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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ディスクにデジタル静止画フォーマットで記録された１枚以上のデジタル静止画像デ
ータを読み出す読み出し手段と、
　前記光ディスクより読み出された１枚以上の前記デジタル静止画像データをデジタル動
画フォーマットに合致した記録用データに変換する変換手段と、
　前記変換手段において形成された前記記録用データを前記光ディスクに記録する記録手
段と、
　ファイナライズ処理の実行が指示された場合に、ファイナライズ処理に先立って、前記
読み出し手段を制御して前記光ディスクより１枚以上の前記デジタル静止画像データを読
み出し、読み出した当該１枚以上の前記静止画像データを前記変換手段を制御してデジタ
ル動画フォーマットに合致した記録用データに変換し、当該記録用データを前記記録手段
を制御して、前記光ディスクに既に記録されている動画像データとは区別可能な態様で、
前記光ディスクに対して追加記録した後に、前記光ディスクを所定のフォーマットにファ
イナライズするファイナライズ処理を実行させるように制御する制御手段と
　を備えることを特徴とする記録装置。
【請求項２】
　前記デジタル動画フォーマットはＭＰＥＧ（Moving Picture Experts Group）方式のも
のであり、前記光ディスクはＤＶＤ（Digital Versatile Disk）であり、前記所定のフォ
ーマットはＤＶＤビデオフォーマットであり、前記記録用データは前記デジタル静止画像
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データがＭＰＥＧ方式のIピクチャ形式のデータに変換されて形成されることを特徴とす
る請求項１に記載の記録装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記光ディスクに記録された全ての前記デジタル静止画像データをデ
ジタル動画フォーマットに合致した前記記録用データに変換するように制御することを特
徴とする請求項１に記載の記録装置。
【請求項４】
　１枚以上の前記デジタル静止画像データが変換された前記記録用データを再生する際の
静止画像の再生時間を変更する変更手段を更に有することを特徴とする請求項1に記載の
記録装置。
【請求項５】
　前記変換手段により変換された前記全てのデジタル静止画像データが１チャプタ分のデ
ータとして管理されるようにして前記記録用データが記録されることを特徴とする請求項
２に記載の記録装置。
【請求項６】
　前記デジタル動画フォーマットに合致する記録用データとされて、前記光ディスクに記
録された１枚以上の静止画像の再生態様を指示する情報の入力を受け付ける受付手段と、
　前記受付手段を通じて受け付けた情報に基づいて、前記デジタル動画フォーマットに合
致する記録用データとされて、前記光ディスクに記録された１枚以上の前記静止画像につ
いての再生に関する情報を変更するようにする変更手段とを備えることを特徴とする請求
項１に記載の記録装置。
【請求項７】
　被写体を撮像する撮像手段と、
　前記撮像手段より出力される撮像データを処理して画像データを生成する信号処理手段
と、
　前記画像データを光ディスクへ記録する記録手段と、
　前記光ディスクに記録された前記画像データを読み出す読み出し手段と、
　前記読み出し手段により前記光ディスクから読み出されたデジタル静止画像データをデ
ジタル動画フォーマットに合致した記録用データに変換する変換手段と、
　ファイナライズ処理の実行が指示された場合に、ファイナライズ処理に先立って、前記
読み出し手段を制御して前記光ディスクより１枚以上の前記デジタル静止画像データを読
み出し、読み出した当該１枚以上の前記静止画像データを前記変換手段を制御してデジタ
ル動画フォーマットに合致した記録用データに変換し、当該記録用データを前記記録手段
を制御して、前記光ディスクに既に記録されている動画像データとは区別可能な態様で、
前記光ディスクに対して追加記録した後に、前記光ディスクを所定のフォーマットにファ
イナライズするファイナライズ処理を実行させるように制御する制御手段と、
　を備えることを特徴とする撮像装置。
【請求項８】
　前記デジタル動画フォーマットはＭＰＥＧ（Moving Picture Experts Group）方式のも
のであり、前記光ディスクはＤＶＤ（Digital Versatile Disk）であり、前記所定のフォ
ーマットはＤＶＤビデオフォーマットであり、前記記録用データは前記デジタル静止画像
データがＭＰＥＧ方式のIピクチャ形式のデータに変換されて形成されることを特徴とす
る請求項７に記載の撮像装置。
【請求項９】
　被写体を撮像する撮像手段と、
　前記撮像手段より出力される撮像データを処理して画像データを生成する信号処理手段
と、
　前記画像データを光ディスクへ記録する記録手段と、
　前記光ディスクに記録された前記画像データを読み出す読み出し手段と、
　前記画像データの表示を行う表示手段と、
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　前記読み出し手段により前記光ディスクから読み出されたデジタル静止画像データをデ
ジタル動画フォーマットに合致した記録用データに変換する変換手段と、
　ファイナライズ処理の実行が指示された場合に、ファイナライズ処理に先立って、前記
読み出し手段を制御して前記光ディスクより１枚以上の前記デジタル静止画像データを読
み出し、読み出した当該１枚以上の前記静止画像データを前記変換手段を制御してデジタ
ル動画フォーマットに合致した記録用データに変換し、当該記録用データを前記記録手段
を制御して、前記光ディスクに既に記録されている動画像データとは区別可能な態様で、
前記光ディスクに対して追加記録した後に、前記光ディスクを所定のフォーマットにファ
イナライズするファイナライズ処理を実行させるように制御する制御手段と、
　前記読み出し手段により前記光ディスクから読み出された前記記録用データについて、
前記記録用データに含まれる各静止画像を所定時間ずつ順次表示するように再生制御する
再生手段と
　を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項１０】
　前記光ディスクに記録されたデジタル動画像データについて、再生単位となる各動画像
データの代表画像を複数配列してなるインデックス画面データを生成するインデックス画
面生成手段とを更に有し、
　前記再生単位となる各動画像データの代表画像として、前記記録用データに含まれる静
止画像が含まれ、
　前記再生手段は、前記表示手段に表示された前記インデックス画面における前記記録用
データに含まれる静止画像が選択されることに基づき、前記記録用データに含まれる各静
止画像を所定時間ずつ順次表示するように再生制御することを特徴とする請求項９に記載
の撮像装置。
【請求項１１】
　前記変換手段により変換された１枚以上の前記デジタル静止画像データが１チャプタ分
のデータとして管理されるようにして前記記録用データが記録されることを特徴とする請
求項８に記載の撮像装置。
【請求項１２】
　ファイナライズ処理の実行を受け付けた場合に、ファイナライズ処理に先立って、光デ
ィスクにデジタル静止画フォーマットで記録された１枚以上のデジタル静止画像データを
読み出す読み出しステップと、
　前記読み出しステップにて前記光ディスクより読み出された１枚以上の前記デジタル静
止画像データをデジタル動画フォーマットに合致した記録用データに変換する変換ステッ
プと、
　前記変換ステップにて変換された前記記録用データを、既に前記光ディスクに記録され
ている動画像データとは区別可能な態様で、前記光ディスクに対して追加記録する記録ス
テップと、
　前記光ディスクの所定領域に対して、前記光ディスクを所定のフォーマットにファイナ
ライズするためのデータの書き込みを行うファイナライズ処理ステップとを有することを
特徴とする記録方法。
【請求項１３】
　前記デジタル動画フォーマットに合致する記録用データとされて、前記光ディスクに記
録された１枚以上の静止画像の再生態様を指示する情報の入力を受け付ける受付ステップ
と、
　前記受付ステップにおいて受け付けた情報に基づいて、前記デジタル動画フォーマット
に合致する記録用データとされて、前記光ディスクに記録された１枚以上の前記静止画像
についての再生に関する情報を変更するようにする変更ステップとを有することを特徴と
する請求項１２に記載の記録方法。
【請求項１４】
　動画像あるいは静止画像を撮影し、撮影した動画像あるいは静止画像をデジタルデータ
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として出力する撮影ステップと、
　前記撮影ステップにおいて撮影された動画像のデジタル動画像データあるいは静止画像
のデジタル静止画像データをデジタル動画フォーマットの動画像データあるいはデジタル
静止画フォーマットの静止画像データに変換する変換ステップと、
　前記変換ステップにおいて形成された前記動画像データあるいは前記静止画像データを
前記光ディスクに記録する記録ステップとを有することを特徴とする請求項１２に記載の
記録方法。
【請求項１５】
　前記デジタル動画フォーマットはＭＰＥＧ（Moving Picture Experts Group）方式のも
のであり、前記光ディスクはＤＶＤ（Digital Versatile Disk）であり、前記所定のフォ
ーマットはＤＶＤビデオフォーマットであり、前記記録用データは前記デジタル静止画像
データがＭＰＥＧ方式のIピクチャ形式のデータに変換されて形成されることを特徴とす
る請求項１２に記載の記録方法。
【請求項１６】
　前記制御手段は、前記光ディスクに記録されたすべての前記デジタル静止画像データを
デジタル動画フォーマットに合致した前記記録用データに変換するように制御することを
特徴とする請求項１２に記載の記録方法。
【請求項１７】
　前記変換ステップにより変換された前記全てのデジタル静止画像データが１チャプタ分
のデータとして管理されるようにして前記記録用データが記録されることを特徴とする請
