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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の記録媒体に記録された動画ファイルを再生する再生手段と、
　前記第１の記録媒体から再生された動画ファイルを第２の記録媒体に記録する記録手段
と、
　前記第１の記録媒体に記録された動画ファイルを指定する指定手段と、
　前記第１の記録媒体に記録された動画ファイルのうち前記指定手段により指定された複
数の動画ファイルを前記第１の記録媒体から再生するよう前記再生手段を制御すると共に
、前記再生された複数の動画ファイルを前記第２の記録媒体に記録するよう前記記録手段
を制御するダビング処理を実行する制御手段とを有し、
　前記制御手段は、前記ダビング処理が中断された場合に、前記指定手段により指定され
た複数の動画ファイルのうち前記第２の記録媒体への記録が開始されていない動画ファイ
ルの削除または編集をできないようにすることを特徴とする記録再生装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記ダビング処理が中断された場合に、前記指定手段により指定され
た複数の動画ファイルのうち前記第２の記録媒体への記録が終了した動画ファイルの削除
または編集をできるようにすることを特徴とする請求項１記載の記録再生装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記ダビング処理が中断された場合に、前記指定手段により指定され
た複数の動画ファイルのすべてを削除または編集をできないようにすることを特徴とする
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請求項１記載の記録再生装置。
【請求項４】
　前記第１の記録媒体に記録された動画ファイルに対応する画像を表示画面上に表示させ
る表示手段をさらに有し、
　前記制御手段は、前記ダビング処理が中断された場合、前記指定手段により指定された
複数の動画ファイルのうち前記第２の記録媒体への記録が開始されていない動画ファイル
に対応する画像を前記表示手段が表示する場合には、前記表示画面上の当該動画ファイル
に関連する位置に、当該動画ファイルの前記第２の記録媒体への記録が完了していないこ
とを示す、所定の画像を表示させるよう前記表示手段を制御することを特徴とする請求項
１から３のいずれか１項記載の記録再生装置。
【請求項５】
　前記第２の記録媒体は前記記録再生装置に対して着脱可能であって、
　前記制御手段は、前記ダビング処理が中断されている間、前記第２の記録媒体の取出し
を禁止することを特徴とする請求項１から４のいずれか１項記載の記録再生装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記ダビング処理が中断されている間、前記第２の記録媒体を取出す
ための操作がされると、表示画面上に警告画面を表示させることを特徴とする請求項１か
ら４のいずれか１項記載の記録再生装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記ダビング処理が中断されたことに応じて、前記第２の記録媒体に
記録されたデータ量を示す情報を生成することを特徴とする請求項１から６記載のいずれ
か１項に記載の記録再生装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、前記中断されたダビング処理を中止する指示が入力されたことに応じ
て、前記第２の記録媒体が追記型である場合には、前記第２の記録媒体の記録済み部分が
使用できなくなる旨を警告することを特徴とする請求項１から７のいずれか１項に記載の
記録再生装置。
【請求項９】
　前記ダビング処理の中断は、前記第１の記録媒体または前記第２の記録媒体に対する動
画ファイルの記録要求がされたことに応じて、実行されることを特徴とする請求項１から
８のいずれか１項に記載の記録再生装置。
【請求項１０】
　前記制御手段は、前記ダビング処理が中断されたときから所定時間ユーザによる操作が
ない状態が続くと、前記ダビング処理を再開するかどうかをユーザに問い合わせる画面を
表示画面上に表示させるよう前記表示手段を制御することを特徴とする請求項１から９の
いずれか１項に記載の記録再生装置。
【請求項１１】
　前記制御手段は、前記ダビング処理が中断された後に再開された場合、前記指定手段に
より指定された複数の動画ファイルのうち前記第２の記録媒体への記録が開始されていな
い動画ファイルのダビング処理を開始することを特徴とする請求項１から１０のいずれか
１項に記載の記録再生装置。
【請求項１２】
　第１の記録媒体に記録された動画ファイルを再生する再生手段と、
　前記第１の記録媒体から再生された動画ファイルを第２の記録媒体に記録する記録手段
と、
　前記第１の記録媒体に記録された動画ファイルを指定する指定手段と、
　を有する記録再生装置の制御方法であって、
　制御手段が、前記第１の記録媒体に記録された動画ファイルのうち前記指定手段により
指定された複数の動画ファイルを前記第１の記録媒体から再生するよう前記再生手段を制
御すると共に、前記再生された複数の動画ファイルを前記第２の記録媒体に記録するよう
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前記記録手段を制御するダビング処理を実行する制御工程と、
　前記制御手段が、前記ダビング処理が中断された場合に、前記指定手段により指定され
た複数の動画ファイルのうち前記第２の記録媒体への記録が開始されていない動画ファイ
ルの削除または編集をできないようにする禁止工程とを有することを特徴とする記録再生
装置の制御方法。
【請求項１３】
　前記記録再生装置は、前記第１の記録媒体に記録された動画ファイルに対応する画像を
表示画面上に表示させる表示手段をさらに有し、
　前記制御手段が、前記ダビング処理が中断された場合、前記指定手段により指定された
複数の動画ファイルのうち前記第２の記録媒体への記録が開始されていない動画ファイル
に対応する画像を前記表示手段が表示する場合には、前記表示画面上の当該動画ファイル
に関連する位置に、当該動画ファイルの前記第２の記録媒体への記録が完了していないこ
とを示す、所定の画像を表示させるよう前記表示手段を制御する表示制御工程をさらに有
