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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
入来するＤＩＦストリームからオーディオデータ及びビデオデータをＤＩＦブロック単
位で抽出する抽出部と、
前記ＤＩＦストリームからシステムデータをＤＩＦブロック単位で抽出すると共にオー
ディオ補助データを抽出し、抽出したデータから不要データを取り除くことにより抽出デ
ータを再構成するデータ再構成部と、
前記抽出部で抽出した前記オーディオデータと、前記抽出部で抽出した前記ビデオデー
タと、前記データ再構成部にて再構成した再構成システムデータとを、記録媒体上に夫々
分離して設けられるオーディオデータ領域と、ビデオデータ領域と、システムデータ領域
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とに所定のデータ量単位で記録し、再生する記録再生部と、
前記記録再生部により再生される前記オーディオデータと、前記ビデオデータと、前記
再構成システムデータとを合成するに際し、前記再構成システムデータに含まれる前記オ
ーディオ補助データにより前記オーディオデータ内のオーディオ補助データを置き換える
合成部とを有することを特徴とする記録再生装置。
【請求項２】
前記ＤＩＦストリームにおけるエラーの有無をフレーム単位で検出し、検出結果をエラ
ー情報として出力するフレームエラー検出部と、
前記フレームエラー検出部が出力するエラー情報を前記再構成システムデータの一部に
埋め込むエラー情報埋め込み部と、
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前記記録再生部により再生される前記再構成システムデータから前記エラー情報を検出
するエラー情報検出部と、
前記エラー情報検出部にてフレームエラーが検出された場合に前記ＤＩＦストリームに
おけるフレームエラーフラグを書き換えるエラーフラグ書き換え部と、
をさらに有することを特徴とする請求項１記載の記録再生装置。
【請求項３】
前記記録再生部は、前記ＤＩＦストリームにおける１つのＤＩＦシーケンスに対応する
前記再構成システムデータを、前記所定のデータ量単位をなす単一の記録ブロック内に格
納して前記記録媒体上に記録することを特徴とする請求項１記載の記録再生装置。
【請求項４】
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入来するＤＩＦストリームからオーディオデータ及びビデオデータをＤＩＦブロック単
位で抽出して、
前記ＤＩＦストリームからシステムデータをＤＩＦブロック単位で抽出すると共にオー
ディオ補助データを抽出し、抽出したデータから不要データを取り除くことにより抽出デ
ータを再構成し、
抽出した前記オーディオデータ及び前記ビデオデータと、再構成された前記再構成シス
テムデータとを、記録媒体上に夫々分離して設けられるオーディオデータ領域と、ビデオ
データ領域と、システムデータ領域とに所定のデータ量単位で記録して再生し、
再生される前記オーディオデータと、前記ビデオデータと、前記再構成システムデータ
とを合成するに際し、前記再構成システムデータに含まれる前記オーディオ補助データに
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より前記オーディオデータ内のオーディオ補助データを置き換えることを特徴とする記録
再生方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
ＤＶフォーマットの映像音声信号をハードディスク等のディスク記録媒体に記録し、再生
する記録再生装置及び記録再生方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＤＶフォーマットの映像音声信号を記録し、再生する記録再生装置として、カメラ一体型
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のＶＣＲ（ビデオカメラ）が広く普及している。このＤＶフォーマットの映像音声信号で
は、映像信号にフレーム内の圧縮符号化が施されているため、フレーム単位での編集が容
