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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　楽曲を表すオーディオ信号と当該オーディオ信号が表す楽曲の属性を示す情報であるラ
ベル情報とを放送するオーディオ放送を受信するオーディオ放送受信装置であって、
　前記オーディオ放送から前記オーディオ信号とラベル情報とを受信し、受信したオーデ
ィオ信号が表す楽曲を出力する放送受信出力手段と、
　楽曲を表すオーディオデータと、各オーディオデータに対応して設けた、対応するオー
ディオデータが示す楽曲の属性を示すタグ情報とを記録した楽曲記録媒体と、
　前記放送受信出力手段が楽曲を出力しているときに、前記楽曲記録媒体に記録されてい
るオーディオデータの内から、前記放送受信出力手段が出力している楽曲と同一の楽曲を
表すオーディオデータを、前記放送受信出力手段が出力している楽曲について当該放送受
信出力手段が受信したラベル情報と前記楽曲記録媒体に記録されている前記タグ情報とに
基づいて探索する探索手段と、
　ユーザのリピート再生指示に応答して、前記探索手段が探索したオーディオデータの楽
曲を再生出力するリピート再生手段とを有することを特徴とするオーディオ放送受信装置
。
【請求項２】
　請求項１記載のオーディオ放送受信装置であって、
　前記ラベル情報及びタグ情報は、少なくとも楽曲のタイトルとアーティスト名とを示し
、
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　前記探索手段は、前記放送受信出力手段が出力している楽曲について当該放送受信出力
手段が受信したラベル情報が示すタイトルとアーティスト名と同じタイトルとアーティス
ト名とを示す前記タグ情報に対応するオーディオデータを、前記放送受信出力手段が出力
している楽曲と同一の楽曲のオーディオデータとして探索することを特徴とするオーディ
オ放送受信装置。
【請求項３】
　楽曲を表すオーディオ信号と当該オーディオ信号が表す楽曲の属性を示す情報であるラ
ベル情報とを放送するオーディオ放送から前記オーディオ信号とラベル情報とを受信し、
受信したオーディオ信号が表す楽曲を出力する放送受信出力手段と、楽曲を表すオーディ
オデータと、各オーディオデータに対応して設けた、対応するオーディオデータが示す楽
曲の属性を示すタグ情報とを記録した楽曲記録媒体とを備えたオーディオ放送受信装置に
おいて、前記楽曲記録媒体に記録されたオーディオデータが表す楽曲を再生出力する方法
であって、
　前記楽曲記録媒体に記録されているオーディオデータの内から、前記放送受信出力手段
が出力している楽曲と同一の楽曲を表すオーディオデータを、前記放送受信出力手段が出
力している楽曲について当該放送受信出力手段が受信したラベル情報と前記楽曲記録媒体
に記録されている前記タグ情報とに基づいて探索する探索ステップと、
　ユーザのリピート再生指示に応答して、探索したオーディオデータの楽曲を再生出力す
るリピート再生ステップとを有することを特徴とするリピート再生方法。
【請求項４】
　請求項３記載のリピート再生方法であって、
　前記ラベル情報及びタグ情報は、少なくとも楽曲のタイトルとアーティスト名とを示し
、
　前記探索ステップにおいて、前記放送受信出力手段が出力している楽曲について当該放
送受信出力手段が受信したラベル情報が示すタイトルとアーティスト名と同じタイトルと
アーティスト名とを示す前記タグ情報に対応するオーディオデータを、前記放送受信出力
手段が出力している楽曲と同一の楽曲のオーディオデータとして探索することを特徴とす
るリピート再生方法。
【請求項５】
　楽曲を表すオーディオ信号と当該オーディオ信号が表す楽曲の属性を示す情報であるラ
ベル情報とを放送するオーディオ放送から前記オーディオ信号とラベル情報とを受信し、
受信したオーディオ信号が表す楽曲を出力する放送受信出力手段と、楽曲を表すオーディ
オデータと、各オーディオデータに対応して設けた、対応するオーディオデータが示す楽
曲の属性を示すタグ情報とを記録した楽曲記録媒体とを備えたコンピュータによって読み
とられ実行されるコンピュータプログラムであって、
　前記コンピュータに、
　前記楽曲記録媒体に記録されているオーディオデータの内から、前記放送受信出力手段
が出力している楽曲と同一の楽曲を表すオーディオデータを、前記放送受信出力手段が出
力している楽曲について当該放送受信出力手段が受信したラベル情報と前記楽曲記録媒体
に記録されている前記タグ情報とに基づいて探索する探索ステップと、
　ユーザのリピート再生指示に応答して、探索したオーディオデータの楽曲を再生出力す
るリピート再生ステップとを実行させることを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項６】
　請求項５記載のコンピュータプログラムであって、
　前記ラベル情報及びタグ情報は、少なくとも楽曲のタイトルとアーティスト名とを示し
、
　前記探索ステップにおいて、前記放送受信出力手段が出力している楽曲について当該放
送受信出力手段が受信したラベル情報が示すタイトルとアーティスト名と同じタイトルと
アーティスト名とを示す前記タグ情報に対応するオーディオデータを、前記放送受信出力
手段が出力している楽曲と同一の楽曲のオーディオデータとして探索することを特徴とす
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るコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、オーディオ放送を受信するオーディオ放送受信装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
オーディオ放送を受信するオーディオ放送受信装置としては、放送中の楽曲の曲名（タイ
トル）やアーティスト名などの属性情報を楽曲のオーディオデータと共に放送するデジタ
ルラジオ放送を受信するオーディオ放送受信装置が知られている（たとえば、特開２００
２－１９８８４０号公報）。
また、オーディオ放送受信装置としては、ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）を備え、Ｃ
Ｄ－ＤＡ（Compact Disc Digital Audio）に記録された楽曲をＨＤＤにオーディオファイ
ルとしてダビング／リッピングし、このＨＤＤに記録された楽曲を再生出力する機能を備
えたオーディオ放送受信装置も知られている（たとえば、特表２００３－５０７８３６号
公報）。
【０００３】
また、このようにして、ＨＤＤに記録されたオーディオファイルを再生する技術としては
、ＨＤＤに記録されたオーディオファイルの内からユーザが選択した複数のオーディオフ
ァイルを登録したプレイリストを作成してＨＤＤ上に保存しておき、適宜、ユーザのプレ
リストの指定と再生の指示に応じて、指定されたプレイリストに登録されたオーディオフ
ァイルを順次自動再生する技術が知られている。
この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては以下のものがある。
【０００４】
【特許文献１】
特開２００２－１９８８４０号公報
【０００５】
【特許文献２】
特表２００３－５０７８３６号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
さて、オーディオ放送受信装置によってオーディオ放送を楽しんでいる時に、ユーザが放
送中の楽曲と同じアーティストの他の楽曲などの、放送中の楽曲と関連する他の楽曲が聴
きたくなる場合がある。
このような場合、前記ＨＤＤを備えたオーディオ放送受信装置によれば、ＨＤＤ内に、ユ
ーザが聴きたいと希望した楽曲のオーディオファイルが既に記録されていれば、ユーザは
、その記録されている楽曲をオーディオ放送受信装置に再生させることができる。すなわ
ち、たとえば、ＨＤＤ内に、放送中の楽曲と同じアーティストの他の楽曲のオーディオフ
ァイルが既に記録されていれば、ユーザが、オーディオ放送受信装置に、放送中の楽曲と
同じアーティストの他の楽曲を再生させることは可能である。しかし、このためには、ユ
ーザが、ＨＤＤに記録された、時として膨大な数の楽曲の内から、希望する楽曲を探し出
す煩雑な作業を行う必要がある。
【０００７】
そこで、本発明は、予め記録されている、放送中の楽曲に関連する楽曲を、ユーザの煩雑
な操作を必要とすることなく再生することのできるオーディオ放送受信装置を提供するこ
とを課題とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
前記課題達成のために、本発明は、たとえば、楽曲を表すオーディオ信号と当該オーディ
オ信号が表す楽曲の属性を示す情報であるラベル情報とを放送するオーディオ放送を受信



