
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数枚でなるディスク群をプレーヤ本体にセットし、そのうちの任意のディスクを選択し
て曲再生し得ると共に、前記ディスク群のうちの任意のディスクに記録されたテキストデ
ータを再生して得られたデータを、前記プレーヤ本体の各種動作を遠隔操作するリモコン
本体に内蔵されたメモリに転送して格納し、該メモリの格納データに基づく表示を前記リ
モコン本体に設けられた表示部に行い得るＣＤテキスト対応プレーヤにおいて、
前記メモリは、前記ディスク群を形成する全ディスクのテキストデータを格納する格納チ
ャンネルの数が前記全ディスクの枚数以下になるように構成されていると共に、
前記メモリを、「曲再生を選択したディスクのテキストデータ」が前記メモリのいずれか
の格納チャンネルに格納されているか否かを判定し、格納されている場合には前記表示部
に当該格納の内容を表示し、その表示内容のうちから所望の曲再生をし得る状態とし、
前記「曲再生を選択したディスクのテキストデータ」が前記メモリの格納チャネルに格納
されていない場合には、前記メモリに空の格納チャンネルがあるか否かを判定し、
空の格納チャンネルがある場合には、当該空の格納チャンネルに前記「曲再生を選択した
ディスクのテキストデータ」を格納して前記表示部に当該格納の内容を表示し、その表示
内容のうちから所望の曲再生をし得る状態とし、
空の格納チャンネルがない場合には、前記メモリの複数の格納チャンネルのうちの最先の
既格納チャンネルのデータを消去してチャンネルシフトし、最後の格納チャンネルに前記
「曲再生を選択したディスクのテキストデータ」を格納し、前記表示部に当該格納の内容
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を表示し、その表示内容のうちから所望の曲再生をし得る状態となるように、
構成することを特徴とするＣＤテキスト対応プレーヤ。
【請求項２】
前記表示部による表示画面に基づき、前記ディスク群のうちの任意のディスクを選択する
ときに、前記メモリの格納チャンネルに格納されたテキストデータに対応するディスクの
み曲再生の選択ができるように構成することを特徴とする請求項１に記載のＣＤテキスト
対応プレーヤ。
【請求項３】
前記表示部による表示画面に基づき、前記ディスク群のうちの任意のディスクを選択する
ときに、前記表示部による表示が、選択されたディスクに対応する表示を行う第１モード
と、前記メモリの全ての格納チャンネルの格納内容に対応する表示を行う第２モードとに
切り替え得るように構成することを特徴とする請求項１に記載のＣＤテキスト対応プレー
ヤ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＣＤテキスト対応プレーヤに関し、特に、複数枚のＣＤを選択的に再生するに
際して、そのテキストデータを表示することができるＣＤテキスト対応プレーヤに関する
。
【０００２】
【従来の技術】
従来のＣＤテキスト対応プレーヤの例が、例えば、特開平３－２４２８９１に開示されて
いる。このＣＤテキスト対応プレーヤは、再生手段、記憶手段、比較手段及び通信手段が
設けられ、再生手段は、ＣＤの音声記録部を再生して音声データを得て所望のオーディオ
信号を得ると共に、ＣＤのＴＯＣ記録部を再生して前記音声データに対応しているテキス
トデータを得る。記憶手段は、再生手段によって得られたテキストデータを一定曲数分だ
け記憶しておく。また、前記比較手段は、前記再生手段によって得られたテキストデータ
の内容と前記記憶手段によって記憶された曲数とを比較する。更に、通信手段は、ホスト
（例えば、プレーヤ本体における各種動作を制御指令するための双方向リモコン）との間
でコマンドデータの授受を行なわせるものである。
【０００３】
一方、前述のような記憶手段に記憶されたテキストデータの内容は双方向リモコンに設け
られたＬＣＤ表示器等の表示手段に選択的に表示してユーザーの操作性を向上させる。
【０００４】
従って、ＣＤテキスト対応プレーヤを、双方向リモコン等の表示手段でテキストデータの
内容を表示させてその内容に基づいて再生操作を行う場合、当該テキストデータを予めＣ
Ｄテキスト対応プレーヤの本体から読み込ませ、双方向リモコン等の記憶手段に記憶させ
ておく必要がある。
【０００５】
また、複数枚のＣＤを選択的に再生することができるＣＤテキスト対応プレーヤにおける
記憶手段のメモリ格納容量は、セットできるＣＤの枚数と各ＣＤの記録音声トラック数（
曲数）を掛け合わせたものとしている。
【０００６】
したがって、複数枚のＣＤの選択的な再生に先立って、即ち、通常は、複数枚のＣＤを装
着したときに全てのＣＤのテキストデータを順次に再生して記憶手段に転送し、しかる後
の選択的な再生に備えている。
【０００７】
一方、記憶手段のメモリ格納容量を節約してコストダウンを図るために、複数枚のＣＤの
全てのテキストデータを格納するに充分な容量に満たない小さな容量とし、複数枚のＣＤ
のうちの選択されたＣＤを再生するに先立って当該ＣＤのみのテキストデータを再生して

