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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体に記録されているファイルを再生する再生手段と、
　前記記録媒体に記録されているファイルを外部機器に転送する転送手段と、
　外部機器との接続を検出する外部機器接続検出手段と、
　前記外部機器接続検出手段において外部機器との接続が検出された場合には、前記ファ
イルに関するファイル情報を第一の表示形式で表示し、前記外部機器接続検出手段におい
て外部機器との接続が検出されなかった場合には、前記ファイルに関するファイル情報を
第二の表示形式で表示する表示処理手段と、
を有する再生装置。
【請求項２】
　前記第一の表示形式とは、前記ファイル情報にファイルの転送に関する情報を含む表示
形式であり、
　前記第二の表示形式とは、前記ファイル情報にファイルを識別する情報を含む表示形式
である請求項１に記載の再生装置。
【請求項３】
　前記ファイルの転送に関する情報とは、コピーガード情報、又は転送時間情報、又は記
録フォーマット情報である請求項２に記載の再生装置。
【請求項４】
　前記ファイルを識別する情報とは、撮影日情報又は記録時間情報である請求項２又は３
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に記載の再生装置。
【請求項５】
　前記第一の表示形式とは、前記再生手段で再生されたファイルのうち、転送可能である
と判別されたファイルのファイル情報を表示又は差別化して表示する表示形式であり、
　前記第二の表示形式とは、前記再生手段で再生された全てのファイルのファイル情報を
表示する表示形式である請求項１乃至４の何れか１項に記載の再生装置。
【請求項６】
　前記外部機器接続検出手段において検出された外部機器が対応可能な記録フォーマット
を検出する記録フォーマット検出手段を更に有し、
　前記第一の表示形式とは、前記再生手段で再生されたファイルのうち、前記記録フォー
マット検出手段において検出された記録フォーマットのファイルのファイル情報を表示又
は差別化して表示する表示形式であり、
　前記第二の表示形式とは、前記再生手段で再生された全てのファイルのファイル情報を
表示する表示形式である請求項１乃至５の何れか１項に記載の再生装置。
【請求項７】
　記録フォーマットを選択する記録フォーマット選択手段を更に有し、
　前記第一の表示形式とは、前記再生手段で再生されたファイルのうち、前記記録フォー
マット選択手段において選択された記録フォーマットのファイルのファイル情報を表示、
又は差別化して表示する表示形式であり、
　前記第二の表示形式とは、前記再生手段で再生された全てのファイルのファイル情報を
表示する表示形式である請求項１乃至６の何れか１項に記載の再生装置。
【請求項８】
　記録媒体に記録されているファイルを外部機器に転送する転送手段を有する再生装置が
実行するファイル情報表示方法であって、
　記録媒体に記録されているファイルを再生する再生工程と、
　外部機器と前記転送手段を介して接続したことを検出する外部機器接続検出工程と、
　前記外部機器接続検出工程において外部機器との接続が検出された場合には、前記ファ
イルに関するファイル情報を第一の表示形式で表示し、前記外部機器接続検出工程におい
て外部機器との接続が検出されなかった場合には、前記ファイルに関するファイル情報を
第二の表示形式で表示する表示処理工程と、
を有するファイル情報表示方法。
【請求項９】
　前記第一の表示形式とは、前記ファイル情報にファイルの転送に関する情報を含む表示
形式であり、
　前記第二の表示形式とは、前記ファイル情報にファイルを識別する情報を含む表示形式
である請求項８に記載のファイル情報表示方法。
【請求項１０】
　前記ファイルの転送に関する情報とは、コピーガード情報、又は転送時間情報、又は記
録フォーマット情報である請求項８又は９に記載のファイル情報表示方法。
【請求項１１】
　前記ファイルを識別する情報とは、撮影日情報又は記録時間情報である請求項８乃至１
０の何れか１項に記載のファイル情報表示方法。
【請求項１２】
　前記第一の表示形式とは、前記再生工程で再生されたファイルのうち、転送可能である
と判別されたファイルのファイル情報を表示又は差別化して表示する表示形式であり、
　前記第二の表示形式とは、前記再生工程で再生された全てのファイルのファイル情報を
表示する表示形式である請求項８乃至１１の何れか１項に記載のファイル情報表示方法。