(4) JP 4106309 B2 2008.6.25

10

20

30

40

50

するオーディオ放送受信装置に、前記オーディオ放送から前記オーディオ信号とラベル情
報とを受信し、受信したオーディオ信号が表す楽曲を出力する放送受信出力手段と、楽曲
を表すオーディオデータと、各オーディオデータに対応して設けた、対応するオーディオ
データが示す楽曲の属性を示すタグ情報とを記録した楽曲記録媒体と、前記放送受信出力
手段が楽曲を出力しているときに、ユーザから所定の操作があった場合に、前記楽曲記録
媒体に記録されているオーディオデータの内から、前記放送受信出力手段が出力している
楽曲と所定の関連を有する楽曲のオーディオデータを、前記放送受信出力手段が出力して
いる楽曲について当該放送受信出力手段が受信したラベル情報と前記楽曲記録媒体に記録
されている前記タグ情報とに基づいて探索する関連楽曲探索手段と、前記関連楽曲探索手
段が探索したオーディオデータの楽曲を再生出力する関連楽曲再生手段とを備えたもので
ある。
【０００９】
このようなオーディオ放送受信装置によれば、予め楽曲記録媒体に記録されている、放送
中の楽曲に関連する楽曲を、ユーザの煩雑な操作を必要とすることなく再生することがで
きるようになる。
また、前記課題達成のために、本発明は、楽曲を表すオーディオ信号と当該オーディオ信
号が表す楽曲の属性を示す情報であるラベル情報とを放送するオーディオ放送を受信する
オーディオ放送受信装置に、前記オーディオ放送から前記オーディオ信号とラベル情報と
を受信し、受信したオーディオ信号が表す楽曲を出力する放送受信出力手段と、楽曲を表
すオーディオデータと、各オーディオデータに対応して設けた、対応するオーディオデー
タが示す楽曲の属性を示すタグ情報とを記録した楽曲記録媒体と、前記放送受信出力手段
が楽曲を出力しているときに、ユーザから所定のリピート再生指示操作があった場合に、
前記楽曲記録媒体に記録されているオーディオデータの内から、前記放送受信出力手段が
出力している楽曲と同一の楽曲を表すオーディオデータを、前記放送受信出力手段が出力
している楽曲について当該放送受信出力手段が受信したラベル情報と前記楽曲記録媒体に
記録されている前記タグ情報とに基づいて探索し、探索したオーディオデータの楽曲を再
生出力するリピート再生手段とを備えたものである。
【００１０】
ここで、前記関連楽曲再生手段における探索は、たとえば、前記ラベル情報及びタグ情報
が、少なくとも楽曲のタイトルとアーティスト名とを示するものである場合には、前記放
送受信出力手段が出力している楽曲について当該放送受信出力手段が受信したラベル情報
が示すタイトルとアーティスト名と同じタイトルとアーティスト名とを示す前記タグ情報
に対応するオーディオデータを、前記放送受信出力手段が受信した当該放送受信出力手段
が出力している楽曲と同一の楽曲のオーディオデータとして探索することにより行うこと
ができる。
【００１１】
このようなオーディオ放送受信装置によれば、ストリーム再生を行うデジタルオーディオ
放送受信装置においては通常行うことのできない、ユーザがデジタルオーディオ放送で聴
いている楽曲を繰り返し出力するリピート再生を行うことが可能となる。
【００１２】
また、前記課題達成のために、本発明は、楽曲を表すオーディオ信号と当該オーディオ信
号が表す楽曲の属性を示す情報であるラベル情報とを放送するオーディオ放送を受信する
オーディオ放送受信装置に、前記オーディオ放送から前記オーディオ信号とラベル情報と
を受信し、受信したオーディオ信号が表す楽曲を出力する放送受信出力手段と、楽曲を表
すオーディオデータと、各オーディオデータに対応して設けた、対応するオーディオデー
タが示す楽曲の属性を示すタグ情報とを記録した楽曲記録媒体と、前記放送受信出力手段
が楽曲を出力しているときに、ユーザから所定の関連楽曲再生指示操作があった場合に、
前記楽曲記録媒体に記録されているオーディオデータの内から、前記放送受信出力手段が
出力している楽曲と所定の属性が共通する楽曲を表すオーディオデータを、前記放送受信
出力手段が出力している楽曲について当該放送受信出力手段が受信したラベル情報と前記
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楽曲記録媒体に記録されている前記タグ情報とに基づいて探索し、探索した各オーディオ
データの少なくとも一部を登録したプレイリストを作成する関連楽曲プレイリスト作成手
段と、前記関連楽曲プレイリスト作成手段が作成したプレイリストに登録されたオーディ
オデータが表す楽曲を、順次再生出力する関連楽曲再生手段とを備えたものである。
【００１３】
ここで、前記ラベル情報及びタグ情報が、少なくとも楽曲のアーティスト名を示すもので
ある場合には、前記関連楽曲プレイリスト作成手段の探索は、前記放送受信出力手段が出
力している楽曲について当該放送受信出力手段が受信したラベル情報が示すアーティスト
名と同じアーティスト名を示す前記タグ情報に対応するオーディオデータを、前記所定の
属性が共通する楽曲を表すオーディオデータとして探索することにより行うようにしても
よい。または、たとえば、前記ラベル情報及びタグ情報が、少なくとも楽曲のタイトルを
示すものである場合には、前記関連楽曲プレイリスト作成手段の探索は、前記放送受信出