易である。しかし、その反面、情報圧縮効率が低く単位時間あたりのデータ量が多い。
【０００３】
一 方 、 Ｍ Ｐ Ｅ Ｇ （ Moving Picture Experts Group） 方 式 の 圧 縮 符 号 化 を 施 し た 映 像 音 声 信
号をハードディスクや光ディスク等のディスク記録媒体に記録し、再生する記録再生装置
として、ハードディスクレコーダやＤＶＤレコーダが普及している。このＭＰＥＧ方式の
映像音声信号では、映像信号にフレーム間の圧縮符号化が施されるため、情報圧縮効率が
高く単位時間あたりのデータ量が小さい。従って、家庭内で放送番組を記録再生させる据
え置きタイプの記録再生装置の場合、映像音声信号の圧縮符号化方式として、その大半が
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ＭＰＥＧ方式を採用している。
【０００４】
このように、現在、ビデオカメラではＤＶフォーマットによる映像音声信号、据え置きタ
イプの記録再生装置ではＭＰＥＧ方式の映像音声信号を記録再生するものが主流となって
いる。しかし、ビデオカメラで記録した映像音声信号を据え置きタイプの記録再生装置に
コピーして、この映像音声信号を据え置きタイプの記録再生装置から再生したいという要
望や、この映像音声信号を据え置きタイプの記録再生装置で編集処理したいという要望が
多くなっている。
【０００５】
そして、このような要望に応えるべく、ＩＥＥＥ１３９４等のディジタルインターフェー
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ス等を介してビデオカメラが送信する映像音声信号をＭＰＥＧ方式の映像音声信号に変換
して記録するようにした据え置きタイプの記録再生装置が出現しつつある。
【０００６】
【特許文献１】
特開２００１―９４９２１号公報
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、このようにＤＶフォーマットの映像音声信号をＭＰＥＧ方式の映像音声信号に
変換して記録した場合、この映像音声信号の記録に必要な記録容量を削減できるというメ
リットはあるものの、フレーム単位の編集処理が行いにくく、また、アフレコの処理が行
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えなくなるといった問題がある。
【０００８】
一方、ビデオカメラが送信するＤＶフォーマットの映像音声信号をＭＰＥＧ方式の映像音
声信号に変換せずにＤＩＦストリームのまま記録することも考えられる。しかし、ＤＩＦ
ストリームの映像音声信号は、そのデータ構造がディスクへの記録に最適化されているも
のではないため、システム情報の一括的な管理が行えず、アフレコ等の処理を行う際に処
理が煩雑になるという問題がある。
【０００９】
以上のような問題点に鑑み、本発明は、ＤＶフォーマットの映像音声信号をディスク記録
媒体に記録するに際して、これをディスクへの記録に適したフォーマットに変換して記録
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するようにした記録再生装置及び記録再生方法を提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
以上の課題を解決するために、本発明に係る記録再生装置は、入来するＤＩＦストリー
ムからオーディオデータ及びビデオデータをＤＩＦブロック単位で抽出する抽出部と、前
記ＤＩＦストリームからシステムデータをＤＩＦブロック単位で抽出すると共にオーディ
オ補助データを抽出し、抽出したデータから不要データを取り除くことにより抽出データ
を再構成するデータ再構成部と、前記抽出部で抽出した前記オーディオデータと、前記抽
出部で抽出した前記ビデオデータと、前記データ再構成部にて再構成した再構成システム
データとを、記録媒体上に夫々分離して設けられるオーディオデータ領域と、ビデオデー
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タ領域と、システムデータ領域とに所定のデータ量単位で記録し、再生する記録再生部と
、前記記録再生部により再生される前記オーディオデータと、前記ビデオデータと、前記
