
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
光ディスクの一定の領域に記録した管理用テーブルによりプログラムエリアを管理して所
望のファイルを前記プログラムエリアに記録する光ディスク装置において、
前記ファイルが、前記光ディスク専用の再生装置により再生可能なフォーマットによる動
画ファイルの場合、
該ファイルと、該ファイルの管理用情報とを組にして前記プログラムエリアに記録すると
共に、該管理用情報の記録位置情報を前記管理用テーブルに記録し、
前記ファイルが、前記光ディスク専用の再生装置により再生可能なフォーマットによる動
画ファイル以外の拡張ファイルの場合、
該拡張ファイルと、該拡張ファイルの個別の管理用情報とを組にして前記プログラムエリ
アに記録し、
少なくとも前記個別の管理用情報の記録位置情報を有する拡張ファイルの案内情報を前記
光ディスクに記録し、
前記拡張ファイルの案内情報の記録位置情報を前記管理用テーブルに記録し、
前記拡張ファイルの案内情報に、対応する個別の管理用情報による前記拡張ファイルの種
類を示す識別コードと、前記管理用情報の記録形式の情報とを割り当てる
ことを特徴とする光ディスク装置。
【請求項２】
前記拡張ファイルの案内情報の１つに対して、前記識別コードと前記管理用情報の記録形
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式とが同一である複数の前記個別の管理用情報を割り当てる
ことを特徴とする請求項１に記載の光ディスク装置。
【請求項３】
前記拡張ファイルの案内情報の記録位置が、
前記光ディスクの最初のファイルの記録開始位置の内周側領域である
ことを特徴とする請求項１に記載の光ディスク装置。
【請求項４】
前記拡張ファイルの案内情報の記録位置が、
前記光ディスクに記録された最後の前記拡張ファイルに続く領域である
ことを特徴とする請求項１に記載の光ディスク装置。
【請求項５】
前記管理用テーブルの記録位置が、
ファイナライズの処理により作成されるリードインエリアの内周側領域である
ことを特徴とする請求項１に記載の光ディスク装置。
【請求項６】
前記ファイルが前記動画ファイルの場合、前記動画ファイルの前記管理用情報、前記動画
ファイル、前記管理用情報のバックアップ用情報が順次連続するように、前記ファイル及
び前記管理用情報を記録し、
前記ファイルが前記拡張ファイルの場合、前記拡張ファイル、対応する前記管理用情報の
順となるように、前記拡張ファイル及び前記管理用情報を記録する
ことを特徴とする請求項１に記載の光ディスク装置。
【請求項７】
前記ファイルが動画ファイルの場合、ＤＶＤビデオフォーマットにより記録するように、
前記ファイル及び前記管理用情報を設定する
ことを特徴とする請求項１に記載の光ディスク装置。
【請求項８】
前記拡張ファイルの追加記録により対応する前記個別の管理用情報を記録する場合、既に
記録済の拡張ファイルについての前記個別の管理用情報をまとめて、
前記追加記録に係る拡張ファイルに続いて記録し、
前記まとめた管理用情報の記録に対応するように、前記拡張ファイルの案内情報、前記管
理テーブルを更新する
ことを特徴とする請求項１に記載の光ディスク装置。
【請求項９】
前記拡張ファイルの案内情報、前記個別の管理用情報に基づいて、前記光ディスクに記録
された前記拡張ファイルを再生する再生手段を有する
ことを特徴とする請求項１に記載の光ディスク装置。
【請求項１０】
前記管理用テーブルに基づいて、
前記光ディスクの管理用情報記録領域のうちの、第１の管理用情報記録領域に、前記光デ
ィスクに記録された全てのファイルについて、前記管理用情報をまとめて記録し、
前記管理用情報記録領域のうちの、第２の管理用情報記録領域に、前記光ディスクに記録
された前記動画ファイルについてのみ、前記管理用情報をまとめて記録する
ことを特徴とする請求項１に記載の光ディスク装置。
【請求項１１】
前記第１の管理用情報記録領域が、コンピュータによるファイル管理システムに対応する
領域であり、
前記第２の管理用情報記録領域が、ＤＶＤビデオフォーマットのファイル管理システムに
対応する領域である
ことを特徴とする請求項１０に記載の光ディスク装置。
【請求項１２】
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光ディスクの一定の領域に記録した管理用テーブルによりプログラムエリアを管理して所
望のファイルを前記プログラムエリアに記録する光ディスクの記録方法において、
前記ファイルが、前記光ディスク専用の再生装置により再生可能なフォーマットによる動
画ファイルの場合、
該ファイルと、該ファイルの管理用情報とを組にして前記プログラムエリアに記録すると
共に、該管理用情報の記録位置情報を前記管理用テーブルに記録し、
前記ファイルが、前記光ディスク専用の再生装置により再生可能なフォーマットによる動
画ファイル以外の拡張ファイルの場合、
該拡張ファイルと、該拡張ファイルの個別の管理用情報とを組にして前記プログラムエリ
アに記録し、
少なくとも前記個別の管理用情報の記録位置情報を有する拡張ファイルの案内情報を前記
光ディスクに記録し、
前記拡張ファイルの案内情報の記録位置情報を前記管理用テーブルに記録し、
前記拡張ファイルの案内情報に、対応する個別の管理用情報による前記拡張ファイルの種
類を示す識別コードと、前記管理用情報の記録形式の情報とを割り当てる
ことを特徴とする光ディスクの記録方法。
【請求項１３】
前記拡張ファイルの案内情報の１つに対して、前記識別コードと前記管理用情報の記録形
式とが同一である複数の前記個別の管理用情報を割り当てる
ことを特徴とする請求項１２に記載の光ディスクの記録方法。
【請求項１４】
前記拡張ファイルの案内情報の記録位置が、
前記光ディスクの最初のファイルの記録開始位置の内周側領域である
ことを特徴とする請求項１２に記載の光ディスクの記録方法。
【請求項１５】
前記拡張ファイルの案内情報の記録位置が、
前記光ディスクに記録された最後の前記拡張ファイルに続く領域である
ことを特徴とする請求項１２に記載の光ディスクの記録方法。
【請求項１６】
前記管理用テーブルの記録位置が、
ファイナライズの処理により作成されるリードインエリアの内周側領域である
ことを特徴とする請求項１２に記載の光ディスクの記録方法。
【請求項１７】
前記ファイルが前記動画ファイルの場合、前記動画ファイルの前記管理用情報、前記動画
ファイル、前記管理用情報のバックアップ用情報が順次連続するように、前記ファイル及
び前記管理用情報を記録し、
前記ファイルが前記拡張ファイルの場合、前記拡張ファイル、対応する前記管理用情報の
順となるように、前記拡張ファイル及び前記管理用情報を記録する
ことを特徴とする請求項１２に記載の光ディスクの記録方法。
【請求項１８】
前記ファイルが動画ファイルの場合、ＤＶＤビデオフォーマットにより記録するように、
前記ファイル及び前記管理用情報を設定する
ことを特徴とする請求項１２に記載の光ディスクの記録方法。
【請求項１９】
前記拡張ファイルの追加記録により対応する前記個別の管理用情報を記録する場合、既に
記録済の拡張ファイルについての前記個別の管理用情報をまとめて、
前記追加記録に係る拡張ファイルに続いて記録し、
前記まとめた管理用情報の記録に対応するように、前記拡張ファイルの案内情報、前記管
理テーブルを更新する
ことを特徴とする請求項１２に記載の光ディスクの記録方法。
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【請求項２０】
前記管理用テーブルに基づいて、
前記光ディスクの管理用情報記録領域のうちの、第１の管理用情報記録領域に、前記光デ
ィスクに記録された全てのファイルについて、前記管理用情報をまとめて記録し、
前記管理用情報記録領域のうちの、第２の管理用情報記録領域に、前記光ディスクに記録
された前記動画ファイルについてのみ、前記管理用情報をまとめて記録する
ことを特徴とする請求項１２に記載の光ディスクの記録方法。
【請求項２１】
前記第１の管理用情報記録領域が、コンピュータによるファイル管理システムに対応する
領域であり、
前記第２の管理用情報記録領域が、ＤＶＤビデオフォーマットのファイル管理システムに
対応する領域である
ことを特徴とする請求項２０に記載の光ディスクの記録方法。
【請求項２２】
光ディスクの一定の領域に記録した管理用テーブルによりプログラムエリアを管理して所
望のファイルを前記プログラムエリアに記録する光ディスクの記録方法のプログラムにお
いて、
前記ファイルが、前記光ディスク専用の再生装置により再生可能なフォーマットによる動
画ファイルの場合、
該ファイルと、該ファイルの管理用情報とを組にして前記プログラムエリアに記録すると
共に、該管理用情報の記録位置情報を前記管理用テーブルに記録し、
前記ファイルが、前記光ディスク専用の再生装置により再生可能なフォーマットによる動
画ファイル以外の拡張ファイルの場合、
該拡張ファイルと、該拡張ファイルの個別の管理用情報とを組にして前記プログラムエリ
アに記録し、
少なくとも前記個別の管理用情報の記録位置情報を有する拡張ファイルの案内情報を前記
光ディスクに記録し、
前記拡張ファイルの案内情報の記録位置情報を前記管理用テーブルに記録し、
前記拡張ファイルの案内情報に、対応する個別の管理用情報による前記拡張ファイルの種
類を示す識別コードと、前記管理用情報の記録形式の情報とを割り当てる
ことを特徴とする光ディスクの記録方法のプログラム。
【請求項２３】
前記拡張ファイルの案内情報の１つに対して、前記識別コードと前記管理用情報の記録形
式とが同一である複数の前記個別の管理用情報を割り当てる
ことを特徴とする請求項２３に記載の光ディスクの記録方法のプログラム。
【請求項２４】
前記管理用テーブルに基づいて、
前記光ディスクの管理用情報記録領域のうちの、第１の管理用情報記録領域に、前記光デ
ィスクに記録された全てのファイルについて、前記管理用情報をまとめて記録し、
前記管理用情報記録領域のうちの、第２の管理用情報記録領域に、前記光ディスクに記録
された前記動画ファイルについてのみ、前記管理用情報をまとめて記録する
ことを特徴とする請求項２２に記載の光ディスクの記録方法のプログラム。
【請求項２５】
前記第１の管理用情報記録領域が、コンピュータによるファイル管理システムに対応する
領域であり、
前記第２の管理用情報記録領域が、ＤＶＤビデオフォーマットのファイル管理システムに
対応する領域である
ことを特徴とする請求項２４に記載の光ディスクの記録方法のプログラム。
【請求項２６】
光ディスクの一定の領域に記録した管理用テーブルによりプログラムエリアを管理して所
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望のファイルを前記プログラムエリアに記録する光ディスクの記録方法のプログラムを記
録した記録媒体において、
前記光ディスクの記録方法は、
前記ファイルが、前記光ディスク専用の再生装置により再生可能なフォーマットによる動
画ファイルの場合、
該ファイルと、該ファイルの管理用情報とを組にして前記プログラムエリアに記録すると
共に、該管理用情報の記録位置情報を前記管理用テーブルに記録し、
前記ファイルが、前記光ディスク専用の再生装置により再生可能なフォーマットによる動
画ファイル以外の拡張ファイルの場合、
該拡張ファイルと、該拡張ファイルの個別の管理用情報とを組にして前記プログラムエリ
アに記録し、
少なくとも前記個別の管理用情報の記録位置情報を有する拡張ファイルの案内情報を前記
光ディスクに記録し、
前記拡張ファイルの案内情報の記録位置情報を前記管理用テーブルに記録し、
前記拡張ファイルの案内情報に、対応する個別の管理用情報による前記拡張ファイルの種
類を示す識別コードと、前記管理用情報の記録形式の情報とを割り当てる
ことを特徴とする光ディスクの記録方法のプログラムを記録した記録媒体。
【請求項２７】
前記拡張ファイルの案内情報の１つに対して、前記識別コードと前記管理用情報の記録形
式とが同一である複数の前記個別の管理用情報を割り当てる
ことを特徴とする請求項２６に記載の光ディスクの記録方法のプログラムを記録した記録
媒体。
【請求項２８】
前記管理用テーブルに基づいて、
前記光ディスクの管理用情報記録領域のうちの、第１の管理用情報記録領域に、前記光デ
ィスクに記録された全てのファイルについて、前記管理用情報をまとめて記録し、
前記管理用情報記録領域のうちの、第２の管理用情報記録領域に、前記光ディスクに記録
された前記動画ファイルについてのみ、前記管理用情報をまとめて記録する
ことを特徴とする請求項２６に記載の光ディスクの記録方法のプログラムを記録した記録
