
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データが入力される画像データ入力手段と、
　入力された画像データを、装着された記録媒体に記録させる記録制御手段と、
　 記録媒体に記録されている画像データを読み出す読み出し手段と、
　前記記録媒体に関する物理層の種別を識別する第１の識別手段と、
　前記記録媒体に関するアプリケーション層の種別を識別する第２の識別手段と、
　前記第１の識別手段により識別された前記記録媒体の前記物理層の種別を示す情報、お
よび前記第２の識別手段により識別された前記記録媒体の前記アプリケーション層の種別
を示す情報から構成される１つの識別情報を、前記読み出し手段により読み出されている
画像データの画像に重畳して表示するように制御する表示制御手段と
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前記

、
前記表示制御手段により表示が制御された前記１つの識別情報が示す前記物理層の種別

および前記アプリケーション層の種別を有する記録媒体に関する詳細情報を取得する取得
手段とを備え、

前記詳細情報は、前記１つの識別情報が示す前記記録媒体の前記物理層の種別および前
記アプリケーション層の種別に応じた、前記記録媒体が対応する記録処理または再生処理
に関する情報であって、少なくとも、前記記録媒体の記録可能回数に関する情報、前記記
録媒体の編集作業の可否に関する情報、前記記録媒体の他の装置における再生の可否に関
する情報のいずれかを含み、

前記表示制御手段は、前記取得手段により取得された前記詳細情報の表示も制御する



　ことを特徴とする画像記録装置。
【請求項２】
　前記記録媒体が装着されたとき、前記表示制御手段は、前記第１および第２の識別手段
による識別結果に応じた前記１つの識別情報の表示を制御する
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像記録装置。
【請求項３】
　前記１つの識別情報を選択する選択手段をさらに備え、
　前記表示制御手段は、前記選択手段により前記１つの識別情報が選択されることに応じ
て、表示が制御されている前記１つの識別情報に対応する前記詳細情報の表示を制御する
　ことを特徴とする請求項 に記載の画像記録装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、前記１つの識別情報に対して前記詳細情報を関連付けて、前記１
つの識別情報およびこれに対応する前記詳細情報の表示を制御する
　ことを特徴とする請求項 に記載の画像記録装置。
【請求項５】
　前記１つの識別情報は、アイコンである
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像記録装置。
【請求項６】
　前記１つの識別情報は、前記記録媒体の前記物理層の種別を示す名称からなる領域およ
び前記記録媒体の前記アプリケーション層の種別を示す名称からなる領域により構成され
る
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像記録装置。
【請求項７】
　前記表示制御手段は、前記画像データの画像に対して、前記１つの識別情報とともに、
録画中であることを示す情報を重畳して表示するように制御する
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像記録装置。
【請求項８】
　入力された画像データを、装着された記録媒体に記録させる記録制御ステップと、
　 記録媒体に記録されている画像データを読み出す読み出しステップと、
　前記記録媒体に関する物理層の種別を識別する第１の識別ステップと、
　前記記録媒体に関するアプリケーション層の種別を識別する第２の識別ステップと、
　前記第１の識別ステップにおいて識別された前記記録媒体の前記物理層の種別を示す情
報、および前記第２の識別ステップにおいて識別された前記記録媒体の前記アプリケーシ
ョン層の種別を示す情報から構成される１つの識別情報を、前記読み出しステップにより
読み出されている画像データの画像に重畳して表示するように制御する表示制御ステップ
と
　

　

　

　ことを特徴とする画像記録方法。
【請求項９】
　入力された画像データを、装着された記録媒体に記録させる記録制御ステップと、
　 記録媒体に記録されている画像データを読み出す読み出しステップと、
　前記記録媒体に関する物理層の種別を識別する第１の識別ステップと、

10

20

30

40

50

(2) JP 3885726 B2 2007.2.28

１

１

前記

、
表示が制御された前記１つの識別情報が示す前記物理層の種別および前記アプリケーシ

ョン層の種別を有する記録媒体に関する詳細情報を取得する取得ステップとを含み、
前記詳細情報は、前記１つの識別情報が示す前記記録媒体の前記物理層の種別および前

記アプリケーション層の種別に応じた、前記記録媒体が対応する記録処理または再生処理
に関する情報であって、少なくとも、前記記録媒体の記録可能回数に関する情報、前記記
録媒体の編集作業の可否に関する情報、前記記録媒体の他の装置における再生の可否に関
する情報のいずれかを含み、

前記表示制御ステップでは、前記取得ステップにおいて取得された前記詳細情報の表示
も制御する

前記



　前記記録媒体に関するアプリケーション層の種別を識別する第２の識別ステップと、
　前記第１の識別ステップにおいて識別された前記記録媒体の前記物理層の種別を示す情
報、および前記第２の識別ステップにおいて識別された前記記録媒体の前記アプリケーシ
ョン層の種別を示す情報から構成される１つの識別情報を、前記読み出しステップにより
読み出されている画像データに対応する画像に重畳して表示するように制御する表示制御
ステップと
　

　

　

　処理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が記録されているプログ
ラム記録媒体。
【請求項１０】
　入力される画像データを、装着された記録媒体に記録させる記録制御ステップと、
　 記録媒体に記録されている画像データを読み出す読み出しステップと、
　前記記録媒体に関する物理層の種別を識別する第１の識別ステップと、
　前記記録媒体に関するアプリケーション層の種別を識別する第２の識別ステップと、
　前記第１の識別ステップにおいて識別された前記記録媒体の前記物理層の種別を示す情
報、および前記第２の識別ステップにおいて識別された前記記録媒体の前記アプリケーシ
ョン層の種別を示す情報から構成される１つの識別情報を、前記読み出しステップにより
読み出されている画像データの画像に重畳して表示するように制御する表示制御ステップ
と
　

　

　

　処理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】
　画像データの画像を表示する表示手段と、
　画像データが入力される画像データ入力手段と、
　入力された画像データを、装着された光ディスクに記録させる記録制御手段と、
　装着された光ディスクに記録されている画像データを読み出す読み出し手段と、
　前記光ディスクの物理層の種別を識別するディスク識別手段と、
　前記光ディスクのアプリケーション層におけるフォーマットの種別を識別するフォーマ
ット識別手段と、
　前記ディスク識別手段により識別された前記光ディスクの物理層の種別を示す情報、お
よび前記フォーマット識別手段により識別された前記光ディスクのアプリケーション層に
おけるフォーマットの種別を示す情報から構成される１つの識別情報
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、
表示が制御された前記１つの識別情報が示す前記物理層の種別および前記アプリケーシ

ョン層の種別を有する記録媒体に関する詳細情報を取得する取得ステップとを含み、
前記詳細情報は、前記１つの識別情報が示す前記記録媒体の前記物理層の種別および前

記アプリケーション層の種別に応じた、前記記録媒体が対応する記録処理または再生処理
に関する情報であって、少なくとも、前記記録媒体の記録可能回数に関する情報、前記記
録媒体の編集作業の可否に関する情報、前記記録媒体の他の装置における再生の可否に関
する情報のいずれかを含み、

前記表示制御ステップでは、前記取得ステップにおいて取得された前記詳細情報の表示
も制御する

前記

、
表示が制御された前記１つの識別情報が示す前記物理層の種別および前記アプリケーシ

ョン層の種別を有する記録媒体に関する詳細情報を取得する取得ステップとを含み、
前記詳細情報は、前記１つの識別情報が示す前記記録媒体の前記物理層の種別および前

記アプリケーション層の種別に応じた、前記記録媒体が対応する記録処理または再生処理
に関する情報であって、少なくとも、前記記録媒体の記録可能回数に関する情報、前記記
録媒体の編集作業の可否に関する情報、前記記録媒体の他の装置における再生の可否に関
する情報のいずれかを含み、

前記表示制御ステップでは、前記取得ステップにおいて取得された前記詳細情報の表示
も制御する

と、前記１つの識別
情報が示す前記光ディスクの物理層の種別および前記光ディスクのアプリケーション層の
フォーマットの種別に応じた、前記光ディスクが対応する記録処理または再生処理に関す



