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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の所定のデータおよび前記所定のデータを再生するために使用される対応する各パ
ラメータ情報を格納するための複数個のデータファイルを含有する記録媒体とともに使用
する記録再生システムであって、
　前記記録媒体中に含有される前記パラメータ情報を格納するために使用されるパラメー
タ情報ファイル中に前記データファイルの少なくとも一部の前記パラメータ情報を記録す
るように動作可能なパラメータ情報記録デバイスと、
　前記記録されたパラメータ情報を利用して前記データファイルの少なくとも一部に格納
された前記所定のデータを再生するように動作可能なデータ再生デバイスとを備え、
　前記パラメータ情報ファイルのデータ格納フォーマットは、前記各パラメータ情報が、
対応する前記所定のデータのタイプ毎に分類されて格納され、ヘッダ部に、前記分類毎の
格納位置を指定するための開始位置が格納されるフォーマットである、記録再生システム
。
【請求項２】
　前記パラメータ情報記録デバイスは、前記データファイルから前記パラメータ情報を抽
出し、前記抽出されたパラメータ情報を前記パラメータ情報ファイル中に記録するように
動作可能である請求項１に記載の記録再生システム。
【請求項３】
　前記データファイル中に格納された前記パラメータ情報がまた所定の場所に格納され、
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　前記パラメータ情報記録デバイスは、前記所定の場所に格納された前記パラメータ情報
を入手し、前記入手したパラメータ情報を前記パラメータ情報ファイル中に記録するよう
に動作可能である請求項１に記載の記録再生システム。
【請求項４】
　さらに、メタデータ情報記録デバイスを備え、
　前記パラメータ情報ファイルが前記パラメータ情報を格納する順序を利用して前記複数
個のデータファイルに固有のデータファイルＩＤが与えられ、
　前記データファイルが前記所定のデータのメタデータ情報をさらに含有し、
　前記メタデータ情報記録デバイスは、前記記録媒体中に含有される前記メタデータ情報
を格納するために使用されるメタデータ情報ファイル中に前記メタデータ情報を記録する
ように動作可能である、請求項１に記載の記録再生システム。
【請求項５】
　前記データファイルは、前記与えられた固有のデータファイルＩＤを利用して管理され
る前記記録媒体によって保持される位置を有する請求項４に記載の記録再生システム。
【請求項６】
　パラメータ情報を格納するために使用されるパラメータ情報ファイル中に前記パラメー
タ情報を記録するように動作可能なパラメータ情報記録デバイスを備え、
　前記パラメータ情報ファイルは、複数の所定のデータを格納するために使用されるデー
タファイルおよび前記所定のデータを再生するために使用される対応する前記各パラメー
タ情報を含有する記録媒体中に格納され、
　前記データファイル中に格納された前記所定のデータが前記格納されたパラメータ情報
を利用して再生され、
　前記パラメータ情報ファイルのデータ格納フォーマットは、前記各パラメータ情報が、
対応する前記所定のデータのタイプ毎に分類されて格納され、ヘッダ部に、前記分類毎の
格納位置を指定するための開始位置が格納されるフォーマットである、記録装置。
【請求項７】
　複数の所定のデータを格納するために使用されるデータファイルおよび前記所定のデー
タを再生するために使用される対応する各パラメータ情報を含有する記録媒体中に格納さ
れたパラメータ情報ファイルおよび前記パラメータ情報を格納するために使用される前記
パラメータ情報ファイル中に記録された前記パラメータ情報を利用して前記データファイ
ル中に格納された前記所定のデータを再生するように動作可能なデータ再生デバイスを備
え、
　前記パラメータ情報ファイルのデータ格納フォーマットは、前記各パラメータ情報が、
対応する前記所定のデータのタイプ毎に分類されて格納され、ヘッダ部に、前記分類毎の
格納位置を指定するための開始位置が格納されるフォーマットである、再生装置。
【請求項８】
　複数の所定のデータおよび前記所定のデータを再生するために使用される対応する各パ
ラメータ情報を格納するためのデータファイルおよび前記パラメータ情報を格納するため
に使用されるパラメータ情報ファイルを備えた記録媒体であって、
　前記パラメータ情報が前記パラメータ情報ファイル中に記録され、
　前記データファイル中に格納された前記所定のデータが前記パラメータ情報ファイル中
に格納された前記パラメータ情報を利用して再生され、
　前記パラメータ情報ファイルのデータ格納フォーマットは、前記各パラメータ情報が、
対応する前記所定のデータのタイプ毎に分類されて格納され、ヘッダ部に、前記分類毎の
格納位置を指定するための開始位置が格納されるフォーマットである、記録媒体。
【請求項９】
　複数の所定のデータおよび前記所定のデータを再生するために使用される対応する各パ
ラメータ情報を格納するためのデータファイルおよび前記パラメータ情報を格納するため
に使用されるパラメータ情報ファイルを含有する記録媒体中に格納された前記パラメータ
情報ファイル中に前記パラメータ情報を記録するステップと、
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　前記記録されたパラメータ情報を利用して前記データファイル中に格納された前記所定
のデータを再生するステップとを備え、
　前記パラメータ情報ファイルのデータ格納フォーマットは、前記各パラメータ情報が、
対応する前記所定のデータのタイプ毎に分類されて格納され、ヘッダ部に、前記分類毎の
格納位置を指定するための開始位置が格納されるフォーマットである、記録再生方法。
【請求項１０】
　複数の所定のデータおよび前記所定のデータを再生するために使用される対応する各パ
ラメータ情報を格納するために使用されるデータファイルを含有する記録媒体によって保
持されるパラメータ情報を格納するために使用されるパラメータ情報ファイル中に前記パ
ラメータ情報を記録するステップを備え、
　前記データファイル中に格納された前記所定のデータが前記記録されたパラメータ情報
を利用して再生され、
　前記パラメータ情報ファイルのデータ格納フォーマットは、前記各パラメータ情報が、
対応する前記所定のデータのタイプ毎に分類されて格納され、ヘッダ部に、前記分類毎の
格納位置を指定するための開始位置が格納されるフォーマットである、記録方法。
【請求項１１】
　複数の所定のデータを格納するために使用されるデータファイルおよび前記所定のデー
タを再生するために使用される対応する各パラメータ情報を含有する記録媒体中に格納さ
れたパラメータ情報ファイルおよび前記パラメータ情報を格納するために使用される前記
パラメータ情報ファイル中に記録された前記パラメータ情報を利用して前記データファイ
ル中に格納された前記所定のデータを再生するステップを備え、
　前記パラメータ情報ファイルのデータ格納フォーマットは、前記各パラメータ情報が、
対応する前記所定のデータのタイプ毎に分類されて格納され、ヘッダ部に、前記分類毎の
格納位置を指定するための開始位置が格納されるフォーマットである、再生方法。
【請求項１２】
　請求項９に記載の記録再生方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項１３】
