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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツデータとこのコンテンツデータの検索情報とが第１の記録媒体から再生され
るとき、上記コンテンツデータを第２の記録媒体に記録するとともに、上記検索情報に基
づいて生成されるデータを管理テーブルに記録する記録手段と、
　上記第１の記録媒体から再生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
ときに、上記第１の記録媒体から再生される上記コンテンツデータの検索情報と、上記管
理テーブルに記録されている上記データとに基づいて、上記第１の記録媒体から再生され
るコンテンツデータが上記第２の記録媒体に記録済みかを判別する判別手段と、
　上記判別手段が記録済みであると判別したとき、上記第２の記録媒体に記録済みのコン
テンツデータのうち、上記記録済みと判別されたコンテンツデータを再生手段に再生させ
る制御手段と
　を備える記録装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の記録装置において、
　上記制御手段は、上記判別手段が記録済みであると判別したとき、その判別されたコン
テンツデータの上記第２の記録媒体への記録を禁止する
　ようにした記録装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の記録装置において、
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　上記制御手段は、上記判別手段が記録済みであると判別したとき、その判別されたコン
テンツデータが記録済みであることを示す警告を出力手段に出力させる
　ようにした記録装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の記録装置において、
　上記制御手段は、上記判別手段が未記録であると判別したとき、上記記録手段を制御し
て上記未記録と判別されたコンテンツデータを上記第２の記録媒体へ記録させる
　ようにした記録装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の記録装置において、
　上記コンテンツデータを圧縮する圧縮手段を備え、
　上記記録手段は、上記圧縮手段によって圧縮されたコンテンツデータを上記第２の記録
媒体に記録する
　ようにした記録装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の記録装置において、
　上記管理テーブルは、上記第１の記録媒体ごとに、そのトラック数、トラックの開始位
置、トラックの終了位置、およびタイトル情報のうちの少なくとも一つを含む
　ようにした記録装置。
【請求項７】
　請求項３に記載の記録装置において、
　上記制御手段は、上記警告として上記第１の記録媒体のタイトルを含む情報を出力手段
に出力させる
　ようにした記録装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の記録装置において、
　上記制御手段は、上記判別手段が記録済みであると判別したとき、上記第１の記録媒体
をイジェクトさせる
　ようにした記録装置。
【請求項９】
　請求項３に記載の記録装置において、
　上記第１の記録媒体はコンパクトディスクであり、
　上記検索情報は上記コンパクトディスクのＴＯＣ情報であり、
　上記第２の記録媒体はハードディスクである
　ようにした記録装置。
【請求項１０】
　コンテンツデータとこのコンテンツデータの検索情報とが第１の記録媒体から再生され
るとき、上記コンテンツデータを第２の記録媒体に記録するとともに、上記検索情報に基
づいて生成されるデータを管理テーブルに記録するための記録ステップと、
　上記第１の記録媒体から再生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
ときに、上記第１の記録媒体から再生される上記コンテンツデータの検索情報と、上記管
