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(57)【要約】
【課題】様々な情報機器に蓄積された情報を保存・管理
する際の利便性を向上させることができるようにする。
【解決手段】本発明に係る情報処理装置１においては、
制御部１１は、情報処理装置１に接続された情報機器か
ら、情報機器を識別するための識別情報を取得し、予め
記憶されている対応情報機器一覧テーブルを参照して、
取得された識別情報に基づいて、情報機器が、情報処理
装置１に対応する情報機器であるか否かを判定し、情報
機器が情報処理装置１に対応する情報機器であると判定
された場合、情報機器に予め記録されている情報をディ
スクに書き込む。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報処理装置に接続された情報機器から、前記情報機器を識別するための識別情報を取
得する取得手段と、
　予め記憶されている対応情報機器一覧テーブルを参照して、前記取得手段により取得さ
れた前記識別情報に基づいて、前記情報機器が、前記情報処理装置に対応する情報機器で
あるか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段により前記情報機器が前記情報処理装置に対応する情報機器であると判定
された場合、前記情報機器に予め記録されている情報をディスクに書き込む第１の書き込
み手段とを備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記識別情報は、少なくとも、前記情報機器ごとの接続プロトコルにより定められる識
別コード、または前記情報機器のファイル構成に関する情報であることを特徴とする請求
項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記第１の書き込み手段により前記情報機器に予め記録されている情報を前記ディスク
に書き込む際に、バックアップ用の前記ディスクを作成するか、あるいは、前記ディスク
の再生専用装置において再生可能な前記ディスクを作成するかの指示を受け付ける指示受
付手段と、
　前記指示受付手段により、前記書き込み手段により前記情報機器に予め記録されている
情報を前記ディスクに書き込む際に、前記ディスクの再生専用装置において再生可能な前
記ディスクを作成するとの指示が受け付けられた場合、前記ディスクを前記再生専用装置
において再生する際に用いられるナビゲーションデータを作成する作成手段とをさらに備
えることを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記第１の書き込み手段により前記情報機器に予め記録されている情報が書き込まれた
バックアップ用の前記ディスクから情報を読み出す読み出し手段と、
　前記読み出し手段により読み出されたバックアップ用の前記ディスクからの情報を、他
の前記情報機器に書き込む第２の書き込み手段とをさらに備えることを特徴とする請求項
１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記情報機器は、携帯型ディジタル情報機器であることを特徴とする請求項１に記載の
情報処理装置。
【請求項６】
　情報処理装置に接続された情報機器から、前記情報機器を識別するための識別情報を取
得する取得ステップと、
　予め記憶されている対応情報機器一覧テーブルを参照して、前記取得手段により取得さ
れた前記識別情報に基づいて、前記情報機器が、前記情報処理装置に対応する情報機器で
あるか否かを判定する判定ステップと、
　前記判定ステップの処理により前記情報機器が前記情報処理装置に対応する情報機器で
あると判定された場合、前記情報機器に予め記録されている情報をディスクに書き込む第
１の書き込みステップとを含むことを特徴とする情報処理装置の情報処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は情報処理装置および情報処理方法に係り、特に、接続された情報機器に蓄積さ
れている情報をディスクに記録することができるようにした情報処理装置および情報処理
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　情報記憶（記録）媒体としての小型ＨＤＤ（Hard Disc Drive）や不揮発性半導体メモ
リ（例えばフラッシュメモリ（登録商標）など）が搭載されたカメラ一体型ビデオ記録装
置（いわゆるカムコーダ）やディジタルスチルカメラが急速に普及してきている。
【０００３】
　このカメラ一体型ビデオ記録装置やディジタルカメラにおいては、大量の画像データや
音楽データ（オーディオデータ）を限られた大きさの情報記憶（記録）媒体である小型Ｈ
ＤＤや不揮発性半導体メモリに記憶（記録）するため、ある程度の時間撮影する度に、他
の大容量の記録媒体（例えば据置型ＨＤＤなどの内部記録媒体や、光ディスクや光磁気デ
ィスクなどの外部記録媒体）に例えばパーソナルコンピュータを経由して画像データなど
を転送する必要がある。
【０００４】
　なお、カメラ一体型ビデオ記録装置やディジタルカメラに記憶（記録）された画像デー
タや音楽データを他の機器に転送する技術の１つとして、メーカや機種に依存せずに機器
同士を直接接続してデータを取り扱うことができる技術が知られている（例えば特許文献
１参照）。
【特許文献１】特開２００４－３２８５４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の技術では、カメラ一体型ビデオ記録装置やディジタルカメラに記
憶（記録）された画像データや音楽データを、ｂｉｔあたりのコストが安く保管・配布が
好適な光ディスクなどの外部記録媒体にパーソナルコンピュータを経由して転送する場合
、一般的に転送するまでに煩雑な操作が必要となるため、パーソナルコンピュータの取り
扱いに不慣れなユーザにとってはこれらの一連の操作を行うことが困難であるという課題
があった。
【０００６】
　また、仮にカメラ一体型ビデオ記録装置やディジタルカメラに記憶（記録）された画像
データや音楽データを、光ディスクなどの外部記録媒体にパーソナルコンピュータを経由
して転送しとしても、画像データや音楽データなどが機器間を移動するだけであり、例え
ば光ディスク再生専用装置においてこれらのデータを再生する際に必要なナビゲーション
データ（すなわち、メニュ画面を作成するためのデータ）は存在しないため、光ディスク
再生専用装置では結局再生することはできないという課題があった。
【０００７】
　勿論、近年、カメラ一体型ビデオ記録装置に記録された画像データや音楽データを、例
えば光ディスク再生専用装置などで再生可能な形式で光ディスクに記録することが可能な
専用機器も提案されてきているが、汎用性に乏しいため、カメラ一体型ビデオ記録装置以
外の機器について用いることができない。
【０００８】
　このように、従来においては、カメラ一体型ビデオ記録装置やディジタルスチルカメラ
、携帯電話機などの種々の携帯型ディジタル情報機器に蓄積された種々の情報をパーソナ
ルコンピュータを介さずに１つの装置のみで、光ディスク再生専用装置においても再生可
能な形式で光ディスクに記録することは困難であった。
【０００９】
　このような課題は、特許文献１に提案さされている技術でも解決することはできない。
【００１０】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、様々な情報機器に蓄積された
情報を保存・管理する際の利便性を向上させることができる情報処理装置および情報処理
方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
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　本発明の情報処理装置は、上述した課題を解決するために、情報処理装置に接続された
情報機器から、情報機器を識別するための識別情報を取得する取得手段と、予め記憶され
ている対応情報機器一覧テーブルを参照して、取得手段により取得された識別情報に基づ
いて、情報機器が、情報処理装置に対応する情報機器であるか否かを判定する判定手段と
、判定手段により情報機器が情報処理装置に対応する情報機器であると判定された場合、
情報機器に予め記録されている情報をディスクに書き込む第１の書き込み手段とを備える
ことを特徴とする。
【００１２】
　本発明の情報処理装置の情報処理方法は、上述した課題を解決するために、情報処理装
置に接続された情報機器から、情報機器を識別するための識別情報を取得する取得ステッ
プと、予め記憶されている対応情報機器一覧テーブルを参照して、取得手段により取得さ
れた識別情報に基づいて、情報機器が、情報処理装置に対応する情報機器であるか否かを
判定する判定ステップと、判定ステップの処理により情報機器が情報処理装置に対応する
情報機器であると判定された場合、情報機器に予め記録されている情報をディスクに書き
込む第１の書き込みステップとを含むことを特徴とする。
【００１３】
　本発明の情報処理装置においては、情報処理装置に接続された情報機器から、情報機器
を識別するための識別情報が取得され、予め記憶されている対応情報機器一覧テーブルを
参照して、取得された識別情報に基づいて情報機器が情報処理装置に対応する情報機器で
