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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録開始指示により記録媒体への情報の記録を開始し、記録終了指示により記録媒体へ
の情報の記録を終了するビデオカメラにおいて、
　前記情報を、チャプタと、前記チャプタを複数有するタイトルと、前記タイトルを複数
有するビデオタイトルセットと、という単位で管理する管理情報を生成する管理情報生成
手段と、
　前記情報、前記管理情報、及び前記管理情報を生成する際に用いられる一時管理情報を
前記記録媒体に記録する記録手段とを有し、
　前記情報のうち、一回の記録開始から記録停止までの情報を、前記タイトルを細分化し
た単位である前記チャプタに対応させ、
　前記記録終了指示があった場合、前記一時管理情報を前記記録媒体に記録してから記録
を終了することを特徴とするビデオカメラ。
【請求項２】
　請求項１記載のビデオカメラにおいて、
　記録終了指示を受けたときの前記情報の情報量が前記記録媒体の所定記録単位の整数倍
に満たない場合、アライメントして記録することで前記情報の情報量を前記記録媒体の所
定記録単位の整数倍とすること特徴とするビデオカメラ。
【請求項３】
　請求項１記載のビデオカメラにおいて、
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　同一の日付に記録された複数の情報のチャプタを一つのタイトルとして管理することを
特徴とするビデオカメラ。
【請求項４】
　請求項１記載のビデオカメラであって、
　前記記録媒体は光ディスクであり、
　前記一回の記録開始から記録停止までの情報の個数が、前記光ディスクにおける前記ビ
デオタイトルセットの最大個数以上であることを特徴とするビデオカメラ。
【請求項５】
　記録開始指示により記録媒体への情報の記録を開始し、記録終了指示により記録媒体へ
の情報の記録を終了するビデオカメラの情報記録方法において、
　前記情報を、チャプタと、前記チャプタを複数有するタイトルと、前記タイトルを複数
有するビデオタイトルセットと、という単位で管理するように管理情報を生成し、
　前記情報、前記管理情報、及び前記管理情報を生成する際に用いられる一時管理情報を
前記記録媒体に記録し、
　前記情報のうち、一回の記録開始から記録停止までの情報を、前記タイトルを細分化し
た単位である前記チャプタに対応させ、
　前記記録終了指示があった場合、前記一時管理情報を前記記録媒体に記録してから記録
を終了することを特徴とするビデオカメラの情報記録方法。
【請求項６】
　請求項５記載のビデオカメラの情報記録方法において、
　記録終了指示を受けたときの前記情報の情報量が前記記録媒体の所定記録単位の整数倍
に満たない場合、アライメントして記録することで前記情報の情報量を前記記録媒体の所
定記録単位の整数倍とすること特徴とするビデオカメラの情報記録方法。
【請求項７】
　請求項５記載のビデオカメラの情報記録方法において、
　同一の日付に記録された複数の情報のチャプタを一つのタイトルとして管理することを
特徴とするビデオカメラの情報記録方法。
【請求項８】
　請求項５記載のビデオカメラの情報記録方法であって、
　前記記録媒体は光ディスクであり、
　前記一回の記録開始から記録停止までの情報の個数が、前記光ディスクにおける前記ビ
デオタイトルセットの最大個数以上であることを特徴とするビデオカメラの情報記録方法
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、記録媒体に対して情報を記録、再生する技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来は、例えば、ＶＣＲ(Video Cassette Recorder)のように磁気テープを用いて、情報
を記録処理する技術が知られている。
【０００３】
また、上記磁気テープではなく、ＣＤ－ＲＷ(Compact Disc - ReWritable)、ＤＶＤ－Ｒ
