
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
携帯して車両に搭載されてディスク状記録媒体に記録されたデータを記録手段に出力する
再生装置において、
前記ディスク状記録媒体に記録されたデータを再生する再生手段と、
前記車両への搭載を検出するセンサ部と、
前記センサ部による検出結果に基づいて、 前記再生手段におけ
る再生速度 切り換える制御手段と
を備えることを特徴とする再生装置。
【請求項２】
携帯して車両に搭載されてディスク状記録媒体に記録されたデータを記録手段に出力する
再生装置の制御方法において、
センサ部による検出結果に基づいて、前記車両への搭載を判定する判定ステップと、
前記判定ステップによる判定結果に応じて、 前記ディスク状記
録媒体に記録されたデータを再生する再生手段の再生速度 切り換え
る再生速度切り換えのステップとを有する
ことを特徴とする再生装置の制御方法。
【請求項３】
携帯して車両に搭載されてディスク状記録媒体に記録されたデータを記録手段に出力する
再生装置の動作を制御するコンピュータに対して、所定の処理手順を実行させる再生装置
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の制御プログラムにおいて、
前記処理手順は、
センサ部による検出結果に基づいて、前記車両への搭載を判定する判定ステップと、
前記判定ステップによる判定結果に応じて、 前記ディスク状記
録媒体に記録されたデータを再生する再生手段の再生速度 切り換え
る再生速度切り換えのステップとを有する
ことを特徴とする再生装置の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、再生装置、再生装置の制御方法及び再生装置の制御プログラムに関し、例えば
携帯して家庭に持ち帰ることができる車載用の光ディスクプレイヤーに適用することがで
きる。本発明は、車両への搭載によ ディスク状記録媒体の再生速度を切り換えること
により、クッション等による過剰な防振対策を施さなくても、車両において、光ディスク
等に記録されたデータをハードディスク装置等の記録装置に確実にコピーすることができ
るようにする。
【０００２】
【従来の技術】
従来、コンピュータにおいては、ＣＤ－ＲＯＭ等により提供される各種のデータをハード
ディスク装置にコピーして利用できるようになされ、またこれとは逆に、ハードディスク
装置等に記録されたデータ、各種アプリケーションプログラムにより作成されたデータを
光ディスクに記録して保存できるようになされている。
【０００３】
このような光ディスクへの記録再生に供するアプリケーションプログラムにおいては、必
要に応じて読み出し、書き込みの速度を選択できるようになされ、これにより例えば品質
の劣る光ディスクについても、確実に読み出し、書き込みの処理を実行できるようになさ
れている。
【０００４】
これに対して車載用の光ディスクプレイヤーにおいては、クッション等の充分な防振機構
により、振動の激しい車内であっても、音楽の試聴、地図の検索等に利用できるようにな
されている。
【０００５】
またオーディオ信号の試聴に供する携帯型の光磁気ディスク装置等においては、通常の再
生速度に比して高速度でデータ再生すると共に、再生したデータを大容量のバッファメモ
リを介して出力することにより、振動による音切れを有効に回避するようになされている
。
【０００６】
これに対して例えば特開平２００２－４２４０６号公報においては、車載用のＤＶＤプレ
イヤー等において、走行の開始を検出してＤＶＤの再生を中止することにより、安全運転
を図る方法が提案されるようになされている。
【０００７】
【特許文献１】
特開平２００２－４２４０６号公報
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
近年、ハードディスク装置においては、小型化、高容量化しており、また充分な耐振性能
を確保できるようになされており、これにより車載機器においても、ハードディスク装置
を記憶装置として利用することが考えられる。またこのようにハードディスク装置を利用
した車載機器においては、コンピュータと同様に、光ディスク装置からハードディスク装
置に地図データ等をコピーして利用することが考えられる。
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【０００９】
このような光ディスクプレイヤーにおいては、車両より取り外して携帯することができれ
ば、例えば家庭に持ち帰って別途使用できることにより、便利であると考えられる。しか
しながらこのような車両に取り付けて使用できるように、クッション等により過剰な防振
機構を設けるようにすると、携帯性が損なわれる問題がある。
【００１０】
本発明は以上の点を考慮してなされたもので、クッション等による過剰な防振対策を施さ
なくても、車両において、光ディスク等に記録されたデータをハードディスク装置等の記
