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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体に対して映像信号を記録する記録処理及び上記記録媒体から記録済の映像信号
を再生する再生処理を並行して実行するようになされた信号記録再生装置において、
　上記記録媒体上で前回に上記記録処理を停止した記録停止位置を示すと共に、当該記録
媒体上で次回に上記記録処理を開始する記録開始位置を示す記録開始位置情報を保持する
記録開始位置保持手段と、
　上記記録媒体上で前回に上記再生処理を停止した再生停止位置を示すと共に、当該記録
媒体上で次回に上記再生処理を開始する再生開始位置を示す再生開始位置情報を保持する
再生開始位置保持手段と、
　上記記録処理に対応する記録映像を上記再生処理に対応する再生映像に重ねて表示する
と共に、上記記録開始位置情報及び上記再生開始位置情報をまとめて示す１つの表示キヤ
ラクタを上記再生映像に重ねて表示するように制御する表示制御手段と
　を具え、上記記録開始位置情報に基づく上記記録処理の開始及び上記再生開始位置情報
に基づく上記再生処理の開始をそれぞれ独立して行うようにし、
　上記表示制御手段は、
　上記記録処理が停止した場合に、当該記録処理が停止した時点における上記記録映像を
記録静止画として上記再生映像に重ねて表示し続ける
　ことを特徴とする信号記録再生装置。
【請求項２】
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　上記信号記録再生装置は、
　上記記録開始位置保持手段に任意の上記記録開始位置情報を入力する記録開始位置設定
手段を具える
　ことを特徴とする請求項１に記載の信号記録再生装置。
【請求項３】
　上記記録開始位置設定手段は、
　上記記録開始位置情報を任意に移動する記録開始位置移動操作手段を具える
　ことを特徴とする請求項２に記載の信号記録再生装置。
【請求項４】
　上記記録開始位置設定手段は、
　上記再生動作を入力設定する再生動作設定手段に対して独立に設けられる
　ことを特徴とする請求項２に記載の信号記録再生装置。
【請求項５】
　上記記録開始位置設定手段は、
　上記信号の再生動作を入力設定する再生動作設定手段と一体化され、所定の切換手段に
よつて上記記録開始位置情報の設定又は再生動作の設定を切り換える
　ことを特徴とする請求項２に記載の信号記録再生装置。
【請求項６】
　上記表示制御手段は、
　上記記録開始位置情報及び上記再生開始位置情報を上記記録媒体における位置を表す数
字にぞれぞれ置き換えて表示するように制御する
　ことを特徴とする請求項１に記載の信号記録再生装置。
【請求項７】
　上記記録開始位置保持手段は複数の上記記録開始位置情報を保持し、
　上記再生開始位置保持手段は複数の上記再生開始位置情報を保持する
　ことを特徴とする請求項１に記載の信号記録再生装置。
【請求項８】
　上記表示制御手段は、
　上記複数の記録開始位置情報及び上記複数の再生開始位置情報を一覧表示するように制
御する
　ことを特徴とする請求項７に記載の信号記録再生装置。
【請求項９】
　上記信号記録再生装置は、
　上記記録開始位置保持手段に保持される上記記録開始位置情報及び上記再生開始位置情
報を相互に受け渡して保持する信号授受手段を具える
　ことを特徴とする請求項１に記載の信号記録再生装置。
【請求項１０】
　記録媒体に対して映像信号を記録する記録処理及び上記記録媒体から記録済の映像信号
を再生する再生処理を並行して実行するようになされた信号記録再生方法において、
　上記記録媒体上で前回に上記記録処理を停止した記録停止位置を示すと共に、当該記録
媒体上で次回に上記記録処理を開始する記録開始位置を示す記録開始位置情報を保持し、
　上記記録媒体上で前回に上記再生処理を停止した再生停止位置を示すと共に、当該記録
媒体上で次回に上記再生処理を開始する再生開始位置を示す再生開始位置情報を保持し、
　上記記録処理に対応する記録映像を上記再生処理に対応する再生映像に重ねて表示する
と共に、上記記録開始位置情報及び上記再生開始位置情報をまとめて示す１つの表示キヤ
ラクタを上記再生映像に重ねて表示するように制御し、
　上記記録開始位置情報に基づく上記記録処理の開始及び上記再生開始位置情報に基づく
上記再生処理の開始をそれぞれ独立して行い、上記記録処理が停止した場合に、当該記録
処理が停止した時点における上記記録映像を記録静止画として上記再生映像に重ねて表示
し続ける
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　ことを特徴とする信号記録再生方法。
【請求項１１】
　上記保持される記録開始位置情報及び再生開始位置情報は、それぞれ複数保持される
　ことを特徴とする請求項１０に記載の信号記録再生方法。
【請求項１２】
　上記保持される複数の記録開始位置情報及び複数の再生開始位置情報は、一覧表示され
る
　ことを特徴とする請求項１１に記載の信号記録再生方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【目次】
以下の順序で本発明を説明する。
【０００２】
発明の属する技術分野
従来の技術
発明が解決しようとする課題
課題を解決するための手段
発明の実施の形態（図１～図８）
発明の効果
【０００３】
【発明の属する技術分野】
本発明は例えば映像及び音声信号を記録再生する信号記録再生装置及び方法に適用した好
適なものである。
【０００４】
【従来の技術】