　請求項１０に記載の記録方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項１４】
　請求項１１に記載の再生方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項１５】
　請求項１２～１４のいずれかに記載のプログラムを記録したプログラム記録媒体であっ
て、コンピュータにより処理可能なプログラム記録媒体。
【請求項１６】
　前記各パラメータ情報を分類するための前記タイプは、音声データグループ、画像デー
タグループおよびビデオデータグループを備えた別々のグループタイプである請求項１に
記載の記録再生システム。
【請求項１７】
　前記分類毎の格納位置を指定するための前記開始位置が２０４８バイトの倍数になるよ
うに、前記パラメータ情報ファイル中の位置にパディングが追加される請求項１に記載の
記録再生システム。
【請求項１８】
　前記複数個のデータファイルのための前記所定のデータを再生するために使用される前
記パラメータ情報の、前記パラメータ情報ファイルにおける格納位置が予め決定される請
求項１に記載の記録再生システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録再生システム、記録装置、再生装置、記録媒体、記録再生方法、記録方
法、再生方法、プログラム、およびプログラム記録媒体に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　はじめに、映像データを有する映像ファイルや音声データを有する音声ファイルなどの
データファイルを再生するための従来の再生装置（たとえば特開２０００－２３５７８０
号公報参照）の構成および動作について説明する。
【０００３】
　映像ファイルや音声ファイルなどのデータファイルは、所定のファイルシステムに従っ
てＣＤ－ＲＯＭ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｋ－Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）など
の記録媒体に記録されている。
【０００４】
　ファイルの再生が行われるためには、記録媒体におけるファイルシステムが解析され、
記録媒体上に記録されているデータファイルのファイル名が取得され、その各々のファイ
ルについて記録媒体上の記録位置やファイルサイズなどファイルにアクセスするために必
要となる情報が取得され、所望のデータファイルがファイルアクセスによって再生される
必要がある。
【０００５】
　もちろん、再生されるべきデータファイルが選択されるごとに、そのデータファイルに
アクセスするために必要となる情報が取得されてもよい。
【０００６】
　しかし、処理性能の高くない従来の再生装置においては、記録媒体がドライブに挿入さ
れた時点で、時間のかかるファイルシステムの解析が行われ、再生可能なデータファイル
ごとにそのデータファイルにアクセスするために必要となる情報を一つずつ取得してメモ
リに記憶しておくのが通常である。なお、起動時にデータファイルにアクセスするために
必要となる情報をこのようにして取得しておく理由は、アクセスのたびにファイルシステ
ムを解析して記録位置やファイルサイズの情報を取得するようにすると、この処理に時間
がかかってしまうためである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来の再生装置においては、記録媒体がドライブに挿入された時点で、
時間のかかるファイルシステムの解析が行われ、再生可能なデータファイルごとにそのデ
ータファイルにアクセスするために必要となる情報を一つずつ取得するため、再生装置に
おける映像ファイルや音声ファイルの再生が開始できるようになるまでの待ち時間が長く
なってしまうという課題があった。
　本発明は、上記従来のこのような課題を考慮し、再生装置における映像ファイルや音声
ファイルの再生が開始できるようになるまでの待ち時間をより短くすることができる記録
再生システム、記録装置、再生装置、記録媒体、記録再生方法、記録方法、再生方法、プ
ログラム、およびプログラム記録媒体を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　第１の本発明は、
　複数の所定のデータおよび前記所定のデータを再生するために使用される対応する各パ
ラメータ情報を格納するための複数個のデータファイルを含有する記録媒体とともに使用
する記録再生システムであって、
　前記記録媒体中に含有される前記パラメータ情報を格納するために使用されるパラメー
タ情報ファイル中に前記データファイルの少なくとも一部の前記パラメータ情報を記録す
るように動作可能なパラメータ情報記録デバイスと、
　前記記録されたパラメータ情報を利用して前記データファイルの少なくとも一部に格納
された前記所定のデータを再生するように動作可能なデータ再生デバイスとを備え、
　前記パラメータ情報ファイルのデータ格納フォーマットは、前記各パラメータ情報が、
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対応する前記所定のデータのタイプ毎に分類されて格納され、ヘッダ部に、前記分類毎の
格納位置を指定するための開始位置が格納されるフォーマットである、記録再生システム
である。
　また、第２の本発明は、　前記パラメータ情報記録デバイスは、前記データファイルか
ら前記パラメータ情報を抽出し、前記抽出されたパラメータ情報を前記パラメータ情報フ
ァイル中に記録するように動作可能である第１の本発明の記録再生システムである。
　また、第３の本発明は、　前記データファイル中に格納された前記パラメータ情報がま
た所定の場所に格納され、
　前記パラメータ情報記録デバイスは、前記所定の場所に格納された前記パラメータ情報
を入手し、前記入手したパラメータ情報を前記パラメータ情報ファイル中に記録するよう
に動作可能である第１の本発明の記録再生システムである。
　また、第４の本発明は、　さらに、メタデータ情報記録デバイスを備え、
　前記パラメータ情報ファイルが前記パラメータ情報を格納する順序を利用して前記複数
個のデータファイルに固有のデータファイルＩＤが与えられ、
　前記データファイルが前記所定のデータのメタデータ情報をさらに含有し、
　前記メタデータ情報記録デバイスは、前記記録媒体中に含有される前記メタデータ情報
を格納するために使用されるメタデータ情報ファイル中に前記メタデータ情報を記録する
ように動作可能である、第１の本発明の記録再生システムである。
　また、第５の本発明は、　前記データファイルは、前記与えられた固有のデータファイ
ルＩＤを利用して管理される前記記録媒体によって保持される位置を有する第４の本発明
の記録再生システムである。
　また、第６の本発明は、　パラメータ情報を格納するために使用されるパラメータ情報
ファイル中に前記パラメータ情報を記録するように動作可能なパラメータ情報記録デバイ
スを備え、
　前記パラメータ情報ファイルは、複数の所定のデータを格納するために使用されるデー
タファイルおよび前記所定のデータを再生するために使用される対応する前記各パラメー
タ情報を含有する記録媒体中に格納され、
　前記データファイル中に格納された前記所定のデータが前記格納されたパラメータ情報
を利用して再生され、
　前記パラメータ情報ファイルのデータ格納フォーマットは、前記各パラメータ情報が、
対応する前記所定のデータのタイプ毎に分類されて格納され、ヘッダ部に、前記分類毎の
