
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リアルタイムに提供される映像音声データを入力する入力手段と、
　内蔵された第２の情報記録媒体と、
　前記入力手段により入力される映像音声データを着脱可能な第１の情報記録媒体に対し
て記録し、又はこの第１の情報記録媒体に記録された映像音声データを再生する第１の記
録再生手段と、
　前記入力手段により入力される映像音声データを前記第２の情報記録媒体に対して記録
し、又はこの第２の情報記録媒体に記録された映像音声データを再生する第２の記録再生
手段と、
　前記第１の情報記録媒体に対する記録準備が完了していない状態で、前記第１の情報記
録媒体に対する記録が指示されると、前記第１の情報記録媒体の替わりに、前記第２の記
録再生手段により前記第２の情報記録媒体に対して、前記入力手段から入力される目的の
映像音声データを記録させる第１の記録制御手段と、
　前記第１の記録制御手段により記録制御されているとき、前記第１の情報記録媒体に対
する記録準備が完了すると、前記第１の記録再生手段により前記第１の情報記録媒体に対
して、前記入力手段から入力される目的の映像音声データを記録させる第２の記録制御手
段と、
　前記第２の記録制御手段の記録制御により、目的の映像音声データの記録が完了した後
、前記第１の記録制御手段により前記第２の情報記録媒体に記録された目的の映像音声デ
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ータを読出し、この読み出された目的の映像音声データを前記第１の記録再生手段により
前記第１の情報記録媒体に記録させる第３の記録制御手段と、
　前記第２の記録制御手段の記録制御、及び前記第３の記録制御手段の記録制御により、
前記第１の情報記録媒体に記録された目的の映像音声データのリンクを示すリンクデータ
を前記第１の記録再生手段により前記第１の情報記録媒体に記録させる第４の記録制御手
段と、
　を備えたことを特徴とする情報即時記録装置。
【請求項２】
　前記第４の記録制御手段は、前記第２の記録制御手段の記録制御により前記第１の情報
記録媒体に記録された目的の映像音声データよりも、前記第３の記録制御手段の記録制御
により前記第１の情報記録媒体に記録された目的の映像音声データを先に再生させるファ
イルシステムを、前記第１の記録再生手段により前記第１の情報記録媒体上に構築させる
ことを特徴とする請求項１に記載の情報即時記録装置。
【請求項３】
　前記第４の記録制御手段は、前記第２の記録制御手段の記録制御により前記第１の情報
記録媒体に記録された目的の映像音声データよりも、前記第３の記録制御手段の記録制御
により前記第１の情報記録媒体に記録された目的の映像音声データを先に再生させるプロ
グラムチェーン情報を、前記第１の記録再生手段により前記第１の情報記録媒体上に構築
させることを特徴とする請求項１に記載の情報即時記録装置。
【請求項４】
　前記第１及び第２の記録再生手段は、ＣＤＡ単位で映像音声データを記録することを特
徴とする請求項１に記載の情報即時記録装置。
【請求項５】

【請求項６】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、ハードディスク等に対して情報を記録するとともに、このハードディスク等
に記録された情報を再生し、さらにはＤＶＤ（ Digital versatile Disk）などの記録媒体
に対して情報を記録するとともに、このＤＶＤに記録された情報を再生することも可能な
情報記録装置に関する。特に、電源投入時やＤＶＤ交換時に情報の記録落ちを無くすよう
にした情報即時記録装置及び情報即時記録方法に関する。
【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
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　着脱可能な第１の情報記録媒体に対する記録準備が完了していない状態で、前記第１の
情報記録媒体に対する記録が指示されると、前記第１の情報記録媒体の替わりに、内蔵さ
れた第２の情報記録媒体に対して、目的の映像音声データを記録させる第１の工程と、
　前記第１の工程による記録が継続しているとき、前記第１の情報記録媒体に対する記録
準備が完了すると、前記第１の情報記録媒体に対して、目的の映像音声データを記録させ
る第２の工程と、
　前記第２の工程の記録により、目的の映像音声データの記録が完了した後、前記第１の
工程により前記第２の情報記録媒体に記録された目的の映像音声データを読出し、この読
み出された目的の映像音声データを前記第１の情報記録媒体に記録させる第３の工程と、
　前記第２の工程による記録、及び前記第３の工程による記録により、前記第１の情報記
録媒体に記録された目的の映像音声データのリンクを示すリンクデータを前記第１の情報
記録媒体に記録させる第４の工程と、
　を備えたことを特徴とする情報即時記録方法。