従来、記録媒体に対して例えば映像及び音声信号を記録すると共に、当該記録された映像
及び音声信号を再生する記録再生装置においては、記録媒体に所望の映像及び音声信号等
の情報を記録する記録動作、及び映像及び音声信号等の情報が記録済である記録媒体から
当該記録済の情報を再生する再生動作を独立して行うようになされている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、記録媒体に記録済の映像及び音声等の情報を再生しているとき、これと同時に
任意の位置に新たな映像及び音声等の情報を記録することができれば、ユーザの使い勝手
を向上し得ると考えられる。
【０００６】
本発明は以上の点を考慮してなされたもので、記録位置及び再生位置を独立かつ任意に設
定し得る信号記録再生装置及び方法を提案しようとするものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　かかる課題を解決するため本発明においては、記録媒体上で前回に記録処理を停止した
記録停止位置を示すと共に、当該記録媒体上で次回に記録処理を開始する記録開始位置を
示す記録開始位置情報を保持し、記録媒体上で前回に再生処理を停止した再生停止位置を
示すと共に、当該記録媒体上で次回に再生処理を開始する再生開始位置を示す再生開始位
置情報を保持し、記録処理に対応する記録映像を再生処理に対応する再生映像に重ねて表
示すると共に、記録開始位置情報及び再生開始位置情報をまとめて示す１つの表示キヤラ
クタを再生映像に重ねて表示するように制御し、記録開始位置情報に基づく記録処理の開
始及び再生開始位置情報に基づく再生処理の開始をそれぞれ独立して行うようにし、記録
処理が停止した場合に、当該記録処理が停止した時点における記録映像を記録静止画とし
て再生映像に重ねて表示し続けるようにした。この結果、現在再生している再生映像を表
示しつつも、現在記録している記録映像、もしくは記録を停止した位置における記録静止
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画の内容をユーザに提示できると共に、これら再生映像と、記録映像もしくは記録静止画
との表示に合わせるようにして、記録媒体の記録領域に対する、記録処理が停止した際に
おける次回の記録開始位置及び次回の再生開始位置を容易に把握できるように、すなわち
、現在の記録位置及び現在の再生位置を容易に把握できるようにユーザに提示できる。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下図面について、本発明の一実施の形態を詳述する。
【０００９】
図１において１０は全体として映像及び音声信号記録再生装置を示し、ユーザが記録制御
信号入力部４１を操作することによつて記録動作を指定すると、当該記録命令は記録制御
信号入力部４１を介し、記録制御信号ＣＯＮＴ４１としてシステムコントローラ４３に供
給される。システムコントローラ４３は当該記録制御信号ＣＯＮＴ４１に基づいて制御信
号ＣＯＮＴ４３を各処理部及び制御部に送出することにより、映像及び音声信号記録再生
装置を記録動作させる。
【００１０】
このとき映像及び音声信号記録再生装置１０は記録系１０REC に対して外部から入力され
る入力映像信号ＶＤ１０及び入力音声信号ＡＵ１０を記録信号処理部１１に入力する。記
録信号処理部１１は、入力映像信号ＶＤ１０及び入力音声信号ＡＵ１０のうち入力映像信
号ＶＤ１０に対してＭＰＥＧ(Motion Picture Experts Group)規格に基づく帯域圧縮処理
を施すと共に、入力音声信号ＡＵ１０に対してＭＰＥＧオーデイオやＡＣ－３といつた帯
域圧縮処理を施し、この結果得られる圧縮映像データＶＤ１１及び圧縮音声データＡＵ１
１を記録系バツフア１５Ａに入力する。
【００１１】
記録系バツフア１５Ａは、後述する再生系バツフア１５Ｂと共に統合バツフアメモリ部１
５を構成し、必要に応じて記録系バツフア１５Ａ及び再生系バツフア１５Ｂの領域割り当
てを変更し得るようになされている。
【００１２】
記録系バツフア１５Ａは、システムコントローラ４３から供給される制御信号ＣＯＮＴ４
３に基づき、圧縮映像データＶＤ１１及び圧縮音声データＡＵ１１の時間調整を行いなが
ら、これらを多重化することによりＭＰＥＧ規格で規定されたプログラムストリームやト
ランスポートストリームを生成し、これを記録バツフア出力データＤ１５として記録デー
タ処理部１６に供給する。この場合、多重化されたストリームには、システムコントロー
ラ４３から供給される時間情報及びストリーム情報等のヘツダ情報が付加される。
【００１３】
またこのとき、記録系バツフア１５Ａは、記録信号処理部１１から供給される圧縮映像デ
ータＶＤ１１及び圧縮音声データＡＵ１１の供給量と、記録データ処理部１６に対して出
力するストリームのデータ量との関係を制御することにより、蓄積データのオーバフロー
及びアンダフローを回避する。
【００１４】
記録データ処理部１６は、記録系バツフア１５Ａから出力される記録バツフア出力データ
Ｄ１５に対して記録フオーマツトに合わせたデータの並べ換え、エラー訂正符号の付加、
ＥＦＭ(Eight to Fourteen Moduration)変調等の処理を施した後、これを記録データＤ１
６として光デイスクドライブ２５に装填された光デイスクに記録する。この場合、システ
ムコントローラ４３は、記録系バツフア１５Ａに蓄積されたデータ量等を表す記録データ
情報Ｄ４０に基づいて記録系バツフア１５Ａからのデータの読出し量及び当該読み出され
たデータの光デイスクへの記録位置（アドレス）を決定するようになされている。
