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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力される第一の画像情報を記録媒体に記録する第一の記録手段と、
　前記第一の画像情報を代表する代表画像を生成する代表画像生成手段と、
　複数の壁紙画像を記録するメモリと、
　前記メモリに記録されている前記複数の壁紙画像を所定期間によって複数に分類する分
類手段と、
　前記第一の画像情報の記録時の記録日時情報に基づいて、前記第一の画像情報の記録時
の記録日時が含まれる前記所定期間に対応する前記壁紙画像を自動的に選択して、前記第
一の画像情報の前記代表画像と前記選択された壁紙画像との関連性を示すリンク情報を生
成するリンク情報生成手段と、
　前記リンク情報に基づいて、少なくとも関連する前記壁紙画像と前記代表画像とを含む
第二の画像情報を生成する画像生成手段と、
　を有することを特徴とする情報記録装置。
【請求項２】
　前記複数の壁紙画像は、前記第二の画像情報の全てに共通である第一の壁紙画像と、前
記所定期間による複数の分類毎に設けられた第二の壁紙画像とを含む請求項１に記載の情
報記録装置。
【請求項３】
　前記第一の画像情報は前記記録媒体の第一の領域に記録され、前記画像生成手段により
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生成された第二の画像情報は前記記録媒体の第二の領域に記録される請求項１に記載の情
報記録装置。
【請求項４】
　前記記録媒体は光ディスクであり、該光ディスクのファイナライズ時に前記画像生成手
段により前記第二の画像情報としてのメニュー画面が生成される請求項１に記載の情報記
録装置。
【請求項５】
　前記所定期間は、日付情報によって範囲が定められている請求項１に記載の情報記録装
置。
【請求項６】
　入力される第一の画像情報を記録媒体に記録し、
　記録された前記第一の画像情報を代表する代表画像を生成し、
　複数の壁紙画像を記録するメモリに記録されている前記複数の壁紙画像を所定期間によ
って複数に分類し、
　前記第一の画像情報の記録時の記録日時情報に基づいて、前記第一の画像情報の記録時
の記録日時が含まれる前記所定期間に対応する前記壁紙画像を自動的に選択して、前記第
一の画像情報の前記代表画像と前記選択された壁紙画像との関連性を示すリンク情報を生
成し、
　前記リンク情報に基づいて、少なくとも関連する前記壁紙画像と前記代表画像とを含む
第二の画像情報を生成すること、
　を特徴とする情報記録方法。
【請求項７】
　前記複数の壁紙画像は、前記第二の画像情報の全てに共通である第一の壁紙画像と、前
記所定期間による複数の分類毎に設けられた第二の壁紙画像とを含む請求項６に記載の情
報記録方法。
【請求項８】
　前記第一の画像情報は前記記録媒体の第一の領域に記録され、第二の画像情報は前記記
録媒体の第二の領域に記録される請求項６に記載の情報記録方法。
【請求項９】
　前記記録媒体は光ディスクであり、該光ディスクのファイナライズ時に前記画像生成手
段により前記第二の画像情報としてのメニュー画面が生成される請求項６に記載の情報記
録方法。
【請求項１０】
　前記所定期間は、日付情報によって範囲が定められている請求項６に記載の情報記録方
法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、情報記録装置及び情報記録方法に関するものであり、詳しくは一つの記録媒体
に異なるユーザーが画像信号を記録した際に、ファイナライズ時にユーザー毎のメニュー
画面を簡単に作成することができる情報記録装置及び情報記録方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来技術において、メディアに記録されているコンテンツのメニューの形式は、予め設定
された形式になっており、ユーザーが所望のメニューを選択すると階層的にメニューが表
示され、適宜項目を選択することで所望の機能等の設定が行われる。
【０００３】
【特許文献１】
特開２００２－６３７６５号公報（第７頁　第１図）
【０００４】
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【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来技術で説明したメニュー形式において、そのメニュー表示の見せ方は
固定されているため、ユーザーが個人の好みやコンテンツに応じてメニューの形式を変化
させることができないという問題がある。
又、日付や時刻に応じてメニューページ毎に形式を変化させて時間の経過や季節感等を表
現することができないという問題もある。
更に、記録媒体に記録されたコンテンツは、他の機器で再生可能なフォーマットで記録さ
れるのであるが、他の機器で再生可能にする際、コンテンツのメニュー画面は、再生され
る機器に依存しており、ユーザーの好みに応じたメニュー画面を常に再生機器で表示する
ことができないという問題もある。
【０００５】
従って、１つの記録媒体に複数のユーザーが記録したコンテンツが存在する場合に、その
記録されているコンテンツ特有のメニューを簡単に作成できることに解決しなければなら
ない課題を有する。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記課題を達成するために、本発明に係る情報記録装置及び情報記録方法は、次に示す構
成にすることである。
【０００７】
（１）情報記録装置は、入力される第一の画像情報を記録媒体に記録する第一の記録手段
と、前記第一の画像情報を代表する代表画像を生成する代表画像生成手段と、複数の壁紙
画像を記録するメモリと、前記メモリに記録されている前記複数の壁紙画像を所定期間に
よって複数に分類する分類手段と、前記第一の画像情報の記録時の記録日時情報に基づい
て、前記第一の画像情報の記録時の記録日時が含まれる前記所定期間に対応する前記壁紙
画像を自動的に選択して、前記第一の画像情報の前記代表画像と前記選択された壁紙画像
