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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力される複数のプログラムと、上記複数のプログラムのそれぞれに対応する複数のプ
ログラム番号と、上記複数のプログラムをグループ化して管理すると共に上記グループの
代表プログラムを表すプログラム番号が登録される管理情報とを記憶する記憶手段と、
　操作手段への操作入力に基づいて、所定のプログラムを編集するときに、上記所定のプ
ログラムを含むグループの代表プログラムを表すプログラム番号を更新する制御手段と、
　を備え、
　上記制御手段は、
　上記所定のプログラムに対する編集として、上記所定のプログラムを、上記所定のプロ
グラムを含む第１のグループから第２のグループへと移動させる移動処理をするときに、
　上記所定のプログラムが上記代表プログラムである場合、
　上記第１のグループでは、該第１のグループの他のプログラムが新たな代表プログラム
となるように、上記所定のプログラムを含む第１のグループの他のプログラムのプログラ
ム番号を、上記代表プログラムを表すプログラム番号として登録し、
　上記第２のグループでは、該第２のグループの元の代表プログラムが代表プログラムと
して維持されるように、上記第２のグループの代表プログラムを表すプログラム番号を更
新または維持する
　ことを特徴とする編集装置。
【請求項２】
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　上記所定のプログラムが上記代表プログラムでない場合、
　上記第１のグループおよび上記第２のプログラムでは、該第１のプログラムおよび該第
２のグループの元の代表プログラムが代表プログラムとして維持されるように、上記第１
のグループおよび上記第２のグループの代表プログラムのプログラム番号を更新または維
持する
ことを特徴とする請求項１記載の編集装置。
【請求項３】
　上記制御手段は、上記他のプログラムは上記所定のプログラムを含む第１のグループの
先頭のプログラムであることを特徴とする請求項１記載の編集装置。
【請求項４】
　上記制御手段は、上記所定のプログラムに対する編集として、上記所定のプログラムを
消去することを特徴とする請求項１記載の編集装置。
【請求項５】
　上記制御手段は、上記所定のプログラムが上記代表プログラムであるときに、上記所定
のプログラムを含むグループの他のプログラムの識別情報を、上記代表プログラムを表す
識別情報として登録することを特徴とする請求項４記載の編集装置。
【請求項６】
　上記他のプログラムは、上記所定のプログラムを含むグループの先頭のプログラムであ
ることを特徴とする請求項５記載の編集装置。
【請求項７】
　上記プログラムはオーディオデータであり、
　上記制御手段は、上記所定のプログラムに対する編集として、上記所定のプログラムを
少なくとも第１のプログラムと第２のプログラムとに分割することを特徴とする請求項１
記載の編集装置。
【請求項８】
　上記記憶手段は、上記複数のプログラムのそれぞれの代表位置を表す複数の代表位置情
報を記憶し、
　上記制御手段は、上記第１のプログラムが上記所定のプログラムの代表位置を含むとき
に、上記第１のプログラムの代表位置が上記所定のプログラムの代表位置になると共に上
記第２のプログラムの代表位置が上記第２のプログラムの先頭から所定の位置までとなる
ように、上記第１のプログラムと上記第２のプログラムの代表位置情報を編集する
　ことを特徴とする請求項７記載の編集装置。
【請求項９】
　上記プログラムはオーディオデータであり、
　上記制御手段は、上記所定のプログラムに対する編集として、上記所定のプログラムと
他のプログラムとを結合し結合プログラムを生成することを特徴とする請求項１記載の編
集装置。
【請求項１０】
　上記記憶手段は、上記複数のプログラムのそれぞれの代表位置を表す複数の代表位置情
報を記憶し、
　上記制御手段は、上記所定のプログラムが上記代表プログラムであるときに、上記所定
のプログラムの代表位置が上記結合プログラムの代表位置となるように、上記結合プログ
ラムの代表位置情報を編集する
　ことを特徴とする請求項９記載の編集装置。
【請求項１１】
　入力される複数のプログラムと、上記複数のプログラムのそれぞれに対応する複数のプ
ログラム番号と、上記複数のプログラムをグループ化して管理すると共に上記グループの
代表プログラムを表すプログラム番号が登録される管理情報とを記憶する記憶手段を用い
て、プログラム編集をする編集方法であって、
　所定のプログラムに対する編集として、上記所定のプログラムを、上記所定のプログラ
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ムを含む第１のグループから第２のグループへと移動させる移動処理をするときに、
　上記所定のプログラムが代表プログラムである場合、
　上記第１のグループでは、該第１のグループの他のプログラムが新たな代表プログラム
となるように、上記所定のプログラムを含む第１のグループの他のプログラムのプログラ
ム番号を、上記代表プログラムを表すプログラム番号として登録し、
　上記第２のグループでは、該第２のグループの元の代表プログラムが代表プログラムと
して維持されるように、上記第２のグループの代表プログラムを表すプログラム番号を更
新または維持する
　ことを特徴とする編集方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、プログラムの代表部分を登録可能な編集装置および編集方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、複数のアルバムをハードディスクドライブ（Hard Disk Drive（ＨＤＤ））に一
旦格納した後、ＨＤＤからオーディオデータを再生することは、一般的になっている。こ
のように、複数のアルバムをＨＤＤに格納すると、所望するアルバムあるいはトラックを
選び出し、再生する作業は困難になる。
【０００３】
　そこで、アルバム名あるいはトラック名を画面表示し、この画面表示に基づき、ユーザ
が、所望するアルバムあるいはトラックを検索する検索方法が提案されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところが、ＨＤＤに大量のアルバムを格納した場合、アルバム名あるいはトラック名が
画面に収まりきらなくなり、ユーザは画面をスクロールしながら、所望のアルバムのアル
バム名あるいは所望のトラックのトラック名を検索しなければならないため、所望のアル
バムあるいはトラックを検索する作業は、ユーザにとって煩わしいものとなっていた。ま
た、登録したハイライトに対して、削除編集処理、分割編集処理、移動編集処理および連
結編集処理を行った場合にも、各トラックのハイライトおよびアルバムのハイライトが消
えてなくなったり、各編集処理前と異なる位置に移動してしまったりする。
【０００５】
　したがって、この発明の目的は、ユーザの編集処理時の負担を軽減することができる編
集装置および編集方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決するために、請求項１の発明は、入力される複数のプログラムと、
複数のプログラムのそれぞれに対応する複数のプログラム番号と、複数のプログラムをグ
ループ化して管理すると共にグループの代表プログラムを表すプログラム番号が登録され
る管理情報とを記憶する記憶手段と、
　操作手段への操作入力に基づいて、所定のプログラムを編集するときに、所定のプログ
ラムを含むグループの代表プログラムを表すプログラム番号を更新する制御手段と、
　を備え、
　制御手段は、
　所定のプログラムに対する編集として、所定のプログラムを、所定のプログラムを含む
第１のグループから第２のグループへと移動させる移動処理をするときに、
　所定のプログラムが代表プログラムである場合、
　第１のグループでは、該第１のグループの他のプログラムが新たな代表プログラムとな
るように、所定のプログラムを含む第１のグループの他のプログラムのプログラム番号を
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、代表プログラムを表すプログラム番号として登録し、
　第２のグループでは、該第２のグループの元の代表プログラムが代表プログラムとして
維持されるように、第２のグループの代表プログラムを表すプログラム番号を更新または
維持する
　ことを特徴とする編集装置である。
　請求項１１の発明は、入力される複数のプログラムと、複数のプログラムのそれぞれに
対応する複数のプログラム番号と、複数のプログラムをグループ化して管理すると共にグ
ループの代表プログラムを表すプログラム番号が登録される管理情報とを記憶する記憶手
段を用いて、プログラム編集をする編集方法であって、
　所定のプログラムに対する編集として、所定のプログラムを、所定のプログラムを含む
第１のグループから第２のグループへと移動させる移動処理をするときに、
　所定のプログラムが代表プログラムである場合、
　第１のグループでは、該第１のグループの他のプログラムが新たな代表プログラムとな
るように、所定のプログラムを含む第１のグループの他のプログラムのプログラム番号を
、代表プログラムを表すプログラム番号として登録し、
　第２のグループでは、該第２のグループの元の代表プログラムが代表プログラムとして
維持されるように、第２のグループの代表プログラムを表すプログラム番号を更新または
維持する
　ことを特徴とする編集方法である。
【０００７】
　この発明は、グループ内に含まれる所定のプログラムに対して編集処理が施された場合
に、グループの代表プログラムを表す識別情報を自動的更新することができる。
【発明の効果】
【０００８】
　以上説明したように、この発明によれば、グループ内に含まれる所定のプログラムに対
して編集処理が施された場合に、グループの代表プログラムを表す識別情報を自動的更新
することができる。よって、ユーザの編集処理時の負担を軽減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、この発明の一実施形態について図面を参照しながら説明する。図１は、この発明
の一実施形態によるダビング装置の全体構成の一例を示す。このダビング装置は、ＣＤチ
ェンジャ１、ハードディスク記録再生装置（以下、ＨＤ記録再生装置）１０１、音声入出
力装置２０１およびシステムコントローラ３０１から構成される。
【００１０】
　ＣＤチェンジャ１がケーブル４０１を介してシステムコントローラ３０１に対して接続
され、ＨＤ記録再生装置１０１がケーブル４０２を介してシステムコントローラ３０１に
対して接続され、音声入出力装置２０１がケーブル４０３を介してシステムコントローラ
３０１に対して接続される。また、ＣＤチェンジャ１と音声入出力装置２０１とが、ケー
ブル４０４を介して接続される。さらに、ＨＤ記録再生装置１０１と音声入出力装置２０
１とが、ケーブル４０５、４０６および４０７を介して接続される。
【００１１】
　図２は、この発明の一実施形態によるＣＤチェンジャ１の外観斜視図である。この発明
の一実施形態によるＣＤチェンジャ１は、音楽信号などの情報信号が記録されたＣＤ６が
多数収納されたディスク収納ユニット３から１枚のＣＤ６を取り出し、この取り出したＣ
Ｄ６に記録された上記情報信号の再生を行うものである。
【００１２】
　このＣＤチェンジャ１は、略々方形状をなす装置本体を構成する外筐２内に、１００枚
のＣＤ６を収納可能となすディスク収納ユニット３と、このディスク収納ユニット３から
選択された１枚のＣＤ６を再生するディスク再生ユニット（図示せず）とを備えている。
なお、図示を省略するが、ディスク収納ユニット３には、ＣＤ６を収納するための１００
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からなるスロットが備えられている。
【００１３】
　ＣＤチェンジャ１の外筐２には、ディスク収納ユニット３にＣＤ６を挿脱させるための
ディスク挿脱口４が設けられている。そして、このディスク挿脱口４は、透明な合成樹脂
からなる開閉可能な蓋体５により覆われている。よって、ＣＤ６再生時、あるいは使用し
ないときに、蓋体５を閉塞しておくことにより、ディスク挿脱口４を介して、ディスク収
納ユニット３に収納されたＣＤ６への不用意な接触な防止し、さらに外筐２内への塵埃の
収入を防止して、ＣＤ６の保護を図ることができる。
【００１４】
　また、図２に示すように、外筐２の前面側には、このＣＤチェンジャ１を操作するため
の操作スイッチおよび操作ボタンなどを配置した操作パネル１０が設けられている。
【００１５】
　さらに、図示を省略するが、外筐２の背面側には、ケーブルを接続可能な出力端子およ
び制御端子などが備えられている。
【００１６】
　図３は、この発明の一実施形態によるＣＤチェンジャ１の正面図である。以下、この図
３を参照しながら、操作パネル１０に設けられた主要な操作スイッチおよび操作ボタンな
どを説明する。図３に示すように、操作パネル１０の向かって左側上部に電源スイッチ１
１が配置され、向かって右側上部にＣＤ６に対する再生操作モードを選択する再生モード
選択キー１２ａ、一時停止キー１２ｂ、停止キー１２ｃ、アンロードキー１２ｄ、プレビ
ューキー１２ｅおよびネクストキー１２ｆからなる操作キー群１２が配置されている。ま
た、操作パネル１３中央下部には、ディスク収納ユニット３に収納される１００枚のＣＤ
６を、記録された情報の内容に応じて、あるいは複数の各使用者の使用頻度等に応じて、
所定の枚数毎に単位化するディスクグループ指定キー１３が配置されている。この発明の
一実施形態においては、ディスクグループ指定キー１３は、第１のディスクグループ指定
キー１３ａから第１０のディスクグループ指定キー１３ｊまでの１０個のキーからなる。
このディスクグループ指定キー１３中の第１のディスクグループ指定キー１３ａの上側に
はディスクグループエントリーキー１４が配置されている。また、このディスクグループ
エントリーキー１４の左側には、ディスク、グループまたはトラックに関する文字情報を
登録するときの切り換えキー１５が配置されている。この切り換えキー１５の左側には、
メモ入力された情報を後述する表示部３０のメモ表示領域３２に順次表示するためのメモ
スキャンキー１６が配置されている。
【００１７】
　そして、この発明の一実施形態によるＣＤチェンジャ１においては、図３に示した操作
パネル１０の向かって右側下部には、ＪＯＧキー１７が配置されている。このＪＯＧキー
１７は、その中央に操作パネル１０に対して固定されたデータ設定用の押しボタンスイッ
チ１８を有する。ＪＯＧキー１７は、１回転につき間欠的に例えば１０回の停止位置があ
り、その停止位置毎にデータが更新されるようになっている。例えば右側に回転させたと
きデータ＋更新され、左側に回転させたと－更新されるようになっている。このＪＯＧキ
ーの左側には、メモ入力キー１９とファイルキー２０とイレースキー２１とが配置されて
いる。
【００１８】
　そして、この操作パネル１０の中央部下部における右上段には、ＣＯＮＴＩＮＵＥキー
２２、ＳＣＨＵＦＦＬＥキー２３およびＰＲＯＧＲＡＭキー２４よりなるモード設定キー
が配置され、ユーザは、これらのモード設定キーにより所望の再生モードを選択できる。
【００１９】
　そして、この操作パネル１０の中央部分には、例えば液晶ディスプレイやＦＬ官などで
構成された表示部３０が設置されている。この表示部３０は、登録されたグループ番号を
、数字を点灯することで表示する登録グループ表示部３１ａと、選択されたあるいは現在
のディスクのグループ番号を表示するディスクグループ番号表示領域３０ｂと、選択され
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たあるいは現在のディスクの番号に関するタイトルなどのメモを表示するメモ表示領域３
２と、現在再生中あるいは選択されたＣＤ６のディスク番号と次に再生されるＣＤ６のデ
ィスク番号を表示する第１および第２のディスク番号表示領域３３ａおよび３３ｂと、演
奏中のディスクのトラック番号を表示するトラック番号表示領域３４と、時刻表示領域３
５と、演奏中のディスクのトラック番号を含め該ディスクトラックの残トラックを表示す