求項１５に記載の記録方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、例えば、記録可能なＤＶＤ（Digital Versatile Disk）等を記録媒体として
用い、これに動画像や静止画像をデジタルデータとして記録するデジタルビデオカメラや
デジタルカメラなどの記録装置、このような記録装置で用いられる記録方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、記録媒体としてＤＶＤなどの大容量のディスク記録媒体を用いるデジタルビデオカ
メラが考えられている。このようなディスク記録媒体を用いるデジタルビデオカメラにお
いても、動画像だけでなく、静止画像も動画像とは別個に記録し、その両方を利用できる
ようにしたいとする要求が高い。
【０００３】
しかし、従来、ディスク媒体に動画像を記録する場合には、動画記録用に考えられたデジ
タル動画フォーマットで記録し、ディスク媒体に静止画像を記録する場合には、静止画記
録用に考えられたデジタル静止画フォーマットで記録することが行われている。しかし、
動画像と静止画像とをそれぞれ異なる記録フォーマット同じディスク記録媒体に記録し、
これを再生する場合には、そのそれぞれの記録フォーマットに対応したデコーダが必要に
なる。
【０００４】
ディスク記録媒体として、ＤＶＤを用いる場合を例にして説明すると、動画像を記録する
場合には、データ圧縮方式としてＭＰＥＧ（Moving Picture Experts Group）方式を用い
たＤＶＤビデオフォーマット（DVD Video Format）やＤＶＤビデオレコーディングフォー
マット（DVD Video Recording Format）などのデジタル動画フォーマットを用いることに
なる。
【０００５】
また、静止画像を記録する場合には、データ圧縮方式として、例えば、ＪＰＥＧ（Joint 
Photographic Experts Group）方式を用いた、ＪＰＥＧフォーマットやＤＣＦ（Design r
ule for Camera File system）フォーマットなどと呼ばれるデジタル静止画フォーマット
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を用いることになる。
【０００６】
このように、動画像データと静止画像データとが異なる記録フォーマットで記録されてい
る記録媒体から動画像データと静止画像データとの両方を再生して、その動画像と静止画
像とを得るようにする場合には、動画像データ用のデコーダ（ＭＰＥＧデコーダ）と静止
画像データ用のデコーダ（ＪＰＥＧデコーダ）との両方を搭載していなければならなくな
る。
【０００７】
したがって、動画像データと静止画像データとが異なる圧縮フォーマットで記録されてい
る記録媒体を、動画用のデコーダしか搭載していない再生機器で再生する場合には、当該
記録媒体に記録されている静止画像データについては再生することができず、静止画像を
利用することができなくなる。
【０００８】
このため、動画像データについてはデジタル動画フォーマットで記録媒体に記録するよう
にし、静止画像データについては、ＭＰＥＧ方式の中で規定されているいわゆるプライベ
ートパケット（Private Packet）などを利用して、ＭＰＥＧストリーム内に記録するよう
にし、静止画像データについてもデジタル動画フォーマットに混ぜるようにして記録する
ことが考えられる。
【０００９】
しかし、このようにして記録した静止画像データを再生する場合には、ＭＰＥＧストリー
ム内のプライベートパケットを静止画像データとしてデコードできる専用のＭＰＥＧデコ
ーダが必要になる。したがって、静止画デコーダは必要なくなるものの、プライベートパ
ケットを静止画像データとしてデコード可能な専用の動画用デコーダが必要になり、汎用
的な解決方法とはいえない。
【００１０】
　また、例えば、特許文献１（特開２００２－３２５２２７号公報）に記載されているよ
うに、デジタルスチルカメラで撮影して、デジタル静止画フォーマットで半導体メモリな
どに記録した静止画像データをデジタル静止画フォーマットに対応していないいわば汎用
的な再生装置で再生可能な記録媒体を作成するようにする方式も考えられている。
【００１１】
この特許文献１に記載された技術を用いることにより、デジタル静止画フォーマットで記
録媒体に記録された静止画像データであっても、これをＭＰＥＧ方式のＩピクチャ（Intr
a-Picture）に変換してデジタル動画フォーマットで記録することによって、ＭＰＥＧデ
コーダを備えた再生機器において、静止画像データの利用が可能な記録媒体を作成するこ
とが可能である。
【００１２】
【特許文献１】
特開２００２－３２５２２７号公報
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、上述した特許文献１に記載された技術が適用されて、デジタル静止画フ
ォーマットからデジタル動画フォーマットへの変換機能を備えた記録再生装置を新たに購
入するなどのことなく、既に一般ユーザの手元にある種々の再生機器や記録再生機器でも
利用可能な態様で、動画像データと静止画像データとの両方を記録媒体に記録する技術の
提供が望まれている。
【００１４】
そこで、デジタルビデオカメラを用いて、静止画像を撮影する場合に、初めからＭＰＥＧ
方式のＩピクチャーの形式にして記録媒体に静止画像データを記録することが考えられる
。しかし、この場合、通常の動画像のＩピクチャーと混同することがないように、動画像
データの記録エリアとＩピクチャーの形式にされた静止画像データの記録エリアとの区別
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の問題が生じる。これは、静止画像データの利用や管理のための種々の処理が複雑化した
り、記録媒体の有効活用がある程度犠牲になったりするなどの問題が生じる場合があると
考えられる。
【００１５】
また、一般に、デジタル動画フォーマットの解像度とデジタル静止画フォーマットの解像
度とでは、デジタル静止画フォーマットの解像度の方が高い。このため、静止画像につい
ても初めからデジタル動画フォーマットで記録媒体に記録するようにした場合には、デジ
タル静止画フォーマットの静止画像データがどこにも存在しないことになり、デジタル静
止画フォーマットの静止画像データのデコーダを備える再生機器においても、静止画像デ
ータを本来の解像度で利用することができなくなってしまう。
【００１６】
また、記録媒体としてＤＶＤを用いる場合、上述もしたように、ＤＶＤの記録フォーマッ
トとしては、ＤＶＤビデオフォーマット（DVD Video Format）やＤＶＤビデオレコーディ
ングフォーマット（DVD Video Recording Format）などがあり、いずれの記録フォーマッ
トを用いる場合であっても、動画像データと静止画像データとの両方をできるだけ制限な
く記録できるようにしたいとの要求もある。
【００１７】
以上のことにかんがみ、この発明は、上記問題点を一掃し、動画像データと静止画像デー
タとの両方を種々の再生機器で再生可能な態様で記録できるようにする記録装置、記録方
法を提供することを目的とする。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の発明の記録装置は、
　光ディスクにデジタル静止画フォーマットで記録された１枚以上のデジタル静止画像デ
ータを読み出す読み出し手段と、
　前記光ディスクより読み出された１枚以上の前記デジタル静止画像データをデジタル動
画フォーマットに合致した記録用データに変換する変換手段と、
　前記変換手段において形成された前記記録用データを前記光ディスクに記録する記録手
段と、
　ファイナライズ処理の実行が指示された場合に、ファイナライズ処理に先立って、前記
読み出し手段を制御して前記光ディスクより１枚以上の前記デジタル静止画像データを読
み出し、読み出した当該１枚以上の前記静止画像データを前記変換手段を制御してデジタ
ル動画フォーマットに合致した記録用データに変換し、当該記録用データを前記記録手段
を制御して、既に前記光ディスクに記録されている動画像データとは区別可能な態様で、
前記光ディスクに対して追加記録した後に、前記光ディスクを所定のフォーマットにファ
イナライズするファイナライズ処理を実行させるように制御する制御手段と
　を備えることを特徴とする。
【００１９】
　この請求項１に記載の記録装置によれば、所定の記録媒体にデジタル静止画フォーマッ
トで記録された１枚以上の静止画像データは、ファイナライズ処理を実行するタイミング
で読み出され、これが変換手段によりまとめられてデジタル動画フォーマットのデータに
変換され、記録手段により静止画像データが読み出された同じ記録媒体に記録される。つ
まり、記録媒体には、静止画像データが、デジタル静止画フォーマットでも、また、デジ
タル動画フォーマットでも記録するようにされる。
【００２０】
これにより、デジタル動画フォーマットのデコーダしか備えない再生機器においても、当
該記録媒体に記録された静止画像の利用ができるようにされる。また、デジタル静止画フ
ォーマットのデコーダをも備える再生機器においては、デジタル静止画フォーマットの静
止画像データをそのまま利用して、解像度のよい静止画像の利用ができるようにされる。
【００２１】
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【発明の実施の形態】
以下、図を参照しながらこの発明の一実施の形態について説明する。以下に説明する実施
の形態においては、この発明による記録装置、記録方法を、書き込み可能なＤＶＤを記録
媒体として用いるＤＶＤデジタルビデオカメラ（以下、ＤＶＤビデオカメラという。）に
適用した場合を例にして説明する。
【００２２】
［ＤＶＤビデオカメラの構成と動作について］
図１は、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラの構成例を説明するためのブロック図であ
る。図１において、ＤＶＤ１００は、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラに装填され、
動画像データ、静止画像データが記録される記録媒体である。
【００２３】
この実施の形態のＤＶＤビデオカメラは、後述もするように、ＤＶＤビデオフォーマット
（DVD Video format）とＤＶＤビデオレコーディングフォーマット（DVD Video Recordin