することを特徴とする請求項１２記載の記録再生装置の制御方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は記録再生装置及びその制御方法に関し、特には複数の記録媒体間でのダビング
処理が可能な記録再生装置及びその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のデジタルビデオカメラには、不揮発性半導体メモリカードやハードディスクドラ
イブを記録媒体として用いるものがある。これらの記憶媒体は、ランダムアクセスが可能
であるため、磁気テープを用いるデジタルビデオカメラよりも記録、再生に関する使い勝
手を向上することができる。
【０００３】
　記憶媒体の記録密度向上や低価格化により、ランダムアクセス可能な記憶媒体も比較的
大容量となってきてはいる。しかし、その容量は有限であり、記録残容量が無くなった場
合には、記録した映像データを削除して容量を確保する必要がある。映像データを残して
おきたい場合には、記録した映像をパーソナルコンピュータやＤＶＤライター等の外部機
器に転送し、保存用の別媒体に記録するバックアップ作業が必要となる。
【０００４】
　また最近では、固定の記憶媒体としてハードディスクドライブを内蔵するとともに、リ
ムーバブルメディアに記録を行う記録装置（例えばＤＶＤ(Digital Versatile Disc)ドラ
イブ）を備えるデジタルビデオカメラもある。このようなデジタルビデオカメラでは、ハ
ードディスクドライブに記録した映像をリムーバブルメディアにダビングする機能を備え
ている。
【０００５】
　しかしながら、ダビング中は、電源をＯＦＦする操作を含め、一切の操作を受け付けな
い状態となるため、例えばダビング中に撮影を行いたくなった場合でも撮影できない。ま
た、リムーバブルメディアを用いる記録装置は記録速度がそれほど速くないため、長時間
の映像のダビングには時間がかかる。
【０００６】
　このような問題に対応するため、特許文献１には、ＣＤの内容を磁気テープのようなシ
ーケンシャルアクセス記録媒体にダビングする機能を有する記録再生装置において、ダビ
ング動作の中断を許し、その後再開するための技術が提案されている。
【０００７】
【特許文献１】特開２０００－１９５２３２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００８】
　しかしながら、特許文献１記載の記録再生装置はダビングの中断中に他の動作、例えば
新たな記録を行わない。そのため、他の動作のためにダビングを中断する場合や、ダビン
グ動作を再開する際の他の動作との関連については何ら記載されていない。
【０００９】
　例えば複数の記録媒体を利用可能なデジタルビデオカメラにおいて、ある記録媒体から
他の記録媒体へのダビング処理中に、撮影指示がなされた場合などの動作制御をどのよう
に行うかについての具体的な検討は行われていなかった。
【００１０】
　本発明はこのような従来技術の課題を解決するためになされたものである。本発明は、
複数の記録媒体間で映像データをダビング処理可能な記録再生装置において、ダビング処
理を他の処理の実行のために中断し、その後再開可能とすることを目的の１つとする。
【００１１】
　また、本発明の別の目的は、ダビング処理中であっても、新たな映像の記録が可能な記
録再生装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上述の目的は、第１の記録媒体に記録された動画ファイルを再生する再生手段と、第１
の記録媒体から再生された動画ファイルを第２の記録媒体に記録する記録手段と、第１の
記録媒体に記録された動画ファイルを指定する指定手段と、第１の記録媒体に記録された
動画ファイルのうち指定手段により指定された複数の動画ファイルを第１の記録媒体から
再生するよう再生手段を制御すると共に、再生された複数の動画ファイルを第２の記録媒
体に記録するよう記録手段を制御するダビング処理を実行する制御手段とを有し、制御手
段は、ダビング処理が中断された場合に、指定手段により指定された複数の動画ファイル
のうち第２の記録媒体への記録が開始されていない動画ファイルの削除または編集をでき
ないようにすることを特徴とする記録再生装置によって達成される。
【００１３】
　また、上述の目的は、第１の記録媒体に記録された動画ファイルを再生する再生手段と
、第１の記録媒体から再生された動画ファイルを第２の記録媒体に記録する記録手段と、
第１の記録媒体に記録された動画ファイルを指定する指定手段と、を有する記録再生装置
の制御方法であって、制御手段が、第１の記録媒体に記録された動画ファイルのうち指定
手段により指定された複数の動画ファイルを第１の記録媒体から再生するよう再生手段を
制御すると共に、再生された複数の動画ファイルを第２の記録媒体に記録するよう記録手
段を制御するダビング処理を実行する制御工程と、制御手段が、ダビング処理が中断され
た場合に、指定手段により指定された複数の動画ファイルのうち第２の記録媒体への記録
が開始されていない動画ファイルの削除または編集をできないようにする禁止工程とを有
することを特徴とする記録再生装置の制御方法によっても達成される。
【発明の効果】
【００１６】
　このような構成により、本発明によれば、複数の記録媒体間で映像データをダビング処
理可能な記録再生装置においてダビング処理を他の処理の実行のために中断し、その後再
開することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。
　図１は、本発明の実施形態に係る映像記録再生装置の一例としてのデジタルビデオカメ
ラの機能構成例を示すブロック図である。
　本実施形態のデジタルビデオカメラ１００は、第１の記録媒体の一例としてのハードデ
ィスクドライブ（ＨＤＤ）と、第２の記録媒体の一例としてのＤＶＤ(Digital Versatile
 Disc)の両方を利用可能である。本実施形態では、第２の記録媒体がリムーバブルメディ
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アであるが、固定メディアであっても良い。
【００１８】
　図１に示すように、デジタルビデオカメラ１００は、撮像部１０１、マイクロフォン１
０２、操作部１０３、システムコントロール部１０４、記録再生部１０５、メモリ１０６
、表示部１０７を有する。デジタルビデオカメラ１００はさらに、映像出力端子１０８、