【請求項１３】
　前記外部機器接続検出工程において検出された外部機器が対応可能な記録フォーマット
を検出する記録フォーマット検出工程を更に有し、
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　前記第一の表示形式とは、前記再生工程で再生されたファイルのうち、前記記録フォー
マット検出工程において検出された記録フォーマットのファイルのファイル情報を表示又
は差別化して表示する表示形式であり、
　前記第二の表示形式とは、前記再生工程で再生された全てのファイルのファイル情報を
表示する表示形式である請求項８乃至１２の何れか１項に記載のファイル情報表示方法。
【請求項１４】
　記録フォーマットを選択する記録フォーマット選択工程を更に有し、
　前記第一の表示形式とは、前記再生工程で再生されたファイルのうち、前記記録フォー
マット選択工程において選択された記録フォーマットのファイルのファイル情報を表示、
又は差別化して表示する表示形式であり、
　前記第二の表示形式とは、前記再生工程で再生された全てのファイルのファイル情報を
表示する表示形式である請求項８乃至１３の何れか１項に記載のファイル情報表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、再生装置及びファイル情報表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、メモリカードやＤＶＤ、ＨＤＤといったランダムアクセス可能な記憶媒体の高容
量化に伴い、画像データを保存する記録メディアとして普及が進んでいる。これらランダ
ムアクセス可能な媒体の特徴は、画像ファイルへのアクセスの容易さである。
【０００３】
　画像ファイルへのアクセスの容易さから、メディア上に保存されたファイルを一覧表示
し、その中から目的のファイルを検索する「表示方式」が広く採用されており、その操作
性向上を図った提案がなされている。
【０００４】
　その一例として特許文献１の提案がある。この提案では記録メディアに保存された画像
ファイルの代表画及びそのコンテンツ情報を一覧表示する場合、ユーザにとって検索の重
要な情報となるコンテンツ情報として撮影日時やファイル容量の他にタイトル情報等の自
由な情報が設定できるようにしている。
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－１２４３５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に記載されているように、記録メディアに保存された画像ファイルを検索す
るためには、検索に最適なコンテンツ情報を表示する事が重要となってくる。しかしなが
ら検索に最適なコンテンツ情報とは、その検索の目的に応じて多様に変わってくる。例え
ば再生ファイルを検索したいならば、撮影タイトルや撮影日の情報が重要であるし、転送
ファイルを検索したいのならば、転送時間やファイル容量の情報が重要となる。
【０００７】
　このような検索目的の多様性に対応するためには、より多くのコンテンツ情報（ファイ
ル情報）を表示する事が必要となる。しかしながら一方では一覧表示ではより多くのファ
イルを１画面上で確認できる事が重要であり、必然的に表示可能なコンテンツ情報の量は
制限されてしまう。
【０００８】
　本発明はこのような問題点に鑑みなされたもので、目的に応じたファイル情報を表示す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
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　そこで、本発明の再生装置は、記録媒体に記録されているファイルを再生する再生手段
と、前記記録媒体に記録されているファイルを外部機器に転送する転送手段と、外部機器
との接続を検出する外部機器接続検出手段と、前記外部機器接続検出手段において外部機
器との接続が検出された場合には、前記ファイルに関するファイル情報を第一の表示形式
で表示し、前記外部機器接続検出手段において外部機器との接続が検出されなかった場合
には、前記ファイルに関するファイル情報を第二の表示形式で表示する表示処理手段と、
を有する。
【００１１】
　また、本発明は、ファイル情報表示方法としてもよい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、目的に応じたファイル情報を表示することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態について図面に基づいて説明する。
