
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像又は音声の取得データを記録媒体に記録する記録手段を有するデジタルカメラであ
って、上記記録手段は、その取得データに当該デジタルカメラが記録した通算の取得デー
タ数及び当該デジタルカメラを特定する情報を取得データと関連付けて記録することを特
徴とするデジタルカメラ。
【請求項２】
　上記記録手段は、上記取得データを個々にファイルとして記録すると共に、各ファイル
中に上記通算の取得データ数及び当該デジタルカメラを特定する情報を記録することを特
徴とする請求項１に記載のデジタルカメラ。
【請求項３】
　画像又は音声の取得データを記録媒体に記録する記録手段を有するデジタルカメラであ
って、上記記録手段は、その取得データの属性情報をマップファイルに記録し、さらに取
得データの記録時に当該デジタルカメラが記録した通算の取得データ数及び当該デジタル
カメラを特定する情報を上記マップファイルに取得データと関連付けて記録することを特
徴とするデジタルカメラ。
【請求項４】
　上記記録手段は、上記取得データを個々にファイルとして記録し、そのファイル中に上
記通算の取得データ数を記録するとともに上記属性情報を上記マップファイルに記録し、
さらに取得データの記録時に上記通算の取得データ数及び上記特定する情報を上記マップ
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ファイルにも取得データと関連付けて記録することを特徴とする請求項３に記載のデジタ
ルカメラ。
【請求項５】
　画像又は音声の取得データを個々にファイルとして記録媒体に設定されたディレクトリ
内に記録する記録手段を有するデジタルカメラであって、
　上記記録手段は、そのファイル中に当該デジタルカメラが記録した通算の取得データ数
を記録するとともに当該デジタルカメラを特定する情報を上記ディレクトリ内のマップフ
ァイルに記録し、さらに取得データの記録時に上記通算の取得データ数と、上記通算の取
得データ数とは異なる上記マップファイル内で一意に定まるシリアルナンバーとを上記マ
ップファイルにも取得データと関連付けて記録するものであり、
　検索対象である取得データが、そのマップファイルと同一のディレクトリ内に存在する
場合には、上記シリアルナンバーの照合を行い、検索対象である取得データが、そのマッ
プファイルと同一のディレクトリ内に存在しない場合には、上記通算の取得データ数の照
合を行うことにより、取得データを検索する検索手段を備えたことを特徴とするデジタル
カメラ。
【請求項６】
　画像又は音声の取得データを個々にファイルとして記録媒体に設定されたディレクトリ
内に記録する記録手段を有するデジタルカメラであって、
　上記記録手段は、そのファイル中に当該デジタルカメラが記録した通算の取得データ数
及び当該デジタルカメラを特定する情報を記録するとともに取得データの属性情報を上記
ディレクトリ内のマップファイルに記録し、さらに取得データの記録時に上記通算の取得
データ数を上記マップファイルにも取得データと関連付けて記録するものであり、
　上記ディレクトリ内に複数のマップファイルが記録され、当該複数のマップファイルの
うちの１つが読み出し不能になった場合に、残りのマップファイルにその属性情報が記録
された取得データを除外した後に当該ディレクトリ内に残る取得データに付されている通
算の取得データ数を読み出し、当該通算の取得データ数の順に上記通算の取得データ数と
は異なり上記マップファイル内で一意に定まるシリアルナンバーを付与して新たにマップ
ファイルを作成する復元手段とを備えたことを特徴とするデジタルカメラ。
【請求項７】
　画像又は音声の取得データを記録媒体に記録すると共に、その取得データにデジタルカ
メラが記録した通算の取得データ数及び上記デジタルカメラを特定する情報を取得データ
と関連付けて記録する記録工程を備えたことを特徴とするデジタルカメラの記録方法。
【請求項８】
　画像又は音声の取得データを記録媒体に記録すると共に、その取得データの属性情報を
マップファイルに記録し、さらに取得データの記録時にデジタルカメラが記録した通算の
取得データ数及び上記デジタルカメラを特定する情報を上記マップファイルに取得データ
と関連付けて記録する記録工程を備えたことを特徴とするデジタルカメラの記録方法。
【請求項９】
　画像又は音声の取得データを個々にファイルとして記録媒体に設定されたディレクトリ
内に記録し、そのファイル中にデジタルカメラが記録した通算の取得データ数を記録する
とともに上記デジタルカメラを特定する情報を上記ディレクトリ内のマップファイルに記
