
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の音声情報が離散的に記録可能なデータ領域と、当該データ領域に記録される複数の
音声情報を管理する管理データが記録される管理領域と、管理領域内に設けられコマンド
を記録可能なコマンド記録領域とを有する記録媒体を再生する再生装置において、
前記コマンド記録領域に記録されるコマンドを読み込むコマンド読込手段と、
前記コマンド読込手段により読み込まれたコマンドに応じて選択メニュー情報を出力する
出力手段と、
前記管理領域内の管理データに基づいて前記データ領域内の音声情報を再生する再生手段
と、
前記選択メニュー情報に対する第１のユーザ操作に応じて前記データ領域に記録される複
数の音声情報の少なくとも一部を第１の順序で再生するか、又は、前記選択メニュー情報
に対する第２のユーザ操作に応じて前記データ領域に記録される複数の音声情報の少なく
とも一部を第２の順序で再生するように前記再生手段を制御する制御手段と、
を備える再生装置。
【請求項２】
前記記録媒体の管理領域には、前記選択メニュー情報内の各項目に応じた、前記複数の音
声情報の少なくとも一部の再生順序を示すリンク情報が記録され、
前記制御手段は、前記ユーザ操作に応じて選択された項目に対応する前記リンク情報に基
づく順序で前記複数の音声情報の少なくとも一部を再生するように前記再生手段を制御す
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ることを特徴とする請求項１に記載の再生装置。
【請求項３】
前記制御手段は、
前記管理領域に記録される、前記リンク情報としての前記項目に対応する第１の識別子に
基づき、当該第１の識別子に識別される前記第１の音声情報を再生し、
前記管理領域に記録される、前記リンク情報としての前記第１の音声情報の次に再生され
るべき音声情報の識別子である第２の識別子に基づき、前記第１の音声情報の再生に続け
て前記第２の識別子に識別される第２の音声情報を再生するように前記再生手段を制御す
ることを特徴とする請求項 に記載の再生装置。
【請求項４】
複数の音声情報が離散的に記録可能なデータ領域と、当該データ領域に記録される複数の
音声情報を管理する管理データが記録される管理領域と、管理領域内に設けられコマンド
を記録可能なコマンド記録領域とを有する記録媒体を再生する再生方法において、
前記コマンド記録領域に記録されるコマンドを読み込むコマンド読込ステップと、
前記読み込まれたコマンドに応じて選択メニュー情報を出力する出力ステップと、
前記選択メニュー情報に対する第１のユーザ操作に応じて前記データ領域に記録される複
数の音声情報の少なくとも一部を第１の順序で再生するか、又は、前記選択メニュー情報
に対する第２のユーザ操作に応じて前記データ領域に記録される複数の音声情報の少なく
とも一部を第２の順序で再生する再生ステップと、を備える再生方法。
【請求項５】
前記記録媒体の管理領域には、前記選択メニュー情報内の各項目に応じた、前記複数の音
声情報の少なくとも一部の再生順序を示すリンク情報が記録され、
前記再生ステップにおいて、前記ユーザ操作に応じて選択された項目に対応する前記リン
ク情報に基づく順序で前記複数の音声情報の少なくとも一部を再生することを特徴とする
請求項４に記載の再生方法。
【請求項６】
前記再生ステップにおいて、
前記管理領域に記録される、前記リンク情報としての前記項目に対応する第１の識別子に
基づき、当該第１の識別子に識別される前記第１の音声情報を再生し、
前記管理領域に記録される、前記リンク情報としての前記第１の音声情報の次に再生され
るべき音声情報の識別子である第２の識別子に基づき、前記第１の音声情報の再生に続け
て前記第２の識別子に識別される第２の音声情報を再生することを特徴とする請求項 に
記載の再生方法。
【請求項７】
複数の音声情報が離散的に記録可能なデータ領域と、当該データ領域に記録される複数の
音声情報を管理する管理データが記録される管理領域と、管理領域内に設けられコマンド
を記録可能なコマンド記録領域とを有する記録媒体に対してデータを記録する記録装置に
おいて、
前記コマンド記録領域に選択メニュー情報を出力するためのコマンドを記録し、
前記選択メニュー情報内の第１の項目に応じた前記複数の音声情報の少なくとも一部の再
生順序を示す第１のリンク情報と、前記選択メニュー情報内の第２の項目に応じた前記複
数の音声情報の少なくとも一部の再生順序を示す第２のリンク情報とを前記管理領域に記
録する記録手段
を備える記録装置。
【請求項８】
前記記録手段は、
少なくとも前記第１のリンク情報としての、前記選択メニュー情報内の第１の項目に対応
する第１の音声情報を識別する第１の識別子と、当該第１の音声情報の次に再生されるべ
き第２の音声情報を識別する第２の識別子と、
少なくとも前記第２のリンク情報としての、前記選択メニュー情報内の第２の項目に対応
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する第３の音声情報を識別する第３の識別子と、当該第３の音声情報の次に再生されるべ
き第４の音声情報を識別する第４の識別子とを前記管理領域に記録することを特徴とする
請求項７に記載の記録装置。
【請求項９】
複数の音声情報が離散的に記録可能なデータ領域と、当該データ領域に記録される複数の
音声情報を管理する管理データが記録される管理領域と、管理領域内に設けられコマンド
を記録可能なコマンド記録領域とを有する記録媒体に対してデータを記録する記録方法に
おいて、
前記コマンド記録領域に選択メニュー情報を出力するためのコマンドを記録するコマンド
記録ステップと、
前記選択メニュー情報内の第１の項目に応じた前記複数の音声情報の少なくとも一部の再
生順序を示す第１のリンク情報と、前記選択メニュー情報内の第２の項目に応じた前記複
数の音声情報の少なくとも一部の再生順序を示す第２のリンク情報とを前記管理領域に記
録するリンク情報記録ステップと、
を備える記録方法。
【請求項１０】
前記リンク情報記録ステップにおいて、
少なくとも前記第１のリンク情報としての、前記選択メニュー情報内の第１の項目に対応
する第１の音声情報を識別する第１の識別子と、当該第１の音声情報の次に再生されるべ
き第２の音声情報を識別する第２の識別子と、
少なくとも前記第２のリンク情報としての、前記選択メニュー情報内の第２の項目に対応
する第３の音声情報を識別する第３の識別子と、当該第３の音声情報の次に再生されるべ
き第４の音声情報を識別する第４の識別子とを前記管理領域に記録することを特徴とする
請求項９に記載の記録方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は例えばディスクやテープ等の記録媒体に対応する記録又は再生装置及び記録又は
