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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データ記録媒体に記録されているデータの属性を示す属性データの前記データ記録媒体
からの読み出しを制御する読み出し制御手段と、
　読み出された前記属性データを基に、前記データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後
ろに記録されているデータが、１つの静止画像を予め定めた時間表示させるか、または複
数の静止画像のそれぞれを予め定めた時間毎に、予め定めた順序で表示させるための表示
データであるか否かを判定する判定手段と、
　前記データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録されているデータが前記表示
データであると判定された場合、前記データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記
録されている前記表示データを前記データ記録媒体から削除するように、前記データ記録
媒体からのデータの削除を制御する削除制御手段と
　を含むことを特徴とする記録装置。
【請求項２】
　前記読み出し制御手段は、前記データ記録媒体が装着された場合、または自分が起動さ
れた場合、前記データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録されているデータの
属性を示す前記属性データを前記データ記録媒体から読み出すように、前記属性データの
前記データ記録媒体からの読み出しを制御し、
　前記削除制御手段は、前記データ記録媒体が装着された場合、または自分が起動された
場合、前記データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録されているデータが前記
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表示データであると判定されたとき、前記データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろ
に記録されている前記表示データを削除するように、前記データ記録媒体からのデータの
削除を制御する
　ことを特徴とする請求項１に記載の記録装置。
【請求項３】
　前記データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録されているデータが前記表示
データであると判定された場合、前記データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記
録されている前記表示データを削除する旨のユーザからの指示を取得するための画像を表
示させるように、画像の表示を制御する表示制御手段を更に含み、
　前記削除制御手段は、前記データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録されて
いる前記表示データの削除が指示された場合、前記データ記録媒体の論理的な記録空間の
最も後ろに記録されている前記表示データを前記データ記録媒体から削除するように、前
記データ記録媒体からのデータの削除を制御する
　ことを特徴とする請求項１に記載の記録装置。
【請求項４】
　前記データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録されている前記表示データの
削除が前記ユーザから指示されなかった場合、前記データ記録媒体へのデータの追記をし
ないように前記データ記録媒体への記録を制御する記録制御手段をさらに含み、
　前記削除制御手段は、前記データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録されて
いる前記表示データの削除が前記ユーザから指示されなかった場合、前記データ記録媒体
から前記表示データを削除しないように、前記データ記録媒体からのデータの削除を制御
する
　ことを特徴とする請求項３に記載の記録装置。
【請求項５】
　データ記録媒体に記録されているデータの属性を示す属性データの前記データ記録媒体
からの読み出しを制御する読み出し制御ステップと、
　読み出された前記属性データを基に、前記データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後
ろに記録されているデータが、１つの静止画像を予め定めた時間表示させるか、または複
数の静止画像のそれぞれを予め定めた時間毎に、予め定めた順序で表示させるための表示
データであるか否かを判定する判定ステップと、
　前記データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録されているデータが前記表示
データであると判定された場合、前記データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記
録されている前記表示データを前記データ記録媒体から削除するように、前記データ記録
媒体からのデータの削除を制御する削除制御ステップと
　を含むことを特徴とする記録方法。
【請求項６】
　データ記録媒体に記録されているデータの属性を示す属性データの前記データ記録媒体
からの読み出しを制御する読み出し制御ステップと、
　読み出された前記属性データを基に、前記データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後
ろに記録されているデータが、１つの静止画像を予め定めた時間表示させるか、または複
数の静止画像のそれぞれを予め定めた時間毎に、予め定めた順序で表示させるための表示
データであるか否かを判定する判定ステップと、
　前記データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録されているデータが前記表示
データであると判定された場合、前記データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記
録されている前記表示データを前記データ記録媒体から削除するように、前記データ記録
媒体からのデータの削除を制御する削除制御ステップと
　を含むことを特徴とする記録処理をコンピュータに実行させるプログラムが記録されて
いる記録媒体。
【請求項７】
　データ記録媒体に記録されているデータの属性を示す属性データの前記データ記録媒体
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からの読み出しを制御する読み出し制御ステップと、
　読み出された前記属性データを基に、前記データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後
ろに記録されているデータが、１つの静止画像を予め定めた時間表示させるか、または複
数の静止画像のそれぞれを予め定めた時間毎に、予め定めた順序で表示させるための表示
データであるか否かを判定する判定ステップと、
　前記データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録されているデータが前記表示
データであると判定された場合、前記データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記
録されている前記表示データを前記データ記録媒体から削除するように、前記データ記録
媒体からのデータの削除を制御する削除制御ステップと
　をコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は記録装置および方法、記録媒体、並びにプログラムに関し、特に、データ記録
媒体にデータを記録する記録装置および方法、記録媒体、並びにプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　DVD（Digital Versatile Disc）に画像または音声のデータを記録するDVDレコーダ、ま
たは撮影した画像または音声のデータをDVDに記録するDVDカムコーダが利用されている。
【０００３】
　DVDレコーダまたはDVDカムコーダには、ファイナライズまたは編集の処理において、静
止画像を表示するためのデータを、MPEG（Moving Pictures Experts Group）方式のＩ（I
ntra）ピクチャからなり、静止画像を表示するためのデータ（以下、フォトムービーと称
する）に変換するものもある。DVDプレーヤは、フォトムービーを再生することができる
。フォトムービーを再生するDVDプレーヤは、変換の元になったデータで表示される静止
画像を、数秒ごとに切り替えて表示させる。
【０００４】
　なお、DVDにフォトムービーを記録させるDVD上の位置は、DVDレコーダまたはDVDカムコ
ーダの機種毎に異なる。さらに、同じ機種のDVDレコーダまたはDVDカムコーダであっても
、DVDのフォーマットが変わると、DVDにフォトムービーを記録させるDVD上の位置が変わ
る。
【０００５】
　また、DVD+RWビデオレコーディングフォーマットでフォーマットされているDVD+RWに、
フォトムービーを記録することができる。
【０００６】
　従来、圧縮された画像情報の、記録媒体に対する書き込みおよび読み出しの単位である
読み書き単位の情報には、画像情報の１フレーム（または１フィールド）からなる復号再
生単位の情報を複数単位分含むと共に、少なくとも１個の復号再生単位の情報は、当該復
号再生単位内の画像情報のみを用いて圧縮符号化したものとし、読み書き単位の情報内に
、読み書き単位内の複数単位分の復号再生単位の情報についての付加情報を、圧縮された
画像情報とは分離して抽出可能に多重化して記録するようにしているものもある（例えば
、特許文献１参照）。
【０００７】
【特許文献１】特開２００４－３１２６６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、再生側からみると、動画像を表示させるためのデータと、フォトムービ
ーとは区別できない。
【０００９】



