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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　事前に記録されたマルチプレクス音声画像データに対する付加データを記録可能な媒体
に以後に格納するための方法であって、
（ａ）当初の音声画像データおよびナビゲーション・データを複合データ・ストリームに
マルチプレクスするステップと、
（ｂ）前記複合データ・ストリームを記録可能な媒体におけるパックに記録するステップ
と、
（ｃ）前記記録可能な媒体において予約されたパックを更に記録するステップと、
（ｄ）更に記録された予約されたパックを、以後に記録される補足データを受け入れ可能
なものとして指定するステップと、
（ｅ）前記記録可能な媒体の予約されたパックにおいて当初の音声画像データに対応する
補足データを以後に記録するステップと、
（ｆ）予約されたパックに補足データを記録した後に、前記予約されたパックが補足的な
副次的画像、音声または画像を包含するか否かに従って、予約されたパックを再指定する
ステップと
　を有する方法。
【請求項２】
　前記マルチプレクスするステップが、
　当初の音声画像データをＭＰＥＧに準拠したデータ・ストリームにマルチプレクスする
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ステップと、
　ナビゲーション・データをＭＰＥＧに準拠したデータ・ストリームにマルチプレクスす
るステップと、
　ＭＰＥＧに準拠したデータ・ストリームを誤り訂正符号化するステップと
　を有する、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記記録可能な媒体が再書き込み可能なＤＶＤである、請求項１記載の方法。
【請求項４】
　記録する前記ステップが、前記再書き込み可能なＤＶＤのＶＯＢＵにおけるパックに前
記複合データ・ストリームを記録するステップを有する、請求項３記載の方法。
【請求項５】
　前記ステップ（ａ）ないし（ｄ）が初期の記録セッションにおいて行なわれ、前記ステ
ップ（ｅ）ないし（ｆ）が編集セッションで行なわれる、請求項１記載の方法。
【請求項６】
　前記ステップ（ａ）ないし（ｆ）が単独の記録セッションで行なわれる、請求項１記載
の方法。
【請求項７】
　事前に記録されたマルチプレクス音声画像データに対する付加データを記録可能な媒体
に以後に格納するための方法であって、
（ａ）当初の音声画像データを記録可能な媒体におけるデータ・パックの複合系列にマル
チプレクスするステップと、
（ｂ）予約されたパックを、前記記録可能な媒体におけるデータ・パックの複合系列に加
えるステップと、
（ｃ）予約されたパックを、以後に記録される補足データを受け入れ可能なものとして指
定するステップと、
（ｄ）当初の音声および画像データに対応する補足データを、記録可能な媒体におけるデ
ータ・パックの複合系列における予約されたパックに以後に書き込むステップと、
（ｅ）予約されたパックに補足データを記録した後に、前記予約されたパックが補足的な
副次的画像、音声または画像を包含するか否かに従って、予約されたパックを再指定する
ステップと
　を有する方法。
【請求項８】
　更に、記録可能な媒体において、ナビゲーション・データをデータ・パックの複合系列
にマルチプレクスするステップを有する請求項７記載の方法。
【請求項９】
　記録可能な媒体が再書き込み可能なＤＶＤである、請求項７記載の方法。
【請求項１０】
　前記ステップ（ａ）ないし（ｃ）が初期の記録セッションで行なわれ、前記ステップ（
ｄ）ないし（ｅ）が編集セッションで行なわれる、請求項７記載の方法。
【請求項１１】
　前記ステップ（ａ）ないし（ｅ）が単独の記録セッションで行なわれる、請求項７記載
の方法。
【請求項１２】
　装置により読み取り可能な記憶装置であって、当該記憶装置に格納されるコンピュータ
・プログラムが、事前に記録されたマルチプレクス音声画像データに対する付加データを
記録可能な媒体に以後に格納するための複数のコード部分を有し、前記コード部分は、
