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(57)【要約】
【課題】ディレクトリ管理まで考慮に入れて管理された
ＩＤが付されたメタデータを受信することでアプリケー
ションやデータを容易に管理することが可能な、情報処
理装置を提供する。
【解決手段】コンテンツデータに付随して送信されるメ
タデータを受信するメタデータ受信部と、前記メタデー
タ受信部が受信したメタデータを解析するメタデータ解
析部と、前記メタデータ解析部による解析の結果に基づ
いて前記コンテンツの格納方法を決定するコンテンツデ
ータ格納部と、を備え、前記コンテンツデータ格納部は
、前記メタデータ解析部の解析により、前記メタデータ
受信部が受信したメタデータの所定の要素の内容に応じ
て、前記コンテンツの格納に際してディレクトリ構造を
変える、情報処理装置が提供される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツデータに付随して送信されるメタデータを受信するメタデータ受信部と、
　前記メタデータ受信部が受信したメタデータを解析するメタデータ解析部と、
　前記メタデータ解析部による解析の結果に基づいて前記コンテンツの格納方法を決定す
るコンテンツデータ格納部と、
を備え、
　前記コンテンツデータ格納部は、前記メタデータ解析部の解析により、前記メタデータ
受信部が受信したメタデータの所定の要素の内容に応じて、前記コンテンツの格納に際し
てディレクトリ構造を変化させる、情報処理装置。
【請求項２】
　前記コンテンツデータ格納部は、前記メタデータ解析部の解析により、メタデータの所
定の要素に自装置での使用に限定するか否かに応じて、前記コンテンツの格納に際してデ
ィレクトリ構造を変化させる、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記コンテンツデータ格納部は、前記メタデータ解析部の解析により、メタデータの所
定のある要素が、その要素の上位階層の要素間で共通して使用されているか否かに応じて
、前記コンテンツの格納に際してディレクトリ構造を変化させる、請求項１に記載の情報
処理装置。
【請求項４】
　前記メタデータ受信部が受信するメタデータには、同一のコンテンツであっても機種ご
とにコンテンツデータが異なる場合に該機種を識別する識別情報が付されている、請求項
１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記コンテンツデータ格納部は、前記コンテンツの格納に際して前記識別情報を考慮に
入れずにディレクトリ構造を決定する、請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記コンテンツデータ格納部は、コンテンツのバージョンが上がった際に、該バージョ
ンの上がり方に応じて前記コンテンツの格納に際してディレクトリ構造を変化させる、請
求項１に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　コンテンツデータに付随して送信されるメタデータを受信するメタデータ受信ステップ
と、
　前記メタデータ受信ステップで受信されたメタデータを解析するメタデータ解析ステッ
プと、
　前記メタデータ解析ステップによる解析の結果に基づいて前記コンテンツの格納方法を
決定するコンテンツデータ格納ステップと、
を備え、
　前記コンテンツデータ格納ステップは、前記メタデータ解析ステップの解析により、前
記メタデータ受信ステップで受信されたメタデータの所定の要素の内容に応じて、前記コ
ンテンツの格納に際してディレクトリ構造を変化させる、情報処理方法。
【請求項８】
　コンピュータに、
　コンテンツデータに付随して送信されるメタデータを受信するメタデータ受信ステップ
と、
　前記メタデータ受信ステップで受信されたメタデータを解析するメタデータ解析ステッ
プと、
　前記メタデータ解析ステップによる解析の結果に基づいて前記コンテンツの格納方法を
決定するコンテンツデータ格納ステップと、
を実行させ、
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　前記コンテンツデータ格納ステップは、前記メタデータ解析ステップの解析により、前
記メタデータ受信ステップで受信されたメタデータの所定の要素の内容に応じて、前記コ
ンテンツの格納に際してディレクトリ構造を変化させる、コンピュータプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、情報処理装置、情報処理方法およびコンピュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　アプリケーションやデータを提供する際のＩＤ管理において、ＩＤに階層構造を持たせ
ることは、従来から一般的に行われてきていることである（例えば特許文献１参照）。階
層構造を持たせてＩＤを管理する際には、ある階層以下はメーカーやベンダー等で独自に
ＩＤを管理させても、それよりも上位の階層でＩＤが独立していれば、全体としてすべて
のＩＤを一意に管理することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－８９０１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、ＩＤに階層構造を持たせて、上位の階層でＩＤを分けて管理する場合には、そ
の階層以下の階層において、上位の階層を跨いだグルーピングや、ＩＤ同士で関連をもた
せることが出来ないという問題があった。また、上位の階層でＩＤを分けて管理する場合
であっても、アプリケーションやデータ（以後、アプリケーションやデータを総称して「
コンテンツ」とも称する）をクライアントの端末に提供する際に、ディレクトリの管理方
法まで含めて考慮に入れておかないと、メーカーやベンダーでそれぞれ異なる管理方法が
必要となり、管理が煩雑になってしまう。
【０００５】
　そこで、本開示は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本開示の目的とするところ
は、ディレクトリ管理まで考慮に入れて管理されたＩＤが付されたメタデータを受信する
ことでアプリケーションやデータを容易に管理することが可能な、新規かつ改良された情
報処理装置、情報処理方法およびコンピュータプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示によれば、コンテンツデータに付随して送信されるメタデータを受信するメタデ
ータ受信部と、前記メタデータ受信部が受信したメタデータを解析するメタデータ解析部
と、前記メタデータ解析部による解析の結果に基づいて前記コンテンツの格納方法を決定
するコンテンツデータ格納部と、を備え、前記コンテンツデータ格納部は、前記メタデー
タ解析部の解析により、前記メタデータ受信部が受信したメタデータの所定の要素の内容
に応じて、前記コンテンツの格納に際してディレクトリ構造を変化させる、情報処理装置
が提供される。
【０００７】
　また本開示によれば、コンテンツデータに付随して送信されるメタデータを受信するメ
タデータ受信ステップと、前記メタデータ受信ステップで受信されたメタデータを解析す
るメタデータ解析ステップと、前記メタデータ解析ステップによる解析の結果に基づいて
前記コンテンツの格納方法を決定するコンテンツデータ格納ステップと、を備え、前記コ
ンテンツデータ格納ステップは、前記メタデータ解析ステップの解析により、前記メタデ
ータ受信ステップで受信されたメタデータの所定の要素の内容に応じて、前記コンテンツ
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の格納に際してディレクトリ構造を変化させる、情報処理方法が提供される。
【０００８】
　また本開示によれば、コンピュータに、コンテンツデータに付随して送信されるメタデ
ータを受信するメタデータ受信ステップと、前記メタデータ受信ステップで受信されたメ
タデータを解析するメタデータ解析ステップと、前記メタデータ解析ステップによる解析
の結果に基づいて前記コンテンツの格納方法を決定するコンテンツデータ格納ステップと
、を実行させ、前記コンテンツデータ格納ステップは、前記メタデータ解析ステップの解
析により、前記メタデータ受信ステップで受信されたメタデータの所定の要素の内容に応
じて、前記コンテンツの格納に際してディレクトリ構造を変化させる、コンピュータプロ
グラムが提供される。
【発明の効果】
【０００９】
　以上説明したように本開示によれば、ディレクトリ管理まで考慮に入れて管理されたＩ
Ｄが付されたメタデータを受信することでアプリケーションやデータを容易に管理するこ
とが可能な、新規かつ改良された情報処理装置、情報処理方法およびコンピュータプログ
ラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本開示の一実施形態にかかる情報処理システム１のシステム構成例を示す説明図
である。
【図２】本開示の一実施形態にかかるデジタルカメラ１００の構成例を示す説明図である
。
【図３】本開示の一実施形態にかかる情報処理システム１で用いられるメタデータ構造例
を示す説明図である。
【図４】モードの設定例を示す説明図である。
【図５】モードとディレクトリ構造との関係を示す説明図である。
【図６】本開示の一実施形態にかかるデジタルカメラ１００の動作を示す流れ図である。
【図７】本開示の一実施形態にかかるデジタルカメラ１００のディレクトリ構造を示す説
明図である。
【図８】本開示の一実施形態にかかるデジタルカメラ１００のディレクトリ構造を示す説
明図である。
【図９】本開示の一実施形態にかかるデジタルカメラ１００のディレクトリ構造を示す説
明図である。
【図１０】本開示の一実施形態にかかるデジタルカメラ１００のディレクトリ構造を示す
説明図である。
【図１１】本開示の一実施形態にかかるデジタルカメラ１００のディレクトリ構造を示す
説明図である。
【図１２】本開示の一実施形態にかかるデジタルカメラ１００のディレクトリ構造を示す
説明図である。
【図１３】本開示の一実施形態にかかるデジタルカメラ１００のディレクトリ構造を示す
説明図である。
【図１４】本開示の一実施形態にかかるデジタルカメラ１００のディレクトリ構造を示す
説明図である。
【図１５】本開示の一実施形態にかかるデジタルカメラ１００のディレクトリ構造を示す
説明図である。
【図１６】メタデータの構成例を示す説明図である。
【図１７】アプリケーションやデータの内容例を示す説明図である。
【図１８】本開示の一実施形態にかかる情報処理システム１で用いられるメタデータ構造
例を示す説明図である。
【図１９】本開示の一実施形態にかかるアプリケーションダウンロードサーバ１０の機能
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構成例を示す説明図である。
【図２０】機器マッチングデータベース１２の内容例を示す説明図である。
【図２１】アプリケーションやデータをクライアントの機器に提供する際の階層構造を示
す説明図である。
【図２２】本開示の一実施形態にかかる情報処理システム１における、コンテンツ登録者
とダウンロードサーバとの間の処理の流れを示す流れ図である。