【００１５】
かくして光デイスクは、デイスク／ヘツド制御部２７から供給される制御信号ＣＯＮＴ２
７によつてサーボ及びヘツドの移動等の制御が行われ、記録データＤ１６はシステムコン
トローラ４３の制御の下に映像フレーム（30フレーム／秒）ごとに割り当てられた所定の
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アドレス領域に記録される。このときシステムコントローラ４３は、記録データＤ１６の
映像フレーム及びこれに対応した音声データごとにＴＯＣ(Table Of Cotents)情報を生成
し、このＴＯＣ情報ＤTOC を記録データ処理部１６を介して光デイスクドライブ２５に送
出することによりこれを光デイスクのＴＯＣ記録領域に記録する。従つて、システムコン
トローラ４３は光デイスクに記録されたＴＯＣ情報を読むことにより、当該光デイスクに
記録された記録データＤ１６の記録アドレスや時間情報（タイムコード）等を認識するこ
とができる。
【００１６】
これに対して再生系は、ユーザが所定の操作部（図示せず）を操作することによつて再生
動作を指定すると、当該再生命令は再生制御信号入力部４２を介し、再生制御信号ＣＯＮ
Ｔ４２としてシステムコントローラ４３に送出される。これによりシステムコントローラ
４３は、まず光デイスクからＴＯＣ情報ＤTOC を読み出し、当該ＴＯＣ情報に基づいて光
デイスクから記録済のデータ（記録データＤ１６）を順次フレーム単位で読み出し、これ
を再生データＤ２５として再生データ処理部３０に入力する。
【００１７】
再生データ処理部３０は、再生データＤ２５に対して所定の再生フオーマツトに従つてＥ
ＦＭ復調、エラー訂正及びデータの並び換え等の処理を施した後、これを再生系処理デー
タＤ３０として再生系バツフア１５Ｂに一旦格納する。
【００１８】
因みに、この実施の形態において光デイスクに対する記録データＤ１６の記録及び当該光
デイスクからの再生データＤ２５の読み出しは時分割で並行して行われるようになされて
おり、光デイスクドライブ２５は記録データＤ１６の記録位置及び再生データＤ２５の再
生位置に対してヘツドを時分割で移動することにより、いわゆる同時記録再生を行う。
【００１９】
再生系バツフア１５Ｂは、記録系バツフア１５Ａと共に同一の統合バツフアメモリ部１５
に統合されており、蓄積されている再生系処理データＤ３０のヘツダ情報（ストリーム情
報、時間情報等）を解析することにより多重化されたデータを分離すると共に、時間情報
を用いて映像及び音声の時間合わせを行い、これらを再生圧縮映像データＶＤ３１及び再
生圧縮音声データＡＵ３１として所定のタイミングで読み出し、再生信号処理部３２に送
出する。このとき再生系バツフア１５Ｂは、再生データ処理部３０から供給される再生系
処理データＤ３０の供給量及び蓄積されている再生系処理データＤ３０の読み出し量の関
係を制御することにより蓄積データのオーバフロー及びアンダフローを回避する。
【００２０】
再生信号処理部３２は、再生系バツフア１５Ｂから出力される再生圧縮映像データＶＤ３
１に対してＭＰＥＧ規格に基づいた帯域伸張処理を施すと共に、再生圧縮音声データＡＵ
３１に対してＭＰＥＧオーデイオやＡＣ－３といつた規格に基づく帯域伸張を施し、この
結果得られる再生映像信号ＶＤ１００及び再生音声信号ＡＵ１００をモニタＭＯＮに出力
する。
【００２１】
かくして、映像及び音声信号記録再生装置１０は、記録系バツフア１５Ａ及び再生系バツ
フア１５Ｂを設け、記録系において記録系バツフア１５Ａから読み出された記録バツフア
出力データＤ１５を光デイスクに記録する記録処理と、再生系において光デイスクに記録
されているデータを再生データＤ２５として読み出して再生系バツフア１５Ｂに格納する
再生処理とをそれぞれ時分割で並行処理することにより、記録系に連続して入力される入
力映像信号ＶＤ１０及び入力音声信号ＡＵ１０を光デイスクに記録する処理と、再生系か
ら再生映像信号ＶＤ１００及び再生音声信号ＡＵ１００を連続して再生出力する処理とを
同時に行うことができる。
【００２２】
また、ユーザが編集処理を指定した場合、システムコントローラ４３は再生系１０PBの再
生信号処理部３２から出力される再生映像信号ＶＤ１００及び再生音声信号ＡＵ１００の
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必要部分を記録信号処理部１１に戻してこれを光デイスクに再記録することにより、編集
処理が行われる。
【００２３】
かかる映像及び音声信号記録再生装置１０において、記録データＤ１６を光デイスクに記
録する際、システムコントローラ４３は当該記録データＤ１６の光デイスクへの記録位置
をレジユームメモリ１１０に記憶するようになされている。
【００２４】
すなわち図１との対応部分に同一符号を付して示す図２において、光デイスクＤＩＳＫ上
には、記録単位領域として複数のセクタ（ＳＥＣＴｎ）が設けられており、このセクタは
配置されるトラツクや中心角等の情報によつて光デイスクＤＩＳＫ上での位置（アドレス
）が一義的に指定される。
【００２５】
システムコントローラ４３はかかるセクタを記録アドレスとして常に管理しており、新た
に光デイスクＤＩＳＫに記録された記録データＤ１６の記録アドレスをレジユームメモリ
１１０の記録レジユームメモリ１１０REC （記録開始位置保持手段）に記憶する。
【００２６】
かくして記録レジユームメモリ１１０REC には、最新の記録アドレスが記憶され、記録動
作が終了（又は中断）したとき当該記録レジユームメモリ１１０REC 内には光デイスクＤ
