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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれ音声情報とパケット番号を示すパケット番号データとを有する複数の第１の音
声パケットからなる第１の音声データが記録されている記録媒体に対して第２の音声デー
タを記録する装置であって、
　記録手段と、
　前記第２の音声データの記録開始を指示する指示手段と、
　前記指示手段による指示に応じて前記複数の第１のパケットのうちの１つを指定し、前
記指定した第１の音声パケット番号を識別するための識別データと、前記指定した第１の
パケットの再生タイミングと前記指示手段による指示タイミングとの差を示す時間情報と
共に、前記第２の音声データを前記記録媒体に記録するよう前記記録手段を制御する制御
手段とを備え、
　前記制御手段は前記指定した第１の音声パケットのパケット番号を前記識別データとし
て記録するよう前記記録手段を制御する記録装置。
【請求項２】
　それぞれ音声情報を有する複数の第１の音声パケットからなる第１の音声データが記録
されている記録媒体に対して第２の音声データを記録する装置であって、
　記録手段と、
　前記第２の音声データの記録開始を指示する指示手段と、
　前記指示手段による指示に応じて前記複数の第１のパケットのうちの１つを指定し、前
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記指定した第１の音声パケットを識別するための識別データと、前記指定した第１のパケ
ットの再生タイミングと前記指示手段による指示タイミングとの差を示す時間情報と共に
、前記第２の音声データを前記記録媒体に記録するよう前記記録手段を制御する制御手段
とを備える記録装置。
【請求項３】
　前記記録媒体から前記第１の音声データと前記第２の音声データとを再生する再生手段
と、
　前記再生手段により再生された前記第１の音声データと前記第２の音声データとを出力
する出力手段とを備え、
　前記制御手段は、前記再生手段により再生された第２の音声データ中の前記識別データ
に基づいて前記再生手段により再生された第１の音声データ中の前記指定した第１の音声
パケットを検出し、前記検出した第１の音声パケットの再生タイミングと前記再生手段に
より再生された第２の音声データ中の前記時間情報とに基づいて前記出力手段による前記
第２の音声データの出力タイミングを制御することを特徴とする請求項１または２に記載
の記録装置。
【請求項４】
　それぞれ音声情報とパケット番号を示すパケット番号データとを有する複数の第１の音
声パケットからなる第１の音声データが記録されている記録媒体に対して第２の音声デー
タを記録する記録装置の制御方法であって、
　制御手段が、指示手段による前記第２の音声データの記録開始の指示に応じて前記複数
の第１のパケットのうちの１つを指定し、前記指定した第１の音声パケット番号を識別す
るための識別データと、前記指定した第１のパケットの再生タイミングと前記指示手段に
よる指示タイミングとの差を示す時間情報と共に、前記第２の音声データを前記記録媒体
に記録するように前記記録装置を制御し、前記制御手段は、前記指定した第１の音声パケ
ットのパケット番号を前記識別データとして記録するよう前記記録装置を制御することを
特徴とする記録装置の制御方法。
【請求項５】
　それぞれ音声情報を有する複数の第１の音声パケットからなる第１の音声データが記録
されている記録媒体に対して第２の音声データを記録する記録装置の制御方法であって、
　制御手段が、指示手段による前記第２の音声データの記録開始の指示に応じて前記複数
の第１のパケットのうちの１つを指定し、前記指定した第１の音声パケット番号を識別す
るための識別データと、前記指定した第１のパケットの再生タイミングと前記指示手段に
よる指示タイミングとの差を示す時間情報と共に、前記第２の音声データを前記記録媒体
に記録するように前記記録装置を制御することを特徴とする記録装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は記録装置、記録方法、再生装置、再生方法、及び記憶媒体に関し、特には、複数
