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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複数のファイルまたはフォルダよりなる複数のコンテンツ
をリッピングして第２の記録媒体に記録するリッピング手段と、
　前記リッピング手段によってリッピングされたそれぞれのコンテンツを前記第２の記録
媒体に記録するに際して、前記それぞれのコンテンツに対して第１の文字数よりなる第１
の名前を付与する第１の付与手段と、
　前記リッピング手段によってリッピングされたそれぞれのコンテンツに対して、前記第
１の文字数より長い第２の文字数よりなる第２の名前を付与する第２の付与手段と、
　を備え、
　前記第１の付与手段は、前記第１の名前として、前記リッピング手段によるリッピング
の順に連続的な数値または文字よりなる名前を付与し、
　前記第１の付与手段が付与した前記第１の名前は、その変更が制限されている
　ことを特徴とするファイル管理装置。
【請求項２】
　前記第２の記録媒体に記録されている複数のコンテンツの内の一部のコンテンツが削除
された場合に、削除されたコンテンツを除く複数のコンテンツに対して付与された前記第
１の名前が連続的な数値または文字となるように前記第１の名前を変更する変更手段を備
えることを特徴とする請求項１記載のファイル管理装置。
【請求項３】
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　前記変更手段は、前記第１の名前の連続的な数値または文字が所定数になった場合に、
前記第１の名前を変更することを特徴とする請求項２に記載のファイル管理装置。
【請求項４】
　第１の記録媒体に記録された複数のファイルまたはフォルダよりなる複数のコンテンツ
をリッピングして第２の記録媒体に記録するリッピングステップと、
　前記リッピングステップにてリッピングされたそれぞれのコンテンツを前記第２の記録
媒体に記録するに際して、前記それぞれのコンテンツに対して第１の文字数よりなる第１
の名前を付与する第１の付与ステップと、
　前記第１の付与ステップの後、前記リッピングステップにてリッピングされたそれぞれ
のコンテンツに対して、前記第１の文字数より長い第２の文字数よりなる第２の名前を付
与する第２の付与ステップと、
　を含み、
　前記第１の付与ステップは、前記第１の名前として、前記リッピングステップによるリ
ッピングの順に連続的な数値または文字よりなる名前を付与し、
　前記第１の付与ステップにて付与した前記第１の名前は、その変更が制限されている
　ことを特徴とするファイル管理方法。
【請求項５】
　前記第２の記録媒体に記録されている複数のコンテンツの内の一部のコンテンツが削除
された場合に、削除されたコンテンツを除く複数のコンテンツに対して付与された前記第
１の名前が連続的な数値または文字となるように前記第１の名前を変更する変更ステップ
を含むことを特徴とする請求項４記載のファイル管理方法。
【請求項６】
　前記変更ステップは、前記第１の名前の連続的な数値または文字が所定数になった場合
に、前記第１の名前を変更することを特徴とする請求項５に記載のファイル管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記憶装置内の楽曲ファイル等の再生ファイルを管理するファイル管理装置、
ファイル管理方法及びプログラムに関し、特にファイル名を再生ファイルの管理に利用す
るファイル管理装置、ファイル管理方法及びプログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＰＣ（パーソナルコンピュータ）にインストールされるオーディオ編集ソフトでは、リ
ッピングによりＣＤ－ＤＡ（Compact Disc Digital Audio）の楽曲についての楽曲ファイ
ルをＰＣのＨＤ（ハードディスク）等の記憶装置に生成する場合には、例えば、「半角ス
ペース-半角スペース（” - ”）」を区切り子に使って、ファイル名を複数の区分に区分
化し、「”トラック番号” - ”アーティスト名” - ”楽曲名” - ”アルバム名”」の
ように、各区分に楽曲情報を記入したファイル名を各楽曲ファイルに付与する。そして、
後のアルバム再生時では、ファイル名の各区分の情報を再生順や表示情報として利用する
。
【０００３】
　なお、アーティスト名や楽曲名等はＣＤテキストや、インターネットのＣＤＤＢ（ＣＤ
データベース）サーバ等から入手したものであり、今回のリッピング対象のＣＤ－ＤＡが
ＣＤテキストを有しておらず、また、ＣＤＤＢにも該当の楽曲情報がない場合やＣＤＤＢ
