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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の解像度の第１の信号、または、前記第１の解像度より解像度の低い第２の解像度
の第２の信号を受信する映像信号受信手段と、
　前記映像信号受信手段において前記第１の信号または第２の信号のいずれが受信される
かを表す制御信号を受信する制御信号受信手段と、
　前記映像信号受信手段において前記第１の信号または第２の信号のいずれが受信される
かにかかわらず一定周波数の基準同期信号を受信する基準同期信号受信手段と、
　前記基準同期信号に基づいて、所定の同期信号を生成する同期信号生成手段と、
　受信された信号が前記第２の信号である場合に、前記第２の信号を前記１の解像度の第
３の信号に変換する解像度変換手段と、
　受信された信号が前記第１の信号である場合に、前記第２の信号を前記第１の解像度の
前記第３の信号に変換するのに必要な所定時間だけ、受信された前記第１の信号を遅延さ
せる遅延手段と、
　前記遅延手段により遅延された前記第１の解像度の前記第１の信号か、または、前記解
像度変換手段により前記第１の解像度に変換された前記第２の信号である前記第３の信号
を、前記同期信号に基づいて記録媒体に記録する記録手段と
　を備え、
　前記映像信号受信手段は、前記第１の信号および第２の信号を連続して受信し、
　前記記録手段は、前記第１の信号および第３の信号を、１つのファイルとして前記記録
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媒体に記録する
　記録装置。
【請求項２】
　前記記録手段は、前記第３の信号を前記記録媒体に記録する場合、解像度が変換された
信号であることを表す情報も、前記記録媒体に記録する
　請求項１に記載の記録装置。
【請求項３】
　前記記録手段は、前記第１の信号から前記第３の信号に変化した変化点、または、前記
第３の信号から前記第１の信号に変化した変化点についての情報も、前記記録媒体に記録
する
　請求項１に記載の記録装置。
【請求項４】
　第１の解像度の第１の信号、または、前記第１の解像度より解像度の低い第２の解像度
の第２の信号を受信し、
　前記第１の信号または第２の信号のいずれが受信されるかを表す制御信号を受信し、
　前記第１の信号または第２の信号のいずれが受信されるかにかかわらず一定周波数の基
準同期信号を受信し、
　前記基準同期信号に基づいて、所定の同期信号を生成し、
　受信された信号が前記第２の信号である場合に、前記第２の信号を前記１の解像度の第
３の信号に変換し、
　受信された信号が前記第１の信号である場合に、前記第２の信号を前記第１の解像度の
前記第３の信号に変換するのに必要な所定時間だけ、受信された前記第１の信号を遅延さ
せ、
　遅延された前記第１の解像度の前記第１の信号か、または、前記第１の解像度に変換さ
れた前記第２の信号である前記第３の信号を、前記同期信号に基づいて記録媒体に記録す
る
　ステップを含み、
　前記第１の信号および第２の信号は連続して受信され、前記第１の信号および第３の信
号が、１つのファイルとして前記記録媒体に記録される
　記録方法。
【請求項５】
　第１の解像度の第１の信号、または、前記第１の解像度より解像度の低い第２の解像度
の第２の信号を受信し、
　前記第１の信号または第２の信号のいずれが受信されるかを表す制御信号を受信し、
　前記第１の信号または第２の信号のいずれが受信されるかにかかわらず一定周波数の基
準同期信号を受信し、
　前記基準同期信号に基づいて、所定の同期信号を生成し、
　受信された信号が前記第２の信号である場合に、前記第２の信号を前記１の解像度の第
３の信号に変換し、
　受信された信号が前記第１の信号である場合に、前記第２の信号を前記第１の解像度の
前記第３の信号に変換するのに必要な所定時間だけ、受信された前記第１の信号を遅延さ
せ、
　遅延された前記第１の解像度の前記第１の信号か、または、前記第１の解像度に変換さ
れた前記第２の信号である前記第３の信号を、前記同期信号に基づいて記録媒体に記録す
る
　ステップを含み、
　前記第１の信号および第２の信号は連続して受信され、前記第１の信号および第３の信
号が、１つのファイルとして前記記録媒体に記録される
　処理をコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録装置および方法、並びにプログラムに関し、特に、記録装置内での時間
情報の管理を容易にする記録装置および方法、並びにプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　映像信号は、例えば、解像度によって、従来から使用されているSD(Standard Definiti
on)信号と、SD信号より高解像度のHD(High Definition)信号とに分類することができる。
また、映像信号を編集する編集システムには、SD信号をHD信号にアップコンバートしたり
、HD信号をSD信号にダウンコンバートする装置がある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２９９０３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、入力された映像信号をHD信号として記録する記録装置では、入力された映像
信号がSD信号である場合、入力されたHD信号をそのまま記録する場合に比べて、SD信号を
アップコンバートする処理に時間が多少なりともかかるので、記録装置内で管理するタイ
ムコードなどの時間情報を、SD信号が入力された場合とHD信号が入力された場合とでオフ
セットを持たせるなど、区別して管理する必要があった。
【０００５】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、記録装置内での時間情報の管
理を容易にするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一側面の記録装置は、第１の解像度の第１の信号、または、前記第１の解像度
より解像度の低い第２の解像度の第２の信号を受信する映像信号受信手段と、前記映像信
号受信手段において前記第１の信号または第２の信号のいずれが受信されるかを表す制御
信号を受信する制御信号受信手段と、前記映像信号受信手段において前記第１の信号また
は第２の信号のいずれが受信されるかにかかわらず一定周波数の基準同期信号を受信する
基準同期信号受信手段と、前記基準同期信号に基づいて、所定の同期信号を生成する同期
信号生成手段と、受信された信号が前記第２の信号である場合に、前記第２の信号を前記
１の解像度の第３の信号に変換する解像度変換手段と、受信された信号が前記第１の信号
である場合に、前記第２の信号を前記第１の解像度の前記第３の信号に変換するのに必要
な所定時間だけ、受信された前記第１の信号を遅延させる遅延手段と、前記遅延手段によ
り遅延された前記第１の解像度の前記第１の信号か、または、前記解像度変換手段により
前記第１の解像度に変換された前記第２の信号である前記第３の信号を、前記同期信号に
基づいて記録媒体に記録する記録手段とを備え、前記映像信号受信手段は、前記第１の信
号および第２の信号を連続して受信し、前記記録手段は、前記第１の信号および第３の信
号を、１つのファイルとして前記記録媒体に記録する。
【００１２】
　前記記録手段には、前記第３の信号を前記記録媒体に記録する場合、解像度が変換され
た信号であることを表す情報も、前記記録媒体に記録させることができる。
【００１３】
　前記記録手段には、前記第１の信号から前記第３の信号に変化した変化点、または、前
記第３の信号から前記第１の信号に変化した変化点についての情報も、前記記録媒体に記
録させることができる。
【００１４】
　本発明の一側面の記録方法は、第１の解像度の第１の信号、または、前記第１の解像度
