
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
データを記録再生するための記録媒体に複数の論理的な記録領域を設定する記録領域設定
手段と、
空き領域の容量を前記記録領域ごとに管理するための空き領域管理情報、記録されるファ
イルを前記記録領域ごとに管理するための記録ファイル管理情報、および削除されるファ
イルを前記記録領域ごとに選択するための削除ファイル選択基準情報を参照して、前記フ
ァイルの管理を行うファイル管理手段とを備え、
前記ファイル管理手段は、所定の記録領域に新しいデータの書き込みを行う際に、前記空
き領域管理情報の参照により、前記新しいデータを書き込むための空き領域が不足してい
ると判断した場合には、前記削除ファイル選択基準情報の参照により、前記所定の記録領
域に記録されている少なくとも一つのファイルの一部または全部を削除する、あるいは前
記新しいデータの書き込み動作を実行しないことを特徴とするデータ記録再生装置。
【請求項２】
前記ファイル管理手段は、前記新しいデータの書き込みを行わない場合には、前記新しい
データの書き込みを行わないことを外部に通知し、その通知に対する外部からの指示を受
容することを特徴とする請求項１記載のデータ記録再生装置。
【請求項３】
前記削除ファイル選択基準情報を、前記記録領域ごとにユーザが設定するための削除ファ
イル選択基準情報設定手段を備えていることを特徴とする請求項１記載のデータ記録再生
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装置。
【請求項４】
前記ファイルは所定の基準によってグループ化されており、前記ファイル管理手段は、前
記所定の記録領域に記録されている少なくとも一つのファイルの一部または全部を削除す
る場合には、前記削除されるファイルとともに、その削除されるファイルと同一のグルー
プに属するファイルをも同時に削除することを特徴とする請求項１記載のデータ記録再生
装置。
【請求項５】
前記書き込みを行うデータの分類は前記記録領域ごとに相異なっており、その書き込みを
行うデータの分類を設定するデータ分類情報を、前記記録領域ごとにユーザが設定するた
めのデータ分類情報設定手段を備えていることを特徴とする請求項１から４の何れかに記
載のデータ記録再生装置。
【請求項６】
請求項１から５の何れかに記載の本発明の全部 手段 機能をコンピュータにより実行さ
せるためのプログラムを記録したことを特徴とするプログラム記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、データ記録再生装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
はじめに、図１９を参照しながら、従来の技術によるデータ記録再生装置の構成について
説明する。ただし、図１９は従来の技術によるデータ記録再生装置の構成図である。
【０００３】
インタフェース回路１０は、ディジタルＡＶ機器８０との間で、ディジタルＡＶ信号の入
出力および、コマンド、レスポンスの入出力を行う部分である。
【０００４】
システムコントローラ２０は、データ記録再生装置を構成する各手段を統括制御する装置
であり、インタフェース回路１０またはエンコーダ回路４０を介して入力されるディジタ
ルＡＶ信号をディスク３１に記録するよう制御し、ディスク３１に記録されたディジタル
ＡＶ信号をインタフェース回路１０またはデコーダ回路４１を介して出力するように制御
する。また、システムコントローラ２０は、ディスク３１に記録されているディジタルＡ
Ｖ信号をファイル単位で保存、削除するよう制御する。
【０００５】
バッファ制御回路２１は、インタフェース回路１０またはエンコーダ回路４０を介して入
力されるディジタルＡＶ信号をバッファＲＡＭ２２に一時記憶してから、記録再生手段３
０に出力し、また、記録再生手段３０からのディジタルＡＶ信号をバッファＲＡＭ２２に
一時記憶してからインタフェース回路１０またはデコーダ回路４１に出力することにより
、ＡＶ信号の連続記録または連続再生を確保するための回路である。
【０００６】
バッファＲＡＭ２２は、一時的に保存したデータを必要に応じて読み出すことのできる、
レジスタとしての機能をもつ装置である。
【０００７】
記録再生手段３０は、バッファ制御回路２１からのディジタルＡＶ信号をディスク３１に
記録し、ディスク３１に記録されたディジタルＡＶ信号を再生してバッファ制御回路２１
に出力する手段である。
【０００８】
エンコーダ回路４０は、入力されたアナログＡＶ信号の符号化を行う回路である。デコー
ダ回路４１は、記録再生手段３０が出力するディジタルＡＶ信号を復号し、アナログＡＶ
信号を再生装置（図示省略）に入力することにより、映像および音声を再生させることが

10

20

30

40

50

(2) JP 3566152 B2 2004.9.15

の の



できる回路である。
【０００９】
ファイル管理手段２６０は、空き領域管理情報、記録ファイル管理情報、および削除ファ
イル選択基準情報などを参照、更新して、ファイルの再生、保存、削除などを管理する手
段であり、システムコントローラ２０に対して命令を発行することにより、入力されるデ
ィジタルＡＶ信号をディスク３１にファイル単位で記録させ、ディスク３１に記録された
ディジタルＡＶ信号をファイル単位で再生させる。また、ファイル管理手段２６０は、シ
ステムコントローラ２０に対して命令を発行することにより、ディスク３１に記録されて
いるディジタルＡＶ信号をファイル単位で削除させる。ただし、空き領域管理情報、記録
ファイル管理情報、および、削除ファイル選択基準情報に関しては、あとに説明される。
【００１０】
削除ファイル選択基準情報設定手段２６１は、新しいデータの書き込みにともない削除さ
れるファイル（以下ではこれを削除候補と呼ぶことがある）を選択するための削除ファイ
ル選択基準情報を、ユーザーが設定するための手段である。ただし、本従来の技術の説明
における削除ファイル選択基準は、視聴回数、記録時刻である。
【００１１】
ディジタルＡＶ機器８０はデータ記録再生装置のインタフェース回路１０との間で、ディ
ジタルＡＶ信号の入出力および、コマンド、レスポンスの入出力を行う機器である。
【００１２】
このような構成を有する、従来の技術におけるデータ記録再生装置の動作について、図１
９を参照しながら説明する。
【００１３】
削除ファイル選択基準情報設定手段２６１は、新しいデータの書き込みにともない削除さ
れるファイルを選択するための削除ファイル選択基準情報を、ユーザの指示により、ファ
イル管理手段２６０に入力する。ここでは、削除ファイル選択基準情報設定手段２６１は
、視聴回数が１以上でかつ最も記録開始時刻の早いファイルが優先的に削除されるような
設定をファイル管理手段２６０に通知する。
【００１４】
つぎに、ディジタルＡＶ機器８０がデータを信号入力するときの、従来の技術におけるデ
ータ記録再生装置の動作について説明する。ただし、そのデータは、サイズが４ＧＢであ
るようなファイルＦＩＤ１としてディスク３１に保存されるべきデータである。
ディジタルＡＶ機器８０は、データ記録再生装置に対して、記録するべきデータおよび、
記録するべきデータ量を信号として出力する。システムコントローラ２０は、ディジタル
ＡＶ機器８０から入力された信号を解析し、そのデータが４ＧＢのファイルとして保存さ