が利用できない場合には、ファイル名の対応区分はブランク（ｎｕｌｌ）となり、後に、
ユーザが適宜、手作業で楽曲情報を入力することになる。
【０００４】
　特許文献１は、リッピングにより生成したＭＰ３（MPEG Audio Layer-３）ファイルを
ＣＤ－Ｒに１階層（特許文献１の図４）又は複数階層（特許文献１の図６）で格納してい
る場合のディスプレイにおける楽曲一覧の表示例（特許文献１の図５、図７及び図８）を



(3) JP 4821534 B2 2011.11.24

10

20

30

40

50

開示している。さらに、全楽曲数が多過ぎて、全楽曲の一覧が一画面に表示できなかった
り、一部の楽曲について楽曲名が長過ぎて、画面からはみ出るような場合には、スクロー
ルやカーソル操作により（特許文献１の段落００３４、００３６）、非表示部分を適宜画
面内へ移動、表示することも開示する。
【０００５】
　特許文献２は、ＭＰ３ファイルのヘッダに記憶可能となっているＩＤ３－ＴＡＧ情報を
利用して、楽曲名やアーティスト名を記録することを開示する（特許文献２の段落０００
３）。そして、ＭＰ３ファイル再生時では、再生対象のＭＰ３ファイルにおけるＩＤ３－
ＴＡＧ情報内のテキストデータの有無を判定し（特許文献２の図６のＳ６２）、有れば、
該テキストデータを表示し（特許文献２の図６のＳ６３）、無ければ、テキストデータの
代わりにファイル名を表示するようにしている（特許文献２の図６のＳ６４）。
【０００６】
　一方、ＷｉｎｄｏｗｓＸＰ（登録商標）等では、記憶装置に記憶するファイルに対し、
ショートファイルネーム（本体文字数８バイト以下でかつ拡張子文字数３バイト以下）又
はロングファイルネーム（＝ショートファイルネーム以外のファイル名）を付与するよう
になっている。
【特許文献１】特開２００２－３４３０６７号公報
【特許文献２】特開２００５－２５１２８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ファイル名に追い番や楽曲名の情報を含ませるようになっている楽曲ファイルに対して
、ユーザが手入力により、さらには、オーディオ装置自身が自動的にファイル名を変更す
ることがある。従来のオーディオ装置では、ファイル名の変更になんらの制限が付けられ
ていない。したがって、例えばファイル名内の追い番や区切り子まで変更されてしまうと
、ファイル名変更後のアルバム再生時に、アルバム内の各楽曲が正しい順番で再生できな
くなる。
【０００８】
　特許文献１は、リッピング後の記憶装置内のオーディオファイルの楽曲名等の一覧を画
面に表示する場合の改善案について説明するものの、ユーザによるファイル名書き換えに
伴う再生ファイル管理上の問題についてはなんら言及していない。特許文献２は、ＭＰ３
ファイルの情報表示について、ＩＤ３－ＴＡＧ情報としてテキストデータをもつか否かに
より表示情報源をＩＤ３－ＴＡＧ情報かテキストテーブルかに使い分けているものの（特
許文献２の図６のＳ６２～Ｓ６４）、ユーザがファイル名を書き換える時の問題点への対
処についてはなんら言及していない。
【０００９】
　本発明の目的は、記憶装置内のファイルの管理にファイル名を利用するファイル管理装
置、ファイル管理方法及びプログラムにおいて、管理に支障を起こすことなく、ユーザ等
によるファイル名の変更を保証することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明のファイル管理装置によれば、各再生ファイルに対して複数の系統のファイル名
を付与する。各系統のファイル名は、それぞれ別の管理系統における管理データとして利
用される。ファイル名の書き換えが管理に支障を与える系統のファイル名については変更
を制限する。ファイル名の書き換えが管理に支障のない系統のファイル名については変更
を許容する。
【００１１】
　本発明のファイル管理装置は、コンテンツ情報を再生するための再生ファイルを記録す
る再生ファイル記録手段と、再生ファイル記録手段により記録された各再生ファイルに対
し第１及び第２のファイル名を付与するファイル名付与手段と、を有している。第１のフ
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ァイル名は、連続的な記載を含む名称とされるとともに、変更を制限されるものとなって
いる。第２のファイル名は、再生ファイルの属性に関連付けられた記載を含む名称とされ
、変更を許容されるものとなっている。
【００１２】
　本発明のファイル管理方法は次のステップを有している。
