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(57)【要約】
【課題】ユーザの要望に沿ったプレイリストを簡単に作
成できるようにする。
【解決手段】任意の個体を識別する個体識別情報の有無
を入力された動画像から検知する個体認識手段と、前記
個体認識手段により検知された個体識別情報を前記入力
された動画像から抽出する識別情報抽出手段とを備え、
前記識別情報抽出手段は、動画像を記録中に静止画同時
撮影が行われた時に前記個体識別情報を抽出するように
して、手間のかかるプレイリスト編集作業を行うことな
しに、ダイジェスト再生するためのプレイリストを作成
することができるようにする。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　任意の個体を識別する個体識別情報の有無を入力された動画像から検知する個体認識手
段と、
　前記個体認識手段により検知された個体識別情報を前記入力された動画像から抽出する
識別情報抽出手段とを備え、
　前記識別情報抽出手段は、動画像を記録中に静止画同時撮影が行われた時に前記個体識
別情報を抽出することを特徴とする記録装置。
【請求項２】
　撮像手段と、
　前記撮像手段から出力された動画像データを記録媒体に記録する記録手段と、
　前記動画像データの記録中における静止画撮影指示に応じて、前記撮像手段により得ら
れた動画像データ中の一画面を抽出して静止画像データを生成する静止画処理手段と、
　前記動画像データの記録中における前記静止画撮影指示に応じて前記撮像手段により得
られた動画像データ中の画面を選択し、この選択された画面の画像データを用いて特定の
被写体を識別するための個体識別情報を生成する識別情報生成手段と、
　前記個体識別情報を用いて、前記記録媒体に記録された動画像データ中より前記特定の
被写体を含む部分を検出し、この検出結果に応じて前記動画像データの再生手順を制御す
るためのプレイリストデータを生成するプレイリスト生成手段とを備えたことを特徴とす
る記録装置。
【請求項３】
　前記識別情報生成手段は、前記選択された画面のうち、合焦している領域の画像データ
を用いて前記個体識別情報を生成することを特徴とする請求項１または２に記載の記録装
置。
【請求項４】
　前記識別情報生成手段により選択された画面のうち、任意の領域を指定する指定手段を
備え、前記識別情報生成手段は、前記選択された画面のうち前記指定手段により指定され
た領域の画像データを用いて前記個体識別情報を生成することを特徴とする請求項１また
は２に記載の記録装置。
【請求項５】
　前記識別情報生成手段により選択された画面を用いて前記前記個体識別情報を生成する
か否かを指示する選択手段を備えたことを特徴とする請求項１～４の何れか１項に記載の
記録装置。
【請求項６】
　前記撮像手段により得られた動画像データに係る画像を表示する表示手段を備え、前記
表示手段は、前記識別情報生成手段において選択された画面の画像を表示し、前記指定手
段は前記表示手段により表示された画像を用いて前記領域を指定することを特徴とする請
求項４に記載の記録装置。
【請求項７】
　前記プレイリスト生成手段は、前記静止画撮影指示の後に前記撮像手段より出力された
動画像データ中より前記特定の被写体を含む部分を検出して前記プレイリストデータを生
成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８】
　前記個体識別情報を記憶するメモリを備え、前記プレイリスト生成手段は、前記メモリ
に記憶された個体識別情報を用いて、前記動画像データの記録後に前記記録媒体に記録さ
れた動画像データ中より前記特定の被写体を含む部分を検出して前記プレイリストデータ
を生成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９】
　任意の個体を識別する個体識別情報の有無を入力された動画像から検知する個体認識工
程と、
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　前記個体認識工程において検知された個体識別情報を前記入力された動画像から抽出す
る識別情報抽出工程とを備え、
　前記識別情報抽出工程においては、動画像を記録中に静止画同時撮影が行われた時に前
記個体識別情報を抽出することを特徴とする記録方法。
【請求項１０】
　任意の個体を識別する個体識別情報の有無を入力された動画像から検知する個体認識工
程と、
　前記個体認識工程において検知された個体識別情報を前記入力された動画像から抽出す
る識別情報抽出工程とを備え、
　前記識別情報抽出工程においては、動画像を記録中に静止画同時撮影が行われた時に前
記個体識別情報を抽出する記録方法をコンピュータに実行させることを特徴とするプログ
