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(57)【要約】
【課題】　ユーザの使い勝手の良いレジューム再生機能
を実現する記録再生装置及びその制御方法を提供する。
【解決手段】　映像データの再生を中止した場合、再生
を中止した位置に関する情報を記録するとともに、再生
を中止した位置に基づく再生開始位置を指定する映像デ
ータの再生制御情報を生成する。映像データを他の記録
媒体へ記録する際には、レジューム情報として再生制御
情報も併せて記録する。
【選択図】　図３



(2) JP 2008-276899 A 2008.11.13

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１記録媒体に記録された映像データを再生する手段と、
　前記映像データの再生を中止した位置に関する情報を生成する手段と、
　前記再生を中止した位置に基づく再生開始位置を指定する前記映像データの再生制御情
報を生成する手段と、
　前記映像データと、前記映像データの再生制御情報とを、第２記録媒体に記録する手段
とを有することを特徴とする記録再生装置。
【請求項２】
　前記映像データの再生により、前記再生を中止した位置が変化した場合、前記再生を中
止した位置に関する情報と前記再生制御情報が指定する再生開始位置とを、前記変化した
位置に応じて更新する手段をさらに有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】
　前記映像データを構成するシーンをグループ化する手段をさらに有し、
　前記再生制御情報が、前記グループ毎に生成されることを特徴とする請求項１又は請求
項２記載の記録再生装置。
【請求項４】
　前記第２記録媒体への前記映像データの記録が、前記グループ毎に行われ、記録される
グループに対応する再生制御情報が第２記録媒体へ記録されることを特徴とする請求項３
記載の記録再生装置。
【請求項５】
　前記第２記録媒体が着脱可能な記録媒体であり、前記再生制御情報がプレイリスト又は
プログラムチェーンであることを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載
の記録再生装置。
【請求項６】
　被写体の光学像を撮像し、前記映像データを生成して前記第１記録媒体に記録する手段
をさらに有することを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の記録再生
装置。
【請求項７】
　第１記録媒体に記録された映像データを再生するステップと、
　前記映像データの再生を中止した位置に関する情報を生成するステップと、
　前記再生を中止した位置に基づく再生開始位置を指定する前記映像データの再生制御情
報を生成するステップと、
　前記映像データと、前記映像データの再生制御情報とを、第２記録媒体に記録するステ
ップ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８】
　第１記録媒体から映像データを再生する手段と、
　前記映像データの再生を中止した位置に関する情報を生成する手段と、
　前記再生の中止位置から所定の順序で前記映像データを再生するよう前記映像データの
再生手順を制御する再生制御情報を生成する手段と、
　前記映像データと、前記再生制御情報とを、第２記録媒体に記録する手段とを有するこ
とを特徴とする記録再生装置。
【請求項９】
　前記再生する手段は前記所定の順序で前記映像データを再生するための再生制御情報に
従って前記映像データを再生し、前記再生制御情報を生成する手段は、前記再生の停止位
置に基づいて前記再生制御情報の内容を更新し、前記記録する手段は前記更新された再生
制御情報を前記第２記録媒体に記録することを特徴とする請求項８記載の記録再生装置。
【請求項１０】
　前記記録する手段は、前記再生制御情報により特定された前記映像データと前記再生制
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御情報とを前記第２記録媒体に記録することを特徴とする請求項８または請求項９記載の
記録再生装置。
【請求項１１】
　前記第１記録媒体に記録された映像データは複数のグループにグループ化されており、
前記グループ毎に前記再生制御情報を生成することを特徴とする請求項８乃至請求項１０
のいずれか１項に記載の記録再生装置。
【請求項１２】
　第１記録媒体から映像データを再生するステップと、
　前記映像データの再生を中止した位置に関する情報を生成するステップと、
　前記再生の中止位置から所定の順序で前記映像データを再生するよう前記映像データの
再生手順を制御する再生制御情報を生成するステップと、
　前記映像データと、前記再生制御情報とを、第２記録媒体に記録するステップとを有す
ることを特徴とする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、特に再生制御情報を生成可能な記録
再生装置及びその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、動画像の記録再生が可能な記録再生装置において、動画像を再生中に再生停止指
