
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
プログラムを含むビデオ情報が記録されるビデオ情報記録領域と、前記ビデオ情報を記録
・再生するための管理情報が記録されるビデオ管理情報記録領域と、前記プログラムの各
チャプタを管理するためのチャプタ管理情報の記録領域とを少なくとも有した記録再生用
媒体と、
前記記録再生用媒体に、情報を記録・また記録情報を再生するための記録処理・再生処理
手段と、
前記再生処理手段からの再生信号をディスプレイに供給するための表示信号導出手段と、
前記記録処理・再生処理手段及び表示信号導出手段を制御するシステム制御手段と、
前記システム制御手段を介して前記記録処理手段に対して記録処理の一時停止を行なわせ
る一時停止手段とを有する装置において、
前記一時停止手段が一時停止を実行したときと、録画が再開されたときの録画情報の切れ
目をチャプタの境界として、前記チャプタ管理情報に登録する手段

を有したことを特徴とす
る自動チャプタ作成機能付き記録再生装置。
【請求項２】
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と、
前記再開したときの先頭の画像をサムネイルとして設定する手段

　前記記録再生用媒体は、更にサムネイル管理情報を有し、前記サムネイル管理情報は、
前記プログラムの中にサムネイルとして設定された画像のエントリィポイントを示すこと
を特徴とする請求項 1記載の自動チャプタ作成機能付き記録再生装置。



【請求項３】

【請求項４】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、情報記録再生が可能なハードディスク及びＤＶＤ（デジタル・バーサタイル
・ディスク）などの媒体を同時或は別々に単独で取り扱うことができる記録再生装置に適
用されて有効であり、特に、タイトル（プログラム）のチャプタを自動的に設定できる自
動チャプタ作成機能付き記録再生装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
周知のように、近年では、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楽しむ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　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｉｍａｇ
ｅ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）方式を使用するとともに、ＡＣ－３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ＡＣ－３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、早送り再生や早戻し再生等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、
ＩＳ０（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｓｔａｎｄ
ａｒｄｉｚａｔｉｏｎ）９６６０とマイクロＵＤＦ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｄｉｓｃ　Ｆ
ｏｒｍａｔ）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（Ｇｉｇａ　Ｂｙｔｅｓ）］
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　Ｒｅｃｏｒｄｉ
ｎｇ）－ＤＶＤの規格が完成しつつあり、近いうちに検証作業も終了する予定となってい
る。
【０００８】
この規格は、現在既に発売されている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】
一方では、記録再生装置に内蔵されたハードディスク装置（ＨＤＤ）を利用し、放送信号
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　前記サムネイルは、前記プログラムとは独立して作成され、前記記録再生用媒体に記録
されていることを特徴とする請求項１記載の自動チャプタ作成機能付き記録再生装置。

　前記一時停止手段は、前記入力信号の音声信号がステレオに変化したことを検出して、
一時停止を自動的に実行することを特徴とする請求項１記載の自動チャプタ作成機能付き
記録再生装置。



を記録再生する方式も考えられている。ハードディスク装置では１００ＧＢ以上のデータ
記録が可能である。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
上記のハードディスク装置とＤＶＤシステムでは、従来のＶＴＲと同様に、予約録画機能
が設けられることは十分に可能である。また、これら媒体は、記憶容量が大きいことから
、多数のプログラム（タイトル）を連続して記録することが可能である。
【００１１】
多数のプログラムが連続して記録された場合、ユーザはチャプタの設定を希望することが
多い。しかし従来では、チャプタを容易に作成する手法がない。
【００１２】
そこで、この発明は上記事情を考慮してなされたもので、チャプタを自動的に作成するこ
とができる自動チャプタ作成機能付き記録再生装置を提供することを目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
この発明に係る自動チャプタ作成機能付き記録再生装置は、プログラムを含むビデオ情報
が記録されるビデオ情報記録領域と、ビデオ情報を記録・再生するための管理情報が記録
されるビデオ管理情報記録領域と、プログラムの各チャプタを管理するためのチャプタ管
理情報の記録領域とを少なくとも有した記録再生用媒体と、記録再生用媒体に、情報を記
録・また記録情報を再生するための記録処理・再生処理手段と、再生処理手段からの再生
信号をディスプレイに供給するための表示信号導出手段と、記録処理・再生処理手段及び