【００１４】
＜実施形態１＞
　図１は、実施形態１を実現するための再生装置のハードウェア構成の要部を示すブロッ
ク図である。図１において１１は、画像ファイルを保存する記録媒体である。１２は、記
録媒体１１に保存された画像ファイルを再生する再生処理部（再生制御部）である。１３
は、再生処理部１２にて再生された画像ファイルを用いて画像及びコンテンツ情報（ファ
イル情報）を一覧表示する表示処理部（表示制御部）である。１４は、再生処理部１２に
て再生された画像ファイルを外部機器に転送する転送部である。１５は、転送部１４（又
は再生装置）と、外部機器との接続状態を検出する外部機器接続検出部である。
【００１５】
　表示処理部１３は、外部機器との接続状態に応じて、各々の状態で求められる情報を持
ったコンテンツ情報を作成し、表示する。つまり、表示処理部１３は、外部機器との接続
が確認された場合は、「ファイル転送に必要な情報を持つコンテンツ情報」を含む表示情
報を一覧で表示する（表示形式１又は第一の表示形式）。また、表示処理部１３は、外部
機器との接続が確認されない場合は、「ファイル検索に必要な情報を持つコンテンツ情報
」を含む表示情報を一覧で表示する（表示形式２又は第二の表示形式）。
【００１６】
　ここで図２のフローチャート及び図３の表示例を用いて表示処理部１３の動作を説明す
る。図２は、表示処理部１３による表示処理の一例を示すフローチャートである。また、
図３は、表示の一例を示す図（その１）である。
【００１７】
　ステップＳ１０において、表示処理部１３は、外部機器接続検出部１５の検出情報に基
づいて、外部機器が検出されたか否かを判定する。ステップＳ１０において、表示処理部
１３は、外部機器が検出されたと判定するとステップＳ１１に進む。
【００１８】
　ステップＳ１１において、表示処理部１３は、再生処理部１２で再生された全ファイル
数を変数ｍに設定し、１を変数ｎに設定して、変数の初期化を行い、一覧表示の情報作成
を開始する。各画像ファイルに対する表示情報の作成は、ステップＳ１２での代表画の抽
出、ステップＳ１３でのコンテンツ情報の抽出、ステップＳ１４での代表画と、コンテン
ツ情報との結合、の３つのステップで行われる。なお、ここではコンテンツ情報として撮
影日、記録時間の設定を行っているが、高圧縮／高品位の圧縮レート情報、ＨＤ／ＳＤの
記録フォーマット情報、その他画像ファイルに格納された情報をコンテンツ情報として設
定してもよい。また変数ｎはｎ番目に再生された画像ファイルを表す。
【００１９】
　表示処理部１３は、１つの画像ファイルに対する表示情報の作成が完了すると、ステッ
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プＳ１５において変数ｎをインクリメントした後、ステップＳ１６において変数ｎが全フ
ァイル数ｍに達したか否かを判定する。ステップＳ１６において、変数ｎが全ファイル数
ｍに達していないと判定すると、表示処理部１３は、ステップＳ１２からステップＳ１５
までの処理を繰り返し行う。
【００２０】
　ステップＳ１６において、変数ｎが全ファイル数ｍに達したと判定すると、表示処理部
１３は、表示情報の作成処理を完了し、ステップＳ１７において、作成した表示情報を一
覧表示する。ここで表示される一覧表示は、ファイル検索に適した図３（ａ）に示す表示
形式１で行われる。図３（ａ）では、代表画と共に、撮影日（撮影日情報）や、記録時間
（記録時間情報）等が表示情報として表示されている。
【００２１】
　一方、ステップＳ１０において、表示処理部１３は、外部機器が検出されたと判定する
とステップＳ１８に進む。ステップＳ１８において、表示処理部１３は、再生処理部１２
で再生された全ファイル数を変数ｍに設定し、１を変数ｎに設定して、変数の初期化を行
い、一覧表示の情報作成を開始する。各画像ファイルに対する表示情報の作成は、ステッ
プＳ１９での代表画の抽出、ステップＳ２０でのコンテンツ情報の抽出、ステップＳ２１
での代表画と、コンテンツ情報との結合、の３つのステップで行われる。なお、ここでは
コンテンツ情報としてコピーガード情報、転送時間の設定を行っているが、高圧縮／高品
位の圧縮レート情報、ＨＤ／ＳＤの記録フォーマット情報、その他ファイル転送に必要な
情報をコンテンツ情報として設定してもよい。また変数ｎはｎ番目に再生された画像ファ
イルを表す。
【００２２】
　表示処理部１３は、１つの画像ファイルに対する表示情報の作成が完了すると、ステッ
