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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１データと、第１データの特定部分に対して関連付けられた第２データと、第２デー
タが関連付けられている第１データの特定部分を示す関連情報とが記録された情報記録媒
体を再生する再生装置において、
　関連情報を取得する関連情報取得手段と、
　第２データの再生と、第２データの再生の代わりに、前記関連情報取得手段の取得した
関連情報に基づいて第１データから抽出した抽出部分の再生とを切り替えて実行できる再
生手段と、
　を備え、
　前記第１データは、動画データを含む時系列データであり、
　前記第２データは、静止画データであり、
　特定部分は、時系列データの特定の時点に対応する部分であり、
　抽出部分は、特定部分を含む所定時間範囲に対応する部分であり、
　前記再生手段は、再生対象となる複数の静止画データに関して、関連付けられた動画デ
ータが存在するときにはこの動画データにおける前記抽出部分を再生し、関連付けられた
動画データが存在しないときには当該静止画データを再生することを特徴とする再生装置
。
【請求項２】
　第１データと、第１データの特定部分に対して関連付けられた第２データと、第２デー
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タが関連付けられている第１データの特定部分を示す関連情報とが記録された情報記録媒
体を再生する再生装置において、
　関連情報を取得する関連情報取得手段と、
　第２データの再生と、第２データの再生の代わりに、前記関連情報取得手段の取得した
関連情報に基づいて第１データから抽出した抽出部分の再生とを切り替えて実行できる再
生手段と、
　を備え、
　前記情報記録媒体には、１又は複数の第１データの互いに異なる特定部分に対してそれ
ぞれ関連付けられた複数の第２データと、各第２データが関連付けられている第１データ
のそれぞれの特定部分を示す関連情報とが記録されており、
　前記再生手段は、各第２データを順次切り替えての再生と、各第２データを順次切り替
えての再生の代わりに、前記関連情報取得手段の取得した関連情報に基づいて第１データ
から抽出した複数の抽出部分を順次切り替えての再生とを切り替えて実行できることを特
徴とする再生装置。
【請求項３】
　第１データと、第１データの特定部分に対して関連付けられた第２データと、第２デー
タが関連付けられている第１データの特定部分を示す関連情報とが記録された情報記録媒
体を再生する再生装置において、
　関連情報を取得する関連情報取得手段と、
　第２データの再生と、第２データの再生の代わりに、前記関連情報取得手段の取得した
関連情報に基づいて第１データから抽出した抽出部分の再生とを切り替えて実行できる再
生手段と、
　を備え、
　前記再生手段に対して、第２データの再生を実行させるモードと、第２データの再生の
代わりに第１データの抽出部分の再生を実行させるモードとを切り替える切替手段をさら
に備えることを特徴とする再生装置。
【請求項４】
　第１データと、第１データの特定部分に対して関連付けられた第２データと、第２デー
タが関連付けられている第１データの特定部分を示す関連情報とが記録された情報記録媒
体を再生する再生装置において、
　関連情報を取得する関連情報取得手段と、
　第２データの再生と、第２データの再生の代わりに、前記関連情報取得手段の取得した
関連情報に基づいて第１データから抽出した抽出部分の再生とを切り替えて実行できる再
生手段と、
　を備え、
　抽出部分として抽出すべき第１データの範囲の大きさを変更する抽出範囲変更手段をさ
らに備えることを特徴とする再生装置。
【請求項５】
　前記再生手段は、前記情報記録媒体の所定のフォルダに含まれている静止画データを再
生対象とすることを特徴とする請求項１に記載の再生装置。
【請求項６】
　前記情報記録媒体には、１又は複数の第１データの互いに異なる特定部分に対してそれ
ぞれ関連付けられた複数の第２データと、各第２データが関連付けられている第１データ
のそれぞれの特定部分を示す関連情報とが記録されており、
　前記再生手段は、各第２データを順次切り替えての再生と、各第２データを順次切り替
えての再生の代わりに、前記関連情報取得手段の取得した関連情報に基づいて第１データ
から抽出した複数の抽出部分を順次切り替えての再生とを切り替えて実行できることを特
徴とする請求項１又は５に記載の再生装置。
【請求項７】
　抽出部分として抽出すべき第１データの範囲の大きさを変更する抽出範囲変更手段をさ
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らに備えることを特徴とする請求項１，２，３，５，６の何れか１項に記載の再生装置。
【請求項８】
　請求項１から７の何れか１項に記載の再生装置によって再生可能なデータを情報記録媒
体に記録する記録装置において、
　第１データの特定部分に対して第２データを関連付けるための関連情報を生成する関連
情報生成手段と、
　前記関連情報生成手段の生成した関連情報を前記情報記録媒体に記録させる記録部とを
備えることを特徴とする記録装置。
【請求項９】
　第１データの特定部分に対して第２データを関連付けるための入力を受け付ける操作部
をさらに備え、
　前記関連情報生成手段は、予め情報記録媒体に記録されている第１データ及び第２デー
タについて、前記操作部の受け付けた入力に基づいて関連情報を生成することを特徴とす
る請求項８に記載の記録装置。
【請求項１０】
　前記関連情報生成手段は、予め情報記録媒体に記録されている第１データ及び第２デー
タについて関連情報を生成した場合に、各データの記録後に関連付けが行われたことを示
す識別データを、当該関連情報に含めることを特徴とする請求項９に記載の記録装置。
【請求項１１】
　請求項１から７の何れか１項に記載の再生装置における前記各手段をコンピュータによ
って実現させる再生プログラムであって、コンピュータを前記各手段として動作させるた
めの再生プログラム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の再生プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データの記録された情報記録媒体を再生する再生装置、この再生装置によっ
て再生可能なデータを情報記録媒体に記録する記録装置、上記再生装置における各手段を
コンピュータによって実現させる再生プログラム、この再生プログラムを記録したコンピ
ュータ読み取り可能な記録媒体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、動画撮影機能と静止画撮影機能との両方の機能を有するデジタルスチルカメラや
カメラ一体型ＶＴＲが商品化されている。これらのカメラにおいては、撮影モードが、静
止画撮影モードと動画撮影モードとに分かれており、カメラ側においてモードを切り替え
て撮影を行うのが一般的である。
【０００３】
　一方、動画を撮影中にも高精細な静止画を撮影したいという要求があり、動画撮影中に
静止画を撮影して記録する技術が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　また、そのように撮影された静止画ファイル及び動画ファイルに対し、互いに関連付け
るための情報を付加することにより、関連ファイルの検索を容易にし、ユーザに関連ファ
イルの存在をわかりやすく示すための技術も提案されている（例えば、特許文献２参照）
。
【０００５】
　この技術では、各ファイルのヘッダに関連のあるファイルのファイル名や撮影時間など
を付加して記録しておくことにより、動画ファイルの一覧表示の際には、関連静止画があ
るファイルにはそれを示すマークを表示し、関連ファイルの一覧も同一画面で閲覧可能に
している。また、この技術では、静止画ファイル及び動画ファイルが記録されている媒体
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がランダムアクセス可能なディスク媒体である場合には、関連情報に基づき、互いに関連
する静止画と動画とを、切り替えて表示するようにしている。
【特許文献１】特開２００３－１２５３４４号公報（公開日２００３年４月２５日）
【特許文献２】特開２００３－９０４４号公報（公開日２００３年１月１０日）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記従来の技術では、静止画と動画とを単に切り替えて表示できるに過
ぎない。そのため、静止画ファイル内のデータと、動画ファイル内のデータとの関連付け
が、十分に活用されているとは言い難い。
【０００７】
　ここで、静止画と音声を含む動画とが記録されている場合を想定すると、静止画の再生
の際に、その静止画が撮影された時点における音声を再生できれば、より臨場感のある再
生が可能となる。しかし、上記従来の技術では、上述のように、静止画ファイル内のデー
タと動画ファイル内のデータとの関連付けが十分に活用されていないため、上記のような
再生を行うことはできない。
【０００８】
　一方、関連付けを行うことなく、静止画用に音声データを別途記録しておくことも考え
られるが、その場合には、データ量が増大するとともに、ファイルの管理も煩雑となる。
【０００９】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、データの関連付け
を有効に活用した再生が可能な再生装置などを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係る再生装置は、第１データと、第１データの特定部分に対して関連付けられ
た第２データと、第２データが関連付けられている第１データの特定部分を示す関連情報
とが記録された情報記録媒体を再生する再生装置であって、上記課題を解決するために、
関連情報を取得する関連情報取得手段と、第２データの再生と、第２データの再生の代わ
りに、前記関連情報取得手段の取得した関連情報に基づいて第１データから抽出した抽出
部分の再生とを切り替えて実行できる再生手段と、を備えることを特徴としている。
【００１１】
　本発明に係る再生装置では、前記第１データは、動画データを含む時系列データであり
、前記第２データは、静止画データであり、特定部分は、時系列データの特定の時点に対
応する部分であり、抽出部分は、特定部分を含む所定時間範囲に対応する部分であっても
よい。
【００１２】
　本発明に係る再生装置では、前記情報記録媒体には、１又は複数の第１データの互いに
異なる特定部分に対してそれぞれ関連付けられた複数の第２データと、各第２データが関
連付けられている第１データのそれぞれの特定部分を示す関連情報とが記録されており、
前記再生手段は、各第２データを順次切り替えての再生と、各第２データを順次切り替え
ての再生の代わりに、前記関連情報取得手段の取得した関連情報に基づいて第１データか
ら抽出した複数の抽出部分を順次切り替えての再生とを切り替えて実行できるようになっ
ていてもよい。
【００１３】
　本発明に係る再生装置は、上記再生装置において、前記再生手段に対して、第２データ
の再生を実行させるモードと、第２データの再生の代わりに第１データの抽出部分の再生
を実行させるモードとを切り替える切替手段をさらに備えていてもよい。
【００１４】
　本発明に係る再生装置は、上記再生装置において、抽出部分として抽出すべき第１デー
タの範囲の大きさを変更する抽出範囲変更手段をさらに備えていてもよい。
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【００１５】
　本発明に係る記録装置は、上記何れかの再生装置によって再生可能なデータを情報記録
媒体に記録する記録装置であって、第１データの特定部分に対して第２データを関連付け
るための関連情報を生成する関連情報生成手段と、前記関連情報生成手段の生成した関連
情報を前記情報記録媒体に記録させる記録部とを備えることを特徴としている。
【００１６】
　本発明に係る記録装置は、上記記録装置において、第１データの特定部分に対して第２
データを関連付けるための入力を受け付ける操作部をさらに備え、前記関連情報生成手段
は、予め情報記録媒体に記録されている第１データ及び第２データについて、前記操作部
の受け付けた入力に基づいて関連情報を生成するようになっていてもよい。
【００１７】
　本発明に係る記録装置は、上記記録装置において、前記関連情報生成手段は、予め情報
記録媒体に記録されている第１データ及び第２データについて関連情報を生成した場合に
、各データの記録後に関連付けが行われたことを示す識別データを、当該関連情報に含め
るようになっていてもよい。
【００１８】
　なお、上記再生装置における各手段は、コンピュータによって実現してもよく、この場
