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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のパーティションを有する着脱可能な記録媒体に対し、データの記録処理が可能な
記録装置であって、
　前記記録処理のパラメータの値と、前記複数のパーティションのうち、前記記録処理に
おけるデータの記録先となるパーティションの論理フォーマットの形式との関連付け情報
を記憶する記憶手段と、
　前記記録装置に設定されている前記記録処理のパラメータの値を読み出し、前記読み出
されたパラメータの値と前記関連付け情報により関連付けられている論理フォーマットの
形式を有するパーティションを、前記記録処理におけるデータの記録先のパーティション
として選択する選択手段とを有する記録装置。
【請求項２】
　前記データは画像データであり、
　前記パラメータの値は、記録ファイル形式、記録画像サイズ、圧縮率、符号化規格のプ
ロファイル・レベルのうち少なくとも１つのパラメータの値を含むことを特徴とする請求
項１記載の記録装置。
【請求項３】
　前記選択手段は、前記記録装置に前記記録媒体が装着された場合、前記記録先のパーテ
ィションを選択する処理を実行することを特徴とする請求項１又は請求項２記載の記録装
置。
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【請求項４】
　前記選択手段は、前記記録媒体に前記データを記録するときに前記記録先のパーティシ
ョンを選択する処理を実行することを特徴とする請求項１又は請求項２記載の記録装置。
【請求項５】
　ユーザが前記記録装置に対して指示を与えるための操作手段と、
　前記操作手段からの指示に応じて、前記記憶手段に記憶された前記関連付け情報を変更
する関連付け情報変更手段をさらに有することを特徴とする請求項１乃至請求項４のいず
れか１項に記載の記録装置。
【請求項６】
　複数のパーティションを有する着脱可能な記録媒体に画像データの記録が可能な撮像装
置であって、
　被写体を撮像処理を実行して画像データを得る撮像手段と、
　前記撮像手段による撮像処理のパラメータの値と、前記複数のパーティションのうち、
前記記録処理における画像データの記録先となるパーティションの論理フォーマットの形
式との関連付け情報を記憶する記憶手段と、
　前記撮像装置に設定されている前記撮像処理のパラメータの値を読み出し、前記読み出
されたパラメータの値と前記関連付け情報により関連付けられている論理フォーマットの
形式を有するパーティションを、前記画像データの記録先のパーティションとして選択す
る選択手段とを有する撮像装置。
【請求項７】
　前記選択手段は、前記記録装置に前記記録媒体が装着された場合、前記記録先のパーテ
ィションを選択する処理を実行することを特徴とする請求項６に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記選択手段は、前記記録媒体に前記画像データを記録するときに前記記録先のパーテ
ィションを選択する処理を実行することを特徴とする請求項６に記載の撮像装置。
【請求項９】
　ユーザが前記撮像装置に対して指示を与えるための操作手段と、
　前記操作手段からの指示に応じて、前記記憶手段に記憶された前記関連付け情報を変更
する関連付け情報変更手段をさらに有することを特徴とする請求項６乃至請求項８のいず
れか１項に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　複数のパーティションを有する着脱可能な記録媒体に対してデータの記録処理が可能で
あり、前記記録処理のパラメータの値と、前記複数のパーティションのうち、前記記録処
理におけるデータの記録先となるパーティションの論理フォーマットの形式との関連付け
情報を記憶する記憶手段を有する記録装置の制御方法であって、
　前記記録装置に設定されている前記記録処理のパラメータの値を読み出し、前記読み出
されたパラメータの値と前記関連付け情報により関連付けられている論理フォーマットの
形式を有するパーティションを、前記記録処理におけるデータの記録先のパーティション
として選択する選択工程を有することを特徴とする記録装置の制御方法。
【請求項１１】
　コンピュータを、請求項１記載の記録装置の各手段として機能させるためのプログラム
。
【請求項１２】
　被写体を撮像処理を実行して画像データを得る撮像手段を有し、複数のパーティション
を有する着脱可能な記録媒体に画像データの記録が可能であるとともに、前記撮像手段に
よる撮像処理のパラメータの値と、前記複数のパーティションのうち、前記記録処理にお
ける画像データの記録先となるパーティションの論理フォーマットの形式との関連付け情
報を記憶する記憶手段を有する撮像装置の制御方法であって、
　前記撮像装置に設定されている前記撮像処理のパラメータの値を読み出し、前記読み出
されたパラメータの値と前記関連付け情報により関連付けられている論理フォーマットの