ラム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のプログラムを記録したことを特徴とする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】
　本発明は記録装置及び記録方法に関し、特に、静止画あるいは動画などの映像情報を媒
体に記録、および再生するために用いて好適な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、記憶媒体にディスク媒体を用いたビデオカメラが製品化され始めた。ディスク媒
体を使用したビデオカメラは、小型で持ち運びも容易であり、今後ますます普及していく
と思われる。このような機器では、記録時にはMPEGのような圧縮符号化されたビデオスト
リームで記録媒体に映像を保存する場合が多い。
【０００３】
　光ディスクがランダムアクセス可能であることを利用して、光ディスク記録再生装置に
は、光ディスクに記録されている複数のクリップのうち、予め設定されたクリップの任意
の時間から所定の順序で自動再生する、いわゆるプレイリスト再生の機能が搭載されてい
る。
【０００４】
　このプレイリスト再生を行う場合には、光ディスクに記録されている複数のクリップの
中から、プレイリストに登録するクリップを選択する。そして、各クリップ中の再生開始
時間（IN点）と終了時間（OUT点）とを設定するという、プレイリスト編集の作業が必要
となる（特許文献１参照）。
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－１５２６６５号公報
【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、光ディスクビデオカメラの場合は液晶画面や操作部が小さい。このため
、このようなプレイリスト編集を行う際、必要なクリップを選択、再生し、プレイリスト
編集のIN点、OUT点を選択する作業が煩雑になり、ユーザにとって取り扱いが不便なもの
になるという問題点があった。
【０００７】
　このように、プレイリストを生成するには使用者が手間の掛かる作業をしなくてはなら
ないため、プレイリストを簡単に生成したいという要望が強くある。しかしながら、従来
は満足のいく提案がなされていないのが実情であり、ユーザの要望に沿ったプレイリスト
を簡単に作成するという観点の提案がなされていなかった。
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【０００８】
　本発明は前述の問題点にかんがみ、ユーザの要望に沿ったプレイリストを簡単に作成で
きるようにすることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の記録装置は、任意の個体を識別する個体識別情報の有無を入力された動画像か
ら検知する個体認識手段と、前記個体認識手段により検知された個体識別情報を前記入力
された動画像から抽出する識別情報抽出手段とを備え、前記識別情報抽出手段は、動画像
を記録中に静止画同時撮影が行われた時に前記個体識別情報を抽出することを特徴とする
。
　また、本発明の記録装置の他の特徴とするところは、撮像手段と、前記撮像手段から出
力された動画像データを記録媒体に記録する記録手段と、前記動画像データの記録中にお
ける静止画撮影指示に応じて、前記撮像手段により得られた動画像データ中の一画面を抽
出して静止画像データを生成する静止画処理手段と、前記動画像データの記録中における
前記静止画撮影指示に応じて前記撮像手段により得られた動画像データ中の画面を選択し
、この選択された画面の画像データを用いて特定の被写体を識別するための個体識別情報
を生成する識別情報生成手段と、前記個体識別情報を用いて、前記記録媒体に記録された
動画像データ中より前記特定の被写体を含む部分を検出し、この検出結果に応じて前記動
画像データの再生手順を制御するためのプレイリストデータを生成するプレイリスト生成
手段とを備えたことを特徴とする。
【００１０】
　本発明の記録方法は、任意の個体を識別する個体識別情報の有無を入力された動画像か
ら検知する個体認識工程と、前記個体認識工程において検知された個体識別情報を前記入
力された動画像から抽出する識別情報抽出工程とを備え、前記識別情報抽出においては、
動画像を記録中に静止画同時撮影が行われた時に前記個体識別情報を抽出することを特徴
とする。
【００１１】
　本発明のプログラムは、任意の個体を識別する個体識別情報の有無を入力された動画像
から検知する個体認識工程と、前記個体認識工程において検知された個体識別情報を前記
入力された動画像から抽出する識別情報抽出工程とを備え、前記識別情報抽出においては
、動画像を記録中に静止画同時撮影が行われた時に前記個体識別情報を抽出する記録方法
をコンピュータに実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の記録装置によれば、タイトル内のお気に入りのシーンを抜き出して、ダイジェ