格納位置を指定するための開始位置が格納されるフォーマットである、記録装置である。
　また、第７の本発明は、　複数の所定のデータを格納するために使用されるデータファ
イルおよび前記所定のデータを再生するために使用される対応する各パラメータ情報を含
有する記録媒体中に格納されたパラメータ情報ファイルおよび前記パラメータ情報を格納
するために使用される前記パラメータ情報ファイル中に記録された前記パラメータ情報を
利用して前記データファイル中に格納された前記所定のデータを再生するように動作可能
なデータ再生デバイスを備え、
　前記パラメータ情報ファイルのデータ格納フォーマットは、前記各パラメータ情報が、
対応する前記所定のデータのタイプ毎に分類されて格納され、ヘッダ部に、前記分類毎の
格納位置を指定するための開始位置が格納されるフォーマットである、再生装置である。
　また、第８の本発明は、　複数の所定のデータおよび前記所定のデータを再生するため
に使用される対応する各パラメータ情報を格納するためのデータファイルおよび前記パラ
メータ情報を格納するために使用されるパラメータ情報ファイルを備えた記録媒体であっ
て、
　前記パラメータ情報が前記パラメータ情報ファイル中に記録され、
　前記データファイル中に格納された前記所定のデータが前記パラメータ情報ファイル中
に格納された前記パラメータ情報を利用して再生され、
　前記パラメータ情報ファイルのデータ格納フォーマットは、前記各パラメータ情報が、
対応する前記所定のデータのタイプ毎に分類されて格納され、ヘッダ部に、前記分類毎の
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格納位置を指定するための開始位置が格納されるフォーマットである、記録媒体である。
　また、第９の本発明は、　複数の所定のデータおよび前記所定のデータを再生するため
に使用される対応する各パラメータ情報を格納するためのデータファイルおよび前記パラ
メータ情報を格納するために使用されるパラメータ情報ファイルを含有する記録媒体中に
格納された前記パラメータ情報ファイル中に前記パラメータ情報を記録するステップと、
　前記記録されたパラメータ情報を利用して前記データファイル中に格納された前記所定
のデータを再生するステップとを備え、
　前記パラメータ情報ファイルのデータ格納フォーマットは、前記各パラメータ情報が、
対応する前記所定のデータのタイプ毎に分類されて格納され、ヘッダ部に、前記分類毎の
格納位置を指定するための開始位置が格納されるフォーマットである、記録再生方法であ
る。
　また、第１０の本発明は、　複数の所定のデータおよび前記所定のデータを再生するた
めに使用される対応する各パラメータ情報を格納するために使用されるデータファイルを
含有する記録媒体によって保持されるパラメータ情報を格納するために使用されるパラメ
ータ情報ファイル中に前記パラメータ情報を記録するステップを備え、
　前記データファイル中に格納された前記所定のデータが前記記録されたパラメータ情報
を利用して再生され、
　前記パラメータ情報ファイルのデータ格納フォーマットは、前記各パラメータ情報が、
対応する前記所定のデータのタイプ毎に分類されて格納され、ヘッダ部に、前記分類毎の
格納位置を指定するための開始位置が格納されるフォーマットである、記録方法である。
　また、第１１の本発明は、　複数の所定のデータを格納するために使用されるデータフ
ァイルおよび前記所定のデータを再生するために使用される対応する各パラメータ情報を
含有する記録媒体中に格納されたパラメータ情報ファイルおよび前記パラメータ情報を格
納するために使用される前記パラメータ情報ファイル中に記録された前記パラメータ情報
を利用して前記データファイル中に格納された前記所定のデータを再生するステップを備
え、
　前記パラメータ情報ファイルのデータ格納フォーマットは、前記各パラメータ情報が、
対応する前記所定のデータのタイプ毎に分類されて格納され、ヘッダ部に、前記分類毎の
格納位置を指定するための開始位置が格納されるフォーマットである、再生方法である。
　また、第１２の本発明は、　第９の本発明の記録再生方法をコンピュータに実行させる
ためのプログラムである。
　また、第１３の本発明は、　第１０の本発明の記録方法をコンピュータに実行させるた
めのプログラムである。
　また、第１４の本発明は、　第１１の本発明の再生方法をコンピュータに実行させるた
めのプログラムである。
　また、第１５の本発明は、　第１２～第１４のいずれかの本発明のプログラムを記録し
たプログラム記録媒体であって、コンピュータにより処理可能なプログラム記録媒体であ
る。
　また、第１６の本発明は、　前記各パラメータ情報を分類するための前記タイプは、音
声データグループ、画像データグループおよびビデオデータグループを備えた別々のグル
ープタイプである第１の本発明の記録再生システムである。
　また、第１７の本発明は、　前記分類毎の格納位置を指定するための前記開始位置が２
０４８バイトの倍数になるように、前記パラメータ情報ファイル中の位置にパディングが
追加される第１の本発明の記録再生システムである。
　また、第１８の本発明は、　前記複数個のデータファイルのための前記所定のデータを
再生するために使用される前記パラメータ情報の、前記パラメータ情報ファイルにおける
格納位置が予め決定される第１の本発明の記録再生システムである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下に、本発明の実施の形態について、図面を参照しつつ説明を行う。
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【００３０】
　（実施の形態１）
　はじめに、本発明の実施の形態１の記録再生システムのブロック図である図１を主とし
て参照しながら、本実施の形態の記録再生システムの構成について説明する。
【００３１】
　記録装置１０は、（１）書き込みファイル選択手段３１、情報抽出手段３２、メタデー
タ情報ファイル作成手段３３、コンテンツ一覧情報ファイル作成手段３４を有する書き込
みファイル管理手段１１と、（２）データファイル群１３を記憶する内部記憶手段１２と
、（３）データファイル群１３、コンテンツ一覧情報ファイル１６、メタデータ情報ファ
イル１７を記憶するＣＤ－ＲＷ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｋ　Ｒｅｗｒｉｔａｂｌｅ）メ
ディア１５に記録を行うファイル記録手段１４とを備えている。
【００３２】
　具体的には、書き込みファイル管理手段１１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅ
ｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）などを有している。また、内部記憶手段１２は、ＨＤ（Ｈａｒｄ
　Ｄｉｓｋ）などを有している。また、ファイル記録手段１４は、ＣＤ－ＲＷドライブな
どを有している。
【００３３】
　コンテンツ一覧情報ファイル１６、メタデータ情報ファイル１７については、後に詳述
する。
【００３４】
　再生装置２０は、（１）再生指示手段（リモコン）２２が行う指示を入力して制御を行
う制御手段２１と、（２）ＣＤ－ＲＷメディア１５から再生を行うファイル再生手段２３
と、（３）データファイル出力手段２４とを備えている。
【００３５】
　具体的には、制御手段２１は、ＣＰＵなどを有している。また、ファイル再生手段２３