力手段が出力している楽曲について当該放送受信出力手段が受信したラベル情報が示すタ
イトルと同じタイトルを示す前記タグ情報に対応するオーディオデータを、前記所定の属
性が共通する楽曲を表すオーディオデータとして探索するようにしてもよい。または、さ
らに、たとえば、前記ラベル情報及びタグ情報が、少なくとも楽曲を含んで発表されたア
ルバムのアルバム名を示すものである場合には、前記関連楽曲プレイリスト作成手段の探
索は、前記放送受信出力手段が出力している楽曲について当該放送受信出力手段が受信し
たラベル情報が示すアルバム名と同じアルバム名を示す前記タグ情報に対応するオーディ
オデータを、前記所定の属性が共通する楽曲を表すオーディオデータとして探索すること
により行うようにしてもよい。
【００１４】
このようなオーディオ放送受信装置によれば、ユーザは、オーディオ放送で聴いている楽
曲と同じアーティストによる楽曲や、当該楽曲と同じタイトルの楽曲や、当該楽曲と同じ
アルバムに含まれる楽曲などの、オーディオ放送で聴いている楽曲と所定の属性が共通す
る楽曲を聴きたいと希望した場合には、楽曲記録媒体に記録されているそのような楽曲を
、煩雑な操作を必要とすることなしにオーディオ受信装置に再生させ、これを楽しむこと
ができる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態について説明する。
図１に、本実施形態に係るオーディオ放送受信装置の構成を示す。
図示するように、デジタルオーディオ放送受信装置は、制御部１、ハードディスクドライ
ブ（ＨＤＤ）２、メモリ３、アンテナ４、チューナ５、データ分離部６、音声デコード部
７、出力セレクタ８、Ｄ／Ａ変換器９、アンプ１０、スピーカ１１、オーディオコーデッ
ク１２、操作部１３、表示制御部１４、表示部１５、ＣＤ－ＤＡ１７を脱着可能に装着す
るためのＣＤドライブ１６等を備えている。
【００１６】
そして、チューナ５は、アンテナ４で受信した放送波から所望の周波数成分と取り出して
中間周波数信号に変換し、出力するフロントエンド部５１と、中間周波数信号に対して直
交復調処理、デインタリーブ処理、多重化復調、誤り訂正などの放送方式に応じた処理を
行って放送のペイロードデータを復元するベースバンド処理部５２とを有する。
【００１７】
なお、図１において、図中の太線はオーディオデータの経路を示し、細線は制御系の情報
、信号の経路を示している。
なお、以上のデジタルオーディオ放送受信装置は、チューナ機能を電子計算機に付加する
チューナカードなどが接続された、一般的な電子計算機を用いて構成するようにしてもよ
く、この場合において、以上の制御部１や、オーディオコーデック１２や、出力セレクタ
８や、音声デコード部７や、データ分離部６などの、本デジタルオーディオ受信装置の少
なくとも一部は、電子計算機のＣＰＵがＨＤＤ２等に予め記録しておいたプログラムを主
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記憶にロードして実行することにより具現化するプロセスとして実現されるものであって
もよい。
【００１８】
ここで、本実施形態がデジタルオーディオ放送受信装置が受信の対象とするデジタルオー
ディオ放送について説明する。
本デジタルオーディオ放送受信装置は、図２ａに示すように各チャネルでパケットの列を
伝送する放送を受信する。各パケットは、図２ｂに示すようにメッセージ情報とオーディ
オデータとを含む。メッセージ情報は、そのチャネルで放送中のオーディオデータが形成
するコンテンツの内容を示すコンテンツラベル、コンテンツの時間的長さを示すコンテン
ツ長さ、現時点のコンテンツ放送開始からの経過時間を示すコンテンツ経過時間などが含
まれる。コンテンツラベルは、たとえば音楽、ニュースなどのコンテンツのジャンルを示
すコンテンツジャンルや、コンテンツが楽曲である場合の楽曲のタイトルやアーティスト
名や楽曲が含まれるアルバムのアルバム名や楽曲としてのジャンルや、その他のコンテン
ツの内容に関する情報が含まれる。
【００１９】
次に、図１に示すように、ＨＤＤ２には、ディレクトリであるフォルダ２１０が設けられ
ており、その内の特定のフォルダ２１０には、各ＣＤ－ＤＡ１７の種類（アルバム）毎に
アルバム名やアーティスト名や各楽曲のタイトルなどの情報をＣＤ－ＤＡ１７のＴＯＣ情
報に対応づけて登録したＣＤＤＢ２１１が格納されている。また、他のフォルダ２１０に
は、プレイリスト２１２や、オーディオファイル２１３や、受信楽曲ログファイル２１４
が格納される。なお、通常、フォルダ２１０は階層的に配置される。
【００２０】
そして、受信楽曲ログファイル２１４は、図２ｄに示すように各日毎に作成した、その日
に、デジタルオーディオ放送から受信して出力した各楽曲の受信時刻とコンテンツラベル
とを登録した受信楽曲ログが格納される。
次に、ＣＤＤＢ２１１、プレイリスト２１２、オーディオファイル２１３について説明す
る。
さて、ＣＤ－ＤＡ１７には、ＴＯＣ（Table Of Contents）情報と、各々が一つの楽曲の
オーディオデータであるオーディオトラックが記録されている。ＴＯＣ情報は、ＣＤ－Ｄ
Ａ１７に記録されているオーディオトラックの数や各オーディオトラックの長さ等を示し
ており、したがって、実質上、ＣＤ－ＤＡ１７の種類（アルバム）毎に異なる値を持つ。
