
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
選択された第１の記録媒体への記録、再生を行う第１の記録再生手段と、
第２の記録媒体への記録、再生を行う第２の記録再生手段と、
上記第１、第２の記録再生手段における記録、再生の制御を行う制御手段とを少なくとも
備え、
記録情報の先頭から終了までをその連続性を維持しながら 第１の記録媒体へ記録す
る記録再生装置であって、
上記制御手段は、第２の記録再生手段に対し第２の記録媒体において記録情報の先頭から
の情報の一部を先頭情報として記録、それ以降に続く情報を一時情報として一時的に記録
するように制御し、第１の記録媒体への記録可能に呼応して、第２の記録再生手段に対し
て、先頭情報、及び、一時情報の中での未再生情報に対しその連続性を維持するように再
生を制御し、第１の記録再生手段に対してその再生情報の記録を制御することを特徴とす
る情報記録再生装置。
【請求項２】
請求項１において、前記制御手段は、第２の記録再生手段に対し一時情報の中での未再生
情報に対しその連続性を維持するように再生を制御することを特徴とする情報記録再生装
置。
【請求項３】
請求項１または２において、第２の記録媒体上に確保される先頭情報、一時情報それぞれ
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の記録に必要な領域は、記録情報の転送レートがＫビット／秒以下（Ｋは自然数）、少な
くとも第１の記録媒体の選択に要する時間がＴ秒以下（Ｔは自然数）とすると、（Ｋ×Ｔ
）ビット以上の情報量が記録可能な領域がそれぞれ確保されることを特徴とする情報記録
再生装置。
【請求項４】
請求項１または２において、前記制御手段は、選択した第１の記録媒体に対する記録開始
以降、その記録媒体への記録終了までの期間中、或いはその一部の期間において、
（単位時間あたりに転送される記録情報量）＜（単位時間あたりの再生情報量）
の関係を満たすよう第２の記録再生手段に対する記録、再生動作を制御し、遅くとも選択
した第１の記録媒体への記録終了時点で、
（一時情報の記録領域に記録可能な情報量）≧（未再生情報量）＋（別の第１の記録媒体
の選択中に転送される記録情報量）
の関係を満たすことを特徴とする 記録再生装置。
【請求項５】
請求項４において、前記制御手段は、第 1の記録再生手段に対し、
（単位時間あたりの第２の記録媒体に対する再生情報量）＝（単位時間あたりの第１の記
録媒体に対する記録情報量）の関係を満たすよう記録動作を制御することを特徴とする

記録再生装置。
【請求項６】
請求項１または２において、前記制御手段は、選択した第１の記録媒体への記録終了後、
一時情報に対する再生動作のみを停止、別の第１の記録媒体の選択を行い、それへの記録
可能に呼応して一時情報の中の未再生情報に対してその連続性を維持するように第２の記
録再生手段に対する再生を制御し、第１の記録再生手段に対してその再生情報の記録を制
御することを特徴とする情報記録再生装置。
【請求項７】
請求項１または２において、第２の記録媒体に確保される先頭情報、一時情報に対する記
録領域は、第２の記録再生手段が（単位時間あたりに転送される記録情報量）＜（単位時
間あたりに第１の記録媒体へ転送する再生情報量）の関係を少なくとも満たしながら第２
の記録媒体における記録動作、再生動作が実行可能な記録領域であることを特徴とする情
報記録再生装置。
【請求項８】
請求項１または２において、第２の記録媒体に確保される先頭情報、一時情報に対する記
録領域は、第２の記録再生手段が単位時間あたりに転送される記録情報量に対する記録動
作と、単位時間あたりに第１の記録媒体へ転送可能な最大情報量に対する再生動作が実行
可能な記録領域であることを特徴とする 記録再生装置。
【請求項９】
請求項７または８において、第２の記録媒体に確保される先頭情報、一時情報に対する記
録領域は、第２の記録再生手段に対し、記録情報とは無関係の情報に対する記録、再生動
作を制御することで、前記条件を満たす記録領域を検出することを特徴とする情報記録再
生装置。
【請求項１０】
請求項１または２において、記録情報の先頭から終了までをその連続性を維持しながら再
生する記録再生装置であって、前記制御手段は、第２の記録再生手段に対して、第２の記
録媒体において再生情報の転送要求に呼応して先頭情報、及び、一時情報の中での未再生
情報に対してその連続性を維持するように再生を制御し、
第１の記録媒体の再生が可能となることに呼応して、第１の記録再生手段に対し先頭情報
以降に連続する情報の再生を制御し、第２の記録再生手段に対しその再生情報の記録を制
御することを特徴とする情報記録再生装置。
【請求項１１】
請求項１０において、第２の記録媒体上に確保される一時情報の記録に必要な領域は、記
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録情報の転送レートがＫビット／秒以下（Ｋは自然数）、少なくとも第１の記録媒体の選
択に要する時間がＴ秒以下（Ｔは自然数）とすると、（Ｋ×Ｔ）ビット以上の情報量が記
録可能な領域が確保されることを特徴とする情報記録再生装置。
【請求項１２】
請求項１０において、制御手段は、選択した第１の記録媒体に対する再生開始以降、その
記録媒体の再生終了 期間中、或いはその一部の期間において（単位時間あたりの記
録情報量）＞（単位時間あたりに転送要求される再生情報量）
の関係を満たすよう第２の記録再生手段に対する記録、再生動作を制御し、遅くとも第１
の記録媒体の再生終了の時点で（一時情報の記録領域に記録可能な情報量）≧（未再生情
報量）＋（別の第１の記録媒体への選択中に転送要求される再生情報量）の関係を満たす
ことを特徴とする 記録再生装置。
【請求項１３】
請求項１２において、制御手段は、第 1の記録再生手段に対し（単位時間あたりの第２の
記録媒体に対する記録情報量）＝（単位時間あたりの第１の記録媒体に対する再生情報量
）
の関係を満たすよう再生動作を制御することを特徴とする 記録再生装置。
【請求項１４】
請求項１０において、制御手段は、選択した第 1の記録媒体の再生終了後、一時情報に対
する記録動作のみを停止、それに続く情報が記録された別の第１の記録媒体の選択を行い
、それへの再生可能に呼応して、第１の記録再生手段に対しそれに連続する情報の再生を
制御し、第２の記録再生手段に対しその再生情報の記録を制御することを特徴とする情報
記録再生装置。
【請求項１５】
請求項１０において、第２の記録媒体に確保される一時情報に対する記録領域は、第２の
記録再生手段が
（単位時間あたりに第１の記録媒体から転送される記録情報量）＞（単位時間あたりに転
送する再生情報量）
の関係を少なくとも満たしながら第２の記録媒体に対する記録動作、再生動作が実行可能
な記録領域であることを特徴とする情報記録再生装置。
【請求項１６】
請求項１０において、第２の記録媒体に確保される一時情報に対する記録領域は、第２の
記録再生手段が単位時間あたりに転送要求される再生情報量に対する再生動作と、単位時
間あたりに第１の記録媒体から転送可能な最大情報量に対する記録動作が実行可能な記録
領域であることを特徴とする 記録再生装置。
【請求項１７】
請求項１６において、第２の記録媒体に確保される一時情報に対する記録領域は、第２の
記録再生手段に対し、再生情報とは無関係の情報に対する記録、再生動作を制御すること
で、前記条件を満たす記録領域を検出することを特徴とする情報記録再生装置。
【請求項１８】
選択可能な第１の記録媒体と、第２の記録媒体へ記録情報の先頭から終了までをその連続
性を維持しながら 第１の記録媒体に記録する情報記録方法であって、第２の記録媒
体に対して記録情報の先頭からの情報の一部を先頭情報として記録、それ以降に続く情報
を一時情報として一時的に記録し、第１の記録媒体への記録可能に呼応して、先頭情報、
及び、一時情報の中での未再生情報に対してその連続性を維持するように再生を行い、そ
の再生情報を第１の記録媒体へ記録することを特徴とする情報記録方法。
【請求項１９】