れるべきデータであることをファイル管理手段２６０に通知する。
【００１５】
ファイル管理手段２６０は、ディジタルＡＶ機器８０から信号入力されたデータを、ファ
イルＦＩＤ１としてディスク３１に保存することを決定し、その実行をシステムコントロ
ーラ２０に命令する。
【００１６】
システムコントローラ２０は、ファイル管理手段２６０から信号出力された命令を入力す
ると、ディジタルＡＶ機器８０から入力されたデータを、ファイルＦＩＤ１としてディス
ク３１に書き込み、それをファイル管理手段２６０に通知する。
【００１７】
従来の技術におけるデータ記録再生装置は、以上で説明されたようにして、データの書き
込みを行う。その書き込み動作は、ディスク３１における空き容量が新たに書き込まれる
データのサイズよりも大きいときには、すでに述べられた書き込み動作と同様である。
【００１８】
従来の技術におけるデータ記録再生装置は、このようにして、記録再生手段３０に搭載さ
れたディスク３１上へのデータの書き込みを続け、ディスク３１には、ファイルＦＩＤ１
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、ＦＩＤ２、ＦＩＤ３、…、ＦＩＤ９９９が保存される。なお、記録再生手段３０は、ユ
ーザの指示により、ディスク３１にファイルとして保存されているデータを、デコーダ回
路４１を通して出力する（すなわち、ユーザは、ディスク３１にファイルとして保存され
ているデータを視聴する）ことがある。また、後述されるように、その出力回数は、視聴
回数として記録ファイル管理情報に記述されている。
【００１９】
ファイル管理手段２６０は、空き領域管理情報および記録ファイル管理情報を保持してい
る。なお、空き領域管理情報は、記録容量、記録済容量、および空き容量から構成されて
おり、記録ファイル管理情報は、記録領域情報、記録開始時刻、ファイルサイズ、および
視聴回数から構成されているが、これらは、ともに図２０に示されている。ただし、図２
０は従来の技術における更新された空き領域管理情報および記録ファイル管理情報の一覧
図である。
【００２０】
つぎに、ディジタルＡＶ機器８０が、新たなデータをさらに信号入力するときの、従来の
技術におけるデータ記録再生装置の動作について説明する。ただし、その新たなデータは
、サイズが５ＧＢであるようなファイルＦＩＤ１０００としてディスク３１に保存される
べきデータである。
【００２１】
ディジタルＡＶ機器８０は、データ記録再生装置に対して、その新たな記録するべきデー
タおよび、記録するべきデータ量を信号として出力する。システムコントローラ２０は、
ディジタルＡＶ機器８０から入力された信号を解析し、その新たなデータが５ＧＢのファ
イルとして保存されるべきデータであることをファイル管理手段２６０に通知する。
【００２２】
ファイル管理手段２６０は、図２０に示されている空き領域管理情報を参照し、ディスク
３１の空き容量が新たに保存されるべきファイルのサイズ（５ＧＢ）よりも小さい２ＧＢ
であることを認識する。
【００２３】
ファイル管理手段２６０は、視聴回数が１以上でありかつ記録時刻の最も古いファイルＦ
ＩＤ１が削除候補であると認識し、ファイルＦＩＤ１を削除して、合計６ＧＢの空き領域
を確保することにより、ディジタルＡＶ機器８０から信号入力されたデータを、ファイル
ＦＩＤ１０００としてディスク３１に書き込むことを決定し、ＦＩＤ１の削除命令をシス
テムコントローラ２０に発行する。
【００２４】
システムコントローラ２０は、ファイル管理手段２６０から信号出力された命令を入力す
ると、ＦＩＤ１を削除し、ディジタルＡＶ機器８０から新たに入力されたデータを、ファ
イルＦＩＤ１０００としてディスク３１に書き込む。システムコントローラ２０は、それ
をファイル管理手段２６０に通知する。
【００２５】
ファイル管理手段２６０は、システムコントローラ２０からの通知を信号入力すると、図
２０に示されている空き領域管理情報および記録ファイル管理情報を、図２１に示されて
いる空き領域管理情報および記録ファイル管理情報にそれぞれ更新する。ただし、図２１
は、従来の技術における更新された空き領域管理情報および記録ファイル管理情報の一覧
図である。
【００２６】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）を搭載するディスク装置が近年開
発されており、データ記録再生装置の記録容量、およびデータ転送速度は急速に向上して
いる。このために、一台のみのデータ記録再生装置の利用による、映像データ、音声デー
タ、静止画データなど複数種類のデータの記録再生が、容易に実現されつつある。
【００２７】
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しかしながら、従来の技術におけるディスクの管理は、単一の記録領域に対して行われて
いたので、データの種類ごとにファイルを管理することは、不可能であった。本発明は、
このような課題を考慮し、データの種類ごとに適切なファイルの保存、削除などの管理を
行うことを特徴とするデータ記録再生装置を提供することを目的とするものである。
【００２８】
【課題を解決するための手段】
第一の本発明（請求項１に対応）は、データを記録再生するための記録媒体に複数の論理
的な記録領域を設定する記録領域設定手段と、
空き領域の容量を前記記録領域ごとに管理するための空き領域管理情報、記録されるファ
イルを前記記録領域ごとに管理するための記録ファイル管理情報、および削除されるファ
イルを前記記録領域ごとに選択するための削除ファイル選択基準情報を参照して、前記フ
ァイルの管理を行うファイル管理手段とを備え、
前記ファイル管理手段は、所定の記録領域に新しいデータの書き込みを行う際に、前記空
き領域管理情報の参照により、前記新しいデータを書き込むための空き領域が不足してい
ると判断した場合には、前記削除ファイル選択基準情報の参照により、前記所定の記録領
域に記録されている少なくとも一つのファイルの一部または全部を削除する、あるいは前
記新しいデータの書き込み動作を実行しないことを特徴とするデータ記録再生装置である
。
【００２９】
第二の本発明（請求項２に対応）は、前記ファイル管理手段は、前記新しいデータの書き
込みを行わない場合には、前記新しいデータの書き込みを行わないことを外部に通知し、
その通知に対する外部からの指示を受容することを特徴とする第一の本発明のデータ記録
再生装置である。
【００３０】
第三の本発明（請求項３に対応）は、前記削除ファイル選択基準情報を、前記記録領域ご
とにユーザが設定するための削除ファイル選択基準情報設定手段を備えていることを特徴
とする第一の本発明のデータ記録再生装置である。
【００３１】
第四の本発明（請求項４に対応）は、前記ファイルは所定の基準によってグループ化され
ており、前記ファイル管理手段は、前記所定の記録領域に記録されている少なくとも一つ
のファイルの一部または全部を削除する場合には、前記削除されるファイルとともに、そ
の削除されるファイルと同一のグループに属するファイルをも同時に削除することを特徴
とする第一の本発明のデータ記録再生装置である。
【００３２】
第五の本発明（請求項５に対応）は、前記書き込みを行うデータの分類は前記記録領域ご
とに相異なっており、その書き込みを行うデータの分類を設定するデータ分類情報を、前
記記録領域ごとにユーザが設定するためのデータ分類情報設定手段を備えていることを特