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形式を有するパーティションを、前記画像データの記録先のパーティションとして選択す
る選択工程を有する撮像装置の制御方法。
【請求項１３】
　撮像装置が有するコンピュータに、請求項１２記載の撮像装置の制御方法の各工程を実
行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、着脱可能な記録媒体に記録を行うための記録装置、撮像装置及びそれらの制
御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えばデジタルカメラのような、着脱可能な記録媒体に画像・音声等の記録を行
う装置においては、ひとつの記録媒体をひとつの論理フォーマット（ファイルシステム）
で用いること、つまり１媒体あたり１パーティションとして取り扱うことが一般的であっ
た。
【０００３】
　図５は、このような従来の記録装置としてのデジタルカメラの構成例を示すブロック図
である。図５において、レンズなどの光学系１０１から入射した撮像光は、撮像素子１０
２で電気信号に変換される。カメラ信号処理部１０３は、撮像素子１０２が出力する電気
信号のディジタル変換や、ホワイトバランス調整などの信号処理を行う。記録・再生信号
処理部１０４は、記録時にはカメラ信号処理部１０３から受けた信号を記録媒体１１０へ
記録するためのデータへ変換する。記録媒体１１０は全体が１つのボリュームとして論理
フォーマットされた、着脱可能かつ読み書き可能な記録媒体（例えばＩＣメモリカード）
である。記録・再生部１０５は、記録時には記録・再生信号処理部１０４からのデータを
記録媒体１１０へ書き込みする。システムコントローラ１０６は、例えばＣＰＵ、ＲＡＭ
、ＲＯＭを有し、ＲＯＭに記録されたプログラムをＲＡＭを利用しながらＣＰＵが実行す
ることにより、装置内の各部の状態管理や実行処理制御などを行う。操作部１０７はユー
ザが撮影開始・終了などの処理実行・停止指示や各種設定などを本装置に入力するための
本体ボタン・スイッチ、あるいはリモコンなどである。
【０００４】
　出力処理部１０８は記録・再生信号処理部１０４から出力用の信号を受け、表示用デー
タ、あるいは各種インターフェイスに応じたデータを出力する。ビューファインダ・液晶
パネルなどの表示部１０９は、記録・再生信号処理部１０４からの出力用信号（記録画像
の確認や設定メニューなど）を表示する。
【０００５】
　なお、再生時においては、記録時と逆の動作を実行する。つまり、記録・再生部１０５
が記録媒体１１０に記録されたデータを読み出し、記録・再生信号処理部１０４で出力用
に信号変換を行い、出力処理部１０８へ出力する。
【０００６】
　音声についてはとくに図示をしていないが、マイクを用いて集音したアナログ音声信号
をカメラ信号処理部１０３でディジタル化し、記録・再生信号処理部１０４で必要に応じ
てノイズ除去やフィルタ処理を行った後、記録・再生部１０５で記録媒体に書き込まれる
。また、再生時には、記録・再生部１０５が記録媒体１１０に記録されたデータを読み出
し、記録・再生信号処理部１０４で出力用に信号変換を行い、出力処理部１０８へ出力す
る。そして、出力処理部１０８で増幅され、図示しないスピーカから出力される。
【０００７】
　一方で、複数の記録媒体を利用可能な記録装置も提案されている。例えば特許文献１で
は、データ記録フォーマットの異なる少なくとも２つの第１及び第２の記録装置（ＩＣメ
モリカードとハードディスクカード）を持ち、ハードディスクカードはＡＣ電源駆動時の
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み使用可能とする構成を提案している。また、特許文献２では、交換可能な記録媒体での
複数パーティションを実現する方法を提案している。
【０００８】
　従来、着脱可能な記録媒体の記憶容量は比較的少なく、大量のデータを格納するには不
向きであると考えられてきた。しかし、着脱可能な記録媒体の大容量化により、大量のデ
ータが記録可能となり、その利用方法について再考されるようになってきている。
【０００９】
　さらに、着脱可能な記録媒体の大容量化は従来形式の論理フォーマット（ファイルシス
テム）で取り扱い可能な容量をも越えるようになり、従来形式の論理フォーマットとは互
換性のない新規な形式の論理フォーマットも利用されるようになってきている。このよう
な状況を鑑みると、従来形式の論理フォーマットとの互換性維持やデータ分類のため、同
一記録媒体内に異なる論理フォーマットがなされた領域を混在させることや、記憶領域を
複数パーティションに分割して使用するようになることが予想される。実際、パーソナル
コンピュータにおいては、着脱可能な記憶媒体ではないが、ハードディスクの大容量化に
伴い、ハードディスクの記憶領域を複数パーティションに分割し、用途に応じて各パーテ
ィションを使い分けることが一般的に行われている。
【００１０】
