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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子化されたオーディオデータを再生するオーディオ再生装置において、
　前記オーディオ再生装置に固定的に装着され、電子化された前記オーディオデータと当
該オーディオデータを管理するための管理データとを格納する、データの書き換え可能な
第１の記録媒体と、
　前記第１の記録媒体から読み出された前記管理データを外部の記憶装置に出力すると共
に、編集された前記管理データを外部の記憶装置から入力する入出力手段と、
　前記第１の記録媒体に格納されている前記管理データを前記入出力手段にて入力された
編集後の管理データに書き換える管理データ書き換え手段と、
　前記第１の記録媒体に格納されている前記管理データを編集する編集手段とを備え、
　前記編集手段は、前記外部の記憶装置に対して前記入出力手段による前記管理データの
入出力が可能な状態でない場合には前記第１の記録媒体に格納されている前記管理データ
の編集を制限することを特徴とするオーディオ再生装置。
【請求項２】
　前記外部の記憶装置は、前記管理データの読み書きが可能なリムーバブル記録媒体であ
ることを特徴とする請求項１に記載のオーディオ再生装置。
【請求項３】
　前記第１の記録媒体は、磁気的手段にてデータの書き込み及び読み出しが可能であるこ
とを特徴とする請求項１に記載のオーディオ再生装置。
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【請求項４】
　前記第１の記録媒体は、前記オーディオデータと前記管理データとを別ファイルとして
格納したことを特徴とする請求項１に記載のオーディオ再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、大容量の録音装置における録音情報を管理するためのオーディオ再生装置に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
音楽データの録音態様の一つとして、ＣＤ（コンパクトディスク）等に記録された音楽デ
ータをハードディスクのようなデータの追記や書き換えが容易な大容量記録装置へ録音す
ることが掲げられる。記録装置としてハードディスクを備えた録音装置は、車載オーディ
オシステムに応用することができる。車載オーディオシステムは、使用する際に、走行中
に記録媒体（ＣＤなど）の交換が困難であるなどの制限があるが、ハードディスクを車載
オーディオシステムに搭載し、音楽データを録音して管理することにより、記録媒体の交
換の手間を削減することができる。
【０００３】
また、これらハードディスク等の大容量記録装置に録音されている音楽データは、車載オ
ーディオシステムによって再生することができる。車載オーディオシステムにて管理され
ている音楽データに関する情報（曲名など）は、当該車載オーディオシステムに搭載され
ているディスプレイに表示される。車載オーディオシステムを操作しようとするユーザは
、ディスプレイに表示された音楽データに関する情報に基づいて所望の音楽データの再生
を行なうことができる。
【０００４】
ここで、車載オーディオシステムに搭載されているディスプレイについて図６を用いて説
明する。図６は、車載オーディオシステムに搭載されている表示部付近の一部を例示する
ものである。
図６（ａ）は、車載オーディオシステムのフロントパネル１００の表示部付近を示す図で
ある。図６（ａ）において、ディスプレイ１０１には、車載オーディオシステムに内蔵さ
れたハードディスク等の大容量記録装置に記録されている音楽データの情報がリスト１０
２として表示される。また、現在選択されている状態のデータファイルの表示情報は反転
した状態にて表示されている。図示の例では、アーティスト２、曲名２という情報を持っ
た音楽データのファイルのリストが選択されている。ユーザは、ジョグローラ１０３を矢
印の方向またはその逆方向に回転させることによって任意の音楽データのリストを選択し
、当該音楽データを再生することができる。
【０００５】
この車載オーディオシステムでは、当該車載オーディオシステムに搭載されている図示し
ないＣＤやチューナから、内蔵されたハードディスクに、音楽データを記録することがで
きる。また、その記録された音楽データに対して曲名等の情報を付加することができる。
