
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のコンテンツデータが記録された第１の記録媒体から選択された上記コンテンツデ
ータを第２の記録媒体に転送するコンテンツデータ転送システムにおいて、
　上記第２の記録媒体毎に備える各々異なる記録媒体識別情報を再生すると共に上記第１
の記録媒体から転送されるコンテンツデータを上記第２の記録媒体に記録する記録再生装
置と、
　上記記録媒体識別情報と上記第１の記録媒体に記録されたコンテンツデータを所定の規
則に基づいて分類する第２の集合体とを関連付ける第１の集合体を生成する第１の集合体
生成手段と、
　上記第１の集合体と関連付けて上記第２の集合体を生成する第２の集合体生成手段と、
　上記第２の集合体から上記コンテンツデータの再生制御情報を

生成する再生制御情報生成手段と、
　 再生制御情報に基づいて上記第１の記録媒体に記録されたコンテンツデータを上記
第２の記録媒体に記録されるように転送するコンテンツ転送制御手段と
を備えるコンテンツデータ転送システム。
【請求項２】
　上記コンテンツ転送制御手段は、上記生成された再生制御情報が上記第２の記録媒体に
記録されるように上記記録再生装置に転送する請求項１に記載のコンテンツデータ転送シ
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、上記第１の記録媒体で
の上記コンテンツデータの再生頻度に基づき上記記録再生装置にて再生される第２の記録
媒体の記録媒体識別情報毎に

上記



ステム。
【請求項３】
　上記第２の記録媒体から再生される記録媒体識別情報に基づいて新たに生成された再生
制御情報と上記第２の記録媒体に記録された再生制御情報とが異なっていると判断された
場合には、上記新たに生成された再生制御情報に基づいて上記第２の記録媒体に未記録の
コンテンツデータを転送する請求項２に記載のコンテンツデータ転送システム。
【請求項４】
　上記第１の記録媒体に記録されたコンテンツデータの各々は上記第１の記録媒体から他
の記録媒体への記録可能回数によって管理され、上記第２の記録媒体に未記録のコンテン
ツデータの転送によって転送される各々のコンテンツデータの記録可能回数が減じられる
請求項３に記載のコンテンツデータ転送システム。
【請求項５】
　上記第２の記録媒体に未記録のコンテンツデータの転送が行われる場合には、上記新た
に生成された再生制御情報が上記第２の記録媒体に記録されるように上記記録再生装置に
送信される請求項３に記載のコンテンツデータ転送システム。
【請求項６】
　上記新たに生成された再生制御情報に基づいて上記第２の記録媒体から上記新たに生成
された再生制御情報に管理されないコンテンツデータを消去する請求項３に記載のコンテ
ンツデータ転送システム。
【請求項７】
　上記第１の記録媒体に記録されたコンテンツデータの各々は上記第１の記録媒体から他
の記録媒体への記録可能回数によって管理され、上記第２の記録媒体から消去されたコン
テンツデータの上記記録可能回数を増す請求項６に記載のコンテンツデータ転送システム
。
【請求項８】
　上記再生制御情報は、上記再生制御情報に管理されるコンテンツデータの再生順序を制
御する情報である請求項１に記載のコンテンツデータ転送システム。
【請求項９】
　上記第２の記録媒体は上記記録再生装置に着脱可能である請求項１に記載のコンテンツ
データ転送システム。
【請求項１０】
　上記再生制御情報の生成は、上記第２の記録媒体が上記記録再生装置に装着される毎に
行われる請求項９に記載のコンテンツデータ転送システム。
【請求項１１】
　複数のコンテンツデータが記録された第１の記録媒体から選択された上記コンテンツデ
ータを記録再生装置にてデータが記録再生される第２の記録媒体に転送するコンテンツデ
ータ転送方法において、
　上記記録再生装置によって再生される上記第２の記録媒体毎に備える各々異なる記録媒
体識別情報を受信し、
　上記記録媒体識別情報と上記第１の記録媒体に記録されたコンテンツデータを所定の規
則に基づいて分類する第２の集合体とを関連付ける第１の集合体から、上記第２の記録媒
体から再生される記録媒体識別情報に基づいて上記第２の集合体を生成し、
　生成された上記第２の集合体から上記コンテンツデータの再生制御情報を

生成し、
　 再生制御情報に基づいて上記第１の記録媒体に記録されたコンテンツデータを上記
第２の記録媒体に記録されるように上記記録再生装置に転送する
コンテンツデータ転送方法。
【請求項１２】
　上記生成された再生制御情報が上記第２の記録媒体に記録されるように上記記録再生装
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、上記第１の
記録媒体での上記コンテンツデータの再生頻度に基づき上記第２の記録媒体から再生され
る記録媒体識別情報毎に

上記



置に転送する請求項１１に記載のコンテンツデータ転送方法。
【請求項１３】
　上記第２の記録媒体から再生される記録媒体識別情報に基づいて新たに生成された再生
制御情報と上記第２の記録媒体に記録された再生制御情報とが異なっていると判断された
場合には、上記新たに生成された再生制御情報に基づいて上記第２の記録媒体に未記録の
コンテンツデータを転送する請求項１２に記載のコンテンツデータ転送方法。
【請求項１４】
　上記第１の記録媒体に記録されたコンテンツデータの各々は上記第１の記録媒体から他
の記録媒体への記録可能回数によって管理され、上記第２の記録媒体に未記録のコンテン
ツデータの転送によって転送される各々のコンテンツデータの記録可能回数が減じられる
請求項１３に記載のコンテンツデータ転送方法。
【請求項１５】
　上記第２の記録媒体に未記録のコンテンツデータの転送が行われる場合には、上記新た
に生成された再生制御情報が上記第２の記録媒体に記録されるように上記記録再生装置に
送信される請求項１３に記載のコンテンツデータ転送方法。
【請求項１６】
　上記新たに生成された再生制御情報に基づいて上記第２の記録媒体から上記新たに生成
された再生制御情報に管理されないコンテンツデータを消去する請求項１３に記載のコン
テンツデータ転送方法。
【請求項１７】
　上記第１の記録媒体に記録されたコンテンツデータの各々は上記第１の記録媒体から他
の記録媒体への記録可能回数によって管理され、上記第２の記録媒体から消去されたコン
テンツデータの上記記録可能回数を増す請求項１６に記載のコンテンツデータ転送方法。
【請求項１８】
　上記再生制御情報は、上記再生制御情報に管理されるコンテンツデータの再生順序を制
御する情報である請求項１１に記載のコンテンツデータ転送方法。
【請求項１９】
　上記第２の記録媒体は上記記録再生装置に着脱可能である請求項１１に記載のコンテン
ツデータ転送方法。
【請求項２０】
　上記再生制御情報の生成は、上記第２の記録媒体が上記記録再生装置に装着される毎に
行われる請求項１９に記載のコンテンツデータ転送方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、記録媒体の記録内容をコンテンツが蓄積されるライブラリに対して同期さ
せるコンテンツデータ転送システムおよびコンテンツデータ転送方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年では、音楽などの記録再生を行うようにされた携帯型の記録再生装置においても、
ハードディスクドライブを内蔵し尚かつ極めて小型に構成された製品が出現している。こ
のような携帯型の記録再生装置は、通常、記録されている音楽データの管理を、パーソナ
ルコンピュータと接続して行う。
【０００３】
　例えば、パーソナルコンピュータが有するハードディスクドライブに多数の音楽データ
を格納してライブラリを構築して、パーソナルコンピュータでミュージックサーバを構成
する。音楽データは、ＣＤ (Compact Disc)からのリッピングや、インターネットなどのネ
ットワーク上に展開される音楽配信システムを利用してネットワークからのダウンロード
により取得する方法が一般的である。
【０００４】
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　このパーソナルコンピュータと携帯型の記録再生装置をケーブル接続して、パーソナル
コンピュータのライブラリに格納されている音楽データを携帯型の記録再生装置に転送す
る。携帯型の記録再生装置では、転送された音楽データを内蔵されるハードディスクドラ
イブに記録する。ユーザは、携帯型の記録再生装置を持ち歩くことで、パーソナルコンピ
ュータ内に構成されたライブラリに格納された音楽データを、例えば屋外で楽しむことが
できる。
【０００５】
　特許文献１には、ユーザからの要求に応じて多数の楽曲データを蓄積しているサーバか
ら楽曲データをダウンロードしてユーザの端末に記憶させる構成が記載されている。
【特許文献１】特開２００２－１０８３５０号公報
【０００６】
　一方、ディジタルオーディオデータを記録再生するための記録媒体として、カートリッ
ジに収納された直径６４ｍｍの光磁気ディスクであるミニディスク（ＭＤ）が広く普及し
ている。ＭＤシステムでは、オーディオデータの圧縮方式として、ＡＴＲＡＣ（ Adaptive
 TRansform Acoustic Coding）が用いられ、音楽データの管理には、Ｕ－ＴＯＣ（ユーザ
ＴＯＣ（ Table Of Contents））が用いられている。すなわち、ディスクのレコーダブル
領域の内周には、Ｕ－ＴＯＣと呼ばれる記録領域が設けられる。Ｕ－ＴＯＣは、現行のＭ
Ｄ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、各トラックあるいはトラックを構成す
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。
【０００７】
　ＭＤシステムでは、このように、パーソナルコンピュータにおいて一般的なＦＡＴ (Fil
e Allocation Table)に基づくファイルシステムとは異なるファイル管理方法を用いてい
るため、パーソナルコンピュータのような汎用コンピュータのデータ記録管理システムと
の互換性を有していなかった。そこで、例えばＦＡＴシステムなどの汎用の管理システム
を導入して、パーソナルコンピュータとの互換性を高めたシステムが提案されている。
【０００８】
　このような、パーソナルコンピュータとの互換性を考慮されたディスクを記録媒体とし
て用いた携帯型の記録再生装置を、上述のパーソナルコンピュータを用いたミュージック
サーバに接続し、ミュージックサーバ内のライブラリをディスクに記録することが考えら
れる。
【０００９】
　ここで、現行のＭＤシステムのディスクは、記録容量が１６０ＭＢ程度であるが、現行
のＭＤとの互換性を確保しつつ、記録容量を増大させたディスクを用いることで、上述し
たハードディスクドライブを用いた携帯型の記録再生装置と同等の機能を実現することが
可能であると考えられる。現行のＭＤシステムのディスクの大容量化を図るためには、レ
ーザ波長や光学ヘッドの開口率ＮＡを改善する必要がある。しかしながら、レーザ波長や
光学ヘッドの開口率ＮＡの改善には限界がある。そのため、磁気超解像度などの技術を用
いて大容量化するシステムが提案されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところで、上述のようにしてパーソナルコンピュータをミュージックサーバとして用い
、パーソナルコンピュータから携帯型の記録再生装置に音楽データを転送するようにした
場合、パーソナルコンピュータ内に構成されたライブラリと、携帯型の記録再生装置側の
記録内容とを同期させることが望まれる。ところが、ミュージックサーバ側が有するライ
ブラリ全容を同期させることが不可能な場合があるという問題点があった。
【００１１】
　例えば、携帯型の記録再生装置が記録媒体として上述のＭＤシステムのディスクを使用
するものである場合、ライブラリの容量に対して携帯型の記録再生装置側の記録容量が小
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さいため、ライブラリ全容を同期させることができない。
【００１２】
　また、ライブラリと携帯型の記録再生装置側の記録内容との同期が自動的に開始されな
い場合には、ユーザは、携帯型の記録再生装置をパーソナルコンピュータに接続する度に
、同期を行うための操作を行わなければならないという問題点があった。
【００１３】
　したがって、この発明の目的は、ミュージックサーバ側のライブラリと、携帯型の記録
再生装置側に装填される記録媒体の記録内容との同期を容易に行うことができるようなコ
ンテンツデータ転送システムおよびコンテンツデータ転送方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　この発明は、上述した課題を解決するために、複数のコンテンツデータが記録された第
１の記録媒体から選択されたコンテンツデータを第２の記録媒体に転送するコンテンツデ
ータ転送システムにおいて、第２の記録媒体毎に備える各々異なる記録媒体識別情報を再
生すると共に第１の記録媒体から転送されるコンテンツデータを第２の記録媒体に記録す
る記録再生装置と、記録媒体識別情報と第１の記録媒体に記録されたコンテンツデータを
所定の規則に基づいて分類する第２の集合体とを関連付ける第１の集合体を生成する第１
の集合体生成手段と、第１の集合体と関連付けて第２の集合体を生成する第２の集合体生
成手段と、第２の集合体からコンテンツデータの再生制御情報を

生成する再生制御情報生成手段と、再生制御情報に基づいて第１の記録媒
体に記録されたコンテンツデータを第２の記録媒体に記録されるように転送するコンテン
ツ転送制御手段とを備えるコンテンツデータ転送システムである。
【００１５】
　また、この発明は、複数のコンテンツデータが記録された第１の記録媒体から選択され
たコンテンツデータを記録再生装置にてデータが記録再生される第２の記録媒体に転送す
るコンテンツデータ転送方法において、記録再生装置によって再生される第２の記録媒体
毎に備える各々異なる記録媒体識別情報を受信し、記録媒体識別情報と第１の記録媒体に
記録されたコンテンツデータを所定の規則に基づいて分類する第２の集合体とを関連付け
る第１の集合体から、第２の記録媒体から再生される記録媒体識別情報に基づいて第２の
集合体を生成し、生成された第２の集合体からコンテンツデータの再生制御情報を

生成し、再生制御情報に基づいて第１の記録媒体に記録されたコンテン
ツデータを第２の記録媒体に記録されるように記録再生装置に転送するコンテンツデータ
転送方法である。
【００１６】
　上述したように、この発明は、複数のコンテンツデータが記録された第１の記録媒体か
ら選択されたコンテンツデータを記録再生装置にてデータが記録再生される第２の記録媒
体に転送する際に、記録再生装置によって再生される第２の記録媒体毎に備える各々異な
る記録媒体識別情報を受信し、記録媒体識別情報と第１の記録媒体に記録されたコンテン
ツデータを所定の規則に基づいて分類する第２の集合体とを関連付ける第１の集合体から
、第２の記録媒体から再生される記録媒体識別情報に基づいて第２の集合体を生成し生成
された第２の集合体からコンテンツデータの再生制御情報を生成し、第２の記録媒体から
再生される記録媒体識別情報に基づいて生成される再生制御情報に基づいて第１の記録媒
体に記録されたコンテンツデータを第２の記録媒体に記録されるように記録再生装置に転
送するようにしているため、ユーザは、第１の記録媒体の記録内容に対して、第２の記録
媒体の記録内容を第２の集合体毎に再生制御情報に基づき同期させることができる。
【発明の効果】
【００１７】
　この発明によれば、複数のコンテンツデータが記録された第１の記録媒体から選択され
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、第１の記録媒体でのコ
ンテンツデータの再生頻度に基づき記録再生装置にて再生される第２の記録媒体の記録媒
体識別情報毎に