請求項１８において、前記情報記録方法は、一時情報の中での未再生情報に対してその連
続性を維持するように再生を行うことを特徴とする情報記録方法。
【請求項２０】
請求項１８または１９において、選択した第 1の記録媒体への記録終了後、一時情報に対
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する再生のみを停止し、別の第１の記録媒体への選択を行い、該別の第１の記録媒体への
記録可能に呼応して一時情報の中での未再生情報に対してその連続性を維持するように再
生を行い、その再生情報を第１の記録媒体へ記録することを特徴とする情報記録方法。
【請求項２１】
請求項１８または１９ 第１の記録媒体に記録された記録情報の先頭から終了までをその
連続性を維持しながら再生する情報再生方法であって、再生情報の転送要求に呼応して第
２の記録媒体上の先頭情報、及び、一時情報の中での未再生情報に対してその連続性を維
持するように再生を行い、第１の記録媒体の再生が可能となることに呼応して、第２の記
録媒体に記録されている先頭情報以降に連続する情報の再生を行い、その再生情報を第２
の記録媒体へ記録することを特徴とする情報再生方法。
【請求項２２】
請求項２１において、選択した第 1の記録媒体の再生終了後、一時情報に対する記録のみ
を停止し、それに続く情報が記録された別の第１の記録媒体の選択を行い、該別の第１の
記録媒体の再生可能に呼応して、連続する情報の再生を行うと共に、一時情報として記録
することを特徴とする情報再生方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は情報記録再生装置、その記録、再生方法に関し、特に記録情報を複数の記録媒体
に渡り記録する際に、記録情報の連続性を維持しながら記録し、記録情報の再生を、情報
の連続性を維持しながら再生する装置、方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＤＶＤ－ＲＡＭ（ Digital Versatile Disc－ Random Access Memory）やＤＶＤ－ＲＷ（ Di
gital Versatile Disc－ Rewritable）などに代表される書き換え可能な光ディスクに対す
る記録再生装置と多数の光ディスクを搭載し、光ディスクを自動的に交換することで見か
け上の記録容量の大容量化を図ったディスクチェンジャ装置は、コンピュータシステム向
けのファイルサーバーシステム装置として実用化されている。更に大容量という特徴を利
用して多数の放送番組など長時間にわたる情報の記録、再生を行うホームサーバー装置と
しての利用が期待されている。
【０００３】
例えば特開平１１－３２８８２４に記載されている技術のように、ハードディスク装置な
どの固定的な記録再生手段と、光ディスクなどリムーバブルな記録媒体を多数扱うディス
クチェンジャ装置を組み合わせて統合制御することで、記録時にはディスクチェンジャ装
置におけるディスク交換の間にも伝送され続ける記録情報を一時的にハードディスク装置
につなぎ情報として記録し、光ディスクへの記録終了後、そのつなぎ情報を光ディスク上
の記録情報の前方、或いは後方に記録することで記録情報の連続性を維持し、記録情報の
欠落がないまま複数のディスクに渡る記録を可能とし、再生時には再生開始前にそのつな
ぎ情報を一時的にハードディスク装置に前もって記録し、再生途中でディスク交換が発生
した期間はハードディスク装置に存在するつなぎ情報を再生することで跡切れがなく、情
報の連続性を維持した再生を可能としている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
放送のディジタル化が普及することで放送番組の多チャンネル化が進むと、例えば一日あ
たりのユーザー個人が録画予約を行う番組数は増加するものと予想さる。またユーザーが
頻繁に視聴したり、好みの放送番組を学習し自動的に録画予約、録画を行うハードディス
ク装置を内蔵した放送受信チューナーが実用化されている。これらの場合、光ディスク１
枚あたりの記録容量やハードディスク装置１台あたりの記録容量に限りがあり、空き容量
がない場合には記録情報を消去するか、録画を途中で中止するしかない。またハードディ
スク装置はディスク交換ができず装置そのものの交換が必要となることから、一時的な情
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報の記録以外の利用は必要最小限に押さえるべきである。
【０００５】
以上のことから、自動的にディスクの交換を行いながら記録、再生を行うディスクチェン
ジャー装置はディスク交換の煩わしさがなく、多数のディスクを仮想的に一つの大容量記
録媒体としてみなせることから光ディスク１枚における残りの記録容量を気にせずに長時
間の番組に対する記録が可能となる。しかしながら光ディスク１枚あたりの記録容量を有
効に利用し、ディスク交換に伴う記録情報、再生情報の時間的な連続性を維持する必要が
あると共に、録画番組に対する記録情報の検索が良好でなくてはならない。
【０００６】
ユーザーは録画された多数の番組に対し視聴目的の任意の番組を選択することから、ディ
スクチェンジャー装置内の記録再生手段に選択番組に対する情報が記録された光ディスク
は挿入されていない場合が多く、再生を意図したときから実際に録画番組の再生が行われ
るまで目的のディスクを検索、交換することで数十秒程度のブランクが生じてしまうとい
う問題がある。また選択した録画番組の再生を中止し別の録画番組を選択、再生を行う場
合にも同様の問題が発生し使い勝手が良くない。
【０００７】
上記従来例において再生を行う場合、選択された視聴目的の録画番組が複数のディスクに
渡り記録されている場合には、ディスク交換にかかる時間分のつなぎ情報を再生開始前に
先読みしハードディスク装置に記録する動作が必要となる。従って視聴目的の録画番組を
選択してから実際の再生が開始されるまでに、目的の光ディスクの交換に数十秒とつなぎ
情報のハードディスク装置への記録時間を要することになり、上記した問題が発生する。
【０００８】
また光ディスク１枚あたりの記録容量を有効に利用するため、記録情報の先頭から終了ま
でを複数の光ディスクに渡り記録する場合には、記録の行われないディスク交換時間が発
生し、光ディスク上に記録される記録情報が欠落する問題がある。
【０００９】
上記従来例においては、ディスク交換の期間中はつなぎ情報として一時的にハードディス
ク装置に記録情報を記録し、全ての記録終了後にそのつなぎ情報を光ディスク上に記録時
に確保したつなぎ情報の記録領域に記録することで、記録情報の時間的な連続性を維持し
ながら記録情報の欠落のない記録を可能としている。
【００１０】
本発明の目的は上記した課題を解決し、目的の録画番組の選択から実際の再生が開始され
るまでの待ち時間を最小にし、更に複数の光ディスクに渡り記録する際に記録情報の欠落
が発生しない、複数の光ディスクに渡る再生時には再生情報の欠落、時間的ブランクが発
生しない情報記録再生装置、その記録、再生方法に関する。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
上記した課題を解決する手段は、選択された第１の記録媒体への記録、再生を行う第１の
記録再生手段と、第２の記録媒体への記録、再生を行う第２の記録再生手段と、上記第１
、第２の記録再生手段に対し情報の記録、再生の制御を行う制御手段とを少なくとも備え
、制御手段は、第２の記録媒体において記録情報の先頭からの一部を記録する先頭領域と
、それ以降に連続する情報を巡回的に記録する一時領域をあらかじめ確保し、第２の記録
再生手段に対し、記録情報の先頭から順次、先頭領域、一時領域に渡る記録を制御し、第
１の記録媒体への記録が可能となることに呼応して、第２の記録再生手段に対し先頭領域
、一時領域に記録されている情報の中で未再生の情報に対してその連続性を維持するよう
に再生を制御すると共に、第１の記録再生手段に対してその再生情報を第１の記録媒体へ