付加された情報もまた、ハードディスクに記録されることになる。ここで、この付加情報
を書き込む際の文字列情報の編集方法について図６（ｂ）を用いて説明する。
【０００６】
図６（ｂ）は、図６（ａ）に示した車載オーディオシステムのフロントパネル１００にお
いて付加情報を編集する様子を示すものである。ここで、ディスプレイ１０１には、現在
付加しようとしている情報が編集可能な状態で表示されている。ユーザは、ジョグローラ
１０３を矢印の方向またはその逆方向に回転させることによって任意の文字列を表示させ
ることができる。また、ジョグローラ１０３を押下することによって、表示されている文
字列を決定することができるものとする。このようにして、ユーザは、ディスプレイ１０
１に表示された文字列を編集し、音楽データに付加する曲名等の付加情報を作成すること
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ができる。作成された付加情報は、ハードディスクに、音楽データファイルと共に記録す
ることができ、リスト１０２としてディスプレイ１０１に表示される。
【０００７】
ところで、通常の車載オーディオシステムに搭載されている、図６に示したような表示装
置は、車載システムという機器の使用形態から大きなサイズの表示画面を備えていない。
また一般に、オーディオシステムでは、音声の再生が主たる目的であるため、情報を表示
する機能は付加的な機能に過ぎず、大きなサイズの表示画面を持たない。そのため、この
表示装置において、曲名や録音日付のような音楽データに関する情報を表示画面上に表示
する場合、表示画面のサイズが小さいため表示できる情報量が制限されてしまう。
したがって、図６に示す表示装置に、曲名の他に録音した日付等、曲に関する多用な情報
を表示することは困難であった。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
上述したように、車載オーディオシステムにおいては、再生しようとする音楽データに付
加された曲名等の情報を、当該システムに搭載された表示装置に表示させていた。また、
この情報の編集は、当該表示装置に表示された情報を視認しながら行なっていた。
このような従来のオーディオシステムにおいて、収録された音楽データのファイルの数が
多くなると、似たようなファイル名（音楽データに付加された曲名等）も増えるため、再
生して聞きたい音楽データを探すことが困難になる場合がある。かかる場合、収録されて
いる音楽データを識別しやすいように、曲名や曲順等を変更するというような付加情報を
編集する編集作業を行なうこととなる。
しかしながら、上述したようにオーディオシステムに搭載されているような表示装置は、
表示画面のサイズが小さく表示できる情報量が少ないため、この表示画面上で編集等の編
集作業を行なうことが困難であった。
特に、オーディオシステムに搭載されている表示装置の表示画面が非常に小さく、表示能
力に限界があるため、ハードディスク等の大容量記録装置に、音楽データをファイルとし
て構造的に管理しているようなファイルシステムが適用されている場合は、どのディレク
トリにどの音楽データのデータファイルを保存しているかということを表示画面に表示し
て容易に把握することができなかった。
【０００９】
また、このような曲名や、曲順等を変更して編集作業を行なうにあたって、図６に示した
ジョグローラ１０３を使って文字列を一つずつ編集しなければならなかったため、操作に
多大な手間を要していた。
【００１０】
そこで、本発明は、オーディオシステムに内蔵されたハードディスク等の大容量記録装置
に記録された音声データを管理するための付加情報の編集に要する手間を軽減することを
目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するため、本発明は、電子化されたオーディオデータを再生するオー
ディオ再生装置において、このオーディオ再生装置に固定的に装着され、電子化されたオ
ーディオデータとこのオーディオデータを管理するための管理データとを格納する、デー
タの書き換え可能な第１の記録媒体と、この第１の記録媒体から読み出された管理データ
を外部の記憶装置に出力すると共に、編集された管理データを外部の記憶装置から入力す
る入出力手段と、第１の記録媒体に格納されている管理データを入出力手段にて入力され
た編集後の管理データに書き換える管理データ書き換え手段とを備えたことを特徴とする