スト再生するためのプレイリスト作成を、手間のかかるプレイリスト編集作業を行うこと
なしに実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
（第１の実施形態）
　図１は、本発明の実施形態を示し、ビデオカメラの概略構成を説明するブロック図であ
る。以下、図１を用いて、本実施形態のビデオカメラによる記録処理について説明する。
　撮像部１０１により得られた動画像信号はバス１１４を介して動画像信号処理部１０３
、静止画像信号処理部１０３、及び表示制御部１０６に出力される。また、外部Ｉ／F１
１３を介して外部機器に出力される。
【００１４】
　動画像信号処理部１０３はMPEGなどの周知の圧縮符号化方法により、撮像部１０１から
の動画像信号を符号化し、映像ストリームを作成し、バス１１４を介してディスクＩ／F
１１５に出力する。
【００１５】
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　同様に、静止画像信号処理部１０４はJPEGなどの周知の圧縮符号化方法により、撮像部
１０１からの動画像信号を静止画として符号化し、バス１１４を介してディスクＩ／F１
１５に出力する。また、表示制御部１０６は、ＣＰＵ１１０からの指示に従い、記録モー
ドにおいては撮像部１０１からの動画像信号に係る動画像を表示部１０７に表示する。
【００１６】
　一方、マイク１０２により得られた音声信号は、バス１１４を介して音声信号処理部１
０５に出力される。音声信号処理部１０５は周知の圧縮符号化方法により音声信号を符号
化し、バス１１４を介してディスクＩ／F１１５に出力する。また、スピーカードライバ
１０８は、ＣＰＵ１１０からの指示に従い、記録モードにおいてマイク１０２からの音声
信号に係る音声をスピーカー１０９から出力する。
【００１７】
　ＣＰＵ１１０は、操作キー１１１からの記録開始指示があるとディスクＩ／F１１５に
対して記録フォーマットにて規定された制御データを出力するとともに、前述のように符
号化された画像信号と音声信号とを記録開始するよう制御信号を出力する。なお、このと
きＣＰＵ１１０よりディスクＩ／F１１５に出力される制御データは、ビデオカメラ自体
の情報、画像信号や音声信号の画質や音質などの設定情報、撮影環境に係る付加情報など
を含み、メモリ１１２に格納されている。
【００１８】
　また、ＣＰＵ１１０は、記録開始の指示に応じて記録中の動画像データから１フレーム
の画像信号を抽出し、そのサイズを縮小したサムネイル画像を生成するように静止画像信
号処理部１０４を制御する。そして、このサムネイル画像データもディスクＩ／F１１５
に出力する。
【００１９】
　ディスクＩ／F１１５は、周知の光ピックアップ、及びメカニズムなどを有し、これら
画像信号、音声信号及び制御データを一つのファイルとして、UDF、FATなどのファイルシ
ステム管理の下でディスクDに記録する。ディスクDは、DVDやBlu-ray、CD等である。ファ
イルシステムとは、ファイルの管理を行うための管理情報とファイルデータからなる構造
を意味しており、このファイルシステムを共通化することにより、異なった記録媒体、あ
るいは記録再生機器においても情報を記録再生できる。
【００２０】
　識別情報抽出部１１６は、ＣＰＵより静止画同時記録の指示があると、撮像部１０１よ
り入力された動画像信号のなかで、その時ピントが合っている所定領域から個体識別情報
を抽出し、個体認識部１１７へと通知する。その際、個体識別情報として抽出した所定領
域を使用者に知らせるため、表示制御部１０６にその領域を通知し、表示部１０７は、図
５の液晶ディスプレイ５０１上に表示した枠５０２のように、明示的に使用者に抽出した
領域が分かるように表示部に表示する。図５は、個体識別情報抽出時の表示部１０７の概
念図である。
【００２１】
　個体認識部１１７は、識別情報抽出部１１６より個体識別情報が入力されると、所定時
間単位に撮像部１０１により得られた動画像信号内に識別情報があるかどうかチェックし
、識別情報の有無をプレイリスト作成部１１８へと通知する。具体的には、動画データの
各フレーム内において、識別情報と一致する被写体が存在するか否かを判別する。なお、
ここでの個体認識処理は、公知の顔認識やオブジェクト認識処理などの技術を用いること
ができる。プレイリスト作成部１１８は、通知された識別情報の有無に応じて、識別情報
が有るシーンのみを再生するようにプレイリストを作成する。
【００２２】
　図２は、記録開始から終了までの記録処理の動作の一例を説明するフローチャートであ
る。
　以下、図２を用いて、本実施形態におけるビデオカメラによる記録処理について説明す
る。
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　まず、ステップＳ２０１では、動画像の記録を開始する。ステップＳ２０２では、識別
