
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所望のファイルを記録媒体に記録する記録装置において、
　前記ファイル及びフォルダの抜粋情報により、前記記録媒体に記録した前記ファイルの
インデックスファイルを生成 するインデックスファイル生成 手段を備え、
　前記インデックスファイ
　前記抜粋情報 その抜粋情報の種類毎にグループ化 、
　前記抜粋情報のうちの前記ファイルの属性情報を割り当ててなるプロパティのグループ
とは異なるグループにおいては、１つの前記ファイル又は前記フォルダの前記抜粋情報
１個又は複数個の固定長のスロットに割り当
　前記プロパティのグループにおいては、少なくとも前記異なるグループのスロットに対
応するスロットを有するように、１つの前記ファイル又は前記フォルダの前記抜粋情報
１個又は複数個の固定長のスロットに割り当て
　前記プロパティのグループの各スロットに 、自身のスロット及び前記異なるグループ
の対応するスロットの管理情報 設定 、
　前記管理情報には、少なくとも前記異なるグループの対応するスロットを特定するスロ
ット番号と、前記異なるグループの対応するスロット及び自身のスロットの有効無効を示
す有効無効情報と 設定 、
　前記プロパティのグループのヘッダに

前記有効無効情報により有効に設定されてなる最後尾のスロットを特定する最後尾有
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、更新 更新
ルは、

が され

が
てられ、
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が され
は、前記プロパティのグループのスロットの総数

と、



効スロット番号が設定 、
　
　

　

　

　ことを特徴とする記録装置。
【請求項２】
　前記インデックスファイルを前記記録媒体から再生する際に、前記最後尾のスロットよ
り末尾側の前記スロットの再生を中止する
　ことを特徴とする請求項１に記載の記録装置。
【請求項３】
　前記ヘッダに設定された前記最後尾有効スロット番号に基づいて、前記プロパティのグ
ループの前記最後尾の スロットまでをまとめて記録媒体から再生してメモリに保持
し、
　前記メモリに保持した情報に基づいて、前記記録媒体を再生する
　ことを特徴とする請求項２に記載の記録装置。
【請求項４】
　記録媒体に記録された複数のファイルに係る ファイル管
理方法において、
　
　前記抜粋情報 その抜粋情報の種類毎にグループ化 、
　前記抜粋情報のうちの前記ファイルの属性情報を割り当ててなるプロパティのグループ
とは異なるグループにおいては、１つの前記ファイル又は前記フォルダの前記抜粋情報
１個又は複数個の固定長のスロットに割り当
　前記プロパティのグループにおいては、少なくとも前記異なるグループのスロットに対
応するスロットを有するように、１つの前記ファイル又は前記フォルダの前記抜粋情報
１個又は複数個の固定長のスロットに割り当て
　前記プロパティのグループの各スロットに 、自身のスロット及び前記異なるグループ
の対応するスロットの管理情報 設定 、
　前記管理情報には、少なくとも前記異なるグループの対応するスロットを特定するスロ
ット番号と、前記異なるグループの対応するスロット及び自身のスロットの有効無効を示
す有効無効情報と 設定 、
　前記プロパティのグループのヘッダに

前記有効無効情報により有効に設定されてなる最後尾のスロットを特定する最後尾有
効スロット番号が設定 、
　 、
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され
前記インデックスファイル生成更新手段は、
前記記録媒体に何ら前記ファイル、前記フォルダが記録されていない状態で、前記各グ

ループにそれぞれ所定個数のスロットを割り当て、前記有効無効情報の全てを無効に設定
すると共に、該有効無効情報の設定に対応するように前記最後尾スロット番号を設定して
前記インデックスファイルを生成し、該生成したインデックスファイルを前記記録媒体に
記録し、

前記記録媒体への前記ファイルの記録に対応して、該ファイルから抜粋情報を取得し、
前記有効無効情報が無効に設定されている前記スロットに、該取得した前記抜粋情報及び
対応する前記管理情報を記録して前記有効無効情報を有効に設定すると共に、該有効無効
情報の設定に対応するように前記最後尾スロット番号を更新して前記記録媒体に記録され
た前記インデックスファイルを更新し、

前記記録媒体からの前記ファイルの削除に対応して、対応する前記スロットの前記有効
無効情報を無効に設定すると共に、該有効無効情報の設定に対応するように前記最後尾ス
ロット番号を更新して前記記録媒体に記録された前記インデックスファイルを更新する

有効な

インデックスファイルを用いた

前記インデックスファイルは、
が され

が
てられ、

が
られ、

は
が され

が され
は、前記プロパティのグループのスロットの総数

と、
され

前記ファイル管理方法は
前記記録媒体に何ら前記ファイル、前記フォルダが記録されていない状態で、前記各グ

ループにそれぞれ所定個数のスロットを割り当て、前記有効無効情報の全てを無効に設定
すると共に、該有効無効情報の設定に対応するように前記最後尾スロット番号を設定して
前記インデックスファイルを生成し、該生成したインデックスファイルを前記記録媒体に



　

　

　ことを特徴とするファイル管理方法。
【請求項５】
　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複数の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、
　
　前記抜粋情報 その抜粋情報の種類毎にグループ化 、
　前記抜粋情報のうちの前記ファイルの属性情報を割り当ててなるプロパティのグループ
とは異なるグループにおいては、１つの前記ファイル又は前記フォルダの前記抜粋情報
１個又は複数個の固定長のスロットに割り当
　前記プロパティのグループにおいては、少なくとも前記異なるグループのスロットに対
応するスロットを有するように、１つの前記ファイル又は前記フォルダの前記抜粋情報
１個又は複数個の固定長のスロットに割り当て
　前記プロパティのグループの各スロットに 、自身のスロット及び前記異なるグループ
の対応するスロットの管理情報 設定 、
　前記管理情報には、少なくとも前記異なるグループの対応するスロットを特定するスロ
ット番号と、前記異なるグループの対応するスロット及び自身のスロットの有効無効を示
す有効無効情報と 設定 、
　前記プロパティのグループのヘッダに

前記有効無効情報により有効に設定されてなる最後尾のスロットを特定する最後尾有
効スロット番号が設定 、
　 、
　

　

　

　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６】
　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複数の
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、
　
　前記抜粋情報 その抜粋情報の種類毎にグループ化 、
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記録し、
前記記録媒体への前記ファイルの記録に対応して、該ファイルから抜粋情報を取得し、

前記有効無効情報が無効に設定されている前記スロットに、該取得した前記抜粋情報及び
対応する前記管理情報を記録して前記有効無効情報を有効に設定すると共に、該有効無効
情報の設定に対応するように前記最後尾スロット番号を更新して前記記録媒体に記録され
た前記インデックスファイルを更新し、

前記記録媒体からの前記ファイルの削除に対応して、対応する前記スロットの前記有効
無効情報を無効に設定すると共に、該有効無効情報の設定に対応するように前記最後尾ス
ロット番号を更新して前記記録媒体に記録された前記インデックスファイルを更新する

インデックスファイルを用い
て

前記インデックスファイルは、
が され

が
てられ、

が
られ、

は
が され

が され
は、前記プロパティのグループのスロットの総数

と、
され

前記ファイル管理方法は
前記記録媒体に何ら前記ファイル、前記フォルダが記録されていない状態で、前記各グ

ループにそれぞれ所定個数のスロットを割り当て、前記有効無効情報の全てを無効に設定
すると共に、該有効無効情報の設定に対応するように前記最後尾スロット番号を設定して
前記インデックスファイルを生成し、該生成したインデックスファイルを前記記録媒体に
記録し、

