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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報再生装置により再生されるべき記録情報及び当該記録情報の前記情報再生装置によ
る再生における再生態様を制御するための再生制御情報を含む単位記録情報と、一又は複
数の前記単位記録情報の再生態様を夫々制御するための管理制御情報と、を少なくとも含
んで構成されている再生専用記録媒体用の記録フォーマットに準拠しつつ追記型記録媒体
に情報を記録する情報記録装置であって、
　前記単位記録情報を前記追記型記録媒体に記録する第１記録手段と、
　一の前記単位記録情報の記録を終了する度に、当該記録された単位記録情報に対応する
と共に前記管理制御情報を後ほど形成して前記追記型記録媒体に記録するための仮の制御
情報である仮制御情報を生成する生成手段と、
　前記生成された仮制御情報を、前記単位記録情報が前記追記型記録媒体に記録される度
に当該追記型記録媒体に記録する第２記録手段と、
　を備え、
　前記仮制御情報が、既に前記追記型記録媒体に記録済みの各前記単位記録情報全ての再
生を制御するための前記管理制御情報を後ほど形成して前記追記型記録媒体に記録するた
めの、記録済みの当該各単位記録情報全てについての当該仮制御情報であり、
　前記第１記録手段は、当該第１記録手段により記録される前記単位記録情報に含まれる
前記記録情報を前記追記型記録媒体に記録後、当該記録情報と共に当該単位記録情報に含
まれる前記再生制御情報を当該記録情報よりも先に検出される前記追記型記録媒体上の領
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域に記録し、
　前記第２記録手段は、前記第１記録手段により前記記録情報が記録された領域と当該第
１記録手段により前記再生制御情報が記録された領域との間にある前記追記型記録媒体上
の領域に前記仮制御情報を記録することを特徴とする情報記録装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報記録装置において、
　前記追記型記録媒体に既に記録された前記記録情報の再生内容を変更する編集処理を実
行する編集手段を更に備え、
　前記生成手段は、前記編集処理が実行されたとき、当該編集処理後の前記記録情報の内
容に対応する前記仮制御情報を新たに生成し、
　前記第２記録手段は、前記新たに生成された仮制御情報を前記追記型記録媒体上の空き
領域内に記録することを特徴とする情報記録装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の情報記録装置において、
　前記追記型記録媒体に対する前記記録情報の記録を終了するとき、既に前記記録されて
いる仮制御情報を用いて前記管理制御情報を生成し、前記追記型記録媒体に記録する第３
記録手段を更に備えることを特徴とする情報記録装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の情報記録装置において、
　前記第３記録手段は、前記生成された管理制御情報を、前記単位記録情報よりも先に検
出される前記追記型記録媒体上の領域に記録することを特徴とする情報記録装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載の情報記録装置において、
　前記記録フォーマットはＤＶＤビデオ規格に準拠した記録フォーマットであると共に、
　前記追記型記録媒体はＤＶＤ－Ｒ（DVD-Recordable）であり、
　更に、前記単位記録情報は前記記録フォーマットにおけるＶＴＳ（Video Title Set）
、前記管理制御情報は前記記録フォーマットにおけるＶＭＧＩ（Video Manager Informat
ion）であることを特徴とする情報記録装置。
【請求項６】
　情報再生装置により再生されるべき記録情報及び当該記録情報の前記情報再生装置によ
る再生における再生態様を制御するための再生制御情報を含む単位記録情報と、一又は複
数の前記単位記録情報の再生態様を夫々制御するための管理制御情報と、を少なくとも含
んで構成されている再生専用記録媒体用の記録フォーマットに準拠しつつ追記型記録媒体
に情報を記録する情報記録方法であって、
　前記単位記録情報を前記追記型記録媒体に記録する第１記録工程と、
　一の前記単位記録情報の記録を終了する度に、当該記録された単位記録情報に対応する
と共に前記管理制御情報を後ほど形成して前記追記型記録媒体に記録するための仮の制御
情報である仮制御情報を生成する生成工程と、
　前記生成された仮制御情報を、前記単位記録情報が前記追記型記録媒体に記録される度
に当該追記型記録媒体に記録する第２記録工程と、
　を備え、
　前記仮制御情報が、既に前記追記型記録媒体に記録済みの各前記単位記録情報全ての再
生を制御するための前記管理制御情報を後ほど形成して前記追記型記録媒体に記録するた
めの、記録済みの当該各単位記録情報全てについての当該仮制御情報であり、
　前記第１記録工程においては、当該第１記録工程により記録される前記単位記録情報に
含まれる前記記録情報を前記追記型記録媒体に記録後、当該記録情報と共に当該単位記録
情報に含まれる前記再生制御情報を当該記録情報よりも先に検出される前記追記型記録媒
体上の領域に記録し、
　前記第２記録工程においては、前記第１記録工程により前記記録情報が記録された領域
と当該第１記録工程により前記再生制御情報が記録された領域との間にある前記追記型記
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録媒体上の領域に前記仮制御情報を記録することを特徴とする情報記録方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の情報記録方法において、
　前記追記型記録媒体に既に記録された前記記録情報の再生内容を変更する編集処理を実
行する編集工程を更に備え、
　前記生成工程においては、前記編集処理が実行されたとき、当該編集処理後の前記記録
情報の内容に対応する前記仮制御情報を新たに生成し、
　前記第２記録工程においては、前記新たに生成された仮制御情報を前記追記型記録媒体
上の空き領域内に記録することを特徴とする情報記録方法。
【請求項８】
　請求項６又は７に記載の情報記録方法において、
　前記追記型記録媒体に対する前記記録情報の記録を終了するとき、既に前記記録されて
いる仮制御情報を用いて前記管理制御情報を生成し、前記追記型記録媒体に記録する第３
記録工程を更に備えることを特徴とする情報記録方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の情報記録方法において、
　前記第３記録工程においては、前記生成された管理制御情報を、前記単位記録情報より
も先に検出される前記追記型記録媒体上の領域に記録することを特徴とする情報記録方法
。
【請求項１０】
　情報再生装置により再生されるべき記録情報及び当該記録情報の前記情報再生装置によ
る再生における再生態様を制御するための再生制御情報を含む単位記録情報と、一又は複
数の前記単位記録情報の前記再生態様を夫々制御するための管理制御情報と、を少なくと
も含んで構成されている再生専用記録媒体用の記録フォーマットに準拠しつつ追記型記録
媒体に情報を記録する情報記録装置に含まれる記録コンピュータを、
　前記単位記録情報を前記追記型記録媒体に記録する第１記録手段、
　一の前記単位記録情報の記録を終了する度に、当該記録された単位記録情報に対応する
と共に前記管理制御情報を後ほど形成して前記追記型記録媒体に記録するための仮の制御
情報である仮制御情報を生成する生成手段、
　及び、
　前記生成された仮制御情報を、前記単位記録情報が前記追記型記録媒体に記録される度
に当該追記型記録媒体に記録する第２記録手段、
　として機能させる記録制御プログラムであって、
　前記仮制御情報が、既に前記追記型記録媒体に記録済みの各前記単位記録情報全ての再
生を制御するための前記管理制御情報を後ほど形成して前記追記型記録媒体に記録するた
めの、記録済みの当該各単位記録情報全てについての当該仮制御情報であり、
　前記第１記録手段として機能する前記記録コンピュータを、当該第１記録手段として機
能する前記記録コンピュータにより記録される前記単位記録情報に含まれる前記記録情報
を前記追記型記録媒体に記録後、当該記録情報と共に当該単位記録情報に含まれる前記再
生制御情報を当該記録情報よりも先に検出される前記追記型記録媒体上の領域に記録する
ように機能させ、
　更に前記第２記録手段として機能する前記記録コンピュータを、前記第１記録手段とし
て機能する前記記録コンピュータにより前記記録情報が記録された領域と当該第１記録手
段として機能する前記記録コンピュータにより前記再生制御情報が記録された領域との間
にある前記追記型記録媒体上の領域に前記仮制御情報を記録するように機能させることを
特徴とする記録制御プログラムが前記記録コンピュータで読取可能に記録された情報記録
媒体。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の情報記録媒体において、
　前記記録コンピュータを、前記追記型記録媒体に既に記録された前記記録情報の再生内
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容を変更する編集処理を実行する編集手段として更に機能させると共に、
　前記生成手段として機能する前記記録コンピュータを、前記編集処理が実行されたとき
、当該編集処理後の前記記録情報の内容に対応する前記仮制御情報を新たに生成するよう
に機能させ、