【特許文献１】特開平０８－１５３３７６号公報
【特許文献２】特開２０００－２６７８１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、着脱可能な記録媒体を用いる従来の記録装置では、ひとつの記録媒体に
複数パーティションが存在する場合の記録先の選択について考慮されていなかった。
【００１２】
　本発明はこの課題に鑑みてなされたものであり、記録媒体内に複数のパーティションが
存在する場合、設定により記録先パーティションを自動選択することでパーティション選
択におけるユーザ操作の手間を軽減するとともに、選択ミスを減少させることを主な目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上述の課題は、複数のパーティションを有する着脱可能な記録媒体に対し、データの記
録処理が可能な記録装置であって、記録処理のパラメータの値と、複数のパーティション
のうち、記録処理におけるデータの記録先となるパーティションの論理フォーマットの形
式との関連付け情報を記憶する記憶手段と、記録装置に設定されている記録処理のパラメ
ータの値を読み出し、読み出されたパラメータの値と関連付け情報により関連付けられて
いる論理フォーマットの形式を有するパーティションを、記録処理におけるデータの記録
先のパーティションとして選択する選択手段とを有する記録装置によって達成される。
【００１４】
　また、上述の課題は、複数のパーティションを有する着脱可能な記録媒体に対してデー
タの記録処理が可能であり、記録処理のパラメータの値と、複数のパーティションのうち
、記録処理におけるデータの記録先となるパーティションの論理フォーマットの形式との
関連付け情報を記憶する記憶手段を有する記録装置の制御方法であって、記録装置に設定
されている記録処理のパラメータの値を読み出し、読み出されたパラメータの値と関連付
け情報により関連付けられている論理フォーマットの形式を有するパーティションを、記
録処理におけるデータの記録先のパーティションとして選択する選択工程を有することを
特徴とする記録装置の制御方法によっても達成される。
　また、上述の課題は、複数のパーティションを有する着脱可能な記録媒体に画像データ
の記録が可能な撮像装置であって、被写体を撮像処理を実行して画像データを得る撮像手
段と、撮像手段による撮像処理のパラメータの値と、複数のパーティションのうち、記録
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処理における画像データの記録先となるパーティションの論理フォーマットの形式との関
連付け情報を記憶する記憶手段と、撮像装置に設定されている撮像処理のパラメータの値
を読み出し、読み出されたパラメータの値と関連付け情報により関連付けられている論理
フォーマットの形式を有するパーティションを、画像データの記録先のパーティションと
して選択する選択手段とを有する撮像装置によっても達成される。
　また、上述の課題は、被写体を撮像処理を実行して画像データを得る撮像手段を有し、
複数のパーティションを有する着脱可能な記録媒体に画像データの記録が可能であるとと
もに、撮像手段による撮像処理のパラメータの値と、複数のパーティションのうち、記録
処理における画像データの記録先となるパーティションの論理フォーマットの形式との関
連付け情報を記憶する記憶手段を有する撮像装置の制御方法であって、撮像装置に設定さ
れている撮像処理のパラメータの値を読み出し、読み出されたパラメータの値と関連付け
情報により関連付けられている論理フォーマットの形式を有するパーティションを、画像
データの記録先のパーティションとして選択する選択工程を有する撮像装置の制御方法に
よっても達成される。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、複数のパーティションが存在する記録媒体が装着されても、記録設定
から記録先パーティションが選択されるため、ユーザの設定変更操作における手間やミス
が軽減され、複数パーティションを意識せずに通常の記録操作が行えるという効果がある
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
■（第１の実施形態）
　以下添付図面に従って、本発明を実施するための最良の形態について詳細に説明する。
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る記録装置の構成例を示すブロック図であり、図
５と同一な構成については同一番号を付し、基本的な説明を省略する。図１において、パ
ーティション認識部１００１は、着脱可能な記録媒体１１０の有効なパーティション構成
を認識する。１００２はパーティション選択部であり、システムコントローラ１０６の制
御に従い、パーティション認識部１００１が認識した有効なパーティションの中から記録
先のパーティションを選択する。関連付け記憶部１００３は、記録ファイルの形式やサイ