は、ＣＤ－ＲＷドライブなどを有している。また、データファイル出力手段２４は、デコ
ーダなどを有している。
【００３６】
　ここで、コンテンツ一覧情報ファイル１６、メタデータ情報ファイル１７について詳述
する。
【００３７】
　まず（Ａ）コンテンツ一覧情報ファイル１６について説明し、つぎに（Ｂ）メタデータ
情報ファイル１７について説明する。
【００３８】
　（Ａ）コンテンツ一覧情報ファイル１６は、情報抽出手段３２によって複写的に抽出さ
れる情報の内、データファイル群１３が有するデータファイル（すなわち、オーディオフ
ァイル＃１、…、＃ｎ、静止画ファイル＃１、…、＃ｍ、ビデオファイル＃１、…、＃ｋ
）そのものを規定する固有のパラメータ情報を格納している。
【００３９】
　パラメータ情報とは、ＣＤ－ＲＷメディア１５におけるデータファイルの再生を実行す
るために必要な情報である。ここに、データファイルの再生を実行するために必要な情報
とは、（１）音声ファイル（すなわち、オーディオファイル＃１、…、＃ｎ）に関しては
、ＡＶＩ（Ａｕｄｉｏ　Ｖｉｄｅｏ　Ｉｎｔｅｒｌｅａｖｅ）ファイル形式やＷＭＡ（Ｗ
ｉｎｄｏｗｓ（登録商標）　Ｍｅｄｉａ　Ａｕｄｉｏ）ファイル形式やＡＳＦ（Ａｄｖａ
ｎｃｅｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｆｏｒｍａｔ）ファイル形式におけるヘッダ情報として格納
されている、その音声ファイルを規定するサンプリング周波数情報、チャネル数情報、圧
縮方式（エンコード）情報、演奏時間情報、データレート情報などであり、（２）静止画
ファイル（すなわち、静止画ファイル＃１、…、＃ｍ）に関しては、ＪＰＥＧ（Ｊｏｉｎ
ｔ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔ　Ｇｒｏｕｐ）ファイル形式におけるヘッダ情報とし
て格納されている、その静止画ファイルを規定する圧縮方式情報、画像サイズ情報などで
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あり、（３）映像ファイル（すなわち、ビデオファイル＃１、…、＃ｋ）に関しては、Ａ
ＶＩファイル形式やＷＭＶ（Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）　Ｍｅｄｉａ　Ｖｉｄｅｏ）フ
ァイル形式やＡＳＦファイル形式におけるヘッダ情報として格納されている、その映像フ
ァイルを規定するビデオフレームサイズ情報、フレームレート情報、データレート情報、
圧縮方式情報、再生時間情報などである。
【００４０】
　ここで、本発明の実施の形態１のコンテンツ一覧情報ファイル１６のデータ格納フォー
マットの説明図である図２を参照しながら、コンテンツ一覧情報ファイル１６についてよ
り具体的に説明する。
【００４１】
　コンテンツ一覧情報ファイル１６は、ヘッダ部４０、オーディオファイル部４１、静止
画ファイル部４２、ビデオファイル部４３から構成されている。
【００４２】
　ヘッダ部４０は、データファイル群１３が有するオーディオファイル、静止画ファイル
、ビデオファイルのそれぞれの個数がｎ個、ｍ個、ｋ個である旨を格納している。また、
ヘッダ部４０は、ｎ個のオーディオファイル＃１、…、＃ｎについての情報から構成され
るオーディオファイル部４１、ｍ個の静止画ファイル＃１、…、＃ｍについての情報から
構成される静止画ファイル部４２、ｋ個のビデオファイル＃１、…、＃ｋについての情報
から構成されるビデオファイル部４３のそれぞれの開始位置（すなわち、ファイル先頭か
らのオフセットのバイト数）がＮバイト、Ｍバイト、Ｋバイトである旨を格納している。
【００４３】
　オーディオファイル部４１は、オーディオパラメータ情報格納部４４、オーディオファ
イル名格納部４５から構成されている。
【００４４】
　オーディオパラメータ情報格納部４４は、オーディオファイル＃１、…、＃ｎのそれぞ
れから抽出されたパラメータ情報を順番に格納しており、オーディオファイル名格納部４
５は、オーディオファイル＃１、…、＃ｎのそれぞれのファイル名を順番に格納している
。
【００４５】
　オーディオファイル＃１、…、＃ｎには、コンテンツ一覧情報ファイル１６にパラメー
タ情報が格納されているオーディオファイル、静止画ファイル、ビデオファイルを通じて
の通しの格納順番に応じて、コンテンツＩＤ＝１、…、ｎが割り当てられている。
【００４６】
　静止画ファイル部４２は、静止画パラメータ情報格納部４６、静止画ファイル名格納部
４７から構成されている。
【００４７】
　静止画パラメータ情報格納部４６は、静止画ファイル＃１、…、＃ｍのそれぞれから抽
出されたパラメータ情報を順番に格納しており、静止画ファイル名格納部４７は、静止画
ファイル＃１、…、＃ｍのそれぞれのファイル名を順番に格納している。
【００４８】
　静止画ファイル＃１、…、＃ｍには、前述された通しの格納順番に応じて、コンテンツ
ＩＤ＝ｎ＋１、…、ｎ＋ｍが割り当てられている。
【００４９】
　ビデオファイル部４３は、ビデオパラメータ情報格納部４８、ビデオファイル名格納部
４９から構成されている。
【００５０】
　ビデオパラメータ情報格納部４８は、ビデオファイル＃１、…、＃ｋのそれぞれから抽
出されたパラメータ情報を順番に格納しており、ビデオファイル名格納部４９は、ビデオ
ファイル＃１、…、＃ｋのそれぞれのファイル名を順番に格納している。
【００５１】
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　ビデオファイル＃１、…、＃ｋには、前述された通しの格納順番に応じて、コンテンツ
ＩＤ＝ｎ＋ｍ＋１、…、ｎ＋ｍ＋ｋが割り当てられている。
【００５２】
　（Ｂ）メタデータ情報ファイル１７は、情報抽出手段３２によって抽出される情報の内
、データファイル群１３が有するデータファイルの内容を補足的に説明するメタデータ情
報を格納している。
【００５３】
　メタデータ情報とは、（１）音声ファイル（すなわち、オーディオファイル＃１、…、
＃ｎ）に関しては、ＭＰ３ファイル形式におけるＩＤ３タグにある作曲者、演奏者、歌詞
、コンテンツ名などに関するテキスト情報、アルバムジャケットの写真などに関する画像
情報などであり、（２）静止画ファイル（すなわち、静止画ファイル＃１、…、＃ｍ）に
関しては、ＪＰＥＧファイル形式におけるＥｘｉｆ（Ｅｘｃｈａｎｇｅ　Ｉｍａｇｅ　Ｆ
ｉｌｅ　Ｆｏｒｍａｔ）方式のような撮影状況、撮影を行ったカメラなどに関するテキス
ト情報などであり、（３）映像ファイル（すなわち、ビデオファイル＃１、…、＃ｋ）に
関しては、テレビ番組のコンテンツ名やあらすじなどに関するテキスト情報などである。
【００５４】
　ここで、本発明の実施の形態１のメタデータ情報ファイル１７のデータ格納フォーマッ
トの説明図である図３を参照しながら、コンテンツ一覧情報ファイル１６についてより具
体的に説明する。
【００５５】
　メタデータ情報ファイル１７は、ヘッダ部５０、エントリ部５１から構成されている。
【００５６】
　ヘッダ部５０は、エントリ部５１に格納されているエントリ（すなわち、エントリ＃１
、…、＃（ｎ＋ｍ＋ｋ））の個数が（ｎ＋ｍ＋ｋ）個である旨を格納している。エントリ
部５１に格納されているエントリの個数は、コンテンツ一覧情報ファイル１６にパラメー
タ情報が格納されている前述のファイルの全個数に一致しているわけである。
（もちろん、エントリ部５１に格納されているエントリの個数は、必ずしもファイルの全
個数に一致しているというわけではない。メタデータ情報を持たない場合は、対応するエ