あるか否かが判定され、情報機器が情報処理装置に対応する情報機器であると判定された
場合、情報機器に予め記録されている情報がディスクに書き込まれる。
【００１４】
　本発明の情報処理装置の情報処理方法においては、情報処理装置に接続された情報機器
から、情報機器を識別するための識別情報が取得され、予め記憶されている対応情報機器
一覧テーブルを参照して、取得された識別情報に基づいて情報機器が情報処理装置に対応
する情報機器であるか否かが判定され、情報機器が情報処理装置に対応する情報機器であ
ると判定された場合、情報機器に予め記録されている情報がディスクに書き込まれる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、様々な情報機器に蓄積された情報を保存・管理する際の利便性を向上
させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００１７】
[第１実施形態]
　図１は、本発明の第１実施形態に係る情報処理装置１の外観の構成を表している。
【００１８】
　情報処理装置１には、例えばコンパクトフラッシュ（登録商標）やＳＤメモリカード（
登録商標）などの種々のメモリカードや可搬型固定ディスク装置などに代表される記憶装
置、あるいは、カメラ一体型ビデオ記録装置やディジタルスチルカメラ、携帯電話機など
に代表される機器などが接続される。また、情報処理装置１には、光ディスク装置も搭載
されており、光ディスクを適宜挿入したり、取り出したりすることができる。
【００１９】
　図２は、本発明の第１実施形態に係る情報処理装置１の内部の構成を表している。
【００２０】
　図２に示されるように、情報処理装置１は、制御部１１、メモリカードスロット１２、
ＩＥＥＥ（the Institute of Electrical and Electronics Engineers）１３９４インタ
フェース１３、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）インタフェース１４、信号バス１５、操
作キー１６、ディスプレイ１７、映像音声出力部１８、および光ディスク装置１９により
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構成される。
【００２１】
　制御部１１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Memory）、
およびＲＡＭ（Random Access Memory）などからなり、ＣＰＵは、ＲＯＭに記憶されてい
るプログラムや、ＲＡＭにロードされた各種のアプリケーションプログラムに従って各種
の処理を実行するとともに、種々の制御信号を生成し、各部に供給することにより情報処
理装置１を統括的に制御する。ＲＡＭは、ＣＰＵが各種の処理を実行する上において必要
なデータなどを適宜記憶する。
【００２２】
　接続用インタフェースは、例えばメモリカードスロット１２、ＩＥＥＥ１３９４インタ
フェース１３、およびＵＳＢインタフェース１４により構成される。これにより、情報処
理装置１は、メモリカードスロット１２を介してコンパクトフラッシュやＳＤメモリカー
ド（登録商標）などの種々のメモリカードを接続することが可能であり、ＩＥＥＥ１３９
４インタフェース１３を介してカメラ一体型ビデオ記録装置などを接続することが可能で
あり、さらに、ＵＳＢインタフェース１４を介してディジタルスチルカメラや携帯電話機
、ＵＳＢ接続型不揮発性半導体メモリなどを接続することが可能である。
【００２３】
　ユーザが操作するための操作用インタフェースとして、例えば操作キー１６およびディ
スプレイ１７（例えばＬＣＤ（Liquid Crystal Display）などにより構成される）が設け
られている。場合よっては操作キー１６の代わりにリモートコントローラ（図示せず）を
用いたり、あるいはディスプレイ１７の代わりにタッチパネル（図示せず）を用いるよう
にしてもよい。また、情報処理装置１に映像音声出力部１８を設けるようにして、図示せ
ぬ外部ディスプレイ装置（例えばテレビジョン受像機など）に接続するようにしてもよい
。
【００２４】
　光ディスク装置１９は、制御部１１の制御に従い、メモリカードスロット１２などの接
続用インタフェースを介して読み出された画像データや音楽データなどを光ディスク（図
示せず）に書き込むことで記録する。
【００２５】
　なお、コンパクトフラッシュやＳＤメモリカード（登録商標）などの種々のメモリカー
ドや可搬型固定ディスク装置などに代表される記憶装置、あるいは、カメラ一体型ビデオ
記録装置やディジタルスチルカメラ、携帯電話機などに代表される機器などを「携帯型デ
ィジタル情報機器」と総称する。
【００２６】
　次に、図３のフローチャートを参照して、図２の情報処理装置１におけるディスク作成
処理について説明する。このディスク作成処理は、ユーザによりディジタルスチルカメラ
やカメラ一体型ビデオ記録装置などの携帯型ディジタル情報機器が情報処理装置１に接続
されるときに、開始される。
【００２７】
　ステップＳ１において、制御部１１は、信号バス１５を介して、ユーザによりディジタ
ルスチルカメラやカメラ一体型ビデオ記録装置などの携帯型ディジタル情報機器が操作さ
れることにより、これらの携帯型ディジタル情報機器が情報処理装置１の接続用インタフ
ェース（メモリカードスロット１２など）に接続されたか否かを判定し、携帯型ディジタ
ル情報機器が情報処理装置１の接続用インタフェース（メモリカードスロット１２など）
に接続されたと判定するまで待機する。
【００２８】
　ステップＳ１において携帯型ディジタル情報機器が情報処理装置１の接続用インタフェ
ース（メモリカードスロット１２など）に接続されたと判定された場合、制御部１１はス
テップＳ２で、接続用インタフェース（例えばメモリカードスロット１２など）を介して
接続された携帯型ディジタル情報機器から、信号バス１０を介して、この携帯型ディジタ
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ル情報機器を識別するための識別情報を取得する。
【００２９】
　例えばＩＥＥＥ１３９４インタフェース１３やＵＳＢインタフェース１４を介して携帯
型ディジタル情報機器（例えばカメラ一体型ビデオ記録装置やディジタルスチルカメラ、
携帯電話機など）が情報処理装置１に接続された場合、識別情報として、携帯型ディジタ
ル情報機器ごとの接続プロトコルにより定められる識別コードが取得される。この識別コ
ードには、接続された携帯型ディジタル情報機器の商品名や商品番号などに関するデータ
が含まれている。
【００３０】
　また、例えばメモリカードスロット１２を介して携帯型ディジタル情報機器（例えばメ
モリカードなど）が情報処理装置１に接続された場合、識別情報として、携帯型ディジタ
ル情報機器のカード内容（例えばファイル構成など）に関する情報が取得される。
【００３１】
　勿論、ステップＳ２において取得される識別情報は、情報処理装置１に接続された携帯
型ディジタル情報機器がどの機器であるのかを識別することが可能な情報でありさえすれ
ばよい。
【００３２】
　ステップＳ３において、制御部１１は、制御部１１内のＲＯＭやＲＡＭなどに予め記憶
している対応情報機器一覧テーブルを読み出す。
【００３３】
　ステップＳ４において、制御部１１は、読み出された対応情報機器一覧テーブルを参照
して、取得された識別情報に基づいて、接続された携帯型ディジタル情報機器が、情報処
理装置１に対応する携帯型ディジタル情報機器であるか否かを判定する。
【００３４】
　ステップＳ４において接続された携帯型ディジタル情報機器が情報処理装置１に対応す
る携帯型ディジタル情報機器ではないと判定された場合、制御部１１はステップＳ５で、
信号バス１５を介して、情報処理装置１に接続された携帯型ディジタル情報機器が対応し
ていない携帯型ディジタル情報機器である旨のメッセージをディスプレイ１７に表示させ
る。ディスプレイ１７は、制御部１１の制御に従い、情報処理装置１に接続された携帯型
ディジタル情報機器が対応していない携帯型ディジタル情報機器である旨のメッセージを
表示する。
【００３５】
　例えば、ディスプレイ１７には、「この機器は本装置に対応しておりません。」などの
メッセージが表示される。勿論、対応していない携帯型ディジタル情報機器である旨を示
すアイコンなどを表示するようにしてもよい。
【００３６】
　ステップＳ４において接続された携帯型ディジタル情報機器が情報処理装置１に対応す
る携帯型ディジタル情報機器であると判定された場合、制御部１１はステップＳ６で、デ
ータ転送処理を実行する。このデータ転送処理の詳細については、図４のフローチャート
に示される。
【００３７】
　図４のフローチャートを参照して、図２の情報処理装置１におけるデータ転送処理の詳
細について説明する。
【００３８】
　ステップＳ１１において、制御部１１は、信号バス１５を介して、ユーザにより操作画
面上において操作用インタフェースの操作キー１６が操作されることにより、接続されて
いる携帯型ディジタル情報機器に記録（記憶）されている情報（画像データや音楽データ
など）をバックアップするためにバックアップ用の光ディスクを作成するのか、接続され
ている携帯型ディジタル情報機器に記録（記憶）されている情報（画像データや音楽デー