の音声データの記録再生処理に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、画像データや音声データを圧縮符号化するための種々の技術が考えられている。こ
れらの圧縮符号化方式のうち、現在、ＭＰＥＧ２方式がＤＶＤビデオ等で用いられ、注目
されている。特に、ＭＰＥＧ２におけるトランスポートストリーム（以下、ＭＰＥＧ２－
ＴＳ）はストリーム全体がパケットと呼ばれる固定長のデータ列に分割されており、ネッ
トワークなどを用いたデータ転送に向いているため、デジタルＴＶ放送で用いられている
。
【０００３】
また、ＭＰＥＧ２－ＴＳは複数の動画像や音声のストリームを多重化しているため、近年
ではＭＰＥＧ２－ＴＳを磁気テープやハードディスク、光磁気ディスク等に記録する技術
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も提案されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
このように、記録媒体に対して記録されたＭＰＥＧ２－ＴＳに対して、いわゆるアフター
レコーディング（以下アフレコ）により音声を追加して記録することが考えられる。
【０００５】
しかし、ＭＰＥＧ２－ＴＳでは、前述のように、動画像データや音声データをパケットに
分割して多重しているため、アフレコにより記録した音声を元の音声と同期させることが
非常に難しいという問題があった。
【０００６】
本発明は、以上の点を考慮してなされたもので、既に画像情報や音声情報が記録されてい
る記録媒体に対して新たに音声情報や他の情報を追加して記録再生する際に、この新たな
記録情報と元の記録情報とを容易に同期して再生可能とすることを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　前述の如き目的を達成するため、本発明は、それぞれ音声情報とパケット番号を示すパ
ケット番号データとを有する複数の第１の音声パケットからなる第１の音声データが記録
されている記録媒体に対して第２の音声データを記録する装置であって、記録手段と、前
記第２の音声データの記録開始を指示する指示手段と、前記指示手段による指示に応じて
前記複数の第１のパケットのうちの１つを指定し、前記指定した第１の音声パケット番号
を識別するための識別データと、前記指定した第１のパケットの再生タイミングと前記指
示手段による指示タイミングとの差を示す時間情報と共に、前記第２の音声データを前記
記録媒体に記録するよう前記記録手段を制御する制御手段とを備え、前記制御手段は前記
指定した第１の音声パケットのパケット番号を前記識別データとして記録するよう前記記
録手段を制御する構成とした。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態について説明する。
【０００９】
図１は本発明が適用される記録再生装置の構成を示すブロック図である。本形態の記録再
生装置は、撮像した動画像情報及び撮像時に同時に得られる音声情報をＭＰＥＧ２－ＴＳ
の形式で符号化し、光磁気ディスクに対して記録再生するものである。
【００１０】
まず、通常の撮影、記録動作について説明する。
【００１１】
撮像部１０１において得られた動画像データは画像符号化回路１０３に出力される。画像
符号化回路１０３はＭＰＥＧ２－ＴＳ形式に従って撮像部１０１より出力される動画像デ
ータを符号化し、マルチプレクサ１１３に出力する。また、マイク１０５は音声データを
音声符号化回路１０７に出力する。音声符号化回路１０７はＭＰＥＧ２－ＴＳ形式に従っ
て音声データを符号化し、マルチプレクサ１１３に出力する。
【００１２】
マルチプレクサ１１３は内部に画像符号化回路１０３から出力される符号化同化動画像デ
ータ及び音声符号化回路１０７より出力される符号化音声データをバッファリングするた
めのバッファメモリを持っており、このバッファメモリに符号化動画像データと符号化音
声データとを記憶する。そして、所定期間分の符号化動画像データと符号化音声データ毎
に決められたヘッダを付加し、更に、この所定期間分の符号化動画像データと符号化音声
データを所定量づつ複数の部分に分割し、各部分にＭＰＥＧ２－ＴＳ形式にて決められた