表示信号導出手段を制御するシステム制御手段と、システム制御手段を介して記録処理手
段に対して記録処理の一時停止を行なわせる一時停止手段とを有するものを対象としてい
る。そして、一時停止手段が一時停止を実行したときと、録画が再開されたときの録画情
報の切れ目をチャプタの境界として、チャプタ管理情報に登録する手段

を有するようにしたものである。
【００１４】
上記のような構成によれば、ユーザは放送信号を録画中に例えばコマーシャルが放送され
るときに一時停止操作を行なうことで、自動的にチャプタを作成することができる。テレ
ビ番組等は、コマーシャルを挟んで別の番組になることが多く、この手法を取り入れるこ
とにより、多数のプログラムを記録した記録媒体のチャプタ管理が容易となる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。図１は、この実
施の形態で説明する記録再生装置を示している。この実施の形態は、記録媒体として、Ｄ
ＶＤ－ＲＡＭ及びハードディスクの両方を取り扱うことができる記録再生装置として示し
ているが、いずれか一方のみの記録媒体を取り扱う装置に対しても、この発明は適用可能
である。
【００１６】
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。
【００１７】
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ィポイント（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
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と、再開したとき
の先頭の画像をサムネイルとして設定する手段



録される。また、パックは、データ転送処理を行う最小単位である。さらに、論理上の処
理を行う最小単位はセルで、論理上の処理はこの単位で行われる。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。
【００１８】
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５０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。
【００１９】
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。
【００２０】
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。
【００２１】
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。
【００２２】
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。
【００２３】
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。
【００２４】
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
ダを介してフォーマッタ５６に送られる。
【００２５】
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。
【００２６】
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。
【００２７】
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
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り、所定のＤＶＤ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。
【００２８】
ここで、この記録再生装置は、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。
【００２９】
また、この記録再生装置は、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１００１にエンコード処理すること無く記録することができる。
【００３０】
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。
【００３１】
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。
【００３２】
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。
【００３３】
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。
【００３４】
すなわち、主映像データ（ビデオデータ）の最小単位としてセルが設定され、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。
【００３５】
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。
【００３６】
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
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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。
【００３７】
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。
【００３８】
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。
【００３９】
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。
【００４０】
例えば、一時記憶部３７が４ＭＢ（Ｍｅｇａ　Ｂｙｔｅｓ）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