　コンテンツ情報を再生するための再生ファイルを記憶装置に記録するステップ、
　記憶装置に記録された各再生ファイルに対し、連続的な記載を含む第１のファイル名と
、再生ファイルの属性に関連付けられた記載を含む第２のファイル名とを付与するステッ
プ、及び
　ファイル名の変更要求に対して、それが第１のファイル名であるならば、変更を制限し
、また、第２のファイル名であるならば、許容するステップ。
【００１３】
　本発明のプログラムは、本発明のファイル管理装置の各手段としてコンピュータを機能
させる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、１個の再生ファイルに対してそれぞれ別種の第１及び第２のファイル
名が付与され、第１及び第２のファイル名は変更をそれぞれ制限及び許容される。結果、
所定の管理への支障を回避しつつ、ユーザ等によるファイル名の変更を確保できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　図１はＡＶ（Audio & Visual）ファイルのファイル名管理ソフトを実装する各種装置及
び連携関係を示している。ＡＶファイルには、ＭＰ３規格やＷＡＶ規格のようなオーディ
オファイル、ＪＰＥＧ規格のような画像ファイル、及びＭＰＥＧ規格のような動画ファイ
ルが含まれる。以下、説明の簡略上、ＡＶファイルはオーディオファイルの一種である楽
曲ファイルを想定する。
【００１６】
　再生機器としてのデジタルオーディオプレーヤ１０、据え置き型オーディオ装置１１及
びＰＣ１２は、ハードディスクやフラッシュメモリ等の記憶装置を内蔵し、該記憶装置内
に楽曲ファイルを記憶する。デジタルオーディオプレーヤ１０、据え置き型オーディオ装
置１１及びＰＣ１２は、記憶装置内の楽曲ファイルを適宜、読み出して、それらの楽曲再
生音を自機のスピーカやイヤホンから出力自在としているとともに、記憶装置内の楽曲フ
ァイルに対してファイル名変更等の編集を自機で適宜実施できるようにしている。
【００１７】
　据え置き型オーディオ装置１１及びＰＣ１２は、自機のハードディスク装置に記憶され
ている楽曲ファイルをＳＤメモリカードのような着脱自在のフラッシュメモリへコピー又
は移動し、該着脱式フラッシュメモリをデジタルオーディオプレーヤ１０に装着して、デ
ジタルオーディオプレーヤ１０で該着脱式フラッシュメモリ内の楽曲を再生することもで
きる。さらに、着脱式フラッシュメモリ内の楽曲ファイルについてはファイル名等の編集
を据え置き型オーディオ装置１１及びＰＣ１２において行なうことができるようになって
いる。
【００１８】
　デジタルオーディオプレーヤ１０及び据え置き型オーディオ装置１１はケーブル１５を
介して相互に接続されるようになっている。ケーブル１５による接続状態では、据え置き
型オーディオ装置１１の記憶装置内の楽曲ファイルを暗号化してから、デジタルオーディ
オプレーヤ１０の記憶装置へ格納したり、ユーザがデジタルオーディオプレーヤ１０の記
憶装置内の楽曲ファイルを据え置き型オーディオ装置１１において編集したり、ユーザが
デジタルオーディオプレーヤ１０の記憶装置内の楽曲ファイルの楽曲再生音を据え置き型
オーディオ装置１１のスピーカから出力したりすることが可能になっている。
【００１９】
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　同様に、デジタルオーディオプレーヤ１０及びＰＣ１２はＵＳＢケーブルのようなケー
ブル１６を介して相互に接続されるようになっている。ケーブル１６による接続状態では
、ＰＣ１２の記憶装置内の楽曲ファイルを暗号化してから、デジタルオーディオプレーヤ
１０の記憶装置へ格納したり、ユーザがデジタルオーディオプレーヤ１０の記憶装置内の
楽曲ファイルをＰＣ１２において編集したりすることが可能である。
【００２０】
　同様に、据え置き型オーディオ装置１１及びＰＣ１２はＵＳＢケーブルのようなケーブ
ル１７を介して相互に接続されるようになっている。ケーブル１７による接続状態では、
据え置き型オーディオ装置１１－ＰＣ１２間で楽曲ファイルを相互に転送し合ったり、ユ
ーザが据え置き型オーディオ装置１１の記憶装置内の楽曲ファイルをＰＣ１２において編
集したりすることが可能である。
【００２１】
　図２はＣＤテキスト無しＣＤ－ＤＡの楽曲についてリッピング及びその後にユーザによ
るネーム編集作業が実施される場合のファイル名の変更過程を示している。ＣＤ－ＤＡか
らのリッピングは、デジタルオーディオプレーヤ１０、据え置き型オーディオ装置１１及
びＰＣ１２のどれにおいても行なわれてもよいが、以降では、説明の便宜上、代表して、