ＩＳＫ上での記録停止アドレスが格納されていることになる。従つて、システムコントロ
ーラ４３は当該記録レジユームメモリ１１０REC を参照することにより前回記録停止アド
レスを検出することができ、この検出結果に基づいて、続く記録アドレスから記録動作を
再開することができる。かかる記録停止アドレスを記録開始位置情報と呼ぶ。
【００２７】
またこれに対して、システムコントローラ４３は再生系バツフア１５Ｂから新たに読み出
された再生圧縮映像データＶＤ３１及び再生圧縮音声データＡＵ３１のヘツダ情報とこの
とき光デイスクから読み出されているＴＯＣ情報とに基づいて当該再生圧縮映像データＶ
Ｄ３１及び再生圧縮音声データＡＵ３１の光デイスク上での再生アドレスを割り出し、こ
れをレジユームメモリ１１０の再生レジユームメモリ１１０PB（再生開始位置保持手段）
に記憶する。
【００２８】
かくして再生レジユームメモリ１１０PBには、最新の再生アドレスが記憶され、再生動作
が終了（又は中断）したとき当該再生レジユームメモリ１１０PB内には光デイスクＤＩＳ
Ｋ上での再生停止アドレスが格納されていることになる。従つて、システムコントローラ
４３は当該再生レジユームメモリ１１０PBを参照することにより前回再生停止アドレスを
検出することができ、この検出結果に基づいて、続く再生アドレスから再生動作を再開す
ることができる。このように再生系バツフア１５Ｂから読み出される再生圧縮映像データ
ＶＤ３１及び再生圧縮音声データＡＵ３１に基づいて再生レジユームメモリ１１０PBに記
憶すべき再生アドレスを検出することにより、再生停止アドレスとしてユーザが実際にモ
ニタ上で視聴する映像及び音声が再生停止した位置を検出することができる。かかる再生
停止アドレスを再生開始位置情報と呼ぶ。
【００２９】
ここで図３は、映像及び音声信号記録再生装置１０における記録再生停止位置の設定処理
手順を示し、ユーザが装置の起動を行うとシステムコントローラ４３はステツプＳＰ１０
から当該処理手順に入り、ステツプＳＰ１１においてシステムの初期化を行つた後、続く
ステツプＳＰ１２において記録媒体（光デイスク）が装填されているか否かを判断する。
【００３０】
ここで肯定結果が得られると、このことは光デイスクドライブ２５に光デイスクＤＩＳＫ
が装填されていることを表しており、このときシステムコントローラ４３はステツプＳＰ
１３に移つて、装填されている光デイスクＤＩＳＫにレジユーム情報（図２について上述
した記録停止アドレス及び再生停止アドレス）が書き込まれているか否かを判断する。
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【００３１】
因みに、光デイスクＤＩＳＫが光デイスクドライブ２５から取り出される際、当該光デイ
スクＤＩＳＫに対応したレジユーム情報は、光デイスクＤＩＳＫの一部に保存されるよう
になされており、システムコントローラ４３は光デイスクＤＩＳＫが装填されたとき当該
レジユーム情報が存在するか否かを判断するようになされている。
【００３２】
因みに、当該レジユーム情報は、光デイスクＤＩＳＫに記録することに代えて、映像及び
音声信号記録再生装置１０に設けられた不揮発性メモリ（図示せず）に保存するようにし
ても良い。
【００３３】
かくしてステツプＳＰ１３において肯定結果が得られると、このことは光デイスクＤＩＳ
Ｋにレジユーム情報が書き込まれていることを表しており、このときシステムコントロー
ラ４３はステツプＳＰ１４に移り、当該レジユーム情報のうち記録停止アドレスＰREC を
レジユームメモリ１１０の記録レジユームメモリ１１０REC に格納すると共に、再生停止
アドレスＰPBを再生レジユームメモリ１１０PBに格納し、続くステツプＳＰ１６に移る。
【００３４】
これに対してステツプＳＰ１３において否定結果が得られると、このことは光デイスクＤ
ＩＳＫにレジユーム情報が書き込まれていないことを表しており、このときシステムコン
トローラ４３はステツプＳＰ１５において予め設定されている例えば光デイスクの先頭を
表す規定値をレジユーム情報としてレジユームメモリ１１０に格納し、続くステツプＳＰ
１６に移る。
【００３５】
システムコントローラ４３はステツプＳＰ１６においてユーザによつて記録、再生、停止
又は記録媒体取出し(EJECT) の操作入力がなされたか否かを判断する。ここで肯定結果が
得られると、システムコントローラ４３はステツプＳＰ１７に移り、記録停止中に記録開
始操作子が操作された状態であるか否かを判断する。
【００３６】
ここで肯定結果が得られると、システムコントローラ４３はステツプＳＰ１８に移り、記
録レジユームメモリ１１０REC に格納されている記録停止アドレスＰREC によつて決まる
光デイスクＤＩＳＫ上のアドレスから新たな記録を開始する。
【００３７】
これに対してステツプＳＰ１７において否定結果が得られると、システムコントローラ４
３はステツプＳＰ１９に移り、ユーザによる操作入力の状態として記録中に記録停止操作
子が操作された状態であるか否かを判断する。
【００３８】
ここで肯定結果が得られると、このことは記録中にユーザが記録の停止を要求したことを
表しており、このときシステムコントローラ４３はステツプＳＰ２０に移つて、記録動作
を停止すると共に最後に記録された記録データＤ１６の光デイスクＤＩＳＫ上での記録位
置を記録停止アドレスＰREC として記録レジユームメモリ１１０REC にセツトする。
【００３９】
これに対してステツプＳＰ１９において否定結果が得られると、システムコントローラ４
３はステツプＳＰ２１に移り、ユーザによる操作入力の状態として再生停止中に再生開始