媒体。
【請求項２９】
前記第１の管理用情報記録領域が、コンピュータによるファイル管理システムに対応する
領域であり、
前記第２の管理用情報記録領域が、ＤＶＤビデオフォーマットのファイル管理システムに
対応する領域である
ことを特徴とする請求項２８に記載の光ディスクの記録方法のプログラムを記録した記録
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、光ディスク装置、光ディスクの記録方法、光ディスクの記録方法のプログラム
及び光ディスクの記録方法 を記録した記録媒体に関し、例えばＤＶＤ（ Digi
tal Versatile Disk）装置に適用することができる。本発明は、拡張ファイルの案内情報
を介して、個別の管理用情報をアクセスできるようにし、この拡張ファイルの案内情報に
、対応する拡張ファイルの種類を示す識別コードと、管理用情報の記録形式情報とを割り
当てることにより、十分な拡張性を担保して、動画以外の静止画等のファイルについても
記録することができるようにする。
【０００２】
【従来の技術】
従来、大容量の光ディスクであるＤＶＤにおいて、書き込み可能な光ディスクは、１回の
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み書き込み可能なＤＶＤ－Ｒ（ＤＶＤ－ Recordable）、追記可能なＤＶＤ－ＲＷ（ＤＶＤ
－ Rewritanle）、ＤＶＤ－ＲＡＭ（ＤＶＤ－ Random Access Memory）が提供されるように
なされている。これらの光ディスクのうち、ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷは、ＤＶＤビデオ
フォーマットに準拠したフォーマットでビデオデータを記録することにより、再生専用の
ＤＶＤプレイヤー、コンピュータでも再生できるようになされている。
【０００３】
図１４は、このＤＶＤビデオフォーマットによる光ディスクの論理フォーマットを示す図
表である。このフォーマットによる光ディスクは、情報記録面が、先頭側である最内側よ
りリードイン（ Lead in ）、データゾーン（ Data Zone ）、リードアウト（ Lead out）に
区切られ（図１４（Ａ））、データゾーンに所望のビデオデータ等が記録される。
【０００４】
ここでデータゾーンは、リードイン側より、ＵＤＦ（ Universal Disk Format ）領域（フ
ァイルシステムエリア）Ａ１、ＶＭＧ（ Video Manager ）領域（ＤＶＤ管理用情報エリア
）Ａ２、リアルタイムデータ記録エリアＡ３に区分される。
ＵＤＦ領域及びＶＭＧ領域は、この光ディスクに記録されたビデオデータによるファイル
を管理する管理用情報記録領域である。これらのＵＤＦ領域及びＶＭＧ領域のうち、ＶＭ
Ｇ領域は、ＤＶＤプレイヤーに対応する領域であり、リアルタイムデータ記録エリアＡ３
に記録されたビデオデータ全体を管理する管理用情報であるＴＯＣの情報が記録される。
これに対してＵＤＦ領域Ａ１は、コンピュータによるファイル管理システムに対応する領
域であり、コンピュータにおけるファイルシステムとの互換を図るフォーマットによりリ
アルタイムデータ記録エリアＡ３に記録したビデオデータ全体を管理する管理用情報が記
録される。
【０００５】
リアルタイムデータ記録エリアＡ３は、実データを記録するプログラムエリアであり、Ｖ
ＴＳ（ Video Title Set ）（以下、適宜、タイトルと呼ぶ）を単位にして、ビデオデータ
が記録される（図１４（Ｂ））。ここでＶＴＳは、先頭側より、ＶＴＳＩ（ Video Title 
Set Information ）、ＶＴＳＭ　ＶＯＢＳ（ Video Object Set for the VTSM ）、ＶＴＳ
ＴＴ　ＶＯＢＳ (Video Object SetFor Titl es in a VTS)　、ＶＴＳＩ　ＢＵＰ（ Backup
 of VTSI）により構成される（図１４（Ｃ））。ＶＴＳＴＴ　ＶＯＢＳには、実データで
あるＭＰＥＧ（ Moving Picture Experts Group）２のフォーマットによるビデオデータが
記録され、ＶＴＳＩには、この実データによるビデオデータを管理する管理用情報である
記録位置情報等が、ＶＴＳＭ　ＶＯＢＳには、ビデオデータのタイトルメニューが記録さ
れる。なおＶＴＳＭ　ＶＯＢＳは、オプションである。ＶＴＳＩ　ＢＵＰは、ＶＴＳＩの
バックアップである。
【０００６】
これらによりこの種の光ディスクにおいては、コンピュータによりアクセスする場合は、
ＵＤＦにより所望するファイルを検索して再生することができるようになされ、ＤＶＤプ
レイヤーによりアクセスする場合には、ＶＭＧにより所望するファイルを検索して再生す
ることができるようになされている。これによりＵＤＦは、コンピュータのファイル管理
システムに対応して光ディスクに記録されたビデオデータの管理用情報を構成するのに対
し、ＶＭＧは、ＤＶＤプレイヤーに対応して光ディスクに記録されたビデオデータの管理
用情報を構成するようになされている。
【０００７】
このような光ディスクにビデオデータを書き込む方式としては、 Incremental Recording 
方式（以下、ＩＮＣ方式と呼ぶ）、 Restricted Over Write 方式（以下、ＲＯＷ方式と呼
ぶ）が使用されるようになされている。ここでＩＮＣ方式は、シーケンシャルにビデオデ
ータを記録する方式であり、ＲＯＷ方式は、上書き可能な光ディスクに適用される方式で
ある。但し、ＲＯＷ方式においても、未記録領域にデータを記録する場合には、シーケン
シャルにビデオデータを記録する。これらＩＮＣ方式及びＲＯＷ方式においては、リード
インの内周側に設けられたＲＭＡ（ Recording Management Area ）により、後述するパデ

10

20

30

40

50

(6) JP 3945807 B2 2007.7.18



ィング等による領域が管理されるようになされている。
【０００８】
図１５は、ＲＯＷ方式による記録手順を示す図表である。ＲＯＷ方式においては、リード
イン、ＵＤＦ、ＶＭＧ、先頭タイトルのＶＴＳＩ、ＶＴＳＭ　ＶＯＢＳの記録領域をパデ
ィングにより事前に確保する（図１５（Ａ））。ここでパディングは、ＮＵＬＬ等のダミ
ーデータを記録して領域を確保する処理である。
【０００９】
このようにしてこれらの領域を確保すると、ＲＯＷ方式においては、順次ビデオデータを
記録することにより、実データによるＶＴＳＴＴ　ＶＯＢＳを形成し（図１５（Ｂ））、
１つのタイトルについて実データの記録が完了すると、続いてＶＴＳＩ　ＢＵＰを記録し
、さらに続くタイトルのＶＴＳＩ、ＶＴＳＭ　ＶＯＢＳの記録領域の確保のために、パデ
ィングの処理を実行する（図１５（Ｂ））。また続いて先頭側に戻ってこの実データの記
録に対応するＶＴＳＩ、ＶＴＳＭＶＯＢＳを形成する（図１５（Ｃ））。これによりＲＯ
Ｗ方式においては、１つのＶＴＳを光ディスクに記録する。
【００１０】
また続けて次のタイトルを記録する場合、ＲＯＷ方式においては、直前のＶＴＳにより形
成したパディングの領域に続いて、実データの記録によりＶＴＳＴＴ　ＶＯＢＳ、ＶＴＳ
Ｉ　ＢＵＰを形成し、続くタイトルのＶＴＳＩ、ＶＴＳＭＶＯＢＳの領域確保のために、
パディングの処理を実行する（図１５（Ｄ））。また続いてＶＴＳＩ、ＶＴＳＭ　ＶＯＢ
Ｓを形成し（図１５（Ｅ））、これにより続くＶＴＳを光ディスクに記録する（図１５（
Ｆ））。ＲＯＷ方式においては、引き続きタイトルを記録する場合には、同様にパディン
グ等の処理を実行して順次ＶＴＳを記録する。
【００１１】
これに対してこのようにＶＴＳを順次記録してリアルタイムデータ記録エリアが形成され
てなる光ディスクについて、ＲＯＷ方式においては、ファイナライズの処理によりＵＤＦ
領域、ＶＭＧ領域を形成し、さらにリードイン、リードアウトを形成し（図１５（Ｇ））
、これにより再生専用の光ディスクとの互換性が図られる。なおこのＵＤＦ領域、ＶＭＧ
領域の形成においては、各タイトルのＶＴＳＩ、ＶＴＳＭ　ＶＯＢＳのデータより、ＵＤ
Ｆ、ＶＭＧのデータを生成し、このデータをパディングにより確保した内周側先頭領域に
記録することにより実行される。
【００１２】
従来、この種の光ディスク装置においては、特開２００２－６３７６５号公報、特開２０
０１－１４８１６６号公報、特開２００２－５６６０９号公報に、タイトルの記録等に応
じて、光ディスクの内周側に形成した管理用テーブルに対応するＶＴＳＩの先頭アドレス
を記録することにより、この管理用テーブルでプログラムエリアを管理して動画ファイル
を記録し、これによりファイナライズ前の段階であっても、この管理用テーブルを基準に
して、各タイトルをアクセス可能とする方法が提案されるようになされている。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
ところでこのような光ディスクにおいては、磁気テープに代えて、携帯型のビデオレコー
ダに適用することが考えられる。この場合、従来の携帯型のビデオレコーダにおいては、
動画だけでなく、静止画についても記録することができるものがあることにより、この種
の光ディスクにおいても、動画以外の静止画等について、記録できることが望まれる。
【００１４】
この要望を実現する方法として、動画についてはＤＶＤビデオフォーマットにより記録し
てＵＤＦ、ＶＭＧに管理用情報を記録し、動画以外のファイルについては、ＵＤＦのみに
管理用情報を記録して、静止画ファイル及び動画ファイルを光ディスクに記録することが
考えられる。すなわちこのようにすれば、コンピュータ等によるファイル管理システムに
おいては、ＵＤＦを基準にしていることにより、プログラムエリアであるリアルタイムデ
ータ記録エリアに記録した全てのファイルを再生することができると考えられる。またＤ
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ＶＤプレイヤーにおいては、ＶＭＧを基準にしてリアルタイムデータ記録エリアをアクセ
スすることにより、ＤＶＤプレイヤーによる再生には何ら影響を与えないようにして、こ
の種の動画以外のファイルを記録することができると考えられる。
【００１５】
またこのようにＵＤＦを構築するために必要な各ファイルの管理用情報については、静止
画ファイルと共に、ファイナライズまでの間、一時的に光ディスクに記録しておくことが
考えられる。
【００１６】
しかしながらこの種の光ディスクにおいては、大容量の記憶容量を有していることにより
、このように磁気テープに代えてビデオテープレコーダで使用する場合のみならず、種々
の装置、システムで使用して、動画ファイル、静止画ファイルのファイル以外のファイル
を記録することが考えられ、各装置、システムに適応した管理用情報により記録したファ
イルを管理することが考えられる。
【００１７】
この場合に、管理用情報のフォーマットを、ファイルの種類毎に定義するとした場合、記
録可能なファイルの種類を追加する場合、その都度、管理用情報を定義することが必要に
なり、このような新規のファイルを追加記録可能とする手続きに手間を要することになる
。
【００１８】
因みに、このような管理用情報のフォーマットを定義しないで使用した場合、ファイナラ
イズの処理により、ＵＤＦによるファイル管理システムにおいて、この種のファイルが意
図しないディレクトリ構造により管理される等の問題の発生が考えられる。
【００１９】
本発明は以上の点を考慮してなされたもので、十分な拡張性を担保して、動画以外の静止
画等のファイルについても記録することができる光ディスク装置、光ディスクの 方法
、光ディスクの 方法のプログラム及び光ディスクの を記録した
記録媒体を提案しようとするものである。
【００２０】
【課題を解決するための手段】
かかる課題を解決するため請求項１の発明においては、光ディスク装置に適用して、光デ
ィスク専用の再生装置により再生可能なフォーマットによる動画ファイル以外の拡張ファ
イルの場合、該拡張ファイルと、該拡張ファイルの個別の管理用情報とを組にしてプログ
ラムエリアに記録し、少なくとも個別の管理用情報の記録位置情報を有する拡張ファイル
の案内情報を光ディスクに記録し、拡張ファイルの案内情報の記録位置情報を管理用テー
ブルに記録し、拡張ファイルの案内情報に、対応する個別の管理用情報による拡張ファイ
ルの種類を示す識別コードと、管理用情報の記録形式の情報とを割り当てるようにする。
【００２１】
また請求項１２の発明においては、光ディスクの記録方法に適用して、光ディスク専用の
再生装置により再生可能なフォーマットによる動画ファイル以外の拡張ファイルの場合、