より解像度の低い第２の解像度の第２の信号を受信し、前記第１の信号または第２の信号
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のいずれが受信されるかを表す制御信号を受信し、前記第１の信号または第２の信号のい
ずれが受信されるかにかかわらず一定周波数の基準同期信号を受信し、前記基準同期信号
に基づいて、所定の同期信号を生成し、受信された信号が前記第２の信号である場合に、
前記第２の信号を前記１の解像度の第３の信号に変換し、受信された信号が前記第１の信
号である場合に、前記第２の信号を前記第１の解像度の前記第３の信号に変換するのに必
要な所定時間だけ、受信された前記第１の信号を遅延させ、遅延された前記第１の解像度
の前記第１の信号か、または、前記第１の解像度に変換された前記第２の信号である前記
第３の信号を、前記同期信号に基づいて記録媒体に記録するステップを含み、前記第１の
信号および第２の信号は連続して受信され、前記第１の信号および第３の信号が、１つの
ファイルとして前記記録媒体に記録される。
【００１５】
　本発明の一側面のプログラムは、第１の解像度の第１の信号、または、前記第１の解像
度より解像度の低い第２の解像度の第２の信号を受信し、前記第１の信号または第２の信
号のいずれが受信されるかを表す制御信号を受信し、前記第１の信号または第２の信号の
いずれが受信されるかにかかわらず一定周波数の基準同期信号を受信し、前記基準同期信
号に基づいて、所定の同期信号を生成し、受信された信号が前記第２の信号である場合に
、前記第２の信号を前記１の解像度の第３の信号に変換し、受信された信号が前記第１の
信号である場合に、前記第２の信号を前記第１の解像度の前記第３の信号に変換するのに
必要な所定時間だけ、受信された前記第１の信号を遅延させ、遅延された前記第１の解像
度の前記第１の信号か、または、前記第１の解像度に変換された前記第２の信号である前
記第３の信号を、前記同期信号に基づいて記録媒体に記録するステップを含み、前記第１
の信号および第２の信号は連続して受信され、前記第１の信号および第３の信号が、１つ
のファイルとして前記記録媒体に記録される処理をコンピュータに実行させる。
【００１６】
　本発明の一側面においては、第１の解像度の第１の信号、または、前記第１の解像度よ
り解像度の低い第２の解像度の第２の信号が受信され、前記第１の信号または第２の信号
のいずれが受信されるかを表す制御信号が受信され、前記第１の信号または第２の信号の
いずれが受信されるかにかかわらず一定周波数の基準同期信号が受信され、前記基準同期
信号に基づいて、所定の同期信号が生成され、受信された信号が前記第２の信号である場
合に、前記第２の信号が前記１の解像度の第３の信号に変換され、受信された信号が前記
第１の信号である場合に、前記第２の信号を前記第１の解像度の前記第３の信号に変換す
るのに必要な所定時間だけ、受信された前記第１の信号が遅延され、遅延された前記第１
の解像度の前記第１の信号か、または、前記第１の解像度に変換された前記第２の信号で
ある前記第３の信号が、前記同期信号に基づいて記録媒体に記録される。ここで、前記第
１の信号および第２の信号は連続して受信され、前記第１の信号および第３の信号が、１
つのファイルとして前記記録媒体に記録される。
【００１７】
　記録装置は、独立した装置であっても良いし、記録再生装置の記録処理を行うブロック
であっても良い。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の一側面によれば、記録装置内での時間情報の管理を容易にすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下に本発明の実施の形態を説明するが、本発明の構成要件と、発明の詳細な説明に記
載の実施の形態との対応関係を例示すると、次のようになる。この記載は、本発明をサポ
ートする実施の形態が、発明の詳細な説明に記載されていることを確認するためのもので
ある。従って、発明の詳細な説明中には記載されているが、本発明の構成要件に対応する
実施の形態として、ここには記載されていない実施の形態があったとしても、そのことは
、その実施の形態が、その構成要件に対応するものではないことを意味するものではない
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。逆に、実施の形態が構成要件に対応するものとしてここに記載されていたとしても、そ
のことは、その実施の形態が、その構成要件以外の構成要件には対応しないものであるこ
とを意味するものでもない。
【００２０】
　本発明の一側面の記録装置（例えば、図１の記録装置１）は、
　第１の解像度の第１の信号、または、前記第１の解像度より解像度の低い第２の解像度
の第２の信号を受信する映像信号受信手段（例えば、図９の外部入力端子１００）と、
　前記映像信号受信手段において前記第１の信号または第２の信号のいずれが受信される
かを表す制御信号を受信する制御信号受信手段（例えば、図９の外部入力端子１０１）と
、
　前記映像信号受信手段において前記第１の信号または第２の信号のいずれが受信される
かにかかわらず一定周波数の基準同期信号を受信する基準同期信号受信手段（例えば、図
９の外部入力端子１０２）と、
　前記基準同期信号に基づいて、所定の同期信号を生成する同期信号生成手段（例えば、
図１の動作クロック信号生成部２０）と、
　受信された信号が前記第２の信号である場合に、前記第２の信号を前記１の解像度の第
３の信号に変換する解像度変換手段（例えば、図１の解像度変換部４１）と、
　受信された信号が前記第１の信号である場合に、前記第２の信号を前記第１の解像度の
前記第３の信号に変換するのに必要な所定時間だけ、受信された前記第１の信号を遅延さ
せる遅延手段（例えば、図１の遅延部４２）と、
　前記遅延手段により遅延された前記第１の解像度の前記第１の信号か、または、前記解
像度変換手段により前記第１の解像度に変換された前記第２の信号である前記第３の信号
を、前記同期信号に基づいて記録媒体に記録する記録手段（例えば、図１のディスク記録
部１９）と
　を備え、
　前記映像信号受信手段は、前記第１の信号および第２の信号を連続して受信し、
　前記記録手段は、前記第１の信号および第３の信号を、１つのファイルとして前記記録
媒体に記録する。
【００２５】
　本発明の一側面の記録方法またはプログラムは、
　第１の解像度の第１の信号、または、前記第１の解像度より解像度の低い第２の解像度
の第２の信号を受信し、
　前記第１の信号または第２の信号のいずれが受信されるかを表す制御信号を受信し、
　前記第１の信号または第２の信号のいずれが受信されるかにかかわらず一定周波数の基
準同期信号を受信し、
　前記基準同期信号に基づいて、所定の同期信号を生成し（例えば、図４のステップＳ１
５）、
　受信された信号が前記第２の信号である場合に、前記第２の信号を前記１の解像度の第
３の信号に変換し（例えば、図５のステップＳ３１）、
　受信された信号が前記第１の信号である場合に、前記第２の信号を前記第１の解像度の
前記第３の信号に変換するのに必要な所定時間だけ、受信された前記第１の信号を遅延さ
せ（例えば、図６のステップＳ５１）、
　遅延された前記第１の解像度の前記第１の信号か、または、前記第１の解像度に変換さ
れた前記第２の信号である前記第３の信号を、前記同期信号に基づいて記録媒体に記録す
る（例えば、図６のステップＳ５３）
ステップを含み、
　前記第１の信号および第２の信号は連続して受信され、前記第１の信号および第３の信
号が、１つのファイルとして前記記録媒体に記録される。
【００２６】
　以下、図を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
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【００２７】
　図１は、本発明を適用した記録装置の第１実施の形態の構成例を示している。
【００２８】