再構成システムデータとを合成するに際し、前記再構成システムデータに含まれる前記オ
ーディオ補助データにより前記オーディオデータ内のオーディオ補助データを置き換える
合成部とを有することを特徴とするものである。
特に、前記発明において、前記ＤＩＦストリームにおけるエラーの有無をフレーム単位
で検出し、検出結果をエラー情報として出力するフレームエラー検出部と、前記フレーム
エラー検出部が出力するエラー情報を前記再構成システムデータの一部に埋め込むエラー
情報埋め込み部と、前記記録再生部により再生される前記再構成システムデータから前記
エラー情報を検出するエラー情報検出部と、前記エラー情報検出部にてフレームエラーが
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検出された場合に前記ＤＩＦストリームにおけるフレームエラーフラグを書き換えるエラ
ーフラグ書き換え部と、をさらに有することを特徴とするものである。
また、前記発明において、前記記録再生部は、前記ＤＩＦストリームにおける１つのＤ
ＩＦシーケンスに対応する前記再構成システムデータを、前記所定のデータ量単位をなす
単一の記録ブロック内に格納して前記記録媒体上に記録するものである。
また、本発明の記録再生方法は、入来するＤＩＦストリームからオーディオデータ及び
ビデオデータをＤＩＦブロック単位で抽出して、前記ＤＩＦストリームからシステムデー
タをＤＩＦブロック単位で抽出すると共にオーディオ補助データを抽出し、抽出したデー
タから不要データを取り除くことにより抽出データを再構成し、抽出した前記オーディオ
データ及び前記ビデオデータと、再構成された前記再構成システムデータとを、記録媒体
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上に夫々分離して設けられるオーディオデータ領域と、ビデオデータ領域と、システムデ
ータ領域とに所定のデータ量単位で記録して再生し、再生される前記オーディオデータと
、前記ビデオデータと、前記再構成システムデータとを合成するに際し、前記再構成シス
テムデータに含まれる前記オーディオ補助データにより前記オーディオデータ内のオーデ
ィオ補助データを置き換えることを特徴とするものである。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態につき、好ましい実施例により説明する。
図１は、本発明の実施例に係る記録再生装置の記録系の構成、図２は本発明の実施例に係
る記録再生装置の再生系の構成を示すものである。なお、本実施例では、ＤＩＦストリー
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ムの形態で外部機器から転送されたＤＶフォーマットの映像音声信号をハードディスクド
ライブにより記録再生する記録再生装置について説明する。
【００１２】
また、図３乃至図５は、本実施例に係る記録再生装置に入来するＤＩＦストリームのデー
タ構造を示しており、図３は５２５ライン／３０フレームシステムの信号における１フレ
ーム分、図４はこの信号における１ＤＩＦシーケンス分、図５はこの信号のうちオーディ
オデータを格納するオーディオＤＩＦブロックを示すものである。
【００１３】
ここでは、まず図３乃至図５を用いて、本実施例に係る記録再生装置に入来するＤＩＦス
トリームのデータ構造について説明する。図３に示す如く、５２５ライン／３０フレーム
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システムの信号では、１フレームのデータが１０個のＤＩＦシーケンス（０〜９）により
構成されており、各ＤＩＦシーケンスは、夫々１２０００バイトのデータよりなる。
【００１４】
１つのＤＩＦシーケンスは、図４に示す如く、８０バイト単位の全部で１５０個のＤＩＦ
ブロックから成り、ＤＩＦシーケンスにおける先頭のブロックがヘッダＤＩＦブロック（
Ｈ０）、次の２つのブロックがサブコードＤＩＦブロック（ＳＣ０、ＳＣ１）、次の３つ
のブロックがビデオ補助ＤＩＦブロック（ＶＡ０〜ＶＡ２）、残る１４４個のブロックが
オーディオＤＩＦブロック（Ａ０〜Ａ８）及びビデオＤＩＦブロック（Ｖ０〜Ｖ１３４）
である。なお、図４に示す如く、オーディオＤＩＦブロックは、ビデオ補助ＤＩＦブロッ