該拡張ファイルと、該拡張ファイルの個別の管理用情報とを組にしてプログラムエリアに
記録し、少なくとも個別の管理用情報の記録位置情報を有する拡張ファイルの案内情報を
光ディスクに記録し、拡張ファイルの案内情報の記録位置情報を管理用テーブルに記録し
、拡張ファイルの案内情報に、対応する個別の管理用情報による拡張ファイルの種類を示
す識別コードと、管理用情報の記録形式の情報とを割り当てるようにする。
【００２２】
また請求項２２の発明においては、光ディスクの記録方法のプログラムに適用して、光デ
ィスク専用の再生装置により再生可能なフォーマットによる動画ファイル以外の拡張ファ
イルの場合、該拡張ファイルと、該拡張ファイルの個別の管理用情報とを組にしてプログ
ラムエリアに記録し、少なくとも個別の管理用情報の記録位置情報を有する拡張ファイル
の案内情報を光ディスクに記録し、拡張ファイルの案内情報の記録位置情報を管理用テー
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ブルに記録し、拡張ファイルの案内情報に、対応する個別の管理用情報による拡張ファイ
ルの種類を示す識別コードと、管理用情報の記録形式の情報とを割り当てるようにする。
【００２３】
また請求項２６の発明においては、光ディスクの記録方法のプログラムを記録した記録媒
体に適用して、光ディスク専用の再生装置により再生可能なフォーマットによる動画ファ
イル以外の拡張ファイルの場合、該拡張ファイルと、該拡張ファイルの個別の管理用情報
とを組にしてプログラムエリアに記録し、少なくとも個別の管理用情報の記録位置情報を
有する拡張ファイルの案内情報を光ディスクに記録し、拡張ファイルの案内情報の記録位
置情報を管理用テーブルに記録し、拡張ファイルの案内情報に、対応する個別の管理用情
報による拡張ファイルの種類を示す識別コードと、管理用情報の記録形式の情報とを割り
当てるようにする。
【００２４】
請求項１の構成によれば、光ディスク装置に適用して、光ディスク専用の再生装置により
再生可能なフォーマットによる動画ファイル以外の拡張ファイルの場合、該拡張ファイル
と、該拡張ファイルの個別の管理用情報とを組にしてプログラムエリアに記録し、少なく
とも個別の管理用情報の記録位置情報を有する拡張ファイルの案内情報を光ディスクに記
録し、拡張ファイルの案内情報の記録位置情報を管理用テーブルに記録し、拡張ファイル
の案内情報に、対応する個別の管理用情報による拡張ファイルの種類を示す識別コードと
、管理用情報の記録形式の情報とを割り当てることにより、例えばＤＶＤビデオフォーマ
ットによる光ディスクに、ＤＶＤビデオフォーマットによる動画ファイル以外の拡張ファ
イルを記録するようにして、拡張ファイルの案内情報により、拡張ファイルの種類と、こ
の拡張ファイルの個別の管理用情報の記録形式とを把握することができる。これにより例
えば個別の管理用情報の記録形式については何ら変更することなく新規のファイルを追加
して記録する場合には、拡張ファイルの種類を示す識別コードのみ変更して対応すること
ができ、これにより十分な拡張性を担保して、動画以外の静止画等のファイルについても
記録することができる。
【００２５】
これにより請求項１２、請求項２２、請求項２６の構成によれば、十分な拡張性を担保し
て、動画以外の静止画等のファイルについても記録することができる光ディスクの 方
法、光ディスクの 方法のプログラム及び光ディスクの を記録し
た記録媒体を提供することができる。
【００２６】
【発明の実施の形態】
以下、適宜図面を参照しながら本発明の実施の形態を詳述する。
【００２７】
（１）第１の実施の形態
（１－１）第１の実施の形態の構成
図２は、本発明の第１の実施の形態に係る光ディスク装置を示すブロック図である。この
光ディスク装置１は、携帯型のビデオレコーダであり、ＤＶＤである光ディスク２に撮像
結果を記録できるようになされている。
【００２８】
すなわちこの光ディスク装置１において、映像入力部３は、図示しない撮像手段より得ら
れる撮像結果である映像信号、外部機器から入力される映像信号をアナログディジタル変
換処理し、ビデオデータを出力する。なおここでこの内蔵の撮像手段は、マイコン４によ
る制御により、動画による撮像結果、静止画による撮像結果を出力するようになされ、こ
れによりこの映像入力部３においては、マイコン４による撮像手段の制御に応動して、動
画、静止画によるビデオデータを選択的に出力するようになされている。
【００２９】
オーディオ入力部５は、マイクで取得される音声信号、外部入力による音声信号をアナロ
グディジタル変換処理し、オーディオデータを出力する。
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【００３０】
圧縮／伸長処理部６は、マイコン４の制御により、動作を切り換え、記録再生に供するデ
ータを処理する。すなわち圧縮／伸長処理部６は、映像入力部３、オーディオ入力部５か
ら入力されるビデオデータ、オーディオデータの記録時、ランダムアクセスメモリ（ＲＡ
Ｍ）９を用いて、これらビデオデータ及びオーディオデータをデータ圧縮して多重化処理
し、ヘッダー情報処理部７に出力する。またこれとは逆に、再生時、同様にランダムアク
セスメモリ９を用いて、ヘッダー情報処理部７より得られるデータをビデオデータ及びオ
ーディオデータに分離した後、それぞれデータ伸長して出力する。
【００３１】
すなわち圧縮／伸長処理部６において、ビデオ処理部８は、マイコン４の制御により、記
録時、映像入力部３から出力されるビデオデータをデータ圧縮して出力する。このときこ
のビデオデータが動画によるビデオデータの場合、ＭＰＥＧ２のフォーマットによりデー
タ圧縮するのに対し、このビデオデータが静止画によるビデオデータの場合、ＪＰＥＧ（
Joint Photographic Coding Experts Group ）のフォーマットによりデータ圧縮する。ま
たビデオ処理部８は、再生時、多重化処理部１０から出力されるビデオデータを、このビ
デオデータのデータ圧縮フォーマットに対応してデータ伸長して出力する。
【００３２】
オーディオ処理部１１は、記録時、オーディオ入力部５から出力されるオーディオデータ
をＭＰＥＧ、ドルビーオーディオ、またはリニアＰＣＭ等のフォーマットによりデータ圧
縮して出力する。またこれとは逆に、再生時、多重化処理部１０から得られるオーディオ
データをデータ伸長して出力する。
【００３３】
多重化処理部１０は、記録時、ビデオ処理部８から出力されるビデオデータ、オーディオ
処理部１１から出力されるオーディオデータを時分割多重化してヘッダー情報処理部７に
出力する。またこれとは逆に、再生時、ヘッダー情報処理部７から出力される時分割多重
化データよりビデオデータ及びオーディオデータを分離し、それぞれビデオ処理部８、オ
ーディオ処理部１１に出力する。
【００３４】
モニタ部１２は、映像入力部３から入力されるビデオデータ、オーディオ入力部５から入
力されるオーディオデータ、又は圧縮／伸長処理部６から出力されるビデオデータ、オー
ディオデータをモニタする表示機構、音声処理機構により構成され、これによりこの光デ
ィスク装置１では、撮像結果をモニタし、再生結果をモニタできるようになされている。
【００３５】
ビデオ／オーディオエンコーダ１３は、オーディオ入力部５から入力されるビデオデータ
及びオーディオデータ、又は圧縮／伸長処理部６から出力されるビデオデータ及びオーデ
ィオデータを所定フォーマットによりデータ圧縮して外部機器に出力する。これによりこ
の光ディスク装置１では、撮像結果、再生結果を外部機器でモニタできるようになされて
いる。
【００３６】
ヘッダー情報処理部７は、記録時、圧縮／伸長処理部６から出力される時分割多重化デー
タを受け、マイコン４の制御により、ＤＶＤに固有のヘッダー情報、後述する拡張ファイ
ルのヘッダー情報等を付加して出力する。またマイコン４からの情報により、ＵＤＦ、Ｖ
ＭＧ、ＶＴＳＩ等のデータを生成してＤＶＤ信号処理部１４に出力する。また再生時等に
おいて、ＤＶＤ信号処理部１４の出力データから、記録時に付加したヘッダー情報を分離
して圧縮／伸長処理部６に出力する。またこの分離したヘッダー情報をマイコン４に通知
する。なおここで拡張ファイルとは、この光ディスク２について規格化されたフォーマッ
トであるＤＶＤビデオフォーマットで定義されていないファイルであり、この実施の形態
ではこの拡張ファイルに静止画のファイルが適用されるようになされている。
【００３７】
ＤＶＤ信号処理部１４は、記録時、ランダムアクセスメモリ１５を用いて、ヘッダー情報
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処理部７の出力データよりエラー訂正符号を生成し、このエラー訂正符号をこの出力デー
タに付加する。またスクランブル処理、８／１６変調等の処理を実行し、その処理結果に
よるデータ列をシリアルデータ列によりアナログフロントエンド部１６に出力する。
【００３８】
これに対して再生時、ＤＶＤ信号処理部１４は、記録時とは逆に、アナログフロントエン
ド部１６の出力データを復号処理、デスクランブル処理、エラー訂正処理し、処理結果を
ヘッダー情報処理部７に出力する。またＤＶＤ信号処理部１４は、マイコン４から出力さ
れるスピンドル制御用、トラッキング制御用、フォーカス制御用、スレッド制御用の各種
駆動情報をディジタルアナログ変換処理してこれらの駆動信号を生成し、これら駆動信号
をモーターアンプ部１８に出力する。
【００３９】
アナログフロントエンド部１６は、光学ヘッド１９から光ディスク２に照射するレーザー
ビームについて、光量制御信号を生成して出力する。アナログフロントエンド部１６は、
再生時、この光量制御信号により光学ヘッド１９から光ディスク２に照射するレーザービ
ームの光量を再生用の一定光量に保持するのに対し、記録時、ＤＶＤ信号処理部１４から
の出力データに応じてこの光量制御信号の信号レベルを変化させ、これによりこのＤＶＤ
信号処理部１４からの出力データに応じてレーザービームの光量を再生時の光量から記録
の光量に間欠的に立ち上げる。
【００４０】
またアナログフロントエンド部１６は、光学ヘッド１９から得られる戻り光の受光結果を
増幅して演算処理することにより、光ディスク２に形成されたピット列に対応して信号レ
ベルが変化する再生信号を生成し、この再生信号の信号処理によりこの再生信号の２値識
別結果である再生データをＤＶＤ信号処理部１４に出力する。またこの演算処理により、
トラッキングエラー量、フォーカスエラー量に応じて信号レベルが変化するトラッキング
エラー信号、フォーカスエラー信号等を生成し、これらの信号をディジタル信号によりマ
イコン４に出力する。
【００４１】
モーターアンプ部１８は、ＤＶＤ信号処理部１４から出力される各種駆動信号により、そ
れぞれ対応する機構を駆動する。すなわちモーターアンプ部１８は、これらの駆動信号の
うち、スピンドル制御用の駆動信号、スレッド制御用の駆動信号によりスピンドルモータ
２０、スレッドモータ２１を回転駆動する。またトラッキング制御用の駆動信号、フォー
カス制御用の駆動信号により光学ヘッド１９に搭載のアクチュエータを駆動する。
【００４２】
スピンドルモータ２０は、光ディスク２をチャッキングして所定の回転速度により回転駆
動する。スレッドモータ２１は、光学ヘッド１９を光ディスク２の半径方向に可動させる
。
【００４３】
光学ヘッド１９は、アナログフロントエンド部１６から出力される光量制御信号により内
蔵の半導体レーザーからレーザービームを出射し、対物レンズを介してこのレーザービー
ムを光ディスク２の情報記録面に集光する。またこのレーザービームの照射により光ディ
スク２から得られる戻り光をこの対物レンズを介して所定の受光素子に導き、この受光素
子の受光結果をアナログフロントエンド部１６に出力する。光学ヘッド１９は、この対物
レンズがトラッキング制御用の駆動信号、フォーカス制御用の駆動信号により駆動される
アクチュエータにより可動するようになされ、これによりトラッキング制御、フォーカス
制御できるようになされている。またレーザービームの光量が光量制御信号により間欠的
に立ち上げられ、これにより光ディスク２の情報記録面を局所的に温度上昇させて所望の
データを記録するようになされている。
【００４４】
マイコン４は、この光ディスク装置１全体の動作を制御するコンピュータであり、この光
ディスク装置１に事前にインストールされた処理プログラムを実行することにより図示し
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ない操作部を介して得られるユーザーの操作により、さらにはアナログフロントエンド部