再生方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
例えば音楽、音声等を再生することのできる再生装置として、音声信号をデジタル信号と
して記録する光ディスク、光磁気ディスク、或は磁気テープ等の記録媒体が広く用いられ
ており、コンパクトディスクなどとして知られている。
【０００３】
特に近年、光磁気ディスクとして再生だけでなくユーザーが楽曲等の音声を録音すること
ができるもの（いわゆるミニディスク）も開発されている。
このミニディスクシステムとしては、記録媒体としてユーザーが録音／再生可能な光磁気
ディスクと、予め楽曲等がピット情報で記録されて再生専用とされる光ディスク（プリマ
スタードタイプ）、及びこれら両方を兼ね備えたハイブリッドタイプが存在する。
【０００４】
そして、これらは一般に音楽用に用いられるが、ミニディスクシステムの場合、そのディ
スクのタイトル（アルバム名）や予め記録されている楽曲、又はユーザーが録音した楽曲
等について曲名などを文字情報として記録しておくことができ、例えば再生時においては
再生装置に設けられた表示部において、ディスクタイトルや曲名、アーティスト名等を表
示することができるようになされている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、ミニディスクやコンパクトディスクのシステムの場合、記録された楽曲等の再
生を記録媒体に対して対話性をもって、即ちＣＤ－Ｉとして知られているシステムのよう
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にインターラクティブにコントロールする機能は持たされておらず、例えばユーザーが演
奏曲順を記録媒体との対話を通して設定することはできない。
【０００６】
なお、ＣＤプレーヤやミニディスクプレーヤの場合、いわゆるプログラム再生として、楽
曲の演奏順序をプレーヤ操作においてプログラム指定して、所望の曲順で演奏させること
はできるが、これはプレーヤ上で楽曲のアクセス順序をその都度保持させるものであって
、あくまでプレーヤの動作制御方式であり、記録媒体との対話形式で行なわれるものでは
ない。従って、その制御動作は記録媒体には依存せず、例えば記録媒体の製作者が意図す
るような制御は行なわれない。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明はこのような問題点にかんがみてなされたもので、特にミニディスクシステム等の
文字情報を記録することができる記録媒体を用いるものにおいてインターラクティブな制
御動作を可能とさせることを目的とする。
【０００８】
再生装置は、複数の音声情報が離散的に記録可能なデータ領域と、当該データ領域に記録
される複数の音声情報を管理する管理データが記録される管理領域と、管理領域内に設け
られコマンドを記録可能なコマンド記録領域とを有する記録媒体を再生するものにおいて
、コマンド記録領域に記録されるコマンドを読み込むコマンド読込手段と、コマンド読込
手段により読み込まれたコマンドに応じて選択メニュー情報を出力する出力手段と、管理
領域内の管理データに基づいてデータ領域内の音声情報を再生する再生手段と、選択メニ
ュー情報に対する第１のユーザ操作に応じてデータ領域に記録される複数の音声情報の少
なくとも一部を第１の順序で再生するか、又は、選択メニュー情報に対する第２のユーザ
操作に応じてデータ領域に記録される複数の音声情報の少なくとも一部を第２の順序で再
生するように再生手段を制御する制御手段とを備えている。
【０００９】
さらに、記録媒体の管理領域には、選択メニュー情報内の各項目に応じた、複数の音声情
報の少なくとも一部の再生順序を示すリンク情報が記録され、制御手段は、ユーザ操作に
応じて選択された項目に対応するリンク情報に基づく順序で複数の音声情報の少なくとも
一部を再生するように再生手段を制御するように構成されている。
制御手段は、管理領域に記録される、リンク情報としての項目に対応する第１の識別子に
基づき、当該第１の識別子に識別される第１の音声情報を再生し、管理領域に記録される
、リンク情報としての第１の音声情報の次に再生されるべき音声情報の識別子である第２
の識別子に基づき、第１の音声情報の再生に続けて第２の識別子に識別される第２の音声
情報を再生するように再生手段を制御するように構成されている。
【００１０】
再生方法は、複数の音声情報が離散的に記録可能なデータ領域と、当該データ領域に記録
される複数の音声情報を管理する管理データが記録される管理領域と、管理領域内に設け
られコマンドを記録可能なコマンド記録領域とを有する記録媒体を再生するものにおいて
、コマンド記録領域に記録されるコマンドを読み込むコマンド読込ステップと、読み込ま
れたコマンドに応じて選択メニュー情報を出力する出力ステップと、選択メニュー情報に
対する第１のユーザ操作に応じてデータ領域に記録される複数の音声情報の少なくとも一
部を第１の順序で再生するか、又は、選択メニュー情報に対する第２のユーザ操作に応じ
てデータ領域に記録される複数の音声情報の少なくとも一部を第２の順序で再生する再生
ステップとを備えている。
そして、記録媒体の管理領域には、選択メニュー情報内の各項目に応じた、複数の音声情
報の少なくとも一部の再生順序を示すリンク情報が記録され、再生ステップにおいて、ユ
ーザ操作に応じて選択された項目に対応するリンク情報に基づく順序で複数の音声情報の
少なくとも一部を再生する。
さらに、再生ステップにおいて、記管理領域に記録される、リンク情報としての項目に対
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応する第１の識別子に基づき、当該第１の識別子に識別される第１の音声情報を再生し、
記管理領域に記録される、リンク情報としての第１の音声情報の次に再生されるべき音声
情報の識別子である第２の識別子に基づき、第１の音声情報の再生に続けて第２の識別子
に識別される第２の音声情報を再生する。
【００１１】
記録装置は、複数の音声情報が離散的に記録可能なデータ領域と、当該データ領域に記録
される複数の音声情報を管理する管理データが記録される管理領域と、管理領域内に設け
られコマンドを記録可能なコマンド記録領域とを有する記録媒体に対してデータを記録す
るものにおいて、コマンド記録領域に選択メニュー情報を出力するためのコマンドを記録
し、選択メニュー情報内の第１の項目に応じた複数の音声情報の少なくとも一部の再生順
序を示す第１のリンク情報と、選択メニュー情報内の第２の項目に応じた複数の音声情報
の少なくとも一部の再生順序を示す第２のリンク情報とを管理領域に記録する記録手段を
