
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録メディアのローディング時に、該メディアに記録されたファイルシステムを構成す
る 所定領域におけるデータエラーを検出する検出手段と、
　前記検出手段の検出結果に応じて、前記記録メディアの使用可能状態を判断する判断手
段とを具備
　

するこ
とを特徴とする録画再生装置。
【請求項２】
　前記判断手段は、前記記録メディアが記録可能か、再生のみ可能か、又は使用不可能か
を判断することを特徴とする請求項１記載の録画再生装置。
【請求項３】
　

することを特徴とす
る請求項１記載の録画再生装置。
【請求項４】
　

記載の録画再生装置。
【請求項５】
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複数の

し、
前記複数の所定領域にはそれぞれ重み情報が設定され、前記判断手段はデータエラーが

発生した領域の重み情報を総和した値から前記記録メディアの使用可能状態を判断

前記判断手段は、前記検出手段により検出されたデータエラーが軽度のエラーであるか
判断し、軽度のエラーの場合に前記データエラーを修復する手段を有

前記判断手段の判断結果を表示する表示手段を更に具備することを特徴とする請求項１
又は２



　

　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は情報処理装置に関し、特にファイルシステムが構築されるＤＶＤ等の記録メディ
アに対して映像の録画及び再生を行う録画再生装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、映像や音声等のデータを記録した光ディスクを再生する動画対応の光ディスク再生
装置が開発された。その中で、現在、国際規格化したＭＰＥＧ２（ Moving Image Coding 
Expert Group ）方式を使用するとともに、ＡＣ３オーディオ圧縮方式を採用したＤＶＤ
規格が定められた。この規格は、ＭＰＥＧ２システムレイヤに従って、動画圧縮方式にＭ
ＰＥＧ２方式をサポートし、音声圧縮方式にＡＣ３オーディオ圧縮方式及びＭＰＥＧオー
ディオ圧縮方式をサポートしている。
【０００３】
又、メディア自身の規格としては、ＤＶＤ－ビデオのメディアであるＤＶＤ－ＲＯＭの規
格に続き、ＤＶＤ－ＲＡＭの規格（４．７ＧＢ）も完成し、ＤＶＤ－ＲＡＭドライブもコ
ンピュータ周辺機器として普及し始めている。
【０００４】
さらに、現在ではＤＶＤ－ＲＡＭを利用し、リアルタイムでの情報記録再生が可能なシス
テムを実現するＤＶＤビデオ規格、つまりＲＴＲ（ Real Time Recording）－ＤＶＤの規
格も整備され、この規格を準拠する製品も市場に出ている。
【０００５】
従来、このようなＤＶＤ記録メディアを扱う場合、そのファイルシステムの構造が正しい
ことを前提として録画／再生を行っていた。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記した従来技術においては、ファイルシステム構造に異常がある記録メ
ディアに対しても記録してしまうため、正しく記録できないだけでなく、既に記録済みの
データファイルまで壊す可能性があった。
【０００７】
そこで、本発明は上記の問題を解決するためになされたものであり、ディスクを扱う前に
該ディスクの使用可能状態を判断し、その状態に応じて記録メディアへの録画を禁止し且
つ再生のみを許可し、記録済みのデータファイルが破壊されることを防止する録画再生装
置を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために本発明の録画再生装置はディスクを扱う前にディスクのファイ
ル管理情報の整合性を解析し、異常があった記録メディアへの録画を禁止し、且つ再生の
みを許可させる。
【０００９】
　すなわち、本発明の一実施形態に係る録画再生装置は、記録メディアのローディング時
に、該メディアに記録されたファイルシステムを構成する 所定領域におけるデータ
エラーを検出する検出手段と、前記検出手段の検出結果に応じて、前記記録メディアの使
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記録メディアのローディング時に、該メディアに記録されたファイルシステムを構成す
る複数の所定領域におけるデータエラーを検出するステップと、
　前記検出ステップの検出結果に応じて、前記記録メディアの使用可能状態を判断するス
テップとを具備し、

