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(57)【要約】
【課題】着脱可能な情報記録媒体のユーザによる保管管
理を容易にする。
【解決手段】コンテンツが記録された光ディスク２００
と、光ディスク２００を保管する保管場所と、を互いに
関連付けて管理するためのラック保管場所情報４２２を
記録する制御を行う記録制御部５７を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着脱可能な情報記録媒体の保管場所を管理するための情報管理装置であって、
　コンテンツが記録された情報記録媒体と、コンテンツが記録された情報記録媒体を保管
する保管場所と、を互いに関連付けて管理するための保管場所情報を記録する制御を行う
記録制御手段を備えていることを特徴とする情報管理装置。
【請求項２】
　前記保管場所情報を生成する情報生成手段を備えていることを特徴とする請求項１に記
載の情報管理装置。
【請求項３】
　予め定められた複数の保管場所の中から、特定の保管場所を決定する保管場所決定手段
を備えており、
　前記情報生成手段は、前記保管場所決定手段が決定した特定の保管場所を、前記コンテ
ンツが記録された情報記録媒体を保管する保管場所として、前記保管場所情報を生成する
ことを特徴とする請求項２に記載の情報管理装置。
【請求項４】
　前記保管場所決定手段は、ユーザの選択に従って、前記特定の保管場所を決定すること
を特徴とする請求項３に記載の情報管理装置。
【請求項５】
　コンテンツが記録された情報記録媒体と、当該コンテンツが記録された情報記録媒体を
保管する保管場所と、の対応関係を視認できるように前記保管場所情報を表示する制御を
行う表示制御手段を備えていることを特徴とする請求項１から４までのいずれか１項に記
載の情報管理装置。
【請求項６】
　前記情報生成手段は、前記コンテンツが記録された情報記録媒体を保管する保管場所に
おける前記情報記録媒体のより詳細な保管位置を示す保管位置情報を生成することを特徴
とする請求項２から４までのいずれか１項に記載の情報管理装置。
【請求項７】
　前記コンテンツが記録された情報記録媒体を保管する保管場所における予め定められた
複数のより詳細な保管位置の中から、特定の保管位置を決定する保管位置決定手段を備え
ており、
　前記情報生成手段は、前記保管位置決定手段が決定した特定の保管位置を、前記コンテ
ンツが記録された情報記録媒体を保管する保管場所における前記情報記録媒体のより詳細
な保管位置として、前記保管位置情報を生成することを特徴とする請求項６に記載の情報
管理装置。
【請求項８】
　前記保管位置決定手段は、ユーザの選択に従って、前記特定の保管位置を決定すること
を特徴とする請求項７に記載の情報管理装置。
【請求項９】
　前記コンテンツが記録された情報記録媒体と、当該コンテンツが記録された情報記録媒
体を保管する保管場所と、の対応関係を視認できるように前記保管場所情報を表示する制
御を行うと共に、
　前記コンテンツが記録された情報記録媒体と、当該コンテンツが記録された情報記録媒
体を保管する保管場所におけるより詳細な保管位置と、の対応関係を視認できるように前
記保管位置情報を表示する制御を行う表示制御手段を備えていることを特徴とする請求項
７又は８に記載の情報管理装置。
【請求項１０】
　前記情報生成手段は、
　前記コンテンツが記録された情報記録媒体を保管する保管場所に設置され、前記コンテ
ンツが記録された情報記録媒体が保管される保管庫の画像である保管庫画像を生成し、
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　前記保管庫に保管可能な情報記録媒体の数に応じて、前記保管庫画像の画像領域を複数
の分割エリアに分割し、
　前記コンテンツが記録された情報記録媒体を保管する保管庫における前記情報記録媒体
のより詳細な保管位置を仮想的に示すものとして、前記複数の分割エリアの中から選択さ
れた分割エリアの前記画像領域上の表示を、他の分割エリアの表示と異ならせて表示する
保管位置画像を生成し、
　生成した保管位置画像を前記保管位置情報とすることを特徴とする請求項９に記載の情
報管理装置。
【請求項１１】
　自装置と通信可能な他の通信装置に、前記保管場所情報及び前記保管位置情報を送信す
る送信制御手段を備えていることを特徴とする請求項６から１０までのいずれか１項に記
載の情報管理装置。
【請求項１２】
　前記コンテンツが記録された情報記録媒体の取出しを検知する検知手段を備えており、
　前記表示制御手段は、前記検知手段が、前記コンテンツが記録された情報記録媒体の取
出しを検知した場合に、取出される前記情報記録媒体に対応する前記保管場所情報及び前
記保管位置情報を表示する制御を行うことを特徴とする請求項９又は１０に記載の情報管
理装置。
【請求項１３】
　前記コンテンツが記録された情報記録媒体、又はその情報記録媒体を収納する保管ケー
スのいずれかに、前記情報記録媒体を識別するための媒体識別情報を無線送信するための
識別情報送信部が予め設けられており、
　前記識別情報送信部から無線送信された前記媒体識別情報を受信する受信制御手段と、
　複数の情報記録媒体の中から、特定のコンテンツが記録された情報記録媒体を検索する
媒体検索手段と、
　前記受信制御手段が受信した媒体識別情報に対応する情報記録媒体が、前記媒体検索手
段によって検索された特定のコンテンツが記録された情報記録媒体であった場合に、その
旨を報知する報知手段とを備えていることを特徴とする請求項９又は１０に記載の情報管
理装置。
【請求項１４】
　請求項６から１３までのいずれか１項に記載の情報管理装置と通信可能な通信装置であ
って、
　前記情報管理装置から前記保管場所情報、又は前記保管位置情報を受信する受信制御手
段を備えていることを特徴とする通信装置。
【請求項１５】
　請求項２から４までに記載の情報管理装置の前記情報生成手段としてコンピュータを動
作させて前記保管場所情報を生成するための情報生成プログラム。
【請求項１６】
　請求項６から１２までに記載の情報管理装置の前記情報生成手段としてコンピュータを
動作させて前記保管位置情報を生成するための情報生成プログラム。
【請求項１７】
　請求項１５又は１６に記載の情報生成プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能
な記録媒体。
【請求項１８】
　着脱可能な情報記録媒体であって、
　少なくとも第１情報記録層と第２情報記録層とを備えており、
　前記第１情報記録層は、情報の追記録又は情報の書き換えが可能な層であり、
　前記第２情報記録層は、情報の読出しのみ可能な層であり、
　前記第１情報記録層は、コンテンツが記録された他の情報記録媒体と、前記他の情報記
録媒体を保管する保管場所と、を互いに関連付けて管理するための保管場所情報と、前記
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他の情報記録媒体を保管する保管場所における前記他の情報記録媒体のより詳細な保管位
置を示す保管位置情報と、を記録することが可能な情報記録領域を含んでおり、
　前記第２情報記録層には、
　前記保管場所情報及び前記保管位置情報を生成するための情報であって、前記他の情報
記録媒体が保管される保管庫の仕様を示す情報である保管庫情報が予め記録されているこ
とを特徴とする情報記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ライブラリ情報を生成する情報管理装置、該情報管理装置と通信可能な通信
装置、情報生成プログラム、同プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体、
及び情報記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、着脱可能な光ディスクにコンテンツを記録したり、光ディスクに記録されたコン
テンツを再生したりすることが広く行われている。
【０００３】
　一昔前であれば、大きな記録容量を必要とする動画の記録は、１枚の光ディスクでは困
難であったが、光ディスクの大容量化に伴い、１枚の光ディスクに動画を記録することも
可能となってきた。しかしながら、コンテンツの多様化に伴い、最近では、５０話以上に
ものぼる長編の連続ドラマも登場してきており、このような非常に長時間に亘る動画を高
画質ですべて記録するためには、大容量の光ディスクでも十分な記録容量があるとは言え
ない。例えば、ある長編の連続ドラマの第１話から最終話までを１枚の光ディスクに記録
することができず、同じ連続ドラマの第１話から最終話までを、複数枚の光ディスクに分
割して記録せざるをえない場合も多々見受けられる。
【０００４】
　さらに、コンテンツの多様化に伴い、光ディスクに記録するコンテンツの種類も多様と
なり、ユーザが保管管理する光ディスクの数は、益々増大化する傾向にある。
【０００５】
　このため、ユーザが保管管理する光ディスクの数の増大化に伴い、ユーザによる光ディ
スクの保管管理は非常に煩雑なものとなり、益々困難なものとなりつつある。
【０００６】
　このような状況の下、コンテンツと、コンテンツが記録される光ディスクとを互いに関
連付けて管理する管理方法に関する技術の一例として特許文献１に開示されたライブラリ
情報による管理方法がある。
【０００７】
　この特許文献１に開示された管理方法では、ディスクやハードディスクに画像を記録す
る際に、ライブラリ情報が作成され、必要に応じてこのライブラリ情報を編集したり、表
示したりすることが可能となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００２－１５０７５４号公報（２００２年５月２４日公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、前記従来の管理方法では、コンテンツに対応するディスク番号等をリス
トアップしているだけなので、そのディスク番号等に対応する実際の光ディスクが一体ど
こに保管されているのか全くわからないという問題点がある。
【００１０】
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　例えば、同一規格の光ディスク同士は、通常その外観から視覚的に識別することが難し
いので、前記従来の管理方法にて使用されるライブラリ情報から所望のコンテンツが記録
されている光ディスクのディスク番号等がわかったとしても、その光ディスクがどこに保
管されているかわからないのが一般的である。
【００１１】
　すなわち、前記従来の管理方法は、光ディスクの保管管理が、益々困難なものとなりつ
つあるという問題点を根本的に解決するものではない。
【００１２】
　本発明は、前記従来の問題点に鑑みなされたものであって、その目的は、着脱可能な情
報記録媒体のユーザによる保管管理を容易にすることができる情報管理装置などを提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の情報管理装置は、前記課題を解決するために、着脱可能な情報記録媒体の保管
場所を管理するための情報管理装置であって、コンテンツが記録された情報記録媒体と、
コンテンツが記録された情報記録媒体を保管する保管場所と、を互いに関連付けて管理す
るための保管場所情報を記録する制御を行う記録制御手段を備えていることを特徴とする
。
【００１４】
　これにより、保管場所情報から、コンテンツが記録された情報記録媒体が保管されてい
る保管場所を把握することが可能となるので、着脱可能な情報記録媒体のユーザによる保
管管理を容易にすることができる。
【００１５】
　なお、「保管場所」は、家屋内のある部屋や、その部屋に設置された書庫、ディスク‐
ラック、机、テーブルなどの家具や調度品等を含む広い概念である。
【００１６】
　また、本発明の情報管理装置は、前記構成に加えて、前記保管場所情報を生成する情報
生成手段を備えていることを特徴とする。
【００１７】
　これにより、情報管理装置が、他の端末等を介することなく保管場所情報を生成するこ
とが可能となり、着脱可能な情報記録媒体のユーザによる保管管理を、さらに容易にする
ことができる。
【００１８】
　また、本発明の情報管理装置は、前記構成に加えて、予め定められた複数の保管場所の
中から、特定の保管場所を決定する保管場所決定手段を備えており、前記情報生成手段は
、前記保管場所決定手段が決定した特定の保管場所を、前記コンテンツが記録された情報
記録媒体を保管する保管場所として、前記保管場所情報を生成しても良い。
