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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送信号を受信してＴＶ映像を録画する録画装置において、
　チャンネルの異なる２以上の放送信号を同時に受信し、受信データを生成する放送信号
受信手段と、
　上記受信データからなるＴＶ映像をデータファイルとして保持し、データファイル内の
データの格納位置情報を保持するファイル管理テーブルが形成された不揮発性の記憶素子
と、
　上記ファイル管理テーブルの複製テーブルを保持する揮発性メモリと、
　上記複製テーブルにステータス情報として既定値を書き込むことによって、ＴＶ映像を
録画するための録画領域を上記記憶素子内に確保する録画領域設定手段と、
　格納位置情報を上記複製テーブルに書き込みながら、上記受信データを上記録画領域内
に書き込む受信データ書込み手段と、
　ＴＶ映像の録画終了時に、上記複製テーブル内の格納位置情報を上記ファイル管理テー
ブルに書き込み、書込み済みのチャンネルの受信データからなる映像ファイルを作成する
映像ファイル登録手段とを備え、
　上記映像ファイル登録手段は、２以上のチャンネルについて同時にＴＶ映像を録画して
いる場合に、１つのチャンネルについて録画が終了した時点で、録画が終了したＴＶ映像
の格納位置情報を上記ファイル管理テーブルに書き込むことにより映像ファイルを作成す
ることを特徴とする録画装置。
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【請求項２】
　上記記憶素子が着脱可能なメモリカードであることを特徴とする請求項１に記載の録画
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、録画装置に係り、さらに詳しくは、放送信号を受信してＴＶ映像を録画する
録画装置の改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　放送信号を受信してＴＶ映像をＳＤ（登録商標）カードなどの着脱可能なメモリカード
に録画することができる携帯電話機が従来から知られている。通常、ＴＶ映像の録画は、
一定サイズのブロック単位で受信データを書き込んではメモリカード上のＦＡＴを更新す
る動作を繰り返すことによって行われる。ＦＡＴ（File Allocation Table：ファイルア
ロケーションテーブル）とは、１つの放送番組を構成する一連の受信データをデータファ
イルとして管理するために、データファイル内のデータの格納位置を示す情報を保持する
マッピングテーブルのことである。
【０００３】
　一般に、放送信号を受信してＴＶ映像を録画する場合、同じデータを再度取得すること
はできないので、リアルタイムに受信データを書き込む必要がある。また、放送信号を受
信するチューナーが複数個あれば、チャンネルの異なる複数の放送信号を同時に受信でき
るが、各チャンネルの受信データを同じメモリカードにリアルタイムに書き込むためには
、同時受信するチャンネル数に応じてアクセス速度を上げる必要がある。しかしながら、
同じメモリカードへの書込みの場合、複数のチャンネルについて、受信データからなるデ
ータブロックを同時に書き込むことはできないので、書込み対象とするチャンネルを切り
替えながらデータブロックを書き込まなければならなかった。このため、従来の録画装置
では、書込み対象とするチャンネルを切り替えるごとにＦＡＴを更新しなければならない
ので、アクセス速度を上げたとしてもＦＡＴの更新に係るオーバーヘッドが大きく、録画
が間に合わなくなるという問題があった。
【０００４】
　なお、特許文献１には、チャンネルの異なる複数の放送信号の受信データを並行して記
録媒体に書き込む録画装置が記載されている。この特許文献１に記載の録画装置は、チャ
ンネルの異なる放送信号ごとに仮想ファイルを作成して受信データを書き込むものであり
、ＦＡＴの更新に係るオーバーヘッドを低減させるものではない。また、特許文献２には
、チャンネルの異なる２つの放送番組を連続して録画する技術が開示されている。この特
許文献２に記載の録画装置は、チャンネルの異なる２つの放送番組データを１つのストリ
ームとして処理するものであり、チャンネルの異なる複数の放送信号を同時に受信して録
画する際のオーバーヘッドを低減させるものではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－４５７２号公報
