
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体に記録されたファイルを管理するファイル管理装置において、
　前記記録媒体は、
　前記ファイルと対応付けられた前記ファイルに係る抜粋情報のブロックによるエントリ
の連続によるインデックスファイルが記録され、
　前記ファイル管理装置は、
　
　

　前記インデックスファイルの整理の処理により、
　前記記録媒体に記録された複数の静止画ファイルを１つのファイルにまとめてなるムー
ビーファイルを形成
　 前記ムービーフ
ァイルにまとめた前記複数の静止画ファイルに係る前記インデックスファイルのエントリ
を削除
　 記ムービーファイルの抜粋情報によるエントリを前記インデックスファイルに登録す
る
　ことを特徴とするファイル管理装置。
【請求項２】
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前記記録媒体への静止画ファイルの記録により、
該記録した静止画ファイルの前記抜粋情報によるエントリを前記インデックスファイル

に登録し、

し、
エントリの有効無効を示す有効無効情報を無効に設定することにより、

し、
前



　前記ムービーファイルが、
　前記記録媒体に記録された前記複数の静止画ファイルを参照して対応する静止画による
画像を提供する外部参照形式によるファイルであり、
　前記ファイル管理装置は、
　前記複数の静止画ファイルを指し示すように設定して前記ムービーファイルを作成する
　ことを特徴とする請求項１に記載のファイル管理装置。
【請求項３】
　前記ムービーファイルが、
　前記複数の静止画ファイルに係る画像データによる実データを有し、該実データにより
対応する静止画による画像を提供する自己内包形式のファイルであり、
　前記ファイル管理装置は、
　前記複数の静止画ファイルから前記画像データを順次取得して前記ムービーファイルを
作成し、
　前記ムービーファイルにまとめた前記複数の静止画ファイルに係る前記インデックスフ
ァイルのエントリを削除する際に、併せて前記複数の静止画ファイルを削除する
　ことを特徴とする請求項１に記載のファイル管理装置。
【請求項４】
　前記インデックスファイルは、
　前記抜粋情報の属性毎に、前記抜粋情報がグループ化されて、前記静止画ファイルのサ
ムネイル画像のエントリによるサムネイル画像エントリが設けられ、
　前記ファイル管理装置は、
　前記インデックスファイルから前記複数の静止画ファイルの前記サムネイル画像のデー
タを取得して、前記静止画ファイルと対応付けして、該サムネイル画像のデータによる実
データのグループを前記ムービーファイルに形成し、
　前記インデックスファイルに登録された前記複数の静止画ファイルに係るサムネイル画
像のエントリを削除する
　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５】
　前記インデックスファイルは、
　前記抜粋情報の属性毎に、前記抜粋情報がグループ化されて、前記静止画ファイルのサ
ムネイル画像のエントリによるサムネイル画像エントリが設けられ、
　前記ファイル管理装置は、
　前記インデックスファイルから前記複数の静止画ファイルの前記サムネイル画像のデー
タを取得して、前記画像データと対応付けして、該サムネイル画像のデータの連続による
実データのグループを前記ムービーファイルに形成し、
　前記インデックスファイルに登録された前記複数の静止画ファイルに係るサムネイル画
像のエントリを削除する
　ことを特徴とする請求項３に記載のファイル管理装置。
【請求項６】
　前記インデックスファイルは、
　前記抜粋情報の属性毎に、前記抜粋情報がグループ化されて、前記静止画ファイルのタ
イトルのエントリによるテキストエントリが形成され、
　前記ファイル管理装置は、
　前記インデックスファイルから前記複数の静止画ファイルの前記タイトルのデータを取
得して、前記静止画ファイルと対応付けして、該タイトルのデータによる実データのグル
ープを前記ムービーファイルに形成し、
　前記インデックスファイルに登録された前記複数の静止画ファイルに係るタイトルのエ
ントリを削除する
　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７】
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　前記インデックスファイルは、
　前記抜粋情報の属性毎に、前記抜粋情報がグループ化されて、前記静止画ファイルのタ
イトルのエントリによるテキストエントリが形成され、
　前記ファイル管理装置は、
　前記インデックスファイルから前記複数の静止画ファイルの前記タイトルのデータを取
得して、前記画像データと対応付けして、該タイトルのデータによる実データのグループ
を前記ムービーファイルに形成し、
　前記インデックスファイルに登録された前記複数の静止画ファイルに係るタイトルのエ
ントリを削除する
　ことを特徴とする請求項３に記載のファイル管理装置。
【請求項８】
　前記インデックスファイルの整理の処理に係る前記複数の静止画ファイルが、特定のフ
ォルダに属する静止画ファイルである
　ことを特徴とする請求項１に記載のファイル管理装置。
【請求項９】
　前記インデックスファイルにおけるエントリの数を判定し、該判定結果により前記イン
デックスファイルの整理の処理を実行する
　ことを特徴とする請求項１に記載のファイル管理装置。
【請求項１０】
　前記インデックスファイルにおけるエントリの数を判定し、該判定結果をユーザーに通
知して得られる前記ユーザーの指示により前記インデックスファイルの整理の処理を実行
する
　ことを特徴とする請求項１に記載のファイル管理装置。
【請求項１１】
　静止画ファイルの再登録の処理により、
　前記ムービーファイルの抜粋情報による前記インデックスファイルのエントリを削除す
ると共に、前記ムービーファイルによりまとめられた前記複数の静止画ファイルの抜粋情
報によるエントリを前記インデックスファイルにそれぞれ登録する
　ことを特徴とする請求項１に記載のファイル管理装置。
【請求項１２】
　記録媒体に記録されたファイルを管理するファイル管理方法において、
　前記記録媒体は、
　前記ファイルと対応付けられた前記ファイルに係る抜粋情報のブロックによるエントリ
の連続によるインデックスファイルが記録され、
　前記ファイル管理方法は、
　
　

　前記インデックスファイルの整理の処理により、
　前記記録媒体に記録された複数の静止画ファイルを１つのファイルにまとめてなるムー
ビーファイルを形成
　 前記ムービーフ
ァイルにまとめた複数の静止画ファイルに係る前記インデックスファイルのエントリを削
除
　前記ムービーファイルの抜粋情報によるエントリを前記インデックスファイルに登録す
る
　ことを特徴とするファイル管理方法。
【請求項１３】
　コンピュータに所定の処理手順を実行させることにより、記録媒体に記録されたファイ
ルを管理するファイル管理方法のプログラムにおいて、
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前記記録媒体への静止画ファイルの記録により、
該記録した静止画ファイルの前記抜粋情報によるエントリを前記インデックスファイル

に登録し、

し、
エントリの有効無効を示す有効無効情報を無効に設定することにより、

し、



　前記記録媒体は、
　前記ファイルと対応付けられた前記ファイルに係る抜粋情報のブロックによるエントリ
の連続によるインデックスファイルが記録され、
　前記処理手順は、
　
　

　
　前記記録媒体に記録された複数の静止画ファイルを１つのファイルにまとめてなるムー
ビーファイルを形成
　 前記ムービーフ
ァイルにまとめた複数の静止画ファイルに係る前記インデックスファイルのエントリを削
除
　前記ムービーファイルの抜粋情報によるエントリを前記インデックスファイルに登録す
るインデックスファイルの整理の処理ステップ を有する
　ことを特徴とするファイル管理方法のプログラム。
【請求項１４】
　コンピュータに所定の処理手順を実行させることにより、記録媒体に記録されたファイ
ルを管理するファイル管理方法のプログラムを記録した記録媒体において、
　前記記録媒体は、
　前記ファイルと対応付けられた前記ファイルに係る抜粋情報のブロックによるエントリ
の連続によるインデックスファイルが記録され、
　前記処理手順は、
　
　

