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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
画像データを、所定のデータ単位毎に複数に分割することにより、複数にグループ分けさ
れた分割データを生成し、
前記分割データのグループと、前記分割データのグループ数に対応して複数にグループ分
けされた複数の記録媒体のグループとの関係が、前記所定のデータ単位毎に、一定のパタ
ーンで周期的に変化するように、前記分割データを、そのグループ毎にそれぞれ異なるグ
ループの記録媒体に記録する
ことによって前記画像データが記録された前記複数の記録媒体から分割データを読み出す
ことにより、再生画像を再生する画像再生装置であって、
画像を再生する要求があった場合に、前記複数のグループの記録媒体それぞれから、要求
のあった再生速度に対応した部分の前記分割データを読み出す読み出し手段と、
前記複数のグループの記録媒体それぞれから読み出された前記分割データを記憶する記憶
手段と、
前記記憶手段に記憶された前記分割データを読み出し、その分割データを用いて、前記再
生画像を構成する構成手段と、
前記記憶手段からの前記分割データの読み出しパターンを制御する制御手段と
を含むことを特徴とする画像再生装置。
【請求項２】
前記制御手段は、前記再生速度を減速する要求があった場合に、現在の再生速度と要求の
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あった再生速度とに基づき、前記記憶手段から、前記分割データの一部を重複して読み出
すように制御を行う
ことを特徴とする請求項１に記載の画像再生装置。
【請求項３】
前記制御手段は、前記再生速度を減速する要求があった場合に、前記読み出し手段が、要
求のあった再生速度に対応した部分の前記分割データを、前記複数のグループの記録媒体
それぞれから読み出すまで、前記記憶手段に記憶されている前記分割データの一部を重複
して読み出すように制御を行う
ことを特徴とする請求項２に記載の画像再生装置。
【請求項４】
前記複数の記録媒体が他の装置との間で共用され、前記複数の記録媒体の使用が可能な時
間が周期的に割り当てられている場合において、
前記複数の記録媒体の使用が可能でないタイミングで、前記再生速度を減速する要求があ
ったときに、前記複数の記録媒体の使用を要求する要求手段をさらに含み、
前記読み出し手段は、前記要求手段の要求に対して、前記複数の記録媒体の使用が許可さ
れたとき、前記複数のグループの記録媒体それぞれから、要求のあった再生速度に対応し
た部分の前記分割データを、即座に読み出す
ことを特徴とする請求項３に記載の画像再生装置。
【請求項５】
画像データを、所定のデータ単位毎に複数に分割することにより、複数にグループ分けさ
れた分割データを生成し、
前記分割データのグループと、前記分割データのグループ数に対応して複数にグループ分
けされた複数の記録媒体のグループとの関係が、前記所定のデータ単位毎に、一定のパタ
ーンで周期的に変化するように、前記分割データを、そのグループ毎にそれぞれ異なるグ
ループの記録媒体に記録する
ことによって前記画像データが記録された前記複数の記録媒体から分割データを読み出す
ことにより、再生画像を再生する画像再生方法であって、
画像を再生する要求があった場合に、前記複数のグループの記録媒体それぞれから、要求
のあった再生速度に対応した部分の前記分割データを読み出す読み出しステップと、
前記複数のグループの記録媒体それぞれから読み出された前記分割データを、データを記
憶する記憶手段に記憶させる記憶ステップと、
前記記憶手段に記憶された前記分割データを読み出し、その分割データを用いて、前記再
生画像を構成する構成ステップと、
前記記憶手段からの前記分割データの読み出しパターンを制御する制御ステップと
を含むことを特徴とする画像再生方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、画像データを記録再生するＡＶ（Audio Visual）サーバ等において、画像デー
タを再生する際の操作性を向上させることができるようにする画像再生装置および画像再
生方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、ＣＡＴＶ（Cable Television）等の普及による情報提供の多チャネル化に伴い、従
来のＶＴＲ（Video Tape Recorder）とは異なり、１台の記録再生装置から複数の画像お
よび音声データを同時に再生するという要求が高まりつつある。そして、この要求を満た
すために、ハードディスク等のランダムアクセスが可能な記録媒体を使用して、画像デー
タや音声データを記録再生するＡＶサーバ（またはビデオサーバ）と呼ばれる装置が普及
しつつある。
【０００３】



(3) JP 4126713 B2 2008.7.30

10

20

30

40

50

例えば、放送局に設置されるＡＶサーバについては、画質や音質をあるレベル以上に維持
するために、データの転送レートが高いことが要求される。さらに、長時間の放送を行う
ために、多量のデータが記録可能であることや、放送が途切れることがないように、装置
の信頼性が高いこと等も要求される。
【０００４】
そこで、ＡＶサーバでは、並列運転可能な複数のＨＤＤ（Hard Disk Drive）を含む記録
再生装置を用いることにより、データ転送レートの高速化と、記録容量の大容量化とが図
られ、さらに、パリティデータを記録しておくことにより、万一いずれかのＨＤＤが故障
しても、データを復元して信頼性を確保することができるようになされている。
【０００５】
ところで、近年においては、複数の素材データを記録しておいて、多チャネルの送出を同
時に行ったり、同一の素材データの再生時間をずらして多チャネルで再生するＮＶＯＤ（
Near Video On Demand）システムを構築する等の、多様な使用形態に対応し得るマルチチ
ャネルＡＶサーバと呼ばれるＡＶサーバが実現されつつある。
【０００６】
このようなマルチチャネルＡＶサーバに用いられる記録再生装置には、１９８８年にPatt
erson等により発表された論文（Patterson,D.A.,Gibson,G.,Kats,R.H.,“A Case for Red
undant Arrays of Inexpensive Disk(RAID)",ACM SIGMOD Conference ,Chicago,III.,Jun
.1-3,1988.）の中で提唱されているＲＡＩＤ（Redundant Arrays of Inexpensive Disks
）技術が使用されている。この論文の中では、ＲＡＩＤは、ＲＡＩＤ－１からＲＡＩＤ－
５までの５つに分類されているが、これらのうち、代表的なものは、ＲＡＩＤ－１，ＲＡ
ＩＤ－３、およびＲＡＩＤ－５である。なお、説明上の分類として、ＲＡＩＤ－０という
分類もあるが、これは、複数のハードディスクを並列動作させる方式である。
【０００７】
ＲＡＩＤ－１は、２つのハードディスクに同じ内容を書き込む方式であり、ＲＡＩＤ－３
は、入力データを一定の長さに分割して、複数のＨＤＤに記録すると共に、パリティデー
タを生成して、他の１台のＨＤＤに書き込む方式である。また、ＲＡＩＤ－５は、データ
の分割の単位（ブロック）を大きくして、１つの分割データをデータブロックとして１つ
のＨＤＤに記録すると共に、各ＨＤＤの互いに対応するデータブロックの排他的論理和を
とった結果をパリティブロック（パリティデータ）として他のＨＤＤに記録すると共に、
パリティブロックを全ＨＤＤに分散する方式である。
【０００８】
図１は、ＲＡＩＤ技術を用いた、従来のＡＶサーバシステム（システムとは、複数の装置
が論理的に集合した物をいい、各構成の装置が同一筐体中にあるか否かは問わない）の一
例の構成を示している。
【０００９】
このＡＶサーバシステムは、複数の画像データ（以下、適宜、画像データには、音声デー
タも含まれるものとする）のマルチ入出力の提供が可能なマルチチャネルＡＶサーバ１０
０を用いて構成されており、例えば、ＣＭ（コマーシャル）送出装置やニュース等として
利用することができるようになっている。
【００１０】
ＡＶサーバ１００は、入力画像データを記録するための複数のディスクアレイ装置１１０
１乃至１１０４と、プロセッサ部１２０とから構成されている。なお、プロセッサ部１２
０は、各ディスクアレイ装置１１０１乃至１１０４に記録する画像データの入力を制御す
るとともに、各ディスクアレイ装置１１０１乃至１１０４から再生された画像データの出
力を制御するようになされている。
【００１１】
そして、ＡＶサーバ１００では、例えば、画像を再生するＶＴＲ１２１や、衛星回線を介
してデータを受信するパラボラアンテナ１２２から入力される複数の入力画像データＤＩ
１乃至ＩＮ（Ｎは、２以上の整数値）の各々が、ディスクアレイ装置１１０１乃至１１０
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４の少なくとも１つに記録される。また、ＡＶサーバ１００では、ディスクアレイ装置１
１０１乃至１１０４に記録されたデータが、必要に応じて再生され、例えば、モニタ１２
３や、パラボラアンテナ１２４に対して、出力データＤｏ１乃至ＤｏＮとして出力される
。
【００１２】
図２は、図１のディスクアレイ装置１１０ｉ（ここでは、ｉ＝１，２，３，４）の構成例
を示している。
【００１３】
ディスクアレイ装置１１０ｉは、複数としての、例えば５台のＨＤＤ１３１１乃至１３１
５と、これらのＨＤＤ１３１１乃至１３１５を制御するディスクアレイコントローラ１３
０とを備えている。ディスクアレイ装置１１０ｉにおいては、データが、ＨＤＤ１３１１
乃至１３１５の各々に対して、所定の単位（例えば、１フレームや１ＧＯＰ（Group Of P
icture）単位等）で、並列に読み書きされるようになっている。このように、データが、
複数のＨＤＤに対して、並列に読み書きされる方式は、ＲＡＩＤ－０と呼ばれる方式であ
るが、例えば、ＲＡＩＤ－３では、複数のＨＤＤのうちの１台が、パリティデータの記録
のみに使用され、残りのＨＤＤが、画像データの記録に使用される。
【００１４】
なお、図２では、５台のＨＤＤ１３１１乃至１３１５を図示してあるが、ディスクアレイ
装置１１０ｉを構成するＨＤＤの数は、これに限られるものではない。
【００１５】
ディスクアレイ装置１１０ｉでは、ディスクアレイコントローラ１３０において、例えば
、１フレーム分のデータが、１バイト単位等に分割され、この分割されたデータは、ＨＤ
Ｄ１３１１乃至１３１５それぞれにおいて並列に書き込まれる。また、ディスクアレイ装
置１１０では、各ＨＤＤ１３１１乃至１３１５に記録されたデータが再生され、ディスク
アレイコントローラ１３０において、この再生された各データが、入力時と同一の状態に
多重化されて出力される。
【００１６】
ここで、図２では、１フレーム目のデータＦ１および２フレーム目のデータＦ２が、各Ｈ
ＤＤ１３１１乃至１３１５に、並列に書き込まれている。
【００１７】
なお、ディスクアレイ装置１１０ｉでは、各ＨＤＤ１３１１乃至１３１５におけるデータ
のシーク（検索動作）時間の影響を少なくするため、１度のアクセスにおいて、画像デー
タが、ある程度（例えば、数１０フレーム分）まとめて読み書きされる。
【００１８】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上述したようなマルチチャンネルＡＶサーバ１００を用いて、例えば、編集シ
ステム等を構成する場合には、記録したデータの変速再生を行うことが要求される。即ち
、変速再生は、例えば、特定のシーンを探す場合に便利であることから、編集作業等にお
いて用いられることが多い。
【００１９】