　前記記録準備が完了していない状態とは、電源が投入された直後であることを特徴とす
る請求項１に記載の情報即時記録装置。



装置が開発されている。この装置は、例えばＬＤや、ビデオＣＤ再生装置などの様に、映
画ソフトを鑑賞したり、カラオケ等を楽しんだりする目的で、一般に普及されている。
【０００３】
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規格が提案された。
【０００４】
この規格は、ＭＰＥＧ２システムレイヤに従って、動画圧縮方式にＭＰＥＧ２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。さらに、映画やカラオケ等の字幕用としてビットマップデータをランレ
ングス圧縮した副映像データを取り扱うことができるようになっている。さらに、この規
格では、再生装置との関係では、早送り逆送りなどの特殊再生用コントロールデータ（ナ
ビパック）を追加して構成されている。
【０００５】
さらにまたこの規格では、コンピュータでディスクのデータを読むことが出来るように、
ＩＳ０９６６０とマイクロＵＤＦの規格をサポートしている。
【０００６】
また、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（記録容量約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。
【０００７】
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
格が完成しつつあり、検証作業も終了している。
【０００８】
この規格は、現在発売されているＤＶＤ－ビデオの規格を元に考えられている。さらに、
そのＲＴＲ－ＤＶＤに対応したファイルシステムも現在規格化されている。
【０００９】
また、記録再生装置に内蔵されたハードディスクドライブ（ＨＤＤ）を利用し、放送信号
を記録再生するものも登場している。ハードディスクドライブでは、例えば１００Ｇバイ
ト以上のデータが記録可能なものもある。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
ハードディスクドライブに情報を記録するハードディスク装置と、ＤＶＤに情報を記録す
るＤＶＤ装置とを、それぞれ単独で考慮した場合、いずれにも長所と短所がある。
【００１１】
ハードディスク装置の場合は、通常の使用形態では、ハードディスクが装置に内蔵されて
おり、外部に取り出すことができない。このために、無限にデータを保存することは不可
能である。いつかは、記録領域の残量が不足することになる。また、装置の外部に取り出
すことができないために、ハードディスクに記録されたデータを他の装置で再生すること
ができない。
【００１２】
一方、ＤＶＤ装置の場合、ハードディスクに比べて記憶容量は少ない。しかしＤＶＤは装
置から着脱可能であり、いつでも持ち運びできる。
【００１３】
この発明の目的は、上記したような事情に鑑み成されたものであって、下記の情報即時記
録装置及び情報即時記録方法を提供することにある。
【００１４】
（１）ハードディスクとＤＶＤの両者の利点を生かし、ＤＶＤに対する記録準備が完了し
ていない状態でも、仮想的にＤＶＤに対して情報を即時記録することが可能な情報即時記
録装置。
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【００１５】
（２）ハードディスクとＤＶＤの両者の利点を生かし、ＤＶＤに対する記録準備が完了し
ていない状態でも、仮想的にＤＶＤに対して情報を即時記録することが可能な情報即時記
録方法。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決し目的を達成するために、この発明の情報即時記録装置及び情報即時記録
方法は、以下のように構成されている。
【００１７】
（１）この発明の情報即時記録装置は、リアルタイムに提供される映像音声データを入力
する入力手段と、内蔵された第２の情報記録媒体と、前記入力手段により入力される映像
音声データを着脱可能な第１の情報記録媒体に対して記録し、又はこの第１の情報記録媒
体に記録された映像音声データを再生する第１の記録再生手段と、前記入力手段により入
力される映像音声データを前記第２の情報記録媒体に対して記録し、又はこの第２の情報
記録媒体に記録された映像音声データを再生する第２の記録再生手段と、前記第１の情報
記録媒体に対する記録準備が完了していない状態で、前記第１の情報記録媒体に対する記
録が指示されると、前記第１の情報記録媒体の替わりに、前記第２の記録再生手段により
前記第２の情報記録媒体に対して、前記入力手段から入力される目的の映像音声データを
記録させる第１の記録制御手段と、前記第１の記録制御手段により記録制御されていると
き、前記第１の情報記録媒体に対する記録準備が完了すると、前記第１の記録再生手段に
より前記第１の情報記録媒体に対して、前記入力手段から入力される目的の映像音声デー
タを記録させる第２の記録制御手段と、前記第２の記録制御手段の記録制御により、目的
の映像音声データの記録が完了した後、前記第１の記録制御手段により前記第２の情報記
録媒体に記録された目的の映像音声データを読出し、この読み出された目的の映像音声デ
ータを前記第１の記録再生手段により前記第１の情報記録媒体に記録させる第３の記録制
御手段と、前記第２の記録制御手段の記録制御、及び前記第３の記録制御手段の記録制御
により、２度にわたり前記第１の情報記録媒体に記録された目的の映像音声データのリン
クを示すリンクデータを前記第１の記録再生手段により前記第１の情報記録媒体に記録さ
せる第４の記録制御手段とを備えている。
【００１８】
（２）この発明の情報即時記録方法は、着脱可能な第１の情報記録媒体に対する記録準備
が完了していない状態で、前記第１の情報記録媒体に対する記録が指示されると、前記第
１の情報記録媒体の替わりに、内蔵された第２の情報記録媒体に対して、目的の映像音声
データを記録させる第１の工程と、前記第１の工程による記録が継続しているとき、前記
第１の情報記録媒体に対する記録準備が完了すると、前記第１の情報記録媒体に対して、
目的の映像音声データを記録させる第２の工程と、前記第２の工程の記録により、目的の
映像音声データの記録が完了した後、前記第１の工程により前記第２の情報記録媒体に記
録された目的の映像音声データを読出し、この読み出された目的の映像音声データを前記
第１の情報記録媒体に記録させる第３の工程と、前記第２の工程による記録、及び前記第
３の工程による記録により、２度にわたり前記第１の情報記録媒体に記録された目的の映
像音声データのリンクを示すリンクデータを前記第１の情報記録媒体に記録させる第４の
工程とを備えている。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００２０】
図１は、この発明を適用した記録再生装置（情報即時記録装置）の一実施の形態を示す図
である。図１の各ブロックを大きく分けると、左側には記録部の主なブロックを示し、右
側には再生部の主なブロックを示している。この図１の各部のブロックについては後で詳
しく説明する。
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【００２１】
図２は、ＤＶＤシステムのディレクトリ構造の一部を示している。
【００２２】
図２は、ＤＶＤシステムの特にリアルタイムレコーディングＤＶＤ（ＲＴＲ－ＤＶＤ）の
ディレクトリ（ここではＤＶＤ＿ＲＴＡＶと示している）構造について示している。
【００２３】
ディレクトリ（ＤＶＤ＿ＲＴＡＶ）内には、ビデオマネジャーファイルとしてのＶＲ＿Ｍ