デジタルオーディオプレーヤ１０を選択して、デジタルオーディオプレーヤ１０の場合に
ついて説明する。デジタルオーディオプレーヤ１０では、記憶装置内のファイルをツリー
構造で管理する。
【００２２】
　リッピング前の記憶装置内には、図２（ａ）に示すように、名前が”ＡＢＣＤ”である
フォルダが１個存在し、かつ該フォルダ内には、ＡＢＣ．ｍｐ３，ｅｆｇ．ｗｍａ，ＨＩ
Ｊ．ｄｏｃの３個のファイルが格納されているものと仮定する。なお、ファイル名の拡張
子について、ｍｐ３はオーディオのＭＰ３規格のファイルであることを示し、ｗｍａはオ
ーディオのｗｍａ（Windows Media Audio）規格のファイルであることを示し、ｄｏｃは
マイクロソフト社のワープロソフトのＷｏｒｄファイルであることを示している。
【００２３】
　ＣＤ－ＤＡの楽曲のリッピングに伴い、デジタルオーディオプレーヤ１０の記憶装置内
には、図２（ｂ）に示すように、フォルダ名”Ａｌｂｕｍ００１”のフォルダが、フォル
ダ名”Ｓｐｅｃｉａｌ”のフォルダの下の階層として作成される。フォルダ名”Ａｌｂｕ
ｍ００１”は、デジタルオーディオプレーヤ１０がＣＤ－ＤＡからのリッピング時にフォ
ルダのデフォルト名として付けたフォルダ名であり、もし今回のＣＤ－ＤＡがＣＤテキス
ト付きである場合には、典型的には、”Ａｌｂｕｍ００１”の代わりに、ＣＤ－ＤＡのア
ルバム名がフォルダ名となる。なお、フォルダ名”Ｓｐｅｃｉａｌ”のフォルダは、デジ
タルオーディオプレーヤ１０において記憶装置内に特別のフォルダとして設定しているも
のとし、デジタルオーディオプレーヤ１０は、楽曲ファイルに係る編集要求や再生要求を
ユーザから指示されると、最初に、”Ｓｐｅｃｉａｌ”のフォルダにアクセスし、該フォ
ルダから該当の楽曲ファイルを探索するように仕向けられている。
【００２４】
　フォルダの各楽曲のデータは、この例では、ｗｍａ規格の楽曲ファイルに変換されて、
フォルダ”Ａｌｂｕｍ００１”の中に格納される。各楽曲ファイルは、ＣＤ－ＤＡにおけ
るトラック順を数値として含むファイル名（ＴＲ００１．ｗｍａ，ＴＲ００２．ｗｍａ，
・・・）がショートファイルネームで付与される。ショートファイルネームは、パソコン
ＯＳのＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）に合わせて、例えば本体文字数８バイト以下でかつ拡
張子文字数３バイト以下のファイル名とされ、ロングファイルネームは、例えば本体文字
数９バイト以上であるか又は拡張子文字数４バイト以上のファイル名とされる。ただし、
デジタルオーディオプレーヤ１０では、ショートファイルネーム及びロングファイルネー
ムは、相互に独立に付与され、すなわち、採用するネーム規格では、ロングファイルネー
ムの先頭８桁までのテキストがショートファイルネームとなるような依存関係はない規格
とする。また、該ネーム規格では、ショートファイルネームは必須であるのに対し、ロン
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グファイルネームはｎｕｌｌ、すなわちなくてもよいことにする。
【００２５】
　デジタルオーディオプレーヤ１０では、ショートファイルネームに含まれる数値は追い
番の管理データとして再生順管理に使用される。また、図２（ｂ）の段階では、各楽曲フ
ァイルのロングファイルネームはｎｕｌｌ（空）となっている。図２（ｂ）及び（ｃ）並
びに後述の図３（ｂ）及び（ｃ）では、各ｗｍａの楽曲ファイルについて、ショートファ
イルネーム及びロングファイルネームをそれぞれ”：”の左側及び右側に示している。
【００２６】
　ＣＤテキスト無しＣＤ－ＤＡに基づくリッピングは、図２（ｂ）のファイル名状態で終
了する。デジタルオーディオプレーヤ１０は、フォルダ”Ａｌｂｕｍ００１”について全
曲再生又は連続再生のユーザ指示を受付けると、該フォルダ内の楽曲ファイルのショート
ファイルネームに含まれる追い番に係る数値を検出し、追い番順に各楽曲ファイルの楽曲
を再生していく。各楽曲ファイルの楽曲再生中、デジタルオーディオプレーヤ１０のディ
スプレイには、ロングファイルネームに基づき再生楽曲の楽曲名等のテキスト情報が表示
されることになっているが、ロングファイルネームは図２（ｂ）の状態ではｎｕｌｌであ
るため、このデジタルオーディオプレーヤ１０は、それら情報の代わりに、ショートファ
イルネームをディスプレイに表示するようになっている（図６のＳ４４で後述する。）。
【００２７】
　ユーザは、リッピング後、各楽曲ファイルの楽曲の再生中に、適切な楽曲情報をディス
プレイに表示させるために、ファイル名を自ら編集する。なお、デジタルオーディオプレ