【図２３】クライアント機器とダウンロードサーバとの間の処理の流れを示す流れ図であ
る。
【図２４】コンテンツ登録者によるコンテンツ登録の流れを示す流れ図である。
【図２５】クライアント機器によるコンテンツ検索および取得処理の流れを示す流れ図で
ある。
【図２６】ダウンロードサーバによるコンテンツ検索および送信処理を示す流れ図である
。
【図２７】本開示の一実施形態にかかる情報処理システム１のシステム構成例を示す説明
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１２】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　＜１．本開示の一実施形態＞
　［システム構成例］
　［デジタルカメラの構成例］
　［デジタルカメラの動作］
　＜２．まとめ＞
【００１３】
　＜１．本開示の一実施形態＞
　［システム構成例］
　まず、本開示の一実施形態のシステム構成例について説明する。図１は、本開示の一実
施形態にかかる情報処理システム１のシステム構成例を示す説明図である。以下、図１を
参照して、本開示の一実施形態にかかる情報処理システム１のシステム構成例について説
明する。
【００１４】
　図１に示したように、本開示の一実施形態にかかる情報処理システム１は、アプリケー
ションダウンロードサーバ１０と、コンテンツダウンロードサーバ２０と、デジタルカメ
ラ１００と、を含んで構成される。アプリケーションダウンロードサーバ１０と、コンテ
ンツダウンロードサーバ２０と、デジタルカメラ１００とは、インターネット３０を介し
て相互に接続されている。なお、図１では各装置とも１台ずつのみを図示しているが、本
開示はかかる例に限定されないことは言うまでもない。
【００１５】
　アプリケーションダウンロードサーバ１０は、デジタルカメラ１００が実行するアプリ
ケーションを保持し、デジタルカメラ１００からの要求に応じて、インターネット３０を
介してアプリケーションを提供するものである。コンテンツダウンロードサーバ２０は、
デジタルカメラ１００が実行するコンテンツ（例えば、アプリケーションダウンロードサ
ーバ１０が提供するアプリケーションにより使用されるデータ等）を保持し、デジタルカ
メラ１００からの要求に応じて、インターネット３０を介してコンテンツを提供するもの
である。
【００１６】
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　デジタルカメラ１００は、静止画像や動画像を撮影するものである。そして本実施形態
では、デジタルカメラ１００はインターネット３０に接続する機能を有し、アプリケーシ
ョンダウンロードサーバ１０やコンテンツダウンロードサーバ２０にアクセスすることが
できる。そしてデジタルカメラ１００は、インターネット３０を介して、アプリケーショ
ンダウンロードサーバ１０が保持しているアプリケーションや、コンテンツダウンロード
サーバ２０が保持しているコンテンツをダウンロードすることができる。
【００１７】
　本実施形態では、アプリケーションダウンロードサーバ１０からダウンロードするアプ
リケーションや、コンテンツダウンロードサーバ２０からダウンロードするコンテンツに
、所定のフォーマットで記述されたメタデータが付随される。デジタルカメラ１００は、
アプリケーションやデータを保存する際に、このメタデータを解析して、アプリケーショ
ンやデータの保存先を決定することが出来る。デジタルカメラ１００による、メタデータ
の解析処理およびアプリケーションやデータの保存先の決定処理の詳細については後述す
る。
【００１８】
　デジタルカメラ１００はインターネット３０に無線で接続することができるが、有線で
接続できてもよい。またアプリケーションダウンロードサーバ１０やコンテンツダウンロ
ードサーバ２０は、インターネット３０に有線で接続することができるが、無線で接続で
きてもよい。
【００１９】
　以上、図１を参照して、本開示の一実施形態にかかる情報処理システム１のシステム構
成例について説明した。次に、本開示の一実施形態にかかるデジタルカメラ１００の構成
例について説明する。
【００２０】
　［デジタルカメラの構成例］
　図２は、本開示の一実施形態にかかるデジタルカメラ１００の構成例を示す説明図であ
る。また、図２には、インターネット３０に接続されているアプリケーションダウンロー
ドサーバ１０およびコンテンツダウンロードサーバ２０も図示されている。以下、図２を
用いて、本開示の一実施形態にかかるデジタルカメラ１００の構成例について説明する。
【００２１】
　図２に示したように、本開示の一実施形態にかかるデジタルカメラ１００は、撮像部１
０１と、カメラ制御部１０２と、画像処理部１０３と、画像管理部１０４と、Ｉ／Ｆ１０
５と、表示部１０６と、メモリ１０７と、外部記憶装置部１０８と、フォーマット処理部
１０９と、ファイル管理部１１０と、アプリケーション実行制御部１１１と、ＵＳＢ１１
２と、ネットワーク処理部１１３と、を含んで構成される。
【００２２】
　撮像部１０１は、撮像処理を行う。撮像部１０１は、ズームレンズ、フォーカスレンズ
、ＣＣＤイメージセンサやＣＭＯＳイメージセンサ等の撮像素子を含んで構成され、被写
体の光を電気信号（画像信号）に変換するものである。カメラ制御部１０２は、撮像部１
０１の制御を行うものであり、デジタルカメラ１００のユーザ操作に基づいて、例えば、
撮像部１０１に含まれるズームレンズやフォーカスレンズの動作を制御したり、撮像素子
への光の入射タイミングを制御したりする。
【００２３】
　画像処理部１０３は、撮像部１０１によって得られる画像信号に対する信号処理を施し
て画像データを得る。画像処理部１０３は、画像信号に対する信号処理として、例えばノ
イズ除去処理、圧縮処理等を実行しても良い。画像管理部１０４は、画像処理部１０３に
よって得られる画像データの、表示部１０６への表示や、外部記憶装置部１０８への保存
を管理する。
【００２４】
　Ｉ／Ｆ１０５は、フラッシュその他の装置をデジタルカメラ１００に接続するためのイ
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ンタフェースである。表示部１０６は、撮像部１０１が撮像した画像や、デジタルカメラ
１００の操作のためのユーザインタフェースその他の情報を表示するものである。表示部
１０６は、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ等の平板表示装置で構成される。
【００２５】
　メモリ１０７は、デジタルカメラ１００が何らかの処理を実行する際にデータを一時的
に格納する。メモリ１０７は、例えば、デジタルカメラ１００の電源が切られると格納さ
れたデータが消去される揮発性メモリで構成されていても良い。
【００２６】
　外部記憶装置部１０８は、画像処理部１０３によって生成される画像データ、アプリケ
ーションダウンロードサーバ１０からダウンロードするアプリケーション、およびコンテ
ンツダウンロードサーバ２０からダウンロードするコンテンツを保存するためのメモリー
カードその他の外部記憶装置である。外部記憶装置部１０８への画像データの保存や、外
部記憶装置部１０８からの画像データの読み出しは、例えば画像管理部１０４によって実
行される。
【００２７】
　フォーマット処理部１０９は、アプリケーションダウンロードサーバ１０からダウンロ
ードするアプリケーションや、コンテンツダウンロードサーバ２０からダウンロードする
コンテンツに付随しているメタデータの内容を解析する。フォーマット処理部１０９は、
メタデータの内容を解析して、アプリケーションダウンロードサーバ１０からダウンロー
ドしたアプリケーションやコンテンツダウンロードサーバ２０からダウンロードしたコン
テンツデータの、ファイル管理部１１０によるファイル管理を制御する。フォーマット処
理部１０９は、本開示のメタデータ解析部の一例である。
【００２８】
　ファイル管理部１１０は、アプリケーションダウンロードサーバ１０からダウンロード
するアプリケーションや、コンテンツダウンロードサーバ２０からダウンロードするコン
テンツの、外部記憶装置部１０８への保存を管理する。ファイル管理部１１０は、アプリ
ケーションやデータの外部記憶装置部１０８への保存に際しては、フォーマット処理部１
０９によるメタデータの解析結果が用いられる。フォーマット処理部１０９によるメタデ
ータの解析処理、および解析結果を用いたファイル管理部１１０によるアプリケーション
やデータの外部記憶装置部１０８への保存処理の詳細については後述する。ファイル管理
部１１０は、本開示のコンテンツ格納部の一例である。
【００２９】
　アプリケーション実行制御部１１１は、アプリケーションダウンロードサーバ１０から
ダウンロードされ、外部記憶装置部１０８に保存されたアプリケーションを実行する。ア
プリケーション実行制御部１１１は、外部記憶装置部１０８に保存されたアプリケーショ
ンを実行する際に、コンテンツダウンロードサーバ２０からダウンロードされて外部記憶
装置部１０８に保存されたコンテンツを利用してもよい。
【００３０】
　ＵＳＢ１１２は、デジタルカメラ１００と他の装置とをＵＳＢケーブルで接続するため
のインタフェースである。ネットワーク処理部１１３は、インターネット３０への接続処
理を実行する。デジタルカメラ１００は、ネットワーク処理部１１３によるインターネッ
ト３０への接続処理により、インターネット３０に接続されたアプリケーションダウンロ
ードサーバ１０やコンテンツダウンロードサーバ２０から、アプリケーションやデータを
ダウンロードすることができる。そして、デジタルカメラ１００は、ダウンロードしたア
プリケーションやデータにより、デジタルカメラ１００の機能を向上させたり、ユーザの
用途に応じた細かなカスタマイズが可能になったり、新たなコンテンツの利用が可能にな
ったりする。ネットワーク処理部１１３は、本開示のメタデータ受信部の一例である。
【００３１】
　以上、図２を用いて本開示の一実施形態にかかるデジタルカメラ１００の構成例につい
て説明した。次に、本開示の一実施形態にかかるデジタルカメラ１００の動作について説
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明する。
【００３２】
　［デジタルカメラの動作］
　まず、本開示の一実施形態にかかるデジタルカメラ１００の動作について具体的に説明
する前に、本開示の一実施形態にかかる情報処理システム１で用いられるメタデータの構
造例について説明する。図３は、本開示の一実施形態にかかる情報処理システム１で用い
られるメタデータの構造例を示す説明図である。
【００３３】
　図３に示したように、本開示の一実施形態にかかる情報処理システム１で用いられるメ
タデータは、“ＩＤＧｒｏｕｐ”、“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”、“Ｇｒｏｕｐ”、“Ｎａｍｅ
”の４つの要素からなる階層構造を有する。再上位の階層が“ＩＤＧｒｏｕｐ”であり、
以下“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”、“Ｇｒｏｕｐ”、“Ｎａｍｅ”の順に階層が下がっていく。
【００３４】
　“ＩＤＧｒｏｕｐ”は、例えば、フォーマットフォルダーによりＩＤ管理を行う団体に
与えられるユニークなＩＤである。“ＩＤＧｒｏｕｐ”以下は、各団体が、“Ｐｌａｔｆ
