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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メモリに記憶を行なったファイルを複数のグループに分類して管理を行い、１のグルー
プから他のグループへファイルの移動を行なう編集装置において、
　移動先である他のグループと、移動先である他のグループ内のファイルの挿入位置を指
定する操作手段と、
　グループ内の総ファイル数と、上記グループ中のファイルの位置番号とを所定の表示中
に表示すると共に、移動元である上記１のグループのグループ名と、移動先である上記他
のグループのグループ名とをタグで表示する表示手段と、
　移動先である上記他のグループ名が上記操作手段にて指定された場合には、上記表示手
段内の上記他のグループのグループ名を上記タグで表示させるとともに、上記操作手段に
て他のグループ内のファイルの挿入位置が指定された場合には、上記ファイルの挿入位置
の位置番号を上記所定の表示内に表示する表示制御手段と
　を備えてなる編集装置。
【請求項２】
　上記１のグループから上記他のグループへのファイルの移動を行なう際に、同一のグル
ープへのファイルの移動を指定することで、上記１のグループ内でのファイルの挿入位置
を変更可能とした請求項１に記載の編集装置。
【請求項３】
　複数のメモリに記憶を行なったファイルを複数のグループに分類して管理を行い、上記
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複数のメモリ内の１のメモリから他のメモリへグループの移動を行なう編集装置において
、
　移動先である他のメモリと、移動先である上記他のメモリ内のグループの挿入位置を指
定する操作手段と、
　グループ内の総ファイル数と、上記グループ中のファイルの位置番号とを所定の表示中
に表示すると共に、移動元である上記１のグループのグループ名と、移動先である上記他
のグループのグループ名とをタグで表示し、更に、移動元である上記１のメモリのメモリ
名と、移動先である上記他のメモリのメモリ名とを表示する表示手段と、
　移動先である上記他のメモリ名が上記操作手段にて指定された場合には、上記表示手段
内に上記他のメモリのメモリ名を表示させるとともに、上記操作手段にて上記移動先のメ
モリのグループの挿入位置が指定された場合には、上記グループの挿入位置を上記タグで
表示する表示制御手段と
　を備えてなる編集装置。
【請求項４】
　上記１のメモリから上記他のメモリにグループの移動を行なう際に、同一のメモリへの
グループの移動を指定することで、上記１のメモリ内でのグループの挿入位置を変更可能
とした請求項３に記載の編集装置。
【請求項５】
　複数のメモリに記憶を行なったファイルを複数のグループに分類して管理を行い、上記
複数のメモリ内の１のメモリの１のグループから他のメモリ内の他のグループへファイル
の移動を行なう編集装置において、
　移動先である他のメモリと、移動先である上記他のメモリ内のグループ名と、移動先で
ある上記他のメモリの他のグループ内のファイルの挿入位置とを指定する操作手段と、
　グループ内の総ファイル数と、上記グループ中のファイルの位置番号とを所定の表示中
に表示すると共に、移動元である上記１のグループのグループ名と、移動先である上記他
のグループのグループ名とをタグで表示し、更に、移動元である上記１のメモリのメモリ
名と、移動先である上記他のメモリのメモリ名とを表示する表示手段と、
　移動先である上記他のメモリ名が操作手段にて指定された場合には、上記表示手段内の
上記他のメモリのメモリ名を表示させるとともに、上記操作手段にて上記移動先のメモリ
のグループ名が指定された場合には、上記グループ名をタグで表示し、上記操作手段にて
他のグループ内のファイルの挿入位置が指定された場合には、上記ファイルの挿入位置の
位置番号を上記所定の表示内に表示する表示制御手段と
　を備えてなる編集装置。
【請求項６】
　上記１のメモリの１のグループから他のメモリ内の他のグループへファイルの移動を行
なう際に、同一のメモリへのグループの移動を指定することで、上記１のメモリ内でのグ
ループの挿入位置を変更可能とし、
　更に、同一のメモリの同一のグループへのファイルの移動を指定することで、上記１の
グループ内のファイルの挿入位置を変更可能とした請求項５に記載の編集装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、マイクロホンから入力された音声データをディジタル化し圧縮して不揮発性
の半導体メモリに記録／再生するようにした音声記録／再生装置において、記録した用件
ファイルの管理に用いて好適な編集装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
マイクロホンから入力された音声信号をディジタル化し、圧縮して不揮発性半導体メモリ
に記録／再生するようにした音声記録／再生装置が知られている。このような不揮発性半
導体メモリを使った音声記録／再生装置は、小型、軽量で、携帯に便利であると共に、外
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部からの振動やショックに強く、取り扱いが容易であり、商談での会話を記録したり、会
議での発言を記録したりするのに用いて好適である。
【０００３】
近年、大容量の不揮発性メモリが開発されてきたことから、この不揮発性半導体メモリを
使った音声記録及び再生装置に記録できる用件ファイル（一回の用件で記録した一連の音
声データ）数や記録時間が大幅に増加してきている。音声記録／再生装置の不揮発性メモ
リにこのように多数の用件ファイルが記録されると、ユーザが目的とする用件ファイルを
検索することが難しくなる。
【０００４】
そこで、不揮発性半導体メモリを使った音声記録及び再生装置において、用件ファイルを
例えばフォルダとしてグループ化して管理できるようにしたものが提案されている。用件
ファイルを例えばフォルダとしてグループ化して管理すると、用件ファイルが用途や目的
毎に整頓されるため、ユーザが目的とする用件ファイルを容易に検索できる。また、各ユ
ーザ毎に別々のフォルダを使用して用件ファイルを記録するようなことができ、複数のユ
ーザで同一の機器を共用するような使い方ができる。また、仕事用のフォルダとプライベ
ート用のフォルダを作り、商談や会議等の仕事で記録された用件ファイルは仕事用のフォ