　
　前記記録媒体に記録された複数の静止画ファイルを１つのファイルにまとめてなるムー
ビーファイルを形成
　 前記ムービーフ
ァイルにまとめた複数の静止画ファイルに係る前記インデックスファイルのエントリを削
除
　前記ムービーファイルの抜粋情報によるエントリを前記インデックスファイルに登録す
るインデックスファイルの整理の処理ステップ を有する
　ことを特徴とするファイル管理方法のプログラムを記録した記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ファイル管理装置、ファイル管理方法、ファイル管理方法のプログラム及び
ファイル管理方法のプログラムを記録した記録媒体に関し、例えば光ディスク装置に適用
することができる。本発明は、ファイルの抜粋情報によるエントリの連続によるインデッ
クスファイルにおいて、複数の静止画ファイルを１つのムービーファイルにまとめてイン
デックスファイルに登録し直すことにより、多数の静止画ファイルを管理する場合にあっ
ても、エントリ数の極端な増大を防止することができるようにする。
【背景技術】
【０００２】
　近年、光ディスク等のランダムアクセス可能な大容量の記録媒体を用いて、撮像結果を
記録するディスク装置等が提案されるようになされている。
【０００３】
　このようなディスク装置に関して、例えば特開２００１－８４７０５号公報においては
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前記記録媒体への静止画ファイルの記録により、
該記録した静止画ファイルの前記抜粋情報によるエントリを前記インデックスファイル

に登録する静止画ファイルの登録ステップと、
前記インデックスファイルの整理の処理により、

し、
エントリの有効無効を示す有効無効情報を無効に設定することにより、

し、

と

前記記録媒体への静止画ファイルの記録により、
該記録した静止画ファイルの前記抜粋情報によるエントリを前記インデックスファイル

に登録する静止画ファイルの登録ステップと、
前記インデックスファイルの整理の処理により、

し、
エントリの有効無効を示す有効無効情報を無効に設定することにより、

し、

と



、記録媒体に記録した多数のファイルよりインデックスファイルを作成してこの記録媒体
に記録することにより、このインデックスファイルを用いてこれら多数のファイルに係る
操作性を向上する方法が提案されるようになされている。
【０００４】
　また特開２００２－２７８９９６号公報においては、このようにして作成したインデッ
クスファイルにおいて、各ファイルを階層化して管理することにより、さらに一段とこれ
ら多数のファイルに係る操作性を向上する方法が提案されるようになされている。
【０００５】
　これらに提案のインデックスファイルにおいては、例えば管理対象ファイルが映像コン
テンツに係るファイルの場合、各管理対象ファイルの属性よりプロパティデータが作成さ
れ、このプロパティデータによるエントリの連続によりプロパティエントリファイルが作
成される。また各管理対象ファイルよりそれぞれサムネイル画像が作成され、このサムネ
イル画像によるエントリの連続によりサムネイル画像エントリファイルが作成される。ま
た個々のプロパティエントリには、対応するサムネイル画像エントリを指し示すインデッ
クスが記録される。これによりインデックスファイルは、管理対象ファイルが映像コンテ
ンツのファイルの場合、サムネイル画像エントリファイルに記録されたサムネイル画像を
表示して記録媒体に記録された多数の映像コンテンツをユーザーに紹介することができる
ようになされ、またプロパティエントリファイルの記録に基づいて、このようにして紹介
した映像コンテンツよりユーザーの選択したサムネイル画像の映像コンテンツをユーザー
に提供できるようになされている。
【０００６】
　ところで静止画ファイルにあっては、動画ファイルに比してデータ量が格段的に小さい
ことにより、動画ファイルを記録する場合に比して、１つの記録媒体に記録するファイル
数が格段的に増大することが予測され、これによりインデックスファイルにおけるエント
リ数も極端に増大する問題がある。
【０００７】
　これに対してインデックスファイルにおいては、このようにエントリ数が極端に増大す
ると、その分、インデックスファイルのデータ量が増大することにより処理に時間を要す
るようになる。またエントリ数の増大により、インデックスファイルのエントリ数の上限
規定に達したり、あるいはこの記録媒体を他の装置に装着した場合に、この装置のアプリ
ケーションによってはインデックスファイルを処理することが困難に たりする理由に
より、記録媒体に十分な空き領域が存在するにも係わらず、インデックスファイルにより
管理可能に所望するファイルを記録できなくなる恐れがある。
【特許文献１】特開２００１－８４７０５号公報
【特許文献２】特開２００２－２７８９９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
  本発明は以上の点を考慮してなされたもので、多数の静止画ファイルを管理する場合に
あっても、エントリ数の極端な増大を防止することができるファイル管理装置、ファイル
管理方法、ファイル管理方法のプログラム及びファイル管理方法のプログラムを記録した
記録媒体を提案しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　かかる課題を解決するため請求項１の発明においては、記録媒体に記録されたファイル
を管理するファイル管理装置に適用して、

イ
ンデックスファイルの整理の処理により、記録媒体に記録された複数の静止画ファイルを
１つのファイルにまとめてなるムービーファイルを形成

ムービーファイルにまとめた複数の静止画ファ
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なっ

記録媒体への静止画ファイルの記録により、該
記録した静止画ファイルの抜粋情報によるエントリをインデックスファイルに登録し、

し、エントリの有効無効を示す有
効無効情報を無効に設定することにより、



イルに係る前記インデックスファイルのエントリを削除 ムービーファイルの抜粋情報
によるエントリをインデックスファイルに登録する。
【００１０】
　また請求項１２の発明においては、記録媒体に記録されたファイルを管理するファイル
管理方法に適用して、

インデックス
ファイルの整理の処理により、記録媒体に記録された複数の静止画ファイルを１つのファ
イルにまとめてなるムービーファイルを形成

ムービーファイルにまとめた複数の静止画ファイルに係る
インデックスファイルのエントリを削除し、ムービーファイルの抜粋情報によるエントリ
をインデックスファイルに登録する。
【００１１】
　また請求項１３の発明においては、コンピュータに所定の処理手順を実行させることに
より、記録媒体に記録されたファイルを管理するファイル管理方法のプログラムに適用し
て、処理手順は、

記録媒体に記録された複数の静止画ファイルを１つのファイルにまとめてなるム
ービーファイルを形成

ムービーファイルにまとめた複数の静止画ファイルに係るインデックスファイル
のエントリを削除し、ムービーファイルの抜粋情報によるエントリをインデックスファイ
ルに登録するインデックスファイルの整理の処理ステップを有するようにする。
【００１２】
　また請求項１４の発明おいては、コンピュータに所定の処理手順を実行させることによ
り、記録媒体に記録されたファイルを管理するファイル管理方法のプログラムを記録した
記録媒体に適用して、処理手順は、

記録媒体に記録された複数の静止画ファイルを１つのファイル
にまとめてなるムービーファイルを形成

ムービーファイルにまとめた複数の静止画ファイルに係るイン
デックスファイルのエントリを削除し、ムービーファイルの抜粋情報によるエントリをイ
ンデックスファイルに登録するインデックスファイルの整理の処理ステップを有するよう
にする。
【００１３】
　請求項１の構成により、記録媒体に記録されたファイルを管理するファイル管理装置に
適用して、インデックスファイルの整理の処理により、記録媒体に記録された複数の静止
画ファイルを１つのファイルにまとめてなるムービーファイルを形成 ムービーファイ
ルにまとめた複数の静止画ファイルに係るインデックスファイルのエントリを削除し、ム
ービーファイルの抜粋情報によるエントリをインデックスファイルに登録すれば、複数の
静止画ファイルを１つのムービーファイルにまとめた分、インデックスファイルにおける
エントリ数を少なくすることができ、これにより多数の静止画ファイルを管理する場合に
あっても、エントリ数の極端な増大を防止することができる。
【００１４】
　 請求項１２、請求項１３、請求項１４の構成によれば、多数の静止画ファイルを管
理する場合にあっても、エントリ数の極端な増大を防止することができるファイル管理方
法、ファイル管理方法のプログラム、ファイル管理方法のプログラムを記録した記録媒体
を提供することができる。

                                                                                
          
