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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体に対し複数の記録データを記録する記録部と、
　上記記録部により上記記録媒体に対し記録された複数の上記記録データそれぞれの再生
の有無を示す複数の第１の再生有無情報を生成する第１の再生有無情報生成部と、
　複数の上記第１の再生有無情報の参照の順序を規定する第１の参照順序規定情報を生成
する第１の参照順序規定情報生成部と、
　上記記録部により上記記録媒体に対し記録された複数の上記記録データそれぞれの再生
の有無を示す複数の第２の再生有無情報を生成する第２の再生有無情報生成部と、
　複数の上記第２の再生有無情報の参照の順序を規定する第２の参照順序規定情報を生成
する第２の参照順序規定情報生成部と、
　上記記録媒体に対し上記記録データが記録されてから、他のデータ再生装置でも上記記
録媒体から上記記録データを再生し得るようにするために当該記録媒体に対し最終的に装
置間で共通なデータ管理情報を記録させるまでの間に、上記記録媒体に対し複数の上記第
１の再生有無情報と、上記第１の参照順序規定情報とを記録させた後、複数の上記第２の
再生有無情報と、上記第２の参照順序規定情報とを記録させるように上記記録部を制御す
る制御部と
　を具えることを特徴とするデータ記録装置。
【請求項２】
　上記制御部は、
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　上記記録媒体に対し複数の上記第２の再生有無情報を記録するための複数の再生有無情
報用記録領域を確保させた状態で、複数の上記記録データと共に、複数の上記第１の再生
有無情報と、上記第１の参照順序規定情報とを記録させた後、複数の上記再生有無情報記
録領域に複数の上記第２の再生有無情報を記録させるように上記記録部を制御する
　ことを特徴とする請求項１に記載のデータ記録装置。
【請求項３】
　上記制御部は、
　上記記録媒体に対し複数の上記記録データと共に、複数の上記第１の再生有無情報と、
上記第１の参照順序規定情報とを記録させた後、当該第１の参照順序規定情報の記録に使
用させた所定の参照順序規定情報記録領域に、上記第２の上記参照順序規定情報を追加で
記録させるように上記記録部を制御する
　ことを特徴とする請求項２に記載のデータ記録装置。
【請求項４】
　上記制御部は、
　複数の上記記録データが記録された上記記録媒体に対し、複数の上記第１の再生有無情
報と、上記第１の参照順序規定情報と、複数の上記第２の再生有無情報と、上記第２の参
照順序規定情報とを記録させた後、当該記録媒体に対し最終的に上記データ管理情報とし
て上記第２の参照順序規定情報を再び記録させるように上記記録部を制御する
　ことを特徴とする請求項１に記載のデータ記録装置。
【請求項５】
　上記記録部は、
　上記記録媒体に対し上記記録データを複数の単位データとして記録し、
　上記第１の再生有無情報生成部は、
　上記記録データ毎に当該記録データを構成する複数の上記単位データそれぞれの再生の
有無を示す上記第１の再生有無情報を生成し、
　上記第２の再生有無情報生成部は、
　上記記録データ毎に当該記録データを構成する複数の上記単位データそれぞれの再生の
有無を示す上記第２の再生有無情報を生成する
　ことを特徴とする請求項１に記載のデータ記録装置。
【請求項６】
　記録媒体に対し複数の記録データを記録するデータ記録ステップと、
　上記記録媒体に対し上記記録データを記録してから、他のデータ再生装置でも上記記録
媒体から上記記録データを再生し得るようにするために当該記録媒体に対し装置間で共通
なデータ管理情報を最終的に記録するまでの間に、複数の上記記録データそれぞれの再生
の有無を示す複数の第１の再生有無情報を生成すると共に、複数の当該第１の再生有無情
報の参照の順序を規定する第１の参照順序規定情報を生成して、上記記記録媒体に対し複
数の上記第１の再生有無情報と、上記第１の参照順序規定情報とを記録する第１の情報記
録ステップと、
　上記記録媒体に対し上記記録データが記録してから上記データ管理情報を最終的に記録
するまでの間で、当該記記録媒体に対し複数の上記第１の再生有無情報と、上記第１の参
照順序規定情報とを記録した後、複数の上記記録データそれぞれの再生の有無を示す複数
の第２の再生有無情報を生成すると共に、複数の当該第２の再生有無情報の参照の順序を
規定する第２の参照順序規定情報を生成して、上記記記録媒体に対し複数の上記第２の再
生有無情報と、上記第２の参照順序規定情報とを記録する第２の情報記録ステップと
　を具えることを特徴とするデータ記録方法。
【請求項７】
　コンピュータに対し、
　記録媒体に対し複数の記録データを記録するデータ記録ステップと、
　上記記録媒体に対し上記記録データを記録してから、他のデータ再生装置でも上記記録
媒体から上記記録データを再生し得るようにするために当該記録媒体に対し装置間で共通
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なデータ管理情報を最終的に記録するまでの間に、複数の上記記録データそれぞれの再生
の有無を示す複数の第１の再生有無情報を生成すると共に、複数の当該第１の再生有無情
報の参照の順序を規定する第１の参照順序規定情報を生成して、上記記記録媒体に対し複
数の上記第１の再生有無情報と、上記第１の参照順序規定情報とを記録する第１の情報記
録ステップと、
　上記記録媒体に対し上記記録データが記録してから上記データ管理情報を最終的に記録
するまでの間で、当該記記録媒体に対し複数の上記第１の再生有無情報と、上記第１の参
照順序規定情報とを記録した後、複数の上記記録データそれぞれの再生の有無を示す複数
の第２の再生有無情報を生成すると共に、複数の当該第２の再生有無情報の参照の順序を
規定する第２の参照順序規定情報を生成して、上記記記録媒体に対し複数の上記第２の再
生有無情報と、上記第２の参照順序規定情報とを記録する第２の情報記録ステップと
　を実行させるためのデータ記録プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はデータ記録装置、データ記録方法及びデータ記録プログラムに関し、例えば書
換型の光ディスクに記録データを記録するカメラ一体型ビデオレコーダ（以下、これをビ
デオカメラと呼ぶ）に適用して好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来のビデオカメラは、被写体の動画撮影時、被写体を動画撮影して生成したプログラ
ムストリームと呼ばれる記録データを、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）ビデオ規格に
準じて例えば書換型のＤＶＤ－ＲＷ（Digital Versatile Disc - Rewritable）のような
光ディスクに記録した後、光ディスクに対し最終的に装置間で共通なデータ管理情報を記
録するファイナライズ処理を行うことにより、光ディスクに記録した記録データを他の再
生機器でも読み出せるようにしていた。またビデオカメラは、新しい光ディスクに記録デ
ータを記録した時点からファイナライズ処理を完了させる時点までの間の光ディスクの中
間状態においても、ＤＶＤビデオ規格に準じて光ディスクに記録データを記録していると