(4) JP 4305384 B2 2009.7.29

10

20

30

40

50

　また、動画像を表示させるためのデータに対して実行を許可したい処理および禁止した
い処理と、フォトムービーに対して実行を許可したい処理および禁止したい処理とを区別
したいという要求がある。
【００１０】
　動画像を表示させるためのデータと、フォトムービーとを区別できないので、動画像を
表示させるためのデータに対して実行を許可したい処理および禁止したい処理と、フォト
ムービーに対して実行を許可したい処理および禁止したい処理とを区別できないという問
題があった。逆に、対象となるデータがフォトムービーである場合だけ、または、対象と
なるデータが動画像を表示させるためのデータである場合だけ、そのデータに対して所定
の処理を適用することはできなかった。
【００１１】
　また、特に、光ディスクである、データを追記できるDVDの記録領域の最後にだけフォ
トムービーを記録するように、DVDに記録されているデータの配置を定めても、定めたデ
ータの配置を維持することができなかった。
【００１２】
　本発明のこのような状況に鑑みてなされたものであり、ユーザに煩わしい操作を要求す
ることなく、例えば、光ディスクなどのデータ記録媒体に記録されているデータの、デー
タ記録媒体上の相互の配置を維持することができるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の記録装置は、データ記録媒体に記録されているデータの属性を示す属性データ
のデータ記録媒体からの読み出しを制御する読み出し制御手段と、読み出された属性デー
タを基に、データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録されているデータが、１
つの静止画像を予め定めた時間表示させるか、または複数の静止画像のそれぞれを予め定
めた時間毎に、予め定めた順序で表示させるための表示データであるか否かを判定する判
定手段と、データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録されているデータが表示
データであると判定された場合、データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録さ
れている表示データをデータ記録媒体から削除するように、データ記録媒体からのデータ
の削除を制御する削除制御手段とを含むことを特徴とする。
【００１５】
　読み出し制御手段は、データ記録媒体が装着された場合、または自分が起動された場合
、データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録されているデータの属性を示す属
性データをデータ記録媒体から読み出すように、属性データのデータ記録媒体からの読み
出しを制御し、削除制御手段は、データ記録媒体が装着された場合、または自分が起動さ
れた場合、データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録されているデータが表示
データであると判定されたとき、データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録さ
れている表示データを削除するように、データ記録媒体からのデータの削除を制御するよ
うにすることができる。
【００１６】
　記録装置は、データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録されているデータが
表示データであると判定された場合、データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記
録されている表示データを削除する旨のユーザからの指示を取得するための画像を表示さ
せるように、画像の表示を制御する表示制御手段を更に設け、削除制御手段は、データ記
録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録されている表示データの削除が指示された場
合、データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録されている表示データをデータ
記録媒体から削除するように、データ記録媒体からのデータの削除を制御するようにする
ことができる。
【００１７】
　記録装置は、データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録されている表示デー
タの削除がユーザから指示されなかった場合、データ記録媒体へのデータの追記をしない
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ようにデータ記録媒体への記録を制御する記録制御手段をさらに設け、削除制御手段は、
データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録されている表示データの削除がユー
ザから指示されなかった場合、データ記録媒体から表示データを削除しないように、デー
タ記録媒体からのデータの削除を制御するようにすることができる。
【００１８】
　本発明の記録方法は、データ記録媒体に記録されているデータの属性を示す属性データ
のデータ記録媒体からの読み出しを制御する読み出し制御ステップと、読み出された属性
データを基に、データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録されているデータが
、１つの静止画像を予め定めた時間表示させるか、または複数の静止画像のそれぞれを予
め定めた時間毎に、予め定めた順序で表示させるための表示データであるか否かを判定す
る判定ステップと、データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録されているデー
タが表示データであると判定された場合、データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろ
に記録されている表示データをデータ記録媒体から削除するように、データ記録媒体から
のデータの削除を制御する削除制御ステップとを含むことを特徴とする。
【００１９】
　本発明の記録媒体のプログラムは、データ記録媒体に記録されているデータの属性を示
す属性データのデータ記録媒体からの読み出しを制御する読み出し制御ステップと、読み
出された属性データを基に、データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録されて
いるデータが、１つの静止画像を予め定めた時間表示させるか、または複数の静止画像の
それぞれを予め定めた時間毎に、予め定めた順序で表示させるための表示データであるか
否かを判定する判定ステップと、データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録さ
れているデータが表示データであると判定された場合、データ記録媒体の論理的な記録空
間の最も後ろに記録されている表示データをデータ記録媒体から削除するように、データ
記録媒体からのデータの削除を制御する削除制御ステップとを含むことを特徴とする。
【００２０】
　本発明のプログラムは、データ記録媒体に記録されているデータの属性を示す属性デー
タのデータ記録媒体からの読み出しを制御する読み出し制御ステップと、読み出された属
性データを基に、データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録されているデータ
が、１つの静止画像を予め定めた時間表示させるか、または複数の静止画像のそれぞれを
予め定めた時間毎に、予め定めた順序で表示させるための表示データであるか否かを判定
する判定ステップと、データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録されているデ
ータが表示データであると判定された場合、データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後
ろに記録されている表示データをデータ記録媒体から削除するように、データ記録媒体か
らのデータの削除を制御する削除制御ステップとをコンピュータに実行させることを特徴
とする。
【００２１】
　本発明の記録装置および方法、記録媒体、並びにプログラムにおいては、データ記録媒
体に記録されているデータの属性を示す属性データのデータ記録媒体からの読み出しが制
御され、読み出された属性データを基に、データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろ
に記録されているデータが、１つの静止画像を予め定めた時間表示させるか、または複数
の静止画像のそれぞれを予め定めた時間毎に、予め定めた順序で表示させるための表示デ
ータであるか否かが判定され、データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録され
ているデータが表示データであると判定された場合、データ記録媒体の論理的な記録空間
の最も後ろに記録されている表示データをデータ記録媒体から削除するように、データ記
録媒体からのデータの削除が制御される。
【００２２】
　記録装置は、独立した装置であっても良いし、記録再生装置の記録処理を行うブロック
であっても良い。
【発明の効果】
【００２３】
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　以上のように、本発明によれば、データ記録媒体に記録されているデータを識別するこ
とができる。
【００２４】
　また、本発明によれば、ユーザに煩わしい操作を要求することなく、データ記録媒体に
記録されているデータの、データ記録媒体上の相互の配置を維持することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下に本発明の実施の形態を説明するが、請求項に記載の構成要件と、発明の実施の形
態における具体例との対応関係を例示すると、次のようになる。この記載は、請求項に記
載されている発明をサポートする具体例が、発明の実施の形態に記載されていることを確
認するためのものである。従って、発明の実施の形態中には記載されているが、構成要件
に対応するものとして、ここには記載されていない具体例があったとしても、そのことは
、その具体例が、その構成要件に対応するものではないことを意味するものではない。逆
に、具体例が構成要件に対応するものとしてここに記載されていたとしても、そのことは
、その具体例が、その構成要件以外の構成要件には対応しないものであることを意味する
ものでもない。
【００２６】
　さらに、この記載は、発明の実施の形態に記載されている具体例に対応する発明が、請
