
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一つの データ単位としてトラック毎にデータが記録される記録媒体を再生する再生
手段と、
　上記再生手段のトラックへのアクセスを操作するトラックアクセス操作手段と、
　上記トラックアクセス操作手段が操作された際には 生中のトラックから昇順方向に
所定のトラック数だけ進んだトラックに上記再生手段をアクセスさせ
　

　
る制御手段と

　を備える再生装置。
【請求項２】
　一つの データ単位としてトラック毎にデータが記録される記録媒体を再生する再生
手段と、
　上記再生手段のトラックへのアクセスを操作するトラックアクセス操作手段と、
　上記トラックアクセス操作手段が操作された際には 生中のトラックから降順方向に
所定のトラック数だけ戻したトラックに上記再生手段をアクセスさせ
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音声

、再
、

上記トラックアクセス操作手段が操作された際の、上記再生中のトラックのトラックナ
ンバとラストトラックナンバの間のトラック数が、上記所定のトラック数よりも小さい場
合、ラストトラックに上記再生手段をアクセスさせ、

上記トラックアクセス操作手段が操作された際の、上記再生中のトラックがラストトラ
ックであった場合、上記再生手段によるラストトラックの再生を継続す

音声

、再
、

上記トラックアクセス操作手段が操作された際の、上記再生中のトラックのトラックナ



　
る制御手

段と
　を備える再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は例えば、所定の基準トラックにアクセスするトラック頭だし制御や、複数のトラ
ックを飛び越したトラック頭だし制御を行なうことができる再生装置に関するものである
。
【０００２】
【従来の技術】
最近では、例えばコンパクトディスクプレーヤ（ＣＤプレーヤ）、ミニディスクプレーヤ
（ＭＤプレーヤ）などのオーディオ機器が一般的になるとともに、コンパクトディスク、
ミニディスクなどのソフトウエアも様々なジャンルのものが供給されるようになってきて
いる。
例えば多数の効果音などが収録されているディスクは、数秒～数分という単位でかなり多
数の演奏トラックが収録されている。またミニディスクには、例えば野外録音の場所や、
会議録音の議題や経過などにしたがい、録音中にユーザが任意のタイミングで２５５迄の
トラックナンバを入力することが可能である。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、収録可能曲数が増加し、その容量を十分に使用して数多くのトラック（曲目な
ど）を収録した場合、特にＡＶシステムとして用いられる据え置き形のプレーヤなどのよ
うに、ダイレクト選曲を行なえる操作キーが設けられていないポータブルの機種では、複
数の曲目を飛び越して頭出しを容易に行なうことができない。例えば現在トラックナンバ
『２』を演奏中に、トラックナンバ『４８』にアクセスしたい場合は、４６回のＡＭＳキ
ー操作が必要とする。
すなわち、このような選曲操作を行ない所望のトラックナンバにアクセスするためには、
その操作回数及び頭出し時間がかさんでしまい、スピーディーな選曲を行なうことができ
なかった。
また、ポータブル機器に接続されたヘッドホンなどに設けられているリモコンによるブラ
インド操作で、現在のトラックより離れているトラックを選曲したいような場合、ＡＭＳ
キーを何回も押していると現在どこまでトラックが進んだかわからなくなり操作が難しい
という問題点がある。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、一つの データ単位としてトラック毎にデータが記録される記録媒体を再
生する再生手段と、上記再生手段のトラックへのアクセスを操作するトラックアクセス操
作手段と、上記トラックアクセス操作手段が操作された際には 生中のトラックから昇
順方向に所定のトラック数だけ進んだトラックに上記再生手段をアクセスさせ

る制御手段とを有して構成される。
　または、上記トラックアクセス操作手段が操作された際には 生中のトラックから降
順方向に所定のトラック数だけ戻したトラックに上記再生手段をアクセスさせ
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ンバとファーストトラックナンバの間のトラック数が、上記所定のトラック数よりも小さ
い場合、上記再生手段をファーストトラックにアクセスさせ、

上記トラックアクセス操作手段が操作された際の、上記再生中のトラックがファースト
トラックであった場合、上記再生手段によるファーストトラックの再生を継続す

音声

、再
、上記トラ

ックアクセス操作手段が操作された際の、上記再生中のトラックのトラックナンバとラス
トトラックナンバの間のトラック数が、上記所定のトラック数よりも小さい場合、ラスト
トラックに上記再生手段をアクセスさせ、上記トラックアクセス操作手段が操作された際
の、上記再生中のトラックがラストトラックであった場合、上記再生手段によるラストト
ラックの再生を継続す