ルダ内に置き、プライベートで記録した用件ファイルはプライベート用のフォルダ内に置
いて管理するようなことができる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、従来のこのような音声記録／再生装置においては、１つのフォルダ内では、記
録した時間順に用件ファイルが記録される。すなわち、同一のフォルダ内において、最初
に記録された用件ファイルが用件番号「１」になり、次に記録された用件ファイルが用件
番号「２」になり、その次に記録された用件ファイルが用件番号「３」となるように、用
件番号が付される。
【０００６】
しかしながら、ユーザが再生したいと望む用件ファイルの順番は、常に、記録した時間順
であるとは限らず、ユーザは、用件ファイルの順番を変更したいと考えることが良くある
。また、他のフォルダに用件ファイルを移動したいと考えることが良くなる。ところが、
従来では、用件番号の変更や別のフォルダへの用件ファイルの移動は行なえない。
【０００７】
また、近年、不揮発性メモリとして、カード状やスティック状の脱着自在なものが登場し
てきており、音声記録／再生装置に、このような脱着自在の不揮発性メモリを取り付ける
ことが考えられる。また、記録時間の向上や用件数を更に増加させるために、複数の不揮
発性メモリを取り付けるようにすることが考えられる。このように、脱着自在の不揮発性
メモリを用いた場合や、複数の不揮発性メモリを搭載した場合には、メモリ間で、用件フ
ァイルを移動したり、フォルダを移動したりできることが望まれる。
【０００８】
したがって、この発明の目的は、簡単な操作で、フォルダ間での用件ファイルの移動や、
同一のフォルダ内での用件番号の変更が行なえるようにした編集装置を提供することにあ
る。
【０００９】
この発明の他の目的は、簡単な操作で、メモリ間で用件ファイルやフォルダの移動や、同
一メモリ内でのフォルダ順の変更、同一メモリで同一フォルダ内での用件番号の変更が行
なえるようした編集装置を提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
請求項１の発明は、メモリに記憶を行なったファイルを複数のグループに分類して管理を
行い、１のグループから他のグループへファイルの移動を行なう編集装置において、
移動先である他のグループと、移動先である他のグループ内のファイルの挿入位置を指定
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する操作手段と、
グループ内の総ファイル数と、グループ中のファイルの位置番号とを所定の表示中に表示
すると共に、移動元である１のグループのグループ名と、移動先である他のグループのグ
ループ名とをタグで表示する表示手段と、
移動先である他のグループ名が操作手段にて指定された場合には、表示手段内の他のグル
ープのグループ名をタグで表示させるとともに、操作手段にて他のグループ内のファイル
の挿入位置が指定された場合には、ファイルの挿入位置の位置番号を所定の表示内に表示
する表示制御手段と
を備えてなる編集装置である。
【００１１】
　請求項３の発明は、複数のメモリに記憶を行なったファイルを複数のグループに分類し
て管理を行い、複数のメモリ内の１のメモリから他のメモリへグループの移動を行なう編
集装置において、
　移動先である他のメモリと、移動先である他のメモリ内のグループの挿入位置を指定す
る操作手段と、
　グループ内の総ファイル数と、グループ中のファイルの位置番号とを所定の表示中に表
示すると共に、移動元である１のグループのグループ名と、移動先である他のグループの
グループ名とをタグで表示し、更に、移動元である１のメモリのメモリ名と、移動先であ
る他のメモリのメモリ名とを表示する表示手段と、
　移動先である他のメモリ名が操作手段にて指定された場合には、表示手段内に他のメモ
リのメモリ名を表示させるとともに、操作手段にて移動先のメモリのグループの挿入位置
が指定された場合には、グループの挿入位置をタグで表示する表示制御手段と
　を備えてなる編集装置である。
【００１２】
請求項５の発明は、複数のメモリに記憶を行なったファイルを複数のグループに分類して
管理を行い、複数のメモリ内の１のメモリの１のグループから他のメモリ内の他のグルー
プへファイルの移動を行なう編集装置において、
移動先である他のメモリと、移動先である他のメモリ内のグループ名と、移動先である他
のメモリの他のグループ内のファイルの挿入位置とを指定する操作手段と、
グループ内の総ファイル数と、グループ中のファイルの位置番号とを所定の表示中に表示
すると共に、移動元である１のグループのグループ名と、移動先である他のグループのグ
ループ名とをタグで表示し、更に、移動元である１のメモリのメモリ名と、移動先である
他のメモリのメモリ名とを表示する表示手段と、
移動先である他のメモリ名が操作手段にて指定された場合には、表示手段内の他のメモリ
のメモリ名を表示させるとともに、操作手段にて移動先のメモリのグループ名が指定され
た場合には、グループ名をタグで表示し、操作手段にて他のグループ内のファイルの挿入
位置が指定された場合には、ファイルの挿入位置の位置番号を所定の表示内に表示する表
示制御手段と
を備えてなる編集装置である。
【００１３】
フォルダアイコン内に総用件ファイル数と現在の用件番号とを表示させると共に、フォル
ダ名を示すタグを表示させ、これらの表示を使って視覚的に、簡単に、他のフォルダへの
用件ファイルの移動や同一のフォルダ内での用件番号の変更が行なえる。また、複数のメ
モリの表示と、その中でアクティブなメモリの表示とを使って、メモリ間のフォルダの移
動、メモリ間の用件ファイルの移動、同一メモリ内でのフォルダの受順番の変更を視覚的
に、簡単に行なえる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態について図面を参照して説明する。図１は、この発明が適用
できる音声記録／再生装置１の全体の構成を示すものである。図１Ａに示すように、音声
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記録／再生装置１の前面には、ディスプレイ２が設けられると共に、録音釦３、消去釦４
、ファイル釦５、重要マーク釦６、停止釦７が配設される。また、音声記録／再生装置１
の前面には、インジケータランプ８、スピーカ９及びマイクロホン１０が配設される。
【００１５】
ディスプレイ２は例えば液晶ディスプレイからなるもので、このディスプレイ２には、録
