
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーバからネットワークを介して コンテ
ンツをダウンロードする受信装置において、
　ネットワークを介してサーバと通信する通信手段と、
　データを記憶する記憶手段と、
　複数の記録装置を接続可能な接続手段と、
　上記通信手段により上記サーバからコンテンツをダウンロードする際に、上記接続手段
に上記複数の記録装置が接続されているか否かを判断し、接続されていると判断されれば
、

上記ダウンロードされた上記コンテンツを上記
記憶手段に記憶すると共に 所定の順序で 該複数の記録装置

に上記コンテンツを記録させる制御手段と
を備える
ことを特徴とする受信装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の受信装置において、
　上記制御手段は、上記通信手段により上記サーバからコンテンツをダウンロードする際
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記録装置へのコピー許可回数が制限されている

接続されている該記録装置の記憶媒体が内蔵タイプかメディアタイプかを判断し、記憶
媒体が該メディアタイプの記録装置が接続されていると判断された場合、該記録装置に記
憶媒体が装填されているか否かを判断し、

、 、 のうち記憶媒体が上記内蔵
タイプの記録装置と、記憶媒体が上記メディアタイプの記録装置のうち該記憶媒体が装填
されていると判断された記録装置と



に、上記接続手段に上記複数の記録装置が接続されているか否かを判断し、接続されてい
ると判断されれば、上記ダウンロードされた上記コンテンツを上記記憶手段に記憶すると
共に上記複数の記録装置が上記受信装置に接続された順序で該複数の記録装置に上記コン
テンツを記録させる
ことを特徴とする受信装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の受信装置において、
　上記コンテンツは、記録装置へのコピー許可回数が制限されており、
　上記制御手段は、上記複数の記録装置の台数より上記コピー許可回数が少ない場合には
、ユーザに対して所定の通知を実行する
ことを特徴とする受信装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の受信装置において、
　上記ダウンロードされたコンテンツを上記複数の記録装置にそれぞれ転送するようにし
た
ことを特徴とする受信装置。
【請求項５】
　請求項３に記載の受信装置において、
　上記記憶手段への上記ダウンロードされたコンテンツの記憶は、上記複数の記録装置に
対してなされる上記転送に対して１回のみ行われることを特徴とする受信装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の受信装置において、
　上記記録装置に対する上記ダウンロードされたコンテンツの転送に応じて、上記記憶手
段に記憶された上記ダウンロードされたコンテンツのチェックアウトを自動的に行うよう
にしたことを特徴とする受信装置。
【請求項７】
　サーバからネットワークを介して コンテ
ンツをダウンロードする受信方法において、
　サーバからコンテンツをダウンロードする際に、接続手段に複数の記録装置が接続され
ているか否かを判断し、接続されていると判断されれば、

上記ダウンロードされた上記コンテンツを記憶手段に記憶すると共に 所定の順
序で 該複数の記録装置

に
上記コンテンツを記録させるようにした
ことを特徴とする受信方法。
【請求項８】
　サーバからネットワークを介して コンテ
ンツをダウンロードする受信方法をコンピュータ装置に実行させる受信プログラムにおい
て、
　上記受信方法は、
　サーバからコンテンツをダウンロードする際に、接続手段に複数の記録装置が接続され
ているか否かを判断し、接続されていると判断されれば、

上記ダウンロードされた上記コンテンツを記憶手段に記憶すると共に 所定の順
序で 該複数の記録装置

に
上記コンテンツを記録させるようにした
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記録装置へのコピー許可回数が制限されている

接続されている該記録装置の記
憶媒体が内蔵タイプかメディアタイプかを判断し、記憶媒体が該メディアタイプの記録装
置が接続されていると判断された場合、該記録装置に記憶媒体が装填されているか否かを
判断し、 、

、 のうち記憶媒体が上記内蔵タイプの記録装置と、記憶媒体が上記
メディアタイプの記録装置のうち該記憶媒体が装填されていると判断された記録装置と

記録装置へのコピー許可回数が制限されている

接続されている該記録装置の記
憶媒体が内蔵タイプかメディアタイプかを判断し、記憶媒体が該メディアタイプの記録装
置が接続されていると判断された場合、該記録装置に記憶媒体が装填されているか否かを
判断し、 、

、 のうち記憶媒体が上記内蔵タイプの記録装置と、記憶媒体が上記
メディアタイプの記録装置のうち該記憶媒体が装填されていると判断された記録装置と



ことを特徴とする受信プログラム。
【請求項９】
　サーバからネットワークを介して コンテ
ンツをダウンロードする受信方法をコンピュータ装置に実行させる受信プログラムが記録
された記録媒体において、
　上記受信方法は、
　サーバからコンテンツをダウンロードする際に、接続手段に複数の記録装置が接続され
ているか否かを判断し、接続されていると判断されれば、

上記ダウンロードされた上記コンテンツを記憶手段に記憶すると共に 所定の順
序で 該複数の記録装置

に
上記コンテンツを記録させるようにした
ことを特徴とする記録媒体。
【請求項１０】
　サーバからネットワークを介して コンテ
ンツをダウンロードする受信システムにおいて、
　ネットワークを介してサーバと通信する通信手段と、
　固定的に用いられる第１の記憶手段と、
　着脱可能な１または複数の第２の記憶手段と、
　上記通信手段により上記サーバからコンテンツをダウンロードする際に、複数の上記第
２の記憶手段が利用可能か否かを判断し、利用可能であると判断されれば、

上記ダウンロードされたコンテンツを上記第１の記憶手段に記憶すると共に 所定の順
序で

第２の記憶手段 に上記コンテンツを記録させる制御手段と
を備える
ことを特徴とする受信システム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の受信システムにおいて、
　複数の記録装置を接続可能な接続手段をさらに有し、
　上記第２の記憶手段は、上記接続手段に接続される上記記録装置であることを特徴とす
る受信システム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の受信システムにおいて、
　上記制御手段は、上記通信手段により上記サーバからコンテンツをダウンロードする際
に、上記接続手段に上記複数の記録装置が接続されているか否かを判断し、接続されてい
ると判断されれば、上記ダウンロードされた上記コンテンツを上記記憶手段に記憶すると
共に上記複数の記録装置が上記受信装置に接続された順序で該複数の記録装置に上記コン
テンツを記録させる
ことを特徴とする受信システム。
【請求項１３】
　請求項１０に記載の受信システムにおいて、
　上記コンテンツは、記録装置へのコピー許可回数が制限されており、
　上記制御手段は、上記複数の記録装置の台数より上記コピー許可回数が少ない場合には
、ユーザに対して所定の通知を実行する
ことを特徴とする受信システム。
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記録装置へのコピー許可回数が制限されている

接続されている該記録装置の記
憶媒体が内蔵タイプかメディアタイプかを判断し、記憶媒体が該メディアタイプの記録装
置が接続されていると判断された場合、該記録装置に記憶媒体が装填されているか否かを
判断し、 、

、 のうち記憶媒体が上記内蔵タイプの記録装置と、記憶媒体が上記
メディアタイプの記録装置のうち該記憶媒体が装填されていると判断された記録装置と

記録装置へのコピー許可回数が制限されている

利用可能な該
第２の記憶手段の記憶媒体が内蔵タイプかメディアタイプかを判断し、該メディアタイプ
であると判断された場合、該第２の記憶手段に記憶媒体が装填されているか否かを判断し
、 、

、上記利用可能な第２の記憶手段のうち記憶媒体が上記内蔵タイプの第２の記憶手段
と、記憶媒体が上記メディアタイプの第２の記憶手段のうち該記憶媒体が装填されている
と判断された と



【請求項１４】
　請求項１０に記載の受信システムにおいて、
　上記ダウンロードされたコンテンツを上記複数の第２の記憶手段にそれぞれ転送する
ことを特徴とする受信システム。
【請求項１５】
　請求項１３に記載の受信システムにおいて
　上記第１の記憶手段への上記ダウンロードされたコンテンツの記憶は、上記複数の第２
の記憶手段に対してなされる上記転送に対して１回のみ行われる
ことを特徴とする受信システム。
【請求項１６】
　請求項１０に記載の受信システムにおいて、
　上記第２の記憶手段に対する上記ダウンロードされたコンテンツの転送に応じて、上記
第１の記憶手段に記憶された上記ダウンロードされたコンテンツのチェックアウトを自動
的に行うようにした
ことを特徴とする受信システム。
【請求項１７】
　サーバからネットワークを介して コンテ
ンツをダウンロードする受信方法において、
　サーバからコンテンツをダウンロードする際に、着脱可能な複数の第１の記憶手段が利
用可能か否かを判断し、利用可能であると判断されれば、

上記ダウンロー
ドされたコンテンツを固定的に用いられる第２の記憶手段に記憶すると共に 所定の順序
で

第１の記憶手段 に上記コンテンツを記録させるようにした
ことを特徴とする受信方法。
【請求項１８】
　サーバからネットワークを介して コンテ
ンツをダウンロードする受信方法をコンピュータ装置に実行させる受信プログラムにおい
て、
　上記受信方法は、
　サーバからコンテンツをダウンロードする際に、着脱可能な複数の第１の記憶手段が利
用可能か否かを判断し、利用可能であると判断されれば、

上記ダウンロー
ドされたコンテンツを固定的に用いられる第２の記憶手段に記憶すると共に 所定の順序
で

第１の記憶手段 に上記コンテンツを記録させるようにした
ことを特徴とする受信プログラム。
【請求項１９】
　サーバからネットワークを介して コンテ
ンツをダウンロードする受信方法をコンピュータ装置に実行させる受信プログラムが記録
された記録媒体において、
　上記受信方法は、
　サーバからコンテンツをダウンロードする際に、着脱可能な複数の第１の記憶手段が利
用可能か否かを判断し、利用可能であると判断されれば、

上記ダウンロー
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記録装置へのコピー許可回数が制限されている

利用可能な該第１の記憶手段の
記憶媒体が内蔵タイプかメディアタイプかを判断し、該メディアタイプであると判断され
た場合、該第１の記憶手段に記憶媒体が装填されているか否かを判断し、

、
、上記利用可能な第１の記憶手段のうち記憶媒体が上記内蔵タイプの第１の記憶手段と

、記憶媒体が上記メディアタイプの第１の記憶手段のうち該記憶媒体が装填されていると
判断された と

記録装置へのコピー許可回数が制限されている

利用可能な該第１の記憶手段の
記憶媒体が内蔵タイプかメディアタイプかを判断し、該メディアタイプであると判断され
た場合、該第１の記憶手段に記憶媒体が装填されているか否かを判断し、

、
、上記利用可能な第１の記憶手段のうち記憶媒体が上記内蔵タイプの第１の記憶手段と

、記憶媒体が上記メディアタイプの第１の記憶手段のうち該記憶媒体が装填されていると
判断された と

記録装置へのコピー許可回数が制限されている

利用可能な該第１の記憶手段の
記憶媒体が内蔵タイプかメディアタイプかを判断し、該メディアタイプであると判断され
た場合、該第１の記憶手段に記憶媒体が装填されているか否かを判断し、