、第１
の記録媒体でのコンテンツデータの再生頻度に基づき第２の記録媒体から再生される記録
媒体識別情報毎に



たコンテンツデータを記録再生装置にてデータが記録再生される第２の記録媒体に転送す
る際に、記録再生装置によって再生される第２の記録媒体毎に備える各々異なる記録媒体
識別情報を受信し、記録媒体識別情報と、第１の記録媒体に記録されたコンテンツデータ
を所定の規則に基づいて分類する第２の集合体とを関連付ける第１の集合体から、第２の
記録媒体から再生される記録媒体識別情報に基づいて第２の集合体を生成し生成された第
２の集合体からコンテンツデータの再生制御情報を生成し、第２の記録媒体から再生され
る記録媒体識別情報に基づいて生成される再生制御情報に応じて、第１の記録媒体に記録
されたコンテンツデータを第２の記録媒体に記録されるように記録再生装置に転送するよ
うにしている。そのため、ユーザは、第１の記録媒体の記録内容に対して、第２の記録媒
体の記録内容を第２の集合体毎に再生制御情報に基づき同期させることができる効果があ
る。
【００１８】
　また、この発明によれば、パーソナルコンピュータに構築されるライブラリ上の、内容
が動的に変化する動的グループと、ディスク毎にユニークなディスクＩＤとを関連付けた
ディスクＩＤデータベースをパーソナルコンピュータ内に設けている。パーソナルコンピ
ュータとディスクドライブ装置とを接続した際に、自動的に、ディスクドライブ装置に装
填されたディスクのディスクＩＤをパーソナルコンピュータ側から取得してディスクＩＤ
データベースを参照し、当該ディスクＩＤに動的グループが関連付けられており、且つ、
当該動的グループが前回の接続時に対して変更されているときに、パーソナルコンピュー
タ側からディスクに対するチェックアウトと、ディスク側のチェックインとを行うように
している。そのため、動的に変化するグループのディスクドライブ装置に装填されたディ
スク上での更新を、簡単に行うことができる効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、この発明の実施の一形態について説明する。先ず、この発明の実施の一形態の説
明に先立って、この発明に適用可能なディスクシステムについて、下記の１０のセクショ
ンに従い説明する。
　１．記録方式の概要
　２．ディスクについて
　３．信号フォーマット
　４．記録再生装置の構成
　５．次世代ＭＤ１および次世代ＭＤ２によるディスクの初期化処理について
　６．音楽データの第１の管理方式について
　７．音楽データの管理方式の第２の例
　８．パーソナルコンピュータとの接続時の動作について
　９．ディスク上に記録されたオーディオデータのコピー制限について
１０．ライブラリの同期について
【００２０】
１．記録方式の概要
　この発明による記録再生装置では、記録媒体として光磁気ディスクが使用される。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。
【００２１】
　より具体的には、この発明による装置は、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で使
用されているファイルシステムに対して互換性を保証することができる。
【００２２】
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　ここでは、「ＦＡＴ」又は「ＦＡＴシステム」という用語は、前述したように、種々の
ＰＣベースのファイルシステムを指すのに総称的に用いられ、ＤＯＳ (Disk Operating Sy
stem)で用いられる特定のＦＡＴベースのファイルシステム、Ｗｉｎｄｏｗｓ９５ /９８（
それぞれ登録商標）で使用されるＶＦＡＴ (Virtual FAT)、Ｗｉｎｄｏｗｓ９８ /ＭＥ /２
０００（それぞれ登録商標）で用いられるＦＡＴ３２、及びＮＴＦＳ (NT File System（ N
ew Technology File System とも呼ばれる））のどれかを示すことを意図したものではな
い。ＮＴＦＳは、ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ（登録商標）オペレーティングシステム、又は（オ
プションにより）Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００で使用されるファイルシステムであり、ディス
クに対する読み出し／書き込みの際に、ファイルの記録及び取り出しを行う。
【００２３】
　また、この発明では、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、この発明では、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。
【００２４】
　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
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の仕様とがあり、これらが本願発明者により開発され
ている。
【００２５】
　現行のＭＤシステムでは、カートリッジに収納された直径６４ｍｍの光磁気ディスクが
記録媒体として用いられている。ディスクの厚みは１．２ｍｍであり、その中央に１１ｍ
ｍの径のセンターホールが設けられている。カートリッジの形状は、長さ６８ｍｍ、幅７
２ｍｍ、厚さ５ｍｍである。
【００２６】
　次世代ＭＤ１の仕様でも次世代ＭＤ２の仕様でも、これらディスクの形状やカートリッ
ジの形状は、全て同じである。リードイン領域の開始位置についても、次世代ＭＤ１の仕
様および次世代ＭＤ２の仕様のディスクも、ディスクの中心から２９ｍｍの位置から始ま
り、現行のＭＤシステムで使用されているディスクと同様である。
【００２７】
　トラックピッチについては、次世代ＭＤ２では、１．２μｍから１．３μｍ（例えば１
．２５μｍ）とすることが検討されている。これに対して、現行のＭＤシステムのディス
クを流用する次世代ＭＤ１では、トラックピッチは１．６μｍとされている。ビット長は
、次世代ＭＤ１が０．４４μｍ／ビットとされ、次世代ＭＤ２が０．１６μｍ／ビットと
される。冗長度は、次世代ＭＤ１および次世代ＭＤ２ともに、２０．５０％である。
【００２８】
　次世代ＭＤ２の仕様のディスクでは、磁気超解像技術を使うことにより、線密度方向の
記録容量を向上するようにしている。磁気超解像技術は、所定の温度になると、切断層が
磁気的にニュートラルな状態になり、再生層に転写されていた磁壁が移動することで、微
少なマークがビームスポットの中で大きく見えるようになることを利用したものである。
【００２９】
　すなわち、次世代ＭＤ２の仕様のディスクでは、透明基板上に、少なくとも情報を記録
する記録層となる磁性層と、切断層と、情報再生用の磁性層とが積層される。切断層は、
交換結合力調整用層となる。所定の温度になると、切断層が磁気的にニュートラルな状態
になり、記録層に転写されていた磁壁が再生用の磁性層に転写される。これにより、微少
なマークがビームスポットの中に見えるようになる。なお、記録時には、レーザパルス磁
界変調技術を使うことで、微少なマークを生成することができる。
【００３０】
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　また、次世代ＭＤ２の仕様のディスクでは、デトラックマージン、ランドからのクロス
トーク、ウォブル信号のクロストーク、フォーカスの漏れを改善するために、グルーブを
従来のＭＤディスクより深くし、グルーブの傾斜を鋭くしている。次世代ＭＤ２の仕様の
ディスクでは、グルーブの深さは例えば１６０ｎｍから１８０ｎｍであり、グルーブの傾
斜は例えば６０度から７０度であり、グルーブの幅は例えば６００ｎｍから７００ｎｍで
ある。
【００３１】
　また、光学的の仕様については、次世代ＭＤ１の仕様では、レーザ波長λが７８０ｎｍ
とされ、光学ヘッドの対物レンズの開口率ＮＡが０．４５とされている。次世代ＭＤ２の
仕様も同様に、レーザ波長λが７８０ｎｍとされ、光学ヘッドの開口率ＮＡが０．４５と
されている。
【００３２】
　記録方式としては、次世代ＭＤ１の仕様も次世代ＭＤ２の仕様も、グルーブ記録方式が
採用されている。つまり、ディスクの盤面上に形成された溝であるグルーブをトラックと
して記録再生に用いるようにしている。
【００３３】
　エラー訂正符号化方式としては、現行のＭＤシステムでは、ＡＣＩＲＣ (Advanced Cros
s Interleave Reed-Solomon Code) による畳み込み符号が用いられていたが、次世代ＭＤ
１および次世代ＭＤ２の仕様では、ＲＳ－ＬＤＣ（ Reed Solomon－ Long Distance Code）
とＢＩＳ（ Burst Indicator Subcode）とを組み合わせたブロック完結型の符号が用いら
れている。ブロック完結型のエラー訂正符号を採用することにより、リンキングセクタが
不要になる。ＬＤＣとＢＩＳとを組み合わせたエラー訂正方式では、バーストエラーが発
生したときに、ＢＩＳによりエラーロケーションが検出できる。このエラーロケーション
を使って、ＬＤＣコードにより、イレージャ訂正を行うことができる。
【００３４】
　アドレス方式としては、シングルスパイラルによるグルーブを形成したうえで、このグ
ルーブの両側に対してアドレス情報としてのウォブルを形成したウォブルドグルーブ方式
が採用されている。このようなアドレス方式は、ＡＤＩＰ（ Address in Pregroove）と呼
ばれている。現行のＭＤシステムと、次世代ＭＤ１および次世代ＭＤ２の仕様では、線密
度が異なると共に、現行のＭＤシステムでは、エラー訂正符号として、ＡＣＩＲＣと呼ば
れる畳み込み符号が用いられているのに対して、次世代ＭＤ１および次世代ＭＤ２の仕様
では、ＬＤＣとＢＩＳとを組み合わせたブロック完結型の符号が用いられているため、冗
長度が異なり、ＡＤＩＰとデータとの相対的な位置関係が変わっている。そこで、現行の
ＭＤシステムと同じ物理構造のディスクを流用する次世代ＭＤ１の仕様では、ＡＤＩＰ信
号の扱いを、現行のＭＤシステムのときとは異なるようにしている。また、次世代ＭＤ２
の仕様では、次世代ＭＤ２の仕様により合致するように、ＡＤＩＰ信号の仕様に変更を加
えている。
【００３５】
　変調方式については、現行のＭＤシステムでは、ＥＦＭ (8 to 14 Modulation)が用いら
れているのに対して、次世代ＭＤ１および次世代ＭＤ２の仕様では、１－７ｐｐ変調と称
されるＲＬＬ（１，７）ＰＰ（ＲＬＬ ;Run Length Limited ,ＰＰ ;Parity Preserve/Proh
ibit rmtr(repeated minimum transition runlength))が採用されている。また、データ
の検出方式は、次世代ＭＤ１ではパーシャルレスポンスＰＲ（１，２，１）ＭＬを用い、
次世代ＭＤ２ではパーシャルレスポンスＰＲ（１，－１）ＭＬを用いたビタビ復号方式と
されている。
【００３６】
　また、ディスク駆動方式はＣＬＶ（ Constant Linear Verocity）またはＺＣＡＶ（ Zone
 Constant Angular Verocity）で、その標準線速度は、次世代ＭＤ１の仕様では、２．４
ｍ／秒とされ、次世代ＭＤ２の仕様では、１．９８ｍ／秒とされる。なお、現行のＭＤシ
ステムの仕様では、６０分ディスクで１．２ｍ／秒、７４分ディスクで１．４ｍ／秒とさ