示があった場合、再生停止位置を記憶しておき、どの動画像を次回再生する際には、記憶
しておいた再生停止位置から再生を開始するレジューム再生機能が知られている。
【０００３】
　例えば、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）を備えたＤＶＤレコーダでは、ＤＶＤの再
生を途中で停止した場合、ＤＶＤメディアの識別情報（メディアＩＤ）と、再生停止位置
に関する情報（レジューム情報）とを対応付けて内蔵ＨＤＤに保存する。これにより、Ｄ
ＶＤメディアが一旦取り出されても、次回再生時にはレジューム情報に基づいて前回の続
きを再生することが可能である（特許文献１参照）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－２０６７８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、例えば特許文献１に記載のように、リムーバブルメディアの識別情報とレジュ
ーム情報とを対応付けてＨＤＤに記憶して保存しても、レジューム情報はリムーバブルメ
ディアと独立しているので、他の装置はレジューム情報を利用することが出来ない。
【０００６】
　従って、部屋にある記録再生装置で動画像を途中まで再生し、この動画像が記録された
リムーバブルメディアを他の装置、例えばポータブルプレーヤや車載プレーヤで再生した
場合には、最初から再生される。
【０００７】
　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、ユーザの使い勝手の良いレジューム再生機能を実現する記録再生装置及びそ
の制御方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述の目的は、第１記録媒体に記録された映像データを再生する手段と、映像データの
再生を中止した位置に関する情報を生成する手段と、再生を中止した位置に基づく再生開
始位置を指定する映像データの再生制御情報を生成する手段と、映像データと、映像デー
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タの再生制御情報とを、第２記録媒体に記録する手段とを有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。
【０００９】
　また、上述の目的は、第１記録媒体に記録された映像データを再生するステップと、映
像データの再生を中止した位置に関する情報を生成するステップと、再生を中止した位置
に基づく再生開始位置を指定する映像データの再生制御情報を生成するステップと、映像
データと、映像データの再生制御情報とを、第２記録媒体に記録するステップとを有する
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。
【００１０】
　また、上述の目的は、第１記録媒体から映像データを再生する手段と、映像データの再
生を中止した位置に関する情報を生成する手段と、再生の中止位置から所定の順序で映像
データを再生するよう映像データの再生手順を制御する再生制御情報を生成する手段と、
映像データと、再生制御情報とを、第２記録媒体に記録する手段とを有することを特徴と
する記録再生装置によっても達成される。
【００１１】
　また、上述の目的は、第１記録媒体から映像データを再生するステップと、映像データ
の再生を中止した位置に関する情報を生成するステップと、再生の中止位置から所定の順
序で映像データを再生するよう映像データの再生手順を制御する再生制御情報を生成する
ステップと、映像データと、再生制御情報とを、第２記録媒体に記録するステップとを有
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】
【００１２】
　このような構成により、本発明によれば、ユーザの使い勝手の良いレジューム再生機能
を実現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】
【００１３】
　以下、添付図面を参照して、本発明の好適な実施形態について説明する。
　図１は、本発明の実施形態に係る記録再生装置の一例としてのデジタルビデオカメラの
構成例を示すブロック図である。
【００１４】
　図１において、制御部１００は、デジタルビデオカメラの各部を制御し、後述する再生
処理を含めた各種の動作を実現する。制御部１００は、図示しないＣＰＵと、ＣＰＵが実
行するプログラムを格納するＲＯＭと、ＣＰＵがプログラムの実行時に用いるＲＡＭとを
備えている。そして、ＣＰＵがＲＯＭに格納されたプログラムを実行することにより、デ
ジタルビデオカメラ全体の動作を制御する。
【００１５】
　撮像部１２０は、図示しないレンズ、絞り、撮像素子、Ａ／Ｄ変換器などを備え、被写
体光学像を撮像し、被写体光学像を表すデジタルデータ（カメラ信号）を出力する。撮像
部１２０はまた、マイクを備えていても良い。この場合、撮像部１２０は音声信号も出力
する。
【００１６】
　カメラ信号処理部１０１は、撮像部１２０の出力するカメラ信号に所定の信号処理を施
し、規格に準拠した映像信号に変換する。信号圧縮伸長処理部１０２は、カメラ信号処理