【特許文献２】特開２００６－１９８８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、チャンネルの異なる複数の放送信号
を受信して録画することができる録画装置を提供することを目的としている。特に、アク
セス速度を必要以上に上げなくても、複数のチャンネルの受信データをリアルタイムに書
き込むことができる録画装置を提供することを目的としている。また、１つのメモリカー
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ドに放送中の複数のＴＶ映像を録画することができる録画装置を提供することを目的とし
ている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の本発明による録画装置は、放送信号を受信してＴＶ映像を録画する録画装置であ
って、チャンネルの異なる２以上の放送信号を同時に受信し、受信データを生成する放送
信号受信手段と、上記受信データからなるＴＶ映像をデータファイルとして保持し、デー
タファイル内のデータの格納位置情報を保持するファイル管理テーブルが形成された不揮
発性の記憶素子と、上記ファイル管理テーブルの複製テーブルを保持する揮発性メモリと
、上記複製テーブルにステータス情報として既定値を書き込むことによって、ＴＶ映像を
録画するための録画領域を上記記憶素子内に確保する録画領域設定手段と、格納位置情報
を上記複製テーブルに書き込みながら、上記受信データを上記録画領域内に書き込む受信
データ書込み手段と、ＴＶ映像の録画終了時に、上記複製テーブル内の格納位置情報を上
記ファイル管理テーブルに書き込み、書込み済みのチャンネルの受信データからなる映像
ファイルを作成する映像ファイル登録手段とを備え、上記映像ファイル登録手段は、２以
上のチャンネルについて同時にＴＶ映像を録画している場合に、１つのチャンネルについ
て録画が終了した時点で、録画が終了したＴＶ映像の格納位置情報を上記ファイル管理テ
ーブルに書き込むことにより映像ファイルを作成するように構成される。
【０００８】
　この様な構成によれば、ＴＶ映像を録画するための録画領域を記憶素子内に予め確保し
て受信データを書き込み、ＴＶ映像の録画終了時に、書込み済みのチャンネルの受信デー
タからなる映像ファイルを作成するので、ファイル管理テーブルの更新に係るオーバーヘ
ッドを低減させることができる。従って、アクセス速度を必要以上に上げなくても、複数
のチャンネルの受信データをリアルタイムに書き込むことができる録画装置を実現するこ
とができる。
【０００９】
　また、１つのチャンネルについてＴＶ映像の録画が終了した時点で映像ファイルを作成
するので、他のチャンネルの録画中に電源遮断などの影響で受信データの書込みが中断さ
れた場合であっても、録画が終了しているＴＶ映像については、従来と同様にデータファ
イルとして保持され、記憶素子から読み出すことができる。
【００１１】
　第２の本発明による録画装置は、上記構成に加え、上記記憶素子が着脱可能なメモリカ
ードであるように構成される。この様な構成によれば、メモリカード上のファイル管理テ
ーブルの更新に係るオーバーヘッドが低減するので、１つのメモリカードに放送中の複数
のＴＶ映像を録画することができる。さらに、録画が終了した時点でファイル管理テーブ
ルに格納位置情報を書き込んで映像ファイルが作成され、電源遮断などによって録画が中
断された場合に、メモリカード上のファイル管理テーブル内に無意味な位置情報が残るの
を防ぐことができる。従って、他の機器でメモリカードにアクセスする際、中断された録
画に係る書込み済みの受信データはなかったものとして扱われ、当該受信データを誤認識
するのを防止することができる。

【発明の効果】
【００１２】
　本発明による録画装置によれば、ＴＶ映像を録画するための録画領域を記憶素子内に予
め確保して受信データを書き込み、ＴＶ映像の録画終了時に、書込み済みのチャンネルの
受信データからなる映像ファイルを作成するので、ファイル管理テーブルの更新に係るオ
ーバーヘッドを低減させることができる。従って、アクセス速度を必要以上に上げなくて
も、複数のチャンネルの受信データをリアルタイムに書き込むことができ、チャンネルの
異なる複数の放送信号を受信して録画することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１３】
【図１】本発明の実施の形態による録画装置の概略構成の一例を示したブロック図である
。