前記複数の所定領域にはそれぞれ重み情報が設定され、前記判断するステップはデータ
エラーが発生した領域の重み情報を総和した値から前記記録メディアの使用可能状態を判
断することを特徴とする記録メディア検査方法。

複数の



用可能状態を判断する判断手段とを具備

する。
【００１０】
前記判断手段は前記記録メディアが記録可能か、再生のみ可能か、又は使用不可能かを判
断し、該判断結果は表示部に表示される。
【００１１】
「記録可能」、「再生のみ可能」、「使用不可」の状態を判断させる機能を新たに付加し
たことにより、記録可能な場合は記録及び再生を許可し、再生のみ可能の場合は、記録を
禁止して再生のみを許可し、使用不可の場合はメディアの記録、再生を禁止し、メディア
の再フォーマット（初期化）のみを許可するので、記録メディアのファイルシステムの構
造が破壊されることを防ぐことができる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しながら本実施の形態について説明する。
【００１３】
図１は本発明が適用されるＤＶＤ録画再生装置１の構成を示すブロック図である。この録
画再生装置は、ハーディスクドライブ（ＨＤＤ）２０と、ビデオファイルを構築できる光
ディスク等の記録メディア２を回転駆動し、この記録メディア２に対して情報の読み書き
を実行するディスクドライブ３５と、録画側を構成するエンコーダ部５０と、再生側を構
成するデコーダ部６０と、装置１の動作を制御するマイクロコンピュータブロック３０と
を主たる構成要素としている。
【００１４】
エンコーダ部５０は、ＡＤＣ（アナログデジタルコンバータ）５２と、Ｖ (ビデオ )エンコ
ーダと、Ａ（オーディオ）エンコーダと、ＳＰ（副映像）エンコーダを含むエンコーダ群
５３と、各エンコーダの出力を所定のフォーマットにするフォーマッタ５６と、バッファ
メモリ５７とを備えている。
【００１５】
ＡＤＣ５２には、ＡＶ入力部４２からの外部アナログビデオ信号＋外部アナログオーディ
オ信号、あるいはＴＶ（テレビジョン）チューナ４４からのアナログＴＶ信号＋アナログ
音声信号が入力される。
【００１６】
データプロセッサ３６は、マイクロコンピュータブロック３０の制御にしたがって、エン
コーダ部５０から出力されたＤＶＤ記録データをディスクドライブ３５に供給したり、記
録メディア２から再生したＤＶＤ再生信号をディスクドライブ３５から取り込んだり、記
録メディア２に記録された管理情報を書き替えたり、記録メディア２に記録されたデータ
を削除したりする。
【００１７】
マイクロコンピュータブロック３０は、ＭＰＵ（マイクロプロセシングユニット）と、本
発明による制御プログラム等が書き込まれたＲＯＭと、プログラム実行に必要なワークエ
リアを提供するためのＲＡＭとを含んでいる。
【００１８】
マイクロコンピュータブロック３０のＭＰＵは、そのＲＯＭに格納された制御プログラム
にしたがい、ＲＡＭをワークエリアとして用いて、本発明による記録メディアの使用可能
状態の検査、欠陥場所検出、未記録領域検出、録画情報記録位置設定、ＵＤＦ記録、ＡＶ
アドレス設定等を実行する。
【００１９】
デコーダ部６０は、パック構造を持つ映像情報から各パックを分離して取り出すセパレー
タ６２と、パック分離やその他の信号処理実行時に使用するメモリ６３と、セパレータ６
２で分離された主映像データをデコードするＶデコーダと、セパレータ６２で分離された
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し、前記複数の所定領域にはそれぞれ重み情報が
設定され、前記判断手段はデータエラーが発生した領域の重み情報を総和した値から前記
記録メディアの使用可能状態を判断