ドされたコンテンツを固定的に用いられる第２の記憶手段に記憶すると共に 所定の順序
で

第１の記憶手段 に上記コンテンツを記録させるようにした
ことを特徴とする記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ネットワークを介して配信されたコンテンツを受信し記録すると共に、受
信されたコンテンツをさらに他の記録装置にも転送するような受信装置、受信方法、受信
プログラムおよび記録媒体、ならびに、受信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年では、インターネットなどのネットワーク環境が発達し、音楽データなどのコンテ
ンツデータをネットワークを介して配信することが一般的に行われるようになってきてい
る。ネットワーク上の配信サーバから配信されたコンテンツを、ネットワークに接続され
たパーソナルコンピュータといった情報機器で受信（ダウンロード）し、ハードディスク
ドライブなどの記憶装置に記憶する。コンテンツにコピー許可回数などの著作権管理情報
が付加されているときは、これらの情報も共に記憶媒体に記憶される。
【０００３】
　ダウンロードされパーソナルコンピュータの記憶媒体に記憶されたコンテンツは、他の
記録再生装置に転送することができる。コンテンツが音楽データの場合には、ダウンロー
ドしたコンテンツを例えば小型のハードディスクドライブを内蔵した携帯型の記録再生装
置に転送することが行われている。近年では、従来のＭＤ (Mini Disc)と同サイズのディ
スクを用い、より大容量を実現すると共に、音楽データの記録をＦＡＴファイルシステム
の管理下で行いパーソナルコンピュータなどとより親和性が高くされた次世代のＭＤシス
テムも提案されている。パーソナルコンピュータからこの次世代のＭＤシステムに対応し
た携帯型の記録再生装置にダウンロードしたコンテンツを転送し、ディスクに記録する。
【０００４】
　このように、ダウンロードしたコンテンツを携帯型の記録再生装置に転送し記録媒体に
記録することで、戸外であっても、当該コンテンツを再生し楽しむことができる。特許文
献１には、コンテンツサーバからネットワークを介してパーソナルコンピュータなどのデ
ータ転送装置にダウンロードされたコンテンツデータを、半導体メモリやＭＤを記録媒体
として用いる記録再生装置に対して転送し、記録媒体に記録する構成が記載されている。
【特許文献１】特開２００２－１７５６６４
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このように、ネットワークを介して配信されたコンテンツを、当該コンテンツをダウン
ロードした機器（例えばパーソナルコンピュータ、機器Ａとする）以外の機器（例えば記
録再生装置、機器Ｂとする）で再生できるようにするには、従来では、機器Ａでコンテン
ツをダウンロードした後に、機器Ａから機器Ｂに対するコンテンツの転送作業を、ユーザ
が行う必要があり、煩わしいという問題点があった。
【０００６】
　特に、ダウンロードされたコンテンツを転送すべき機器Ｂをユーザが複数保有している
例も多いが、このような場合、機器Ｂの保有台数分の手間や時間がかかることになり、煩
わしさが倍増されるという問題点があった。
【０００７】
　また、ダウンロードされたコンテンツが著作権管理情報を有する場合は、コンテンツが
ダウンロードを行った例えばパーソナルコンピュータのハードディスクドライブなどの記
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、
、上記利用可能な第１の記憶手段のうち記憶媒体が上記内蔵タイプの第１の記憶手段と

、記憶媒体が上記メディアタイプの第１の記憶手段のうち該記憶媒体が装填されていると
判断された と



憶媒体に記憶されると共に、コンテンツデータに対する著作権管理情報がハードディスク
ドライブ上の指定の場所に記憶されることが考えられる。このコンテンツを他の機器Ｂに
転送する際には、ハードディスクドライブに記憶された当該コンテンツと対応する著作権
管理情報とをユーザが指定する必要がある。ダウンロードしたコンテンツデータをハード
ディスクドライブに記憶させる際に、これらのデータの記憶場所をユーザが意識的に指定
しないと、目的のコンテンツおよび対応する著作権管理情報を探し出すことが困難になり
、コンテンツデータの転送を行えなくなるおそれがあるという問題点があった。パーソナ
ルコンピュータの操作に堪能でないユーザにとっては、この作業は、特に困難である。
【０００８】
　したがって、この発明の目的は、コンテンツをダウンロードして他の機器に転送する処
理を容易に行うことができる受信装置、受信方法、受信プログラムおよび記録媒体、なら
びに、受信システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明は、上述した課題を解決するために、サーバからネットワークを介して

コンテンツをダウンロードする受信装置において
、ネットワークを介してサーバと通信する通信手段と、データを記憶する記憶手段と、複
数の記録装置を接続可能な接続手段と、通信手段によりサーバからコンテンツをダウンロ
ードする際に、接続手段に複数の記録装置が接続されているか否かを判断し、接続されて
いると判断されれば、

ダウンロードされたコンテンツを
記憶手段に記憶すると共に 所定の順序で 複数の記録装置

にコンテンツを記録させる制御手段とを備えることを特徴とする受
信装置である。
【００１０】
　また、この発明は、サーバからネットワークを介して

コンテンツをダウンロードする受信方法において、サーバからコンテンツを
ダウンロードする際に、接続手段に複数の記録装置が接続されているか否かを判断し、接
続されていると判断されれば、

ダウンロードされたコン
テンツを記憶手段に記憶すると共に 所定の順序で 複数の記録装置

にコンテンツを記録させるようにしたことを特徴とする受
信方法である。
【００１１】
　また、この発明は、サーバからネットワークを介して

コンテンツをダウンロードする受信方法をコンピュータ装置に実行させる受
信プログラムにおいて、受信方法は、サーバからコンテンツをダウンロードする際に、接
続手段に複数の記録装置が接続されているか否かを判断し、接続されていると判断されれ
ば、

ダウンロードされたコンテンツを記憶手段に記憶す
ると共に 所定の順序で 複数の記録装置

にコンテンツを記録させるようにしたことを特徴とする受信プログラムである。
【００１２】
　また、この発明は、サーバからネットワークを介して
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記録装
置へのコピー許可回数が制限されている

接続されている記録装置の記憶媒体が内蔵タイプかメディアタイプ
かを判断し、記憶媒体がメディアタイプの記録装置が接続されていると判断された場合、
記録装置に記憶媒体が装填されているか否かを判断し、

、 、 のうち記憶媒体が内蔵タイプ
の記録装置と、記憶媒体がメディアタイプの記録装置のうち記憶媒体が装填されていると
判断された記録装置と

記録装置へのコピー許可回数が制
限されている

接続されている記録装置の記憶媒体が内蔵タイプかメディ
アタイプかを判断し、記憶媒体がメディアタイプの記録装置が接続されていると判断され
た場合、記録装置に記憶媒体が装填されているか否かを判断し、

、 、 のうち記憶媒体が内
蔵タイプの記録装置と、記憶媒体がメディアタイプの記録装置のうち記憶媒体が装填され
ていると判断された記録装置と

記録装置へのコピー許可回数が制
限されている

接続されている記録装置の記憶媒体が内蔵タイプかメディアタイプかを判断し、記憶
媒体がメディアタイプの記録装置が接続されていると判断された場合、記録装置に記憶媒
体が装填されているか否かを判断し、

、 、 のうち記憶媒体が内蔵タイプの記録装置と、記
憶媒体がメディアタイプの記録装置のうち記憶媒体が装填されていると判断された記録装
置と

記録装置へのコピー許可回数が制



コンテンツをダウンロードする受信方法をコンピュータ装置に実行させる受
信プログラムが記録された記録媒体において、受信方法は、サーバからコンテンツをダウ
ンロードする際に、接続手段に複数の記録装置が接続されているか否かを判断し、接続さ
れていると判断されれば、

ダウンロードされたコンテン
ツを記憶手段に記憶すると共に 所定の順序で 複数の記録装置

にコンテンツを記録させるようにしたことを特徴とする記録媒
体である。
【００１３】
　また、この発明は、サーバからネットワークを介して

コンテンツをダウンロードする受信システムにおいて、ネットワークを介し
てサーバと通信する通信手段と、固定的に用いられる第１の記憶手段と、着脱可能な１ま
たは複数の第２の記憶手段と、通信手段によりサーバからコンテンツをダウンロードする
際に、複数の第２の記憶手段が利用可能か否かを判断し、利用可能であると判断されれば
、

ダウンロードされたコンテンツを第１の記憶手段に記憶すると共に 所定の順
序で

第
２の記憶手段 にコンテンツを記録させる制御手段とを備えることを特徴とする受信シス
テムである。
【００１４】
　また、この発明は、サーバからネットワークを介して

コンテンツをダウンロードする受信方法において、サーバからコンテンツを
ダウンロードする際に、着脱可能な複数の第１の記憶手段が利用可能か否かを判断し、利
用可能であると判断されれば、

ダウンロードされたコンテンツを固定的に用いら
れる第２の記憶手段に記憶すると共に 所定の順序で

第１の記憶手段 にコンテンツを記録させ
るようにしたことを特徴とする受信方法である。
【００１５】
　また、この発明は、サーバからネットワークを介して

コンテンツをダウンロードする受信方法をコンピュータ装置に実行させる受
信プログラムにおいて、受信方法は、サーバからコンテンツをダウンロードする際に、着
脱可能な複数の第１の記憶手段が利用可能か否かを判断し、利用可能であると判断されれ
ば、

ダウンロードされたコンテンツを固定的に用いられる第２の記憶手段に記憶
すると共に 所定の順序で

第１の記憶手段 にコンテンツを記録させるようにしたことを特徴と
する受信プログラムである。
【００１６】
　また、この発明は、サーバからネットワークを介して

コンテンツをダウンロードする受信方法をコンピュータ装置に実行させる受
信プログラムが記録された記録媒体において、受信方法は、サーバからコンテンツをダウ
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限されている

接続されている記録装置の記憶媒体が内蔵タイプかメディアタ
イプかを判断し、記憶媒体がメディアタイプの記録装置が接続されていると判断された場
合、記録装置に記憶媒体が装填されているか否かを判断し、

、 、 のうち記憶媒体が内蔵タ
イプの記録装置と、記憶媒体がメディアタイプの記録装置のうち記憶媒体が装填されてい
ると判断された記録装置と

記録装置へのコピー許可回数が制
限されている

利用可能な第２の記憶手段の記憶媒体が内蔵タイプかメディアタイプかを判断し、メデ
ィアタイプであると判断された場合、第２の記憶手段に記憶媒体が装填されているか否か
を判断し、 、

、利用可能な第２の記憶手段のうち記憶媒体が内蔵タイプの第２の記憶手段と、記憶
媒体がメディアタイプの第２の記憶手段のうち記憶媒体が装填されていると判断された

と

記録装置へのコピー許可回数が制
限されている

利用可能な第１の記憶手段の記憶媒体が内蔵タイプかメデ
ィアタイプかを判断し、メディアタイプであると判断された場合、第１の記憶手段に記憶
媒体が装填されているか否かを判断し、

、 、利用可能な第１の記憶手段のうち
記憶媒体が内蔵タイプの第１の記憶手段と、記憶媒体がメディアタイプの第１の記憶手段
のうち記憶媒体が装填されていると判断された と

記録装置へのコピー許可回数が制
限されている

利用可能な第１の記憶手段の記憶媒体が内蔵タイプかメディアタイプかを判断し、メ
ディアタイプであると判断された場合、第１の記憶手段に記憶媒体が装填されているか否
かを判断し、

、 、利用可能な第１の記憶手段のうち記憶媒体が内蔵タイプの第
１の記憶手段と、記憶媒体がメディアタイプの第１の記憶手段のうち記憶媒体が装填され
ていると判断された と

