
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  記録媒体に記録されたインデックスファイルにより前記記録媒体に記録されたファイル
を管理するファイル管理装置において、
  前記インデックスファイルは、
　

　

  前記抜粋情報が属性毎にグループ化されて、サムネイル画像によるサムネイル画像のグ
ループと、タイトルによるテキストのグループと、前記サムネイル画像のグループ、テキ
ストのグループを管理するプロパティのグループとが形成され、
  前記プロパティのグループの少なくともファイルに係るエントリには、
  前記サムネイル画像のグループ、テキストのグループの対応するエントリを指し示すエ
ントリに係る管理情報と、対応するファイルを指し示す管理情報とが設けられ、
  前記ファイル管理装置は、
　 削除が指示されたファイルに係る前記エントリにお
いて、前記エントリに係る管理情報と前記ファイルに係る管理情報とは、削除が指示され
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前記記録媒体に記録されたファイルと、前記記録媒体の実在するフォルダと、前記記録
媒体には存在しない仮想のフォルダであるゴミ箱のフォルダとによるエントリの連続によ
り形成され、

前記各エントリには、対応する前記ファイルの抜粋情報、他のエントリを指し示すこと
により前記ファイル、前記フォルダの階層構造を定義する階層情報、前記ゴミ箱に係るエ
ントリを識別する情報が設けられ、

前記ファイルの削除の指示により、



る前の状態から変更しないようにして、
のエントリを指し示すように、前記他のエントリを指し示す管理

情報を変更

　 のエントリを指し示すように前
記他のエントリを指し示す管理情報が設定されてなるエントリに係る前記抜粋情報を

表示手段に表示し、
  前記抜粋情報を表示してなるエントリに係るファイルの処理を受け付ける
  ことを特徴とするファイル管理装置。
【請求項２】
  前記 エントリを指し示すように前記他のエントリを指し示す 情報が設定さ
れてなるエントリに係るファイルの削除の指示により、前記インデックスファイルより対
応するエントリを削除すると共に、前記記録媒体より対応するファイルを削除する
  ことを特徴とする請求項１に記載のファイル管理装置。
【請求項３】
  前記 エントリを指し示すように前記他のエントリを指し示す 情報が設定さ
れてなるエントリに係るファイルの復活の指示により、所定のエントリを指し示すように
、前記他のエントリを指し示す 情報を設定し、
  前記所定のエントリは、ユーザーによる事前の設定によるエントリ、又はユーザーによ
る指示によるエントリである
  ことを特徴とする請求項１に記載のファイル管理装置。
【請求項４】
  現在の日時を基準にして、前記 の日付けを判定し、該判定結果に基づいて、対応す
るエントリを前記インデックスファイルより削除すると共に、前記記録媒体より対応する
ファイルを削除する
  ことを特徴とする請求項１に記載のファイル管理装置。
【請求項５】
  現在の日時を基準にして、前記 の日付けを判定し、該判定結果に基づいて、対応す
る前記 のフォルダに係るエントリ、対応するエントリを前記インデックスフ
ァイルより削除すると共に、前記記録媒体より対応するファイルを削除する
  ことを特徴とする請求項１に記載のファイル管理装置。
【請求項６】
  前記記録媒体より対応するファイルの削除が、前記 の日付 時点より所定期間経
過したファイルの削除である
  ことを特徴とする請求項４に記載のファイル管理装置。
【請求項７】
  前記記録媒体より対応するファイルの削除が、前記 の日付 時点より所定期間経
過したファイルの削除である
  ことを特徴とする請求項５に記載のファイル管理装置。
【請求項８】
  記録媒体に記録されたインデックスファイルにより前記記録媒体に記録されたファイル
を管理するファイル管理方法において、
  前記インデックスファイルは、
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削除の日付けによる仮想のフォルダに係るエント
リを介して、前記ゴミ箱

することにより、前記ゴミ箱のフォルダを基準にした削除の日付けによるフォ
ルダの階層構造により管理可能に、前記削除が指示されたファイルに係るエントリの設定
を更新し、

前記ゴミ箱のフォルダの表示の指示により、前記ゴミ箱
、前

記削除の日付けによるフォルダを基準にして

ゴミ箱の 階層

ゴミ箱の 階層

階層

削除

削除
削除の日付け

削除 けの

削除 けの

前記記録媒体に記録されたファイルと、前記記録媒体の実在するフォルダと、前記記録
媒体には存在しない仮想のフォルダであるゴミ箱のフォルダとによるエントリの連続によ
り形成され、

前記各エントリには、対応する前記ファイルの抜粋情報、他のエントリを指し示すこと
により前記ファイル、前記フォルダの階層構造を定義する階層情報、前記ゴミ箱に係るエ
ントリを識別する情報が設けられ、



  前記抜粋情報が属性毎にグループ化されて、サムネイル画像によるサムネイル画像のグ
ループと、タイトルによるテキストのグループと、前記サムネイル画像のグループ、テキ
ストのグループを管理するプロパティのグループとが形成され、
  前記プロパティのグループの少なくともファイルに係るエントリには、
  前記サムネイル画像のグループ、テキストのグループの対応するエントリを指し示すエ
ントリに係る管理情報と、対応するファイルを指し示すファイルに係る管理情報とが設け
られ、
  前記ファイル管理方法は、
　 削除が指示されたファイルに係る前記エントリにお
いて、前記エントリに係る管理情報と前記ファイルに係る管理情報とは、削除が指示され
る前の状態から変更しないようにして、

のエントリを指し示すように、前記他のエントリを指し示す管理
情報を変更

　 のエントリを指し示すように前記
他のエントリを指し示す管理情報が設定されてなるエントリに係る前記抜粋情報を

表示手段に表示し、
  前記抜粋情報を表示してなるエントリに係るファイルの処理を受け付ける
  ことを特徴とするファイル管理方法。
【請求項９】
  コンピュータに所定の処理手順を実行させることにより、記録媒体に記録されたインデ
ックスファイルにより前記記録媒体に記録されたファイルを管理するファイル管理方法の
プログラムにおいて、
  前記インデックスファイルは、
　

　

  前記抜粋情報が属性毎にグループ化されて、サムネイル画像によるサムネイル画像のグ
ループと、タイトルによるテキストのグループと、前記サムネイル画像のグループ、テキ
ストのグループを管理するプロパティのグループとが形成され、
  前記プロパティのグループの少なくともファイルに係るエントリには、
  前記サムネイル画像のグループ、テキストのグループの対応するエントリを指し示すエ
ントリに係る管理情報と、対応するファイルを指し示すファイルに係る管理情報とが設け
られ、
  前記処理手順は、
　 削除が指示されたファイルに係る前記エントリにお
いて、前記エントリに係る管理情報と前記ファイルに係る管理情報とは、削除が指示され
る前の状態から変更しないようにして、

のエントリを指し示すように、前記他のエントリを指し示す管理
情報を変更

　 のエントリを指し示すように前
記他のエントリを指し示す管理情報が設定されてなるエントリに係る前記抜粋情報を

表示手段に表示し、
  前記抜粋情報を表示してなるエントリに係るファイルの処理を受け付ける
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前記ファイルの削除の指示により、

削除の日付けによる仮想のフォルダに係るエント
リを介して、前記ゴミ箱

することにより、前記ゴミ箱のフォルダを基準にした削除の日付けによるフォ
ルダの階層構造により管理可能に、前記削除が指示されたファイルに係るエントリの設定
を更新し、

前記ゴミ箱のフォルダ表示の指示により、前記ゴミ箱
、前記

削除の日付けによるフォルダを基準にして

前記記録媒体に記録されたファイルと、前記記録媒体の実在するフォルダと、前記記録
媒体には存在しない仮想のフォルダであるゴミ箱のフォルダとによるエントリの連続によ
り形成され、

前記各エントリには、対応する前記ファイルの抜粋情報、他のエントリを指し示すこと
により前記ファイル、前記フォルダの階層構造を定義する階層情報、前記ゴミ箱に係るエ
ントリを識別する情報が設けられ、

前記ファイルの削除の指示により、

削除の日付けによる仮想のフォルダに係るエント
リを介して、前記ゴミ箱

することにより、前記ゴミ箱のフォルダを基準にした削除の日付けによるフォ
ルダの階層構造により管理可能に、前記削除が指示されたファイルに係るエントリの設定
を更新し、

前記ゴミ箱のフォルダの表示の指示により、前記ゴミ箱
、前

記削除の日付けによるフォルダを基準にして



  ことを特徴とするファイル管理方法のプログラム。
【請求項１０】
  コンピュータに所定の処理手順を実行させることにより、記録媒体に記録されたインデ
ックスファイルにより前記記録媒体に記録されたファイルを管理するファイル管理方法の
プログラムを記録した記録媒体において、
  前記インデックスファイルは、
　

　

  前記抜粋情報が属性毎にグループ化されて、サムネイル画像によるサムネイル画像のグ
ループと、タイトルによるテキストのグループと、前記サムネイル画像のグループ、テキ
ストのグループを管理するプロパティのグループとが形成され、
  前記プロパティのグループの少なくともファイルに係るエントリには、
  前記サムネイル画像のグループ、テキストのグループの対応するエントリを指し示すエ
ントリに係る管理情報と、対応するファイルを指し示すファイルに係る管理情報とが設け
られ、
  前記処理手順は、
　 削除が指示されたファイルに係る前記エントリにお
いて、前記エントリに係る管理情報と前記ファイルに係る管理情報とは、削除が指示され
る前の状態から変更しないようにして、