【発明の効果】
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し、

記録媒体への静止画ファイルの記録により、該記録した静止画ファ
イルの前記抜粋情報によるエントリを前記インデックスファイルに登録し、

し、エントリの有効無効を示す有効無効情報
を無効に設定することにより、

記録媒体への静止画ファイルの記録により、該記録した静止画ファイル
の抜粋情報によるエントリをインデックスファイルに登録する静止画ファイルの登録ステ
ップと、

し、エントリの有効無効を示す有効無効情報を無効に設定すること
により、

記録媒体への静止画ファイルの記録により、該記録し
た静止画ファイルの抜粋情報によるエントリをインデックスファイルに登録する静止画フ
ァイルの登録ステップと、

し、エントリの有効無効を示す有効無効情報を無
効に設定することにより、

し、

また



【００１５】
　本発明によれば、多数の静止画ファイルをインデックスファイルにより管理する場合に
あっても、エントリ数の極端な増大を防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、適宜図面を参照しながら本発明の実施例を詳述する。
【実施例１】
【００１７】
　（１）実施例の構成
（１－１）光ディスク装置の構成
　図１は、本発明の実施例に係る光ディスク装置を示すブロック図である。この光ディス
ク装置１においては、図示しない撮像手段、音声取得手段により被写体の映像信号、音声
信号を取得し、この映像信号及び音声信号による撮像結果を光ディスク２に記録する。ま
たこの光ディスク２に記録した撮像結果を再生して液晶表示パネルによる表示手段、スピ
ーカによる音声出力手段より出力し、また外部機器に出力する。この光ディスク装置１で
は、システム制御マイコン１９による制御によりこの撮像結果を動画又は静止画により音
声信号と共に取得し、動画による撮像結果については、ＭＰＥＧ（ Moving Picture Exper
ts Group）のフォーマットによりデータ圧縮した後、音声信号と共に所定のファイル形式
により光ディスク２に記録するようになされている。これに対して静止画については、Ｊ
ＰＥＧ（ Joint Photographic Coding Experts Group ）のフォーマットによりデータ圧縮
した後、音声信号と共に所定のファイル形式により光ディスク２に記録するようになされ
ている。この実施例では、このファイル形式に Quick Time（以下、「ＱＴ」と呼ぶ）が適
用されるようになされている。
【００１８】
　これにより光ディスク装置１において、ビデオ符号器１１は、撮像結果による映像信号
をアナログディジタル変換処理して画像データを生成し、この画像データをＭＰＥＧのフ
ォーマットに従って、又はＪＰＥＧのフォーマットに従って符号化処理し、これにより画
像データによる符号化データを出力する。
【００１９】
　またオーディオ符号器１２は、撮像結果による音声信号をアナログディジタル変換処理
して音声データを生成し、この音声データを符号化処理し、これにより音声データによる
符号化データを出力する。
【００２０】
　ファイル生成器１５は、記録時、ビデオ符号器１１及びオーディオ符号器１２から出力
される符号化データを多重化処理し、システム制御マイコン１９の制御により出力する。
メモリコントローラ１８は、システム制御マイコン１９の制御により動作を切り換え、記
録時、このファイル生成器１５から出力されるデータ列、システム制御マイコン１９から
出力される各種データをメモリ１７に順次記録して一時保持し、続くエラー訂正符号／復
号器２１の処理に対応して保持したデータを出力する。また再生時、これとは逆に、エラ
ー訂正符号／復号器２１の出力データを一時保持し、ファイル復号器１６、システム制御
マイコン１９に出力する。
【００２１】
　エラー訂正符号／復号器２１は、システム制御マイコン１９の制御により動作を切り換
え、記録時、メモリコントローラ１８の出力データをメモリ２０に一時記録して誤り訂正
符号を付加する。またこのようにしてメモリに保持したデータを所定順序により読み出し
て出力することにより、これらのデータをインターリーブ処理してデータ変復調器２３に
出力する。またエラー訂正符号／復号器２１は、再生時、記録時とは逆に、データ変復調
器２３から出力されるデータを所定順序によりメモリ２０に一時記録してメモリコントロ
ーラ１８に出力することにより、このデータ変復調器２３から出力されるデータをデイン
ターリーブ処理して出力する。またこのとき、記録時に付加した誤り訂正符号により誤り
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訂正処理する。
【００２２】
　データ変復調器２３は、システム制御マイコン１９の制御により動作を切り換え、記録
時、エラー訂正符号／復号器２１の出力データをシリアルデータ列に変換した後、変調処
理して磁界変調ドライバ２４又は光ピックアップ３３に出力する。また再生時、光ピック
アップ３３から出力される再生信号からクロックを再生し、このクロックを基準にして再
生信号を２値識別、復調処理することにより、記録時に生成したシリアルデータ列に対応
する再生データを得、この再生データをエラー訂正符号／復号器２１に出力する。
【００２３】
　磁界変調ドライバ２４は、光ディスク２が光磁気ディスクの場合、記録時、システム制
御マイコン１９の制御により、データ変復調器２３の出力信号により磁界ヘッド３２を駆
動する。ここで磁界ヘッド３２は、光ディスク２を間に挟んで光ピックアップ３３に対向
するように保持され、光ピックアップ３３によるレーザービーム照射位置にデータ変復調
器２３の出力データに応じた変調磁界を印加する。これによりこの光ディスク装置１では
、光ディスク２が光磁気ディスクの場合、熱磁気記録の手法により光ディスク２に撮像結
果等を記録するようになされている。
【００２４】
　かくするにつき光ディスク２は、ディスク状記録媒体であり、この実施例では、光磁気
ディスク（ＭＯ： Magneto-Optical Disk）、相変化型ディスク等の書き換え可能な光ディ
スクである。スピンドルモータ３１は、この光ディスク２をサーボ回路３０の制御により
、光ディスク２に応じて線速度一定（ＣＬＶ： Constant Linear Velocity）、角速度一定
（ＣＡＶ、 Constant Angular Velocity）、ゾーンＣＬＶ（ＺＣＬＶ： Zone Constant Lin
ear Velocity ）等の条件により光ディスク２を回転駆動する。
【００２５】
　サーボ回路３０は、光ピックアップ３３から出力される各種信号に基づいて、スピンド
ルモータ３１の動作を制御し、これによりスピンドル制御の処理を実行する。またサーボ
回路３０は、同様にして光ピックアップ３３をトラッキング制御、フォーカス制御し、ま
た光ピックアップ３３、磁界ヘッド３２をシークさせ、さらにはフォーカスサーチ等の処
理を実行する。
【００２６】
　ドライブ制御マイコン２２は、システム制御マイコン１９の指示により、これらサーボ
回路３０におけるシーク等の動作を制御する。
【００２７】
　光ピックアップ３３は、光ディスク２にレーザービームを照射してその戻り光を所定の
受光素子により受光し、受光結果を演算処理することにより、各種制御用の信号を生成し
て出力し、また光ディスク２に形成されたピット列、マーク列に応じて信号レベルが変化
する再生信号を出力する。また光ピックアップ３３は、システム制御マイコン１９の制御
により動作を切り換え、光ディスク２が光磁気ディスクの場合、記録時、光ディスク２に
照射するレーザービームの光量を間欠的に立ち上げる。これによりこの光ディスク装置１
では、いわゆるパルストレイン方式により光ディスク２に撮像結果等を記録するようにな
されている。また光ピックアップ３３は、光ディスク２が相変化型ディスク等の場合、デ
ータ変復調器２３の出力データに応じて光ディスク２に照射するレーザービームの光量を
再生時の光量から書き込み時の光量に立ち上げ、これにより熱記録の手法を適用して光デ