ＡＮＧＲ．ＩＦＯ、ムービービデオファイルとしてのＶＲ＿ＭＯＶＩＥ．ＶＲＯ、スチル
ピクチャービデオファイルとしてのＶＲ＿ＳＴＩＬＬ．ＶＲＯ、スチルピクチャービデオ
ファイルとしてのＶＲ＿ＡＵＤＩＯ．ＶＲＯ、ビデオマネージャーのバックアップとして
のＶＲ＿ＭＡＮＧＲ．ＢＵＰの各ファイルが存在する。
【００２４】
ＶＲ＿ＭＡＮＧＥＲ．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。
【００２５】
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。このＶＲ＿ＭＯＶＩＥ．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。またこのとき、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。
【００２６】
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
ーＡＶファイルである。
【００２７】
また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。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。
【００２８】
ＶＲ＿ＭＡＮＧＲ．ＢＵＰは、ＶＲ＿ＭＡＮＧＲ．ＩＦＯのバックアップファイルである
。
【００２９】
図３（Ａ）は、上記のＶＲ＿ＭＯＶＩＥ．ＶＲＯのファイル構造を示している。
【００３０】
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、ＲＤ
Ｉパック、Ｖパック、Ａパック等が存在する。
【００３１】
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。
【００３２】
図３（Ｂ）は、Ｖパックとの関係によるＭＰＥＧ２方式に基づくビデオデータのフォーマ
ットを示している。
【００３３】
グループオブピクチャー（ＧＯＰ）は、複数のビデオフレームが用いられて圧縮された単
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位であり、その先頭にはシーケンスヘッダが付加されている。シーケンスヘッダには、シ
ーケンスヘッダの開始コード（ＳＨＣ）、画素の縦のライン数（ＨＳ），画素の横のライ
ン数（ＶＳ），アスペクト比（ＰＡＲ）などが記述されている。
【００３４】
図４に示すＲＤＩパックはリアルタイムデータインフォーメーションパック（ＲＤＩ＿Ｐ
ＣＫ）と称されるもので、リアルタイムジェネラル情報（ＲＤＩ＿ＧＩ），ディスプレイ
コントロール及びコピーコントロール情報（ＤＣＩ＿ＣＣＩ）、製造者情報（ＭＮＦＩ）
などを含む。
【００３５】
リアルタイムジェネラル情報（ＲＤＩ＿ＧＩ）は、これが属するＶＯＢＵの最初のフィー
ルドが再生される開始時間を示す情報、つまりＶＯＢＵ＿Ｓ＿ＰＴＭと、当該ＶＯＢＵの
記録時を示す情報、つまりＶＯＢＵ＿ＲＥＣ＿ＴＭとを含む。
【００３６】
ディスプレイコントロール及びコピーコントロール情報（ＤＣＩ＿ＣＣＩ）は、ディスプ
レイコントロール情報（ＤＣＩ）及びコピーコントロール情報（ＣＣＩ）のステータスを
示す（ＤＣＩ＿ＣＣＩ＿ＳＳ）と、ディスプレイコントロール情報（ＤＣＩ）自身と、コ
ピーコントロール情報（ＣＣＩ）自身を含む。
【００３７】
（ＤＣＩ＿ＣＣＩ＿ＳＳ）のうちディスプレイコントロール情報ステータス（ＤＣＩ＿Ｓ
Ｓ）は、第 1のエリアであり、有効なアスペクト比情報のみが存在する場合（０１ｂ）、
有効なアスペクト比、サブタイトルモード、フィルムカメラモードが存在する場合（１１
ｂ）を識別している。
【００３８】
ディスプレイコントロール情報（ＤＣＩ）は、アスペクト比情報、サブタイトルモード情
報、フィルムカメラモードを含む。
【００３９】
アスペクト比情報は、アスペクト比が４：３の場合（０００ｂ）、アスペクト比が１６：
９の場合（０００１ｂ）を示している。更にソースピクチャーがレターボックスの場合、
１０００ｂ（レターボックス（１４：９）であるがスクリーンセンター配置）、０１００
ｂ（レターボックス（１４：９）であるがスクリーントップ配置）、１１０１ｂ（レター
ボックス（１６：９）であるがスクリーンセンター配置）、００１０ｂ（レターボックス
（１６：９）であるがスクリーントップ配置）、１０１０ｂ（レターボックス（＞１６：
９）であるがスクリーンセンター配置）、０１１１ｂ（１４：９フルフォーマットでセン
ター配置）を識別している。
【００４０】
サブタイトルモードは、サブタイトルが開かない（００ｂ）、サブタイトルがアクティブ
イメージエリア内にある（０１ｂ）、サブタイトルがアクティブイメージエリアの外にあ
る（１０ｂ）を識別している。
【００４１】
フィルムカメラモードは、カメラモード（０ｂ）、フィルムモード（１ｂ）を識別してい
る。
【００４２】
図５には、ビデオマネージャー（ＶＭＧ）の階層構造を示し、その中でデータ再生順序を
管理する系統について詳しく示している。
【００４３】
ビデオファイルに記録されたデータ再生順序は、図５に示すような、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（Ｃｅｌｌ）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
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ＰＧＣＩ（ＯＲＧ＿ＰＧＣＩ），もう１つはユーザディファインドＰＧＣテーブル（ＵＤ
＿ＰＧＣＩＴ）である。
【００４４】
上記のように規格化されているディスクの記録再生装置について、再度図１に戻り説明す
る。
【００４５】
図１に示す記録再生装置における再生処理は、プログラムの再生順序を示すプログラムチ
ェーン情報（ＰＧＣＩ）に従って行われ、このＰＧＣＩでは、複数のプログラム（ＰＧ）
を指定することができ、このＰＧＣＩにはセルインフォメーション（ＣＩ）が定義されて
いる。そしてＣＩによりセルエントリーポイント（Ｃ＿ＥＰＩ）が指定され、再生すべき
対象となるＶＯＢが特定されることになる。また、記録順に再生するための特別なＰＧＣ
をオリジナルＰＧＣと称し、このオリジナルＰＧＣの情報は、ＯＲＧ＿ＰＧＣＩとして記
録されている。さらに、このときのビデオデータの属性情報（解像度情報、アスペクト情
報、音声属性情報など）は、ＶＭＧＩ内のストリームインフォメーション（ＳＴＩ）に記
録される。また、上記したパックは、データ転送処理を行なう最小単位である。さらに、
論理上の処理を行なう最小単位はセル単位で、論理上の処理はこの単位で行わる。したが
って、録画が行われるときは、上記のフォーマットに合致する形式に記録信号が変換され
る。
【００４６】
情報記録再生装置は、ハーディスクドライブ装置２００１と、ビデオファイルを構築でき
る情報記憶媒体である光ディスク１００１を回転駆動し、この光ディスク１００１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５
０と、再生側を構成するデコーダ部６０と、装置本体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。
【００４７】
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。
【００４８】
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からのアナログビデオ信号＋アナロ
グ音声信号が入力される。
【００４９】