記録するよう制御する。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明による情報記録再生装置の実施の形態について、図面を用いて説明する。
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【００１３】
図１は本発明の情報記録再生装置における情報の記録方法についての一実施例を示す図で
あって、ハードディスクドライブ（以下ＨＤＤと記す）に代表される高転送レート、高速
アクセスを特徴とする記録再生手段を利用し、再生時の再生待ち時間を最小にし、複数の
光ディスクに渡り記録情報の欠落が発生しない記録方法を示す図である。図２は記録情報
の開始から終了までにおいてＨＤＤにおける記録、再生動作と光ディスクに対する記録動
作、ＨＤＤ上の記録領域において未再生ブロック数の変化を模式的に描いた図であり、図
３はＨＤＤにおける記録情報に対する記録動作、再生動作の一例を示す。図４は装置の一
構成例を示す図である。
【００１４】
図４において、１は光ディスクドライブに対し光ディスクの交換を自動的に行うディスク
交換手段、２はＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＷなど情報の書き込みが可能な光ディスク、
３は光ディスクに対する記録、再生を行う光ディスクドライブ、４は光ディスクに記録す
る記録情報を一時的に記録し、それを再生することで光ディスクドライブへの記録情報を
出力し、また光ディスクドライブからの再生情報を一時的に記録し、それを再生すること
で再生情報を出力するＨＤＤであり、光ディスクドライブと比較して高速アクセス、高転
送レートという特徴を持っている。５はＨＤＤ、光ディスクドライブに対する記録、再生
動作を制御し、ディスク交換手段に対するディスク交換命令を生成する制御手段である。
【００１５】
まず図４における、ＨＤＤと光ディスクドライブを利用して、複数の光ディスクに渡る情
報の記録方法の一例を図１を用いて説明する。図１において記録情報を記録する前に、Ｈ
ＤＤにおける記録領域、光ディスクにおける記録領域をそれぞれ確保する。ＨＤＤには固
定的な記録再生手段であり記録容量が限られることから、ＨＤＤ上の記録領域の一部であ
るブロック番号Ｑ（Ｑは整数）から（Ｔ－１）（Ｔは整数）の範囲において記録情報の先
頭から例えば数十秒間の先頭情報を記録する目的でブロック番号Ｑから（Ｒ－１）（Ｒは
整数）までの領域を先頭領域として確保し、ブロック番号Ｒから（Ｔ－１）までを一時領
域として確保する。これら領域における記録情報の記録は、記録情報の先頭からの情報に
対し先頭領域の先頭ブロックＱから一時領域の最終ブロック（Ｔ－１）に渡り記録し、記
録情報が終了しない場合には再度ブロック番号Ｒから（Ｔ－１）までの一時領域に対して
記録を繰り返す。つまり一時領域のみをリングバッファとなるようにＨＤＤに対する記録
を制御し、先頭領域には記録情報の先頭のみを先頭情報として残すようにする。
【００１６】
ここで先頭領域、一時領域として確保される記録容量については、少なくとも光ディスク
ドライブに対するディスク交換時間と、光ディスクへの記録終了後に生じるディスク管理
情報の書き換え、ディスク挿入後に生じるディスク管理情報の読取りにかかる時間の合計
が例えば最大１５秒である場合、記録情報の転送レートが例えば最大５Ｍビット／秒とす
ると各領域に必要な記録容量は５Ｍビット×１５秒＝７５Ｍビットとなる。  ＨＤＤの記
録領域の構成単位である１ブロックあたりの記録データ量が５１２バイト（４Ｋビット）
とすると各記録領域に必要なブロック数は１８．７５Ｋブロックとなりその数値以上の先
頭領域、一時領域それぞれが確保される。なお先頭領域、一時領域は互いにブロック番号
の連続する領域である必要はなく、不連続な領域を組み合わせ必要なブロック数を満たす
場合もある。また先頭領域と一時領域は同じブロック数分確保されることに限らず、一時
領域についてはディスク交換１回に必要な時間を考慮すれば良いが、先頭領域については
再生に選択した光ディスクの交換途中で、別の光ディスクの再生を選択する場合も考えら
れ、通常の倍以上のディスク交換時間を必要とする場合もある。従ってこの場合も考慮し
たブロック数が先頭領域において確保される場合もある。またＨＤＤと光ディスクの記録
領域の構成要素であるブロックは１ブロックあたりの記録容量が異なる場合もある。例え
ば１ブロックあたりＨＤＤは５１２バイトであるのに対して光ディスクは２０４８バイト
であり１：４の関係となる。この場合先頭領域に含まれるブロック数は４の倍数となり、
その比に従って領域確保が行われる。また一時領域に含まれるブロック数についても、デ
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ィスク交換時間分の記録容量分のみ確保されることに限らず、例えばＨＤＤ上で利用可能
な領域を一時領域として確保してもかまわず、その領域内でリングバッファとなるように
記録情報を一時的に記録しても構わない。
【００１７】
複数の光ディスクに対する記録領域の確保については、あらかじめ各光ディスクにおける
記録領域の範囲を示すパーティションの検出、ディスク管理情報（ボリューム識別子）の
読取りから複数の光ディスクに渡る連続記録領域を仮想的に構成する。図１において例え
ば第１の光ディスクにおいてブロック番号Ｈから最終ブロックまでの領域と、第２の光デ
ィスクにおいてブロック番号Ｊからの記録領域をあらかじめ確保している。第１、第２の
光ディスクに渡る領域への記録について、ＨＤＤの先頭領域から一時領域の順番で再生し
た情報の転送に呼応して第１の光ディスクのブロック番号Ｈから順次記録を行い、途中デ
ィスク交換を行いながらＨＤＤからの再生情報の転送が終了するまで第２の光ディスクの
ブロック番号Ｊから順次記録を継続することで記録情報の先頭から終了までを第１、第２
の光ディスクへ渡り記録する。
【００１８】
なお第１、第２の光ディスクに確保した記録領域については、それぞれの光ディスクにお
いて連続したブロック番号の領域であることに限らず、ブロック番号が不連続である領域
同士を組み合わせることで確保して構わない。また図示したような第１の光ディスクの最
終ブロック、第２の光ディスクの先頭ブロックそれぞれを含む領域の確保に限らず、例え
ば第１の光ディスクの最終ブロックを含む領域と第２の光ディスク途中の領域確保、第１
の光ディスク途中の記録領域と第２の光ディスクの先頭ブロックを含む領域確保、各光デ
ィスクの最終ブロック、先頭ブロックを含まない領域確保を行う場合や、第 1の光ディス
クのみに領域確保を行う場合など様々な領域確保の方法が考えられる。
【００１９】
次に図１で説明した記録方法を実現するためのＨＤＤに対する記録、再生動作の制御、光
ディスクに対する記録動作、ディスク交換の制御について図２を用いて説明する。図２に
おいて制御手段によって制御されるＨＤＤ動作は、記録情報の転送開始直後から第１の光
ディスクへの記録準備が整うまでの期間は記録情報の記録のみを行い、第１の光ディスク
上に確保した領域への記録開始からそれへの記録終了までの期間は記録動作と再生動作を
時分割して行うことで記録情報に対する記録動作と光ディスクへの情報転送のための再生
動作を行う。光ディスクドライブの動作はＨＤＤの再生開始以降の転送情報に対して第１
の光ディスクのブロック番号Ｈから確保した領域の最終ブロックまで順次記録する。但し
ＨＤＤにおいて記録動作、再生動作を時分割して行う際には先頭領域、一時領域において
現在再生を行っている領域が、記録を行っている領域に追いつかない、つまり記録情報の
欠落が生じないようにＨＤＤに対する記録、再生動作が制御される。次に第１の光ディス
クに確保した領域の最終ブロックまでの記録終了から第２の光ディスクへの記録準備が整
うまでの期間、ＨＤＤは再生動作を停止、記録情報に対する記録動作のみを行い、第２の
光ディスクへの記録が可能になれば記録動作、再生動作を時分割して行う。光ディスクド
ライブの動作はＨＤＤの再生再開以降の転送情報に対して第２の光ディスクのブロック番
号Ｊから順次記録する。最後に記録情報の転送終了に呼応して、ＨＤＤは記録動作を停止