１６で検出される各種信号等により、各部の動作を制御する。すなわちマイコン４は、ア
ナログフロントエンド部１６で検出されるトラッキングエラー信号、フォーカスエラー信
号により、トラッキング制御用、フォーカス制御用の駆動情報を生成し、ＤＶＤ信号処理
部１４でアナログ信号に変換してモーターアンプ部１８に出力し、これによりトラッキン
グ制御、フォーカス制御の処理を実行する。またヘッダー情報処理部７で検出されるヘッ
ダー情報等によりレーザービーム照射位置を検出し、この検出結果よりスレッド制御用の
駆動情報を生成してＤＶＤ信号処理部１４に出力し、これによりシーク等の処理を実行す
る。また同様にしてスピンドル制御の処理を実行する。
【００４５】
またこれらの光ディスク２に関する処理を前提として、電源の立ち上げにより図３に示す
処理手順を実行する。すなわちマイコン４は、電源が立ち上げられると、ステップＳＰ１
からステップＳＰ２に移り、図示しない光ディスク２の検出機構による検出結果より光デ
ィスク２の有無を判断する。ここで否定結果が得られると、マイコン４は、ステップＳＰ
２を繰り返す。これに対して光ディスク２が装填された状態で電源が立ち上げられた場合
、さらには電源を立ち上げた後、光ディスク２が装填されると、ステップＳＰ２で肯定結
果が得られることにより、ステップＳＰ２からステップＳＰ３に移る。なおマイコン４は
、このステップＳＰ２の繰り返しにおいて、電源が立ち下げられると、ステップＳＰ４に
直接移ってこの処理手順を終了する。
【００４６】
ステップＳＰ３において、マイコン４は、スレッドモータ２１を駆動して光学ヘッド１９
を光ディスク２の最内周に移動させ、この最内周側の再生結果をＤＶＤ信号処理部１４か
ら取得することにより、ファイナライズ処理されている光ディスク２については、ＶＭＧ
のデータを取得する。これに対して光ディスク２が未だファイナライズ処理されていない
場合には、ＲＭＡの情報を取得する。またこのＲＭＡの情報により、光ディスク２のリア
ルタイムデータ記録エリアに既にデータが記録されていると判断される場合には、光ディ
スク２をサーチして各ＶＴＳのＶＴＳＩ、ＶＴＳＴＴ　ＶＯＢＳのデータを取得する。こ
れによりマイコン４は、通常のＤＶＤを記録再生する光ディスク装置と同様に、光ディス
ク２の記録再生に必要な光ディスク２の管理用情報を取得するようになされている。
【００４７】
この処理において、マイコン４は、ＶＭＧのデータに加えて、ＵＤＦのデータも併せて取
得する。またリアルタイムデータ記録エリアの再生において、後述する中間管理情報が記
録されている場合には、この中間管理情報も併せて取得する。これによりマイコン４は、
ＤＶＤ－ビデオフォーマットで定義されていない拡張ファイルに関しても光ディスク２よ
り再生可能に、この拡張ファイルの管理用情報についても併せて取得するようになされて
いる。マイコン４は、このようにして取得した一連の管理用情報を内蔵のメモリに記録し
て保持する。
【００４８】
続いてマイコン４は、ステップＳＰ５に移り、光ディスク２の排出が指示されたか否か判
断し、ここで肯定結果が得られると、光ディスク２の排出を図示しないローディング機構
に指示した後、ステップＳＰ２に戻る。
【００４９】
これに対してユーザーより光ディスク２の排出以外の指示が得られると、ステップＳＰ５
からステップＳＰ６に移り、このユーザーによる操作が記録を指示する操作か（ＲＥＣに
より示す）、再生を指示する操作か（ＰＢにより示す）、電源の立ち下げを指示する操作
が（Ｐｏｗｅｒ　ＯＦＦにより示す）か判断する。ここでユーザーによる操作が再生を指
示する操作の場合、マイコン４は、ステップＳＰ６からステップＳＰ７に移り、光ディス
ク２に記録されたファイルを再生する再生処理手順を実行してステップＳＰ５に戻る。
【００５０】
これに対してユーザーによる操作が記録を指示する操作の場合、マイコン４は、ステップ
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ＳＰ６からステップＳＰ８に移り、光ディスク２に動画又は静止画を記録する記録処理手
順を実行してステップＳＰ５に戻る。なおマイコン４は、光ディスク２がいわゆるファイ
ナライズ処理されてＵＤＦ、ＶＭＧが形成されている場合、光ディスク２がデータを記録
できないように処理されていることにより、記録処理手順を省略してステップＳＰ５に戻
る。またこのようにファイナライズ処理されている場合でも、光ディスク２が消去可能な
ＤＶＤ－ＲＷの場合、ユーザーの確認により記録済データを消去して、記録処理手順を実
行する。
【００５１】
これに対してユーザーによる操作が電源を立ち下げる操作の場合、マイコン４は、ステッ
プＳＰ６からステップＳＰ９に移り、電源立ち下げの処理を実行し、ステップＳＰ４に移
ってこの処理手順を終了する。
【００５２】
マイコン４は、このようにして実行される処理手順のうちの記録処理手順において、光デ
ィスク２がＤＶＤ－Ｒの場合、ＩＮＣ方式により動画、静止画のファイルを記録する。こ
れに対して光ディスク２がＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＡＭの場合、ＲＯＷ方式により動画
、静止画のファイルを記録する。
【００５３】
図４は、何らファイルを記録していないいわゆるバージンディスクの場合を例にとって、
ＲＯＷ方式により動画ファイル及び静止画ファイルの記録処理の説明に供する図表である
。マイコン４は、光ディスク２より取得してメモリに保持したＲＭＡの情報を更新するこ
とにより、パディングの処理を実行し、ＵＤＦ、ＶＭＧの領域を確保する。またユーザー
により動画ファイルの記録が指示された場合には、パディングの処理により、続くタイト
ルのＶＴＳＩ、ＶＴＳＭ　ＶＯＢＳの領域を確保する（図４（Ａ））。またこれらの処理
により、メモリに保持したＲＭＡのデータを更新する。
【００５４】
またユーザーにより記録の開始が指示されると、動画ファイルのデータによる実データを
順次記録してＶＴＳＴＴ　ＶＯＢＳを生成した後、記録開始位置のアドレス情報、ファイ
ルサイズ、記録日時等により管理用情報を生成し、この管理用情報を記録してＶＴＳＩ　
ＢＵＰを生成する。また続くタイトルの記録のために、パディングによりＶＴＳＩ、ＶＴ
ＳＭ　ＶＯＢＳの領域を確保する（図４（Ｂ））。またＶＴＳＴＴ　ＶＯＢＳの記録開始
位置より所定領域分だけ戻った位置より、順次管理用情報を記録し、これによりＶＴＳＩ
、ＶＴＳＭ　ＶＯＢＳを形成し、これにより１つのタイトルの記録を完了する（図４（Ｃ
））。これらの処理において、マイコン４は、このタイトルの管理用情報をメモリに記録
して保持する。
【００５５】
これにより続いて動画を記録する場合、マイコン４は、同様に各部の動作を制御し、これ
らにより動画ファイルの記録においては、従来と同様のＲＯＷ方式により順次ファイルを
記録するようになされている。
【００５６】
これらの処理において、マイコン４は、メモリに保持したＲＭＡのデータを適宜更新し、
光ディスク２の排出時、電源の立ち下げ時等において、このメモリに保持したＲＭＡのデ
ータにより光ディスク２のＲＭＡを書き換える。これにより光ディスク装置１においては
、メモリの記録が失われた後においても、このＲＭＡの記録を基準にして、ファイナライ
ズ前の光ディスク２をアクセスできるようになされている。
【００５７】
ここでこのマイコン４は、メモリに保持した管理用テーブルの更新を適宜更新することに
より、これらの処理を実行する。なおこの管理用テーブルを図４においては、符号ＴＶに
より示す。
【００５８】
ここでこの管理用テーブルＴＶは、光ディスク２のプログラムエリアを管理するテーブル
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であり、プログラムエリアに記録したＶＴＳの先頭アドレス、末尾のアドレスを記録でき
るようになされており、再生専用の光ディスク装置（ＤＶＤプレイヤー）ではアクセスし
ない領域が割り当てられるようになされている。
【００５９】
これによりマイコン４は、光ディスク２へのＶＴＳの記録により、メモリに保持したこの
管理用テーブルＴＶに対応する先頭アドレス、末尾のアドレスを記録し、空き時間におい
て、さらには光ディスク２の排出時等において、このメモリに保持した管理用テーブルＴ
Ｖにより光ディスク２の管理用テーブルＴＶを更新するようになされている。
【００６０】
これに対してユーザーが静止画の記録を指示した場合、マイコン４は、パディングにより
確保した領域の先頭位置に実データの記録開始位置を設定する。またマイコン４は、ユー
ザーによる記録開始の指示により、拡張ファイルである静止画のファイル（図４において
は、符号ＥＦにより示す）を順次記録する（図４（Ｄ））。またこの静止画ファイルＥＦ
の記録に対応するように、ファイナライズまでの間、一時的に静止画を管理する管理用情
報である中間管理情報を順次作成して内蔵のメモリに保持する。
【００６１】
さらに所望するファイル数だけ静止画ファイルを記録してユーザーにより静止画ファイル
の記録の終了が指示されると、メモリに保持した中間管理情報を光ディスク２への記録の
フォーマットに変換し、この中間管理情報を記録し、続くタイトルの記録のために、パデ
ィングによりＶＴＳＩ、ＶＴＳＭ　ＶＯＢＳの領域を確保する（図４（Ｄ））。これによ
りマイコン４は、連続して記録する拡張ファイルについては、まとめて管理用情報を作成
するようになされている。また動画ファイルについては、管理用情報、動画ファイル、管
理用情報の順序で、管理用情報と対応するファイルとを組にして記録するのに対し、拡張
ファイルについては、拡張ファイル、中間管理用情報の順序で記録することにより、さら
には複数ファイルでまとめて中間管理用情報を記録することにより、ファイルの属性に応
じて、記録フォーマットを切り換えるようになされている。
【００６２】
かくするにつきマイコン４は、続いて動画ファイルを記録する場合には、パディングによ
り確保した領域に続いて、実データによりＶＴＳＴＴ　ＶＯＢＳ、ＶＴＳＩ　ＢＵＰを記
録した後、パディングにより続く領域を確保し、先頭側に戻ってＶＴＳＩ、ＶＴＳＭ　Ｖ
ＯＢＳを記録して１つのタイトルを記録するようになされている（図４（Ｅ）～（Ｇ））
。また静止画ファイルを記録する場合には、同様に、パディングの先頭に戻って、順次記
録して管理用データを記録した後、パディングにより領域を確保するようになされている
。またユーザーによるファィナライズの指示により、このような管理用情報によりＵＤＦ
、ＶＭＧ、リードイン、リードアウトを作成するようになされている（図４（Ｈ））。
【００６３】
マイコン４は、これら動画ファイルによりタイトルの記録に対応して、上述したように、
管理用テーブルＴＶを更新する。これに対して拡張ファイルについては、中間管理用情報
ＤＫを光ディスク２に記録する毎に、拡張ファイルの案内情報を作成し、この拡張ファイ
ルの案内情報により光ディスク２の内周側、固定した領域に記録した拡張ファイルの案内
情報ＴＥを更新する。なおここで固定した領域とは、この拡張ファイルの案内情報ＴＥが
一定の箇所に記録される意味であり、この実施の形態では、最初にパディングにより確保
する領域のうちで、ＵＤＦ、ＶＭＧが割り当てられない隙間の領域が割り当てられる。さ
らに管理テーブルＴＶにこの拡張ファイルの案内情報ＴＥの先頭アドレス、末尾のアドレ
スを記録する。
【００６４】
なおマイコン４は、これらの処理においては、実際上、メモリの内部で実行し、光ディス
ク２への書き込み、更新については、光ディスク２の排出時、電源立ち下げ時、空き時間
等に実行する。また拡張ファイルの案内情報ＴＥの先頭アドレスの管理テーブルＴＶへの
記録においては、拡張ファイルの案内情報ＴＥが固定した領域に記録されることにより、
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最初の中間管理用情報ＤＫの記録時の１回のみ実行される。
【００６５】
これにより光ディスク装置１では、管理テーブルＴＶの記録により、この拡張ファイルの
案内情報ＴＥを検出し、この拡張ファイルの案内情報ＴＥより各拡張ファイルを検索でき
るようになされ、光ディスク２の情報記録面の全てをスキャンしなくても、所望する拡張
ファイルを高速度でサーチできるようになされている。また動画ファイル用である管理テ
ーブルＴＶの記録によりこの拡張ファイルの案内情報ＴＥを検出できるようにして、情報
記録面の有効利用を図るようになされている。
【００６６】
ここで中間管理用情報ＤＫは、拡張ファイルの再生に必要な管理用情報であり、拡張ファ
イルの属性を示す拡張子による属性情報、記録位置を示すアドレス情報、ファイルサイズ
