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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホスト機器と前記ホスト機器に接続される記憶装置とを備え、
　前記ホスト機器は、
　第１の圧縮方法により圧縮された第１映像データを前記記憶装置に送信するデータ送信
部と、
　前記記憶装置に前記第１映像データを第２の圧縮方法により圧縮される第２映像データ
に変換するための指示を送信する変換指示送信部と、
を備え、
　前記記憶装置は、
　前記変換指示送信部から送信される指示に応じて、前記データ送信部から送信される前
記第１映像データを前記第２の圧縮方法により前記第２映像データに変換するデータ形式
変換部と、
　前記第２映像データを前記ホスト機器に送信する第２映像データ送信部と、
　各種データを記憶する記憶媒体と、
を備え、
　前記ホスト機器は、更に、
　前記第２映像データ送信部から送信された前記第２映像データを前記記憶媒体に書き込
むデータ書き込み部と、
　前記データ書き込み部により前記記憶媒体に書き込まれる前記第２映像データを管理す
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るデータ管理部と、
を備えることを特徴とする映像データ記憶システム。
【請求項２】
　前記データ送信部は、前記変換指示送信部から前記第１映像データを第２の圧縮方法に
より圧縮される第２映像データに変換するための指示を送信する場合、前記データ形式変
換部の処理能力に応じた所定のデータ転送速度を超えない速度でデータ送信を行うべく、
データ送信速度を調整する調整部を備えることを特徴とする請求項１に記載の映像データ
記憶システム。
【請求項３】
　前記データ形式変換部は、前記第２映像データへの変換に適用可能な一又は複数の圧縮
率を前記ホスト機器へ通知し、
　前記変換指示送信部は、前記通知された一又は複数の圧縮率の中から一の圧縮率を指定
して前記第１映像データから前記第２映像データへの変換の指示を前記データ形式変換部
へ送信することを特徴とする請求項１又は２に記載の映像データ記憶システム。
【請求項４】
　前記記憶装置は、前記変換指示送信部からの指示がない場合に前記ホスト機器から送信
される第１映像データを前記第２映像データに変換することなく前記記憶媒体に保存する
ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の映像データ記憶システム。
【請求項５】
　前記第１の圧縮方法は、ＭＰＥＧ－２であり、前記第２の圧縮方法は、Ｈ．２６４であ
ることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の映像データ記憶システム。
【請求項６】
　ホスト機器に接続される記憶装置であって、
　前記ホスト機器からの指示に応じて、前記ホスト機器から送信される第１の圧縮方法に
より圧縮される第１映像データを第２の圧縮方法により圧縮される第２映像データに変換
するデータ形式変換部と、
　前記第２映像データを前記ホスト機器に送信する第２映像データ送信部と、
　前記ホスト機器から送信される前記第２映像データを記憶する記憶媒体と、
を有することを特徴とする記憶装置。
【請求項７】
　前記データ形式変換部は、前記第２映像データへの変換に適用可能な一又は複数の圧縮
率を前記ホスト機器へ通知することを特徴とする請求項６に記載の記憶装置。
【請求項８】
　ホスト機器と前記ホスト機器に接続される記憶装置とにより実行される映像データ記憶
方法であって、
　第１の圧縮方法により圧縮される第１映像データを、前記ホスト機器から前記記憶装置
に送信するデータ送信ステップと、
　前記第１映像データを第２の圧縮方法により圧縮される第２映像データに変換するため
の指示を、前記ホスト機器から前記記憶装置に送信する変換指示送信ステップと、
　前記変換指示送信ステップにより送信される指示に応じて前記記憶装置にて実行され、
前記データ送信ステップにて送信される前記第１映像データを前記第２の圧縮方法により
前記第２映像データに変換するデータ形式変換ステップと、
　前記データ形式変換ステップにより変換された前記第２映像データを前記ホスト機器に
送信する第２映像データ送信ステップと、
　前記ホスト機器にて実行され、前記第２映像データ送信ステップにて送信された前記第
２映像データを、前記ホスト機器の管理のもとで前記記憶装置が内蔵する記憶媒体に書き
込むデータ書き込みステップと、を備えることを特徴とする映像データ記憶方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、ホスト機器から送信される映像データを記憶装置に記憶する映像データ記憶
システム、記憶装置、及び、映像データ記憶方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　テレビやハードディスクドライブ（以下、ＨＤＤ）レコーダー、セットトップボックス
（以下、ＳＴＢ）などのように、接続されたデバイス装置に対して制御を行う機能をもつ
ホスト機器が知られている。また、これらのホスト機器が放送波から受信した映像データ
を保存する場合、ホスト機器に接続され映像データを記憶する記憶装置がデバイス装置と
して用いられている。
【０００３】
　一般に、ホスト機器が記憶装置へ映像データを記憶する場合、地上デジタル放送の放送
波の伝送において用いられる動画像符号化方式であるＭＰＥＧ－２形式の映像データをそ
のまま記憶する。このため、映像データのデータ量はＭＰＥＧ－２形式の圧縮率に依存し
、長時間の映像データを記憶するためにはデータ量が多くなるため、大容量の記憶装置を
用いる必要がある。
【０００４】
　映像データを圧縮する方式として、ＭＰＥＧ－２形式より圧縮率の高いＨ．２６４形式
などが知られている。そこで、放送波から受信した映像データをＨ．２６４形式を用いて
再符号化を行うことでデータ量を低減し、映像データを効率的に記憶する方法が用いられ
ている（特許文献１、特許文献２）。ここで、すでに符号化されているデータを別の方式