（ａ）当初の音声画像データおよびナビゲーション・データを複合データ・ストリームに
マルチプレクスするステップと、
（ｂ）前記複合データ・ストリームを記録可能な媒体におけるパックに記録するステップ
と、
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（ｃ）前記記録可能な媒体において予約されたパックを更に記録するステップと、
（ｄ）更に記録された予約されたパックを、以後に記録される補足データを受け入れ可能
なものとして指定するステップと、
（ｅ）前記記録可能な媒体の予約されたパックにおいて当初の音声画像データに対応する
補足データを以後に記録するステップと、
（ｆ）予約されたパックに補足データを記録した後に、前記予約されたパックが補足的な
副次的画像、音声または画像を包含するか否かに従って、予約されたパックを再指定する
ステップと
　を有する手順を前記装置に実行させる、記憶装置。
【請求項１３】
　前記マルチプレクスするステップが、
　当初の音声画像データをＭＰＥＧに準拠するデータ・ストリームにマルチプレクスする
ステップと、
　ナビゲーション・データをＭＰＥＧに準拠するデータ・ストリームにマルチプレクスす
るステップと、
　ＭＰＥＧに準拠するデータ・ストリームを誤り訂正符号化するステップと
　を有する、請求項１２記載の記憶装置。
【請求項１４】
　記録可能な媒体が再書き込み可能なＤＶＤである、請求項１２記載の記憶装置。
【請求項１５】
　記録する前記ステップが、前記再書き込み可能なＤＶＤのＶＯＢＵにおけるパックに前
記複合データ・ストリームを記録するステップを有する、請求項１４記載の記憶装置。
【請求項１６】
　前記ステップ（ａ）ないし（ｄ）が初期の記録セッションにおいて行なわれ、前記ステ
ップ（ｅ）ないし（ｆ）が編集セッションで行なわれる、請求項１２記載の記憶装置。
【請求項１７】
　前記ステップ（ａ）ないし（ｆ）が単独の記録セッションで行なわれる、請求項１２記
載の記憶装置。
【請求項１８】
　装置により読み取り可能な記憶装置であって、当該記憶装置に格納されるコンピュータ
・プログラムが、事前に記録されたマルチプレクス音声画像データに対する付加データを
記録可能な媒体に以後に格納するための複数のコード部分を有し、前記コード部分は、
（ａ）当初の音声画像データを記録可能な媒体におけるデータ・パックの複合系列にマル
チプレクスするステップと、
（ｂ）予約されたパックを、前記記録可能な媒体におけるデータ・パックの複合系列に加
えるステップと、
（ｃ）予約されたパックを、以後に記録される補足データを受け入れ可能なものとして指
定するステップと、
（ｄ）当初の音声および画像データに対応する補足データを、記録可能な媒体におけるデ
ータ・パックの複合系列における予約されたパックに以後に書き込むステップと、
（ｅ）予約されたパックに補足データを記録した後に、前記予約されたパックが補足的な
副次的画像、音声または画像を包含するか否かに従って、予約されたパックを再指定する
ステップと
　を有する手順を前記装置に実行させる、記憶装置。
【請求項１９】
　前記手順が、記録可能な媒体において、ナビゲーション・データをパックの複合系列に
マルチプレクスするステップを有する、請求項１８記載の記憶装置。
【請求項２０】
　前記記録可能な媒体が再書き込み可能なＤＶＤである、請求項１８記載の記憶装置。
【請求項２１】
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　前記ステップ（ａ）ないし（ｃ）が初期の記録セッションにおいて行なわれ、前記ステ
ップ（ｄ）ないし（ｅ）が編集セッションで行なわれる、請求項１８記載の記憶装置。
【請求項２２】
　前記ステップ（ａ）ないし（ｅ）が単独の記録セッションで行なわれる、請求項１８記
載の記憶装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
［発明の背景］
［技術分野］
本発明形態は、一般に、例えば記録可能なディジタル多用途ディスク、ハード・ディスク