、再
、上記トラ



る制御手段とを有して構成される。
【０００５】
【作用】
ポータブルタイプやリモートコントローラのような数少ない操作キーしか設けられない操
作部においても、上記のトラックアクセス操作手段により複数トラックを飛び越えてトラ
ックアクセス（選曲）を行なうことができるようにすれば、スピーディーな選曲を行なう
ことができるようになる。
【０００６】
【実施例】
以下、図１～図９を用いて本発明の再生装置の実施例として、光磁気ディスク（ミニディ
スク）を記録媒体として用いた記録再生装置をあげ、またこの記録再生装置に接続される
ヘッドホンに設けられたリモートコマンダーをあげて説明する。
【０００７】
図１（ａ）～（ｄ）は記録再生装置の外観を示す平面図、正面図、右側面図、及び左側面
図である。
３０は記録再生装置本体、３１は例えば液晶ディスプレイによる表示部であり、トラック
ナンバ、再生時間、記録／再生進行時間、タイトル文字、動作モード、記録／再生レベル
などの表示がなされる。
３２はディスク挿入部であり、カートリッジに収納された光磁気ディスクが挿入され、内
部の記録／再生光学ドライブ系にローディングされる。
【０００８】
記録再生装置本体３０には操作入力部として各種の操作手段が設けられている。例えば本
体前面側には録音スイッチ３３、イジェクトキー３４、編集スイッチ３５が設けられる。
本体上面には、再生キー３６、一時停止（ポーズ）キー３７、停止キー３８、ＡＭＳキー
３９、サーチキー４０、曲名入力モードキー４１、ディスク名入力モードキー４２、日付
入力モードキー４３、テンキー４４、エンターキー４５、所定の基準トラックナンバにア
クセス、又は所定数のトラックナンバを飛び越して所定のトラックナンバにアクセスする
トラックアクセスキー４６が設けられている。
なお、このトラックアクセスキー４６については後述するがＡＭＳキー３９は直前又は直
後のトラック先頭位置にアクセスするためのキーであることに対して、トラックアクセス
キー４６は現在のトラックから所定の基準トラック、又は現在のトラックから複数トラッ
ク先又は前のトラック先頭位置にアクセスするためのキーである。
テンキー４４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。
【０００９】
本体右側面にはホールドスイッチ４８、リピート／シャッフル／プログラム再生などを選
択するプレイモードキー４９、バスブーストスイッチ５０、リジュームスイッチ５１が設
けられ、また本体左側面には、ＡＧＣスイッチ５２、マイクアッテネータスイッチ５３が
設けれる。
さらに、５４はボリュームつまみ、５５は録音レベル調整つまみである。
【００１０】
また、本体側面には各種入出力端子が設けられる。
５６はマイク入力端子である。
５７はヘッドホン出力端子であり、例えば図３に示すようなヘッドホン８０が接続される
。
【００１１】
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ックアクセス操作手段が操作された際の、上記再生中のトラックのトラックナンバとファ
ーストトラックナンバの間のトラック数が、上記所定のトラック数よりも小さい場合、上
記再生手段をファーストトラックにアクセスさせ、上記トラックアクセス操作手段が操作
された際の、上記再生中のトラックがファーストトラックであった場合、上記再生手段に
よるファーストトラックの再生を継続す