10

20

30

40

50

(8) JP 3873989 B2 2007.1.31



れている。
【００３７】
　現行のＭＤシステムで用いられるディスクをそのまま流用する次世代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、８０分ディスクと称されるディスクを用い
た場合、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か
ら１－７ｐｐ変調とされることで、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、ＡＣＩＲ
Ｃ方式からＢＩＳとＬＤＣ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。
【００３８】
　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。
【００３９】
　データレートは標準線速度にて、次世代ＭＤ１では４．４Ｍビット／秒であり、次世代
ＭＤ２では、９．８Ｍビット／秒である。
【００４０】
２．ディスクについて
　図１は、次世代ＭＤ１のディスクの構成を示すものである。次世代ＭＤ１のディスクは
、現行のＭＤ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。
【００４１】
　次世代ＭＤ１のディスクでは、図１に示すように、ディスクの記録領域の最も内側の周
のリードイン領域に、Ｐ－ＴＯＣ（プリマスタードＴＯＣ（ Table Of Contents)）領域が
設けられる。この記録領域の最も内側の周は、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。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－ＴＯＣ情報として
記録されている。
【００４２】
　Ｐ－ＴＯＣ領域が設けられるリードイン領域の外周は、レコーダブル領域とされ、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。ここで、外周とは
、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のことである。また、レコー
ダブル領域とは、光磁気記録可能な領域のことである。
【００４３】
　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
や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。ここで、トラックとは、オーディオトラックおよび／またはデータトラックを総称
している。
【００４４】
　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されて出力され
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。レコーダブル領域の残り
の部分に関して詳しくは、図２に示されている。
【００４５】
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　図２は、図１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も
のである。図２に示すように、レコーダブル領域の内周側に位置する先頭には、Ｕ－ＴＯ
Ｃ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ＭＤ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ＭＤ
１方式の１－７ｐｐ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。
【００４６】
　１－７ｐｐ変調でデータが変調されて記録される領域の先頭となる内周側には、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、ディスク毎に固有の識別コードが記録される。以下、このディスク毎に固有の識別
コードをＵＩＤ（ユニークＩＤ）と称する。次世代ＭＤ１の場合、ＵＩＤは、例えば所定
に発生された乱数に基づき生成され、例えばディスクの初期化の際に記録される。詳細は
後述する。ＵＩＤを用いることで、ディスクの記録内容に対するセキュリティ管理を行う
ことができる。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。
【００４７】
　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、前述したように、ＰＣ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。
【００４８】
　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。
【００４９】
　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。アラートトラックに
は、このディスクが次世代ＭＤ１方式で使用され、現行のＭＤシステムのプレーヤでは再
生できないことを示す警告音が記録されている。この警告音から、このディスクが現行の
ＭＤシステムのプレーヤでは使用できないことが知らされる。
【００５０】
　なお、警告音としては、「このプレーヤでは使用できません」というような言語による
警告とすることができる。勿論、単純なビープ音、トーン、又はその他の警告信号とする
ようにしても良い。
【００５１】
　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－Ｔ
ＯＣ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。１－７
ｐｐ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。
【００５２】
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　図３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。
【００５３】
　次世代ＭＤ２のディスクでは、図３Ａに示すように、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にあたるディスクの内周のリードイン領域には、ＡＤＩＰ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。
【００５４】
　次世代ＭＤ２の仕様のディスクでは、図３Ｂ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。
【００５５】
　図示しないが、次世代ＭＤ２の使用のディスクでは、記録可能領域の内周側の、コンシ
ューマ向けの記録再生装置で再生可能であるが記録不可であるような領域に、上述したＵ
ＩＤが予め記録される。次世代ＭＤ２のディスクの場合、ＵＩＤは、例えばＤＶＤ (Digit
al Versatile Disc)で用いられているＢＣＡ (Burst Cutting Area)の技術と同様の技術に
より、ディスクの製造時に予め記録される。ディスクの製造時にＵＩＤが生成され記録さ
れるため、ＵＩＤの管理が可能となり、上述の次世代ＭＤ１による、ディスクの初期化時
などに乱数に基づきＵＩＤを生成する場合に比べ、セキュリティを向上できる。ＵＩＤの
フォーマットなど詳細については、後述する。
【００５６】
　なお、繁雑さを避けるために、次世代ＭＤ２においてＵＩＤが予め記録されるこの領域
を、以降、ＢＣＡと呼ぶことにする。
【００５７】
　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。上述したＢＣＡにＵＩＤが記録されているか否かで判
断することも可能である。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。
【００５８】
　図４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４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の内周側には、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。
【００５９】
　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１つまたは複数の論理クラスタも記録する。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
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るための情報が格納される。
【００６０】
　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。
【００６１】
　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。
【００６２】
　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。
【００６３】
　なお、次世代ＭＤ２のディスクは、上述のように、ディスクの製造時にＵＩＤが生成さ
れ記録されるため、より強力にセキュリティ管理を行うことが可能である一方、現行のＭ
Ｄシステムで用いられるディスクに比べて膜の積層数が多く、より高価である。そこで、
ディスクの記録可能領域およびリードイン、リードアウト領域は、次世代ＭＤ１と共通と
し、ＵＩＤのみ、ＤＶＤと同様のＢＣＡを用いて次世代ＭＤ２と同様にしてディスクの製
造時に記録するようにしたディスクシステムとして次世代ＭＤ１．５と称するディスクが
提案されている。
【００６４】
　なお、以下では、次世代ＭＤ１．５に関して、特に必要となる場合を除き、説明を省略
する。すなわち、次世代ＭＤ１．５は、ＵＩＤに関しては次世代ＭＤ２に準じ、オーディ
オデータの記録再生などに関しては次世代ＭＤ１に準ずるものとする。
【００６５】
　ＵＩＤについて、より詳細に説明する。上述したように、次世代ＭＤ２のディスクにお
いて、ＵＩＤは、ＤＶＤで用いられているＢＣＡと称される技術と同様の技術により、デ
ィスクの製造時に予め記録される。図５は、このＵＩＤの一例のフォーマットを概略的に
示す。ＵＩＤの全体をＵＩＤレコードブロックと称する。
【００６６】
　ＵＩＤブロックにおいて、先頭から２バイト分がＵＩＤコードのフィールドとされる。
ＵＩＤコードは、２バイトすなわち１６ビットのうち上位４ビットがディスク判別用とさ
れる。例えば、この４ビットが〔００００〕で当該ディスクが次世代ＭＤ２のディスクで
あることが示され、〔０００１〕で当該ディスクが次世代ＭＤ１．５のディスクであるこ
とが示される。ＵＩＤコードの上位４ビットの他の値は、例えば将来の拡張のために予約
される。ＵＩＤコードの下位１２ビットは、アプリケーションＩＤとされ、４０９６種類
のサービスに対応することができる。
【００６７】
　ＵＩＤコードの次に１バイトのバージョンナンバのフィールドが配され、その次に、１
バイトでデータ長のフィールドが配される。このデータ長により、データ長の次に配され
るＵＩＤレコードデータのフィールドのデータ長が示される。ＵＩＤレコードデータのフ
ィールドは、ＵＩＤ全体のデータ長が１８８バイトを超えない範囲で、４ｍ（ｍ＝０、１
、２、・・・）バイト分、配される。ＵＩＤレコードデータのフィールドに、所定の方法
で生成したユニークなＩＤを格納することができ、これにより、ディスク個体が識別可能
とされる。
【００６８】
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　なお、次世代ＭＤ１のディスクでは、このＵＩＤレコードデータのフィールドに、乱数
に基づき生成されたＩＤが記録される。
【００６９】
　ＵＩＤレコードブロックは、最大１８８バイトまでのデータ長で、複数個、作ることが
できる。
【００７０】
３．信号フォーマット
　次に、次世代ＭＤ１および次世代ＭＤ２のシステムの信号フォーマットについて説明す
る。現行のＭＤシステムでは、エラー訂正方式として、畳み込み符号であるＡＣＩＲＣが
用いられており、サブコードブロックのデータ量に対応する２３５２バイトからなるセク
タを記録再生のアクセス単位としている。畳み込み符号の場合には、エラー訂正符号化系
列が複数のセクタに跨るため、データを書き換える際には、隣接するセクタ間に、リンキ
ングセクタを用意する必要がある。アドレス方式としては、シングルスパイラルによるグ
ルーブを形成したうえで、このグルーブの両側に対してアドレス情報としてのウォブルを
形成したウォブルドグルーブ方式であるＡＤＩＰが使われている。現行のＭＤシステムで
は、２３５２バイトからなるセクタをアクセスするのに最適なように、ＡＤＩＰ信号が配
列されている。
【００７１】
　これに対して、次世代ＭＤ１および次世代ＭＤ２のシステムの仕様では、ＬＤＣとＢＩ
Ｓとを組み合わせたブロック完結型の符号が用いられ、６４Ｋバイトを記録再生のアクセ
ス単位としている。ブロック完結型の符号では、リンキングセクタは不要である。そこで
、現行のＭＤシステムのディスクを流用する次世代ＭＤ１のシステムの仕様では、ＡＤＩ
Ｐ信号の扱いを、新たな記録方式に対応するように、変更するようにしている。また、次
世代ＭＤ２のシステムの仕様では、次世代ＭＤ２の仕様により合致するように、ＡＤＩＰ
信号の仕様に変更を加えている。
【００７２】
　図６、図７、および図８は、次世代ＭＤ１および次世代ＭＤ２のシステムで使用される
エラー訂正方式を説明するためのものである。次世代ＭＤ１および次世代ＭＤ２のシステ
ムでは、図６に示すようなＬＤＣによるエラー訂正符号化方式と、図７および図８に示す
ようなＢＩＳ方式とが組み合わされている。
【００７３】
　図６は、ＬＤＣによるエラー訂正符号化の符号化ブロックの構成を示すものである。図
６に示すように、各エラー訂正符号化セクタのデータに対して、４バイトのエラー検出コ
ードＥＤＣが付加され、水平方向に３０４バイト、垂直方向に２１６バイトのエラー訂正
符号化ブロックに、データが二次元配列される。各エラー訂正符号化セクタは、２Ｋバイ
トのデータからなる。図６に示すように、水平方向に３０４バイト、垂直方向に２１６バ
イトからなるエラー訂正符号化ブロックには、２Ｋバイトからなるエラー訂正符号化セク
タが３２セクタ分配置される。このように、水平方向に３０４バイト、垂直方向に２１６
バイトに二次元配列された３２個のエラー訂正符号化セクタのエラー訂正符号化ブロック
のデータに対して、垂直方向に、３２ビットのエラー訂正用のリード・ソロモンコードの
パリティが付加される。
【００７４】
　図７および図８は、ＢＩＳの構成を示すものである。図７に示すように、３８バイトの
データ毎に、１バイトのＢＩＳが挿入され、（３８×４＝１５２バイト）のデータと、３
バイトのＢＩＳデータと、２．５バイトのフレームシンクとの合計１５７．５バイトが１
フレームとされる。
【００７５】
　図８に示すように、このように構成されるフレームを４９６フレーム集めて、ＢＩＳの
ブロックが構成される。ＢＩＳデータ（３×４９６＝１４８８バイト）には、５７６バイ
トのユーザコントロールデータと、１４４バイトのアドレスユニットナンバと、７６８バ
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イトのエラー訂正コードが含められる。
【００７６】
　このように、ＢＩＳデータには、１４８８バイトのデータに対して７６８バイトのエラ
ー訂正コードが付加されているので、強力にエラー訂正を行うことができる。このＢＩＳ
コードを３８バイト毎に埋め込んでおくことにより、バーストエラーが発生したときに、
エラーロケーションが検出できる。このエラーロケーションを使って、ＬＤＣコードによ
り、イレージャ訂正を行うことができる。
【００７７】
　ＡＤＩＰ信号は、図９に示すように、シングルスパイラルのグルーブの両側に対してウ
ォブルを形成することで記録される。すなわち、ＡＤＩＰ信号は、ＦＭ変調されたアドレ
スデータを有し、ディスク素材にグルーブのウォブルとして形成されることにより記録さ
れる。
【００７８】
　図１０は、次世代ＭＤ１の場合のＡＤＩＰ信号のセクタフォーマットを示すものである
。
【００７９】
　図１０に示すように、ＡＤＩＰ信号の１セクタに相当するＡＤＩＰセクタは、４ビット
のシンクと、８ビットのＡＤＩＰクラスタナンバの上位ビットと、８ビットのＡＤＩＰク
ラスタナンバの下位ビットと、８ビットのＡＤＩＰセクタナンバと、１４ビットのエラー
検出コードＣＲＣとからなる。
【００８０】
　シンクは、ＡＤＩＰセクタの先頭を検出するための所定パターンの信号である。従来の
ＭＤシステムでは、畳み込み符号を使っているため、リンキングセクタが必要になる。リ
ンキング用のセクタナンバは、負の値を持ったセクタナンバで、「ＦＣｈ」、「ＦＤｈ」
、「ＦＥｈ」、「ＦＦｈ」（ｈは１６進数を示す）のセクタナンバのものである。次世代
ＭＤ１では、現行のＭＤシステムのディスクを流用するため、このＡＤＩＰセクタのフォ
ーマットは、現行のＭＤシステムのものと同様である。
【００８１】
　次世代ＭＤ１のシステムでは、図１１に示すように、ＡＤＩＰセクタナンバ「ＦＣｈ」
から「ＦＦｈ」および「０Ｆｈ」から「１Ｆｈ」までの３６セクタで、ＡＤＩＰクラスタ
が構成される。そして、図１０に示すように、１つのＡＤＩＰクラスタに、２つのレコー
ディングブロック（６４Ｋバイト）のデータを配置するようにしている。
【００８２】
　図１２は、次世代ＭＤ２の場合のＡＤＩＰセクタの構成を示すものである。次世代ＭＤ
２の仕様では、ＡＤＩＰセクタが１６セクタで、ＡＤＩＰセクタが構成される。したがっ
て、ＡＤＩＰのセクタナンバは、４ビットで表現できる。また、次世代ＭＤでは、ブロッ
ク完結のエラー訂正符号が用いられているため、リンキングセクタは不要である。
【００８３】
　次世代ＭＤ２のＡＤＩＰセクタは、図１２に示すように、４ビットのシンクと、４ビッ
トのＡＤＩＰクラスタナンバの上位ビットと、８ビットのＡＤＩＰクラスタナンバの中位
ビットと、４ビットのＡＤＩＰクラスタナンバの下位ビットと、４ビットのＡＤＩＰセク
タナンバと、１８ビットのエラー訂正用のパリティとからなる。
【００８４】
　シンクは、ＡＤＩＰセクタの先頭を検出するための所定パターンの信号である。ＡＤＩ
Ｐクラスタナンバとしては、上位４ビット、中位８ビット、下位４ビットの１６ビット分
が記述される。１６個のＡＤＩＰセクタでＡＤＩＰクラスタが構成されるため、ＡＤＩＰ
セクタのセクタナンバは４ビットとされている。現行のＭＤシステムでは１４ビットのエ
ラー検出コードであるが、１８ビットのエラー訂正用のパリティとなっている。そして、
次世代ＭＤ２の仕様では、図１３に示すように、１つのＡＤＩＰクラスタに、１レコーデ
ィングブロック（６４Ｋバイト）のデータが配置される。
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【００８５】
　図１４は、次世代ＭＤ１の場合のＡＤＩＰクラスタとＢＩＳのフレームとの関係を示す
ものである。
【００８６】
　図１１に示したように、次世代ＭＤ１の仕様では、ＡＤＩＰセクタ「ＦＣ」～「ＦＦ」
およびＡＤＩＰセクタ「００」～「１Ｆ」の３６セクタで、１つのＡＤＩＰクラスタが構
成される。記録再生の単位となる１レコーディングブロック（６４Ｋバイト）のデータは
、１つのＡＤＩＰクラスタに、２つ分配置される。
【００８７】
　図１４に示すように、１つのＡＤＩＰセクタは、前半の１８セクタと、後半の１８セク
タとに分けられる。
【００８８】
　記録再生の単位となる１レコーディングブロックのデータは、４９６フレームからなる
ＢＩＳのブロックに配置される。このＢＩＳのブロックに相当する４９６フレーム分のデ
ータのフレーム（フレーム「１０」からフレーム「５０５」）の前に、１０フレーム分の
プリアンブル（フレーム「０」からフレーム「９」）が付加され、また、このデータのフ
レームの後に、６フレーム分のポストアンブルのフレーム（フレーム５０６からフレーム
５１１）が付加され、合計、５１２フレーム分のデータが、ＡＤＩＰセクタ「ＦＣｈ」か
らＡＤＩＰセクタ「０Ｄｈ」のＡＤＩＰクラスタの前半に配置されるとともに、ＡＤＩＰ
セクタ「０Ｅｈ」からＡＤＩＰセクタ「１Ｆｈ」のＡＤＩＰクラスタの後半に配置される
。データフレームの前のプリアンブルのフレームと、データの後ろのポストアンブルのフ
レームは、隣接するレコーディングブロックとのリンキング時にデータを保護するのに用
いられる。プリアンブルは、データ用ＰＬＬの引き込み、信号振幅制御、信号オフセット
制御などにも用いられる。
【００８９】
　レコーディングブロックのデータを記録再生する際の物理アドレスは、ＡＤＩＰクラス
タと、そのクラスタの前半か後半かにより指定される。記録再生時に物理アドレスが指定
されると、ＡＤＩＰ信号からＡＤＩＰセクタが読み取られ、ＡＤＩＰセクタの再生信号か
ら、ＡＤＩＰクラスタナンバとＡＤＩＰセクタナンバが読み取られ、ＡＤＩＰクラスタの
前半と後半とが判別される。
【００９０】
　図１５は、次世代ＭＤ２の仕様の場合のＡＤＩＰクラスタとＢＩＳのフレームとの関係
を示すものである。図１３に示したように、次世代ＭＤ２の仕様では、ＡＤＩＰセクタが
１６セクタで、１つのＡＤＩＰクラスタが構成される。１つのＡＤＩＰクラスタに、１レ
コーディングブロック（６４Ｋバイト）のデータが配置される。
【００９１】
　図１５に示すように、記録再生の単位となる１レコーディングブロック（６４Ｋバイト
）のデータは、４９６フレームからなるＢＩＳのブロックに配置される。このＢＩＳのブ
ロックに相当する４９６フレーム分のデータのフレーム（フレーム「１０」からフレーム
「５０５」）の前に、１０フレーム分のプリアンブル（フレーム「０」からフレーム「９
」）が付加され、また、このデータのフレームの後に、６フレーム分のポストアンブルの
フレーム（フレーム５０６からフレーム５１１）が付加され、合計、５１２フレーム分の
データが、ＡＤＩＰセクタ「０ｈ」からＡＤＩＰセクタ「Ｆｈ」からなるＡＤＩＰクラス
タに配置される。
【００９２】
　データフレームの前のプリアンブルのフレームと、データの後ろのポストアンブルのフ
レームは、隣接するレコーディングブロックとのリンキング時にデータを保護するのに用
いられる。プリアンブルは、データ用ＰＬＬの引き込み、信号振幅制御、信号オフセット
制御などにも用いられる。
【００９３】
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　レコーディングブロックのデータを記録再生する際の物理アドレスは、ＡＤＩＰクラス
タで指定される。記録再生時に物理アドレスが指定されると、ＡＤＩＰ信号からＡＤＩＰ
セクタが読み取られ、ＡＤＩＰセクタの再生信号から、ＡＤＩＰクラスタナンバが読み取
られる。
【００９４】
　ところで、このようなディスクでは、記録再生を開始するときに、レーザパワーの制御
等を行うために、各種のコントロール情報が必要である。次世代ＭＤ１の仕様のディスク
では、図１に示したように、リードイン領域にＰ－ＴＯＣが設けられており、このＰ－Ｔ
ＯＣから、各種のコントロール情報が取得される。
【００９５】
　次世代ＭＤ２の仕様のディスクには、エンボスピットによるＰ－ＴＯＣは設けられず、
コントロール情報がリードイン領域のＡＤＩＰ信号により記録される。また、次世代ＭＤ
２の仕様のディスクでは、磁気超解像度の技術が使われるため、レーザのパワーコントロ
ールが重要である。次世代ＭＤ２の仕様のディスクでは、リードイン領域とリードアウト
領域には、パワーコントロール調整用のキャリブレーション領域が設けられる。
【００９６】
　すなわち、図１６は、次世代ＭＤ２の仕様のディスクのリードインおよびリードアウト
の構成を示すものである。図１６に示すように、ディスクのリードインおよびリードアウ
ト領域には、レーザビームのパワーコントロール領域として、パワーキャリブレーション
領域が設けられる。
【００９７】
　また、リードイン領域には、ＡＤＩＰによるコントロール情報を記録したコントロール
領域が設けられる。ＡＤＩＰによるコントロール情報の記録とは、ＡＤＩＰクラスタナン
バの下位ビットとして割り当てられている領域を使って、ディスクのコントロール情報を
記述するものである。
【００９８】
　すなわち、ＡＤＩＰクラスタナンバは、レコーダブル領域の開始位置から始まっており
、リードイン領域では負の値になっている。図１６に示すように、次世代ＭＤ２のＡＤＩ
Ｐセクタは、４ビットのシンクと、８ビットのＡＤＩＰクラスタナンバの上位ビットと、
８ビットのコントロールデータ（ＡＤＩＰクラスタナンバの下位ビット）と、４ビットの
ＡＤＩＰセクタナンバと、１８ビットのエラー訂正用のパリティとからなる。ＡＤＩＰク
ラスタナンバの下位ビットとして割り当てられている８ビットに、図１６に示すように、
ディスクタイプや、磁気位相、強度、読み出しパワー等のコントロール情報が記述される
。
【００９９】
　なお、ＡＤＩＰクラスタの上位ビットは、そのまま残されているので、現在位置は、あ
る程度の精度で知ることができる。また、ＡＤＩＰセクタ「０」と、ＡＤＩＰセクタ「８
」は、ＡＤＩＰクラスタナンバの下位８ビットを残しておくことにより、所定間隔で、Ａ
ＤＩＰクラスタを正確に知ることができる。
【０１００】
　ＡＤＩＰ信号によるコントロール情報の記録については、本願出願人が先に提案した特
願２００１－１２３５３５号の明細書中に詳細に記載してある。
【０１０１】
４．記録再生装置の構成
　次に、図１７、図１８により、次世代ＭＤ１および次世代ＭＤ２システムで記録／再生
に用いられるディスクに対応するディスクドライブ装置の例として、記録再生装置の構成
を説明する。
【０１０２】
　図１７には、ディスクドライブ装置１が、例えばパーソナルコンピュータ１００と接続
可能なものとして示している。
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【０１０３】
　ディスクドライブ装置１は、メディアドライブ部２、メモリ転送コントローラ３、クラ
スタバッファメモリ４、補助メモリ５、ＵＳＢ（ Universal Serial Bus）インターフェー
ス６，８、ＵＳＢハブ７、システムコントローラ９、オーディオ処理部１０を備えている
。
【０１０４】
　メディアドライブ部２は、装填されたディスク９０に対する記録／再生を行う。ディス
ク９０は、次世代ＭＤ１のディスク、次世代ＭＤ２のディスク、または現行のＭＤのディ
スクである。メディアドライブ部２の内部構成は図１８で後述する。
【０１０５】
　メモリ転送コントローラ３は、メディアドライブ部２からの再生データやメディアドラ
イブ部２に供給する記録データについての受け渡しの制御を行う。
【０１０６】
　クラスタバッファメモリ４は、メモリ転送コントローラ３の制御に基づいて、メディア
ドライブ部２によってディスク９０のデータトラックからレコーディングブロック単位で
読み出されたデータのバッファリングを行う。
【０１０７】
　補助メモリ５は、メモリ転送コントローラ３の制御に基づいて、メディアドライブ部２
によってディスク９０から読み出された各種管理情報や特殊情報を記憶する。
【０１０８】
　システムコントローラ９は、ディスクドライブ装置１内の全体の制御を行うと共に、接
続されたパーソナルコンピュータ１００との間の通信制御を行う。
【０１０９】
　すなわち、システムコントローラ９は、ＵＳＢインターフェース８、ＵＳＢハブ７を介
して接続されたパーソナルコンピュータ１００との間で通信可能とされ、書込要求、読出
要求等のコマンドの受信やステイタス情報その他の必要情報の送信などを行う。
【０１１０】
　システムコントローラ９は、例えばディスク９０がメディアドライブ部２に装填される
ことに応じて、ディスク９０からの管理情報等の読出をメディアドライブ部２に指示し、
メモリ転送コントローラ３によって読み出した管理情報等を補助メモリ５に格納させる。
【０１１１】
　パーソナルコンピュータ１００からのあるＦＡＴセクタの読出要求があった場合は、シ
ステムコントローラ９はメディアドライブ部２に、そのＦＡＴセクタを含むレコーディン
グブロックの読み出しを実行させる。読み出されたレコーディングブロックのデータはメ
モリ転送コントローラ３によってクラスタバッファメモリ４に書き込まれる。
【０１１２】
　システムコントローラ９はクラスタバッファメモリ４に書き込まれているレコーディン
グブロックのデータから、要求されたＦＡＴセクタのデータを読み出させ、ＵＳＢインタ
ーフェース６、ＵＳＢハブ７を介してパーソナルコンピュータ１００に送信させる制御を
行う。
【０１１３】
　パーソナルコンピュータ１００からのあるＦＡＴセクタの書き込み要求があった場合は
、システムコントローラ９はメディアドライブ部２に、まずそのＦＡＴセクタを含むレコ
ーディングブロックの読み出しを実行させる。読み出されたレコーディングブロックはメ