１６ＭＢのＥＥＰ（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。
【００４１】
さらに、一時記憶部３７が１００ＭＢ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。
【００４２】
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。
【００４３】
しかし、この記録再生装置では、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。
【００４４】
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。
【００４５】
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。
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【００４６】
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。
【００４７】
マイクロコンピュータブロック３０のＭＰＵは、キー入力部４７からの操作情報を受け、
ＲＯＭに格納された制御プログラムに基づいて、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。
【００４８】
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。
【００４９】
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、または図示しないモニタディスプレイにＯＳ
Ｄ（オンスクリーンディスプレイ）表示される。
【００５０】
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３５、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。
【００５１】
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（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Ｓ
Ｐ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。
【００５２】
ビデオプロセッサ６６の出力は、ビデオミクサー７１に入力される。ビデオミクサー７１
では、テキストデータの合成が行われる。またビデオミクサー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
ミクサー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
ミクサー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。
【００５３】
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。
【００５４】
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。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
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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ＭＰＥＧ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。
【００５５】
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。
【００５６】
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。
【００５７】
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）。
【００５８】
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。
【００５９】
同時に、アスペクト情報を録画開始時にＭＰＵへ送り、ＭＰＵはＶＯＢ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。
【００６０】
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。
【００６１】
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。つまりシームレス再生を実現するために予め取り決めら
れているデータサイズである。
【００６２】
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。
【００６３】
図２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。
【００６４】
ビデオファイルに記録されたデータ再生順序は、図２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
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。
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【００６５】
図３には、上記プログラムチェーン情報（ＰＧＣＩ）内のプログラムチェーン情報テーブ
ル（ＰＧＩＴ）の内容をさらに詳しく示している。プログラムチェーン情報としては、こ
のプログラムチェーンに対応するプログラムが消去可能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数、このプログラムで記述されるプライマリーテ