備える。
さらに、記録手段は、少なくとも第１のリンク情報としての、選択メニュー情報内の第１
の項目に対応する第１の音声情報を識別する第１の識別子と、当該第１の音声情報の次に
再生されるべき第２の音声情報を識別する第２の識別子と、少なくとも第２のリンク情報
としての、選択メニュー情報内の第２の項目に対応する第３の音声情報を識別する第３の
識別子と、当該第３の音声情報の次に再生されるべき第４の音声情報を識別する第４の識
別子とを管理領域に記録する。
【００１２】
記録方法は、複数の音声情報が離散的に記録可能なデータ領域と、当該データ領域に記録
される複数の音声情報を管理する管理データが記録される管理領域と、管理領域内に設け
られコマンドを記録可能なコマンド記録領域とを有する記録媒体に対してデータを記録す
る記録方法において、記コマンド記録領域に選択メニュー情報を出力するためのコマンド
を記録するコマンド記録ステップと、選択メニュー情報内の第１の項目に応じた複数の音
声情報の少なくとも一部の再生順序を示す第１のリンク情報と、選択メニュー情報内の第
２の項目に応じた複数の音声情報の少なくとも一部の再生順序を示す第２のリンク情報と
を管理領域に記録するリンク情報記録ステップとを備える。
さらに、リンク情報記録ステップにおいて、少なくとも第１のリンク情報としての、選択
メニュー情報内の第１の項目に対応する第１の音声情報を識別する第１の識別子と、当該
第１の音声情報の次に再生されるべき第２の音声情報を識別する第２の識別子と、少なく
とも第２のリンク情報としての、選択メニュー情報内の第２の項目に対応する第３の音声
情報を識別する第３の識別子と、当該第３の音声情報の次に再生されるべき第４の音声情
報を識別する第４の識別子とを管理領域に記録する。
【００１３】
【作用】
音楽等の各音声情報について管理する管理データが記録できるようにフォーマトが設定さ
れている記録媒体では、この領域を利用してプログラムコマンドを記録させることが可能
となる。
プログラムコマンドとしては、予めその制御内容を設定しておけば、これを読み込んだ記
録装置又は再生装置側では、それに応じて所定の処理を行なうことが可能となり、入出力
手段を用いて記録媒体とユーザーの対話による制御を行なうことが実現できる。
【００１４】
【実施例】
以下、本発明の記録媒体、及び記録再生装置の実施例を説明する。
図１は実施例となる記録媒体及び記録再生装置の外観、図２は記録再生装置の要部のブロ
ック図を示す。
【００１５】
１はミニディスクシステムの記録媒体として、例えば複数の楽曲（音声データ）が記録さ
れている光磁気ディスク（又は光ディスク）を示し、カートリッジＫ内に光ディスク又は
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光磁気ディスクが収納されて回転されるようになされている。通常はシャッタＳが図示す
る位置に付勢されており、カートリッジＫの表面からは内部のディスク１は隠蔽されてい
るが、このカートリッジＫが記録再生装置３０にディスク挿入部３１から装填されること
により、図示しない内部機構によってシャッタＳがスライドされ、内部のディスク１の記
録面が表出されるようになされている。
【００１６】
記録再生装置３０としては、その外筺上に各種の入出力手段が用意される。例えば入力手
段として音声信号の入力端子１７や操作キーが設けられる。
操作キーとしては録音キー５１、再生キー５２、一時停止キー５３、停止キー５４、ＡＭ
Ｓキー５５、サーチキー５６、曲名入力モードキー５７、ディスク名入力モードキー５８
、日付入力モードキー５９、テンキー６１、表示モードキー６２、エンターキー６３、対
話モードキー６４、対話キー６５，６６等がユーザー操作に供されるように設けられてい
る。
テンキー６１の各数字キーにはそれぞれ３個又は２個アルファベット、或はスペースが対
応され、文字入力の際に用いられる。
【００１７】
また、記録再生装置３０の出力手段として、音声信号の出力端子１６が設けられるととも
に、各種文字、数字、画像等を表示する表示部２０も筺体上部表面に配置されている。
音声信号の出力端子１６には例えばイヤフォン３２がプラグ３２ａによって接続され、出
力音声信号が音声として出力される。
【００１８】
図２に示されるように、記録再生装置３０内では光磁気ディスク（又は光ディスク）１は
、スピンドルモータ２により回転駆動されるようにローディングされる。３はディスク１
に対して記録／再生時にレーザ光を照射する光学ヘッドであり、光磁気ディスクに対して
記録時には記録トラックをキュリー温度まで加熱するための高レベルのレーザ出力をなし
、また再生時には磁気カー効果により反射光からデータを検出するための比較的低レベル
のレーザ出力をなす。
なお、ディスク１がデータをＣＤと同様にピット形態で記録している光ディスクの場合は
、光学ヘッド３は磁気カー効果ではなくＣＤプレーヤの場合と同様にピットの有無による
反射光レベルの変化に応じて再生ＲＦ信号を取り出すものである。もちろん光ディスクに
対しては後述する磁界記録動作は実行されない。
【００１９】
このようにディスク１からのデータ読出動作を行なうため、光学ヘッド３はレーザ出力手
段としてのレーザダイオードや、偏向ビームスプリッタや対物レンズ等からなる光学系、
及び反射光を検出するためのディテクタが搭載されている。対物レンズ３ａは２軸機構４
によってディスク半径方向及びディスクに接離する方向に変位可能に保持されており、ま
た、光学ヘッド３全体はスレッド機構５によりディスク半径方向に移動可能とされている
。
【００２０】
また、６は供給されたデータによって変調された磁界を光磁気ディスクに印加する磁気ヘ
ッドを示し、ディスク１を挟んで光学ヘッド３と対向する位置に配置されている。
【００２１】
再生動作によって、光学ヘッド３によりディスク１から検出された情報はＲＦアンプ７に
供給される。ＲＦアンプ７は供給された情報の演算処理により、再生ＲＦ信号、トラッキ
ングエラー信号、フォーカスエラー信号、絶対位置情報（光磁気ディスク１にプリグルー
ブ（ウォブリンググルーブ）として記録されている絶対位置情報）、アドレス情報、サブ
コード情報、フォーカスモニタ信号等を抽出する。そして、抽出された再生ＲＦ信号はエ
ンコーダ／デコーダ部８に供給される。また、トラッキングエラー信号、フォーカスエラ
ー信号はサーボ回路９に供給される。
さらにフォーカスモニタ信号は、例えばマイクロコンピュータによって構成されるシステ
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ムコントローラ１１に供給される。
【００２２】
サーボ回路９は供給されたトラッキングエラー信号、フォーカスエラー信号や、システム