の情報、光ディスク２に記録した時間情報等により構成される。図５に示すように、中間
管理用情報ＤＫは、連続して記録された静止画ファイルＥＦ１～ＥＦ３でまとめられて、
先頭に、管理情報ＣＩが記録される。ここで管理情報ＣＩは、続く個別情報ＥＸＦ１～Ｅ
ＸＦ３により管理するファイルのカテゴリを示す識別情報、ディレクトリの情報等が記録
されるようになされ、これによりコンピュータにおけるファイル管理システムと互換性を
維持できるようになされている。
【００６７】
これに対して個別情報ＥＸは、拡張ファイルの個別の管理用情報であり、対応するファイ
ルのファイル名、記録開始位置のアドレス等により形成される。拡張ファイルの案内情報
ＴＥは、個別の管理用情報の記録位置情報を有する拡張ファイルの案内情報であり、識別
コード、中間管理用情報ＤＫの記録開始位置である管理情報ＣＩの記録開始位置を示すポ
インタによるアドレス等が記録されるようになされている。
【００６８】
これによりマイコン４は、図５（Ａ）に示すように、動画ファイルによるタイトル（ＶＴ
Ｓ♯１）を記録すると、上述したように、このタイトル（ＶＴＳ♯１）の記録に対応する
ように管理テーブルＴＶにタイトルの先頭アドレス、末尾のアドレスを記録する。この状
態でＪＰＥＧにより３枚の静止画ファイルＥＦ１～ＥＦ３を記録すると、これら静止画フ
ァイルＥＦ１～ＥＦ３に係る管理情報ＣＩ、個別情報ＥＸＦ１～ＥＸＦ３を記録して中間
管理用情報ＤＫを記録する。また拡張ファイルの案内情報ＴＥを記録し、またこの記録に
対応するように管理テーブルＴＶを更新する。なおこれらの処理について、マイコン４は
、メモリに保持した対応する情報の更新等により実行し、光ディスク２の排出時等におい
て、実際に光ディスク２の記録を更新する。因みに、以下においても、同様である。
【００６９】
この状態で例えば、２番目に記録した静止画ファイルＥＦ２の削除が指示されると、図５
（Ｂ）に示すように、管理テーブルＴＶの記録より拡張ファイルの案内情報ＴＥを検出し
、この案内情報ＴＥより、対応する中間管理用情報ＤＫの記録位置を検出する。この記録
位置の検出によりマイコン４は、個別情報ＥＸＦ２の実際の削除により、又は個別情報Ｅ
ＸＦ２が何ら意味の無い情報であることを示すフラグを個別情報ＥＸＦ２に設定すること
等により、静止画ファイルＥＦ２は光ディスク２に記録したまま、個別情報ＥＸＦ２の変
更により、この静止画ファイルＥＦ２の記録領域を未記録領域に設定する。なおこの場合
、マイコン４は、この中間管理用情報ＤＫの更新においては、中間管理用情報ＤＫ全体を
上書きにより更新する。
【００７０】
これに対して続いて静止画ファイルの記録が指示されると、先に削除した静止画ファイル
ＥＦ２の記録領域が未記録領域の先頭領域である場合、マイコン４は、図５（Ｃ）に示す
ように、同様に、管理テーブルＴＶの記録より拡張ファイルの案内情報ＴＥを検出し、こ
の案内情報ＴＥより、対応する中間管理用情報ＤＫの記録位置を検出し、さらにこの中間
管理用情報ＤＫの個別情報ＥＸＦ２２の記録より、未記録領域に設定された領域のアドレ
スを検出する。マイコン４は、これによりこの領域に、指示に係る静止画ファイルＥＦ２
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２を記録し、また静止画ファイルＥＦ１、ＥＦ２２、ＥＦ３に係る管理情報ＣＩ、個別情
報ＥＸＦ１、ＥＸＦ２２、ＥＸＦ３を上書きして中間管理用情報ＤＫの記録を更新する。
さらにこの静止画ファイルＥＦ２２の削除が指示された場合、図５（Ｂ）について説明し
たと同様にして静止画ファイルＥＦ２２の記録領域を未記録領域に設定する。
【００７１】
このようにして中間管理用情報ＤＫを記録するにつき、マイコン４は、図６に示すように
、拡張ファイルの追加記録により、改めて中間管理用情報ＤＫを記録する場合、それまで
既に光ディスク２に記録されている拡張ファイルについての中間管理用情報ＤＫをまとめ
て中間管理用情報ＤＫ１を生成し、この中間管理用情報ＤＫ１を光ディスク２に記録する
。またこの中間管理用情報ＤＫ１の記録に対応するように拡張ファイルの案内情報ＴＥを
更新する。
【００７２】
すなわち図６（Ａ）は、図５（Ａ）について上述した状態より、１つのタイトル（ＶＴＳ
♯２）を記録し、その後、静止画ファイルＥＦ４、ＥＦ５、ＥＦ６を記録した場合である
。マイコン４は、この場合、メモリに保持した静止画ファイルＥＦ１、ＥＦ２、ＥＦ３の
中間管理用情報ＤＫと、これら静止画ファイルＥＦ４、ＥＦ５、ＥＦ６の記録位置等の情
報より、これら静止画ファイルＥＦ１～ＥＦ６に係る管理情報ＣＩ、個別情報ＥＸＦ１～
ＥＸＦ６を生成して光ディスク２に記録し、また拡張ファイルの案内情報ＴＥを更新する
。
【００７３】
これによりマイコン４は、既に記録済の静止画ファイルＥＦ１、ＥＦ２、ＥＦ３について
は、この新たに記録した中間管理用情報ＤＫ１の対応する個別情報ＥＸＦ１～ＥＸＦ３に
よりアクセスするように、光ディスク２の記録を更新する。
また図６（Ｂ）に示すように、新たに記録した静止画ファイルＥＦ４～ＥＦ６の更新、削
除、既に記録済の静止画ファイルＥＦ１～ＥＦ３の更新、削除についても、この新たに記
録した中間管理用情報ＤＫ１の対応する個別情報ＥＸＦ１～ＥＸＦ６の処理により実行す
るようになされている。
【００７４】
かくするにつき、このようにして拡張ファイルを記録してなる光ディスク２をファイナラ
イズするようユーザーにより指示されると、マイコン４においては、管理テーブルを基準
にして、このようにして作成した全てのタイトルの管理用情報（ＶＴＳＩ、ＶＴＳＴＴ　
ＶＯＢＳ）、全ての拡張ファイルの中間管理情報からＵＤＦのデータを作成して光ディス
ク２に記録する（図４（Ｈ））。また全てのタイトルの管理用情報（ＶＴＳＩ、ＶＴＳＴ
Ｔ　ＶＯＢＳ）のみからＶＭＧのデータを生成して光ディスク２に記録する。なおこれら
ＵＤＦ、ＶＭＧのデータの生成においては、メモリに保持した中間管理情報等より作成す
る。またマイコン４は、このようにしてＵＤＦ、ＶＭＧを記録すると、リードイン、リー
ドアウトを作成する。なおこのようなＵＤＦ、ＶＭＧの記録、リードイン、リードアウト
を作成、さらには中間管理情報の記録について、マイコン４は、対応するデータのＤＶＤ
信号処理部１４への出力により実行する。
【００７５】
これによりこの実施の形態においては、コンピュータ用の管理用情報であるＵＤＦについ
ては、拡張ファイルについても認識してアクセスできるように、管理用情報を記録するの
に対し、ＤＶＤ再生用の管理用情報であるＶＭＧについては、拡張ファイルに係る情報は
何ら記録しないようなされている。この処理において、マイコン４は、タイトルを構成す
るＶＴＳＩ、ＶＴＳＭ　ＶＯＢＳ等のファイルと同様に、コンピュータにおける光ディス
ク２の再生で何ら意味の無い一時的な中間管理情報のファイルについては、ユーザーに見
せないようにし、その分、使い勝手を向上するようになされている。
【００７６】
これらにより従来のＤＶＤを再生する光ディスク装置においては、ＶＭＧの記録により光
ディスク２に記録された動画ファイルのみを再生する。これに対してこの光ディスク装置
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１において、マイコン４は、図３のステップＳＰ３において、ＵＤＦ、ＶＭＧのデータを
取得し、拡張ファイルについては、ＵＤＦにより各ファイルをアクセスするように全体の
動作を制御するようになされ、これにより拡張ファイルについても再生できるようになさ
れている。
【００７７】
図７は、図３及び図４について上述した記録処理手順を示すフローチャートである。マイ
コン４は、この記録処理手順を開始すると、ステップＳＰ１１からステップＳＰ１２に移
り、ユーザーによる記録の指示が動画の記録に係るものか、静止画の記録に係るものか、
ファイナライズの処理に係るものか判断する。
【００７８】
ここでユーザーによる記録の指示が動画の記録に係るものの場合、マイコン４は、ステッ
プＳＰ１２からステップＳＰ１３に移り、ユーザーにより記録の開始が指示されたか否か
判断する。ここで否定結果が得られると、マイコン４は、ステップＳＰ１３を繰り返すの
に対し、肯定結果が得られると、ステップＳＰ１３からステップＳＰ１４に移り、図３に
ついて説明したように、実データを記録する。さらにステップＳＰ１５に移り、ユーザー
により記録の停止が指示されたか否か判断し、ここで否定結果が得られると、ステップＳ
Ｐ１４に戻る。これによりマイコン４は、ステップＳＰ１４－ＳＰ１５－ＳＰ１４の処理
手順を繰り返し、順次、実データを記録し、ステップＳＰ１５で肯定結果が得られると、
実データの記録を終了してＶＴＳＴＴ　ＶＯＢＳの記録を完了する。
【００７９】
続いてマイコン４は、ステップＳＰ１６に移り、ＶＴＳＩ　ＢＵＰ、ＶＴＳＩ、ＶＴＳＭ
　ＶＯＢＳを順次形成し、これにより１つのＶＴＳを記録し、ステップＳＰ１７に移って
この処理手順を終了する。
【００８０】
これに対してユーザーにより指示が静止画の記録の場合、マイコン４は、ステップＳＰ１
２からステップＳＰ１８に移り、ユーザーにより記録の開始が指示されたか否か判断する
。ここで否定結果が得られると、マイコン４は、ステップＳＰ１８を繰り返すのに対し、
肯定結果が得られると、ステップＳＰ１８からステップＳＰ１９に移り、図３及び図４に
ついて説明したように、静止画ファイルによる拡張ファイルを記録する。さらにステップ
ＳＰ２０に移り、ユーザーにより記録の停止が指示されたか否か判断し、ここで否定結果
が得られると、ステップＳＰ１９に戻る。これによりマイコン４は、ステップＳＰ１９－
ＳＰ２０－ＳＰ１９の処理手順を繰り返し、順次、静止画ファイルを記録し、ステップＳ
Ｐ２０で肯定結果が得られると、静止画ファイルの記録を終了してステップＳＰ２１に移
る。ここでマイコン４は、中間管理情報等を記録し、ステップＳＰ１７に移ってこの処理
手順を終了する。
【００８１】
これに対してユーザーによる記録の指示がファイナライズの処理に係るものの記録の場合
、マイコン４は、ステップＳＰ１２からステップＳＰ２２に移り、ユーザーにより記録の
開始が指示されたか否か判断する。ここで否定結果が得られると、マイコン４は、ステッ
プＳＰ２２を繰り返すのに対し、肯定結果が得られると、ステップＳＰ２２からステップ
ＳＰ２３に移り、図３及び図４について説明したように、ファイナライズの処理を実行し
た後、ステップＳＰ１７に移ってこの処理手順を終了する。
【００８２】
これに対して図８は、図３について上述した再生処理手順を示すフローチャートである。
マイコン４は、この再生処理手順を開始すると、ステップＳＰ３１からステップＳＰ３２
に移り、ユーザーによる再生の指示が動画の記録に係るものか、静止画の記録に係るもの
か判断する。
【００８３】
ここでユーザーによる再生の指示が動画の再生に係るものの場合、マイコン４は、ステッ
プＳＰ３２からステップＳＰ３３に移り、ユーザーにより再生の開始が指示されたか否か
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判断する。ここで否定結果が得られると、マイコン４は、ステップＳＰ３３を繰り返すの
に対し、肯定結果が得られると、ステップＳＰ３３からステップＳＰ３４に移る。ここで
マイコン４は、メモリに記録して保持した管理用情報を基準にして、ユーザーにより指示
された動画のファイルを再生するように全体の動作を制御する。
【００８４】
すなわち光ディスク２がファイナライズ処理された光ディスクの場合、メモリに保持した
ＶＭＧのデータにより対応するファイルの記録位置を検出し、この記録位置からの再生を
光ディスク装置１の各部に指示する。これに対して光ディスク２がファイナライズ処理さ
れていない光ディスクの場合、メモリに保持した管理用テーブルＴＶの記録、対応するタ
イトルのＶＴＳＩ、ＶＴＳＴＴ　ＶＯＢＳの記録により対応するファイルの記録位置を検
出し、この記録位置からの再生を光ディスク装置１の各部に指示する。
【００８５】
このように再生を指示すると、マイコン４は、続いてステップＳＰ３５に移り、ユーザー
により再生の停止が指示されたか否か判断し、ここで否定結果が得られると、ステップＳ
Ｐ３４に戻る。これによりマイコン４は、ステップＳＰ３４－ＳＰ３５－ＳＰ３４の処理
手順を繰り返し、順次、ユーザーにより指示された動画のファイルを再生する。これに対
してステップＳＰ３５で肯定結果が得られると、再生の動作を終了し、ステップＳＰ３６
に移り、この処理手順を終了する。
【００８６】
これに対してユーザーによる再生の指示が拡張ファイルの再生に係るものの場合、マイコ
ン４は、ステップＳＰ３２からステップＳＰ３７に移り、ユーザーにより再生の開始が指