ＡＤＣ５２は、入力されたアナログビデオ信号を、例えばサンプリング周波数１３．５Ｍ
Ｈｚ、量子化ビット数８ビットでデジタル化する。すなわち、輝度成分Ｙ、色差成分Ｃｒ
（またはＹ－Ｒ）及び色差成分Ｃｂ（またはＹ－Ｂ）が、それぞれ８ビットで量子化され
ることになる。
【００５０】
同様に、ＡＤＣ５２は、入力されたアナログオーディオ信号を、例えばサンプリング周波
数４８ｋＨｚ、量子化ビット数１６ビットでデジタル化する。
【００５１】
なお、ＡＤＣ５２にデジタルビデオ信号やデジタルオーディオ信号が入力されるときは、
ＡＤＣ５２は、デジタルビデオ信号やデジタルオーディオ信号をスルーパスさせる。そし
て、これらのデジタルビデオ信号及びデジタルオーディオ信号に対しても、内容は改変す
ることなく、ジッタ低減処理やサンプリングレート変更処理等は行なってもよい。但し、
サンプリング周波数等が異なるときには、コンバート処理を行なう。
【００５２】
ＡＤＣ５２から出力されたデジタルビデオ信号は、Ｖエンコーダを介してフォーマッタ５
６に送られる。また、ＡＤＣ５２から出力されたデジタルオーディオ信号は、Ａエンコー
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ダを介してフォーマッタ５６に送られる。
【００５３】
Ｖエンコーダは、入力されたデジタルビデオ信号を、ＭＰＥＧ２またはＭＰＥＧ１規格に
基づいて、可変ビットレートで圧縮されたデジタル信号に変換する機能を持つ。また、Ａ
エンコーダは、入力されたデジタルオーディオ信号を、ＭＰＥＧまたはＡＣ－３規格に基
づいて、固定ビットレートで圧縮されたデジタル信号またはリニアＰＣＭのデジタル信号
に変換する機能を持つ。
【００５４】
副映像情報がＡＶ入力部４２から入力された場合（例えば副映像信号の独立出力端子付Ｄ
ＶＤビデオプレーヤからの信号）、あるいはこのようなデータ構成のＤＶＤビデオ信号が
放送され、それがＴＶチューナ４４で受信された場合は、ＤＶＤビデオ信号中の副映像信
号（副映像パック）が、ＳＰエンコーダに入力される。ＳＰエンコーダに入力された副映
像信号は、所定の信号形態にアレンジされて、フォーマッタ５６に送られる。
【００５５】
フォーマッタ５６は、バッファメモリ５７をワークエリアとして使用しながら、入力され
たビデオ信号、オーディオ信号、副映像信号等に対して所定の信号処理を行なうことによ
り、先に図３、図４で説明したようなフォーマット（ファイル構造）に合致した記録デー
タをデータプロセッサ３６に出力する。
【００５６】
ここで、本装置は、エンコーダ部５０でエンコードされた情報、及び、作成された管理情
報を、データプロセッサ３６を介してハードディスク装置２００１に供給し、ハードディ
スクに記録することができる。またハードディスクに記録された情報を、データプロセッ
サ３６、ディスクドライブ３５を介して光ディスク１００１に記録することもできる。さ
らにまた、エンコーダ部５０でエンコードされた情報、及び、作成された管理情報をデー
タプロセッサ３６、ディスクドライブ３５を介して、光ディスク１００１に記録すること
もできる。
【００５７】
また、本発明は、ハードディスク装置２００１のハードディスクに記録されている情報が
、光ディスク１００１のデータフォーマットと同じである場合、ハードディスクの情報を
光ディスクにエンコード処理すること無く記録することができる。
【００５８】
またハードディスク装置２００１のハードディスクに記録されている情報が、光ディスク
１００１のデータフォーマットと異なる場合は、ハードディスクから読み出した情報をエ
ンコーダ部５０でエンコードする。そしてエンコードされた情報を光ディスク１００１に
記録することができる。
【００５９】
ここで、上記光ディスク１００１への記録データを作成するための標準的なエンコード処
理内容を簡単に説明しておく。すなわち、エンコーダ部５０において、エンコード処理が
開始されると、ビデオ（主映像）データ及びオーディオデータをエンコード処理するにあ
たって必要なパラメータが設定される。
【００６０】
次に、設定されたパラメータを利用して主映像データがプリエンコード処理されることに
より、設定された平均転送レート（記録レート）に最適な符号量の分配が計算される。プ
リエンコード処理で得られた符号量分配に基づき、主映像データのエンコード処理が実行
される。このとき、オーディオデータのエンコード処理も同時に実行される。同様に、副
映像データをエンコード処理するに必要なパラメータが設定され、エンコード処理された
副映像データが作成される。
【００６１】
エンコード処理された主映像データ、オーディオデータ及び副映像データが組み合わされ
て、ビデオオブジェクトセットＶＯＢＳの構造に変換される。
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【００６２】
すなわち、主映像データ（ビデオデータ）の最小論理単位としてセルが設定され、図５で
説明したようなセル情報が作成される。次に、プログラムチェーンＰＧＣを構成するセル
の構成や、主映像、副映像及びオーディオの属性等が設定され（これらの属性情報の一部
は、各データをエンコードするときに得られた情報が利用される）、ここに、種々の情報
を含めたＶＭＧファイルが作成される。
【００６３】
エンコード処理された主映像データ、オーディオデータ及び副映像データは、一定サイズ
（２０４８バイト）のパック（図３）に細分化される。なお、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。
【００６４】
そして、各データのタイムコード順に再生可能なように、ビデオオブジェクトユニットＶ
ＯＢＵ単位でその先頭にＲＤＩパック (ナビゲーションパックに相当 )を配置しながら各セ
ルが配置される。これにより、複数のセルで構成されるビデオオブジェクトＶＯＢが構成
される。このビデオオブジェクトＶＯＢを１つ以上集めてなるビデオオブジェクトセット
ＶＯＢＳが、ムービービデオファイルにプログラムとして記録される。
【００６５】
なお、ＤＶＤビデオプレーヤからＤＶＤ再生信号をデジタルコピーする場合には、上記セ
ル、プログラムチェーン、管理テーブル、タイムスタンプ等の内容は始めから決まってい
るので、これらを改めて作成する必要はない。
【００６６】
光ディスク１００１に対して、情報の読み書き（録画及び／または再生）を実行する部分
としては、光学系、駆動系を有するディスクドライブ３５と、データプロセッサ３６と、
一時記憶部３７と、ＳＴＣ（システムタイムカウンターまたはシステムタイムクロック）
３８とを備えている。
【００６７】
一時記憶部３７は、データプロセッサ３６、ディスクドライブ３５介して光ディスク１０
０１に書き込まれるデータ（エンコーダ部５０から出力されるデータ）のうちの一定量分
をバッファリングしたり、ディスクドライブ３５、データプロセッサ３６を介して光ディ
スク１００１から再生されたデータ（デコーダ部６０に入力されるデータ）のうちの一定
量分をバッファリングしたりするのに利用される。ディスクドライブ３５は、光ディスク
に対する回転制御系、レーザ駆動系、光学系などを有する。
【００６８】
例えば、一時記憶部３７が４Ｍｂｙｔｅの半導体メモリ（ＤＲＡＭ）で構成されるときは
、平均４Ｍｂｐｓ（ビット・パー・セカンド）の記録レートでおよそ８秒分の記録または
再生データのバッファリングが可能である。また、一時記憶部３７が１６ＭｂｙｔｅのＥ
ＥＰ（エレクトリカリー・イレーザブル・アンド・プログラマブル）ＲＯＭ（フラッシュ
メモリ）で構成されるときは、平均４Ｍｂｐｓの記録レートでおよそ３０秒の記録または
再生データのバッファリングが可能である。
【００６９】