合には、コンピュータを上記各手段として動作させることにより上記各手段をコンピュー
タにて実現させる再生プログラム、及びその再生プログラムを記録したコンピュータ読み
取り可能な記録媒体も、本発明の範疇に入る。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明に係る再生装置は、第１データと、第１データの特定部分に対して関連付けられ
た第２データと、第２データが関連付けられている第１データの特定部分を示す関連情報
とが記録された情報記録媒体を再生する装置である。
【００２０】
　そして、本再生装置は、情報記録媒体に記録された関連情報を取得する関連情報取得手
段と、情報記録媒体に記録された第２データの再生と、第２データの再生の代わりに、関
連情報取得手段の取得した上記関連情報に基づいて、情報記録媒体に記録された第１デー
タから抽出した抽出部分の再生とを切り替えて実行できる再生手段とを備えている。
【００２１】
　したがって、本再生装置では、第２データを再生するか、この第２データに関連付けら
れている第１データの一部を再生するかを、切り替えることができる。このように、本再
生装置では、第１データと第２データとの関連付けを有効に活用した再生が可能になる。
【００２２】
　ここで、第１データは、例えば、動画データを含む時系列データであり、第２データは
、例えば、静止画データであり、特定部分は、例えば、時系列データの特定の時点に対応
する部分である。また、抽出部分は、例えば、第１データにおける、特定部分を含む所定
時間範囲に対応する部分である。なお、第１データは、動画データに加えて音声データを
も含む時系列データであってもよい。
【００２３】
　この場合、静止画データを再生しようとした場合に、静止画データそのものを再生する
か、その静止画データに関連付けられた動画データの一部を再生するかを、切り替えるこ
とができる。例えば、上記静止画データが、上記動画データの撮影中に撮影されたもので
あるような場合には、静止画を表示させるか、その静止画が撮影された時点付近の動画を
表示させるかを、切り替えることができる。したがって、ある場面の映像を確認あるいは
鑑賞する際に、静止画による確認あるいは鑑賞と、動画による確認あるいは鑑賞とを切り
替えることができる。
【００２４】
　なお、静止画データは、動画データとは別に記録されているデータであるため、動画デ
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ータに含まれる１フレームのデータよりも、高精細で解像度の高いものとして記録してお
くことが容易である。したがって、静止画データの表示は、動画データを一時停止して表
示する場合よりも、高精細で解像度の高い表示が可能である。
【００２５】
　また、情報記録媒体には、１又は複数の第１データの互いに異なる特定部分に対してそ
れぞれ関連付けられた複数の第２データと、各第２データが関連付けられている第１デー
タのそれぞれの特定部分を示す関連情報とが記録されており、再生手段は、各第２データ
を順次切り替えての再生と、各第２データを順次切り替えての再生の代わりに、関連情報
取得手段の取得した上記関連情報に基づいて第１データから抽出した複数の抽出部分を順
次切り替えての再生とを切り替えて実行できるようになっていてもよい。
【００２６】
　これにより、例えば、第１データが動画データを含む時系列データであり、第２データ
が静止画データである場合、画像を順次切り替えて表示するいわゆるスライドショーが可
能になり、さらに、静止画によるスライドショーと動画によるスライドショーとを切り替
えて実行できる。
【００２７】
　本発明に係る再生装置は、さらに、再生手段に対して、第２データの再生を実行させる
モードと、第２データの再生の代わりに第１データの抽出部分の再生を実行させるモード
とを切り替える切替手段を備えていてもよい。この切替手段は、例えば、ユーザによる操
作に応じて上記切り替えを行うものである。これにより、第２データの再生を実行させる
か、第１データの抽出部分の再生を実行させるかを、ユーザの意図に応じて決定すること
ができる。
【００２８】
　本発明に係る再生装置は、さらに、抽出部分として抽出すべき第１データの範囲の大き
さを変更する抽出範囲変更手段を備えていてもよい。上記再生手段は、上記関連情報に基
づくことにより、第１データの特定部分を基準として範囲を定めて第１データの一部を抽
出することになるが、上記抽出範囲変更手段を備えることにより、抽出する範囲の大きさ
の変更が可能になる。
【００２９】
　本発明に係る記録装置は、上記の再生装置によって再生可能なデータを情報記録媒体に
記録する記録装置である。本記録装置は、第１データの特定部分に対して第２データを関
連付けるための関連情報を生成する関連情報生成手段と、関連情報生成の生成した上記関
連情報を情報記録媒体に記録させる記録部とを備えている。これにより、上述した再生装
置によって活用される第１データと第２データとの関連付けを実現することができる。
【００３０】
　本発明に係る記録装置は、さらに、第１データの特定部分に対して第２データを関連付
けるための入力を受け付ける操作部を備える。そして、関連情報生成手段は、予め情報記
録媒体に記録されている第１データ及び第２データについて、操作部の受け付けた入力に
基づいて関連情報を生成する。これにより、既に情報記録媒体に記録された第１データと
第２データとを、ユーザの意図に応じて関連付けることができる。
【００３１】
　本発明に係る記録装置では、関連情報生成手段は、予め情報記録媒体に記録されている
第１データ及び第２データについて関連情報を生成した場合に、各データの記録後に関連
付けが行われたことを示す識別データを、当該関連情報に含めるようにしてもよい。
【００３２】
　これにより、関連情報を用いた再生を行う際に、互いに関連するデータが、後から関連
付けられたものであるか、各データの記録時に関連付けられたものであるか、を区別する
ことができ、その区別に基づいて再生方法などを変更することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
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　本発明の実施の一形態について図１から図１３に基づいて説明する。
【００３４】
　１．装置構成
　図１は、本発明に係る記録再生装置１００の構成を示したブロック図である。記録再生
装置１００は、例えば、動画及び静止画の撮影が可能なカメラや、音声の収録が可能なマ
イクなどが一体化されたデジタルビデオカメラ一体型の記録再生装置である。
【００３５】
　記録再生装置１００は、出力制御部１０１、出力部１０２、メモリ１０３、同期システ
ム１０４、画像・音声入力部１０５、記録・読取部１０７、システムコントローラ１０８
、操作部１０９、デマルチプレクサ１１０、マルチプレクサ１１１、ビデオコーデック１
１２、オーデオコーデック１１３、静止画コーデック１１４、バス１１５を備えている。
【００３６】
　出力制御部１０１は、システムコントローラ１０８からの指示に基づき、出力部１０２
を制御して所定の出力を行う。出力部１０２は、液晶パネル等の表示部と、スピーカ等の
音声出力部とを備えており、出力制御部１０１の制御に基づいて画面の表示や音声の出力
を行う。なお、本実施形態では、説明の便宜上、表示部と音声出力部とを出力部１０２と
し、これらの制御部を出力制御部１０１として説明しているが、実際には、表示に関連す
る構成部材と音声出力に関連する構成部材とは別々に構成されているのが一般的である。
【００３７】
　画像・音声入力部１０５は、レンズやＣＣＤなどを備えたデジタル式のカメラによって
構成される画像入力部と、マイク等のなどによって構成される音声入力部とを備えている
。そして、画像・音声入力部１０５は、撮影した画像や収録した音声に応じた動画データ
、静止画データ、音声データを生成する。なお、同期システム１０４は、画像・音声入力
部１０５によって生成された動画データと音声データとを同期させるものである。
【００３８】
　メモリ１０３は、画像・音声入力部１０５によって生成された動画データと音声データ
を処理する際に、これらのデータを一時的に記憶するものである。
【００３９】
　ビデオコーデック１１２、オーデオコーデック１１３、及び静止画コーデック１１４は
、それぞれ、画像・音声入力部１０５によって生成された動画データ、音声データ、及び
静止画データの符号化・復号化処理を行う。
【００４０】
　デマルチプレクサ１１０及びマルチプレクサ１１１は、それぞれ、符号化されたＡＶデ
ータ（動画データ、音声データ）の分離、多重化を行う。
【００４１】
　記録・読取部１０７は、ランダムアクセス可能な記録媒体であるディスク１０６に対し
て情報の読み書きを行う。ディスク１０６は、例えば、フレキシブルディスク／ハードデ
ィスク等の磁気ディスクやＭＯ／ＭＤ／ＤＶＤ／ＣＤ－Ｒ等の光ディスクである。なお、
ディスク１０６の代わりに、ＩＣカード／光カード等のカードを用いることもできる。
【００４２】
　システムコントローラ１０８は、記録再生装置１００全体を制御することにより、例え
ば、動画撮影や静止画撮影などの処理を行う。なお、図１では、システムコントローラ１
０８の構成として、動画撮影処理部３１及び静止画撮影処理部３２のみを図示しているが
、システムコントローラ１０８の特徴的な構成については、後述する図５に基づいて詳し
く説明する。
【００４３】
　操作部１０９は、動画撮影ボタンや静止画撮影ボタンなどの各種ボタン、スイッチ等の
ユーザインターフェースを備えている。したがって、記録再生装置１００のユーザは、操
作部１０９を操作することによって、記録再生装置１００の種々の動作や処理を操作する
。
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【００４４】
　なお、記録再生装置１００における各種データや信号、各部間の命令の受け渡しなどは
、バス１１５を介して行われる。
【００４５】
　２．記録処理
　次に、記録再生装置１００における画像や音声の記録処理について説明する。
【００４６】
　　２－１．動画撮影処理
　まず、動画を撮影して記録する動画撮影処理について説明する。なお、本実施形態にお
いて「動画撮影」というときは、特に断らない限り、音声の収録をともなった動画撮影を
意味する。
【００４７】
　動画撮影は、記録再生装置１００の利用者が操作部１０９の動画撮影ボタンを押下して
、記録再生装置１００に対して動画撮影開始を指示することにより、開始される。動画撮
影が開始されると、システムコントローラ１０８の動画撮影処理部３１は、各部を動作さ
せることにより、次の動画撮影処理を行う。
【００４８】
　まず、動画撮影処理部３１は、画像・音声入力部１０５の動作を開始させることにより
、動画データ及び音声データの生成を開始させる。そして、動画撮影処理部３１は、生成
された動画データ及び音声データを、一旦メモリ１０３に書き込む。
【００４９】
　そして、動画撮影処理部３１は、メモリ１０３に書き込んだ動画データ及び音声データ
を、それぞれビデオコーデック１１２及びオーデオコーデック１１３へ転送する。ビデオ
コーデック１１２及びオーデオコーデック１１３は、それぞれ動画データ及び音声データ
を圧縮符号化し、再度メモリ１０３へ書き込む。本実施形態では、動画データ及び音声デ
ータの圧縮符号化方式としてＭＰＥＧ－２を用いるものとするが、他の圧縮符号化方式を
用いてもよい。
【００５０】
　そして、動画撮影処理部３１は、圧縮符号化後の動画データ及び音声データを、マルチ
プレクサ１１１へ転送する。マルチプレクサ１１１は、動画データ及び音声データをＡＶ
多重化することにより、ＡＶデータを生成し、これを再度メモリ１０３に書き込む。
【００５１】
　そして、動画撮影処理部３１は、ＡＶデータに対して、図示しない誤り訂正回路におい
て誤り訂正符号を付加させた後、記録・読取部１０７を介してディスク１０６に記録させ
る。
【００５２】
　なお、動画撮影処理部３１は、ＡＶデータをディスク１０６に記録するために、予めデ
ィスク１０６にそのＡＶデータを格納するためのＡＶファイルを作成しておく。
【００５３】
　また、動画撮影処理部３１は、動画撮影が終了し、ＡＶデータの記録が完了した後に、
そのＡＶデータの管理情報を生成し、ディスク１０６に記録する。管理情報とは、ＡＶフ
ァイルの作成日時や使用コーデック、データサイズ、ディスク上の記録位置、全再生時間
長、ＧＯＰ単位の再生時間長やデータサイズなどからなる情報である。この管理情報は、
ヘッダ又はフッタとしてＡＶデータに付加してもよく、管理情報を別ファイルとして記録
するようにしてもよいが、本実施形態では、管理情報をヘッダとしてＡＶデータに付加す
るものとする。
【００５４】
　また、動画撮影処理部３１は、動画撮影が終了し、ＡＶデータの記録が完了した後に、
