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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報記録が可能な情報記録媒体の記録方法であって、
　情報記録の対象となるメインデータをデータ記録エリアに書き込む場合、前記情報記録
媒体のレコーディングマネージャエリアとリードインエリアに対して、標準フォーマット
に準拠して予め決められた記録管理データに比して記録量が少量であり、少なくとも記録
再生の制御に必要な情報を含む簡易フォーマットに準拠した記録管理データを記録するこ
とを特徴とする情報記録媒体の記録方法。
【請求項２】
　情報の記録を行うべき情報記録媒体が未記録であると判断すると、前記簡易フォーマッ
トでの記録を行うことを特徴とする請求項１に記載の情報記録媒体の記録方法。
【請求項３】
　前記情報記録媒体は標準フォーマットに準拠して予め決められたデータ記録エリア、レ
コーディングマネージャエリア、リードインエリア及びリードアウトエリアを有し、前記
リードアウトエリアには、誤り訂正単位ブロックの整数倍分のリードアウト情報を記録す
ることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の情報記録媒体の記録方法。
【請求項４】
　前記リードアウトエリアには、３２ＥＣＣブロック分のリードアウト情報を記録するこ
とを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の情報記録媒体の記録方法。
【請求項５】
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　前記簡易フォーマットに準拠して情報記録が行われている情報記録媒体に対しファイナ
ライズ処理を行う際、標準フォーマットに準拠した記録管理データを再記録することを特
徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の情報記録媒体の記録方法。
【請求項６】
　情報記録の指示がなされると、前記情報の実際の記録開始までに要する遅延時間内にお
ける情報を一時的に保持し、前記保持した情報を前記実際の記録開始時から記録させるこ
とを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の情報記録媒体の記録方法。
【請求項７】
　情報記録が可能な情報記録媒体に情報の記録を行う情報記録装置であって、
　情報記録の対象となるメインデータをデータ記録エリアに書き込む場合、前記情報記録
媒体のレコーディングマネージャエリアとリードインエリアに対して、標準フォーマット
に準拠して予め決められた記録管理データに比して記録量が少量であり、少なくとも記録
再生の制御に必要な情報を含む簡易フォーマットに準拠した記録管理データを記録する記
録管理データ記録手段を備えることを特徴とする情報記録装置。
【請求項８】
　情報の記録を行うべき情報記録媒体が未記録であると判断すると、前記簡易フォーマッ
トでの記録を行うことを特徴とする請求項７に記載の情報記録装置。
【請求項９】
　前記記録管理データ記録手段は、前記リードアウトエリアに、３２ＥＣＣブロック分の
リードアウト情報を記録することを特徴とする請求項８に記載の情報記録装置。
【請求項１０】
　前記簡易フォーマットに準拠して情報記録が行われている情報記録媒体に対し、標準フ
ォーマットに準拠した記録管理データを再記録するファイナライズ処理手段を備えること
を特徴とする請求項７～９のいずれか１項に記載の情報記録装置。
【請求項１１】
　情報記録の指示がなされると前記情報の実際の記録開始までに要する遅延時間内におけ
る情報を一時的に保持し、前記保持した情報を前記実際の記録開始時から記録させる情報
記録手段を備えることを特徴とする請求項７～１０のいずれか１項に記載の情報記録装置
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、情報の記録又は再生が可能な情報記録媒体を用いて情報の記録又は再生を行う
方法及びその方法を用いる情報記録再生装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、情報の記録と再生が可能な情報記録再生装置として、ＶＴＲ（Video Tape Ｒｅｃ
ｏｒｄｅｒ）が普及したことは周知の通りである。
【０００３】
ＶＴＲは、磁気テープを情報記録媒体として情報の記録又は再生を行うものであるため、
ランダムアクセスやインタラクティブ編集を容易に行うことができないという課題があっ
た。
【０００４】
例えば、既に情報が一部記録されている磁気テープの残りの未記録領域に新規の情報を記
録させようとする場合、既に情報が記録されている領域の終端位置と未記録領域の開始位
置をモニタリングしながら見つけ出さなければならないため、新規情報を記録させる前の
前操作に時間がかかるという課題があった。
【０００５】
また、複数の情報が飛び飛びに記録されている磁気テープの複数の空き領域に新規の情報
を記録させようとしても、それらの空き領域を有効に利用して記録させることは必ずしも
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容易ではなかった。
【０００６】
近年、こうしたＶＴＲの課題を解決し得る情報記録媒体として、ＣＤ（Conpact Disc）や
ＤＶＤ（Digital Video Disc又はDigital Versatile Disc）等のディスク型の情報記録媒
体が開発された。
【０００７】
これらの情報記録媒体は、所望のデータを記録するための記録領域（以下、データ記録エ
リアという）と、記録管理データを記録するための管理エリアとが所定の規格に基づいて
設けられている。
【０００８】
また、上記ディスク型の情報記録媒体は、急速な技術開発と相俟って、様々な形態のもの
が次々に開発されている。例えば、再生専用ＤＶＤ－ＲＯＭに続いて、追記録が可能なＤ
ＶＤ－Ｒが開発され、更に記録内容の書き換えが可能なＲＶＤ－ＲＷ等が開発されている
。
【０００９】
ここで、新種の情報記録媒体が開発される度に、それぞれ異なった独自の記録再生フォー
マットを採用したのでは、ユーザーが以前から蓄えていた情報記録媒体を新しく開発され
た情報記録媒体と同様に扱うことができなくなり、情報資源の有効活用の道を閉ざすこと
になる。このため、上記管理エリアには、種類の異なる情報記録媒体であっても、情報再
生時には共通の再生を可能にするための記録管理データを記録しておくようになっている
。
【００１０】
例えば、上記の記録と再生が可能なＤＶＤでは、管理エリアは、Ｒ－インフォメーション
エリア（R-Information Area）とリードインエリア（Lead-in Area）及びボーダーアウト
／リードアウトエリア（Border-out/Lead-out Area、以降、リードアウトエリアと総称す
る。）から成り、更にＲ－インフォメーションエリアは、パワーキャリブレーションエリ
ア（Power Calibration Area）とレコーディングマネージメントエリア（Recording Mana
gement Area）で構成されているが、リードインエリアとリードアウトエリアの内容を再
生専用ＤＶＤ－ＲＯＭと等しくすることによって、再生のコンパチビリティを確保してい
る。
【００１１】
そして、データ記録エリアに新規のデータを記録したり、データ記録エリアに記録されて
いるデータを編集する等の記録を伴う処理が行われる度に、これらの管理エリアに所定の
記録管理データを再書き込みすることによって、記録状態の管理を行っている。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、一従来例として説明した上記の記録と再生が可能なＤＶＤは、ランダムアクセ
スや優れたインタラクティブ編集を可能とする次世代情報記録媒体として注目されている
が、未だ解決すべき課題が残されている。
【００１３】
上記のＶＴＲは、磁気テープを利用する関係上、ランダムアクセスやインタラクティブ編
集については操作性に難があるが、ユーザーにとっては、データを記録するための記録開
始時点と記録終了時点を直感的に理解し易いという、一見単純ではあるが基本的操作性に
優れた面も存在する。
【００１４】
例えば、ユーザーがテレビジョン放送を録画する際、予め磁気テープの録画開始位置を設
定しておき、所望の画面になった時点で録画開始釦を押すだけで、上記の録画開始位置か
ら録画が開始されたと直感的に理解することができるという利点がある。また、所望の画
面が終了した時点で録画停止釦を押すだけで、録画が終了したことを直感的に理解するこ
とができるという利点がある。