、一時領域に存在する未再生のブロックに対する再生動作のみを継続、未再生ブロックが
なくなるまで再生動作を行い、第２の光ディスクへの記録動作を継続する。
【００２０】
ＨＤＤの先頭領域、一時領域に対する記録動作、再生動作の制御によって発生する未再生
ブロック数の時間的推移についてその一例を説明する。記録情報はその転送のたびに先頭
領域から一時領域にかけて順次記録され未再生ブロック数は増加する。光ディスクへの記
録準備が整い、未再生ブロックに対する再生動作を行う際に、例えば再生命令１回につき
指定する再生ブロック数を記録命令１回につき指定するブロック数よりも多く指定する、
つまり単位時間あたりの（記録データ量）＜（再生データ量）の関係となるようにＨＤＤ
の記録動作、再生動作を制御することで未再生ブロック数が減少傾向となる。ＨＤＤは少
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なくともあらかじめ確保された先頭領域、一時領域の範囲内で単位時間あたりで（記録デ
ータ量）＜（再生データ量）となる記録動作、再生動作が実行可能な転送レート、アクセ
ス性能を持ち合わせており、また先頭領域、一時領域はそれを実現できるＨＤＤ上の記録
領域内に確保される。このことについては図３を用いて後に説明する。上記した方法で再
生動作を継続すると記録情報に対する現在の記録領域に対して再生領域が追いつくため、
制御手段は例えば未再生ブロック数の下限（Ｎブロック、Ｎは正の整数でＮ≧１）を下回
らないよう単位時間あたりに生成する再生命令を減らしたり、再生ブロック数の指定を記
録ブロック数以下とすることで常に閾値付近を維持するように制御する。更にディスク交
換により光ディスクに記録できない期間においては記録情報の転送の度に記録動作のみが
行われるため未再生ブロック数が増加する。しかしながら一時領域にはディスク交換を考
慮したブロック数分の領域、つまり未再生ブロック数の上限閾値Ｍ以上（Ｍは正の整数）
の領域を確保してあり、未再生ブロックの領域に記録情報の上書きが行われ情報の欠落が
生じることを防いでいる。しかしながら、あらかじめ一時領域にディスク交換を考慮した
十分なブロック数を確保しているにもかかわらず、ディスク交換がうまく行われなかった
場合や、交換後のディスクに十分な空き容量の確保ができなかったり、交換した光ディス
クのディスク管理情報がうまく読み取れなく、リードエラーが発生し別のディスクへの交
換が生じた場合など、通常のディスク交換時間より長時間を要することもある。これらの
場合を考慮した一時領域の確保を行う場合もあるが、未再生ブロック数が閾値Ｍを超えた
場合は、制御手段は一時領域がオーバーフローする前に、先頭領域、一時領域とは別の領
域をＨＤＤ上に仮領域として確保する場合もある。この場合、一時領域の最終ブロックま
で記録が終了しても交換する光ディスクへの記録準備が整わない場合には、その仮領域に
記録情報の記録を行う。光ディスクへの記録準備が終了し、一時領域、仮領域に含まれる
未再生ブロックの再生が終了すると、仮領域を開放しそれへの記録は行わず、一時領域の
みのリングバッファとして記録、再生制御を継続する。この後第２の光ディスクへの記録
準備が整うとＨＤＤは再生動作を再開し、単位時間あたりで（記録データ量）＜（再生デ
ータ量）となる再生命令を生成することで未再生ブロックが閾値Ｎの付近となるように制
御する。最後に記録情報の転送終了に呼応して記録動作を停止、未再生ブロックが０とな
るまで再生動作を継続する。
【００２１】
図２における未再生ブロック数の制御を行うためのＨＤＤの記録動作、再生動作の一例を
図３を用いて説明する。図３においてＨＤＤの先頭領域、一時領域に一時的に記録する情
報としては、例えばもともとは時間的に連続した映像、音声信号であり、これらの圧縮処
理によって得られる映像情報、音声情報、それらに付随する付加データを多重することで
構成した不連続な記録情報である。ＨＤＤはその不連続な記録情報の転送に呼応して生成
された記録命令に従い記録目的のブロック番号に対する領域から記録を開始、指定された
ブロック数分の記録を行う。再生命令は例えば記録命令に対する記録終了に呼応して生成
され、ＨＤＤはその再生命令に従い再生目的のブロック番号に対する領域から再生を開始
し、指定されたブロック数分の再生を行う。図３に示すように、例えば記録命令で指定さ
れる記録ブロック数に対し再生命令で指定される再生ブロック数を大きくし、ある単位時
間において（記録時間）＜（再生時間）の関係、つまり（記録データ量）＜（再生データ
量）の関係となるように記録動作、再生動作が行われることになる。一例として、ＨＤＤ
の持ち合わせる転送レートが１００Ｍビット／秒であり、記録情報の転送レートが最大５
Ｍビット／秒とすると記録情報の１回の記録につき５０ミリ秒、一方で最大アクセス時間
、つまり記録命令が発生してから実際の記録が行われるまでの時間を５０ミリ秒以下とす
ると記録情報の記録に要する時間は合計１００ミリ秒以下となり残りの９００ミリ秒以上
は再生に利用可能となる。光ディスクが持ち合わせている転送レートが例えば２５Ｍビッ
ト／秒であるとすると、光ディスクへの情報の記録を満たすために必要となるＨＤＤにお
ける再生時間は２５０ミリ秒、アクセス時間を合計して３００ミリ秒以下となり、残り６
００ミリ秒はアイドル状態となる。従ってＨＤＤにおける単位時間あたりの転送を（記録
データ量）＜（再生データ量）の関係となるように記録動作、再生動作を時分割して行う
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ことができる。
【００２２】
なお以上説明した方法で記録情報を光ディスクへ記録した場合にはその再生時に、先頭情
報とそれに続く情報が存在する光ディスクの対応、複数の光ディスクに渡り一連の記録情
報が存在する光ディスク同士の対応、その記録順番についての情報は再生の際に必要とな
る。そのためそれらの情報をＨＤＤや光ディスクに記録したり、別の記録媒体に記録し、
再生時に制御手段はその情報を読み取ることで先頭情報の再生、それに続く光ディスクの
再生、複数の光ディスクに渡る一連の記録情報の再生制御を行う。
【００２３】
従って以上説明した記録方法の実施例において、制御手段は図２、図３で説明したＨＤＤ
に対する各領域（先頭領域、一時領域、仮領域）の確保、それらに対する記録動作、再生
動作の制御方法、光ディスクドライブに対する記録動作、ディスク交換を制御方法に従い
、ＨＤＤの未再生ブロック数を調整することで、記録情報の記録途中で光ディスク交換が
生じた場合や、記録情報の開始時点で光ディスクへの記録準備が整っていない場合におい
て、光ディスクに対し記録情報の途中欠落が発生しない記録が可能となる。また未再生ブ
ロック数を常に閾値Ｎ付近となるように制御することで、任意にディスク交換が生じた場
合にでも、一時領域における未再生ブロックのオーバーフロー発生を回避可能で、更には
光ディスクへの記録情報の欠落が発生しない記録が可能となる。
【００２４】
次に前述した記録方法に従い記録された記録情報の再生方法について、図５，６，７を用
いて説明する。まず図５においてＨＤＤを利用しながら第１、第２の光ディスクに渡り記
録された情報を再生する方法について説明する。ＨＤＤ、光ディスクに記録された情報の
再生前に、ＨＤＤに対して光ディスクの交換時間を考慮した記録容量を含む一時領域を確
保する。図５においてはＨＤＤの記録領域の一部であり、例えばＨＤＤに複数記録された
先頭情報の終了以降のブロック番号Ｕ（Ｕは整数）から（Ｗ－１）（Ｗは整数）の範囲ま
でを一時領域として確保する。またブロック番号Ｑから（Ｒ－１）の領域には第１、第２
の光ディスクに渡り記録された記録情報の先頭情報が残っている状態である。ＨＤＤに確
保した一時領域への記録動作については、先頭情報の後に連続する第１の光ディスクのブ
ロック番号Ｉ（Ｉは整数）以降、第２の光ディスクに記録された情報の最終ブロックＫ（
Ｋは整数）までの再生情報をブロック番号Ｕから（Ｗ－１）までの範囲でリングバッファ
となるように記録を行う。ＨＤＤの先頭情報、一時領域に対する再生動作は、再生情報の