ズなどの記録設定項目の設定値と、記録に優先的に利用するパーティションとの関連付け
設定を記憶する。操作部１０７に含まれる設定変更操作部１０７１は、ユーザが表示部１
０９に設定メニュー表示を指示し、関連付け記憶部１００３で利用する記録設定の変更・
切換・選択操作を行うためのボタン・キー等である。なお、ここでは説明を簡単にするた
め、記録媒体１１０がパーティションＡ（１１０１）とパーティションＢ（１１０２）の
２パーティションに分割されているものとしている。もちろん、パーティションが３つ以
上あってもかまわない。
【００１７】
　図２及び図３は、本実施形態に係る記録装置の動作を説明するフローチャートであり、
図２は機器の電源投入あるいは記録媒体の装着認識をした場合に実行される動作を示して
いる。なお、以下に説明する各種の処理動作は、上述したように、例えば図示しないＲＯ
Ｍに記録された制御プログラムを実行するシステムコントローラ１０６の制御によって実
現される。
【００１８】
　図２において、まずステップＳ２０１では、パーティション認識部１００１が、装着さ
れた記録媒体に対し、記録装置が認識可能な有効パーティションを含むかどうか調べ、結
果をシステムコントローラ１０６へ通知する。ステップＳ２０２でシステムコントローラ
１０６は、ステップＳ２０１で識別された有効パーティションが複数あるかの判定を行い
、複数のパーティションを認識した場合にはＳ２０３へ進み、複数認識しない場合、従来
同様の処理を行う。つまり、認識したひとつの有効パーティションをパーティション選択
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部１００２での選択先として設定を行い、認識可能な有効パーティションが存在しなかっ
た場合には記録不可エラーと判定し、所定のエラー処理を実行する。
【００１９】
　ここで図４に関連付け記憶部１００３が記憶している関連付け設定の例を示す。ここで
は記録設定項目として記録ファイル形式を、記録に優先的に利用するパーティションを表
す情報として論理フォーマット形式を用い、各記録ファイル形式に対して優先記録論理フ
ォーマット形式の関連付けを行う。
【００２０】
　ステップＳ２０３では例えば図示しない不揮発性ＲＡＭの一領域として実現される関連
付け記憶部１００３が記憶している記録設定項目が記録ファイル形式であることを読み出
し、装置に設定されている記録ファイル形式を読み出す。ステップＳ２０４では関連付け
リスト４０１から装置の記録設定（ここでは、記録ファイル形式）に該当するパーティシ
ョン項目（ここでは、論理フォーマット形式）を読み出す。ステップＳ２０５ではＳ２０
４で読み出したパーティションが記録媒体１１０に存在するか判定を行い、存在した場合
にはＳ２０６へ進み、存在しない場合にはＳ２０７へ進む。
【００２１】
　ステップＳ２０６ではＳ２０４で読み出した該当パーティションをパーティション選択
部１００２で選択する。一方、ステップＳ２０７では、関連付けリスト４０１に登録され
た、該当パーティションが存在しない場合のデフォルトパーティション（ここではプライ
マリパーティション）をパーティション選択部１００２で選択するか、またはユーザに使
用可能なパーティションが存在しないことを警告し設定再変更等を促す。
【００２２】
　次に、図３のフローチャートを用いて、記録媒体が装着されている状態で記録設定が変
更された場合の処理について説明する。
【００２３】
　まず、ステップＳ３０１で、記録媒体が装着された際に実行されたステップＳ２０２（
図２）での結果をもとに、複数パーティションをすでに認識しているかの判定を行い、複
数のパーティションを認識している場合にはＳ３０２へ進み、複数認識していない場合に
は本処理を終了する。
【００２４】
　ステップＳ３０２では、ユーザにより変更された記録設定が、関連付け記憶部１００３
が記憶している記録設定項目（ここでは、記録ファイル形式）であるかの判定を行い、該
当する設定の変更であった場合にはＳ３０３へ進み、該当しない場合には本処理を終了す
る。ステップＳ３０３では関連付けリスト４０１から装置の記録設定（ここでは、記録フ
ァイル形式）に該当するパーティション項目（ここでは、論理フォーマット形式）を読み
出す。ステップＳ３０４ではステップＳ３０３で読み出したパーティションが記録媒体１
１０に存在するか判定を行い、存在した場合にはＳ３０５へ進み、存在しない場合にはＳ
３０６へ進む。
【００２５】
　ステップＳ３０５ではＳ３０３で読み出したパーティションをパーティション選択部１
００２で選択する。ステップＳ３０６では関連付けリスト４０１に登録された、該当パー
ティションが存在しない場合のデフォルトパーティション（ここではプライマリパーティ
ション）をパーティション選択部１００２で選択するか、またはユーザに使用可能なパー
ティションが存在しないことを警告し設定再変更等を促す。
【００２６】
　なお、装置が記録媒体に対して複数パーティションを設ける機能（論理フォーマット機
能）を有し、例えば１パーティションの記録媒体に対し、複数のパーティションを構成す