(4) JP 4302304 B2 2009.7.22

10

20

30

40

50

【００１５】
これに対し、上記の記録と再生が可能なＤＶＤにあっては、記録管理データに基づいてデ
ータ記録エリアに記録されるデータを管理する必要上、例えば未記録ディスクの記録開始
にあっては、ユーザーが録画開始（記録開始）又は録画終了（記録終了）の指示をした際
、管理エリア内の全てのエリアに記録管理データを再書き込み（更新）することとしてい
る。また、記録済ディスクについても、リードインエリアの一部と、ＲＭＤの一部、及び
リードアウトエリアを所定領域再書き込み（更新）する。
【００１６】
このため、記録管理データの再書き込みのための遅延時間が発生することとなり、実際の
録画開始又は実際の録録画終了の処理がユーザーの指示した時点よりも相当時間遅れると
いう問題があった。
【００１７】
ちなみに、上記の記録と再生が可能なＤＶＤでは、記録開始の指示をした時点から実際の
記録開始が行われるまでの遅延時間が１倍速に換算して約６５秒、記録終了の指示をした
時点から実際の記録終了が行われるまでの遅延時間が１倍速に換算して約６０秒～１２０
秒程度とかなりの遅延時間を必要としていた。
【００１８】
よって、ユーザーにとっては実際に記録開始と記録終了がなされた時点を直感的に理解し
難く、ＶＴＲに比して操作性が必ずしもよくないという結果をもたらす場合があった。
【００１９】
例えば、図１０（ａ）に模式的に示すように、ユーザーがテレビジョン放送をモニタリン
グしながら所望の画面から録画しようとした場合、録画開始の指示をした時点ｔsから所
定の遅延時間（約６５秒間）が経過した時点ｔr後でなければ実際の録画が開始されない
ため、上記の遅延時間（約６５秒間）分の録画が行われないという問題があった。また、
同図（ｂ）に示すように、録画終了の指示をした場合、その指示の時点ｔeから所定の遅
延時間（約６０秒～１２０秒）が経過した時点ｔf後でなければ実質的な録画が終了しな
いため、その記録管理データの記録完了時点ｔf以後でなければ、ＤＶＤを情報記録再生
装置から取り出したり、新たなＤＶＤに入れ替える等の操作を行うことができず、結果的
に操作性が悪くなる場合が生じるという問題があった。
【００２０】
　本発明はこうした記録開始における遅延時間を大幅に短縮し、例えば、ユーザーに対す
る操作性の向上等を実現することが可能な情報記録再生方法及びそれを用いた情報記録再
生装置を提供することを目的とする。
【００２１】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため本発明の情報記録媒体の記録方法及び情報記録装置は、情報記
録の対象となるメインデータをデータ記録エリアに書き込む場合、前記情報記録媒体のレ
コーディングマネージャエリアとリードインエリアに対して、標準フォーマットに準拠し
て予め決められた記録管理データに比して、記録量が少量であり、少なくとも記録再生の
制御に必要な情報を含む簡易フォーマットに準拠した記録管理データを記録することとし
た。また、上記記録管理データを標準フォーマットに準拠して予め決められたデータ記録
エリアとレコーディングマネージャエリアとリードインエリア及びリードアウトエリアの
うち、上記レコーディングマネージャエリアと上記リードインエリアに記録することとし
た。また、上記リードアウトエリアには、３２ＥＣＣブロック分のリードアウト情報を記
録することとした。
【００２２】
これらの記録再生方法及び情報記録再生装置によれば、簡易フォーマットに準拠して情報
記録を行うと、標準フォーマットに比して少ない記録管理データが情報記録媒体に記録さ
れるため、情報の記録開始と記録終了の処理が迅速に行われる。
【００２３】
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また、上記簡易フォーマットに準拠して情報記録が行われている情報記録媒体に対しファ
イナライズ処理を行う際、標準フォーマットに準拠した記録管理データを再記録すること
とした。
【００２４】
これらの記録再生方法及び情報記録再生装置によれば、簡易フォーマットに準拠して既に
情報記録が行われている情報記録媒体を標準フォーマットに準拠した形態に設定すること
ができる。また、情報記録の指示がなされると、上記情報の実際の記録開始までに要する
遅延時間内における情報を一時的に保持し、上記保持した情報を上記実際の記録開始時か
ら記録させることとした。
【００２５】
この記録再生方法及び情報記録再生装置によれば、情報記録の指示がなされてから実際に
情報記録が開始されるまでの遅延時間内の情報を一時的に保持しておき、その保持してお
いた情報を実際の記録開始時から記録させる。これにより、遅延時間内の情報を欠落する
ことなく記録することができる。
【００２６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。尚、一実施形態として、情報記録
と情報再生が可能なＤＶＤにおける情報記録再生方法と、その方法を用いる情報記録再生
装置について説明する。
【００２７】
図１乃至図５は、本実施形態に適用されるＤＶＤ（以下、ディスクという）のデータ構造
を模式的に示す説明図、図６は、本実施形態に係る情報記録再生装置の構成を示すブロッ
ク図である。
【００２８】
図１において、本ディスクには、クランピングエリアＣＡを中心としてグルーブ（Groove
）とランド（Land）が螺旋状に形成されており、グルーブとランドには、物理アドレスを
規定するためのウォブル（Wobble）とランドプリピット（Land Pre-pit）がそれぞれ形成
されている。
【００２９】
上記のウォブルとランドプリピットの情報に基づいて、情報記録再生装置のピックアップ
がウォブルに対して位置合わせ制御されて、グルーブへの情報記録（データ書き込み）と
グルーブからの情報再生（データ読み取り）が行われるようになっている。
【００３０】
上記のデータ書き込み又はデータ読み取りが行われるグルーブには、半径方向内側（クラ
ンピングエリアＣＡ側）から半径方向外側に向けてＲ－インフォメーションエリア（R-In
formation Area：ＲＩＡ）とインフォメーションエリア（Information Area：ＩＡ）が割
り当てられている。