10

20

30

40

50

(2) JP 3542506 B2 2004.7.14



記憶手段に転送し、しかる後の再生に備えているＣＤテキスト対応プレーヤがある。
【０００８】
このＣＤテキスト対応プレーヤにおけるＣＤテキストデータの再生から所望のトラックを
再生するまでの詳細動作が、図４のフローチャートに示されている。
【０００９】
即ち、ＣＤテキストデータをＣＤのＴＯＣ記録部から再生し、先ず、リモコンの表示画面
で再生したいディスク番号をテンキー等で選択し（ステップＳ１）、次のステップＳ２で
トラックタイトルデータの読み込みキーを押操作すると、複数枚のＣＤの全てのテキスト
データを格納するに充分な容量に満たない小さな容量のメモリにデータ格納が開始され、
ステップＳ３で読み込み終了（メモリへの格納完了）か否かの判定が行われ、ＮＯからＹ
ＥＳになるまでトラックタイトルデータの読み込み（メモリへの格納）が行われ、ＹＥＳ
となったときに、次のステップＳ４に移行して読み込まれた（メモリに格納された）トラ
ックタイトルデータをリモコンのＬＣＤ画面に表示させる。
【００１０】
そして、次のステップＳ４ではリモコンのＬＣＤ画面に表示されたトラックタイトルを見
て、再生したい曲をテンキー等で選択し曲再生キーを押すと次のステップＳ１１で選択さ
れたトラックナンバーの曲の再生が開始され一連の動作が終了するのである。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
以上のような従来のＣＤテキスト対応プレーヤは、次のような不具合がある。
【００１２】
第１の不具合は、複数枚のＣＤの選択的な再生に先立って、全てのＣＤのテキストデータ
を再生して記憶手段に転送し、しかる後の選択的な再生に備える場合における不具合であ
って、記憶手段のメモリ容量に膨大なものを要し、回路規模が増大してコストアップを招
くと共に、音声再生に先立つテキストデータの再生とメモリへの転送にかなりの時間が掛
かってしまうので、使い勝手が著しく悪くなってしまう。
【００１３】
また、第２の不具合は、メモリ容量を小さなものとし、複数枚のＣＤのうちの選択された
ＣＤを再生するに先立ち、選択されたＣＤのみのテキストデータを再生して記憶手段に転
送し、しかる後の再生に備える場合の不具合であって、記憶手段のメモリ容量が小さいの
で回路規模が小さくて済みコストアップが生じないものの、複数枚のＣＤのうちの１枚が
選択される毎にメモリへのテキストデータの転送が行われるので操作性が劣ってしまう。
【００１４】
即ち、複数枚のＣＤのうちの任意の１枚を音声再生させようとしても、当該ＣＤのテキス
トデータ再生とメモリ転送が行われている時間を待たなければならない。
【００１５】
そこで、本発明の目的は、再生したテキストデータを格納するメモリの容量を小さくし回
路規模の増大を生じさせず、テキストデータをリモコンに転送のために長い時間待たされ
て使い勝手を悪くすることのないＣＤテキスト対応プレーヤを提供することにある。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
前述の課題を解決するため、本発明によるＣＤテキスト対応プレーヤは、次のような特徴
的構成を採用している。
【００１７】
（１）複数枚でなるディスク群をプレーヤ本体にセットし、そのうちの任意のディスクを
選択して曲再生し得ると共に、前記ディスク群のうちの任意のディスクに記録されたテキ
ストデータを再生して得られたデータを、前記プレーヤ本体の各種動作を遠隔操作するリ
モコン本体に内蔵されたメモリに転送して格納し、該メモリの格納データに基づく表示を
前記リモコン本体に設けられた表示部に行い得るＣＤテキスト対応プレーヤにおいて、
前記メモリは、前記ディスク群を形成する全ディスクのテキストデータを格納する格納チ
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ャンネルの数が前記全ディスクの枚数以下になるように構成されていると共に、
前記メモリを、「曲再生を選択したディスクのテキストデータ」が前記メモリのいずれか
の格納チャンネルに格納されているか否かを判定し、格納されている場合には前記表示部
に当該格納の内容を表示し、その表示内容のうちから所望の曲再生をし得る状態とし、前
記「曲再生を選択したディスクのテキストデータ」が前記メモリの格納チャネルに格納さ
れていない場合には、前記メモリに空の格納チャンネルがあるか否かを判定し、空の格納
チャンネルがある場合には、当該空の格納チャンネルに前記「曲再生を選択したディスク
のテキストデータ」を格納して前記表示部に当該格納の内容を表示し、その表示内容のう
ちから所望の曲再生をし得る状態とし、空の格納チャンネルがない場合には、前記メモリ
の複数の格納チャンネルのうちの最先の既格納チャンネルのデータを消去してチャンネル
シフトし、最後の格納チャンネルに前記「曲再生を選択したディスクのテキストデータ」