g Format）との２つのデジタル動画フォーマットのいずれにも対応することができるもの
である。
【００２４】
したがって、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラは、使用者からの指示に応じて、当該
ＤＶＤビデオカメラに装填された書き込み可能なＤＶＤを、ＤＶＤビデオフォーマット、
あるいは、ＤＶＤビデオレコーディングフォーマットに初期化して利用できるようにする
ことができるものである。
【００２５】
この実施の形態のＤＶＤビデオカメラは、図１に示すように、カメラ部１と、ＭＰＥＧエ
ンコーダ２と、フォーマット形成部３と、ＪＰＥＧエンコーダ６と、フォーマット変換部
７とからなる記録処理部と、記録時および再生時に用いられるバッファメモリ４、書き込
み／読み出し部５とを備えている。
【００２６】
また、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラは、図１に示すように、セレクタ８１、８４
と、ＪＰＥＧデコーダ８２と、ＭＰＥＧデコーダ８３とからなり、再生時に用いられるデ
コード部８と、コーデック９１と、デジタルインターフェース（以下、デジタルＩ／Ｆと
略称する。）９２とを備え、デジタルデータの受け渡しを行うデジタル入出力部９とを備
えている。
【００２７】
そして、図１に示すように、デジタル入出力部９は、デジタル入出力端子ＩＯに接続され
、このデジタル入出力端子を通じて他の機器との間でデジタルデータの送受を行うことが
できるようにしている。また、デコード部８においてデコードされ、Ｄ／Ａ変換された画
像情報等の情報は、アナログ出力端子ＯＴを通じて出力され、モニタ受像機などの外部機
器に供給することができるようにしている。
【００２８】
また、外部機器からのアナログ映像信号やアナログ音声信号は、入力端子ＩＮを通じてＭ
ＰＥＧエンコーダ２に入力され、ここでＡ／Ｄ変換されるとともに、ＭＰＥＧ方式のデー
タにデータ圧縮して、これをＤＶＤ１００に記録することができるようにしている。
【００２９】
また、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラには、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）コ
ントローラ１１、ＬＣＤ１２が設けられており、カメラ部１が捉えている画像や、ＤＶＤ
１００に記録されている画像データによる再生画像をＬＣＤ１２に表示して使用者がこれ
を観視することができるようにしている。なお、図示しなかったが、カメラ部１が捉えて
いる画像を観視するためのビューファインダを設けることも可能である。
【００３０】
そして、図１において、制御部２０は、上述した各部を制御するものであり、ＣＰＵ（Ce
ntral Processing Unit）２１、ＲＯＭ（Read Only Memory）２２、ＲＡＭ（Random Acce
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ss Memory）２３、不揮発性メモリ２４が、ＣＰＵバス２６を通じて接続されて形成され
たマイクロコンピュータである。
【００３１】
　ここで、ＲＯＭ２２は、制御部２０のＣＰＵ２１により実行するようにされる各種のプ
ログラムや処理に必要なデータが記録されたものであり、ＲＡＭ２３は、処理の途中結果
を一時記憶するなど、主に作業領域として用いられるものである。また、不揮発性メモリ
２４は、電源が落とされても記憶情報を保持しておくことができるものであり、種々の設
定パラメータや確実に保持しておきたい途中結果などを記憶保持するためのものである。
【００３２】
また、制御部２０には、種々の操作キーや操作つまみなどを有するキー操作部２５が接続
されている。このキー操作部２５を通じて、使用者からの種々の指示入力を当該ＤＶＤビ
デオカメラに対して入力することができるようにしている。そして、キー操作部２５を通
じて受け付けられた使用者からの指示入力に応じた情報は電気信号として制御部２０に供
給される。これにより、制御部２０は、使用者からの指示に応じて各部を制御し、当該Ｄ
ＶＤビデオカメラが使用者からの指示に応じた動作を行うことができるようにしている。
【００３３】
［動画像の記録時の動作について］
そして、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラは、以下に説明するように、画像を動画像
として撮影してＤＶＤに記録することができるとともに、画像を静止画像として撮影して
ＤＶＤに記録することができるものである。
【００３４】
すなわち、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラのカメラ部１は、ＣＣＤ（Charge Coupl
ed Device）を備えるとともに、電子式シャッター機能をも有するようにされたものであ
る。そして、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラの使用者は、キー操作部２５の所定の
操作キーを操作して、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラをいつでも撮影を開始するこ
とが可能な状態であるスタンバイ状態にし、キー操作部２５の撮影開始キー（ＲＥＣキー
）を操作することにより、カメラ部１が捉えている画像を動画像として撮影して、これを
ＤＶＤ１００に記録する動作を行う。
【００３５】
この場合、カメラ部１からの動画像信号は、ＭＰＥＧエンコーダ２に供給され、ここでＡ
／Ｄ変換されてデジタル動画像データとされた後、ＭＰＥＧ方式でデータ圧縮されて、フ
ォーマット形成部３に供給される。フォーマット形成部３は、制御部２０の制御に応じて
、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラに装填されているＤＶＤ１００の記録フォーマッ
ト（デジタル動画フォーマット）に応じた記録用データを形成し、これをバッファメモリ
４に供給する。
【００３６】
バッファメモリ４は、制御部２０により、その書き込み／読み出しが制御され、記録時に
おいては、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラとＤＶＤ１００との間における記録用デ
ータについての時間軸補正を行って、全ての記録用データを洩れなくＤＶＤ１００に記録
することができるようにするためのものである。
【００３７】
そして、バッファメモリ４は、ＦＩＦＯ（First In First Out）方式で用いられ、動画像
の記録時においては、フォーマット形成部３からの記録用データを順次にバッファメモリ
４に書き込み、同時に既にバッファメモリ４に記録されている記録用データを読み出して
、書き込み／読み出し部５に供給する。
【００３８】
書き込み／読み出し部５は、図示しないが、光ピックアップ、２軸アクチュエータ、スレ
ッドモータなどを備え、制御部２０の制御により、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラ
に装填されたＤＶＤ１００の所定の位置に記録用データを記録するようにする。このよう
にして、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラは、これに装填された記録媒体であるＤＶ
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Ｄ１００に対して、カメラ部１を通じて撮影した動画像をデジタルデータとして記録する
ことができるものである。
【００３９】
［静止画像の記録時の動作について］
また、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラは、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラを
スタンバイ状態にし、キー操作部２５のシャッターキーを操作することにより、カメラ部
１の電子式シャッターが動作して、カメラ部１が捉えている画像を静止画像として撮影し
、これをＤＶＤ１００に記録する動作を行う。
【００４０】
この場合、カメラ部１からの静止画像信号は、ＪＰＥＧエンコーダ６に供給され、ここで
Ａ／Ｄ変換されてデジタル静止画像データとされた後、ＪＰＥＧ方式でデータ圧縮され、
ＪＰＥＧフォーマット（デジタル静止画フォーマット）の記録用データが形成される。Ｊ
ＰＥＧエンコーダ６からの記録用データは、バッファメモリ４を通じて書き込み／読み出
し部５に供給され、この書き込み／読み出し部５を通じて、当該ＤＶＤビデオカメラに装
填されているＤＶＤ１００に静止画像データとして記録される。
【００４１】
このように、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラにおいては、デジタル動画フォーマッ
トの動画像データと、デジタル静止画フォーマットの静止画像データとを、撮影の都度、
記録媒体であるＤＶＤ１００上の適宜の位置に記録することによって、動画像データと静
止画像データとをＤＶＤ１００において混在して記録することができるようにしている。
すなわち、動画像データの記録領域と静止画像データの記録領域とを記録媒体であるＤＶ
Ｄ１００上に予め分けて設けるようにすることはない。
【００４２】
したがって、例えば、静止画像の撮影はしないにも関わらず、静止画像データの記録領域
を予め確保してしまうなどの無駄を生じさせることなく、ＤＶＤの記憶容量を無駄なく使
用して、動画像データであっても、静止画像データであっても効率よく記録することがで
きるようにしている。
【００４３】
このように、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラにおいては、動画像はＭＰＥＧ方式で
データ圧縮するとともに所定のデジタル動画フォーマットでＤＶＤに記録し、また、静止
画像はＪＰＥＧ方式でデータ圧縮してデジタル静止画フォーマットで装填されたＤＶＤ１
００に記録することができるようにしている。
【００４４】
［静止画像データのフォーマット変換について］
また、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラにおいては、使用者からの指示に応じたタイ
