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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音声情報を記録する記録媒体と、
　この記録媒体に記録された音声情報を再生する再生モードを設定する再生モード設定手
段と、
　前記記録媒体に記録された音声情報の再生モード、前記音声情報の再生を一時停止する
一時停止モード及び前記音声情報の早聞き再生モードをそれぞれ実行する制御手段と、を
有し、
　前記制御手段は、第１の設定時間ｔ１及び該第１の設定時間ｔ１より長い時間の第２の
設定時間ｔ２が設定され、前記音声情報の再生モードから前記再生モード設定手段が操作
されると直ちに早聞き再生モードに移行させるとともに、前記再生モード設定手段の操作
時間が前記第１の設定時間ｔ１より短い時間であれば、前記再生一時停止モードに移行さ
せ、前記第１の設定時間ｔ１より長く前記第２の設定時間ｔ２より短い時間であれば、前
記早聞き再生モードを解除して前記再生モードに移行させ、前記第２の設定時間ｔ２より
長い時間であれば、前記早聞き再生モードを継続させることを特徴とする音声再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、早聞き再生機能を有する音声再生装置に関するものである。
【０００２】
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【従来の技術】
従来、音声を再生する音声再生装置には、記録された音声情報を効率よく再生するため早
聞き再生機能を有するものが考えられている。
そして、このような再生機能を有する音声再生装置として、特開平１０－１１６０９５号
公報に開示されるように、記録された音声情報の再生状態で、再生釦を一定時間以上押し
続けると、早聞き再生モードに切替わるものが知られている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、このように構成したものでは、早聞き再生したい場合は、再生状態から、さら
に再生釦を一定時間押し続けることで、はじめて早聞き再生モードに移行されるため、操
作性に違和感があるとともに、再生釦の押し続けるタイミングを誤ると、早聞き再生モー
ドに移行されないことがあるなど、操作性にも問題があった。
【０００４】
本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、早聞き再生モードへの移行を速やかに行う
ことができる操作性に優れた音声再生装置を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　請求項１記載の発明は、音声情報を記録する記録媒体と、この記録媒体に記録された音
声情報を再生する再生モードを設定する再生モード設定手段と、前記記録媒体に記録され
た音声情報の再生モード、前記音声情報の再生を一時停止する一時停止モード及び前記音
声情報の早聞き再生モードをそれぞれ実行する制御手段を有し、前記制御手段は、第１の
設定時間ｔ１及び該第１の設定時間ｔ１より長い時間の第２の設定時間ｔ２が設定され、
前記音声情報の再生モードから前記再生モード設定手段が操作されると直ちに早聞き再生
モードに移行させるとともに、前記再生モード設定手段の操作時間が前記第１の設定時間
ｔ１より短い時間であれば、前記再生一時停止モードに移行させ、前記第１の設定時間ｔ
１より長く前記第２の設定時間ｔ２より短い時間であれば、前記早聞き再生モードを解除
して前記再生モードに移行させ、前記第２の設定時間ｔ２より長い時間であれば、前記早
聞き再生モードを継続させることを特徴としている。
【０００９】
　この結果、本発明によれば、再生モードの設定状態から再生モード設定手段を操作する
のみで、速やかに早聞き再生処理を実行させることができる。
【００１０】
　本発明によれば、再生モード設定手段を所定時間以上操作しつづけることで、継続して
早聞き再生処理を実行させることができる。
　本発明によれば、再生モード設定手段を繰り返して操作することで、早聞き再生処理と
通常の再生処理を交互に切替えることができる。
　本発明によれば、再生モード設定手段の操作時間に応じて所望速度の早聞き再生を選択