との関連性を示すリンク情報を生成するリンク情報生成手段と、前記リンク情報に基づい
て、少なくとも関連する前記壁紙画像と前記代表画像とを含む第二の画像情報を生成する
画像生成手段と、を有することである。
（２）前記複数の壁紙画像は、前記第二の画像情報の全てに共通である第一の壁紙画像と
、前記所定期間による複数の分類毎に設けられた第二の壁紙画像とを含む（１）に記載の
情報記録装置。
（３）前記第一の画像情報は前記記録媒体の第一の領域に記録され、前記画像生成手段に
より生成された第二の画像情報は前記記録媒体の第二の領域に記録される（１）に記載の
情報記録装置。
（４）前記記録媒体は光ディスクであり、該光ディスクのファイナライズ時に前記画像生
成手段により前記第二の画像情報としてのメニュー画面が生成される（１）に記載の情報
記録装置。
（５）前記所定期間は、日付情報によって範囲が定められている（１）に記載の情報記録
装置。
【０００８】
（６）入力される第一の画像情報を記録媒体に記録し、記録された前記第一の画像情報を
代表する代表画像を生成し、複数の壁紙画像を記録するメモリに記録されている前記複数
の壁紙画像を所定期間によって複数に分類し、前記第一の画像情報の記録時の記録日時情
報に基づいて、前記第一の画像情報の記録時の記録日時が含まれる前記所定期間に対応す
る前記壁紙画像を自動的に選択して、前記第一の画像情報の前記代表画像と前記選択され
た壁紙画像との関連性を示すリンク情報を生成し、前記リンク情報に基づいて、少なくと
も関連する前記壁紙画像と前記代表画像とを含む第二の画像情報を生成すること、を特徴
とする情報記録方法。
（７）前記複数の壁紙画像は、前記第二の画像情報の全てに共通である第一の壁紙画像と
、前記所定期間による複数の分類毎に設けられた第二の壁紙画像とを含む（６）に記載の
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情報記録方法。
（８）前記第一の画像情報は前記記録媒体の第一の領域に記録され、第二の画像情報は前
記記録媒体の第二の領域に記録される（６）に記載の情報記録方法。
（９）前記記録媒体は光ディスクであり、該光ディスクのファイナライズ時に前記画像生
成手段により前記第二の画像情報としてのメニュー画面が生成される（６）に記載の情報
記録方法。
（１０）前記所定期間は、日付情報によって範囲が定められている（６）に記載の情報記
録方法。
【０００９】
このように、記録媒体に記録されているコンテンツに対して、ユーザーが所望のメニュー
表示画面を作成できるようにしたことにより、多くのコンテンツが記録媒体に存在してい
ても、所望のコンテンツの抽出や、コンテンツの区分けといったことが簡単に且つ容易に
行うことができ、メニュー表示画面の選択の幅が拡がる。
更に、作成したメニュー画面をコンテンツ同様、他の機器でも再生可能なフォーマットで
記録媒体に記録したことにより、再生機器に依存しないユーザーが所望のメニュー画面を
再生させることが出来る。
【００１０】
【発明の実施の形態】
次に、本願発明に係る情報記録装置及び情報記録方法の実施形態について、図面を参照し
て説明する。
【００１１】
本願発明に係る第１実施形態の情報記録装置は、図１に示すように、入力される画像情報
を記録単位毎に記録媒体１１の第一の領域１２に記録する第一の記録手段と、記録単位毎
に画像情報を代表する代表データを生成する代表データ生成手段１３と、複数のシンボル
画像を記録する第一のメモリ１４と、第一のメモリ１４に記録された複数のシンボル画像
と代表データとの関連性を示すリンク情報を生成するプログラムを記録する第二のメモリ
１５と、プログラムに基づいて、リンク情報を生成するリンク情報生成手段１６と、リン
ク情報に基づいて、少なくとも関連するシンボル画像と代表データとを含む画像情報を生
成する画像生成手段１７と、この画像生成手段１７で生成された画像情報を記録媒体１１
の第二の領域１８に記録する第二の記録手段と、からなる。
【００１２】
ここで、シンボル画像とは、壁紙、ボタン画像などの一般的に使用することができる画像
である。
代表データとは、サムネイル画像だけではなく、その画像情報に関するデータ、つまり、
タイトルなどのテキストデータ、ユーザーがその画像情報に付けたマークなどを含むもの
である。
【００１３】
プログラムは、第一の記録手段の記録時における設定情報に基づいて、リンク情報を生成
するプログラムであり、又、記録媒体１１固有の識別コードに基づいて、リンク情報を生
成するプログラムである。
設定情報とは、記録時のユーザー情報、記録日時情報、ＧＰＳ等の位置情報をいう。
【００１４】
このような構成からなる情報記録装置において、記録媒体１１に様々なコンテンツがファ
イル（実施例において、ファイル１、２、…、Ｎ）として存在しているとして、このファ
イル１、２、…、Ｎの代表データ、例えば、ファイル１であればサムネイル１、ファイル
２であればサムネイル２、ファイル３であればサムネイル３、ファイルＮであればサムネ
イルＮを選択する。
同時に、第一のメモリ１４に記憶されているシンボル画像、例えば、壁紙画像１、壁紙画
像２、ボタン画像１、ボタン画像２を選択する。
【００１５】



(5) JP 4651263 B2 2011.3.16

10

20

30

40

50

リンク情報生成手段１６は、これらの選択された代表データ、例えば、サムネイル１であ
れば、そのサムネイル１の背景にはシンボル画像、例えば、壁紙画像１を貼り付けるよう
にして合成する。このようにして合成された代表データ（実施例ではサムネイル１、２）
とシンボル画像（実施例では壁紙画像１）が記録媒体１１の第二の領域１８に書き込んで
保存される。
他のコンテンツも同様にして、代表データを選択し、シンボル画像を選択し、両者を合成
して記録媒体１１の第二の領域１８に保存しておく。
ここで、シンボル画像は記憶されている画像を選択することもできるが、予め定まった画
像を自動的に選択するようにしてもよく、又、コンテンツの種類に応じて自動的に選択で
きるようにしてもよい。例えば、スポーツを撮像したコンテンツからなるファイルであれ