【００３１】
Ｒ－インフォメーションエリアＲＩＡは、パワーキャリブレーションエリア（Power Cali
bration Area：ＰＣＡ）とレコーディングマネージメントエリア（Recording Management
 Area：ＲＭＡ）で構成され、インフォメーションエリアＩＡは、リードインエリア（Lea
d-in Area：ＬＩＡ）とデータ記録エリア（Data Recordｔable Area：ＤＲＡ）及びリー
ドアウトエリア（Lead-out Area：ＬＯＡ）で構成されている。
【００３２】
ここで、データ記録エリアＤＲＡには、オーディオデータやビデオデータ等の各種コンテ
ンツデータ（以下、メインデータという）及びコンテンツデータをファイルとして管理す
るためのファイル管理情報が記録される。レコーディングマネージメントエリアＲＭＡと
リードインエリアＬＩＡ及びリードアウトエリアＬＯＡには、データ記録エリアＤＲＡに
記録されるメインデータの記録状態を示す記録管理データが記録される。
【００３３】
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パワーキャリブレーションエリアＰＣＡは、情報記録再生装置がデータ書き込みを行う際
、試し書き等を行って適切な動作状態でのデータ書き込みが行えるようにピックアップの
光量等を調整するために設けられている。
【００３４】
レコーディングマネージメントエリアＲＭＡには、リードイン、リードアウト、及びＤＲ
Ａの記録状態を管理するための記録管理データが記録される。
【００３５】
リードインエリアＬＩＡには、ディスクの物理情報を示す記録管理データが記録される。
【００３６】
リードアウトエリアＬＯＡは、データ記録エリアＤＲＡに記録されるメインデータの終端
位置に設けられる。リードアウトエリアＬＯＡにはリードアウト情報、例えば（００）ｈ
のデータが記録される。リードアウトエリアＬＯＡの記録開始位置は、メインデータのデ
ータ量に応じて変化する。
【００３７】
これら各エリアＰＣＡ，ＲＩＡ，ＬＩＡ，ＤＲＡ，ＬＯＡの領域アドレスと、データの記
録アドレスは、上記のウォブルとランドプリピットに基づいて物理的に決められたＥＣＣ
ブロックアドレスに従って設定されるようになっている。
【００３８】
図２は、ＥＣＣブロックの１単位の構成を示す説明図であり、データフィールドと、その
データフィールドに付加されたＰＯフィールド及びＰＩフィールドで構成されている。
【００３９】
上記のデータフィールドは１６データセクタ（data sectors）から成り、１データセクタ
は１２列（rows）から成り、更に、各列は１７２バイト（bytes）で構成される。換言す
れば、データフィールドにおける各列のデータ数は１７２バイトに設定され、１２列ずつ
の群をデータセクタと呼ぶ。したがって、データフィールドには、（１７２バイト）×（
１２列）×（１６データセクタ）＝（１７２バイト）×（１９２列）＝３３０２４バイト
のデータＢ０，０～Ｂ１９１，１７１が記録可能となっている。
【００４０】
ＰＯフィールドは、１６列×１７２バイトから成り、図中の縦方向のデータ誤り訂正を行
うためのアウターコードパリティデータ（outer-code parity data）が記録される。つま
り、ＰＯフィールドは、データフィールド内の１６データセクタに対応して、１６列のア
ウターコードパリティデータが記録される。
【００４１】
ＰＩフィールドは、２０８列×１０バイトから成り、図中の横方向のデータ誤り訂正を行
うためのインナーコードパリティデータ（inner-code parity data）が記録される。
【００４２】
更に図３は、上記データフィールドを構成する１６データセクタのうち、１つのデータセ
クタの構成を代表して示した説明図である。同図において、１２列×１７２バイトのうち
、先頭の４バイトにはＩＤデータ（Identification data）、次の２バイトにはＩＥＤデ
ータ（ID Error Detection code data）、更に次の６バイトにはＣＰＲ_ＭＡＩデータ（C
opyright Management Infoｒmation data）がそれぞれ記録され、最後の４バイトにＥＤ
Ｃデータ（Error Detection code data）が記録される。
【００４３】
そして、ＣＰＲ_ＭＡＩデータの次からＥＤＣデータの前までの２０４８バイトの部分に
、本来のメインデータ（Main data）が記録されるようになっている。
【００４４】
更に、このデータセクタに、図２に示した１列×１７２バイト分のアウターコードパリテ
ィデータと、１３列×１０バイト分のインナーコードパリティデータが付加されて成る、
１３列×１８２バイトのデータ単位をレコーディングセクタ（recording sector）と呼ぶ
。
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【００４５】
そして、図２中の各列に位置する１８２バイト（１７２＋１０バイト））のデータを９１
バイトずつの２組に分け、９１バイトずつのデータの先頭に同期データＳＹＮＣを付加し
て８／１６変換することにより、図４に示すように、１対の同期フレーム（ＳＹＮＣfram
e）が１３列備えられたデータとしてディスクに記録される。
【００４６】
尚、８／１６変換される前の９１バイトのデータは７２８ビットであるが、９１バイトの
データを８／１６変換することで１４５６ビットに変換され、この８／１６変換後のビッ
ト単位を特にチャンネルビット（channel bits）と呼んでいる。
【００４７】
このように、１データセクタを２０４８バイト、１ＥＣＣブロックを１６データセクタと
決め、このＥＣＣブロック単位で各エリアＰＣＡ，ＲＩＡ，ＬＩＡ，ＤＲＡ，ＬＯＡの領
域アドレスと、データ記録アドレスを表すこととしている。ＥＣＣブロックが誤り訂正単
位ブロックとなる。
【００４８】
尚、図５に示すように、パワーキャリブレーションエリアＰＣＡは、ＥＣＣブロックアド
レス（０１Ｅ８０）ｈから（０２０３Ａ）ｈまでの領域に決められている。レコーディン
グマネージメントエリアＲＭＡは、ＥＣＣブロックアドレス（０２０３Ｃ）ｈから（０２
２Ｆ８）ｈまでの領域に決められている。リードインエリアＬＩＡは、ＥＣＣブロックア