記録装置へのコピー許可回数が制
限されている



ンロードする際に、着脱可能な複数の第１の記憶手段が利用可能か否かを判断し、利用可
能であると判断されれば、

ダウンロードされたコンテンツを固定的に用いられる
第２の記憶手段に記憶すると共に 所定の順序で

第１の記憶手段 にコンテンツを記録させるよ
うにしたことを特徴とする記録媒体である。
【００１７】
　上述したように、請求項１、９、１０および１１に記載の発明は、サーバからコンテン
ツをダウンロードする際に、接続手段に記録装置が接続されているか否かを判断し、接続
されていると判断されれば、ダウンロードされたコンテンツを、記憶手段に記憶すると共
に記録装置に記録させるようにしているため、コンテンツをダウンロードして記憶手段に
記憶すると共に、接続された記録装置にもダウンロードされたコンテンツを自動的に記録
させることができる。
【００１８】
　また、請求項１２、２１、２２および２３に記載の発明は、受信方法は、サーバからコ
ンテンツをダウンロードする際に、着脱可能な記憶手段が利用可能か否かを判断し、利用
可能であると判断されれば、ダウンロードされたコンテンツを、固定的に用いられる記憶
手段に記憶すると共に着脱可能な記憶手段に記録させるようにしているため、コンテンツ
をダウンロードして固定的に用いられる記憶手段に記憶すると共に、利用可能な状態にあ
る着脱可能な記憶手段にもダウンロードされたコンテンツを自動的に記録させることがで
きる。
【発明の効果】
【００１９】
　この発明によれば、コンテンツ配信サービスを受ける際に、情報機器（機器Ａ）におい
て記録装置（機器Ｂ）が接続されているか否かを調べ、接続されていれば、ダウンロード
されたコンテンツを、機器Ａの記憶媒体に記録すると共に、接続された機器Ｂに転送して
記録させるようにしている。そのため、コンテンツをダウンロードした機器Ａからコンテ
ンツを再生したい他の機器Ｂにコンテンツを転送し記録する作業を、コンテンツ配信サー
ビスを受けた後に別途、行わなくても済むという効果がある。
【００２０】
　また、この発明の実施の一形態の変形例によれば、機器Ａに複数台の機器Ｂが接続可能
とされ、ダウンロードされたコンテンツを、機器Ａの記録媒体に記録すると共に機器Ａに
接続された複数の機器Ｂに対してそれぞれ転送して記録させるようにしている。そのため
、複数台の機器Ｂに対するコンテンツの転送および記録の作業を、コンテンツ配信サービ
スを受けた後に別途、行わなくても済むと共に、１度の作業で済ませられるという効果が
ある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、この発明の実施の一形態を、図面を参照しながら説明する。図１は、この発明が
適用されるコンテンツ配信システムの一例の構成を示す。配信可能なコンテンツが多数蓄
積されたコンテンツ配信サーバ１がインターネットなどのネットワーク２に接続される。
ネットワーク２には、さらに、ユーザが有するパーソナルコンピュータ（ＰＣ）などの情
報機器３が接続される。
【００２２】
　コンテンツ配信サーバ１は、ユーザにより情報機器３からネットワーク２を介してなさ
れたコンテンツ配信要求に応じて、要求されたコンテンツを送信するようにされている。
送信されたコンテンツは、ネットワーク２を介して情報機器３に受信される。情報機器３
は、ハードディスクドライブや半導体メモリなどの記憶媒体を有し、受信されたコンテン
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利用可能な第１の記憶手段の記憶媒体が内蔵タイプかメディア
タイプかを判断し、メディアタイプであると判断された場合、第１の記憶手段に記憶媒体
が装填されているか否かを判断し、

、 、利用可能な第１の記憶手段のうち記憶
媒体が内蔵タイプの第１の記憶手段と、記憶媒体がメディアタイプの第１の記憶手段のう
ち記憶媒体が装填されていると判断された と