タなど）を用いて、光ディスク再生専用装置において再生可能な光ディスクを作成するの
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かの指示を受け付ける。
【００３９】
　これにより、接続されている携帯型ディジタル情報機器に記録（記憶）されている情報
（画像データや音楽データなど）を転送する転送先である光ディスクの種別（例えばバッ
クアップ用の光ディスクか、あるいは、光ディスク再生専用装置で再生可能な光ディスク
）が設定される。
【００４０】
　ステップＳ１２において、制御部１１は、信号バス１５を介して、接続されている携帯
型ディジタル情報機器に記録（記憶）されている情報（画像データや音楽データなど）を
バックアップするためにバックアップ用の光ディスクを作成するのとの指示が受け付けら
れたか否かを判定する。
【００４１】
　ステップＳ１２において接続されている携帯型ディジタル情報機器に記録（記憶）され
ている情報（画像データや音楽データなど）をバックアップするためにバックアップ用の
光ディスクを作成するのとの指示が受け付けられていないと判定された場合（すなわち、
接続されている携帯型ディジタル情報機器に記録（記憶）されている情報（画像データや
音楽データなど）を用いて、光ディスク再生専用装置において再生可能な光ディスクを作
成するとの指示が受け付けられたと判定された場合）、制御部１１はステップＳ１３で、
接続されている携帯型ディジタル情報機器を指示するアイコンをディスプレイ１７に表示
させる。ディスプレイ１７は、例えば図５に示されるように、接続されている携帯型ディ
ジタル情報機器を指示するアイコンを表示する。
【００４２】
　図５の例の場合、情報処理装置１には複数の携帯型ディジタル情報機器が接続されてお
り、ディスプレイ１７には、これらの複数の携帯型ディジタル情報機器を指示するアイコ
ン２１－ａ、および２１－ｂが表示される。
【００４３】
　アイコン２１－ａは、「ＡＡ　Ｓｌｏｔ」という接続インタフェース名のメモリカード
スロット１２に、「ＸＸ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ｃａｒｄ」という名称のメモリカードが接続さ
れていることを示している。また、アイコン２１－ａは、このメモリカードには、「ＹＹ
／ＭＭ／ＤＤ」の作成日時で作成された内容量「１２３４ＭＢ」の画像データが記憶され
ていることを示している。
【００４４】
　また、アイコン２１－ｂは、ＩＥＥＥ１３９４インタフェース１３に、「ＹＹ　Ｖｉｄ
ｅｏ　Ｃａｍｅｒａ」という名称の例えばカメラ一体型ビデオ記録装置が接続されている
ことを示している。
【００４５】
　ステップＳ１４において、制御部１１は、ユーザにより操作用インタフェースの操作キ
ー１６が操作されることにより、図５に示されるディスプレイ１７に表示される表示画面
上のアイコン（例えばアイコン２１－ａやアイコン２１－ｂ）が選択されると、接続され
ている携帯型ディジタル情報機器（ユーザにより選択されたアイコンにより指示される携
帯型ディジタル情報機器）に記録（記憶）されている画像データ（動画像データや静止画
像データ）の一覧を読み出す。
【００４６】
　例えばユーザにより操作用インタフェースの操作キー１６が操作されることにより、図
５に示されるディスプレイ１７に表示される表示画面上のアイコン２１－ｂが選択される
と、アイコン２１－ｂにより指示される「ＹＹ　Ｖｉｄｅｏ　Ｃａｍｅｒａ」という名称
の例えばカメラ一体型ビデオ記録装置に記録（記憶）されている画像データ（動画像デー
タや静止画像データ）の一覧が読み出される。
【００４７】
　ステップＳ１５において、制御部１１は、信号バス１５を介して、接続されている携帯
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型ディジタル情報機器から読み出された画像データの一覧を取得し、取得された画像デー
タの一覧をディスプレイ１７に表示させる。ディスプレイ１７は、制御部１１の制御に従
い、例えば図６に示されるように、接続されている携帯型ディジタル情報機器から読み出
された画像データの一覧を表示する。
【００４８】
　図６の例の場合、ディスプレイ１７には、ユーザからの選択が受け付けられた携帯型デ
ィジタル情報機器から読み出された画像データ（動画像データや静止画像データ）を指示
するアイコン２３－ａ、２３－ｂ、２３－ｃ、および２３－ｄが表示されるとともに、種
々のコマンドを示すコマンドアイコン２４－１乃至２４－２、２５、２６、および２７が
表示される。
【００４９】
　アイコン２３－ａ、２３－ｂ、および２３－ｃは、ユーザからの選択が受け付けられた
携帯型ディジタル情報機器に、これらの画像データが記録（記憶）されていることを示し
ている。画像データが静止画像データである場合、アイコン（例えばアイコン２３－ａ、
２３－ｂ、および２３－ｃなど）には、静止画（サムネイル表示される）、その作成日時
、静止画である旨の表示、およびタイトル（存在する場合のみ）などが表示される。一方
、画像データが動画像データである場合、アイコン（例えばアイコン２３－ａ、２３－ｂ
、および２３－ｃなど）には、先頭のみの静止画（動画像データのうち１コマの静止画デ
ータに基づく静止画がサムネイル表示される）、その作成日時、撮影時間、タイトル（存
在する場合のみ）などが表示される。なお、画像データが動画像データである場合、例え
ばアイコン２３－ｃがユーザにより選択されると、アイコン２３－ｃにより指示される動
画像データが再生される。
【００５０】
　なお、接続されている携帯型ディジタル情報機器から読み出された画像データの一覧が
ディスプレイ１７上に一度に表示し切れない場合には、ユーザにより操作インタフェース
の操作キー１６が操作されることにより、ディスプレイ１７上のコマンドアイコン２４－
１および２４－２が操作されることで、順次、接続されている携帯型ディジタル情報機器
から読み出された画像データの一覧が表示される。
【００５１】
　ステップＳ１６において、制御部１１は、信号バス１５を介して、ユーザにより操作用
インタフェースの操作キー１６が操作されることにより、光ディスクに転送する画像デー
タとその順番の選択を受け付ける。
【００５２】
　例えば図６の場合、アイコン２３－ａやアイコン２３－ｂなどの選択が受け付けられる
とともに、光ディスクに記録する際の順番（例えば１番目や２番目など）の選択も同時に
受け付けられる。
【００５３】
　勿論、このとき、接続されている携帯型ディジタル情報機器から読み出されたすべての
画像データを一括して指定することもできる。
【００５４】
　ステップＳ１７において、制御部１１は、選択が受け付けられた光ディスクに転送する
画像データの総容量が転送先の光ディスクの容量を超えているか否かを判定する。
【００５５】
　ステップＳ１７において選択が受け付けられた光ディスクに転送する画像データの総容
量が転送先の光ディスクの容量を超えていないと判定された場合、制御部１１はステップ
Ｓ１８で、光ディスクに転送する画像データとその順番の選択の受け付けが終了したか否
かを判定する。
【００５６】
　具体的には、図５の例の場合、ユーザにより操作キー１６が操作されることにより、「
ＥＮＤ」のコマンド（指令）を指示するコマンドアイコン２２の選択が受け付けられ場合
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、光ディスクに転送する画像データとその順番の選択の受け付けが終了したと判定される
。
【００５７】
　ステップＳ１８において光ディスクに転送する画像データとその順番の選択の受け付け
が終了していないと判定された場合、処理はステップＳ１５に戻り、ステップＳ１５以降
の処理が繰り返し実行される。これにより、ユーザは、光ディスクに転送する画像データ
とその順番の選択の受け付けを終了するとの指示をするまで、光ディスクに転送する画像
データとその順番の選択を繰り返し実行することができる。
【００５８】
　ステップＳ１７において選択が受け付けられた光ディスクに転送する画像データの総容
量が転送先の光ディスクの容量を超えていると判定された場合、制御部１１はステップＳ
１９で、信号バス１５を介して、転送先の光ディスクの容量を超過していることを警告す
るメッセージであるディスク容量超過警告メッセージをディスプレイ１７に表示させる。
ディスプレイ１７は、制御部１１の制御に従い、転送先の光ディスクの容量を超過してい
ることを警告するメッセージであるディスク容量超過警告メッセージを表示する。
【００５９】
　例えばディスプレイ１７には、「ディスクが一杯です」などのディスク容量超過警告メ
ッセージが表示される。
【００６０】
　この場合、例えば光ディスクに転送する画像データのデータ量を圧縮すれば、光ディス
クに転送する画像データの総容量を変更することができ、その結果、総容量を小さくする
ことができる。そこで、ユーザから、転送する画像データの圧縮量を変換するとの指示が
受け付ける。
【００６１】
　ステップＳ２０において、制御部１１は、ユーザにより操作用インタフェースの操作キ
ー１６が操作されることにより、転送する画像データの圧縮量を変換するとの指示が受け
付けられたか否かを判定する。
【００６２】
　ステップＳ２０において転送する画像データの圧縮量を変換するとの指示が受け付けら