ドレス（０２２ＦＡ）ｈから（０２ＦＦＦ）ｈまでの領域に決められている。データ記録
エリアＤＲＡは、ＥＣＣブロックアドレス（０３０００）ｈから始まり、リードアウトエ
リアＬＯＡは、データ記録エリアＤＲＡに記録されたメインデータの後端から所定の範囲
に決められている。
【００４９】
更に、リードインエリアＬＩＡは、ＥＣＣブロックアドレス（０２Ｆ００）ｈから２ＥＣ
Ｃブロック分の領域に割り当てられたリファレンスコード（Reference code）記録エリア
と、ＥＣＣブロックアドレス（０２Ｆ２０）ｈから１９２ＥＣＣブロック分の領域に割り
当てられたコントロールデータ（Control data）記録エリアが備えられる。
【００５０】
尚、詳細については後述するが、標準フォーマットに基づいて未記録ディスクにデータ書
き込みが行われる場合には、図５に示したレコーディングマネージャＲＭＡとリードイン
エリアＬＩＡの全てのエリア（範囲）に記録管理データが記録更新される。また、リード
アウトエリアＬＯＡも所定の範囲に亘って記録される。また、記録済のディスクに関して
は、リードインエリアの一部と、ＲＭＤの一部、及びリードアウトエリアを所定領域再書
き込み（更新）する。
【００５１】
一方、簡易フォーマットに基づいて未記録ディスクへの書き込みを行う場合には、最小限
のＲＭＡ、最小限のＬＩＡ、及び３２ＥＣＣブロックのリードアウトの記録が行われる。
また、記録済ディスクへのデータ書き込みが行われる場合には、リードインエリアＬＩＡ
には記録管理データが記録（更新）されず、必要に応じてレコーディングマネージャエリ
アＲＭＡとリードアウトエリアＬＯＡの記録管理データが記録（更新）される。更に、リ
ードアウトエリアＬＯＡは３２ＥＣＣブロックに設定され、この３２ＥＣＣブロック分だ
けが記録されるようになっている。なお、上述の最小限のＲＭＡ，最小限のＬＩＡに関し
てもう少し説明を加える。ＲＭＡにはディスクの記録状態を示す記録状態情報などが記録
される。例えば、インクリメンタルライト等の記録モード、また情報を記録したときのレ
ーザーパワーや、プログラムエリアの記録状態などが記録される。そして、標準フォーマ
ットではそのような記録状態情報が記録されていないエリアは、０データなど所定のデー
タを記録することとなっている。しかし、簡易フォーマットでは、０データなどの記録は
せず、例えば、記録または再生の制御に必要な記録状態情報など最小限のＲＭＡの書きこ
みのみを行うようにする。また、ＬＩＡ内には、ディスクの物理的な特性や、データの記
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録状態などのディスク情報が記録される。例えば、準拠する記録フォーマット、ディスク
サイズ、ディスクの層構造やデータの記録開始位置および終了位置などが記録される。ま
た、ＬＩＡには、標準フォーマットでは情報再生装置の設計余裕度を高めるために、０デ
ータなどの所定のデータを付加している。しかし、簡易フォーマットでは、この情報再生
装置のための付加データは記録せず、例えば、記録または再生の制御に必要なディスク情
報など最小限のＬＩＡの書きこみのみを行うようにする。
【００５２】
また、ファイナライズ処理の場合にも、標準フォーマットの場合と同様に、図５に示した
レコーディングマネージャＲＭＡとリードインエリアＬＩＡの全てのエリアに記録管理デ
ータが記録される。また、リードアウトエリアＬＯＡも所定の範囲に亘って記録される。
【００５３】
次に、かかるデータ構造を有するディスクを用いて記録と再生を行う情報記録再生装置１
の構成を説明する。尚、一例として、ビデオ情報とオーディオ情報を記録再生することが
可能な情報記録再生装置１について説明する。
【００５４】
図６において、本情報記録再生装置１は、情報記録媒体であるディスク２をクランプして
所定の線速度で回転させるスピンドルモータ３と、ディスク２に対し光学的に記録（デー
タ書き込み）と再生（データ読み取り）を行うピックアップ４と、スピンドルモータ３と
ピックアップ４をサーボ制御するためのサーボ回路５が備えられている。
【００５５】
更に、ディスク２に記録すべきデータを生成するための記録系６と、ディスク２に記録さ
れているデータを再生するための再生系７と、情報記録再生装置１の全体を制御する中央
制御回路８と、ユーザーが中央制御回路８に対して所望の指示をするための操作部９と、
表示部１０と、物理アドレス検出回路２５を備えて構成されている。
【００５６】
ここで、操作部９には、少なくとも、ユーザーが記録開始の指示をするための操作釦スイ
ッチ９ａと、記録終了の指示をするための操作釦スイッチ９ｂと、再生開始の指示をする
ための操作釦スイッチ９ｃと、再生終了の指示をするための操作釦スイッチ９ｄと、後述
のファイナライズ処理を指示するための操作釦スイッチ９ｆが設けられている。
【００５７】
記録系６は、Ａ／Ｄコンバータ１１，１２、オーディオ圧縮回路１３、ビデオ圧縮回路１
４、マルチプレックス回路１５、記録バッファメモリ１６、エンコーダ１７及び記録回路
１８を備えて構成されている。また、記録系６は、ユーザーが操作釦スイッチ９ａ，９ｂ
を操作して記録開始と記録終了の指示をすると、中央制御回路８からの制御信号Ｃ１，Ｃ
２，Ｃ３，Ｃ４に従って、その開始から終了の期間内において、外部から供給されるビデ
オ情報とオーディオ情報を記録管理データと共にディスク２に記録する。
【００５８】
ここで、Ａ／Ｄコンバータ１１は、外部から供給されるアナログのオーディオ信号ＳＡＩ
をデジタルのオーディオデータＤＡＩに変換して出力する。
【００５９】
オーディオ圧縮回路１３は、中央制御回路８からの制御信号Ｃ１によって指定される所定
の圧縮方式に基づいて、オーディオデータＤＡＩをデータ圧縮し、そのデータ圧縮したオ
ーディオデータ（以下、圧縮オーディオデータという）ＤＰＡＩをマルチプレックス回路
１５に供給する。尚、本実施形態では、リニアＰＣＭとＡＣ－３及びＭＰＥＧオーディオ
に準拠したデータ圧縮方式が適用され、ユーザーが操作部９を操作することにより、これ
らの圧縮方式を任意に指定することが可能となっている。
【００６０】
Ａ／Ｄコンバータ１２は、外部から供給されるアナログのビデオ信号ＳＶＩをデジタルの
ビデオデータＤＶＩに変換して出力する。
【００６１】