き、ＤＶＤビデオ規格では特に規定されてはいないが、中間状態管理情報と呼ばれる再生
に関する情報も記録することにより、ファイナライズ処理の完了前でも中間状態管理情報
に従い記録データを他の再生機器でも再生し得るようにしていた。
【０００３】
　ここで、ＤＶＤビデオ規格に準じた光ディスクの論理フォーマットは、図９に示すよう
に、ファイルシステム記録領域Ａ１、管理情報記録領域Ａ２及びデータ記録領域Ａ３から
構成される。
【０００４】
　これに加え、管理情報記録領域Ａ２とデータ記録領域Ａ３との間には、光ディスクの中
間状態を有効利用するための中間状態管理情報記録領域Ｂ１が、ＤＶＤビデオ規格に違反
しないように確保される。
【０００５】
　以下、記録領域Ａ１乃至Ａ３及びＢ１に記録される内容を説明する。まずデータ記録領
域Ａ３には、ＶＴＳ　ＶＯＢＳ（Video Title Set Video Objects）と呼ばれる記録デー
タＲＤと、かかる記録データＲＤを構成する複数のチャプタと呼ばれる単位データそれぞ
れの再生の有無を示すＶＴＳＩ（Video Title Set Information）と呼ばれる第１の再生
有無情報Ｌ１と、かかる第１の再生有無情報のバックアップ用のＶＴＳＩ　ＢＵＰ（Buck
 up of VTSI）と呼ばれるバックアップ情報（すなわち第１の再生有無情報Ｌ１）とが、
第１の再生有無情報Ｌ１、記録データＲＤ、第１の再生有無情報Ｌ１の順で記録される。
このデータ記録領域Ａ３には、記録データＲＤが与えられる毎に、当該記録された記録デ
ータＲＤに応じて生成される第１の再生有無情報Ｌ１が、上述した順番で記録されるよう
になされている。
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【０００６】
　中間状態管理情報記録領域Ｂ１には、光ディスクの中間状態において、データ記録領域
Ａ３に記録された第１の再生有無情報Ｌ１の参照の順序を規定する中間状態管理情報と呼
ばれる再生に関する情報（以下、これを第１の参照順序規定情報と呼ぶ）ＬＣ１が記録さ
れる。かかる第１の参照順序規定情報ＬＣ１は、例えば、第１の再生有無情報Ｌ１を記録
した順番で参照しながら、参照したこれら第１の再生有無情報Ｌ１が示す記録データＲＤ
を光ディスクから順次読み出すように規定されている。
【０００７】
　管理情報記録領域Ａ２には、光ディスクに対してファイナライズ処理を完了させたファ
イナライズ状態において、データ記録領域Ａ３に記録された第１の再生有無情報Ｌ１の参
照の順序を規定するＶＭＧＩ（Video Management General Information）と呼ばれる装置
間で共通なデータ管理情報ＤＫが記録される。かかるデータ管理情報ＤＫは、第１の参照
順序規定情報ＬＣ１を基に生成される。また管理情報記録領域Ａ２には、第１の再生有無
情報Ｌ１とデータ管理情報ＤＫとにより形成される記録データＲＤの再生順序を規定する
プレイリストに応じた再生指示画面の表示用のＶＭＧＭ（Video Management General Man
agement Menu Video Objects）と呼ばれる再生指示画面表示データＭＤが記録される。
【０００８】
　ファイルシステム記録領域Ａ１には、ＵＤＦ（Universal Disk Format）と呼ばれるフ
ァイルシステム（以下、これをＵＤＦファイルシステムと呼ぶ）に準じたファイル管理情
報Ｆが記録される。
【０００９】
　これにより従来のビデオカメラは、図１０（Ａ）に示すように、被写体を動画撮影して
生成した記録データＲＤを光ディスクに対して記録するとき、被写体を動画撮影する動画
撮影命令が入力されると、光ディスクのデータ記録面にファイル管理情報Ｆを記録するた
めの領域（以下、これを第１の記録領域と呼ぶ）Ｒ１を確保する。またビデオカメラは、
第１の記録領域Ｒ１に続けるようにして、データ管理情報ＤＫを記録するための領域（以
下、これを第２の記録領域と呼ぶ）Ｒ２を確保する。さらにビデオカメラは、第２の記録
領域Ｒ２に続けるようにして、再生指示画面表示データＭＤを記録するための領域（以下
、これを第３の記録領域）Ｒ３を確保する。さらにビデオカメラは、第３の記録領域Ｒ３
に続けるようにして、第１の参照順序規定情報ＬＣ１を記録するための領域としての参照
順序規定情報記録領域（以下、これを第４の記録領域と呼ぶ）Ｒ４を確保する。さらにビ
デオカメラは、第４の記録領域Ｒ４に続けるようにして、第１の再生有無情報Ｌ１を記録
するための領域（以下、これを第５の記録領域と呼ぶ）Ｒ５を確保する。
【００１０】
　次いでビデオカメラは、図１０（Ｂ）に示すように、第１の記録領域Ｒ１、第２の記録
領域Ｒ２、第３の記録領域Ｒ３、第４の記録領域Ｒ４及び第５の記録領域Ｒ５を確保した
まま、被写体を動画撮影して生成した記録データＲＤを光ディスクの記録面に記録する。
そしてビデオカメラは、図１０（Ｃ）に示すように、第１の再生有無情報Ｌ１を生成して
第５の記録領域Ｒ５に記録すると共に、記録データＲＤの後に第１の再生有無情報Ｌ１を
バックアップ用に再度記録する。またビデオカメラは、第１の参照順序規定情報ＬＣ１を
生成し、これを予約領域Ｒ４に記録する。
【００１１】
　そしてビデオカメラは、図１０（Ｄ）に示すように、再び動画撮影命令が入力されると
、第５の記録領域Ｒ５を確保してから、被写体を動画撮影して生成した記録データＲＤを
追記する。またビデオカメラは、追記した記録データＲＤに対応する第１の再生有無情報
Ｌ１を生成して第５の記録領域Ｒ５に追記すると共に、記録データＲＤの後にバックアッ
プとして第１の再生有無情報Ｌ１を再度追記する。このときビデオカメラは、既に記録し
ている１個目の第１の再生有無情報Ｌ１に続いて、追記した２個目の第１の再生有無情報
Ｌ１も参照するように第１の参照順序規定情報ＬＣ１を更新する。このようにビデオカメ
ラは、記録データＲＤを光ディスクのデータ記録面に追記する毎に、当該記録データＲＤ
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に対応する第１の再生有無情報Ｌ１を生成して追記し、当該追記した第１の再生有無情報
Ｌ１も参照するように第１の参照順序規定情報ＬＣ１を更新する。
【００１２】
　次いでビデオカメラは、図１０（Ｅ）に示すように、光ディスクをファイナライズ処理
するファイナライズ処理命令が入力されると、ファイル管理情報Ｆを生成して第１の記録
領域Ｒ１に記録する。またビデオカメラは、第１の参照順序規定情報ＬＣ１を基にしてデ
ータ管理情報ＤＫを生成し、第２の記録領域Ｒ２に記録する。さらにビデオカメラは、再
生指示画面表示データＭＤを生成し、第３の記録領域Ｒ３に記録する。
【００１３】
　このようにして従来のビデオカメラは、被写体を動画撮影して生成した記録データＲＤ
をＤＶＤビデオ規格に準じて光ディスクの記録面に記録し、ファイナライズ処理を実行し
て完了する。そしてビデオカメラは、光ディスクから記録データを読み出して再生すると
き、第１の再生有無情報Ｌ１とデータ管理情報ＤＫとに示されている再生順序に応じて記
録データＲＤを再生するようにしていた（例えば特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００３-３３１５２６公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　ところで、かかるビデオカメラは、光ディスクから記録データＲＤを読み出して再生す