れていないと判定された場合、処理はステップＳ１５に戻り、ステップＳ１５以降の処理
が繰り返し実行される。
【００６３】
　ステップＳ２０において転送する画像データの圧縮量を変換するとの指示が受け付けら
れたと判定された場合、制御部１１はステップＳ２１で、ユーザにより操作用インタフェ
ースの操作キー１６が操作されることにより、転送する画像データのうち圧縮量を変換す
る画像データの選択を受け付ける。
【００６４】
　その後、処理はステップＳ１５に進み、ステップＳ１５以降の処理が繰り返し実行され
る。
【００６５】
　一方、ステップＳ１８において光ディスクに転送する画像データとその順番の選択の受
け付けが終了したと判定された場合、制御部１１はステップＳ２２で、接続されているデ
ィジタル情報機器内に音楽データが存在するか否かを判定する。
【００６６】
　ステップＳ２２において接続されているディジタル情報機器内に音楽データが存在する
と判定された場合、制御部１１はステップＳ２３で、ユーザにより操作用インタフェース
の操作キー１６が操作されることにより、画像表示の際に背景において再生する音楽デー
タの選択を行うとの指示が受け付けられたか否かを判定する。
【００６７】
　ステップＳ２３において画像表示の際に背景において再生する音楽データの選択を行う
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との指示が受け付けられたと判定された場合、制御部１１はステップＳ２４で、接続され
ている携帯型ディジタル情報機器に記録（記憶）されている音楽データの一覧を読み出す
。
【００６８】
　ステップＳ２５において、制御部１１は、信号バス１５を介して、読み出された携帯型
ディジタル情報機器に記録（記憶）されている音楽データの一覧をディスプレイ１７に表
示させる。ディスプレイ１７は、制御部１１の制御に従い、携帯型ディジタル情報機器に
記録（記憶）されている音楽データの一覧を表示する。
【００６９】
　ステップＳ２６において、制御部１１は、ユーザにより操作用インタフェースの操作キ
ー１６が操作されることにより、画像表示の際に背景において再生する音楽データの選択
を受け付ける。
【００７０】
　例えばディスプレイ１７に表示される、接続されている携帯型ディジタル情報機器に記
録（記憶）されている音楽データの一覧の中から、画像表示の際に背景において再生する
音楽データの選択が受け付けられる。このとき、音楽データにおける音声（音楽）の出力
レベルを設定したり、音楽データにエコーなどの効果を付けて設定することができる。
【００７１】
　ステップＳ２７において、制御部１１は、画像表示の際に背景において再生する音楽デ
ータの選択の受け付けが終了したか否かを判定する。ステップＳ２７において画像表示の
際に背景において再生する音楽データの選択の受け付けが終了していないと判定された場
合、処理はステップＳ２５に戻り、ステップＳ２５以降の処理が繰り返し実行される。
【００７２】
　ステップＳ２７において画像表示の際に背景において再生する音楽データの選択の受け
付けが終了したと判定された場合、処理はステップＳ２８に進む。
【００７３】
　一方、ステップＳ２２において接続されているディジタル情報機器内に音楽データが存
在しないと判定された場合、ステップＳ２３乃至Ｓ２７の処理はスキップされる。すなわ
ち、画像表示の際に背景において再生される音楽データの選択受け付け処理は行われない
。
【００７４】
　また、ステップＳ２３において画像表示の際に背景において再生する音楽データの選択
を行うとの指示が受け付けられていないと判定された場合も、ステップＳ２４乃至Ｓ２７
の処理はスキップされる。すなわち、画像表示の際に背景において再生される音楽データ
の選択受け付け処理は行われない。
【００７５】
　ステップＳ２８において、制御部１１は、信号バス１５を介して、光ディスク再生専用
装置において、光ディスクに転送された画像データを再生する際に必要なナビゲーション
データ（すなわち、メニュ画面を作成するためのデータ）を作成するための画面であるナ
ビゲーションデータ作成画面をディスプレイ１７に表示させる。ディスプレイ１７は、制
御部１１の制御に従い、光ディスクに転送された画像データを再生する際に必要なナビゲ
ーションデータ（すなわち、メニュ画面を作成するためのデータ）を作成するための画面
であるナビゲーションデータ作成画面を表示する。
【００７６】
　例えば図７に示されるようなナビゲーションデータ作成画面がディスプレイ１７に表示
される。このナビゲーションデータ作成画面上においては、例えば再生時におけるタイト
ル画面の有無、再生時におけるタイトル画面に表示される静止画の選択、再生時における
チャプタ選択画面での映像サムネイル表示のデザインなどが作成される。また、再生時に
おけるタイトル画面に表示される静止画が選択された場合、一定時間後に次の画像に遷移
するか、あるいは、ユーザにより次の画像に移るとの指示がなされた後に画像が遷移する
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ようにするのかなどの再生制御情報が生成される。
【００７７】
　例えば図７の場合、ナビゲーションデータ作成画面の左側の領域には、作成されたチャ
プタ選択画面３１が表示され、そのチャプタ選択画面３１の右側には、チャプタの一覧を
縦に並べるのか、あるいは、横に並べるのか、また、文字だけを表示するのか、あるいは
、画像も表示するのかなどの選択画面への移動を指令するためのコマンドアイコン３２が
表示される。
【００７８】
　また、チャプタ選択画面３１の右側には、チャプタ選択画面において再生する音楽デー
タを選択するための選択画面への移動を指令するためのコマンドアイコン３３や、チャプ
タ選択画面の付加の有無、再生時の最初にチャプタ選択画面を表示するのか、後にチャプ
タ選択画面を表示するのかなどを選択するための選択画面への移動を指令するためのコマ
ンドアイコン３４が表示される。
【００７９】
　さらに、これらのコマンドアイコン３２乃至３４の右側には、スクロールバー（上下の
スクロールを行うためのスクロールバー）が設けられるとともに、さらに右側には、情報
処理装置１に接続されている携帯型ディジタル情報機器を指示するアイコン３５乃至３７
が表示される。なお、チャプタ選択画面３１の下には、スクロールバー（左右のスクロー
ルを行うためのスクロールバー）が設けられるとともに、さらに下に、チャプタ選択画面
の背景画像を選択するための選択画面が表示される。
【００８０】
　ステップＳ２９において、制御部１１は、ユーザにより操作用インタフェースの操作キ
ー１４が操作されることにより、ナビゲーションデータ作成画面上においてナビゲーショ
ンデータを作成するための指示（選択など）を受け付ける。
【００８１】
　例えば図７に示されるナビゲーションデータ作成画面上において、ナビゲーションデー
タを作成するための種々の指示（選択など）が受け付けられる。
【００８２】
　ステップＳ３０において、制御部１１は、ナビゲーションデータ作成画面上において受
け付けられたナビゲーションデータを作成するための指示に基づいて、ナビゲーションデ
ータを作成する。
【００８３】
　ステップＳ３１において、制御部１１は、ユーザにより操作用インタフェースの操作キ
ー１６が操作されることにより、これまでの操作により作成されたナビゲーションデータ
などを再生した場合の状況を確認させるためのプレビュー再生を行うとの指示が受け付け
られたか否かを判定する。
【００８４】
　ステップＳ３１においてこれまでの操作により作成されたナビゲーションデータなどを
再生した場合の状況を確認させるためのプレビューを行うとの指示が受け付けられたと判
定された場合、制御部１１は、信号バス１５を介してディスプレイ１７を制御し、これま
での操作により作成されたナビゲーションデータなどを再生した場合の状況を確認させる
ためのプレビュー再生を行う。
【００８５】
　このとき行われるプレビュー再生においては、ユーザは、操作用インタフェースの操作
キー１６を操作することにより、任意のタイミングで停止・再開・早送り・早戻りなどを
指示することが可能である。
【００８６】
　ステップＳ３１においてこれまでの操作により作成されたナビゲーションデータなどを
再生した場合の状況を確認させるためのプレビューを行うとの指示が受け付けられていな
いと判定された場合、ステップＳ３２のプレビュー再生処理はスキップされる。
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【００８７】
　ステップＳ３３において、制御部１１は、ユーザにより操作用インタフェースの操作キ
ー１６が操作されることにより、光ディスクに、転送する画像データとともにナビゲーシ
ョンデータを書き込むとの指示が受け付けられたか否かを判定する。
【００８８】
　ステップＳ３３において光ディスクに、転送する画像データとともにナビゲーションデ
ータを書き込むとの指示が受け付けられていないと判定された場合、処理はステップＳ１
５に戻り、その後、ステップＳ１５以降の処理が同様に繰り返される。これにより、ユー
ザは、プレビュー再生を行った後に内容を変更・修正したい場合には、所望の内容となる
まで繰り返し同様の処理を情報処理装置１に実行させることができる。
【００８９】
　ステップＳ３３において光ディスクに、転送する画像データとともにナビゲーションデ
