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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　符号化された画像データのパケットヘッダに含まれるタイムスタンプと、前記パケット
ヘッダのファイルアドレスを有するパケット情報を時間順に格納したパケット情報リスト
を作成するパケット情報リスト作成手段と、
　前記パケット情報リストからｎ個おきに前記パケット情報を読み出し、前記パケット情
報に対応する符号化された前記画像データを復号することでｎ倍速の再生を行う復号化手
段とを備えることを特徴とする画像再生装置。
【請求項２】
　画像を符号化する符号化手段と、
　符号された画像データのパケットヘッダに含まれるタイムスタンプと、パケットヘッダ
のファイルアドレスとを有するパケット情報を時間順に格納したパケット情報リストを作
成するパケット情報リスト作成手段と、
　前記パケット情報リストからｎ個おきに前記パケット情報を読み出し、前記パケット情
報に対応する符号化された前記画像データを復号することでｎ倍速の再生を行う復号化手
段とを備えることを特徴とする画像記録再生装置。
【請求項３】
　符号化された画像データのパケットヘッダに含まれるタイムスタンプと、前記パケット
ヘッダのファイルアドレスとを有するパケット情報を時間順に格納したパケット情報リス
トを作成して記憶手段に記憶し、
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　前記記憶手段に記憶されている前記パケット情報リストからｎ個おきに前記パケット情
報を読み出し、前記パケット情報に対応する符号化された前記画像データを復号すること
でｎ倍速の再生を行うことを特徴とする画像再生方法。
【請求項４】
　前記パケット情報リスト作成手段は、前記パケット情報に順に項番号を付与した前記パ
ケット情報リストを作成し、
　前記復号化手段は、再生中にｎ倍速の再生が指定された場合には、現在復号中の画像デ
ータに対応する前記パケット情報リストの項番号を特定し、現在復号中の画像データの項
番号を基準にしてｎ個おきに前記パケット情報を読み出すことでｎ倍速の再生を行うこと
を特徴とする請求項１記載の画像再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、符号化された画像の再生装置、画像を符号化して記録、再生する装置、画像
の記録再生方法及び画像の記録再生プログラムを記録した記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、膨大な情報量をもつデジタル動画像の蓄積や伝送を実現するために、ＩＳＯ／Ｉ
ＥＣ１１１７２（ＭＰＥＧ１）やＩＳＯ／ＩＥＣ－１３８１８（ＭＰＥＧ２）などのＭＰ
ＥＧ（Ｍｏｖｉｎｇ Ｐｉｃｔｕｒｅ Ｅｘｐｅｒｔｓ Ｇｒｏｕｐ）方式が国際標準化さ
れており、これらのＭＰＥＧストリームの記録再生装置が開発されている。
【０００３】
　一方、光ディスク、光磁気ディスク及び磁気ディスクのようなランダムアクセス可能な
記録媒体の大容量化、低価格化が進んでおり、磁気テープによる記録に置き換わりつつあ
る。また、ランダムアクセス可能な記録媒体を用いることで、任意倍速での特殊再生、特
殊録画再生等も実現可能となっている。
【０００４】
　ＭＰＥＧストリームについて、任意倍速再生等の特殊再生を行うためには、フレーム、
ＧＯＰ、パケットなどの先頭にシークすることで実現できる。例えば、頭出しなどのジャ
ンプを行うにはジャンプ先の位置を予め知っていることが必要である。
【０００５】
　例えば、特願平５－３０６５６７号公報（特許文献１）には、磁気テープのサブコード
エリアにＧＯＰスタートコードやＩピクチャの有無の情報を記録する技術が開示されてい
る。
【０００６】
　特願平７－２９８０４８号公報（特許文献２）には、ＧＯＰスタートコードを利用した
頭出しテーブルにファイル先頭からのバイトオフセットと累積フレーム数を情報として記
録することが記載されている。
【０００７】
　特願平７－３６４６１号公報（特許文献３）には、ＧＯＰスタートコードを利用した特
殊再生用テーブルにセクタ・アドレスとＧＯＰタイムコードを情報として記録することが
記載されている。
【０００８】
　ＭＰＥＧ形式で圧縮された画像を記録、再生する装置においては、通常の記録や再生を
行うだけでも符号化、復号化のために必要な回路規模が大きくなり、装置のコストが上昇
するという問題点がある。このような記録再生装置で任意倍速での再生や、クリップ編集
などの特殊再生、特殊録画を可能とするためには、回路規模がさらに増大し、装置のコス
トも上昇する。加えて、特殊再生や特殊録画では再生データと録画データを同時に転送し
たり、転送ブロックサイズを可変にすることが必要となるが、このようなデータ転送を制
御するためのファームウェアの記述は複雑化し、開発工数の増大によるコスト上昇や、制
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御コードや制御回路の大規模化により、さらにコストが上昇するという問題点がある。
【０００９】
　また、オーディオパケットとビデオパケットを同期させる場合に、従来のようにＧＯＰ
スタートコードやＧＯＰヘッダの中に符号化されているＧＯＰタイムコードを利用する方
法では、テーブル作成時の処理の煩雑さや、これに伴うＤＳＰの回路規模増大が問題とな
る。
【００１０】
　特殊再生に利用する情報については、記録媒体やフレームレートなどに依存しないもの
であることが必要である。特にＭＰＥＧストリームのようなデジタル情報は、記録再生装
置やパソコンで同等に扱われるため、磁気ディスクから光ディスクのように異なるフォー
マットの記録媒体間でデータの移動や複写が行えることが必要となる。また、ネットワー
クの発達によりＭＰＥＧストリームは世界的に流通しているが、フレームレートが異なる
ＮＴＳＣ方式とＰＡＬ方式の何れの方式でもその情報を同じように利用できるようにする
必要がある。
【００１１】
　前述した特願平５－３０６５６７号の発明は、磁気テープに特化したものであり、リス
トやテーブルの形をとっていない。また性質上ランダムアクセスを前提として特殊再生を
行うものではない。
【００１２】
　特願平７－２９８０４８号の発明は、記録されている情報がフレームであるので、時間
でシーク先を指定して頭出しする場合を考えると、フレームレートが唯一であることが前
提となり、異なるフレームレートのＭＰＥＧストリームを扱うことができない。
【００１３】
　特願平７－３６４６１は、ＧＯＰタイムコードが記録されているので、時間でシーク先
を指定して頭出しするような場合には対応できるが、セクタ単位で情報が記述されるため
、記録媒体を変更した場合にテーブルを再度作成しなくてはならないというデメリットが
ある。
【００１４】
　特殊再生、特殊録画再生機能を効率よく行うためには、データに直接アクセスするため
に必要なデータ位置を、アプリケーションやユーザから指定された時間情報から簡単に求
められることが必要である。
【００１５】
　その方法として、ＧＯＰタイムコードやフレーム数でカウントすることも考えられる。
しかしながら、前者はＧＯＰタイムコードを抽出する必要があるが、これを利用する場合
はＭＰＥＧストリームからＧＯＰスタートコードの位置とＧＯＰスタートコードを含むパ
ケットの位置の両方をみる必要があるので効率的ではない。後者はフレーム数をカウント
する処理が必要となり、フレームレートが異なった場合の対応が必要となり効率的ではな
い。
【００１６】
　特殊再生を行う場合、データの転送速度が一定ではなくなるので、これに対処する必要
がある。また、録画と組み合わせた特殊再生を行う場合には、システム内のデータトラフ
ィックが煩雑となるため処理が複雑になる。
【００１７】
　さらに、光ディスク、光磁気ディスク、磁気ディスクのような記録媒体では、内部パラ
メータの調整や記録領域の欠陥が検出されて別の領域にデータを書き込む際に数秒間読出
しや書込み不能になることがある。Ｒｅａｄ／Ｗｒｉｔｅ時のＤＭＡ転送中にこのような
現象が発生した場合、録画中であればデータが欠落し、再生中であれば映像が停止すると
いう問題が生じる。
【先行技術文献】
【特許文献】



(4) JP 4421156 B2 2010.2.24

10

20

30

40

50

【００１８】
【特許文献１】特願平５－３０６５６７号公報
【特許文献２】特願平７－２９８０４８号公報
【特許文献３】特願平７－３６４６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　本発明の課題は、符号化された画像データを再生する画像再生装置において、任意倍速
再生等の特殊再生、特殊録画再生を簡易に行えるようにすることである。また、他の課題
は、録画、再生、データ転送を効率的に行えるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　画像再生装置は、符号化された画像データのパケットヘッダに含まれるタイムスタンプ
と、前記パケットヘッダのファイルアドレスを有するパケット情報を時間順に格納したパ
ケット情報リストを作成するパケット情報リスト作成手段と、前記パケット情報リストか
らｎ個おきに前記パケット情報を読み出し、前記パケット情報に対応する符号化された前
記画像データを復号することでｎ倍速の再生を行う復号化手段とを備える。
【００２１】
　この発明によれば、パケットヘッダ部に含まれるタイムスタンプと、パケットヘッダ部