で再符号化することをトランスコードという。
【０００５】
　トランスコード機能を持ったホスト機器も存在する。この場合、ホスト機器の有するト
ランスコード機能を用いて映像データを圧縮し、トランスコードされた映像データは記憶
装置などに記憶される。
【０００６】
　一方、トランスコード機能を持たないホスト機器では、トランスコードの処理を行うこ
とができない。この場合、トランスコード機能を持たないホスト機器に、トランスコード
機能を持った記憶装置を接続し、記憶装置によってトランスコードの処理を行わせること
が考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００９－４９８４号公報
【特許文献２】特開２００８―２７７８８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、記憶装置が単独でトランスコードを行うとともにトランスコードされた
映像データを記憶する場合、記憶された映像データをホスト機器側において認識すること
ができない。このため、ホスト機器側に搭載された機能によっては、記憶装置に記憶され
た映像データを再生・削除等することができないなど、映像データの管理に支障を来たす
という問題が生じる。
【０００９】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、映像データの長時間記憶を実現す
ることができるとともに、ホスト機器に接続された記憶装置が映像データをトランスコー
ドする場合であってもホスト機器がその映像データを認識して管理することのできる映像
データ記憶システム、記憶装置、及び、映像データ記憶方法を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
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【００１０】
　以下、上記課題を解決するのに有効な各種の手段を、必要に応じて効果等を示しつつ説
明する。
【００１１】
　手段１．ホスト機器と前記ホスト機器に接続される記憶装置とを備え、
　前記ホスト機器は、
　第１の圧縮方法により圧縮された第１映像データを前記記憶装置に送信するデータ送信
部と、
　前記記憶装置に前記第１映像データを第２の圧縮方法により圧縮される第２映像データ
に変換するための指示を送信する変換指示送信部と、
を備え、
　前記記憶装置は、
　前記変換指示送信部から送信される指示に応じて、前記データ送信部から送信される前
記第１映像データを前記第２の圧縮方法により前記第２映像データに変換するデータ形式
変換部と、
　前記第２映像データを前記ホスト機器に送信する第２映像データ送信部と、
　各種データを記憶する記憶媒体と、
を備え、
　前記ホスト機器は、更に、
　前記第２映像データ送信部から送信された前記第２映像データを前記記憶媒体に書き込
むデータ書き込み部と、
　前記データ書き込み部により前記記憶媒体に書き込まれる前記第２映像データを管理す
るデータ管理部と、
を備えることを特徴とする映像データ記憶システム。
【００１２】
　手段１によれば、ホスト機器から第１映像データが送信されかつ第２映像データへの変
換指示が送信されると、記憶装置の有するデータ形式変換部を用いて第１映像データが第
２映像データに変換される。この変換後の第２映像データを保存することで、データの保
存先である記憶装置の記憶媒体の記憶容量を効率よく使用することが可能となる。ここで
、記憶装置側で第２映像データに変換された後、記憶装置は内蔵の記憶媒体へそのまま保
存するのではなく、一旦、ホスト機器に送信する。これを受けたホスト機器が、変換後の
第２映像データと変換後のデータの保存先を示す管理情報とを記憶装置に書き込むことで
、ホスト機器のデータ管理部が記憶装置の備える記憶媒体に記憶された第２映像データを
認識し、管理することが可能になる。
【００１３】
　手段２．前記データ送信部は、前記変換指示送信部から前記第１映像データを第２の圧
縮方法により圧縮される第２映像データに変換するための指示を送信する場合、前記デー
タ形式変換部の処理能力に応じた所定のデータ転送速度を超えない速度でデータ送信を行
うべく、データ送信速度を調整する調整部を備えることを特徴とする手段１に記載の映像
データ記憶システム。
【００１４】
　データ形式変換部は、受信した第１映像データをキャッシュし、第２映像データに変換
する。ここで、ホスト機器の処理状況によっては、データ送信部が記憶装置へ送信するデ
ータ量が短期間で急激に増大し、データ形式変換部のキャッシュがあふれるおそれがある
。ここで、手段２に開示の映像データ記憶システムを用い、所定のデータ転送速度を超え
ない速度で記憶装置へデータ送信を行うことで、データ形式変換部のキャッシュあふれを
防止することが可能となる。
【００１５】
　手段３．前記データ形式変換部は、前記第２映像データへの変換に適用可能な一又は複
数の圧縮率を前記ホスト機器へ通知し、
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　前記変換指示送信部は、前記通知された一又は複数の圧縮率の中から一の圧縮率を指定
して前記第１映像データから前記第２映像データへの変換の指示を前記データ形式変換部
へ送信することを特徴とする手段１又は２に記載の映像データ記憶システム。
【００１６】
　手段３によれば、ホスト機器がデータ形式変換部で行う圧縮率を認識し映像データの管
理を行うことが可能となる。また、データ形式変換部が複数の圧縮率での圧縮が可能な場
合、ユーザによる圧縮率の選択が可能となる。また、記憶装置の備える記憶媒体の残り容
量が少ない場合に、圧縮率を高く選択することが可能となる。
【００１７】
　手段４．前記記憶装置は、前記変換指示送信部からの指示がない場合に前記ホスト機器
から送信される第１映像データを前記第２映像データに変換することなく前記記憶媒体に
保存することを特徴とする手段１～３のいずれかに記載の映像データ記憶システム。
【００１８】