示されたか否か判断する。ここで否定結果が得られると、マイコン４は、ステップＳＰ３
７を繰り返すのに対し、肯定結果が得られると、ステップＳＰ３７からステップＳＰ３８
に移る。
【００８７】
ここでマイコン４は、光ディスク２がファイナライズ処理された光ディスクの場合、メモ
リに保持したＵＤＦのデータにより対応するファイルの記録位置を検出し、この記録位置
からの再生を光ディスク装置１の各部に指示する。これに対して光ディスク２がファイナ
ライズ処理されていない光ディスクの場合、メモリに保持した管理テーブルの記録、案内
情報の記録、対応する中間管理情報より対応するファイルの記録位置を検出し、この記録
位置からの再生を光ディスク装置１の各部に指示する。
【００８８】
このように再生を指示すると、マイコン４は、続いてステップＳＰ３９に移り、ユーザー
により再生の停止が指示されたか否か判断し、ここで否定結果が得られると、ステップＳ
Ｐ３８に戻る。これによりマイコン４は、ステップＳＰ３８－ＳＰ３９－ＳＰ３８の処理
手順を繰り返し、順次、ユーザーにより指示された静止画のファイルを再生する。これに
対してステップＳＰ３９で肯定結果が得られると、再生の動作を終了し、ステップＳＰ３
６に移り、この処理手順を終了する。
【００８９】
図９は、このような拡張ファイルの案内情報ＴＥ、管理情報ＣＩを示す図表である。案内
情報ＴＥは、拡張ファイルが記録された領域の全体を管理する情報であり、上述したよう
にＲＭＡの管理テーブルに記録位置が定義されるようになされている。なおここで詳述す
ると案内情報ＴＥは、管理テーブルＴＶの領域中のＥＸ＿ＳＴＡＴＵＳ＿ＦＬＡＧにより
記録されているか否かを判定できるようになされ、また先頭アドレス、サイズが定義され
るようになされている。案内情報ＴＥは、テンポラリインフォメーション管理テーブル (T
MP EXTI MAT)とカテゴリ・インフォメーション・サーチ・ポインタ・テーブル（ CAT INFO
 SRPT ）とが連続して記録されて形成される。
【００９０】
ここでテンポラリインフォメーション管理テーブル (TMP EXTI MAT)は、続くカテゴリ・イ
ンフォメーション・サーチ・ポインタ・テーブル（ CAT INFO SRPT ）のテーブル数を記録
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したテーブルであり、カテゴリ・インフォメーション・サーチ・ポインタ・テーブル（ CA
T INFO SRPT ）は、拡張ファイルをカテゴリ毎に管理するテーブルである。
【００９１】
テンポラリインフォメーション管理テーブル (TMP EXTI MAT)は、先頭１２バイトに、テン
ポラリインフォメーション管理テーブルであることを示す識別コードが、 ISO/IEC646:198
3(a-character)により割り当てられる。また続く２バイトに、対応するＴＶ（管理テーブ
ルである）のバージョン番号が記録され、続く２バイトがリザーブに割り当てられる。ま
た続く１バイトに、続くカテゴリ・インフォメーション・サーチ・ポインタ・テーブル（
CAT INFO SRPT ）の数が記録される。ここでこのテーブル数は、１～２５５である。また
続く３バイトがリザーブに割り当てられる。
【００９２】
これにより案内情報ＴＥは、管理テーブルＴＶを基準にしてテンポラリインフォメーショ
ン管理テーブル (TMP EXTI MAT)を検出して、続くカテゴリ・インフォメーション・サーチ
・ポインタ・テーブル（ CAT INFO SRPT ）に登録されたテーブルの数を検出できるように
なされている。
【００９３】
カテゴリ・インフォメーション・サーチ・ポインタ・テーブル（ CAT INFO SRPT ）は、図
１に示すように、拡張ファイルのカテゴリ毎に形成される。カテゴリ・インフォメーショ
ン・サーチ・ポインタ・テーブル（ CAT INFO SRPT ）は、先頭２バイトが拡張ファイルの
種類を示す識別コード CAT IDに設定されるようになされている。また続く２バイトには、
対応する管理情報ＣＩの形式であり個別情報ＥＸＦの記録形式を示すタイプの情報 CAT IN
FO TYPE が記述され、続く４バイトに対応する管理情報ＣＩの記録開始位置のアドレス情
報 CAT INFO SA が記述され、さらに続く４バイトに対応する管理情報ＣＩのサイズ CAT IN
FO SZ が記述されるようになされている。
【００９４】
ここでこのようにして定義されるカテゴリ・インフォメーション・サーチ・ポインタ・テ
ーブル（ CAT INFO SRPT ）において、拡張ファイルの種類を示す識別コード CAT IDは、例
えば「０１」がＪＰＥＧによる静止画ファイル、「０２」がＧＩＦによる静止画ファイル
に割り当てられるようになされている。
【００９５】
これによりこの光ディスク２では、管理テーブルＴＶより順次辿って、識別コード CAT ID
によりファイルの形式を検出し、タイプの情報 CAT INFO TYPE により管理情報ＣＩ、個別
情報ＥＸＦの記録形式を確認できるようになされている。従って例えば、識別コード CAT 
IDが「０１」、「０２」の場合についてのみ定義されている状態で、新たにビットマップ
による静止画ファイルを拡張ファイルとして記録する場合には、識別コード CAT IDのみ記
述を改め、ＪＰＥＧによる静止画ファイルと同一にタイプの情報 CAT INFO TYPE を設定す
ることにより、ＪＰＥＧによる静止画ファイルにおける形式を管理情報ＣＩ、個別情報Ｅ
ＸＦに流用することができるようになされている。これによりこの実施の形態においては
、記録可能なファイルの種類を追加する場合の手続きを簡略化するようになされ、その分
、拡張性を確保するようになされている。
【００９６】
またこのようにして管理情報ＣＩ、個別情報ＥＸＦの形式を流用すれば、何ら定義されて
いないファイルについても、ＪＰＥＧによる静止画ファイルと同様の中間管理情報ＤＫの
処理によりファイナライズの処理を実行することができ、これによっても拡張性を確保す
ることができる。
【００９７】
かくするにつき管理情報ＣＩ、個別情報ＥＸＦは、各カテゴリ・インフォメーション・サ
ーチ・ポインタ・テーブル（ CAT INFO SRPT ）との対応により、図１０に示すように形成
される。ここで管理情報ＣＩは、カテゴリ・インフォメーション・サーチ・ポインタ・テ
ーブル（ CAT INFO SRPT ）のタイプの情報 CAT INFO TYPE により構造が異なり、この管理
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情報ＣＩが管理する個別情報ＥＸＦに係る拡張ファイルのカテゴリに応じて、このタイプ
の情報 CAT INFO TYPE を設定できるようになされている。
【００９８】
図１０は、このタイプの情報 CAT INFO TYPE が「０１」の場合であり、上述した静止画フ
ァイルの中間管理用情報ＤＫには、この「０１」のタイプによる構造が適用されるように
なされている。
【００９９】
ここでこの管理情報ＣＩは、先頭１２バイトに、拡張ファイルの管理情報であることを示
す識別コード CAT INFO ID が ISO/IEC646:1983(a-character)により記述され、続く２バイ
トに、管理テーブルであるＴＭＰ＿ＶＭＧＩのバージョン番号 TV VERN が記述される。ま
た続く２バイトがリザーブに設定され、続く８バイトに、拡張ファイルの第１階層のディ
レクトリ名が ISO/IEC646:1983(a-character)により記述されるようになされ、また続く８
バイトに、第２階層のディレクトリ名が同様に記述されるようになされている。
【０１００】
また続く８バイトに、最後に更新したインプリメントのＩＤである IMP IDが割り当てられ
、続く１２バイトに、この管理情報ＣＩの作成日時を示すタイムスタンプ CR TM 、続く１
２バイトに、この管理情報ＣＩの最後の更新日時を示すタイムスタンプ MD TM が割り当て
られるようになされている。また続く２バイトに、個別情報ＥＸＦ１～ＥＸＦｎの数が、
１～９９９９の範囲で記述され、最後の２バイトがリザーブに確保されるようになされて
いる。
【０１０１】
これに対して個別情報ＥＸＦは、図１１に示すように、先頭１２バイトがファイル名 FILE
 NAME に割り当てられ、続く１バイトが著作権の保護情報 CGMS INFO に割り当てられるよ
うになされている。また続く３バイトが、対応する拡張ファイルのスタートアドレス EXF 
SA、続く４バイトがファイルサイズ EXF SZ、続く１２バイトが作成日時を示すタイムスタ
ンプ CR TM に割り当てられるようになされている。
【０１０２】
これによりこの光ディスク装置１では、管理テーブルＴＶを基準にして拡張ファイルの案
内情報ＴＥ、管理情報ＣＩ、個別情報ＥＸＦを順次辿って光ディスク２に記録した拡張フ
ァイルをディレクトリ構造によりユーザーに通知することができるようになされ、またパ
ーソナルコンピュータのファイル管理システムを構築するのに必要な各種の情報をこれら
案内情報ＴＥ、管理情報ＣＩ、個別情報ＥＸＦより取得できるようになされている。
【０１０３】
かくするにつき、マイコン４は、ファイナライズ時、このような案内情報ＴＥ、管理情報
ＣＩ、個別情報ＥＸＦの記述に従って、各拡張ファイルのプロパティー、ファイル名、フ
ァイルサイズ等の情報を取得し、各拡張ファイルの個別情報ＥＸＦを管理する管理情報Ｃ
Ｉのディレクトリ構造に従って、ＵＦＤを作成するようになされている。
【０１０４】
（１－２）第１の実施の形態の動作
以上の構成において、この光ディスク装置１では（図２）、電源が立ち上げられた状態で
ユーザーにより光ディスクが装填されると、また光ディスクが装填された状態で電源が立
ち上げられると、マイコン４によるＤＶＤ信号処理部１４、モーターアンプ部１８を介し
たスレッドモータ２１の駆動により、光学ヘッド１９が光ディスク２の内周側に移動する
。さらに光学ヘッド１９により光ディスク２にレーザービームを照射し、戻り光の光学ヘ
ッド１９による受光結果がアナログフロントエンド部１６、マイコン４で順次処理され、
このマイコン４の処理によるＤＶＤ信号処理部１４、モーターアンプ部１８を介した光学
ヘッド１９の制御により、トラッキング制御、フォーカス制御の処理が実行される。また
受光結果のＤＶＤ信号処理部１４による処理により、光ディスク２に記録されたデータが
再生される。光ディスク装置１では、この一連の処理により、光ディスク２の内周側に記
録された各種情報がマイコン４で取得され、マイコン４に内蔵のメモリに保持される。
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【０１０５】
この光ディスク２がスタンパにより作成された再生専用の光ディスクの場合、さらには光
ディスク２が動画ファイルのみを記録したファイナライズ処理されてなる光ディスクの場
合、この一連の処理により、マイコン４には、光ディスク２の内周側に記録されたＤＶＤ
プレイヤー用の管理用情報であるＶＭＧのデータが取得される。これにより光ディスク装
置１では、ユーザーにより光ディスク２の再生が指示されると、このＶＭＧのデータに従
って、ＤＶＤ信号処理部１４、モーターアンプ部１８を介したスレッドモータ２１の駆動
により、ユーザーの所望するタイトルの記録位置まで光学ヘッド１９がシークし、さらに
は光学ヘッド１９の受光結果によりトラッキング制御、フォーカス制御した状態で、光学
ヘッド１９の受光結果がＤＶＤ信号処理部１４、ヘッダー情報処理部７、圧縮／伸長処理
部６で順次処理されて動画によるビデオデータが再生される。すなわち受光結果である光
ディスク２のピット列に応じて信号レベルが変化する再生信号がアナログフロントエンド
部１６で処理されて再生データが生成され、この再生データがＤＶＤ信号処理部１４で復
号、デインターリーブ、誤り訂正処理される。またこの誤り訂正処理された再生データが
ヘッダー情報処理部７に入力され、ここでヘッダーが除去され、このヘッダーの情報がマ
イコン４に通知される。また続いて圧縮／伸長処理部６に入力され、多重化処理部１０で
ビデオデータ及びオーディオデータに分離され、ビデオデータについては、ビデオ処理部
８によりＭＰＥＧによるデータ圧縮が解かれ、モニタ部１２により表示され、又はビデオ
／エンコーダ１３より外部機器に出力される。これに対してオーディオデータは、オーデ
ィオ処理部１１でデータ伸長された後、モニタ部１２によりモニタに供され、又はビデオ
／エンコーダ１３より外部機器に出力される。
【０１０６】
これに対して光ディスク２が書き換え可能なバージンディスクの場合、光ディスク２の装
填時、電源の立ち上げ時における光ディスク２のアクセスにより、光ディスク２のＲＭＡ