ミングで、あるいは、記録に用いられたＤＶＤ１００が取り出されるようにされたときな
どの必要があると制御部２０が判断したタイミングで、記録に用いられたＤＶＤ１００に
デジタル静止画フォーマットで記録されている全静止画像データを読み出し、これをデジ
タル動画フォーマットのデータに変換し、ＤＶＤ１００に追加記録する処理を行う。
【００４５】
具体的には、使用者からの指示に応じたタイミングで、あるいは、必要があると制御部２
０が判断したタイミングで、記録に用いられたＤＶＤ１００にデジタル静止画フォーマッ
トで記録されている全静止画像データを書き込み／読み出し部５を通じて読み出し、これ
をバッファメモリ４を介してフォーマット変換部７に供給する。
【００４６】
フォーマット変換部７は、書き込み／読み出し部５を通じてＤＶＤ１００から読み出され
たデジタル静止画フォーマットの静止画像データ（ＪＥＰＧ方式でデータ圧縮されている
静止画像データ）をＭＰＥＧ方式のＩピクチャの形式のデータに変換する。すなわち、フ
ォーマット変換部７は、ＪＰＥＧ方式のデコーダによらなければデコードできない静止画
像データを、ＭＰＥＧ方式のデコーダによってデコード可能なデータに変換する、いわゆ
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る、ＪＰＥＧフォーマット－Ｉピクチャ変換部である。
【００４７】
そして、フォーマット変換部７において、ＭＰＥＧ方式のＩピクチャの形式のデータに変
換された静止画像データは、フォーマット形成部３に供給される。フォーマット形成部３
は、上述もしたように、記録しようとするデータから予め決められた所定のデジタル動画
フォーマット、すなわち、この実施の形態においては、ＤＶＤビデオフォーマット、ある
いは、ＤＶＤビデオレコーディングフォーマットの記録用データを形成するものである。
【００４８】
フォーマット形成部３は、フォーマット変換部７からＭＰＥＧ方式のＩピクチャの形式と
された静止画像データが供給されると、このＭＰＥＧ方式のＩピクチャの形式とされた全
ての静止画像データを１まとまりのデータ（１チャプタ分のデータ）とし、所定のデジタ
ル動画フォーマットの記録用データを形成する。このようにして形成された記録用データ
は、上述もしたように、バッファ４、書き込み／読み出し部５を通じてＤＶＤ１００に記
録される。
【００４９】
このように、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラは、例えば、撮影することにより得た
動画像データはＭＰＥＧ方式でデータ圧縮して所定のデジタル動画フォーマットにしたが
って記録し、撮影することにより得た静止画像データはＪＰＥＧフォーマットなどの所定
のデジタル静止画フォーマットにしたがって記録することができるものである。
【００５０】
そして、さらにこの実施の形態のＤＶＤビデオカメラは、デジタル静止画フォーマット記
録した静止画像データについては、ＭＰＥＧ方式のＩピクチャ形式のデータに変換し、こ
れを先に記録されているＭＰＥＧ方式でデータ圧縮され、所定のデジタル動画フォーマッ
トで記録されている動画像データに追加するようにして記録することができるものである
。
【００５１】
したがって、デジタル静止画フォーマットで記録された静止画像データはそのままに、さ
らにデジタル静止画フォーマットで記録されている静止画像データをＭＰＥＧ方式のＩピ
クチャの形式した静止画像データに変換して、デジタル動画フォーマットで同じ記録媒体
に記録するようにしている。
【００５２】
これにより、ＭＰＥＧ方式のデコーダを備えた再生機器であれば、この実施の形態のＤＶ
Ｄビデオカメラにより撮影されてＤＶＤ１００にデジタル動画フォーマットで記録された
動画像と静止画像との両方を再生して利用することができるとともに、ＪＰＥＧ方式のデ
コーダを備えた再生機器においては、デジタル静止画フォーマットの静止画像データをそ
の解像度を損なうことなく利用することができるようにしている。
【００５３】
［記録データの再生処理について］
また、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラは、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラに
装填されているＤＶＤ１００から、これに記録されている動画像データや静止画像データ
を読み出して再生する再生機能をも備えたものである。
【００５４】
そして、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラに装填されたＤＶＤ１００に記録されてい
る動画像データや静止画像データを再生しようとする場合には、使用者は、キー操作部２
５の所定の操作キーを操作して、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラを記録媒体からの
データを再生する再生モードにし、ＤＶＤ１００からデータの読み出しができる状態にす
る。
【００５５】
そして、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラの場合には、制御部２０は、キー操作部２
５を通じて、動画像データの再生か、静止画像データの再生かの指示入力を受け付ける。
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【００５６】
受け付けた指示入力が、動画像データの再生指示である場合には、制御部２０は、書き込
み／読み出し部５を制御し、ＤＶＤ１００にレーザビームを照射してその反射光を受光す
ることにより、ＭＰＥＧ方式でデータ圧縮され、所定のデジタル動画フォーマットにした
がって記録されている動画像データを読み出し、読み出した動画像データをバッファメモ
リ４を介してデコード部８に供給するようにする。
【００５７】
再生時においても、バッファメモリ４を用いるようにするのは、例えば振動などの外乱に
よってＤＶＤ１００からの記録データの読み出しが一時的に途切れるようなことがあって
も、バッファメモリ４からのデータの読み出しを続行することにより、再生画像を途切れ
させることがないようにすることができるなどの利点があるためである。
【００５８】
また、デコード部８においては、制御部２０の制御により、セレクタ８１、８４がＭＰＥ
Ｇデコーダ８３側に切り換えられ、動画像データおよびＭＰＥＧ方式のＩピクチャ形式で
記録されている静止画像データが、ＭＰＥＧデコーダ８３においてデコードされてデータ
圧縮前の動画像データ、静止画像データが復元され、これを再生するようにして、ＬＣＤ
１２に再生画像を表示したり、出力端子ＯＴを通じてモニタ受像機などの外部機器に供給
したりすることができるようにされる。
【００５９】
また、受け付けた指示入力が、静止画像データの再生指示である場合には、制御部２０は
、書き込み／読み出し部５を制御して、ＪＰＥＧでデータ圧縮され、デジタル静止画フォ
ーマットで記録されている静止画像データを読み出すようにし、デコード部８のセレクタ
８１、８４をＪＰＥＧデコーダ８２側に切り換えて、ＪＰＥＧ方式でデータ圧縮されて記
録されている静止画像データの再生を行う。
【００６０】
この場合には、ＪＰＥＧ方式でデータ圧縮されて記録された静止画像データのみが読み出
され、ＪＰＥＧデコーダ８２でデコードされて再生することができるようにされるので、
ＭＰＥＧ方式に比べれば高解像度の静止画像を再生して利用することができるようにされ
る。
【００６１】
なお、後述もするように、動画像データの場合には、タイトル単位、チャプター単位に記
録するようにされており、指示されたタイトルやチャプターからの動画像の再生を行うよ
うにするなどのことができるようにされている。また、ＭＰＥＧ方式のＩピクチャの形式
で記録されている静止画像データについては、複数の静止画像のそれぞれを所定時間分づ
つ表示するようにするいわゆるスライドショウ表示で表示することができるようにされる
。
【００６２】
また、上述もしたように、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラは、デジタル入出力端子
ＩＯ、デジタル入出力部９を備えることにより、例えば、パーソナルコンピュータやＤＶ
Ｄの記録再生機などの外部機器との間で、デジタル動画像データやデジタル静止画像デー
タ等のデジタルデータの送受を行うこともできるようにされている。
【００６３】
［記録フォーマット別の静止画像データの変換処理について］
次に、図１に示したこの実施の形態のＤＶＤビデオカメラで利用可能なＤＶＤビデオフォ
ーマットが用いられる場合とＤＶＤビデオレコーディングフォーマットが用いられる場合
とに分けて、デジタル静止画像フォーマットで記録された静止画像データのデジタル動画
フォーマットへの変換処理について説明する。
【００６４】
［ＤＶＤビデオフォーマットの場合について］
まず、デジタル動画フォーマットとして、ＤＶＤビデオフォーマットを用いる場合につい
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て説明する。上述もしたように、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラは、動画像データ
と静止画像データとをその記録領域を予め分けたりすることなく、混在させて記録するこ
とができるようにしている。
【００６５】
図２は、ＤＶＤビデオフォーマットの場合のデータの記録態様を説明するための図である
。ＤＶＤビデオフォーマットの場合には、図２（ａ）に示すように、１つ以上のチャプタ
ーからなる１タイトル分の動画像データが、ＶＴＳ（Video Title Set）情報として連続
的に記録するようにされる。
【００６６】
図２（ａ）に示した例は、ＶＴＳ＃１、ＶＴＳ＃２、…、ＶＴＳ＃ｎが示すように、ｎ個
のタイトル分の動画像データが記録されている場合を示している。そして、ＶＴＳの管理
情報であって、各ＶＴＳ情報を統轄的に管理し、複数のＶＴＳのつながりを乱すことなく
連続再生するなどのことができるようにするためのＶＭＧ（Video ManaGer）情報が設け
られる。
【００６７】
　ＤＶＤビデオフォーマットの場合には、上述のＶＭＧの内容を記録されたＶＴＳに応じ