コントローラ１１からのトラックジャンプ指令、シーク指令、回転速度検出情報等により
各種サーボ駆動信号を発生させ、２軸機構４及びスレッド機構５を制御してフォーカス及
びトラッキング制御をなし、またスピンドルモータ２を一定角速度（ＣＡＶ）又は一定線
速度（ＣＬＶ）に制御する。
【００２３】
再生ＲＦ信号はエンコーダ／デコーダ部８でＥＦＭ復調、ＣＩＲＣ等のデコード処理され
、メモリコントローラ１２によって一旦バッファＲＡＭ１３に書き込まれる。なお、光学
ヘッド３による光磁気ディスク１からのデータの読み取り及び光学ヘッド３からバッファ
ＲＡＭ１３までの再生データの転送は１．４１Ｍｂｉｔ／ｓｅｃで（間欠的に）行なわれ
る。
【００２４】
バッファＲＡＭ１３に書き込まれたデータは、再生データの転送が０．３Ｍｂｉｔ／ｓｅ
ｃ　となるタイミングで読み出され、エンコーダ／デコーダ部１４に供給される。そして
、音声圧縮処理に対するデコード処理等の再生信号処理を施され、Ｄ／Ａ変換器１５によ
ってアナログ信号とされ、端子１６から所定の増幅回路部へ供給されて再生出力される。
例えばＬ，Ｒオーディオ信号として出力される。
【００２５】
また、アドレスデコーダ１０から出力される、プリグルーブ情報をデコードして得られた
絶対位置情報、又はデータとして記録されたアドレス情報はエンコーダ／デコーダ部８を
介してシステムコントローラ１１に供給され、各種の制御動作に用いられる。
さらに、記録／再生動作のビットクロックを発生させるＰＬＬ回路のロック検出信号、及
び再生データ（Ｌ，Ｒチャンネル）のフレーム同期信号の欠落状態のモニタ信号もシステ
ムコントローラ１１に供給される。
【００２６】
ディスク（光磁気ディスク）１に対して記録動作が実行される際には、端子１７に供給さ
れた記録信号（アナログオーディオ信号）は、Ａ／Ｄ変換器１８によってデジタルデータ
とされた後、エンコーダ／デコーダ部１４に供給され、音声圧縮エンコード処理を施され
る。エンコーダ／デコーダ部１４によって圧縮された記録データはメモリコントローラ１
２によって一旦バッファＲＡＭ１３に書き込まれ、また所定タイミングで読み出されてエ
ンコーダ／デコーダ部８に送られる。そしてエンコーダ／デコーダ部８でＣＩＲＣエンコ
ード、ＥＦＭ変調等のエンコード処理された後磁気ヘッド駆動回路１５に供給される。
【００２７】
磁気ヘッド駆動回路１５はエンコード処理された記録データに応じて、磁気ヘッド６に磁
気ヘッド駆動信号を供給する。つまり、光磁気ディスク１に対して磁気ヘッド６によるＮ
又はＳの磁界印加を実行させる。また、このときシステムコントローラ１１は光学ヘッド
３に対して、記録レベルのレーザ光を出力するように制御信号を供給する。
【００２８】
１９はユーザー操作に供されるキーが設けられた操作入力部、２０は前述した例えば液晶
ディスプレイによって構成される表示部を示す。
操作入力部１９としては、図１において前述した各種操作キー（録音キー５１～対話キー
６６）が該当する。
【００２９】
また、２１は光磁気ディスク１におけるＴＯＣ情報を保持するＲＡＭ（以下、ＴＯＣメモ
リという）である。
この実施例の記録再生装置が対応するディスクとしては、上述したように予め楽曲等が記
録されているプリマスタードタイプ（光ディスク）のものとユーザーが音楽データ等を記
録することのできるデータ書き換え可能とされるもの（光磁気ディスク）、及び楽曲等を
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予め記録したＲＯＭエリアと録音可能な光磁気エリアを設けたハイブリッドタイプのもの
があり、これらのディスクにはそのタイプに応じて、既に楽曲等のデータが記録されてい
るエリアや未記録エリアを管理するデータ等がＴＯＣ情報として記録されている。
【００３０】
そして、ディスク１が装填された時点或は記録又は再生動作の直前等において、システム
コントローラ１１はスピンドルモータ２及び光学ヘッド３を駆動させ、ディスク１の例え
ば最内周側に設定されているＴＯＣ領域のデータを抽出させる。そして、ＲＦアンプ７、
エンコーダ／デコーダ部８を介してメモリコントローラ１２に供給されたＴＯＣ情報はＴ
ＯＣメモリ２１に蓄えられ、以後そのディスク１に対する記録／再生動作の制御に用いら
れる。
【００３１】
例えば或る楽曲の録音を行なおうとする際には、ＴＯＣ情報の一部であるユーザーＴＯＣ
（音声信号の録音、消去等に応じて書き換えられるＴＯＣ情報領域）からディスク上の未
記録エリアを探し出し、ここに音声データを記録していくことができるようになされてい
る。また、再生時には再生すべき楽曲が記録されているエリアをＴＯＣ情報から判別し、
そのエリアにアクセスして再生動作を行なう。
【００３２】
ＴＯＣ情報としての構造を図３～図６に示す。図３は主に予めディスクに記録された楽曲
等（ＲＯＭ情報）についてのＴＯＣ情報が記録されるデータ領域（以下、Ｐ－ＴＯＣセク
ター０という）、図４はディスクに予め記録された楽曲等の曲名、ディスクタイトル等の
文字情報が記録されたデータ領域（以下、Ｐ－ＴＯＣセクター１という）、図５は主にユ
ーザーが録音を行なった楽曲や新たに録音可能な未記録エリアについてのＴＯＣ情報が記
録されているデータ領域（以下、Ｕ－ＴＯＣセクター０という）、図６はユーザーが録音
を行なった楽曲についてユーザーが書き込んだ曲名、ディスクタイトル等の文字情報が記
録されたデータ領域（以下、Ｕ－ＴＯＣセクター１という）を示している。
【００３３】
なお、Ｐ－ＴＯＣフォーマットとしてはセクター０～セクター４までのエリアが用意され
、セクター１以降は必要に応じて用いられる。
また、Ｕ－ＴＯＣフォーマットとしてはセクター０～セクター４までのエリアが用意され
、セクター１以降は必要に応じて用いられる。もちろんプリマスタードディスクについて
はＵ－ＴＯＣは設けられない。
【００３４】
図３～図６の各データ領域は、それぞれ例えば４バイト×５８７　のデータ領域に構成さ
れ、ＴＯＣの領域であることを示すため先頭位置にオール０又はオール１の１バイトデー
タによって成る同期パターン、及びアドレスを有するヘッダが設けられている。
【００３５】
図３のＰ－ＴＯＣセクター０については、ヘッダに続いて所定アドレス位置に、ディスク
タイプや録音レベル、記録されている最初の楽曲の曲番（Ｆｉｒｓｔ　ＴＮＯ）、最後の
楽曲の曲番（Ｌａｓｔ　ＴＮＯ）　、リードアウトスタートアドレスＲＯＡ 　、パワーキ
ャルエリアスタートアドレスＰＣＡ 　、Ｕ－ＴＯＣ（図５のＵ－ＴＯＣセクター０のデー
タ領域）のスタートアドレスＵＳＴＡ 　、録音可能なエリアのスタートアドレスＲＳＴＡ

　等が記録され、さらに続いて、記録されている各楽曲等を後述する管理テーブル部にお
けるパーツテーブルに対応させるテーブルポインタ（Ｐ－ＴＮＯ１　～Ｐ－ＴＮＯ２５５