マルチチャンネルＡＶサーバ１００において変速再生を行う方法としては、その再生速度
に対応して、フレームを間引いて、画像データの読み出しを行うものがある。しかしなが
ら、画像データの読み出しを、フレームを間引いて行う場合には、１フレームの画像デー
タが、１のＨＤＤに記録されるＲＡＩＤ－５による場合はともかく、１フレームの画像デ
ータが、複数のＨＤＤに亘って記録されるＲＡＩＤ－０やＲＡＩＤ－３による場合には、
所望の速度の変速再生に必要な画像データを読み出すことができないことがある。
【００２０】
即ち、従来においては、複数のＨＤＤに対する画像データの記録が、その記録パターンを
特に制御せずに行われていたため、ＲＡＩＤ－０やＲＡＩＤ－３では、１フレームの画像
データは、例えば、ラインスキャン順（画像データが符号化される場合には、その符号化
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順）に、複数のＨＤＤに分配され、並列に記録されていく。従って、連続するフレームを
再生する場合には、各ＨＤＤにおいて、最初のフレームの画像データをシークし、その後
は、連続して画像データを読み出せば良いが、飛び飛びのフレームを再生する場合には、
各ＨＤＤにおいて、読み出すべきフレームの画像データが変わるたびに、そのフレームの
画像データをシークする必要がある。ＨＤＤにおいては、データのシークに、例えば、１
０乃至２０ミリ秒程度の時間を要するため、読み出すべきフレームの画像データが変わる
たびに、データのシークを要する場合には、データの読み出し速度としては、例えば、３
フレーム／100msec程度の性能となる。その結果、マルチアクセスを基本とするＡＶサー
バ１００において、数フレーム／秒程度の性能でしかデータを出力することができないこ
ととなり、通常必要とされる３０フレーム／秒のデータを読み出すことが困難となる。
【００２１】
さらに、フレームを間引いて、画像データの読み出しを行う場合には、再生画像において
、元の画像の欠落（いわゆるコマ落ち）が生じる。
【００２２】
即ち、例えば、フレームＦ1，Ｆ2，Ｆ3，．．という連続的な画像データを、２倍速で再
生する場合においては、フレームＦ1，Ｆ3，Ｆ5，Ｆ7，Ｆ9，．．．という飛び飛びのデ
ータが読み出されることになるが、この場合、再生画像において、フレームＦ2，Ｆ4，Ｆ
6，Ｆ8，．．．が欠落することになる。また、例えば、４倍速で再生する場合には、出力
されるデータは、フレームＦ1，Ｆ5，Ｆ9，．．．となり、２倍速再生の場合に比較して
、さらに、元の画像が欠落することになる。このように、再生速度を増す毎に、画像の欠
落が大きくなる。
【００２３】
変速再生は、上述したように、編集作業において、特定のシーンを探す場合等に用いられ
ることが多いから、変速再生時に、フレームの欠落が生じると、例えば、フラッシュが焚
かれた場面が表示されたフレーム等のように、瞬間的な画像が表示されたフレームを探し
出すことが困難となり、編集作業に影響を与えることになる。
【００２４】
そこで、本件出願人は、例えば、特願平１０－１２２５３５号において、複数のＨＤＤに
対する画像データの記録を、その記録パターンを制御して行うとともに、複数のＨＤＤか
ら、変速再生の再生速度に応じた、いわば各再生速度用の画像データを読み出すことによ
り、特定のシーンを探し出すことが困難となるようなフレームの欠落を極力少なくし、か
つシーク時間の短縮化を図る方法について、先に提案している。
【００２５】
ところで、この特願平１０－１２２５３５号において提案した方法では、変速再生の再生
速度に応じて、その再生速度用の画像データをＨＤＤから読み出すことから、再生速度を
変化するように、操作が行われた場合には、その変化後の再生速度用の画像データを、Ｈ
ＤＤから読み出す必要がある。
【００２６】
しかしながら、マルチチャンネルＡＶサーバでは、一般に、各チャンネルに対して、複数
のディスクアレイ装置に対するアクセスが可能な時間（以下、適宜、タイムスロット（ti
me slot）という）が周期的に割り当てられるようになされており、各チャンネルについ
ては、原則として、自身に割り当てられたタイムスロット（以下、適宜、自タイムスロッ
トという）において、ディスクアレイ装置にアクセスすることが許される。そして、タイ
ムスロットは、上述したように、各チャンネルに周期的に与えられることから、チャンネ
ル数が多くなればなるほど、各チャンネルが、ディスクアレイ装置にアクセスすることが
できる間隔、即ち、ディスクアレイ装置にアクセスしてから、次にアクセスすることがで
きるまでの時間（以下、適宜、タイムスロット周期という）が長くなる。
以上のように、チャンネル数が多いと、タイムスロット周期が長くなり、従って、再生速
度を変化するように、操作が行われた場合において、その操作に対応した再生速度用の画
像データを、ＨＤＤから読み出すのに時間を要するようになり、その結果、操作を行って
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から、実際に再生速度が変化するまで、かなりのタイムラグ（time-lag）が生ずる。この
ように、操作に対する装置の反応が遅いことは、ユーザに、操作性を悪さを感じさせ、そ
の結果、編集作業の効率を低下させることになる。
【００２７】
本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、画像データを再生する際の操作
性を向上させることができるようにするものである。
【００２８】
【課題を解決するための手段】
本発明の画像再生装置は、画像を再生する要求があった場合に、複数のグループの記録媒
体それぞれから、要求のあった再生速度に対応した部分の分割データを読み出す読み出し
手段と、複数のグループの記録媒体それぞれから読み出された分割データを記憶する記憶
手段と、記憶手段に記憶された分割データを読み出し、その分割データを用いて、再生画
像を構成する構成手段と、記憶手段からの分割データの読み出しパターンを制御する制御
手段とを含むことを特徴とする。
【００２９】
本発明の画像再生方法は、画像を再生する要求があった場合に、複数のグループの記録媒
体それぞれから、要求のあった再生速度に対応した部分の分割データを読み出す読み出し
ステップと、複数のグループの記録媒体それぞれから読み出された分割データを、記憶手
段に記憶させる記憶ステップと、記憶手段に記憶された分割データを読み出し、その分割
データを用いて、再生画像を構成する構成ステップと、記憶手段からの分割データの読み
出しパターンを制御する制御ステップとを含むことを特徴とする。
【００３０】
上記構成の画像再生装置および画像再生方法においては、画像を再生する要求があった場
合に、複数のグループの記録媒体それぞれから、要求のあった再生速度に対応した部分の
分割データが読み出され、記憶手段に記憶される。さらに、記憶手段に記憶された分割デ
ータが読み出され、その分割データを用いて、再生画像が構成される。この場合において
、記憶手段からの分割データの読み出しパターンが制御されるようになされている。
【００３１】
【発明の実施の形態】
図３は、本発明を適用したＡＶサーバシステムの一実施の形態の構成例を示している。
【００３２】
このＡＶサーバシステムは、編集装置１とＡＶサーバ１０とから構成されており、ニュー
ス番組その他の番組の編集システム等として使用することができるようになされている。
【００３３】
編集装置１は、例えば、パーソナルコンピュータやワークステーション等をベースとして
構成され、ユーザの操作にしたがい、ＡＶサーバ１０に対して、例えば、画像データの記
録や再生、編集等の各種の指示を与えるための入出力信号を出力するようになされている
。具体的には、編集装置１は、例えば、ジョグダイヤルやシャトルリングを有しており、
これらを操作することで、画像の再生速度を指示すること等ができるようになされている
。
【００３４】
ＡＶサーバ１０は、複数の画像データのマルチ入出力が可能なマルチチャネルＡＶサーバ
として構成され、複数としての、例えば４台のＲＡＩＤ（例えば、ＲＡＩＤ－０やＲＡＩ
Ｄ－３等）構造のディスクアレイ装置１１１乃至１１４、これらのディスクアレイ装置１
１１乃至１１４に記録するデータの入力およびディスクアレイ装置１１１乃至１１４から
読み出されたデータの出力を行う入出力プロセッサ部１２、並びにディスクアレイ装置１
１１乃至１１４と入出力プロセッサ部１２との間で、データのやりとりをするための上り
データバス１５および下りデータバス１６から構成されている。
【００３５】
ここで、図３の実施の形態では、ディスクアレイ装置として、４台のディスクアレイ装置
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１１１乃至１１４を設けているが、ＡＶサーバ１０を構成するディスクアレイ装置の台数
は４台に限定されるものではない。
【００３６】
ディスクアレイ装置１１１乃至１１４は、後述するように、複数のＨＤＤで構成され、入
出力プロセッサ部１２から、下りデータバス１６を介して供給される画像データを記録し
、また、そこに記録された画像データを読み出し、上りデータバス１５を介して、入出力
プロセッサ部１２に供給するようになされている。
【００３７】
入出力プロセッサ部１２は、複数としての、例えば４台の入出力プロセッサ装置（以下、
適宜、ＩＯＰ（Input Output Processor）という）１３１乃至１３４と、管理装置１４と
から構成されている。
【００３８】
ＩＯＰ１３１乃至１３４は、一定時間間隔（タイムスロット周期）を複数に分割した時間
的区切りであるタイムスロット単位で各ディスクアレイ装置１１１乃至１１４に対するデ
ータの記録および再生のためのアクセスを時分割的に実行するようになされている。即ち
、ＩＯＰ１３１乃至１３４は、それぞれに割り当てられたタイムスロットにおいて、ディ
スクアレイ装置１１１乃至１１４に対して、画像データを記録し、また、記録された画像
データを再生するための制御を行う。管理装置１４は、ＩＯＰ１３１乃至１３４に対して
周期的にタイムスロットを割り当てる等の、ディスクアレイ装置１１１乃至１１４に対す
るアクセス権を制御するようになされている。
【００３９】
ここで、図３の実施の形態では、ディスクアレイ装置１１１乃至１１４に対して、画像デ
ータの記録、再生を行うためのＩＯＰとして、４つのＩＯＰ１３１乃至１３４が設けられ
ており、従って、図３のＡＶサーバ１０は、４チャンネルのマルチチャネルＡＶサーバを
構成している。
【００４０】
なお、ＡＶサーバ１０を構成するＩＯＰの数は、４に限定されるものではない。また、図
３の実施の形態では、ＩＯＰとディスクアレイ装置の台数がいずれも４で、同数であるが
、ＩＯＰとディスクアレイ装置の台数は、異なる数であっても良い（ＩＯＰの数とディス
クアレイ装置の数との間に依存関係はない）。
【００４１】
上りデータバス１５および下りデータバス１６は、ディスクアレイ装置１１１乃至１１４
それぞれと、ＩＯＰ１３１乃至１３４、または管理装置１４それぞれとの間を接続してい
る。そして、上りデータバス１５および下りデータバス１６は、いずれも、ディスクアレ
イ装置１１１乃至１１４の台数と同一数、即ち、図３の実施の形態では、４本設けられて
おり、１つの上りデータバス１５および１つの下りデータバス１６は、１つのディスクア
レイ装置１１i（ｉは１以上４以下の任意の整数値）と、ＩＯＰ１３１乃至１３４または
管理装置１４それぞれとを接続している。従って、ＩＯＰ１３ｊ（ｊは１以上４以下の任
意の整数値）は、ディスクアレイ装置１１１乃至１１４それぞれに対して、同時に（並列
に）アクセスすることが可能となっている。
【００４２】
なお、ディスクアレイ装置１１１乃至１１４から入出力プロセッサ部１２へのデータ転送
は、上りデータバス１５を介して行われ、その逆の入出力プロセッサ部１２からディスク