そのＡＶファイルの代表静止画データを生成する。ＡＶファイルの代表静止画データとは
、ＡＶファイルの代表静止画を示すデータである。また、ＡＶファイルの代表静止画とは



(9) JP 4330968 B2 2009.9.16

10

20

30

40

50

、ＡＶファイルを代表するものとして指定された静止画であり、ファイルをサムネイル表
示するような場合に用いられる静止画である。代表静止画データの生成は、ＡＶデータに
含まれる動画データの１フレームを構成する静止画を代表静止画として選択し、適宜、画
像の縮小などのデータ処理を施すことにより行われる。そして、動画撮影処理部３１は、
生成した代表静止画データを、対応するＡＶファイルに格納する。
【００５５】
　また、ディスク１０６には、ディスク１０６内に複数存在するファイルを管理するため
の管理ファイル（以降、「インデックスファイル」と称する。）が１個作成されて記録さ
れている。インデックスファイルには、ディスク１０６内の各ファイルに関する、ファイ
ル名、代表静止画記録位置、各種属性情報などがそれぞれ登録されている（後述する図３
参照）。このインデックスファイルは、ＡＶファイルの記録が行われるたびに、動画撮影
処理部３１によって、そのＡＶファイルに対応する新しい情報が追加されて更新される。
【００５６】
　また、既に記録したＡＶファイルのストリームに対して、アフレコ音声を記録した場合
は、アフレコデータファイルが作成される。そして、対応するＡＶファイルの管理情報に
は、アフレコデータファイルのファイル名や使用コーデック、再生時間等のアフレコデー
タに関する管理情報が追記される。なお、「アフレコ」とは、「after recording」に基
づく和製英語であり、先に記録した動画に対して、後から音声を記録することを意味する
。
【００５７】
　　２－２．静止画撮影処理
　次に、静止画を撮影して記録する静止画撮影処理について説明する。静止画撮影も同様
に、記録再生装置１００の利用者が操作部１０９の静止画撮影ボタンを押下して、記録再
生装置１００に対して静止画撮影を指示することにより、実行される。静止画撮影が指示
されると、システムコントローラ１０８の静止画撮影処理部３２は、各部を動作させるこ
とにより、次の静止画撮影処理を行う。
【００５８】
　まず、静止画撮影処理部３２は、画像・音声入力部１０５を動作させることにより、静
止画データを生成させる。そして、静止画撮影処理部３２は、生成された静止画データを
、一旦メモリ１０３に書き込む。
【００５９】
　そして、静止画撮影処理部３２は、メモリ１０３に書き込んだ静止画データを、静止画
コーデック１１４へ転送する。静止画コーデック１１４は、静止画データを圧縮符号化し
、再度メモリ１０３へ書き込む。本実施形態では、静止画データの圧縮符号化方式として
ＪＰＥＧ　Ｅｘｉｆ方式を用いるものとするが、他の圧縮符号化方式を用いてもよい。
【００６０】
　そして、静止画撮影処理部３２は、圧縮符号化後の静止画データに対して、図示しない
誤り訂正回路において誤り訂正符号を付加させた後、記録・読取部１０７を介してディス
ク１０６に記録させる。
【００６１】
　なお、静止画撮影処理部３２は、静止画データをディスク１０６に記録するために、予
めディスク１０６にその静止画データを格納するための静止画ファイルを作成しておく。
【００６２】
　また、静止画撮影処理部３２は、静止画データの記録が完了した後に、その静止画デー
タの管理情報を生成し、ディスク１０６に記録する。管理情報とは、静止画ファイルの作
成日時や使用コーデック、データサイズ、ディスク上の記録位置などからなる情報である
。この管理情報は、ヘッダ又はフッタとして静止画データに付加してもよく、管理情報を
別ファイルとして記録するようにしてもよいが、本実施形態では、管理情報をヘッダとし
て静止画データに付加するものとする。
【００６３】
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　また、静止画撮影処理部３２は、静止画データの記録が完了した後に、その静止画ファ
イルの代表静止画データを生成する。静止画ファイルの代表静止画データとは、静止画フ
ァイルの代表静止画を示すデータである。また、静止画ファイルの代表静止画とは、ファ
イルをサムネイル表示するような場合に用いられる静止画である。代表静止画データの生
成は、静止画データに対し、適宜、画像の縮小などのデータ処理を施すことにより行われ
る。そして、静止画撮影処理部３２は、生成した代表静止画データを、対応する静止画フ
ァイルに格納する。
【００６４】
　また、静止画撮影処理部３２は、静止画ファイルの記録が完了した後に、ディスク１０
６に記録されているインデックスファイルに対し、その静止画ファイルに対応する新しい
情報を追加して更新する。
【００６５】
　　２－３．動画撮影中静止画撮影処理
　次に、動画撮影中に、静止画撮影をする動画撮影中静止画撮影処理について説明する。
ここでは、図２に示すように、動画撮影を開始することによりＡＶファイル「VABC0001.m
pg」にＡＶデータを記録している期間に、２回の静止画撮影を行い、それぞれ静止画ファ
イル「SABC0002.jpg」及び「SABC0003.jpg」に静止画データを記録する場合を想定して説
明する。
【００６６】
　動画撮影ボタンが押下されると、動画撮影処理部３１によって上記動画撮影処理が実行
され、ＡＶファイル「VABC0001.mpg」がディスク１０６上に作成されて、ＡＶデータが記
録されていく。このとき、メモリ１０３には、記録中のＡＶデータの管理情報を生成する
ための管理情報作成用テーブルが作成される。
【００６７】
　ここで、動画撮影開始からの経過時間ｔ１の時点において静止画撮影ボタンが押下され
ると、静止画撮影処理部３２によって上記静止画撮影処理が実行され、静止画撮影処理部
３２は、画像・音声入力部１０５に対し、動画撮影による動画データとは別に、より高画
質の静止画撮影による静止画データを生成させ、その静止画データを静止画コーデック１
１４で圧縮符号化する。そして、ディスク１０６に静止画ファイル「SABC0002.jpg」を作
成し、圧縮符号化後の静止画データを記録する。
【００６８】
　このとき、ＡＶファイル「VABC0001.mpg」と静止画ファイル「SABC0002.jpg」とが関連
付けられる。より具体的には、ＡＶファイル「VABC0001.mpg」に記録されるＡＶデータの
、上記経過時間ｔ１に対応する部分（特定部分）に対して、静止画ファイル「SABC0002.j
pg」の静止画データが関連付けられる。
【００６９】
　そのために、上記静止画ファイル「SABC0002.jpg」に静止画データとともにディスク１
０６に記録される管理情報には、静止画撮影処理部３２によって、上記特定部分を示す特
定部分データと、関連ファイルのファイル名を示す関連ファイル名データとが含められる
。特定部分データは、上記経過時間ｔ１によって特定部分を示しており、関連ファイル名
データは、記録中のＡＶファイルのファイル名「VABC0001.mpg」を示している。
【００７０】
　また、メモリ１０３の管理情報作成用テーブルには、動画撮影処理部３１によって、記
録中のＡＶファイルに対する関連ファイルのファイル名、つまり上記静止画ファイルのフ
ァイル名「SABC0002.jpg」を示す関連ファイル名データと、上記特定部分を示す特定部分
データとが格納される。
【００７１】
　同様に、動画撮影開始からの経過時間t２の時点において静止画撮影ボタンが押下され
ると、静止画ファイル「SABC0003.jpg」が作成され、経過時間ｔ２を示す特定部分データ
と、記録中のＡＶファイルのファイル名「VABC0001.mpg」を示す関連ファイル名データと
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が含められる。また、メモリ１０３の管理情報作成用テーブルには、上記静止画ファイル
のファイル名「SABC0003.jpg」を示す関連ファイル名データと、上記経過時間ｔ２を示す
特定部分データとが格納される。
【００７２】
　その後、動画撮影ボタンが再度押下されて動画撮影が終了されると、ＡＶデータの記録
を停止し、メモリ１０３の管理情報作成用テーブルに格納されたテーブル情報、すなわち
動画撮影中に撮影された静止画の静止画ファイル名を示す関連ファイル名データと、その
静止画の撮影された時点を示す特定部分データとが、ＡＶファイル「VABC0001.mpg」の管
理情報としてディスク１０６に記録される。その後、メモリ１０３の管理情報作成用テー
ブルに格納されたテーブル情報などに基づき、インデックスファイルが更新される。
【００７３】
　インデックスファイルは、図３に示すように、インデックス、ファイル名、代表静止画
記録位置、属性情報などからなるテーブルを格納している。なお、図３では、ＡＶファイ
ル「VABC0001.mpg」の作成以前に、ディスク１０６に既に静止画ファイル「SABC001.jpg
」が記録されている場合を想定しており、インデックスファイルには４つのエントリが存
在している。ここで、代表静止画記録位置とは、そのファイルの代表静止画データのディ
スク１０６上での記録位置である。
【００７４】
　本実施形態では、インデックスファイルに登録される属性情報の１つとして、関連ファ
イルの有無が含まれる。関連ファイルの有無とは、各ファイルの管理情報内に、そのファ
イルに関連するファイル名を示す関連ファイル名データが含まれているか否かを示す識別
データである。つまり、関連ファイルが存在する場合には「１」を記録し、存在しない場
合には「０」を記録する。したがって、ＡＶファイル「VABC0001.mpg」と、静止画ファイ
ル「SABC0002.jpg」及び「SABC0003.jpg」とは、互いに関連するファイルとなっているの
で、それぞれの属性情報における関連ファイルの有無には「１」が記録され、静止画ファ
イル「SABC0001.jpg」は、関連するファイルがないので、属性情報における関連ファイル
の有無には「０」が記録される。
【００７５】
　このように、インデックスファイルにおいて、各ファイルについての関連ファイルの有
無を示す識別データを含めることにより、各ファイルの一覧表示などを行う際に、単にイ
ンデックスファイルを読み出すことにより、各ファイルの代表静止画などとともに関連フ
ァイルの有無を素早く表示することができるようになる。
【００７６】
　上記のようにして各ファイルの記録を行ったときのファイルシステムのディレクトリ構
造を図４に示す。ディスク１０６上には、インデックスファイル「AVIF0000.mov」と、静
止画フォルダ「still」と、動画フォルダ「movie」とが存在し、静止画フォルダ内には静
止画ファイル「SABC0001.jpg」、「SABC0002.jpg」、「SABC0003.jpg」が記録されている
。動画フォルダ内には、さらにグループフォルダ「100VABC」があり、そのグループフォ
ルダ内にＡＶファイル「VABC0001.mpg」が記録される。
【００７７】
　３．システムコントローラ構成の詳細
　次に、以下に説明する任意関連付け処理及び再生処理を行うための、システムコントロ
ーラ１０８の構成について、図５のブロック図に基づいてより詳細に説明する。なお、図
５では、動画撮影処理部３１や静止画撮影処理部３２、バス１１５などの図示を省略して
いる。また、図５では、ディスク１０６から読み取られた情報、及びディスク１０６に書
き込む情報の流れについては実線による図示をし、その他の信号の流れについては破線に
よる図示又は図示を省略している。
【００７８】
　図５に示すように、システムコントローラ１０８は、制御部１０８ａ及び記憶部１０８
ｂを備えている。なお、記憶部１０８ｂに記憶すべき情報の一部又は全部を、メモリ１０
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３に記憶するようにしてもよい。
【００７９】
　制御部１０８ａは、記録信号出力部１１、再生信号出力部１２、読取信号入力部１３、
操作信号入力部１４、記録・読取制御部１５、管理情報変更部１６、管理情報取得部１７
、再生部１８、再生範囲指定部１９、モード切替部２０を備えている。
【００８０】
　ここで、記録信号出力部１１、再生信号出力部１２、読取信号入力部１３は、システム
コントローラ１０８外部の出力制御部１０１や記録・読取部１０７との間でやりとりする
信号の入出力を行う。
【００８１】
　すなわち、記録・読取部１０７によってディスク１０６を読み取ることによって得られ
た読取信号は、読取信号入力部１３によって制御部１０８ａに入力され、管理情報取得部
１７や再生部１８に送られる。
【００８２】
　また、再生部１８からの再生信号は、再生信号出力部１２によって制御部１０８ａから
出力制御部１０１に送られる。なお、後述するように、再生範囲指定部１９やモード切替
部２０も表示画面に対して所定のボタン等の画像を合成して表示させるために、合成画像