操作子が操作された状態であるか否かを判断する。
【００４０】
ここで肯定結果がえられると、システムコントローラ４３はステツプＳＰ２２に移り、再
生レジユームメモリ１１０PBに格納されている再生停止アドレスＰPBによつて決まる光デ
イスクＤＩＳＫ上のアドレスから再生を開始する。
【００４１】
これに対してステツプＳＰ２１において否定結果が得られると、システムコントローラ４
３はステツプＳＰ２３に移り、ユーザによる操作入力の状態として再生中に再生停止操作
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子が操作された状態であるか否かを判断する。
【００４２】
ここで肯定結果が得られると、このことは再生中にユーザが再生の停止を要求したことを
表しており、このときシステムコントローラ４３はステツプＳＰ２４に移つて、再生動作
を停止すると共にこのとき最後に再生系バツフア１５Ｂから出力された再生データ（再生
圧縮映像データＶＤ３１及び再生圧縮音声データＡＵ３１）の光デイスクＤＩＳＫ上での
再生位置を再生停止アドレスＰPBとして再生レジユームメモリ１１０PBにセツトする。
【００４３】
これに対してステツプＳＰ２３において否定結果が得られると、システムコントローラ４
３はステツプＳＰ２５に移り、ユーザによる操作入力の状態として光デイスクＤＩＳＫを
取り出す操作子が操作された状態であるか否かを判断する。
【００４４】
ここで肯定結果が得られると、システムコントローラ４３はステツプＳＰ２６に移り、こ
のときレジユーメモリ１１０の記録レジユーメモリ１１０REC に格納されている記録停止
アドレスＰREC 及び再生レジユームメモリ１１０PBに格納されている再生停止アドレスＰ

PBを光デイスクＤＩＳＫの一部に書き込んで当該処理手順を終了する。
【００４５】
これに対してステツプＳＰ２５において否定結果が得られた場合、又は上述のステツプＳ
Ｐ１８、ステツプＳＰ２０、ステツプＳＰ２２又はステツプＳＰ２４における処理が終了
した場合、システムコントローラ４３は上述のステツプＳＰ１６に戻つて同様の処理を繰
り返す。
【００４６】
かくして記録停止アドレスＰREC 及び再生停止アドレスＰPBは、それぞれの動作に応じて
独立して記録レジユームメモリ１１０REC 及び再生レジユームメモリ１１０PBに格納され
、必要に応じて光デイスクＤＩＳＫに書き込まれることにより、記録動作又は再生動作を
それぞれ再開する際に、前回の記録動作又は再生動作の最後にそれぞれ記録された位置又
は再生された位置に続く位置から新たなデータの記録又は再生を行うことができる。
【００４７】
ここで、映像及び音声信号記録再生装置１０の記録制御信号入力部４１及び再生制御信号
入力部４２にはユーザが操作する操作子として図４に示すような記録用及び再生用のそれ
ぞれ独立した記録専用操作部４１Ａ（記録開始位置設定手段）及び再生専用操作部４２Ａ
（再生動作設定手段）が設けられている。
【００４８】
再生専用操作部４２Ａは、同時記録再生を行うことができる映像及び音声信号記録再生装
置１０に対して記録動作とは独立して再生動作を指定し得るものであり、再生位置の指定
、再生開始、早送り再生、コマ送り再生等、再生に関する種々の動作を指定することがで
きる。この再生動作において再生されるデータの光デイスク上での再生位置は、再生レジ
ユームメモリ１１０PBにおいて常に更新される。
【００４９】
これに対して記録専用操作部４１Ａは、映像及び音声信号記録再生装置１０に対して再生
動作とは独立して記録動作を指定し得るものであり、記録位置の指定、記録開始等、記録
に関する種々の動作を指定することができる。この記録動作において記録されるデータの
光デイスク上での記録位置は、記録レジユームメモリ１１０REC において常に更新される
。従つて記録停止後に記録レジユームメモリ１１０REC に格納されているアドレスは、記
録停止時のアドレス（記録停止アドレスＰREC ）となるが、この実施の形態の場合、これ
に加えて、ユーザは記録専用操作部４１Ａを操作することにより記録レジユームメモリ１
１０REC に格納されている記録停止アドレスＰREC を任意に変更することができ、これに
より記録開始位置を任意に設定し得る。
【００５０】
例えば光デイスクから映像及び音声信号を再生しているとき、ユーザは記録専用操作部４
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１Ａを操作することにより、記録レジユームメモリ１１０REC の記録停止アドレスＰREC 

を移動することができる。このとき、システムコントローラ４３は当該記録停止アドレス
ＰREC の移動に伴つて制御信号ＣＯＮＴ１０６（図１）をキヤラクタ・ジエネレータ７５
に送出する。キヤラクタ・ジエネレータ７５は制御信号ＣＯＮＴ１０６に応じて所定のキ
ヤラクタを表すキヤラクタ表示信号Ｄ７５を再生信号処理部３２に送出することにより、
再生映像信号ＶＤ１００にキヤラクタ表示信号Ｄ７５によるキヤラクタを合成する。
【００５１】
この結果、図５に示すように再生映像信号ＶＤ１００を表示するモニタＭＯＮには、再生
画ＰＩＣPBの一部に記録停止アドレスＰREC の位置を表す記録用キヤラクタＣＡREC が表
示される。この記録用キヤラクタＣＡREC は、光デイスクの記録領域を一つの帯状キヤラ
クタ２０１で表し、当該記録領域に対して現在記録停止アドレスＰREC として記録レジユ
ームメモリ１１０REC に保持されている位置がポインタ２０２によつて表される。このポ
インタ２０２は記録停止アドレスＰREC が変更されると、これに応じて帯状キヤラクタ２