　手段４によれば、変換指示送信部からの指示がない場合には、第２映像データへの変換
を行わずに第１映像データがそのまま記憶装置の記憶媒体に記憶される。この場合、第１
映像データの送信元であるホスト機器が当該第１映像データを当然に認識し、管理可能な
状態にあるため、第２映像データへの変換の場合とは異なり、ホスト機器側へ転送する必
要がない。これにより、ホスト機器は第１映像データ及び第２映像データのいずれを記憶
装置に記憶させる場合であっても、各映像データを認識し、管理することが可能となる。
【００１９】
　以上説明した前記第１の圧縮方法はＭＰＥＧ－２形式による圧縮であり、前記第２の圧
縮方法はＨ．２６４形式による圧縮であることが、代表例の一つとして想定されている。
また、上記各手段について映像データ記憶システムを前提に説明したが、映像データ記憶
方法として提供しても、上記課題を解決することができる。また、記憶装置単体を提供す
ることにより、上記課題に対応することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】映像データ記憶システムのハードウェア構成図
【図２】映像データ記憶システムの起動シーケンス図
【図３】映像データの記憶処理に係るフロー図
【図４】ユーザの入力処理に係るフロー図
【図５】映像データ記憶システムのデータフロー図
【図６】ホスト機器からメディアスロットに挿入される可搬記憶媒体へのデータのフロー
図
【図７】ＨＤＤからメディアスロットに挿入される可搬記憶媒体へのデータのフロー図（
その１）
【図８】ＨＤＤからメディアスロットに挿入される可搬記憶媒体へのデータのフロー図（
その２）
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　Ａ－１．ハードウェア構成について
　以下、映像データ記憶システムの実施形態について説明する。図１に示すように、本実
施形態に係る映像データ記憶システムでは、ホスト機器２とリモコン３と記憶装置１０と
を備えている。
【００２２】
　ホスト機器２には、記憶装置１０がＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒａｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂ
ｕｓ）２．０により接続されている。ここで、ホスト機器２は例えば、テレビ、ＨＤＤレ
コーダー、ＳＴＢなどである。ＵＳＢ２．０は接続インターフェースの一例であり、ＵＳ
Ｂ３．０やＩＥＥＥ１３９４などでもよい。なお、ホスト機器２と記憶装置１０間の接続
インターフェースは、ホスト機器２と記憶装置１０との間で映像データを送受信できる程
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度の通信帯域を確保する必要がある。リモコン３は、ホスト機器２と例えば無線により通
信を行い、ユーザの操作に応じてホスト機器２に対し各種の指示を与える。
【００２３】
　Ａ－２．ホスト機器２の構成について
　ホスト機器２は、電波受信部２０、制御部２１、内蔵ＨＤＤ２２、リモコン受信部２３
、表示部２４を備えている。電波受信部２０、内蔵ＨＤＤ２２、リモコン受信部２３、表
示部２４は、制御部２１に接続されている。電波受信部２０は、放送波として伝送される
映像信号を受信し、制御部２１に映像データとして送信する。なお、電波受信部２０が受
信し、送信する映像データはＭＰＥＧ－２形式で符号化され、ＭＰＥＧ－２　Ｔｒａｎｓ
ｐｏｒｔ　Ｓｔｒｅａｍ（ＴＳ）形式で多重化されている。制御部２１は、ＦｌａｓｈＲ
ＯＭ２１１、ＲＡＭ２１２、ＣＰＵ２１３、ＵＳＢコントローラ２１４を備えている。Ｆ
ｌａｓｈＲＯＭ２１１、ＲＡＭ２１２、ＵＳＢコントローラ２１４は、ＣＰＵ２１３に接
続されている。ＣＰＵ２１３は、ＦｌａｓｈＲＯＭ２１１に保存されるプログラムをＲＡ
Ｍ２１２上に読み出し実行する。また、ＵＳＢコントローラ２１４は、ホスト機器２に接
続されるＵＳＢ機器を制御する。ホスト機器２は、受信した映像データを内蔵ＨＤＤ２２
及び記憶装置１０に保存する。
【００２４】
　制御部２１は、内蔵ＨＤＤ２２及び記憶装置１０を制御するために用いられるデバイス
ドライバ２１３１を備えている。制御部２１は、デバイスドライバ２１３１を用いて内蔵
ＨＤＤ２２及び記憶装置１０にコマンドを送信し、内蔵ＨＤＤ２２及び記憶装置１０に対
して電波受信部２０から受信する映像データを書き込むデータ書き込み部２１３３として
の機能を有する。また、制御部２１は、データ書き込み部２１３３が書き込んだ映像デー
タをファイルシステムにより管理するデータ管理部２１３２としての機能を有する。デー
タ管理部２１３２はデータ書き込み部２１３３が書き込んだデータを管理するための情報
であるファイルを内蔵ＨＤＤ２２に書き込み、当該ファイルを用いてデータの管理を行う
。
【００２５】
　また、制御部２１は、電波受信部２０から送信される映像データを後述するトランスコ
ーダ１２に送信するデータ送信部２１３４としての機能を有する。データ送信部２１３４
は、単位時間あたりのデータ転送量を一定値以下に抑える調整部２１３７としての機能を
有する。また、制御部２１は、後述する専用コマンドを用いてトランスコーダ１２に映像
データをＭＰＥＧ－２形式からＨ．２６４形式に変換するための指示を送信する変換指示
送信部２１３５としての機能を有する。また、制御部２１は、記憶装置１０に記憶される
ＭＰＥＧ－２形式及びＨ．２６４形式で符号化された映像データをデコードするデコーダ
２１３６としての機能を有する。
【００２６】
　以上のデバイスドライバ２１３１、データ管理部２１３２、データ書き込み部２１３３
、データ送信部２１３４、変換指示送信部２１３５、デコーダ２１３６、調整部２１３７
としての機能は、ＦｌａｓｈＲＯＭ２１１に記憶されるデバイスドライバ用プログラム、
データ管理プログラム、データ書き込みプログラム、データ送信プログラム、変換指示プ
ログラム、デコーダプログラムがＣＰＵ２１３及びＲＡＭ２１２により実行されることで
実現される。なお、これらのプログラムは、ホスト機器２に対して、予め組み込んでおい
