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(57)【要約】
【課題】メイン動画として記録される入力データにおけ
る特徴データを含む特徴区間を、メイン動画とは異なる
画質属性を有するサブ動画として利用する。
【解決手段】データ入力部２１１からの入力データは、
符号化／復号器２２０において符号化され、メインメデ
ィア制御部２３１によりメイン動画として記録媒体２４
１に記録される。入力データは、同時に特徴検出部２５
０にも入力され、特徴検出部２５０において顔画像など
の特徴データが検出されると、サブメディア制御部２３
２によってサブ動画として記録媒体２４２に記録される
。サブ動画に対応するメイン動画における記録位置は、
サブ動画と関連付けられて管理情報として記録媒体２４
１または２４２に記録される。サブ動画は、その使用用
途に応じた画質属性により記録され、特徴シーン一覧の
サムネイルまたはメイン画像を起点とする高画質再生画
像として用いられる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データを入力するデータ入力手段と、
　前記入力データに基づいて第１の画質属性を有する第１の動画像信号を記録する第１の
動画像信号記録手段と、
　前記第１の動画像信号を記録している期間において前記入力データが所定の条件を満た
すことを検出する条件検出手段と、
　前記所定の条件を満たすことが検出されると前記入力データに基づいて第２の画質属性
を有する第２の動画像信号を記録する第２の動画像信号記録手段と
を具備することを特徴とする記録装置。
【請求項２】
　前記所定の条件は、前記入力データに顔画像が含まれているという条件であることを特
徴とする請求項１記載の記録装置。
【請求項３】
　前記第２の動画像信号記録手段は、前記所定の条件を満たしている間継続して前記第２
の動画像信号を記録することを特徴とする請求項１記載の記録装置。
【請求項４】
　前記第２の動画像信号記録手段は、前記所定の条件を満たし始めた時を開始点として所
定期間継続して前記第２の動画像信号を記録することを特徴とする請求項１記載の記録装
置。
【請求項５】
　前記第２の動画像信号と前記第１の動画像信号における記録位置とを関連付ける管理情
報を記録する管理情報記録手段をさらに具備することを特徴とする請求項１記載の記録装
置。
【請求項６】
　前記第１の動画像信号記録手段および前記第２の動画像信号記録手段は、互いに異なる
種類の記録媒体に前記第１の動画像信号または前記第２の動画像信号をそれぞれ記録する
ことを特徴とする請求項１記載の記録装置。
【請求項７】
　前記第１の画質属性は、前記第２の画質属性よりも高画質であることを特徴とする請求
項１記載の記録装置。
【請求項８】
　前記第１の画質属性は、前記第２の画質属性よりも低画質であることを特徴とする請求
項１記載の記録装置。
【請求項９】
　前記第１の画質属性は、前記第２の画質属性よりも高ビットレートであることを特徴と
する請求項１記載の記録装置。
【請求項１０】
　前記第１の画質属性は、前記第２の画質属性よりも低ビットレートであることを特徴と
する請求項１記載の記録装置。
【請求項１１】
　被写体を撮像して撮像データを生成する撮像手段と、
　前記撮像データに基づいて第１の画質属性を有する第１の動画像信号を記録する第１の
動画像信号記録手段と、
　前記第１の動画像信号を記録している期間において前記撮像データが所定の条件を満た
すことを検出する条件検出手段と、
　前記所定の条件を満たすことが検出されると前記撮像データに基づいて第２の画質属性
を有する第２の動画像信号を記録する第２の動画像信号記録手段と
を具備することを特徴とする撮像装置。
【請求項１２】
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　第１の動画像信号を保持する第１の保持手段と、
　前記第１の動画像信号よりも低画質の画質属性を有する第２の動画像信号を保持する第
２の保持手段と、
　前記第２の動画像信号と前記第１の動画像信号における記録位置とを関連付ける管理情
報を保持する管理情報保持手段と、
　前記第２の動画像信号の一覧を表示する一覧表示手段と、
　前記一覧における前記第２の動画像信号の選択操作を受け付ける操作受付手段と、
　前記第２の動画像信号の何れかが選択されるとその選択された前記第２の動画像信号に
関連付けられる前記第１の動画像信号における記録位置を前記管理情報に基づき抽出して
その記録位置から前記第１の動画像信号を再生する再生手段と
を具備することを特徴とする再生装置。
【請求項１３】
　第１の動画像信号を保持する第１の保持手段と、
　前記第１の動画像信号よりも高画質の画質属性を有する第２の動画像信号を保持する第
２の保持手段と、
　前記第２の動画像信号と前記第１の動画像信号における記録位置とを関連付ける管理情
報を保持する管理情報保持手段と、
　前記第１の動画像信号の再生中に前記管理情報においてその記録位置に関連付けられる
前記第２の動画像信号が存在する場合にはその旨を表示する再生手段と、
　前記第２の動画像信号の再生指示操作を受け付ける操作受付手段と
を具備し、
　前記再生手段は、前記再生指示操作に従って前記第２の動画像信号を再生することを特
徴とする再生装置。
【請求項１４】
　データを入力するデータ入力手段と、
　前記入力データに基づいて第１の画質属性を有する第１の動画像信号を記録する第１の
動画像信号記録手段と、
　前記第１の動画像信号を記録している期間において前記入力データが所定の条件を満た
すことを検出する条件検出手段と、
　前記所定の条件を満たすことが検出されると前記入力データに基づいて第２の画質属性
を有する第２の動画像信号を記録する第２の動画像信号記録手段と、
　前記第２の動画像信号と前記第１の動画像信号における記録位置とを関連付ける管理情
報を記録する管理情報記録手段と、
　前記第２の動画像信号の一覧を表示する一覧表示手段と、
　前記一覧における前記第２の動画像信号の選択操作を受け付ける操作受付手段と、
　前記第２の動画像信号の何れかが選択されるとその選択された前記第２の動画像信号に
関連付けられる前記第１の動画像信号における記録位置を前記管理情報に基づき抽出して
その記録位置から前記第１の動画像信号を再生する再生手段と
を具備することを特徴とする記録再生装置。
【請求項１５】
　データを入力するデータ入力手段と、
　前記入力データに基づいて第１の画質属性を有する第１の動画像信号を記録する第１の
動画像信号記録手段と、
　前記第１の動画像信号を記録している期間において前記入力データが所定の条件を満た
すことを検出する条件検出手段と、
　前記所定の条件を満たすことが検出されると前記入力データに基づいて第２の画質属性
を有する第２の動画像信号を記録する第２の動画像信号記録手段と、
　前記第２の動画像信号と前記第１の動画像信号における記録位置とを関連付ける管理情
報を記録する管理情報記録手段と、
　前記第１の動画像信号の再生中に前記管理情報においてその記録位置に関連付けられる
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前記第２の動画像信号が存在する場合にはその旨を表示する再生手段と、
　前記第２の動画像信号の再生指示操作を受け付ける操作受付手段と
を具備し、
　前記再生手段は、前記再生指示操作に従って前記第２の動画像信号を再生することを特