を指す情報とからなるパケット情報を参照することで任意の再生位置を容易に求めること
ができる。
【００２４】
　例えば、符号化された画像データがＭＰＥＧストリームの場合には、ＭＰＥＧストリー
ムのパケットヘッダに含まれるプレゼンテーションタイムスタンプＰＴＳと、パケットヘ
ッダのファイルアドレスとからなるパケット情報が作成され、さらにパケット情報のリス
トが作成される。
【００２５】
　ＭＰＥＧストリームのビデオパケットのプレゼンテーションタイムスタンプＰＴＳは、
全てのピクチャスタートコードに対応して付加され、オーディオパケットのＰＴＳは全て
のパケットに付加される。ＭＰＥＧストリームから得られるＰＴＳや復号化手段で得られ
るシステムタイムクロックＳＴＣなどのタイムスタンプは、ＭＰＥＧ１であれば、９０ｋ
Ｈｚのカウンタでカウントされる全てのストリームで共通の情報である。従って、このＰ
ＴＳを利用することで、フレームレートに依存しない時間情報を得ることができる。
【００２６】
　例えば、再生位置が画像データの先頭のパケットからの時間で指定された場合に、その
時間をタイムスタンプＴＳに変換し、タイムスタンプＴＳの値に近い値を有するパケット
情報をパケット情報リストから探すことで、該当するパケットのファイルアドレスを取得
することができ、任意倍速再生などの特殊再生、特殊録画再生を容易に実現できる。
【００２７】
　さらに、画像を符号化して外部または内部の記録媒体に記録させる符号化手段を備える
ようにしても良い。
　この発明によれば、画像を符号化して記録する際に、符号化された画像データのパケッ
トヘッダ部のタイムスタンプと、パケットヘッダを指す情報とからなるパケット情報を作
成することができる。これにより、任意倍速での画像の正逆再生、ランダムアクセス等の
特殊再生、ライブモニタ、リアルタイムシフト等の特殊録画を、ハードウェアを増やさず
、録画、再生処理を複雑にせずに実現できる。
【００２８】
　また、符号化手段の画像の符号化処理、符号化された画像データを記録手段に転送する
録画データ転送処理、記録手段に記録された画像データを復号化手段へ転送する再生デー
タ転送処理及び復号化手段における画像データの復号化処理をマルチタスク化するように
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しても良い。
【００２９】
　この場合、録画データ転送タスクと、再生データ転送タスクを別タスクとすることで、
データ転送処理の記述を簡素化できる。
　また、データ転送タスク毎にデータ転送のブロックサイズを個別に設定することで、特
殊再生、特殊録画再生時のデータ転送の効率化を実現できる。
【００３０】
　さらに、録画データの転送タスクの優先順位を、再生データの転送タスクの優先順位よ
り高く設定できるようにしても良い。
　この場合、録画データ転送タスクの優先順位を高くすることにより、記録すべきデータ
が欠落するのを抑制できる。
【００３１】
　本発明の１つの形態では。データ位置としてパケットヘッダのアドレス情報（ファイル
ポインタ）を、時間情報としてパケットヘッダに含まれるＰＴＳを利用する。ＭＰＥＧ形
式でデータを符号化する場合、符号化手段でＰＴＳをパケットに付加するので、パケット
情報作成手段は特殊再生用に特別にデータを作成することなしにＰＴＳを利用することで
特殊再生用のリストの作成が簡単に行える。また符号化手段は、ＧＯＰヘッダを含むパケ
ットヘッダを抽出する際に、ＧＯＰスタートコードを利用しているので、ＧＯＰスタート
コードを含むパケットのパケット情報を得ることも容易となる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】図１Ａ、１Ｂは本発明の原理構成図である。
【図２】図２は、第１の実施の形態の構成を示す図である。
【図３】図３は、ＭＰＥＧストリームの構成の説明図である。
【図４】図４は、ＭＰＥＧビデオストリームの構成の説明図である。
【図５】図５は、ＭＰＥＧビデオストリームのフレームの構成の説明図である。
【図６】図６は、第１のパケット情報参照方法に基づく処理のフローチャートである。
【図７】図７は、第２のパケット情報参照方法に基づく処理のフローチャートである。
【図８】図８は、第３のパケット情報参照方法に基づく処理のフローチャートである。
【図９】図９は、Ｎ倍速再生の処理のフローチャートである。
【図１０】図１０は、簡易再生処理のフローチャートである。
【図１１】図１１は、クリップ編集処理のフローチャートである。
【図１２】図１２は、第１の実施の形態のタスクの説明図である。
【図１３】図１３は、第２の実施の形態の構成を示す図である。
【図１４】図１４は、第２の実施の形態のタスクの説明図である。
【図１５】図１５は、ユーザインターフェースタスクの処理のフローチャートである。
【図１６】図１６は、メインタスクの処理のフローチャートである。
【図１７】図１７は、再生タスクの処理のフローチャートである。
【図１８】図１８は、再生データ転送タスク３４ａ、６４ａの処理のフローチャートであ
る。
【図１９】図１９は、再生データ転送タスク３４ｂ、６４ｂの処理のフローチャートであ
る。
【図２０】図２０は、録画タスクの処理のフローチャートである。
【図２１】図２１は、録画データ転送タスク３５ａ、６５ａの処理のフローチャートであ
る。
【図２２】図２２は、録画データ転送タスク３５ｂ、６５ｂの処理のフローチャートであ
る。
【図２３】図２３は、第３の実施の形態の構成を示す図である。
【図２４】図２４は、記録媒体を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００３３】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら説明する。図２は、本発明の第１の実
施の形態のＭＰＥＧストリームの記録再生装置の構成を示す図である。
　符号化部２１は、入力される画像をＭＰＥＧ形式の画像データ（ＭＰＥＧストリーム）
に変換し、変換したＭＰＥＧストリームをメモリ２２に出力する。
【００３４】
　パケット情報作成部２３は、ＭＰＥＧストリームのパケットヘッダに含まれるプレゼン
テーションタイムスタンプＰＴＳ（Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ Ｔｉｍｅ Ｓｔａｍｐ）と
、パケットヘッダのファイルアドレスとからなるパケット情報を作成し、ＧＯＰを含むパ
ケットヘッダのパケット情報からなるパケット情報リストを作成する。なお、符号化部２
１がビデオ符号化とオーディオ符号化が可能なときには、パケット情報にＧＯＰと同期し
ているオーディオパケットのＰＴＳとファイルアドレスを加える。
【００３５】
　図３は、ＭＰＥＧストリームの構成を示す図である。ビデオパケット、オーディオパケ
ットには、アクセスユニットと呼ばれる復号再生の単位毎に、いつ復号再生すべきかを示
すタイムスタンプＴＳと呼ばれる情報が付加される。
【００３６】
　図３に示すようにＭＰＥＧストリームの上位階層は、ストリーム全体の概要を記述した
システムヘッダとパックとからなる。１つのパックは、パックの開始コード、識別コード
等を含むパックヘッダと複数のパケットからなる。パケットは、パケットヘッダとビデオ
エレメンタリストリーム（Ｖｉｄｅｏ Ｅｌｅｍｅｎｔａｒｙ Ｓｔｒｅａｍ）やオーディ
オエレメンタリストリーム（Ａｕｄｉｏ Ｅｌｅｍｅｎｔａｒｙ Ｓｔｒｅａｍ）を含むパ
ケットデータとからなる。パケットヘッダには、ＭＰＥＧストリームを再生出力する際の
時刻管理情報として用いられるプレゼンテーションタイムスタンプＰＴＳ（Ｐｒｅｓｅｎ
ｔａｔｉｏｎ Ｔｉｍｅ Ｓｔａｍｐ）が含まれる。
【００３７】
　図４は、ＭＰＥＧビデオストリームの構成を示す図である。ＭＰＥＧビデオストリーム
は、シーケンス層とＧＯＰ層とピクチャ層とスライス層とマクロブロック層とから構成さ
れている。
【００３８】
　シーケンス層４１は、画面サイズ、マクロブロック数等の情報からなるシーケンスヘッ
ダと、ＧＯＰとシーケンスエンドコードとから構成されている。
　ＧＯＰ層４２は、ＧＯＰヘッダ情報と１つのＧＯＰに属するＩピクチャ、Ｂピクチャ、
Ｐピクチ等から構成されている。Ｉピクチャはフレーム間予測を行わず１つのフレームの
情報から生成される画像データであり、Ｐピクチャは、ＩピクチャまたはＰピクチャから
の予測により生成される画像データであり、Ｂピクチャは、ＩピクチャとＰピクチャの双
方向予測により生成される画像データである。
【００３９】
　ピクチャ層４３は、ピクチャヘッダ情報と複数のスライスとから構成されている。スラ
イス層４４は、スライスヘッダ情報と複数のマクロブロックとから構成されている。マク
ロブロック層４５は、マクロブロック情報と複数のブロックとから構成されている。
【００４０】
　図５は、ＭＰＥＧビデオストリームのフレーム構成を示す図である。シーケンスは複数
のＧＯＰからなり、１つのＧＯＰは複数のピクチャからなり、１つのピクチャは複数のマ
クロブロックから構成されている。
【００４１】
　図２に戻り、符号化部２１で符号化されメモリ２２に格納されたＭＰＥＧストリームは
、図示しない制御部により、ハードディスク、光磁気ディスク等からなる情報蓄積部２４
に格納される。
【００４２】
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　例えば、ユーザにより時間で再生位置が指定されると、制御部は、パケット情報参照部
２５により参照されるパケット情報に基づいてＭＰＥＧストリームの再生位置を求め、該
当するＭＰＥＧストリームを情報蓄積部２４から読み出して復号化部２６に出力する。復