）　を有する対応テーブル指示データ部が用意されている。
【００３６】
そして対応テーブル指示データ部に続く領域には、対応テーブル指示データ部におけるテ
ーブルポインタ（Ｐ－ＴＮＯ１　～Ｐ－ＴＮＯ２５５）　に対応して、（０１）～（ＦＦ
）までの２５５個のパーツテーブルが設けられた管理テーブル部が用意される。それぞれ
のパーツテーブルには、或るセグメント（この場合、セグメントとはディスクのトラック
上で物理的に連続してデータが記録されたトラック部分をいう）について起点となるスタ

10

20

30

40

50

(8) JP 3624900 B2 2005.3.2



ートアドレス、終端となるエンドアドレス、及びそのセグメント（トラック）のモード情
報が記録できるようになされている。
【００３７】
各パーツテーブルにおけるトラックのモード情報とは、そのセグメントが例えばオーバー
ライト禁止やデータ複写禁止に設定されているか否かの情報や、オーディオ情報か否か、
モノラル／ステレオの種別などが記録されている。
【００３８】
管理テーブル部における（０１）～（ＦＦ）までの各パーツテーブルは、対応テーブル指
示データ部のテーブルポインタ　（Ｐ－ＴＮＯ１～Ｐ－ＴＮＯ２５５）　によって、その
セグメントの内容が示される。つまり、第１曲目の楽曲についてはテーブルポインタＰ－
ＴＮＯ１として或るパーツテーブル（例えば（０１）。ただし実際にはテーブルポインタ
は所定の演算処理によりＰ－ＴＯＣセクター０内のバイトポジションを示すことになる数
値で或るパーツテーブルを示している）が記録されており、この場合パーツテーブル（０
１）のスタートアドレスは第１曲目の楽曲が記録位置のスタートアドレスとなり、同様に
エンドアドレスは第１曲目の楽曲が記録された位置のエンドアドレスとなる。
さらに、トラックモード情報はその第１曲目についての情報となる。
【００３９】
同様に第２曲目についてはテーブルポインタＰ－ＴＮＯ２に示されるパーツテーブル（例
えば（０２））に、その第２曲目の記録位置のスタートアドレス、エンドアドレス、及び
トラックモード情報が記録されている。
以下同様にテーブルポインタはＰ－ＴＮＯ２５５まで用意されているため、Ｐ－ＴＯＣ上
では第２５５曲目まで管理可能とされている。
そして、このようにＰ－ＴＯＣセクター０が形成されることにより、例えば再生時におい
て、所定の楽曲をアクセスして再生させることができる。
【００４０】
図４のＰ－ＴＯＣセクター１には、ディスク及びそのディスクに予め記録され、前記のよ
うにＰ－ＴＯＣセクター０によって管理されている楽曲に対応して、文字情報を記録する
ことができるようになされている。
【００４１】
即ち、前記Ｐ－ＴＯＣセクター０におけるテーブルポインタ　（Ｐ－ＴＮＯ１～Ｐ－ＴＮ
Ｏ２５５）　と同様に、文字テーブル指示データ部として記録された各楽曲（最大第２５
５曲目まで）に対応するテーブルポインタ（Ｐ－ＴＮＡ１～Ｐ－ＴＮＡ２５５）が用意さ
れ、さらにディスクネーム（タイトル）を記録するテーブル、及びテーブルポインタ（Ｐ
－ＴＮＡ１～Ｐ－ＴＮＡ２５５）によって指定されディスクネーム又はトラックネーム（
曲名）を記録する（０１）～（ＦＦ）の２５５のパーツテーブルからなる文字テーブル部
が用意されている。
【００４２】
文字テーブル部の各パーツテーブルにはアルバムタイトルや、楽曲タイトルがアスキーコ
ードによって記録される。そして、文字情報が記録されたパーツテーブルはテーブルポイ
ンタ（Ｐ－ＴＮＡ１～Ｐ－ＴＮＡ２５５）によって指定されていることにより、どの曲に
対応した文字情報であるかが判別される。例えばテーブルポインタＰ－ＴＮＡ１によって
指定されるパーツテーブルには第１曲目の曲名が記録されているようにすることができる
。
なお、図示及び説明を省略するが、Ｐ－ＴＯＣセクター４についても、Ｐ－ＴＯＣセクタ
ー１とほぼ同様の形式で文字情報が記録できるようになされている。
また、このようなＰ－ＴＯＣについては、プリマスタードの楽曲データが記録されない光
磁気ディスクについては、楽曲単位の管理情報は全て『００』とされ、楽曲管理は以下の
Ｕ－ＴＯＣによって行なわれる。
【００４３】
図５に示すデータ領域、即ちＵ－ＴＯＣセクター０には、ヘッダに続いて所定アドレス位
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置に、マーカーコード、モデルコード、最初の楽曲の曲番（Ｆｉｒｓｔ　ＴＮＯ）、最後
の楽曲の曲番（Ｌａｓｔ　ＴＮＯ）、セクター使用状況、ディスクシリアルナンバ、ディ
スクＩＤ等のデータが記録され、さらに、ユーザーが録音を行なって記録されている楽曲
の領域や未記録領域等を後述する管理テーブル部に対応させることによって識別するため
、対応テーブル指示データ部として各種のテーブルポインタ（Ｐ－ＤＦＡ，Ｐ－ＥＭＰＴ
Ｙ　，Ｐ－ＦＲＡ　，Ｐ－ＴＮＯ１～Ｐ－ＴＮＯ２５５）　が記録される領域が用意され
ている。
【００４４】
そして対応テーブル指示データ部のテーブルポインタ（Ｐ－ＤＦＡ～Ｐ－ＴＮＯ２５５）
　に対応して、管理テーブル部として（０１）～（ＦＦ）までの２５５個のパーツテーブ
ルが設けられ、それぞれのパーツテーブルには、前記図３のＰ－ＴＯＣセクター０と同様
に或るセグメントについて起点となるスタートアドレス、終端となるエンドアドレス、そ
のセグメントのモード情報が記録されており、さらにこのＵ－ＴＯＣセクター０の場合、
各パーツテーブルのセグメントが他のセグメントへ続いて連結される場合があるため、そ
の連結されるセグメントのスタートアドレス及びエンドアドレスが記録されているパーツ
テーブルを示すリンク情報が記録できるようになされている。
【００４５】
ミニディスクの場合、例えば１つの楽曲のデータ物理的に不連続に、即ち複数のセグメン
トにわたって記録されていてもセグメント間でアクセスしながら再生していくことにより
再生動作に支障はないため、ユーザーが録音する楽曲等については、録音可能エリアの効
率使用等の目的から、複数セグメントにわけて記録する場合もある。そのため、リンク情
報が設けられ、例えば各パーツテーブルに与えられたナンバ（０１）～（ＦＦ）（実際に
は所定の演算処理によりＵ－ＴＯＣセクター０内のバイトポジションを示すことができる
数値で示される）によって、連結すべきパーツテーブルを指定することによってパーツテ
ーブルが連結できるようになされている。（なお、あらかじめ記録される楽曲等について
は通常セグメント分割されることがないため、前記図３のようにＴＯＣセクター０におい
てリンク情報はすべて『（００）』とされている。）
【００４６】
つまりＵ－ＴＯＣセクター０における管理テーブル部においては、１つのパーツテーブル
は１つのセグメントを表現しており、例えば３つのセグメントが連結されて構成される楽