ば、スポーツを表わす画像（スポーツ版）にし、運動会を撮像したコンテンツからなるフ
ァイルであれば運動会を表わす画像（運動会版）にすればよいのである。
【００１６】
又、代表データの選択は、実際に記録されている画像データを読み出したサムネイルに限
定されることなく、例えば、撮像した日付けや、その撮影したときの雰囲気等を表現する
文字符号、図案等でよく、要は記録されているコンテンツを適切に表現するものであれば
よく、識別性があり、過去に再現したときでもメニュー画面をみただけで、コンテンツの
内容が解るものであればよい。
【００１７】
このようにして、記録媒体１１に記録されている複数のコンテンツからなるファイルに対
して、ファイルを識別するメニュー画面をコンテンツの内容に応じて作成することにより
、記録媒体に記録されている複数のファイルに対する管理が極めて合理的且つ容易に行う
ことができ、複数のユーザーが記録媒体１１を共有する場合でも、各ユーザー毎の管理や
、ジャンル毎の管理、或いは記録した日付けや時刻での管理ができるため、メニュー画面
の作成手法は極めて有効的なものになる。
【００１８】
図２に示すものは、記録媒体１１Ａが単一で、ユーザーが複数、例えば、家族が使用する
場合のメニュー画像の作成手法を示したものであり、単一の記録媒体１１Ａに異なるユー
ザーが画像信号を記録した際、ファイナライズ時にユーザー毎のメニュー画面であるユー
ザーメニューを作成するというものである。
【００１９】
これは、情報機器を数人でシェアし、一つの記憶媒体を数人で各々異なる情報を記録した
場合、ユーザー毎にユーザーメニューを作成することは有効である。
尚、記録媒体にファイルが多く存在する場合は、夫々のユーザーメニューは複数生成され
るようにしてもよいことは勿論のことである。
又、一つのメニュー画面に最大何枚のサムネイル画像等の代表画像を載せるか、及び、ど
のシンボル画像を使用するかなどは、プログラムにより制御され、このプログラムはユー
ザーにより設定可能になっている。もちろん、メニュー１画面に表示するサムネイルの数
が多い場合には、適宜表示されるサムネイルの解像度を低くし、サムネイルのサイズを小
さくする処理もプログラムで制御される。
【００２０】
実施例において、記録媒体１１Ａに記録されているコンテンツからなるファイルは、ファ
イル１、ファイル４及びファイル５が父のもの、ファイル２が母のもの、ファイル３及び
ファイル６が子供のものであるとした場合に、父のユーザーメニュー２１は、ファイル１
のサムネイル１、ファイル４のサムネイル４、ファイル５のサムネイル５を作成してユー
ザーメニューにする。この父のユーザーメニュー２１は複数用意されており、１枚目のユ
ーザーメニュー２１が使用されている様子が示されている。
ここでサムネイル１、４、５は代表データであり、シンボル画像は次ページへの移動を促
すボタン画像である。なお、記録媒体に保存する第二の領域（図１参照）は図示されてい
ない。
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【００２１】
母のユーザーメニュー２２は、ファイル２のサムネイル２を作成してユーザーメニューに
する。ここではユーザーメニュー２２は１個であるが、適宜その個数を増加させることが
できることは勿論のことである。
【００２２】
子供のユーザーメニュー２３は、ファイル３のサムネイル３、ファイル６のサムネイル６
を作成してユーザーメニューにする。ここではユーザーメニュー２３は１個であるが、適
宜その個数を増加させることができることは勿論のことである。
【００２３】
ここで、家族の父、母、子供のユーザーメニュー２１、２２、２３を作成するようにした
が、これに限定されることなく、例えば、季節とか、山、海、外国、旅行といったジャン
ルに区分けしたメニューを作成してもよく、上述したように日付けや時刻で区分するよう
にしてもよいことは勿論のことである。
【００２４】
図３は、複数の記録媒体１１Ｂ、１１Ｃが存在し、それぞれの記録媒体１１Ｂ、１１Ｃに
固有の識別番号（ＩＤ；Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）が付与されていて、記録媒体１
１Ｂ、１１Ｃ毎にメニュー画面２４、２５を作成するというものである。
これは、固有のＩＤが付与された記録媒体１１Ｂ、１１Ｃが多く普及した場合に、記録し
たコンテンツを記録媒体１１Ｂ、１１Ｃ毎、例えば、ディスク毎に管理できるというメリ
ットがある。
例えば、第１の記録媒体（ＩＤ１）１１Ｂのディスクにはスポーツのうち野球関連のファ
イルである野球１、野球２、野球３、野球４が記録されている場合に、ユーザーはこの第
１の記録媒体１１Ｂのメニューには壁紙画像（シンボル画像、図１参照）を野球関連の画
像（野球版）にすることで、野球のジャンルのメニュー画面２４を作成することができる
。
第２の記録媒体（ＩＤ２）１１Ｃのディスクには、スポーツのうちサッカー関連のファイ
ル、サッカー１、サッカー２、サッカー３が記録されている場合に、ユーザーはこの第２
の記録媒体１１Ｃのメニューには壁紙画像（シンボル画像、図１参照）をサッカー関連の
画像（サッカー版）にすることで、サッカーのジャンルのメニュー画面２５を作成するこ
とができる。
【００２５】
このようにして記録媒体１１Ｂ、１１Ｃを装着する機器本体においては、挿入された記録
媒体１１Ｂ、１１Ｃの識別番号を記録するようにしてメニューの管理をする。又、初めて
挿入された記録媒体には、基本的にデフォルト背景画像、ボタンなどでメニューを作成す
る。この作成手法は、図１を参照して説明した手法と同じあるため、その説明の詳細は省
略するが、記録媒体固有の識別番号に応じて、記録媒体に記録されているファイルのサム
ネイルデータやタイトルを示すテキストデータである代表画像と機器本体に記録している
シンボル画像との関連性を示すリンク情報をプログラムに基づいて、記録媒体固有のメニ
ュー画面が生成される。
【００２６】
この場合、即ち、機器本体に初めて記録媒体が挿入されたことは、ユーザーに通知し、メ
ニュー作成プログラムの編集を促す設定をするようにしてもよい。
更に、この記録媒体１１Ｂ、１１Ｃの識別番号（ＩＤ）は、ユーザーが任意に付けた番号