音声出力端子１０９、記録系回路部１１０、再生系回路部１２０、ＨＤＤ１３０、ＤＶＤ
ドライブ１３１及び管理情報処理部１４０を有する。
【００１９】
　撮像部１０１は、レンズユニット１０１１や、撮像素子１０１２などから構成される。
レンズユニット１０１１は、固定レンズ、変倍レンズ、絞り、オートフォーカス機構など
から構成され、被写体からの反射光を集光し、被写体の光学像を撮像素子１０１２に結像
する。撮像素子１０１２はＣＣＤイメージセンサ、ＣＭＯＳイメージセンサ等の光電変換
デバイスであり、結像された被写体像を撮像信号に変換し、撮像部１０１の出力として出
力する。
【００２０】
　操作部１０３はユーザがデジタルビデオカメラに各種の指示を与えるためのスイッチ・
キーといった入力デバイスを含み、電源スイッチ、記録開始スイッチ、再生スイッチ、停
止スイッチなどが操作部１０３に含まれる。
【００２１】
　記録系回路部１１０は、画像信号処理部１１１、音声信号処理部１１２、画像データ符
号化部１１３、音声データ符号化部１１４、メタデータ生成部１１５、データ符号化処理
部１１６から構成される。また、再生系回路部１２０は、画像出力部１２１、音声出力部
１２２、画像データ復号化部１２３、音声データ復号化部１２４、データ復号化処理部１
２５、再生解析部１２６から構成される。
【００２２】
　ユーザは操作部１０３からメニュー画面を操作する等により、記録先または再生元とし
て、ＨＤＤ１３０またはＤＶＤドライブ１３１のいずれかを選択する。また、デジタルビ
デオカメラ１００が撮影又は再生を行っていないアイドル状態にあるとき、ユーザは任意
のタイミングで記録先及び再生元の設定を切り替えることができる。
【００２３】
（記録動作）
　次に、図１のデジタルビデオカメラ１００における記録（撮像）動作について説明する
。
　操作部１０３により記録モードがセットされている状態で、やはり操作部１０３の記録
開始スイッチが押下されると、システムコントロール部１０４は記録系回路部１１０を制
御して記録処理を開始する。
【００２４】
　システムコントロール部１０４は例えば図示しないＣＰＵにより制御プログラムを実行
して、各部を制御することにより各種処理を実現する。メモリ１０６はシステムコントロ
ール部１０４がデジタルビデオカメラ１００を制御する際のワーク領域として利用される
。
【００２５】
　撮像部１０１より得られた撮像信号は、記録系回路部１１０の画像信号処理部１１１へ
供給される。画像信号処理部１１１は撮像部１０１からの映像信号をＡ／Ｄ変換して画像
データとした後、ホワイトバランス処理や色補間処理などを行ない、画像データとして画
像データ符号化部１１３へ出力する。この際、画像信号処理部１１１は、必要に応じてサ
ブサンプリング等の処理も行なう。
【００２６】
　画像データ符号化部１１３は画像信号処理部１１１からの画像データをＭＰＥＧ２やＭ
ＰＥＧ４、ＪＰＥＧなどの規格に従って符号化し、データ符号化処理部１１６に出力する
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。また、画像データ符号化部１１３は一つのデータファイルの代表画像を示すサムネイル
画像を生成し、データ符号化処理部１１６に出力する。
【００２７】
　一方、マイクロフォン１０２からの音声データは音声信号処理部１１２に出力される。
音声信号処理部１１２はマイクロフォン１０２からの音声信号をデジタルデータに変換し
、更に、ノイズ抑圧や増幅等の処理を施し、音声データ符号化部１１４に出力する。音声
データ符号化部１１４は音声信号処理部１１２からの音声データをＭＰＥＧ２やＭＰＥＧ
４などの規格に従って符号化し、データ符号化処理部１１６に出力する。
【００２８】
　データ符号化処理部１１６は符号化された画像データと音声データとから、ＭＰＥＧ２
やＭＰＥＧ４、ＪＰＥＧなどの規格に従ったファイル形式に変換し、記録再生部１０５に
出力する。
【００２９】
　メタデータ生成部１１５は、撮影日時や絞り値、シャッタースピード、ホワイトバラン
スなどの撮影情報を示すデータ（メタデータ）を生成し、データ符号化処理部１１６に出
力する。
【００３０】
　データ符号化処理部１１６は、これらのメタデータと、画像データ符号化部１１３から
のサムネイル画像を、画像データ、音声データのファイルヘッダあるいはフッタに配置し
、記録再生部１０５に出力する。ヘッダにはこの他、ファイル名なども記録される。
【００３１】
　管理情報処理部１４０は、動画記録中またはその前後に、規格に準拠する管理情報を生
成するために必要な情報を記録系回路部１１０から随時取得し、記録した映像を管理およ
び制御するための管理情報を作成する。管理情報には、後述するダビング中断情報の他に
も、例えば、ディスクＩＤ、全映像データ数、再生時間、再生タイムマップ、管理番号、
映像や音声の圧縮符号化方式、テキストなどが含まれる。
【００３２】
　記録再生部１０５は記録系回路部１１０から出力されるデータと、管理情報処理部１４
０からの管理情報を、ＨＤＤ１３０またはＤＶＤドライブ１３１（ＤＶＤメディア１３１
ａ）のうち、指定されている一方に対して記録する。記録再生部１０５は、ＨＤＤ１３０
やＤＶＤメディア１３１ａに対するデータの書き込み、読み出しを管理するためのファイ
ルシステムを含む。
　管理情報は、必要に応じてメモリ１０６にも保持される。
【００３３】
（再生動作）
　次に、図１のデジタルビデオカメラ１００における再生動作について説明する。
　本実施形態のデジタルビデオカメラは、映像データを記録された順番に再生していくオ
リジナル再生モードと、ユーザが作成したプレイリストに従って再生するプレイリスト再
生モードのいずれかで再生を行う。
【００３４】
　プレイリストは、再生するシーンと再生順序をユーザが任意に設定したリストである。
なお、本明細書において、「シーン」とは、映像データの一部又は全体を表し、従って、
１つの映像データは１以上のシーンで構成される。各シーンには代表画像であるサムネイ
ル画像が対応付けられる。１つの映像データが複数のシーンで構成される場合、映像デー
タのヘッダには複数のサムネイル画像が、対応するシーンの時刻情報（例えば開始時刻、
継続時間）とともに格納される。本実施形態のデジタルビデオカメラは、「シーン」単位
で再生やダビング処理の対象を指定可能であるものとする。
　プレイリストはシーンの再生制御を行うための管理情報である。そのため、プレイリス
トの削除および編集（分割や結合）を行っても、映像データには何の影響もない。