(9) JP 4302304 B2 2009.7.22

10

20

30

40

50

ビデオ圧縮回路１４は、ビデオデータＤＶＩをＭＰＥＧ２ビデオフォーマット（ISO 1381
8-2）に従ってデータ圧縮し、そのデータ圧縮したビデオデータ（以下、圧縮ビデオデー
タという）ＤＰＶＩをマルチプレックス回路１５に供給する。
【００６２】
マルチプレックス回路１５は、中央制御回路８からの制御信号Ｃ２で指定される所定タイ
ミングに従って、圧縮オーディオデータＤＰＡＩと圧縮ビデオデータＤＰＶＩをマルチプ
レックスすることにより、時分割多重を施した圧縮データＤＰＷにして記録バッファメモ
リ１６へ供給する。
【００６３】
記録バッファメモリ１６は、マルチプレックス回路１５から供給される圧縮データＤＰＷ
を一時的に格納し、タイミング調整を行ってエンコーダ１７側へ送出する。
【００６４】
エンコーダ１７は、マルチプレックス回路１５から供給される圧縮データＤＰＷを、中央
制御回路８からの制御信号Ｃ３に従って符号化し、それによって生成されるエンコードデ
ータＤＷＥを記録回路１８へ出力する。
【００６５】
記録回路１８は、中央制御回路８から供給される制御信号Ｃ４に従って、エンコードデー
タＤＷＥに対して電力増幅等の処理を施し、これによって生成される記録用データＤＷＴ
をピックアップ４に供給する。したがって、ピックアップ４に内蔵されている半導体レー
ザ等の光源が記録用データＤＷＴによって駆動され、更に、光源から射出される記録光に
よって、記録用データＤＷＴが光学的にディスク２に記録される。
【００６６】
ここで、上記の記録バッファメモリ１６は、圧縮データＤＰＷだけを一時的に格納してエ
ンコーダ１７側へ送出するだけでなく、ディスク２に記録するための記録管理データＤＣ
Ｗもタイミング調整を行ってエンコーダ１７側へ送出するようになっている。
【００６７】
すなわち、ユーザーが操作釦スイッチ９ａを操作して記録開始の指示をすると、それに応
じて中央制御回路８は、その指示直後から記録系６に対してビデオ信号ＳＶＩとオーディ
オ信号ＳＡＩを記録するための処理を開始させるが、ディスク２に既に記録されている記
録管理データＤＣＲを調べ、ディスクが未記録状態であるか否かを識別し、更に所定の記
録管理データＤＣＷをディスク２に記録させた後に、実際にビデオ信号ＳＶＩとオーディ
オ信号ＳＡＩの記録を開始させる。
【００６８】
よって、上記のディスク２に既に記録されている記録管理データＤＣＲを調べて更に所定
の記録管理データＤＣＷをディスク２に記録し終えるまでに要する遅延時間τｄの間でも
、マルチプレックス回路１５から記録バッファメモリ１６へ圧縮データＤＰＷが供給され
る。このため、遅延時間τｄ中にマルチプレックス回路１５から供給される圧縮データＤ
ＰＷを記録バッファメモリ１６を介して単にエンコーダ１７側へ供給したのでは、この圧
縮データＤＰＷと記録管理データＤＣＷとの間で混信を招くことになるため、記録バッフ
ァメモリ１６は、記録管理データＤＣＷがディスク２に記録されるまでの遅延時間τｄの
間に供給される圧縮データＤＰＷを保持し、遅延時間τｄの経過直後からその保持してお
いた圧縮データＤＰＷをエンコーダ１７側へ送出することで、上記の混信を防止している
。
【００６９】
更に、記録バッファメモリ１６は、遅延時間τｄ内に保持しておいた圧縮データＤＰＷの
全てを一括してエンコーダ１７側へ送出するのではなく、外部から継続して供給されるビ
デオ信号ＳＶＩとオーディオ信号ＳＡＩの供給タイミングに同期して、圧縮データＤＰＷ
を時系列上で古いものから順にエンコーダ１７側へ送出し、その後の記録終了の指示がな
されるまでの期間内に供給されるビデオ信号ＳＶＩとオーディオ信号ＳＡＩについての圧
縮データＤＰＷも、同様に同期をとってエンコーダ１７側へ送出する。
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【００７０】
したがって、図７に示すように、記録バッファメモリ１６は、ユーザーが記録開始の指示
をした時点ｔsから記録終了の指示をした時点ｔeまでの期間Ｔ内に外部から供給されるビ
デオ信号ＳＶＩとオーディオ信号ＳＡＩに対して、圧縮データＤＰＷを全体的に遅延時間
τｄ分ずらしてエンコーダ１７側へ連続的に送出する。この結果、上記の期間Ｔ内に供給
されるビデオ信号ＳＶＩとオーディオ信号ＳＡＩを欠落することなくディスク２に記録さ
せることが可能となっている。
【００７１】
更に、遅延時間τｄ分の遅延が生じるものの、実質的に記録開始の指示がなされた時点ｔ
sからのビデオ信号ＳＶＩとオーディオ信号ＳＡＩが記録されることになるため、従来技
術のような遅延時間τｄ分の録画が行われないという問題が解消される。例えば、ユーザ
ーが、テレビジョンセットで受信したテレビジョン放送のビデオ信号ＳＶＩとオーディオ
信号ＳＡＩを本情報記録再生装置１に供給するように配線接続し、テレビジョンセットの
再生映像を見ながら所望の時点ｔsで記録開始の指示をすると、その時点ｔsからのテレビ
ジョン放送を欠落することなくディスク２に記録させることができる。
【００７２】
また、操作釦スイッチ９ｂによって記録終了の指示がなされると、中央制御回路８は、記
録バッファメモリ１６中の全ての圧縮データＤＰＷをディスク２に記録させた後、記録完
了を示すための記録管理データＤＣＷをディスク２に記録してから、最終的に記録処理を
終了させる。この記録完了を示すための記録管理データＤＣＷも、中央制御回路８から記
録バッファメモリ１６へ供給し、記録バッファメモリ１６を介してエンコーダ１７側へ送
出させることで、ディスク２に記録させるようになっている。
【００７３】
尚、記録バッファメモリ１６の容量によっては、遅延時間τｄを全て吸収できない場合が
あるが、その場合でも、最小の欠落時間で記録を開始することができる。
【００７４】
また、操作釦スイッチ９ｆによって後述のファイナライズ処理の指示がなされると、中央