。
【００１２】
　ここで、この外部の記憶装置は、管理データの読み書きが可能なリムーバブル記録媒体
とすることができる。また、この第１の記録媒体は、磁気的手段にてデータの書き込み及
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び読み出しが可能であり、オーディオ再生装置に固定的に装着された記録媒体、例えばハ
ードディスクとすることができる。これにより、安価で容易に大きな記憶容量を得ること
ができる。また、この第１の記録媒体は、オーディオデータと管理データとを分離し、別
ファイルとして格納したことを特徴とする。これにより、管理データのみを容易に取り出
して外部の記憶装置に渡すことができる。
【００１３】
さらに、この入出力手段は、編集装置によりデータの読み書きが可能なリムーバブル記録
媒体に対して管理データの読み書きを行なうデータ読み書き手段を備えることができる。
これにより、メモリスティックのような携帯性に優れたリムーバブル記録媒体を媒介させ
て、管理データを編集装置に渡すことが可能となる。
【００１４】
　ここでさらに、このオーディオ再生装置は、外部の編集装置によらずに第１の記録媒体
に格納された管理データを編集する編集手段を備える構成とすることができる。そして、
この編集手段は、外部の記憶装置に対して入出力手段による管理データの入出力が可能な
状態でない場合には第１の記録媒体に格納されている管理データの編集を制限する。すな
わち、メモリスティックなどのリムーバブル記録媒体が装着されている場合にのみこの編
集手段による編集ができるような設定とすることができる。これにより、外部の編集装置
によって管理データを編集中にオーディオ再生装置においても管理データを編集してしま
い、どちらの管理データにしたがって管理すべきか判断できなくなるような事態を防止す
ることができる。
【００１５】
また、本発明は、次のように構成された情報処理装置を提供することができる。すなわち
、この情報処理装置は、所定のコンテンツデータが格納された第１の記録媒体と、このコ
ンテンツデータを管理する管理手段と、着脱可能な第２の記録媒体からデータを入力する
入力手段とを備え、この管理手段は、このコンテンツデータを管理するための管理データ
が格納された第２の記録媒体から入力手段にて入力された管理データに基づいてコンテン
ツデータを管理することを特徴とする。
【００１６】
ここで、この第１の記録媒体は、コンテンツデータと共にこのコンテンツデータに対する
管理データを格納し、この第２の記録媒体は、この第１の記録媒体から読み出された管理
データを編集して作成された管理データを格納したことを特徴とする。
【００１７】
また、上記の目的を達成する他の本発明は、電子化されたオーディオデータを再生するオ
ーディオ再生装置におけるオーディオデータ管理方法であって、データの書き換えが可能
な記録装置に対してオーディオデータとこのオーディオデータを管理するための管理デー
タとを格納するステップと、この記録装置からこの管理データを読み出して外部の編集装
置に出力するステップと、この編集装置においてこの管理データを編集するステップと、
この編集装置にて編集された管理データを入力するステップと、この記録装置に格納され
ているこの管理データを編集後の管理データに基づいて書き換えるステップとを含むこと
を特徴とする。
【００１８】
ここで、この管理データを書き換えるステップは、この記録装置に格納されている管理デ
ータの更新日時と編集後の管理データの更新日時とを比較し、これらの管理データの項目
ごとに更新日時の新しい方のデータを集めて新たな管理データを作成するステップと、こ
の記録装置に格納されている管理データを作成された新たな管理データに書き換えるステ
ップとを含む構成とすることができる。
このようにすれば、外部の編集装置によって管理データを編集中にオーディオ再生装置に
おいても管理データを編集した場合、双方の変種結果を管理データの項目単位（オーディ
オデータごと）に反映させることができる。
【００１９】
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さらにまた、本発明は、所定のコンテンツデータと当該コンテンツデータを管理するため
の管理データとを格納する記録媒体からコンテンツデータを読み出して再生する再生装置
におけるコンテンツデータ管理方法であって、この記録媒体からこの管理データを読み出