図３のヘッドホン８０の接続部８１はステレオプラグ部８２とコネクタ部８３により構成
され、従ってヘッドホン出力端子５７はこのような接続部８１に適合するように形成され
ている。
【００１２】
ヘッドホン８０には、そのコードの途中に操作部（リモートコマンダー）８４が形成され
各種操作子（操作キー）が設けられて記録再生装置本体３０に対して遠隔操作が可能とさ
れている。
８６は停止キー、８７ａはＦＦ／ＡＭＳキー、８７ｂはＲＥＷ／ＡＭＳキー、８８は図１
と同様のトラックアクセスキーである。
【００１３】
図１において、５８は入力端子であり、光ケーブルによるデジタル音声信号の入力端子及
びアナログ音声信号のライン入力端子として兼用されている。兼用のための端子機構の説
明は省略する。また、５９は出力端子であり、光ケーブルによるデジタル音声信号の出力
端子及びアナログ音声信号のライン出力端子として兼用されている。
【００１４】
図１の記録再生装置の内部の要部のブロック図を図２に示す。
図２において、１は例えば音声データが記録されている光磁気ディスクを示し、ディスク
挿入部３２からローディングされた状態を模式的に示している。
この光磁気ディスク１はスピンドルモータ２により回転駆動される。３は光磁気ディスク
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、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。
【００１５】
このため、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、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いる。
【００１６】
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、光磁気ディスク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。
光学ヘッド３全体及び磁気ヘッド６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。
【００１７】
再生動作によって、光学ヘッド３により光磁気ディスク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
、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、アドレス情報はアドレスデコーダ１０に供給される。さらに絶対
位置情報、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
テムコントローラ１１に供給される。
【００１８】
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、スピンドルモータ２の回転
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。
【００１９】
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
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た後、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までの系における再生データの転送は 1.41Mbit/secで、しかも間欠的に行
なわれる。
【００２０】
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/sec 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て出力デジタル信号とされる。
【００２１】
出力デジタル信号は、Ｄ／Ａ変換器１５によってアナログ信号とされ、スイッチ１６を介
して出力端子５９又はヘッドホン出力端子５７に供給される。またはアナログ化されずに
直接出力端子５９に供給される。
つまり、ヘッドホン出力端子５７にヘッドホン８０が接続されているときは、アナログ化
された音声信号がヘッドホン８０に供給され、また出力端子５９にオーディオコード（例
えばピンプラグコード）が接続されている時は、アナログ化された音声信号がそのオーデ
ィオコードにより他の機器に供給される。
また、出力端子５９にオーディオ用光ケーブルが接続されている時は、デジタルデータと
して他の機器に音声信号が供給されることになる。
【００２２】
ここで、バッファＲＡＭ１３へのデータの書込／読出は、メモリコントローラ１２によっ
て書込ポインタと読出ポインタの制御によりアドレス指定されて行なわれるが、書込ポイ
ンタ（書込アドレス）は上記したように 1.41Mbit/secのタイミングでインクリメントされ
、一方、読出ポインタ（読出アドレス）は 0.3Mbit/sec のタイミングでインクリメントさ
れていくため、この書込と読出のビットレートの差異により、バッファＲＡＭ１３内には
或る程度データが蓄積された状態となる。バッファＲＡＭ１３内にフル容量のデータが蓄
積された時点で書込ポインタのインクリメントは停止され、光学ヘッド３による光磁気デ