ィスク２に撮像結果等を記録するようになされている。
【００２８】
　これらによりこの光ディスク装置１では、撮像結果による映像信号及び音声信号をビデ
オ符号器１１、オーディオ符号器１２によりデータ圧縮した後、ファイル生成器１５によ
りＱＴムービーファイルに変換し、メモリコントローラ１８、エラー訂正符号／復号器２
１、データ変復調器２３を順次介して、光ピックアップ３３により、又は光ピックアップ
３３及び磁界ヘッド３２によりこのＱＴムービーファイルのデータ、インデックスファイ
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ルのデータ等を光ディスク２に記録するようになされている。
【００２９】
　また光ディスク装置１では、光ピックアップ３３より得られる再生信号をデータ変復調
器２３により処理して再生データを得、この再生データをエラー訂正符号／復号器２１で
処理して、光ディスク２に記録したＱＴムービーファイル、インデックスファイル等を再
生できるようになされ、これらＱＴムービーファイル、インデックスファイル等をメモリ
コントローラ１８から出力するようになされている。
【００３０】
　ファイル復号器１６は、メモリコントローラ１８から出力されるＱＴムービーファイル
のデータを入力し、このデータを画像データ及び音声データの符号化データに分解して出
力する。ビデオ復号器１３は、この画像データの符号化データをデコードして図示しない
表示手段、外部機器に出力する。オーディオ復号器１４は、ファイル復号器１６から出力
される音声データの符号化データをデータ伸長し、図示しない音声出力手段、外部機器に
出力する。これによりこの光ディスク装置１では、光ディスク２から再生した撮像結果を
モニタし得るようになされている。
【００３１】
　なお、光ディスク装置１は、コンピュータ等の外部機器を接続するインターフェースを
有し、これにより撮像結果に代えてコンピュータの出力データを光ディスク２に記録し、
また光ディスク２に記録したファイルを再生してコンピュータで処理できるようになされ
ている。
【００３２】
　操作部２６は、この光ディスク装置１の各種操作子、液晶表示パネルに配置されたタッ
チパネルにより構成され、ユーザーによる各種操作をシステム制御マイコン１９に通知す
る。
【００３３】
　システム制御マイコン１９は、この光ディスク装置１全体の動作を制御するコンピュー
タであり、図示しないメモリに記録された所定の処理プログラムの実行により、光ディス
ク２の装填が検出されると、光ピックアップ３３を光ディスク２の最内周にシークさせ、
光ディスク２に係るファイル管理システムの管理情報を再生する。さらにシステム制御マ
イコン１９は、この再生した管理情報をメモリコントローラ１８から取得し、内蔵のメモ
リに保持する。これによりシステム制御マイコン１９は、光ディスク２に記録された各フ
ァイルのアドレス、空き領域を検出するようになされている。
【００３４】
　このシステム制御マイコン１９に係る処理プログラムにおいては、事前のインストール
により提供されるものの、これに代えてネットワークを介してダウンロードしてインスト
ールするようにしてもよく、また記録媒体により再生してインストールするようにしても
よい。ちなみに、このような記録媒体においては、光ディスク、磁気テープ、メモリカー
ド等、種々の記録媒体を広く適用することができる。
【００３５】
　またシステム制御マイコン１９は、このようにして取得した管理情報を検索して、光デ
ィスク２にインデックスファイルが記録されている場合、このインデックスファイルの記
録位置に光ピックアップ３３をシークさせ、このインデックスファイルを再生する。また
メモリコントローラ１８よりこの再生したインデックスファイルを取得し、内蔵のメモリ
に記録して保持する。これによりこの実施例では、このインデックスファイルを利用して
光ディスク２に記録されたファイルの処理に関して全体の操作性を向上するようになされ
ている。
【００３６】
　すなわちシステム制御マイコン１９は、ユーザーの操作に応動して、このインデックス
ファイルによりモニタ用の液晶表示パネルにサムネイル画像等を表示することにより光デ
ィスク２に記録されたＱＴムービーファイルの内容を紹介し、またこの紹介によりユーザ
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ーによるファイルの選択を受け付け、対応する管理情報によりこのユーザーにより選択さ
れたファイルを再生するように全体の動作を制御する。これによりこの光ディスク装置１
では、動画、静止画による撮像結果を音声信号と共にユーザーに提供するようになされて
いる。
【００３７】
　またユーザーによる撮像結果の記録が指示されると、管理情報により空き領域を検出し
て光ピックアップ３３をこの空き領域にシークさせ、順次得られる撮像結果を光ディスク
２に記録する。またこの撮像結果の記録によるＱＴムービーファイルの記録に対応するよ
うに、メモリに保持した管理情報を更新し、光ディスク２の排出時等において、この更新
した管理情報により光ディスク２の管理情報を更新する。なおこの管理情報の更新におい
ては、メモリに保持して更新した管理情報をメモリコントローラ１８を介してエラー訂正
符号／復号器２１に出力することにより実行される。
【００３８】
　これらの処理において、システム制御マイコン１９は、記録に供するＱＴファイルの生
成に必要な各種の情報をファイル生成器１５に出力する。またファイル生成器１５を介し
てインデックスファイルの生成に必要な情報を取得し、この取得した情報とファイル生成
器１５に出力した情報等とにより、新たに光ディスク２に記録するＱＴムービーファイル
等について、メモリに保持したインデックスファイルを更新し、管理情報における更新処
理と同様にして、このように更新してメモリに保持したインデックスファイルにより光デ
ィスク２に記録されたインデックスファイルを更新する。
【００３９】
　またユーザーにより光ディスク２に記録されたファイルの編集が指示されると、この編
集の処理に対応するように、記録時と同様にして、メモリに保持したインデックスファイ
ル、管理情報を更新し、このメモリに保持したインデックスファイル、管理情報により光
ディスク２のインデックスファイル、管理情報を更新する。
【００４０】
　このようにして撮像結果による映像信号及び音声信号を光ディスク２に記録する光ディ
スク装置１においては、ＱＴムービーファイルを外部参照形式により記録する。すなわち
光ディスク装置１においては、映像信号及び音声信号によりそれぞれ映像ファイル、音声
ファイルを光ディスク２に記録し、またこれら映像ファイル及び音声ファイルを管理する
リソースファイルを光ディスク２に記録し、これによりこれら映像ファイル、音声ファイ
ル、リソースファイルによるＱＴムービーファイルを光ディスク２に記録するようになさ
れている。
【００４１】
　（１－２）インデックスファイル
　インデックスファイルは、ＱＴムービーファイル等の光ディスク２に記録される各種フ
ァイルと同様に、光ディスク２のファイル管理システムにより、記録位置のアドレス、フ
ァイル名、ファイル長等の再生に必要な情報が管理されるファイルであり、光ディスク２
に記録された管理対象であるＱＴムービーファイルの内容を紹介する情報等により構成さ
れる。これによりこの光ディスク装置１では、このインデックスファイルにより光ディス
ク２に記録されたＱＴムービーファイルを選択し、この選択したファイルをファイル管理
システムに基づいて光ディスク２から再生することにより、光ディスク２に多数のＱＴム
ービーファイルが記録されている場合でも、所望するファイルを迅速かつ正確に選択でき
るようになされ、その分、操作性を向上できるようになされている。
【００４２】
　この実施例において、インデックスファイルは、このＱＴムービーファイルの内容を紹
介する情報等にＱＴムービーファイルに係る情報を抜粋した情報（すなわち抜粋情報であ
る）等を割り当て、この抜粋情報のブロックによるエントリの連続により形成され、これ
により各ＱＴムービーファイルの内容を簡易かつ迅速に把握できるようになされている。
【００４３】