てもよいし、ネットワーク経由または可搬記憶媒体を用いて後からアップデートにより組
み込んでもよい。また、ＦｌａｓｈＲＯＭ２１１は、ホスト機器２から送信されるホスト
機器２を識別するために用いられる固有の認証コードを記憶している。映像データを記憶
する際に、例えば著作権保護のために暗号化を要する場合に、ホスト機器２は、当該認証
コードを用いて、記憶装置１０に記憶される映像データの暗号化・復号化を行う。
【００２７】
　リモコン受信部２３は、ユーザによるリモコン３の操作の結果を信号として受信し、制
御部２１に送信する。また、表示部２４は、電波受信部２０が受信した映像を表示したり
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記憶装置１０に記憶した映像を再生したりする他に、ユーザによるリモコン３の操作を促
す表示を行ったり、リモコン受信部２３が受信した信号による処理の結果を表示したりす
る。
【００２８】
　Ａ－３．記憶装置１０の構成について
　記憶装置１０は、ブリッジチップ１１、トランスコーダ１２、ＨＤＤ１３、メディアス
ロット１４を備えている。トランスコーダ１２はブリッジチップ１１に接続されている。
ブリッジチップ１１は、ＵＳＢ－ＳＡＴＡ変換部１１１とＵＳＢ－ＰＣＩｅ（ＰＣＩ－Ｅ
ｘｐｒｅｓｓ）変換部１１２とを備えるコントローラチップである。ＵＳＢ―ＳＡＴＡ変
換部１１１は、ＵＳＢプロトコルとＳＡＴＡ（Ｓｅｒｉａｌ　Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｔｅｃ
ｈｎｏｌｏｇｙ　Ａｔｔａｃｈｍｅｎｔ）プロトコルとの間でプロトコル変換する機能を
有する。また、ＵＳＢ－ＰＣＩｅ変換部１１２は、ＵＳＢプロトコルとＰＣＩｅプロトコ
ルとの間でプロトコル変換する機能を有する。ＨＤＤ１３はＳＡＴＡによりブリッジチッ
プ１１と接続される。ホスト機器２はブリッジチップ１１のＵＳＢ－ＳＡＴＡ変換部１１
１を介してＨＤＤ１３にアクセスすることが可能となる。
【００２９】
　ブリッジチップ１１は、ＵＳＢ－ＰＣＩｅ変換部１１２を介して、ＰＣＩｅプロトコル
を用いてトランスコーダ１２と接続される。ここで、ＰＣＩｅは装置同士を接続するため
に用いられる汎用的なインターフェースの一例である。また、ブリッジチップ１１は、Ｐ
ＣＩｅインターフェースを通じてトランスコーダ１２を制御するトランスコーダ制御部１
１３を有する。また、ブリッジチップ１１は、ホスト機器２から送信されるコマンドに応
じて、当該コマンドにより送信される映像データをトランスコーダ１２に転送するか、又
は、ＨＤＤ１３に書き込みを行うかの判断を行う転送先判断部１１４を有する。転送先判
断部１１４は、トランスコーダ１２より受信するＨ．２６４形式の映像データをホスト機
器２に送信する旨の判断を行う。
【００３０】
　トランスコーダ１２は、ブリッジチップ１１を介して、ホスト機器２からＭＰＥＧ－２
形式の映像データを受信し、当該受信した映像データをＭＰＥＧ２－形式からＨ．２６４
形式にトランスコードする。専用のハードウェアであるトランスコーダ１２を用いてトラ
ンスコードすることにより、ホスト機器２が伝送波として受信した映像データを逐次処理
することが可能となる。
【００３１】
　ＨＤＤ１３には、ブリッジチップ１１がホスト機器２より受信するＭＰＥＧ－２形式の
映像データ、又は、トランスコーダ１２により変換されたＨ．２６４形式の映像データが
記憶される。ここで、ＨＤＤ１３は記憶媒体の一例であり、ＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａ
ｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）などでもよい。また、ＳＡＴＡは接続インターフェースの一例であり
、Ｓｅｒｉａｌ　Ａｔｔａｃｈｅｄ　ＳＣＳＩ（ＳＡＳ）などでもよい。メディアスロッ
ト１４はブリッジチップ１１と接続されている。メディアスロット１４には、ＳＤメモリ
カードやＵＳＢ　Ｆｌａｓｈメモリなどの取り外し可能な可搬記憶媒体が接続される。
【００３２】
　Ｂ－１．接続時のシーケンスについて
　ホスト機器２と記憶装置１０の接続時のシーケンスについて図２を用いて説明する。ホ
スト機器２の起動後、記憶装置１０がホスト機器２に接続され、接続が確立する（ＳＡ０
、ＳＢ０）。次に、ホスト機器２の制御部２１が記憶装置１０に対してソフト的にアクセ
スが可能なように、デバイスドライバ２１３１を用いた接続処理と、前記記憶装置１０が
トランスコード可能な機能を持っているかどうかを判断する処理とを行う（ＳＡ２、ＳＢ
２）。
【００３３】
　デバイスドライバ２１３１を用いた接続確立後、ホスト機器２は、記憶装置１０に対し
、ホスト機器２固有の認証コードを送信する（ＳＡ４）。記憶装置１０は、ホスト機器２
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から送信された認証コードを保存する（ＳＢ４）。記憶装置１０は、保存された認証コー
ドに基づき、ホスト機器２との接続が初回接続であるか否かを判断する。また、認証コー
ドは記憶装置１０に映像データを記憶する際の暗号化及び当該記憶された映像データの再
生時における復号化に暗号鍵として用いることが可能である。
【００３４】
　認証コードの保存後、記憶装置１０は、記憶装置１０自身の情報をホスト機器２に送信
する（ＳＢ６）。ホスト機器２は、受信した記憶装置１０の状態についての情報に基づい
て、記憶装置１０との接続状態を確認する（ＳＡ６）。
【００３５】
　ここで、記憶装置１０がホスト機器２に送信する自身の情報とは、記憶装置１０とホス
ト機器２との接続が初回接続であるか否か、記憶装置１０の備えるＨＤＤ１３の最大容量
や現在の空き容量、トランスコーダ１２の変換可能な圧縮率、トランスコーダ１２の処理
能力（スループット）等である。トランスコーダ１２は、一又は複数の圧縮率でのトラン
スコードが可能である。ここで、圧縮率は、元の映像データに対するトランスコード後の
映像データのデータサイズの比率やトランスコード後の映像データのビットレートまたは