【００１９】
　前記構成によれば、保管場所決定手段が、予め定められた複数の保管場所の中から、特
定の保管場所を（自動的に）決定し、情報生成手段は、決定した特定の保管場所を、コン
テンツが記録された情報記録媒体を保管する保管場所として、保管場所情報を（自動的に
）生成するので、ユーザ自身が保管場所を決めるといった煩わしい作業を行わないで済む
。
【００２０】
　また、本発明の情報管理装置は、前記構成に加えて、前記保管場所決定手段は、ユーザ
の選択に従って、前記特定の保管場所を決定しても良い。
【００２１】
　前記構成によれば、ユーザが、複数の保管場所の中から、所望する保管場所を選択する
ことができる。
【００２２】
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　また、本発明の情報管理装置は、前記構成に加えて、コンテンツが記録された情報記録
媒体と、当該コンテンツが記録された情報記録媒体を保管する保管場所と、の対応関係を
視認できるように前記保管場所情報を表示する制御を行う表示制御手段を備えていても良
い。
【００２３】
　前記構成によれば、表示制御手段によって表示される保管場所情報から、コンテンツが
記録された情報記録媒体と、その情報記録媒体を保管する保管場所と、の対応関係を視認
することができるので、コンテンツが記録された情報記録媒体がどこに保管されているか
を容易に知ることができる。
【００２４】
　また、本発明の情報管理装置は、前記構成に加えて、前記情報生成手段は、前記コンテ
ンツが記録された情報記録媒体を保管する保管場所における前記情報記録媒体のより詳細
な保管位置を示す保管位置情報を生成しても良い。
【００２５】
　前記構成によれば、保管位置情報から、保管場所における情報記録媒体のより詳細な保
管位置を把握することが可能となるので、着脱可能な情報記録媒体のユーザによる保管管
理をさらに容易にすることができる。
【００２６】
　なお、「保管位置」は、家屋内のある部屋における情報記録媒体の保管位置や、その部
屋に設置された書庫、ディスク‐ラック（保管庫）、机、テーブルなどの家具や調度品等
における情報記録媒体の保管位置を含む広い概念である。例えば、家屋内のある部屋にお
ける情報記録媒体の保管位置の例としては、「部屋の北側の隅」などを例示することがで
きる。また、その部屋に設置された書庫の例としては、「書庫の最上段に並べられたディ
スク群の左から２枚目」などを例示することができる。また、ディスク‐ラックの例とし
ては、「ディスク‐ラックの右端のゾーンに並べられたディスク群の左から１４枚目」な
どを例示することができる。また、机の例としては、「机の上から３番目のひきだし」な
どを例示することができる。テーブルの例としては、「テーブルの北側の隅」などを例示
することができる。
【００２７】
　また、本発明の情報管理装置は、前記構成に加えて、前記コンテンツが記録された情報
記録媒体を保管する保管場所における予め定められた複数のより詳細な保管位置の中から
、特定の保管位置を決定する保管位置決定手段を備えており、前記情報生成手段は、前記
保管位置決定手段が決定した特定の保管位置を、前記コンテンツが記録された情報記録媒
体を保管する保管場所における前記情報記録媒体のより詳細な保管位置として、前記保管
位置情報を生成しても良い。
【００２８】
　前記構成によれば、保管位置決定手段は、保管場所における予め定められた複数の保管
位置の中から、特定の保管位置を（自動的に）決定し、情報生成手段は、決定した特定の
保管位置を、コンテンツが記録された情報記録媒体を保管する保管場所における情報記録
媒体のより詳細な保管位置として、保管位置情報を（自動的に）生成するので、ユーザ自
身が保管位置を決めるといった煩わしい作業を行わないで済む。
【００２９】
　また、本発明の情報管理装置は、前記構成に加えて、前記保管位置決定手段は、ユーザ
の選択に従って、前記特定の保管位置を決定しても良い。
【００３０】
　前記構成によれば、ユーザが、複数の保管位置の中から、所望する保管位置を選択する
ことができる。
【００３１】
　また、本発明の情報管理装置は、前記構成に加えて、前記コンテンツが記録された情報
記録媒体と、当該コンテンツが記録された情報記録媒体を保管する保管場所と、の対応関
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係を視認できるように前記保管場所情報を表示する制御を行うと共に、前記コンテンツが
記録された情報記録媒体と、当該コンテンツが記録された情報記録媒体を保管する保管場
所におけるより詳細な保管位置と、の対応関係を視認できるように前記保管位置情報を表
示する制御を行う表示制御手段を備えていることが好ましい。
【００３２】
　前記構成によれば、表示制御手段によって表示される保管場所情報から、コンテンツが
記録された情報記録媒体と、保管場所と、の対応関係を視認することができ、また、表示
制御手段によって表示される保管位置情報から、コンテンツが記録された情報記録媒体と
、その情報記録媒体のより詳細な保管位置と、の対応関係を視認することができるので、
コンテンツが記録された情報記録媒体が保管されている位置をより詳しく知ることができ
る。
【００３３】
　また、本発明の情報管理装置は、前記構成に加えて、前記情報生成手段は、前記コンテ
ンツが記録された情報記録媒体を保管する保管場所に設置され、前記コンテンツが記録さ
れた情報記録媒体が保管される保管庫の画像である保管庫画像を生成し、前記保管庫に保
管可能な情報記録媒体の数に応じて、前記保管庫画像の画像領域を複数の分割エリアに分
割し、前記コンテンツが記録された情報記録媒体を保管する保管庫における前記情報記録
媒体のより詳細な保管位置を仮想的に示すものとして、前記複数の分割エリアの中から選
択された分割エリアの前記画像領域上の表示を、他の分割エリアの表示と異ならせて表示
する保管位置画像を生成し、生成した保管位置画像を前記保管位置情報としても良い。
【００３４】
　前記構成によれば、情報生成手段は、保管場所に設置され、コンテンツが記録された情
報記録媒体が保管される保管庫の画像である保管庫画像を生成する。また、情報生成手段
は、保管庫に保管可能な情報記録媒体の数に応じて、保管庫画像の画像領域を複数の分割
エリアに分割する。さらに、情報生成手段は、保管庫におけるコンテンツが記録された情
報記録媒体のより詳細な保管位置を仮想的に示すものとして複数の分割エリアの中から選
択された分割エリアの画像領域上の表示を、他の分割エリアの表示と異ならせて表示する
保管位置画像を生成し、生成した保管位置画像を保管位置情報とする。
【００３５】
　これにより、保管庫画像の画像領域上の表示における分割エリアの表示位置から、実際
の保管庫内における情報記録媒体のより詳細な保管位置を、仮想的に認識することが可能
となるので、この保管位置画像を利用することで、実際の保管庫から情報記録媒体を探し
出すことがさらに容易になる。
【００３６】
　また、本発明の情報管理装置は、前記構成に加えて、自装置と通信可能な他の通信装置
に、前記保管場所情報及び前記保管位置情報を送信する送信制御手段を備えていても良い
。
【００３７】
　前記構成によれば、自装置（情報管理装置）で生成された前記保管場所情報及び前記保
管位置情報を自装置と通信可能な他の通信装置でも利用することができる。
【００３８】
　また、本発明の情報管理装置は、前記構成に加えて、前記コンテンツが記録された情報
記録媒体の取出しを検知する検知手段を備えており、前記表示制御手段は、前記検知手段
が、前記コンテンツが記録された情報記録媒体の取出しを検知した場合に、取出される前
記情報記録媒体に対応する前記保管場所情報及び前記保管位置情報を表示しても良い。
【００３９】
　前記構成によれば、表示制御手段は、検知手段が情報記録媒体の取出しを検知した場合
に、取出される情報記録媒体に対応する保管場所情報及び保管位置情報を表示する制御を
行う。これにより、ユーザがその情報記録媒体が元々保管されていた保管場所、及び保管
位置を認識できるので、容易に元の保管位置に情報記録媒体を戻すことができる。
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【００４０】
　また、本発明の情報管理装置は、前記構成に加えて、前記コンテンツが記録された情報
記録媒体、又はその情報記録媒体を収納する保管ケースのいずれかに、前記情報記録媒体
を識別するための媒体識別情報を無線送信するための識別情報送信部が予め設けられてお
り、前記識別情報送信部から無線送信された前記媒体識別情報を受信する受信制御手段と
、複数の情報記録媒体の中から、特定のコンテンツが記録された情報記録媒体を検索する
媒体検索手段と、前記受信制御手段が受信した媒体識別情報に対応する情報記録媒体が、
前記媒体検索手段によって検索された特定のコンテンツが記録された情報記録媒体であっ
た場合に、その旨を報知する報知手段とを備えていても良い。
【００４１】
　前記構成によれば、受信制御手段は、情報記録媒体、又はその情報記録媒体を収納する
保管ケースのいずれかに設けられている識別情報送信部から無線送信された媒体識別情報
を受信する。また、媒体検索手段は、複数の情報記録媒体の中から、特定のコンテンツが
記録された情報記録媒体を検索する。さらに、報知手段は、受信制御手段が受信した媒体
識別情報に対応する情報記録媒体が、媒体検索手段によって検索された情報記録媒体であ
った場合に、その旨を報知する。
【００４２】
　これにより、無線送信された媒体識別情報を受信制御手段が受信することが可能な距離
の範囲内に、媒体検索手段によって検索された情報記録媒体が存在していることを認識す
ることが可能となる。
【００４３】
　これにより、さらに、上述した保管場所情報及び保管位置情報を併せて参照することに
より、所望のコンテンツが記録された情報記録媒体をより簡単に見つけることができる。
【００４４】
　また、本発明の通信装置は、前記構成に加えて、前記情報管理装置と通信可能な通信装
置であって、前記情報管理装置から前記保管場所情報、又は前記保管位置情報を受信する
受信制御手段を備えていても良い。
【００４５】
　これにより、情報管理装置と通信可能な通信装置においても、保管場所情報、又は保管
位置情報を利用することが可能になるので、必要に応じて情報管理装置と通信装置とを選
択すれば良く、ユーザの利便性が向上する。
【００４６】
　また、本発明の情報記録媒体は、前記課題を解決するために、着脱可能な情報記録媒体
であって、少なくとも第１情報記録層と第２情報記録層とを備えており、前記第１情報記
録層は、情報の追記録又は情報の書き換えが可能な層であり、前記第２情報記録層は、情
報の読出しのみ可能な層であり、前記第１情報記録層は、コンテンツが記録された他の情
報記録媒体と、前記他の情報記録媒体を保管する保管場所と、を互いに関連付けて管理す
るための保管場所情報と、前記他の情報記録媒体を保管する保管場所における前記他の情
報記録媒体のより詳細な保管位置を示す保管位置情報と、を記録することが可能な情報記
録領域を含んでおり、前記第２情報記録層には、前記保管場所情報及び前記保管位置情報
を生成するための情報であって、前記他の情報記録媒体が保管される保管庫の仕様を示す
情報である保管庫情報が予め記録されていることを特徴とする。
【００４７】
　第１情報記録層は、情報の追記録又は情報の書き換えが可能な層であり、コンテンツが
記録された他の情報記録媒体と、他の情報記録媒体を保管する保管場所と、を互いに関連
付けて管理するための保管場所情報と、他の情報記録媒体を保管する保管場所における他
の情報記録媒体のより詳細な保管位置を示す保管位置情報と、を記録することが可能な情
報記録領域を含んでいる。
【００４８】
　一方、第２情報記録層には、前記保管場所情報及び前記保管位置情報を生成するための
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情報であって、前記他の情報記録媒体が保管される保管庫(例えば、ディスク‐ラックな
ど)の仕様を示す情報である保管庫情報（例えば、ディスク‐ラックの製品仕様など）が
予め記録される。
【００４９】
　これにより、例えば、上記情報管理装置に、本発明の情報記録媒体を用いることで、ユ
ーザが保管場所情報及び保管位置情報を生成するといった煩わしい作業を行うことなく、
保管庫情報を用いて保管場所情報及び保管位置情報を（自動的に）生成できるので、「保
管庫を買い換えて情報記録媒体を置き換えるとどうなるか」などの製品仕様に関する知見
を得ることが可能となる。
【００５０】