転送要求の開始に呼応して先頭情報の再生を行った後、一時領域に記録された光ディスク
転送情報のうち、未再生の情報に対し再生する。一時領域として必要な記録容量について
は、図１で説明した一時領域の確保方法が適用される。なお一時領域は、先頭情報の記録
領域付近とは全くの別領域に確保される場合もあり、またブロック番号が連続しない不連
続な領域を組み合わせることで一時領域として必要な領域を確保する場合もある。一時領
域の確保はこの他にも光ディスクへの情報記録時に HDD上に確保した先頭領域と共に一時
領域も保持しておくことで、光ディスク再生時に、再生する先頭情報に対応する一時領域
として利用する方法もある。複数の光ディスクに渡り記録されている情報については、第
１の光ディスクのブロック番号Ｈから最終ブロックまでの領域と、第２の光ディスクのブ
ロック番号Ｊから（Ｋ－１）までの領域にその先頭から終了までが記録されている状態で
ある。光ディスクに対する再生動作については、先頭情報としてＨＤＤのブロック番号Ｑ
から（Ｒ－１）までに記録されている先頭情報に連続する第１の光ディスクのブロック番
号Ｉから再生を行い、途中第１の光ディスク上の先頭情報に続く情報の領域における最終
ブロックの再生に呼応してディスク交換を行い、第２の光ディスクのブロック番号（Ｋ－
１）までを再生する。光ディスクおける再生をブロック番号Ｉから開始することについて
、図１の記録方法でも説明したがＨＤＤと光ディスクの記録領域の構成要素であるブロッ
クは１ブロックあたりの記録容量が異なる場合もある。そのためＨＤＤと光ディスク１ブ
ロックあたりの比から先頭情報に含まれるブロック数を光ディスクにおけるブロック数に
換算し、光ディスクにおける先頭ブロック番号Ｈにその換算値を加算することで、光ディ
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スクにおける再生開始ブロック番号Ｉを決定することができる。また一時領域に含まれる
ブロック数についても、ディスク交換時間分の記録容量分のみ確保されることに限らず、
例えばＨＤＤ上で利用可能な領域を一時領域として確保してもかまわず、その領域内でリ
ングバッファとなるように光ディスクからの転送情報を一時的に記録しても構わない。
【００２５】
次に図５で説明した再生方法を実現するためのＨＤＤに対する記録動作、再生動作の制御
、光ディスクに対する再生動作、ディスク交換の制御について図６を用いて説明する。図
６において制御手段はＨＤＤに対し再生情報の転送要求に呼応してＨＤＤの先頭情報の先
頭からの再生を行い、光ディスクの再生準備が整うまでの期間再生動作のみを行う。第１
の光ディスクに対するブロック番号Ｉからの再生を開始してから最終ブロック（Ｊ－１）
までの再生期間は、再生動作と記録動作を時分割して行うことで第１の光ディスクからの
転送情報に対する記録動作と再生情報の転送要求に呼応した再生動作を行う。但し時分割
して記録動作、再生動作を行う際には、一時領域において現在の再生領域が記録領域に追
いつかない、つまり光ディスクからの転送情報に欠落が生じないように記録動作、再生動
作を制御する。次に第１の光ディスクにおける最終ブロックの再生終了から第２の光ディ
スクの再生準備が整うまでの期間は、記録動作を停止、再生情報の転送要求に対する再生
動作のみを行い、それ以降第２の光ディスクからの転送が開始されてからブロック番号（
Ｋ－１）の転送が終了するまでの期間は、同様に記録動作、再生動作を時分割して行う。
最後に第２の光ディスクからの転送が終了すると、光ディスクの再生を停止、ＨＤＤの記
録動作を停止、再生情報の転送要求に対する再生動作のみを継続し、未再生ブロックがな
くなるまで再生を行う。
【００２６】
更にＨＤＤの一時領域における記録動作、再生動作の制御によって発生する未再生ブロッ
ク数の時間的推移についてその一例を説明する。光ディスクに対する再生準備が終了後、
光ディスクから転送される情報は一時領域の先頭から順次記録されるため、その領域に含
まれる未再生ブロック数は増加する。一時領域への記録命令を生成する際に、例えば記録
命令１回につき指定する記録ブロック数を再生命令１回につき指定するブロック数よりも
多く指定し、ある単位時間において（記録時間）＞（再生時間）の関係、つまり（記録デ
ータ量）＞（再生データ量）の関係となるようにＨＤＤの記録動作、再生動作を制御する
ことで未再生ブロック数が増加傾向となる。  ＨＤＤは少なくともあらかじめ確保された
一時領域の範囲内で単位時間あたりで（記録データ量）＞（再生データ量）となる記録動
作、再生動作が実行可能な転送レート、アクセス性能を持ち合わせており、また一時領域
はそれを実現できるＨＤＤ上の記録領域内に確保される。このことについては図７を用い
て後に説明する。上記したような記録命令の生成を継続すると一時領域に含まれるブロッ
ク数に対し、未再生ブロック数が上回る、つまり再生しないまま光ディスクからの転送情
報が上書きされ再生情報の欠落が生じてしまう。従って制御手段は例えば未再生ブロック
数の上限（Ｍブロック、Ｍは整数）を設け、未再生ブロック数がその値を上回らないよう
単位時間あたりに生成する記録命令を減らしたり、記録ブロック数の指定を再生ブロック
数以下とすることで常に未再生ブロック数が閾値Ｍ付近を維持するように制御する。更に
ディスク交換により光ディスクの再生ができない期間においては再生情報の転送要求の度
に再生動作のみが行われるため未再生ブロック数は減少する。しかしながら一時領域には
ディスク交換を考慮したブロック数分の領域、つまり未再生ブロック数の上限閾値Ｍ以上
の領域を十分に確保してあり、また制御手段は未再生ブロック数が常にＭブロック付近と
なるように記録動作を制御するため、任意にディスク交換が発生した場合にでもその交換
期間中に一時領域における未再生ブロックのアンダーフロー、つまり再生情報の欠落が生
じることを防いでいる。第２の光ディスクの再生準備が整うと再度記録動作を行い、単位
時間あたりで（記録データ量）＞（再生データ量）となる記録命令を生成することで、未
再生ブロックが閾値Ｍ付近となるように制御する。最後に第２の光ディスクからの情報の
転送終了に呼応して記録動作のみを停止、未再生ブロックが０となるまで再生動作を継続
する。
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【００２７】
図６に示した未再生ブロック数の制御を行うため一時領域に対する記録動作、再生動作の
一例を図７を用いて説明する。図７において光ディスクから転送され、ＨＤＤへ一時的に
記録する情報は、もともとは図３において説明した記録情報であるため、光ディスクにお
ける再生は不連続に行われる。ＨＤＤにおいてはその不連続な情報の転送に呼応して生成
された記録命令に従い一時領域に含まれる目的のブロック番号に対する領域から記録を開
始、指定されたブロック数分の記録を行う。ＨＤＤに対する再生命令は、再生情報の転送
要求に従って発生し、ＨＤＤはその再生命令に従い先頭情報或いは一時領域に含まれる目
的のブロック番号に対する領域から再生を開始、指定されたブロック数分の再生を行う。
図７に示すように、例えば再生命令に含まれる再生ブロック数に対し記録命令に含まれる
記録ブロック数を大きく指定し、ある単位時間において（記録時間）＞（再生時間）の関
係、つまり（記録データ量）＞（再生データ量）の関係となるように記録動作、再生動作
を制御する。
【００２８】
従って以上説明した再生方法の実施例において、制御手段は図６、図７で説明したＨＤＤ
に対する記録動作、再生動作の制御方法、光ディスクドライブに対する再生動作の制御方
法に従い、ＨＤＤの未再生ブロック数を調整することで、光ディスクの再生途中で交換が
生じた場合において、再生情報の欠落が発生しない再生が可能となる。またＨＤＤからの
再生情報の転送開始時点で光ディスクの再生準備が整っていない場合、或いは再生目的の
光ディスクへの交換途中であっても、先頭情報の再生期間に光ディスクに対する再生準備
を完了することで再生待ち時間を最小とすることが可能となる。また未再生ブロック数を
常に閾値Ｍ付近となるように制御することで、任意にディスク交換が生じた場合にでも、