さらに、一時記憶部３７が１００Ｍｂｙｔｅの超小型ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）
で構成されるときは、平均４Ｍｂｐｓの記録レートで３分以上の記録または再生データの
バッファリングが可能となる。
【００７０】
一時記憶部３７は、録画途中で光ディスク１００１を使い切ってしまった場合において、
光ディスク１００１が新しいディスクに交換されるまでの短時間の録画情報を一時記憶し
ておくことにも利用できる。
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【００７１】
しかし、本発明の装置では、大きな容量を持つハードディスク装置２００１が設けられて
いるので、この装置を活用することができる。
【００７２】
また、一時記憶部３７は、ディスクドライブ３５として高速ドライブ（２倍速以上）を採
用した場合において、一定時間内に通常ドライブより余分に読み出されたデータを一時記
憶しておくことにも利用できる。再生時の読み取りデータを一時記憶部３７にバッファリ
ングしておけば、振動ショック等で図示しない光ヘッドが読み取りエラーを起こしたとき
でも、一時記憶部３７にバッファリングされた再生データを切り替え使用することによっ
て、再生映像が途切れないようにすることができる。
【００７３】
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、光
ディスク１００１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
、光ディスク１００１に記録された管理情報を書き替えたり、光ディスク１００１に記録
されたデータ（ファイルあるいはビデオオブジェクト）の削除をしたりする。
【００７４】
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）、また
はＣＰＵ（セントラルプロセシングユニット）と、制御プログラム等が書き込まれたＲＯ
Ｍ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。
【００７５】
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、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。
【００７６】
また、マイクロコンピュータブロック３０は、システム全体を制御するために必要な情報
処理部を有するもので、コピー情報検知・設定部、ディレクトリ検知部、ＶＭＧ管理情報
作成部を備える。
【００７７】
ＭＰＵの実行結果のうち、ディスクドライブ３５のユーザに通知すべき内容は、ＤＶＤビ
デオレコーダの表示部４８に表示されるか、またはモニタディスプレイにＯＳＤ（オンス
クリーンディスプレイ）表示される。
【００７８】
なお、マイクロコンピュータブロック３０が、ディスクドライブ３６、データプロセッサ
３６、エンコーダ部５０及び／またはデコーダ部６０等を制御するタイミングは、ＳＴＣ
３８からの時間データに基づいて、実行することができる。録画や再生の動作は、通常は
ＳＴＣ３８からのタイムクロックに同期して実行されるが、それ以外の処理は、ＳＴＣ３
８とは独立したタイミングで実行されてもよい。
【００７９】
デコーダ部６０は、図３に示したような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６
３と、セパレータ６２で分離された主映像データ（ビデオパックの内容）をデコードする
Ｖデコーダと、セパレータ６２で分離された副映像データ（副映像パックの内容）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（オーディオパ
ックの内容）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、ハイライトボタン、字幕や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。
【００８０】
ビデオプロセッサ６６の出力は、ビデオミキサー７１に入力される。ビデオミキサー７１
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では、テキストデータの合成が行われる。またビデオミキサー７１には、また、ＴＶチュ
ーナ４４やＡ／Ｖ入力部４２からの信号を直接取り込むラインも接続されている。ビデオ
ミキサー７１には、バッファとして用いるフレームメモリ７２が接続されている。ビデオ
ミキサー７１の出力がデジタル出力の場合は、インターフェース（Ｉ／Ｆ）７３を介して
外部へ出力され、アナログ出力の場合は、ＤＡＣ７４を介して外部へ出力される。
【００８１】
Ａデコーダの出力がデジタル出力の場合は、インターフェース（Ｉ／Ｆ）７５を介して外
部へ出力され、アナログ出力の場合は、セレクタ７６を介してＤＡＶ７７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からの信号を直接モニタするとき
、ＡＤＣ５２からの出力を選択することも可能である。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。
【００８２】
上記装置において、ビデオ信号の流れを簡単に説明すると、以下のようになる。
【００８３】
まず、入力されたＡＶ信号はＡＤＣ５２でデジタル変換される。ビデオ信号はＶエンコー
ダへ、オーディオ信号はＡエンコーダへ、文字放送などの文字データはＳＰエンコーダへ
入力される。ビデオ信号はＭＰＥＧ圧縮され、オーディオ信号はＡＣ３圧縮またはＭＰＥ
Ｇオーディオ圧縮がなされ、文字データはランレングス圧縮される。
【００８４】
各エンコーダからの圧縮データは、パック化された場合に２０４８バイトになるようにパ
ケット化されて、フォーマッタ５６へ入力される。フォーマッタ５６では、各パケットが
パック化され、さらに、多重化され、データプロセッサ３６へ送られる。
【００８５】
ここで、フォーマッタ５６は、アスペクト情報検出部４３からの情報を元に、ＲＤＩパッ
クを作成し、ビデオオブジェクトユニット（ＶＯＢＵ）の先頭に配置する。データプロセ
ッサ３６は、１６パック毎にＥＣＣブロッを形成し、エラー訂正データを付け、その出力
をディスクドライブ３５を介して光ディスク１００１へ記録する。ここで、ディスクドラ
イブ３５がシーク中やトラックジャンプなどの場合のため、ビジィー状態の場合には、一
時記憶部３７（例えばＨＤＤバッファ部）へ入れられ、ＤＶＤ－ＲＡＭドライブ部（ディ
スクドライブ３５）の準備ができるまで待つこととなる。
【００８６】
さらに、フォーマッタ５６では、録画中、各切り分け情報を作成し、定期的にマイクロコ
ンピュータブロック３０のＭＰＵへ送る（ＧＯＰ先頭割り込み時などの情報）。
【００８７】
切り分け情報としては、ＶＯＢＵのパック数、ＶＯＢＵ先頭からのＩピクチャのエンドア
ドレス、ＶＯＢＵの再生時間などである。
【００８８】
同時に、アスペクト情報検出部４３からの情報を録画開始時にＭＰＵへ送り、ＭＰＵはＶ
ＯＢストリーム情報（ＳＴＩ）を作成する。ここで、ＳＴＩは、解像度データ、アスペク
トデータなどを保存し、再生時、各デコーダ部はこの情報を元に初期設定を行われる。
【００８９】
また、録再ＤＶＤでは、ビデオファイルは１ディスクに１ファイルとしている。
【００９０】
ここで、ＤＶＤを利用したリアルタイム録再機において、注意すべき点は、データをアク
セスする場合において、そのアクセス（シーク）している間に、とぎれないで再生を続け
るために、最低限連続するセクタが必要になってくる。この単位をＣＤＡ（コンティギュ
アス・データ・エリア）という。
【００９１】