や符号であってもよいことは勿論のことである。
【００２７】
次に、本願発明に係る第２実施形態の情報記録装置について、図面を参照して説明する。
【００２８】
第２実施形態の情報記録装置は、上記説明した第１実施形態の情報記録装置に対して、サ
ムネイル等の代表データと背景等のシンボル画像とを合成するプログラム、またはシンボ
ル画像をネットワークを介して得るようにしたものであり、その構成は図４に示すように



(7) JP 4651263 B2 2011.3.16

10

20

30

40

50

、入力される画像情報を記録単位毎に記録媒体１１の第一の領域１２に記録する第一の記
録手段と、記録単位毎に画像情報を代表する代表データを生成する代表データ生成手段１
３と、複数のシンボル画像を記録する第一のメモリ１４と、第一のメモリ１４に記録され
た複数のシンボル画像と代表データとの関連性を示すリンク情報を生成するプログラムを
記録する第二のメモリ１５と、プログラムに基づいて、リンク情報を生成するリンク情報
生成手段１６と、リンク情報に基づいて、少なくとも関連するシンボル画像と代表データ
とを含む画像情報を生成する画像生成手段１７と、この画像生成手段１７で生成された画
像情報を記録媒体１１の第二の領域１８に記録する第二の記録手段と、ネットワーク２７
を介して接続された外部機器２８とのインターフェース２６を有し、シンボル画像または
プログラムは、外部機器２８からインターフェース２６を介して第一のメモリ１４または
第二のメモリ１５に記録するメモリ格納手段とを備えた構成になっている。
【００２９】
このような構成において、代表データの選択、シンボル画像の選択、そしてこれらを合成
してメニュー画面にする手法は、上記第１実施形態で説明したことと同じであるため、そ
の説明は省略する。ここでは、シンボル画像と、代表データ及びこのシンボル画像を合成
するプログラムとを外部機器２８から納入できるようにしたことであり、それはインター
フェース２６を介してネットワーク２７に接続して外部機器２８から入力することで実現
できる。このようにすると、プログラムに不備があっても自動的にネットワーク２７を介
して入力することができ、又、バージョンアップ等したシンボル画像やプログラムを簡単
に入力することができるのである。
【００３０】
次に、本願発明に係る第３実施形態の情報記録方法を具現化できる情報記録装置について
、図面を参照して説明する。
【００３１】
本願発明に係る第３実施形態の情報記録装置は、所謂、ビデオカメラにより具現化するこ
とができ、このビデオカメラ３１は、図５に示すように、風景等を撮影し、映像信号を生
成する撮像部３２と、音声を入力するマイク部３３と、撮像部３２で得られた映像信号を
エンコードするビデオエンコーダ３４と、マイク部３３で得られた音声信号をエンコード
するオーディオエンコーダ３５と、ビデオエンコーダ３４及びオーディオエンコーダ３５
からの信号を処理するシステムブロック３６と、ビデオデコーダ３７と、ビデオデコーダ
３７からのビデオ信号を出力して表示するＬＣＤ３８と、ビデオデコーダ３７からのビデ
オ信号を出力してテレビなどの表示装置にデータを出力するラインアウト３９と、オーデ
ィオデコーダ４０と、オーディオデコーダ４０からのオーディオ信号を出力するスピーカ
／イヤホン／ラインアウト４１と、ＡＴＡＰＩ方式で映像信号及び音声信号を記録するド
ライブブロック４２と、ドライブブロック４２に装着する記録媒体であるディスク４３と
、システムブロック３６で制御されネットワーク４５と接続するネットワークＩ／Ｆ４４
とから構成されている
尚、図示せずとも撮像部３２で生成された画像信号には撮影時の日時を表す時刻情報、及
びシャッタスピード、解像度等ビデオカメラの撮影に関するカメラ設定情報が付加される
。
【００３２】
システムブロック３６は、ビデオ／オーディオデータのマルチプレクサ／デマルチプレク
サ及びモニター用の信号を制御し、ＡＴＡＰＩインターフェースを介してドライブブロッ
ク４２との通信を行い、記録媒体であるディスク４３への記録再生処理を管理する。又、
システムブロック３６は、ネットワーク４５に接続され、後述するメニュー画面に表示す
るためのメニュー画面を作成するプログラム、メニュー画面を構成するシンボル画像を取
得するときに使用される。
【００３３】
ドライブブロック４２は、ＡＴＡＰＩからのコマンドに従って、記録媒体であるディスク
４３への書込み及び読出しを実行する。
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【００３４】
ネットワークＩ／Ｆ４４は、ネットワーク４５との接続を制御するブロックで、具体的に
はＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）、ＩＥＥＥ１３９４（Ｉｎｓｔ
ｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｅｎｇｉｎ
ｅｅｒｓ　１３９４；ＳＣＳＩ規格）に準拠した規格に基づく接続手法、ＬＡＮ（Ｌｏｃ
ａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）などの有線ネットワークインターフェースや近距離無
線（ブルートゥース（商標））、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ等の無線ネットワークインター
フェース（無線ＬＡＮ）を網羅するものである。
【００３５】
さて、記録時の信号の流れとしては、撮像部３２で撮像された映像及びマイク部３３に入
力された音声は、それぞれビデオエンコーダ３４及びオーディオエンコーダ３５で圧縮さ
れた後に、システムブロック３６で多重化（マルチプレックス）されＡＴＡＰＩ経由でデ
ィスク４２に記録される。同時にモニター用の映像信号がＬＣＤ等の表示画面であるライ
ンアウト３９に出力され、音声信号がイヤホン出力とラインアウト４１に出力される。
【００３６】
再生時の信号の流れとしては、ドライブブロック４２によってディスク４３から読み出さ
