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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報データを記録媒体から再生する再生手段と、
　前記記録媒体に記録されている複数の前記情報データの中から指定した前記情報データ
の削除を指示する指示手段と、
　前記指示手段の指示に応じて前記指定した情報データを前記記録媒体から削除する手段
と、
　前記記録媒体に記録されている前記複数の情報データの再生手順を示す再生制御情報を
生成する手段と、
　前記再生制御情報によって指定されている前記情報データが前記記録媒体から削除され
ていることを示す削除属性を含み、前記指示手段によって削除が指示された情報データに
係る管理情報を処理する管理情報処理手段とを備え、
　前記管理情報処理手段は、前記削除が指示された情報データが前記再生制御情報により
指定されていない場合には前記削除が指示された情報データについて前記削除属性を付加
せずに、前記削除が指示された情報データが前記再生制御情報により指定されていた場合
には前記削除が指示された情報データについて前記削除属性を付加することを特徴とする
再生装置。
【請求項２】
　前記管理情報は、前記記録媒体に記録された複数の前記情報データをそれぞれ指定して
いる前記再生制御情報の数を示す参照数属性を含み、
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　前記管理情報処理手段は、前記再生手順の変更に応じて前記参照数属性の値を変更する
と共に、前記削除が指示された情報データについての前記参照数属性に基づいて前記削除
された情報データが前記再生制御情報により指定されているか否かを判別することを特徴
とする請求項１記載の再生装置。
【請求項３】
　前記再生制御情報と前記管理情報とに基づいて前記再生手段の再生動作を制御する再生
制御手段を備え、前記再生制御手段は前記再生制御情報にて指定されている情報データに
ついて前記削除属性が付加されていた場合、前記再生制御情報に基づく再生手順を変更す
ることを特徴とする請求項１記載の再生装置。
【請求項４】
　前記再生制御手段は前記削除属性に対応した情報データの再生継続時間に対応した期間
、前記削除された情報データの代わりに所定の情報を出力するよう前記再生手段を制御す
ることを特徴とする請求項３記載の再生装置。
【請求項５】
　情報データを記録媒体から再生する方法において、
　前記記録媒体に記録されている複数の前記情報データの中から指定した前記情報データ
の削除指示に応じて前記指定した情報データを前記記録媒体から削除するステップと、
　前記記録媒体に記録されている前記複数の情報データの再生手順を示す再生制御情報を
生成するステップと、
　前記再生制御情報によって指定されている前記情報データが前記記録媒体から削除され
ていることを示す削除属性を含み、前記指示手段によって削除が指示された情報データに
係る管理情報を処理する管理情報処理ステップとを備え、
　前記削除が指示された情報データが前記再生制御情報により指定されていない場合には
前記削除が指示された情報データについて前記削除属性を付加せずに、前記削除が指示さ
れた情報データが前記再生制御情報により指定されていた場合には前記削除が指示された
情報データについて前記削除属性を付加することを特徴とする再生方法。
【請求項６】
　複数の情報データと、前記複数の情報データに係る管理情報とを記録媒体から再生する
再生手段と、
　複数の前記情報データの再生手順を示す再生制御情報において指定されている前記情報
データの前記記録媒体からの削除を指示する指示手段と、
　前記指示手段により削除が指示された情報データに対応した前記管理情報に対し、情報
データが前記記録媒体上から削除されていることを示す削除属性を付加する管理情報処理
手段と、
　前記管理情報に基づいて、前記再生制御情報により指定されている複数の情報データの
うち前記削除属性が付加された情報データと付加されていない情報データとを識別可能な
状態で表示する表示手段とを備えることを特徴とする再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は再生装置に関し、特には、情報データの再生手順を指定した再生制御情報にて指
定されている情報データの再生時間長の管理に関する。
【０００２】
【従来の技術】
現在、デジタルカメラで用いられるメモリカードやデジタルディスクカムコーダで用いら
れる光磁気ディスクなどのデータ記録媒体の容量は飛躍的に増大しており、動画、音声、
静止画など多岐に渡るデータファイルを記録可能である。近年では、この種の記録媒体の
ランダムアクセス性を生かして、記録したコンテンツを並べ替えたり組み合わせたりする
編集機能が注目されている。
【０００３】
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編集結果の保存方法は二つに大別できる。一つは編集結果を新たなデータとして再構成す
る方法である。もう一つは再生手順やレイアウトなどの再生制御情報のみを記録し、再生
時には、この再生制御情報に従ってファイルをアクセスして再生する方法である。
【０００４】
前者の方法では編集結果を新たなデータとして作り込んでしまっているので、編集結果を
記録した後、これを変更することが非常に難しい。一方、後者の方法では、ファイルアク
セスのタイミングなどの問題により、再生対象となるファイルの一部分だけを再生する指
定などがある場合に、直前に再生するファイルと連続して表示できるとは限らないという
問題がある。また、再生対象となるファイルが消去されるなどして、必ず再生結果を表示
できるとは限らない。
【０００５】
ファイル間の再生連続性のために、特開２０００－１８７９６３号公報に示される方法を
用いることが考えられる。この発明では、再生対象となるデータを再生用タイムマップテ
ーブルへのポインタで指定することで、ファイルのどの部分を再生すればよいのかを事前