ーヤ１０をインターネットを介してＣＤＤＢのサーバへ接続して、該ＣＤＤＢから楽曲情
報をダウンロードすることにより、ユーザ入力に代えて、自動的に入力することもできる
。ユーザによるファイル名の編集は、ショートファイルネームについては禁止され、ロン
グファイルネームが対象となる。図２（ｃ）はユーザがフォルダ”Ａｌｂｕｍ００１”内
の追い番１～３の楽曲ファイルについてそのファイル名を変更した状態を示している。
【００２８】
　図２（ｃ）では、追い番１～３の楽曲ファイルは、そのショートファイルネームについ
ては無変更のままとされつつ、そのロングファイルネームについてはそれぞれ”ｋａｋｉ
ｋｕｋｅｋｏ．ｗｍａ”，”ｓａｓｉｓｕｓｅｓｏ．ｗｍａ”，”ｔａｔｉｔｕｔｅｔｏ
．ｗｍａ”へ変更された。結果、ロングファイルネームの変更後も、フォルダ”Ａｌｂｕ
ｍ００１”について全曲再生又は連続再生のユーザ指示を受付けた場合には、該フォルダ
内の楽曲ファイルのショートファイルネームに含まれる数値から各ファイルの追い番を判
断し、追い番順に各楽曲ファイルの楽曲を支障なく再生することができる。また、追い番
１～３の楽曲の再生時には、デジタルオーディオプレーヤ１０のディスプレイには、ロン
グファイルネームの本体部分（＝拡張子部分を除いたロングファイルネーム部分）”ｋａ
ｋｉｋｕｋｅｋｏ”，”ｓａｓｉｓｕｓｅｓｏ”，”ｔａｔｉｔｕｔｅｔｏ”が再生楽曲
情報としてそれぞれ表示されることになる。
【００２９】
　ユーザにより入力される各楽曲ファイルのロングファイルネームの”ｋａｋｉｋｕｋｅ
ｋｏ”等は、典型的には、各ファイルについてアーティスト名、楽曲名及びアルバム名を
、所定の区切り子で区切りながら、所定の順番で入力したものとなっている。入力作業を
能率化させるために、ユーザがタブキーを１回、押下すれば、区切り子が自動的に入力さ
れるようになっていてもよい。デジタルオーディオプレーヤ１０は、楽曲ファイルの再生
時には、該ファイルのロングファイルネームの各区分より楽曲名及びアーティスト名等の
楽曲情報を抽出し、ディスプレイに表示する。
【００３０】
　図３はＣＤテキスト付きＣＤ－ＤＡについてリッピングを実施した場合のファイル名の
変更過程を示している。図３（ａ）及び（ｂ）はそれぞれ図２（ａ）及び（ｂ）と同一で
ある。ＣＤテキスト無しＣＤ－ＤＡのリッピングの場合には、図２（ｂ）のファイル名状
態でリッピングが終了した。これに対して、ＣＤテキスト付きＣＤ－ＤＡについてのリッ
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ピングでは、図３（ｂ）の後、さらに処理が続行されて、デジタルオーディオプレーヤ１
０は、自動的に、各楽曲ファイルのロングファイルネームをＣＤテキストに基づき編集し
て、図３（ｃ）のファイル名状態に至る。
【００３１】
　図３（ｃ）では、各楽曲ファイルのロングファイルネームは追い番順に”ｋａｋｉｋｕ
ｋｅｋｏ．ｗｍａ”，”ｓａｓｉｓｕｓｅｓｏ．ｗｍａ”，”ｔａｔｉｔｕｔｅｔｏ．ｗ
ｍａ”．”ｎａｎｉｎｕｎｅｎｏ．ｗｍａ”，”ｈａｈｉｈｕｈｅｈｏ．ｗｍａ”となっ
ている。ロングファイルネームは、デジタルオーディオプレーヤ１０がＣＤ－ＤＡのＣＤ
テキストに基づき自動的に入力されるので、図２（ｃ）の手間のかかる手作業入力が省略
される。
【００３２】
　図４はユーザによるファイル名変更の作業画面を例示している。デジタルオーディオプ
レーヤ１０のディスプレイ２３におけるファイル名称表示用ウィンドウ２４には、ユーザ
がファイルネームの変更対象として呼び出した楽曲ファイルの名称が表示される。図４は
、例えば、ショートファイルネームが”ＴＲ００１．ｗｍａ”である楽曲ファイルの名称
を呼び出している。
【００３３】
　呼び出した楽曲ファイルにロングファイルネームがすでに付与されている場合には、フ
ァイル名称表示用ウィンドウ２４にロングファイルネームが表示される。図４（ａ）は該
楽曲ファイルに、「ｋａｋａｋａｋａｋａ．ｗｍａ」のロングファイルネームがすでに付
与されている場合のファイル名称表示用ウィンドウ２４を示している。
【００３４】
　呼び出した楽曲ファイルにロングファイルネームが付与されていない場合、すなわち、
ロングファイルネームがｎｕｌｌである場合には、ファイル名称表示用ウィンドウ２４に
該楽曲ファイルのショートファイルネームが表示される。図４（ｂ）は該楽曲ファイルの
ロングファイルネームがｎｕｌｌである場合に、ショートファイルネームの”ＴＲ００１
．ｗｍａ”がファイル名称表示用ウィンドウ２４に表示されている状態を示している。な
お、ファイル名称表示用ウィンドウ２４には、ショートファイルネーム及びロングファイ