　更に前記第２記録手段として機能する前記記録コンピュータを、前記新たに生成された
仮制御情報を前記追記型記録媒体上の空き領域内に記録するように機能させることを特徴
とする前記記録制御プログラムが前記記録コンピュータで読取可能に記録された情報記録
媒体。
【請求項１２】
　請求項１０又は１１に記載の情報記録媒体において、
　前記記録コンピュータを、前記追記型記録媒体に対する前記記録情報の記録を終了する
とき、既に前記記録されている仮制御情報を用いて前記管理制御情報を生成し、前記追記
型記録媒体に記録する第３記録手段として更に機能させることを特徴とする前記記録制御
プログラムが前記記録コンピュータで読取可能に記録された情報記録媒体。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の情報記録媒体において、
　前記第３記録手段として機能する前記記録コンピュータを、前記生成された管理制御情
報を、前記単位記録情報よりも先に検出される前記追記型記録媒体上の領域に記録するよ
うに機能させることを特徴とする前記記録制御プログラムが前記記録コンピュータで読取
可能に記録された情報記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、情報記録装置、情報記録方法及び記録制御プログラムが記録された情報記録媒
体の技術分野に属し、より詳細には、音楽情報又は画像情報等の情報を追記型の記録媒体
に記録する情報記録装置及び情報記録方法並びに当該情報記録のための記録制御プログラ
ムが記録された情報記録媒体の技術分野に属する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、光ディスクの分野における高記録容量化の傾向が顕著であり、これに伴って一本の
映画等を圧縮した上で記録した再生専用の光ディスク（いわゆるＤＶＤ）が一般化しつつ
ある。
【０００３】
ここで、当該高記録容量の光ディスクに映画等の情報（一般にはコンテンツと称される場
合もある。）を記録する場合のその記録方式には、大別して二つの方式がある。
【０００４】
すなわち、第１の記録方式としては、記録すべき情報の再生態様を制御するための再生制
御情報（ＤＶＤの規格においてはナビゲーション情報とも称される。）を当該情報との対
応関係を考慮しつつ当該情報の全てについて予めハードディスク上等において作成し、当
該作成した再生制御情報と、これに対応する情報本体（コンテンツ）そのものとを纏めて
、光ディスク上にディスクアットワンス方式（追記記録方式）で記録する、実時間とは無
関係のいわゆるオーサリング方式と称される記録方式がある。
【０００５】
また、第２の記録方式としては、例えばテレビジョン放送により配信されている情報本体
を受信し実時間に沿って光ディスク上に記録すると共に、当該情報本体に対応する再生制
御情報等を生成し、それを当該情報本体とは別ファイルとして光ディスクに記録する記録
方式がある。
【０００６】
このとき、上記した再生専用のＤＶＤには、上記二つの方式のうちのオーサリング方式に
則って実時間とは無関係に生成された再生制御情報及び対応する情報本体が記録されてい
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る。なお、この場合、その情報等の記録に当たっては、当該再生専用のＤＶＤに直接情報
等が記録されるのではなく、情報等が記録された再生専用のＤＶＤを大量生産するための
いわゆるディスク原盤にその再生制御情報及び情報本体を記録し、このディスク原盤に基
づき作成されたいわゆるスタンパディスクを用いていわゆるレプリカ処理が実行されるこ
とで上記再生専用のＤＶＤが大量生産されることとなる。
【０００７】
一方、最近では、記録可能なＤＶＤとして、いわゆるＤＶＤ－Ｒ（DVD-Recordable。一回
のみ記録が可能な追記型のＤＶＤ）が存在しており、当該ＤＶＤ－Ｒについてはそれに種
々の情報を記録するためのいわゆるアプリケーション規格が策定されつつある段階である
。
【０００８】
他方、現在一般化している光ディスクとしては、上記各ＤＶＤの他に、ＣＤ（Compact　D
isc）又はＣＤ－Ｒ（CD-Recordable。一回のみ記録が可能なＣＤ）或いはＣＤ－ＲＷ（CD
-Rewritable。複数回の記録が可能なＣＤ）等があるが、これらの各光ディスクについて
は、それらを一台の情報再生装置にて再生するように構成していわゆる互換性を向上させ
ることが求められるのが一般的である。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記した再生専用のＤＶＤとＤＶＤ－Ｒとの関係においては、前者が実時
間に無関係に情報本体及び再生制御情報が生成され、それらが纏めて記録されているのに
対し、後者は実時間に沿って情報本体及び再生制御情報が生成され、それらが独立したフ
ァイルとして記録されるため、再生専用のＤＶＤ上の情報を再生するための情報再生装置
を用いてＤＶＤ－Ｒに記録されている情報を再生することは、不可能であるか、又はＤＶ
Ｄ－Ｒに記録されている情報を再生するためには再生専用ＤＶＤ用の情報再生装置に対し
て大規模な改造を加える必要があるという問題点があった。
【００１０】
そこで、本発明は上記の問題点に鑑みて為されたもので、その課題は、実時間に沿って情
報を追記型の光ディスクに記録する場合に、実時間に無関係に情報が記録された再生専用
光ディスク用の情報再生装置によっても再生することが可能なように当該情報を記録する
ことが可能な情報記録装置及び情報記録方法並びに当該情報記録のための記録制御プログ
ラムが記録された情報記録媒体を提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　上記の課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、情報再生装置により再生され
るべき記録情報及び当該記録情報の前記情報再生装置による再生における再生態様を制御
するための再生制御情報を含む単位記録情報と、一又は複数の前記単位記録情報の再生態
様を夫々制御するための管理制御情報と、を少なくとも含んで構成されているＤＶＤ等の
再生専用記録媒体用の記録フォーマットに準拠しつつＤＶＤ－Ｒ等の追記型記録媒体に情
報を記録する情報記録装置であって、前記単位記録情報を前記追記型記録媒体に記録する
ピックアップ等の第１記録手段と、一の前記単位記録情報の記録を終了する度に、当該記
録された単位記録情報に対応すると共に前記管理制御情報を後ほど形成して前記追記型記
録媒体に記録するための仮の制御情報である仮制御情報を生成するシステムコントローラ
等の生成手段と、前記生成された仮制御情報を前記単位記録情報が前記追記型記録媒体に
記録される度に当該追記型記録媒体に記録するピックアップ等の第２記録手段と、を備え
、前記仮制御情報が、既に前記追記型記録媒体に記録済みの各前記単位記録情報全ての再
生を制御するための前記管理制御情報を後ほど形成して前記追記型記録媒体に記録するた
めの、記録済みの当該各単位記録情報全てについての当該仮制御情報であり、前記第１記
録手段は、当該第１記録手段により記録される前記単位記録情報に含まれる前記記録情報
を前記追記型記録媒体に記録後、当該記録情報と共に当該単位記録情報に含まれる前記再
生制御情報を当該記録情報よりも先に検出される前記追記型記録媒体上の領域に記録し、
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前記第２記録手段は、前記第１記録手段により前記記録情報が記録された領域と当該第１
記録手段により前記再生制御情報が記録された領域との間にある前記追記型記録媒体上の
領域に前記仮制御情報を記録するように構成される。
【００２３】
　上記の課題を解決するために、請求項６に記載の発明は、情報再生装置により再生され
るべき記録情報及び当該記録情報の前記情報再生装置による再生における再生態様を制御
するための再生制御情報を含む単位記録情報と、一又は複数の前記単位記録情報の再生態
様を夫々制御するための管理制御情報と、を少なくとも含んで構成されているＤＶＤ等の
再生専用記録媒体用の記録フォーマットに準拠しつつＤＶＤ－Ｒ等の追記型記録媒体に情
報を記録する情報記録方法であって、前記単位記録情報を前記追記型記録媒体に記録する
第１記録工程と、一の前記単位記録情報の記録を終了する度に、当該記録された単位記録
情報に対応すると共に前記管理制御情報を後ほど形成して前記追記型記録媒体に記録する
ための仮の制御情報である仮制御情報を生成する生成工程と、前記生成された仮制御情報
を前記単位記録情報が前記追記型記録媒体に記録される度に当該追記型記録媒体に記録す
る第２記録工程と、を備え、前記仮制御情報が、既に前記追記型記録媒体に記録済みの各
前記単位記録情報全ての再生を制御するための前記管理制御情報を後ほど形成して前記追
記型記録媒体に記録するための、記録済みの当該各単位記録情報全てについての当該仮制
御情報であり、前記第１記録工程においては、当該第１記録工程により記録される前記単
位記録情報に含まれる前記記録情報を前記追記型記録媒体に記録後、当該記録情報と共に
当該単位記録情報に含まれる前記再生制御情報を当該記録情報よりも先に検出される前記
追記型記録媒体上の領域に記録し、前記第２記録工程においては、前記第１記録工程によ
り前記記録情報が記録された領域と当該第１記録工程により前記再生制御情報が記録され
た領域との間にある前記追記型記録媒体上の領域に前記仮制御情報を記録するように構成
される。
【００３３】
　上記の課題を解決するために、請求項１０載の発明は、情報再生装置により再生される
べき記録情報及び当該記録情報の前記情報再生装置による再生における再生態様を制御す