て書き換えることにより、当該ＤＶＤを再生用として用いることができるようにするいわ
ゆるファイナライズ処理が必要になる。ＤＶＤビデオフォーマットが用いられている場合
には、このファイナライズ処理の実行タイミングで、デジタル静止画フォーマットで記録
された静止画像データをデジタル動画フォーマットでも記録するようにする処理が行われ
ることになる。
【００６８】
すなわち、ファイナライズ処理は、使用者からの指示に応じたタイミングや、ＤＶＤがこ
の実施の形態のＤＶＤビデオカメラから取り出されるように操作されたタイミングで行う
ようにされ、この時に、デジタル静止画フォーマットで記録された静止画像データをデジ
タル動画フォーマットでも記録するようにする処理が行われることになる。
【００６９】
なお、この明細書において、タイトルという語は、テレビ放送で言えば１つの放送番組を
指し、また、チャプターという語は、例えば、１つのタイトル内を前半と後半、あるいは
、１幕目、２幕目、…などのように分けた場合の各部分を指すものである。
【００７０】
そして、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラにおいては、ファイナライズ処理が行われ
るまでに記録した動画像データを１タイトル、あるいは、９９個のチャプターのまとまり
を１タイトルとしてまとめるようにしている。また、動画の撮影が開始され、その撮影が
停止されるまで、すなわち、ＲＥＣスタートからＲＥＣストップまでの間に撮影した動画
像の動画像データを１チャプターとして扱うようにしている。
【００７１】
そして、動画像の撮影と静止画像の撮影との両方が行なわれた場合には、この実施の形態
のＤＶＤビデオカメラの場合には、例えば、図２（ｂ）に示すように、動画像データが記
録するようにされるＶＴＳ情報と、ＪＰＥＧ方式でデータ圧縮された静止画像データ（図
２（ｂ）において斜線で示した分部））とが混在してＤＶＤに記録される。
【００７２】
この後、上述もしたように、使用者からのファイナライズ処理の実行指示の入力を受け付
けたり、当該ＤＶＤビデオカメラに装填されて記録に用いているＤＶＤの取り出しが指示
されたりした場合などにおいて、図２（ｂ）において矢印で示すように、ＪＰＥＧ方式で
データ圧縮されたデジタル静止画フォーマットの静止画像データ（ＪＰＥＧ静止画像デー
タ）から、ＭＰＥＧ方式のＩピクチャーの形式とされた静止画像データを形成し（フォー
マット変換処理し）、これを複数枚（例えば９９枚）集めて１タイトルとして新たにＶＴ
Ｓ＃ｎ＋１を形成して（フォーマット形成処理し）、これを記録に用いているＤＶＤ１０
０に記録する。
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【００７３】
この後、複数枚のＭＰＥＧ方式のIピクチャーの形式とされた静止画像データからなり、
新たに記録したＶＴＳ＃ｎ＋１をも考慮したＶＭＧ情報を形成して、これを更新するよう
にするファイナライズ処理を行う。これにより、図２（ｂ）に示すように、記録に用いて
いるＤＶＤには、ＶＴＳ＃１～ＶＴＳ＃ｎで示されるＭＰＥＧ方式でデータ圧縮され、Ｄ
ＶＤビデオフォーマットで記録された動画像データと、ＶＴＳ＃ｎ＋１で示されるＭＰＥ
Ｇ方式のＩピクチャーの形式とされ、ＤＶＤビデオフォーマットで記録された静止画像デ
ータと、ＪＰＥＧ方式でデータ圧縮された静止画像データとが記録され、これらのそれぞ
れを利用することができるようにされる。
【００７４】
もちろん、静止画像だけを撮影して記録することも可能であり、この場合には、図２（ｃ
）に示すように、ＪＰＥＧ方式でデータ圧縮された静止画像データ（図２（ｃ）において
斜線で示した部分）がＤＶＤに記録される。そして、ファイナライズ処理のタイミングで
、ＪＰＥＧ方式でデータ圧縮された静止画像データから、ＭＰＥＧ方式のＩピクチャーの
形式とされた静止画像データを形成し、これを複数枚ずつまとめて、図２（ｃ）に示すよ
うに、新たにＶＴＳ＃１、…を形成して、これを記録に用いているＤＶＤに記録する。
【００７５】
そして、ファイナライズ処理を行って、新たに記録したＶＴＳ＃１、…をも考慮したＶＭ
Ｇ情報を形成して更新することにより、図２（ｃ）に示すように、記録に用いているＤＶ
Ｄには、静止画像として撮影され、ＪＰＥＧ方式でデータ圧縮された静止画像データ（図
２（ｃ）において斜線で示した部分）とＶＴＳ＃１で示されるＭＰＥＧ方式のＩピクチャ
ーの形式とされ、ＤＶＤビデオフォーマットで記録された静止画像データとが記録され、
これらを利用することができるようにされる。
【００７６】
次に、ＪＰＥＧ静止画像データをＭＰＥＧ方式のＩピクチャーに変換し、変換後のＩピク
チャーをＤＶＤビデオフォーマットのタイトル・チャプターにした場合のデータについて
、図３を参照しながら説明する。ここでは、説明を簡単にするため、静止画１枚当たりを
１チャプターとし、３チャプターを１タイトルとして、ＤＶＤビデオフォーマットで記録
する場合を例にする。
【００７７】
図３は、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラにおいて、３枚の静止画（３チャプター）
を１タイトルとしてＤＶＤに記録したときのＤＶＤビデオフォーマットにおけるフォーマ
ット図である。図３（ａ）においては、静止画をタイトル・チャプターとする処理を行う
前にはｎ個のタイトルが記録されており、ｎ＋１個目のタイトルとして静止画像を記録し
た様子を示している。
【００７８】
図３（ａ）においては、図２の場合と同様に、各ＶＴＳ（Video Title Set）は１つのタ
イトルを示し、ＶＴＳ＃ｎはｎ番目のタイトルが記録されたＶＴＳであることを示してい
る。そして、図２（ｂ）を用いて説明した場合と同様に、ファイナライズ処理のタイミン
グで、ＪＰＥＧ静止画像データから、ＭＰＥＧ方式のＩピクチャーの形式の静止画像デー
タが形成され、これが複数枚（この図３の例の場合には３枚）がまとめられて、ＶＴＳ＃
ｎ＋１が形成され、これがＤＶＤに記録される。
【００７９】
各ＶＴＳには、図３（ｂ）に示すように、ＶＴＳＩ（Video Title Set Information）と
、ＶＴＳＴＴ＿ＶＯＢＳ（Video Object Set for Title）と、ＶＴＳＩ＿ｂｕｐ（Video 
Title Set Information backup）とが設けられる。ＶＴＳＴＴ＿ＶＯＢＳは、そのタイト
ルに含まれる各チャプターの画像データであり、図３（ｃ）に示すように、複数のチャプ
ター分のＶＯＢ (Video Object)が存在できるようにされている。
【００８０】
また、ＶＴＳＩは、ＶＴＳＴＴ＿ＶＯＢＳに記録するようにされている複数の各チャプタ
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ーを管理し、いつでも読み出したりすることができるようにするための管理情報であり、
ＶＴＳＩ　ｂｕｐは、ＶＴＳＩのバックアップ情報であり、その内容は、ＶＴＳＩと同じ
である。
【００８１】
そして、本来のＤＶＤビデオフォーマットにおいては、各ＶＯＢ中には、複数のＣＥＬＬ
が存在できるように規定されている。しかし、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラにお
いては、図３（ｃ）のＶＯＢと図３（ｄ）のＣＥＬＬとが１対１に対応しているように、
少なくともＪＰＥＧ静止画像データから形成されたＭＰＥＧ方式のＩピクチャーの静止画
像が記録するようにされたＶＴＳの１つのＶＯＢの中には、１つのＣＥＬＬしか存在でき
ないようにしている。すなわち、常に、１ＶＯＢ＝１ＣＥＬＬ＝１チャプターの関係が成
り立つようにしている。
【００８２】
ＣＥＬＬ内には、Ｃｅｌｌ　Ｓｔｉｌｌ　Ｔｉｍｅと呼ばれる領域がある。ＣＥＬＬが、
静止画であるときにはＣｅｌｌ　Ｓｔｉｌｌ　ＴｉｍｅにはそのＣＥＬＬ（静止画像）を
再生する秒数を指定できる。つまり、静止画像の再生秒数（表示秒数）を任意に設定する
こともできるようにされている。
【００８３】
また、ＤＶＤビデオフォーマットにおいては、ＣＥＬＬ内には、複数のＶＯＢＵ（Video 
Object Unit）も複数存在させることができるようにされているが、この実施の形態のＤ
ＶＤビデオカメラにおいては、図３（ｅ）に示すように、少なくともＪＰＥＧ静止画像デ
ータから形成されたＭＰＥＧ方式のＩピクチャーの静止画像が記録するようにされたＶＴ
ＳのＣＥＬＬ内のＶＯＢＵは１つに制限している。
【００８４】
ＶＯＢＵ内は、図３（ｅ）に示すように、その先頭にＮＶ＿ＰＣＫ（navigation pack）
が設けられ、続いて複数のＶ＿ＰＣＫ（video pack）が続く。ＶＯＢＵに含まれるＶ＿Ｐ
ＣＫのパック（pack）数は１つのＭＰＥＧ方式のIピクチャーを収めることが出来る容量
に必要なパック数である。なお、ＮＶ＿ＰＣＫは、早送りや早戻しなどを実現するための
データサーチインフォメーションなどを含むものである。
【００８５】
このように、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラにおいては、ＪＰＥＧ方式でデータ圧
縮して記録した静止画像データから、ＭＰＥＧ方式のＩピクチャーの形式とした静止画像
データを形成する。そして、１枚の静止画像を１チャプターとし、複数枚の静止画像を１
タイトルとしてまとめて、これを図３に示したように、ＤＶＤビデオフォーマットにした
がってＤＶＤに記録することができるようにしている。
【００８６】
　また、ＣＥＬＬのＣｅｌｌ　Ｓｔｉｌｌ　Ｔｉｍｅを変更することにより、ＭＰＥＧ方
式のＩピクチャーの形式に変換された静止画像の再生時間を変更するなどの調整を行うこ
ともできるようにされる。この調整は、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラのキー操作
部２５を通じて使用者が行うことができるようにされている。この場合には、制御部２０
の制御により、書きこみ／読み出し部５を通じて、ＤＶＤに記録された情報の該当データ
を書きかえることにより行うことができる。もちろん、編集機能を備えた他のＤＶＤ記録
再生機においても行うことも可能である。
【００８７】
次に、ＤＶＤビデオフォーマットで初期化されたＤＶＤにＪＰＥＧ方式でデータ圧縮され
た静止画像データをＭＰＥＧ方式のＩピクチャーに変換し、これをＤＶＤビデオフォーマ