音した用件ファイルに関する情報、時刻等が表示される。なお、録音を行なったときの一
連の音声情報が用件ファイルとして管理される。
【００１６】
録音釦３は、録音状態に設定／休止するための釦である。この録音釦３が短押しされると
、録音状態に設定される。録音状態で外部音声が入力されると、この外部音声が音声記録
／再生装置１内にある不揮発性半導体メモリに記録される。そして、録音時には、インジ
ケータ８が赤く点灯される。録音中に、録音釦３が押されると、録音が休止される。
【００１７】
消去釦４は、音声記録／再生装置１内にある不揮発性半導体メモリに記録された用件を消
去するための釦である。再生中に、消去釦４が短押し又は停止中に長押しされると、１件
消去モードに設定され、再度、消去釦４が短押しされると、消去が実行される。全消去は
、停止釦７を押しながら、消去釦４を長押しの後、消去釦４を短押しする。
【００１８】
フォルダ釦５は、フォルダのアイコン切り換えを行なうものである。重要マーク釦６は録
音用件の優先順位を切り換えるものである。
【００１９】
図１Ｂに示すように、音声／再生装置１の側面には、再生釦１１、ＦＦ／ＲＥＷ釦１２、
ホールドスイッチ１３が配設される。
【００２０】
停止中に再生釦１１が短押しされると、これまで音声記録／再生装置１内にある不揮発性
半導体メモリに記録されていた音声が再生され、その再生音がスピーカ９から出力される
。再生中に再生釦１１が短押しされると、再生一時停止状態に設定される。録音中に、再
生釦１１が短押しされると、今まで録音していた音声が再生される。また、録音中に再生
釦１１が長押しされると、リピート再生となり、停止中に、再生釦１１が長押しされると
、スキャン再生となる。
【００２１】
ＦＦ／ＲＥＷ釦１２が短押しされると、サーチ動作となり、また、再生中にＦＦ／ＲＥＷ
釦１２が短押しされたときも、サーチ動作となる。再生中に、ＦＦ／ＲＥＷ釦１２が長押
しされると、キュー／レビューとなる。
【００２２】
ホールドスイッチ１３は、ホールドのオン／オフを設定するものである。ホールドオンに
設定すると、全てのキー入力が受け付けられなくなる。
【００２３】
図１Ｃに示すように、音声記録／再生装置１の上面には、メニュー釦１４、回転式音量ボ
リューム１５が配設される。メニュー釦１４は、短押しでメニューモードに入り、以後、
ＦＦ／ＲＥＷ釦１２で設定が行なわれる。回転式音量ボリューム１５は、再生音量を設定
するものである。
【００２４】
図２は、この発明が適用された音声記録／再生装置の構成を示すブロック図である。図２
において、２１は信号処理部である。信号処理部２１は、音声データのエンコード／デコ
ード処理を行なうものであり、ＤＳＰ（Digital Signal Processor）で構成することがで
きる。この信号処理部２１は、Ａ／Ｄコンバータ２２と、エンコーダ２３と、デコーダ２
４と、Ｄ／Ａコンバータ２５と、インターフェース２６とからなる。エンコーダ２３は、
例えば、ＡＤＰＣＭ（Adaptive Differential Pulse Code Modulation ）により、オーデ
ィオデータを圧縮符号化するものであり、デコーダ２４は、ＡＤＰＣＭの復号を行なうも
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のである。なお、符号化方式はＡＤＰＣＭに限らず、ＡＴＲＡＣ（Adaptive Transform A
coustic Coding）等の他の方式を用いるようにしても良い。
【００２５】
３１は制御部である。制御部３１はシステム全体を制御するもので、マイクロコントロー
ラで構成することができる。制御部３１には、操作部３２から入力が与えられる。操作部
３２は、図１の音声記録／再生装置上の各釦に対応する。操作部３２からの入力は、操作
制御部３３に供給される。操作制御部３３で、操作情報の認知、振り分け等の処理が行な
われる。操作制御部３３の出力がモード生成部３４に与えられる。モード生成部３４によ
り、操作部３２からの入力に基づいて、モード制御命令が生成される。モード生成部３４
の出力がモード制御部３５に供給される。モード制御部３５は、モード生成部３４の出力
に基づいて、モードを設定する。
【００２６】
設定されたモードに応じて、ＲＡＭ制御部３６により、バッファＲＡＭ３７の読み出し／
書き込みが制御される。また、設定モードに応じて、表示駆動部３８により表示信号が発
生され、この表示信号に基づいて、表示部３９の表示がなされる。なお、表示部３９は、
図１におけるディスプレイ２に対応している。
【００２７】
４１はフラッシュメモリである。フラッシュメモリ４１は、不揮発性の半導体メモリから
なるもので、音声の記録媒体として使用される。フラッシュメモリ４１は不揮発性の半導
体メモリであるから、主電源がオフされても、そのデータは保持されている。
【００２８】
音声記録時には、マイクロホン５１（図１のマイクロホン１０に対応する）により外部音
声が入力される。マイクロホン５１の出力がアンプ５２、ＡＧＣ（Automatic Gain Contr
ol）回路５３を介して、信号処理回路２１のＡ／Ｄコンバータ２２に供給される。
【００２９】
Ａ／Ｄコンバータ２２で、アナログのオーディオ信号がディジタルデータに変換される。
Ａ／Ｄコンバータ２２の出力がエコーダ２３に供給される。エンコーダ２３で、Ａ／Ｄコ
ンバータ２２からのディジタルオーディオデータが、例えばＡＤＰＣＭで圧縮符号化され
る。
【００３０】
エンコーダ２３の出力がインターフェース回路２６を介して、制御部３１のバッファＲＡ
Ｍ３７に供給され、バッファＲＡＭ３７に一旦蓄積される。バッファＲＡＭ３７の出力が
フラッシュメモリ４１に蓄積される。
【００３１】
再生時には、フラッシュメモリ４１から所望のデータが読み出される。フラッシュメモリ
４１の出力がバッファＲＡＭ３７に一旦蓄積された後、信号処理部２１のインターフェー
ス部２６を介して、デコーダ２４に供給される。デコーダ２４で、ＡＤＰＣＭの復号処理
が行なわれる。デコーダ２４の出力がＤ／Ａコンバータ２５に供給される。Ｄ／Ａコンバ
ータ２５により、ディジタルオーディオ信号がアナログオーディオ信号に変換される。
【００３２】
Ｄ／Ａコンバータ２５の出力がフィルタ回路５４、アンプ５５を介して、スピーカ５６（
図１のスピーカ９に対応する）に供給される。スピーカ５６から、フラッシュメモリ４１
の再生データに基づく音声が出力される。
【００３３】
このような音声記録／再生装置１は、フラッシュメモリ４１に音声データを記録させるも
ので、小型、軽量で、携帯に便利であり、機械的な振動に強く、手軽に扱えることから、