ヘッダを付加して１８８バイトからなる複数のパケット（トランスポートストリームパケ
ット、以下ＴＳパケット）を形成する。
【００１３】
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更に、本形態においては、マルチプレクサ１１３はシステム制御回路１３７からの指示に
従い、動画像、音声の各ＴＳパケット毎に異なる値を持つパケット番号データを生成して
各ＴＳパケットの所定の位置に配置する。そして、動画像データのＴＳパケットと音声デ
ータのＴＳパケットとをシステム制御回路１３７からの指示に従うタイミングで読み出し
て多重し、更に、ＭＰＥＧ２－ＴＳにて決められた、ＰＡＴ(Program Association Table
)，ＰＭＴ(Program Map Table)といったプログラム仕様情報（ＰＳＩ）を生成して所定の
タイミングで多重し、記録バッファ１１５に出力する。
【００１４】
ここで、本形態における動画像データと音声データの符号化、多重処理について、図２を
用いて説明する。
【００１５】
本形態では、ビデオフレームという所定期間分の符号化された動画データを１ビデオＰＥ
Ｓ（Packetized Elementary Stream）と呼び、このビデオＰＥＳ毎にヘッダを付加する。
また、オーディオフレームという所定期間あるいは所定サンプル分の符号化された音声デ
ータを１オーディオＰＥＳと呼び、このオーディオＰＥＳ毎にヘッダを付加する。そして
、図２のように、各ビデオＰＥＳとオーディオＰＥＳをそれぞれ所定量づつ複数の部分に
分割し、各部分に対してＭＰＥＧ２－ＴＳで規定されているヘッダを付加してＴＳパケッ
トを生成し、これらビデオＴＳパケット、オーディオＴＳパケットを多重してＭＰＥＧ２
－ＴＳを生成する。
【００１６】
図２において、Ｖで示したＴＳパケットがビデオデータのパケットで、Ａで示したＴＳパ
ケットがオーディオデータのパケットである。また、本形態では、時間的に対応するビデ
オＰＥＳ、オーディオＰＥＳをＭＰＥＧ２－ＴＳの形式で多重する度にＰＡＴ、ＰＭＴの
パケットを多重する。
【００１７】
なお、図２においては、１つのビデオＰＥＳパケットと１つのオーディオＰＥＳパケット
とが１対１で対応するよう記載しているが、必ずしも１対１とする必要はない。
【００１８】
これら各ＴＳパケットは、前述のように全て１８８バイトのデータから構成される。そし
て、ビデオＴＳパケット、オーディオＴＳパケットにはそれぞれ、独立にパケット番号デ
ータが付加されている。このパケット番号は各パケット毎に独立に割り当てられ、１パケ
ット毎に所定の値、例えば本形態では１づつ増加するよう割り当てられる。また、各ＴＳ
パケット内でビデオデータ、あるいはオーディオデータが１８８バイトに満たない場合、
その分のエリアにはスタッフデータが記録される。
【００１９】
このように多重化され、記録バッファ１１５に記憶されたＭＰＥＧ２－ＴＳデータは、所
定のタイミングで記録再生回路１１７に読み出される。記録再生回路１１７は周知の光ビ
ームピックアップや磁気ヘッド等を有し、記録バッファ１１５から読み出したデータをデ
ィスク１１９上に記録する。本形態では、ディスク１１９に対するデータの記録レートは
記録バッファ１１５に出力されるＭＰＥＧ２－ＴＳのデータレートの数倍であり、記録再
生回路１１７は記録バッファ１１５に所定量のデータが記憶されるとこれを読み出し、デ
ィスク１１９に記録する。
【００２０】
次に、再生時においては、記録再生回路１１７はディスク１１９に記録されているデータ
を再生し、記録バッファ１１５に出力する。記録バッファ１１５に記録された再生データ
は所定のタイミングで読み出され、デマルチプレクサ１２１に出力される。
【００２１】
デマルチプレクサ１２１は再生されたＭＰＥＧ２－ＴＳデータ中のＰＡＴ，ＰＭＴに基づ
き、ビデオＴＳパケット、オーディオＴＳパケットのＰＩＤ(Packet ID)を検出し、再生
されたデータ列からビデオＴＳパケット、オーディオＴＳパケットを分離する。デマルチ
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プレクサ１２１は内部にバッファメモリを有し、分離したビデオＴＳパケット、オーディ
オＴＳパケットをそれぞれ数パケット分バッファリングし、元のビデオＰＥＳ、オーディ