することができる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に従い説明する。
（第１の実施の形態）
図１は、本発明が適用される音声再生装置の概略構成を示している。図において、１は入
力手段であるマイクロフォンで、このマイクロフォン１は、増幅器２、ローパスフィルタ
３、Ａ／Ｄコンバータ４を介してデジタル信号処理部５のＤ１端子に接続されている。ま
た、デジタル信号処理部５のＤ２端子には、Ｄ／Ａコンバータ９、増幅器１０を介してス
ピーカ１１が接続されている。
【００１２】
デジタル信号処理部５のＤ３端子には、システム制御部６のＴ１端子が接続され、また、
デジタル信号処理部５のＤ４端子とシステム制御部６のＴ２端子には、記録媒体７が接続
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されている。
【００１３】
記録媒体７は、例えば、着脱可能なメモリカードからなるもので、図示しない音声再生装
置本体に装着された状態で、デジタル信号処理部５のＤ４端子とシステム制御部６のＴ２
端子に接続されるようになっている。
【００１４】
システム制御部６には、記録媒体７の他に、操作釦１２が接続されるとともに、Ｔ３端子
に電源制御部１３、Ｔ４端子に表示駆動回路１４を介して表示器１５がそれぞれ接続され
ている。
【００１５】
操作釦１２は、録音釦ＲＥＣ、再生モード設定手段としての再生釦ＰＬＡＹ、停止釦ＳＴ
ＯＰ、早送り釦ＦＦおよび早戻し釦ＲＥＷを有している。ここで、再生釦ＰＬＡＹは、例
えば押し釦からなっていて、この再生釦ＰＬＡＹを一度押し操作し解除すると、再生釦Ｐ
ＬＡＹは、元の状態に戻るが、再生釦ＰＬＡＹにより操作された再生モードは、維持され
るようになっている。なお、再生モード設定手段は、再生釦ＰＬＡＹに限らず、スライド
操作するものを用いることもできる。
【００１６】
システム制御部６は、操作釦１２での各釦の操作に応じてデジタル信号処理部５でのデジ
タル処理を制御するとともに、記録媒体７に対するデータの読み書きを制御し、さらに電
源制御部１３を制御するとともに、表示駆動回路１４を制御して表示器１５に動作モード
や現在日時などの各種情報を表示させるようになっている。
【００１７】
次に、以上のように構成した実施の形態の動作を説明する。
この場合、図示しない電源スイッチを投入すると、図２に示すメインフローが実行される
。まず、電源がシステム制御部６に供給されると、ステップ２０１で、システム制御部６
の外部条件や内部記憶部などの初期設定を行う。
【００１８】
次に、ステップ２０２で、録音釦ＲＥＣが操作されたかを判断する。ここで、録音釦ＲＥ
Ｃを操作していると、ステップ２０３で、システム制御部６により録音モードが設定され
、録音処理を実行する。この場合、マイクロフォン１に音声が入力されると、入力音声は
、増幅器２で増幅され、ローパスフィルタ３でエリアシングノイズの発生を防止するため
に不要な周波数領域成分がカットされ、Ａ／Ｄコンバータ４でデジタル信号に変換されて
、デジタル信号処理部５に入力され、ここで、システム制御部６の制御の基に圧縮処理さ
れ、システム制御部６に送られ、所定のフォーマットに基づいて記録媒体７に記録される
。
【００１９】
一方、ステップ２０２において録音釦ＲＥＣが操作されていなければ、ステップ２０４で
、再生釦ＰＬＡＹが操作されたかを判断する。ここで、再生釦ＰＬＡＹを操作していると
、ステップ２０５で、システム制御部６により再生モードが設定され、再生処理を実行す
る。この場合、システム制御部６により、記録媒体７に記録されているデジタル音声信号
が読出され、デジタル信号処理部５に入力され、ここで、システム制御部６の制御の基に
伸長処理され、さらにＤ／Ａコンバータ９でアナログ信号に変換され、増幅器１０で増幅
されてスピーカ１１から出力される。
【００２０】
また、ステップ２０４において再生釦ＰＬＡＹが操作されていなければ、ステップ２０６
で、早送り釦ＦＦが操作されたかを判断する。ここで、早送り釦ＦＦを操作していれば、
ステップ２０７で、システム制御部６により早送りモードが設定され、動作位置を最適な
速度（例えば、再生時の１００倍）で早送りする早送り処理を実行する。
【００２１】
また、ステップ２０６において早送り釦ＦＦが操作されていなければ、ステップ２０８で