モリ転送コントローラ３によってクラスタバッファメモリ４に書き込まれる。
【０１１４】
　システムコントローラ９は、パーソナルコンピュータ１００からのＦＡＴセクタのデー
タ（記録データ）をＵＳＢインターフェース６を介してメモリ転送コントローラ３に供給
させ、クラスタバッファメモリ４上で、該当するＦＡＴセクタのデータの書き換えを実行
させる。
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【０１１５】
　システムコントローラ９は、メモリ転送コントローラ３に指示して、必要なＦＡＴセク
タが書き換えられた状態でクラスタバッファメモリ４に記憶されているレコーディングブ
ロックのデータを、記録データとしてメディアドライブ部２に転送させる。メディアドラ
イブ部２では、そのレコーディングブロックの記録データを変調してディスク９０に書き
込む。
【０１１６】
　システムコントローラ９に対して、スイッチ５０が接続される。このスイッチ５０は、
ディスクドライブ装置１の動作モードを次世代ＭＤ１システムおよび現行ＭＤシステムの
何れかに設定する。すなわち、ディスクドライブ装置１では、現行のＭＤシステムによる
ディスク９０に対して、現行のＭＤシステムのフォーマットと、次世代ＭＤ１システムの
フォーマットの両方で、オーディオデータの記録を行うことができる。このスイッチ５０
により、ユーザに対してディスクドライブ装置１本体の動作モードを明示的に示すことが
できる。機械的構造のスイッチが示されているが、電気または磁気を利用したスイッチ、
あるいはハイブリッド型のスイッチを使用することもできる。
【０１１７】
　ディスクドライブ装置１に対して、例えばＬＣＤ (Liquid Crystal Display)からなるデ
ィスプレイ５１が設けられる。ディスプレイ５１は、テキストデータや簡単なアイコンな
どの表示が可能とされ、システムコントローラ９から供給される表示制御信号に基づき、
このディスクドライブ装置１の状態に関する情報や、ユーザに対するメッセージなどを表
示する。
【０１１８】
　オーディオ処理部１０は、入力系として、例えばライン入力回路／マイクロホン入力回
路等のアナログオーディオ信号入力部、Ａ／Ｄ変換器や、ディジタルオーディオデータ入
力部を備える。また、オーディオ処理部１０はＡＴＲＡＣ圧縮エンコーダ／デコーダや、
圧縮データのバッファメモリを備える。更に、オーディオ処理部１０は、出力系として、
ディジタルオーディオデータ出力部や、Ｄ／Ａ変換器およびライン出力回路／ヘッドホン
出力回路等のアナログオーディオ信号出力部を備える。
【０１１９】
　ディスク９０が現行のＭＤのディスクの場合には、ディスク９０に対してオーディオト
ラックが記録されるときに、オーディオ処理部１０にディジタルオーディオデータ（また
はアナログオーディオ信号）が入力される。入力されたリニアＰＣＭディジタルオーディ
オデータ、あるいはアナログオーディオ信号で入力されＡ／Ｄ変換器で変換されて得られ
たリニアＰＣＭオーディオデータは、ＡＴＲＡＣ圧縮エンコードされ、バッファメモリに
蓄積される。そして所定タイミング（ＡＤＩＰクラスタ相当のデータ単位）でバッファメ
モリから読み出されてメディアドライブ部２に転送される。メディアドライブ部２では、
転送されてくる圧縮データを、ＥＦＭで変調してディスク９０にオーディオトラックとし
て書き込みを行う。
【０１２０】
　ディスク９０が現行のＭＤシステムのディスクの場合には、ディスク９０のオーディオ
トラックが再生されるときには、メディアドライブ部２は再生データをＡＴＲＡＣ圧縮デ
ータ状態に復調して、メモリ転送コントローラ３を介してオーディオ処理部１０に転送す
る。オーディオ処理部１０は、ＡＴＲＡＣ圧縮デコードを行ってリニアＰＣＭオーディオ
データとし、ディジタルオーディオデータ出力部から出力する。あるいはＤ／Ａ変換器に
よりアナログオーディオ信号としてライン出力／ヘッドホン出力を行う。
【０１２１】
　なお、パーソナルコンピュータ１００との接続はＵＳＢでなく、ＩＥＥＥ (Institute o
f Electrical and Electronics Engineers)１３９４等の他の外部インターフェースが用
いられても良い。
【０１２２】
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　記録再生データ管理は、ＦＡＴシステムを使って行われ、レコーディングブロックとＦ
ＡＴセクタとの変換については、本願出願人が先に提案した特願２００１－２８９３８０
号の明細書中に詳細に記載してある。
【０１２３】
　続いて、データトラックおよびオーディオトラックの両方について記録再生を行う機能
を有するものとしてのメディアドライブ部２の構成を図１８を参照して説明する。
【０１２４】
　図１８は、メディアドライブ部２の構成を示すものである。メディアドライブ部２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、メディアドライブ部２では、ターンテーブ
ルに装填されたディスク９０をスピンドルモータ２９によってＣＬＶ方式で回転駆動させ
る。このディスク９０に対しては記録／再生時に光学ヘッド１９によってレーザ光が照射
される。
【０１２５】
　光学ヘッド１９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１９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１９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。
【０１２６】
　また、ディスク９０を挟んで光学ヘッド１９と対向する位置には磁気ヘッド１８が配置
されている。磁気ヘッド１８は記録データによって変調された磁界をディスク９０に印加
する動作を行う。また、図示しないが光学ヘッド１９全体および磁気ヘッド１８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。
【０１２７】
　光学ヘッド１９および磁気ヘッド１８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。
【０１２８】
　このメディアドライブ部２では、光学ヘッド１９、磁気ヘッド１８による記録再生ヘッ
ド系、スピンドルモータ２９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。
【０１２９】
　なお、ディスク９０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２９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９０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。
【０１３０】
　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する部位と
、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部位が設けられる。
【０１３１】
　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、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
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、ＢＩＳとＬＤＣによるエラー訂正処理とを行う部位が設けられる。
【０１３２】
　また、現行のＭＤシステムや次世代ＭＤ１のＡＤＩＰ信号よるアドレスをデコードする
部位と、次世代ＭＤ２のＡＤＩＰ信号をデコードする部位とが設けられる。
【０１３３】
　光学ヘッド１９のディスク９０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
２１に供給される。
【０１３４】
　ＲＦアンプ２１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９０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。
【０１３５】
　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、ＥＦＭ復調部２４およびＡＣＩＲＣデコーダ２５で処理される。すなわち再生ＲＦ
信号は、ＥＦＭ復調部２４で２値化されてＥＦＭ信号列とされた後、ＥＦＭ復調され、更
にＡＣＩＲＣデコーダ２５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。
【０１３６】
　そして現行のＭＤシステムのディスクの再生時には、セレクタ２６はＢ接点側が選択さ
れており、その復調されたＡＴＲＡＣ圧縮データがディスク９０からの再生データとして
出力される。
【０１３７】
　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アンプで
得られた再生ＲＦ信号は、ＲＬＬ（１－７）ＰＰ復調部２２およびＲＳ－ＬＤＣデコーダ
２３で処理される。すなわち再生ＲＦ信号は、ＲＬＬ（１－７）ＰＰ復調部２２において
、ＰＲ（１，２，１）ＭＬ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２３
で誤り訂正およびデインターリーブ処理される。
【０１３８】
　そして次世代ＭＤ１または次世代ＭＤ２のディスクの再生時には、セレクタ２６はＡ接
点側が選択されており、その復調されたデータがディスク９０からの再生データとして出
力される。
【０１３９】
　ＲＦアンプ２１から出力されるトラッキングエラー信号ＴＥ、フォーカスエラー信号Ｆ
Ｅはサーボ回路２７に供給され、グルーブ情報はＡＤＩＰ復調部３０に供給される。
【０１４０】
　ＡＤＩＰ復調部３０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信号を復調す
る。復調されたＡＤＩＰ信号は、アドレスデコーダ３２およびアドレスデコーダ３３に供
給される。
【０１４１】
　現行のＭＤシステムのディスクまたは次世代ＭＤ１のシステムのディスクでは、図１０
に示したように、ＡＤＩＰセクタナンバが８ビットになっている。これに対して、次世代
ＭＤ２のシステムのディスクでは、図１２に示したように、ＡＤＩＰセクタナンバが４ビ
ットになっている。アドレスデコーダ３２は、現行のＭＤまたは次世代ＭＤ１のＡＤＩＰ
アドレスをデコードする。アドレスデコーダ３３は、次世代ＭＤ２のアドレスをデコード
する。
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【０１４２】
　アドレスデコーダ３２および３３でデコードされたＡＤＩＰアドレスは、ドライブコン
トローラ３１に供給される。ドライブコントローラ３１では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２７に供給される。
【０１４３】
　サーボ回路２７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サー
ボ制御のためのスピンドルエラー信号を生成する。
【０１４４】
　またサーボ回路２７は、スピンドルエラー信号や、ＲＦアンプ２１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３１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２８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。
【０１４５】
　モータドライバ２８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２９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９０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２９に対するＣＬＶまたはＣＡＶ制
御が行われることになる。
【０１４６】
　現行の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、セレクタ１６
がＢ接点に接続され、したがってＡＣＩＲＣエンコーダ１４およびＥＦＭ変調部１５が機
能することになる。この場合、オーディオ処理部１０からの圧縮データはＡＣＩＲＣエン
コーダ１４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１
５でＥＦＭ変調が行われる。
【０１４７】
　そしてＥＦＭ変調データがセレクタ１６を介して磁気ヘッドドライバ１７に供給され、
磁気ヘッド１８がディスク９０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。
【０１４８】
　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、セレクタ１
６がＡ接点に接続され、したがってＲＳ－ＬＤＣエンコーダ１２およびＲＬＬ（１－７）
ＰＰ変調部１３が機能することになる。この場合、メモリ転送コントローラ３からの高密
度データはＲＳ－ＬＤＣエンコーダ１２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１３でＲＬＬ（１－７）変
調が行われる。
【０１４９】
　そしてＲＬＬ（１－７）符号列としての記録データがセレクタ１６を介して磁気ヘッド
ドライバ１７に供給され、磁気ヘッド１８がディスク９０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。
【０１５０】
　レーザドライバ／ＡＰＣ２０は、上記のような再生時および記録時においてレーザダイ
オードにレーザ発光動作を実行させるが、いわゆるＡＰＣ（ Automatic Lazer Power Cont
rol）動作も行う。
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【０１５１】
　すなわち、図示していないが、光学ヘッド１９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／ＡＰＣ２０にフィードバックされる。
レーザドライバ／ＡＰＣ２０は、モニタ信号として得られる現在のレーザパワーを、設定
されているレーザパワーと比較して、その誤差分をレーザ駆動信号に反映させることで、
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している
。
【０１５２】
　なお、レーザパワーとしては、再生レーザパワー、記録レーザパワーとしての値がドラ
イブコントローラ３１によって、レーザドライバ／ＡＰＣ２０内部のレジスタにセットさ
れる。
【０１５３】
　ドライブコントローラ３１は、システムコントローラ９からの指示に基づいて、以上の
アクセス、各種サーボ、データ書込、データ読出の各動作が実行されるように制御を行う
。
【０１５４】
　なお、図１８において一点鎖線で囲ったＡ部、Ｂ部は、例えば１チップの回路部として
構成できる。
【０１５５】
５．次世代ＭＤ１および次世代ＭＤ２によるディスクの初期化処理について
　次世代ＭＤ１および次世代ＭＤ２によるディスクには、上述したように、ＦＡＴ外にＵ
ＩＤ（ユニークＩＤ）が記録され、この記録されたＵＩＤを用いてセキュリティ管理がな
される。次世代ＭＤ１および次世代ＭＤ２に対応したディスクは、原則的には、ディスク
上の所定位置にＵＩＤが予め記録されて出荷される。次世代ＭＤ１に対応したディスクで
は、ＵＩＤが例えばリードイン領域に予め記録される。この場合、ＵＩＤが予め記録され
る位置は、リードイン領域に限られず、例えば、ディスクの初期化後にＵＩＤが書き込ま
れる位置が固定的であれば、その位置に予め記録しておくこともできる。次世代ＭＤ２お
よび次世代ＭＤ１．５に対応したディスクでは、上述したＢＣＡにＵＩＤが予め記録され
る。
【０１５６】
　一方、次世代ＭＤ１によるディスクは、現行のＭＤシステムによるディスクを用いるこ
とが可能とされている。そのため、ＵＩＤが記録されずに既に出回っている、多数の現行
のＭＤシステムによるディスクが次世代ＭＤ１のディスクとして使用されることになる。
【０１５７】
　そこで、このような、ＵＩＤが記録されずに出回ってしまった現行のＭＤシステムによ
るディスクに対しては、規格にて守られたエリアを設け、当該ディスクの初期化時にその
エリアにディスクドライブ装置１において乱数信号を記録し、これを当該ディスクのＵＩ
Ｄとして用いる。また、ユーザがこのＵＩＤが記録されたエリアにアクセスすることは、
規格により禁止されている。なお、ＵＩＤは、乱数信号に限定されない。例えば、メーカ
ーコード、機器コード、機器シリアル番号および乱数を組み合わせて、ＵＩＤとして用い
ることができる。さらに、メーカーコード、機器コードおよび機器シリアル番号の何れか
または複数と、乱数とを組み合わせて、ＵＩＤとして用いることもできる。
【０１５８】
　図１９は、次世代ＭＤ１によるディスクの一例の初期化処理を示すフローチャートであ
る。最初のステップＳ１００で、ディスク上の所定位置がアクセスされ、ＵＩＤが記録さ
れているかどうかが確認される。ＵＩＤが記録されていると判断されれば、そのＵＩＤが
読み出され、例えば補助メモリ５に一時的に記憶される。
【０１５９】
　ステップＳ１００でアクセスされる位置は、例えばリードイン領域のような、次世代Ｍ
Ｄ１システムによるフォーマットのＦＡＴ領域外である。当該ディスク９０が、例えば過
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去に初期化されたことがあるディスクのように、既にＤＤＴが設けられていれば、その領
域をアクセスするようにしてもよい。なお、このステップＳ１００の処理は、省略するこ
とが可能である。
【０１６０】
　次に、ステップＳ１０１で、Ｕ－ＴＯＣがＥＦＭ変調により記録される。このとき、Ｕ
－ＴＯＣに対して、アラートトラックと、上述の図２におけるＤＤＴ以降のトラック、す
なわち１－７ｐｐ変調でデータが変調されて記録される領域とを確保する情報が書き込ま
れる。次のステップＳ１０２で、ステップＳ１０１でＵ－ＴＯＣにより確保された領域に
対して、アラートトラックがＥＦＭ変調により記録される。そして、ステップＳ１０３で
、ＤＤＴが１－７ｐｐ変調により記録される。
【０１６１】
　ステップＳ１０４では、ＵＩＤがＦＡＴ外の領域、例えばＤＤＴ内に記録される。上述
のステップＳ１００で、ＵＩＤがディスク上の所定位置から読み出され補助メモリ５に記
憶されている場合、そのＵＩＤが記録される。また、上述のステップＳ１００で、ディス
ク上の所定位置にＵＩＤが記録されていないと判断されていた場合、または、上述のステ
ップＳ１００が省略された場合には、乱数信号に基づきＵＩＤが生成され、この生成され
たＵＩＤが記録される。ＵＩＤの生成は、例えばシステムコントローラ９によりなされ、
生成されたＵＩＤがメモリ転送コントローラ３を介してメディアドライブ２に供給され、
ディスク９０に記録される。
【０１６２】
　次に、ステップＳ１０５で、ＦＡＴなどのデータが、１－７ｐｐ変調でデータが変調さ
れて記録される領域に対して記録される。すなわち、ＵＩＤの記録される領域は、ＦＡＴ
外の領域になる。また、上述したように、次世代ＭＤ１においては、ＦＡＴで管理される
べきレコーダブル領域の初期化は、必ずしも必要ではない。
【０１６３】
　図２０は、次世代ＭＤ２および次世代ＭＤ１．５によるディスクの一例の初期化処理を
示すフローチャートである。最初のステップＳ１１０でディスク上のＢＣＡに相当する領
域がアクセスされ、ＵＩＤが記録されているかどうかが確認される。ＵＩＤが記録されて
いると判断されれば、そのＵＩＤが読み出され、例えば補助メモリ５に一時的に記憶され
る。なお、ＵＩＤの記録位置は、フォーマット上で固定的に決められているので、ディス
ク上の他の管理情報を参照することなく、直接的にアクセス可能とされる。これは、上述
の図１９を用いて説明した処理にも適用することができる。
【０１６４】
　次のステップＳ１１１で、ＤＤＴが１－７ｐｐ変調で記録される。次に、ステップＳ１
１２で、ＵＩＤがＦＡＴ外の領域、例えばＤＤＴに記録される。このとき記録されるＵＩ
Ｄは、上述のステップＳ１１０でディスク上の所定位置から読み出され補助メモリ５に記
憶されたＵＩＤが用いられる。ここで、上述のステップＳ１１０で、ディスク上の所定位
置にＵＩＤが記録されていないと判断されていた場合には、乱数信号に基づきＵＩＤが生
成され、この生成されたＵＩＤが記録される。ＵＩＤの生成は、例えばシステムコントロ
ーラ９によりなされ、生成されたＵＩＤがメモリ転送コントローラ３を介してメディアド
ライブ２に供給され、ディスク９０に記録される。
【０１６５】
　そして、ステップＳ１１３で、ＦＡＴなどが記録される。すなわち、ＵＩＤの記録され
る領域は、ＦＡＴ外の領域になる。また、上述したように、次世代ＭＤ２においては、Ｆ
ＡＴで管理されるべきレコーダブル領域の初期化は、行われない。
【０１６６】
６．音楽データの第１の管理方式について
　前述したように、この発明が適用された次世代ＭＤ１および次世代ＭＤ２のシステムで
は、ＦＡＴシステムでデータが管理される。また、記録されるオーディオデータは、所望
の圧縮方式で圧縮され、著作者の権利の保護のために、暗号化される。オーディオデータ
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の圧縮方式としては、例えば、ＡＴＲＡＣ３、ＡＴＲＡＣ５等を用いることが考えられて
いる。勿論、ＭＰ３ (MPEG1 Audio Layer-3 )やＡＡＣ（ MPEG2 Advanced Audio Coding )
等、それ以外の圧縮方式を用いることも可能である。また、オーディオデータばかりでな
く、静止画データや動画データを扱うことも可能である。勿論、ＦＡＴシステムを使って
いるので、汎用のデータの記録再生を行うこともできる。更に、コンピュータが読み取り
可能でかつ実行可能な命令をディスク上に符号化することもでき、従って、次世代ＭＤ１
または次世代ＭＤ２は、実行可能ファイルを含むこともできることになる。
【０１６７】
　このような次世代ＭＤ１および次世代ＭＤ２の仕様のディスクにオーディオデータを記
録再生するときの管理方式について説明する。
【０１６８】
　次世代ＭＤ１のシステムや次世代ＭＤ２のシステムでは、長時間で高音質の音楽データ
が再生できるようにしたことから、１枚のディスクで管理される楽曲の数も、膨大になっ
ている。また、ＦＡＴシステムを使って管理することで、コンピュータとの親和性が図ら
れている。このことは、本願発明者の認識によれば、使い勝手の向上が図れるというメリ
ットがある反面、音楽データが違法にコピーされてしまい、著作権者の保護が図られなく
なる可能性がある。この発明が適用された管理システムでは、このような点に配慮が配ら
れている。
【０１６９】
　図２１は、オーディオデータの管理方式の第１の例である。図２１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。
【０１７０】
　オーディオデータファイルは、図２２に示すように、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。
【０１７１】
　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。トラックインデックスファイ
ルは、図２３に示すように、プレイオーダテーブルと、プログラムドプレイオーダテーブ
ルと、グループインフォメーションテーブルと、トラックインフォメーションテーブルと
、パーツインフォメーションテーブルと、ネームテーブルとを備えている。
【０１７２】
　プレイオーダテーブルは、デフォルトで定義された再生順序を示すテーブルである。プ
レイオーダテーブルは、図２４に示すように、各トラックナンバ（曲番）についてのトラ
ックインフォメーションテーブルのトラックデスクリプタ（図２７）へのリンク先を示す
情報ＴＩＮＦ１、ＴＩＮＦ２、…が格納されている。トラックナンバは、例えば「１」か
ら始まる連続したナンバである。
【０１７３】
　プログラムドプレイオーダテーブルは、再生手順を各ユーザが定義したテーブルである
。プログラムドプレイオーダテーブルには、図２５に示すように、各トラックナンバにつ
いてのトラックデスクリプタへのリンク先の情報トラック情報ＰＩＮＦ１、ＰＩＮＦ２、
…が記述されている。
【０１７４】
　グループインフォメーションテーブルには、図２６に示すように、グループに関する情
報が記述されている。グループは、連続したトラックナンバを持つ１つ以上のトラックの
集合、または連続したプログラムドトラックナンバを持つ１つ以上のトラックの集合であ
る。グループインフォメーションテーブルは、図２６Ａに示すように、各グループのグル
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ープデスクリプタで記述されている。グループデスクリプタには、図２６Ｂに示すように
、そのグループが開始されるトラックナンバと、終了トラックのナンバと、グループネー
ムと、フラグが記述される。
【０１７５】
　トラックインフォメーションテーブルは、図２７に示すように、各曲に関する情報が記
述される。トラックインフォメーションテーブルは、図２７Ａに示すように、各トラック
毎（各曲毎）のトラックデスクリプタからなる。各トラックデスクリプタには、図２７Ｂ
に示すように、符号化方式、著作権管理情報、コンテンツの復号鍵情報、その楽曲が開始
するエントリとなるパーツナンバへのポインタ情報、アーチストネーム、タイトルネーム
、元曲順情報、録音時間情報等が記述されている。アーチストネーム、タイトルネームは
、ネームそのものではなく、ネームテーブルへのポインタ情報が記述されている。符号化
方式は、コーデックの方式を示すもので、復号情報となる。
【０１７６】
　パーツインフォメーションテーブルは、図２８に示すように、パーツナンバから実際の
楽曲の位置をアクセスするポインタが記述されている。パーツインフォメーションテーブ
ルは、図２８Ａに示すように、各パーツ毎のパーツデスクリプタからなる。パーツとは、
１トラック（楽曲）の全部、または１トラックを分割した各パーツである。図２８Ｂは、
パーツインフォメーションテーブル内のパーツデスクリプタのエントリを示している。各
パーツデスクリプタは、図２８Ｂに示すように、オーディオデータファイル上のそのパー
ツの先頭のアドレスと、そのパーツの終了のアドレスと、そのパーツに続くパーツへのリ
ンク先とが記述される。
【０１７７】
　なお、パーツナンバのポインタ情報、ネームテーブルのポインタ情報、オーディオファ
イルの位置を示すポインタ情報として用いるアドレスとしては、ファイルのバイトオフセ
ット、パーツデスクリプタナンバ、ＦＡＴのクラスタナンバ、記録媒体として用いられる
ディスクの物理アドレス等を用いることができる。ファイルのバイトオフセットは、この
発明において実施されうるオフセット方法のうちの特定の実施態様である。ここで、パー
ツポインタ情報は、オーディオファイルの開始からのオフセット値であり、その値は所定
の単位（例えば、バイト、ビット、ｎビットのブロック）で表される。
【０１７８】
　ネームテーブルは、ネームの実体となる文字を表すためのテーブルである。ネームテー
ブルは、図２９Ａに示すように、複数のネームスロットからなる。各ネームスロットは、
ネームを示す各ポインタからリンクされて呼び出される。ネームを呼び出すポインタは、
トラックインフォメーションテーブルのアーチストネームやタイトルネーム、グループイ
ンフォメーションテーブルのグループネーム等がある。また、各ネームスロットは、複数
から呼び出されることが可能である。各ネームスロットは、図２９Ｂに示すように、文字
情報であるネームデータと、この文字情報の属性であるネームタイプと、リンク先とから
なる。１つのネームスロットで収まらないような長いネームは、複数のネームスロットに
分割して記述することが可能である。そして、１つのネームスロットで収まらない場合に
は、それに続くネームが記述されたネームスロットへのリンク先が記述される。
【０１７９】
　この発明が適用されたシステムにおけるオーディオデータの管理方式の第１の例では、
図３０に示すように、プレイオーダテーブル（図２４）により、再生するトラックナンバ
が指定されると、トラックインフォメーションテーブルのリンク先のトラックデスクリプ
タ（図２７）が読み出され、このトラックデスクリプタから、符号化方式、著作権管理情
報、コンテンツの復号鍵情報、その楽曲が開始するパーツナンバへのポインタ情報、アー
チストネームおよびタイトルネームのポインタ、元曲順情報、録音時間情報等が読み出さ
れる。
【０１８０】
　トラックインフォメーションテーブルから読み出されたパーツナンバの情報から、パー