一時領域における未再生ブロックのアンダーフロー発生を回避可能で、更に光ディスク再
生によって得られた情報のＨＤＤからの再生に途切れが発生しない。
【００２９】
なお以上説明した再生方法については早送りなど特殊再生も実行可能である。例えば特殊
再生を再生情報を飛び飛びに再生することによって実現する場合、ＨＤＤの一時領域に記
録された光ディスクからの転送情報に対してブロック番号を飛び飛びに再生することで対
応する。従って一時領域に含まれる再生が通常の再生よりも短時間で行われることから、
１回の記録命令で指定する記録ブロック数を大きく設定し、単位時間あたりに占めるＨＤ
Ｄに対する記録時間をＨＤＤの持ち合わせる転送レートの許す範囲内で増やす、或いは単
位時間あたりに生成する記録命令を増やし、（単位時間あたりのＨＤＤの記録データ量）
≦（単位時間あたりの光ディスクの再生データ量の最大値）の関係の範囲内で行うことで
、ＨＤＤにおける未再生領域が、特殊再生によって再生される再生領域に追いつかれない
よう制御する。このような特殊再生を行う場合には、光ディスクドライブに対し光ディス
ク回転速度を増し、単位時間あたりの再生データ量を増加させるように再生制御すること
で、更に高速な特殊再生を実行可能となる。また上記した方法で特殊再生が行われる場合
には光ディスクからの転送情報すべてをＨＤＤの一時領域に記録する必要がなく、特殊再
生の開始後特殊再生に必要な転送情報のみを一時領域へ記録し、それを再生することで特
殊再生に対応する場合もある。
【００３０】
図８は本発明の記録再生装置の第２の構成例を示す図であって、光ディスクドライブに対
する入出力の接続先を切り替える第２の選択手段７と、記録情報、再生情報の入出力に対
して接続先を切り替える第１の選択手段６、記録情報、再生情報を一時的に記録するバッ
ファ８とを備え、その他の構成については図４と同一であり同一符号を付け説明を省略す
る。図９は記録情報に対するＨＤＤの記録動作、再生動作と光ディスクの記録動作を示し
、ＨＤＤの先頭領域、一時領域における未再生ブロック数の時間的推移を模式的に示した
図であり、図１０は光ディスクに記録された情報の再生動作と、ＨＤＤにおける記録動作
、再生動作を示し、ＨＤＤの先頭情報、一時領域における未再生ブロック数の時間的推移
を模式的に示した図である。
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【００３１】
まず、図８において行われる記録情報の記録方法については、図１と同様の方法が適用さ
れる。図９は図８の記録再生装置における制御手段によって制御されるＨＤＤ、光ディス
クドライブ、第１、第２の選択手段に対する動作の制御と、ＨＤＤにあらかじめ確保され
る先頭領域と一時領域における未再生ブロック数の時間的推移を示してある。図９におい
てバッファへ記録情報の転送が開始される前、或いは開始後に第１、第２の選択手段によ
ってバッファとＨＤＤの接続を選択、更にＨＤＤと光ディスクドライブの接続を選択する
。ＨＤＤに対する制御は、記録情報の転送開始から第１の光ディスクへの記録準備が整う
までの期間は、バッファからの転送情報に対し先頭領域、一時領域に渡る記録動作を行い
、第１の光ディスクへの記録準備が整うと、記録動作に対し再生動作を時分割して実行す
ることで先頭領域から一時領域にかけて含まれる未再生ブロックの再生を行う。光ディス
クドライブに対してはＨＤＤからの再生情報の転送に対する記録動作を制御する。この期
間の未再生ブロック数の推移については、光ディスクへの記録が可能となるまでは未再生
ブロック数が増加し、光ディスクへ記録可能となった以降は、ＨＤＤの記録動作、再生動
作を単位時間あたりで（記録データ量）＜（再生データ量）となるよう制御することで未
再生ブロック数が減少する。先頭領域、一時領域におけるブロックの再生が、未再生ブロ
ックとして記録されるブロックに追いつく、つまり全ての未再生ブロックに対する再生が
終了し、その未再生ブロックに含まれる情報の光ディスクへの記録が終了すると、ＨＤＤ
に対する記録動作、再生動作を停止、光ディスクに対する記録動作を停止し、第１、第２
の選択手段の制御によりバッファの出力先として光ディスクドライブを選択、それ以降は
バッファにおける記録情報のオーバーフロー、アンダーフローが生じないよう、光ディス
クドライブに対する記録命令に含まれる記録データ量を調整しながら光ディスクに対する
記録動作を制御する。第１、第２の選択手段による切替え動作が行われている期間も、記
録情報の転送は継続されているが、その間に転送される記録情報はバッファに一時的に記
録されることで記録情報の欠落を防止すると共に、記録情報の記録を継続しながら各選択
手段による切替え動作を行うことが可能となる。バッファからの転送情報に対し、第１の
光ディスクへの最終ブロックまでの記録が終了すると、第１、第２の選択手段の制御によ
り元の接続状態に戻し、バッファからの転送情報をＨＤＤの一時領域へ記録を制御すると
共に、ディスク交換手段の制御により第２の光ディスクに交換する。この間の一時領域に
おける未再生ブロック数は増加するがＨＤＤは未再生ブロックのオーバーフロー発生を避
けるのに十分な一時領域が確保されている。つまり第２のディスクへの交換期間を考慮し
た未再生ブロックの上限Ｍ以上の一時領域が確保されている。或いは未再生ブロック数が
閾値Ｍを超えても、光ディスクへの記録準備が整わない場合、つまり一時領域における未
再生ブロック数のオーバーフロー発生が予想される場合には、一時領域とは別の仮領域を
臨時に設けそこにバッファからの転送情報を一時的に記録する。光ディスクへの記録準備
が終了し一時領域、仮領域までに含まれる未再生ブロックの再生が終了すると、仮領域に
対する領域確保を開放、それへの記録は行わず、一時領域のみのリングバッファとして記
録、再生動作を制御する場合もある。第２の光ディスクへの記録準備が整うと、ＨＤＤに
対し記録動作を継続すると共に再生動作を時分割して行うことで一時領域に含まれる未再
生ブロックの再生を行い光ディスクへ転送を行う。それ以降未再生ブロックの再生が終了
すると、ＨＤＤ、光ディスクドライブ、第１、第２の選択手段に対して同様の制御を行い
記録情報の転送が終了するまで第２の光ディスクへの記録動作を制御する。
【００３２】
次に、図８において行われる情報の再生方法については、図５と同様の方法が適用される
。図１０は図８の記録再生装置における制御手段によって制御されるＨＤＤ、光ディスク
ドライブ、第１、第２の選択手段に対する動作の制御と、ＨＤＤにあらかじめ記録されて
いる先頭情報と、確保されている一時領域における未再生ブロック数の時間的推移を示し
てある。図１０において再生情報の転送開始前に第１の選択手段により再生情報を一時的
に記録するバッファとＨＤＤの接続を選択、第２の選択手段により光ディスクドライブと
ＨＤＤの接続を選択する。ＨＤＤに対する制御は光ディスクの再生準備が整うまでの期間
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、ＨＤＤの先頭情報における未再生ブロックに対する再生動作を行い、バッファへ一時的
に記録、情報の転送要求に従い再生情報として出力する。この期間で先頭領域の未再生ブ
ロック数は減少し、未再生ブロックの再生が終了すると、ＨＤＤの再生動作を停止、第１
の選択手段によりバッファと光ディスクドライブの接続を選択、光ディスクにおける先頭
情報以降に連続する情報の再生を制御する。この第１の選択手段による選択動作の間にも
、再生情報の転送要求は継続されるが、バッファには少なくとも選択動作が行われている
期間に要求される情報量が一時的に記録されており、バッファにおける再生情報のアンダ
ーフロー、つまり時間的な途切れの発生を防止している。それ以降はバッファにおける再
生情報のオーバーフロー、アンダーフローが生じないよう、光ディスクドライブに対する
再生命令に含まれる再生データ量を調整しながら光ディスクに対する再生動作を制御する
。第１の光ディスクにおける最終ブロックの再生に近づくと、第１の選択手段によりバッ