【図２】図１の録画装置１の動作例を模式的に示した説明図であり、ＦＡＴを利用するフ
ァイル管理システムが作成したディレクトリ構造の一例が示されている。
【図３】図１の録画装置１の動作例を模式的に示した説明図であり、メモリカード１６内
に形成されたファイル管理構造の一例が示されている。
【図４】図１の録画装置１の要部における構成例を示したブロック図であり、アクセス制
御部１５内の機能構成の一例が示されている。
【図５】図１の録画装置１における録画時の動作例を模式的に示した説明図であり、チャ
ンネルＡ及びチャンネルＢの放送番組を同時に録画する場合が示されている。
【図６】図１の録画装置１における録画時の動作例を模式的に示した説明図であり、録画
終了時のメモリカード１６内の様子が示されている。
【図７】図１の録画装置１における録画時の動作例を模式的に示した説明図であり、図６
のメモリカード１６におけるファイル管理テーブル３１内の様子が示されている。
【図８】図１の録画装置１における録画時の動作の一例を示したフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
＜録画装置＞
　図１は、本発明の実施の形態による録画装置１の概略構成の一例を示したブロック図で
ある。この録画装置１は、放送信号を受信してＴＶ映像をＳＤカードなどの着脱可能なメ
モリカード１６に録画する電子機器であり、例えば、ディスプレイや操作キーを有する携
帯情報端末に一機能として組み込まれたものが想定される。
【００１５】
　録画装置１は、アンテナ１０、２つの放送信号受信部１１、２つのエンコーダ部１２、
書込みバッファ１３、バッファ制御部１４、アクセス制御部１５及びメモリカード１６に
より構成される。アンテナ１０は、放送局から送信される放送波を受信するためのアンテ
ナであり、受信した放送信号は、各放送信号受信部１１に供給される。
【００１６】
　放送信号受信部１１は、予め指定されたチャンネルの信号を抽出するチューナーであり
、放送信号を受信して受信データを生成し、エンコーダ部１２へ出力する動作を行ってい
る。例えば、特定の周波数帯域を利用してＴＶ映像などが提供される地上デジタル放送の
場合、チャンネルに対応する周波数成分を抽出する動作が行われる。
【００１７】
　２つの放送信号受信部１１は、独立したチャンネルを指定することができ、異なるチャ
ンネルをそれぞれ抽出させることができる。
【００１８】
　エンコーダ部１２は、放送信号の受信データをメモリカード１６に書き込むための所定
の保存形式に変換するデータ形式変換手段であり、データ形式変換後の受信データは、バ
ッファ制御部１４へ出力される。具体的には、受信データを暗号化する処理、動画像及び
音声のビットレートを変更する処理、動画像の画像サイズを変更する処理、データの圧縮
形式を変更する処理が行われる。各エンコーダ部１２は、放送信号受信部１１からの受信
データを個別に処理することができる。
【００１９】
　書込みバッファ１３は、受信データを一時記憶するＲＡＭ（Random Access Memory）で
ある。バッファ制御部１４は、エンコーダ部１２からの受信データを一定サイズのブロッ
ク単位でメモリカード１６に書き込むために、書込みバッファ１３を用いてバッファリン
グする動作を行っている。例えば、５１２バイトのデータを１ブロックとして、受信デー
タのバッファリングが行われる。
【００２０】
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　また、チャンネルの異なる２つの放送信号にそれぞれ対応する受信データがエンコーダ
部１２から同時に入力される場合には、各チャンネルの受信データが一定サイズのブロッ
ク単位で交互にアクセス制御部１５へ出力されるようにバッファリングが行われる。
【００２１】
　メモリカード１６は、着脱可能な記録媒体であり、例えば、フラッシュメモリなどの不
揮発性の半導体記憶素子と、この半導体記憶素子に対するデータの読み書きを制御するコ
ントローラと、読み書きの際にデータを一時記憶するキャッシュメモリによって構成され
る。
【００２２】
　アクセス制御部１５は、メモリカード１６に対する受信データの読み書きを行うファイ
ル管理手段であり、書き込んだ一連の受信データは、データファイルとして保持される。
メモリカード１６では、この様なデータファイルや、複数のデータファイルからなるファ
イルフォルダが保持される。
【００２３】
　メモリカード１６に対する受信データの読み書きは、メモリカード１６上のファイル管
理テーブルを参照することによって行われる。このファイル管理テーブルでは、データフ