のエントリを指し示すように、前記他のエントリを指し示す管理
情報を変更

　 のエントリを指し示すように前
記他のエントリを指し示す管理情報が設定されてなるエントリに係る前記抜粋情報を

表示手段に表示し、
  前記抜粋情報を表示してなるエントリに係るファイルの処理を受け付ける
  ことを特徴とするファイル管理方法のプログラムを記録した記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ファイル管理装置、ファイル管理方法、ファイル管理方法のプログラム及び
ファイル管理方法のプログラムを記録した記録媒体に関し、例えばビデオディスク装置に
適用することができる。本発明は、削除が指示されたファイルに係るエントリにおいて、
一時管理用のエントリを指し示すように他のエントリを指し示す管理情報を変更すること
により、インデックスファイル上の操作において、削除したファイルを簡易に復活させる
ことができるようにする。
【背景技術】
【０００２】
　近年、光ディスク等のランダムアクセス可能な大容量の記録媒体を用いて、撮像結果を
記録するディスク装置等が提案されるようになされている。
【０００３】
　このようなディスク装置に関して、例えば特開２００１－８４７０５号公報においては
、記録媒体に記録した多数のファイルよりこれら多数のファイルのインデックス用のファ
イルであるインデ クスファイルを作成してこの記録媒体に記録することにより、このイ
ンデックスファイルを用いてこれら多数のファイルに係る操作性を向上する方法が提案さ
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前記記録媒体に記録されたファイルと、前記記録媒体の実在するフォルダと、前記記録
媒体には存在しない仮想のフォルダであるゴミ箱のフォルダとによるエントリの連続によ
り形成され、

前記各エントリには、対応する前記ファイルの抜粋情報、他のエントリを指し示すこと
により前記ファイル、前記フォルダの階層構造を定義する階層情報、前記ゴミ箱に係るエ
ントリを識別する情報が設けられ、

前記ファイルの削除の指示により、

削除の日付けによる仮想のフォルダに係るエント
リを介して、前記ゴミ箱

することにより、前記ゴミ箱のフォルダを基準にした削除の日付けによるフォ
ルダの階層構造により管理可能に、前記削除が指示されたファイルに係るエントリの設定
を更新し、

前記ゴミ箱のフォルダの表示の指示により、前記ゴミ箱
、前

記削除の日付けによるフォルダを基準にして

ッ



れるようになされている。
【０００４】
　また特開２００２－２７８９９６号公報においては、このようにして作成したインデッ
クスファイルにおいて、各ファイルを階層化して管理することにより、さらに一段とこれ
ら多数のファイルに係る操作性を向上する方法が提案されるようになされている。
【０００５】
　すなわちこれらに提案のインデックスファイルにおいては、例えば管理対象ファイルが
映像コンテンツに係るファイルの場合、各管理対象ファイルよりそれぞれサムネイル画像
が作成され、このサムネイル画像によるエントリの連続によりサムネイル画像エントリフ
ァイルが作成される。またこのサムネイル画像エントリファイルの各エントリに対応した
エントリの連続によりプロパティエントリファイルが作成され、このプロパティエントリ
ファイルにサムネイル画像エントリファイルの管理情報、対応する管理対象ファイルを特
定する情報等が記録される。これによりインデックスファイルは、管理対象ファイルが映
像コンテンツのファイルの場合、サムネイル画像エントリファイルに記録されたサムネイ
ル画像を表示して記録媒体に記録された多数の映像コンテンツをユーザーに紹介すること
ができるようになされ、またプロパティエントリファイルの記録に基づいて、このように
して紹介した映像コンテンツよりユーザーの選択したサムネイル画像の映像コンテンツを
ユーザーに提供できるようになされている。
【０００６】
　ところでこのようなインデックスファイルによるコンテ ツの選択を、ファイルの削除
に係る処理にも利用することができれば、簡易かつ確実に所望するファイルを選択するこ
とができ、これによりファイルの削除に係るユーザーの操作性を向上できると考えられる
。この場合、インデックスファイルによるファイルの選択により、記録媒体のファイル管
理システムを使用してこの選択されたファイルを記録媒体から削除し、またインデックス
ファイルからこのファイルの登録を削除することにより実行することができる。
【０００７】
　しかしながらこのようにしてファイルを削除した場合に、ユーザーにおいて、ファイル
の復活を求める場合も考えられる。しかしながらこのようにしてインデックスファイルを
用いてファイルを削除した場合には、ファイルを復活し得ない問題がある。
【０００８】
　この問題を解決する１つの方法として、インデックスファイルを用いたファイルの削除
においては、インデックスファイル上でのみこのファイルの登録を削除し、記録媒体上に
おいては、ファイルをそのまま記録して保持することが考えられる。この場合、この記録
媒体に保持されてなるファイルをインデックスファイルに登録し直すことにより、削除し
たファイルを復活することができる。しかしながらこの方法の場合、この復活に係るファ
イルにあっては、インデックスファイルからの登録が削除されていることにより、インデ
ックスファイルを用いては、この復活させるファイルを検出し得ない。これによりこのよ
うな復活させるファイルを検出することが困難になり、この場合も、結局、多くの場合フ
ァイルを復活させることが困難になると考えられる。
【特許文献１】特開２００１－８４７０５号公報
【特許文献２】特開２００２－２７８９９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、インデックスファイル上の操作において
、削除したファイルを簡易に復活させることができるファイル管理装置、ファイル管理方
法、ファイル管理方法のプログラム及びファイル管理方法のプログラムを記録した記録媒
体を提案しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
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  かかる課題を解決するため請求項１の発明においては、記録媒体に記録されたインデッ
クスファイルにより記録媒体に記録されたファイルを管理するファイル管理装置に適用し
て、インデックスファイルは、

前記抜粋情報
が属性毎にグループ化されて、サムネイル画像によるサムネイル画像のグループと、タイ
トルによるテキストのグループと、前記サムネイル画像のグループ、テキストのグループ
を管理するプロパティのグループとが形成され、前記プロパティのグループの少なくとも
ファイルに係るエントリには、前記サムネイル画像のグループ、テキストのグループの対
応するエントリを指し示すエントリに係る管理情報と、対応するファイルを指し示すファ
イルに係る管理情報とが設けられ、ファイル管理装置は、

削除が指示されたファイルに係る前記エントリにおいて、前記エントリに係る管理情
報と前記ファイルに係る管理情報とは、削除が指示される前の状態から変更しないように
して、 のエ
ントリを指し示すように、前記他のエントリを指し示す管理情報を変更

のエントリを指し示すように前記他のエントリを指
し示す管理情報が設定されてなるエントリに係る前記抜粋情報を

表示手段に表示し、前記抜粋情報を表示してなるエントリに係る
ファイルの処理を受け付ける。
【００１１】
  また請求項 の発明においては、記録媒体に記録されたインデックスファイルにより記
録媒体に記録されたファイルを管理するファイル管理方法に適用して、インデックスファ
イルは、

前記抜粋情報が属性毎にグループ化
されて、サムネイル画像によるサムネイル画像のグループと、タイトルによるテキストの
グループと、前記サムネイル画像のグループ、テキストのグループを管理するプロパティ
のグループとが形成され、前記プロパティのグループの少なくともファイルに係るエント
リには、前記サムネイル画像のグループ、テキストのグループの対応するエントリを指し
示すエントリに係る管理情報と、対応するファイルを指し示すファイルに係る管理情報と
が設けられ、前記管理方法は、 削除が指示されたファ
イルに係る前記エントリにおいて、前記エントリに係る管理情報と前記ファイルに係る管
理情報とは、削除が指示される前の状態から変更しないようにして、

のエントリを指し示すように、
前記他のエントリを指し示す管理情報を変更

のエントリを指し示すように前記他のエントリを指し示す管理情報が設定され
てなるエントリに係る前記抜粋情報を 表
示手段に表示し、前記抜粋情報を表示してなるエントリに係るファイルの処理を受け付け
る。
【００１２】
  また請求項 の発明においては、コンピュータに所定の処理手順を実行させることによ
り、記録媒体に記録されたインデックスファイルにより記録媒体に記録されたファイルを
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前記記録媒体に記録されたファイルと、前記記録媒体の実
在するフォルダと、前記記録媒体には存在しない仮想のフォルダであるゴミ箱のフォルダ
とによるエントリの連続により形成され、前記各エントリには、対応する前記ファイルの
抜粋情報、他のエントリを指し示すことにより前記ファイル、前記フォルダの階層構造を
定義する階層情報、前記ゴミ箱に係るエントリを識別する情報が設けられ、

前記ファイルの削除の指示によ
り、

削除の日付けによる仮想のフォルダに係る前記エントリを介して、前記ゴミ箱
することにより、

前記ゴミ箱のフォルダを基準にした削除の日付けによるフォルダの階層構造により管理可
能に、前記削除が指示されたファイルに係るエントリの設定を更新し、前記ゴミ箱のフォ
ルダの表示の指示により、前記ゴミ箱

、前記削除の日付けによ
るフォルダを基準にして

８

前記記録媒体に記録されたファイルと、前記記録媒体の実在するフォルダと、前
記記録媒体には存在しない仮想のフォルダであるゴミ箱のフォルダとによるエントリの連
続により形成され、前記各エントリには、対応する前記ファイルの抜粋情報、他のエント
リを指し示すことにより前記ファイル、前記フォルダの階層構造を定義する階層情報、前
記ゴミ箱に係るエントリを識別する情報が設けられ、

前記ファイルの削除の指示により、

削除の日付けによる
仮想のフォルダに係る前記エントリを介して、前記ゴミ箱

することにより、前記ゴミ箱のフォルダを基
準にした削除の日付けによるフォルダの階層構造により管理可能に、前記削除が指示され
たファイルに係るエントリの設定を更新し、前記ゴミ箱のフォルダの表示の指示により、
前記ゴミ箱

、前記削除の日付けによるフォルダを基準にして

９



管理するファイル管理方法のプログラムに適用して、インデックスファイルは、

前記抜粋情報が属性毎にグループ化されて、サムネイ
ル画像によるサムネイル画像のグループと、タイトルによるテキストのグループと、前記
サムネイル画像のグループ、テキストのグループを管理するプロパティのグループとが形
成され、前記プロパティのグループの少なくともファイルに係るエントリには、前記サム
ネイル画像のグループ、テキストのグループの対応するエントリを指し示すエントリに係
る管理情報と、対応するファイルを指し示すファイルに係る管理情報とが設けられ、前記
処理手順は、 削除が指示されたファイルに係る前記エ
ントリにおいて、前記エントリに係る管理情報と前記ファイルに係る管理情報とは、削除
が指示される前の状態から変更しないようにして、