るための再生制御情報を含む単位記録情報と、一又は複数の前記単位記録情報の再生態様
を夫々制御するための管理制御情報と、を少なくとも含んで構成されている再生専用記録
媒体用の記録フォーマットに準拠しつつ追記型記録媒体に情報を記録する情報記録装置に
含まれる記録コンピュータを、前記単位記録情報を前記追記型記録媒体に記録する第１記
録手段、一の前記単位記録情報の記録を終了する度に、当該記録された単位記録情報に対
応すると共に前記管理制御情報を後ほど形成して前記追記型記録媒体に記録するための仮
の制御情報である仮制御情報を生成する生成手段、及び、前記生成された仮制御情報を、
前記単位記録情報が前記追記型記録媒体に記録される度に当該追記型記録媒体に記録する
第２記録手段、として機能させる記録制御プログラムであって、前記仮制御情報が、既に
前記追記型記録媒体に記録済みの各前記単位記録情報全ての再生を制御するための前記管
理制御情報を後ほど形成して前記追記型記録媒体に記録するための、記録済みの当該各単
位記録情報全てについての当該仮制御情報であり、前記第１記録手段として機能する前記
記録コンピュータを、当該第１記録手段として機能する前記記録コンピュータにより記録
される前記単位記録情報に含まれる前記記録情報を前記追記型記録媒体に記録後、当該記
録情報と共に当該単位記録情報に含まれる前記再生制御情報を当該記録情報よりも先に検
出される前記追記型記録媒体上の領域に記録するように機能させ、更に前記第２記録手段
として機能する前記記録コンピュータを、前記第１記録手段として機能する前記記録コン
ピュータにより前記記録情報が記録された領域と当該第１記録手段として機能する前記記
録コンピュータにより前記再生制御情報が記録された領域との間にある前記追記型記録媒
体上の領域に前記仮制御情報を記録するように機能させることを特徴とする記録制御プロ
グラムが前記記録コンピュータで読取可能に記録されている。
【００４３】
【発明の実施の形態】
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次に、本発明に好適な実施の形態について、図面に基づいて説明する。
【００４４】
なお、以下に説明する実施の形態は、再生専用のＤＶＤ（対応する規格名は「JIS　X6241
　120mmDVD再生専用ディスク規格」である。）における映画等の情報の記録フォーマット
規格であるＤＶＤビデオ規格に則ると共に追記型記録媒体としてのＤＶＤ－Ｒに対して画
像等の記録情報を記録する情報記録装置について本発明を適用した場合の実施の形態であ
る。
【００４５】
（Ｉ）ＤＶＤビデオ規格の実施形態
始めに、具体的な実施の形態について説明する前に、実施形態の情報記録装置が記録フォ
ーマットとして対応すべき上記ＤＶＤビデオ規格について、その概要を図１乃至図４を用
いて説明する。
【００４６】
なお、図１及び図３は当該ＤＶＤビデオ規格における物理的記録フォーマットを示す図で
あり、図２は当該ＤＶＤビデオ規格におけるＧＯＰ（Group　Of　Picture）の構成を示す
図であり、図４は当該ＤＶＤビデオ規格における論理フォーマットを示す図である。
【００４７】
図１に示すように、ＤＶＤビデオ規格に則って記録情報が記録されているＤＶＤ１は、そ
の最内周部にリードインエリアＬＩを有すると共にその最外周部にリードアウトエリアＬ
Ｏを有しており、その間に、映像情報及び音声情報が、夫々にＩＤ（識別）番号を有する
複数のＶＴＳ３（ＶＴＳ＃１乃至ＶＴＳ＃ｎ）に分割されて記録されている。
【００４８】
ここで、ＶＴＳとは、関連する（それに含まれる音声情報及び副映像情報（映画における
字幕等の副映像の情報をいう。）の数や、仕様、対応言語等の属性が同じ）タイトル（映
画等の、製作者が視聴者に提示しようとする一つの作品）を一まとめにしたセット（纏ま
り）であり、より具体的には、例えば、一本の同じ映画について、異なる言語のセルフ等
を有する複数の映画が夫々にタイトルとして記録されていたり、又は、同じ映画であって
も劇場版と特別版とが夫々別のタイトルとして記録されていたりするものである。
【００４９】
また、ＶＴＳ３が記録されている領域の直前には、ビデオマネージャ２が記録される。こ
のビデオマネージャ２として記録される情報であるＶＭＧＩとしては、例えば、当該ＶＭ
ＧＩ全体を管理するための管理テーブル、各タイトルの名前を示すメニュー，夫々のタイ
トルにアクセスするためのアクセステーブル並びにこれらの情報のバックアップ情報等、
当該ＤＶＤ１に記録される映像情報及び音声情報の全体に係わる情報が含まれている。
【００５０】
更に、上記管理テーブルに含まれる情報としては、各ＶＴＳ３が記述されているＤＶＤ１
上の位置を示すサーチポインタ及び当該サーチポインタにより示される位置に記録されて
いる当該ＶＴＳ３の属性情報等が含まれている。
【００５１】
更にまた、ビデオマネージャ２とリードインエリアＬＩとの間には、ＤＶＤ１に記録され
ている情報全体を識別するためのボリューム情報４と、ビデオマネージャ２及び各ＶＴＳ
３におけるデータのファイル構造を示すファイルシステム情報５と、が記録されている。
【００５２】
次に、一のＶＴＳ３は、コントロールデータ１１を先頭として、夫々にＩＤ番号を有する
複数のＶＯＢ１０に分割されて記録されている。ここで、複数のＶＯＢ１０により構成さ
れている部分をＶＯＢセット（ＶＯＢＳ）という。このＶＯＢセットは、ＶＴＳ３を構成
する他のデータであるコントロールデータ１１と、映像情報及び音声情報の実体である複
数のＶＯＢ１０の部分とを区別するために当該実体部分についてＶＯＢセットとしたもの
である。
【００５３】
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ＶＴＳ３の先頭に記録されるコントロールデータ１１には、複数のセル（セルについては
後述する。）を組み合わせた論理的区分であるプログラムチェインに関する種々の情報で
あるＰＧＣＩ（Program　Chain　Information）等の情報及びそれらのバックアップ情報
がＶＴＳＩ（Video　Title　Set　Information）として記録される。また、各ＶＯＢ１０
には、制御情報の他に映像情報及び音声情報の実体部分（制御情報以外の映像又は音声そ
のもの）が記録される。
【００５４】
更に、一のＶＯＢ１０は、夫々にＩＤ番号を有する複数のセル２０により構成されている
。ここで、一のＶＯＢ１０は、複数のセル２０により完結するように構成されており、一
のセル２０が二つのＶＯＢ１０に跨がることはない。
【００５５】
次に、一のセル２０は、夫々にＩＤ番号を有する複数のＶＯＢユニット（ＶＯＢＵ）３０
により構成されている。ここで、ＶＯＢユニット３０とは、映像情報、音声情報及び副映
像情報の夫々を含む単位情報である。
【００５６】
そして、一のＶＯＢユニット３０は、ＶＯＢユニット３０に含まれているデータ等を制御
対象とする制御情報が格納されているナビゲーションパック（以下、単にナビパックと称
する。）４１と、映像情報としてのビデオデータ４２と、音声情報としてのオーディオデ
ータ４３と、副映像情報としてのサブピクチャデータ４４とにより構成されている。ここ
で、ビデオデータ４２としては映像データのみが記録され、オーディオデータ４３として
は音声データのみが記録される。また、サブピクチャデータ４４としては副映像としての
文字や図形等のグラフィックデータのみが記録される。なお、ＤＶＤ１に記録可能な音声
は８種類であり、記録可能な副映像の種類は３２種類であることが規格上定められている
。
【００５７】
また、一のＶＯＢユニット３０に対応する再生時間（一のナビパック４１と当該一のナビ
パック４１に隣接するナビパック４１との間に記録されているデータに対応する再生時間
）は、０．４秒以上１秒以下の長さを有するように記録される。従って、ナビパック４１
は、再生時、０．４秒乃至１秒に１回は必ず検出されることとなる。
【００５８】
更に、一のＶＯＢユニット３０において、ナビパック４１は必ずその先頭に存在するが、
ビデオデータ４２、オーディオデータ４３及びサブピクチャデータ４４の夫々は、必ずし
もＶＯＢユニット３０中に存在する必要はなく、また、存在する場合にもその数や順序は
任意に設定することができる。
【００５９】
ここで、図１に示すビデオデータ４２、オーディオデータ４３及びサブピクチャデータ４
４の夫々の区分を一般にパックＰという。
【００６０】
すなわち、一のＶＯＢユニット３０においては、ビデオデータ４２、オーディオデータ４
３及びサブピクチャデータ４４が、夫々パックＰに分割されて記録されていることとなり
、ビデオデータ４２が記録されているパックＰをビデオパック、オーディオデータ４３が
記録されているパックＰをオーディオパック、サブピクチャデータ４４が記録されている
パックＰをサブピクチャパックという。更に、各パックＰの先頭に記録されるパックヘッ
ダには、夫々のパックＰに含まれているデータを、ＤＶＤ１に記録されている情報を再生
する情報再生装置におけるトラックバッファから読み出して夫々のバッファへの入力を開
始すべき再生時間軸上の読み出し開始時刻を示すＳＣＲ（System　Clock　Reference）と
呼ばれる読み出し開始時刻情報が記録される。また、上記各パックＰについては、通常、
当該パックＰを更に細分化した記録単位であるパケット毎にビデオデータ４２、オーディ
オデータ４３又はサブピクチャデータ４４が記録されるが、本実施の形態におけるＤＶＤ
１では、一般に一のパックＰが一のパケットにより構成されている。
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【００６１】
最後に、ナビパック４１は、再生表示させたい映像又は音声等を検索するための検索情報
（具体的には、当該再生表示させたい映像又は音声等が記録されているＤＶＤ１上のアド