ィスク１からのデータ読出動作も停止される。ただし読出ポインタＲのインクリメントは
継続して実行されているため、再生音声出力はとぎれないことになる。
【００２３】
その後、バッファＲＡＭ１３から読出動作のみが継続されていき、或る時点でバッファＲ
ＡＭ１３内のデータ蓄積量が所定量以下となったとすると、再び光学ヘッド３によるデー
タ読出動作及び書込ポインタのインクリメントが再開され、再びバッファＲＡＭ１３のデ
ータ蓄積がなされていく。
【００２４】
このようにバッファＲＡＭ１３を介して再生音響信号を出力することにより、例えば外乱
等でトラッキングが外れた場合などでも、再生音声出力が中断してしまうことはなく、デ
ータ蓄積が残っているうちに例えば正しいトラッキング位置までにアクセスしてデータ読
出を再開することで、再生出力に影響を与えずに動作を続行できる。即ち、耐震機能を著
しく向上させることができる。
【００２５】
図２において、アドレスデコーダ１０から出力されるアドレス情報や制御動作に供される
サブコードデータはエンコーダ／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】
また、システムコントローラ１１は光学ヘッド３におけるレーザダイオードの動作を制御
するレーザ制御信号を出力しており、レーザダイオードの出力をオン／オフ制御するとと
もに、オン制御時としては、レーザパワーが比較的低レベルである再生時の出力と、比較
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的高レベルである記録時の出力とを切り換えることができるようになされている。
【００２７】
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、入力端子５８に接続されたオー
ディオコード又はオーディオ用光ケーブルにより、他の機器からアナログ又はデジタル音
声信号が供給される。又はマイク入力端子５６にマイクロフォンが接続されて音声信号が
供給される。
【００２８】
オーディオ用光ケーブルによりデジタルデータで入力端子５８に送られてきた音声信号は
直接エンコーダ／デコーダ部１４に供給される。また、オーディオコード又はマイクロフ
ォンにより入力されたアナログ音声信号はスイッチ１７を介してＡ／Ｄ変換器１８に供給
され、デジタルデータとされた後、エンコーダ／デコーダ部１４に供給される。
エンコーダ／デコーダ部１４では入力されたデジタル音声信号に対して、音声圧縮エンコ
ード処理を施す。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１２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Ｃ
ＩＲＣ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。
【００２９】
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
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。
【００３０】
ところで、ディスク１に対して記録／再生動作を行なう際には、ディスク１に記録されて
いる管理情報、即ちＰ－ＴＯＣ（プリマスタードＴＯＣ）、Ｕ－ＴＯＣ（ユーザーＴＯＣ
）を読み出して、システムコントローラ１１はこれらの管理情報に応じてディスク１上の
記録すべきセグメントのアドレスや、再生すべきセグメントのアドレスを判別することと
なるが、この管理情報はバッファＲＡＭ１３に保持される。このためバッファＲＡＭ１３
は、上記した記録データ／再生データのバッファエリアと、これら管理情報を保持するエ
リアが分割設定されている。
【００３１】
そして、システムコントローラ１１はこれらの管理情報を、ディスク１が装填された際に
管理情報の記録されたディスクの最内周側の再生動作を実行させることによって読み出し
、バッファＲＡＭ１３に記憶しておき、以後そのディスク１に対する記録／再生動作の際
に参照できるようにしている。
【００３２】
また、Ｕ－ＴＯＣはデータの記録や消去に応じて編集されて書き換えられるものであるが
、システムコントローラ１１は記録／消去動作のたびにこの編集処理をバッファＲＡＭ１
３に記憶されたＵ－ＴＯＣ情報に対して行ない、その書換動作に応じて所定のタイミング
でディスク１のＵ－ＴＯＣエリアについても書き換えるようにしている。
【００３３】
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であり、上述した３３～５３
のスイッチ又はキーがこれに相当する。この操作入力部１９による操作情報はシステムコ
ントローラ１１に供給される。
【００３４】
また、上記したように接続されるヘッドホン８０における操作部８４の操作キー（８５～
８８）による操作情報も、ヘッドホン８０の接続部８１におけるコネクタ部８３から、も
しくはヘッドホン６０の接続部６１におけるコネクタ部６３から、ヘッドホン出力端子５
７を介してシステムコントローラ１１に供給されるようになされている。
【００３５】