制御回路８は、ファイナライズ処理のための記録管理データＤＣＷを記録バッファメモリ
１６へ供給し、記録バッファメモリ１６を介してエンコーダ１７側へ送出させることで、
その記録管理データＤＣＷをディスク２に記録させるようになっている。
【００７５】
尚、これら記録開始時の記録管理データＤＣＷと記録終了時の記録管理データＤＣＷ及び
ファイナライズ処理時の記録管理データＤＣＷは、図６中に示すエンコーダ１７及び記録
回路１８を通り、記録用データＤＷＴとしてピックアップ４に供給されることで、ディス
ク２に記録される。
【００７６】
再び図６において、再生系７は、Ｄ／Ａコンバータ１９，２０、ビデオ伸張回路２１、オ
ーディオ伸張回路２２、デマルチプレックス回路２３、再生バッファメモリ２４、デコー
ダ２５及び再生回路２６を備えて構成されている。
【００７７】
ここで、ユーザーが操作釦スイッチ９ｃを操作すると中央制御回路８がこれを検知し、制
御信号Ｃ５，Ｃ６，Ｃ７に従って再生系７に再生動作を行わせ、ユーザーが操作釦スイッ
チ９ｄを操作すると中央制御回路８がこれを検知して再生系７に再生動作を停止させる。
【００７８】
再生回路２６は、ピックアップ４によってディスク２から読み取られた検出信号（ＲＦ信
号）ＤＲＤを、中央制御回路８から供給される制御信号Ｃ５に従って波形整形し、その波
形整形によって生成される２値の再生データＤＰＰをデコーダ２５に出力する。
【００７９】
デコーダ２５は、中央制御回路８から供給される制御信号Ｃ６に従って、上記エンコーダ
１７のエンコード方式に対応する所定のデコード方式に基づいて再生データＤＰＰをデコ
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ード（復元）し、それにより生成されるデコードデータＤＰＲを再生バッファメモリ２４
へ供給する。
【００８０】
再生バッファメモリ２４は、デコードデータＤＰＲを入力して一時的に格納すると共に、
所定タイミングに同期したデコードデータＤＰＡＶに配列し直して、デマルチプレックス
回路２３へ出力する。
【００８１】
尚、上記した記録系６に対しユーザーが操作釦スイッチ９ａを操作して記録開始の指示を
した場合にも、中央制御回路８は、ディスク２に既に記録されている記録管理データＤＣ
Ｒを調べるために、再生回路２６とデコーダ２５及び再生バッファメモリ２４を作動させ
、再生された記録管理データＤＣＲを再生バッファメモリ２４を介して入力するようにな
っている。
【００８２】
また、ユーザーが操作釦スイッチ９ｆを操作してファイナライズ処理の指示をした場合に
も、中央制御回路８は、ディスク２に既に記録されている記録管理データＤＣＲを調べる
ために、再生回路２６とデコーダ２５及び再生バッファメモリ２４を作動させ、再生され
た記録管理データＤＣＲを再生バッファメモリ２４を介して入力するようになっている。
【００８３】
デマルチプレックス回路２３は、中央制御回路８から供給される制御信号Ｃ７に従って、
デコードデータＤＰＡＶ内に時分割多重されているビデオ情報に関するデータＤＰＶＯと
オーディオ情報に関するデータＤＰＡＯとをデマルチプレックスする。そして、上記デー
タＤＰＶＯをビデオ伸張回路２１に、上記データＤＰＡＯをオーディオ伸張回路２２にそ
れぞれ供給する。
【００８４】
ビデオ伸張回路２１は、中央制御回路８から供給される制御信号Ｃ７に従って、ビデオ情
報であるデータＤＰＶＯに対して、上記ビデオ圧縮回路１４の圧縮方式に対応する所定の
伸張処理を施すことにより、伸張されたビデオデータＤＶＯを出力する。
【００８５】
オーディオ伸張回路２２は、中央制御回路８から供給される制御信号Ｃ７に従って、オー
ディオ情報であるデータＤＰＡＯに対して、上記オーディオ圧縮回路１３の圧縮方式に対
応する所定の伸張処理を施すことにより、伸張されたオーディオデータＤＡＯを生成して
出力する。
【００８６】
Ｄ／Ａコンバータ１９は、伸張されたビデオデータＤＶＯをアナログのビデオ信号ＳＶＯ
に変換して出力する。Ｄ／Ａコンバータ２０は、伸張されたオーディオデータＤＡＯをア
ナログのオーディオ信号ＳＡＯに変換して出力する。また、オーディオ情報のデータＤＰ
ＡＯをデジタルデータのまま外部へ出力するようにもなっている。
【００８７】
物理アドレス検出回路２５は、記録時と再生時にピックアップ４で検出されるディスク２
のグルーブとランドプリピットからの反射光の検出信号を入力し、この検出信号を波形整
形して２値化することにより、物理アドレスを表すアドレス検出信号ＤＡＤＲを生成して
中央制御回路８へ供給する。
【００８８】
中央制御回路８は、予め設定されているシステムプログラムを予め記憶するメモリ８ａと
、上記システムプログラムを実行することにより記録再生装置１全体の動作を制御するマ
イクロプロセッサ（ＣＰＵ）を備えて構成されている。
【００８９】
すなわち、中央制御回路８は、上記マイクロプロセッサによって、サーボ回路５と記録系
６及び再生系７の動作を制御すると共に、ユーザーの指示を操作部９を介して受信し、更
に、本記録再生装置１の現在の動作内容や、記録情報や再生情報に関連する各種情報等や
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、ユーザーに記録再生装置１の操作方法を提示するためのメニュー表示等を表示部１０に
表示させる。更に、物理アドレス検出回路２５からのアドレス検出信号ＤＡＤＲに基づい
て、サーボ回路５と記録系６及び再生系７を同期制御し、図１に示したＥＣＣブロックア
ドレスに基づいて、ディスク２への記録と再生を行うようになっている。
【００９０】
次に、かかる構成を有する情報記録再生装置１の動作例を図８及び図９を参照して説明す
る。尚、図８は、記録時の動作を示すフローチャート、図９は、ファイナライズ処理時の
動作を示すフローチャートである。
【００９１】
図８において、ユーザーが本情報記録再生装置１にディスク２を装填し、操作ボタン９ａ