ルネームの全部を表示することなく、拡張子は表示から省くようにすることもできる。
【００３５】
　ユーザは、ファイル名称表示用ウィンドウ２４を用い、表示されているファイル名称を
編集する。図４（ｃ）はファイル名称として「ｋａｋｅｋｕｋｅ」まで入力し終わった時
のファイル名称表示用ウィンドウ２４を示している。ファイル名称表示用ウィンドウ２４
にロングファイルネームが表示されている場合に、ユーザが編集操作を行ったときは、ユ
ーザによって編集されたファイル名称はその楽曲ファイルのロングファイルネームとして
登録される。ファイル名称表示用ウィンドウ２４にショートファイルネームが表示されて
いる場合にユーザが編集操作を行ったときは、ユーザによって編集されたファイル名称は
、その楽曲ファイルのロングファイルネームとして登録される。ショートファイルネーム
は、ロングファイルネームの編集終了後も、編集前と同一の名称を保持する。
【００３６】
　また、典型的なデジタルオーディオプレーヤ１０では、ファイル名称表示用ウィンドウ
２４に拡張子”ｗｍａ”も表示するようになっている場合、該拡張子についてユーザによ
る変更や新規入力を禁止することが通常である。拡張子については、デジタルオーディオ
プレーヤ１０が所定のものを付与するようになっている。
【００３７】
　ユーザは、デジタルオーディオプレーヤ１０内の楽曲ファイルを使い込むに連れて、不
要な楽曲ファイルを記憶装置から削除することがある。図２及び図３で説明したショート
ファイルネームでは、追い番に係る名前部分は００１，００２，・・・というように、３
桁の数値となっているので、追い番は最大９９９までしか割り振ることができない。削除
された楽曲ファイルの追い番は欠番となり、このような欠番が増えると、記憶装置内の楽
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曲ファイルの個数が、追い番最大値９９９以内であるにもかかわらず、後ろの方の楽曲フ
ァイルに追い番を割り振ることができなくなる。
【００３８】
　デジタルオーディオプレーヤ１０では、これに対処するため、最後の追い番が最大値近
辺になると、適宜、追い番の付け直し（「リフレッシュ」とも呼ばれる。）が、ユーザ指
示に基づき又は自動的に行なわれるようになっている。追い番の付け直し処理期間は、当
然に、ショートファイルネームの変更制限が解除される。そして、記憶装置に残っている
ファイルについて、追い番の順番が維持されつつ、かつ追い番が連続するように、各楽曲
ファイルのショートファイルネームの追い番部分が変更される。これにより、追い番の欠
落は解消される。
【００３９】
　フォルダに対してもフォルダ名をショートファイルネーム及びロングファイルネームの
複数、付与することができる。例えば、フォルダのショートファイルネームとして追い番
に係る数値を含む名前とし、フォルダのロングファイルネームとして、アルバム名やアー
ティスト名を含む名前とし、ロングファイルネームはユーザによる変更を許可し、ショー
トファイルネームはユーザによる変更を禁止する措置をとる。これにより、複数のフォル
ダを一気に再生する場合には、フォルダの再生順を保持することができる。
【００４０】
　図５はリッピング処理のフローチャートである。該リッピング処理は図２及び図３のフ
ァイル名変更過程に対応している。Ｓ３５では、追い番に係る数値を含むショートファイ
ルネームを各楽曲ファイルに付与する。Ｓ３５において、Ｔｒ０１，Ｔｒ０２，・・・は
、ＣＤ－ＤＡにおける各楽曲のトラック番号を示し、ＴＲ００１，ＴＲ００２，・・・は
ショートファイルネームを示している。
【００４１】
　Ｓ３６では、デジタルオーディオプレーヤ１０におけるＣＤテキストのコピー機能がＯ
Ｎになっているか否かを判定する。ユーザは、ＣＤテキストのコピー機能のＯＮ，ＯＦＦ
を選択することができる。Ｓ３６における判定が正であれば、Ｓ３７へ進み、否であれば
、リッピング処理を終了する。
【００４２】
　Ｓ３７では、今回のＣＤ－ＤＡがＣＤテキスト付きであるか否かを判定し、正であれば
、Ｓ３８へ進み、否であれば、リッピング処理を終了する。Ｓ３８では、各楽曲ファイル
に、対応するＣＤテキストを含むロングファイルネームを付与する。
【００４３】
　図６はファイル名表示処理のフローチャートである。ファイル名表示処理は、例えば、
デジタルオーディオプレーヤ１０において楽曲ファイルを再生開始する時とか、ユーザが
ファイル名の編集作業開始する時とかに起動する。
【００４４】
　Ｓ４２では、ファイル名表示処理対象の楽曲がロングファイルネームをもつか否かを判