【００３５】
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　ユーザは、操作部１０３を操作して任意に再生モードを切り替えることができる。なお
、オリジナル再生モードとプレイリスト再生モード以外の再生モードに対応してもよい。
例えば、日付別再生やイベント別再生など、ある条件に合致するシーンを再生するモード
に対応することができる。
　操作部１０３により再生モード（例えばオリジナル再生モード）がセットされると、シ
ステムコントロール部１０４は管理情報を例えばメモリ１０６から取得する。
【００３６】
　そして、システムコントロール部１０４は、取得した管理情報に基づいて再生系回路部
１２０を制御し、ＨＤＤ１３０またはＤＶＤメディア１３１ａに記録されている映像デー
タのサムネイル画像を表示部１０７に一覧表示させる。上述の様に、サムネイル画像は映
像データのファイルヘッダに記録されている。
【００３７】
　図２は、オリジナル再生モードでの一覧表示画面（インデックス表示画面）の例を示す
図である。
　インデックス表示画面２０１には、ＨＤＤ１３０またはＤＶＤメディア１３１ａに記録
されている映像データのシーンに対応したサムネイル画像２０２～２０７が表示される。
サムネイル画像２０２～２０７は、映像データの記録順に従って表示される。ユーザは、
操作部１０３を操作して任意のサムネイル画像を選択状態とし、例えば決定ボタン等を押
下することにより、指定したサムネイル画像を通知することができる。１画面内にサムネ
イル画像が表示しきれない場合、複数画面に渡って表示を行う。ユーザは、画面移動ボタ
ン２０８，２０９を操作することにより、複数画面を切り替えて表示させることができる
。
【００３８】
　システムコントロール部１０４は、指定されたサムネイル画像に対応するシーンから再
生を開始し、その後は記録順（即ち、インデックス表示画面２０１におけるサムネイル画
像の表示順）に映像データを再生するように再生系回路部１２０を制御する。
【００３９】
　再生系回路部１２０はサムネイル画像に対応するシーンを記録再生部１０５を通じてＨ
ＤＤ１３０又はＤＶＤドライブ１３１から読出す。そして、再生系回路部１２０は、読出
した映像データ内の画像データ、音声データを復号化して映像出力端子１０８、音声出力
端子１０９より出力すると共に、再生された映像を表示部１０７に表示する。
【００４０】
　より具体的には、再生系回路部１２０において、システムコントロール部１０４から再
生命令が再生解析部１２６に伝えられると、再生解析部１２６は再生のための動画像情報
を解析する。
【００４１】
　記録再生部１０５によりＨＤＤ１３０又はＤＶＤドライブ１３１から読出されたデータ
は、再生解析部１２６を通じてデータ復号化処理部１２５に供給される。データ復号化処
理部１２５は読出されたデータから、画像データと音声データを検出し、更に、ファイル
のヘッダ、フッタよりメタデータを検出する。そして、データ復号化処理部１２５は、画
像データを画像データ復号化部１２３に、音声データを音声データ復号化部１２４に出力
する。
【００４２】
　画像データ復号化部１２３はデータ復号化処理部１２５から出力された画像データを復
号化し、画像出力部１２１に出力する。画像出力部１２１は復号化された画像データを外
部モニタやその他外部機器にて処理するのに適した形式に変換し、映像出力端子１０８ま
たは表示部１０７の少なくとも一方に出力する。
【００４３】
　音声データ復号化部１２４はデータ復号化処理部１２５から出力された音声データを復
号化し、音声出力部１２２に出力する。音声出力部１２２は復号化された音声信号を外部
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機器にて処理するのに適した形式に変換し、音声出力端子１０９に出力する。
【００４４】
　図３はプレイリスト再生モードで表示されるインデックス表示画面の例を示す図である
。図３では、既に形成されたプレイリストの内容をサムネイル画像により一覧表示してい
る。プレイリストの作成は、例えばオリジナル再生モードにおけるインデックス表示画面
のような一覧表示画面から、再生したいシーンに対応するサムネイル画像を再生したい順
序に選択、指定することにより、容易に行うことができる。
【００４５】
　プレイリスト情報は、管理情報処理部１４０によって作成された後、記録再生部１０５
により所定のフォーマットに形成される。そして、ＨＤＤ１３０またはＤＶＤメディア１
３１ａにプレイリスト情報として記録される。図３に示すプレイリストの例では、図２に
おけるサムネイル画像２０５、２０２、２０７に対応するシーンが、左から順に再生する
ように指定されていることを示している。
【００４６】
　図４は、本実施形態のデジタルビデオカメラ１００の外観例を示す図であり、図１と同
じ構成要素には同じ参照数字を付した。
　同図において、１３１ａは、ＤＶＤドライブ１３１に対し、不図示の着脱機構により装
着、排出可能なＤＶＤメディアである。１０３ａは、図１における操作部１０３に含まれ
るスイッチの１つであり、電源ＯＮ／ＯＦＦ、記録モードと再生モードとを切り替えるた
めのモードダイヤルである。
【００４７】
（ダビング処理動作）
　以上の構成を有する本実施形態のデジタルビデオカメラにおけるダビング処理の動作に
ついて、図５に示すフローチャートを用いて説明する。なお、本明細書において、「ダビ
ング」とは、複数の記録媒体の１つに記録されている映像データを他の記録媒体に複製若
しくは移動するコピー又はムーブ操作を意味する。
【００４８】
　なお、ここでは、ダビング処理動作の一例として、ＨＤＤ１３０に記録されている映像
データを、ＤＶＤドライブ１３１に装着されたＤＶＤメディア１３１ａにダビング処理す
る場合の動作について説明する。
【００４９】
　本実施形態のデジタルビデオカメラにおいては、動作モードとして、ダビングモードを
有し、操作部１０３に含まれるモード選択ダイヤル等によりダビングモードが選択される
と、ダビングモードでの動作を開始する。
【００５０】
　ダビングモードでの動作を開始すると、システムコントロール部１０４は、ダビングリ
ストが作成済であるかどうかを、例えば記録再生部１０５を通じてＨＤＤ１３０を参照す
ることにより確認する（Ｓ４０１）。そして、作成済のダビングリストが無い場合、シス
テムコントロール部１０４は管理情報処理部１４０によるダビングリストの作成処理を行