理テーブルに記録されている上記データとに基づいて、上記第１の記録媒体から再生され
るコンテンツデータが上記第２の記録媒体に記録済みか否かを判別する判別ステップと、
　この判別ステップが記録済みであると判別したとき、上記第２の記録媒体に記録済みの
コンテンツデータのうち、上記記録済みと判別されたコンテンツデータが再生されるよう
に制御する制御ステップと
　を備える記録方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の記録方法において、
　上記制御ステップは、上記判別ステップが記録済みであると判別したとき、その判別さ
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れたコンテンツデータの上記第２の記録媒体への記録を禁止する
　ようにした記録方法。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の記録方法において、
　上記制御ステップは、上記判別ステップが記録済みであると判別したとき、その判別さ
れたコンテンツデータが記録済みであることを示す警告を出力させる
　ようにした記録方法。
【請求項１３】
　請求項１０に記載の記録方法において、
　上記制御ステップは、上記判別ステップが未記録であると判別したとき、上記記録ステ
ップを制御して上記未記録と判別されたコンテンツデータを上記第２の記録媒体へ記録さ
せる
　ようにした記録方法。
【請求項１４】
　請求項１０に記載の記録方法において、
　上記コンテンツデータを圧縮する圧縮ステップを備え、
　上記記録ステップは、上記圧縮ステップによって圧縮されたコンテンツデータを上記第
２の記録媒体に記録する
　ようにした記録方法。
【請求項１５】
　請求項１０に記載の記録方法において、
　上記管理テーブルは、上記第１の記録媒体ごとに、そのトラック数、トラックの開始位
置、トラックの終了位置、およびタイトル情報のうちの少なくとも一つを含む
　ようにした記録方法。
【請求項１６】
　請求項１２に記載の記録方法において、
　上記制御ステップは、上記警告として上記第１の記録媒体のタイトルを含む情報を出力
させる
　ようにした記録方法。
【請求項１７】
　請求項１０に記載の記録方法において、
　上記制御ステップは、上記判別ステップが記録済みであると判別したとき、上記第１の
記録媒体をイジェクトさせる
　ようにした記録方法。
【請求項１８】
　請求項１２に記載の記録方法において、
　上記第１の記録媒体はコンパクトディスクであり、
　上記検索情報は上記コンパクトディスクのＴＯＣ情報であり、
　上記第２の記録媒体はハードディスクである
　ようにした記録方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、記録装置および記録方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
例えば車両に搭載して使用するオーディオ機器にＨＤＤを設け、そのＨＤＤにＣＤの内容
をコピーしておけば、ＣＤチェンジャなどよりも素早く聴きたいＣＤを探し出して再生す
ることができる。
【０００３】
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そして、その場合、音楽用のＣＤの容量は、およそ760Ｍバイト（≒44.1ｋHz ×16ビット
×２チャンネル×60秒×74分）である。また、適切なデータ圧縮技術を利用すれば、ＣＤ
のデジタルオーディオデータを１／10程度の容量にデータ圧縮することができる。
【０００４】
したがって、ＣＤにフルに音楽が収容されていても、そのデジタルオーディオデータを、
１枚のＣＤにつき80Ｍバイト程度のデータ量にデータ圧縮することができるので、例えば
８ＧバイトのＨＤＤを用意すれば、100枚以上のＣＤをコピ ーしておくことができる。
【０００５】
つまり、ＨＤＤにＣＤの内容をデータ圧縮してコピーしておけば、車載用のＣＤチェンジ
ャが一度に扱えるＣＤが10枚程度であるのに比べ、はるかにたくさんのＣＤを扱うことが
できる。しかも、そのとき、上記のように目的のＣＤを素早く選択して再生することがで
