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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音声情報の記録を行なう記録装置であって、
第１の記録媒体および第２の記録媒体に対して映像音声情報の記録を行なう記録手段と、
第１の記録媒体に記録された映像音声情報を前記第２の記録媒体に記録できる容量よりも
小さくなるように分割する分割手段と、
前記分割手段により分割された映像音声情報各々から一部を抽出してダイジェスト情報を
生成して保持するダイジェスト情報生成手段と、
前記分割手段により分割された映像音声情報を、複数の第２の記録媒体へ複製または移動
してダビングするダビング手段と、
前記ダビング手段によりダビングする際、前記映像音声情報を前記複数の第２の記録媒体
にダビングするのに必要な第２の記録媒体の合計数と前記合計数のうちの何枚目の第２の
記録媒体であるかを示す情報を第２の記録媒体に付加する情報付加手段と、
前記ダイジェスト情報生成手段により予め生成され前記複数の第２の記録媒体へのダビン
グが終了するまで保持された前記ダイジェスト情報のうち、前記複数の第２の記録媒体の
うちの一の記録媒体とは異なる記録媒体にダビングされる映像音声情報から抽出したダイ
ジェスト情報を、前記一の第２の記録媒体にダビングする抽出ダビング手段とを備えるこ
とを特徴とする記録装置。
【請求項２】
請求項１記載の記録装置であって、
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前記ダビング手段によりダビングされた第２の記録媒体を再生する際のメニュー画面を作
成するメニュー画面作成手段と、
前記メニュー画面を第２の記録媒体に付加するメニュー画面付加手段とを有し、
前記メニュー画面は、前記ダビング手段によりダビングする際、前記映像音声情報を前記
複数の第２の記録媒体にダビングするのに必要となった第２の記録媒体の合計数と、
前記合計数のうちの何枚目の第２の記録媒体であるかを表示することを特徴とする記録装
置。
【請求項３】
請求項２に記載の記録装置であって、
前記メニュー画面は、前記分割手段により分割された映像音声情報のうち第２の記録媒体
に記録された本編情報と、
前記抽出ダビング手段により第２の記録媒体に記録されたダイジェスト情報とを選択でき
ることを特徴とする記録装置。
【請求項４】
請求項１記載の記録装置であって、
前記ダビング手段によりダビングする際、
第２の記録媒体には、字幕情報または映像上に重畳できる情報としてダビングする際、前
記映像音声情報を前記複数の第２の記録媒体にダビングするのに必要となった第２の記録
媒体の合計数と前記合計数のうちの何枚目の第２の記録媒体であるかを示す情報を付加す
る重畳情報付加手段を備えることを特徴とする記録装置。
【請求項５】
請求項１記載の記録装置であって、
前記ダビング手段によりダビングする際、
第２の記録媒体には、字幕情報または映像上に重畳できる情報として、
ダビングする際、前記映像音声情報を前記複数の第２の記録媒体にダビングするのに必要
となった第２の記録媒体の合計数と前記合計数のうちの何枚目の第２の記録媒体であるか
を示す情報と、
第１の記録媒体に記録された映像音声情報が前記分割手段により分割される前の合計時間
と、
前記ダビング手段および前記抽出ダビング手段により前記第２の記録媒体に記録された映
像音声情報の時間情報と
を付加する重畳情報付加手段を備えることを特徴とする記録装置。
【請求項６】
請求項４又は５に記載の記録装置であって、
前記記録再生装置はＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｋ）に対して記録可能であり、
前記重畳情報付加手段により前記第２の記録媒体に付加される情報を、
ＩＧＰ（Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｐｌａｎｅ）またはＰＧＰ（Ｐｒ
ｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｐｌａｎｅ）として、ストリームファイルに