る残トラック表示部３６とを有する。
【００２０】
　図４は、この発明の一実施形態によるＣＤチェンジャ１の構成の一例を示すブロック図
である。このＣＤチェンジャ１は、図４に示すように、スピンドルモータ４１、光学ヘッ
ド４２、ＲＦ（Radio Frequency）アンプ４３、サーボ回路４４、スレッド４５、ＥＦＭ
（Eight to Fourteen Modulation）およびＣＩＲＣ（Cross Interleave Reed-Solomon Co
de）デコード回路４６、コントローラ４７などから構成される。
【００２１】
　出力端子４８が、ケーブル４０４を介して、音声入出力装置２０１に対して接続される
。制御端子４９が、ケーブル４０１を介して、システムコントローラ３０１に対して接続
される。
【００２２】
　ディスク再生ユニット（図示せず）に装着されたＣＤ６は、ＣＤ再生動作時には、スピ
ンドルモータ４１により、一定線速度（Constant linear Velocity（ＣＬＶ））で回転駆
動される。なお、ＣＤ６は、再生専用のものである。
【００２３】
　光学ヘッド４２は、ＣＤ６の記録面にレーザ光を照射して反射光を受光することにより
、ＣＤ６にピット形態で記録されているデータを読み出し、ＲＦアンプ４３に供給する。
なお、レーザ光強度は、図示しないＡＰＣ（Automatic Power Control）によって最適化
される。この光学ヘッド４２はトラッキング及びフォーカス方向に変位可能である。また
、光学ヘッド４２は、スレッド４５より供給される信号に基づき、ＣＤ６の半径方向に移
動可能である。
【００２４】
　ＲＦアンプ４３は、光学ヘッド４２から供給された信号に基づき、再生ＲＦ信号、フォ
ーカスエラー信号およびトラッキングエラー信号を生成する。そして、フォーカスエラー
信号およびトラッキングエラー信号をサーボ回路４４に供給し、再生ＲＦ信号をＥＦＭお
よびＣＩＲＣデコード回路４６に供給する。
【００２５】
　サーボ回路４４は、ＲＦアンプ４３から供給されるフォーカスエラー信号およびトラッ
キングエラー信号に基づき、フォーカス駆動信号、トラッキング駆動信号、スレット駆動
信号およびスピンドル駆動信号の各種駆動信号を生成する。これらの信号に基づき、スレ
ッド４５およびスピンドルモータ４１の動作は制御される。
【００２６】
　ＥＦＭおよびＣＩＲＣデコード回路４６は、ＲＦアンプから供給された再生ＲＦ信号を
、２値化し、ＥＦＭ信号を得る。そして、このＥＦＭ信号に対して、ＥＦＭ復調およびＣ
ＩＲＣデコードなどを行うことにより、光ディスクから読み出された情報を１６ビット（
Binary digiT(bit)）量子化、４４．１ＫＨｚサンプリングのデジタル形式にデコードし
、出力端子４８に接続されたケーブル４０４を介して、音声入出力装置２０１に供給する
。ここで、ＣＩＲＣデコードとは、ＣＩＲＣを利用したエラー検出およびエラー訂正処理
であり、具体的には、Ｃ１、Ｃ２符号によるエラー検出およびエラー訂正処理である。
【００２７】
　また、ＥＦＭおよびＣＩＲＣデコード回路４６は、ＲＦアンプ４３から供給された再生
ＲＦ信号から、後述するＴＯＣ（Table Of Contents）やサブコードなどの制御データを
抽出し、これらの制御データをコントローラ４７に供給する。
【００２８】
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　コントローラ４７は、ＥＦＭおよびＣＩＲＣデコード回路４６から供給されるＴＯＣや
サブコードなどのデータに基づき、各部を制御する。また、コントローラ４７は、制御端
子４９に接続されたケーブル４０１を介して、例えば、ＴＯＣおよびサブコードなどの制
御データをシステムコントローラ３０１に送信する。さらに、コントローラ４７は、シス
テムコントローラ３０１から、制御端子４９に接続されたケーブル４０１を介して、例え
ば、制御信号を受信し、この制御信号に基づき、ＣＤチェンジャ１に備えられた各部を制
御する。さらにまた、ここでは図示を省略するが、コントローラ４７は、操作パネル１０
に配置された操作スイッチおよび操作ボタンなどに接続されており、これらの操作スイッ
チおよび操作ボタンから供給される信号に基づき、ＣＤチェンジャ１に備えられた各部の
制御などを行う。
【００２９】
　図５は、図４で示したＥＦＭおよびＣＩＲＣデコード回路４６で生成され、コントロー
ラ４７に供給されるデータのフレーム構成を示す。図５に示すように、１フレームは、同
期パターン部（２４チャンネルビット）、サブコーディング部（１シンボル、すなわち１
４チャンネルビット）、第１のデータ部（１２シンボル、すなわち１２ラ１４チャンネル
ビット）、第１のパリティ部（４シンボル、すなわち４ラ１４チャンネルビット）、第２
のデータ部（１２シンボル、すなわち１２ラ１４チャンネルビット）、および第２のパリ
ティ部（４シンボル、すなわち４ラ１４チャンネルビット）からなる。ここでは、図示を
省略するが、各シンボル（同期パターンも２４ビットからなるシンボルとみなす）の結合
のために、３ビットの結合ビットがフレーム内に含まれる。この結合ビットの総ビット数
は、３４ラ３＝１０２チャンネルビットである。したがって、１フレームは、合計で５８
８チャンネルビットからなる。
【００３０】
　図６に示すように、９８個のフレームがフレーム同期情報、サブコード情報、データお
よびパリティ情報からなる１まとまりの情報（サブコードフレーム）を形成する。９８個
のフレーム内のサブコードデータが１ブロックとしてサブコード情報を表現する。このよ
うなブロックについて図７を参照して説明する。最初のフレームＦ１，２番目のフレーム
Ｆ２のサブコードは、それぞれ、固定の同期パターンＳ０＝００１００００００００００
１，Ｓ１＝０００００００００１００１０からなる。Ｓ０、Ｓ１としては、ＥＦＭ変調に
おいて現れ得ないパターンが用いられており、これにより、再生時にサブコード情報に関
するブロックの開始位置が特定される。
【００３１】
　３番目のフレームＦ３、４番目のフレームＦ４，・・・，９７番目のフレームＦ９７、
９８番目のフレームＦ９８の９６個のフレームのサブコードは、それぞれ、Ｐ１，Ｑ１，
Ｒ１，Ｓ１，Ｔ１，Ｕ１，Ｖ１，Ｗ１，Ｐ２～Ｗ２、・・・、Ｐ９５～Ｗ９５、Ｐ９６～
Ｗ９６からなる。そして、Ｐ１，Ｐ２，・・・，Ｐ９６、Ｑ１，Ｑ２，・・・，Ｑ９６、
Ｒ１～Ｒ９６、Ｓ１～Ｓ９６、Ｔ１～Ｔ９６、Ｕ１～Ｕ９６、Ｖ１～Ｖ９６、Ｗ１～Ｗ９
６が、それぞれ、完結した情報チャンネルを形成する。
【００３２】
　これらのサブコーディング情報には、（１）楽曲の頭出し、予め設定された順序に従っ
て再生するなどのプログラム機能に係る情報、（２）テキスト情報などの付加情報などが
含まれている。（１）の情報としてサブコードのＰチャンネルおよびＱチャンネルが用い
られ、（２）の情報としてサブコードのＲチャンネルからＷチャンネルが用いられる。な
お、Ｐチャンネルは、楽曲の間（ｐａｕｓｅ）を示しており、ラフな頭出しのい使用され
る情報である。Ｑチャンネルは、より詳細な制御のための情報である。
【００３３】
　図８は、Ｑデータの内容の一例を示す。図８に示すように、Ｑデータは、コントロール
部、アドレス部、データ部およびＣＲＣ（Cyclic Redundancy Code）部からなる。
【００３４】
　コントロール部は、Ｑ１～Ｑ４の４ビットからなり、オーディオのチャンネル数、エン
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ファシスおよびデジタルデータなどの識別を行うためのデータが記録されている。
【００３５】
　アドレス部は、Ｑ５～Ｑ８の４ビットからなり、後述するデータ部内のデータのフォー
マットや種類を示す制御信号が記録されている。
【００３６】
　ＣＲＣ部は、Ｑ８１～Ｑ９６の１６ビットからなり、巡回符号のエラー検出を行うため
のデータが記録されている。
【００３７】
　データ部は、図９に示すように、Ｑ９～Ｑ８０までの７２ビットのデータからなる。ア
ドレス部の４ビットのデータが"０００１"である場合には、ＣＤ６のリードイン領域にお
けるデータ部（ＴＯＣ（Table of Contents））は、図９に示す構造を有する。すなわち
、図９に示すように、データ部は、ＭＮＲ部（楽曲番号部）、ＰＯＩＮＴ部（ポイント部
）、ＭＩＮ部（経過時間分成分部）、ＳＥＣ部（経過時間秒成分部）、ＦＲＡＭＥ部（経
過時間フレーム番号部）、ＺＥＲＯ部（ゼロ部）、ＰＭＩＮ部（絶対時間分成分部）、Ｐ
ＳＥＣ部（絶対時間秒成分部）およびＰＦＲＡＭＥ部（絶対時間フレーム番号部）とから
なる。なお、これらの各部は、それぞれ、８ビットのデータからなるものである。
【００３８】
　ＭＮＲ部、ＭＩＮ部、ＳＥＣ部、ＦＲＡＭＥ部およびＺＥＲＯ部は、いずれも１６進数
表示で"００"に固定され、８ビット全てに"０"が付与されてなる。
【００３９】
　また、ＰＭＩＮ部は、ＰＯＩＮＴ部が１６進数表示で"Ａ０"の場合には、最初の楽曲番
号あるいは楽章番号を示し、ＰＯＩＮＴ部が１６進数で"Ａ１"の場合には、最後の楽曲番
号あるいは楽章番号を示す。また、ＰＯＩＮＴ部が１６進数表示で"Ａ２"の場合には、Ｐ
ＭＩＮ部（絶対時間分成分部）、ＰＳＥＣ部（絶対時間秒成分部）およびＰＦＲＡＭＥ部
（絶対時間フレーム番号部）は、それぞれ、リードアウト領域が始まる絶対時間（ＰＴＩ
ＭＥ）を示す。
【００４０】
　さらに、ＰＯＩＮＴ部が、２ディジットのＢＣＤで表現される場合には、ＰＭＩＮ部（
絶対時間分成分部）、ＰＳＥＣ部（絶対時間秒成分部）およびＰＦＲＡＭＥ部（絶対時間
フレーム番号部）は、それぞれ、その数値で示される各曲あるいは楽章が始まるアドレス
を絶対時間（ＰＴＩＭＥ）で表したものとなる。
【００４１】
　図１０は、この発明の一実施形態によるＨＤ記録再生装置１０１の構成を示すブロック
図である。ＨＤ記録再生装置１０１は、音声圧縮エンコード・デコード装置１０２、ＳＤ
ＲＡＭ（Synchronous Dynamic Random Access Memory）１０３、ＨＤＤ１０４およびコン
トローラ１０５を備える。
【００４２】
　出力端子１０７、入力端子１０８、入力端子１０９が、それぞれ、ケーブル４０５、ケ
ーブル４０６、ケーブル４０７を介して、音声入出力装置２０１に接続される。また、制
御端子１１０が、ケーブル４０２を介して、システムコントローラ３０１に接続される。
【００４３】
　音声圧縮エンコード・デコード装置１０２は、入力端子１０８に接続されたケーブル４
０６を介して、音声入出力装置２０１からＨＤ記録再生装置１０１に供給されるオーディ
オデータを、ＡＴＲＡＣ３（Adaptive Transform Acoustic Cording 3）により圧縮し、
ＳＤＲＡＭ１０３を介して、コントローラ１０５に供給する。また、音声圧縮エンコード
・デコード装置１０２は、入力端子１０９に接続されたケーブル４０７を介して、音声入
出力装置２０１からＨＤ記録再生装置１０１に供給されるオーディオデータについても同
様に処理する。なお、データの圧縮方式は、ＡＴＲＡＣ３に限られるものではなく、ＭＰ
３（MPEG-1 audio layer 3）、ＷＭＡ（Windows（登録商標） Media Audio）、ＡＡＣ（A
dvanced Audio Cording）、あるいはＴｗｉｎＶＱ（Transform-domain Weighted Interle
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ave Vector Quantization）などの圧縮方式を用いるようにしても構わない。
【００４４】
　また、音声圧縮エンコード・デコード装置１０２は、ＳＤＲＡＭ１０３を介してコント
ローラ１０５から供給される、ＡＴＲＡＣ３で圧縮されたデータを伸長し、出力端子１０
７に接続されたケーブル４０５を介して、音声入出力装置２０１に供給する。
【００４５】
　ＳＤＲＡＭ１０３は、記憶装置である。具体的には、音声圧縮エンコード・デコード装
置１０２が、エンコードしたデータを、あるいはデコードするデータを、コントローラ１
０５を介して、ＨＤＤ１０４とやり取りする際に用いられる記憶装置である。
【００４６】
　コントローラ１０５は、ＨＤ記録再生装置１０１に備えられた各部を制御する。このコ
ントローラ１０５の内部には、ファイルシステム１０６が搭載され、このファイルシステ
ム１０６により、ＨＤＤ１０４へアクセスしファイルを読み出す処理、あるいは、ＨＤＤ
１０４へアクセスしファイルを書き込む処理が可能となる。なお、この発明の一実施形態
においては、File Allocation Table File System（以下、ＦＡＴ　ＦＳ）がファイルシ
ステムとして用いられる。
【００４７】
　ＦＡＴ　ＦＳは、ＤＩＳＫ　ＢＡＳＩＣに始まり、近年のＭＳ－ＤＯＳ（登録商標）、
Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）に至るまで、１９７７年来、広く用いられているファイルシ
ステムである。
【００４８】
　ＦＡＴ　ＦＳは、ディスク領域をクラスタ単位で分け、そのクラスタに番号を割り付け
ることで、ディスクに記録されたプログラムやデータを管理するシステムである。ＦＡＴ
には、ＦＡＴ１２、ＦＡＴ１６およびＦＡＴ３２などがあり、それぞれ管理できるクラス
タ数が異なる。
【００４９】
　ＭＳ－ＤＯＳの初期で用いられていたＦＡＴ１２では、１２ビットでクラスタを管理し
ているため、２12＝４０９６個（実際は４０８５（ＦＦＦ５ｈ）個）のクラスタを管理す
ることができる。すなわち、ＦＡＴ１２で管理できるディスクの最大容量は、３２ＫＢ（
クラスタの上限値）ラ４０９６＝１２８ＭＢである。
【００５０】
　ＭＳ－ＤＯＳ　ｖｅｒ．４．ｘで用いられていたＦＡＴ１６では、１６ビットでクラス
タを管理しているため、２16＝６５５３６個（実際は６５５２５（ＦＦＦ５ｈ）個）のク
ラスタを管理することができる。すなわち、ＦＡＴ１６で管理できるディスクの最大容量
は、３２ＫＢ（クラスタの上限値）ラ６５５３６＝２ＧＢである。
【００５１】
　ＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標）　ＯＳＲ２．０から用いられているＦＡＴ３２では、３２
ビットでクラスタを管理しているため、２32個のクラスタを管理することができる。実際
には、２８ビットでクラスタを管理しているため、２28＝２６８４３５４４５（ＦＦＦＦ
ＦＦ５ｈ）個のクラスタを管理することができる。
【００５２】
　なお、この発明の一実施形態においては、ＦＡＴ　ＦＳとして、ＶＦＡＴ３２が用いら
れる。ＶＦＡＴ３２とは、ＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標）９５で用いられているＦＡＴＦＳ
であり、ＭＳ－ＤＯＳのＦＡＴ　ＦＳとの互換性を保ったまま長いファイル名を付けられ
るようにしたものである。
【００５３】
　図１１にＦＡＴ管理による管理方法を説明する。この図１１は、ＨＤＤ１０４内のハー
ドディスクの模式図を示しており、上からパーティションテーブル部、空き領域、ブート
セクタ、ＦＡＴ領域、ＦＡＴのバックアップ領域、ルートディレクトリ領域、サブディレ
クトリ領域、データ領域が積層されている。
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【００５４】
　上述したブートセクタ、ＦＡＴ領域、ＦＡＴのバックアップ領域、ルートディレクトリ
領域、サブディレクトリ領域、データ領域を全部まとめてＦＡＴパーティション領域と称
する。
【００５５】
　上述のパーティションテーブル部には、ＦＡＴパーティション領域の始めと終わりのア
ドレスが記録されている。通常フロッピディスクで使用されているＦＡＴには、パーティ
ションテーブル部は備えられていない。最初のトラックには、パーティションテーブル以
外のものは置かないために空きエリアができてしまう。
【００５６】
　次に、ブートセクタには、１２ビットＦＡＴ、１６ビットＦＡＴおよび３２ビットＦＡ
Ｔの何れかであるかでＦＡＴ構造の大きさ、クラスタサイズ、それぞれの領域のサイズが
記録されている。
【００５７】
　ＦＡＴは、データ領域に記録されているファイル位置を管理するためのものである。Ｆ
ＡＴのコピー領域は、ＦＡＴのバックアップ用の領域である。
【００５８】