を、前記読み出し手段により読み出されている画像データの画像に重畳して前記表
示手段に表示するように制御する表示制御手段と
　を備えることを特徴とする画像記録装置。
【請求項１２】
　前記フォーマット識別手段は、少なくとも前記光ディスクに記録された前記画像データ
を一時的に管理する管理情報が前記光ディスクに記録されているか否かを識別することで
、前記光ディスクのアプリケーション層におけるフォーマットの種別を識別する
　ことを特徴とする請求項 に記載の画像記録装置。
【請求項１３】
　前記フォーマット識別手段は、前記光ディスクのファイルシステムのルートディレクト
リが前記光ディスクに記録されているか否かを識別することで、前記光ディスクのアプリ
ケーション層におけるフォーマットの種別を識別する
　ことを特徴とする請求項 に記載の画像記録装置。
【請求項１４】
　前記フォーマット識別手段は、少なくとも前記光ディスクのファイルシステムのルート
ディレクトリ内に所定ディレクトリおよび所定ファイルが記録されているか否かを識別す
ることで、前記光ディスクのアプリケーション層におけるフォーマットの種別を識別する
　ことを特徴とする請求項 に記載の画像記録装置。
【請求項１５】
　画像データの画像を表示する表示手段と、
　被写体を撮像して画像データを出力する撮像手段と、
　前記撮像手段により撮像された画像データを装着された光ディスクに記録させる記録制
御手段と、
　 光ディスクに記録されている画像データを読み出す読み出し手段と、
　前記光ディスクの物理層の種別を識別するディスク識別手段と、
　前記光ディスクのアプリケーション層におけるフォーマットの種別を識別するフォーマ
ット識別手段と、
　前記ディスク識別手段により識別された前記光ディスクの物理層の種別を示す情報、お
よび前記フォーマット識別手段により識別された前記光ディスクのアプリケーション層に
おけるフォーマットの種別を示す情報から構成される１つの識別情報

を、前記読み出し手段により読み出されている画像データの画像に重畳して前記表
示手段に表示するように制御する表示制御手段と
　を備えることを特徴とする撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、 装置および方法、 記録媒体、プログラム

に関し、特に、ユーザにわかりやすい画面を提示することができるようにした
装置および方法、 記録媒体、プログラム に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、物理層、論理層、およびアプリケーション層などのデータ階層構造を有する、ＤＶ
Ｄ (Digital Versatile Disk)、ＨＤＤ (Hard Disk Drive)、またはフラッシュメモリなど
の記録メディアを用いて、映像を記録する映像記録装置が増えてきている。この場合、記
録メディアは、複数の階層において、１つ以上の要素を規定している。したがって、映像
記録装置は、記録メディアの複数の階層において規定されている１つ以上の要素に対応し
ている。
【０００３】
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る情報

１１

１１

１１

前記

と、前記１つの識別
情報が示す前記光ディスクの物理層の種別および前記光ディスクのアプリケーション層の
フォーマットの種別に応じた、前記光ディスクが対応する記録処理または再生処理に関す
る情報

画像記録 プログラム 、並びに撮像装
置 画像記録

プログラム 、並びに撮像装置



例えば、記録メディアがＤＶＤである場合、映像記録装置は、物理層において規定されて
いる、１回のみ書き込み可能なＤＶＤ－Ｒ (Digital Versatile Disk Recordable)と、追
記可能なＤＶＤ－ＲＷ (Digital Versatile Disk Re-recordable)の２つの要素に対応して
おり、さらに、アプリケーション層において規定されている、編集作業が困難であるＶＦ
（ Video Format Recording）と、編集作業が行い易いＶＲ (Video Recording Format)の２
つの要素に対応している。
【０００４】
ユーザは、この映像記録装置を用いて、ビデオデータをＤＶＤに記録する場合、映像記録
装置のドライブにＤＶＤを装着する。映像記録装置は、特許文献１に示される光ディスク
装置のように、ドライブに装着されたＤＶＤが、例えば、再生専用のＤＶＤ－ＲＯＭ (Dig
ital Versatile Disk Read Only)、であるか、または、１回のみ書き込み可能なＤＶＤ－
Ｒであるかなどの、物理層の要素の識別を行う。さらに、映像記録装置は、同様に、アプ
リケーション層の要素の識別を行う。これらの識別の結果、映像記録装置は、図１に示さ
れるような表示画面１をモニタに表示させる。
【０００５】
図１においては、表示画面１の上部の左から順に、装着されたＤＶＤが物理層において、
追記可能なＤＶＤ－ＲＷ (Digital Versatile Disk Re-recordable)に対応していることを
示す「－ＲＷ」が表示されており、装着されたＤＶＤがアプリケーション層において、編
集作業が困難であるＶＦに対応していることを示す「ＶＦ」が表示されている。また、現
在録画中であることを示す「録画」の文字が表示されており、録画経過時間が２２分３３
秒であることを示す「０：２２：３３」が表示されている。
【０００６】
このように、表示画面１においては、各階層において規定されている要素が、階層ごとに
表示される。したがって、ユーザは、表示画面１の「－ＲＷ」を見ることにより、装着し
たＤＶＤが、物理層において追記可能であることを認識し、表示画面１の「ＶＦ」を見る
ことにより、装着したＤＶＤが、アプリケーション層において編集作業が困難であること
を認識することができる。
【０００７】
【特許文献１】
特開平１０－１９９０１７号公報（第１１－１２ページ）
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、一般的に、ユーザは、装着されたＤＶＤが対応する機能を知るために、表
示画面１を見る。したがって、ＤＶＤが対応する機能が、物理層またはアプリケーション
層のいずれにおいて規定されているかという情報は、ユーザにとって、必要な情報ではな
い。例えば、表示画面１の「－ＲＷ」だけを見て、装着したＤＶＤが追記可能であると思
ったユーザが、ＤＶＤの編集作業をしようと思った場合、実際には、表示画面１に「ＶＦ
」が表示されており、装着したＤＶＤの編集作業が困難であることも考えられる。このよ
うに、階層別に表示された表示画面１は、ユーザにとって、装着されたＤＶＤが対応する
機能が、わかり難い課題があった。
【０００９】
さらに、上述したように、各階層において規定されている要素を階層ごとに表示した場合
、映像記録装置は、階層が増えれば増えるほど、表示するエリアを必要とする。したがっ
て、例えば、映像記録装置が、表示エリアが限定されている携帯電話機などであった場合
、映像記録装置においては、多数の階層それぞれごとの要素を表示するのが困難である課
題があった。
【００１０】
本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、ユーザに、視認性のある、わか
りやすい画面を提示することができるようにするものである。
【００１１】

10

20

30

40

50

(5) JP 3885726 B2 2007.2.28



【課題を解決するための手段】
　本発明の第１の画像記録装置は、画像データが入力される画像データ入力手段と、入力
された画像データを、装着された記録媒体に記録させる記録制御手段と、記録媒体に記録
されている画像データを読み出す読み出し手段と、記録媒体に関する物理層の種別を識別
する第１の識別手段と、記録媒体に関するアプリケーション層の種別を識別する第２の識
別手段と、第１の識別手段により識別された記録媒体の物理層の種別を示す情報、および
第２の識別手段により識別された記録媒体のアプリケーション層の種別を示す情報から構
成される１つの識別情報を、読み出し手段により読み出されている画像データの画像に重
畳して表示するように制御する表示制御手段と

ことを特徴とする。
【００１２】
　記録媒体が装着されたとき、表示制御手段は、第１および第２の識別手段による識別結
果に応じた１つの識別情報の表示を制御するようにすることができる。
　１つの識別情報を選択する選択手段をさらに備え、表示制御手段は、選択手段により１
つの識別情報が選択されることに応じて、表示が制御されている１つの識別情報に対応す
る詳細情報の表示を制御するようにすることができる。
　表示制御手段は、１つの識別情報に対して詳細情報を関連付けて、１つの識別情報およ
びこれに対応する詳細情報の表示を制御するようにすることができる。
【００１３】
　 ようにすることができる。
　

　