ァイル内のデータの格納位置を示す格納位置情報が保持される。
【００２４】
　ここでは、ＦＡＴを利用して受信データの読み書きが行われる場合の例について以下に
説明する。ファイル管理テーブルとしてＦＡＴを利用するファイル管理システムでは、最
上位の階層をルートディレクトリとし、ルートディレクトリに属する下位のディレクトリ
をサブディレクトリとするディレクトリ構造に基づいてファイルフォルダ及びデータファ
イルが管理される。
【００２５】
＜ディレクトリ構造＞
　図２は、図１の録画装置１の動作例を模式的に示した説明図であり、ＦＡＴを利用する
ファイル管理システムが作成したディレクトリ構造の一例が示されている。ＦＡＴを利用
するファイル管理システムでは、ファイルフォルダ又はデータファイルからなるディレク
トリがツリー状に形成される。
【００２６】
　この例では、ファイルフォルダ「フォルダＸ」を上位のディレクトリとし、このディレ
クトリに属する３つのサブディレクトリとして、２つのデータファイル「ファイルａ」及
び「ファイルｂ」と、１つのファイルフォルダ「フォルダＹ」が形成されている。また、
ファイルフォルダ「フォルダＹ」には、２つのデータファイル「ファイルｃ」及び「ファ
イルｄ」が下位のサブディレクトリとして形成されている。
【００２７】
　この様なディレクトリ構造は、フォルダ名やファイル名などの識別情報を含むディレク
トリ情報を作成することによって識別される。
【００２８】
　例えば、ＳＤビデオのフォーマットでは、ルートディレクトリ「ＳＤ－ＶＩＤＥＯ」の
下にサブディレクトリとしてファイルフォルダ「ＰＲＧ０ｘｘ」が作成される。１つのフ
ァイルフォルダ「ＰＲＧ０ｘｘ」には、１つの放送番組を格納するためのビデオファイル
と、制御データを格納するためのコントロールファイルとが作成される。
【００２９】
　ビデオファイルには、動画データ及び音声データが格納され、コントロールファイルに
は、映像ファイルの保存日時、タイトル、再生時間、作成者名などが格納される。
【００３０】
　本実施の形態では、ＴＶ映像の録画終了時に、録画データ用のファイルフォルダ及びデ
ータファイルが作成され、フォルダ名は、「ＰＲＧ００１」、「ＰＲＧ００２」、…、の
ように、録画が終了した順に付与される。
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【００３１】
＜ファイル管理構造＞
　図３は、図１の録画装置１の動作例を模式的に示した説明図であり、メモリカード１６
内に形成されたファイル管理構造の一例が示されている。ＦＡＴを利用するファイル管理
システムの場合、メモリカード１６内に、システム管理情報の格納領域２１、ファイル管
理テーブル３１の格納領域２２及びデータ領域２３が形成される。
【００３２】
　格納領域２１内のシステム管理情報としては、ファイルシステムやメモリカード１６の
固有情報が保持される。例えば、起動用のプログラム、ＦＡＴのパラメータ、ルートディ
レクトリに属するディレクトリ一覧情報などが保持される。ＦＡＴのパラメータとしては
、例えば、メモリカード１６にデータをクラスター単位で書き込む際、１クラスターを構
成するセクター数が保持される。
【００３３】
　ファイル管理テーブル３１には、データファイル２４内のデータやサブディレクトリ２
５の格納位置情報３３がポインタ３２に対応付けて保持されている。ポインタ３２は、ル
ートディレクトリやサブディレクトリ内のファイルフォルダ及びデータファイルと対応す
るファイル管理テーブル３１とを関連付けるための位置情報である。
【００３４】
　この例では、ファイル管理テーブル３１として、「格納位置情報Ａ１」が、データファ
イル「ファイルａ」のポインタ「Ｍ１」に対応付けて保持され、「格納位置情報Ａ２」が
、データファイル「ファイルｂ」のポインタ「Ｍ２」に対応付けて保持され、「格納位置
情報Ａ３」が、ファイルフォルダ「フォルダＹ」のポインタ「Ｍ３」に対応付けて保持さ
れている。
【００３５】
　データファイル２４内のデータの格納位置やサブディレクトリ２５の格納位置は、この
ファイル管理テーブル３１を参照することによって識別される。
【００３６】
　データ領域２３は、データファイル２４やサブディレクトリ２５の中身が格納される格
納領域であり、多数のセクターに区分されている。
【００３７】
　ＦＡＴによるファイル管理システムでは、例えば、５１２バイトの領域からなるセクタ
ーに区分され、セクター単位でデータの読み書きが行われる。ここでは、所定のセクター