レス等）であるＤＳＩデータ５１と、ＤＳＩデータ５１に基づいて検索してきた映像又は
音声を表示する際の再生表示制御に関する情報であるＰＣＩデータ５０とにより構成され
る。このとき、ＤＳＩデータ５１及びＰＣＩデータ５０は、夫々パケットＰＴとしてのＤ
ＳＩパケット及びＰＣＩパケットを構成して記録されることとなる。
【００６２】
更に、一のＶＯＢユニット３０に含まれている全てのビデオデータ４２は一又は複数のＧ
ＯＰにより構成されている。
【００６３】
このＤＳＩデータ５１及びＰＣＩデータ５０については、後ほど詳述する。
【００６４】
また、ＰＣＩデータ５０には、視聴者によって選択される選択項目に対して、その項目が
選択されたときの表示や動作を定義したハイライト情報が含まれている。このハイライト
情報によって、例えば、視聴者が選択すべき項目を表示した画像（いわゆるメニュー画面
）における、項目選択に対する画面表示の変化や、当該選択に対応して変化すべき表示位
置及び選択された項目に対するコマンド（選択された項目に対して実行される動作を示す
命令）等の設定が行われる。
【００６５】
ここで、メニュー画面を構成して表示するために必要な、枠、選択ボタン等を表示するた
めの画像情報は、上記の副映像情報であるサブピクチャデータ４４として記録されている
。
【００６６】
更に、上記ＧＯＰは、本実施の形態におけるＤＶＤ１に映像情報を記録する際に採用され
ている画像圧縮方式であるＭＰＥＧ（Moving　Picture　Expert　Group）２方式の規格に
おいて定められている単独で再生可能な最小の画像単位であり、各ＧＯＰの先頭には、当
該ＧＯＰに含まれるビデオデータ４２を表示すべき再生時間軸上の再生時刻を示すＰＴＳ
（Presentation　Time　Stamp）と呼ばれる再生表示時刻情報が記録されている。
【００６７】
ここで、ＭＰＥＧ２方式についてその概要を説明すると、一般に、連続したフレーム画像
において、一枚のフレーム画像の前後にあるフレーム画像は、互いに類似し相互関係を有
している場合が多い。ＭＰＥＧ２方式はこの点に着目し、数フレームを隔てて転送される
複数のフレーム画像に基づき、当該複数のフレーム画像の間に存在する別のフレーム画像
を、原画像の動きベクトル等に基づく補間演算にて生成する方式である。この場合、当該
別のフレーム画像を記録する場合には、複数のフレーム画像との間における差分及び動き
ベクトルに関する情報を記録するだけで、再生時には、それらを参照して上記複数のフレ
ーム画像から予測して当該別のフレーム画像を再生することが可能となる。これにより、
画像の圧縮記録が可能となるのである。
【００６８】
更に、上記ＧＯＰについて図２を用いてその概要を説明する。なお図２は、一のＧＯＰを
構成する複数のフレーム画像の例を示している。図２では、一のＧＯＰ５２が１２枚のフ
レーム画像から構成されている場合（ＭＰＥＧ２方式では、一のＧＯＰ５２に含まれるフ
レーム画像数は一定ではない。）を示しているが、この内、符号「Ｉ」で示されるフレー
ム画像は、Ｉピクチャ（Intra-coded　picture　：イントラ符号化画像）と呼ばれ、自ら
の画像のみで完全なフレーム画像を再生することができるフレーム画像をいう。また、符
号「Ｐ」で示されるフレーム画像は、Ｐピクチャ（Predictive-coded　picture：前方予
測符号化画像）と呼ばれ、既に復号化されたＩピクチャ又は他のＰピクチャに基づいて補
償再生された予測画像との差を復号化する等して生成する予測画像である。また、符号「
Ｂ」で示されるフレーム画像は、Ｂピクチャ（Bidirectionally　predictive-coded　pic
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ture：両方向予測符号化画像）といい、既に復号化されたＩピクチャ又はＰピクチャのみ
でなく、光ディスク等に記録されている時間的に未来のＩピクチャ又はＰピクチャをも予
測に用いて再生される予測画像をいう。ここで、図２においては、各ピクチャ間の予測関
係（補間関係）を矢印で示している。
【００６９】
なお、実施形態に係るＤＶＤ１で用いられている一般のＭＰＥＧ２方式においては、夫々
のＧＯＰ５２に含まれるデータ量が一定でない可変レート方式を採用している。すなわち
、一のＧＯＰ５２に含まれる各ピクチャが、動きの速い動画に対応しており、各ピクチャ
間の相関関係が小さい場合には、各ピクチャを構成するためのデータ量が多くなり、従っ
て、一のＧＯＰ５２に含まれるデータ量も多くなる。一方、一のＧＯＰ５２に含まれる各
ピクチャが、あまり動きのない動画に対応しており、各ピクチャ間の相関関係が大きい場
合には、各ピクチャを構成するためのデータ量も少なくなり、一のＧＯＰ５２に含まれる
データ量も少なくなることとなる。
【００７０】
以上説明した図１に示す階層構造の記録フォーマットにおいて、夫々の区分は、製作者が
その意図に応じて自在に区分設定をして記録させるものである。これらの区分毎に後述の
論理構造に基づいて再生することにより、変化に富んだ種々の再生が可能となるのである
。
【００７１】
次に、上記ＤＳＩデータ５１及びＰＣＩデータ５０の物理的なデータ構造について、図３
を用いて説明する。
【００７２】
先ず、ＰＣＩデータ５０は、図３に示すように、ＰＣＩデータ５０本体としての一般情報
５５と、その他の情報である他情報５６と、により構成されている。
【００７３】
更に、一般情報５５は、上記ナビパック４１のＶＯＢ１０の先頭からの相対的な記録アド
レス情報であるナビパック相対位置情報７０と、そのナビパック４１が含まれているＶＯ
Ｂユニット３０の再生時間軸上における再生開始時刻を示すＶＯＢＵ再生開始時刻情報７
１と、当該ＶＯＢユニット３０の再生時間軸上における再生終了時刻を示すＶＯＢＵ再生
終了時刻情報７２と、その他の情報である他情報７３と、により構成されている。
【００７４】
次に、ＤＳＩデータ５１は、ＤＳＩデータ５１本体としての一般情報７５と、当該ナビパ
ック４１が属するＶＯＢ１０に関する情報であるＶＯＢ情報７６と、そのナビパック４１
が属しているＶＯＢユニット３０の前後に再生されるべき他のＶＯＢユニット３０のＤＶ
Ｄ１上の記録位置を示すＶＯＢＵサーチ情報７７と、その他の情報である他情報７８と、
により構成されている。
【００７５】
そして、一般情報７５は、上記ナビパック相対位置情報７０と同様のナビパック相対位置
情報８５と、そのナビパック４１が属しているＶＯＢユニット３０を識別するためのＶＯ
ＢＵ識別番号８６と、その他の情報である他情報８７と、により構成されている。
【００７６】
更に、ＶＯＢ情報７６は、そのナビパック４１を含むＶＯＢユニット３０が属するＶＯＢ
１０の再生時間軸上における再生開始時刻を示すＶＯＢ再生開始時刻情報８０と、当該Ｖ
ＯＢ１０の再生時間軸上における再生終了時刻を示すＶＯＢ再生終了時刻情報８１と、そ
の他の情報である他情報８２と、により構成されている。
【００７７】
更にまた、ＶＯＢＵサーチ情報７７としては、当該ナビパック４１が属しているＶＯＢユ
ニット３０の次のＶＯＢユニット３０及び一つ前のＶＯＢユニット３０のＤＶＤ１上の記
録位置を示す位置情報及び当該ＶＯＢユニット３０の開始時刻から１２０秒後乃至１２０
秒前の範囲で再生されるべき他のＶＯＢユニット３０のＤＶＤ１上の記録位置を示す位置
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情報が図３に示すように一覧表として含まれている。
【００７８】
次に、図１又は図３に示す物理的な区分により記録された情報を組み合わせた論理フォー
マット（論理構造）について図４を用いて説明する。なお、図４に示す論理構造は、その
構造で実際にＤＶＤ１上に情報が記録されているのではなく、図４に示す論理構造で図１
に示す各データ（特にセル２０）を組み合わせて再生するための情報（アクセス情報又は
時間情報等）がＤＶＤ１上の、特にコントロールデータ１１の中に記録されているもので
ある。
【００７９】
説明の明確化のために、図４の下位の階層から説明していくと、上記図１において説明し
た物理構造のうち、複数のセル２０を選択して組み合わせることにより、一のプログラム
６０が製作者の意図に基づいて論理上構成される。このプログラム６０は、上記情報再生
装置におけるシステムコントローラが区分を識別してコマンドによってアクセスできる最
小の論理的単位でもある。なお、このプログラム６０を一又は複数個纏めたものを視聴者
が自由に選択して視聴することができる最小単位として製作者が定義することもでき、こ
の単位をＰＴＴ（Part　of　Title）という。
【００８０】
また、一のプログラム６０が複数のセル２０を選択して論理的に構成されることから、複
数のプログラム６０で一のセル２０を用いる、すなわち、一のセル２０を異なった複数の
プログラム６０において再生させる、いわゆるセル２０の使い回しを製作者が行うことも
可能となっている。
【００８１】
ここで、一のセル２０の番号については、当該セル２０を図１に示す物理フォーマットに
おいて取り扱う際にはセルＩＤ番号として扱われ（図１中、セルＩＤ＃と示す。）、図４
に示す論理フォーマットにおいて取り扱う際には、後述のＰＧＣＩ中の記述順にセル番号
として扱われる。
【００８２】
次に、複数のプログラム６０を組み合わせて一のＰＧＣ（Program　Chain）６１が製作者
の意図に基づいて論理上構成される。このＰＧＣ６１の単位で、前述したＰＧＣＩが定義
され、当該ＰＧＣＩには、夫々のプログラム６０を再生する際の各プログラム６０毎のセ
ル２０の再生順序（この再生順序により、プログラム６０毎に固有のプログラム番号が割
当てられる。）、夫々のセル２０のＤＶＤ１上の記録位置であるアドレス、一のプログラ