前記記録媒体への前記ファイルの記録に対応して、該ファイルから抜粋情報を取得し、
前記有効無効情報が無効に設定されている前記スロットに、該取得した前記抜粋情報及び
対応する前記管理情報を記録して前記有効無効情報を有効に設定すると共に、該有効無効
情報の設定に対応するように前記最後尾スロット番号を更新して前記記録媒体に記録され
た前記インデックスファイルを更新し、

前記記録媒体からの前記ファイルの削除に対応して、対応する前記スロットの前記有効
無効情報を無効に設定すると共に、該有効無効情報の設定に対応するように前記最後尾ス
ロット番号を更新して前記記録媒体に記録された前記インデックスファイルを更新する

前記インデックスファイルは、
が され



　前記抜粋情報のうちの前記ファイルの属性情報を割り当ててなるプロパティのグループ
とは異なるグループにおいては、１つの前記ファイル又は前記フォルダの前記抜粋情報
１個又は複数個の固定長のスロットに割り当
　前記プロパティのグループにおいては、少なくとも前記異なるグループのスロットに対
応するスロットを有するように、１つの前記ファイル又は前記フォルダの前記抜粋情報
１個又は複数個の固定長のスロットに割り当て
　前記プロパティのグループの各スロットに 、自身のスロット及び前記異なるグループ
の対応するスロットの管理情報 設定 、
　前記管理情報には、少なくとも前記異なるグループの対応するスロットを特定するスロ
ット番号と、前記異なるグループの対応するスロット及び自身のスロットの有効無効を示
す有効無効情報と 設定 、
　前記プロパティのグループのヘッダに

前記有効無効情報により有効に設定されてなる最後尾のスロットを特定する最後尾有
効スロット番号が設定 、
　 、
　

　

　

　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】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、記録装置、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に関し、例えば光ディスク装置に適用することがで
きる。本発明は、プロパティのスロットに、有効無効を示す有効無効情報を設定し、プロ
パティのヘッダに、この有効無効情報により有効に設定したスロットの最後尾のスロット
を指し示す最後尾有効スロット番号を設定することにより、空きスロットによる無駄を低
減することができるようにする。
【０００２】
【従来の技術】
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
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は、前記プロパティのグループのスロットの総数

と、
され

前記ファイル管理方法は
前記記録媒体に何ら前記ファイル、前記フォルダが記録されていない状態で、前記各グ

ループにそれぞれ所定個数のスロットを割り当て、前記有効無効情報の全てを無効に設定
すると共に、該有効無効情報の設定に対応するように前記最後尾スロット番号を設定して
前記インデックスファイルを生成し、該生成したインデックスファイルを前記記録媒体に
記録し、

前記記録媒体への前記ファイルの記録に対応して、該ファイルから抜粋情報を取得し、
前記有効無効情報が無効に設定されている前記スロットに、該取得した前記抜粋情報及び
対応する前記管理情報を記録して前記有効無効情報を有効に設定すると共に、該有効無効
情報の設定に対応するように前記最後尾スロット番号を更新して前記記録媒体に記録され
た前記インデックスファイルを更新し、

前記記録媒体からの前記ファイルの削除に対応して、対応する前記スロットの前記有効
無効情報を無効に設定すると共に、該有効無効情報の設定に対応するように前記最後尾ス
ロット番号を更新して前記記録媒体に記録された前記インデックスファイルを更新する



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】
すなわちこれらの方法において、インデックスファイルは、管理対象ファイル等に係る情
報を抜粋して形成される抜粋情報をまとめた実データの部分と、この実データをアクセス
するのに必要な位置情報等をまとめた管理データの部分とにより構成される。
【０００６】
このうち実データの部分は、図９に示すように、抜粋情報をその抜粋情報の種類毎にグル
ープ化してまとめたデータ群であるサウンドエントリＥ１、テキストエントリＥ２、サム
ネイル画像エントリＥ３、プロパティエントリＥ４により構成される。ここでサウンドエ
ントリＥ１は、ディスクタイトル、各管理対象ファイルの内容を示す短時間のオーディオ
データによる抜粋情報が割り当てられ、先頭に、サウンドエントリＥ１であることを示す
サウンドエントリヘッダＳＨが設定され、抜粋情報をブロック化してなるサウンドエント
リスロットＳＥＳ０、ＳＥＳ１、ＳＥＳ２、……の連続により形成される。
【０００７】
またテキストエントリＥ２は、ディスクタイトル、各管理対象ファイルに係るタイトルの
文字列による抜粋情報が割り当てられ、先頭に、テキストエントリＥ２であることを示す
テキストエントリヘッダＴＸＨが設定され、抜粋情報をブロック化してなるテキストエン
トリスロットＴＸＥＳ０、ＴＸＥＳ１、ＴＸＥＳ２、……の連続により形成される。
【０００８】
またサムネイル画像エントリＥ３は、ディスクタイトル、各管理対象ファイルの内容を示
す静止画像により抜粋情報が割り当てられ、先頭に、サムネイル画像エントリＥ３である
ことを示すサムネイル画像エントリヘッダＴＨＨが設定され、抜粋情報をブロック化して
なるサムネイル画像エントリスロットＴＨＥＳ０、ＴＨＥＳ１、ＴＨＥＳ２、……の連続
により形成される。
【０００９】
これに対してプロパティエントリＥ４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割り当てられる。プロパティエントリＥ４は、先頭
に、プロパティエントリＥ４であることを示すプロパティエントリヘッダＰＨが設定され
、抜粋情報をブロック化してなるプロパティエントリスロットＰＥＳ０、ＰＥＳ１、ＰＥ
Ｓ２、……の連続により形成される。
【００１０】
これによりインデックスファイルにおいては、例えばサムネイル画像より所望するファイ
ルを選択する場合、タイトルにより所望するファイルを選択する場合等、ユーザーの選択
基準に従って、対応するエントリＥ１～Ｅ４に設定された抜粋情報をユーザーに提供して
、簡易な処理により所望するファイルを簡易かつ確実に選択できるようになされている。
【００１１】
【特許文献１】
特開２００１－８４７０５号公報
【特許文献２】
特開２００２－２７８９９６号公報
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
ところでこのように各属性情報毎に抜粋情報をグループ化してエントリＥ１～Ｅ４を形成
する場合、プロパティエントリＥ４には、対応するスロットが必ず存在するものの、管理
対象ファイルの種類によっては、他のエントリＥ１～Ｅ４については、対応するスロット
が存在しない場合も発生する。これによりプロパティエントリＥ４の各スロットに、自身
のスロット、対応する他のエントリのスロットを管理する管理情報を記録し、この管理情
報に従って、図９において矢印により示すように、他のエントリＥ１～Ｅ３に登録された
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他のエントリを参照するようにようにすれば、抜粋情報の管理を簡略化し得ると考えられ
る。
【００１３】
またこのような管理情報の１つに、スロットの有効無効を示すフラグを設定し、このフラ
グの設定により自身のスロット及び対応する他のエントリのスロットを空きスロットに設
定すれば、管理対象ファイルの削除に伴ってこのフラグを操作するだけでインデックスフ
ァイルより対応する抜粋情報を削除し得ることにより、インデックスファイルに係る管理
を簡略化し得ると考えられる。
【００１４】
またこのようなインデックスファイルにおいては、抜粋情報の長さが変化する場合もある
ことにより、各スロットを固定長により形成して１つのファイルに係る抜粋情報を１個又
は複数個のスロットに割り当てると共に、このような抜粋情報の変化分を見込んで各エン
トリに空きスロットを割り当てておくことにより、記録媒体に記録した際の無駄を排し、
また処理速度の低下を有効に回避することができると考えられる。すなわちこのようにす
れば、管理対象ファイルの数が変化した場合でも、記録媒体上における各エントリの論理
位置、物理位置については連続した領域に割り当てることができ、これによりインデック
スファイルを高速度で読みだすことが可能となる。
【００１５】
しかしながらこのようにするとインデックスファイルにおいては、多量の空きスロットが
存在することになり、記録媒体からインデックスファイルを読み出す処理において、無駄
にスロットを読み出すことになる。またこれにより例えばプロパティエントリに係る全て
のスロットを読み出してメモリに保持し、このメモリに保持したインデックスファイルに
基づいて管理対象ファイルを処理する場合にあっては、このメモリに無駄に空きスロット
の情報を記録することになり、その分、メモリの容量を無駄に消費することになる。
【００１６】
この問題を解決する１つの方法として、プロパティエントリヘッダに、有効なスロット数
を記録することが考えられるが、この場合、プロパティエントリのデータを記録媒体から
読み出しながら、読み出したスロットに設定されたフラグを判定して有効なスロット数を
カウントすることが必要になり、その分、プロパティエントリの読み出しに時間を要する
ことになる。
【００１７】
なおこのようにプロパティエントリのデータを記録媒体から読み出す場合にあっては、該
当する機器の起動時に係る処理であることにより、この機器にあっては、その分、起動に
時間を要することになる。またこのような機器が光ディスク装置のようにアクセス時間を
要する記録装置の場合、このような起動時における待ち時間が顕著になる。
【００１８】
本発明は以上の点を考慮してなされたもので、空きスロットによる無駄を低減することが
できる記録装置、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案しようとするものである。
【００１９】
【課題を解決するための手段】
　かかる課題を解決するため請求項１の発明においては、所望のファイルを記録媒体に記
録する記録装置に適用して、前記ファイル及びフォルダの抜粋情報により、前記記録媒体
に記録した前記ファイルのインデックスファイルを生成 するインデックスファイル
生成 手段を備え、前記インデックスファイ 前記抜粋情報 その抜粋情報の種類
毎にグループ化 、前記抜粋情報のうちの前記ファイルの属性情報を割り当ててなるプ
ロパティのグループとは異なるグループにおいては、１つの前記ファイル又は前記フォル
ダの前記抜粋情報 １個又は複数個の固定長のスロットに割り当 前記プロパティ
のグループにおいては、少なくとも前記異なるグループのスロットに対応するスロットを
有するように、１つの前記ファイル又は前記フォルダの前記抜粋情報 １個又は複数個の
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、更新
更新 ルは、 が