および磁気光ディスクのような記録可能な媒体に関し、特に、先行記録済みのマルチプレ
クス音声画像データに以後加算される音声画像データを格納する記録可能な媒体を形成す
る方法および装置に関する。
【０００２】
［関連技術の説明］
顧客が映像および／またはプログラムを後で上演するために記録することを可能にする様
々な装置が開発されている。そのような装置は、テープ・レコーダ、ビデオ・カセット・
レコーダ、記録可能なコンパクト・ディスクおよび最近の記録可能なディジタル多用途デ
ィスク（ＤＶＤ）を含む。ハード・ディスクおよび磁気光学ディスクも利用される。１度
だけ記録可能であって以後は本質的にＤＶＤ読取専用メモリであるＤＶＤは、アクロステ
ィック(acronym)ＤＶＤ－Ｒと呼ばれる。アクロスティックＤＶＤ－Ｒは、一般にライト
・ワンス(write-once)またはリード・ワンス(record-once)技術とも呼ばれる。
【０００３】
ＤＶＤ－Ｒと対照的に、データがＤＶＤに記録、消去および再記録され得るいくつかのフ
ォーマットが存在する。要するに、そのようなＤＶＤは上書きまたは再書き込みされ得る
。これらのＤＶＤは一般にアクロスティックＤＶＤ－ＲＡＭ，ＤＶＤ－ＲＷおよびＤＶＤ
＋ＲＷと呼ばれる。現在のところ、統一的な工業規格が採用されているわけではないが、
一般にアクロスティックＤＶＤ－ＲＡＭ，ＤＶＤ－ＲＷおよびＤＶＤ＋ＲＷを利用して、
各々の書き込み可能なＤＶＤ技術に関連付けている。更に、再書き込み可能なＤＶＤ技術
に関し、装置および方法並びに記録可能なＤＶＤ媒体は、一般に、目下利用されている規
格の総てに加えて、将来的に開発されるであろう規格の総てを包含することを意図する。
【０００４】
現在のＤＶＤは、音声画像内容が格納され得る論理ファイル構造を有し得る。特に、図８
に示すように、ＤＶＤ８００のファイル構造階層の上部において、１つ又はそれ以上のタ
イトル８０１が存在し、これはプログラム・エピソード・タイトルに大まかに対応する。
タイトル８０１は、１つ又はそれ以上の映像対象セット８０３(VOBS: Video Object Sets
)に加えて、制御データ８０２より成る。制御データ８０２はそのタイトル８０１を管理
するための情報を包含する。各ＶＯＢＳ８０３は、複数の映像対象（ＶＯＢ）８０４を包
含し得る。各ＶＯＢ８０４は複数のセル８０５を包含するのが好ましい。各セル８０５は
複数の映像対象ユニット(VOBU: Video Object Units)８０６を包含するのが好ましい。各
ＶＯＢＵ８０６は、大まかに画像グループに関連し、これはＤＶＤ８００における最小の
アドレス可能なチャンク(chunk)である。
【０００５】
特に、各ＶＯＢＵ８０６は、一般に１５フレームである整数個の映像フレームを包含し得
る。それ自体、各ＶＯＢＵ８０６は上演題材の０．４ないし１．０秒を包含し得る。商用
動画像における一般的なＶＯＢＵ８０６は、上演題材の０．５秒を包含し得る。さらに、
各ＶＯＢＵ８０６は、記録順に配置され、複合データ・ストリームにマルチプレクスされ
たデータ・ストリームの異なる形式に従ってインターリーブされたシーケンス・パック(p
ack)８０７を包含し得る。パック８０７はＭＰＥＧ準拠パックであることが可能であり、
これはタイミングおよび同期のためのシステム・クロック基準情報を含み得る。また、各
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パック８０７は、例えばナビゲーション、オーディオ、ビデオまたは副次的画像(sub-pic
ture)のような対応するデータ・ストリームを識別し得る。最後に、各パック８０７は、
データ・ストリームに対応するデータのチャンクを格納し得る。
【０００６】
異なるパック８０７は、ナビゲーション、ビデオ、オーディオおよび副次的画像に関する
データを包含し得る。特に、各ＶＯＢＵはナビゲーション・パック８０８（ＮＶ＿ＰＣＫ
またはＮＡＶ＿ＰＡＣＫ）から開始することが可能であり、例えば映像パック（Ｖ＿ＰＣ
Ｋ）、音声パック（Ａ＿ＰＣＫ）および副画像パック（ＳＰ＿ＰＣＫ）のような音声画像
データ・パック８０９が続き得る。ＮＶ＿ＰＣＫ８０８はナビゲーション情報を含み、ト