　図１において、記録装置１は、カメラ２および３それぞれと、SDI（Serial Digital In
terface）ケーブル（図示せず）などで接続されている。
【００２９】
　記録装置１は、カメラ２から出力されるSD(Standard Definition)信号を、HD信号にア
ップコンバートし、青紫色レーザによる高密度記録が可能なプロフェッショナルディスク
、DVD（Digital Versatile Disc ）などの光ディスク、またはハードディスクなどのディ
スク記録媒体（図示せず）に記録する。また、記録装置１は、カメラ３から出力されるHD
(High Definition)信号を、ディスク記録媒体に記録する。なお、記録装置１は、入力さ
れたSD信号をアップコンバートした信号と、入力されたHD信号とを同時にディスク記録媒
体に記録することはできず、ユーザは、いずれか一方を選択して記録装置１に入力させる
。
【００３０】
　ここで、SD信号は、走査線（有効走査線）の縦×横の本数（画素数）が720×486（NTSC
（National Television System Committee）規格）または720×576（PAL(Phase Alternat
ion by Line)規格）の映像信号であり、HD信号は、走査線の縦×横の本数（画素数）が、
1920×1080，1440×1080、または1280×720などの、SD信号より高解像度の映像信号であ
る。なお、映像信号には、音声のデータも含まれる。
【００３１】
　カメラ２は、記録装置１の外部入力端子１１と接続され、撮像して得られるSD信号を記
録装置１に出力する。カメラ３は、記録装置１の外部入力端子１２と接続され、撮像して
得られるHD信号を記録装置１に出力する。
【００３２】
　外部入力端子１１は、カメラ２からのSD信号を受信し、スイッチ１３の端子部１３aに
出力する。外部入力端子１２は、カメラ３からのHD信号を受信し、スイッチ１３の端子部
１３ｂに出力する。
【００３３】
　スイッチ１３は、制御部２２の制御により、信号分離部１４に出力する映像信号を、端
子部１３aに入力されたSD信号とするか、または、端子部１３ｂに入力されたHD信号とす
るかを切り替える。即ち、制御部２２によって端子部１３ａが設定された場合、信号分離
部１４には、カメラ２からのSD信号が供給される。一方、制御部２２によって端子部１３
ｂが設定された場合、信号分離部１４には、カメラ３からのHD信号が供給される。
【００３４】
　信号分離部１４は、入力された映像信号（SD信号またはHD信号）を、ビデオ信号、オー
ディオ信号、および、タイムコードなどが含まれるANC信号に分離し、それぞれをスイッ
チ１５の端子部１５aに出力する。また、信号分離部１４は、判別回路３１およびPLL回路
３２を内蔵している。
【００３５】
　判別回路３１は、スイッチ１３から供給された映像信号がHD信号であるか、またはSD信
号であるかを判別し、入力されている映像信号がHD信号であるか、またはSD信号であるか
を表す信号（制御信号）を制御部２２に供給する。なお、判別回路３１は、スイッチ１３
から映像信号が入力されている間、連続してHD信号またはSD信号を表す信号を制御部２２
に供給しても良いし、映像信号がHD信号とSD信号とで切り替わった時のみ、換言すれば、
これまでと異なる解像度の映像信号が入力された最初の時のみ、その映像信号の解像度を
表す信号を制御部２２に供給するようにしてもよい。
【００３６】
　PLL (Phase Locked Loop)回路３２は、制御部２２からの初期化の指令（制御信号）に
従い、入力された映像信号に含まれる同期信号（映像信号から抽出された同期信号）に同
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期させた基準同期信号を生成し、動作クロック信号生成部２０に供給する。具体的には、
映像信号がHD信号である場合、その映像信号から抽出される基準同期信号は７４MHzであ
り、映像信号がSD信号である場合、その映像信号から抽出される基準同期信号は２７MHz
である。なお、図１のブロック図で示される点線は同期信号を表し、実線は映像信号また
は制御信号を表している。
【００３７】
　スイッチ１５は、制御部２２の制御により、信号分離部１４から端子部１５aに供給さ
れた（ビデオ信号、オーディオ信号、ANC信号に分離された）映像信号を、端子部１５ｂ
から出力するか、または、端子部１５ｃから出力するかを切り替える。ここで、制御部２
２は、記録装置１にSD信号が入力されている場合、端子部１５ｂが選択されるように、ス
イッチ１５を制御する。一方、記録装置１にHD信号が入力されている場合、制御部２２は
、端子部１５ｃが選択されるように、スイッチ１５を制御する。
【００３８】
　従って、信号分離部１４からスイッチ１５にSD信号が供給された場合、そのSD信号は、
変換部１６の解像度変換部４１に出力される。一方、信号分離部１４からスイッチ１５に
HD信号が供給された場合、そのHD信号は、変換部１６の遅延部４２に出力される。
【００３９】
　変換部１６は、解像度変換部４１および遅延部４２を有している。解像度変換部４１に
は、スイッチ１５の端子部１５ｂから出力されたSD信号が入力される。解像度変換部４１
は、入力されるSD信号をHD信号にアップコンバート（解像度変換）して、スイッチ１７の
端子部１７aに出力する。遅延部４２には、スイッチ１５の端子部１５ｃからHD信号が供
給される。遅延部４２は、入力されたHD信号を、解像度変換部４１がSD信号をHD信号にア
ップコンバートするのに必要な所定時間（例えば、HD信号の画像を処理する時間で０．５
フレームから１フレーム分程度の処理時間）だけ遅延させ、スイッチ１７の端子部１７ｂ
に出力する。なお、以下において、SD信号をアップコンバートして得られたHD信号を、最
初からHD信号として入力された映像信号と区別して、コンバートHD信号と称する。
【００４０】
　スイッチ１７は、制御部２２の制御により、信号処理部１８に出力する映像信号を、端
子部１７aに入力された映像信号とするか、または、端子部１７ｂに入力された映像信号
とするかを切り替える。ここで、制御部２２は、記録装置１にSD信号が入力されている場
合、端子部１７ａが選択されるように、スイッチ１７を制御する。一方、記録装置１にHD
信号が入力されている場合、制御部２２は、端子部１７ｂが選択されるように、スイッチ
１７を制御する。
【００４１】
　信号処理部１８は、スイッチ１７から供給される映像信号（HD信号、または、コンバー
トHD信号）を、例えば、MPEG(Moving Picture Experts Group)方式によりエンコードして
、ディスク記録部１９に出力する。また、信号処理部１８は、ミュート回路５１を有して
おり、HD信号とSD信号との切り替え中に発生する乱れた映像など、記録させたくない映像
や音声を、制御部２２からの指令に従ってミュート（消去）することができる。ミュート
回路５１によるミュート機能がオンされた状態でディスク記録媒体への映像信号の記録が
実行されると、再生されたときの画像は、例えば、全画素において黒色の画像（黒画）と
なり、音声は、無音となる。
【００４２】
　ディスク記録部１９は、信号処理部１８から供給される（エンコードされた）映像信号
（HD信号またはコンバートHD信号）を、クリップ（ファイル）としてのディスク記録媒体
に記録する。ここで、クリップとは、１つの映像信号のディスク記録媒体への記録開始か
ら終了までの１回の記録処理を示す単位である。
【００４３】
　動作クロック信号生成部２０は、図２を参照して後述するように、PLL回路を有してお
り、信号分離部１４のPLL回路３２から供給される基準同期信号の位相に同期した同期信
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号を生成し、変換部１６やディスク記録部１９に供給する。記録装置１内の各ブロックは
、動作クロック信号生成部２０が出力する同期信号に基づいて動作する。以下、動作クロ