、トランスコード後の解像度などにより表される。また、圧縮率は、トランスコード後の
ビットレート、トランスコード後の解像度の両方もしくはどちらか一方を下げることによ
って、圧縮率を上げることができる。トランスコーダ１２が、ブリッジチップ１１のトラ
ンスコーダ制御部１１３を通じてホスト機器２にトランスコーダ１２自身が実行可能な圧
縮率を通知することで、ユーザやホスト機器２が圧縮率を識別し選択することが可能とな
る。
【００３６】
　なお、記憶装置１０のＨＤＤ１３に保存された映像データを、ホスト機器２以外のスマ
ートフォン等に転送して再生する場合がある。ところが、スマートフォンの備える表示部
は、ホスト機器２の表示部に比べて、表示可能な解像度が低い場合が多い。そのため、ホ
スト機器２用として保存された映像データがスマートフォンにおいて再生される場合、映
像データは、ソフトウェア等の処理によりスマートフォンの表示可能な解像度に合わせて
解像度を下げられることになり、スマートフォンに転送されたデータ容量に無駄が生じる
。そこで、予めスマートフォン向けに解像度を下げた映像データを作成しておくことで、
スマートフォンにおける表示可能な解像度に適合させつつ、データ容量を圧縮できる。
【００３７】
　記憶装置１０とホスト機器２との接続が初回接続の場合に限り、ホスト機器２は記憶装
置１０を初期化する（ＳＡ８、ＳＢ８）。ホスト機器２が記憶装置１０を初期化すること
で、ホスト機器２から記憶装置１０のＨＤＤ１３にデータを書き込むことが可能となる。
そして、ホスト機器２は、記憶装置１０との接続を完了する（ＳＡ１０）。
【００３８】
　図２を用いて説明した接続時のシーケンスは、ステップＳＡ８、ＳＢ８の処理を除き記
憶装置１０とホスト機器２が接続される度に行われる。また、図２を用いて説明した処理
によりホスト機器２の制御部２１が記憶装置１０を制御することが可能になる。ホスト機
器２が記憶装置１０自身の情報を取得することで、映像データを記憶する際に、映像デー
タの圧縮率などの設定が可能となり、表示部２４に当該記憶装置１０に関する情報を表示
することが可能となる。
【００３９】
　Ｂ－２．映像データの記憶処理について
　図３及び図４に本実施形態における、映像データの記憶処理の動作のフロー図を示す。
映像データの記憶処理は、図２に示す接続処理が完了し、ホスト機器２が記憶装置１０に
対してデバイスドライバ２１３１を介してのアクセスが可能となり、又、ホスト機器２が
記憶装置１０の備えるＨＤＤ１３の容量や、トランスコーダ１２の処理速度及び実行可能
な圧縮率に係る情報を取得した後に行われる。ホスト機器２の制御部２１は、当該ユーザ
が行うリモコン３による入力操作をトリガとして入力処理（Ｓ０２）を含む記憶処理を実
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行する。
【００４０】
　図３のステップＳ０２に示す入力処理の詳細について図４を用いて説明を行う。ユーザ
からの入力処理において、ホスト機器２はユーザによる入力処理がなされるまで待機する
（Ｓ５０）。ここで、ユーザによる入力操作は、表示部２４による表示に応じてユーザが
リモコン３を操作することによりなされ、リモコン受信部２３は、当該ユーザによる操作
の結果を受信する。ホスト機器２は、ユーザから入力操作がなされた後（Ｓ５０：ＹＥＳ
）、当該入力操作に応じてステップＳ５２～Ｓ６４において記憶装置１０及びホスト機器
２自身に対する設定を行う。なお、ユーザの入力操作処理（Ｓ５０）は、一度設定した値
を既定値としてホスト機器２側に保存し、以後それをデフォルトの値として指定するよう
にしても良い。
【００４１】
　すなわち、ホスト機器２は、ユーザから映像データを記憶する際の圧縮率について、現
在指定されている圧縮率から変更する旨の指示があるか否かを判断する（Ｓ５２）。ここ
で、圧縮率は、圧縮後の映像データのビットレートと、圧縮後の映像データの解像度を用
いて指定される。圧縮率に変更がないと判断される場合（Ｓ５２：ＮＯ）、直接ステップ
Ｓ６２の処理に移行する。圧縮率の変更が指示されていると判断される場合（Ｓ５２：Ｙ
ＥＳ）、ビットレートの変更指示がなされているか否かを判断する（Ｓ５４）。なお、ト
ランスコーダ１２が、変換可能なビットレートについては、図２のステップＳＢ６におい
て記憶装置１０からホスト機器２に既に通知されている。ビットレートの変更が指示され
ていると判断される場合（Ｓ５４：ＹＥＳ）、ホスト機器２は、記憶装置１０のブリッジ
チップ１１を通じてトランスコーダ１２に対し、ビットレートの変更について指示を行う
（Ｓ５６）。そして、ステップＳ５８の処理を行う。ビットレートの変更について指示が
なされていない場合（Ｓ５４：ＮＯ）、直接ステップＳ５８の処理に移行する。
【００４２】
　ホスト機器２は、ユーザから映像データをトランスコードする際の解像度について、現
在指定されている解像度から変更する旨の指示があるか否かを判断する（Ｓ５８）。トラ
ンスコーダ１２が変換可能な映像データの解像度は、図２のステップＳＢ６において記憶
装置１０からホスト機器２に既に通知されている。解像度の変更が指示されていると判断
される場合（Ｓ５８：ＹＥＳ）、ホスト機器２は、記憶装置１０のブリッジチップ１１を
通じてトランスコーダ１２に対し、解像度の変更について指示を行う（Ｓ６０）。そして
、ステップＳ６２の処理を行う。解像度に変更がないと判断される場合（Ｓ５８：ＮＯ）
、直接ステップＳ６２の処理に移行する。
【００４３】
　ホスト機器２は、映像データの記憶先について、ユーザの指示に基づき判断する（Ｓ６
２）。記憶先が記憶装置１０と指示されている場合（Ｓ６２：ＹＥＳ）、ホスト機器２は
、当該記憶先に係る情報を記憶し（Ｓ６４）、図３に示す記憶処理に戻る。また、記憶先
がホスト機器２の内蔵ＨＤＤ２２と指示されている場合（Ｓ６２：ＮＯ）、ホスト機器２
は、当該記憶先に係る情報を記憶し（Ｓ６６）、図３に示す記憶処理に戻る。なお、図４
に示す入力処理において、当然、映像データを記憶する際に必要となる入力処理、例えば
、記憶の開始及び終了時間の指定、記憶する映像データに係る放送チャンネルやコンテン