るような構成変更が行われた場合にも、図２で説明した装着時処理と同様な処理を行うこ
とで、媒体装着後の構成変更にも対応可能である。
【００２７】
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　また、ここでは記録設定と記録パーティションの関連付け項目として、それぞれ記録フ
ァイル形式と論理フォーマット形式を用いたが、記録設定としては記録画像サイズ（画素
数）、圧縮率（画質）、カメラの撮影設定・モード、ＭＰＥＧ－２規格などで用いられる
プロファイル・レベルなど、画像記録における任意のパラメータを用いることが可能であ
り、関連づけされる記録パーティションの項目としてはパーティションの属性、パーティ
ションサイズの大小などを用いることが可能である。つまり、任意の記録時パラメータの
値と記録先パーティションを特定可能なパラメータとを関連付けることで、任意の記録時
パラメータの値を満たすデータの記録先パーティションを特定することが可能である。
【００２８】
　さらに、ここでは記録先パーティションの選択を記録媒体の認識時及び設定変更時に行
っているが、記録実行時に図２と同様の処理を行うことで、記録媒体への記録直前に記録
先パーティションを選択することも可能である。
【００２９】
　なお、ここでは関連付けリストはひとつであるが、優先順位を設けることにより複数の
関連付けリストを用いた記録先パーティションの選択を行うことも可能である。例えば、
ある記録設定項目に対応付けされたパーティションが存在しない場合、別の記録設定項目
と記録先パーティションを対応付けしたリストを用いて記録先パーティションを選択する
ようにすることができる。
【００３０】
　以上説明したように、本実施形態によれば、複数の記録パーティションを有する着脱可
能な記録媒体を利用可能な記録装置において、予め複数の記録パーティションと記録設定
項目とを対応づけしておき、この対応づけに基づいて記録先パーティションを自動選択す
るので、記録媒体をユーザの意図に応じて利用することが可能となるほか、記録先パーテ
ィションを設定する手間を省くことができ、また同時に設定ミスを防止することができる
。
【００３１】
■（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態に係る記録装置について説明する。
　本実施形態に係る記録装置は、図１の関連付け記憶部１００３が記憶している関連付け
リスト４０１の変更機能を有する。換言すれば、システムコントローラ１０６が関連付け
変更手段として動作する。
【００３２】
　本実施形態においてシステムコントローラ１０６は、関連付け記憶部１００３の関連付
けリスト４０１を変更するためのユーザインタフェースを表示部１０９に表示させ、操作
部１０７に含まれる設定変更操作部１０７１の入力に応じて関連付けリスト４０１の内容
変更を行う。
【００３３】
　図６は本実施形態においてシステムコントローラ１０６が表示部１０９に提示するユー
ザインタフェースの例と、このユーザインタフェースを用いた変更処理について説明する
図である。図６に示すように、本実施形態においては、デジタルカメラやデジタルビデオ
カメラをはじめとする電子機器で一般に用いられる階層的メニューを用いたグラフィカル
ユーザインタフェースを用いている。ユーザは設定変更操作部１０７１に含まれる矢印キ
ーと実行キー（同等に機能する他のキーやボタンを含む）を操作し、所望のメニュー項目
を選択して指示を与え、その指示に応じてシステムコントローラ１０６が動作することで
、設定変更処理が行われる。
【００３４】
　図７は本実施形態の記録装置における設定変更処理について説明するフローチャートで
ある。以下、図６と図７を用いて設定変更処理について説明する。図７に示す処理は、例
えば関連付けリストの変更が操作部１０７を通じて指示された場合に実行される。
【００３５】
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　まず、ステップＳ７０１で、記録パーティション項目の変更指示が検出された場合には
ステップＳ７０２へ、検出されない場合にはステップＳ７０５へ移行する。ステップＳ７
０２では、図１のパーティション選択部１００２が記録パーティションを選択する際の要
因となる項目の設定を行う。
【００３６】
　ステップＳ７０２においては、記録パーティション設定画面（図６：６０１）を表示す
る。上述のように、記録パーティション設定項目としてはフォーマット形式の他、パーテ
ィション属性や容量なども利用可能であり、設定画面６０１では記録先選択要因として設
定可能な項目のうち具体的にどの項目とパーティションとの対応づけを行う（変更する）
のかをユーザに選択させる。
【００３７】
　ここでは、図６の６０１で示すように、フォーマット形式とパーティションとの対応づ
けの変更が指示されたものとする。この指示に応答し、システムコントローラ１０６はサ
ブメニュー６０２を表示させる。
【００３８】