ｏｒｍ”、“Ｇｒｏｕｐ”、“Ｎａｍｅ”がユニークになるように独自に管理する。
【００３５】
　“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”は、例えば、ＯＳや製品群単位で設定されるプラットフォーム名
が記録されるＩＤであり、“ＩＤＧｒｏｕｐ”以下では“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”はユニーク
なＩＤとなるが、ＩＤ管理を行う団体同士の取り決めにより、“ＩＤＧｒｏｕｐ”を跨い
で同一のＩＤを“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”に設定することもできる。
【００３６】
　“Ｇｒｏｕｐ”は、“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”以下でユニークに命名されるＩＤであり、例
えば、同じ形式であるが内容が異なるデータなど、あるプラットフォームで共通に扱うこ
とができるグループ名を表す。例えば、ＩＤ管理を行う団体同士の取り決めにより、“Ｉ
ＤＧｒｏｕｐ”を跨いで同一のＩＤを“Ｇｒｏｕｐ”に設定することもできる。
【００３７】
　“Ｎａｍｅ”は、“Ｇｒｏｕｐ”以下でユニークに命名されるＩＤであり、例えば、ア
プリケーションやデータの名称が設定されるＩＤである。“Ｎａｍｅ”は、アプリケーシ
ョンのホームディレクトリの名前として利用できるようにしても良い。そして、“Ｎａｍ
ｅ”以下はそれぞれのアプリケーションやデータで自由に構造を持たせて管理できるよう
にしてもよい。
【００３８】
　図３に示した階層構造の例では、“ＩＤＧｒｏｕｐ”には“ＩＤＧｒｏｕｐ１”と“Ｉ
ＤＧｒｏｕｐ２”とが設定されている。“ＩＤＧｒｏｕｐ１”には“Ｐｌａｔｆｏｒｍ１
”と“Ｐｌａｔｆｏｒｍ２”とが設定され、“ＩＤＧｒｏｕｐ２”には“Ｐｌａｔｆｏｒ
ｍ１”が設定されている。従って、“ＩＤＧｒｏｕｐ１”と“ＩＤＧｒｏｕｐ２”とには
、同一の“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”である“Ｐｌａｔｆｏｒｍ１”が設定されていることにな
る。
【００３９】
　そして、“ＩＤＧｒｏｕｐ１”の“Ｐｌａｔｆｏｒｍ１”と“Ｐｌａｔｆｏｒｍ２”と
には、それぞれ同一の“Ｇｒｏｕｐ”である“Ｇｒｏｕｐ１”が設定され、“ＩＤＧｒｏ
ｕｐ２”の“Ｐｌａｔｆｏｒｍ１”の“Ｇｒｏｕｐ”には“Ｇｒｏｕｐ２”が設定されて
いる。
【００４０】
　“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”と“Ｇｒｏｕｐ”を、“ＩＤＧｒｏｕｐ”を跨いで管理できるよ
うにするには、“ＩＤＧｒｏｕｐ”を跨いで管理するためのモードを設定する。次に、“
Ｐｌａｔｆｏｒｍ”と“Ｇｒｏｕｐ”を、“ＩＤＧｒｏｕｐ”を跨いで管理するためのモ
ードの設定例について説明する。
【００４１】
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　図４は、“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”と“Ｇｒｏｕｐ”を、“ＩＤＧｒｏｕｐ”を跨いで管理
するためのモードの設定例を示す説明図である。図４は、３つの０、１からなるフラグを
１つの変数“Ｍｏｄｅ”で管理するための例を示したものである。
【００４２】
　“Ｇｌｏｂａｌ”は、アプリケーションやデータごとに、“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”と“Ｇ
ｒｏｕｐ”を、“ＩＤＧｒｏｕｐ”を跨いで管理する（グローバルで管理する）かどうか
を決定するためのフラグである。０はグローバルで管理しない（アプリケーションやデー
タが“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”と“Ｇｒｏｕｐ”をローカルで管理する）ことを意味し、１は
グローバルで管理することを意味する。ローカルで管理する場合は、“ＩＤＧｒｏｕｐ”
以下の要素は全く独立で管理されることになる。
【００４３】
　“ＩＤＧｒｏｕｐ限定”および“Ｐｌａｔｆｏｒｍ限定”は、アプリケーションやデー
タを扱う際に、その装置が他の“ＩＤＧｒｏｕｐ”や“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”を扱う可能性
がない場合に、その装置で処理を簡略化させる際に使用されるフラグである。本実施形態
では、“ＩＤＧｒｏｕｐ”と“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”とをそれぞれ独立して指定可能として
いるが、本開示はかかる例に限定されないことは言うまでもない。
【００４４】
　“ＩＤＧｒｏｕｐ限定”および“Ｐｌａｔｆｏｒｍ限定”は、アプリケーションやデー
タを扱う際に、その装置でのファイルに関する制約があるような場合に有効である。例え
ば、アプリケーションやデータを扱う装置が、所定の長さ以上のファイル名を設定できな
いようなファイルシステムを採用しているような場合に、“ＩＤＧｒｏｕｐ限定”や“Ｐ
ｌａｔｆｏｒｍ限定”の設定が有効となる。
【００４５】
　図４に示すように、３つの０、１からなるフラグを１つの変数“Ｍｏｄｅ”で管理する
ために、変数“Ｍｏｄｅ”は、図４に示したように０から７の値を取り得る。この変数“
Ｍｏｄｅ”の設定は、アプリケーションやデータに付随するメタデータに含まれる。具体
的には、後述するメタデータのフォーマットにおける“ＧｌｏｂａｌＭｏｄｅ”メタに設
定が記述される。なお本開示においては変数“Ｍｏｄｅ”の設定は係る例には限定されず
、アプリケーションやコンテンツデータがダウンロードされる各機器の内部で保持してお
き、アプリケーションやコンテンツデータがダウンロードされる際に参照されるようにし
てもよい。
【００４６】
　次に、ＩＤとディレクトリ構造との関係について説明する。図５は、本開示の一実施形
態にかかる情報処理システム１における、ＩＤとディレクトリ構造との関係を示す説明図
である。
【００４７】
　本開示の一実施形態にかかる情報処理システム１は、アプリケーションやコンテンツデ
ータを機器の内部に格納する際に、図３に示した“ＩＤＧｒｏｕｐ”、“Ｐｌａｔｆｏｒ
ｍ”、“Ｇｒｏｕｐ”、“Ｎａｍｅ”の４つの要素と、図４に示した変数“Ｍｏｄｅ”の
設定とを用いる。
【００４８】
　図５に示した表の上段は、“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”と“Ｇｒｏｕｐ”を各機器がローカル
で管理する場合のディレクトリ構造を示し、下段は“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”と“Ｇｒｏｕｐ
”の少なくともいずれかがグローバルで管理される場合のディレクトリ構造を示している
。
【００４９】
　変数“Ｍｏｄｅ”が０の場合は、“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”と“Ｇｒｏｕｐ”を各機器がロ
ーカルで管理し、“ＩＤＧｒｏｕｐ”や“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”には限定がない場合のディ
レクトリ構造となる。親ディレクトリには“ＩＤＧｒｏｕｐ＿Ｐｌａｔｆｏｒｍ＿Ｇｒｏ
ｕｐ”という３つの要素名を所定のセパレータ（ここではセパレータをアンダーバー（“
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＿”）とする）で結合したものからなるディレクトリ名を付し、子ディレクトリには“Ｎ
ａｍｅ”要素からなるディレクトリ名を付す。なお、各要素は、名称に上記のセパレータ
と同一の文字が使用されないように制限することが望ましい。
【００５０】
　変数“Ｍｏｄｅ”が２の場合は、“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”と“Ｇｒｏｕｐ”を各機器がロ
ーカルで管理し、“ＩＤＧｒｏｕｐ”には限定がなく、“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”にのみ限定
がある場合のディレクトリ構造となる。親ディレクトリには“ＩＤＧｒｏｕｐ＿Ｇｒｏｕ
ｐ”という２つの要素名をアンダーバーで結合したものからなるディレクトリ名を付し、
子ディレクトリには“Ｎａｍｅ”要素からなるディレクトリ名を付す。
【００５１】
　変数“Ｍｏｄｅ”が４の場合は、“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”と“Ｇｒｏｕｐ”を各機器がロ
ーカルで管理し、“ＩＤＧｒｏｕｐ”のみ限定があり、“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”には限定が
ない場合のディレクトリ構造となる。親ディレクトリには“Ｐｌａｔｆｏｒｍ＿Ｇｒｏｕ
ｐ”という２つの要素名をアンダーバーで結合したものからなるディレクトリ名を付し、
子ディレクトリには“Ｎａｍｅ”要素からなるディレクトリ名を付す。
【００５２】
　変数“Ｍｏｄｅ”が６の場合は、“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”と“Ｇｒｏｕｐ”を各機器がロ
ーカルで管理し、“ＩＤＧｒｏｕｐ”と“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”のいずれにも限定がある場
合のディレクトリ構造となる。親ディレクトリには“Ｇｒｏｕｐ”要素のみからなるディ
レクトリ名を付し、子ディレクトリには“Ｎａｍｅ”要素からなるディレクトリ名を付す
。
【００５３】
　変数“Ｍｏｄｅ”が１の場合は、“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”と“Ｇｒｏｕｐ”がグローバル
で管理され、“ＩＤＧｒｏｕｐ”や“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”には限定がない場合のディレク
トリ構造となる。親ディレクトリには“Ｐｌａｔｆｏｒｍ＿Ｇｒｏｕｐ”という２つの要
素名をアンダーバーで結合したものからなるディレクトリ名を付し、子ディレクトリには
“ＩＤＧｒｏｕｐ＿Ｎａｍｅ”という２つの要素名をアンダーバーで結合したものからな
るディレクトリ名を付す。
【００５４】
　変数“Ｍｏｄｅ”が３の場合は、“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”と“Ｇｒｏｕｐ”がグローバル
で管理され、“ＩＤＧｒｏｕｐ”には限定がなく、“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”にのみ限定があ
る場合のディレクトリ構造となる。親ディレクトリには“Ｇｒｏｕｐ”の１つの要素名の
みからなるディレクトリ名を付し、子ディレクトリには“ＩＤＧｒｏｕｐ＿Ｎａｍｅ”と
いう２つの要素名をアンダーバーで結合したものからなるディレクトリ名を付す。
【００５５】
　なお、変数“Ｍｏｄｅ”が５の場合と７の場合は、それぞれ変数“Ｍｏｄｅ”が４の場
合と６の場合と同じディレクトリ構造となるので、変数“Ｍｏｄｅ”は５と７の値を取ら