プＳ２２において変数ｎをインクリメントした後、ステップＳ２３において変数ｎが全フ
ァイル数ｍに達したか否かを判定する。ステップＳ２３において、変数ｎが全ファイル数
ｍに達していないと判定すると、表示処理部１３は、ステップＳ１９からステップＳ２２
までの処理を繰り返し行う。
【００２３】
　ステップＳ２３において変数ｎが全ファイル数ｍに達したと判定すると、表示処理部１
３は、表示情報の作成処理を完了し、ステップＳ２４において、作成した表示情報を一覧
表示する。ここで表示される一覧表示は、ファイル転送に適した図３（ｂ）に示す表示形
式２で行われる。図３（ｂ）では、代表画と共に、転送可能か否かや、転送可能な場合は
その回数、転送時間情報等が表示情報として表示されている。
【００２４】
　なお、図３では、６個の画像ファイルを一覧表示する例を示しているが、本実施形態は
これに限定されるものではない。画像ファイルの数は例えば１個であってもよい。また、
複数ページにまたがって画像ファイルを一覧表示してもよい。以下の実施形態においても
同様である。
【００２５】
　以上、本実施形態によれば、外部機器との接続を検出したか否かに応じて、図３に示す
ように表示形式を変えてファイル情報を表示することができる。つまり、目的に応じたフ
ァイル情報を表示することができる。
【００２６】
＜実施形態２＞
　図４は、実施形態２を実現するための再生装置のハードウェア構成の要部を示すブロッ
ク図である。図４に示す再生装置は、実施形態１の外部機器接続検出部１５がその構成要
素に含まれず、その替わりにモード選択部１６が構成要素として含まれている。モード選
択部１６は、例えばユーザの操作指示に応じて、「ファイル検索／再生モード」、又は「
ファイル転送モード」を選択する。
【００２７】
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　また、図４に示す再生装置は、実施形態１の表示処理部１３の替わりに、表示処理部１
３とは異なる制御（又は処理）を行う表示処理部２３を構成要素として含む。
【００２８】
　表示処理部２３は、ファイル転送モードの選択状態に応じて、各々の状態で求められる
情報を持ったコンテンツ情報を作成し、表示する。つまり、表示処理部２３は、転送モー
ド選択された場合は、「ファイル転送に必要なコンテンツ情報」を含む表示情報を一覧で
表示する（表示形式１）。また、表示処理部２３は、転送モード以外のモードが選択され
た場合は、「ファイル検索に必要なコンテンツ情報」を含む表示情報を一覧で表示する（
表示形式２）。
【００２９】
　ここで図５のフローチャート及び図３の表示例を用いて表示処理部２３の動作を説明す
る。図５は、表示処理部２３による表示処理の一例を示すフローチャート（その１）であ
る。
【００３０】
　ステップＳ３０において、表示処理部２３は、モード選択部１６でファイル転送モード
が選択されたか否かを判定する。ステップＳ３０において、表示処理部２３は、ファイル
転送モード以外のモードが選択されたと判定するとステップＳ３１に進む。
【００３１】
　ステップＳ３１において、表示処理部２３は、再生処理部１２で再生された全ファイル
数を変数ｍに設定し、１を変数ｎに設定して、変数の初期化を行い、一覧表示の情報作成
を開始する。各画像ファイルに対する表示情報の作成は、ステップＳ３２での代表画の抽
出、ステップＳ３３でのコンテンツ情報の抽出、ステップＳ３４での代表画と、コンテン
ツ情報との結合、の３つのステップで行われる。なお、ここではコンテンツ情報として撮
影日、記録時間の設定を行っているが、高圧縮／高品位の圧縮レート情報、ＨＤ／ＳＤの
記録フォーマット情報、その他画像ファイルに格納された情報をコンテンツ情報として設
定してもよい。また変数ｎはｎ番目に再生された画像ファイルを表す。
【００３２】
　表示処理部２３は、１つの画像ファイルに対する表示情報の作成が完了すると、ステッ
プＳ３５において変数ｎをインクリメントした後、ステップＳ３６において変数ｎが全フ
ァイル数ｍに達したか否かを判定する。ステップＳ３６において、変数ｎが全ファイル数
ｍに達していないと判定すると、表示処理部２３は、ステップＳ３２からステップＳ３５
までの処理を繰り返し行う。
【００３３】
　ステップＳ３６において、変数ｎが全ファイル数ｍに達したと判定すると、表示処理部
２３は、表示情報の作成を完了し、ステップＳ３７において、作成した表示情報を一覧表
示する。ここで表示される一覧表示は、ファイル検索に適した図３（ａ）に示す表示形式
１で行われる。
【００３４】