録し、さらに取得データの記録時に上記通算の取得データ数と、上記通算の取得データ数
とは異なる上記マップファイル内で一意に定まるシリアルナンバーとを上記マップファイ
ルにも取得データと関連付けて記録する記録工程と、
　検索対象である取得データが、そのマップファイルと同一のディレクトリ内に存在する
場合には、上記シリアルナンバーの照合を行い、検索対象である取得データが、そのマッ
プファイルと同一のディレクトリ内に存在しない場合には、上記通算の取得データ数の照
合を行うことにより、取得データを検索する検索工程とを備えたことを特徴とするデジタ
ルカメラの記録再生方法。
【請求項１０】
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　画像又は音声の取得データを個々にファイルとして記録媒体に設定されたディレクトリ
内に記録し、そのファイル中にデジタルカメラが記録した通算の取得データ数及び上記デ
ジタルカメラを特定する情報を記録するとともに取得データの属性情報を上記ディレクト
リ内のマップファイルに記録し、さらに取得データの記録時に上記通算の取得データ数を
上記マップファイルにも取得データと関連付けて記録する記録工程と、
　上記ディレクトリ内に複数のマップファイルが記録され、当該複数のマップファイルの
うちの１つが読み出し不能になった場合に、残りのマップファイルにその属性情報が記録
された取得データを除外した後に当該ディレクトリ内に残る取得データに付されている通
算の取得データ数を読み出し、当該通算の取得データ数の順に上記通算の取得データ数と
は異なり上記マップファイル内で一意に定まるシリアルナンバーを付与して新たにマップ
ファイルを作成する復元工程とを備えたことを特徴とするデジタルカメラの記録再生方法
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、本発明はデジタルカメラ、その記録方法及びその記録再生方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　近年、画像や音声をデジタル信号に変換して記録媒体に記録するデジタルカメラが開発
されている。このようなデジタルカメラでは、得られる画像や音声の取得データを画像フ
ァイルや音声ファイルとして記録媒体に記録する。また、個々のファイルにはその取得デ
ータに関連する属性情報、例えば撮影年月日、撮影モード、撮影条件等も記録される。
【０００３】
　これらの画像ファイルや音声ファイルを管理する方法として、各取得データの属性情報
を一つの管理用のマップファイルに記録する方法がすでに本出願人により考案されている
。この方法は、各取得データファイル内に記録される撮影モード・撮影条件等の属性情報
を格納した場合、それらの情報を大量にリスト表示する際に、それぞれの取得データをオ
ープンして読み出して中身を解析するために長時間を必要とすることを防止するために、
画像の撮影年月日、撮影モード、撮影条件、縮小画像の媒体上の記録位置、注釈情報の種
類、注釈情報ファイルの媒体上の位置、および画像ファイル、音声ファイル、グループ情
報の属性情報をマップファイル上に一括して管理するものである。
　このマップファイルは必要に応じて複数存在することができ、カメラのシステムは、各
マップファイル毎に各取得データファイルに対してシリアルナンバーを付与し、これを用
いて取得データファイルの表示・移動・コピー・削除・ソート等の操作を行うようにして
いる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　上記の記録システムにより記録された取得データは、一般にパーソナルコンピュータな
どの計算機に接続されている記録媒体上へ移して扱うことがある。このとき、取得データ
管理用マップファイルとそれにより管理される取得データ群とから成る記録単位が同一媒
体上に複数存在し得る。この場合、マップファイル単位で各取得データに付与したシリア
ルナンバーが、複数の取得データで重複する可能性があり、何らかの誤操作等により、取
得データファイルの格納ディレクトリを移動してしまった場合など、取得データに付与し
たシリアルナンバーでは目的のファイルを特定できないという問題があった。
【０００５】
　また、複数の記録システムにより記録された取得データ群が同一媒体上に存在する場合
もあり、この場合も、取得データ管理用ファイル毎の記録単位で、取得データに付与した
シリアルナンバーが重複し得るという問題があった。
　また、取得データ間の注釈関係は、取得データ管理用マップファイルのみに記述されて