ータを書き込むとの指示が受け付けられたと判定された場合、制御部１１は、光ディスク
へのデータ転送に先立ち、信号バス１５を介して光ディスク装置１９に所定の光ディスク
が挿入されているか否かを認識し、光ディスク装置１９に所定の光ディスクが挿入されて
いないと認識された場合、ディスプレイ１７に「光ディスク装置１９に所定の光ディスク
を挿入して下さい。」というメッセージを表示させる。
【００９０】
　光ディスク装置１９に所定の光ディスクが挿入されたと認識された場合、制御部１１は
、信号バス１５を介して、接続されている携帯型ディジタル情報機器から必要なデータを
読み出すとともに、光ディスク装置１９を制御し、光ディスクに、転送する画像データと
ともにナビゲーションデータ（再生制御情報なども含まれる）を書き込ませる。光ディス
ク装置１９は、制御部１１の制御に従い、転送する画像データとともにナビゲーションデ
ータを書き込む。
【００９１】
　このとき、データ転送の際に画像データの圧縮率の変更が設定された画像データ、ある
いは、光ディスク再生専用装置においてそのままでは再生することができない圧縮形式で
ある画像データについては、制御部１１により展開再圧縮が行われた後、光ディスクへの
書き込み処理が実行される。
【００９２】
　また、光ディスクに転送する画像データの中に著作権保護されている画像データが存在
する場合には、その著作物である画像データを利用することが可能な範囲内で画像データ
を転送する。具体的には、利用できる範囲により、データの移動だけが可能な場合、予め
設定された所定の回数まで移動が可能などの状況に応じて光ディスクへのデータ転送が行
われ、必要に応じて転送元の画像データなどの削除が実行される。
【００９３】
　なお、光ディスク装置により光ディスクに、転送する画像データとともにナビゲーショ
ンデータ（再生制御情報なども含まれる）が書き込まれる際、その転送の進捗状況は、デ
ィプレイ１７上において例えば棒グラフ表示や推定終了時間の数値表示などにより実行さ
れる。これにより、ユーザは、現在の光ディスクへのデータ転送の進捗度合いを知ること
ができる。また、光ディスクへのデータ転送が終了した場合、図示せぬスピーカやブザー
などによりその旨を音によりユーザに報知するようにしてもよい。
【００９４】
　その後、処理は図３のフローチャートに戻り、ディスク作成処理は終了する。
【００９５】
　一方、ステップＳ１２において接続されている携帯型ディジタル情報機器に記録（記憶
）されている情報（画像データや音楽データなど）をバックアップするためにバックアッ
プ用の光ディスクを作成するのとの指示が受け付けられたと判定された場合、制御部１１
はステップＳ３５で、バックアップ作成処理を実行する。このバックアップ作成処理の詳
細は、図８のフローチャートに示される。
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【００９６】
　図８のフローチャートを参照して、図２の光ディスク装置１におけるバックアップ作成
処理の詳細について説明する。
【００９７】
　ステップＳ４１において、制御部１１は、ユーザにより操作用インタフェースの操作キ
ー１６が操作されることにより、情報処理装置１に接続されている携帯型ディジタル情報
機器に記録（記録）されているデータ（動画像データや静止画像データ、音楽データなど
）を他の携帯型ディジタル情報機器にリストアするとの指示が受け付けられたか否かを判
定する。
【００９８】
　ステップＳ４１において情報処理装置１に接続されている携帯型ディジタル情報機器に
記録（記録）されているデータ（動画像データや静止画像データ、音楽データなど）を他
の携帯型ディジタル情報機器にリストアするとの指示が受け付けられていないと判定され
た場合（すなわち、情報処理装置１に接続されている携帯型ディジタル情報機器に記録（
記録）されているデータ（動画像データや静止画像データ、音楽データなど）を、光ディ
スクにバックアップするとの指示が受け付けられたと判定された場合）、制御部１１はス
テップＳ４２で、信号バス１５を介して、接続されている携帯型ディジタル情報機器を指
示するアイコンをディスプレイ１７に表示させる。ディスプレイ１７は、制御部１１の制
御に従い、例えば図５に示されるように、接続されている携帯型ディジタル情報機器を指
示するアイコンを表示する。なお、この図５の説明については、図４のステップＳ１３に
おいて説明した内容と基本的には同様であり、その説明は繰り返しになるので省略する。
【００９９】
　ステップＳ４３において、制御部１１は、ユーザにより操作用インタフェースの操作キ
ー１６が操作されることにより、例えば図５に示されるディスプレイ１７に表示される表
示画面上のアイコン（例えばアイコン２１－ａやアイコン２１－ｂ）が選択されると、接
続されている携帯型ディジタル情報機器（ユーザにより選択されたアイコンにより指示さ
れる携帯型ディジタル情報機器）に記録（記憶）されている画像データ（動画像データや
静止画像データ）の一覧を読み出す。
【０１００】
　ステップＳ４４において、制御部１１は、信号バス１５を介して、接続されている携帯
型ディジタル情報機器から読み出された画像データの一覧を取得し、取得された画像デー
タの一覧をディスプレイ１７に表示させる。ディスプレイ１７は、制御部１１の制御に従
い、例えば図６に示されるように、接続されている携帯型ディジタル情報機器から読み出
された画像データの一覧を表示する。なお、この図６の説明については、図４のステップ
Ｓ１５において説明した内容と基本的には同様であり、その説明は繰り返しになるので省
略する。
【０１０１】
　ステップＳ４５において、制御部１１は、信号バス１５を介して、ユーザにより操作用
インタフェースの操作キー１６が操作されることにより、光ディスクに転送する画像デー
タとその順番の選択を受け付ける。
【０１０２】
　例えば図６の場合、アイコン２３－ａやアイコン２３－ｂなどの選択が受け付けられる
とともに、光ディスクに記録する際の順番（例えば１番目や２番目など）の選択も同時に
受け付けられる。勿論、このとき、接続されている携帯型ディジタル情報機器から読み出
されたすべての画像データを一括して指定することもできる。
【０１０３】
　なお、このとき、バックアップの際にデータを暗号化して記録するデータ暗号化を指示
することもできる。これにより、データ転送された光ディスクを再生または転送（記録）
する際、例えば図示せぬパスワード入力受付欄に入力が受け付けられるパスワードが、予
め設定されたパスワードと一致しない限り、意味のあるデータとして復号することができ
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ない形式でデータを光ディスクに転送しバックアップすることができる。
【０１０４】
　ステップＳ４６において、制御部１１は、選択が受け付けられた光ディスクに転送する
画像データの総容量が転送先の光ディスクの容量を超えているか否かを判定する。
【０１０５】
　ステップＳ４６において選択が受け付けられた光ディスクに転送する画像データの総容
量が転送先の光ディスクの容量を超えていないと判定された場合、制御部１１はステップ
Ｓ４７で、光ディスクに転送する画像データとその順番の選択の受け付けが終了したか否
かを判定する。
【０１０６】
　ステップＳ４７において光ディスクに転送する画像データとその順番の選択の受け付け
が終了していないと判定された場合、処理はステップＳ４４に戻り、ステップＳ４４以降
の処理が繰り返し実行される。これにより、ユーザは、光ディスクに転送する画像データ
とその順番の選択の受け付けを終了するとの指示をするまで、光ディスクに転送する画像
データとその順番の選択を繰り返し実行することができる。
【０１０７】
　一方、ステップＳ４６において選択が受け付けられた光ディスクに転送する画像データ
の総容量が転送先の光ディスクの容量を超えていると判定された場合、制御部１１はステ
ップＳ４８で、信号バス１５を介して、転送先のディスクの容量を超過していることを警
告するメッセージであるディスク容量超過警告メッセージをディスプレイ１７に表示させ
る。ディスプレイ１７は、制御部１１の制御に従い、転送先の光ディスクの容量を超過し
ていることを警告するメッセージであるディスク容量超過警告メッセージを表示する。
【０１０８】
　例えばディスプレイ１７には、「ディスクが一杯です」などのディスク容量超過警告メ
ッセージが表示される。
【０１０９】
　ステップＳ４７において光ディスクに転送する画像データとその順番の選択の受け付け
が終了したと判定された場合、制御部１１はステップＳ４９で、ユーザにより操作用イン
タフェースの操作キー１６が操作されることにより、光ディスクに、転送する画像データ
を書き込むとの指示が受け付けられたか否かを判定する。
【０１１０】
　ステップＳ４９において光ディスクに、転送する画像データを書き込むとの指示が受け
付けられていないと判定された場合、処理はステップＳ４４に戻り、その後、ステップＳ
４４以降の処理が同様に繰り返される。これにより、ユーザは、データ転送する内容を変
更・修正したい場合には、所望の内容となるまで繰り返し同様の処理を情報処理装置１に
実行させることができる。
【０１１１】
　ステップＳ４９において光ディスクに、転送する画像データとともにナビゲーションデ