され

が てられ、

が



固定長のスロットに割り当て 前記プロパティのグループの各スロットに 、自身の
スロット及び前記異なるグループの対応するスロットの管理情報 設定 、前記管理情
報には、少なくとも前記異なるグループの対応するスロットを特定するスロット番号と、
前記異なるグループの対応するスロット及び自身のスロットの有効無効を示す有効無効情
報と 設定 、前記プロパティのグループのヘッダに

前記有効無効情報により有効に設定されてなる最後尾のスロットを特
定する最後尾有効スロット番号が設定 、

。
【００２０】
　また請求項４の発明においては、記録媒体に記録された複数のファイルに係る

ファイル管理方法に適用して、 前記
抜粋情報 その抜粋情報の種類毎にグループ化 、前記抜粋情報のうちの前記ファイル
の属性情報を割り当ててなるプロパティのグループとは異なるグループにおいては、１つ
の前記ファイル又は前記フォルダの前記抜粋情報 １個又は複数個の固定長のスロットに
割り当 前記プロパティのグループにおいては、少なくとも前記異なるグループの
スロットに対応するスロットを有するように、１つの前記ファイル又は前記フォルダの前
記抜粋情報 １個又は複数個の固定長のスロットに割り当て 前記プロパティのグル
ープの各スロットに 、自身のスロット及び前記異なるグループの対応するスロットの管
理情報 設定 、前記管理情報には、少なくとも前記異なるグループの対応するスロッ
トを特定するスロット番号と、前記異なるグループの対応するスロット及び自身のスロッ
トの有効無効を示す有効無効情報と 設定 、前記プロパティのグループのヘッダに

前記有効無効情報により有効に設定さ
れてなる最後尾のスロットを特定する最後尾有効スロット番号が設定 、

、

。
【００２１】
　また請求項５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複数のファイルを管理するファ
イル管理方法のプログラムに適用して、 前記抜粋情報 そ
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られ、 は
が され

が され は、前記プロパティのグループの
スロットの総数と、

され 前記インデックスファイル生成更新手段は、
前記記録媒体に何ら前記ファイル、前記フォルダが記録されていない状態で、前記各グル
ープにそれぞれ所定個数のスロットを割り当て、前記有効無効情報の全てを無効に設定す
ると共に、該有効無効情報の設定に対応するように前記最後尾スロット番号を設定して前
記インデックスファイルを生成し、該生成したインデックスファイルを前記記録媒体に記
録し、前記記録媒体への前記ファイルの記録に対応して、該ファイルから抜粋情報を取得
し、前記有効無効情報が無効に設定されている前記スロットに、該取得した前記抜粋情報
及び対応する前記管理情報を記録して前記有効無効情報を有効に設定すると共に、該有効
無効情報の設定に対応するように前記最後尾スロット番号を更新して前記記録媒体に記録
された前記インデックスファイルを更新し、前記記録媒体からの前記ファイルの削除に対
応して、対応する前記スロットの前記有効無効情報を無効に設定すると共に、該有効無効
情報の設定に対応するように前記最後尾スロット番号を更新して前記記録媒体に記録され
た前記インデックスファイルを更新する

インデッ
クスファイルを用いた 前記インデックスファイルは、

が され

が
てられ、

が られ、
は

が され

が され は
、前記プロパティのグループのスロットの総数と、

され 前記ファイル
管理方法は 前記記録媒体に何ら前記ファイル、前記フォルダが記録されていない状態で
、前記各グループにそれぞれ所定個数のスロットを割り当て、前記有効無効情報の全てを
無効に設定すると共に、該有効無効情報の設定に対応するように前記最後尾スロット番号
を設定して前記インデックスファイルを生成し、該生成したインデックスファイルを前記
記録媒体に記録し、前記記録媒体への前記ファイルの記録に対応して、該ファイルから抜
粋情報を取得し、前記有効無効情報が無効に設定されている前記スロットに、該取得した
前記抜粋情報及び対応する前記管理情報を記録して前記有効無効情報を有効に設定すると
共に、該有効無効情報の設定に対応するように前記最後尾スロット番号を更新して前記記
録媒体に記録された前記インデックスファイルを更新し、前記記録媒体からの前記ファイ
ルの削除に対応して、対応する前記スロットの前記有効無効情報を無効に設定すると共に
、該有効無効情報の設定に対応するように前記最後尾スロット番号を更新して前記記録媒
体に記録された前記インデックスファイルを更新する

インデックスファイルを用いて
前記インデックスファイルは、 が



の抜粋情報の種類毎にグループ化 、前記抜粋情報のうちの前記ファイルの属性情報を
割り当ててなるプロパティのグループとは異なるグループにおいては、１つの前記ファイ
ル又は前記フォルダの前記抜粋情報 １個又は複数個の固定長のスロットに割り当

前記プロパティのグループにおいては、少なくとも前記異なるグループのスロットに対
応するスロットを有するように、１つの前記ファイル又は前記フォルダの前記抜粋情報
１個又は複数個の固定長のスロットに割り当て 前記プロパティのグループの各スロ
ットに 、自身のスロット及び前記異なるグループの対応するスロットの管理情報 設定

、前記管理情報には、少なくとも前記異なるグループの対応するスロットを特定する
スロット番号と、前記異なるグループの対応するスロット及び自身のスロットの有効無効
を示す有効無効情報と 設定 、前記プロパティのグループのヘッダに