　一方、ステップＳ３０において、表示処理部２３は、ファイル転送モードが選択された
と判定するとステップＳ３８に進む。ステップＳ３８において、表示処理部２３は、再生
処理部１２で再生された全ファイル数を変数ｍに設定し、１を変数ｎに設定して、変数の
初期化を行い、一覧表示の情報作成を開始する。各画像ファイルに対する表示情報の作成
は、ステップＳ３９での代表画の抽出、ステップＳ４０でのコンテンツ情報の抽出、ステ
ップＳ４１での代表画と、コンテンツ情報との結合、の３つのステップで行われる。なお
、ここではコンテンツ情報としてコピーガード情報、転送時間の設定を行っているが、高
圧縮／高品位の圧縮レート情報、ＨＤ／ＳＤの記録フォーマット情報、その他ファイル転
送に必要な情報をコンテンツ情報として設定してもよい。また変数ｎはｎ番目に再生され
た画像ファイルを表す。
【００３５】
　表示処理部２３は、１つの画像ファイルに対する表示情報の作成が完了すると、ステッ
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プＳ４２において変数ｎをインクリメントした後、ステップＳ４３において変数ｎが全フ
ァイル数ｍに達したか否かを判定する。ステップＳ４３において、変数ｎが全ファイル数
ｍに達していないと判定すると、表示処理部２３は、ステップＳ３９からステップＳ４２
までの処理を繰り返し行う。
【００３６】
　ステップＳ４３において変数ｎが全ファイル数ｍに達したと判定すると、表示処理部２
３は、表示情報の作成を完了し、ステップＳ４４において、作成した表示情報を一覧表示
する。ここで表示される一覧表示は、ファイル転送に適した図３（ｂ）に示す表示形式２
で行われる。
【００３７】
　以上、本実施形態によれば、転送モードに応じて、図３に示すように表示形式を変えて
ファイル情報を表示することができる。つまり、目的に応じたファイル情報を表示するこ
とができる。
【００３８】
＜実施形態３＞
　図６は、実施形態３を実現するための再生装置のハードウェア構成の要部を示すブロッ
ク図である。図６に示す再生装置は、実施形態１の表示処理部１３の替わりに、表示処理
部１３とは異なる制御（又は処理）を行う表示処理部３３を構成要素として含む。
【００３９】
　表示処理部３３は、実施形態１で説明したように「外部機器との接続状態に応じて、各
々の状態で求められる情報を持ったコンテンツ情報を作成し、表示」する処理に加えて、
「コピー禁止ファイルか否かに応じて、表示を異ならせる」処理を行う。
【００４０】
　ここで図７のフローチャート及び図８の表示例を用いて表示処理部３３の動作を説明す
る。図７は、表示処理部３３による表示処理の一例を示すフローチャートである。また、
図８は、表示の一例を示す図（その２）である。
【００４１】
　なお、図７において、実施形態１の図２と同様の処理を行うステップには同じステップ
の番号を付し、特に言及しない限り説明を省略する。また、図８（ａ）に示す表示形式は
、図３（ａ）に示す表示形式と同様である。
【００４２】
　ステップＳ２１に続いてステップＳ５０に進み、表示処理部３３は、ステップＳ２０に
おいてコンテンツ情報として設定したコピーガード情報に応じて、コンテンツ（ファイル
）がコピー禁止か否か、つまり転送可能か否か、を判定する。表示処理部３３は、コピー
禁止でない（つまり転送可能である）と判定すると、ステップＳ５１の処理を省略し、ス
テップＳ２２に進む。一方、表示処理部３３は、コピー禁止である（つまり転送不可能で
ある）と判定すると、ステップＳ５１に進み、画像コントラストを低く調整する等の画像
コントラストの変更を行う。なお、ステップＳ５１の処理は、他の画像と差別化すること
ができれば、画像コントラストの変更に限られるものではない。
【００４３】
　図７のステップＳ２４において表示される一覧表示は、ファイル転送に適した図８（ｂ
）に示す表示形式２で行われる。
【００４４】
　表示処理部３３が、図７に示す処理を行うことによって、図８（ｂ）に示すように外部
機器に転送不可能なファイルの画像コントラストを変更してファイル情報を表示すること
ができる。つまり、目的に応じたファイル情報を分かりやすく表示することができ、転送
の対象となるファイルの検索性を向上させることができる。
【００４５】
　また、図７のステップＳ５１での「画像コントラスト変更」の処理を「代表画、コンテ
ンツ情報削除」の処理に変更してもよい。この場合の図７のステップＳ２４において表示
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される一覧表示は、ファイル転送に適した図８（ｃ）に示す表示形式２で行われる。