ータを書き込むとの指示が受け付けられたと判定された場合、制御部１１はステップＳ５
０で、光ディスクへのデータ転送に先立ち、信号バス１５を介して光ディスク装置１９に
所定の光ディスクが挿入されているか否かを認識し、光ディスク装置１９に所定の光ディ
スクが挿入されていないと認識された場合、ディスプレイ１７に「光ディスク装置１９に
所定の光ディスクを挿入して下さい。」というメッセージを表示させる。
【０１１２】
　光ディスク装置１９に所定の光ディスクが挿入されたと認識された場合、制御部１１は
、信号バス１５を介して、接続されている携帯型ディジタル情報機器から必要なデータを
読み出すとともに、光ディスク装置１９を制御し、光ディスクに、転送する画像データを
書き込ませる。光ディスク装置１９は、制御部１１の制御に従い、転送する画像データを
書き込む。これにより、情報処理装置１に接続されている携帯型ディジタル情報機器に記
録（記録）されているデータ（動画像データや静止画像データ、音楽データなど）を光デ
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ィスクにバックアップすることができる。
【０１１３】
　このとき、光ディスクの種類に応じてＩＳＯ（International Organization For Stand
ardization）９６６０またはＵＤＦ（Universal Disk Format）などのパーソナルコンピ
ュータで読み取り書き込み可能な標準フォーマットで書き込み処理が実行される。
【０１１４】
　また、光ディスクに転送する画像データの中に著作権保護されている画像データが存在
する場合には、その著作物である画像データを利用することが可能な範囲内で画像データ
を転送する。具体的には、利用できる範囲により、データの移動だけが可能な場合、予め
設定された所定の回数まで移動が可能などの状況に応じて光ディスクへのデータ転送が行
われ、必要に応じて転送元の画像データなどの削除が実行される。
【０１１５】
　さらに、データ暗号化の指示がなされている場合には、そのデータ暗号化が行われた後
、書き込み処理が実行される。
【０１１６】
　なお、光ディスク装置により光ディスクに、転送する画像データとともにナビゲーショ
ンデータ（再生制御情報なども含まれる）が書き込まれる際、その転送の進捗状況は、デ
ィプレイ１７上において例えば棒グラフ表示や推定終了時間の数値表示などにより実行さ
れる。これにより、ユーザは、現在の光ディスクへのデータ転送の進捗度合いを知ること
ができる。また、光ディスクへのデータ転送が終了した場合、図示せぬスピーカやブザー
などによりその旨を音によりユーザに報知するようにしてもよい。
【０１１７】
　その後、処理は図３のフローチャートに戻り、データ作成処理は終了する。
【０１１８】
　一方、ステップＳ４１において情報処理装置１に接続されている携帯型ディジタル情報
機器に記録（記録）されているデータ（動画像データや静止画像データ、音楽データなど
）を他の携帯型ディジタル情報機器にリストアするとの指示が受け付けられたと判定され
た場合、制御部１１はステップＳ５１で、リストア処理を実行する。このリストア処理の
詳細は、図９のフローチャートに示される。
【０１１９】
　図９のフローチャートを参照して、図２の情報処理装置１におけるリストア処理の詳細
について説明する。
【０１２０】
　ステップＳ６１において、制御部１１は、信号バス１５を介して、光ディスク装置１９
に、リストアするデータが記録されているバックアップ用の光ディスク（すでにバックア
ップ処理が実行された光ディスク）を挿入する旨のメッセージをディスプレイ１７に表示
させる。ディスプレイ１７は、光ディスク装置１９に、リストアするデータが記録されて
いる光ディスクを挿入する旨のメッセージを表示する。
【０１２１】
　例えば「ディスクを挿入して下さい」というメッセージが表示される。
【０１２２】
　ステップＳ６２において、制御部１１は、信号バス１５を介して、光ディスク装置１９
に所定の光ディスクが挿入されたか否かを認識し、光ディスク装置１９に所定の光ディス
クが挿入されたと判定するまで待機する。
【０１２３】
　ステップＳ６２において光ディスク装置１９に所定の光ディスクが挿入されたと判定さ
れた場合、制御部１１はステップＳ６３で、光ディスク装置１９を制御し、挿入された光
ディスクに記録されている画像データ（動画像データや静止画像データ）の一覧を読み出
す。
【０１２４】
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　ステップＳ６４において、制御部１１は、信号バス１５を介して、挿入された光ディス
クから読み出された画像データの一覧を取得し、取得された画像データの一覧をディスプ
レイ１７に表示させる。ディスプレイ１７は、制御部１１の制御に従い、例えば図６に示
されるように、接続されている携帯型ディジタル情報機器から読み出された画像データの
一覧を表示する。なお、この図６の説明については、図４のステップＳ１５において説明
した内容と基本的には同様であり、その説明は繰り返しになるので省略する。
【０１２５】
　ステップＳ６５において、制御部１１は、信号バス１５を介して、ユーザにより操作用
インタフェースの操作キー１６が操作されることにより、リストアする転送先の携帯型デ
ィジタル情報機器に転送する画像データとその順番の選択を受け付ける。
【０１２６】
　例えば図６の場合、アイコン２３－ａやアイコン２３－ｂなどの選択が受け付けられる
とともに、光ディスクに記録する際の順番（例えば１番目や２番目など）の選択も同時に
受け付けられる。勿論、このとき、接続されている携帯型ディジタル情報機器から読み出
されたすべての画像データを一括して指定することもできる。
【０１２７】
　なお、このとき、バックアップ処理時においてデータ暗号化された上で光ディスクに画
像データなどがバックアップされている場合には、データ転送された光ディスクを再生す
る際、例えば図示せぬパスワード入力受付欄に入力が受け付けられるパスワードが、予め
設定されたパスワードと一致しない限り、携帯型ディジタル情報機器への転送対象として
選択することができない。なお、記録禁止（再生専用）または追記型記録媒体の光ディス
クでは、転送後に転送元である光ディスクにおいてデータの削除をすることができないた
め、その警告の旨もディスプレイ１７に表示するようにする。
【０１２８】
　ステップＳ６６において、制御部１１は、選択が受け付けられた携帯型ディジタル情報
機器に転送する画像データなどの総容量が、転送先の携帯型ディジタル情報機器を超えて
いるか否かを判定する。
【０１２９】
　ステップＳ６６において選択が受け付けられた携帯型ディジタル情報機器に転送する画
像データなどの総容量が転送先の携帯型ディジタル情報機器の容量を超えていないと判定
された場合、制御部１１はステップＳ６７で、携帯型ディジタル情報機器に転送する画像
データとその順番の選択の受け付けが終了したか否かを判定する。
【０１３０】
　ステップＳ６７において携帯型ディジタル情報機器に転送する画像データとその順番の
選択の受け付けが終了していないと判定された場合、処理はステップＳ６４に戻り、ステ
ップＳ６４以降の処理が繰り返し実行される。これにより、ユーザは、携帯型ディジタル
情報機器に転送する画像データとその順番の選択の受け付けを終了するとの指示をするま
で、携帯型ディジタル情報機器に転送する画像データとその順番の選択を繰り返し実行す
ることができる。
【０１３１】
　一方、ステップＳ６６において選択が受け付けられた携帯型ディジタル情報機器に転送
する画像データの総容量が転送先の携帯型ディジタル情報機器の容量を超えていると判定
された場合、制御部１１はステップＳ６８で、信号バス１５を介して、転送先の携帯型デ
ィジタル情報機器の容量を超過していることを警告するメッセージである携帯型ディジタ
ル情報機器容量超過警告メッセージをディスプレイ１７に表示させる。ディスプレイ１７
は、制御部１１の制御に従い、転送先の携帯型ディジタル情報機器の容量を超過している
ことを警告するメッセージである携帯型ディジタル情報機器容量超過警告メッセージを表
示する。
【０１３２】
　例えばディスプレイ１７には、「携帯型ディジタル情報機器の容量が一杯です」などの
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携帯型ディジタル情報機器容量超過警告メッセージが表示される。
【０１３３】
　ステップＳ６７において携帯型ディジタル情報機器に転送する画像データとその順番の
選択の受け付けが終了したと判定された場合、制御部１１はステップＳ６９で、ユーザに
より操作用インタフェースの操作キー１６が操作されることにより、携帯型ディジタル情
報機器に、転送する画像データを書き込むとの指示が受け付けられたか否かを判定する。
【０１３４】
　ステップＳ６９において携帯型ディジタル情報機器に、転送する画像データを書き込む
との指示が受け付けられていないと判定された場合、処理はステップＳ６４に戻り、その
後、ステップＳ６４以降の処理が同様に繰り返される。これにより、ユーザは、データ転
送する内容を変更・修正したい場合には、所望の内容となるまで繰り返し同様の処理を情
報処理装置１に実行させることができる。
【０１３５】