ントリーをもたなくてもよい。）
　エントリ部５１は、エントリ＃１、…、＃（ｎ＋ｍ＋ｋ）を格納している。
【００５７】
　エントリ＃１、…、＃（ｎ＋ｍ＋ｋ）は、それぞれ、対応するファイルのコンテンツＩ
Ｄと、そのコンテンツＩＤが割り当てられたファイルのメタデータ情報とを格納している
。たとえば、エントリ＃１は、コンテンツＩＤ＝１と、コンテンツＩＤ＝１が割り当てら
れたファイルのメタデータ情報とを格納している。
【００５８】
　以上においては、本実施の形態の記録再生システムの構成について詳細に説明した。
【００５９】
　つぎに、本実施の形態の記録再生システムの動作について説明する。
【００６０】
　なお、本実施の形態の記録再生システムの動作について説明しながら、本発明の記録再
生方法、記録方法、および再生方法の一実施の形態についても説明する。
【００６１】
　[１]はじめに、データファイル群１３のデータファイル（すなわち、オーディオファイ
ル＃１、…、＃ｎ、静止画ファイル＃１、…、＃ｍ、ビデオファイル＃１、…、＃ｋ）を
ＣＤ－ＲＷメディア１５に記録するための、記録装置１０の動作について説明する。
【００６２】
　書き込みファイル選択手段３１は、「データファイル群１３のデータファイルをＣＤ－
ＲＷメディア１５に記録したい」旨のユーザが行った指示に従い、内部記憶手段１２が記
憶しているデータファイル群１３のデータファイルの内、ＣＤ－ＲＷメディア１５に記録
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されるべきデータファイル群１３のデータファイルを選択する。
【００６３】
　情報抽出手段３２は、書き込みファイル選択手段３１が選択したデータファイル群１３
のデータファイルから格納されているデータファイルに関連する情報を複写的に抽出する
。
【００６４】
　コンテンツ一覧情報ファイル作成手段３４は、情報抽出手段３２が抽出したパラメータ
情報を利用して、コンテンツ一覧情報ファイル１６を作成する。
【００６５】
　前述されたように、コンテンツ一覧情報ファイル１６にパラメータ情報が格納されてい
るデータファイルには、そのような全てのデータファイルを通じての通しの格納順番に応
じて、コンテンツＩＤ＝１、…、ｎが割り当てられる。
【００６６】
　メタデータ情報ファイル作成手段３３は、情報抽出手段３２が抽出したパラメータ情報
およびメタデータ情報を利用して、メタデータ情報ファイル１７を作成する。
【００６７】
　ファイル記録手段１４は、書き込みファイル選択手段３１が選択したデータファイル群
１３のデータファイルをＣＤ－ＲＷメディア１５に記録するとともに、コンテンツ一覧情
報ファイル作成手段３４が作成したコンテンツ一覧情報ファイル１６と、メタデータ情報
ファイル作成手段３３が作成したメタデータ情報ファイル１７とをＣＤ－ＲＷメディア１
５に記録する。
【００６８】
　もちろん、このようにしてＣＤ－ＲＷメディア１５に作成されたコンテンツ一覧情報フ
ァイル１６は、別のデータファイルのパラメータ情報が追記的に上書きされて更新される
ことがある。
【００６９】
　また、このようにしてＣＤ－ＲＷメディア１５に作成されたメタデータ情報ファイル１
７は、別のデータファイルのメタデータ情報が追記的に上書きされて更新されることがあ
る。
【００７０】
　[２]つぎに、ＣＤ－ＲＷメディア１５に記録されているデータファイルの再生を行うた
めの、再生装置２０の動作について説明する。
【００７１】
　再生指示手段２２は、「ＣＤ－ＲＷメディア１５に記録されているファイルの再生を行
いたい」旨のユーザが行った指示に従い、同様の旨の指示を制御手段２１に対して行う。
【００７２】
　制御手段２１は、再生指示手段２２が行った指示に従い、同様の指示をファイル再生手
段２３に対して行う。
【００７３】
　ファイル再生手段２３は、制御手段２１が行った指示に従い、ＣＤ－ＲＷメディア１５
に記録されているコンテンツ一覧情報ファイル１６の内容を読み出す。
【００７４】
　制御手段２１は、読み出されたコンテンツ一覧情報ファイル１６の内容を解釈し、表示
デバイス（図示省略）を利用して本発明の実施の形態１の表示画面（その１）の説明図で
ある図４に示されているような表示画面をユーザに対して出力する。
【００７５】
　上述のパラメータ情報が全てコンテンツ一覧情報ファイル１６に書き出されているため
、このような動作は、ファイルシステムの解析や個々のファイルへのファイルアクセスな
しに高速に行われる。
【００７６】
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　もちろん、コンテンツ一覧情報ファイル１６の読み出しは、従来のファイルの読み出し
と同様に、ファイルシステムを解析してその記録位置を取得することにより行われる。
【００７７】
　[３]つぎに、メタデータ情報を表示するための、再生装置２０の動作について説明する
。
【００７８】
　再生指示手段２２は、「メタデータ情報を表示したい」旨の、表示画面を見たユーザが
行ったポインタＰでのボタンＢのクリックによる指示に従い、同様の旨の指示を制御手段
２１に対して行う。
【００７９】
　制御手段２１は、再生指示手段２２が行った指示に従い、同様の指示をファイル再生手
段２３に対して行う。
【００８０】
　ファイル再生手段２３は、制御手段２１が行った指示に従い、ＣＤ－ＲＷメディア１５
に記録されているメタデータ情報ファイル１７の内容を読み出す。
【００８１】
　制御手段２１は、読み出されたメタデータ情報ファイル１７の内容を解釈し、表示デバ
イス（図示省略）を利用して本発明の実施の形態１の表示画面（その２）の説明図である
図５に示されているような表示画面をユーザに対して出力する。
【００８２】
　上述のメタデータ情報が全てメタデータ情報ファイル１７に書き出されているため、こ
のような動作は、ファイルシステムの解析や個々のファイルへのファイルアクセスなしに
高速に行われる。
【００８３】
　もちろん、メタデータ情報ファイル１７の読み出しは、従来のファイルの読み出しと同
様に、ファイルシステムを解析してその記録位置を取得することにより行われる。
【００８４】
　[４]つぎに、ＣＤ－ＲＷメディア１５に記録されているファイルの再生を実行するため
の、再生装置２０の動作について説明する。
【００８５】
　再生指示手段２２は、「ファイル名が「今週の連続テレビ小説“さくら”」であるデー
タファイルを再生したい」旨の、表示画面を見たユーザが行ったポインタＰでのアイコン
Ｉのクリックによる指示に従い、同様の旨の指示を制御手段２１に対して行う。
【００８６】
　ファイル再生手段２３は、制御手段２１が行った指示に従い、ＣＤ－ＲＷメディア１５
に記録されているコンテンツ一覧情報ファイル１６の内容を読み出す。
【００８７】
　制御手段２１は、（１）読み出されたコンテンツ一覧情報ファイル１６の内容を解釈し
、（２）ファイル名が「今週の連続テレビ小説“さくら”」であるファイルはコンテンツ
ＩＤ＝ｎ＋ｍ＋１を有するビデオファイル＃１であることを認識し、（３）コンテンツＩ
Ｄ＝ｎ＋ｍ＋１を有するビデオファイル＃１の再生をビデオファイル＃１のパラメータ情
報に基づいて実行する旨の指示をファイル再生手段２３に対して行う。
【００８８】
　上述のパラメータ情報が全てコンテンツ一覧情報ファイル１６に書き出されているため
、このような動作は、ファイルシステムの解析や個々のファイルへのファイルアクセスな
しに高速に行われる。
【００８９】
　ファイル再生手段２３は、制御手段２１が行った指示に従い、ＣＤ－ＲＷメディア１５