ないようにしてもよい。
【００５６】
　続いて、本開示の一実施形態にかかるデジタルカメラ１００の動作について具体的に説
明する。図６は、本開示の一実施形態にかかるデジタルカメラ１００の動作を示す流れ図
である。図６に示した流れ図は、デジタルカメラ１００がアプリケーションダウンロード
サーバ１０やコンテンツダウンロードサーバ２０からアプリケーションやデータをダウン
ロードした際、デジタルカメラ１００の動作を示したものである。以下、図６を用いて本
開示の一実施形態にかかるデジタルカメラ１００の動作について具体的に説明する。
【００５７】
　デジタルカメラ１００は、アプリケーションダウンロードサーバ１０やコンテンツダウ
ンロードサーバ２０からアプリケーションやデータをダウンロードすると、ダウンロード
したファイルからアプリケーションやデータの管理用メタデータをフォーマット処理部１
０９が抽出する（ステップＳ１０１）。
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【００５８】
　上記ステップＳ１０１で、アプリケーションやデータの管理用メタデータをフォーマッ
ト処理部１０９が抽出すると、続いて、抽出した管理用メタデータの内容をフォーマット
処理部１０９が分析する。具体的には、フォーマット処理部１０９は、抽出した管理用メ
タデータに含まれる“ＧｌｏｂａｌＭｏｄｅ”メタの内容を取得して、ダウンロードした
アプリケーションやデータのモードの内容を把握する。そしてフォーマット処理部１０９
は、抽出した管理用メタデータに含まれる“ＩＤＧｒｏｕｐ”メタと“Ｐｌａｔｆｏｒｍ
”メタの内容を把握する（ステップＳ１０２）。
【００５９】
　上記ステップＳ１０２で、抽出した管理用メタデータの内容をフォーマット処理部１０
９が分析し、メタの内容を把握すると、フォーマット処理部１０９はデジタルカメラ１０
０のポリシーを調べる（ステップＳ１０３）。具体的には、フォーマット処理部１０９は
、“ＧｌｏｂａｌＭｏｄｅ”メタでＩＤＧｒｏｕｐ限定が設定されていた場合には、デジ
タルカメラ１００の“ＩＤＧｒｏｕｐ”の設定を調べ、“ＧｌｏｂａｌＭｏｄｅ”メタで
Ｐｌａｔｆｏｒｍ限定が設定されていた場合には、デジタルカメラ１００の“Ｐｌａｔｆ
ｏｒｍ”の設定を調べる。
【００６０】
　上記ステップＳ１０３で、フォーマット処理部１０９はデジタルカメラ１００のポリシ
ーを調べると、続いて、ファイル管理部１１０が、“ＧｌｏｂａｌＭｏｄｅ”メタでＩＤ
Ｇｒｏｕｐ限定が設定されており、かつ、フォーマット処理部１０９が抽出した管理用メ
タデータに含まれる“ＩＤＧｒｏｕｐ”メタの内容が、デジタルカメラ１００の“ＩＤＧ
ｒｏｕｐ”の設定以外のものであるかどうかを判断する（ステップＳ１０４）。
【００６１】
　上記ステップ１０４の判断の結果、“ＧｌｏｂａｌＭｏｄｅ”メタでＩＤＧｒｏｕｐ限
定が設定されていないか、または、ＩＤＧｒｏｕｐ限定が設定されていて、かつ、フォー
マット処理部１０９が抽出した管理用メタデータに含まれる“ＩＤＧｒｏｕｐ”メタの内
容が、デジタルカメラ１００の“ＩＤＧｒｏｕｐ”の設定と同一であれば、続いて、ファ
イル管理部１１０が、“ＧｌｏｂａｌＭｏｄｅ”メタでＰｌａｔｆｏｒｍ限定が設定され
ており、かつ、フォーマット処理部１０９が抽出した管理用メタデータに含まれる“Ｐｌ
ａｔｆｏｒｍ”メタの内容が、デジタルカメラ１００の“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”の設定以外
のものであるかどうかを判断する（ステップＳ１０５）。
【００６２】
　上記ステップ１０５の判断の結果、“ＧｌｏｂａｌＭｏｄｅ”メタでＰｌａｔｆｏｒｍ
限定が設定されていないか、または、Ｐｌａｔｆｏｒｍ限定が設定されていて、かつ、フ
ォーマット処理部１０９が抽出した管理用メタデータに含まれる“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”メ
タの内容が、デジタルカメラ１００の“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”の設定と同一であれば、フォ
ーマット処理部１０９が抽出したメタの内容に基づいて、ファイル管理部１１０が、アプ
リケーションやデータを格納するためのパスを作成する（ステップＳ１０６）。ファイル
管理部１１０による、アプリケーションやデータを格納するためのパスの作成の詳細につ
いては後述する。
【００６３】
　上記ステップＳ１０６で、ファイル管理部１１０が、アプリケーションやデータを格納
するためのパスを作成すると、ファイル管理部１１０は、ルートディレクトリ以下の、上
記ステップＳ１０６で作成したパスに、ダウンロードされたアプリケーションやデータを
格納する（ステップＳ１０７）。ダウンロードされたアプリケーションやデータは、例え
ば外部記憶装置部１０８に格納される。
【００６４】
　一方、上記ステップＳ１０４で、“ＧｌｏｂａｌＭｏｄｅ”メタでＩＤＧｒｏｕｐ限定
が設定されており、かつ、フォーマット処理部１０９が抽出した管理用メタデータに含ま
れる“ＩＤＧｒｏｕｐ”メタの内容が、デジタルカメラ１００の“ＩＤＧｒｏｕｐ”の設
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定以外である場合、または、上記ステップＳ１０５で、“ＧｌｏｂａｌＭｏｄｅ”メタで
Ｐｌａｔｆｏｒｍ限定が設定されており、かつ、フォーマット処理部１０９が抽出した管
理用メタデータに含まれる“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”メタの内容が、デジタルカメラ１００の
“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”の設定以外のものである場合は、ファイル管理部１１０は、ダウン
ロードされたアプリケーションやデータに対してデジタルカメラ１００の対象外のアプリ
ケーションやデータであるとする処理を実行する（ステップＳ１０８）。
【００６５】
　本開示の一実施形態にかかるデジタルカメラ１００は、図６に示したような一連の処理
を実行することで、ダウンロードしたアプリケーションやデータを、当該アプリケーショ
ンやデータに付随するメタデータの内容に応じてデジタルカメラ１００の内部に格納する
ことができる。
【００６６】
　本開示の一実施形態にかかるデジタルカメラ１００によるダウンロードしたアプリケー
ションやデータのデジタルカメラ１００の内部への格納について、図面を参照しながらよ
り詳細に説明する。
【００６７】
　図７は、本開示の一実施形態にかかるデジタルカメラ１００のディレクトリ構造を示す
説明図である。図７に示したディレクトリ構造は、“ＩＤＧｒｏｕｐ”や“Ｐｌａｔｆｏ
ｒｍ”に限定が無く、また“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”および“Ｇｒｏｕｐ”をローカルで管理
する場合のディレクトリ構造を示したものである。これは、“ＧｌｏｂａｌＭｏｄｅ”メ
タが０の場合に相当するものである。
【００６８】
　図７では、“ＩＤＧｒｏｕｐ”が“ＸＸＸ”または“３ｒｄＰａｒｔｙ”の２種類であ
り、“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”が“ＸＸＸＤＳＣ”である場合を例示している。そして“Ｇｒ
ｏｕｐ”メタには“Ａｐｐ”と“ＭａｐＤａｔａ”のいずれかが指定されているものとす
る。
【００６９】
　この場合は、ファイル管理部１１０によって、アプリケーションのインストールディレ
クトリ以下には“ＸＸＸ＿ＸＸＸＤＳＣ＿Ａｐｐ”または“ＸＸＸ＿３ｒｄＰａｒｔｙ＿
Ａｐｐ”ディレクトリが出来上がる。また、ファイル管理部１１０によって、データディ
レクトリ以下には“ＸＸＸ＿ＸＸＸＤＳＣ＿ＭａｐＤａｔａ”または“ＸＸＸ＿３ｒｄＰ
ａｒｔｙ＿ＭａｐＤａｔａ”ディレクトリが出来上がる。
【００７０】
　ＩＤＧｒｏｕｐ”や“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”に限定が無く、また“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”お
よび“Ｇｒｏｕｐ”をローカルで管理する場合は、ファイル管理部１１０は、アプリケー
ションのインストールディレクトリやデータディレクトリの直下に、“ＩＤＧｒｏｕｐ”
、“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”および“Ｇｒｏｕｐ”の３つの要素を“＿”で結合したディレク
トリを作成し、作成したディレクトリの直下に、“Ｎａｍｅ”要素からなるディレクトリ
を作成する。
【００７１】
　図８は、本開示の一実施形態にかかるデジタルカメラ１００のディレクトリ構造を示す
説明図である。図８に示したディレクトリ構造は、“ＩＤＧｒｏｕｐ”や“Ｐｌａｔｆｏ
ｒｍ”に限定が無く、また“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”および“Ｇｒｏｕｐ”をグローバルで管
理する場合のディレクトリ構造を示したものである。これは、“ＧｌｏｂａｌＭｏｄｅ”
メタが１の場合に相当するものである。また、ここでは“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”が“ＸＸＸ
ＤＳＣ”のもの、および“Ｇｒｏｕｐ”が“Ａｐｐ”のものをグローバルで管理するもの
としている。
【００７２】
　この場合は、ファイル管理部１１０によって、アプリケーションのインストールディレ
クトリ以下には“ＸＸＸＤＳＣ＿Ａｐｐ”ディレクトリが出来上がる。また、ファイル管
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理部１１０によって、データディレクトリ以下には“ＸＸＸＤＳＣ＿ＭａｐＤａｔａ”ま
たは“ＸＸＸＤＳＣ＿ＧｕｉｄｅＤａｔａ”ディレクトリが出来上がる。
【００７３】
　そして、“ＸＸＸＤＳＣ＿Ａｐｐ”ディレクトリ以下には、“ＸＸＸ＿ＭａｐＶｉｅｗ
ｅｒ１．０”ディレクトリと“３ｒｄＰａｒｔｙ＿Ｇｕｉｄｅ１．０”ディレクトリを、
ファイル管理部１１０が生成する。これにより、“ＸＸＸＤＳＣ＿Ａｐｐ”ディレクトリ
に、要素“Ｇｒｏｕｐ”が“Ａｐｐ”以下に属するアプリケーションがまとめて格納され
る。
【００７４】
　“ＩＤＧｒｏｕｐ”や“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”に限定が無く、また“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”
および“Ｇｒｏｕｐ”をグローバルで管理する場合は、ファイル管理部１１０は、アプリ
ケーションのインストールディレクトリやデータディレクトリの直下に、“Ｐｌａｔｆｏ
ｒｍ”および“Ｇｒｏｕｐ”の２つの要素を“＿”で結合したディレクトリを作成し、作
成したディレクトリの直下に、“ＩＤＧｒｏｕｐ”および“Ｎａｍｅ”の２つの要素を“
＿”で結合したディレクトリを作成する。
【００７５】
　図９は、本開示の一実施形態にかかるデジタルカメラ１００のディレクトリ構造を示す