のエントリを指し示すように、前記他のエントリ
を指し示す管理情報を変更

のエン
トリを指し示すように前記他のエントリを指し示す管理情報が設定されてなるエントリに
係る前記抜粋情報を 表示手段に表示し、
前記抜粋情報を表示してなるエントリに係るファイルの処理を受け付ける。
【００１３】
  また請求項１ の発明においては、コンピュータに所定の処理手順を実行させることに
より、記録媒体に記録されたインデックスファイルにより記録媒体に記録されたファイル
を管理するファイル管理方法のプログラムを記録した記録媒体に適用して、インデックス
ファイルは、

前記抜粋情報が属性毎にグルー
プ化されて、サムネイル画像によるサムネイル画像のグループと、タイトルによるテキス
トのグループと、前記サムネイル画像のグループ、テキストのグループを管理するプロパ
ティのグループとが形成され、前記プロパティのグループの少なくともファイルに係るエ
ントリには、前記サムネイル画像のグループ、テキストのグループの対応するエントリを
指し示すエントリに係る管理情報と、対応するファイルを指し示すファイルに係る管理情
報とが設けられ、前記処理手順は、 削除が指示された
ファイルに係る前記エントリにおいて、前記エントリに係る管理情報と前記ファイルに係
る管理情報とは、削除が指示される前の状態から変更しないようにして、

のエントリを指し示すよう
に、前記他のエントリを指し示す管理情報を変更

のエントリを指し示すように前記他のエントリを指し示す管理情報が設定
されてなるエントリに係る前記抜粋情報を

表示手段に表示し、前記抜粋情報を表示してなるエントリに係るファイルの処理を受け
付ける。
【００１４】
  請求項１の構成により、記録媒体に記録されたインデックスファイルにより記録媒体に
記録されたファイルを管理するファイル管理装置に適用して、インデックスファイルは、
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前記記録
媒体に記録されたファイルと、前記記録媒体の実在するフォルダと、前記記録媒体には存
在しない仮想のフォルダであるゴミ箱のフォルダとによるエントリの連続により形成され
、前記各エントリには、対応する前記ファイルの抜粋情報、他のエントリを指し示すこと
により前記ファイル、前記フォルダの階層構造を定義する階層情報、前記ゴミ箱に係るエ
ントリを識別する情報が設けられ、

前記ファイルの削除の指示により、

削除の日付けによる仮想のフォルダに
係る前記エントリを介して、前記ゴミ箱

することにより、前記ゴミ箱のフォルダを基準にした削除の日
付けによるフォルダの階層構造により管理可能に、前記削除が指示されたファイルに係る
エントリの設定を更新し、前記ゴミ箱のフォルダの表示の指示により、前記ゴミ箱

、前記削除の日付けによるフォルダを基準にして

０

前記記録媒体に記録されたファイルと、前記記録媒体の実在するフォルダと
、前記記録媒体には存在しない仮想のフォルダであるゴミ箱のフォルダとによるエントリ
の連続により形成され、前記各エントリには、対応する前記ファイルの抜粋情報、他のエ
ントリを指し示すことにより前記ファイル、前記フォルダの階層構造を定義する階層情報
、前記ゴミ箱に係るエントリを識別する情報が設けられ、

前記ファイルの削除の指示により、

削除の日付けに
よる仮想のフォルダに係る前記エントリを介して、前記ゴミ箱

することにより、前記ゴミ箱のフォルダ
を基準にした削除の日付けによるフォルダの階層構造により管理可能に、前記削除が指示
されたファイルに係るエントリの設定を更新し、前記ゴミ箱のフォルダの表示の指示によ
り、前記ゴミ箱

、前記削除の日付けによるフォルダを基準にし
て

前記記録媒体に記録されたファイルと、前記記録媒体の実在するフォルダと、前記記録媒



前記抜粋情報が属性毎にグループ化されて、
サムネイル画像によるサムネイル画像のグループと、タイトルによるテキストのグループ
と、前記サムネイル画像のグループ、テキストのグループを管理するプロパティのグルー
プとが形成され、前記プロパティのグループの少なくともファイルに係るエントリには、
前記サムネイル画像のグループ、テキストのグループの対応するエントリを指し示すエン
トリに係る管理情報と、対応するファイルを指し示すファイルに係る管理情報とが設けら
れ、ファイル管理装置は、 削除が指示されたファイル
に係る前記エントリにおいて、前記エントリに係る管理情報と前記ファイルに係る管理情
報とは、削除が指示される前の状態から変更しないようにして、

のエントリを指し示すように、前記
他のエントリを指し示す管理情報を変更

のエントリを指し示すように前記他のエントリを指し示す管理情報が設定されてな
るエントリに係る前記抜粋情報を 表示手
段に表示し、前記抜粋情報を表示してなるエントリに係るファイルの処理を受け付けるよ
うにすれば、それまで特定のフォルダに属するようにエントリが設定されてなるファイル
については、削除の指示により、特定の一時管理用のエントリにより、削除が指示された
ファイルをまとめて管理して、この他のエントリを指し示す管理情報の変更によりファイ
ルを復活させることができ、これによりインデックスファイル上の操作において、削除し
たファイルを簡易に復活させることができる。またこのとき他のエントリファイルに係る
エントリの管理情報と、対応するファイルを指し示すファイルに係る管理情報とについて
は変更しないようにすることにより、ファイルの復活に係るユーザーの操作性を向上し得
、さらには復活に係る処理を簡略化することができる。すなわちこの一時管理用のエント
リを指し示すように設定されてなるエントリに係る抜粋情報を表示手段に表示し、この表
示してなるエントリに係るファイルの処理を受け付けることにより、削除を指示する前と
同様に、サムネイル画像により、さらにはタイトルによりファイルの選択を受け付けるこ
とにより、ユーザーの操作性を向上することができる。
【００１５】
  これにより請求項 、請求項 、請求項 の発明によれば、インデックスファイル
上の操作において、削除したファイルを簡易に復活させることができるファイル管理方法
、ファイル管理方法のプログラム、ファイル管理方法のプログラムを記録した記録媒体を
提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、適宜図面を参照しながら本発明の実施例を詳述する。
【実施例１】
【００１７】
  （１）実施例１の構成
  （１－１）光ディスク装置の構成
  図１は、本発明の実施例に係る光ディスク装置を示すブロック図である。

この光ディスク装置１において
は、図示しない撮像手段、音声取得手段により被写体の映像信号、音声信号を取得し、こ
の映像信号及び音声信号による撮像結果を光ディスク２に記録する。またこの光ディスク
２に記録した撮像結果を再生して液晶表示パネルによる表示手段、スピーカによる音声出
力手段より出力し、また外部機器に出力する。この光ディスク装置１では、このような撮
像結果による映像信号及び音声信号をＭＰＥＧ（ Moving  Picture Experts Group ）のフ
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体には存在しない仮想のフォルダであるゴミ箱のフォルダとによるエントリの連続により
形成され、前記各エントリには、対応する前記ファイルの抜粋情報、他のエントリを指し
示すことにより前記ファイル、前記フォルダの階層構造を定義する階層情報、前記ゴミ箱
に係るエントリを識別する情報が設けられ、

前記ファイルの削除の指示により、

削除の日付けによる仮想
のフォルダに係る前記エントリを介して、前記ゴミ箱

することにより、前記ゴミ箱のフォルダを基準に
した削除の日付けによるフォルダの階層構造により管理可能に、前記削除が指示されたフ
ァイルに係るエントリの設定を更新し、前記ゴミ箱のフォルダの表示の指示により、前記
ゴミ箱