により記録開始の指示をすると、簡易フォーマットに従って記録動作が開始される。
【００９２】
まず、ステップ１００において、ディスク２に既に記録されている記録管理データＤＣＲ
の読み取りが行われ、次に、ステップ１０２において、中央制御回路８が記録管理データ
ＤＣＲを読み取れたか否か判断する。ここで、記録管理データＤＣＲを読み取れなかった
場合には、装填されたディスク２を全くフォーマットのなされていない新規ディスクと判
断し、ステップ１０４の処理に移行する。一方、記録管理データＤＣＲを読み取れた場合
には、装填されたディスク２を既にフォーマットのなされているディスクと判断し、ステ
ップ１１６の処理に移行する。
【００９３】
上記のステップ１０４では、図１及び図５に示したＲＭＡ及びリードインエリアＬＩＡ内
の所定のエリアに、簡易フォーマットを示すデータを記録する。
【００９４】
尚、未記録ディスクの処理においては、このステップ１０４の処理を、後述のステップ１
１２と同時に行っても良い。
【００９５】
標準フォーマットにおいては、リードインエリアＬＩＡの全ての範囲内に記録管理データ
ＤＣＷを記録するので、この処理に要する時間だけでも、１倍速に換算して約６５秒程度
の遅延時間τdが生じる。一方、簡易フォーマットにおいては、およそ５秒程度の処理時
間で済む。
【００９６】
ステップ１０６では、上記のコントロールデータの記録が完了した後、データ記録エリア
ＤＲＡの先頭アドレス、すなわち、新規ディスクの場合には、ＥＣＣブロックアドレス（
３０００）ｈ（セクタアドレスで言えば、（３００００）ｈ）からメインデータの記録が
開始される。
【００９７】
次に、ステップ１０８において、操作釦スイッチ９ｂによって記録終了の指示がなされた
か否か判断し、記録終了の操作がなされた場合には、ステップ１１０に移行する。
【００９８】
ステップ１１０では、データ記録エリアＤＲＡに記録されたメインデータの終端アドレス
から、引き続いて３２ＥＣＣブロックのリードアウトエリアＬＯＡを記録する。
【００９９】
尚、リードアウトエリアＬＯＡは、３２ＥＣＣブロックに限るものではないが、後述する
ステップ１１６においてリードアウトエリアＬＯＡの開始端アドレスを検出する際に、ピ
ックアップがディスクの未記録領域にとびだすことがない程度の記録長は確保されなけれ
ばならない。一方で、記録時間を短縮する上では短い方がよい。通常、１ＥＣＣブロック
の整数倍が都合がよい。
【０１００】
尚、標準フォーマットにおいては、リードアウトエリアＬＯＡの記録時間は、メインデー
タの終端アドレスの値に応じて変化するが、一般的には、この所要時間は約４５秒～１３
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０秒となる。一方、本簡易フォーマットにおいては、およそ０．５秒で済む。
【０１０１】
次に、ステップ１１２では、データ記録エリアＤＲＡに記録されたメインデータに関する
記録管理データＤＣＷをレコーディングマネージャエリアＲＭＡに記録した後、新規のデ
ィスク２が本情報記録再生装置１に装填された場合のデータ記録が終了する。尚、メイン
データの記録サイズによっては、このステップ１１２は行われない場合がある。
【０１０２】
次に、上記ステップ１０２において、既にフォーマットがなされたディスク２が装填され
たと判断すると、ステップ１１６の処理に移行する。
【０１０３】
ステップ１１６では、データ記録エリアＤＲＡ内に既に記録されているメインデータの最
後尾、すなわちリードアウトエリアＬＯＡの開始端のアドレスを検出する。次に、ステッ
プ１１８において、そのリードアウトエリアＬＯＡの開始端のアドレスからメインデータ
の記録を開始する。つまり、既に記録されているメインデータの次のアドレスから新規の
メインデータを記録する。
【０１０４】
次に、ステップ１０８において、ユーザーが操作釦スイッチ９ｂを操作して記録終了の指
示を行ったか否か判断し、記録終了の操作がなされると、ステップ１１０に移行する。
【０１０５】
次に、図９を参照して、ファイナライズ処理の動作を説明する。
【０１０６】
図９において、ユーザーが操作釦スイッチ９ｆを操作すると、ファイナライズ処理の動作
が開始する。まず、ステップ２００において、データ記録エリアＤＲＡ内にすでに記録さ
れているメインデータの最後尾、すなわちリードアウトエリアＬＯＡの開始端のアドレス
を検出する。更に、標準フォーマットにおける所定の範囲のリードアウトエリアＬＯＡが
記録される。
【０１０７】
次に、ステップ２０２において、レコーディングマネージャエリアＲＭＡに記録管理デー
タＤＣＷが記録される。
【０１０８】
次に、ステップ２０４において、標準フォーマットに準拠してリードインエリアＬＩＡの
所定のエリアに、ファイナライズされたことを示す所定データとしての記録管理データＤ
ＣＷが記録される。
【０１０９】
このように、ファイナライズ処理が行われると、装填されたディスク２が簡易フォーマッ
トであった場合には、自動的に標準フォーマットに準拠して記録管理データＤＣＷが記録
されるため、読み出し専用ＤＶＤとのコンパティビリティが確保される。
【０１１０】
また、一度ディスクをファイナライズした後、リードインエリアＬＩＡ内の所定のエリア
に、簡易フォーマットを示すデータを記録することによって、そのディスクを再び簡易フ
ォーマットに戻すことができる。
【０１１１】
　以上説明したように、本実施形態によれば、簡易フォーマットをもちいることにより、
記録開始の際の遅延時間を大幅に短縮化することが可能となる。このため、操作性の向上
を図ることができる。
【０１１２】
また、簡易フォーマットによってデータ記録を行った後に、ファイナライズ処理の指示を
すると、簡易フォーマットで記録管理データＤＣＷが記録されていたディスクを標準フォ
ーマットのディスクに変換し、読み出し専用ＤＶＤとのコンパティビリティを確保するこ
とができる。また、一度ディスクをファイナライズした後、そのディスクを短時間で再び