アレイ装置１１１乃至１１４へのデータ転送は、下りデータバス１６を介して行われる。
【００４３】
以上のように構成されるＡＶサーバシステムにおいては、編集装置１が画像データを記録
するように操作され、それに伴い記録すべき画像データＳＩｊが、ＩＯＰ１３ｊに供給さ
れると、ＩＯＰ１３ｊは、その画像データＳＩｊを所定のフォーマットにデータ変換し、
記録を指示するコマンド（ライトコマンド）とともに、下りデータバス１６を介して、各
ディスクアレイ装置１１１乃至１１４に送信する。ここで、ＩＯＰ１３ｊでは、例えば、
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そこにＳＤＩ（Serial Digital Interface:SMPTE-259Mとして規格）やＳＤＴＩ（Serial 
Digital Transfer Interface:SMPTE-305Mとして規格）の伝送フォーマットで入力された
データから画像データを取り出す処理としてのデータ変換や、フレーム間相関を利用した
圧縮（例えばMPEG）、フレーム内圧縮（例えばDV）等データ変換が行われる。
【００４４】
各ディスクアレイ装置１１１乃至１１４は、下りデータバス１６を介して、ＩＯＰ１３ｊ
より画像データおよびライトコマンドを受信すると、その画像データを、例えば、１バイ
ト単位に分割すると共に、パリティデータを生成し、ライトコマンドに従って、１バイト
単位のデータおよびパリティデータを、その内蔵する複数のＨＤＤに記録する。
【００４５】
一方、編集装置１が画像データを再生するように操作されると、ＩＯＰ１３ｊは、データ
の読み出しを指示するリードコマンドを、下りデータバス１６を介して、各ディスクアレ
イ装置１１１乃至１１４に送信する。各ディスクアレイ装置１１１乃至１１４は、ＩＯＰ
１３ｊからリードコマンドを受信すると、このリードコマンドに従って複数のＨＤＤを制
御して、画像データおよびパリティデータを読み出し、必要に応じてパリティデータを用
いて画像データに対して誤り訂正処理を行う。さらに、各ディスクアレイ装置１１１乃至
１１４は、誤り訂正処理後の画像データを多重化し、上りデータバス１５を介してＩＯＰ
１３ｊに出力する。ＩＯＰ１３ｊは、このようにして上りデータバス１５を介して転送さ
れてくる画像データを、元のフォーマットの画像データに変換して、外部に出力する。
【００４６】
次に、図４は、図３のＩＯＰ１３ｊの構成例を示している。なお、図４においては、上り
データバス１５および下りデータバス１６の図示を省略してある。
【００４７】
ＩＯＰ１３ｊは、各ブロックを制御する制御部４０を有している。さらに、ＩＯＰ１３ｊ
は、画像データを記録するための処理を行う記録系のブロックとして、画像入力Ｉ／Ｆ（
Interface）４１、画像グループ分割部４２、画像データ一時記憶部４３、およびＨＤＤ
出力Ｉ／Ｆ４４を有している。また、ＩＯＰ１３ｊは、画像データを再生するための処理
を行う再生系のブロックとして、ＨＤＤ入力Ｉ／Ｆ５１、画像グループ検出部５２、画像
データ一時記憶部５３、画像出力Ｉ／Ｆ５４を有している。
【００４８】
画像入力Ｉ／Ｆ（Interface）４１は、ＩＯＰ１３ｊに入力された画像データＳＩｊを上
述した所定のフォーマットに変換し、画像グループ分割部４２に供給するようになされて
いる。
【００４９】
画像グループ分割部４２は、画像入力Ｉ／Ｆ４１が出力する画像データを、例えば、１フ
レーム毎に、複数の分割データに分割し、各分割データを、複数のグループ（例えば、グ
ループＡ乃至Ｄの４つのグループ）に分類して、画像データ一時記憶部４３に供給するよ
うになされている。即ち、画像グループ分割部４２は、画像入力Ｉ／Ｆ４１からの画像デ
ータを、１フレームごとに、４つのグループＡ乃至Ｄの分割データに分割し、そのグルー
プ分けした各分割データを、グループ毎に、例えば、１バイト単位で、一時記憶部４３Ａ
乃至４３Ｄに選択的に切り換えて出力する切換器４２ａと、分割データがいずれのグルー
プに属するのかを示すグループ情報であるグループＩＤ（識別情報）を、１フレーム毎に
分割データの先頭に付加するＩＤ付加回路４２ｂとから構成されている。
【００５０】
画像データ一時記憶部４３は、画像グループ分割部４２からの４つのグループの分割デー
タを、各グループ毎に、少なくとも所定の画像単位分（例えば、１６フレーム単位分）だ
け一時記憶するようになされている。即ち、画像データ一時記憶部４３は、グループＡ乃
至Ｄの分割データをそれぞれ記憶する、各グループ用の一時記憶部４３Ａ乃至４３Ｄを有
している。
【００５１】
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ＨＤＤ出力Ｉ／Ｆ４４は、画像データ一時記憶部４３において一時記憶された各グループ
の分割データを、ディスクアレイ装置１１１乃至１１４それぞれに分配して記録させるよ
うになされている。即ち、ＨＤＤ出力Ｉ／Ｆ４４は、一時記憶部４３Ａ乃至４３Ｄに対す
る接続状態を選択的に切り換えて、一時記憶部４３Ａ乃至４３Ｄそれぞれに記憶されたグ
ループＡ乃至Ｄの分割データを選択的に取得する切換器４４ａと、その切換器４４ａにお
ける接続状態の切り換えを制御し、一時記憶部４３Ａ乃至４３Ｄから取得される分割デー
タを、ディスクアレイ装置１１１乃至１１４それぞれに分配する振り分け制御部４４ｂと
を有している。
【００５２】
ＨＤＤ入力Ｉ／Ｆ５１は、ディスクアレイ装置１１１乃至１１４それぞれから分割データ
を読み出し、その読み出した分割データを、所定の画像単位（例えば、１６フレーム単位
分）で、画像グループ検出部５２に出力するようになされている。
【００５３】
画像グループ検出部５２は、ＨＤＤ入力Ｉ／Ｆ５１が出力する分割データのグループ情報
を検出し（分割データが、いずれのグループかを検出し）、そのグループ情報に基づいて
、分割データを分類して、画像データ一時記憶部５３に供給するようになされている。即
ち、画像グループ検出部５２は、ＨＤＤ入力Ｉ／Ｆ５１が出力する分割データを、一時記
憶部５３Ｗ乃至５３Ｚに選択的に切り換えて出力する切換器５２ａと、分割データのグル
ープ情報であるグループＩＤを判断し、そのグループＩＤに基づいて、切換器５２ａにお
ける接続状態の切り換えを制御するＩＤ判断回路５２ｂとを有している。なお、グループ
ＩＤは、上述したように、画像グループ分割部４２において、画像データの記録時に付加
されるようになされている。
【００５４】
画像データ一時記憶部５３は、画像グループ検出部５２から出力された分割データを一時
記憶するようになされている。即ち、画像データ一時記憶部５３は、ディスクアレイ装置
１１１乃至１１４の、後述する４つのグループＷ，Ｘ，Ｙ，ＺのＨＤＤ２０Ｗ，２０Ｘ，
２０Ｙ，２０Ｚから読み出された分割データを、そのＨＤＤのグループごとに記憶する、
各グループ用の一時記憶部５３Ｗ乃至５３Ｚを有している。なお、後述するように、分割
データのグループと、分割データが記録されるＨＤＤのグループとは、一定の周期で変化
するようになっており、従って、分割データが、いずれのＨＤＤに記録されていたかは、
その分割データのグループから認識することができる。
【００５５】
画像出力Ｉ／Ｆ５４は、画像データ一時記憶部５３において一時記憶された分割データを
読み出し、必要に応じてデコード等の所定の処理を施した後、１フレームの画像データ（
再生画像データ）を構成して、外部に出力するようになされている。
【００５６】
なお、制御部４０は、特に、編集装置１を操作することにより指示される再生速度に応じ
て、一時記憶部５３Ｗ乃至５３Ｚにおける分割データの記憶領域を制御したり、再生速度
に応じて、一時記憶部５３Ｗ乃至５３Ｚにおける記憶領域のどの領域からデータを読み出
すべきか（データの読み出しパターン）等を制御するようになっている。
【００５７】
さらに、画像データ一時記憶部４３および５３は、例えば、ＳＤＲＡＭ（Synchronous Dy
namic Random Access Memory）等で構成され、また、複数バンク構成となっている。即ち
、画像データ一時記憶部４３および５３は、例えば、いずれも３バンク構成となっており
、これにより、データの記憶と読み出しとを、バンク切り替えを行うことで、同時に行う
ことができるようになされている。ここで、データの記憶と読み出しとを同時に行うため
のバンク数は、理論的には、２バンクで十分であるが、２バンク構成とすると、バンク切
り替えのタイミングの制約等を生じ、設計も難しくなる。そこで、ここでは、３バンク構
成としている。
【００５８】
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次に、図５は、図３の画像グループ分割部４２における１フレームの画像の分割方法を示
している。
【００５９】
１フレームの画像は、図５（Ａ）に示すように、縦方向に４等分して４つのグループＡ乃
至Ｄの分割データに分割しても良いし、図５（Ｂ）に示すように、縦方向と横方向にそれ
ぞれ２等分して４つのグループＡ乃至Ｄの分割データに分割することもできる。また、図
５（Ｃ）に示すように、１フレームの画像は、縦方向に４等分すると共に、横方向に５等
分して、全部で２０の分割データに分割し、各分割データを、循環的に４つのグループＡ
乃至Ｄにグループ分けしても良い。　なお、画像の分割方法は、図５に示したものに限定
されるものではない。また、本実施の形態では、１フレームの画像を分割して得られる分
割データを、４つのグループＡ乃至Ｄにグループ分けするようにしているが、グループの
数も、４つに限定されるものではない。
【００６０】
次に、図６は、入出力プロセッサ部１２からディスクアレイ装置１１１乃至１１４に転送
される、下りデータバス１６上のデータフォーマットを示している。
【００６１】
ＩＯＰ１３１乃至１３４に対しては、上述したように、周期的にタイムスロットが割り当
てられるようになされており、ＩＯＰ１３１乃至１３４（のＨＤＤ出力Ｉ／Ｆ４４）は、
それぞれの自タイムスロットにおいて、チャンネルＣＨ１乃至ＣＨ４のデータをそれぞれ
出力する。従って、下りデータバス１６上のデータは、図６（Ａ）に示すように、チャン
ネルＣＨ１乃至ＣＨ４のデータが周期的に並んだものとなる。
【００６２】
チャンネルＣＨ１乃至ＣＨ４のデータそれぞれは、図６（Ｂ）に示すように、ヘッダ部、
コマンド部、データ領域が、その先頭から順次配置されて構成される。
【００６３】
ヘッダ部には、データの先頭であることを示すビット列等が配置される。コマンド部には
、ディスクアレイ装置１１ｉに対する制御用のコマンドが配置される。データ領域には、
グループＩＤ（ＧＰＩＤ（Group Identifier））と、１フレーム分の分割データとの組み
合わせが、所定の画像単位分（例えば、１６フレーム単位分）だけ繰り返し配置される。
【００６４】
ここで、各チャンネルのデータ領域には、リアルタイムでの通常再生（１倍速再生）を可
能とするため、全チャンネル数と、タイムスロット中に通常再生されるフレーム数との乗
算値に等しいフレーム数の画像データが、少なくとも配置される。従って、例えば、チャ
ンネル数が４チャンネルで、タイムスロットが４フレーム分の時間である場合には、各チ
ャンネルのデータ領域には、少なくとも１６（＝４×４）フレーム分の画像データが配置
される。これは、各チャンネルにおいて、タイムスロットが割り当てられてから、次のタ
イムスロットが割り当てられるまでには、全チャンネル数とタイムスロットとの乗算値だ
けの時間を要するため、リアルタイムでの再生を行うには、次のタイムスロットが割り当
てられるまでの間に必要となるデータを、その前のタイムスロットにおいて処理しておく
必要があるからである。
【００６５】
グループＩＤとしては、図６（Ｃ）に示すように、分割データが属するグループを識別す
るための識別名（本実施の形態では、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）が、その後に続く１フレーム分の