徴とする記録再生装置。
【請求項１６】
　入力されたデータに基づいて第１の画質属性を有する第１の動画像信号および第２の画
質属性を有する第２の動画像信号を記録する記録装置における記録方法であって、
　前記第１の動画像信号の記録指示に応答して前記第１の動画像信号を記録する第１の動
画像信号記録手順と、
　前記第１の動画像信号を記録している期間において前記入力データが所定の条件を満た
すことを検出する条件検出手順と、
　前記所定の条件を満たすことが検出されると前記第２の動画像信号を記録する第２の動
画像信号記録手順と
を具備することを特徴とする記録方法。
【請求項１７】
　入力されたデータに基づいて第１の画質属性を有する第１の動画像信号を記録する第１
の動画像信号記録手段と、前記入力データに基づいて第２の画質属性を有する第２の動画
像信号を記録する第２の動画像信号記録手段とを備える記録装置において、
　前記第１の動画像信号の記録指示に応答して前記第１の動画像信号記録手段に前記第１
の動画像信号を記録させる第１の動画像信号記録手順と、
　前記第１の動画像信号を記録している期間において前記入力データが所定の条件を満た
すことを検出する条件検出手順と、
　前記所定の条件を満たすことが検出されると前記第２の動画像信号記録手段に前記第２
の動画像信号を記録させる第２の動画像信号記録手順と
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。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録再生装置に関し、特に画像を含むデータを記録または再生する記録装置
、再生装置、記録再生装置、撮像装置、および、これらにおける処理方法ならびに当該方
法をコンピュータに実行させるプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　カムコーダやビデオデッキなどの記録再生装置においては、ユーザの記録指示に従って
入力データの記録が行われる。カムコーダの場合には、ユーザによって記録指示ボタン（
ＲＥＣボタン）が押下されると撮像画像の記録を開始し、再び記録指示ボタンが押下され
ると記録を終了する。また、ビデオデッキの場合、記録指示ボタンに従った番組記録の他
、録画予約に従った予約録画が行われることも多い。
【０００３】
　このようにして記録された画像データのうち、ユーザにとって関心のある部分は限られ
ていることが少なくない。例えば、撮像画像のうち人物が映っている場面だけを再生した
い場合や、スポーツの得点シーンだけを再生したい場合がある。そのため、従来は、記録
された画像データのうち重要部分と考えられる区間を抽出して、統合することによりダイ
ジェスト映像が生成されていた。例えば、音声信号の周波数強度分布について、重要パタ
ーンとして登録してある周波数強度分布とのマッチングを行い、類似度が閾値以上である
部分を重要部分（盛り上がり部分）と判断して、その部分をコピーして別に記録する情報
処理装置が提案されている（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００４－３０９９２０号公報（図１）
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述の従来技術では、一旦記録された画像データから重要部分を抽出して、統合してい
た。しかしながら、入力データを全区間記録した後にその一部を抽出するためには、入力
データに対して先頭から抽出処理を行うことになり、その抽出に要する時間をさらに要す
ることになる。また、抽出後のデータの画質を変更するためには再エンコードが必要にな
り、その処理にさらに時間を要することになる。特に、抽出後のデータを高画質で再生し
たい場合、記録された画質以上に高い画質に変換することは一般に困難である。
【０００５】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、メイン動画として記録される入
力データにおける特徴データを含む特徴区間を、メイン動画とは異なる画質属性を有する
サブ動画として利用することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その第１の側面は、データ
を入力するデータ入力手段と、上記入力データに基づいて第１の画質属性を有する第１の
動画像信号を記録する第１の動画像信号記録手段と、上記第１の動画像信号を記録してい
る期間において上記入力データが所定の条件を満たすことを検出する条件検出手段と、上
記所定の条件を満たすことが検出されると上記入力データに基づいて第２の画質属性を有
する第２の動画像信号を記録する第２の動画像信号記録手段とを具備することを特徴とす
る記録装置、記録方法およびその方法をコンピュータに実行させるプログラムである。こ
れにより、入力データに基づいて第１の動画像信号を記録している期間において所定の条
件を満たすことが検出されると、入力データに基づいて第２の動画像信号を記録させると
いう作用をもたらす。
【０００７】
　また、この第１の側面において、上記所定の条件は、上記入力データに顔画像が含まれ
ているという条件とすることができる。これにより、入力データに顔画像が検出されたこ
とを契機として第２の動画像信号を記録させるという作用をもたらす。
【０００８】
　また、この第１の側面において、上記第２の動画像信号記録手段は、上記所定の条件を
満たしている間継続して上記第２の動画像信号を記録してもよく、また、上記所定の条件
を満たし始めた時を開始点として所定期間継続して上記第２の動画像信号を記録してもよ
い。
【０００９】
　また、この第１の側面において、上記第２の動画像信号と上記第１の動画像信号におけ
る記録位置とを関連付ける管理情報を記録する管理情報記録手段をさらに具備してもよい
。これにより、第１および第２の動画像信号を相互に関連付けるという作用をもたらす。
【００１０】
　また、この第１の側面において、上記第１の動画像信号記録手段および上記第２の動画
像信号記録手段は、互いに異なる種類の記録媒体に上記第１の動画像信号または上記第２
の動画像信号をそれぞれ記録してもよい。これにより、第１および第２の動画像信号を互
いに異なる装置において再生可能にするという作用をもたらす。
【００１１】
　また、この第１の側面において、上記第１の画質属性は、上記第２の画質属性よりも高
画質であってもよく、また、上記第２の画質属性よりも低画質であってもよい。また、上
記第１の画質属性は、上記第２の画質属性よりも高ビットレートであってもよく、また、
上記第２の画質属性よりも低ビットレートであってもよい。
【００１２】
　また、本発明の第２の側面は、被写体を撮像して撮像データを生成する撮像手段と、上
記撮像データに基づいて第１の画質属性を有する第１の動画像信号を記録する第１の動画
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像信号記録手段と、上記第１の動画像信号を記録している期間において上記撮像データが
所定の条件を満たすことを検出する条件検出手段と、上記所定の条件を満たすことが検出
されると上記撮像データに基づいて第２の画質属性を有する第２の動画像信号を記録する
第２の動画像信号記録手段とを具備することを特徴とする撮像装置である。これにより、