リック(trick)動作モードを実行する際に有用である。ＮＶ＿ＰＣＫ８０８は、上演制御
情報（ＰＣＩ）およびデータ探索情報（ＤＳＩ）を包含することも可能である。対照的に
、音声画像データ・パック８０９は、字幕または視覚的映像のような副次的画像データに
加えて音声画像データを包含し得る。
【０００７】
記録可能なＤＶＤのような記録可能な媒体に音声画像データを記録する場合に、オーディ
オ、ビデオおよび副次的映像データ・ストリームは、別々に補足されエンコードされ得る
。その後、音声画像および副次的映像データ・ストリームは、複合ＭＰＥＧストリームに
マルチプレクスされ、ナビゲーション・データと組み合わせられる。マルチプレクスされ
たストリームを記録可能な媒体へ物理的に記録するのに先立って、ＭＰＥＧストリームは
更に誤り訂正符号化を行ない得る。最後に、ＭＰＥＧストリームは記録可能な媒体へ物理
的に書き込まれ得る。
【０００８】
記録可能なＤＶＤの場合に、音声画像データが記録される各ＶＯＢＵ８０６に関し、マル
チプレクスされた複合ＭＰＥＧストリーム内の音声データは、各Ａ＿ＰＣＫが２０４８バ
イト・データを保持する一連のＡ＿ＰＣＫに書き換えられ得る。同様に、映像データは、
各Ｖ＿ＰＣＫが２０４８バイト・データを保持する一連のＶ＿ＰＣＫに書き換えられ得る
。また、副次的画像データは、各ＳＰ＿ＰＣＫが２０４８バイト・データを保持する一連
のＳＰ＿ＰＣＫに書き換えられ得る。最後に、Ａ＿ＰＣＫ，Ｖ＿ＰＣＫおよびＳＰ＿ＰＣ
Ｋの各々は、マルチプレクスされた複合ＭＰＥＧストリームにおける関連する直列的な順
序に従って、ＶＯＢＵ内でインターリーブされ得る。
【０００９】
特に、ＶＯＢＵ８０６内で音声画像データを記録する場合に、各々の連続的な音声画像パ
ック８０９は、複合ＭＰＥＧストリームにおいて音声画像データを物理的に記録するのに
必要な音声画像データで満たされ得る。また、各ＶＯＢＵ８０６はナビゲーション、映像
および副次的映像データしか包含し得ないので、いったんＶＯＢＵ８０６が記録されると
、どの音声画像パックが記録されたデータを包含するかおよびどれが空であるかを識別す
ることが困難である。したがって、いったん音声画像データがＶＯＢＵ８０６に記録され
ると、同一のＶＯＢＵ８０６に以後付加的な音声画像データを付加することは困難である
。
【００１０】
［発明の概要］
本発明による方法は、副次的映像パックおよび／またはオーディオ・パックを編集するこ
とによって、ユーザが記録可能なＤＶＤをカスタム化することを可能にする。有利なこと
に、所定の音声パックおよび／または副次的映像パックは、マルチプレクスされ、記録さ
れた題材において予約(reserve)される。これらの事前に予約されたパックを利用して、
当初のトラックを傷つけることなしに、ユーザは、そのユーザが歌う歌またはユーザによ
り作成されたサブ・タイトルのような異なる情報を以後ディスクに記録することが可能で
ある。これは、例えばカラオケ、ホーム映像のオーディオ・ダビング、タイトル処理およ
びグラフィック・オーバーレイのような広範な用途を有する。
【００１１】
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本発明の第１形態による、事前に記録されたマルチプレクス音声画像データに以後の付加
データを格納するための記録可能な媒体を形成する方法は、第１に、当初の音声画像デー
タおよびナビゲーション・データを複合データ・ストリームにマルチプレクスするステッ
プ；第２に、前記複合データ・ストリームを記録可能な媒体におけるパックに記録するス
テップ；第３に、前記記録可能な媒体において予約されたパックを更に記録するステップ
；および第４に記録媒体における予約パックにおいて当初の音声画像データに対応する補
足データを以後に記録するステップより成る。特に、記録可能な媒体は再書き込み可能な
ＤＶＤとすることが可能である。
【００１２】
マルチプレクスするステップは、当初の音声画像データをＭＰＥＧ準拠データ・ストリー
ムにマルチプレクスし；ナビゲーション・データをＭＰＥＧ準拠データ・ストリームにマ