　ルートディレクトリ部には、サブディレクトリなどに関する情報を含むディレクトリエ
ントリが記録されている。
【００５９】
　図１２は、ＶＦＡＴ３２におけるディレクトリエントリの構成の一例を示す。このディ
レクトリエントリは、図１２に示すように、ファイル名、拡張子、ファイル属性、大小文
字フラグ、作成時刻、作成日付、アクセス日時、クラスタ番号（上位２Ｂｙｔｅ）、更新
時刻、更新日付、クラスタ番号（下位２Ｂｙｔｅ）およびファイルサイズなどから構成さ
れる。
【００６０】
　ファイル名（エイリアス名）および拡張子は、ショートネーム（８．３形式）が保存さ
れる領域である。ファイル名、拡張子が、それぞれ、８文字、３文字に満たない場合には
、０ｘ２０で埋められる。先頭バイトが０ｘＥ５のときは、削除されたファイルを意味し
、先頭バイトが０ｘ０１のときは、先頭バイトが０ｘＥ５であることを示す。ボリューム
ラベルの場合には、ファイル名、拡張子合わせて１１バイトで記録する。
【００６１】
　ファイル属性は、ファイルの属性を保存する領域である。属性値として、０ｘ０１（読
み込み専用）、０ｘ０２（隠しファイル）、０ｘ０４（システムファイル）、０ｘ０８（
ボリュームラベル）、０ｘ１０（ディレクトリ）、０ｘ２０（通常のファイル）がある。
【００６２】
　作成時刻、作成日付、アクセス日付は、従来のＦＡＴでは予約領域として用いられてい
た領域である。バイナリフォーマットは従来と同様である。
【００６３】
　クラスタ番号は、開始クラスタの番号を記録する領域であり、図１２に示すように、上
位２バイトを記録する領域および下位２バイトを記録する領域からなる。
【００６４】
　更新時刻は、ファイルが更新された時刻が保存される領域である。ビットフィールドは
、ＨＨＨＨＨｍｍｍ　ｍｍｍｓｓｓｓｓとすると、ｈｈｈｈｈ時（０～２３）、ｍｍｍｍ
ｍｍ分（０～５９）、ｓｓｓｓ秒（０～２９、実際には２倍する）である。
【００６５】
　更新日付は、更新された日付が保存される領域である。ビットフィールドは、ＹＹＹＹ
ＹＹＹＭ　ＭＭＭＤＤＤＤＤとすると、ＹＹＹＹＹＹＹ年（０～９９　１９８０年～）、
ＭＭＭＭ月（１～１２）、ＤＤＤＤＤ日（１～３１）である。
【００６６】
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　ファイルサイズは、ファイルのサイズを保存する領域である。
【００６７】
　サブディレクトリ部には、サブディレクトリエントリが記録されており、このサブディ
レクトリエントリには、ファイル名およびＦＡＴ上の記録位置などが管理されている。図
１１においては、アルバム１というファイル名が記録されているサブディレクトリエント
リには「５」というＦＡＴ上のアドレスが管理されており、アルバム２というファイル名
が記録されているサブディレクトリエントリには「１０」というＦＡＴ上のアドレスが管
理されている。さらに、アルバム３というファイル名が記録されているサブディレクトリ
エントリには「１１０」というＦＡＴ上のアドレスが管理されている。
【００６８】
　データ領域は、クラスタ５以降の実際のデータ領域であり、このデータ領域には、この
発明の一実施形態においては、ＡＴＲＡＣ３で圧縮処理されたオーディオデータが記録さ
れる。
【００６９】
　この発明の一実施形態では、クラスタ５、６、７および８にアルバム１というファイル
名のＡＴＲＡＣ３で圧縮処理されたオーディオデータが記録され、クラスタ１０、１１お
よび、１２にアルバム２というファイル名の前半パートであるアルバム２－１がＡＴＲＡ
Ｃ３で圧縮処理されたオーディオデータが記録され、クラスタ１００および１０１にアル
バム２というファイル名の後半パートであるアルバム２－２がＡＴＲＡＣ３で圧縮処理さ
れたオーディオデータが記録されている。さらに、クラスタ１１０および１１１にアルバ
ム３というファイル名のＡＴＲＡＣ３で圧縮処理されたオーディオデータが記録されてい
る。
【００７０】
　なお、アルバム２というファイル名は、２分割されて離散的に記録されている例を示し
ている。また、データ領域上のＥｍｐｔｙとかかれた領域は記録可能領域である。
【００７１】
　以下に、アルバム１、アルバム２およびアルバム３という名前のファイルを、それぞれ
読み出す処理を以下に示す。なお、ここでは、ルートディレクトリ領域は、ファイル名「
アルバム１」、クラスタ番号「２」などが記録されたルートディレクトリエントリと、フ
ァイル名「アルバム２」、クラスタ番号「３」などが記録されたルートディレクトリエン
トリと、ファイル名「アルバム３」、クラスタ番号「３」などが記録されたルートディレ
クトリエントリとを有する。
【００７２】
　最初に、アルバム１というファイル名のファイルを読み出す処理について説明する。ま
ず、アルバム１というファイル名が記録されたディレクトリエントリのクラスタ番号に記
録された「２」というアドレスに基づき、サブディレクトリ領域のこの番号のクラスタに
アクセスする。そして、アルバム１というファイル名が記録されたサブディレクトリエン
トリのクラスタ番号に記録された「５」というアドレスに基づいて、ＦＡＴ上のエントリ
アドレスを検索する。エントリアドレス５には、「６」というクラスタアドレスがエント
リされており、「６」というエントリアドレスを参照すると「７」というクラスタアドレ
スがエントリされており、「７」というエントリアドレスを参照すると「８」というクラ
スタアドレスがエントリされており、「８」というエントリアドレスを参照すると「ＦＦ
Ｆ」という終端を意味するコードが記録されている。
【００７３】
　よって、アルバム１というファイルは、クラスタ５、６、７、８のクラスタ領域を使用
しており、データ領域のクラスタ５、６、７、８を参照することでアルバム１というＡＴ
ＲＡＣ３データが実際に記録されている領域をアクセスすることができる。
【００７４】
　次に、離散記録されているアルバム２というファイルを検索する方法を以下に示す。ま
ず、アルバム２というファイル名が記録されたディレクトリエントリのクラスタ番号に記
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録された「３」というアドレスに基づき、サブディレクトリ領域のこの番号のクラスタに
アクセスする。そして、アルバム２というファイル名が記録されたサブディレクトリエン
トリのクラスタ番号に記録された「１０」というアドレスに基づいて、ＦＡＴ上のエント
リアドレスを検索する。エントリアドレス１０には、「１１」というクラスタアドレスが
エントリされており、「１１」というエントリアドレスを参照すると「１２」というクラ
スタアドレスがエントリされており、「１２」というエントリアドレスを参照すると「１
００」というクラスタアドレスがエントリされている。さらに、「１００」というエント
リアドレスを参照すると「１０１」というクラスタアドレスがエントリされており、「１
０１」というエントリアドレスを参照するとＦＦＦという終端を意味するコードが記録さ
れている。
【００７５】
　よって、アルバム２というファイルは、クラスタ１０、１１、１２、１００、１０１と
いうクラスタ領域を使用しており、データ領域のクラスタ１０、１１、１２を参照するこ
とでアルバム２というファイルの前半パートに対応するＡＴＲＡＣ３データが実際に記録
されている領域をアクセスすることができる。さらに、データ領域のクラスタ１００、１
０１を参照することでアルバム２というファイルの後半パートに対応するＡＴＲＡＣ３デ
ータが実際に記録されている領域をアクセスすることができる。
【００７６】
　最後に、アルバム３というファイル名のファイルを読み出す処理について説明する。ま
ず、アルバム３というファイル名が記録されたディレクトリエントリのクラスタ番号に記
録された「４」というアドレスに基づき、サブディレクトリ領域のこの番号のクラスタに
アクセスする。そして、アルバム３というファイル名が記録されたサブディレクトリエン
トリのクラスタ番号に記録された「１１０」というアドレスに基づいて、ＦＡＴ上のエン
トリアドレスを検索する。エントリアドレス１１０には、「１１１」というクラスタアド
レスがエントリされており、「１１１」というエントリアドレスを参照すると「ＦＦＦ」
という終端を意味するコードが記録されている。
【００７７】
　よって、アルバム３というファイルは、クラスタ１１０、１１１というクラスタ領域を
使用しており、データ領域のクラスタ１１０、１１１を参照することでアルバム３という
ＡＴＲＡＣ３データが実際に記録されている領域をアクセスすることができる。
【００７８】
　以上のようにＨＤ上で離散して記録されたデータファイルを連結してシーケンシャルに
再生することが可能となる。
【００７９】
　なお、上述した説明においては、便宜上、３つのサブディレクトリが、Ｒｏｏｔ　Ｄｉ
ｒｅｃｔｏｒｙ領域のディレクトリエントリに登録されている例について示したが、３以
上のサブディレクトリが登録されている場合も同様である。
【００８０】
　また、コントローラ１０５は、コントローラ３０２から供給される信号に基づき、ＨＤ
Ｄ１０４に記録するオーディオデータのアドレスポイントタなどをＨＤＤ１０４に格納す
る。例えば、コントローラ１０５は、コントローラ３０２から供給される信号に基づき、
トラックの開始ポインタおよび終了ポインタと、トラック情報とをＨＤＤ１０４に格納す
る。ここで、トラック情報は、例えば、トラック番号、フォルダー番号（仮想的スロット
番号）、演奏時間などから構成される。なお、フォルダー番号（仮想的スロット番号）は
、ＨＤＤ１０４に生成されたフォルダーの番号であり、このフォルダー（仮想的スロット
）の詳細については、後に示す。
【００８１】
　図１３は、この発明の一実施形態による音声入出力装置２０１の構成を示すブロック図
である。図１３に示すように、この音声入出力装置２０１は、Ｄ／Ａ変換器２０２、Ａ／
Ｄ変換器２０３、デジタルインタフェース（以下、デジタルＩ／Ｆ）２０４、Ｄ／Ａ変換
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器２０５およびスイッチ２０６から構成される。
【００８２】
　入力端子２０７、入力端子２０８、出力端子２０９および出力端子２１０が、それぞれ
、ケーブル（図示せず）を介して、外部機器などに接続される。
【００８３】
　入力端子２１１が、ケーブル４０５を介して、ＨＤ記録再生装置１０１が備える出力端
子１０７に接続される。出力端子２１２が、ケーブル４０６を介して、ＨＤ記録再生装置
１０１が備える入力端子１０８に接続される。出力端子２１３が、ケーブル４０７を介し
て、ＨＤ記録再生装置１０１が備える入力端子１０９に接続される。入力端子２１４が、
ケーブル４０４を介して、ＣＤチェンジャ１が備える出力端子４８に接続される。制御端
子２１５が、ケーブル４０３を介して、システムコントローラ３０１に対して接続される
。
【００８４】
　Ｄ／Ａ変換器２０２は、入力端子２１１に接続されたケーブル４０５を介してＨＤ記録
再生装置１０１から音声入出力装置２０１に供給されるデジタルオーディオ信号を、アナ
ログオーディオ信号に変換し、スイッチ２０６に供給する。
【００８５】
　Ａ／Ｄ２０３変換器は、入力端子２０７に接続されたケーブル（図示せず）を介して外
部機器などから音声入出力装置２０１に供給されるアナログオーディオ信号を、サンプリ
ング周波数４４．１ＫＨｚ、量子化ビット数１６ビットでデジタル化し、出力端子２１２
に接続されたケーブル４０６を介して、ＨＤ記録再生装置１０１に供給する。
【００８６】
　デジタルＩ／Ｆ２０４は、入力端子２０８に接続されたケーブル（図示せず）を介して
外部機器などから音声入出力装置２０１に供給されるデジタルオーディオ信号を、出力端
子２１３に接続されたケーブル４０７を介してＨＤ記録再生装置１０１に供給する。
【００８７】
　また、デジタルＩ／Ｆ２０４は、入力端子２１４に接続されたケーブル４０４を介して
ＣＤチェンジャ１から音声入出力装置２０１に供給されるデジタルオーディオ信号を、出
力端子２１３に接続されたケーブル４０７を介してＨＤ記録再生装置１０１に供給する。
これにより、ＣＤチェンジャ１から出力された、デジタル形態のＣＤ再生データを、ＨＤ
記録再生装置１０１に記録することができる。
【００８８】
　また、デジタルＩ／Ｆ２０４は、入力端子２１４に接続されたケーブル４０４を介して
ＣＤチェンジャ１から音声入出力装置２０１に供給されるデジタルオーディオ信号を、出
力端子２０９に接続されたケーブル（図示せず）を介して、外部機器などに出力する。こ
れにより、デジタル形態のＣＤ再生データを外部機器などに出力することができる。
【００８９】
　Ｄ／Ａ変換器２０５は、入力端子２１４に接続されたケーブル４０４を介してＣＤチェ
ンジャ１から音声入出力装置２０１に供給されるデジタルオーディオ信号を、アナログオ
ーディオ信号に変換し、スイッチ２０６に供給する。
【００９０】
　スイッチ２０６は、制御端子２１５に接続されたケーブル４０３を介して、システムコ
ントローラ３０１から音声入出力装置２０１に供給される信号に基づき制御される。具体
的には、ＣＤチェンジャ１の再生時には、スイッチ２０６は、制御端子２１５に接続され
たケーブル４０３を介して、システムコントローラ３０１から音声入出力装置２０１に供
給される信号に基づき、Ｄ／Ａ変換器２０５を選択する。これにより、Ｄ／Ａ変換器２０
５から出力されたアナログ信号が、出力端子２１０に供給される。
【００９１】
　また、ＨＤ記録再生装置１０１の再生時には、スイッチ２０６は、制御端子２１５に接
続されたケーブル４０３を介して、システムコントローラ３０１から音声入出力装置２０
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１に供給される信号に基づき、Ｄ／Ａ変換器２０２を選択する。すなわち、スイッチ２０
６は、Ｄ／Ａ変換器２０２から供給されるアナログオーディオ信号を、出力端子２１０に
供給する。
【００９２】
　図１４は、システムコントローラ３０１の構成を示すブロック図である。図１４に示す
ように、システムコントローラ３０１は、コントローラ３０２、表示装置３０３、操作装
置３０４およびファイル管理処理装置３０５から構成される。
【００９３】
　制御端子３０６は、ケーブル４０１を介して、ＣＤチェンジャ１が備える制御端子４９
に接続される。制御端子３０７は、ケーブル４０２を介して、ＨＤ記録再生装置１０１が
備える制御端子１１０に接続される。制御端子３０８は、ケーブル４０３を介して、音声
入出力装置２０１が備える制御端子２１５に接続される。
【００９４】
　コントローラ３０２は、マイクロコンピュータを備え、ＣＤチェンジャ１、ＨＤ記録再
生装置１０１、音声入出力装置２０１を制御する。具体的には、コントローラ３０２は、
操作装置３０４からコントローラ３０２に供給される信号に基づき、ＣＤチェンジャ１、
ＨＤ記録再生装置１０１、音声入出力装置２０１を制御する。また、コントローラ３０２
は、ＣＤチェンジャ１からシステムコントローラ３０１に供給される信号に基づき、ＨＤ
記録再生装置１０１を制御する。さらにまた、コントローラ３０２は、ＨＤ記録再生装置
１０１からシステムコントローラ３０１に供給される信号に基づき、ＣＤチェンジャ１を
制御する。
【００９５】
　コントローラ３０２は、例えば、ＣＤチェンジャ１に備えられたコントローラ４７から
供給されるＴＯＣ情報に基づき、トラックの記録開始時を判断する。そして、トラックの
記録開始時に、ＨＤＤ１０４に格納されるオーディオデータのアドレスポインタをＨＤＤ
１０４に格納するように、コントローラ１０５に命令する。なお、コントローラ３０２が
、ＣＤチェンジャ１に備えられたコントローラ４７から供給されるＰチャンネルに基づき
、トラックの記録開始時を判断するようにしてもかまわない。
【００９６】
　また、コントローラ３０２は、例えば、ＣＤチェンジャ１に備えられたコントローラ４
７から供給されるＴＯＣ情報に基づき、トラックの記録終了時を判断する。そして、トラ
ックの記録終了時に、ＨＤＤ１０４に格納されるオーディオデータのアドレスポインタを
ＨＤＤ１０４に格納するように、コントローラ１０５に命令する。なお、コントローラ３
０２が、ＣＤチェンジャ１に備えられたコントローラ４７から供給されるＰチャンネルに
基づき、トラックの記録終了時を判断するようにしてもかまわない。
【００９７】
　表示装置３０３は、例えば液晶ディスプレイやＦＬ管等で構成される表示装置である。