なう（Ｓ４０２）。
【００５１】
　ここで、図６を参照して、ダビングリストの作成処理について説明する。
　まず、管理情報処理部１４０は、ダビングリストの作成初期画面５０２（図６）を表示
部１０７に表示させる。作成初期画面５０２は、ダビングリスト作成方法を選択するため
の画面である。本実施形態において、ユーザは、（１）全シーン、（２）ユーザが選択し
たシーン、（３）プレイリストに登録されているシーン、のいずれかをダビングリストに
登録する３通りの作成方法を選択することが可能である。
【００５２】
　（１）「全シーン」が選択された場合、管理情報処理部１４０は全シーンをダビングリ
ストに登録し、ダビング処理内容の確認画面５０５を表示部１０７に表示させる。確認画
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面５０５は、ダビングリストに登録されたシーンのサムネイル（ダビング処理内容を表す
情報）と、ダビング処理の予想所要時間、ダビング処理に必要な記録媒体の枚数等、ダビ
ング処理に関する情報をユーザに提供する。また、ユーザは、確認画面５０５において、
記録レートの設定なども可能である。
【００５３】
　（２）「シーン選択」が選択された場合、管理情報処理部１４０はシーン選択画面５０
３を表示部１０７に表示させる。
　シーン選択画面５０３は上下２段に分割されており、上段には選択可能なシーンのサム
ネイルを一覧表示する。図５の例では、一画面で全てのサムネイルを表示しきれないため
、左右にスクロール表示している状態を示している。
【００５４】
　上段に表示されたサムネイル画像がダビング処理対象として選択されると、管理情報処
理部１４０は、選択されたサムネイル画像に対応するシーンをダビングリストに登録する
。そして、選択されたサムネイル画像を、選択順に下段左から表示させる。従って、図５
の例では、２つのシーンがダビング処理対象として選択されている状態を示している。シ
ーン選択画面における「決定」ボタンが操作され、選択の決定が通知されると、管理情報
処理部１４０は、選択されたシーンをダビングリストに登録する。そして、管理情報処理
部１４０は確認画面５０５を表示部１０７に表示させる。
【００５５】
　（３）「プレイリスト選択」が選択された場合、管理情報処理部１４０はプレイリスト
選択画面５０４を表示部１０７に表示させる。
　プレイリスト選択画面５０４は、その時点で作成されているプレイリストを一覧表示す
る。図６の例では、３つのプレイリストが作成されている場合を示している。ユーザは、
一覧表示されたプレイリストから所望の１つを選択し、管理情報処理部１４０へ通知する
。管理情報処理部１４０は、通知されたプレイリストに登録されているシーンをダビング
リストに登録する。そして、管理情報処理部１４０は確認画面５０５を表示部１０７に表
示させる。
【００５６】
　このようにしてダビングリストが作成されると、管理情報処理部１４０は、ダビング処
理設定を行う（Ｓ４０３）。
【００５７】
　上述のように、確認画面５０５において、ユーザは、記録レートの設定、ディスク必要
枚数やダビング処理予想時間などの確認を行うことができる。確認画面５０５における「
ＮＧ」ボタンが操作された場合、管理情報処理部１４０は作成初期画面５０２を再度表示
し、ダビングリスト作成処理をやり直す。一方、確認画面５０５において、「ＯＫ」ボタ
ンが操作された場合、管理情報処理部１４０は、最終確認を行うためのダイヤログ画面５
０６を表示させる。ダイヤログ画面において、「キャンセル」ボタンが操作された場合、
管理情報処理部１４０はダイヤログ画面を消去する。一方、「決定」ボタンが操作された
場合、管理情報処理部１４０はその時点における設定内容に従ってダビング処理の内容を
確定し、ダビング処理を開始する（Ｓ４０４）。
【００５８】
　システムコントロール部１０４は、管理情報処理部１４０が生成したダビングリストに
従って、記録再生部１０５を通じてＨＤＤ１３０から映像データを読み込み（Ｓ４０５）
、再生系回路部１２０に供給する。再生系回路部１２０では、供給された映像データに対
して復号化処理を行なう（Ｓ４０６）。そして、復号結果を、ＤＶＤメディア１３１ａへ
の記録形式にするため、画像出力部１２１及び音声出力部１２２から画像信号処理部１１
１及び音声信号処理部１１２へ出力する。
【００５９】
　記録系回路部１１１では、復号化された画像及び音声をＤＶＤメディア１３１ａに記録
するために再符号化処理する（Ｓ４０７）。再符号化された画像及び音声信号は記録再生
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部１０５によって所定の形式にてＤＶＤドライブ１３１に装着されたＤＶＤメディア１３
１ａに記録される（Ｓ４０８）。
【００６０】
　なお、再符号化による映像データ形式の変換を行わずに、単なるデータのコピーを行う
場合、記録再生部１０５を通じてＨＤＤ１３０から読み込んだ映像データを、再生系回路
部１２０へ渡さずにＤＶＤドライブ１３１に転送すればよい。この場合、Ｓ４０６及びＳ
４０７の処理は行なわれない。
【００６１】
　システムコントロール部１０４は、ダビング処理中、処理の進捗状況をユーザに報知す
るための進捗画面５０７（図６）を表示部１０７に表示させる。進捗画面５０７にはユー
ザがダビング処理中断を指示するための中断ボタンが含まれる。
【００６２】
　また、システムコントロール部１０４は、所定時間単位または所定記録単位毎にダビン
グリストに登録されている動画像の記録が終了したかの確認を行い、ダビング処理が完了
したらダビングモードを終了する（Ｓ４０９）。ダビング処理が完了していない場合、シ
ステムコントロール部１０４は、ダビング中断要求が発行されていないかの確認を行う（
Ｓ４１０）。
【００６３】
　ダビング中断要求の発生要因は特に限定されないが、本実施形態においては、ダビング
処理よりも優先される処理の実行要求であるとする。具体的には、例えばダビング処理中
にモードダイヤル１０３ａの操作による記録モードへの切り替え（記録モードへの移行要
求）であってよい。あるいは、映像データの記録要求であってもよい。この他、ダビング
中断要求の発生要因としては、ユーザの中断指示、カメラの落下や振動によりダビング処
理が一旦停止された場合、バッテリー駆動時にバッテリー残量が低下し、ダビング処理が
継続できなくなった場合などを例示することができる。
【００６４】