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ヘッドホン８０に設けられた操作キー（８５～８８）による操作情報の検出について図４
で説明する。
接続部８１はステレオプラグ部８２とコネクタ部８３を有しているが、ステレオプラグ部
８２においては、端子８２ａはＬチャンネルオーディオ信号、端子８２ｂはＲチャンネル
オーディオ信号、端子８２ｃはオーディオコモンにそれぞれ用いられる。
そして、記録再生装置のヘッドホン出力端子５７に接続されてステレオプラグ部８２に供
給されたＬ，Ｒのオーディオ信号は、図示していないイヤースピーカ部に供給されて音声
として出力される。
【００３６】
一方、コネクタ部８３においては、端子８３ａは＋Ｂ電圧端子、端子８３ｂは操作情報検
出端子、端子８３ｃはグランド端子、端子８３ｄはリミッタモード情報検出端子に用いら
れる。
【００３７】
端子８３ａからの＋Ｂ電圧は、ホールドキー９２の接点及び抵抗Ｒ 1 ，コンデンサＣ 1 を
介して、再生／ポーズキー８５、停止キー８６、ＦＦ／ＡＭＳキー８７ａ、ＲＥＷ／ＡＭ
Ｓキー８７ｂ、トラックアクセスキー８８における各スイッチに供給される。
【００３８】
そして、これらの各スイッチの他端側には抵抗Ｒ 2 ～Ｒ 9 が接続されており、即ち８５～
８８の各操作キーの操作に応じて、端子８３ｂの電圧はそれぞれ異なる電圧値となる。
この端子８３の電圧値が操作情報としてシステムコントローラ１１に供給されることにな
り、これによってヘッドホン８０の操作部８４によって記録再生装置３０の遠隔操作が可
能とされる。
【００３９】
また、ホールドキー９２によりホールドモードとされると、ホールドキー９２の接点が開
かれ、８５～８８の各操作キーのスイッチに対して＋Ｂ電圧の供給が停止される。従って
、８５～８８の各操作キーの操作を行なっても端子８３ｂから操作情報は得られず、操作
は無効とされ、いわゆるホールド状態となる。
さらに、リミッタモードキー９１によりリミッタモードがオンとされる場合は、その接点
が閉じられることになり、＋Ｂ電圧が端子８３ｄにあらわれることになる。この端子状態
に基づいて、リミッタモードがオンに操作されたことがシステムコントローラ１１に検出
され、リミッタ動作制御が実行される。
【００４０】
以下、本発明における選曲制御について説明する。
なお、通常の選曲操作、すなわち次曲の頭だし及び前曲の頭だしはＡＭＳキー（３９、８
７ａ、８７ｂ）によってなされるが、以下説明する選曲動作はトラックアクセスキー（４
６又は８８）の操作に応じたものである。
【００４１】
図５（ａ）（ｂ）（ｃ）（ｄ）はトラックアクセスキー（４６又は８８）の操作に応じて
なされる選曲動作において、第１～第４の４種類の動作例の概要を説明する図である。ト
ラックアクセスキー（４６又は８８）が１つしか設けられない場合は、その機器において
そのうちの１つの動作が実行されるようにシステムが構成される。また、トラックアクセ
スキー（４６又は８８）が１つであっても、モード切替えでその機能を選択できる場合や
、複数のトラックアクセスキーが設けられる場合は、この動作例のうち複数種類の動作が
実行できるようにシステムが構成される。
【００４２】
これらの図に付されている目盛１、１０、２０、３０、４０、５０、・・・Ｚはディスク
１に記録されるトラックナンバを示す。トラックナンバＺはラストトラックナンバＺ（総
記録トラック数）であり、例えばミニディスクの場合は２５５迄のトラックナンバを記録
することが可能とされている。Ｎは現在演奏中のトラックナンバである。
【００４３】
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第１の実施例として、同図（ａ）は、トラックアクセスキー（４６又は８８）が押圧され
たときに、現在演奏中のトラックナンバＮから所定の基準トラックナンバに向かって飛び
越し選曲を行なう例である。例えば現在トラックナンバ１５を演奏中にトラックアクセス
キー（４６又は８８）が押圧されるとトラックナンバ２０へアクセスされ、また例えばト
ラックナンバ３３を演奏中にトラックアクセスキー（４６又は８８）が押圧されるとトラ
ックナンバ４０にアクセスされるようにする。
この例の場合の基準トラックナンバは、例えば１０の整数倍トラックナンバ、又はラスト
トラックナンバＺとされ、１桁番代のトラックナンバを演奏中のときはトラックナンバ１
０、１０番代のトラックナンバを演奏中のときはトラックナンバ２０というように、例え
ばトラックナンバの昇順方向で一番近い基準トラックナンバにアクセスするようになされ
ている。
【００４４】
第２の実施例として、同図（ｂ）は、トラックアクセスキー（４６又は８８）が押圧され
たときに、現在演奏中のトラックナンバＮから所定の基準トラックナンバに向かって飛び
越し選曲を行なう例であり、前述の第１の動作例と同様であるがこれは飛び越し方向が逆
（前方）となるものである。例えば現在トラックナンバ１４を演奏中にトラックアクセス
キー（４６又は８８）が押圧されるとトラックナンバ１０へアクセスされ、また例えばト
ラックナンバ３９を演奏中にトラックアクセスキー（４６又は８８）が押圧されるとトラ
ックナンバ３０にアクセスされるようにする。
この例の場合の基準トラックナンバは、例えば１０の整数倍トラックナンバ、又はファー