して外部の編集装置に出力し、この編集装置においてこの管理データを編集し、この編集
装置にて編集された管理データを入力し、この記録媒体に格納された管理データに代えて
、入力された編集後の管理データを用いてこのコンテンツデータを管理することを特徴と
する。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面に示す本実施の形態に基づいて本発明を詳細に説明する。
図１は、本実施の形態における録音再生装置１０のシステム構成を示すブロック図である
。
図１に示すように、本実施の形態における録音再生装置１０は、録音用の大容量記録装置
としてハードディスクを搭載したオーディオシステムであり、ゲートアレイ２０と、ＣＤ
読取部３０と、チューナ部４０と、制御部５０と、録音再生部６０と、外部インターフェ
イス部７０と、出力部８０とを備える。
【００２１】
ゲートアレイ２０は、ＣＤ読取部３０やチューナ部４０や録音再生部６０等の各モジュー
ル間のインターフェイスとして機能し、それぞれのモジュールに対して命令された処理を
実行させるための論理回路を備えている。
また、ゲートアレイ２０に内蔵されているＤＭＡコントローラ（図ではＤＭＡと表記）２
１は、録音再生部６０に対するデータ転送を直接制御するものである。
【００２２】
ＣＤ読取部３０は、音楽データがデジタル録音されたＣＤ３１を装着し、光ピックアップ
により音楽データを読み出すことができる。このＣＤ読取部３０としては公知のＣＤプレ
イヤーを採用することができる。このＣＤ読取部３０は、デジタル音楽データの情報源か
ら再生ができるものであれば、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）－Ａｕｄｉｏプレイヤ
ーやＭＤプレイヤー等でも代替が可能である。この場合、音楽データの記録媒体もＤＶＤ
やＭＤ（Mini Disk）を用いる。また、録音再生装置１０の外部にケーブル等で接続され
たデジタル再生機器でも代替が可能である。
【００２３】
チューナ部４０は、チューナ４１とＡ／Ｄ（Analog to Digital）コンバータ４２とによ
って構成されている。
チューナ４１は、ＡＭ波やＦＭ波等の電波を帯域制限して受信する受信装置である。Ａ／
Ｄコンバータ４２は、アナログデータをデジタルデータに変換する機能を備える。チュー
ナ４１にて受信されたアナログデータは、Ａ／Ｄコンバータ４２によってデジタルデータ
に変換される。
ＣＤ読取部３０によって読み出された音楽データやＡ／Ｄコンバータ４２によってデジタ
ルデータに変換されたオーディオデータは、ゲートアレイ２０に送られる。
【００２４】
制御部５０は、ゲートアレイ２０を含めた録音再生装置１０全体の制御を行なうシステム
制御部であり、ＣＰＵ５１とＲＡＭ５２とによって構成される。
ＣＰＵ５１は中央処理装置であり、ＲＡＭ５２はＣＰＵ５１から直接読み書きが可能なメ
インメモリである。ＲＡＭ５２には、録音再生装置１０のファームウェア等を読み込んで
保持しておくことができる。ＣＰＵ５１は、ＲＡＭ５２に保持されているファームウェア
を読み込み、解釈して実行する。また、ＣＰＵ５１は、ユーザが操作する図示しない操作
装置からの命令に従って録音再生装置１０の各機能を動作させる。
【００２５】
録音再生部６０は、メモリ６１とハードディスクドライブ（ＨＤＤ）６２とによって構成
される。また、録音再生部６０は、ＣＤ読取部３０若しくはチューナ部４０からゲートア
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レイ２０を通して送られてきたオーディオデータを、大容量記録装置であるハードディス
クドライブ６２に記録する。
メモリ６１は、ゲートアレイ２０から送られてきたオーディオデータを一時的に保持する
メモリ領域である。ハードディスクドライブ６２は、メモリ６１に保持されたオーディオ
データを記録する。ハードディスクドライブ６２に記録されたオーディオデータは、ゲー
トアレイ２０を介して出力部８０に送り、再生することができる。
ＣＤ読取部３０において読み出され、またはチューナ部４０から出力されたオーディオデ
ータは、ゲートアレイ２０を介してメモリ６１へと送られ、一時的に保持された後、ゲー
トアレイ２０に内蔵されたＤＭＡコントローラ２１によって、逐次ハードディスクドライ
ブ６２へと送られ、記録される。このハードディスクドライブ６２へのデータの記録方式
については後に詳しく説明する。