格納する格納手段を有することを特徴とする記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像音声情報を記録媒体に記録する記録装置、及び映像音声情報を再生する
再生装置、及び映像音声情報を格納する記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、映像音声情報をHDDなどの大容量記録媒体に記録するレコーダ、ビデオカメラな
どが普及している。また、HDDに加えてDVD（Digital Versatile Disc）などの保存用記録
媒体両方への記録手段を備えたレコーダ・ビデオカメラなどもある。
これらの機器では、HDDに大量の映像音声情報を保存することが可能であるが、無限に記
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録できるわけではない。また、HDDが着脱式でない場合も多く、着脱式であった場合でも
、再生環境が限られ不便な点もある。
【０００３】
　そこで、HDDに記録した情報を、DVDやBD(Blu-ray Disc)、HD（High Definition）-DVD
などの光ディスクメディアにダビングするといった手段が取られている。
【０００４】
　また、HDDに記録した映像音声情報が1枚のディスクに収まりきらないという場合がある
。このような場合は、特許文献１（特開２００６－１７２６５６号公報）のように、複数
のディスクに分割してダビングするといった手法が取られている。
【０００５】
　また、特許文献２（特開２００５－２５９２０１号公報）では、ユーザが分割してダビ
ングした複数の光ディスクの再生順序がわからなくなった場合でも、ダビングする際に各
々の光ディスクに順序番号を記録しておくことにより、正しい順序でコンテンツを再生す
ることができるようにすることが開示されている。
【０００６】
　特許文献３（特開２００５－１８２９３１号公報）には、分割してダビングしたディス
クに、分割元の全体録画時間と、当該光ディスクのダビング開始、終了時間とを記録し、
再生時に当該ディスクの映像がダビング元データのどの部分であるかを表示し、ユーザが
視覚的に認識することができるよう表示することが開示されている。
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－１７２６５６号公報
【特許文献２】特開２００５－２５９２０１号公報
【特許文献３】特開２００５－１８２９３１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　映像音声情報を分割して複数枚の光ディスクに保存した場合、その光ディスクを再生す
る際に、この光ディスクは何枚構成の何枚目の光ディスクかという情報が無く、分かり難
い。そのため、１枚の光ディスクにダビングしたシーンのみを視聴し、他の光ディスクに
続きのシーンがあった場合でもそれに気付かず視聴しないという事象が発生する。また、
ユーザが一枚の光ディスクから全体像を把握するのが困難であり、より簡易に全体像を把
握したいとの要求がある。
【０００９】
　特に、ビデオカメラの場合、短時間のシーンを大量にハードディスクに記録し、後で複
数の光ディスクに分割してダビングをすることが頻繁に行なわれる。例えば、両親が我が
子の運動会を撮影した記録情報を、複数枚の光ディスクへダビングし、当該光ディスクを
再生する際、他の光ディスクが何枚あるのかを忘れてしまい混乱が生じる、あるいは元々
の記録情報の合計時間を知りたい、１枚の光ディスクで簡便に全体像を把握したい、等の
要求がある。つまり、ユーザが複数の光ディスクに分割してダビングし、当該光ディスク
一枚を再生する際、今見ている映像が全体の中のどの部分であるのかわからない、あるい
は全体のシーンの流れやつながりを把握するのが困難である等の問題が発生する。もちろ
ん、これはビデオカメラに顕著な課題ではあるが、通常の据え置き型レコーダにおいて、
映画、ドラマ及びスポーツ番組等を録画して、光ディスク等へダビングする際にも同様の
課題は存在する。