ック信号生成部２０が出力する同期信号を動作クロック信号と称する。また、動作クロッ
ク信号生成部２０は、動作クロック信号が安定しているか否か、即ち、動作クロック信号
のロック、アンロックのステータスを制御部２２に出力する。
【００４４】
　操作入力部２１は、液晶表示画面や操作パネルなどを備え、ユーザからの操作を受け付
け、その操作に対応する操作信号を制御部２２に供給する。
【００４５】
　制御部２２は、操作入力部２１からの操作信号などに応じて、各ブロックを制御する。
例えば、制御部２２は、入力された映像信号がSD信号であるか、またはHD信号であるかを
表す信号に応じてスイッチ１３、１５および１７を制御する。また、制御部２２は、入力
される映像信号がSD信号とHD信号との間で切り替わったタイミングで信号処理部１８に制
御信号を供給し、ミュート回路５１にミュートの機能をオンまたはオフさせる。なお、図
１では、制御部２２と各ブロックとの間の制御信号を表す実線の図示が一部省略されてい
るが、各ブロックは、必要に応じて相互に信号（制御信号またはデータ）を授受すること
が可能となされている。
【００４６】
　以上のように構成される記録装置１では、カメラ２からSD信号が供給された場合、その
SD信号をアップコンバートして得られるコンバートHD信号が、エンコードされた後、ディ
スク記録媒体に記録される。また、カメラ３からHD信号が供給された場合、そのHD信号が
、エンコードされた後、ディスク記録媒体に記録される。
【００４７】
　図２は、図１の動作クロック信号生成部２０の詳細な構成例を示している。
【００４８】
　動作クロック信号生成部２０は、位相比較器７１、LPF（Low Pass Filter）７２、水晶
発振器７３、1/N分周器７４、およびタイミングジェネレータ７５により構成されている
。
【００４９】
　位相比較器７１は、信号分離部１４のPLL回路３２（図１）から供給される基準同期信
号（基準信号）と1/N分周器７４から供給されるフィードバック信号（比較信号）の位相
差を比較して位相差信号をLPF７２に供給する。
【００５０】
　LPF７２は、位相差信号の高周波成分を除去して、水晶発振器７３に供給する。水晶発
振器７３は、LPF７２から供給される信号（高周波成分が除去された位相差信号）に基づ
いて、所定の周波数（発振周波数）の同期信号を出力する。水晶発振器７３から出力され
た同期信号は、1/N分周器７４およびタイミングジェネレータ７５に供給される。
【００５１】
　1/N分周器７４は、水晶発振器７３から供給される発振周波数の同期信号を1/Nの周波数
に分周して得られる、PLL回路３２から供給される基準同期信号と同一周波数のフィード
バック信号を位相比較器７１に供給する。
【００５２】
　従って、位相比較器７１、LPF７２、水晶発振器７３、および1/N分周器７４は、PLL回
路を構成しており、PLL回路３２から供給される基準同期信号に同期した同期信号をタイ
ミングジェネレータ７５に出力する。
【００５３】
　タイミングジェネレータ７５は、水晶発振器７３から供給される同期信号を用いて、垂
直成分用のクロック信号、水平成分用のクロック信号、フレーム処理用のクロック信号な
どの各種の動作クロック信号を生成し、記録装置１内の各ブロックに供給する。
【００５４】
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　以上のように構成される動作クロック信号生成部２０では、信号分離部１４のPLL回路
３２から供給される基準同期信号に同期した動作クロック信号を出力する。
【００５５】
　従って、信号分離部１４のPLL回路３２から供給される基準同期信号が安定していない
と、動作クロック信号生成部２０も安定した動作クロック信号を出力することができない
。そして、PLL回路３２が出力する基準同期信号は、入力された映像信号から抽出された
同期信号に基づいて生成されるため、基準同期信号が安定するためには、映像信号が安定
している必要がある。
【００５６】
　逆に言うと、記録装置１に入力される映像信号が、カメラ２が出力するSD信号からカメ
ラ３が出力するHD信号に切り替わった直後は、PLL回路３２は、安定した基準同期信号を
動作クロック信号生成部２０に出力することができず、動作クロック信号生成部２０も同
様に、安定した基準同期信号が得られないので、安定した動作クロック信号を出力するこ
とができない。そのため、入力される映像信号の解像度が切り替わった直後は、安定した
動作クロック信号が記録装置１の各ブロックに供給されるまで、ディスク記録媒体への映
像信号の記録を中断（終了）する必要がある。
【００５７】
　図３を参照して、図１の記録再生装置１に入力される映像信号の解像度が切り替わった
場合に記録装置１が行う処理（映像信号切り替え処理）について説明する。
【００５８】
　図３は、図１の記録装置１内の各ブロックの処理を説明するタイムチャートである。
【００５９】
　時刻ｔ11より以前は、図３に示すように、HD信号が記録装置１に入力され、“クリップ
１”としてディスク記録媒体に記録されている。時刻ｔ11において、入力される映像信号
がHD信号からSD信号に切り替わったとすると、信号分離部１４（の判別回路３１）は、時
刻ｔ11から時刻ｔ13前までの間に、入力される映像信号がHD信号からSD信号に切り替わっ
たことを検出し、SD信号が入力された旨を制御部２２に供給する。
【００６０】
　なお、時刻ｔ11以降、即ち、入力される映像信号がHD信号からSD信号に切り替わった時
点で、そこから抽出される基準同期信号が一時的に不安定となるので、動作クロック信号
生成部２０もアンロック状態となる。制御部２２は、動作クロック信号生成部２０から供
給されるアンロックのステータスに基づいて、ディスク記録部１９を制御し、映像信号の
ディスク記録媒体への記録を終了する。即ち、“クリップ１”としてのHD信号のディスク
記録媒体への記録が終了される。
【００６１】
　そして、SD信号が入力された旨の信号が信号分離部１４から制御部２２に供給されると
、制御部２２は、時刻ｔ13において、信号処理部１８を制御して、ミュート回路５１のミ
ュート機能をオンさせる。次に、時刻ｔ14において、制御部２２は、スイッチ１３、１５
および１７の端子部を、SD信号に対応する側に設定させる。即ち、制御部２２は、スイッ
チ１３に端子部１３ａを選択させ、スイッチ１５および１７に端子部１５ｂおよび１７a
をそれぞれ選択させる。
【００６２】
　時刻ｔ15において、制御部２２は、信号分離部１４に対して、入力されているSD信号に
対して基準同期信号を同期させるように指令する。これにより、信号分離部１４のPLL回
路３２は、出力する基準同期信号を、入力されたSD信号に含まれる同期信号に同期させる
処理を開始する。
【００６３】
　時刻ｔ16において、制御部２２は、動作クロック信号生成部２０にも、信号分離部１４
のPLL回路３２から供給される基準同期信号に動作クロック信号を同期させるように指令
する。これにより、動作クロック信号生成部２０の（位相比較器７１、LPF７２、水晶発
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振器７３、および1/N分周器７４で構成される）PLL回路は、出力する動作クロック信号を
、基準同期信号に同期させる処理を開始する。
【００６４】
　時刻ｔ17において、制御部２２は、初期化の指令を変換部１６に供給する。変換部１６
は、その指令を受けて、時刻ｔ17から初期化を開始し、時刻ｔ22に終了する。
【００６５】
　また、時刻ｔ21から時刻ｔ22の間に、信号分離部１４のPLL回路３２がロックし、動作
クロック信号生成部２０に安定した基準同期信号が供給されるようになる。動作クロック
信号生成部２０は、この時点から、実質的に基準同期信号に同期させる処理が開始され、
時刻ｔ32に、動作クロック信号が安定し、動作クロック信号生成部２０がロック状態とな
る。そして、動作クロック信号生成部２０から制御部２２にロックのステータスが供給さ