キスト情報（ＰＲＭ＿ＴＸＴＩ）、テキスト情報へのポインタ番号（ＩＴ＿ＴＸＴ＿ＳＲ
ＰＮ）、代表画像情報（ＲＥＰ＿ＰＩＣＴＩ＝セル番号及びそのセル内でのポインタ）が
記述される。
【００６６】
図４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、特殊再生等を行なうときに利用可能である。
【００６７】
ここで、この実施の形態の特徴部を説明する前に、手動操作でチャプタを作成する場合の
チャプタ作成ガイド機能について説明する。このチャプタ作成ガイド機能は、タイトルを
複数にチャプタに分割する際、実際のタイトル（プログラム）を再生しながら、表示部（
ディスプレイ）上で視覚的にチャプタの先頭画像、末尾画像を確認して行なわれるように
したものである。
【００６８】
まず、チャプタ作成時の画面から説明する。図５に示すリモートコントローラ８０を操作
し、編集ナビゲーションキー（編集ナビキー）を押すと、図６に示すように、画面に対象
となるタイトルを示した「パーツ」、「チャプタ」、「プレイリスト」という項目が表れ
るので、チャプタの項目にカーソルを移動させ、エンターキーを押す。
【００６９】
すると、図７に示す画面が表れる。この画面には、選択したタイトルを動画表示する動画
再生領域８１ａが確保され、また、チャプタの先頭の代表画像であるサムネイルを表示す
るサムネイル表示領域８１ｂが確保される。更に、チャプタ登録を行なうためのボタン領
域８１ｃが確保される。さらにまた、タイトルに幾つのチャプタが作成されたかを容易に
分かり易くするために、棒状表示領域８１ｄが確保される。さらに、対象メディアを表示
するため領域８１ｅ、プログラムがオリジナル（ＯＰＧＣに対応）であるかあるいはユー
ザが設定したプレイリスト（ＵＤＰＧＣに対応）であるかを識別表示する領域８１ｆ、ま
た動画再生領域８１ａで表示されている画像の現在位置を、プログラムの先頭からの経過
時間で示す領域８１ｇ等が確保される。
【００７０】
また、棒状表示領域８１ｄには、プログラム中に存在するチャプタ数と対応するマークが
付加して表示される。図の例であると６個のチャプタが作成された状態を示している。ま
たこれに伴い、複数のサムネイルが前記サムネイル表示領域８１ｂに表示されたときは、
サムネイル番号が各サムネイルに合せて表示される。図では第２番目から第６番目のサム
ネイルが表示された例を示している。図では第１番目のサムネイルが示されていないが、
これは、第１番目のサムネイルは表示領域の制限があるために、スクロールして隠れてい
るからである。
【００７１】
また、この実施の形態では、複数のサムネイルが表示された状態で、所望のサムネイルに
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カーソルを合せた状態で削除コマンドを与えることで、当該サムネイルを削除することで
、チャプタ開放を行うことができる。この場合は、削除したサムネイルに対応するチャプ
タを前あるいは後のチャプタに結合することができる。
【００７２】
図８（ａ）～（ｃ）は、チャプタ作成時の画面の遷移を示している。まず、図８（ａ）に
示すように、タイトルを動画再生領域８１ａ上で高速正送りあるいは高速逆送り再生し、
所望の画像付近（例えばチャプタ境界付近）になると、例えばコマ送り操作を行う。そし
て、チャプタ境界（最初は先頭）部分の画像になると、「分割」（ボタン領域８１ｃ）に
カーソルを合せエンターキーを操作する。すると、図８（ｂ）に示すように、チャプタの
先頭画像であるサムネイルが作成され、サムネイル表示領域８１ｂに第１番目のサムネイ
ル（番号付き）が表示される。
【００７３】
さらに、高速正送りを行い、チャプタ境界部分の画像になったところで「分割」（ボタン
領域８１ｃ）にカーソルを合せエンターキーを操作する。すると、図８（ｃ）に示すよう
に、この分割点以降のチャプタに対応する第２番目のサムネイルが作成されると共に、第
１番目のチャプタの末尾が確定する。このようにこの記録再生装置では、次々とチャプタ
を作成することができる。
【００７４】
図９は、上記のようにして作成したチャプタ削除する場合の画面の遷移を示している。例
えば、図９（ａ）に示すように、サムネイル表示領域８１ｂに４つのサムネイルＡ～Ｄが
表示されている状態で、サムネイルＢに対応するチャプタを削除する場合には、図９（ｂ
），（ｃ）に示すように、サムネイルＢの位置にカーソルを合わせてゆき、リモートコン
トローラ８０のクイックキーを操作すると画面に「削除」が表示されるので、その領域に
カーソルを合わせてエンターキーを操作すると、図９（ｄ）に示すようにサムネイルＢが
削除されて、サムネイルＡとＣの間隔が詰められる。
【００７５】
また、分割したチャプタ同士を結合する場合には、対応するサムネイルにカーソルを合わ
せ、リモートコントローラ８０のクイックキーを操作すると画面に「前のチャプタと結合
／後ろのチャプタと結合」が表示されるので、必要な方の領域にカーソルを合わせてエン
ターキーを操作すれば良い。
【００７６】
上記の説明は録画済のプログラムに対してチャプタを設定した例である。しかし、この実
施の形態の記録再生装置では更に、録画中において、一時停止機能が働いた場合にもチャ
プタ作成機能が働くようになっている。
【００７７】
すなわち、記録再生用媒体（ＤＶＤあるいはハードディスク）は、プログラム（タイトル
）を含むビデオ情報が記録されるビデオ情報記録領域と、このビデオ情報を記録・再生す
るための管理情報が記録されるビデオ管理情報記録領域と、プログラムの各チャプタを管
理するためのチャプタ管理情報の記録領域とを少なくとも有する。
【００７８】
また、記録再生装置は、記録再生用媒体に、情報を記録・また記録情報を再生するための
記録処理・再生処理手段と、再生処理手段からの再生信号をディスプレイに供給するため
の表示信号導出手段と、記録処理・再生処理手段及び表示信号導出手段を制御するシステ
ム制御手段と、システム制御手段を介して記録処理手段に対して記録処理の一時停止を行
なわせる一時停止手段とを有する。
【００７９】
ここで、チャプタ作成機能は、一時停止手段が一時停止を実行したときと、録画が再開さ