10

20

30

40

50

(11) JP 3637275 B2 2005.4.13



このＣＤＡは、ＥＣＣブロック単位となっている方が有利である。そのため、ＣＤＡサイ
ズは１６セクタの倍数にし、ファイルシステムでは、このＣＤＡ単位で記録を行っている
。ただし、この場合、ディスク内にうまくＣＤＡの大きさの空き領域がない場合などは、
別のファイルが使用している短いセクタが、ＣＤＡ内に入り込むことも許している。これ
により、ＣＤＡ単位で記録することができる。
【００９２】
図６には、またビデオマネージャー（ＶＭＧ）内のムービーＡＶファイル情報テーブル（
Ｍ＿ＡＶＦＩＴ）を階層的に示している。このテーブルの情報は、記録されているＶＯＢ
（プログラム）の数、各ＶＯＢに対応するオーディオや副映像のストリームの番号、各Ｖ
ＯＢの属性（テレビジョン方式、アスペクト比等）がストリーム情報（Ｍ＿ＶＯＢ＿ＳＴ
Ｉ）として記録されている。さらにＭ＿ＡＶＦＩとしては、一般情報として、ＶＯＢが再
生可能なものか、仮消去されたものかを示す情報、ＶＯＢを記録した日時情報（レコーデ
ィングタイム）が記述されている。さらに個々の情報として、各ＶＯＢのサーチポインタ
、複数のＶＯＢを連続再生する情報（ＳＭＬＩ）としてのシステムクロック情報が記述さ
れている。さらにまた、ＶＯＢ内のＶＯＢＵのタイムマップ情報（ＴＭＡＰＩ）が記述さ
れている。タイムマップ情報は、特殊再生などを行なうときに利用可能である。
【００９３】
この発明のシステムには、ＤＶＤ－ＲＡＭを装置に装填したときに即録画機能が設けられ
ている。以下その動作について、図７以降を参照して説明する。
【００９４】
ＤＶＤ－ＲＡＭが装填されるとディスクセンサーよりディスク検出信号がマイクロコンピ
ュータブロック３０に供給される。初期化されたＤＶＤ－ＲＡＭが装填されたときは、こ
のＤＶＤ－ＲＡＭに対する記録準備が完了するまでに、数十秒程度が必要とされる。その
内訳は、ＤＶＤ－ＲＡＭの回転速度が所望のスピードに達するまでの時間、所望の回転速
度に達したＤＶＤ－ＲＡＭから管理情報を読み取る時間、及び読み取った管理情報を一時
記憶部３７に格納する時間である。初期化されていないＤＶＤ－ＲＡＭが装填されたとき
には、上記した記録準備完了までの時間に加えて、ＤＶＤ－ＲＡＭを初期化するための時
間（数分）が必要とされる。
【００９５】
例えば、ＤＶＤ－ＲＡＭが装填され、すぐにこの装填されたＤＶＤ－ＲＡＭに対するデー
タの記録が指示された場合や、記録再生装置に電源が投入された直後には、上記理由から
、即時、ＤＶＤ－ＲＡＭにデータを記録することはできない。しかし、これでは不便であ
る。そこで、この発明では、ＤＶＤ－ＲＡＭに対する記録準備が完了していない場合には
、ＨＤＤ２００１を仮想ＤＶＤ－ＲＡＭに見立てて、ＤＶＤ－ＲＡＭに対する記録準備が
完了するまでの間、仮想ＤＶＤ－ＲＡＭにデータを記録する。
【００９６】
まず、図７のＤＶＤ－ＲＡＭ側に対する処理について説明する。ここでは、ＤＶＤ－ＲＡ
Ｍが初期化されているものとして説明する。ディスク挿入が検知されると、ＤＶＤ－ＲＡ
Ｍのファイルシステムを取り込む。空き領域があるかどうかを判定し、ない場合には録画
スペースがありませんという警告表示を行なう。空き領域がある場合には、書き込みアド
レスを決定する。
【００９７】
次に、ワークＲＡＭ内にＤＶＤ－ＲＡＭよりビデオマネージャー情報（ＶＭＧＩ）を読み
出し、無い場合は内部で発生し、ＶＭＧＩテーブルを構築する。この処理は、マイクロコ
ンピュータブロック３０が中心となって行なうステップＡ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５、
Ａ６に対応する。つまり、ＤＶＤ－ＲＡＭが録再装置に装填された状態で、ファイルシス
テムのチェック、空き領域のチェックなどが行われる。
【００９８】
次に、エンコーダ部５０に録画初期設定を行い、録画を開始設定する（ステップＡ７）。
即ち、マイクロコンピュータブロック３０により、録画が可能な状態が確認されると、録
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画初期設定が行われる。さらにＳＴＣのリセット、ドライブへの書き込み開始アドレスの
設定、書き込み命令の設定、フォーマッタへの初期設定、アライン処理の設定として、セ
ル、ＶＯＢＵ、プログラム（ＰＧ）、プログラムチェーン（ＰＧＣ）の区切りの準備設定
が行われる。
【００９９】
即ち、録画開始時には、エンコーダ部５０へ録画開始命令を設定し、またフォーマッタ５
６における切り分け情報をＶＯＢＵとして登録する。これにより、録画がスタートすると
、エンコーダ部５０では、入力ビデオ信号のフレームがＧＯＰ単位で圧縮され、さらにこ
のＧＯＰがパック化され、さらに、このパックが収集されてＶＯＢＵ単位にまとめられる
。ＧＯＰのシーケンスヘッダには、アスペクト比情報が挿入される（図３（Ｂ）参照）。
またＶＯＢＵの先頭パックとして、ＲＤＩパック（図３（Ｂ）、図４参照）が配置される
。このときは、図３（Ａ）で説明したように、オーディオパック、副映像パックなども収
集される（ステップＡ８）。
【０１００】
エンコードデータが１ＣＤＡ分たまった場合、ＤＶＤ－ＲＡＭの空き領域に記録するよう
に各ドライブ部に設定し、記録するセクタのリンク情報をワークＲＡＭに保存する（Ａ１
５、Ａ１６）。
【０１０１】
ステップＡ８からＡ１５までの間では、次のようなチェックが行なわれる。フォーマッタ
５６に切り分け情報がたまった場合、切り分け情報を取り込むための割り込み処理となる
（ステップＡ９、Ａ１０）。切り分け情報は、ワークＲＡＭにＶＯＢＵ管理情報として一