に知ることが出来る。この発明における再生用タイムマップテーブルはＭＰＥＧのデコー
ド単位の開始位置を示すテーブルである。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、前記公報に記載の発明では再生制御情報の記述方法が極めて限定された形式であ
り、柔軟な記述ができない。
【０００７】
例えば、このような再生制御情報の記述方法の一つにＳＭＩＬ(Synchronized Multimedia
 Integration Language)がある。ＳＭＩＬでは、再生開始時間、再生終了時間、再生継続
時間の全てを記述より省略することが可能である。しかし、前述の方法では、このような
再生制御情報を扱うことができない。
【０００８】
また、再生制御情報をＳＭＩＬにより記述した場合であっても、再生開始時間、再生終了
時間、再生継続時間の全てが省略されている場合、対象となるファイルを開き、そのファ
イルのフォーマットに従ってデータを読み込み、ファイル自体の再生継続時間の情報を取
得しなくてはならない。
【０００９】
しかし、そのデータの形式が再生機のサポート対象外であったり、指定されたファイルが
消失した場合、再生継続時間の情報を取得することができない。
【００１０】
そのため、再生制御情報に従う手順での再生ができず、破綻してしまう。
【００１１】
例えば、ＳＭＩＬでは、再生開始時間を直前のファイルの再生終了時間からの相対時間で
記述することができる。このような記述方法の場合、再生継続時間が取得できないと、そ
のファイルに引き続いて再生されるファイルの再生開始時間が確定できない。
【００１２】
本発明はこの様な問題点を解決することを目的とする。
【００１３】
本発明の他の目的は、情報データの再生手順を記述した再生制御情報にて指定されている
情報データの再生継続時間を確実に認識可能とする処にある。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　本発明においては、情報データを記録媒体から再生する再生手段と、前記記録媒体に記
録されている複数の前記情報データの中から指定した前記情報データの削除を指示する指
示手段と、前記指示手段の指示に応じて前記指定した情報データを前記記録媒体から削除
する手段と、前記記録媒体に記録されている前記複数の情報データの再生手順を示す再生
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制御情報を生成する手段と、前記再生制御情報によって指定されている前記情報データが
前記記録媒体から削除されていることを示す削除属性を含み、前記指示手段によって削除
が指示された情報データに係る管理情報を処理する管理情報処理手段とを備え、前記管理
情報処理手段は、前記削除が指示された情報データが前記再生制御情報により指定されて
いない場合には前記削除が指示された情報データについて前記削除属性を付加せずに、前
記削除が指示された情報データが前記再生制御情報により指定されていた場合には前記削
除が指示された情報データについて前記削除属性を付加することを特徴とする。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態について説明する。
【００１６】
図１は本発明を適用したデジタルビデオカムコーダ１００の構成を示すブロック図である
。
【００１７】
本形態のビデオカムコーダ１００は、記録媒体であるディスクＤに対して動画像、静止画
像、音声などのメディアデータの書き込み、読み出しを行うピックアップ１０１と、読み
出された信号を増幅するＲＦアンプ１０２と、記録再生処理回路１０３と、データを一時
的に格納するショックプルーフメモリ１０５と、ショックプルーフメモリ１０５を制御す
るメモリコントローラ１０４と、復号化・符号化回路１０６と、Ｄ／ＡコンバータとＡ／
Ｄコンバータから成る入出力部１０７と、送りモータ１０８と、スピンドルモータ１０９
と、ドライバ回路１１０と、サーボ制御回路１１１と、種々の制御を行うシステムコント
ローラ１１２と、電源回路１１３と、ヘッド駆動装置１１４と、記録ヘッド１１５と、操
作部１１６と、カメラ部１１７と、出力端子１１８とを備えている。ここで、ディスクＤ
とは例えば光磁気ディスクであるが、ディスク１９の種類はこれに限らない。
【００１８】
このようなカムコーダ１００によれば、再生時、ドライバ回路１１０に駆動されるスピン
ドルモータ１０９によりディスクＤが回転駆動されるとともに、ドライバ回路１１０に駆
動される送りモータ１０８によりピックアップ１がディスクＤの半径方向に送られ、この
ピックアップ１０１により読み出されたデータはＲＦアンプ１０２において増幅され、記
録再生処理回路１０３に出力される。
【００１９】
また、ＲＦアンプ１０２は再生したデータに基づいてフォーカスエラー信号やトラッキン
グエラー信号などのサーボ制御信号を生成し、これをサーボ制御回路１１１に出力する。
サーボ制御回路１１１はＲＦアンプ１０２からのサーボ制御信号とシステムコントローラ
１１２からのコントロール信号に基づいて、ピックアップ１０１、送りモータ１０８、ス
ピンドルモータ１０９を駆動する。
【００２０】
記録再生処理回路１０３はＲＦアンプ１０２で増幅された信号を復調し、更に誤り訂正な
どの処理を施した後、メモリコントローラ１０４に送る。メモリコントローラ１０４は記
録再生処理回路１０３から出力された信号をショックプルーフメモリ１０５に書き込む。
ショックプルーフメモリ１０５にはメディアデータの記憶領域とは別にメディアデータ以
外のＴＯＣ(Table Of Contents)情報を格納するための領域が設けられている。そして、
ディスクＤがカムコーダ１００に挿入されると、直ちにメディアデータと同様の経路でデ
ィスクＤの所定アドレスに記録されているＴＯＣ情報が再生され、ショックプルーフメモ
リ１０５の所定領域に格納される。
【００２１】
メモリコントローラ１０４はシステムコントローラ１１２の要求に応じて必要なＴＯＣ情