この表示装置３０３は、コントローラ３０２に対して接続され、コントローラ３０２から
供給される信号に基づき表示を行う。例えば、表示装置３０３は、コントローラ３０２か
ら供給される信号に基づき、ＣＤチェンジャ１に収納されたＣＤ６の総演奏時間、ＣＤチ
ェンジャ１で再生中の楽曲の経過時間、ＣＤチェンジャ１で再生中の楽曲の残り演奏時間
、ＣＤチェンジャ１に収納されたＣＤ６の全体の残り演奏時間などの時間情報、ＣＤチェ
ンジャ１で演奏中の楽曲のトラックナンバ、ＨＤ記録再生装置１０１に記録されたオーデ
ィオデータの総演奏時間、ＨＤ記録再生装置１０１で再生中の楽曲の経過時間、ＨＤ記録
再生装置１０１で再生中の楽曲の残り演奏時間、ＨＤ記録再生装置１０１に収納されたオ
ーディオデータの全体の残り演奏時間などの時間情報および、ＨＤ記録再生装置１０１で
演奏中の楽曲のトラックナンバなどを表示する。
【００９８】
　また、表示装置３０３は、ＣＤ６あるいはＨＤＤ１０４にアルバムネームやトラックネ
ームなどの情報が記録されている場合には、これらの情報も表示するようにしてもよい。
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なお、上述した表示装置３０３における情報の表示は、ＣＤチェンジャ１からシステムコ
ントローラ３０１に供給される情報に基づいて、あるいはＨＤ記録再生装置１０１からシ
ステムコントローラ３０１に供給される情報に基づいて行われる。
【００９９】
　操作装置３０４は、電源キー、イジェクトキー、再生キー、一時停止キー、停止キー、
選楽曲キー、録音キー、シンクロ録音キー、数字キー、プレイリスト登録キー、エンドキ
ー、エンターキー、キャンセルキー、ＪＯＧキーおよびメニューキーなどを備え、これら
のキーが押されると、その押されたキーに応じた信号が、コントローラ３０２に供給され
る。
【０１００】
　シンクロ録音キーは、シンクロ録音を行うためのキーである。シンクロ録音とは、再生
側に合わせて自動的に録音を始める／止める録音方法である。具体的には、シンクロ録音
キーを押すと、ＣＤチェンジャ１の再生が開始されるとともに、ＨＤ記録再生装置１０１
の録音も開始される。そして、ＣＤチェンジャ１の再生が停止すると、ＨＤ記録再生装置
１０１の録音も停止する。したがって、ＣＤチェンジャ１とＨＤ記録再生装置１０１との
それぞれを、ユーザが操作する手間を省き、ＣＤチェンジャ１で再生された音楽データを
、ＨＤ記録再生装置１０１に簡単に格納することができる。
【０１０１】
　プレイリスト登録キーは、プレイリストへの曲の登録を開始するためのものである。メ
ニューキーは、表示装置３０３にプレイリスト種類選択画面を表示させるためのものであ
る。
【０１０２】
　ＪＯＧキーは、ＣＤチェンジャ１に備えられたＪＯＧキー１７と同一のものであり、そ
の中央部に押しボタンスイッチを有する。
【０１０３】
　ファイル管理処理装置３０５は、コントローラ３０２に対して接続される。このファイ
ル管理処理装置３０５は、ＨＤＤ１０４内のファイル管理構造を制御する装置であり、例
えば次に示す処理を行う。
【０１０４】
　すなわち、ファイル管理処理装置３０５は、コントローラ３０２および１０５を介して
、ディスク収納ユニット３のスロット数に応じた数のフォルダーを、ＨＤＤ１０４内に予
め作成しておく。そして、ダビング時などには、各アルバムを、自動的に選択されるフォ
ルダーに格納する。
【０１０５】
　また、ファイル管理処理装置３０５は、上述したアルバム格納用のフォルダーに加え、
プレイリスト格納用のフォルダーを作成しておき、このフォルダーにプレイリストを格納
する。すなわち、プレイリストもアルバムと同様の管理下に置かれ、アルバムの一つとし
て管理される。これにより、この発明の一実施形態によるダビング装置では、アルバムと
プレイリストとを、別々に管理することなく、一元的に管理できる。
【０１０６】
　なお、この発明の一実施形態においては、ファイル管理処理装置３０５は、ＨＤＤ１０
４内に、アルバム格納用の１００個のフォルダーと、プレイリスト格納用の４個のフォル
ダーとを作成する。
【０１０７】
　また、ファイル管理処理装置３０５は、操作装置３０４からコントローラ３０２を介し
て供給される信号に基づき、プレイリストを作成あるいは更新する。プレイリストは、ユ
ーザが所望する曲を登録するためのものである。具体的には、ＨＤ記録再生装置１０１に
格納されたアルバムより好みの曲を選出し、プレイリストに登録することにより、好みの
曲のみを、登録順に再生したり、プログラムに基づいて再生したり、シャッフルして再生
したりすることができる。なお、プレイリストに登録されるのは、実際の音楽データでは
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なく、曲のタイトルおよびこの曲の実際の音楽データのありかを示したポインタなどであ
る。
【０１０８】
　なお、この発明の一実施形態においては、３種類のプレイリストが備えられている。す
なわち、最近聴いた曲から所定数の曲が登録されたプレイリスト（以下、再生履歴プレイ
リスト）、再生頻度が高い曲から所定数の曲が登録されたプレイリスト（以下、再生頻度
プレイリスト）およびユーザが全ての仮想的スロットから選び出した曲を登録したプレイ
リスト（以下、選択プレイリスト）が存在する。また、これらのプレイリスト種類の選択
は、システムコントローラ３０１の操作装置３０４に備えられたメニューキーを押し、表
示装置３０３に選択メニューを表示させ、このメニューから所望のメニューを選択するこ
とにより行われる。
【０１０９】
　また、ファイル管理処理装置３０５は、ＣＤチェンジャ１において再生ＣＤ６が交換さ
れる毎に、オーディオデータを格納するフォルダーを変更する。以下に、この発明の一実
施形態におけるダビング装置のフォルダーの変更処理について説明する。
【０１１０】
　この発明の一実施形態によるダビング装置では、ＣＤ６交換時に、ディスク再生ユニッ
ト（図示せず）に対してＣＤ６を脱着および装着する機械的な動作を必ず行うため、ＣＤ
６交換時には、無音が一定時間以上生じる。したがって、無音が一定期間以上続いている
か否かを検知することにより、ＣＤ６が交換されたか否かを判断できる。
【０１１１】
　図１５は、無音検知によるフォルダー変更処理の一例を説明するためのフローチャート
である。まず、ＣＤチェンジャ１に備えられたコントローラ４７が、ＥＦＭおよびＣＩＲ
Ｃデコード回路４６から出力端子４８に出力される信号の出力レベルが、一定値以下か否
かを判断する（ステップＳ１）。
【０１１２】
　そして、コントローラ４７が、ＥＦＭおよびＣＩＲＣデコード回路４６から出力端子４
８に出力される信号の出力レベルが、一定値以下であると判断した場合には、ケーブル４
０１を介して、システムコントローラ３０１のファイル管理処理装置３０５に、制御信号
を供給する（ステップＳ２）。この制御信号を受信したファイル管理処理装置３０５が、
コントローラ３０２およびコントローラ１０５を介して、ＨＤＤ１０４のフォルダーを変
更する（ステップＳ３）。
【０１１３】
　この発明の一実施形態においては、上述した処理によりフォルダーが切り換えられるが
、フォルダー変更処理は、この例に限られるものではない。例えば、次のような処理によ
り、フォルダーを変更するようにしてもかまわない。
【０１１４】
　たとえば、ＴＯＣ情報が読み出されたか否かに基づき、フォルダーが変更されるように
してもかまわない。ＣＤチェンジャ１は、ＣＤ６に記録された音楽データを読み出す際、
ＣＤ６のリードイントラックに記録されているＴＯＣ情報を、最初に読み出す。したがっ
て、ＴＯＣ情報が読み出されたか否かに基づき、ＣＤ６が交換されたか否かを判断するこ
とができる。具体的には、次のような処理により、ＨＤ記録再生装置１０１のフォルダー
が変更される。
【０１１５】
　図１６は、ＴＯＣ情報が読み出されたか否かに基づく、フォルダー変更処理の一例を説
明するためのフローチャートである。まず、ＣＤチェンジャ１に備えられたコントローラ
４７が、ＥＦＭおよびＣＩＲＣデコード回路４６から供給される信号に基づき、ＴＯＣ情
報が新たに読み出されたか否かを判断する（ステップＳ１１）。
【０１１６】
　そして、ＴＯＣ情報が新たに読み出されたと判断した場合には、ケーブル４０１を介し
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て、システムコントローラ３０１のファイル管理処理装置３０５に、制御信号を供給する
（ステップＳ１２）。この制御信号を受信したファイル管理処理装置３０５が、コントロ
ーラ３０２およびコントローラ１０５を介して、ＨＤＤ１０４のフォルダーを変更する（
ステップＳ１３）。
【０１１７】
　また、ＣＤ６から読み出されたＴＯＣ情報の総記憶時間容量などに基づき、フォルダー
が変更されるようにしてもかまわない。具体的には、次のような処理により、ＨＤ記録再
生装置１０１のフォルダーが変更される。
【０１１８】
　図１７は、ＴＯＣ情報の総記憶時間容量などに基づく、フォルダー変更処理の一例を説
明するためのフローチャートである。まず、コントローラ３０２が、ＣＤ６から読み出さ
れたＴＯＣ情報を受信し、このＴＯＣ情報に含まれるＰＭＩＮ部（絶対時間分成分部）お
よびＰＳＥＣ部（絶対時間秒成分部）などの情報を記録する（ステップＳ２１）。
【０１１９】
　そして、コントローラ３０２が、記録された時間情報を経過したか否かを判断する（ス
テップＳ２２）。記録された時間情報を経過したと判断した場合には、コントローラ３０
２は、制御信号をファイル管理処理装置３０５に送信する（ステップＳ２３）。この制御
信号を受信したファイル管理処理装置３０５が、コントローラ３０２およびコントローラ
１０５を介して、ＨＤＤ１０４のフォルダーを変更する（ステップＳ２４）。
【０１２０】
　また、システムコントローラ３０１が、ＣＤチェンジャ１の再生ＣＤを変更するととも
に、ＨＤ記録再生装置１０１のフォルダーを変更するように、ＣＤチェンジャ１およびＨ
Ｄ記録再生装置１０１をシーケンシャル制御するようにするようにしてもかまわない。具
体的には、次のような処理により、ＨＤ記録再生装置１０１のフォルダーが変更される。
【０１２１】
　図１８は、システムコントローラ３０１のシーケンシャル制御による、フォルダー変更
処理の一例を説明するためのフローチャートである。まず、コントローラ３０２が、ＣＤ
チェンジャ１からシステムコントローラ３０１に供給される信号に基づき、ＣＤ６の再生
が終了したか否かを判断する（ステップＳ３１）。
【０１２２】
　ＣＤ６の再生が終了したと判断した場合には、コントローラ３０２は、ファイル管理処
理装置３０５に制御信号を送信するとともに（ステップＳ３２）、ＣＤチェンジャ１の再
生ＣＤ６を交換する（ステップＳ３３）。制御信号を受信したファイル管理処理装置３０
５が、コントローラ３０２およびコントローラ１０５を介して、ＨＤＤ１０４のフォルダ
ーを変更する（ステップ３４）。
【０１２３】
　上述したように、ＣＤチェンジャ１からＨＤ記録再生装置１０１へのアルバムのダビン
グ操作が、シーケンシャル操作により行われる。したがって、ユーザには、ＣＤチェンジ
ャ１からＨＤ記録再生装置１０１へのアルバムのダビング操作が、自動的に行われている
ようにみえる。
【０１２４】
　図１９は、この発明の一実施形態によるダビング装置のファイル管理構造を説明するた
めのイメージ図である。なお、図１９においては、便宜上、ＣＤチェンジャ１に搭載され
た１６枚のアルバムを、それぞれ、ＨＤ記録再生装置１０１に備えられた１６個のフォル
ダーに格納する例が示されている。
【０１２５】
　図１９Ａは、ＣＤチェンジャ１が備えるディスク収納ユニット３に装填されたＣＤ６の
イメージを示した模式図である。図１９Ａに示すように、１６枚のアルバムが、ＣＤチェ
ンジャ１のスロット１から１６までに装填されている。
【０１２６】
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　図１９Ｂは、図１９Ａに示したＣＤチェンジャ１のアルバム格納イメージに合わせて、
ＨＤ記録再生装置１０１におけるファイル管理構造を示したイメージ図である。この発明
の一実施形態によるダビング装置では、ファイル管理処理装置３０５が、ＣＤチェンジャ
１のスロット数に応じた数のフォルダーをＨＤＤ１０４に作成するため、ユーザは、ＨＤ
Ｄ１０４内に、ＣＤ６を収納するような仮想的な箱、すなわち仮想的なスロットが存在す
るようにイメージすることができる。すなわち、この発明の一実施形態によるダビング装
置は、ＨＤＤ１０４内に、あたかもディスク収納ユニット３が存在するようなファイル管
理構造を有している。
【０１２７】
　これにより、ユーザは、ＣＤチェンジャ１に装填されたＣＤ６のオーディオデータをＨ
Ｄ記録再生装置１０１に格納後も、ＣＤチェンジャ１に装填されたＣＤ６の収納イメージ
を維持することができる。よって、ユーザは、あたかもＣＤチェンジャ１を操作している
かのように、ＨＤ記録再生装置１０１を操作できる。
【０１２８】
　次に、より具体的なファイル管理構造の例として、ファイル管理処理装置３０５により
、ＨＤＤ１０４に、フォルダー１００から１０４までの１０４個のフォルダーが作成され
ている場合を例として示す。なお、この例においては、フォルダー１から１００までの１
００個のフォルダーが、アルバム格納用フォルダーであり、フォルダー１０１から１０４
までの４個のフォルダーが、プレイリスト格納用フォルダーである。
【０１２９】
　図２０は、ファイル管理構造のイメージ図を、より具体的に示したものである。図２０
に示すように、ユーザは、ＨＤＤ１０４内に、仮想的な１０４のスロットをイメージでき
る。具体的には、１番目から１００番目までの１００個の仮想的スロットと、１０１番目
から１０４番目までの４個のプレイリストを収納するための仮想的スロットとをイメージ
できる。
【０１３０】
　図２０において、仮想的スロット１，２および３には、それぞれ、アルバム１，２およ
び３がすでに格納されている。ここで、アルバム１，２および３は、それぞれ、４つのト
ラック、３つのトラックおよび４つのトラックを有している。
【０１３１】
　また、仮想的スロット１０１および１０２には、それぞれ、プレイリスト１および２が
登録されている。プレイリスト１には、仮想的スロット１に格納されているアルバム１の
トラック１と、仮想的スロット２に格納されているアルバム２のトラック１および３とが
登録されている。一方、プレイリスト２には、仮想的スロット１に格納されているアルバ
ム１のトラック２および３と、仮想的スロット３に格納されているアルバム３のトラック
１とが登録されている。
【０１３２】
　図２１は、この発明の一実施形態によるデータベースの構造の一例を示す。このデータ
ベースにより管理されるデータは、全アルバムデータ、各アルバムデータ、各トラックデ
ータおよび再生頻度データの４つに分けられている。以下に、これらの各データについて
、データベースが図２０に示したファイル管理構造を有する場合を例として説明する。
【０１３３】
　図２１Ａは、全アルバムデータの構造を示す。全アルバムデータは、ＨＤ記録再生装置
１０１に格納されたアルバム全体に関するデータである。総容量は、ＨＤＤ１０４に格納
可能な容量であり、例えば２０Ｇあるいは４０Ｇなどである。なお、この発明の一実施形
態においては、総容量は、４０Ｇである。
【０１３４】
　フォルダー数は、ＨＤ記録再生装置１０１において作成された全フォルダー数である。
なお、このフォルダー数には、アルバムを格納するフォルダーの数と、プレイリストを格
納するフォルダーの数との両方が含まれる。これは、この発明の一実施形態によるダビン
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グ装置では、プレイリストもアルバムと同様の管理下に置かれ、アルバムの１つとして管
理されるためである。したがって、この発明の一実施形態において、フォルダー数は、１
０４である。
【０１３５】
　プレイリスト開始番号には、全フォルダーのうち、どのフォルダーからプレイリスト用
フォルダーが始まるかを示す番号である。このプレイリスト開始番号のフォルダーから最
終番号のフォルダーまでがプレイリスト用のフォルダーとして用いられる。この発明の一
実施形態においては、プレイリスト開始番号は、１０１である。すなわち、フォルダー１