ファとＨＤＤの接続を選択し、第２の選択手段により光ディスクドライブとＨＤＤの接続
を選択、光ディスクドライブに対してはそのまま最終ブロックまでの再生動作を制御し、
ＨＤＤに対しては第１の光ディスクからの転送情報に対して一時領域に対する記録動作を
行うと共に、再生情報の転送要求に従い未再生ブロックに対する再生動作を制御する。こ
の第１、第２の選択手段による選択動作が行われる間にも再生情報の転送は継続して行わ
れるが、先の説明と同様に選択動作中にも再生情報の時間的な途切れが発生しない情報量
がバッファに記録されている。この期間の未再生ブロック数の推移については光ディスク
の再生動作を制御しＨＤＤの再生動作、記録動作を単位時間あたり（再生データ量）＜（
記録データ量）となるように制御することで未再生ブロック数が増加する。また第１の光
ディスクにおける最終ブロックの再生が終了するまでに、一時領域への記録で発生する未
再生ブロック数が光ディスクの交換時間分のブロック数以上（閾値Ｍ以上）一時領域に含
まれるブロック数以下となるように、単位時間あたりの記録データ量が調整されたり、選
択手段により切替えを行うタイミングが制御される。この後、光ディスクドライブにおい
ては第１の光ディスクの最終ブロックまでの再生終了後、第２の光ディスクへのディスク
交換が行われる。この間第２の光ディスクに対する再生準備が整うまで、ＨＤＤの未再生
ブロック数は減少するが第２の光ディスクへの交換時間を考慮した未再生ブロックが一時
領域に存在し、その再生を行うため、バッファからの再生情報の欠落は発生しない。この
後第２の光ディスクに対する再生が開始され、一時領域における未再生ブロック数がなく
なるとＨＤＤの再生動作を停止すると共に、第１の選択手段によりバッファと光ディスク
ドライブの接続を選択し、第２の光ディスクにおける先頭ブロックからの再生動作を制御
し、情報の終了まで再生を継続する。
【００３３】
従って制御手段は以上説明したようなＨＤＤに対する記録、再生動作、第１、第２の選択
手段に対する選択動作、光ディスクドライブに対する記録、再生動作を制御することで図
４の記録再生装置の構成と同様の効果を得ることができる。この構成例の場合ＨＤＤの記
録、再生動作を必要最小限の期間に押さえることが可能となり、アイドル状態の間は別情
報の記録、再生に利用することが容易となる。
【００３４】
図１１は本発明の記録再生装置の第３の構成例を示す図であって、ＨＤＤと光ディスクド
ライブの間の接続に例えばシリアルインターフェイスの規格である IEEE－ 1394を用いた場
合の一例を示してある。図において３は IEEE－ 1394に対応するインターフェイス手段と接
続された光ディスクドライブ、４は同じくそのインターフェイス手段と接続されたＨＤＤ
、９は記録情報、再生情報を一時的に記録するバッファ８と接続されたインターフェイス
手段であり、それらはインターフェイスバスを介して相互に接続される。１０はＨＤＤ上
の先頭領域、一時領域の確保、それら領域の管理やそれら領域に対する記録動作、再生動
作の制御、単独或いは複数の光ディスクに渡る記録領域の管理やそれら領域に対する記録
動作、再生動作の制御を行う記録再生制御手段、１１は単独或いは複数の光ディスクに渡
る記録領域の管理を行い、記録再生制御手段１０からの光ディスク記録、再生命令によっ
てディスク交換が生じる際にはディスク交換手段に対するディスク交換命令を生成する光
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ディスク制御手段である。また例えばディスク交換手段、光ディスクドライブ、光ディス
ク制御手段を含む部分は光ディスク装置に相当し、ＨＤＤ、バッファ、記録再生制御手段
などを含み、例えば放送受信チューナーを更に含む場合は放送受信装置に相当する。また
第３の構成例に適用されるインターフェイス規格は IEEE－ 1394に限定されず、別規格のイ
ンタフェース規格が適用される場合もある。
【００３５】
まず、図１１において行われる記録情報のＨＤＤ、光ディスクへの記録について説明する
。記録再生制御手段は記録情報のバッファへの転送開始前にインターフェイス手段を介し
て、ＨＤＤに対するディスク管理情報を読み取り、図１を用いて説明した記録方法に従い
ＨＤＤ上の記録領域に先頭領域、一時領域を確保する。また光ディスク装置に対してもイ
ンターフェイス手段を介して情報を記録する光ディスクに対し記録領域を確保する。例え
ば光ディスク制御手段において管理され、ディスク交換手段に含まれる多数の光ディスク
それぞれに対するディスク管理情報から、例えば図１に示すように第１、第２の光ディス
ク複数に渡る記録領域を確保する。光ディスクの管理情報については、例えば別の光ディ
スク、別の記録媒体に記録されており、その再生によって複数の光ディスクに渡る記録領
域の確保が可能となる。光ディスク制御手段は第１、第２の光ディスクに渡る記録領域に
ついての情報をインターフェイス手段を介して記録再生制御手段へ転送し、記録再生制御
手段はその記録領域に中で情報の記録領域を例えば図 1に示すように確保する。従って記
録再生制御手段は、第１、第２の光ディスクにおいて記録に確保した領域に対する記録命
令の生成、記録動作の管理と、ＨＤＤ上に確保した先頭領域、一時領域に対する記録、再
生命令の生成と記録、再生動作の管理を同時に行うことが可能となり、図１で説明した記
録方法に従い図２或いは図９で説明したＨＤＤ、光ディスクドライブに対する記録、再生
動作を制御することが可能となる。記録情報のバッファへの転送開始されると記録再生制
御手段においてＨＤＤに対する記録命令、再生命令を時分割して生成しながら、光ディス
クドライブに対する記録命令を生成、図２或いは図９で説明したＨＤＤにおける先頭領域
、一時領域における未再生ブロック数の制御を行いながら記録動作、再生動作を行い、光
ディスクドライブに挿入されている光ディスク上に確保した記録領域への記録動作を制御
する。また第２の光ディスクへの交換については、光ディスク制御手段において管理され
ている第１、第２の光ディスクに渡る記録領域で第１の光ディスクの最終ブロック、或い
は第 1の光ディスクに確保した領域における最終ブロックを含む光ディスク記録命令がイ
ンターフェイス手段を介して受信されその最終ブロックまでの記録が終了すると、光ディ
スク制御手段はディスク交換を検出、ディスク交換命令を生成すると共に、インターフェ
イス手段を介して記録再生制御手段、或いはＨＤＤに対して次のＨＤＤ再生命令の生成停
止を指示、或いは光ディスクへの記録命令に対する終了を記録再生手段或いはＨＤＤに対
して通知しないことで次のＨＤＤ再生命令の生成停止を制御する。記録再生制御手段にお
いて管理される光ディスク記録領域は第１、第２のディスクに渡る一連の記録領域としか
扱われず、第１、第２の光ディスクの区別は行われない場合もある。この場合は光ディス
ク制御手段においては第１、第２の記録領域に対し少なくとも第１の光ディスクの最終ブ
ロック番号、或いは第 1の光ディスク上に確保した領域における最終ブロック番号を管理
し、それと光ディスク記録命令に含まれる記録開始先頭ブロック番号、転送ブロック数か
ら記録終了ブロック番号を算出しディスク交換の必要性を検出する。また記録再生制御手
段が管理する光ディスク記録領域においてブロック番号により第１、第２の光ディスクの
区別が行われる場合には、記録再生手段は光ディスク装置に対して第１の光ディスクの最
終ブロック番号、或いは第 1の光ディスクに確保した領域の最終ブロック番号までの記録
命令生成後にディスク交換命令を生成し、光ディスク装置はその命令で指定された第２の
光ディスクへの交換を行う場合もある。
【００３６】
次に、図１１において行われるＨＤＤ、光ディスクに記録された情報の再生について説明
する。記録再生制御手段は、再生情報のバッファからの転送開始前にインターフェイス手
段を介して、ＨＤＤに対するディスク管理情報を読み取り、図５を用いて説明した再生方
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法に従いＨＤＤ上の記録領域に一時領域を確保する。また光ディスク装置に対してはイン