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、早戻し釦ＲＥＷが操作されたかを判断する。ここで、早戻しＲＥＷを操作していれば、
ステップ２０９で、システム制御部６により早戻しモードが設定され、上述の早送りの場
合と逆方向の動作位置の移動による早戻し処理を実行する。
【００２２】
また、ステップ２０８においても早戻し釦ＲＥＷが操作されていなければ、ステップ２０
２に戻り、上述したと同様な動作を繰り返す。
なお、上述の録音、再生、早送り、早戻しのそれぞれの処理の実行中に停止釦ＳＴＯＰが
操作されたり、現在動作位置が記録媒体７の終端位置や先端位置に達した場合も各処理か
ら抜けて、ステップ２０２に戻る。
【００２３】
次に、このようなメインフローでの再生処理について、さらに詳述する。この場合、上述
したように再生釦ＰＬＡＹを操作して、システム制御部６により再生モードが設定される
と、図３に示すフローチャートが実行される。この場合、ステップ３００で、再生処理が
実行される。この再生処理については、上述した通りである。次に、ステップ３０１で、
再生処理中にさらに再生釦ＰＬＡＹが操作されたかを判断する。ここで、再生釦ＰＬＡＹ
が操作されていなければ、ステップ３０２で、停止釦ＳＴＯＰが操作されたか判断し、停
止釦ＳＴＯＰが操作されると、ステップ３０３で、再生処理が停止され、図２に示すメイ
ンフローにリターンする。
【００２４】
また、ステップ３０２で、停止釦ＳＴＯＰが操作されていなければ、ステップ３０４で、
早送り釦ＦＦが操作されているか判断する。ここで、早送り釦ＦＦを操作していると、こ
の早送り釦ＦＦを操作し続ける間、ステップ３０５で、ＣＵＥ処理が実行される。このＣ
ＵＥ処理は、例えば、最初２倍速から１秒ごとに４倍速、６倍速、８倍速と加速して、５
秒目以降は、１０倍速に加速するといったように徐々に早くなる速度で動作位置の移動を
行う。そして、このＣＵＥ処理で早送り釦ＦＦの操作を中止すると、ステップ３０４でＮ
Ｏとなって通常の再生処理に復帰する。
【００２５】
また、ステップ３０４において早送り釦ＦＦが操作されていなければ、ステップ３０６で
、早戻し釦ＲＥＷが操作されているかを判断する。ここで、早戻し釦ＲＥＷを操作してい
ると、この早戻し釦ＲＥＷを操作し続ける間、ステップ３０７で、ＲＥＶ処理が実行され
る。このＲＥＶ処理は、ＣＵＥ処理の場合と逆の方向に動作位置の移動を行う。
【００２６】
また、ステップ３０６においても早戻し釦ＲＥＷが操作されていなければ、ステップ３０
８で、音声ファイルのエンドを判断し、ファイルエンドであれば、図２に示すメインフロ
ーにリターンし、ファイルエンドでなければ、ステップ３０１に戻り、上述したと同様な
動作を繰り返す。
【００２７】
一方、再生処理の状態から、ステップ３０１で、再生釦ＰＬＡＹが操作されると、ステッ
プ３０９で、再生釦ＰＬＡＹを操作している時間ｔを計測するタイマーをスタートさせ、
ただちにステップ３１０で、再生速度を通常の１．５倍速で再生を行う早聞き再生処理に
変更する。
【００２８】
次に、ステップ３１１、３１２で、再生釦ＰＬＡＹの連続操作が設定時間ｔ１前に終了す
るかを判断する。
ここで、ステップ３１２で、設定時間ｔ１前に再生釦ＰＬＡＹの連続操作の終了を判断す
ると、ステップ３１３で、タイマーストップし、ステップ３１４で、一時停止の再生ＰＡ
ＵＳＥに移行する。
【００２９】
図４は、一時停止ＰＡＵＳＥでのフローを示すもので、この場合、ステップ４００で、一
時停止となる。次に、ステップ４０１で、再生釦ＰＬＡＹが操作されたかを判断する。こ
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こで、再生釦ＰＬＡＹが操作されれば、ステップ４０２で、一時停止ＰＡＵＳＥを解除し
、図３に示すフローチャートに戻る。また、ステップ４０１で、再生釦ＰＬＡＹが操作さ
れていなければ、ステップ４０３で、停止釦ＳＴＯＰが操作されたか判断し、停止釦ＳＴ
ＯＰが操作されると、ステップ４０４で、再生処理が停止し、図２に示すメインフローに
リターンする。
【００３０】
また、ステップ４０３で、停止釦ＳＴＯＰが操作されていなければ、ステップ４０５で、
早送り釦ＦＦが操作されているかを判断する。ここで、早送り釦ＦＦが操作されたかを判
断する。ここで、早送り釦ＦＦを操作していれば、ステップ４０６で、システム制御部６