ルチプレクスし；およびＭＰＥＧ準拠データ・ストリームを誤り訂正符号化するステップ
を包含する。本方法は、更に、以後記録されるデータを受け入れることの可能な記録され
た予約されたパックを指定し；および予約されたパックに補足音声画像データを記録する
のに続いて、予約されたパックが補足的副次的映像、音声または映像データを包含するか
否かに従って、予約されたパックを再指定することを含む。記録するステップは、複合デ
ータ・ストリームを再書き込み可能なＤＶＤにおけるＶＯＢＵ内のパックに記録するステ
ップより成る。特に、本方法の最初の３つのステップは、初期の記録セッションで行なわ
れ得るが、第４のステップは編集セッションで行なわれ得る。あるいは、これら総てのス
テップが単独の記録セッションで行なわれ得る。
【００１３】
本発明の第２形態によれば、事前に記録されたマルチプレクス音声画像データに以後の付
加データを格納するための記録可能な媒体を形成する方法は、第１に、当初の音声画像デ
ータを記録可能な媒体におけるデータ・パックの複合系列にマルチプレクスするステップ
；第２に、予約されたパックを、前記記録可能な媒体におけるデータ・パックの複合系列
に加えるステップ；第３に、当初の音声画像データに対応する補足データを、記録可能な
媒体のデータ・パックの複合系列における予約パックにその後に書き込むステップより成
る方法である。特に、記録可能な媒体は再書き込み可能なＤＶＤであり得る。
【００１４】
本方法は更に、ナビゲーション・データを、記録可能な媒体におけるデータ・パックの複
合系列にマルチプレクスするステップを含む。また、本方法は、以後記録される副次的画
像、音声およびデータを受け入れることの可能な予約パックを指定するステップ；および
予約パックに補足データを書き込むのに続いて、予約パックが補足の副次的画像、音声ま
たは映像データを包含するか否かに従って、予約パックを再指定するステップを含む。そ
して、最初の２つのステップは初期の記録セッションで行なわれ得るが、第３のステップ
は編集ステップで行なわれ得る。あるいは、これら３つ総てのステップを単独の記録セッ
ションで行なうことも可能である。
【００１５】
本発明により、記録可能な媒体が形成され、以後付加されるデータが、先行する記録済み
のマルチプレクスされた音声画像データに格納される。特に、記録可能な媒体は複数のＶ
ＯＢＵを包含することが可能であり、各ＶＯＢＵは少なくとも１つのナビゲーション・パ
ック、および当初の音声画像データを格納する少なくとも１つのデータ・パック；および
ＶＯＢＵの少なくとも１つにおける少なくとも１つの予約されたパックを有する。予約パ
ックは選択的に指定され、当初の音声画像データに対応する以後記録される補足データを
格納することを可能にする。ＶＯＢＵにおける各データ・パックは、オーディオ・パック
、映像パックおよび副次的映像パックの１つであり得る。当初のマルチプレクスされた音
声画像データは、ＶＯＢＵにおけるデータ・パックにマルチプレクスされ得る。
【００１６】
［好適実施例の詳細な説明］
［記録可能なＤＶＤ装置］
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本発明による再記録、再書き込み可能なディスク媒体１０２を利用する本発明によるＤＶ
Ｄ－ＲＯＭバックワード対応欠陥管理(backwards-compatible defect management)方法を
実行する装置１００が、図１にブロック図で示されている。再書き込み可能なディスク媒
体１０２は、図示した例では再書き込み可能なＤＶＤとして実現される。多くの例におい
て、後述するように、再書き込み可能なディスク媒体は、例えばハード・ドライブまたは
磁気光学ディスク(MOD: magneto optical disk)であり得る。ＭＯＤの例はミニ・ディス
クである。多くの例において、本発明は、映像若しくは音声または映像および音声の両者
に適用することが可能である。
【００１７】
装置１００は、本実施例では再書き込み可能なＤＶＤ１０２である再記録可能なＤＶＤ媒
体へ書き込みおよびそこから読み取りが可能である。装置は、機械的構造１０４、制御部