るとき、第１の再生有無情報Ｌ１とデータ管理情報ＤＫとに示されている記録データＲＤ
の再生順序が一種類しか無いため、それ以外の再生順序で記録データＲＤの再生を望む場
合には、他の再生機器等により光ディスクの記録面に記録されている記録データＲＤを全
て読み出して再生順序を編集し、当該編集した再生順序に応じて記録データＲＤを記録し
直していた。このためビデオカメラでは、複数の記録データに対する再生順序の編集処理
が煩雑であるという問題があった。
【００１５】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、複数の記録データに対する再生順序の編
集処理の手間を低減し得るデータ記録装置、データ記録方法及びデータ記録プログラムを
実現する。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　かかる課題を解決するため本発明においては、記録媒体に対し複数の記録データを記録
する記録部と、記録部により記録媒体に対し記録された複数の記録データそれぞれの再生
の有無を示す複数の第１の再生有無情報を生成する第１の再生有無情報生成部と、複数の
第１の再生有無情報の参照の順序を規定する第１の参照順序規定情報を生成する第１の参
照順序規定情報生成部と、記録部により記録媒体に対し記録された複数の記録データそれ
ぞれの再生の有無を示す複数の第２の再生有無情報を生成する第２の再生有無情報生成部
と、複数の第２の再生有無情報の参照の順序を規定する第２の参照順序規定情報を生成す
る第２の参照順序規定情報生成部と、記録媒体に対し記録データが記録されてから、他の
データ再生装置でも記録媒体から記録データを再生し得るようにするために当該記録媒体
に対し最終的に装置間で共通なデータ管理情報を記録させるまでの間に、記録媒体に対し
複数の第１の再生有無情報と、第１の参照順序規定情報とを記録させた後、複数の第２の
再生有無情報と、第２の参照順序規定情報とを記録させるように記録部を制御する制御部
とを設けるようにした。
【００１７】
　従って本発明では、記録媒体に対し複数の記録データを記録したときに、記録媒体に対
し記録された複数の記録データそれぞれの再生の有無を示す複数の第１の再生有無情報を
生成して、複数の第１の再生有無情報の参照の順序を規定する第１の参照順序規定情報を
生成すると共に、記録部により記録媒体に対し記録された複数の記録データそれぞれの再
生の有無を示す複数の第２の再生有無情報を生成して、複数の第２の再生有無情報の参照
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の順序を規定する第２の参照順序規定情報を生成し、記録媒体に対し記録データが記録さ
れてから、他のデータ再生装置でも記録媒体から記録データを再生し得るようにするため
に当該記録媒体に対し最終的に装置間で共通なデータ管理情報を記録させるまでの間に、
記録媒体に対し複数の第１の再生有無情報と、第１の参照順序規定情報とを記録させた後
、複数の第２の再生有無情報と、第２の参照順序規定情報とを記録させるように制御する
ようにしたことにより、複数の記録データに対する再生順序を編集するとき、複数の第２
の再生有無情報及び第２の参照順序規定情報を生成して記録するだけで記録データの再生
順序を編集することができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、記録媒体に対し複数の記録データを記録したときに、記録媒体に対し
記録された複数の記録データそれぞれの再生の有無を示す複数の第１の再生有無情報を生
成して、複数の第１の再生有無情報の参照の順序を規定する第１の参照順序規定情報を生
成すると共に、記録部により記録媒体に対し記録された複数の記録データそれぞれの再生
の有無を示す複数の第２の再生有無情報を生成して、複数の第２の再生有無情報の参照の
順序を規定する第２の参照順序規定情報を生成し、記録媒体に対し記録データが記録され
てから、他のデータ再生装置でも記録媒体から記録データを再生し得るようにするために
当該記録媒体に対し最終的に装置間で共通なデータ管理情報を記録させるまでの間に、記
録媒体に対し複数の第１の再生有無情報と、第１の参照順序規定情報とを記録させた後、
複数の第２の再生有無情報と、第２の参照順序規定情報とを記録させるように制御するよ
うにしたことにより、複数の記録データに対する再生順序を編集するとき、複数の第２の
再生有無情報及び第２の参照順序規定情報を生成して記録するだけで記録データの再生順
序を編集することができ、かくして、複数の記録データに対する再生順序の編集処理の手
間を低減し得るデータ記録装置、データ記録方法及びデータ記録プログラムを実現するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下図面について、本発明の一実施の形態を詳述する。
【００２０】
　図１において、１は全体として本発明を適用したビデオカメラの構成を示したブロック
図である。かかるビデオカメラ１は、本体部に例えば書換型のＤＶＤ－ＲＷのような図示
しない光ディスクが装填された状態で、中央処理ユニット（Central Processing Unit ）
３が図示しないメモリに予め記憶している各種プログラムを読み出して実行することによ
り、当該ビデオカメラ１全体を統括的に制御して各種処理を実行する。また中央処理ユニ
ット３には、ＳＤ－ＲＡＭ（Synchronous Dynamic - Random Access Memory）等でなるＲ
ＡＭ（Random Access Memory）６を介して、静止画像エンコーダ７、静止画像デコーダ９
、動画像エンコーダ１１、動画像デコーダ１４及び記録再生部８が接続されており、中央
処理ユニット３、静止画像エンコーダ７、静止画像デコーダ９、動画像エンコーダ１１、
動画像デコーダ１４及び記録再生部８は、ＲＡＭ６をワークエリアとして使用している。
【００２１】
　これにより中央処理ユニット３は、被写体を写真撮影して写真用の静止画像データを記
録する静止画像記録処理時、操作部４のタッチパネルや図示しない操作キーに対する操作
に応じて当該操作部４から被写体を写真撮影する写真撮影命令が入力されると、カメラ部
５で被写体を写真撮影して生成された静止画像データを静止画像エンコーダ７で例えばＪ
ＰＥＧ（Joint Photographic Experts Group）と呼ばれる圧縮符号化方式に従って圧縮符
号化することにより静止画像符号化データを生成し、当該生成した静止画符号化データを
記録再生部８に送出する。そして記録再生部８は、本体部に装填されている光ディスクに
対し、静止画像符号化データを記録する。
【００２２】
　一方、中央処理ユニット３は、静止画像データを再生処理する静止画像再生処理時、操
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作部４に対する操作に応じて当該操作部４から静止画像データを再生処理する静止画像再
生命令が入力されると、記録再生部８により光ディスクから読み出した静止画像符号化デ
ータを静止画像デコーダ９で復号して静止画像データを生成し、当該生成した静止画像デ
ータに基づく静止画像を表示部１０に対して表示させる。
【００２３】