副映像データをデコードするＳＰデコーダと、セパレータ６２で分離されたオーディオデ
ータをデコードするＡデコーダによるデコーダ群６４と、Ｖデコーダから得られる主映像
データにＳＰデコーダから得られる副映像データを適宜合成し、主映像にメニュー、字幕
その他の副映像を重ねて出力するビデオプロセッサ６６を備えている。
【００２０】
Ａデコーダの出力をデジタル出力する場合は、インターフェース（Ｉ／Ｆ）７５を介して
外部へ出力され、アナログ出力する場合は、セレクタ７６を介してＤＡＣ７７でアナログ
変換され外部に出力される。セレクタ７６は、マイクロコンピュータブロック３０からの
セレクト信号により、ＴＶチューナ４４やＡ／Ｖ入力部４２からＡＤＣ５２を介して入力
される信号とデコーダ群６４から入力される信号の一方を選択して出力する。アナログオ
ーディオ信号は、図示しない外部コンポーネント（２チャンネル～６チャンネルのマルチ
チャンネルステレオ装置）に供給される。
【００２１】
キー入力部１１は再生（ＰＬＡＹ）、停止（ＳＯＰ）、録画（ＲＥＣ）、スキップ（Ｓｋ
ｉｐ）、早送り（ＦＦ）、逆送り（Ｒｅｗ）、スロー（Ｓｌｏｗ）等のボタンを有し、こ
のボタンを押下することによりユーザは本録画再生装置を操作できる。
【００２２】
図２は、図１に示した記録再生装置に適用されるＤＶＤディスクの一例として、リアルタ
イムレコーディング（ＲＴＲ）ＤＶＤのデイレクトリー構造について示している。
【００２３】
ＤＶＤでは、規格毎にディレクトリが存在し、これらのディレクトリー名を、ＲＴＲ－Ｄ
ＶＤでは、「ＤＶＤ＿ＲＴＡＶ」、ＤＶＤ－オーディオでは、「ＡＯＵＤＩＯ＿ＴＳ」、
ＤＶＤ－ビデオでは、「ＶＩＤＥＯ＿ＴＳ」としている。図２では、「ＤＶＤ＿ＲＴＡＶ
」が示されている。記録データは、各ディレクトリー内に存在する。
【００２４】
又、ＤＶＤでは、通常のファイル形式でデータが保存される。タイトルは、例えば映画の
1本分に相当し、 1枚のディスクにこのタイトルが複数記録可能である。そしてタイトルが
集まったものをタイトルセット（ＶＴＳ）と呼び、このタイトルセットは、複数のファイ
ルで構成される。
【００２５】
ディレクトリー「ＤＶＤ＿ＲＴＡＶ」内には、ビデオマネジャー（ＶＭＧ）ファイルとし
てのＶＲ＿ＭＡＮＧＲ．ＩＦＯ、ムービービデオファイルとしてのＶＲ＿ＭＯＶＩＥ．Ｖ
ＲＯ、スチルピクチャービデオファイルとしてのＶＲ＿ＳＴＩＬＬ．ＶＲＯ、スチルピク
チャーオーディオファイルとしてのＶＲ＿ＡＵＤＩＯ．ＶＲＯ、ビデオマネジャーのバッ
クアップとしてのＶＲ＿ＭＡＮＡＧＲ．ＢＵＰの各ファイルが存在する。
【００２６】
ＶＲ＿ＭＡＮＧＲ．ＩＦＯファイルには、ナビゲーションデータが記録されるもので、こ
のナビゲーションデータは、プログラムセット、プログラム、エントリーポイント、プレ
イリストなどを進行させるためのデータである。
【００２７】
ＶＲ＿ＭＯＶＩＥ．ＶＲＯファイルは、ムービービデオオブジェクト（ムービーＶＯＢ）
を記録するためのいわゆるムービーＡＶファイルである。
【００２８】
ＶＲ＿ＳＴＩＬＬ．ＶＲＯは、スチルピクチャーＶＯＢを記録するためのスチルピクチャ
ＡＶファイルである。このＶＲ＿ＳＴＩＬＬ．ＶＲＯは、任意のサブピクチャーユニット
を含むビデオパートで構成されるオリジナルＶＯＢを記録するために用いられる。又この
とき、ビデオパートに関連したオーディオパートもオリジナルＶＯＢに含まる。
【００２９】
ＶＲ＿ＡＵＤＩＯ．ＶＲＯは、スチルピクチャーに対する付加オーディオストリームを記
録するためのスチルピクチャー付加オーディオファイルである。この付加オーディオパー