ＡＭ(Digital Versatile Disc - Random Access Memory)のように円盤状の情報記録媒体
に情報を記録する技術も知られている。
【０００４】
ＶＣＲの場合、情報を磁気テープに連続的に記録するものであるから、所望の情報の再生
も連続的に行わなければならず、情報のアクセス速度は遅い。これに対して、ＣＤ－ＲＷ
、ＤＶＤ－ＲＡＭのように円盤状の情報記録媒体に情報を記録する場合、所望の情報の再
生を即座に可能とする、所謂ランダムアクセスが出来るので、情報のアクセス速度がＶＣ



(3) JP 4564703 B2 2010.10.20

10

20

30

40

50

Ｒに比べて速いという特徴がある。
【０００５】
近年、ＴＶ放送やライン入力で入力された映像を、一度しか書き込みのできない追記型の
ＤＶＤにデジタル録画するＤＶＤレコーダが発売されている。このＤＶＤレコーダでは、
１回の録画開始から録画終了までに記録媒体に記録した映像をビデオタイトルセットと呼
ばれる管理単位で管理する。
【０００６】
図１に示すように、記録媒体１０１には、ビデオタイトルセット＃１（１０２）、ビデオ
タイトルセット＃２（１０３）、…ビデオタイトルセット＃Ｎ（１０４）というように、
ビデオタイトルセットが、録画した映像の数だけ増えていくデータ構造が構築される。こ
のとき、ビデオタイトルセット＃１（１０２）、ビデオタイトルセット＃２（１０３）、
…ビデオタイトルセット＃Ｎ（１０４）は、それぞれ、タイトル＃１（１０５）、タイト
ル＃２（１０６）、…タイトル＃Ｎ（１０７）に一対一で対応付けられる。さらに、それ
ぞれのタイトルは、チャプタ＃１（１０８）、チャプタ＃２（１０９）、…チャプタ＃Ｍ
（１１０）というように、さらに細分化された単位に分けて管理される。例えば、録画時
間が５分を超えるごとにチャプタを増やしていく。
【０００７】
図２にさらに詳細なデータ構造を示す。図２は、ファイナライズ処理により記録媒体１０
１上に構築されるデータ構造を示す図である。記録媒体１０１に記録された情報は、一つ
のビデオマネージャ３０２とビデオタイトルセット＃１（３０３）、ビデオタイトルセッ
ト＃２（３０４）、…ビデオタイトルセット＃Ｌ（３０５）とで管理される。
【０００８】
ビデオマネージャ３０１は、ビデオマネージャ情報３０６、ビデオマネージャメニュービ
デオオブジェクトセット３０７、ビデオマネージャ情報バックアップ３０８とから構成さ
れる。ビデオマネージャ情報３０６は、記録媒体１０１に記録された情報全体を管理する
情報である。ビデオマネージャメニュービデオオブジェクトセット３０７は、記録媒体３
０１に記録された情報の再生に利用されるメニュー画面を表示するための情報である。ビ
デオマネージャ情報バックアップ３０８は、ビデオマネージャ情報３０６のバックアップ
情報である。
【０００９】
それぞれのビデオタイトルセットは、ビデオタイトルセット情報３０９、ビデオタイトル
セットメニュービデオオブジェクトセット３１０、ビデオタイトルセットビデオオブジェ
クトセット３１１、ビデオタイトルセット情報バックアップ３１２とから構成される。ビ
デオタイトルセット情報３０９は、一つのビデオタイトルセット全体を管理する情報であ
る。図１に示したタイトル、チャプタといった単位での情報の管理は、このビデオタイト
ルセット情報３０９によって行われる。ビデオタイトルセットメニュービデオオブジェク
トセット３１０は、一つのビデオタイトルセット内の情報の再生に利用されるメニュー画
面を再生するための情報である。ビデオタイトルセットビデオオブジェクトセット３１１
は、録画した映像のＡＶストリーム、すなわち情報そのものである。ビデオオブジェクト
セット情報バックアップ３１２は、ビデオオブジェクトセット情報のバックアップ情報で
ある。
【００１０】
なお、ビデオマネージャメニュービデオオブジェクトセット３０７、ビデオタイトルセッ
トメニュービデオオブジェクトセット３１０は、記録媒体上に構築してもしなくてもよい
。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
このような記録の方式であると、録画終了（記録終了）の度に、ビデオタイトルセットに