録装置に確実にコピーすることができる再生装置、再生装置の制御方法及び再生装置の制
御プログラムを提案しようとするものである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
かかる課題を解決するため請求項１の発明においては、携帯して車両に搭載されてディス
ク状記録媒体に記録されたデータを記録手段に出力する再生装置に適用して、ディスク状
記録媒体に記録されたデータを再生する再生手段と、車両への搭載を検出するセンサ部と
、センサ部による検出結果に基づいて、 再生手段における再生速度

切り換える制御手段とを備えるようにする。
【００１４】
また請求項２の発明においては、携帯して車両に搭載されてディスク状記録媒体に記録さ
れたデータを記録手段に出力する再生装置の制御方法に適用して、センサ部による検出結
果に基づいて、車両への搭載を判定する判定ステップと、判定ステップによる判定結果に
応じて、 ディスク状記録媒体に記録されたデータを再生する再生手
段の再生速度 切り換える再生速度切り換えのステップとを有するよ
うにする。
【００１６】
また請求項３の発明においては、携帯して車両に搭載されてディスク状記録媒体に記録さ
れたデータを記録手段に出力する再生装置の動作を制御するコンピュータに対して、所定
の処理手順を実行させる再生装置の制御プログラムに適用して、処理手順は、センサ部に
よる検出結果に基づいて、車両への搭載を判定する判定ステップと、判定ステップによる
判定結果に応じて、 ディスク状記録媒体に記録されたデータを再生
する再生手段の再生速度 切り換える再生速度切り換えのステップと
を有するようにする。
【００１８】
また請求項１の構成によれば、携帯して車両に搭載されてディスク状記録媒体に記録され
たデータを記録手段に出力する再生装置に適用して、ディスク状記録媒体に記録されたデ
ータを再生する再生手段と、車両への搭載を検出するセンサ部と、センサ部による検出結
果に基づいて、 再生手段における再生速度 切
り換える制御手段とを備えることにより 動によりエラーの多発が予測される場合には
、再生速度の切り換えによりエラーの発生を少なくすることができ、これによりクッショ
ン等により充分な防振対策を施さなくても、車両において、光ディスク等に記録されたデ
ータをハードディスクドライブ等の記録装置に確実にコピーすることができる。
【００１９】
これらにより請求項 の構成によれば、クッション等により充分な防振対
策を施さなくても、車両において、光ディスク等に記録されたデータをハードディスク装
置等の記録装置に確実にコピーすることができる再生装置の制御方法又は再生装置の制御
プログラムを提供することができる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、適宜図面を参照しながら本発明の実施の形態を詳述する。
【００２１】
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（１－１）実施の形態の 構成
図２は、本発明 施の形態に係る車載用の情報処理装置 を示す斜視図である
。この情報処理装置１は、携帯して使用できるように構成され、これにより例えば家庭、
車内、屋外等で地図を確認して道案内に利用し、さらには音楽、映画等を楽しむことがで
きるようになされている。また車内で使用する場合には、車両のダッシュボード等に取り
付けられた載置台２に設置して、同様に、種々に利用できるようになされている。
【００２２】
このため情報処理装置１は、薄板形状により形成され、表面に液晶表示パネルによる表示
部３、電源スイッチ４等が配置されるようになされている。また下側端面に、載置台２を
介して電源等を入力する電源端子５、載置台２を介して車両との間で種々の情報を入出力
する通信端子６が設けられるようになされている。また背面は、曲面により形成され、そ
の端部に載置台２への設置を検出するスイッチ７が設けられるようになされている。なお
情報処理装置１は、これらの他に、リモートコマンダーの操作を検出する受光部、音声等
を出力するスピーカ、光磁気ディスクを着脱するスロット等が設けられるようになされて
いる。
【００２３】
この情報処理装置１の構成に対応して、載置台２は、情報処理装置１を斜めに保持できる
ように、情報処理装置１に対向する部位が情報処理装置１の背面形状に対応する曲面形状
により形成され、この曲面において、情報処理装置１のスイッチ７に対応する箇所に突起
８が設けられるようになされ、また図示しない爪により情報処理装置１の保持機構が構成
されるようになされている。これにより載置台２は、矢印Ａにより示すように、情報処理
装置１を持ち来してスライドさせることにより、情報処理装置１に爪が引っ掛かり、情報
処理装置１をセットできるようになされている。またこの爪を退避されてスライドさせる
ことにより、載置台２から取り外して携帯できるようになされている。またこのように情