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トは、アフターレコーディングにより記録されたオーディオストリームを示す。ＶＲ＿Ａ
ＵＤＩＯ．ＶＲＯに記録されたオーディオパートは、ＶＲ＿ＳＴＩＬＬ．ＶＲＯに記録さ
れた幾つかのビデオパートとの組み合せで使用される。
【００３０】
図３は、上記のムービービデオファイルとしてのＶＲ＿ＭＯＶＩＥ．ＶＲＯ及びスチルピ
クチャービデオファイルとしてのＶＲ＿ＳＴＩＬＬ．ＶＲＯのファイル構造を示している
。
【００３１】
ビデオファイルは階層構造であり、１つのファイルは複数のＶＯＢ（ビデオオブジェクト
）で構成され、１つのＶＯＢは複数のＶＯＢＵ（ビデオオブジェクトユニット）で構成さ
れ、１つのＶＯＢＵは複数パックから構成される。複数のパックとしては、ＲＤＩパック
、Ｖパック、Ａパック等が存在する。
【００３２】
Ｖパックは、ビデオデータがＭＰＥＧ２の方式で圧縮されたもので、パックヘッダ、パケ
ットヘッダ、ビデオデータ部で構成される。Ａパックは、オーディオデータが、例えばリ
ニアＰＣＭあるいはＭＰＥＧ、あるいはＡＣ３などの方式で処理されたものであり、パッ
クヘッダ、パケットヘッダ、オーディオデータ部で構成される。
【００３３】
パック内には、適宜、再生時刻を示すＰＴＳ（プレゼンテーションタイムスタンプ）や、
デコード時刻を示すＤＴＳ（デコーディングタイムスタンプ）等のタイムスタンプが記述
される。副映像のＰＴＳについては、同じ再生時間帯の主映像データあるいはオーディオ
データのＰＴＳより任意に遅延させた時間を記述することができる。
【００３４】
ビデオファイルに記録されたデータ再生順序は、プログラムチェーン（ＰＧＣ）で定義さ
れている。このプログラムチェーン（ＰＧＣ）には、セル（ Cell）が定義され、さらにセ
ルには、再生すべき対象となるＶＯＢが定義されている。このＰＧＣの具体的情報を記録
してある部分がＶＭＧファイルの中のプログラムチェーン情報（ＰＧＣＩ）部分である。
ＰＧＣＩには、２種類が存在し、１つはオリジナルＰＧＣＩ（ＯＲＧ＿ＰＧＣＩ），もう
1つはユーザ定義ＰＧＣテーブル（ＵＤ＿ＰＧＣＩＴ）である。
【００３５】
ここで、上記プログラムチェーン情報が記述されているビデオマネージャファイル（ＶＭ
Ｇ）の構成について説明する。
【００３６】
図４はＶＭＧファイルに記述されている情報を階層的に示し、特にプログラムチェーン情
報（ＰＧＣＩ）を階層的に詳しく示している。
【００３７】
ＶＭＧファイル内には、ＲＴＲ＿ＶＭＧＩ（ＲＴＲビデオマネージャー情報）、Ｍ＿ＡＶ
ＦＩＴ（ムービーＡＶファイル情報テーブル）、Ｓ＿ＡＶＦＩＴ（スチルピクチャーＡＶ
ファイル情報テーブル）、ＯＲＧ＿ＰＧＣＩ（オリジナルプログラムチェーン情報）、Ｕ
Ｄ＿ＰＧＣＩＴ（ユーザ定義プログラムチェーン情報）、ＴＸＴＤＴ＿ＭＧ（テキストデ
ータマネージャ）、ＭＮＦＩＴ（マニュファクチャー情報テーブル）がある。
【００３８】
ＲＴＲ＿ＶＭＧＩ（ＲＴＲビデオマネージャー情報）はビデオマネージャー情報管理テー
ブル（ＶＭＧＩ＿ＭＡＴ）及びプレイリストサーチポインターテーブル（ＰＬ＿ＳＲＰＴ
）からなっている。
【００３９】
プレイリストサーチポインターテーブルは、ＲＴＲディスク内のプレイリストをサーチ及
びアクセスするために必要なリンク情報を示している。ＰＬ＿ＳＲＰＴはＰＬ＿ＳＲＰＴ
情報（ＰＬ＿ＳＲＰＴＩ）で始まり、これに続いてプレイリストサーチポインタ（ＰＬ＿
ＳＲＰｓ）が記述されている。各プレイリストはユーザ定義ＰＧＣからなる。従って、Ｐ
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Ｌ＿ＳＲＰは該プレイリストに対応するＰＧＣ番号を有している。プレイリストは該プレ