きる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、上記のようなシステムを構築した場合、100枚ものＣＤをコピーで きるとなる
と、誤って同じＣＤを２度コピーしてしまうことがある。そして、そのようなトラブルを
避けるには、ユーザがコピーしたＣＤを管理するほかはなく、ユーザはコピーしたＣＤの
名前を例えばメモしておく必要がある。
【０００７】
しかし、100枚ものＣＤを管理するのは大変であり、結局、同じＣＤを２度コ ピーしてし
まうことがある。
【０００８】
この発明は、このような問題点を解決しようとするものである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　この発明においては、
　コンテンツデータとこのコンテンツデータの検索情報とが第１の記録媒体から再生され
るとき、上記コンテンツデータを第２の記録媒体に記録するとともに、上記検索情報に基
づいて生成されるデータを管理テーブルに記録する記録手段と、
　上記第１の記録媒体から再生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
ときに、上記第１の記録媒体から再生される上記コンテンツデータの検索情報と、上記管
理テーブルに記録されている上記データとに基づいて、上記第１の記録媒体から再生され
るコンテンツデータが上記第２の記録媒体に記録済みか否かを判別する判別手段と、
　この判別手段が記録済みであると判別したとき、上記第２の記録媒体に記録済みのコン
テンツデータのうち、上記記録済みと判別されたコンテンツデータを再生手段に再生させ
る制御手段と
　を備える記録装置
とするものである。
　したがって、すでに内容を記録装置にコピーした媒体は、記録装置に再度のコピーが禁
止される。
【００１０】
【発明の実施の形態】
図１は、この発明による装置の一例について、オーディオ信号ラインを中心にして示す。
【００１１】
すなわち、符号１０は、例えば音楽のデジタルオーディオデータが記録されているＣＤで
ある。なお、このＣＤ１０が、「ＣＤテキスト」の規格にしたがったＣＤの場合には、Ｃ
Ｄ１０のリードイン領域のトラックに含まれるＲ～Ｗチャンネルに、そのＣＤ１０の付加
的な文字情報、例えばＣＤ１０のタイトルや演奏者などのデータが記録されている。
【００１２】
そして、ＣＤ１０は、再生手段であるＣＤドライブ装置２１により再生されるものであり
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、このＣＤドライブ装置２１からは復調やエラー訂正などの再生処理の行われたデジタル
オーディオデータが取り出され、このデジタルオーディオデータがバスライン２９に供給
される。
【００１３】
また、バスライン２９には、バッファ用のメモリ２２が接続されるとともに、データ圧縮
用のエンコーダ回路２３が接続される。このエンコーダ回路２３は、例えばＤＳＰにより
構成され、ＣＤ１０から再生されたデジタルオーディオデータを、例えばＡＴＲＡＣ処理
（ＡＴＲＡＣは登録商標）により１／10程度のデータ量にデータ圧縮するものである。
【００１４】
さらに、バスライン２９には、大容量の記録手段として、例えばＨＤＤ２４が接続される
。このＨＤＤ２４は、ＣＤ１０のデジタルオーディオデータ（データ圧縮後のデジタルオ
ーディオデータ）を蓄積しておくためのものであり、例えば16Ｇバイトの容量を有する。
したがって、ＨＤＤ２４は、上記のように少なくとも100枚のＣＤについて、データ圧縮
されたデジタルオーディオデータを記録し 、再生できることになる。
【００１５】
また、ＨＤＤ２４には、例えば図３に示すような管理テーブル２４Ｔが１つのファイルと
して用意される。この管理テーブル２４Ｔは、ＣＤ１０のデジタルオーディオデータをデ
ータ圧縮してＨＤＤ２４に蓄積あるいは書き込んだとき、その書き込み元のＣＤ１０を特
定するための情報と、その書き込まれたＣＤ１０の各トラックの書き込み位置（ＨＤＤ２
４における書き込み位置）とを保持するものである。
【００１６】
このため、管理テーブル２４Ｔには、例えば100個のデータ欄＃１～＃100が用意される。