　また中央処理ユニット３は、動画像記録処理時、操作部４に対する操作に応じて当該操
作部４から被写体を動画撮影して動画像データを記録する動画撮影命令が入力されると、
カメラ部５により被写体を動画撮影して生成した動画像データを動画像エンコーダ１１で
例えばＭＰＥＧ２（Moving Picture Experts Group phase 2）と呼ばれる圧縮符号化方式
に従って所定単位毎に圧縮符号化することにより動画像ストリームを生成する。また中央
処理ユニット３は、カメラ部５による被写体の動画撮影と並行して、マイク部１２により
被写体の周囲の音声を集音して得られる音声信号をＡ/Ｄ（Analog to Digital）変換回路
１３でアナログデジタル変換して得た音声データを動画像エンコーダ１１でＭＰＥＧ２に
従い所定単位毎に圧縮符号化することで音声ストリームを生成する。そして中央処理ユニ
ット３は、動画像ストリームと音声ストリームとを時分割多重化して記録データＲＤを生
成すると共に、当該生成した記録データＲＤを記録再生部８に送出する。因みに中央処理
ユニット３は、動画像記録処理時、マイク部１２で音声信号を生成する代わりに、外部か
らＢＧＭ（Back Ground Music）のような音声信号をＡ/Ｄ変換回路１３を介して音声デー
タとして取り込み、その音声データを動画像エンコーダ１１で圧縮符号化することもでき
る。
【００２４】
　中央処理ユニット３は、図１０との対応部分に同一符号を付して示す図２に示すように
、動画像記録処理時、記録再生部８により、記録データＲＤを光ディスクに記録する。中
央処理ユニット３は、図２（Ａ）に示すように、動画像記録処理時、動画撮影命令が入力
されると、記録再生部８により、ファイル管理情報Ｆを記録するための第１の記録領域Ｒ
１、データ管理情報ＤＫを記録するための第２の記録領域Ｒ２、再生指示画面表示データ
ＭＤを記録するための第３の記録領域Ｒ３、第１の参照順序規定情報ＬＣ１を記録するた
めの第４の記録領域Ｒ４、及び第１の再生有無情報Ｌ１を記録するための第５の記録領域
Ｒ５を確保する。
【００２５】
　これに加え中央処理ユニット３は、記録再生部８により、記録データＲＤを構成する複
数の単位データそれぞれの再生の有無を示す第２の再生有無情報Ｌ２を記録するための領
域（以下、これを第６の記録領域と呼ぶ）Ｒ６を確保する。
【００２６】
　次いで中央処理ユニット３は、図２（Ｂ）に示すように、記録再生部８により、第１の
記録領域Ｒ１、第２の記録領域Ｒ２、第３の記録領域Ｒ３、第４の記録領域Ｒ４、第５の
記録領域Ｒ５及び第６の記録領域Ｒ６を確保したまま、光ディスクの記録面に記録データ
ＲＤを所定単位毎に記録する。そして中央処理ユニット３は、図２（Ｃ）に示すように、
第１の再生有無情報Ｌ１を生成し、これを記録再生部８により第５の記録領域Ｒ５に記録
すると共に、記録データＲＤの後に第１の再生有無情報Ｌ１をバックアップ用に再度記録
する。また中央処理ユニット３は、第１の参照順序規定情報ＬＣ１を生成し、これを記録
再生部８により予約領域Ｒ４に記録する。
【００２７】
　これに加え中央処理ユニット３は、記録再生部８により、第２の再生有無情報Ｌ２をバ
ックアップ用に記録するための領域（以下、これを第７の記録領域と呼ぶ）Ｒ７を確保す
る。
【００２８】
　中央処理ユニット３は、図２（Ｄ）に示すように、再び動画撮影命令が入力されると、
記録再生部８により、第５の記録領域Ｒ５及び第６の記録領域Ｒ６を確保してから、被写
体を動画撮影して生成した記録データＲＤを追記する。また中央処理ユニット３は、図２
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（Ｅ）に示すように、追記した記録データＲＤに対応する第１の再生有無情報Ｌ１を生成
し、記録再生部８により、第５の記録領域Ｒ５に追記すると共に、記録データＲＤの後に
バックアップとして第１の再生有無情報Ｌ１を再度追記し、その後に第７の記録領域Ｒ７
を再び確保する。このとき中央処理ユニット３は、既に記録している１個目の第１の再生
有無情報Ｌ１に続いて、追記した２個目の第１の再生有無情報Ｌ１も参照するように第１
の参照順序規定情報ＬＣ１を更新する。
【００２９】
　このようにして中央処理ユニット３は、記録データＲＤを光ディスクのデータ記録面に
追記する毎に、当該記録データＲＤに対応する第１の再生有無情報Ｌ１を生成して追記し
、当該追記した第１の再生有無情報Ｌ１も参照するように第１の参照順序規定情報ＬＣ１
を更新すると共に、後述する再生順序編集処理において生成される第２の再生有無情報Ｌ
２の記録用の第６の記録領域Ｒ６及び第７の記録領域Ｒ７を予め確保する。
【００３０】
　ここで中央処理ユニット３は、光ディスクの中間状態において、操作部４に対する操作
に応じて当該操作部４から記録データＲＤの再生順序を編集する再生順序編集命令が入力
されると、光ディスクに記録した記録データＲＤの再生順序を編集する再生順序編集処理
を開始する。中央処理ユニット３は、かかる再生順序編集処理時、記録再生部８により、
第１の参照順序規定情報ＬＣ１と全ての第１の再生有無情報Ｌ１とを読み出す。
【００３１】
　第１の再生有無情報Ｌ１は、図３に示すように、ＰＧＣ（Program Chain）とも呼ばれ
、ＰＴＴ（Part of Title）やチャプタと呼ばれる１つ又は複数の単位データ再生指定情
報Ｃと、プリコマンドと呼ばれる再生時指示情報ＰｒＣと、ポストコマンドと呼ばれる再
生後指示情報ＰｏＣとから構成される。
【００３２】
　単位データ再生指定情報Ｃは、光ディスクの記録面に所定単位毎に記録されている記録
データＲＤの再生用に当該記録データＲＤを所定単位毎に指定するセルと呼ばれる情報（
以下、これを単位再生指定情報呼ぶ）ＣＬが連続して複数集まって構成されており、当該
複数の単位再生指定情報ＣＬにより指定される連続する複数の所定単位毎の記録データＲ
Ｄ（以下、これを単位データと呼ぶ）を再生用にまとめて指定する情報である。この単位
データ再生指定情報Ｃは、第１の再生有無情報Ｌ１により再生の有無が規定されるように
なされている。また単位再生指定情報ＣＬには、セルコマンドと呼ばれる次の参照先（こ
の場合、他の単位データ再生指定情報Ｃや第１の参照順序規定情報ＬＣ１）を示す情報（
以下、これを参照先情報と呼ぶ）ＣＣが記述可能であり、何も記述されていない場合には
続けて次の単位再生指定情報ＣＬを処理するようになされている。
【００３３】
　再生時指示情報ＰｒＣには、第１の再生有無情報Ｌ１の識別用の情報と、再生を開始す
る単位データ再生指定情報Ｃの参照用の情報とが記述されている。再生後指示情報ＰｏＣ
には、各単位データ参照情報Ｃにより参照される単位データを再生した後に実行される命
令等を記述可能であり、一般的には参照先情報ＣＣと同様に次の参照先を示す情報が記述
される。
【００３４】
　これにより中央処理ユニット３は、再生順序編集処理時、第１の参照順序規定情報ＬＣ
１に規定されている順序に従って第１の再生有無情報Ｌ１を順に参照し、当該第１の再生
有無情報Ｌ１を参照する毎に、第１の再生有無情報Ｌ１の単位データ参照情報Ｃに指定さ
れる記録データＲＤの単位データを順次特定する。そして中央処理ユニット３は、例えば
、特定した単位データを構成する複数のフレーム画像データのうち先頭のフレーム画像デ
ータ（以下、これを先頭フレーム画像データと呼ぶ）を読み出し、当該読み出したフレー