求項に全て記載されていることを意味するものではない。換言すれば、この記載は、発明
の実施の形態に記載されている具体例に対応する発明であって、この出願の請求項には記
載されていない発明の存在、すなわち、将来、分割出願されたり、補正により追加される
発明の存在を否定するものではない。
【００２７】
　請求項１に記載の記録装置は、データ記録媒体（例えば、図１の光ディスク１７）に記
録されているデータの属性を示す属性データ（例えば、ARI_DATA）のデータ記録媒体から
の読み出しを制御する読み出し制御手段（例えば、図２の再生制御部８２）と、読み出さ
れた属性データを基に、データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録されている
データが、１つの静止画像を予め定めた時間表示させるか、または複数の静止画像のそれ
ぞれを予め定めた時間毎に、予め定めた順序で表示させるための表示データ（例えば、フ
ォトムービー）であるか否かを判定する判定手段（例えば、図２のデータ方式判定部８６
）と、データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録されているデータが表示デー
タであると判定された場合、データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録されて
いる表示データをデータ記録媒体から削除するように、データ記録媒体からのデータの削
除を制御する削除制御手段（例えば、図２の削除制御部８３）とを含むことを特徴とする
。
【００２８】
　データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録されているデータが表示データで
あると判定された場合、データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録されている
表示データを削除する旨のユーザからの指示を取得するための画像を表示させるように、
画像の表示を制御する表示制御手段（例えば、図２の表示制御手段８８）を更に設け、削
除制御手段は、データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録されている表示デー
タの削除が指示された場合、データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録されて
いる表示データをデータ記録媒体から削除するように、データ記録媒体からのデータの削
除を制御するようにすることができる。
【００２９】
　ユーザから表示データの削除が指示されなかった場合、データ記録媒体へのデータの追
記をしないようにデータ記録媒体への記録を制御する記録制御手段（例えば、図２の記録
再生制御部７１）をさらに設け、削除制御手段は、ユーザから表示データの削除が指示さ
れなかった場合、データ記録媒体から表示データを削除しないように、データ記録媒体か
らのデータの削除を制御するようにすることができる。
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【００３０】
　請求項５に記載の記録方法は、データ記録媒体（例えば、図１の光ディスク１７）に記
録されているデータの属性を示す属性データ（例えば、ARI_DATA）のデータ記録媒体から
の読み出しを制御する読み出し制御ステップ（例えば、図９のステップＳ３３の処理）と
、読み出された属性データを基に、データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録
されているデータが、１つの静止画像を予め定めた時間表示させるか、または複数の静止
画像のそれぞれを予め定めた時間毎に、予め定めた順序で表示させるための表示データ（
例えば、フォトムービー）であるか否かを判定する判定ステップ（例えば、図９のステッ
プＳ３４の処理）と、データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録されているデ
ータが表示データであると判定された場合、データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後
ろに記録されている表示データをデータ記録媒体から削除するように、データ記録媒体か
らのデータの削除を制御する削除制御ステップ（例えば、図９のステップＳ３８の処理）
とを含むことを特徴とする。
【００３１】
　請求項７に記載のプログラムは、データ記録媒体（例えば、図１の光ディスク１７）に
記録されているデータの属性を示す属性データ（例えば、ARI_DATA）のデータ記録媒体か
らの読み出しを制御する読み出し制御ステップ（例えば、図９のステップＳ３３の処理）
と、読み出された属性データを基に、データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記
録されているデータが、１つの静止画像を予め定めた時間表示させるか、または複数の静
止画像のそれぞれを予め定めた時間毎に、予め定めた順序で表示させるための表示データ
（例えば、フォトムービー）であるか否かを判定する判定ステップ（例えば、図９のステ
ップＳ３４の処理）と、データ記録媒体の論理的な記録空間の最も後ろに記録されている
データが表示データであると判定された場合、データ記録媒体の論理的な記録空間の最も
後ろに記録されている表示データをデータ記録媒体から削除するように、データ記録媒体
からのデータの削除を制御する削除制御ステップ（例えば、図９のステップＳ３８の処理
）とをコンピュータに実行させることを特徴とする。
【００３２】
　プログラムは、記録媒体（例えば、図１の磁気ディスク４１）に記録することができる
。
【００３３】
　図１は、本発明に係る記録再生装置の一実施の形態の構成を示すブロック図である。こ
の記録再生装置は、装着されている光ディスクに各種のデータを記録するか、または装着
されている光ディスクに記録されているデータを読み出して再生する。例えば、記録再生
装置は、据え置き式のレコーダ、または動画像若しくは静止画像を撮影する撮影機能付き
のレコーダ、いわゆるカムコーダとすることができる。
【００３４】
　制御部１１は、記録再生装置の全体を制御する。例えば、制御部１１は、入力部１２か
ら供給された、ユーザの指令を示す信号を基に、記録再生装置による、装着されている光
ディスク１７へのデータの記録または光ディスク１７からのデータの読み出しを制御する
。
【００３５】
　入出力信号制御部１３は、制御部１１の制御の基に、外部から供給されるデータの入力
を制御するか、または外部へのデータの出力を制御する。また、入出力信号制御部１３は
、制御部１１の制御の基に、符号化復号部１４から供給された画像（画像データ）をキャ
プチャし、キャプチャした画像（画像データ）を符号化復号部１４に供給する。すなわち
、入出力信号制御部１３は、符号化復号部１４から供給された画像（画像データ）を取得
して、内蔵されているメモリに取得した画像（画像データ）を記憶する。そして、入出力
信号制御部１３は、記憶している画像（画像データ）を符号化復号部１４に供給する。
【００３６】
　例えば、入出力信号制御部１３は、図示せぬプラズマディスプレイまたはLCD（Liquid 
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Crystal Display）などの表示装置に表示のためのデータを供給して、表示装置に画像を
表示させる。
【００３７】
　符号化復号部１４は、制御部１１の制御の基に、静止画像または動画像の画像データを
所定の方式で符号化する。また、符号化復号部１４は、制御部１１の制御の基に、所定の
方式で符号化されている静止画像または動画像の画像データを復号する。例えば、符号化
復号部１４は、JPEG（Joint Photographic Experts Group）方式で符号化されている静止
画像の画像データを復号する。また、例えば、符号化復号部１４は、画像データを、MPEG
方式のIピクチャとして符号化し、静止画像を予め定めた時間表示させる画像データであ
るフォトムービーを生成する。
【００３８】
　ここで、フォトムービーは、１つの静止画像を予め定めた時間表示させるか、または複
数の静止画像のそれぞれを予め定めた時間毎に、予め定めた順序で表示させるためのデー
タである。
【００３９】
　符号化復号部１４は、フォトムービーに含まれる、MPEG方式のIピクチャとして符号化
されているデータを復号する。
【００４０】
　さらに、符号化復号部１４は、入出力信号制御部１３から供給された、動画像を表示さ
せるための画像データおよび音声を出力させるための音声データを、それぞれ、MPEG方式
で符号化する。符号化復号部１４は、符号化の結果得られた画像データおよび音声データ
を多重化して、多重化されている画像データおよび音声データをストリームとして出力す
る。
【００４１】
　ワークメモリ１５は、SRAM（Static Random Access Memory）またはSDRAM（Dynamic Ra
ndom Access Memory）などの半導体メモリからなり、制御部１１の制御の基に、ドライブ
１６から供給されたデータまたは符号化復号部１４から供給されたデータを一時的に記憶
する。ワークメモリ１５は、制御部１１の制御の基に、記憶しているデータをドライブ１
６または符号化復号部１４に供給する。
【００４２】
　ドライブ１６は、制御部１１の制御の基に、ワークメモリ１５から供給されたデータを
、装着されている光ディスク１７に書き込むか、または装着されている光ディスク１７か
らデータを読み出して、ワークメモリ１５に供給する。
【００４３】
　また、フラッシュメモリ１８は、記録再生装置に内蔵されるか、またはリムーバブルメ
ディアとして、着脱自在に記録再生装置に装着される。フラッシュメモリ１８は、入出力
信号制御部１３を介して、記憶している静止画像の画像データを符号化復号部１４に供給
する。
【００４４】
　制御部１１は、プロセッサ１３、ROM（Read Only Memory）３２、RAM（Random Access 
Memory）３３、入出力インターフェース３４、およびバス３５から構成される。プロセッ
サ１３は、汎用のCPU（Central Processing Unit）、汎用のMPU（Micro Processing Unit
）、または専用のCPUからなり、ROM３２またはRAM３３に記憶されているプログラムを実
行して、記録再生装置の全体を制御する。
【００４５】
　例えば、ROM３２またはRAM３３に記憶されているプログラムを実行するプロセッサ１３
は、ROM３２またはRAM３３に記憶されているデータまたは、符号化復号部１４若しくはド