報処理装置１を保持すると、突起８がスイッチ７を押圧して、情報処理装置１で載置台２
へのセットを検出できるようになされている。
【００２４】
また載置台２は、電源供給用端子９、通信用端子１０が設けられ、これらの端子９、１０
がケーブルを介して車両の所定箇所に接続されるようになされている。載置台２は、情報
処理装置１を保持するとこれらの端子９、１０が情報処理装置１の対応する端子５、６に
それぞれ接触するようになされ、これにより情報処理装置１に車両の電源を供給し、また
車両と情報処理装置１との間で種々のデータを入出力できるようになされている。
【００２５】
図３は、情報処理装置１の構成を示すブロック図である。この情報処理装置１において、
操作入力部１２は、ユーザーの操作を検出して演算処理部１３に通知する。具体的に、操
作入力部１２は、電源スイッチ４、リモートコマンダーの受信部等により構成され、これ
によりこの情報処理装置１では、電源スイッチ４の操作により電源を操作し、さらにリモ
ートコマンダーの操作により動作の切り換え等を実行できるようになされている。なお操
作入力部１２は、これらの他に、表示部３に設けたタッチパネル、マイクの音声を取得す
る音声入力手段、撮像装置による画像入力手段等により構成することもできる。なお音声
入力手段、画像入力手段等による場合、入力された音声、画像を処理する音声認識処理、
画像認識処理を演算処理部１３により実行することが必要になる。
【００２６】
出力部１４は、演算処理部１３による各種処理結果をユーザーに伝達する。この情報処理
装置１において、出力部１４は、画像出力手段である表示部３、音声出力手段であるスピ
ーカにより構成される。
【００２７】
位置検出部１５は、現在位置を検出して演算処理部１３に通知する。この情報処理装置１
において、位置検出部１５は、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓ
ｔｅｍ　）測位装置により構成されるようになされ、これにより道案内に利用できるよう
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になされている。
【００２８】
センサ部１６は、この情報処理装置１がセットされてなる車両の状況を検出して演算処理
部１３に通知する。具体的に、この では、センサ部１６は、載置台２への
セットにより端子１０を介して車両から車輪の回転数を示す車速パルスが入力されると、
この車速パルスの入力を演算処理部１３に通知し、これにより演算処理部１３において、
車両の走行を検出できるようにする。
【００２９】
通信部１７は、直接の又はＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＷＡＮ（
Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　）を介した他の機器との通信手段であり、例えば
ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）等による有線通信手段、携帯電話
、　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ等による無線通信手段、メモリカード等によるオフライン通信手
段等により構成される。
【００３０】
記録用２次記憶部１８は、記録再生可能な大容量の記憶手段であり、この
ではハードディスク装置により構成される。この記録用２次記憶部１８は、地図データ、
音楽コンテンツのデータ、映画等による映像コンテンツのデータ、各種検索用のデータ、
通信部１７における携帯電話の機能の制御に供するＰＯＩ（ Point Of Interface）のデー
タ等を記録して保持するようになされている。
【００３１】
２次記憶部１９は、再生専用の大容量の記録手段であり、この では、ＣＤ
（ Compact Disc）、ＣＤ－ＲＯＭ（ Compact Disc Read Only Memory ）、ＤＶＤ（ Digita
l Video Disk）による光ディスクの光ディスクプレイヤーが適用される。この２次記憶部
１９は、演算処理部１３の制御により光ディスクを再生して再生データを出力する。この
処理において２次記憶部１９は、演算処理部１３の制御により再生速度を２４倍速から４
倍速に切り換え、これにより再生速度を低下させて振動によるエラーの発生を少なくする
ようになされている。なおこのような再生速度の低下に対応して、トラッキング制御、フ
ォーカス制御の帯域を低減すると共に利得を増大させ、これにより再生速度を低下させる
際に一段とエラーの発生を少なくするようにしてもよい。
【００３２】
演算処理部１３は、この情報処理装置１の動作を制御するコンピュータであり、ランダム
アクセスメモリ（ＲＡＭ）２１にワークエリアを確保してリードオンリメモリ（ＲＯＭ）
２０に記録された処理プログラムを中央処理ユニット（ＣＰＵ）２２により実行する。演