により早送りモードを設定し、動作位置を最適な速度（例えば、再生時の１００倍）で早
送りする早送り処理を実行する。
【００３１】
また、ステップ４０５において早送り釦ＦＦが操作されていなければ、ステップ４０７で
、早戻し釦ＲＥＷが操作されたかを判断する。ここで、早戻しＲＥＷを操作していれば、
ステップ４０８で、システム制御部６により早戻しモードが設定され、上述の早送りの場
合と逆方向の動作位置の移動による早戻し処理を実行する。また、ステップ４０７におい
ても早戻し釦ＲＥＷが操作されていなければ、ステップ４０１に戻り、上述したと同様な
動作を繰り返す。
【００３２】
図３に示すフローチャートに戻って、ステップ３１１で、再生釦ＰＬＡＹの連続操作が設
定時間ｔ１を超えると、ステップ３１５、３１６で、今度は、再生釦ＰＬＡＹの連続操作
が所定時間ｔ２前に終了するかを判断する。そして、ステップ３１６で、所定時間ｔ２前
に再生釦ＰＬＡＹの連続操作の終了を判断すると、ステップ３１７で、早聞き再生を解除
して通常の再生処理に移行し、ステップ３１８で、タイマーをストップして、ステップ３
０２に戻り、上述したステップ３０２以降の動作を実行する。
【００３３】
一方、ステップ３１５で、再生釦ＰＬＡＹの連続操作が所定時間ｔ２を超えると、早聞き
再生モードを継続するものとして、ステップ３１９で、操作者にその旨を知らせるための
設定音を発生し、ステップ３１８で、タイマーをストップして、ステップ３０２に戻り、
上述したステップ３０２以降の動作を実行する。
【００３４】
図５は、再生釦ＰＬＡＹの連続操作時間と動作モード切替えの関係を示すもので、この場
合、同図（ａ）に示すように再生釦ＰＬＡＹの操作時間ｔが設定時間ｔ１より短い時間で
あれば、再生ＰＡＵＳＥに移行され、同図（ｂ）に示すように設定時間ｔ１よりも長く設
定時間ｔ２より短い時間であれば、早聞き再生を解除して通常の再生処理に移行され、同
図（ｃ）に示すように設定時間ｔ２よりも長い時間であれば、早聞き再生処理が継続して
実行される。
【００３５】
従って、このようにすれば、再生状態から早聞き再生したい場合は、再生釦ＰＬＡＹを操
作するのみで、速やかに早聞き再生処理に移行させることができるので、再生釦ＰＬＡＹ
の操作時間やタイミングなどを考える必要がなくなり操作上の違和感がなく、優れた操作
性を得ることができる。
【００３６】
また、再生釦ＰＬＡＹを所定時間以上操作しつづけることで、継続して早聞き再生処理を
実行させることができるので、早聞き再生を優先した使用に対してさらに使い勝手を良く
することができる。
【００３７】
上述した実施の形態では、再生ＰＡＵＳＥに移行するための判断時間と継続して早聞き再
生モードに設定するための判断時間をｔ１、ｔ２と別々にしているが、これは、設計の自
由度を増すためで、これら判断時間は、ｔ１＝ｔ２としてもよい。こうすれば、制御が簡



(6) JP 4179682 B2 2008.11.12

10

20

30

40

50

素化できるというメリットが期待できる。また、一時停止する前に早聞きモードが設定さ
れるため、違和感を生じる恐れがあるが、早聞きモードは、通常の再生速度の１．５倍程
度に設定され、また、ｔ１は、数１０ｍｓ～数１００ｍｓ程度に設定されるので、このｔ
１の間に再生音が出力されても、この短い再生音は、人にはそれほど感じられないので、
違和感なく一時停止を設定することができる。
（第２の実施の形態）
第１の実施の形態では、再生処理の状態から再生釦ＰＬＡＹを操作して、一旦早聞き再生
処理に切替わると、通常の再生処理に戻すためには、停止釦ＳＴＯＰを操作し、装置の処
理を一旦停止させなければならなかったが、この第２の実施の形態では、早聞き再生処理
の状態から、再生釦ＰＬＡＹを操作するのみで、再度通常の再生処理に切替えできるよう
になっている。
【００３８】
この場合、音声再生装置の概略構成については図１、メインフローについては図２、一時
停止ＰＡＵＳＥでのフローについては図４とそれぞれ同様なので、これら図面を援用して
説明を省略する。
【００３９】
次に、図２に示すメインフローでの再生処理について、図６に示すフローチャートを用い
て説明する。この場合も上述したように再生釦ＰＬＡＹを操作して、システム制御部６に
より再生モードが設定されると、ステップ６００で、再生処理が実行される。
【００４０】