徴とする第一から第四の何れかの本発明のデータ記録再生装置である。
【００３３】
第六の本発明（請求項６に対応）は、第一から第五の何れかの本発明の全部 手段 機能
をコンピュータにより実行させるためのプログラムを記録したことを特徴とするプログラ
ム記録媒体である。
【００３４】
【発明の実施の形態】
以下では、当該発明にかかる実施の形態について、図面を参照しつつ説明を行う。
【００３５】
（実施の形態１）
はじめに、図１を参照しながら、本実施の形態１におけるデータ記録再生装置の構成につ
いて説明する。ただし、図１は、本実施の形態１におけるデータ記録再生装置の構成図で
ある。
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【００３６】
インターフェース回路１０は、ディジタルＡＶ信号入力用の入力端子（図示省略）をもち
、ディジタルＡＶ機器８０との間で、ディジタルＡＶ信号の入出力および、コマンド、レ
スポンスの入出力を行う部分である。なお、本実施の形態においてディジタルＡＶ機器８
０とインターフェース回路１０は、ＩＥＥＥ１３９４バスによって接続されている。
【００３７】
システムコントローラ２０は、データ記録再生装置を構成する各手段を統括制御する装置
であり、インタフェース回路１０またはエンコーダ回路４０を介して入力されるディジタ
ルＡＶ信号をディスク３１に記録するよう制御し、ディスク３１に記録されたディジタル
ＡＶ信号をインタフェース回路１０またはデコーダ回路４１を介して出力するように制御
する。また、システムコントローラ２０は、ディスク３１に記録されているディジタルＡ
Ｖ信号をファイル単位で保存、削除するよう制御する。
【００３８】
バッファ制御回路２１は、インタフェース回路１０またはエンコーダ回路４０を介して入
力されるディジタルＡＶ信号をバッファＲＡＭ２２に一時記憶してから、記録再生手段３
０に出力し、また、記録再生手段３０からのディジタルＡＶ信号をバッファＲＡＭ２２に
一時記憶してからインタフェース回路１０またはデコーダ回路４１に出力することにより
、ＡＶ信号の連続記録または連続再生を確保するための回路である。
【００３９】
バッファＲＡＭ２２は、一時的に保存したデータを必要に応じて読み出すことのできる、
レジスタとしての機能をもつ装置である。
【００４０】
記録再生手段３０は、バッファ制御回路２１からのディジタルＡＶ信号をディスク３１に
記録し、ディスク３１に記録されたディジタルＡＶ信号を再生してバッファ制御回路２１
に出力する手段である。
【００４１】
エンコーダ回路４０は、アナログＡＶ信号入力用の入力端子（図示省略）をもっており、
入力されたアナログＡＶ信号の符号化を行う回路である。
【００４２】
デコーダ回路４１は、記録再生手段３０が出力するディジタルＡＶ信号を復号し、アナロ
グＡＶ信号を再生装置（図示省略）に入力することにより、映像および音声を再生させる
ことができる回路である。
【００４３】
記録領域設定手段５０は、１００ＧＢの容量をもつディスク３１上に複数の論理的な記録
領域を設定するための手段である。
【００４４】
ファイル管理手段６０は、空き領域管理情報、記録ファイル管理情報、および削除ファイ
ル選択基準情報などを参照、更新して、ファイルの再生、保存、削除などを管理する手段
であり、システムコントローラ２０に対して命令を発行することにより、入力されるディ
ジタルＡＶ信号をディスク３１にファイル単位で記録させ、ディスク３１に記録されたデ
ィジタルＡＶ信号をファイル単位で再生させる。また、ファイル管理手段６０は、システ
ムコントローラ２０に対して命令を発行することにより、ディスク３１に記録されている
ディジタルＡＶ信号をファイル単位で削除させる。ただし、本実施の形態における空き領
域管理情報、記録ファイル管理情報、および、削除ファイル選択基準情報の詳細に関して
は、あとに説明される。
【００４５】
削除ファイル選択基準情報設定手段６１は、新しいデータの書き込みにともない削除され
るファイル（以下ではこれを削除候補と呼ぶことがある）を、記録領域設定手段５０によ
って設定された記録領域ごとに選択するための削除ファイル選択基準情報を、ユーザが設
定するための手段である。
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【００４６】
データ分類情報設定手段６２は、書き込みを行うデータの分類を、記録領域設定手段５０
によって設定された記録領域ごとに設定するためのデータ分類情報を、ユーザが設定する
ための手段である。
【００４７】
表示および操作手段７０は、ファイル管理手段６０が新しいデータの書き込みを行えない
と判断した場合に、その新しいデータの書き込みを行えないことを外部に表示する表示部
、およびそのような表示に対する外部からの操作を受容する操作部をもつ手段である。
【００４８】
ディジタルＡＶ機器８０はデータ記録再生装置のインタフェース回路１０との間で、ディ
ジタルＡＶ信号の入出力および、コマンド、レスポンスの入出力を行う機器である。
【００４９】
このような構成を有する、本実施の形態１におけるデータ記録再生装置の動作について、
図１～１２を参照しながら説明する。ただし、図２は本実施の形態１におけるデータ分類
情報および削除ファイル選択基準情報の一覧図であり、図３は本実施の形態１における空
き領域管理情報の一覧図である。
【００５０】
記録領域設定手段５０は、ユーザの指示により、ディスク３１上に三つの論理的な記録領
域ＡＩＤ１、ＡＩＤ２、ＡＩＤ３を設定するための命令を、ファイル管理手段６０を介し
てシステムコントローラ２０に入力する。
【００５１】
システムコントローラ２０は、記録領域設定手段５０からの命令を入力すると、ディスク
３１上に三つの論理的な記録領域ＡＩＤ１、ＡＩＤ２、ＡＩＤ３を設定する。本実施の形
態においては、記録領域ＡＩＤ１、ＡＩＤ２、ＡＩＤ３の記録容量は、それぞれ８０ＧＢ
、１０ＧＢ、１０ＧＢである。なお、システムコントローラ２０は、ディスク３１上に三
つの論理的な記録領域ＡＩＤ１、ＡＩＤ２、ＡＩＤ３が設定されたことを、ファイル管理
手段６０に通知する。
【００５２】
ファイル管理手段６０は、図３に示されているような、記録容量、記録済容量、および空
き領域の容量（以下ではこれを空き容量と呼ぶことがある）から構成される空き領域管理
情報を保持する。
【００５３】
データ分類情報設定手段６２は、書き込みを行うデータの分類を記録領域ＡＩＤ１、ＡＩ
Ｄ２、ＡＩＤ３ごとに設定するためのデータ分類情報を、ユーザの指示により、ファイル
管理手段６０に入力する。すなわち、データ分類情報設定手段６２は、記録領域ＡＩＤ１
には映像データのみが書き込まれるような設定を、ファイル管理手段６０に通知する。ま
た、データ分類情報設定手段６２は、記録領域ＡＩＤ２には音声データのみが書き込まれ
るような設定を、ファイル管理手段６０に通知する。また、データ分類情報設定手段６２
は、記録領域ＡＩＤ３には静止画データのみが書き込まれるような設定を、ファイル管理
手段６０に通知する。なお、本実施の形態１におけるデータ分類情報は、図２に示されて
いる。
【００５４】
削除ファイル選択基準情報設定手段６１は、新しいデータの書き込みにともない削除され
るファイルを記録領域ＡＩＤ１、ＡＩＤ２、ＡＩＤ３ごとに選択するための削除ファイル
選択基準情報を、ユーザの指示により、ファイル管理手段６０に入力する。すなわち、削