10

20

30

40

50

(25) JP 3873989 B2 2007.1.31



ツインフォメーションテーブル（図２８）にリンクされ、このパーツインフォメーション
テーブルから、そのトラック（楽曲）の開始位置に対応するパーツの位置のオーディオデ
ータファイルがアクセスされる。オーディオデータファイルのパーツインフォメーション
テーブルで指定される位置のパーツのデータがアクセスされたら、その位置から、オーデ
ィオデータの再生が開始される。このとき、トラックインフォメーションテーブルのトラ
ックデスクリプタから読み出された符号化方式に基づいて復号化が行われる。オーディオ
データが暗号化されている場合には、トラックデスクリプタから読み出された鍵情報が使
われる。
【０１８１】
　そのパーツに続くパーツがある場合には、そのパーツのリンク先がパーツデスクリプタ
が記述されており、このリンク先にしたがって、パーツデスクリプタが順に読み出される
。このパーツデスクリプタのリンク先を辿っていき、オーディオディデータファイル上で
、そのパーツデスクリプタで指定される位置にあるパーツのオーディオデータを再生して
いくことで、所望のトラック（楽曲）のオーディオディオデータが再生できる。
【０１８２】
　また、トラックインフォメーションテーブルから読み出されたアーチストネームやタイ
トルネームのポインタにより指し示される位置（ネームポインタ情報）にあるネームテー
ブルのネームスロット（図２９）が呼び出され、その位置にあるネームスロットから、ネ
ームデータが読み出される。ネームポインタ情報は、例えば、ネームスロットナンバ、Ｆ
ＡＴシステムにおけるクラスタナンバ、または記録媒体の物理アドレスであってもよい。
【０１８３】
　なお、前述したように、ネームテーブルのネームスロットは、複数参照が可能である。
例えば、同一のアーチストの楽曲を複数記録するような場合がある。この場合、図３１に
示すように、複数のトラックインフォメーションテーブルからアーチストネームとして同
一のネームテーブルが参照される。図３１の例では、トラックデスクリプタ「１」とトラ
ックデスクリプタ「２」とトラックデスクリプタ「４」は、全て同一のアーチスト「ＤＥ
Ｆ　ＢＡＮＤ」の楽曲であり、アーチストネームとして同一のネームスロットを参照して
いる。また、トラックデスクリプタ「３」とトラックデスクリプタ「５」とトラックデス
クリプタ「６」は、全て同位置のアーチスト「ＧＨＱ　ＧＩＲＬＳ」の楽曲であり、アー
チストネームとして同一のネームスロットを参照している。このように、ネームテーブル
のネームスロットを、複数のポインタから参照可能にしておくと、ネームテーブルの容量
を節約できる。
【０１８４】
　これとともに、例えば、同一のアーチストネームの情報を表示するのに、こののネーム
テーブルへのリンクが利用できる。例えば、アーチスト名が「ＤＥＦ　ＢＡＮＤ」の楽曲
の一覧を表示したいような場合には、「ＤＥＦ　ＢＡＮＤ」のネームスロットのアドレス
を参照しているトラックデスクリプタが辿られる。この例では、「ＤＥＦ　ＢＡＮＤ」の
ネームスロットのアドレスを参照しているトラックデスクリプタを辿ることにより、トラ
ックデスクリプタ「１」とトラックデスクリプタ「２」とトラックデスクリプタ「４」の
情報が得られる。これにより、このディスクに納められている楽曲の中で、アーチスト名
が「ＤＥＦ　ＢＡＮＤ」の楽曲の一覧が表示できる。なお、ネームテーブルは複数参照が
可能とされるため、ネームテーブルからトラックインフォメーションテーブルを逆に辿る
リンクは設けられていない。
【０１８５】
　新たにオーディオデータを記録する場合には、ＦＡＴテーブルにより、所望の数のレコ
ーディングブロック以上、例えば、４つのレコーディングブロック以上連続した未使用領
域が用意される。所望のレコーディングブロック以上連続した領域を確保するのは、なる
べく連続した領域にオーディオデータを記録した方がアクセスに無駄がないためである。
【０１８６】
　オーディオデータを記録するための領域が用意されたら、新しいトラックデスクリプタ
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ーがトラックインフォメーションテーブル上に１つ割り当てられ、このオーディオディデ
ータを暗号化するためのコンテンツの鍵が生成される。そして、入力されたオーディオデ
ータが暗号化され、用意された未使用領域に、暗号化されたオーディオデータが記録され
る。このオーディオデータが記録された領域がＦＡＴのファイルシステム上でオーディオ
データファイルの最後尾に連結される。
【０１８７】
　新たなオーディオデータがオーディオデータファイルに連結されたのに伴い、この連結
された位置の情報が作成され、新たに確保されたパーツデスクリプションに、新たに作成
されたオーディオデータの位置情報が記録される。そして、新たに確保されたトラックデ
スクリプターに、鍵情報やパーツナンバが記述される。更に、必要に応じて、ネームスロ
ットにアーチストネームやタイトルネーム等が記述され、トラックデスクリプターに、そ
のネームスロットにアーチストネームやタイトルネームにリンクするポインタが記述され
る。そして、プレイオーダーテーブルに、そのトラックデスクリプターのナンバが登録さ
れる。また著作権管理情報の更新がなされる。
【０１８８】
　オーディオデータを再生する場合には、プレイオーダーテーブルから、指定されたトラ
ックナンバに対応する情報が求められ、再生すべきトラックのトラックデスクリプタが取
得される。
【０１８９】
　トラックインフォメーションテーブルのそのトラックデスクリプタから、鍵情報が取得
され、また、エントリのデータが格納されている領域を示すパーツデスクリプションが取
得される。そのパーツデスクリプションから、所望のオーディオデータが格納されている
パーツの先頭のオーディオデータファイル上の位置が取得され、その位置に格納されてい
るデータが取り出される。そして、その位置から再生されるデータに対して、取得された
鍵情報を用いて暗号が解読され、オーディオデータの再生がなされる。パーツデスクリプ
ションにリンクがある場合には、指定されてパーツにリンクされて、同様の手順が繰り返
される。
【０１９０】
　プレイオーダテーブル上で、トラックナンバ「ｎ」であった楽曲を、トラックナンバ「
ｎ＋ｍ」に変更する場合には、プレイオーダテーブル内のトラック情報ＴＩＮＦｎから、
そのトラックの情報が記述されているトラックデスクリプターＤｎが得られる。トラック
情報ＴＩＮＦｎ＋１からＴＩＮＦｎ＋ｍの値（トラックデスクリプターナンバ）が全て１
つ前に移動される。そして、トラック情報ＴＩＮＦｎ＋ｍに、トラックデスクリプターＤ
ｎのナンバが格納される。
【０１９１】
　プレイオーダテーブルで、トラックナンバ「ｎ」であった楽曲を削除する場合には、プ
レイオーダテーブル内のトラック情報ＴＩＮＦｎから、そのトラック　の情報が記述され
ているトラックデスクリプタＤｎが取得される。プレイオーダテーブル内のトラック情報
のエントリ、ＴＩＮＦｎ＋１から後の有効なトラックデスクリプタナンバが全て１つ前に
移動される。更に、トラック「ｎ」は、消されるべきものなので、トラック「ｎ」の後の
全てのトラック情報のエントリが、プレイオーダテーブル内で１つ前に移動される。前記
トラックの消去に伴って取得されたトラックデスクリプタＤｎから、トラックインフォメ
ーションテーブルで、そのトラックに対応する符号化方式、復号鍵が取得れるとともに、
先頭の音楽データが格納されている領域を示すパーツデスクリプタＰｎのナンバが取得さ
れる。パーツデスクリプタＰｎによって指定された範囲のオーディオブロックが、ＦＡＴ
のファイルシステム上で、オーディオデータファイルから切り離される。更に、このトラ
ックインフォメーションテーブルのそのトラックのトラックデスクリプタＤｎが消去され
る。そして、パーツデスクリプタがパーツインフォメーションテーブルから消去され、フ
ァイルシステムでそのパーツデスクリプションが解放される。
【０１９２】
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　例えば、図３２Ａにおいて、パーツＡ、パーツＢ、パーツＣはそれまで連結しており、
その中から、パーツＢを削除するものとする。パーツＡパーツＢは同じオーディオブロッ
クを（かつ同じＦＡＴクラスタを）共有しており、ＦＡＴチェーンが連続しているとする
。パーツＣは、オーディオデータファイルの中ではパーツＢの直後に位置しているが、Ｆ
ＡＴテーブルを調べると、実際には離れた位置にあるとする。
【０１９３】
　この例の場合には、図３２Ｂに示すように、パーツＢを削除したときに、実際にＦＡＴ
チェーンから外す（空き領域に戻す）ことができるのは、現行のパーツとクラスタを共有
していない、２つのＦＡＴクラスタである。すなわち、オーディオデータファイルとして
は４オーディオブロックに短縮される。パーツＣおよびそれ以降にあるパーツに記録され
ているオーディオブロックのナンバは、これに伴い全て４だけ小さくなる。
【０１９４】
　なお、削除は、１トラック全てではなく、そのトラックの一部に対して行うことができ
る。トラックの一部が削除された場合には、残りのトラックの情報は、トラックインフォ
メーションテーブルでそのパーツデスクリプタＰｎから取得されたそのトラックに対応す
る符号化方式、復号鍵を使って復号することが可能である。
【０１９５】
　プレイオーダテーブル上のトラックｎとトラックｎ＋１とを連結する場合には、プレイ
オーダテーブル内のトラック情報ＴＩＮＦｎから、そのトラックの情報が記述されている
トラックデスクリプタナンバＤｎが取得される。また、プレイオーダテーブル内のトラッ
ク情報ＴＩＮＦｎ＋１から、そのトラックの情報が記述されているトラックデスクリプタ
ナンバＤｍが取得される。プレイオーダテーブル内のＴＩＮＦｎ＋１から後の有効なＴＩ
ＮＦの値（トラックデスクリプタナンバ）が全て１つ前のＴＩＮＦに移動される。プログ
ラムドプレイオーダテーブルを検索して、トラックデスクリプタＤｍを参照しているトラ
ックが全て削除される。新たな暗号化鍵を発生させ、トラックデスクリプタＤｎから、パ
ーツデスクリプタのリストが取り出され、そのパーツデスクリプタのリストの最後尾に、
トラックデスクリプタＤｍから取り出したパーツデスクリプタのリストが連結される。
【０１９６】
　トラックを連結する場合には、双方のトラックデスクリプタを比較して、著作権管理上
問題のないことを確認し、トラックデスクリプタからパーツデスクリプタを得て、双方の
トラックを連結した場合にフラグメントに関する規定が満たされるかどうか、ＦＡＴテー
ブルで確認する必要がある。また、必要に応じて、ネームテーブルへのポインタの更新を
行う必要がある。
【０１９７】
　トラックｎを、トラックｎとトラックｎ＋１に分割する場合には、プレイオーダテーブ
ル内のＴＩＮＦｎから、そのトラックの情報が記述されているトラックデスクリプタナン
バＤｎが取得される。プレイオーダテーブル内のトラック情報ＴＩＮＦｎ＋１から、その
トラックの情報が記述されているトラックデスクリプタナンバＤｍ取得される。そして、
プレイオーダテーブル内のＴＩＮＦｎ＋１から後の有効なトラック情報ＴＩＮＦの値（ト
ラックデスクリプタナンバ）が、全て１つ後に移動される。トラックデスクリプタＤｎに
ついて、新しい鍵が生成される。トラックデスクリプタＤｎから、パーツデスクリプタの
リストが取り出される。新たなパーツデスクリプタが割り当てられ、分割前のパーツデス
クリプタの内容がそこにコピーされる。分割点の含まれるパーツデスクリプタが、分割点
の直前までに短縮される。また分割点以降のパーツデスクリプタのリンクが打ち切られる
。新たなパーツデスクリプタが分割点の直後に設定される。
【０１９８】
７．音楽データの管理方式の第２の例
　次に、オーディオデータの管理方式の第２の例について説明する。図３３は、オーディ
オデータの管理方式の第２の例である。図３３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
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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。
【０１９９】
　オーディオデータファイルは、図３４に示すように、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、インデックス情報が設けられる。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
。
【０２００】
　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。トラックインデックスファイ
ルは、図３５に示すように、プレイオーダテーブルと、プログラムドプレイオーダテーブ
ルと、グループインフォメーションテーブルと、トラックインフォメーションテーブルと
、ネームテーブルとからなる。
【０２０１】
　プレイオーダテーブルは、デフォルトで定義された再生順序を示すテーブルである。プ
レイオーダテーブルは、図３６に示すように、各トラックナンバ（曲番）についてのトラ
ックインフォメーションテーブルのトラックデスクリプタ（図３９）へのリンク先を示す
情報ＴＩＮＦ１、ＴＩＮＦ２、…が格納されている。トラックナンバは、例えば「１」か
ら始まる連続したナンバである。
【０２０２】
　プログラムドプレイオーダテーブルは、再生手順を各ユーザが定義したテーブルである
。プログラムドプレイオーダテーブルには、図３７に示すように、各トラックナンバにつ
いてのトラックデスクリプタへのリンク先の情報トラック情報ＰＩＮＦ１、ＰＩＮＦ２、
…が記述されている。
【０２０３】
　グループインフォメーションテーブルには、図３８に示すように、グループに関する情
報が記述されている。グループは、連続したトラックナンバを持つ１つ以上のトラックの
集合、または連続したプログラムドトラックナンバを持つ１つ以上のトラックの集合であ
る。グループインフォメーションテーブルは、図３８Ａに示すように、各グループのグル
ープデスクリプタで記述されている。グループデスクリプタには、図３８Ｂに示すように
、そのグループが開始されるトラックナンバと、終了トラックのナンバと、グループネー
ムと、フラグが記述される。
【０２０４】
　トラックインフォメーションテーブルは、図３９に示すように、各曲に関する情報が記
述される。トラックインフォメーションテーブルは、図３９Ａに示すように、各トラック
毎（各曲毎）のトラックデスクリプタからなる。各トラックデスクリプタには、図３９Ｂ
に示すように、その楽曲が納められているオーディオデータファイルのファイルのポイン
タ、インデックスナンバ、アーチストネーム、タイトルネーム、元曲順情報、録音時間情
報等が記述されている。アーチストネーム、タイトルネームは、ネームそのものではなく
、ネームテーブルへのポインタが記述されている。
【０２０５】
　ネームテーブルは、ネームの実体となる文字を表すためのテーブルである。ネームテー
ブルは、図４０Ａに示すように、複数のネームスロットからなる。各ネームスロットは、
ネームを示す各ポインタからリンクされて呼び出される。ネームを呼び出すポインタは、
トラックインフォメーションテーブルのアーチストネームやタイトルネーム、グループイ
ンフォメーションテーブルのグループネーム等がある。また、各ネームスロットは、複数
から呼び出されることが可能である。各ネームスロットは、図４０Ｂに示すように、ネー
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ムデータと、ネームタイプと、リンク先とからなる。１つのネームスロットで収まらない
ような長いネームは、複数のネームスロットに分割して記述することが可能である。そし
て、１つのネームスロットで収まらない場合には、それに続くネームが記述されたネーム
スロットへのリンク先が記述される。
【０２０６】
　オーディオデータの管理方式の第２の例では、図４１に示すように、プレイオーダテー
ブル（図３６）により、再生するトラックナンバが指定されると、トラックインフォメー
ションテーブルのリンク先のトラックデスクリプタ（図３９）が読み出され、このトラッ
クデスクリプタから、その楽曲のファイルポインタおよびインデックスナンバ、アーチス
トネームおよびタイトルネームのポインタ、元曲順情報、録音時間情報等が読み出される
。
【０２０７】
　その楽曲のファイルのポインタから、そのオーディオデータファイルがアクセスされ、
そのオーディオデータファイルのヘッダの情報が読み取られる。オーディオデータが暗号
化されている場合には、ヘッダから読み出された鍵情報が使われる。そして、そのオーデ
ィオデータファイルが再生される。このとき、もし、インデックスナンバが指定されてい
る場合には、ヘッダの情報から、指定されたインデックスナンバの位置が検出され、その
インデックスナンバの位置から、再生が開始される。
【０２０８】
　また、トラックインフォメーションテーブルから読み出されたアーチストネームやタイ
トルネームのポインタにより指し示される位置にあるネームテーブルのネームスロットが
呼び出され、その位置にあるネームスロットから、ネームデータが読み出される。
【０２０９】
　新たにオーディオデータを記録する場合には、ＦＡＴテーブルにより、所望の数のレコ
ーディングブロック以上、例えば、４つのレコーディングブロック以上連続した未使用領
域が用意される。
【０２１０】
　オーディオデータを記録するための領域が用意されたら、トラックインフォメーション
テーブルに新しいトラックデスクリプタが１つ割り当てられ、このオーディオディデータ
を暗号化するためのコンテンツ鍵が生成される。そして、入力されたオーディオデータが
暗号化され、オーディオデータファイルが生成される。
【０２１１】
　新たに確保されたトラックデスクリプタに、新たに生成されたオーディオデータファイ
ルのファイルポインタや、鍵情報が記述される。更に、必要に応じて、ネームスロットに
アーチストネームやタイトルネーム等が記述され、トラックデスクリプターに、そのネー
ムスロットにアーチストネームやタイトルネームにリンクするポインタが記述される。そ
して、プレイオーダーテーブルに、そのトラックデスクリプターのナンバが登録される。
また著作権管理情報の更新がなされる。
【０２１２】
　オーディオデータを再生する場合には、プレイオーダーテーブルから、指定されたトラ
ックナンバに対応する情報が求められ、トラックインフォメーションテーブルの再生すべ
きトラックのトラックデスクリプタが取得される。
【０２１３】
　そのトラックデスクリプタから、またその音楽データが格納されているオーディオデー
タのファイルポインタおよびインデックスナンバが取得される。そして、そのオーディオ
データファイルがアクセスされ、ファイルのヘッダから、鍵情報が取得される。そして、
そのオーディオデータファイルのデータに対して、取得された鍵情報を用いて暗号が解読
され、オーディオデータの再生がなされる。インデックスナンバが指定されている場合に
は、指定されたインデックスナンバの位置から、再生が開始される。
【０２１４】
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　トラックｎを、トラックｎとトラックｎ＋１に分割する場合には、プレイオーダテーブ
ル内のＴＩＮＦｎから、そのトラックの情報が記述されているトラックデスクリプタナン
バＤｎが取得される。プレイオーダテーブル内のトラック情報ＴＩＮＦｎ＋１から、その
トラックの情報が記述されているトラックデスクリプタナンバＤｍが取得される。そして
、プレイオーダテーブル内のＴＩＮＦｎ＋１から後の有効なトラック情報ＴＩＮＦの値（
トラックデスクリプタナンバ）が、全て１つ後に移動される。
【０２１５】
　図４２に示すように、インデックスを使うことにより、１つのファイルのデータは、複