報をショックプルーフメモリ１０５から読み出してシステムコントローラ１１２に送る。
システムコントローラ１１２はショックプルーフメモリ１０５に記憶されたメディアデー
タを読み出し、復号化・符号化回路１０６に送る。復号化・符号化回路１０６は図示しな
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いデータ復号化回路により、再生されたデータを所定のフォーマットに従って復号し、入
出力部１０７内のＤ／Ａコンバータへ送る。Ｄ／Ａコンバータは復号されたメディアデー
タをアナログ信号に変換する。このアナログ信号は出力端子１１８より外部へ出力される
。また、復号化・符号化回路１０６により復号された画像データは表示部１１９にも送ら
れ、表示部１１９は再生画像を表示する。
【００２２】
また、システムコントローラ１１２は電源回路１１３を制御し、ピックアップ１０１、Ｒ
Ｆアンプ１０２、記録再生処理回路１０３、サーボ回路１１１、及びドライバ回路１１０
へ電源を供給したり中断したりする。
【００２３】
操作部は、ポーズボタンや再生ボタン、再生／録画モード切替スイッチ、画像選択用カー
ソルキーなどを有する。
【００２４】
記録時は、カメラ部１１７から入力されたアナログ映像音声信号を入出力部１０７内のＡ
／Ｄコンバータへ送る。Ａ／Ｄコンバータはアナログ映像音声信号をデジタル信号に変換
する。このデジタル信号は復号化・符号化回路１０６において、図示しない符号化回路に
よって所定のフォーマットに符号化され、メモリコントローラ１０４によってショックプ
ルーフメモリ１０５に格納される。又、入出力部１０７より出力された画像データは復号
化・符号化回路１０６を介して表示部１１９に送られる。表示部１１９はカメラ部１１７
からの画像を表示する。
【００２５】
メモリコントローラ１０４はシステムコントローラ１１２の制御下でショックプルーフメ
モリ１０５に格納されているデータを読み出し、記録再生処理回路１０３に送る。記録再
生処理回路１０３では読み出したデータに対して、変調、誤り訂正用符号の付加などを行
う。
【００２６】
また、システムコントローラ１１２はメモリコントローラ１０４を制御し、ショックプル
ーフメモリ１０５の所定領域に格納されているＴＯＣ情報を読み出し、このＴＯＣ情報に
基づいてディスクＤ上の記録可能領域の位置を認識し、サーボ回路１１１を制御して所望
の記録可能領域をサーチする。サーチ後、システムコントローラ１１２の制御下で、記録
再生処理回路１０３の出力信号に基づいてヘッド駆動装置１１４が記録ヘッド１１５を駆
動すると共に、ＲＦアンプ１０２の出力信号に基づいてピックアップ１０１の図示しない
レーザ回路が駆動され、ディスクＤ上にデータを記録する。
【００２７】
所望の記録可能領域への記録動作が終了すると、システムコントローラ１１２はメモリコ
ントローラ１０４を制御し、ショックプルーフメモリ１０５に格納されているＴＯＣ情報
と、ディスクＤのＴＯＣ情報とを書き換え、以降これを最新のＴＯＣ情報として利用する
ことによってディスクＤに記録されているデータの管理などを行う。
【００２８】
また、ディスクＤ上のファイルを削除する場合、操作部１１６よりファイル削除の指示が
あると、システムコントローラ１１２はショックプルーフメモリ１０５に格納されている
ＴＯＣ情報と、ディスクＤのＴＯＣ情報とを書き換え、指定されたファイルをディスクＤ
から削除する。また、ファイル削除に伴い後述の様に管理ファイルの内容を変更する。
【００２９】
また、システムコントローラ１１２は、以下に説明する様に各種データの記録再生に関す
る制御を行うと共に、再生制御情報や管理ファイルを生成、管理する。
【００３０】
続いて、本形態において扱うデータのフォーマットについて述べ、次にそれらのデータの
処理方法について述べる。
【００３１】
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本発明による情報記録再生装置で扱うデータと、そのデータ形式について述べる。まずカ
ムコーダで記録するデータの種類について述べ、各データを格納するディレクトリ構造、
管理ファイル、プレイリストの詳細について順に述べる。
【００３２】
まず、本形態にて記録再生するデータについて説明する。
【００３３】
本形態のカムコーダ１００で記録するデータは、動画データ、静止画データと音声データ
である。又、動画、静止画、音声を組み合わせて再生するための再生制御スクリプト（以
下、プレイリスト）の作成機能を持つ。プレイリストの詳細については後述する。
【００３４】
動画データはＭＰＥＧ２に従う形式で符号化して記録する。データ形式は、ＰＳ(Program
 Stream)もしくはＴＳ(Transport Stream)で、機器のメニューでどちらの形式で保存する
か決定できる。音声データはＭＰ３（MPEG Audio Layer3）形式で記録する。静止画デー
タはＤＣＦ規格(Design rule for Camera File system)に準拠した方式で記録する。
【００３５】
図２にディスクＤにおける動画データ、音声データ、静止画データ、及びプレイリストの
格納状態の一例を示す。拡張子が“.4C”であるファイルは後述する管理ファイルである
。
【００３６】
プレイリストは記録媒体上のルートディレクトリの直下に作成されたＰＬＡＹＬＩＳＴデ
ィレクトリに格納する。ＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリ下に、プレイリストを格納するＰ
Ｌディレクトリを作成し、ＰＬディレクトリにプレイリストファイル（ＰＬＦ）を格納す
る。
【００３７】
動画データは記録媒体のルートディレクトリの直下に作成されたＶＩＤＥＯディレクトリ
に格納する。ＶＩＤＥＯディレクトリ下に、動画データを格納する動画ディレクトリを作
成し、動画ディレクトリに動画データを格納する。
【００３８】
本形態では一つの動画ディレクトリに一つ以上の動画データを格納する。一つの動画ディ