除ファイル選択基準情報設定手段６１は、記録領域ＡＩＤ１においては視聴回数が１以上
でありかつ最も記録開始時刻の早いファイルが優先的に削除されるような設定を、ファイ
ル管理手段６０に通知する。また、削除ファイル選択基準情報設定手段６１は、記録領域
ＡＩＤ２においては記録開始時刻の早いファイルが優先的に削除されるような設定を、フ
ァイル管理手段６０に通知する。また、削除ファイル選択基準情報設定手段６１は、記録
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領域ＡＩＤ３においてはファイル管理手段６０によるファイルの自動削除が全く実行され
ないような設定を、ファイル管理手段６０に通知する。なお、本実施の形態１における削
除ファイル選択基準情報は、図２に示されている。
【００５５】
つぎに、ディジタルＡＶ機器８０がデータを信号入力するときの、本実施の形態１におけ
るデータ記録再生装置の動作について説明する。ただし、そのデータは、サイズが１ＭＢ
であるようなファイルＦＩＤ１として記録領域ＡＩＤ３に保存されるべき静止画データで
ある。
【００５６】
ディジタルＡＶ機器８０は、データ記録再生装置に対して、その記録するべきデータおよ
び、記録するべきデータ量を信号として出力する。
【００５７】
システムコントローラ２０は、ディジタルＡＶ機器８０から入力された信号を解析し、そ
の新たなデータが１ＭＢのファイルとして保存されるべきデータであることをファイル管
理手段６０に通知する。
【００５８】
ファイル管理手段６０は、図２に示されているような、書き込みを行うデータの分類を記
録領域ＡＩＤ１、ＡＩＤ２、ＡＩＤ３ごとに設定するためのデータ分類情報を、保持して
いる。したがって、ファイル管理手段６０は、ディジタルＡＶ機器８０から信号入力され
たデータを、静止画データを書き込むように設定された記録領域ＡＩＤ３に書き込まなけ
ればならないと判断する。
【００５９】
また、ファイル管理手段６０は、図３に示されているような、記録容量、記録済容量、お
よび空き容量から構成される空き領域管理情報を、保持している。したがって、ファイル
管理手段６０は、記録領域ＡＩＤ３の空き容量が、保存されるべきファイルのサイズ（１
ＭＢ）よりも大きい１０ＧＢであることを認識する。
【００６０】
ファイル管理手段６０は、ディジタルＡＶ機器８０から信号入力されたデータを、ファイ
ルＦＩＤ１として記録領域ＡＩＤ３に保存することを決定し、その実行をシステムコント
ローラ２０に命令する。
【００６１】
システムコントローラ２０は、ファイル管理手段６０から信号出力された命令を入力する
と、ディジタルＡＶ機器８０から入力されたデータを、ファイルＦＩＤ１として記録領域
ＡＩＤ３に書き込み、それをファイル管理手段６０に通知する。
【００６２】
ファイル管理手段６０は、ディジタルＡＶ機器８０からの通知を信号入力すると、図３に
示されている空き領域管理情報を、図４に示されているような空き領域管理情報に更新す
る。また、ファイルＦＩＤ１の新規の記録により、ファイル管理手段６０は、図４に示さ
れているような、ファイルＦＩＤ１の記録領域情報、記録開始時刻、ファイルサイズ、お
よび視聴回数から構成される記録ファイル管理情報を新規に保持する。ただし、図４は、
本実施の形態１における更新された空き領域管理情報および記録ファイル管理情報の一覧
図である。
【００６３】
なお、システムコントローラ２０は、ユーザの指示により、ディスク３１にファイルとし
て保存されているデータを、デコーダ回路４１を通して出力することがある。また、その
出力回数は、視聴回数として記録ファイル管理情報に記述されている。
【００６４】
本実施の形態１におけるデータ記録再生装置は、以上で説明されたようにして、データ分
類情報による設定にしたがってデータの書き込みを行う。その書き込み動作は、所定の記
録領域における空き容量が新たに書き込まれるデータのサイズよりも大きいときには、す
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でに述べられた書き込み動作と同様である。
【００６５】
本実施の形態１におけるデータ記録再生装置は、このようにして、記録再生手段３０に搭
載されたディスク３１上へのデータの書き込みを続け、記録領域ＡＩＤ１には、ファイル
ＦＩＤ５、ＦＩＤ８、ＦＩＤ９が保存される。また、記録領域ＡＩＤ２には、ファイルＦ
ＩＤ４、ＦＩＤ６、ＦＩＤ７、…、ＦＩＤ９９８が保存される。また、記録領域ＡＩＤ３
には、ファイルＦＩＤ１、ＦＩＤ２、ＦＩＤ３、…、ＦＩＤ９９９が保存される。
【００６６】
この結果、ファイル管理手段６０の保持する空き領域管理情報は更新され、ファイル管理
手段６０は、図５に示されているような、記録領域ＡＩＤ１、ＡＩＤ２、ＡＩＤ３の記録
容量、記録済容量、および空き容量から構成される空き領域管理情報を保持する。ここで
、図５は本実施の形態１における更新された空き領域管理情報の一覧図およびその模式図
である。たとえば、記録領域ＡＩＤ１の記録容量、記録済容量、空き容量は、それぞれ８
０ＧＢ、６０ＧＢ、２０ＧＢである。
【００６７】
また、ファイル管理手段６０の保持する記録ファイル管理情報も更新され、ファイル管理
手段６０は、図６に示されているような、これらファイルの記録領域情報、記録開始時刻
、ファイルサイズ、および視聴回数から構成される記録ファイル管理情報を保持する。こ
こで、図６は本実施の形態１における更新された記録ファイル管理情報の一覧図である。
たとえば、ファイルＦＩＤ５の記録領域情報、記録開始時刻、ファイルサイズ、視聴回数
は、それぞれＬ１、２０００／１０／０２／１７：００（すなわち２０００年１０月２日
１７時００分）、１０ＧＢ、０回である。
【００６８】
つぎに、ディジタルＡＶ機器８０が、新たなデータをさらに信号入力し、空き容量が不足
しファイルを選択削除するときの、本実施の形態１におけるデータ記録再生装置の動作に
ついて説明する。ただし、その新たなデータは、サイズが３０ＧＢであるようなファイル
ＦＩＤ１０００として記録領域ＡＩＤ１に保存されるべき映像データである。
【００６９】
ディジタルＡＶ機器８０は、データ記録再生装置に対して、その新たな記録するべきデー
タおよび、記録するべきデータ量を信号として出力する。
【００７０】
システムコントローラ２０は、ディジタルＡＶ機器８０から入力された信号を解析し、そ
の新たなデータが３０ＧＢのファイルとして保存される映像データであることを、ファイ
ル管理手段６０に通知する。
【００７１】
ファイル管理手段６０は、図２に示されているデータ分類情報を参照し、ディジタルＡＶ
機器８０から入力された映像データ信号が、映像データ記録領域として設定された記録領
域ＡＩＤ１に記録されなければならないと判断する。
【００７２】
また、ファイル管理手段６０は、図５に示されている空き領域管理情報を参照し、記録領
域ＡＩＤ１の空き容量が新たに保存されるべきファイルのサイズ（３０ＧＢ）よりも小さ
い２０ＧＢであることを認識する。
【００７３】
ファイル管理手段６０は、図２に示されているような、新しいデータの書き込みにともな
い削除されるファイルを記録領域ＡＩＤ１、ＡＩＤ２、ＡＩＤ３ごとに選択するための削
除ファイル選択基準情報を保持している。ファイル管理手段６０は、視聴回数が１以上で
かつ記録時刻の最も早いファイルＦＩＤ２が削除候補であると認識し、ディジタルＡＶ機