関する情報を作成し、記録しなければならないため、録画終了処理に時間を要する。さら
に、記録媒体上に構築できるビデオタイトルセット及びタイトルの数には制限がある（最
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大９９個）ため、録画（記録）可能な回数も制限を受けてしまう。その結果、例えば記録
可能な回数に達したにも拘わらず、記録媒体には記録可能な容量のうち半分しか記録され
ていないといったケースが発生する可能性があるため、記録媒体の記録領域を有効に活用
できない可能性がある。
【００１２】
本発明の第一の目的は、記録終了時の終了処理時間を短縮することができる情報記録技術
を提供することである。さらに、本発明の第二の目的は、ビデオタイトルセット数、タイ
トル数の最大数の制限を受けることなく記録ができる情報記録技術を提供することである
。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　本発明では例えば以下の構成により前記課題を解決できるが、この構成に限られること
はない。
　前記課題は例えば、記録開始指示により記録媒体への情報の記録を開始し、記録終了指
示により記録媒体への情報の記録を終了するビデオカメラであって、管理情報生成手段、
記録手段を有するビデオカメラにより解決できる。例えば、前記情報を、チャプタと、前
記チャプタを複数有するタイトルと、前記タイトルを複数有するビデオタイトルセットと
、という単位で管理する管理情報を前記管理情報生成手段が生成し、前記情報、前記管理
情報、及び前記管理情報を生成する際に用いられる一時管理情報を前記記録媒体に前記記
録手段が記録し、前記情報のうち一回の記録開始から記録停止までの情報を、前記タイト
ルを細分化した単位である前記チャプタに対応させ、前記記録終了指示があった場合、前
記一時管理情報を前記記録媒体に記録してから記録を終了する。
　また、前記課題は例えば、記録開始指示により記録媒体への情報の記録を開始し、記録
終了指示により記録媒体への情報の記録を終了するビデオカメラの情報記録方法により解
決できる。例えば、前記情報を、チャプタと、前記チャプタを複数有するタイトルと、前
記タイトルを複数有するビデオタイトルセットと、という単位で管理するように管理情報
を生成し、前記情報、前記管理情報、及び前記管理情報を生成する際に用いられる一時管
理情報を前記記録媒体に記録し、前記情報のうち一回の記録開始から記録停止までの情報
を、前記タイトルを細分化した単位である前記チャプタに対応させ、前記記録終了指示が
あった場合、前記一時管理情報を前記記録媒体に記録してから記録を終了する。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態について図面を用いて説明する。
【００１６】
本発明の実施形態により情報信号が記録される記録媒体上のデータ構造は、図３に示すよ
うな構造になる。１回の記録開始から記録終了までに記録される情報を１チャプタとして
管理できるように記録する。記録媒体２０１に記録される全ての情報を一つのビデオタイ
トルセット＃１（２０２）として管理するデータ構造とする。さらにビデオタイトルセッ
ト＃１（２０２）を、タイトル＃１（２０３）、タイトル＃２（２０４）、…タイトル＃
Ｎ（２０５）のように細分化する。一つのタイトルは、チャプタ＃１（２０６）、チャプ
タ＃２（２０７）、…チャプタ＃Ｍ（２０８）のように複数のチャプタを一つに束ねるよ
うな構成となる。このとき、タイトルを束ね方の規則はいろいろある。例えば、同じ日に
記録した複数のチャプタを一つのタイトルとしたり、または、記録したチャプタ数が所定
数（例えば、９９個）に達するごとに１タイトルとしたりすることができる。
【００１７】
このように記録することによって、記録終了時にビデオタイトルセットを作る時間を省く
ことができ、その分だけ記録終了時間を短縮できる。さらに、ビデオタイトルセット数、
タイトル数の制限（最大９９）より多くの回数、記録できるようになる。
【００１８】
つまり前述のように従来では、１回の録画開始から録画終了まで（シーンと呼ぶ）を１つ