、前記削除の日付けによるフォルダを基準にして

９ １０ １１

なおこの実施
例１に係る構成は、本願の前提の構成を示すものである。



ォーマットによりストリーミングデータに変換した後、所定のファイル形式により光ディ
スク２に記録するようになされ、この実施例では、このファイル形式に Quick Time（以下
、「ＱＴ」と呼ぶ）が適用されるようになされている。
【００１８】
　これにより光ディスク装置１において、ビデオ符号器１１は、撮像結果による映像信号
をアナログディジタル変換処理して映像データを生成し、この映像データをＭＰＥＧのフ
ォーマットに従って符号化処理し、これにより映像データによるエレメンタリストリーム
を出力する。
【００１９】
　またオーディオ符号器１２は、撮像結果による音声信号をアナログディジタル変換処理
して音声データを生成し、この音声データをＭＰＥＧのフォーマットに従って符号化処理
し、これにより音声データによるエレメンタリストリームを出力する。
【００２０】
　ファイル生成器１５は、記録時、ビデオ符号器１１及びオーディオ符号器１２から出力
されるエレメンタリストリームを多重化処理し、システム制御マイコン１９の制御により
ＱＴムービーファイルを作成する。
【００２１】
　メモリコントローラ１８は、システム制御マイコン１９の制御により動作を切り換え、
記録時、このファイル生成器１５から出力されるＱＴムービーファイルによるデータ列、
システム制御マイコン１９から出力される各種データをメモリ１７に順次記録して一時保
持し、続くエラー訂正符号／復号器２１の処理に対応して保持したデータを出力する。ま
た再生時、これとは逆に、エラー訂正符号／復号器２１の出力データを一時保持し、ファ
イル復号器１６、システム制御マイコン１９に出力する。
【００２２】
　エラー訂正符号／復号器２１は、システム制御マイコン１９の制御により動作を切り換
え、記録時、メモリコントローラ１８の出力データをメモリ２０に一時記録して誤り訂正
符号を付加する。またこのようにしてメモリに保持したデータを所定順序により読み出し
て出力することにより、これらのデータをインターリーブ処理してデータ変復調器２３に
出力する。またエラー訂正符号／復号器２１は、再生時、記録時とは逆に、データ変復調
器２３から出力されるデータを所定順序によりメモリ２０に一時記録してメモリコントロ
ーラ１８に出力することにより、このデータ変復調器２３から出力されるデータをデイン
ターリーブ処理して出力する。またこのとき、記録時に付加した誤り訂正符号により誤り
訂正処理する。
【００２３】
　データ変復調器２３は、システム制御マイコン１９の制御により動作を切り換え、記録
時、エラー訂正符号／復号器２１の出力データをシリアルデータ列に変換した後、変調処
理して磁界変調ドライバ２４又は光ピックアップ３３に出力する。また再生時、光ピック
アップ３３から出力される再生信号からクロックを再生し、このクロックを基準にして再
生信号を２値識別、復調処理することにより、記録時に生成したシリアルデータ列に対応
する再生データを得、この再生データをエラー訂正符号／復号器２１に出力する。
【００２４】
　磁界変調ドライバ２４は、光ディスク２が光磁気ディスクの場合に、記録時、システム
制御マイコン１９の制御により、データ変復調器２３の出力信号により磁界ヘッド３２を
駆動する。ここで磁界ヘッド３２は、光ディスク２を間に挟んで光ピックアップ３３に対
向するように保持され、光ピックアップ３３によるレーザービーム照射位置にデータ変復
調器２３の出力データに応じた変調磁界を印加する。これによりこの光ディスク装置１で
は、光ディスク２が光磁気ディスクの場合、熱磁気記録の手法により光ディスク２にＱＴ
ムービーファイル等を記録するようになされている。
【００２５】
　かくするにつき光ディスク２は、ディスク状記録媒体であり、この実施例では、光磁気
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ディスク（ＭＯ： Magneto-Optical Disk）、相変化型ディスク等の書き換え可能な光ディ
スクである。スピンドルモータ３１は、この光ディスク２をサーボ回路３０の制御により
、光ディスク２に応じて線速度一定（ＣＬＶ： Constant Linear Velocity）、角速度一定
（ＣＡＶ、 Constant Angular Velocity ）、ゾーンＣＬＶ（ＺＣＬＶ： Zone Constant Li
near Velocity ）等の条件により光ディスク２を回転駆動する。
【００２６】
　サーボ回路３０は、光ピックアップ３３から出力される各種信号に基づいて、スピンド
ルモータ３１の動作を制御し、これによりスピンドル制御の処理を実行する。またサーボ
回路３０は、同様にして光ピックアップ３３をトラッキング制御、フォーカス制御し、ま
た光ピックアップ３３、磁界ヘッド３２をシークさせ、さらにはフォーカスサーチ等の処
理を実行する。
【００２７】
　ドライブ制御マイコン２２は、システム制御マイコン１９の指示により、これらサーボ
回路３０におけるシーク等の動作を制御する。
【００２８】
　光ピックアップ３３は、光ディスク２にレーザービームを照射してその戻り光を所定の
受光素子により受光し、受光結果を演算処理することにより、各種制御用の信号を生成し
て出力し、また光ディスク２に形成されたピット列、マーク列に応じて信号レベルが変化
する再生信号を出力する。また光ピックアップ３３は、システム制御マイコン１９の制御
により動作を切り換え、光ディスク２が光磁気ディスクの場合、記録時、光ディスク２に
照射するレーザービームの光量を間欠的に立ち上げる。これによりこの光ディスク装置１
では、いわゆるパルストレイン方式により光ディスク２にＱＴムービーファイル等を記録
するようになされている。また光ピックアップ３３は、光ディスク２が相変化型ディスク
等の場合、データ変復調器２３の出力データに応じて光ディスク２に照射するレーザービ
ームの光量を再生時の光量から書き込み時の光量に立ち上げ、これにより熱記録の手法を
適用して光ディスク２にＱＴムービーファイル等を記録するようになされている。
【００２９】
　これらによりこの光ディスク装置１では、撮像結果による映像信号及び音声信号をビデ
オ符号器１１、オーディオ符号器１２によりデータ圧縮してエレメンタリストリームに変
換した後、ファイル生成器１５によりＱＴムービーファイルに変換し、メモリコントロー
ラ１８、エラー訂正符号／復号器２１、データ変復調器２３を順次介して、光ピックアッ
プ３３により、又は光ピックアップ３３及び磁界ヘッド３２によりこのＱＴムービーファ
イルのデータ、インデックスファイルのデータ等を光ディスク２に記録するようになされ
ている。ここでインデックスファイルは、光ディスク２に記録したＱＴムービーファイル
を管理対象ファイルに設定してなるインデックス用のファイルである。
【００３０】
　また光ディスク装置１では、光ピックアップ３３より得られる再生信号をデータ変復調
器２３により処理して再生データを得、この再生データをエラー訂正符号／復号器２１で
処理して、光ディスク２に記録したＱＴムービーファイル、インデックスファイル等を再
生できるようになされ、これらＱＴムービーファイル、インデックスファイル等をメモリ
コントローラ１８から出力するようになされている。
【００３１】
　ファイル復号器１６は、メモリコントローラ１８から出力されるＱＴムービーファイル
のデータを入力し、このデータを映像データ及び音声データのエレメンタリストリームに
分解して出力する。ビデオ復号器１３は、この映像データのエレメンタリストリームをデ
ータ伸長して図示しない表示手段、外部機器に出力する。オーディオ復号器１４は、ファ
イル復号器１６から出力される音声データのエレメンタリストリームをデータ伸長して、
図示しない音声出力手段、外部機器に出力する。これによりこの光ディスク装置１では、
光ディスク２から再生した撮像結果をモニタし得るようになされている。
【００３２】
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　なお、光ディスク装置１は、コンピュータ等の外部機器を接続するインターフェースを
有し、これにより撮像結果に代えてコンピュータの出力データを光ディスク２に記録し、
また光ディスク２に記録したファイルを再生してコンピュータで処理できるようになされ
ている。
【００３３】
　操作部２６は、この光ディスク装置１の各種操作子、液晶表示パネルに配置されたタッ
チパネルにより構成され、ユーザーによる各種操作をシステム制御マイコン１９に通知す
る。
【００３４】
　システム制御マイコン１９は、この光ディスク装置１全体の動作を制御するマイコンで
あり、図示しないメモリに記録された所定の処理手順の実行により、光ディスク２の装填
が検出されると、光ピックアップ３３を光ディスク２の最内周にシークさせ、光ディスク
２に係るファイル管理システムの管理情報を再生する。さらにシステム制御マイコン１９
は、この再生した管理情報をメモリコントローラ１８から取得し、内蔵のメモリに保持す
る。これによりシステム制御マイコン１９は、光ディスク２に記録された各ファイルのア
ドレス、空き領域を検出するようになされている。
【００３５】
　このシステム制御マイコン１９に係る処理プログラムにおいては、事前のインストール
により提供されるものの、これに代えてネットワークを介してダウンロードしてインスト
ールするようにしてもよく、また記録媒体により再生してインストールするようにしても
よい。ちなみに、このような記録媒体においては、光ディスク、磁気テープ、メモリカー
ド等、種々の記録媒体を広く適用することができる。
【００３６】
　またシステム制御マイコン１９は、このようにして取得した管理情報を検索して、光デ
ィスク２にインデックスファイルが記録されている場合、このインデックスファイルの記
録位置に光ピックアップ３３をシークさせ、このインデックスファイルを再生する。また
メモリコントローラ１８よりこの再生したインデックスファイルを取得し、内蔵のメモリ
に記録して保持する。これによりこの実施例では、このインデックスファイルを利用して
光ディスク２に記録されたファイルの処理に関して全体の操作性を向上するようになされ
ている。なお、これによりインデックスファイルにおいては、ユーザーエリアの最内周近
傍に記録して立ち上がり時間を短くすることができる。
【００３７】
　すなわちシステム制御マイコン１９は、ユーザーの操作に応動して、このインデックス
ファイルによりモニタ用の液晶表示パネルにサムネイル画像等を表示することにより光デ
ィスク２に記録されたＱＴムービーファイルの内容を紹介し、またこの紹介によりユーザ
ーによるファイルの選択を受け付け、対応する管理情報によりこのユーザーにより選択さ
れたファイルを再生するように全体の動作を制御する。
【００３８】
　またユーザーによる撮像結果の記録が指示されると、管理情報により空き領域を検出し
て光ピックアップ３３をこの空き領域にシークさせ、順次得られる撮像結果を光ディスク
２に記録する。またこの撮像結果の記録によるＱＴムービーファイルの記録に対応するよ
うに、メモリに保持した管理情報を更新し、光ディスク２の排出時等において、この更新
した管理情報により光ディスク２の管理情報を更新する。なおこの管理情報の更新におい
ては、メモリに保持して更新した管理情報をメモリコントローラ１８を介してエラー訂正
符号／復号器２１に出力することにより実行される。
【００３９】