説明図である。図９に示したディレクトリ構造は、“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”にのみ限定があ
り、また“Ｇｒｏｕｐ”をグローバルで管理する場合のディレクトリ構造を示したもので
ある。これは、“ＧｌｏｂａｌＭｏｄｅ”メタが３の場合に相当するものである。
【００７６】
　この場合は、ファイル管理部１１０によって、アプリケーションのインストールディレ
クトリ以下には“Ａｐｐ”ディレクトリが出来上がる。また、ファイル管理部１１０によ
って、データディレクトリ以下には“ＭａｐＤａｔａ”または“ＧｕｉｄｅＤａｔａ”デ
ィレクトリが出来上がる。
【００７７】
　そして、“Ａｐｐ”ディレクトリ以下には、“ＸＸＸ＿ＭａｐＶｉｅｗｅｒ１．０”デ
ィレクトリと“３ｒｄＰａｒｔｙ＿Ｇｕｉｄｅ１．０”ディレクトリを、ファイル管理部
１１０が生成する。これにより、“Ａｐｐ”ディレクトリに、要素“Ｇｒｏｕｐ”が“Ａ
ｐｐ”以下に属するアプリケーションがまとめて格納される。
【００７８】
　“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”にのみ限定があり、また“Ｇｒｏｕｐ”をグローバルで管理する
場合は、ファイル管理部１１０は、アプリケーションのインストールディレクトリやデー
タディレクトリの直下に、“Ｇｒｏｕｐ”の１つの要素のみからなるディレクトリを作成
し、作成したディレクトリの直下に、“ＩＤＧｒｏｕｐ”および“Ｎａｍｅ”の２つの要
素を“＿”で結合したディレクトリを作成する。
【００７９】
　図１０は、本開示の一実施形態にかかるデジタルカメラ１００のディレクトリ構造を示
す説明図である。図１０に示したディレクトリ構造は、“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”にのみ限定
があり、また“Ｇｒｏｕｐ”をローカルで管理する場合のディレクトリ構造を示したもの
である。これは、“ＧｌｏｂａｌＭｏｄｅ”メタが２の場合に相当するものである。
【００８０】
　この場合は、ファイル管理部１１０によって、アプリケーションのインストールディレ
クトリ以下には“ＸＸＸ＿Ａｐｐ”と“３ｒｄＰａｒｔｙ＿Ａｐｐ”ディレクトリが出来
上がる。また、ファイル管理部１１０によって、データディレクトリ以下には“ＸＸＸ＿
ＭａｐＤａｔａ”、“ＸＸＸ＿ＧｕｉｄｅＤａｔａ”、“３ｒｄＰａｒｔｙ＿ＭａｐＤａ
ｔａ”、“３ｒｄＰａｒｔｙ＿ＧｕｉｄｅＤａｔａ”ディレクトリが出来上がる。
【００８１】
　そして、“ＸＸＸ＿Ａｐｐ”ディレクトリ以下には、“ＭａｐＶｉｅｗｅｒ１．０”デ
ィレクトリを、“３ｒｄＰａｒｔｙ＿Ａｐｐ”ディレクトリ以下には“Ｇｕｉｄｅ１．０
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”ディレクトリを、ファイル管理部１１０が生成する。
【００８２】
　“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”にのみ限定があり、また“Ｇｒｏｕｐ”をローカルで管理する場
合は、ファイル管理部１１０は、アプリケーションのインストールディレクトリやデータ
ディレクトリの直下に、“ＩＤＧｒｏｕｐ”および“Ｇｒｏｕｐ”の２つの要素を“＿”
で結合したディレクトリを作成し、作成したディレクトリの直下に、“Ｎａｍｅ”の１つ
の要素のみからなるディレクトリを作成する。
【００８３】
　図１１は、本開示の一実施形態にかかるデジタルカメラ１００のディレクトリ構造を示
す説明図である。図１１に示したディレクトリ構造は、“ＩＤＧｒｏｕｐ”にのみ限定が
ある場合のディレクトリ構造を示したものである。これは、“ＧｌｏｂａｌＭｏｄｅ”メ
タが４の場合に相当するものである。
【００８４】
　この場合は、ファイル管理部１１０によって、アプリケーションのインストールディレ
クトリ以下には“ＸＸＸＤＳＣ＿Ａｐｐ”および“ＹＹＹ＿Ａｐｐ”ディレクトリが出来
上がる。また、ファイル管理部１１０によって、データディレクトリ以下には“ＸＸＸＤ
ＳＣ＿ＭａｐＤａｔａ”および“ＹＹＹ＿ＧｕｉｄｅＤａｔａ”ディレクトリが出来上が
る。
【００８５】
　そして、“ＸＸＸＤＳＣ＿Ａｐｐ”ディレクトリ以下には、“ＭａｐＶｉｅｗｅｒ１．
０”ディレクトリを、“ＹＹＹ＿Ａｐｐ”ディレクトリ以下には“Ｇｕｉｄｅ１．０”デ
ィレクトリを、ファイル管理部１１０が生成する。
【００８６】
　“ＩＤＧｒｏｕｐ”にのみ限定がある場合は、ファイル管理部１１０は、アプリケーシ
ョンのインストールディレクトリやデータディレクトリの直下に、“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”
および“Ｇｒｏｕｐ”の２つの要素を“＿”で結合したディレクトリを作成し、作成した
ディレクトリの直下に、“Ｎａｍｅ”の１つの要素のみからなるディレクトリを作成する
。
【００８７】
　図１２は、本開示の一実施形態にかかるデジタルカメラ１００のディレクトリ構造を示
す説明図である。図１２に示したディレクトリ構造は、“ＩＤＧｒｏｕｐ”および“Ｐｌ
ａｔｆｏｒｍ”に限定がある場合のディレクトリ構造を示したものである。これは、“Ｇ
ｌｏｂａｌＭｏｄｅ”メタが６の場合に相当するものである。
【００８８】
　この場合は、ファイル管理部１１０によって、アプリケーションのインストールディレ
クトリ以下には“Ａｐｐ”ディレクトリが出来上がる。また、ファイル管理部１１０によ
って、データディレクトリ以下には“ＭａｐＤａｔａ”および“ＧｕｉｄｅＤａｔａ”デ
ィレクトリが出来上がる。
【００８９】
　そして、“Ａｐｐ”ディレクトリ以下には、“ＭａｐＶｉｅｗｅｒ１．０”および“Ｇ
ｕｉｄｅ１．０”ディレクトリを、ファイル管理部１１０が生成する。“ＩＤＧｒｏｕｐ
”および“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”に限定がある場合は、このように“Ａｐｐ”ディレクトリ
以下に全てのアプリケーションが格納されることになる。また、コンテンツデータは“Ｍ
ａｐＤａｔａ”および“ＧｕｉｄｅＤａｔａ”ディレクトリ以下に格納されることになる
。
【００９０】
　“ＩＤＧｒｏｕｐ”および“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”に限定がある場合は、ファイル管理部
１１０は、アプリケーションのインストールディレクトリやデータディレクトリの直下に
、“Ｇｒｏｕｐ”の１つの要素のみからなるディレクトリを作成し、作成したディレクト
リの直下に、“Ｎａｍｅ”の１つの要素のみからなるディレクトリを作成する。
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【００９１】
　このようにファイル管理部１１０は、“ＧｌｏｂａｌＭｏｄｅ”メタの内容に応じて、
アプリケーションやデータをインストールする際に、構造を変えてディレクトリを作成し
、作成したディレクトリにアプリケーションやコンテンツデータを格納することが可能に
なる。これにより、同一・同種のアプリケーションやコンテンツデータを、同一のディレ
クトリにまとめて格納することができるようになるので、本開示の一実施形態にかかるデ
ジタルカメラ１００は、アプリケーションやデータをより容易に管理することが可能とな
る。
【００９２】
　続いて、アプリケーションのインストールディレクトリに格納されたアプリケーション
が、データディレクトリに格納されたデータを使用する例を説明する。図１３は、本開示
の一実施形態にかかるデジタルカメラ１００のディレクトリ構造を示す説明図である。
【００９３】
　デジタルカメラ１００が、アプリケーションのインストールディレクトリに格納された
アプリケーションが、データディレクトリに格納されたデータを使用するには、アプリケ
ーションに付随するメタデータに含まれる“ＲｅｌａｔｅｄＧｒｏｕｐ”メタの内容を参
照する。
【００９４】
　図１３を用いて具体的に説明すれば、例えば、“ＭａｐＶｉｅｗｅｒ１．０”が“Ｍａ
ｐＤａｔａ”ディレクトリ以下のデータを参照する場合は、予め“ＲｅｌａｔｅｄＧｒｏ
ｕｐ”に“ＭａｐＤａｔａ”と記述したメタデータを用意しておき、“ＭａｐＶｉｅｗｅ
ｒ１．０”が“ＲｅｌａｔｅｄＧｒｏｕｐ”に記述された“ＭａｐＤａｔａ”を利用する
。同様に、“ＧｕｉｄｅＤａｔａ１．０”が“ＧｕｉｄｅＤａｔａ”ディレクトリ以下の
データを参照する場合は、予め“ＲｅｌａｔｅｄＧｒｏｕｐ”に“ＧｕｉｄｅＤａｔａ”
と記述したメタデータを用意しておき、“ＧｕｉｄｅＶｉｅｗｅｒ１．０”が“Ｒｅｌａ
ｔｅｄＧｒｏｕｐ”に記述された“ＧｕｉｄｅＤａｔａ”を利用する。
【００９５】
　このように、“ＲｅｌａｔｅｄＧｒｏｕｐ”メタでアプリケーションとコンテンツとを
結びつけることで、アプリケーションのインストールディレクトリに格納されたアプリケ
ーションが、データディレクトリに格納されたデータを使用することができる。この“Ｒ
ｅｌａｔｅｄＧｒｏｕｐ”メタを応用すれば、１つのアプリケーションから複数のデータ
ディレクトリへアクセスすることが可能になるし、複数のアプリケーションから１つのデ
ータディレクトリを利用することも可能になる。さらに、後述するアプリケーションのバ
ージョンアップに際して“ＲｅｌａｔｅｄＧｒｏｕｐ”メタの内容を更新することで、後
から追加されたデータディレクトリに格納されたデータを使用することもできる。
【００９６】
　続いて、アプリケーションやコンテンツデータのバージョンアップ例を説明する。アプ
リケーションやコンテンツデータのバージョンアップには、マイナーバージョンアップと
メジャーバージョンアップとがある。本実施形態では、マイナーバージョンアップは、“
Ｇｒｏｕｐ”や“Ｎａｍｅ”の変更を伴わないものであり、アプリケーションやデータの
ファイルのみが置き換えられたり追加されたりする。バージョンの違いは、“ＤａｔａＶ
ｅｒｓｉｏｎ”メタを使用する。
【００９７】
　一方、メジャーバージョンアップは、“Ｇｒｏｕｐ”や“Ｎａｍｅ”の変更を伴うもの
である。例えば、アプリケーションの場合は、旧バージョンのものとは別の名前の“Ｎａ
ｍｅ”要素が用いられ、旧バージョンのものとは別のディレクトリが生成される。またコ
ンテンツデータの場合は、旧バージョンのものとは別の名前の“Ｇｒｏｕｐ”要素が用い
られ、旧バージョンのものとは別のディレクトリが生成される。従って、新旧両方のバー
ジョンのファイルが併存することになる。そして、過去のバージョンへのリンクとして“
ＯｌｄＶｅｒｓｉｏｎ”メタを使用する。この“ＯｌｄＶｅｒｓｉｏｎ”メタは、アプリ
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ケーションやデータを管理するためのメタデータではなく、アプリケーションやデータを
提供するサービスを管理するためのメタデータに含まれるものとする。もちろん、バージ
ョンアップに際して旧バージョンのディレクトリは削除されるようにしても良い。
【００９８】
　図１４は、本開示の一実施形態にかかるデジタルカメラ１００のディレクトリ構造を示
す説明図である。図１４に示した例は、アプリケーションやコンテンツデータのマイナー
バージョンアップの際のディレクトリ構造について示したものである。このように、アプ
リケーションやコンテンツデータのマイナーバージョンアップの際には、アプリケーショ
ンやデータのファイルのみが置き換えられたり追加されたりする。