れたデータは、システムブロック３６で復号化（デマルチプレックス）された後に、ビデ
オデコーダ３７及びオーディオデコーダ４０に送られ、元の信号に伸張されて、表示画面
のＬＣＤ３８とラインアウト３９及びスピーカとラインアウト４１に出力される。
【００３７】
さて、ディスク４３にデータを記録、またはディスク４３からデータを再生する際、デー
タの論理フォーマットは、実施例においてはＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏの規格に準拠しており、
それは、図６に示すように、ディスク４３の内周（Ｌｅａｄ－ｉｎ）からファイルシステ
ムであるＵＤＦ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｄｉｓｃ　Ｆｏｒｍａｔ）領域とビデオデータ全
体を管理しているＶＭＧ（Ｖｉｄｅｏ　Ｍａｎａｇｅｒ）領域と、最大９９のＶＴＳ（Ｖ
ｉｄｅｏ　Ｔｉｔｌｅ　Ｓｅｔ）からなる。
又、それぞれのＶＴＳは、タイトルの情報が記録されているＶＴＳＩ（Ｖｉｄｅｏ　Ｔｉ
ｔｌｅ　Ｓｅｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）とＭＰＥＧなどの実データであるＶＴＳＴＴ
＿ＶＯＢ（Ｖｉｄｅｏ　Ｏｂｊｅｃｔ　Ｓｅｔ　ｆｏｒ　Ｔｉｔｌｅｓ　ｉｎ　ａ　ＶＴ
Ｓ）とＶＴＳＩのバックアップであるＶＴＳＩ＿ＢＵＰ（Ｂａｃｋｕｐ　ｏｆ　ＶＴＳＩ
）から構成されている。
【００３８】
ＤＶＤ－ＲＷの書き込みフォーマットは２種類あり、ＩｎｃｒｅｍｅｎｔａｌＲｅｃｏｒ
ｄｉｎｇ方式（以後、ＩＮＣ方式と称する）とＲｅｓｔｒｉｃｔｅｄ　Ｏｖｅｒ　Ｗｒｉ
ｔｅ方式（以後、ＲＯＷ方式と称する）がある。
【００３９】
ＩＮＣ方式は、シーケンシャルな書き方で、一度書いたものは原則として上書きできない
という特徴を有する。ＲＯＷ方式は、上書きが可能であるが、未記録領域への記録はＩＮ
Ｃ方式と同様にシーケンシャルな書き方のみという特徴を有する。
ＩＮＣ方式、ＲＯＷ方式の記録領域情報は、図示せぬ内周（Ｌｅａｄ－ｉｎ）の内側のＲ
ｅｃｏｒｄｉｎｇ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ａｒｅａ（以後、ＲＭＡと称する）で管理さ
れている。
【００４０】
ＤＶＤ－Ｒメディアは、物理的に上書きできないため、書き込みフォーマットとしてＩＮ
Ｃ方式が使用されている。
【００４１】
図７はＩＮＣ方式の記録手順を示したものであり、ＩＮＣ方式の場合、一度に書き込むエ
リアは最大３つまでと定義されており、そのエリアをＲｚｏｎｅと呼ぶ。このＲｚｏｎｅ
の管理もＲＭＡで行われている。
以下、各ステップ毎の処理について説明する。
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【００４２】
ＳＴＥＰ１）ＵＤＦとＶＭＧ用の領域（Ｒｚｏｎｅ１）とＶＴＳＩ用の領域（Ｒｚｏｎｅ
２）を予約する。このＲｚｏｎｅ２の後ろの領域はＩｎｖｉｓｉｂｌｅＲｚｏｎｅで、デ
ータを有効に追記できる領域である。
【００４３】
ＳＴＥＰ２）実データＶＴＳＴＴ＿ＶＯＢＳの記録を終了する、即ち、記録開始してから
記録をストップしたときに、直ちにＶＴＳＩの情報を生成し、その後ろにＶＴＳＩ＿ＢＵ
Ｐとして記録する。このＶＴＳＩ＿ＢＵＰはバックアップ管理に使用される。
【００４４】
ＳＴＥＰ３）Ｒｚｏｎｅ２にＶＴＳＩと記録済み実データ情報を一時的に管理する仮ＶＭ
ＧＩ（Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｖｉｄｅｏ　Ｍａｎａｇｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ；Ｔ
ＭＰ＿ＶＭＧＩ）を記録する。この時点で第１タイトル（ＶＴＳ＃１）が完成する。
【００４５】
ＳＴＥＰ４）ＶＴＳ＃１の後ろに続くタイトルのＶＴＳＩ用の領域（Ｒｚｏｎｅ３）を予
約する。
【００４６】
ＳＴＥＰ５）実データＶＴＳＴＴ＿ＶＯＢＳの記録を終了する、即ち、２回目の記録開始
してから記録をストップしたときに、直ちにＶＴＳＩの情報を生成し、その後ろにＶＴＳ
Ｉ＿ＢＵＰとして記録する。
【００４７】
ＳＴＥＰ６）Ｒｚｏｎｅ３にＶＴＳＩとＴＭＰ＿ＶＭＧＩを記録する。この時点で第２の
タイトル（ＶＴＳ＃２）が完成し、ＴＭＰ＿ＶＭＧＩにはＶＴＳ＃１とＶＴＳ＃２の情報
が記録されている。
【００４８】
ＳＴＥＰ７～ＳＴＥＰ　ｋ－１）同様の手順を繰り返すことによりＮ個のタイトル（ＶＴ
Ｓ＃１～ＶＴＳ＃Ｎ）を記録する。
【００４９】
ＳＴＥＰ　ｋ）最後にＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏフォーマットに合致させるため、ＴＭＰ＿ＶＭ
ＧＩにある各タイトルの管理情報からＵＤＦ及びＶＭＧを作成し、Ｒｚｏｎｅ１に記録す
る。更に、リードイン（Ｌｅａｄ　ｉｎ）、リードアウト（Ｌｅａｄ　ｏｕｔ）を記録す
る。この処理をファイナライズと呼ぶ。
【００５０】
図８は、ＲＯＷ方式の記録手順を示したもので、ＲＯＷ方式の場合は、全体が一つのＲｚ
ｏｎｅとして扱われる。
以下、各ステップの処理は以下の通りである。
【００５１】
ＳＴＥＰ１）ＵＤＦとＶＭＧ用の領域及びＶＴＳＩ用の領域を予約するため、固定データ
等のＰａｄｄｉｎｇによって次に追記する場合のアドレスＮＷＡ（Ｎｅｘｔ　Ｗｒｉｔａ
ｂｌｅ　Ａｄｄｒｅｓｓ）を進める。
【００５２】
ＳＴＥＰ２）実データＶＴＳＴＴ＿ＶＯＢＳの記録を終了すると直ちにＶＴＳＩの情報を
生成し、その後ろにＶＴＳＩ＿ＢＵＰとして記録する。続けて、次タイトルのＶＴＳＩ領
域をＰａｄｄｉｎｇすることによりアドレスＮＷＡを進める。
【００５３】
ＳＴＥＰ３）ＶＴＳＴＴ＿ＶＯＢＳの前にＶＴＳＩを記録する。更に、ＴＭＰ＿ＶＭＧＩ
をＵＤＦ用領域とＶＭＧ用領域の間に記録する。この時点で第１のタイトル（ＶＴＳ＃１
）が完成する。
【００５４】
ＳＴＥＰ４）実データＶＴＳＴＴ＿ＶＯＢＳの記録を終了すると直ちにＶＴＳＩの情報を
生成し、その後ろにＶＴＳＩ＿ＢＵＰとして記録する。続けて、次タイトルのＶＴＳＩ領