撮像データに基づいて第１の動画像信号を記録している期間において所定の条件を満たす
ことが検出されると、撮像データに基づいて第２の動画像信号を記録させるという作用を
もたらす。
【００１３】
　また、本発明の第３の側面は、第１の動画像信号を保持する第１の保持手段と、上記第
１の動画像信号よりも低画質の画質属性を有する第２の動画像信号を保持する第２の保持
手段と、上記第２の動画像信号と上記第１の動画像信号における記録位置とを関連付ける
管理情報を保持する管理情報保持手段と、上記第２の動画像信号の一覧を表示する一覧表
示手段と、上記一覧における上記第２の動画像信号の選択操作を受け付ける操作受付手段
と、上記第２の動画像信号の何れかが選択されるとその選択された上記第２の動画像信号
に関連付けられる上記第１の動画像信号における記録位置を上記管理情報に基づき抽出し
てその記録位置から上記第１の動画像信号を再生する再生手段とを具備することを特徴と
する再生装置である。これにより、第２の動画像信号の一覧表示に基づいて第１の動画像
信号の対応する記録位置から再生させるという作用をもたらす。
【００１４】
　また、本発明の第４の側面は、第１の動画像信号を保持する第１の保持手段と、上記第
１の動画像信号よりも高画質の画質属性を有する第２の動画像信号を保持する第２の保持
手段と、上記第２の動画像信号と上記第１の動画像信号における記録位置とを関連付ける
管理情報を保持する管理情報保持手段と、上記第１の動画像信号の再生中に上記管理情報
においてその記録位置に関連付けられる上記第２の動画像信号が存在する場合にはその旨
を表示する再生手段と、上記第２の動画像信号の再生指示操作を受け付ける操作受付手段
とを具備し、上記再生手段は、上記再生指示操作に従って上記第２の動画像信号を再生す
ることを特徴とする再生装置である。これにより、第１の動画像信号の再生位置に基づい
て第２の動画像信号を再生させるという作用をもたらす。
【００１５】
　また、本発明の第５の側面は、データを入力するデータ入力手段と、上記入力データに
基づいて第１の画質属性を有する第１の動画像信号を記録する第１の動画像信号記録手段
と、上記第１の動画像信号を記録している期間において上記入力データが所定の条件を満
たすことを検出する条件検出手段と、上記所定の条件を満たすことが検出されると上記入
力データに基づいて第２の画質属性を有する第２の動画像信号を記録する第２の動画像信
号記録手段と、上記第２の動画像信号と上記第１の動画像信号における記録位置とを関連
付ける管理情報を記録する管理情報記録手段と、上記第２の動画像信号の一覧を表示する
一覧表示手段と、上記一覧における上記第２の動画像信号の選択操作を受け付ける操作受
付手段と、上記第２の動画像信号の何れかが選択されるとその選択された上記第２の動画
像信号に関連付けられる上記第１の動画像信号における記録位置を上記管理情報に基づき
抽出してその記録位置から上記第１の動画像信号を再生する再生手段とを具備することを
特徴とする記録再生装置である。これにより、入力データに基づいて第１の動画像信号を
記録している期間において所定の条件を満たすことが検出されると、入力データに基づい
て第２の動画像信号を記録させ、第２の動画像信号の一覧表示に基づいて第１の動画像信
号の対応する記録位置から再生させるという作用をもたらす。
【００１６】
　また、本発明の第６の側面は、データを入力するデータ入力手段と、上記入力データに
基づいて第１の画質属性を有する第１の動画像信号を記録する第１の動画像信号記録手段
と、上記第１の動画像信号を記録している期間において上記入力データが所定の条件を満
たすことを検出する条件検出手段と、上記所定の条件を満たすことが検出されると上記入
力データに基づいて第２の画質属性を有する第２の動画像信号を記録する第２の動画像信
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号記録手段と、上記第２の動画像信号と上記第１の動画像信号における記録位置とを関連
付ける管理情報を記録する管理情報記録手段と、上記第１の動画像信号の再生中に上記管
理情報においてその記録位置に関連付けられる上記第２の動画像信号が存在する場合には
その旨を表示する再生手段と、上記第２の動画像信号の再生指示操作を受け付ける操作受
付手段とを具備し、上記再生手段は、上記再生指示操作に従って上記第２の動画像信号を
再生することを特徴とする記録再生装置である。これにより、入力データに基づいて第１
の動画像信号を記録している期間において所定の条件を満たすことが検出されると、入力
データに基づいて第２の動画像信号を記録させ、第１の動画像信号の再生位置に基づいて
第２の動画像信号を再生させるという作用をもたらす。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、メイン動画として記録される入力データにおける特徴データを含む特
徴区間を、メイン動画とは異なる画質属性を有するサブ動画として利用することができる
という優れた効果を奏し得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　次に本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００１９】
　図１は、本発明の実施の形態における記録再生装置２００の一構成例を示す図である。
この記録再生装置２００は、データ入力部２１１と、データ出力部２１２と、符号化／復
号器２２０と、時刻情報管理部２２９と、メインメディア制御部２３１と、サブメディア
制御部２３２と、特徴検出部２５０と、メインフォーマット制御部２６１と、サブフォー
マット制御部２６２と、メインアクセス制御部２７１と、サブアクセス制御部２７２と、
ファイルシステム２８０と、システム制御部２９０と、操作入力受付部２９１とを備えて
いる。
【００２０】
　また、この記録再生装置２００は、メイン動画を記録するための記録媒体２４１と、サ
ブ動画を記録するための記録媒体２４２とを備えている。ここで、メイン動画とはユーザ
によって指示された全区間を網羅する動画像であり、サブ動画とは特徴データを含む部分
的区間（特徴区間）に相当する動画像である。
【００２１】
　データ入力部２１１は、記録対象となるデータを入力するものである。ここで、記録対
象となるデータは、動画像データを含むことを想定する。この動画像データは音声データ
を伴ってもよい。この記録再生装置２００が撮像装置の一部である場合には、撮像された
撮像データが記録対象となる。したがって、このデータ入力部２１１は、カメラ部分であ
ってもよく、また、入力端子であってもよい。
【００２２】
　データ出力部２１２は、入力され、または、記録されたデータを出力するものである。
ここでは、動画像データを含むことを想定しているため、データ出力部２１２は、ＬＣＤ
（Liquid Crystal Display）等の表示装置により実現される。
【００２３】
　符号化／復号器２２０は、データ入力部２１１から供給されたデータを符号化し、もし
くは、メインメディア制御部２３１またはサブメディア制御部２３２から供給されたデー
タを復号するものである。この符号化／復号器２２０の構成例については後述する。
【００２４】
　時刻情報管理部２２９は、符号化／復号器２２０において符号化されるデータの時刻情
報を管理するものである。この時刻情報管理部２２９は、例えば９０ＫＨｚの時刻カウン