例えば、商談や取材、会議の記録に使うのに好適である。また、この音声記録／再生装置
１でフラッシュメモリ４１に音楽データを記録し、ヘッドホンステレオとして利用するこ
とも考えられる。
【００３４】
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この発明が適用された音声記録／再生装置１では、複数の用件ファイルをまとめてフォル
ダとして管理するようにしている。そして、ＭＯＶＥモードに設定して、用件ファイルを
他のフォルダに移動させたり、同一のフォルダ内で用件番号を変更したりすることができ
る。
【００３５】
図３は、上述のように、用件ファイルを他のフォルダに移動させたり、同一のフォルダ内
で用件番号を変更したする操作を行なう処理を説明するための機能ブロック図である。
【００３６】
図３に示すように、操作部５１としては、モード切り替えキー５２と、選択キー５３Ａ及
び５３Ｂと、確定キー５４とが備えられる。また、表示部５０には、フラッシュメモリ５
３に記録した用件ファイルを示す表示として、フォルダアイコン６１が表示される。コン
トローラ５４には、モード制御部５５、メモリ制御部５６、モード生成部５７、表示制御
部５８が備えられる。
【００３７】
なお、操作部５１、表示部５０、フラッシュメモリ５３、コントローラ５４は、図２にお
ける操作部３２、表示部３９、フラッシュメモリ４１、コントローラ３１と夫々対応して
いる。
【００３８】
また、操作部５１に配設されるモード切り替えキー５２、選択キー５３Ａ及び５３Ｂ、確
定キー５４は、キーの数を減少させるために、他のキーと兼用されている。例えば、モー
ド切り替えキー５２は、図１における録音釦３とファイル釦５を同時に押しにより実現さ
れる。選択キー５３Ａ及び５３Ｂは、ＦＦ／ＲＥＷ釦１２により実現される。確定キー５
４は録音釦３により実現される。
【００３９】
操作部５１からの入力は、モード生成部５７に送られる。モード生成部５７で、操作部５
１からの入力に基づいて、モードが生成される。このモード生成部５７の出力がモード制
御部５５に送られる。これにより、操作部５１からの入力に基づいて、モードが設定され
る。
【００４０】
モード制御部５５の出力は、メモリ制御部５６に送られると共に、表示制御部５８に送ら
れる。メモリ制御部５６で、動作モードに応じて、フラッシュメモリ５３の読み出し／書
き込みが制御されると共に、表示制御部５８により、動作モードに応じた表示がなされる
。
【００４１】
１つのフォルダから他のフォルダに用件ファイルを移動する場合には、操作部５１のモー
ド切り替えキー５２により、ＭＯＶＥモードに設定される。ＭＯＶＥモードに設定される
と、先ず、移動先のフォルダの変更処理が行なわれる。このときに、表示部５０のフォル
ダアイタン６１中には、移動元のフォルダを示すタグ６２Ａと、移動先のフォルダを示す
タグ６２Ｂが表示される。選択キー５３Ａ及び５３Ｂにより、移動先のフォルダのタグ６
２Ｂを選択することで、移動先のフォルダが選択できる。
【００４２】
移動先のフォルダが選択されたら、確定キー５４により移動先のフォルダが確定される。
【００４３】
移動先のフォルダが確定されると、用件番号の変更処理が行なわれる。このときに、選択
キー５３Ａ及び５３Ｂにより、用件番号が選択される。そのフォルダの総用件ファイル数
はフォルダアイコン６１中に表示６３で示され、現在のフォルダ番号はフォルダアイコン
６１中に表示６４で示される。選択キー５３Ａ及び５３Ｂを操作すると、現在のフォルダ
番号を示す表示６４が切り替わり、これにより、用件番号が選択できる。
【００４４】
用件番号が選択されたら、確定キー５４により移動先の用件番号が確定される。
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【００４５】
このように、選択キー５３Ａ及び５３Ｂにより移動先のフォルダを指定して確定キー５４
を押し、移動先のフォルダでの用件番号を指定して確定キー５４を押すことで、１つのフ
ォルダから他のフォルダに用件データファイルが移動できる。そして、全ての操作は、フ
ォルダアイコン６１に示される表示を見ながら視覚的に行なえるため、操作性が良好であ
る。
【００４６】
また、同一のフォルダ内で用件番号の移動をする場合には、移動先のフォルダの変更処理
が行なわれるときに、移動元のフォルダと移動先のフォルダとを同じフォルダに設定する
。すなわち、移動元のフォルダを示すタグ６２Ａが移動先のフォルダ６２Ｂとなるように
、選択キー５３Ａ及び５３Ｂにより、移動先のフォルダを選択して、確定キー５４を押す
。このようにすると、次に用件番号の変更処理を行なうと、同一のフォルダ内での用件番
号が変更されたことになる。したがって、全く同一の操作で、他のフォルダへの用件ファ
イルの移動と、同一のフォルダ内での用件番号の変更が行なえることになる。
【００４７】
図４は、このように、用件ファイルを他のフォルダに移動させたり、同一のフォルダ内で
用件番号を変更したりする操作を行なう処理を示すフローチャートである。
【００４８】
図４において、ＭＯＶＥモードに設定されているか否かが判断される（ステップＳ１）。
ＭＯＶＥモードは、モード切り替えキー５２により設定される。ＭＯＶＥモードに設定さ
れていなければ処理は終了され、ＭＯＶＥモードに設定されたら、移動先のフォルダが初
期設定される（ステップＳ２）。
【００４９】
ＭＯＶＥモードに設定されると、フォルダアイコンには、移動元のフォルダ名を示すタグ
６２Ａが表示されると共に、移動先のフォルダを示すタグ６２Ｂが点滅して表示される（
ステップＳ３）。移動先フォルダの変更が入力されているか否かが判断される（ステップ
Ｓ４）。
【００５０】
ここで、選択キー５３Ａ及び５３Ｂを操作すると、移動先のフォルダが変更される。フォ
ルダの移動先がどこに移ったかは、移動先のフォルダを示すタグ６２Ｂの点滅表示により
知らされる。ステップＳ４で、移動先フォルダの変更が入力されたと判断されたら、入力
された移動先に基づいて、フォルダの移動先が変更される（ステップＳ５）。
【００５１】
そして、確定キー５４により、移動先の確定がなされたか否かが判断される（ステップＳ
６）。移動先のフォルダが決定されると、確定キー５４が押される。確定キー５４が入力
されていなければ、ステップＳ４に戻り、移動先フォルダの変更処理が続けられる。
【００５２】
ステップＳ４～ステップＳ６の処理により、移動先フォルダの変更処理が行なわれ、移動
先フォルダが確定されると、ステップＳ６で、確定キー５４が入力される。