ム６０における再生すべき先頭セル２０の番号、各プログラム６０の再生方式（本実施形
態のＤＶＤ１に情報を記録する際には、再生時において、通常再生、ランダム再生（乱数
によるランダム再生であり、同じプログラム６０が複数回再生されることがある。）又は
シャッフル再生（ランダム再生と同様の乱数によるランダム再生であるが、同じプログラ
ム６０は一度しか再生されず、同じプログラム６０が複数回再生されることはない。）の
うち、いずれか一つの再生方法をＰＧＣ６１毎に製作者が選択して再生させるようにする
ことができる。）及び各種コマンド（ＰＧＣ６１又はセル２０毎に製作者が指定可能なコ
マンド）が含まれている。
【００８３】
なお、ＰＧＣＩのＤＶＤ１上の記録位置は、上述の通りコントロールデータ１１（図１参
照）内であるが、当該ＰＧＣＩがビデオマネージャ２内のメニューに関するＰＧＣＩであ
る場合には、当該ＰＧＣＩの記録位置は、ビデオマネージャ２に含まれるコントロールデ
ータ（図示を省略する。）内である。
【００８４】
また、一のＰＧＣ６１には、上記ＰＧＣＩの他に、実体的な映像及び音声等のデータが、
プログラム６０の組み合わせとして（換言すれば、セル２０の組み合わせとして）含まれ
ることとなる。
【００８５】
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更に、一のＰＧＣ６１においては、上記のプログラム６０における説明において示したセ
ル２０の使い回し（すなわち、異なるＰＧＣ６１により同一のセル２０を用いること。）
も可能である。また、使用するセル２０については、ＤＶＤ１に記憶されている順番にセ
ル２０を再生する方法（連続配置セルの再生）の他に、ＤＶＤ１に記憶されている順序に
関係なく再生する（例えば、後に記録されているセル２０を先に再生する等）方法（非連
続配置セルの再生）を製作者が選択することができる。
【００８６】
次に、一又は複数のＰＧＣ６１により、一のタイトル６２が論理上構成される。このタイ
トル６２は、例えば、映画一本に相当する単位であり、製作者がＤＶＤ１の視聴者に対し
て提供したい完結した情報である。
【００８７】
そして、一又は複数のタイトル６２により、一のＶＴＳ６３が論理上構成される。このＶ
ＴＳ６３に含まれるタイトル６２は、夫々に共通の属性を有するものであり、例えば、一
本の同じ映画に対して違う言語の映画が夫々のタイトル６２に相当することとなる。また
、図４に示す一のＶＴＳ６３に相当する情報は、図１に示す一のＶＴＳ３に含まれている
情報に対応している。すなわち、ＤＶＤ１には、図４に示すＶＴＳ６３内に論理上含まれ
る全ての情報が一のＶＴＳ３として記録されていることとなる。
【００８８】
以上説明した論理フォーマットに基づいて、物理構造において区分された情報を製作者が
指定することにより、視聴者が見るべきタイトル（映画等）が形成されるのである。
【００８９】
（II）ＤＶＤ－Ｒの実施形態
次に、実施形態の情報記録装置により記録情報が記録されるＤＶＤ－Ｒについて、図５を
用いて説明する。
【００９０】
なお、図５は実施形態に係るＤＶＤ－Ｒの平面外観図及び物理的記録フォーマットを示す
図である。
【００９１】
実施形態のＤＶＤ－Ｒは、例えば色素膜を記録膜とする一回のみ記録が可能な光ディスク
であり、その平面外観上は、情報再生装置又は情報記録装置においてＤＶＤ－Ｒを回転さ
せるためのスピンドルモータに当該ＤＶＤ－Ｒを固定するためのセンターホールＣＨをそ
の中央に有し、その内側から、内周側において記録情報の記録ができない非記録領域１１
０と、記録情報の記録が可能な記録可能領域ＰＡと、外周側において記録情報の記録がで
きない終端領域ＥＡと、を有している。
【００９２】
更に、記録可能領域ＰＡは、記録情報の記録に用いられる光ビームの強度を設定するため
のテスト情報が記録されるビーム強度テスト領域１１１と、当該設定された光ビーム強度
のデータや記録の過程において後述する管理データが記録される管理データ領域１１２と
、記録された記録情報の再生を開始する際に読み出される開始情報等が記録情報の記録過
程において記録されるリードインエリアＬＩＡと、記録情報におけるファイル構造を示す
情報であるファイルシステム情報が記録されるファイルシステム情報領域ＦＳと、実際に
記録情報が記録されるデータ領域ＤＡと、記録された記録情報の再生を終了する際に読み
出される終了情報等が記録情報の記録過程において記録されるリードアウトエリアＬＯＡ
と、により構成されている。
【００９３】
また、管理データ領域１１２は、ＤＶＤ－Ｒ１Ｒ自体を他のＤＶＤ－Ｒから識別するため
の識別情報が記録されている識別情報領域１１５と、後述する記録情報の記録の過程にお
いて必要な後述する管理データが、それが更新される度に記録されていく第１管理データ
領域１１６-1乃至第ｎ管理データ領域１１６-nと、により構成されている。なお、上記ｎ
の最大値は「６９９」である。
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【００９４】
更に、一の管理データ領域１１６には、隣接する管理データ領域との接続に関する情報が
記録されるリンキング領域ＬＡと、後述するように各管理データ領域１１６の一部を構成
する情報が夫々に記録される十四個の第１管理データ小領域ＭＤ１乃至第１４管理データ
小領域ＭＤ１４と、により構成されている。
【００９５】
（III）情報記録再生装置の実施形態
次に、上述したＤＶＤビデオ規格に則って記録情報を実時間に沿ってＤＶＤ－Ｒ１Ｒ又は
ＤＶＤ－ＲＷに記録すると共に、当該記録された情報をＤＶＤ－Ｒ１Ｒ又はＤＶＤ－ＲＷ
から再生するための実施形態に係る情報記録再生装置について、図６乃至図１１を用いて
説明する。
【００９６】
なお、図６は実施形態に係る情報記録再生装置の概要構成を示すブロック図であり、図７
は実施形態に係る情報記録処理を示すフローチャートであり、図８は実施形態の情報記録
処理に対応するＤＶＤの記録態様を示す図であり、図９は実施形態の情報記録処理の過程
におけるＤＶＤ－Ｒ１Ｒの変化を示す図であり、図１０は実施形態に係る後述する仮ＶＭ
ＧＩの構成を示す図であり、図１１は実施形態の情報記録処理の過程において記録される
上記管理データの変遷を示す図である。
【００９７】
図６に示すように、実施形態に係る情報記録再生装置Ｓは、第１記録手段、第２記録手段
及び第３記録手段としてのピックアップ１２０と、変調部１２１と、フォーマッタ１２２
と、ビデオエンコーダ１２３と、オーディオエンコーダ１２４と、生成手段及び編集手段
としてのシステムコントローラ１２５と、メモリ１２７と、復調部１２８と、ビデオデコ
ーダ１２９と、オーディオデコーダ１３０と、サーボＩＣ（Integrated　Circuit）１３
１と、スピンドルモータ１３２と、操作部１３３と、マルチプレクサ１３４と、デマルチ
プレクサ１３５と、により構成されている。また、システムコントローラ１２５は上記し
たナビパック４１等を生成するナビゲーション情報生成器１２６を備えている。
【００９８】
次に、各部の概要動作を説明する。
【００９９】
先ず、スピンドルモータ１３２は、サーボＩＣ１３１からのスピンドル制御信号Ｓssに基
づいて、装填されているＤＶＤ－Ｒ１Ｒを予め設定された回転数で回転させる。
【０１００】
一方、ＤＶＤ－Ｒ１Ｒのデータ領域ＤＡに記録すべき記録情報としてのビデオ情報Ｓvは
、外部から入力された後、ビデオエンコーダ１２３に入力される。
【０１０１】
そして、ビデオエンコーダ１２３は、システムコントローラ１２５からの制御信号Ｓcvに
基づき、ビデオ情報Ｓvに対して予め設定された固定符号化レートによる符号化処理（具
体的には、例えば上記ＭＰＥＧ２方式の圧縮符号化処理であり、一のＶＯＢユニット３０
の再生時間が０．５秒（すなわち、いわゆるＮＴＳＣ（National　Television　System　
Committee）方式における１５個のビデオフレームの再生時間に相当する時間）となる符
号化レートによる符号化処理）を施し、符号化ビデオ信号Ｓevを生成してマルチプレクサ
１３４へ出力する。
【０１０２】
他方、ＤＶＤ－Ｒ１Ｒのデータ領域ＤＡに記録すべき記録情報としてのオーディオ情報Ｓ
aは、外部から入力された後、オーディオエンコーダ１２４に入力される。
【０１０３】
そして、オーディオエンコーダ１２４は、システムコントローラ１２５からの制御信号Ｓ
caに基づき、オーディオ情報Ｓaに対して予め設定された固定符号化レートによる符号化
処理（具体的には、例えば上記ＭＰＥＧ２方式の圧縮符号化処理であり、ビデオ情報Ｓv
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の場合と同様に、一のＶＯＢユニット３０の再生時間が０．５秒となる符号化レートによ
る符号化処理）を施し、符号化オーディオ信号Ｓeaを生成してマルチプレクサ１３４へ出
力する。
【０１０４】
これらにより、マルチプレクサ１３４は、符号化ビデオ信号Ｓevに含まれている画像情報
と音声情報とを予め設定された処理により重畳し（マルチプレクスし）、重畳信号Ｓmxを
生成してフォーマッタ１２２へ出力する。
【０１０５】
このとき、マルチプレクサ１３４は、上記符号化オーディオ信号Ｓeaについてはそのまま
通過させて重畳信号Ｓmxとする。
【０１０６】
次に、フォーマッタ１２２は、システムコントローラ１２５からの制御信号Ｓcfに基づき
、後述するナビゲーション情報生成器１２６からのナビゲーション情報信号Ｓndと上記重
畳信号Ｓmxとを図１又は図３に示した物理フォーマットの形式となるように組み合わせ、
フォーマット信号Ｓmtを生成して変調部１２１へ出力する。
【０１０７】
このとき、重畳信号Ｓmxとしてフォーマッタ１２２に入力される各記録情報は、ナビゲー