オＰＥＳを生成する。そして、システム制御回路１３７からの指示に従うタイミングで、
ビデオＰＥＳ、オーディオＰＥＳをそれぞれ画像復号回路１２３、音声復号回路１２７に
出力する。
【００２２】
画像復号回路１２３はデマルチプレクサ１２１から出力される符号化された動画像データ
を復号し、バッファメモリ１２５に出力する。また、音声復号回路１２７はデマルチプレ
クサ１２１から出力される符号化された音声データを復号し、バッファメモリ１２９に出
力する。
【００２３】
各バッファメモリ１２５，１２９はそれぞれ、システム制御回路１３７からの指示に従う
タイミングで復号した動画像データ、音声データを読み出し、出力する。
【００２４】
ここで、再生された動画像データ、音声データの復号、出力タイミングについて説明する
。
【００２５】
ＭＰＥＧ２－ＴＳにおいては、ＰＣＲ(Program Clock Reference)というデータを用いて
復号側の基準時間を符号化側で意図した値にセットしている。そして、再生された動画像
情報、音声情報の出力タイミングを、符号化時におけるタイミングと同期させるため、再
生された画像データ、音声データをいつ出力するべきかを示すＰＴＳ(Program Time Stam
p)というデータを用いている。このＰＴＳはビデオＰＥＳ、オーディオＰＥＳのＰＥＳヘ
ッダに含まれており、復号側では、このＰＴＳを検出する度にその出力タイミングを決定
する。つまり、復号側では、１ビデオフレーム、１オーディオフレーム毎にその出力タイ
ミングの同期がとられる。
【００２６】
ＰＴＳは前述のＰＣＲにてセットされるクロックをカウントしたカウント値を示しており
、ＰＴＳの値がカウント値と一致したタイミングでこのＰＴＳを含むビデオ、オーディオ
データを出力することで、動画像情報と音声情報とを同期して再生することが可能となる
。
【００２７】
デマルチプレクサ１２１は再生されたＭＰＥＧ２－ＴＳデータから、ＰＣＲ，ＰＴＳを検
出してシステム制御回路１３７に出力する。システム制御回路１３７はこのＰＣＲに従っ
て内蔵するクロック発生器のクロックタイミングをセットすると共に、このクロックをカ
ウントするカウンタの値とＰＴＳとに従いバッファメモリ１２５，１２９からの再生され
た動画像データ、音声データの出力タイミングを制御する。バッファメモリ１２９から出
力された音声データは合成回路１３１に供給される。合成回路１３１はシステム制御回路
１３７からの制御信号に従い、後述するアフレコ音声データとバッファメモリ１２９から
の再生音声データとを切り替えて出力する。
【００２８】
次に、本形態におけるアフレコ処理について説明する。
【００２９】
図３は前述のようにあらかじめディスク１１９に記録された動画像データ、音声データに
対してアフレコ音声を追加して記録する様子を示す図である。本形態では、通常の動画像
撮影時に同時に記録された音声データを付属音声データ、アフレコにより追加記録される
音声データをアフレコ音声データと呼ぶ。
【００３０】
また、前述のように、ＭＰＥＧ２－ＴＳでは音声データに関する符号化方式も規定されて
いるが、本形態では、アフレコ音声についてはＢＳデジタル放送にて利用されるＡＡＣ（
Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ａｕｄｉｏ　Ｃｏｄｉｎｇ）形式で符号化されているとする。例えば
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、本形態ではアフレコ音声をPrivate Stream 1として組み込む。
【００３１】
図１において、アフレコ記録を行う場合には、ユーザは操作部１３９を操作し、通常再生
開始を指示する。システム制御回路１３７は通常再生開始の指示があると、装置各部を制
御して、前述のようにディスク１１９に記録されているデータの再生を開始する。再生さ
れた動画像データはバッファメモリ１２５より不図示の画像モニタに出力され、ユーザは
再生された動画像を確認する。また、再生された音声データは合成回路１３１より不図示
のスピーカ、あるいはＴＶモニタに出力され、ユーザは再生された音声を確認することが
できる。このとき、再生される動画像情報と音声情報とのタイミングは前述の如く制御さ