　これらの処理において、システム制御マイコン１９は、記録に供するＱＴムービーファ
イルの生成に必要な各種の情報をファイル生成器１５に出力する。またファイル生成器１
５を介してインデックスファイルの生成に必要な情報を取得し、この取得した情報とファ
イル生成器１５に出力した情報等とにより、新たに光ディスク２に記録するＱＴムービー
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ファイルについて、メモリに保持したインデックスファイルを更新し、管理情報における
更新処理と同様にして、このようにして更新してメモリに保持したインデックスファイル
により光ディスク２に記録されたインデックスファイルを更新する。
【００４０】
　またユーザーにより光ディスク２に記録されたファイルの編集が指示されると、この編
集の処理に対応するように、記録時と同様にして、メモリに保持したインデックスファイ
ル、管理情報を更新し、このメモリに保持したインデックスファイル、管理情報により光
ディスク２のインデックスファイル、管理情報を更新する。
【００４１】
　このようにして撮像結果による映像信号及び音声信号を光ディスク２に記録する光ディ
スク装置１においては、ＱＴムービーファイルを外部参照形式により記録する。すなわち
光ディスク装置１においては、映像信号及び音声信号によりそれぞれ映像ファイル、音声
ファイルを光ディスク２に記録し、またこれら映像ファイル及び音声ファイルを管理する
リソースファイルを光ディスク２に記録し、これによりこれら映像ファイル、音声ファイ
ル、リソースファイルによるＱＴムービーファイルを光ディスク２に記録するようになさ
れている。
【００４２】
　（１－２）インデックスファイル
　インデックスファイルは、ＱＴムービーファイル等の光ディスク２に記録される各種フ
ァイルと同様に、光ディスク２のファイル管理システムにより、記録位置のアドレス、フ
ァイル名、ファイル長等の再生に必要な情報が管理されるファイルであり、光ディスク２
に記録された管理対象であるＱＴムービーファイルの内容を紹介する情報等により構成さ
れる。これによりこの光ディスク装置１では、このインデックスファイルにより光ディス
ク２に記録されたＱＴムービーファイルを選択し、この選択したファイルをファイル管理
システムに基づいて光ディスク２から再生することにより、光ディスク２に多数のＱＴム
ービーファイルが記録されている場合でも、所望するファイルを迅速かつ正確に選択でき
るようになされ、その分、操作性を向上できるようになされている。
【００４３】
　この実施例において、インデックスファイルは、このＱＴムービーファイルの内容を紹
介する情報等にＱＴムービーファイルに係る情報を抜粋した情報（以下、抜粋情報と呼ぶ
）等を割り当てて、この抜粋情報のブロックによるエントリの連続により形成され、これ
により各ＱＴムービーファイルの内容を簡易かつ迅速に把握できるようになされている。
【００４４】
　インデックスファイルは、この抜粋情報によるデータ群がその属性毎に分類されてグル
ープ化され、光ディスク２に記録するＱＴムービーファイルと同一のファイル構造により
作成され、これによりＱＴムービーファイルを作成する光ディスク装置１の構成を利用し
て作成し、また処理し得るようになされ、その分、光ディスク装置１では構成を簡略化し
得るようになされている。
【００４５】
　具体的にインデックスファイルは、ＱＴムービーファイルの構成に対応して図２に示す
ように、実データに係る抜粋情報がグループ化されてテキストエントリファイルＥ１、サ
ムネイル画像エントリファイルＥ２、プロパティエントリファイルＥ３に割り当てられ、
これらエントリファイルＥ１～Ｅ３と、これらエントリファイルＥ１～Ｅ３の管理情報に
よるリソースファイル（図示せず）とにより構成される。
【００４６】
　ここで各エントリファイルＥ１～Ｅ３は、それぞれ先頭に、各エントリファイルＥ１～
Ｅ３の属性等を示すヘッダＰＨ、ＴＨＨ、ＴＸＨが設けられ、続いて固定長によるスロッ
トによるエントリが連続するように形成される。
【００４７】
　ここでテキストエントリファイルＥ１は、ディスクタイトル、各管理対象ファイル等に
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係るタイトルの文字列を示すデータが順次スロットに割り当てられて、これらタイトルの
データによるエントリの連続により形成される。これに対してサムネイル画像エントリフ
ァイルＥ２は、ディスクタイトル、各管理対象ファイルの内容を示す静止画像によるサム
ネイル画像が順次スロットに割り当てられて、これらサムネイル画像によるエントリの連
続により構成される。
【００４８】
　これらテキストエントリファイルＥ１、サムネイル画像エントリファイルＥ２は、各ス
ロットが固定長により形成され、これにより管理対象ファイルより得られる対応する抜粋
情報のデータ量に応じて、１つの管理対象ファイルに対して１又は複数個のスロットが割
り当てられるようになされている。また管理対象ファイルの種類によっては、抜粋情報の
種類が異なることにより、管理対象によっては、何らエントリが設けられない場合もある
。
【００４９】
　これに対してプロパティエントリファイルＥ３は、ディスクタイトル、各管理対象ファ
イルの属性を示すデータが割り当てられ、これらディスクタイトル、各管理対象ファイル
に設定されたバイナリーデータによる抜粋情報がエントリの管理情報と共に順次スロット
に割り当てられて、これら抜粋情報によるエントリの連続により形成される。プロパティ
エントリファイルＥ３は、テキストエントリファイルＥ１、サムネイル画像エントリファ
イルＥ２と同様に、各スロットが固定長により形成される。またプロパティエントリファ
イルＥ３は、管理対象ファイルの種類が種々に異なる場合であっても必ず設けられ、さら
にテキストエントリファイルＥ１、サムネイル画像エントリファイルＥ２に設けられたエ
ントリに対応するように各管理対象ファイルのエントリが設定される。
【００５０】
　これによりプロパティエントリファイルＥ３は、テキストエントリファイルＥ１、サム
ネイル画像エントリファイルＥ２に何らエントリが設けられていない場合には、対応する
抜粋情報のデータ量に応じて１又は複数個のスロットに１つの管理対象ファイルの抜粋情
報が割り当てられるのに対し、例えばテキストエントリファイルＥ１及び又はサムネイル
画像エントリファイルＥ２において、１つの管理対象ファイルに対して複数のエントリが
設定されている場合、抜粋情報のデータ量の多少にかかわらず、少なくともこの複数個の
分は、この管理対象ファイルに対してエントリが設けられるようになされている。インデ
ックスファイルにおいては、このように実データの部分を固定長により構成することによ
り、記録媒体の無駄な消費を低減し、また記録媒体に対するアクセス回数を低減して処理
時間を短くすることができるようになされている。
【００５１】
　プロパティエントリファイルＥ３は、各エントリに、他のエントリとの関係を示すエン
トリの管理情報として、対応する他のエントリファイルのエントリを特定する管理情報（
図２において、矢印により示す関連を示す情報である）が設定され、また複数個のスロッ
トによるエントリにあっては、順次続くエントリを特定する拡張スロットに係る管理情報
が設定されるようになされている。これによりインデックスファイルは、このプロパティ
エントリファイルＥ３に設定された他のエントリとの関係を示す管理情報により、１つの
管理対象ファイルの抜粋情報を記録してなる複数のスロットを特定できるようになされて
いる。またプロパティエントリファイルＥ３には、対応する管理対象ファイルを特定する
情報が設定され、これによりこのインデックスファイルに記録された抜粋情報による管理
対象ファイルを特定できるようになされている。
【００５２】
　またプロパティエントリファイルＥ３は、それぞれエントリに登録された抜粋情報の有
効無効を示す有効無効情報による管理情報が設定される。これによりインデックスファイ
ルは、このプロパティエントリに設けられた有効無効情報の設定だけで、プロパティエン
トリファイルＥ３、他のエントリファイルＥ１、Ｅ２の対応するエントリをまとめて無効
に設定して、管理対象ファイルのインデックスファイルへの登録を削除できるようになさ
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れている。
【００５３】
　インデックスファイルは、記録媒体上に実在するファイルだけでなく、記録媒体のファ
イル管理システムによる実在のフォルダ、仮想のフォルダについても、各エントリファイ
ルに登録できるようになされ、各プロパティエントリにおいて、このようなフォルダを登
録してなるプロパティエントリに対する階層構造を定義できるようになされている。これ
によりインデックスファイルは、光ディスク２に設定されている実在する階層構造による
フォルダ構造により、さらにはこのインデックスファイルにおいて設定された仮想の階層
構造によるフォルダ構造により、光ディスク２に記録されたファイルを管理できるように
なされている。
【００５４】
　これに対してリソースファイルは、各エントリファイルにおけるスロットの開始位置等
の管理情報が、このインデックスファイルの属性情報等と共に記録される。
【００５５】
　これによりインデックスファイルは、サムネイル画像エントリファイルＥ２によりサム
ネイル画像をユーザーに提供して、又はテキストエントリファイルＥ１により各ファイル
のタイトル等をユーザーに提供して、これらサムネイル画像、タイトルによりファイルの
選択を受け付け、この選択されたファイルをプロパティエントリの記述によりファイル管
理システムによるファイル名により検出できるようになされ、これらによりユーザーによ
る操作性を向上できるようになされている。
【００５６】
　これらによりこの光ディスク装置１において、システム制御マイコン１９は、ファイル
生成器１５よりデータ圧縮された映像データ及び音声データを取得してデコードした後、
映像データにおいては、画素の間引きによりサムネイル画像を生成し、このサムネイル画
像によりサムネイル画像エントリファイルＥ２を生成するようになされている。また光デ
ィスク２のファイル管理システムに保持された各管理対象ファイルのファイル情報より、
さらにはユーザーの設定によりタイトルのデータを生成し、これによりテキストエントリ
ファイルＥ１を生成するようになされている。これに対してユーザーの操作に応動してプ
ロパティエントリファイルＥ３を作成するようになされ、さらにはこれらのエントリファ
イルＥ１～Ｅ３に応じてリソースファイルを作成するようになされている。
【００５７】
　（１－３）プロパティエントリによる管理
　図３は、プロパティへのファイルの登録の説明に供する図表であ 。なお以下において
、この図３（Ａ）及びこの図３（Ａ）と同様に表された図においては、説明の簡略化のた
めに、拡張スロットを除いてプロパティエントリについてのみについて示し、それぞれフ
ォルダ及びファイルに、対応するスロットのスロット番号を設定して示す。しかしてプロ
パティエントリのスロットに拡張スロットが存在する場合、他のエントリに対応するスロ
ットが存在する場合にあっては、以下に説明するプロパティエントリのスロットに係る処
理が、これら関連するスロットをひとかたまりにして実行される。
【００５８】
　プロパティエントリファイルＥ３においては、各スロットをそれぞれ特定するエントリ
番号（ Entry Number）が設定される。またプロパティエントリファイルＥ３においては