ライブ１６から供給される信号を基に、入出力信号制御部１３、符号化復号部１４、ワー
クメモリ１５およびドライブ１６を制御する。
【００４６】
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　また、プロセッサ１３は、入出力インターフェース３４およびバス３５を介して、入力
部１２から供給された、ユーザの指令を示す信号を基に、入出力信号制御部１３、符号化
復号部１４、ワークメモリ１５およびドライブ１６を制御する。
【００４７】
　例えば、プロセッサ１３は、入出力信号制御部１３のデータの入力および出力を制御す
る。より具体的には、プロセッサ１３は、入出力信号制御部１３に、符号化復号部１４か
ら供給された画像（画像データ）をキャプチャさせ、キャプチャした画像（画像データ）
を符号化復号部１４に供給させる。
【００４８】
　また、例えば、プロセッサ１３は、符号化復号部１４の符号化または復号の開始または
停止を制御する。より具体的には、プロセッサ１３は、符号化復号部１４に、JPEG方式で
符号化されている静止画像の画像データの復号を開始させるか、停止させる。また、プロ
セッサ１３は、符号化復号部１４に、画像データのMPEG方式のIピクチャとしての符号化
を開始させるかまたは停止させる。
【００４９】
　さらに、例えば、プロセッサ１３は、ワークメモリ１５のデータの記憶を制御する。よ
り詳細には、プロセッサ１３は、ワークメモリ１５の任意のアドレスの記憶領域に、ドラ
イブ１６から供給されたデータまたは符号化復号部１４から供給されたデータを一時的に
記憶させる。
【００５０】
　また、例えば、プロセッサ１３は、ドライブ１６の光ディスク１７へのデータの書き込
みおよび光ディスク１７からのデータの読み出しを制御する。
【００５１】
　ROM３２は、フラッシュメモリなどのEEPROM（Electrically Erasable Programmable Re
ad Only Memory））からなり、プロセッサ１３に実行されるプログラムおよびプログラム
の実行に必要な固定のパラメータである各種のパラメータを記憶する。RAM３３は、プロ
セッサ１３に実行されるプログラムおよびプログラムの実行に必要な変化する作業データ
や変化する各種のパラメータを記憶する。
【００５２】
　入出力インターフェース３４は、入力部１２からのユーザの指令を示す信号などの、外
部から入力されたデータを取得し、プロセッサ３１の処理結果などのデータを外部に出力
する。例えば、入出力インターフェース３４は、プロセッサ３１により実行される、更新
されたプログラムを取得する。
【００５３】
　バス３５は、プロセッサ１３、ROM３２、RAM３３、および入出力インターフェース３４
を相互に接続する。
【００５４】
　プロセッサ３１により実行されるプログラムは、入出力インターフェース３４を介して
取得されるだけでなく、ドライブ１６に、装着されている光ディスク１７から読み出させ
たり、または、装着されている磁気ディスク４１、光磁気ディスク４２、若しくは半導体
メモリ４３から読み出させることにより、取得される。光ディスク１７、磁気ディスク４
１、光磁気ディスク４２、または半導体メモリ４３から読み出されたプログラムは、例え
ば、ROM３２に記憶されて、プロセッサ３１に実行される。
【００５５】
　図２は、プログラムを実行するプロセッサ３１により実現される機能である記録再生制
御部７１の構成を示すブロック図である。記録再生制御部７１は、記録制御部８１、再生
制御部８２、削除制御部８３、種別判定部８４、ARI_DATA解読部８５、データ方式判定部
８６、入力制御部８７、および表示制御部８８を含む。
【００５６】
　記録制御部８１は、入出力信号制御部１３、符号化復号部１４、ワークメモリ１５、お
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よびドライブ１６を制御して、装着されている光ディスク１７へのデータの記録を制御す
る。再生制御部８２は、入出力信号制御部１３、符号化復号部１４、ワークメモリ１５、
およびドライブ１６を制御して、装着されている光ディスク１７からのデータの読み出し
と、読み出されたデータの再生を制御する。
【００５７】
　削除制御部８３は、ドライブ１６を制御して、装着されている光ディスク１７に記録さ
れているデータのうちの、所定のデータの削除を制御する。
【００５８】
　種別判定部８４は、ドライブ１６から供給された、光ディスク１７に記録されているデ
ータおよび光ディスク１７の反射率や光ディスク１７からの信号の周波数などの光ディス
ク１７の駆動に関するパラメータを基に、光ディスク１７の物理的な方式、および光ディ
スク１７のフォーマットの方式である光ディスク１７の種別を判定する。
【００５９】
　ARI_DATA解読部８５は、光ディスク１７に記録されているデータについての付加データ
（付加情報）であって、光ディスク１７から読み出された付加データであるARI_DATAを解
読する。付加情報ARI_DATAの詳細は後述する。
【００６０】
　ARI_DATA解読部８５は、ARI_DATAの解読の結果として、光ディスク１７に記録されてい
るデータの内容を示すデータ（メタデータ）を出力する。
【００６１】
　データ方式判定部８６は、光ディスク１７に記録されているデータが、所定の方式であ
るか否かを判定する。例えば、データ方式判定部８６は、光ディスク１７に記録されてい
るデータが、フォトムービーであるか否かを判定する。
【００６２】
　入力制御部８７は、入出力インターフェース３４による、入力部１２から供給された、
ユーザの指令を示す信号の入力を制御する。表示制御部８８は、入出力信号制御部１３に
接続されている表示装置（図示せず）への画像の表示を制御する。
【００６３】
　次に、図３のフローチャートを参照して、記録再生装置によるフォトムービーの記録の
処理を説明する。ステップＳ１において、記録制御部８１は、符号化復号部１４を、静止
画像を表示させるための画像データである静止画像データをデコード（復号）し、外部に
出力する状態に遷移させる。これにより、例えば、JPEG方式で符号化されている静止画像
データが供給されてくると、符号化復号部１４は、JPEG方式で符号化されている静止画像
データを復号して、復号した結果得られた、符号化されていない、いわゆるベースバンド
の静止画像データを出力する。
【００６４】
　ステップＳ２において、記録制御部８１は、入出力信号制御部１３を、符号化復号部１
４からのデータを入力する状態に遷移させる。これにより、符号化復号部１４からベース
バンドの静止画像データが供給されてくると、入出力信号制御部１３は、ベースバンドの
静止画像データを入力する。
【００６５】
　ステップＳ３において、記録制御部８１は、ドライブ１６に、装着されている光ディス
ク１７から、記録されている静止画像データであって、JPEG方式などの所定の符号化方式
で符号化されている静止画像データを読み出させる。ドライブ１６は、光ディスク１７か
ら、読み出した符号化されている静止画像データをワークメモリ１５に供給する。ワーク
メモリ１５は、ドライブ１６から供給された静止画像データを記憶する。
【００６６】
　なお、記録制御部８１は、フラッシュメモリ１８など他の記録媒体から符号化されてい
る静止画像データを読み出すようにしてもよい。
【００６７】
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　ステップＳ４において、記録制御部８１は、符号化復号部１４に、ワークメモリ１５か
ら記憶されている静止画像データを取得させ、取得した静止画像データを復号させる。そ
して、記録制御部８１は、符号化復号部１４に、復号の結果得られた、符号化されていな
い、いわゆるベースバンドの静止画像データを入出力信号制御部１３に出力させる。
【００６８】
　ステップＳ５において、記録制御部８１は、入出力信号制御部１３に、画像をキャプチ
ャさせる。すなわち、ステップＳ５において、入出力信号制御部１３は、符号化復号部１
４から供給されたベースバンドの静止画像データを取得して、入出力信号制御部１３に内
蔵されているメモリに、取得した静止画像データに応じた画像データを記憶することによ
り、画像をキャプチャする。
【００６９】
　ステップＳ６において、記録制御部８１は、入出力信号制御部１３に、キャプチャした
画像を符号化復号部１４に出力させる。例えば、ステップＳ６において、入出力信号制御
部１３は、記憶している画像データを時間的に継続して符号化復号部１４に出力する。入
出力信号制御部１３から出力される画像データは、時間的に変化しない画像を、所定の期
間表示させるデータである。
【００７０】
　ステップＳ７において、記録制御部８１は、符号化復号部１４に、入出力信号制御部１
３から出力されてきた、キャプチャされた画像、すなわち、画像データを符号化させる。
ステップＳ７において、符号化復号部１４は、入出力信号制御部１３から出力されてきた
画像データを、MPEG方式のIピクチャとして符号化する。
【００７１】
　符号化復号部１４は、符号化した画像データであるMPEG方式のIピクチャのデータをワ
ークメモリ１５に供給する。
【００７２】
　ステップＳ８において、記録制御部８１は、ワークメモリ１５に、符号化復号部１４か
ら供給された符号化した画像データであるIピクチャのデータを記憶させる。例えば、ワ
ークメモリ１５は、記録制御部８１から指定されたアドレスに、符号化した画像データで
あるIピクチャのデータを記憶する。
【００７３】
　ステップＳ９において、記録制御部８１は、ワークメモリ１５の記憶しているIピクチ
ャのデータの所定の位置に、ナビゲーションパックNV_PCKおよび付加情報パックARI_PCK
を書き込む。NV_PCKおよびARI_PCKは、光ディスク１７に記録しようとするIピクチャに対
する付加データである。NV_PCKおよびARI_PCKの詳細については後述する。
【００７４】
　例えば、ステップＳ９において、記録制御部８１は、ワークメモリ１５の、Iピクチャ
のデータが記憶されているアドレスの直前のアドレスの領域に、NV_PCKおよびARI_PCKを
書き込む。
【００７５】
　ステップＳ１０において、記録制御部８１は、ドライブ１６に、ワークメモリ１５に記
憶されている、NV_PCKおよびARI_PCKが付加されたIピクチャのデータを光ディスク１７に
書き込ませる。例えば、ステップＳ１０において、記録制御部８１は、ドライブ１６に、
NV_PCKおよびARI_PCKが付加されたIピクチャのデータを光ディスク１７の所定の記録領域
に書き込ませる。より具体的には、ステップＳ１０において、ドライブ１６は、光ディス
ク１７の記録領域のうちの、既にデータが記録されている領域の後の領域に、NV_PCKおよ
びARI_PCKが付加されたIピクチャのデータを書き込む。例えば、ドライブ１６は、光ディ