ク（ＶＡ２）の直後と、それ以降、１５個のビデオＤＩＦブロック毎に１つずつ挿入され
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ている。
【００１５】
ここで、ビデオデータとビデオ補助データは、夫々ビデオＤＩＦブロック（Ｖ０〜Ｖ１３
４）とビデオ補助ＤＩＦブロック（ＶＡ０〜ＶＡ２）とに分散して格納されているが、オ
ーディオデータとオーディオ補助データは、図５に示す如く、同一のオーディオＤＩＦブ
ロック内に格納されている。また、オーディオＤＩＦブロック内においては、先頭の３バ
イトがＩＤ、次の５バイトがオーディオ補助データ、残りの７２バイトがオーディオデー
タに割り当てられている。
【００１６】
オーディオＤＩＦブロック以外のＤＩＦブロックのデータ構造については、ここでは図示
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しないが、いずれのＤＩＦブロックも先頭の３バイトはＩＤに割り当てられており、この
ＩＤによってＤＩＦブロックの種別、ＤＩＦシーケンス番号、ＤＩＦブロック番号等が識
別可能になる。
【００１７】
次に、図１に示す本実施例に係る記録再生装置の記録系の構成について説明する。図１に
おいて、１は入来するＤＩＦストリームにおける各ＤＩＦブロックのＩＤを検出し、この
ストリームからオーディオＤＩＦブロック及びビデオＤＩＦブロックを抽出するオーディ
オ／ビデオ抽出部、２はオーディオ／ビデオ抽出部１が抽出したオーディオＤＩＦブロッ
クが書き込まれるオーディオＦＩＦＯ、３はオーディオ／ビデオ抽出部１が抽出したビデ
オＤＩＦブロックが書き込まれるビデオＦＩＦＯである。
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【００１８】
また、４は入来するＤＩＦストリームにおける各ＤＩＦブロックのＩＤを検出し、このス
トリームからヘッダＤＩＦブロック（Ｈ０）、サブコードＤＩＦブロック（ＳＣ０、ＳＣ
１）、ビデオ補助ＤＩＦブロック（ＶＡ０〜ＶＡ２）、オーディオＤＩＦブロック（Ａ０
〜Ａ８）を抽出し、抽出したデータを再構成するシステムデータ再構成部、５はシステム
データ再構成部が抽出したＤＩＦブロックの数をＤＩＦブロックの種別毎にカウントする
カウンタである。
【００１９】
また、６は入来するＤＩＦストリームにおける１フレーム分のＤＩＦブロックの数をＤＩ
Ｆストリームと共に検出可能なストローブ信号によりカウントし、フレーム内におけるブ
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ロック数の異常を検出するフレーム異常検出部、７はカウンタ５のカウント値とフレーム
異常検出部６における検出結果に基づきフレーム情報を生成するフレーム情報生成部であ
る。
【００２０】
また、８はシステムデータ再構成部４で再構成したシステムデータとフレーム情報生成部
７が生成したフレーム情報とが書き込まれるシステムデータＦＩＦＯ、９はオーディオＦ
ＩＦＯ２、ビデオＦＩＦＯ３、システムデータＦＩＦＯ８の夫々から順次読み出されるデ
ータが書き込まれるＳＤ−ＲＡＭ、１０はＳＤ−ＲＡＭから読み出されるデータを５１２
バイトのセクタ単位で磁気ディスクに書き込むＨＤＤである。
【００２１】
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以下、本実施例に係る記録再生装置の記録系の動作を説明する。図４で示したようなＤＩ
Ｆストリームが外部から入来すると、オーディオ／ビデオ抽出部１は、このストリームの
中からオーディオＤＩＦブロック（Ａ０〜Ａ８）及びビデオＤＩＦブロック（Ｖ０〜Ｖ１
３４）を抽出し、オーディオＤＩＦブロック（Ａ０〜Ａ８）をオーディオＦＩＦＯ２へ、
ビデオＤＩＦブロック（Ｖ０〜Ｖ１３４）をビデオＦＩＦＯ３へ振り分けて出力する。
【００２２】
そして、オーディオＦＩＦＯ２及びビデオＦＩＦＯ３に書き込まれたオーディオＤＩＦブ
ロック及びビデオＤＩＦブロックは、夫々ブロック単位でＳＤ−ＲＡＭ９に転送される。
各ＤＩＦブロックのデータがＳＤ−ＲＡＭ９内に複数ブロック分蓄積されると、ＳＤ−Ｒ
ＡＭ９からＨＤＤ１０に、５１２バイト単位でデータが読み出され、ＨＤＤ１０内の記録