分割データの並びの順番に対応する順番で記述される。従って、グループＩＤを参照する
ことで、その後に続く１フレーム分の分割データのグループを認識することができる。
【００６６】
そして、グループＩＤの後には、１フレームの各グループの分割データが、グループＩＤ
によって規定されるグループ順に、例えば、１バイト単位で、繰り返し配置されている。
即ち、図６において、コマンド部の後のグループＩＤは、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄとなっているか
ら、そのグループＩＤの後には、グループＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄに属する１フレームの分割デー
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タそれぞれが、１バイト単位で周期的に配置されている。さらに、その後のグループＩＤ
は、Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ａとなっているから、そのグループＩＤの後には、グループＢ，Ｃ，Ｄ
，Ａに属する次の１フレームの分割データそれぞれが、１バイト単位で周期的に配置され
ている。
【００６７】
なお、図４のＨＤＤ出力Ｉ／Ｆ４４を構成する振り分け制御部４４ｂでは、切換器４４ａ
における接続状態の切り換えが制御され、これにより、一時記憶部４３Ａ乃至４３Ｄに記
憶された分割データを、グループ毎に、１バイトずつ選択的に取得することで、図６に示
したデータ構造が構成され、ディスクアレイ装置１１１乃至１１４に出力されるようにな
っている。
【００６８】
また、各グループの分割データの並びの順番は、フレームごとに変化するようになってお
り、図６の実施の形態では、上述したように、１フレーム目の分割データは、グループＡ
，Ｂ，Ｃ，Ｄの順番で繰り返し配置され、２フレーム目の分割データは、グループＢ，Ｃ
，Ｄ，Ａの順番で繰り返し配置されるようになされている。以下、同様にして、各グルー
プの分割データの並びの順番（パターン）は変化するようになされており、従って、ここ
では、４フレーム毎に循環するようになっている。
【００６９】
次に、図７は、図１のディスクアレイ装置１１ｉの構成例を示している。
【００７０】
ディスクアレイ装置１１ｉは、複数としての、例えば８台のＨＤＤ２０（２０Ｗ１，２０
Ｗ２，２０Ｘ１，２０Ｘ２，２０Ｙ１，２０Ｙ２，２０Ｚ１，２０Ｚ２）と、ディスクア
レイコントローラ３０とから構成されており、複数のＨＤＤ２０の各々では、データが、
並列に読み書きされるようになされている。
【００７１】
ここで、ＲＡＩＤ－０による場合は、複数のＨＤＤそれぞれにおいて、画像データが、並
列に読み書きされるが、ＲＡＩＤ－３による場合は、複数のＨＤＤのうちの１台がパリテ
ィデータ専用に使用され、残りが、画像データの読み書きに使用される。なお、本実施の
形態では、例えば、ＲＡＩＤ－３を採用するものとする。但し、図７においては、パリテ
ィデータが記録されるＨＤＤの図示が省略されているものとする。また、図７では、画像
データが記録されるＨＤＤとして、８台のＨＤＤを示したが、ＨＤＤの数は、これに限ら
れるものではない。
【００７２】
画像データが記録される８台のＨＤＤ２０は、分割データのグループ数に対応して、その
グループ数と同一の数である４つのグループＷ，Ｘ，Ｙ，Ｚにグループ分けされている。
【００７３】
ここで、図７の実施の形態では、８台のＨＤＤ２０Ｗ１，２０Ｗ２，２０Ｘ１，２０Ｘ２
，２０Ｙ１，２０Ｙ２，２０Ｚ１，２０Ｚ２のうち、ＨＤＤ２０Ｗ１および２０Ｗ２がグ
ループＷに、ＨＤＤ２０Ｘ１および２０Ｘ２がグループＸに、ＨＤＤ２０Ｙ１および２０
Ｙ２がグループＹに、ＨＤＤ２０Ｚ１および２０Ｚ２がグループＺに、それぞれグループ
分けされている。
【００７４】
また、４台のディスクアレイ装置１１１乃至１１４が有する８台のＨＤＤ２０については
、いずれも、上述のようなグループ分けがされており、以下、適宜、グループＷ，Ｘ，Ｙ
，Ｚそれぞれに属するＨＤＤまとめてを、ＨＤＤ２０Ｗ，２０Ｘ，２０Ｙ，２０Ｚと表す
。
【００７５】
ディスクアレイコントローラ３０は、データ分配器３１と、ＨＤＤのグループ数（従って
、分割データのグループ数）と同一の数である４つの切り替え器３２Ｗ，３２Ｘ，３２Ｙ
，３２Ｚとから構成されている。
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【００７６】
データ分配器３１は、ＩＯＰ１３ｊからの記録すべきデータＤIを、例えば、１バイト単
位で、選択的に、切り換え器３２Ｗ，３２Ｘ，３２Ｙ，３２Ｚに出力するようになってい
る。さらに、データ分配器３１は、切り換え器３２Ｗ，３２Ｘ，３２Ｙ，３２Ｚから、例
えば、１バイト単位で選択的にデータを取得し、取得したデータを多重化することにより
、データＤOとして、ＩＯＰ１３ｊに出力するようになっている。
【００７７】
切り換え器３２Ｗは、ＩＯＰ１３ｊからのデータを、グループＷの２つのＨＤＤ２０Ｗ１
，２０Ｗ２のそれぞれに選択的に分配するようになっている。また、切り換え器３２Ｗは
、グループＷの２つのＨＤＤ２０Ｗ１，２０Ｗ２から読みされたデータを、例えば、１バ
イト単位で選択的に取得し、ＩＯＰ１３ｊに出力するようになっている。なお、他の切り
換え器３２Ｘ，３２Ｙ，３２Ｚについても、切り換え器３２Ｗと同様に、データ分配器３
１からのデータを処理して、グループＹ，Ｘ，ＺのＨＤＤ２０Ｘ，２０Ｙ，２０Ｚにそれ
ぞれ供給するとともに、ＨＤＤ２０Ｘ，２０Ｙ，２０Ｚそれぞれから読み出されたデータ
を、データ分配器３１に供給するようになっている。
【００７８】
次に、図８は、グループＷ，Ｘ，Ｙ，ＺのＨＤＤ２０Ｗ，２０Ｘ，２０Ｙ，２０Ｚと、こ
れらのＨＤＤ２０Ｗ，２０Ｘ，２０Ｙ，２０Ｚに記録される分割データのグループＡ，Ｂ
，Ｃ，Ｄとの関係を示している。
【００７９】
図８において（後述する図９、図１１、および図１３においても同様）、最も左の欄、左
から２番目の欄、左から３番目の欄、最も右の欄は、グループＷ，Ｘ，Ｙ，ＺのＨＤＤ２
０Ｗ，２０Ｘ，２０Ｙ，２０Ｚに記録された分割データを、それぞれ示している。
【００８０】
また、図８（後述する図９乃至図１５においても同様）の各欄における数字、ハイフン（
－）、アルファベットのＭ、およびアルファベットのＡ乃至Ｄのうちのいずれかの組み合
わせは、分割データを表している。即ち、最初の数字は、分割データのフレームを（第何
フレーム目の分割データであるかを）表し、最後のアルファベットは、分割データのグル
ープを表す。従って、図８において、例えば、最も左上の欄の分割データ1-MAは、第１フ
レーム（最初のフレーム）のグループＡの分割データを表し、また、例えば、最も右下の
欄の分割データ64-MCは、第６４フレームのグループＣの分割データを表す。
【００８１】
図８から分かるように、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚに対する分割データの記録は、ＨＤＤ２
０Ｗ乃至２０ＺのグループＷ乃至Ｚと、これらのＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚに記録されるデ
ータのグループＡ乃至Ｄとの関係が一定のパターンで周期的に変化するように行われるよ
うになっている。即ち、図８においては、グループＷ乃至ＺのＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚに
対して、４フレーム同期で、分割データのグループＡ乃至Ｄが循環するように、分割デー
タが記録されている。
【００８２】
なお、このようなデータの循環的な記録は、例えば、ＩＯＰ１３ｊが出力する、図６で示
した分割データのデータストリームを、ディスクアレイ装置１１１乃至１１４それぞれの
データ分配器３１において、例えば、１バイト単位で、順番に、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚ
それぞれに振り分けて記録することによって実現される。
【００８３】
また、図８（図９、図１１、および図１３も同様）では、第１乃至第６４フレームの画像
データ（分割データ）しか図示していないが、第６５フレーム以降の画像データも、同様
にして、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚに記録される。
【００８４】
次に、図８に示したように、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚそれぞれに記録された画像データ（
分割データ）は、編集装置１が操作されることにより、画像を再生する要求があった場合
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に、その要求のあった再生速度に対応して読み出される。
【００８５】
即ち、図９は、通常の速度での再生（１倍速再生）の要求があった場合に、ＨＤＤ２０Ｗ
乃至２０Ｚそれぞれから読み出される画像データを示している。
【００８６】
なお、ここでは、上述したチャンネル数（ＡＶサーバ１０を構成するＩＯＰの数）および
タイムスロットの長さ（時間）と、１のタイムスロットにおいて処理すべきデータ量との
関係から、１のタイムスロットにおいて、１６フレーム分の画像データの読み出しを行う
ことにより、１倍速でのリアルタイム再生が可能となっているものとし、また、ＡＶサー
バ１０も、そのような能力を有するものとする。
【００８７】
従って、１倍速再生の場合においては、ＩＯＰ１３ｊの自タイムスロットｎにおいて、図
９に太線で囲んで示す部分の１６フレーム分の分割データ（元の第１乃至第１６フレーム
の画像データ）が、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚから読み出される。さらに、次の自タイムス
ロットｎ＋１においては、自タイムスロットｎで読み出された１６フレーム分の分割デー
タに続いて記録されている１６フレーム分の分割データ（元の第１７乃至第３２フレーム
の画像データ）が、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚから読み出される。以下、同様にして、以後
の自タイムスロットにおいて、１６フレーム分単位で、分割データが読み出されていく。
従って、この場合、１タイムスロットでは、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚそれぞれから、いず
れも、連続した領域に記録された４フレーム分の画像データが読み出されるため、読み出
すべき画像データのフレームが変わることによるシークの問題は生じない。
【００８８】
ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚから読み出された１６フレーム分の分割データは、ディスクアレ
イコントローラ３０（図７）から、ＩＯＰ１３ｊに供給される。ＩＯＰ１３ｊ（図４）で
は、その１６フレーム分の分割データが、ＨＤＤ入力Ｉ／Ｆ５１で受信され、画像グルー
プ検出部５２に供給される。画像グループ検出部５２では、１６フレーム分の分割データ
から、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚに記憶されていた分割データそれぞれが抽出され、一時記
憶部５３Ｗ乃至５３Ｚにそれぞれ供給されて記憶される。
【００８９】
即ち、図１０は、１倍速再生の場合に、一時記憶部５３Ｗ乃至５３Ｚそれぞれに記憶され
る分割データを示している。
【００９０】
なお、図１０において（後述する図１２、図１４、および図１５においても同様）、最も