ム画像データ基づくフレーム画像を表示部１０に順次表示させることにより、現時点に光
ディスクに記録されている記録データＲＤの単位データ毎の再生順序をユーザに提示する
。実際上、光ディスクには、記録データＲＤが記録された順序に応じて生成された複数の
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第１の再生有無情報Ｌ１と第１の参照順序規定情報ＬＣ１とが記録されている。従って中
央処理ユニット３は、記録データＲＤの記録順序に応じた再生順序（以下、これをオリジ
ナル再生順序と呼ぶ）をユーザに提示するようになされている。
【００３５】
　中央処理ユニット３は、操作部４に対する操作に応じて当該操作部４から記録データＲ
Ｄの単位データ毎の再生順序が編集されると、当該編集された再生順序（以下、これを編
集再生順序と呼ぶ）に対応する第２の再生有無情報Ｌ２を記録データＲＤ毎に生成する。
そして中央処理ユニット３は、図２（Ｆ）に示すように、記録再生部８により、それぞれ
の記録データＲＤに対応する第６の記録領域Ｒ６に第２の再生有無情報Ｌ２を記録すると
共に、それぞれの記録データＲＤに対応する第７の記録領域Ｒ７に第２の再生有無情報Ｌ
２をバックアップ用に再度記録する。また中央処理ユニット３は、第２の再生有無情報Ｌ
２の参照の順序を規定する第２の参照順序規定情報ＬＣ２を生成する。そして中央処理ユ
ニット３は、記録再生部８により、第１の参照順序規定情報ＬＣ１を記録している領域（
すなわち第４の記録領域Ｒ４）に第２の参照順序規定情報ＬＣ２を追記する。すなわち中
央処理ユニット３は、記録データＲＤの再生順序の編集結果としての編集再生順序に応じ
た第２の再生有無情報Ｌ２と、第２の参照順序規定情報ＬＣ２とを生成し、これを記録再
生部８により光ディスクに記録して再生順序編集処理を終了する。因みに、中央処理ユニ
ット３は、再生順序編集命令が入力される毎に再生順序編集処理を実行し、編集再生順序
に応じた複数の第２の再生有無情報Ｌ２と、第２の参照順序規定情報ＬＣ２とを新たに生
成する。そして中央処理ユニット３は、記録再生部８により、新たに生成した第２の再生
有無情報Ｌ２を対応する第６の記録領域Ｒ６及び第７の記録領域Ｒ７にその度に追記する
と共に、新たに生成した第２の参照順序規定情報ＬＣ２を第４の記録領域Ｒ４にその度に
追記するようになされている。
【００３６】
　このとき光ディスクには、編集再生順序に応じた複数の第２の再生有無情報Ｌ２と、第
２の参照順序規定情報ＬＣ２とが記録されていると共に、オリジナル再生順序に応じた複
数の第１の再生有無情報Ｌ１と、第１の参照順序規定情報ＬＣ１もそのまま記録されてい
る。これにより中央処理ユニット３は、再生順序編集処理後の光ディスクを再生するとき
、第１の再生有無情報Ｌ１と第１の参照順序規定情報ＬＣ１とに従い、オリジナル再生順
序で当該記録データＲＤを再生できると共に、第２の再生有無情報Ｌ２と第２の参照順序
規定情報ＬＣ２とに従い、編集再生順序で記録データＲＤを再生できる。そして、かかる
光ディスクを他の再生機器で再生する場合には、第１の再生有無情報Ｌ１と第１の参照順
序規定情報ＬＣ１とに従ってオリジナル再生順序で再生できるようになされており、中間
状態における光ディスクの再生互換性が保たれている。
【００３７】
　ここでビデオカメラ１は、光ディスクの中間状態において、再生順序編集命令が入力さ
れると、光ディスクに記録した記録データＲＤの再生順序を編集する図４に示すような再
生順序編集処理ＲＴ１を開始する。中央処理ユニット３は、かかる再生順序編集処理手順
ＲＴ１を開始すると、ステップＳＰ１において、記録データＲＤの単位データ毎の再生順
序の編集に応じて、第２の再生有無情報Ｌ２と第２の参照順序規定情報ＬＣ２とを生成し
、次のステップＳＰ２へ移る。
【００３８】
　ステップＳＰ２において中央処理ユニット３は、第２の再生有無情報Ｌ２を光ディスク
に記録し、次のステップＳＰ３へ移る。
【００３９】
　ステップＳＰ３において中央処理ユニット３は、第２の参照順序規定情報ＬＣ２を光デ
ィスクに記録し次のステップＳＰ４に移り、かかる再生順序編集処理手順ＲＴ１を終了す
る。
【００４０】
　このような再生順序編集処理手順ＲＴ１によって、ビデオカメラ１は、光ディスクに記
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録した記録データＲＤの再生順序を編集するようになされている。
【００４１】
　これに加え、中央処理ユニット３は、操作部４に対する操作に応じて当該操作部４から
、光ディスクに対し最終的に装置間で共通なデータ管理情報を記録させるファイナライズ
処理命令が入力されると、光ディスクに対し最終的に装置間で共通なデータ管理情報を記
録させるファイナライズ処理を開始する。
【００４２】
　中央処理ユニット３は、かかるファイナライズ処理時、記録再生部８により光ディスク
から、全ての第１の再生有無情報Ｌ１を読出し、これを第２の再生有無情報Ｌ２として対
応する第６の記録領域Ｒ６及び第７の記録領域Ｒ７に追記する。そして中央処理ユニット
３は、追記した複数の第２の再生有無情報Ｌ２に応じた第２の参照順序規定情報ＬＣ２を
生成し、記録再生部８により、これを第４の記録領域Ｒ４に追記する。これにより中央処
理ユニット３は、複数の第１の再生有無情報Ｌ１と、第１の参照順序規定情報ＬＣ１とに
より規定されるオリジナル再生順序を、複数の第２の再生有無情報Ｌ２と第２の参照順序
規定情報ＬＣ２とにより規定される複数の編集再生順序のうちの１つとして設定する。
【００４３】
　次いで中央処理ユニット３は、記録再生部８により、光ディスクの第４の記録領域Ｒ４
から全ての第２の参照順序規定情報ＬＣ２を読み出し、当該読み出した全ての第２の参照
順序規定情報ＬＣ２を基にして、データ管理情報ＤＫを生成する。そして中央処理ユニッ
ト３は、記録再生部８により、データ管理情報ＤＫを光ディスクの第２の記録領域Ｒ２に
記録する。すなわち中央処理ユニット３は、光ディスクのファイナライズ状態において、
第２の再生有無情報Ｌ２の参照順序を規定可能なデータ管理情報ＤＫを生成すると共に、
当該生成したデータ管理情報ＤＫを記録再生部８により光ディスクに記録する。
【００４４】
　ここで中央処理ユニット３は、記録再生部８により、光ディスクからデータ管理情報Ｄ
Ｋと、オリジナル再生順序及び複数の編集再生順序にそれぞれ対応する第２の再生有無情
報Ｌ２とを全て読み出す。そして中央処理ユニット３は、図５に示すように、データ管理
情報ＤＫに規定される第２の再生有無情報Ｌ２を順に参照すると共に、かかる第２の再生
有無情報Ｌ２に指定される単位データ参照情報Ｃを参照することにより、記録データＲＤ
のオリジナル再生順序や複数の編集再生順序をそれぞれ特定し、当該特定したオリジナル
再生順序に応じた記録データＲＤの再生用のプレイリスト（以下、これをオリジナルプレ
イリストと呼ぶ）と、特定した複数の編集再生順序に応じた記録データＲＤの再生用の複
数のプレイリスト（以下、これを編集プレイリストと呼ぶ）とをそれぞれ形成する。そし
て中央処理ユニット３は、図２（Ｇ）に示すように、オリジナルプレイリスト及び複数の
編集プレイリストにそれぞれ応じた複数の再生指示画面の表示用の再生指示画面表示デー
タＭＤを生成し、当該生成した再生指示画面表示データＭＤを記録再生部８により第３の
記録領域Ｒ３に記録する。
【００４５】