【００１０】
　また、従来のＤＶＤへダビングを行なう記録装置では、ＢＤフォーマットにどのように
情報を記録するかついては、何ら考慮されていなかった。また、従来のＤＶＤの場合には
、映像画面の画像配置構成、視覚効果等を簡易に変更することができなかった。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
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　上記課題を解決するために、記録装置では、ダビング先の光ディスクに、何枚構成で、
何枚目の光ディスクであるかという情報を付加する。
【００１２】
　また、ダビング先の記録媒体の空き容量を用いて、他の記録媒体の特徴部分としてダイ
ジェスト情報を記録しておく。さらに、ダビング元の合計時間、及び記録媒体に記録され
た本編情報とダイジェスト情報の時間情報を記録しておく。
【００１３】
　さらには、ＢＤに映像音声情報を記録可能な記録装置において、上記ダイジェスト情報
、時間情報をＢＤフォーマットにおけるＩＧ（Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　Ｇｒａｐｈｉｃ
ｓ）またはＰＧ（Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｇｒａｐｈｉｃｓ）画面として、ＢＤ内の
ストリームファイルに格納する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明により、ユーザが分割してダビングした際の映像音声情報の全体像を簡易に把握
することができ、利便性・使い勝手の向上した記録再生装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下に、本発明の実施の形態を説明する。
【実施例１】
【００１６】
　本発明の実施に好適な実施形態の例を説明する。ただし、本発明は本実施例に限定され
ない。
【００１７】
　図1は、本発明における全体構成である記録再生装置１００の一例を示す図である。
【００１８】
　１０１はシステム制御部であり、ＣＰＵ（Central Processing Unit）やメモリを持ち
、システム全体を制御する。１０２は撮像素子であり、被写体を撮像し、撮像情報を光信
号から電気信号に変換するとともに、アナログ電気信号をデジタル信号に変換する。１０
３は映像入出力端子であり、１０４の映像圧縮伸張部において圧縮・伸張されたデジタル
映像信号の入出力を行う。１０５は音声入出力端子であり、１０６の音声圧縮伸張部にお
いて圧縮・伸張されたデジタル音声信号の入出力を行う。１０７は多重/分離部であり、
映像圧縮伸張部１０４および音声圧縮伸張部１０６からそれぞれ出力される映像圧縮デー
タと音声圧縮データを多重化してストリームデータを生成し、あるいはストリームデータ
を映像圧縮データと音声圧縮データに分離して、それぞれのデータを映像圧縮伸張部１０
４および音声圧縮伸張部１０６に入力する。
【００１９】
　１０９はＤＶＤ装填部であり、ＤＶＤ１１０について挿脱自在に装填できる。１０８は
ＤＶＤドライバ部であり、ＡＶデータ記録時には、システム制御部１０１を介して多重/
分離部１０７が生成したストリームデータや各種の情報ファイルを所定の形式でＤＶＤ１
１０に書き込み、あるいはＡＶデータ再生時には、ＤＶＤ１１０に記録されているストリ
ームデータや各種の情報ファイルを読み出す。
【００２０】
　１１１はハードディスクドライバ部であり、ＡＶデータ記録時には、システム制御部１
０１を介して多重/分離部１０７が生成したストリームデータや各種の情報ファイルを所
定の形式でハードディスク１１２に書き込み、あるいはＡＶデータ再生時には、ハードデ
ィスク１１２に記録されているストリームデータや各種の情報ファイルを読み出す。ここ
で、映像圧縮伸張部１０４、音声圧縮伸張部１０６、多重／分離部１０７、ＤＶＤドライ
バ部１０８、ハードディスクドライバ部１１１は、回路としてハードウェア的に動作を実
行する構成にしても良いし、システム制御部１０１にプログラムとして記憶し、ソフトウ