部１０１が出力する映像信号を、記録形式によって定められた方式で圧縮符号化する。圧
縮符号化方式としては、例えばＭＰＥＧ２方式、ＭＰＥＧ４方式などがある。また、音声
信号については、動画像と異なる方式で圧縮符号化しても良い。音声信号の圧縮符号化方
式としては、例えばＭＰ３方式、ＡＡＣ方式、Ｇ．７２６方式などがある。
【００１７】
　信号圧縮伸長処理部１０２はまた、符号化した動画像及び音声データから、記録形式に
応じたデータフォーマットを有するデータファイル（映像データ）を生成する処理も行な
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う。この際、後述する管理情報などの付加情報を、必要に応じて映像データの所定領域に
含めたり、映像データと対応付けされた管理情報ファイルとして生成するなどの処理を行
なう。
【００１８】
　さらに、信号圧縮伸長処理部１０２は、第１または第２記録媒体１０７または１０９か
ら読み出した映像データに復号化処理を適用し、表示部１３０や外部に接続される表示装
置にて視聴可能な映像及び音声信号を出力する。
【００１９】
　管理情報処理部１０５は、映像データの管理情報を作成する。映像データの管理情報と
しては、ファイルサイズ、ファイル名、記録開始時刻、記録終了時刻、記録時間などの情
報が含まれる。管理情報処理部１０５はまた、レジューム情報として用いる再生制御情報
（後述）を管理情報の１つとして生成する。
【００２０】
　第１記録再生制御部１０６は、例えば第２記録媒体よりも大容量の内蔵ＨＤＤである第
１記録媒体１０７の記録再生を制御する。
　第２記録再生制御部１０８は、例えば着脱可能な記録媒体の一例としてのメモリカード
である第２記録媒体１０９の記録再生を制御する。
【００２１】
　このように、本実施形態では、第１記録媒体１０７が固定記録媒体、第２記録媒体１０
９が着脱可能な記録媒体であるとする。しかし、少なくとも一方が着脱可能な記録媒体で
あればよい。また、必ずしも２つの記録媒体を取り扱いできなくても良い。
【００２２】
　第１及び第２記録再生制御部１０６及び１０８は、第１及び第２記録媒体１０７及び１
０９に、管理情報の少なくとも一部を含む管理情報ファイルと、映像データとを関連付け
て記録する。管理情報ファイルは、映像データ中に管理情報の全てを含める場合には必要
ない。
【００２３】
　ビットマップ処理部１１０は、映像データの代表静止画、例えばサムネイル画像を生成
する。また、映像データが複数のシーン（後述）から構成される場合には、シーン毎に代
表静止画を生成しても良い。代表静止画は管理情報の１つとして、管理情報処理部１０５
によって取り扱われる。操作部１１１は、ボタン、ダイヤル、キー、タッチパネル等の入
力デバイスを含み、ユーザは、これら入力デバイスを操作することにより、デジタルビデ
オカメラに対して各種の指示を与える。操作部１１１の操作内容は制御部１００へ通知さ
れ、制御部１００は、操作内容に応じて各部を制御し、ユーザの指示に従った動作を実現
する。
【００２４】
　次に、図２を参照して、本実施形態のデジタルビデオカメラが生成する再生制御情報の
一例としてのプレイリストについて説明する。
　プレイリストは、ある記録媒体中に記録された映像データの再生手順を示し、再生装置
における再生手順を制御する再生制御情報である。プレイリストは、例えば、シーンを特
定する情報と、そのシーン内の再生区間を特定する情報（例えばシーンの先頭を基準とし
た再生開始時刻、再生終了時刻）の集合体である。これにより、映像データの所定の区間
を所定の順序で再生するように制御することができる。
【００２５】
　なお、映像データは１つ又は複数のシーンで構成される。シーンの定義は任意であるが
、例えば、一時停止せずに連続して撮影された一連の動画像をシーンとしても良いし、場
面が変化したと判別される画像フレームを先頭とした一連の動画像をシーンとしても良い
。なお、図２においては、記録媒体中に５つのシーンが記録されており、シーン１～５の
順に記録されたものとする。
【００２６】
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　本実施形態では、レジューム情報として、再生を再開すべき位置（例えば再生の中止位
置）を再生開始位置として規定する再生制御情報を生成し、記録する。そして、映像デー
タを他の記録媒体にコピー又はムーブする際には、対応する再生制御情報も併せて記録す
る。そのため、他の記録媒体にコピー又はムーブした映像データを他の機器で再生する場
合でも、再生制御情報に従って再生することにより、レジューム再生が実現できる。
【００２７】
　本実施形態のデジタルビデオカメラは、図２（Ａ）～（Ｃ）に示すように、３種類のプ
レイリストを生成可能である。
　図２（Ａ）に示す「撮影順」プレイリストは、第２記録媒体に記録された映像データを
構成するシーンを、撮影した順に時系列で順次再生する一般的な再生処理に対応するプレ
イリストである。
【００２８】
　このようなプレイリストに従った再生が指示されると、プレイリストを解釈可能な再生
装置は、シーン１の先頭から再生を開始し、シーン１の最後まで再生が終わるとシーン２
の先頭から再生を開始するといったように、シーン５の最後まで順次再生する。
【００２９】