に記録されているコンテンツＩＤ＝ｎ＋ｍ＋１を有するビデオファイル＃１の内容を読み
出す。
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【００９０】
　データファイル出力手段２４は、読み出されたコンテンツＩＤ＝ｎ＋ｍ＋１を有するビ
デオファイル＃１の内容を、ファイル形式から出力形式へのフォーマット変換を利用して
出力する。
【００９１】
　以上においては、本実施の形態の記録再生システムの動作について詳細に説明した。
【００９２】
　つぎに、本実施の形態の記録再生システムの奏する効果について説明する。
【００９３】
　（ａ）本実施の形態の記録再生システムは、コンテンツ一覧情報ファイル１６を読み出
すだけで、格納されているパラメータ情報から再生可能なファイルを特定する。
【００９４】
　このため、本実施の形態の記録再生システムは、すべてのファイルについて、データを
読み出して再生可能なデータ形式であるかを逐一確認する必要がなく、容易に再生可能な
データ形式のファイルのみをユーザに提示して、その中から再生対象ファイルをユーザに
選択させることができる。
【００９５】
　（ｂ）本実施の形態の記録再生システムは、ファイルの内容に関連するテキスト情報を
メタデータ情報ファイル１７に一括して記録する。
【００９６】
　このため、本実施の形態の記録再生システムは、メタデータ情報ファイル１７を読み出
すだけで、各ファイルに関連するテキスト情報を簡単に表示することができる。
【００９７】
　もちろん、本実施の形態の記録再生システムは、このようなテキスト情報を活用して、
各ファイルの内容を簡単に把握できる機能や条件検索等の機能を付加的に実装していても
よい。
【００９８】
　（ｃ）なお、ファイル名の長さは、たとえばＩＳＯ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓ
ｔａｎｄａｒｄ　Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ）９６６０　Ｊｏｌｉｅｔ拡張規格では、最
大１２８バイトとかなり大きく規定されている。もちろん、このようなファイル名の長さ
は、パス名も含めるとさらに大きくなる。
【００９９】
　本実施の形態の記録再生システムは、ファイルから抽出したテキスト情報を直接ファイ
ル名と対応付けてメタデータ情報ファイル１７に格納するのではなく、前述のテキスト情
報をコンテンツＩＤと対応付けてメタデータ情報ファイル１７に格納する。もちろん、コ
ンテンツＩＤとファイル名との対応付けは、コンテンツ一覧情報ファイル１６を利用して
一意的に行われる。
【０１００】
　コンテンツＩＤは、たとえば３２ビットのＩＤを使用すればよく、ファイル名のデータ
サイズに比べて十分に小さい。
【０１０１】
　このため、本実施の形態の記録再生システムは、メタデータ情報ファイル１７のサイズ
を小さく抑え、ＣＤ－ＲＷメディア１５の容量を本来の映像ファイルや音声ファイルの記
録に有効に活用することができる。
【０１０２】
　（ｄ）ところで、再生を行うために読み出されたコンテンツ一覧情報ファイル１６の内
容は、ユーザが再生するファイルを選択する際に必要となるので、本発明の一実施の形態
の再生装置のブロック図である図６に示されているように、実際には内蔵のメモリ２１′
に格納されることになる。
【０１０３】
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　一方、メタデータ情報ファイル１７の内容は、データの再生に不可欠ではないので、メ
モリ２１′に格納されなくてもよく、ＣＤ－ＲＷメディア１５から必要に応じて読み出さ
れればよい。
【０１０４】
　本実施の形態の記録再生システムは、このようなメタデータ情報ファイル１７をコンテ
ンツ一覧情報ファイル１６とは別のファイルとして格納する。
【０１０５】
　このため、本実施の形態の記録再生システムは、メモリ２１′のサイズが抑えられた安
価な製品を実現することができる。
【０１０６】
　（ｅ）なお、本実施の形態の記録再生システムは、オーディオ、静止画、ビデオなどデ
ータ形式ごとにファイルを分類し、コンテンツ一覧情報ファイル１６のヘッダ部４０に各
分類ごとの格納位置を指定するための開始位置を格納する。
【０１０７】
　たとえば、データファイル出力手段２４がオーディオファイルのみしか再生できない場
合には、コンテンツ一覧情報ファイル１６が読み出される際、ヘッダ部４０の情報に基づ
いて、オーディオファイル部４１のみが読み出されてメモリ２１′（図６参照）に格納さ
れ、静止画ファイル部４２、ビデオファイル部４３は読み出されない。
【０１０８】
　このため、本実施の形態の記録再生システムは、読み出し処理の時間を短縮し、読み出
したデータを格納するためのメモリ２１′の量を抑え、応答性がよく安価な製品を実現す
ることができる。
【０１０９】
　（ｆ）また、本実施の形態の記録再生システムは、データファイル群１３のデータファ
イルがＣＤ－ＲＷメディア１５に保持される位置を、ファイル名ではなくコンテンツＩＤ
を利用して管理する。
【０１１０】
  より具体的に述べると、本実施の形態の記録再生システムは、コンテンツ一覧情報ファ
イル１６をメモリ２１′（図６参照）に格納し、読み出し処理の時間を短縮するために行
われるデータファイルの記録位置の取得を完了してしまうと、オーディオファイル部４１
などにおけるパラメータ情報とファイル名とが分離されていることを利用して、コンテン
ツ一覧情報ファイル１６におけるファイル名に関する情報をメモリ２１′から消去してし
まう。そして、本実施の形態の記録再生システムは、データファイルの記録位置を、コン
テンツＩＤを利用して管理する。
【０１１１】
　このため、本実施の形態の記録再生システムは、ファイルの記録位置がファイル名と対
応付けてメモリに格納される従来の記録再生システムに比べて、読み出したデータを格納
するためのメモリ２１′の量を抑え、応答性がよく安価な製品を実現することができる。
【０１１２】
　（ｇ）また、コンテンツ一覧情報ファイル１６のフォーマットにおいては、オーディオ
ファイル部４１、静止画ファイル部４２、ビデオファイル部４３の開始位置をそれぞれ示
すための前述したＮ、Ｍ、Ｋの値がすべて２０４８バイトの倍数となるように、必要なパ
ディングデータが挿入されている。
【０１１３】
　このようなパディングデータの挿入により、つぎに説明するような効果が得られる。
【０１１４】
　ＣＤ－ＲＷメディア１５に記録されているデータは、２０４８バイト単位で区切られて
、セクタと呼ばれる概念で取り扱われる。そして、コンテンツ一覧情報ファイル１６から
のデータの読み出しは、開始位置のセクタを指定してそのセクタの先頭から実施される。
Ｎ、Ｍ、Ｋの値が２０４８バイトの倍数となるようにパディングデータの挿入が行われて
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いることにより、オーディオファイル部４１、静止画ファイル部４２、ビデオファイル部
４３も、ちょうどセクタの先頭から開始されることになる。
【０１１５】
　ところで、再生装置２０（図６参照）は、コンテンツ一覧情報ファイル１６全体を読み
出して、それを作業メモリ（図示省略）に保持し、必要な情報を選択的に取り出してメモ
リ２１′に格納する。ただし、再生装置２０（図６参照）は、作業メモリの容量が小さい
場合には、コンテンツ一覧情報ファイル１６を分割し、その一部を読み出して取り出した