数のインデックス領域に分けられる。このインデックスナンバとインデックス領域の位置
がそのオーディオトラックファイルのヘッダに記録される。トラックデスクリプタＤｎに
、オーディオデータのファイルポインタと、インデックスナンバが記述される。トラック
デスクリプタＤｍに、オーディオデータのファイルポインタと、インデックスナンバが記
述される。これにより、オーディオファイルの１つのトラックの楽曲Ｍ１は、見かけ上、
２つのトラックの楽曲Ｍ１１とＭ１２とに分割される。
【０２１６】
　プレイオーダテーブル上のトラックｎとトラックｎ＋１とを連結する場合には、プレイ
オーダテーブル内のトラック情報ＴＩＮＦｎから、そのトラックの情報が記述されている
トラックデスクリプタナンバＤｎが取得される。また、プレイオーダテーブル内のトラッ
ク情報ＴＩＮＦｎ＋１から、そのトラックの情報が記述されているトラックデスクリプタ
ナンバＤｍが取得される。プレイオーダテーブル内のＴＩＮＦｎ＋１から後の有効なＴＩ
ＮＦの値（トラックデスクリプタナンバ）が全て１つ前に移動される。
【０２１７】
　ここで、トラックｎとトラックｎ＋１とが同一のオーディオデータファイル内にあり、
インデックスで分割されている場合には、図４３に示すように、ヘッダのインデックス情
報を削除することで、連結が可能である。これにより、２つのトラックの楽曲Ｍ２１とＭ
２２は、１つのトラックの楽曲Ｍ２３に連結される。
【０２１８】
　トラックｎが１つのオーディオデータファイルをインデックスで分割した後半であり、
トラックｎ＋１が別のオーディオデータファイルの先頭にある場合には、図４４に示すよ
うに、インデックスで分割されていたトラックｎのデータにヘッダが付加され、楽曲Ｍ３
２のオーディオデータファイルが生成される。これに、トラックｎ＋１のオーディオデー
タファイルのヘッダが取り除かれ、この楽曲Ｍ４１のトラックｎ＋１のオーディオデータ
が連結される。これにより、２つのトラックの楽曲Ｍ３２とＭ４１は、１つのトラックの
楽曲Ｍ５１として連結される。
【０２１９】
　以上の処理を実現するために、インデックスで分割されていたトラックに対して、ヘッ
ダを付加し、別の暗号鍵で暗号化して、インデックスによるオーディオディデータを１つ
のオーディオデータファイルに変換する機能と、オーディオデータファイルのヘッダを除
いて、他のオーディオデータファイルに連結する機能が持たされている。
【０２２０】
８．パーソナルコンピュータとの接続時の動作について
　次世代ＭＤ１および次世代ＭＤ２では、パーソナルコンピュータとの親和性を持たせる
ために、データの管理システムとしてＦＡＴシステムが採用されている。したがって、次
世代ＭＤ１および次世代ＭＤ２によるディスクは、オーディオデータのみならず、パーソ
ナルコンピュータで一般的に扱われるデータの読み書きにも対応している。
【０２２１】
　ここで、ディスクドライブ装置１において、オーディオデータは、ディスク９０上から
読み出されつつ、再生される。そのため、特に携帯型のディスクドライブ装置１のアクセ
ス性を考慮に入れると、一連のオーディオデータは、ディスク上に連続的に記録されるこ
とが好ましい。一方、パーソナルコンピュータによる一般的なデータ書き込みは、このよ
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うな連続性を考慮せず、ディスク上の空き領域を適宜、割り当てて行われる。
【０２２２】
　そこで、この発明が適用された記録再生装置では、パーソナルコンピュータ１００とデ
ィスクドライブ装置１とをＵＳＢハブ７によって接続し、パーソナルコンピュータ１００
からディスクドライブ装置１に装着されたディスク９０に対する書き込みを行う場合にお
いて、一般的なデータの書き込みは、パーソナルコンピュータ側のファイルシステムの管
理下で行われ、オーディオデータの書き込みは、ディスクドライブ装置１側のファイルシ
ステムの管理下で行われるようにしている。
【０２２３】
　図４５は、このように、パーソナルコンピュータ１００とディスクドライブ装置１とが
図示されないＵＳＢハブ７で接続された状態で、書き込むデータの種類により管理権限を
移動させることを説明するための図である。図４５Ａは、パーソナルコンピュータ１００
からディスクドライブ装置１に一般的なデータを転送し、ディスクドライブ装置１に装着
されたディスク９０に記録する例を示す。この場合には、パーソナルコンピュータ１００
側のファイルシステムにより、ディスク９０上のＦＡＴ管理がなされる。
【０２２４】
　なお、ディスク９０は、次世代ＭＤ１および次世代ＭＤ２の何れかのシステムでフォー
マットされたディスクであるとする。
【０２２５】
　すなわち、パーソナルコンピュータ１００側では、接続されたディスクドライブ装置１
がパーソナルコンピュータ１００により管理される一つのリムーバブルディスクのように
見える。したがって、例えばパーソナルコンピュータ１００においてフレキシブルディス
クに対するデータの読み書きを行うように、ディスクドライブ装置１に装着されたディス
ク９０に対するデータの読み書きを行うことができる。
【０２２６】
　なお、このようなパーソナルコンピュータ１００側のファイルシステムは、パーソナル
コンピュータ１００に搭載される基本ソフトウェアであるＯＳ (Operating System)の機能
として提供することができる。ＯＳは、周知のように、所定のプログラムファイルとして
、例えばパーソナルコンピュータ１００が有するハードディスクドライブに記録される。
このプログラムファイルがパーソナルコンピュータ１００の起動時に読み出され所定に実
行されることで、ＯＳとしての各機能を提供可能な状態とされる。
【０２２７】
　図４５Ｂは、パーソナルコンピュータ１００からディスクドライブ装置１に対してオー
ディオデータを転送し、ディスクドライブ装置１に装着されたディスク９０に記録する例
を示す。例えば、パーソナルコンピュータ１００において、パーソナルコンピュータ１０
０が有する例えばハードディスクドライブ（以下、ＨＤＤ）といった記録媒体にオーディ
オデータが記録されている。
【０２２８】
　なお、パーソナルコンピュータ１００には、オーディオデータをＡＴＲＡＣ圧縮エンコ
ードすると共に、ディスクドライブ装置１に対して、装着されたディスク９０へのオーデ
ィオデータの書き込みおよびディスク９０に記録されているオーディオデータの削除を要
求するユーティリティソフトウェアが搭載されているものとする。このユーティリティソ
フトウェアは、さらに、ディスクドライブ装置１に装着されたディスク９０のトラックイ
ンデックスファイルを参照し、ディスク９０に記録されているトラック情報を閲覧する機
能を有する。このユーティリティソフトウェアは、例えばパーソナルコンピュータ１００
のＨＤＤにプログラムファイルとして記録される。
【０２２９】
　一例として、パーソナルコンピュータ１００の記録媒体に記録されたオーディオデータ
を、ディスクドライブ装置１に装着されたディスク９０に記録する場合について説明する
。上述のユーティリティソフトウェアは、予め起動されているものとする。
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【０２３０】
　先ず、ユーザにより、パーソナルコンピュータ１００に対して、ＨＤＤに記録された所
定のオーディオデータ（オーディオデータＡとする）をディスクドライブ装置１に装着さ
れたディスク９０に記録するよう操作がなされる。この操作に基づき、オーディオデータ
Ａのディスク９０に対する記録を要求する書込要求コマンドが当該ユーティリティソフト
ウェアにより出力される。書込要求コマンドは、パーソナルコンピュータ１００からディ
スクドライブ装置１に送信される。
【０２３１】
　続けて、パーソナルコンピュータ１００のＨＤＤからオーディオデータＡが読み出され
る。読み出されたオーディオデータＡは、パーソナルコンピュータ１００に搭載された上
述のユーティリティソフトウェアによりＡＴＲＡＣ圧縮エンコード処理が行われ、ＡＴＲ
ＡＣ圧縮データに変換される。このＡＴＲＡＣ圧縮データに変換されたオーディオデータ
Ａは、パーソナルコンピュータ１００からディスクドライブ装置１に対して転送される。
【０２３２】
　ディスクドライブ装置１側では、パーソナルコンピュータから送信された書込要求コマ
ンドが受信されることで、ＡＴＲＡＣ圧縮データに変換されたオーディオデータＡがパー
ソナルコンピュータ１００から転送され、且つ、転送されたデータをオーディオデータと
してディスク９０に記録することが認識される。
【０２３３】
　ディスクドライブ装置１では、パーソナルコンピュータ１００から送信されたオーディ
オデータＡを、ＵＳＢハブ７から受信し、ＵＳＢインターフェイス６およびメモリ転送コ
ントローラ３を介してメディアドライブ部２に送る。システムコントローラ９では、オー
ディオデータＡをメディアドライブ部２に送る際に、オーディオデータＡがこのディスク
ドライブ装置１のＦＡＴ管理方法に基づきディスク９０に書き込まれるように制御する。
すなわち、オーディオデータＡは、ディスクドライブ装置１のＦＡＴシステムに基づき、
４レコーディングブロック、すなわち６４ｋバイト×４を最小の記録長として、レコーデ
ィングブロック単位で連続的に書き込まれる。
【０２３４】
　なお、ディスク９０へのデータの書き込みが終了するまでの間、パーソナルコンピュー
タ１００とディスクドライブ装置１との間では、所定のプロトコルでデータやステータス
、コマンドのやりとりが行われる。これにより、例えばディスクドライブ装置１側でクラ
スタバッファ４のオーバーフローやアンダーフローが起こらないように、データ転送速度
が制御される。
【０２３５】
　パーソナルコンピュータ１００側で使用可能なコマンドの例としては、上述の書込要求
コマンドの他に、削除要求コマンドがある。この削除要求コマンドは、ディスクドライブ
装置１に装着されたディスク９０に記録されたオーディオデータを削除するように、ディ
スクドライブ装置１に対して要求するコマンドである。
【０２３６】
　例えば、パーソナルコンピュータ１００とディスクドライブ装置１とが接続され、ディ
スク９０がディスクドライブ装置１に装着されると、上述のユーティリティソフトウェア
によりディスク９０上のトラックインデックスファイルが読み出され、読み出されたデー
タがディスクドライブ装置１からパーソナルコンピュータ１００に送信される。パーソナ
ルコンピュータでは、このデータに基づき、例えばディスク９０に記録されているオーデ
ィオデータのタイトル一覧を表示することができる。
【０２３７】
　パーソナルコンピュータ１００において、表示されたタイトル一覧に基づきあるオーデ
ィオデータ（オーディオデータＢとする）を削除しようとした場合、削除しようとするオ
ーディオデータＢを示す情報が削除要求コマンドと共にディスクドライブ装置１に送信さ
れる。ディスクドライブ装置１では、この削除要求コマンドを受信すると、ディスクドラ
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イブ装置１自身の制御に基づき、要求されたオーディオデータＢがディスク９０上から削
除される。
【０２３８】
　オーディオデータの削除がディスクドライブ装置１自身のＦＡＴシステムに基づく制御
により行われるため、例えば図３２Ａおよび図３２Ｂを用いて説明したような、複数のオ
ーディオデータが１つのファイルとしてまとめられた巨大ファイル中のあるオーディオデ
ータを削除するような処理も、可能である。
【０２３９】
９．ディスク上に記録されたオーディオデータのコピー制限について
　ディスク９０上に記録されたオーディオデータの著作権を保護するためには、ディスク
９０上に記録されたオーディオデータの、他の記録媒体などへのコピーに制限を設ける必
要がある。例えば、ディスク９０上に記録されたオーディオデータを、ディスクドライブ
装置１からパーソナルコンピュータ１００に転送し、パーソナルコンピュータ１００のＨ
ＤＤなどに記録することを考える。
【０２４０】
　なお、ここでは、ディスク９０は、次世代ＭＤ１または次世代ＭＤ２のシステムでフォ
ーマットされたディスクであるものとする。また、以下に説明するチェックアウト、チェ
ックインなどの動作は、パーソナルコンピュータ１００上に搭載される上述したユーティ
リティソフトウェアの管理下で行われるものとする。
【０２４１】
　先ず、図４６Ａに示されるように、ディスク９０上に記録されているオーディオデータ
２００がパーソナルコンピュータ（ＰＣ）１００にムーブされる。ここでいうムーブは、
対象オーディオデータ２００がパーソナルコンピュータ１００にコピーされると共に、対
象オーディオデータが元の記録媒体（ディスク９０）から削除される一連の動作をいう。
すなわち、ムーブにより、ムーブ元のデータは削除され、ムーブ先に当該データが移るこ
とになる。
【０２４２】
　なお、ある記録媒体から他の記録媒体にデータがコピーされ、コピー元データのコピー
許可回数を示すコピー回数権利が１減らされることを、チェックアウトと称する。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。
【０２４３】
　オーディオデータ２００がパーソナルコンピュータ１００にムーブされると、パーソナ
ルコンピュータ１００の記録媒体、例えばＨＤＤ上に当該オーディオデータ２００が移動
され（オーディオデータ２００’）、元のディスク９０から当該オーディオデータ２００
が削除される。そして、図４６Ｂに示されるように、パーソナルコンピュータ１００にお
いて、ムーブされたオーディオデータ２００’に対して、チェックアウト（ＣＯ）可能（
な又は所定の）回数２０１が設定される。ここでは、チェックアウト可能回数２０１は、
図４６中に記号「＠」で示されるように、３回に設定される。すなわち、当該オーディオ
データ２００’は、このパーソナルコンピュータ１００から外部の記録媒体に対して、チ
ェックアウト可能回数２０１に設定された回数だけ、さらにチェックアウトを行うことが
許可される。
【０２４４】
　ここで、チェックアウトされたオーディオデータ２００が元のディスク９０上から削除
されたままだと、ユーザにとって不便であることが考えられる。そこで、パーソナルコン
ピュータ１００に対してチェックアウトされたオーディオデータ２００’が、ディスク９
０に対して書き戻される。
【０２４５】
　当該オーディオデータ２００’をパーソナルコンピュータ１００から元のディスク９０
に書き戻すときには、図４６Ｃに示されるように、チェックアウト可能回数が１回消費さ
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れ、チェックアウト可能回数が（３－１＝２）回とされる。図４６Ｃでは、消費されたチ
ェックアウト回数を記号「＃」で示している。このときには、パーソナルコンピュータ１
００のオーディオデータ２００’は、チェックアウトできる権利が後２回分、残っている
ため、パーソナルコンピュータ１００上からは削除されない。すなわち、パーソナルコン
ピュータ１００上のオーディオデータ２００’は、パーソナルコンピュータからディスク
９０にコピーされ、ディスク９０上には、オーディオデータ２００’がコピーされたオー
ディオデータ２００”が記録されることになる。
【０２４６】
　なお、チェックアウト可能回数２０１は、トラックインフォメーションテーブルにおけ
るトラックデスクリプタの著作権管理情報により管理される（図２７Ｂ参照）。トラック
デスクリプタは、各トラック毎に設けられるため、チェックアウト可能回数２０１を音楽
データなどの各トラック毎に設定することができる。ディスク９０からパーソナルコンピ
ュータ１００にコピーされたトラックデスクリプタは、パーソナルコンピュータ１００に
ムーブされた対応するオーディオデータの制御情報として用いられる。
【０２４７】
　例えば、ディスク９０からパーソナルコンピュータ１００に対してオーディオデータが
ムーブされると、ムーブされたオーディオデータに対応したトラックデスクリプタがパー
ソナルコンピュータ１００にコピーされる。パーソナルコンピュータ１００上では、ディ
スク９０からムーブされたオーディオデータの管理がこのトラックデスクリプタにより行
われる。オーディオデータがムーブされパーソナルコンピュータ１００のＨＤＤなどに記
録されるのに伴い、トラックデスクリプタ中の著作権管理情報において、チェックアウト
可能回数２０１が規定の回数（この例では３回）に設定される。
【０２４８】
　なお、著作権管理情報として、上述のチェックアウト可能回数２０１の他に、チェック
アウト元の機器を識別するための機器ＩＤ、チェックアウトされたコンテンツ（オーディ
オデータ）を識別するためのコンテンツＩＤも管理される。例えば、上述した図４６Ｃの
手順では、コピーしようとしているオーディオデータに対応する著作権管理情報中の機器
ＩＤに基づき、コピー先の機器の機器ＩＤの認証が行われる。著作権管理情報中の機器Ｉ
Ｄと、コピー先機器の機器ＩＤとが異なる場合、コピー不可とすることができる。
【０２４９】
　上述した図４６Ａ～図４６Ｃによる一連のチェックアウト処理では、ディスク９０上の
オーディオデータを一度パーソナルコンピュータ１００に対してムーブし、再びパーソナ
ルコンピュータ１００からディスク９０に書き戻しているため、ユーザにとっては、手順
が煩雑で煩わしく、また、ディスク９０からオーディオデータを読み出す時間と、ディス
ク９０にオーディオデータを書き戻す時間とがかかるため、時間が無駄に感じられるおそ
れがある。さらに、ディスク９０上からオーディオデータが一旦削除されてしまうことは
、ユーザの感覚に馴染まないことが考えられる。
【０２５０】
　そこで、ディスク９０に記録されたオーディオデータのチェックアウト時に、上述の途
中の処理を行ったものと見なして省き、図４６Ｃに示される結果だけが実現されることが
可能なようにする。その手順の一例を以下に示す。以下に示される手順は、例えば「ディ
スク９０に記録されたオーディオファイルＡというオーディオデータをチェックアウトせ
よ」といったような、ユーザからの単一の指示により実行されるものである。
【０２５１】
（１）ディスク９０に記録されているオーディオデータをパーソナルコンピュータ１００
のＨＤＤにコピーすると共に、ディスク９０上の当該オーディオデータを、当該オーディ
オデータの管理データの一部を無効にすることで消去する。例えば、プレイオーダーテー
ブルから当該オーディオデータに対応するトラックデスクリプタへのリンク情報ＴＩＮＦ
ｎと、プログラムドファイルオーダーテーブルから当該オーディオデータに対応するトラ
ックデスクリプタへのリンク情報ＰＩＮＦｎとを削除する。当該オーディオデータに対応
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するトラックデスクリプタそのものを削除するようにしてもよい。これにより、当該オー
ディオデータがディスク９０上で使用不可の状態とされ、当該オーディオデータがディス
ク９０からパーソナルコンピュータ１００にムーブされたことになる。
【０２５２】
（２）なお、手順（１）において、オーディオデータのパーソナルコンピュータ１００へ
のコピーの際に、当該オーディオデータに対応するトラックデスクリプタも、共にパーソ
ナルコンピュータ１００のＨＤＤにコピーされる。
【０２５３】
（３）次に、パーソナルコンピュータ１００において、ディスク９０からコピーされた、
ムーブされたオーディオデータに対応するトラックデスクリプタにおける著作権管理情報
内のチェックアウト可能回数に、規定回数、例えば３回が記録される。
【０２５４】
（４）次に、パーソナルコンピュータ１００において、ディスク９０からコピーされたト
ラックデスクリプタに基づき、ムーブされたオーディオデータに対応するコンテンツＩＤ
が取得され、当該コンテンツＩＤがチェックイン可能なオーディオデータを示すコンテン
ツＩＤとして記録される。
【０２５５】
（５）次に、パーソナルコンピュータ１００において、ムーブされたオーディオデータに
対応するトラックデスクリプタにおける著作権管理情報内のチェックアウト可能回数が、