　また、あるシーン（例えばシーン１）を再生中に次シーンの再生が指示されると、再生
中だったシーンの残りは再生せずに、直ちにプレイリスト中の次のシーン（シーン２）の
最初から再生を開始する。
【００３０】
　本実施形態のデジタルビデオカメラは、さらに、ある条件によりシーンをグループ化し
たプレイリストを生成可能である。
　図２（Ｂ）に示す「日付別」プレイリストは、シーン１から５を、同一撮影日に撮影さ
れたことを条件としてグループ化したプレイリストである。グループや、各グループに属
するシーンはそれぞれ時系列に並べられる。
【００３１】
　例えばシーン１～５のうち、日付１にシーン１と２が、日付２にシーン３が、日付３に
シーン４と５が撮影されていたとすると、図２（Ｂ）に示すような各日付に対応した３つ
のプレイリストが生成される。
【００３２】
　このようなプレイリストを利用した再生処理では、まず、日付１～３に対応する３つの
プレイリストがユーザに提示される。そして、日付単位での再生指示（例えば日付１）が
あれば、その日付に関連付けられたシーン（シーン１、２）を順次再生する。あるシーン
（例えばシーン１）の再生中に、次のシーンの再生が指示された場合には、同じ日付に属
する次のシーン（シーン２）の先頭から再生を開始する。
【００３３】
　図２（Ｃ）に示す「行事別」プレイリストは、グループ化の条件が、撮影日ではなく行
事別である点が、日付別プレイリストと異なる。
　各シーンに対する行事名の設定方法に特に制限はなく、撮影後にユーザが操作部１１１
を操作して付加する方法であっても良いし、撮影モードなどに応じて撮影時にデジタルビ
デオカメラが自動的に付加する方法であっても良い。
【００３４】
　ここでは、シーン１、２に対して「運動会」というキーワードが、シーン３～５に対し
て「キャンプ」というキーワードが設定されているものとする。従って、運動会に対応し
たプレイリストと、キャンプに対応したプレイリストが生成される。行事別プレイリスト
を利用した再生は、日付別プレイリストと同等であるため説明を省略する。
【００３５】
　なお、行事別プレイリストは、デジタルビデオカメラを用いてユーザが生成することも
可能である。この場合、例えば行事名の入力と、その行事名に対応するシーンをシーン１
～５の中から選択する操作をユーザが行えばよい。これら操作は操作部１１１を用いて行
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うことができる。
【００３６】
　本実施形態のデジタルビデオカメラは、プレイリストに従った再生を行い、再生が途中
で中止されると、中止位置の変化に応じて、再生に用いていたプレイリストの再生開始位
置を更新する。本明細書においては、プレイリストのうち、レジューム情報として利用す
るプレイリストを、特にレジュームプレイリストと呼ぶことがある。なお、レジュームプ
レイリストの再生開始位置（再生再開位置）は、再生中止位置であってもよいし、再生中
止位置の次のフレームに対応する位置であってもよい。また、再生中止時には、レジュー
ムプレイリストの更新に加え、レジューム情報として、シーンと再生再開位置を特定する
情報をプレイリスト毎に記録する。従って、例えば日付別プレイリストであれば、日付１
、日付２、日付３のそれぞれに独立したレジュームプレイリストとレジューム情報が記録
される。
【００３７】
　次に、図４に示すフローチャートを用いて、本実施形態のデジタルビデオカメラの再生
時の処理について説明する。
　例えば操作部１１１の操作により、動作モードが再生モードに切り替えられたり、再生
モードの状態で電源が投入されると、図４に示す処理が制御部１００により実行される。
ここで、本実施形態では、再生モードにおける再生対象の記録媒体がデフォルトで第１記
録媒体１０７（内蔵ＨＤＤ）であるものとする。
【００３８】
　まず、Ｓ４０１において制御部１００は、例えば表示部１３０に表示方法の選択画面を
表示し、第１記録媒体１０７内の映像データの表示方法をユーザに選択させる。ここでは
、表示方法として、（Ａ）撮影順、（Ｂ）日付別、（Ｃ）行事別のいずれかが選択可能で
あるものとするが、他の任意の表示方法を選択可能とすることができる。
【００３９】
　操作部１１１を通じて表示方法の選択指示が入力されると、制御部１００はどの表示方
法が選択されたか判別する（Ｓ４０２及びＳ４１０）。
　ここで、日付別表示が選択された場合、制御部１００は第１記録媒体１０７に記録され
ている映像データを撮影日付によりグループ化し、日付別表示画面を生成して表示部１３
０に表示する。日付別表示画面の形式は、ユーザが日付を選択可能であればどのようなも
のであってもよいが、例えば、第１記録媒体１０７に記録されている映像データの撮影日
の一覧表示画面であってよい。制御部１００は、日付別表示画面を介してユーザから再生
指示があるのを待つ（Ｓ４０４）。
【００４０】
　ユーザは、操作部１１１を操作して日付別表示画面から再生を希望する撮影日を選択し
、操作部１１１に含まれる再生ボタンを押下する。制御部１００は、日付別表示画面で選
択されている日付に対応するレジューム情報を第１記録媒体１０７から取得する（Ｓ４０
５）。なお、レジューム情報は、再生を開始すべきシーン（若しくは映像データ）と再生