ツの選択に係る入力処理を併せて行ってもよい。又、ユーザは映像データの記憶を直ちに
開始する指示を行ってもよい。
【００４４】
　ユーザによる入力処理（Ｓ０２）において、映像データの記憶の開始する指示がなされ
たとき、又は、記憶の開始時間が指定された場合において当該記憶の開始時間となった時
、ホスト機器２の電波受信部２０は、放送波として伝送される記憶対象となるＭＰＥＧ－
２形式の映像データを受信する（Ｓ０４）。ここで、ホスト機器２の制御部２１は、ステ
ップＳ０２におけるユーザによる指示に基づいて、映像データをＭＰＥＧ－２形式のデー
タで書き込むか、又は、映像データをＨ．２６４形式でトランスコードした上で書き込む
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かの判断を行う（Ｓ０６）。
【００４５】
　ここで、Ｈ．２６４形式にトランスコードした映像データを記憶する場合（Ｓ０６：Ｙ
ＥＳ）、ホスト機器２のデータ送信部２１３４は、ＭＰＥＧ－２形式の映像データを専用
コマンドにより記憶装置１０のトランスコーダ１２に送信する（Ｓ０８）。ここで、専用
コマンドとは、データを書き込むために用いられるコマンドであるが、一般的なＭａｓｓ
ＳｔｏｒａｇｅＣｌａｓｓのＳＣＳＩコマンドセットにおけるＷｒｉｔｅコマンドとは異
なるコマンドである。専用コマンドは、ブリッジチップ１１を通じてトランスコーダ１２
にトランスコードを指示するコマンドである。専用コマンドはブリッジチップ１１に対し
て専用コマンドにより送信される映像データが、トランスコード対象のデータであると通
知する機能を有する。圧縮率の指定は、ステップＳ５８においてに指定されるとしている
が、専用コマンドによりトランスコーダ１２に通知することも可能である。
【００４６】
　ホスト機器２は、記憶装置１０のトランスコーダ１２によりＨ．２６４形式にトランス
コードされたデータを記憶装置１０から受信する（Ｓ１０）。ホスト機器２は、ステップ
Ｓ０２でなされたユーザの指示に応じて、映像データを内蔵ＨＤＤ２２に記憶するか、又
は、記憶装置１０に記憶するかの判断を行う（Ｓ１２）。なお、ステップＳ０６において
、トランスコードを行うことなく記憶をする場合（Ｓ０６：ＮＯ）、そのままステップＳ
１２に移行する。
【００４７】
　ステップＳ１２において、映像データの記憶先が記憶装置１０であると判断される場合
（Ｓ１２：ＹＥＳ）、ホスト機器２のデータ書き込み部２１３３は、記憶装置１０へＭＳ
Ｃコマンドの発行を行う（Ｓ１２）。ホスト機器２は、Ｈ．２６４形式にトランスコード
された映像データ、又は、トランスコードされていないＭＰＥＧ－２形式の映像データを
ＭＳＣコマンドのＷｒｉｔｅコマンドにより記憶装置１０へと書き込む。
【００４８】
　また、ステップＳ１４において、映像データの記憶先が内蔵ＨＤＤ２２であると判断さ
れる場合（Ｓ１２：ＮＯ）、ホスト機器２のデータ書き込み部２１３３は、内蔵ＨＤＤ２
２へ書き込みコマンドを発行する（Ｓ２０）。ホスト機器２のデータ書き込み部２１３３
は、映像データを書き込みコマンドにより内蔵ＨＤＤ２２へと書き込む。以上Ｓ０２～Ｓ
２２に示す制御により、ホスト機器２がトランスコード機能を有しない場合であっても、
ユーザの入力に応じて記憶装置１０のＨＤＤ１３と内蔵ＨＤＤ２２にＨ．２６４形式にト
ランスコードされた映像データを記憶することが可能となる。これにより、内蔵ＨＤＤ２
２に保存される映像データのデータサイズを低減することが可能となる。
【００４９】
　Ｂ－３．映像データのデータフローについて
　次に、ホスト機器２が映像データを受信し、記憶装置１０の備えるＨＤＤ１３に記憶す
る場合における、データの流れについて図５を用いて説明する。まず、Ｈ．２６４形式へ
のトランスコードを行わずに記憶装置１０にＭＰＥＧ－２形式で映像データを書き込む場
合の映像データ記憶システムの動作について説明する。
【００５０】
　図３のステップＳ０２において、ＭＰＥＧ－２形式で映像データを書き込む旨の指示が
ユーザによりなされると、ホスト機器２はＭＰＥＧ２形式の映像データを受信する（Ｓ３
０）。ホスト機器２は制御部２１のデータ書き込み部２１３３及びデータ管理部２１３２
により、ホスト機器２のＯＳが管理可能なファイルシステムに基づいて、記憶装置１０に
対しＭＰＥＧ－２形式の映像データを書き込むためのコマンドを送信する（Ｓ３１）。例
えば、ホスト機器２のＯＳがＬｉｎｕｘ（登録商標）である場合、ＯＳが管理可能なファ
イルシステムは、ＦＡＴ３２、ＸＦＳ、ＥＸＴ３等である。ステップＳ３０の処理は、図
３のステップＳ１６の処理に相当する。ここで、ホスト機器２から送信されるコマンドは
ＭａｓｓＳｔｏｒａｇｅＣｌａｓｓのＳＣＳＩコマンドセットにおけるＷｒｉｔｅコマン



(11) JP 5754384 B2 2015.7.29

10

20

30

40

50

ドである。
【００５１】
　Ｗｒｉｔｅコマンドを受信したブリッジチップ１１の転送先判断部１１４は、当該デー
タをＨＤＤ１３に転送する旨の判断を行う。そして、ＵＳＢ－ＳＡＴＡ変換部１１１は、
ＭＳＣコマンド（Ｗｒｉｔｅ）をＳＡＴＡコマンドに変換し（Ｓ３２）、ＨＤＤ１３に映
像データの書き込みを行う（Ｓ３３）。記憶装置１０に書き込まれたデータはホスト機器
２が備える制御部２１のファイルシステムにより管理される。以上のステップＳ３１～Ｓ
３３の動作により、ホスト機器２の制御部２１が、データ送信部２１３４、変換指示送信
部２１３５としての機能を有さない場合であったとしても、記憶装置１０に映像データを
記憶することが可能となる。
【００５２】
　次に、Ｈ．２６４形式にトランスコードして記憶装置１０に映像データを書き込む場合
の映像データ記憶システムの動作を説明する。これは、図３のステップＳ０２において、
ＭＰＥＧ－２形式の映像データをトランスコーダ１２によりＨ．２６４形式の映像データ
へ変換する旨の指示がユーザによりなされている場合に実行される動作である。ホスト機
器２は、制御部２１の変換指示送信部２１３５により、ＭＰＥＧ－２形式の映像データを