10

20

30

40

50

(10) JP 3959742 B2 2007.8.15



　インデックスファイルは、この抜粋情報によるデータ群がその属性毎に分類されてグル
ープ化され、光ディスク２に記録するＱＴムービーファイルと同一のファイル構造により
作成され、これによりＱＴムービーファイルを作成する光ディスク装置１の構成を利用し
て作成し、また処理し得るようになされ、その分、光ディスク装置１では構成を簡略化し
得るようになされている。
【００４４】
　具体的にインデックスファイルは、ＱＴムービーファイルの構成に対応して図２に示す
ように、実データに係る抜粋情報がグループ化されてテキストエントリファイルＥ 、サ
ムネイル画像エントリファイルＥ２、プロパティエントリファイルＥ に割り当てられ、
これらをエントリファイルＥ１～Ｅ３と、これらエントリファイルＥ１～Ｅ３の管理情報
によるリソースファイル（図示せず）とにより構成される。
【００４５】
　ここで各エントリファイルＥ１～Ｅ３は、それぞれ先頭に、各エントリファイルＥ１～
Ｅ３の属性等を示すヘッダＰＨ、ＴＨＨ、ＴＸＨが設けられ、続いて固定長によるスロッ
トによるエントリが連続するように形成される。
【００４６】
　ここでテキストエントリファイルＥ は、ディスクタイトル、各管理対象ファイル等に
係るタイトルの文字列を示すデータが順次スロットに割り当てられて、これらタイトルの
データによるエントリの連続により形成される。これに対してサムネイル画像エントリフ
ァイルＥ２は、ディスクタイトル、各管理対象ファイルの内容を示す静止画像によるサム
ネイル画像が順次スロットに割り当てられて、これらサムネイル画像によるエントリの連
続により構成される。
【００４７】
　これらテキストエントリファイルＥ 、サムネイル画像エントリファイルＥ２は、各ス
ロットが固定長により形成され、これにより管理対象ファイルより得られる対応する抜粋
情報のデータ量に応じて、１つの管理対象ファイルに対して１又は複数個のスロットが割
り当てられるようになされている。また管理対象ファイルの種類によっては、抜粋情報の
種類が異なることにより、管理対象によっては、何らエントリが設けられない場合もある
。
【００４８】
　これに対してプロパティエントリファイルＥ は、ディスクタイトル、各管理対象ファ
イルの属性を示すデータが割り当てられ、これらディスクタイトル、各管理対象ファイル
に設定されたバイナリーデータによる抜粋情報がエントリの管理情報と共に順次スロット
に割り当てられて、これら抜粋情報によるエントリの連続により形成される。プロパティ
エントリファイルＥ は、テキストエントリファイルＥ 、サムネイル画像エントリファ
イルＥ２と同様に、各スロットが固定長により形成される。またプロパティエントリファ
イルＥ は、管理対象ファイルの種類が種々に異なる場合であっても必ず設けられ、さら
にテキストエントリファイルＥ 、サムネイル画像エントリファイルＥ２に設けられたエ
ントリに対応するように各管理対象ファイルのエントリが設定される。
【００４９】
　これによりプロパティエントリファイルＥ は、テキストエントリファイルＥ 、サム
ネイル画像エントリファイルＥ２に何らエントリが設けられていない場合には、対応する
抜粋情報のデータ量に応じて１又は複数個のスロットに１つの管理対象ファイルの抜粋情
報が割り当てられるのに対し、例えばテキストエントリファイルＥ 及び又はサムネイル
画像エントリファイルＥ２において、１つの管理対象ファイルに対して複数のエントリが
設定されている場合、抜粋情報のデータ量の多少にかかわらず、少なくともこの複数個の
分は、この管理対象ファイルに対してエントリが設けられるようになされている。インデ
ックスファイルにおいては、このように実データの部分を固定長により構成することによ
り、記録媒体の無駄な消費を低減し、また記録媒体に対するアクセス回数を低減して処理
時間を短くすることができるようになされている。
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【００５０】
　プロパティエントリファイルＥ は、各エントリに、他のエントリとの関係を示すエン
トリの管理情報として、対応する他のエントリファイルのエントリを特定する管理情報（
図２において、矢印により示す関連を示す情報である）が設定され、また複数個のスロッ
トによるエントリにあっては、順次続くエントリを特定する拡張スロットに係る管理情報
が設定されるようになされている。これによりインデックスファイルは、このプロパティ
エントリファイルＥ に設定された他のエントリとの関係を示す管理情報により、１つの
管理対象ファイルの抜粋情報を記録してなる複数のスロットを特定できるようになされて
いる。またプロパティエントリファイルＥ３には、対応する管理対象ファイルを特定する
情報が設定され、これによりこのインデックスファイルに記録された抜粋情報による管理
対象ファイルを特定できるようになされている。
【００５１】
　またプロパティエントリファイルＥ は、それぞれエントリに登録された抜粋情報の有
効無効を示す有効無効情報による管理情報が設定される。これによりインデックスファイ
ルは、このプロパティエントリに設けられた有効無効情報の設定だけで、プロパティエン
トリファイルＥ 、他のエントリファイルＥ 、Ｅ２の対応するエントリをまとめて無効
に設定して、管理対象ファイルのインデックスファイルへの登録を削除できるようになさ
れている。
【００５２】
　インデックスファイルは、記録媒体上に実在するファイルだけでなく、記録媒体のファ
イル管理システムによる実在のフォルダ、仮想のフォルダについても、各エントリファイ
ルに登録できるようになされ、各プロパティエントリにおいて、このようなフォルダを登
録してなるプロパティエントリに対する階層構造を定義できるようになされている。これ
によりインデックスファイルは、光ディスク２に設定されている実在する階層構造による
フォルダ構造により、さらにはこのインデックスファイルにおいて設定された仮想の階層
構造によるフォルダ構造により、光ディスク２に記録されたファイルを管理できるように
なされている。
【００５３】
　これに対してリソースファイルは、各エントリファイルにおけるスロットの開始位置等
の管理情報が、このインデックスファイルの属性情報等と共に記録される。
【００５４】
　これによりインデックスファイルは、サムネイル画像エントリファイルＥ２によりサム
ネイル画像をユーザーに提供して、又はテキストエントリファイルＥ により各ファイル
のタイトル等をユーザーに提供して、これらサムネイル画像、タイトルによりファイルの
選択を受け付け、この選択されたファイルをプロパティエントリの記述によりファイル管
理システムによるファイル名により検出できるようになされ、これらによりユーザーによ
る操作性を向上できるようになされている。
【００５５】
　これらによりこの光ディスク装置１において、システム制御マイコン１９は、ファイル
生成器１５よりデータ圧縮された画像データ及び音声データを取得してデコードした後、
画像データにおいては、画素の間引きによりサムネイル画像を生成し、このサムネイル画
像によりサムネイル画像エントリファイルＥ２を生成するようになされている。また光デ
ィスク２のファイル管理システムに保持された各管理対象ファイルのファイル情報より、
さらにはユーザーの設定によりタイトルのデータを生成し、これによりテキストエントリ
ファイルＥ を生成するようになされている。これに対してユーザーの操作に応動してプ
ロパティエントリファイルＥ を作成するようになされ、さらにはこれらのエントリファ
イルＥ１～Ｅ３に応じてリソースファイルを作成するようになされている。
【００５６】
　（１－３）システム制御マイコンにおける処理
　しかしてこのようなインデックスファイルによる管理においては、１つのファイルを光
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ディスク２に記録すると、少なくともプロパティエントリファイルＥ においては、１つ
のスロットが消費され、これにより静止画ファイルを光ディスク２に多量に記録すると、
プロパティエントリの数が極端に増大することになる。また同様にサムネイル画像エント
リファイルについても、エントリ数が極端に増大することになる。
【００５７】
　このためシステム制御マイコン１９は、ユーザーによる指示によりインデックスファイ
ルの整理の処理を実行することにより、インデックスファイルを整理し、これによりイン
デックスファイルに登録されたエントリの数を低減する。
【００５８】
　ここでこのインデックスファイルの整理の処理においては、インデックスファイルに既
に登録されている複数の静止画ファイルを１つのファイルにまとめ、これら静止画ファイ
ルによる静止画が連続してなるムービーファイルを作成し、これら複数の静止画ファイル
に係るインデックスファイルの登録を削除すると共に、このムービーファイルをインデッ
クスファイルに登録することにより実行される。またこのムービーファイルをＱＴファイ
ル形式により作成して、サムネイル画像エントリファイルＥ２、テキストエントリファイ
ルＥ の対応するエントリの実データについても、このムービーファイルに登録し、これ
により恰もインデックスファイルにこれら複数ファイルが登録されているかのような操作
性を確保する。
【００５９】
　すなわち図３に示すように、単に撮像結果による静止画ファイルを登録した場合、光デ
ィスク２においては、これら撮像結果に係る静止画ファイルＦ１～Ｆ５が記録され、イン
デックスファイルにおけるプロパティエントリファイルＥ においては、これら静止画フ
ァイルＦ１～Ｆ５に対応するプロパティエントリＰＥＳ２～ＰＥＳ６が設けられ、矢印に
より示すようにこれらプロパティエントリＰＥＳ２～ＰＥＳ６によりそれぞれ静止画ファ
イルＦ１～Ｆ５を指し示すことになる（図３（Ａ）及び（Ｂ））。
【００６０】
　ここでＱＴフォーマットのファイルは（図３（Ｃ））、動画、静止画、音声等による実
データと、この実データを管理する管理情報とがアトムと呼ばれる階層構造によりまとめ
られて形成される。ＱＴフォルダのファイルは、これら実データがまとめられてムービー
データアトム（ Movie Data Atom （ mdat））に割り当てられ、ムービーデータアトムの実
データを管理する管理情報がまとめられてムービーアトム（ Movie Atom（ moov））に割り
当てられて形成される。また実データは、それぞれ属性毎にグループ化され、管理情報に
おいては、この各グループによる実データを管理する管理情報がそれぞれまとめられてト