【００４６】
　また本実施形態では、実施形態１の応用として説明したが、実施形態２の応用としても
よい。実施形態２の応用とする場合、図４の表示処理部２３は、「転送モードに応じて、
各々の状態で求められる情報を持ったコンテンツ情報を作成し、表示」する処理に加えて
、「コピー禁止ファイルか否かに応じて、表示を異ならせる」処理を行う。
【００４７】
　図９は、表示処理部２３による表示処理の一例を示すフローチャート（その２）である
。なお、図９において、実施形態２の図５と同様の処理を行うステップには同じステップ
の番号を付し、説明を省略する。また、図７と同様の処理を行うステップには同じステッ
プの番号を付し、説明を省略する。
【００４８】
　表示処理部２３が、図９に示す処理を行うことによって、図８（ｂ）に示すように外部
機器に転送不可能なファイルの画像コントラストを変更してファイル情報を表示すること
ができる。つまり、目的に応じたファイル情報を分かりやすく表示することができ、転送
の対象となるファイルの検索性を向上させることができる。
【００４９】
＜実施形態４＞
　図１０は、実施形態４を実現するための再生装置のハードウェア構成の要部を示すブロ
ック図である。図１０に示す再生装置は、実施形態１の再生装置に対して、外部機器フォ
ーマット検出部１７が構成要素として加えられている。外部機器フォーマット検出部１７
は、例えば、転送部１４を介して、外部機器等より、外部機器が再生可能（対応可能）な
フォーマットの情報を検出（取得）する。
【００５０】
　また、図１０に示す再生装置は、実施形態１の表示処理部１３の替わりに、表示処理部
１３とは異なる制御（又は処理）を行う表示処理部４３を構成要素として含む。
【００５１】
　表示処理部４３は、実施形態１で説明したように「外部機器との接続状態に応じて、各
々の状態で求められる情報を持ったコンテンツ情報を作成し、表示」する処理に加えて、
「外部機器で再生不可能なファイルか否かに応じて、表示を異ならせる」処理を行う。
【００５２】
　ここで図１１のフローチャート及び図１２の表示例を用いて表示処理部４３の動作を説
明する。図１１は、表示処理部４３による表示処理の一例を示すフローチャートである。
また、図１２は、表示の一例を示す図（その３）である。
【００５３】
　なお、図１１において、実施形態１の図２と同様の処理を行うステップには同じステッ
プの番号を付し、説明を省略する。また、図１２（ａ）に示す表示形式は、図３（ａ）に
示す表示形式と同様である。
【００５４】
　ステップＳ２１に続いてステップＳ６０に進み、表示処理部４３は、処理対象のファイ
ルのファイルフォーマットと、外部機器フォーマット検出部１７が検出した外部機器で再
生可能なフォーマットと、が一致するか否かを判定する。表示処理部４３は、処理対象の
ファイルのファイルフォーマットと、外部機器フォーマット検出部１７が検出した外部機
器で再生可能なフォーマットと、が一致すると判定すると、ステップＳ６１の処理を省略
し、ステップＳ２２に進む。一方、表示処理部４３は、処理対象のファイルのファイルフ
ォーマットと、外部機器フォーマット検出部１７が検出した外部機器で再生可能なフォー
マットと、が一致しないと判定すると、ステップＳ６１に進む。ステップＳ６１において
、表示処理部４３は、画像コントラストを低く調整する等の画像コントラストの変更を行
う。
【００５５】
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　図１１のステップＳ２４において表示される一覧表示は、ファイル転送に適した図１２
（ｂ）に示す表示形式２で行われる。
【００５６】
　表示処理部４３が、図１１に示す処理を行うことによって、図１２（ｂ）に示すように
外部機器で再生不可能なフォーマットのファイルの画像コントラストを変更してファイル
情報を表示することができる。つまり、目的に応じたファイル情報を分かりやすく表示す
ることができ、転送の対象となるファイルの検索性を向上させることができる。
【００５７】
　また、図１１のステップＳ６１での「画像コントラスト変更」の処理を「代表画、コン
テンツ情報削除」の処理に変更してもよい。この場合の図１１のステップＳ２４において
表示される一覧表示は、ファイル転送に適した図１２（ｃ）に示す表示形式２で行われる
。
【００５８】
　また本実施形態では、実施形態１の応用として説明したが、実施形態２の応用としても
よい。実施形態２の応用とする場合、図４の表示処理部２３は、「転送モードに応じて、