【００２６】
ここで、ハードディスクドライブ６２にデジタルデータとして送られてきたオーディオデ
ータを記録する際の記録方式について説明する。
ハードディスクドライブ６２にオーディオデータを記録する際、コンテンツである曲デー
タと共に、当該曲データを管理するための管理データであるＴＯＣ（Table Of Contents
）情報とを分けて記録する。ＴＯＣ情報とは、コンテンツである曲の曲名や曲順、録音日
付や録音時間、コンテンツ自体である曲データが記録されるハードディスクドライブ６２
上のセクタの位置等の付加情報であり、後に編集することが可能である。
このように、曲データから独立したＴＯＣ情報を記録しておくことにより、後にＴＯＣ情
報だけを取り出して編集することが可能となる。また、ＴＯＣ情報を編集しても、曲デー
タはこのＴＯＣ情報と関連付けられているため、編集されたＴＯＣ情報に記録された曲名
を選択することにより、所望の曲データをハードディスクドライブ６２から再生すること
ができる。
【００２７】
出力部８０は、Ｄ／Ａ（Digital to Analog）コンバータ８１とアンプ８２とスピーカ８
３とによって構成される。
Ｄ／Ａコンバータ８１は、ゲートアレイ２０から送られてきたデジタルデータをアナログ
データに変換する。アンプ８２は、Ｄ／Ａコンバータ８１によって変換されたアナログデ
ータを増幅してスピーカ８３に送る。スピーカ８３は、増幅されたアナログデータを受け
取り、音声として出力する。
【００２８】
外部インターフェイス部７０は、メモリスティックモジュール７１と、メモリスティック
スロット７２と、メモリスティック７３とによって構成される。
メモリスティックモジュール７１は、ゲートアレイ２０とメモリスティックスロット７２
を接続するためのモジュールである。このメモリスティックモジュール７１は、ハードデ
ィスクドライブ６２に記録されているＴＯＣ情報を、ゲートアレイ２０を通じてメモリス
ティックスロット７２へ送る。また、反対にメモリスティックスロット７２から送られて
きたＴＯＣ情報を、ゲートアレイ２０を通じてハードディスクドライブ６２へ送る。メモ
リスティックスロット７２は、データの読み書きが可能な記録媒体であるメモリスティッ
ク７３を挿入し、当該メモリスティック７３に対して書き込みや読み出しを行なうための
装置である。
【００２９】
ここで、本実施の形態においてはＴＯＣ情報を抜き出すための記録媒体としてメモリステ
ィック７３を用いたが、これは例示に過ぎない。データを読み書きできるような媒体と当
該媒体をゲートアレイ２０に接続することのできる手段を備えていれば別の記録媒体を使
用しても構わない。例えば、メモリスティック７３、メモリスティックスロット７２及び
メモリスティックモジュール７１に代えて、スマートメディアやフロッピーディスク等の
リムーバブルメディアとそのドライブ装置を用いることができる。さらに、そのような記
録媒体を用いず、ケーブル等でコンピュータ装置に直接接続し、ＴＯＣ情報を読み出す構
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成とすることもできる。
【００３０】
このように、本実施の形態では、ハードディスクドライブ６２に記録されたデジタルデー
タ（ＴＯＣ情報及び曲データ）のうち、ＴＯＣ情報だけを取り出すことによって、外部の
編集装置による編集を可能にしている。
なお、図示しないが、録音再生装置１０は、外部編集装置によらずにＴＯＣ情報を編集す
る従来と同様の編集機能及びその操作系を備えている。したがって、曲データの追加や削
除に伴って、録音再生装置１０において自動的にまたは従来と同様の手動操作により、Ｔ
ＯＣ情報を編集することが可能である。
【００３１】
次に、図２を用いてハードディスクドライブ６２から取り出されたＴＯＣ情報の編集方法
についてさらに詳しく説明する。
図２は、本実施の形態において、ＴＯＣ情報を編集する外部編集装置として、汎用的なパ
ーソナルコンピュータ９０を使用する例を示したものである。なお、パーソナルコンピュ
ータ９０としては、デスクトップ型のコンピュータやノートブック型のコンピュータなど
、任意のものを使用することができる。録音再生装置１０が車載オーディオシステムであ
る場合、車内でＴＯＣ情報の編集作業を行なう用途とがある場合には、ノートブック型の
コンピュータのような携帯性のあるものが好ましい。
【００３２】
図２に示すように、録音再生装置１０のハードディスクドライブ６２にはＴＯＣ情報６３