前記有効無効情報により有効に設定されてなる最後
尾のスロットを特定する最後尾有効スロット番号が設定 、 、

。
【００２２】
　また請求項６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複数の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、 前記抜粋情報 その抜粋情報
の種類毎にグループ化 、前記抜粋情報のうちの前記ファイルの属性情報を割り当てて
なるプロパティのグループとは異なるグループにおいては、１つの前記ファイル又は前記
フォルダの前記抜粋情報 １個又は複数個の固定長のスロットに割り当 前記プロ
パティのグループにおいては、少なくとも前記異なるグループのスロットに対応するスロ
ットを有するように、１つの前記ファイル又は前記フォルダの前記抜粋情報 １個又は複
数個の固定長のスロットに割り当て 前記プロパティのグループの各スロットに 、
自身のスロット及び前記異なるグループの対応するスロットの管理情報 設定 、前記
管理情報には、少なくとも前記異なるグループの対応するスロットを特定するスロット番
号と、前記異なるグループの対応するスロット及び自身のスロットの有効無効を示す有効
無効情報と 設定 、前記プロパティのグループのヘッダに

前記有効無効情報により有効に設定されてなる最後尾のスロッ
トを特定する最後尾有効スロット番号が設定 、 、
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され

が てられ
、

が
られ、

は が
され

が され は、前記プロパ
ティのグループのスロットの総数と、

され 前記ファイル管理方法は
前記記録媒体に何ら前記ファイル、前記フォルダが記録されていない状態で、前記各グル
ープにそれぞれ所定個数のスロットを割り当て、前記有効無効情報の全てを無効に設定す
ると共に、該有効無効情報の設定に対応するように前記最後尾スロット番号を設定して前
記インデックスファイルを生成し、該生成したインデックスファイルを前記記録媒体に記
録し、前記記録媒体への前記ファイルの記録に対応して、該ファイルから抜粋情報を取得
し、前記有効無効情報が無効に設定されている前記スロットに、該取得した前記抜粋情報
及び対応する前記管理情報を記録して前記有効無効情報を有効に設定すると共に、該有効
無効情報の設定に対応するように前記最後尾スロット番号を更新して前記記録媒体に記録
された前記インデックスファイルを更新し、前記記録媒体からの前記ファイルの削除に対
応して、対応する前記スロットの前記有効無効情報を無効に設定すると共に、該有効無効
情報の設定に対応するように前記最後尾スロット番号を更新して前記記録媒体に記録され
た前記インデックスファイルを更新する

前記インデックスファイルは、 が
され

が てられ、

が
られ、 は

が され

が され は、前記プロパティのグル
ープのスロットの総数と、

され 前記ファイル管理方法は 前記記録媒
体に何ら前記ファイル、前記フォルダが記録されていない状態で、前記各グループにそれ
ぞれ所定個数のスロットを割り当て、前記有効無効情報の全てを無効に設定すると共に、
該有効無効情報の設定に対応するように前記最後尾スロット番号を設定して前記インデッ
クスファイルを生成し、該生成したインデックスファイルを前記記録媒体に記録し、前記
記録媒体への前記ファイルの記録に対応して、該ファイルから抜粋情報を取得し、前記有
効無効情報が無効に設定されている前記スロットに、該取得した前記抜粋情報及び対応す
る前記管理情報を記録して前記有効無効情報を有効に設定すると共に、該有効無効情報の
設定に対応するように前記最後尾スロット番号を更新して前記記録媒体に記録された前記
インデックスファイルを更新し、前記記録媒体からの前記ファイルの削除に対応して、対
応する前記スロットの前記有効無効情報を無効に設定すると共に、該有効無効情報の設定



。
【００２３】
　請求項１の構成に スロットを固定長により形成して、抜粋情報の変化分を見込
んで空きスロットを多数設けている場合でも、この最後尾有効スロット番号に基づいて、
この有効に設定されてなる最後尾のスロットまでプロパティのグループを再生して、この
最後尾のスロットに続く空きスロットの無駄な再生を回避することができる。これにより
このような空きスロットによる無駄な再生を低減し、さらには再生したスロットのデータ
を保持するメモリに無駄を低減することができる。
【００２４】
これにより請求項４、請求項５、請求項６の構成によれば、空きスロットによる無駄を低
減す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。
【００２５】
【発明の実施の形態】
以下、適宜図面を参照しながら本発明の実施の形態を詳述する。
【００２６】
（１）実施の形態の構成
（１－１）光ディスク装置の構成
図１は、本発明の実施の形態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ビデオ信号、
オーディオ信号を取得し、このビデオ信号及びオーディオ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ビデオ信号及びオーディオ信号をＭＰ
ＥＧ（ Moving Picture Experts Group）のフ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、この実施の
形態では、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。なおこの実施の形態においては、このようにＱＴ形式によりインデックス
ファイルを作成する場合について説明するが、後述するようにインデックスファイルには
種々のファイル形式を適用することができる。また記録媒体にあっても、光ディスクに限
らず、ハードディスク、フラッシュメモリ等、種々の記録媒体を適用することができる。
【００２７】
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、撮像結果によるビデオ信号
をアナログディジタル変換処理してビデオデータを生成し、このビデオデータをＭＰＥＧ
のフォーマットに従って符号化処理し、これによりビデオデータによるエレメンタリスト
リームを出力する。
【００２８】
またオーディオ符号器１２は、撮像結果によるオーディオ信号をアナログディジタル変換
処理してオーディオデータを生成し、このオーディオデータをＭＰＥＧのフォーマットに
従って符号化処理し、これによりオーディオデータによるエレメンタリストリームを出力
する。
【００２９】
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Ｑ
Ｔムービーファイルを作成する。
【００３０】
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
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に対応するように前記最後尾スロット番号を更新して前記記録媒体に記録された前記イン
デックスファイルを更新する