数からなる連続領域をクラスターと呼び、データを書き込む際にはクラスター単位で書込
みが行われるものとする。
【００３８】
　実際のＦＡＴファイルシステムでは、クラスターごとにファイル管理テーブルが存在し
、ファイル管理テーブルの先頭からの相対位置がそのままメモリカード１６内のクラスタ
ーの位置（物理位置）を表している。従って、サブディレクトリ２５に保持されるポイン
タ３２は、ファイル管理テーブルの先頭からの相対位置を示す位置情報となっている。
【００３９】
　また、ファイル管理テーブルの格納位置情報３３としては、ＦＡＴ１６の場合、当該ク
ラスターが使用中であれば、０ｘｆ８ｆｆ～０ｘｆｆｆｆ、或いは、複数のクラスターに
またがってデータが格納されている場合のリンク先情報が書き込まれる。一方、当該クラ
スターが未使用の場合には、０ｘ００００が書き込まれる。
【００４０】
　チャンネルの異なる２つの放送信号を同時に受信して受信データを同じメモリカード１
６に書き込む場合、従来の録画装置では、一方のチャンネルの受信データを１ブロック書
き込んではファイル管理テーブル３１を更新し、書込み対象を他方のチャンネルに切り替
える動作を繰り返さなければならないので、オーバーヘッドが大きかった。具体的には、
まず、ファイル管理テーブル３１を参照して書込み可能な領域をサーチし、格納位置情報



(7) JP 4616396 B2 2011.1.19

10

20

30

40

50

３３をファイル管理テーブル３１に書き込みながら一方のチャンネルの受信データを１ブ
ロック書き込む動作が行われる。
【００４１】
　そして、一方のチャンネルの受信データが１ブロック書き込まれれば、書込み対象を他
方のチャンネルに切り替え、ファイル管理テーブル３１を参照して書込み可能な領域を再
度サーチする動作が繰り返される。
【００４２】
　これに対して、本実施の形態では、ファイル管理テーブル３１を複製した複製テーブル
にステータス情報として既定値を書き込むことによってＴＶ映像を録画するための録画領
域をメモリカード１６上に予め確保し、複製テーブルに格納位置情報を書き込みながら各
チャンネルの受信データを交互に録画領域内に書き込む動作が行われる。
【００４３】
＜アクセス制御部＞
　図４は、図１の録画装置１の要部における構成例を示したブロック図であり、アクセス
制御部１５内の機能構成の一例が示されている。このアクセス制御部１５は、書込み管理
部４１、書込み管理情報記憶部４２及び受信データ書込み部４５により構成され、バッフ
ァ制御部１４からの受信データをメモリカード１６に書き込む動作を行っている。
【００４４】
　書込み管理部４１は、録画領域設定部４１ａ、映像ファイル登録部４１ｂ及び管理テー
ブル読出し部４１ｃからなり、録画開始時に、メモリカード１６上のファイル管理テーブ
ル３１を参照して書込み可能な領域をサーチし、ＴＶ映像を録画するための録画領域を確
保する動作を行っている。そして、ＴＶ映像の録画が終了した時点で、書込みが終了した
チャンネルの受信データからなる映像ファイルやファイルフォルダを作成する動作が行わ
れる。
【００４５】
　録画領域設定部４１ａは、ファイル管理テーブル３１の複製テーブル４４にステータス
情報として既定値を書き込むことによって、ＴＶ映像を録画するための録画領域をメモリ
カード１６上に確保する動作を行っている。具体的には、所定のクラスターについて、ス
テータスを他割当中とすることによって録画領域を確保する動作が行われる。
【００４６】
　ＴＶ映像の録画開始時に録画領域設定部４１ａによって確保される録画領域は、録画開
始時刻及び録画終了時刻が予め指定された予約録画の場合、開始時刻から終了時刻までの
時間に対応する動画像が書き込めるサイズとなっている。また、ユーザ操作のタイミング
で録画を開始するような場合には、受信データの書込みの単位、例えば、１クラスターよ
りも十分大きな一定サイズのデータ領域が確保される。
【００４７】
　管理テーブル読出し部４１ｃは、録画領域設定部４１ａからの指示に基づいて、メモリ
カード１６からファイル管理テーブル３１やシステム管理情報を読み出し、書込み管理情
報記憶部４２内のシステム管理情報４３及び複製テーブル４４を更新する動作を行ってい
る。
【００４８】
　書込み管理情報記憶部４２は、システム管理情報４３と、複製テーブル４４とを書込み
管理情報として保持するＲＡＭである。
【００４９】
　映像ファイル登録部４１ｂは、ＴＶ映像の録画終了時に、複製テーブル４４内の格納位
置情報をファイル管理テーブル３１に書き込み、書込み済みのチャンネルの受信データか