ターフェイス手段を介して再生目的のＨＤＤ上の先頭情報に続く情報が記録された第１、
第２の光ディスクを検索する。更に光ディスク制御手段は第１、第２の光ディスクに渡る
記録領域に関する情報と、その中で先頭情報に続く情報が記録された領域についての情報
をインターフェイス手段を介して記録再生制御手段へ転送する。従って記録再生制御手段
は、第１、第２の光ディスクにおいて先頭情報に続く情報の記録領域に対する再生命令の
生成、再生動作の管理と、ＨＤＤ上に確保した先頭領域、一時領域に対する記録、再生命
令の生成と記録、再生動作の管理を同時に行うことが可能となり、図５で説明した再生方
法に従い図６或いは図１０で説明したＨＤＤ、光ディスクドライブに対する記録、再生動
作を制御することが可能となる。再生情報のバッファからの転送を行うための記録再生制
御手段においてＨＤＤに対する記録命令、再生命令を時分割して生成しながら、光ディス
クドライブに対する再生命令を生成、図６或いは図１０で説明したＨＤＤにおける先頭領
域、一時領域における未再生ブロック数の制御を行いながら記録動作、再生動作を行い、
光ディスクドライブに挿入されている光ディスク上に記録された情報の再生動作を制御す
る。また第２の光ディスクへの交換については、先に説明した記録動作と同様であり、第
１の光ディスクの最終ブロック、或いは第 1の光ディスク上の再生情報が記録された領域
における最終ブロックを含む光ディスク再生命令がインターフェイス手段を介して受信さ
れることにより、光ディスク制御手段はディスク交換を検出、ディスク交換命令を生成し
、次のＨＤＤ記録命令の生成停止を行う。
【００３７】
以上説明した３つの実施例においてＨＤＤ上の先頭情報について、光ディスクにも先頭情
報に対応する情報を記録しているが、ＨＤＤに先頭情報が存在する限りは特に記録を行わ
なくてもよい。またＨＤＤ上の多数の先頭情報については別の記録媒体へ記録し、ＨＤＤ
の交換が発生した場合には、それを新しいＨＤＤへ記録することで対応できる。また先頭
情報を別記録媒体へ記録してなくともディスク交換時間などを考慮したブロック数分のデ
ータ量を光ディスクから再生しＨＤＤに再度記録することで先頭情報として復帰可能であ
る。
【００３８】
また本発明では先頭情報、一時領域をＨＤＤにおいて確保することに限定されず同等以上
の転送レート、アクセス性能を持った記録媒体、例えば大容量半導体メモリにも適用可能
である。
【００３９】
また、第１、第２の光ディスクに渡る記録情報の記録、再生に限らず、３枚以上の光ディ
スクに渡る記録情報の記録、再生を行う場合にも適応される。さらに、単独の光ディスク
において十分な記録領域が確保される場合や、単独の光ディスクに先頭情報に続く全ての
情報が記録され、その再生を行う場合にも適用される。
【００４０】
また、光ディスクへの情報の記録前に HDD上に確保される先頭領域と一時領域に関して、  
HDD上で利用可能な領域に対し例えばダミー情報や、光ディスクへの記録対象でない情報
の記録、再生を図３において説明した方法に従って試行し、（単位時間あたりの記録デー
タ量）＜（単位時間あたりの再生データ量）の関係を少なくとも満たす記録、再生動作を
時分割して実行可能な領域であるかを判定する。判定不成立に従い別の領域に対して上記
判定動作を繰り返し、判定成立に従いその領域内で先頭領域、一時領域に必要なブロック
数分を割り当てる。例えば、 HDD上で利用可能な領域において図２或いは図９に示す閾値
上限 Mの未再生ブロック数に相当する領域の前後の領域に対し記録、再生を行い上記判定
条件を満たす領域の検出を行う。特に図９で説明した未再生ブロック数の制御を行う場合
には、上記判定条件を満たしながら単位時間あたりの記録データ量に対する記録動作と、
光ディスクの最大転送レートに応じた単位時間あたりの再生データ量に対する再生動作を
時分割して実行可能な領域を検出することで、 HDDにおける記録、再生動作の実行時間を
最小とすることが可能となる。上記判定方法でＨＤＤ上に確保される先頭領域と一時領域
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との関係については、先頭領域における単位時間あたりの再生データ量が少なくとも一時
領域における単位時間あたりの記録データ量以上となる再生動作が実行可能な領域にそれ
ぞれ確保される。
【００４１】
また、光ディスクの情報再生前に HDD上に確保される一時領域に関して、  HDD上で利用可
能な領域に対し例えばダミー情報などに対する記録、再生を試行し、（単位時間あたりの
記録データ量）＞（単位時間あたりの再生データ量）の関係を少なくとも満たす記録、再
生動作を時分割して実行可能な領域であるかを判定する。判定不成立に従い別の領域に対
して上記判定動作を繰り返し、判定成立に従いその領域内で一時領域に必要なブロック数
分を割り当てる。例えば、 HDD上で利用可能な領域において図６或いは図１０に示す閾値
上限 Mの未再生ブロック数に相当する領域の前後領域に対し記録、再生を行い上記判定条
件を満たす領域の検出を行う。特に図１０で説明した未再生ブロック数の制御を行う場合
には、上記判定条件を満たしながら光ディスクの最大転送レートに応じた単位時間あたり
の記録データ量に対する記録動作と、単位時間あたりの再生データ量に対する再生動作を
時分割して実行可能な HDD上の領域を検出することで、 HDDにおける記録、再生動作の実行
時間を最小とすることが可能となる。上記判定方法でＨＤＤ上に確保される先頭領域と一
時領域との関係については、一時領域における単位時間あたりの記録データ量が少なくと
も先頭領域における単位時間あたりの再生データ量以上となる記録動作が実行可能な領域
にそれぞれ確保される。
【００４２】
【発明の効果】
本発明によると第１、第２の光ディスクに確保した記録領域に渡り記録情報の記録を行う
際に、ＨＤＤにおける単位時間あたりの記録データ量、再生データ量を調整しながら記録
動作、再生動作を制御することで、ディスク交換が生じた際や、光ディスクに対する記録
準備が終了していない場合にでも記録情報の欠落が発生しない記録が可能となる。
【００４３】
また記録情報の再生時には、ＨＤＤに記録された先頭情報の再生期間中に光ディスクの再
生準備を行うことで、再生の待ち時間を最小とすることが可能となる。またディスク交換
が生じる際にも、ＨＤＤにおける単位時間あたりの再生データ量、記録データ量を調整し
ながら記録動作、再生動作を制御することで再生情報に欠落が発生しない再生が可能とな
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】複数の光ディスクに渡る情報の記録方法を示す図。
【図２】情報記録時のＨＤＤ、光ディスクドライブに対する制御方法の一例を示す図。
【図３】情報記録時のＨＤＤにおける記録命令、再生命令の生成動作を示す図。
【図４】記録再生装置の第１の構成図。
【図５】複数の光ディスクに渡る情報の再生方法を示す図。
【図６】情報再生時のＨＤＤ、光ディスクドライブに対する制御方法の一例を示す図。
【図７】情報再生時のＨＤＤにおける記録命令、再生命令の生成動作を示す図。
【図８】記録再生装置の第２の構成図。
【図９】情報記録時のＨＤＤ、光ディスクドライブに対する制御方法の一例を示す図。
【図１０】情報再生時のＨＤＤにおける記録命令、再生命令の生成動作を示す図。
【図１１】記録再生装置の第３の構成図。
【符号の説明】
１…ディスク交換手段、２…光ディスク、３…光ディスクドライブ、４…ハードディスク
ドライブ、５…制御手段、６…第１の選択手段、７…第２の選択手段、８…バッファ、９
…インターフェイス手段、１０…記録再生制御手段、１１…光ディスク制御手段。
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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 】

【 図 １ １ 】
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