ェア的に処理を実行する構成としても良い。
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【００２１】
　ＤＶＤ１１０およびハードディスク１１２には、映像情報や音声情報といったＡＶデー
タをデジタル的に情報量圧縮したファイルや、それらのＡＶデータの管理情報などが主に
記録されている。
１２０はダビング情報制御部であり、システム制御部１０１により制御され、ここではHD
DとDVD間でのダビング情報制御を行なう。１２１はダビング情報算出部でダビングに必要
な情報を算出し、１２２はダイジェスト情報生成部でダビングを行なうダイジェスト情報
を生成する。
１１３は通信部であり、通信入出力端子１１４を介して、情報処理装置などの他の機器と
の通信処理を行なう。
１１５はモニタ部であり、記録再生装置１００のメニューなどのＧＵＩ（Graphical User
 Interface）、または記録時には、撮像素子１０２で入力される映像情報、または再生時
には、ＤＶＤやハードディスクから再生された映像情報などを表示する。
電源部１１６は、装置を駆動するための電池や交流電源といった記録再生装置を駆動する
ための電源を供給する。
【００２２】
　図２に、本実施例におけるダビング実施フローを示す。
ステップ２０２でダビング実施において必要な記録媒体の枚数を算出する。ステップ２０
３で必要枚数が２枚以上かどうかを判別し、１枚である場合はステップ２０９に進む。２
枚以上の場合はステップ２０４に進む。ステップ２０４では、記録媒体１枚に記録する容
量を算出する。ステップ２０５では、記録媒体に記録可能な容量と、ステップ２０４で算
出した１枚に記録する容量から、記録可能な空き容量を算出する。ステップ２０６では、
ダビング先の記録媒体にダイジェスト情報を付加するか否かを判別する。付加する場合は
、ステップ２０７に進む。ダイジェスト情報を付加しない場合はステップ２０９に進む。
この場合は、ダイジェスト情報を付加する時間が省かれるのでダビング時間を短縮するこ
とができる。ステップ２０７では、ステップ２０５で算出した記録可能な空き容量と、必
要枚数からダイジェスト用容量を算出する。ステップ２０８では、ステップ２０７で算出
したダイジェスト容量となるようにダイジェスト情報を生成する。このダイジェスト情報
は、複数枚の記録媒体にダビングする際、記録媒体ごとにダイジェスト情報を生成しなく
てよいように、全ての記録媒体へのダビングが終了するまで保持しておく。
【００２３】
　図３（ａ）（ｂ）は、ダビング元シーンがダビング先記録媒体の記録容量を超えており
、ダビング元シーンを分割してダビングを実施する際の分割方法を示す１例である。
ここでは、ダビング元シーン容量を１８ＧＢ、ダビング先記録媒体１枚の記録容量を７．
５ＧＢとする。
図３（ａ）では、ステップ２０２のシーンを分割してダビングする際のダビング枚数算出
方法を示している。１枚目・２枚目にそれぞれ７．５ＧＢ記録し、３枚目に３ＧＢ記録す
るとし、合計３枚必要であることを示している。
図３（ｂ）では、ステップ２０４の分割方法を示している。図３（ａ）より、記録媒体が
３枚必要であることを算出した。これより、ダビング元シーン容量１８ＧＢを３分割し、
ダビング先記録媒体１枚あたり６ＧＢずつ記録することとしている。
これは、それぞれのディスクに７．５―６＝１．５ＧＢの空きを持たせ、その部分に他デ
ィスクのダイジェスト情報を記録するためである。ステップ２０５ではこの空き容量を算
出している。
【００２４】
　図３（ａ）ではダビング先記録媒体１枚に記録できる記録容量を全て利用する前提で必
要枚数を算出したが、ダビング先記録媒体１枚あたりにダビングする記録容量の上限を設
け、例えば５ＧＢまでダビングするとし、１枚目・２枚目・３枚目に５ＧＢ、４枚目に３
ＧＢ記録するとし、合計４枚必要であるという風に必要枚数を算出してもよい。
図３（ｂ）では、ダビング元シーン容量を必要枚数で除算し、１枚あたりの記録容量を決
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定したが、それぞれの記録媒体にダビングする容量やシーンをユーザが自ら設定できるも