ターを備え、データの符号化開始時刻を先頭とした９０ＫＨｚ単位の時刻情報を動画像の
フレームに付与する。また、この時刻情報は、特徴検出部２５０にも供給される。
【００２５】
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　メインメディア制御部２３１は、符号化／復号器２２０によって符号化されたメイン動
画を記録媒体２４１に記録するよう制御するものである。サブメディア制御部２３２は、
符号化／復号器２２０によって符号化されたサブ動画を記録媒体２４２に記録するよう制
御するものである。
【００２６】
　特徴検出部２５０は、データ入力部２１１から供給された入力データに含まれる特徴デ
ータを抽出するものである。ここにいう特徴データとしては、例えば、動画像データに含
まれる顔画像を想定することができる。この場合、動画像データにおいて顔画像が含まれ
ていることが検出されると、特徴検出部２５０は、時刻情報管理部２２９から供給される
時刻情報をシステム制御部２９０に伝達する。これにより、メイン動画を記録している期
間において動画像データに顔画像が含まれていることが検出されると、システム制御部２
９０を介してサブ動画の記録が並行して行われるようになる。このサブ動画が並行して記
録される時間的区間を特徴区間という。なお、ここでは、顔画像を検出する例について説
明したが、他にも特定の音声データが含まれていることを検出するようにしてもよい。
【００２７】
　メインフォーマット制御部２６１は、メイン動画のアプリケーションフォーマットを制
御するものである。サブフォーマット制御部２６２は、サブ動画のアプリケーションフォ
ーマットを制御するものである。本発明の実施の形態では、メイン動画をＡＶＣＨＤフォ
ーマット、サブ動画をＭＰ４フォーマットで記録することを想定するが、本発明はこれに
限定されるものではない。
【００２８】
　メインアクセス制御部２７１は、メイン動画の書込みおよび読出しを制御するものであ
る。サブアクセス制御部２７２は、サブ動画の書込みおよび読出しを制御するものである
。ファイルシステム２８０は、データをファイルとして管理するための仕組みである。
【００２９】
　システム制御部２９０は、メイン動画およびサブ動画の書込みおよび読出しの全体動作
を制御するものである。例えば、システム制御部２９０は、メイン動画における時刻情報
と関連付けてサブ動画を記録するように制御する。
【００３０】
　操作入力受付部２９１は、ユーザからの操作入力を受け付けるものである。操作入力と
しては、例えば、メイン動画の記録または再生指示や特徴シーン一覧の表示指示などが想
定される。
【００３１】
　図２は、本発明の実施の形態における符号化／復号器２２０の一構成例を示す図である
。この符号化／復号器２２０は、分配器２２１と、メイン符号化器２２２と、サブ符号化
器２２３と、メイン復号器２２４と、サブ復号器２２５と、選択器２２６とを備えている
。
【００３２】
　分配器２２１は、データ入力部２１１から供給されたデータをメイン符号化器２２２お
よびサブ符号化器２２３に分配するものである。符号化の制御をメイン符号化器２２２お
よびサブ符号化器２２３において行う場合には、分配器２２１は特別な制御を行う必要が
なく、メイン符号化器２２２およびサブ符号化器２２３にデータをそのまま供給すれば足
りる。
【００３３】
　メイン符号化器２２２は、分配器２２１から供給されたデータをメイン動画として符号
化して、メインメディア制御部２３１に出力するものである。サブ符号化器２２３は、分
配器２２１から供給されたデータをサブ動画として符号化して、サブメディア制御部２３
２に出力するものである。本発明の実施の形態では、メイン動画の符号化方式としてＭＰ
ＥＧ４ＡＶＣ形式、サブ動画の符号化方式としてＭＰＥＧ４形式を想定するが、本発明は
これに限定されるものではない。
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【００３４】
　メイン復号器２２４は、メインメディア制御部２３１から供給されたメイン動画を復号
して選択器２２６に出力するものである。サブ復号器２２５は、サブメディア制御部２３
２から供給されたサブ動画を復号して選択器２２６に出力するものである。選択器２２６
は、メイン復号器２２４およびサブ復号器２２５からそれぞれ出力されたメイン動画およ
びサブ動画の何れかを選択してデータ出力部２１２に出力するものである。
【００３５】
　図３は、本発明の実施の形態におけるメイン動画とサブ動画の関係例を示す図である。
メイン動画は、ユーザによって記録開始を指示された時点から記録停止を指示された時点
までの全区間を網羅する動画像である。サブ動画は、メイン動画の部分的区間に相当する
動画像である。この例において、サブ動画＃１（５２１）はメイン動画の区間５１１に相
当し、サブ動画＃２（５２２）はメイン動画の区間５１２に相当し、サブ動画＃３（５２
３）はメイン動画の区間５１３に相当する。
【００３６】
　メイン動画とサブ動画は、時間軸上で重複して記録されるが、互いに符号化のパラメー
タが異なる。サブ動画は、メイン動画よりも低画質であってもよく、高画質であってもよ
い。また、サブ動画は、メイン動画よりも低ビットレートであってもよく、高ビットレー
トであってもよい。これらの関係は、記録されたメイン動画およびサブ動画の利用形態に
よって定めることができる。例えば、メイン動画を再生するためのインデックスとしてサ
ブ動画を利用する場合には、サブ動画はメイン動画よりも低画質または低ビットレートで
ある方が都合がよい。一方、メイン動画の中の一部の区間のみを高画質で提供するような
場合には、サブ動画はメイン動画よりも高画質または高ビットレートで記録しておく必要
がある。
【００３７】
　本発明の実施の形態では、メイン動画が記録されている間において、特徴検出部２５０
によって顔画像等の特徴が検出されると、サブ動画５２１乃至５２３が記録される。この
サブ動画が記録される際には、対応するメイン動画における時刻情報との関連付けが行わ
れる。この関連付けを保持するのが次に説明する管理情報である。
【００３８】
　図４は、本発明の実施の形態における管理情報のフィールド構成例を示す図である。こ
の管理情報は、サブ動画識別子６１１、メイン動画識別子６１２およびメイン動画内時刻
情報６１３の各フィールドを備えている。
【００３９】
　サブ動画識別子６１１は、サブ動画を識別するための情報である。この例では番号によ
りサブ動画を識別しているが、ファイル名などを用いてもよい。
【００４０】
　メイン動画識別子６１２は、メイン動画を識別するための情報である。この例では番号
によりメイン動画を識別しているが、サブ動画と同様に、ファイル名などを用いてもよい
。
【００４１】
　メイン動画内時刻情報６１３は、メイン動画においてサブ動画に対応する時刻を示す情
報である。この時刻としては、上述のように時刻情報管理部２２９における９０ＫＨｚの
時刻カウンターによって付与されたものを利用することができる。
【００４２】
　この例では、第１番目のサブ動画は、第１番目のメイン動画の先頭から６００６０×（
１／９００００）秒の時刻に相当する動画であることを示している。
【００４３】
　図５は、本発明の実施の形態におけるメイン動画を保持するフォルダ構成例である。こ
の例では、ルートフォルダ４１０の下に動画フォルダ４１１が配置され、この動画フォル