を格納し、前記表示部に当該格納の内容を表示し、その表示内容のうちから所望の曲再生
をし得る状態となるように構成する。
【００１８】
（２）上記（１）のＣＤテキスト対応プレーヤの構成において、
前記表示部による表示画面に基づき、前記ディスク群のうちの任意のディスクを選択する
ときに、前記メモリの格納チャンネルに格納されたテキストデータに対応するディスクの
み曲再生の選択ができるように構成する。
【００１９】
（３）上記（１）のＣＤテキスト対応プレーヤの構成において、
前記表示部による表示画面に基づき、前記ディスク群のうちの任意のディスクを選択する
ときに、前記表示部による表示が、選択されたディスクに対応する表示を行う第１モード
と、前記メモリの全ての格納チャンネルの格納内容に対応する表示を行う第２モードとに
切り替え得るように構成する。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について添付図面を参照しながら説明する。図１は、本発明に
よるＣＤテキスト対応プレーヤにおけるプレーヤ本体の正面パネルとリモコン本体の回路
構成の一実施形態を示す概略構成図であり、ＣＤテキスト対応プレーヤは、プレーヤ本体
１とリモコン本体１０とで構成されている。
【００２１】
プレーヤ本体１は、その前面パネルに本体発光部２と本体受光部３のそれぞれが赤外線透
過窓（図示せず）を前方に位置した状態で設けられている。
【００２２】
また、プレーヤ本体１の内部構成は、図２に示すブロック図のように構成されている。即
ち、プレーヤ本体１の所定場所にセットされたｎ枚のディスク４－１～４－ｎでなるディ
スク群４は、そのうちの任意のものがオートローディング機構（図示せず）を用いてモー
タ５に装着され、そのピット記録面に光ヘッド６が対向配置されている。
【００２３】
このモータ５と光ヘッド６は、マイクロコンピュータ７により制御され、光ヘッド６によ
るレーザ光がピット記録面に対してフォーカシング制御とトラッキング制御が適正に行わ
れるようにし、モータ５の回転が、光読取り走査が線速一定で行われるように回転制御さ
れる。
【００２４】
再生回路８は、光ヘッド６によって読み取られた信号を所定の信号に変換して再生信号を
得るもので、出力回路９は、再生回路８による再生信号を所定の音声信号（所定規格のデ
ィジタル音声信号またはアナログ音声信号）に変換するものである。
【００２５】
従って、ディスク群４のうちの任意に選択されたディスク、例えばディスク４－１の中心
孔がオートローディング機構によってモータ５の出力軸に固定されたチャッキング部材（
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図示せず）に固定され、ディスク４－１のピット記録面に光ヘッド６のレーザ光が位置さ
れ、マイクロコンピュータ７による制御の基に、ディスク４－１のＴＯＣ部のデータと音
声記録部のデータを取り出すことができる。
【００２６】
一方、リモコン本体１０は、その前方（プレーヤ本体１に向かう方向）にリモコン受光部
１１とリモコン発光部１２のそれぞれが赤外線透過窓（図示せず）を前方に位置した状態
で設けられている。
【００２７】
このリモコン受光部１１とリモコン発光部１２は、リモコン本体１０による各種動作を複
合的に制御するためのマイクロコンピュータ１３に接続されている。また、このマイクロ
コンピュータ１３には、キー入力回路１４が接続され、このキー入力回路１４を構成する
キーを押操作することによって、再生するディスクの選択と、再生するトラックの選択と
、再生／早送り／早戻し／早送り再生／早戻し再生／一時停止／次曲スキップ／前曲スキ
ップ等々の動作指令の選択等々の各種選択をプレーヤ本体１に対して指令することができ
る。
【００２８】
さらに、マイクロコンピュータ１３にはＬＣＤ表示部１５が接続され、このＬＣＤ表示部
１５に、プレーヤ本体１の再生／一時停止等の動作モードを表示したり、ディスクのテキ
ストデータを表示することができる。
【００２９】
また、マイクロコンピュータ１３にはメモリ１６が接続されている。メモリ１６は、ディ
スク群４を形成するディスク４－１～４－ｎ（全ディスク）のテキストデータを格納する
格納チャンネルの数を全ディスクの枚数（ｎ）以下に形成されている。
【００３０】
メモリ１６は、「曲再生を選択したディスクのテキストデータ」がメモリ１６のいずれか
の格納チャンネルに格納されているか否かを判定し、格納されている場合には表示部ＬＣ
Ｄ表示部１５に当該格納の内容を表示し、その表示内容のうちから所望の曲再生をし得る
状態とし、
「曲再生を選択したディスクのテキストデータ」がメモリ１６の格納チャネルに格納され
ていない場合には、メモリ１６に空の格納チャンネルがあるか否かを判定し、
空の格納チャンネルがある場合には、当該空の格納チャンネルに「曲再生を選択したディ
スクのテキストデータ」を格納してＬＣＤ表示部１５に当該格納の内容を表示し、その表
示内容のうちから所望の曲再生をし得る状態とし、