　また中央処理ユニット３は、ＵＤＦファイルシステムに準じたファイル管理情報Ｆを生
成し、当該生成したファイル管理情報Ｆを記録再生部８により第１の記録領域Ｒ１に記録
する。そして中央処理ユニット３は、光ディスクに対して今後は書込み禁止であることを
示す所定のデータを記録するボーダクローズと呼ばれる処理を行う。
【００４６】
　このようにして中央処理ユニット３は、光ディスクに対し最終的に他の再生機器との間
で共通なデータ管理情報ＤＫを記録し、ファイナライズ処理を終了する。
【００４７】
　そして中央処理ユニット３は、ファイナライズ状態の光ディスクから記録データＲＤを
読み出して再生する動画像再生処理時、操作部４に対する操作に応じて当該操作部４から
記録データＲＤを再生する動画再生命令が入力されると、記録再生部８により、光ディス
クから再生指示画面表示データＭＤを読み出す。また中央処理ユニット３は、読み出した
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再生指示画面表示データＭＤに基づく再生指示画面を表示部１０に表示させることにより
、オリジナルプレイリスト及び複数の編集プレイリストにそれぞれ応じた再生順序をユー
ザに提示する。
【００４８】
　実際上、中央処理ユニット３は、図６（Ａ）に示すように、例えばオリジナルプレイリ
ストに応じた再生指示画面（以下、これをオリジナル再生指示画面と呼ぶ）２０ａを表示
部１０に表示させる。かかるオリジナル再生指示画面２０ａには、オリジナル再生順序に
対応するデータ管理情報ＤＫと第２の再生有無情報Ｌ２とにより順次特定される複数の単
位データの先頭フレーム画像データに基づく、再生用に単位データを選択するための複数
の先頭フレーム画像（以下、これをチャプタ選択画像と呼ぶ）ＣＭが表示される。またオ
リジナル再生指示表示画面２０ａの下部には、ページ選択ボタンＮが表示されており、選
択された再生順序（この場合、オリジナル再生順序）に対応する複数のチャプタ選択画像
ＣＭが１つのオリジナル再生指示画面２０ａに表示できない場合に、残りのチャプタ選択
画像を表示する別のオリジナル再生指示画面２０ａをページとして選択可能なようになさ
れている。
【００４９】
　また表示部１０は、その表示画面に触れることで所定の命令を入力可能なタッチパネル
であり、オリジナル再生指示画面２０ａのチャプタ選択画像ＣＭやページ選択ボタンＮ等
と対応付けられている。
【００５０】
　これにより中央処理ユニット３は、表示部１０に表示させているオリジナル再生指示画
面２０ａのページ選択ボタンＮと複数のチャプタ選択画像ＣＭとに対応する操作部４のタ
ッチパネルで、所望のチャプタ選択画像ＣＭをユーザに選択させる。
【００５１】
　またオリジナル再生指示画面２０ａの上部には、例えば「Ｏｒｉｇｉｎａｌ」という文
字列を表示することにより、現時点で表示部１０に表示されている再生指示画面がオリジ
ナル再生指示画面２０ａであることを表示可能な、情報表示ウインド２１が表示されてい
る。さらにオリジナル再生指示画面２０ａの下部には、現時点で表示部１０に表示されて
いるオリジナル再生指示画面２０ａと、編集プレイリストに応じた再生指示画面（以下、
これを編集再生指示画面と呼ぶ）２０ｂとの間で再生指示画面を相互に切り替えるための
再生指示画面切換ボタンＫが表示されている。
【００５２】
　これにより中央処理ユニット３は、図６（Ｂ）に示すように、表示部１０に表示させて
いるオリジナル再生指示画面２０ａの再生指示画面切換ボタンＫが選択された場合には、
オリジナル再生指示画面２０ａに換えるようにして編集再生指示画面２０ｂを表示部１０
に表示させる。かかる編集再生指示画面２０ｂには、図７に示すように、例えば被写体を
動画撮影した日時に応じて再生順序が編集されていた場合には、被写体を動画撮影した日
時に記録した記録データＲＤの単位データに対応するチャプタ選択画像ＣＭが表示される
ようになされている。
【００５３】
　このようにして中央処理ユニット３は、オリジナル再生指示画面２０ａや編集再生指示
画面２０ｂを表示部１０に表示させ、再生するチャプタ選択画像ＣＭをユーザに選択させ
る。そして中央処理ユニット３は、操作部４のタッチパネルへの操作に応じて当該操作部
４から所定のチャプタ選択画像ＣＭが選択された場合には、当該選択されたチャプタ選択
画像ＣＭに対応する単位データ毎の記録データＲＤを記録再生部８により光ディスクから
読み出す。
【００５４】
　次いで中央処理ユニット３は、読み出した記録データＲＤから動画像ストリームと音声
ストリームとを分離する。そして中央処理ユニット３は、動画像ストリームと音声ストリ
ームとを動画像デコーダ１４に送出する。動画像デコーダ１４は、動画像ストリームを復
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号して動画像データを生成し、当該生成した動画像データを中央処理ユニット３に送出す
る。また動画像デコーダ１４は、音声ストリームも復号して音声データを生成し、当該生
成した音声データを中央処理ユニット３に送出する。中央処理ユニット３は、動画像デー
タを表示部１０に送出して動画像データに基づく動画像を表示させる。また中央処理ユニ
ット３は、音声データをＤ／Ａ（Digital to Analog）変換回路１５でデジタルアナログ
変換してスピーカ部１６に送出することにより、表示部１０における動画像の表示と同期
するようにしてスピーカ部１６から音声データに基づく音声を出力させる。因みに中央処
理ユニット３は、音声データＶＤをスピーカ部１６の代わりにＡ／Ｄ変換回路１５から外
部のヘッドホン等に送出することにより、スピーカ部１６で音声を出力する代わりに、外
部のヘッドホン等から音声を出力させることもできる。
【００５５】
　このようにして中央処理ユニット３は、光ディスクから記録データＲＤを読み出し、当
該読み出した記録データＲＤを再生する。
【００５６】
　ここでビデオカメラ１は、光ディスクの中間状態において、ファイナライズ処理命令が
入力されると、光ディスクに対し最終的に他の再生機器との間で共通なデータ管理情報Ｄ
Ｋを記録する図８に示すようなファイナライズ処理手順ＲＴ２を開始する。中央処理ユニ
ット３は、かかるファイナライズ処理手順ＲＴ２を開始すると、ステップＳＰ１１におい
て、第２の参照順序規定情報ＬＣ２を基にしてデータ管理情報ＤＫを生成し、次のステッ
プＳＰ１２へ移る。
【００５７】
　ステップＳＰ１２において中央処理ユニット３は、データ管理情報ＤＫを、記録再生部
８により光ディスクに記録し、次のステップＳＰ１３に移る。
【００５８】
　ステップＳＰ１３において中央処理ユニット３は、第２の参照順序規定情報ＬＣ２と第
２の再生有無情報Ｌ２とにより規定された再生順序に対応するプレイリストを形成し、か
かるプレイリストに応じた再生指示画面表示データＭＤを生成し、次のステップＳＰ１４
へ移る。
【００５９】
　ステップＳＰ１４において中央処理ユニット３は、再生指示画面表示データＭＤを、記
録再生部８により光ディスクに記録し、次のステップＳＰ１５に移る。
【００６０】
　ステップＳＰ１５において中央処理ユニット３は、ＵＤＦファイルシステムに準じたフ
ァイル管理情報Ｆを生成し、これを記録再生部８により光ディスクに記録し、次のステッ
プＳＰ１６に移る。
【００６１】
　ステップＳＰ１６において中央処理ユニット３は、光ディスクに対して今後は書込み禁