時的に取り込まれる。また録画終了キーの入力があったかどうか、あるいは録画終了コマ
ンド（予約録画終了の場合のコマンド）の入力があったかどうかのチェックが行なわれる
（ステップＡ１１）。さらにまた残り容量の算出処理、残り容量が一定値を切ったかどう
かの判定処理も行なわれる（（ステップＡ１２、Ａ１３）。残り容量がある一定値を切る
と、録画期間を延長するためにビットレートの切り替えなどを行い残り容量少時の対応処
理を行なう（ステップＡ１４）。
【０１０２】
ステップＡ１７では、録画可能容量があるかどうかを判定し、容量がある場合にはステッ
プＡ９に戻り、無い場合には、フォーマッタより切り分け情報をマイクロコンピュータブ
ロックに取り込み、フォーマッタを初期化する。
【０１０３】
次にハードディスク、或いはこれに代わるバッファＲＡＭに一時記録したデータが存在す
るかどうかを判定する（ステップＡ１９）。存在する場合には、当該ハードディスク或は
バッファＲＡＭのデータを、ＤＶＤ－ＲＡＭに記録し、ハードディスク或はバッファＲＡ
Ｍのデータをクリアする（ステップＡ２０）。
【０１０４】
次に録画終了処理を行なう（ステップＡ２１）。録画終了処理としては、ファイルシステ
ムの更新（ハードディスクからＤＶＤ－ＲＡＭにデータを転送記録した場合には、そのデ
ータがＤＶＤ－ＲＡＭ上で最初にくるようにリンク情報を作成）し、ビデオマネージャー
（ＶＭＧ）に更新された管理情報として書き込む（ＰＧＣＩ設定、切り分け情報など）。
【０１０５】
図９を参照し、図７のステップＡ９で割り込みがあった場合の処理を簡単に説明する。
【０１０６】
割り込み情報が検出されると、割り込み要因のチェックが行われ、１パック分のデータを
データプロセッサ３６へ転送し、録画パック数のカウントアップを開始する。そしてフォ
ーマッタ５６で次々と処理されているパックのために切り分け情報を１つ取り込む毎に割
り込みフラッグをセットする。この処理は割り込みが解除されるまで行われる。割り込み
が解除になると、ステップＡ１１、Ａ１２、Ａ１３、Ａ１４を経由し、録画パック数から
１ＣＤＡ分があるかどうかを判定する。また、同時に割り込みフラッグを消去する。これ
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により、割り込み処理が実行されても、セル、ＶＯＢＵ，ＰＧ，ＰＧＣなどを作成するた
めの切り分け情報を失うことはない。
【０１０７】
図１０は、上記のようにＤＶＤ－ＲＡＭを装置に装填し、その記録準備ができるまで、ハ
ードディスクに対して一時録画を行なう場合の動作を示すフローチャートである。
【０１０８】
まず、エンコーダ部５０に録画初期設定を行い、録画を開始設定する（ステップＢ１）。
即ち、マイクロコンピュータブロック３０により、録画が可能な状態が確認されると、録
画初期設定が行われる。さらにＳＴＣのリセット、ドライブへの書き込み開始アドレスの
設定、書き込み命令の設定、フォーマッタへの初期設定、アライン処理の設定として、セ
ル、ＶＯＢＵ、プログラム（ＰＧ）、プログラムチェーン（ＰＧＣ）の区切りの準備設定
が行われる。
【０１０９】
即ち、録画開始時には、エンコーダ部５０へ録画開始命令を設定し、またフォーマッタ５
６における切り分け情報をＶＯＢＵとして登録する。これにより、録画がスタートすると
、エンコーダ部５０では、入力ビデオ信号のフレームがＧＯＰ単位で圧縮され、さらにこ
のＧＯＰがパック化され、さらに、このパックが収集されてＶＯＢＵ単位にまとめられる
。ＧＯＰのシーケンスヘッダには、アスペクト比情報が挿入される（図３（Ｂ）参照）。
またＶＯＢＵの先頭パックとして、ＲＤＩパック（図３（Ｂ）、図４参照）が配置される
。このときは、図３（Ａ）で説明したように、オーディオパック、副映像パックなども収
集される（ステップＢ２）。
【０１１０】
フォーマッタ５６に切り分け情報がたまった場合、切り分け情報を取り込むための割り込
み処理となる（ステップＢ３、Ｂ４）。切り分け情報は、ワークＲＡＭにＶＯＢＵ管理情
報として一時的に取り込まれる。
【０１１１】
エンコードデータが１ＣＤＡ分たまった場合、ＨＤＤ２００１の空き領域に記録するよう
に設定し、記録するセクタのリンク情報をワークＲＡＭに保存する（ステップＢ５、Ｂ６
）。
【０１１２】
その後、ＤＶＤ－ＲＡＭの記録準備が完了すれば、ＨＤＤ２００１への書き込み中止処理
となる（ステップＢ７、Ｂ８）。
【０１１３】
以下、即録画機能についてまとめる。
【０１１４】
上記したように、ＤＶＤ－ＲＡＭ装填直後や、記録再生装置に電源が投入された直後は、
ＤＶＤ－ＲＡＭに対する記録準備が完了していないため、ＤＶＤ－ＲＡＭに対してデータ
を記録することはできない。ディスク装填直後には、ディスクチェック処理、ファイルシ
ステム読み込み、ＶＭＧ読み込みが行なわれる。この発明の記録再生装置では、ＨＤＤ２
００１を仮想的なＤＶＤ－ＲＡＭと見立てて、ディスク装填直後や記録再生装置に電源が
投入された直後でも、あたかもＤＶＤ－ＲＡＭにデータが記録されるかのように記録動作
が制御される。
【０１１５】
ディスク装填直後には、上記したように、ディスクチェック処理が行なわれる。このチェ
ックにより装填されたディスクの種別が判定される。装填されたディスクがＤＶＤ－ＲＡ
Ｍの場合であって、未フォーマットの場合には、フォーマット処理が実行される。通常、
販売されるＤＶＤ－ＲＡＭはフォーマット済みであるが、ファイルが壊れているような場
合には再フォーマットが必要となる。
【０１１６】
ディスクチェック処理に続いて、ファイルシステムが読み込まれ、ワークＲＡＭに展開さ