　ステップＳ７０３ではステップＳ７０２で設定（選択）した要因の詳細と現在の選択先
パーティション使用属性を設定画面６０２のように表示する。ここでは、設定画面６０１
でフォーマット形式が指定されたので、本記録装置で認識・記録・再生可能なフォーマッ
トの一覧と、個々のフォーマット形式の関連づけ状況とを示している。
【００３９】
　具体的には、設定画面６０２の例では、装着されている記録媒体が３つのパーティショ
ンを有しており、そのうち第１のパーティションにはＡフォーマットが、第２のパーティ
ションにはＣフォーマットがそれぞれ対応づけされており、Ｂフォーマットにはパーティ
ションが対応づけされていないことを示している。
【００４０】
　ユーザは、この設定画面６０２から、対応づけを変更したいフォーマット形式を選択、
指示する。この指示に応答して、システムコントローラ１０６は選択されたフォーマット
形式に対する設定画面６０３を表示する。
【００４１】
　なお、本実施形態においては同一パーティションに対して異なるフォーマット形式が設
定されること（二重登録）を防ぐため、選択済み（選択不可）のパーティションについて
はグレイアウト表示することにより、設定できないことを視覚的に表している（設定画面
６０３では既にＣフォーマット形式に対応づけされている第２のパーティションがグレイ
アウト表示されている）。もちろん、選択できないパーティションが選択された時点で警
告表示などを行うことも可能である。
【００４２】
　設定画面６０３で、ユーザはステップＳ７０２で選択したフォーマット形式に対して関
連づけしたいパーティションもしくは関連付けしない（そのフォーマット形式を用いない
）のいずれかを選択、指示する。
【００４３】
　この指示に応答して、システムコントローラ１０６は、関連付けリストの記録パーティ
ション項目の更新を行う（ステップＳ７０４）。
【００４４】
　一方、ステップＳ７０５においては、記録設定画面（図６：６０４）を表示する。上述
のように、記録設定項目としては静止画画像記録形式、静止画像サイズ、動画像記録形式
、動画像サイズなども利用可能であり、設定画面６０４では設定可能な項目のうち具体的
にどの項目とパーティションとの対応づけを行う（変更する）のかをユーザに選択させる
。
【００４５】
　ここでは、図６の６０４で示すように、静止画像記録形式とパーティションとの対応づ
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けの変更が指示されたものとする。この指示に応答し、システムコントローラ１０６はサ
ブメニュー６０５を表示させる。
【００４６】
　ステップＳ７０６ではステップＳ７０５で設定（選択）した項目の詳細と現在の選択先
パーティション使用属性を設定画面６０５のように表示する。ここでは、設定画面６０４
で静止画像記録形式が指定されたので、本記録装置で認識・記録・再生可能な静止画像記
録形式の一覧と、個々の記録形式の関連づけ状況とを示している。
【００４７】
　具体的には、設定画面６０５の例では、ＣＣＤ－ＲＡＷ記録形式には第２のパーティシ
ョンが、ＪＰＥＧファイン、ＪＰＥＧノーマルの記録形式には第１のパーティションがそ
れぞれ対応づけされていることを示している。
【００４８】
　ユーザは、この設定画面６０５から、対応づけを変更したい記録形式を選択、指示する
。この指示に応答して、システムコントローラ１０６は選択された記録形式に対する設定
画面６０６を表示する。
【００４９】
　なお、本実施形態においては未使用のパーティションに対して記録設定の関連付けが設
定されることを防ぐため、選択不可のパーティションについてはグレイアウト表示するこ
とにより、設定できないことを視覚的に表している（設定画面６０６では未使用である第
３のパーティションがグレイアウト表示されている）。もちろん、選択できないパーティ
ションが選択された時点で警告表示などを行うことも可能である。
【００５０】
　設定画面６０６で、ユーザはステップＳ７０６で選択した記録形式に対して関連づけし
たいパーティションを選択、指示する。
　この指示に応答して、システムコントローラ１０６は、関連付けリストの記録形式項目
の更新を行う（ステップＳ７０４）。
【００５１】
　図示しないいずれかの設定画面から終了の指示があった場合には処理を終了し（ステッ
プＳ７０９）、終了指示がなければステップＳ７０１へ戻る。もちろん、リストの更新が
終了した時点で自動的に処理を終了するようにしても良い。
　これらの処理により関連付け記憶部１００３に関連付けリスト６０７が設定され記録時
に利用される。
【００５２】
　以上説明したように、本実施形態によれば、ユーザが記録設定と記録パーティションと
の関連付けを行うことが可能となるため、互換性維持のための関連付け設定や記録設定に
応じたデータ分類のための関連付け設定を行うことで、ユーザの好みに応じた記録先パー
ティションの選択を行えるという効果がある。
【００５３】
　（他の実施形態）
　上述の実施形態においては、１つの機器から構成される記録装置についてのみ説明した