　ダビング中断要求が発行されている場合、システムコントロール部１０４は、ダビング
処理を中断（停止）するかどうかをユーザに確認するための確認画面を表示部１０７に表
示させる。確認画面の例を図８に示す。
【００６５】
　確認画面においてユーザが「ダビング継続」ボタンを操作した場合、システムコントロ
ール部１０４は処理をＳ４０５へ戻し、ダビング処理を継続する。一方、確認画面におい
てユーザが「ダビング中断」ボタンを操作した場合、システムコントロール部１０４はダ
ビング中断処理を行なう（Ｓ４１１）。なお、ダビング中断要求の発生要因によっては、
ダビング処理の中断を確認する確認画面を表示せずに、直ちにダビング処理を中断しても
良い。例えば、記録モードへの切り替え操作が行われた場合には、撮影機会を逃さないよ
うに、直ちにダビング処理を中断させることができる。
【００６６】
　図７は、本実施形態におけるダビング中断処理の例を示すフローチャートである。
　まず、システムコントロール部１０４は、ダビング処理を中断する（Ｓ５０１）。そし
て、管理情報処理部１４０は、ダビング処理の再開に必要となる情報（ダビング中断情報
）を、例えばメモリ１０６に記憶する。ダビング中断情報の内容に特に制限はない。例え
ば、ダビングリストや記録レートなどのダビング処理設定情報、ダビング処理がどこまで
行なわれたのか（どこで中断したのか）を示す情報、記録先であるＤＶＤメディア１３１
ａを特定する情報（ディスクＩＤなど）などであってよい。ダビング処理の中断位置を示
す情報に制限はないが、例えば、ＤＶＤメディア１３１ａへ記録済のデータ量を、最小記
録単位（クラスタ）の数としてダビング処理の開始時点から計数し、中断時にこの計数値
を中断位置を示す情報として用いても良い。１クラスタ当たりのデータ量と計数値とから
、ＤＶＤメディア１３１ａへどこまで記録済であるのかを特定することができる。
【００６７】
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　次に、システムコントロール部１０４は、ダビング中断要求の発生要因となった、ダビ
ング処理よりも優先される処理を実行する（Ｓ５０３）。例えば記録モードへの切り替え
指示によりダビング処理を中断した場合、表示部１０７を電子ビューファインダとして機
能させるなど、デジタルビデオカメラを撮影スタンバイ状態にする。
【００６８】
　これにより、ユーザはダビング処理中であっても、新たな撮影、記録を行うことが可能
になる。その後、システムコントロール部１０４は、ユーザ操作に応じて上述した記録処
理を行なう。なお、ダビング処理を中断して記録モードへ移行した場合、図９に示すよう
に、電子ビューファインダとして機能する表示部１０７に、ダビング処理を中断したこと
を示すマーク９０１等の表示を行うこともできる。
【００６９】
　システムコントロール部１０４は、処理を実行しながら操作部１０３を監視し、所定時
間（一例として、５分）ユーザによる操作がない状態が続いたかどうかをチェックする。
例えば、記録処理が終了した後、あるいは記録処理が行なわれないまま、所定時間ユーザ
操作が行われない状態が継続すると、システムコントロール部１０４はダビングリストの
有無を確認する（Ｓ５０７）。
【００７０】
　システムコントロール部１０４は、ダビング中断情報、具体的にはダビングリストが存
在しなければ（即ち、ダビング処理が中断されていなければ）、処理をＳ５０３に戻す。
一方、システムコントロール部１０４は、ダビングリストが存在する場合には、ダビング
処理の再開要否をユーザに問い合わせる問い合わせ画面を表示部１０７に表示させる（Ｓ
５０９）。問い合わせ画面の例を図１０に示す。問い合わせ画面において、「再開しない
」ボタン６０２が操作された場合（Ｓ５１１，Ｎ）、システムコントロール部１０４は処
理を終了するかどうかユーザに確認し、終了しないとの指示があれば、処理をＳ５０３に
戻す。一方、終了する旨の指示があった場合、システムコントロール部１０４はデジタル
ビデオカメラの動作モードをダビングモードへ切り替え（Ｓ５１７）、ダビング中断処理
を終了して処理をＳ４１７（図５）へ進める。
【００７１】
　問い合わせ画面において、「ダビング再開」ボタン６０１が操作された場合（Ｓ５１１
，Ｙ）、システムコントロール部１０４はデジタルビデオカメラの動作モードをダビング
モードへ切り替える（Ｓ５１３）。そして、ダビング中断処理を終了して処理をＳ４１３
（図５）へ進める。このように、問い合わせ画面を介してダビング処理の再開が指示され
ると、システムコントロール部１０４はダビング処理を再開させる。
【００７２】
　図５のダビングモード動作の説明に戻る。
　Ｓ４０１においてダビングリストが存在する場合、システムコントロール部１０４はＳ
５０９と同様にして、中断中のダビング処理を再開するかどうかをユーザに問い合わせる
。ここで、再開指示があった場合、システムコントロール部１０４は、メモリ１０６から
ダビング中断情報を読み込む。
【００７３】
　システムコントロール部１０４は、ダビング中断情報から、ＤＶＤドライブ１３１に挿
入されているＤＶＤメディア１３１ａのディスクＩＤと、ダビング処理を中断した際に使
用していたＤＶＤメディアのディスクＩＤを比較する（Ｓ４１４）。
【００７４】
　そして、両者が一致している場合、ダビング中断情報に従ってダビング処理を再開し（
Ｓ４１５）、ダビング中断位置からＤＶＤメディア１３１ａへの記録を継続する（Ｓ４０
５）。一方、ディスクＩＤが一致しなかった場合、システムコントロール部１０４は、中
断したダビング処理に使用していたＤＶＤメディア１３１ａの挿入を促すエラーメッセー
ジを表示部１０７に表示する（Ｓ４１６）。
【００７５】
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　Ｓ４１２において、ユーザがダビング処理を再開しない旨の指示を行った場合、システ
ムコントロール部１０４は、ダビングリストを破棄するかどうかの問い合わせ画面を表示
部１０７に表示させる（Ｓ４１７）。
【００７６】
　そして、ダビングリストの破棄が指示された場合、システムコントロール部１０４はダ
ビングリストを削除する（Ｓ４１８）。また、この際、ダビング中断情報も併せて削除す
る。なお、ダビングリストを削除する場合、中断したダビング処理で使用していた記録媒
体（ＤＶＤメディア）が追記型メディアであった場合、記録済み部分が使用できなくなる