必要な情報をメモリ２１′に格納し、再び残りの部分から一部を読み出すというようにし
て、コンテンツ一覧情報ファイル１６の全てのデータが読み出されるまで同様の処理を繰
り返す。
【０１１６】
　Ｎ、Ｍ、Ｋの値が２０４８バイトの倍数となるようにパディングデータの挿入が行われ
ていることにより、作業メモリの量が小さく、コンテンツ一覧情報ファイル１６を分割し
て読み出さなければならない場合においても、セクタを指定して読み出すことで、そのま
まオーディオファイル部４１、静止画ファイル部４２、ビデオファイル部４３を先頭から
読み出すことができる。このようにして読み出されたオーディオファイル部４１、静止画
ファイル部４２、ビデオファイル部４３の先頭位置をわざわざ解析して探す必要はないた
め、処理を削減することができ、応答性のよい安価な製品を実現することができるわけで
ある。
【０１１７】
　以上においては、実施の形態１について詳細に説明を行った。
【０１１８】
　（１）なお、本発明のパラメータ情報ファイルは、上述した実施の形態においては、コ
ンテンツ一覧情報ファイル１６であった。
【０１１９】
　しかし、これに限らず、要するに、本発明のパラメータ情報ファイルは、パラメータ情
報を格納するための、記録媒体に保持されるファイルであればよい。
【０１２０】
　（２）また、本発明のデータファイルＩＤは、上述した実施の形態においては、コンテ
ンツＩＤであった。
【０１２１】
　しかし、これに限らず、要するに、本発明のデータファイルＩＤは、複数個のデータフ
ァイルに、パラメータ情報ファイルがパラメータ情報を格納する順番を利用してそれぞれ
与えられる固有のＩＤであればよい。
【０１２２】
　（３）また、本発明の記録媒体は、上述した実施の形態においては、ＣＤ－ＲＷメディ
ア１５であった。
【０１２３】
　しかし、これに限らず、本発明の記録媒体は、ＣＤ－Ｒ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｋ－
Ｒｅｃｏｒｄａｂｌｅ）メディアやＤＶＤ－Ｒ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　
Ｄｉｓｋ－Ｒｅｃｏｒｄａｂｌｅ）メディアなどのリムーバブルメディアであってもよい
し、記録装置や再生装置に内蔵されるＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）などの
内蔵記憶装置であってもよい。
【０１２４】
　要するに、本発明の記録媒体は、所定のデータおよび所定のデータの再生を行うために
利用されるパラメータ情報を格納するデータファイルと、パラメータ情報を格納するため
のパラメータ情報ファイルとを保持する手段であればよい。
【０１２５】
　（４）また、本発明のパラメータ情報記録デバイスは、上述した実施の形態においては
、データファイル群１３のデータファイルから抽出されたパラメータ情報を、コンテンツ
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一覧情報ファイル１６に記録するファイル記録手段１４、情報抽出手段３２、コンテンツ
一覧情報ファイル作成手段３４を含む手段であった。
【０１２６】
　しかし、これに限らず、本発明のパラメータ情報記録デバイスは、本発明の一実施の形
態の記録装置のブロック図である図７に示されているように、データファイル群１３のデ
ータファイルが格納するパラメータ情報は、インターネット上のＦＴＰ（Ｆｉｌｅ　Ｔｒ
ａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）サーバ１２′などの所定の場所にも保管されており、
所定の場所にも保管されているパラメータ情報を入手し、その入手されたパラメータ情報
を、コンテンツ一覧情報ファイル１６に記録する手段であってもよい。このような場合に
は、データファイルからパラメータ情報を抽出する必要がないために、記録装置の構成が
簡易になる。
【０１２７】
　要するに、本発明のパラメータ情報記録デバイスは、パラメータ情報を、パラメータ情
報を格納するための、記録媒体に保持されるパラメータ情報ファイルに記録する手段であ
ればよい。
【０１２８】
　（５）また、本発明のデータ再生デバイスは、上述した実施の形態においては、ファイ
ル再生手段２３を含む手段であった。
【０１２９】
　しかし、これに限らず、要するに、本発明のデータ再生デバイスは、データファイルが
格納する所定のデータを、記録されたパラメータ情報を利用して再生する手段であればよ
い。
【０１３０】
　（６）また、本発明のメタデータ情報記録デバイスは、上述した実施の形態においては
、データファイル群１３のデータファイルからパラメータ情報やメタデータ情報を抽出し
、その抽出されたパラメータ情報やメタデータ情報を、メタデータ情報ファイル１７に記
録するファイル記録手段１４、情報抽出手段３２、メタデータ情報ファイル作成手段３３
を含む手段であった。
【０１３１】
　しかし、これに限らず、本発明のメタデータ情報記録デバイスは、たとえば、パラメー
タ情報やメタデータ情報をインターネットを経由するファイルダウンロードやユーザのマ
ニュアル操作によるデータインプットを利用して入手し、その入手されたパラメータ情報
やメタデータ情報をメタデータ情報ファイル１７に記録する手段であってもよい。
【０１３２】
　メタデータ情報ファイルは１つであるとして説明したが、メタデータを記述する言語に
応じて複数のメタデータ情報ファイルを作成して記録媒体上に記録するようにしてもよい
。複数のメタデータ情報ファイルの各々には、そのファイルにおいてメタデータが記述す
る言語を識別する情報を格納する。また、コンテンツ一覧情報ファイルには、複数のメタ
データ情報ファイルについて、そのファイルと言語を関連付けるための情報を格納する。
【０１３３】
　再生装置においては、コンテンツ一覧情報ファイルから、所望の言語に応じたメタデー
タ情報ファイルを特定し、そのファイルを読み出すことにより所望言語のメタデータ情報
ファイルの内容を利用する。
【０１３４】
　一つのメタデータ情報ファイルに、複数の言語に対応するメタデータ情報を記録し、選
択的に利用することも可能であるが、このようにすると、一つのメタデータ情報ファイル
のファイルサイズが、対応する言語に比例して大きくなってしまい、再生時に、特定の言
語のメタデータ情報しか必要ない場合においても、ファイルサイズの大きなメタデータ情
報ファイルを読み出すことが必要になり、処理に必要な作業メモリ量が増加する。
【０１３５】
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　上述のとおりにするならば、言語に応じてメタデータ情報ファイルを作成して記録して
おくようにしているので、各々のメタデータ情報ファイルのサイズを大きくすることなく
、複数の言語に対応したメタデータ情報を記録しておくことができる。また、コンテンツ
一覧情報ファイルに言語とファイルの関連づけるための情報を記録しておくようにしてい
るので、再生時、利用したい言語に応じたメタデータ情報ファイルを選択的に読み出すよ
うにすることができる。複数のメタデータ情報ファイルの構造は、言語ごとに同一とする
ことができるため、再生機器は、言語ごとにメタデータ情報ファイルのデータ処理を実装
する必要がなく、処理対象の読み出すメタデータ情報ファイルを切り替えるだけでよいの
で、処理を共通化することができる。
【０１３６】
　以上説明したとおり、作業メモリや処理プログラムの容量を抑えることができるので、