と曲データ６４とが別ファイルとして記録されている。本実施の形態においては、これら
の記録されたデータのうち、ＴＯＣ情報６３を取り出してメモリスティック７３に書き込
む。
ハードディスクドライブ６２に記録されているＴＯＣ情報６３は、図１に示したゲートア
レイ２０、メモリスティックモジュール７１を経てメモリスティックスロット７２へと送
られる。このメモリスティックスロット７２にて、メモリスティック７３へのＴＯＣ情報
６３の書き込みが行なわれる。
【００３３】
ＴＯＣ情報６３が書き込まれたメモリスティック７３は、編集装置であるパーソナルコン
ピュータ９０によって読み込まれる。このパーソナルコンピュータ９０には、メモリステ
ィック７３からＴＯＣ情報６３を読み込むための読み取り装置として、図示しないメモリ
スティックスロットを備えている。
【００３４】
また、パーソナルコンピュータ９０には、録音再生装置１０によってメモリスティック７
３に書き出されたＴＯＣ情報６３を読み込んで解釈し、表示部９１ａに表示させることの
できるインターフェイスを備えた編集プログラムがインストールされているものとする。
この編集プログラムは、ユーザが表示部９１ａに表示されたＴＯＣ情報６３に基づいてキ
ーボードなどを用いて行なう編集操作を受け付け、ＴＯＣ情報６３の編集を行なう。
また、表示部９１ａの表示画面は、ＴＯＣ情報６３を一覧表示するのに十分な大きさを持
つものである。したがって、録音再生装置１０に搭載された表示部よりも多くのＴＯＣ情
報６３のリストを一画面上に表示することができるため、ＴＯＣ情報６３の全体構成が容
易に把握でき、編集作業が容易になる。
【００３５】
ここで、パーソナルコンピュータ９０のプログラムによって表示部９１ａに表示されるＴ
ＯＣ情報６３の編集用画面の一例として表示画面９１ｂを示す。
表示画面９１ｂには、曲のジャンル等で分けられたポップスやクラシックというディレク
トリの中に、曲名、録音時間、録音日付等の情報が表示される。
【００３６】
また、編集装置であるパーソナルコンピュータ９０は、この表示画面９１ｂに表示された
情報を容易に編集することのできる、キーボードやマウス等の入力装置を備えている。
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この入力装置によって表示画面９１ｂに表示されたＴＯＣ情報６３対して操作を行なうこ
とによってジャンルのディレクトリを削除したり、新しいディレクトリを作成したりする
ことができる。また、録音日付等の情報に基づいて曲名を任意に変更し、他の曲と明確に
区別することができるような分かり易い名前に変更することが可能となる。
【００３７】
パーソナルコンピュータ９０の編集プログラムには、編集されたＴＯＣ情報６３をメモリ
スティック７３に書き込む機能が備えられている。表示画面９１ｂにおいて編集されたＴ
ＯＣ情報６３は、この書き込み機能によって再びメモリスティック７３に書き込まれる。
編集されたＴＯＣ情報６３が書き込まれたメモリスティック７３は、録音再生装置１０の
メモリスティックスロット７２へと差し込まれる。そして、パーソナルコンピュータ９０
にて書き込まれたＴＯＣ情報６３が読み出され、ゲートアレイ２０を介してハードディス
クドライブ６２へ送られる。
【００３８】
次に、ＴＯＣ情報６３のバージョン情報の管理について説明する。
上述したように、録音再生装置１０のハードディスクドライブ６２に格納されたＴＯＣ情
報６３は、メモリスティック７３を媒介して外部編集装置であるパーソナルコンピュータ
９０にて編集することができるが、一方で、録音再生装置１０の操作系を用いても編集す
ることが可能である。したがって、メモリスティック７３をメモリスティックスロット７
２に挿入した際に、ハードディスクドライブ６２に格納されているＴＯＣ情報６３とメモ
リスティック７３に書き込まれているＴＯＣ情報６３とを比較して整合を取る必要がある
。
ＴＯＣ情報６３は、原則として、更新日時の新しいもの（後に更新されたもの）を優先す
る。
【００３９】
図４は、ＴＯＣ情報６３のバージョン情報の管理処理を説明するフローチャートである。
図４において、まず、録音再生装置１０のメモリスティックスロット７２にメモリスティ
ック７３が挿入されると（ステップ４０１）、当該メモリスティック７３に書き込まれて
いるＴＯＣ情報６３と、ハードディスクドライブ６２に記録されているＴＯＣ情報６３と