スク１７の論理的な記録空間の最も後ろに、NV_PCKおよびARI_PCKが付加されたIピクチャ
のデータを書き込む。
【００７６】
　ステップＳ１１において、記録制御部８１は、Iピクチャのデータを予め定めた所定の
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回数繰り返し記録したか否かを判定し、Iピクチャのデータを予め定めた回数繰り返し記
録していないと判定された場合、予め定めた回数繰り返しIピクチャのデータを記録する
ために、ステップＳ７に戻り、上述した処理を繰り返す。
【００７７】
　なお、ステップＳ７乃至ステップＳ１０の処理を繰り返すのは、同じ画像を表示させる
ためのIピクチャのデータであっても、付加されるタイムスタンプＰＴＳが異なるIピクチ
ャのデータを光ディスク１７に記録させるためである。タイムスタンプＰＴＳについては
後述する。
【００７８】
　このように、Iピクチャのデータを予め定めた回数繰り返し記録することにより、光デ
ィスク１７に、フォトムービーが記録されることになる。
【００７９】
　ステップＳ１１において、Iピクチャのデータを予め定めた回数繰り返し記録したと判
定された場合、ステップＳ１２に進み、記録制御部８１は、全ての静止画像データを変換
したか否かを判定する。ステップＳ１２において、全ての静止画像データを変換していな
いと判定された場合、ステップＳ３に戻り、次の静止画像データについて、上述した処理
を繰り返す。
【００８０】
　ステップＳ１２において、全ての静止画像データを変換したと判定された場合、処理は
終了する。
【００８１】
　このように、静止画像データに応じたフォトムービーが光ディスク１７に記録される。
【００８２】
　次に、図４乃至図６を参照して、ARI_DATA、NV_PCK、およびARI_PCKについて説明する
。
【００８３】
　まず、DVD+RWビデオレコーディングフォーマットについて説明する。DVD+RWビデオレコ
ーディングフォーマットによる光ディスク１７上における記録データの論理配置は、図４
に示すようなものとなる。
【００８４】
　すなわち、光ディスクの記録エリアは、図４Ａに示すように、光ディスクの半径方向に
見て、最内周側から、順に、リードインエリア、データゾーンエリア、リードアウトエリ
アに区分けされる。そして、データゾーンエリアに、管理情報および画像データ等のデー
タが記録される。
【００８５】
　データゾーンエリアは、リードインエリア側から、順に、ＵＤＦ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ
Ｄｉｓｃ Ｆｏｒｍａｔ）エリア、ＶＭＧ（Ｖｉｄｅｏ ＭａｎａＧｅｒ）エリア、リアル
タイムデータ記録エリアに区分けされる。ＵＤＦエリアおよびＶＭＧエリアは、光ディス
ク１７に記録された画像データ等のファイルを管理する管理用情報の記録エリアである。
ＵＤＦエリアは、ＵＤＦ規格とＩＳＯ９６６０規格をサポートすることにより、コンピュ
ータで光ディスク１７を読むことができるようにするためのものである。ＶＭＧエリアは
、ＤＶＤ管理用情報の記録エリアである。
【００８６】
　リアルタイムデータ記録エリアは、画像データや音声データを記録するエリアであり、
図４Ｂに示すように、ＶＴＳ（Ｖｉｄｅｏ Ｔｉｔｌｅ Ｓｅｔ）と呼ばれるデータ群を単
位として、データの記録がなされる。
【００８７】
　ＶＴＳは、図４Ｃに示すように、ＶＴＳＩ（Ｖｉｄｅｏ Ｔｉｔｌｅ Ｓｅｔ Ｉｎｆｏ
ｒｍａｔｉｏｎ）と、ＶＴＳＭ＿ＶＯＢＳ（Ｖｉｄｅｏ Ｏｂｊｅｃｔ ＳｅｔＦｏｒ ｔ
ｈｅ ＶＴＳＭ）と、ＶＴＳＴＴ＿ＶＯＢＳ（Ｖｉｄｅｏ Ｏｂｊｅｃｔ Ｓｅｔ Ｆｏｒ 
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Ｔｉｔｌｅｓ ｉｎ ａ ＶＴＳ）と、ＶＴＳＩ＿ＢＵＰ（Ｂａｃｋｕｐｏｆ ＶＴＳＩ）と
からなる。
【００８８】
　ＶＴＳＴＴ＿ＶＯＢＳには、図４Ｄに示すように、ＭＰＥＧ２－ＰＳフォーマットの圧
縮データが、ＶＯＢＵ（Ｖｉｄｅｏ Ｏｂｊｅｃｔ Ｕｎｉｔ）と呼ばれる情報ブロックを
読み書き単位として記録される。ＶＯＢＵ内には、画像データは、少なくとも１枚のＩピ
クチャを包含する１ＧＯＰが含まれ、音声データは、当該１ＧＯＰに対応する情報が含ま
れる。つまり、光ディスクには、１ＧＯＰ単位でデータが読み書きされることに等しい。
そして、この実施形態では、後述するように、ＶＯＢＵには、１ＧＯＰの画像データにつ
いての付加情報も含まれる。
【００８９】
　ＶＴＳＩには、画像データ等の記録位置情報等の管理情報が記録される。また、ＶＴＳ
Ｍ＿ＶＯＢＳには、画像データ等のルートメニューが記録される。このＶＴＳＭ＿ＶＯＢ
Ｓはオプションである。さらに、ＶＴＳＩ＿ＢＵＰは、ＶＴＳＩのバックアップ情報であ
る。
【００９０】
　読み書き単位データＶＯＢＵは、図４Ｅに示すように、複数個のパックＰＣＫから構成
される。各パックＰＣＫは、１または複数個のパケットから構成することが可能であるが
、この例では、１パックは１パケットからなるものとされている。DVD+RWビデオレコーデ
ィングフォーマットでは、１パックは、２０４８バイト（１セクタに対応）と定められて
いる。
【００９１】
　この例の場合の１パックは、図４Ｆに示すようなものとなる。すなわち、パックＰＣＫ
の先頭はパックヘッダとされる。そして、パックヘッダの次には、パケットヘッダが位置
し、パケットヘッダに続いて、画像データや音声データなどからなるパケットデータが位
置する。パケットデータとして画像データが含められるパックは、ビデオパックと称する
。パケットデータとして音声データが含められるパックは、オーディオパックと称する。
この画像データや音声データのパケットフォーマットは、プライベート１・パケットとさ
れている。
【００９２】
　なお、この明細書において、パケットデータとして画像データが含められるパックは、
ビデオパックと称し、パケットデータとして音声データが含められるパックは、オーディ
オパックと称する。
【００９３】
　各パックのパックヘッダ内には、前述した時間基準の情報ＳＣＲが含まれる。そして、
パケットヘッダの先頭は、パケット開始コードとされると共に、このパケットヘッダ内に
は、ＰＴＳフラグ、ＤＴＳフラグなどのフラグ情報と、タイムスタンプＰＴＳ、ＤＴＳが
含まれる。ＰＴＳフラグ、ＤＴＳフラグは、当該パケット内にタイムスタンプＰＴＳ，Ｄ
ＴＳが含まれるか否かを示すものである。前述したように、タイムスタンプＰＴＳ，ＤＴ
Ｓは、パケット内にピクチャの先頭が含まれる場合に、そのパケットヘッダ内に付加され
る。
【００９４】
　以上のようなDVD+RWビデオレコーディングフォーマットに基づいて、光ディスク１７に
画像データおよび音声データが記録される。また、例えば、コンピュータにおいて、DVD+
RWビデオレコーディングフォーマットで画像データおよび音声データが記録されている光
ディスク１７から画像データおよび音声データを読み出す場合には、ＵＤＦエリアの情報
により所望のファイルが検索されて、再生される。また、上記光ディスク１７に記録され
ている画像データおよび音声データがＤＶＤプレーヤにより再生される場合には、ＵＤＦ
エリアの情報によりＶＭＧエリアの先頭が検索され、ＶＭＧエリアの情報により所望のタ
イトルが検索されて再生される。
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【００９５】
　次に、ARI_DATA、NV_PCK、およびARI_PCKについて具体的に説明する。ARI_DATA、NV_PC
K、およびARI_PCKなどの付加情報は、この例では、１ＶＯＢＵ分ごとに１パックの情報と
して多重化される。なお、以下の説明においては、付加情報がパケットデータとして含め
られるパックは、付加情報パックと称する。
【００９６】
　この例では、ＧＯＰ内には、１枚のＩピクチャを含むものであるが、付加情報は、その
Ｉピクチャのフレームを撮像信号として取り込むときの撮影時の設定条件等の撮影時情報
とされる。
【００９７】
　そして、この例では、付加情報パック内の付加情報のパケットも、プライベート１・パ
ケットの形式とされる。また、この例では、その付加情報のパケットには、対応するＩピ
クチャの画像データの先頭のビデオパックに付加されるタイムスタンプＰＴＳと同じタイ
ムスタンプＰＴＳが含められる。
【００９８】
　この付加情報のパックの多重化位置は、ＶＯＢＵ内の予め定められた位置とされる。定
められた位置の例としては、Ｉピクチャの圧縮画像データのパック列の中（Ｉピクチャの
先頭、末尾も含むものとする）とされる。通常、Ｉピクチャの画像データは、複数個のビ
デオパックに含められることになるが、付加情報のパックは、例えば、それらＩピクチャ
の複数個のビデオパックの先頭のビデオパックの前あるいは末尾のビデオパックの後が、
多重化位置の例として挙げられる。
【００９９】
　また、付加情報パックの多重化位置の例としては、Ｉピクチャの複数個のビデオパック
の先頭や末尾ではなく、Ｉピクチャの画像データのビデオパックの先頭から数えて、特定
の順位のパックの前または後ろであっても良い。さらには、ＶＯＢＵ単位で読み書きが行
われるので、Ｉピクチャの近傍でなくとも、例えばＶＯＢＵ単位の最後尾の位置に付加情
報パックを多重化するようにしてもよい。また、付加情報のパックは、ＶＯＢＵ内の中間
の予め定められた位置に配置するようにしてもよい。
【０１００】
　ただし、後述するように、変速再生時には、ＶＯＢＵ内で、Ｉピクチャ部分のみを抽出
して画像再生するようにするので、以上のように、Ｉピクチャの先頭、末尾を含めたＩピ
クチャの中の予め定められた位置に付加情報パックを多重化することにより、当該ＶＯＢ
Ｕ内のＩピクチャのみの抽出の際に、付加情報を合わせて抽出して再生することが容易に
なる。
【０１０１】
　図５は、１ＧＯＰ分の画像データ、音声データおよび付加情報について、それらの多重
化を説明するための図である。この例では、１ＧＯＰは、１５フレーム（１５枚のピクチ
ャ）で構成されるものとすると共に、Ｉピクチャの画像データについての撮影時情報が付
加情報として多重化される。
【０１０２】
　図５Ａは、画像データ、音声データおよび付加情報のそれぞれのストリームを示すもの
である。また、図５Ｂは、多重化されているＭＰＥＧ－ＰＳフォーマットの１ＶＯＢＵ内
のストリーム構造を示している。
【０１０３】
　図５Ａの画像データストリームにおいて、Ｂ，Ｉ，Ｐは、フレーム単位の画像データを
ピクチャタイプをも考慮して示したものであり、図中のＩはＩピクチャを、ＢはＢピクチ
ャを、ＰはＰピクチャを、それぞれ示している。また、図５のオーディオストリームにお
けるＡは、各画像フレームに対応する音声データを示している。
【０１０４】
　また、図５Ａの付加情報ARI_DATAは、前述したように、この例では、１ＧＯＰ分の画像