ストトラックナンバとされ、１桁番代のトラックナンバを演奏中のときはトラックナンバ
１、１０番代のトラックナンバを演奏中のときはトラックナンバ１０というように、例え
ばトラックナンバの降順方向で一番近い基準トラックナンバにアクセスするようになされ
ている。
【００４５】
第３の実施例として、同図（ｃ）は、トラックアクセスキー（４６又は８８）が押圧され
たときに例えば、現在のトラックナンバから所定数のトラック数、例えば１０トラックを
飛び越して選曲を行なう例である。例えば現在トラックナンバ７を演奏中にトラックアク
セスキー（４６又は８８）が押圧されるとトラックナンバ１７が選曲され、また例えばト
ラックナンバ１５を演奏中にトラックアクセスキー（４６又は８８）が押圧されるとトラ
ックナンバ２５が選曲されるようにする。
なお、演奏中のトラックナンバＮとラストトラックナンバＺ間のトラック数が、例えば１
０トラック以下である場合に、トラックアクセスキー（４６又は８８）が押圧された場合
はラストトラックナンバＺに先頭だし選曲されるようにしてもよいし、また例えば１０ト
ラックに満たないトラック数をファーストトラックナンバに戻ってカウントして、１０ト
ラック分の選曲を行なうようにしてもよい。例えば、ラストトラックナンバＺが５０であ
り、現在演奏中のトラックナンバが４８である場合は、トラックナンバ８にアクセスされ
るようにしてもよい。
【００４６】
第４の実施例として、同図（ｄ）は、トラックアクセスキー（４６又は８８）が押圧され
たときに例えば、現在のトラックナンバから所定数のトラック数、例えば１０トラック戻
って選曲を行なう例である。例えば現在トラックナンバ１２を演奏中にトラックアクセス
キー（４６又は８８）が押圧されるとトラックナンバ２が選曲され、また例えばトラック
ナンバ２９を演奏中にトラックアクセスキー（４６又は８８）が押圧されるとトラックナ
ンバ１９が選曲されるようにする。
なお、演奏中のトラックナンバＮとファーストトラックナンバ間のトラック数が、例えば
１０トラック以下である場合に、トラックアクセスキー（４６又は８８）が押圧された場
合はファーストトラックナンバが選曲されるようにしてもよいし、また例えば１０トラッ
クに満たないトラック数をラストトラックナンバＺに戻りカウントして１０トラック分の
選曲を行なうようにしてもよい。例えば、ラストトラックナンバＺが５０であり、現在演
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奏中のトラックナンバが３である場合は、トラックナンバ４３にアクセスされるようにし
てもよい。
【００４７】
なお、同図（ａ）（ｂ）の例において基準トラックナンバは例えば１０の整数倍で説明し
たが、比較的収録トラックナンバの多い光磁気ディスク１に対しては、例えば１５、２０
など１０以上の整数倍のトラックナンバを基準トラックナンバとすることにより、より幅
広い飛び越し選曲を行なうことができ、トラックアクセスキー（４６又は８８）の押圧回
数を減らすことが可能になる。
また、同図（ｃ）（ｄ）においてアクセスするトラックは１０トラック前又は後で説明し
たが、もちろんこのトラック設定は１０以外でも良く、例えば２０、３０・・・トラック
の飛び越し選曲を行なうことにより、より幅広い飛び越し選曲を行なうことができ、トラ
ックアクセスキー（４６又は８８）の押圧回数を減らすことが可能になる。また場合によ
っては、２トラック前後、５トラック前後のアクセスと設定してもよい。
【００４８】
また上記した第１又は第３の例において、ラストトラックナンバＺを演奏中の場合にトラ
ックアクセスキー（４６又は８８）が押圧された場合は、ファーストトラックナンバにア
クセスするようにしてもよいし、ラストトラックナンバＺを保持して（すなわち、キー操
作を無効とするか、もしくはラストトラックの先頭に戻る）演奏を続けてもよい。
また同様に、第２又は第４の例において、ファーストラックナンバを演奏中の場合にトラ
ックアクセスキー（４６又は８８）が押圧された場合は、ラストトラックナンバＺにアク
セスするようにしてもよいし、ファーストトラックナンバを保持して（すなわち、キー操
作を無効とするか、もしくはファーストトラックの先頭に戻る）演奏を続けてもよい。
【００４９】
次に図５（ａ）（ｂ）（ｃ）（ｄ）に示した飛び越し選曲を行なうためのシステムコント
ローラ１１の処理を順次説明する。
【００５０】
図６は図５（ａ）に示した所定の基準トラックナンバに頭だし選曲する場合のフローチャ
ートを示す図である。
まずトラックアクセスキー（４６又は８８）が入力されたか否かを判別し（ S601）、入力
があった場合はＺにラストトラックナンバ、Ａにファーストトラックナンバをセットし（
S602）、さらにＮに現在演奏中のトラックナンバをセットする（ S603）。そしてＮ＝Ｚ、
すなわち現在ラストトラックナンバＺが演奏されているか否かを判別し（ S604）、ラスト
トラックナンバＺが演奏されている場合はステップ S612にすすみ、ファーストトラックナ
ンバＡに頭だしアクセスするようにする。
【００５１】
ステップ S604でラストトラックナンバＺが演奏されていないと判別された場合は、ステッ
プ S605にすすみ、変数ｘを初期化（ゼロサプレス）して、演奏中トラックナンバＮ－１０