が比較される（ステップ４０２）。両者のＴＯＣ情報６３が同じ内容であれば、処理を終
了する（ステップ４０３）。
【００４０】
メモリスティック７３に書き込まれているＴＯＣ情報６３と、ハードディスクドライブ６
２に記録されているＴＯＣ情報６３とが異なる場合、次に、二つのＴＯＣ情報の更新日時
が比較される（ステップ４０３、４０４）。そして、ハードディスクドライブ６２に格納
されているＴＯＣ情報６３の方が更新日時が新しい場合は、ハードディスクドライブ６２
に格納されているＴＯＣ情報６３がメモリスティック７３にコピーされて上書きされる（
ステップ４０５、４０６）。
【００４１】
これに対し、メモリスティック７３に書き込まれているＴＯＣ情報６３の方が更新日時が
新しい場合は、メモリスティック７３に書き込まれているＴＯＣ情報６３がハードディス
クドライブ６２に上書きされる（ステップ４０７、４０８）。
【００４２】
ところで、パーソナルコンピュータ９０にてＴＯＣ情報６３を編集している間に、録音再
生装置１０において曲データの追加または削除が行なわれ、録音再生装置１０においても
ＴＯＣ情報６３が編集された場合、上述したように単純に更新日時の新しいものを優先す
ると、不都合が生じる場合がある。かかる不都合が生じる場合を例示する図３を参照して
詳細に説明する。
【００４３】
図３（ａ）は、録音再生装置１０のハードディスクドライブ６２におけるＴＯＣ情報６３
の状態を示す図である。
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ここで、例えば２００１年１月２９日現在のＴＯＣ情報６３にはＡＡＡ、ＢＢＢ、ＣＣＣ
の３つの曲データのリストが記述されており、この状態でＴＯＣ情報６３をメモリスティ
ック７３に書き出したものとする。メモリスティック７３にＴＯＣ情報６３を書き出した
後、録音再生装置１０にて、２００１年１月３０日に録音再生装置１０においてＴＯＣ情
報６３のリストのうち、ＡＡＡを削除したとする。
【００４４】
図３（ｂ）は、図３（ａ）にてメモリスティック７３に書き出されたＴＯＣ情報６３がパ
ーソナルコンピュータ９０にて編集される前後の状態を示す図である。
ここで、２００１年１月２９日に書き出されたＴＯＣ情報６３には、ＡＡＡ、ＢＢＢ、Ｃ
ＣＣの３つのリストが記述されている。パーソナルコンピュータ９０にこのＴＯＣ情報６
３のリストを読み込み、２００１年１月３０日にＣＣＣを削除してメモリスティック７３
に書き出すものとする。
【００４５】
図３（ｃ）はパーソナルコンピュータ９０から、メモリスティック７３を通して、録音再
生装置１０に図示しないＴＯＣ情報を戻す状態を示す図である。
ここで、録音再生装置１０のハードディスクドライブ６２に記録されているＴＯＣ情報６
３は、２００１年１月３０日にＡＡＡが削除され、ＢＢＢ、ＣＣＣのリストが残っている
状態である。また、パーソナルコンピュータ９０にて編集され、メモリスティック７３に
書き込まれているＴＯＣ情報６３は、２００１年１月３０日にＣＣＣが削除され、ＡＡＡ
、ＢＢＢのリストが残っている状態である。
この場合、同日に更新されていても、更新時間を判断することでいずれの更新が新しいも
のかを特定することはできるが、いずれのＴＯＣ情報を優先しても不都合が生じる。すな
わち、メモリスティック７３に書き込まれたＴＯＣ情報６３を優先すると、ハードディス
クドライブ６２において削除された曲データＡＡＡに対してＴＯＣ情報６３の項目が復活
してしまう。また、ハードディスクドライブ６２に格納されたＴＯＣ情報６３を優先する
と、パーソナルコンピュータ９０における編集により削除された項目ＡＡＡが復活してし
まう。
そこで、このような不都合を回避する工夫が必要となる。
【００４６】
かかる不都合を解決する方策の一つとして、録音再生装置１０において、メモリスティッ
クスロット７２にメモリスティック７３が挿入されている場合にのみ、録音再生装置１０
の操作系を用いたＴＯＣ情報６３の書き換えができるようにハードウェア上の制約を設け
る方法がある。
これにより、メモリスティック７３に書き込まれたＴＯＣ情報６３をパーソナルコンピュ
ータ９０で編集している間に、録音再生装置１０においてハードディスクドライブ６２に
格納されているＴＯＣ情報６３を書き換えてしまうという事態そのものが発生しなくなる
。
【００４７】
また、かかる不都合を解決する他の方策として、ＴＯＣ情報６３を編集した際に更新履歴
を取っておき、ＴＯＣ情報６３の項目ごとに更新日時の新しいものを組み合わせて新しい