止であることを示す所定のデータを記録し、次のステップＳＰ１７に移り、かかるファイ
ナライズ処理手順ＲＴ２を終了する。
【００６２】
　このようなファイナライズ処理手順ＲＴ２によって、ビデオカメラ１は、光ディスクに
対し最終的に他の再生機器との間で共通なデータ管理情報ＤＫを記録するようになされて
いる。
【００６３】
　以上の構成においてビデオカメラ１は、被写体を動画撮影して生成した記録データＲＤ
を、光ディスクに記録するとき、複数の第２の再生有無情報Ｌ２の記録用の第６の記録領
域Ｒ６及び第７の記録領域Ｒ７を予め確保しつつ、記録データＲＤと、当該記録データＲ
Ｄのオリジナル再生順序に応じた複数の第１の再生有無情報Ｌ１と、第１の参照順序規定
情報ＬＣ１とを光ディスクに記録する。そしてビデオカメラ１は、光ディスクの中間状態
において、記録データＲＤの単位データ毎の再生順序が編集されると、当該編集された編
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集再生順序に対応する複数の第２の再生有無情報Ｌ２を生成し、これを対応する記録デー
タＲＤの第６の記録領域Ｒ６及び第７の記録領域Ｒ７に記録すると共に、複数の第２の再
生有無情報Ｌ２の参照の順序を規定する第２の参照順序規定情報ＬＣ２を生成し、これを
第１の参照順序規定情報ＬＣ１を記録している第４の記録領域Ｒ４に追記する。
【００６４】
　従ってビデオカメラ１は、記録データＲＤの再生順序を編集するとき、第２の再生有無
情報Ｌ２の記録用の第６の記録領域Ｒ６及び第７の記録領域Ｒ７を予め確保したことによ
り、編集再生順序に応じて生成した複数の第２の再生有無情報Ｌ２と、第２の参照順序規
定情報ＬＣ２とを光ディスクに記録するだけで、記録データＲＤの再生順序を編集できる
。
【００６５】
　またビデオカメラ１は、記録データＲＤの単位データ毎の再生順序を編集するとき、オ
リジナル再生順序に応じた複数の第１の再生有無情報Ｌ１と、第１の参照順序規定情報Ｌ
Ｃ１とを残して、編集再生順序に応じて生成した複数の第２の再生有無情報Ｌ２と、第２
の参照順序規定情報ＬＣ２とを光ディスクに記録するようにしたことにより、中間状態の
光ディスクを他の再生機器で再生する場合に必要な複数の第１の再生有無情報Ｌ１と、第
１の参照順序規定情報ＬＣ１とを光ディスクに残すことができ、その結果、中間状態にお
ける光ディスクの他の再生機器との間の再生互換性を保つことができる。
【００６６】
　以上の構成によれば、ビデオカメラ１は、光ディスクに対し複数の記録データＲＤを記
録したときに、光ディスクに対し記録された複数の記録データＲＤそれぞれの再生の有無
を示す複数の第１の再生有無情報Ｌ１を生成して、複数の第１の再生有無情報Ｌ１の参照
の順序を規定する第１の参照順序規定情報ＬＣ１を生成すると共に、記録再生部８により
光ディスクに対し記録された複数の記録データＲＤそれぞれの再生の有無を示す複数の第
２の再生有無情報Ｌ２を生成して、複数の第２の再生有無情報Ｌ２の参照の順序を規定す
る第２の参照順序規定情報ＬＣ２を生成し、光ディスクに対し記録データＲＤが記録され
てから、他のデータ再生装置でも光ディスクから記録データＲＤを再生し得るようにする
ために当該光ディスクに対し最終的に装置間で共通なデータ管理情報ＤＫを記録させるま
での間に、光ディスクに対し複数の第１の再生有無情報Ｌ１と、第１の参照順序規定情報
ＬＣ１とを記録させた後、複数の第２の再生有無情報Ｌ２と、第２の参照順序規定情報Ｌ
Ｃ２とを記録させるように制御するようにした。これによりビデオカメラ１は、複数の記
録データＲＤに対する再生順序を編集するとき、複数の第２の再生有無情報Ｌ２及び第２
の参照順序規定情報ＬＣ２を生成して記録するだけで再生順序を編集することができ、か
くして、複数の記録データに対する再生順序の編集処理の手間を低減することができる。
【００６７】
　またビデオカメラ１は、光ディスクに対し複数の第２の再生有無情報Ｌ２を記録するた
めの複数の第６の記録領域Ｒ６及び第７の記録領域Ｒ７を確保させた状態で、複数の記録
データＲＤと共に、複数の第１の再生有無情報Ｌ１と、第１の参照順序規定情報ＬＣ１と
を記録させた後、複数の第６の記録領域Ｒ６及び第７の記録領域Ｒ７に複数の第２の再生
有無情報Ｌ２を記録させるようにした。これによりビデオカメラ１は、複数の記録データ
ＲＤに対する再生順序を編集し、当該編集した編集再生順序に応じて生成した複数の第２
の再生有無情報Ｌ２を光ディスクに記録するとき、第２の再生有無情報Ｌ２を記録する領
域を予め確保しているので、かかる第２の再生有無情報Ｌ２を確実に記録することができ
、かくして、光ディスクに記録した記録データを編集できる状態を保障することができる
。
【００６８】
　さらにビデオカメラ１は、光ディスクに対し複数の記録データＲＤと共に、複数の第１
の再生有無情報Ｌ１と、第１の参照順序規定情報ＬＣ１とを記録させた後、当該第１の参
照順序規定情報ＬＣ１の記録に使用させた所定の第４の記録領域Ｒ４に、第２の参照順序
規定情報ＬＣ２を追加で記録させるようにした。これによりビデオカメラ１は、複数の記
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録データＲＤに対する再生順序を編集し、当該編集した編集再生順序に応じて生成した第
２の参照順序規定情報ＬＣ２を光ディスクに記録するとき、余計な記録領域を使わずに第
２の参照順序規定情報ＬＣ２を記録することができ、かくして、光ディスクの記録領域を
有効に使うことができる。
【００６９】
　さらにビデオカメラ１は、複数の記録データＲＤが記録された光ディスクに対し、複数
の第１の再生有無情報Ｌ１と、第１の参照順序規定情報ＬＣ１と、複数の第２の再生有無
情報Ｌ２と、第２の参照順序規定情報ＬＣ２とを記録させた後、当該光ディスクに対し最
終的に第２の参照順序規定情報ＬＣ２に基づいて生成したデータ管理情報ＤＫを再び記録
させるようにした。これによりビデオカメラ１は、光ディスクのファイナライズ処理を行
うとき、中間状態における記録データＲＤの再生順序の編集結果をファイナライズ状態の
光ディスクに的確に反映させることができ、かくして、ファイナライズ状態において、編
集した再生順序に応じて記録データを再生することができる。
【００７０】
　なお上述した実施の形態においては、被写体を動画撮影して生成したプログラムストリ
ームを記録データとして光ディスクに記録するようにした場合について述べたが、本発明
はこれに限らず、音声データ、画像データやテキストデータ等の他の記録データを広く適
用するようにしても良い。
【００７１】
　また上述した実施の形態においては、ＤＶＤ-ＲＷに対してＤＶＤビデオ規格に従って
記録データを記録するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、ＤＶＤ
ビデオ規格と同様な規格に従って記録データを記録するのであれば、ＤＶＤ-ＲＡＭ（Ran
dom Access Memory）や、ＣＤ（Compact disc）、Ｂｌｕｅ-ｒａｙ　Ｄｉｓｋ（商標）、
半導体メモリ、ハードディスク等の他の書き換え可能な記録媒体を広く適用しても良い。
また、書き換え不可のＣＤ-Ｒ（Recordable）やＤＶＤ-Ｒ（Recordable）等であっても、
中間状態管理情報としての第１の参照順序規定情報ＬＣ１を記録する第２の記録領域Ｒ２