の表示のための信号を再生信号出力部１２を介して出力制御部１０１に送ることになる。
【００８３】
　また、管理情報変更部１６からの記録信号は、記録信号出力部１１によって制御部１０
８ａから記録・読取部１０７に送られ、記録・読取部１０７によってその記録信号に応じ
た情報がディスク１０６に書き込まれる。
【００８４】
　操作信号入力部１４は、ユーザが操作部１０９を操作することにより、その操作に応じ
て操作部１０９にて生成された操作信号を制御部１０８ａに入力させ、その操作信号を管
理情報変更部１６、管理情報取得部１７、再生部１８、再生範囲指定部１９、モード切替
部２０に送る。なお、図５では、制御部１０８ａ内部における操作信号の流れについては
、図示を省略している。
【００８５】
　記録・読取制御部１５は、管理情報変更部１６、管理情報取得部１７、再生部１８から
の制御信号を記録・読取部１０７に対して送る。この制御信号は、管理情報変更部１６、
管理情報取得部１７、再生部１８が、ディスク１０６に記録されているデータを読み込ん
だり、ディスク１０６に対してデータを書き込んだりするときに、記録・読取部１０７に
おけるディスク１０６の所定のアドレスへのアクセス等の動作を制御するための信号であ
る。なお、図５では、制御部１０８ａ内部における制御信号の流れについても、図示を省
略している。
【００８６】
　再生部１８は、読取信号入力部１３によって入力された読取信号から、再生に必要なデ
ータを抜き出して、再生データとして記憶部１０８ｂに一旦記憶させるとともに、記憶部
１０８ｂから再生データを適宜読み出して再生信号出力部１２に送ることにより、出力制
御部１０１を介して出力部１０２に対して再生データに基づく出力、つまり表示や音声出
力を行わせる。また、再生部１８は、読取信号入力部１３によって入力された読取信号か
ら、インデックスファイルに記録されている情報を抜き出し、インデックス情報として記
憶部１０８ｂに記憶させるとともに、そのインデックス情報に基づいて、各ファイルの代
表静止画データの取得などを行う。
【００８７】
　管理情報取得部１７は、読取信号入力部１３によって入力された読取信号から、再生の
対象となるファイルの管理情報を抜き出して、管理情報として記憶部１０８ｂに記憶させ
る。
【００８８】
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　管理情報変更部１６は、操作信号入力部１４からの操作信号に応じて、記憶部１０８ｂ
に記憶されている管理情報を書き替えるとともに、書き替えた管理情報を記録信号出力部
１１によって記録・読取部１０７へ送り、ディスク１０６に記録されていた対応する管理
情報に上書きさせる。つまり、管理情報変更部１６は、ディスク１０６に記録されている
管理情報を、ユーザの操作に応じて変更する機能を有している。
【００８９】
　再生範囲指定部１９は、操作信号入力部１４からの操作信号に応じて、記憶部１０８ｂ
に記憶されている再生範囲情報を書き替える。再生範囲情報は、後述するように、例えば
、静止画の再生とともに、その静止画に関連付けられた動画の一部を抽出して同時に再生
するような場合において、抽出して再生する動画の範囲を定めるために、再生部１８によ
って参照される情報である。
【００９０】
　モード切替部２０は、操作信号入力部１４からの操作信号に応じて、モードの切り替え
を行う。記録再生装置１００では、静止画の再生に関して、音声付再生モードと通常再生
モードとの切り替えが可能であり、静止画のスライドショーに関して、ムービースライド
ショーモードと通常スライドショーモードとの切り替えが可能となっている。各モードに
ついては後述するが、モード切替部２０は、これらのモードの切り替えを行う。モードの
切り替えの際、モード切替部２０は、再生部１８に対してモードの切り替えを指示すると
ともに、記憶部１０８ｂに記憶されているモード情報を書き替える。モード情報は、現在
設定されているモードを示す情報である。
【００９１】
　なお、記憶部１０８ｂは、上述したインデックス情報、管理情報、再生データ、再生範
囲情報、モード情報などを記憶する。ここで、管理情報や再生データについては、管理情
報変更部１６、管理情報取得部１７、再生部１８などの各部によって行う処理に応じて、
複数種類のものを別々に記憶しておくことができるようになっている。
【００９２】
　上述した制御部１０８ａ及びその各機能ブロックは、ハードウェアによって構成されて
いてもよいが、コンピュータによって制御部１０８ａを構成し、このコンピュータにプロ
グラム（再生プログラム）を読み込んで実行することにより、上記各機能ブロックを実現
するようにしてもよい。
【００９３】
　上記プログラムは、そのプログラムを記録した記録媒体から上記コンピュータに供給す
ることができる。このプログラムを記録する記録媒体は、上記コンピュータと分離可能に
構成してもよく、上記コンピュータに組み込むようになっていてもよい。この記録媒体は
、記録したプログラムコードをコンピュータが直接読み取ることができるようにコンピュ
ータに装着されるものであっても、外部記憶装置としてコンピュータに接続されたプログ
ラム読み取り装置を介して読み取ることができるように装着されるものであってもよい。
【００９４】
　上記記録媒体としては、例えば、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フレキシ
ブルディスク／ハードディスク等の磁気ディスクやＣＤ－ＲＯＭ／ＭＯ／ＭＤ／ＤＶＤ／
ＣＤ－Ｒ等の光ディスクを含むディスク系、ＩＣカード（メモリカードを含む）／光カー
ド等のカード系、あるいはマスクＲＯＭ／ＥＰＲＯＭ（Erasable Programmable Read Onl
y Memory）／ＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable Programmable Read Only Memory）
／フラッシュＲＯＭ等の半導体メモリ系などを用いることができる。
【００９５】
　なお、記録再生装置１００を通信ネットワークと接続可能に構成し、上記プログラムコ
ードを通信ネットワークを介して供給してもよい。この通信ネットワークとしては、特に
限定されず、適宜選択可能である。また、この通信ネットワークを構成する伝送媒体とし
ては、特に限定されず、適宜選択可能である。さらに、本発明は、上記プログラムコード
が電子的な伝送で具現化された搬送波あるいはデータ信号列の形態でも実現され得る。
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【００９６】
　４．任意関連付け処理
　次に、記録再生装置１００における任意関連付け処理について説明する。記録再生装置
１００では、別々に記録したＡＶファイルと静止画ファイルとを任意に関連付けることが
できるようになっている。これにより、ユーザの意図に応じた関連付けが可能になる。具
体的な処理内容を以下において説明する。
【００９７】
　まず、再生部１８がインデックスファイルを読み込み、記憶部１０８ｂにインデックス
情報として記憶させる。さらに、再生部１８は、読み込んだインデックス情報に基づいて
各静止画ファイルの代表静止画記録位置を認識し、各静止画ファイルに対応する代表静止
画データを読み込み、記憶部１０８ｂに再生データとして記憶させる。そして、再生部１
８は、読み込んだ代表静止画データに基づいて、出力制御部１０１を介し、出力部１０２
に代表静止画の一覧表示画面（サムネイル表示画面）を表示させる。
【００９８】
　この状態において、ユーザが操作部１０９を操作することにより、関連付けるべき静止
画ファイルを選択すると、この選択操作に基づき、管理情報取得部１７が、選択された静
止画ファイルを認識し、その管理情報を読み込み、記憶部１０８ｂに管理情報として記憶
させる。
【００９９】
　次に、再生部１８及び管理情報取得部１７は、上記静止画ファイルの選択処理と同様に
して、ＡＶファイルについても、代表静止画の一覧表示、ユーザによるＡＶファイルの選
択、選択されたＡＶファイルの管理情報の読み込みを行う。
【０１００】
　次に、管理情報変更部１６が、ユーザによる指定時間の入力を受け付ける状態になる。
この指定時間は、ＡＶデータに対して静止画データを関連付ける時点を指定するためのも
のであり、ＡＶデータにおける撮影開始からの経過時間によって示される。この状態にお
いて、ユーザが操作部１０９を操作して指定時間を入力すると、管理情報変更部１６は、
この指定時間信号によって示された時間を、記憶部１０８ｂに記憶された静止画ファイル
及びＡＶファイルそれぞれの管理情報に特定部分データとして書き込む。
【０１０１】
　さらに、管理情報変更部１６は、記憶部１０８ｂに記憶された静止画ファイルの管理情
報に対し、指定されたＡＶファイル名を、関連ファイル名データとして書き込む。同様に
、管理情報変更部１６は、記憶部１０８ｂに記憶されたＡＶファイルの管理情報に対し、
指定された静止画ファイル名を、関連ファイル名データとして書き込む。
【０１０２】
　また、管理情報変更部１６は、制御部１０８ａに記憶したインデックス情報において、
上記のようにして関連付けられた静止画ファイル及びＡＶファイルそれぞれの関連ファイ
ルの有無（図３参照）を「１」に書き換える。
【０１０３】
　そして、管理情報変更部１６は、特定部分データや関連ファイル名データの書き込まれ
た静止画ファイル及びＡＶファイルそれぞれの関連情報と、内容が書き換えられたインデ
ックス情報とを、記録・読取部１０７を介してディスク１０６に上書きする。
【０１０４】
　なお、ユーザによる指定時間の入力を受け付ける状態において、ユーザが指定時間を入
力することなく終了操作をした場合には、管理情報変更部１６は、静止画ファイル及びＡ
Ｖファイルそれぞれの管理情報の特定部分データとして、撮影開始時点を示す「００：０
０：００：００」を書き込む。
【０１０５】
　また、上記では、ユーザが指定時間を直接入力する場合について説明したが、これに限
らず次のようにして指定時間を入力するようにしてもよい。すなわち、再生部１８によっ
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てＡＶデータを再生し、再生された動画をユーザが確認しつつ、静止画を関連付けたいポ
イントが到来した時点においてユーザがそのポイントを指定する操作を行うと、管理情報
変更部１６が、その時点の撮影開始からの経過時間を算出して、特定部分データとして書
き込むようにしてもよい。
【０１０６】
　さらに、関連ファイルが同時記録されたものであるか、別々に記録された後に関連付け
られたものであるかを示す識別データ（同時記録識別データ）を、静止画ファイル及びＡ
Ｖファイルそれぞれの管理情報に記録してもよい。そうすることにより、同時記録ではな
く後から関連付けられたファイルについては、一覧表示の際に簡単に関連ファイルを検索
することはできるが、再生時には静止画の代わりに動画を再生することはしないといった
処理を自動的に行うことが可能になる。
【０１０７】
　以上のように、本発明に係る記録装置としての記録再生装置１００は、ＡＶデータ（第
１データ）の特定部分に対して静止画データ（第２データ）を関連付けるための管理情報
（関連情報）を生成する管理情報変更部１６（関連情報生成手段）と、管理情報変更部１
６の生成した管理情報をディスク１０６に記録させる記録・読取部１０７（記録部）とを
備えている。これにより、ＡＶデータと静止画データとの関連付けを実現することができ
る。
【０１０８】
　また、記録再生装置１００は、ＡＶデータの特定部分に対して静止画データを関連付け
るための入力を受け付ける操作部１０９を備える。そして、管理情報変更部１６は、予め
ディスク１０６に記録されているＡＶデータ及び静止画データについて、操作部１０９の
受け付けた入力に基づいて管理情報を生成する。これにより、既にディスク１０６に記録
されたＡＶデータと静止画データとを、ユーザの意図に応じて関連付けることができる。
【０１０９】
　また、記録再生装置１００では、管理情報変更部１６が、予めディスク１０６に記録さ
れている第１データ及び第２データについて管理情報を生成した場合に、各データの記録
後に関連付けが行われたことを示す識別データを、当該管理情報に含めるようにしてもよ
い。これにより、管理情報を用いた再生を行う際に、互いに関連するデータが、後から関
連付けられたものであるか、各データの記録時に関連付けられたものであるか、を区別す
ることができ、その区別に基づいて再生方法などを変更することができる。
【０１１０】
　５．再生処理
　　５－１．静止画再生処理
　次に、記録再生装置１００における再生処理について説明する。まず、１つの静止画を
再生する際の再生処理について説明する。
【０１１１】
　図６に示すように、記録再生装置１００では、静止画ファイル「SABC0002.jpg」の静止