ダ４１１の下に構成情報ファイル４１２、プレイリストフォルダ４１３、コンテンツ情報
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フォルダ４１４、動画データフォルダ４１６およびバックアップフォルダ４１８が配置さ
れている。
【００４４】
　構成情報ファイル４１２は、動画データの構成に関する情報を保持するファイルである
。プレイリストフォルダ４１３は、動画データの部分区間をつなぎ合わせたプレイリスト
を保持するフォルダである。コンテンツ情報フォルダ４１４は、動画データに関する属性
情報を保持するフォルダである。動画データフォルダ４１６は、動画データを動画ファイ
ル４１７として保持するフォルダである。バックアップフォルダ４１８は、バックアップ
のためのコピーを保持するフォルダである。
【００４５】
　このフォルダ構成例では、メイン動画と関連付けられるサブ動画に関する管理情報（図
４参照）は、属性情報の中の管理情報ファイル４１５として保持される。これにより、メ
イン動画からサブ動画を容易に参照することができる。
【００４６】
　図６は、本発明の実施の形態におけるサブ動画を保持するフォルダ構成例である。この
例では、ルートフォルダ４２０の下に動画データベースフォルダ４２１および動画ルート
フォルダ４２３が配置される。動画ルートフォルダ４２３の下には、動画フォルダ４２４
および４２７が配置され、それらの下に動画ファイル４２５、４２６、４２８、４２９等
が配置される。
【００４７】
　このフォルダ構成例では、サブ動画と関連付けられるメイン動画に関する管理情報（図
４参照）は、動画データベースフォルダ４２１の下の管理情報ファイル４２２として保持
される。これにより、サブ動画からメイン動画を容易に参照することができる。
【００４８】
　図７は、本発明の実施の形態におけるメイン動画記録の動作例を示すシーケンスチャー
トである。操作入力受付部２９１において動画記録開始指示が受け付けられると、システ
ム制御部２９０から符号化／復号器２２０にメイン動画およびサブ動画の符号化が指示さ
れるとともに、システム制御部２９０からメインアクセス制御部２７１にメイン動画の書
込みが指示される（動画記録開始命令）。
【００４９】
　符号化／復号器２２０およびメインアクセス制御部２７１から動画記録開始完了応答が
返ってくると、システム制御部２９０は、記録開始されたメイン動画のファイル情報の登
録を行う。なお、この例では、記録開始時にファイル登録を行っているが、記録完了後に
ファイル登録を行うようにしてもよい。
【００５０】
　これにより、符号化／復号器２２０におけるメイン動画およびサブ動画の符号化が開始
される。また、メインメディア制御部２３１では、符号化／復号器２２０によるメイン動
画の符号化が待機される。メイン動画およびサブ動画の符号化が一定量行われると、符号
化／復号器２２０は、システム制御部２９０に符号化済の通知を行う。
【００５１】
　システム制御部２９０は、メイン動画の符号化済通知を受けると、メインフォーマット
制御部２６１を介してメイン動画のデータをアプリケーションフォーマットとして適切な
形式に整形させ、ファイルシステム２８０を介してメインメディア制御部２３１からメイ
ン動画をファイルとして記録させる。一方、サブ動画の符号化済通知がされても、サブ動
画の記録は行われない。以後、このメイン動画の符号化および記録は動画記録停止命令が
発行されるまで繰り返される（ループ１）。
【００５２】
　その後、操作入力受付部２９１において動画記録終了指示が受け付けられると、システ
ム制御部２９０から符号化／復号器２２０にメイン動画およびサブ動画の符号化停止が指
示されるとともに、システム制御部２９０からメインアクセス制御部２７１にメイン動画
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の書込み停止が指示される（動画記録停止命令）。
【００５３】
　符号化／復号器２２０は、記録停止が完了すると、システム制御部２９０に最終符号化
済の通知を行う。システム制御部２９０は、メイン動画の最終符号化済通知を受けると、
メインフォーマット制御部２６１を介してメイン動画のデータをアプリケーションフォー
マットとして適切な形式に整形させ、ファイルシステム２８０を介してメインメディア制
御部２３１からメイン動画をファイルとして記録させた後に、ファイルをクローズさせる
。
【００５４】
　図８は、本発明の実施の形態におけるサブ動画記録の動作例を示すシーケンスチャート
である。図７で説明したループ１（図８では内部の表記は省略）において、メイン動画と
ともにサブ動画の符号化が行われ、（図示しない）バッファに保持される。但し、このバ
ッファに保持されたサブ動画の符号化済データはファイルとして記録されず、このバッフ
ァには最新のデータが上書き更新されていく。
【００５５】
　特徴検出部２５０において特徴データ（例えば顔画像データ）が検出されると、その旨
がシステム制御部２９０に通知される。また、このとき、時刻情報管理部２２９において
管理される時刻情報も併せてシステム制御部２９０に通知される。
【００５６】
　システム制御部２９０は、特徴検出通知を受けると、サブアクセス制御部２７２にサブ
動画の書込みを指示する。サブアクセス制御部２７２からサブ動画記録開始完了応答が返
ってくると、システム制御部２９０は、記録開始されたサブ動画のファイル情報の登録を
行う。このとき、特徴検出部２５０から通知された時刻情報により、メイン動画とサブ動
画との関連付けを行う。また、システム制御部２９０は、サブフォーマット制御部２６２
を介してサブ動画のデータをアプリケーションフォーマットとして適切な形式に整形させ
、ファイルシステム２８０を介してサブメディア制御部２３２からサブ動画をファイルと
して記録させる。このファイルへの記録処理はバッファに新たな符号化済データが保持さ
れるたびに繰り返される（ループ２）。
【００５７】
　その後、システム制御部２９０は、予め定められた記録停止タイミングによって、サブ
アクセス制御部２７２に対してサブ動画の書込み停止を指示する。この記録停止タイミン
グは、サブ動画記録開始から一定時間が経過したタイミングでもよく、また、特徴データ
が検出されなくなったタイミングでもよい。
【００５８】
　その後、システム制御部２９０は、サブフォーマット制御部２６２を介してサブ動画の
データをアプリケーションフォーマットとして適切な形式に整形させ、ファイルシステム
２８０を介してサブメディア制御部２３２からサブ動画をファイルとして記録させた後に
、ファイルをクローズさせる。
【００５９】
　図９は、本発明の実施の形態におけるインデックス再生の動作例を示すシーケンスチャ
ートである。ここでは、サブ動画の一覧から何れかのサブ動画が選択されると、そのサブ
動画に関連付けられたメイン動画の時刻情報が示す位置からメイン動画が再生されること
を想定する。
【００６０】
　システム制御部２９０は、ファイルシステム２８０を介して管理情報ファイルを読み出
す。そして、この管理情報ファイルに基づいてサブ動画の一覧を取得する。例えば、サブ
動画の先頭画像をサムネイルとして保持している場合、サムネイルの一覧を表示する等の
制御が考えられる。このとき、各サブ動画には、対応するメイン動画とその再生開始位置
が関連付けられている。
【００６１】