定し、判定結果が正であれは、Ｓ４３へ進み、否であれば、Ｓ４４へ進む。Ｓ４３では、
ロングファイルネームをデジタルオーディオプレーヤ１０のディスプレイに表示する。Ｓ
４４では、ショートファイルネームをデジタルオーディオプレーヤ１０のディスプレイに
表示する。
【００４５】
　図７はファイル管理装置５０のブロック図である。図１のデジタルオーディオプレーヤ
１０、据え置き型オーディオ装置１１及びＰＣ１２はファイル管理装置
５０の具体例である。ファイル管理装置５０の処理は図２～図４で説明した処理を包摂す
るものである。
【００４６】
　ファイル管理装置５０は再生ファイル記録手段５１及びファイル名付与手段５２を有し
ている。再生ファイル記録手段５１は、コンテンツ情報を再生するための再生ファイル５
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８を記憶装置５９に記録する。ファイル名付与手段５２は、再生ファイル記録手段５１に
より記録された各再生ファイル５８に対して第１及び第２のファイル名を付与する。
【００４７】
　第１のファイル名は、連続的な記載を含む名称とされるとともに、変更を制限されるも
のとされる。第２のファイル名は、再生ファイルの属性に関連付けられた記載を含む名称
とされるとともに、変更を許容されるものとされる。
【００４８】
　再生ファイル５８には、少なくとも、楽曲ファイル、画像ファイル及び動画ファイルが
含まれる。第２のファイル名について、再生ファイルの属性に関連付けられた記載とは、
例えば、ＣＤテキストに含まれる楽曲名や、アルバム名や、アーティスト名である。ユー
ザが、各再生ファイルに対して自分専用のメモを付けたいときに、第２のファイル名を利
用することも可能である。
【００４９】
　第１及び第２のファイル名は、図２等で説明したショートファイルネーム及びロングフ
ァイルネームであってもよい。すなわち、第１及び第２のファイル名は、例えば、文字数
がそれぞれ所定値未満及び以上のバイト数の名前となっているものとすることができる。
なお、第１及び第２のファイル名は、相互に独立の名前とすることができ、第２のファイ
ル名は初期的には、ｎｕｌｌであってもよいとする。
【００５０】
　第１のファイル名がその名称に含む連続的な記載とは、例えば、連続する数値（例：０
０１，００２，００３，・・・）、連続する文字（例１：ａ，ｂ，ｃ，・・・。例２：あ
、い、う、・・・）、及びそれらの混在（例：ａ０１，ａ０２，・・・，ａ９９，ｂ０１
，ｂ０２，・・・ｂ９９，ｃ０１，・・・）である。
【００５１】
　典型的には、第１のファイル名における連続的な記載とは、複数の再生ファイルについ
ての所定の処理順番に係る記載である。所定の処理順番とは、例えば、ＣＤ－ＤＡからの
リッピングの際、ユーザがリッピング順を未指定としたときのデフォルトのリッピング順
、すなわちＣＤ－ＤＡにおけるトラック番号順や、ユーザがリッピング順を指定したとき
のその指定順、記憶装置５９への再生ファイル５８の記録順（該記録順は、通常は、リッ
ピング順と同一である。）である。
【００５２】
　第１のファイル名は、例えば、複数の再生ファイル５８についてのソートの管理データ
として使用される。ソート管理データとして例えば楽曲の再生順を規定する追い番がある
。
【００５３】
　第２のファイル名は、例えば、再生ファイル５８のコンテンツ情報のテキストデータと
される。このようなテキストデータの具体例には、ＣＤテキストに含まれる楽曲名、アー
ティスト名及びアルバム名がある。さらに、ユーザによるコンテンツのメモ書きを第２の
ファイル名の本体部分（＝拡張子を除く部分）の全体又は部分としてもよい。
【００５４】
　ユーザは不要な再生ファイルを適宜削除することがある。これに伴い、リッピング当初
は、第１のファイル名について、記載が連続的となっていたにもかかわらず、部分的に欠
落した不連続なものとなる。また、第１のファイル名についての文字数の制約から、連続
的な記載には最大値の制限があり、再生ファイル５８に付与する第１のファイル名が枯渇
することが起こり得る。
【００５５】
　これに対処し、第１のファイル名について、連続的な記載の欠落が適当に大きくなった
時点で、不連続を解消するべく、第１のファイル名を再付与することが望まれる。好まし
くは、ファイル名付与手段５２は、再生ファイル５８の一部削除に伴って生じる第１のフ
ァイル名に係る記載の不連続性に対し、第１のファイル名の変更の制限を解除してから、
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非削除の再生ファイルの第１のファイル名について連続的な記載に戻す。なお、追い番等