このデータ欄＃１～＃100のそれぞれは、ＨＤＤ２４にデジタルオー ディオデータが記録
されたＣＤの１枚に対応するものであり、さらに、＃１～＃100は、ＨＤＤ２４に内容が
コピーされたＣＤを選択するときのＣＤ番号として も使用される。
【００１７】
そして、データ欄（ＣＤ番号）＃１～＃100のそれぞれには、「ＴＯＣデータ 」、「トラ
ック数」、「トラック１の開始位置および終了位置」、「トラック２の開始位置および終
了位置」、・・・、「最終トラックの開始位置および終了位置」、「ＣＤのタイトル」の
セルが用意されている。
【００１８】
ここで、ＣＤ１０は、そのトラックに関する時間情報をＴＯＣに有しているとともに、こ
のＴＯＣは一般にＣＤ１０ごとに異なる。そこで、このＴＯＣのデータがＣＤ１０を特定
あるいは検索するためのデータとして使用されるものであり、そのＴＯＣのデータが「Ｔ
ＯＣデータ」のセルに検索情報として書き込まれる。
【００１９】
さらに、「トラック数」のセルには、対応するＣＤ１０の全トラック数が書き込まれる。
また、「トラック１の開始位置および終了位置」～「最終トラックの開始位置および終了
位置」のセルには、それぞれのトラック（ＣＤ１０におけるトラック）の、ＨＤＤ２４に
おける書き込み開始位置および書き込み終了位置が書き込まれる。
【００２０】
また、「ＣＤのタイトル」のセルには、ＨＤＤ２４からの再生時などにＣＤ１０のタイト
ルとして表示される文字データが書き込まれる。例えば、ＣＤ１０がＣＤテキストの規格
のＣＤの場合には、そのリードイン領域のＲ～Ｗチャンネルに記録されている文字情報を
コピーして書き込むことができる。
【００２１】
さらに、バスライン２９には、デコーダ回路２５および音声出力回路２６が接続される。
この場合、デコーダ回路２５は、例えばＤＳＰにより構成され、エンコーダ回路２３とは
相補のデコード処理を行ってデータ圧縮されているデジタルオーディオデータをデータ圧
縮前のもとのデジタルオーディオデータにデコードするものである。
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【００２２】
また、音声出力回路２６は、Ｄ／Ａコンバータ回路などを有し、デジタルオーディオデー
タが供給されたとき、このデジタルオーディオデータをアナログオーディオ信号Ｌ、Ｒに
Ｄ／Ａ変換するものであり、そのオーディオ信号Ｌ、Ｒは出力アンプ２７を通じて左およ
び右チャンネルのスピーカ２８Ｌ、２８Ｒに供給される。
【００２３】
さらに、バスライン２９には、バッファ用のメモリ３１および表示制御回路３２が接続さ
れるとともに、表示制御回路３２には、表示手段として例えばＬＣＤ３３が接続されて各
種の情報を表示できるようにされている。
【００２４】
また、符号４１は、この装置全体の動作を制御する制御回路であり、これは例えばマイク
ロコンピュータにより構成されるとともに、バスライン２９に接続されている。そして、
この制御回路４１には、そのＣＰＵが実行するプログラムの一部として、例えば図２に示
すルーチン１００が用意されている。なお、このルーチン１００の詳細については後述す
るが、図２においては、この発明に関係する部分だけを抜粋して示す。
【００２５】
さらに、制御回路４１には、ユーザが各種の入力操作を行うための手段としてノンロック
タイプのプッシュスイッチにより構成された操作キー４２が接続されている。
【００２６】
このような構成において、制御回路４１のマイクロコンピュータがルーチン１００を実行
することにより、〔ＣＤの通常の再生〕および〔ＣＤからＨＤＤへの記録〕が以下のよう
に実行される。
【００２７】
〔ＣＤの通常の再生〕
これは、一般のＣＤプレーヤと同様、ＣＤ１０をそのまま再生して音響出力を得る場合で
ある。
【００２８】
すなわち、ＣＤドライブ装置２１にＣＤ１０をセットすると、制御回路４１のＣＰＵの処
理がルーチン１００のステップ１０１からスタートし、次にステップ１０２において、Ｃ
Ｄドライブ装置２１によりＣＤ１０からＴＯＣのデータが読み出され、この読み出された
ＴＯＣのデータが、ＣＤドライブ装置２１からバスライン２９を通じて制御回路４１に供