曲についてはリンク情報によって連結される３つのパーツテーブルによって、そのセグメ
ント位置の管理はなされる。
【００４７】
Ｕ－ＴＯＣセクター０の管理テーブル部における（０１）～（ＦＦ）までの各パーツテー
ブルは、対応テーブル指示データ部におけるテーブルポインタ（Ｐ－ＤＦＡ，Ｐ－ＥＭＰ
ＴＹ　，Ｐ－ＦＲＡ　，Ｐ－ＴＮＯ１～Ｐ－ＴＮＯ２５５）　によって、以下のようにそ
のセグメントの内容が示される。
【００４８】
テーブルポインタＰ－ＤＦＡ　は光磁気ディスク１上の欠陥領域に付いて示しており、傷
などによる欠陥領域となるトラック部分（＝セグメント）が示された１つのパーツテーブ
ル又は複数のパーツテーブル内の先頭のパーツテーブルを指定している。つまり、欠陥セ
グメントが存在する場合はテーブルポインタＰ－ＤＦＡ　において（０１）～（ＦＦ）の
いづれかが記録されており、それに相当するパーツテーブルには、欠陥セグメントがスタ
ート及びエンドアドレスによって示されている。また、他にも欠陥セグメントが存在する
場合は、そのパーツテーブルにおけるリンク情報として他のパーツテーブルが指定され、
そのパーツテーブルにも欠陥セグメントが示されている。そして、さらに他の欠陥セグメ
ントがない場合はリンク情報は例えば『（００）』とされ、以降リンクなしとされる。
【００４９】
テーブルポインタＰ－ＥＭＰＴＹ　は管理テーブル部における１又は複数の未使用のパー
ツテーブルの先頭のパーツテーブルを示すものであり、未使用のパーツテーブルが存在す
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る場合は、テーブルポインタＰ－ＥＭＰＴＹ　として、（０１）～（ＦＦ）のうちのいづ
れかが記録される。未使用のパーツテーブルが複数存在する場合は、テーブルポインタＰ
－ＥＭＰＴＹ　によって指定されたパーツテーブルからリンク情報によって順次パーツテ
ーブルが指定されていき、全ての未使用のパーツテーブルが管理テーブル部上で連結され
る。
【００５０】
例えば全く楽曲等の音声データの記録がなされておらず欠陥もない光磁気ディスクであれ
ば、パーツテーブルは全て使用されていないため、例えばテーブルポインタＰ－ＥＭＰＴ
Ｙ　によってパーツテーブル（０１）が指定され、また、パーツテーブル（０１）のリン
ク情報としてパーツテーブル（０２）が指定され、パーツテーブル（０２）のリンク情報
としてパーツテーブル（０３）が指定され、というようにパーツテーブル（ＦＦ）まで連
結される。この場合パーツテーブル（ＦＦ）のリンク情報は以降連結なしを示す『（００
）』とされる。
【００５１】
テーブルポインタＰ－ＦＲＡ　は光磁気ディスク１上のデータの書込可能な未記録領域（
消去領域を含む）について示しており、未記録領域となるトラック部分（＝セグメント）
が示された１又は複数のパーツテーブル内の先頭のパーツテーブルを指定している。つま
り、未記録領域が存在する場合はテーブルポインタＰ－ＦＲＡ　において（０１）～（Ｆ
Ｆ）のいづれかが記録されており、それに相当するパーツテーブルには、未記録領域であ
るセグメントがスタート及びエンドアドレスによって示されている。また、このようなセ
グメントが複数個有り、つまりパーツテーブルが複数個有る場合はリンク情報により、リ
ンク情報が『（００）』となるパーツテーブルまで順次指定されている。
【００５２】
図７にパーツテーブルにより、未記録領域となるセグメントの管理状態を模式的に示す。
これはセグメント（０３）（１８）（１Ｆ）（２Ｂ）（Ｅ３）が未記録領域とされている
時に、この状態が対応テーブル指示データＰ－ＦＲＡ　に引き続きパーツテーブル（０３
）（１８）（１Ｆ）（２Ｂ）（Ｅ３）のリンクによって表現されている状態を示している
。なお、前記した欠陥領域や、未使用パーツテーブルの管理形態もこれと同様となる。
【００５３】
テーブルポインタＰ－ＴＮＯ１～Ｐ－ＴＮＯ２５５は、光磁気ディスク１にユーザーが記
録を行なった楽曲について示しており、例えばテーブルポインタＰ－ＴＮＯ１では１曲目
のデータが記録された１又は複数のセグメントのうちの時間的に先頭となるセグメントが
示されたパーツテーブルを指定している。
【００５４】
例えば１曲目とされた楽曲がディスク上でトラックが分断されずに（つまり１つのセグメ
ントで）記録されている場合は、その１曲目の記録領域はテーブルポインタＰ－ＴＮＯ１
で示されるパーツテーブルにおけるスタート及びエンドアドレスとして記録されている。
【００５５】
また、例えば２曲目とされた楽曲がディスク上で複数のセグメントに離散的に記録されて
いる場合は、その楽曲の記録位置を示すため各セグメントが時間的な順序に従って指定さ
れる。つまり、テーブルポインタＰ－ＴＮＯ２に指定されたパーツテーブルから、さらに
リンク情報によって他のパーツテーブルが順次時間的な順序に従って指定されて、リンク
情報が『（００）』となるパーツテーブルまで連結される（前記、図７と同様の形態）。
このように例えば２曲目を構成するデータが記録された全セグメントが順次指定されて記
録されていることにより、このＵ－ＴＯＣセクター０のデータを用いて、２曲目の再生時
や、その２曲目の領域へのオーバライトを行なう際に、光学ヘッド３及び磁気ヘッド６を
アクセスさせ離散的なセグメントから連続的な音楽情報を取り出したり、記録エリアを効
率使用した記録が可能になる。
【００５６】
図６のＵ－ＴＯＣセクター１の領域には、ユーザーが録音を行ない、Ｕ－ＴＯＣセクター
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０において管理された各楽曲に対応して、文字情報が記録できるようになされている。
【００５７】
即ち、前記Ｕ－ＴＯＣセクター０におけるテーブルポインタ　（Ｐ－ＴＮＯ１～Ｐ－ＴＮ
Ｏ２５５）　と同様に、文字テーブル指示データ部として記録された各楽曲（最大第２５
５曲目まで）に対応するテーブルポインタ（Ｐ－ＴＮＡ１～Ｐ－ＴＮＡ２５５）が用意さ
れ、さらにディスクネーム（タイトル）を記録するテーブル及びテーブルポインタ（Ｐ－
ＴＮＡ１～Ｐ－ＴＮＡ２５５）によって指定されディスクネーム又はトラックネーム（曲
名）を記録する（０１）～（ＦＦ）の２５５のパーツテーブルからなる文字テーブル部が
用意されている。
【００５８】
文字テーブル部の各パーツテーブルにはアルバムタイトルや、楽曲タイトルがアスキーコ
ードによって記録される。そして、文字情報が記録されたパーツテーブルはテーブルポイ
ンタ（Ｐ－ＴＮＡ１～Ｐ－ＴＮＡ２５５）によって指定されていることにより、どの曲に
対応した文字情報であるかが判別される。例えばテーブルポインタＰ－ＴＮＡ１によって
指定されるパーツテーブルには第１曲目の曲名を記録することができる。
【００５９】
このようにユーザーが録音した楽曲等に対応して、その楽曲の曲名やディスク名（アルバ