器８０から新たに信号入力されたデータを記録領域ＡＩＤ１に書き込むためには、ファイ
ルＦＩＤ８を削除しなければならないと判断する。
【００７４】
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ファイル管理手段６０は、ファイルＦＩＤ８を削除し、合計４０ＧＢの空き領域を確保す
ることにより、ディジタルＡＶ機器８０から信号入力されたデータを、ファイルＦＩＤ１
０００として記録領域ＡＩＤ１に書き込むことを決定する。ファイル管理手段６０は、そ
の実行をシステムコントローラ２０に命令する。
【００７５】
システムコントローラ２０は、ファイル管理手段６０から信号出力された命令を入力する
と、ＦＩＤ８を削除し、ディジタルＡＶ機器８０から入力されたデータを、ファイルＦＩ
Ｄ１０００として記録領域ＡＩＤ１に書き込む。システムコントローラ２０は、それをフ
ァイル管理手段６０に通知する。
【００７６】
ファイル管理手段６０は、システムコントローラ２０からの通知を信号入力すると、図５
に示されている空き領域管理情報を、図７に示されている空き領域管理情報に更新する。
ただし、図７は本実施の形態１における更新された空き領域管理情報の一覧図である。な
お、図７に示されているように、記録領域ＡＩＤ１の空き容量は、１０ＧＢとなる。
【００７７】
また、ファイル管理手段６０は、図６に示されている記録ファイル管理情報を、図８に示
されている記録ファイル管理情報に更新する。ただし、図８は本実施の形態１における更
新された記録ファイル管理情報の一覧図である。なお、ファイルＦＩＤ１０００の記録領
域情報、記録開始時刻、ファイルサイズ、視聴回数は、それぞれＬ１０００、２００３／
１１／０７／１２：００、３０ＧＢ、０回である。
【００７８】
つぎに、ディジタルＡＶ機器８０が、新たなデータをさらに信号入力し、複数のファイル
を選択削除するときの、本実施の形態１におけるデータ記録再生装置の動作について説明
する。ただし、その新たなデータは、サイズが９ＭＢであるようなファイルＦＩＤ１００
１として記録領域ＡＩＤ２に保存されるべき音声データである。
ディジタルＡＶ機器８０は、データ記録再生装置に対して、その新たな記録するべきデー
タおよび、記録するべきデータ量を信号として出力する。
【００７９】
システムコントローラ２０は、ディジタルＡＶ機器８０から入力された信号を解析し、そ
の新たなデータが９ＭＢのファイルとして保存される音声データであることを、ファイル
管理手段６０に通知する。
【００８０】
ファイル管理手段６０は、図２に示されているデータ分類情報を参照し、ディジタルＡＶ
機器８０から入力された音声データ信号が、音声データ記録領域として設定された記録領
域ＡＩＤ２に記録されなければならないと判断する。
【００８１】
ファイル管理手段６０は、図７に示されている空き領域管理情報を参照し、記録領域ＡＩ
Ｄ２の空き容量が新たに保存されるべきファイルのサイズ（９ＭＢ）よりも小さい０ＧＢ
であることを認識する。
【００８２】
ファイル管理手段６０は、図２に示されているような削除ファイル選択基準情報を、保持
している。ファイル管理手段６０は、記録開始時間の最も早いファイルＦＩＤ４が削除候
補であり、ファイルＦＩＤ４に次いで記録開始時間の早いファイルＦＩＤ６が削除次候補
であることを認識する。ファイル管理手段６０は、ディジタルＡＶ機器８０から信号入力
されたデータを記録領域ＡＩＤ２に書き込むためには、これらを削除しなければならない
と判断する。
【００８３】
ファイル管理手段６０は、ファイルＦＩＤ４およびファイルＦＩＤ６を削除し、合計９Ｍ
Ｂの空き領域を確保することにより、ディジタルＡＶ機器８０から信号入力されたデータ
を、ファイルＦＩＤ１００１として記録領域ＡＩＤ２に書き込むことを決定する。ファイ
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ル管理手段６０は、その実行をシステムコントローラ２０に命令する。
【００８４】
システムコントローラ２０は、ファイル管理手段６０から信号出力された命令を入力する
と、ファイルＦＩＤ４およびファイルＦＩＤ６を削除し、ディジタルＡＶ機器８０から入
力されたデータを、ファイルＦＩＤ１００１として記録領域ＡＩＤ２に書き込む。システ
ムコントローラ２０は、それをファイル管理手段６０に通知する。
【００８５】
ファイル管理手段６０は、システムコントローラ２０からの通知を信号入力すると、図７
に示されている空き領域管理情報を、図９に示されている空き領域管理情報に更新する。
ただし、図９は本実施の形態１における更新された空き領域管理情報の一覧図である。な
お、図９に示されているように、記録領域ＡＩＤ２の空き容量は、０ＧＢとなる。また、
ファイル管理手段６０は、図８に示されている記録ファイル管理情報を、図１０に示され
ている記録ファイル管理情報に更新する。ただし、図１０は本実施の形態１における更新
された記録ファイル管理情報の一覧図である。
【００８６】
つぎに、ディジタルＡＶ機器８０が、新たなデータをさらに信号入力し、ファイル管理手
段６０が自動的に削除処理を行えない場合の、本実施の形態１におけるデータ記録再生装
置の動作について説明する。ただし、その新たなデータは、サイズが３０ＧＢであるよう
なファイルＦＩＤ１００２として記録領域ＡＩＤ１に保存されるべき映像データである。
【００８７】
ディジタルＡＶ機器８０は、データ記録再生装置に対して、その新たな記録するべきデー
タおよび、記録するべきデータ量を信号として出力する。
【００８８】
システムコントローラ２０は、ディジタルＡＶ機器８０から入力された信号を解析し、そ
の新たなデータが３０ＧＢのファイルとして保存される映像データであることを、ファイ
ル管理手段６０に通知する。
【００８９】
ファイル管理手段６０は、ディジタルＡＶ機器８０から入力された信号が映像データであ
るため映像データ記録領域として設定された記録領域ＡＩＤ１に記録されなければならな
いと判断する。また、ファイル管理手段６０は、図９にも示されている空き領域管理情報
を参照し、記録領域ＡＩＤ１の空き容量が新たに保存されるべきファイルのサイズ（３０
ＧＢ）よりも小さい１０ＧＢであることを認識する。
【００９０】
ファイル管理手段６０は、図２に示されているような削除ファイル選択基準情報を保持し
ている。ところが、記録領域ＡＩＤ１に保存されているファイルＦＩＤ５、ＦＩＤ９、Ｆ
ＩＤ１０００の視聴回数は、全て０回であるために、ファイル管理手段６０は、視聴回数
が１以上でかつ記録開始時刻の最も早いのファイルを削除候補として認識することができ
ない。
【００９１】
ファイル管理手段６０は、削除候補を認識することができないことを、表示および操作手
段７０における表示部に表示させる。
【００９２】
表示された情報に基づき、ユーザーが削除次候補としてＦＩＤ９を指示すると、表示およ
び操作手段７０における操作部は、ファイルＦＩＤ９を削除次候補として指定する命令を
、ファイル管理手段６０に信号出力する。
【００９３】
ファイル管理手段６０は、表示および操作手段７０における操作部より入力された、ファ
イルＦＩＤ５を削除候補として指定する命令を入力する。
【００９４】
ところが、削除候補として指定されたファイルＦＩＤ５のサイズ（１０ＧＢ）と記録領域
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ＡＩＤ１の空き容量（１０ＧＢ）の合計は、新たに保存されるべきファイルのサイズ（３