左の欄、左から２番目の欄、左から３番目の欄、最も右の欄は、一時記憶部５３Ｗ乃至５
３Ｚに記憶された分割データを、それぞれ示している。
【００９１】
図９におけるタイムスロットｎで読み出された１６フレーム分の分割データのうち、ＨＤ
Ｄ２０Ｗ乃至２０Ｚに記憶されていた分割データは、図１０に示すように、一時記憶部５
３Ｗ乃至５３Ｚにおいてそれぞれ一時記憶される。
【００９２】
そして、画像出力Ｉ／Ｆ５４は、一時記憶部５３Ｗ乃至５３Ｚから、再生速度に対応した
パターンで、分割データを読み出し、その読み出した分割データを用いて、再生画像を構
成する。
【００９３】
即ち、１倍速再生の場合においては、画像出力Ｉ／Ｆ５４は、図１０において太線で囲む
ような４つの分割データを、１フレームの再生画像として、やはり同図に矢印で示すよう
に読み出していく。
【００９４】
この場合、画像出力Ｉ／Ｆ５４が１フレームの再生画像として読み出す４つの分割データ
は、グループＡ乃至Ｄそれぞれの分割データを、１つずつ含んでおり、画像出力Ｉ／Ｆ５
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４は、グループＡ乃至Ｄそれぞれの分割データを、フレームの各グループに対応する位置
に配置して、１フレームの再生画像を構成する。即ち、画像グループ分割部４２（図４）
において、１フレームの画像が、例えば、図５（Ａ）に示したように、上から順番に、グ
ループＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄの分割データに分割された場合には、画像出力Ｉ／Ｆ５４では、グ
ループＡ乃至Ｄそれぞれの分割データが、フレームの上から順番に配置され、１フレーム
の再生画像が構成される。
【００９５】
従って、図１０に示した場合には、最初に、元の画像の第１フレームのグループＡ，Ｂ，
Ｃ，Ｄの分割データ1-MA,1-MB,1-MC,1-MDが読み出され、グループＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄの順番
で、フレームの上から配置されることにより、第１フレームの再生画像が構成される。そ
して、次に、元の画像の第２フレームのグループＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄの分割データ2-MA,2-MB,
2-MC,2-MDが読み出され、グループＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄの順番で、フレームの上から配置され
ることにより、第２フレームの再生画像が構成され、以下、同様にして、第３フレーム以
降の再生画像も構成されていく。
【００９６】
即ち、１倍速再生の場合には、再生画像として、元の画像と同一（同様）の画像が構成さ
れる。
【００９７】
なお、画像出力Ｉ／Ｆ５４による、再生速度に対応したパターンでの分割データの読み出
しのための制御は、制御部４０によって行われるようになされている。
【００９８】
次に、図１１は、２倍速再生の要求があった場合に、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚそれぞれか
ら読み出される画像データを示している。
【００９９】
１倍速再生の場合には、上述したように、１タイムスロットにおいて、１６フレーム分の
画像データを読み出す必要があることから、２倍速再生の場合には、単純には、３２フレ
ームの画像データを読み出す必要がある。しかしながら、ここでは、ＡＶサーバ１０は、
上述したように、１タイムスロットにおいて、１６フレーム分の画像データを読み出す能
力しか有しないため、３２フレーム分の画像データを読み出すことはできない。
【０１００】
そこで、２倍速再生の場合においては、ＩＯＰ１３ｊの自タイムスロットｎにおいて、３
２フレーム（第１乃至第３２フレーム）の画像データのうち、図１１に太線で囲んで示す
部分の１６フレーム分の分割データが、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚから読み出される。
【０１０１】
即ち、この場合、ＨＤＤ２０Ｗおよび２０Ｙと、ＨＤＤ２０Ｘおよび２０Ｚとで、読み出
される分割データのフレームが異なっており、例えば、ＨＤＤ２０Ｗおよび２０Ｙからは
、第１乃至第１６フレームの分割データが読み出され、ＨＤＤ２０Ｘおよび２０Ｚからは
、第１７乃至第３２フレームの分割データが読み出される。
【０１０２】
そして、次の自タイムスロットｎ＋１においては、次の３２フレーム（第３３乃至第６４
フレーム）の画像データのうち、自タイムスロットｎにおける場合と同様のパターンの１
６フレーム分の分割データが、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚから読み出される。以下、同様に
して、以後の自タイムスロットにおいて、１６フレーム分単位で、分割データが読み出さ
れていく。
【０１０３】
従って、この場合も、１タイムスロットでは、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚそれぞれから、い
ずれも、連続した領域から４フレーム分の画像データが読み出されるため、読み出すべき
画像データのフレームが変わることによるシークの問題は生じない。
【０１０４】
ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚから読み出された１６フレーム分の分割データは、１倍速再生の
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場合と同様に、ＩＯＰ１３ｊに供給され、一時記憶部５３Ｗ乃至５３Ｚに記憶される。
【０１０５】
即ち、図１２は、２倍速再生の場合に、一時記憶部５３Ｗ乃至５３Ｚそれぞれに記憶され
る分割データを示している。
【０１０６】
図１１におけるタイムスロットｎで読み出された１６フレーム分の分割データのうち、Ｈ
ＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚに記憶されていた分割データは、図１２に示すように、一時記憶部
５３Ｗ乃至５３Ｚにおいてそれぞれ一時記憶される。
【０１０７】
そして、画像出力Ｉ／Ｆ５４は、一時記憶部５３Ｗ乃至５３Ｚから、再生速度に対応した
パターンで、分割データを読み出し、その読み出した分割データを用いて、再生画像を構
成する。
【０１０８】
即ち、２倍速再生の場合においては、画像出力Ｉ／Ｆ５４は、図１２において太線で囲む
ような４つの分割データを、１フレームの再生画像として、やはり同図に矢印で示すよう
に読み出していく。
【０１０９】
この場合も、画像出力Ｉ／Ｆ５４が１フレームの再生画像として読み出す４つの分割デー
タは、グループＡ乃至Ｄそれぞれの分割データを、１つずつ含んでおり、画像出力Ｉ／Ｆ
５４は、グループＡ乃至Ｄそれぞれの分割データを、各グループに対応する位置に配置し
て、１フレームの再生画像を構成する。即ち、画像グループ分割部４２（図４）において
、１フレームの画像が、例えば、図５（Ａ）に示したように、上から順番に、グループＡ
，Ｂ，Ｃ，Ｄの分割データに分割された場合には、画像出力Ｉ／Ｆ５４では、グループＡ
乃至Ｄそれぞれの分割データが、フレームの上から順番に配置され、１フレームの再生画
像が構成される。
【０１１０】
従って、図１２に示した場合には、最初に、元の画像の第１フレームのグループＡ，Ｃの
分割データ1-MA,1-MC、および元の画像の第１フレームのグループＢ，Ｄの分割データ2-M
B,2-MDが読み出され、グループＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄの順番で、フレームの上から配置されるこ
とにより、第１フレームの再生画像が構成される。そして、次に、元の画像の第３フレー
ムのグループＡ，Ｃの分割データ3-MA,3-MC、および元の画像の第４フレームのグループ
Ｂ，Ｄの分割データ4-MB,4-MDが読み出され、グループＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄの順番で、フレー
ムの上から配置されることにより、第２フレームの再生画像が構成される。以下、同様に
して、第３フレーム以降の再生画像も構成されていく。
【０１１１】
即ち、２倍速再生の場合には、元の画像の第２ｆフレームのグループＡ，Ｃの分割データ
と、元の画像の第２ｆ＋１フレームのグループＢ，Ｄの分割データとから、第ｆフレーム
の再生画像が構成される。
【０１１２】
従って、２倍速再生時の１フレームの再生画像には、元の画像の連続する２フレームの画
像が半分ずつ含まれており、従来の２倍速再生による再生画像のように、元の画像のある
フレームが完全に欠落してしまうことがない。その結果、特定のフレームを探し出すこと
が困難となることを防止することができる。
【０１１３】
次に、図１３は、４倍速再生の要求があった場合に、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚそれぞれか
ら読み出される画像データを示している。
【０１１４】
１倍速再生の場合には、上述したように、１タイムスロットにおいて、１６フレーム分の
画像データを読み出す必要があることから、４倍速再生の場合には、単純には、６４フレ
ームの画像データを読み出す必要がある。しかしながら、ここでは、ＡＶサーバ１０は、
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上述したように、１タイムスロットにおいて、１６フレーム分の画像データを読み出す能
力しか有しないため、６４フレーム分の画像データを読み出すことはできない。
【０１１５】
そこで、４倍速再生の場合においては、ＩＯＰ１３ｊの自タイムスロットｎにおいて、６
４フレーム（第１乃至第６４フレーム）の画像データのうち、図１３に太線で囲んで示す
部分の１６フレーム分の分割データが、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚから読み出される。
【０１１６】
即ち、この場合、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚそれぞれにおいて、読み出される分割データの
フレームが異なっており、例えば、ＨＤＤ２０Ｗからは、第１乃至第１６フレームの分割
データが、ＨＤＤ２０Ｘからは、第１７乃至第３２フレームの分割データが、ＨＤＤ２０
Ｙからは、第３３乃至第４８フレームの分割データが、ＨＤＤ２０Ｚからは、第４９乃至
第６４フレームの分割データが、それぞれ読み出される。
【０１１７】
そして、次の自タイムスロットｎ＋１においては、次の６４フレーム（第６５乃至第１２
８フレーム）の画像データのうち、自タイムスロットｎにおける場合と同様のパターンの
１６フレーム分の分割データが、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚそれぞれから読み出される。以
下、同様にして、以後の自タイムスロットにおいて、１６フレーム分単位で、分割データ
が読み出されていく。
【０１１８】
従って、この場合も、１タイムスロットでは、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚそれぞれのいずれ
についても、連続した領域から４フレーム分の画像データが読み出されるため、読み出す
べき画像データのフレームが変わることによるシークの問題は生じない。
【０１１９】
ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚから読み出された１６フレーム分の分割データは、１倍速再生の
場合と同様に、ＩＯＰ１３ｊに供給され、一時記憶部５３Ｗ乃至５３Ｚに記憶される。