10

20

30

40

50

(14) JP 3637275 B2 2005.4.13



れる。ファイルシステムからＶＭＧが検出された場合は、そのままワークＲＡＭ内にＶＭ
Ｇが展開される。ＶＭＧが検出されない場合は、ワークＲＡＭ内にＶＭＧが構築される。
【０１１７】
記録の対象となる映像音声データは、入力手段としてのＡ／Ｖ入力部４２から供給される
。入力部４２から供給される映像音声データは、エンコーダ部５０を経由して、最終的に
ディスクドライブ３５により光ディスク１００１（ＤＶＤ－ＲＡＭ）に記録される。或い
は、入力部４２から供給される映像音声データは、エンコーダ部５０を経由して、最終的
にＨＤＤ２００１に記録される。
【０１１８】
光ディスク１００１に対する記録準備が完了していない状態で、光ディスク１００１に対
する記録が指示されると（ディスクに対する録画指示）、マイクロコンピュータブロック
３０の第１の記録制御により、光ディスク１００１の替わりに、ＨＤＤ２００１に対して
目的の映像音声データが記録される。このとき、切り分け情報はワークＲＡＭに保存され
る。
【０１１９】
光ディスク１００１に対する記録準備が完了する前に、ＨＤＤ２００１に空き容量が無く
なった場合には、その旨が表示され、この後の記録が終了する。このようなケースでは、
目的の映像音声データが欠落してしまう。
【０１２０】
上記した第１の記録制御により、ＨＤＤ２００１に対して目的の映像音声データが記録さ
れているとき、光ディスク１００１に対する記録準備が完了すると、マイクロコンピュー
タブロック３０の第２の記録制御により、光ディスク１００１に対して、目的の映像音声
データが記録される。このとき、書き込み開始アドレスは、ファイルシステムにより決定
する。ここで、記録される目的の映像音声データとは、第１の記録制御により記録されて
いた目的の映像音声データの続きである。なお、厳密に言うと、データの記録はＣＤＡ単
位で行なわれているので、光ディスク１００１に対する記録準備が完了した後、新たなＣ
ＤＡ単位から光ディスク１００１に対してデータが記録されることになる。
【０１２１】
上記した第２の記録制御により、目的の映像音声データの記録が完了した後（目的の映像
音声データが全て記録完了後）、マイクロコンピュータブロック３０の第３の記録制御に
より、第１の記録制御によりＨＤＤ２００１に記録された目的の映像音声データを読出し
、この読み出された目的の映像音声データを光ディスク１００１が記録される。
【０１２２】
さらに、マイクロコンピュータブロック３０の第４の記録制御により、第２の記録制御及
び第３の記録制御により２度にわたり光ディスク１００１に記録された目的の映像音声デ
ータのリンクを示すリンクが張られる。つまり、第２の記録制御により光ディスク１００
１に記録された目的の映像音声データよりも、第３の記録制御により光ディスク１００１
に記録された目的の映像音声データを先に再生させるように、ファイルシステムが光ディ
スク１００１上に構築される。或いは、第２の記録制御により光ディスク１００１に記録
された目的の映像音声データよりも、第３の記録制御により光ディスク１００１に記録さ
れた目的の映像音声データを先に再生させるプログラムチェーン情報（ＰＧＣＩ）が光デ
ィスク１００１上に記録される。なお、光ディスク１００１及びＨＤＤ２００１に対する
データの記録単位は、ＣＤＡ単位である。
【０１２３】
上記説明では、目的の映像音声データが全て記録完了してから、ＨＤＤ２００１に代替記
録されていた映像音声データを光ディスク１００１に移動させるケースについて説明した
が、この発明はこれに限定されるものではない。例えば、光ディスク１００１の記録準備
が完了した時点で、ＨＤＤ２００１に代替記録されていた映像音声データを光ディスク１
００１に移動させ、その後、続きの映像音声データを光ディスク１００１に記録するよう
にしてもよい。この場合、光ディスク１００１には、再生順に映像音声データが記録され
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ることになるので、リンクが不要となる。
【０１２４】
なお、本願発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸
脱しない範囲で種々に変形することが可能である。また、各実施形態は可能な限り適宜組
み合わせて実施してもよく、その場合組み合わせた効果が得られる。更に、上記実施形態
には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適当な組み合
わせにより種々の発明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件からいく
つかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決で
き、発明の効果の欄で述べられている効果が得られる場合には、この構成要件が削除され
た構成が発明として抽出され得る。
【０１２５】
【発明の効果】
この発明によれば、下記の情報即時記録装置及び情報即時記録方法を提供できる。
【０１２６】
（１）ハードディスクとＤＶＤの両者の利点を生かし、ＤＶＤに対する記録準備が完了し
ていない状態でも、仮想的にＤＶＤに対して情報を即時記録することが可能な情報即時記
録装置。
【０１２７】
（２）ハードディスクとＤＶＤの両者の利点を生かし、ＤＶＤに対する記録準備が完了し
ていない状態でも、仮想的にＤＶＤに対して情報を即時記録することが可能な情報即時記
録方法。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の一例に係る記録再生装置の概略構成を示すブロック図である。
【図２】ＤＶＤシステムのディレクトリ構造の一部を示す図である。
【図３】ＶＲ＿ＭＯＶＩＥ．ＶＲＯのファイル構造、及びＶパックとの関係によるＭＰＥ
Ｇ２方式に基づくビデオデータのフォーマットを示す図である。
【図４】ＲＩＤデータの詳細を示す図である。
【図５】ビデオマネージャー（ＶＭＧ）の階層構造を示すとともに、データ再生順序を管
理する系統について詳しく示す図である。
【図６】ビデオマネージャー（ＶＭＧ）内のムービーＡＶファイル情報テーブル（Ｍ＿Ａ
ＶＦＩＴ）を階層的に示す図である。
【図７】ＤＶＤ－ＲＡＭに対する記録処理その１を示すフローチャートの前段である。
【図８】ＤＶＤ－ＲＡＭに対する記録処理その２を示すフローチャートの後段である。
【図９】ＤＶＤ－ＲＡＭに対する割り込み処理を示す図である。
【図１０】ＨＤＤに対する記録処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
３０…マイクロコンピュータブロック
３５…ディスクドライブ
３６…データプロセッサ
３７…一時記憶部
５０…エンコーダ部
６０…デコーダ部
１００１…光ディスク（ＤＶＤ－ＲＡＭ）
２００１…ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）
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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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