【００５３】
ステップＳ６で、確定キー５４が入力されたら、移動元のフォルダを示すタグ６２Ａが消
され（ステップＳ７）、移動先のフォルダを示すタグ６２Ｂのみが表示されるようになる
（ステップＳ８）。そして、フォルダアイコン６１内の総用件ファイル数の表示６３や現
在の用件番号６４の表示が移動先のフォルダについてのものに変更され、移動先の用件番
号が点滅して表示される（ステップＳ９）。移動先の用件番号が点滅されると、移動先の
用件番号を変更できる状態となる。そして、選択キー５３Ａ及び５３Ｂにより、移動先の
用件番号の変更が入力さたか否かが判断される（ステップＳ１０）。
【００５４】
ここで、選択キー５３Ａ及び５３Ｂを操作すると、移動先の用件番号が変更される。フォ
ルダ内のどの用件番号に移ったかは、現在の用件番号を示す表示６４の点滅表示により知
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らされる。ステップＳ１０で、移動先の用件番号の変更が入力されていたら、入力された
移動先に基づいて、用件番号が変更される（ステップＳ１１）。移動先の用件番号の変更
が入力されていなかったら、ステップＳ１２で、確定キー５４が入力されたか否かが判断
される。
【００５５】
用件番号が変更されたら、確定キー５４が入力されたか否かが判断される（ステップＳ１
２）。用件番号が決定されると、確定キー５４が押される。確定キー５４が入力されてい
なければ、ステップＳ１０に戻り、移動先フォルダの変更処理が続けられる。
【００５６】
ステップＳ１０～ステップＳ１２の処理により、移動先の用件番号の変更処理が行なわれ
、移動先の用件番号が確定されると、ステップＳ１２で、確定キー５４が入力されたと判
断される。
【００５７】
ステップＳ１２で、確定キー５４が入力がされたと判断されると、設定されたフォルダの
用件番号に用件ファイルを移動する処理が行なわれ（ステップＳ１３）、ＭＯＶＥモード
が終了される（ステップＳ１４）。
【００５８】
上述のような処理により、以下のように、１つのフォルダから他のフォルダにフォルダ間
で用件ファイルを移動するときの処理や、同一のフォルダ内で用件番号の変更処理が行な
える。
【００５９】
図５は、１つのフォルダから他のフォルダにフォルダ間で用件ファイルを移動するときの
処理を示すものである。
【００６０】
図５Ａに示すように、現在のフォルダ名が「Ａ」（タグ６２Ａで表示）で、そのフォルダ
名が「Ａ」のフォルダには、全体で「１０」件の用件ファイルがあり（表示６３で表示）
で、現在の用件番号が「３」（表示６４で表示）であるとする。このフォルダ名「Ａ」の
用件番号「３」の用件ファイルを、フォルダ名「Ｃ」のフォルダの用件番号「７」に移動
させるとする。
【００６１】
フォルダ間で用件ファイルを移動するときには、ＭＯＶＥモードに設定される。ＭＯＶＥ
モードに設定されると、図５Ｂに示すように、移動元のフォルダ名のタグ６２Ａとともに
、移動先のフォルダ名のタグ６２Ｂが点滅して表示されるようになる。
【００６２】
ここで、選択キー５３Ａ及び５３Ｂを押すと、移動先のフォルダ名が移動していき、移動
先のフォルダ番号が変更され、移動先のフォルダ名が「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」の順に移っ
ていく。ここでは、移動先のフォルダ名は「Ｃ」なので、点滅しているタグ６２Ｂで示さ
れる移動先のフォルダ名が「Ｃ」となるように、選択キー５３Ａ及び５３Ｂにより、移動
先のフォルダ名が選択される。
【００６３】
移動先のフォルダ名が選択されたら、確定キー５４が押される。確定キー５４が押される
と、図５Ｃに示すように、移動元であるフォルダ名「Ａ」のタグ６２Ａは消され、移動先
であるフォルダ名「Ｃ」のタグ６２Ｂのみが表示されるようになる。また、フォルダアイ
コン６１中の総用件ファイル数の表示６３や現在の用件番号の表示６４が移動先のフォル
ダの情報に変更される。そして、現在の用件番号の表示６４の表示が点滅される。
【００６４】
移動先の用件番号は、選択キー５３Ａ及び５３Ｂにより、変更される。ここでは、用件番
号の移動先は「７」なので、用件番号の表示６４が「７」となるように、選択キー５３Ａ
及び５３Ｂにより、用件番号が選択される。
【００６５】
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移動先の用件番号が選択されたら、確定キー５４が押される。確定キー５４が押されると
、図５Ｄに示すように、移動先であるフォルダ名「Ｃ」の用件番号「７」の所に、その用
件ファイルが移動される。用件ファイルが１つ挿入されたことにより、ファイル内の総用
件数の表示６３は「１９」に増加している。
【００６６】
図６は、同一のフォルダ内で用件番号を移動するときの処理を示すものである。フォルダ
内での用件番号の移動は、同一のファイル内での用件番号の移動ということになり、前述
のファイル間での用件の移動と同様に操作できる。
【００６７】
図６Ａに示すように、現在のフォルダ名が「Ａ」で、そのフォルダ全体で「１０」件の用
件ファイルがあり、現在の用件番号が「３」であるとする。この用件番号「３」の用件フ
ァイルを、同一のフォルダ内の用件番号が「８」に移動させるとする。
【００６８】
同一ファイル内で用件を移動するときには、ＭＯＶＥモードに設定される。ＭＯＶＥモー
ドに設定されると、図６Ｂに示すように、移動元のフォルダ名のタグ６２Ａとともに、移
動先のフォルダ番号のタグ６２Ｂが点滅して表示されるようになる。
【００６９】
ここで、選択キー５３Ａ及び５３Ｂを押すと、移動先のフォルダ番号が移動していき、移
動先のフォルダ番号が変更され、移動先のフォルダ名が「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」の順に移
っていく。ここでは、同一のフォルダ内での処理なので、移動先のフォルダ名が「Ａ」と
なるように、選択キー５３Ａ及び５３Ｂにより、移動先のフォルダ名が選択される。この
とき、移動元と移動先とは同じになるので、図６Ｂに示すように、移動元のフォルダ名の
表示タグ６２Ａと移動先のフォルダ面の表示タグ６２Ｂは共通の表示となる。
【００７０】
移動先のフォルダ番号が選択されたら、確定キー５４が押される。確定キー５４が押され
ると、移動元であるフォルダ名「Ａ」のタグ６２Ａは消され、移動先であるフォルダ名「
Ｃ」のタグ６２Ｂのみが表示され、また、フォルダアイコン６１中の総用件ファイル数の