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媒体にデータが記録される。
【００２３】
図６（ａ）及び（ｂ）は、オーディオＦＩＦＯ２及びＳＤ−ＲＡＭ９を介してＨＤＤ１０
に記録されるオーディオＤＩＦブロックのデータを説明するための図である。ここで、１
ＤＩＦシーケンス分のオーディオＤＩＦブロックは、前述の如く全部で９個のブロックよ
りなり、全てのブロックを同一のセクタに記録することはできない。
【００２４】
そこで、６つのオーディオＤＩＦブロックを同一のセクタに記録するが、６つのオーディ
オＤＩＦブロックのみでは、そのデータ量が８０×６＝４８０バイトであり、５１２バイ
トに満たない。従って、６つのオーディオＤＩＦブロックにスタッフィングデータを加え
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て合計５１２バイトとした後に、ＳＤ−ＲＡＭ９からＨＤＤ１０にこのデータが転送され
る。
【００２５】
そして、残る３つのオーディオＤＩＦブロックは、次のＤＩＦシーケンスのオーディオＤ
ＩＦブロックと組み合わせて同一のセクタに記録される。このようにして、２つのＤＩＦ
シーケンスのオーディオＤＩＦブロックが、記録媒体上の３つのセクタに割り当てられ、
５つのＤＩＦシーケンスのオーディオＤＩＦブロックが記録媒体上の８つのセクタに割り
当てられる。
【００２６】
そして、このようにセクタへの割り当てが行われたオーディオＤＩＦブロックがＨＤＤ１
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０の記録媒体に記録される。また、ビデオＤＩＦブロックに関しても適宜セクタ割り当て
が行われてＨＤＤ１０の記録媒体に記録される。なお、記録媒体上には、オーディオデー
タ記録用領域と、ビデオデータ記録用領域と、システムデータ記録用領域とが夫々別個に
設けられており、オーディオＤＩＦブロックはオーディオデータ記録用領域、ビデオＤＩ
Ｆブロックはビデオデータ記録用領域に記録される。
【００２７】
また、図７に示す如く、ＤＶフォーマットの音声信号フォーマットには、４８ｋＨｚ、４
４．１ｋＨｚ又は３２ｋＨｚで１６ビットの線形量子化を行う２ｃｈモードと、３２ｋＨ
ｚで１２ビットの非線形量子化を行う４ｃｈモードとがある。２ｃｈモードでは、例えば
左右各チャンネルのデータが夫々シーケンス０〜４と、シーケンス５〜９とに割り当てら
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れ、４ｃｈモードでは例えば左右両チャンネルのメインデータと、これとは別の左右両チ
ャンネルのサブデータとが夫々シーケンス０〜４と、シーケンス５〜９とに割り当てられ
る。そして、シーケンス０〜４のオーディオＤＩＦブロックとシーケンス５〜９のオーデ
ィオＤＩＦブロックとは、記録媒体のオーディオデータ記録領域のなかで夫々別個の記録
領域に記録される。
【００２８】
一方、システムデータ再構成部４は、入来するＤＩＦストリームにおける各ＤＩＦブロッ
クのＩＤを検出し、ヘッダＤＩＦブロック（Ｈ０）、サブコードＤＩＦブロック（ＳＣ０
、ＳＣ１）、ビデオ補助ＤＩＦブロック（ＶＡ０〜ＶＡ２）、オーディオＤＩＦブロック
（Ａ０〜Ａ８）を抽出する。そして、これらのＤＩＦブロックからＨＤＤ１０の記録に必
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要なデータのみを抽出する。
【００２９】
図８（ａ）は、システムデータ再構成部４で抽出されるデータの詳細を示す図であり、図
示の如く、ヘッダＤＩＦブロック（Ｈ０）における先頭の８バイト、サブコードＤＩＦブ
ロック（ＳＣ０、ＳＣ１）における先頭の５２バイト、オーディオＤＩＦブロック（Ａ０
〜Ａ８）における先頭の８バイト（図５に示す３バイトのＩＤと５バイトのオーディオ補
助データ）が抽出される。なお、ヘッダＤＩＦブロック（Ｈ０）における残りの７２バイ
ト、サブコードＤＩＦブロック（ＳＣ０、ＳＣ１）における残りの２８バイトは、主にリ
ザーブに設定されており、これらのデータは抽出されない。
【００３０】
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また、ビデオ補助ＤＩＦブロック（ＶＡ０〜ＶＡ２）については、これらのＤＩＦブロッ