ラックが形成される。しかして図３（Ｃ）に示す例では、ムービーアトムにそれぞれ静止
画による実データを管理する静止画トラックＴ 、サムネイル画像による実データを管理
するサムネイルトラックＴ２、タイトル等によるテキストデータによる実データを管理す
るタイトルトラックＴ３が設けられるようになされている。
【００６１】
　ＱＴフォーマットにおいては、このようなトラックＴ ～Ｔ による管理対象を、この
ＱＴフォーマットによるファイルのムービーデータアトム（ Movie Data Atom （ mdat））
の実データに設定してなる自己内包形式の他に、外部参照形式によりトラックＴ ～Ｔ
による管理対象を外部ファイルに設定することも可能であり、この実施例では、この外部
参照形式により複数静止画ファイルをまとめてなるムービーファイルを作成する。またサ
ムネイル画像エントリ、テキストエントリについては、自己内包形式によりムービーファ
イルを作成する。
【００６２】
　すなわちシステム制御マイコン１９は、静止画トラックＴ の各サンプルＳ１～Ｓ５に
おいて、これら複数の静止画ファイルＦ１～Ｆ５をそれぞれ指し示すように、ムービーア
トムを形成し、これにより複数の静止画ファイルＦ１～Ｆ５を１つのファイルにまとめて
なるムービーファイルＦＱＴを生成する。また対応するサムネイル画像エントリファイル
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Ｅ２、テキストエントリファイルＥ からサムネイル画像のデータ、タイトルのデータを
コピーしてムービーファイルＦＱＴのムービーデータアトムに順次記録する。
【００６３】
　またこれら静止画ファイルＦ１～Ｆ５をそれぞれ指し示してなるプロパティエントリフ
ァイルＥ の対応するプロパティエントリＰＥＳ２～ＰＥＳ６については、有効無効を示
す有効無効情報を無効に設定することにより、各エントリファイルＥ１～Ｅ３についての
これら静止画ファイルＦ１～Ｆ５のインデックスファイルへの登録を削除する。またこの
ように作成してなるムービーファイルＦＱＴを指し示すように、このように無効に設定し
てなるプロパティエントリにムービーファイルＦＱＴの抜粋情報を登録し（図３（Ｄ））
、これによりムービーファイルＦＱＴをインデックスファイルに登録する。
【００６４】
　これによりシステム制御マイコン１９は、複数の静止画ファイルによる複数個のエント
リを１つのエントリにまとめ、その分、各エントリファイルに係るエントリ数をまとめて
低減するようになされている。なおムービーファイルＦＱＴに係るサムネイル画像エント
リファイルＥ２、テキストエントリファイルＥ について、システム制御マイコン１９は
、例えばこれら複数の静止画ファイルに係る何れかのサムネイル画像、これら複数の静止
画ファイルに係るフォルダ名等を登録するようになされている。
【００６５】
　図４は、このインデックスファイルの整理処理に係るシステム制御マイコン１９の処理
手順を示すフローチャートである。システム制御マイコン１９は、例えば電源の立ち上げ
により、光ディスク２の装填により、さらには撮像結果の記録の完了により、この処理手
順を実行する。すなわちシステム制御マイコン１９は、この処理手順を開始すると、ステ
ップＳＰ１からステップＳＰ２に移り、プロパティエントリファイルＥ のエントリ数を
検出し、このエントリ数が所定の基準値ＴＨ以上か否か判断する。ここでこの基準値ＴＨ
においては、このインデックスファイルに係る各種機器における処理可能なエントリ数に
応じて事前に設定された値である。ここで否定結果が得られると、この場合、インデック
スファイルにおいては、十分な空きスロットが存在することにより、ステップＳＰ２から
ステップＳＰ３に移ってこの処理手順を終了する。
【００６６】
　これに対してステップＳＰ２で肯定結果が得られると、システム制御マイコン１９は、
ステップＳＰ２からステップＳＰ４に移る。ここでシステム制御マイコン１９は、所定の
メニュー画面を表示し、インデックスファイルの整理の処理を実行するか否かの選択を受
け付ける。ここでインデックスファイルの整理の処理を実行しない旨のメニューの選択が
得られると、システム制御マイコン１９は、ステップＳＰ４からステップＳＰ３に移って
この処理手順を終了する。
【００６７】
　これに対してインデックスファイルの整理の処理を実行する旨のメニューの選択が受け
付けられると、システム制御マイコン１９は、ステップＳＰ４からステップＳＰ５に移り
、整理可能なフォルダを表示する。またこの表示により続くステップＳＰ６において、ユ
ーザーにより整理対象のフォルダの入力を受け付け、システム制御マイコン１９は、続く
ステップＳＰ７において、このユーザーにより指定されたフォルダに属する静止画ファイ
ルについて、インデックスファイルの整理の処理を実行する。しかしてシステム制御マイ
コン１９は、インデックスファイルのプロパティエントリファイルＥ に設定された階層
構造に係る管理情報により、このユーザーの選択したファイルに係るプロパティエントリ
を順次選択し、このプロパティエントリに係る静止画ファイルについて、図３について上
述したムービーファイルを作成して静止画ファイルの登録を削除し、またこのムービーフ
ァイルをプロパティエントリファイルＥ に登録してこのインデックスファイルの整理の
処理を実行し、ステップＳＰ３に移ってこの処理手順を終了する。
【００６８】
　これによりこの実施例においては、インデックスファイルに登録されたエントリ数が処
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理可能な上限値に近づくと、ユーザーによる指示により１つのフォルダに属する静止画フ
ァイルをムービーファイルにまとめてインデックスファイルの整理の処理を実行し、イン
デックスファイルのエントリ数を低減するようになされている。
【００６９】
　システム制御マイコン１９は、ユーザーにより光ディスク２に記録されたファイルの一
覧表示が指示されると、インデックスファイル上に形成された実在するフォルダ、仮想の
フォルダを階層構造により表示し、ユーザーによるフォルダの選択によりこのフォルダに
属するファイルを一覧表示する。この表示においてインデックスファイルは、ユーザーが
サムネイル画像によるファイルの表示を指示した場合、インデックスファイルに登録され
たサムネイル画像によりユーザーにより選択されたフォルダに属するファイルを一覧表示
する。またユーザーがタイトルによる一覧表示を指示した場合、インデックスファイルの
テキストエントリファイルに登録されたテキストデータによる表示によりユーザーの選択
し フォルダに属するファイルを一覧表示する。
【００７０】
　これに対してユーザーの選択したフォルダが、上述のインデックスファイルの整理の処
理により１つのムービーファイルに静止画ファイルをまとめてなるフォルダの場合、シス
テム制御マイコン１９は、ＱＴムービーファイルに係るアプリケーションを立ち上げ、こ
のアプリケーションにより、ユーザーがサムネイル画像による一覧表示を指示した場合、
ムービーファイルＦＱＴのサムネイルトラックＴ２の記録により、ムービーデータアトム
に記録されたサムネイル画像を順次再生して一覧表示する。またユーザーがタイトルによ
る一覧表示を指示した場合、同様にして、ムービーファイルＦＱＴのタイトルトラックＴ
３の記録により、ムービーデータアトムに記録されたテキストデータによる一覧表示を提
供する。
【００７１】
　またこのようにファイルを一覧表示して、ユーザーにより何れかのファイルが選択され
た場合、システム制御マイコン１９は、このファイルがインデックスファイルに登録され
たファイルの場合、対応するプロパティエントリの管理情報により、この光ディスク装置
１のファイル管理システムにこのファイルの再生を指示し、これにより光ディスク２から
対応するファイルを再生してユーザーに提供する。これに対してこのファイルがムービー
ファイルにまとめられた静止画ファイルの場合、システム制御マイコン１９は、静止画ト
ラックＴ に記録された管理情報により、対応する静止画ファイルを検出し、ＱＴムービ
ーファイルにおける外部参照ファイルの再生により、光ディスク２から対応するファイル
を再生してユーザーに提供する。
【００７２】
　またユーザーの選択によりこのようにしてムービーファイルにまとめて登録してなる静
止画ファイルの１つについて削除が指示されると、ＱＴムービーファイルＦＱＴのムービ
ーアトムにおける静止画トラックＴ 、サムネイルトラックＴ２、タイトルトラックＴ３
の設定により、ＱＴムービーファイルＦＱＴ上で、この静止画ファイルに係る静止画を削
除し、またファイル管理システムにより光ディスク２からこの静止画ファイルを削除する
。
【００７３】
　これによりこの光ディスク装置１では、このように複数の静止画ファイルをまとめて１
つのムービーファイルによりエントリ数を低減した場合でも、インデックスファイルに静
止画ファイルを直接登録している場合と同様の操作性を確保できるようになされている。
【００７４】
　これに対してユーザーによりこのようにムービーファイルＦＱＴにまとめて登録してな
る静止画ファイルのインデックスファイルへの再登録が指示されると、システム制御マイ
コン１９は、インデックスファイルの整理の処理の場合とは逆に、このムービーファイル
ＦＱＴのインデックスファイルへのエントリを削除する。またこのムービーファイルＦＱ
Ｔの静止画トラックＴ により順次指し示されてなる静止画ファイルを順次指し示すよう
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に、インデックスファイルのプロパティエントリファイルＥ に順次抜粋情報を登録する
。また対応するサムネイル画像、テキストデータをムービーファイルＦＱＴのサムネイル
トラックＴ２、タイトルトラックＴ３の記録によりムービーファイルＦＱＴから順次再生
してサムネイル画像エントリファイルＥ２、テキストエントリファイルＥ に登録し、ま
たこの登録に対応するようにプロパティエントリの管理情報を設定する。またこのように
してインデックスファイルに各静止画ファイルを登録すると、ムービーファイルを光ディ
スク２より削除する。
【００７５】
　これにより光ディスク装置１では、静止画ファイルをムービーファイルにまとめた状態
では各静止画ファイルを処理できないようなアプリケーションに係る装置に光ディスク２
を装填する場合等にあっては、個々の静止画ファイルをインデックスファイルに登録し直
し、このようなアプリケーションに係る装置でも光ディスク２に記録された静止画ファイ