【０１２０】
即ち、図１４は、４倍速再生の場合に、一時記憶部５３Ｗ乃至５３Ｚそれぞれに記憶され
る分割データを示している。
【０１２１】
図１３におけるタイムスロットｎで読み出された１６フレーム分の分割データのうち、Ｈ
ＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚに記憶されていた分割データは、図１４に示すように、一時記憶部
５３Ｗ乃至５３Ｚにおいてそれぞれ一時記憶される。
【０１２２】
そして、画像出力Ｉ／Ｆ５４は、一時記憶部５３Ｗ乃至５３Ｚから、再生速度に対応した
パターンで、分割データを読み出し、その読み出した分割データを用いて、再生画像を構
成する。
【０１２３】
即ち、４倍速再生の場合においては、画像出力Ｉ／Ｆ５４は、図１４において太線で囲む
ような４つの分割データを、１フレームの再生画像として、やはり同図に矢印で示すよう
に読み出していく。
【０１２４】
この場合も、画像出力Ｉ／Ｆ５４が１フレームの再生画像として読み出す４つの分割デー
タは、グループＡ乃至Ｄそれぞれの分割データを、１つずつ含んでおり、画像出力Ｉ／Ｆ
５４は、グループＡ乃至Ｄそれぞれの分割データを、各グループに対応する位置に配置し
て、１フレームの再生画像を構成する。即ち、画像グループ分割部４２（図４）において
、１フレームの画像が、例えば、図５（Ａ）に示したように、上から順番に、グループＡ
，Ｂ，Ｃ，Ｄの分割データに分割された場合には、画像出力Ｉ／Ｆ５４では、グループＡ
乃至Ｄそれぞれの分割データが、フレームの上から順番に配置され、１フレームの再生画
像が構成される。
【０１２５】
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従って、図１４に示した場合には、最初に、元の画像の第１フレームのグループＡの分割
データ1-MA、元の画像の第２フレームのグループＢの分割データ2-MB、元の画像の第３フ
レームのグループＣの分割データ3-MC、元の画像の第４フレームのグループＤの分割デー
タ1-MDが読み出され、グループＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄの順番で、フレームの上から配置されるこ
とにより、第１フレームの再生画像が構成される。そして、次に、元の画像の第５フレー
ムのグループＡの分割データ5-MA、元の画像の第６フレームのグループＢの分割データ6-
MB、元の画像の第７フレームのグループＣの分割データ7-MC、元の画像の第８フレームの
グループＤの分割データ8-MDが読み出され、グループＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄの順番で、フレーム
の上から配置されることにより、第２フレームの再生画像が構成される。以下、同様にし
て、第３フレーム以降の再生画像も構成されていく。
【０１２６】
即ち、４倍速再生の場合には、元の画像の第４ｆフレームのグループＡの分割データ、元
の画像の第４ｆ＋１フレームのグループＢの分割データ、元の画像の第４ｆ＋２フレーム
のグループＣの分割データ、および元の画像の第４ｆ＋３フレームのグループＤの分割デ
ータから、第ｆフレームの再生画像が構成される。
【０１２７】
従って、４倍速再生時の１フレームの再生画像には、元の画像の連続する４フレームの画
像が１／４ずつ含まれており、従来の４倍速再生による再生画像のように、元の画像のあ
るフレームが完全に欠落してしまうことがない。その結果、特定のフレームを探し出すこ
とが困難となることを防止することができる。
【０１２８】
次に、例えば、上述のようにして、４倍速再生が行われている場合において、編集装置１
（図１）が操作され、２倍速再生が要求されたとする。この場合、ＩＯＰ１３ｊの一時記
憶部５３Ｗ乃至５３Ｚには、４倍速再生から２倍速再生への再生速度の減速要求を受信す
る直前の自タイムスロットにおいて、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚから読み出された、図１４
に示した４倍速再生用の分割データが記憶されているから、ＩＯＰ１３ｊは、その４倍速
再生用の分割データを破棄して、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚから、図１１に示したような２
倍速用の分割データを読み出し、図１２に示したように、一時記憶部５３Ｗ乃至５３Ｚに
記憶させる必要がある。
【０１２９】
しかしながら、マルチチャンネルＡＶサーバ１０のＩＯＰ１３ｊは、基本的に、次の自タ
イムスロットが割り当てられるまで、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚにアクセスすることはでき
ない。また、仮に、他のチャンネルのタイムスロットを、例外的に割り当ててもらい、Ｈ
ＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚにアクセスすることができたとしても、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚか
ら２倍速再生用の分割データを読み出し、一時記憶部５３Ｗ乃至５３Ｚに記憶させるまで
の間は、一時記憶部５３Ｗ乃至５３Ｚには、２倍速再生用の分割データが記憶されていな
いから、その間は２倍速再生を行うことができず、４倍速再生が行われることになる。
【０１３０】
従って、４倍速再生が行われている場合に、２倍速再生が指示されると、即座に、２倍速
再生は行われず、しばらくの間、４倍速再生が続けられ、その後、２倍速再生が開始され
ることになる。その結果、ユーザが、編集装置１を、４倍速再生から２倍速再生を行うよ
うに操作しても、その操作に対応して、４倍速再生から２倍速再生に、即座に切り替わら
ない。このように、ユーザの操作に対するレスポンスが遅いことは、ユーザに、操作性、
あるいは使用感の悪さを感じさせる。
【０１３１】
そこで、ＩＯＰ１３ｊ（図４）の制御部４０は、編集装置１が操作され、これにより、例
えば、４倍速再生から２倍速再生や１倍速再生などへの再生速度の減速要求があった場合
、その要求のあった２倍速再生や１倍速再生用の分割データを、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚ
から読み出し、一時記憶部５３Ｗ乃至５３Ｚに記憶することができるまでの間、現在の再
生速度（ここでは、例えば、４倍速））と、要求のあった再生速度（ここでは、例えば、
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２倍速や１倍速）とに基づき、一時記憶部５３Ｗ乃至５３Ｚから、そこに記憶されている
４倍速再生用の分割データの一部を重複して読み出すように、画像出力Ｉ／Ｆ５４を制御
することで、いわば擬似的に、２倍速再生や１倍速再生を実現するようになっている。
【０１３２】
即ち、４倍速再生が行われている場合には、タイムスロットｎにおいて、図１３で説明し
た、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚから４倍速用の１６フレーム分の分割データが読み出され、
一時記憶部５３Ｗ乃至５３Ｚにおいて、図１４に示したように記憶される。
【０１３３】
この場合、例えば、２倍速再生の要求があったときには、画像出力Ｉ／Ｆ５４は、一時記
憶部５３Ｗ乃至５３Ｚから、現在の再生速度である４倍速と、要求のあった再生速度であ
る２倍速とに対応したパターンで、分割データを読み出し、その読み出した分割データを
用いて、擬似的に２倍速再生の再生画像を構成する。
【０１３４】
即ち、４倍速再生から２倍速再生への減速要求があった場合においては、画像出力Ｉ／Ｆ
５４は、画像一時記憶部５３から、図１５（Ａ）において太線で囲むような４つの分割デ
ータを、１フレームの再生画像として、やはり同図に矢印で示すように、各フレームの再
生画像において、２つの分割データが重複するように読み出していく。
【０１３５】
この場合、画像出力Ｉ／Ｆ５４が１フレームの再生画像として読み出す４つの分割データ
は、グループＡ乃至Ｄそれぞれの分割データを、１つずつ含んでおり、画像出力Ｉ／Ｆ５
４は、グループＡ乃至Ｄそれぞれの分割データを、各グループに対応する位置に配置して
、１フレームの再生画像を構成する。即ち、画像グループ分割部４２（図４）において、
１フレームの画像が、例えば、図５（Ａ）に示したように、上から順番に、グループＡ，
Ｂ，Ｃ，Ｄの分割データに分割された場合には、画像出力Ｉ／Ｆ５４では、グループＡ乃
至Ｄそれぞれの分割データが、フレームの上から順番に配置され、１フレームの再生画像
が構成される。
【０１３６】
従って、図１５（Ａ）に示した場合には、最初に、元の画像の第１フレームのグループＡ
の分割データ1-MA、元の画像の第２フレームのグループＢの分割データ2-MB、元の画像の
第３フレームのグループＣの分割データ3-MC、元の画像の第４フレームのグループＤの分
割データ1-MDが読み出され、グループＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄの順番で、フレームの上から配置さ
れることにより、第１フレームの再生画像が構成される。
【０１３７】
そして、次に、元の画像の第３フレームのグループＣの分割データ3-MC、および元の画像
の第４フレームのグループＤの分割データ4-MDが再び読み出されるとともに、元の画像の
第５フレームのグループＡの分割データ5-MA、および元の画像の第６フレームのグループ
Ｂの分割データ6-MBが新たに読み出され、グループＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄの順番で、フレームの
上から配置されることにより、第２フレームの再生画像が構成される。以下、同様にして
、第３フレーム以降の再生画像も、前回読み出された分割データのうちの２つが再び読み
出されるとともに、新たに２つの分割データが読み出されることにより構成されていく。
【０１３８】
従って、この場合、再生画像の各フレームには、前回再生されたフレームの１／２が重複
して含まれることとなるが、再生速度は、２倍速となる。
【０１３９】
また、４倍速再生から１倍速再生への減速要求があった場合においては、画像出力Ｉ／Ｆ
５４は、画像一時記憶部５３から、図１５（Ｂ）において太線で囲むような４つの分割デ
ータを、１フレームの再生画像として、やはり同図に矢印で示すように、各フレームの再
生画像において、３つの分割データが重複するように読み出していく。
【０１４０】
この場合も、画像出力Ｉ／Ｆ５４が１フレームの再生画像として読み出す４つの分割デー
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タは、グループＡ乃至Ｄそれぞれの分割データを、１つずつ含んでおり、画像出力Ｉ／Ｆ
５４は、グループＡ乃至Ｄそれぞれの分割データを、各グループに対応する位置に配置し
て、１フレームの再生画像を構成する。即ち、画像グループ分割部４２（図４）において
、１フレームの画像が、例えば、図５（Ａ）に示したように、上から順番に、グループＡ
，Ｂ，Ｃ，Ｄの分割データに分割された場合には、画像出力Ｉ／Ｆ５４では、グループＡ
乃至Ｄそれぞれの分割データが、フレームの上から順番に配置され、１フレームの再生画
像が構成される。
【０１４１】
従って、図１５（Ｂ）に示した場合には、最初に、元の画像の第１フレームのグループＡ
の分割データ1-MA、元の画像の第２フレームのグループＢの分割データ2-MB、元の画像の
第３フレームのグループＣの分割データ3-MC、元の画像の第４フレームのグループＤの分
割データ1-MDが読み出され、グループＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄの順番で、フレームの上から配置さ