ｘが、０又は０以下になるまで変数ｘのインクリメント処理を行なうようにする（ S606→
S607）。このステップ S606→ S607によりＮ－１０ｘが０又は０以下となった時点で、どの
基準トラックナンバ（１０、２０、３０・・・）間のトラックナンバが演奏中であるかを
判別することができる。例えばｘ＝３である場合は２０番代のトラックナンバが演奏され
ていることとなる。
【００５２】
そして、演奏中のトラックナンバＮの位置が判別されると、続いてラストトラックナンバ
Ｚと１０ｘの差が０以下であるか否かを判別する（ S608）。ここで０以下と判別された場
合は演奏中のトラックナンバＮとラストトラックナンバＺの間に１０以上のトラックが存
在しないということになり、ラストトラックナンバＺに頭だしアクセスするようにする（
S611）。またステップ S608でラストトラックナンバＺと１０ｘの差が０以上であると判別
された場合は、１０ｘをＮにセットし（ S609）、トラックナンバＮに頭だしアクセスする
ようにする（ S610）。
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【００５３】
このような処理を行なうことにより、例えば現在トラックナンバ１５を演奏中にトラック
アクセスキー（４６又は８８）を押圧すると、この例における基準トラックナンバの一つ
であるトラックナンバ２０が選曲されるようになる。
【００５４】
図７は図５（ｂ）に示した所定の基準トラックナンバに頭だし選曲する場合のフローチャ
ートを示す図である。
まずトラックアクセスキー（４６又は８８）が入力されたか否かを判別し（ S701）、入力
があった場合はＺにラストトラックナンバ、Ａにファーストトラックナンバをセットし（
S702）、さらにＮに現在演奏中のトラックナンバをセットする（ S703）。そしてＮ＝Ａ、
すなわち現在ファーストトラックナンバＡが演奏されているか否かを判別し（ S704）、フ
ァーストトラックナンバＡが演奏されている場合はステップ S712にすすみ、ラストトラッ
クナンバＺに頭だしアクセスするようにする。
【００５５】
ステップ S704でファーストトラックナンバＡが演奏されていないと判別された場合は、ス
テップ S705にすすみ、変数ｘを初期化（ゼロサプレス）して、演奏中トラックナンバＮ－
１０ｘが、１０又は１０以下になるまで変数ｘのインクリメント処理を行なう（ S706→ S7
07）。このステップ S706→ S707によりＮ－１０ｘが１０又は１０以下となった時点で、ど
の基準トラックナンバ（１０～２０～３０・・・）間のトラックナンバが演奏中であるか
を判別することができる。例えばｘ＝３である場合は３０番代のトラックナンバが演奏さ
れていることとなる。
そして、演奏中のトラックナンバＮの位置が判別されると、続いて演奏中のトラックナン
バは１０以下であるか否かを判別する（ S708）。ここで１０以下と判別された場合は演奏
中のトラックナンバＮとファーストトラックナンバＡの間に１０以上のトラックナンバが
存在しないということになり、ファーストトラックナンバＡに頭だしアクセスするように
する（ S711）。またステップ S708でファーストトラックナンバＡと１０ｘの差が０以上で
あると判別された場合は、１０ｘをＮにセットし（ S709）、トラックナンバＮに頭だしア
クセスするようにする（ S710）。
【００５６】
このような処理を行なうことにより、例えば現在トラックナンバ３９を演奏中にトラック
アクセスキー（４６又は８８）を押圧すると、この例における基準トラックナンバの一つ
であるトラックナンバ３０に選曲されるようになる。
【００５７】
図８は図５（ｃ）に示したように頭だしアクセスする場合のフローチャートを示す図であ
る。
まずトラックアクセスキー（４６又は８８）が入力されたか否かを判別し（ S801）、入力
があった場合はＺにラストトラックナンバ、Ａにファーストトラックナンバをセットし（
S802）、さらにＮに現在演奏中のトラックナンバをセットする（ S803）。そしてＮ＝Ｚ、
すなわち現在ラストトラックナンバＺが演奏されているか否かを判別し（ S804）、ラスト
トラックナンバＺが演奏されている場合はステップ S808にすすみ、ファーストトラックナ
ンバＡに頭だしアクセスするようにする。
【００５８】
ステップ S804でラストトラックナンバＺが演奏されていないと判別された場合は、ステッ
プ S805にすすみ、ラストトラックナンバＺと演奏中のトラックナンバＮの差が１０、又は
１０以上であるか否かを判別する。ここで１０以下と判別された場合は演奏中のトラック
ナンバＮとラストトラックナンバＺの間に１０以上のトラックナンバが存在しないという
ことになり、ラストトラックナンバＺに頭だしアクセスするようにする（ S807）。またス
テップ S805でラストトラックナンバＺと１０ｘの差が１０、又は１０以上であると判別さ
れた場合は、Ｎ＋１０のトラックナンバに頭だしアクセスするようにする（ S806）。
【００５９】
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このような処理を行なうことにより、例えば現在トラックナンバ７を演奏中にトラックア
クセスキー（４６又は８８）を押圧すると、１０トラックを飛び越してトラックナンバ１