　また、保管庫情報に基づいて生成された保管場所情報及び保管位置情報により、ユーザ
にとっては自分の好みに合った保管庫を簡単に探して購入することができる。また、本発
明の情報記録媒体は、家具メーカーにとっては自社製品の販売促進に寄与するものとなり
得る。よって、結果的に、着脱可能な情報記録媒体のユーザによる保管管理を容易にする
ことができる。
【００５１】
　なお、前記情報管理装置における前記情報生成手段は、コンピュータによって実現して
もよく、この場合には、コンピュータを前記情報生成手段として動作させることにより、
前記保管場所情報及び／又は保管位置情報を生成させる情報生成プログラム及びそれを記
録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も、本発明の範疇に入る。
【発明の効果】
【００５２】
　本発明の情報管理装置は、以上のように、着脱可能な情報記録媒体の保管場所を管理す
るための情報管理装置であって、コンテンツが記録された情報記録媒体と、コンテンツが
記録された情報記録媒体を保管する保管場所と、を互いに関連付けて管理するための保管
場所情報を記録する制御を行う記録制御手段を備えているものである。
【００５３】
　また、本発明の情報記録媒体は、以上のように、少なくとも第１情報記録層と第２情報
記録層とを備えており、前記第１情報記録層は、情報の追記録又は情報の書き換えが可能
な層であり、前記第２情報記録層は、情報の読出しのみ可能な層であり、前記第１情報記
録層は、コンテンツが記録された他の情報記録媒体と、前記他の情報記録媒体を保管する
保管場所と、を互いに関連付けて管理するための保管場所情報と、前記他の情報記録媒体
を保管する保管場所における前記他の情報記録媒体のより詳細な保管位置を示す保管位置
情報と、を記録することが可能な情報記録領域を含んでおり、前記第２情報記録層には、
前記保管場所情報及び前記保管位置情報を生成するための情報であって、前記他の情報記
録媒体が保管される保管庫の仕様を示す情報である保管庫情報が予め記録されているもの
である。
【００５４】
　それゆえ、着脱可能な情報記録媒体のユーザによる保管管理を容易にすることができる
という効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の一実施形態である情報管理装置の要部構成を示すブロック図である。
【図２】前記情報管理装置の全体構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の他の実施形態である通信装置の全体構成を示すブロック図である。
【図４】本発明のさらに他の実施形態である情報記録媒体の構成、及びその記録情報の内
容を示す説明図である。
【図５】（ａ）は、前記情報管理装置に関し、保管場所情報及び保管位置情報の表示例を
示す模式図であり、（ｂ）は、前記保管場所情報及び保管位置情報の他の表示例を示す模
式図である。
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【図６】（ａ）は、前記保管場所情報及び保管位置情報のさらに他の表示例を示す模式図
であり、（ｂ）は、前記保管場所情報のさらに他の表示例を示す模式図であり、（ｃ）は
、前記保管位置情報のさらに他の表示例を示す模式図である。
【図７】前記情報管理装置の動作の流れを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００５６】
　本発明の一実施形態について図１～図７に基づいて説明すれば、以下の通りである。
【００５７】
　　〔１．光ディスク装置１の構成について〕
　以下、図１及び図２に基づき、本発明の一実施形態である光ディスク装置（情報管理装
置）１の構成について説明する。
【００５８】
　図１は、光ディスク装置１の要部構成を示すブロック図であり、図２は、光ディスク装
置１の全体構成を示すブロック図である。
【００５９】
　まず、図２に基づき、光ディスク装置１の全体構成について説明し、その後、図１に基
づき、光ディスク装置１の要部構成（主として制御部５）について説明する。
【００６０】
　図２に示すように、光ディスク装置１は、通信部（送信制御手段）３、記憶部４、制御
部５、ディスク認識部（検知手段）６、操作部７、光ピックアップ８、記録再生回路群９
、スピンドルモータ１３、及びディスプレイ１９を備える。通信部３は、携帯端末（通信
装置）２と通信可能である。ここで、通信方式としては、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標
）、Ｆｅｌｉｃａ（登録商標）、ＰＬＣ（power line communication）、Ｗｉｒｅｌｅｓ
ｓＬＡＮ（無線ＬＡＮ：ＷＬＡＮ）、ＩｒＤＡ（赤外線無線）、ＩｒＳＳ（赤外線無線）
、及びＷＣＤＭＡ（通信網）などの有線又は無線通信による各通信方式が例示できる。
【００６１】
　図１に示すように、記憶部４には、光ディスク装置１を動作させるためのＯＳ（Operat
ing Software）や、後述するライブラリ情報４３（ラック保管場所情報４２２を含む、以
下同様）を生成したり、更新したり、編集したりするための編集プログラム（情報生成プ
ログラム）４１などの各種ソフトウェアや、編集用情報４２、及びライブラリ情報４３な
どの光ディスク装置１の処理の用に供されるデータなどが、一時的、若しくは常時記録さ
れる。
【００６２】
　コンテンツ・媒体識別情報４２１は、コンテンツを識別するための識別情報（コンテン
ツ識別情報）と、光ディスク（情報記録媒体）２００を識別するための識別情報（媒体識
別情報）とを含む。
【００６３】
　ここで、「コンテンツ」は、画像・動画・音楽・音声データ、及びメール等のテキスト
データ、ＷＥＢページに掲載されているデータ、写真やカメラ立ち上げ時のファインダ画
面、並びに、ワンセグ、３セグ、及び地デジなどの放送など、ソフトウェアの処理対象と
なるさまざまな情報の他、データベースに蓄積されたデータなどが含まれる。
【００６４】
　また、「コンテンツ」のデータ形式及びデータ圧縮方式としては、音楽に関するＡＡＣ
（Advanced Audio Coding）、ＷＡＶ（Ｗｉｎｄｏｗｓ(登録商標）の音声データの標準的
なファイル形式。ＷＡＶＥファイルやＷＡＶＥサウンドファイルとも呼ばれる。）、及び
ＭＰ３（MPEG-1 Audio Layer 3）などが例示できる。
【００６５】
　また、その他、動画及び画像のデータ形式及びデータ圧縮方式としては、映像に関する
Ｆｌａｓｈ（マクロメディアが販売しているＷｅｂ用のアニメーション作成ソフト）、静
止画像の圧縮に関するＪＰＥＧ（Joint Photographic Experts Group）方式、動画の圧縮
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に関するＭＰＥＧ（Moving Picture Experts Group）方式などが例示できる。
【００６６】
　なお、ＭＰＥＧ方式は、ＩＴＵ－Ｔ（国際電気通信連合電気通信標準化部門）とＩＳＯ
（国際標準規格）によって標準技術として勧告された、動画や音声を圧縮・伸張する規格
である。現在ＭＰＥＧ方式には、ビデオやＣＤ（Compact Disk）などのメディアに使用さ
れるＭＰＥＧ１、ＤＶＤ（Digital versatile disc）や放送メディアに使用されるＭＰＥ
Ｇ２、ネットワーク配信、携帯端末向けのＭＰＥＧ４などがある。
【００６７】
　また、「コンテンツ」を放送で取得する場合の放送方式の例としては、ＮＴＳＣ（nati
onal television system committee）方式、ＰＡＬ（phase alternation by line）方式
、ＳＥＣＡＭ（sequential couleur a memoire system）方式、ＨＤ-ＭＡＣ（high defin
ition-multiple analogue component）方式、ＡＴＶ（advanced television）方式による
ＴＶ（Television）方式、音声多重方式、ステレオホニック音声多重方式、放送衛星（br
oadcasting satellite：ＢＳ）若しくは通信衛星（communication satellite：ＣＳ）か
らの電波を利用した衛星通信方式、有線放送ＴＶ（cable television：ＣＡＴＶ）方式、
高画質テレビジョン（extended definition ＴＶ：ＥＤＴＶ）方式、高精細度テレビジョ
ン（high definition ＴＶ：ＨＤＴＶ）方式、ＭＵＳＥ方式、ワンセグ、３セグ、及び地
上デジタル方式の各種放送方式などが例示できる。
【００６８】
　次に、コンテンツ識別情報の例としては、タイトル、記録・更新日時、コンテンツの内
容の他、チャンネル種別・チャンネル番号、画質モード、音質モード、ビットレート情報
、及びジャンル情報などがある。ここで、ジャンル情報としては、洋画、邦画、音楽、ド
ラマ、アニメ・特撮、スポーツ、ドキュメンタリー教養、劇場公演、バラエティ、趣味教
育、ニュース報道、その他、ジャンルなし、等がある。
【００６９】
　媒体識別情報の例としては、ディスク識別情報（ユニークなディスク番号など；ＤＶＤ
＜Digital Versatile Disk＞‐ＲＡＭ＜Random Access Memory＞、又はＨＤＤ＜Hard Dis
k Drive＞の識別を含む）の他、光ディスク２００の種類や、光ディスク２００の所有者
に関する情報などがある。
【００７０】
　ラック保管場所情報（保管場所情報，保管位置情報）４２２は、光ディスク２００を保
管するディスク‐ラック（保管庫）がユーザの家屋内のどの部屋に存在しているかを示す
情報であり、例えば、リビング、ダイニング、勉強部屋、寝室、書斎、及び応接室などが
ある。
【００７１】
　また、ラック保管場所情報４２２は、さらに光ディスク２００を保管するディスク‐ラ
ックにおける光ディスク２００のより詳細な保管位置を示す情報も含んでおり、その具体
例については、後述するとおりである。
【００７２】
　ラック情報（保管庫情報）４２３は、光ディスク２００を保管するディスク‐ラックの
仕様を示すカタログ情報などであり、ディスク‐ラックが複数のゾーン（区画）で構成さ
れている場合は、そのゾーン数、各ゾーンの光ディスク２００の保管可能数の他、ディス
ク‐ラックやその構成要素の寸法、ディスク‐ラックに付された色彩や模様に関する情報
、及び各ゾーンにおける光ディスク２００の配置形態などがある。
【００７３】
　編集用画像情報４２４は、後述するラック画像（保管庫画像）や、光ディスク２００を
模式的に示すための媒体画像（後述する分割エリアの画像）などがある。
【００７４】
　ライブラリ情報４３は、デフォルトで光ディスク装置１の出荷時に予め記録されている
ライブラリ情報の他、編集プログラム４１を起動させて、編集用情報４２を用いてライブ
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ラリ情報を生成したり、更新したり、編集したりしたものも含む。
【００７５】
　次に、図２に示す制御部５は、ＭＰＵ（Micro Processing Unit）又はＣＰＵ（Central
 Processing Unit）、ＯＳや編集プログラム４１などが書込まれたＲＯＭ（Read Only Me
mory）、及び、ＯＳや編集プログラム４１などの各種プログラムの実行に必要なワークエ
リアを提供するためのＲＡＭとを含んでいる。制御部５のＭＰＵ又はＣＰＵは、操作部７
（キーボード又はリモコンの入力部）からの操作命令が入力ポート５２で変換された操作
信号を受け、ＲＯＭに格納された各種プログラムに基づいて、ＲＡＭをワークエリアとし
て用いることにより、光ディスク装置１全体の動作を統括的に制御している。なお、制御
部５の詳細については、後述する。
【００７６】
　ディスク認識部６は、光ディスク２００の装填又は取出しを検知するためのものであり
、例えば、各種センサが例示できるが、光ディスク２００の装填又は取出しを検知できる
ものであれば、どのようなセンサを用いても良い。なお、ディスク認識部６は、検知した
結果を検知信号として制御部５（ディスク管理部５１）へ出力する。
【００７７】
　操作部７は、ユーザが、入力ポート５２を介して光ディスク装置１に各種の操作命令を
入力するためのものであり、例えば、操作ボタンとそのインターフェースなどが例示でき
る。
【００７８】
　次に、光ピックアップ８は、さらにアクチュエータ１１及び光ヘッド１２を含む。また
、記録再生回路群９は、ピックアップ駆動回路１４、レーザ駆動回路１５、再生回路１６