算処理部１３は、この処理によりインターフェース（Ｉ／Ｆ）部２４を介して検出される
入力部１２の操作により動作を切り換え、またインターフェース部２４を介して処理結果
を出力部１４に出力する。なおこのような処理プログラムにおいては、電池によりバック
アップされたＳＲＡＭ、フラッシュメモリ等による不揮発性メモリ２５に記録するように
してもよく、この場合は、２次記憶部１９より提供される処理プログラム、又は通信部１
７でダウンロードした処理プログラムにより不揮発性メモリ２５の内容を更新して、この
演算処理部１３により実行するプログラムをアップデートすることができる。なおこの

においては、この処理プログラムがリードオンリメモリ２０に記録されてい
ることにより、事前に、この演算処理部１３に処理プログラムが記録されて出荷されるよ
うになされている。
【００３３】
この処理手順の実行により中央処理ユニット２２は、ユーザーによるリモートコマンダー
の操作により、音楽コンテンツ、映像コンテンツの再生が指示されると、記録用２次記憶
部１８、２次記憶部１９に記録されている音楽コンテンツ、映像コンテンツの一覧を表示
部３に表示し、この一覧の表示におけるコンテンツの選択により、対応するコンテンツを
再生して出力部１４から出力する。またユーザーにより地図の表示が指示されると、記録
用２次記憶部１８に記録されている地図データを再生して処理することにより、ユーザー
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の指示した箇所の地図を表示部３に表示する。またユーザーによる道案内が指示されると
、位置検出部１５で検出される現在位置の位置情報を基準にして目的地までのルート検索
処理を実行し、この処理結果により表示部３に地図を表示してユーザーを道案内する。ま
た有名レストラン等の検索がユーザーにより指示されると、同様に記録用２次記憶部１８
に記録された検索用データを検索し、検索結果を表示部３に表示する。また同様のユーザ
ーにより指示に応じて通信部１７を介してネットワーク等に接続し、電子メールを取得し
て表示部３に表示し、また所望するホームページを表示する。
【００３４】
これに対して記録用２次記憶部１８に保持した地図データ、検索データ等の光ディスクを
用いたアップデートが指示されると、中央処理ユニット２２は、２次記憶部１９に光ディ
スクの再生を指示し、光ディスクに記録されたデータと、記録用２次記憶部１８に記録さ
れたデータとの比較によりアップデードに係るデータを検出する。またこのようにして検
出したアップデードに係るデータの再生を２次記憶部１９に指示し、またこの指示により
２次記憶部１９から得られる再生データの記録を記録用２次記憶部１８に指示する。これ
により情報処理装置１では、光ディスクのデータを記録用２次記憶部１８にコピーするよ
うになされている。
【００３５】
また音楽コンテンツ、映画コンテンツのコピーがユーザーにより指示されると、２次記憶
部１９に光ディスクの再生を指示してコピー可能なコンテンツを表示し、このコンテンツ
の選択により２次記憶部１９にコンテンツの再生を指示する。またこのようにして２次記
憶部１９で再生されるコンテンツの記録を記録用２次記憶部１８に指示する。これにより
情報処理装置１では、光ディスクに記録された音楽コンテンツ、映像コンテンツを記録用
２次記憶部１８にコピーするようになされている。
【００３６】
これらコピーの処理において、中央処理ユニット２２は、スイッチ７により載置台２への
セットが検出されている場合、一定の時間間隔で図１に示す処理手順を実行し、これによ
り情報処理装置が置かれた状況である車両の状況に応じてコピーの速度を切り換える。す
なわち中央処理ユニット２２は、ステップＳＰ１からステップＳＰ２に移り、センサ部１
６による車速パルスの検出結果に基づいて、車両が走行しているか否か判断する。ここで
否定結果が得られると、中央処理ユニット２２は、ステップＳＰ２からステップＳＰ３に
移り、２次記憶部１９における現在の再生が２４倍速による高速の再生か否か判断する。
ここで肯定結果が得られると、中央処理ユニット２２は、ステップＳＰ３からステップＳ
Ｐ４に移ってこの処理手順を終了する。これに対してステップＳＰ３で否定結果が得られ
ると、中央処理ユニット２２は、ステップＳＰ３からステップＳＰ５に移り、再生速度を
２４倍速に切り換えるように２次記憶部１９に指示した後、ステップＳＰ４に移ってこの
処理手順を終了する。これにより情報処理装置１は、車両が走行していない場合、２４倍
速の再生速度で再生したデータを記録用２次記憶部１８で記録して、高速度で光ディスク
のデータをコピーするようになされている。
【００３７】
これに対してステップＳＰ２で肯定結果が得られると、中央処理ユニット２２は、ステッ
プＳＰ２からステップＳＰ６に移る。ここで中央処理ユニット２２は、２次記憶部１９に
おける現在の再生が４倍速による低速の再生か否か判断する。ここで肯定結果が得られる