を複数設け、記録データＲＤを光ディスクに記録する毎に新たに第１の参照順序規定情報
ＬＣ１を生成して第２の記録領域Ｒ２に記録し、光ディスクに記録されている複数の第１
の参照順序規定情報ＬＣ１のうち、最新の第１の参照順序規定情報ＬＣ１を用いるように
すれば、上述の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【００７２】
　さらに上述した実施の形態においては、連続する複数の単位再生指定情報ＣＬにより指
定される連続する複数の所定単位毎の記録データＲＤを単位データとするようにした場合
について述べたが、本発明はこれに限らず、単位再生指定情報ＣＬにより指定される所定
単位毎の記録データＲＤを単位データとしても良い。
【００７３】
　さらに上述した実施の形態においては、記録データＲＤの編集再生順序に応じた第２の
再生有無情報Ｌ２を記録するための第６の記録領域Ｒ６及び第７の記録領域Ｒ７を光ディ
スクに確保するようにした場合について述べたが、これに加えて、例えば、記録データＲ
Ｄに付加するエフェクトデータを後で追記可能なように記録領域を確保する等、他のデー
タを記録する記録領域を確保するようにしても良い。この場合、ビデオカメラ１は、光デ
ィスクの中間状態を有効利用することができる。
【００７４】
　さらに上述した実施の形態においては、本発明によるデータ記録装置を、図１乃至図８
について上述したビデオカメラ１に適用するようにした場合について述べたが、本発明は
これに限らず、カメラ付携帯電話機やデジタルスチルカメラ、パーソナルコンピュータ、
ＤＶＤレコーダ、ハードディスクレコーダ等のように、この他種々のデータ記録装置に広
く適用することができる。
【００７５】
　さらに上述した実施の形態においては、記録媒体に対し複数の記録データを記録する記
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録部として、図１乃至図８について上述した記録再生部８を適用するようにした場合につ
いて述べたが、本発明はこれに限らず、記録媒体に対する記録データの記録再生ができる
のであれば、外部記録装置等であっても良い。
【００７６】
　さらに上述した実施の形態においては、記録部により記録媒体に対し記録された複数の
記録データそれぞれの再生の有無を示す複数の第１の再生有無情報を生成する第１の再生
有無情報生成部として、図１乃至図８について上述した中央処理ユニット３を適用するよ
うにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、記録部により記録媒体に対し記
録された複数の記録データそれぞれの再生の有無を示す複数の第１の再生有無情報を生成
する第１の再生有無情報生成回路等のように、この他種々の再生有無情報生成部を広く適
用することができる。
【００７７】
　さらに上述した実施の形態においては、複数の第１の再生有無情報の参照の順序を規定
する第１の参照順序規定情報を生成する第１の参照順序規定情報生成部として、図１乃至
図８について上述した中央処理ユニット３を適用するようにした場合について述べたが、
本発明はこれに限らず、複数の第１の再生有無情報の参照の順序を規定する第１の参照順
序規定情報を生成する第１の参照順序規定情報生成回路等のように、この他種々の第１の
参照順序規定情報生成部を広く適用することができる。
【００７８】
　さらに上述した実施の形態においては、記録部により記録媒体に対し記録された複数の
記録データそれぞれの再生の有無を示す複数の第２の再生有無情報を生成する第２の再生
有無情報生成部として、図１乃至図８について上述した中央処理ユニット３を適用するよ
うにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、記録部により記録媒体に対し記
録された複数の記録データそれぞれの再生の有無を示す複数の第２の再生有無情報を生成
する第２の再生有無情報生成回路等のように、この他種々の第２の再生有無情報生成部を
広く適用することができる。
【００７９】
　さらに上述した実施の形態においては、複数の第２の再生有無情報の参照の順序を規定
する第２の参照順序規定情報を生成する第２の参照順序規定情報生成部として、図１乃至
図８について上述した中央処理ユニット３を適用するようにした場合について述べたが、
本発明はこれに限らず、複数の第２の再生有無情報の参照の順序を規定する第２の参照順
序規定情報を生成する第２の参照順序規定情報生成回路等のように、この他種々の第２の
参照順序規定情報生成部を広く適用することができる。
【００８０】
　さらに上述した実施の形態においては、記録媒体に対し記録データが記録されてから、
他のデータ再生装置でも記録媒体から記録データを再生し得るようにするために当該記録
媒体に対し最終的に装置間で共通なデータ管理情報を記録させるまでの間に、記録媒体に
対し複数の第１の再生有無情報と、第１の参照順序規定情報とを記録させた後、複数の第
２の再生有無情報と、第２の参照順序規定情報とを記録させるように記録部を制御する制
御部として、図１乃至図８について上述した中央処理ユニット３を適用するようにした場
合について述べたが、本発明はこれに限らず、記録媒体に対し記録データが記録されてか
ら、他のデータ再生装置でも記録媒体から記録データを再生し得るようにするために当該
記録媒体に対し最終的に装置間で共通なデータ管理情報を記録させるまでの間に、記録媒
体に対し複数の第１の再生有無情報と、第１の参照順序規定情報とを記録させた後、複数
の第２の再生有無情報と、第２の参照順序規定情報とを記録させるように記録部を制御す
る制御回路等のように、この他種々の制御部を広く適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００８１】
　本発明は、複数の記録データに対する再生順序を編集処理するビデオカメラ等のデータ
記録装置に利用することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】本発明によるビデオカメラの回路構成を示すブロック図である。
【図２】記録データ記録の様子を示す略線図である。
【図３】ＰＧＣの構成の説明に供する略線図である。
【図４】再生順序編集処理手順を示すフローチャートである。
【図５】記録データの再生順序の説明に供する略線図である。
【図６】再生指示画面（１）の説明に供する略線図である。
【図７】再生指示画面（２）の説明に供する略線図である。
【図８】ファイナライズ処理手順を示すフローチャートである。
【図９】ＤＶＤビデオ規格による記録データの記録の様子を示す略線図である。
【図１０】従来の記録データの記録の様子を示す略線図である。
【符号の説明】
【００８３】
　１……ビデオカメラ、３……中央処理ユニット、８……記録再生部、Ｃ・・・・・・単
位データ、ＤＫ……データ管理情報、Ｌ１……第１の再生有無情報、Ｌ２……第２の再生
有無情報Ｌ２、ＬＣ１……第１の参照順序規定情報ＬＣ１、ＬＣ２……第２の参照順序規
定情報ＬＣ２、ＲＤ・・・・・・記録データ、ＲＴ１……再生順序編集処理手順、ＲＴ２
……ファイナライズ処理手順。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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