ツを、この記憶媒体に記憶する。
【００２３】
　なお、以下では、コンテンツ配信サーバ１から配信されるコンテンツを、音楽データと
して説明する。なお、これは一例であって、コンテンツ配信サーバ１から配信されるコン
テンツは、音楽データに限られず、他のデータでもよい。
【００２４】
　情報機器３は、コンテンツの記録再生を行う記録再生装置４（図１では、ＰＤ： Portab
le Deviceと記述）を接続可能とされている。記録再生装置４は、光磁気ディスク、光デ
ィスク、内蔵ハードディスクドライブ、半導体メモリといった記憶媒体にコンテンツを記
録し、記憶媒体に記憶されたコンテンツを再生する。情報機器３と記録再生装置４との接
続インターフェイスとしては、例えばＵＳＢ (Universal Serial Bus)を用いることができ
る。記録再生装置４は、接続された情報機器３からの命令を受け付けると共に、情報機器
３から転送されたデータ（コンテンツ）を記憶媒体に記録することができるようにされて
いる。
【００２５】
　なお、記録再生装置４は、記録再生装置４Ａのように、携帯可能なように小型に構成さ
れるものや、記録再生装置４Ｂのように、据置型として構成されるものがある。また、図
１に例示されるように、記録再生装置４Ａ、４Ｂ、・・・のように、複数台の記録再生装
置４を１台の情報機器３に同時的に接続することが可能である。
【００２６】
　情報機器３は、ネットワーク２を介してコンテンツ配信サーバ１からコンテンツをダウ
ンロードした際に、ダウンロードされたコンテンツを情報機器３の記憶媒体に格納すると
共に、情報機器３に対して記録再生装置４が接続されていれば、当該コンテンツを当該記
録再生装置４にも転送し、記録再生装置４が有する記憶媒体に記録するように記録再生装
置４に命令する。情報機器３に複数の記録再生装置４Ａ、４Ｂ、・・・が接続されている
場合には、接続された複数の記録再生装置４Ａ、４Ｂ、・・・に対してそれぞれコンテン
ツを転送し、転送したコンテンツを転送先の記録再生装置が有する記憶媒体に記録する。
【００２７】
　ユーザは、コンテンツ配信サーバ１からコンテンツをダウンロードする際に、情報機器
３に対して、ダウンロードされたコンテンツを記録させておきたい記録再生装置４Ａ、４
Ｂ、・・・を予め接続しておくだけで、コンテンツのダウンロードと、ダウンロードされ
たコンテンツの記録再生装置４Ａ、４Ｂ、・・・への転送および記録とを、自動的に行う
ことができる。
【００２８】
　図２は、情報機器３の一例の構成を示す。情報機器３は、上述したように、例えばパー
ソナルコンピュータであって、バス１０に対して、ＣＰＵ (Central Processing Unit)１
１、ＲＯＭ (Read Only Memory)１２、ＲＡＭ (Random Access Memory)１３、通信Ｉ／Ｆ１
４、入力Ｉ／Ｆ１５、データ記憶部１７、グラフィック部１８、ＵＳＢ　Ｉ／Ｆ２０およ
びドライブ装置２２が接続される。
【００２９】
　ＲＯＭ１２は、ＣＰＵ１１の起動に必要なプログラムなどが予め記憶される。ＲＡＭ１
３は、ＣＰＵ１１のワークメモリとして用いられる。データ記憶部１７は、この情報機器
３において固定的に用いられる記憶媒体である。データ記憶媒体１７は、例えばハードデ
ィスクドライブであって、ＣＰＵ１１の動作に必要なプログラムが予め格納されると共に
、データが記憶される。ＣＰＵ１１は、ＲＡＭ１３をワークメモリとして用いながら、デ
ータ記憶部１７に格納されたプログラムに従い動作し、情報機器３の各部を制御する。
【００３０】
　入力Ｉ／Ｆ１５には、例えばマウスなどのポインティングデバイスや、キーボードとい
った入力部１６が接続される。入力部１６に対する入力に応じた制御信号が入力Ｉ／Ｆ１
５を介してＣＰＵ１１に渡される。また、グラフィック部１８には、ＣＲＴ (Cathode Ray
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 Tube)やＬＣＤ (Liquid Crystal Display)などによる表示部１９が接続される。ＣＰＵ１
１により所定の表示を行うように生成された表示制御信号がグラフィック部１８に供給さ
れ、表示部１９で表示可能な信号に変換されて表示部１９に供給され、表示部１９におい
て所定の表示がなされる。
【００３１】
　通信Ｉ／Ｆ１４は、ＣＰＵ１１の命令に基づき所定のプロトコルを用いてネットワーク
２との間でやり取りを行い、情報機器３のネットワーク２に対する通信を制御する。ＵＳ
Ｂ　Ｉ／Ｆ２０は、ＵＳＢケーブル２１を介して接続された外部の機器とのやり取りを制
御する。ＵＳＢ　Ｉ／Ｆ２０は、例えばＵＳＢハブを利用することで、複数の外部機器を
接続することができる。
【００３２】
　ドライブ装置２２は、ＣＤ－Ｒ (Compact Disc-Recordable)やＣＤ－ＲＷ (Compact Disc
-ReWritable)に対するデータの記録を行う。またドライブ装置２２は、これらＣＤ－Ｒお
よびＣＤ－ＲＷ、ならびに、ＣＤ－ＲＯＭに記録されたデータの再生を行う。なお、ドラ
イブ装置２２は、これに限らず、ＤＶＤ (Digital Versatile Disc)のうち記録可能なタイ
プのディスクにデータの記録を行えるようなものでもよい。これに限らず、例えばスロッ
トなどに半導体メモリを挿入し、当該半導体メモリに対するデータの記録再生を行うよう
なものでもよい。
【００３３】
　なお、ここでは情報機器３がパーソナルコンピュータであるとして説明しているが、こ
れはこの例に限定されない。例えば、情報機器３は、ネットワーク２との通信機能と、Ｕ
ＳＢによる通信機能とを有する他の情報機器でもよい。例えば、家庭用ゲーム機器を情報
機器３として適用することが可能である。この場合、データ記憶部１７として、半導体メ
モリを用いることができる。また、コンテンツ配信サーバ１からのコンテンツダウンロー
ド専用の機器を、図２と同様にして構成することができる。
【００３４】
　図３は、情報機器３のソフトウェア構成を概略的に示す。ダウンロード（ＤＬ）アプリ
ケーション４１は、ＯＳ (Operating System)４０の上位アプリケーションであって、コン
テンツ配信サーバ１からのコンテンツのダウンロードの制御を行うと共に、ＵＳＢ　Ｉ／
Ｆ２０を介して接続された記録再生装置４に対して、記録再生装置４内の記憶媒体へのデ
ータの書き込みや当該記憶媒体に記録されたデータの削除などを要求するコマンドを出力
する。ＵＩ (User Interface)４２は、ＤＬアプリケーション４１の上位アプリケーション
であって、表示部１９に対する表示や、入力部１６から入力Ｉ／Ｆ１５を介してなされる
入力の受付など、ユーザとのインターフェイスを司る。ＵＳＢドライバ４３は、ＯＳ４０
の下位アプリケーションであって、ハードウェアであるＵＳＢ　Ｉ／Ｆ２０およびＵＳＢ
　Ｉ／Ｆ２０に接続されたＵＳＢデバイスの制御を行う。
【００３５】
　ＤＬアプリケーション４１およびＵＩ４２は、例えば、ＣＤ－ＲＯＭ (Compact Disc-Re
ad Only Memory)などの記録媒体に記録されたプログラムとして提供される。情報機器３
において、ＣＤ－Ｒドライブ２２に当該ＣＤ－ＲＯＭを装填し、当該ＣＤ－ＲＯＭに記録
されたＤＬアプリケーション４１およびＵＩ４２を実行させるプログラムを、情報機器３
のデータ記憶部１７に所定にインストールする。ＣＰＵ１１により、データ記憶媒体１７
にインストールされた当該プログラムが実行される。なお、ＤＬアプリケーション４１お
よびＵＩ４２を実行させるプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭに記録されて提供されなくとも、
予め情報機器３のデータ記憶部１７にインストールされた状態で提供されてもよいし、ネ
ットワーク２を介して所定のサーバからダウンロードして情報機器３にインストールする
こともできる。
【００３６】
　図４は、記録再生装置４の一例の構成を示す。この記録再生装置４は、コンテンツとし
てオーディオデータの記録再生を行う。システムコントローラ３２は、例えばＣＰＵ、Ｒ
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ＯＭおよびＣＰＵのワークメモリとしてのＲＡＭを有し、ＲＯＭに予め記憶されたプログ
ラムに基づきこの記録再生装置４の全体を制御する。なお、システムコントローラ３２に
接続されるＲＯＭ３７は、この記録再生装置４のプロパティ情報が予め記録される。
【００３７】
　データマネージャ３０は、システムコントローラ３２からの命令に基づき記憶媒体制御
部３３を制御する。また、データマネージャ３０は、メモリ３１を用いて、記憶媒体３４
から読み出されたオーディオデータの圧縮符号およびエラー訂正符号の復号化、ならびに
、記憶媒体３４に記憶するオーディオデータの圧縮符号化およびエラー訂正符号化などを
行う。また、メモリ３１は、記憶媒体３４に記録するデータおよび記憶媒体３４から読み
出されたデータのバッファとしても用いられる。
【００３８】
　記憶媒体制御部３３は、記憶媒体３４に対して書き込まれるデータのエラー訂正符号化
や記録符号化を行うと共に、記憶媒体３４から読み出されたデータのエラー訂正符号や記
録符号の復号化を行う。また、記憶媒体制御部３３は、記憶媒体３４に対するデータの記
録再生を制御する。
【００３９】
　オーディオ部３５は、例えばＡ／Ｄ変換器、Ｄ／Ａ変換器、音質調整部およびアンプを
有し、ディジタルオーディオ信号のアナログオーディオ信号への変換処理、アナログオー
ディオ信号のディジタルオーディオ信号への変換処理、音質調整処理、アナログオーディ
オ信号をヘッドフォンやスピーカで再生可能とするための増幅処理などが行われる。
【００４０】
　記録時には、例えばオーディオ部３５に入力されたアナログオーディオ信号がＡ／Ｄ変
換器によりディジタルオーディオ信号に変換され、データマネージャ３０に供給される。
データマネージャ３０は、供給されたオーディオデータに対して、メモリ３１を用いて圧
縮符号化およびエラー訂正符号化を行い、記憶媒体制御部３３に供給する。記憶媒体制御
部３３は、データマネージャ３０の制御に基づき、供給されたオーディオデータを記憶媒
体３４に記録する。
【００４１】
　再生時には、記憶媒体制御部３３の制御により記憶媒体３４から読み出されたオーディ
オデータがデータマネージャ３０に供給され、メモリ３１を用いてエラー訂正符号の復号
化および圧縮符号の復号化が行われる。データマネージャ３０から出力されたディジタル
オーディオ信号は、オーディオ部３５に供給され、Ｄ／Ａ変換処理や音質調整処理がなさ
れる。Ｄ／Ａ変換されたアナログオーディオ信号は、アンプにより増幅処理され、図示さ
れないヘッドフォンやスピーカに供給される。
【００４２】
　また、システムコントローラ３２に対してＵＳＢ　Ｉ／Ｆ３６が接続され、この記録再
生装置４と外部の機器との間で、ＵＳＢによる通信を行えるようになっている。この記録
再生装置４は、ＵＳＢ　Ｉ／Ｆ３６を介して上述の情報機器３と接続された際には情報機
器３に対するスレーブ装置として動作するように制御される。例えば、情報機器３とＵＳ
ＢＩ／Ｆ３６を介して接続された記録再生装置４は、情報機器３から供給されるコマンド
により制御される。
【００４３】
　記憶媒体３４は、記録再生装置４に内蔵される内蔵タイプと、着脱自在とされ記録再生
装置４に装填して用いるメディアタイプの２種類に大別される。内蔵タイプの記憶媒体３
４としては、例えばハードディスクドライブや半導体メモリを用いることができる。メデ
ィアタイプとしては、例えば光磁気ディスク、記録可能な光ディスク、着脱可能な半導体
メモリを用いることができる。記録再生装置４が記憶媒体３４として内蔵タイプとメディ
アタイプの何方に対応しているかは、例えばＲＯＭ３７にプロパティ情報として予め記憶
される。
【００４４】
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　なお、図４に示す記録再生装置４の構成は、典型的な一例であって、この例に限定され
るものではない。
【００４５】
　図５は、この発明の実施の一形態によるコンテンツのダウンロード時の一例の処理を示
すフローチャートである。なお、このフローチャートによる処理は、情報機器３において
実行される。図４では、情報機器３が「ＰＣ」として、記録再生装置４が「ＰＤ」として
それぞれ記述されている。
【００４６】
　先ず、このフローチャートの処理に先んじて、情報機器３においてＤＬアプリケーショ
ン４１が起動され、情報機器３とコンテンツ配信サーバ１との接続処理が開始されると共