ション情報生成器１２６における上記ナビゲーション情報の生成に供されるべく、予め設
定されているタイミングで記録情報信号Ｓfmとしてシステムコントローラ１２５へ出力さ
れる。
【０１０８】
そして、変調部１２１は、当該フォーマット信号Ｓmtに対して予め設定された変調処理（
具体的には、例えばいわゆる８－１６変調処理）を施し、変調信号Ｓfeを生成してピック
アップ１２０に出力する。
【０１０９】
これにより、ピックアップ１２０は、当該変調信号Ｓfeにより強度変調された光ビームＢ
を生成し、これをＤＶＤ－Ｒ１Ｒの図示しない情報記録面内の情報トラックに照射するこ
とで当該変調信号Ｓfeに含まれている上記ナビゲーション情報及び各記録情報に対応する
ピットを当該情報トラック上に形成し、当該ナビゲーション情報及び各記録情報を図１及
び図３に示す物理フォーマットの形式でＤＶＤ－Ｒ１Ｒ上に記録する。
【０１１０】
このとき、光ビームＢの集光位置と上記情報トラックとの上記情報記録面に垂直な方向及
び水平な方向のずれは、サーボＩＣ１３１から出力されるピックアップサーボ信号Ｓspに
基づいて当該ピックアップ１２０内の図示しない対物レンズ（光ビームＢを集光するため
の対物レンズ）が上記垂直な方向及び水平な方向に移動される（すなわち、いわゆるフォ
ーカスサーボ制御及びトラッキングサーボ制御が実行される）ことにより解消される。
【０１１１】
このため、サーボＩＣ１３１は、システムコントローラ１２５からの制御信号Ｓscに基づ
いて、上記スピンドル制御信号Ｓss及びピックアップサーボ信号Ｓspを生成し、夫々スピ
ンドルモータ１３２及びピックアップ１２０へ出力する。
【０１１２】
一方、ピックアップ１２０は、ＤＶＤ－Ｒ１Ｒに既に記録されている記録情報等を再生す
る場合には、一定強度の再生用の光ビームＢを生成して上記ピットが形成されている情報
トラックに照射し、その反射光に基づいて当該記録情報等に対応する検出信号Ｓppを生成
し、復調部１２８へ出力する。
【０１１３】
これにより、復調部１２８は、検出信号Ｓppに対して上記変調部１２１における変調処理
に対応する復調処理を施し、復調信号Ｓpdを生成してデマルチプレクサデ１３５へ出力す
る。
【０１１４】
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そして、デマルチプレクサ１３５は、復調信号Ｓpdがビデオ情報を含むときは当該ビデオ
情報に含まれる画像情報と音声情報とを分離し、分離信号Ｓdmxを生成してビデオデコー
ダ１２９へ出力する。
【０１１５】
一方、復調信号Ｓpdがオーディオ情報のみを含むときは、デマルチプレクサ１３５は、当
該復調信号Ｓpdをそのまま通過させオーディオデコーダ１３０へ出力する。
【０１１６】
次に、ビデオデコーダ１２６は、システムコントローラ１２５からの制御信号Ｓcdvに基
づき、分離信号Ｓdmxに対して上記ビデオエンコーダ１２３における固定符号化レートの
符号化処理に対応する復号処理を施し、復号ビデオ信号Ｓdvを生成して外部の図示しない
モニタ等に出力する。
【０１１７】
更に、オーディオデコーダ１３０は、システムコントローラ１２５からの制御信号Ｓcda
に基づき、オーディオ情報を含む復調信号Ｓpdに対して上記オーディオエンコーダ１２４
における固定符号化レートの符号化処理に対応する復号処理を施し、復号オーディオ信号
Ｓdaを生成して外部の図示しないアンプ等に出力する。
【０１１８】
他方、操作部１３３は、情報記録再生装置Ｓにおける記録処理又は再生処理を実行するた
めの操作が使用者により実行されたとき、当該操作に対応する操作信号Ｓinを生成してシ
ステムコントローラ１２５へ出力する。
【０１１９】
これに加えて、操作部１３３は、後述する記録処理において、既にＤＶＤ－Ｒ１Ｒに記録
済みの内容を編集する（より具体的には削除する）編集処理が実行されるときは、当該編
集の内容を示す操作信号Ｓinを生成してシステムコントローラ１２５へ出力する。
【０１２０】
更に、ナビゲーション情報生成器１２６は、操作信号Ｓin及び記録情報信号Ｓfmに基づく
システムコントローラ１２５の制御に基づいて、後述する記録処理又は編集処理時にＤＶ
Ｄ－Ｒ１Ｒに記録すべき上記各ナビゲーション情報を含む上記ナビゲーション情報信号Ｓ
ndを生成し、フォーマッタ１２２の一方の入力端子へ出力する。
【０１２１】
これにより、上記フォーマッタ１２２により重畳信号Ｓmx中の記録情報とナビゲーション
情報信号Ｓnd中のナビゲーション情報とが重畳され、図１及び図３に示す物理フォーマッ
トを有する記録情報を含む上記フォーマット信号Ｓmtが生成されることとなる。
【０１２２】
これらの動作と並行して、システムコントローラ１２５は、メモリ１２７との間でメモリ
信号Ｓmとして必要な情報の授受を行いつつ、上記各動作を制御するための各制御信号Ｓc
v、Ｓca、Ｓcf、Ｓsc、Ｓcdv及びＳcdaを生成して夫々に対応する構成部材へ出力する。
【０１２３】
次に、情報記録再生装置Ｓにおいてシステムコントローラ１２５を中心として実行される
実施形態に係る情報記録処理について、図６乃至図１１を用いて説明する。
【０１２４】
なお、以下の説明では、図８に示すように二つのＶＴＳ３が記録されている再生専用のＤ
ＶＤ１と同じ記録フォーマットとなるように実時間に沿ってＤＶＤ－Ｒ１Ｒに対して記録
情報を記録する場合について説明する。
【０１２５】
実施形態の情報記録処理においては、図７に示すように、始めに、情報記録装置Ｓに装填
されている光ディスクの種類が公知の手法により判別される（ステップＳ１）。
【０１２６】
そして、当該判別された種類が複数回の書き換えが可能なＤＶＤ－ＲＷである場合には（
ステップＳ１；ＲＷ）、当該ＤＶＤ－ＲＷに対していわゆるビデオレコーディング規格（
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当該ＤＶＤ－ＲＷに対して情報を記録する際に準拠すべきとして策定されている規格）に
基づく記録処理を実行し（ステップＳ２１）、処理を終了する。
【０１２７】
一方、ステップＳ１の判定において、装填されている光ディスクがＤＶＤ－Ｒ１Ｒである
ときは（ステップＳ１；Ｒ）、次に、図９左から一番目に示すように、ＤＶＤビデオ規格
におけるボリューム情報４、ファイルシステム情報５、ビデオマネージャ２を構成する上
記ＶＭＧＩ２Ａ、メニュー用ＶＯＢＳ（必要なメニューを表示するための画像情報又は音
声情報の集合としてのＶＯＢＳ）２Ｂ及びバックアップＶＭＧＩ２Ｃに相当する情報を記
録するための領域である第１記録ゾーン９８をＤＶＤ－Ｒ１Ｒ上の当該ＤＶＤビデオ規格
に相当する領域として予約確保する（ステップＳ２）。
【０１２８】
第１記録ゾーン９８の予約確保が終了すると、次に、図９左から一番目に示すように、Ｄ
ＶＤビデオ規格における第１のＶＴＳ３に対応するＶＴＳＩである第１ＶＴＳＩ９０Ａに
相当する情報を記録するための領域に後述する仮ＶＭＧＩを記録するための領域（以下の
説明ではこの領域の広さを１０アドレス分として説明する。）を加えた領域を、ＤＶＤ－
Ｒ１Ｒ上の当該ＤＶＤビデオ規格に相当する領域に第２記録ゾーン９９として予約確保す
る（ステップＳ３）。
【０１２９】
この結果、第２記録ゾーン９９以降の残りの記録可能領域ＰＡが、未確定の第３記録ゾー
ン１００となる。
【０１３０】
第１記録ゾーン９８及び第２記録ゾーン９９の予約確保が完了すると、次に、第１のＶＴ
Ｓ３として記録すべきＶＯＢ１０の番号を示すパラメータをシステムコントローラ１２５
上で初期化し（ステップＳ４）、更に、当該ＶＯＢ１０に含ませるべきナビパック相対位
置情報もシステムコントローラ１２５上で初期化する（ステップＳ５）。
【０１３１】
各初期化が終了すると、次に、管理データ領域１１２内の第１管理データ領域１１６-1内
の第４管理データ小領域ＭＤ４内に図１１に示す第１管理データＭ１を記録し、これによ
り第１記録ゾーン９８及び第２記録ゾーン９９が予約されていることを記録する（ステッ
プＳ６）。このとき、当該第１管理データＭ１においては、第１記録ゾーン９８の先頭ア
ドレスである「０ｈ（ｈは１６進数を示す。以下、同様）」、第２記録ゾーン９９の先頭
アドレスである「６００ｈ」及び未確定の第３記録ゾーン１００の先頭アドレスである「
６４０（＝６００＋３０＋１０）ｈ」が夫々対応する領域内に記録される。なお、現時点
では、第１記録ゾーン９８、第２記録ゾーン９９及び未確定の第３記録ゾーン１００の最
終記録位置は夫々未確定であるので、それに対応する領域は全てゼロデータとされている
。
【０１３２】
第１管理データＭ１の記録が完了すると、次に、ステップＳ６の処理として、更に第１の
ＶＴＳ３としての最初のナビパック４１をナビゲーション情報生成器１２６において生成
して未確定の第３記録ゾーン１００に記録する。このとき、実施形態の符号化処理におい
ては、一のＶＯＢユニット３０の再生時間が常に０．５秒となるように固定符号化レート
により符号化処理が為されるので、結果として各ＶＯＢユニット３０の記録位置も固定化
されることとなり、これにより記録情報の実体部分を記録する前にナビパック４１を先に
生成して記録しておくことができるのである。
【０１３３】
最初のナビパック４１の記録が終了すると、次に、実際の記録情報の上記固定符号化レー
トによる符号化を行い、当該符号化された情報を最初のナビパック４１に引き続いて未確
定の第３記録ゾーン１００に記録する（ステップＳ７）。
【０１３４】
そして、一のＶＯＢユニット３０に相当する記録情報（すなわち、再生時間で０．５秒分
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の記録情報）の符号化処理及び記録処理が完了したか否かが確認され（ステップＳ８）、
完了していないときは（ステップＳ８；ＮＯ）引き続き符号化処理及び記録処理を継続し