再開位置を特定可能な情報であれば、どのような形式であっても良い。
【００４１】
　また、制御部１００は、日付別のプレイリストが存在するか否か、第１記録媒体１０７
を調べる。そして、プレイリストが無ければ、制御部１００は、管理情報処理部１０５を
用い、図２（Ｂ）に示したような日付毎のプレイリストを作成する。
【００４２】
　Ｓ４０６において、制御部１００は、取得したレジューム情報に基づいて再生を開始す
る。なお、Ｓ４０５においてレジューム情報が存在しなかった場合、制御部１００は、指
定された日付の最初のシーン（例えば撮影時刻が最も早いシーン）の先頭から再生を開始
する。
【００４３】
　制御部１００は、Ｓ４０７において操作部１１１を介した再生停止（一時停止（ポーズ
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）ではない）の指示が入力されるか、プレイリスト中の全シーンの再生が終了するまで、
再生を継続する。再生中、例えば操作部１１１が有する停止ボタンが押下されることによ
り再生停止の指示が入力されると、制御部１００は、対応するレジューム情報を、新しい
再生開始位置を特定する情報に更新する（Ｓ４０８）。
【００４４】
　そして、制御部１００は、対応するプレイリストも更新する（Ｓ４０９）。ここで、本
実施形態のデジタルビデオカメラは、上述したように、プレイリストをレジューム情報と
して利用するので、プレイリストの再生開始位置が、レジューム再生時の再生開始位置と
なるように更新する。
【００４５】
　なお、再生を開始した後、再生停止の指示が無く選択された日付のプレイリストの最後
のシーンまで再生した場合には、その時点で自動的に再生を停止する。このとき、制御部
１００は、Ｓ４０８でレジューム情報を削除し、また、Ｓ４０９でレジュームプレイリス
トを削除する。
【００４６】
　次に、制御部１００は、電源オフされたか、又は他のモードへの移行が指示されたかど
うかを判定する（Ｓ４２８）。そして、指示がなければＳ４０１へ処理を戻す。一方、そ
れらの指示があれば、再生モードの処理を終了する。
【００４７】
　図３は、再生時の停止位置とレジュームプレイリストの例を模式的に示す図である。
　ここでは、プレイリストを、プレイリストが指定する再生処理の内容によって表してい
るが、実際はプレイリストに含まれるシーンと、再生開始位置を含む再生区間を特定する
情報が含まれているだけで、映像データ自体はプレイリストに含まれない。また、ここで
はレジューム情報における再生開始位置が、再生中止位置と等しい場合について説明する
。しかし、上述の通り、再生開始位置は再生中止位置のフレームの次のフレームに対応す
る位置であっても良い。
【００４８】
　例えば、図４の処理において、日付１の再生が指示され、日付１の最初のシーン１の先
頭から再生が開始され、３分３０秒再生された時点で再生停止の指示があったとする。
　この場合、図３（Ｂ）に示すように、日付１に対応するレジューム情報は、シーン１の
３分３０秒を特定する情報となる。また、日付１に対応するレジュームプレイリストは、
シーン１の３分３０秒の位置から再生を開始し、シーン１に引き続いてシーン２全体の再
生を行うことを指定するプレイリストになるように更新される。
【００４９】
　上述のように、本実施形態ではプレイリスト毎にレジューム情報を記録するので、日付
別再生において、異なる日付が指定された場合には、その日付に対応したレジューム情報
が記録される。さらに、プレイリスト自体も更新される。
【００５０】
　例えば、日付３の再生が指示された場合には、日付３のプレイリストに従ってシーン４
の先頭から再生が開始される。そして、シーン４の再生が終了し、次のシーン５の先頭か
ら１分３０秒のところまで再生した時点で再生停止の指示があったとする。この場合、日
付３のレジューム情報は、シーン５の１分３０秒を示す情報となり、日付３のレジューム
プレイリストは、シーン５の１分３０秒の位置からシーン５の最後までの再生を指定する
ように更新される（図３（Ｂ））。
【００５１】
　なお、レジュームプレイリストには、通常のプレイリストと区別するための情報を含め
ることもできる。具体的には、プレイリスト中の所定の領域、例えばメーカ固有情報の利
用が可能な領域に、レジュームプレイリストであることを示す情報を含めておくことがで
きる。
【００５２】
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　従って、レジュームプレイリストを理解する再生装置であれば、レジュームプレイリス
トが存在する場合にレジューム再生のメニューを自動的にユーザに提示するといった制御
を行うことが可能である。
【００５３】
　図４の説明に戻り、ユーザが行事別表示を指定した場合（Ｓ４１０）、制御部１００は
第１記録媒体１０７に記録されている映像データを行事（キーワード）によりグループ化
し、行事別表示画面を生成して表示部１３０に表示する（Ｓ４１１）。行事別表示画面の
形式は、ユーザが行事（キーワード）を選択可能であればどのようなものであってもよい
が、例えば、第１記録媒体１０７に記録されている映像データに付与されたキーワードの
一覧表示画面であってよい。制御部１００は、日付別表示画面を介してユーザから再生指
示があるのを待つ（Ｓ４１２）。