と、中央処理ユニット２２は、ステップＳＰ６からステップＳＰ４に移ってこの処理手順
を終了する。これに対してステップＳＰ６で否定結果が得られると、中央処理ユニット２
２は、ステップＳＰ６からステップＳＰ７に移り、再生速度を４倍速に切り換えるように
２次記憶部１９に指示した後、ステップＳＰ４に移ってこの処理手順を終了する。これに
より情報処理装置１は、車両が走行している場合、４倍速の再生速度で再生したデータを
記録用２次記憶部１８で記録して、低速度で光ディスクのデータをコピーするようになさ
れている。なお、中央処理ユニット２２は、載置台２へのセットが検出されない場合、２
４倍速の高速度によりコンテンツ等をコピーする。
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【００３８】
かくするにつき図４は、電源の立ち上げからこのような走行中か否かの判断に至るまでの
中央処理ユニット２２の処理手順を示すフローチャートである。中央処理ユニット２２は
、電源スイッチ４の操作によりステップＳＰ１１からステップＳＰ１２に移り、全体の電
源を立ち上げる。続いて中央処理ユニット２２は、ステップＳＰ１３に移り、センサ部１
６より車速パルスの検出結果を取得することにより、現在の状態を検出し、続くステップ
ＳＰ１４において、走行中か否か判断する。ここで否定結果が得られると、ステップＳＰ
１５に移り、停止中の設定である２４倍速の再生速度に２次記憶部１８の再生速度を設定
した後、ステップＳＰ１６に移ってこの処理手順を終了する。これに対してステップＳＰ
１４で肯定結果が得られると、ステップＳＰ１７に移り、走行中の設定である４倍速の再
生速度に２次記憶部１８の再生速度を設定した後、ステップＳＰ１６に移ってこの処理手
順を終了する。
【００３９】
（１－２） の動作
以上の構成において、この情報処理装置１では（図２）、ユーザーが携帯して車両に持ち
込み、車両に設けられた載置台２にセットすると、背面側に設けられたスイッチ７でこの
載置台２へのセットが検出され、また端子９を介して車両より電源が供給される。これに
よりこの情報処理装置１では（図３）、ユーザーの操作に応動して、例えばハードディス
ク装置である記録用２次記憶部１８、光ディスクプレイヤーである２次記憶部１９に記録
された音楽コンテンツ、映像コンテンツが再生されてユーザーに提供される。また２次記
憶部１９に記録された音楽コンテンツ、映像コンテンツが再生されて記録用２次記憶部１
８にコピーされる。
【００４０】
このような２次記憶部１９から記録用２次記憶部１８へのコピーの際に、情報処理装置１
では、端子１０を介して車両より車速パルスが入力され、この車速パルスがセンサ部１６
で検出されて演算処理部１３に通知される。また演算処理部１３において、このように車
速パルスが検出された場合には、２次記憶部１９の再生速度が４倍速に切り換えられ、低
速度により２次記憶部１９の再生データが記録用２次記憶部１８にコピーされる。また車
速パルスが検出されなくなると、２次記憶部１９の再生速度が２４倍速に切り換えられ、
高速度により２次記憶部１９の再生データが記録用２次記憶部１８にコピーされる。
【００４１】
すなわちこのような車速パルスにおいては、車輪の回転に同期して発生することにより、
この車速パルスが検出される場合には、車両が走行している場合と判断することができ、
またこれとは逆に車速パルスが検出されない場合には、車両が停止している場合と判断す
ることができる。また車両が走行している場合には、光ディスクプレイヤーにおいて、振
動による外乱によりデトラック、デフォーカス等の発生頻度が高くなり、エラーの発生が
多くなる。これによりこのような振動によるエラーの多発が予測される場合に、再生速度
を切り換えるようにすれば、走行時においてエラーの発生をすくなくすることができ、こ
れによりクッション等による過剰な防振対策を施さなくても、車両において、光ディスク
等に記録されたデータを確実にコピーすることができる。また安定にコピー可能な停車中
においては、高速度でコピーして短時間で確実にコピーを完了することができる。これに
よりこの情報処理装置１では、車両が走行中であるか否かにより車両の状況を判断し、こ
の車両の状況に応じてコピーに係る再生速度を切り換えるようになされている。
【００４２】
（１－３） の効果
以上の構成によれば、搭載した車両の走行により、ディスク状記録媒体の再生速度を切り
換えることにより、クッション等による過剰な防振対策を施さなくても、車両において、
光ディスク等に記録されたデータをハードディスクドライブ等の記録装置に確実にコピー
することができる。
【００４３】
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（２ 施の形態
情報処理装置は、センサ部を介した車速パルスの検出に代えて

、スイッチ７を介して検出される車両への搭載の有無により、コピーの速度を切り換える