(14) JP 4302304 B2 2009.7.22

10

20

30

40

簡易フォーマットに戻すこともできる。
【０１１３】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、標準フォーマットに比して少ない記録管理データを
記録する簡易フォーマットのデータ記録形式を備えたので、本来記録すべき情報の記録開
始と記録終了の処理を迅速に行うことができる。この結果、ユーザーに対し操作性の良い
情報記録再生方法及び情報記録再生装置を提供することができる。
【０１１４】
また、ファイナライズ処理を行うと、簡易フォーマットに準拠して情報記録が行われてい
る情報記録媒体に対し標準フォーマットに準拠した記録管理データを再記録することとし
たので、簡単に一般的な情報記録再生装置への適用が可能な情報記録媒体にすることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施形態に係る情報記録と再生が可能なＤＶＤにおけるデータ構造を模式的に
示す説明図である。
【図２】本実施形態に係る情報記録と再生が可能なＤＶＤにおける１ＥＣＣブロックの構
成を模式的に示す説明図である。
【図３】本実施形態に係る情報記録と再生が可能なＤＶＤにおける１データセクタの構成
を模式的に示す説明図である。
【図４】本実施形態に係る情報記録と再生が可能なＤＶＤにおける記録データの構成を模
式的に示す説明図である。
【図５】本実施形態に係る情報記録と再生が可能なＤＶＤにおける記録管理データの構成
を模式的に示す説明図である。
【図６】本実施形態に係る情報記録再生装置の構成を示すブロック図である。
【図７】本実施形態に係る情報記録再生装置のデータ記録タイミングを示すタイミングチ
ャートである。
【図８】本実施形態に係る情報記録再生装置において、未記録ＤＶＤにデータ記録を行う
場合と、標準フォーマットに準拠してデータ記録を行う場合、及び簡易フォーマットに準
拠してデータ記録を行う場合の各動作を説明するためのフローチャートである。
【図９】本実施形態に係る情報記録再生装置において、ファイナライズ処理を行う場合の
動作を説明するためのフローチャートである。
【図１０】従来の情報記録再生装置の問題点を説明するための説明図である。
【符号の説明】
１…情報記録再生装置
２…ディスク
６…記録系
７…再生系
８…中央制御回路
９…操作部
９ａ～９ｆ…操作釦スイッチ
１６…記録バッファメモリ
２５…物理アドレス検出回路
ＲＩＡ…Ｒ－インフォメーションエリア
ＲＭＡ…レコーディングマネージャエリア
ＬＩＡ…リードインエリア
ＤＲＡ…データ記録エリア
ＬＯＡ…リードアウトエリア
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