【００５４】
　ユーザは、操作部１１１を操作して行事別表示画面から再生を希望する行事（キーワー
ド）を選択し、操作部１１１に含まれる再生ボタンを押下する。制御部１００は、行事別
表示画面で選択されている行事に対応するレジューム情報を第１記録媒体１０７から取得
する（Ｓ４１３）。
【００５５】
　また、制御部１００は、行事別のプレイリストが存在するか否か、第１記録媒体１０７
を調べる。そして、プレイリストが無ければ、制御部１００は、管理情報処理部１０５を
用い、図２（Ｃ）に示したような行事（キーワード）毎のプレイリストを作成する。
【００５６】
　Ｓ４１４において、制御部１００は、取得したレジューム情報に基づいて再生を開始す
る。なお、Ｓ４１３においてレジューム情報が存在しなかった場合、制御部１００は、指
定された日付の最初のシーン（例えば撮影時刻が最も早いシーン）の先頭から再生を開始
する。
【００５７】
　制御部１００は、Ｓ４１５において操作部１１１を介した再生停止（一時停止（ポーズ
）ではない）の指示が入力されるか、プレイリスト中の全シーンの再生が終了するまで、
再生を継続する。再生中、例えば操作部１１１が有する停止ボタンが押下されることによ
り再生停止の指示が入力されると、制御部１００は、対応するレジューム情報を新しい再
生開始位置を特定する情報に更新する（Ｓ４１６）。そして、制御部１００は、対応する
プレイリストも更新する（Ｓ４１７）。
【００５８】
　次に、制御部１００は、電源オフされたか、又は他のモードへの移行が指示されたかど
うかを判定する（Ｓ４２８）。そして、指示がなければＳ４０１へ処理を戻す。一方、そ
れらの指示があれば、再生モードの処理を終了する。
【００５９】
　図３（Ｃ）に、行事別レジュームプレイリストとレジューム情報の具体例を示す。ここ
では、「運動会」と「キャンプ」をキーワードとしてシーンをグループ化したプレイリス
トが設けられる。そして、日付別プレイリストと同様にして、キーワード毎にレジューム
情報が記録され、かつプレイリストが生成される。
【００６０】
　最後に、表示方法として撮影順表示が選択された場合の処理を説明する。
　撮影順表示の場合、日付別表示や行事別表示と異なり、対応するレジューム情報は１つ
である。そのため、制御部１００は直ちに撮影順表示に対応するレジューム情報を第１記
録媒体から取得する（Ｓ４１９）。
【００６１】
　また、制御部１００は、撮影順のプレイリストが存在するか否か、第１記録媒体１０７
を調べる。そして、プレイリストが無ければ、制御部１００は、管理情報処理部１０５を
用い、図２（Ａ）に示したような撮影順のプレイリストを作成する。
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【００６２】
　制御部１００は、Ｓ４２０で、再生開始点が含まれるシーンを特定する情報を、選択さ
れた状態で表示部１３０に表示させる（撮影順表示画面）。例えば、再生開始点が含まれ
るシーンの代表画像を表示しても良いし、再生開始点に対応する動画像フレームからビッ
トマップ処理部１１０を用いてサムネイル画像を生成させ、再生開始点の画像を表示して
も良い。ここで、選択された状態で表示する理由は、撮影順の再生においては、日付別表
示や行事別表示と異なり、選択肢が１つしか存在しないためである。
【００６３】
　制御部１００は、撮影順表示画面を介してユーザから再生指示があるのを待つ（Ｓ４２
１）。
　Ｓ４２３において、制御部１００は、Ｓ４２０で取得したレジューム情報に基づいて再
生を開始する。なお、Ｓ４２０においてレジューム情報が存在しなかった場合、制御部１
００は、撮影時刻が最も早いシーンの先頭から再生を開始する。
【００６４】
　制御部１００は、Ｓ４２４において操作部１１１を介した再生停止（一時停止（ポーズ
）ではない）の指示が入力されるか、プレイリスト中の全シーンの再生が終了するまで、
再生を継続する。再生中、例えば操作部１１１が有する停止ボタンが押下されることによ
り再生停止の指示が入力されると、制御部１００は、対応するレジューム情報を新しい再
開開始位置を特定する情報に更新する（Ｓ４２６）。そして、制御部１００は、対応する
プレイリストも更新する（Ｓ４２７）。
【００６５】
　次に、制御部１００は、電源オフされたか、又は他のモードへの移行が指示されたかど
うかを判定する（Ｓ４２８）。そして、指示がなければＳ４０１へ処理を戻す。一方、そ
れらの指示があれば、再生モードの処理を終了する。
　図３（Ａ）に、シーン２の２分３０秒の位置で再生が停止した場合の撮影順レジューム
情報と撮影順レジュームプレイリストの例を示す。
【００６６】
　このように、本実施形態のデジタルビデオカメラは、再生停止時に、レジューム情報を
プレイリスト毎に記録するだけでなく、レジューム情報に対応した位置からの再生を開始
するように指定したプレイリストを記録する。
【００６７】
　図５は、第１記録媒体１０７である内蔵ＨＤＤから第２記録媒体１０９であるメモリー
カードへ映像データをコピーする際の処理を説明するフローチャートである。
　Ｓ５０１において、制御部１００は、例えば操作部１１１を通じたメニュー画面等の操
作により、第１記録媒体１０７から第２記録媒体１０９へのコピー処理の実行が指示され