０ＧＢ）よりも小さい２０ＧＢである。
【００９５】
ファイル管理手段６０は、図２にも示されているような削除ファイル選択基準情報を参照
し、削除候補として指定されたファイルＦＩＤ５の他に視聴回数が１以上でかつ記録開始
時刻の最も早いファイルを削除次候補として認識しようとする。
【００９６】
ところが、記録領域ＡＩＤ１に保存されている、削除候補として指定されたファイルＦＩ
Ｄ５以外のファイルＦＩＤ９、ＦＩＤ１０００の視聴回数は、ともに０回である。
【００９７】
ファイル管理手段６０は、削除次候補を認識することができないことを、表示および操作
手段７０における表示部に表示させる。
【００９８】
表示された情報に基づき、ユーザが削除次候補としてファイルＦＩＤ９を指示すると、表
示および操作手段７０における操作部は、ファイルＦＩＤ９を削除次候補として指定する
命令を、ファイル管理手段６０に信号出力する。
【００９９】
ファイル管理手段６０は、表示および操作手段７０における操作部より入力された、ファ
イルＦＩＤ９を削除次候補として指定する命令を入力する。
【０１００】
ファイル管理手段６０は、ファイルＦＩＤ５およびファイルＦＩＤ９を削除し、合計５０
ＧＢの空き領域を確保することにより、ディジタルＡＶ機器８０から信号入力されたデー
タを、ファイルＦＩＤ１００２として記録領域ＡＩＤ１に書き込むことを決定する。ファ
イル管理手段６０は、その実行をシステムコントローラ２０に命令する。
【０１０１】
システムコントローラ２０は、ファイル管理手段６０から信号出力された命令を入力する
と、ファイルＦＩＤ５およびファイルＦＩＤ９を削除し、ディジタルＡＶ機器８０から入
力されたデータを、ファイルＦＩＤ１００２として記録領域ＡＩＤ１に書き込む。システ
ムコントローラ２０は、それをファイル管理手段６０に通知する。
【０１０２】
ファイル管理手段６０は、システムコントローラ２０からの通知を信号入力すると、図９
に示されている空き領域管理情報を、図１１に示されている空き領域管理情報に更新する
。ただし、図１１は本実施の形態１における更新された空き領域管理情報の一覧図である
。また、ファイル管理手段６０は、図１０に示されている記録ファイル管理情報を、図１
２に示されている記録ファイル管理情報に更新する。ただし、図１２は本実施の形態１に
おける更新された記録ファイル管理情報の一覧図である。
【０１０３】
このようにして、データの種類ごとに適切なファイルの保存、削除などの管理を行うこと
ができる。
【０１０４】
（実施の形態２）
はじめに、図１３を参照しながら、本実施の形態２におけるデータ記録再生装置の構成に
ついて説明する。ただし、図１３は、本実施の形態２におけるデータ記録再生装置の構成
図である。
【０１０５】
ファイル管理手段１６０は、空き領域管理情報、記録ファイル管理情報、および削除ファ
イル選択基準情報などを参照し、ファイルの保存、削除などを管理する手段である。
【０１０６】
削除ファイル選択基準情報設定手段１６１は、削除候補を記録領域設定手段５０によって
設定された記録領域ごとに選択するための削除ファイル選択基準情報を、ユーザが設定す
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るための手段である。
【０１０７】
データ分類情報設定手段１６２は、書き込みを行うデータの分類を、記録領域設定手段５
０によって設定された記録領域ごとに設定するためのデータ分類情報を、ユーザが設定す
るための手段である。
【０１０８】
表示および操作手段１７０は、ファイル管理手段１６０が新しいデータの書き込みを行え
ない場合に、その新しいデータの書き込みを行えないことを外部に表示する表示部、およ
びそのような表示に対する外部からの操作を受容する操作部をもつ手段である。
【０１０９】
このような構成を有する、本実施の形態２におけるデータ記録再生装置の動作について、
図１３～１７を参照しながら説明する。ただし、図１４は本実施の形態２におけるデータ
分類情報および削除ファイル選択基準情報の一覧図である。
【０１１０】
記録領域設定手段１５０は、ディスク３１上に二つの論理的な記録領域ＡＩＤ１、ＡＩＤ
２を設定するための命令を、ユーザの指示により、記録再生手段３０に入力する。記録再
生手段３０は、記録領域設定手段１５０からの命令を入力すると、ディスク３１上に二つ
の論理的な記録領域ＡＩＤ１、ＡＩＤ２を設定する。ただし、記録領域ＡＩＤ１、ＡＩＤ
の記録容量は、それぞれ２０ＧＢ、８０ＧＢである。なお、記録再生手段３０は、ディス
ク３１上に二つの論理的な記録領域ＡＩＤ１、ＡＩＤ２が設定されたことを、ファイル管
理手段１６０に通知する。
【０１１１】
データ分類情報設定手段１６２は、書き込みを行うデータの分類を記録領域ＡＩＤ１、Ａ
ＩＤ２ごとに設定するためのデータ分類情報を、ユーザの指示により、ファイル管理手段
１６０に入力する。ただし、本実施の形態２におけるデータ分類情報は、各記録領域ＡＩ
Ｄ１、ＡＩＤ２において、ファイルをさらに分類してグループ化するための詳細な設定（
以下これをデータ詳細分類と呼ぶことがある）を含んでいる。
【０１１２】
すなわち、データ分類情報設定手段１６２は、記録領域ＡＩＤ１には音声データのみが書
き込まれ、記録領域ＡＩＤ１に保存されるファイルは同一の記録日をもつもの同士がグル
ープ化されるような設定を、ファイル管理手段１６０に通知する。また、データ分類情報
設定手段１６２は、記録領域ＡＩＤ２には映像データのみが書き込まれ、記録領域ＡＩＤ
２に保存されるファイルは同一の視聴回数をもつもの同士がグループ化されるような設定
を、ファイル管理手段１６０に通知する。
【０１１３】
削除ファイル選択基準情報設定手段１６１は、新しいデータの書き込みにともない削除さ
れるファイルを記録領域ＡＩＤ１、ＡＩＤ２ごとに選択するための削除ファイル選択基準
情報を、ユーザの指示により、ファイル管理手段１６０に入力する。ただし、本実施の形
態２における削除ファイル選択基準情報は、各記録領域ＡＩＤ１、ＡＩＤ２において、複
数のファイルを一括して削除するための詳細な設定を含んでいる。
【０１１４】
すなわち、削除ファイル選択基準情報設定手段１６１は、記録領域ＡＩＤ１においては記
録時刻の最も早いファイルと同一のグループに属するファイルが一括して削除されるよう
な設定を、ファイル管理手段６０に通知する。また、削除ファイル選択基準情報設定手段
６１は、記録領域ＡＩＤ２においては視聴回数の最も多いファイルと同一のグループに属
するファイルが一括して削除されるような設定を、ファイル管理手段６０に通知する。
【０１１５】
本実施の形態２におけるデータ記録再生装置は、所定の記録領域における空き容量が新た
に書き込まれるデータのサイズよりも大きいときには、データ分類情報による設定にした
がってデータの書き込みを行う。その書き込み動作は、（実施の形態１）において詳細に
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述べられた書き込み動作と同様である。
【０１１６】
本実施の形態２におけるデータ記録再生装置は、このようにして、記録再生手段３０に搭
載されたディスク３１上へのデータの書き込みを続け、記録領域ＡＩＤ１には、ファイル
ＦＩＤ１、ＦＩＤ２、…、ＦＩＤ９９９が保存される。また、記録領域ＡＩＤ２には、フ