ットで記録する場合の処理について、図４のフローチャートを参照しながら説明する。
【００８８】
この図４に示す処理は、例えば、使用者からのファイナライズ処理の実行指示があった場
合や、記録に用いていたＤＶＤを当該ＤＶＤビデオカメラから取り出すようにした場合な
どの、ファイナライズ処理を実行するタイミングで行われるものである。
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【００８９】
ファイナライズ処理が実行するようにされると、制御部２０は、図１には図示しなかった
ＤＶＤの回転駆動部や、書き込み読み出し部５、バッファメモリ４を制御し、記録に用い
たＤＶＤ１００にＪＰＥＧ方式でデータ圧縮されてデジタル静止画フォーマットで記録さ
れている静止画像データを読み出し、これをフォーマット変換部７に供給する（ステップ
Ｓ１０１）。
【００９０】
そして、制御部２０は、フォーマット変換部７を制御して、ＪＰＥＧ静止画像データをＭ
ＰＥＧ方式のＩピクチャーの形式のデータ（ＰＳ：Program Stream）に変換し（ステップ
Ｓ１０２）、これをフォーマット形成部３に供給する。フォーマット形成部３は、制御部
２０からの制御に基づき、これに供給されたＭＰＥＧ方式のＩピクチャーの形式とされた
静止画像データを図３に示したように静止画用に新たに形成するＶＴＳのＶＴＳＴＴ＿Ｖ
ＯＢＳに追加するようにして、バッファメモリ４、書き込み／読み出し部５を通じてＤＶ
Ｄに記録する（ステップＳ１０３）。
【００９１】
そして、制御部２０は、記録に用いられたＤＶＤに記録されている全てのＪＰＥＧ静止画
像データをＭＰＥＧ方式のＩピクチャーの形式に変換して、ＶＴＳＴＴ＿ＶＯＢＳに追加
し、記録し終えたか否かを判断する（ステップＳ１０４）。ステップＳ１０４の判断処理
において、記録し終えていないと判断したときには、制御部２０は、上述したように各部
を制御し、ステップＳ１０１からの処理を繰り返す。
【００９２】
ステップＳ１０４の判断処理において、全てのＪＰＥＧ静止画像データについての変換処
理が終了したと判断したときには、制御部２０は、新たに追加したＶＴＳのＶＴＳＩを形
成し、これを書き込み／読み出し部５を通じて、ＤＶＤに記録する（ステップＳ１０５）
。このステップＳ１０５の処理においては、ＶＴＩＳのＣｅｌｌ　Ｓｔｉｌｌ　Ｔｉｍｅ
にＩピクチャーに変換した静止画像の再生秒数を静止画像毎に設定しながら記録すること
になる。
【００９３】
なお、この場合、ＶＴＩＳのＣｅｌｌ　Ｓｔｉｌｌ　Ｔｉｍｅは、例えば、３秒程度の値
にされて記録するようにされる。この値は、使用者によって、事前に変更することも可能
であるし、上述もしたように、後で変更することもできるようにされる。
【００９４】
そして、制御部２０は、ＭＰＥＧ方式の静止画像の記録のために新たに追加したＶＴＳを
も考慮したＶＭＧを形成し、これを書き込み／読み出し部５を通じて、当該ＤＶＤに記録
するいわゆるファイナライズ処理を行い（ステップＳ１０６）、この図４に示す処理、す
なわち、ＪＰＥＧフォーマット－ＭＰＥＧ　Ｉピクチャー変換処理、および、ＤＶＤビデ
オフォーマットのファイナライズ処理を終了する。
【００９５】
なお、例えば、管理の効率化などのために、１つのタイトル（１つのＶＴＳ）には、最大
９９個までしかチャプターを記録しないようにするなどの制限を設けた場合には、図４に
示したステップＳ１０４の判断処理の前段に、１つのＶＴＳ中に９９個のチャプターを記
録したか否かを判断し、９９個のチャプターを記録したと判断したときには、そのＶＴＳ
のＶＩＳＩを記録し、新たにＶＴＳを形成するようにして、ステップＳ１０１からの処理
を繰り返すようにすればよい。
【００９６】
すなわち、１ＶＴＳ中に記録可能なチャプター数をカウントし、１ＶＴＳ中に記録可能な
チャプター数を超えた時には、新たなＶＴＳを形成するようにすればよい。このように、
１つのタイトル（１つのＶＴＳ）に記録可能なチャプター数を制限するようにすることも
できる。しかし、複数のＶＴＳを静止画像データ用に割り当てることにより、ＭＰＥＧ方
式のＩピクチャーの形式とした静止画像データの記録量を制限するようなことはない。
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【００９７】
［ＤＶＤビデオレコーディングフォーマットの場合について］
次に、記録フォーマットとして、ＤＶＤビデオレコーディングフォーマットを用いる場合
について説明する。図５は、ＪＰＥＧ方式でデータ圧縮され、デジタル静止画フォーマッ
トでＤＶＤ１００に記録された静止画像データをＭＰＥＧのＩピクチャーに変換し、変換
後のＩピクチャーをＤＶＤビデオレコーディングフォーマットにしたがってＤＶＤに記録
する場合を説明するための図である。
【００９８】
この実施の形態のＤＶＤビデオカメラの場合には、図５（Ａ）に示すように、記録に用い
るＤＶＤ１００に対して、ＤＶＤビデオレコーディングフォーマットで動画像データを記
録するようにした場合であっても、動画像データについては、ＤＶＤビデオレコーディン
グフォーマットにしたがって記録していき、静止画像データについては動画像データとは
別個に、ＪＰＥＧ方式でデータ圧縮してデジタル動画フォーマットで記録して行くことが
できるようにされている。
【００９９】
すなわち、ＤＶＤビデオレコーディングフォーマットを用いる場合であっても、前述した
ＤＶＤビデオフォーマットの場合と同様に、動画像データと静止画像データとの両方をそ
れぞれの記録フォーマットにしたがって、混在させて記録することができるようにされる
。
【０１００】
なお、図５（Ａ）において、Ｐｒｏｇｒａｍ＃１の記載は、前述したＤＶＤビデオフォー
マットにおけるＶＴＳ＃１に相当するものであり、１つのタイトルを構成している部分を
示すものである。また、Ｃｅｌｌ＃１、Ｃｅｌｌ＃２の記載は、前述したＤＶＤビデオフ
ォーマットにおける動画像データについてのＶＯＢ中のＣＥＬＬに相当し、１つのタイト
ルを構成する動画像データの一部分（１区間）であるチャプターに対応するものである。
【０１０１】
このように、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラは、動画像データについては、ＤＶＤ
ビデオレコーディングフォーマットにしたがってＤＶＤに記録し、静止画像データについ
ては、動画像データとは別個に、ＪＰＥＧ方式でデータ圧縮して記録することができるよ
うにしている。
【０１０２】
そして、ＤＶＤビデオレコーディングフォーマットを用いる場合であっても、静止画像を
撮影してＪＰＥＧ方式でデータ圧縮し、デジタル静止画フォーマットでＤＶＤ１００に記
録した場合には、撮影した静止画像をＪＰＥＧ－Ｉピクチャー変換を行って、そのＩピク
チャーにエントリーポイント（Entry Point）を設定し、ＤＶＤビデオレコーディングフ
ォーマットにしたがってＤＶＤ１００に記録するようにしている。ここでエントリーポイ
ントは、ＤＶＤに記録されたストリーム上での再生開始可能な位置を示すものである。
【０１０３】
そして、ＤＶＤビデオレコーディングフォーマットにしたがって、動画像データ、静止画
像データを記録していく場合には、図５（Ｂ）に示すように、ＰＧＣＩ（ProGram Chain 
Information）を形成していくようにする。図５（Ｂ）において、ＰＧＣＩの中にあるＣ
ｅｌｌ＃ｎは、ＰＧＣＩの中のｎ番目のＣｅｌｌであるかを示している。
【０１０４】
ＤＶＤビデオレコーディングフォーマットにおけるＣｅｌｌには、動画像データについて
のＭ＿ＣＩ（Movie Cell Information）と、静止画像データについてのＳ＿ＣＩ（Still 
Picture Cell Information）の２種類がある。そして、ＰＧＣＩの中には、Ｍ＿ＣＩ、Ｓ
＿ＣＩがそれぞれ９９９個ずつ存在させることができるように規定されている。この図５
（Ｂ）の場合には、Ｃｅｌｌ＃１、Ｃｅｌｌ＃２がＭ＿ＣＩであり、Ｃｅｌｌ＃３がＳ＿
ＣＩである。
【０１０５】
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したがって、図５（Ｂ）の場合には、Ｐｒｏｇｒａｍ＃１とＰｒｏｇｒａｍ＃２との２つ
のタイトル（プログラム）が記録されており、Ｐｒｏｇｒａｍ＃１は、Ｃｅｌｌ＃１とＣ
ｅｌｌ＃２との２つの動画のチャプターからなるタイトルである。また、Ｐｒｏｇｒａｍ
＃２は、静止画像データについてのＣｅｌｌ＃３を備えたタイトルである。
【０１０６】
　Ｍ＿ＣＩには、目的とするＶＯＢＵ（Video OBject Unit）にアクセスするための情報
を持った図５（Ｃ）に示すＭ＿ＶＯＢＩ（Movie VOB Information）へのポインタと、図
５（Ｂ）と図５（Ｃ）とをつなぐ矢印で示したように、そのＭ＿ＶＯＢＩの中での再生開
始位置ＳＴ、再生終了位置ＥＤ、複数のエントリーポイントＥＰがある。ここで、Ｍ＿Ｃ
Ｉが持つエントリーポイントＥＰは、Ｍ＿Ｃ＿ＥＰＩ（Movie Cell Entry Point Informa
tion）と呼ばれるものである。
【０１０７】
　このＭ＿ＣＩが持つエントリーポイントであるＭ＿Ｃ＿ＥＰＩは、エントリーポイント
として、Ｍ＿ＶＯＢＩに含まれるＴＭＡＰ（Time Map）の任意の箇所を指し示し、ＴＭＡ
Ｐは、図５（Ｃ）のＭ＿ＶＯＢＩと図５（Ｄ）のＶＯＢＵを矢印で接続したように、ＶＯ
Ｂの中の個々のＶＯＢＵへのポインタを持っている。
【０１０８】
これにより、使用者からの指示に応じて、どのタイトル（プログラム）のどのチャプター
のどのシーンから再生を行うようにするなど、より細かく再生位置を指示するなどのこと
ができるようにされる。
【０１０９】
　また、Ｓ＿ＣＩには、目的とするＶＯＢＵ（Video OBject Unit）にアクセスするため
の情報を持った図５（Ｃ）に示すＳ＿ＶＯＢＩ（Still VOB Information）へのポインタ
と、図５（Ｂ）と図５（Ｃ）とを矢印でつないで示したように、そのＳ＿ＶＯＧＩの中で
の再生開始位置ＳＴ、再生終了位置ＥＤ、複数のエントリーポイントＥＰがある。ここで
、Ｓ＿ＣＩが持つエントリーポイントＥＰは、Ｓ＿Ｃ＿ＥＰＩ（Still Picture Cell Ent
ry Point Information）と呼ばれるものである。
【０１１０】
このＳ＿ＣＩが持つエントリーポイントであるＳ＿Ｃ＿ＥＰＩは、エントリーポインタと