、アクチュエータ駆動回路１７、及びスピンドルモータ駆動回路１８の複数の回路群を含
んでいる。
【００７９】
　また、光ディスク装置１は、光ディスク２００を含むＤＶＤやＢＤなどの光情報記録媒
体に対して情報の記録及び再生を行う装置である。なお、本実施形態では、情報記録媒体
の例として光ディスク２００を例示して説明するが、これに限られない。すなわち、光デ
ィスク装置１は、ＳＤ（Secure Digital）メモリカードや、ＵＳＢ（universal serial b
us）スティックメモリ、外部接続されたＨＤＤなどの各情報記録媒体を用いて記録・再生
が可能となっていても良い。
【００８０】
　図２に示すように、光ディスク装置１では、スピンドルモータ駆動回路１８によって駆
動されたスピンドルモータ１３により回転する光ディスク２００の近傍へ、アクチュエー
タ駆動回路１７によって駆動されたアクチュエータ１１（光ピックアップ８）が移動し、
さらに、ピックアップ駆動回路１４によって、光ピックアップ８が、図示しない光ディス
ク２００のトラックへ移動する。
【００８１】
　そして、制御部５（記録再生回路群制御部５８）が記録再生回路群９のレーザ駆動回路
１５を動作させて記録条件を設定し、光ヘッド１２から記録用のレーザビームを光ディス
ク２００の記録部位に照射することによって、光ディスク２００のトラックに情報が記録
される。
【００８２】
　また、光ディスク装置１は、制御部５（記録再生回路群制御部５８）が記録再生回路群
９のアクチュエータ駆動回路１７を動作させてアクチュエータ１１を光ディスク２００の
近傍に移動させ、ピックアップ駆動回路１４を動作させて光ピックアップ８を光ディスク
２００の記録部位へ移動させる。そして、制御部５（記録再生回路群制御部５８）が記録
再生回路群９のレーザ駆動回路１５を動作させて光ヘッド１２から再生用のレーザビーム
を光ディスク２００に照射する。
【００８３】
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　次に、光ヘッド１２が検出した反射光は、再生回路１６にて再生信号に変換され、制御
部５に入力される。これにより、光ディスク装置１は、光ディスク２００のトラックに記
録された情報を再生する。ここで、「再生」は、画像、写真、カメラ立ち上げ時のファイ
ンダ画面、メールテキスト、及びＷＥＢページなどの「表示」、並びに、動画、音楽、及
び音声などの「再生」を含む広い概念である。
【００８４】
　なお、再生回路１６からの再生情報は、データ保持部５５又は記憶部４に一時的若しく
は常時記録される。
【００８５】
　ディスプレイ１９は、データ保持部５５又は記憶部４に記録されたライブラリ情報４３
を読み出した結果としての画像データ（例えば、ラック画像）などを表示する。
【００８６】
　次に、図１に基づき、光ディスク装置１の要部構成（特に、制御部５）の詳細について
説明する。図１は、光ディスク装置１の要部構成を示すブロック図である。
【００８７】
　図１に示すように、光ディスク装置１の制御部５は、ディスク管理部５１、入力ポート
５２、通信制御部（受信制御手段）５３、再生・表示制御部（表示制御手段）５４、デー
タ保持部５５、ライブラリ情報管理部５６、記録制御部（記録制御手段）５７、記録再生
回路群制御部５８を備える。
【００８８】
　ディスク管理部５１は、ディスク認識部６からの光ディスク２００の装填又は取出しの
検知信号を受けて、その旨を制御部５に通知する。
【００８９】
　入力ポート５２は、操作部７を介してユーザが入力した各種操作命令を、操作信号に変
換して制御部５に送る。
【００９０】
　通信制御部５３は、通信部３を介して、携帯端末２と通信することが可能となっており
、特にライブラリ情報４３の全部又は一部（ラック保管場所情報４２２単独の場合を含む
）を携帯端末２に送信する。これにより、光ディスク装置１で生成されたライブラリ情報
４３の全部又は一部を自装置と通信可能な携帯端末２でも利用することができる。
【００９１】
　再生・表示制御部２２４は、ライブラリ情報管理部５６及びデータ保持部５５を備えて
おり、記録再生回路群制御部５８を介して記録再生回路群９を制御して光ディスク２００
を再生し、記憶部４又はデータ保持部５５に記録されているデータを読出して、後述する
ライブラリ情報４３の全部又は一部（ラック保管場所情報４２２単独の場合を含む）など
をディスプレイ１９に表示させる。
【００９２】
　次に、ライブラリ情報管理部（情報生成手段）５６は、着脱可能な光ディスク２００に
コンテンツを記録する際に、記録されるコンテンツと、コンテンツが記録される光ディス
ク２００と、を互いに関連付けて管理するためのライブラリ情報を生成したり、更新した
り、編集したり、データ保持部５５や記憶部４に記録したりしてライブラリ情報を管理す
る。
【００９３】
　また、ライブラリ情報管理部５６は、コンテンツが記録された光ディスク２００を保管
する保管場所を示すラック保管場所情報４２２を生成し、生成したラック保管場所情報４
２２をライブラリ情報４３に含める。なお、ラック保管場所情報４２２は、コンテンツが
記録された光ディスク２００と、光ディスク２００の保管場所とを互いに関連付ける情報
であるとも言える。
【００９４】
　これにより、ライブラリ情報４３に含まれるラック保管場所情報４２２から、コンテン
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ツが記録された光ディスク２００が保管されている保管場所を把握することが可能となる
ので、着脱可能な光ディスク２００のユーザによる保管管理を容易にすることができる。
【００９５】
　ここで、「保管場所」は、家屋内のある部屋や、その部屋に設置された書庫、ディスク
‐ラック、机、テーブルなどの家具や調度品等を含む広い概念である。
【００９６】
　また、ライブラリ情報管理部５６は、コンテンツが記録された光ディスク２００を保管
する保管場所における光ディスク２００のより詳細な保管位置を示すラック保管場所情報
４２２を生成し、生成したラック保管場所情報４２２をライブラリ情報４３に含めても良
い。
【００９７】
　これにより、ライブラリ情報４３に含まれるラック保管場所情報４２２から、保管場所
における光ディスク２００のより詳細な保管位置を把握することが可能となるので、着脱
可能な光ディスク２００のユーザによる保管管理をさらに容易にすることができる。
【００９８】
　なお、「保管位置」は、家屋内のある部屋における光ディスク２００の保管位置や、そ
の部屋に設置された書庫、ディスク‐ラック（保管庫）、机、テーブルなどの家具や調度
品等における光ディスク２００の保管位置を含む広い概念である。例えば、家屋内のある
部屋における光ディスク２００の保管位置の例としては、「部屋の北側の隅」などを例示
することができる。また、その部屋に設置された書庫の例としては、「書庫の最上段に並
べられたディスク群の左から２枚目」などを例示することができる。また、ディスク‐ラ
ックの例としては、「ディスク‐ラックの右端のゾーンに並べられたディスク群の左から
１４枚目」などを例示することができる。また、机の例としては、「机の上から３番目の
ひきだし」などを例示することができる。テーブルの例としては、「テーブルの北側の隅
」などを例示することができる。
【００９９】
　次に、ライブラリ情報管理部５６は、編集プログラム起動部５６１、編集用情報取得部
５６２、保管場所決定部（保管場所決定手段）５６３、媒体保管位置決定部（保管位置決
定手段）５６４、及びライブラリ情報生成部（情報生成手段）５６５を備える。
【０１００】
　編集プログラム起動部５６１は、記憶部４からライブラリ情報４３を編集するための編
集プログラム４１を読出して起動する処理を行う。編集用情報取得部５６２は、記憶部４
から編集用情報４２を取得する。
【０１０１】
　保管場所決定部５６３は、デフォルトの予め定められた複数の保管場所の中から、コン
テンツが記録された光ディスク２００を保管する保管場所を自動的に決定しても良い。
【０１０２】
　このとき、ライブラリ情報生成部５６５は、保管場所決定部５６３が決定した保管場所
に従って、コンテンツが記録された光ディスク２００を保管する保管場所を示すラック保
管場所情報４２２を生成し、生成したラック保管場所情報４２２を自動的にライブラリ情
報４３に含める。これにより、ユーザ自身が保管場所を決めるといった煩わしい作業を行
わないで済む。
【０１０３】
　保管場所決定部５６３は、操作部７を介してユーザが選択した結果に従って、デフォル
トの予め定められた複数の保管場所の中から、光ディスク２００を保管する保管場所を決
定しても良い。また、保管場所決定部５６３は、操作部７を介してユーザが入力した保管
場所を、保管場所と決定しても良い。これにより、ユーザが、複数の保管場所の中から、
所望する保管場所を選択することができる。
【０１０４】
　媒体保管位置決定部５６４は、コンテンツが記録された光ディスク２００を保管する保
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管場所における予め定められた複数の保管位置の中から、光ディスク２００を保管するよ
り詳細な保管位置を自動的に決定しても良い。
【０１０５】
　このとき、ライブラリ情報生成部５６５は、媒体保管位置決定部５６４が決定した保管
位置に対応するラック保管場所情報４２２を自動的に生成する。これにより、ユーザ自身
が保管位置を決めるといった煩わしい作業を行わないで済む。
【０１０６】
　また、媒体保管位置決定部５６４は、操作部７を介してユーザが選択した結果に従って
、複数のより詳細な保管位置の中から、光ディスク２００を保管する保管位置を決定して
も良い。これにより、ユーザが、複数の保管位置の中から、所望する保管位置を選択する
ことができる。
【０１０７】
　次に、再生・表示制御部（表示制御手段）５４は、コンテンツが記録された光ディスク
２００と、その光ディスク２００を保管する保管場所と、の対応関係を視認できるように
ライブラリ情報４３を表示しても良い。これにより、再生・表示制御部５４がディスプレ
イ１９に表示させるライブラリ情報４３から、コンテンツが記録された光ディスク２００
と、その光ディスク２００を保管する保管場所と、の対応関係を視認することができるの
で、コンテンツが記録された光ディスク２００がどこに保管されているかを容易に知るこ
とができる。
【０１０８】
　また、再生・表示制御部５４は、コンテンツが記録された光ディスク２００と、その光
ディスク２００を保管する保管場所と、の対応関係、及び、コンテンツが記録された光デ
ィスク２００と、その光ディスク２００を保管する保管場所におけるより詳細な保管位置
と、の対応関係を視認できるようにライブラリ情報４３を表示しても良い。
【０１０９】
　これにより、再生・表示制御部５４がディスプレイ１９に表示させるライブラリ情報４
３から、コンテンツが記録された光ディスク２００と、その光ディスク２００を保管する
保管場所と、の対応関係、及び光ディスク２００と、その光ディスク２００を保管する保
管場所におけるより詳細な保管位置と、の対応関係を視認することができるので、コンテ
ンツが記録された光ディスク２００が保管されている位置をより詳しく知ることができる
。なお、再生・表示制御部５４がディスプレイ１９に表示させるライブラリ情報４３の具
体例については、後述する。
【０１１０】
　また、再生・表示制御部５４は、ディスク管理部５１から光ディスク２００の取出しを
検知した旨の通知を受けた場合に、取出される光ディスク２００に対応するラック保管場
所情報４２２を表示しても良い。これにより、ユーザがその光ディスク２００が元々保管
されていた保管場所、及びより詳細な保管位置を認識できるので、容易に元の保管位置に
光ディスク２００を戻すことができる。
【０１１１】
　記録制御部５７は、記録再生回路群制御部５８に指示して、記録再生回路群９を動作さ
せて光ディスク２００に、ライブラリ情報４３などの各種情報を書込んだり、記憶部４に
ライブラリ情報４３などを記憶させたりする制御を行う。
【０１１２】
　　〔２．携帯端末２の構成について〕
　次に、図３に基づき、携帯端末２の構成について説明する。図３は、携帯端末２の全体
構成を示すブロック図である。
【０１１３】
　なお、「携帯端末」とは、少なくとも１つ以上の通信機能をもつ携帯端末（通信機能：
ＣＤＭＡ（Code Division Multiple Access）など既存のキャリア網以外でも良い）の意
義であり、携帯電話サイズの通信機能付きＰＣ（パーソナル・コンピュータ）、例えば、