たか判断する。制御部１００は、指示があった場合にはＳ５０２へ処理を移し、指示がな
ければ処理を終了する。
【００６８】
　Ｓ５０２において制御部１００は、図４におけるＳ４０１と同様に、表示方法の選択画
面を表示部１３０に表示させる。
　操作部１１１を通じて表示方法の選択指示が入力されると、制御部１００はどの表示方
法が選択されたか判別する（Ｓ５０３及びＳ５０８）。
【００６９】
　ここで、日付別表示が選択された場合、制御部１００はＳ４０４と同様にして、日付別
表示画面を生成して表示部１３０に表示する（Ｓ５０４）。制御部１００は、日付別表示
画面を介してユーザからコピー指示があるのを待つ（Ｓ５０５）。
【００７０】
　ユーザは、操作部１１１を操作して日付別表示画面からコピーを希望する撮影日を選択
し、操作部１１１に含まれるコピーボタンを押下する。
　制御部１００は、コピーボタンの押下に応じて、日付別表示画面において選択された撮
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影日に対応するシーンを含む映像データと対応する管理情報ファイルを、第１記録再生制
御部１０６を通じて第１記録媒体１０７から読み出す。そして、第２記録再生制御部１０
８を通じて第２記録媒体１０９へ書き込む（Ｓ５０６）。
【００７１】
　次に、制御部１００は、ユーザが選択した撮影日に対応するレジュームプレイリストを
第１記録媒体から第１記録再生制御部１０６を通じて読み出す（Ｓ５０７）。なお、ユー
ザが選択した撮影日に対応するプレイリストに従った再生が行われていない場合、レジュ
ームプレイリストは通常のプレイリストと変わらず、撮影日でグループ化された最初のシ
ーンの先頭からの再生を指定する内容を有する。また、指定された撮影日に対応するプレ
イリストが存在しない場合、制御部１００は管理情報処理部１０５を用い、指定された撮
影日のプレイリストを生成させ、そのプレイリストをレジュームプレイリストとして用い
る。
【００７２】
　Ｓ５１７において制御部１００は、取得したレジュームプレイリストを、必要に応じて
、コピー先の記録媒体（第２記録媒体１０９）から映像データを再生するための規格に応
じた形式のプレイリストに変換あるいは編集する。例えば、第２記録媒体１０９がメモリ
カードの場合、SD-Video規格に従ったプレイリストの形式とすることができる。
【００７３】
　制御部１００は、レジュームプレイリストを管理情報の１つとして、第２記録再生制御
部１０８を通じて第２記録媒体１０９に書き込む（Ｓ５１８）。そして、レジュームプレ
イリストが正しく認識されるように、制御部１００は、第２記録再生制御部１０８を通じ
て第２記録媒体１０９の管理情報を更新し（Ｓ５１９）、コピー処理を終了する。
【００７４】
　表示方法の選択画面において、行事別表示が選択された場合には、日付別表示が選択さ
れた場合と同様にして、行事でグループ化されたシーンの映像データ、管理情報ファイル
及びレジュームプレイリストのコピー処理を行う（Ｓ５０９～Ｓ５１２）。
【００７５】
　また、撮影順表示が選択された場合、制御部１００は、Ｓ５１３において撮影順表示を
行う。ここでの撮影順表示は、レジューム情報に基づかず、第１記録媒体１０７に記録さ
れたシーンの最も古いものの代表画像表示であって良い。
【００７６】
　制御部１００は、コピーボタンの押下に応じて、撮影順に、映像データと対応する管理
情報ファイルを、第１記録再生制御部１０６を通じて第１記録媒体１０７から読み出す。
そして、第２記録再生制御部１０８を通じて第２記録媒体１０９へ書き込む（Ｓ５１５）
。
　次に、制御部１００は、撮影順レジュームプレイリストを第１記録媒体から第１記録再
生制御部１０６を通じて読み出す（Ｓ５１６）。以降の処理は上述したとおりである。
【００７７】
　なお、このようにして第２記録媒体１０９にコピー処理された映像データは、プレイリ
ストによる再生をサポートする任意の再生装置において再生可能である。具体的には、ユ
ーザがレジュームプレイリストによる再生を指示すれば、レジューム再生を実現すること
ができる。
【００７８】
　再生装置が、本実施形態のデジタルビデオカメラのようにレジュームプレイリストの更
新機能を有する装置の場合、図３のフローチャートを用いて説明した処理を適用すること
により、第２記録媒体１０９のレジュームプレイリストを更新することができる。
【００７９】
　この場合、第２記録媒体１０９のレジュームプレイリストは、常に最新の状態を維持す
るので、第１の装置で再生した後、他の第２の装置で再生し、再び第１の装置で再生する
場合にも、第２の装置で再生した続きからレジューム再生することが可能である。
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【００８０】
　以上説明したように、本実施形態によれば、再生開始位置を再生再開位置に対応させた
再生制御情報を生成し、映像データを他の記録媒体に記録する際には対応する再生制御情
報も併せて記録する。そのため、再生制御情報を利用可能ないかなる装置においても、レ
ジューム再生を実現することが可能となる。
【００８１】
　また、映像データを構成するシーンのグループ毎に再生制御情報を生成することにより
、グループ毎でのレジューム再生を実現することが可能になる。