０１からフォルダー１０４までがプレイリスト用のフォルダーとして用いられる。
【０１３６】
　この発明の一実施形態においては、プレイリスト開始番号のフォルダーから最終番号の
フォルダーまでをプレイリスト格納用のフォルダーとして割り当てる例が示されているが
、プレイリスト格納用のフォルダーの割り当ては、これに限られるものではない。例えば
、フォルダー開始番号のフォルダー（フォルダー１）から所定番号のフォルダーまでを、
プレイリスト格納用のフォルダーとして割り当ててもかまわない。また、全フォルダー中
の途中にある所定個数のフォルダーを、プレイリスト用のフォルダーとして割り当てても
かまわない。さらには、連続する番号のフォルダーを、プレイリスト用のフォルダーとし
て割り当てずに、ランダムに選ばれた番号のフォルダーを、プレイリスト用のフォルダー
として割り当ててもかまわない。なお、ランダムに選ばれた番号のフォルダーを、プレイ
リスト用のフォルダーとして割り当てる場合には、どのフォルダーがプレイリス用のフォ
ルダーかを識別できるようにする。具体的には、全アルバムデータが、上述したプレイリ
ス開始番号に換えて、プレイリストを格納するフォルダー番号をデータとして持つように
する。
【０１３７】
　全使用フォルダー総時間は、全てのフォルダー（フォルダー１から１００）に格納され
ているオーディオデータの総再生時間に関する時間情報であり、例えば、日、時間、分、
秒およびフレームなどからなる時間情報である。
【０１３８】
　全録音可能時間は、録音可能な時間に関する情報、すなわち、ＨＤ記録再生装置１０１
にあとどのくらいオーディオデータを格納できるかを示す時間情報であり、例えば、％（
ＨＤＤ１０４の空きの容量）、日、時間、分、秒およびフレームなどからなる時間情報で
ある。
【０１３９】
　全フォルダー空き情報は、各フォルダーが空いているか否かを示す情報である。具体的
には、各フォルダーが空いているか否かが、１ビットの情報により示される。すなわち、
フォルダーが空いている場合には０がセットされ、フォルダーが空いていない場合には１
がセットされる。この発明の一実施形態においては、全フォルダー空き情報は、１０４ビ
ットからなる情報であり、フォルダー１，２，３，１０１，１０２のビットが１にセット
され、それ以外のビットは０にセットされる。
【０１４０】
　アルバムポインタは、各アルバムデータがＨＤＤ１０４のＨＤ上のどの位置に割り当て
られているかを示したポインタである。この発明の一実施形態においては、１０４個のフ
ォルダーが設けられているため、アルバムポインタは、アルバム１ポインタ、アルバム２
ポインタ、・・・アルバム１０４ポインタからなる。
【０１４１】
　図２１Ｂは、各アルバムデータの構造を示す。各アルバムデータは、各フォルダーに格
納されたアルバム一つ一つに関するデータである。
【０１４２】
　フォルダー番号には、各フォルダーに割り当てられた番号が記録される。この発明の一
実施形態では、フォルダー番号として、１から１０４までの番号が用いられる。以下のデ
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ータは、このフォルダー番号に対応するフォルダーおよび、このフォルダーに格納された
アルバムに関するものである。
【０１４３】
　スタートトラック番号は、アルバムのトラックが、何番目から始まっているかを示す番
号である。なお。このスタートトラック番号は、通常、１に設定される。
【０１４４】
　ラストトラック番号は、アルバムのトラックが何番目で終わっているかを示す番号であ
る。なお、フォルダーに格納されたアルバムのトラック数は、ラストトラック番号からス
タートトラック番号を引き、1を足した数である。ただし、ラストトラック番号とスター
トトラック番号とが０であるときは、トラック数は０である。
【０１４５】
　総時間は、アルバムに格納されているオーディオデータを再生するのに要する総再生時
間である。この総時間は、例えば、日、時間、分、秒およびフレームなどからなる時間情
報である。
【０１４６】
　記録日時は、アルバムが格納された日時に関する時間情報あるいは、後述するネームが
格納された日時に関する時間情報である。この記録日時は、例えば、年、月、日、時、分
および秒などからなる時間情報である。
【０１４７】
　ネームは、フォルダーにつけられた名前である。アーティストは、フォルダーにつけら
れたアーティスト名である。例えば、これらネームおよびアーティストは、ユーザにより
登録される。具体的には、ＣＤチェンジャ１からＨＤ記録再生装置１０１にオーディオデ
ータ格納前に、オーディオデータ格納中にあるいはオーディオデータ格納後に、システム
コントローラ３０１に備えられた操作装置３０４を用いて、ネームおよびアーティストの
登録が行われる。
【０１４８】
　ハイライトトラックは、アルバムのトラックの中で代表となるトラックである。ユーザ
は、フォルダーに格納されているアルバムからハイライトトラックを再生することにより
、所望のアルバムを容易に検索できる。
【０１４９】
　トラックポインタは、アルバムの各トラックデータがＨＤＤ１０６上のどの位置に割り
当てられているかを示したポインタである。このトラックポインタは、トラック１ポイン
タ、トラック２ポインタ、・・・からなる。
【０１５０】
　図２１Ｃは、各トラックデータの構造を示す。各トラックデータは、各フォルダーに格
納されたアルバムのトラック一つ一つに関するデータである。
【０１５１】
　所属フォルダー番号は、トラックが所属するフォルダー番号である。この発明の一実施
形態においては、このフォルダー番号は、１から１００までの番号である。
【０１５２】
　トラック番号は、フォルダーに格納されたアルバムのトラック中でのトラック番号であ
る。
【０１５３】
　総時間は、トラックのオーディオデータの総再生時間であり、例えば、日、時間、分、
秒およびフレームなどからなる時間情報である。
【０１５４】
　記録日時は、ＣＤチェンジャ１からＨＤ記録再生装置１０１にトラックのオーディオデ
ータが格納された日時であり、例えば、年、月、日、時、分および秒などからなる。
【０１５５】
　ネームは、トラックにつけられた名前である。アーティストは、トラックにつけられた
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アーティスト名である。例えば、これらネームおよびアーティストは、ユーザにより登録
される。具体的には、ＣＤチェンジャ１からＨＤ記録再生装置１０１にオーディオデータ
格納前に、オーディオデータ格納中にあるいはオーディオデータ格納後に、システムコン
トローラ３０１に備えられた操作装置３０４を用いて、ネームおよびアーティストの登録
が行われる。
【０１５６】
　アクセス日時には、一番最近にこのトラックにアクセスした日時であり、例えば、年、
月、日、時、分および秒などからなる日時情報である。この情報を用いることにより、ユ
ーザは、最近よく聞いた楽曲などを容易に検索できる。なお、このアクセス日時は、上述
した再生履歴プレイリストを作成する際に用いられる。
【０１５７】
　ハイライトポイントは、ハイライトとなる部分の位置情報であり、具体的には、スター
トポイントとエンドポイントとからなる。なお、ハイライトとは、例えばコンテンツが音
楽ソースである場合には、曲の前奏部分、間奏部分、後奏部分およびクライマックス部分
などの曲全体の特徴が印象付けられる部分である。また、コンテンツが音楽ソースの場合
には、場面のクライマックスシーン部分が、ハイライトに該当する。なお、ハイライトは
、ダイジェスト、クライマックス、さびという同義語でも定義付けられる。したがって、
このハイライトポイントを用いて、フォルダー内に格納された各トラック中の代表となる
部分を再生することで、ユーザは、複数のトラックから所望の楽曲を容易に検索すること
ができる。
【０１５８】
　ＩＳＲＣ（International-Standard-Recording-Code）データは、音楽ソフトウェアに
付ける国際標準の識別コードである。なお、ＩＳＲＣは、光ディスクに記録された各楽曲
に固有なコードである。
【０１５９】
　図２１Ｄは、再生頻度データの構成を示す。この再生頻度データは、ＨＤ記録再生装置
１０１に格納されたアルバムのトラックの再生頻度を示すデータ、すなわち再生回数を示
すデータである。この発明の一実施形態においては、再生頻度データは、所属フォルダー
番号、トラック番号および再生頻度回数から構成される。ここでは、各トラックの再生頻
度データが、再生頻度が高いものから順に、１からソートされて格納されている。よって
、再生頻度を簡単に把握することができる。なお、この再生頻度データは、上述した再生
頻度プレイリストを作成し、管理する際に用いられている。
【０１６０】
　所属フォルダー番号は、トラックが所属するフォルダーの番号である。トラック番号は
、フォルダーに格納されたアルバム内でのトラックの番号である。再生頻度回数は、トラ
ックの再生回数である。
【０１６１】
　図２２は、アルバムのハイライトおよびアルバムの各トラックのハイライトを説明する
ためのものである。ここでは、例として、ＨＤ記録再生装置１０１のフォルダ１（仮想的
スロット１）に格納されたアルバム１の各トラックと、フォルダ２（仮想的スロット２）
に格納されたアルバム２の各トラックとを示す。なお、アルバムのハイライトとは、アル
バムのハイライトトラック（代表曲）のハイライトである。
【０１６２】
　図２２Ａは、アルバム１の各トラックのハイライトを示す。図２２Ａに示すように、ア
ルバム１は、トラック１，２，３，４および５から構成される。これらの各トラックのハ
イライトは、ぞれぞれ、図２２Ａにおいて斜線で示した位置に設定されている。アルバム
１のハイライトトラックは、トラック３である。したがって、アルバム１のハイライトは
、トラック３のハイライトである。
【０１６３】
　図２２Ｂは、アルバム２の各トラックのハイライトを示す。図２２Ｂに示すように、ア
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ルバム２は、トラック１，２，３，４および５から構成される。これらの各トラックのハ
イライトは、ぞれぞれ、図２２Ｂにおいて斜線で示した位置に設定されている。アルバム
２のハイライトトラックは、トラック１である。したがって、アルバム２のハイライトは
、トラック３のハイライトである。
【０１６４】
　なお、この発明の一実施形態によるダビング装置では、ＨＤ記録再生装置１０１に格納
された各アルバムのハイライトを、フォルダー番号順（仮想的スロット番号順）に順次再
生するアルバムハイライトスキャン再生と、アルバムに含まれる各トラックのハイライト
を、トラック番号順に順次再生するトラックハイライトスキャン再生とを行うことができ
る。
【０１６５】
　この発明の一実施形態によるダビング装置では、ハイライトを登録する登録モードとし
て、３つのモードが備えられている。すなわち、単一のキー操作により、ハイライトを登
録することができる登録モード（以下、登録モード１）と、ハイライトとして登録する部
分を、登録前に確認することができる登録モード（以下、登録モード２）と、ハイライト
として登録する部分を、登録前に確認し、微調整を行うことができる登録モード（以下、
登録モード３）とが備えられている。なお、これらの登録モードは、システムコントロー
ラ３０１に備えられた操作装置３０４により切り換えられるようにしてもかまわない。以
下に、フローチャートを用いて、これらの登録モードを用いたハイライトの登録操作およ
び処理について説明する。なお、以下の説明では、例として、ＨＤ記録再生装置１０１の
フォルダ－１（仮想的スロット１）に格納されたアルバム１に含まれるトラック３のハイ
ライトを登録する場合について説明する。
【０１６６】
　図２３は、登録モード１におけるハイライト登録の操作および処理を説明するためのフ
ローチャートである。まず、ハイライトとして登録したいアルバム１のトラック３を再生
する（ステップ１０１）。
【０１６７】
　そして、トラック３のハイライトとして登録したい部分が再生されると同時に、システ
ムコントローラ３０１の操作装置３０３に備えられたハイライトキーを押す（スロットＳ
１０２）。これにより、図２１に示したデータベースの情報が書き替えられる。すなわち
、図２１Ｂに示した、フォルダー番号１のアルバムデータのハイライトトラックに、トラ
ック３が記録されるとともに、所属スロット番号１、トラック番号３のトラックデータの
ハイライトポイントに、ステップ１０２において指示されたハイライトのハイライトポイ
ントが、すなわちステップ１０２において指示されたハイライトのスタートポイントとエ
ンドポイントとが記録される（ステップ１０３）。ここでは、ハイライトキーを押した時
に再生されていたデータの位置情報が、スタートポイントとなり、ハイライトキーを押し
てから１０秒後に再生されるデータの位置情報が、エンドポイントとなる。すなわち、ハ
イライトとして登録される曲の長さは、１０秒間である。
【０１６８】
　上述した説明では、ハイライトキーを押してから１０秒後に再生されるデータの位置情
報が、エンドポイントとなる例について示したが、この時間を設定により変更できるよう
にしてもかまわない。すなわち、ハイライトとして登録される曲の長さをユーザが、自由
に設定できるようにしてもかまわない。
【０１６９】
　図２４は、登録モード２におけるハイライト登録の操作および処理を説明するためのフ
ローチャートである。まず、ハイライトとして登録したいアルバム１のトラック３を再生
する（ステップ１１１）。
【０１７０】
　次に、トラック３のハイライトとして登録したい部分が再生されると同時に、システム
コントローラ３０１の操作装置３０３に備えられたハイライトキーを押す（ステップ１１
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２）。これにより、ハイライトキーの押圧に応じた信号が、操作装置３０３よりコントロ
ーラ３０２に送信され、この信号を受信したコントローラ３０２が、ハイライトキーが押
されたことをＨＤ記録再生装置１０１に知らせる信号を、ＨＤ記録再生装置１０１のコン
トローラ１０５に送信する。そして、この信号を受信したコントローラ１０５が、ステッ
プ１１２において指示されたハイライトのハイライトポイントを、すなわちステップ１１
２において指示されたハイライトのスタートポイントとエンドポイントとを、コントロー
ラ１０５に備えられた記憶装置に記憶する。ここでは、ハイライトキーを押した時に再生
されていたデータの位置情報が、スタートポイントとなり、ハイライトキーを押してから
１０秒後に再生されるデータの位置情報が、エンドポイントとなる。すなわち、ハイライ
トとして登録される曲の長さは、１０秒間である。
【０１７１】
　次に、コントローラ１０５が、コントローラ１０５の記憶装置に記憶されたハイライト
のスタートポイントとエンドポイントとに基づき、ＨＤＤ１０４からオーディオデータを
読み出すことにより、ステップ１０２において設定したハイライトが繰り返し再生（以下
、リハーサル再生）される（ステップ１１３）。
【０１７２】
　次に、ユーザは、ステップ１１３でリハーサル再生されたハイライトが、登録を所望す
るものであるか否かを確認する（ステップ１１４）。ステップ１１３で再生されたハイラ
イトが、登録を所望するものである場合には、エンターキーを押す。これにより、図２１
に示したデータベースの情報が書き替えられる。すなわち、図２１Ｂに示した、フォルダ
ー番号１のアルバムデータのハイライトトラックに、トラック３が記録されるとともに、
所属スロット番号１、トラック番号３のトラックデータのハイライトポイントに、ステッ
プ１１２において指示されたハイライトのハイライトポイントが、すなわちステップ１１
２において指示されたハイライトのスタートポイントとエンドポイントとが記録される（
ステップ１１５）。
【０１７３】
　ステップ１１３で再生されたハイライトが、登録を所望するものでない場合には、キャ
ンセルキーを押す。これにより、アルバム１のトラック３が始めから再び再生される。
【０１７４】
　なお、エンドキーあるいはキャンセルキーを押すことにより、ハイライト登録操作を登
録途中で終了できるようにしてもかまわない。また、上述した例では、ステップ１１３で