ＴＯＣ情報６３を作成する方法がある。
図５は、この方策によるＴＯＣ情報６３のバージョン情報の管理処理を説明するフローチ
ャートである。
【００４８】
図５において、まず、録音再生装置１０のメモリスティックスロット７２にメモリスティ
ック７３が挿入されると（ステップ５０１）、メモリスティック７３に書き込まれている
ＴＯＣ情報６３が、録音再生装置１０のＲＡＭ５２のテンポラリ領域（作業領域）にコピ
ーされる（ステップ５０２）。そして、テンポラリ領域にコピーされたＴＯＣ情報６３に
おける項目ごとの更新日時と、ハードディスクドライブ６２に記録されているＴＯＣ情報
６３の項目ごとの更新日時とが比較される（ステップ５０３）。
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次に、これらのＴＯＣ情報６３の内容が比較される（ステップ５０４）。ここでは、ＴＯ
Ｃ情報６３の各項目における更新日時の異同も判断される。そして、テンポラリ領域にコ
ピーされたＴＯＣ情報６３とハードディスクドライブ６２に格納されているＴＯＣ情報６
３とが同じ内容である場合は、処理を終了する。
【００４９】
テンポラリ領域にコピーされたＴＯＣ情報６３とハードディスクドライブ６２に格納され
ているＴＯＣ情報６３とが異なる場合、ステップ５０３におけるＴＯＣ情報６３の項目ご
との更新日時の比較結果に基づいて、更新日時の新しい項目どうしを組合せ、全ての項目
で最新の更新結果を反映させた新たなＴＯＣ情報６３が作成される（ステップ５０５）。
そして、作成された新たなＴＯＣ情報６３がハードディスクドライブ６２とメモリスティ
ック７３の両方にコピーされて上書きされる（ステップ５０６）。この結果、ハードディ
スクドライブ６２に格納されたＴＯＣ情報６３とメモリスティック７３に書き込まれたＴ
ＯＣ情報６３の双方が最新の内容に更新されることとなる。
【００５０】
なお、この場合、録音再生装置１０において、曲データを削除する操作が行なわれたとし
ても、曲データ自体を実際に削除するのではなく、ＴＯＣ情報６３に削除したことを明示
する情報を追加しておく。これにより、メモリスティック７３において当該曲データを残
すような編集が行なわれていた場合に、ＴＯＣ情報６３には項目が存在していながら曲デ
ータ自体は存在しないという事態の発生を防止できる。
そして、図５に示した動作によってハードディスクドライブ６２とメモリスティック７３
とにおけるＴＯＣ情報６３の整合が取れた後に、かかるＴＯＣ情報６３にしたがって、曲
データを実際に削除する。
【００５１】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、オーディオシステムに内蔵されたハードディスク
等の大容量記録装置に記録された音声データを管理するための付加情報の編集に外部の編
集装置を用いることによって、編集に要する手間を大幅に削減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本実施の形態における録音再生装置の構成を示すブロック図である。
【図２】　本実施の形態によるＴＯＣ情報の編集方法を説明する図である。
【図３】　本実施の形態によるＴＯＣ情報の編集により不都合が生じる場合を説明する図
である。
【図４】　本実施の形態におけるＴＯＣ情報のバージョン情報の管理処理を説明するフロ
ーチャートである。
【図５】　図３に示した不都合を防止する手段を講じたＴＯＣ情報のバージョン情報の管
理処理を説明するフローチャートである。
【図６】　車載オーディオシステムのフロントパネルの構成を例示する図である。
【符号の説明】
１０…録音再生装置、２０…ゲートアレイ、２１…ＤＭＡコントローラ、３０…ＣＤ読取
部、３１…ＣＤ、４０…チューナ部、４１…チューナ、４２…Ａ／Ｄコンバータ、５０…
制御部、５１…ＣＰＵ、５２…ＲＡＭ、６０…録音再生部、６１…メモリ、６２…ハード
ディスクドライブ（ＨＤＤ）、７０…外部インターフェイス部、７１…メモリスティック
モジュール、７２…メモリスティックスロット、７３…メモリスティック、８０…出力部
、８１…Ｄ／Ａコンバータ、８２…アンプ、８３…スピーカ、９０…パーソナルコンピュ
ータ、９１ａ…表示部、９１ｂ…表示画面、１００…フロントパネル、１０１…ディスプ
レイ、１０２…リスト、１０３…ジョグローラ
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