イリストに関係する固有の番号、即ちプレイリスト番号（ＰＬＮ）により区別される。こ
のＰＬＮはＰＬ＿ＳＲＰＴ内のＰＬ＿ＳＲＰ”１”から”９９”までの順で全てのプレイ
リストに割付けられている。ユーザは１つのプレイリストをそのＰＬＮから区別できる。
このプレイリストの番号はユーザ定義ＰＧＣの番号と同一である。
【００４０】
ＯＲＧ＿ＰＧＣＩ（オリジナルプログラムチェーン情報）は、記録順にデータを再生する
ための特別なＰＧＣである。つまりこのオリジナルＰＧＣは、データの再生順序を指定す
る情報であり、プログラム（ＰＧ）のつながりであるプログラムセット（ＰＧ＿ＳＥＴ）
を示している。ここでプログラムとは、ユーザにより定義された記録内容の論理的ユニッ
トであり、プログラムセット内の１つのプログラムは１以上のオリジナルセルからなる。
このプログラムセットは、ＶＲＯファイルに格納されているデータである。又、オリジナ
ルプログラムチェーン内の各プログラムに割り当てられた番号をプログラム番号（ＰＧＮ
）といい、これらの番号は”１”から”９９”まである。ユーザが定義したプログラムチ
ェーン（ＰＧＣ）にはプログラム番号（ＰＧＣＮ）という連続番号が付される。オリジナ
ルプログラムチェーンには特別なＰＧＣＮとして”０”が付される。
【００４１】
ＵＤ＿ＰＧＣＩＴ（ユーザ定義プログラムチェーン情報）もデータの再生順序を指定すリ
ンク情報であるが、ユーザのプログラム編集などにより、上記ＯＲＧ＿ＰＧＣＩにより指
定されているプログラムの中の部分的な指定を行いその部分部分をつなげている。したが
って、ＵＤ＿ＰＧＣＩＴは、まとまったプログラムのつながりではなく、セルのつながり
を示している。セルとは、プログラムの各部分を示す情報である。プログラムチェーン内
のセルには連続番号が付され、この番号をセル番号（ＣＮ）という。
【００４２】
ＯＲＧ＿ＰＧＣＩ（オリジナルプログラムチェーン情報）、ＵＤ＿ＰＧＣＩＴ（ユーザ定
義プログラムチェーン情報）は内容的に同様なデータ構造である。
【００４３】
ＰＧＣＩは、ＰＧＣ一般情報（ＰＧＣ＿ＧＩ）、ＰＧＣ情報テーブル（ＰＧＣＩＴ）、セ
ル情報サーチポインタ（ＣＩ＿ＳＲＰＴ）、セル情報テーブル（ＣＩＴ）で構成される。
【００４４】
ＰＧＣ一般情報（ＰＧＣ＿ＧＩ）には、プログラム数、このＰＧＣ内のセルサーチポイン
タ数が記述される。
【００４５】
ＰＧＣ情報テーブル（ＰＧＣＩＴ）には、プログラム情報（ＰＧＩ）が記述されるもので
、プログラムが消去プロテクトされた状態であるか否かを示すプログラムタイプ（ＰＧ＿
ＴＹ），このプログラム内のセルの数（Ｃ＿Ｎｓ）、キャラクタセットを示すプライマリ
ーテキスト情報（ＰＲＭ＿ＴＥＸＴＩ）、このプログラムに対応するアイテムテキストサ
ーチポインタの番号（ＩＴ＿ＴＸＴ＿ＳＲＰＮ）、セル番号、ピクチャーポイントを示す
代表画像情報（ＲＥＰ＿ＰＩＣＴＩ）がある。
【００４６】
セル情報サーチポインタ（ＣＩ＿ＳＲＰＴ）には、セル情報（ＣＩ）のスタートアドレス
が記述される。セル情報テーブルＣＩＴには、サーチポインタで指定されるセル情報（Ｃ
Ｉ＃１～ＣＩ＃ｊ）が記述されている。セル情報（ＣＩ）は、セル一般情報（Ｃ＿ＧＩ）
、セルエントリーポイント情報（Ｃ＿ＥＰＩ＃１～Ｃ＿ＥＰＩ＃ｋ）が記述されている。
【００４７】
次に図１の録画再生装置１を用いたＤＶＤ録画再生システムについて説明する。図５はＤ
ＶＤ録画再生システムの構成を示す図である。ＤＶＤ録画再生システムは、図５（ａ）に
示すように、図１のＤＶＤ録画再生装置１、記録メディア２、及びディスプレイ３から構
成される。
【００４８】