７に先頭だし選曲されるようになる。
【００６０】
図９は図５（ｄ）に示したように頭だしアクセスする場合のフローチャートを示す図であ
る。
まずトラックアクセスキー（４６又は８８）が入力されたか否かを判別し（ S901）、入力
があった場合はＺにラストトラックナンバ、Ａにファーストトラックナンバをセットし（
S902）、さらにＮに現在演奏中のトラックナンバをセットする（ S903）。そしてＮ＝Ａ、
すなわち現在ファーストトラックナンバＡが演奏されているか否かを判別し（ S904）、ラ
ストトラックナンバＺが演奏されている場合はステップ S908にすすみ、ラストトラックナ
ンバＺに頭だしアクセスするようにする。
【００６１】
ステップ S904でファーストトラックナンバＡが演奏されていないと判別された場合は、ス
テップ S905にすすみ、演奏中のトラックナンバＮが１０、又は１０以下であるか否かを判
別する。ここで１０、又は１０以下と判別された場合は演奏中のトラックナンバＮとファ
ーストトラックナンバＡの間に１０以上のトラックナンバが存在しないということになり
、ファーストトラックナンバＡに頭だしアクセスするようにする（ S906）。またステップ
S905で演奏中のトラックナンバＮが１０、又は１０以上であると判別された場合は、Ｎ－
１０のトラックナンバに頭だしアクセスするようにする（ S907）。
【００６２】
このような処理を行なうことにより、例えば現在トラックナンバ２９を演奏中にトラック
アクセスキー（４６又は８８）を押圧すると、１０トラックナンバ前方に飛び越してトラ
ックナンバ１９が選曲されるようになる。
【００６３】
なお、図６乃至図９で説明した選曲動作を、本実施例ではトラックアクセスキー（４６又
は８８）の入力により実行する例で説明したが、例えば選曲動作を選曲モードとして設定
し、ユーザが所望する選曲モードを選択した後に、例えばＦＦ／ＡＭＳキー、ＲＥＷ／Ａ
ＭＳキーなどの入力により実行することも可能である。
また実施例ではミニディスクシステムで説明したが、ＣＤプレーヤ、レーザディスクプレ
ーヤなどのディスクプレーヤや、ＤＡＴなどのテーププレーヤなどにおいても本発明は採
用できる。
【００６４】
【発明の効果】
以上説明したように本発明の再生装置は、所定の基準トラックナンバへの先頭だし／後頭
だし選曲、又は演奏中のトラックナンバから例えば１０トラック以上の先頭だし／後頭だ
し選曲を行なうことができるので、例えば収録されているトラックナンバ数の多いディス
クの選曲を行なう場合に、数多くのトラックナンバを飛び越して選曲操作を行なう際の操
作回数が減少するとともに、スピーディーなアクセスを行なうことができるようになる。
また、ポータブルタイプのプレーヤやヘッドホンリモコンなどのように、テンキーなどの
数多くのキーを設けることができない小型の機器においても、本発明のトラックアクセス
キーを設けることにより、スピーディーな選曲操作を行なうことができるようになるとい
う効果がある。
さらに、基準トラックにアクセスする場合は現在演奏中のトラックナンバがわからなくて
も、トラックアクセスキーの操作でどこのトラックにアクセスされたかがわかることにな
り、ブラインド操作にも好適となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の再生装置の実施例となる記録再生装置の平面図、正面図、右側面図、及
び左側面図である。
【図２】実施例の記録再生装置の要部のブロック図である。
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【図３】実施例の記録再生装置に用いられるヘッドホンリモコンの説明図である。
【図４】実施例の記録再生装置に用いられるヘッドホンリモコンの内部回路図である。
【図５】本実施例の飛び越し選曲の概要を説明する図である。
【図６】基準トラックナンバに先頭だし選曲する場合の処理動作を示すフローチャートで
ある。
【図７】基準トラックナンバに後頭だし選曲する場合の処理動作を示すフローチャートで
ある。
【図８】所定のトラックナンバ数を飛び越して先頭だし選曲する場合の処理動作を示すフ
ローチャートである。
【図９】所定のトラックナンバ数を飛び越して後頭だし選曲する場合の処理動作を示すフ
ローチャートである。
【符号の説明】
１　光磁気ディスク、３　光学ヘッド、８　エンコーダ／デコーダ部、
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、１４　エンコーダ／デコーダ部、１９　キー入力部、
３０　記録再生装置本体、４６，８８　トラックアクセスキー、
５６　マイク入力端子、５７　ヘッドホン出力端子、５８　入力端子、
５９　出力端子、８０　ヘッドホン、８１　接続部、８２　ステレオプラグ部、
８３　コネクタ部、８４　操作部、８５　再生キー、８６　停止キー、
８７ａ　ＦＦ／ＡＭＳキー、８７ｂ　ＲＥＷ／ＡＭＳキー、
９０　トラックマークキー、９２　ホールドキー、９１　リミッタモードキー
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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