レクトリに複数の動画データを纏める方法については後述する。
【００３９】
音声データも動画データと同様に記録するが、記録媒体上の音声データのファイル数は比
較的少ないと予想される。そこで本実施例では、単純に１００ファイル毎にまとめて音声
ディレクトリに格納する。音声ディレクトリは記録媒体上のルートディレクトリの直下に
作成されたＡＵＤＩＯディレクトリ下に作られる。
【００４０】
静止画データはＤＣＦ規格で定められた通り、記録媒体のルートディレクトリの直下に作
成されたＤＣＩＭディレクトリに格納する。実際に静止画ファイルが格納されるのは、Ｄ
ＣＩＭディレクトリの下に作成された静止画ディレクトリである。
【００４１】
ＰＬディレクトリ、動画ディレクトリ、音声ディレクトリ、及び静止画ディレクトリには
、それぞれディレクトリに格納されたファイルを管理する管理ファイルを格納する。管理
ファイルの詳細については後述する。
【００４２】
次に、管理ファイルについて説明する。
【００４３】
管理ファイルは、ＸＭＬ形式で記述されたテキストファイルである。管理ファイルを構成
するＸＭＬ文書のエレメント構成を図３に示す。また、図２に示した動画ディレクトリMO
V00010の管理情報の記述例を図４に示す。
【００４４】
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ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮエレメントは管理ファイルのルート要素である。
【００４５】
ＧＲＯＵＰエレメントは動画、静止画、音声などのメディア・オブジェクトをグループ化
するために用いる。ＧＲＯＵＰエレメントは、GROUP_NAMEアトリビュート（属性）を持つ
。GROUP_NAMEアトリビュートで、グループ名を記述する。本形態ではＧＲＯＵＰエレメン
トは特に用いない。
【００４６】
ＩＭＧエレメントは静止画データのエントリを記述するために用いる。ＩＭＧエレメント
は、srcアトリビュート、idアトリビュート、typeアトリビュート、linkCountアトリビュ
ート、deletedアトリビュートを持つ。srcアトリビュートはファイル名の記述に用い、id
アトリビュートはファイルの識別名を記述するために用いる。idアトリビュートで指定す
る識別名は管理ファイル内でユニークである。typeアトリビュートはファイルの種類を表
し、静止画の場合は値imageをとる。linkCountアトリビュートのアトリビュート値は整数
値で、各エントリがプレイリストから参照されている参照数を示す。deletedアトリビュ
ートは削除情報で、アトリビュート値はtrueかfalseである。linkCountアトリビュート値
が０で無い時にファイルを削除した場合、deletedアトリビュート値をtrueにする。
【００４７】
ＭＯＶエレメントは動画データのエントリを記述するために用いる。ＭＯＶエレメントは
ＩＭＧエレメントと同様、srcアトリビュート、idアトリビュート、typeアトリビュート
、linkCountアトリビュート、deletedアトリビュートを持ち、更にdurアトリビュートを
持つ。動画の場合、typeアトリビュート値はmovieである。durアトリビュートは動画デー
タ全体の再生時間を記述し、clock値をとる。clock値(Clock-value)は図４に示した書式
で表される。
【００４８】
例えば、１４分３秒の場合、“００：１４：０３”もしくは“１４：０３”と記述する。
【００４９】
ＡＵＤエレメントは、音声データのエントリを記述するために用いる。ＡＵＤエレメント
はＭＯＶエレメントと同様、srcアトリビュート、idアトリビュート、typeアトリビュー
ト、linkCountアトリビュート、deletedアトリビュート、durアトリビュートを持つ。音
声の場合、typeアトリビュート値はaudioである。
【００５０】
ＰＬＦエレメントは、PLFのエントリを記述するために用いる。PLFエレメントは、ＭＯＶ
エレメントと同様、srcアトリビュート、idアトリビュート、typeアトリビュート、linkC
ountアトリビュート、deletedアトリビュート、durアトリビュートを持つ。ＰＬＦ自身も
他のプレイリストから参照される可能性があるので、ＰＬＦエレメントにもlinkCountア
トリビュートとdeletedアトリビュートが用意されている。ＰＬＦの場合、typeアトリビ
ュート値はplaylistである。
【００５１】
管理ファイルのファイル名に付ける拡張子は、“.4C”とする。この管理情報の更新処理
については後述する。
【００５２】
次に、プレイリストについて説明する。
【００５３】
本形態では、プレイリストをＳＭＩＬに準拠した形式で記述する。ただし、再生オブジェ
クトのファイル名指定を行うsrcアトリビュートはfile値をとる。file値(file-value)は
次の書式で表される。
【００５４】
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ここで、Manage-filenameは対象となるファイルが格納されているディレクトリの管理フ
ァイル名である。Element-nameは対象となるエントリのエレメント名で、例えば動画デー
タならＭＯＶになる。Object-idは対象となるデータのエントリに付与されているidアト
リビュート値である。このように、プレイリストから各ファイルへの参照の際にidアトリ
ビュート値を介して行うことで、ファイル名が変更された場合でもプレイリストの記述を
変更する必要は無く、前述の管理ファイルのエントリ内でファイル名を記述しているsrc
アトリビュート値だけを変更するだけで良い。
【００５５】
例えば、/DCIM/101CANON/101CANON.4C内に、“IMG_0001”という識別子を持つ静止画デー
タがあるとする。このファイルを参照する場合には、
/DCIM/101CANON/101CANON.4C#xpointer(//[@id=”IMG_0001”])'