そして、このため、このＴＯＣ情報は、ＣＤ－ＤＡ１７の種類（アルバム）を識別するた
めの識別情報として利用することができる。
【００２１】
一方、ＨＤＤ２上のＣＤＤＢ２１１は、図３ａに示すように、ＣＤ－ＤＡ１７の種類（ア
ルバム）毎のレコードを有し、各レコードには対応する種類のＣＤ－ＤＡ１７に記録され
ているべきＴＯＣ情報と、ＣＤ－ＤＡ１７に収録されたアルバムや楽曲についての情報で
あるＣＤ情報が登録されている。そして、ＣＤ情報には、対応する種類のＣＤ－ＤＡ１７
にＣＤＤＢ２１１の制作者が与えた識別番号と、対応する種類のＣＤ－ＤＡ１７に記録さ
れている楽曲のアルバムのアルバム名や、対応する種類のＣＤ－ＤＡ１７に記録されてい
る楽曲のアーティスト名や、対応する種類のＣＤ－ＤＡ１７に記録されている楽曲のアル
バムの音楽としてのジャンルや、対応する種類のＣＤ－ＤＡ１７に記録されている各楽曲
のトラック番号やタイトル（曲名）などの、その種類のＣＤ－ＤＡ１７に記録されている
楽曲に関する情報が記述されている。
【００２２】
次に、ＨＤＤ２上の、オーディオファイル２１３は、楽曲のオーディオデータを格納した
ファイルであり、オーディオファイル２１３中にはファイル名等が記述されたファイル情
報とオーディオデータと共に、楽曲のアーティスト名やタイトルや楽曲のジャンルや楽曲
の属するアルバム名などのデータを示す文字情報であるタグ情報が格納されている。なお
、このようなタグ情報としては、ＭＰ３（MPEG 1 AUDIO LAYER－3）フォーマットのオー
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ディオファイル２１３で利用されている、ＩＤ３タグ情報などが知られている。
【００２３】
図３ｂ１は、このようなＩＤ３タグ情報の、バージョン１．１のフォーマットを示すもの
であり、このバージョンでは、ＭＰ３に従って圧縮符号化されたオーディオデータの後に
、文字列「ＴＡＧ」：（３バイト）、タイトル：（３０バイト）、アーティスト名：（３
０バイト）、アルバム名：（３０バイト）、製作年度：（４バイト）、コメント：（２８
バイト）、曲・トラック番号：（２バイト）、ジャンル：（１バイト）よりなるタグ情報
が設けられている。
【００２４】
また、図３ｂ２は、ＩＤ３タグ情報の、バージョン２．４のフォーマットを示すものであ
り、このバージョンでは、ＭＰ３に従って圧縮符号化されたオーディオデータの前にタグ
情報が配置される。そして、タグ情報には、ヘッダ、拡張ヘッダ、フレーム群、パディン
グ、フッタが含まれる。そして、ヘッダには、文字列「ＩＤ３」の他、タグ情報のバージ
ョンやタグ情報の構造を示すフラグやタグ情報の長さの情報が格納される。また、拡張ヘ
ッダには、より詳細にタグ情報の構造を示す情報が格納され、フッタには文字列「３ＤＩ
」の他、ヘッダと同様にタグ情報のバージョンやタグ情報の構造を示すフラグやタグ情報
の長さの情報が格納される。
【００２５】
そして、フレーム群は、１以上のフレームの集合であり、各フレームは、フレームヘッダ
と１以上のフィールドよりなり、このフィールドにアルバム名や楽曲としてのジャンルや
アーティスト名や各楽曲のタイトルなどの各種情報が格納される。そして、フィールドに
格納した情報の種別は、フレームヘッダに格納されるフレームＩＤによって示され、フレ
ームの長さはフレームヘッダに格納されるサイズで示され、フレームの構造等はフレーム
ヘッダに格納されるフラグによって示される。
【００２６】
なお、以上の拡張ヘッダ、パディング、フッタは省略可能である。
最後に、図３ｃに示すように、ＨＤＤ２に記憶されるプレイリスト２１２は、楽曲のリス
トであり、プレイリスト２１２の名称であるプレイリスト名称、プレイリスト作成時の日
時を表す作成日時が記述される。また、プレイリスト２１２には、当該プレイリスト２１
２に登録された各楽曲毎に、楽曲に対応するオーディオファイル２１３のＨＤＤ２上のロ
ケーションを示すオーディオファイルパス、楽曲に対応するオーディオファイル２１３に
格納されたオーディオデータのビットレート、楽曲に対応するオーディオファイル２１３
のタグ情報から抽出した楽曲のトラック番号やタイトルやアルバム名やアーティスト名や
ジャンルなどの楽曲情報が、標準の再生順に記録されている。
【００２７】
さて、図１に戻り、デジタルオーディオ放送受信装置の通常のデジタルオーディオ放送受
信出力動作は、以下のようになる。
すなわち、チューナ５は制御部１から設定された受信出力対象チャネルを受信し、出力対
象チャネルのペイロードを復調し、データ分離部６に出力する。データ分離部６は、チュ
ーナ５から受け取った受信出力対象チャネルのペイロードデータから、メッセージ情報を
抽出し、制御部１に出力する。また、データ分離部６は、チューナ５から受け取った出力
対象チャネルのペイロードデータからオーディオデータを抽出し、音声デコード部７に出
力する。
【００２８】
音声デコード部７は、出力対象チャネルのオーディオデータを復号し、これを出力セレク
タ８に出力し、出力セレクタ８は、音声デコード部７から入力するオーディオデータを選
択し、Ｄ／Ａ変換器９に出力する。そして、Ｄ／Ａ変換器９は出力セレクタ８を介して入
力するオーディオデータをアナログ信号に変換して、アンプ１０を介してスピーカ１１に
出力する。
【００２９】