情報抽出部１１６が識別情報を抽出しているかどうかを判断する。この判断の結果、既に
抽出していればステップＳ２０５に進み、まだ抽出していなければステップＳ２０３へと
分岐する。
【００２３】
　ステップＳ２０３では、静止画同時撮影がなされたかどうかを判断する。この判断の結
果、静止画同時撮影がなされたらステップＳ２０４に進み、静止画同時撮影がなければス
テップＳ２１０へと分岐する。ステップＳ２０４においては識別情報抽出部１１６で識別
情報を抽出し、個体認識部１１７へと通知する。また、このとき、静止画像処理部１０４
は、入力された動画像データ中、静止画撮影指示があった時点で入力された一画面の画像
データを抽出し、前述の如く符号化処理を施して静止画データを生成する。そして、この
静止画像データをディスクＩ／Ｆ１１５に送り、ディスクＤに記録する。
【００２４】
　一方、ステップＳ２０５においては、個体認識部１１７で個体認識処理を行う。この個
体認識処理は、所定時間単位に撮像部１０１により得られた動画像信号内に識別情報があ
るかどうかチェックし、識別情報の有無をプレイリスト作成部１１８へと通知する。その
後、ステップＳ２０６に進む。
【００２５】
　ステップＳ２０６では、プレイリスト作成部１１８において、識別情報が動画像信号内
に有り、かつIN点が設定されているかどうかを判断する。この判断の結果、条件に合えば
ステップＳ２０７に進み、そうでなければステップＳ２０８へと分岐する。ステップＳ２
０７では、プレイリスト作成部１１８において、IN点を設定する。
【００２６】
　ステップＳ２０８においては、同様に識別情報が動画像信号内になく、かつIN点が設定
済みかどうかを判断する。この判断の結果、条件に合えばステップＳ２０９に進み、そう
でなければステップＳ２０９をジャンプしてステップＳ２１０へと進む。ステップＳ２０
９ではプレイリスト作成部１１８において、OUT点を設定する。
【００２７】
　ステップＳ２１０では、動画像の記録が終了かどうかを判断する。この判断の結果、終
了ならばステップＳ２１１へ、引き続き記録するのであれば再度ステップＳ２０２へ戻っ
て前述した処理を繰り返し行う。
【００２８】
　ステップＳ２１１では、プレイリスト生成部１１８においてOUT点が設定済みかどうか
をチェックする。このチェックの結果、既にOUT点が設定されていれば処理を終了し、ま
だ未設定の場合はステップＳ２１２に進み、プレイリスト生成部１１８においてOUT点を
設定する。そして、プレイリスト生成部１１８は、一連の動画撮影中に設定されたＩＮ点
、ＯＵＴ点の情報に基づき、このＩＮ点からＯＵＴ点までの動画データのみを順番に再生
するよう再生手順を制御するためのプレイリストデータを生成し、ディスクＩ／Ｆ１１５
に送る。ディスクＩ／Ｆ１１５は生成されたプレイリストデータをディスクＤに記録し、
処理を終了する。
【００２９】
　図３は、識別情報の抽出処理手順の一例を説明するフローチャートである。
　図３に示したように、最初のステップＳ３０１では静止画同時撮影を行う。次に、ステ
ップＳ３０２では、図５のように表示部５０１上にピントが合っている領域を枠５０２と
してのように表示する。
【００３０】
　次に、ステップＳ３０３においては、使用者が枠５０２の領域を識別情報として登録す
るかどうか判断する。この判断の結果、登録するならばステップＳ３０４に進み、登録し
ないならば処理を終了する。
【００３１】
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　ステップＳ３０４では、識別情報抽出部１１６にて枠５０２の領域の識別情報を抽出す
る。ステップＳ３０５では、ステップＳ３０４で抽出した識別情報を個体認識部１１７へ
と通知する。なお、ステップＳ３０２で表示部には一時的に静止画像を表示するが、動画
像はこの間も記録を続けている。
【００３２】
　図４は、本実施形態におけるプレイリスト再生を説明するための概念図である。ユーザ
が操作キー１１１を操作して、ディスクＤに記録されたプレイリストの再生を指示すると
、ＣＰＵ１１０はディスクＩ／Ｆ１１５を制御して、プレイリストデータをディスクＤよ
り再生する。そして、このプレイリストデータに基づいて、ディスクＤに記録された動画
データを再生する。
【００３３】
　図４を用いて、生成されたプレイリストの再生処理について説明する。図４において、
４０１はプレイリスト編集を行うためのクリップ名、そしてクリップの中の開始時間およ
び終了時間などが書かれているプレイリストである。
【００３４】
　このプレイリストは、図１のプレイリスト生成部１１８において生成されたプレイリス
トである。４０２は、ビデオカメラにおいて記録開始時間aから記録停止時間fまで録画さ
れた映像・音声ファイルである。４０３は、静止画同時撮影と同時に識別情報抽出部１１
６で識別情報を抽出した時間bから個体認識部１１７にて識別情報がないと判断された時