クにおける全てのデータが抽出される。図８では、各ＤＩＦブロックから抽出したデータ
に２〜１６の番号を付しており、括弧内にはデータのバイト数を示している。そして、こ
のようにして抽出されたデータは、システムデータＦＩＦＯ８に順次出力される。
【００３１】
カウンタ５はシステムデータ再構成部４で抽出したＤＩＦブロックをその種別毎にカウン
トし、１フレーム分カウントするとこれをフレーム情報生成部７に出力する。また、フレ
ーム異常検出部６は、各ＤＩＦブロックと共に検出されるストローブ信号によりＤＩＦブ
ロックの数をカウントし、ＤＩＦブロックの数がフレーム単位で正常であるか否かを検出
する。
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【００３２】
フレーム情報生成部７は、フレーム異常検出部６の検出結果とカウンタ５の出力により、
図９に示すようなフレーム情報を生成し、これをシステムデータＦＩＦＯ８に出力する。
そして、システムデータＦＩＦＯ８には、図８（ａ）に示したシステムデータ再構成部４
の抽出データと、図９に示したフレーム情報生成部７によるフレーム情報とが書き込まれ
る。その際、図８（ｂ）に示すようなイメージデータがＳＤ−ＲＡＭ９内に形成されるよ
う、システムデータ再構成部４及びフレーム情報生成部７のデータ出力タイミングが適宜
調整され、システムデータＦＩＦＯ８内のデータは、８０バイト単位でＳＤ−ＲＡＭ９に
出力される。
【００３３】
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図８（ｂ）は、ＳＤ−ＲＡＭ９内に形成される５１２バイト単位のイメージデータのデー
タ構造を示すものであり、８バイトから成る先頭のデータ１は、フレーム情報生成部７が
生成したフレーム情報である。また、それ以降のデータ２〜１６は、図８（ａ）に示すデ
ータ２〜１６に対応しており、網目表示される部分にはスタッフィングデータが挿入され
ている。
【００３４】
なお、前述の如くフレーム情報は、フレーム単位で生成される情報であるため、この情報
はフレーム全体を受信した後に生成される。従って、図８（ｂ）において、データ２〜１
６が所定フレームのＤＩＦシーケンス０のデータであるとすると、データ１は１つ前のフ
レームのフレーム情報を示している。また、ＤＩＦシーケンス１〜９のシステムデータに
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は、フレーム情報は付加されないため、図８（ｂ）のデータ１で示した箇所にはスタッフ
ィングデータが挿入される。
【００３５】
そして、システムデータＦＩＦＯ８からＳＤ−ＲＡＭ９へは、８０バイト単位のデータを
６回出力することにより４８０バイト分のデータが転送される。なお、システムデータＦ
ＩＦＯ８からＳＤ−ＲＡＭ９への１回目、２回目及び６回目のデータ出力時には、出力デ
ータのデータ量が８０バイトに満たないため、正味のデータにスタッフィングデータを加
えて８０バイトのデータとして出力される。
【００３６】
また、全６回の出力では、記録データが５１２バイトに満たないため、ＳＤ−ＲＡＭ９へ
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のデータの書き込みに伴って、更に３２バイト分のスタッフィングデータが加えられて、
５１２バイトの記録イメージデータが形成される。そして、このようにして形成された記
録データのイメージがＨＤＤ１０内の記録媒体におけるシステムデータ記録用領域に記録
される。
【００３７】
以上のように、本実施例に係る記録再生装置によれば、外部から入来するＤＩＦストリー
ムからオーディオＤＩＦブロックとビデオＤＩＦブロックとが抽出されて、夫々オーディ
オデータ記録用領域とビデオデータ記録用領域とに記録される。更に、システムデータに
関しては、再構成した後にフレーム情報が付加されてシステムデータ記録用領域に記録さ
れる。
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【００３８】
次に、図２を用いて本実施例に係る記録再生装置の再生系の構成について説明する。図２
において、１０は前述の如くオーディオＤＩＦブロックとビデオＤＩＦブロックとシステ