数のフラグの集合によるプロパティエントリフラグ（ Entry Property）が設定される。
ここでこのプロパティエントリフラグ（ Entry Property）は、各エントリの属性を示す各
種情報が設定され、その１つとしてエントリとしてこのスロットがフォルダに対応するも
のか（ 0:Folder）、ファイルに対応するものか（ 1:File）を識別するエントリプロパティ
フラグが設定されるようになされている。
【００５９】
　これにより図３（Ａ）及び（Ｂ）の例では、光ディスク２のファイル管理システムによ
り実在するルートフォルダ０には、エントリ番号０によるプロパティエントリが割り当て
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られ、このプロパティエントリにおいては、プロパティエントリフラグが値０に設定され
てフォルダであることを識別できるようになされている。またこのルートフォルダの直近
の下位階層のフォルダ１、２、ファイル３、４にあっては、それぞれエントリ番号１、２
、３、４のプロパティエントリが割り当てられ、それぞれプロパティエントリフラグが値
０、値１に設定されてフォルダ、ファイルであることを識別できるようになされている。
またフォルダ１の直近の下位階層のフォルダ５、ファイル６にあっては、それぞれエント
リ番号５、６のプロパティエントリが割り当てられ、それぞれプロパティエントリフラグ
が値０、値１に設定されてフォルダ、ファイルであることを識別できるようになされ、さ
らにフォルダ５に属するファイル７にあっては、エントリ番号７のプロパティエントリが
割り当てられ、プロパティエントリフラグが値１に設定されてファイルであることを識別
できるようになされている。
【００６０】
　このようなフォルダ及びファイルに対応するエントリの設定に対して、プロパティエン
トリファイルＥ３は、他のエントリとの関係を示す管理情報として、対応するファイル又
はフォルダが属する直近のフォルダに対応するスロットを指し示す親エントリ番号（ Pare
nt Entry Number ）が割り当てられる。これにより図３（Ａ）及び（Ｂ）の例では、それ
ぞれエントリ番号１～４のエントリにおいては、この親エントリ番号（ Parent Entry Num
ber ）が値０に設定されていることにより、これらエントリ番号１～４によるフォルダ１
、２、ファイル３、４がルートフォルダに属することが示されるようになされている。ま
たエントリ番号５、６のエントリにおいては、親エントリ番号（ Parent Entry Number ）
が値１に設定され、またエントリ番号７のエントリにおいては、親エントリ番号（ Parent
 Entry Number ）が値５に設定されていることにより、それぞれ対応するフォルダ５、フ
ァイル６、ファイル７においては、フォルダ１、フォルダ１、フォルダ５に属することが
示されるようになされている。
【００６１】
　プロパティエントリファイルＥ３においては、このような親エントリ番号によるエント
リの指示とは逆に、上位側から下位側を指し示す子エントリ番号も併せて登録され、この
子エントリ番号により特定のフォルダに属するファイル等を簡易に検索できるようになさ
れている。しかしてこの場合、エントリ番号０のエントリには、子エントリ番号としてフ
ォルダ１、２、ファイル３、４のエントリを指し示すエントリ番号１、２、３、４が登録
され、またエントリ番号１には、子エントリ番号としてフォルダ５、ファイル６のエント
リを指し示すエントリ番号５、６が登録され、またエントリ番号５には、エントリ番号７
の子エントリ番号が登録されるようになされている。
【００６２】
　これらによりインデックスファイルにおいては、ファイル管理システムに実在する階層
構造により、さらには仮想の階層構造により、各ファイルを管理できるようになされてい
る。なお、以下において、このような階層構造の定義に係る他のエントリを指し示す情報
を階層情報と呼ぶ。
【００６３】
　さらにプロパティエントリファイルＥ３は、プロパティエントリフラグの１つに、ゴミ
箱を示すフラグ（以下、ゴミ箱フラグと呼ぶ）が設定される。しかして図３（Ａ）の例で
は、このエントリ番号２のプロパティエントリにおいて、このゴミ箱フラグが有効を示す
値１に設定されるようになされている。ここでゴミ箱フラグは、ゴミ箱のエントリを示す
フラグであり、ゴミ箱のエントリは、削除が指示されたファイル、フォルダに係るエント
リを一時保管するエントリである。ゴミ箱のエントリは、フォルダに係るエントリと同様
に、プロパティエントリ等が設定され、これによりインデックスファイルでは、あたかも
ゴミ箱による仮想のフォルダが作成されるようになされている。
【００６４】
　なおプロパティエントリフラグには、これらの他に、エントリに係る情報の有効無効を
示す有効無効情報として、有効無効フラグが設けられる。インデックスファイルにおいて
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は、この有効無効フラグをそれまでの有効（ Valid ）から無効（ Invalid ）に設定するこ
とにより、このエントリに係るスロットを空きスロットに設定できるようになされ、この
ような空きスロットについては、エントリの登録に再利用できるようになされている。な
お有効無効フラグが無効に設定された場合であってもプロパティエントリファイルＥ３に
おける他のエントリファイルＥ１、Ｅ２との関係を示す情報は保持されるようになされて
おり、これにより他のエントリファイルＥ１、Ｅ２の対応するスロットはプロパティエン
トリファイルＥ３との関係を保ったまま空きスロットに設定されるようになされている。
これにより新たなファイルの再登録において、これら他のエントリファイルＥ１、Ｅ２と
の関係については新たに構築し直す必要が無いようにして、その分、再登録の処理を簡略
化できるようになされている。
【００６５】
　（１－４）インデックスファイルによるファイルの削除
　これらによりシステム制御マイコン１９は、撮像結果の記録により、ユーザーに指示さ
れたフォルダに属するように、又は事前の設定によるフォルダに属するように、親エント
リ番号、子エントリ番号、有効無効フラグ等を設定して撮像結果に係るエントリをプロパ
ティエントリファイルＥ３の空きスロットに登録し、これによりこの撮像結果にファイル
をインデックスファイルに登録するようになされている。またユーザーによる編集処理に
より、撮像結果の属してなるフォルダの変更が指示されると、対応するプロパティエント
リの親エントリ番号、子エントリ番号を変更する。
【００６６】
　これに対してユーザーによりファイルの削除が指示されると、システム制御マイコン１
９は、他のエントリとの関係を示す管理情報の設定により、対応するファイルを仮想的に
削除状態に保持する。またこのようにして仮想的に削除状態に設定したファイルに対して
、ユーザーにより削除の指示が得られると、光ディスク２から実際にこのファイルを削除
すると共に、このファイルに係るエントリを削除する。なお、以下において、この実際の
ファイルの削除に係る処理にあっては、本削除と呼び、仮想的な削除状態の設定と区別す
る。
【００６７】
　すなわちシステム制御マイコン１９は、例えばサムネイル画像の一覧により、さらには
タイトルの一覧によりインデックスファイルによる管理対象のファイルを一覧表示した状
態で、ユーザーによりファイルが選択されてこのファイルの削除が指示されると、プロパ
ティエントリファイルＥ３の対応するエントリを検出する。またこの検出したエントリに
おいて、ゴミ箱のエントリを指し示すように、親エントリ番号を更新する。またこの親エ
ントリ番号の更新に対応するように、親エントリ番号に設定された子エントリ番号に、こ
の削除に係るエントリ番号を追加する。
【００６８】
　これにより図３との対比により図４に示すように、例えばユーザーによりファイル６の
削除が指示された場合、このファイル６に係るエントリ番号６のプロパティエントリにつ
いて、システム制御マイコン１９は、親エントリ番号を値２に設定し直し、ゴミ箱のエン
トリを指し示すように設定を変更するようになされている。これに対してゴミ箱のエント
リにおいては、子エントリ番号にエントリ番号６が追加されるようになされている。
【００６９】
　このようにインデックスファイルシステム上でゴミ箱フォルダの下位階層に配置された
ファイルについて、システム制御マイコン１９は、プロパティエントリファイルＥ３の有
効無効フラグを有効のまま保持することにより、一定期間の間、この仮想的に削除状態に
設定されているエントリについては空きスロットに設定しないようにし、このエントリに
係るスロットを再登録に使用しないようにする。
【００７０】
　また他のエントリとの関係を示す情報についても変更しないようにし、さらには他のエ
ントリファイルについても変更しないようにし、これによりユーザーによる指示により、
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仮想的に削除状態に設定されたファイルを、インデックスファイルに登録されている他の
ファイルと同様のサムネイル画像、タイトルにより表示できるようになされ、これにより
ユーザーにより本削除に係るファイルの選択、復活に係るファイルの選択を簡易且つ確実
に実行できるようにする。またユーザーによる復活の指示により、該当ファイルに係るエ
ントリの親エントリ番号、ゴミ箱に係るエントリの子エントリ番号の変更により、仮想的
に削除状態に設定されたファイルを簡易な処理により復活できるようになされている。
【００７１】
　すなわちシステム制御マイコン１９は、ユーザーの操作に応動して、プロパティエント
リファイルＥ３を参照することにより、図５に示すように、プロパティエントリファイル
に登録されたフォルダに係るエントリを検出し、このエントリに設定された子エントリ番
号によりインデックスファイルに設定された階層構造によるフォルダ構造を解析し、この
解析結果によるフォルダ構造をアイコンにより表示する。このときシステム制御マイコン
１９は、ゴミ箱に係るエントリについては、フォルダ名をゴミ箱に設定してなるフォルダ
により表示する。
【００７２】
　またシステム制御マイコン１９は、ユーザーによる設定に応じてこのフォルダ構造によ
る表示を表示画面の上半分により実行し、残る下半分による表示エリアに、ユーザーによ
り選択されたフォルダに属するファイルを一覧表示する。このときシステム制御マイコン
１９は、ユーザーによる選択により、サムネイル画像、タイトルによりこのファイル一覧
を形成する。
【００７３】
　システム制御マイコン１９は、このファイル一覧の表示において、ユーザーによりゴミ
箱に属するファイルの一覧表示が指示されると、ゴミ箱のエントリに設定された子エント
リ番号により、このゴミ箱のエントリを指し示すように設定されているファイルに係るプ
ロパティエントリを検出する。またこの検出したプロパティエントリに設定された他のエ
ントリファイルとの関係を示す情報により、サムネイル画像エントリファイル、テキスト
エントリファイルの対応するエントリを検出し、この検出したエントリの記録より、サム
ネイル画像、タイトルを表示する。しかして図５に示す例は、サムネイル画像、タイトル
の双方を表示する場合を示すものである。
【００７４】
　システム制御マイコン１９は、このようにしてゴミ箱に係るファイルを表示した状態で
、ユーザーによりファイルが選択され、このファイルの削除が指示されると、対応するエ
ントリの有効無効フラグを無効に設定し、また光ディスク２のファイル管理システムにこ
のエントリに対応するファイルの削除を指示し、これにより本削除の処理を実行するよう
になされている。
【００７５】
　これに対してユーザーによりファイルが選択され、このファイルの復活が指示されると
、システム制御マイコン１９は、特定のエントリを指し示すように、このファイルに係る
エントリの親エントリ番号を変更し、またゴミ箱に係るエントリの子エントリ番号から、
この復活に係るエントリ番号を削除する。これによりこの光ディスク装置１では、インデ
ックスファイル上の操作において、削除したファイルを簡易に復活させることができるよ
うになされ、またこの復活の処理における操作性を確保するようになされている。なおこ
の復活の処理に係る特定のエントリにあっては、ユーザーによる事前の設定によるエント
リ、ユーザーによる指示によるエントリ等である。
【００７６】
　（２）実施例１の動作
　以上の構成において、この光ディスク装置１では（図１）、撮像手段、音声取得手段で
取得した映像信号、音声信号がそれぞれビデオ符号器１１、オーディオ符号器１２でエン
コードされた後、ファイル生成器１５によりＱＴムービーファイルのデータストリームに
変換され、メモリコントローラ１８、エラー訂正符号／復号器２１、データ変復調器２３
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、磁界変調ドライバ２４、光ピックアップ３３による記録系を介して光ディスク２に記録
される。これによりこの光ディスク装置１では、撮像結果がＱＴムービーファイルにより
光ディスク２に記録される。またこの光ディスク２のファイルの記録に対応するように、
システム制御マイコン１９の出力データがこの光ディスク装置１の記録系に出力され、こ
れにより光ディスク２のファイル管理システムに係る管理情報がこのＱＴムービーファイ
ルの記録に対応するように更新される。
【００７７】
　またこのようにして記録したＱＴムービーファイルにおいては、ファイル管理システム
による管理情報に基づいて光ピックアップ３３、データ変復調器２３、エラー訂正符号／
復号器２１、メモリコントローラ１８を介して順次再生され、ファイル復号器１６により
ビデオデータ及びオーディオデータのエレメンタリストリームに分解された後、それぞれ
ビデオ復号器１３、オーディオ復号器１４によりデコードされて出力される。
【００７８】
　この光ディスク装置１では、このようなＱＴムービーファイルの記録時、ファイル生成
器１５よりサムネイル画像用のデータがシステム制御マイコン１９で取得され、またこの
ファイルの記録に前後したユーザーの入力等によりタイトルのデータがシステム制御マイ
コン１９で取得される。またファイル管理システムに係るファイル名等の情報が取得され
、これらにより光ディスク２に記録するＱＴムービーファイルの抜粋情報がシステム制御
マイコン１９で収拾される。光ディスク装置１では、光ディスク２のファイル管理システ