いるため、取得データ管理用マップファイルが何らかの理由により読み出し不能となった
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場合、取得データ間の注釈関係や、前後関係が復元不能になるという問題があった。
【０００６】
　本発明は上記の問題に鑑み成されたもので、記録した取得データの検索、識別を容易に
行うことのできるデジタルカメラ、その記録方法及びその記録再生方法を得ることを目的
とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係る第１のデジタルカメラは、画像又は音声の取得データを記録媒体に記録す
る記録手段を有するデジタルカメラであって、上記記録手段は、その取得データに当該デ
ジタルカメラが記録した通算の取得データ数及び当該デジタルカメラを特定する情報を取
得データと関連付けて記録することを特徴とする。
【０００８】
　本発明に係る第２のデジタルカメラは、画像又は音声の取得データを記録媒体に記録す
る記録手段を有するデジタルカメラであって、上記記録手段は、その取得データの属性情
報をマップファイルに記録し、さらに取得データの記録時に当該デジタルカメラが記録し
た通算の取得データ数及び当該デジタルカメラを特定する情報を上記マップファイルに取
得データと関連付けて記録することを特徴とする。
【０００９】
　本発明に係る第３のデジタルカメラは、画像又は音声の取得データを個々にファイルと
して記録媒体に設定されたディレクトリ内に記録する記録手段を有するデジタルカメラで
あって、上記記録手段は、そのファイル中に当該デジタルカメラが記録した通算の取得デ
ータ数を記録するとともに当該デジタルカメラを特定する情報を上記ディレクトリ内のマ
ップファイルに記録し、さらに取得データの記録時に上記通算の取得データ数と、上記通
算の取得データ数とは異なる上記マップファイル内で一意に定まるシリアルナンバーとを
上記マップファイルにも取得データと関連付けて記録するものであり、検索対象である取
得データが、そのマップファイルと同一のディレクトリ内に存在する場合には、上記シリ
アルナンバーの照合を行い、検索対象である取得データが、そのマップファイルと同一の
ディレクトリ内に存在しない場合には、上記通算の取得データ数の照合を行うことにより
、取得データを検索する検索手段を備えたことを特徴とする。
【００１０】
　本発明に係る第４のデジタルカメラは、画像又は音声の取得データを個々にファイルと
して記録媒体に設定されたディレクトリ内に記録する記録手段を有するデジタルカメラで
あって、上記記録手段は、そのファイル中に当該デジタルカメラが記録した通算の取得デ
ータ数及び当該デジタルカメラを特定する情報を記録するとともに取得データの属性情報
を上記ディレクトリ内のマップファイルに記録し、さらに取得データの記録時に上記通算
の取得データ数を上記マップファイルにも取得データと関連付けて記録するものであり、
上記ディレクトリ内に複数のマップファイルが記録され、当該複数のマップファイルのう
ちの１つが読み出し不能になった場合に、残りのマップファイルにその属性情報が記録さ
れた取得データを除外した後に当該ディレクトリ内に残る取得データに付されている通算
の取得データ数を読み出し、当該通算の取得データ数の順に上記通算の取得データ数とは
異なり上記マップファイル内で一意に定まるシリアルナンバーを付与して新たにマップフ
ァイルを作成する復元手段とを備えたことを特徴とする。
【００１４】
【作用】
　本発明によれば、取得データを記録媒体に記録する際に、その取得データに、システム
で記録した通算の取得データ数を付与し記録することにより、記録単位が同一記録媒体上
に複数存在した場合にも、個々の取得データのファイルを識別することが可能となる。
【００１５】
　また、取得データ記録時にシステムで記録した通算の取得データ数をマップファイルに
取得データと関連付けて記録することにより、何らかの誤操作等により、取得データのフ
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ァイルの格納ディレクトリを移動してしまった場合でも、検索することが可能となる。ま
た、取得データを記録する際に、システムで記録した通算の取得データ数とシステムを特
定する情報とを取得データと関連付けて記録することにより、複数のシステムで記録した
取得データ群が、同一の記録媒体上に存在した場合も、個々の取得データファイルを識別
することが可能となる。
【００１６】
　また、取得データを個々にファイルとして記録し、このファイル中にシステムで記録し