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のビデオタイトルセットとして管理し、さらに１つのビデオタイトルセットを１つのタイ
トルに対応付ける形で管理していたため、記録媒体あたりのビデオタイトルセット数及び
タイトル数の制限（例えば、９９個）しかシーンを記録することができなかった。これに
対して本実施形態では、１つのシーンを１つのチャプタに対応付け、タイトルは複数のチ
ャプタから構成されるようにし、さらに記録された複数のタイトル全体を１つのビデオタ
イトルセットとして管理するように構成するので、例えば上記のようなタイトル数の制限
があっても、記録媒体あたりの記録可能シーン数は、タイトル数の制限（９９個）×タイ
トルあたりのチャプタ数の制限（例えば、９９個）、というようになり、タイトル数の制
限を超えた回数記録することが可能となる。
【００１９】
図４に本発明を適用した情報記録再生装置１２００の概略ブロック図を示す。
例えば、ＴＶ番組等を録画できるＤＶＤレコーダに代表される据え置き型装置がこの情報
記録再生装置１２００に該当する。情報記録再生装置１２００は、入力端子１２２９から
入力された情報を記録媒体２０１に記録するものである。また、情報記録媒体２０１に記
録された情報を再生して、情報信号出力端子１１２８から出力するものである。
【００２０】
光ピックアップ１１１８から検出された信号はサーボ信号生成回路１１１９および情報信
号再生回路１１２０に送られる。サーボ信号生成回路１１１９では、これら検出信号から
光ディスクに適したフォーカシング制御信号やトラッキング制御信号が生成され、これを
もとにアクチュエータ駆動回路１１２１を経て光ピックアップ１１１８内の対物レンズア
クチュエータを駆動し、対物レンズの位置制御を行う。また、情報信号再生回路１１２０
では前記検出信号から光ディスク２０１に記録された情報が再生され、その情報は情報信
号出力端子１１２８へ出力される。なお、前記サーボ信号生成回路１１１９および、情報
信号再生回路１１２０で得られた信号の一部はシステム制御回路１１２２に送られる。
【００２１】
また、入力端子１２２９から入力された情報は、記録情報信号変換回路１１２４でＡＶス
トリームに変換される。このＡＶストリームはシステム制御回路１１２２に送られ、レー
ザ駆動用記録信号に変換される。このレーザ駆動用記録信号によってレーザ光源点灯回路
１１２３を駆動して発光量制御を行い、光ピックアップ１１１８を介して、光ディスク１
１０８に情報を記録する。
【００２２】
なお、このシステム制御回路１１２２にはアクセス制御回路１１２５とスピンドルモータ
駆動回路１１２６が接続されており、それぞれ光ピックアップ１１１８のアクセス方向位
置制御や光ディスク１１０８のスピンドルモータ１１２７の回転制御が行われる。また、
情報記録再生装置１２００の電源は、商用電源から供給された電力を処理する電源回路１
２５０を介して供給される。
【００２３】
また、記録、再生の指示は、ユーザ処理部１１５１を介して行うことができ、記録媒体２
０１から再生した情報や入力端子１２２９から入力される情報は、表示処理部１１５２に
表示させることができる。
【００２４】
なお、情報記録再生装置１２００がＤＶＤカメラに代表される可搬型装置である場合には
、光学的に撮像後、カメラ信号処理回路（図示せず）にて、電気信号に変換された情報信
号が、記録情報信号変換回路１１２４に入力される。また、電源回路１２５０の代わりに
電池によって電源が供給される。
【００２５】
なお、この情報記録装置１２００自体は、いわゆるファイナライズ処理が行われていなく
ても、記録媒体に記録された情報を再生出来るものである。
【００２６】
図５は、情報記録再生装置１２００の一部を詳細に示したブロック図である。
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【００２７】
図５において、ＡＶストリーム処理部４０２は記録情報信号変換回路１１２４に対応する
。また、管理情報処理部４０３、制御部４０７は、図３に図示したシステム制御回路１１