各々の状態で求められる情報を持ったコンテンツ情報を作成し、表示」する処理に加えて
、「外部機器で再生不可能なファイルか否かに応じて、表示を異ならせる」処理を行う。
【００５９】
　図１３は、表示処理部２３による表示処理の一例を示すフローチャート（その３）であ
る。なお、図１３において、実施形態２の図５と同様の処理を行うステップには同じステ
ップの番号を付し、説明を省略する。また、図１１と同様の処理を行うステップには同じ
ステップの番号を付し、説明を省略する。
【００６０】
　表示処理部２３が、図１３に示す処理を行うことによって、図１２（ｂ）に示すように
外部機器で再生不可能なフォーマットのファイルの画像コントラストを変更してファイル
情報を表示することができる。つまり、目的に応じたファイル情報を分かりやすく表示す
ることができ、転送の対象となるファイルの検索性を向上させることができる。
【００６１】
＜実施形態５＞
　図１４は、実施形態５を実現するための再生装置のハードウェア構成の要部を示すブロ
ック図である。図１４に示す再生装置は、実施形態１の再生装置に対して、フォーマット
選択部１８が構成要素として加えられている。フォーマット選択部１８は、例えばユーザ
の操作指示に応じて、ファイルのフォーマット（記録フォーマット）を選択する。
【００６２】
　また、図１４に示す再生装置は、実施形態１の表示処理部１３の替わりに、表示処理部
１３とは異なる制御（又は処理）を行う表示処理部５３を構成要素として含む。
【００６３】
　表示処理部５３は、実施形態１で説明したように「外部機器との接続状態に応じて、各
々の状態で求められる情報を持ったコンテンツ情報を作成し、表示」する処理に加えて、
「ファイルの記録のフォーマットに応じて、表示を異ならせる」処理を行う。
【００６４】
　ここで図１５のフローチャート及び実施形態４の図１２の表示例を用いて表示処理部５
３の動作を説明する。図１５は、表示処理部５３による表示処理の一例を示すフローチャ
ートである。
【００６５】
　なお、図１５において、実施形態１の図２と同様の処理を行うステップには同じステッ
プの番号を付し、説明を省略する。
【００６６】
　ステップＳ２１に続いてステップＳ７０に進み、表示処理部５３は、処理対象のファイ
ルのファイルフォーマットと、フォーマット選択部１８が選択した選択フォーマットと、
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が一致するか否かを判定する。表示処理部５３は、処理対象のファイルのファイルフォー
マットと、フォーマット選択部１８が選択した選択フォーマットと、が一致すると判定す
ると、ステップＳ７１の処理を省略し、ステップＳ２２に進む。一方、表示処理部５３は
、処理対象のファイルのファイルフォーマットと、フォーマット選択部１８が選択した選
択フォーマットと、が一致しないと判定すると、ステップＳ７１に進む。ステップＳ７１
において、表示処理部５３は、画像コントラストを低く調整する等の画像コントラストの
変更を行う。
【００６７】
　図１５のステップＳ２４において表示される一覧表示は、ファイル転送に適した図１２
（ｂ）に示す表示形式２で行われる。
【００６８】
　表示処理部５３が、図１５に示す処理を行うことによって、図１２（ｂ）に示すように
外部機器で再生不可能と設定したフォーマットのファイルの画像コントラストを変更して
ファイル情報を表示することができる。つまり、目的に応じたファイル情報を分かりやす
く表示することができ、転送の対象となるファイルの検索性を向上させることができる。
【００６９】
　また、図１５のステップＳ７１での「画像コントラスト変更」の処理を「代表画、コン
テンツ情報削除」の処理に変更してもよい。この場合の図１５のステップＳ２４において
表示される一覧表示は、ファイル転送に適した図１２（ｃ）に示す表示形式２で行われる
。
【００７０】
　また本実施形態では、実施形態１の応用として説明したが、実施形態２の応用としても
よい。実施形態２の応用とする場合、図４の表示処理部２３は、「転送モードに応じて、
各々の状態で求められる情報を持ったコンテンツ情報を作成し、表示」する処理に加えて
、「ファイルの記録のフォーマットに応じて、表示を異ならせる」処理を行う。
【００７１】
　図１６は、表示処理部２３による表示処理の一例を示すフローチャート（その４）であ
る。なお、図１６において、実施形態２の図５と同様の処理を行うステップには同じステ
ップの番号を付し、説明を省略する。また、図１５と同様の処理を行うステップには同じ