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域をＰａｄｄｉｎｇすることにより、アドレスＮＷＡを進める。
【００５５】
ＳＴＥＰ５）ＶＴＳＴＴ＿ＶＯＢＳの前にＶＴＳＩを記録する。更に、ＵＤＦ用領域とＶ
ＭＧ用領域の間のＴＭＰ＿ＶＭＧＩを上書きする。この時点で第２のタイトル（ＶＴＳ＃
２）が完成する。
【００５６】
ＳＴＥＰ６～ＳＴＥＰ　ｋ－１）同様の手順を繰り返すことによりＮ個のタイトル（ＶＴ
Ｓ＃１～ＶＴＳ＃Ｎ）を記録する。
【００５７】
ＳＴＥＰ　ｋ）最後にＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏフォーマットに合致させるために、ＴＭＰ＿Ｖ
ＭＧＩにある各タイトルの管理情報からＵＤＦ及びＶＭＧを作成し、Ｐａｄｄｉｎｇで予
約した領域に記録する。更に、リードイン（Ｌｅａｄ　ｉｎ）、リードアウト（Ｌｅａｄ
　ｏｕｔ）を記録する。この処理をファイナライズと呼ぶ。
【００５８】
図９は、ファイナライズ時に記録されるメニュー情報のデータ構造を示したものであり、
図１０は、メニュー情報によって実現されるメニュー画面の見え方を示したものである。
ディスク４２の内周のリードインと外周のリードアウトとの間にファイルシステム、デー
タ領域が存在している。
データ領域は、ＶＭＧ、ＶＴＳ＃１、ＶＴＳ＃２、…、ＶＴＳ＃Ｎから構成されている。
このＶＭＧは、管理情報ＶＭＧＩとメニュー表示のための実データＶＭＧＭ＿ＶＯＢＳと
から構成される。
管理情報ＶＭＧＩは、ページを送ったときに前ページ、次ページの移動情報を有するもの
であり、実データＶＭＧＭ＿ＶＯＢＳを構成する一つの画面に相当するセル（ＣｅＩＩ）
毎に備えたリンク情報のＶＭＧＭ＿ＰＧＣＩ（Ｖｉｄｅｏ　Ｍａｎｇｅｒ　Ｍｅｎｕ　Ｐ
ｒｏｇｒａｍ　Ｃｈａｉｎ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を有する。
ＶＭＧＭ＿ＰＧＣＩ群は、メニュー・ページ間及びメニューから選択された場合の再生単
位である各タイトルへのリンク情報を有する。このリンク情報はメニュー画面において表
示されたタイトルを代表する代表画像がユーザーにより選択され、指示された場合に、対
応するタイトルを再生する際に利用される。
【００５９】
実データのＶＭＧＭ＿ＶＯＢＳは、夫々がメニュー画面の各ページに対応した複数のセル
（Ｃｅｌｌ）から構成される。
このセルには、メニュー画面の背景、タイトル文字、各ＶＴＳの画像から作成したサムネ
イル、前ページボタン、次ページボタンの画像がＭＰＥＧで記録される。
【００６０】
セル内には、ＰＣＩとＤＳＩからなるＮＶ＿ＰＣＫが存在し、ＰＣＩ内にはＨＬＩ（Ｈｉ
ｇｈｌｉｇｈｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）が存在する。
ＨＬＩにはサムネイル位置、ボタン位置、ハイライト色、４方向ボタンが押された場合の
ハイライト移動等の情報が記録される。
これらのデータを適切に記録することにより様々なメニュー画面が実現できるのである。
【００６１】
図１０は、ＬＣＤ３８上に表示されたメニュー画面の一例を示したもので、操作キーのメ
ニュー・キーによってメニュー画面を呼び出し、４方向キーでハイライトを移動する。４
方向キー真中の決定キーによって、選択したタイトル（ＶＴＳ）の再生開始やページを切
替えることができる。
実施例において、最初のページを読み出すと、６個のシーンのサムネイルからなるメニュ
ー画面が表示され、そのうち４方向キーで左上の画面を選択すると、この左上の画面のサ
ムネイルがハイライトになる。そして、決定キーを押せば、この選択されたハイライトの
サムネイルの画面が大きく映し出され、対応するタイトルの再生を開始することができる
のである。
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次ページボタンを押せば、次のページの途中のページの６個のシーンのサムネイルからな
るメニュー画面が表示され、操作キーでハイライトを移動し決定すれば、その決定された
ハイライトのサムネイルに代表されたタイトルが再生される。
更に、次ページボタンを押し続ければ、最後のページの６個のシーンのサムネイルからな
るメニュー画面が表示され、他のページと同様に画面を選択し対応するタイトルを再生す
ることができる。
【００６２】
さて、上記示したデータ構造を有するフォーマットにおいて、ファイナライズ時に作成さ
れる前述のメニュー記録構造を後述するプログラムに基づいて変化させること、即ち、記
憶されているプログラムを変更させることにより、ユーザーが個人の好みやコンテンツに
応じてメニューの表示形式を自由に選択することを可能にするものである。
【００６３】
以下、図１１、図１２、図１３、図１４を使用して、プログラムの構造について説明する
。
【００６４】
プログラムのデータ構造は、図１１に示すように、全ページ共通データと記録時刻条件付
きデータ＃１、…＃ｍとから構成され、全ページ共通データはページ切換え時の見え方等
を考慮して全ページで共通する情報からなる。
それは、実施例において、前ページボタン位置、次ページボタン位置、サムネイルサイズ
、サムネイル数、サムネイル位置＃１、…、＃ｎ、ハイライト移動情報＃１、…、＃ｎ+
２からなるデータで構成されている。
この図１１において、ページ当たりのサムネイル数をｎとした場合のデータを示している
。ハイライト移動情報には４方向ボタン夫々が押されたときにハイライトが移動すべきボ
タン又はサムネイルの情報が記述される。
ハイライト移動情報は、前・次ページボタンについても記述するため、ｎ＋２個存在する
。
各記録時刻条件付きデータは、図１２に示すように、記録時刻範囲とページ設定データか
ら構成される。
記録時刻範囲は、図１３に示すように、年月日時分範囲指定又は曜日指定又はその両者か
らなり、タイトル（ＶＴＳ）の記録時刻がこの条件に合致した場合、続くページ設定デー
タが有効となる。
【００６５】
又、タイトルの記録時刻が複数の記録時刻範囲に入る場合は先に記述されているものを有
効とする。