上述の手順（３）で設定された規定回数から１だけ減じられる。この例では、チェックア
ウト可能回数が（３－１＝２）回とされる。
【０２５６】
（６）次に、ディスク９０が装着される図示されないディスクドライブ装置１において、
ムーブされたオーディオデータに対応するトラックデスクリプタが有効化される。例えば
、上述の手順（１）において削除されたリンク情報ＴＩＮＦｎおよびＰＩＮＦｎをそれぞ
れ復元または再構築することで、当該オーディオデータに対応するトラックデスクリプタ
が有効化される。上述の手順（１）において当該オーディオデータに対応するトラックデ
スクリプタを削除した場合には、当該トラックデスクリプタが再構築される。パーソナル
コンピュータ１００上記記録されている、対応するトラックデスクリプタをディスクドラ
イブ装置１に転送し、ディスク９０に記録するようにしてもよい。
【０２５７】
　以上の（１）～（６）の手順により、一連のチェックアウト処理が完了したと見なす。
こうすることで、ディスク９０からパーソナルコンピュータ１００へのオーディオデータ
のコピーがオーディオデータの著作権保護を図りつつ実現されると共に、ユーザの手間を
省くことができる。
【０２５８】
　なお、この（１）～（６）の手順によるオーディオデータのコピーは、ユーザがディス
クドライブ装置１を用いて、ディスク９０に自分で録音（記録）したオーディオデータに
対して適用されるようにすると、好ましい。
【０２５９】
　また、チェックアウトされた後でチェックインする際には、パーソナルコンピュータ１
００は、自分自身が記録しているオーディオデータおよびトラックデスクリプタ中の制御
情報、例えば著作権管理情報を検索し、検索されたオーディオデータおよび制御情報に基
づき判断を行い、チェックインを実行する。
【０２６０】
１０．ライブラリの同期について
　次に、この発明の実施の一形態について説明する。この発明の実施の一形態では、パー
ソナルコンピュータ１００においてコンテンツが蓄積されたライブラリ内に作成されたグ
ループと、ディスク９０毎にユニークなディスクＩＤとを関連付けることで、ディスク９
０毎にライブラリの同期が可能なようにする。
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【０２６１】
　図４７は、この発明の実施の一形態に適用可能な一例のソフトウェア構成を示す。パー
ソナルコンピュータ１００に、ジュークボックスアプリケーション３００が搭載される。
ジュークボックスアプリケーション３００は、ＣＤ (Compact Disc)からのリッピングや、
インターネットといったネットワークからのダウンロードにより得られた音楽データなど
のコンテンツを例えばハードディスクドライブに蓄積してライブラリを構築し、また、ラ
イブラリを操作するためのユーザインターフェイスを提供する。ジュークボックスアプリ
ケーション３００は、さらに、パーソナルコンピュータ１００とディスクドライブ装置１
との接続制御を行う。さらにまた、上述したユーティリティソフトウェアの機能をジュー
クボックスアプリケーション３００に含ませることができる。
【０２６２】
　ジュークボックスアプリケーション３００は、データベース管理モジュール３０１を有
し、データベース管理モジュール３０１は、ディスク９０を識別するためのディスクＩＤ
と、ライブラリ内のグループとを、ディスクＩＤデータベースまたはディスクＩＤリスト
で関連付けて管理する。この実施の一形態では、ＵＩＤをディスクＩＤとして用いる。デ
ータベース管理モジュール３０１が管理するグループ、ならびに、ディスクＩＤデータベ
ースまたはディスクＩＤリストの詳細については、後述する。
【０２６３】
　ジュークボックスアプリケーション３００は、パーソナルコンピュータ１００において
、ＯＳ３０３上で、セキュリティモジュール３０２を介して動作する。セキュリティモジ
ュール３０２は、ＳＤＭＩ (Secure Digital Music Intiative)に規定されるライセンス適
合モジュール（ＬＣＭ）を有し、ジュークボックスアプリケーション３００とディスクド
ライブ装置１との間で認証処理を行う。セキュリティモジュール３０２では、コンテンツ
ＩＤとＵＩＤとの整合性のチェックなども行う。ジュークボックスアプリケーション３０
０とディスクドライブ装置１とのやりとりは、セキュリティモジュール３０２を介して行
われる。
【０２６４】
　一方、ディスクドライブ装置１には、ディスクドライブ装置１自身の動作を制御するソ
フトウェアとして、次世代ＭＤドライブファームウェア３２０が搭載される。パーソナル
コンピュータ１００によるディスクドライブ装置１の制御や、パーソナルコンピュータ１
００とディスクドライブ装置１との間のデータのやりとりは、次世代ＭＤドライブファー
ムウェア３２０とＯＳ３０３の間で次世代ＭＤデバイスドライバ３０４を介して通信する
ことにより制御される。
【０２６５】
　なお、次世代ＭＤドライブファームウェア３２０は、例えばパーソナルコンピュータ１
００とディスクドライブ装置１とを接続する所定のケーブルやネットワークなどの通信イ
ンターフェイス３１０を介して、パーソナルコンピュータ１００側からバージョンアップ
などを行うことができる。
【０２６６】
　また、ジュークボックスアプリケーション３００は、例えばＣＤ－ＲＯＭ (Compact Dis
c-Read Only Memory)などの記録媒体に記録されて提供される。パーソナルコンピュータ
１００にこの記録媒体を装填し、所定の操作を行うことで、例えば当該記録媒体に記録さ
れたジュークボックスアプリケーション３００がパーソナルコンピュータ１００の例えば
ハードディスクドライブに所定に格納される。これに限らず、ジュークボックスアプリケ
ーション３００（またはジュークボックスアプリケーション３００のインストーラ）は、
インターネットなどネットワークを介してパーソナルコンピュータ１００に提供されるよ
うにしてもよい。
【０２６７】
　次に、データベース管理モジュール３０１が管理するディスクＩＤデータベースまたは
ディスクＩＤリストについて説明する。ライブラリでは、グループを設定することができ
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、コンテンツを適当な基準に基づきグループに関連付けることで、コンテンツを分類する
ことができる。この発明の実施の一形態では、さらに、ディスク９０のそれぞれを識別す
るためのディスクＩＤとグループとを関連付けることができる。ディスクＩＤとしては、
上述したＵＩＤが用いられる。
【０２６８】
　図４８を用いてジュークボックスアプリケーション３００で管理されるデータベースに
ついて、概略的に説明する。図４８Ａは、ディスクＩＤデータベースまたはディスクＩＤ
リストの一例の構成を示す。データベース管理モジュール３０１は、このディスクＩＤデ
ータベースまたはディスクＩＤリストにより、グループに対してディスクＩＤを関連付け
て管理する。より具体的な例として、図４８Ａに例示されるように、グループ名に対して
ディスクＩＤ、当該ディスクＩＤを有するディスク９０の空き容量、動的フラグおよび変
更フラグが関連付けられる。グループ名に対してさらに他の属性を関連付けてもよい。
【０２６９】
　なお、この図４８に例示されるデータベースの構成は、この発明の実施の一形態を実施
可能とする一例であって、この構成に限定されるものではない。
【０２７０】
　フィールド「グループ名」は、グループの名前が登録されるフィールドである。グルー
プ名は、ユーザがジュークボックスアプリケーション３００を用いて設定することができ
る。ジュークボックスアプリケーション３００において予め用意されたグループ名を用い
ることもできる。この図４８Ａの例では、グループ名「今週よく聴いた曲」、「新着」の
グループ（以下、グループ「今週よく聴いた曲」、グループ「新着」などと称する）がジ
ュークボックスアプリケーション３００により予め用意される。
【０２７１】
　フィールド「動的フラグ」は、当該グループが、内容が動的に変更される動的グループ
であるか否かを示す動的フラグが登録される。動的フラグは、ジュークボックスアプリケ
ーション３００において予め設定しておいてもよいし、ユーザが適宜、設定することもで
きる。図４８Ａの例では、ジュークボックスアプリケーション３００において予め用意さ
れるグループ「今週よく聴いた曲」および「新着」が動的グループとして予め設定され、
動的フラグが動的グループであることを示す値とされる。この例では、動的フラグの値が
「１」で、当該グループが動的グループとして設定されていることを示し、値が「０」で
、動的グループではないとして設定されていることを示す。
【０２７２】
　フィールド「変更フラグ」は、パーソナルコンピュータ１００とディスクドライブ装置
１との間でライブラリの同期処理が行われてから次の同期処理が行われるまでに、当該グ
ループの内容に変更が加えられたか否かを示す変更フラグが登録される。この例では、変
更フラグの値が「１」で、当該グループに変更があったことを示し、値が「０」で、変更
がなかったことを示す。
【０２７３】
　一方、グループのそれぞれに対して、当該グループに属するコンテンツに関する情報が
関連付けられる。または、ライブラリに格納されるコンテンツのそれぞれに対してグルー
プ情報が関連付けられる。図４８Ｂは、このコンテンツに関する情報が関連付けられるコ
ンテンツデータベースまたはコンテンツリストの一例の構成を示す。コンテンツデータベ
ースまたはコンテンツリストでは、あるグループ（グループ名「今週よく聴いた曲」とす
る）に属するコンテンツを示すコンテンツＩＤが当該グループ名に対して関連付けられる
。例えば、図４８Ａに一例を示したディスクＩＤデータベースまたはディスクＩＤリスト
において動的フラグの値が「１」とされたグループについて、コンテンツデータベースま
たはコンテンツリストが 生成される。
【０２７４】
　フィールド「コンテンツＩＤ」は、コンテンツＩＤが登録されるフィールドである。コ
ンテンツＩＤは、例えば１２８ビットのデータ長を有し、コンテンツがジュークボックス
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アプリケーション３００に取り込まれライブラリに格納される際に、セキュリティモジュ
ール３０２により割り当てられる。ライブラリに格納されるコンテンツのそれぞれは、コ
ンテンツＩＤで識別することができる。
【０２７５】
　さらに、コンテンツＩＤのそれぞれに対して、当該コンテンツの属性が関連付けられる
。図４８Ｂの例では、フィールド「ＣＯ可能回数」、「再生回数」および「再生順」に、
それぞれＣＯ（チェックアウト）可能回数、累積再生回数およびグループ内での再生順序
が登録され、フィールド「コンテンツＩＤ」に格納されたコンテンツＩＤと関連付けられ
る。勿論、さらに他の情報をコンテンツＩＤに関連付けるようにできる。また、図４８Ｂ
では、グループに対してコンテンツＩＤを関連付けたが、ライブラリに登録された各コン
テンツＩＤそれぞれに対してグループを関連付けるような構成でもよい。これらに限らず
、ライブラリを、上述した音楽データの第１の管理方法や第２の管理方法に基づいて管理
することも可能である。
【０２７６】
　次に、図４９を用いて、この発明の実施の一形態によるグループ内容の自動同期の概念
を説明する。図４９Ａおよび図４９Ｃは、パーソナルコンピュータ１００側の状態を示し
、図４９Ｂ、図４９Ｄおよび図４９Ｅは、ディスクドライブ装置１（図４９ではＰＤ： Po
rtable Deviceと表記）側の状態を示す。
【０２７７】
　以下では、パーソナルコンピュータ１００側のライブラリにおけるグループ「今週よく
聴いた曲」をディスク９０にチェックアウトする場合について説明する。なお、グループ
「今週よく聴いた曲」は、ライブラリに格納された各コンテンツの１週間分の再生回数に
基づき、再生回数が多い順にコンテンツを並べたときの、上位から所定順位までのコンテ
ンツが属するグループである。したがって、グループ「今週よく聴いた曲」は、動的グル
ープであって、動的フラグの値が「１」に設定されている。
【０２７８】
　当初、パーソナルコンピュータ１００側では、図４９Ａに一例が示されるように、グル
ープ「今週よく聴いた曲」に、コンテンツとしてトラック（１）、トラック（２）、トラ
ック（３）およびトラック（４）が属しており、再生順がトラック（１）、トラック（２
）、トラック（３）、トラック（４）の順とされている。
【０２７９】
　パーソナルコンピュータ１００に対して次世代ＭＤ１、次世代ＭＤ１．５または次世代
ＭＤ２によるディスク９０が装填されたディスクドライブ装置１が接続されると、セキュ
リティモジュール３０２内のＬＣＭにより、接続されたディスクドライブ装置１およびデ
ィスクドライブ装置１に装填されたディスク９０の認証が行われる。
【０２８０】
　この認証処理によりディスクドライブ装置１およびディスク９０が正規のものであるこ
とが認証されると、パーソナルコンピュータ１００内のグループ「今週よく聴いた曲」に
属するコンテンツ（トラック（１）、トラック（２）、トラック（３）およびトラック（
４））がディスクドライブ装置１に対してチェックアウトされ、これらのコンテンツが当
該コンテンツに対応するコンテンツＩＤと共にディスクドライブ装置１に転送される。こ
のとき、グループ名および再生順情報もディスクドライブ装置１に転送される。ディスク
９０上には、図４９Ｂに一例が示されるように、パーソナルコンピュータ１００内のグル
ープ「今週よく聴いた曲」に属するコンテンツが対応するコンテンツＩＤと共に記録され
、さらに、グループ名や再生順が反映される。
【０２８１】
　パーソナルコンピュータ１００とディスクドライブ装置１とが切り離され、しばらく時
間が経過する間に、例えば、ユーザによりパーソナルコンピュータ１００上でジュークボ
ックスアプリケーション３００を用いてコンテンツが繰り返し再生される。その結果、コ
ンテンツの再生回数が変化し、図４９Ｃに一例が示されるように、グループ「今週よく聴
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いた曲」の構成内容が変化する。この図４９Ｃの例では、図４９Ａの状態からトラック（
１）およびトラック（４）が外れてトラック（５）およびトラック（８）が加わり、再生
順がトラック（３）、トラック（２）、トラック（５）、トラック（８）の順となってい
る。
【０２８２】
　この図４９Ｃの状態で、上述のグループ「今週よく聴いた曲」に属するコンテンツがチ
ェックアウトされたディスク９０をディスクドライブ装置１に装填し、パーソナルコンピ
ュータ１００とディスクドライブ装置１とを接続する。接続がなされると、セキュリティ
モジュール３０２による認証処理により正規のドライブ装置およびディスクであることが
認証される。この認証処理の際に、ディスク９０のＵＩＤがディスクＩＤとしてジューク
ボックスアプリケーション３００に取得される。認証処理が終了すると、ジュークボック
スアプリケーション３００によりディスク９０の情報が読み取られる。
【０２８３】
　ジュークボックスアプリケーション３００では、ディスクＩＤに基づきディスクＩＤデ
ータベースまたはディスクＩＤリスト、ならびに、コンテンツデータベースまたはコンテ
ンツリストを参照して、当該ディスク９０に記録されたコンテンツと、ライブラリ上のデ
ィスクＩＤに関連付けられたグループに属するコンテンツとを、例えばコンテンツＩＤに
基づき比較する。この比較結果に基づき、パーソナルコンピュータ１００上のライブラリ
と、ディスク９０の内容との同期がとられる。
【０２８４】
　この図４９の例では、パーソナルコンピュータ１００側のグループ「今週よく聴いた曲
」に属するコンテンツのうちトラック（５）およびトラック（８）は、ディスク９０に記
録されていない。一方、ディスク９０に記録されているトラック（１）およびトラック（
４）は、パーソナルコンピュータ１００のライブラリにおける、ディスク９０のディスク
ＩＤに関連付けられたグループ「今週よく聴いた曲」に属していない。
【０２８５】
　そこで、ジュークボックスアプリケーション３００では、図４９Ｃに一例が示されるよ
うに、ライブラリ上のトラック（５）およびトラック（８）をディスク９０に対してチェ
ックアウトする。ディスク９０側では、図４９Ｄに一例が示されるように、トラック（１
）およびトラック（４）がチェックインされてパーソナルコンピュータ１００のライブラ
リに戻され、さらに、コンテンツの再生順序がパーソナルコンピュータ１００側のグルー
プ「今週よく聴いた曲」に属するコンテンツの再生順序と同じくされる。
【０２８６】
　この一連の処理により、図４９Ｅに一例が示されるように、ディスク９０の記録内容が
パーソナルコンピュータ１００側のグループ「今週よく聴いた曲」の内容と同一にされ、
ライブラリの同期がとられる。このとき、ディスク９０に記録されている各コンテンツの
コンテンツＩＤは、パーソナルコンピュータ１００におけるライブラリの対応するコンテ
ンツのコンテンツＩＤとそれぞれ等しくされ、コンテンツＩＤにおいても同期が取られる
。
【０２８７】
　図４９Ａ～図４９Ｅに示される一連の処理は、ディスク９０が装填されたディスクドラ
イブ装置１をパーソナルコンピュータ１００に接続することで、自動的に行われる。すな
わち、ユーザは、このディスク９０を装填してディスクドライブ装置１をパーソナルコン
ピュータ１００に接続する操作を行うだけで、ライブラリの同期を取ることができる。
【０２８８】
　図５０は、パーソナルコンピュータ１００側で新規の動的グループを作成した際の一例
の処理を示すフローチャートである。最初のステップＳ２００で、ディスク９０が装填さ
れたディスクドライブ装置１と、パーソナルコンピュータ１００とが接続される。また、
図示しないが、パーソナルコンピュータ１００において、ジュークボックスアプリケーシ
ョン３００が起動される。
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【０２８９】
　ステップＳ２０１で、ユーザによりジュークボックスアプリケーション３００が操作さ
れ、動的グループとしてチェックアウトするコンテンツがライブラリから選択される。動
的グループは、ジュークボックスアプリケーション３００側で予め用意されたものを用い
る以外にも、ユーザにより任意に作成されたグループを動的グループに設定することがで
きる。例えば、ユーザがジュークボックスアプリケーション３００を操作して新規のグル
ープを定義する際に、グループ名を設定すると共に、当該グループが動的グループである
旨を設定する。
【０２９０】
　一例として、ジュークボックスアプリケーション３００により、グループ表示部とライ
ブラリ表示部とが設けられたライブラリ管理画面がパーソナルコンピュータ１００のディ
スプレイに表示される。グループ表示部の表示に基づきグループ名を設定すると共に、グ
ループの属性としてそのグループを動的グループとするか否かが設定される。動的グルー
プとして設定されたグループ名に対して、その旨を示す例えばアイコンが表示される。一
方、ライブラリ表示部には、例えばコンテンツのリストが表示される。ユーザは、所定の
操作により、このライブラリ表示部の表示に基づきコンテンツを選択し、選択されたコン
テンツをライブラリに登録する。
【０２９１】
　次のステップＳ２０２で、ディスクドライブ装置１（図５０ではＰＤと表記）に次世代
ＭＤ１、次世代ＭＤ１．５または次世代ＭＤ２のディスク９０が装填されているか否かが
判断される。ディスク９０が装填されている場合は、セキュリティモジュール３０２によ
りディスク９０の認証処理のためにディスク９０のＵＩＤが読み取られる。
【０２９２】
　若し、装填されていない場合には、例えばユーザによりディスク９０が装填される。こ
のとき、例えばジュークボックスアプリケーション３００による表示画面にディスクが表
示されていない旨が警告され、ディスクの装填をユーザに対して促すようにすると、好ま