給されて保存され、続いてステップ１０３において、キー入力待ちとなる。
【００２９】
そして、今の場合は、〔ＣＤの通常の再生〕なので、キー４２のうちの再生キーを押すと
、処理はステップ１０３からステップ１１１に進み、ステップ１０３で入力されたキーが
判別される。
【００３０】
そして、今の場合は、再生キーが押されたので、処理はステップ１１１からステップ１１
２に進み、このステップ１１２において、ＣＤ１０の通常の再生処理が実行される。
【００３１】
すなわち、ＣＤドライブ装置２１によりＣＤ１０からデジタルオーディオデータが再生さ
れ、このデジタルオーディオデータがＣＤドライブ装置２１からバスライン２９を通じて
音声出力回路２６に供給されてオーディオ信号Ｌ、ＲにＤ／Ａ変換され、このオーディオ
信号Ｌ、Ｒがアンプ２７を通じてスピーカ２８Ｌ、２８Ｒに供給される。
【００３２】
この場合、ＣＤ１０から再生されるトラックは、ユーザの指定にしたがうが、そのとき、
ステップ１０２により制御回路４１に保存されているＴＯＣのデータが参照される。さら
に、この再生時、再生中のトラックのトラック番号や経過時間などがＬＣＤ３３に表示さ
れる。
【００３３】
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そして、ユーザの指定したすべてのトラックの再生を終了すると、処理はステップ１１９
に進み、このルーチン１００を終了する。
【００３４】
したがって、図１の装置は、ＣＤ１０を一般のＣＤプレーヤと同様に再生できることにな
る。
【００３５】
〔ＣＤからＨＤＤへの記録〕
これは、ＣＤ１０におけるデジタルオーディオデータをデータ圧縮してＨＤＤ２４に蓄積
あるいは書き込む場合である。
【００３６】
すなわち、ＣＤドライブ装置２１にＣＤ１０をセットすると、上述のように、ＣＤ１０か
らＴＯＣのデータが読み出されて制御回路４１に保存され、その後、ステップ１０３にお
いて、キー入力待ちとなる。
【００３７】
そして、今の場合は、〔ＣＤからＨＤＤへの記録〕なので、キー４２のうちのコピーキー
を押すと、処理はステップ１０３からステップ１１１に進み、ステップ１０３で入力され
たキーが判別される。
【００３８】
すると、今の場合、コピーキーが押されたので、処理はステップ１１１からステップ１２
１に進み、このステップ１２１において、ステップ１０２により読み出されたＴＯＣのデ
ータを検索語として、管理テーブル２４Ｔの「ＴＯＣデータ」のセルのデータが検索され
る。
【００３９】
そして、次にステップ１２２において、ステップ１２１の検索結果が判別され、ステップ
１０２により読み出されたＴＯＣのデータが管理テーブル２４Ｔの「ＴＯＣデータ」のセ
ルにないときには、処理はステップ１２２からステップ１２３に進み、このステップ１２
３において、ＣＤ１０がＨＤＤ２４にコピーされる。
【００４０】
すなわち、ＣＤドライブ装置２１によりＣＤ１０からデジタルオーディオデータが再生さ
れ、このデジタルオーディオデータが、ＣＤドライブ装置２１からバスライン２９を通じ
ていったんメモリ２２に書き込まれるとともに、所定のタイミングでメモリ２２から読み
出される。そして、この読み出されたデジタルオーディオデータが、バスライン２９を通
じてエンコーダ回路２３に供給されてＡＴＲＡＣ処理によりデータ圧縮され、このデータ
圧縮されたデジタルオーディオデータが、バスライン２９を通じてＨＤＤ２４に供給され
る。こうして、ＣＤ１０のデジタルオーディオデータはデータ圧縮された状態でＨＤＤ２
４に書き込まれていく。
【００４１】
また、このとき、コピーされたＣＤ１０およびトラック（ＣＤ１０におけるトラック）の
情報が、ＨＤＤ２４の管理テーブル２４Ｔに登録される。すなわち、ＣＤ１０のコピーが
第ｎ番目（ｎ＝１～100のどれか）であれば、管理テーブル ２４ＴのＣＤ番号＃ｎの欄の
「ＴＯＣデータ」のセルに、ステップ１０２によりＣＤ１０から読み出して制御回路４１
に保存したＴＯＣのデータが書き込まれる。また、ＣＤ１０のトラック数が、ＣＤ番号＃
ｎの欄の「トラック数」のセルに書き込まれる。
【００４２】
さらに、ＣＤ１０のデジタルオーディオデータがＨＤＤ２４に書き込まれたときの書き込