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　操作入力受付部２９１において何れかのサブ動画が選択されると、システム制御部２９
０は、符号化／復号器２２０およびメインアクセス制御部２７１にメイン動画の再生が指
示される（動画再生開始命令）。
【００６２】
　メインアクセス制御部２７１は、動画再生開始命令を受け取ると、メインフォーマット
制御部２６１に対して、再生すべきメイン動画の識別子と再生開始位置の時刻情報を通知
して、メイン動画ファイル内のアドレスを取得する。メインメディア制御部２３１は、取
得したアドレスに基づいてメイン動画を読み出して、一定量の読出しが完了すると、符号
化／復号器２２０に読出し済通知を行う。符号化／復号器２２０は、読出し済通知を受け
ると、復号を行う。このファイルからの読出しおよび復号はバッファに新たな読出しデー
タが保持されるたびに繰り返される（ループ３）。
【００６３】
　その後、サブ動画の終端まで再生が完了するか、もしくは、操作入力受付部２９１にお
いて動画再生終了指示が受け付けられると、システム制御部２９０から符号化／復号器２
２０にメイン動画の再生停止が指示されるとともに、システム制御部２９０からメインア
クセス制御部２７１にメイン動画の読出し停止が指示される（動画再生停止命令）。
【００６４】
　符号化／復号器２２０およびメインアクセス制御部２７１は、再生停止が完了すると、
システム制御部２９０に再生完了の通知を行う。システム制御部２９０は、メイン動画の
再生完了通知を受けると、ファイルをクローズさせる。
【００６５】
　図１０は、本発明の実施の形態におけるサブ動画の利用例を示す図である。この例では
、サブ動画５２０が低画質で記録された場合を想定しており、個々のサブ動画のサムネイ
ルが特徴シーン一覧のサムネイルとして利用される。例えば、サブ動画５２１のサムネイ
ルがサムネイル７１１として表示され、サブ動画５２２のサムネイルがサムネイル７１２
として表示され、サブ動画５２３のサムネイルがサムネイル７１３として表示される。
【００６６】
　この特徴シーン一覧におけるサムネイルは、対応するサブ動画を代表する任意のシーン
の静止画を用いることができる。また、この特徴シーン一覧には、静止画のサムネイルに
代えてサブ動画そのものを表示するようにしてもよい。例えば、マウスカーソルがサムネ
イル領域に重ね合わせられると、そのサムネイル領域においてサブ動画が再生されるよう
にしてもよい。なお、この特徴シーン一覧には、表示ページを変更するボタンが設けられ
ており、前ページ移動ボタン７２１が選択されると前ページに移動し、次ページ移動ボタ
ン７２２が選択されると次ページに移動する。
【００６７】
　特徴シーン一覧においてサムネイルが選択されると、メイン動画５１０の対応する位置
から再生が行われる。例えば、サムネイル７１１が選択されると、サブ動画５２１に対応
するメイン動画５１１が再生される。メイン動画５１１の再生後は、一旦停止するように
してもよく、また、メイン動画５１０の再生を継続するようにしてもよい。
【００６８】
　この利用例によれば、サブ動画を特徴シーン一覧の表示に用いることにより、メイン動
画における対応する位置からメイン動画を再生表示することができる。この特徴シーン一
覧におけるサブ動画は、特徴データを含むものであるため、ユーザにとって特に興味のあ
るシーンへのインデックスを提供することができる。
【００６９】
　図１１は、本発明の実施の形態におけるサブ動画の他の利用例を示す図である。この例
では、サブ動画５２０が高画質で記録された場合を想定している。この場合、メイン動画
５１０は画面７５０における画像表示ウィンドウ７５１に再生表示される。
【００７０】
　そして、その再生表示中に、対応するサブ動画が存在する位置になると、高画質映像表
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示可ボタン７５２が表示され、ボタンの押下を促す。メイン動画５１３が再生されている
場合において、ユーザがこの高画質映像表示可ボタン７５２を押下すると、その対応する
サブ動画５２３が再生表示される。
【００７１】
　この利用例によれば、メイン動画と並行して高画質なサブ動画を部分的に記録しておい
て、メイン動画の再生時にサブ動画を利用した高画質表示に切り替えることができる。こ
の場合、メイン動画の全区間ではなく、特徴区間に限って高画質なサブ動画を記録してお
けばよいため、記録容量を増大させることなく、ユーザにとって特に興味のあるシーンの
み高画質による映像再生を行うことができる。
【００７２】
　図１２は、本発明の実施の形態における記録再生装置２００の動画記録の処理手順を示
すフローチャートである。記録再生装置２００は、ユーザによるメイン動画記録の指示を
待機し、操作入力受付部２９１によってメイン動画記録指示が受け付けられると（ステッ
プＳ９１１）、データ入力部２１１から供給されたデータについてメイン動画の記録を開
始する（ステップＳ９１２）。
【００７３】
　そして、データ入力部２１１から供給されたデータに含まれる特徴（顔画像など）が特
徴検出部２５０によって検出されると（ステップＳ９１３）、記録再生装置２００は、デ
ータ入力部２１１から供給されたデータについてサブ動画の記録を開始する（ステップＳ
９１４）。その後、メイン動画またはサブ動画の記録が終了するまで、メイン動画および
サブ動画は同時に記録されていく（ステップＳ９１５、Ｓ９１６）。
【００７４】
　サブ動画記録開始から一定時間が経過したタイミング、もしくは、特徴データが検出さ
れなくなったタイミングで、サブ動画の記録は終了する（ステップＳ９１７）。また、サ
ブ動画のメイン動画における時刻位置情報が生成され、図４に示した管理情報として記録
される（ステップＳ９１８）。
【００７５】
　そして、操作入力受付部２９１によってメイン動画記録終了指示が受け付けられると（
ステップＳ９１９）、メイン動画の記録を終了する（ステップＳ９２１）。
【００７６】
　図１３は、本発明の実施の形態における記録再生装置２００の特徴シーン一覧からの再
生処理手順を示すフローチャートである。操作入力受付部２９１によって特徴シーン一覧
の表示が指示されると、サブ動画が読み出され（ステップＳ９３１）、図１０のような特
徴シーン一覧として表示される（ステップＳ９３２）。
【００７７】
　そして、特徴シーン一覧における何れかのサムネイルが選択されると（ステップＳ９３
３）、その選択されたサムネイルに対応するメイン動画の位置が図４に示した管理情報に
基づいて特定され（ステップＳ９３４）、その再生位置からメイン動画が再生表示される
（ステップＳ９３５）。
【００７８】
　図１４は、本発明の実施の形態における記録再生装置２００の特徴区間再生処理手順を
示すフローチャートである。操作入力受付部２９１によってメイン動画再生指示が受け付
けられると、メイン動画の再生を開始する（ステップＳ９５１）。その後、メイン動画の
再生位置が特徴区間に入ると（ステップＳ９５２）、特徴区間である旨の表示が行われる
（ステップＳ９５３）。このような表示として、例えば、図１１の高画質映像表示可ボタ
ン７５２が表示される。このとき、高画質映像表示可ボタン７５２が押下されると（ステ
ップＳ９５４）、メイン動画の再生が停止され（ステップＳ９５５）、対応するサブ動画
の再生が開始される（ステップＳ９５６）。
【００７９】
　そして、サブ動画の末尾まで再生されるか、もしくは、ユーザによってサブ動画の再生