。なおこの実施の形態に係る情報処理装置においては、このコピーに係る制御が異なる点
を除いて、 と同一に構成され、これによりこの実施の形態において
は図３の構成を流用して説明する。
【００４４】
すなわちこのようにスイッチ７を介して検出される車両への搭載の有無によりコピーの速
度を切り換えるため、中央処理ユニット２２においては、コピーの開始前に、スイッチ７
のオンオフを検出し、これにより載置台２へのセットの有無を検出する。また載置台２に
セットされているとの検出結果が得られた場合、走行の開始によりエラーの多発が予測さ
れることにより、２次記憶部１９の再生速度を低速度に設定する。またこれとは逆に、載
置台２にセットされていないとの検出結果が得られた場合、２次記憶部１９の再生速度を
高速度に設定する。
【００４５】
これにより図４との対比により電源の立ち上げからこのような車載か否かの判断に至るま
での中央処理ユニット２２の処理手順を図５に示すように、中央処理ユニット２２におい
ては、電源スイッチ４の操作によりステップＳＰ２１からステップＳＰ２２に移り、全体
の電源を立ち上げる。続いて中央処理ユニット２２は、ステップＳＰ２３に移り、スイッ
チ７のオンオフを検出し、続くステップＳＰ２４において、車中か否か判断する。ここで
否定結果が得られると、ステップＳＰ２５に移り、車外の設定である２４倍速の再生速度
に２次記憶部１９の再生速度を設定した後、ステップＳＰ２６に移ってこの処理手順を終
了する。これに対してステップＳＰ２４で肯定結果が得られると、ステップＳＰ２７に移
り、車内の設定である４倍速の再生速度に２次記憶部１９の再生速度を設定した後、ステ
ップＳＰ２６に移ってこの処理手順を終了する。
【００４６】

実施の形態に係る構成によれば、車両への搭載によりディスク状記録媒体の再生
速度を切り換えることにより、クッション等による過剰な防振対策を施さなくても、車両
において、光ディスク等に記録されたデータをハードディスクドライブ等の記録装置に確
実にコピーすることができる。
【００４９】

上述の実施の形態においては、再生速度を２段階で切り換える場合について述べたが
、本発明はこれに限らず、振動の多少等により３段階以上の複数段階で切り換えるように
してもよい。
【００５０】
また上述の実施の形態においては、光ディスクプレイヤーからハードディスク装置にコピ
ーする場合について述べたが、本発明はこれに限らず、光ディスクプレイヤーに代えて光
磁気ディスク、ハードディスク等、種々のディスク状記録媒体で再生したデータをハード
ディスク装置にコピーする場合、さらにはハードディスク装置以外のメモリ等の種々の記
録媒体にコピーする場合に広く適用することができる。
【００５１】
また上述の実施の形態においては、事前に処理プログラムをリードオンリメモリに記録し
て提供する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、インターネット等のネットワ
ークを介してダウンロードしたプログラムのインストールによりこの種の処理手順を実行
する場合、さらには各種の記録媒体により提供されるプログラムのインストールによりこ
の種の処理手順を実行する場合等にも広く適用することができる。なおこのような記録媒
体としては、磁気ディスク、光ディスク、磁気テープ等の記録媒体を適用することができ
る。
【００５２】
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【発明の効果】
上述のように本発明によれば、車両への搭載により ディスク状記録媒体の再生速度を切
り換えることにより、クッション等による過剰な防振対策を施さなくても、車両において
、光ディスク等に記録されたデータをハードディスクドライブ等の記録装置に確実にコピ
ーすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る情報処理装置において中央処理ユニットの処理
手順を示すフローチャートである。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る情報処理装置を示す斜視図である。
【図３】図２の情報処理装置を示すブロック図である。
【図４】電源の起動から車両の状況判断までの処理手順を示すフローチャートである。
【図５】本発明の第２の実施の形態に係る情報処理装置において電源の起動から車載の判
断までの処理手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１……情報処理装置、２……載置台、３……表示部、４……電源スイッチ、５、６、９、
１０……端子、７……スイッチ、１６……センサ部、１８……記録用２次記憶部、１９…
…２次記憶部、２２……中央処理ユニット
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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