表示６３や現在の用件番号の表示６４が移動先のフォルダの情報に変更され、そして、現
在の用件番号の表示６４の表示が点滅されるようになるが、ここでは、移動元のフォルダ
名と移動先のフォルダ名は同じで「Ａ」であるから、表示上では、図６Ｃに示すように、
現在の用件番号の表示６４の表示が点滅されるようになる。
【００７１】
移動先の用件番号は、選択キー５３Ａ及び５３Ｂにより、変更される。ここでは、用件番
号の移動先は「８」なので、用件番号の表示６４が「８」となるように、選択キー５３Ａ
及び５３Ｂにより、用件番号が選択される。
【００７２】
移動先の用件番号が選択されたら、確定キー５４が押される。確定キー５４が押されると
、図６Ｄに示すように、フォルダ名「Ａ」の用件番号「８」の所に、その用件ファイルが
移動される。
【００７３】
このように、フォルダアイコン６１内に総用件ファイル数６３と現在の用件番号６４とを
表示させると共に、フォルダ名を示すタグ６２を表示させ、これらの表示を使って視覚的
に、他のフォルダへの用件ファイルの移動や同一のフォルダ内での用件番号の変更が行な
える。
【００７４】
ところで、図２に示した音声記録／再生装置では、固定のフラッシュメモリ４１に用件フ
ァイルを記録するようにしているが、このフラッシュメモリ４１として、カード状やステ
ィック状の着脱自在のフラッシュメモリを用いるようにしても良い。
【００７５】
また、上述の例では、１つのフラッシュメモリ４１に用件ファイルを記録するようにして
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いるが、図７に示すように、複数のフラッシュメモリ４１Ａ、４１Ｂ、４１Ｃを用いるよ
うにしても良い。
【００７６】
上述のように、着脱自在のフラッシュメモリや複数のフラッュメモリを使った場合には、
メモリ間でフォルダの移動を行なったり、用件ファイルの移動を行なうことが考えられる
。
【００７７】
すなわち、図８に示すように、メモリＭＥＭ１、ＭＥＭ２、ＭＥＭ３があり、各メモリＭ
ＥＭ１、ＭＥＭ２、ＭＥＭ３には、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、…のフォルダがあり、各フ
ォルダには用件ファイル「１」、「２」、「３」、…があるとする。例えば、メモリＭＥ
Ｍ２のフォルダ「Ｂ」をメモリＭＥＭ３のフォルダ「Ａ」に移動させるような処理がメモ
リ間のフォルダの移動である。このように、フォルダを移動させると、各フォルダ内の用
件ファイル「１」、「２」、「３」、…も一緒に移動する。
【００７８】
図９に示すように、例えば、メモリＭＥＭ１のフォルダ「Ｂ」の用件番号「２」の用件フ
ァイルを、メモリＭＥＭ２のフォルダ「Ｃ」の用件番号「１」に移動させるような処理が
メモリ間のファイルの移動である。
【００７９】
図１０は、複数のメモリ間でフォルダを移動させる操作を行なうための処理を示すフロー
チャートである。
【００８０】
図１０において、メモリ間でフォルダを移動させるときには、ＦＯＬＤＥＲ
ＭＯＶＥモードに設定されているか否かが判断される（ステップＳ２１）。ＦＯＬＤＥＲ
　ＭＯＶＥモードは、モード切り替えキー５２により設定される。ＦＯＬＤＥＲ　ＭＯＶ
Ｅモードに設定されていなければ処理は終了され、ＦＯＬＤＥＲ　ＭＯＶＥモードに設定
されたら、ＦＯＬＤＥＲ　ＭＯＶＥモードに設定されたことを示すモード表示７０（図１
１参照）が点灯され（ステップＳ２２）、移動先のメモリが初期設定される（ステップＳ
２３）。
【００８１】
ＦＯＬＤＥＲ　ＭＯＶＥモードに設定されると、メモリマーク７１のうち、移動先メモリ
マーク７１Ａが点滅して表示される（ステップＳ２４）。そして、移動先メモリの変更が
入力されているか否かが判断される（ステップＳ２５）。
【００８２】
ここで、選択キー５３Ａ及び５３Ｂを操作すると、移動先のメモリが変更される。メモリ
の移動先がどこに移ったかは、移動先のメモリを示すメモリマーク７１Ａの点滅表示によ
り知らされる。ステップＳ２５で、移動先メモリの変更が入力されたと判断されたら、入
力された移動先に基づいて、メモリの移動先が変更される（ステップＳ２６）。
【００８３】
そして、確定キー５４により、移動先の確定がなされたか否かが判断される（ステップＳ
２７）。移動先のメモリが決定されると、確定キー５４が押される。確定キー５４が入力
されていなければ、ステップＳ２５に戻り、移動先フォルダ名の変更処理が続けられる。
【００８４】
ステップＳ２７で、確定キー５４が入力されたら、移動先メモリマーク７１Ａの点滅が停
止され（ステップＳ２８）、アクティブなメモリマーク７２に移動先のメモリが表示され
る。そして、フォルダマークのタグ６２が点滅して表示される（ステップＳ３０）。フォ
ルダマークのタグ６２が点滅されると、移動先のフォルダ名を変更できる状態となる。そ
して、選択キー５３Ａ及び５３Ｂにより、移動先のフォルダの変更が入力さたか否かが判
断される（ステップＳ３１）。
【００８５】
ここで、選択キー５３Ａ及び５３Ｂを操作すると、移動先のフォルダ名が変更される。フ
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ォルダ内のどの用件番号に移ったかは、フォルダマークのタグ６２が点滅し表示により知
らされる。ステップＳ３１で、移動先のフォルダの変更が入力されていたら、入力された
移動先に基づいて、フォルダ名が変更される（ステップＳ３２）。
【００８６】
フォルダ名が変更されたら、確定キー５４が入力されたか否かが判断される（ステップＳ
３３）。フォルダ名が決定されると、確定キー５４が押される。確定キー５４が入力され
ていなければ、ステップＳ３１に戻り、移動先のフォルダ名の変更処理が続けられる。
【００８７】
ステップＳ３１～ステップＳ３３の処理により、移動先のフォルダ名の変更処理が行なわ
れ、移動先のフォルダ名が確定されると、ステップＳ３３で、確定キー５４が入力された
と判断される。
【００８８】
ステップＳ３３で、確定キー５４が入力がされたと判断されると、設定さたフォルダ名に
フォルダを移動する処理が行なわれ（ステップＳ３４）、ＦＯＬＤＥＲ　ＭＯＶＥモード
が終了される（ステップＳ３５）。
【００８９】
なお、このとき、移動元のメモリと移動先のメモリとして、同一のメモリ名のものを選択
するようにすると、同一のメモリ内でのフォルダ名の順番を変更することができる。
【００９０】
図１１は、メモリ間でフォルダを移動させるときの表示例を示すものである。図１１に示