号化部２６は、そのＭＰＥＧストリームを復号して出力する。
【００４３】
　ここで、パケット参照部２５におけるパケット情報の参照方法を、図６～図８を参照し
て説明する。
　本実施の形態では、ＭＰＥＧストリームのＧＯＰヘッダを含むパケットのパケット情報
を項番号順に記憶したパケット情報リストを作成し、項番号により再生位置を指定する方
法（これを第１のパケット情報参照方法と言う）と、ＭＰＥＧストリームの先頭を基準と
した時間で再生位置を指定する方法（これを第２のパケット情報参照方法と言う）と、復
号処理中のパケットを基準とした時間で再生位置を指定する方法（これを第３のパケット
情報参照方法と言う）の３種類の方法を用いている。
【００４４】
　第１のパケット情報の参照方法では、パケット情報作成部２３がＭＰＥＧストリームの
ＧＯＰヘッダを含むパケットヘッダのＰＴＳとパケットヘッダのファイルアドレスとから
なるパケット情報に順に項番号を付与してパケット情報リストを作成する。
【００４５】
　以下、上記のようなパケット情報リストが作成されていることを前提にして、第１のパ
ケット情報参照方法に基づく処理を、図６のフローチャートを参照して説明する。
　例えば、ユーザからｋ倍速での再生が指定された場合には、パケット情報リストからｋ
個おきにパケット情報を読み出すために、項番号ｋを指定する（図６，Ｓ１１）。次に、
その項番号ｋのファイルアドレスＡｋを取得する（Ｓ１２）。そして、そのファイルアド
レスＡｋに基づいて情報蓄積部２６の該当する位置にヘッドを移動させ、順にデータを読
み出し、読み出したデータを復号化部２６で復号して画像を再生する。
【００４６】
　この第１のパケット情報参照方法によれば、パケット情報リストの項番号を指定するこ
とにより情報蓄積部２４から該当するＭＰＥＧストリームを読み出す為のファイルアドレ
スを取得することができるので、ランダムアクセス、任意倍速での正逆再生処理、あるい
は後述するリアルタイムシフト、ライブモニタ等の特殊録画再生処理における読み出し位
置あるいは書き込み位置を決定するための処理が簡略化でき、処理時間を短縮することが
できる。
【００４７】
　次に、第２のパケット情報参照方法について説明する。第２のパケット情報参照方法に
おいては、パケット情報作成部２３が、ＭＰＥＧストリームのＧＯＰを含むパケットのヘ
ッダに含まれるプレゼンテーションタイムスタンプＰＴＳと、該当するパケットヘッダの
ファイルアドレスとからなるパケット情報を作成し、そのパケット情報に記録順に項番号
を付与したパケット情報リストを作成する。なお、第２のパケット情報参照方法では、項
番号を付与しないパケット情報リストを作成することもできる。
【００４８】
　上記のようなパケット情報リストが作成されていることを前提にして、第２のパケット
情報参照方法について図７のフローチャートを参照して説明する。
　アプリケーションまたはユーザによりＭＰＥＧストリームの先頭からの時間で再生位置
が指定されると（図７，Ｓ２１）、指定された時間がタイムスタンプＴＳに変換される（
Ｓ２２）。
【００４９】
　例えば、ＭＰＥＧストリームの先頭を基準にしてＨ時Ｍ分Ｓ秒の位置から再生を開始し
たい場合には、時間を秒単位に変換し、その時間をシステムクロックの周波数で除算した
値をタイムスタンプＴＳとして求める。この演算は次式で表すことができる。
【００５０】
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　　ＴＳ＝（Ｈ×６０×６０＋Ｍ×６０＋Ｓ）／（システムクロックの周波数）　（１）
　次に、パケット情報リストの項番号１のタイムスタンプＰＴＳ１を取得し、そのタイム
スタンプＰＴＳ１に上記の（１）式により求めたタイムスタンプＴＳを加算して、指定さ
れた時間をタイムスタンプＰＴＳｎ’に変換する（Ｓ２３）（１）式で求めたタイムスタ
ンプＴＳと項番号１のプレゼンテーションタイムスタンプＰＴＳ１とから次式によりＰＴ
Ｓｎ’を求めることができる。
【００５１】
　　ＰＴＳｎ’＝ＰＴＳ１＋ＴＳ・・・・（２）
　次に、パケット情報リストから項番号ｎ（例えば、初期値ｎ＝１）のタイムスタンプＰ
ＴＳｎを読み出し、そのタイムスタンプＰＴＳｎの値が目的とする再生位置のタイムスタ
ンプＰＴＳｎ’に最も近いか否かを判別する（Ｓ２４）。
【００５２】
　項番号ｎのタイムスタンプＰＴＳｎの値が目的とする再生位置のタイムスタンプＰＴＳ
ｎ’の値と所定値以上離れている場合には（Ｓ２４，ＮＯ）、ステップＳ２５に進み項番
号ｎを更新した後、ステップＳ２４に戻り、更新された項番号ｎのタイムスタンプＰＴＳ
ｎをパケット情報リストから読み出し、上述した判別を行う。
【００５３】
　ステップＳ２４，Ｓ２５の処理を繰り返し、目的とする再生位置のタイムスタンプＰＴ
Ｓｎ’に最も近いタイムスタンプＰＴＳｎを有する項番号が得られたなら（Ｓ２４，ＹＥ
Ｓ）、パケット情報リストから該当する項番号ｎのファイルアドレスＡｎを取得する（Ｓ
２６）。そして、そのファイルアドレスＡｎのパケットデータを情報蓄積部２４から読み
出して復号化部２６へ出力し、ＭＰＥＧストリームを復号再生する。これにより、指定さ
れた時間に対応する位置から画像を再生することができる。
【００５４】
　次に、第３のパケット情報参照方法について説明する。この第３のパケット情報参照方
法においても第２のパケット情報参照方法と同様に、パケット情報作成部２３が、ＭＰＥ
ＧストリームのＧＯＰヘッダを含むパケットヘッダを抽出し、パケットヘッダに含まれる
プレゼンテーションタイムスタンプＰＴＳと、パケットヘッダのファイルアドレスとから
なるパケット情報を作成する。さらに、そのパケット情報に順に項番号を付与したパケッ
ト情報リストを作成する。
【００５５】
　以下、このパケット情報リストが作成されたことを前提にして、第３のパケット情報参
照方法に基づく処理を図８のフローチャートを参照して説明する。
　復号処理中のパケットを基準として時間Ｈ時Ｍ分Ｓ秒が指定されると（図８，Ｓ３１）
、指定された時間を、上述した（１）式によりタイムスタンプＴＳに変換する（Ｓ３２）
。次に、復号化部２６においてカウントされている復号処理中のパケットのシステムタイ
ムクロックＳＴＣに上記のタイムスタンプＴＳを加算し、目的とする再生位置のタイムス
タンプＰＴＳｎ’を算出する（Ｓ３３）。この演算は次式で表すことができる。
【００５６】
　　ＰＴＳｎ’＝ＳＴＣ＋ＴＳ・・・・（３）
　次に、パケット情報リストから項番号ｎ（例えば、初期値ｎ＝１とする）のタイムスタ
ンプＰＴＳｎを読み出し、そのタイムスタンプＰＴＳｎの値が目的とする再生位置のタイ
ムスタンプＰＴＳｎ’に最も近いか否かを判別する（Ｓ３４）。
【００５７】
　項番号ｎのタイムスタンプＰＴＳｎの値が目的とする再生位置のタイムスタンプＰＴＳ
ｎ’の値と所定値以上離れている場合には（Ｓ３４，ＮＯ）、ステップＳ３６に進み項番
号ｎを更新した後、ステップＳ３４に進み、新たに指定された項番号ｎのタイムスタンプ
ＰＴＳｎをパケット情報リストから読み出し、上述した判別を行う。
【００５８】
　ステップＳ３４，Ｓ３５の処理を繰り返し、目的とする再生位置のタイムスタンプＰＴ
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Ｓｎ’に最も近いタイムスタンプＰＴＳｎが検出されたなら（Ｓ３４，ＹＥＳ）、パケッ
ト情報リストから該当する項番号ｎのファイルアドレスＡｎを取得する（Ｓ３６）。そし
て、そのファイルアドレスＡｎのパケットデータを情報蓄積部２４から読み出して復号化
部２６へ出力し、ＭＰＥＧストリームの復号を行わせる。これにより、指定された時間に
対応する位置からＭＰＥＧストリームの再生が開始される。
【００５９】
　上述した第２及び第３のパケット情報参照方法によれば、ＭＰＥＧストリームの先頭を
基準とした時間、あるいは再生処理中のパケットを基準とした時間で再生位置が指定され
た場合に、パケット情報リストを参照してそれぞれの時間に対応する再生位置を簡易に求
めることができる。
【００６０】
　次に、第１の実施の形態のＭＰＥＧストリームの記録再生装置における特殊再生機能、
特殊録画再生機能について説明する。特殊再生機能としては、ランダムアクセス、任意倍
速再生（早送り再生、簡易逆再生）、クリップ編集、リピート再生があり、特殊録画再生
機能としては、リアルタイムシフト、ライブモニタがある。
【００６１】
　最初に、ＧＯＰをＮ個おきに再生する任意倍速再生処理を図９のフローチャートを参照
して説明する。
　先ず、タイムスタンプＴＳ＝０にして第３のパケット情報参照方法により、現往復号中
のデータに対応するパケット情報リストの項番号ｋのファイルアドレスＡｋを取得する（
図９，Ｓ４１）。次に、パケット情報リストを参照して次の項番号ｋ＋１のファイルアド
レスＡｋ＋１を取得する（Ｓ４２）。そして、それらのアドレス情報から読み出し開始点
のアドレスとして”Ａｋ”を、読み出し終了点のアドレスとして項番号ｋ＋１のファイル
アドレス”Ａｋ＋１”の１つ前のアドレス”Ａｋ＋１－１”を求める。
【００６２】
　次に、情報蓄積部２４のヘッダ（読み取り／書き込み部）をファイルアドレスＡｋに対
応する位置へ移動させる（Ｓ４３）。そして、ファイルアドレスＡｋからＡｋ＋１までの
ストリームを読み出し、読み出したストリームを復号化部２６へ出力する（Ｓ４４）。
【００６３】
　次に、ｋの値にＮを加算した値を新たなｋの値として設定した後（Ｓ４５）、ステップ
Ｓ４１に戻り、項番号ｋのパケット情報を読み出す。これらの処理により、パケット情報
リストに登録されているファイルアドレスがＮ個おきに読み出され、そのファイルアドレ