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ＩＰ通信しか出来ない携帯ＰＣなども含まれる概念である。
【０１１４】
　図３に示すように、通信部２１、制御部２２、画像処理部２３、画像取得部２４、ディ
スプレイ２５、キーボード２６、記憶部２７、検索処理部（媒体検索手段）２８、及び振
動部（報知手段）２９を備える。
【０１１５】
　通信部２１は、上述した光ディスク装置１と通信可能である。ここで、通信方式につい
ては、上述したとおりである。
【０１１６】
　制御部２２は、通信制御部２２１、記録制御部２２２、ライブラリ情報管理部２２３、
及び再生・表示制御部２２４を備える。
【０１１７】
　通信制御部２２１、記録制御部２２２、ライブラリ情報管理部２２３、及び再生・表示
制御部２２４の各機能は、光ディスク装置１の通信制御部５３、記録制御部５７、ライブ
ラリ情報管理部５６、及び再生・表示制御部５４で説明した機能と同様なので、ここでは
、説明を省略する。
【０１１８】
　画像処理部２３は、画像取得部２４（例えば、デジタルカメラが内蔵されている）が取
得した画像信号等をデジタル画像に変換する処理を行う。
【０１１９】
　ディスプレイ２５及びキーボード２６の各機能は、光ディスク装置１のディスプレイ１
９及び操作部７の機能と同様なので、ここでは、説明を省略する。
【０１２０】
　記憶部２７に記録される情報のうち、光ディスク装置１の通信制御部５３が送信したラ
イブラリ情報４３の全部又は一部（ラック保管場所情報４２２単独の場合も含む）を通信
部２１が受信し、通信制御部２２１が記憶部２７に記録した情報である。これにより、光
ディスク装置１にて生成、更新、編集されたライブラリ情報４３をそのまま、携帯端末２
で利用することができる。
【０１２１】
　なお、記憶部２７に記録されている編集プログラム４１及び編集用情報４２は、上述し
たとおりであるが、携帯端末２の出荷時に予め記録されていても良いし、光ディスク装置
１と互換可能であれば、光ディスク装置１の通信制御部５３が、編集プログラム４１及び
編集用情報４２を携帯端末２に送信し、携帯端末２の通信制御部２２１が、記憶部２７に
記録させても良い。但し、編集プログラム４１の送受信については、編集プログラム４１
の著作権等を配慮する必要があることは言うまでもない。
【０１２２】
　次に、図３に基づき、上述した光ディスク装置１の機能と異なる携帯端末２の機能につ
いて説明する。
【０１２３】
　まず、図３に示すように、光ディスク２００は、ディスクケース（保管ケース）２０１
に収納されて、図示しない特定のディスク‐ラックに保管されているものとする。
【０１２４】
　また、ディスクケース２０１には、無線ＩＣ２０２が予め設けられており、無線ＩＣ２
０２は、光ディスク２００を識別するためのディスク識別情報（媒体識別情報）を無線送
信するようになっている。なお、無線ＩＣ２０２は、光ディスク２００に直接設けられて
いても良い。無線ＩＣ２０２の例としては、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、Ｆｅｌｉｃａ、及びＺ
ｉｇｂｅｅ（登録商標）、ＲＦＩＤ（Radio Frequency Identification）などを例示する
ことができる。
【０１２５】
　携帯端末２の通信制御部２２１は、無線ＩＣ２０２から無線送信されたディスク識別情
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報を受信する。
【０１２６】
　また、ライブラリ情報管理部（情報更新手段）２２３は、ラック保管場所情報４２２を
生成し、光ディスク装置１から受信したライブラリ情報４３を更新する。
【０１２７】
　これにより、携帯端末２においても、ラック保管場所情報４２２を含むライブラリ情報
４３を更新することが可能となるので、必要に応じて、光ディスク装置１と携帯端末２と
を選択してライブラリ情報４３を編集することが可能となりユーザの利便性が向上する。
【０１２８】
　検索処理部２８は、ライブラリ情報４３に基づいて複数の情報記録媒体の中から、特定
のコンテンツが記録された光ディスク２００を検索する。
【０１２９】
　また、振動部（報知手段）２９は、通信制御部２２１が受信したディスク識別情報に対
応する光ディスク２００が、検索処理部２８によって検索された光ディスク２００であっ
た場合に、振動する（ユーザに報知する）。なお、本実施形態は、ユーザに光ディスク２
００の存在を報知する構成として振動部２９を例示したが、これに限られず、図示しない
スピーカーを介して音声を発してユーザに報知する構成であっても良い。
【０１３０】
　これにより、無線送信されたディスク識別情報を通信制御部２２１が受信することが可
能な距離の範囲内に、検索処理部２８によって検索された光ディスク２００が存在してい
ることを認識することが可能となる。
【０１３１】
　これにより、さらに、上述したラック保管場所情報４２２を併せて参照することにより
、所望のコンテンツが記録された情報記録媒体をより簡単に見つけることができる。
【０１３２】
　また、携帯端末２の通信制御部２２１は、自装置の位置を特定する位置特定機能を備え
ていても良い。
【０１３３】
　これにより、保管場所決定部５６３は、自装置の位置の特定結果から、ユーザが今どの
部屋（ディスク‐ラックを設置した部屋）にいるのかをリアルタイムに特定して、ラック
保管場所情報４２２を自動的に生成することが可能となる。
【０１３４】
　なお、位置特定は、例えば、ＧＰＳ（global positioning system）受信機からの情報
、フェムト通信などの基地局からの情報、及びＰＬＣ（power line communication）など
により携帯端末２の絶対位置を特定し、参照テーブル（絶対位置と各部屋との位置関係を
示す情報）を用いた情報処理による検索などによって特定することができる。
【０１３５】
　　〔３．光ディスク２００の構成及びその記録情報の内容〕
　次に、図４に基づき、本発明のさらに他の実施形態である光ディスク（情報記録媒体）
２００の構成について説明する。図４は、本実施形態の光ディスク２００の構成の概要、
その記録情報の内容を概念的に示す説明図である。
【０１３６】
　本実施形態の光ディスク２００は、図４の上部に示すように、光ヘッド１２からの再生
光入射面の反対側の面から、透光層１０、第１情報記録層（情報の追記録、又は情報の書
き換えが可能な層）２０、中間層３０、第２情報記録層（情報を読み出すことのみ可能な
層）４０及び基板５０が設けられた構成である。なお、光入射面側から見れば、基板５０
上に、第２情報記録層４０、中間層３０、第１情報記録層２０及び透光層１０が、この順
で積層されていると言っても良い。
【０１３７】
　第１情報記録層２０及び第２情報記録層４０の情報は、再生光によって読み出すことが
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可能となっている。
【０１３８】
　なお、光ディスク２００では、情報記録層は、第１情報記録層２０及び第２情報記録層
４０の２層のみとなっているが、情報記録層は、３層以上であっても良い。
【０１３９】
　第１情報記録層２０は、いわゆる追記録型又書き換え型の情報記録層であり、情報を追
記録することのみが可能な層（Ｒ層：Recordable Layer）又は情報を書き換えることが可
能な層（ＲＥ層：RE-writable Layer）のいずれであっても良い。
【０１４０】
　また、第２情報記録層４０は、いわゆる再生専用の情報記録層であり、情報を読み出す
ことのみ可能な層（ＲＯＭ層：Read Only Memory Layer）である。
【０１４１】
　なお、透光層１０、第１情報記録層２０、中間層３０、第２情報記録層４０及び基板５
０の具体的な構成材料等の例については、本発明の本質とは関係ないので、その説明を省
略する。
【０１４２】
　ところで、ＲＯＭ層は、例えば、異なる材料の界面上に凹凸形状でのプリピット列が形
成されて情報が記録される場合がある。そこで、ＲＯＭ層の場合、「情報記録面」に情報
が記録されると言う場合がある。
【０１４３】
　一方、ＲＥ層若しくはＲ層の場合は、例えば、情報記録層の媒体表面方向における情報
記録領域の物理的性質を変化させることにより情報が記録される。そこで、ＲＥ層若しく
はＲ層の場合、「情報記録領域」に情報が記録されると言う場合がある。
【０１４４】
　すなわち、「情報記録層」は、以上のように、情報が記録される情報記録領域若しくは
情報記録面を含んでおり、特定の記録特性を備える反射膜や記録膜等からなる単膜、多層
膜、又は２層間の界面における媒体面方向（再生光の入射面の面内方向）の所定範囲を指
す。
【０１４５】
　なお、上記のように、「情報記録層」を、「情報記録面」に情報が記録される場合と、
「情報記録領域」に情報が記録される場合とに区別して説明すると煩雑となるので、本明
細書では、原則として「情報記録層の情報記録領域に情報が記録される」などと言うこと
にする。
【０１４６】
　また、光ディスク２００に記録される情報は、光ディスク２００の出荷時に予め情報が
記録される場合、出荷後にユーザによって情報が記録される場合及び出荷後に上述した光
ディスク装置１の動作において情報が記録される場合などを含む概念である。
【０１４７】
　すなわち、光ディスク２００は、ＲＯＭ層、ＲＥ層及びＲ層といった記録特性の異なる
情報記録層が多層化されたいわゆるハイブリッド光情報記録媒体である。
【０１４８】
　また、「追記録することのみが可能」とは、情報の読み出しは可能であり、記録におい
て、追記録のみ可能であることを指す。
【０１４９】
　次に、図４の下部に基づき、光ディスク２００の第１情報記録層２０及び第２情報記録
層４０の各情報記録層に設けられた各情報記録領域に記録される情報（データ）について
説明する。
【０１５０】
　第１情報記録層２０は、上述したライブラリ情報４３（ラック保管場所情報４２２を含
む）を記録することが可能な情報記録領域を含んでいる。
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【０１５１】
　一方、第２情報記録層４０には、上述したラック情報（保管庫情報）４２３及び編集プ
ログラム４１が予め記録されている。
【０１５２】
　なお、ラック情報４２３は、ライブラリ情報４３を更新（生成、編集）するために用い
られる情報であって、例えば、光ディスク２００を保管するディスク‐ラックなどの仕様
を示す情報である。
【０１５３】
　これにより、例えば、光ディスク装置１に、光ディスク２００を用いることで、ユーザ
がライブラリ情報４３を更新するといった煩わしい作業を行うことなく、ラック情報４２
３を用いてライブラリ情報４３を更新できるので、「ディスク‐ラックを買い換えて光デ
ィスク２００を置き換えるとどうなるか」などの製品仕様に関する知見を得ることが可能
となる。
【０１５４】
　また、ラック情報４２３に基づいて更新されたライブラリ情報４３により、ユーザにと
っては自分の好みに合ったディスク‐ラックを簡単に探して購入することができる。また
、光ディスク２００は、家具メーカーにとっては自社製品の販売促進に寄与するものとな
り得る。よって、結果的に、着脱可能な光ディスク２００のユーザによる保管管理を容易
にすることができる。
【０１５５】
　　〔４．ライブラリ情報４３の表示の具体例〕
　次に、図５（ａ）及び（ｂ）に基づいてライブラリ情報４３の表示の具体例について説
明する。
【０１５６】
　図５（ａ）は、ライブラリ情報４３のうち、ラック保管場所情報４２２の表示例を示す
模式図である。
【０１５７】
　図５（ａ）に示す例では、リビングに設置されたディスク‐ラックのラック画像（光デ
ィスク２００が保管されるディスク‐ラックを画像化した保管庫画像）が表示されている
。この例では、ディスク‐ラックは、左上のゾーン、左下のゾーン、右上のゾーン、及び
右下のゾーンの４つのゾーンで区画されたものとなっている。
【０１５８】
　さらに、各ゾーンは、予め保管可能な光ディスク２００の数に応じて複数の分割エリア
に分割されており、各ゾーンにおける特定の分割エリアの位置が、仮想的に光ディスク２
００の保管位置を示していることになる。
【０１５９】
　なお、図５（ａ）に示す例では、ディスク‐ラックとディスクケース２０１とを３次元
的に表示しているので、各分割エリアの形状は必ずしも矩型ではない。このように、各分
割エリアの形状は、表示方法に応じて適宜決定される。
【０１６０】
　左上のゾーンの左から４枚目の光ディスク２００には、「コード・ネーム」とのコンテ
ンツのタイトルが表示されている。また、右上のゾーンの左から１枚目の光ディスク２０