　ステップＳ６９において光ディスクに、転送する画像データなどを書き込むとの指示が
受け付けられたと判定された場合、制御部１１はステップＳ７０で、信号バス１５を介し
て、光ディスクから必要なデータを読み出すとともに、接続されている携帯型ディジタル
情報機器を制御し、転送する画像データなどを携帯型ディジタル情報機器に書き込ませる
。携帯型ディジタル情報機器は、制御部１１の制御に従い、転送する画像データを書き込
む。これにより、バックアップ用に光ディスクに記録（記録）されているデータ（動画像
データや静止画像データ、音楽データなど）を携帯型ディジタル情報機器にリストアする
ことができる。
【０１３６】
　なお、携帯型ディジタル情報機器に転送する画像データの中に著作権保護されている画
像データが存在する場合には、その著作物である画像データを利用することが可能な範囲
内で画像データを転送する。具体的には、利用できる範囲により、データの移動だけが可
能な場合、予め設定された所定の回数まで移動が可能などの状況に応じて携帯型ディジタ
ル情報機器へのデータ転送が行われ、必要に応じて転送元の画像データなどの削除が実行
される。
【０１３７】
　さらに、データ暗号化の指示がなされている場合には、そのデータ暗号化が行われた後
、書き込み処理が実行される。
【０１３８】
　なお、光ディスクから携帯型ディジタル情報機器に、転送する画像データなどが書き込
まれる際、その転送の進捗状況は、ディプレイ１７上において例えば棒グラフ表示や推定
終了時間の数値表示などにより実行される。これにより、ユーザは、現在の携帯型ディジ
タル情報機器へのデータ転送の進捗度合いを知ることができる。また、携帯型ディジタル
情報機器へのデータ転送が終了した場合、図示せぬスピーカやブザーなどによりその旨を
音によりユーザに報知するようにしてもよい。
【０１３９】
　その後、処理は図３のフローチャートに戻り、データ作成処理は終了する。
【０１４０】
　本発明の実施形態においては、情報処理装置１に接続されている携帯型ディジタル情報
機器から、携帯型ディジタル情報機器を識別するための識別情報を取得し、取得された識
別情報に基づいて、予め記憶されている対応機器一覧テーブルを参照して、情報処理装置
１に対応している携帯型ディジタル情報機器であるか否かを判定することができる。
【０１４１】
　また、情報処理装置１に対応している携帯型ディジタル情報機器であると判定された場
合において、光ディスク再生専用装置において再生可能な光ディスクを作成するときには
、ナビゲーションデータを作成し、ユーザにより選択された画像データなどとともに、作
成されたナビゲーションデータ（再生制御情報を含む）に基づいて光ディスクに書き込む
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ことができる。
【０１４２】
　一方、情報処理装置１に対応している携帯型ディジタル情報機器であると判定された場
合において、バックアップ用の光ディスクを作成するときには、ユーザにより選択された
画像データなどに基づいて光ディスクに書き込むことができる。
【０１４３】
　さらに、情報処理装置１に対応している携帯型ディジタル情報機器であると判定された
場合において、すでに作成されているバックアップ用の光ディスクを用いて、ユーザによ
り選択された画像データなどに基づいて他の携帯型ディジタル情報機器に書き込むことが
できる。
【０１４４】
　これにより、従来から行ってきたパーソナルコンピュータなどを介した煩雑な操作を行
う必要がなくなる。
【０１４５】
　また、光ディスク再生専用装置においてこれらのデータを再生する際に必要なナビゲー
ションデータ（すなわち、メニュ画面を作成するためのデータ）を作成するようにしたの
で、例えばディスク作成処理により光ディスクを作成した後、他のユーザの家にある光デ
ィスク再生専用装置にて作成された光ディスクを再生することができる。
【０１４６】
　さらに、携帯型ディジタル情報機器の種類や相性などに関係なく、接続されている携帯
型ディジタル情報機器に記憶（記録）されている情報を光ディスクなどに容易に書き込む
ことができる。
【０１４７】
　従って、携帯型ディジタル情報機器の差異をユーザに意識させることなく、光ディスク
などに携帯型ディジタル情報機器に記録（記憶）されている情報を記録することができる
とともに、様々な携帯型ディジタル情報機器に蓄積された情報を保存・管理する際の利便
性を向上させることができる。
【０１４８】
　なお、本発明の実施形態においては、接続されている携帯型ディジタル情報機器から光
ディスクへのデータ転送だけでなく、接続されている携帯型ディジタル情報機器同士間で
のデータの複製、移動、削除などを行うことができるようにしてもよいし、書き換え型の
光ディスクへの複製、移動、削除などを行うことができるようにしてもよい。
【０１４９】
　また、新規の携帯型ディジタル情報機器に対応することができるように、例えば情報処
理装置１に設けられた図示せぬ通信部を介して、ネットワーク経由でサーバ（図示せず）
から新規の携帯型ディジタル情報機器に関する制御情報を取得し、取得された制御情報に
基づいて対応機器一覧テーブルを更新するようにしてもよい。
【０１５０】
　さらに、情報処理装置１にバッテリを内蔵させ、ＡＣアダプタなどを介して外部電源か
ら電源を取得することができない状況においても、使用することができるようにしてもよ
い。これにより、外部電源がなくても情報処理装置を使用することが可能となる。
【０１５１】
　また、本発明の実施形態においては、ディスプレイ１７に種々の作成画面やメッセージ
を表示するようにしたが、ディスプレイ１７の代わりに、映像音声出力部１８を介して外
部ディプレイ装置などに表示するようにしてもよい。
【０１５２】
[第２実施形態]
　ところで、情報処理装置１には、例えば図１０に示されるように大容量記憶部４１をさ
らに設けるようにしてもよい。大容量記憶部４１は、例えば固定型のＨＤＤ（Hard Disc 
Drive）や大容量の不揮発性メモリ（フラッシュメモリ）などより構成される。勿論、大
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容量記憶部４１は、大記憶容量でなくともよい。
【０１５３】
　なお、情報処理装置１の外観の構成については図１と同様であり、その説明は繰り返し
になるので省略する。
【０１５４】
　これにより、ユーザが、例えば複数のメモリカードに分かれて記憶されている画像デー
タなどをまとめて１枚の光ディスク（バックアップ用の光ディスクまたは光ディスク再生
専用装置において再生可能な光ディスク）を作成したいと所望する場合、複数のメモリカ
ードの画像データなどを一旦情報処理装置１内の大容量記憶部４１に蓄積し、その後、情
報処理装置１に、蓄積されたそれらの画像データを適宜編集して所望の１枚の光ディスク
を作成させるようにしてもよい。以下、図１０の情報処理装置１を用いたバックアップ作
成処理について説明する。
【０１５５】
　図１１のフローチャートを参照して、図１０の情報処理装置１におけるバックアップ作
成処理について説明する。なお、図１１のステップＳ８１、およびステップＳ８５乃至Ｓ
９３の処理は、図８のステップ４１乃至Ｓ５０の処理と基本的には同様であり、その説明
は繰り返しになるので省略する。
【０１５６】
　ステップＳ８１において情報処理装置１に接続されている携帯型ディジタル情報機器に
記録（記録）されているデータ（動画像データや静止画像データ、音楽データなど）を他
の携帯型ディジタル情報機器にリストアするとの指示が受け付けられていないと判定され
た場合（すなわち、情報処理装置１に接続されている携帯型ディジタル情報機器に記録（
記録）されているデータ（動画像データや静止画像データ、音楽データなど）を、光ディ
スクにバックアップするとの指示が受け付けられたと判定された場合）、制御部１１はス
テップＳ８２で、バックアップの転送先が光ディスクであるとの指示が受け付けられたか
否かを判定する。
【０１５７】
　ステップＳ８２においてバックアップの転送先が光ディスクであるとの指示が受け付け
られたと判定された場合、制御部１１は、ステップＳ８３で、情報処理装置１に接続され
ている携帯型ディジタル情報機器に記録（記録）されているデータ（動画像データや静止
画像データ、音楽データなど）を転送する転送先を光ディスクに設定する。
【０１５８】
　一方、ステップＳ８２においてバックアップの転送先が光ディスクであるとの指示が受
け付けられていないと判定された場合、制御部１１は、ステップＳ８４で、情報処理装置
１に接続されている携帯型ディジタル情報機器に記録（記録）されているデータ（動画像
データや静止画像データ、音楽データなど）を転送する転送先を大容量記憶部４１に設定
する。
【０１５９】
　その後、処理はステップＳ８５に進み、ステップＳ８５以降の処理が実行される。これ
により、選択が受け付けられた画像データなどが設定された転送先である光ディスクまた
は大容量記憶部４１に書き込まれる。
【０１６０】
　これにより、ユーザが、例えば複数のメモリカードに分かれて記憶されている画像デー
タなどをまとめて１枚の光ディスク（バックアップ用の光ディスクまたは光ディスク再生
専用装置において再生可能な光ディスク）を作成したいと所望する場合、複数のメモリカ
ードの画像データなどを一旦情報処理装置１内の大容量記憶部４１に蓄積し、その後、情