旨を、メッセージ表示などによりユーザに報知してもよい。また、同様に、書換え可能メ
ディアを使用していた場合には、記録メディアの再フォーマットを勧めるメッセージ表示
などを行っても良い。
【００７７】
　なお、本実施形態においては、中断したダビング処理の再開要否を、所定時間の操作が
ない場合や、ダビングモードへ移行した際にダビングリストが存在する場合に問い合わせ
る構成について説明した。しかし、記録モードから、再生モード等の他の動作モードへの
移行操作が行われた場合に問い合わせを行うようにしてもよい。また、ダビング先の記録
媒体であるＤＶＤメディア１３１ａがＤＶＤドライブ１３１から取り出され、その後再度
に装着された場合に問い合わせを行うように構成することもできる。この場合、ダビング
中断情報におけるメディアＩＤと装着されたメディアＩＤの一致を条件として問い合わせ
を行えばよい。
【００７８】
　このように、本実施形態によれば、ダビング処理中であっても、他の処理のためにダビ
ング処理を中断することが可能であり、また、中断したダビング処理の再開も容易に行う
ことができる。
【００７９】
　また、例えば記録モードへの切替えによってダビング処理を中断し、記録可能な状態に
移行することにより、ダビング処理中であっても、撮影機会を逃すことなく記録を行うこ
とが可能になる。また、記録処理後若しくは次回のダビングモードでの動作時にダビング
処理再開を行うか否かを問い合わせるので、ユーザは中断したダビング処理を確実に再開
することが可能となる。
【００８０】
（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
　第２の実施形態に係る映像記録再生装置は、ダビング中断中は、ダビングリストに登録
されているシーンに対応する映像データの削除および編集（分割や結合）を禁止する点を
特徴とする。
【００８１】
　これは、ダビング処理が中断されている状態で、ユーザがダビングリストに登録されて
いるシーンを含む映像データを削除したり編集（分割や結合）したりすると、ダビングリ
ストに基づくダビング処理の再開ができなくなるためである。
【００８２】
　図１１は、ダビングリストと、ダビング中断時の記録媒体の状態を模式的に示す図であ
る。
　ダビングリスト８０１には、シーン１、シーン２及びシーン３が登録されており、シー
ン２の途中でダビング処理が中断したものとする。なお、図１１では、ダビング処理の中
断位置がわかりやすいよう、ダビングリスト８０１の内容を模式的に示している。図１１
において、ダビング処理の中断時、ＤＶＤメディア１３１ａには、ダビング処理対象のシ
ーン１～３のうち、シーン１のみダビング処理が完了し、シーン２とシーン３はダビング
処理が未完了である。
【００８３】
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　この状態で、シーン２やシーン３に対応する映像データが削除または編集（分割や結合
）されてしまうと、ダビングリストの内容と映像データとの整合性が取れなくなってしま
う。そのため、ダビング中断情報に基づいたダビング処理の再開が不可能になる。従って
、本実施形態では、ダビング処理が未完了のシーン２及びシーン３に対応する映像データ
を、ダビング処理の完了若しくはダビング処理の取りやめが確定するまで削除および編集
禁止とする。
【００８４】
　なお、ここではダビングリストに登録されたシーンのうち、ダビング処理が未完了のシ
ーンに対応する映像データについてのみ、削除および編集を禁止するものとした。しかし
、ダビング処理が完了したシーンを含め、ダビングリストに登録されている全てのシーン
に対応する映像データを対象として、削除および編集を禁止しても良い。
【００８５】
　具体的には、まずダビング処理の開始時点（図５、Ｓ４０４）において、システムコン
トロール部１０４が、ダビングリストに登録されたシーンに対応する映像データに対し、
削除や編集を禁止する属性（保護属性）を付与する。
【００８６】
　そして、システムコントロール部１０４はダビング処理中に、ダビング処理の完了した
シーンに対応する映像データについて（同一映像データを構成する他のシーンがダビング
処理未完了でなければ）、保護属性を解除する。あるいは、上述したように、ダビング処
理が全て完了した後にまとめて保護属性を解除するようにしても良い。
【００８７】
　また、ダビング処理の開始時やダビング処理中には保護属性の付与、解除を行わず、ダ
ビング処理が中断された時点で保護属性を付与してもよい。この場合も、ダビング処理が
完了していないシーンに対応する映像データのみに保護属性を付与しても、ダビングリス
トに登録された全シーンに対応する映像データに保護属性を付与しても良い。保護属性の
解除は、再開されたダビング処理の進捗に応じてシーン単位で、若しくは全てのダビング
処理が完了された時点で一括して行っても良い。
【００８８】
　ここで、ダビング処理が中断された状態であるか否か、映像データがダビング処理未完
了であるか否かは、ダビング中断時に管理情報処理部１４０が生成するダビング中断情報
に基づいて判断することができる。
【００８９】
　本実施形態において禁止する削除や編集は、映像データそのものを対象とする削除や編
集である。上述したプレイリストのような、映像データそのものには影響を与えない管理
情報の削除や編集は、禁止しなくてもよい。
【００９０】
　図１２は、本実施形態に係るデジタルビデオカメラが、ダビング中断状態でオリジナル
再生モードで表示する画面の例及び、ユーザ操作に応じて表示する画面の例を示す図であ
る。
【００９１】
　動作モードがオリジナル再生モードにされた場合、システムコントロール部１０４はダ
ビング中断情報を参照し、ダビング中断中である場合には、その旨をユーザに報知する。
本実施形態では、オリジナル再生モードで表示するサムネイル画像の一覧表示画面におい
て、ダビングリストに登録されたシーンに対応するサムネイル画像に、ダビング中断中で
あることを示す表示を行う。
【００９２】
　図１２に示すように、一覧表示画面７０１には、中断されたダビング処理のダビングリ
ストに登録されたシーンに対応するサムネイル画像には、ダビング処理が中断されている
ことを示すダビング中断マーク７０６、７０７が付与されている。ダビング中断マーク７
０６、７０７を付与するサムネイル画像は、上述した保護属性の付与と同様、ダビングリ