【００１４】
　本発明の画像記録方法は、入力された画像データを、装着された記録媒体に記録させる
記録制御ステップと、装着された記録媒体に記録されている画像データを読み出す読み出
しステップと、記録媒体に関する物理層の種別を識別する第１の識別ステップと、記録媒
体に関するアプリケーション層の種別を識別する第２の識別ステップと、第１の識別ステ
ップにおいて識別された記録媒体の物理層の種別を示す情報、および第２の識別ステップ
において識別された記録媒体のアプリケーション層の種別を示す情報から構成される１つ
の識別情報を、読み出しステップにより読み出されている画像データの画像に重畳して表
示するように制御する表示制御ステップと

ことを特徴とする。
【００１５】
　本発明のプログラム記録媒体 は、入力された画像データを
、装着された記録媒体に記録させる記録制御ステップと、記録媒体に記録されている画像

10

20

30

40

50

(6) JP 3885726 B2 2007.2.28

、表示制御手段により表示が制御された１
つの識別情報が示す物理層の種別およびアプリケーション層の種別を有する記録媒体に関
する詳細情報を取得する取得手段とを備え、詳細情報は、１つの識別情報が示す記録媒体
の物理層の種別およびアプリケーション層の種別に応じた、記録媒体が対応する記録処理
または再生処理に関する情報であって、少なくとも、記録媒体の記録可能回数に関する情
報、記録媒体の編集作業の可否に関する情報、記録媒体の他の装置における再生の可否に
関する情報のいずれかを含み、表示制御手段は、取得手段により取得された詳細情報の表
示も制御する

１つの識別情報は、アイコンである
１つの識別情報は、記録媒体の物理層の種別を示す名称からなる領域および記録媒体の

アプリケーション層の種別を示す名称からなる領域により構成されるようにすることがで
きる。

表示制御手段は、画像データの画像に対して、１つの識別情報とともに、録画中である
ことを示す情報を重畳して表示するように制御するようにすることができる。

、表示が制御された１つの識別情報が示す物理
層の種別およびアプリケーション層の種別を有する記録媒体に関する詳細情報を取得する
取得ステップとを含み、詳細情報は、１つの識別情報が示す記録媒体の物理層の種別およ
びアプリケーション層の種別に応じた、記録媒体が対応する記録処理または再生処理に関
する情報であって、少なくとも、記録媒体の記録可能回数に関する情報、記録媒体の編集
作業の可否に関する情報、記録媒体の他の装置における再生の可否に関する情報のいずれ
かを含み、表示制御ステップでは、取得ステップにおいて取得された詳細情報の表示も制
御する

に記録されているプログラム



データを読み出す読み出しステップと、記録媒体に関する物理層の種別を識別する第１の
識別ステップと、記録媒体に関するアプリケーション層の種別を識別する第２の識別ステ
ップと、第１の識別ステップにおいて識別された記録媒体の物理層の種別を示す情報、お
よび第２の識別ステップにおいて識別された記録媒体のアプリケーション層の種別を示す
情報から構成される１つの識別情報を、読み出しステップにより読み出されている画像デ
ータに対応する画像に重畳して表示するように制御する表示制御ステップと

処理をコンピュータに実行させることを特徴とす
る。
　本発明のプログラムは、入力される画像データを、装着された記録媒体に記録させる記
録制御ステップと、記録媒体に記録されている画像データを読み出す読み出しステップと
、記録媒体に関する物理層の種別を識別する第１の識別ステップと、記録媒体に関するア
プリケーション層の種別を識別する第２の識別ステップと、第１の識別ステップにおいて
識別された記録媒体の物理層の種別を示す情報、および第２の識別ステップにおいて識別
された記録媒体のアプリケーション層の種別を示す情報から構成される１つの識別情報を
、読み出しステップにより読み出されている画像データの画像に重畳して表示するように
制御する表示制御ステップと

処理を
コンピュータに実行させることを特徴とする。
【００１６】
　本発明の第２の画像記録装置は、画像データの画像を表示する表示手段と、画像データ
が入力される画像データ入力手段と、入力された画像データを、装着された光ディスクに
記録させる記録制御手段と、装着された光ディスクに記録されている画像データを読み出
す読み出し手段と、光ディスクの物理層の種別を識別するディスク識別手段と、光ディス
クのアプリケーション層におけるフォーマットの種別を識別するフォーマット識別手段と
、ディスク識別手段により識別された光ディスクの物理層の種別を示す情報、およびフォ
ーマット識別手段により識別された光ディスクのアプリケーション層におけるフォーマッ
トの種別を示す情報から構成される１つの識別情報

を、読み出し手段により読み
出されている画像データの画像に重畳して表示手段に表示するように制御する表示制御手
段とを備えることを特徴とする。
【００１７】
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、表示が制御
された１つの識別情報が示す物理層の種別およびアプリケーション層の種別を有する記録
媒体に関する詳細情報を取得する取得ステップとを含み、詳細情報は、１つの識別情報が
示す記録媒体の物理層の種別およびアプリケーション層の種別に応じた、記録媒体が対応
する記録処理または再生処理に関する情報であって、少なくとも、記録媒体の記録可能回
数に関する情報、記録媒体の編集作業の可否に関する情報、記録媒体の他の装置における
再生の可否に関する情報のいずれかを含み、表示制御ステップでは、取得ステップにおい
て取得された詳細情報の表示も制御する

、表示が制御された１つの識別情報が示す物理層の種別およ
びアプリケーション層の種別を有する記録媒体に関する詳細情報を取得する取得ステップ
とを含み、詳細情報は、１つの識別情報が示す記録媒体の物理層の種別およびアプリケー
ション層の種別に応じた、記録媒体が対応する記録処理または再生処理に関する情報であ
って、少なくとも、記録媒体の記録可能回数に関する情報、記録媒体の編集作業の可否に
関する情報、記録媒体の他の装置における再生の可否に関する情報のいずれかを含み、表
示制御ステップでは、取得ステップにおいて取得された詳細情報の表示も制御する

と、１つの識別情報が示す光ディスク
の物理層の種別および光ディスクのアプリケーション層のフォーマットの種別に応じた、
光ディスクが対応する記録処理または再生処理に関する情報

フォーマット識別手段は、少なくとも光ディスクに記録された画像データを一時的に管
理する管理情報が光ディスクに記録されているか否かを識別することで、光ディスクのア
プリケーション層におけるフォーマットの種別を識別するようにすることができる。

フォーマット識別手段は、光ディスクのファイルシステムのルートディレクトリが光デ
ィスクに記録されているか否かを識別することで、光ディスクのアプリケーション層にお
けるフォーマットの種別を識別するようにすることができる。

フォーマット識別手段は、少なくとも光ディスクのファイルシステムのルートディレク



【００１８】
　本発明の撮像装置は、画像データの画像を表示する表示手段と、被写体を撮像して画像
データを出力する撮像手段と、撮像手段により撮像された画像データを装着された光ディ
スクに記録させる記録制御手段と、光ディスクに記録されている画像データを読み出す読
み出し手段と、光ディスクの物理層の種別を識別するディスク識別手段と、光ディスクの
アプリケーション層におけるフォーマットの種別を識別するフォーマット識別手段と、デ
ィスク識別手段により識別された光ディスクの物理層の種別を示す情報、およびフォーマ
ット識別手段により識別された光ディスクのアプリケーション層におけるフォーマットの
種別を示す情報から構成される１つの識別情報

を、読み出し手段により読み出さ
れている画像データの画像に重畳して表示手段に表示するように制御する表示制御手段と
を備えることを特徴とする。
【００１９】
　第１の本発明においては、入力された画像データが、装着された記録媒体に記録され、
記録媒体に記録されている画像データが読み出され、記録媒体に関する物理層の種別が識
別され、記録媒体に関するアプリケーション層の種別が識別される。そして、識別された
記録媒体の物理層の種別を示す情報、および識別された記録媒体のアプリケーション層の
種別を示す情報から構成される１つの識別情報を、読み出されている画像データの画像に
重畳して表示するように制御される。

　第２の本発明においては、入力された画像データが、装着された光ディスクに記録され
、光ディスクに記録されている画像データが読み出され、光ディスクの物理層の種別が識
別され、光ディスクのアプリケーション層におけるフォーマットの種別が識別される。そ
して、識別された光ディスクの物理層の種別を示す情報、および識別された光ディスクの
アプリケーション層におけるフォーマットの種別を示す情報から構成される１つの識別情
報