報処理装置１に、蓄積されたそれらのバックアップ用の画像データを適宜編集して所望の
１枚の光ディスク（例えば光ディスク再生専用装置において再生可能な光ディスクなど）
を作成させるようにしてもよい。
【０１６１】
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　一方、ステップＳ８１においてリストアの指示が受け付けられたと判定された場合、制
御部１１はステップＳ９４で、リストア処理を実行する。このリストア処理の詳細は、図
１２のフローチャートに示される。
【０１６２】
　図１２のフローチャートを参照して、図１０の情報処理装置１におけるリストア処理の
詳細について説明する。なお、図１２のステップＳ１０１、ステップＳ１１０乃至Ｓ１１
６の処理は、図９のステップＳ６１、およびステップＳ６４乃至Ｓ７０の処理と基本的に
は同様であり、その説明は繰り返しになるので省略する。
【０１６３】
　ステップＳ１０２において、制御部１１は、制御部１１は、信号バス１５を介して、光
ディスク装置１９に所定の光ディスクが挿入されたか否かを判定する。ステップＳ１０２
において光ディスク装置１９に所定の光ディスクが挿入されていないと判定された場合、
制御部１１はステップＳ１０３で、大容量記憶部４１内にリストア処理の対象となり得る
データが存在するか否かを判定する。
【０１６４】
　ステップＳ１０３において大容量記憶部４１内にリストア処理の対象となり得るデータ
が存在しないと判定された場合、処理はステップＳ１０２に戻り、ステップＳ１０２以降
の処理が繰り返し実行される。
【０１６５】
　なお、ステップＳ１０２において光ディスク装置１９に所定の光ディスクが挿入された
と判定された場合も、処理はステップＳ１０３に進む。
【０１６６】
　ステップＳ１０３において大容量記憶部４１内にリストア処理の対象となり得るデータ
が存在すると判定された場合、制御部１１はステップＳ１０４で、ユーザにより操作用イ
ンタフェースの操作キー１６が操作されることにより、大容量記憶部４１のみから画像デ
ータなどの一覧を読み出すとの指示が受け付けられたか否かを判定する。
【０１６７】
　ステップＳ１０４において大容量記憶部４１のみから画像データなどの一覧を読み出す
との指示が受け付けられたと判定された場合、制御部１１はステップＳ１０５で、大容量
記憶部４１からデータの一覧を読み出す。その後、処理はステップＳ１１０に進み、読み
出された大容量記憶部４１からデータの一覧に基づいて、携帯型ディジタル情報機器への
書き込み処理が実行される。
【０１６８】
　一方、ステップＳ１０４において大容量記憶部４１のみから画像データなどの一覧を読
み出すとの指示が受け付けられていないと判定された場合、制御部１１はステップＳ１０
６で、ユーザにより操作用インタフェースの操作キー１６が操作されることにより、光デ
ィスクのみから画像データなどの一覧を読み出すとの指示が受け付けられたか否かを判定
する。
【０１６９】
　ステップＳ１０６において光ディスクのみから画像データなどの一覧を読み出すとの指
示が受け付けられたと判定された場合、制御部１１はステップＳ１０７で、光ディスクの
みからデータの一覧を読み出す。その後、処理はステップＳ１１０に進み、読み出された
光ディスクのみからデータの一覧に基づいて、携帯型ディジタル情報機器への書き込み処
理が実行される。
【０１７０】
　ステップＳ１０６において光ディスクのみから画像データなどの一覧を読み出すとの指
示が受け付けられていないと判定された場合、制御部１１はステップＳ１０８で、ユーザ
により操作用インタフェースの操作キー１６が操作されることにより、大容量記憶部４１
と光ディスクの両方から画像データなどの一覧を読み出すとの指示が受け付けられたか否
かを判定する。
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【０１７１】
　ステップＳ１０８において大容量記憶部４１と光ディスクの両方から画像データなどの
一覧を読み出すとの指示が受け付けられたと判定された場合、制御部１１はステップＳ１
０９で、大容量記憶部４１および光ディスクの両方からデータの一覧を読み出す。その後
、処理はステップＳ１１０に進み、読み出された大容量記憶部４１および光ディスクのみ
からデータの一覧に基づいて、携帯型ディジタル情報機器への書き込み処理が実行される
。
【０１７２】
　一方、ステップＳ１０８において大容量記憶部４１と光ディスクの両方から画像データ
などの一覧を読み出すとの指示が受け付けられていないと判定された場合、処理はステッ
プＳ１０２に戻り、その後、ステップＳ１０２以降の処理が繰り返し実行される。
【０１７３】
　なお、図示せぬネットワークを介して接続されるコンテンツサーバ（図示せず）から取
得された種々の画像データや音楽データなどを大容量記憶部４１に蓄積しておき、蓄積さ
れたこれらのデータを用いてタイトル画面やメニュ画面などにおける背景画像にするよう
にしてもよい。
【０１７４】
　また、情報処理装置１に大容量記憶部４１が設けられた場合、接続されている携帯型デ
ィジタル情報機器を指示するアイコンを表示させるとき、例えば図１３に示される画面が
表示される。ディスプレイ１７には、接続されている携帯型ディジタル情報機器を指示す
るアイコン２１－ａ、および２１－ｂの他に、大容量記憶部４１を指示するアイコン２１
－ｃが表示される。
【０１７５】
[第３実施形態]
　ところで、情報処理装置１には、例えば図１４に示されるように、光ディスクが搭載さ
れていないカメラ一体型ビデオ記録装置とのデータの通信を行う際に、カメラ一体型ビデ
オ記録装置のバッテリ（充電池）を充電するための充電制御部４２をさらに設けるように
してもよい。この場合、光ディスクが搭載されていないカメラ一体型ビデオ記録装置との
データの通信を行う際に、同時に、カメラ一体型ビデオ記録装置用インタフェース４３を
介して、カメラ一体型ビデオ記録装置の充電を行うことができる。これにより、カメラ一
体型ビデオ記録装置の使用準備にかかるユーザの手間を軽減することができる。
【０１７６】
　勿論、カメラ一体型ビデオ記録装置用インタフェース４３において充電処理を実行し、
情報処理装置１とのデータ作成処理などはＩＥＥＥ１３９４インタフェース１３を介して
行うようにしてもよい。これにより、カメラ一体型ビデオ記録装置の充電をより短時間で
行うことができる。従って、カメラ一体型ビデオ記録装置の使用準備にかかるユーザの手
間をより軽減することができる。
【０１７７】
　なお、本発明の実施形態において用いられるアイコンを「指示情報」と定義する。
【０１７８】
　なお、本発明は、パーソナルコンピュータ１以外にも、ＰＤＡ（Personal Digital Ass
istant）、携帯型ゲーム機、携帯型音楽再生機、携帯型動画再生機、その他の情報処理装
置にも適用することができる。
【０１７９】
　また、本発明の実施形態において説明した一連の処理は、ソフトウェアにより実行させ
ることもできるが、ハードウェアにより実行させることもできる。
【０１８０】
　さらに、本発明の実施形態では、フローチャートのステップは、記載された順序に沿っ
て時系列的に行われる処理の例を示したが、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列
的あるいは個別実行される処理をも含むものである。
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【図面の簡単な説明】
【０１８１】
【図１】本発明の第１実施形態に係る情報処理装置の外観の構成を示す外観図。
【図２】本発明の第１実施形態に係る情報処理装置の内部の構成を示すブロック図。
【図３】図２の情報処理装置におけるディスク作成処理を説明するフローチャート。
【図４】図３のステップＳ６におけるデータ転送処理の詳細を説明するフローチャート。
【図５】図２のディスプレイに表示される表示例を示す図。
【図６】図２のディスプレイに表示される表示例を示す図。
【図７】図２のディスプレイに表示される表示例を示す図。
【図８】図４のステップＳ３５におけるバックアップ処理の詳細を説明するフローチャー
ト。
【図９】図８のステップＳ５１におけるリストア処理の詳細を説明するフローチャート。
【図１０】本発明の第２実施形態に係る情報処理装置の内部の構成を示すブロック図。
【図１１】図１０の情報処理装置におけるバックアップ処理の詳細を説明するフローチャ
ート。
【図１２】図１１のステップＳ９４におけるリストア処理の詳細を説明するフローチャー
ト。
【図１３】図２のディスプレイに表示される表示例を示す図。
【図１４】本発明の第３実施形態に係る情報処理装置の内部の構成を示すブロック図。
【符号の説明】
【０１８２】
　１…情報処理装置、１１…制御部、１２…メモリカードスロット、１３…ＩＥＥＥ１３
９４インタフェース、１４…ＵＳＢインタフェース、１５…信号バス、１６…操作キー、
１７…ディスプレイ、１８…映像音声出力部、１９…光ディスク装置、４１…大容量記憶
部、４２…充電制御部、４３…カメラ一体型ビデオ記録装置用インタフェース。
【図１】

【図２】

【図３】



(23) JP 2008-158999 A 2008.7.10

【図４】 【図５】
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