１２０、映像／音声入力処理経路１４０および映像／音声出力処理経路１７０より成る。
様々な部分または経路へのほとんどのブロックの割当はそれ自身明確であるが、ブロック
のいくつかの割当は便宜的なものであり、装置の動作を理解する観点からは重要ではない
。
【００１８】
機械構造１０４は、ディスク１０２を回転させるモータ１０６と、回転するディスク上で
動くよう形成されたピックアップ機構１０８を有する。ピックアップ１０８およびモータ
１０６はサーボ１１０によって制御される。サーボ１１０はデータの再生信号を受信し、
ディスク１０２のらせん状トラックから第１入力として読み込まれ得る。また、再生信号
は誤り訂正回路１３０への入力でもあり、これは制御部の一部または映像／音声出力処理
経路の一部と考えることが可能である。
【００１９】
ディスク１０２からデータを読み取る場合に、ピックアップ機構１０８におけるレーザは
、ディスク１０２の内部層表面にレーザ光を方向付け得る。ディスク１０２に格納された
データに依存して、レーザ光線はほとんど反射され又はほとんど吸収され得る。ピックア
ップ機構１０８は、反射光線を第１形式の電気信号として解釈し、ディスク１０２の内部
層表面により吸収された光線を第２形式の電気信号として解釈する。好適実施例では、反
射および非反射の間の遷移が、ディスク１０２に対応する再生信号に関連するディジタル
信号にマッピングされる。
【００２０】
これに対して、記録中は、ピックアップ機構におけるレーザはディスク１０２上の螺旋ト
ラックにスポットを照射し、映像および／または音声プログラム題材をディジタル的に記
録する。特に、少なくとも１つの内部結晶記録層を包含し得るディスク１０２は、アモル
ファスまたは結晶の２つの特徴的な状態を示し、これら各々は異なる反射特性を有する。
反射に関するこれらの異なる状態は、ピックアップ機構１０８における光学センサによっ
て検出され得る。
【００２１】
記録に先立って、ディスクの内部記録層は高反射率を示す結晶状態にある。レーザ・ビー
ムの光強度を変調して、内部結晶記録層におけるトラックの表面にアモルファス・データ
・マークを記録することが可能である。具体的には、レーザ・パルスのエネルギは、内部
結晶記録層の表面温度を、その層の溶融点より上に速やかに上昇させることが可能である
。溶融点上になると、内部層は高反射率の結晶状態から低反射率のアモルファス状態に遷
移し得る。以後、層を急速に冷却することにより、内部層の分子構造が結晶状態に再組織
化することを防止する。したがって、ディジタル・データは、ディスク１０２にディジタ
ル・コードを書き込むことの可能な一連のレーザ・パルスにマッピングされ、これはディ
ジタル・データに対応し得るものである。
【００２２】
特に、容量の制限に依存して、ディスク１０２は１つ又は２つの記録可能な面を有する。
さらに、ディスク１０２はその面毎に複数の再記録可能な層を有し得る。しかしながら、
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本発明を理解する観点からは、面および層の数は重要ではない。さらに、両面記録の場合
に、ディスク１０２の両面の記録が、ディスク１０２の一方または両面から生じるか否か
も重要ではない。
【００２３】
図１に戻って、制御部１２０は、コントローラ１２２およびナビゲーション・データ生成
回路１２６より成るのが好ましい。コントローラ１２２は、第１入力信号をナビゲーショ
ン・データ生成回路１２６に供給し、サーボ１１０は第２入力信号をナビゲーション・デ
ータ回路１２６に供給する。サーボは、制御部１２０の一部と考えることも可能である。
ナビゲーション・データ生成回路１２６は、第１入力信号をマルチプレクサ（ＭＵＸ）１
５４に供給し、これは映像／音声入力処理経路１４０の一部を形成する。ＭＵＸ１５４の
出力は、誤り訂正符合回路１２８の入力である。誤り訂正符号回路１２８の出力は、ピッ
クアップ１０８に供給される読み取り可能な入力信号であり、これはレーザによってディ
スクの螺旋トラックに「照射される(burned)」ものである。
【００２４】