を、読み出されている画像データの画像に重畳して表示手段に表示するように
制御される。
　第３の本発明においては、撮像された画像データが、装着された光ディスクに記録され
、光ディスクに記録されている画像データが読み出され、光ディスクの物理層の種別が識
別され、光ディスクのアプリケーション層におけるフォーマットの種別が識別される。そ
して、識別された光ディスクの物理層の種別を示す情報、および識別された光ディスクの
アプリケーション層におけるフォーマットの種別を示す情報から構成される１つの識別情
報

を、読み出されている画像データの画像に重畳して表示手段に表示するように
制御される。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、図を参照して本発明の実施の形態について説明する。
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トリ内に所定ディレクトリおよび所定ファイルが記録されているか否かを識別することで
、光ディスクのアプリケーション層におけるフォーマットの種別を識別するようにするこ
とができる。

と、１つの識別情報が示す光ディスクの物
理層の種別および光ディスクのアプリケーション層のフォーマットの種別に応じた、光デ
ィスクが対応する記録処理または再生処理に関する情報

さらに、表示が制御された１つの識別情報が示す物
理層の種別およびアプリケーション層の種別を有する記録媒体に関する詳細情報が取得さ
れ、１つの識別情報が示す記録媒体の物理層の種別およびアプリケーション層の種別に応
じた、記録媒体が対応する記録処理または再生処理に関する情報であって、少なくとも、
記録媒体の記録可能回数に関する情報、記録媒体の編集作業の可否に関する情報、記録媒
体の他の装置における再生の可否に関する情報のいずれかを含む、取得された詳細情報の
表示も制御される。

と、１つの識別情報が示す光ディスクの物理層の種別および光ディスクのアプリケーシ
ョン層のフォーマットの種別に応じた、光ディスクが対応する記録処理または再生処理に
関する情報

と、１つの識別情報が示す光ディスクの物理層の種別および光ディスクのアプリケーシ
ョン層のフォーマットの種別に応じた、光ディスクが対応する記録処理または再生処理に
関する情報