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一方、制御部１は、出力セレクタ８に音声デコード部７から入力するオーディオデータを
選択させると共に、データ分離部から送られたメッセージ情報を利用して、メモリ３を使
用しながら、操作部１３からの操作に応じて受信出力対象チャネルを切り替える処理など
を行う。
【００３０】
また、制御部１は、通常のデジタルオーディオ放送受信出力時には、表示制御部１４を介
して、表示部１５に、図６ａに示す表示画面の表示を行う。
図示するように、この表示画面には、受信出力対象チャネルを放送しているデジタルオー
ディオ放送局の名称の表示６０１や、出力対象チャネルのメッセージ情報のコンテンツラ
ベルが示すタイトルやアーティスト名などの表示６０２と、現在のボリューム設定値の表
示６０３や、音量レベルメータの表示６０４を含む。また、この画面には、リンクプレイ
ランプ６０５とリピートランプ６０７との仮想的な二つのランプと、リンクプレイ再生可
能曲数の表示６０６を含める。これらリンクプレイランプ６０５とリピートランプ６０７
とリンクプレイ可能曲数については、後に詳述する。
【００３１】
また、デジタルオーディオ放送受信装置は、以上のような基本的なオーディオ放送受信装
置のラジオ受信機としての機能の他に、ＣＤドライブ１６に装着されたＣＤ－ＤＡ１７に
記録されている楽曲を再生する機能と、ＣＤドライブ１６に装着されたＣＤ－ＤＡ１７に
記録されている楽曲のオーディオデータを読み出してＨＤＤ２にオーディオファイル２１
３として記録する機能と、プレイリスト２１２を作成する機能と、ＨＤＤ２に記録されて
いるオーディオファイル２１３の楽曲を再生する動作とを備えている。
【００３２】
すなわち、制御部１は、ユーザの所定操作に応じてＣＤ－ＤＡ１７に記録されている楽曲
を再生する場合には、ＣＤ－ＤＡ１７の各オーディオトラックからオーディオデータを読
み出し、オーディオコーデック１２に供給して復号化させると共に、出力セレクタ８にオ
ーディオコーデック１２の出力オーディオデータを選択出力せる。この結果、オーディオ
コーデック１２で復号されたオーディオデータは出力セレクタ８を介して、Ｄ／Ａ変換器
９に出力されてアナログ信号に変換され、アンプ１０よりスピーカ１１に出力される
また、制御部１は、ユーザの所定操作に応じて、ＨＤＤ２にオーディオファイル２１３を
ＣＤ－ＤＡ１７の楽曲を記録する場合には、ＣＤドライブ１６を介してＣＤ－ＤＡ１７よ
りＴＯＣ情報を読み込み、読み込んだＴＯＣ情報と同じＴＯＣ情報を持つレコードをＣＤ
ＤＢ２１１から読み込むと共に、新規フォルダをＨＤＤ２上に作成する。そして、順次、
ＣＤ－ＤＡ１７に記録されているオーディオトラックの楽曲を読み出して、オーディオコ
ーデック１２において、ＭＰ３圧縮符号化アルゴリズムに従った所定ビットレートのオー
ディオデータへの圧縮符号化を施し、圧縮符号化したオーディオデータに、先に読み込ん
だＣＤＤＢ２１１のレコードのＣＤ情報に基づくアルバム名やジャンルや当該楽曲のタイ
トルなどのタグ情報を付加し、オーディオファイル２１３として、先に作成したフォルダ
２１０に記録する。
【００３３】
そして、制御部１は、ユーザの所定操作に応じて、プレイリスト２１２の作成を行う場合
には、ＨＤＤ２に記録されたオーディオファイル２１３のうちから、プレイリスト２１２
に登録する各オーディオファイル２１３の選択をユーザから受け付け、適当なプレイリス
ト名称とプレイリスト作成時の日時を表す作成日時を付与し、選択された各オーディオフ
ァイル２１３のオーディオファイルパスやビットレートやタグ情報を登録したプレイリス
ト２１２を作成し、ＨＤＤ２に記録する。
【００３４】
そして、制御部１は、ユーザの所定操作に応じて、ＨＤＤ２に記録されたオーディオファ
イル２１３の再生を行う場合には、ユーザから再生するプレイリスト２１２の指定を受け
付け、指定されたプレイリスト２１２に登録されているオーディオファイル２１３を順次
、再生対象として、再生対象としたオーディオファイル２１３に格納されたオーディオデ
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ータをＨＤＤ２から読み出して、オーディオコーデック１２に供給して復号化させると共
に、出力セレクタ８にオーディオコーデック１２の出力オーディオデータを選択出力せる
。この結果、オーディオコーデック１２で復号されたオーディオデータは出力セレクタ８
を介して、Ｄ／Ａ変換器９に出力されてアナログ信号に変換され、アンプ１０よりスピー
カ１１に出力される。
【００３５】
さて、このようなオーディオ放送受信装置において、制御部１は、以下に示すリンク再生
処理も行う。
すなわち、制御部１は、デジタルオーディオ放送受信出力を開始と共に、図４、５に、そ
の手順を示すリンク再生処理を開始する。
図４に示す、この処理では、まず、リピートランプ６０７とリンクプレイランプ６０５の
表示を消灯状態を表す表示とし、リンク再生可能曲数の表示を０とする初期化処理を行う
（ステップ４０２）。
次に、データ分離部６から送られるメッセージ情報のコンテンツラベルに基づいて、受信
中の楽曲が変化するのを監視する（ステップ４０４）。そして、受信中の楽曲が変化した
ならば、リピートランプ６０７とリンクプレイランプ６０５をリセット、すなわち、消灯