ムタイトル）等の文字情報を保持するＵ－ＴＯＣセクター１の領域が設けられているため
、ユーザーが自分で録音した楽曲についても、その楽曲に対応させて曲名等を書き込むこ
とが可能とされている。例えばユーザーが録音時等において操作部１９のテンキー６１等
を操作してアルファベット文字情報を入力することにより、その文字情報は光磁気ディス
ク１のＴＯＣ領域に書き込まれる。
【００６０】
なお、図示及び説明を省略するが、Ｐ－ＴＯＣセクター４についても、Ｐ－ＴＯＣセクタ
ー１とほぼ同様の形式で文字情報が記録できるようになされている。
【００６１】
なお、ユーザーが入力した文字が１つのパーツテーブルのみでは記録できない長さである
ときは、複数のパーツテーブルにわたって記録されていくことになり、この状態はリンク
情報により管理される。
【００６２】
これらのＴＯＣ情報のうち、Ｐ－ＴＯＣセクター０～Ｐ－ＴＯＣセクター４についてはデ
ータの書き換えは不要であるため、ＲＯＭデータとしてディスクに記録され、一方Ｕ－Ｔ
ＯＣセクター０～Ｕ－ＴＯＣセクター４についてはユーザーが録音、消去等の操作を行な
う毎にデータを書き換える必要があるため光磁気データとしてディスクに記録されている
。
【００６３】
このようなＴＯＣ情報が記録された光磁気ディスク１（又は光ディスク）に対する本実施
例の記録再生装置は、ＴＯＣメモリ２１に読み込んだＴＯＣ情報を用いてディスク上の記
録領域の管理を行なって記録／再生動作を制御する。
そしてさらに本実施例では、上述したＰ－ＴＯＣセクター１、Ｐ－ＴＯＣセクター４、又
はＵ－ＴＯＣセクター１、Ｕ－ＴＯＣセクター４において、楽曲に対応して入力される文
字情報として、各種コマンドを記録しておき、記録再生装置側では、これらのＴＯＣ情報
としてのコマンドに応じてユーザーとディスク１の間で対話形式でなされる制御により各
種動作を行なうようにするものである。
【００６４】
以下、文字情報としてディスク１に各種コマンドが記録されている際の記録再生装置の動
作について説明する。なお、文字列としてコマンドとしては、ディスク製造者が予め記録
しておくもの、即ちＰ－ＴＯＣセクター１又はセクタ４に書き込んでおいたものと、ユー
ザーが独自にコマンドを記録したもの、即ちＵ－ＴＯＣセクター１又はセクター４に書き
込んだものが考えられるが、いづれであってもよい。
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ユーザーがコマンドを書き込む場合としては、楽曲に対応して曲名を入力する場合と同様
にテンキー６１等を用いて行なうようにする。
【００６５】
文字情報として記録されているコマンドとしては、ミニディスク記録再生装置の録音、再
生、編集動作を制御したり、表示部２０における文字及び画像を表示するコマンドや、音
声出力としてアラーム音、チャイム音等を出力させるコマンドなどの動作制御系のコマン
ド、また、操作入力部１９によるユーザーのキー操作を読み込み、又はマイクロフォン入
力等の音声信号（例えば端子１７又は図示しないマイクロフォン入力専用の端子）の有無
もしくはその音量レベルを検出する入力処理系のコマンド、さらに又は所定の演算処理、
即ち変数代入、数値論理演算、組込み関数演算、処理フロー制御のためのコマンドなどの
演算処理系のコマンドがあり、これらの各種類のコマンドが予め設定されている。そして
、これらのコマンドによりいわゆる対話形式の処理が実現される。
【００６６】
以下、例として、ディスク１に図８のように『ＦＵＮ』として示される５曲の楽しい楽曲
と、『ＳＡＤ』として示される５曲の悲しい楽曲が記録され、全部で１０曲が記録されて
いるとする。そして、さらに文字情報としてＰ－ＴＯＣセクター１又はＵ－ＴＯＣセクタ
ー１において、通常ディスクタイトル等が記録されるパーツテーブル（ディスク名エリア
、即ち図４もしくは図６のセクターの第７６行目、７７行目のエリア及びこれからリンク
されるエリア）及び第１から第１０の各楽曲に対応してテーブルポインタＰ－ＴＮＡ１～
Ｐ－ＴＮＡ１０　によって導かれるパーツテーブルに、次の『　』で示すようなコマンド
が記録されている場合の動作を説明する。なお、テーブルポインタＰ－ＴＮＡ１～Ｐ－Ｔ
ＮＡ１０　によってパーツテーブル（０１）～（１０）が導かれるように設定されている
とする。
【００６７】
・ディスク名エリア
『ＰＲＩＮＴ　“Ａ：ＦＵＮ　Ｂ：ＳＡＤ”：ＩＦ　ＢＵＴＴＯＮ　Ａ　ＴＨＥＮ　ＴＮ
０１　ＢＵＴＴＯＮ　Ｂ　ＴＨＥＮ　ＴＮ０２』
・パーツテーブル（０１）
『ＩＦ　ＥＮＤ　ＴＨＥＮ　ＴＮ０３』
・パーツテーブル（０２）
『ＩＦ　ＥＮＤ　ＴＨＥＮ　ＴＮ０４』
・パーツテーブル（０３）
『ＩＦ　ＥＮＤ　ＴＨＥＮ　ＴＮ０５』
・パーツテーブル（０４）
『ＩＦ　ＥＮＤ　ＴＨＥＮ　ＴＮ０６』
・パーツテーブル（０５）
『ＩＦ　ＥＮＤ　ＴＨＥＮ　ＴＮ０７』
・パーツテーブル（０６）
『ＩＦ　ＥＮＤ　ＴＨＥＮ　ＴＮ０８』
・パーツテーブル（０７）
『ＩＦ　ＥＮＤ　ＴＨＥＮ　ＴＮ０９』
・パーツテーブル（０８）
『ＩＦ　ＥＮＤ　ＴＨＥＮ　ＴＮ１０』
・パーツテーブル（０９）
『ＩＦ　ＥＮＤ　ＴＨＥＮ　ＴＮ０１』
・パーツテーブル（１０）
『ＩＦ　ＥＮＤ　ＴＨＥＮ　ＴＮ０２』
【００６８】
このコマンドの内容は以下のとおりである。
ディスク名エリアには、まず記録再生装置の動作として、表示部に『Ａ：ＦＵＮ　　Ｂ：
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ＳＡＤ』という文字を表示させるコマンドが示され、さらに続いて、Ａボタン（対話キー
６５）が操作されたらトラックナンバ０１、つまり第１曲目を、またＢボタン（対話キー
６６）が操作されたらトラックナンバ０２、つまり第２曲目を、再生すべき命令を示して
いる。
【００６９】
さらに各楽曲に対応するパーツテーブルについては、その楽曲の演奏が終了したら続いて
演奏を行なうべき楽曲が指定されている。つまり、第１曲については続いて第３曲目を再
生すべきことが示され、第２曲目については続いて第４曲目を再生すべきことが示され、
第３曲目については続いて第５曲目を再生すべきことが示され、以下、同様に第１０曲目
まで続いて再生されるべき楽曲が指定される。つまりこの場合、楽しい楽曲の終了後は引
き続き楽しい楽曲が再生されるように設定され、また悲しい楽曲の終了後は引き続き悲し
い楽曲が再生されるように設定されている。
【００７０】
本実施例の記録再生装置３０においては、ディスク１装填されＴＯＣ情報をディスク１か
ら読み込む際に、これらのコマンドも読み込まれることになり、システムコントローラ１
１はシステムが対話モードに設定されている際は、これらのコマンドに応じた動作を行な
うことになる。
【００７１】