れることにより、第１フレームの再生画像が構成される。
【０１４２】
そして、次に、元の画像の第２フレームのグループＢの分割データ2-MB、元の画像の第３
フレームのグループＣの分割データ3-MC、および元の画像の第４フレームのグループＤの
分割データ4-MDが再び読み出されるとともに、元の画像の第５フレームのグループＡの分
割データ5-MAが新たに読み出され、グループＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄの順番で、フレームの上から
配置されることにより、第２フレームの再生画像が構成される。以下、同様にして、第３
フレーム以降の再生画像も、前回読み出された分割データのうちの３つが重複して読み出
されるとともに、新たに１つの分割データが読み出されることにより構成されていく。
【０１４３】
従って、この場合、再生画像の各フレームには、前回再生されたフレームの３／４が重複
して含まれることとなるが、再生速度は、１倍速となる。
【０１４４】
以上のように、一時記憶部５３Ｗ乃至５３Ｚから、そこに記憶されている４倍速再生用の
分割データの一部を重複して読み出すようにすることで、擬似的にではあるが、２倍速再
生や１倍速再生を行うことができる。従って、ユーザが、減速要求するように操作を行っ
た場合に、即座に反応することができ、その結果、システムの操作性や使用感を向上させ
ることができる。
【０１４５】
なお、以上においては、４倍速再生から２倍速再生または１倍速再生それぞれへの切り替
えを行う場合について説明したが、それ以外の減速（例えば、２倍速再生から１倍速再生
への切り替えなど）にも、同様に対処することが可能である。
【０１４６】
次に、ＩＯＰ１３ｊ（図４）の画像データ一時記憶部５３（一時記憶部５３Ｗ乃至５３Ｚ
）は、上述したように、データの記憶と読み出しとを同時に行う等ため、３バンク構成と
なっている。そこで、この３バンクを、いま、バンク＃１，＃２，＃３と表し、このバン
クを考慮して、例えば、４倍速再生から２倍速再生への減速要求があった場合のＩＯＰ１
３ｊの動作について、図１６および図１７を参照して説明する。
【０１４７】
なお、ＩＯＰ１３ｊでは、再生方向を反転する操作が行われたときに、即座に反応するこ
とができるようにするため、画像データ一時記憶部５３の３つのバンク＃１乃至＃３のう
ち、現在再生されているフレームから最も離れているフレームの分割データが記憶されて
いるものに、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚから読み出された分割データが上書きされていくも
のとする。従って、例えば、一定の再生速度で再生が行われている場合において、バンク
＃１乃至＃３に対して、その順番で、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚからの分割データが記憶さ
れたときには、次にＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚから読み出される分割データは、バンク＃１
に記憶されることになる。また、この場合、画像出力Ｉ／Ｆ５４では、バンク＃１乃至＃
３から、＃１，＃２，＃３，＃１，・・・の順番で、分割データが順次読み出され、再生
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画像が構成される。
【０１４８】
ここで、図１６および図１７において、横方向は、時間の経過を表し、縦方向は、バンク
を表す。また、横方向の点線と点線との間は、タイムスロット周期を表し、実線と実線（
または点線）との間は、タイムスロットを表す。従って、図１６および図１７の実施の形
態においては、タイムスロット周期が８タイムスロットで構成されており、ＡＶサーバ１
０が、８チャンネルのマルチチャンネルＡＶサーバであるものとしている。なお、この場
合、バンク＃１乃至＃３それぞれは、少なくとも、タイムスロット周期である８タイムス
ロットに相当する時間連続して再生を行うことができるだけの分割データを記憶すること
のできる容量を有する。
【０１４９】
いま、例えば、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚから、図１３に示したように、４倍速再生用の分
割データが順次読み出され、図１４に示したように、画像データ一時記憶部５３の３つの
バンク＃１乃至＃３それぞれに記憶されたとし、さらに、その３つのバンク＃１乃至＃３
のうちの、例えば、バンク＃２から、４倍速再生用の分割データが読み出されることによ
り、４倍速再生が行われているとする。
【０１５０】
図１６（図１７も同様）では、バンク＃２には、タイムスロットＴ３までの間、４倍速再
生を行うための４倍速再生用の分割データが記憶されており、その読み出しがすべて終了
すると、バンク＃２から＃３へのバンク切り替えが行われ、タイムスロットＴ４からは、
バンク＃３から４倍速再生用の分割データが読み出されることにより、４倍速再生が行わ
れる。
【０１５１】
一方、ＩＯＰ１３ｊのチャンネルに対して、図１６（図１７においても同様）において斜
線を付して示すタイムスロットＴ７，Ｔ１５，Ｔ２３，・・・が、自タイムスロットとし
て、周期的に割り当てられているとすると、ＩＯＰ１３ｊのＨＤＤ入力Ｉ／Ｆ５１は、自
タイムスロットＴ７となると、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚから最新の４倍速再生用の分割デ
ータ（前回のタイムスロットで読み出した４倍速再生用の分割データの次に再生すべき４
倍速再生用の分割データ）を読み出す。そして、この最新の４倍速再生用の分割データは
、最も離れた分割データを記憶しているバンクに供給されて記憶される。
【０１５２】
即ち、タイムスロットＴ７においては、バンク＃３からの分割データの読み出しが行われ
ており、この場合、最も離れた分割データを記憶しているバンクは、バンク＃１である。
従って、タイムスロットＴ７においてＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚから読み出された分割デー
タは、バンク＃１で記憶される。
【０１５３】
ここで、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚからの分割データの読み出しは、ＩＯＰ１３ｊが、ディ
スクアレイ装置１１１乃至１１４（図３）にリードコマンドを送信し、それを受信したデ
ィスクアレイ装置１１１乃至１１４が、必要な分割データを読み出すように、ＨＤＤ２０
Ｗ乃至２０Ｚを制御することによって行われる。そして、そのようにして読み出された分
割データが、ディスクアレイ装置１１１乃至１１４から、ＩＯＰ１３ｊに転送される。こ
のため、リードコマンドの送信に、１タイムスロットを要し、ディスクアレイ装置１１１
乃至１１４からＩＯＰ１３ｊへの分割データの転送に、やはり１タイムスロットを要する
。即ち、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚからの分割データの読み出し（正確には、ディスクアレ
イ装置１１１乃至１１４からＩＯＰ１３ｊへの分割データの転送）には、実質的に、２タ
イムスロットを要する。
【０１５４】
そこで、図１６（図１７でも同様）においては、ＩＯＰ１３ｊの自タイムスロットＴ７だ
けではなく、その次のＴ８でも、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚからの分割データの読み出しが
行われているように図示してある。なお、他のチャンネルでも、同様のタイミングで、Ｈ
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ＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚからの分割データの読み出しが行われるため、各チャンネルのＩＯ
Ｐがディスクアレイ装置に出力するリードコマンドや、ディスクアレイ装置が各チャンネ
ルのＩＯＰに出力するデータがバッティングすることはない。
【０１５５】
以上のようにして、タイムスロットＴ７（およびＴ８）において、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０
Ｚから読み出された分割データが、バンク＃１に記憶された場合において、バンク＃３に
記憶された分割データすべての読み出し、再生が終了したときには、バンク＃３から＃１
へのバンク切り替えが行われる。
【０１５６】
しかしながら、いま、例えば、タイムスロットＴ８の終了直前（タイムスロットＴ９の開
始直前）において、４倍速再生から２倍速再生への再生速度の減速要求があったとする。
この場合、バンク＃１乃至＃３のいずれに記憶されている分割データも、４倍速再生用の
分割データであるから、正規の２倍速再生を、即座に行うことはできない。
【０１５７】
そこで、ＩＯＰ１３ｊは、２倍速再生用のデータを得ることができるまで、上述したよう
に、４倍速再生用のデータを用いて、擬似的な２倍速再生を行う。
【０１５８】
即ち、この場合、制御部４０は、管理装置１４（図１）に対して、他のチャンネルのタイ
ムスロットの割り当てを要求する。この場合、管理装置１４は、ディスクアレイ装置１１
１乃至１１４にアクセスする必要のないＩＯＰ（例えば、何の処理も行っていないＩＯＰ
など）を検索し、そのようなＩＯＰが存在すれば、そのＩＯＰのチャンネルのタイムスロ
ットを、例外的に、ＩＯＰ１３ｊに割り当てる。
【０１５９】
図１６においては、減速要求（原則指示）があったタイムスロットＴ８の次のタイムスロ
ットＴ９が、いわば空きタイムスロット（ディスクアレイ装置１１１乃至１１４にアクセ
スする必要のないＩＯＰに割り当てられているタイムスロット）となっており、ＩＯＰ１
３ｊに例外的に割り当てられている。
【０１６０】
この場合、ＩＯＰ１３ｊのＨＤＤ入力Ｉ／Ｆ５１は、タイムスロットＴ９において、ＨＤ
Ｄ２０Ｗ乃至２０Ｚから２倍速再生用の分割データを読み出し、この時点で最も離れた分
割データを記憶しているバンクであるバンク＃２に供給して記憶させる。ＨＤＤ２０Ｗ乃
至２０Ｚから分割データを読み出し、バンク＃２に記憶させるには、上述したように、２
タイムスロットの時間を要するから、バンク＃２への２倍速再生用の分割データの記憶は
、タイムスロットＴ１０において完了する。
【０１６１】
画像出力Ｉ／Ｆ５４は、タイムスロットＴ１１において、バンク＃２に記憶された２倍速
再生用の分割データに対して、デコードその他の必要な処理（図１６および図１７におい
て、Ｄで示す）を施し、タイムスロットＴ１２以降において、その２倍速再生用の分割デ
ータを用いて再生画像を構成する。これにより、いわば正規の２倍速再生が行われる。
【０１６２】
なお、図１６（図１７においても同様）の実施の形態では、あるバンクに記憶された所定
の再生速度による再生用の分割データによって、タイムスロット周期に相当する時間だけ
連続して、その所定の再生速度による再生を行うことができるようになされており、従っ
て、バンク＃２に記憶された２倍速再生用の分割データを用いて、タイムスロットＴ１２
から開始された２倍速再生は、タイムスロットＴ１２からタイムスロット周期だけ経過し
たタイムスロットＴ１９で完了する。
【０１６３】
以上のようにして、バンク＃２に記憶された２倍速再生用の分割データを用いて、タイム
スロットＴ１２から開始された２倍速再生が行われている場合において、ＩＯＰ１３ｊの
自タイムスロットであるタイムスロットＴ１５となると、タイムスロットＴ１５およびＴ