れている。
【００３２】
この状態でユーザにより操作部１３９からアフレコ開始の指示があると、システム制御回
路１３７はアフレコ処理回路１１１、マルチプレクサ１１３を制御し、アフレコ音声スト
リームデータを生成する。以下、図４のフローチャートを用いてアフレコ音声ストリーム
の生成、記録処理について説明する。
【００３３】
図４はアフレコ記録処理におけるシステム制御回路１３７の動作を説明するためのフロー
チャートである。
【００３４】
図４において、再生開始の指示があると、ディスク１１９に記録されている画像データ、
付属音声データを再生する（Ｓ４０１）。そして、再生された付属音声データからＰＴＳ
を含むＴＳパケットを検出し（Ｓ４０３）、そのＴＳパケットのパケット番号ＰＣをデマ
ルチプレクサ１２１より入力して変数ＰＣ'とし、更に、内蔵する経過時間カウンタのカ
ウントＴを０にリセットしてカウントを開始する（Ｓ４０５）。このＳ４０３、Ｓ４０５
の処理は再生された付属音声データからＰＴＳを含むＴＳパケットが検出される度に実行
される。
【００３５】
外部入力回路１０９は前述のＡＡＣ形式の音声データを入力し、アフレコ処理回路１１１
に出力する。
【００３６】
この状態で、操作部１３９よりアフレコＯＮの指示があると、リンクパケット番号として
指示があった時点での変数ＰＣ'を記録し、更に、ＰＴＳを含むパケットの再生開始から
の経過時間Ｔを記録するようアフレコ処理回路１１１を制御する。
【００３７】
アフレコ処理回路１１１はシステム制御回路１３７より出力されるリンクパケット番号Ｐ
Ｃ及び、経過時間Ｔをアフレコストリームの先頭のパケットに記録するようアフレコ音声
ストリームを生成し、マルチプレクサ１１３に出力する。マルチプレクサ１１３はシステ
ム制御回路１３７の指示に従い、アフレコ処理回路１１１から出力されたアフレコ音声ス
トリームに対してＴＳパケットヘッダ等を付加し、更に、ＰＡＴ，ＰＭＴ等のデータを多
重してアフレコ音声のＭＰＥＧ２－ＴＳを生成し、記録バッファ１１５に出力する。
【００３８】
図５はアフレコ音声のＴＳパケットの様子を示す図である。
【００３９】
アフレコ音声についても１つのＴＳパケットは１８８バイトのデータからなる。
【００４０】
図５に示したように、各ＴＳパケットは５バイトのＴＳパケットヘッダ５０１を持つ。ア
フレコ音声ＴＳパケットのヘッダに含まれるＰＩＤはディスク１１９に既に記録されてい
る動画像及び音声のストリームとは異なる値が割り当てられている。
【００４１】
５０３はアフレコ音声ストリームの先頭部分のデータを含むＴＳパケットにのみ付加する
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ＭＰＥＧ２データで、これからアフレコ音声データが開始する旨を示す４バイトのスター
トコードと、データ長を示す１バイトの合計５バイトのデータで構成される。アフレコ音
声ストリームの先頭部分を含むＴＳパケット以外のＴＳパケットはＭＰＥＧ２データ５０
３を持たない。
【００４２】
５０５は４バイトのアフレコ音声データのＴＳパケット番号データＲＣであり、このＲＣ
の値はＴＳパケット毎に独立で、且つ、１パケット毎に所定の値づつ増加する。５０７は
４バイトのリンクパケット番号データである。このＰＣ'５０７はこのアフレコ音声デー
タの記録開始指示があった時点において、ＰＴＳを持つ最新の音声ＴＳパケットのパケッ
ト番号を示している。
【００４３】
また、５０９は直前のＰＴＳを含むパケットの音声データの再生を開始してからアフレコ
指示があった時点までの経過時間Ｔを示すデータである。例えば、直前のＰＴＳを含む音
声ＴＳパケットデータを再生してから５．５秒後にアフレコ開始の指示があった場合、無
音部分が５．５秒間である旨を示すデータを記録する。
【００４４】
なお、本形態では、理解を簡単にするため音声データにおいては比較的長い期間、例えば
１０秒毎にＰＴＳが挿入されているとして説明したが、実際にはこれよりも短い期間、例
えば、０．５～１秒毎にＰＴＳが挿入され、同期が確立されることが多い。その場合にも
、直前のＰＴＳを含む音声ＴＳパケットの再生開始からの無音期間を記録することで、正
確にアフレコ音声の再生タイミングを制御することが可能となる。
【００４５】