０１に沿つて移動する。これによりユーザは現在設定されている記録停止アドレスＰREC 

の位置を大まかに把握することができる。また、これに加えて当該設定された記録停止ア
ドレスＰREC の位置情報は、タイムコードを表す数字キヤラクタ２０３によつて可視表示
される。かくしてユーザは当該タイムコードを目視することにより、このとき設定されて
いる記録停止アドレスＰREC を正確に認識することができる。因みに当該タイムコードも
記録停止アドレスＰREC の変更に伴つて変化する。
【００５２】
また、キヤラクタ・ジエネレータ７５は記録停止アドレスＰREC に応じた記録用キヤラク
タＣＡREC に加えて、このとき再生中の再生アドレスを表す再生用キヤラクタＣＡPBをモ
ニタＭＯＮに表示するようになされている。
【００５３】
この再生用キヤラクタＣＡPBは、記録用キヤラクタＣＡREC と同様にして記録領域を一つ
の帯状キヤラクタ３０１によつて表し、再生位置に応じて当該帯状キヤラクタ３０１に沿
つて移動するポインタ３０２を有する。従つてユーザは当該ポインタ３０２を目視するこ
とにより、現在モニタＭＯＮに表示されている再生画ＰＩＣPBの光デイスク上での再生位
置を大まかに把握することができる。そして当該ポインタ３０２に加えて、再生位置に応
じて変化するタイムコードが数字キヤラクタ３０３によつて表される。従つてユーザは当
該数字キヤラクタ３０３を目視することにより、現在再生中の再生画ＰＩＣPBの再生位置
を正確に確認することができる。
【００５４】
かくして、再生動作のみを行つている場合にユーザが記録開始操作子を操作すると、それ
までの再生動作は続行されたまま、記録停止アドレスＰREC によつて指定された位置から
記録が開始され、当該記録動作に伴つて記録用キヤラクタＣＡREC のポインタ２０２及び
数字キヤラクタ２０３が変化する。
【００５５】
これに対して記録動作のみを行つている場合には、モニタＭＯＮには記録画が表示される
が、このとき再生用キヤラクタＣＡPBとして表示される再生位置は、再生レジユームメモ
リ１１０PBに保持されている前回再生停止アドレスＰPBである。従つてこのときユーザが
再生専用操作部４２Ａを操作することにより再生停止アドレスＰPBを変更すると、再生用
キヤラクタＣＡPBのポインタ３０２及び数字キヤラクタ３０３はユーザの設定に応じて移
動及び変化する。かくして、この状態においてユーザが再生開始操作子を操作すると、そ
れまでの記録動作は続行されたまま、再生停止アドレスＰPBによつて指定された位置から
再生が開始される。このとき、モニタＭＯＮには記録画に代わつて再生画ＰＩＣPBが表示
される。
【００５６】
このように、モニタＭＯＮには再生映像及び音声信号ＶＤ１００及びＡＵ１００による再
生画ＰＩＣPBと共に記録停止アドレスＰREC を表す記録用キヤラクタＣＡREC が表示され
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ることにより、ユーザは再生画ＰＩＣPBを見ながら記録用キヤラクタＣＡREC によつて記
録停止アドレスＰREC を把握することができる。従つて、光デイスクＤＩＳＫから映像及
び音声を再生している間に当該再生動作と並行して記録動作を開始すると、当該記録動作
は記録キヤラクタＣＡREC によつて表される記録停止アドレスＰREC から開始される。
【００５７】
以上の構成において、映像及び音声信号記録再生装置１０は記録媒体である光デイスクＤ
ＩＳＫに対して入力映像信号ＶＤ１０及び入力音声信号ＡＵ１０を記録する記録動作と、
当該光デイスクＤＩＳＫに記録済の映像及び音声データ（記録データＤ１６）を再生して
再生映像信号ＶＤ１００及び再生音声信号ＡＵ１００として出力する再生動作とを同時に
行うことができるようになされている。
【００５８】
この同時記録再生動作において、再生動作を停止した位置（再生停止アドレスＰPB）は当
該再生動作を停止した後再び再生を再開する位置となり、また、記録動作を停止する位置
（記録停止アドレスＰREC ）は当該記録動作を停止した後再び記録を再開する位置となる
。これらのアドレス（ＰPB及びＰREC ）はそれぞれ独立して設定されるものであり、再生
停止アドレスＰPBは記録動作とは独立したデータとして保持され、記録停止アドレスＰRE

C は再生動作とは独立したデータとして保持される。
【００５９】
これらの再生停止アドレスＰPB及び記録停止アドレスＰREC は、再生動作が停止されたと
き及び記録動作が停止されたときそれぞれ自動的にレジユームメモリ１１０内に保存され
ると共に、再生用に設けられた再生専用操作部４２Ａ及び記録専用操作部４１Ａがユーザ
によつて操作されたとき、当該操作に基づいてそれぞれ独立して設定変更することができ
る。
【００６０】
このように再生停止アドレスＰPB及び記録停止アドレスＰREC が設定された状態において
、例えば再生のみが行われている間にユーザが記録専用操作部４１Ａを操作することによ
り記録を開始すると、システムコントローラ４３は再生動作を続行させたまま記録レジユ
ームメモリ１１０REC に保持されている記録停止アドレスＰREC から記録動作を開始する
。これにより同時記録再生処理が開始される。
【００６１】
また、これに対して記録のみが行われている間に、ユーザが再生専用操作部４２Ａを操作
することにより再生を開始すると、システムコントローラ４３は記録動作を続行させたま
ま再生レジユームメモリ１１０PBに保持されている再生停止アドレスＰPBから再生動作を
開始する。これにより同時記録再生処理が開始される。