と記述して参照する。図６にプレイリストの記述例を示す。また、図６のプレイリストに
よる管理ファイルと各データファイルの参照関係を示す図を図７に示す。
【００５６】
プレイリスト再生時、参照しているエントリのdeletedアトリビュート値がtrueの場合が
ある。前述の通り、参照先のファイルが消去された場合である。この状況に関する処理に
ついては後述する。
【００５７】
プレイリストを作成、変更する場合、ユーザは操作部１１６によりディスクＤ上のファイ
ルの再生順序や手順を指定する。システムコントローラ１１２は操作部１１６からの指示
に従い、図６に示した如きプレイリストを生成し、ディスクＤのＰＬＡＹＬＩＳＴディレ
クトリに記録する。本形態ではプレイリストの生成、変更に伴い後述の如く管理ファイル
の内容を変更する。
【００５８】
次に、前述の管理ファイル及びプレイリストの処理について説明する。
【００５９】
管理ファイルとプレイリストに関する処理は全てシステムコントローラ１１２が実行する
。システムコントローラ１１２は操作部１１６による記録、再生など各種の指示に応じて
管理ファイルとプレイリストの変更処理などを行う。
【００６０】
まず、一つ以上の動画データを一つの動画ディレクトリに纏めて格納するためのデータ記
録処理について述べ、次に管理ファイルの更新処理について述べる。最後に、プレイリス
ト再生時に再生対象となるファイルが消失していたり未対応の形式であったりした場合の
ファイル対応処理について述べる。
【００６１】
まず、記録時におけるグループ化処理について説明する。
【００６２】
本形態では、グループ化条件を満たす動画または音声データを一つのグループに纏め、同
じグループに属するデータを一つのディレクトリに格納する。本形態では動画データのみ
をグループ化の対象にしている。
【００６３】
図８に本形態におけるグループ化条件を示した。図８に示したように、本形態では以下の
二つの条件を同時に満たす動画データを直前に記録したデータと同じ動画ディレクトリに
格納する。
【００６４】
１．直前に記録したデータと同じ種類のコンティニュアス・データである。即ち動画デー
タ同士もしくは音声データ同士である。静止画データはグループ化の対象にはならない。
【００６５】
２．直前に記録した動画データの記録終了時刻から、対象となるデータの記録開始時刻ま
での時間が、Ｔ１以下である。



(9) JP 4100992 B2 2008.6.11

10

20

30

40

50

【００６６】
例えば本形態ではＴ１＝６０分であるとする。
【００６７】
また、本形態では動画データがＭＰＥＧ２のデータである場合、ＰＳ形式かＴＳ形式かは
区別しないが、再生互換性を高めるために同じ形式のデータのみをグループ化することも
可能である。
【００６８】
次に、記録時におけるグループ化処理について、図９のフローチャートを用いて説明する
。
【００６９】
まず、記録開始の指示があると、システムコントローラ１１２はステップＳ９０１におい
て記録するデータの種類が動画データであるか否かを調べる。もし動画データでなければ
ステップＳ９０８へ進み、静止画データの場合はＤＣＦ準拠の方式でデータを記録し、音
声データの場合は音声ディレクトリにデータを記録して処理を終了する。
【００７０】
記録データが動画データの場合、直前に記録されたデータ（以下、直前のデータ）の種類
、直前のデータの記録終了時刻ｔ１’を取得する（ステップＳ９０２、Ｓ９０３）。次に
、記録開始時刻ｔ１を取得する（ステップＳ９０４）。
【００７１】
そして、ステップＳ９０５において、これら取得したデータを用い、直前のデータと現在
記録を開始するデータ（以下、現在のデータ）の種類が同じで、ｔ１－ｔ１’≦Ｔ１を満
たすか否かを調べる。
【００７２】
ステップＳ９０５で条件を満たした場合、直前のデータと同じ動画ディレクトリに現在の
データを記録する。又、ステップＳ９０５で条件を満たしていない場合には新しい動画デ
ィレクトリを作成し、作成したディレクトリに現在のデータを記録して処理を終了する。
【００７３】
尚、動画データの記録時に、動画ディレクトリにサムネイル画像を記録しても良い。この
場合、静止画データをＤＣＦ準拠で記録しているので、動画データのサムネイル画像もＤ
ＣＦサムネイルファイルの形式を採ることが望ましい。サムネイルファイルはデータ記録
後に作成してもよいが、１フレーム目を記録した直後にサムネイルデータを作成して記録
しても良い。
【００７４】
次に、管理ファイルの処理について説明する。
【００７５】
本形態では、画像や音声などのファイルの記録と削除や、プレイリストに登録した際に管
理ファイルの変更処理を実行する。
【００７６】
まず、ディスクＤに動画、静止画データなどの新たなファイルを記録した場合、システム
コントローラ１１２は図２に示したディレクトリのうち、新たに記録したデータに対応す
るディレクトリの管理ファイルに新たなエントリを作成し、そのファイルを登録する。登
録する際には、idアトリビュートで識別情報、srcアトリビュートでファイル名を付与し
、更に、登録するファイルが動画もしくは音声ファイルの場合はdurアトリビュートで再
生時間を付与する。
【００７７】
また、ファイルを削除した場合、linkCountアトリビュート値で保持されている参照数に
よって処理が異なる。プレイリスト以外のファイルを削除した場合のシステムコントロー
ラ１１２による管理ファイルの更新処理を図１０のフローチャートを用いて説明する。
【００７８】
まず、削除するファイルのディレクトリの管理ファイルをディスクＤから再生し、ショッ



(10) JP 4100992 B2 2008.6.11

10

20

30

40

50

クプルーフメモリ１０５に記憶する。そして、この管理ファイルの中から削除するファイ
ルのエントリＥ１を取得する（ステップＳ１００１）。そして、エントリＥ１のlinkCoun
tアトリビュート値が０より大きい値か否かを判別する（ステップＳ１００２）。