０には、「月９連ドラ」とのコンテンツのタイトルが表示されている。
【０１６１】
　このように、光ディスク装置１のディスプレイ１９又は携帯端末２のディスプレイ２５
の表示画面には、ディスク‐ラックと、各光ディスク２００の保管位置との関係が容易に
分かるように表示される。
【０１６２】
　従って、このような表示を見ながら、光ディスク２００の凡その保管位置を認識できる
ので、短時間に所望の光ディスク２００を見つけることができる。
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【０１６３】
　なお、図５（ａ）に示す例では、「コード・ネーム」のタイトルを有する光ディスク２
００の部分が、ボールドの枠で囲まれているが、これは、この光ディスク２００が所望の
情報記録媒体であることを示す情報であると共に、各ゾーンにおけるより詳細な保管位置
を示す保管位置情報の一例である。
【０１６４】
　このように、コンテンツが記録された光ディスク２００を保管するディスク‐ラックの
各ゾーンにおけるより詳細な保管位置を仮想的に示すものとして複数の分割エリアの中か
ら選択された分割エリアの画像領域上の表示を、他の分割エリアの表示と異ならせて表示
しても良い。
【０１６５】
　ここでは、図示しないが、「コード・ネーム」のタイトルを有する光ディスク２００の
部分をクリックすると、その後、表示画面の一部にタイトル以外の、ライブラリ情報４３
の全部又は一部が一度に表示されたり、クリックの回数に応じて、順次表示されたりする
ようになっている。
【０１６６】
　以上で説明したような表示方法により、ラック画像の画像領域上の表示における分割エ
リアの表示位置から、実際のディスク‐ラック内における光ディスク２００のより詳細な
保管位置を、仮想的に認識することが可能となるので、このラック画像を利用することで
、ディスク‐ラックから所望の光ディスク２００を探し出すことが容易になる。
【０１６７】
　次に、図５（ｂ）に基づき、ラック画像の別の表示例について説明する。
【０１６８】
　図５（ｂ）に示す例では、リビングに設置されたラック画像が表示されている。この例
では、予め保管可能な光ディスク２００の数に応じて合計６つの分割エリアに分割されて
おり、特定の分割エリアの位置が、仮想的に光ディスク２００のより詳細な保管位置を示
していることになる。但し、図５（ａ）に示す表示例と異なり、光ディスク２００のディ
スク面側を手前に向けて各分割エリアに一枚ずつ並べたような表示となっている。このよ
うに、ディスク‐ラック又はその各ゾーンに何枚置くかのみならず、どのように置くか（
紙面に対して、縦に表示、横に表示、重ねて表示）を適宜、選択できるようにしても良い
。
【０１６９】
　図５（ａ）に示す例では、分割エリアの大きさが小さいので、「コード・ネーム」のよ
うに少ない文字数しか表示できないが、図５（ｂ）に示す例のように表示方法を変更する
ことによって、分割エリアの大きさを大きくして、表示できる文字数を増やすことができ
る。
【０１７０】
　なお、図５（ｂ）に示す例では、左上から２枚目の「ＨＡＣＨＩＲＯ（２０１０）」と
のタイトル名が表示された分割エリアがボールドの枠で囲まれている。これは、この分割
エリアの位置が、検索された光ディスク２００のより詳細な保管位置を仮想的に表示する
ものであることを示している。
【０１７１】
　次に、図６（ａ）に基づき、ライブラリ情報４３のさらに他の表示例であるリスト情報
について説明し、図６（ａ）～（ｃ）に基づき、ライブラリ情報４３の表示の切り替えの
様子について説明する。
【０１７２】
　図６（ａ）に示すように、ライブラリ情報４３は、表形式（マトリクス状）に分割され
たデータテーブルとして表示しても良い。
【０１７３】
　なお、光ディスク装置１、及び携帯端末２は、ライブラリ情報４３に含まれる各情報を
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検索したり、ソートしたりできるようにすることが好ましい。また、ライブラリ情報４３
に含まれる各情報のうち、検索された情報を含む欄が表示画面に必ず含まれるように、ラ
イブラリ情報４３の表示範囲を適宜調整できるようにすることが好ましい。
【０１７４】
　これにより、表示画面のサイズが小さくても、特定の光ディスク２００に関する情報を
数多く表示することができる。
【０１７５】
　図６（ａ）に示す例では、左から右へ、媒体、タイトル、記録・更新日時、内容、ラッ
ク保管場所、及び媒体保管位置の各情報が表示されている。
【０１７６】
　なお、図６（ａ）に示す例では、「媒体Ｆ－１」の欄が、破線の枠囲みで囲まれている
が、これは、「媒体Ｆ－１」が、上述した検索によって検索された光ディスク２００であ
ることを示している。ここで、「コード・ネーム」は、タイトル、「2010/3/1510:30」は
、記録又は更新日時、「１話、２話、３話」は、収録内容（内容）、「リビング」は、ラ
ック保管場所情報４２２（ラック保管場所）、「Ｆ」は、ディスク‐ラックのゾーン名、
「左から４枚目」は、ゾーンＦの左から４枚目の位置に「媒体Ｆ－１」が保管されている
ことを示すラック保管場所情報４２２（媒体保管位置）をそれぞれ示している。
【０１７７】
　同様に、「媒体Ｔ－２」に関するラック保管場所情報４２２は、「お父さんの書斎」と
表示されたディスク‐ラックの設置場所（保管場所情報）と、「上段」及び「左から２枚
目」と表示されたディスク‐ラックにおけるより詳細な「媒体Ｔ－２」の保管位置（保管
位置情報）からなる（図５（ｂ）参照）。
【０１７８】
　また、「媒体Ｙ－１」に関するラック保管場所情報４２２は、「リビング」と表示され
たディスク‐ラックの設置場所と、「Ｙ（ゾーン名）」及び「左から１枚目」と表示され
たディスク‐ラックにおけるより詳細な「媒体Ｙ－１」の保管位置（保管位置情報）から
なる（図５（ａ）参照）。
【０１７９】
　ここで、図６（ａ）の右上には、「ラック表示へ」と記載されたアイコンが表示されて
いるが、このアイコンをクリックすることによって、図６（ｂ）に示す表示（ラック表示
）に切り替わる。
【０１８０】
　次に、図６（ａ）に示す例では、リビングに設置されたディスク‐ラックのラック画像
が表示されている。この例では、ディスク‐ラックは、左上のゾーン、左下のゾーン、右
上のゾーン、及び右下のゾーンの４つのゾーンで区画されたものとなっている。
【０１８１】
　ここで、図６（ｂ）の右上には、「リスト表示へ」と記載されたアイコンが表示されて
いるが、このアイコンをクリックすることによって、図６（ａ）に示す表示（リスト表示
）に切り替わる。
【０１８２】
　なお、図６（ｂ）の左上には、「リビングのラック」と表示されているが、これは、デ
ィスク‐ラックがリビングに設置されている（存在している）ことを示す保管場所表示の
一例である。
【０１８３】
　また、図６（ａ）に示す例では、４つのゾーンのうち、左上のゾーンＦ（Ｆは、そのゾ
ーンのゾーン名を示しており、デフォルトで予め決められているものであっても良いし、
ユーザが命名したものであっても良い）が斜線の網掛け表示となっているが、これは、ユ
ーザが、このゾーンＦを選択してクリックしたときの様子を示している。
【０１８４】
　このとき、ゾーンＦのアイコンがクリックされた後は、図６（ｃ）に示す表示（拡大表
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示）に画面が切り替わる。
【０１８５】
　また、図６（ｃ）の右上には、「ラック表示に戻る」と記載されたアイコンが表示され
ているが、このアイコンをクリックすることによって、図６（ｂ）に示す表示（ラック表
示）に切り替わる。
【０１８６】
　以上、説明したように、ラック画像は、必要に応じて縮尺を適宜変更できるようにして
おくことが好ましい。
【０１８７】
　なお、図６（ｃ）の左上には、「リビングのラックゾーンＦ」と表示されているが、こ
れは、ディスク‐ラックがリビングに設置されている（存在している）ことを示す保管場
所表示の他の例であり、さらに、ディスク‐ラックに含まれる各ゾーンのうち、ゾーンＦ
が表示されていることを示している。
【０１８８】
　また、図６（ｃ）の表示例では、「コード・ネーム」のタイトルを有する光ディスク２
００の部分が、ボールドの枠で囲まれているが、これは、この光ディスク２００が所望の
情報記録媒体であることを示すと共に、その保管位置を示す保管位置情報の一例である。
【０１８９】
　　〔５．光ディスク装置１又は携帯端末２の動作〕
　次に、図１～図３及び図７に基づき、上述した光ディスク装置１又は携帯端末２の動作
について説明する。
【０１９０】
　ここでは、光ディスク装置１の動作として説明するが、その動作は、携帯端末２にても
実現可能な動作であることは言うまでもない。
【０１９１】
　まず、光ディスク装置１の電源を入れ、「ＳＴＡＲＴ」からステップＳ１（以下、「ス
テップ」は省略する）に進む。
【０１９２】
　Ｓ１では、図１に示す編集プログラム起動部５６１が、編集プログラム４１を記憶部４
から読み出して起動し、編集用情報４２を読み出してデータ保持部５５に一時的に記録さ
せ、ディスプレイ２５にライブラリ情報４３を編集するための編集用画面を表示させてＳ
２に進む。
【０１９３】
　Ｓ２では、「ユーザが撮像したラック画像を使用する？」を編集用画面に表示し、ユー
ザが操作部７を介して「ＹＥＳ」と回答した場合は、編集用情報取得部５６２が、データ
保持部５５に一時記録されている編集用情報４２のうち、編集用画像情報４２４を読み出
して、ユーザが予めデジタルカメラ等で撮影したラック画像を読み出して編集用画面に表
示させる。なお、ラック画像が複数ある場合は、ユーザが操作部７を介して所望のラック
画像を選択してＳ３に進む。一方、Ｓ２で「ＮＯ」と回答した場合は、Ｓ１２に進む。Ｓ
１２では、デフォルトのラック画像を複数表示し、ユーザが操作部７を介して所望の「ラ
ック画像」を選択してＳ３に進む。
【０１９４】
　Ｓ３では、「ラック画像」が決定され、決定された「ラック画像」に関するデータが保
管場所決定部５６３及び媒体保管位置決定部５６４に送られてＳ４に進む。
【０１９５】
　Ｓ４では、保管場所決定部５６３及び／又は媒体保管位置決定部５６４が「自動選択設
定ＯＮ？」であるか否かを確認し、自動選択設定ＯＮであれば、「ＹＥＳ」となり、Ｓ５
に進む。一方、Ｓ４で自動選択設定ＯＦＦであれば、「ＮＯ」となり、Ｓ１３に進む。
【０１９６】
　Ｓ５では、保管場所決定部５６３が、ジャンル、記録日時、ユーザなどの情報に基づき
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、ラックの保管場所を決定し、保管場所を編集用画面に表示させてＳ６に進む。
【０１９７】
　Ｓ６では、編集用画面に「ラックの保管場所はＯＫ？」と表示し、ユーザが操作部７を
介して「ＹＥＳ」と回答した場合は、Ｓ７に進む。一方、Ｓ６で「ＮＯ」と回答した場合
は、Ｓ１３に進む。
【０１９８】
　Ｓ７では、「ラック保管場所」が決定され、決定された「ラック保管場所」に関するデ
ータが媒体保管位置決定部５６４に送られてＳ８に進む。一方、Ｓ１３では、保管場所決
定部５６３が、ディスプレイ１９に保管場所の候補を表示させ、「保管場所を選択して下
さい」と編集用画面に表示してＳ１４に進む。Ｓ１４では、ユーザが操作部７を介して保
管場所を選択してＳ７に進む。
【０１９９】
　次に、Ｓ８では、媒体保管位置決定部５６４が、ディスク‐ラックのゾーンニング（ゾ
ーン数、ゾーン名、表示されるラック画像に対する媒体の配置方法、各ゾーンの媒体保管
可能数）を決定し、Ｓ９に進む。
【０２００】
　Ｓ９では、媒体保管位置決定部５６４が、ディスプレイ１９に「媒体保管位置選択画面
」を表示させ、ユーザが媒体保管位置を決定し、操作部７を介してその旨を媒体保管位置
決定部５６４に通知してＳ１０に進む。このとき、ディスク‐ラック及び各ゾーンの実寸
などの仕様をラック情報４２３から抽出し、ユーザが編集用画面でディスクの置き方及び
置き場所を選択すると、自動でラック画像に、実際のディスク‐ラックと同じ縮尺で光デ
ィスク２００に対応する媒体画像を追加していくようにしても良い。
【０２０１】
　Ｓ１０では、ユーザが保管位置に光ディスク２００を保管したか否かを確認するために
、「媒体保管位置選択画面」に「保管完了？」と表示し、ユーザが「ＹＥＳ」と回答した
場合は、Ｓ１１に進み、一方、ユーザが「ＮＯ」と回答した場合は、待機状態となり、Ｓ
１０に戻る。
【０２０２】
　Ｓ１１では、保管場所決定部５６３及び媒体保管位置決定部５６４がラック保管場所情