空の格納チャンネルがない場合には、メモリ１６の複数の格納チャンネルのうちの最先の
既格納チャンネルのデータを消去してチャンネルシフトし、最後の格納チャンネルに「曲
再生を選択したディスクのテキストデータ」を格納し、前記表示部に当該格納の内容を表
示し、その表示内容のうちから所望の曲再生をし得る状態となるように構成されている。
【００３１】
換言すれば、このＣＤテキスト対応プレーヤは、複数枚でなるディスク群４をプレーヤ本
体１にセットし、そのうちの任意のディスクを選択して曲再生し得ると共に、ディスク群
４を形成するディスク４－１～４－ｎのうちの任意のディスクに記録されたテキストデー
タを再生して得られたデータを、プレーヤ本体１の各種動作を遠隔操作するリモコン本体
１０に内蔵されたメモリ１６に転送して格納し、メモリ１６の格納データに基づく表示を
リモコン本体１０に設けられたＬＣＤ表示部１５に行い得るように構成されている。
【００３２】
以上のように構成されたＣＤテキスト対応プレーヤにおけるＣＤテキストデータの再生か
ら所望のトラックの再生までの動作は、図３に示すフローチャートの処理手順に従って実
行される。
【００３３】
即ち、ディスク群４のＣＤテキストデータをＴＯＣ記録部から光ヘッド６で再生し、先ず
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、リモコン本体１０のＬＣＤ表示部１５の表示画面を見て、再生したいディスク番号をキ
ー入力回路１４のテンキー等で選択し（ステップＳ７）、次のステップＳ８では、選択さ
れたディスク番号のトラックデータがメモリ１６の格納チャンネルにあるか否かが判定さ
れ、格納されている（ＹＥＳ）の場合にはステップＳ９のようにＬＣＤ表示部１５に当該
格納の内容を表示し、次のステップＳ１０にてその表示内容のうちから所望の曲再生をし
得る状態とし、キー入力回路１４の曲再生キーを押操作すると、次のステップＳ１１にて
選択されたトラックナンバーの曲再生が開始される。
【００３４】
一方、ステップＳ８がＮＯの場合、即ち、「曲再生を選択したディスクのテキストデータ
」がメモリ１６の格納チャネルに格納されていない場合には、次のステップＳ１２に進ん
で、トラックデータの読み込みを行うべくキー入力回路１４の所望キーを押し、続くステ
ップＳ１３で読み込み終了か否かの判定がなされ、ＮＯからＹＥＳになったときにステッ
プＳ１４に移行する。
【００３５】
ステップＳ１４は、メモリ１６が現在満杯か否か、換言すればメモリ１６に空の格納チャ
ンネルがあるか否かを判定し、空の格納チャンネルがある場合（満杯でない場合）には、
ステップＳ１５に進み、当該空の格納チャンネルに前記「曲再生を選択したディスクのテ
キストデータ」を格納して当該格納内容をＬＣＤ表示部１５に表示し、ステップＳ１０と
ステップＳ１１にて表示内容のうちから所望の曲再生をし得る状態とする。
【００３６】
一方、ステップＳ１４でＹＥＳの場合（空の格納チャンネルがない場合）には、ステップ
Ｓ１７に進み、メモリ１６の複数の格納チャンネルのうちの最先の既格納チャンネルのデ
ータを消去してその後ろの格納データを全て前にシフトするようにチャンネルシフトし、
次のステップＳ１８に進む。
【００３７】
ステップＳ１８では、最後の格納チャンネルに前記「曲再生を選択したディスクのテキス
トデータ」を格納し、ステップＳ１６に進み、メモリ１６に読み込んだトラックタイトル
データをＬＣＤ表示部１５に表示し、ステップＳ１０とステップＳ１１にて表示内容のう
ちから所望の曲再生をし得る状態とする。
【００３８】
その結果、再生したい曲を選択し曲再生キーを押すと、次のステップＳ１１で選択された
トラックナンバーの曲の再生が開始され、ＣＤテキスト対応プレーヤにおけるＣＤテキス
トデータの再生から所望のトラックの再生までの一連の動作が終了するのである。
【００３９】
従って、本発明の一実施の形態によるＣＤテキスト対応プレーヤによれば、メモリ１６の
格納チャンネルの数が、ディスク群４を形成する全てのディスクディスク４－１～４－ｎ
の枚数以下になるように形成されているので、メモリ容量に膨大なものを要し、回路規模
が増大しコストアップを招くという従来の不具合が解消される。
【００４０】
また、ディスク群４を構成するｎ枚のディスク４－１～４－ｎの選択的な再生に先立って
、全てのディスク４－１～４－ｎのテキストデータを再生してメモリ１６に転送していな
いので、テキストデータの再生とメモリへの転送のための時間が非常に少なくて済むので
使い勝手が著しく向上する。
【００４１】
更に、ディスク群４を形成するディスク４－１～４－ｎのうちの１枚が選択される毎にメ
モリ１６へのテキストデータの転送を行なっていないので、従来より少ない規模のメモリ
１６であるに拘らず操作性を著しく向上することができる。
【００４２】
なお、本発明は、前述形態に限定されることなく、ＬＣＤ表示部１５による表示画面に基
づき、ディスク群４を形成するディスク４－１～４－ｎのうちの任意のディスクを選択す