(15) JP 4305384 B2 2009.7.29

10

20

30

40

50

データ中のＩピクチャを取り込む際における撮影時情報からなる付加情報を示している。
この例の場合、この付加情報ARI_DATAは、１ＧＯＰ期間の間では変わらないデータである
。
【０１０５】
　図５Ａに示されている画像データは、例えば、符号化復号部１４において、ピクチャ順
の並び換えがなされた後、圧縮符号化および可変長符号化される。そして、符号化復号部
１４において、各ピクチャの圧縮画像データは、図５Ｂに示すように、１または複数個の
ビデオパックＶ＿ＰＣＫとされて多重化される。このとき、符号化復号部１４では、各ピ
クチャの画像データには、再生出力の時間管理情報であるタイムスタンプＰＴＳが、各ピ
クチャの先頭が含まれるパケットのヘッダに含められるようにされている。
【０１０６】
　なお、図５Ｂにおいて、各ビデオパックＶ＿ＰＣＫの四角枠内のＩ，Ｂ，Ｐの記号は、
当該画像パック内の圧縮画像データが、Ｉピクチャ、Ｂピクチャ、Ｐピクチャのうちの、
いずれのピクチャタイプの画像データであるかを示している。
【０１０７】
　また、図５Ａに示されている音声データは、符号化復号部１４において、ＭＰＥＧオー
ディオ圧縮された後、符号化復号部１４において、所定のデータ量ごとのオーディオパッ
クＡ＿ＰＣＫとして、図５Ｂに示すように、ビデオパックＶ＿ＰＣＫの間に多重化される
。
【０１０８】
　符号化復号部１４では、各音声データについても、再生出力の時間管理情報であるタイ
ムスタンプＰＴＳが、オーディオフレームごとにパケットのヘッダに含められるようにさ
れている。なお、一つのパケットに複数フレーム分が含まれる場合には、その先頭のフレ
ームについてのタイムスタンプＰＴＳがパケットヘッダに挿入される。
【０１０９】
　そして、図５Ａに示す付加情報ARI_DATAは、制御部１１から、ワークメモリ１５に書き
込まれ、ワークメモリ１５において、１ＧＯＰごとに１個の付加情報パックARI_PCKが形
成される。そして、この付加情報パックARI_PCKは、図５Ｂに示すように、この例では、
ＶＯＢＵ内のＩピクチャの複数個の画像パックの先頭に多重化される。
【０１１０】
　前述したように、この付加情報パックARI_PCKには、付加情報ARI_DATAがパケット化さ
れて含まれると共に、そのパケットヘッダ内には、同じＧＯＰ内のＩピクチャの先頭のパ
ックのパケットに含められるタイムスタンプＰＴＳと同じタイムスタンプＰＴＳが含まれ
ている。
【０１１１】
　なお、１ＧＯＰのデータが含まれるＶＯＢＵの先頭のパックNV_PCKは、ナビゲーション
パックと呼ばれるもので、これには、データサーチインフォメーション（例えばジャンプ
時にどのセクタまで飛ぶかを指示する制御情報）などの再生管理情報が含められている。
図５Ｂに示すように、付加情報パックARI_PCKは、ナビゲーションパックNV_PCKの直後に
多重化されることになる。
【０１１２】
　以上説明したDVD+RWビデオレコーディングフォーマットの場合のARI_PCK内のARI_DATA
の一例を図６に示す。
【０１１３】
　図６において、ＲＢＰ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ Ｂｙｔｅ Ｐｏｓｉｔｉｏｎ）は、パケッ
ト内での相対バイト位置を示し、付加情報ARI_DATAの先頭を「０」としている。
【０１１４】
　付加情報ARI_DATAは、図６に示すように、追加記録識別子、アプリケーション情報、記
録時間情報、カメラ情報からなる。
【０１１５】
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　追加記録識別子は、パケット内データが付加情報（追加記録情報）であることを認識さ
せるための識別子であり、追加記録情報データ識別子と、そのバージョン番号が記録され
る。
【０１１６】
　アプリケーション情報には、製品の製造元であるベンダー名、製品名であるプロダクト
名、アプリケーションＩＤ、開発者用データ（Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒ’ｓ Ｉｎｆｏ
ｒｍａｔｉｏｎ Ｄａｔａ）が含まれる。
【０１１７】
　アプリケーションＩＤは、記録時の記録方式を識別するための情報であり、この例では
、「００ｈ（ｈは１６進表示であることを示す。以下同じ）」は、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏフ
ォーマットでの記録であることを示し、「０１ｈ」は、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ Ｒｅｃｏｒ
ｄｉｎｇフォーマットでの記録であることを示すものとされている。
【０１１８】
　開発者用データは、開発者が自由に使用できるエリアであり、例えば開発時のデバッグ
用のデータが記録される。
【０１１９】
　開発者用データは、フォトムービーであるか否かを示すSVOB識別子を含む。SVOB識別子
は、２バイトのID、１バイトのデータ長、および１バイトのデータ（実データ）からなる
。SVOB識別子における２バイトのIDは、SVOB識別子であることを特定する識別子である。
SVOB識別子における１バイトのデータ長は、SVOB識別子における実データのデータ長を示
す。すなわち、SVOB識別子における１バイトのデータ長には、実データが１バイトである
ことを示す値が設定される。
【０１２０】
　SVOB識別子における実データは、このSVOB識別子を含むARI_DATAが付加されているGOP
からなるデータがフォトムービーであるか否かを示すデータである。より具体的には、０
以外の値の実データは、ARI_DATAが付加されているGOPからなるデータがフォトムービー
であることを示し、０である値の実データは、ARI_DATAが付加されているGOPからなるデ
ータがフォトムービーでないことを示す。
【０１２１】
　次に、記録時間情報としては、当該付加情報が含まれるＶＯＢＵについての付加情報AR
I_DATAの記録時のタイムゾーン（ＶＯＢＵ＿ＬＣＬ＿ＴＭ＿ＺＯＮＥ；フィールド名。以
下同じ）と、付加情報ARI_DATAの記録時間（ＶＯＢＵ＿ＲＥＣ＿ＴＭ）とが記録される。
【０１２２】
　付加情報ARI_DATAの記録時間（ＶＯＢＵ＿ＲＥＣ＿ＴＭ）は、この例では、Ｉピクチャ
のフレームの撮影時間とされる。この例では、記録時間は、年、月、日、時、分、秒で記
述される。
【０１２３】
　付加情報ARI_DATAの記録時のタイムゾーン（ＶＯＢＵ＿ＬＣＬ＿ＴＭ＿ＺＯＮＥ）は、
付加情報ARI_DATAの記録時間（ＶＯＢＵ＿ＲＥＣ＿ＴＭ）に対するタイムゾーンを記録す
る。ここで、タイムゾーンとは、ユーザが機器に設定したＵＴＣ（Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅ
ｄ Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｔｉｍｅ）からのオフセット時間である。すなわち、記録装置を
使用する国の時刻（ローカルタイム）に対応した時差である。
【０１２４】
　付加情報ARI_DATAの記録時間（ＶＯＢＵ＿ＲＥＣ＿ＴＭ）として、ユニバーサルタイム
（全世界で時刻を記録する際に使用される公式の時刻）を用いることもでき、その場合に
は、付加情報ARI_DATAの記録時のタイムゾーン（ＶＯＢＵ＿ＬＣＬ＿ＴＭ＿ＺＯＮＥ）は
、ゼロに設定される。
【０１２５】
　次に、カメラ情報として撮影時の設定条件などの情報が記録される。図６に示すように
、カメラ情報としては、Ｆナンバー、露出時間、露出プログラム、露出プログラム拡張情
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報、露光補正値、ＡＧＣゲイン値、レンズ最小Ｆ値、フラッシュ、レンズ焦点距離、個別
画像処理、ホワイトバランス、撮影シーンタイプ、フォーカスモード、被写体距離、手ぶ
れ補正、デジタルズーム倍率などの情報が含められている。
【０１２６】
　露出プログラム（ＥＸＰ＿ＰＲＧ）には、撮影時にカメラが使用した露出プログラムの
クラスが記録される。露出プログラムのクラスとしては、指定無し（Ｎｏｔ Ｓｐｅｃｉ
ｆｉｅｄ）、マニュアル、ノーマルプログラム、プリセットの４種とされる。
【０１２７】
　露出プログラム拡張情報（ＥＸＰ＿ＰＲＧ＿ＥＸ）には、撮影時にカメラが使用した露
出プログラムのクラスがプリセットの場合の詳細情報を記録する。露出プログラムのクラ
スがプリセットでない場合には、指定無し（Ｎｏｔ Ｓｐｅｃｉｆｉｅｄ）とされる。露
出プログラムのクラスがプリセットとされた場合には、ゲイン優先、シャッター優先、露
出優先、のいずれかが設定される。
【０１２８】
　ＡＧＣゲイン値には、信号処理系におけるＡＧＣゲインの値が記録される。また、フラ
ッシュ（ＦＬＳ）には、フラッシュ発光、非発光、赤目防止発光、強制発光などの撮影時
のストロボの状態を記録する。
【０１２９】
　個別画像処理（ＣＳＴ＿ＲＥＮ）には、画像データに対して出力を考慮したレタリング
など、通常と異なる画像処理が施されていることが記録される。
【０１３０】
　ホワイトバランス（ＷＨＴ＿ＢＡＬ）には、撮影時に設定されたホワイトバランスの調
整モードが記録される。ホワイトバランスの調整モードとしては、「自動」、「ホールド
（ＨＯＬＤ）」、「マニュアル」、「ろうそく」、「白熱灯」、「低い色温度の蛍光灯」
、「高い色温度の蛍光灯」、「日光」、「曇天」、「指定無し」などが設定可能とされて
いる。
【０１３１】
　撮影シーンタイプ（ＳＣＮ＿ＣＡＰ＿ＴＹＰ）には、設定された撮影時の被写体種別が
記録される。この例では、被写体種別としては、「標準」、「風景画」、「ポートレート
」、「夜景」、「指定無し」が設定可能とされている。
【０１３２】
　フォーカスモード（ＦＣＳ＿ＭＯＤ）には、「自動フォーカス」、「マニュアルフォー
カス」、「指定無し」などの、撮影時に設定されたフォーカスモードが記録される。
【０１３３】
　手ぶれ補正（ＩＭＧ＿ＳＴＢ）には、「手ぶれ補正オン」または「手ぶれ補正オフ」、
「指定無し」など、手ぶれ補正機能が働いていたかどうかが記録される。
【０１３４】
　デジタルズーム倍率（ＤＩＧ＿ＺＯＭ）には、撮影時に使用されたデジタルズーム倍率
が記録される。デジタルズームが使用されなかったときには、「００ｈ」が記録される。
【０１３５】
　位置情報（ＧＰＳ＿ＩＮＦＯ）には、ＧＰＳ受信機部６０からの（あるいは通信手段を
通じて取得された）位置情報が記録される。
【０１３６】
　手ぶれ補正限界（ＳＴＢ＿ＬＩＭ）には、デジタルカメラの手ぶれが補正限界を超えて
いる場合に、そのことを示すフラグが記録される。実際にデジタルカメラの手ぶれが補正
限界を超えている場合には、このフラグとして「ＦＦ（１６進表示）」が記録される。
【０１３７】
　次に、図７および図８を参照して、フォトムービーの構成の例について説明する。図４
は、フォトムービーである画像データの構成の例を示す図である。フォトムービーである
画像データの先頭には、ナビゲーションパックNV_PCKが配置される。フォトムービーであ
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る画像データにおいて、ナビゲーションパックNV_PCKの次に、付加情報パックARI_PCKが
配置される。
【０１３８】
　上述したように、付加情報パックARI_PCKの開発者用データのSVOB識別子における実デ
ータには、０以外の値が設定される。
【０１３９】
　フォトムービーである画像データにおいて、付加情報パックARI_PCKの次に、Ｉピクチ
ャである画像データをそれぞれ格納する、所定の数のビデオパックＶ＿ＰＣＫが配置され
る。なお、ビデオパックＶ＿ＰＣＫのヘッダには、Ｉピクチャにより表示される画像の表
示の開始時刻を示すタイムスタンプＰＴＳが格納される。
【０１４０】
　図８は、フォトムービーにより表示される画像を説明する図である。図８において、横
方向は、時間を示す。図８において、実線の四角は、フォトムービーに格納されているＩ
ピクチャにより表示される１つのフレームを示し、点線の四角は、フォトムービーに対応
するデータが格納されていない１つのフレームを示す。
【０１４１】
　フォトムービーの１つのVOBUには、１つのＩピクチャが格納されている。換言すれば、
フォトムービーのそれぞれのGOPは、１つのＩピクチャからなると言える。
【０１４２】
　例えば、フォトムービーの最初のGOPは、Ｉピクチャであるフレーム１０１－１からな
り、フォトムービーの２番目のGOPは、Ｉピクチャであるフレーム１０１－２からなり、
フォトムービーの３番目のGOPは、Ｉピクチャであるフレーム１０１－３からなる。フレ