よれば、



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。
【００３１】
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。
【００３２】
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。
【００３３】
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。
【００３４】
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、この実施の形態では、光磁
気ディスク（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 L
inear Velocity ）等の条件により光ディスク２を回転駆動する。
【００３５】
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。
【００３６】
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。
【００３７】
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
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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。
【００３８】
これらによりこの光ディスク装置１では、撮像結果によるビデオ信号及びオーディオ信号
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。
【００３９】
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。
【００４０】
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
ームに分解して出力する。ビデオ復号器１３は、このビデオ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から出力されるオーディオ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。
【００４１】
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。
【００４２】
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
。
【００４３】
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コンピュータ
であり、図示しないメモリに記録された所定の処理プログラムの実行により、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。
【００４４】
また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
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この実施の形態では、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。
【００４５】
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。
【００４６】
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。
【００４７】
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１５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。
【００４８】
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削除、追加等の編集が指示され
ると、さらにはインデックスファイル自体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。なお光ディスク２にＱＴムービーファイルが
記録されているにも係わらずインデックスファイルが記録されていない場合、システム制
御マイコン１９は、ユーザーの指示によりインデックスファイルを作成してメモリに保持
すると共に、光ディスク２に記録するようになされ、この処理においては、光ディスク２
より各ＱＴムービーファイルの該当箇所を再生して、メモリコントローラ１８からインデ
ックスファイルの生成に必要な情報を取得するようになされている。
【００４９】
（１－２）インデックスファイル
この実施の形態において、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
する管理対象ファイルの抜粋情報等により構成される。
【００５０】
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基づいて光ディスク
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ようになされている。
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【００５１】
この実施の形態において、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
紹介する情報にＱＴムービーファイルに係る情報を抜粋した抜粋情報等を割り当て、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。
【００５２】
インデックスファイルは、例として図９について上述したプロパティエントリ、サムネイ
ル画像エントリ、テキストエントリ、サウンドエントリによる４つのファイルにより形成
され、システム制御マイコン１９の指示により、光ディスク２－メモリ間で読み書きされ
る。
【００５３】
ここで抜粋情報は、このインデックスファイルによる管理対象ファイルの内容を紹介する
管理対象ファイルの一部を抜粋した情報であることにより、管理対象ファイルの種類に応
じて変化するものの、この実施の形態のように、管理対象ファイルがビデオデータ及びオ
ーディオデータによるＱＴムービーファイルである場合、抜粋情報には、プロパティ、テ
キスト、サムネイル画像、サウンドの４種類のデータが適用される。なおこれらのうちプ
ロパティが必須であるが、他は場合によっては削られたり、あるいはここに上げられてい
ない種類のグループが加えられる。
【００５４】
ここでプロパティは、ディスクタイトル、各管理対象ファイルの属性を示す属性情報であ
る、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、他の抜粋情報の管理情報等と共に割り当てられる。テキストは、ディスクタイトル
、各管理対象ファイルに係るタイトルの文字列を示すデータにより構成される。
【００５５】
　サムネイル画像は、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
り構成され、管理対象ファイルのサムネイル画像は、例えば管理対象ファイルの先頭画像
が割り当てられる。これに対してディスクタイトルのサムネイル画像等は、ユーザ の選
択により、例えば特定の管理対象ファイルのサムネイル画像が割り当 られる。なお各管
理対象ファイルのサムネイル画像は、ユーザーの選択により設定するようにしてもよい。
【００５６】
　サウンドは、ディスクタイトル、各管理対象ファイルの内容を示す短時間のオーディオ
データである。管理対象ファイルのサウンドは、例えば対応するファイルの再生開始より
数秒間（例えば５秒間）のオーディオデータが割り当てられる。これに対してディスクタ
イトルのサウンド等は、ユーザ の選択により、例えば特定の各管理対象ファイルのサウ
ンドが割り当 られる。なお管理対象ファイルのサウンドにあっても、ユーザーの選択に
より設定するようにしてもよい。
【００５７】
　これ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ビデオデータ及びオーディオデータを取得してデコードし
た後、ビデオデータにおいては、画素の間引きによりサムネイル画像を生成するようにな
されている。またオーディオデータについては、必要箇所を切り出してサウンドのデータ
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
タを生成するようになされている。これに対してプロパティは、ユーザーの操作に応動し
てシステム制御マイコン１９により作成される。なおこれらサムネイル、サウンドのデー
タにおいては、必要に応じてデータ圧縮されてインデックス に割り当てられる。
【００５８】
　インデックスファイルは、さらに実データがそれぞれその抜粋情報の種類毎にグループ
化されて各グループ毎にまとめられ、これにより抜粋情報が種類により区分されて複数の
データ群が形成される。インデックスファイルは、図１ に示すように、各グループの先
頭にそれぞれヘッダＰＨ～ＳＨが設定され、また各グループにおいては、固定長によるス
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ロットに実データが割り当てられる。これによりインデックスファイルは、ヘッダＰＨ～
ＳＨに続くスロットの連続により各抜粋情報が登録され、これにより図１ について上述
したプロパティエントリＥ４、サムネイル画像エントリＥ３、テキストエントリＥ２、サ
ウンドエントリＥ１がそれぞれ構成されるようになされている。また１つのスロットに対
応する１つのファイル等に係る抜粋情報を割り当てることが困難な場合、複数のスロット
に１つの管理対象ファイル等による抜粋情報が割り当てられるようになされている。
【００５９】
　図２は、このようにして構成されるタイトルエントリ のヘッダを
示す図表である。このタイトルエントリのヘッダは、ヘッダサイズ「 header-size 」、ブ
ランドのタイプ「 brand-type」、ヘッダのタイプ「 header-type 」、ヘッダのバージョン
「 header-version」を示す情報が順次割り当てられる。このタイトルエントリには、これ