れ、時刻ｔ33において、制御部２２は、信号処理部１８のミュート機能をオフさせる。そ
して、ディスク記録媒体への映像信号の記録が再開され、SD信号がアップコンバートされ
たコンバートHD信号が、新たな“クリップ２”としてディスク記録媒体に記録される。
【００６６】
　以上のように、記録再生装置１は、入力される映像信号の解像度が切り替わり、動作ク
ロック信号生成部２０がアンロック状態となると、一旦クリップを終了し、動作クロック
信号生成部２０がロック状態となったときにディスク記録媒体への記録を開始する（再開
する）。
【００６７】
　ここで、それまでに記録していたクリップ（“クリップ１”）を終了してから、次のク
リップ（“クリップ２”）として記録を開始するまでの時間は、図３に示すように、５秒
以内である。
【００６８】
　なお、図３では、説明を分かり易くするため、制御部２２が、図中点線で示されるよう
に、一定間隔（例えば、１フレームを処理する時間）で指令を出力しているが、制御部２
２は、各ブロックからの応答に応じて適宜必要な指令をその都度出力することができる。
【００６９】
　図４は、図１の記録装置１の映像信号切り替え処理のフローチャートを示している。
【００７０】
　初めに、ステップＳ１１において、外部入力端子１１または１２は、カメラ２または３
から受信した映像信号を、スイッチ１３を介して信号分離部１４に供給する。なお、スイ
ッチ１３は、いま入力されている映像信号（SD信号かまたはHD信号か）に応じて端子部１
３aかまたは１３ｂのいずれかに設定されている。
【００７１】
　ステップＳ１２において、信号分離部１４の判別回路３１は、入力されてくる映像信号
がSD信号であるか、またはHD信号であるかを判別し、映像信号の解像度が切り替わったか
否か、即ち、入力されている映像信号がSD信号からHD信号に替わったか、または、HD信号
からSD信号に替わったかどうかを判定する。
【００７２】
　そして、ステップＳ１２で、映像信号の解像度が切り替わっていないと判定された場合
、ステップＳ１１に戻り、ステップＳ１１およびＳ１２の処理が繰り返される。一方、ス
テップＳ１２で、映像信号の解像度が切り替わったと判定された場合、ステップＳ１３に
進む。
【００７３】
　ステップＳ１３において、判別回路３１は、切り替わった後の映像信号の解像度を表す
制御信号を制御部２２に供給する。即ち、判別回路３１は、入力されてくる映像信号がSD
信号からHD信号に切り替わった場合、HD信号が入力された旨の制御信号を制御部２２に供
給し、入力されてくる映像信号がHD信号からSD信号に切り替わった場合、SD信号が入力さ
れた旨の制御信号を制御部２２に供給する。



(11) JP 4244045 B2 2009.3.25

10

20

30

40

50

【００７４】
　ステップＳ１４において、制御部２２は、動作クロック信号生成部２０から供給される
アンロックのステータスに基づいて、映像信号のディスク記録媒体への記録を中止する（
クリップの記録を終了する）。また、ステップＳ１４では、制御部２２は、ミュート回路
５１のミュート機能をオンさせたり、変換部１６を初期化させる。さらに、制御部２２は
、切り替わった映像信号の解像度に対応して、スイッチ１３、１５および１７の端子部の
設定なども行う。
【００７５】
　ステップＳ１５において、制御部２２は、信号分離部１４に対して、入力されている映
像信号に対して基準同期信号を同期させるように指令する。PLL回路３２は、出力する基
準同期信号を、入力された映像信号に含まれる同期信号に同期させる処理を開始する。
【００７６】
　ステップＳ１６において、動作クロック信号生成部２０は、出力する動作クロック信号
を、基準同期信号に同期させる処理を開始する。
【００７７】
　ステップＳ１７において、制御部２２は、動作クロック信号がロックしたか（安定した
か）、即ち、動作クロック信号生成部２０からロックのステータスが供給されたか否かを
判定し、動作クロック信号がロックしたと判定されるまで待機する。
【００７８】
　ステップＳ１７において、動作クロック信号がロックしたと判定された場合、ステップ
Ｓ１８に進み、制御部２２は、入力されている映像信号の記録処理を開始させる。即ち、
ステップＳ１８において、制御部２２は、信号処理部１８のミュート機能をオフさせ、映
像信号をディスク記録部１９に供給させるとともに、記録処理をディスク記録部１９に開
始させて、処理を終了する。
【００７９】
　図４のステップＳ１８により開始された記録処理は、図５に示すフローチャートに従っ
て実行される。なお、図５に示す処理は、記録装置１に供給される映像信号がSD信号であ
る場合の記録処理である。
【００８０】
　初めに、ステップＳ３１において、解像度変換部４１は、スイッチ１５を介して信号分
離部１４から供給されるSD信号をHD信号にアップコンバートして、ステップＳ３２に進む
。
【００８１】
　ステップＳ３２において、信号処理部１８は、解像度変換部４１から供給される、SD信
号がアップコンバートされたHD信号（コンバートHD信号）をMPEG方式などによりエンコー
ドして、ステップＳ３３に進む。
【００８２】
　ステップＳ３３において、ディスク記録部１９は、信号処理部１８から供給されるコン
バートHD信号を、ディスク記録媒体に記録して、ステップＳ３４に進む。
【００８３】
　ステップＳ３４では、記録終了か否かが判定される。ここで、記録終了と判定される場
合としては、動作クロック信号生成部２０がアンロック状態となった場合（即ち、カメラ
２からSD信号が供給されなくなった場合、または信号分離部１４に入力される映像信号が
SD信号からHD信号に切り替わった場合）やユーザが操作入力部２１において記録終了の操
作を行った場合などがある。ステップＳ３４で、記録終了ではないと判定された場合、ス
テップＳ３１に戻り、ステップＳ３１乃至Ｓ３４の処理が繰り返される。
【００８４】
　一方、ステップＳ３４において、記録終了と判定された場合、記録処理が終了される。
【００８５】
　次に、図６のフローチャートを参照して、記録装置１に供給される映像信号がHD信号で
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ある場合の記録処理について説明する。
【００８６】
　初めに、ステップＳ５１において、遅延部４２は、スイッチ１５を介して信号分離部１
４から供給されるHD信号を、解像度変換部４１がSD信号をHD信号にアップコンバートする
のに必要な所定時間だけ遅延させ、ステップＳ５２に進む。
【００８７】
　ステップＳ５２において、信号処理部１８は、遅延部４２から供給されるHD信号をMPEG
方式などによりエンコードして、ステップＳ５３に進む。
【００８８】
　ステップＳ５３において、ディスク記録部１９は、信号処理部１８から供給されるHD信
号を、ディスク記録媒体に記録して、ステップＳ５４に進む。
【００８９】
　ステップＳ５４では、記録終了か否かが判定される。ここで、記録終了と判定される場
合としては、動作クロック信号生成部２０がアンロック状態となった場合（即ち、カメラ
３からHD信号が供給されなくなった場合、または信号分離部１４に入力される映像信号が
HD信号からSD信号に切り替わった場合）やユーザが操作入力部２１において記録終了の操
作を行った場合などがある。ステップＳ５４で、記録終了ではないと判定された場合、ス
テップＳ５１に戻り、ステップＳ５１乃至Ｓ５４の処理が繰り返される。
【００９０】
　一方、ステップＳ５４において、記録終了と判定された場合、記録処理が終了される。
【００９１】
　以上のように、HD信号か、またはSD信号がカメラ２またはカメラ３から図１の記録装置
１に入力される。信号分離部１４（の判別回路３１）は、入力された映像信号がSD信号で
あるか、または、HD信号であるかを判別する。入力された映像信号がSD信号である場合に
は、解像度変換部４１が、SD信号をHD信号にアップコンバートする。入力された映像信号
がHD信号である場合には、遅延部４２が、入力されたHD信号を、解像度変換部４１がSD信