た通算の取得データ数とシステムを特定する情報とを記録することにより、取得データ管
理用マップファイルが読み出し不能となった場合で且つ、複数のシステムで記録した取得
データ群が同一の記録媒体上に存在した場合でも、取得データ間の注釈関係や前後関係を
復元することが可能となる。
【００１７】
　また、マップファイルに記録された通算の取得データ数と取得データファイルに記録さ
れた通算の取得データ数とを照合することにより取得データを検索することによって、記
録単位が同一記録媒体上に複数存在した場合にも、個々の取得データのファイルの検索が
可能となる。
【００１８】
　また、マップファイルに記録された通算取得データ数及びシステムを特定する情報と取
得データファイルに記録された通算の取得データ数及びシステムを特定する情報とを照合
することにより取得データを検索することによって、複数の記録システムにより記録した
記録単位が同一記録媒体上に存在した場合にも、個々の取得データファイルの検索が可能
となる。
【００１９】
　また、個々の取得データファイル中に記録された、そのシステムで記録した通算の取得
データ数から、データ間の関連情報を復元することにより、取得データ管理用マップファ
イルが読み出し不能となった場合にも、取得データ間の注釈関係や前後関係を復元するこ
とが可能となる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明を画像記録システム（デジタルスチルカメラ）に適用した場合の実施の形
態を図面を参照して説明する。
　図１は、本実施の形態によるデジタルスチルカメラの構成を示すブロック図である。な
お、本実施の形態に直接関係しない他の部分、例えば絞り、シャッターなどは図示を省略
したが、実際にはこれらは設けられているものとする。
　図１において、レンズ 101 により捉えられた被写体の光学像は、後方に位置する撮像デ
バイス 102 、例えば CCD によって映像電気信号に変換される。撮像デバイス 102 は CPU107
によって与えられる制御信号に応答して被写体の光学像に対応する電荷の蓄積、映像信号
の読み出しを行う。
【００２１】
読み出されたアナログの映像信号は A ／ D 変換器 103 によってデジタル信号に変換される
。なお、撮像デバイス 102 と A ／ D 変換器 103 との間には、図示はしていないが、ガンマ
補正、色信号の形成分離、ホワイトバランス処理等の映像信号を調整する手段などが設け
られている。 A ／ D 変換器 103 によってデジタル信号に変換された映像信号は、画像メモ
リ 104 に一旦蓄えられる。次に、圧縮符号化部 105 は、画像メモリ 104 から読み出された
画像データを圧縮符号化する。この圧縮符号化された画像データは、記録再生システムを
構成する記録再生装置 106 を介して記録媒体 108 に書き込まれる。
なお、画像データの圧縮方法としては、例えば、国際標準方式として規定されている JPEG
方式を用いることができる。
【００２２】
記録再生装置 106 は、例えば記録媒体 108 のためのインタフェースとして JEIDA 等で規定
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されたメモリカードインタフェースを有している。すなわち、圧縮符号化部 105 から受け
取ったデータをインタフェースプロトコルに従って記録媒体 108 に読み書きするためのロ
ジック回路及びインタフェースコネクタを有している。
記録媒体 108 は、それに適合するメモリカードやハードディスクなどを用いることができ
る。記録媒体 108 上のファイルフォーマットとしては、例えば JEIDA のメモリカード DOS 
ファイルシステム規約に従って記録する。
【００２３】
一方、 CPU107はユーザーの操作部 109 による音声記録命令を検知すると、音声入力部 110 
から入力された音声信号を A ／ D 変換器 111 によりデジタルデータに変換したデータを音
声符号化部 112 に与え、ここで圧縮符号化してから記録システム 106 に供給する。記録再
生装置 106 は、入力された音声データに必要な処理を施し、記録媒体 108 に記録する。本
実施の形態による記録再生装置 106 の記録システムには、撮影年月日、撮影モード、撮影
条件、縮小画像ファイルの媒体上の記録位置、注釈情報等の処理機能に加えて、この記録
システムにより記録されたキャプチャーデータの通算数をカウントする機能が設けられて
いる。なお、図１においては記録再生装置 106 、音声符号化部 112 、その他への CPU107か
