再生するものでも、複数
のＣＤを順次再生するＣＤチェンジャであってもよい。
【００２６】
３３は記録装置としてのＭＤレコーダであり、ＣＤプレーヤ３０の出力回路３２より、光
ケーブル等の送信手段ＳＬにより入力回路３４に、前述のＥＩＡＪの「ＣＰ－１２０１規
格」に準拠した信号が入力される。入力回路３４に順次入力されたデジタルオーディオ信
号は、特定トラック選択部３５で特定トラック番号のデジタルオーディオ信号が選択され
て、記録部３６によってＭＤに順次記録されることとなる。ここで、ＭＤレコーダ３３は
、前述した実施の形態１における図１の構成と同様の構成を有するもであり、その詳細の
説明は省略する。
【００２７】
この実施形態では、複数の記録媒体から再生されたデジタルオーディオ信号のみを出力し
たものを入力し、特定トラック番号のデジタルオーディオ信号のみを簡単に抽出して順次
記録することができるという作用を有する。
【００２８】
（実施の形態３）
前述の実施の形態１において、特定トラック番号メモリに記憶する特定トラック番号は、
予め記憶したものについて説明したが、書き替え可能とし、ユーザが好みに応じて適宜設
定できるようにしてもよい。この場合は、操作部１８に特定トラック番号メモリ書き替え
の操作部を設けると共に、システムコントローラ１６の機能として、特定トラックメモリ
２６の特定トラック番号の書き替え制御機能を付加すればよい。このようにすることによ
り、特定トラック番号をユーザが好みに応じて適宜設定できるという作用を有する。
【００２９】
【発明の効果】
　以上のように本発明によれば、複数の音声信号と共に当該音声信号のトラック番号を含
むサブコード信号を有するデジタルオーディオ信号が記録されている複数の記録媒体の再
生装置を有しない記録装置、また曲目を選択する制御入力あるいは再生装置側を制御する
制御出力がない記録装置でありながら、特定トラックの録音が終了しても停止操作入力が
なければ録音ポーズ状態で待機するので、

次の記録媒体を再生してその記録媒体の特定トラックのみを順次記録可能で
あ

るという有利な効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態による記録装置のブロック図
【図２】同制御手段の制御フローチャート
【図３】本発明の第２の実施の形態による記録装置の概略説明図
【符号の説明】
１　カートリッジ
２　ＭＤ
５　光ピックアップ
１０　データ処理部
１６　システムコントローラ
１８　操作部
１９　デジタル信号入力回路
２２　レベル検出部
２４　ユーザデータビット検出部
２５　トラック番号検出部
２６　特定トラックメモリ
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記録したい特定のトラック番号を記憶しておく
ことにより、

り、複数の記録媒体から特定トラック番号のデジタルオーディオ信号のみを、簡単に抽
出して記録することができ



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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