コントローラ１２２は、図１に示されるように、トラック・バッファ１７２およびレコー
ド・バッファ１５２に含まれるデータにアクセスすることが好ましい。コントローラ１２
２は、本発明を実行するために、トラック・バッファ１７２およびレコード・バッファ１
５２に格納された映像データを消去、修正および再フォーマットすることが可能である。
制御およびデータ・インターフェースを用意して、コントローラ１２２がパケット画像エ
ンコーダ１４４および音声エンコーダ１４８の動作を制御可能にし、ここに説明されるよ
うな本願実施例を実現することが好ましい。適切なソフトウェアまたはファームウェアは
、コントローラ１２２により実行される従来の動作に関するメモリに用意される。さらに
、以下に詳細に説明される本発明に従う、有利な特徴に関するプログラム・ルーチンは、
コントローラ１２２を制御するよう提供される。
【００２５】
ビューア・アクティブ(viewer activatable)機能のためのコントロール・バッファ１３２
は、目下利用可能な機能、すなわち再生、記録、リバース、早送り、ポーズ／再生および
停止のような機能を示す。ポーズはＶＣＲにおけるポーズ動作に対応するものであり、そ
れは、例えば予め記録されたプログラムの再生途中に手動で割り込む、または記録物から
コマーシャルを消去するために鑑賞されるプログラムの記録に割り込むようなものである
。別個のポーズ・バッファ１３６は、記録および再生機能中にポーズを実行する命令を受
信するよう設けられる。
【００２６】
映像／音声入力処理経路１４０は、例えばＮＴＳＣまたはＰＡＬの従来のテレビジョン信
号を、例えばＭＰＥＧ－１またはＭＰＥＧ－２のディジタル化されたパケット・データに
変換し、装置１００によってディジタル記録する信号処理回路である。入力経路１４０は
、ＮＴＳＣデコーダ１４２および例えばＭＰＥＧ－１またはＭＰＥＧ－２のような映像に
関する映像エンコーダ１４４より成り、音声アナログ・ディジタル変換器（Ａ／Ｄ）１４
６および例えばＭＰＥＧ－１またはＭＰＥＧ－２のような音声エンコーダ１４８より成る
。ディジタル信号は、全パケットが構築されるまで、マルチプレクサ１５０で結合され、
レコード・バッファ１５２で格納される。各パケットが構成されると、各パケットはＭＵ
Ｘ１５４におけるナビゲーション・データ生成回路の出力に結合され、誤り訂正符号回路
１２８に送信される。誤り訂正符号回路１２９は入力経路１４０の一部として考えること
も可能である。
【００２７】
出力処理経路１７０は、トラック・バッファまたは出力バッファ１７２より成り、ディス
クから読み出されたデータは更なる処理のためにパケットに組み立てられ得る。パケット
は従来のアクセス回路１７４によって処理され、デマルチプレクサ１７６を通じて、およ
び映像および音声処理用の各自の経路内でパケットの伝播を制御する。画像は例えばＭＰ
ＥＧ－１またはＭＰＥＧ－２のようなデコーダ１７８によりデコードされ、例えばＮＴＳ
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ＣまたはＰＡＬのような従来のテレビジョン信号としてエンコードされる。音声は例えば
ＭＰＥＧ－１またはＭＰＥＧ－２のような回路１８２によりデコードされ、音声ディジタ
ル・アナログ（Ｄ／Ａ）変換器１８４によりアナログ形式に変換される。出力処理経路１
７０は、上述したように、誤り訂正回路１３０を包含するよう考察することも可能である
。
【００２８】
装置１００は、例えば、１Ｘリードおよび１Ｘライト容量を有する機構を表現し得る。こ
のような装置は、一般に、近似的に１１メガビット／秒の記録または再生の最大データ・
レートを有し得る。本発明によるものを実現するには、同時に生じるような手法で再生（
リード）および記録（ライト）を行う必要がある。本発明はより高いデータ・レートを有
する装置にも有用である。
【００２９】
［ＤＶＤ媒体］
本発明を説明するために、プログラム題材が、図１に示すような再書き込み可能なＤＶＤ
のような記録可能なＤＶＤ媒体に記録され、再書き込み可能なＤＶＤから再生される。図
２に詳細に示されるような再書き込み可能なＤＶＤ２０２は、１．２ｍｍ厚さのディスク