【００２１】
図２は、本発明を適用した撮影装置１１の構成例を表している。撮影装置１１は、例えば
、カムコーダ（カメラ一体型ビデオレコーダ）などにより構成される。図２において、制
御部２１は、図示せぬメモリを内蔵し、図示せぬネットワークを介して通信部３１より供
給され、内蔵するメモリにロードされたプログラム、またはドライブ２４より供給され、
内蔵するメモリにロードされたプログラムに従って各種の処理を実行する。さらに、制御
部２１は、操作入力部３０を介して入力されたユーザの指示に従って、撮影装置１１全体
を制御する。制御部２１が内蔵するメモリにはまた、制御部２１が各種の処理を実行する
上において必要なデータなども適宜記憶される。
【００２２】
カメラ部２２は、ＣＣＤ（ Charge-Coupled Devices）撮像素子などにより構成される。な
お、ＣＣＤ撮像素子以外に、ＣＭＯＳ (complementary metal-oxide semiconductor)撮像
素子を用いるようにしてもよい。カメラ部２２は、図示せぬ被写体からの光を取り込み、
被写体の画像に対応するビデオデータをエンコーダ２３に出力する。エンコーダ２３は、
カメラ部２２より供給されたビデオデータを、例えば、ＭＰＥＧ（ Moving Picture Exper
t Group）２方式でエンコードする。なお、図示は省略するが、撮影装置１１においては
、マイクから取り込まれたオーディオデータもオーディオエンコーダによりエンコードさ
れ、ビデオデータと同様に処理される。
【００２３】
制御部２１は、エンコーダ２３によりエンコードされたビデオデータを取得し、ドライブ
２４に出力する。ドライブ２４は、ＡＴＡを介して制御部２１に接続される。ドライブ２
４は、制御部２１からの制御に基づいて、制御部２１から供給されたビデオデータを装着
された光ディスク２５に記録する。光ディスク２５は、例えば、大容量の光ディスクであ
るＤＶＤ（ Digital Versatile Disk）により構成される。
【００２４】
光ディスク２５は、データを保存するための物理的なフォーマットを構成する物理層、デ
ータを保存するための論理的なフォーマットを構成する論理層、および、保存時のデータ
の並びなどを規定するためのフォーマットを構成するアプリケーション層などのデータ階
層構造を有し、各階層毎にいくつかの要素を規定している。
【００２５】
ここで、図３は、光ディスク２５が有するデータ階層構造を示している。光ディスク２５
は、その最下位階層から順に、物理層、論理層、およびアプリケーション層の３階層を有
している。物理層は、１回のみ書き込み可能なＤＶＤ－Ｒ (Digital Versatile Disk Reco
rdable)、および追記可能なＤＶＤ－ＲＷ (Digital Versatile Disk Re-recordable)の２
種類の要素（ディスクの種類）を規定している（有する）。論理層は、パーソナルコンピ
ュータなどで光ディスク２５のデータを読むことができるＵＤＦ（ Universal Disk Forma
tユニバーサルディスクフォーマット）を有する。アプリケーション層は、記録、再生が
できるフォーマットとして、ＶＦ（ Video Format Recording）とＶＲ (Video Recording F
ormat)の２種類の要素（フォーマットの種類）を規定し、再生ができるフォーマットとし
てＤＶＤ－ＲＯＭ（ Digital Versatile Disk Read Only）で使用されるＤＶＤ－Ｖｉｄｅ
ｏフォーマットを規定している。
【００２６】
撮影装置１１は、図３に示されるように、光ディスク２５の物理層において規定されてい
る、１回のみ書き込み可能なＤＶＤ－Ｒ、および追記可能なＤＶＤ－ＲＷの２種類の要素
に対応している。さらに、撮影装置１１は、光ディスク２５の論理層において規定されて
いる、パーソナルコンピュータなどで光ディスク２５のデータを読むことができるＵＤＦ
に対応している。
【００２７】
また、撮影装置１１は、光ディスク２５のアプリケーション層において規定されている、
再生ができるフォーマットとしてＤＶＤ－ＲＯＭで一般的に適用されるＤＶＤ－Ｖｉｄｅ
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ｏフォーマットに対応している。さらに、撮影装置１１は、記録、再生ができるフォーマ
ットとして、ＶＦとＶＲの２種類の要素（フォーマットの種類）に対応している。
【００２８】
ＶＦでは、ビデオデータは一筆書きに記録されるので、編集作業が困難である。これに対
して、ＶＲは、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏフォーマットと互換性がないので、ＤＶＤ－ＲＯＭを
再生するＤＶＤ再生装置などで再生することは困難である。しかしながら、ＶＲは、ラン
ダムに記録されたビデオデータを再生管理できるフォーマットであるため、編集作業に有
利である。なお、ＶＦは、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏフォーマットに互換性があるフォーマット
であり、図８および図９を参照して後述するように、ファイナライズ処理によりＤＶＤ－
Ｖｉｄｅｏフォーマットに合致させることができる。したがって、アプリケーション層は
、実質的には、ＶＦとＶＲの２つの要素を規定していると考えることもできる。
【００２９】
光ディスク２５における物理層とアプリケーション層の組み合わせとしては、物理層のＤ
ＶＤ－Ｒおよびアプリケーション層のＶＦの組み合わせ、物理層のＤＶＤ－Ｒおよびアプ
リケーション層のＶＲの組み合わせ、物理層のＤＶＤ－ＲＷおよびアプリケーション層の
ＶＦの組み合わせ、並びに、物理層のＤＶＤ－ＲＷおよびアプリケーション層のＶＲの組
み合わせの４種類の組み合わせが、理論的に存在する。ただし、１回のみ書き込み可能な
ＤＶＤ－Ｒと、編集作業に有利なＶＲの組み合わせは、存在してもあまり効果のない組み
合わせであるため、実際には、使用されない場合が多い。
【００３０】
そこで、撮影装置１１は、光ディスク２５にビデオデータを記録する場合、物理層のＤＶ
Ｄ－Ｒおよびアプリケーション層のＶＦの機能（すなわち、１回のみ書き込み可能であり
、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏフォーマットと互換性があるが、編集作業が困難であるという機能
）、物理層のＤＶＤ－ＲＷおよびアプリケーション層のＶＦの機能（すなわち、追記可能
であり、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏフォーマットと互換性があるが、編集作業が困難であるとい
う機能）、並びに、物理層のＤＶＤ－ＲＷおよびアプリケーション層のＶＲの機能（すな
わち、追記可能であり、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏフォーマットと互換性がないが、編集作業に
有利であるという機能）を有する３種類の光ディスク２５の識別を実行する。
【００３１】
図２に戻って、ドライブ２４に光ディスク２５が装着されると、ドライブ２４は、光ディ
スク２５の反射率を測定し、サーボをかける。このとき、ドライブ２４は、図５を参照し
て後述するディスクプロファイルを読み出し、制御部２１に出力する。制御部２１は、ド
ライブ２４により供給されたディスクプロファイルに基づいて、光ディスク２５の物理層
において規定されている要素であるディスクの種類が、ＤＶＤ－ＲであるかＤＶＤ－ＲＷ
であるかを識別する。
【００３２】
また、ドライブ２４は、光ディスク２５の情報およびビデオデータを読み出し、制御部２
１に出力する。制御部２１は、ドライブ２４により供給された情報に基づいて、光ディス
ク２５のアプリケーション層において規定されている要素であるフォーマットの種類（Ｖ
ＦまたはＶＲ）を識別する。その後、制御部２１は、識別したディスクの種類およびフォ
ーマットの種類を、ＧＵＩ (Graphical User Interface)生成部２７に出力する。なお、こ
の光ディスク２５のアプリケーション層におけるフォーマットの種類の識別処理は、図６
を参照して後述する。
【００３３】
ドライブ２４は、光ディスク２５から読み出したビデオデータを、制御部２１を介して、
デコーダ２６に供給する。デコーダ２６は、制御部２１より供給されたビデオデータをデ
コードし、ＧＵＩ生成部２７に出力する。
【００３４】
ＧＵＩ (Graphical User Interface)生成部２７は、制御部２１の制御に応じて、光ディス
ク２５のディスクの種類およびフォーマットの種類に対応する１つの情報（文字やアイコ
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ンなど）のビデオデータを生成し、デコーダ２６より供給されたビデオデータに重畳し、
出力制御部２８に出力する。また、ＧＵＩ生成部２７は、制御部２１より供給された光デ
ィスク２５のディスクの種類およびフォーマットの種類に対応する詳細情報などのビデオ
データを生成し、デコーダ２６より供給されたビデオデータに重畳し、出力制御部２８に
出力する。
【００３５】
出力制御部２８は、ＧＵＩ生成部２７より供給されたビデオデータをＬＣＤ（ Liquid Cry