画データを再生して静止画を表示するとともに、その静止画データに関連付けられている
ＡＶファイル「VABC0001.mpg」のＡＶデータにおける音声データの一部を抽出して再生す
る。抽出する部分は、静止画撮影が行われた時点ｔ１を含む所定の時間範囲に対応する部
分である。これにより、静止画が撮影された時点付近の音声を、ＢＧＭのように流すこと
ができる。具体的な処理内容を以下において説明する。
【０１１２】
　まず、再生部１８がインデックスファイルを読み込み、記憶部１０８ｂにインデックス
情報として記憶させる。さらに、再生部１８は、読み込んだインデックス情報に基づいて
各静止画ファイルの代表静止画記録位置を認識し、各静止画ファイルに対応する代表静止
画データを読み込み、記憶部１０８ｂに再生データとして記憶させる。そして、再生部１
８は、読み込んだ代表静止画データに基づいて、出力制御部１０１を介し、出力部１０２
に代表静止画の一覧表示画面（サムネイル表示画面）を表示させる。
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【０１１３】
　このとき、インデックス情報に含まれる属性情報の関連ファイルの有無（図３参照）の
識別データが「１」となっている静止画ファイルについては、代表静止画のそばに関連す
るＡＶファイルが有ることを示すアイコン、又は関連するＡＶデータを再生するためのボ
タンを表示してもよい。
【０１１４】
　上記のように代表静止画の一覧表示画面が表示された状態において、ユーザの操作によ
り、ある静止画ファイルに対応する代表静止画が選択され、再生の指示がなされた場合の
処理の流れについて、図７のフローチャートに基づいて説明する。
【０１１５】
　まず、再生部１８は、記憶部１０８ｂに記憶されているモード情報に基づいて、現在の
モードを判別する（Ｓ１）。ここで判別するモードは、静止画の再生に関するモードであ
り、静止画の再生とともにその静止画に関連付けられたＡＶデータの音声の再生を行う音
声付再生が許可されているモード（音声付再生モード）と、禁止されているモード（通常
再生モード）との２種類のモードがある。このモードは、予めユーザの操作に基づいて、
モード切替部２０によって設定されて記憶部１０８ｂにモード情報として記憶されている
。
【０１１６】
　ステップＳ１において、音声付再生モードであると判別されると、再生部１８は、選択
された静止画の静止画ファイルを読み出し、その静止画ファイルに記録されている静止画
データを記憶部１０８ｂに再生データとして記憶させるとともに、記憶させた静止画デー
タに基づいて出力制御部１０１を介し、出力部１０２に静止画を表示させる（Ｓ２）。
【０１１７】
　また、管理情報取得部１７は、選択された静止画の静止画ファイルから管理情報を取得
し、記憶部１０８ｂに管理情報として記憶させる（Ｓ３）。そして、再生部１８は、上記
管理情報に基づいて、選択された静止画の静止画ファイルに関連するＡＶファイルの有無
を判別する（Ｓ４）。この判別は、上記管理情報に、関連ファイル名データが含まれるか
否かによって行うことができる。ここで、関連するＡＶファイルが無い場合には、ステッ
プＳ９へ移行する。
【０１１８】
　関連するＡＶファイルが有る場合には、再生部１８は、上記管理情報に含まれる関連フ
ァイル名データに基づいて関連するＡＶファイルを読み出す。そして、再生部１８は、上
記管理情報に含まれる特定部分データに基づいて、そのＡＶファイルに記録されているＡ
Ｖデータにおいて、上記静止画の関連付けがされている部分（特定部分）を認識する。そ
して、再生部１８は、記憶部１０８ｂに記憶されている再生範囲情報に基づいて、上記関
連付けされている部分を含む所定時間範囲に対応するＡＶデータの部分（抽出部分）を、
記憶部１０８ｂに再生データとして記憶させる。
【０１１９】
　なお、ＡＶデータは、動画データと音声データとが多重化されたデータであるが、ここ
で再生データとして記憶させるのは音声データのみである。また、ＡＶデータの抽出部分
は、先に記憶部１０８ｂに再生データとして記憶させた静止画データとは別に記憶させる
。
【０１２０】
　ここで、記憶部１０８ｂに記憶されている再生範囲情報とは、静止画データに関連して
再生すべきＡＶデータの抽出部分を定めるための情報であり、例えば、特定部分データの
示す時点を含む時間範囲を指定する情報である。この指定の具体例を示すと、「特定部分
に対応する時点から５秒」や、「特定部分に対応する時点の３秒前から１０秒間」などと
なる。
【０１２１】
　そして、再生部１８は、記憶部１０８ｂに記憶させたＡＶデータの抽出部分に基づいて
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、出力制御部１０１を介し、出力部１０２に音声を出力させる（Ｓ５）。これにより、出
力部１０２は、静止画を表示しつつ、その静止画の撮影時に収録された音声などの、その
静止画に関連付けられた音声を出力することができる。
【０１２２】
　このとき、モード切替部２０は、出力制御部１０１を介して、出力部１０２に音声停止
ボタンを表示させる（Ｓ６）。音声停止ボタンは、図８（ａ）に示すように、出力部１０
２が表示する画面の一部に表示されるボタンであり、ユーザによる操作部１０９の操作に
よってこのボタンがクリックされると、モード切替部２０は、再生モードが切り替えられ
たものと判断し（Ｓ７）、記憶部１０８ｂに記憶されているモード情報を、通常再生モー
ドに書き替えるとともに、再生している音声データの再生を停止して（Ｓ８）、通常再生
モードに移るためにステップＳ１２に移行する。
【０１２３】
　音声停止ボタンがクリックされていない場合、再生部１８は、ユーザの操作部１０９の
操作によって再生の終了が指示されたか否かを判別し（Ｓ９）、終了が指示されていない
ときには、ステップＳ４からの処理を繰り返す。これにより、音声停止ボタンのクリック
、又は再生終了の指示があるまで、上記ＡＶデータの抽出部分に基づく音声の出力を繰り
返すことになる（リピート再生）。
【０１２４】
　一方、ステップＳ１において音声付再生モードではなく、通常再生モードであると判別
された場合には、再生部１８は、まず、ステップＳ２と同様、選択された静止画の静止画
ファイルを読み出し、その静止画ファイルに記録されている静止画データを記憶部１０８
ｂに再生データとして記憶させるとともに、記憶させた静止画データに基づいて出力制御
部１０１を介し、出力部１０２に静止画を表示させる（Ｓ１０）。
【０１２５】
　また、管理情報取得部１７は、選択された静止画の静止画ファイルから管理情報を取得
し、記憶部１０８ｂに管理情報として記憶させる（Ｓ１１）。そして、再生部１８は、上
記管理情報に基づいて、選択された静止画の静止画ファイルに関連するＡＶファイルの有
無を判別する（Ｓ１２）。ここで、関連するＡＶファイルが無い場合には、ステップＳ１
５へ移行する。
【０１２６】
　そして、関連するＡＶファイルが有る場合には、モード切替部２０は、出力制御部１０
１を介して、出力部１０２に音声再生ボタンを表示させる。音声再生ボタンは、図８（ｂ
）に示すように、出力部１０２が表示する画面の一部に表示されるボタンであり、ユーザ
による操作部１０９の操作によってこのボタンがクリックされると、モード切替部２０は
、再生モードが切り替えられたものと判断し（Ｓ１４）、記憶部１０８ｂに記憶されてい
るモード情報を、音声付再生モードに書き替えるとともに、音声付再生モードに移るため
にステップＳ５に移行する。
【０１２７】
　音声再生ボタンがクリックされていない場合、再生部１８は、ユーザの操作部１０９の
操作によって再生の終了が指示されたか否かを判別し（Ｓ１５）、終了が指示されていな
いときには、ステップＳ１２からの処理を繰り返す。
【０１２８】
　なお、ここでは、記憶部１０８ｂに記憶された再生範囲情報に基づいて、「特定部分に
対応する時点から５秒間」や、「特定部分に対応する時点の３秒前から１０秒間」などと
ＡＶデータの抽出部分を定めたが、この再生範囲情報は、ユーザが操作部１０９を操作し
、その操作に基づいて再生範囲指定部１９が再生範囲情報の内容を書き替えることによっ
て、変更可能である。
【０１２９】
　また、予め定めた再生範囲情報に基づくのではなく、再生範囲指定部１９が、特定部分
前後の音声データに基づいて音声レベルの変化を検知し、その検知結果に基づいて抽出部
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分の範囲を定めてもよい。例えば、特定部分付近において音声レベルが相対的に高い部分
を切り出し、その範囲を抽出部分としてもよい。
【０１３０】
　また、ここでは、上記抽出部分を繰り返し再生するものとして説明したが、必ずしも繰
り返す必要はなく、１回限りの再生としてもよい。
【０１３１】
　また、ここでは、再生部１８が、静止画の再生とともにその静止画に関連付けられたＡ
Ｖファイルの音声データを再生するものとして説明したが、音声データの再生の代わりに
、あるいは、音声データの再生に加えて、動画データの再生を再生部１８が行うようにし
てもよい。この場合、出力部１０２に表示される画面では、静止画を表示する領域と、動
画を表示する領域とを区分して表示するようにすればよい。さらに、再生部１８は、ユー
ザの操作に応じて、静止画の再生を、関連する動画の再生に切り替え可能としてもよい。
【０１３２】
　また、再生する静止画ファイルに関連付けられたＡＶファイルが存在する場合において
、そのＡＶファイルに対応するアフレコデータファイルが存在するときには、ＡＶファイ
ルに含まれるメインの音声データの代わりに、アフレコデータファイルに含まれるアフレ
コデータを再生するようにしてもよい。この場合、ステップＳ５においてＡＶファイルの
音声データを再生する代わりに、アフレコデータファイルのアフレコデータを再生するこ
とになる。そのためには、静止画ファイルの管理情報に、関連ファイル名としてアフレコ
データファイルのファイル名を記録しておくとともに、その管理情報内に、メインの音声
データと、アフレコデータとのどちらを再生するか、あるいはミックス再生するかを示す
識別データを含めるようにしてもよい。そして、再生時にはこの識別データにしたがい、
再生対象のデータを選択できるようにしておけばよい。
【０１３３】
　以上のように、本発明に係る再生装置としての記録再生装置１００は、ＡＶデータ（第
１データ）と、ＡＶデータの所定の撮影時点（特定部分）に対して関連付けられた静止画
データ（第２データ）と、静止画データが関連付けられているＡＶデータの特定部分を示
す管理情報（関連情報）とが記録された情報記録媒体としてのディスク１０６を再生する
装置である。
【０１３４】
　そして、記録再生装置１００は、ディスク１０６に記録された管理情報を取得する管理
情報取得部１７（関連情報取得手段）と、ディスク１０６に記録された静止画データを再
生するとともに、管理情報取得部１７の取得した管理情報に基づいて、ディスク１０６に
記録されたＡＶデータから抽出した抽出部分を再生する再生部１８（再生手段）とを備え
ている。
【０１３５】
　したがって、記録再生装置１００では、静止画データを再生することにより、この静止
画データに関連付けられたＡＶデータの一部をも再生することができる。このように、記
録再生装置１００では、ＡＶデータと静止画データとの関連付けを有効に活用した再生が
可能になる。
【０１３６】
　ここで、再生部１８は、静止画データに基づく静止画の再生を行いつつ、ＡＶデータの
抽出部分に基づく音声の再生を行う。これにより、静止画を表示しつつ、その静止画に関
連する音声の出力を行うことができる。静止画データが、音声データの収録中に撮影され
たものであるような場合には、静止画の表示とともに、その静止画が撮影された時点付近
の音声を出力することができる。したがって、静止画の再生において、臨場感を盛り上げ
る効果を得ることができる。あるいは、音声データは、静止画の撮影後にアフレコで記録
されたものであってもよい。この場合、静止画の再生とともに、音響効果やＢＧＭなどユ
ーザの意図に応じた音声を出力することができる。
【０１３７】
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　また、再生部１８は、静止画データに基づく静止画の再生を行いつつ、ＡＶデータの抽
出部分に基づく動画の再生を行う。これにより、静止画を表示しつつ、その静止画に関連
する動画の再生を行うことができる。静止画データが、動画データの撮影中に撮影された
ものであるような場合には、静止画の表示とともに、その静止画が撮影された時点付近の
動画を再生することができる。したがって、静止画の再生において、その静止画の撮影さ
れた前後の様子をも提示することができる。
【０１３８】
　なお、再生部１８は、静止画データに基づく静止画の再生を行いつつ、ＡＶデータの抽
出部分に基づく音声及び動画の再生を行うようになっていてもよい。
【０１３９】