再生されたハイライトが、登録を所望するものでない場合には、キャンセルキーを押すこ
とにより、トラックが始めから再生される例について示したが、ステップ１１２において
設定されたスタートポイントに対応する曲部分から所定秒前の曲部分から再生されるよう
にしてもかまわない。
【０１７５】
　なお、上述した例では、ハイライトキーを押してから１０秒後に再生されるデータの位
置情報が、エンドポイントとなる例について示したが、この時間を設定により変更できる
ようにしてもかまわない。すなわち、ハイライトとして登録される曲の長さをユーザが、
自由に設定できるようにしてもかまわない。
【０１７６】
　また、上述した例では、スタートポイントとエンドポイントとが、ＨＤ記録再生装置１
０１のコントローラ１０５が備える記憶装置に格納される例について示したが、こられの
ポイントにより挟まれたオーディオデータが格納されるようにしてもかまわない。すなわ
ち、リハーサル再生が、コントローラ１０５に備えられた記憶装置から、オーディオデー
タを読み出すことにより行われるようにしてもかまわない。
【０１７７】
　上述したように、この発明の一実施形態によるダビング装置においては、ハイライト登
録前に、リハーサル再生を行えるので、ユーザは、所望する部分がハイライトとして設定
されているか否かを確認できる。また、ハイライトを確認後、所望する部分がハイライト
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として設定されていない場合には、ハイライトとして登録したいトラックを再び再生し、
ハイライト登録をやり直すことができるので、ハイライトの再設定を容易に行うことがで
きる。
【０１７８】
　図２５は、登録モード３におけるハイライト登録の操作および処理を説明するためのフ
ローチャートである。まず、ハイライトとして登録したいアルバム１のトラック３を再生
する（ステップ１２１）。
【０１７９】
　次に、トラック３のハイライトとして登録したい部分の先頭部分が再生されると同時に
、システムコントローラ３０１の操作装置３０３に備えられたハイライトキーあるいはＪ
ＯＧキーの押しボタンスイッチを押す（ステップ１２２）。これにより、ハイライトキー
あるいはＪＯＧキーの押しボタンスイッチの押圧に応じた信号が、操作装置３０３よりコ
ントローラ３０２に送信され、この信号を受信したコントローラ３０２が、ハイライトキ
ーあるいはＪＯＧキーの押しボタンスイッチが押されたことをＨＤ記録再生装置１０１に
知らせる信号を、ＨＤ記録再生装置１０１のコントローラ１０５に送信する。そして、こ
の信号を受信したコントローラ１０５が、ステップ１２２において指示されたハイライト
のスタートポイントを、コントローラ１０５に備えられた記憶装置に記憶する。ここでは
、ハイライトキーあるいはＪＯＧキーの押しボタンスイッチを押した時に再生されていた
データの位置情報が、スタートポイントとなる。
【０１８０】
　次に、ステップ１０３において、コントローラ３０２に備えられた記憶装置に記憶され
たスタートポイントと、そこから数秒後のポイントとに挟まれるオーディオデータが、す
なわち、図２６Ａに示したトラック中の斜線部が、リハーサル再生される。（ステップ１
２３）。なお、この発明の一実施形態においては、記憶装置に記憶されたスタートポイン
トと、そこから５数秒後のポイントとに挟まれるオーディオデータがリハーサル再生され
る。
【０１８１】
　次に、ＦＦキー、ＦＲキーを操作し、表示装置３０３に表示された時、分、秒およびフ
レームのうち、調整を所望する部分にカーソルを移動した後、ＪＯＧキーを回し、所望の
値に数値を変更する。（ステップＳ１２４）。
【０１８２】
　次に、リハーサル再生を聴取することにより、ハイライトのスタートポイントが、所望
の位置に設定されたかいなかを判断する（ステップ１２５）。所望の位置に設定されてい
る場合には、キャンセルキーを押す。これにより、ステップ１２３に戻り、コントローラ
３０２に備えられた記憶装置に記憶されたスタートポイントと、そこから数秒後のポイン
トとに挟まれるオーディオデータが、すなわち、図２６Ａに示したトラック中の斜線部が
、リハーサル再生される。
【０１８３】
　所望の位置に設定されている場合には、エンターキーを押す。これによりポイントＡか
ら再生が始まるとともに（ステップ１２６）、ハイライトの終了部をユーザに促す表示"
エンドポイント？"を、システムコントローラ２０１の表示装置３０３に表示される（ス
テップ１２７）。
【０１８４】
　次に、ハイライトとして登録したい部分の終了部が再生されたら、操作装置３０３に備
えられたハイライトキーあるいはＪＯＧキーの押しボタンスイッチを押す（ステップ１２
８）。これにより、ハイライトキーあるいはＪＯＧキーの押しボタンスイッチの押圧に応
じた信号が、操作装置３０３よりコントローラ３０２に送信され、この信号を受信したコ
ントローラ３０２が、ハイライトキーあるいはＪＯＧキーの押しボタンスイッチが押され
たことをＨＤ記録再生装置１０１に知らせる信号を、ＨＤ記録再生装置１０１のコントロ
ーラ１０５に送信する。そして、この信号を受信したコントローラ１０５が、ステップ１
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２８において指示されたハイライトのエンドポイントを、コントローラ１０５に備えられ
た記憶装置に記憶する。ここでは、ハイライトキーあるいはＪＯＧキーの押しボタンスイ
ッチを押した時に再生されていたデータの位置情報が、エンドポイントとなる。
【０１８５】
　次に、コントローラ１０５に備えられた記憶装置に記憶されたスタートポイントと、そ
こから数秒前のポイントとに挟まれるオーディオデータが、すなわち、図２６Ｂに示した
トラック中の斜線部が、リハーサル再生される（ステップＳ１２９）。なお、この発明の
一実施形態においては、記憶装置に記憶されたスタートポイントと、そこから５数秒後の
ポイントとに挟まれるオーディオデータがリハーサル再生される。
【０１８６】
　次に、ＦＦキー、ＦＲキーを操作し、表示装置３０３に表示された時、分、秒およびフ
レームのうち、調整を所望する部分にカーソルを移動した後、ＪＯＧキーを回し、所望の
値に数値を変更する。（ステップＳ１３０）。
【０１８７】
　次に、リハーサル再生を聴取することにより、ハイライトのエンドポイントが、所望の
位置に設定されたかいなかを判断する（ステップ１３１）。所望の位置に設定されている
場合には、キャンセルキーを押す。これにより、ステップ１３０に戻り、コントローラ１
０５に備えられた記憶装置に記憶されたスタートポイントと、そこから数秒前のポイント
とに挟まれるオーディオデータが、すなわち、図２６Ｂに示したトラック中の斜線部が、
リハーサル再生される
【０１８８】
　所望の位置に設定されている場合には、エンターキーを押す。これにより、図２１に示
したデータベースの情報が書き替えられる。すなわち、図２１Ｂに示した、スロット番号
が１番のスロットのハイライトトラックに、トラック３が記録されるとともに、所属スロ
ット番号が３番のトラックデータのハイライトポイントに、ステップ１２４および１３０
において微調整されたハイライトのハイライトポイントが、すなわち図２６Ｃに示したエ
ンドポイントとスタートポイントとが記録される（ステップ１３２）。
【０１８９】
　なお、上述した例では、スタートポイントが、コントローラ１０５が備える記憶装置に
格納される例について示したが、スタートポイントと、そこから数秒後のポイントとに挟
まれるオーディオデータが記憶装置に格納されるようにしてもかまわない。すなわち、リ
ハーサル再生が、コントローラ１０５に備えられた記憶装置から、オーディオデータを読
み出すことにより行われるようにしてもかまわない。
【０１９０】
　また、上述した例では、エンドポイントが、コントローラ１０５が備える記憶装置に格
納される例について示したが、エンドポイントと、そこから数秒前のポイントとに挟まれ
るオーディオデータが記憶装置に格納されるようにしてもかまわない。すなわち、リハー
サル再生が、コントローラ１０５に備えられた記憶装置から、オーディオデータを読み出
すことにより行われるようにしてもかまわない。
【０１９１】
　上述したように、この発明の一実施形態によるダビング装置では、ハイライトとして登
録するスタートポイントおよびエンドポイントの両ポイントの微妙な修正を行うことがで
きる。また、スタートポイントばかりではなく、エンドポイントも自由に設定できるので
、ハイライトの長さを自由に設定することができる。
【０１９２】
　なお、この発明の一実施形態によるダビング装置では、上述した３つの登録モードを用
いて、トラックのハイライトを登録すると、この登録したトラックが、アルバムのハイラ
イトトラックに自動的になるように設定されている。すなわち、トラックのハイライトを
登録するたびに、アルバムのハイライトトラックは自動的に更新されように設定されてい
る。
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【０１９３】
　この発明の一実施形態によるダビング装置では、上述のようにして登録されたハイライ
トを用いて、所望のアルバムあるいは所望のトラックを検索することができる。なお、こ
の発明の一実施形態によるダビング装置では、３つの検索モードが備えられている。すな
わち、複数のアルバムから所望のアルバムを検索する第１の検索モードとしてのアルバム
検索モードと、選択されているアルバム（カレントアルバム）から所望のトラックを検索
する第２の検索モードとしてのトラック検索モードと、複数のアルバムから所望のトラッ
クを検索する第３の検索モードとしてのアルバム＆トラック検索モードとが備えられてい
る。なお、アルバム＆トラック検索モードは、アルバム検索モードとトラック検索モード
とを組み合わせた検索モードである。
【０１９４】
　図２７は、この発明の一実施形態によるダビング装置におけるアルバム＆トラック検索
モードの検索処理のイメージを示す。なお、図２７は、例として、ユーザが所望するトラ
ックが、フォルダー３（仮想的スロット３）に格納されたアルバム３のトラックである場
合の検索処理のイメージを示している。
【０１９５】
　所望するトラックを見つけ出すためには、まず、アルバムハイライトスキャン再生を行
う。具体的には、図２７Ａに示すように、アルバム１のハイライトトラックのハイライト
、アルバム２のハイライトトラックのハイライト、・・・を、順次再生する再生する
【０１９６】
　アルバムハイライトスキャン再生中に所望のアルバムが見つかった場合には、トラック
ハイライトスキャン再生を行う。具体的には、図２７Ｂに示すように、トラック１のハイ
ライト、トラック２のハイライト、トラック３のハイライト、・・・を、順次再生する。
【０１９７】
　上述したような処理により、複数のアルバムの中から所望のトラックを見つけ出すこと
ができる。所望するトラックが見つかった場合には、そのトラックを再生するばかりでは
なく、システムコントローラ３０１に備えられたプレイリスト登録キーなどを操作するこ
とにより、プレイリストに登録することもできる。
【０１９８】
　図２８および２９は、この発明の一実施形態によりダビング装置における、ハイライト
検索の操作および処理を説明するためのフローチャートである。
【０１９９】
　まず、ハイライト検索が開始したら、メニューキーを押し、システムコントローラの表
示装置３０３に、検索メニュー画面を表示させる（ステップ１４１）。
【０２００】
　次に、検索メニュー画面に表示されたメニューの中から、すなわち"アルバム検索モー
ド"、"トラック検索モード"および"アルバム＆トラック検索モード"の中から所望の検索
モードを選択する（ステップ１４２）。
【０２０１】
　ステップＳ１４２において、検索モードとして"アルバム検索モード"を選択した場合に
は、システムコントローラ３０１に備えられたハイライトキーを押し（ステップ１４３）
、アルバムハイライトスキャン再生を開始する（ステップ１４４）。これにより、アルバ
ムのハイライトが、フォルダー番号順（仮想的スロット番号順）に再生される。
【０２０２】
　次に、ＨＤＤ記録再生値１０１で再生されるアルバムのハイライトを聴取し、所望する
アルバムが再生されているか否かを判断する（ステップ１４５）。所望するアルバムが再
生されている場合には、システムコントローラ３０１に備えられたＹＥＳキーあるいはエ
ンターキーなどを押す。これにより、所望するアルバムが、はじめのトラックから再生さ
れる（ステップ１４６）。所望するアルバムが再生されていない場合には、次のアルバム
のハイライトを聴取する。なお、ステップ１４５において、アルバムハイライトスキャン
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再生を終了したい場合、あるいは所望のアルバムのハイライトの再生が過ぎてしまった場
合には、ＮＯキーあるいはキャンセルキーなどにより、アルバムハイライトスキャン再生
を終了するようにしてもよい。
【０２０３】
　ステップＳ１４２において、検索モードとして"トラック検索モード"を選択した場合に
は、システムコントローラ３０１に備えられた数字キーなどにより、検索を所望するアル
バムのトラックを選択した後、システムコントローラ３０１に備えられたハイライトキー
を押し（ステップ１４７）、トラックハイライトスキャン再生を開始する（ステップ１４
８）。これにより、ステップ１４７で選択されたアルバム（カレントアルバム）に含まれ
る各トラックのハイライトが、トラック番号順に再生される。
【０２０４】
　次に、ＨＤＤ記録再生値１０１で再生されるアルバムの各トラックのハイライトを聴取
し、所望するトラックが再生されているか否かを判断する（ステップ１４９）。所望する
トラックが再生されている場合には、システムコントローラ３０１に備えられたＹＥＳキ
ーあるいはエンターキーなどを押す。これにより、所望するトラックが、はじめから再生
される（ステップ１５０）。所望するトラックが再生されていない場合には、次のトラッ
クのハイライトを聴取する。なお、ステップ１４９において、トラックハイライトスキャ
ン再生を終了したい場合、あるいは所望のトラックのハイライトの再生が過ぎてしまった
場合には、ＮＯキーあるいはキャンセルキーなどにより、トラックハイライトスキャン再
生を終了するようにしてもよい。
【０２０５】
　ステップＳ１４２において、検索モードとして"アルバム＆トラック検索モード"を選択
した場合には、システムコントローラ３０１に備えられたハイライトキーを押し（ステッ
プ１５１）、アルバムハイライトスキャン再生を開始する（ステップ１５２）。これによ
り、各アルバムのハイライトが、フォルダー番号順（仮想的スロット番号順）に再生され
る。
【０２０６】
　次に、ＨＤＤ記録再生値１０１で再生されるアルバムのハイライトを聴取し、所望する
アルバムが再生されているか否かを判断する（ステップ１５３）。所望するアルバムが再
生されている場合には、システムコントローラ３０１に備えられたＹＥＳキーあるいはエ
ンターキーを押す。これにより、トラックハイライトスキャン再生が開始され、所望する
アルバムに含まれるトラックが、トラック番号順に順次再生される（ステップ１５４）。
所望するアルバムが再生されていない場合には、次のアルバムのハイライトを聴取する。
なお、ステップ１５３において、アルバムハイライトスキャン再生を終了したい場合、あ
るいは所望のアルバムのハイライトの再生が過ぎてしまった場合には、ＮＯキーあるいは
キャンセルキーなどにより、アルバムハイライトスキャン再生を終了するようにしてもよ
い。
【０２０７】
　次に、ステップ１５３で選択されたアルバムに含まれる各トラックのハイライトを聴取
し、所望するトラックが再生されているか否かを判断する（ステップ１５５）。所望する
トラックが再生されている場合には、システムコントローラ３０１に備えられたＹＥＳキ
ーあるいはエンターキーを押す。これにより、所望するトラックが、はじめから再生され
る（ステップ１５６）。所望するトラックが再生されていない場合には、次のトラックの
ハイライトを聴取する。なお、ステップ１４５において、トラックハイライトスキャン再
生を終了したい場合、あるいは所望のトラックのハイライトの再生が過ぎてしまった場合
には、キャンセルキーにより、トラックハイライトスキャン再生を終了するようにしても
よい。
【０２０８】