して、Ｓ＿ＶＯＧＩ（Still Picture Video Object Group Information）に含まれるＶＯ
Ｂ　Ｅｎｔｒｉｅｓの任意の箇所を指し示し、ＶＯＢ　Ｅｎｔｒｉｅｓは静止画像グルー
プ（Still Picture Video Object Group(Still Group)）の中の任意のＶＯＢを指し示す
ものである。
【０１１１】
静止画像が記録されるＶＯＢには、図５（Ｄ）に示すように、１つのＶＯＢＵが含まれ、
１つのＩピクチャーが複数のＶ＿ＰＣＫに分割されてＶＯＢＵに格納される。１つのＳ＿
ＶＯＧＩには、６４個のＶＯＢが存在できるようにされている。
【０１１２】
この実施の形態のＤＶＤビデオカメラにおいては、ＤＶＤにＪＰＥＧ方式でデータ圧縮さ
れて記録されている静止画像データについては、使用者から指示されたタイミング、ある
いは、当該ＤＶＤがこの実施の形態のＤＶＤビデオカメラから取り出されるように指示さ
れたタイミングなどの制御部２０が必要と判断したタイミングにおいて、ＭＰＥＧ方式の
Ｉピクチャーに変換し、これを図５を用いて説明したＤＶＤビデオレコーディングフォー
マットにおける図５（Ｄ）に示したＳｔｉｌｌ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　ＶＯＢ　Ｇｒｏｕｐに
追加し、これに応じて、エントリーポイントを作成しながら、図５（Ｃ）に示したＳ＿Ｖ
ＯＧＩと、図５（Ｂ）に示したＣｅｌｌ（Ｓ＿ＣＩ）を作成する。
【０１１３】
したがって、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラにおいては、静止画像を９９９（Ｓ＿
ＣＩの数）×６４（ＶＯＢの数）＝６３９３６枚記録できることになり、従来、静止画像
１枚を１チャプターとすることにより、Ｓ＿ＣＩの数分（９９９枚）に限られていた静止
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画像の記録枚数をその６４倍にまで増やすことができる。
【０１１４】
　次に、ＤＶＤビデオレコーディングフォーマットで初期化されたＤＶＤにＪＰＥＧ方式
でデータ圧縮されて記録された静止画像データをＭＰＥＧ方式のＩピクチャーに変換し、
これをＤＶＤビデオレコーディングフォーマットで記録する場合の処理について、図６の
フローチャートを参照しながら説明する。
【０１１５】
　この図６に示す処理は、図３を用いて説明したＤＶＤビデオフォーマットでデータを記
録した場合と同様に、例えば、使用者からの指示があった場合や、記録に用いていたＤＶ
Ｄを当該ＤＶＤビデオカメラから取り出すようにした場合などの、前述したＤＶＤビデオ
フォーマットを用いた場合に行われるいわゆるファイナライズ処理を実行するタイミング
で行われる。
【０１１６】
この場合、制御部２０は、図１には図示しなかったＤＶＤの回転駆動部や、書き込み読み
出し部５、バッファメモリ４を制御し、記録に用いたＤＶＤ１００にＪＰＥＧ方式でデー
タ圧縮されて記録されている静止画像データを読み出し、これをフォーマット変換部７に
供給する（ステップＳ２０１）。
【０１１７】
そして、制御部２０は、フォーマット変換部７を制御して、ＪＰＥＧ静止画像データをＭ
ＰＥＧ方式のＩピクチャーの形式のデータ（ＰＳ：Program Stream）に変換し（ステップ
Ｓ２０２）、これをフォーマット形成部３に供給する。フォーマット形成部３は、制御部
２０からの制御に基づき、これに供給されたＭＰＥＧ方式のＩピクチャーの形式とされた
静止画像データを図５を用いて説明したように、Ｓｔｉｌｌ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　ＶＯＢ　
Ｇｒｏｕｐ（図５（Ｄ））に追加するようにして、バッファメモリ４、書き込み／読み出
し部５を通じてＤＶＤに記録する（ステップＳ２０３）。
【０１１８】
そして、制御部２０は、記録に用いられたＤＶＤに記録されている全てのＪＰＥＧ静止画
像データをＭＰＥＧ方式のＩピクチャーの形式に変換して、Ｓｔｉｌｌ　Ｐｉｃｔｕｒｅ
　ＶＯＢ　Ｇｒｏｕｐに追加し、記録し終えたか否かを判断する（ステップＳ２０４）。
ステップＳ２０４の判断処理において、記録し終えていないと判断したときには、制御部
２０は、上述したように各部を制御し、ステップＳ２０１からの処理を繰り返す。
【０１１９】
　ステップＳ２０４の判断処理において、全てのＪＰＥＧ静止画像データについての変換
処理が終了したと判断したときには、制御部２０は、新たに追加したＳｔｉｌｌ　Ｐｉｃ
ｔｕｒｅ　ＶＯＢ　Ｇｒｏｕｐの内容を考慮して、エントリーポイントを作成しつつ、Ｓ
＿ＶＯＧＩ（図５（Ｃ））と、Ｃｅｌｌ（Ｓ＿ＣＩ）（図５（Ｂ））を作成し、Ｓ＿ＶＯ
ＧＩを追加するとともに、ＰＧＣＩにＣｅｌｌを追加し（ステップＳ２０５）、この図６
に示す処理を終了する。
【０１２０】
なお、例えば、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラの編集機能を用い、キー操作部２５
を通じて、ＰＧＣやＣｅｌｌを変更することによって、静止画像の表示順や動画像と静止
画像とを含めた表示順序の変更も比較的に簡単に行うこと可能である。もちろん、この実
施の形態のＤＶＤビデオカメラで記録に用いたＤＶＤ１００を編集機能を備えた他のＤＶ
Ｄ記録再生機器を用いて、ＰＧＣやＣｅｌｌを変更することによって、静止画像の表示順
や動画像と静止画像とを含めた表示順序の変更も比較的に簡単に行うこと可能である。
【０１２１】
［ＤＶＤに記録された画像の表示態様について］
次に、上述したように、ＭＰＥＧ方式でデータ圧縮された動画像データと、ＪＰＥＧ方式
でデータ圧縮された静止画像データと、このＪＰＥＧ方式でデータ圧縮された静止画像デ
ータから形成され、ＭＰＥＧ方式のＩピクチャーの形式とされた静止画像データとが記録
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されたＤＶＤから動画像データや静止画像データを再生する場合の画像の表示態様につい
て説明する。
【０１２２】
図７は、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラにおいて、装填されたＤＶＤに記録されて
いる画像データを再生する場合であって、目的とする画像データを選択する場合の画面の
表示例を説明するための図である。
【０１２３】
図７において、メニュー項目ＭＮ１、ＭＮ２が示すように、この実施の形態のＤＶＤビデ
オカメラにおいては、動画像を再生するのか、静止画像を再生するのかの選択を行うこと
ができるようにしている。そして、動画像の再生が選択された場合には、この実施の形態
のＤＶＤビデオカメラは、ＭＰＥＧ方式でデータ圧縮され、ＤＶＤビデオフォーマットあ
るいはＤＶＤビデオレコーディングフォーマットにしたがって記録されている動画像デー
タを再生するようにする。
【０１２４】
　この場合、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラの制御部２０は、図７（Ａ）に示すよ
うに、ＬＣＤ１２に例えば５個のサブ画面を設けるようにし、その５個のサブ画面に対し
て、例えば、各タイトル（プログラム）の先頭の画像（サムネイル）、あるいは、各タイ
トル（プログラム）の先頭からの動画像を表示するようにするとともに、ＭＰＥＧ方式の
Ｉピクチャーの形式とされた静止画像データを指示された再生時間分ずつ順次に表示する
ようにするいわゆるスライドショウ表示を行う。
【０１２５】
この図７（Ａ）の場合には、サブ画面１２（１）、１２（２）、１２（３）、１２（４）
には、各タイトルの先頭からの動画像が、サブ画面１２（５）には、ＭＰＥＧ方式のＩピ
クチャーの形式とされた静止画像データによるスライドショウ表示が行われている場合を
示している。
【０１２６】
そして、目的とするタイトル（プログラム）を選択することにより、ＬＣＤ１２の表示画
面いっぱいに、その選択されたタイトル（プログラム）の先頭からの動画像を表示したり
、ＭＰＥＧ方式のＩピクチャーの形式とされた静止画像データによるスライドショウ表示
を行うようにしたりすることができるようにされる。
【０１２７】
この場合には、ＭＰＥＧ方式のＩピクチャーの形式とされた静止画像データを再生してい
るのであり、ＪＰＥＧ方式でデータ圧縮された静止画像データについては全く使用する必
要はない。
【０１２８】
したがって、ＭＰＥＧデコーダさえ備えたＤＶＤ再生機器、ＤＶＤ記録再生機器であれば
、ＪＰＥＧデコーダを備えていなくても、ＭＰＥＧ方式のＩピクチャーの形式とされた静
止画像データを利用することができるようにされる。つまり、もともとＪＰＥＧ方式で当
該ＤＶＤに記録された静止画像データをも、その記録フォーマットが変換された静止画像
データを通じて利用することができるようにされる。
【０１２９】
また、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラにおいて、静止画像の再生が選択された場合
には、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラは、ＪＰＥＧ方式でデータ圧縮されて記録さ
れている静止画像データを再生するようにする。
【０１３０】
この場合にも、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラの制御部２０は、図７（Ｂ）に示す
ように、ＬＣＤ１２に例えば６個のサブ画面を設けるようにし、その６個のサブ画面に対
して、ＪＰＥＧ方式でデータ圧縮された静止画像データによる１枚１枚の静止画像を表示
するようにする。
【０１３１】
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すなわち、図７（Ｂ）に示すように、各サブ画面１２（１）～１２（６）のそれぞれには
、ＪＰＥＧ方式でデータ圧縮されて記録されている静止画像データによる１枚毎の静止画
像が表示される。そして、目的とする静止画像を選択することにより、ＬＣＤ１２の表示
画面いっぱいに、その選択された静止画像データをＭＰＥＧ方式のＩピクチャーの形式と
された静止画像データによる静止画像よりも高解像度で表示することができる。
【０１３２】
この場合には、ＪＰＥＧ方式でデータ圧縮された静止画像データを再生しているのであり