ルを処理できるようになされている。
【００７６】
　（２）実施例の動作
　以上の構成において、この光ディスク装置１では（図１）、撮像手段、音声取得手段で
取得した静止画、動画による画像データ、音声データがそれぞれビデオ符号器１１、オー
ディオ符号器１２でエンコードされた後、ファイル生成器１５によりＱＴムービーファイ
ルのデータストリームに変換され、メモリコントローラ１８、エラー訂正符号／復号器２
１、データ変復調器２３、磁界変調ドライバ２４、光ピックアップ３３による記録系を介
して光ディスク２に記録される。これによりこの光ディスク装置１では、静止画、動画に
よる撮像結果がＱＴムービーファイルにより光ディスク２に記録される。またこの光ディ
スク２のファイルの記録に対応するように、システム制御マイコン１９の出力データがこ
の光ディスク装置１の記録系に出力され、これにより光ディスク２のファイル管理システ
ムに係る管理情報がこのＱＴムービーファイルの記録に対応するように更新される。
【００７７】
　またこのようにして記録したＱＴムービーファイルにおいては、ファイル管理システム
による管理情報に基づいて光ピックアップ３３、データ変復調器２３、エラー訂正符号／
復号器２１、メモリコントローラ１８を介して順次再生され、ファイル復号器１６により
ビデオデータ及びオーディオデータのエレメンタリストリームに分解された後、それぞれ
ビデオ復号器１３、オーディオ復号器１４によりデコードされて出力される。
【００７８】
　この光ディスク装置１では、このようなＱＴムービーファイルの記録時、ファイル生成
器１５よりサムネイル画像用のデータがシステム制御マイコン１９で取得され、またこの
ファイルの記録に前後したユーザーの入力等によりタイトルのデータがシステム制御マイ
コン１９で取得される。またファイル管理システムに係るファイル名等の情報が取得され
、これらにより光ディスク２に記録するＱＴムービーファイルの抜粋情報がシステム制御
マイコン１９で収拾される。光ディスク装置１では、光ディスク２のファイル管理システ
ムに係る管理情報と同様に、システム制御マイコン１９に内蔵のメモリにおいて、このよ
うにして取得した抜粋情報によりインデックスファイルが生成され、このインデックスフ
ァイルがＱＴファイルと同様に光ディスク２に記録される。またこのインデックスファイ
ルの記録に対応するようにファイル管理システムの管理情報が更新される。
【００７９】
　これによりこの光ディスク装置１では、このインデックスファイルに登録されたサムネ
イル画像の表示により、さらにはタイトルの表示により光ディスク２に記録された各種フ
ァイルをユーザーに紹介し、またユーザーによるファイルの選択を受け付け、光ディスク
２に多数のファイルを記録した場合でも簡易かつ確実に所望するファイルを選択できるよ
うにしてユーザーによる操作性を向上できるようになされている。
【００８０】
　しかしてこのようにして記録するファイルのうち、動画による撮像結果のファイルにお
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いては、比較的、データ量が大きく、これによりインデックスファイルに事前に確保した
スロットにより動画ファイルを順次インデックスファイルに記録した場合でも、光ディス
ク２に記録した多数のファイルを十分にインデックスファイルに登録することができると
考えられる。
【００８１】
　しかしながら静止画による撮像結果のファイルにおいては、動画によるファイルに比し
てデータ量が少なく、これにより多数のファイルを記録した場合には、インデックスファ
イルにおけるエントリ数が極端に増大し、光ディスク２に空き領域が存在するにも係わら
ずインデックスファイルに静止画ファイルを登録することが困難になり、結局、光ディス
ク２に静止画ファイルを記録できなくなる場合も考えられる。
【００８２】
　これによりこの実施例では、システム制御マイコン１９によりインデックスファイルの
整理の処理が実行され、インデックスファイルのエントリ数が低減される。すなわち光デ
ィスク装置１では、ユーザーによりインデックスファイルの整理の処理が指示されると、
ユーザーにより指示されたフォルダに属する複数の静止画ファイルについて、この複数の
静止画ファイルを外部参照形式により指し示すように静止画トラックＴ が設定されてＱ
ＴムービーファイルＦＱＴが作成され（図３）、これにより光ディスク装置１では、これ
ら複数の静止画ファイルがまとめられて１つのムービーファイルが形成される。
【００８３】
　またこのムービーファイルにまとめた複数の静止画ファイルに係るインデックスファイ
ルのエントリが削除され、このムービーファイルの抜粋情報によるエントリがインデック
スファイルに登録される。これによりこの光ディスク装置１では、これら複数の静止画フ
ァイルに係る複数のエントリをムービーファイルに係る１つのエントリに低減することが
でき、その分、多数の静止画ファイルを管理する場合にあっても、エントリ数の極端な増
大を防止することができるようになされている。
【００８４】
　光ディスク装置１では、外部参照形式によりこれら複数の静止画ファイルをまとめてな
るムービーファイルが形成され、これにより光ディスク装置１においては、それまでのイ
ンデックスファイルにおけるプロパティエントリファイルＥ の記録に基づいて、単に、
光ディスク２に記録されている静止画ファイルを指し示すように、ムービーファイルの静
止画トラックＴ を作成すればよく、これによりこのように複数の静止画ファイルをムー
ビーファイルにまとめる処理を簡略化することができる。
【００８５】
　またこのムービーファイルのサムネイルトラック、タイトルトラックの実データをそれ
ぞれ対応するエントリファイルのサムネイル画像エントリ、テキストエントリから取得し
て設定することにより、サムネイル画像、タイトルによりこのようにムービーデータにま
とめた静止画ファイルをユーザーに紹介することができ、またこのような紹介によりユー
ザーの選択を受け付けることができ、インデックスファイルに静止画ファイルを直接登録
した場合と同様の操作性を確保することができる。
【００８６】
　光ディスク装置１では、このようなインデックスファイルの整理の処理が、システム制
御マイコン１９によりエントリ数を判定して実行され、これにより常にエントリ数を一定
値以下に保持することができ、これにより例えばこの光ディスク２をこのようなエントリ
数に係る処理能力の低い装置で処理する場合等にあっても、確実に光ディスク２に記録さ
れたファイルをインデックスファイルの管理により処理できるようになされている。
【００８７】
　またこのような処理の開始に先立ち、ユーザーによる確認を得ることにより、このイン
デックスファイルの整理の処理によりユーザーが光ディスク２に記録した各種ファイルを
操作し得ないような状況を有効に回避することができ、その分、ユーザーの使い勝手を向
上できるようになされている。
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【００８８】
　またこのようなインデックスファイルの処理に係る静止画ファイルにあっては、ユーザ
ーにより指示されたフォルダに属する静止画ファイルであることにより、フォルダ単位で
、インデックスファイルのアプリケーションによる処理と、ＱＴムービーファイルのアプ
リケーションによる処理とで処理を切り換えて、サムネイル画像等によるファイルの一覧
表示、各ファイルの再生等を実行し得、複数の静止画ファイルを１つのムービーファイル
にまとめ インデックスファイルによる操作と同等のユーザーインターフェースを提供す
ることができ、またこのようなユーザーインターフェースを提供するようにして光ディス
ク装置における処理を簡略化することができる。
【００８９】
　また光ディスク装置１では、このようにして１つのムービーファイルに登録してなる静
止画ファイルのインデックスファイルへの再登録がユーザーにより指示されると、インデ
ックスファイルの整理の処理とは逆の処理により、１つのムービーファイルにまとめられ
た静止画ファイルが個々にインデックスファイルに登録される。これにより光ディスク装
置１では、例えばこのように複数の静止画ファイルをまとめてなるムービーファイルに対
応困難な装置で光ディスク２を使用する場合にあっても、何ら問題なく各静止画ファイル
を処理することができ、その分、光ディスク２の汎用性を向上させることができる。
【００９０】
　（３）実施例の効果
　以上の構成によれば、ファイルの抜粋情報によるエントリの連続によるインデックスフ
ァイルにおいて、複数の静止画ファイルを１つのムービーファイルにまとめてインデック
スファイルに登録し直すことにより、多数の静止画ファイルを管理する場合にあっても、
エントリ数の極端な増大を防止することができる。
【００９１】
　またこのムービーファイルが、記録媒体に記録された複数の静止画ファイルを参照して
対応する静止画による画像を提供する外部参照形式によるファイルであることにより、複
数の静止画ファイルを１つのムービーファイルにまとめる処理を簡略化することができる
。
【００９２】
　またこのときインデックスファイルからサムネイル画像を取得して、静止画ファイルと
対応付けして、該サムネイル画像による実データのグループをムービーファイルに形成す
ることにより、またインデックスファイルからタイトルのデータを取得して、静止画ファ
イルと対応付けして、該タイトルのデータによる実データのグループをムービーファイル
に形成することにより、サムネイル画像、タイトルにより１つのムービーファイルにまと
めた複数の静止画ファイルを管理することができ、インデックスファイルに個々に静止画
ファイルが登録されている場合と同様の操作性を確保することができる。
【００９３】
　またこのように１つのムービーファイルにまとめる複数の静止画ファイルが、特定のフ
ォルダに属する静止画ファイルであることにより、フォルダ単位で処理を切り換えて処理
を簡略化することができる。
【００９４】
　またインデックスファイルにおけるエントリの数を判定し、該判定結果によりインデッ
クスファイルの整理の処理を実行することにより、常にインデックスファイルのエントリ
数を一定範囲に管理することができる。
【００９５】
　またインデックスファイルにおけるエントリの数を判定し、該判定結果をユーザーに通
知して得られるユーザーの指示によりインデックスファイルの整理の処理を実行すること
により、ユーザーの使い勝手を向上することができる。
【００９６】
　また静止画ファイルの再登録の処理により、ムービーファイルの抜粋情報によるインデ