スで指定されるＧＯＰを読み出すことでＮ＋１倍速の再生を実現できる。
【００６４】
　なお、復号化部２６がフレームスキップ機能を有する場合には、そのフレームスキップ
機能と上述した任意倍速の再生処理とを組み合わせることでより滑らかな再生を行うこと
ができる。例えば、復号化部２６がＢピクチャのスキップ機能を有する場合に、ＧＯＰが
”ＩＢＢＰＢＢＰＢＢＰ・・・”のように構成されるストリームに対してＢピクチャをス
キップさせ、上述したようにＧＯＰをＮ個おきに再生することで３（Ｎ＋１）倍速の再生
を実現できる。また、Ｂピクチャをスキップさせると、ＧＯＰの先頭にあってＧＯＰ間で
双方向の動きベクトルの参照が行われるＢピクチャを表示しないので、ＧＯＰ境界部後続
のＧＯＰヘッダの変更なしにＧＯＰ境界部での画像ノイズの発生を抑えることができる。
【００６５】
　上述した任意倍速の再生処理において、Ｎを負の値とすることで簡易逆再生を実現でき
る。以下、この簡易逆再生処理を図１０のフローチャートを参照して説明する。
　先ず、タイムスタンプＴＳ＝０に設定し、第３のパケット情報参照方法により、現往復
号中のデータに対応するパケット情報リストの項番号ｋのファイルアドレスＡｋを取得す
る（図１０，Ｓ５１）。この場合逆再生であるので、パケット情報リストの項番号が１つ
前の項番号ｋ－１のファイルアドレスＡｋ－１を取得する（Ｓ５２）。
【００６６】
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　次に、情報蓄積部２４の読み取り／書き込み部をファイルアドレスＡｋ－１の位置に移
動させる（Ｓ５３）。そして、ファイルアドレスＡｋ－１からＡｋまでのストリームを読
み出し、読み出したストリームを復号化部２６を出力する（Ｓ５４）。
【００６７】
　次に、ｋの値からＮを減算した値を新たなｋの値として設定した後（Ｓ５５）、ステッ
プＳ５１に戻り、項番号ｋのパケット情報を読み出す。これらの処理により、パケット情
報リストに登録されているファイルアドレスがＮ－１個おきに読み出され、そのファイル
アドレスで指定されるＧＯＰを読み出すことでＮ倍速の簡易逆再生を実現できる。
【００６８】
　なお、この簡易逆再生では、１ＧＯＰの画像データが時間軸上で正順に再生されるので
、この点を改善するために、１ＧＯＰにつきＩピクチャ相当分のデータしか読み出さない
ようすることで、視覚的違和感を除去することができる。このときの再生開始点のアドレ
スは”Ａｋ”、終了点のアドレスは”Ａｋ＋（Ｉピクチャ相当分のデータ）となる。
【００６９】
　また、復号化部２６がＢピクチャスキップ機能とＰピクチャスキップ機能とを有する場
合には、それらの機能を利用することでＩピクチャのデータ量を調べる必要が無くなるの
でより処理を軽減できる。
【００７０】
　また、所望の位置から再生を開始するランダムアクセスを実行したい場合には、アプリ
ケーションからは通常、再生開始点が時間情報で与えられるので、上述した第２または第
３のパケット情報参照方法により再生開始位置を求め、アクセスしたい位置へ情報蓄積部
２４のヘッドを移動させ、連続的にストリームを読み出す。
【００７１】
　次に、クリップ編集処理について説明する。１つ以上ストリームに対して、任意の１組
以上の開始点、終了点で指定されるストリームをクリップと呼ぶ。このクリップを編集す
る際に、開始点、終了点をファイルを直接分割や結合を行わずに、クリップの開始点と終
了点をストリーム先頭からの時間またはパケット情報のリストの項番号で指定する。
【００７２】
　以下、クリップ編集処理を図１１のフローチャートを参照して説明する。パケット情報
を参照して再生開始点として項番号、ＰＴＳ、ファイルアドレスの何れか１つを取得する
（図１１，Ｓ６１）。次に、パケット情報リストを参照して指定されたデータの項番号、
ＰＴＳ、ファイルアドレスの何れかを終了点の情報として取得する（Ｓ６２）。そして、
それらの開始点、終了点をクリップの情報として登録する。
【００７３】
　クリップの再生時は、開始点と終了点で指定されるストリームのみを第１、第２または
第３のパケット情報参照方法によって読出すことで、効率よい処理が可能となる。また、
クリップしたストリームを削除する場合には、登録されている開始点、終了点以外のスト
リームを削除する。
【００７４】
　上述したクリップ編集処理では、クリップの開始点と終了点に関する情報のみが情報蓄
積部２６に記憶され、従来のようにクリップする画像全体がコピーされるわけではないの
で、情報蓄積部の容量を節約することができる。
【００７５】
　また、同じ区間のストリームを任意の回数再生するリピート再生を行う場合にも、パケ
ット情報リストを利用して効率的に再生を行うことができる。リピート再生の開始点と終
了点をパケット情報リストを参照して第１、第２または第３のパケット情報参照方法によ
り取得することにより、リピート再生処理を効率的に行うことができる。また、リピート
再生が指定されたときの再生位置を再生開始点として取得することで、リピート再生の開
始点または終了点の一方のみ指定するば良いのでユーザのリピート再生を指定するときの
操作が簡単になる。
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【００７６】
　例えば、再生中にＭ分後までのリピート再生を指定する場合、開始点は上述した第３の
パケット情報参照方法によりＴＳ＝０して自動的に決まるので、ユーザ開始点を指定する
必要がない。また、逆にＭ分前からのリピート再生を指定する場合には、ユーザが終了点
を指定しなくとも、自動的に決めことができ、リピート再生の操作を簡略化できる。
【００７７】
　次に、録画と再生を同時に行うリアルタイムシフト、ライブモニタ等の特殊録画再生機
能について説明する。
　ＭＰＥＧストリームの録画再生装置において、情報蓄積部がランダムアクセス可能で、
かつアクセススピードが十分速い場合には、録画と再生を同時に行うことが低コストで実
現できる。
【００７８】
　同一ストリームに対して同時に録画と再生が行われることをリアルタイムシフトと呼ぶ
。情報蓄積媒体の容量が無限であれば、常にストリームの終端に録画を行えばよい。しか
し、無限容量の蓄積媒体は現状では実現不可能である。そこで、既に再生された位置に録
画を行えば、再生停止や一時停止、逆再生などを行わない限り、無限に録画できることに
なる。
【００７９】
　現在再生中のストリームのファイルアドレスは、例えば、第３のパケット情報参照方法
でタイムスタンプＴＳ＝０としたときに、（３）式からＰＴＳｎ’が得られるので、その
ＰＴＳｎ’の値からパケット情報リストを参照して取得することができる。そして、タイ
ムスタンプＴＳ≦０となるファイルアドレスを録画開始点とすることで、既に再生された
情報記憶部２４の記憶領域にＭＰＥＧストリームを連続的に録画することができる。
【００８０】
　なお、情報蓄積部２４の容量が一定であるため、ストリームサイズはあらかじめ決めら
れている必要がある。パケット情報に記述されるファイルアドレスＡＤＤＲＥＳＳ′がス
トリームサイズＳＳを超える場合には、以下のようにして実際のファイルアドレスＡＤＤ
ＲＥＳＳを決定する。
【００８１】
　　ＡＤＤＲＥＳＳ＝ＡＤＤＲＥＳＳ′％ＳＳ・・・・（４）
　ここで、”％”は剰余を求める演算記号である。
　リアルタイムシフトを行う場合のパケット情報リストの更新は、例えば、第３のパケッ
ト情報参照方法によりＴＳ≦０の条件で得られるＰＴＳより小さいＰＴＳを持つ項目を削
除し、新たに録画されたストリームのパケット情報を追加することで実現できる。
【００８２】
　また、リアルタイムシフトにおいて、録画開始点に対して復号中のストリームが十分近
い場合、直前に記録されたストリームを読み出して再生することにより、ストリームが記
録されたか否かを確実に確認することができる。このような特殊録画再生をライブモニタ
と呼ぶ。例えば、監視システムにおいては、映像などが本当に記録されているかを確認す
る必要があり重要な機能である。
【００８３】
　上述した特殊再生機能、特殊録画再生機能においては、再生するストリームや録画され
たストリーム、パケット情報など、同時に複数のデータが流れ、データ転送処理が煩雑に
なる。加えて、特殊再生時ではフレームスキップを行う場合もありデータ転送頻度が変化
することもあるので、データ転送処理が一層煩雑になる。そこで、システムの制御を簡単
化するため、本実施の形態では、マルチタスクＯＳにより符号化部２１、復号化部２６、
メモリ２２、情報蓄積部２４などを制御している。本実施の形態においては、再生、録画
といった基本的機能をタスク化し、それぞれの処理を別個に制御可能とすることでデータ
転送処理等の煩雑さを低減している。
【００８４】
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　図１２は、第１の実施の形態の画像記録再生装置において、マルチタスクＯＳにより少
なくとも１チャネル分の録画、再生タスクを管理する場合のタスクの説明図である。
　再生タスク３２、録画タスク３３はメインタスク３１により、再生開始／停止、録画開
始／停止の命令を受けて処理を行う。そして、再生タス３２クと録画タスク３３はデータ
転送処理を行うタスクを制御する。
【００８５】
　再生タスク３２は、情報蓄積部２４からメモリ２２へのデータ転送を行う再生データ転
送タスク３４ａと、メモリ２２から復号化部２６へのデータ転送を行う再生データ転送タ
スク３４ｂとを制御する。
【００８６】
　録画タスク３３は、符号化部２１からメモリ２２へのデータ転送を行う録画データ転送
タスク３５ａと、メモリ２２から情報蓄積部２４へのデータ転送を行う録画データ転送タ