ァイルＦＩＤ６、ＦＩＤ７、…、ＦＩＤ９９８が保存される。
【０１１７】
ファイル管理手段１６０は、空き領域管理情報および記録ファイル管理情報を保持してい
る。なお、空き領域管理情報は、記録容量、記録済容量、および空き容量から構成されて
おり、記録ファイル管理情報は、記録領域情報、記録開始時刻、ファイルサイズ、視聴回
数、およびデータ詳細分類から構成されているが、これらは、ともに図１５に示されてい
る。ただし、図１５は、本実施の形態２における更新された空き領域管理情報および記録
ファイル管理情報の一覧図である。なお、たとえば、記録領域ＡＩＤ１においては、同一
の記録日（すなわち２０００／０１／０２）をもつファイルＦＩＤ１、ＦＩＤ２、ＦＩＤ
３がグループＧＩＤ１に属している。
【０１１８】
つぎに、ディジタルＡＶ機器８０が、新たなデータをさらに信号入力するときの、本実施
の形態２におけるデータ記録再生装置の動作について説明する。ただし、その新たなデー
タは、サイズが１３ＭＢであるようなファイルＦＩＤ１０００として記録領域ＡＩＤ１に
保存されるべき音声データである。
【０１１９】
ディジタルＡＶ機器８０は、データ記録再生装置に対して、記録するべきデータおよび、
記録するべきデータ量を信号として出力する。システムコントローラ２０は、ディジタル
ＡＶ機器８０から入力された信号を解析し、そのデータが１３ＭＢのファイルとして保存
されるべき音声データであることをファイル管理手段１６０に通知する。
【０１２０】
ファイル管理手段１６０は、図１４に示されているデータ分類情報を参照し、ディジタル
ＡＶ機器８０から入力された音声データ信号が、音声データ記録領域として設定された記
録領域ＡＩＤ１に記録されなければならないと判断する。
【０１２１】
また、ファイル管理手段１６０は、図１５に示されている空き領域管理情報を参照し、記
録領域ＡＩＤ１の空き容量が新たに保存されるべきファイルのサイズ（１３ＭＢ）よりも
小さい０ＧＢであることを認識する。
【０１２２】
図１５に示されているように、記録領域ＡＩＤ１において記録時刻の最も早いファイルＦ
ＩＤ１と同一の記録日をもつファイルは、図１４に示されているデータ分類情報の設定に
したがって、グループＧＩＤ１を形成するようにグループ化されている。
【０１２３】
ファイル管理手段１６０は、図１４に示されている削除ファイル選択基準情報を参照し、
グループＧＩＤ１に属するファイルＦＩＤ１、ＦＩＤ２、ＦＩＤ３が削除候補であること
を認識する。
【０１２４】
ファイル管理手段１６０は、ファイルＦＩＤ１、ＦＩＤ２、ＦＩＤ３を削除し、合計１３
ＭＢの空き領域を確保することにより、ディジタルＡＶ機器８０から信号入力されたデー
タを、ファイルＦＩＤ１０００として記録領域ＡＩＤ１に書き込むことを決定する。ファ
イル管理手段１６０は、その実行をシステムコントローラ２０に命令する。
【０１２５】
システムコントローラ２０は、ファイル管理手段１６０から信号出力された命令を入力す
ると、ファイルＦＩＤ１、ＦＩＤ２、ＦＩＤ３を削除し、ディジタルＡＶ機器８０から入
力されたデータを、ファイルＦＩＤ１０００として記録領域ＡＩＤ１に書き込む。システ
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ムコントローラ２０は、それをファイル管理手段１６０に通知する。
【０１２６】
ファイル管理手段１６０は、システムコントローラ２０からの通知を信号入力すると、図
１５に示されている空き領域管理情報および記録ファイル管理情報を、図１６に示されて
いる空き領域管理情報および記録ファイル管理情報にそれぞれ更新する。ただし、図１６
は、本実施の形態２における更新された空き領域管理情報および記録ファイル管理情報の
一覧図である。
【０１２７】
つぎに、ディジタルＡＶ機器８０が、新たなデータをさらに信号入力するときの、本実施
の形態２におけるデータ記録再生装置の動作について説明する。ただし、その新たなデー
タは、サイズが５ＧＢであるようなファイルＦＩＤ１００１として記録領域ＡＩＤ１に保
存されるべき映像データである。
【０１２８】
システムコントローラ２０は、ディジタルＡＶ機器８０から入力された信号を解析し、そ
の新たなデータが５ＧＢのファイルとして保存される映像データであることを、ファイル
管理手段１６０に通知する。
【０１２９】
ファイル管理手段１６０は、図１４に示されているデータ分類情報を参照し、ディジタル
ＡＶ機器８０から入力された信号が記録領域ＡＩＤ２に記録されなければならないと判断
する。
【０１３０】
また、ファイル管理手段１６０は、図１６に示されている空き領域管理情報を参照し、記
録領域ＡＩＤ２の空き容量が新たに保存されるべきファイルのサイズ（５ＧＢ）よりも小
さい２ＧＢであることを認識する。
【０１３１】
図１６に示されているように、記録領域ＡＩＤ２において視聴回数の最も多いファイルは
、図１４に示されているデータ分類情報の設定にしたがって、グループＧＩＤ３を形成す
るようにグループ化されている。なお、視聴回数が同一のファイルがこのようにグループ
化されているために、（実施の形態１）において説明されたようなユーザとの対話は、以
下の動作において不要である。
【０１３２】
ファイル管理手段１６０は、図１４に示されている削除ファイル選択基準情報を参照し、
グループＧＩＤ３に属するファイルＦＩＤ６、ＦＩＤ７が削除候補であることを認識する
。
【０１３３】
ファイル管理手段１６０は、ファイルＦＩＤ６、ＦＩＤ７を削除し、合計６ＭＢの空き領
域を確保することにより、ディジタルＡＶ機器８０から信号入力されたデータを、ファイ
ルＦＩＤ１００１として記録領域ＡＩＤ２に書き込むことを決定する。ファイル管理手段
１６０は、その実行をシステムコントローラ２０に命令する。
【０１３４】
システムコントローラ２０は、ファイル管理手段１６０から信号出力された命令を入力す
ると、ファイルＦＩＤ６、ＦＩＤ７を削除し、ディジタルＡＶ機器８０から入力されたデ
ータを、ファイルＦＩＤ１００１として記録領域ＡＩＤ２に書き込む。システムコントロ
ーラ２０は、それをファイル管理手段１６０に通知する。ファイル管理手段１６０は、シ
ステムコントローラ２０からの通知を信号入力すると、図１６に示されている空き領域管
理情報および記録ファイル管理情報を、図１７に示されている空き領域管理情報および記
録ファイル管理情報にそれぞれ更新する。ただし、図１７は、本実施の形態２における更
新された空き領域管理情報および記録ファイル管理情報の一覧図である。
【０１３５】
このようにして、複数の不要なファイルを一括して適切に削除することにより、大きな空
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き領域を確実に確保することができる。
【０１３６】
なお、本発明におけるディスク３１は、上述した実施の形態におけるように論理的な記録
領域を設定される必要はなく、任意の個数だけの論理的な記録領域を、各記録領域が任意
の記録容量をもつように設定されてもよい。
【０１３７】
また、本発明におけるエンコーダ回路４０のもつアナログＡＶ信号入力用の入力端子（図
示省略）には、アナログＡＶ信号を入力することのできる信号入力装置が接続されていて
もよい。
【０１３８】
また、本発明におけるインターフェース回路１０には、図１８に示されているように、Ｓ
ＴＢ（Ｓｅｔ　Ｔｏｐ　Ｂｏｘ、衛星放送受信器）１８１とＩＥＥＥ１３９４バスによっ