らなる映像ファイルを作成する動作を行っている。
【００５０】
　受信データ書込み部４５は、書込み管理情報記憶部４２上の複製テーブル４４に格納位
置情報を書き込みながら、バッファ制御部１４からの受信データをメモリカード１６上に
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確保された録画領域内に書き込む動作を行っている。
【００５１】
　映像ファイル登録部４１ｂでは、１つのチャンネルについてＴＶ映像の録画が終了した
時点で、録画が終了したチャンネルの受信データからなる映像ファイルが作成されるもの
とする。
【００５２】
　図５（ａ）及び（ｂ）は、図１の録画装置１における録画時の動作例を模式的に示した
説明図であり、チャンネルＡの放送番組とチャンネルＢの放送番組とを同時に録画する場
合が示されている。図５（ａ）には、録画開始時の書込み管理情報記憶部４２及びメモリ
カード１６内の様子が示されている。また、図５（ｂ）には、メモリカード１６のデータ
領域２３に確保された録画領域Ｍｉ内に受信データからなるＤＢ（データブロック）５４
が書き込まれる様子が示されている。
【００５３】
　書込み管理情報記憶部４２内の複製テーブル４４には、ポインタ５１に対応付けて、格
納位置情報５２及びステータス情報５３が保持されている。
【００５４】
　放送番組の録画開始時には、複製テーブル４４にステータス情報５３として既定値、例
えば、「他割当中」を書き込むことによって、ＴＶ映像を録画するための録画領域Ｍｉが
メモリカード１６のデータ領域２３内に確保される。
【００５５】
　複製テーブル４４にステータス情報「他割当中」を書き込むことにより、録画中に、録
画領域Ｍｉ内に他のデータが書き込まれたり、録画領域Ｍｉ内の受信データが削除される
ことを禁止することができる。録画領域Ｍｉには、例えば、ポインタ「Ｍｉ」が自動的に
割り当てられる。
【００５６】
　録画中は、バッファ制御部１４からブロック単位で入力される受信データがメモリカー
ド１６の録画領域Ｍｉ内に順次書き込まれる。この例では、チャンネルＡの放送番組の受
信データからなるＤＢ５４と、チャンネルＢの放送番組の受信データからなるＤＢ５４と
が例えば交互にバッファ制御部１４からアクセス制御部１５の受信データ書込み部４５に
入力され、受信データ書込み部４５によって録画領域Ｍｉ内に書き込まれている。
【００５７】
　書き込まれるＤＢ５４は、一定サイズ、例えば、１クラスターの受信データからなる。
また、録画中は、ＤＢ５４を録画領域Ｍｉに書き込んでは、その格納位置情報が複製テー
ブル４４に書き込まれる。
【００５８】
　この例では、チャンネルＡとチャンネルＢとが同じビットレートで放送されている場合
が示されている。具体的には、チャンネルＡのＤＢ５４の書き込みに伴って、その格納位
置情報５２として「０ｘｆ８ｆｆ」が書き込まれ、ステータス情報５３が「他割当中」か
ら「割当済」に書き換えられる。次に、チャンネルＢのＤＢ５４の書き込みに伴って、そ
の格納位置情報５２として「０ｘｆ９ｆｆ」が書き込まれ、ステータス情報５３が「他割
当中」から「割当済」に書き換えられている。そして、チャンネルＡのＤＢ５４を録画領
域Ｍｉに書き込むと、その格納位置情報５２として「０ｘｆ８ｆｆ」が次のクラスターに
書き込まれている。
【００５９】
　チャンネルＡとチャンネルＢとが同じビットレートでなく、例えば、チャンネルＢがチ
ャンネルＡの２倍のビットレートで放送されている場合には、ＡＢＢＡＢＢＡ・・・の順
序でＤＢ５４の書込みが行われる。
【００６０】
　図６は、図１の録画装置１における録画時の動作例を模式的に示した説明図であり、録
画終了時のメモリカード１６内の様子が示されている。放送番組の録画終了時には、映像
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ファイル登録部４１ｂにより、書込み済みのチャンネルの受信データからなる映像ファイ
ルや録画データ用のファイルフォルダがメモリカード１６上に作成される。
【００６１】
　具体的には、データ領域２３内に、サブディレクトリ２５として、「ＳＤビデオ」、「
ＰＲＧ００１」及び「ＰＲＧ００２」が作成され、データファイル２４として、「ビデオ
１」、「コントロール１」、「ビデオ２」及び「コントロール２」が作成される。
【００６２】
　ファイルフォルダ「ＳＤビデオ」は、ファイルフォルダ「ＰＲＧ００１」及び「ＰＲＧ
００２」からなるルートディレクトリであり、フォルダ名にポインタ３２を関連付けて保
持するファイル名テーブルがデータ領域２３内に格納されている。