スク３５ｂとを制御する。これらのタスクの処理内容については後述する第２の実施の形
態において説明する。
【００８７】
　情報蓄積部２４では、内部パラメータの調整や記録領域の欠陥等が検出されて別領域に
書き込みを行う交代処理等の内部処理により、データの書き込み／読み出しが数秒間停止
することがある。本実施の形態では、データ転送ブロック毎にタスクを分割することで、
情報蓄積部２４での処理の中断があっても、他のタスクへの影響を低減し、安定したデー
タ転送を続けることが可能となる。
【００８８】
　次に、図１３は、本発明の第２の実施の形態のＭＰＥＧストリームの記録再生装置の構
成を示す図である。
　この第２の実施の形態は、記録再生装置がビデオ信号とオーディオ信号の符号化、復号
化機能を有し、ＭＰＥＧストリームを複数の情報蓄積部に記録できるようになっている。
以下の説明では。図２で説明したブロックと同じブロックには同じ符号を付けてそれらの
説明を省略する。
【００８９】
　オーディオ信号、ビデオ信号は、それぞれオーディオ符号化部４１，ビデオ符号化部４
２において、ＭＰＥＧ形式のオーディオストリーム、ビデオストリームに符号化される。
そして、多重化部４３において、ビデオストリームとオーディオストリームが多重化され
てデータバス４４に出力される。
【００９０】
　多重化されたＭＰＥＧストリームは、ＭＰＵ４５の制御の元にデータ入出力インターフ
ェース部４６を介して複数の情報蓄積部４７ａ、４７ｂ・・・の何れかに格納される。デ
ータ入出力インターフェース部４６は、ＳＣＳＩ、ＡＴＡＰＩ、またはＩＥＥＥ１３９４
等の規格に準拠したものである。
【００９１】
　画像の再生時には、情報蓄積部４７ａまたは４７ｂから読み出される多重化されたＭＰ
ＥＧストリームが分離部４８においてオーディオストリームとビデオストリームに分離さ
れ、それぞれオーディオ復号化部４０，ビデオ復号化部５０において元のオーディオ信号
、ビデオ信号に復号される。
【００９２】
　この記録再生装置は、データ入出力インターフェース部４６を介して計算機５１と接続
されており、計算機５１と互換性のあるファイルシステムを用いている。従って、第２の
実施の形態の記録再生装置に接続される情報蓄積部４７ａ、４７ｂが可換性記録媒体でも
、非可換性記録媒体でも、それらの記録媒体に記録した画像データを計算機５１との間で
交換することが可能となる。さらに、計算機５１が符号化したＭＰＥＧストリーム、ある
いは計算機５１がネットワーク経由でダウンロードしたＭＰＥＧストリームを記録再生装
置で再生、編集することが可能となる。
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【００９３】
　この第２の実施の形態においては、ＭＰＵ４５はマルチタスクＯＳ環境下で動作し、図
１４に示すように複数チャネルの再生タスク３２，６２，録画タスク３３，６３を実行す
ることができる。
【００９４】
　図１４において、ユーザインターフェース（ＵＩ）タスクは、ＧＵＩの制御、リモコン
の操作信号の検出、パネルボタンの操作信号の検出等を行うタスクであり、検出内容をメ
ッセージとしてメインタスク３３に通知する。
【００９５】
　図１５は、このユーザインターフェースタスク６１の処理フローチャートである。ユー
ザインターフェースタスク６１は、リモコンやパネルボタンが操作されたか否かを判別し
（図１５，Ｓ７１）、リモコン、あるいはパネルボタンが押されていないときには、それ
らの検出処理を繰り返す。
【００９６】
　リモコンまたはパネルボタンが押された場合には（Ｓ７２、ＹＥＳ）、メインタスク３
１に操作内容を通知する（Ｓ７２）。
　メインタスク３３は、ユーザインターフェースタスク６１、録画タスク３３，６３、再
生タスク３２，６２からのメッセージに従って録画タスク３３，６３，再生タスク３２，
６２を制御する。
【００９７】
　図１６は、メインタスク３１の処理のフローチャートである。メインタスク３１は、最
初にパラメータの設定等の初期化処理を実行する（図１６，Ｓ８１）。次に、他のタスク
からのメッセージを受信し（Ｓ８２）、そのメッセージが終了メッセージか否かを判別す
る（Ｓ８３）。
【００９８】
　受信したメッセージが終了メッセージではないときには（Ｓ８３，ＮＯ）、ステップＳ
８４に進み、メッセージの内容に応じて再生中、録画中等の状態を示す情報を設定する。
さらに、設定した情報に基づいて再生タスク３２，６２、あるいは録画タスク３３，６３
に再生または録画の開始、あるいは終了のメッセージを送信し（Ｓ８４）、その後ステッ
プＳ８２に戻る。
【００９９】
　受信したメッセージが終了メッセージのときには（Ｓ８３，ＹＥＳ）、すなわち、ユー
ザインターフェースタスク６１がユーザの録画、あるいは再生の終了操作を検出し、ユー
ザインターフェースタスク６１からメインタスク３３へ終了メッセージが送信された場合
には、終了処理を実行し、設定したパラメータを元に戻してタスクを終了させる（Ｓ８６
）。
【０１００】
　再生タスク３２、６２，録画タスク３３、６３は、メインタスク３１からの再生開始／
停止、録画開始／停止のメッセージを受信すると、再生処理、録画処理を実行する。
　図１７は、再生タスク３２，６２の処理のフローチャートである。再生タスク３２、６
２は、最初にパラメータの設定等の初期化処理を実行する（図１７，Ｓ９１）。次に、他
のタスクからのメッセージを受信し（Ｓ９２）、そのメッセージが終了メッセージか否か
を判別する（Ｓ９３）。
【０１０１】
　受信したメッセージが終了メッセージではないときには（Ｓ９３，ＮＯ）、ステップＳ
９４に進み、例えば、受信メッセージが再生の開始を指示するものであれば、再生開始状
態に設定を変更する。そして、メインタスク３１から指示された命令に従って再生データ
転送タスク３４ａ、３４ｂまたは６４ａ、６４ｂに実行する処理内容を指示するメッセー
ジを送信し（Ｓ９５）、ステップＳ９２に戻る。
【０１０２】
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　受信したメッセージがタスクの終了を指示するメッセージの場合には（Ｓ９３，ＹＥＳ
）、ステップＳ９６に進み、終了処理を実行してタスクを終了させる。
　図１８は、情報蓄積部２７ａ、２７ｂ・・から読み出した符号化されたデータをデータ
入出力インターフェース部４６を介してメモリ２２へ転送する再生データ転送タスク３４
ａ、６４ａの処理内容を示すフローチャートである。
【０１０３】
　再生データ転送タスク３４ａ、６４ａは、最初に初期設定処理を実行してパラメータの
設定を行う（図１８，Ｓ１０１）。次に、他のタスクからメッセージを受信し（Ｓ１０２
）、そのメッセージがタスクの終了を指示する終了メッセージか否かを判別する（Ｓ１０
３）。
【０１０４】
　受信したメッセージが終了メッセージではないときには（Ｓ１０３，ＮＯ）、そのメッ
セージが特殊再生または特殊録画再生に関するメッセージか否かを判別する（Ｓ１０４）
。
【０１０５】
　受信したメッセージが特殊再生または特殊録画再生に関するメッセージであった場合に
は（Ｓ１０４，ＹＥＳ）、ステップＳ１０５に進み、メッセージの指示内容に基づいてパ
ケット情報リストを参照する。
【０１０６】
　例えば、メッセージがＮ倍速の再生を指示するものであれば、前述した第１のパケット
情報参照方法によりパケット情報リストからＮ－１個おきにＧＯＰのファイルアドレスを
読み出す。
【０１０７】
　受信したメッセージが特殊再生、特殊録画再生を指示するメッセージでなければ（Ｓ１
０４，ＮＯ）、そのままステップＳ１０６に進む。
次に、メッセージで指示された再生または録画の内容に応じて必要なデータ転送量を算出
する（Ｓ１０６）。
【０１０８】
　このデータ量の算出処理では、例えば、メッセージで指示された処理内容が任意倍速の
順方向の再生であれば、上述したステップＳ１０５で参照したパケット情報リストのファ
イルアドレスから１ＧＯＰ分のデータ転送量を算出する。また、録画と再生を同時に行う
リアルタイムシフトで、早送り再生を行った場合には、再生位置が録画位置を超えないよ
うなデータ転送量を算出する。
【０１０９】
　次に、上述したパケット情報リストを参照して取得したファイルアドレスに基づいて情
報蓄積部４７ａ、４７ｂ・・からのデータの読み出し位置をデータ入出力インターフェー
ス部４６に指示し、データ入出力インターフェース部４６から出力されるデータをメモリ
２２へ転送し、ライトポインタの指す位置に書き込む（Ｓ１０７）。データ転送後、メモ
リ２２のライトポインタの値を変更する（Ｓ１０８）。さらに、データ転送処理の終了、
継続、エラーなどの結果を知らせるメッセージを再生タスクに送信する（Ｓ１０９）。そ
の後、ステップＳ１０２に戻り、上述した処理を繰り返す。
【０１１０】
　また、ステップＳ１０３で受信したメッセージが終了メッセージと判別された場合には
（Ｓ１０３，ＹＥＳ）、ステップＳ１１０に進み、終了処理を実行してタスクを終了させ
る。
【０１１１】
　次に、図１９は、メモリ２２から分離部４８へデータを転送する再生データ転送タスク
３４ｂ、６４ｂの処理のフローチャートである。
　図１９のステップＳ１１１～Ｓ１１４及びＳ１２０の処理は、図１８のステップＳ１０
１～Ｓ１０４及びＳ１１０の処理と同じである。
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【０１１２】
　ステップＳ１１４で、受信したメッセージが特殊再生・特集録画再生を指示するメッセ
ージと判別された場合には（図１９，Ｓ１１４，ＹＥＳ）、ステップＳ１１５に進み、オ