　次に、アルバム検索モード、トラック検索モードあるいはアルバム＆トラック検索モー
ドにより、検索されたアルバムあるいはトラックを、プレイリストに登録するか否かを判
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断する（ステップ１５７）。プレイリストに登録しない場合には、操作および処理は終了
となる。
【０２０９】
　プレイリストに登録する場合には、システムコントローラ３０１の操作装置３０４に備
えられたプレイリスト登録キーを押す（ステップ１５８）。これにより、プレイリストへ
の登録が開始され、システムコントローラ３０１の表示装置３０３に、プレイリスト登録
先フォルダーのフォルダー番号選択をユーザに促す表示、すなわちプレイリスト登録先仮
想的スロットのスロット番号選択をユーザに促す表示"登録先プレイリストスロット？"が
表示される（ステップ１５９）。
【０２１０】
　次に、システムコントローラ３０１の操作装置３０４を用いて、プレイリスト格納用の
仮想的スロットとして、ＨＤ記録再生装置１０１のフォルダー番号、すなわち仮想的スロ
ットのスロット番号を選択する（ステップ１６０）。これにより、ステップ１６０で選択
したフォルダーに（仮想的スロット）にプレイリストが作成されるとともに、あるいはス
テップ１６０で選択したフォルダーに（仮想的スロット）に作成されているプレイリスト
が更新されるとともに、図２１に示したデータベースが再構築され（ステップ１６１）、
プレイリストの登録は終了となる。
【０２１１】
　次に、この発明の一実施形態によるダビング装置におけるトラック編集処理について説
明する。この発明の一実施形態によるダビング装置においては、トラック編集処理として
、削除編集処理、分割編集処理、移動編集処理および連結編集処理が可能である。以下、
これらの編集処理について、図３０から３４を用いて順次説明する。なお、図３０から３
４において、実線で囲まれた図は、編集処理前のアルバムの各トラックを示すものであり
、破線で囲まれた図は、編集処理後のアルバムの各トラックを示すものである。
【０２１２】
　この発明の一実施形態によるダビング装置では、トラックのハイライトが設定されてい
ない場合には、トラックの始めの数秒が、例えば１０秒が、トラックのハイライトとして
設定される。これにより、トラックハイラトイスキャン再生により、全てのトラックのハ
イライトを聴取することができるようになるばかりではなく、トラックを分割した場合に
も、ハイライトが自動的に設定されるようにできる。
【０２１３】
　また、この発明の一実施形態によるダビング装置では、アルバムのハイライトトラック
（代表曲）がない場合には、トラック１がハイライトトラックとして設定される。これに
より、アルバムハイライトスキャン再生により、全てのアルバムのハイライトを聴取する
ことができるようになるばかりではなく、アルバムのハイライトトラックが削除された場
合にも、アルバムのハイライトを常に残すことができる。
【０２１４】
　図３０は、この発明の一実施形態によるダビング装置における削除編集処理を説明する
ためのものである。ここでは、例として、アルバムがトラック１，２，３，４および５か
らなる場合を示す。
【０２１５】
　図３０Ａは、削除編集処理前におけるアルバムの各トラックのイメージを示す。トラッ
ク１，２，３，４，５は、それぞれ、ｍｕｓｉｃＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅであり、各トラック
のハイライトは、図３０Ａ中の斜線部で示す位置に設定されている。なお、アルバムのハ
イライトトラックは、トラック３である。
【０２１６】
　図３０Ｂは、ハイライトトラックではないトラックを削除する削除編集処理後における
各トラックイメージを示す。ここでは、例として、図３０Ａに示したトラック２（ｍｕｓ
ｉｃＢ）を削除する削除編集処理後における各トラックのイメージを示す。図３０Ｂに示
すように、図３０Ａに示したトラック２（ｍｕｓｉｃＢ）を削除した場合には、トラック
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番号３以降のｍｕｓｉｃのトラック番号が繰り下がり、ｍｕｓｉｃＣ、Ｄ、Ｅが、それぞ
れ、図３０Ｂに示したトラック２、３、４になる。そして、アルバムのハイライトトラッ
クは、トラック２（ｍｕｓｉｃＣ）になる。なお、上述したように、ｍｕｓｉｃＣ、Ｄお
よびＥのトラック番号は変わるが、ハイライトトラックのｍｕｓｉｃは、ｍｕｓｉｃＣの
まま変わらない。
【０２１７】
　図３０Ｃは、ハイライトトラックを削除する削除編集処理後における各トラックのイメ
ージを示す。ここでは、例として、図３０Ａに示したトラック３（ｍｕｓｉｃＣ）がハイ
ライトトラックである場合を例として示す。図３０Ｃに示すように、ハイライトトラック
であるトラック３（ｍｕｓｉｃＣ）を削除した場合には、トラック番号４以降のｍｕｓｉ
ｃのトラック番号が繰り下がり、ｍｕｓｉｃＤ、Ｅが、それぞれ、図３０Ｂに示したトラ
ック３、４になる。さらに、図３０Ａに示したアルバムのハイライトトラックがなくなる
ため、アルバムのハイライトトラックは、トラック１（ｍｕｓｉｃＡ）となる。
【０２１８】
　図３１は、この発明の一実施形態によるダビング装置における分割編集処理を説明する
ためのものである。ここでは、例として、アルバムがトラック１，２，３および４からな
る場合を示す。
【０２１９】
　図３１Ａは、分割編集処理前におけるアルバムの各トラックのイメージを示す。トラッ
ク１，２，３，４は、それぞれ、ｍｕｓｉｃＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄであり、各トラックのハイラ
イトは、図３１Ａ中の斜線部で示した位置に設定されている。なお、アルバムのハイライ
トトラックは、トラック３である。
【０２２０】
　図３１Ｂは、ハイライトトラック以外のトラックを分割する分割編集処理後におけるア
ルバムの各トラックのイメージを示す。ここでは、例として、図３１Ａに示したトラック
２（ｍｕｓｉｃＢ）を分割する分割編集処理後における各トラックのイメージを示す。図
３１Ｂに示すように、図３１Ａに示したトラック２（ｍｕｓｉｃＢ）を二分割した場合に
は、分割したトラックの前半部分（ｍｕｓｉｃＢ1）がトラック２となり、分割したトラ
ックの後半部分（ｍｕｓｉｃＢ2）がトラック３となる。そして、トラック番号３以降の
ｍｕｓｉｃのトラック番号が繰り上がり、ｍｕｓｉｃＣ、Ｄが、それぞれ、トラック４、
５となる。なお、この発明の一実施形態によりダビング装置においては、トラックのハイ
ライトを、トラック編集処理前の状態で維持するように設定されているため、図３１Ａに
示したトラック２（ｍｕｓｉｃＢ）のハイライトが、分割したトラックの前半部分（ｍｕ
ｓｉｃＢ1）のハイライトとして維持される。一方、分割したトラックの後半部分（ｍｕ
ｓｉｃＢ2）のハイライトは、先頭部分に設定される。ここで、アルバムのハイライトは
、ｍｕｓｉｃＣのハイライトのまま変わらない。
【０２２１】
　図３１Ｃは、ハイライトラックを分割する分割処理後における各トラックのイメージを
示す。ここでは、例として、図３１Ａに示したトラック３（ｍｕｓｉｃＣ）がハイライト
トラックである場合を例として示す。図３１Ｃに示すように、図３１Ａに示したトラック
３（ｍｕｓｉｃＣ）を二分割した場合には、分割したトラックの前半部分（ｍｕｓｉｃＣ

1）がトラック３となり、分割したトラックの後半部分（ｍｕｓｉｃＣ2）がトラック４と
なる。そして、ｍｕｓｉｃＤのトラック番号が繰り上がり、トラック５になる。なお、こ
の発明の一実施形態によるダビング装置においては、トラックのハイライトを、トラック
編集処理前の状態で維持するように設定されているため、図３１Ａに示したトラック３の
ハイライトが、分割したトラックの前半部分（ｍｕｓｉｃＣ1）のハイライトとして維持
される。一方、分割したトラックの後半部分（ｍｕｓｉｃＣ2）のハイライトは、先頭部
分に設定される。ここで、アルバムのハイライトは、ｍｕｓｉｃＣ1のハイライトとなる
。
【０２２２】
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　なお、上述した例では、分割したｍｕｓｉｃＣの前半部分（ｍｕｓｉｃＣ1

）に、ハイライトが含まれる例について示したが、ｍｕｓｉｃＣの後半部分（ｍｕｓｉｃ
Ｃ2）にハイライトが含まれる場合には、ｍｕｓｉｃＣ1の先頭部分が新たにハイライトと
して設定され、ｍｕｓｉｃＣ2のハイライトは、分割処理前のｍｕｓｉｃＣのハイライト
となる。
【０２２３】
　図３２および３３は、この発明の一実施形態によるダビング装置における移動編集処理
を説明するためのものである。図３２は、移動するトラックが、ハイライトトラックでは
ない場合の移動編集処理を説明するためのものである。図３３は、移動するトラックが、
ハイライトトラックである場合の移動編集処理を説明するためのものである。ここでは、
例として、トラックの移動元のアルバム（以下、移動元アルバム）が、トラック１，２，
３，４，５からなり、トラックの移動先のアルバム（以下、移動先アルバム）が、トラッ
ク１，２，３，４からなる場合を示す。まず、移動するトラックが、移動元アルバムのハ
イライトトラックではない場合の移動編集処理について説明する。
【０２２４】
　図３２Ａは、移動編集処理前における移動元アルバムの各トラックのイメージであり、
図３２Ｂは、移動編集処理前における移動先アルバムの各トラックのイメージである。ト
ラックの移動元アルバムのトラック１，２，３，４，５は、それぞれ、ｍｕｓｉｃＡ、Ｂ
、Ｃ、Ｄ、Ｅであり、トラック移動先アルバムのトラック１，２，３，４は、それぞれ、
ｍｕｓｉｃＦ、Ｇ、Ｈ、Ｉである。また、トラック移動元アルバムおよびトラック移動先
アルバムの各トラックのハイライトは、図３２Ａおよび３０Ｂに斜線で示した位置に設定
されている。なお、トラック移動元アルバムのハイライトトラックは、トラック３であり
、トラック移動先アルバムのハイライトトラックは、トラック１である。
【０２２５】
　図３２Ｃは、ハイライトトラック以外のトラックを移動する移動編集処理後における移
動元アルバムの各トラックのイメージを示し、図３２Ｄは、ハイライトトラック以外のト
ラックを移動する移動編集処理後における移動先アルバムの各トラックのイメージを示す
。ここでは、例として、トラック移動元アルバムのトラック４（ｍｕｓｉｃＤ）を、トラ
ック移動先アルバムに移動し、移動先アルバムのトラック２として挿入した場合を例とし
て示す。
【０２２６】
　図３２Ｃに示すように、トラック４（ｍｕｓｉｃＤ）の移動により、移動元アルバムか
らトラック４（ｍｕｓｉｃＥ）がなくなるため、ｍｕｓｉｃＥのトラック番号が繰り下が
り、トラック４となる。なお、移動元アルバムのハイライトトラックは、トラック３（ｍ
ｕｓｉｃＣ）のままである。
【０２２７】
　図３２Ｄに示すように、図３２Ａに示したトラック４（ｍｕｓｉｃＤ）を、移動先アル
バムのトラック２として挿入した場合には、図３２Ｂに示したトラック２以降のｍｕｓｉ
ｃの番号が繰り上がり、ｍｕｓｉｃＧ、Ｈ、Ｉが、それぞれ、トラック３、４、５となる
。ここでは、トラックの移動により、移動先アルバムの代表曲であるｍｕｓｉｃＦのトラ
ック番号が変わらないため、移動先アルバムのハイライトトラック番号は変わらない。な
お、トラックの移動により、移動先アルバムの代表曲であるｍｕｓｉｃのトラック番号が
変わる場合には、ハイライトトラック番号もかわるようになっている。次に、移動するト
ラックが、ハイライトトラックである場合の移動編集処理を説明する。
【０２２８】
　図３３Ａは、ハイライトトラックを移動する移動編集処理前における移動元アルバムの
各トラックのイメージを示し、図３３Ｂは、ハイライトトラックを移動する移動編集処理
前における移動先アルバムの各トラックのイメージを示す。トラックの移動元アルバムの
トラック１，２，３，４，５は、それぞれ、ｍｕｓｉｃＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅであり、トラ
ック移動先アルバムのトラック１，２，３，４は、それぞれ、ｍｕｓｉｃＦ、Ｇ、Ｈ、Ｉ
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である。また、トラック移動元アルバムおよびトラック移動先アルバムの各トラックのハ
イライトは、図３２Ａおよび３０Ｂに斜線で示す位置に設定されている。なお、トラック
移動元アルバムのハイライトトラックは、トラック３であり、トラック移動先アルバムの
ハイライトトラックは、トラック１である。
【０２２９】
　図３３Ｃは、ハイライトトラックを移動する移動編集処理後における移動元アルバムの
各トラックのイメージを示し、図３３Ｄは、ハイライトトラックを移動する移動編集処理
後における移動先アルバムの各トラックのイメージを示す。ここでは、例として、トラッ
ク移動元アルバムのトラック３（ｍｕｓｉｃＣ）を、トラック移動先アルバムに移動し、
移動先アルバムのトラック２として挿入した場合を例として示す。
【０２３０】
　図３３Ｃに示すように、移動元アルバムでは、トラック３（ｍｕｓｉｃＣ）の移動によ
り、ｍｕｓｉｃＥのトラック番号が繰り下がり、トラック４となる。そして、ハイライト
トラックであるトラック３（ｍｕｓｉｃＣ）がなくなったため、ハイライトトラックは、
トラック１になる。
【０２３１】
　図３３Ｄに示すように、移動先アルバムでは、トラック３（ｍｕｓｉｃＣ）の移動によ
り、トラック番号３以降のｍｕｓｉｃのトラック番号が繰り上がり、図３２Ｂに示したｍ
ｕｓｉｃＧ、Ｈ、Ｉが、それぞれ、図３２Ｄに示したトラック３、４、５となる。なお、
移動先アルバムのハイライトトラックは、トラック１（ｍｕｓｉｃＦ）のままである。
【０２３２】
　図３４は、この発明の一実施形態によるダビング装置における連結編集処理を説明する
ためのものである。ここでは、例として、アルバムが、トラック１、２、３、４および５
からなる場合を示す。
【０２３３】
　図３４Ａは、連結編集処理前におけるアルバムの各トラックのイメージを示す。トラッ
ク１，２，３，４，５は、それぞれ、ｍｕｓｉｃＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅであり、各トラック
のハイライトは、図３４Ａに斜線で示した位置に設定されている。なお、アルバムのハイ
ライトトラックは、トラック３である。
【０２３４】
　図３４Ｂは、ハイライトトラックではないトラック同士を連結する連結処理後のイメー
ジを示す。ここでは、例として、図３４Ａに示したトラック４（ｍｕｓｉｃＤ）とトラッ
ク５（ｍｕｓｉｃＥ）とを連結する連結編集処理後における各トラックのイメージを示す
。図３４Ｂに示したように、連結処理により、ｍｕｓｉｃＤ＋Ｅが、トラック４となる。
この発明の一実施形態においては、ハイライトは、トラック番号が小さい番号のトラック
のものになるように設定されているため、図３４Ａに示したトラック４（ｍｕｓｉｃＤ）
のハイライトが、図３４Ｂに示したトラック４（ｍｕｓｉｃＤ＋Ｅ）のハイライトとなる
。
【０２３５】
　図３４Ｃは、ハイライトトラックとハイライトトラック以外のトラックとを連結する連
結処理後の各トラックのイメージを示す。ここでは、例として、図３４Ａに示したトラッ
ク２（ｍｕｓｉｃＢ）とトラック３（ｍｕｓｉｃＣ）とを連結する連結処理後の各トラッ
クのイメージを示す。図３４Ｂに示したように、ｍｕｓｉｃＢ＋Ｃが、トラック２となる
とともに、このトラック２がハイライトトラックになる。ハイライトトラックではないト
ラック同士を結合した場合には、結合前の２つのトラックのうちでトラック番号が小さい
方のハイライトが、結合後のトラックのハイライトになるが、ハイライトトラックとハイ
ライトトラックではないトラックとを連結する場合には、連結処理前のハイライトトラッ
クのハイライトが、連結処理後のトラックのハイライトになる。したがって、図３４Ａに
示したトラック３（ｍｕｓｉｃＣ）のハイライトが、図３４Ｃに示したトラック２（ｍｕ
ｓｉｃＢ＋Ｃ）のハイライトとなる。
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【０２３６】
　上述したように、この発明の一実施形態によるダビング装置では、アルバムのハイライ