ーム１０１－１乃至フレーム１０１－３は、同じ画像からなる。
【０１４３】
　フォトムービーの４番目のGOPは、Ｉピクチャであるフレーム１０２－１からなり、フ
ォトムービーの５番目のGOPは、Ｉピクチャであるフレーム１０２－２からなり、フォト
ムービーの６番目のGOPは、Ｉピクチャであるフレーム１０２－３からなる。フレーム１
０２－１乃至フレーム１０２－３は、同じ画像からなる。
【０１４４】
　さらに、フォトムービーの７番目のGOPは、Ｉピクチャであるフレーム１０３－１から
なり、フォトムービーの８番目のGOPは、Ｉピクチャであるフレーム１０３－２からなり
、フォトムービーの９番目のGOPは、Ｉピクチャであるフレーム１０３－３からなる。フ
レーム１０３－１乃至フレーム１０３－３は、同じ画像からなる。
【０１４５】
　フォトムービーの最初のGOPの最初のフレームであるフレーム１０１－１を表示するた
めのＩピクチャには、例えば、０秒である時刻t1を示すタイムスタンプＰＴＳが付加され
ている。フォトムービーの２番目のGOPの最初のフレームであるフレーム１０１－２を表
示するためのＩピクチャには、例えば、１秒である時刻t2を示すタイムスタンプＰＴＳが
付加されている。フォトムービーの３番目のGOPの最初のフレームであるフレーム１０１
－３を表示するためのＩピクチャには、例えば、２秒である時刻t3を示すタイムスタンプ
ＰＴＳが付加されている。
【０１４６】
　同様に、フレーム１０２－１乃至フレーム１０２－３をそれぞれ表示するためのＩピク
チャのそれぞれには、例えば、３秒である時刻t4、４秒である時刻t5、５秒である時刻t6
をそれぞれ示すタイムスタンプＰＴＳが付加されている。また、フレーム１０３－１乃至
フレーム１０３－３をそれぞれ表示するためのＩピクチャのそれぞれには、例えば、６秒
である時刻t7、７秒である時刻t8、８秒である時刻t9をそれぞれ示すタイムスタンプＰＴ
Ｓが付加されている。図示しないフレーム１０２－３の次のフレームには、９秒である時
刻t10をそれぞれ示すタイムスタンプＰＴＳが付加されている。
【０１４７】
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　フレーム１０１－１は、タイムスタンプＰＴＳで示される０秒である時刻t1から、フレ
ーム１０１－２に付加されたタイムスタンプＰＴＳで示される１秒である時刻t2まで、表
示される。フレーム１０１－２は、タイムスタンプＰＴＳで示される１秒である時刻t2か
ら、フレーム１０１－３に付加されたタイムスタンプＰＴＳで示される２秒である時刻t3
まで、表示される。フレーム１０１－３は、タイムスタンプＰＴＳで示される２秒である
時刻t3から、フレーム１０２－１に付加されたタイムスタンプＰＴＳで示される３秒であ
る時刻t4まで、表示される。
【０１４８】
　同様に、フレーム１０２－１は、時刻t4から時刻t5まで表示され、フレーム１０２－２
は、時刻t5から時刻t6まで表示され、フレーム１０２－３は、時刻t6から時刻t7まで表示
される。フレーム１０３－１は、時刻t7から時刻t8まで表示され、フレーム１０３－２は
、時刻t8から時刻t9まで表示され、フレーム１０３－３は、時刻t9から時刻t10まで表示
される。
【０１４９】
　より詳細には、１秒間に３０フレームが表示されるとすると、例えば、フレーム１０１
－３として、タイムスタンプＰＴＳで示される２秒である時刻t3において、Ｉピクチャを
復号することにより得られたフレームが表示される。時刻t3を示すタイムスタンプＰＴＳ
の次のタイムスタンプは、時刻t4を示しているので、時刻t3より後のフレームであって、
時刻t4の前までの２９のフレームとして、フレーム１０１－３がそのまま表示される。
【０１５０】
　従って、２秒である時刻t3から３秒である時刻t4まで、フレーム１０１－３が静止画像
として表示されているように見える。
【０１５１】
　上述したように、フレーム１０１－１乃至フレーム１０１－３が、同じ画像からなり、
フレーム１０２－１乃至フレーム１０２－３が、同じ画像からなり、フレーム１０３－１
乃至フレーム１０３－３が、同じ画像からなるので、０秒である時刻t1から３秒である時
刻t4の前まで、１つの静止画像が表示され、３秒である時刻t4から６秒である時刻t7の前
まで、次の１つの静止画像が表示され、６秒である時刻t7から９秒である時刻t10の前ま
で、さらに次の１つの静止画像が表示されることになる。
【０１５２】
　次に、ドライブ１６に光ディスク１７を装着した場合、または記録再生装置を起動した
場合実行されるフォトムービーの削除の処理を図９のフローチャートを参照して説明する
。ステップＳ３１において、記録再生制御部７１の種別判定部８４は、ドライブ１６に装
着されている光ディスク１７を認識する。すなわち、ステップＳ３１において、種別判定
部８４は、ドライブ１６から、光ディスク１７の物理的な種別および光ディスク１７のフ
ォーマットの方式を特定する情報を取得することにより、光ディスク１７を認識する。
【０１５３】
　ここで、光ディスク１７の物理的な種別とは、例えば、DVD+RW、DVD+R、DVD-RW、DVD-R
などの光ディスク１７の物理的な構成から定まる種別をいう。また、光ディスク１７のフ
ォーマットの方式とは、光ディスク１７のアプリケーションレベルのフォーマットの方式
をいう。
【０１５４】
　ステップＳ３２において、種別判定部８４は、光ディスク１７の物理的な種別がDVD+RW
であり、光ディスク１７のフォーマットの方式がDVD+RWビデオレコーディングフォーマッ
トであるか否かを判定し、光ディスク１７の物理的な種別がDVD+RWであり、光ディスク１
７のフォーマットの方式がDVD+RWビデオレコーディングフォーマットであると判定された
場合、ステップＳ３３に進み、再生制御部８２は、光ディスク１７の最後のチャプタの先
頭のVOBUのARI_DATAを読み出す。すなわち、ステップＳ３３において、再生制御部８２は
、光ディスク１７の論理的な記録空間の最も後ろに記録されているデータの属性を示す属
性データであるARI_DATAを光ディスク１７からの読み出す。
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【０１５５】
　ステップＳ３４において、データ方式判定部８６は、読み出されたARI_DATAを基に、光
ディスク１７の最後のチャプタにフォトムービーが記録されているか否かを判定する。す
なわち、ステップＳ３４において、データ方式判定部８６は、読み出された属性データで
あるARI_DATAを基に、データ記録媒体である光ディスク１７に記録されているデータが、
１つの静止画像を予め定めた時間表示させるか、または複数の静止画像のそれぞれを予め
定めた時間毎に、予め定めた順序で表示させるための表示データであるフォトムービーで
あるか否かを判定する。
【０１５６】
　より具体的には、ARI_DATA解読部８５は、読み出されたARI_DATAを解読し、解読の結果
に応じた、光ディスク１７の最後のチャプタに記録されているデータの種別を示すデータ
を生成し、データ方式判定部８６に供給する。ここで、データの種別とは、フォトムービ
ーまたは動画像を表示するためのデータなどの種別をいう。そして、データ方式判定部８
６は、ARI_DATA解読部８５から供給された、光ディスク１７の最後のチャプタに記録され
ているデータの種別を示すデータを基に、光ディスク１７の最後のチャプタにフォトムー
ビーが記録されているか否かを判定する。
【０１５７】
　ステップＳ３４において、光ディスク１７の最後のチャプタにフォトムービーが記録さ
れていると判定された場合、ステップＳ３５に進み、表示制御部８８は、フォトムービー
を削除するかを問い合わせるダイアログを、入出力信号制御部１３に接続されている表示
装置（図示せず）に表示させる。
【０１５８】
　図１０は、表示制御部８８が入出力信号制御部１３に接続されている表示装置に表示さ
せる、フォトムービーを削除するかを問い合わせるダイアログの例を示す図である。ダイ
アログには、”フォトムービーを削除しますか？”などの文が表示される。
【０１５９】
　ステップＳ３６において、入力制御部８７は、入力部１２から供給された、ユーザの指
令を示す信号を基に、ユーザからの指示を取得する。例えば、図１０に示される、ダイア
ログの例の”はい”と表示されているボタンが選択された場合、入力制御部８７は、フォ
トムービーを削除することを示すユーザからの指示を取得することになる。逆に、図１０
に示される、ダイアログの例の”いいえ”と表示されているボタンが選択された場合、入
力制御部８７は、フォトムービーを削除しないことを示すユーザからの指示を取得するこ
とになる。
【０１６０】
　ステップＳ３７において、入力制御部８７は、ユーザから削除が指示されたか否かを判
定し、ユーザから削除が指示されたと判定された場合、ステップＳ３８に進み、削除制御
部８３は、ドライブ１６を制御して、光ディスク１７の最後のチャプタのフォトムービー
を削除して、処理は終了する。光ディスク１７の最後のチャプタのフォトムービーを削除
した場合、記録再生制御部７１は、光ディスク１７に追記をする状態に遷移する。
【０１６１】
　一方、ステップＳ３７において、ユーザからフォトムービーを削除しないと指示された
場合、すなわち、ユーザから削除が指示されていないと判定された場合、光ディスク１７
の最後のチャプタのフォトムービーを削除しないで、ステップＳ３９に進み、記録再生制
御部７１は、光ディスク１７に追記をしない状態に遷移して、処理は終了する。
【０１６２】
　ここで、光ディスク１７に追記をしない状態は、光ディスク１７に追記をする処理を実
行しない状態だけでなく、ユーザからの光ディスク１７への追記の指示を受け付けない状
態を含む。
【０１６３】
　ステップＳ３４において、光ディスク１７の最後のチャプタにフォトムービーが記録さ
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れていないと判定された場合、フォトムービーを削除する必要はないので、ステップＳ３
５乃至ステップＳ３９の処理はスキップされ、処理は終了する。
【０１６４】
　ステップＳ３２において、光ディスク１７の物理的な種別がDVD+RWでないか、または、
光ディスク１７のフォーマットの方式がDVD+RWビデオレコーディングフォーマットでない
と判定された場合、フォトムービーを削除する必要はないので、ステップＳ３３乃至ステ
ップＳ３９の処理はスキップされ、処理は終了する。
【０１６５】
　このように、ドライブ１６に光ディスク１７を装着した場合、または記録再生装置を起
動した場合、光ディスク１７の論理的な記録空間（記録領域）の最も後ろに記録されてい
るデータが、１つの静止画像を予め定めた時間表示させるか、または複数の静止画像のそ
れぞれを予め定めた時間毎に、予め定めた順序で表示させるためのフォトムービーである
とき、フォトムービーが削除される。
【０１６６】
　従来、光ディスク１７の記録領域の最後にだけフォトムービーを記録するように、光デ
ィスク１７に記録されているデータの配置を定めているような場合、このような配置を維
持するためには、従来、ユーザが、いちいち、光ディスク１７の論理的な記録空間（記録
領域）の最も後ろにフォトムービーが記録されているかを確認して、フォトムービーが記
録されているとき、ユーザが操作をすることにより、このフォトムービーを削除しなけれ
ばならなかった。
【０１６７】
　これに対して、本発明の記録再生装置によれば、光ディスク１７の記録領域の最後にだ
けフォトムービーを記録するように、光ディスク１７に記録されているデータの配置を定
めているような場合、ドライブ１６に光ディスク１７を装着したとき、または記録再生装
置を起動したとき、ユーザに面倒な操作を要求することなく、即座に、その光ディスク１
７に所望のデータを追記することができるようになる。
【０１６８】
　図１１は、記録再生装置による再生の処理を説明するフローチャートである。ステップ
Ｓ７１において、再生制御部８２は、再生が指示されたチャプタの先頭のVOBUのARI_DATA
を読み出す。
【０１６９】
　ステップＳ７２において、再生制御部８２は、再生が指示されたチャプタの再生を開始
する。より具体的には、再生制御部８２は、ドライブ１６に、装着されている光ディスク
１７からの、再生が指示されたチャプタの画像データの読み出しを開始させる。光ディス
ク１７から読み出された画像データは、ワークメモリ１５に一時的に記憶される。そして
、再生制御部８２は、符号化復号部１４に、ワークメモリ１５に一時的に記憶されている
画像データであって、符号化されている画像データの復号を開始させる。
【０１７０】
　ステップＳ７３において、再生制御部８２は、読み出したARI_DATAを基に、再生が開始