のデータがマイコン４で取得される。光ディスク装置１では、ユーザーにより動画の撮影
モードが選択されると、マイコン４において（図５）、メモリに保持したＲＭＡの更新に
より、さらにはパディングにより、ＵＤＦ、ＶＭＧを形成する領域、ＶＳＴのＶＴＳＩ等
を記録する領域が確保される。
【０１０７】
この状態でユーザーにより録画の開始が指示されると、映像入力部３、オーディオ入力部
５から順次ビデオデータ、オーディオデータが入力され、ビデオデータについてはＭＰＥ
Ｇによるビデオ処理部８でデータ圧縮の処理が実行され、オーディオデータについてはオ
ーディオ処理部１１でデータ圧縮の処理が実行される。さらにこれらデータ圧縮されたビ
デオデータ及びオーディオデータが、多重化処理部１０により多重化処理され、その処理
結果のデータにヘッダー情報処理部７によりヘッダーが付加される。さらに続くＤＶＤ信
号処理部１４において、誤り訂正符号が付加された後、インターリーブ処理、符号化処理
され、この処理結果のデータに従って光学ヘッド１９から光ディスク２に照射するレーザ
ービームの光量がアナログフロントエンド部１６により立ち上げられ、これにより光ディ
スク２に順次ピット列が形成されて動画によるビデオデータが順次記録される。
【０１０８】
光ディスク装置１では、ユーザーにより記録が停止指示されると、圧縮／伸長処理部６等
における一連の処理がマイコン４により停止制御されてビデオデータの記録が中止され、
続いてこのようにして記録した動画によるファイルの管理用情報が光ディスクに記録され
る。すなわち光ディスク装置１では、このようにして動画を記録してなる位置情報、ファ
イルサイズの情報、記録日時等の情報よりマイコン４により管理用情報が生成され、ビデ
オデータに続いて記録するように、この管理用情報がＤＶＤ信号処理部１４に出力されて
光ディスク２に記録され、これによりＶＴＳＩ　ＢＵＰの領域が形成され、続いてパディ
ングにより、続くＶＴＳのＶＴＳＩ、ＶＴＳＭ　ＶＯＢＳを生成する領域が確保され、先
に確保したＶＴＳＩ、ＶＴＳＭ　ＶＯＢＳの領域に光学ヘッド１９がシークし、この領域
において、同様の管理用情報がＤＶＤ信号処理部１４に出力されて光ディスク２に記録さ
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れ、これによりＶＴＳＩ、ＶＴＳＭ　ＶＯＢＳの領域が形成される。
【０１０９】
光ディスク装置１では、これにより動画によるビデオデータが１タイトル記録される。こ
れらにより光ディスク装置１では、動画によるファイルを記録する場合、ＶＴＳＩによる
管理用情報、ＶＴＳＭ　ＶＯＢＳによる管理用情報、ファイル、ＶＴＳＩ　ＢＵＰによる
管理用情報が連続するフォーマットであるＤＶＤビデオフォーマットにより管理用情報、
ファイルが記録される。光ディスク装置１では、続いてユーザーにより動画の記録が指示
された場合、同様の処理の繰り返しにより順次光ディスク２にタイトルが記録される。
【０１１０】
またこのようにして動画を１タイトル記録すると、光ディスク２の内周側、管理テーブル
に、タイトルの先頭記録位置、末尾の記録位置を示すアドレスが記録される。
【０１１１】
このようにしてタイトルを順次記録してなる、未だファイナライズしていない光ディスク
が装填された場合等にあっては、当初、この管理用テーブルが取得され、この管理用テー
ブルを基準にした光ディスク２のスキャンにより、このようにタイトルと組にして記録さ
れた管理用情報が順次取得されてマイコン４のメモリに保持される。さらにこのように取
得した管理用情報を基準にしてユーザーの再生の指示に係る動画ファイルが再生される。
【０１１２】
光ディスク装置１では、このようにしてタイトルを記録して、ユーザーによりファイナラ
イズの処理が指示されると、管理用テーブルの記録に基づいてメモリに記録してなるタイ
トルと組を形成する管理用情報によりＵＤＦ、ＶＭＧのデータが生成され、これらが光デ
ィスク２に確保された内周側領域に記録され、またリードイン、リードアウトが形成され
る。これによりこの光ディスクにあっては、通常のＤＶＤフォーマットのみに対応するＤ
ＶＤプレイヤーで再生可能に設定される。
【０１１３】
これに対してユーザーにより静止画の記録モードが選択された場合、バージンディスクに
おいては、動画の場合と同様にして、パディングによりＵＤＦ、ＶＭＧの領域が確保され
る。また光ディスク装置においては、撮像手段の動作モードが静止画のモードに切り換え
られ、圧縮／伸長処理部６における動作モードがＪＰＥＧによるデータ圧縮の動作モード
に切り換えられる。
【０１１４】
この状態でユーザーにより静止画の録画開始が指示されると、映像入力部３より入力され
る静止画によるビデオデータが圧縮／伸長処理部６のビデオ処理部８でＪＰＥＧのフォー
マットによりデータ圧縮される。これにより光ディスク装置１では、動画によるビデオデ
ータに代えて、静止画によるビデオデータにより記録に供するデータが生成され、このデ
ータが動画による場合と同様にして順次光ディスク２に記録される。
【０１１５】
光ディスク装置１においては、動画の記録においては、始めにＶＴＳＩ、ＶＴＳＭ　ＶＯ
ＢＳの領域を確保して実データを記録するのに対し、この静止画の記録においては、パデ
ィングにより確保した領域の先頭に戻って、このような領域を確保することなく静止画に
よる実データを記録する。またユーザーにより続く静止画の記録が指示されると、同様に
して、続く静止画が光ディスク２に記録される。またこれらの記録毎に、各ファイルの記
録位置等がメモリに記録される。
【０１１６】
光ディスク装置１では、このようにして所望するファイル数だけ静止画によるファイルを
光ディスクに記録してユーザーによる動作モードの切り換え等により静止画の記録停止が
指示されると、メモリに保持した記録位置等による管理用情報がこれら複数ファイル分、
続く領域に、ファイナライズまでの一時的な中間管理情報として記録される。これにより
光ディスク装置１では、動画以外のファイルを記録する場合には、ファイル、対応する管
理用情報の順となるように、ファイル及び管理用情報が記録され、記録するファイルの属
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性によりファイル及び管理用情報の記録フォーマットが切り換えられる。
【０１１７】
これにより光ディスク装置１では、ＤＶＤビデオフォーマットで定義されていない静止画
等のファイルについても光ディスク２に記録することができる。またこのようにして記録
した光ディスク２を通常のＤＶＤビデオフォーマットのみをサポートする光ディスク装置
に装填した場合、装填時等のサーチによりＶＴＳＩ等のＤＶＤビデオフォーマットに従っ
て記録した管理用情報が検出され、この管理用情報によりＶＴＳが再生されることにより
、このようにして記録した静止画等のファイル、対応する管理用情報については、何ら動
画の再生に影響を与えないようにすることができる。これによりこのようにして記録した
光ディスクにおいては、通常のＤＶＤプレイヤーにより動画のファイルを再生することが
可能となる。
【０１１８】
光ディスク装置１では、このような中間管理用情報ＤＫが（図５）、連続して記録した複
数ファイルでまとめられて、全体を管理する管理情報ＣＩが記録された後、各ファイルの
先頭位置、ファイル名を示す個別情報ＥＸＦが記録されて形成され、この中間管理用情報
ＤＫの先頭アドレスが拡張ファイルの案内情報ＴＥとして光ディスク２の内周側、固定し
た領域に記録される。さらにこの拡張ファイルの案内情報ＴＥの記録位置情報が、管理用
テーブルＴＶに記録される。
【０１１９】
これによりこのような動画以外のファイルをもサポートする光ディスク装置によれば、静
止画のファイルについても再生することが可能となる。すなわちこのような光ディスク２
が装填された場合、光ディスク装置１では、管理用テーブルを基準にした光ディスク２の
サーチにより、ＶＴＳ、ＶＴＳＭ　ＶＯＢＳのデータだけでなく、静止画ファイルの中間
管理用情報ＤＫについても光ディスク２より再生され、マイコン４のメモリに保持される
。
【０１２０】
これにより例えばユーザーの指示により光ディスク２に記録された動画及び静止画のタイ
トル等をユーザーに提供することができる。またユーザーによる再生の指示により、ユー
ザーが動画の再生を指示した場合、ＶＴＳ、ＶＴＳＭ　ＶＯＢＳのデータにより再生専用
の光ディスクについて上述したと同様にして対応する動画ファイルが再生される。
【０１２１】
これに対してユーザーにより静止画ファイルの再生が指示された場合、メモリに保持した
中間管理用情報ＤＫより対応するファイルの記録位置等が検出され、この検出結果により
順次光ディスク２に記録されたデータが再生されて、動画による再生データと同様の経路
により処理される。光ディスク装置１では、この再生データの処理において、静止画によ
る再生データを処理する場合には、ＪＰＥＧによりデータ圧縮したビデオデータをデータ
伸長するように、ビデオ処理部８の処理がマイコン４により切り換えられ、これにより静
止画によるビデオデータをモニタ部１２により確認し、さらにはビデオ／オーディオエン
コーダ１３より外部機器に出力することが可能となる。
【０１２２】
このような静止画等によるファイルにあっては、一般に、動画によるファイルに比してフ
ァイルサイズが小さいのに対し、光ディスク装置１では、このような管理用情報である中
間管理情報が複数ファイル分まとめて作成されて記録される（図５）。これにより光ディ
スク装置１では、このような静止画ファイル等による拡張ファイルを記録するにつき、管
理用ファイルの記録による記録領域の減少を低減することができる。
【０１２３】
またこのように複数ファイル分まとめて記録する場合に、ファイルの属性であるファイル
の種類毎にまとめて記録するようになされ、これによりサーチ処理、後述するファイナラ
イズにおける処理等を簡略化することができるようになされている。
【０１２４】
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特に、このような中間管理用情報ＤＫにおいては、各種ファイルの記録により、記録位置
が種々に変化するのに対し、多数のファイルの記録が予測される。このような記録位置の
変化に対しては、管理用テーブルの記録により対応できるものの、管理用テーブルのみで
動画ファイルの場合と同様に個々の拡張ファイルに対応する場合には、多数のファイルの
記録に対応できなくなる。しかしながらこの実施の形態では、この管理用テーブルにより
拡張ファイルの案内情報ＴＥが管理され、この拡張ファイルの案内情報ＴＥにより連続し
て記録した拡張ファイルをまとめて管理する管理情報ＣＩが管理されることにより、この
ような記録位置の変化と、多数のファイルとの記録に同時に対応することができる。
【０１２５】
またこのような管理用テーブルに中間管理用情報ＤＫの位置情報が記録されていることに
より、この位置情報を基準にして光ディスク２をアクセスすることにより、簡易かつ高速
度で拡張ファイルをアクセスすることができる。また動画ファイル用の管理用テーブルＴ
Ｖをこのように利用することにより、拡張ファイル専用に、この種のテーブルを別途作成
することによる情報記録面の消費を防止し得、その分情報記録面を有効利用することがで
きる。
【０１２６】
光ディスク装置１では、このようにして拡張ファイルを中間管理用情報ＤＫ１と共に組に
して記録するにつき、新たに中間管理用情報ＤＫを記録する場合には、既に光ディスク２
に記録されている中間管理用情報ＤＫについてもまとめられて記録される（図６）。また
このように最後にまとめた中間管理用情報ＤＫ１の更新により、拡張ファイルの更新、削
除の処理が実行される。これにより光ディスク装置１では、拡張ファイルを離散的に多数
記録した場合でも、１箇所の中間管理用情報ＤＫの取得により、対応する拡張ファイルを
アクセスすることができ、これによっても高速度で光ディスク２をアクセスすることがで
きる。
【０１２７】
光ディスク装置１では、これらによりいわゆるバージンディスク、動画のみ記録して未だ
ファイナライズされていない光ディスク、動画及び静止画のファイルを記録して未だファ
イナライズされていない光ディスクに対して、動画及び静止画のファイルがユーザーの操
作により順次記録される。
【０１２８】
これに対してこのようにして動画及び静止画を記録してなる光ディスクについて、ユーザ
ーによりファイナライズが指示されると、管理テーブルに基づいて光ディスクより取得し
てメモリに保持した管理用情報、中間管理情報、動画及び静止画の記録により作成してメ
モリに保持した管理用情報、中間管理情報により、コンピュータ用のＵＤＦのデータが作