らブランドのタイプ、ヘッダのタイプにそれぞれ「ｕｄｖ」、「ｔｉｔｅ」が割り当てら
れ、これによりこのヘッダが設けられているエントリをタイトルエントリとして識別し得
るようになされ、さらにはバージョンを検出できるようになされている。
【００６０】
タイトルエントリのヘッダは、続いてヘッダの実データ・サイズ「 header-data-size」、
このヘッダに固有のユニークＩＤ「 unique-ID 」が割り当てられ、続いてタイトルエント
リの情報「  title entry information」が順次割り当てられるようになされている。タイ
トルエントリのヘッダは、このタイトルエントリの情報に、タイトルエントリのバージョ
ン「 title-entry-version 」、タイトルエントリのスロットサイズ「 entry-size」が割り
当てられる。また続いて、プロパティエントリヘッダのエントリインデックスが２バイト
長のときのフォーマット上のタイトルエントリのスロット数の上限値「 maximum-entry-co
unt 」、プロパティエントリヘッダのエントリインデックスが２バイト長以外のときのフ
ォーマット上のタイトルエントリのスロット数の上限値「 maximum-entry-count 」が順次
割り当てられる。
【００６１】
またタイトルエントリのヘッダは、続いてテキストデータタイプのテーブルに係る情報「
Textual Data Type Table 」が、テキストエントリの実データに対応して順次割り当てら
れる。すなわちこのテーブルの情報「 Textual Data Type Table 」においては、始めにデ
ータタイプの数「 number-of-data-types」が設けられ、データタイプＩＤ「 data-type-ID
」、データタイプ記述文字列「 description 」が順次繰り返されるようになされている。
【００６２】
またタイトルエントリのヘッダは、続いて独自の拡張領域「 Extension Data Unit Payloa
d 」、パディング「 padding 」が割り当てられるようになされている。これによりこの実
施の形態では、ＱＴムービーファイルのフォーマットを有効に利用して、タイトルエント
リを構成するようになされている。
【００６３】
　これに対して図３は、サムネイル画像エントリのヘッダを示す図表である。このサムネ
イル画像エントリのヘッダは、ヘッダサイズ「 header-size 」、ブランドのタイプ「 bran
d-type」、ヘッダのタイプ「 header-type 」、ヘッダのバージョン「 header-version」を
示す情報が順次割り当てられる。この エントリには、これらブランドのタ
イプ、ヘッダのタイプにそれぞれ「ｕｄｖ」、「ｔｈｕｍ」が割り当てられ、これにより
このヘッダが設けられているエントリを識別し得るようになされ、さらにはバージョンを
検出できるようになされている。
【００６４】
サムネイル画像エントリのヘッダは、続いてヘッダの実データ・サイズ「 header-data-si
ze」が割り当てられ、続いてサムネイル画像エントリの情報「 thumbnail entry informat
ion 」が割り当てられるようになされている。サムネイル画像エントリのヘッダは、この
サムネイル画像エントリの情報に、サムネイル画像エントリのバージョン「 thumbnail-pi
cture-entry-version 」、サムネイル画像エントリのスロットサイズ「 entry-size」が割
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り当てられる。また続いて、プロパティエントリヘッダのエントリインデックスが２バイ
ト長のときのフォーマット上のサムネイル画像エントリのスロット数の上限値「 maximum-
entry-count 」、プロパティエントリヘッダのエントリインデックスが２バイト長以外の
ときのフォーマット上のサムネイル画像エントリのスロット数の上限値「 maximum-entry-
count 」が順次割り当てられる。また続いて、コーデックタイプ「 codec type」、サムネ
イル画像の幅「 width 」、サムネイル画像の高さ「 height」、サムネイル画像のカラー深
度「 color-depth 」が割り当てられ、続いて独自の拡張領域「 Extension Data Unit Payl
oad 」、パディング「 padding 」が割り当てられるようになされている。これによりこの
実施の形態では、サムネイル画像エントリにおいても、ＱＴムービーファイルのフォーマ
ットを有効に利用して構成するようになされている。
【００６５】
これに対してサウンドエントリにおいても、同様に、ＱＴムービーファイルのフォーマッ
トを有効に利用して構成されるようになされている。
【００６９】
プロパティエントリは、管理対象ファイルである光ディスク２に記録されたファイルに加
えて、光ディスク２のファイル管理システムによる実在するフォルダ、仮想的なフォルダ
、この仮想的なフォルダに仮想的に配置された管理対象のファイルに対して、それぞれ抜
粋情報が登録される。プロパティエントリにおける各スロットにおいては、図４に示すよ
うに、各スロットを特定するスロット番号（エントリ番号）、これら実在するファイル、
フォルダ、仮想的なファイル、フォルダを識別する識別情報が設定される。なお上述した
他のエントリについても、同様に、実在するフォルダ、仮想的なフォルダ、この仮想的な
フォルダに仮想的に配置された管理対象のファイルを登録し得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においては、光ディスク２のファイル管理システムに対応
する階層構造により、またユーザーの設定したお気に入り等による仮想的なフォルダによ
る階層構造により、管理対象ファイルを管理し得るようになされている。
【００７０】
またプロパティエントリは、他のエントリと同様に、このスロットが固定長により形成さ
れ、これによりプロパティに係る抜粋情報を１つのスロットに割り当てることができない
場合、１つの管理対象ファイル、フォルダに対して、複数のスロットが割り当てられるよ
うになされている。なおこのプロパティエントリ、他のエントリにおいて、このように１
つのファイル、フォルダに対して複数のスロットが割り当てられている場合に、先頭以外
のスロットを以下において拡張スロットと呼ぶ。
【００７１】
またプロパティエントリは、何れかの他のエントリにおいて、同様に、１つの管理対象フ
ァイル、スロットに対して複数のスロットを設定する場合には、この他のエントリのスロ
ットに対応するように複数のスロットが割り当てられるようになされている。
【００７２】
これにより例えばテキストエントリ、サムネイル画像エントリ、サウンドエントリが何れ
も設定されていないフォルダ等に対しては、プロパティに係る抜粋情報のデータ量に応じ
て１個又は複数個のスロットに対応する抜粋情報が割り当てられるようになされている。
またテキストエントリ、サムネイル画像エントリ、サウンドエントリが何れも１つのスロ
ットにより構成されているファイル、フォルダについては、同様に、プロパティに係る抜
粋情報のデータ量に応じて１個又は複数個のスロットに対応する抜粋情報が割り当てられ
るようになされている。これに対してテキストエントリ、サムネイル画像エントリ、サウ
ンドエントリの何れかが複数個のスロットにより構成されているファイル、フォルダにつ
いては、プロパティに係る抜粋情報のデータ量が十分に小さい場合でも、これらテキスト
エントリ、サムネイル画像エントリ、サウンドエントリのうちで最もスロット数の多いエ
ントリに対応するスロット数が設定されるようになされている。
【００７３】
プロパティエントリは、各スロットに、テキストエントリ、サムネイル画像エントリ、サ
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ウンドエントリにおける対応するスロットの有無を示す有無情報である有無フラグが、そ
れぞれテキストエントリ、サムネイル画像エントリ、サウンドエントリ毎に設定される。
またこの対応するスロットを指し示す識別情報であるスロット番号がそれぞれテキストエ
ントリ、サムネイル画像エントリ、サウンドエントリ毎に設定される。
【００７４】
またプロパティエントリは、続く拡張スロットが存在する場合、この続く拡張スロットを
指し示すリンク情報である拡張スロット番号がこれら複数のスロットに設定されるように
なされている。なおこの拡張スロット番号及びスロット番号においては、対応するスロッ
トが存在しない場合、何ら意味を持たない値が設定されるようになされ、これによりこの
ような複数のスロットの末尾のスロット、１つのエントリに対して１つのスロットが割り
当てられている場合、他のエントリにおける対応するスロットの有無等を検出できるよう
になされている。
【００７５】
またプロパティエントリは、対応する他のエントリのスロットが拡張スロットの場合、こ
の対応する他のエントリのスロットが拡張スロットであることを示す拡張情報としての拡
張フラグがそれぞれテキストエントリ、サムネイル画像エントリ、サウンドエントリに対
応してセットされるようになされている。
【００７６】
またプロパティエントリは、スロットの有効無効を示す有効無効フラグが設定されるよう
になされ、これによりこのフラグの操作だけで管理対象ファイルの削除に対応できるよう
になされている。なおプロパティエントリは、これらの他に、管理情報として、例えば分
割されたファイルに係る参照関係の情報、再生順序の情報等が割り当てられるようになさ
れている。
【００７７】
これによりプロパティエントリにおいては、続く拡張スロットを指し示す拡張スロット番
号を順次辿ってプロパティのスロットを検出することにより、１つのファイル又はフォル
ダの抜粋情報を割り当てたプロパティのスロットを検出することができ、またこのように
して検出したプロパティのスロットに設定された有無フラグ、スロット番号、拡張フラグ
により、この１つのファイル又はフォルダの抜粋情報を割り当てた他のエントリのスロッ
トを検出することができ、これによりこれらの情報により、１つのファイル又はフォルダ
の抜粋情報を割り当てたスロットの組み合わせをプロパティだけで検出できるようになさ
れている。
【００７８】
これによりこの実施の形態においては、これら有無フラグ、スロット番号、拡張スロット
番号、拡張フラグ、有効無効フラグの処理により、抜粋情報をその抜粋情報の種類毎にま