ステップの番号を付し、説明を省略する。
【００７２】
　表示処理部２３が、図１６に示す処理を行うことによって、図１２（ｂ）に示すように
外部機器で再生不可能と設定したフォーマットのファイルの画像コントラストを変更して
ファイル情報を表示することができる。つまり、目的に応じたファイル情報を分かりやす
く表示することができ、転送の対象となるファイルの検索性を向上させることができる。
【００７３】
＜その他の実施形態＞
　上述した実施形態では、再生装置を構成する各部をハードウェアで構成した例を用いて
説明を行った。しかし本発明の目的は、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェア
（プログラム）を記録した記憶媒体（記録媒体）をシステム又は装置に供給し、そのシス
テム又は装置のコンピュータ（ＣＰＵやＭＰＵ）が前記ソフトウェアを実行することでも
達成される。この場合、記憶媒体から読み出されたソフトウェア自体が上述した実施形態
の機能を実現することになり、そのソフトウェアを記憶した記憶媒体は本発明を構成する
。
【００７４】
　また、前記ソフトウェアの実行により前記機能が実現されるだけでなく、そのソフトウ
ェアの指示により、コンピュータ上で稼働するオペレーティングシステム（ＯＳ）等が実
際の処理の一部又は全部を行い、それによって上記機能が実現される場合も含む。
【００７５】
　また、前記ソフトウェアがコンピュータに接続された機能拡張カードやユニットのメモ
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リに書き込まれ、そのソフトウェアの指示により、前記カードやユニットのＣＰＵ等が実
際の処理の一部又は全部を行い、それによって前記機能が実現される場合も含む。
【００７６】
　本発明を前記記憶媒体に適用する場合、その記憶媒体には、先に説明したフローチャー
トに対応するソフトウェアが格納される。
【００７７】
　以上、上述した各実施形態によれば、目的に応じたファイル情報を表示することができ
る。
【００７８】
　以上、本発明の好ましい実施形態について詳述したが、本発明は係る特定の実施形態に
限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、
種々の変形・変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】実施形態１を実現するための再生装置のハードウェア構成の要部を示すブロック
図である。
【図２】表示処理部１３による表示処理の一例を示すフローチャートである。
【図３】表示の一例を示す図（その１）である。
【図４】実施形態２を実現するための再生装置のハードウェア構成の要部を示すブロック
図である。
【図５】表示処理部２３による表示処理の一例を示すフローチャート（その１）である。
【図６】実施形態３を実現するための再生装置のハードウェア構成の要部を示すブロック
図である。
【図７】表示処理部３３による表示処理の一例を示すフローチャートである。
【図８】表示の一例を示す図（その２）である。
【図９】表示処理部２３による表示処理の一例を示すフローチャート（その２）である。
【図１０】実施形態４を実現するための再生装置のハードウェア構成の要部を示すブロッ
ク図である。
【図１１】表示処理部４３による表示処理の一例を示すフローチャートである。
【図１２】表示の一例を示す図（その３）である。
【図１３】表示処理部２３による表示処理の一例を示すフローチャート（その３）である
。
【図１４】実施形態５を実現するための再生装置のハードウェア構成の要部を示すブロッ
ク図である。
【図１５】表示処理部５３による表示処理の一例を示すフローチャートである。
【図１６】表示処理部２３による表示処理の一例を示すフローチャート（その４）である
。
【符号の説明】
【００８０】
１１　記録媒体
１２　再生処理部
１３　表示処理部
１４　転送部
１５　外部機器接続検出部
１６　モード選択部
１７　外部機器フォーマット検出部
１８　フォーマット選択部
２３　表示処理部
３３　表示処理部
４３　表示処理部
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【図１２】 【図１３】
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【図１６】
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