stal Display）２９や、図示せぬ端子を介して接続されるディスプレイ装置などに表示さ
せる。操作入力部３０は、ユーザからの操作コマンドを入力する十字キー、タッチパネル
などの入力デバイスより構成され、ユーザから入力される操作コマンドを制御部２１に出
力する。通信部３１は、図示せぬネットワークを介しての通信を行う。
【００３６】
次に、図４のフローチャートを参照して、撮影装置１１の表示制御処理について説明する
。
【００３７】
ステップＳ１において、ドライブ２４は、光ディスク２５が装着されるまで待機している
。ユーザは、撮影装置１１を用いて、被写体を撮影し、被写体の画像に対応するビデオデ
ータを記録するために、撮影装置１１のドライブ２４に光ディスク２５を装着する。これ
に対応して、ドライブ２４は、ステップＳ１において、光ディスク２５が装着されたと判
断し、ステップＳ２に進む。
【００３８】
ステップＳ２において、ドライブ２４は、光ディスク２５の反射率を測定し、サーボをか
ける。このとき、ドライブ２４は、ディスクプロファイルを、光ディスク２５から読み出
し、読み出したディスクプロファイルを、制御部２１に出力し、ステップＳ３に進む。
【００３９】
図５は、光ディスク２５から読み出されるディスクプロファイルを定義する Physical For
mat Informationを示している。
【００４０】
Physical Format Informationは、光ディスク２５の半径Ｒ＝ 23.91mm、ＰＳＮ (Physical 
Serial Number)＝ 2F200hを先頭として光ディスク２５に記録されており、図５に示される
ように、「 Book type 」、「 Part Version」、「  Disc size」および「 MAX xfer rate」
などにより構成される。なお、光ディスク２５がＤＶＤ－Ｒの場合は、 Physical Format 
Information は、プリレコーディッドで形成され、光ディスク２５がＤＶＤ－ＲＷの場合
は、エンボスで形成される。
【００４１】
ディスクプロファイルは、 Physical Format Informationのうちの、ＤＶＤ－ＲまたはＤ
ＶＤ－ＲＷなどのメディアタイプ（ディスクの種類）を示す「 Book type 」、および、 v1
.0または v2.0などの規格のバージョンを示す「 Part Version」により識別され、定義され
る。したがって、制御部２１は、ディスクプロファイルにより光ディスク２５の物理層の
要素であるディスクの種類を識別することができる。なお、図５において、縦横の数字は
、各データのバイト数を示しており、 Physical Format Informationの「 MAX xfer rate」
の後には、「 Disc structure」などの情報が続いて記録されている。
【００４２】
このようなディスクプロファイルがドライブ２４より供給されるので、ステップＳ３にお
いて、制御部２１は、ディスクプロファイルに基づいて、光ディスク２５の物理層の要素
であるディスクの種類（ＤＶＤ－ＲＷまたはＤＶＤ－Ｒなど）を識別し、ステップＳ４に
進む。
【００４３】
次に、ドライブ２４は、光ディスク２５に記録されている光ディスク２５の情報およびビ
デオデータを読み出し、制御部２１に出力する。これに対応して、ステップＳ４において
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、制御部２１は、ビデオデータをデコーダ２６に出力するとともに、ドライブ２４より供
給された光ディスク２５の情報に基づいて、アプリケーション層の要素であるフォーマッ
トの種類を識別するフォーマットの識別処理を行う。そして、制御部２１は、ステップＳ
３において識別したディスクの種類、およびステップＳ４において識別したフォーマット
の種類をＧＵＩ生成部２７に出力する。このアプリケーション層のフォーマット識別処理
を、図６のフローチャートを参照して説明する。
【００４４】
まず、制御部２１は、アプリケーション層におけるフォーマットの種類がＶＦであるか否
かを判定する。図７は、ＶＦによる光ディスク２５の論理フォーマットの構成例を示して
いる。
【００４５】
ＶＦによる光ディスク２５の論理フォーマットは、光ディスク２５の内周からファイルシ
ステムであるＵＤＦ（ Universal Disc Format）領域、ビデオデータ全体を管理している
ＶＭＧ（ Video　 Manager）領域、および最大９９のＶＴＳ（ Video Title Set）により構
成される。また、それぞれのＶＴＳは、タイトルの情報が記録されているＶＴＳＩ（ Vide
o Title Set Information）、ＭＰＥＧ２Ｐｒｏｇｒａｍ　ＳｔｒｅａｍからなるＶＴＳ
ＴＴ＿ＶＯＢ（ Video Object Set for Titles in a VTS）、およびＶＴＳＩのバックアッ
プであるＶＴＳＩ＿ＢＵＰ（ Backup of VTSI）により構成される。
【００４６】
ＤＶＤ－ＲＷへの書き込みフォーマットは、 Incremental Recording方式（以下、ＩＮＣ
方式と称する）および Restricted Overwrite方式（以下、ＲＯＷ方式と称する）の２種類
の方式がある。ＩＮＣ方式は、シーケンシャルな書き方で、一度書いたものは原則として
上書きできないという特徴を有する。ＲＯＷ方式は、上書きが可能であるが、未記録領域
への記録はＩＮＣ方式と同様にシーケンシャルな書き方のみという特徴を有する。ＩＮＣ
方式、ＲＯＷ方式の記録領域情報は、光ディスク２５の図示せぬ内周の Recording　 Manag
ement　 Area（以後、ＲＭＡと称する）で管理されている。ＤＶＤ－Ｒは、物理的に上書
きできないため、書き込みフォーマットとしてＩＮＣ方式が使用されている。
【００４７】
図８は、光ディスク２５へのＩＮＣ方式の記録手順を示している。ＩＮＣ方式の場合、一
度に書き込むエリアは最大３つまでと定義されており、そのエリアをＲｚｏｎｅと呼ぶ。
このＲｚｏｎｅの管理もＲＭＡで行われている。なお、図８の処理は、制御部２１の制御
のもと、ドライブ２４により実行される。
【００４８】
まず、ドライブ２４は、図８Ａに示されるように、ＵＤＦとＶＭＧ用の領域（Ｒｚｏｎｅ
１）とＶＴＳＩ用の領域（Ｒｚｏｎｅ２）を予約する。このＲｚｏｎｅ２の後ろの領域は
Ｉｎｖｉｓｉｂｌｅ　Ｒｚｏｎｅで、データを有効に追記できる領域である。図８Ｂにお
いて、ドライブ２４は、実データＶＴＳＴＴ＿ＶＯＢＳの記録を終了する。すなわち、ド
ライブ２４は、記録開始してから記録をストップしたときに、直ちにＶＴＳＩの情報を生
成し、その後ろにＶＴＳＩ＿ＢＵＰとして記録する。このＶＴＳＩ＿ＢＵＰはバックアッ
プ管理に使用される。
【００４９】
ドライブ２４は、図８Ｃに示されるように、Ｒｚｏｎｅ２にＶＴＳＩと記録済み実データ
情報を一時的に管理する仮ＶＭＧＩ（ Temporary Video Manager Information；ＴＭＰ＿
ＶＭＧＩ）を記録する。この時点で、図８Ｄに示されるように、第１タイトル（ＶＴＳ＃
１）が完成する。その後、ドライブ２４は、ＶＴＳ＃１の後ろに続くタイトルのＶＴＳＩ
用の領域（Ｒｚｏｎｅ３）を予約する。
【００５０】
図８Ｅに示されるように、ドライブ２４は、実データＶＴＳＴＴ＿ＶＯＢＳの記録を終了
する。すなわち、ドライブ２４は、２回目の記録開始してから記録をストップしたときに
、直ちにＶＴＳＩの情報を生成し、その後ろにＶＴＳＩ＿ＢＵＰとして記録する。図８Ｆ
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において、ドライブ２４は、Ｒｚｏｎｅ３にＶＴＳＩとＴＭＰ＿ＶＭＧＩを記録する。図
８Ｇに示されるように、この時点で第２のタイトル（ＶＴＳ＃２）が完成し、ＴＭＰ＿Ｖ
ＭＧＩにはＶＴＳ＃１とＶＴＳ＃２の情報が記録されている。
【００５１】
以降、同様の手順を繰り返すことにより、図８Ｈに示されるように、Ｎ個のタイトル（Ｖ
ＴＳ＃１乃至ＶＴＳ＃Ｎ）が記録される。その後、ドライブ２４は、最後に、ＤＶＤ－Ｖ
ｉｄｅｏフォーマットに合致させるため、ファイナライズ処理を実行する。具体的には、
ドライブ２４は、ＴＭＰ＿ＶＭＧＩにある各タイトルの管理情報からＵＤＦ及びＶＭＧを
作成し、Ｒｚｏｎｅ１に記録する。更に、リードイン（ Lead in）、リードアウト（ Lead 
out）を記録する。
【００５２】
図９は、光ディスク２５へのＲＯＷ方式の記録手順を示している。ＲＯＷ方式の場合は、
光ディスク２５の記録エリア全体が一つのＲｚｏｎｅとして扱われる。なお、図９の処理
も、図８の処理と同様に、制御部２１の制御のもと、ドライブ２４により実行される。
【００５３】
まず、ドライブ２４は、図９Ａに示されるように、ＵＤＦとＶＭＧ用の領域及びＶＴＳＩ
用の領域を予約するため、固定データ等のＰａｄｄｉｎｇすることによって次に記録する
場合のアドレスＮＷＡ（ Next Writable Address）を進める。図９Ｂにおいて、ドライブ
２４は、実データＶＴＳＴＴ＿ＶＯＢＳの記録を終了すると直ちにＶＴＳＩの情報を生成
し、その後ろにＶＴＳＩ＿ＢＵＰとして記録する。そして、ドライブ２４は、次タイトル
のＶＴＳＩ領域をＰａｄｄｉｎｇすることによりＮＷＡを進める。
【００５４】
ドライブ２４は、図９Ｃに示されるように、ＶＴＳＴＴ＿ＶＯＢＳの前にＶＴＳＩを記録