に、ＤＬアプリケーション４１によりＵＩ４２が起動され、表示部１９に対して所定の画
面（例えばコンテンツ購入画面）が表示される。コンテンツ配信サーバ１との接続が確立
されると、例えば、コンテンツ配信サーバ１からダウンロード可能なコンテンツのリスト
が送信される。このリストに基づき、情報機器３においてＵＩ４２によりコンテンツ購入
画面に対してリストの内容が表示される。ユーザは、このリスト表示に基づきダウンロー
ドしたいコンテンツを選択する。
【００４７】
　ユーザにより、選択したコンテンツをダウンロードする旨が入力されると、ステップＳ
１０で、情報機器３からコンテンツ配信サーバ１に対して、コンテンツの受信開始要求が
送信される。次に、ステップＳ１１で、現在情報機器３に対してＵＳＢ　Ｉ／Ｆ２０を介
して接続されている記録再生装置４が存在するか否かが判断される。
【００４８】
　例えば、図３を用いて説明すると、ユーザがＵＩ４２に対して、例えばコンテンツ購入
画面上に配置された購入ボタンを操作して、選択したコンテンツのダウンロードを指示す
ると、ＵＩ４２からＤＬアプリケーション４１に対してダウンロードが指示された旨が通
知される（Ｓ１１０）。ＤＬアプリケーション４１は、この通知を受けて、ＯＳ４０に対
して、ＵＳＢ　Ｉ／Ｆ２０に対して何らかのＵＳＢデバイスが接続されているか否かを問
い合わせる（Ｓ１１１）。一方、ＯＳ４０は、ＵＳＢドライバ４３に対して常時ポーリン
グを行っている（Ｓ１１２）。ＤＬアプリケーション４１からの問い合わせに対してポー
リング結果を返すことで、ＤＬアプリケーション４１は、ＵＳＢ　Ｉ／Ｆ２０にＵＳＢデ
バイスが接続されているか否かを知ることができる。
【００４９】
　若し、ＵＳＢ　Ｉ／Ｆ２０にＵＳＢデバイスが接続されていると判断されれば、そのＵ
ＳＢデバイスが記録再生装置４であるか否かが調べられる。ＯＳ４０は、ＵＳＢ　Ｉ／Ｆ
２０にＵＳＢデバイスが接続されると、接続されたＵＳＢデバイスのデバイスＩＤをキャ
ッシュする。このキャッシュされたデバイスＩＤを調べることで、接続されているＵＳＢ
デバイスの種類（カテゴリ）を知ることができる。若し、情報機器３に対して記録再生装
置４が接続されていると判断されれば、処理はステップＳ１２に移行される。
【００５０】
　一方、ステップＳ１１で、情報機器３に対して記録再生装置４が接続されていないと判
断されれば、処理はステップＳ１６に移行され、上述のステップＳ１０に対応してコンテ
ンツのダウンロードが開始される。このステップＳ１６では、ダウンロードされたコンテ
ンツを、情報機器３が有するデータ記憶部１７にのみ、記録する。
【００５１】
　ステップＳ１２では、接続されている記録再生装置４の記憶媒体３４のタイプが判断さ
れる。これは、例えば、記録再生装置４のＲＯＭ３７に記憶されているプロパティ情報に
基づきなされる。すなわち、上述のステップＳ１１による処理では、ＵＳＢの規格により
定義されているデバイスＩＤを調べることで、接続されているＵＳＢデバイスの種類（例
えばストレージ装置）を知ることができた。一方、記憶媒体３４のタイプは、ＵＳＢによ
り定義されておらず、記録再生装置４のレベルで定義される。そのため、ＤＬアプリケー
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ション４１から接続されている記録再生装置４に対して、プロパティ情報を取得するコマ
ンドを渡して当該記録再生装置４の記憶媒体３４のタイプを調べる。
【００５２】
　若し、記憶媒体３４のタイプが内蔵タイプであれば、処理はステップＳ１５に移行され
、上述のステップＳ１０に対応してコンテンツのダウンロードが開始される。このステッ
プＳ１５では、ダウンロードされたコンテンツを、情報機器３のデータ記憶部１７に記録
すると共に、情報機器３に接続されている記録再生装置４の記憶媒体３４にも記録するよ
うに制御される。
【００５３】
　例えば、ダウンロードされたコンテンツを情報機器３のデータ記憶部１７に一旦バッフ
ァリングし、バッファリング量が所定以上になったら、バッファリングされたデータをＵ
ＳＢ　Ｉ／Ｆ２０を介して記録再生装置４に転送する。データ記憶部１７にバッファリン
グされたデータをそのまま残すことで、ダウンロードされたコンテンツは、データ記憶部
１７に記録されることになる。記録再生装置４では、転送されたデータをＵＳＢ　Ｉ／Ｆ
３６により受信する。受信されたデータは、システムコントローラ３２を介してデータマ
ネージャ３０に供給される。データマネージャ３０は、供給されたデータをメモリ３１に
バッファリングしながら所定の処理を施し、記憶媒体制御部３３を介して記憶媒体３４に
記録する。
【００５４】
　なお、ダウンロードされたコンテンツデータの記憶媒体３４への記録方法は、この例に
限られない。例えば、ダウンロードされたコンテンツをデータ記憶部１７に記録する処理
と、当該データをＵＳＢ　Ｉ／Ｆ２０を介して記録再生装置４に転送する処理とを並列的
に行うことも可能である。
【００５５】
　一方、記録再生装置４の記憶媒体３４がメディアタイプであれば、処理はステップＳ１
３に移行され、記憶媒体３４が記録再生装置４に装填されているか否かが判断される。こ
の判断は、例えば、所定のコマンドを記録再生装置４に対して渡し、そのコマンドに対す
る記録再生装置４の応答を調べることでなされる。若し、記憶媒体３４が記録再生装置４
に既に装填されていると判断されれば、処理はステップＳ１５に移行され、ダウンロード
されたコンテンツの情報機器３が有するデータ記録部１７と、記録再生装置４が有する記
憶媒体３４への記録が上述のようにして行われる。
【００５６】
　一方、ステップＳ１３で、記憶媒体３４が記録再生装置４に装填されていないと判断さ
れれば、処理はステップＳ１４に移行される。ステップＳ１４では、例えばＵＩ４２によ
るダイアログボックスの表示などにより、ユーザに対して記憶再生装置４に対する記憶媒
体３４の装填が促される。若し、ユーザにより、記憶媒体３４を装填することが選択され
たら、図示されないステップにより記憶媒体３４の装填が待機された後、処理がステップ
Ｓ１３に戻される。一方、記憶媒体３４を装填しないことが選択されたら、処理はステッ
プＳ１６に移行される。
【００５７】
　このように、ステップＳ１１～Ｓ１４の処理により、情報機器３に対してコンテンツの
記録に利用可能な記録再生装置４が接続されているか否かを調べ、利用可能な記録再生装
置４があれば、情報機器３と共に、当該利用可能な記録再生装置４にも、ダウンロードさ
れたコンテンツデータを記録する。
【００５８】
　なお、ダウンロードされるコンテンツに著作権管理情報が付加されており、当該コンテ
ンツの他の記憶媒体への例えばコピーに関して回数制限などが設定されている場合には、
コンテンツのダウンロードを行った情報機器３から当該コンテンツを記録再生装置４に転
送し記憶媒体３４に記録する際に、チェックアウトと称される処理を行う必要がある。チ
ェックアウトは、ある記憶媒体から他の記憶媒体にデータがコピーされ、コピー元データ
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のコピー許可回数を示すコピー回数権利が１減らされることをいう。また、チェックアウ
トされたデータをチェックアウト先から削除し、チェックアウト元のデータのコピー回数
権利を戻すことを、チェックインと称する。
【００５９】
　この発明の実施の一形態では、上述のステップＳ１５の処理の際に、チェックアウト処
理も同時に行う。すなわち、ダウンロードされたコンテンツを記録再生装置４に転送する
際に、情報機器３のデータ記憶部１７に記録されているコンテンツのコピー許可回数を自
動的に１減らすようにする。
【００６０】
　例えば、ステップＳ１０でダウンロードを要求したコンテンツのコピー許可回数が３回
であれば、当該コンテンツをダウンロードした際に、データ記憶部１７に記録される当該
コンテンツのコピー許可回数が３回から１回分減らされ２回とされ、情報機器３から記録
再生装置４に転送され記憶媒体３４に記録されるコンテンツのコピー許可回数が１回とさ
れる。
【００６１】
　次に、この発明の実施の一形態の変形例について説明する。上述の実施の一形態では、
情報機器３に対して１台の記録再生装置４が接続された例について説明した。この実施の
一形態の変形例によれば、この発明は、情報機器３に対して複数台の記録再生装置４Ａ、
４Ｂ、・・・を接続した場合にも適用することができる。複数台の記録再生装置４Ａ、４
Ｂ、・・・を接続した場合の一例の処理を、図６を用いて説明する。なお、図６の説明に
おいて、上述の図５の説明と対応する部分は、繁雑さを避けるため、適宜、説明を省略す
る。
【００６２】
　情報機器３においてＤＬアプリケーション４１が起動され、情報機器３とコンテンツ配
信サーバ１との接続処理が開始される。ＵＩ４２により表示部１９に対して表示されたコ
ンテンツ購入画面に基づき、ユーザにより、ダウンロードしたいコンテンツが選択される
。当該コンテンツのダウンロードが決定されると、ステップＳ２０で、情報機器３からコ
ンテンツ配信サーバ１に対して、コンテンツの受信開始要求が送信される。次に、ステッ
プＳ２１で、現在情報機器３に対してＵＳＢ　Ｉ／Ｆ２０を介して接続されている記録再
生装置４が存在するか否かが判断される。このとき、接続されている記録再生装置４の数
が確認される。
【００６３】
　上述したように、ＤＬアプリケーション４１からＯＳ４０に対して、ＵＳＢ　Ｉ／Ｆ２
０に何らかのＵＳＢデバイスが接続されているかの問い合わせが行われる。ＯＳ４０によ
るＵＳＢドライバ４３に対するポーリングの結果得られたデバイスＩＤに基づき、接続さ
れている記録再生装置４の数を確認することができる。若し、情報機器３に対して１台以
上の記録再生装置４が接続されていると判断されれば、処理はステップＳ２２に移行され
る。
【００６４】
　ステップＳ２２では、接続されている記録再生装置４の記憶媒体３４のタイプが、記録
再生装置４のＲＯＭ３７に記憶されているプロパティ情報に基づき判断される。情報機器
３に複数の記録再生装置４Ａ、４Ｂ、・・・が接続されている場合、例えば、記録再生装
置４Ａ、４Ｂ、・・・が情報機器３に接続された順序で、ステップＳ２２以下の処理を行
うようにできる。例えば、ＯＳ４０により、ＵＳＢ　Ｉ／Ｆ２０に対する接続の履歴を記
録したログを作成し、このログに記録された順に、ステップＳ２２以下の処理を行うよう
にできる。勿論、ステップＳ２２以下の処理の順序は、接続順に限られない。ここでは、
記録再生装置４Ａ、４Ｂ、・・・の順で、処理が行われるものとする。
【００６５】
　若し、記録再生装置４Ａの記憶媒体３４のタイプが内蔵タイプであれば、処理はステッ
プＳ２５に移行され、上述のステップＳ２０に対応してコンテンツのダウンロードが開始
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される。このステップＳ２５では、ダウンロードされたコンテンツを、情報機器３のデー
タ記憶部１７に記録すると共に、情報機器３に接続されている記録再生装置４Ａに転送し
、記録再生装置４Ａの記憶媒体３４にも記録するように制御される。
【００６６】
　但し、このステップＳ２５の処理は、情報機器３に接続された複数の記録再生装置４Ａ
、４Ｂ、・・・のそれぞれに対して繰り返される処理のうち、最初の１回目のときだけ、
行われる。換言すれば、繰り返しの２回目以降は、ステップＳ２５では、情報機器３から
２台目以降の記録再生装置４へのコンテンツの転送および当該記録再生装置４が有する記
憶媒体３４へのコンテンツの記録だけが行われる。このとき、２台目以降の記録再生装置
４へ転送されるコンテンツは、コンテンツ配信サーバ１からダウンロードされたものでは
なく、１回目の処理の際に情報機器３のデータ記憶部１７に記録されたものを用いること
ができる。ステップＳ２５の処理後、処理はステップＳ２７に移行する。
【００６７】
　一方、記録再生装置４Ａの記憶媒体３４がメディアタイプであれば、処理はステップＳ
２３に移行され、記憶媒体３４が記録再生装置４Ａに装填されているか否かが判断される
。若し、記憶媒体３４が記録再生装置４Ａに既に装填されていると判断されれば、処理は
ステップＳ２５に移行され、ダウンロードされたコンテンツの情報機器３が有するデータ
記録部１７への記録と、記録再生装置４Ａへの転送および転送されたコンテンツの記録再
生装置４Ａの記憶媒体３４への記録が行われる。
【００６８】
　一方、ステップＳ２３で、記憶媒体３４が記録再生装置４Ａに装填されていないと判断
されれば、処理はステップＳ２４に移行される。ステップＳ２４では、例えばＵＩ４２に