報４２２を生成し、ライブラリ情報生成部５６５が、生成されたラック保管場所情報４２
２をライブラリ情報４３に含めてライブラリ情報４３を更新（生成）して、記憶部４に保
存して「ＥＮＤ」となる。
【０２０３】
　最後に、光ディスク装置１及び携帯端末２の各ブロック、特に制御部５及び制御部２２
は、ハードウェアロジックによって構成してもよいし、次のようにＣＰＵを用いてソフト
ウェアによって実現してもよい。
【０２０４】
　すなわち、光ディスク装置１及び携帯端末２は、各機能を実現する制御プログラムの命
令を実行するＣＰＵ（central processing unit）、前記プログラムを格納したＲＯＭ（r
ead only memory）、前記プログラムを展開するＲＡＭ（random access memory）、前記
プログラムおよび各種データを格納するメモリ等の記憶装置（記録媒体）などを備えてい
る。そして、本発明の目的は、上述した機能を実現するソフトウェアである光ディスク装
置１及び携帯端末２の制御プログラムのプログラムコード（実行形式プログラム、中間コ
ードプログラム、ソースプログラム）をコンピュータで読み取り可能に記録した記録媒体
を、前記光ディスク装置１及び携帯端末２に供給し、そのコンピュータ（又はＣＰＵやＭ
ＰＵ:micro processing unit）が記録媒体に記録されているプログラムコードを読み出し
実行することによっても、達成可能である。
【０２０５】
　前記記録媒体としては、例えば、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フロッピ
ー（登録商標）ディスク／ハードディスク等の磁気ディスクやコンパクトディスク－ＲＯ
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Ｍ／ＭＯ(magneto-optic)／ＭＤ（magnetic disk）／デジタルビデオデイスク／コンパク
トディスク－Ｒ等の光ディスクを含むディスク系、ＩＣカード（メモリカードを含む）／
光カード等のカード系、あるいはマスクＲＯＭ／ＥＰＲＯＭ（Erasable Programmable RO
M）／ＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable Programmable ROM）／フラッシュＲＯＭ等
の半導体メモリ系などを用いることができる。
【０２０６】
　また、インターネットを含む通信ネットワークを接続可能なシステム構成であれば、通
信ネットワークからプログラムをダウンロードするように流動的にプログラムを担持する
記録媒体であることが好ましい。
【０２０７】
　さらに、このように通信ネットワークからプログラムをダウンロードする場合には、そ
のダウンロード用のプログラムは予め本体装置に格納しておくか、あるいは別な記録媒体
からインストールされるものであることが好ましい。
【０２０８】
　また、光ディスク装置１及び携帯端末２を通信ネットワークと接続可能に構成し、前記
プログラムコードを、通信ネットワークを介して供給してもよい。この通信ネットワーク
としては、特に限定されず、例えば、インターネット、イントラネット、エキストラネッ
ト、ＬＡＮ（Local Area network）、ＩＳＤＮ（Integrated Services Digital Network
）、ＶＡＮ（value-added network）、ＣＡＴＶ（cable television service）通信網、
仮想専用網（virtual private network）、電話回線網、移動体通信網、衛星通信網等が
利用可能である。また、通信ネットワークを構成する伝送媒体としては、特に限定されず
、例えば、ＩＥＥＥ１３９４、ＵＳＢ、電力線搬送、ケーブルＴＶ回線、電話線、ＡＤＳ
Ｌ（Asymmetrical Digital Subscriber Line）回線等の有線でも、ＩｒＤＡやリモコンの
ような赤外線、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、８０２．１１無線、ＨＤＲ、携帯電話
網、衛星回線、地上波デジタル網等の無線でも利用可能である。なお、本発明は、コンピ
ュータ読取可能媒体内に符号化されたコンピュータプログラムであって、前記情報管理装
置が、前記読取可能媒体を備え、コンピュータによって実行されるときに、前記情報管理
装置における前記各手段の機能を実現するコンピュータプログラムとして実現することも
できる。
【０２０９】
　また、本発明は、以下のように表現することもできる。
【０２１０】
　すなわち、着脱可能な情報記録媒体に記録されたコンテンツに関する情報（コンテンツ
のタイトル等）と、情報記録媒体の保管場所を管理するリスト情報（ライブラリ情報）を
管理するリスト情報管理部を備えた情報記録再生装置により、ユーザの記録媒体管理をよ
り簡単にする。
【０２１１】
　情報記録媒体の保管位置は、情報記録再生装置が決定しても良く、ユーザが選択しても
良い。
【０２１２】
　情報記録媒体の保管場所に対応した画面位置に情報記録媒体を表示させることで、ユー
ザが情報記録媒体を特定し易くなる。
【０２１３】
　リモコンや携帯電話（通信装置）にリスト情報を保持させることで、情報記録再生装置
に必要な記録部の容量を減らすことができる。どこにいても、リスト情報を編集できる。
【０２１４】
　情報記録媒体を取出す際に、情報記録媒体が情報記録再生装置に挿入される前にあった
位置もしくは、納まっていたケースに関する情報を表示させることで、どのユーザでも、
もともと情報記録媒体があった場所に容易に戻すことが可能となる。タイトルだけでも良
い。
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【０２１５】
　情報記録媒体または該情報記録媒体のケースに備えられたＩＣチップ等の出力信号を検
知する検知部を具備していることで、情報記録媒体の場所を自動的に認識できる。
【０２１６】
　＜情報記録再生装置（情報管理装置）の構造＞
　（１）着脱可能な情報記録媒体の情報記録再生機構（ＢＤドライブ部）と、記録可能部
（内部メモリ、ＳＤメモリカード、ＨＤＤなど）を備えた着脱可能な情報記録媒体のリス
ト情報を管理するリスト情報管理部。
【０２１７】
　（２）表示装置（ディスプレイ）にリスト情報を出力する信号出力部。
【０２１８】
　なお、情報管理装置は、情報記録再生装置の他、録画、コピー、ムーブして作成したＢ
Ｄディスクを管理できるＢＤレコーダー、ＢＤレコーダー付きＴＶなどであっても良い。
【０２１９】
　＜情報記録再生装置（情報管理装置）の基本動作＞
　（１）着脱可能な情報記録媒体に情報を記録する。
【０２２０】
　（２）情報記録媒体に記録したコンテンツに関連する情報と、媒体の位置情報を含む媒
体情報とをリスト情報管理部に記録する。
【０２２１】
　（３）表示装置にリスト情報を出力する。
【０２２２】
　＜リスト情報の初期化＞
　（１）ラックを決定（ユーザ自身のラック写真か、複数のデフォルトで用意されたラッ
クの中から選択）。
【０２２３】
　（２）ラックの場所を決定（リビングｏｒ書斎ｏｒ・・・）。
【０２２４】
　（３）ラックのゾーニングを決定（ゾーンの個数、ゾーンの名称）。
【０２２５】
　例えば、各ゾーンに何枚置くか、どのように置くか（縦ｏｒ横ｏｒ重ねるｏｒ・・・）
を決定。
【０２２６】
　また、ラック及び各ゾーンの実寸を入力しておき、ユーザがディスクの置き方及び置き
場所を選択すると、装置が自動でリスト情報（ラック）に、ラックと同じ縮尺で追加して
いくことも可能。
【０２２７】
　＜基本動作に関わるその他のケース＞
　（１）ユーザ自身の情報記録媒体の保管庫を用いていて情報記録媒体の保管位置を表示
することで、情報記録媒体の保管管理をより容易にする。
【０２２８】
　（２）保管位置を情報記録再生装置が決定する。または、ユーザが選択する。
【０２２９】
　（３）情報記録媒体を取出す際に、情報記録媒体が、情報記録再生装置に装填される前
にあった位置もしくは、納まっていた保管ケースに関する情報を表示させる。
【０２３０】
　（４）携帯電話にリスト情報を送信する。携帯電話のカメラで、自宅の保管庫を撮影し
、その保管庫に情報記録媒体が実際にあるように表示させる。例えば、記録したディスク
（情報記録媒体）を検索し、表示画面上に映されたディスク‐ラックに、所望のコンテン
ツが記録されたディスクを明示（ユーザ自身のディスク‐ラックのデジカメ写真も使用可
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）。
【０２３１】
　（５）情報記録媒体または該情報記録媒体の保管ケースに備えられた記録媒体識別手段
からの出力信号を検知する検知手段を具備しており、情報記録媒体の位置を情報記録再生
装置が自動認識する。
【０２３２】
　＜効果＞
　（１）着脱可能な情報記録媒体の管理が容易になる（情報記録媒体に何も記載しなくて
よい）。
【０２３３】
　（２）あたかもユーザ自身の保管庫のように表示するため、ユーザが分かりやすい。
【０２３４】
　（３）情報記録再生装置が記録媒体の管理を自動で行うため、ユーザ側で管理する手間
を省くことができる。
【０２３５】
　また、本発明は、以下のように表現することもできる。
【０２３６】
　すなわち、本発明の情報記録再生装置（情報管理装置）着脱可能な情報記録媒体に情報
を記録する第１記録手段を備えた情報記録媒体記録再生装置において、記録後の上記情報
記録媒体のリスト情報を管理するリスト情報管理手段を備えていても良い。
【０２３７】
　また、本発明の情報記録再生装置は、上記リスト情報に上記記録媒体の保管位置情報が
含まれていても良い。
【０２３８】
　また、本発明の情報記録再生装置は、着脱可能な上記情報記録媒体の保管位置を決定す
るための保管位置決定手段を備えていても良い。
【０２３９】
　また、本発明の情報記録再生装置の記憶部には、着脱可能な上記情報記録媒体の保管位
置をユーザに選択させるための保管位置選択プログラム（ライブラリ情報生成プログラム
）がインストールされていても良い。
【０２４０】
　また、本発明の情報記録再生装置は、情報を目視で確認できる情報表示部と上記情報表
示部に上記リスト情報を表示させるための表示手段を有し、上記情報記録媒体の保管位置
が、上記情報表示部に表示される保管位置情報から認識できる表示制御手段を有していて
も良い。
【０２４１】
　また、本発明の情報記録再生装置は、上記リスト情報を他の通信端末に送信する送信制
御手段を備えていても良い。
【０２４２】
　また、本発明の情報記録再生装置は、着脱可能な情報記録媒体の取出し信号が入力され
た場合、情報記録媒体に関する情報の少なくとも一部を表示装置に出力する表示制御手段
を備えていても良い。
【０２４３】
　また、本発明の情報記録再生装置は、情報記録媒体または該情報記録媒体の保管ケース
に備えられた記録媒体識別手段からの出力信号を検知する媒体位置検出手段を具備してい
ても良い。
【０２４４】
　また、本発明の情報記録媒体は、上記リスト情報を記録可能（情報の追記録又は情報の
書換えが可能）な記録層と、リスト情報を管理するためのプログラムが記録された再生専
用層（情報を読み出すことのみ可能な層）とを備えた情報記録媒体であっても良い。
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【０２４５】
　また、本発明の情報記録媒体は、上記第１記録手段によって、リスト情報が記録される
記録層と、上記情報記録媒体の保管器具に関する保管器具情報を記録した再生専用層と、
を備えていても良い。再生専用層に、情報記録媒体の保管器具(ディスク‐ラック)を扱う
家具メーカー等の製品カタログ情報を記録しておき、記録層には、リスト情報と、「保管
器具を買い換えて情報記録媒体を置き換えるとどうなるか」を記録することができる。再
生専用層に記録された保管器具は、寸法等が予め記録されているため、ユーザが保管器具
の初期化等の煩わしい操作をしなくても、「保管器具を買い換えて情報記録媒体を置き換
えるとどうなるか」を、簡単にたくさんのパターンで試してみることができる。ユーザは
自分の好みに合った保管器具を簡単に探して購入することができ、家具メーカーは自社製
品の販売促進になる。
【０２４６】
　また、本発明は、以下のように表現することもできる。
【０２４７】
　すなわち、本発明の情報管理装置は、着脱可能な情報記録媒体にコンテンツを記録する
際に、記録されるコンテンツと、コンテンツが記録される情報記録媒体と、を互いに関連
付けて管理するためのライブラリ情報を生成する情報生成手段を備えた情報管理装置であ