らの信号線が省略されている。
【００２４】
CPU107は、ユーザーの操作部 109 による音声記録命令の解除を検知するか、あるいは CPU1
07が行っている時間計測の結果、一定期間の時間が経過した時点で、音声記録が解除され
たとみなして音声記録を終了するようにしている。例えば、ユーザーが操作部 109 によっ
て音声の記録時に画像の注釈としての記録を指示することもできる。本実施の形態におい
ては音声信号を記録した場合は最後に記録した画像の注釈として記録する。
【００２５】
上記記録媒体 108 に記録されている情報を再生する場合は、記録再生装置 106 の再生シス
テムおよび復号化回路 114 によって画像信号および音声信号がそれぞれ再生され、画像信
号は画像表示装置 115 に与えられて画面表示されるとともに、音声信号はスピーカ 116 に
与えられて発音される。
【００２６】
　また、記録再生装置 106 は、入力された画像または音声を画像ファイルまたは音声ファ
イルとして記録媒体 108 上に記録する際に、同時にその画像または音声に関する属性情報
を生成し、管理用のマップファイルに記録する。このマップファイルにより管理される取
得データ群をひとまとめにして記録単位とする。
　上記マップファイルには、画像・音声データ記録毎に、画像ファイル名あるいは音声フ
ァイル名、縮小画像ファイル名、データ記録条件、データ記録時刻や、データ取得時の上
記記録単位中に含まれる取得データ数を記録単位毎のシリアルナンバーとしてこれを記録
する取得データの属性値として記録する。さらに上記マップファイルには、記録再生装置
106 で得た取得データの通算の数も同様に、記録するデータに関連付けて ID番号として記
録する。
【００２７】
　また、記録再生装置 106 で得た取得データは個々にファイルとして記録し、各取得デー
タファイル内には、その記録再生装置 106 で得た取得データの通算の数も、取得データフ
ァイルの ID番号として記録する。図２ (a)(b)に取得データファイルの構成例を示す。
【００２８】
　このように取得データファイル内に ID番号を記録することにより、各取得データファイ
ルの識別がマップファイルなしでできる。つまり、図３ (a)(b)(c) に示すように、元の画
像データ 301 と、それを複製した画像 302 と、それとは別に撮影した画像 303 を表示した
場合、一見した所３つとも似た画像であっても、そのファイル内に記録されている ID番号
311 ～ 313 を表示させることにより区別が可能となる。
【００２９】
　次に、上記取得データファイル内に記録した ID番号を用いて検索を行う場合について説
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明する。
　通常、一つのマップファイルとこのマップファイルにより管理されている取得データフ
ァイルとは、同一の一つのディレクトリ内に存在する。また、一つのディレクトリには一
つの記録単位が存在する。この場合、検索はマップファイル毎にそれに管理される取得デ
ータに対して付与したシリアルナンバーを用いて行う。しかし、パーソナルコンピュータ
等に接続されている記録媒体上にデータを移して操作を行う場合、一つのディレクトリ内
に複数の記録単位が存在する場合も起こり得る。
【００３０】
　図４に示した例では、マップファイル 411 とそれに管理される取得データファイル 421,
431,423,433 から成る記録単位と、マップファイル 412 とそれに管理される取得データフ
ァイル 422,432,424 から成る記録単位との２つの記録単位が、一つのディレクトリ 401 の
中に存在している。
　この場合、各データファイル 411,412 の各記録単位毎のシリアルナンバー 440はこれら
のファイル間で重複があり（図示では、 s-No.1～ 3 ）、データファイルを一意に決定する
ことができない。
　そこで、システムの通算取得データ数による各取得データの ID番号 450 を利用する。こ
の番号は、システム毎に一意であるから、図示のように複数の記録単位に属する取得デー
タファイル 411,412 が同一ディレクトリ 401 上にある場合にも識別が可能となり、検索で
きる。
【００３１】
　次に、取得データファイルの格納ディレクトリを移動してしまった場合における検索方
法について図５を用いて説明する。取得データを管理するマップファイル 511 がディレク
トリ 501 上に存在しているが、取得データの一部が他のディレクトリ 502 上に存在する場