状態を表す表示とし、新たなに受信し始めた楽曲のコンテンツラベルを本日の日付の受信
楽曲ログに現在時刻と共に登録する（ステップ４０６）。
【００３６】
そして、データ分離部６から送られるメッセージ情報のコンテンツラベルに基づいて受信
中の楽曲と同じアーティスト名の楽曲のオーディオファイル２１３を、各オーディオファ
イル２１３のタグ情報に基づいて探索し、探索した各オーディオファイル２１３をリンク
プレイ対象楽曲として探索する（ステップ４０８）。
【００３７】
そして、一つでも該当するオーディオファイル２１３を探索できたならば探索成功として
（ステップ４１０）、図７ａに示すようにリンクプレイランプ６０５を点灯状態を表す表
示とし、探索できたオーディオファイル数にリンクプレイ再生可能曲数の表示６０６を更
新し（ステップ４１２）、ステップ４１４に進む。一方、一つも該当するオーディオファ
イル２１３を探索できなかった場合には、そのままステップ４１４に進む。
【００３８】
ステップ４１４では、データ分離部６から送られるメッセージ情報のコンテンツラベルに
基づいて受信中の楽曲とアーティスト名とタイトルが同じ楽曲のオーディオファイル２１
３を、各オーディオファイル２１３のタグ情報に基づいて探索し、探索した各オーディオ
ファイル２１３をリピート対象楽曲とする。ただし、複数のオーディオファイル２１３が
探索された場合には、その内の一つのオーディオファイル２１３、たとえば、ビットレー
ト／オーディオファイルサイズが最も大きいオーディオファイル２１３をリピート対象楽
曲とする。
【００３９】
そして、リピート対象楽曲が探索できたならば探索成功として（ステップ４１６）、図６
ｂに示すようにリピートランプ６０７を点灯状態を表す表示とし（ステップ４１８）、ス
テップ４２０に進む。一方、リピート対象楽曲が探索できなかった場合には、そのままス
テップ４２０に進む。
【００４０】
そして、ステップ４２０からステップ４２８では、データ分離部６から送られるメッセー
ジ情報のコンテンツラベルに基づいて定まる受信中楽曲が変化するまで（ステップ４２８
）、ユーザからのリピート操作の受け付けと（ステップ４２２）、ユーザからのリンクプ
レイ操作の受け付け（ステップ４２６）を行う。ただし、リピートランプ６０７を点灯状
態としていないとき（ステップ４２０）にはリピート操作の受け付け（ステップ４２２）
は行わず、リンクプレイランプ６０５を点灯状態としていないときには（ステップ４２４
）、リンクプレイ操作の受け付け（ステップ４２６）は行わない。
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【００４１】
そして、リピート操作の受け付けもリンクプレイ操作の受け付けも発生することなく、受
信中楽曲が変化したならば（ステップ４２８）、新たな受信中楽曲についてのステップ４
０６からの処理に戻る。
一方、リピート操作の受け付けが発生したならば（ステップ４２２）、データ分離部６か
ら送られるメッセージ情報のコンテンツラベルに基づいて受信中楽曲の受信の終了を判定
し（ステップ４３０）、受信が終了したならば、現在の受信出力対象チャネルを記憶し（
ステップ４３２）、出力セレクタ８にオーディオコーデック１２の出力を選択出力させる
（ステップ４３４）。
【００４２】
そして、リピート再生楽曲のオーディオファイル２１３のオーディオデータをＨＤＤ２か
ら読み出して、オーディオコーデック１２に供給することによりスピーカ１１から再生出
力する処理（ステップ４３６）を、ユーザから復帰操作を受け付けるまで（ステップ４３
８）行う。また、制御部１は、リピート再生楽曲の再生出力中は、表示制御部１４を介し
て、表示部１５の画面を図６ｃに示す画面に切り替える。
【００４３】
図示するように、この画面では、リピート対象楽曲のタイトルの表示６１１と、アーティ
スト名やアルバム名やジャンルなどのリピート対象楽曲のオーディオファイル２１３のタ
グ情報から抽出した各情報の表示６１２と、現在のボリューム設定値の表示６０３と、音
量レベルメータの表示６０４と、現在リピート対象楽曲のリピート再生中であることを示
す表示６１３とを行う。
【００４４】
さて、図４に戻り、ユーザから復帰操作を受け付けたならば（ステップ４３８）、出力セ
レクタ８に音声デコード部７の出力を選択出力させると共に、ステップで記憶したチャネ
ルを、受信出力対象チャネルとしてチューナ５に設定する（ステップ４４０）ことにより
、元のデジタルオーディオ放送の受信出力状態に復帰する。また、表示部１５の画面も、
図４ａに示した画面に復帰する。
【００４５】
そして、ステップ４０６からの処理に戻る。
一方、ステップ４２６でリンクプレイの操作を受け付けた場合には、図５の処理に進み、
まず、各リンクプレイ対象楽曲を前述のように登録したプレイリスト２１２をメモリ３上
に作成する（ステップ５０２）。そして、データ分離部６から送られるメッセージ情報の
コンテンツラベルに基づいて受信中楽曲の受信の終了を判定し（ステップ５０４）、受信
が終了したならば、現在の受信出力対象チャネルを記憶し（ステップ５０６）、出力セレ
クタ８にオーディオコーデック１２の出力を選択出力させる（ステップ５０８）。
【００４６】
そして、図７ｂに示すように、表示制御部１４を介して表示部１５に、ステップ５０２で
作成したプレイリスト２１２を表示し、再生する楽曲の選択をユーザから受け付ける（ス