すように、複数のメモリが装着される場合には、フォルダマーク６１と共に、装着されて
いるメモリを示す表示７１、７１、…と、現在アクティブなメモリの表示７２が設けられ
る。フォルダマーク６１内には、そのフォルダ内の総用件ファイル数６３と、現在の用件
番号６４が表示されると共に、フォルダ名を示すタグ６２が設けられる。
【００９１】
図１１Ａに示すように、現在のアクティブなメモリはメモリＭＥＭ２であり、フォルダ名
が「Ｂ」で、そのフォルダには、全体で「１３」件の用件ファイルがあり、現在の用件番
号が「９」であるとする。このメモリＭＥＭ２のフォルダ名「Ｂ」のフォルダを、メモリ
ＭＥＭ３のフォルダ名「Ａ」のフォルダに移動させるとする。
【００９２】
メモリ間でフォルダの移動をするときには、ＦＯＬＤＥＲ　ＭＯＶＥモードに設定される
。ＦＯＬＤＥＲ　ＭＯＶＥモードに設定されると、図１１Ｂに示すように、メモリマーク
７１、７１、…のうち、移動先のメモリマーク７１Ａが点滅して表示されるようになる。
【００９３】
ここで、選択キー５３Ａ及び５３Ｂを押すと、移動先のメモリ名が「ＭＥＭ１」、「ＭＥ
Ｍ２」、「ＭＥＭ３」の順に移っていく。ここでは、移動先のフォルダ名は「ＭＥＭ３」
なので、移動先のフォルダ名が「ＭＥＭ３」となるように、選択キー５３Ａ及び５３Ｂに
より、移動先のフォルダ名が選択される。
【００９４】
移動先のメモリが選択されたら、確定キー５４が押される。確定キー５４が押されると、
図１１Ｃに示すように、アクティブなメモリを示す表示７２に移動先のメモリのメモリ名
「ＭＥＭ３」が入り、移動先のメモリマーク７１Ａの点滅が停止される。そして、移動先
のタグ６２が点滅されるようになる。また、フォルダアイコン６１中の総用件ファイル数
の表示６３や現在の用件番号の表示６４が移動先のフォルダの情報に変更される。
【００９５】
ここで、選択キー５３Ａ及び５３Ｂを押すと、タグ６２で示されるフォルダ番号が移動し
ていき、移動先のフォルダ番号が変更され、移動先のフォルダ名が「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ
」の順に移っていく。ここでは、移動先のフォルダ名は「Ａ」なので、移動先のフォルダ
名が「Ａ」となるように、選択キー５３Ａ及び５３Ｂにより、移動先のフォルダ名が選択
される。
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【００９６】
移動先のフォルダ番号が選択されたら、確定キー５４が押される。確定キー５４が押され
ると、図１１Ｄに示すように、アクティブなメモリを示す表示７２に移動先のメモリのメ
モリ名「ＭＥＭ３」が入り、そのメモリのフォルダ名「Ａ」のタグ６２が表示されるよう
になる。
【００９７】
このとき、移動元のメモリと移動先のメモリとして、同一のメモリ名のものを選択するよ
うにすると、同一のメモリ内でのフォルダの順番を変更することができる。
【００９８】
図１２は、複数のメモリ間で用件ファイルを移動させる操作を行なうときの処理を示すフ
ローチャートである。
【００９９】
用件ファイルを移動させるときには、ＭＯＶＥモードに設定される。図１２において、Ｍ
ＯＶＥモードに設定されているか否かが判断される（ステップＳ４１）。ＭＯＶＥモード
は、モード切り替えキー５２により設定される。ＭＯＶＥモードに設定されていなければ
処理は終了され、ＭＯＶＥモードに設定されたら、ＭＯＶＥモードに設定されたことを示
すモード表示７０（図１３参照）が点灯され（ステップＳ４２）、移動先のメモリが初期
設定される（ステップＳ４３）。
【０１００】
ＭＯＶＥモードに設定されると、メモリマーク７１のうち、移動先メモリマーク７１Ａが
点滅して表示される（ステップＳ４４）。そして、移動先メモリの変更が入力されている
か否かが判断される（ステップＳ４５）。
【０１０１】
ここで、選択キー５３Ａ及び５３Ｂを操作すると、移動先のメモリが変更される。メモリ
の移動先がどこに移ったかは、移動先のメモリを示すメモリマーク７１Ａの点滅表示によ
り知らされる。ステップＳ４５で、移動先メモリの変更が入力されたと判断されたら、入
力された移動先に基づいて、メモリの移動先が変更される（ステップＳ４６）。
【０１０２】
そして、確定キー５４により、移動先の確定がなされたか否かが判断される（ステップＳ
４７）。移動先のメモリが決定されると、確定キー５４が押される。確定キー５４が入力
されていなければ、ステップＳ４５に戻り、移動先フォルダ名の変更処理が続けられる。
【０１０３】
ステップ４７で、確定キー５４が入力されたら、移動先メモリマーク７１Ａが点滅が停止
され（ステップＳ４８）、アクティブなメモリマーク７２に移動先のメモリが表示される
（ステップＳ４９）。そして、フォルダマークのタグ６２が点滅して表示される（ステッ
プＳ５０）。フォルダマークのタグ５２が点滅されると、移動先のフォルダ名を変更でき
る状態となる。そして、選択キー５３Ａ及び５３Ｂにより、移動先のフォルダの変更が入
力さたか否かが判断される（ステップＳ５１）。
【０１０４】
ここで、選択キー５３Ａ及び５３Ｂを操作すると、移動先のフォルダ名が変更される。フ
ォルダ内のどの用件番号に移ったかは、フォルダマークのタグ６２の点滅表示により知ら
される。ステップＳ５１で、移動先のフォルダの変更が入力されていたら、入力された移
動先に基づいて、フォルダ名が変更される（ステップＳ５２）。
【０１０５】
フォルダ名が変更されたら、確定キー５４が入力されたか否かが判断される（ステップＳ
５３）。確定キー５４が入力されていなければ、ステップＳ５１に戻り、移動先のフォル
ダ名の変更処理が続けられる。
【０１０６】
ステップＳ５１～ステップＳ５３の処理により、移動先のフォルダ名の変更処理が行なわ
れ、移動先のフォルダ名が確定されると、ステップＳ５３で、確定キー５４が入力された
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と判断される。
【０１０７】
フォルダ名が変更されたら、移動先のフォルダマークのタグ６２の点滅が停止される。そ
して、移動先の用件番号の表示６４が点滅され、移動先の用件番号の変更が入力されたか
否かが判断される（ステップＳ５６）。
【０１０８】
ここで、選択キー５３Ａ及び５３Ｂを操作すると、移動先の用件番号が変更される。フォ
ルダ内のどの用件番号に移ったかは、現在の用件番号を示す表示６４の点滅表示により知
らされる。ステップＳ５６で、移動先の用件番号の変更が入力されていたら、入力された
移動先に基づいて、用件番号が変更される（ステップＳ５７）。