のであってもよい。このように分割処理を行なうことにより、例えば本発明を適用したビ
デオカメラで運動会を一日撮影した場合、一枚目ディスクに午前の部、二枚目ディスクに
午後の部のシーンをそれぞれ分割してダビングするよう、ユーザ自らが分割ダビングの容
量・シーンを設定することが可能となり、ユーザにとって使い勝手が良い。
【００２５】
　図４に、図３のケースでの１枚目のダビング先記録媒体に記録する内容の内訳を示す。
図３で１枚目に記録すると決定したダビング元シーンの（Ａ）部分を、１枚目の記録媒体
（Ｄ）部分に記録する。ダビング元シーンの（Ｂ）部分のダイジェストシーンを１枚目の
記録媒体（Ｅ）部分に記録する。ダビング元シーンの（Ｃ）部分のダイジェストシーンを
１枚目の記録媒体（Ｆ）部分に記録する。
このように、他の記録媒体に記録された情報のダイジェストシーンを記録しておくことに
より、ユーザはダビング元の全体像を簡易に把握することができ、また分割された情報間
のつながりを容易に把握することができる。また、他の記録媒体のダイジェスト情報を手
掛かりに、他の記録媒体の視聴し忘れを防止することができる。
【００２６】
　図５に記録媒体にダビングを行なう際の記録順決定フローを示す。ステップ５０１で合
計何枚構成の何枚目の記録媒体へのダビングかという情報を保持する。ステップ５０２で
、何番目のシーンを記録するかを判別する。Ｎ番目の記録媒体であり、Ｎ枚目目のシーン
を記録する場合はステップ５０３へ進み、本編を記録する。それ以外の場合はステップ５
０４に進み、該当のダイジェストシーンを記録する。ステップ５０５では、最後のシーン
であるかどうかを判別する。最後のシーンである場合はステップ５０６に進む。次のシー
ンがある場合は、ステップ５０２に進む。
ステップ５０６ではメニュー画面情報を作成し付加する。このメニュー画面情報には、合
計何枚のうち何枚目の記録媒体であるか、または、合計時間中のどの部分のシーンである
かを表示する為の情報を含む。ステップ５０７では再生順情報を付加する。ステップ５０
８では、最後の記録媒体であるかどうかを判別する。最後の記録媒体であればステップ５
０９に進みダビングを終了する。最後の記録媒体でなければ、ステップ５０１に進み、次
の記録媒体へのダビングを実施する。
【００２７】
　ステップ５０２、ステップ５０３、ステップ５０４、ステップ５０５では再生順情報作
成を同時に行ってもよい。
【００２８】
　図６に再生順情報の１例を示す。図６（ａ）に、１枚目記録媒体の再生順、図６（ｂ）
に２枚目記録媒体の再生順を示す。
図６（ａ）１枚目の記録媒体では、最初に１枚目の本編を再生する。これは、図４（Ｄ）
部分に相当する。この再生が終了した後は、２枚目記録媒体にダビングしたシーンのダイ
ジェスト部分を再生する。これは図４（Ｅ）部分に相当する。２枚目のダイジェスト部分
を再生した後は、３枚目記録媒体にダビングしたシーンのダイジェスト部分を再生する。
これは図４（Ｆ）部分に相当する。
図６（ｂ）２枚目の記録媒体では、最初に１枚目にダビングしたシーンのダイジェスト部
分を再生する。これは図４（Ｇ）部分に相当する。この再生が終了した後は、２枚目記録
媒体の本編を再生する。これは図４（Ｈ）部分に相当する。２枚目本編部分を再生した後
は、３枚目記録媒体にダビングしたシーンのダイジェスト部分を再生する。これは図４（
Ｉ）部分に相当する。
このようにダイジェスト部分と本編を時系列に再生できるような順としておくことでディ
スク再生の順序が分かりやすくなりユーザの負担が軽減する。また再生した際に前後のデ
ィスクとのつながりが直感的に分かりやすくなり、全体像を把握しやすくなる。また、こ
の再生順は、ユーザが指定した順であってもよい。
【００２９】
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　図７にメニュー画面例を示す。
図７（ａ）に１枚目記録媒体のメニュー画面例を示す。
ここでは、１枚目の本編部分の縮小画面と、ダイジェスト部分の縮小画面を再生順に表示
している。この順は再生順であってもよく、ユーザが指定した順であってもよい。また、