み開始位置および書き込み終了位置が、そのＣＤ１０のトラックごとに、ＣＤ番号＃ｎの
欄の「トラック１の開始位置および終了位置」～「最終トラックの開始位置および終了位
置」のセルのうち、対応するセルに書き込まれる。
【００４３】
また、キー４２からＣＤ１０やトラックなどについての文字情報を入力すると、その文字
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データがいったんメモリ３１に保存され、ＣＤ１０のコピーを終了したとき、メモリ３１
から読み出されて管理テーブル２４ＴのＣＤ番号＃ｎの欄の「タイトル」のセルに書き込
まれる。なお、ＣＤ１０がＣＤテキストのときには、ＣＤ１０に付加されている文字情報
も書き込まれる。
【００４４】
こうして、ＣＤ１０の内容がＨＤＤ２４に書き込まれると、これに対応して管理テーブル
２４Ｔも更新される。
【００４５】
そして、以上の処理を終了すると、処理はステップ１２３からステップ１１９に進み、こ
のルーチン１００を終了する。
【００４６】
したがって、あるＣＤ１０がＨＤＤ２４にまだコピーされていないときには、そのＣＤ１
０がＨＤＤ２４にコピーされるとともに、このとき、そのＣＤ１０を特定する情報もＨＤ
Ｄ２４の管理テーブル２４Ｔに登録されることになる。
【００４７】
一方、ステップ１２２において、ステップ１０２により読み出されたＴＯＣのデータが管
理テーブル２４Ｔの「ＴＯＣデータ」のセルにあるときには、処理はステップ１２２から
ステップ１３１に進み、このステップ１３１において、制御回路４１からバスライン２９
を通じて表示制御回路３２に所定のデータが供給され、この結果、ＬＣＤ３３には、例え
ば図４に示すように、コピーしようとしたＣＤ１０がすでにＨＤＤ２４にコピーされてい
ることを示す注意文の文字列が表示される。
【００４８】
　続いて、処理はステップ１３２に進み、制御回路４１からの指示にしたがってＣＤドラ
イブ装置２１からＣＤ１０がイジェクトされるとともに、ステップ１３３が実行され、コ
ピーしようとしたＣＤ１０の内容がＨＤＤ２４から再生され、その後、ステップ１１９に
よりこのルーチン１００を終了する。
　したがって、この場合には、すでにＨＤＤ２４にコピーしたＣＤを再度コピーしようと
したとき、その２重コピーが禁止されるとともに、ＬＣＤ３３における表示により注意さ
れ、かつ、再生音によっても確認できることになる。しかも、その再生はＨＤＤ２４から
行われるので、安心してコピーを中止することができる。
【００４９】
〔ＨＤＤからの再生〕
これは、ＨＤＤ２４にコピーされたＣＤの内容を再生する場合である。なお、この再生の
ための処理ルーチンは図示していない。
【００５０】
すなわち、キー４２によりＨＤＤ２４からの再生を指示すると、管理テーブル２４Ｔのデ
ータ欄＃１～＃100のうち、登録の行われているデータ欄の「タイト ル」のセルからデー
タが読み出され、このデータと、対応するＣＤ番号＃ｎのデータとが表示制御回路３２に
供給され、この結果、ＬＣＤ３３には、ＣＤ番号＃ｎと、「タイトル」との対応表が表示
される。
【００５１】
そこで、キー４２を操作して希望するＣＤ番号＃ｍを入力すると、管理テーブル２４Ｔの
ＣＤ番号＃ｍの欄の「トラック数」～「タイトル」のセルから、それらのセルに書き込ま
れているデータが読み出されて制御回路４１にいったん保存される。
【００５２】
そして、以後、この制御回路４１に保存されたデータを、ＣＤに書き込まれているＴＯＣ
のデータと同様に使用することにより、ＣＤ番号＃ｍのＣＤの内容に対応するデジタルオ
ーディオデータが、ＨＤＤ２４から読み出されて音響として出力される。
【００５３】
この場合、ＨＤＤ２４からデジタルオーディオデータが読み出されると、これはメモリ２



(9) JP 4269122 B2 2009.5.27

10

20

30

40

50

２によりバッファされてからデコーダ回路２５に供給されてもとのデジタルオーディオデ
ータにデータ伸張され、このデータ伸張されたデジタルオーディオデータがメモリ２２に
よりバッファされてから音声出力回路２６に供給される。したがって、スピーカ２８Ｌ、