Ｈ．２６４形式に変換する指示する命令を含んだ専用コマンドの作成を行う。そして、ホ
スト機器２は、記憶装置１０に対し、制御部２１のデータ送信部２１３４から専用コマン
ドにより映像データを送信する（Ｓ３４）。ここで、データ送信部２１３４は、調整部２
１３７により、トランスコーダ１２の処理能力を超えないような所定のデータ転送速度で
データ送信を行う。なお、トランスコーダ１２の処理能力は、ホスト機器２と記憶装置１
０との接続時に、記憶装置１０の自身の情報の一つとしてホスト機器２に通知されている
（図２ＳＢ６参照）。
【００５３】
　ブリッジチップ１１の転送先判断部１１４は、専用コマンドを受信すると、当該専用コ
マンドにより転送を行う映像データをトランスコーダ１２に送信する旨の判断を行う。そ
して、ブリッジチップ１１は、ＵＳＢ－ＰＣＩｅ変換部１１２を通じてトランスコーダ１
２に映像データの送信を行う（Ｓ３５）。トランスコーダ１２は、受信したＭＰＥＧ－２
形式の映像データをＨ．２６４形式に逐次変換する。ステップＳ３６の処理は、図３のス
テップＳ０８の処理に相当する。
【００５４】
　ＭＰＥＧ－２形式の映像データを受信したトランスコーダ１２は、映像データをＨ．２
６４形式に変換する（Ｓ３６）。ここで、ホスト機器２は、専用コマンドを用いて、トラ
ンスコーダ１２がＭＰＥＧ－２形式からＨ．２６４形式へ映像データを変換する際のＨ．
２６４の圧縮率を指定することが可能である。ここで圧縮率の指定は、トランスコーダ１
２に対してブリッジチップ１１のトランスコーダ制御部１１３を通じてホスト機器２によ
り行われる。
【００５５】
　一般に、圧縮率を高く設定する場合、即ち、映像データをより高い圧縮率で圧縮する場
合、圧縮後の映像データのデータ量は小さくなるが、映像データにより表される映像の画
質は劣化する。そのため、ユーザは、圧縮率を指示することで、映像データの記憶に必要
な記憶容量の低減と画質の劣化の防止とのいずれかを選択することが可能となる。圧縮率
は、圧縮後のデータのビットレートと圧縮後のデータの解像度により指定可能である。ト
ランスコーダ１２が映像データのトランスコードを行う際に変換可能な圧縮後のデータの
ビットレートは、ホスト機器２と記憶装置１０との起動時のシーケンス（図２ＳＢ６参照
）においてホスト機器２に通知される。また、解像度の設定により、ユーザは映像データ
の記憶に必要な記憶容量の低減と映像データの高解像度とのいずれかを選択することが可
能となる。
【００５６】
　トランスコーダ１２は、ＭＰＥＧ－２形式の映像データをＨ．２６４形式にトランスコ
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ードした後、ブリッジチップ１１のＵＳＢ－ＰＣＩｅ変換部１１２を通じて（Ｓ３７）、
ホスト機器２にＨ．２６４形式の映像データを送信する（Ｓ３８）。ステップＳ３８の処
理は、図３のステップＳ１２の処理に相当する。
【００５７】
　Ｈ．２６４形式の映像データを受信したホスト機器２は、制御部２１のデータ書き込み
部２１３３及びデータ管理部２１３２により、ホスト機器２のファイルシステムに基づい
て、記憶装置１０へ当該映像データを書き込むための書き込みコマンドを記憶装置１０に
送信する（Ｓ３９）。ステップＳ３９の処理は、図３のステップＳ１６の処理に相当する
。ホスト機器２の制御部２１がホスト機器２のファイルシステムを用いてトランスコード
された映像データを記憶装置１０に書き込むため、ホスト機器２が当該トランスコードさ
れた映像データを管理することが可能となる。ここで、当該書き込みコマンドは、Ｍａｓ
ｓＳｔｏｒａｇｅＣｌａｓｓのＳＣＳＩコマンドセットにおけるＷｒｉｔｅコマンドであ
る。Ｗｒｉｔｅコマンドを受信したブリッジチップ１１の転送先判断部１１４は、Ｗｒｉ
ｔｅコマンドにより転送される映像データの送信先をＨＤＤ１３であると判断する。そし
て、ブリッジチップ１１のＵＳＢ―ＳＡＴＡ変換部１１１は、ＭＳＣコマンドをＳＡＴＡ
コマンドに変換し（Ｓ４０）、ＨＤＤ１３へ映像データの書き込みを行う（Ｓ４１）。
【００５８】
　このように、ホスト機器２は、ＭＰＥＧ－２形式の映像データ、又は、Ｈ．２６４形式
にトランスコードされた映像データのいずれについても、ホスト機器２のファイルシステ
ムに基づいて、記憶装置１０へ書き込み指示を行っている。従って、ホスト機器２が記憶
装置１０に保存された映像データを読み出し再生する際、保存された映像データが、ＭＰ
ＥＧ－２形式の映像データ、又は、Ｈ．２６４形式にトランスコードされた映像データの
いずれの場合においても、記憶装置１０にＭＳＣコマンドのＲｅａｄコマンドを送信する
ことでデータの読み出しを行うことが可能である。Ｈ．２６４形式及びＭＰＥＧ－２形式
の映像データは、いずれもブリッジチップ１１のＵＳＢ－ＳＡＴＡ変換部１１１を通じて
ホスト機器２に読み出され（Ｓ４２、Ｓ４３）、ホスト機器２の制御部２１の有するデコ
ーダ機能を用いてデコードされた後再生される（Ｓ４４）。ここで、Ｈ．２６４形式の映
像データを読み出す場合には、トランスコーダ１２を用いてＭＰＥＧ－２形式にトランス
コードした後に映像データをホスト機器２に送信してもよい。これにより、ホスト機器２
がＨ．２６４形式の映像データをデコードする機能を有しない場合であっても映像データ
を再生することが可能となる。
【００５９】
　Ｃ．メディアスロット１４に挿入される可搬記憶媒体への記憶について
　次に、記憶装置１０の備えるメディアスロット１４に挿入される可搬記憶媒体に映像デ
ータを記憶する際の動作について、図６～図８を用いて説明する。メディアスロット１４
に挿入される可搬記憶媒体は、例えばＳＤメモリカード、ＵＳＢ　Ｆｌａｓｈメモリなど
であり、当該可搬記憶媒体に映像データを記憶することにより、モバイル機器などで映像
データに係る映像を視聴することが可能となる。一般的に、可搬記憶媒体の記憶容量は、
ＨＤＤ１３や内蔵ＨＤＤ２２等に比べると小さいため、トランスコードされた映像データ
の記憶によるデータサイズの低減の効果が高い。
【００６０】
　図６に、ホスト機器２が受信したＭＰＥＧ－２形式の映像データをトランスコーダ１２