ムに係る管理情報と同様に、システム制御マイコン１９に内蔵のメモリにおいて、このよ
うにして取得した抜粋情報によりインデックスファイルが生成され、このインデックスフ
ァイルがＱＴムービーファイルと同様に光ディスク２に記録される。またこのインデック
スファイルの記録に対応するようにファイル管理システムの管理情報が更新される。
【００７９】
　この光ディスク装置１では、このインデックスファイルにより光ディスク２に記録した
ファイルに係るユーザーインターフェースが提供され、これにより光ディスク２に多数の
ファイルを記録した場合に、ユーザーによる操作性を向上することができる。すなわちユ
ーザーによる指示により、インデックスファイルに記録されたサムネイル画像により、さ
らにはインデックスファイルに記録されたタイトルによりファイル一覧が表示され、この
ファイル一覧におけるユーザーによるファイルの選択により、インデックスファイルの記
録に基づいて対応するファイルが特定され、このファイルが再生されてユーザーに提供さ
れる。また同様のユーザーによる操作により、ファイルの選択が受け付けられ、このファ
イルが削除される。
【００８０】
　光ディスク装置１では、このユーザーによるファイルの削除の指示により、インデック
スファイルのプロパティエントリにおいて、この削除の指示によるエントリに設定された
親エントリ番号がゴミ箱に係るエントリを指し示すように変更され、またこれに対応する
ようにゴミ箱に係るエントリの子エントリ番号に、削除に係るエントリのエントリ番号が
登録される。これにより光ディスク装置１では、光ディスク２における実体のファイルに
ついても、何ら削除されずに元のままに保持されて、このファイルが仮想的に削除状態に
設定される。
【００８１】
　これにより光ディスク装置１では、ユーザーによるファイル復活の指示により、この他
のエントリを指し示す管理情報の変更により、この一時的に削除状態に設定されたファイ
ルを復活させることができ、これによりインデックスファイル上の操作において、削除し
たファイルを簡易に復活させることができる。
【００８２】
　さらに光ディスク装置１では、このようにして仮想的に削除状態に設定して、このファ
イルの他の管理情報については、何ら変更されずに、元のままに保持される。これにより
光ディスク装置１では、インデックスファイル上の操作において、さらに一段と復活に係
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る処理を簡略化することができる。
【００８３】
　すなわち光ディスク装置１では、ユーザーによる操作によりインデックスファイルに設
定された階層構造によりフォルダが表示され、このフォルダの表示において、ゴミ箱のエ
ントリがゴミ箱のフォルダ名によりフォルダのアイコンにより表示される。またユーザー
がこのゴミ箱のフォルダを選択した場合には、ゴミ箱のエントリに設定された子エントリ
番号に基づいて、ゴミ箱のエントリを指し示すようにエントリが設定されているエントリ
によるファイルについて、サムネイル画像、タイトルが表示される。これによりこの光デ
ィスク装置１では、このようなサムネイル画像、タイトルの表示により簡易かつ確実にゴ
ミ箱に属するように仮想的に削除されてなるファイルを把握することができる。
【００８４】
　またこのような表示によりユーザーがファイルを選択して削除を指示した場合、この削
除に係るファイルが光ディスク２より実際に削除され、これにより本削除の処理が実行さ
れる。また対応するプロパティエントリの有効無効フラグが無効に設定され、これにより
インデックスファイル上でこの削除に係るファイルの登録が削除される。
【００８５】
　これに対してユーザーによりファイルが選択されて復活が指示されると、特定のエント
リを指し示すように親エントリ番号が変更され、またこの変更に対応するように、ゴミ箱
に係るエントリの子エントリ番号が変更される。これにより光ディスク装置１では、簡易
な処理により削除したファイルを復活させることができるようになされている。
【００８６】
　（３）実施例１の効果
　以上の構成によれば、削除が指示されたファイルに係るエントリにおいて、一時管理用
のエントリを指し示すように他のエントリを指し示す管理情報を変更することにより、イ
ンデックスファイル上の操作において、削除したファイルを簡易に復活させることができ
る。
【００８７】
　またこのとき他のエントリファイルに係るエントリの管理情報と、対応するファイルを
指し示すファイルに係る管理情報とについては変更しないようにすることにより、ファイ
ルの復活に係るユーザーの操作性を向上し得、さらには復活に係る処理を簡略化すること
ができる。
【００８８】
　すなわちこの一時管理用のエントリを指し示すように設定されてなるエントリに係る抜
粋情報を表示手段に表示し、この表示してなるエントリに係るファイルの処理を受け付け
ることにより、削除を指示する前と同様に、サムネイル画像により、さらにはタイトルに
よりファイルの選択を受け付けることにより、ユーザーの操作性を向上することができる
。
【００８９】
　またこのように一時管理用のエントリを指し示すように設定されてなるエントリに係る
ファイルの削除の指示により、インデックスファイルより対応するエントリを削除すると
共に、記録媒体より対応するファイルを削除することにより、仮想的に削除状態に設定し
てなるファイルを実際に削除することができる。
【００９０】
　またこのように一時管理用のエントリを指し示すように設定されてなるエントリに係る
ファイルの復活の指示により、所定のエントリを指し示すように、他のエントリを指し示
す管理情報を設定することにより、簡易にファイルを復活させることができる。
【００９１】
　またこれらの削除、復活の処理を、一時管理用のエントリを指し示すように設定されて
なるエントリに係る抜粋情報の表示により受け付けることにより、ユーザーの操作性を向
上することができる。
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【実施例２】
【００９２】
　図６は、本発明の実施例２に係るインデックスファイルのプロパティエントリファイル
Ｅ３を示す図表（図６（Ａ））及びインデックスファイルにおける階層構造を示す略線図
（図６（Ｂ））である。この実施例では、ゴミ箱のエントリへの削除の操作に係る日時を
インデックスファイルに記録することにより、この削除の操作に係る日時を基準にして本
削除の処理を実行する。なおこの実施例に係る光ディスク装置においては、このインデッ
クスファイルに係る構成が異なる点を除いて、実施例１に係る光ディスク装置１と同一に
構成されることにより、以下においては、図１の構成を流用して説明する。
【００９３】
　すなわち図６（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、この実施例に係るシステム制御マイコン
１９は、削除による指示が得られた日付けにより、ゴミ箱のエントリを指し示すように、
フォルダのエントリを作成し、このエントリに削除の日付けを記録する。なおこの日付け
の記録にあっては、プロパティエントリの拡張により日付けによるテキストを設定して、
又はテキストエントリファイルへの日付けによるタイトルの登録により実行される。なお
、この削除の日付けに係るフォルダのエントリが既に作成されている場合、システム制御
マイコン１９は、このフォルダに係るエントリの作成については処理を省略する。
【００９４】
　またこのようにしてフォルダのエントリを登録すると、システム制御マイコン１９は、
削除に係るエントリが、この日付けのエントリを介してゴミ箱のエントリを指し示すよう
に、削除が指示されたファイルに係るエントリを変更する。すなわち削除に係るファイル
のエントリにおいて、他のエントリを指し示す管理情報により、対応する日付けのフォル
ダに係るエントリを指し示すように の削除に係るエントリの親エントリ番号に、この
日付けのフォルダに係るエントリのエントリ番号を設定する。またこの対応する日付けの
フォルダに係るエントリにおいて、子エント 号に削除に係るファイルのエントリ番号
を追加する。
【００９５】
　またシステム制御マイコン１９は、このようにして日付けにより設定されたフォルダに
係るエントリについては、ユーザーによる指示によりゴミ箱のエントリと同様に、フォル
ダにより表示する。
【００９６】
　しかして図６（Ａ）及び（Ｂ）の例では、８月１５日、８月１６日に、それぞれエント
リ１０、１１に係るファイルについて削除が指示された場合であり、それぞれゴミ箱のエ
ントリに対して、８月１５日、８月１６日によるフォルダのエントリが形成され、またこ
の各エントリに対して、それぞれエントリ１０、１１が設けられた場合である。
【００９７】
　システム制御マイコン１９は、実施例１について上述したと同様にしてゴミ箱のエント
リをフォルダにより表示し、この表示において、併せてこのようにしてゴミ箱のエントリ
に対して登録された日付けによるエントリについても、日付けをフォルダ名にしてフォル
ダによるアイコンを表示する。またこの日付けによるフォルダをユーザーが選択した場合
、各フォルダのエントリに対して登録されてなるファイルを、サムネイル画像及び又はタ
イトルにより表示する。またこのようにして表示してユーザーによりファイルの本削除、
復活が指示されると、実施例１と同様にしてファイルを本削除し、また復活させる。
【００９８】
　これによりこの実施例においては、削除を指示した日付けを基準にして、本削除の処理
を実行できるようになされ、その分、ユーザーによる使い勝手を向上するようになされて
いる。
【００９９】
　このようなユーザーによる操作に加えて、システム制御マイコン１９は、インデックス
ファイルに記録された削除に係る日付けを基準にして、保管期間の超過を確認し、本削除
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の処理を実行する。
【０１００】
　ここで図７は、この本削除の処理に係るシステム制御マイコン１９の処理手順を示すフ
ローチャートである。システム制御マイコン１９は、例えば電源の立ち上げにより、又は
内蔵のカレンダによる日付けの切り換わりにより、この処理手順を開始し、ステップＳＰ
１からステップＳＰ２に移る。ここでシステム制御マイコン１９は、ゴミ箱のエントリに
設定されている子エントリ番号を検出し、この子エントリ番号により指し示されているエ
ントリを順次取得する。これによりシステム制御マイコン１９は、ゴミ箱のエントリに対
して登録されたフォルダのエントリを検出し、このフォルダに設定された削除に係る日付
けを現在の日付けにより判断し、保管期間を超過したフォルダによるエントリを検出する
。またこのようにして検出したエントリに設定された子エントリ番号から、保管期間を超
過したファイルに係るエントリを検出する。
【０１０１】
　システム制御マイコン１９は、続くステップＳＰ３において、このような一連の検索の
処理により、期間超過したファイルが存在するか否か判断し、ここで否定結果が得られる
と、ステップＳＰ３からステップＳＰ４に移ってこの処理手順を終了する。これに対して
期間超過したファイルが存在する場合、ステップＳＰ３からステップＳＰ５に移り、ここ
でこのファイルの登録をインデックスファイルから削除し、またこのファイルを光ディス
ク２から削除した後、ステップＳＰ４に移ってこの処理手順を終了する。
【０１０２】
　なおシステム制御マイコン１９は、このようにして期間管理により本削除の処理を実行
して、さらにはユーザーによる指示により本削除の処理を実行して、日付けによるフォル
ダのエントリに対して、ファイルに係るエントリが１つも登録されていない状態になると
、この日付けによるフォルダのエントリについても、インデックスファイルから登録を削
除するようになされている。
【０１０３】
　これによりシステム制御マイコン１９は、保管期間が超過してもなおゴミ箱のエントリ
に対して放置されてなるエントリに係るファイルについては、光ディスク２から削除し、
これにより光ディスク２の空き容量を増大させるようになされている。
【０１０４】
　この実施例のように、一時管理用のエントリを指し示すようにエントリを変更する際に
、インデックスファイルに変更の日付けを記録すれば、この変更の日付けを基準にしてフ
ァイルの本削除、復活を処理し得、その分、ユーザーの使い勝手を向上することができる
。
【０１０５】
　また変更の日付けを判定して、対応するエントリをインデックスファイルより削除する
と共に、記録媒体より対応するファイルを削除する本削除の処理を実行することにより、
実施例１と同様の効果に加えて、削除を指示した変更による日付けを基準にして自動的に
ファイルを本削除し得、ユーザーの負担を軽減することができる。
【実施例３】
【０１０６】
　この実施例においては、実施例２と同様に、削除の指示された日時を日付けによりイン
デックスファイルに記録し、ユーザーによる指示により日付けによるフォルダを表示して
ユーザーによる本削除、復活の指示を受け付け、この指示によるファイルを本削除し、ま
た復活させる。またこのとき、不必要となった日付けのフォルダに係るエントリを削除す
る。さらにこの実施例においては、光ディスク２の空き容量の監視により、本削除の処理
を実行し、このときインデックスファイルに記録した削除の指示に係る日付けを基準にし
て本削除可能なファイルを表示する。なおこの実施例に係る光ディスク装置においては、
このインデックスファイルに係る処理が異なる点を除いて、実施例１に係る光ディスク装
置１と同一に構成されることにより、以下においては、図１の構成を流用して説明する。
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【０１０７】
　すなわちシステム制御マイコン１９は、撮像結果の光ディスク２への記録により光ディ
スク２の空き容量が低下することにより、撮像結果の光ディスク２への記録を完了すると
、図８に示す処理手順を実行する。すなわちシステム制御マイコン１９は、この処理手順
を開始すると、ステップＳＰ１１からステップＳＰ１２に移り、光ディスク２のファイル
管理システムにより光ディスク２の空き容量を検出し、この空き容量が所定のしきい値以
下となったか否か判断する。なおこのしきい値にあっては、事前の設定値、ユーザーによ
る設定値、又は過去の使用の履歴に基づい 計算された計算値が適用される。
                                                                                