【００７９】
Ｓ１００２において、linkCountアトリビュート値が０、あるいはlinkCountアトリビュー
ト自体が無い場合、管理ファイルよりエントリＥ１を削除する（ステップＳ１００３）。
【００８０】
また、Ｓ１００２においてlinkCountアトリビュート値が０より大きい値であった場合、
エントリＥ１にdeletedアトリビュート(削除属性)を付与し、deletedアトリビュート値を
trueとする。そして、変更した管理ファイルをディスクＤの元のディレクトリに書き込む
（ステップＳ１００４）。
【００８１】
管理ファイルの処理を終えた後、ＴＯＣデータを書き換えて対象となるファイルを削除し
、処理を終了する（ステップＳ１００５）。
【００８２】
また、本形態では、プレイリストの作成、変更に伴い管理ファイルの内容を変更する。
【００８３】
プレイリストを作成、変更した結果新たなファイルをプレイリストに登録した場合には、
以下の処理を行う。
【００８４】
まず、登録するファイルのディレクトリの管理ファイルをディスクＤから再生し、ショッ
クプルーフメモリ１０５に記憶する。そして、この管理ファイルの中から登録対象になっ
たファイルのエントリＥ２を取得する。次に、エントリＥ２のlinkCountアトリビュート
値を１増やす。linkCountアトリビュート自体が無い場合は、linkCountアトリビュートを
付与する。この場合のアトリビュート値は１である。そして、書き換えた管理ファイルを
元のディレクトリに記録する。
【００８５】
また、プレイリストを変更した結果、プレイリストから指定されなくなったファイルにつ
いては以下の処理を実行する。図１１はプレイリストの変更に伴い、プレイリストの指定
から外れたファイルの管理ファイルに対するシステムコントローラ１１２の処理を示すフ
ローチャートである。
【００８６】
まず、プレイリストの指定から外れたファイルのディレクトリの管理ファイルの中からこ
のファイルのエントリＥ３を取得する（ステップＳ１１０１）。次に、エントリＥ３のli
nkCountアトリビュート値を1減らす。その結果、linkCountアトリビュート値が０で、且
つ、deletedアトリビュート値がtrueであるか否かを判別する（ステップＳ１１０２）。l
inkCountのアトリビュート値が１以上、または、deletedアトリビュート値がfalseであっ
た場合、linkCountのアトリビュート値を変更し、ディスクＤに記録する（ステップＳ１
１０３）。
【００８７】
このとき、deletedアトリビュート値がfalse、あるいはdeletedアトリビュートが存在せ
ず、linkCountアトリビュート値が０となった場合には、linkCountアトリビュート自体を
エントリＥ２より削除してもよい。
【００８８】
また、linkCountアトリビュート値が０で、且つ、deletedアトリビュートがtrueであった
場合、エントリＥ３を管理ファイルから削除する（ステップＳ１１０４）。
【００８９】
又、プレイリスト自体をディスクＤから削除した場合、削除するプレイリストファイルの
管理ファイルに対して図１０に示したファイルの削除処理を実行する。更に、削除対象と
なるプレイリストにて指定されている全てのファイルはプレイリストの削除に伴ってプレ
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イリストの指定から外れたことになるため、この削除されたプレイリストにて指定されて
いた全てのファイルの管理ファイルに対し、図１１に示した処理を行う。
【００９０】
この様な処理を行うことで、全ての参照関係が解消されたエントリで、なおかつ実体(フ
ァイル)が存在しないものの識別名（管理ファイルのエントリにおけるidアトリビュート
値）を再利用することができる。
【００９１】
又、この様に管理ファイルの更新処理を行うことで、プレイリストから各ファイルへの参
照数をファイル毎に管理することができる。又、管理ファイル内にファイルに削除属性（
deletedアトリビュート）を付与することで、削除した後もプレイリストから未だに参照
されているファイルの識別名（idアトリビュート値）の再利用を抑止し、ファイルが削除
されたという状態を全てのプレイリストから把握できるようになるという利点がある。
【００９２】
次に、プレイリストによる再生時の処理について説明する。
【００９３】
この場合、ユーザは操作部１１６を操作して、ディスクＤに記録されているプレイリスト
ファイルより所望のプレイリストファイルを選択する。システムコントローラ１１２はユ
ーザより選択されたプレイリストファイルをディスクＤから再生し、ショックプルーフメ
モリ１０５に書き込む。そして、このプレイリストファイルの内容を解析し、指定された
手順でディスクＤより動画、静止画、音声データのファイルを再生する。
【００９４】
さて、本形態では、プレイリスト再生時、或いはユーザによりプレイリストが選択された
後、再生前のスケジューリングの際に、プレイリストが指定しているファイルのエントリ
に削除属性があることが分かった場合、又は、再生対象となるデータが本形態のカムコー
ダ１００でサポートしていないデータ形式である場合、そのファイルの再生時間長と同じ
時間、画面の表示を抑止する。ただし、この処理を適用するのは、対象となるファイルが
動画データと静止画データである場合に限る。対象となるファイルが音声データの場合、
そのデータを再生しない。
【００９５】
次に、この様なプレイリスト再生時におけるシステムコントローラ１１２の処理について
図１２のフローチャートを用いて説明する。
【００９６】
プレイリストが選択されると、選択されたプレイリストにて指定されている全てのファイ
ルの管理ファイルをディスクＤから再生し、ショックプルーフメモリ１０５に書き込む。
そして、各ファイルのエントリＥｉを取得する（ステップＳ１２０１）。そして、各ファ
イルのエントリ内におけるdeletedアトリビュートを判別する（ステップＳ１２０２）。