【００９９】
　図１５は、本開示の一実施形態にかかるデジタルカメラ１００のディレクトリ構造を示
す説明図である。図１５に示した例は、アプリケーションやコンテンツデータのメジャー
バージョンアップの際のディレクトリ構造について示したものである。このように、アプ
リケーションやコンテンツデータのメジャーバージョンアップの際には、旧バージョンの
ものとは別のディレクトリが生成され、新バージョンのアプリケーションやデータのファ
イルのみは新たに生成されたディレクトリに格納される。
【０１００】
　このように、本開示の一実施形態にかかるデジタルカメラ１００は、アプリケーション
やコンテンツデータのバージョンアップの際には、マイナーバージョンアップかメジャー
バージョンアップかによって、バージョンアップ時のファイル格納方法を変更することが
できる。
【０１０１】
　続いて、アプリケーションやコンテンツデータに付随してアプリケーションダウンロー
ドサーバ１０やコンテンツダウンロードサーバ２０から送信されるメタデータの構成例に
ついて説明する。図１６は、アプリケーションダウンロードサーバ１０やコンテンツダウ
ンロードサーバ２０から送信されるメタデータの構成例を示す説明図である。
【０１０２】
　図１６には、メタデータの構成として“ＤａｔａＶｅｒｓｉｏｎ”、“ＩＤ”、“ＩＤ
Ｇｒｏｕｐ”、“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”、“Ｇｒｏｕｐ”、“Ｎａｍｅ”、“Ｔａｒｇｅｔ
Ｍｏｄｅｌ”、“ＧｌｏｂａｌＭｏｄｅ”、“ＲｅｌａｔｅｄＧｒｏｕｐ”を図示してい
る。
【０１０３】
　“ＤａｔａＶｅｒｓｉｏｎ”は、アプリケーションやデータのバージョンが記述される
メタであり、上述した、デジタルカメラ１００におけるアプリケーションやデータのバー
ジョンアップの際に参照される。“ＩＤ”は、“ＩＤＧｒｏｕｐ”、“Ｐｌａｔｆｏｒｍ
”、“Ｇｒｏｕｐ”、および“Ｎａｍｅ”の４要素を“＿”で結合したものが記述される
メタであり、ＩＤ全体を格納するためのものである。“ＴａｒｇｅｔＭｏｄｅｌ”メタに
ついては後に詳述する。
【０１０４】
　図１７は、アプリケーションダウンロードサーバ１０やコンテンツダウンロードサーバ
２０から送信されるアプリケーションやデータの内容例を示す説明図である。上述してき
たように、本実施形態では、“ＩＤＧｒｏｕｐ”、“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”、“Ｇｒｏｕｐ
”、“Ｎａｍｅ”の４要素をメタデータ（コンテンツメタ）で管理する。従って、アプリ
ケーションやコンテンツデータと、メタデータとを圧縮して、アプリケーションダウンロ
ードサーバ１０やコンテンツダウンロードサーバ２０に保持しておくことで、デジタルカ
メラ１００は、アプリケーションやデータをダウンロードすると、同時に、アプリケーシ
ョンやデータに付随するコンテンツメタを取得することができる。
【０１０５】
　続いて、アプリケーションダウンロードサーバ１０やコンテンツダウンロードサーバ２
０から送信されるアプリケーションやデータが機器毎に異なる場合の管理方法について説
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明する。
【０１０６】
　図１８は、本開示の一実施形態にかかる情報処理システム１で用いられるメタデータの
構造例を示す説明図である。図１８に示したメタデータの構造は、図３に示したメタデー
タの構造に加え、“ＴａｒｇｅｔＭｏｄｅｌ”という新たな要素が加わっている。この“
ＴａｒｇｅｔＭｏｄｅｌ”は、機種の違いを全て異なるＩＤで管理する場合、同じ扱いの
アプリ（コンテンツ）である事を示すために用いられる要素である。
【０１０７】
　例えば、同一のアプリケーションであっても、そのアプリケーションが実行される機器
のハードウェア性能の違いによって、細部を変更しなければならない場合がある。例えば
、画面がタッチパネルであるか否かによって、表示内容を変更しなければならない場合が
考えられる。そのような場合に、アプリケーションとしては同一であるが、そのアプリケ
ーションが実行されるターゲットの機器に応じて異なるバイナリやデータを用意すること
で、アプリケーションやデータの管理を簡略化することが可能となる。なお、排他的で同
じ機器に複数の異なる“ＴａｒｇｅｔＭｏｄｅｌ”は存在出来ないように制限する。
【０１０８】
　図１８では、“ＩＤＧｒｏｕｐ１”－“Ｐｌａｔｆｏｒｍ１”－“Ｇｒｏｕｐ１”－“
Ｎａｍｅ１”以下に、“ＴａｒｇｅｔＭｏｄｅｌ”として“Ａ”と“Ｂ”とが、“ＩＤＧ
ｒｏｕｐ１”－“Ｐｌａｔｆｏｒｍ２”－“Ｇｒｏｕｐ１”－“Ｎａｍｅ２”以下に、“
ＴａｒｇｅｔＭｏｄｅｌ”として“Ａ”と“Ｂ”とが、それぞれ指定されている。
【０１０９】
　なお、“ＴａｒｇｅｔＭｏｄｅｌ”メタは、アプリケーションやデータを、アプリケー
ションダウンロードサーバ１０やコンテンツダウンロードサーバ２０から各機器に配信す
る際に用いられるものである。“ＴａｒｇｅｔＭｏｄｅｌ”メタは、アプリケーションや
データが各機器に配信された後の、ディレクトリの作成やファイルの格納には用いられな
い。また、アプリケーションやデータに、機器による違いがない場合は、もちろん“Ｔａ
ｒｇｅｔＭｏｄｅｌ”メタの内容を省略しても良い。
【０１１０】
　図１９は、本開示の一実施形態にかかるアプリケーションダウンロードサーバ１０の機
能構成例を示す説明図である。以下、図１９を用いて本開示の一実施形態にかかるアプリ
ケーションダウンロードサーバ１０の機能構成例について説明する。
【０１１１】
　図１９に示したように、本開示の一実施形態にかかるアプリケーションダウンロードサ
ーバ１０は、データ管理部１１と、機器マッチングデータベース１２と、を含んで構成さ
れる。
【０１１２】
　データ管理部１１は、アプリケーションダウンロードサーバ１０から提供するアプリケ
ーションを、“ＩＤＧｒｏｕｐ”、“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”、“Ｇｒｏｕｐ”、“Ｎａｍｅ
”、“ＴａｒｇｅｔＭｏｄｅｌ”の５つの要素からなるＩＤで管理する。目的のアプリケ
ーションのダウンロード要求がクライアントの機器からあった際に、機器毎に適合するも
のを機器マッチングデータベース１２から調べ、適合するものを提供する。
【０１１３】
　機器マッチングデータベース１２は、アプリケーションの情報が機器毎に登録されるデ
ータベースである。データ管理部１１は、機器マッチングデータベース１２に登録されて
いる情報を参照することで、目的のアプリケーションのダウンロード要求がクライアント
の機器からあった際に、機器毎に適合するものを提供できる。
【０１１４】
　以上、図１９を用いて本開示の一実施形態にかかるアプリケーションダウンロードサー
バ１０の機能構成例について説明した。続いて、機器マッチングデータベース１２の内容
例について説明する。図２０は、機器マッチングデータベース１２の内容例を示す説明図
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である。
【０１１５】
　図２０に示した機器マッチングデータベース１２には、“ＩＤＧｒｏｕｐ”、“Ｐｌａ
ｔｆｏｒｍ”、“Ｇｒｏｕｐ”、“Ｎａｍｅ”からなる共通ＩＤとして“ＸＸＸ＿ＤＳＣ
＿Ａｐｐ＿Ｍａｐｖｉｅｗｅｒ”、“ＸＸＸ＿ＤＳＣ＿Ｍａｐ＿日本”、“ＸＸＸ＿ＤＳ
Ｃ＿Ｍａｐ＿首都圏”の３つが示されている。“ＸＸＸ＿ＤＳＣ＿Ａｐｐ＿Ｍａｐｖｉｅ
ｗｅｒ”は、例えばデジタルカメラ１００で実行される、地図表示用のアプリケーション
のＩＤを指し、“ＸＸＸ＿ＤＳＣ＿Ｍａｐ＿日本”は、当該地図表示用のアプリケーショ
ンで用いられる日本地図のＩＤを指し、“ＸＸＸ＿ＤＳＣ＿Ｍａｐ＿首都圏”は、当該地
図表示用のアプリケーションで用いられる首都圏の地図のＩＤを指す。
【０１１６】
　このうち、“ＸＸＸ＿ＤＳＣ＿Ａｐｐ＿Ｍａｐｖｉｅｗｅｒ”、および“ＸＸＸ＿ＤＳ
Ｃ＿Ｍａｐ＿日本”については、“ＴａｒｇｅｔＭｏｄｅｌ”が指定されている。“Ｔａ
ｒｇｅｔＭｏｄｅｌ”が指定されていることで、これらのアプリケーションやデータにつ
いては、機器毎に異なるものが用意されていることになる。また“ＸＸＸ＿ＤＳＣ＿Ｍａ
ｐ＿首都圏”については“ＴａｒｇｅｔＭｏｄｅｌ”が指定されていない。これは、地図
表示用のアプリケーションを実行する全ての機器において共通のデータが用意されている
ことになる。
【０１１７】
　図２１は、アプリケーションやデータをクライアントの機器に提供する際の階層構造を
示す説明図である。図２１に示した階層構造は、機器マッチングデータベース１２に図２
０のようにデータが登録されている際の階層構造である。
【０１１８】
　機器Ａ（例えば、表示部にタッチパネルを備えているデジタルカメラ）に上記地図表示
用のアプリケーションを提供する際には、アプリケーションと、当該アプリケーションで
用いられる日本地図のデータは、機器Ａ用に作成されたものが提供される。機器Ｂ（例え
ば、表示部にタッチパネルを備えていないデジタルカメラ）に上記地図表示用のアプリケ
ーションを提供する際には、アプリケーションと、当該アプリケーションで用いられる日
本地図のデータは、機器Ｂ用に作成されたものが提供される。当該アプリケーションで用
いられる首都圏の地図のデータについては、機器Ａ、機器Ｂ共通のものが提供される。
【０１１９】
　続いて、本開示の一実施形態にかかる情報処理システム１における、コンテンツ登録者
とダウンロードサーバとの間の処理の流れについて説明する。図２２は、本開示の一実施
形態にかかる情報処理システム１における、コンテンツ登録者とダウンロードサーバとの
間の処理の流れを示す流れ図である。
【０１２０】
　アプリケーションやデータを制作してダウンロードサーバに登録するコンテンツ登録者
は、アプリケーションやデータを開発する。またコンテンツ登録者は、当該アプリケーシ
ョンやデータに付する、“ＩＤＧｒｏｕｐ”、“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”、“Ｇｒｏｕｐ”、
“Ｎａｍｅ”の４要素からなるＩＤの管理を行う（ステップＳ２０１）。
【０１２１】
　続いて、コンテンツ登録者は、作成したアプリケーションやデータに対応する機器リス
トを作成する。ここで、機器毎にアプリケーションのバイナリが異なったり、データが異
なったりする場合は、“ＴａｒｇｅｔＭｏｄｅｌ”要素をＩＤに追加する（ステップＳ２
０２）。
【０１２２】
　コンテンツ登録者は、アプリケーションやデータを開発し、ＩＤの管理が完了すると、
作成したアプリケーションやデータをＩＤと共にダウンロードサーバ（アプリケーション
ダウンロードサーバ１０およびコンテンツダウンロードサーバ２０を「ダウンロードサー
バ」と総称する）に登録する（ステップＳ２０３）。
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【０１２３】
　ダウンロードサーバは、コンテンツ登録者から登録のあったアプリケーションやデータ
をダウンロード環境に登録すると共に、ＩＤ情報を機器マッチングデータベース１２に格
納する（ステップＳ２０４）。この一連の処理により、コンテンツ登録者が開発したアプ
リケーションやデータが、クライアント機器からダウンロード可能な状態となる。
【０１２４】