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以下、本発明のファイルシステムの検査方法について詳細に説明する。図６はこの検査方
法を示すフローチャートである。
【００４９】
図５（ b）のようにＤＶＤ録画再生装置１はケーブル４を介してディスプレイ３に接続さ
れ、記録メディア２はＤＶＤ録画再生装置１に挿入される。このとき、記録メディア２の
ローディングが行われ、ＤＶＤ録画再生装置内部のプログラムでファイルシステムの構造
の解析を行う（Ｓ１０１）。
【００５０】
この解析により得られた異常の有無、異常の場所、及び前もって用意された図７（ａ）の
ような場所毎の重み付け情報の総和により、異常度を算出する（Ｓ１０２）。例えばＰＶ
Ｄ (Primary Volume Descriptor)のＣＲＣ (Cyclic Redundancy Check)のチェックサムには
重み「１０」が設定されている。つまり、ＰＶＤのＣＲＣの結果がＮＧの場合、異常度と
して１０が加算される。又、ＬＶＤ (Logical Volume Descriptor)のＬＢ (Logical Brock)
サイズには重み「５」設定されている。つまり、ＬＶＤのＬＢサイズが２０４８バイトで
なければ異常度として５が加算される。このようにして、記録メディア２に記録されたフ
ァイルシステムを構成する所定領域におけるデータエラーが検出される。
【００５１】
こうして求めた異常度を元に、必要に応じて図５（ｃ）のようにディスプレイ３に異常度
毎のメッセージを表示する（Ｓ１０３）。またＤＶＤ録画再生装置１で使用できる機能を
図７（ｂ）のように制限し、その制限内容をディスプレイ３に表示する（Ｓ１０４）。こ
れによりユーザーに異常の度合いを知らしめて適切な対応を促し、また不用意な操作によ
って記録メディア２の破壊の拡大を防止することが可能となる。
【００５２】
次に本発明の第２の実施の形態を説明する。図８は第２の実施形態の動作を示すフローチ
ャートである。
【００５３】
先ずＤＶＤ録画再生装置１内で記録メディア２のローディングが行われ（Ｓ２０１）、フ
ァイル構造のトレースが可能か否か判定される（Ｓ２０２）。この「トレースが可能」と
は、図２あるいは図４のようなファイルシステム管理情報のリンクを辿って目的のディレ
クトリや記録データのファイルを探すことができるということである。また逆にトレース
が不可能とは、途中のリンク情報に障害がある場合で、目的のディレクトリやファイルが
探せないことである。
【００５４】
トレースが不可能な場合は、目的のディレクトリやファイルに対して書き込みのみならず
、読み込みもできないので、その記録メディア２は録画及び再生が不可能と判断される。
従ってステップＳ２０３のように、フォーマットのみ許可とし、必要に応じてその内容「
フォーマットのみ可能」をディスプレイ３に表示する。
【００５５】
トレースが可能の場合、ステップＳ２０４のように記録管理テーブルが正常か否か判定す
る。記録管理テーブルとは記録メディア２上で記録済みの場所と未記録の場所を区別する
ためのテーブルである。図９は図２のようなファイル管理情報と記録管理テーブルとの関
係を示す。この記録管理テーブルを用いることによりセクタ／ブロック単位で記録済みか
どうかをチェックし、既存のコンテンツ情報を破壊しない様に新たな記録場所を確保する
ことができる。
【００５６】
コンテンツ情報はファイル管理情報により記録場所（セクタ／ブロック）が管理されてい
る。従って、記録管理テーブルとファイル管理情報を比較し、整合性のチェックを行うこ
とにより、記録メディア２の内容を保護することができる。
【００５７】
記録管理テーブルが正常でない場合（即ち記録管理テーブルとファイル管理情報との間に