【００６３】
　この例では、チャンネルＡの放送番組に対応してフォルダ名「ＰＲＧ００１」にポイン
タ「Ｍｐｒｇ００１」を関連付け、チャンネルＢの放送番組に対応してフォルダ名「ＰＲ
Ｇ００２」にポインタ「Ｍｐｒｇ００２」を関連付けて保持されている。
【００６４】
　ファイルフォルダ「ＰＲＧ００１」は、データファイル「ビデオ１」及び「コントロー
ル１」からなるサブディレクトリであり、ファイル名にポインタ３２を関連付けて保持す
るファイル名テーブルがデータ領域２３内に格納されている。
【００６５】
　この例では、ファイル名「ビデオ１」にポインタ「Ｍｍｏｖ１」を関連付け、ファイル
名「コントロール１」にポインタ「Ｍｃｏｎｔ１」を関連付けて保持されている。
【００６６】
　データファイル「ビデオ１」内には、チャンネルＡの受信データが格納され、データフ
ァイル「コントロール１」内には、制御データが格納される。
【００６７】
　また、ファイルフォルダ「ＰＲＧ００２」は、データファイル「ビデオ２」及び「コン
トロール２」からなるサブディレクトリであり、ファイル名にポインタ３２を関連付けて
保持するファイル名テーブルがデータ領域２３内に格納されている。
【００６８】
　この例では、ファイル名「ビデオ２」にポインタ「Ｍｍｏｖ２」を関連付け、ファイル
名「コントロール２」にポインタ「Ｍｃｏｎｔ２」を関連付けて保持されている。
【００６９】
　データファイル「ビデオ２」内には、チャンネルＢの受信データが格納され、データフ
ァイル「コントロール２」内には、制御データが格納される。
【００７０】
　図７は、図１の録画装置１における録画時の動作例を模式的に示した説明図であり、図
６のメモリカード１６におけるファイル管理テーブル３１内の様子が示されている。放送
番組の録画終了時には、映像ファイル登録部４１ｂにより、書込み管理情報記憶部４２上
の複製テーブル４４に基づいて、ファイル管理テーブル３１に格納位置情報が書き込まれ
る。
【００７１】
　この例では、ファイルフォルダ「ＰＲＧ００１」のポインタ「Ｍｐｒｇ００１」に対応
付けて格納位置情報「０ｘｆ８ｆｆ」が保持され、データファイル「ビデオ１」内のデー
タが格納されている各クラスターには、ポインタ「Ｍｍｏｖ１」に対応付けて「格納位置
情報ｍｏｖ１ｍ」～「格納位置情報ｍｏｖ１ｎ」がそれぞれ保持されている。また、デー
タファイル「コントロール１」のポインタ「Ｍｃｏｎｔ１」に対応付けて格納位置情報「
０ｘｆ８ｆｆ」が保持されている。
【００７２】
　ファイルフォルダ「ＰＲＧ００２」のポインタ「Ｍｐｒｇ００２」に対応付けて格納位
置情報「０ｘｆ９ｆｆ」が保持され、データファイル「ビデオ２」内のデータが格納され
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ている各クラスターには、ポインタ「Ｍｍｏｖ２」に対応付けて「格納位置情報ｍｏｖ２
ｐ」～「格納位置情報ｍｏｖ２ｑ」がそれぞれ保持されている。また、データファイル「
コントロール２」のポインタ「Ｍｃｏｎｔ２」に対応付けて格納位置情報「０ｘｆ９ｆｆ
」が保持されている。
【００７３】
　録画終了時に、ファイル管理テーブル３１の格納位置情報３３を「０ｘ００００」から
「０ｘｆ８ｆｆ」や「０ｘｆ９ｆｆ」に書き換えることにより、当該クラスターのステー
タスが未使用の状態から使用中の状態に移行される。
【００７４】
　この様にファイル管理テーブル３１に格納位置情報３３を書き込んで映像ファイルやフ
ァイルフォルダを作成することにより、録画終了後には、チャンネルＡの放送番組に対応
する受信データと、チャンネルＢの放送番組に対応する受信データとが独立した録画デー
タとして読み書きすることができる。
【００７５】
　図８のステップＳ１０１～Ｓ１０９は、図１の録画装置１における録画時の動作の一例
を示したフローチャートである。まず、録画領域設定部４１ａは、メモリカード１６のシ
ステム管理情報及びファイル管理テーブル３１を参照して受信データの書込み可能な領域
をサーチし、ファイル管理テーブル３１をＲＡＭ（書込み管理情報記憶部４２）上に読み
出す（ステップＳ１０１，Ｓ１０２）。そして、複製テーブル４４にステータス情報５３
として既定値を書き込むことによって、ＴＶ映像の録画領域をメモリカード１６上に確保
する（ステップＳ１０３）。
【００７６】
　次に、受信データ書込み部４５は、バッファ制御部１４からの受信データをメモリカー
ド１６上に確保された録画領域内に書き込んでは、ＲＡＭ上の複製テーブル４４を更新す