10

20

30

40

50

(6) JP 3542506 B2 2004.7.14



るときに、メモリ１６の格納チャンネルに格納されたテキストデータに対応するディスク
のみ曲再生の選択ができるように構成することによって、高い頻度で選択されている、換
言すれば、よく聞いている曲を優先して選択できる。
【００４３】
ＬＣＤ表示部１５による表示画面に基づき、ディスク群４を構成するｎ枚のディスク４－
１～４－ｎの任意のものを選択するときに、ＬＣＤ表示部１５による表示が、選択された
ディスクに対応する表示を行う第１モードと、前記メモリの全ての格納チャンネルの格納
内容に対応する表示を行う第２モードとに切り替え得るように構成することによって、第
１モードと第２モードの切り替えをユーザーが実際にＣＤテキスト対応プレーヤを使用す
る態様に合致したものとすることができ、余分な操作を一切必要としないので使い勝手が
よくなる。
【００４４】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明のＣＤテキスト対応プレーヤによれば、メモリ容量を少なく
して回路規模を小さくしているのでコストダウンが図れ、メモリの容量を小さくしたに拘
らず、テキストデータをリモコンに転送するために長い時間待たされて使い勝手を悪くす
ることがなく、ユーザーの操作性に優れたＣＤテキスト対応プレーヤを提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態によるＣＤテキスト対応プレーヤの概略構成図である。
【図２】図１に示されるプレーヤ本体のブロック構成を示す回路ブロック図である。
【図３】図１および図２に示されるＣＤテキスト対応プレーヤの要部動作説明用のフロー
チャートである。
【図４】従来のＣＤテキスト対応プレーヤの要部動作説明用のフローチャートである。
【符号の説明】
１　　プレーヤ本体１
２　　本体発光部２
３　　本体受光部３
４　　ディスク群４
４－１～４－ｎ　ディスク
５　　モータ５
６　　光ヘッド６
７　　マイクロコンピュータ７
８　　再生回路８
９　　出力回路９
１０　リモコン本体１０
１１　リモコン受光部１１
１２　リモコン発光部１２
１３　マイクロコンピュータ１３
１４　キー入力回路１４
１５　ＬＣＤ表示部１５
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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