って、前記情報生成手段は、コンテンツが記録された情報記録媒体を保管する保管場所を
示す保管場所情報を生成し、生成した前記保管場所情報を前記ライブラリ情報に含めても
良い。
【０２４８】
　これにより、ライブラリ情報に含まれる保管場所情報から、コンテンツが記録された情
報記録媒体が保管されている保管場所を把握することが可能となるので、着脱可能な情報
記録媒体のユーザによる保管管理を容易にすることができる。
【０２４９】
　また、本発明の情報管理装置は、予め定められた複数の保管場所の中から、前記コンテ
ンツが記録された情報記録媒体を保管する保管場所を決定する保管場所決定手段を備えて
おり、前記情報生成手段は、前記保管場所決定手段が決定した保管場所に対応する前記保
管場所情報を生成しても良い。
【０２５０】
　これにより、ユーザ自身が保管場所を決めるといった煩わしい作業を行わないで済む。
【０２５１】
　また、本発明の情報管理装置は、前記保管場所決定手段は、ユーザの選択に従って、前
記複数の保管場所の中から、前記コンテンツが記録された情報記録媒体を保管する保管場
所を決定しても良い。
【０２５２】
　これにより、ユーザが、複数の保管場所の中から、所望する保管場所を選択することが
できる。
【０２５３】
　また、本発明の情報管理装置は、前記コンテンツが記録された情報記録媒体と、その情
報記録媒体を保管する保管場所と、の対応関係を視認できるように前記ライブラリ情報を
表示する制御を行う表示制御手段を備えていても良い。
【０２５４】
　これにより、コンテンツが記録された情報記録媒体がどこに保管されているかを容易に
知ることができる。
【０２５５】
　また、本発明の情報管理装置は、前記情報生成手段は、前記コンテンツが記録された情
報記録媒体を保管する保管場所における前記情報記録媒体の保管位置を示す保管位置情報
を生成し、生成した前記保管位置情報を前記ライブラリ情報に含めても良い。
【０２５６】
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　これにより、着脱可能な情報記録媒体のユーザによる保管管理を容易にすることができ
る。
【０２５７】
　また、本発明の情報管理装置は、前記コンテンツが記録された情報記録媒体を保管する
前記保管場所における予め定められた複数の保管位置の中から、前記コンテンツが記録さ
れた情報記録媒体を保管する保管位置を決定する保管位置決定手段を備えており、前記情
報生成手段は、前記保管位置決定手段が決定した保管位置に対応する前記保管位置情報を
生成しても良い。
【０２５８】
　これにより、ユーザ自身が保管位置を決めるといった煩わしい作業を行わないで済む。
【０２５９】
　また、本発明の情報管理装置は、前記保管位置決定手段は、ユーザの選択に従って、前
記複数の保管位置の中から、前記コンテンツが記録された情報記録媒体を保管する保管位
置を決定しても良い。
【０２６０】
　これにより、ユーザが、複数の保管位置の中から、所望する保管位置を選択することが
できる。
【０２６１】
　また、本発明の情報管理装置は、前記コンテンツが記録された情報記録媒体と、その情
報記録媒体を保管する保管場所と、の対応関係、及び、前記コンテンツが記録された情報
記録媒体と、その情報記録媒体を保管する保管場所における保管位置と、の対応関係を視
認できるように前記ライブラリ情報を表示する制御を行う表示制御手段を備えていても良
い。
【０２６２】
　これにより、コンテンツが記録された情報記録媒体が保管されている位置をより詳しく
知ることができる。
【０２６３】
　また、本発明の情報管理装置は、前記情報生成手段は、前記コンテンツが記録された情
報記録媒体を保管する保管場所に設置され、前記コンテンツが記録された情報記録媒体が
保管される保管庫を画像化した保管庫画像を生成し、前記保管庫に保管可能な情報記録媒
体の数に応じて、前記保管庫画像の画像領域を複数の分割エリアに分割し、前記コンテン
ツが記録された情報記録媒体を保管する保管庫における前記保管位置を仮想的に示すもの
として前記複数の分割エリアの中から選択された分割エリアの前記画像領域上の表示を、
他の分割エリアの表示と異ならせて表示する保管位置画像を生成し、生成した前記保管位
置画像を前記保管位置情報としても良い。
【０２６４】
　これにより、保管庫画像の画像領域上の表示における分割エリアの表示位置から、実際
の保管庫内における情報記録媒体の保管位置を、仮想的に認識することが可能となるので
、この保管位置画像を利用することで、実際の保管庫から情報記録媒体を探し出すことが
容易になる。
【０２６５】
　また、本発明の情報管理装置は、自装置と通信可能な他の通信装置に、前記ライブラリ
情報を送信する送信制御手段を備えていても良い。
【０２６６】
　これにより、自装置（情報管理装置）で生成されたライブラリ情報を自装置と通信可能
な他の通信装置でも利用することができる。
【０２６７】
　また、本発明の情報管理装置は、前記コンテンツが記録された情報記録媒体の取出しを
検知する検知手段を備えており、前記表示制御手段は、前記検知手段が前記情報記録媒体
の取出しを検知した場合に、取出される前記情報記録媒体に対応する前記保管場所情報及
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び前記保管位置情報を、少なくとも表示しても良い。
【０２６８】
　これにより、ユーザがその情報記録媒体が元々保管されていた保管場所、及び保管位置
を認識できるので、容易に元の保管位置に情報記録媒体を戻すことができる。
【０２６９】
　また、本発明の情報管理装置は、前記コンテンツが記録された情報記録媒体、又はその
情報記録媒体を収納する保管ケースのいずれかに、前記情報記録媒体を識別するための媒
体識別情報を無線送信するための識別情報送信部が予め設けられている場合に、前記識別
情報送信部から無線送信された前記媒体識別情報を受信する受信制御手段と、前記ライブ
ラリ情報に基づいて複数の情報記録媒体の中から、特定のコンテンツが記録された情報記
録媒体を検索する媒体検索手段と、前記受信制御手段が受信した媒体識別情報に対応する
情報記録媒体が、前記媒体検索手段によって検索された情報記録媒体であった場合に、そ
の旨を報知する報知手段とを備えていても良い。
【０２７０】
　これにより、無線送信された媒体識別情報を受信制御手段が受信することが可能な距離
の範囲内に、媒体検索手段によって検索された情報記録媒体が存在していることを認識す
ることが可能となる。また、上述した保管場所情報及び保管位置情報を併せて参照するこ
とにより、所望のコンテンツが記録された情報記録媒体をより簡単に見つけることができ
る。
【０２７１】
　また、本発明の通信装置は、前記情報管理装置と通信可能な通信装置であって、前記情
報管理装置から受信した前記ライブラリ情報を更新する情報更新手段を備えており、前記
情報更新手段は、前記コンテンツが記録された情報記録媒体を保管する保管場所を示す保
管場所情報を生成し、生成した前記保管場所情報を前記ライブラリ情報に含めても良い。
【０２７２】
　また、本発明の通信装置は、前記情報更新手段は、前記コンテンツが記録された情報記
録媒体を保管する保管場所における前記コンテンツが記録された情報記録媒体の保管位置
を示す保管位置情報を生成し、生成した前記保管位置情報を前記ライブラリ情報に含めて
も良い。
【０２７３】
　これにより、情報管理装置と通信可能な通信装置においても、保管場所情報及び／又は
保管位置情報を含むライブラリ情報を更新することが可能となるので、必要に応じて、情
報管理装置と通信装置とを選択してライブラリ情報を編集することが可能となりユーザの
利便性が向上する。
【０２７４】
　また、本発明の情報記録媒体は、着脱可能な情報記録媒体であって、少なくとも第１情
報記録層と第２情報記録層とを備えており、前記第１情報記録層は、情報の追記録又は情
報の書き換えが可能な層であり、前記第２情報記録層は、情報の読出しのみ可能な層であ
り、前記第１情報記録層は、記録されるコンテンツと、コンテンツが記録される着脱可能
な他の情報記録媒体と、を互いに関連付けて管理するためのライブラリ情報であって、前
記他の情報記録媒体を保管する保管場所を示す保管場所情報と、前記保管場所における前
記他の情報記録媒体の保管位置を示す保管位置情報と、を少なくとも含むライブラリ情報
を記録することが可能なライブラリ情報記録領域を含んでおり、前記第２情報記録層には
、前記ライブラリ情報を更新するための情報であって、前記他の情報記録媒体が保管され
る保管庫の仕様を示す情報である保管庫情報が予め記録されていても良い。
【０２７５】
　これにより、例えば、上記情報管理装置に、本発明の情報記録媒体を用いることで、ユ
ーザがライブラリ情報を更新するといった煩わしい作業を行うことなく、保管庫情報を用
いてライブラリ情報を更新できるので、「保管庫を買い換えて情報記録媒体を置き換える
とどうなるか」などの製品仕様に関する知見を得ることが可能となる。
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【０２７６】
　また、保管庫情報に基づいて更新されたライブラリ情報により、ユーザにとっては自分
の好みに合った保管庫を簡単に探して購入することができる。また、本発明の情報記録媒
体は、家具メーカーにとっては自社製品の販売促進に寄与するものとなり得る。よって、
結果的に、着脱可能な情報記録媒体のユーザによる保管管理を容易にすることができる。
【０２７７】
　〔付記事項〕
　なお、本発明は、上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲
で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組合
せて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０２７８】
　本発明は、ライブラリ表示機能を有する電子機器やシステム、特に、情報表示装置、情
報記録再生装置及びこれらを連携させた情報記録再生システムなどに適用できる。具体的
には、録画装置に接続されたデジタルＴＶや、ＢＤレコーダー内蔵型デジタルＴＶや、こ
れらの各装置と通信可能な携帯端末などに広く適用することができる。
【符号の説明】
【０２７９】
　　１　　光ディスク装置（情報管理装置）
　　２　　携帯端末（通信装置）
　　３　　通信部（送信制御手段）
　　４　　記憶部
　　５　　制御部
　　６　　ディスク認識部（検知手段）
　　７　　操作部
　　８　　光ピックアップ
　　９　　記録再生回路群
　１０　　透光層
　１１　　アクチュエータ
　１２　　光ヘッド
　１３　　スピンドルモータ
　１４　　ピックアップ駆動回路
　１５　　レーザ駆動回路
　１６　　再生回路
　１７　　アクチュエータ駆動回路
　１８　　スピンドルモータ駆動回路
　１９　　ディスプレイ
　２０　　第１情報記録層（情報の追記録、又は情報の書換えが可能な層）
　２１　　通信部
　２２　　制御部
　２３　　画像処理部
　２４　　画像取得部
　２５　　ディスプレイ
　２６　　キーボード
　２７　　記憶部
　２８　　検索処理部（媒体検索手段）
　２９　　振動部（報知手段）
　３０　　中間層
　４０　　第２情報記録層（情報の読出しのみ可能な層）
　４１　　編集プログラム（情報生成プログラム）
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　４２　　編集用情報
　４３　　ライブラリ情報
　５０　　基板
　５１　　ディスク管理部
　５２　　入力ポート
　５３　　通信制御部（受信制御手段）
　５４　　再生・表示制御部（表示制御手段）
　５５　　データ保持部
　５６　　ライブラリ情報管理部（情報生成手段）
　５７　　記録制御部（記録制御手段）
　５８　　記録再生回路群制御部
　２００　光ディスク
　２０１　ディスクケース（保管ケース）
　２０２　無線ＩＣ（識別情報送信部）
　２２１　通信制御部
　２２２　記録制御部
　２２３　ライブラリ情報管理部（媒体検索手段）
　２２４　再生・表示制御部
　４２１　コンテンツ・媒体識別情報
　４２２　ラック保管場所情報（保管場所情報，保管位置情報）
　４２３　ラック情報
　４２４　編集用画像情報
　５６１　編集プログラム起動部
　５６２　編集用情報取得部
　５６３　保管場所決定部（保管場所決定手段）
　５６４　媒体保管位置決定部（保管位置決定手段）
　５６５　ライブラリ情報生成部（情報生成手段）
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