れたときの録画情報の切れ目をチャプタの境界として、チャプタ管理情報に登録する手段
を有する。また、記録再生装置は、再開したときの先頭の画像をサムネイルとして設定す
る手段をさらに有する。
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【００８０】
チャプタ管理情報は、チャプタの境界をエントリィポイント情報として管理している。こ
れは、例えばプレイリストエントリィポイント（図２のＵＤ＿ＰＧＣを特定する）として
管理することができる。しかしこれに限らず別途チャプタエントリィ情報として管理して
もよい。
【００８１】
再生時にチャプタ選択が行なわれた場合には、複数のプレイリストをスキップし所望のプ
レイリストエントリィポイントから再生するように設定すればよい。
【００８２】
記録再生用媒体は、更にサムネイル管理情報を有し、サムネイル管理情報は、前記プログ
ラムの中にサムネイルとして設定された画像のエントリィポイントを示してもよい。或は
サムネイルは、プログラムとは独立して作成され、記録再生用媒体に記録されていてもよ
い。またチャプタの選択再生は、複数のサムネイル表示状態を得て、所望のサムネイルに
カーソルを合せて、再生操作を行なうことで、当該サムネイルに対応したプレイリストの
エントリーポイントを認識し、再生を開始させることができる。
【００８３】
また一時停止手段は、ユーザ操作に応じて動作する。しかしコマーシャルの時に一時停止
させる場合、一時停止手段は、入力信号の音声信号が例えばステレオに変化したことを検
出して、一時停止を自動的に実行するようにしてもよい。
【００８４】
図１０は、一時停止による自動チャプタ作成の動作をまとめたフローチャートを示してい
る。まず、開始（ステップＳ１１）されると、マイクロコンピュータブロック３０は、ス
テップＳ１２で、キー入力を受け付ける状態となり、ステップＳ１３で、録画キーが操作
されたか否かを判別し、操作されていない場合（ＮＯ）、ステップＳ１２の処理に戻され
る。
【００８５】
また、ステップＳ１３で録画キーが操作されたと判断された場合（ＹＥＳ）、マイクロコ
ンピュータブロック３０は、ステップＳ１２で、録画処理を実行し、ステップＳ１５で、
キー入力を受け付ける状態となり、ステップＳ１６で、停止キーか一時停止キーかキー入
力無しまたはそれ以外のキーのいずれが操作されたかを判別する。
【００８６】
そして、マイクロコンピュータブロック３０は、停止キーが操作された場合には、そのま
ま終了（ステップＳ１７）し、一時停止キーが操作された場合には、ステップＳ１８で、
一時停止処理を実行した後、ステップＳ１９で、キー入力を受け付ける状態となり、ステ
ップＳ２０で、一時停止解除キーかそれ以外のキーのいずれが操作されたかを判別する。
【００８７】
なお、マイクロコンピュータブロック３０は、ステップＳ１６でキー入力無し、または、
停止キー及び一時停止キー以外のキーが操作された場合には、ステップＳ１４の処理に戻
される。
【００８８】
その後、マイクロコンピュータブロック３０は、一時停止解除キーが操作された場合、ス
テップＳ２１で、エンコーダ部５０からＰＴＭ（プレゼンテイション・タイム・スタンプ
）を取得し、ステップＳ２２で、取得したＰＴＭを指すエントリィポイントを作成して、
ステップＳ１４の処理に戻される。
【００８９】
なお、この発明は上記した実施の形態に限定されるものではなく、この外その要旨を逸脱
しない範囲で種々変形して実施することができる。
【００９０】
【発明の効果】
以上詳述したようにこの発明によれば、チャプタを自動的に作成することができる自動チ
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ャプタ作成機能付き記録再生装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明に係る自動チャプタ作成機能付き記録再生装置の実施の形態を説明する
ために示すブロック構成図。
【図２】同実施の形態におけるビデオマネージャーＶＭＧの階層構造を説明するために示
す図。
【図３】同実施の形態におけるプログラムチェーン情報テーブルＰＧＩＴの詳細を説明す
るために示す図。
【図４】同実施の形態におけるムービーＡＶファイル情報テーブルＭ＿ＡＶＦＩＴの階層
構造を説明するために示す図。
【図５】同実施の形態における記録再生装置にユーザが操作情報を与えるためのリモート
コントローラを説明するために示す図。
【図６】同実施の形態におけるリモートコントローラの編集ナビキーを操作したときの表
示画面を説明するために示す図。
【図７】同実施の形態におけるチャプタ作成を選択した場合のチャプタ作成画面の一例を
説明するために示す図。
【図８】同実施の形態におけるチャプタ作成時の画面の遷移状態を説明するために示す図
。
【図９】同実施の形態におけるチャプタ削除時の画面の遷移状態を説明するために示す図
。
【図１０】同実施の形態における自動チャプタ作成の動作を説明するために示すフローチ
ャート。
【符号の説明】
１００１…光ディスク、
２００１…ハードディスクドライブ装置、
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、
３８…ＳＴＣ、
４２…Ａ／Ｖ入力部、
４４…ＴＶチューナ、
４７…キー入力部、
４８…表示部、
５０…エンコーダ部、
５２…ＡＤＣ、
５３…Ｖ，Ａ，ＳＰエンコーダ群、
５６…フォーマッタ、
５７…バッファメモリ、
６０…デコーダ部、
６２…分離部、
６３…メモリ、
６４…Ｖ，Ａ，ＳＰデコーダ群、
６６…ビデオプロセッサ、
７１…ビデオミクサ、
７２…フレームメモリ、
７３…Ｉ／Ｆ、
７４…ＤＡＣ、
７５…Ｉ／Ｆ、
７６…セレクタ、
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７７…ＤＡＣ、
８０…リモートコントローラ。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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