間cまでの映像・音声データである。
【００３５】
　４０４は、個体認識部１１７にて識別情報が有ると判断された時間dから個体認識部１
１７にて識別情報がないと判断された時間eまでの映像・音声データである。この場合、
プレイリスト再生により、時間bからcまでの映像・音声データ４０３を再生した後、時間
dからeまでの映像・音声データ４０４を継続して再生する。
【００３６】
　このようにして再生することで、動画像記録中に静止画同時撮影を行うだけで、識別情
報があると個体認識部１１７で判断したシーンのみをダイジェスト再生するプレイリスト
を作成することができる。なお、本実施形態では識別情報抽出のトリガーとして静止画同
時撮影を用いたが、静止画を撮影しなくとも、静止画撮影用ボタンの半押しなどによるピ
ント合わせを用いる構成も本発明の範疇である。
【００３７】
　以上に述べたように、従来のような面倒なプレイリスト編集作業なしで、静止画の同時
撮影をするだけで、簡単に必要な人物・物体が画面内に存在するシーンのみを再生するダ
イジェスト再生を可能とするプレイリストを作成することができる。これにより、使用者
は光ディスクビデオカメラで容易にダイジェスト再生を楽しむことができる。
【００３８】
　なお、本実施形態では、動画撮影中の静止画撮影指示に応じて個体認識処理を行い、そ
れ以降に撮影された動画データの中からこの個体認識処理により得られた個体識別情報を
用いた個体認識処理を行った。
　しかし、これに限らず、動画撮影中の静止画撮影指示に応じて個体認識処理だけを行い
、一旦個体識別情報をメモリに保持しておき、一連の動画撮影終了後、この個体識別情報
を用いて個体認識、プレイリスト生成処理を実行してもよい。
【００３９】
（第２の実施形態）
　次に、第２の実施形態として操作部にタッチセンサーを用いた構成について説明する。
　図６は、本発明の第２の実施形態における識別情報の抽出処理のフローチャート、図７
は、抽出処理中の表示部の様子を示す概念図である。
【００４０】
　図６及び図７を用いて識別情報の抽出処理について説明する。
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　まず、ステップＳ６０１では、撮影した静止画像を表示部７０１上に表示する。次に、
ステップＳ６０２では、図7のように使用者が識別情報として使用する領域をタッチセン
サーで指定したかどうかを判断する。領域を指定したならば、図７の液晶ディスプレイ７
０１上に指定した領域を枠７０２として表示しステップＳ６０４へ進む。また、ステップ
Ｓ６０２の判断の結果、指定しないならばステップＳ６０３に進む。
【００４１】
　ステップＳ６０４においては、タッチセンサーで指定された領域７０２の識別情報を識
別情報抽出部１１６により抽出する。次に、ステップＳ６０５では、ステップＳ６０４で
抽出した識別情報を個体認識部１１７へと通知し、処理を終了する。
【００４２】
　一方、ステップＳ６０３においては、所定の時間が経過したかを判定する。この判定の
結果、所定の時間が経過していなければ、ステップＳ６０２に戻り、タッチセンサーで使
用する領域を指定されたかどうかを再度判断する。また、ステップＳ６０３の判定の結果
、所定の時間が経過してしまったら、処理を終了する。なお、ステップＳ６０２で表示部
には一時的に静止画像を表示するが、動画像はこの間も記録を続けている。
【００４３】
　本実施形態においては、静止画の中で使用者が任意に識別情報に用いる領域を指定する
ことができるので、より精度の高いダイジェスト再生を可能とするプレイリストを作成す
ることができる。
【００４４】
（本発明に係る他の実施形態）
　前述した本発明の実施形態における記録装置を構成する各手段、並びに記録方法の各ス
テップは、コンピュータのＲＡＭやＲＯＭなどに記憶されたプログラムが動作することに
よって実現できる。このプログラム及び前記プログラムを記録したコンピュータ読み取り
可能な記録媒体は本発明に含まれる。
【００４５】
　また、本発明は、例えば、システム、装置、方法、プログラムもしくは記憶媒体等とし
ての実施形態も可能である。具体的には、複数の機器から構成されるシステムに適用して
もよいし、また、一つの機器からなる装置に適用してもよい。
【００４６】
　なお、本発明は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラム（実施
形態では図２、図３及び図６に示すフローチャートに対応したプログラム）を、システム
あるいは装置に直接されてもよい。あるいは遠隔から供給し、そのシステムあるいは装置
のコンピュータが前記供給されたプログラムコードを読み出して実行することによっても
達成される場合を含む。
【００４７】
　したがって、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、前記コンピュータに
インストールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発
明は、本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる。
【００４８】
　その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等の形態であってもよい。
【００４９】
　プログラムを供給するための記録媒体としては、例えば、フロッピー（登録商標）ディ
スク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、
ＣＤ－ＲＷなどである。また、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＤＶＤ（
ＤＶＤ－ＲＯＭ，ＤＶＤ－Ｒ）なども含む。
【００５０】
　その他、プログラムの供給方法としては、クライアントコンピュータのブラウザを用い
てインターネットのホームページに接続し、前記ホームページから本発明のコンピュータ
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プログラムそのものをダウンロードすることによっても供給できる。もしくは、圧縮され
自動インストール機能を含むファイルをハードディスク等の記録媒体にダウンロードする
ことによっても供給できる。
【００５１】
　また、本発明のプログラムを構成するプログラムコードを複数のファイルに分割し、そ
れぞれのファイルを異なるホームページからダウンロードすることによっても実現可能で
ある。つまり、本発明の機能処理をコンピュータで実現するためのプログラムファイルを
複数のユーザに対してダウンロードさせるＷＷＷサーバも、本発明に含まれるものである
。
【００５２】
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザに
配布し、所定の条件をクリアしたユーザに対し、インターネットを介してホームページか
ら暗号化を解く鍵情報をダウンロードさせる。そして、その鍵情報を使用することにより
暗号化されたプログラムを実行してコンピュータにインストールさせて実現することも可
能である。
【００５３】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現される。その他、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼
動しているＯＳなどが、実際の処理の一部または全部を行い、その処理によっても前述し
た実施形態の機能が実現され得る。
【００５４】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれる。そ
して、その後、そのプログラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニット
に備わるＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によっても前述した
実施形態の機能が実現される。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の第１の実施形態を示し、記録装置の構成例を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態を示し、記録装置の記録処理の一例を示すフローチャー
トである。
【図３】本発明の第１の実施形態を示し、識別情報の抽出処理の一例を示すフローチャー
トである。
【図４】本発明の第１の実施形態を示し、プレイリスト再生の一例を示す概念図である。
【図５】本発明の第１の実施形態を示し、個体識別情報抽出時の表示部の一例を示す概念
図である。
【図６】本発明の第２の実施形態を示し、識別情報の抽出処理の一例を示すフローチャー
トである。
【図７】本発明の第２の実施形態を示し、個体識別情報抽出時の表示部の一例を示す概念
図である。
【符号の説明】
【００５６】
１０１　撮像部
１０２　マイク
１０３　動画像信号処理部
１０４　静止画像信号処理部
１０５　音声信号処理部
１０６　表示制御部
１０７　表示部
１０８　スピーカードライバ
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１０９　スピーカー
１１０　ＣＰＵ
１１１　操作キー
１１２　メモリ
１１３　外部Ｉ／F
１１４　バス
１１５　ディスクＩ／F
１１６　識別情報抽出部
１１７　個体認識部
１１８　プレイリスト作成部

【図１】 【図２】
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【図６】

【図７】
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