ることをクラスター単位で繰り返す（ステップＳ１０４～Ｓ１０６）。
【００７７】
　映像ファイル登録部４１ｂは、１つのチャンネルについてＴＶ映像の録画が終了すると
、録画が終了した時点で、メモリカード１６上のファイル管理テーブル３１に格納位置情
報を書き込んで録画データ用のファイルフォルダ及びデータファイルを作成する（ステッ
プＳ１０６～Ｓ１０８）。
【００７８】
　ステップＳ１０４からステップＳ１０８までの処理手順は、受信可能な全てのチャンネ
ルについてＴＶ映像の録画が終了するまで繰り返される（ステップＳ１０９）。
【００７９】
　本実施の形態によれば、ＴＶ映像を録画するための録画領域をメモリカード１６内に予
め確保して受信データを書き込み、ＴＶ映像の録画終了時に、書込み済みのチャンネルの
受信データからなる映像ファイルを作成するので、ＦＡＴの更新に係るオーバーヘッドを
低減させることができる。従って、メモリカード１６に対するアクセス速度を必要以上に
上げなくても、複数のチャンネルの受信データをリアルタイムに書き込むことができる。
【００８０】
　また、１つのチャンネルについてＴＶ映像の録画が終了した時点で映像ファイル及びフ
ァイルフォルダを作成するので、他の放送信号の録画中に電源遮断やメモリカード１６が
装置本体から取り出されるなどの影響で録画が中断された場合であっても、録画が終了し
ているＴＶ映像については、従来と同様にデータファイルとして保持され、メモリカード
１６から読み出すことができる。
【００８１】
　さらに、録画が終了した時点でファイル管理テーブル３１に格納位置情報３３を書き込
んで映像ファイルが作成され、電源遮断などによって録画が中断された場合に、メモリカ
ード１６上のファイル管理テーブル３１内に無意味な位置情報が残るのを防ぐことができ
る。つまり、録画が終了するまでの間、格納位置情報は本体側のＲＡＭ（書込み管理情報
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記憶部４２）上に保持され、メモリカード１６側のＦＡＴは未使用の状態のままとなるた
め、録画中に電源が遮断されたとしても、ファイル管理テーブル３１に無意味な情報が保
持されるのを防止できる。従って、他の機器でメモリカード１６にアクセスする際、中断
された録画に係る書込み済みの受信データはなかったものとして扱われ、当該受信データ
を誤認識するのを防止することができる。
【００８２】
　なお、本実施の形態では、１つのチャンネルについてＴＶ映像の録画が終了した時点で
録画データ用のファイルフォルダ及びデータファイルがメモリカード１６上に作成される
場合の例について説明したが、本発明はこれに限られるものではない。例えば、受信可能
な全てのチャンネルについてＴＶ映像の録画が終了した時点で、チャンネルごとの映像フ
ァイルやファイルフォルダを作成しても良い。
【００８３】
　この様に構成すれば、受信可能な全てのチャンネルについてＴＶ映像の録画が終了した
時点で録画データ用のファイルフォルダ及びデータファイルをメモリカード１６上に作成
するので、ＴＶ映像の録画中における処理負荷の増大を抑制することができる。従って、
例えば、１つの放送番組の録画が終了すると同時に、別のチャンネルの放送番組の録画を
開始させるような場合であっても、これらの放送番組を正常に録画することができる。
【００８４】
　また、本実施の形態では、放送信号の受信データを格納するための不揮発性の記憶素子
として着脱可能なメモリカード１６が用いられる場合の例について説明したが、本発明は
これに限られるものではなく、装置本体から取り外せない記憶素子を用いても良い。例え
ば、ＳＳＤ（Solid State Disk）などの半導体記憶素子、或いは、ＨＤＤ（ハードディス
クドライブ）などの磁気記憶素子を受信データの格納のために用いるものも本発明には含
まれる。
【符号の説明】
【００８５】
１　録画装置
１０　アンテナ
１１　放送信号受信部
１２　エンコーダ部
１３　書込みバッファ
１４　バッファ制御部
１５　アクセス制御部
１６　メモリカード
２３　データ領域
２４　データファイル
２５　サブディレクトリ
３１　ファイル管理テーブル
３２　ポインタ
３３　格納位置情報
４１　書込み管理部
４１ａ　録画領域設定部
４１ｂ　映像ファイル登録部
４１ｃ　管理テーブル読出し部
４２　書込み管理情報記憶部
４３　システム管理情報
４４　複製テーブル
４５　受信データ書込み部
５１　ポインタ
５２　格納位置情報
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