号をHD信号にアップコンバートするのに必要な所定時間だけ遅延させる。そして、ディス
ク記録部１９が、エンコード後のHD信号またはコンバートHD信号を、動作クロック信号に
基づいてディスク記録媒体に記録する。
【００９２】
　従って、入力されたHD信号に対して、遅延部４２が、解像度変換部４１がSD信号をHD信
号にアップコンバートするのに必要な所定時間だけ遅延させるようにしたので、記録装置
１に入力されてからディスク記録媒体に記録するまでの時間が、SD信号が入力された場合
もHD信号が入力された場合も同一となり、制御部２２は、記録装置１内の時間情報（時間
軸）を統一することができ、時間情報の管理（制御）が容易になる。
【００９３】
　また、HD信号とSD信号とで映像信号が切り替えられた場合、この２つの映像信号は同位
相の信号であるので、切り替えに際して、１フレーム（フィールド）も画像が乱れること
なく切り替えることが可能である。さらに、切り替えが瞬時に行われる場合には、ミュー
ト処理された映像信号（黒画）も挿入する事無く切り替えることが可能である。
【００９４】
　なお、上述した第１実施の形態では、記録装置１自身が、入力されてくる映像信号がSD
信号であるか、HD信号であるかを、入力された映像信号そのものから判別するとともに、
入力された映像信号に含まれる同期信号から、記録処理を行うための動作クロック信号を
生成（同期）していた。このことは、入力される映像信号だけから、必要な判断、処理を
全て自分（記録装置１内）で行って、映像信号をディスク記録媒体に記録することができ
るというメリットがある反面、入力されてくる映像信号の判別の処理に時間を要する、お
よび、基準同期信号がHD信号かSD信号かで異なるので、映像信号が切り替わってから、安
定した動作クロック信号が得られるまでに、それなりの時間を要するというデメリットも
ある。
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【００９５】
　そこで、入力される映像信号が切り替わっても、瞬時に映像信号の記録を再開すること
ができるようにした、換言すれば、クリップのディスク記録媒体への記録の中断（時間）
をなくすことを可能にした記録装置１の構成例について、図７を参照して説明する。
【００９６】
　即ち、図７は、本発明を適用した記録装置の第２実施の形態の構成例を示している。な
お、図７の記録装置１において、図１と対応する部分については、同一の符号を付してあ
り、その説明を適宜省略する。
【００９７】
　図７の記録装置１においては、信号分離部１４に代えて信号分離部８２が設けられてい
る点と、基準同期信号抽出部９１が新たに設けられている点を除いては、図１の記録装置
１と共通する。
【００９８】
　信号分離部８２は、判別回路３１およびPLL回路３２を有していない点を除いて、図１
の信号分離部１４と同様の処理を行う。即ち、信号分離部８２は、入力された映像信号を
、ビデオ信号、オーディオ信号、およびANC信号に分離し、それぞれをスイッチ１５の端
子部１５aに出力する。
【００９９】
　基準同期信号抽出部９１は、一定の周波数の基準同期信号を入力される映像信号から抽
出し、動作クロック信号生成部２０に出力する。図７では、外部入力端子１２に入力され
たHD信号が、基準同期信号抽出部９１に常に供給されるので、基準同期信号抽出部９１が
出力する基準同期信号の周波数は、上述したPLL回路３２が、HD信号から抽出する基準同
期信号と同一の７４MHzである。なお、外部入力端子１１に入力されるSD信号を基準同期
信号抽出部９１に常に供給するようにしてもよく、その場合、基準同期信号抽出部９１が
出力する基準同期信号の周波数は、２７MHzとなる。
【０１００】
　また、図７の記録装置１では、記録装置１に入力される映像信号がHD信号であるか、ま
たはSD信号であるかを、ユーザが操作入力部２１で設定する。操作入力部２１は、ユーザ
の操作に応じて、HD信号か、またはSD信号かを表す操作信号を制御部２２に供給する。
【０１０１】
　従って、図７の記録装置１では、入力されてくる映像信号の判別にかかる時間はゼロに
近く、動作クロック信号生成部２０には、常に一定の周波数の基準同期信号が供給される
ので、動作クロック信号生成部２０が入力されてくる映像信号の切り替わりでアンロック
状態となることがなく、映像信号が切り替わってもディスク記録媒体への記録を中断する
ことがない。即ち、HD信号とSD信号との切り替わりで中断せずにディスク記録媒体に映像
信号を記録することができる。
【０１０２】
　図８または図９それぞれは、本発明を適用した記録装置の第３または第４実施の形態の
構成例を示している。なお、図８および図９では、図７と対応する部分については、同一
の符号を付してあり、その説明を省略する。
【０１０３】
　図８の記録装置１は、基準同期信号抽出部９１に代えて基準同期信号生成部９２が設け
られている点、基準同期信号生成部９２が生成した基準同期信号を出力する外部出力端子
９３が新たに設けられている点、SD信号またはHD信号をそれぞれ入力させる外部入力端子
１１および１２と、外部入力端子１１または１２からの信号を選択するスイッチ１３とに
代えて、SD信号およびHD信号のいずれも入力可能な外部入力端子１００が設けられている
点、並びに、記録装置１に入力される映像信号が、SD信号であるか、または、HD信号であ
るのかを表す信号を入力する外部入力端子１０１が新たに設けられている点を除いては、
図７の記録装置１と同様に構成されている。なお、外部入力端子１０１は、例えば、RS-2
32Cインタフェースなどを採用することができる。
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【０１０４】
　また、図８では、図７のカメラ２および３に代えて、カメラ４が映像信号（HD信号また
はSD信号）を記録装置１に出力する。カメラ４は、例えば、内視鏡カメラなどとすること
ができ、内部にセットするレンズを交換することにより、HD信号とSD信号のいずれの映像
信号も出力することができる。また、カメラ４は、外部出力端子９３を介して基準同期信
号生成部９２から供給される基準同期信号に同期してHD信号またはSD信号を出力する。さ
らに、カメラ４は、内部にセットされたレンズの種別をセンサなどにより検知し、カメラ
４が出力する映像信号がHD信号であるか、またはSD信号であるかを表す信号を外部入力端
子１０１に出力する。
【０１０５】
　基準同期信号生成部９２は、カメラ４から記録装置１に入力される映像信号がHD信号で
あるか、またはSD信号であるかにかかわらず、一定の周波数の基準同期信号を生成し、動
作クロック信号生成部２０および外部出力端子９３に供給する。外部出力端子９３は、供
給される基準同期信号を（カメラ４に）出力する。
【０１０６】
　外部入力端子１００は、カメラ４から供給されるSD信号またはHD信号を受信し、信号分
離部１４に供給する。外部入力端子１０１には、外部入力端子１００に入力される映像信
号がSD信号であるか、またはHD信号であるかを表す信号が、カメラ４から供給される。外
部入力端子１０１は、その信号を受信し、制御部２２に供給する。
【０１０７】
　従って、図８の記録装置１においても、入力されてくる映像信号の判別にかかる時間は
ゼロに近く、動作クロック信号生成部２０には、常に一定の周波数の基準同期信号が供給
されるので、動作クロック信号生成部２０が入力されてくる映像信号の切り替わりでアン
ロック状態となることがなく、映像信号が切り替わってもディスク記録媒体への記録を中
断することがない。即ち、HD信号とSD信号との切り替わりで中断せずにディスク記録媒体
に記録することができる。
【０１０８】
　次に、図９に示す記録装置１では、基準同期信号生成部９２と外部出力端子９３が省略
され、代わりに、カメラ４から供給される基準同期信号を受信する外部入力端子１０２が
新たに設けられている点が、図８の記録装置１と異なる。
【０１０９】