する。さらに、ドライブ２４は、ＴＭＰ＿ＶＭＧＩをＵＤＦ用領域とＶＭＧ用領域（いま
の場合、Ｐａｄｄｉｎｇ）の間に記録する。図９Ｄに示されるように、この時点で第１の
タイトル（ＶＴＳ＃１）が完成する。その後、ドライブ２４は、実データＶＴＳＴＴ＿Ｖ
ＯＢＳの記録を終了すると直ちにＶＴＳＩの情報を生成し、その後ろにＶＴＳＩ＿ＢＵＰ
として記録する。そして、ドライブ２４は、次タイトルのＶＴＳＩ領域をＰａｄｄｉｎｇ
することにより、ＮＷＡを進める。
【００５５】
ドライブ２４は、図９Ｅに示されるように、ＶＴＳＴＴ＿ＶＯＢＳの前にＶＴＳＩを記録
する。そして、ドライブ２４は、ＵＤＦ用領域とＶＭＧ用領域の間のＴＭＰ＿ＶＭＧＩを
上書きする。図９Ｆに示されるように、この時点で第２のタイトル（ＶＴＳ＃２）が完成
する。
【００５６】
以降、同様の手順を繰り返すことにより、図９Ｇに示されるように、Ｎ個のタイトル（Ｖ
ＴＳ＃１乃至ＶＴＳ＃Ｎ）を記録する。その後、ドライブ２４は、最後にＤＶＤ－Ｖｉｄ
ｅｏフォーマットに合致させるために、ファイナライズ処理を実行する。具体的には、ド
ライブ２４は、ＴＭＰ＿ＶＭＧＩにある各タイトルの管理情報からＵＤＦ及びＶＭＧを作
成し、Ｐａｄｄｉｎｇして予約した領域に記録する。更に、リードイン（ Lead in）、リ
ードアウト（ Lead out）を記録する。
【００５７】
以上のように、ＩＮＣ方式では、光ディスク２５の各ＶＴＳ＃Ｎに、ＴＭＰ＿ＶＭＧＩが
存在する。また、ＲＯＷ方式では、光ディスク２５のＵＤＦ用領域とＶＭＧ用領域の間の
ＴＭＰ＿ＶＭＧＩが存在する。すなわち、ＩＮＣ方式およびＲＯＷ方式のどちらの方式に
よりビデオデータが光ディスク２５に記録されても、ＶＦの光ディスク２５には、ＴＭＰ
＿ＶＭＧＩが記録される。
【００５８】
図６に戻り、制御部２１は、ステップＳ２１において、光ディスク２５に、ＴＭＰ＿ＶＭ
ＧＩが記録されているか否かを判断し、光ディスク２５に、ＴＭＰ＿ＶＭＧＩが記録され
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ていると判断した場合、ステップＳ２２に進み、制御部２１は、光ディスク２５のアプリ
ケーション層の要素であるフォーマットの種類がＶＦであると識別する。そして、光ディ
スク２５がＶＦであることを、ステップＳ３で識別されたディスクの種類とともに、ＧＵ
Ｉ生成部２７に出力し、図４のステップＳ５に進む。
【００５９】
ステップＳ２１において、光ディスク２５に、ＴＭＰ＿ＶＭＧＩが記録されていないと判
断された場合、すなわち、光ディスク２５のアプリケーション層の要素であるフォーマッ
トの種類が、ＶＦでないと判断された場合、ステップＳ２３において、制御部２１は、Ｕ
ＤＦ領域からルートディレクトリを検索し、光ディスク２５にルートディレクトリがある
か否かを判断する。すなわち、制御部２１は、光ディスク２５において、ＵＤＦファイル
システムのルートディレクトリを認識することができるか否かを判断する。
【００６０】
ステップＳ２３において、制御部２１は、光ディスク２５のＵＤＦ領域（図７を参照して
上述した）に基づいて、ルートディレクトリを検索し、ルートディレクトリがないと判断
した場合、処理は、ステップＳ２８に進む。ステップＳ２３において、制御部２１は、光
ディスク２５のＵＤＦ領域から、ルートディレクトリを検索し、ルートディレクトリがあ
ると判断した場合、ステップＳ２４に進み、制御部２１は、そのＵＤＦのルートディレク
トリに、ＤＶＤ＿ＲＴＡＶディレクトリがあり、さらに、その中に、ＶＲ＿ＭＡＮＧＲ．
ＩＮＦＯファイルがあるか否かを判断する。
【００６１】
ステップＳ２４において、光ディスク２５のＵＤＦのルートディレクトリに、ＤＶＤ＿Ｒ
ＴＡＶディレクトリがあり、その中に、ＶＲ＿ＭＡＮＧＲ．ＩＮＦＯファイルがあると判
断された場合、ステップＳ２５に進み、制御部２１は、光ディスク２５がＶＲであると識
別し、光ディスク２５がＶＲであることを、ステップＳ３で識別されたディスクの種類と
ともに、ＧＵＩ生成部２７に出力し、図４のステップＳ５に進む。
【００６２】
ステップＳ２４において、光ディスク２５のＵＤＦのルートディレクトリに、ＤＶＤ＿Ｒ
ＴＡＶディレクトリがないと判断された場合、または、光ディスク２５のＵＤＦのルート
ディレクトリに、ＤＶＤ＿ＲＴＡＶディレクトリがあっても、その中に、ＶＲ＿ＭＡＮＧ
Ｒ．ＩＮＦＯファイルがないと判断された場合、処理は、ステップＳ２６に進む。
【００６３】
ステップＳ２６において、制御部２１は、光ディスク２５のＵＤＦのルートディレクトリ
に、ＶＩＤＥＯ＿ＴＳディレクトリがあり、その中に、ＶＩＤＥＯ＿ＴＳ．ＩＮＦＯファ
イルがあるか否かを判断し、光ディスク２５のＵＤＦのルートディレクトリに、ＶＩＤＥ
Ｏ＿ＴＳディレクトリがあり、その中に、ＶＩＤＥＯ＿ＴＳ．ＩＮＦＯファイルがあると
判断した場合、ステップＳ２７に進み、制御部２１は、光ディスク２５がＤＶＤ－Ｖｉｄ
ｅｏフォーマットであると識別し、光ディスク２５がＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏフォーマットで
あることを、ステップＳ３で識別されたディスクの種類とともに、ＧＵＩ生成部２７に出
力し、図４のステップＳ５に進む。
【００６４】
ステップＳ２６において、光ディスク２５のＵＤＦのルートディレクトリに、ＶＩＤＥＯ
＿ＴＳディレクトリがないと判断された場合、または、光ディスク２５のＵＤＦのルート
ディレクトリに、ＶＩＤＥＯ＿ＴＳディレクトリがあっても、その中に、ＶＩＤＥＯ＿Ｔ
Ｓ．ＩＮＦＯファイルがないと判断された場合、処理は、ステップＳ２８に進む。
【００６５】
ステップＳ２８において、制御部２１は、光ディスク２５がブランクディスクであるか否
かを判断し、光ディスク２５がブランクディスクであると判断した場合、ステップＳ２９
に進み、制御部２１は、光ディスク２５がブランクディスクであると識別し、光ディスク
２５がブランクディスクであることを、ステップＳ３で識別されたディスクの種類ととも
に、ＧＵＩ生成部２７に出力し、図４のステップＳ５に進む。
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【００６６】
ステップＳ２８において、光ディスク２５がブランクディスクではないと判断された場合
、ステップＳ３０において、制御部２１は、光ディスク２５のデータが壊れていたり、光
ディスク２５が不正なファイルシステムであり、このため、光ディスク２５が記録または
再生できないディスクであると識別し、光ディスク２５が記録または再生できないディス
クであることを、ステップＳ３で識別されたディスクの種類とともに、ＧＵＩ生成部２７
に出力し、図４のステップＳ５に進む。
【００６７】
以上のようにして、光ディスク２５のアプリケーション層において規定されている要素で
あるフォーマットの種類が識別され、その結果が、ステップＳ３で識別された物理層にお
いて規定されている要素であるディスクの種類とともに、ＧＵＩ生成部２７に出力される
。
【００６８】
そこで、図４のステップＳ５において、ＧＵＩ生成部２７は、制御部２１の制御に応じて
、光ディスク２５のディスクの種類およびフォーマットの種類に対応する１つの情報（文
字やアイコンなど）のビデオデータを生成し、デコーダ２６より供給されたビデオデータ
に重畳し、出力制御部２８に出力する。すなわち、ＧＵＩ生成部２７は、光ディスク２５
のディスクの種類およびフォーマットの種類に対応して、物理層のＤＶＤ－Ｒおよびアプ
リケーション層のＶＦに対応する１つのアイコン、物理層のＤＶＤ－ＲＷおよびアプリケ
ーション層のＶＦに対応する１つのアイコン、または、物理層ＤＶＤ－ＲＷおよびアプリ
ケーション層のＶＲに対応する１つのアイコンのビデオデータのいずれかを生成する。
【００６９】
なお、ステップＳ５において、光ディスク２５がブランクディスクである場合には、初期
化を促すような情報のビデオデータが生成され、光ディスク２５が記録または再生できな
いディスクである場合には、記録または再生できないディスクであることを示す情報のビ
デオデータが生成される。また、光ディスク２５がＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏフォーマットであ
る場合には、ステップＳ５では、再生専用であることをユーザに報知するようなアイコン
を生成するようにしてもよい。
【００７０】
ステップＳ５の処理の後は、ステップＳ６に進み、出力制御部２８は、ＧＵＩ生成部２７
より供給されたビデオデータを、図１０に示されるように、ＬＣＤ（ Liquid Crystal Dis
play）２９に表示させ、処理を終了する。
【００７１】
図１０は、ＬＣＤ２９に表示される表示画面５１の構成例である。図１０の例の場合、表
示画面５１の上部の右側には、現在録画中であることを示す「録画」の文字が表示されて
おり、録画経過時間が２２分３３秒であることを示す「０：２２：３３」が表示されてい
る。「録画」の左側には、光ディスク２５のディスクの種類が「ＤＶＤ－ＲＷ」であり、
かつ、アプリケーション層のフォーマットの種類が「ＶＲ」であることを示すアイコン６
１が示されている。
【００７２】
　これにより、ユーザは、装着された光ディスク２５が、追記可能であり、汎用のＤＶＤ
－ＲＯＭと互換性がないが、編集作業に有利であるディスクであることを、このアイコン