は、記憶装置５９内のフォルダごとに独立に設定してもよいし、記憶装置５９全体で通し
の追い番を設定してもよい。
【００５６】
　ファイル名付与手段５２は、再生ファイル５８へのファイル名付与に代えて、再生ファ
イル５８を少なくとも１以上含むフォルダへのフォルダ名付与を行なう手段として適用さ
れてもよい。
【００５７】
　ファイル管理方法７０について、図８及び図９のフローチャートに基づき説明する。図
８はファイル管理方法７０における再生ファイル記録ルーチンのフローチャート、図９は
ファイル管理方法７０におけるファイル名変更要求ルーチンのフローチャートである。再
生ファイルルーチン（図８）は、例えばリッピング時のように、記憶装置５９へ新規の再
生ファイル５８を記録する時に起動する。
【００５８】
　ファイル名変更要求ルーチン（図９）は、例えば、ＣＤテキスト付きＣＤ－ＤＡからリ
ッピングを行なう場合に、ＣＤテキストをファイル名に含ませる時とか、リッピング後に
、ユーザがファイル名のリネームを行なう時とかに起動する。前述した図２（ｂ）→図２
（ｃ）の過程は後者の例であり、図３（ｂ）→図３（ｃ）は前者の例である。
【００５９】
　再生ファイル記録ルーチン（図８）において、Ｓ７１では、コンテンツ情報を再生する
ための再生ファイル５８を記憶装置５９に記録する。Ｓ７２では、記憶装置５９に記録さ
れた各再生ファイル５８に対し、連続的な記載を含む第１のファイル名と、再生ファイル
の属性に関連付けられた記載を含む第２のファイル名とを付与する。
【００６０】
　ファイル名変更要求ルーチン（図９）は、ファイル名の変更要求に対して、それが第１
のファイル名であるならば、変更を制限し、また、第２のファイル名であるならば、許容
する。
【００６１】
　すなわち、Ｓ７６では、今回のファイル名変更要求が第１のファイル名についてのもの
であるか否かを判定し、判定が正であれば、Ｓ７７へ進み、否であれば、Ｓ７８へ進む。
Ｓ７７では、第１のファイル名の変更を制限する。第１のファイル名の変更の制限とは、
例えば、変更の禁止である。第１のファイル名について、全面的な変更制限とせずに、追
い番等の連続的記載以外の部分については変更を許容する部分的な変更制限にしてもよい
。
【００６２】
　Ｓ７８では、今回のファイル名変更要求が第２のファイル名についてのものであるか否
かを判定し、判定が正であれば、Ｓ７９へ進み、否であれば、該ルーチンを終了する。Ｓ
７９では、第２のファイル名の変更を許容する。
【００６３】
　本発明を適用したプログラムは、コンピュータをファイル管理装置５０の各手段として
機能させる。本発明を適用した別のプログラムは、ファイル管理方法７０の各ステップを
コンピュータに実行させる。
【００６４】
　本発明を各種具体的形態について説明したが、本発明は、これに限定されるものではな
く、発明の要旨を逸脱しない範囲で、各種具体的形態における各構成要素を変形（削除も
含む。）して具体化できる。また、各種具体的形態間において、構成要素を置換したり、
各種具体的形態の複数の構成要素を組み合わせたりすることにより、種々の発明を形成す
ることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
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【図１】ＡＶファイルのファイル名管理ソフトを実装する各種装置及び連携関係を示す図
である。
【図２】ＣＤテキスト無しＣＤ－ＤＡの楽曲についてリッピング及びその後にユーザによ
るネーム編集作業が実施される場合のファイル名の変更過程を示す図である。
【図３】ＣＤテキスト付きＣＤ－ＤＡについてリッピングを実施した場合のファイル名の
変更過程を示す図である。
【図４】ユーザによるファイル名変更の作業画面を例示す図である。
【図５】リッピング処理のフローチャートである。
【００６６】
【図６】ファイル名表示処理のフローチャートである。
【図７】ファイル管理装置のブロック図である。
【図８】ファイル管理方法における再生ファイル記録ルーチンのフローチャートである。
【図９】ファイル管理方法７０におけるファイル名変更要求ルーチンのフローチャートで
ある。
【符号の説明】
【００６７】
５０：ファイル管理装置、５１：再生ファイル記録手段、５２：ファイル名付与手段、５
８：再生ファイル、５９：記憶装置、７０：ファイル管理方法。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図８】

【図９】
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