　また、記録再生装置１００は、さらに、再生部１８に対して、静止画データの再生とと
もに行うＡＶデータの抽出部分の再生を許可するモード（音声付再生モード）と、禁止す
るモード（通常再生モード）とを切り替えるモード切替部２０（切替手段）を備えていて
もよい。このモード切替部２０は、ユーザによる操作に応じて上記切り替えを行うもので
ある。これにより、静止画データの再生の際に、ＡＶデータの抽出部分の再生を行うか否
かを、ユーザの意図に応じて決定することができる。
【０１４０】
　　５－２．スライドショー再生処理
　次に、記録再生装置１００において静止画のスライドショーを行うときの再生処理につ
いて説明する。記録再生装置１００では、複数の静止画を所定時間ごとに切り替えて再生
するスライドショーに２つのモードを有している。その１つは、複数の静止画のうち、関
連付けられたＡＶファイルを有するものについては、静止画の再生の代わりに、関連する
ＡＶデータの上記抽出部分を再生するモード（ムービースライドショーモード）であり、
他の１つは、通常通り静止画を再生するモード（通常スライドショーモード）である。
【０１４１】
　図９及び図１０に、それぞれ通常スライドショーモードにおける再生の概念、及びムー
ビースライドショーモードにおける再生の概念を示す。ここでは、所定のフォルダに含ま
れる静止画ファイル「SABC0001.jpg」、「SABC0002.jpg」、「SABC0003.jpg」、「SABC00
04.jpg」、「SABC0005.jpg」を、この順に再生するものとし、各静止画を予め設定された
Δｔｓ秒間表示するものとする。また、静止画ファイル「SABC0001.jpg」、「SABC0002.j
pg」についてはＡＶファイル「VABC0001.mpg」に関連付けられており、静止画ファイル「
SABC0004.jpg」、「SABC0005.jpg」についてはＡＶファイル「VABC0002.mpg」に関連付け
られており、静止画ファイル「SABC0003.jpg」にはＡＶファイルは関連付けられていない
ものとする。
【０１４２】
　この場合、通常スライドショーモードでは、各静止画を順次再生するのに対し、ムービ
ースライドショーモードでは、ＡＶファイルに関連付けられている静止画については、静
止画の再生の代わりに、関連付けられたＡＶファイルのＡＶデータから、特定部分（ｔ１
，ｔ２，ｔ３，ｔ４に相当する部分）を中心として時間幅Δｔｓ秒間に相当する抽出部分
を再生する。
【０１４３】
　ムービースライドショーモードについて、より具体的に説明すると、静止画ファイル「
SABC0001.jpg」の再生に代えて、関連付けられた動画ファイル「VABC0001.mpg」の経過時
間ｔ１付近のＡＶデータをΔｔｓ秒間再生し、静止画ファイル「SABC0002.jpg」の再生に
代えて、同じく関連付けられた動画ファイル「VABC0001.mpg」の経過時間ｔ２付近のＡＶ
データをΔｔｓ秒間再生する。静止画ファイル「SABC0003.jpg」については、関連付けら
れたＡＶファイルが存在しないため、静止画ファイル「SABC0003.jpg」に含まれる静止画
データをΔｔｓ秒間再生する。また、静止画ファイル「SABC0004.jpg」の再生に代えて、
今度は動画ファイル「VABC0002.mpg」の経過時間ｔ３付近のＡＶデータをΔｔｓ秒間再生
し、静止画ファイル「SABC0005.jpg」の再生に代えて、同じく動画ファイル「VABC0002.m
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pg」の経過時間ｔ４付近をΔｔｓ秒間再生する。
【０１４４】
　これにより、あたかも動画のダイジェスト版のような再生が可能となり、短時間で動画
の内容を確認したい場合や、静止画撮影のポイントのみを抜き出して動画を再生したい場
合などに有効活用できる。具体的な処理内容を以下において説明する。
【０１４５】
　まず、再生部１８がインデックスファイルを読み込み、記憶部１０８ｂにインデックス
情報として記憶させる。そして、再生部１８は、読み込んだインデックス情報に基づいて
、スライドショーの対象となるフォルダに含まれる各静止画ファイルの静止画データを読
み込み、記憶部１０８ｂに再生データとして記憶させる。そして、図１１に示すフローチ
ャートに即してスライドショーが実行される。
【０１４６】
　まず、再生部１８は、記憶部１０８ｂに記憶されているモード情報に基づいて、現在の
モードがムービースライドショーモードであるか否かを判別する（Ｓ２１）。記憶部１０
８ｂのモード情報には、現在のモードとして、通常スライドショーモード又はムービース
ライドショーモードの区別が記憶されており、この区別は、ユーザの操作部１０９の操作
に応じてモード切替部２０によって切り替えることができる。
【０１４７】
　ムービースライドショーモードである場合には、管理情報取得部１７が、再生対象の静
止画ファイルから管理情報を取得し、記憶部１０８ｂに管理情報として記憶させる（Ｓ２
２）。そして、再生部１８は、上記管理情報に基づいて、選択された静止画の静止画ファ
イルに関連するＡＶファイルの有無を判別する（Ｓ２３）。この判別は、上記管理情報に
、関連ファイル名データが含まれるか否かによって行うことができる。ここで、関連する
ＡＶファイルが無い場合には、ステップＳ２７へ移行する。
【０１４８】
　関連するＡＶファイルが有る場合には、再生部１８は、上記管理情報に含まれる関連フ
ァイル名データに基づいて関連するＡＶファイルを読み出す。そして、再生部１８は、上
記管理情報に含まれる特定部分データに基づいて、そのＡＶファイルに記録されているＡ
Ｖデータにおいて、上記静止画の関連付けがされている部分（特定部分）を認識する。そ
して、再生部１８は、記憶部１０８ｂに記憶されている再生範囲情報に基づいて、上記関
連付けされている部分を中心としたΔｔｓ秒間に対応するＡＶデータの部分（抽出部分）
を、記憶部１０８ｂに再生データとして記憶させる。
【０１４９】
　そして、再生部１８は、記憶部１０８ｂに記憶させたＡＶデータの抽出部分を再生し、
出力制御部１０１を介し、出力部１０２に動画及び音声を出力させる（Ｓ２４）。これに
より、再生対象となる静止画に代えて、その静止画に関連付けられた動画及び音声を出力
することができる。
【０１５０】
　上記抽出部分の再生が終了すると、再生部１８は、次に再生対象となる静止画の有無を
判別し（Ｓ２５）、有る場合には、次の静止画に再生対象を変更して（Ｓ２６）、ステッ
プＳ２１からの処理を繰り返す。
【０１５１】
　ステップＳ２１においてムービースライドショーモードではないと判別された場合、又
は、ステップＳ２３において関連付けられたＡＶファイルが無いと判別された場合には、
再生対象となる静止画をΔｔｓ秒間再生して（Ｓ２７，Ｓ２８）、ステップＳ２５に移行
する。
【０１５２】
　上記の処理では、スライドショーを行いながら関連付けられたＡＶファイルを読み出す
必要があるので、ディスク１０６がランダムアクセス可能であることが望ましい。
【０１５３】
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　なお、ここでは、動画及び音声の再生時間（抽出部分の時間幅）、及び静止画の再生時
間をΔｔｓ秒と固定しているが、各再生対象となる静止画ごとに再生時間を定めてもよく
、動画に関しては、上述したように、音声レベルに基づいて再生時間を決定するようにし
てもよいし、動画データの動きベクトルを調べることによりシーンチェンジを検出し、特
定部分付近からシーンチェンジまでの区間を再生するようにしてもよい。
【０１５４】
　また、図１２に示すように、動画又は静止画の再生中に画面上に、再生範囲指定部１９
が、再生時間として設定可能な範囲を示す再生時間バーを表示するとともに、その再生時
間バー内部に、再生時間長変更コントローラを表示し、ユーザが操作部１０９を操作する
ことにより再生時間長変更コントローラを左右に移動させると、再生範囲指定部１９が、
その再生時間長変更コントローラの再生時間バー内での位置に応じた再生時間を設定し、
記憶部１０８ｂに再生範囲情報として記憶させるようにしてもよい。これにより、再生途
中に再生時間を自由に変更できるようになる。なお、このような再生時間の設定は、上述
した、静止画の再生とともに音声の再生を行う場合における、音声の再生時間の設定に適
用することもできる。
【０１５５】
　また、ここでは、静止画の再生に代えて動画を再生するものとして説明したが、関連付
けられた動画の再生を開始する前に、まず静止画を再生し、その後、動画の再生に移行す
るようにしてもよい。また、静止画の再生に代えて動画を再生するのではなく、静止画に
よってスライドショーを行いつつ、再生中の静止画に関連付けられたＡＶファイルの音声
データのみを同時に再生するようにしてもよい。
【０１５６】
　また、ここでは、所定のフォルダに含まれる静止画ファイルをスライドショーの対象と
するものとして説明したが、スライドショーの対象とする静止画ファイルを予め定めて、
プレイリストファイルとして登録しておくようにしてもよい。そして、このプレイリスト
ファイルの管理情報において、動画の再生時間や再生する音声の種類（メインの音声デー
タを再生するか、アフレコデータを再生するか）を指定するようにしてもよい。
【０１５７】
　また、図１３に示すように、静止画ファイルの管理情報に含まれる同時記録識別データ
、つまり、関連ファイルが同時記録されたものであるか、別々に記録され後に関連付けら
れたものであるかを示す識別データに基づいて、静止画データの代わりにＡＶデータを再
生するか否かを決定してもよい。例えば、同時記録識別データが「０」となっている静止
画ファイル、つまり関連ファイルが後から関連付けられたファイルである場合には、静止
画データの代わりにＡＶデータを再生するのではなく、静止画データを再生するようにし
てもよい。あるいは、静止画データを数秒間表示してから、ＡＶデータを再生するように
してもよい。これにより、後から関連付けられた静止画が、関連する動画を説明するよう
な象徴的な画像であることが多い場合に、静止画表示を優先することができる。図１３で
は、静止画ファイル「SABC0005.jpg」が後から関連付けられたものである場合を示してお
り、この場合には静止画ファイル「SABC0005.jpg」を再生する時間帯にはその静止画が表
示される。
【０１５８】
　以上のように、本発明に係る再生装置としての記録再生装置１００は、ＡＶデータ（第
１データ）と、ＡＶデータの所定の撮影時点（特定部分）に対して関連付けられた静止画
データ（第２データ）と、静止画データが関連付けられているＡＶデータの特定部分を示
す管理情報（関連情報）とが記録された情報記録媒体としてのディスク１０６を再生する
装置である。
【０１５９】
　そして、記録再生装置１００は、ディスク１０６に記録された管理情報を取得する管理
情報取得部１７（関連情報取得手段）と、ディスク１０６に記録された静止画データの再
生と、静止画データの再生の代わりに、管理情報取得部１７の取得した管理情報に基づい
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て、ディスク１０６に記録されたＡＶデータから抽出した抽出部分の再生とを切り替えて
実行できる再生部１８（再生手段）とを備えている。
【０１６０】
　したがって、記録再生装置１００では、静止画データを再生するか、この静止画データ
に関連付けられているＡＶデータの一部を再生するかを、切り替えることができる。この
ように、記録再生装置１００では、ＡＶデータと静止画データとの関連付けを有効に活用
した再生が可能になる。
【０１６１】
　そして、記録再生装置１００では、静止画データを再生しようとした場合に、静止画デ
ータそのものを再生するか、その静止画データに関連付けられた動画データの一部を再生
するかを、切り替えることができる。静止画データが、動画データの撮影中に撮影された
ものであるような場合には、静止画を表示させるか、その静止画が撮影された時点付近の
動画を表示させるかを、切り替えることができる。したがって、ある場面の映像を確認あ
るいは鑑賞する際に、静止画による確認あるいは鑑賞と、動画による確認あるいは鑑賞と
を切り替えることができる。
【０１６２】
　なお、静止画データは、動画データとは別に記録されているデータであるため、動画デ
ータに含まれる１フレームのデータよりも、高精細で解像度の高いものとして記録してお
くことが容易である。したがって、静止画データの表示は、動画データを一時停止して表
示する場合よりも、高精細で解像度の高い表示が可能である。
【０１６３】
　また、ディスク１０６には、１又は複数のＡＶデータの互いに異なる特定部分に対して
それぞれ関連付けられた複数の静止画データと、各静止画データが関連付けられているＡ
Ｖデータのそれぞれの特定部分を示す管理情報とが記録されており、再生部１８は、各静
止画データを順次切り替えての再生と、各静止画データを順次切り替えての再生の代わり