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１６において、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚから最新の２倍速再生用の分割データが読み出さ
れ、最も離れた分割データを記憶しているバンクであるバンク＃１に供給されて記憶され
る。そして、バンク＃１に記憶された２倍速再生用の分割データは、次のタイムスロット
Ｔ１７においてデコード等され、バンク＃２に記憶された２倍速再生用の分割データを用
いての２倍速再生が完了すると、即ち、タイムスロットＴ２０となると、そこから読み出
されて再生される。
【０１６４】
そして、ＩＯＰ１３ｊの次の自タイムスロットであるタイムスロットＴ２３となると、タ
イムスロットＴ２３およびＴ２４において、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚから最新の２倍速再
生用の分割データが読み出され、最も離れた分割データを記憶しているバンクであるバン
ク＃３に供給されて記憶される。そして、バンク＃３に記憶された２倍速再生用の分割デ
ータは、次のタイムスロットＴ２５においてデコード等され、以下、同様にして再生され
ていく。
【０１６５】
ところで、図１６の実施の形態では、２倍速再生用の分割データを用いて再生（２倍速再
生）を行うことができるようになるのは、上述したように、タイムスロットＴ１２以降で
あるから、減速要求があった直後のタイムスロットＴ９からＴ１２までの間は、２倍速再
生用の分割データが、バンク＃１乃至＃３のいずれにも記憶されていないため、正規の２
倍速再生をすることはできない。
【０１６６】
そこで、そのタイムスロットＴ９からＴ１２までの間は、減速要求があったときに再生し
ていたバンク＃３に記憶された４倍速再生用のデータを用いて、擬似的な２倍速再生が行
われる。
【０１６７】
従って、図１６の実施の形態では、減速要求があってから、３タイムスロット分の時間だ
け、擬似的な２倍速再生が行われ、その後は、正規の２倍速再生が行われる。
【０１６８】
図１６においては、減速要求があったタイムスロットＴ８の直後のタイムスロットＴ９が
空きタイムスロットであったため、その空きタイムスロットを割り当ててもらうことで、
減速要求後、比較的早期に、２倍速再生用の分割データを、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚから
読み出すことができる。
【０１６９】
これに対して、図１７は、減速要求があったタイムスロットＴ８の後に、空きタイムスロ
ットが存在しない場合を示している。
【０１７０】
空きタイムスロットが存在しない場合には、ＩＯＰ１３ｊは、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚか
ら２倍速再生用の分割データを読み出すのに、次の自タイムスロットであるタイムスロッ
トＴ１５まで待つ必要がある。さらに、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚから２倍速再生用の分割
データを読み出し、それを２倍速再生に用いることができるようになるまでには、図１６
で説明したことから、３タイムスロット分の時間を要する。従って、空きタイムスロット
が存在しない場合には、次の自タイムスロットＴ１５から３タイムスロット後のタイムス
ロットＴ１７までは、正規の２倍速再生をすることはできない。
【０１７１】
そこで、この場合、減速要求があった直後のタイムスロットＴ９からＴ１７までの間は、
バンク＃３に記憶された４倍速再生用のデータを用いて、擬似的な２倍速再生が行われる
。
【０１７２】
従って、図１７の実施の形態では、減速要求があってから、９タイムスロット分の時間だ
け、擬似的な２倍速再生が行われ、その後は、正規の２倍速再生が行われる。
【０１７３】
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ここで、４倍速再生から擬似的な２倍速再生の切り替え時においては、その切り替え直前
に４倍速再生に用いられていた４倍速再生用の分割データの次の分割データから、図１５
で説明したようなパターンでの、画像一時記憶部５３からの読み出しが行われる。
【０１７４】
また、４倍速再生から２倍速再生への減速要求があった場合に、正規の２倍速再生を開始
することのできるタイミングは、空きタイムスロットの有無によって異なる。このため、
減速要求があった直後においては、正規の２倍速再生を開始することのできるタイミング
が計算され、擬似的な２倍速再生から、正規の２倍速再生の切り替え時において、再生画
像のフレームが自然につながるように（連続するように）、ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚから
の２倍速再生用の分割データが読み出される。
【０１７５】
なお、以上のような分割データの読み出し制御は、制御部４０によって行われるようにな
されている。
【０１７６】
次に、図１８のフローチャートを参照して、ＩＯＰ１３ｊにおける画像の再生処理につい
て、さらに説明する。
【０１７７】
編集装置１が操作され、Ｎ１倍速での再生が要求されると、ＩＯＰ１３ｊでは、ディスク
アレイ装置１１１乃至１１４から、Ｎ１倍速再生用の分割データが読み出され、再生画像
のフレームが構成されて出力される。即ち、これにより、Ｎ１倍速再生が行われる。そし
て、ステップＳ２に進み、編集装置１が操作されることにより、Ｎ１倍速再生からＮ２（
Ｎ１＞Ｎ２）倍速再生への減速要求があったかどうかが判定される。ステップＳ２におい
て、減速要求がなかったと判定された場合、ステップＳ１に戻り、Ｎ１倍速再生が続行さ
れる。
【０１７８】
また、ステップＳ２において、減速要求があったと判定された場合、ステップＳ３に進み
、Ｎ１倍速再生用の分割データを用いて、擬似的に、Ｎ２倍速再生が行われる。
【０１７９】
そして、ステップＳ４に進み、現在のタイムスロットが、自タイムスロットであるかどう
かが判定され、自タイムスロットであると判定された場合、ステップＳ５をスキップして
、ステップＳ６に進む。ステップＳ６では、自タイムスロットにおいて、ディスクアレイ
装置１１１乃至１１４から、Ｎ２倍速再生用の分割データが読み出され、再生画像のフレ
ームが構成されて出力される。即ち、これにより、擬似的なＮ２倍速再生に替えて、正規
のＮ２倍速再生が行われる。
【０１８０】
一方、ステップＳ４において、現在のタイムスロットが、自タイムスロットでないと判定
された場合、ステップＳ５に進み、現在のタイムスロットが、空きタイムスロットである
かどうか判定される。ステップＳ５において、現在のタイムスロットが、空きタイムスロ
ットでないと判定された場合、ステップＳ３に戻り、擬似的なＮ２倍速再生が続行される
。
【０１８１】
また、ステップＳ５において、現在のタイムスロットが、空きタイムスロットであると判
定された場合、ステップＳ６に進み、その空きタイムスロットにおいて、ディスクアレイ
装置１１１乃至１１４から、Ｎ２倍速再生用の分割データが読み出され、再生画像のフレ
ームが構成されて出力される。即ち、これにより、擬似的なＮ２倍速再生に替えて、正規
のＮ２倍速再生が行われる。
【０１８２】
なお、本実施の形態では、１フレーム毎に、画像をグループ分けするようにしたが、その
他、例えば、本件出願人が先に出願した特願平１０－１２２５３５号に開示されているよ
うに、１ＧＯＰ等ごとに、画像をグループ分けすること等も可能である。
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【０１８３】
また、本発明は、ＲＡＩＤの方式によらず、適用可能である。
【０１８４】
【発明の効果】
以上の如く、本発明の画像再生装置および画像再生方法によれば、画像を再生する要求が
あった場合に、複数のグループの記録媒体それぞれから、要求のあった再生速度に対応し
た部分の分割データが読み出され、記憶手段に記憶される。そして、記憶手段に記憶され
た分割データが、その読み出しパターンを制御しながら読み出され、その分割データを用
いて、再生画像が構成される。従って、分割データの読み出しパターンによって、各種の
再生速度による再生画像を構成することが可能となり、これにより、例えば、再生速度の
変更が要求された場合に、その再生速度の移行を、即座に行うことが可能となる。そして
、その結果、装置の操作性を向上させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来のＡＶサーバシステムの一例の構成を示すブロック図である。
【図２】図１のディスクアレイ装置１１０１乃至１１０４の構成例を示すブロック図であ
る。
【図３】本発明を適用したＡＶサーバシステムの一実施の形態の構成例を示すブロック図
である。
【図４】図３のＩＯＰ１３１乃至１３４の構成例を示すブロック図である。
【図５】１フレームの画像のグループ分けの方法を説明するための図である。
【図６】下りデータバス１６上のデータのフォーマットを示す図である。
【図７】図３のディスクアレイ装置１１１乃至１１４の構成例を示すブロック図である。
【図８】ＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚそれぞれに記録される分割データを示す図である。
【図９】１倍速再生時におけるＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚからの分割データの読み出しパタ
ーンを示す図である。
【図１０】１倍速再生時における画像一時記憶部５３からの分割データの読み出しパター
ンを示す図である。
【図１１】２倍速再生時におけるＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚからの分割データの読み出しパ
ターンを示す図である。
【図１２】２倍速再生時における画像一時記憶部５３からの分割データの読み出しパター
ンを示す図である。
【図１３】４倍速再生時におけるＨＤＤ２０Ｗ乃至２０Ｚからの分割データの読み出しパ
ターンを示す図である。
【図１４】４倍速再生時における画像一時記憶部５３からの分割データの読み出しパター
ンを示す図である。
【図１５】４倍速再生用の分割データを用いて、擬似的な１倍速再生または２倍速再生を
それぞれ行う場合の画像一時記憶部５３からの分割データの読み出しパターンを示す図で
ある。
【図１６】画像データ一時記憶部５３が３バンクで構成される場合の再生時の動作を説明
するためのタイムチャートである。
【図１７】画像データ一時記憶部５３が３バンクで構成される場合の再生時の動作を説明
するためのタイムチャートである。
【図１８】ＩＯＰ１３ｊによる再生処理を説明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
１　編集装置，　１０　ＡＶサーバ，　１１１乃至１１４　ディスクアレイ装置，　１２
　入出力プロセッサ部，　１３１乃至１３４　ＩＯＰ，　１４　管理装置，　２０　ＨＤ
Ｄ，　３０　ディスクアレイコントローラ，　３１　データ分配器，　３２Ｗ乃至３２Ｚ
　切換器，　４０　制御部，　４１　画像入力Ｉ／Ｆ，　４２　画像グループ分割部，　
４２ａ　切換器，　４２ｂ　ＩＤ付加回路，　４３　画像一時記憶部，　４３Ａ乃至４３
Ｄ　一時記憶部，　４４　ＨＤＤ出力Ｉ／Ｆ，　５１　ＨＤＤ入力Ｉ／Ｆ，　５２　画像
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グループ検出部，　５２ａ　切換器，　５２ｂ　ＩＤ判断回路，　５３　画像一時記憶部
，　５３Ｗ乃至５３Ｚ　一時記憶部，　５４　画像出力Ｉ／Ｆ

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】
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