よるダイアログボックスの表示などにより、ユーザに対して記憶再生装置４Ａに対する記
憶媒体３４の装填が促される。若し、ユーザにより、記憶媒体３４を装填することが選択
されたら、図示されないステップにより記憶媒体３４の装填が待機された後、処理がステ
ップＳ２３に戻される。一方、記憶媒体３４を装填しないことが選択されたら、処理はス
テップＳ２６に移行される。
【００６９】
　ステップＳ２６では、上述のステップＳ２０に対応してコンテンツのダウンロードが開
始される。このステップＳ２６では、ダウンロードされたコンテンツを、情報機器３が有
するデータ記憶部１７にのみ、記録する。但し、このステップＳ２６の処理は、情報機器
３に接続された複数の記録再生装置４Ａ、４Ｂ、・・・のそれぞれに対して繰り返される
処理のうち、最初の１回目のときだけ、行われる。ステップＳ２６の処理後、処理はステ
ップＳ２７に移行される。
【００７０】
　ステップＳ２７では、情報機器３に接続された複数の記録再生装置４Ａ、４Ｂ、・・・
の全てに対してコンテンツの記録が終了したか否かが判断される。若し、全ての記録再生
装置４Ａ、４Ｂ、・・・に対する記録が終了していないと判断されれば、処理はステップ
Ｓ２２に戻され、次の記録再生装置４（この例では、記録再生装置４Ｂ）対する処理が開
始される。
【００７１】
　なお、上述したステップＳ２１で、情報機器３に対して記録再生装置４が接続されてい
ないと判断されれば、処理はステップＳ２６に移行され、上述のステップＳ２０に対応し
てコンテンツのダウンロードが開始される。そして、ダウンロードされたコンテンツを、
情報機器３が有するデータ記憶部１７にのみ、記録し、処理がステップＳ２７に移行され
る。ステップＳ２１から直接的にこのステップＳ２６に処理が移行された場合は、情報機
器３に記録媒体装置４が１台も接続されていない場合であるので、次のステップＳ２７で
も、情報機器３に接続された全ての記録再生装置に対するコンテンツの記録が行われたか
否かの判断は、省略され、一連の処理が終了される。
【００７２】
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　また、ステップＳ２７において、ユーザのＵＩ４２に対する指示により、処理を中止し
、情報機器３に接続された全ての記録再生装置４Ａ、４Ｂ、・・・に対するコンテンツの
記録が終了していない状態で、一連の処理を終了させることもできる。
【００７３】
　この発明の実施の一形態の変形例でも、上述した実施の一形態と同様に、上述のステッ
プＳ２５の処理の際に、チェックアウト処理も同時に行う。すなわち、ダウンロードされ
たコンテンツを記録再生装置４に転送する際に、情報機器３のデータ記憶部１７に記録さ
れているコンテンツのコピー許可回数を自動的に１減らすようにする。
【００７４】
　例えば、ステップＳ２０でダウンロードを要求したコンテンツのコピー許可回数が３回
であれば、１回目の処理で当該コンテンツをダウンロードした際に、データ記憶部１７に
記録される当該コンテンツのコピー許可回数が３回から１回分減らされ２回とされ、情報
機器３から記録再生装置４Ａに転送され記憶媒体３４に記録されるコンテンツのコピー許
可回数が１回とされる。
【００７５】
　そして、２回目の処理のステップＳ２５においてコンテンツが情報機器３から記録再生
装置４Ｂに転送され当該記録再生装置４Ｂが有する記憶媒体３４に記録されるときに、情
報機器３のデータ記憶部１７に記録されたコンテンツのコピー許可回数がさらに１回分減
じられて１回とされると共に、記録再生装置４Ｂに転送され記憶媒体３４に記録されるコ
ンテンツのコピー許可回数が１回とされる。
【００７６】
　なお、情報機器３に接続された記録再生装置４の台数に対してコピー許可回数が少ない
場合は、情報機器３のデータ記憶部１７に記録されているコンテンツのコピー許可回数が
例えば０回になるときに、ＵＩ４２に対してその旨を通知するメッセーを表示するとよい
。またこのとき、コンテンツを追加購入するか、転送処理を中止するかを選択できるよう
にすると、より好ましい。
【００７７】
　次に、この発明の実施の一形態および実施の一形態の変形例に適用可能な記録再生装置
４の、より具体的な例について図７～図１３を用いて説明する。
【００７８】
　この記録再生装置４では、記録媒体として光磁気ディスクが使用され、上述のメディア
タイプに該当する。フォームファクタのような、ディスクの物理的属性は、いわゆるＭＤ
(Mini-Disc)システムによって使用されるディスクと実質的に同じである。しかし、ディ
スク上に記録されたデータと、そのデータがどのようにディスク上に配置されているかに
ついては、従来のＭＤと異なる。
【００７９】
　より具体的には、この記録再生装置４は、オーディオデータのようなコンテンツデータ
を記録再生するために、ファイル管理システムとしてＦＡＴ (File Allocation Table)シ
ステムを使用している。これによって、当該装置は、現行のパーソナルコンピュータに対
して互換性を保証することができる。
【００８０】
　また、この記録再生装置４では、現行のＭＤシステムに対して、エラー訂正方式や変調
方式を改善することにより、データの記録容量の増大を図るとともに、データの信頼性を
高めるようにしている。更に、この記録再生装置４では、コンテンツデータを暗号化する
とともに、不正コピーを防止して、コンテンツデータの著作権の保護が図れるようにして
いる。
【００８１】
　記録再生のフォーマットとしては、現行のＭＤシステムで用いられているディスクと全
く同様のディスク (すなわち、物理媒体）を用いるようにした次世代ＭＤ１の仕様と、現
行のＭＤシステムで用いられているディスクとフォームファクター及び外形は同様である
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が、磁気超解像度（ＭＳＲ）技術を使うことにより、線記録方向の記録密度を上げて、記
録容量をより増大した次世代ＭＤ２の仕様とがある。
【００８２】
　次世代ＭＤ１の仕様では、ディスク１枚当たりのデータ総記録容量は約３００Ｍバイト
（８０分ディスクを用いた場合）になる。変調方式がＥＦＭ (Eight to Fourteen Modulat
ion)からＲＬＬ（１，７）ＰＰ（ＲＬＬ ;Run Length Limited ,ＰＰ ;Parity Preserve/Pr
ohibit rmtr(repeated minimum transition runlength))（以下、１－７ｐｐ変調と称す
る）とされることで、ウィンドウマージンが０．５から０．６６６となり、この点で、１
．３３倍の高密度化が実現できる。また、エラー訂正方式として、ＡＣＩＲＣ (Advanced 
Cross Interleave Reed-Solomon Code)方式からＢＩＳ (Burst Indicator Subcode)とＬＤ
Ｃ (ＲＳ－ＬＤＣ： Reed Solomon－ Long Distance Code)を組み合わせたものとしたことで
、データ効率が上がり、この点で、１．４８倍の高密度化が実現できる。総合的には、全
く同様のディスクを使って、現行のＭＤシステムに比べて、約２倍のデータ容量が実現さ
れたことになる。
【００８３】
　磁気超解像度を利用した次世代ＭＤ２の仕様のディスクでは、更に線密度方向の高密度
化が図られ、データ総記録容量は、約１Ｇバイトになる。
【００８４】
　また、当該記録再生装置４は、現行ＭＤの仕様にも対応可能なようにされている。
【００８５】
　図７は、次世代ＭＤ１のディスクの構成を示す。次世代ＭＤ１のディスクは、現行のＭ
Ｄシステムのディスクをそのまま流用したものである。すなわち、ディスクは、透明のポ
リカーボネート基板上に、誘電体膜と、磁性膜と、誘電体膜と、反射膜とを積層して構成
される。更に、その上に、保護膜が積層される。
【００８６】
　次世代ＭＤ１のディスクでは、図７に示すように、ディスクの内周（ディスクのレコー
ダブル領域の最も内側の周（「最も内側」は、ディスクの中心から放射状に延びる方向に
おいて最も内側を示す）のリードイン領域に、Ｐ－ＴＯＣ（プリマスタードＴＯＣ（ Tabl
e Of Contents)）領域が設けられる。ここは、物理的な構造としては、プリマスタード領
域となる。すなわち、エンボスピットにより、コントロール情報等が、例えば、Ｐ－ＴＯ
Ｃ情報として記録されている。
【００８７】
　Ｐ－ＴＯＣ領域が設けられるリードイン領域の外周（ディスクの中心から放射状に延び
る方向において外側の周）は、レコーダブル領域（光磁気記録可能な領域）とされ、記録
トラックの案内溝としてグルーブが形成された記録再生可能領域となっている。このレコ
ーダブル領域の内周には、Ｕ－ＴＯＣ（ユーザＴＯＣ）が設けられる。
【００８８】
　Ｕ－ＴＯＣは、現行のＭＤシステムでディスクの管理情報を記録するために用いられて
いるＵ－ＴＯＣと同様の構成のものである。Ｕ－ＴＯＣは、現行のＭＤシステムにおいて
、トラック（オーディオトラック／データトラック）の曲順、記録、消去などに応じて書
き換えられる管理情報であり、各トラック（トラックを構成するパーツ）について、開始
位置、終了位置や、モードを管理するものである。
【００８９】
　Ｕ－ＴＯＣの外周には、アラートトラックが設けられる。このトラックには、ディスク
が現行のＭＤシステムにロードされた場合に、ＭＤプレーヤによって起動（出力）される
警告音が記録される。この警告音は、そのディスクが次世代ＭＤ１方式で使用され、現行
のシステムでは再生できないことを示すものである。レコーダブル領域の残りの部分（詳
しくは、図８に示されている）は、リードアウト領域まで、放射状に延びる方向に広がっ
ている。
【００９０】
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　図８は、図７に示す次世代ＭＤ１の仕様のディスクのレコーダブル領域の構成を示す。
図８に示すように、レコーダブル領域の先頭（内周側）には、Ｕ－ＴＯＣおよびアラート
トラックが設けられる。Ｕ－ＴＯＣおよびアラートトラックが含まれる領域は、現行のＭ
Ｄシステムのプレーヤでも再生できるように、ＥＦＭでデータが変調されて記録される。
ＥＦＭ変調でデータが変調されて記録される領域の外周に、次世代ＭＤ１方式の１－７ｐ
ｐ変調でデータが変調されて記録される領域が設けられる。ＥＦＭでデータが変調されて
記録される領域と、１－７ｐｐ変調でデータが変調されて記録される領域との間は所定の
距離の間だけ離間されており、「ガードバンド」が設けられている。このようなガードバ
ンドが設けられるため、現行のＭＤプレーヤに次世代ＭＤ１の仕様のディスクが装着され
て、不具合が発生されることが防止される。
【００９１】
　１－７ｐｐ変調でデータが変調されて記録される領域の先頭（内周側）には、ＤＤＴ（
Disc Description Table）領域と、リザーブトラックが設けられる。ＤＤＴ領域には、物
理的に欠陥のある領域に対する交替処理をするために設けられる。ＤＤＴ領域には、さら
に、ユニークＩＤ（ＵＩＤ）が記録される。ＵＩＤは、記録媒体毎に固有の識別コードで
あって、例えば所定に発生された乱数に基づく。リザーブトラックは、コンテンツの保護
を図るための情報が格納される。
【００９２】
　更に、１－７ｐｐ変調でデータが変調されて記録される領域には、ＦＡＴ（ File Alloc
ation Table）領域が設けられる。ＦＡＴ領域は、ＦＡＴシステムでデータを管理するた
めの領域である。ＦＡＴシステムは、汎用のパーソナルコンピュータで使用されているＦ
ＡＴシステムに準拠したデータ管理を行うものである。ＦＡＴシステムは、ルートにある
ファイルやディレクトリのエントリポイントを示すディレクトリと、ＦＡＴクラスタの連
結情報が記述されたＦＡＴテーブルとを用いて、ＦＡＴチェーンによりファイル管理を行
うものである。なお、ＦＡＴの用語は、パーソナルコンピュータなどのオペレーティング
システムで利用される、様々な異なるファイル管理方法を示すように総括的に用いられて
いる。
【００９３】
　次世代ＭＤ１の仕様のディスクにおいては、Ｕ－ＴＯＣ領域には、アラートトラックの
開始位置の情報と、１－７ｐｐ変調でデータが変調されて記録される領域の開始位置の情
報が記録される。
【００９４】
　現行のＭＤシステムのプレーヤに、次世代ＭＤ１のディスクが装着されると、Ｕ－ＴＯ
Ｃ領域が読み取られ、Ｕ－ＴＯＣの情報から、アラートトラックの位置が分かり、アラー
トトラックがアクセスされ、アラートトラックの再生が開始される。次世代ＭＤ１に準拠