この２つのデータ、即ち、リンクパケット番号データＰＣ'５０７と経過時間Ｔ５０９に
より、このアフレコ音声ストリームを再生した際のアフレコ音声データの出力タイミング
を、記録時に指示したタイミングで付属音声データに同期して切り替えることができる。
なお、リンクパケット番号データＰＣ'５０７もアフレコ音声ストリームの先頭部分を含
むＴＳパケットにのみ記録され、他のＴＳパケットには含まれない。
【００４６】
経過時間Ｔの様子を図６を用いて説明する。
【００４７】
図６において、６０１は再生されたビデオＰＥＳ、６０３は再生されたオーディオＰＥＳ
を示し、６０５は記録されるアフレコ音声ストリームの様子を示している。また、ｔ１、
ｔ２はそれぞれビデオＰＥＳをビデオＰＴＳにより同期するタイミング、ｔ３、ｔ４はそ
れぞれオーディオＰＥＳがオーディオＰＴＳにより同期するタイミングである。
【００４８】
図６のように、時刻ｔ５でアフレコ開始の指示があった場合、その直前のオーディオＰＥ
Ｓの同期タイミング、即ち、時刻ｔ３からｔ５までの経過時間Ｔをアフレコ音声のＴＳパ
ケットに記録する。
【００４９】
５１１はアフレコ音声データであり、最大で１７６バイトである。また、５１３はパディ
ングデータであり、本形態では、１つのＴＳパケット（１８８バイト）がアフレコ音声デ
ータで埋まらず、あまった場合に１６進数で００かＦＦでパディングする。
【００５０】
図５の如く構成されたアフレコ音声データのＴＳデータは記録バッファ１１５でバッファ
リングされる。記録再生回路１１７は所定のタイミングで記録バッファ１１５に記憶され
ているアフレコ音声のＴＳデータを読み出し、ディスク１１９におけるアフレコ音声デー
タ用の記録エリアに記録する。
【００５１】
図７はディスク１１９の記録エリアの様子を示す図である。
【００５２】
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図７において、７０１はディスク１１９の最内周のエリアであり、ＴＯＣと呼ばれるディ
スクの管理情報が記録されるエリアである。また、７０５は通常のＭＰＥＧ２－ＴＳ形式
の動画像、音声データを記録するエリアである。そして、７０３がディスク最外周のエリ
アで、アフレコ音声データの記録エリアである。記録再生回路１１７はディスク１１９の
エリア７０５にあらかじめ記録されている動画像、音声データを再生しつつアフレコ音声
データをエリア７０３に記録する。前述のように、本形態においては記録再生回路１１７
の記録データレートは記録バッファ１１５に記憶されるＭＰＥＧ２－ＴＳデータのデータ
レートの数倍であり、記録再生時において記録再生回路１１７はディスク１１９に対して
間欠的にアクセスしている。
【００５３】
そのため、ディスク１１９からの再生を停止している期間における所定のタイミングで、
アフレコ音声データをエリア６０３に記録することは容易に可能となる。
【００５４】
また、再生時においても、アフレコ音声の記録エリアをディスク上で予め決められたエリ
アとすることで、容易にアクセス可能となる。
【００５５】
なお、これ以外にも、複数のピックアップユニットを持ち、一方が再生を行いつつ他方が
記録を行うといった構成でも実現可能である。
【００５６】
次に、アフレコ音声データを含むディスク１１９の記録データの再生時の動作を説明する
。ユーザが操作部１３９を操作してアフレコ再生モードの指示があると、システム制御回
路１３７は記録再生回路１１７を制御して、まず、ＴＯＣデータに基づきディスク１１９
のエリア６０３にアフレコ音声データが記録されているか否かをチェックする。その結果
、アフレコ音声データが記録されている場合、そのアフレコ音声ストリームの最初のＴＳ
パケットを再生し、記録バッファ１１５を介してデマルチプレクサ１２１に出力する。
【００５７】
そして、デマルチプレクサ１２１は再生されたアフレコ音声ＴＳパケットからリンクパケ
ット番号ＰＣ'５０７を検出し、システム制御回路１３７に出力する。なお、アフレコ音
声エリア６０３に複数のアフレコ音声ストリームが存在する場合、各ストリームの先頭の
ＴＳパケットを全て再生し、同様に各ＴＳパケットのリンクパケット番号ＰＣ'を検出し
てシステム制御回路１３７に出力する。
【００５８】