合を考える。通常、検索はマップファイル上に記録した取得データのシリアルナンバー 54
1 を用いて行うが、このマップファイル 501 が存在するディレクトリ 501 以外のディレク
トリ（ここではディレクトリ 502 ）については、このシリアルナンバー 541 では検索でき
ない。
【００３２】
　そこで、本発明では、マップファイル 511 上に記録した、記録システムの通算の取得デ
ータ数による ID番号 551 を利用する。この番号は、シリアルナンバー 541 と関連付けられ
ている。まず、シリアルナンバー 541 に従い、ディレクトリ 501 内部を走査する。ここで
、シリアルナンバー s-No.3に対応するファイルが見つからなかった場合、このシリアルナ
ンバー s-No.3に対応する ID番号を調べ、同じ ID番号を内部に格納している取得データファ
イル 523 を、他のディレクトリ 502 においても検索する。このようにして、それを管理す
るマップファイルと異なるディレクトリ上に格納された取得データファイルも検索可能と
なる。
【００３３】
　また、各取得データファイル内に、そのデータを記録したシステムの通算取得データ数
を記録することにより、何らかの原因により上記マップファイルが破壊された場合でも、
そのマップファイルに管理されていたファイルの関連情報を復元できる。この復元方法の
一例について、図６のフローチャートを参照しながら説明する。なお、ここでは、音声信
号を記録した場合は最後に記録した画像の注釈として記録している場合を想定している。
【００３４】
　まず、ステップ s601において、注釈関係を持つかどうか調べようとする音声ファイル Sf
を選択する。次に、ステップ s602において音声ファイル Sf中より音声ファイル Sfを記録し
たシステムの製造番号とこの音声データの、 ID番号とを読み出す。次に、ステップ s603に
おいて注釈関係を持つかどうかを調べる対象としている画像ファイル群から任意の画像フ
ァイル Ifを選択する。次に、ステップ s604において、画像ファイル Ifより画像ファイル If
を記録したシステムの製造番号とこの画像データの、 ID番号とを読み出す。
【００３５】
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　次に、ステップ s605において、それぞれのシステムが一致し、且つ Ifのデータ ID番号が
Sfのデータ ID番号マイナス１であった場合は、音声ファイル Ifは、画像ファイル Sfの注釈
ファイルであることが判定できる。そうでない場合は、ステップ s603で画像ファイルを選
択し直して繰り返す。以上により取得データ間の注釈関係を復元できる。
【００３６】
　さらに、取得データファイルに記録した ID番号をもとに、マップファイルを復元する方
法について図７を用いて説明する。ディレクトリ 701 内にあるマップファイル 711 が読み
出し不能となった場合、まず、他のマップファイル（ここでは 712 ）に管理される取得デ
ータファイル（ここでは 722,732,724 ）を除外する。次に、残りの取得データファイル（
ここでは 721,731,723,733 ）内に記録されている ID番号を読み出し、この順にソートする
。そして、その順番にシリアルナンバーを付与し、各取得データに関連付けてファイルに
記録することにより、マップファイルを復元できる。
　さらに、取得データを記録したシステムを特定する情報（例えばシステムの製造番号）
も併せて記録することにより、複数のシステムにより記録した取得データの検索も可能と
なる。
【００３７】
【発明の効果】
　以上のように、本発明によれば、取得データにそのシステムで記録した通算の取得デー
タ数を付与することにより、各取得データの識別・検索等が容易になる。
　また、取得データファイル内にデータを記録したシステムの通算の取得データ数を記録
することにより、取得データファイル毎の識別が容易に行えるようになる。
【００３８】
　また、各取得データファイルが、それを記録したシステムにおいて通算で何番目に得ら
れたデータであるかがマップファイルを調べるだけで判定でき、高速に表示できる。
　また、取得データを記録したシステムにおける通算の取得データ数を、取得データファ
イル内に記録し、また、マップファイルにも取得データと関連付けて記録することにより
、取得データファイルだけでも、その取得データがそれを記録したシステムにおいて通算
で何番目に記録したデータであるかが判定でき、また、同様に、マップファイルを調べる
だけでも判定できるので高速な表示も行える。
【００３９】