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ストに登録された全シーンを対象に行っても良いし、ダビング処理が未完了のシーンのみ
を対象に行っても良い。
【００９３】
　ユーザが操作部１０３を操作して、ダビング中断マークの付加されているサムネイル画
像を選択して削除を指示したとする。この場合、システムコントロール部１０４は、削除
しようとしているシーンが中断中のダビング処理で使用中のため、削除できない旨を報知
する画面７０４を表示部１０７に表示させる。
【００９４】
　また、ユーザがデジタルビデオカメラの動作モードをダビングモードに変更した場合、
上述したように、システムコントロール部１０４は問い合わせ画面７０５を表示部１０７
に表示させる。なお、図１２の問い合わせ画面７０５は、図５のＳ４１２で表示するダビ
ング処理再開要否の問い合わせ画面と、Ｓ４１７で表示するダビングリスト削除要否の問
い合わせ画面を兼ねたものである。
【００９５】
　問い合わせ画面７０５において、ダビング処理再開が指示されると、システムコントロ
ール部１０４は上述したようにダビング処理を再開する（図５、Ｓ４１３～）。また、ダ
ビングリストの削除が指示されると、システムコントロール部１０４はダビングリストを
削除し（Ｓ４１８）、ダビング中断マーク７０６、７０７の表示を取りやめ、設定されて
いた保護属性を解除する。また、上述したように、ダビングリストが削除された場合には
、ＤＶＤメディアの記録方式に応じたメッセージを表示しても良い。
【００９６】
　一覧表示画面７０１の表示中にデジタルビデオカメラの電源ＯＦＦ操作がなされた場合
、システムコントロール部１０４は完了されていないダビング処理があることを知らせる
報知画面７０２を表示部１０７に数秒間表示した後、電源ＯＦＦ処理を行なう。電源ＯＮ
時にダビングリストが残っている場合には、同様の報知画面を数秒間表示してから初期画
面を表示するようにしても良い。
【００９７】
　中断されたダビング処理に用いていたＤＶＤメディア１３１ａがＤＶＤドライブ１３１
に装着されている場合、ＤＶＤメディア１３１ａの取り出しを禁止してもよい。この場合
、中断されたダビング処理に用いていたＤＶＤメディア１３１ａの取り出し操作が一覧表
示画面７０１の表示中に行われると、システムコントロール部１０４はメディアの取り出
しを禁止する旨の警告画面７０３を表示部１０７に表示させる。なお、メディアの取り出
し禁止は、ダビングリストが削除された場合には解除してよい。
【００９８】
　なお、ダビング処理が未完了のシーンに対応する映像データであることを承知の上でユ
ーザが削除や編集を希望する場合には、許可するように構成することもできる。この場合
、画面７０４において、ダビング処理の再開が出来なくなることを承知の上で削除や編集
を希望するかどうか問い合わせ、希望する旨の指示があれば削除や編集を許可すればよい
。削除や編集を許可した場合には、ダビングリストを削除し、ダビング処理再開不可にす
るか、削除または編集を行った映像データに係るシーンをダビングリストから除外する。
【００９９】
　このように、本実施形態によれば、ダビング処理が中断された場合、ダビングリストに
登録された全シーン若しくはダビング処理が未完了のシーンに対応する映像データの削除
及び編集を禁止する。これにより、ユーザが不用意にダビング処理未完了の映像データを
削除したり編集したりして、ダビング処理が再開（完了）不可能になることを防ぐことが
できる。また、ユーザに対してダビング処理が中断状態にあることを認識させ、ダビング
処理再開を促すことが可能となる。
【０１００】
（他の実施形態）
　前述した実施形態は、ＨＤＤからＤＶＤメディアへのダビング処理のみを説明したが、
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ＤＶＤメディアからＨＤＤへのダビング処理はもちろん、本発明はダビング元及びダビン
グ先の記録媒体に依存することなく適用可能である。なお、記録媒体は現在使用されてい
る半導体メモリカード、光ディスクはもとより、将来策定される規格に準じたものであっ
てもよい。
【０１０１】
　また、ダビング元とダビング先の記録媒体の両方が内蔵されているデジタルビデオカメ
ラについて説明したが、いずれか一方の記録媒体が外部接続されていても良い。例えば、
ＨＤＤを内蔵したデジタルビデオカメラにおいて、外部接続されたＤＶＤドライブに装着
されたＤＶＤメディアへのダビング処理する場合にも本発明を適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】本発明の実施形態に係る映像記録再生装置の一例としてのデジタルビデオカメラ
の機能構成例を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施形態に係るデジタルビデオカメラがオリジナル再生モードで表示す
る一覧表示画面（インデックス表示画面）の例を示す図である。
【図３】本発明の実施形態に係るデジタルビデオカメラがプレイリスト再生モードで表示
するインデックス表示画面の例を示す図である。
【図４】本発明の実施形態に係るデジタルビデオカメラの外観例を示す図である。
【図５】本発明の実施形態に係るデジタルビデオカメラにおけるダビング処理の動作を説
明するフローチャートである。
【図６】本発明の実施形態に係るデジタルビデオカメラにおけるダビングリスト作成処理
を説明する図である。
【図７】本発明の実施形態に係るデジタルビデオカメラにおけるダビング中断処理の動作
を説明するフローチャートである。
【図８】本発明の実施形態に係るデジタルビデオカメラが表示するダビング中断確認画面
の例を示す図である。
【図９】本発明の実施形態に係るデジタルビデオカメラがダビング処理を中断して記録モ
ードへ移行した際に行う、ダビング処理の中断を示すための表示の例を示す図である。
【図１０】本発明の実施形態に係るデジタルビデオカメラがダビング処理の再開要否をユ
ーザに問い合わせるために表示する画面の例を示す図である。
【図１１】本発明の実施形態に係るデジタルビデオカメラにおける、ダビングリストと、
ダビング中断時の記録媒体の状態を模式的に示す図である。
【図１２】本発明の実施形態に係るデジタルビデオカメラが、ダビング中断状態でオリジ
ナル再生モードで表示する画面の例及び、ユーザ操作に応じて表示する画面の例を示す図
である。
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