次に、ステップ６０１で、再生処理中にさらに再生釦ＰＬＡＹが操作されたかを判断する
。ここで、再生釦ＰＬＡＹが操作されていなければ、ステップ６０２以降の動作に進むが
、ここでのステップ６０２からステップ６０８までの動作は、上述した図３に示すステッ
プ３０２からステップ３０８での動作と同様なので、ここでの説明は省略する。
【００４１】
一方、再生処理の状態から、ステップ６０１で、再生釦ＰＬＡＹが操作されると、ステッ
プ６０９で、再生釦ＰＬＡＹを操作している時間ｔを計測するタイマーをスタートさせ、
ステップ６１０で、現状が再生状態か早聞き再生状態か判断する。ここで、現状が再生処
理であれば、ステップ６１１で、早聞き再生に変更し、ステップ６１２、６１３で、再生
釦ＰＬＡＹの連続操作が設定時間ｔ１前に終了するかを判断する。
【００４２】
ここで、ステップ６１３で、設定時間ｔ１前に再生釦ＰＬＡＹの連続操作の終了を判断す
ると、ステップ６１４で、タイマーストップし、ステップ６１５で、一時停止の再生ＰＡ
ＵＳＥに移行する。
【００４３】
一方、ステップ６１２で、再生釦ＰＬＡＹの連続操作が設定時間ｔ１を超えると、早聞き
再生処理を実行するものとして、ステップ６１６で、操作者にその旨を知らせるための設
定音を発生し、ステップ６１７で、タイマーをストップして、ステップ６０２に戻り、早
聞き再生処理の下での上述したステップ６０２以降の動作が実行する。
【００４４】
次に、早聞き再生処理の状態から、ステップ６０１で、再生釦ＰＬＡＹが操作されると、
ステップ６０９で、再生釦ＰＬＡＹを操作している時間ｔを計測するタイマーをスタート
させ、ステップ６１０で、現状が再生状態か早聞き再生状態か判断する。ここでは、現状
が早聞き再生処理なので、ステップ６１８で、通常の再生に変更し、ステップ６１２、６
１３で、再生釦ＰＬＡＹの連続操作が設定時間ｔ１前に終了するかを判断する。そして、
ステップ６１２で、再生釦ＰＬＡＹの連続操作が設定時間ｔ１を超えると、今度は、通常
の再生処理を実行するものとして、ステップ６１６で、操作者にその旨を知らせるための
設定音を発生し、ステップ６１７で、タイマーをストップして、ステップ６０２に戻り、
通常の再生処理の下での上述したステップ６０２以降の動作が実行する。
【００４５】
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図７は、再生釦ＰＬＡＹの連続操作時間と動作モード切替えの関係を示すもので、この場
合、同図（ａ）に示すように再生釦ＰＬＡＹの操作時間ｔが設定時間ｔ１より短い時間で
あれば、再生ＰＡＵＳＥに移行され、同図（ｂ）に示すように設定時間ｔ１よりも長い時
間であれば、通常の再生処理から早聞き再生処理に、または早聞き再生処理から通常の再
生処理に移行される。
【００４６】
従って、このようにすれば、再生処理の状態から再生釦ＰＬＡＹを操作して、早聞き再生
モードに切替えた後、再度、再生釦ＰＬＡＹを操作するのみで、通常の再生処理に切替え
ることができ、再生釦ＰＬＡＹを繰り返して操作することにより、早聞き再生処理と通常
の再生処理を交互に切替えることができるので、さらに良好な操作性を得られる。
（第３の実施の形態）
この第３の実施の形態は、再生処理状態から再生釦ＰＬＡＹを操作すると、この時の再生
釦ＰＬＡＹの操作時間に応じて早聞き再生処理の再生速度を変化させるようになっている
。
【００４７】
この場合も音声再生装置の概略構成については図１、メインフローについては図２、一時
停止ＰＡＵＳＥでのフローについては図４とそれぞれ同様なので、これら図面を援用して
説明を省略する。
【００４８】
次に、図２に示すメインフローでの再生処理について、図８に示すフローチャートを用い
て説明する。この場合も上述したように再生釦ＰＬＡＹを操作して、システム制御部６に
より再生モードが設定されると、ステップ８００で、再生処理が実行される。
【００４９】
次に、ステップ８０１で、再生処理中にさらに再生釦ＰＬＡＹが操作されたかを判断する
。ここで、再生釦ＰＬＡＹが操作されていなければ、ステップ８０２以降の動作に進むが
、ここでのステップ８０２からステップ８０８までの動作は、上述した図３に示すステッ
プ３０２からステップ３０８での動作と同様なので、ここでの説明は省略する。
【００５０】
一方、再生処理の状態から、ステップ８０１で、再生釦ＰＬＡＹが操作されると、ステッ