ページ設定データは、全ページ共通データと共にファイナライズ時のメニュー情報作成に
おいて使用され、図１４に示すように、背景画像（含タイトル）、前ページボタン画像、
次ページボタン画像、ハイライト選択色、ハイライト確定色、又は他のページ設定データ
へのポインターからなる。
【００６６】
ハイライト確定色は、実行キー押下時にキー入力を受付けたことを示すために使用される
。
又、他のページ設定データとして同じものが存在する場合は、そのページ設定データへの
ポインターを置くことにより、データ量を削減することも可能な構造になっている。
【００６７】
以上のようなプログラムを通信や記録メディアを介して機器本体に記憶させ参照可能にす
ることにより、メニューの見せ方を様々に変化させること、即ち、記憶されているプログ
ラムを書き換えることによりメニューの見せ方を様々に変化させることができる。又、複
数のプログラムを記憶しユーザーに選択させることも可能である。
【００６８】
図１５は、プログラムの構成例を示したものであり、このデータに基づいてファイナライ
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ズすることにより、次のようなメニューが実現される。　尚、図中の「＊」は任意の値が
合致するデータを示すものとする。
【００６９】
例えば、記録時刻条件付きデータ＃１によって、１月１日～１月３日の間に記録されたタ
イトルがある場合、そのタイトル（ＶＴＳ）は「Ｈａｐｐｙ　ＮｅｗＹｅａｒ」版という
メニューページから参照できる。また、「Ｈａｐｐｙ　Ｎｅｗ　Ｙｅａｒ」に関連した背
景画像、ページボタン画像等のページ設定データが参照され、メニュー画面の生成時に使
用される。
以下、同様であるが、記録時刻条件付きデータ＃２によって、６月２７日に記録されたタ
イトルがある場合、ページ設定データへのポインタは記録時刻条件付きデータ＃３にポイ
ントされ、そのタイトルは「Ｈａｐｐｙ　Ｂｉｒｔｈｄａｙ」版というメニューページか
ら参照できる。
記録時刻条件付きデータ＃３によって、９月１３日に記録されたタイトルがある場合、そ
のタイトルは、「Ｈａｐｐｙ　Ｂｉｒｔｈｄａｙ」版というメニューページから参照でき
る。
記録時刻条件付きデータ＃４によって、１２月２４日～２５日に記録されたタイトルがあ
る場合、そのタイトルは、「Ｍｅｒｒｙ　Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ」版というメニューページ
から参照できる。
記録時刻条件付きデータ＃５によって、３月～５月の日曜日又は土曜日に記録されたタイ
トルがある場合、そのタイトルは、「春の休日」版というメニューページから参照できる
。
記録時刻条件付きデータ＃６によって、３月～５月の日曜日、土曜日以外に記録されたタ
イトルがある場合、そのタイトルは、「春」版というメニューページから参照できる。
記録時刻条件付きデータ＃７によって、７月～８月に記録されたタイトルがある場合、そ
のタイトルは「夏」版というメニューページから参照できる。
記録時刻条件付きデータ＃８によって、９月１３日以外で９月～１１月の日曜日又は土曜
日に記録されたタイトルがある場合、そのタイトルは、「秋の休日」版というメニューペ
ージから参照できる。
記録時刻条件付きデータ＃９によって、９月１３日以外で９月～１１月の日曜日、土曜日
以外に記録されたタイトルがある場合、そのタイトルは、「秋」版というメニューページ
から参照できる。
記録時刻条件付きデータ＃１０によって、１２月２４日、２５日以外で１２月～２月の日
曜日又は土曜日に記録されたタイトルがある場合、そのタイトルは、「冬の休日」版とい
うメニューページから参照できる。
記録時刻条件付きデータ＃１１によって、１２月２４日、２５日以外で１２月～２月の日
曜日、土曜日以外に記録されたタイトルがある場合、そのタイトルは「冬」版というメニ
ューページから参照できる。
記録時刻条件付きデータ＃１２によって、上記以外、この例では２７日以外の６月に記録
されたタイトルがある場合、そのタイトルは、「その他」版というメニューページから参
照できる。
【００７０】
このようにして、プログラムを保存しておくことで、個人の好みやコンテンツに応じてメ
ニューの見せ方を書き換え等して自由に選択することができるようになる。さらに、コン
テンツのメニュー表示を個人の好みで表示させることが可能となるため、記録媒体に記録
されたコンテンツから所望のコンテンツを容易に発見することができ、再生することが可
能となる。
ここでは、メニュー形式のデータについて、タイトルの記録時の時刻に応じてタイトルを
分類した例で説明したが、タイトルを記録したユーザーに応じてタイトルを分類し、対応
するページ設定データに基づいてメニュー画面の生成を行うものでもよい。さらに挿入さ
れたディスク４２固有の識別情報に対応するページ設定データに基づいて、メニュー画面
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を生成するものでもよい。
又、図１５に示したメニューの表示形式は、プログラムを変更して自由に選択することが
可能であり、例えば、「１月１日から１月３日」を「１月１日から１月５日」に変更した
り、又は、「Ｈａｐｐｙ　Ｎｅｗ　Ｙｅａｒ」版で指し示す画像を別の画像に変更するこ
とも可能である。
【００７１】
次に、実際にプログラムに基づいてメニューページを作成することについて、図１６に示
すフローチャートを参照して、以下説明する。
【００７２】
先ず、処理中のＶＴＳ番号を示す変数ｊ、処理中の記録時刻条件付きデータ番号を示す変
数ｑ、処理中のメニューページにおける最初のＶＴＳ番号を示す変数ｐを夫々初期化する
（ステップＳＴ１）。
【００７３】
次に、ＶＴＳ番号を示す変数ｊに１を加える（ステップＳＴ２）。
次に、ＶＴＳ番号を示す変数ｊがＶＴＳの数Ｎを超えていなければステップＳＴ４に進み
、超えていればステップＳＴ１３に進む（ステップＳＴ３）。
【００７４】
カウントする変数ｋを０にする（ステップＳＴ４）。
変数ｋに１を加える（ステップＳＴ５）。
ＶＴＳ＃ｊの記録時刻が記録時刻条件付きデータ＃ｋの記録時刻範囲に合致すればステッ