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終了が指示されると（ステップＳ９５７）、サブ動画の再生は停止して（ステップＳ９５
８）、メイン動画の再生が再開する（ステップＳ９５９）。メイン動画の再生再開位置と
しては、サブ動画の再生停止位置に対応する位置が想定される。
【００８０】
　その後、操作入力受付部２９１によってメイン動画の再生停止指示が受け付けられるま
でステップＳ９５２以降の処理が繰り返される。そして、メイン動画の再生停止指示が受
け付けられると（ステップＳ９６１）、メインサブ動画の再生は停止する（ステップＳ９
６２）。
【００８１】
　このように、本発明の実施の形態によれば、メイン動画記録中に入力されたデータにお
いて特徴検出部２５０が特徴データを検出したことを契機として、サブ動画を同時に記録
することにより、メイン動画の特徴区間において画質属性の異なるサブ動画を記録生成す
ることができる。このサブ動画は、特徴シーン一覧の選択対象画像として用いることがで
き、また、メイン画像を起点とする高画質再生画像として用いることができる。
【００８２】
　ここまでは、本発明の実施の形態として記録再生装置２００について説明したが、本発
明は撮像装置にも適用することができる。以下、撮像装置１００を一例として説明する。
【００８３】
　図１５は、本発明の実施の形態における撮像装置１００の一構成例を示す図である。こ
の撮像装置１００は、カメラ部１０と、記録再生処理部２０と、制御部３０とを備えてい
る。
【００８４】
　カメラ部１０は、光学ブロック１１と、カメラ制御部１２と、信号変換器１３と、撮像
信号処理部１４と、音声入力部１５と、音声信号処理部１６とを備える。光学ブロック１
１は、内部に、被写体を撮像するためのレンズ群、絞り調整機構、フォーカス調整機構、
ズーム機構、シャッター機構、フラッシュ機構、および、手ブレ補正機構などを備える。
カメラ制御部１２は、制御部３０から制御信号を受けて、光学ブロック１１に供給する制
御信号を生成する。そして、生成した制御信号を光学ブロック１１に供給して、ズーム制
御、シャッター制御、および、露出制御などの制御を行なう。
【００８５】
　信号変換器１３は、例えばＣＣＤ（Charge Coupled Device）などの撮像素子により構
成され、その結像面に、光学ブロック１１を通じた像が結像される。この信号変換器１３
は、シャッター操作に応じて制御部３０から供給される画像取り込みタイミング信号を受
けて、結像面に結像されている被写体像を撮像信号に変換し、撮像信号処理部１４に供給
する。
【００８６】
　撮像信号処理部１４は、制御部３０からの制御信号に基づいて、撮像信号についてのガ
ンマ補正やＡＧＣ（Auto Gain Control）などの処理を行うとともに、撮像信号をデジタ
ル信号としての画像信号に変換する処理も行う。音声入力部１５は、撮影時の被写体周辺
の音声を収集する。この音声入力部１５からの音声信号は音声信号処理部１６に供給され
る。音声信号処理部１６は、制御部３０からの制御信号に基づいて、音声信号についての
補正やＡＧＣなどの処理を行うとともに、音声信号をデジタル信号に変換する処理も行な
う。
【００８７】
　記録再生処理部２０は、符号化／復号回路２１と、媒体インターフェース２３と、出力
処理部２４と、バッファメモリ２５とを備える。
【００８８】
　符号化／復号回路２１は、カメラ部１０からの画像信号および音声信号や追加記録情報
を符号化し多重化して圧縮データに変換する符号化機能を有する。一方、符号化／復号回
路２１は、圧縮データから画像信号および音声信号や追加記録情報を分離して復号する復
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号機能を有する。また、符号化／復号回路２１は、制御部３０からの制御信号に基づき、
撮像信号処理部１４からの画像信号に対して、自動ホワイトバランス制御、露出補正制御
、デジタルズーム倍率に応じた拡大制御などをさらに行う。また、符号化／復号回路２１
は、カメラ部１０からの画像信号および音声信号から特徴データを抽出する機能を有する
。
【００８９】
　媒体インターフェース２２および２３は、符号化／復号回路２１から圧縮データを受け
て記録媒体４８および４９に書き込む。また、媒体インターフェース２２および２３は、
記録媒体４８および４９から圧縮データを読み出して符号化／復号回路２１に供給する。
記録媒体４８および４９としては、例えば、ＤＶＤなどのディスク状記録媒体やメモリカ
ードなどの半導体メモリ、ハードディスクなどを想定することができる。
【００９０】
　出力処理部２４は、制御部３０からの制御により、符号化／復号回路２１からの圧縮デ
ータを制御部３０や出力端子２７乃至２９に供給する。バッファメモリ２５は、例えばＳ
ＤＲＡＭなどにより構成され、符号化／復号回路２１における符号化または復号のための
作業領域として利用される。
【００９１】
　制御部３０は、処理装置３１と、ＲＯＭ（Read Only Memory）３３と、ＲＡＭ（Random
 Access Memory）３４と、操作入力部４１を接続するための操作入力インターフェース３
５と、表示部４２を接続するための表示制御部３６と、撮影時刻を記録するための時計回
路３９とがシステムバス３２を介して接続されることにより構成される。
【００９２】
　処理装置３１は制御部３０全体の処理を司るものであり、作業領域としてＲＡＭ３４を
使用する。ＲＯＭ３３には、カメラ部１０を制御するためのプログラムや、画像信号や音
声信号の記録制御および再生制御などを実行するためのプログラムが書き込まれている。
【００９３】
　操作入力インターフェース３５に接続される操作入力部４１には、撮影モードと再生モ
ードなどの他のモードとを切り換えるモード切り換えキー、ズーム調整キー、露出調整の
ためのキー、シャッターキー、動画撮影用キー、表示部４２における表示調整キーなどの
複数のキーが設けられている。操作入力インターフェース３５は、操作入力部４１からの
操作信号を処理装置３１に伝える。処理装置３１は、操作入力部４１においていずれのキ
ーが操作されたかを判別し、その判別結果に応じた制御処理を行う。
【００９４】
　表示制御部３６に接続される表示部４２は、例えばＬＣＤ（Liquid Crystal Display）
などにより構成され、処理装置３１の制御の下に、カメラ部１０からの画像信号や、記録
媒体４９から読み出された画像信号を表示する。時計回路３９は、年、月、日、時間、分
、秒などを表わす時間情報を生成する。
【００９５】
　この撮像装置１００において、カメラ部１０の出力が図１の記録再生装置２００におけ
るデータ入力部２１１に対応する。また、表示制御部３６が記録再生装置２００における
データ出力部２１２に対応する。また、操作入力インターフェース３５が操作入力受付部
２９１に対応する。また、符号化／復号回路２１が符号化／復号器２２０、時刻情報管理
部２２９および特徴検出部２５０に対応する。また、処理装置３１がメインフォーマット
制御部２６１、サブフォーマット制御部２６２、メインアクセス制御部２７１、サブアク
セス制御部２７２、ファイルシステム２８０およびシステム制御部２９０に対応する。ま
た、媒体インターフェース２２および２３がメインメディア制御部２３１およびサブメデ
ィア制御部２３２に対応する。
【００９６】