て接続されたＰＣ（パーソナル・コンピュータ）１８０が接続されていてもよい。ただし
、図１８は、本発明の実施の形態で説明されるデータ記録再生装置および周辺機器の構成
図である。
【０１３９】
また、本発明におけるデータ分類情報は、上述した実施の形態におけるように専用のデー
タ分類情報設定手段を利用して設定される必要はなく、ＰＣ１８０（図１８に示されてい
る）のキーボードからの入力操作により設定された情報を、コマンドパラメータとしてＰ
Ｃ１８０から受信し、データ分類情報として設定してもよい。
【０１４０】
また、本発明における削除ファイル選択基準情報は、上述した実施の形態におけるように
専用の削除ファイル選択基準情報設定手段を利用して設定される必要はなく、ＰＣ１８０
（図１８に示されている）のキーボードからの入力操作により設定された情報を、コマン
ドパラメータとしてＰＣ１８０から受信し、削除ファイル選択基準情報として設定しても
よい。
【０１４１】
また、本発明におけるデータ記録再生装置では、記録するべきデータとともに記録するべ
きデータ量が入力されているが、記録するべきデータ量は入力されなくてもよい。記録す
るべきデータ量が入力されない場合、本発明におけるデータ記録再生装置は、ディジタル
ＡＶ機器８０から入力されたデータを随時ディスク３１にファイルとして記録していく。
ファイル管理手段６０は、該当の記録領域の空き容量をチェックし、空き容量が所定値未
満になったとき、ファイルを選択削除して所定値以上の空き容量を確保する。
【０１４２】
また、本発明のデータ記録再生装置の各構成要素の機能を専用のハードウェアで実現して
もよいし、コンピュータのプログラムによってソフトウェア的に実現してもよい。
【０１４３】
また、本発明におけるデータ分類情報のデータ分類は、上述した実施の形態におけるよう
に映像データ、音声データ、静止画データである必要はなく、たとえばデータのコンテン
ツに依存する概念などであってもよく、要するに、データ分類を与える概念であればよい
。
【０１４４】
また、本発明におけるデータ分類情報のデータ詳細分類は、上述した実施の形態における
ように記録日、視聴回数である必要はなく、たとえばデータのコンテンツに依存する概念
などであってもよく、要するに、データ分類を詳細に与える概念であればよい。
【０１４５】
また、本発明における削除ファイル選択基準情報の削除ファイル選択基準は、上述した実
施の形態におけるように視聴回数、記録時刻、禁止、あるいはこれらとデータ詳細分類の
組合せである必要はなく、たとえばデータのコンテンツに依存する概念、あるいはこれと
データ詳細分類の組合せなどであってもよく、要するに、削除ファイル選択基準を与える
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概念であればよい。
【０１４６】
また、本発明におけるデータ分類情報および削除ファイル選択基準情報は、上述した実施
の形態におけるように設定後の変更を行わない必要はなく、いつでも任意に変更を行えば
よい。
【０１４７】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、請求項１に対応する第一の本発明は、データの種類ごと
に適切なファイルの保存、削除などの管理を行うことを特徴とするデータ記録再生装置を
提供することができる。
【０１４８】
請求項２に対応する第二の本発明は、上記効果に加えて、より適切にファイルの保存およ
び削除を行うことを特徴とするデータ記録再生装置を提供することができる。
【０１４９】
請求項３に対応する第三の本発明は、上記効果に加えて、より適切に不要なファイルの選
択削除を行うことを特徴とするデータ記録再生装置を提供することができる。
【０１５０】
請求項４に対応する第四の本発明は、上記効果に加えて、確実に空き領域を確保すること
を特徴とするデータ記録再生装置を提供することができる。
【０１５１】
請求項５に対応する第五の本発明は、上記効果に加えて、詳細にファイルの分類を行うこ
とを特徴とするデータ記録再生装置を提供することができる。
【０１５２】
請求項６に対応する第六の本発明は、データの種類ごとに適切なファイルの保存、削除な
どの管理を行うことを特徴とするプログラム記録媒体を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１で説明されるデータ記録再生装置の構成図である。
【図２】本発明の実施の形態１で説明されるデータ分類情報および削除ファイル選択基準
情報の一覧図である。
【図３】本発明の実施の形態１で説明される空き領域管理情報の一覧図である。
【図４】本発明の実施の形態１で説明される空き領域管理情報および記録ファイル管理情
報の一覧図である。
【図５】本発明の実施の形態１で説明される空き領域管理情報の一覧図およびその模式図
である。
【図６】本発明の実施の形態１で説明される記録ファイル管理情報の一覧図である。
【図７】本発明の実施の形態１で説明される空き領域管理情報の一覧図である。
【図８】本発明の実施の形態１で説明される記録ファイル管理情報の一覧図である。
【図９】本発明の実施の形態１で説明される空き領域管理情報の一覧図である。
【図１０】本発明の実施の形態１で説明される記録ファイル管理情報の一覧図である。
【図１１】本発明の実施の形態１で説明される空き領域管理情報の一覧図である。
【図１２】本発明の実施の形態１で説明される記録ファイル管理情報の一覧図である。
【図１３】本発明の実施の形態２で説明されるデータ記録再生装置の構成図である。
【図１４】本発明の実施の形態２で説明されるデータ分類情報および削除ファイル選択基
準情報の一覧図である。
【図１５】本発明の実施の形態２で説明される空き領域管理情報および記録ファイル管理
情報の一覧図である。
【図１６】本発明の実施の形態２で説明される空き領域管理情報および記録ファイル管理
情報の一覧図である。
【図１７】本発明の実施の形態２で説明される空き領域管理情報および記録ファイル管理
情報の一覧図である。
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【図１８】本発明の実施の形態で説明されるデータ記録再生装置および周辺機器の構成図
である。
【図１９】従来の技術によるデータ記録再生装置の構成図である。
【図２０】従来の技術による空き領域管理情報および記録ファイル管理情報の一覧図であ
る。
【図２１】従来の技術による空き領域管理情報および記録ファイル管理情報の一覧図であ
る。
【符号の説明】
１０　インターフェース回路
２０　システムコントローラ
２１　バッファ制御回路
２２　バッファＲＡＭ
３０　記録再生手段
３１　ディスク
４０　エンコーダ回路
４１　デコーダ回路
５０　記録領域設定手段
６０　ファイル管理手段
６１　削除ファイル選択基準情報設定手段
６２　データ分類情報設定手段
７０　表示および操作手段
８０　ディジタルＡＶ機器
１６０　ファイル管理手段
１６１　削除ファイル選択基準情報設定手段
１６２　データ分類情報設定手段
１７０　表示および操作手段
１８０　ＰＣ
１８１　ＳＴＢ
２６０　ファイル管理手段
２６１　削除ファイル選択基準情報設定手段
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】
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