【０１０８】
　ここで光ディスク２に十分に空き容量が存在する場合、システム制御マイコン１９は、
ステップＳＰ１２からステップＳＰ１３に移り、この処理手順を終了する。
【０１０９】
　これに対して光ディスク２の空き容量が少ない場合、ステップＳＰ１２で肯定結果が得
られることにより、システム制御マイコン１９は、ステップＳＰ１２からステップＳＰ１
４に移り、ここでユーザーに空き容量の低下を通知する。システム制御マイコン１９は、
図９に示すように、この通知を表示手段への表示により実行する。またこの通知において
、併せて、ゴミ箱のエントリに係るファイルを本削除可能なファイルとして通知する。ま
たこの本削除可能なファイルの通知においては、インデックスファイルに登録された削除
に係る日付けの記録により、削除が指示された日付けの古い順に、削除が指示された日付
け毎に、これらのファイルをサムネイル画像、タイトルにより表示する。
【０１１０】
　しかしてこのように光ディスク２の容量が低下している場合にあっては、引き続いて撮
像結果を光ディスク２に記録できない場合であり、場合によっては、不必要となったファ
イルを迅速に削除して空き領域を確保しなければならない場合である。この実施例によれ
ば、このような場合にあっても、本削除可能なファイルを古い順に、削除が指示された日
付け毎に表示することにより、迅速かつ確実に真に不必要とされるファイルを選択するこ
とができる。
【０１１１】
　これによりシステム制御マイコン１９は、このファイルの表示により本削除に係るファ
イルの選択を受け付けると、ステップＳＰ１４からステップＳＰ１５に移ってこのファイ
ルを本削除した後、ステップＳＰ１３に移ってこの処理手順を終了する。
【０１１２】
　以上の構成によれば、記録媒体の空き容量を判定して一時管理用のエントリを指し示す
ように設定されてなるエントリについて、本削除の処理を実行することにより、実施例１
と同様の効果に加えて、ユーザーによる使い勝手を向上することができる。
【実施例４】
【０１１４】
　また上述の実施例においては、１つの光ディスク２に１つのインデックスファイルが登
録されていることを前提に、ユーザーによる本削除の指示によりインデックスファイルか
ら対応するエントリを削除し、また光ディスク２からファイルを削除する場合について述
べたが、本発明はこれに限らず、１つの記録媒体に複数のインデックスファイルが登録さ
れている場合にも広く適用することができる。しかしてこの場合、１つのファイルが複数
のインデックスファイルに重複して登録されている場合もあることにより、上述の実施例
における一連の処理により光ディスク２から実際のファイルを削除する場合にあっては、
他のインデックスファイルとの間で削除に係るファイルが重複登録されていないことを確
認して記録媒体から削除することになる。また他のインデックスファイルとの間で削除に
係るファイルが重複登録されている場合には、単にインデックスファイル上でのみ、この
ファイルに係るエントリを削除することになる。
【０１１５】
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　また上述の実施例においては、ゴミ箱に係るファイルについて、サムネイル画像、タイ
トルにより表示する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、他の抜粋情報を表示
するようにしてもよい。
【０１１６】
　また上述の実施例においては、ＱＴファイルフォーマットによるいわゆる外部参照形式
により、プロパティエントリファイル、サムネイル画像エントリファイル、テキストエン
トリファイルを形成してインデックスファイルを作成する場合について述べたが、本発明
はこれに限らず、いわゆる自己内包形式によりこれら各種属性のグループによる抜粋情報
をリソースアトムと一体に形成してインデックスファイルを作成する場合にも広く適用す
ることができる。
【０１１７】
　また上述の実施例においては、ＱＴムービーファイル構造によりインデックスファイル
を作成する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、必要に応じて種々のフォーマ
ットを適用することができる。
【０１１８】
　また上述の実施例においては、本発明を光ディスク装置に適用して撮像結果、パソコン
の出力等を記録する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、光磁気ディスク、ハ
ードディスク装置等の各種記録媒体に記録した多数のファイルを管理する場合、さらには
所定のサーバーに保持した多数のファイルを管理する場合等に広く適用することができる
。
【０１１９】
　また上述の実施例においては、管理対象ファイルと共にインデックスファイルを記録す
る場合について述べたが、本発明はこれに限らず、管理対象ファイルと異なる記録媒体に
インデックスファイルを記録する場合、さらには管理対象ファイルと異なるサーバー上に
インデックスファイルを保持する場合等に広く適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１２０】
　本発明は、例えば光ディスク装置に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１２１】
【図１】本発明の実施例１に係る光ディスク装置を示すブロック図である。
【図２】インデックスファイルの各エントリファイルの関係を示す図表である。
【図３】プロパティエントリの説明に供する図表及び略線図である。
【図４】図３との対比によりファイルの削除の処理の説明に供する図表及び略線図である
。
【図５】ゴミ箱のエントリに係る表示を示す略線図である。
【図６】本発明の実施例２に係る光ディスク装置におけるプロパティエントリの説明に供
する図表及び略線図である。
【図７】本発明の実施例２に係る光ディスク装置におけるシステム制御マイコン１９の処
理手順を示すフローチャートである。
【図８】本発明の実施例３に係る光ディスク装置におけるシステム制御マイコン１９の処
理手順を示すフローチャートである。
【図９】実施例３に係るファイルの表示例を示す略線図である。
【符号の説明】
【０１２２】
　１……光ディスク装置、２……光ディスク、１１……ビデオ符号器、１２……オーディ
オ符号器、１３……ビデオ復号器、１４……オーディオ復号器、１５……ファイル生成器
、１６……ファイル復号器、１９……システム制御マイコン
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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