ーディオ復号化部４９，ビデオ復号化部５０の設定を変更する。この設定の変更は、例え
ば、特殊再生、特殊録画再生の場合には、フレームスキップなどを行わせるように変更す
る。
【０１１３】
　次に、メモリ２２に記憶されている再生データのデータ転送量を算出し（Ｓ１１６）、
リードポインタの指すデータをメモリ２２から読み出し、読み出した再生データをオーデ
ィオ復号化部４９及びビデオ復号化部５０へ転送する（Ｓ１１７）。転送が終了したなら
、リードポインタの値を変更する（Ｓ１１８）。そして、データ転送処理の終了、継続、
エラーなどの結果を知らせるメッセージを、データの転送指示を行った再生タスク３２ま
たは６２へ送信する（Ｓ１１９）。その後、ステップＳ１１２に戻り、上述した処理を繰
り返す。
【０１１４】
　図２０は、録画タスク３３，６３の処理のフローチャートである。録画タスク３３，６
３は、最初に、初期化処理を実行してパラメータの設定を行う（図２０，Ｓ１２１）。次
に、他のタスクからのメッセージを受信し（Ｓ１２２）、そのメッセージが終了メッセー
ジか否かを判別する（Ｓ１２３）。
【０１１５】
　受信したメッセージが終了メッセージではないときには（Ｓ１２３，ＮＯ）、ステップ
Ｓ１２４に進み、設定変更処理を実行する。この設定変更処理では、例えば、受信メッセ
ージが録画の開始を指示するものであれば、タスクの状態を録画開始状態に設定し、録画
の中止を指示するものであれば、録画中止状態に設定する。
【０１１６】
　次に、指示されたメッセージの内容に応じて録画データ転送タスク３５ａ、３５ｂまた
は６５ａ、６５ｂに、データの転送の開始または終了を指示するメッセージを送信する（
Ｓ１２５）。その後、ステップＳ１２２に戻る。
【０１１７】
　受信したメッセージが終了メッセージであった場合には（Ｓ１２３，ＹＥＳ）、ステッ
プＳ１２６に進みタスクを終了させる。
　次に、図２１は、録画時に、オーディオ符号化部４１，ビデオ符号化部４２からメモリ
２２へのデータ転送を行う録画データ転送タスク３５ａ、６５ａの処理のフローチャート
である。
【０１１８】
　録画データ転送タスク３５ａ、６５ａは、最初に、パラメータの設定等を行う初期化処
理を実行する（図２１，Ｓ１３１）。次に、メッセージを受信し（Ｓ１３２）、そのメッ
セージが終了メッセージか否かを判別する（Ｓ１３２）。
【０１１９】
　受信したメッセージが終了メッセージではない場合には（Ｓ１３３，ＮＯ）、ステップ
Ｓ１３４に進み、メッセージが特殊録画再生を指示するメッセージか否かを判別する（Ｓ
１３４）。
【０１２０】
　受信メッセージが特殊録画再生を指示するメッセージの場合には（Ｓ１３４，ＹＥＳ）
、ステップＳ１３５に進み、パケット情報を更新した後、ステップＳ１３６に進む。この
パケット情報の更新処理では、パケット情報リストの再生済のＭＰＥＧストリームのパケ
ット情報を、新たに録画するＭＰＥＧストリームのビデオパケットとそのビデオパケット
と同期するオーディオパケットのタイムスタンプ等のパケット情報で上書きする。
【０１２１】
　他方、受信メッセージが特殊録画再生を指示するメッセージではない場合（Ｓ１３４，
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ＮＯ）、つまり通常の録画の場合には、オーディオ符号化部４１及びビデオ符号化部４２
で符号化されたオーディオ及びビデオパケットのタイムスタンプ等のパケット情報をパケ
ット情報リストに追加し、ステップＳ１３６に進む。
【０１２２】
　ステップＳ１３６では、メモリ２２の最後の書き込みアドレスを示すライトポインタと
読み出しアドレスを示すリードポインタとを元にしてデータ転送量を算出する。そして、
算出したデータ転送量分のデータを、オーディオ符号化部４１及びビデオ符号化部４２か
ら多重化部４５を介してメモリ２２へ転送する（Ｓ１３７）。データの転送が終了したな
ら、メモリの書き込み位置を示すライトポインタを最後に書き込みを行ったアドレスに変
更する（Ｓ１３８）。そして、録画データの転送の終了、継続、エラーなどの結果を知ら
せるメッセージを、メモリ２２へのデータの転送を指示した録画タスク３３または６３へ
送信する（Ｓ１３９）。
【０１２３】
　ステップＳ１３３で、受信したメッセージが終了メッセージであると判別された場合に
は（Ｓ１３３，ＹＥＳ）、終了処理を実行しタスクを終了させる。
　次に、図２２は、メモリ２２からデータ入出力インターフェース部４６へ録画データを
転送する録画データ転送タスク３５ｂ、６５ｂの処理のフローチャートである。
【０１２４】
　図２２のステップＳ１４１～Ｓ１４３の処理は、図２１のステップＳ１３１～Ｓ３３の
処理と同じであり、ステップＳ１４８の処理は、図２１のステップＳ１４０の終了処理と
同じである。
【０１２５】
　ステップＳ１４３で、受信したメッセージが終了メッセージではないと判別された場合
には（Ｓ１４３，ＮＯ）、ステップＳ１４４に進み、メモリ２２に記憶されているデータ
量からデータ入出力インターフェース部４６へ転送するデータ量を算出する。そして、算
出したデータ量分のデータをメモリ２２から読み出しデータ入出力インターフェース部４
６へ転送する（Ｓ１４５）。メモリ２２からのデータの転送が終了したなら、リードポイ
ンタの値を最後の読み出し位置に変更する（Ｓ１４６）。そして、録画データの転送の終
了、継続、エラーなどの結果を知らせるメッセージを、データ入出力インターフェースへ
部４６への録画データの転送を指示した録画タスク３３または６３へ送信し（Ｓ１４７）
、ステップＳ１４２に戻る。
【０１２６】
　この第２実施の形態によれば、ビデオ信号とオーディオ信号の符号化及び復号化機能有
する記録再生装置において、画像及び音声をＭＰＥＧストリームに変換する際に、パケッ
トヘッダに含まれるＰＴＳと、パケットヘッダのファイルアドレスとからなるパケット情
報を作成し、そのパケット情報を参照することで、任意倍速再生、ランダムアクセス、ク
リップ編集・再生等の特殊再生、録画と再生を同時に行うリアルタイムシフト、録画しな
がら直前に録画した画像を再生するライブモニタ等の特殊録画再生の録画及び再生位置を
簡易に求めることができ、特殊再生、特殊再生録画処理の効率化を図れる。
【０１２７】
　さらに、録画、再生及びデータ転送処理を、マルチタスク化することで、それぞれの処
理の記述を簡素化できる。また、マルチタスク処理の特長の一つとして、タスクの優先順
位を設定できることがあげれらる。この特長を利用することで、複数のタスクが存在する
場合でも、優先順位を高く設定したタスクは安定して動作させることができる。再生タス
クと録画タスクの２つのタスクがある場合でも、録画タスクの優先順位を高く設定するこ
とで、記録すべきデータの欠落を防止し、信頼性を向上させることができる。
【０１２８】
　また、オーディオ符号化部４１及びビデオ符号化部４２からメモリ２２へのデータ転送
、メモリ２２からデータ入出力インターフェース部４６へのデータ転送というようなデー
タ転送パス毎にデータ転送処理をタスク化することで、それぞれのタスクの動作頻度や転
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送ブロックサイズを独立に設定することが可能となる。これにより、例えば、オーディオ
符号化部４１及びビデオ符号化部４２からメモリ２２へデータを転送するデータ転送タス
クのデータ転送量、あるいはタスクの動作頻度を、メモリ２２からデータ入出力インター
フェース部４６へデータを転送するデータ転送タスクより大きく設定することで、情報蓄
積部４７ａ、４７ｂ等で一時的にデータの書き込みができなくなった場合でも、録画すべ
きデータが欠落してしまうという問題を防止でき、信頼性を向上させることができる。
【０１２９】
　さらに、データ転送サイズは、ストリームの読出し開始点や終了点で決まるので、通常
再生時と特殊再生時とでデータ転送サイズが異なる場合には処理が煩雑となってしまうが
、データ転送ブロック毎にタスク化することでデータ転送量の調整が容易になる。
【０１３０】
　なお、情報蓄積部２４が数秒間処理が中断する場合でも、中断の頻度が小さく、中断時
間に相当するデータ量以上のデータを転送可能であれば、タスク構成を簡略化して再生デ
ータ転送タスク３４ａで情報蓄積部２４から復号化部２６へ直接データ転送を行うように
しても良い。この場合、再生データ転送タスク３４ｂによるデータ転送が不要となりデー
タ転送効率が向上するので、より高いビットレートのＭＰＥＧストリームを復号化するこ
とが可能となる。一般的にビットレートと画質には相関があり、ビットレートが高いほど
画質も良くなる。従って、上述のようなタスクの簡略化が可能であれば、より高画質のス
トリームを扱うことが可能になり、フレームスキップ機能によりフレームスキップを行っ
た場合でも、より滑らかな高倍速再生が可能になる。
【０１３１】
　特殊録画再生のアリルタイムシフトやライブモニタを実行する場合、録画したＭＰＥＧ
ストリームのパケット情報を速やかにパケット情報リストに追加する必要がある。そこで
、録画データ転送タスク３５ａでＭＰＥＧストリームとパケット情報を同時あるいは非常
に近いタイミングで転送することで、常にパケット情報リストを最新のものに更新するこ
とができる。そして、そのパケット情報リストを参照することで、リアルタイムシフトや
ライブモニタを実現することができる。
【０１３２】
　本実施の形態のＭＰＥＧストリームの記録再生装置で録画したストリームについては、
パケット情報作成部２３でパケット情報をほぼリアルタイムに作成することができる。一
方、パケット情報の作成機能を有しない他の装置で記録されたＭＰＥＧストリームについ