　このように、本発明は、記録再生装置２００のみならず、撮像装置１００にも適用する
ことができる。
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【００９７】
　なお、本発明の実施の形態は本発明を具現化するための一例を示したものであり、以下
に示すように特許請求の範囲における発明特定事項とそれぞれ対応関係を有するが、これ
に限定されるものではなく本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変形を施すこと
ができる。
【００９８】
　すなわち、請求項１において、データ入力手段は例えばデータ入力部２１１に対応する
。また、第１の動画像信号記録手段は例えばメイン符号化器２２２およびメインメディア
制御部２３１に対応する。また、条件検出手段は例えば特徴検出部２５０に対応する。ま
た、第２の動画像信号記録手段は例えばサブ符号化器２２３およびサブメディア制御部２
３２に対応する。
【００９９】
　また、請求項５において、管理情報保持手段は例えば管理情報ファイル４１５または４
２２に対応する。
【０１００】
　また、請求項１１において、撮像手段は例えばカメラ部１０に対応する。また、第１の
動画像信号記録手段は例えばメイン符号化器２２２およびメインメディア制御部２３１に
対応する。また、条件検出手段は例えば特徴検出部２５０に対応する。また、第２の動画
像信号記録手段は例えばサブ符号化器２２３およびサブメディア制御部２３２に対応する
。
【０１０１】
　また、請求項１２において、第１の保持手段は例えば記録媒体２４１に対応する。また
、第２の保持手段は例えば記録媒体２４２に対応する。また、管理情報保持手段は例えば
管理情報ファイル４１５または４２２に対応する。また、一覧表示手段は例えばデータ出
力部２１２に対応する。また、操作受付手段は例えば操作入力受付部２９１に対応する。
また、再生手段は例えばメインメディア制御部２３１およびメイン復号器２２４に対応す
る。
【０１０２】
　また、請求項１３において、第１の保持手段は例えば記録媒体２４１に対応する。また
、第２の保持手段は例えば記録媒体２４２に対応する。また、管理情報保持手段は例えば
管理情報ファイル４１５または４２２に対応する。また、再生手段は例えばサブメディア
制御部２３２およびサブ復号器２２５に対応する。また、操作受付手段は例えば操作入力
受付部２９１に対応する。
【０１０３】
　また、請求項１４において、データ入力手段は例えばデータ入力部２１１に対応する。
また、第１の動画像信号記録手段は例えばメイン符号化器２２２およびメインメディア制
御部２３１に対応する。また、条件検出手段は例えば特徴検出部２５０に対応する。また
、第２の動画像信号記録手段は例えばサブ符号化器２２３およびサブメディア制御部２３
２に対応する。また、管理情報保持手段は例えば管理情報ファイル４１５または４２２に
対応する。また、一覧表示手段は例えばデータ出力部２１２に対応する。また、操作受付
手段は例えば操作入力受付部２９１に対応する。また、再生手段は例えばメインメディア
制御部２３１およびメイン復号器２２４に対応する。
【０１０４】
　また、請求項１５において、データ入力手段は例えばデータ入力部２１１に対応する。
また、第１の動画像信号記録手段は例えばメイン符号化器２２２およびメインメディア制
御部２３１に対応する。また、条件検出手段は例えば特徴検出部２５０に対応する。また
、第２の動画像信号記録手段は例えばサブ符号化器２２３およびサブメディア制御部２３
２に対応する。また、管理情報保持手段は例えば管理情報ファイル４１５または４２２に
対応する。また、再生手段は例えばサブメディア制御部２３２およびサブ復号器２２５に
対応する。また、操作受付手段は例えば操作入力受付部２９１に対応する。
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【０１０５】
　また、請求項１６および１７において、第１の動画像信号記録手順は例えばステップＳ
９１２に対応する。また、条件検出手順は例えばステップＳ９１３に対応する。また、第
２の動画像信号記録手順は例えばステップＳ９１４に対応する。
【０１０６】
　なお、本発明の実施の形態において説明した処理手順は、これら一連の手順を有する方
法として捉えてもよく、また、これら一連の手順をコンピュータに実行させるためのプロ
グラム乃至そのプログラムを記憶する記録媒体として捉えてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】本発明の実施の形態における記録再生装置２００の一構成例を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態における符号化／復号器２２０の一構成例を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態におけるメイン動画とサブ動画の関係例を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態における管理情報のフィールド構成例を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態におけるメイン動画を保持するフォルダ構成例である。
【図６】本発明の実施の形態におけるサブ動画を保持するフォルダ構成例である。
【図７】本発明の実施の形態におけるメイン動画記録の動作例を示すシーケンスチャート
である。
【図８】本発明の実施の形態におけるサブ動画記録の動作例を示すシーケンスチャートで
ある。
【図９】本発明の実施の形態におけるインデックス再生の動作例を示すシーケンスチャー
トである。
【図１０】本発明の実施の形態におけるサブ動画の利用例を示す図である。
【図１１】本発明の実施の形態におけるサブ動画の他の利用例を示す図である。
【図１２】本発明の実施の形態における記録再生装置２００の動画記録の処理手順を示す
フローチャートである。
【図１３】本発明の実施の形態における記録再生装置２００の特徴シーン一覧からの再生
処理手順を示すフローチャートである。
【図１４】本発明の実施の形態における記録再生装置２００の特徴区間再生処理手順を示
すフローチャートである。
【図１５】本発明の実施の形態における撮像装置１００の一構成例を示す図である。
【符号の説明】
【０１０８】
　１００　撮像装置
　２００　記録再生装置
　２１１　データ入力部
　２１２　データ出力部
　２２０　符号化／復号器
　２２１　分配器
　２２２　メイン符号化器
　２２３　サブ符号化器
　２２４　メイン復号器
　２２５　サブ復号器
　２２６　選択器
　２２９　時刻情報管理部
　２３１　メインメディア制御部
　２３２　サブメディア制御部
　２４１、２４２　記録媒体
　２５０　特徴検出部
　２６１　メインフォーマット制御部
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　２６２　サブフォーマット制御部
　２７１　メインアクセス制御部
　２７２　サブアクセス制御部
　２８０　ファイルシステム
　２９０　システム制御部
　２９１　操作入力受付部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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