”１／３”のように、３枚組みのうちの１枚目であることを示している。これは”１／３
”のように数字情報で表示してもよく、”３枚組み中の１枚目のディスク”というように
表示してもよい。
【００３０】
　このように何枚目のディスクであるかという情報をそれぞれのディスクに付加しておく
ことで、ディスク再生の順序が分かりやすくなり、再生時のユーザの負担が軽減する。
【００３１】
　また、合計何枚構成のディスクであるかという情報をすべてのディスクに付加しておく
ことにより、再生する際、何枚構成であったかという情報が容易に取得できるため、他デ
ィスクの視聴し忘れを防止できる。
【００３２】
　また、”　３枚組み（１５０分）中の１枚目のディスク”というように、３枚合計の本
編時間数を表示してもよい。
図７（ｂ）に２枚目記録媒体のメニュー画面例を示す。２枚目の本編部分の縮小画面と、
ダイジェスト部分の縮小画面を再生順に表示している。１枚目記録媒体と異なり、３枚組
み中の２枚目であることを表示している。
ここでは、本編に相当する縮小画像を他の縮小画像よりも大きく表示したが、本編である
ことを強調するような枠で囲むことや、本編であることを示す印を付加する方法でもよい
。
また、このメニュー画面で縮小画像を選択することで、該当の本編シーンやダイジェスト
シーンを再生できる構成であってもよい。
また、図７（ｃ）に３枚目記録媒体のメニュー画面例のように、ダイジェスト部分の縮小
画面を表示せず、本編の縮小画像と、合計何枚構成のうち何枚目のディスクであるかなど
の情報だけを表示してもよい。
【００３３】
　また、ダイジェストシーンの縮小画像を選択した場合、ダイジェストシーンではなく、
図８のように“１枚目のディスクを挿入して下さい”というように、他のディスクに所望
のシーンがあることを示すメッセージを出画させてもよい。この場合、再生中の記録媒体
にダイジェストシーンを記録していてもよく、記録していなくてもよい。
【００３４】
　図９に、字幕情報または映像上に重畳できる情報として記録媒体の情報を表示する際の
一例を示す。例えば再生中にユーザ操作により”何枚目のディスクであるか”という情報
を表示させることができる。
【００３５】
　図１０に、２枚目記録媒体を、何枚目のディスクであるかという情報を時間で表示する
一例を示す。
図９では、”３枚組み中の２枚目のディスク”という情報を表示したが、ここでは、時間
の進行状況を表示させるようなバーを用いている。ダビング元シーンが合計１５０分(２
時間３０分)とし、該当のバーは”００：００”から”０２：３０”まで表示している。
再生中のディスクは２枚目であるため、”００：５０”から”０１：４０”までが現在再
生中のディスクであることを表示するため、バーの色を変えている。また、現在再生中の
箇所を”０１：１０”と表示している。
このように何枚目かということをシーンの時間を用いて表示することで、より直感的に全
体シーンのどこを再生しているのかという情報が分かりやすくなる。
【００３６】
　図１１に、１，３枚目の記録媒体のダイジェストシーンを記録した２枚目の記録媒体を
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再生する際、記録媒体の時間情報を表示する一例を示す。
ここでは、２枚目の記録媒体に記録された本編シーンの時間情報に加え、１，３枚目の記
録媒体のダイジェストシーンの各シーンの時間情報についても表示している。すなわち、
２枚目の記録媒体に対し、分割してダビングした他の記録媒体のダイジェストシーンを記
録することに加え、さらにその時間情報を付加することにより、例えば図１１に示すよう
な表示を行なうことで、ダイジェストシーン再生時にも時間情報を表示する。これにより
、ユーザは当該ダイジェストシーンを再生する際にも、その視聴シーンが全体構成のどの
時間帯のシーンであるかという情報を視覚的に知ることができ、一枚のディスクのみで簡
易に全体像を把握することができるとともに、他の記録媒体の視聴し忘れ防止にも効果を
有する。
もちろんこれらの表示情報は、通常の再生時には表示させずに、ユーザからの要求があっ
た時にのみ、再生画面に重畳して表示させるようにしてもよい。