【００６２】
かくして以上の構成によれば、再生動作中であつてもユーザが記録専用操作部４１Ａを操
作することにより、当該再生動作に影響を与えることなく記録動作を任意の位置から開始
させることができると共に、記録動作中であつてもユーザが再生専用操作部４２Ａを操作
することにより、当該記録動作に影響を与えることなく再生動作を任意の位置から開始さ
せることができる。かくしてユーザの使い勝手を格段に向上し得る。
【００６３】
なお上述の実施の形態においては、再生制御信号入力部４２及び記録制御信号入力部４１
ごとに再生専用操作部４２Ａ及び記録専用操作部４１Ａを別個に設けた場合について述べ
たが、本発明はこれに限らず、例えば図６に示すように、再生制御執行入力部４２及び記
録制御信号入力部４１を一体化した制御信号入力部１４０を設け、記録用操作子１４０Ａ
又は再生用操作子１４０Ｂのいずれかを操作することにより、当該制御信号入力部１４０
に設けられた一組の操作部１４０Ｃを記録専用又は再生専用に使い分けるようにしても良
い。
【００６４】
また上述の実施の形態においては、図５について上述したように、モニタＭＯＮの画面に
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再生画ＰＩＣPB又は記録画のいずれかを表示する場合について述べたが、本発明はこれに
限らず、例えば図７に示すように再生中の再生画ＰＩＣPBの一部に記録停止アドレスＰRE

C に対応した画面（記録画ＰＩＣREC ）をいわゆるピクチヤインピクチヤの手法を用いて
同時に表示したり、またはモニタ画面を２分割して表示する等、種々の表示方法を適用し
得る。因みに、再生画ＰＩＣPBと共に表示される記録画ＰＩＣREC は、記録が停止してい
る間においては記録レジユームメモリ１１０REC に保持される記録停止アドレスＰREC に
対応した画面であり、これに対して記録動作中である場合には当該記録中の画面となる。
【００６５】
また上述の実施の形態においては、図５について上述したように、再生用キヤラクタＣＡ

PB及び記録用キヤラクタＣＡREC をそれぞれ独立した表示キヤラクタによつて表示する場
合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば図７に示すように、再生用及び記録
用キヤラクタを一体化した記録再生キヤラクタＣＡ100 を表示し、当該記録再生キヤラク
タＣＡ100 に再生用のポインタ４０１及び記録用のポインタ４０２を同時に表示すること
により、ユーザはこれらの相対位置を容易に把握することができる。
【００６６】
また上述の実施の形態においては、図５について上述したように、再生画ＰＩＣPB又は記
録画をモニタＭＯＮの全面に表示した状態で、記録用キヤラクタＣＡREC 及び再生用キヤ
ラクタＣＡPBを表示することによつて記録停止アドレスＰREC 及び再生停止アドレスＰPB

（但し、記録中及び再生中においては当該記録停止アドレスＰREC 及び再生停止アドレス
ＰPBはそれぞれ現在の記録位置及び再生位置を表す）を可視表示する場合について述べた
が、本発明はこれに限らず、例えばユーザによつて記録停止アドレスＰREC が移動された
とき、モニタＭＯＮの表示画面に表示されている再生画ＰＩＣPBに代えて、一時的に記録
停止アドレスＰREC の記録画ＰＩＣREC を表示するようにしても良い。この場合、ユーザ
によつて記録停止アドレスＰREC が設定されてモニタＭＯＮの表示画面上に当該設定され
た記録停止アドレスＰREC の記録画ＰＩＣREC が表示ている間に再生動作を停止し、当該
停止した再生停止アドレスＰPBを再生レジユームメモリ１１０PBに保持するようにしても
良い。このようにすれば、記録停止アドレスＰREC の設定が終了した後、モニタＭＯＮの
表示画面に再生画を復帰させる際に、再生が停止した位置から再び再生を再開させること
ができる。
【００６７】
また上述の実施の形態においては、モニタＭＯＮの画面上に再生画ＰＩＣPB及び又は記録
画ＰＩＣREC と共に再生用キヤラクタＣＡPB及び記録用キヤラクタＣＡREC を表示する場
合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えばユーザが操作する操作部の一部にこ
れら再生用キヤラクタＣＡPB及び記録用キヤラクタＣＡREC を液晶表示板等を用いて表示
するようにしても良い。
【００６８】
また上述の実施の形態においては、記録停止アドレスＰREC として前回記録動作を停止し
た位置又はユーザによつて任意に設定された位置を割り当てる場合について述べたが、本
発明はこれに限らず、例えば図８に示すように、光デイスクＤＩＳＫ上に設けられる１つ
の記録領域ＡＲに対して既に記録データＤ１６が記録された領域の、各記録データＤ１６
の記録停止アドレスＰREC1、ＰREC2、ＰREC3、ＰREC4及びＰREC5を記録レジユームメモリ
１１０REC に複数保持し、ユーザはこれら複数の候補の中から所望の記録停止アドレスを
選択するようにしても良い。
【００６９】
このようにすれば、記録停止アドレスは一般に番組（プログラム）の境界である確率が高
いことにより、容易にプログラムの終了位置から次回の記録を開始させることができる。
また、この場合、記録レジユームメモリ１１０REC に保持される複数の記録停止アドレス
として、ユーザが任意に設定した記録停止アドレスを加えるようにしても良い。
【００７０】
このようにレジユームメモリ１１０に複数のアドレスを保持する場合、ユーザが操作部を