ては、特殊再生の要求に対応するためにパケット情報を作成する必要がある。そこで、パ
ケット情報作成部２３は、情報蓄積部２４に記録されるＭＰＥＧストリームの中でパケッ
ト情報が作成されていないものを自動的に検出、あるいはユーザの指定により選択された
ものを、情報蓄積部２４からメモリ２２に読み出し、パケットヘッダ、ＧＯＰヘッダをサ
ーチしてパケット情報を作成する。この処理を再生や録画が行われていない時に行うこと
によって他のタスクへの影響を少なくできる。
【０１３３】
　また、本実施の形態のＭＰＥＧストリームの記録再生装置ではＳＣＳＩ，ＡＴＡＰＩ，
ＩＥＥＥ１３９４などのデータ入出力インターフェース部４６を設けることにより、複数
の情報蓄積部４７ａ、４７ｂ・・・、あるいは他の計算機を利用することができる。
【０１３４】
　例えば、ハードディスクなどの非可換性記録媒体の情報蓄積部４７ａ、４７ｂ・・・を
複数もつことで、より長時間の記録が可能となり、装置の信頼性も向上する。また、ハー
ドディスクなどの非可換性記録媒体と、光磁気ディスク、光ディスクなどの可換性記録媒
体との両方を持つことで、長時間の記録が可能となり、さらに記録したＭＰＥＧストリー
ムを他のＭＰＥＧストリーム再生装置で再生することも可能となる。また、ファイルシス
テムを他の計算機５１と同じものを採用することによって、ＭＰＥＧストリームの記録再
生装置の可換性記録媒体に記録したＭＰＥＧストリームを計算機５１で再生や編集するこ
とが可能となる。逆に計算機５１で符号化して記録したＭＰＥＧストリームやネットワー
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クからダウンロードしたＭＰＥＧストリームを、ＭＰＥＧストリームの記録再生装置で再
生や編集することが可能となる。さらに、計算機５１が、本発明の記録再生装置がサポー
トする記憶媒体と同一または異なる記憶媒体をサポートしている場合でも、データ入出力
インターフェース部４６を介して、両者の記録媒体間でＭＰＥＧストリームや他の符号化
されたデータを交換することが可能となる。
【０１３５】
　次に、図２３は、本発明の第３の実施の形態の記録再生装置の構成を示す図である。
この第３の実施の形態は、録画用データ転送バス７３と再生用データ転送バス７４の２つ
のデータバスを有し、データ転送時のデータバスにおける転送時間のロスを低減したもの
である。
【０１３６】
　さらに、２つのデータバスに対応させて録画用の転送データを記憶するメモリ７２と、
再生用データを記憶するメモリ７１の２つのメモリとが設けられている。
　オーディオ符号化部４１及びビデオ符号化部４２で符号され、多重化部４３で多重化さ
れたデータは、録画用データ転送バス７３を介してメモり７２へ転送され、さらに、メモ
リ７２からデータ入出力インターフェース部４６に転送されて情報蓄積部４７ａ、４７ｂ
に格納される。
【０１３７】
　また、再生時には、情報蓄積部４７ａ、４７ｂから読み出されたデータはデータ入出力
インターフェース部４６から再生用データ転送バス７４を介してメモり７１へ転送され、
さらに、メモリ７１から再生用データ転送バス７４を介して分離部４８へ転送される。そ
して、分離部４８において、ビデオパケット、オーディオパケットに分離され、ビデオ復
号化部５０，オーディオ復号化部４９において、それぞれビデオ信号、オーディオ信号に
復号される。
【０１３８】
　この第３の実施の形態によれば、録画用データ転送バス７３と再生用データ転送バス７
４の２つのデータ転送バスを設けることで、録画から再生への切り換え時、あるいはその
逆のときに、データバス上に他のデータが存在しているか否かを考慮する必要がないので
、データ転送の効率化を図れる。
【０１３９】
　図２４は、上述した実施の形態の記録再生装置の録画再生機能を実現するプログラムを
ＣＤ－ＲＯＭ、フロッピー（登録商標）ディスク等の可搬記録媒体８１、あるいはプログ
ラム提供者の有する記憶装置８４に記憶しておいて、そのプログラムをユーザの情報処理
装置８２にロードして実行する場合の説明図である。
【０１４０】
　記録再生プログラムがＣＤ－ＲＯＭ、フロッピーディスク等の可搬記録媒体８１に記憶
されている場合には、その可搬記録媒体８１を情報処理装置８２のドライブ装置に挿入し
てプログラムを読み取り、読み取ったプログラムをＲＡＭ、ハードディスク等のメモリ８
３に格納してプログラムを実行する。また、プログラム提供者から通信回線を介してプロ
グラムが提供される場合には、プログラム提供者の記憶装置８４、あるいはメモリ等に格
納されているプログラムを通信回線を介して情報処理装置８２で受信し、受信したプログ
ラムをＲＡＭ、ハードディスク等のメモリ８３に格納して実行する。なお、記録媒体８１
に記録するプログラムは、実施の形態で述べた記録再生機能の一部の機能を実現するもの
であっても良い。
【０１４１】
　上述した実施の形態によれば、パケットヘッダに含まれるＰＴＳと、パケットヘッダの
ファイルアドレスとで構成されるパケット情報を作成し、そのパケット情報を参照するこ
とで、ランダムアクセス、任意倍速再生、クリップ編集・再生、リピート再生などの特殊
再生機能、リアルタイムシフト、ライブモニタなどの特殊録画再生機能を効率的に実現で
きる。さらに、再生、録画、再生データ転送、録画データ転送をマルチタスク化すること
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で、それぞれの処理の記述、特にデータ転送処理の記述を簡素化できる。
【０１４２】
　さらに、録画に関わるタスクの優先順位をより高くすることで記録すべきデータの欠落
を抑制することができる。また、再生、録画、データ転送タスクを多チャネル化すること
により、それぞれの処理に関する記述の煩雑さを低減することができる。データ転送ブロ
ック毎にタスク化し、メモリに十分データを蓄積しておくことで、情報蓄積部で書込みや
読出しが中断した場合にデータ転送が滞ってしまうことを防止できる。
【０１４３】
　データ転送ブロック毎にデータ転送量を個別に設定可能とすることで、特殊再生、特殊
録画時に効率よくデータ転送を可能とすることができる。
　符号化部からメモリへデータ転送するときに、ＭＰＥＧストリームとともにパケット情
報を転送して常にパケット情報リストを更新することで、リアルタイムシフトのように予
め録画時間が決められておらず、パケット情報が未確定な場合でも、更新されたパケット
情報を用いることで録画可能な記憶領域が分かるので、特殊録画再生を容易に実現できる
。
【０１４４】
　外部で符号化されたＭＰＥＧストリームでパケット情報リストを持たないものに対して
、再生も録画も行われていない時にパケット情報を作成することで、外部で符号化された
ＭＰＥＧストリームの特殊再生が可能となる。
【０１４５】
　さらに、ファイルシステムを他の計算機５１と互換性のあるものを採用することで、他
の計算機５１で符号化したＭＰＥＧストリーム、計算機５１がネットワークからダウンロ
ードしたＭＰＥＧストリームを、ＭＰＥＧストリームの記録再生装置で再生や編集するこ
とが可能となる。
【０１４６】
　また、ファイルシステムを他のシステムと互換性のあるものを採用することにより、本
発明に係る記録再生装置の情報蓄積部４７ａ、４７ｂが非可換性記録媒体であっても、可
換性記録媒体であっても、他のシステムとＭＰＥＧストリームやデータの交換が可能とな
り、記録再生装置の性能向上、コスト削減に寄与するところが大きい。
【０１４７】
　さらに、データ入出力インターフェース部４６を設けることにより、記録再生装置が複
数の情報蓄積部４７ａ、４７ｂ・・・及びその他の記録媒体を利用可能となる。
　上述した実施の形態は、本発明をＭＰＥＧストリームの記録再生装置に適用した場合に
ついて説明したが、ＭＰＥＧ形式のデータに限らず他の形式の符号化データにも本発明は
適用できる。また、録画、再生機能の両方を有する装置に限らず、再生機能のみを有する
装置であっても良い。その場合、再生装置が外部または内部の記録媒体に記録された符号
化されたデータから上述したパケット情報を作成する機能を有するようにしても良いし、
パケット情報の作成機能は持たず、他の装置で作成されたパケット情報に基づいてデータ
を再生するようにしても良い。また、符号化されたデータを記録する記録媒体は、磁気デ
ィスク、光ディスク、光磁気ディスク等に限らず、半導体メモリ等でも良い。
【０１４８】
　さらに、本発明の再生装置、記録再生装置は専用の装置であっても良いし、本発明の記
録再生機能、あるいは再生機能をパーソナルコンピュータ等の情報処理装置に組み込んで
も良い。
付記：本発明は、以下のような構成の画像再生装置、画像記録再生装置、画像記録再生方
法及び記録媒体を含む。
（１）符号化された画像データのパケットヘッダ部に含まれるタイムスタンプと、パケッ
トヘッダ部を指す情報とからなるパケット情報を参照するパケット情報参照手段と、前記
パケット情報参照手段により参照されたパケット情報に基づいて、符号化された画像デー
タを復号する復号化手段とを備えることを特徴とする画像再生装置。
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（２）符号された画像データのパケットヘッダ部に含まれるタイムスタンプと、パケット
ヘッダ部を指す情報とからなるパケット情報を作成するパケット情報作成手段とを備える
上記（１）記載の画像再生装置。
（３）画像を符号化して外部または内部の記録媒体に記録させる符号化手段を備える（２
）記載の画像再生装置。
（４）前記符号された画像データはＭＰＥＧ形式で符号化された画像であり、前記パケッ