このようにアフレコ音声ストリームのリンクパケット番号ＰＣ'を記憶すると、システム
制御回路１３７は前述の如くディスク１１９のエリア７０７から動画像及び付属音声スト
リームの再生を開始する。再生された動画像及び付属音声のストリームは記録バッファ１
１５を介してデマルチプレクサ１２１に出力される。デマルチプレクサ１２１は通常の再
生時と同様、再生データを動画像データと付属音声データに分離して、それぞれ画像復号
回路１２３と音声復号回路１２７に出力する。
【００５９】
ここで、アフレコ再生モードにおいては、デマルチプレクサ１２１は再生された音声デー
タの各ＴＳパケットに含まれているパケット番号データを検出してシステム制御回路１３
７に出力する。
【００６０】
システム制御回路１３７はこの再生音声データのパケット番号データを監視し、先に記憶
しておいたアフレコ音声データのリンクパケット番号ＰＣ'と比較する。そして、再生さ
れている音声データのパケット番号とリンクパケット番号との差が所定値よりも小さくな
ると、記録再生回路１３７を制御してこのアフレコ音声ストリームをディスク１１９のア
フレコ音声エリア７０３から所定期間分再生し、記録バッファ１１５を介してデマルチプ
レクサ１２１に出力する。なお、アフレコ音声データは記録エリア７０５からの動画像、
付属音声データの読み出しを停止している期間に再生する。
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【００６１】
アフレコ復号回路１３３は再生されたアフレコ音声データを復号し、バッファ１３５に出
力する。
【００６２】
デマルチプレクサ１２１は再生されたアフレコ音声データの各ＴＳパケットのＰＩＤに基
づいてアフレコ音声データを検出し、アフレコ復号回路１３３に出力する。また、マルチ
プレクサ１２１は再生されたアフレコ音声ストリームの先頭のＴＳパケットから経過時間
データＴ５０９を検出し、システム制御回路１３７に出力する。
【００６３】
そして、システム制御回路１３７は、アフレコ音声データのリンクパケット番号ＰＣ'に
対応したＴＳパケットの付属音声データが再生されると、このパケットの付属音声データ
をバッファ１２９から読み出し開始した時点からの経過時間をカウントし、経過時間Ｔ５
０９に対応した時間だけ経過した時点でバッファ１３５からのアフレコ音声データの読み
出しを開始すると共に合成回路を制御して出力する音声データを付属音声データからアフ
レコ音声データに切り替える。
【００６４】
その後はエリア７０３に記録されているこのアフレコ音声ストリームが終了するまでアフ
レコ音声データを選択して出力する。なお、本形態ではアフレコ音声ストリームはＭＰＥ
Ｇ２のPrivate Stream 1であり、データ中にＰＴＳを持たない。そのため、同期タイミン
グをとるのはアフレコ音声データの再生開始時のみとなる。
【００６５】
このようにディスク１１９に記録されているアフレコ音声ストリームの再生が終了すると
、システム制御回路１３７は合成回路１３１を制御して、元の付属音声データを選択して
出力する。
【００６６】
このように、本形態によれば、アフレコ開始の指示があったときにこの指示タイミングに
従って直前のＰＴＳを含むＴＳパケットを指定し、このパケットの再生タイミングに従っ
てアフレコ音声の出力タイミングを決めるため、簡単な構成で元々記録されている付属音
声に正確に同期してアフレコ音声を再生することができる。
【００６７】
また、本形態によれば、元々付属されていた音声信号のデータレートと異なるデータレー
トの音声信号をアフレコ音声として付加することができ、元々記録されている付属音声に
正確に同期してアフレコ音声を再生することができる。
【００６８】
なお、本実施形態では、付属音声データをＭＰＥＧ２にて規定された符号化方式にて符号
化し、動画像データと多重していたが、これ以外の符号化方式、例えばアフレコ音声デー
タと同様ＡＡＣ方式にて符号化し、ＭＰＥＧ２のPrivate Stream 1、あるいはPrivate St
ream 2に従う形式にて多重することも可能である。また、アフレコ音声データもPrivate 
Stream 2に従う形式にて多重することも可能である。
【００６９】
また、本形態では、記録時に各ＴＳパケットに対して独立にパケット番号を付加して記録