された画像データがフォトムービーであるか否かを判定し、フォトムービーであると判定
された場合、ステップＳ７４に進み、フォトムービーであることを示すアイコン（の画像
データ）の、再生された画像への重畳を開始し、ステップＳ７５に進む。例えば、フォト
ムービーであることを示すアイコンは、スチルカメラの形状を模した画像とすることがで
きる。また、フォトムービーであることを示すアイコンの画像データは、ROM３２に予め
記憶されている。
【０１７１】
　より具体的には、ARI_DATA解読部８５は、ステップＳ７１の処理で読み出されたARI_DA
TAを解読し、解読の結果に応じた、光ディスク１７のチャプタのうち、再生が指示された
チャプタに記録されているデータの種別を示すデータを生成し、再生制御部８２に供給す
る。再生制御部８２は、ARI_DATA解読部８５から供給されたデータの種別を示すデータを
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基に、光ディスク１７の再生が指示されたチャプタにフォトムービーが記録されているか
否かを判定する。
【０１７２】
　フォトムービーであると判定された場合、再生制御部８２は、ROM３２に予め記憶され
ているフォトムービーであることを示すアイコンの画像データを読み出し、読み出した画
像データを入出力信号制御部１３に供給する。再生制御部８２は、入出力信号制御部１３
に、アイコンの画像データを、再生された画像、すなわち、符号化復号部１４から供給さ
れた復号された画像データに重畳させる。
【０１７３】
　ステップＳ７３において、再生が開始された画像データがフォトムービーでないと判定
された場合、ステップＳ７４の処理はスキップされ、手続きは、ステップＳ７５に進む。
【０１７４】
　ステップＳ７５において、再生制御部８２は、再生された画像の表示を開始し、処理は
終了する。より具体的には、再生制御部８２は、入出力信号制御部１３に接続されている
表示装置に再生された画像を表示するためのデータを供給して、表示装置に画像を表示さ
せる。
【０１７５】
　このように、再生された画像データがフォトムービーである場合、OSD（On Screen Dis
play）として、表示される画像に、フォトムービーであることを示すアイコンが重畳して
表示され、再生された画像データがフォトムービーでない場合、表示される画像に、フォ
トムービーであることを示すアイコンは重畳されないので、画像データの種別に応じて、
正確に、ユーザにその種別を識別させることができるようになる。
【０１７６】
　次に、編集の制限について説明する。図１２は、記録再生装置による編集の制限の処理
を説明するフローチャートである。ステップＳ９１において、記録再生制御部７１は、編
集が指示されたチャプタの先頭のVOBUのARI_DATAを読み出す。
【０１７７】
　ステップＳ９２において、記録再生制御部７１は、読み出したARI_DATAを基に、編集が
指示されたチャプタの画像データがフォトムービーであるか否かを判定し、フォトムービ
ーであると判定された場合、ステップＳ９３において、チャプタの分割を禁止する状態に
遷移して、処理は終了する。チャプタの分割を禁止する状態は、チャプタを分割する処理
を実行しない状態だけでなく、ユーザによる入力部１２への操作を無効にしたり（入力部
１２からの信号を無視したり）、OSD上の編集画面における分割を指示する分割ボタンを
無効にしたりするなど、ユーザからのチャプタの分割の指示を受け付けない状態を含む。
【０１７８】
　ステップＳ９２において、編集が指示されたチャプタの画像データがフォトムービーで
ないと判定された場合、ステップＳ９４に進み、チャプタの分割を許可する状態に遷移し
て、処理は終了する。
【０１７９】
　このように、画像データである編集の対象に応じて、確実に、画像データに対する編集
を制限することができるようになる。
【０１８０】
　なお、ステップＳ９３において、記録再生制御部７１は、フォトムービーに対してのみ
適用される機能の実行を許可するようにしてもよい。
【０１８１】
　また、光ディスク１７が、DVD-ビデオレコーディング（VIDEO RECORDING）フォーマッ
ト（以下、DVD-VRフォーマットと称する）でフォーマットされている場合、フォトムービ
ーは、VR_STILL.VRO方式のファイルに格納される。従って、DVD-VRフォーマットにおいて
、ファイル方式により、フォトムービーの画像データであるか、動画像の画像データであ
るかを識別することができる。
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【０１８２】
　しかしながら、機器によっては、VR_STILL.VRO方式のファイルに、フォトムービー以外
のデータを格納することを許可している。
【０１８３】
　従って、単に、VR_STILL.VRO方式のファイルであるか否かで、フォトムービーであるか
否かを判定すると、フォトムービー以外のデータに対して、フォトムービーで許可されて
いる処理を適用したり、フォトムービーで禁止されている処理を実行できないという問題
が生じてしまう場合がある。
【０１８４】
　そこで、DVD-VRフォーマットでフォーマットされている光ディスク１７に記録されてい
るデータに対応させてARI_DATAを光ディスク１７に記録することにより、光ディスク１７
に記録されているデータが、フォトムービーであるか否かをより正確に識別することがで
きるようになる。なお、DVD-VRフォーマットにおいて、ARI_DATAは、DVD+RWビデオレコー
ディングフォーマットのNV_PCKに相当する、RDI_PCKの開発者用データ（Ｍａｎｕｆａｃ
ｔｕｒｅｒ’ｓ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｄａｔａ）内に格納される。
【０１８５】
　なお、フォトムービーは、光ディスク１７に記録されると説明したが、光ディスク１７
に限らず、磁気ディスク４１、光磁気ディスク４２、または半導体メモリ４３に記録する
ようにしてもよい。フォトムービーを磁気ディスク４１、光磁気ディスク４２、または半
導体メモリ４３に記録した場合であっても、上述した処理と同様の処理を実行することが
できる。
【０１８６】
　このように、光ディスクに記録されているデータの属性を示す属性データの光ディスク
からの読み出しを制御するようにした場合には、光ディスクに記録されているデータを識
別することができる。また、光ディスクに記録されているデータの属性を示す属性データ
の光ディスクからの読み出しを制御し、読み出された属性データを基に、光ディスクに記
録されているデータが、１つの静止画像を予め定めた時間表示させるか、または複数の静
止画像のそれぞれを予め定めた時間毎に、予め定めた順序で表示させるための表示データ
であるか否かを判定し、光ディスクに記録されているデータが表示データであると判定さ
れた場合、光ディスクから表示データを削除するように、光ディスクからのデータの削除
を制御するようにした場合には、ユーザに煩わしい操作を要求することなく、光ディスク
に記録されているデータの、光ディスク上の相互の配置を維持することができる。
【０１８７】
　上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行させることもできるが、ソフトウェア
により実行させることもできる。一連の処理をソフトウェアにより実行させる場合には、
そのソフトウェアを構成するプログラムが、専用のハードウェアに組み込まれているコン
ピュータ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行する
ことが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、記録媒体からインストール
される。
【０１８８】
　この記録媒体は、図１に示すように、コンピュータとは別に、ユーザにプログラムを提
供するために配布される、プログラムが記録されている磁気ディスク４１（フレキシブル
ディスクを含む）、光ディスク１７（CD-ROM(Compact Disc-Read Only Memory)、ＤＶＤ(
Digital Versatile Disc)を含む）、光磁気ディスク４２（ＭＤ(Mini-Disc)（商標）を含
む）、若しくは半導体メモリ４３などよりなるパッケージメディアにより構成されるだけ
でなく、コンピュータに予め組み込まれた状態でユーザに提供される、プログラムが記録
されているROM３２や、図示せぬハードディスクなどで構成される。
【０１８９】
　なお、上述した一連の処理を実行させるプログラムは、必要に応じてルータ、モデムな
どのインターフェースを介して、ローカルエリアネットワーク、インターネット、デジタ
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ル衛星放送といった、有線または無線の通信媒体を介してコンピュータにインストールさ
れるようにしてもよい。
【０１９０】
　また、本明細書において、記録媒体に格納されるプログラムを記述するステップは、記
載された順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、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に実行される処理をも含むものである。
【図面の簡単な説明】
【０１９１】
【図１】本発明に係る記録再生装置の一実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図２】プログラムを実行するプロセッサにより実現される機能である記録再生制御部の
構成を示すブロック図である。
【図３】フォトムービーの記録の処理を説明するフローチャートである。
【図４】DVD+RWビデオレコーディングフォーマットを説明する図である。
【図５】ARI_DATA、NV_PCK、およびARI_PCKを説明する図である。
【図６】ARI_DATAを説明する図である。
【図７】フォトムービーの例を説明する図である。
【図８】フォトムービーの例を説明する図である。
【図９】フォトムービーの削除の処理を説明するフローチャートである。
【図１０】ダイアログの例を示す図である。
【図１１】再生の処理を説明するフローチャートである。
【図１２】編集の制限の処理を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
【０１９２】
　１１　制御部，　１２　入力部，　１３　入出力信号制御部，　１４　符号化復号部，
　１５　ワークメモリ，　１６　ドライブ，　１７　光ディスク，　３１　プロセッサ，
　３２　ＲＯＭ，　３３　ＲＡＭ，　４１　磁気ディスク，　４２　光磁気ディスク，　
４３　半導体メモリ，　７１　記録再生制御部，　８１　記録制御部，　８２　再生制御
部，　８３　削除制御部，　８４　種別判定部，　８５　ARI_DATA解読部，　８６　デー
タ方式判定部，　８７　入力制御部，　８８　表示制御部
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】



(28) JP 4305384 B2 2009.7.29

10

フロントページの続き

(56)参考文献  国際公開第２００６／０６１９８４（ＷＯ，Ａ１）　　
              国際公開第２００６／０７０５７９（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００６－１６４４５７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－０３２３７８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－３３１５６３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２０１１７０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－３３１５２６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－３１８９２３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２８８２３０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　　５／７６－５／９５６　　　　
              Ｇ１１Ｂ　　２０／１０－２０／１６　　　　
              Ｇ１１Ｂ　　２７／００－２７／０６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