、ＭＰＥＧ方式でデータ圧縮された画像データ（動画像データおよび静止画像データ）に
ついては全く使用する必要はない。
【０１３３】
したがって、ＪＰＥＧデコーダさえ備えたＤＶＤ再生機器、ＤＶＤ記録再生機器であれば
、ＭＰＥＧデコーダを備えていなくても、ＪＰＥＧ方式でデータ圧縮された静止画像デー
タを利用することができるようにされる。
【０１３４】
また、例えば、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラのように、ＭＰＥＧデコーダとＪＰ
ＥＧデコーダとの両方を備えている機器の場合には、例えば、図８に示すように、ＭＰＥ
Ｇ方式でデータ圧縮されて、ＤＶＤビデオフォーマットあるいはＤＶＤビデオレコーディ
ングフォーマットで記録された動画像データと、ＭＰＥＧ方式のＩピクチャーの形式とさ
れた静止画像データと、ＪＰＥＧ方式でデータ圧縮された静止画像データとのそれぞれを
用いて、そのそれぞれのデータに応じた画像を表示することができるようにされる。
【０１３５】
図８に示す例においても、表示画面Ｇには、６つのサブ画面Ｇ１～Ｇ６が設けられている
場合を示している。そして、サブ画面Ｇ１、Ｇ２には、ＭＰＥＧ方式でデータ圧縮されて
、ＤＶＤビデオフォーマットあるいはＤＶＤビデオレコーディングフォーマットで記録さ
れた動画像データに対応する画像が表示され、サブ画面Ｇ３には、ＭＰＥＧ方式のＩピク
チャーの形式とされた静止画像データによるスライドショウ表示がされ、そして、サブ画
面Ｇ４、Ｇ５、Ｇ６には、ＪＰＥＧ方式でデータ圧縮された静止画像データに対応する画
像が表示されている。
【０１３６】
そして、サブ画面Ｇ１、Ｇ２の内のいずれかを選択した場合には、表示画面Ｇいっぱいに
、その選択された動画像データによる動画像を表示することができ、また、サブ画面Ｇ３
を選択したときには、表示画面Ｇいっぱいに、ＭＰＥＧ方式のＩピクチャーの形式とされ
た静止画像データによるスライドショウ表示を行うようにすることができる。
【０１３７】
また、サブ画面Ｇ４、Ｇ５、Ｇ６の内のいずれかを選択した場合には、表示画面Ｇいっぱ
いに、その選択された静止画像データをＭＰＥＧ方式のＩピクチャーの形式とされた静止
画像データによる静止画像よりも高解像度で表示することができる。
【０１３８】
なお、図７、図８に示した表示例の場合には、１画面に６つのサブ画面を設ける場合を例
にした。しかしこれに限るものではない。表示画面の大きさに応じた数のサブ画面を設け
、種々の態様で画像を表示するようにし、目的とするデータを選択して、その選択したデ
ータを再生して、利用することができるようにされる。
【０１３９】
このように、この実施の形態のＤＶＤビデオカメラの場合には、動画像と静止画像とを混
在させて記録することができるようにされ、しかも、静止画像データについては、最初に
記録した静止画像データはそのままにして、動画像と同じ圧縮方式で、かつ、同じ記録フ
ォーマットのデータに変換して記録し直すこともできるようにしている。
【０１４０】
この場合、静止画像データは、例えば、ＭＰＥＧのＰｒｉｖａｔｅ　Ｐａｃｋｅｔなどの
特殊な態様で記録するものではないので、専用のデコーダを用いずに、標準のデコーダ（
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上述した実施の形態の場合には標準のＭＰＥＧデコーダ）を用いて、動画像データと静止
画像として記録した静止画像データとの両方を利用できるようにすることができる。
【０１４１】
また、静止画像専用のデコーダ（上述した実施の形態の場合にはＪＰＥＧデコーダ）を設
けなくても、静止画像データの利用ができるようにされる。また、本の静止画像データ専
用の圧縮フォーマットで圧縮された静止画像データも残されるので、これを利用すること
もできるようにされ、高画質のままの静止画像データの利用もできるようにされる。
【０１４２】
また、ＤＶＤビデオフォーマットあるいはＤＶＤビデオレコーディングフォーマットで記
録するようにされたＭＰＥＧ方式のＩピクチャーの形式とされた静止画像データについて
は、ＶＴＩＳの情報やＰＧＣＩやＣｅｌｌの情報を修正することにより、その再生位置を
任意の位置に変更することも可能であり、編集の幅を広げることもできるようにされる。
【０１４３】
すなわち、タイトル番号、プログラム番号、チャプター番号、セルスチルタイムなどをこ
の実施の形態のＤＶＤビデオカメラや他のＤＶＤ記録再生機器の編集機能を用いて変更す
ることにより、ＭＰＥＧストリーム上の再生位置やＭＰＥＧストリーム内で静止画像を再
生する時間などを自由に変更し、オリジナルなコンテンツを作成することができる。
【０１４４】
なお、前述した実施の形態においては、ＭＰＥＧ方式のＩピクチャーの形式とした静止画
像データは、動画像データの最後のＶＴＳやＰｒｏｇｕｒａｍの後に追加するようにした
が、これに限るものではなく、ＤＶＤビデオレコーディングフォーマットを用いた場合に
は、記録データの合間に挿入するようにして記録することができる。
【０１４５】
また、上述の実施の形態においては、動画像データの圧縮方式として、ＭＰＥＧ方式を用
い、静止画像データの圧縮方式としてＪＰＥＧ方式を用いる場合を例にして説明したが、
これに限るものではない。動画像データの圧縮方式としては、ＭＰＥＧ２、ＭＰＥＧ４な
どのＭＰＥＧ方式であっても種々の方式を用いることが可能である。また、Ｉピクチャー
のような静止画像として扱えるデータの概念を持つ他の動画像データ用の圧縮方式を用い
るようにしてももちろんよい。また、静止画像データについては、例えば、デジタルカメ
ラで用いられているＤＣＦフォーマットで記録するようにしてもよいことは言うまでもな
し、ＪＰＥＧ以外の圧縮方式を用いるようにしてももちろんよいし、静止画像データは、
ビットマップ形式などの圧縮を伴わない方式で記録されている場合にも適用可能である。
【０１４６】
つまり、データの圧縮方式は限定するものではなく、動画像データと静止画像データとを
異なる記録方式で記録する場合にこの発明を適用することができ、データ圧縮を行わない
場合であっても、動画像データと静止画像データとを異なる記録方式で記録する場合にこ
の発明を適用することができる。
【０１４７】
また、制御部２０において、デジタル動画フォーマットで記録する静止画像データのデー
タ量をも考慮して、静止画像の撮影可能枚数をＬＣＤなどを通じて使用者に通知するよう
にすることもできる。この場合には、デジタル動画フォーマットで記録済みのデータの量
と、デジタル静止画フォーマットで記録済みのデータの量とを合わせて、データの記録済
み量を算出して、ＤＶＤの記録残量を算出し、この残量に基づいて、デジタル動画フォー
マットで記録しなおす静止画像データのデータ量を考慮して、静止画像の撮影可能枚数を
算出するようにすればよい。
【０１４８】
また、静止画像を撮影して記録する場合に、静止画像毎に、例えば、解像度を変更したり
するようにすることも可能である。つまり、標準的な静止画像の解像度よりも、さらに高
解像度で記録するようにし、これを後で、上述もしたように、ＭＰＥＧ方式のＩピクチャ
ーの形式にするようにすることも可能である。
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【０１４９】
また、上述した実施の形態においては、記録媒体としてＤＶＤを用いるようにしたがこれ
に限るものではなく、他の光ディスクや光磁気ディスク、あるいは、ハードディスクなど
の磁気ディスク、さらには、半導体メモリなどを記録媒体として用いる記録装置にこの発
明を適用することができる。もちろん、異なる２つ以上の記録媒体、例えば、ディスク記
録媒体と半導体メモリなどの利用が可能な記録機器にもこの発明を適用することができる
。
【０１５０】
また、この発明は、カメラ部を備えない、単なる記録機器に適用することも可能であるこ
とは言うまでもない。
【０１５１】
また、前述した実施の形態においては、記録フォーマットとして、ＤＶＤビデオフォーマ
ットとＤＶＤビデオレコーディングフォーマットとを選択して用いることができるものと
して説明したが、どちらか一方だけの対応であってももちろんよいし、さらに他の記録フ
ォーマットについても対応できるようにしたりするなどのことももちろんできる。
【０１５２】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、動画像データと静止画像データとを静止画像デ
ータ専用のデコーダを備えない種々の再生機器で再生可能な態様で記録することができる
。
【０１５３】
また、静止画像データについては、静止画像データ専用のデコーダを用いることにより、
高解像度で再生可能な態様でも記録することができるので、必要に応じて、いつでも高解
像度の静止画像を利用できるようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明による記録装置、記録方法の一実施の形態が適用されたＤＶＤビデオカ
メラを説明するためのブロック図である。
【図２】ＤＶＤビデオフォーマットの場合のデータの記録態様を説明するための図である
。
【図３】ＤＶＤビデオフォーマットの場合のデータの記録態様を説明するための図である
。
【図４】静止画像データをＭＰＥＧ方式のＩピクチャーに変換して、これをＤＶＤビデオ
フォーマットで記録する場合の処理を説明するためのフローチャートである。
【図５】ＤＶＤビデオレコーディングフォーマットの場合のデータの記録態様を説明する
ための図である。
【図６】静止画像データをＭＰＥＧ方式のＩピクチャーに変換して、これをＤＶＤビデオ
レコーディングフォーマットで記録する場合の処理を説明するためのフローチャートであ
る。
【図７】目的とする画像データを選択する場合の画面の表示例を説明するための図である
。
【図８】目的とする画像データを選択する場合の画面の表示例を説明するための図である
。
【符号の説明】
１…カメラ部、２…ＭＰＥＧデコーダ、３…フォーマット形成部、４…バッファメモリ、
５…書き込み／読み出し部、６…ＪＰＥＧエンコーダ、７…フォーマット変換部、８…デ
コード部、９…デジタル入出力部、１１…ＬＣＤコントローラ、１２…ＬＣＤ、２０…制
御部、２１…ＣＰＵ、２２…ＲＯＭ、２３…ＲＡＭ、２４…不揮発性メモリ、２５…キー
操作部
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