トおよびトラックのハイライトを、トラック編集処理前の状態に維持することができる。
【０２３７】
　以上説明したように、この発明の一実施形態によれば、ＨＤ記録再生装置１０１のＨＤ
Ｄ１０４に、ＣＤチェンジャ１のスロット数に応じた数のフォルダーが作成され、これら
のフォルダーに、それぞれ、ＣＤチェンジャ１に装填されたアルバムが自動的に格納され
るため、ＨＤＤ１０４の内部構造を知らないユーザでも、ＣＤチェンジャ１からＨＤＤ１
０４にアルバムを容易に格納できる。
【０２３８】
　また、ＣＤチェンジャ１のアルバム格納イメージそのままに、ＨＤＤ１０４にアルバム
を格納することができる。よって、ユーザは、ＨＤＤ１０４のアルバム格納イメージを直
感的につかむことができ、ＨＤＤ１０４から所望の楽曲を容易に再生できる。
【０２３９】
　さらに、プレイリストもアルバムと同様の管理下に置かれ、アルバムの一つとして管理
される。したがって、ＨＤ記録再生装置１０１のフォルダーに格納されたアルバムやプレ
イリストを、別々に管理することなく、一元的に管理することができる。
【０２４０】
　さらにまた、この発明の一実施形態によるダビング装置には、各アルバムのハイライト
を順次再生し、所望のアルバムを検索するアルバム検索モードと、特定アルバムの各トラ
ックのハイライトを順次再生し、所望のトラックを特定アルバムから検索するトラック検
索モードと、アルバム検索モードと、各アルバムのハイライトを順次再生し、所望のアル
バムを特定し、さらに特定したアルバムの各トラックから所望のトラックを検索するアル
バム＆トラック検索モードとからなる３つの検索モードとが備えられているため、ＨＤ記
録再生装置１０１に格納された複数のアルバムから所望のアルバムを容易に検索すること
ができ、ＨＤ記録再生装置１０１に格納された特定アルバムから容易に所望のトラック検
索することができ、さらに、ＨＤ記録再生装置１０１に格納された複数のアルバムから所
望のトラックを容易に検索することができる。
【０２４１】
　また、この発明の一実施形態によるダビング装置では、単一のキー操作によりハイライ
トの登録を行える第１の登録モードと、登録したいハイライトをリハーサル再生し、確認
した後に登録できる第２の登録モードと、登録したいハイライトのスタートポイントおよ
びエンドポイントを、それぞれ、リハーサル再生し、確認するとともに、微調整した後に
登録できる第３の登録モードとが備えられているため、ハイライトを容易に登録すること
ができるばかりではなく、所望のハイライトが登録されているか否かを確認しながら登録
ができる。さらに、ハイライトと登録する区間とスタートポイントとエンドポイントとを
微調整することがでる。
【０２４２】
　さらにまた、トラックのハイライトを登録すると、アルバムのハイライトが自動的に更
新されるため、ユーザがアルバムのハイライトトラックを新たに登録する作業を省くこと
ができる。
【０２４３】
　また、この発明の一実施形態によるダビング装置では、アルバムハイライトスキャン再
生、トラックハイライトスキャン再生、あるいはアルバムハイライトスキャン再生とトラ
ックハイライトスキャン再生との両方を行うことにより、ＨＤ記録再生装置１０１に格納
された複数のアルバムから所望のアルバムを、ＨＤ記録再生装置１０１に格納された特定
アルバムから所望のトラックを、あるいは、ＨＤ記録再生装置１０１に格納された複数の
アルバムから所望のトラックを、簡単かつ直感的に検索することができる。
【０２４４】
　さらに、トラックハイライトスキャン再生では、所定アルバムが有する各トラックのハ
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イライトが順次再生されるので、簡単かつ即座に所望のトラックを、所定のアルバムから
検索することができる。
【０２４５】
　さらにまた、アルバムハイライトスキャン再生では、各アルバムの代表曲であるハイラ
イトトラックのハイライトが順次再生されるので、簡単かつ即座に所望のアルバムを検索
することができる。
【０２４６】
　また、アルバム＆トラック検索モードでは、各アルバムの代表曲であるハイライトトラ
ックのハイライトが順次再生し、所望のアルバムを特定し、さらに、このアルバムが有す
る各トラックのハイライトが順次再生し、所望のトラックを検索できるので、所望のトラ
ックを、複数のアルバムから高速に検索することができる。
【０２４７】
　さらに、登録したハイライトに対して、削除編集処理、分割編集処理、移動編集処理お
よび連結編集処理を行った場合にも、各トラックのハイライトおよびアルバムのハイライ
トが消えてなくなったり、各編集処理前と異なる位置に移動してしまったりすることがな
いため、各編集後にユーザがハイライトを新たに登録する作業を省くことができる。
【０２４８】
　さらにまた、アルバムのハイライトおよびトラックのハイライトを聴取しながら、所望
のアルバムおよびトラックを検索することができるので、ユーザは、所望のアルバムおよ
びトラックを容易に検索することができる。また、所望のアルバムおよびトラックを直感
的に検索することができる。さらに、ユーザが検索を所望するアルバムのアルバム名やト
ラックのトラック名を知らない場合にも、検索を容易に行うことができる。
【０２４９】
　また、アルバムに含まれるトラックに対して編集処理が施された場合に、アルバムのハ
イライトトラックの番号を自動的更新することができるため、ユーザの編集処理時の負担
を軽減することができる。
【０２５０】
　さらに、メニューからアルバムを選択し、トラックを選択し、再生し、登録を行うとい
うように、かなり深い層まで制御することなく、ハイライト登録ができるため、ユーザは
、ハイライトを容易に登録することができる。
【０２５１】
　以上、この発明の一実施形態について具体的に説明したが、この発明は、上述の一実施
形態に限定されるものではなく、この発明の技術的思想に基づく各種の変形が可能である
。
【０２５２】
　例えば、上述した一実施形態においては、ＨＤＤ１０４に楽曲データを保存する例につ
いて示したが、画像データを保存するようにしてもかまわない。また、音声データを格納
するようにしてもよい。
【０２５３】
　また、上述した一実施形態においては、ＣＤチェンジャ１とＨＤ記録再生装置１０１と
を備えるダビング装置に、この発明を適用する例について示したが、ダビング装置の構成
は、この例に限られものではない。例えば、ＤＶＤ(Digital Versatile Disc)チェンジャ
プレーヤとＨＤ記録再生装置とを備えるダビング装置、ＭＤ（Mini Disc）チェンジャプ
レーヤとＨＤ記録再生装置とを備えるダビング装置などに、この発明を適用するようにし
てもかまわない。
【０２５４】
　また、上述した一実施形態においては、音楽データを、ＨＤ記録再生装置１０１に格納
する例について示したが、映像データおよび音声データなどをＨＤ記録再生装置１０１に
格納するようにしてもかまわない。
【０２５５】
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　また、上述した一実施形態においては、ダビング装置が、光ディスクを再生する再生装
置を備える例について示したが、これ以外の記録媒体を再生する再生装置であってもかま
わない。例えば、再生装置が、音楽テープ、ビデオテープ、ＤＡＴ（Digital Audio Tape
）などの磁気テープを再生する再生装置、あるいは、Ｚｉｐなどの磁気ディスクを再生す
る再生装置であってもかまわない。さらには、不揮発性メモリを再生する再生装置であっ
てもかまわない。
【０２５６】
　また、上述した一実施形態においては、フォルダーのネームおよびアーティスト名と、
トラックのネームおよびアーティスト名とを、システムコントローラ３０１に備えられた
操作装置３０４を用いて登録する例について示したが、これらの登録方法は、この例に限
られるものではない。すなわち、ＣＤッＴＥＸＴなどの文字情報を格納する記録媒体の場
合には、この文字情報に応じて、フォルダーおよびトラックのネームとアーティスト名と
が自動登録されるようにしてもかまわない。
【０２５７】
　また、上述した一実施形態においては、ＨＤ記録再生装置に備えられたＨＤＤ１０４に
記録されたファイルをＦＡＴにより管理する例について示したが、ＮＴＦＳ（NT File Sy
stem）、ＨＦＳ（Hierarchical　File　System）およびＨＦＳ　Ｐｌｕｓなどによりファ
イルを管理するようにしてもかまわない。
【０２５８】
　また、上述した一実施形態においては、システムコントローラ３０１により、ＣＤチェ
ンジャ１、ＨＤ記録再生装置１０１および音声入出力装置２０１を制御する例を示したが
、これらの装置を、パーソナルコンピュータにより制御するようにしてもかまわない。具
体的には、パーソナルコンピュータに、ＣＤチェンジャ１、ＨＤ記録再生装置１０１およ
び音声入出力装置２０１を制御するためのソフトウェアをインストールし、これらの装置
をＵＳＢケーブルなどを介して接続することにより、パーソナルコンピュータを通して、
ダビング装置をコントロールする。
【０２５９】
　また、上述した一実施形態においては、各装置間のデータの送受信を、ケーブルを介し
て行う構成について示したが、各装置間のデータの送受信を無線により行うようにしても
かまわない。
【０２６０】
　また、上述した一実施形態においては、ＣＤチェンジャ１からＨＤ記録再生装置１０１
に、音楽データとともにＩＳＲＣも格納されるが、このＩＳＲＣを用いて、同一アルバム
が重複して録音されることを防止するようにしてもよい。例えば、システムコントローラ
３０１のコントローラ３０２が、ＣＤチェンジャ１で再生されるアルバムのＩＳＲＣコー
ドと、ＨＤ記録再生装置１０１に格納されたアルバムのＩＳＲＣコードとを比較すること
により、録音しようとしているアルバムがＨＤ記録再生装置１０１にすでに格納されてい
るか否かの確認を行うようにする。
【０２６１】
　また、上述した一実施形態において、システムコントローラ３０１とＣＤチェンジャ１
とを接続するインターフェースとして、ＩＥＥＥ１３９４（ｉＬｉｎｋ）などを用いるよ
うにしてもかまわない。同様に、システムコントローラ３０１とＨＤ記録再生装置１０１
とを接続するインターフェースとして、あるいはシステムコントローラ３０１と音声入出
力装置２０１とを接続するインターフェースとして、ＩＥＥＥ１３９４（ｉＬｉｎｋ）な
どを用いるようにしてもかまわない。これにより、システムコントローラ３０１と各機器
とが同一メーカーのものでない場合でも、システムコントローラ３０１と各機器とがコマ
ンドのやり取りをすることができる。
【０２６２】
　また、上述したこの発明の一実施形態によるダビング装置において、ＨＤ記録再生装置
１０１と音声入出力装置２０１とが、ＨＤ記録再生装置１０１とシステムコントローラ３
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０１とが、あるいは、ＨＤ記録再生装置１０１と音声入出力装置２０１およびシステムコ
ントローラ３０１とが一体型の構成であってもかまわない。また、ＣＤ再生装置１と音声
入出力装置２０１とが、ＣＤ再生装置１とシステムコントローラ３０１とが、あるいは、
ＣＤ再生装置１と音声入出力装置２０１およびシステムコントローラ３０１とが一体型の
構成であってもかまわない。
【０２６３】
　また、上述した一実施形態においては、トラックのハイライトを新たに登録すると、こ
のハイライトを新たに登録したトラックが、アルバムのハイライトトラックとして、自動
的に登録される例について示したが、ハイライトトラックをシステムコントローラ３０１
の操作装置３０４により、ユーザが自由に設定できるようにしてもかまわない。
【０２６４】
　また、上述した一実施形態においては、ファイルがアルバム毎に生成される例について
示したが、ファイルがトラック毎に生成されるようにしてもかまわない。なお、トラック
毎にファイルを生成する場合には、同一アルバムから生成されたファイルは、１つのフォ
ルダー（仮想的スロット）に格納され、管理されるようにする。
【図面の簡単な説明】
【０２６５】
【図１】この発明の一実施形態によるダビング装置の全体構成の一例を示す。
【図２】この発明の一実施形態によるＣＤチェンジャの外観斜視図である。
【図３】この発明の一実施形態によるＣＤチェンジャの正面図である。
【図４】この発明の一実施形態によるＣＤチェンジャの構成の一例を示すブロック図であ
る。
【図５】ＣＤにおけるフレームの構成の一例を示す略線図である。
【図６】ＣＤにおけるサブコードのフォーマット構成の一例を示す略線図である。
【図７】ＣＤにおけるサブコードフレームの構成の一例を示す略線図である。
【図８】サブコードにおけるＱデータの構成の一例を示す略線図である。
【図９】Ｑデータ内におけるデータ部の構成の一例を示す略線図である。
【図１０】この発明の一実施形態によるＨＤ記録再生装置の構成の一例を示すブロック図
である。
【図１１】この発明の一実施形態によるＨＤ記録再生装置に備えられたハードディスクの
模式図である。
【図１２】この発明の一実施形態によるディレクトリエントリの構成を示す略線図である
。
【図１３】この発明の一実施形態による音声入出力装置の構成の一例を示すブロック図で
ある。
【図１４】この発明の一実施形態によるシステムコントローラの構成の一例を示すブロッ
ク図である。
【図１５】無音検知によるフォルダー変更処理の一例を説明するためのフローチャートで
ある。
【図１６】ＴＯＣ情報が読み出されたか否かに基づく、フォルダー変更処理の一例を説明
するためのフローチャートである。
【図１７】ＴＯＣ情報の総記録時間容量に基づく、フォルダー変更処理の一例を説明する
ためのフローチャートである。
【図１８】システムコントローラのシーケンシャル制御によるフォルダー変更処理の一例
を説明するためのフローチャートである。
【図１９】この発明の一実施形態によるファイル管理構造のイメージを示す模式図である
【図２０】この発明の一実施形態によるファイル管理構造の一例を示す略線図である。
【図２１】この発明の一実施形態によるデータベースの構造を示す略線図である。
【図２２】この発明の一実施形態によるＨＤ記録再生装置に格納された各アルバムのハイ
ライトと、各アルバムが有するトラックのハイライトとを示す模式図である。
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【図２３】この発明の一実施形態によるダビング装置におけるモード１によるハイライト
登録操作を説明するためのフローチャートである。
【図２４】この発明の一実施形態によるダビング装置におけるモード２によるハイライト
登録操作を説明するためのフローチャートである。
【図２５】この発明の一実施形態によるダビング装置におけるモード３によるハイライト
登録操作を説明するためのフローチャートである。
【図２６】この発明の一実施形態によるダビング装置におけるモード３によるハイライト
登録操作を説明するための略線図である。
【図２７】この発明の一実施形態によるダビング装置におけるアルバム＆トラック検索の
処理を示したイメージ図である。
【図２８】この発明の一実施形態によりダビング装置における、ハイライト検索の操作お
よび処理を説明するためのフローチャートである。
【図２９】この発明の一実施形態によりダビング装置における、ハイライト検索の操作お
よび処理を説明するためのフローチャートである。
【図３０】この発明の一実施形態によるダビング装置における削除編集操作を説明するた
めのイメージ図である。
【図３１】この発明の一実施形態によるダビング装置における分割編集操作を説明するた
めのイメージ図である。
【図３２】この発明の一実施形態によるダビング装置における移動編集操作を説明するた
めのイメージ図である。
【図３３】この発明の一実施形態によるダビング装置における移動編集操作を説明するた
めのイメージ図である。
【図３４】この発明の一実施形態によるダビング装置における連結編集操作を説明するた
めのイメージ図である。
【符号の説明】
【０２６６】
　１・・・ＣＤチェンジャ、１０１・・・ＨＤ記録再生装置、２０１・・・音声入出力装
置、３０１・・・システムコントローラ、４０１，４０２，４０３，４０４，４０５，４
０６，４０７・・・ケーブル
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