が、同等の機能を複数の機器から構成されるシステムによって実現しても良い。
【００５４】
　尚、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムを、記録媒体から直
接、或いは有線／無線通信を用いて当該プログラムを実行可能なコンピュータを有するシ
ステム又は装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータが該供給されたプログ
ラムを実行することによって同等の機能が達成される場合も本発明に含む。
【００５５】
　従って、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、該コンピュータに供給、
インストールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発
明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も本発明に含まれる。
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【００５６】
　その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等、プログラムの形態を問わ
ない。
【００５７】
　プログラムを供給するための記録媒体としては、例えば、フレキシブルディスク、ハー
ドディスク、磁気テープ等の磁気記録媒体、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ
、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ等の光／光磁気記憶媒体、不揮発性の半導
体メモリなどがある。
【００５８】
　有線／無線通信を用いたプログラムの供給方法としては、コンピュータネットワーク上
のサーバに本発明を形成するコンピュータプログラムそのもの、もしくは圧縮され自動イ
ンストール機能を含むファイル等、クライアントコンピュータ上で本発明を形成するコン
ピュータプログラムとなりうるデータファイル（プログラムデータファイル）を記憶し、
接続のあったクライアントコンピュータにプログラムデータファイルをダウンロードする
方法などが挙げられる。この場合、プログラムデータファイルを複数のセグメントファイ
ルに分割し、セグメントファイルを異なるサーバに配置することも可能である。
【００５９】
　つまり、本発明の機能処理をコンピュータで実現するためのプログラムデータファイル
を複数のユーザに対してダウンロードさせるサーバ装置も本発明に含む。
【００６０】
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザに
配布し、所定の条件を満たしたユーザに対して暗号化を解く鍵情報を、例えばインターネ
ットを介してホームページからダウンロードさせることによって供給し、その鍵情報を使
用することにより暗号化されたプログラムを実行してコンピュータにインストールさせて
実現することも可能である。
【００６１】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現される他、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼動して
いるＯＳなどが、実際の処理の一部または全部を行ない、その処理によっても前述した実
施形態の機能が実現され得る。
【００６２】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
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または全部を行ない、その処理によっても前述した実施形態の機
能が実現され得る。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明の実施形態に係る記録装置の構成例を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態における記録媒体認識時の処理を示すフローチャートで
ある。
【図３】本発明の第１の実施形態における記録設定変更時の処理を示すフローチャートで
ある。
【図４】本発明の第１の実施形態における関連付け記憶部の関連付けリストの例を示す図
である。
【図５】従来の代表的な記録装置の構成を説明するブロック図である。
【図６】本発明の第２の実施形態における関連付け変更設定処理の過程を説明する図であ
る。
【図７】本発明の第２の実施形態における関連付け設定変更処理を示すフローチャートで
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ある。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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