　以上、図２２を用いて、本開示の一実施形態にかかる情報処理システム１における、コ
ンテンツ登録者とダウンロードサーバとの間の処理の流れについて説明した。次に、本開
示の一実施形態にかかる情報処理システム１における、クライアント機器（例えばデジタ
ルカメラ１００）とダウンロードサーバとの間の処理の流れについて説明する。
【０１２５】
　図２３は、本開示の一実施形態にかかる情報処理システム１における、クライアント機
器とダウンロードサーバとの間の処理の流れを示す流れ図である。以下、図２３を用いて
本開示の一実施形態にかかる情報処理システム１における、クライアント機器とダウンロ
ードサーバとの間の処理の流れについて説明する。
【０１２６】
　クライアント機器がダウンロードサーバからアプリケーションやデータを取得する際に
は、まずクライアント機器はダウンロードサーバへログインし、コンテンツの検索および
利用機種名の送信を行う（ステップＳ２１０）。クライアント機器はダウンロードサーバ
に送信する利用機種名の情報は、“ＴａｒｇｅｔＭｏｄｅｌ”要素に対応するものである
。
【０１２７】
　上記ステップＳ２１１で、クライアント機器がダウンロードサーバへコンテンツの検索
および機器情報の送信を行うと、ダウンロードサーバは、クライアント機器から送信され
た情報を用いて機器マッチングデータベース１２を確認する（ステップＳ２１１）。機器
マッチングデータベース１２を確認すると、ダウンロードサーバは、上記ステップＳ２１
０での要求に合致したコンテンツリストをクライアント機器へ送信する（ステップＳ２１
２）。
【０１２８】
　クライアント機器は、ダウンロードサーバからコンテンツリストを受信すると、ダウン
ロードを希望するアプリケーションやデータを選択し（ステップＳ２１３）、選択したア
プリケーションやデータのダウンロードをダウンロードサーバに要求する（ステップＳ２
１４）。
【０１２９】
　上記ステップＳ２１４で、クライアント機器がダウンロードサーバへアプリケーション
やデータのダウンロードを要求すると、ダウンロードサーバは対応するアプリケーション
やデータを抽出し（ステップＳ２１５）、抽出したアプリケーションやデータをクライア
ント機器へ送信する（ステップＳ２１６）。
【０１３０】
　クライアント機器は、ダウンロードサーバからアプリケーションやデータを受信すると
、上述した格納ルールに従って、アプリケーションやデータを内部に格納する（ステップ
Ｓ２１７）。クライアント機器は、アプリケーションやデータを内部に格納する際には、
“ＴａｒｇｅｔＭｏｄｅｌ”要素の情報を用いることはない。
【０１３１】
　このようにクライアント機器とダウンロードサーバとの間で処理を実行することにより
、機器毎にアプリケーションやデータの内容が一部異なる場合であっても、その機器に適
合したアプリケーションやデータを、ダウンロードサーバからクライアント機器に提供す
ることができる。そして、クライアント機器は、アプリケーションやデータを内部に格納
する際には、“ＴａｒｇｅｔＭｏｄｅｌ”の違いを考慮せずに、上述した“ＩＤＧｒｏｕ
ｐ”、“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”、“Ｇｒｏｕｐ”、“Ｎａｍｅ”の４要素によるディレクト
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リ作成を行う。
【０１３２】
　以上、図２３を用いて本開示の一実施形態にかかる情報処理システム１における、クラ
イアント機器とダウンロードサーバとの間の処理の流れについて説明した。次に、コンテ
ンツ登録者によるコンテンツ登録の流れについて説明する。
【０１３３】
　図２４は、本開示の一実施形態にかかる情報処理システム１における、コンテンツ登録
者によるコンテンツ登録の流れを示す流れ図である。以下、図２４を用いて、本開示の一
実施形態にかかる情報処理システム１における、コンテンツ登録者によるコンテンツ登録
の流れについて説明する。
【０１３４】
　アプリケーションやデータを制作してダウンロードサーバに登録するコンテンツ登録者
は、アプリケーションやデータを開発する。またコンテンツ登録者は、当該アプリケーシ
ョンやデータに付する、“ＩＤＧｒｏｕｐ”、“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”、“Ｇｒｏｕｐ”、
“Ｎａｍｅ”の４要素からなるＩＤを取得する（ステップＳ２２１）。
【０１３５】
　続いて、コンテンツ登録者は、作成したアプリケーションやデータに対応する機器リス
トを作成する。ここで、機器毎にアプリケーションのバイナリが異なったり、データが異
なったりする場合は、“ＴａｒｇｅｔＭｏｄｅｌ”要素をＩＤに追加する（ステップＳ２
２２）。
【０１３６】
　コンテンツ登録者は、アプリケーションやデータを開発し、ＩＤの管理が完了すると、
作成したアプリケーションやデータをＩＤと共にダウンロードサーバ（アプリケーション
ダウンロードサーバ１０およびコンテンツダウンロードサーバ２０を「ダウンロードサー
バ」と総称する）に登録する（ステップＳ２２３）。この一連の処理により、コンテンツ
登録者が開発したアプリケーションやデータが、クライアント機器からダウンロード可能
な状態となる。
【０１３７】
　以上、図２４を用いて、本開示の一実施形態にかかる情報処理システム１における、コ
ンテンツ登録者によるコンテンツ登録の流れについて説明した。次に、本開示の一実施形
態にかかる情報処理システム１における、クライアント機器によるコンテンツ検索および
取得処理の流れについて説明する。
【０１３８】
　図２５は、本開示の一実施形態にかかる情報処理システム１における、クライアント機
器によるコンテンツ検索および取得処理の流れを示す流れ図である。以下、図２５を用い
て、本開示の一実施形態にかかる情報処理システム１における、ユーザによるコンテンツ
検索および取得処理の流れについて説明する。
【０１３９】
　ユーザが、ダウンロードサーバからクライアント機器で使用するアプリケーションやデ
ータを取得する際には、まずユーザはダウンロードサーバへログインし、利用機種名を送
信するとともに、アプリケーションやデータを検索する（ステップＳ２３１）。当該ログ
インおよび検索処理は、クライアント機器を用いてもよい。ユーザがダウンロードサーバ
に送信する利用機種名の情報は、“ＴａｒｇｅｔＭｏｄｅｌ”要素に対応するものである
。
【０１４０】
　続いてユーザは、ダウンロードサーバから、利用するクライアント機器で動作するコン
テンツリストを取得する（ステップＳ２３２）。当該取得処理は、クライアント機器を用
いてもよい。
【０１４１】
　ダウンロードサーバから、利用するクライアント機器で動作するコンテンツリストを取
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得すると、続いてユーザは、ダウンロードサーバへアプリケーションやデータを要求する
と共にダウンロードサーバからアプリケーションやデータをダウンロードする（ステップ
Ｓ２３３）。当該要求およびダウンロード処理は、クライアント機器を用いてもよい。
【０１４２】
　続いてユーザは、ダウンロードサーバからダウンロードしたアプリケーションやデータ
を、“ＩＤＧｒｏｕｐ”、“Ｐｌａｔｆｏｒｍ”、“Ｇｒｏｕｐ”、“Ｎａｍｅ”の４要
素に従って、クライアント機器の内部に格納する（ステップＳ２３４）。当該格納処理は
、クライアント機器によって行われる。
【０１４３】
　以上、図２５を用いて、本開示の一実施形態にかかる情報処理システム１における、ユ
ーザによるコンテンツ検索および取得処理の流れについて説明した。次に、本開示の一実
施形態にかかる情報処理システム１における、ダウンロードサーバによるコンテンツ検索
および送信処理について説明する。
【０１４４】
　図２６は、本開示の一実施形態にかかる情報処理システム１における、ダウンロードサ
ーバによるコンテンツ検索および送信処理を示す流れ図である。以下、図２６を用いて本
開示の一実施形態にかかる情報処理システム１における、ダウンロードサーバによるコン
テンツ検索および送信処理について説明する。
【０１４５】
　ダウンロードサーバは、ユーザからのログイン要求があると、当該ユーザのログイン処
理を実行する（ステップＳ２４１）。ログイン処理が完了し、ユーザから機器を指定した
コンテンツ検索要求があると、ダウンロードサーバは、機器マッチングデータベース１２
を検索し、ユーザが利用する機器に対応するコンテンツ一覧を作成し、ユーザに提示する
（ステップＳ２４２）。
【０１４６】
　その後、ユーザから、アプリケーションやデータのダウンロード要求が送信されると、
ダウンロードサーバは、ユーザのダウンロード要求に応じた、ユーザが利用する機器に対
応するアプリケーションやデータを配信する（ステップＳ２４３）。
【０１４７】
　以上、図２６を用いて本開示の一実施形態にかかる情報処理システム１における、ダウ
ンロードサーバによるコンテンツ検索および送信処理について説明した。このようにアプ
リケーションとしては同一であるが、そのアプリケーションが実行されるターゲットの機
器に応じて異なるバイナリやデータを用意することで、ダウンロードサーバ側でのアプリ
ケーションやデータの管理を簡略化することが可能となる。そして、アプリケーションや
データをダウンロードするクライアント機器においては、機器の情報をダウンロードサー
バに送信するだけで自動的に自機器に適合したアプリケーションやデータをダウンロード
サーバから取得することができる。そして、あるユーザが一度購入したコンテンツは、対
応機器が異なっても、対応コンテンツが同一であれば、当該対応コンテンツの再ダウンロ
ードを許す管理も可能となる。
【０１４８】
　なお、上述の処理では、アプリケーションやコンテンツデータを選択して、選択したア
プリケーションやコンテンツデータのダウンロードをデジタルカメラ１００に行わせる実
施例について説明したが、本開示はかかる例に限定されない。例えば、パーソナルコンピ
ュータやスマートフォン等に、アプリケーションやコンテンツデータを選択して、選択し
たアプリケーションやコンテンツデータのダウンロードを行わせるようにして、ダウンロ
ードしたアプリケーションやデータを、パーソナルコンピュータやスマートフォン等から
デジタルカメラに転送するようにしてもよい。
【０１４９】
　図２７は、本開示の一実施形態にかかる情報処理システム１のシステム構成例を示す説
明図である。図２７に示した情報処理システム１のシステム構成例は、図２に示した構成
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にパーソナルコンピュータ２００が追加されたものである。
【０１５０】
　図２７に示したように、パーソナルコンピュータ２００は、ＣＰＵ２０１と、表示部２
０２と、Ｉ／Ｆ２０３と、ＵＳＢ２０４と、ネットワーク処理部２０５と、記憶装置部２
０６と、外部記憶装置部２０７と、フォーマット処理部２０８と、カメラＩ／Ｆ２０９と
、を含んで構成される。
【０１５１】
　ＣＰＵ２０１は、演算処理装置および制御装置として機能し、パーソナルコンピュータ
２００に格納された各種プログラムに従って、パーソナルコンピュータ２００内の動作全
般またはその一部を制御する。表示部２０２は、ＣＲＴディスプレイ装置、液晶ディスプ
レイ装置、プラズマディスプレイ装置、有機ＥＬディスプレイ装置等で構成され、パーソ