、一方、一のＶＯＢユニット３０に相当する記録情報の符号化処理及び記録処理が完了し
たときは（ステップＳ８；ＹＥＳ）、それまでのナビパック相対位置情報の値に一のＶＯ
Ｂユニット３０のデータ量に相当する値を加算し、当該ナビパック相対位置情報の値をそ
の直後に後続するナビパック相対位置情報の値にシステムコントローラ１２５上で変更し
（ステップＳ９）、更に、６０個分のＶＯＢユニット３０を記録し終わったか否かが確認
される（ステップＳ１０）。
【０１３５】
そして、６０個分のＶＯＢユニット３０の記録が終了していないときは（ステップＳ１０
；ＮＯ）、次のＶＯＢユニット３０を記録するためにステップＳ６に戻り、一方、当該記
録が終了しているときは（ステップＳ１０；ＹＥＳ）、ＶＯＢ１０の識別番号を更新する
（ステップＳ１１）。
【０１３６】
以上の処理が終了した時点では、再生時間が全て０．５秒であるＶＯＢユニット３０を６
０個だけ含む（すなわち、その再生時間が３０秒である）ＶＯＢ１０が未確定の第３記録
ゾーン１００内に形成されている。
【０１３７】
次に、ステップＳ１１終了後、上述した記録処理の間にＤＶＤ－Ｒ１Ｒに対する記録処理
を停止することを示す操作が行われたか否かが確認され（ステップＳ１２）、当該操作が
行われていないときは（ステップＳ１２；ＮＯ）、上述したステップＳ５に戻って上述し
たステップＳ５乃至Ｓ１１の処理を実行する。
【０１３８】
一方、記録処理を停止することを示す操作が行われたときは（ステップＳ１２；ＹＥＳ）
、次に、未確定の第３記録ゾーン１００及び第２記録ゾーン９９の確定処理を実行する（
ステップＳ１３、Ｓ１４）。
【０１３９】
このステップＳ１３においては、ステップＳ１１に引き続いて図９左から二番目に示すバ
ックアップ第１ＶＴＳＩ９０Ｃの記録を行い、その後、管理データ領域１１２内の第２管
理データ領域１１６-2内の第４管理データ小領域ＭＤ４内に図１１に示す第２管理データ
Ｍ２を記録し、更に上記第１管理データＭ１を無効とし、これにより未確定の第３記録ゾ
ーン１００に対する記録処理（第１のＶＴＳ３の記録処理）が完了したことを記録する。
より具体的には、当該第２管理データＭ２においては、第１記録ゾーン９８の先頭アドレ
スである「０ｈ」、第２記録ゾーン９９の先頭アドレスである「６００ｈ」、第３記録ゾ
ーン１００の先頭アドレスである「６４０ｈ」が夫々対応する領域内に記録されると共に
、バックアップ第１ＶＴＳＩ９０Ｃの最終アドレスである「６６９＋ｓ１ｈ（「ｓ１」は
第１ＶＯＢＳ９０Ｂにより占められるアドレス領域の大きさ）」と、新たな未確定の第４
記録ゾーン１００Ａの先頭アドレスである「６７０＋ｓ１ｈ」が夫々対応する領域内に記
録される。なお、ステップＳ１３が終了した時点では、第１記録ゾーン９８、第２記録ゾ
ーン９９及び新たな未確定の第４記録ゾーン１００Ａの最終記録位置は夫々未確定である
ので、それに対応する領域は全てゼロデータとされている。
【０１４０】
そして、ステップＳ１４においては、第２記録ゾーン９９に戻って本来の第１ＶＴＳＩ９
０Ａ（上記バックアップ第１ＶＴＳＩ９０Ｃと同一の内容を有する。）の記録を行い、更
に、これまでに記録された第１のＶＴＳ３に対応する仮の（すなわち、ＤＶＤ－Ｒ１Ｒに
対する全ての記録情報の記録が終了していない時点で仮に記録される）ＶＭＧＩである仮
ＶＭＧＩＴＶ１の記録を行う。
【０１４１】
ここで、上記仮ＶＭＧＩＴＶとして記録される情報について具体的に図１０を用いて説明
すると、当該仮ＶＭＧＩＴＶとしては、当該仮ＶＭＧＩ全体を管理するための管理テーブ
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ルＭＴに続いて、その仮ＶＭＧＩが対応するＶＴＳ３（仮ＶＭＧＩＶＴ１の場合は第１の
ＶＴＳ３）に関する情報（記録位置又は属性情報或いはサイズ情報等）がそのＶＴＳ３の
数だけ含まれている。
【０１４２】
その後、管理データ領域１１２内の第３管理データ領域１１６-3内の第４管理データ小領
域ＭＤ４内に図１１に示す第３管理データＭ３を記録し、上記第２管理データＭ２を無効
にし、これにより第２記録ゾーン９９に対する記録処理（第１ＶＴＳＩ９０Ａ及び仮ＶＭ
ＧＩＴＶ１の記録処理）が完了したことを記録する。より具体的には、当該第３管理デー
タＭ３においては、第１記録ゾーン９８の先頭アドレスである「０ｈ」、第２記録ゾーン
９９の先頭アドレスである「６００ｈ」、第３記録ゾーン１００の先頭アドレスである「
６４０ｈ」が夫々対応する領域内に記録されると共に、バックアップ第１ＶＴＳＩ９０Ｃ
の最終アドレスである「６６９＋ｓ１ｈ」と、第４記録ゾーン１００Ａの先頭アドレスで
ある「６７０＋ｓ１ｈ」と、第２記録ゾーン９９（第１ＶＴＳＩ９０Ａ及び仮ＶＭＧＩＶ
Ｔ１が記録完了している。）の最終アドレス「６３９ｈ」が夫々対応する領域内に記録さ
れる。なお、ステップＳ１４が終了した時点では、第１記録ゾーン９８、第４記録ゾーン
１００Ａの最終記録位置は夫々未確定であるので、それに対応する領域は全てゼロデータ
とされている。
【０１４３】
ステップＳ１４の処理が終了すると、次に、ＤＶＤ－Ｒ１Ｒに対する新たな記録処理を開
始するか否かが確認され（ステップＳ１５）、実施形態では更に第２のＶＴＳ３を記録す
るので（ステップＳ１５；ＹＥＳ）、次にＶＴＳの番号を「２」に更新し（ステップＳ２
２）、上記ステップＳ３に戻って当該第２のＶＴＳ３に対して上記したステップＳ３乃至
Ｓ１４の処理を実行する。
【０１４４】
ここで、当該ステップＳ１５において、既に記録した第１のＶＴＳ３の一部を削除する（
ＤＶＤ－Ｒ１Ｒにおいては削除処理は実行不可能であるので、再生の際に再生されないよ
うに後述するＶＭＧＩを記述することで実質的に削除したこととする。）編集処理を実行
すべく記録停止が選択された場合には（ステップＳ１５；ＮＯ）、次に、実際に編集処理
を行うか否かが判定され（ステップＳ１６）、編集処理を行うときは（ステップＳ１６；
ＹＥＳ）、次に、実際の編集処理を実行し、更に当該編集後に相当するＶＭＧＩの内容を
示す仮ＶＭＧＩＶＴ２を新たに作成し、それをＤＶＤ－Ｒ１Ｒの空き領域に記録して（ス
テップＳ２０）再びステップＳ１５へ戻る。
【０１４５】
このとき、当該編集処理についてより具体的には、図９左から四番目に示すように、これ
までの処理により記録されたバックアップ第１ＶＴＳＩ９０Ｃに後続して、当該編集後の
第１のＶＴＳ３の再生内容を示す仮ＶＭＧＩＶＴ２を記録する。このステップＳ２０にお
ける仮ＶＭＧＩＶＴ２の記録処理として具体的には、管理データ領域１１２内の第４管理
データ領域１１６-4内の第４管理データ小領域ＭＤ４内に図１１に示す第４管理データＭ
４を記録し、上記第３管理データＭ３を無効にし、これにより仮ＶＭＧＩＶＴ２が追記さ
れていることを記録する。
【０１４６】
このとき、当該第４管理データＭ４においては、第１記録ゾーン９８の先頭アドレスであ
る「０ｈ」、元の第２記録ゾーン９９（第１ＶＴＳＩ９０Ａ）の先頭アドレスである「６
００ｈ」、元の第３記録ゾーン１００（第１ＶＯＢＳ９０Ｂ及びバックアップ第１ＶＴＳ
Ｉ９０Ｃ）の先頭アドレスである「６４０ｈ」、バックアップ第１ＶＴＳＩ９０Ｃの最終
アドレスである「６６９＋ｓ１ｈ」に加えて、新たな仮ＶＭＧＩＶＴ２の先頭アドレスで
ある「６７０＋ｓ１ｈ」と、当該仮ＶＭＧＩＶＴ２の最終アドレスである「６７９＋ｓ１
ｈ」と、新たな未確定の第５記録ゾーン１００Ｂの先頭アドレス「６８０＋ｓ１ｈ」が夫
々対応する領域内に記録される。なお、ステップＳ２０が終了した時点では、第１記録ゾ
ーン９８及び新たな未確定の第５記録ゾーン１００Ｂの最終記録位置は夫々未確定である
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ので、それに対応する領域は全てゼロデータとされている。
【０１４７】
一方、上記編集処理を実行しないときはそのまま第２のＶＴＳ３の記録処理移行するが、
この第２のＶＴＳ３に対する一連の処理においては、先ず、図９左から三番目に示すよう
に、ＤＶＤビデオ規格における第２のＶＴＳ３に対応するＶＴＳＩである第２ＶＴＳＩ９
１Ａに相当する情報を記録するための領域（記録ゾーン）を、未確定の第４記録ゾーン１
００Ａ上の当該ＤＶＤビデオ規格に相当する領域に予約確保し、当該予約確保した領域を
新たな第４記録ゾーン１０１とする（ステップＳ３。なお、説明の簡略化のために、当該
図７においては第４記録ゾーン１０１の予約確保処理を「第２記録ゾーン予約」と示して
いる。）。
【０１４８】
この結果、新たな第４記録ゾーン１０１以降の残りの記録可能領域ＰＡが、未確定の第５
記録ゾーン１００Ｃとなる。
【０１４９】
そして、第４記録ゾーン１０１の予約確保が完了すると、その後に上記ステップＳ４乃至
Ｓ１４を実行し、未確定の第５記録ゾーン１００Ｃ及び当該第４記録ゾーン１０１に第２
ＶＯＢＳ９１Ｂ、バックアップ第２ＶＴＳＩ９１Ｃ、第２ＶＴＳＩ９１Ａ及び対応する仮
ＶＭＧＩをこの順番で記録する。
【０１５０】
他方、上記編集処理を実行した後に第２のＶＴＳ３の記録処理に移行した場合には、この
第２のＶＴＳ３に対する処理においては、先ず、図９左から五番目に示すように、ＤＶＤ
ビデオ規格における第２のＶＴＳ３に対応するＶＴＳＩである第２ＶＴＳＩ９１Ａに相当
する情報を記録するための領域に後述する仮ＶＭＧＩを記録するための領域（以下の説明
ではこの領域の広さを１０アドレス分として説明する。）を加えた領域を、ＤＶＤ－Ｒ１
Ｒ上の当該ＤＶＤビデオ規格に相当する領域に第５記録ゾーン１０２として予約確保する
（ステップＳ３）。
【０１５１】
そして、上記第５記録ゾーン１０２以外の残りの記録可能領域ＰＡを未確定の第６記録ゾ
ーン１００Ｄとして予約確保する。
【０１５２】
　そして、第５記録ゾーン１０２の予約確保が完了すると、その後に上記ステップＳ４乃