に、管理情報取得部１７の取得した管理情報に基づいてＡＶデータから抽出した複数の抽
出部分を順次切り替えての再生とを切り替えて実行できるようになっていてもよい。これ
により、静止画によるスライドショーと動画によるスライドショーとを切り替えて実行で
きる。
【０１６４】
　また、記録再生装置１００は、さらに、再生部１８に対して、静止画データの再生を実
行させるモード（通常スライドショーモード）と、静止画データの再生の代わりにＡＶデ
ータの抽出部分の再生を実行させるモード（ムービースライドショーモード）とを切り替
えるモード切替部２０（切替手段）を備えていてもよい。このモード切替部２０は、ユー
ザによる操作に応じて上記切り替えを行うものである。これにより、静止画データの再生
を実行させるか、ＡＶデータの抽出部分の再生を実行させるかを、ユーザの意図に応じて
決定することができる。
【０１６５】
　また、記録再生装置１００は、さらに、抽出部分として抽出すべきＡＶデータの範囲の
大きさを変更する再生範囲指定部１９（抽出範囲変更手段）を備えていてもよい。再生部
１８は、管理情報に基づくことにより、ＡＶデータの特定部分を基準として範囲を定めて
ＡＶデータの一部を抽出することになるが、再生範囲指定部１９を備えることにより、抽
出する範囲の大きさの変更が可能になる。
【０１６６】
　なお、以上では、静止画ファイルの管理情報に基づくことにより、その静止画データに
関連するＡＶデータの再生を行う場合について説明したが、逆に、ＡＶファイルの管理情
報に基づくことにより、そのＡＶデータに関連する静止画データの再生を行うようにして
もよい。この場合、ＡＶデータの再生の代わりに、関連する静止画データの再生を行うよ
うにしてもよい。また、ＡＶデータの再生の前後において、関連する静止画データの再生
を行うようにしてもよい。関連する静止画データの再生は、その特定部分のＡＶデータ上
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における順序にしたがってスライドショー再生するようにすればよい。
【０１６７】
　このように、本発明に係る再生装置としての記録再生装置１００は、管理情報取得部１
７の取得した管理情報に基づき、各静止画データが関連付けられている各特定部分のＡＶ
データ上での位置に応じて各静止画データを再生する再生部１８を備えている。
【０１６８】
　したがって、記録再生装置１００では、ＡＶデータの流れに沿って、ＡＶデータの各特
定部分に関連付けられている各静止画データを順次切り替えて再生することができる。こ
れにより、静止画データを再生する際に、ＡＶデータとの関連付けを有効に活用すること
ができるようになる。この場合、動画データの各時点に関連付けられた静止画データが、
動画データ上での順序にしたがって再生されるため、動画データを再生せずとも、動画デ
ータの概要を確認することができるようになる。
【０１６９】
　なお、本発明は、記録方法又は再生方法として捉えることもできる。すなわち、記録方
法としては、ＡＶデータと静止画データとを関連付けるための管理情報を記録できる。ま
た、再生方法では、管理情報を持つ静止画データを再生する際に、関連するＡＶデータを
再生するかどうかを選択可能であり、また、関連するＡＶデータの再生範囲を決定するこ
とができ、これらの選択及び決定にしたがって、静止画データの再生とともに、決定され
た再生範囲のＡＶデータを同時に再生する。
【０１７０】
　関連付けて記録する動画と静止画とは、動画データを含むＡＶファイルと、その動画撮
影中に同時に撮影された静止画データを含む静止画ファイルとであってもよく、編集によ
って後から関連付けが設定されたＡＶファイルと静止画ファイルとであってもよい。そし
て、関連付けられたファイルが同時記録されたものか否かを示す識別データを管理情報内
に含めてもよい。
【０１７１】
　静止画再生時には、関連するＡＶファイルの音声データのみを同時に再生するようにし
てもよい。静止画再生時に同時に再生する音声データは、静止画撮影時点付近の音声デー
タであってもよく、撮影後に記録されたアフレコデータであってもよい。
【０１７２】
　また、静止画再生時には、上記音声データの再生に加えて、関連するＡＶファイルの動
画データを同一画面上に同時に再生するようにしてもよい。
【０１７３】
　また、本発明の再生方法は、複数の静止画を所定の時間間隔で順番に表示する再生方法
であって、モード切り替えが可能であり、モード切り替えの操作に基づいて、静止画の代
わりに、関連付けられたＡＶファイルの動画データを順番に再生するものである。動画デ
ータの再生時間長は、動画データ再生中に変更できるようになっていてもよい。
【０１７４】
　ここで、静止画再生の代わりに再生する動画データは、静止画撮影時点付近の動画デー
タであってもよく、編集によって後から関連付けられた動画データであってもよい。編集
によって後から関連付けられた動画データを持つ静止画データに関しては、静止画の代わ
りに関連付けられた動画データの再生を行わないようにしてもよい。
【０１７５】
　また、本発明の再生方法は、動画再生時に、動画データに関連する複数の静止画データ
を所定の時間間隔で再生を行った後に、動画の再生を行うようになっていてもよい。
【０１７６】
　以上のように、本発明に係る再生装置は、第１データと、第１データの特定部分に対し
て関連付けられた第２データと、第２データが関連付けられている第１データの特定部分
を示す関連情報とが記録された情報記録媒体を再生する再生装置であって、上記課題を解
決するために、関連情報を取得する関連情報取得手段と、第２データを再生するとともに
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、前記関連情報取得手段の取得した関連情報に基づいて第１データから抽出した抽出部分
を再生する再生手段と、を備えることを特徴としている。
【０１７７】
　本発明に係る再生装置では、第１データは、音声データを含む時系列データであり、第
２データは、静止画データであり、特定部分は、時系列データの特定の時点に対応する部
分であり、抽出部分は、特定部分を含む所定時間範囲に対応する部分であってもよい。
【０１７８】
　本発明に係る再生装置は、上記再生装置において、前記再生手段は、第２データに基づ
く静止画の再生を行いつつ、第１データの抽出部分に基づく音声の再生を行うものであっ
てもよい。
【０１７９】
　本発明に係る再生装置では、第１データは、動画データを含む時系列データであり、第
２データは、静止画データであり、特定部分は、時系列データの特定の時点に対応する部
分であり、抽出部分は、特定部分を含む所定時間範囲に対応する部分であってもよい。
【０１８０】
　本発明に係る再生装置は、上記再生装置において、前記再生手段は、第２データに基づ
く静止画の再生を行いつつ、第１データの抽出部分に基づく動画の再生を行うものであっ
てもよい。
【０１８１】
　本発明に係る再生装置は、上記再生装置において、前記再生手段に対して、第２データ
の再生とともに行う第１データの抽出部分の再生を許可するモードと、禁止するモードと
を切り替える切替手段をさらに備えてもよい。
【０１８２】
　本発明に係る再生装置は、第１データと、第１データの特定部分に対して関連付けられ
た第２データと、第２データが関連付けられている第１データの特定部分を示す関連情報
とが記録された情報記録媒体を再生する再生装置であって、上記課題を解決するために、
関連情報を取得する関連情報取得手段と、第２データの再生と、第２データの再生の代わ
りに、前記関連情報取得手段の取得した関連情報に基づいて第１データから抽出した抽出
部分の再生とを切り替えて実行できる再生手段と、を備えることを特徴としている。
【０１８３】
　本発明に係る再生装置では、前記第１データは、動画データを含む時系列データであり
、前記第２データは、静止画データであり、特定部分は、時系列データの特定の時点に対
応する部分であり、抽出部分は、特定部分を含む所定時間範囲に対応する部分であっても
よい。
【０１８４】
　本発明に係る再生装置では、前記情報記録媒体には、１又は複数の第１データの互いに
異なる特定部分に対してそれぞれ関連付けられた複数の第２データと、各第２データが関
連付けられている第１データのそれぞれの特定部分を示す関連情報とが記録されており、
前記再生手段は、各第２データを順次切り替えての再生と、各第２データを順次切り替え
ての再生の代わりに、前記関連情報取得手段の取得した関連情報に基づいて第１データか
ら抽出した複数の抽出部分を順次切り替えての再生とを切り替えて実行できるようになっ
ていてもよい。
【０１８５】
　本発明に係る再生装置は、上記再生装置において、前記再生手段に対して、第２データ
の再生を実行させるモードと、第２データの再生の代わりに第１データの抽出部分の再生
を実行させるモードとを切り替える切替手段をさらに備えていてもよい。
【０１８６】
　本発明に係る再生装置は、上記再生装置において、抽出部分として抽出すべき第１デー
タの範囲の大きさを変更する抽出範囲変更手段をさらに備えていてもよい。
【０１８７】
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　本発明に係る再生装置は、第１データと、第１データの互いに異なる特定部分に対して
それぞれ関連付けられた複数の第２データと、各第２データが関連付けられている第１デ
ータのそれぞれの特定部分を示す関連情報とが記録された情報記録媒体を再生する再生装
置であって、上記課題を解決するために、関連情報を取得する関連情報取得手段と、前記
関連情報取得手段の取得した関連情報に基づき、各第２データが関連付けられている各特
定部分の第１データ上での位置に応じて各第２データを再生する再生手段と、を備えるこ
とを特徴としている。
【０１８８】
　本発明に係る再生装置では、前記第１データは、動画データを含む時系列データであり
、前記第２データは、静止画データであり、特定部分は、時系列データの特定の時点に対
応する部分であり、前記再生手段は、各第２データを、それぞれに関連付けられた特定部
分の時系列の順序にしたがって再生するようになっていてもよい。
【０１８９】
　本発明に係る記録装置は、上記何れかの再生装置によって再生可能なデータを情報記録
媒体に記録する記録装置であって、第１データの特定部分に対して第２データを関連付け
るための関連情報を生成する関連情報生成手段と、前記関連情報生成手段の生成した関連
情報を前記情報記録媒体に記録させる記録部とを備えることを特徴としている。
【０１９０】
　本発明に係る記録装置は、上記記録装置において、第１データの特定部分に対して第２
データを関連付けるための入力を受け付ける操作部をさらに備え、前記関連情報生成手段
は、予め情報記録媒体に記録されている第１データ及び第２データについて、前記操作部
の受け付けた入力に基づいて関連情報を生成するようになっていてもよい。
【０１９１】
　本発明に係る記録装置は、上記記録装置において、前記関連情報生成手段は、予め情報
記録媒体に記録されている第１データ及び第２データについて関連情報を生成した場合に
、各データの記録後に関連付けが行われたことを示す識別データを、当該関連情報に含め
るようになっていてもよい。
【０１９２】
　なお、上記再生装置における各手段は、コンピュータによって実現してもよく、この場
合には、コンピュータを上記各手段として動作させることにより上記各手段をコンピュー
タにて実現させる再生プログラム、及びその再生プログラムを記録したコンピュータ読み
取り可能な記録媒体も、本発明の範疇に入る。
【０１９３】
　本発明に係る再生装置は、第１データと、第１データの特定部分に対して関連付けられ
た第２データと、第２データが関連付けられている第１データの特定部分を示す関連情報
とが記録された情報記録媒体を再生する装置である。
【０１９４】
　そして、本再生装置は、情報記録媒体に記録された関連情報を取得する関連情報取得手
段と、情報記録媒体に記録された第２データを再生するとともに、関連情報取得手段の取
得した上記関連情報に基づいて、情報記録媒体に記録された第１データから抽出した抽出
部分を再生する再生手段とを備えている。
【０１９５】
　したがって、本再生装置では、第２データを再生する際に、この第２データに関連付け
られた第１データの一部をも再生することができる。このように、本再生装置では、第１
データと第２データとの関連付けを有効に活用した再生が可能になる。
【０１９６】
　ここで、第１データは、例えば、音声データを含む時系列データであり、第２データは
、例えば、静止画データであり、特定部分は、例えば、時系列データの特定の時点に対応
する部分である。また、抽出部分は、例えば、第１データにおける、特定部分を含む所定
時間範囲に対応する部分である。そして、再生手段は、例えば、第２データに基づく静止