テップ５１０）。この、図７ｂに示した画面では、プレイリスト２１２に登録された各楽
曲に共通のアーティスト名の表示と７０１、プレイリスト２１２に登録された各楽曲のタ
イトルの一覧７０２と、リンクプレイ再生中であることを示す表示７０３と、現在のボリ
ューム設定値の表示６０３と、音量レベルメータの表示６０４を含める。また、タイトル
の一覧７０２中には、プレイリスト２１２に登録された全楽曲の一括選択を受け付けるた
めのＰｌａｙ　Ａｌｌの表示も含める。そして、ユーザの選択候補切替操作に応じて、タ
イトルの一覧７０２中における選択候補を図７ｂ、ｃのように切替えながら、ユーザの選
択操作に応じてＰｌａｙ　Ａｌｌの選択か、または、タイトルの一覧７０２中における１
または複数のタイトルの選択を受け付ける。そして、Ｐｌａｙ　Ａｌｌの選択を受け付け
た場合にはプレイリスト２１２を再生対象とし、１または複数のタイトルの選択を受け付
けた場合は選択された各タイトルの楽曲を再生対象とする。なお、タイトルの一覧７０２
は、ユーザのスクロール操作に応じてスクロール表示するようにする。
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【００４７】
図５に戻り、次に制御部１は、Ｐｌａｙ　Ａｌｌが選択されたのか、１または複数のタイ
トルが選択されたのかを判定し（ステップ５１２）、１または複数のタイトルが選択され
た場合には、再生対象とした各楽曲について、順次、楽曲のオーディオファイル２１３の
オーディオデータをＨＤＤ２から読み出して、オーディオコーデック１２に供給すること
によりスピーカ１１から再生出力する処理（ステップ５１４）を、再生対象とした全楽曲
の再生出力が終了するか（ステップ５１６）、ユーザから復帰操作を受け付けるまで（ス
テップ５１８）行う。ここで、制御部１は、この再生中には、表示制御部１４を介して表
示部１５の画面を、図７ｄに示す、再生中の楽曲のタイトルの表示７１１と、アーティス
ト名やアルバム名やジャンルなどの再生中楽曲のオーディオファイル２１３のタグ情報か
ら抽出した各情報の表示７１２と、現在のボリューム設定値の表示６０３と、音量レベル
メータの表示６０４と、現在リンクプレイ再生中であることを示す表示７０３とを含む画
面に切り替える。
【００４８】
そして、再生対象とした全楽曲の再生が終了したならば（ステップ５１６）、ステップ５
１０に戻ってプレイリスト２１２の表示からの処理を繰り返す。一方、ユーザから復帰操
作を受け付けた場合には（ステップ５１８）、図４ステップ４４０の処理に進んで、出力
セレクタ８に音声デコード部７の出力を選択出力させると共に、ステップで記憶したチャ
ネルを、受信出力対象チャネルとしてチューナ５に設定することにより、元のデジタルオ
ーディオ放送の受信出力状態に復帰する。また、表示部１５の画面も、図４ａに示した画
面に復帰する。
【００４９】
そして、ステップ４０６からの処理に戻る。
一方、ステップ５１２で、Ｐｌａｙ　Ａｌｌの選択を受け付けたと判定された場合には、
ステップ５０２で作成したプレイリスト２１２に登録されているオーディオファイル２１
３を順次、再生対象として、再生対象としたオーディオファイル２１３に格納されたオー
ディオデータをＨＤＤ２から読み出して、オーディオコーデック１２に供給することによ
り、スピーカ１１から再生出力するプレイリスト再生処理（ステップ５２０）を、プレイ
リスト２１２に登録された全楽曲の再生出力が終了するか（ステップ５２２）、ユーザか
ら復帰操作を受け付けるまで（ステップ５２４）行う。ここで、制御部１は、この再生中
には、表示制御部１４を介して表示部１５の画面を、図７ｄに示す、再生中の楽曲のタイ
トルの表示７１１と、アーティスト名やアルバム名やジャンルなどの再生中楽曲のオーデ
ィオファイル２１３のタグ情報から抽出した各情報の表示７１２と、現在のボリューム設
定値の表示６０３と、音量レベルメータの表示６０４と、現在リンクプレイ再生中である
ことを示す表示７０３とを含む画面に切り替える。
【００５０】
そして、プレイリスト２１２に登録された全楽曲の再生が終了するか（ステップ５２２）
、ユーザから復帰操作を受け付けたならば（ステップ５２４）、図７ｅに示すプレイリス
ト登録楽曲に共通のアーティスト名やプレイリスト２１２の登録楽曲数等のプレイリスト
２１２に関する情報の表示７２２と、プレイリスト２１２の登録の要否を問い合わせる表
示７２１とを含む画面を表示制御部１４を介して表示部１５に表示して、ステップ５０２
で作成したプレイリスト２１２をＨＤＤ２に保存するかどうかをユーザに問い合わせる（
ステップ５２６）。その上で、ユーザから保存することが指示されたならば（ステップ５
２８）、当該プレイリスト２１２をＨＤＤ２に保存して（ステップ５３０）、図４のステ
ップ４４０に進んで、出力セレクタ８に音声デコード部７の出力を選択出力させると共に
、ステップで記憶したチャネルを、受信出力対象チャネルとしてチューナ５に設定するこ
とにより、元のデジタルオーディオ放送の受信出力状態に復帰すると共に、表示部１５の
画面を、図４ａに示した画面に復帰する。一方、ユーザから保存しないことが指示された
ならば（ステップ５２８）、そのまま図４のステップ４４０に進んで、出力セレクタ８に
音声デコード部７の出力を選択出力させると共に、ステップで記憶したチャネルを、受信