しい。ディスク９０が装填されると、セキュリティモジュールによりディスク９０のＵＩ
Ｄが読み取られ、認証処理が行われる。
【０２９３】
　ステップＳ２０３では、ディスク９０のＵＩＤがジュークボックスアプリケーション３
００に取得され、このＵＩＤがディスクＩＤとして、上述のステップＳ２０１で設定され
た動的グループと関連付けられて、データベース管理モジュール３０１によりディスクＩ
ＤデータベースまたはディスクＩＤリストに登録される。例えば、上述のディスクＩＤデ
ータベースまたはディスクＩＤリストにおけるフィールド「グループ名」に、設定された
グループ名が登録され、当該グループに対応した動的フラグの値が「１」とされる。
【０２９４】
　次のステップＳ２０４では、上述のステップＳ２０１で動的グループとしてチェックア
ウトするように選択されたコンテンツの、ディスク９０に対するチェックアウト動作が行
われる。すなわち、パーソナルコンピュータ１００のライブラリ上の選択されたコンテン
ツが、当該コンテンツに対応するコンテンツＩＤと共にパーソナルコンピュータ１００か
らディスクドライブ装置１に転送される。このとき、パーソナルコンピュータ１００上の
コンテンツデータベースにおいて、転送されたコンテンツのチェックアウト可能回数が１
だけ減ぜられる。
【０２９５】
　ディスクドライブ装置１では、転送されたコンテンツを、装填されたディスク９０に記
録する。このとき、例えばディスクドライブ装置１で上述した第１の管理方法でコンテン
ツが管理されている場合には、コンテンツがオーディオデータファイルのオーディオブロ
ックとして記録されると共に、トラックインデックスファイルが記述される。プレイオー
ダテーブルに対して、パーソナルコンピュータ１００側での再生順が記述される。グルー
プインフォメーションテーブルにおいて、グループデスクリプタに転送されたコンテンツ
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のトラックナンバが記述されると共に、パーソナルコンピュータ１００側においてジュー
クボックスアプリケーション３００を用いて設定されたグループ名が記述される。トラッ
クインフォメーションテーブルに、パーソナルコンピュータ１００からコンテンツと共に
転送されたコンテンツＩＤが記述される。さらに、パーツインフォメーションテーブルや
、ネームテーブルが所定に記述される。
【０２９６】
　ディスクドライブ装置１において上述した第２の管理方法でコンテンツが管理されてい
る場合にも、同様にしてディスクに対するデータの記録が行われる。
【０２９７】
　このように、ディスク９０に対して新規に動的グループが形成されコンテンツが記録さ
れた以降は、ステップＳ２０５に示されるように、パーソナルコンピュータ１００側にお
いて当該動的グループの内容に変更が生じたら、ディスクＩＤデータベースまたはディス
クＩＤリストにおいて、当該動的グループに対応する変更フラグが立てられる。
【０２９８】
　変更フラグが立てられた際に、ジュークボックスアプリケーション３００によるライブ
ラリ管理画面のグループ表示部に表示される、当該動的グループに対応するアイコン表示
を変化させると、当該グループに変更が生じたことをユーザが容易に認識することができ
、好ましい。
【０２９９】
　図５１は、上述の図５０の処理がなされた以降に、パーソナルコンピュータ１００とデ
ィスクドライブ装置１とが接続された際の一例の処理を示すフローチャートである。最初
のステップＳ２１０で、パーソナルコンピュータ１００とディスクドライブ装置１とが接
続され、次のステップＳ２１１で、パーソナルコンピュータ１００側において、接続され
たディスクドライブ装置１（図５１ではＰＤと表記）にディスク９０が装填されているか
否かが判断される。ディスク９０が装填されている場合は、ディスク９０の認証処理のた
め、セキュリティモジュール３０２によりディスク９０のＵＩＤが読み取られる。
【０３００】
　若し、装填されていない場合には、例えばユーザによりディスク９０が装填される。こ
のとき、例えばジュークボックスアプリケーション３００による表示画面にディスクが装
填されていない旨が警告され、ディスクの装填をユーザに対して促すようにすると、好ま
しい。ディスク９０が装填されると、セキュリティモジュールによりディスク９０のＵＩ
Ｄが読み取られ、認証処理が行われる。
【０３０１】
　次のステップＳ２１２では、ディスク９０のＵＩＤがディスクＩＤとしてパーソナルコ
ンピュータ１００上のディスクＩＤデータベースまたはディスクＩＤリストに登録されて
おり、且つ、当該ディスクＩＤに対して動的グループが関連付けられているか否かが、例
えばデータベース管理モジュール３０１により判断される。若し、当該ディスク９０のデ
ィスクＩＤがディスクＩＤデータベースまたはディスクＩＤリストに登録されていないか
、当該ディスク９０のディスクＩＤがディスクＩＤデータベースまたはディスクＩＤリス
トに登録されている場合でも、当該ディスクＩＤが動的グループと関連付けられていない
と判断されれば、一連の処理が終了される（図示しない）。
【０３０２】
　一方、当該ディスク９０のディスクＩＤがディスクＩＤデータベースまたはディスクＩ
Ｄリストに登録されており、且つ、当該ディスクＩＤが動的グループと関連付けられてい
るとされれば、次のステップＳ２１３で、ディスクＩＤデータベースまたはディスクＩＤ
リストに基づき当該動的グループの変更フラグが立っているか否かが、例えばデータベー
ス管理モジュール３０１により判断される。若し、変更フラグが立っていないと判断され
れば、一連の処理が終了される（図示しない）。
【０３０３】
　ステップＳ２１３で、当該動的グループに変更フラグが立っていると判断されれば、例
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えばデータベース管理モジュール３０１により、パーソナルコンピュータ１００側の当該
動的グループの内容と、ディスクドライブ装置１に装填されたディスク９０の内容とが比
較される。
【０３０４】
　ステップＳ２１３での比較の結果、ステップＳ２１４で、ディスク９０上にのみ存在す
るコンテンツが当該ディスク９０からパーソナルコンピュータ１００に対してチェックイ
ンされる。すなわち、ディスクドライブ装置１側において、当該ディスク９０上にのみ存
在するコンテンツが当該ディスク９０から削除されると共に、ジュークボックスアプリケ
ーション３００により、コンテンツデータベースまたはコンテンツリスト上の当該コンテ
ンツのチェックアウト可能回数が１だけ増加される。
【０３０５】
　次に、ステップＳ２１５で、パーソナルコンピュータ１００側の当該動的グループにの
み存在するコンテンツが、パーソナルコンピュータ１００側からディスク９０に対してチ
ェックアウトされる。すなわち、ジュークボックスアプリケーション３００により、当該
コンテンツおよび当該コンテンツに対応するコンテンツＩＤがパーソナルコンピュータ１
００からディスクドライブ装置１に転送され、転送されたコンテンツおよびコンテンツＩ
Ｄがディスク９０に所定に記録される。
【０３０６】
　このとき、例えばディスクドライブ装置１で上述した第１の管理方法でコンテンツが管
理されている場合には、コンテンツがオーディオデータファイルのオーディオブロックと
して記録されると共に、トラックインデックスファイルが記述される。グループインフォ
メーションテーブルにおいて、グループデスクリプタに転送されたコンテンツのトラック
ナンバが記述されると共に、パーソナルコンピュータ１００側においてジュークボックス
アプリケーション３００を用いて設定されたグループ名が記述される。トラックインフォ
メーションテーブルに、パーソナルコンピュータ１００からコンテンツと共に転送された
コンテンツＩＤが記述される。さらに、パーツインフォメーションテーブルや、ネームテ
ーブルが所定に記述される。
【０３０７】
　それと共に、ジュークボックスアプリケーション３００において当該コンテンツのチェ
ックアウト可能回数が１だけ減ぜられる。
【０３０８】
　さらに、次のステップＳ２１６で、ディスク９０に対してチェックアウトされディスク
９０に記録されたコンテンツの再生順が、パーソナルコンピュータ１００側の当該動的グ
ループにおける再生順と一致させられる。例えば、ジュークボックスアプリケーション３
００により、パーソナルコンピュータ１００からディスクドライブ装置１に対して当該コ
ンテンツの再生順を示す情報が転送される。ディスクドライブ装置１では、転送されたこ
の情報に基づき、プレイオーダテーブルが書き換えられる。
【０３０９】
　そして、次のステップＳ２１７で、パーソナルコンピュータ１００側において、当該動
的グループの変更フラグが降ろされ、一連の処理が終了される。
【０３１０】
　このように、この発明の実施の一形態では、パーソナルコンピュータ１００側とディス
クドライブ装置１とが接続された際に、ディスクＩＤデータベースまたはディスクＩＤリ
ストの変更フラグの値に基づき、ライブラリとディスク９０の記録内容とを同期する処理
が自動的に行われる。すなわち、パーソナルコンピュータ１００側とディスクドライブ装
置１との接続時に、ディスクＩＤデータベースまたはディスクＩＤリストに基づきディス
ク９０上の管理情報が動的に生成される。
【０３１１】
　なお、上述では、ディスク９０に記録されたコンテンツをチェックインしてから（ステ
ップＳ２１４）、パーソナルコンピュータ１００からディスク９０に対してコンテンツの
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チェックアウトを行っているが（ステップＳ２１５）、これはこの例に限らず、先にチェ
ックアウトを行ってからディスク９０に記録されたコンテンツのチェックインを行うよう
にしてもよい。実際には、ディスクドライブ装置１に装填されたディスク９０の容量の問
題などから、上述のように、先にディスク９０上のコンテンツのチェックインを行うのが
好ましい。
【０３１２】
　なお、上述では、ディスク９０に対して１のグループをチェックアウトするように説明
したが、これはこの例に限定されない。例えば、ディスク９０の記録容量に十分な余裕が
あれば、１枚のディスク９０に対して複数のグループをチェックアウトすることも可能で
ある。ディスク９０上では、グループインフォメーションテーブルを参照することにより
、複数のグループをそれぞれ識別することができる。
【０３１３】
　このような場合、例えば、当該ディスク９０が装填されたディスクドライブ装置１がパ
ーソナルコンピュータ１００と接続された際に、ジュークボックスアプリケーション３０
０によりディスク９０のディスクＩＤがディスクＩＤデータベース３０１に登録されてい
るか否かが調べられる。それと共に、ジュークボックスアプリケーション３００によりデ
ィスク９０のグループインフォメーションテーブルの情報が調べられ、グループデスクリ
プタの中に動的グループとしてチェックアウトしたグループがあるか否かが調べられる。
動的グループとしてチェックアウトしたグループがあれば、そのグループに関して、上述
したような方法により、ライブラリが同期される。ディスク９０上の複数のグループが動
的グループとしてチェックアウトされたグループであれば、それらのグループそれぞれに
関して、上述したような方法により、ライブラリがそれぞれ同期される。勿論、ディスク
９０上に１のグループのコンテンツのみが記録されている場合にも、この方法が適用でき
る。
【図面の簡単な説明】
【０３１４】
【図１】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２】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３】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４】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５】ＵＩＤの一例のフォーマットを概略的に示す略線図である。
【図６】次世代ＭＤ１および次世代ＭＤ２のエラー訂正符号化処理の説明に用いる図であ
る。
【図７】次世代ＭＤ１および次世代ＭＤ２のエラー訂正符号化処理の説明に用いる図であ
る。
【図８】次世代ＭＤ１および次世代ＭＤ２のエラー訂正符号化処理の説明に用いる図であ
る。
【図９】ウォブルを用いたアドレス信号の生成の説明に用いる斜視図である。
【図１０】現行のＭＤシステムおよび次世代ＭＤ１システムのＡＤＩＰ信号の説明に用い
る図である。
【図１１】現行のＭＤシステムおよび次世代ＭＤ１システムのＡＤＩＰ信号の説明に用い
る図である。
【図１２】次世代ＭＤ２システムのＡＤＩＰ信号の説明に用いる図である。
【図１３】次世代ＭＤ２システムのＡＤＩＰ信号の説明に用いる図である。
【図１４】現行のＭＤシステムおよび次世代ＭＤ１システムでのＡＤＩＰ信号とフレーム
との関係を示す図である。
【図１５】次世代ＭＤ１システムでのＡＤＩＰ信号とフレームとの関係を示す図である。
【図１６】次世代ＭＤ２システムでのコントロール信号の説明に用いる図である。
【図１７】ディスクドライブ装置のブロック図である。
【図１８】メディアドライブ部の構成を示すブロック図である。
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【図１９】次世代ＭＤ１によるディスクの一例の初期化処理を示すフローチャートである
。
【図２０】次世代ＭＤ２によるディスクの一例の初期化処理を示すフローチャートである
。
【図２１】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２２】オーディオデータの管理方式の第１の例によるオーディオデータファイルの説
明に用いる図である。
【図２３】オーディオデータの管理方式の第１の例によるトラックインデックスファイル
の説明に用いる図である。
【図２４】オーディオデータの管理方式の第１の例によるプレイオーダテーブルの説明に
用いる図である。
【図２５】オーディオデータの管理方式の第１の例によるプログラムドプレイオーダテー
ブルの説明に用いる図である。
【図２６】オーディオデータの管理方式の第１の例によるグループインフォメーションテ
ーブルの説明に用いる図である。
【図２７】オーディオデータの管理方式の第１の例によるトラックインフォメーションテ
ーブルの説明に用いる図である。
【図２８】オーディオデータの管理方式の第１の例によるパーツインフォメーションテー
ブルの説明に用いる図である。
【図２９】オーディオデータの管理方式の第１の例によるネームテーブルの説明に用いる
図である。
【図３０】オーディオデータの管理方式の第１の例による一例の処理を説明するための図
である。
【図３１】ネームテーブルのネームスロットが複数参照可能であることを説明するための
図である。
【図３２】オーディオデータの管理方式の第１の例でオーディオデータファイルからパー
ツを削除する処理の説明に用いる図である。
【図３３】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。
【図３４】オーディオデータの管理方式の第２の例によるオーディオデータファイルの構
造を示す図である。
【図３５】オーディオデータの管理方式の第２の例によるトラックインデックスファイル
の説明に用いる図である。
【図３６】オーディオデータの管理方式の第２の例によるプレイオーダテーブルの説明に
用いる図である。
【図３７】オーディオデータの管理方式の第２の例によるプログラムドプレイオーダテー
ブルの説明に用いる図である。
【図３８】オーディオデータの管理方式の第２の例によるグループインフォメーションテ
ーブルの説明に用いる図である。
【図３９】オーディオデータの管理方式の第２の例によるトラックインフォメーションテ
ーブルの説明に用いる図である。
【図４０】オーディオデータの管理方式の第２の例によるネームテーブルの説明に用いる
図である。
【図４１】オーディオデータの管理方式の第２の例による一例の処理を説明するための図
である。
【図４２】オーディオデータの管理方式の第２の例で、インデックスにより１つのファイ
ルのデータが複数のインデックス領域に分けられることを説明するための図である。
【図４３】オーディオデータの管理方式の第２の例で、トラックの連結の説明に用いる図
である。
【図４４】オーディオデータの管理方式の第２の例で、別の方法によるトラックの連結の
説明に用いる図である。
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【図４５】パーソナルコンピュータとディスクドライブ装置とが接続された状態で、書き
込むデータの種類により管理権限を移動させることを説明するための図である。
【図４６】オーディオデータの一連のチェックアウトの手順を説明するための図である。
【図４７】この発明の実施の一形態に適用可能な一例のソフトウェア構成を示す略線図で
ある。
【図４８】ジュークボックスアプリケーションで管理されるデータベースの一例の構成を
示す略線図である。
【図４９】この発明の実施の一形態によるグループ内容の自動同期の概念を説明するため
の図である。
【図５０】パーソナルコンピュータ側で新規の動的グループを作成した際の一例の処理を
示すフローチャートである。
【図５１】新規に動的グループが作成された以降にパーソナルコンピュータとディスクド
ライブ装置とが接続された際の一例の処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０３１５】
１　ディスクドライブ装置
２　メディアドライブ部
３　メモリ転送コントローラ
４　クラスタバッファメモリ
５　補助メモリ
６，８　ＵＳＢインターフェイス
７　ＵＳＢハブ
１０　オーディオ処理部
１２　ＲＳ－ＬＤＣエンコーダ
１３　１－７ｐｐ変調部
１４　ＡＣＩＲＣエンコーダ
１５　ＥＦＭ変調部
１６　セレクタ
１７　磁気ヘッドドライバ
１８　磁気ヘッド
１９　光学ヘッド
２２　１－７復調部
２３　ＲＳ－ＬＤＣデコーダ
２３　ＥＦＭ変調部
２４　ＡＣＩＲＣデコーダ
２６　セレクタ
３０　ＡＤＩＰ復調部
３２，３３　アドレスデコーダ
５０　スイッチ
９０　ディスク
１００　パーソナルコンピュータ
３００　ジュークボックスアプリケーション
３０１　データベース管理モジュール
３０２　セキュリティモジュール
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】
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【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】
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【 図 ２ ８ 】

【 図 ２ ９ 】

【 図 ３ ０ 】

【 図 ３ １ 】 【 図 ３ ２ 】
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【 図 ３ ３ 】

【 図 ３ ４ 】

【 図 ３ ５ 】

【 図 ３ ６ 】 【 図 ３ ７ 】
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【 図 ３ ８ 】

【 図 ３ ９ 】

【 図 ４ ０ 】

【 図 ４ １ 】 【 図 ４ ２ 】

【 図 ４ ３ 】
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【 図 ４ ４ 】 【 図 ４ ５ 】

【 図 ４ ６ 】 【 図 ４ ７ 】

【 図 ４ ８ 】
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【 図 ４ ９ 】 【 図 ５ ０ 】

【 図 ５ １ 】
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