成され、このデータが光ディスク２に事前に確保された領域に記録される。また動画ファ
イルの管理用情報だけからＤＶＤプレイヤー用のＶＭＧデータが生成され、同様にして光
ディスク２に記録される。
【０１２９】
これにより光ディスク装置１では、光ディスク２の管理用情報記録領域のうちの、第１の
管理用情報記録領域であるＵＤＦ領域に、光ディスク２に記録された全てのファイルにつ
いて、組による管理用情報がまとめて記録されるのに対し、第２の管理用情報記録領域で
あるＤＶＤ用のＶＭＧ領域に、光ディスクに記録された特定の属性のファイルである動画
ファイルについてのみ、組による管理用情報がまとめて記録される。
【０１３０】
これによりこのようにファイナライズされた光ディスクをＤＶＤプレイヤーより再生する
場合、ＤＶＤ用であるＶＭＧ領域を基準にして光ディスク２に記録されたファイルが再生
されることにより、静止画等のファイルの記録については、動画の再生に何ら影響を与え
ることなく、確実にＤＶＤビデオフォーマットによる動画を再生することができる。
【０１３１】
またこのようにファイナライズされた光ディスクをコンピュータにより再生する場合には
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、ＵＤＦがコンピュータのファイル管理システムに対応するファイル管理フォーマットで
あり、コンピュータにおいては、ＵＤＦにより各ファイルを再生することにより）、動画
のファイルはもとより、静止画等のファイルについても再生して利用することが可能とな
る。
【０１３２】
このようにして動画ファイル以外に静止画ファイルを記録可能な光ディスク装置１におい
ては、拡張ファイルの個別の管理用情報である個別情報ＥＸＦが管理情報ＣＩによりまと
められて、この管理情報ＣＩの先頭アドレスが拡張ファイルの案内情報ＴＥに記録される
。光ディスク装置１では、この案内情報ＴＥに、管理情報ＣＩがまとめて管理する拡張フ
ァイルの種類を示す識別コード CAT IDが記録され、またこれとは別に、対応する個別情報
ＥＸＦの記録形式の情報 CAT INFO TYPE が記録される。
【０１３３】
これによりユーザーにおいて、ＪＰＥＧによる静止画ファイル以外の、例えばＧＩＦ、ビ
ットマップ等によるファイルをこの光ディスク２に記録しようとする場合、個別の管理用
情報ＥＸＦ、記録形式 CAT INFO TYPE については、静止画の場合と同一に設定して、拡張
ファイルの種類を示す識別コード CAT IDのみ変更して、このような各種のファイルを記録
することができる。またこのようにして記録したファイルについても、ファイナライズに
よりＵＤＦを作成してコンピュータによりアクセス可能とすることができる。これにより
この実施の形態においては、十分な拡張性を担保して、動画以外のファイルについても、
記録することが可能となる。
【０１３４】
（１－３）第１の実施の形態の効果
以上の構成によれば、拡張ファイルの案内情報を介して、個別の管理用情報をアクセスで
きるようにし、この拡張ファイルの案内情報に、対応する拡張ファイルの種類を示す識別
コードと、管理用情報の記録形式の情報とを割り当てることにより、十分な拡張性を担保
して、動画以外の静止画等のファイルについても記録することができる。
【０１３５】
またこのような拡張ファイルの管理用情報の記録位置を特定する拡張ファイルの案内情報
の記録位置を、光ディスクの最初のファイルの記録開始位置の内周側領域に設定すること
により、この案内情報については、固定した領域に記録することができ、これにより管理
用テーブルと無関係に、この拡張ファイルの案内情報をアクセスして管理用情報の記録位
置を特定することもでき、情報記録面を有効利用し、高速度でサーチすることができるよ
うにする。
【０１３６】
また拡張ファイルの追加記録により対応する管理用情報を記録する場合、既に記録済の拡
張ファイルについての管理用情報をまとめて記録し、この記録に対応するように拡張ファ
イルの案内情報を更新することにより、１つの管理用情報の再生により光ディスクに記録
された全ての拡張ファイルについて記録位置を特定することができ、その分、光ディスク
２の頻繁なアクセスを防止することができる。
【０１３７】
またこのようにして記録した動画以外の管理用情報に基づいて、光ディスクに記録された
各属性のファイルを再生することにより、動画以外のファイルについても再生して利用す
ることができる。
【０１３８】
また第１の管理用情報記録領域に、光ディスクに記録された全てのファイルについて、組
による管理用情報をまとめて記録し、第２の管理用情報記録領域に、特定の属性のファイ
ルについてのみ、組による管理用情報をまとめて記録することにより、通常のＤＶＤプレ
イヤーによっては動画を再生できるようにし、コンピュータによっては動画、静止画等の
全てのファイルを再生可能とすることができる。
【０１３９】
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（２）第２の実施の形態
図１２及び図１３は、図５及び図６との対比による中間管理情報の記録方法の説明に供す
る図表である。この実施の形態に係る光ディスク装置においては、拡張ファイルの案内情
報ＴＥについては、中間管理用情報ＤＫと共に、最後に記録した拡張ファイルの末尾に記
録する。なおこの拡張ファイルの案内情報ＴＥに係る処理が異なる点を除いて、この実施
の形態に係る光ディスク装置においては、第１の実施の形態について上述した光ディスク
装置１と同一に構成されることにより、この実施の形態では、重複した説明は省略する。
【０１４０】
この光ディスク装置において、マイコンは、図１２（Ａ）に示すように、拡張ファイルＥ
Ｆ１、ＥＦ２、ＥＦ３を記録すると、続いて拡張ファイルの案内情報ＴＥを記録し、続い
て管理情報ＣＩ、個別情報ＥＸＦ１～ＥＸＦ３による中間管理用情報ＤＫを記録する。ま
たこのようにして記録した案内情報ＴＥの先頭アドレスを管理テーブルＴＶに記録する。
【０１４１】
またこのようにして記録した拡張ファイルＥＦ１、ＥＦ２、ＥＦ３の更新、削除において
は、対応する個別情報ＥＸＦ１～ＥＸＦ３自体の削除により、又は対応するファイルが削
除されたことを示す無効のフラグの設定等により、個別情報ＥＸＦ１～ＥＸＦ３を更新し
て処理する（図１２（Ｂ）～（Ｄ））。またこれら個別情報ＥＸＦ１～ＥＸＦ３の更新に
おいては、案内情報ＴＥと中間管理用情報ＤＫをまとめて上書きすることにより実行する
。なおこのような実際の光ディスク２の記録の更新にあっては、第１の実施の形態と同様
に、それまでメモリ上で実行し、光ディスクの排出時等に実行する点は、第１の実施の形
態と同一である。
【０１４２】
これに対して図１３に示すように、拡張ファイルの追加記録により、中間管理用情報ＤＫ
１を新たに記録する場合、それまでの中間管理用情報ＤＫをまとめて管理情報ＣＩを生成
し、また対応する案内情報ＴＥを生成し、これらを拡張ファイルに続いて順次記録する。
またこの記録に対応するように、管理用テーブルＴＶの記録を更新する。また光ディスク
２に記録した全ての拡張ファイルの削除、更新については、この最後に記録した中間管理
用情報ＤＫ１の更新により処理する。
【０１４３】
この実施の形態のように、拡張ファイルの案内情報の記録位置を、光ディスクに記録され
た最後の拡張ファイルに続く領域であるように設定し、拡張ファイルの案内情報が可変す
る場合でも、第１の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【０１４４】
（３）第３の実施の形態
この実施の形態においては、本発明をパーソナルコンピュータの外部記憶装置である光デ
ィスク装置に適用し、上述した拡張ファイルに、静止画ファイル以外の、例えばＶＴＳと
は異なるフォーマットによる動画ファイル、テキストファイル、地図データのファイル等
、各種ファイルを適用して、上述の第１又は第２の実施の形態と同様に光ディスク２に記
録し、また光ディスク２をファイナライズ処理する。
【０１４５】
これに対応して中間管理用情報ＤＫは、光ディスク２に記録したファイルの種類の分、管
理情報ＣＩ、対応する個別情報ＥＸＦにより組み合わせが形成され、案内情報ＴＥにおい
ては、テンポラリインフォメーション管理テーブル (TMP EXTI MAT)に続いて、これら各組
み合わせに対応するように、カテゴリ・インフォメーション・サーチ・ポインタ・テーブ
ル（ CAT INFO SRPT ）が複数個設けられるようになされている。
【０１４６】
この実施の形態のように、拡張ファイルに静止画以外のファイルを適用するようにしても
、第１及び第２の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【０１４７】
（４）他の実施の形態
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なお上述の実施の形態においては、拡張ファイルの案内情報をファイナライズまでの一時
的な情報として使用する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、ファイナライズ
以降においても利用するようにしてもよい。
【０１４８】
また上述の実施の形態においては、光ディスク装置に事前にインストールされた処理プロ
グラムにより一連の処理を実行する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、イン
ターネット等のネットワークを介してダウンロードしたプログラムのインストールにより
この種の処理手順を実行する場合、さらには各種の記録媒体により提供されるプログラム
のインストールによりこの種の処理手順を実行する場合等にも広く適用することができる
。なおこのような記録媒体としては、磁気ディスク、光ディスク、磁気テープ等の記録媒
体を適用することができる。
【０１４９】
また上述の実施の形態においては、撮像機能を有する光ディスク装置、コンピュータの外
部記憶装置である光ディスク装置に本発明を適用する場合について述べたが、本発明はこ
れに限らず、コンピュータのアプリケーションプログラムによりこの種の処理を実行する
場合等にも広く適用することができる。
【０１５０】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、拡張ファイルの案内情報を介して、個別の管理用情報をア
クセスできるようにし、この拡張ファイルの案内情報に、対応する拡張ファイルの種類を
示す識別コードと、管理用情報の記録形式の情報とを割り当てることにより、十分な拡張
性を担保して、動画以外の静止画等のファイルについても記録することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る光ディスク装置における管理用情報の説明に供
する図表である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る光ディスク装置を示すブロック図である。
【図３】図２の光ディスク装置における処理手順の説明に供するフローチャートである。
【図４】図２の光ディスク装置における拡張ファイルの記録の説明に供する図表である。
【図５】本発明の第１の実施の形態に係る光ディスク装置における管理用情報の処理の説
明に供する図表である。
【図６】拡張ファイルの追加記録時における管理用情報の処理の説明に供する図表である
。
【図７】図３の処理手順における記録処理手順を示すフローチャートである。
【図８】図３の処理手順における再生処理手順を示すフローチャートである。
【図９】案内情報を示す図表である。
【図１０】管理情報を示す図表である。
【図１１】個別情報を示す図表である。
【図１２】本発明の第２の実施の形態に係る光ディスク装置における管理用情報の処理の
説明に供する図表である。
【図１３】拡張ファイルの追加記録時における管理用情報の処理の説明に供する図表であ
る。
【図１４】ＤＶＤビデオフォーマットの説明に供する図表である。
【図１５】ＲＯＷ方式による記録の説明に供する図表である。
【符号の説明】
１……光ディスク装置、２……光ディスク、４……マイコン、６……圧縮／伸長処理部
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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 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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