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矛盾がある場合）、記録メディア２の保護の観点から記録メディア２の録画を禁止し、必
要に応じてその内容「再生のみを許可」をディスプレイ３に表示する。再生のみを許可し
た場合、ファイルシステム管理情報やコンテンツの変更が行われないため、記録メディア
２を更に破壊することは無い。
【００５８】
上記ステップＳ２０２及びＳ２０４の判定で問題がない場合は、そのメディアに対する記
録を許可する（Ｓ２０６）。以上の処理を行うことで、記録メディアを保護するという効
果が期待できる。
【００５９】
次に本発明の第３の実施形態を説明する。図１０は第３の実施形態の動作を示すフローチ
ャートである。
【００６０】
先ずＤＶＤ録画再生装置１内で記録メディア２のローディングが行われ（Ｓ３０１）、次
にファイルシステム内に不正があるか判定される（Ｓ３０２）。ここでいう「不正あり」
とは、記録メディアのファイルシステムの規格に対して違反があった場合をいう。この違
反には、図７（ａ）に示したＣＲＣのチェックサムエラー、ＬＢサイズエラー等が含まれ
る。
【００６１】
ファイルシステムに不正がなければ、ステップＳ３０６のようにそのメディアに対する記
録を許可する。ファイルシステムに不正があった場合、ステップＳ３０３のようにその不
正が軽度の不正か否か判定される。ここでいう「軽度の不正」とは、追記によって既存の
ファイルシステム情報やコンテンツを破壊する可能性が無い不正で、且つ見つかった不正
内容が、他の管理情報の値などを使って修正できるものをいう。
【００６２】
不正が軽度の場合、記録メディア２の不正部分を修正、すなわち記録メディアを不正なし
のメディアに書き換え（Ｓ３０４）、記録を許可する（Ｓ３０６）。もし、ステップ３０
３の判定で不正が軽度の不正でなければ、コンテンツの追記により既存のファイルシステ
ム構造やコンテンツを破壊する可能性がある。従って、記録メディアヘの書き込み（記録
）を禁止し、必要に応じてその内容「再生のみを許可」をディスプレイ３に表示する。こ
のように軽度の不正があった場合、その不正を修正することで、同じファイルシステム規
格を使用しているシステムとの互換性が取れる可能性が高くなる。
【００６３】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、ディスクの使用可能状態を判断し、その状態に応じ
て記録メディアへの録画を禁止し且つ再生のみを許可し、記録済みのデータファイルが破
壊されることを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明が適用されるＤＶＤ録画再生装置１の構成を示すブロック図。
【図２】リアルタイムレコーディングＤＶＤのビデオ及びオーディオファイルのデイレク
トリー構造を示す図。
【図３】ムービービデオファイルとしてのＶＲ＿ＭＯＶＩＥ．ＶＲＯ及びスチルピクチャ
ービデオファイルとしてのＶＲ＿ＳＴＩＬＬ．ＶＲＯのファイル構造を示す図。
【図４】プログラムチェーン情報を階層的に詳しく示す図。
【図５】ＤＶＤ録画再生システムの構成を示す図。
【図６】本発明の一実施形態に係る検査方法を示すフローチャート。
【図７】記録領域による重み付けの一例を示す図。
【図８】第２の実施形態の動作を示すフローチャート。
【図９】　ファイル管理情報と記録管理テーブルとの関係を示す図。
【図１０】第３の実施形態の動作を示すフローチャート。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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