10

20

30

40

50

(18) JP 3959742 B2 2007.8.15

た



ックスファイルのエントリを削除すると共に、ムービーファイルによりまとめられた複数
の静止画ファイルの抜粋情報によるエントリをインデックスファイルにそれぞれ登録する
ことにより、１つのムービーファイルにまとめた複数の静止画ファイルを必要に応じてイ
ンデックスファイルに個々に登録することができる。
【実施例２】
【００９７】
　この実施例においては、いわゆる自己内包形式により複数の静止画ファイルをまとめて
なるムービーファイルを作成する。なおこの実施例においては、このムービーファイルの
形式が異なる点を除いて、実施例１に係る光ディスク装置と同一に構成されることにより
、以下においては、図１の構成を流用して説明する。
【００９８】
　すなわち図３との対比により図５に示すように、この実施例において、システム制御マ
イコン１９は、インデックスファイルの整理の処理に係る静止画ファイルより、静止画フ
ァイルのデータをコピーしてムービーデータアトムに順次記録し（図５（Ａ）、（Ｂ）及
び（Ｃ））、この静止画ファイルのデータを指し示すように、ムービーアトムに係る静止
画トラックＴ を設定する。またこのようにしてムービーファイルを作成して光ディスク
２に記録すると、対応する静止画ファイルを光ディスク２から削除する。
【００９９】
　またこれら静止画ファイルの削除に対応するように、インデックスファイルにおけるエ
ントリを削除し、またムービーファイルの記録に対応するように、インデックスファイル
にムービーファイルを登録する。なおサムネイル画像エントリ、テキストエントリに係る
処理においては、実施例１と同様に、ムービーデータアトムに対応するデータをコピーし
て実行される。
【０１００】
　これによりこの実施例において、システム制御マイコン１９は、ユーザーによりこのム
ービーファイルにまとめられた静止画ファイルの再生が指示されると、ムービーアトムの
記録により対応するムービーデータアトムに設定された静止画ファイルのデータを再生し
てユーザーに提供するようになされている。
【０１０１】
　またシステム制御マイコン１９は、ユーザーにより静止画ファイルの再登録が指示され
ると、この自己内包形式によりムービーデータアトムに記録された静止画ファイルのデー
タをそれぞれ個々のファイルにより光ディスク２に記録し、またこの記録に対応するよう
にインデックスファイルにプロパティエントリ、サムネイル画像エントリ、テキストエン
トリを登録し、これによりインデックスファイルに個々に静止画ファイルを登録していた
状態に戻す。
【０１０２】
　この実施例のように、自己内包形式により静止画ファイルをまとめてムービーファイル
を作成するようにしても、実施例１と同一の効果を得ることができる。またこのように自
己内包形式により複数の静止画ファイルをまとめるようにすれば、ファイル管理システム
上における実ファイル数も少なくすることができる。
【実施例３】
【０１０３】
　なお上述の実施例においては、ＱＴムービーファイルにより複数の静止画ファイルを１
つのファイルにまとめる場合について述べたが、本発明はこれに限らず、種々のフォーマ
ットによるムービーファイルを広く適用することができる。
【０１０４】
　また上述の実施例においては、エントリ数が所定値以上となった場合に、ユーザーの指
示によりインデックスファイルの整理の処理を実行する場合について述べたが、本発明は
これに限らず、ユーザーの指示に依らずにエントリ数が一定値以上になった場合に自動的
にインデックスファイルの整理の処理を実行する場合等、インデックスファイルの整理の
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処理を実行するタイミングにあっては、必要に応じて種々に設定することができる。
【０１０５】
　また上述の実施例においては、抜粋情報によるデータ群と、このデータ群を管理する管
理用データ群とをＱＴファイル構造により一体に保持してインデックスファイルを構成す
る場合について述べたが、本発明はこれに限らず、必要に応じて種々のフォーマットを適
用することができる。
【０１０６】
　また上述の実施例においては、本発明を光ディスク装置に適用して撮像結果、パソコン
の出力等を記録する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、光磁気ディスク、ハ
ードディスク装置等の各種記録媒体に記録した多数のファイルを管理する場合、さらには
所定のサーバーに保持した多数のファイルを管理する場合等に広く適用することができる
。
【０１０７】
　また上述の実施例においては、管理対象ファイルと共にインデックスファイルを記録す
る場合について述べたが、本発明はこれに限らず、管理対象ファイルと異なる記録媒体に
インデックスファイルを記録する場合、さらには管理対象ファイルと異なるサーバー上に
インデックスファイルを保持する場合等に広く適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１０８】
　本発明は、例えば光ディスク装置に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０９】
【図１】本発明の実施例１に係る光ディスク装置を示すブロック図である。
【図２】インデックスファイルを示す図表である。
【図３】インデックスファイルの整理の処理の説明に供する図表である。
【図４】インデックスファイルの整理の処理に係る処理手順を示すフローチャートである
。
【図５】本発明の実施例２に係る光ディスク装置におけるインデックスファイルの整理処
理の説明に供する図表である。
【符号の説明】
【０１１０】
　１……光ディスク装置、２……光ディスク、１１……ビデオ符号器、１２……オーディ
オ符号器、１３……ビデオ復号器、１４……オーディオ復号器、１５……ファイル生成器
、１６……ファイル復号器、１９……システム制御マイコン
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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