したプレーヤに、次世代ＭＤ１のディスクが装着されると、Ｕ－ＴＯＣ領域が読み取られ
、Ｕ－ＴＯＣの情報から、１－７ｐｐ変調でデータが記録された領域の開始位置が分かり
、ＤＤＴ、リザーブトラック、ＦＡＴ領域が読み取られる。１－７ｐｐ変調のデータの領
域では、Ｕ－ＴＯＣを使わずに、ＦＡＴシステムを使ってデータの管理が行われる。
【００９５】
　図９は、次世代ＭＤ２のディスクを示すものである。ディスクは、透明のポリカーボネ
ート基板上に、誘電体膜と、磁性膜と、誘電体膜と、反射膜とを積層して構成される。更
に、その上に、保護膜が積層される。
【００９６】
　次世代ＭＤ２のディスクでは、図９Ａに示すように、ディスクの内周（ディスクの中心
から放射状に延びる方向において内側の周）のリードイン領域には、ＡＤＩＰ (Address i
n Pregroove)信号により、コントロール情報が記録されている。次世代ＭＤ２のディスク
には、リードイン領域にはエンボスピットによるＰ－ＴＯＣは設けられておらず、その代
わりに、ＡＤＩＰ信号によるコントロール情報が用いられる。リードイン領域の外周から
レコーダブル領域が開始され、記録トラックの案内溝としてグルーブが形成された記録再
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生可能領域となっている。このレコーダブル領域には、１－７ｐｐ変調で、データが変調
されて記録される。
【００９７】
　次世代ＭＤ２の仕様のディスクでは、図９Ｂに示すように、磁性膜として、情報を記録
する記録層となる磁性層１０１と、切断層１０２と、情報再生用の磁性層１０３とが積層
されたものが用いられる。切断層１０２は、交換結合力調整用層となる。所定の温度にな
ると、切断層１０２が磁気的にニュートラルな状態になり、記録層１０１に転写されてい
た磁壁が再生用の磁性層１０３に転写される。これにより、記録層１０１では微少なマー
クが再生用の磁性層１０３のビームスポットの中に拡大されて見えるようになる。
【００９８】
　次世代ＭＤ１であるか次世代ＭＤ２であるかは、例えば、リードインの情報から判断で
きる。すなわち、リードインにエンボスピットによるＰ－ＴＯＣが検出されれば、現行の
ＭＤまたは次世代ＭＤ１のディスクであると判断できる。リードインにＡＤＩＰ信号によ
るコントロール情報が検出され、エンボスピットによるＰ－ＴＯＣが検出されなければ、
次世代ＭＤ２であると判断できる。なお、次世代ＭＤ１と次世代ＭＤ２との判別は、この
ような方法に限定されるものではない。オントラックのときとオフトラックのときとのト
ラッキングエラー信号の位相から判別することも可能である。勿論、ディスク識別用の検
出孔等を設けるようにしても良い。
【００９９】
　図１０は、次世代ＭＤ２の仕様のディスクのレコーダブル領域の構成を示すものである
。図１０に示すように、レコーダブル領域では全て１－７ｐｐ変調でデータが変調されて
記録され、１－７ｐｐ変調でデータが変調されて記録される領域の先頭（内周側）には、
ＤＤＴ領域と、リザーブトラックが設けられる。ＤＤＴ領域は、物理的に欠陥のある領域
に対する交替領域を管理するための交替領域管理データを記録するために設けられる。
【０１００】
　具体的には、ＤＤＴ領域は、物理的に欠陥のある上記領域に替わるレコーダブル領域を
含む置き換え領域を管理する管理テーブルを記録する。この管理テーブルは、欠陥がある
と判定された論理クラスタを記録し、その欠陥のある論理クラスタに替わるものとして割
り当てられた置き換え領域内の論理クラスタ（１つ又は複数）も記録する。さらに、ＤＤ
Ｔ領域には、上述したＵＩＤが記録される。リザーブトラックは、コンテンツの保護を図
るための情報が格納される。
【０１０１】
　更に、１－７ｐｐ変調でデータが変調されて記録される領域には、ＦＡＴ領域が設けら
れる。ＦＡＴ領域は、ＦＡＴシステムでデータを管理するための領域である。ＦＡＴシス
テムは、汎用のパーソナルコンピュータで使用されているＦＡＴシステムに準拠したデー
タ管理を行うものである。
【０１０２】
　次世代ＭＤ２のディスクにおいては、Ｕ－ＴＯＣ領域は設けられていない。次世代ＭＤ
２に準拠したプレーヤに、次世代ＭＤ２のディスクが装着されると、所定の位置にあるＤ
ＤＴ、リザーブトラック、ＦＡＴ領域が読み取られ、ＦＡＴシステムを使ってデータの管
理が行われる。
【０１０３】
　なお、次世代ＭＤ１および次世代ＭＤ２のディスクでは、時間のかかる初期化作業は不
要とされる。すなわち、次世代ＭＤ１および次世代ＭＤ２の仕様のディスクでは、ＤＤＴ
やリザーブトラック、ＦＡＴテーブル等の最低限のテーブルの作成以外に、初期化作業は
不要で、未使用のディスクからレコーダブル領域の記録再生を直接行うことが可能である
。
【０１０４】
　図１１は、上述した次世代ＭＤ１システム、次世代ＭＤ２システムおよび現行ＭＤシス
テムによるディスクを記憶媒体３４として用いた記録再生装置４の一例の構成を示す。記
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録再生装置４は、現行のＭＤシステムのディスクと、次世代ＭＤ１のディスクと、次世代
ＭＤ２のディスクとが装填されるターンテーブルを有しており、ターンテーブルに装填さ
れたディスク１００をスピンドルモータ１０３によってＣＬＶ (Constant Linear Velocit
y)方式で回転駆動させる。このディスク１００に対しては記録／再生時に光学ヘッド１０
４によってレーザ光が照射される。
【０１０５】
　光学ヘッド１０４は、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行い、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行う。このため、光学ヘッド１０４には、ここで
は詳しい図示は省略するがレーザ出力手段としてのレーザダイオード、偏光ビームスプリ
ッタや対物レンズ等からなる光学系、およ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。光学ヘッド１０４に備えられる対物レンズとしては、例えば２軸機構によって
ディスク半径方向およ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。
【０１０６】
　また、ディスク１００を挟んで光学ヘッド１０４と対向する位置には磁気ヘッド１０１
が配置されている。磁気ヘッド１０１は記録データによって変調された磁界をディスク１
００に印加する動作を行う。また、図示しないが光学ヘッド１０４全体および磁気ヘッド
１０１をディスク半径方向に移動させためスレッドモータおよびスレッド機構が備えられ
ている。
【０１０７】
　光学ヘッド１０４および磁気ヘッド１０１は、次世代ＭＤ２のディスクの場合には、パ
ルス駆動磁界変調を行うことで、微少なマークを形成することができる。現行ＭＤのディ
スクや、次世代ＭＤ１のディスクの場合には、ＤＣ発光の磁界変調方式とされる。
【０１０８】
　この記録再生装置４では、光学ヘッド１０４、磁気ヘッド１０１による記録再生ヘッド
系、スピンドルモータ１０３によるディスク回転駆動系のほかに、記録処理系、再生処理
系、サーボ系等が設けられる。
【０１０９】
　なお、ディスク１００としては、現行のＭＤ仕様のディスクと、次世代ＭＤ１の仕様の
ディスクと、次世代ＭＤ２の仕様のディスクとが装着される可能性がある。これらのディ
スクにより、線速度が異なっている。スピンドルモータ１０３は、これら線速度の異なる
複数種類のディスクに対応する回転速度で回転させることが可能である。ターンテーブル
に装填されたディスク１００は、現行のＭＤ仕様のディスクの線速度と、次世代ＭＤ１の
仕様のディスクの線速度と、次世代ＭＤ２の仕様のディスクの線速度とに対応して回転さ
れる。
【０１１０】
　記録処理系では、現行のＭＤシステムのディスクの場合に、オーディオトラックの記録
時に、ＡＣＩＲＣでエラー訂正符号化を行い、ＥＦＭで変調してデータを記録し、次世代
ＭＤ１または次世代ＭＤ２の場合に、ＢＩＳとＬＤＣを組み合わせた方式でエラー訂正符
号化を行い、１－７ｐｐ変調で変調して記録する記録ドライバ１０７が設けられる。記録
ドライバ１０６は、ディスク１００が現行ＭＤシステムによるものか、次世代ＭＤ１また
は次世代ＭＤ２によるものかで、対応する部位を切り替えられるようになっている。
【０１１１】
　再生処理系では、現行のＭＤシステムのディスクの再生時に、ＥＦＭの復調とＡＣＩＲ
Ｃによるエラー訂正処理とを行い、次世代ＭＤ１または次世代ＭＤ２システムのディスク
の再生時に、パーシャルレスポンスおよびビタビ復号を用いたデータ検出に基づく１－７
復調と、ＢＩＳとＬＤＣによるエラー訂正処理とを行う再生ドライバ１２７が設けられる
。再生ドライバ１２７は、ディスク１００が現行ＭＤシステムによるものか、次世代ＭＤ
１または次世代ＭＤ２によるものかで、対応する部位を切り替えられるようになっている
。
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【０１１２】
　光学ヘッド１０４のディスク１００に対するレーザ照射によりその反射光として検出さ
れた情報（フォトディテクタによりレーザ反射光を検出して得られる光電流）は、ＲＦア
ンプ１０７に供給される。
【０１１３】
　ＲＦアンプ１０７では、入力された検出情報に対して電流－電圧変換、増幅、マトリク
ス演算等を行い、再生情報としての再生ＲＦ信号、トラッキングエラー信号ＴＥ、フォー
カスエラー信号ＦＥ、グルーブ情報（ディスク１００にトラックのウォブリングにより記
録されているＡＤＩＰ情報）等を抽出する。
【０１１４】
　現行のＭＤシステムのディスクを再生するときには、ＲＦアンプで得られた再生ＲＦ信
号は、再生ドライバ１２７に供給され、２値化されＥＦＭ信号列とされた後、ＥＦＭ復調
され、更にＡＣＩＲＣデコーダで誤り訂正およびデインターリーブ処理される。すなわち
この時点でＡＴＲＡＣ圧縮データの状態となる。そして、その復調されたＡＴＲＡＣ圧縮
データがディスク１００からの再生データとされる。この再生データは、データマネージ
ャ／システムコントローラ部１０９に供給される。
【０１１５】
　一方、次世代ＭＤ１または次世代ＭＤ２のディスクを再生するときには、ＲＦアンプ１
０７で得られた再生ＲＦ信号は、再生ドライバ１２７に供給され、ＰＲ（１，２，１）Ｍ
ＬまたはＰＲ（１，－１）ＭＬおよびビタビ復号を用いたデータ検出によりＲＬＬ（１－
７）符号列としての再生データを得、このＲＬＬ（１－７）符号列に対してＲＬＬ（１－
７）復調処理が行われる。そして更に、ＲＳ－ＬＤＣデコーダで誤り訂正およびデインタ
ーリーブ処理される。そして、その復調されたデータがディスク１００からの再生データ
として出力される。この再生データは、データマネージャ／システムコントローラ部１０
９に供給される。
【０１１６】
　データマネージャ／システムコントローラ部１０９に供給された再生データは、バッフ
ァメモリ１３０を用いて圧縮符号を復号化され、再生オーディオデータとされる。この再
生オーディオデータは、図示されないＤ／Ａ変換器によりアナログオーディオ信号に変換
され、アンプ１１５に供給される。アナログオーディオ信号は、アンプ１１５によりヘッ
ドフォンやスピーカを駆動可能に増幅され、出力端１１６に導出される。
【０１１７】
　ＲＦアンプ１０７から出力される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１０８に供給され、グルーブ情報はアドレスデコーダ１２８に供給される。アド
レスデコーダ１２８では、グルーブ情報に対してバンドパスフィルタにより帯域制限して
ウォブル成分を抽出した後、ＦＭ復調、バイフェーズ復調を行ってＡＤＩＰ信号を復調し
、復調されたＡＤＩＰ信号を用いて、アドレスのデコードを行う。
【０１１８】
　なお、詳細な説明は省略するが、現行ＭＤシステムのディスクおよび次世代ＭＤ１のデ
ィスクと、次世代ＭＤ２のディスクとでは、ディスク１００上のアドレスの構成が異なる
。そこで、アドレスデコーダ１２８は、それぞれの現行ＭＤシステムおよび次世代ＭＤ１
システムに対応するアドレスデコーダと、次世代ＭＤ２システムシステムに対応するアド
レスデコーダとを有する。
【０１１９】
　ＡＤＩＰ信号よりデコードされたＡＤＩＰアドレスは、図示されないドライブコントロ
ーラに供給され、ＡＤＩＰアドレスに基づいて、所要の制御処理を実行する。またグルー
ブ情報はスピンドルサーボ制御のためにサーボ回路１０８に供給される。
【０１２０】