(12) JP 4106309 B2 2008.6.25

10

20

30

40

50

出力対象チャネルとしてチューナ５に設定することにより、元のデジタルオーディオ放送
の受信出力状態に復帰すると共に、表示部１５の画面を、図４ａに示した画面に復帰する
。
【００５１】
そして、ステップ４０６からの処理に戻る。
以上、リンク再生処理について説明した。
さて、制御部１は、以上のリンク再生処理において作成しＨＤＤ２に保存された各日毎の
受信楽曲ログを、随時、ユーザ操作に応じて検索し、表示制御部１４を介して、表示部１
５に表示する処理なども行う。したがって、ユーザは、過去にデジタルオーディオ放送で
聴いた楽曲の情報を後に確認したりすることができるようになる。
【００５２】
以上、本発明の実施形態について説明した。
なお、以上では、リンクプレイ操作を受け付けた場合に、ディジタルオーディオ放送から
受信し出力している楽曲と、アーティスト名が同じ楽曲のオーディオファイル２１３をＨ
ＤＤ２から探索して再生するようにしたが、これは、ディジタルオーディオ放送から受信
し出力している楽曲と、アーティスト名とアルバム名が同じ楽曲のオーディオファイル２
１３をＨＤＤ２から探索して再生するようにしてもよい。このようにすることにより、ユ
ーザは、ディジタルオーディオ放送で聴いている楽曲が含まれるアルバムの各楽曲を引き
続き聴くことができるようになる。
【００５３】
または、ディジタルオーディオ放送から受信し出力している楽曲と、タイトルが同じ楽曲
のオーディオファイル２１３をＨＤＤ２から探索して再生するようにしてもよい。このよ
うにすることにより、ディジタルオーディオ放送で聴いている楽曲と同じ楽曲の異なるア
ーティストによる演奏や、同じ楽曲の異なる編曲バージョンを聞き比べたりすることがで
きるようになる。
【００５４】
または、ディジタルオーディオ放送から受信し出力している楽曲と、ジャンルが同じ楽曲
のオーディオファイル２１３をＨＤＤ２から探索して再生するようにしてもよい。このよ
うにすることにより、ユーザは、ディジタルオーディオ放送で聴いている楽曲と同じジャ
ンルの楽曲を聴き続けることができるようになる。
【００５５】
または、これら以外の楽曲に関する情報やその組み合わせをキーとして、オーディオファ
イル２１３をＨＤＤ２から探索して再生することにより、ユーザが、ディジタルオーディ
オ放送で聴いている楽曲と所定の関連を有する楽曲を引き続いて聴くことができるように
してもかまわない。
また、デジタルオーディオ放送が、デジタルオーディオ放送受信装置において受信した楽
曲のオーディオデータの記録できるタイプのデジタルオーディオ放送である場合には、受
信した楽曲のオーディオデータをオーディオファイル２１３としてＨＤＤ２に記録するよ
うにしてもよく、また、ステップ５０２で作成するプレイリストに、ユーザからリンクプ
レイ操作を受け付けたときに出力していた楽曲のオーディオデータについて記録したオー
ディオファイル２１３も登録するようにしてよい。
【００５６】
以上のように、本実施形態によれば、ストリーム再生を行うデジタルオーディオ放送受信
装置においては通常行うことのできない、ユーザがデジタルオーディオ放送で聴いている
楽曲を繰り返し出力するリピート再生を行うことが可能となる。
【００５７】
また、本実施形態によれば、予め記録されている、放送中の楽曲に関連する１または複数
の楽曲を、ユーザの煩雑な操作を必要とすることなく再生することが可能となる。
【００５８】
【発明の効果】
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以上のように本発明によれば、予め記録されている、放送中の楽曲に関連する楽曲を、ユ
ーザの煩雑な操作を必要とすることなく再生することのできるオーディオ放送受信装置を
提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態に係るデジタルオーディオ放送受信装置の構成を示すブロック
図である。
【図２】本発明に係るデジタルオーディオ放送受信装置が受信するデジタルオーディオ放
送のデータフォーマットを示す図である。
【図３】本発明に係るデジタルオーディオ放送受信装置が備えるＣＤＤＢとオーディオフ
ァイルとプレイリストの内容を示す図である。
【図４】本発明の実施形態に係るリンク再生処理の手順を示すフローチャートである。
【図５】本発明の実施形態に係るリンク再生処理の手順を示すフローチャートである。
【図６】本発明の実施形態に係るデジタルオーディオ放送受信装置の表示画面例を示す図
である。
【図７】本発明の実施形態に係るデジタルオーディオ放送受信装置の表示画面例を示す図
である。
【符号の説明】
１：制御部、２：ＨＤＤ、３：メモリ、４：アンテナ、５：チューナ、６：データ分離部
、７：音声デコード部、８：出力セレクタ、９：Ｄ／Ａ変換器、１０：アンプ、１１：ス
ピーカ、１２：オーディオコーデック、１３：操作部、１４：表示制御部、１５：表示部
、１６：ＣＤドライブ、１７：ＣＤ－ＤＡ、５１：フロントエンド部、５２：ベースバン
ド処理部、２１０：フォルダ、２１１：ＣＤＤＢ、２１２：プレイリスト、２１３：オー
ディオファイル、２１４：受信楽曲ログファイル。

【図１】 【図２】
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