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操作するごとに、システムコントローラ４３は保持されているアドレスを順次読み出し、
これを順次切り換えて可視表示する。この可視表示の方法としては、記録用キヤラクタＣ
ＡREC （図５）を順次表示する方法又は順次切換えられたアドレスに対応する記録画ＰＩ
ＣREC を静止画として順次切り換えて表示するようにしても良い。この場合、システムコ
ントローラ４３はレジユームメモリ１１０に格納されているアドレスに基づいて光デイス
クをアクセスする。
【００７１】
また、レジユームメモリ１１０に記録停止アドレスＰREC 及び再生停止アドレスＰPBをそ
れぞれ複数保持する場合、システムコントローラ４３はユーザの要求に応じて当該複数の
アドレスをモニタＭＯＮの表示画面に一覧表示することにより、ユーザはこれらの表示に
よつて記録停止アドレスＰREC 及び再生停止アドレスＰPBの設定状態を容易に把握するこ
とができる。
【００７２】
また上述の実施の形態においては、記録レジユームメモリ１１０REC 及び再生レジユーム
メモリ１１０PBに保持される記録停止アドレスＰREC 及び再生停止アドレスＰPBは、それ
ぞれ独立してシステムコントローラ４３によつて管理される場合について述べたが、本発
明はこれに限らず、システムコントローラ４３の制御により、必要に応じて記録停止アド
レスＰREC 及び再生停止アドレスＰPBを相互に複写又は移動する等、各データの受け渡し
を行うようにしても良い。
【００７３】
また上述の実施の形態においては、記録媒体として光デイスクを用いる場合について述べ
たが、本発明はこれに限らず、例えば光磁気デイスク等他の種々の記録媒体を用いること
ができる。
【００７４】
また上述の実施の形態においては、映像及び音声信号を記録媒体に記録する場合について
述べたが、本発明はこれに限らず、他の種々の情報を記録再生する場合に広く適用するこ
とができる。
【００７５】
また上述の実施の形態においては、記録停止位置（アドレス）及び再生停止位置（アドレ
ス）に基づいて記録処理の再開及び再生処理の再生を行う場合について述べたが、レジユ
ームメモリ１１０に保持するアドレス情報は記録停止位置及び再生停止位置に限らず、当
該記録停止位置及び再生停止位置に基づいてそれぞれ算出された記録開始位置（アドレス
）及び再生開始位置（アドレス）を保持するようにしても良い。
【００７６】
【発明の効果】
　上述のように本発明によれば、記録媒体上で前回に記録処理を停止した記録停止位置を
示すと共に、当該記録媒体上で次回に記録処理を開始する記録開始位置を示す記録開始位
置情報を保持し、記録媒体上で前回に再生処理を停止した再生停止位置を示すと共に、当
該記録媒体上で次回に再生処理を開始する再生開始位置を示す再生開始位置情報を保持し
、記録処理に対応する記録映像を再生処理に対応する再生映像に重ねて表示すると共に、
記録開始位置情報及び再生開始位置情報をまとめて示す１つの表示キヤラクタを再生映像
に重ねて表示するように制御し、記録開始位置情報に基づく記録処理の開始及び再生開始
位置情報に基づく再生処理の開始をそれぞれ独立して行うようにし、記録処理が停止した
場合に、当該記録処理が停止した時点における記録映像を記録静止画として再生映像に重
ねて表示し続けるようにしたことにより、現在再生している再生映像を表示しつつも、現
在記録している記録映像、もしくは記録を停止した位置における記録静止画の内容をユー
ザに提示できると共に、これら再生映像と、記録映像もしくは記録静止画との表示に合わ
せるようにして、記録媒体の記録領域に対する、記録処理が停止した際における次回の記
録開始位置及び次回の再生開始位置を容易に把握できるように、すなわち、現在の記録位
置及び現在の再生位置を容易に把握できるようにユーザに提示でき、かくして、再生処理
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と記録処理とを同時並行に行う信号記録再生装置において、ユーザの使い勝手を格段に向
上し得る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による映像及び音声信号記録再生装置の全体構成を示すブロツク図である
。
【図２】本発明によるレジユーム位置の保持の説明に供する略線的ブロツク図である。
【図３】本発明による記録再生停止位置の設定処理手順を示すフローチヤートである。
【図４】記録位置及び再生位置の入力操作部を示す略線的平面図である。
【図５】モニタ上の表示画面を示す略線的平面図である。
【図６】他の実施の形態による入力操作部を示す略線的平面図である。
【図７】他の実施の形態によるモニタの表示画面を示す略線的平面図である。
【図８】記録停止アドレスを複数設定する際の説明に供する略線図である。
【符号の説明】
１０……映像及び音声信号記録再生装置、１１……記録信号処理部、１５……統合バツフ
アメモリ部、１５Ａ……記録系バツフア、１５Ｂ……再生系バツフア、２５……光デイス
クドライブ、２７……デイスク／ヘツド制御部、３２……再生信号処理部、４１……記録
制御信号入力部、４１Ａ……記録専用操作部、４２……再生制御信号入力部、４２Ａ……
再生専用操作部、４３……システムコントローラ、１１０……レジユームメモリ、１１０

REC ……記録レジユームメモリ、１１０PB……再生レジユームメモリ、ＰＩＣREC ……記
録画、ＰＩＣPB……再生画、ＤＩＳＫ……光デイスク、ＭＯＮ……モニタ。

【図１】 【図２】
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