【０１０９】
用件番号が変更されたら、確定キー５４が入力されたか否かが判断される（ステップＳ５
８）。用件番号が決定されると、確定キー５４が押される。用件番号が決定されていない
ときには、確定キー５４は入力されない。確定キー５４が入力されていなければ、ステッ
プＳ５６に戻り、移動先フォルダの変更処理が続けられる。
【０１１０】
ステップＳ５６～ステップＳ５８の処理により、移動先の用件番号の変更処理が行なわれ
、移動先の用件番号が確定されると、ステップＳ５８で、確定キー５４が入力されたと判
断される。
【０１１１】
ステップＳ５８で、確定キー５４が入力がされたと判断されると、設定さたフォルダの用
件番号に用件ファイルを移動する処理が行なわれ（ステップＳ５９）、ＭＯＶＥモードが
終了される（ステップＳ６０）。
【０１１２】
上述のような処理により、以下のように、１つのメモリから他のメモリに用件ファイルを
移動するときの処理が行なえる。
【０１１３】
図１３は、複数のメモリ間で用件ファイルを移動するときの表示を示すものである。図１
３Ａに示すように、現在のアクティブなメモリはメモリＭＥＭ１であり、フォルダ名が「
Ｂ」で、そのフォルダには、全体で「５」件の用件ファイルがあり、現在の用件番号が「
２」であるとする。このメモリＭＥＭ２のフォル名「Ｂ」のフォルダの用件番号「２」の
用件ファイルを、メモリＭＥＭ２のフォルダ名「Ｃ」の用件番号３に移動させるとする。
【０１１４】
メモリ間で用件ファイルの移動をするときには、ＭＯＶＥモードに設定される。ＭＯＶＥ
モードに設定されると、図１３Ｂに示すように、メモリマーク７１、７１、…のうち、移
動先のメモリマーク７１Ａが点滅して表示されるようになる。
【０１１５】
ここで、選択キー５３Ａ及び５３Ｂを押すと、移動先のメモリが移動していき、移動先の
メモリ名が「ＭＥＭ１」、「ＭＥＭ２」、「ＭＥＭ３」の順に移っていく。ここでは、移
動先のフォルダ名は「ＭＥＭ２」なので、移動先のフォルダ名が「ＭＥＭ２」となるよう
に、選択キー５３Ａ及び５３Ｂにより、移動先のフォルダ名が選択される。
【０１１６】
移動先のメモリが選択されたら、確定キー５４が押される。確定キー５４が押されると、
図１３Ｃに示すように、アクティブなメモリを示す表示７２に移動先のメモリのメモリ名
「ＭＥＭ２」が入り、移動先のメモリマーク７１Ａの点滅が停止される。そして、移動先
のフォルダ名を示すタグ６２が点滅されるようになる。また、フォルダアイコン６１中の
総用件ファイル数の表示６３や現在の用件番号の表示６４が移動先のフォルダの情報に変
更される。
【０１１７】
ここで、選択キー５３Ａ及び５３Ｂを押すと、タグ６２で示されるフォルダ番号が移動し
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ていき、移動先のフォルダ名が「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」の順に移っていく。ここでは、移
動先のフォルダ名は「Ｃ」なので、移動先のフォルダ名が「Ｃ」となるように、選択キー
５３Ａ及び５３Ｂにより、移動先のフォルダ名が選択される。
【０１１８】
移動先のフォルダ番号が選択されたら、確定キー５４が押される。確定キー５４が押され
ると、移動先であるフォルダ名「Ｃ」のタグ６２の点滅が停止され、そして、現在の用件
番号の表示６４の表示が点滅されるようになる。
【０１１９】
移動先の用件番号は、選択キー５３Ａ及び５３Ｂにより、変更される。ここでは、用件番
号の移動先は「３」なので、用件番号の表示６４が「３」となるように、選択キー５３Ａ
及び５３Ｂにより、用件番号が選択される。
【０１２０】
移動先の用件番号が選択されたら、確定キー５４が押される。確定キー５４が押されると
、図１３Ｅに示すように、メモリＭＥＭ２のフォルダ名「Ｃ」の用件番号「３」の所に、
その用件ファイルが移動される。
【０１２１】
このとき、移動元のメモリと移動先のメモリとして、同一のメモリ名のものを選択するよ
うにすると、同一のメモリ内でのフォルダの順番を変更することができる。また、移動元
のメモリ及びフォルダと、移動先のメモリ及びフォルダとを同一にすると、同一のメモリ
内の同一のフォルダ内において、用件番号を変更することができる。
【０１２２】
【発明の効果】
この発明によれば、フォルダアイコン内に総用件ファイル数と現在の用件番号とを表示さ
せると共に、フォルダ名を示すタグを表示させ、これらの表示を使って、視覚的に、簡単
に、他のフォルダへの用件ファイルの移動や同一のフォルダ内での用件番号の変更が行な
える。また、複数のメモリの表示と、その中でアクティブなメモリの表示とを使って、メ
モリ間のフォルダの移動、メモリ間の用件ファイルの移動を視覚的に、簡単に行なえる。
【０１２３】
この発明によれば、このようにフォルダ間の用件ファイルの移動やフォルダ内での用件番
号の変更、メモリ間のフォルダの移動、メモリ間の用件ファイルの移動が行なえるので、
用件ファイルを整頓でき、用件ファイルの検索が容易になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明が適用された音声記録／再生装置の一例を示す正面図、側面図、及び上
面図である。
【図２】この発明が適用された音声記録／再生装置の一例の構成を示すブロック図である
。
【図３】この発明の第１の形態の説明に用いる機能ブロック図である。
【図４】この発明の第１の形態の説明に用いる機能フローチャートである。
【図５】この発明の第１の形態の説明に用いる略線図である。
【図６】この発明の第１の形態の説明に用いる略線図である。
【図７】この発明が適用された音声記録／再生装置の他の例の構成を示すブロック図であ
る。
【図８】メモリ間でのフォルダの移動の説明に用いる略線図である。
【図９】メモリ間での用件ファイルの移動の説明に用いる略線図である。
【図１０】この発明の第２の形態の説明に用いる機能フローチャートである。
【図１１】この発明の第２の形態の説明に用いる略線図である。
【図１２】この発明の第３の形態の説明に用いる機能フローチャートである。
【図１３】この発明の第３の形態の説明に用いる略線図である。
【符号の説明】
５０・・・表示部，５１・・・操作部，５２・・・モード切り替えキー，５３Ａ、５３Ｂ
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【図１３】
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