２８Ｒからは、ＨＤＤ２４から読み出されたデジタルオーディオデータの再生音が出力さ
れる。
【００５４】
また、このＨＤＤ２４からの再生時にも、再生中のトラック（ＣＤのトラック）のトラッ
ク番号や経過時間などがＬＣＤ３３に表示される。
【００５５】
〔まとめ〕
以上のように、図１の再生装置においては、ＣＤ１０の内容をＨＤＤ２４にコピーすると
き、管理テーブル２４Ｔを参照することにより、そのＣＤ１０がすでにコピーされている
かどうかをチェックし、まだ、コピーされていない場合のみ、コピーを実行するようにし
ている。したがって、同じＣＤを誤って２度コピーすることを防止でき、例えばＨＤＤ２
４の容量を無駄に消費するようなことがなくなる。
【００５６】
しかも、そのとき、あるＣＤをＨＤＤ２４にコピーしてあるかどうかを、ユーザが管理す
る必要がなく、自動的に２重コピーを防止することができる。
【００５７】
また、このことにより、あるＣＤがＨＤＤ２４にコピー済みであるかどうかが分からない
ときには、そのＣＤをＣＤドライブ装置２１にセットしてコピーのキー操作をしてみれば
よく、まだ、コピーしていなければ、ＨＤＤ２４へのコピーが実行され、コピー済みであ
れば、そのことが表示され、このとき、２重のコピーは実行されない。
【００５８】
しかも、そのために、ＨＤＤ２４に管理テーブル２４Ｔを用意するだけでよく、特別のハ
ードウエアを必要としない。
【００５９】
さらに、管理テーブル２４Ｔの「タイトル」のセルには、任意の文字情報を書き込むこと
ができるので、ＣＤをＨＤＤ２４にコピーしたとき、そのコピーに独自のタイトルなどを
つけることができる。
【００６２】
　〔その他〕
　上述において、管理テーブル２４Ｔの「タイトル」のセルに書き込まれる情報は、ＨＤ
Ｄ２４のコピー後の別の機会にまとめて書き込むようにすることもでき、その場合には、
ＣＤの内容のコピー終了時に、コピーした日時などをデフォルトで書き込むようにしてお
くとよい。
【００６３】
さらに、「タイトル」のセルに書き込まれる情報は、不揮発性のメモリに書き込むことも
できる。また、ＣＤ１０を再生してその内容をＨＤＤ２４にコピーするとき、その再生速
度は標準よりも高速にすることができる。さらに、管理テーブル２４Ｔも、ＴＯＣのデー
タと、ＨＤＤ２４に書き込まれたデジタルオーディオデータとの対応関係を示すものであ
ればよい。
【００６４】
この明細書で使用している略語の一覧
ＡＴＲＡＣ：Adaptive TRansform Acoustic Coding
ＣＤ　　　：Compact Disc
ＣＰＵ　　：Central Processing Unit
Ｄ／Ａ　　：Digital to Analog
ＨＤＤ　　：Hard Disk Drive ；ハードディスクドライブ装置
ＬＣＤ　　：Liquid Crystal Display；液晶表示装置
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ＴＯＣ　　：Table Of Contents
【００６５】
【発明の効果】
この発明によれば、同じＣＤを誤って２度コピーすることを防止することができ、例えば
ＨＤＤの容量を無駄に消費することがなくなる。しかも、そのとき、あるＣＤをＨＤＤに
コピーしてあるかどうかを、ユーザが管理する必要がなく、自動的に２重コピーを防止す
ることができる。
【００６６】
また、あるＣＤがコピー済みであるかどうかが分からないときには、そのＣＤについてコ
ピーの操作をしてみればよく、まだ、コピーしていなければ、コピーが実行され、コピー
済みであれば、２重のコピーは実行されない。しかも、そのために、ＨＤＤに管理テーブ
ルを用意するだけでよく、特別のハードウエアを必要としない。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の一形態を示す系統図である。
【図２】　この発明の一形態を示すフローチャートである。
【図３】　この発明の一形態を示す管理テーブルである。
【図４】　この発明における表示例を示す図である。　

【図１】 【図２】
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