ムデータとが記録される記録媒体からこれらのデータを読み出すＨＤＤ、２１はＨＤＤ１
０から５１２バイト毎に読み出されるデータが書き込まれるＳＤ−ＲＡＭである。
【００３９】
また、２２はＳＤ−ＲＡＭ２１からブロック単位で読み出されるオーディオＤＩＦブロッ
クが書き込まれるオーディオＦＩＦＯ、２３はＳＤ−ＲＡＭ２１からブロック単位で読み
出されるビデオＤＩＦブロックが書き込まれるビデオＦＩＦＯ、２４はＳＤ−ＲＡＭ２１
から８０バイト単位で読み出されるシステムデータが書き込まれるシステムデータＦＩＦ
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Ｏである。
【００４０】
なお、ここでは、ＳＤ−ＲＡＭ２１、オーディオＦＩＦＯ２２、ビデオＦＩＦＯ２３、シ
ステムデータＦＩＦＯ２４は、図１で示した記録系と別の構成として示したが、これらの
メモリを記録系と再生系とで共用できるように構成しても構わない。
【００４１】
また、２５はシステムデータＦＩＦＯ２４から読み出されるデータからフレーム情報を検
出するフレーム情報検出部、２６はオーディオＦＩＦＯ２２から読み出されるオーディオ
ＤＩＦブロック、ビデオＦＩＦＯ２３から読み出されるビデオＤＩＦブロック、システム
データＦＩＦＯ２４から読み出されるシステムデータを合成してＤＩＦストリームを生成
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するＤＩＦストリーム生成部である。
【００４２】
以下、本実施例に係る記録再生装置の再生系の動作を説明する。ＨＤＤ１０の記録媒体に
記録されている映像音声信号を再生する際は、オーディオデータ記録用領域から読み出さ
れたオーディオＤＩＦブロックはＳＤ−ＲＡＭ２１を介してオーディオＦＩＦＯ２２に出
力され、ビデオデータ記録用領域から読み出されたビデオＤＩＦブロックはＳＤ−ＲＡＭ
２１を介してビデオＦＩＦＯ２３に出力される。
【００４３】
そして、システムデータ記録用領域から読み出されたシステムデータはＳＤ−ＲＡＭ２１
を介してシステムデータＦＩＦＯ２４に出力される。なお、その際ＳＤ−ＲＡＭ２１とシ
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ステムデータＦＩＦＯ２４との間は、８０バイト単位でデータが転送される。フレーム情
報検出部２５は、システムデータＦＩＦＯ２４から読み出されるデータからフレーム情報
を検出し、このフレーム情報の検出結果をＤＩＦストリーム生成部２６に出力する。
【００４４】
ここで、まずＤＩＦストリーム生成部２６は、システムデータＦＩＦＯ２４から読み出し
たデータにより、図４で示した１ＤＩＦシーケンス分のデータにおけるヘッダＤＩＦブロ
ック（Ｈ０）、サブコードＤＩＦブロック（ＳＣ０、ＳＣ１）、ビデオ補助ＤＩＦブロッ
ク（ＶＡ０〜ＶＡ２）を復元する。
【００４５】
そして、オーディオＦＩＦＯ２２から読み出されるオーディオＤＩＦブロック、ビデオＦ
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ＩＦＯ２３から読み出されるビデオＤＩＦブロックを図４に示す如く配列することになる
が、オーディオＦＩＦＯ２２から読み出されるオーディオＤＩＦブロック（Ａ０〜Ａ８）
における先頭の８バイト（図５に示す３バイトのＩＤと５バイトのオーディオ補助データ
）は、システムデータＦＩＦＯ２４から読み出されるデータにより置き換えられる。つま
り、図８（ｂ）に示すデータ８〜１６により、オーディオＦＩＦＯ２２から読み出される
オーディオＤＩＦブロック（Ａ０〜Ａ８）における各先頭の８バイトが置き換えられてＤ
ＩＦシーケンスが復元される。
【００４６】
ここで、フレーム情報検出部２５におけるフレーム情報の検出の結果、フレーム異常が発
見されなかった場合には、復元したＤＩＦストリームをそのまま外部機器に出力したり、
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内部のＤＶデコーダ等に出力するが、フレーム異常が発見された場合には、ＤＩＦストリ
ームにおけるフレーム異常を示すフラグがたてられる。従って、このＤＩＦストリームを
受けた内部のデコーダ又は外部機器は、この異常フレームを前フレームによりコンシール