し、アフレコ時にはアフレコ開始のタイミングの直前のＰＴＳを含むＴＳパケットのパケ
ット番号をアフレコ音声と共に記録していたが、これ以外にも、再生時において、元々記
録されていた音声データ中、アフレコ音声のリンク先のパケットが一義的に定義可能とな
れば、パケット番号を記録しなくてもよい。
【００７０】
このように、パケット番号データを含め、アフレコ音声のリンク先のＴＳパケットを識別
するためのデータをリンク先のＴＳパケット及びアフレコ音声データに記録し、再生時に
この識別データに基づいてアフレコ音声データの出力タイミングを制御することが可能と
なる。
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本発明は複数の機器（例えば、ホストコンピュータ、インタフェース機器、リーダ、プリ
ンタ等）から構成されるシステムに適用しても１つの機器からなる装置に適用してもよい
。
【００７２】
また、前述の実施形態の機能を実現するように各種のデバイスを動作させるように、各種
デバイスと接続された装置或いはシステム内のコンピュータに対し、前記実施形態の機能
を実現するためのソフトウェアのプログラムコードを供給し、そのシステム或いは装置の
コンピュータ（ＣＰＵ或いはＭＰＵ）に格納されたプログラムに従って各種デバイスを動
作させることによって実施したものも、本発明の範疇に含まれる。
【００７３】
即ち、前述の通常のＭＰＥＧ２－ＴＳの記録再生動作、アフレコ音声データの記録再生処
理をマイクロコンピュータを用いたソフトウェア処理にて実現することも可能である。
【００７４】
また、この場合、前記ソフトウェアのプログラムコード自体が前述した実施の形態の機能
を実現することになり、そのプログラムコード自体、およびそのプログラムコードをコン
ピュータに供給するための手段、例えばかかるプログラムコードを格納した記憶媒体は本
発明を構成する。かかるプログラムコードを記憶する記憶媒体としては、例えばフロッピ
ーディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ-ＲＯＭ、磁気テープ
、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ等を用いることができる。
【００７５】
また、コンピュータが供給されたプログラムコードを実行することにより、上述の実施の
形態で説明機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードがコンピュータにおいて
稼働しているＯＳ（オペレーティングシステム）或いは他のアプリケーションソフト等の
共同して上述の実施の形態で示した機能が実現される場合にもかかるプログラムコードは
本発明の実施形態に含まれることは言うまでもない。
【００７６】
更に、供給されたプログラムコードがコンピュータの機能拡張ボードやコンピュータに接
続された機能拡張ユニットに備わるメモリに格納された後、そのプログラムコードの指示
に基づいてその機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵ等が実際の処理の一部
または全部を行い、その処理によって上述した実施の形態の機能が実現される場合にも本
発明に含まれる。
【００７７】
【発明の効果】
以上、述べたように本発明によれば、この新たな記録情報と元の記録情報とを容易に同期
して再生可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明が適用される記録再生装置の構成を示すブロック図である。
【図２】図１の装置にて扱うＭＰＥＧ２－ＴＳの構成を示す図である。
【図３】アフレコ音声の様子を示す図である。
【図４】図１の装置によるアフレコ音声の記録処理を説明するためのフローチャートであ
る。
【図５】アフレコ音声データのＴＳパケットの様子を示す図である。
【図６】アフレコ音声データの出力タイミングを説明するための図である。
【図７】ディスク上の記録エリアを示す図である。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】
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