【００８２】
（他の実施形態）
　上述の実施形態では、第２記録媒体１０９がメモリカードである場合について述べたが
、他の着脱可能記録媒体であってもよい。
　例えば、第２の記録媒体が光ディスクである場合、再生制御情報としてプレイリストで
はなくプログラムチェーン（ＰＧＣ）を生成、更新すればよい。プログラムチェーンは、
光ディスク、具体的にはＤＶＤにおける再生制御情報である。
【００８３】
　なお、第２記録媒体１０９が光ディスクの場合には、最初からプログラムチェーンを生
成しても良いし、プレイリストを生成しておき、記録時においてプレイリストからプログ
ラムチェーンへの変換を行ってもよい。具体的には、図５のＳ５１８の実行時に変換を行
えばよい。
【００８４】
　また、上述の実施形態においては、撮像部１２０やカメラ信号処理部１０１を有するデ
ジタルビデオカメラに本発明を適用した例を説明した。しかし、本発明の映像記録再生装
置は、映像データの再生時にレジューム情報と再生制御情報の生成、更新が可能であり、
映像データと再生制御情報とを出力可能でありさえすれば良い。従って、撮像部１２０や
カメラ信号処理部１０１はもちろん、映像データと再生制御情報を外部装置で記録する場
合には、第２記録再生制御部１０８及び第２記録媒体１０９も必須でないことは明らかで
あろう。
【００８５】
　上述の実施形態は、システム或は装置のコンピュータ（或いはＣＰＵ、ＭＰＵ等）によ
りソフトウェア的に実現することも可能である。
　従って、上述の実施形態をコンピュータで実現するために、該コンピュータに供給され
るコンピュータプログラム自体も本発明を実現するものである。つまり、上述の実施形態
の機能を実現するためのコンピュータプログラム自体も本発明の一つである。
【００８６】
　なお、上述の実施形態を実現するためのコンピュータプログラムは、コンピュータで読
み取り可能であれば、どのような形態であってもよい。例えば、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で構成する
ことができるが、これらに限るものではない。
【００８７】
　上述の実施形態を実現するためのコンピュータプログラムは、記録媒体又は有線／無線
通信によりコンピュータに供給される。プログラムを供給するための記録媒体としては、
例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク、磁気テープ等の磁気記録媒体、ＭＯ、
ＣＤ、ＤＶＤ等の光／光磁気記録媒体、不揮発性の半導体メモリなどがある。
【００８８】
　有線／無線通信を用いたコンピュータプログラムの供給方法としては、コンピュータネ
ットワーク上のサーバを利用する方法がある。この場合、本発明を形成するコンピュータ
プログラムとなりうるデータファイル（プログラムファイル）をサーバに記憶しておく。
プログラムファイルとしては、実行形式のものであっても、ソースコードであっても良い
。
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【００８９】
　そして、このサーバにアクセスしたクライアントコンピュータに、プログラムファイル
をダウンロードすることによって供給する。この場合、プログラムファイルを複数のセグ
メントファイルに分割し、セグメントファイルを異なるサーバに分散して配置することも
可能である。
　つまり、上述の実施形態を実現するためのプログラムファイルをクライアントコンピュ
ータに提供するサーバ装置も本発明の一つである。
【００９０】
　また、上述の実施形態を実現するためのコンピュータプログラムを暗号化して格納した
記録媒体を配布し、所定の条件を満たしたユーザに、暗号化を解く鍵情報を供給し、ユー
ザの有するコンピュータへのインストールを許可してもよい。鍵情報は、例えばインター
ネットを介してホームページからダウンロードさせることによって供給することができる
。
【００９１】
　また、上述の実施形態を実現するためのコンピュータプログラムは、すでにコンピュー
タ上で稼働するＯＳの機能を利用するものであってもよい。
　さらに、上述の実施形態を実現するためのコンピュータプログラムは、その一部をコン
ピュータに装着される拡張ボード等のファームウェアで構成してもよいし、拡張ボード等
が備えるＣＰＵで実行するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】本発明の実施形態に係る記録再生装置の一例としてのデジタルビデオカメラの構
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生成する再生制御情報の一例と
してのプレイリストについて説明する図である。
【図３】本発明の実施形態における、再生時の停止位置とレジュームプレイリストの例を
模式的に示す図である。
【図４】本発明の実施形態に係るデジタルビデオカメラの再生時の処理について説明する
フローチャートである。
【図５】本発明の実施形態に係るデジタルビデオカメラが、第１記録媒体から第２記録媒
体へ映像データをコピーする際の処理を説明するフローチャートである。
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