　サーボ回路１０８は、例えばグルーブ情報に対して再生クロック（デコード時のＰＬＬ
系クロック）との位相誤差を積分して得られる誤差信号に基づき、ＣＬＶまたはＣＡＶサ
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ーボ制御のためのスピンドルエラー信号を生成する。
【０１２１】
　またサーボ回路１０８は、スピンドルエラー信号や、ＲＦアンプ１０７から供給された
トラッキングエラー信号、フォーカスエラー信号、あるいはドライブコントローラからの
トラックジャンプ指令、アクセス指令等に基づいて各種サーボ制御信号（トラッキング制
御信号、フォーカス制御信号、スレッド制御信号、スピンドル制御信号等）を生成し、モ
ータドライバ１０５に対して出力する。すなわち上記サーボエラー信号や指令に対して位
相補償処理、ゲイン処理、目標値設定処理等の必要処理を行って各種サーボ制御信号を生
成する。
【０１２２】
　モータドライバ１０５では、サーボ回路２７から供給されたサーボ制御信号に基づいて
所要のサーボドライブ信号を生成する。ここでのサーボドライブ信号としては、二軸機構
を駆動する二軸ドライブ信号（フォーカス方向、トラッキング方向の２種）、スレッド機
構を駆動するスレッドモータ駆動信号、スピンドルモータ１０３を駆動するスピンドルモ
ータ駆動信号となる。このようなサーボドライブ信号により、ディスク１００に対するフ
ォーカス制御、トラッキング制御、およびスピンドルモータ１００に対するＣＬＶまたは
ＣＡＶ制御が行われることになる。
【０１２３】
　オーディオデータの記録の際には、アナログオーディオ信号は、マイク／ライン（ＭＩ
Ｃ／ＬＩＮＥ）入力端１１３から入力され、アンプ１１２を介してＡＤＣ (Analog/Digita
l Converter)１１１によりディジタルオーディオ信号に変換され、データマネージャ／シ
ステムコントローラ部１０９に供給される。また、ディジタルオーディオ信号は、例えば
光ディジタル信号（ＯＰＴ）入力端１１４から入力され、データマネージャ／システムコ
ントローラ部１０９に直接的に供給される。ＡＤＣ１１１でサンプリングレートなどを変
換してからデータマネージャ／システムコントローラ部１０９に供給してもよい。データ
マネージャ／システムコントローラ部１０９は、バッファメモリ１３０を用いて、供給さ
れたディジタルオーディオ信号を例えばＡＴＲＡＣ方式により圧縮符号化する。
【０１２４】
　現行ＭＤシステムのディスクでオーディオデータを記録するときには、記録ドライバ１
０６において、現行ＭＤシステムに対応した部位が機能され、したがってＡＣＩＲＣエン
コーダおよびＥＦＭ変調部が機能することになる。この場合、圧縮符号化されたオーディ
オデータは、ＡＣＩＲＣエンコーダでインターリーブおよびエラー訂正コード付加が行わ
れた後、ＥＦＭ変調部でＥＦＭ変調が行われる。そしてＥＦＭ変調データが磁気ヘッドド
ライバ１０２に供給され、磁気ヘッド１０１がディスク１００に対してＥＦＭ変調データ
に基づいた磁界印加を行うことでオーディオトラックの記録が行われる。
【０１２５】
　次世代ＭＤ１または次世代ＭＤ２のディスクにデータを記録するときには、記録ドライ
バ１０６において、次世代ＭＤ１または次世代ＭＤ２に対応した部位が機能され、したが
ってＲＳ－ＬＤＣエンコーダおよびＲＬＬ（１－７）ＰＰ変調部が機能することになる。
この場合、データマネージャ／システムコントローラ部１０９から供給された高密度デー
タは、ＲＳ－ＬＤＣエンコーダでインターリーブおよびＲＳ－ＬＤＣ方式のエラー訂正コ
ード付加が行われた後、ＲＬＬ（１－７）ＰＰ変調部でＲＬＬ（１－７）変調が行われる
。
【０１２６】
　そしてＲＬＬ（１－７）符号列としての記録データが磁気ヘッドドライバ１０２に供給
され、磁気ヘッド１０１がディスク１００に対して変調データに基づいた磁界印加を行う
ことでデータトラックの記録が行われる。
【０１２７】
　光学ヘッド１０４は、図示されないレーザドライバ／ＡＰＣにより、上述のような再生
時および記録時において、レーザダイオードのレーザ発行動作が実行される。また、光学
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ヘッド１０４内にはレーザパワーモニタ用のディテクタが設けられ、そのモニタ信号がレ
ーザドライバ／ＡＰＣにフィードバックされることによりＡＰＣ動作が実現され、レーザ
ダイオードから出力されるレーザパワーが設定値で安定するように制御される。
【０１２８】
　データマネージャ／システムコントローラ１０９には、さらに、ＵＳＢ　Ｉ／Ｆ１１７
が接続される。データマネージャ／システムコントローラ部１０９は、ＵＳＢ　Ｉ／Ｆ１
１７を介して接続された情報機器３との間で通信可能とされ、書き込み要求、読み出し要
求などのコマンドの受信や、ステータス情報その他の必要情報の送信などを行う。
【０１２９】
　情報機器３からの読み出し要求を受信すると、データマネージャ／システムコントロー
ラ部１０９は、この要求に基づきディスク１００からデータをディスクの記録単位（例え
ば６４ｋＢ毎のクラスタ単位）で読み出し、バッファメモリ１３０に溜め込む。バッファ
メモリ１３０に溜め込まれたデータは、ＦＡＴシステムのデータ単位（例えば２ｋＢ毎の
セクタ単位）でバッファメモリ１３０から読み出される。これにより、ディスク１００に
対するＦＡＴシステムによるアクセスが可能とされる。バッファメモリ１３０から読み出
されたデータは、ＵＳＢ　Ｉ／Ｆ１１７を介して情報機器３に供給される。ディスク１０
０へのデータの書き込みも同様にして行われ、例えば、ＦＡＴシステムのセクタ単位で書
き込みが要求されたデータが、情報機器３からＵＳＢ　Ｉ／Ｆ１１７を介してデータマネ
ージャ／システムコントローラ部１０９に供給され、バッファメモリ１３０に書き込まれ
る。データマネージャ／システムコントローラ部１０９は、バッファメモリ１３０に書き
込まれたデータをクラスタ単位で読み出し、ディスク１００に記録する。
【０１３０】
　また、データマネージャ／システムコントローラ部１０９に接続されたＲＯＭ１１０に
は、この記録再生装置４のプロパティ情報が予め記憶される。情報機器３は、ＵＳＢ　Ｉ
／Ｆ１１７を介してデータマネージャ／システムコントローラ部１０９に対してＲＯＭ１
１０内のプロパティ情報の読み出し要求を送信することで、ＲＯＭ１１０に記憶されたプ
ロパティ情報を取得することができる。
【０１３１】
　次世代ＭＤ１および次世代ＭＤ２におけるオーディオデータの管理方式について、概略
的に説明する。次世代ＭＤ１および次世代ＭＤ２では、オーディオデータの管理方式とし
て、以下に説明する２方式が提案されている。図１２は、次世代ＭＤ１および次世代ＭＤ
２に適用されるオーディオデータの管理方式の第１の例である。図１２に示すように、第
１の例における管理方式では、ディスク上には、トラックインデックスファイルと、オー
ディオデータファイルとが生成される。トラックインデックスファイルおよびオーディオ
データファイルは、ＦＡＴシステムで管理されるファイルである。
【０１３２】
　オーディオデータファイルは、複数の音楽データが１つのファイルとして納められたも
のであり、ＦＡＴシステムでオーディオデータファイルを見ると、巨大なファイルに見え
る。オーディオデータファイルは、その内部がパーツとして区切られ、オーディオデータ
は、パーツの集合として扱われる。
【０１３３】
　トラックインデックスファイルは、オーディオデータファイルに納められた音楽データ
を管理するための各種の情報が記述されたファイルである。この第１の管理方式では、各
音楽データの情報や各音楽データの再生方法を示すプレイリスト情報、各音楽データの著
作者情報やコピー制限情報などからなる著作権管理情報などがトラックインデックスファ
イルに格納される。
【０１３４】
　情報機器３によってコンテンツ配信サーバ１からダウンロードされたコンテンツ（オー
ディオデータ）が記録再生装置４に転送され、この第１の管理方式が適用されたディスク
１００に記録される際には、転送されたオーディオデータがオーディオデータファイルの
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最後尾に連結され、トラックインデックスファイルが新たに追加されたオーディオデータ
を反映するように書き換えられる。それと共に、トラックインデックスファイル中の著作
権管理情報が所定に書き換えられる。
【０１３５】
　図１３は、オーディオデータの管理方式の第２の例である。図１３に示すように、第２
の例における管理方式では、ディスク上には、トラックインデックスファイルと、複数の
オーディオデータファイルとが生成される。トラックインデックスファイルおよび複数の
オーディオデータファイルは、ＦＡＴシステムで管理されるファイルである。
【０１３６】
　オーディオデータファイルは、原則的には１曲が１ファイルの音楽データが納められた
ものである。このオーディオデータファイルには、ヘッダが設けられている。ヘッダには
、タイトルと、復号鍵情報と、著作権管理情報とが記録されるとともに、インデック情報
が設けられる。インデックスは、１つのトラックの楽曲を複数に分割するものである。ヘ
ッダには、インデックスにより分割された各トラックの位置がインデックスナンバに対応
して記録される。インデックスは、例えば、２５５箇設定できる。
【０１３７】
　情報機器３によってコンテンツ配信サーバ１からダウンロードされたオーディオデータ
が記録再生装置４に転送され、この第２の管理方式が適用されたディスク１００に記録さ
れる際には、転送されたオーディオデータが新たなオーディオデータファイルとして追加
して記録され、トラックインデックスファイルが新たに追加されたオーディオデータを反
映するように書き換えられる。それと共に、追加されたオーディオデータファイルのヘッ
ダ内の著作権管理情報が所定に書き換えられる。
【０１３８】
　なお、上述では、この発明が、ダウンロードされたコンテンツを、情報機器３が有する
データ記憶部１７に記憶すると共に、情報機器３に接続された記録再生装置４に転送し、
記録再生装置４の記憶媒体３４に記憶するように説明したが、これはこの例に限られない
。例えば、情報機器３のデータ記憶部１７にダウンロードしたコンテンツデータを記憶す
ると共に、当該情報機器３が有するドライブ装置２２に装填された例えばＣＤ－Ｒにコン
テンツを記録するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１３９】
【図１】この発明が適用されるコンテンツ配信システムの一例の構成を示す略線図である
。
【図２】情報機器の一例の構成を示すブロック図である。
【図３】情報機器のソフトウェア構成を概略的に示す略線図である。
【図４】記録再生装置の一例の構成を示すブロック図である。
【図５】この発明の実施の一形態によるコンテンツのダウンロード時の一例の処理を示す
フローチャートである。
【図６】この発明の実施の一形態の変形例による、複数台の記録再生装置が接続された場
合にコンテンツのダウンロード時の一例の処理を示すフローチャートである。
【図７】次世代ＭＤ１システムの仕様のディスクの説明に用いる図である。
【図８】次世代ＭＤ１システムの仕様のディスクの記録領域の説明に用いる図である。
【図９】次世代ＭＤ２システムの仕様のディスクの説明に用いる図である。
【図１０】次世代ＭＤ２システムの仕様のディスクの記録領域の説明に用いる図である。
【図１１】次世代ＭＤ１システム、次世代ＭＤ２システムおよび現行ＭＤシステムによる
ディスクを記憶媒体として用いた記録再生装置の一例の構成を示すブロック図である。
【図１２】オーディオデータの管理方式の第１の例の説明に用いる図である。
【図１３】オーディオデータの管理方式の第２の例の説明に用いる図である。
【符号の説明】
【０１４０】
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１　コンテンツ配信サーバ
２　ネットワーク
３　情報機器
４　記録再生装置
１４　通信Ｉ／Ｆ
１７　データ記憶部
２０　ＵＳＢ　Ｉ／Ｆ
２２　ドライブ装置
３４　記憶媒体
３６　ＵＳＢ　Ｉ／Ｆ
３７　ＲＯＭ
４０　ＯＳ
４１　ＤＬアプリケーション
４２　ＵＩ
４３　ＵＳＢドライバ
１００　ディスク
１０９　データマネージャ／システムコントローラ部
１１０　ＲＯＭ
１１７　ＵＳＢ　Ｉ／Ｆ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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