　図９の記録装置１では、基準同期信号が、カメラ４から外部入力端子１０２に供給され
、外部入力端子１０２は、それを受信し、動作クロック信号生成部２０に供給する。この
基準同期信号は、上述した基準同期信号生成部９２が生成する基準同期信号と同様に、記
録装置１に入力される映像信号がHD信号であるか、またはSD信号であるかにかかわらず、
一定の周波数の信号である。
【０１１０】
　従って、図９の記録装置１においても、入力されてくる映像信号の判別にかかる時間は
ゼロに近く、動作クロック信号生成部２０には、常に一定の周波数の基準同期信号が供給
されるので、動作クロック信号生成部２０が入力されてくる映像信号の切り替わりでアン
ロック状態となることがなく、映像信号が切り替わってもディスク記録媒体への記録を中
断することがない。即ち、HD信号とSD信号との切り替わりで中断せずにディスク記録媒体
に記録することができる。
【０１１１】
　なお、図７乃至図９にそれぞれ示した記録装置１では、図１に示した記録装置１と同様
に、遅延部４２が、解像度変換部４１がSD信号をHD信号にアップコンバートするのに必要
な所定時間だけ遅延させるようにしたので、制御部２２は、記録装置１内の時間情報（時
間軸）を統一することができ、時間情報の管理（制御）が容易になる。また、HD信号とSD
信号とで映像信号が切り替えられた場合、この２つの映像信号は同位相の信号であるので
、切り替えに際して、１フレーム（フィールド）も画像が乱れることなく切り替えること
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が可能である。
【０１１２】
　次に、映像信号が切り替わってもディスク記録媒体への記録を中断せずに記録する処理
の一例として、図１０を参照して、図９に示した記録装置１における場合の映像信号切り
替え処理について説明する。
【０１１３】
　図１０は、図３のタイムチャートに対応する、図９の記録装置１内の各ブロックの処理
を説明するタイムチャートである。
【０１１４】
　図９では、時刻ｔ83に、“クリップ１”としてディスク記録媒体に記録されているHD信
号が、SD信号に切り替わるとする。この場合、その所定時間前、例えば、その２フレーム
分の処理にかかる時間前の時刻ｔ81において、SD信号が入力される旨の信号（SD信号を表
す信号）が、カメラ４から、外部入力端子１０１を介して制御部２２に供給される。
【０１１５】
　時刻ｔ81において、SD信号が入力される旨の信号を受けた制御部２２は、時刻ｔ82にお
いて、信号処理部１８を制御して、ミュート回路５１のミュート機能をオンさせる。次に
、時刻ｔ83において、制御部２２は、スイッチ１５および１７の端子部を、SD信号に対応
する側に設定させる。即ち、制御部２２は、スイッチ１５に端子部１５ｂを選択させ、ス
イッチ１７に端子部１７aを選択させる。
【０１１６】
　時刻ｔ84において、制御部２２は、初期化の指令を変換部１６に供給する。変換部１６
は、その指令を受けて、時刻ｔ84から初期化を開始し、時刻ｔ102に終了する。
【０１１７】
　変換部１６の初期化終了後、時刻ｔ103において、制御部２２は、信号処理部１８のミ
ュート機能をオフさせる。これにより、SD信号がアップコンバートされたコンバートHD信
号が、時刻ｔ81まで入力されていたHD信号と同一の“クリップ１”としてディスク記録媒
体に記録される。
【０１１８】
　即ち、図１に示した記録装置１では、図３を参照して説明したように、入力される映像
信号がHD信号からSD信号に切り替わった時点で、そこから抽出される基準同期信号が不安
定となり、２次的に、動作クロック信号生成部２０が生成する動作クロック信号も不安定
となるため、制御部２２は、動作クロック信号生成部２０から供給されるアンロックのス
テータスに基づいて、“クリップ１”としてのディスク記録媒体への記録を中断（終了）
した（入力される映像信号がSD信号からHD信号に切り替わった場合も同様）。
【０１１９】
　これに対して、図９の記録装置１では、動作クロック信号生成部２０は、外部入力端子
１０２を介して、カメラ４から供給される基準同期信号に基づいて動作クロック信号を生
成する。この基準同期信号の周波数は、上述したように、映像信号がHD信号であるか、ま
たはSD信号であるかにかかわらず一定であるので、動作クロック信号生成部２０が映像信
号の切り替わりでアンロック状態となることはない。
【０１２０】
　従って、制御部２２には、アンロックのステータスが供給されないので、“クリップ１
”としてのディスク記録媒体への記録は終了されず、ミュートのみが行われる。これによ
り、ミュート機能がオフされた後は、ディスク記録媒体にSD信号がアップコンバートされ
たコンバートHD信号を、同一の“クリップ１”として記録させることができる。
【０１２１】
　図１に示した記録装置１では、図３に示したしたように、映像信号の切り替わり時に、
出力する基準同期信号および動作クロック信号を安定させる（ロックさせる）ための時間
が、記録を再開するためのボトルネックとなっていた。図９の記録装置１では、この時間
がない分、“クリップ１”のディスク記録媒体への記録を迅速に再開することができる。
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例えば、 “クリップ１”のミュート時間は、図１０に示すように、１秒以内とすること
ができる。
【０１２２】
　次に、図１１のフローチャートを参照して、図９の記録装置１の映像信号切り替え処理
について説明する。
【０１２３】
　初めに、ステップＳ７１において、外部入力端子１００は、カメラ４から供給された映
像信号を受信し、信号分離部１４に供給する。
【０１２４】
　ステップＳ７２において、制御部２２は、外部入力端子１０１を介してカメラ４から供
給される信号に基づいて、入力されてくる映像信号の解像度が切り替わったか否かを判定
する。
【０１２５】
　そして、ステップＳ７２で、映像信号の解像度が切り替わっていないと判定された場合
、ステップＳ７１に戻り、ステップＳ７１およびＳ７２の処理が繰り返される。一方、ス
テップＳ７２で、映像信号の解像度が切り替わったと判定された場合、ステップＳ７３に
進む。
【０１２６】
　ステップＳ７３において、制御部２２は、ミュート回路５１のミュート機能をオンさせ
たり、変換部１６を初期化させる。そして、ステップＳ７４において、制御部２２は、切
り替わった映像信号の解像度に対応して、スイッチ１５および１７を設定し、ステップＳ
７５に進む。
【０１２７】
　ステップＳ７５において、制御部２２は、入力されている映像信号の記録処理を開始さ
せる。即ち、ステップＳ７５において、制御部２２は、信号処理部１８のミュート機能を
オフさせ、映像信号をディスク記録部１９に供給させるとともに、記録処理をディスク記
録部１９に開始させて、処理を終了する。
【０１２８】
　以上のように、図９の記録装置１によれば、入力される映像信号の解像度が切り替わっ
た場合でも、映像信号の記録が中断される時間を短く、または、ゼロにすることができ、
さらに、HD信号の１つのクリップ（ファイル）としてディスク記録媒体に記録することが
できる（図７および図８の記録装置１でも同様である）。
【０１２９】
　従って、映像信号の解像度を切り替えるごとにクリップが独立（分離）することがない
ので、カメラ４で撮影した画像を記録するユーザにとって、クリップの管理が容易になる
。
【０１３０】
　また、図７の記録装置１と同様に、HD信号が入力された場合には、変換部１６において
、アップコンバートにかかる処理と同一の時間だけ遅延させるようにしたので、SD信号と
HD信号の切り替えが行われているにも関わらず、１クリップのHD信号を、同一の時間軸（
タイムコード）でディスク記録媒体に記録することができる。
【０１３１】
　さらに、図８および図９の記録装置１では、映像信号を受信する（入力させる）外部入
力端子が１つで済むので、省スペース（装置の小型化）および部品点数削減による製造原
価の低減を実現することができる。また、HD信号とSD信号を１本のケーブルで記録装置１