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画の再生を行いつつ、第１データの抽出部分に基づく音声の再生を行う。
【０１９７】
　この場合、静止画データを再生しつつ、その静止画データに関連付けられた時系列デー
タの音声データにおける特定部分付近を再生することができる。これにより、静止画を表
示しつつ、その静止画に関連する音声の出力を行うことができる。
【０１９８】
　例えば、上記静止画データが、上記音声データの収録中に撮影されたものであるような
場合には、静止画の表示とともに、その静止画が撮影された時点付近の音声を出力するこ
とができる。したがって、静止画の再生において、臨場感を盛り上げる効果を得ることが
できる。
【０１９９】
　あるいは、上記音声データは、静止画の撮影後にアフレコで記録されたものであっても
よい。この場合、静止画の再生とともに、音響効果やＢＧＭなどユーザの意図に応じた音
声を出力することができる。
【０２００】
　また、第１データは、例えば、動画データを含む時系列データであってもよい。そして
、再生手段は、例えば、第２データに基づく静止画の再生を行いつつ、第１データの抽出
部分に基づく動画の再生を行う。
【０２０１】
　この場合、静止画データを再生しつつ、その静止画データに関連付けられた時系列デー
タの動画データにおける特定部分付近を再生することができる。これにより、静止画を表
示しつつ、その静止画に関連する動画の再生を行うことができる。
【０２０２】
　例えば、上記静止画データが、上記動画データの撮影中に撮影されたものであるような
場合には、静止画の表示とともに、その静止画が撮影された時点付近の動画を再生するこ
とができる。したがって、静止画の再生において、その静止画の撮影された前後の様子を
も提示することができる。
【０２０３】
　なお、第１データが、音声データ及び動画データを含む時系列データであり、再生手段
は、第２データに基づく静止画の再生を行いつつ、第１データの抽出部分に基づく音声及
び動画の再生を行うようになっていてもよい。
【０２０４】
　本発明に係る再生装置は、さらに、再生手段に対して、第２データの再生とともに行う
第１データの抽出部分の再生を許可するモードと、禁止するモードとを切り替える切替手
段を備えていてもよい。この切替手段は、例えば、ユーザによる操作に応じて上記切り替
えを行うものである。これにより、第２データの再生の際に、第１データの抽出部分の再
生を行うか否かを、ユーザの意図に応じて決定することができる。
【０２０５】
　本発明に係る再生装置は、第１データと、第１データの特定部分に対して関連付けられ
た第２データと、第２データが関連付けられている第１データの特定部分を示す関連情報
とが記録された情報記録媒体を再生する装置である。
【０２０６】
　そして、本再生装置は、情報記録媒体に記録された関連情報を取得する関連情報取得手
段と、情報記録媒体に記録された第２データの再生と、第２データの再生の代わりに、関
連情報取得手段の取得した上記関連情報に基づいて、情報記録媒体に記録された第１デー
タから抽出した抽出部分の再生とを切り替えて実行できる再生手段とを備えている。
【０２０７】
　したがって、本再生装置では、第２データを再生するか、この第２データに関連付けら
れている第１データの一部を再生するかを、切り替えることができる。このように、本再
生装置では、第１データと第２データとの関連付けを有効に活用した再生が可能になる。
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【０２０８】
　ここで、第１データは、例えば、動画データを含む時系列データであり、第２データは
、例えば、静止画データであり、特定部分は、例えば、時系列データの特定の時点に対応
する部分である。また、抽出部分は、例えば、第１データにおける、特定部分を含む所定
時間範囲に対応する部分である。なお、第１データは、動画データに加えて音声データを
も含む時系列データであってもよい。
【０２０９】
　この場合、静止画データを再生しようとした場合に、静止画データそのものを再生する
か、その静止画データに関連付けられた動画データの一部を再生するかを、切り替えるこ
とができる。例えば、上記静止画データが、上記動画データの撮影中に撮影されたもので
あるような場合には、静止画を表示させるか、その静止画が撮影された時点付近の動画を
表示させるかを、切り替えることができる。したがって、ある場面の映像を確認あるいは
鑑賞する際に、静止画による確認あるいは鑑賞と、動画による確認あるいは鑑賞とを切り
替えることができる。
【０２１０】
　なお、静止画データは、動画データとは別に記録されているデータであるため、動画デ
ータに含まれる１フレームのデータよりも、高精細で解像度の高いものとして記録してお
くことが容易である。したがって、静止画データの表示は、動画データを一時停止して表
示する場合よりも、高精細で解像度の高い表示が可能である。
【０２１１】
　また、情報記録媒体には、１又は複数の第１データの互いに異なる特定部分に対してそ
れぞれ関連付けられた複数の第２データと、各第２データが関連付けられている第１デー
タのそれぞれの特定部分を示す関連情報とが記録されており、再生手段は、各第２データ
を順次切り替えての再生と、各第２データを順次切り替えての再生の代わりに、関連情報
取得手段の取得した上記関連情報に基づいて第１データから抽出した複数の抽出部分を順
次切り替えての再生とを切り替えて実行できるようになっていてもよい。
【０２１２】
　これにより、例えば、第１データが動画データを含む時系列データであり、第２データ
が静止画データである場合、画像を順次切り替えて表示するいわゆるスライドショーが可
能になり、さらに、静止画によるスライドショーと動画によるスライドショーとを切り替
えて実行できる。
【０２１３】
　本発明に係る再生装置は、さらに、再生手段に対して、第２データの再生を実行させる
モードと、第２データの再生の代わりに第１データの抽出部分の再生を実行させるモード
とを切り替える切替手段を備えていてもよい。この切替手段は、例えば、ユーザによる操
作に応じて上記切り替えを行うものである。これにより、第２データの再生を実行させる
か、第１データの抽出部分の再生を実行させるかを、ユーザの意図に応じて決定すること
ができる。
【０２１４】
　本発明に係る再生装置は、さらに、抽出部分として抽出すべき第１データの範囲の大き
さを変更する抽出範囲変更手段を備えていてもよい。上記再生手段は、上記関連情報に基
づくことにより、第１データの特定部分を基準として範囲を定めて第１データの一部を抽
出することになるが、上記抽出範囲変更手段を備えることにより、抽出する範囲の大きさ
の変更が可能になる。
【０２１５】
　本発明に係る再生装置は、第１データと、第１データの互いに異なる特定部分に対して
それぞれ関連付けられた複数の第２データと、各第２データが関連付けられている第１デ
ータのそれぞれの特定部分を示す関連情報とが記録された情報記録媒体を再生する装置で
ある。
【０２１６】
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　そして、本再生装置は、情報記録媒体に記録された関連情報を取得する関連情報取得手
段と、関連情報取得手段の取得した上記関連情報に基づき、各第２データが関連付けられ
ている各特定部分の第１データ上での位置に応じて各第２データを再生する再生手段とを
備えている。この再生手段は、例えば、各第２データが関連付けられている各特定部分の
第１データ上での順序にしたがって、各第２データを順次切り替えて再生する。
【０２１７】
　したがって、本再生装置では、第１データの流れに沿って、第１データの各特定部分に
関連付けられている各第２データを順次切り替えて再生することができる。これにより、
第２データを再生する際に、第１データとの関連付けを有効に活用することができるよう
になる。
【０２１８】
　ここで、第１データは、例えば、動画データを含む時系列データであり、第２データは
、例えば、静止画データであり、特定部分は、例えば、時系列データの特定の時点に対応
する部分である。そして、再生手段は、例えば、各第２データを、それぞれに関連付けら
れた特定部分の時系列の順序で再生する。
【０２１９】
　この場合、動画データの各時点に関連付けられた静止画データが、動画データ上での順
序にしたがって再生されるため、動画データを再生せずとも、動画データの概要を確認す
ることができるようになる。
【０２２０】
　本発明に係る記録装置は、上記の再生装置によって再生可能なデータを情報記録媒体に
記録する記録装置である。本記録装置は、第１データの特定部分に対して第２データを関
連付けるための関連情報を生成する関連情報生成手段と、関連情報生成の生成した上記関
連情報を情報記録媒体に記録させる記録部とを備えている。これにより、上述した再生装
置によって活用される第１データと第２データとの関連付けを実現することができる。
【０２２１】
　本発明に係る記録装置は、さらに、第１データの特定部分に対して第２データを関連付
けるための入力を受け付ける操作部を備える。そして、関連情報生成手段は、予め情報記
録媒体に記録されている第１データ及び第２データについて、操作部の受け付けた入力に
基づいて関連情報を生成する。これにより、既に情報記録媒体に記録された第１データと
第２データとを、ユーザの意図に応じて関連付けることができる。
【０２２２】
　本発明に係る記録装置では、関連情報生成手段は、予め情報記録媒体に記録されている
第１データ及び第２データについて関連情報を生成した場合に、各データの記録後に関連
付けが行われたことを示す識別データを、当該関連情報に含めるようにしてもよい。
【０２２３】
　これにより、関連情報を用いた再生を行う際に、互いに関連するデータが、後から関連
付けられたものであるか、各データの記録時に関連付けられたものであるか、を区別する
ことができ、その区別に基づいて再生方法などを変更することができる。
【産業上の利用可能性】
【０２２４】
　本発明は、特に、動画や静止画の記録された情報記録媒体を再生する再生装置や、この
再生装置によって再生可能なデータを情報記録媒体に記録する記録装置として好適に利用
可能である。
【図面の簡単な説明】
【０２２５】
【図１】本発明の実施の一形態における記録再生装置の構成を示すブロック図である。
【図２】図１の記録再生装置において記録・再生する、互いに関連付けられたＡＶファイ
ルと静止画ファイルとの関係を説明するための図面である。
【図３】図１の記録再生装置において作成されるインデックスファイルの内容を示す図表
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である。
【図４】図１の記録再生装置において作成されるフォルダの構成を説明するための図面で
ある。
【図５】図１の記録再生装置におけるシステムコントローラとその関連部材との構成を詳
細に示したブロック図である。
【図６】図１の記録再生装置において、ＡＶファイルと関連付けられた静止画ファイルを
再生する際の状況を説明するための図面である。
【図７】図１の記録再生装置において、ＡＶファイルと関連付けられた静止画ファイルを
再生する際の処理の流れを示すフローチャートである。
【図８】（ａ）は図１の記録再生装置における音声付再生モードの際の表示画面を示す平
面図であり、（ｂ）は図１の記録再生装置における通常再生モードの際の表示画面を示す
平面図である。
【図９】図１の記録再生装置における通常スライドショーモードにおいて、再生するファ
イルを説明するための図面である。
【図１０】図１の記録再生装置におけるムービースライドショーモードにおいて、再生す
るファイルを説明するための図面である。
【図１１】図１の記録再生装置において、ＡＶファイルと関連付けられた静止画ファイル
のスライドショー再生を行う際の処理の流れを示すフローチャートである。
【図１２】図１の記録再生装置における、スライドショー再生を行う際の表示画面を示す
平面図である。
【図１３】図１の記録再生装置におけるムービースライドショーモードにおいて、再生す
るファイルを説明するための図面である。
【符号の説明】
【０２２６】
　１１　　記録信号出力部
　１２　　再生信号出力部
　１３　　読取信号入力部
　１４　　操作信号入力部
　１５　　記録・読取制御部
　１６　　管理情報変更部（関連情報生成手段）
　１７　　管理情報取得部（関連情報取得手段）
　１８　　再生部（再生手段）
　１９　　再生範囲指定部（抽出範囲変更手段）
　２０　　モード切替部（切替手段）
１００　　記録再生装置（再生装置、記録装置）
１０６　　ディスク（情報記録媒体）
１０７　　記録・読取部（記録部）
１０８　　システムコントローラ
１０８ａ　制御部（コンピュータ）
１０８ｂ　記憶部
１０９　　操作部
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