２２の一部を構成する部分である。また、記録媒体駆動処理部４０４は、図３における光
ピックアップ１１１８、レーザ光源点灯回路１１２３、サーボ信号生成回路１１１９、情
報信号再生回路１１２０、アクセス制御回路１１２５、スピンドルモータ駆動回路１１２
６、システム制御回路１１２２等が対応する。また、操作部４０８は、ユーザ入力処理部
１１５１に対応する。
【００２８】
入力端子１２２９から出力された情報は、ＡＶストリーム処理部４０２で符号化され、Ａ
Ｖストリームとして記録媒体駆動処理部４０４によって、記録媒体２０１に書き込まれる
。ムービーや据え置き型のビデオレコーダでは、記録開始から終了までの間、ＡＶストリ
ームは記録媒体２０１に書き込まれる。このＡＶストリームは追加記録される。１回の記
録開始から記録終了までの区切りを１チャプタとする。
【００２９】
記録中にＡＶストリーム処理部４０２から管理情報処理部４０３に情報が伝送される。管
理情報処理部４０３で、記録終了時に一時管理情報を作成し、記録媒体駆動処理部４０４
によって、一時管理情報が記録媒体２０１に書き込まれる。
【００３０】
この一時管理情報は、記録終了の都度、追加記録される。記録開始・記録終了は、操作部
４０８から情報が制御部４０７に伝わる。制御部４０７は、図４の点線で囲われた部分４
０６の各ブロックを一括制御する。
【００３１】
図６に情報記録再生装置１１００が電源投入後から実行する動作のフローチャートを示す
。以下のフローチャートに示す動作は、システム制御回路１１２２（特に制御部４０７）
による制御の下で実行されるものとして説明する。
【００３２】
電源投入後、記録媒体駆動処理部４０４により記録媒体２０１が初期化されているかどう
かを調べる（ステップＳ５０１）。初期化されていなけれれば、初期化を実行するかどう
か選択を促す表示を表示処理部１１５２に表示させる（ステップＳ５０２）。ユーザ入力
処理部１１５１により初期化を実行しない選択がなされた場合は、記録媒体２０１に情報
信号を記録することができないので、今後一切の処理を終了する（ステップＳ５０３）。
一方、ユーザ入力処理部１１５１により初期化を実行する選択がなされた場合は、表示処
理部１１５２に初期化後の他の装置で情報を記録することができない旨を表示させ（ステ
ップＳ５０４）、記録媒体２０１を初期化した（ステップＳ５０５）上で、ステップＳ５
０１に戻る。
【００３３】
ステップＳ５０１で初期化されていると判断した場合には、ステップＳ５０６に進み、ユ
ーザ入力処理部１１５１により記録開始指示がなされたかどうか判断する。記録開始指示
がなされていれば、ユーザ入力処理部１１５１により記録終了指示がなされるまでの間、
記録媒体駆動処理部４０４は、ＡＶストリーム処理部４０２で符号化されたＡＶストリー
ム（情報）を記録媒体２０１に記録する（ステップＳ５０７）。記録終了指示がなされる
と（ステップＳ５０８）、情報の記録を終了し、記録したＡＶストリームを管理する一時
管理情報を管理情報処理部４０３で生成し、記録媒体駆動処理部４０４は、この一時管理
情報を記録媒体２０１に記録した（ステップＳ５０９）上でステップＳ５０１に戻る。な
お、１回の記録開始指示から記録終了指示までに記録された情報は、１チャプタとして管
理できるように記録する。
【００３４】
図７は、記録媒体２０１上のチャプタの配置を示した図であり、情報が記録開始／終了指
示により３回記録され、チャプタが３つ記録されている例である。チャプタ＃１（１００
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１）とチャプタ＃２（１００２）の間に隙間が生じないように情報が記録されている。同
様に、チャプタ＃２（１００２）とチャプタ＃３（１００３）の間も、隙間が生じないよ
うに情報が記録されている。チャプタの間に隙間が生じないようにするために、各チャプ
タのサイズが記録媒体に記録する所定の単位の整数倍になるようにアライメントして記録
する必要がある。例えば、光ディスクの場合、ＥＣＣブロック（３２キロバイト）単位に
アライメントされるように、ダミー情報を記録することで各チャプタのサイズを記録所定