【００３７】
　図1２に本発明をBD（Blu-ray Disk）カメラに適用して実施する際の、ダビング先ディ
スクのファイル構成についての一例を挙げる。ここでは、2枚目のディスクを例とする。C
LIPINFディレクトリ内の00001.clpiには1枚目にダビングするコンテンツのダイジェスト
シーンに関する管理情報、00002.clpiには2枚目ディスク本編に関する管理情報、00003.c
lpiには3枚目にダビングするコンテンツのダイジェストシーンに関する管理情報を書き込
む。また、STREAMディレクトリの00001.m2tsには1枚目にダビングするコンテンツのダイ
ジェストシーンのストリーム情報、00002.m2tsには2枚目ディスク本編のストリーム情報
、00003.m2tsには3枚目にダビングするコンテンツのダイジェストシーンに関する管理情
報を書き込む。メニュー画面に関する管理情報を00004.clpiに、ストリーム情報をSTREAM
の00004.m2tsに書き込む。
【００３８】
　メニュープレイリストとして、例えば01200.mplsで1枚目のダイジェストシーン、2枚目
ディスク本編、3枚目のダイジェストシーンを順に再生されるように設定しておく。
【００３９】
　上述のフォーマットでBDカメラに記録した際、上述の時間、枚数情報を表示する字幕情
報やメニュー画面を構成するサムネール・背景画面等は、上記ストリーム情報として、記
録媒体に記録される。
【００４０】
　これらの情報は、ＩＧＰ（Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｐｌａｎｅ）
またはＰＧＰ（Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｐｌａｎｅ）として、ス
トリームファイルに格納される。ＩＧＰは例えば、メニュー画面のサムネールとして使用
することで、本編映像やダイジェストシーンへの移動を行なうことができる。また、ＰＧ
Ｐは例えば、字幕情報として枚数情報のメッセージを表示することができる。
これらのＩＧＰ、ＰＧＰにおいては、メニュー画面や字幕情報の、画像配置構成、色の変
更、フェードアウト、スクロール等の視覚効果を簡易に行なうことができ、コンテンツ提
供者にとっても、ユーザにとっても利点が大きい。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の実施例１における記録再生装置
【図２】本発明の実施例１におけるダビングフロー
【図３】本発明の実施例１におけるシーン分割方法
【図４】本発明の実施例１におけるダビング先記録媒体内訳
【図５】本発明の実施例１における記録順決定フロー
【図６】本発明の実施例１における再生順情報
【図７（ａ）】本発明の実施例１におけるメニュー画面例
【図７（ｂ）】本発明の実施例１におけるメニュー画面例
【図７（ｃ）】本発明の実施例１におけるメニュー画面例
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【図８】本発明の実施例１における記録媒体情報表示例
【図９】本発明の実施例１における記録媒体情報表示例
【図１０】本発明の実施例１における記録媒体情報表示例
【図１１】本発明の実施例１における記録媒体情報表示例
【図１２】本発明の実施例１におけるファイル構成例
【符号の説明】
【００４２】
１００・・・記録再生装置
１０１・・・システム制御部
１０２・・・撮像素子
１０３・・・映像入出力端子
１０４・・・映像圧縮伸張部
１０５・・・音声入出力端子
１０６・・・音声圧縮伸張部
１０７・・・多重/分離部
１０８・・・ＤＶＤドライバ部
１０９・・・ＤＶＤ装填部
１１０・・・ＤＶＤ
１１１・・・ハードディスクドライバ部
１１２・・・ハードディスク
１１３・・・通信部
１１４・・・通信入出力端子
１１５・・・モニタ部
１１６・・・電源部
１２０・・・ダビング情報制御部
１２１・・・ダビング情報算出部
１２２・・・ダイジェスト情報生成部
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