ナルコンピュータ２００が行った各種処理により得られた結果を、テキストまたはイメー
ジで表示する。
【０１５２】
　Ｉ／Ｆ２０３は、パーソナルコンピュータ２００に周辺装置を接続するためのインタフ
ェースである。ＵＳＢ２０４は、パーソナルコンピュータ２００と他の装置（例えばデジ
タルカメラ１００）とをＵＳＢケーブルで接続するためのインタフェースである。ネット
ワーク処理部２０５は、インターネット３０への接続処理を実行する。パーソナルコンピ
ュータ２００は、ネットワーク処理部２０５によるインターネット３０への接続処理によ
り、インターネット３０に接続されたアプリケーションダウンロードサーバ１０やコンテ
ンツダウンロードサーバ２０から、アプリケーションやデータをダウンロードすることが
できる。
【０１５３】
　外部記憶装置部２０７は、例えば、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）等の磁
気記憶部デバイス、半導体記憶デバイス、光記憶デバイス、または光磁気記憶デバイス等
により構成される。この外部記憶装置部２０７は、ＣＰＵ２０１が実行するプログラムや
各種データ、および外部から取得した音響信号データや画像信号データなどを格納する。
【０１５４】
　フォーマット処理部２０８は、フォーマット処理部１０９と同様に、アプリケーション
ダウンロードサーバ１０からダウンロードするアプリケーションや、コンテンツダウンロ
ードサーバ２０からダウンロードするコンテンツに付随しているメタデータの内容を解析
する。フォーマット処理部２０８は、メタデータの内容を解析して、アプリケーションダ
ウンロードサーバ１０からダウンロードしたアプリケーションやコンテンツダウンロード
サーバ２０からダウンロードしたコンテンツデータの、ファイル管理部１１０によるファ
イル管理を制御する。カメラＩ／Ｆ２０９は、デジタルカメラ１００と接続して情報の授
受を行なうためのインタフェースである。
【０１５５】
　このようにデジタルカメラ１００とパーソナルコンピュータ２００とが構成されている
場合には、パーソナルコンピュータ２００は、コンテンツに付随しているメタデータの内
容を解析して、解析した内容に基づいて、デジタルカメラ１００へのアプリケーションや
データの格納を制御することが出来る。
【０１５６】
　＜３．まとめ＞
　以上説明したように本開示の一実施形態によれば、デジタルカメラ１００は、アプリケ
ーションやデータをアプリケーションダウンロードサーバ１０やコンテンツダウンロード
サーバ２０からダウンロードして内部に格納する際に、アプリケーションやデータに付随
しているメタデータを解析する。そしてデジタルカメラ１００は、メタデータの解析結果
に応じて、アプリケーションやデータを格納するためのディレクトリ構造を変化させる。
【０１５７】
　このように、メタデータの解析結果に応じて、アプリケーションやデータを格納するた
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めのディレクトリ構造を変化させることで、衝突しない２階層のディレクトリ管理が可能
となる。
【０１５８】
　また、ＩＤの所定の要素にグローバル指定を行う事により、“ＩＤＧｒｏｕｐ”要素を
越えたグルーピング管理が可能となり、２階層のディレクトリ管理でグループ管理が可能
となる。また、グローバル指定をしない場合であっても、ディレクトリが“ＩＤＧｒｏｕ
ｐ”で分離されるので、ディレクトリ構造が衝突することがない。
【０１５９】
　また、所定の要素については限定指定する事により、排他的に利用したい場合に、簡易
化されたディクトリ管理方法を提供すると共に、同じフォーマットを利用して多くの種類
を分離して扱うことや、必要部分をグルーピングして扱うこと、限定をかけてディレクト
リ構造簡略化して扱うこと等を実現できる。
【０１６０】
　また、本開示の一実施形態によれば、同一のアプリケーションやデータであっても、機
種によりバイナリが異なる場合には、バイナリ毎に“ＴａｇｒｅｔＭｏｄｅｌ”という要
素で管理をすることにより、クライアント機器にアプリケーションやデータを提供する際
に、対応するバイナリを自動選択することができる。
【０１６１】
　クライアント機器にインストールするまでは、バイナリ毎の違いを扱えるように“Ｔａ
ｇｒｅｔＭｏｄｅｌ”を含めたＩＤ管理による処理を行い、クライアント機器にインスト
ールした後は、排他的で“ＴａｇｒｅｔＭｏｄｅｌ”は不要であり、“ＩＤＧｒｏｕｐ”
から“Ｎａｍｅ”までの４つの要素による、バイナリの違いを意識しない管理方法を実現
することができる。このようにバイナリを扱うことにより、機種の違いによるバイナリの
違いを隠し、同じアプリケーションやデータとして扱う事が出来る。また、同じ扱いのア
プリケーションやデータは同じファイル構造を持ち、アプリケーションやデータへのアク
セスパスを共通とすることができるので、アプリケーションやデータの管理が容易になる
。
【０１６２】
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
開示はかかる例に限定されない。本開示の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的
範囲に属するものと了解される。
【０１６３】
　例えば、実行ルーチンを含むアプリケーションの“Ｇｒｏｕｐ”を“Ａｐｐ”と指定す
ることで、実行アプリケーションを同一のグループディレクトリ以下に集める事が可能で
ある。また、アプリケーションを管理する際に、実行可能なものを同一ディレクトリにグ
ルーピングすることにより、処理の高速化や管理のし易さを図ることが出来る。
【０１６４】
　そして、“Ａｐｐ”をグローバル指定する事により、“ＩＤＧｒｏｕｐ”が異なる他メ
ーカーのアプリケーションであっても、実行可能な同一の“Ｇｒｏｕｐ”に、実行可能ア
プリケーションとして集めて管理する事が可能となる。
【０１６５】
　また例えば、同じアプリケーションで扱う事が出来るコンテンツデータ（例えば、地図
や雑誌、書籍等）において、様々な種類のデータが追加されることが想定される場合、同
じ“Ｇｒｏｕｐ”を指定することにより、コンテンツデータを同一のものとして扱うこと
が出来たり、コンテンツデータを同一のアプリケーションで実行したりすることが可能と
なる。
【０１６６】
　また例えば、“ＩＤＧｒｏｕｐ”が異なる他メーカーのコンテンツでも、同じアプリケ
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ーションで扱えるものであれば、グローバル指定により同一の“Ｇｒｏｕｐ”として扱う
ことが可能になり、メーカー間で共通に利用可能となる。
【０１６７】
　また例えば、一度購入したアプリケーションを他の機器に再配布する際に、“ＩＤＧｒ
ｏｕｐ”から“Ｎａｍｅ”までが一致する同じ扱いのアプリケーションやデータであれば
、バイナリが異なっても、クライアント機器から再配布の要求があった際に、新たな機種
に対応する“ＴａｒｇｅｔＭｏｄｅｌ”のバイナリを、ダウンロードサーバから自動提供
することができる。
【０１６８】
　なお、本技術は以下のような構成も取ることができる。
（１）
　コンテンツデータに付随して送信されるメタデータを受信するメタデータ受信部と、
　前記メタデータ受信部が受信したメタデータを解析するメタデータ解析部と、
　前記メタデータ解析部による解析の結果に基づいて前記コンテンツの格納方法を決定す
るコンテンツデータ格納部と、
を備え、
　前記コンテンツデータ格納部は、前記メタデータ解析部の解析により、前記メタデータ
受信部が受信したメタデータの所定の要素の内容に応じて、前記コンテンツの格納に際し
てディレクトリ構造を変化させる、情報処理装置。
（２）
　前記コンテンツデータ格納部は、前記メタデータ解析部の解析により、メタデータの所
定の要素に自装置での使用に限定するか否かに応じて、前記コンテンツの格納に際してデ
ィレクトリ構造を変化させる、前記（１）に記載の情報処理装置。
（３）
　前記コンテンツデータ格納部は、前記メタデータ解析部の解析により、メタデータの所
定のある要素が、その要素の上位階層の要素間で共通して使用されているか否かに応じて
、前記コンテンツの格納に際してディレクトリ構造を変化させる、前記（１）または（２
）に記載の情報処理装置。
（４）
　前記メタデータ受信部が受信するメタデータには、同一のコンテンツであっても機種ご
とにコンテンツデータが異なる場合に該機種を識別する識別情報が付されている、前記（
１）から（３）のいずれかに記載の情報処理装置。
（５）
　前記コンテンツデータ格納部は、前記コンテンツの格納に際して前記識別情報を考慮に
入れずにディレクトリ構造を決定する、前記（４）に記載の情報処理装置。
（６）
　前記コンテンツデータ格納部は、コンテンツのバージョンが上がった際に、バージョン
の上がり方に応じて前記コンテンツの格納に際してディレクトリ構造を変化させる、前記
（１）から（５）のいずれかに記載の情報処理装置。
（７）
　コンテンツデータに付随して送信されるメタデータを受信するメタデータ受信ステップ
と、
　前記メタデータ受信ステップで受信されたメタデータを解析するメタデータ解析ステッ
プと、
　前記メタデータ解析ステップによる解析の結果に基づいて前記コンテンツの格納方法を
決定するコンテンツデータ格納ステップと、
を備え、
　前記コンテンツデータ格納ステップは、前記メタデータ解析ステップの解析により、前
記メタデータ受信ステップで受信されたメタデータの所定の要素の内容に応じて、前記コ
ンテンツの格納に際してディレクトリ構造を変化させる、情報処理方法。
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　コンピュータに、
　コンテンツデータに付随して送信されるメタデータを受信するメタデータ受信ステップ
と、
　前記メタデータ受信ステップで受信されたメタデータを解析するメタデータ解析ステッ
プと、
　前記メタデータ解析ステップによる解析の結果に基づいて前記コンテンツの格納方法を
決定するコンテンツデータ格納ステップと、
を実行させ、
　前記コンテンツデータ格納ステップは、前記メタデータ解析ステップの解析により、前
記メタデータ受信ステップで受信されたメタデータの所定の要素の内容に応じて、前記コ
ンテンツの格納に際してディレクトリ構造を変化させる、コンピュータプログラム。
【符号の説明】
【０１６９】
　１　　情報処理システム
　１０　　アプリケーションダウンロードサーバ
　２０　　コンテンツダウンロードサーバ
　１００　　デジタルカメラ
　１０１　　撮像部
　１０２　　カメラ制御部
　１０３　　画像処理部
　１０４　　画像管理部
　１０５　　Ｉ／Ｆ
　１０６　　表示部
　１０７　　メモリ
　１０８　　外部記憶装置部
　１０９　　フォーマット処理部
　１１０　　ファイル管理部
　１１１　　アプリケーション実行制御部
　１１２　　ＵＳＢ
　１１３　　ネットワーク処理部
　２００　　パーソナルコンピュータ
　２０１　　ＣＰＵ
　２０２　　表示部
　２０３　　Ｉ／Ｆ
　２０４　　ＵＳＢ
　２０５　　ネットワーク処理部
　２０６　　記憶装置部
　２０７　　外部記憶装置部
　２０８　　フォーマット処理部
　２０９　　カメラＩ／Ｆ
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