単位の整数倍に調整することでチャプタの間に隙間が生じないようにする。チャプタの間
に隙間が生じないように記録することにより、再生専用装置においても正常に再生するこ
とができる。
【００３５】
ステップＳ５０６で記録開始指示がなされていないと判断した場合には、ステップＳ５１
０に進み、ユーザ入力処理部１１５１により解像度変更指示がなされたかどうか判断する
。解像度変更指示がなされている場合には、記録媒体駆動部４０４は、記録媒体２０１に
既に情報が記録されているかどうか判断する（ステップＳ５１１）。情報が記録されてい
ない場合には、システム制御回路１１２２がユーザ入力処理部１１５１から指示された解
像度に変更した（ステップＳ５１２）上でステップＳ５０１に戻る。一方、既に情報が記
録されている場合には、表示処理部１１５２に解像度変更ができない旨を表示させ（ステ
ップＳ５１３）、ステップＳ５０１に戻る。互いに異なる解像度の情報信号を１つのビデ
オタイトルセットで管理することができないからである。
【００３６】
ステップＳ５１０で解像度変更が指示されていないと判断した場合には、ステップＳ５１
４に進み、ユーザ入力処理部１１５１によりファイナライズ処理の指示がなされたかどう
か判断する。ファイナライズ指示がなされていなければステップＳ５０１に戻る。一方、
ファイナライズ指示がなされている場合には、ステップＳ５１５～Ｓ５１７を実行するこ
とでファイナライズ処理を行い（ステップＳ５１５）、以後の動作を終了する（ステップ
Ｓ５１６）。
【００３７】
ステップＳ５１５におけるファイナライズ処理の実行により、図２に示したようなデータ
構造を構築する。具体的には、管理情報及び再生用のメニュー画面情報を生成し、記録媒
体２０１に記録する。なお、上述のとおり、本実施形態ではビデオタイトルセットが１つ
しか生成されないことは言うまでもない。
【００３８】
図２において、管理情報に相当する情報は、ビデオマネージャ情報３０６、ビデオマネー
ジャ情報バックアップ３０８、ビデオタイトルセット情報３０９、ビデオタイトルセット
情報バックアップ３１２である。また再生用のメニュー画面情報に相当する情報は、ビデ
オマネージャメニュービデオオブジェクトセット３０７、ビデオタイトルセットメニュー
ビデオオブジェクトセット３１０である。
【００３９】
管理情報は、記録終了処理のときに記録媒体に記録した一時管理情報をもとに作成され、
図３に示すように、記録したＡＶストリームを一つのビデオタイトルセット＃１（２０２
）になるようにし、記録開始から終了までの一つのシーンをチャプタとして割り当て、さ
らに、チャプタを、同一の日付でフォルダリングしてタイトルとなるようにする。また、
同一日付のチャプタ数が所定数を超えた場合、その所定数、例えば、９９個でタイトルと
する。
【００４０】
【発明の効果】
本発明によれば、記録終了時にビデオタイトルセットを作る時間を省くことができるので
、記録終了時間を短縮することができる。また、情報信号を記録できる回数を増やすこと
ができるので、記録媒体の記録領域を有効に活用できる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】図１は、ビデオタイトルセット、タイトル、チャプタのデータ構造の一例を示す
図である。
【図２】図２は、記録媒体上に構築されるデータ構造を示す図である。
【図３】図３は、本発明によるビデオタイトルセット、タイトル、チャプタのデータ構造
の一例を示す図である。
【図４】図４は、情報記録再生装置の概略を示すブロック図である。
【図５】図５は、情報記録再生装置の一部を詳細に示したブロック図である。
【図６】図６は、情報記録再生装置が電源投入後から実行する動作のフローチャートを示
す図である。
【図７】図７は、ビデオタイトルセット内のチャプタ配置を示す図である。
【符号の説明】
２０１…記録媒体、４０２…ＡＶストリーム処理部、４０３…管理情報処理部、４０４…
記録媒体駆動処理部、４０７…制御部、４０８…操作部。

【図１】 【図２】
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