　また、取得データを記録した記録システムを特定する情報も記録することによって、取
得データを記録したシステムを特定し、システムにおいて通算で何番目に記録されたデー
タであるかが判定できる。
　また、複数の記録システムによって記録された取得データファイルがある場合にも、各
取得データファイルが、どの記録システムにより通算何番目に記録されたデータであるか
が、マップファイルなしで判定できる。
【００４０】
　また、複数の記録システムによって記録された取得データファイルがある場合にも、各
取得データファイルが、どの記録システムにより通算何番目に記録されたデータであるか
が、マップファイルを調べるだけで判定でき、高速に表示できる。
　また、複数の記録システムによって記録された取得データファイルがある場合にも、各
取得データファイルが、どの記録システムにより通算何番目に記録されたデータであるか
が、マップファイルなしで判定でき、かつ、どの記録システムにより通算何番目に記録さ
れたデータであるかが、マップファイルを調べるだけで判定でき、高速に表示できる。
【００４１】
　また、取得データのファイルが同一ディレクトリ上に複数の記録単位が存在する場合や
、一つの記録単位が複数のディレクトリ上に跨って存在する場合にも検索が可能となる。
　また、複数の記録システムによって記録された取得データファイルがある場合にも、取
得データのファイルが同一ディレクトリ上に複数の記録単位が存在する場合や、一つの記
録単位が複数のディレクトリ上に跨って存在する場合にも検索が可能となる。
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　また、マップファイルが何らかの原因により読み出し不能となった場合にもマップファ
イルを復元することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態によるデジタル電子スチルカメラのハードウエアシステム
のブロック図である。
【図２】　画像ファイル・音声ファイルの構成例を示す構成図である。
【図３】　画像ファイルの ID番号による識別について表した構成図である。
【図４】　複数の記録単位が同一ディレクトリ上にある場合に、取得データファイルを識
別する例を示す構成図である。
【図５】　取得データファイルの格納ディレクトリを移動した場合の検索方法を示す構成
図である。
【図６】　取得データ管理用マップファイルを利用せずに画像データと音声データとの注
釈関係を復元する方法を示すフローチャートである。
【図７】　取得データファイル内に記録された ID番号を用いて、取得データ管理用マップ
ファイルを復元する例について説明する構成図である。
【符号の説明】
　 102 撮像デバイス
　 106 記録再生装置
　 107 CPU
　 108 記録媒体
　 109 操作部
　 110 音声入力部
　 301 元の画像ファイル
　 302 画像ファイル 301 を複製した画像ファイル
　 303 画像ファイル 301 とは異なる画像ファイル
　 311 画像ファイル 301 の ID番号
　 312 画像ファイル 302 の ID番号
　 313 画像ファイル 303 の ID番号
　 401 ディレクトリ
　 411 取得データ管理用マップファイル１
　 412 取得データ管理用マップファイル２
　 421,423 マップファイル 411 に管理される画像ファイル
　 431,433 マップファイル 411 に管理される音声ファイル
　 422,424 マップファイル 412 に管理される画像ファイル
　 432 マップファイル 412 に管理される音声ファイル
　 440 マップファイル内に記録される取得データのシリアル番号
　 450 取得データ内に記録される取得データの ID番号
　 601 ディレクトリ
　 611 読み出し不能となった取得データ管理用マップファイル１
　 612 取得データ管理用マップファイル２
　 613 新しく復元される取得データ管理用マップファイル
　 621,623 マップファイル 611 に管理される画像ファイル
　 631,633 マップファイル 611 に管理される音声ファイル
　 622,624 マップファイル 612 に管理される画像ファイル
　 632 マップファイル 612 に管理される音声ファイル
　 650 取得データ内に記録される取得データの ID番号
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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