至Ｓ１４を実行し、未確定の第６記録ゾーン１００Ｄ及び当該第５記録ゾーン１０１に第
２ＶＯＢＳ９１Ｂ、バックアップ第２ＶＴＳＩ９１Ｃ、第２ＶＴＳＩ９１Ａ及び対応する
仮ＶＭＧＩ（編集後の第１のＶＴＳ３及び第２のＶＴＳ３の内容に対応する仮ＶＭＧＩ）
ＴＶ３をこの順番で記録する。
【０１５３】
なお、第２ＶＴＳＩ９１Ａの記録終了後、管理データ領域１１２内の第５管理データ領域
１１６-5内の第４管理データ小領域ＭＤ４内に各記録領域の記録位置情報を示す図示しな
い第５管理データを記録する。
【０１５４】
この時点では、図９右から二番目に示すように、上記第２ＶＯＢＳ９１Ｂ、バックアップ
第２ＶＴＳＩ９１Ｃ、第２ＶＴＳＩ９１Ａ及び仮ＶＭＧＩＶＴ３が夫々に対応する領域に
記録されていることとなる（なお、図９右から二番目において符号「ｓ２」は第２ＶＯＢ
Ｓ９１Ｂにより占められるアドレス領域の大きさを示している。）。
【０１５５】
そして、再度上記ステップＳ１５及びステップＳ１６の判定が為され、新たな記録処理が
開始されない場合には（ステップＳ１６；ＮＯ）、次に、終了処理（いわゆるファイナラ
イズ処理）を実行するか否かが再度確認され（ステップＳ１７）、終了処理を実行しない
ときは（ステップＳ１７；ＮＯ）ステップＳ１５に戻り、一方、終了処理を実行するとき
は（ステップＳ１７；ＹＥＳ）、次に、ステップＳ２において予約確保しておいた上記第
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１記録ゾーン９８に対して、ＤＶＤ１（ＤＶＤビデオ規格）におけるボリューム情報４、
ファイルシステム情報５、ビデオマネージャ２を構成する上記ＶＭＧＩ２Ａ、メニュー用
ＶＯＢＳ２Ｂ及びバックアップＶＭＧＩ２Ｃに相当する情報を記録し、その後、管理デー
タ領域１１２内の第６管理データ１１６-6内の第４管理データ小領域ＭＤ４内に各記録領
域の位置を示す図示しない第６管理データを記録して当該第１記録ゾーン９８をクローズ
処理し（ステップＳ１８）、リードインエリアＬＩＡ内に記録されるべき上記開始情報及
びリードアウトエリアＬＯＡ内に記録されるべき上記終了情報を記録して（ステップＳ１
９）、全ての記録処理を完了する。
【０１５６】
このステップＳ１９までの処理が完了して始めて、図９右から一番目に示すように各仮Ｖ
ＭＧＩを含んでＤＶＤビデオ規格に則った記録フォーマットによるＤＶＤ－Ｒ１Ｒに対す
る実時間に沿った記録情報の記録処理が完了することとなり、これにより、ＤＶＤビデオ
規格に則った再生専用のＤＶＤ上の記録情報を再生する情報再生装置を用いて、ＤＶＤ－
Ｒ１Ｒ上に記録されている記録情報を再生することが可能となる。なお、元の第１記録ゾ
ーン９８内へのボリューム情報４及びファイルシステム情報５等の記録が完了しないと、
上記情報再生装置での再生は実行できない。
【０１５７】
また、上記ステップＳ１８におけるＶＭＧＩ２Ａの記録に当たっては、最新の仮ＶＭＧＩ
（図９の場合は仮ＶＭＧＩＴＶ３）の内容を参照して当該ＶＭＧＩ２Ａを記録することと
なる。
【０１５８】
　以上説明したように、実施形態の情報記録再生装置Ｓにおける情報記録処理によれば、
ＶＴＳ３が記録されたとき、仮ＶＭＧＩを生成して一時的にＤＶＤ－Ｒ１Ｒに記録するの
で、当該ＤＶＤ－Ｒ１Ｒにおいて複数のＶＴＳ３が記録された場合であっても、最新の内
容を有する仮ＶＭＧＩを用いて後ほど本来のＶＭＧＩを正確に記録することで、実時間に
沿った情報記録を前提としないＤＶＤ１用のＤＶＤビデオ規格に準拠してＤＶＤ－Ｒ１Ｒ
に対する実時間に沿った情報記録を実行することができる。
　従って、現在一般化しつつあるＤＶＤ用のＤＶＤビデオ規格に準拠した情報再生装置に
おいても再生可能なように、ＤＶＤ－Ｒ１Ｒに対して情報を記録することができる。
【０１５９】
また、記録が完了したＶＯＢＳ（例えば第１ＶＯＢＳ９０Ｂ）と対応するＶＴＳＩ（例え
ば第１ＶＴＳＩ９０Ａ）との間の領域に仮ＶＭＧＩを記録するので、たとえＶＯＢＳの記
録中にエラーが発生したとしても、そのエラーが発生したＤＶＤ－Ｒ１Ｒ上の領域の前に
仮ＶＭＧＩが記録されることで当該仮ＶＭＧＩの破壊されることを防止しつつ当該仮ＶＭ
ＧＩを記録することができる。
【０１６０】
更に、既に記録されているＶＴＳ３に対して編集処理が実行されたとき新たな仮ＶＭＧＩ
を生成して空き領域に記録するので、ＶＴＳ３の記録中に編集処理が実行されても、最新
の仮ＶＭＧＩを記録して保護しておくことができる。
【０１６１】
また、ＤＶＤ－Ｒ１ＲへのＶＴＳ３の記録を終了するとき、その時に記録されている最新
の仮ＶＭＧＩを用いてＶＭＧＩ２Ａを生成するので、最新の仮ＶＭＧＩを用いて正確にＶ
ＭＧＩ２Ａを記録することができる。
【０１６２】
更にまた、ＶＴＳ３よりも先に検出されるＤＶＤ－Ｒ１Ｒ上の領域にＶＭＧＩ２Ａを記録
するので、ＶＴＳ３の再生に先立って確実にＶＭＧＩ２Ａを取得し当該ＶＴＳ３の再生を
制御することができる。
【０１６３】
なお、図７に示したフローチャートに対応するプログラムを情報記録媒体としてのフレキ
シブルディスク又はハードディスク等に記録しておき、これをパーソナルコンピュータ等
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を用いて読み出して実行することにより、当該パーソナルコンピュータ等を上記システム
コントローラ１２５として動作させることもできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】ＤＶＤビデオ規格における物理的記録フォーマットを示す図（Ｉ）である。
【図２】ＤＶＤビデオ規格におけるＧＯＰの構成を示す図である。
【図３】ＤＶＤビデオ規格における物理的記録フォーマットを示す図（II）である。
【図４】ＤＶＤビデオ規格における論理フォーマットを示す図である。
【図５】ＤＶＤ－Ｒの平面外観図及び物理的記録フォーマットを示す図である。
【図６】実施形態に係る情報記録再生装置の概要構成を示すブロック図である。
【図７】実施形態に係る情報記録処理を示すフローチャートである。
【図８】実施形態の情報記録処理に対応するＤＶＤの記録態様を示す図である。
【図９】実施形態の情報記録処理の過程におけるＤＶＤ－Ｒの変化を示す図である。
【図１０】実施形態の仮ＶＭＧＩの構成を示す図である。
【図１１】実施形態の情報記録処理の過程において記録される管理データの変遷を示す図
である。
【符号の説明】
１…ＤＶＤ
１Ｒ…ＤＶＤ－Ｒ
２…ビデオマネージャ
２Ａ…ＶＭＧＩ
２Ｂ…メニュー用ＶＯＢＳ
２Ｃ…バックアップＶＭＧＩ
３、６３…ＶＴＳ
４…ラベル情報
５…ファイルシステム情報
１０…ＶＯＢ
１１…コントロールデータ
２０…セル
３０…ＶＯＢユニット
４１…ナビパック
４２…ビデオデータ
４３…オーディオデータ
４４…サブピクチャデータ
５０…ＰＣＩデータ
５１…ＤＳＩデータ
５２…ＧＯＰ
５５、７５…一般情報
５６、７３、７８、８２、８７…他情報
６０…プログラム
６１、６１Ａ、６１Ｂ…ＰＧＣ
６２…タイトル
７０、８５…ナビパック相対位置情報
７１…ＶＯＢＵ開始時刻情報
７２…ＶＯＢＵ終了時刻情報
７６…ＶＯＢ情報
７７…ＶＯＢＵサーチ情報
８０…ＶＯＢ開始時刻情報
８１…ＶＯＢ終了時刻情報
８６…ＶＯＢＵ識別番号
９０Ａ…第１ＶＴＳＩ
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９０Ｂ…第１ＶＯＢＳ
９０Ｃ…バックアップ第１ＶＴＳＩ
９１Ａ…第２１ＶＴＳＩ
９１Ｂ…第２ＶＯＢＳ
９１Ｃ…バックアップ第２ＶＴＳＩ
９８…第１記録ゾーン
９９…第２記録ゾーン
１００…第３記録ゾーン
１００Ａ、１０１…第４記録ゾーン
１００Ｂ、１００Ｃ、１０２…第５記録ゾーン
１００Ｄ…第６記録ゾーン
１１０…非記録領域
１１１…ビーム強度制御領域
１１２…管理データ領域
１１５…識別情報領域
１１６-1、１１６-n…管理データ領域
１２０…ピックアップ
１２１…変調部
１２２…フォーマッタ
１２３…ビデオエンコーダ
１２４…オーディオエンコーダ
１２５…シテムコントローラ
１２６…ナビゲーション情報生成器
１２７…メモリ
１２８…復調部
１２９…ビデオデコーダ
１３０…オーディオデコーダ
１３１…サーボＩＣ
１３２…スピンドルモータ
１３３…操作部
１３４…マルチプレクサ
１３５…デマルチプレクサ
Ｓ…情報記録再生装置
ＬＩ、ＬＩＡ…リードインエリア
ＤＡ…データ領域
ＥＡ…終端領域
ＬＯ、ＬＯＡ…リードアウトエリア
ＴＶ、ＴＶ１、ＴＶ２、ＴＶ３…仮ＶＭＧＩ
ＭＴ…管理テーブル
ＴＶＶ１、ＴＶＶ２、ＴＶＶn…ＶＴＳ用仮ＶＭＧＩ
ＦＳ…ファイルシステム情報領域
ＬＡ…リンキング領域
ＭＤ１…第１管理データ小領域
ＭＤ２…第２管理データ小領域
ＭＤ１４…第１４管理データ小領域
Ｍ１…第１管理データ
Ｍ２…第２管理データ
Ｍ３…第３管理データ
Ｍ４…第４管理データ
Ｓss…スピンドル制御信号
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Ｓv…ビデオ情報
Ｓcv、Ｓca、Ｓcf、Ｓsc、Ｓcdv、Ｓcda…制御信号
Ｓev…符号化ビデオ信号
Ｓa…オーディオ情報
Ｓea…符号化オーディオ信号
Ｓmx…重畳信号
Ｓnd…ナビゲーション情報信号
Ｓmt…フォーマット信号
Ｓfm…記録情報信号
Ｓfe…変調信号
Ｓsp…ピックアップサーボ信号
Ｓpp…検出信号
Ｓpd…復調信号
Ｓdmx…分離信号
Ｓnv…抽出ナビゲーション信号
Ｓdv…復号ビデオ信号
Ｓda…復号オーディオ信号
Ｓin…操作信号

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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