【００９７】
deletedアトリビュート値がtrueでない場合、或いはdeletedアトリビュートが含まれてい
ない場合、そのファイルのエントリＥｉのsrcアトリビュート値で示されるファイルを開
き、データ形式が本形態におけるカムコーダ１００にて再生可能なファイル形式であるか
判別する（ステップＳ１２０３）。再生可能なファイル形式であった場合、プレイリスト
に従った通常再生を実行する（ステップＳ１２０４）。
【００９８】
ステップＳ１２０２でdeletedアトリビュート値がtrueであった場合、或いはステップＳ
１２０３で非対応のデータ形式であった場合、そのファイルの種類を判別する（ステップ
Ｓ１２０５）。
【００９９】
ファイルの種類が動画データであった場合、その動画ファイルのエントリＥｉに含まれる
durアトリビュート値の期間だけ再生を停止するよう再生手順を変更する（ステップＳ１
２０６）。又、静止画データであった場合、プレイリストにて指定されている再生期間、
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再生を停止する（ステップS１２０７）。又、音声データであった場合にはその音声デー
タの再生を中止する（ステップＳ１２０８）。
【０１００】
この様に、本形態では、ディスクＤに対して動画データなどの各種のデータを記録する際
に各ファイルのディレクトリに管理ファイルを記録している。そして、各ファイルのファ
イル名や再生継続時間などの属性をこの管理ファイルに格納し、更に、ファイルを削除し
た場合であっても、他のファイル（プレイリスト）からこのファイルが参照されている場
合には削除属性を管理情報に格納している。
【０１０１】
そのため、プレイリスト再生時において、プレイリストで指定されているファイルがディ
スク上に存在しない、或いは、再生装置にて対応していない形式のデータであった場合、
管理ファイルの再生継続時間属性を確認することで、ファイルを開くことなくこのファイ
ルの再生時間を認識することができる。
【０１０２】
そして、このファイルの再生継続時間に等しい無再生時間を設けることで、プレイリスト
再生時において破綻してしまうことを防止することができる。そして、同じプレイリスト
内で指定されている他のファイルの再生タイミングに悪影響を及ぼさず、プレイリスト再
生を行うことが可能となる。
【０１０３】
また、再生停止期間、「未対応のファイル形式」、或いは、「ファイルが存在しない」な
どを知らせる警告画面を表示することも可能である。
【０１０４】
次に、第２の実施形態について説明する。
【０１０５】
第１の実施形態では、ディレクトリ毎の管理情報を各々管理ファイルとして記録していた
。しかし、管理ファイル数が多くなればなるほど、記録媒体に格納されているファイル全
体の把握が難しくなる。
【０１０６】
そこで、本形態では、管理ファイルを一つにまとめて扱う。
【０１０７】
本形態では、管理ファイルをルートディレクトリの直下に配置し、MANAGE.4Cとする。本
実施例による管理ファイルの記述例を図１３に示す。
【０１０８】
ディレクトリを示すため、実施例１の管理ファイルでは用いなかったＧＲＯＵＰエレメン
トを用いる。各ディレクトリに含まれるファイル群をＧＲＯＵＰエレメントでグループ化
し、これでディレクトリ単位の管理を実現する。GROUP_NAMEアトリビュート値は、該当す
るディレクトリ名のフルパスとする。
【０１０９】
これに伴い、プレイリストにおけるsrcアトリビュートの記述書式も変わる。idアトリビ
ュート値はプレイリスト内でユニークなので、ファイルの識別子が“IMG_0001”の静止画
ファイルを参照する場合、
”/MANAGE.4C#xpointer(//IMG(@id=”IMG_0001”))”
となる。これではプレイリストをテキストエディタなどで見た場合に、ファイルがどこに
あるか分かりづらいので、次のように記述しても良い。
//GROUP@GROUP_NAME=”/DCIM/101CANON/”/IMG[@id=”IMG_0001]”)
このような管理情報を用いることで、記録媒体に記録されている全てのコンテンツを容易
に管理することが可能になる。
【０１１０】
次に、第３の実施形態について説明する。
【０１１１】
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第１の実施形態ではプレイリスト再生時に、プレイリストにて指定されているファイルの
管理ファイル確認を確認して再生処理を変更する構成について説明したが、本形態では、
プレイリストの編集時における処理について説明する。
【０１１２】
プレイリストを編集する場合、ユーザは操作部１１６を操作して編集対象とするプレイリ
ストを選択する。システムコントローラ１１２はユーザにより選択されたプレイリストの
ファイルをディスクＤから再生し、ショックプルーフメモリ１０５に記憶する。そして、
その内容を解析し、そのプレイリストで指定されているファイルの再生時間やファイル名
などを再生手順に従って表示部１１９に表示する。この際、第１の実施形態と同様、編集
対象となるプレイリストで指定しているファイルがディスクＤ上に存在しない、又は未対
応のデータ形式である場合がある。この様な場合でも、プレイリスト再生時の処理と同様
の方法で、プレイリストにて指定されている全てのファイルの再生タイミングの情報を得
ることができる。
【０１１３】
この編集画面の表示に関するシステムコントローラ１１２の処理について図１３のフロー
チャートを用いて説明する。
【０１１４】
プレイリストが選択されると、まず、選択されたプレイリストにて指定されている全ての
ファイルの管理ファイルをディスクＤから再生し、ショックプルーフメモリ１０５に書き
込む。そして、各ファイルのエントリＥｊを取得し（ステップＳ１４０１）、各ファイル
のエントリ内におけるdeletedアトリビュートを判別する（ステップＳ１４０２）。
【０１１５】
deletedアトリビュート値がtrueでない場合、或いはdeletedアトリビュートが含まれてい