でトランスコードし、メディアスロット１４に挿入される可搬記憶媒体に映像データを記
憶する場合のデータの流れを示す。ホスト機器２に受信されたＭＰＥＧ－２形式の映像デ
ータは、ブリッジチップ１１の転送先判断部１１４を介して（Ａ０）、トランスコーダ１
２に送信される（Ａ２）。そして、ＭＰＥＧ－２形式の映像データは、トランスコーダ１
２においてＨ．２６４形式にトランスコードされる。ここで、トランスコーダ１２は、映
像データのビットレートを下げたり解像度を下げたりすることで、映像データのデータサ
イズを低減させることが可能である。メディアスロット１４に挿入される可搬記憶媒体は
、スマートフォンなどの比較的低解像度の映像データ再生機器へのデータの送信に用いら
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れると想定される。このため、当該映像データ再生機器の映像表示部の解像度にあわせて
映像データの解像度を下げることで、実質的に再生時の画質を下げることなく、データサ
イズを低減することが可能となる。
【００６１】
　Ｈ．２６４形式にトランスコードされた映像データは、トランスコーダ１２からブリッ
ジチップ１１の転送先判断部１１４を介して（Ａ４）、ホスト機器２に送信される（Ａ６
）。そして、送信されたＨ．２６４形式の映像データは、ホスト機器２により、ブリッジ
チップ１１を介して（Ａ８）、メディアスロット１４に挿入された可搬記憶媒体に対して
書き込まれる。矢印Ａ０～Ａ８の処理により、ホスト機器２が受信した映像データをＨ．
２６４形式にトランスコードした上で、メディアスロット１４に挿入される可搬記憶媒体
に記憶することが可能となる。
【００６２】
　図７に、ＨＤＤ１３に保存された映像データをトランスコーダ１２でトランスコードし
、一旦ホスト機器２にデータを転送した後、メディアスロット１４に挿入される可搬記憶
媒体に映像データを記憶する場合のデータの流れを示す。ＨＤＤ１３に保存されているＭ
ＰＥＧ－２形式の映像データは、ブリッジチップ１１を介して（Ａ２０）、ホスト機器２
に読み出される（Ａ２２）。ホスト機器２により読み出された映像データはブリッジチッ
プ１１を介して（Ａ２４）、トランスコーダ１２に送信される（Ａ２６）。そして、トラ
ンスコーダ１２において、ＭＰＥＧ－２形式の映像データはＨ．２６４形式にトランスコ
ードされる。ここで、トランスコーダ１２は、トランスコードによるデータサイズの圧縮
に加えて、映像データの解像度を下げることで更に映像データのデータサイズを低減させ
ることが可能である。
【００６３】
　Ｈ．２６４形式でトランスコードされた映像データは、トランスコーダ１２からブリッ
ジチップ１１を介して（Ａ２８）、ホスト機器２に送信される（Ａ３０）。そして、Ｈ．
２６４形式の映像データは、ホスト機器２によりブリッジチップ１１を介して（Ａ３２）
、メディアスロット１４に挿入された可搬記憶媒体に書き込まれる（Ａ３４）。矢印Ａ２
０～Ａ３４に示す処理により、ＨＤＤ１３に保存されているＭＰＥＧ－２形式の映像デー
タをＨ．２６４形式にトランスコードした上で、メディアスロット１４に挿入される可搬
記憶媒体に記憶することが可能となる。
【００６４】
　図８に、ＨＤＤ１３に保存された映像データをトランスコーダ１２でトランスコードし
、メディアスロット１４に挿入される可搬記憶媒体に映像データを記憶する場合のデータ
の流れを示す。ＨＤＤ１３保存されているＭＰＥＧ－２形式の画像データは、ブリッジチ
ップ１１の転送先判断部１１４により（Ａ４０）、トランスコーダ１２に送信される（Ａ
４２）。そして、映像データは、トランスコーダ１２によりＨ．２６４形式に変換される
。ここで、トランスコーダ１２は、映像データの解像度を下げることで映像データのデー
タサイズの低減をさせることが可能である。Ｈ．２６４形式に変換された映像データは、
トランスコーダ１２からブリッジチップ１１の転送先判断部１１４によりメディアスロッ
ト１４に転送され（Ａ４４）、メディアスロット１４に挿入される可搬記憶媒体に映像デ
ータが保存される（Ａ４６）。矢印Ａ４０～Ａ４６に示す処理により、ホスト機器２を用
いることなく、映像データのトランスコードを行った上で、ＨＤＤ１３からメディアスロ
ット１４に挿入される可搬記憶媒体への映像データの転送が可能となる。
【００６５】
　Ｄ．変形例
　以下に、本実施形態の変形例を示す。
【００６６】
　ホスト機器２に内蔵ＨＤＤ２２が備えられている場合について説明したが、内蔵ＨＤＤ
２２を備えていなくてもよい。また、記憶装置１０にメディアスロット１４が備えられて
いる場合について説明したが、メディアスロット１４を備えていなくてもよい。さらに、
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記憶装置１０がメディアスロット１４を備えており、かつ上述の図６～図８で説明した動
作を行わないものであってもよい。
【００６７】
　さらに、記憶装置１０のＨＤＤ１３に保存されている映像データを異なる記憶装置に転
送する場合、記憶装置１０と映像データの転送先の記憶装置をともにホスト機器２に接続
し、ＨＤＤ１３に保存された映像データについてトランスコーダ１２を用いてＨ．２６４
形式に変換した上で、転送先の記憶装置に映像を転送することも可能である。これにより
、映像データの転送とデータサイズの低減を同時に実行することが可能となる。
【符号の説明】
【００６８】
　２…ホスト機器、１０…記憶装置、１１…ブリッジチップ、１２…トランスコーダ、１
３…ＨＤＤ、１４…メディアスロット、２０…電波受信部、２１…制御部、２２…内蔵Ｈ
ＤＤ、２１１…ＦｌａｓｈＲＯＭ、２１２…ＲＡＭ、２１３…ＣＰＵ、２１４…ＵＳＢコ
ントローラ、２１３２…データ管理部、２１３３…データ書き込み部、２１３４…データ
送信部、２１３５…変換指示送信部、２１３６…デコーダ、２１３７…調整部。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】
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