を見ただけで、即座に認識することができる。すなわち、ユーザは、光ディスク２５
が対応する機能を、１つのアイコンを見るだけで認識することができる。
【００７３】
さらに、ユーザは、操作入力部３０を用いて、アイコン６１を指示（選択）することによ
り、アイコン６１（ディスクの種類「ＤＶＤ－ＲＷ」およびフォーマットの種類「ＶＲ」
）に対応する詳細情報を、ＬＣＤ（ Liquid Crystal Display）２９に表示させることもで
きる。
【００７４】

10

20

30

40

50

(15) JP 3885726 B2 2007.2.28

６１



この詳細情報の表示制御処理を、図１１のフローチャートを参照して説明する。
【００７５】
撮影装置１１のＬＣＤ２９に、表示画面５１が表示されている間、制御部２１は、ステッ
プＳ６１において、ユーザにより操作入力部３０を介して、アイコン６１に対する指示が
入力されるまで待機している。ユーザは、指で、ＬＣＤ２９においてアイコン６１が表示
されている部分を押下する。これにより、操作入力部３０を構成するタッチパネルを介し
て、アイコン６１が指示されたという情報が制御部２１に入力される。そこで、ステップ
Ｓ６１において、制御部２１は、アイコン６１に対する指示が入力されたと判断し、ステ
ップＳ６２に進む。
【００７６】
ステップＳ６２において、制御部２１は、装着されている光ディスク２５のディスクの種
類「ＤＶＤ－ＲＷ」およびフォーマットの種類「ＶＲ」に対応する詳細情報を、内蔵する
メモリに記憶されている、図１２に示されるようなデータベースから読み出し、ＧＵＩ生
成部２７に出力する。
【００７７】
図１２は、メモリに記憶されるデータベースの構成例を示している。図１２の例において
は、物理層の要素であるディスクの種類が「ＤＶＤ－Ｒ」で、アプリケーション層の要素
であるフォーマットの種類が「ＶＦ」の光ディスク２５の場合、詳細情報は、「１回のみ
記録可　他の装置でも再生可」とされている。物理層の要素であるディスクの種類が「Ｄ
ＶＤ－ＲＷ」で、アプリケーション層の要素であるフォーマットの種類が「ＶＦ」の光デ
ィスク２５の場合、詳細情報は、「何度でも記録可　他の装置でも再生可」とされている
。物理層の要素であるディスクの種類が「ＤＶＤ－ＲＷ」で、アプリケーション層の要素
であるフォーマットの種類が「ＶＲ」の光ディスク２５の場合、詳細情報は、「何度でも
記録可　編集作業可」とされている。
【００７８】
ステップＳ６３において、ＧＵＩ生成部２７は、制御部２１より供給された光ディスク２
５のディスクの種類およびフォーマットの種類に対応する詳細情報のビデオデータを生成
し、デコーダ２６より供給されたビデオデータに重畳し、出力制御部２８に出力する。
【００７９】
ステップＳ６４において、出力制御部２８は、ＧＵＩ生成部２７より供給されたビデオデ
ータを、図１３に示されるように、ＬＣＤ２９に表示させる。
【００８０】
図１３は、ＬＣＤ２９に表示される表示画面５１において、アイコン６１が指示された（
選択された）状態を示している。図１３の例の場合、光ディスク２５のディスクの種類が
「ＤＶＤ－ＲＷ」であり、かつ、フォーマットの種類が「ＶＲ」であることを示すアイコ
ン６１が選択され、アイコン６１の詳細情報７１が、「何度でも記録可　編集作業可」と
示されている。
【００８１】
以上のように、「ＤＶＤ－ＲＷ」や「ＶＲ」などの言葉を知らないユーザでも、このアイ
コン６１を押下することにより、光ディスク２５の詳細情報７１が、１つ表示されるので
、装着された光ディスク２５が、追記可能であり、編集作業が可能であるディスクである
ことを、この詳細情報７１を見ただけで、即座に認識することができる。
【００８２】
以上により、撮影装置１１においては、複数の階層における要素を、１つの情報（アイコ
ン）として表示することにより、ユーザの即時視認性を向上させることができる。また、
１回のみ書き込み可能なＤＶＤ－Ｒと、編集作業に有利なＶＲの組み合わせなどのように
、存在してもあまり効果がないため、実際には使用されないような組み合わせを表示しな
いようにすることにより、ユーザの混乱を抑制することができる。
【００８３】
さらに、１つの表示（アイコン）で、複数の多くの情報を表すことができるので、表示エ
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リアに制限のある携帯電話機などに、特に効果的である。
【００８４】
なお、上記説明においては、物理層とアプリケーション層に複数の種類（要素）がある場
合について説明したが、論理層の、例えば、ＵＤＦとＦＡＴ（ File Allocation Table）
などに対応するようにしてもよいし、また、２倍速対応や４倍速対応などに対応するよう
にしてもよい。また、物理層とアプリケーション層の２層に限らず、２層より多くの複数
の層それぞれの要素を１つに表示するようにしてもよい。
【００８５】
さらに、例えば、この撮影装置１１の制御部２１に内蔵されるメモリに記憶されているフ
ァームウエアのバージョンが異なる場合にも適用することができる。この場合には、通信
部３１によりネットワークを介してダウンロードしたり、光ディスク２５よりドライブ２
４を介して、ファームウエアを更新するときに、同時に、メモリの詳細情報なども更新す
るようにしてもよい。
【００８６】
なお、上記説明においては、光ディスク２５としてのＤＶＤを対象として説明したが、本
発明は、ＤＶＤに限らず、ＨＤＤ、フラッシュメモリ、または、メモリスティック（登録
商標）などに適用することができる。
【００８７】
上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行させることもできるし、ソフトウェアに
より実行させることもできる。この場合、例えば、図２の撮影装置１１は、図１４に示さ
れるような撮影装置１０１により構成される。
【００８８】
図１４において、ＣＰＵ（ Central Processing Unit）１１１は、ＲＯＭ (Read Only Memo
ry) １１２に記憶されているプログラム、または、記憶部１１９からＲＡＭ（ Random Acc
ess Memory）１１３にロードされたプログラムに従って各種の処理を実行する。ＲＡＭ１
１３にはまた、ＣＰＵ１１１が各種の処理を実行する上において必要なデータなどが適宜
記憶される。
【００８９】
ＣＰＵ１１１、ＲＯＭ１１２、およびＲＡＭ１１３は、バス１１４を介して相互に接続さ
れている。このバス１１４にはまた、入出力インタフェース１１５も接続されている。
【００９０】
入出力インタフェース１１５には、被写体の撮影を行うカメラ部１１６、十字キー、タッ
チパネルなどよりなる入力部１１７、ＬＣＤ（ Liquid Crystal Display）などよりなるデ
ィスプレイ、並びにスピーカなどよりなる出力部１１８、記録部１１９、モデム、ターミ
ナルアダプタなどより構成される通信部１２０が接続されている。通信部１２０は、バス
や図示しないネットワークを介しての通信処理を行う。
【００９１】
入出力インタフェース１１５にはまた、必要に応じてドライブ１３０が接続され、磁気デ
ィスク１３１、光ディスク１３２、光磁気ディスク１３３、もしくは半導体メモリ１３４
などが適宜装着され、それから読み出されたコンピュータプログラムが、必要に応じて記
憶部１１９にインストールされる。
【００９２】
一連の処理をソフトウェアにより実行させる場合には、そのソフトウェアを構成するプロ
グラムが、専用のハードウェアに組み込まれているコンピュータ、または、各種のプログ
ラムをインストールすることで、各種の機能を実行することが可能な、例えば、汎用のパ
ーソナルコンピュータなどに、ネットワークや記録媒体からインストールされる。
【００９３】
この記録媒体は、図１４に示すように、装置本体とは別に、ユーザにプログラムを提供す
るために配布される、プログラムが記録されている磁気ディスク１３１（フレキシブルデ
ィスクを含む）、光ディスク１３２（ CD-ROM(Compact Disk-Read Only Memory)，ＤＶＤ (
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Digital Versatile Disk)を含む）、光磁気ディスク１３３（ MD(Mini-Disk)（商標）を含
む）、もしくは半導体メモリ１３４などよりなるパッケージメディアにより構成されるだ
けでなく、装置本体に予め組み込まれた状態でユーザに提供される、プログラムが記録さ
れているＲＯＭ１１２や、記憶部１１９などで構成される。
【００９４】
なお、本明細書において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは、記載
された順序に従って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されな
くとも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
【００９５】
【発明の効果】
以上の如く、本発明によれば、ユーザに、視認性のある、わかりやすい画面を提示するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来の表示画面の例を示す図である。
【図２】本発明を適用した撮影装置の構成例を示す図である。
【図３】図２の撮影装置のデータ階層構造を説明する図である。
【図４】図２の撮影装置の表示制御処理を説明するフローチャートである。
【図５】光ディスクのディスクプロファイルを説明する図である。
【図６】図４のステップＳ４のフォーマット識別処理を説明するフローチャートである。
【図７】光ディスクの論理フォーマットの構成例を説明する図である。
【図８】ＶＦにおけるＩＮＣ方式の記録手順を説明する図である。
【図９】ＶＦにおけるＲＯＷ方式の記録手順を説明する図である。
【図１０】図２の撮影装置の表示画面の例を示す図である。
【図１１】図２の撮影装置の表示制御処理の他の例を説明するフローチャートである。
【図１２】図２の撮影装置のデータベースの構成例を示す図である。
【図１３】図２の撮影装置の表示画面の他の例を示す図である。
【図１４】本発明を適用した撮影装置の他の構成例を示す図である。
【符号の説明】
１１　撮影装置，２１　制御部，２４　ドライブ，２５　光ディスク，２７　ＧＵＩ生成
部，２８　出力制御部，２９　ＬＣＤ，３０　操作入力部，３１　通信部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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