ない場合、そのファイルのエントリＥｊのsrcアトリビュート値で示されるファイルを開
き、データ形式が本形態におけるカムコーダ１００にて再生可能なファイル形式であるか
判別する（ステップＳ１４０３）。再生可能なファイル形式であった場合、そのファイル
については通常再生可能であることを示す表示を出力する（ステップＳ１４０４）。
【０１１６】
又、ステップＳ１４０２でdeletedアトリビュート値がtrueであった場合、ファイルが消
失していることを示す表示を出力する（ステップＳ１４０５）。この際、このファイルが
動画データ又は音声データであった場合、そのエントリＥｊのdurアトリビュート値を確
認し、再生継続時間の情報を共に表示する。
【０１１７】
又、ステップＳ１４０３で対応データ形式ではない場合、データ形式が異なることを示す
表示を出力する（ステップＳ１４０６）。この際、このファイルが動画データ又は音声デ
ータであった場合、そのエントリＥｊのdurアトリビュート値を確認し、再生継続時間の
情報を共に表示する。
【０１１８】
この様に、各ファイルの管理ファイルを確認し、その状態に応じて表示する情報を変更す
ることにより、ユーザに対してプレイリストにて指定されている各ファイルの状態を示す
ことが可能になる。図１５は、Video#1トラックの最初の動画ファイルが消失状態である
ことを示す表示方法の一例である。図１５では、最初のファイルがディスクＤから削除さ
れており、その再生継続時間に応じた長さの分だけ消失状態を示す情報を表示している。
【０１１９】
この様に、本形態では、プレイリストの編集時においても、プレイリストで指定されてい
る各ファイルの管理ファイルを確認し、その状態を示す情報を表示すると共に、管理ファ
イル内のdurアトリビュート値に応じた再生継続期間に対応して表示を変更しているため
、ユーザはプレイリストの編集時において、プレイリストにて指定されているファイルの
状態を容易に確認することが可能となる。
【０１２０】
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尚、本発明の目的は、前述の実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコード
を記憶した記憶媒体を、システム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピ
ュータ（又はＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読みだして実
行することによっても、達成される。
【０１２１】
この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が第１～第３の実施形態の機
能を実現することとなり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体及び当該プログラム
コードは本発明を構成することとなる。
【０１２２】
プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、ＲＯＭ、フレキシブルディスク、
ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、磁気テープ、
不揮発性のメモリカード等を用いることができる。
【０１２３】
又、コンピュータが読みだしたプログラムコードを実行することにより、前述の実施形態
の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上
で稼動しているＯＳ等が実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって各実施形態
の機能が実現される場合も含まれる。
【０１２４】
更に、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された拡張機
能ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後
、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わ
るＣＰＵなどが実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって前述の実施形態の機
能が実現される場合も含まれる。
【０１２５】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、再生制御情報にて指定された情報データが削除さ
れていた場合も、管理情報の内容を変更することで削除されていることを把握でき、再生
制御情報による再生が破綻することがない。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明が適用されるカムコーダの構成を示すブロック図である。
【図２】ディスク上のデータの格納状態を示す図である。
【図３】管理ファイルの状態を示す図である。
【図４】管理ファイルにおけるdurアトリビュート値の例を示す図である。
【図５】管理ファイルの記述例を示す図である。
【図６】プレイリストの記述例を示す図である。
【図７】管理ファイルと各情報データファイルの参照関係を示す図である。
【図８】記録時におけるディレクトリ作成の様子を示す図である。
【図９】記録動作を示すフローチャートである。
【図１０】ファイル削除処理を示すフローチャートである。
【図１１】プレイリストの変更に伴う管理ファイルの処理を示すフローチャートである。
【図１２】プレイリストに従う再生時の処理を示すフローチャートである。
【図１３】管理ファイルの記述例を示す図である。
【図１４】プレイリストの編集時の処理を示すフローチャートである。
【図１５】プレイリストの編集画面の様子を示す図である。
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