コストアップを抑え、かつ、使い勝手の優れた再生機器を提供することができる。
【０１３７】
　要するに、本発明のメタデータ情報記録デバイスは、メタデータ情報を、メタデータ情
報を格納するための、記録媒体に保持されるメタデータ情報ファイルに記録する手段であ
ればよい。
【０１３８】
　（７）また、本発明の所定のデータの再生は、上述した実施の形態においては、ファイ
ル名「今週の連続テレビ小説“さくら”」を利用して行われた。
【０１３９】
　しかし、これに限らず、本発明の所定のデータの再生は、メタデータ情報ファイル１７
に格納されているコンテンツ名などに関する情報を利用して行われてもよいし、そのよう
なコンテンツ名に対応付けられたコンテンツＩＤを利用して行われてもよい。
【０１４０】
  もちろん、このようなファイル名などは、専用の表示デバイスを利用して表示されても
よいし、データファイル出力手段２４の出力を表示するための表示デバイスを兼用して表
示されてもよい。
【０１４１】
　（８）また、本発明の所定のデータの再生は、上述した実施の形態においては、再生指
示手段（リモコン）２２による指示を利用して開始された。
【０１４２】
　しかし、これに限らず、本発明のデータの再生は、たとえば、デバイス本体に取り付け
られたパネルなどによる指示を利用して開始されてもよいし、コンテンツ一覧情報ファイ
ル１６にパラメータ情報が格納されている格納順番に応じたコンテンツＩＤ＝１、…、ｎ
を利用して（前述のような指示がない場合には）自動的に開始されてもよい。
【０１４３】
　（９）また、本発明のデータファイルは、上述した実施の形態においては、内部記憶手
段１２に記憶されているデータファイル群１３のデータファイルであった。
【０１４４】
　しかし、これに限らず、本発明のデータファイルは、たとえば、ＣＤ－ＲＷメディア１
５に記録されているデータファイル群のデータファイルであってもよい。
【０１４５】
　従来の記録装置によってデータファイルが記録されたＣＤ－ＲＷメディアに対しても、
本発明の記録装置によって本発明のコンテンツ一覧情報ファイルを追記でき、このように
してコンテンツ一覧情報ファイルが追記されたＣＤ―ＲＷメディアは、本発明の再生装置
によってコンテンツ一覧情報ファイルを利用して再生できる。したがって、これまでに作
成された記録媒体の資産も、有効活用することができる。
【０１４６】
　尚、本発明に関連する発明のプログラムは、上述した本発明の記録再生システム、記録
装置、再生装置の全部又は一部の手段（又は、装置、素子等）の機能をコンピュータによ
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り実行させるためのプログラムであって、コンピュータと協働して動作するプログラムで
ある。
【０１４７】
　又、本発明のプログラムは、上述した本発明の記録再生方法、記録方法、再生方法の全
部又は一部のステップ（又は、工程、動作、作用等）の動作をコンピュータにより実行さ
せるためのプログラムであって、コンピュータと協働して動作するプログラムである。
【０１４８】
　又、本発明に関連する発明のプログラム記録媒体は、上述した本発明に関連する発明の
記録再生システム、記録装置、再生装置の全部又は一部の手段（又は、装置、素子等）の
全部又は一部の機能をコンピュータにより実行させるためのプログラムを記録したプログ
ラム記録媒体であり、コンピュータにより読み取り可能且つ、読み取られた前記プログラ
ムが前記コンピュータと協動して前記機能を実行するプログラム記録媒体である。
【０１４９】
　又、本発明の記録媒体は、上述した本発明の記録再生方法、記録方法、再生方法の全部
又は一部のステップ（又は、工程、動作、作用等）の全部又は一部の動作をコンピュータ
により実行させるためのプログラムを記録したプログラム記録媒体であり、コンピュータ
により読み取り可能且つ、読み取られた前記プログラムが前記コンピュータと協動して前
記動作を実行するプログラム記録媒体である。
【０１５１】
　尚、本発明に関連する発明の上記「一部の手段（又は、装置、素子等）」とは、それら
の複数の手段の内の、一つ又は幾つかの手段を意味し、本発明の上記「一部のステップ（
又は、工程、動作、作用等）」とは、それらの複数のステップの内の、一つ又は幾つかの
ステップを意味する。
【０１５２】
　又、本発明に関連する発明の上記「手段（又は、装置、素子等）の機能」とは、前記手
段の全部又は一部の機能を意味し、本発明の上記「ステップ（又は、工程、動作、作用等
）の動作」とは、前記ステップの全部又は一部の動作を意味する。
【０１５３】
　又、本発明のプログラムの一利用形態は、コンピュータにより読み取り可能な記録媒体
に記録され、コンピュータと協働して動作する態様であっても良い。
【０１５４】
　又、本発明のプログラムの一利用形態は、伝送媒体中を伝送し、コンピュータにより読
みとられ、コンピュータと協働して動作する態様であっても良い。
【０１５６】
　又、記録媒体としては、ＲＯＭ等が含まれ、伝送媒体としては、インターネット等の伝
送媒体、光・電波・音波等が含まれる。
【０１５７】
　又、上述した本発明のコンピュータは、ＣＰＵ等の純然たるハードウェアに限らず、フ
ァームウェアや、ＯＳ、更に周辺機器を含むものであっても良い。
【０１５８】
  尚、以上説明した様に、本発明の構成は、ソフトウェア的に実現しても良いし、ハード
ウェア的に実現しても良い。
【産業上の利用可能性】
【０１５９】
　以上述べたところから明らかなように、本発明は、再生装置における映像ファイルや音
声ファイル、静止画ファイルの再生が開始できるようになるまでの待ち時間をより短くす
ることができるという長所を有する。
【図面の簡単な説明】
【０１６０】
【図１】本発明の実施の形態１の記録再生システムのブロック図である。
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【図２】本発明の実施の形態１のコンテンツ一覧情報ファイル１６のデータ格納フォーマ
ットの説明図である。
【図３】本発明の実施の形態１のメタデータ情報ファイル１７のデータ格納フォーマット
の説明図である。
【図４】本発明の実施の形態１の表示画面（その１）の説明図である。
【図５】本発明の実施の形態１の表示画面（その２）の説明図である。
【図６】本発明の一実施の形態の再生装置のブロック図である。
【図７】本発明の一実施の形態の記録装置のブロック図である
【符号の説明】
【０１６１】
　１０　記録装置
　１１　書き込みファイル管理手段
　１２　内部記憶手段
　１３　データファイル群
　１４　ファイル記録手段
　１５　ＣＤ－ＲＷメディア
　１６　コンテンツ一覧情報ファイル
　１７　メタデータ情報ファイル
　２０　再生装置
　２１　制御手段
　２２　再生指示手段（リモコン）
　２３　ファイル再生手段
　２４　データファイル出力手段
　３１　書き込みファイル選択手段
　３２　情報抽出手段
　３３　メタデータ情報ファイル作成手段
　３４　コンテンツ一覧情報ファイル作成手段
　４０　ヘッダ部
　４１　オーディオファイル部
　４２　静止画ファイル部
　４３　ビデオファイル部
　４４　オーディオパラメータ情報格納部
　４５　オーディオファイル名格納部
　４６　静止画パラメータ情報格納部
　４７　静止画ファイル名格納部
　４８　ビデオパラメータ情報格納部
　４９　ビデオファイル名格納部
　５０　ヘッダ部
　５１　エントリ部
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