とめたデータ群によりインデックスファイルを形成し、１つのデータ群であるプロパティ
エントリにより他のデータ群をまとめて管理する場合に、抜粋情報の削除、追加に係る処
理を簡易かつ確実に実行することができるようになされている。
【００７９】
図５及び図６は、このプロパティエントリのヘッダを示す図表である。このプロパティの
ヘッダは、他のエントリのヘッダと同様に、ヘッダサイズ「 header-size 」、ブランドの
タイプ「 brand-type」、ヘッダのタイプ「 header-type 」、ヘッダのバージョン「 header
-version」を示す情報が順次割り当てられる。これによりこのヘッダが設けられているエ
ントリを識別し得るようになされ、さらにはバージョンを検出できるようになされている
。
【００８０】
プロパティエントリのヘッダは、続いてヘッダの実データ・サイズ「 header-data-size」
、このヘッダに固有のユニークＩＤ「 unique-ID 」が割り当てられ、続いてプロパティエ
ントリの情報「 property entry information」順次割り当てられるようになされている。
プロパティのヘッダは、このプロパティエントリの情報に、プロパティエントリのバージ
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ョン「 property-entry-version」、プロパティのスロットサイズ「 entry-size」が割り当
てられる。また続いて、プロパティエントリの作成時刻「 creation-time 」、プロパティ
エントリの更新時刻「 modification-time 」、フォルダごとのエントリソートフラグ「 pr
operty-status-flags 」、エントリインデックスのサイズ「 entry-index-size」が割り当
てられるようになされている。
【００８１】
続いてプロパティエントリのヘッダは、エントリインデックスが２バイト長のときの各種
の情報、エントリインデックスが２バイト長以外のときの各種の情報が割り当てられる。
ここでエントリインデックスが２バイト長のときの情報にあっては、フォーマット上のプ
ロパティエントリスロット数の上限「 maximum-entry-count 」、プロパティエントリスロ
ットの総数「 next-entry-index」、ルートフォルダのエントリスロット番号「 root-folde
r-entry-index 」、有効無効フラグにより有効に設定されている最後尾のスロットを指し
示す最後尾有効スロット番号「 last-valid-entry-index」が割り当てられるようになされ
ている。
【００８２】
これに対してエントリインデックスが２バイト長以外のときの情報には、フォーマット上
のエントリのスロット数の上限値「 maximum-entry-count 」、プロパティエントリスロッ
トの総数「 next-entry-index」、ルートフォルダのエントリスロット番号「 root-folder-
entry-index 」、有効無効フラグにより有効に設定されている最後尾のスロットを指し示
す最後尾有効スロット番号「 last-valid-entry-index」が割り当てられるようになされて
いる。
【００８３】
これによりこの実施の形態では、図７に示すように、プロパティのスロットサイズ「 entr
y-size」により各スロットのサイズを検出し、またプロパティエントリスロットの総数「
next-entry-index」によりプロパティエントリのスロット数を検出し得るようになされて
いる。また最後尾有効スロット番号「 last-valid-entry-index」により光ディスク２に記
録したインデックスファイルに多数の空きスロットが存在する場合でも、空きスロットに
設定されていないスロットで、最後尾に位置するスロットを検出し得るようになされ、こ
れにより空きスロットによる無駄を低減し得るようになされている。
【００８４】
プロパティエントリのヘッダは、続いてタイトルエントリの情報「 title file informati
on」が割り当てられる。ここでこのタイトルエントリの情報には、タイトルエントリのフ
ァイル数「 number-of-title-files 」が割り当てられ、タイトルファイル番号「 num-of-t
itle-files」毎に、タイトルファイルＩＤ「 title-file-ID 」、エントリインデックスが
２バイト長のときのこのファイルのタイトルエントリスロットの総数「 number-of-title-
entries-in-this-file」、エントリインデックスが２バイト長以外のときの、このファイ
ルのタイトルエントリスロットの総数「 number-of-title-entries-in-this-file」が繰り
返される。
【００８５】
プロパティエントリのヘッダは、続いてサムネイル画像エントリの情報「 thumbnail pict
ure fiel information」が割り当てられる。ここでこのサムネイル画像エントリの情報に
は、サムネイル画像エントリのファイル数「 number-of-thumbnail-files 」が割り当てら
れ、サムネイル画像ファイル番号「 num-of-thumbnail-files」毎に、サムネイル画像ファ
イルＩＤ「 thumbnail-picture-file-ID 」、エントリインデックスが２バイト長のときの
このファイルのサムネイル画像エントリスロットの総数「 number-of-thumbnail-picture-
entries-in-this-file」、エントリインデックスが２バイト長以外のときの、このファイ
ルのサムネイル画像エントリスロットの総数「 number-of-thumbnail-picture-entries-in
-this-file」が繰り返される。
【００８６】
続いてプロパティエントリのヘッダは、独自の拡張領域「 Extension Data Unit Payload 
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」、パディング「 padding 」が割り当てられるようになされている。これによりこの実施
の形態では、プロパティエントリにおいても、ＱＴムービーファイルのフォーマットを有
効に利用して構成するようになされている。
【００８７】
この実施の形態において、システム制御マイコン１９は、光ディスク２の初期化の処理に
おいて、事前にインデックスファイルを記録する。ここでこの事前に記録されるインデッ
クスファイルにおいては、有効無効フラグの設定により空きスロットに設定してなるスロ
ットが、光ディスク２に管理対象ファイルを記録して抜粋情報を登録しても十分と考えら
れるスロット数だけ各エントリに設定され、またこの設定に対応するように上述した各種
ヘッダ等が設定されるようになされている。これによりこの実施の形態においては、光デ
ィスク２の先頭領域の、物理的に連続した領域にインデックスファイルを記録して、立ち
上がりに要する時間を短くするようになされている。
【００８８】
またシステム制御マイコン１９は、このようにしてインデックスファイルを記録してなる
光ディスク２が装填されると、インデックスファイルを再生し、内蔵のメモリにインデッ
クスファイルに記録されたデータを保持し、この保持したデータに基づいてインデックス
用の各種の情報をユーザーに提供する。またユーザーの操作に応動して撮像結果によるフ
ァイル等を光ディスク２に記録し、この光ディスク２へのファイルの記録に対応して抜粋
情報を取得し、この取得した抜粋情報を内蔵のメモリに保持する。また光ディスク２の排
出時等において、このようにしてメモリに保持した抜粋情報により光ディスク２に記録さ
れたインデックスファイルを更新する。
【００８９】
このような一連のインデックスファイルに係る処理において、システム制御マイコン１９
は、プロパティエントリヘッダに設定された最後尾有効スロット番号に基づいて、プロパ
ティエントリを構成する各スロットのデータをこの最後尾有効スロット番号で指し示され
るスロットまで一気に読み出してメモリに展開する。また最後尾有効スロット番号より末
尾側のスロットについては、記録媒体からの再生を省略する。
【００９０】
すなわち図８は、このインデックスファイルの読み出し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、光ディスク２が
装填されると、又はリセットの操作子が操作されると、この処理手順を実行して光ディス
ク２に記録されたインデックスファイルを内蔵のメモリに読み込む。
【００９１】
すなわちシステム制御マイコン１９は、ステップＳＰ１からステップＳＰ２に移り、光デ
ィスク２のファイル管理システムによる管理情報を取得し、この管理情報よりインデック
スファイルのアドレスを取得する。またこの取得したアドレスによりインデックスファイ
ルの再生を開始し、インデックスファイルのプロパティエントリヘッダのデータを内蔵の
メモリに記録する。
【００９２】
続いてシステム制御マイコン１９は、ステップＳＰ３に移り、このメモリに記録したプロ
パティエントリヘッダのデータより最後尾有効スロット番号を検出する。またこのように
して検出した最後尾有効スロット番号と、同様にプロパティエントリヘッダから検出され
るプロパティエントリのスロットサイズ、ヘッダのサイズとから、最後尾有効スロット番
号で指し示されるスロットを再生するのに必要なデータ長を検出する。システム制御マイ
コン１９は、この検出したデータ長をパラメータに設定してインデックスファイルの再生
コマンドを出力し、これによりプロパティエントリの先頭スロットから最後尾有効スロッ
ト番号に対応するスロットまでのデータを一気に連続して取得して内蔵のメモリに記録し
た後、ステップＳＰ４に移ってこの処理手順を終了する。
【００９３】
（２）実施の形態の動作
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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
得したビデオデータ、オーディオデータ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、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。
【００９４】
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。