に接続することができるので、記録装置１から遠い位置に設置されたカメラ４などと長い
ケーブルで接続する場合など特に使い易さが向上する。
【０１３２】
　なお、制御部２２は、信号処理部１８からディスク記録部１９に供給されている映像信
号が、入力されたときからHD信号となっていた映像信号（HD信号）であるのか、または、
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入力されたときはSD信号であって、記録装置１によってHD信号にアップコンバートされた
映像信号（コンバートHD信号）であるのかが、ディスク記録媒体から読み出したときに認
識することができるための情報（メタデータ）を、ディスク記録部１９に供給し、映像信
号とともに記録させることができる。
【０１３３】
　その実現方法としては、例えば、フレームの画像データなどリアルタイムにディスク記
録媒体から読み出される映像信号とは別に独立して読み出されるデータが記録されるメタ
データ領域（ノンリアルタイム領域）に、HD信号からコンバートHD信号に変化した変化点
（変化位置）、または、コンバートHD信号からHD信号に変化した変化点（変化位置）につ
いての情報を記録する方法がある。この場合、例えば、映像信号の解像度の切り替わりポ
イントをサーチすることができ、例えば、カメラ４が内視鏡カメラなどである場合、レン
ズを交換したポイントの頭出し操作などが可能となる。
【０１３４】
　また、その他の実現方法として、例えば、フレームの画像データとともにリアルタイム
にディスク記録媒体から読み出されるメタデータ領域（リアルタイムメタデータ領域）に
、そのフレームの画像が、解像度が変換された画像であるのか否かを表す情報を記録する
方法がある。この場合、例えば、解像度変換されて記録された画像であるのか否かを、読
み出した画像を表示させる表示装置の画面上に常に表示させておくことなどができる。
【０１３５】
　上述した例では、記録装置１が記録する記録媒体は、ディスク型の記録媒体（ディスク
記録媒体）としたが、それに限らず、半導体メモリなどでもよい。
【０１３６】
　上述した一連の処理は、ハードウエアにより実行させることもできるし、ソフトウエア
により実行させることもできる。一連の処理をソフトウエアにより実行させる場合には、
そのソフトウエアを構成するプログラムが、専用のハードウエアに組み込まれているコン
ピュータ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行する
ことが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、プログラム記録媒体からイ
ンストールされる。
【０１３７】
　図１１は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するパーソナルコンピュータの
構成の例を示すブロック図である。CPU（Central Processing Unit）３０１は、ROM（Rea
d Only Memory）３０２、または記憶部３０８に記憶されているプログラムに従って各種
の処理を実行する。RAM（Random Access Memory）３０３には、CPU３０１が実行するプロ
グラムやデータなどが適宜記憶される。これらのCPU３０１、ROM３０２、およびRAM３０
３は、バス３０４により相互に接続されている。
【０１３８】
　CPU３０１にはまた、バス３０４を介して入出力インタフェース３０５が接続されてい
る。入出力インタフェース３０５には、キーボード、マウス、マイクロホンなどよりなる
入力部３０６、CRT(Cathode Ray Tube)、LCD(Liquid Crystal display)などよりなるディ
スプレイ、スピーカなどよりなる出力部３０７が接続されている。CPU３０１は、入力部
３０６から入力される指令に対応して各種の処理を実行する。そして、CPU３０１は、処
理の結果を出力部３０７に出力する。
【０１３９】
　入出力インタフェース３０５に接続されている記憶部３０８は、例えばハードディスク
からなり、CPU３０１が実行するプログラムや各種のデータを記憶する。通信部３０９は
、インターネットやローカルエリアネットワークなどのネットワークを介して、または直
接に接続された外部の装置と通信する。
【０１４０】
　なお、通信部３０９は、無線または有線による通信を行うものでもよいし、無線と有線
の両方の通信が可能なものでもよい。さらに、その通信方式も特に限定されず、例えば、
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02.11b、および802.11gなどの無線LAN（Local Area Network）、またはBluetooth等様々
な無線通信方式が利用可能である。同様に、有線の場合も、IEEE1394，Ethernet（登録商
標）やUSB（Universal Serial Bus）等様々な有線通信方式が利用可能である。
【０１４１】
　入出力インタフェース３０５に接続されているドライブ３１０は、磁気ディスク、光デ
ィスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモリなどのリムーバブルメディア３２１が装着
されたとき、それらを駆動し、そこに記録されているプログラムやデータなどを取得する
。取得されたプログラムやデータは、必要に応じて記憶部３０８に転送され、記憶される
。また、プログラムやデータは、通信部３０９を介して取得され、記憶部３０８に記憶さ
れてもよい。
【０１４２】
　なお、本明細書において、フローチャートに記述されたステップは、記載された順序に
沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列
的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
【０１４３】
　また、本発明の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明
の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１４４】
【図１】本発明を適用した記録装置の第１実施の形態の構成例を示すブロック図である。
【図２】図１の動作クロック信号生成部２０の詳細な構成例を示すブロック図である。
【図３】図１の記録装置１内の各ブロックの処理を説明するタイムチャートである。
【図４】図１の記録装置１の映像信号切り替え処理を説明するフローチャートである。
【図５】SD信号が入力された場合の記録処理を説明するフローチャートである。
【図６】HD信号が入力された場合の記録処理を説明するフローチャートである。
【図７】本発明を適用した記録装置の第２実施の形態の構成例を示すブロック図である。
【図８】本発明を適用した記録装置の第３実施の形態の構成例を示すブロック図である。
【図９】本発明を適用した記録装置の第４実施の形態の構成例を示すブロック図である。
【図１０】図９の記録装置１内の各ブロックの処理を説明するタイムチャートである。
【図１１】図９の記録装置１の映像信号切り替え処理を説明するフローチャートである。
【図１２】本発明を適用したコンピュータの一実施の形態の構成例を示すブロック図であ
る。
【符号の説明】
【０１４５】
　１　記録装置，　１１，１２　外部入力端子，　１４　信号分離部，　１６　変換部，
　１８　信号処理部，　１９　ディスク記録部，　２０　動作クロック信号生成部，　２
１　操作入力部，　２２　制御部，　３１　判別回路，　３２　PLL回路，　４１　解像
度変換部，　４２　遅延部，　５１　ミュート回路，　８２　信号分離部，　９１　基準
同期信号抽出部，　９２　基準同期信号生成部，　９３　外部出力端子，　１００乃至１
０２　外部入力端子
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