する等の処理を行える。
【００４７】
以上の如く、本実施例に係る記録再生装置によれば、ＤＩＦストリームの中からオーディ
オデータ、ビデオデータ、システムデータが夫々抽出されて、これらのデータが夫々専用
の領域にまとめて記録される。また、各オーディオＤＩＦブロックの先頭８バイト（図５
に示す３バイトのＩＤと５バイトのオーディオ補助データ）のデータは、オーディオデー
タ記録用領域と、システムデータ記録用領域とに重複して記録されるが、再生時にシステ
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ムデータ記録用領域に記録されていたデータによりオーディオデータ記録用領域に記録さ
れていたデータが上書き消去される。
【００４８】
従って、ＨＤＤ１０の記録媒体に記録されている映像音声信号を編集する際には、オーデ
ィオデータ、ビデオデータ、システムデータを夫々の領域内で書き換えれば良く、この編
集に伴う処理を簡素化することができる。
【００４９】
また、本実施例に係る記録再生装置によれば、図７で示した４ｃｈモードでの記録時には
、メインの２チャンネルとサブの２チャンネルとが夫々別々の領域に記録される。従って
、例えばサブの２チャンネルをアフレコ編集する際は、このサブチャンネルのオーディオ
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ＤＩＦブロックが記録されている領域のデータと、オーディオ補助データ、つまり、図８
（ｂ）のデータ８〜１６で示したデータを書き換えれば良く、このアフレコ編集に伴う処
理を簡素化することができる。
【００５０】
なお、以上の実施例では、５２５ライン／３０フレームシステムの信号に対する処理を示
したが、６２５ライン／２５フレームシステムの信号にも適用できる。６２５ライン／５
０フィールドシステムの信号の場合、１フレームのデータが１２個のＤＩＦシーケンス（
０〜１１）により構成されているため、１フレーム分のデータ量は、１２０００×１２＝
１４４０００バイトとなっている。しかし、１ＤＩＦシーケンス分のデータ構造は、図４
に示したものと全く同一であるため、システムデータ再構成部４での抽出動作、フレーム
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情報生成部７によるフレーム情報の生成動作は、先の説明と全く同一のものとなる。
【００５１】
【発明の効果】
本発明によれば、ＤＩＦストリームから抽出されたオーディオデータと、ビデオデータと
、システムデータとが夫々記録媒体上で異なる領域に記録され、更にビデオ補助データが
システムデータの一部として記録されるため、編集作業に伴う処理を簡素化できるという
効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例に係る記録再生装置の記録系の構成を示す図である。
【図２】本発明の実施例に係る記録再生装置の再生系の構成を示す図である。
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【図３】５２５ライン／３０フレームシステムの信号の１フレーム分のＤＩＦストリーム
を示す図である。
【図４】１ＤＩＦシーケンス分データ構造を示す図である。
【図５】オーディオＤＩＦブロックのデータ構造を示す図である。
【図６】オーディオＤＩＦブロックのセクタ割り当てを示す図である。
【図７】音声信号フォーマットを示す図である。
【図８】本発明の実施例に係る記録再生装置で記録時に抽出するシステムデータを示す図
である。
【図９】本発明の実施例に係る記録再生装置で記録時に生成するフレーム情報の一例を示
す図である。
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【符号の説明】
１…オーディオ／ビデオ抽出部
２、２２…オーディオＦＩＦＯ
３、２３…ビデオＦＩＦＯ
４、２４…システムデータ再構成部
５…カウンタ
６…フレーム異常検出部
７…フレーム情報生成部
８…システムデータＦＩＦＯ
９、２１…ＳＤ−ＲＡＭ
１０…ＨＤＤ
２５…フレーム情報検出部
２６…ＤＩＦストリーム生成部
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