【００９５】
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再生に係る光ディス
ク２について、何ら光ディスク２にファイルが記録されていない状態で、光ディスク２を
初期化する際に、ＱＴムービーファイルを管理対象に設定してなるインデックスファイル
が光ディスク２に記録される。
【００９６】
このインデックスファイルにおいては、ＱＴムービーファイルから取得した抜粋情報を属
性によるグループ毎にまとめて記録し得るように、抜粋情報の属性にそれぞれ対応するプ
ロパティエントリ、テキストエントリ、サムネイル画像エントリ、サウンドエントリが、
各エントリのヘッダと、それぞれ対応する抜粋情報を割り当てる固定長によるスロットの
連続とにより形成され、これらプロパティエントリ、テキストエントリ、サムネイル画像
エントリ、サウンドエントリにより構成される（図９）。またこれらエントリのうち、属
性情報を割り当てるプロパティエントリについては、各スロットに設定されるスロット番
号により特定される対応する他のグループの対応するスロットと、自身のスロットとの有
効無効を示す有効無効情報が無効に設定されて、これらスロットが空きスロットに設定さ
れて光ディスク２に記録される。
【００９７】
これによりこの光ディスク装置１では、光ディスク２の先頭領域の、物理的に連続した領
域にインデックスファイルを記録して、立ち上がりに要する時間を短くすることができる
。
【００９８】
すなわち光ディスク装置１では、光ディスク２の装填、リセットの操作により、光ディス
ク２のファイル管理システムによる各ファイルの管理情報を光ディスク２から再生して内
蔵のメモリに記録し、この内蔵のメモリの記録に従って対応するファイルを光ディスク２
から再生する。またこのような管理情報に続いてインデックスファイルを光ディスク２か
ら再生して内蔵のメモリに保持する。
【００９９】
光ディスク装置１では、ユーザーの操作に応動して撮像結果によるファイル等を光ディス
ク２に記録し、この光ディスク２へのファイルの記録に対応して抜粋情報を取得し、この
取得した抜粋情報を内蔵のメモリに記録し、このメモリに保持したインデックスファイル
を更新する。また光ディスク２の排出時等において、このようにしてメモリに保持した抜
粋情報により光ディスク２に記録されたインデックスファイルを更新する。またこのメモ
リに保持したデータに基づいてインデックスファイルを構成する各種の情報をユーザーに
提供し、これにより各ファイルのサムネイル画像等により所望するファイルを簡易かつ確
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実に検出し得るようにする。
【０１００】
これによりこの光ディスク装置１では、初期化した直後においては、インデックスファイ
ルを構成する全てのスロットが空きスロットに設定されてなるのに対し、光ディスク２へ
のＱＴムービーファイルの記録により、このインデックスファイルの空きスロットに順次
抜粋情報が登録され、空きスロットが減少していくことなる。またこのようにして一旦登
録した抜粋情報にあっても、システム制御マイコン１９においては、ユーザーによる対象
ファイルの削除の指示により、対応するスロットの有効無効フラグを無効にセットするこ
とにより、空きスロットが形成されることになる。またユーザーによるお気に入りの登録
により、さらにはこの光ディスク装置１をマイコンに接続し、このマイコンによるフォル
ダの設定によっても、空きスロットに抜粋情報が登録されて有効無効フラグが有効に設定
され、さらにはこのようなフォルダの削除によっても、空きスロットが発生する。なおこ
れらの抜粋情報の登録の一連の操作に対応して光ディスク装置１では、プロパティエント
リのスロットに設定された他のグループの対応するスロットを指し示すスロット番号等に
よる他のエントリを管理する管理情報も併せて更新されることになる。
【０１０１】
これにより光ディスク装置１では、光ディスク２へのファイルの記録、削除、インデック
スファイルの編集等により、図７に示すように、プロパティエントリＥ４においては、空
きスロット（空により示す）と、抜粋情報を割り当てた有効なスロット（何ら文字を割り
当てないで示す）とが混在する状態となる。
【０１０２】
この光ディスク装置１では、このような状態に対応してプロパティエントリＥ４において
、有効無効情報である有効無効フラグにより有効に設定されてなる最後尾のスロットを特
定する最後尾有効スロット番号が、プロパティエントリの先頭側であるプロパティエント
リのヘッダＰＨに記録される。また各スロットのサイズ、ヘッダサイズの情報が同様にプ
ロパティエントリのヘッダＰＨに記録される。これにより光ディスク装置１では、光ディ
スク２の装填時、リセット時における光ディスク２の無駄なアクセスを低減し得るように
なされ、さらにはインデックスファイルを保持するメモリにおける無駄な容量の確保を低
減し得るようになされている。
【０１０３】
すなわちこの有効無効フラグにより有効に設定されてなる最後尾のスロットを特定する最
後尾有効スロット番号によれば、この最後尾有効スロット番号で特定されるスロットより
末尾側のスロットについては、空きスロットであると判断することができる。これにより
この最後尾有効スロット番号により特定されるスロットまでインデックスファイルを再生
して、残りのスロットについての再生を中止することにより、光ディスク２の無駄なアク
セスを少なくすることができる。またメモリにプロパティエントリのデータを記録する場
合でも、この残りのスロットについては、メモリへの記録を省略することにより、メモリ
における無駄な容量の消費を回避することができる。
【０１０４】
この光ディスク装置１では、これにより最後尾有効スロット番号により特定されるスロッ
トまでインデックスファイルを再生して、残りのスロットについての再生を中止すること
により、光ディスク２の無駄なアクセスを少なくし、さらにはメモリにおける無駄な容量
の消費を回避し、これらにより空きスロットによる無駄を少なくするようになされている
。
【０１０５】
さらに光ディスク装置１では、このような最後尾有効スロット番号までのインデックスフ
ァイルの再生においては、まとめて実行して再生したデータを内蔵のメモリに記録し（図
８）、これにより一段と短い時間により動作を立ち上げるようになされている。
【０１０６】
（３）実施の形態の効果
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以上の構成によれば、プロパティのスロットに、有効無効を示す有効無効情報である有効
無効フラグを設定し、プロパティのヘッダに、この有効無効情報により有効に設定したス
ロットの最後尾のスロットを示す最後尾有効スロット番号を設定することにより、空きス
ロットによる無駄を低減することができる。
【０１０７】
すなわちインデックスファイルを記録媒体から再生する際に、この最後尾有効スロット番
号により指し示される最後尾のスロットより末尾側のスロットの再生を中止することによ
り、この最後尾のスロットより末尾側の空きスロットによる無駄を有効に回避することが
できる。
【０１０８】
またこのときこの最後尾有効スロット番号に基づいて、プロパティのグループの最後尾の
スロットまでをまとめて記録媒体から再生してメモリに保持することにより、立ち上がり
に要する時間を短くすることができる。
【０１０９】
（４）他の実施の形態
なお上述の実施の形態においては、光ディスクの装填時、リセット時、プロパティのグル
ープの最後尾のスロットまでをまとめて記録媒体から再生してメモリに保持する場合につ
いて述べたが、本発明はこれに限らず、例えば所定スロット数単位で光ディスクよりプロ
パティエントリを再生する場合等にあっても、最後尾有効スロット番号により指し示され
る最後尾のスロットより末尾側の空きスロットの再生を中止することにより、この最後尾
のスロットより末尾側の空きスロットによる無駄を有効に回避することができる。
【０１１０】
また上述の実施の形態においては、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。
【０１１１】
また上述の実施の形態においては、ＱＴムービーファイルによる管理対象ファイルを管理
する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、種々のフォーマットによるビデオデ
ータによるファイル、オーディオデータによるファイル等を管理する場合に広く適用する
ことができる。
【０１１２】
また上述の実施の形態においては、システム制御マイコン１９に事前にインストールされ
た処理プログラムにより一連の処理を実行する場合について述べたが、本発明はこれに限
らず、このようなプログラムを記録媒体、インターネット等のネットワークにより提供し
、このプログラムにより一連の処理を実行する場合についても広く適用することができる
。なおこのような記録媒体においては、光ディスク、磁気テープ等、種々の記録媒体を広
く適用することができる。
【０１１３】
【発明の効果】
上述のように本発明によれば、プロパティのスロットに、有効無効を示す有効無効情報を
設定し、プロパティのヘッダに、この有効無効情報により有効に設定したスロットの最後
尾のスロットを示す最後尾有効スロット番号を設定することにより、空きスロットによる
無駄を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る光ディスク装置を示すブロック図である。
【図２】テキストエントリのヘッダを示す図表である。
【図３】サムネイル画像エントリのヘッダを示す図表である。
【図４】プロパティエントリの説明に供する図表である。
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【図５】プロパティエントリのヘッダを示す図表である。
【図６】図５の続きを示す図表である。
【図７】プロパティエントリの最後尾有効フラグの説明に供する略線図である。
【図８】プロパティエントリの再生手順を示すフローチャートである。
【図９】インデックスファイルの説明に供する図表である。
【符号の説明】
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

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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