ト情報はＭＰＥＧストリームのパケットヘッダに含まれるプレゼンテーションタイムスタ
ンプと、パケットヘッダのファイルアドレスとからなることを特徴とする（１）、（２）
または（３）記載の画像再生装置。
（５）前記パケット情報作成手段は、ＭＰＥＧストリームのＧＯＰヘッダを含むパケット
ヘッダを抽出し、ＧＯＰヘッダを含むパケットヘッダのパケット情報からなるパケット情
報リストを作成することを特徴とする（４）記載の画像再生装置。
（６）前記パケット情報作成手段は、任意倍速の再生が可能となるようにパケット情報に
順に項番号を付与したパケット情報リスト作成し、前記復号化手段は、前記パケット情報
リストの項番号に基づいて、符号化された画像データの再生開始位置または終了位置を求
めることを特徴とする（１）、（２），（３）または（４）記載の画像再生装置。
（７）前記復号化手段は、ＭＰＥＧストリームの先頭からの時間を基準にして再生する場
合に、前記時間をタイムスタンプに変換し、前記パケット情報に基づいて、変換したタイ
ムスタンプに近い時間情報を有するパケットヘッダのファイルアドレスを取得し、再生を
行うことを特徴とする（４）または（５）記載の画像再生装置。
（８）前記復号化手段は、復号処理中のパケットを基準とした時間で再生する場合に、前
記時間をタイムスタンプに変換し、前記パケット情報に基づいて、変換したタイムスタン
プと復号処理中の基準となる時間情報とから得られる値に近い値を有するパケットのファ
イルアドレスを取得し、再生を行うことを特徴とする（４）または（５）記載の画像再生
装置。
（９）前記復号化手段は、前記パケット情報に基づいてＭＰＥＧストリームのパケット単
位でランダムにアクセスすることを特徴とする（４）または（５）記載の画像再生装置。
（１０）前記復号化手段は、前記パケット情報リストに基づいて、Ｎ（正または負の整数
）個先のＧＯＰをアクセスする操作を繰り返すことで任意倍速の再生を行うことを特徴と
する（１）、（２）、（３）、（４）、（５）または（６）記載の画像再生装置。
（１１）前記復号化手段は、逆再生を行う場合に、Ｎ個前のＧＯＰの１フレーム分の画像
を復号し、残りのフレームをスキップして再生することを特徴とする（１０）記載の画像
再生装置。
（１２）ＭＰＥＧストリームからクリップを作成する場合に、クリップの開始点及び終了
点を、前記ＭＰＥＧストリームの先頭からの時間または前記パケット情報リストの項番号
により指定することを特徴とする（４）記載の画像再生装置。
（１３）リピート再生を行う場合に、再生開始点と終了点をＭＰＥＧストリームの先頭か
らの時間または前記パケット情報リストの項番号で指定することを特徴とする（４）記載
の画像再生装置。
（１４）再生済のストリームに上書記録するリアルタイムシフトを行う場合に、上書開始
点と上書終了点をストリーム先頭からの時間またはパケット情報リストの項番号で指定す
ることを特徴とする（４）記載の画像再生装置。
（１５）録画と同時に、直前に録画した画像を再生する場合に、再生開始点及び終了点を
ストリーム先頭からの時間またはパケット情報リストの項番号で指定することを特徴とす
る（４）記載の画像再生装置。
（１６）前記符号化手段、復号化手段、符号化された画像データの転送の制御をマルチタ
スクＯＳ上のタスク化することを特徴とする（３）記載の画像再生装置。
（１７）前記復号化手段による復号化処理及び前記符号化手段による符号化処理をを複数
チャネル分設け、それぞれの処理をマルチタスクＯＳのタスク化することを特徴とする（
３）記載の画像再生装置。
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（１８）前記符号化手段の画像の符号化処理、符号化された画像データを記録手段に転送
する録画データ転送処理、前記記録手段に記録された画像データを復号化手段へ転送する
再生データ転送処理及び復号化手段の符号化された画像データの復号化処理をマルチタス
ク化することを特徴とする（３）記載の画像再生装置。
（１９）符号化手段からメモリへの録画データを転送する転送処理、前記メモリから記録
手段への録画データの転送処理、前記記録手段から前記メモリへの再生データの転送処理
及び前記メモリから前記復号化手段への再生データの転送処理をそれぞれマルチタスク化
し、録画に関わるタスクの優先順位を再生に関わるタスクの優先順位より高く設定するこ
とを特徴とする（３）記載の画像再生装置。
（２０）録画データの転送タスク及び再生データの転送タスクのデータの転送ブロックサ
イズを個別に設定できるようにしたことを特徴とする（１８）記載の画像再生装置。
（２１）前記記録手段からメモリへ再生データを転送する第１の再生データ転送タスク、
前記メモリから前記復号化手段へ再生データを転送する第２の再生データ転送タスク、前
記符号化手段から前記メモリへ録画データを転送する第１の録画データ転送タスク及び前
記メモリから前記記録手段へ録画データを転送する第２の録画データ転送タスクの転送デ
ータブロックサイズを、タスク毎に個別に設定できるようにしたことを特徴とする（３）
記載の画像再生装置。
（２２）特殊再生を行わない場合、前記第１の再生データ転送タスクと前記第２の再生デ
ータ転送タスクを１つのタスクで構成し、前記記録手段から前記復号化手段へ直接再生デ
ータを転送することを特徴とする（２１）記載の画像再生装置。
（２３）録画時に、前記符号化手段からメモリまたは記録手段へ録画データを転送するタ
スクが、前記パケット情報作成手段により作成されるパケット情報を同時に転送すること
を特徴とする（３）記載の画像再生装置。
（２４）前記パケット情報作成手段は、録画、再生を行っていないときに、パケット情報
が作成されていない画像データのパケットヘッダからタイムスタンプを抽出してパケット
情報リストを作成することを特徴とする（１）、（２）または（３）記載の画像再生装置
。
（２５）外部または内部の複数の記録手段を接続できるようにデータ入出力インターフェ
ース手段を備えたことを特徴とする（１）、（２）または（３）記載の画像再生装置。
（２６）ファイルシステムを他の情報処理装置と互換性があるようにし、他の情報処理装
置との間で画像データを共通に録画または再生できるようにしたことを特徴とする（１）
、（２）または（３）記載の画像再生装置。
（２７）画像を符号化して外部または内部の記録媒体に記録させ、 符号化された画像デ
ータのパケットヘッダ部に含まれるタイムスタンプと、パケットヘッダ部を指す情報とか
らなるパケット情報を参照し、参照されたパケット情報に基づいて、符号化された画像デ
ータを復号することを特徴とする画像記録再生方法。
（２８）符号された画像データのパケットヘッダ部に含まれるタイムスタンプと、パケッ
トヘッダ部を指す情報とからなるパケット情報を作成することを特徴とする（２７）記載
の画像記録再生方法。
（２９）前記パケット情報は、ＭＰＥＧストリームのパケットヘッダに含まれるプレゼン
テーションタイムスタンプとパケットヘッダのファイルアドレスとからなることを特徴と
する（２７）記載の画像記録再生方法。
（３０）画像の符号化処理、符号化された画像データを記録媒体に転送する録画データ転
送処理、記録媒体に記録されたデータを再生のために転送する再生データ転送処理及び符
号化された画像データの復号化処理をマルチタスク化することを特徴とする（２７）記載
の画像記録再生方法。
（３１）録画時に、符号化した録画データをメモリへ転送する第１の録画データ転送処理
、前記メモリから記録媒体へ録画データを転送する第２の録画データの転送処理を、再生
時に、記録媒体から前記メモリへ再生データを転送する第１の再生データ転送処理及び前
記メモリのデータを復号化処理を実行するタスクへ転送する第２の再生データ転送処理を
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、それぞれマルチタスク化し、録画に関わるタスクの優先順位を再生に関わるタスクの優
先順位より高く設定することを特徴とする（２７）記載の画像記録再生方法。
（３２）画像を符号化して外部または内部の記録媒体に記録させ、符号化された画像デー
タのパケットヘッダ部に含まれるタイムスタンプと、パケットヘッダ部を指す情報とから
なるパケット情報を参照させ、参照されたパケット情報に基づいて、符号化された画像デ
ータを復号させるプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
（３３）符号された画像データのパケットヘッダ部に含まれるタイムスタンプと、パケッ
トヘッダ部を指す情報とからなるパケット情報を作成させることを特徴とする（３２）記
載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
産業上の利用可能性 本発明によれば、パケットヘッダに含まれるＰＴＳと、パケットヘ
ッダを指す情報とで構成されるパケット情報を作成し、そのパケット情報を参照すること
で、ランダムアクセス、任意倍速再生、クリップ編集・再生、リピート再生などの特殊再
生、リアルタイムシフト、ライブモニタなどの特殊録画再生を効率的に行うことができる
。さらに、再生、録画、再生データ転送、録画データ転送をマルチタスク化することで、
それぞれの処理の記述、特にデータ転送処理の記述を簡素化できる。また、データ転送タ
スクの転送データのブロックサイズをタスク毎に個別に設定できるようにすることで、特
殊再生、特殊録画再生時に効率良くデータを転送することができる。

【図１Ａ】
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