プ８０９で、再生釦ＰＬＡＹを操作している時間ｔを計測するタイマーがスタートされ、
ステップ８１０で、現状の再生処理を１．５倍の早聞き再生に変更し、ステップ８１１、
８１２で、再生釦ＰＬＡＹの連続操作が設定時間ｔ１前に終了するかを判断する。
【００５１】
ここで、ステップ８１２で、設定時間ｔ１前に再生釦ＰＬＡＹの連続操作の終了を判断す
ると、ステップ８１３で、タイマーストップし、ステップ８１４で、一時停止の再生ＰＡ
ＵＳＥに移行する。
【００５２】
一方、ステップ８１１で、再生釦ＰＬＡＹの連続操作が設定時間ｔ１を超えると、ステッ
プ８１５で、操作者に対し設定音を1 回発生し、ステップ８１６、８１７で、今度は、再
生釦ＰＬＡＹの連続操作が所定時間ｔ２前に終了するかを判断する。そして、ステップ８
１７で、所定時間ｔ２前に再生釦ＰＬＡＹの連続操作の終了を判断すると、ステップ８０
２に戻り、１．５倍の早聞き再生処理の下で、上述したステップ８０２以降の動作を実行
する。
【００５３】
また、ステップ８１６で、再生釦ＰＬＡＹの連続操作が所定時間ｔ２を超えると、ステッ
プ８１８で、操作者に設定音を２回発生し、ステップ８１９で、３倍の早聞き再生に変更
し、ステップ８２０で、タイマーをストップして、ステップ８０２に戻り、３倍の早聞き
再生処理の下での上述したステップ８０２以降の動作を実行する。
【００５４】
図９は、再生釦ＰＬＡＹの連続操作時間と動作モード切替えの関係を示すもので、この場
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合、同図（ａ）に示すように再生釦ＰＬＡＹの操作時間ｔが設定時間ｔ１より短い時間で
あれば、一時停止ＰＡＵＳＥに移行され、同図（ｂ）に示すように設定時間ｔ１よりも長
く設定時間ｔ２より短い時間であれば、１．５倍速の早聞き再生処理が実行され、同図（
ｃ）に示すように設定時間ｔ２よりも長い時間であれば、３倍速の早聞き再生処理が実行
される。
【００５５】
従って、このようにすれば、再生処理状態から操作される再生釦ＰＬＡＹの操作時間に応
じて早聞き再生処理の速度を変化させることができるので、使用者の好みに合った再生速
度により記録音声の再生を行うことができる。
【００５６】
なお、上述した実施の形態では、早聞き再生の速度として１．５倍と３倍の場合を述べた
が、これらに限られることなく、速度の設定、あるいは速度の段階数の設定は、音声再生
装置の特性、使用者の好みなどによって変更することができる。
【００５７】
なお、本発明には、以下の発明も含まれる。
（１）請求項1 乃至４記載の発明において、制御手段は、前記再生モードの設定状態から
の前記再生モード設定手段の操作が所定時間内に解除されると一時停止状態を設定するよ
うにしている。
【００５８】
【発明の効果】
以上述べたように本発明によれば、速やかに早聞き再生処理を実行させることができるの
で、操作上の違和感がなく、優れた操作性を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態の概略構成を示す図。
【図２】第１の実施の形態の動作を説明するためのフローチャート。
【図３】第１の実施の形態の動作を説明するためのフローチャート。
【図４】第１の実施の形態の動作を説明するためのフローチャート。
【図５】第１の実施の形態の再生ボタンの動作タイミングを説明するための図。
【図６】本発明の第２の実施の形態の動作を説明するためのフローチャート。
【図７】第２の実施の形態の再生ボタンの動作タイミングを説明するための図。
【図８】本発明の第３の実施の形態の動作を説明するためのフローチャート。
【図９】第３の実施の形態の再生ボタンの動作タイミングを説明するための図。
【符号の説明】
１…マイクロフォン
２…増幅器
３…ローパスフィルタ
４…Ａ／Ｄコンバータ
５…デジタル信号処理部
６…システム制御部
７…記録媒体
９…Ａコンバータ
１０…増幅器
１１…スピーカ
１２…操作釦
ＲＥＣ…録音釦
ＰＬＡＹ…再生釦
ＳＴＯＰ…停止釦
ＦＦ…早送り釦
ＲＥＷ…早戻し釦
１３…電源制御部
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１４…表示駆動回路
１５…表示器

【図１】 【図２】
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