つまり、通常（電源立ち上げ後）においては、記録再生装置３０は通常のミニディスク記
録再生装置として前記した記録／再生動作を実行するようになされるが、ユーザーが対話
モードキー６４を操作すると、システムコントローラ１１は対話モードの処理に移行し、
前記コマンドに応じて各種制御を実行することになる。
【００７２】
システムコントローラ１１が対話モードとされると、前記のコマンドがディスク１から読
み込まれた場合、まずシステムコントローラ１１はディスク名エリアに記録されたコマン
ドに基づいて、表示部２０に『Ａ：ＦＵＮ　　Ｂ：ＳＡＤ』という文字を表示させる動作
を行なう。
そして、ここで、ユーザーの操作を待機することになる。
ユーザーはこれに対して、楽しい楽曲を聞きたいときにはＡボタン（対話キー６５）を押
し、また悲しい楽曲を聞きたいときにはＢボタン（対話キー６６）を押す。
【００７３】
Ａボタン６５が押された場合には、システムコントローラ１１はコマンドに応じて第１曲
目の再生に移る。つまり、Ｐ－ＴＯＣセクター０又はＵ－ＴＯＣセクター０においてテー
ブルポインタＰ－ＴＮＯ１から導かれるパーツテーブルに示されるスタートアドレスに対
して光学ヘッド３をアクセスさせ、その楽曲のエンドアドレスに到達するまで再生を行な
う。
【００７４】
この時システムコントローラ１１は、第１曲目に対応して記録されたコマンドを取り込み
、その指示に応ずることになる。つまり、この場合第１曲目の次に第３曲目が指定されて
いるため、第１曲目の再生が終了した時点で、第３曲目のスタートアドレスをＴＯＣ情報
から判別し、アクセスして第３曲目の再生を開始する。さらに、同様に第３曲目の再生後
は、第３曲目に対応して記録されているコマンドに応じて第５曲目の再生を開始する。以
下同様に、第５曲目→第７曲目→第９曲目→第１曲目→第３曲目→・・・・・・というよ
うに、再生が実行されていき、即ち楽しい曲のみが演奏されることになる。
【００７５】
一方、ユーザーが悲しい楽曲を聞きたいとしてＢボタン６６を押した場合には、システム
コントローラ１１はコマンドに応じて第２曲目の再生に移る。つまり、Ｐ－ＴＯＣセクタ
ー０又はＵ－ＴＯＣセクター０においてテーブルポインタＰ－ＴＮＯ２から導かれるパー
ツテーブルに示されるスタートアドレスに対して光学ヘッド３をアクセスさせ、その楽曲
のエンドアドレスに到達するまで再生を行なう。
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【００７６】
そしてこの時システムコントローラ１１は、第２曲目に対応して記録されたコマンドを取
り込み、その指示に応ずることになる。つまり、この場合第２曲目の次に第４曲目が指定
されているため、第２曲目の再生が終了した時点で、第４曲目のスタートアドレスをＴＯ
Ｃ情報から判別し、アクセスして第４曲目の再生を開始する。さらに、同様に第４曲目の
再生後は、第４曲目に対応して記録されているコマンドに応じて第６曲目の再生を開始す
る。以下同様に、第６曲目→第８曲目→第１０曲目→第２曲目→第４曲目→・・・・・・
というように、再生が実行されていき、即ち悲しい曲のみが演奏されることになる。
【００７７】
例えば以上のように、ディスク１に記録されるコマンドに応じて、ユーザーとディスク１
の間での対話を介したインタラクティブな再生動作制御が記録再生装置３０において実現
される。
【００７８】
ここで例としたコマンド及びそれによる動作はかなり簡易な演奏曲制御としたが、使用で
きるコマンドの設定及び記録容量に応じて各種の多様な対話的な制御が可能となることは
いうまでもない。
【００７９】
例えば、ディスク製作者が記録されている楽曲の曲順を通常の曲順とは別に複数種類設定
してユーザーに選択させるようにした音楽ソフトや、例えば演奏に応じてコマンドに基づ
く所定の表示を行なったり、演奏中にユーザー操作を促して所定の対応を可能とし、キー
操作やマイクロフォン入力に応じて演奏順序や演奏態様を変更したりすることができる音
楽ソフトが実現される。
【００８０】
また、音楽を用いたクイズ、学習等のアプリケーションとして実現することもでき、この
場合、ユーザーのキー入力（例えばクイズの解答入力）やマイクロフォン入力に対してブ
ザー音やチャイム音を出力したりすることも可能である。
さらにユーザーがコマンド書込を可能とした場合は、ユーザー自信が所望の動作設定を行
なうことができ、応用範囲はさらに広げられる。
【００８１】
なお、実施例の記録媒体に対応する装置として記録再生装置としての実施例を例をあげた
が、再生専用装置であっても良い。また対話を介して音声データの記録を行なっていくよ
うな記録専用装置であってもよい。
また、ミニディスクシステムに限らず、音声データと対応して文字情報を記録／再生する
ことができるシステムであれば本発明を採用できる。
【００８２】
【発明の効果】
以上説明したように本発明では、記録媒体上にコマンドとなる文字情報を記録しておき、
また記録又は再生装置としては、このコマンドに応じて処理を行なうように構成すること
により、いわゆるインターラクティブな動作が可能となり、ユーザーとのやり取りに応じ
た多様な動作が可能な音声／音楽システムを構築することができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例の記録媒体及び記録再生装置の外観図である。
【図２】実施例の記録再生装置のブロック図である。
【図３】実施例の記録再生装置に読み込まれるＰ－ＴＯＣセクター０のデータ構造の説明
図である。
【図４】実施例の記録再生装置に読み込まれるＰ－ＴＯＣセクター１のデータ構造の説明
図である。
【図５】実施例の記録再生装置に読み込まれるＵ－ＴＯＣセクター０のデータ構造の説明
図である。
【図６】実施例の記録再生装置に読み込まれるＵ－ＴＯＣセクター１のデータ構造の説明
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図である。
【図７】実施例の記録再生装置に読み込まれるＵ－ＴＯＣセクター０のデータのリンク構
造の説明図である。
【図８】実施例の記録媒体に記録された楽曲の説明図である。
【符号の説明】
１　ディスク
３　光学ヘッド
６　磁気ヘッド
８，１４　エンコード／デコード部
１１　システムコントローラ
１２　メモリコントローラ
１３　バッファＲＡＭ
１６　出力端子
１７　入力端子
１９　操作入力部
２０　表示部
２１　ＴＯＣメモリ
３０　記録再生装置
３２　イヤフォン
６１　テンキー
６４　対話モードキー
６５，６６　対話キー
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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