プＳＴ７に進み、合致しなければステップＳＴ５へ戻る（ステップＳＴ６）。
【００７５】
処理中の記録時刻条件付きデータ番号を示す変数ｑが初期化以降未設定であればステップ
ＳＴ１２へ進み、設定済みであればステップＳＴ８へ進む（ステップＳＴ７）。
【００７６】
ＶＴＳ＃ｊの記録時刻に対応する記録時刻条件付きデータ＃ｋと前回の記録時刻条件付き
データ＃ｑが一致すればステップＳＴ９に進み、一致しなければステップＳＴ１０に進む
（ステップＳＴ８）。
【００７７】
変数（ｊ－ｐ）が１ページに入るサムネイル数ｎ以下であればステップＳＴ２へ戻り、サ
ムネイル数ｎ＋１であればステップＳＴ１０へ進む（ステップＳＴ９）。
【００７８】
次に、ＶＴＳ＃ｐ、…、＃ｊ－１を参照するメニューページを作成し、ステップＳＴ１１
へ進む（ステップＳＴ１０）。
【００７９】
変数ｐに変数ｊを代入してステップＳＴ１２へ進む（ステップＳＴ１１）。
【００８０】
変数ｑに変数ｋを代入して、ステップＳＴ２に戻る（ステップＳＴ１２）。
【００８１】
ＶＴＳ＃ｐ、…、＃ｊ－１を参照するメニューページを作成し、処理が終了する（ステッ
プＳＴ１３）。
【００８２】
以上、ファイナライズ時に、メニュー画面を生成するプログラムを参照してメニュー画面
をメディアに記録するＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ規格に準拠した実施例について述べたが、本発
明はメディアへのメニュー画面の記録を行わず、再生時にプログラムを参照し、メニュー
画面を作成する場合にも同様に適用できる。
また、記録媒体として、ＤＶＤ等の光ディスクだけでなく、磁気記録媒体、半導体記録媒
体等の記録媒体にも同様に適応できる。
【００８３】
【発明の効果】
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上記説明したように、本発明に係る情報記録装置及び情報記録方法は、記録媒体に記録さ
れているコンテンツに対して、コンテンツに適合するメニュー画面を作成できるようにし
たことにより、記録媒体に多くのコンテンツが存在しても、その管理がし易くなり、又、
コンテンツに応じてメニューの見せ方を自由に選択することができ、さらに、所望のコン
テンツを速やかに検索し、容易に再生することが可能となり、この機能を搭載した機器の
付加価値を高めることができるという効果がある。
また、作成したメニュー画面をコンテンツ同様、他の再生機器で再生可能なフォーマット
で記録媒体に記録することにより、その記録媒体を他の再生機器で使用する場合、再生機
器に依存したメニュー画面で再生することなく、作成したメニュー画面を他の機器におい
ても再生することができるという効果がある。
【００８４】
又、本発明に係る情報記録装置及び情報記録方法においては、メニュー画面を生成するプ
ログラムを利用して、記録媒体に記録されているコンテンツ特有のメニュー画面を作成で
きるようにしたことにより、記録媒体に記録されているコンテンツの管理が容易にできる
ようになると共に、ユーザーが個人の好みやコンテンツに応じてメニューの見せ方を自由
に選択することができ、この機能を搭載した機器の付加価値を高めることができるという
効果がある。
【００８６】
また、ディスクにデータが記録された日付や時刻に応じてメニューページ毎に見せ方を変
化させて時間や季節感等を表現することができるという効果もある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る第１実施形態の情報記録方法を具現化できる情報記録装置の構成を
略示的に示したブロック図である。
【図２】同、記録媒体が単体の場合の情報記録装置を略示的に示したブロック図である。
【図３】同、記録媒体が複数存在する場合の情報記録装置を略示的に示したブロック図で
ある。
【図４】本発明に係る第２実施形態の情報記録方法を具現化できる情報記録装置の構成を
略示的に示したブロック図である。
【図５】本発明に係る第３実施形態の情報記録方法を具現化できる情報記録装置の構成を
略示的に示したブロック図である。
【図６】同、ディスクのデータ構造を示した説明図である。
【図７】同、ＩＮＣ（Ｉｎｃｒｅｍｅｎｔａｌ　Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ）方式の手順を示し
た説明図である。
【図８】同、ＲＯＷ（Ｒｅｓｔｒｉｃｔｅｄ　Ｏｖｅｒｗｒｉｔｅ）方式の手順を示した
説明図である。
【図９】同、ファイナライズ時のメニュー記録構造を示した説明図である。
【図１０】同、ファイナライズ後のメニュー画面の例を示した説明図である。
【図１１】同、メニュー画面を生成するプログラムの構造を示した説明図である。
【図１２】同、メニュー画面を生成するプログラムの構造を示した説明図である。
【図１３】同、メニュー画面を生成するプログラムの構造を示した説明図である。
【図１４】同、メニュー画面を生成するプログラムの構造を示した説明図である。
【図１５】同、メニュー画面を生成するプログラムの構造例を示した説明図である。
【図１６】同、メニューページ作成処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１１；記録媒体、１１Ａ；記録媒体、１１Ｂ；記録媒体、１１Ｃ；記録媒体、１２；第一
の領域、１３；代表データ生成手段、１４；第一のメモリ、１５；第二のメモリ、１６；
リンク情報生成手段、１７；画像生成手段、１８；第二の領域、２１；ユーザーメニュー
、２２；ユーザーメニュー、２３；ユーザーメニュー、２４；メニュー画面、２５；メニ
ュー画面、２６；インターフェース、２７；ネットワーク、２８；外部機器、３１；ビデ
オカメラ、３２；撮像部、３３；マイク部、３４；ビデオエンコーダ、３５；オーディオ
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エンコーダ、３６；システムブロック、３７；ビデオデコーダ、３８；ＬＣＤ、３９；ラ
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