を形成する接着層により結合された２つの基板より成る。センター・ホール２１８はディ
スクの中心に形成され、図１のモータ１０６のグリップ装置がディスクを堅固に把持し、
本発明により角度方向の運動を制御する。
【００３０】
従来のＤＶＤ－ＲＡＭ技術における場合のように、本発明の再書き込み可能なＤＶＤ２０
２は、山(land)／溝構造およびディスクにデータを記録するための位相可変材料を有する
。山／溝の組み合わせは、山および溝に交互に記録されたデータと共に連続的な螺旋２１
２を形成する。データは、螺旋２１２に沿って外向きに挫書き込み可能なＤＶＤ２０２に
書き込み可能であり、螺旋の小さな半径部分から始まり、螺旋２１２の大きな半径部分に
至る。いくつかの３つの大きな点（・・・）は、図示されていない螺旋の部分を示す。ほ
とんど円形の螺旋２１２の放射状の同心状の部分は、しばしばトラックとも呼ばれる。特
に、螺旋２１２は、図には示されていないがサイド・トゥ・サイド・ウォブル(side-to-s
ide wobble)とともに形成され、媒体形式指標を収納する。縮尺の便宜上、螺旋１６の部
分のみが示され、非常に拡大して描かれている。
【００３１】
再書き込み可能なＤＶＤ２０２の表面に一定のデータ密度を維持するために、記録面は２
４の環状ゾーンに分割される。各ゾーンは、９４４の山のトラックと９４４の溝のトラッ
クを含む１，８８８トラックを有する。各トラックはセクタ２１４に分割される（簡単の
ため、唯一のセクタが示される。）。最も内側のゾーンはトラック当たり１７のセクタを
有する。トラック当たりのセクタ数は、連続するゾーンの各々において１つずつ増加する
。したがって、最も外側のゾーンはトラック当たり４０のセクタを含む。各セクタ２１４
は、ディスク表面に形成された読取専用識別フィールドから始まる。この識別フィールド
はヘッダとしても言及され、セクタの物理的位置を識別するために使用され、ユーザの記
録可能なデータ・フィールドとは別に維持され、それが永久的に読み出し可能であること
を保証する。書き込み可能なＤＶＤ２０２は更に、例えばＤＶＤ－ＲＡＭ，ＤＶＤ－ＲＯ
ＭまたはＤＶＤ－Ｒのような媒体形式を識別することの可能な読み取り専用データを含む
エンボス(emboss)領域２１６を有する。
【００３２】
有益であろうことは、ここに開示する有利な特徴は他の種類のディスク媒体およびディス
ク媒体プレーヤおよびレコーダに適用可能なことである。さらに、図１に示される装置お
よび図２に示されるディスク媒体の他の変形を施して、本発明により教示される有利な特
徴を利用することも可能である。特に、本発明による欠陥セクタ管理用の解決手段は、記
録可能なＤＶＤ媒体にデータを記録するコントローラ１２２におけるハードウエア、ファ
ームウエアおよびソフトウエアの修正および付加を包含し得る。
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【００３３】
［以後のマルチプレクス記録を支援するためにマルチプレクス題材を記録すること］
本発明による方法は、ＶＯＢＵにおける音声画像データの記録中に、ＶＯＢＵにおけるパ
ックを予約するステップを包含し得る。特に、予約されたパックは、そのパックが予約さ
れたパックであることを示す識別子を利用してマークされ得る。その結果として、以後の
記録セッション中に、ＶＯＢＵにおける予約パックが識別され得る。したがって、付加的
な音声画像データおよび副次的画像データは、予約パックにおいて付加的な音声画像デー
タおよび副次的データを格納することによって、既に記録されたＶＯＢＵに付加され得る
。そして、以後記録された音声画像データを包含する予約パックは、例えば音声、画像ま
たは副次的画像のようなそこに包含されるデータ形式に従ってマークされ得る。
【００３４】
図３Ａおよび３Ｂは、共に、初期の記録セッション中にＶＯＢＵ内のパックを予約する最
初のプロセスと、以後の記録セッション中に音声または副次的画像データを予約されたパ
ックに記録するプロセスを示す。なお、本発明は後続の記録セッションに関するタイミン
グのものに限定されない。むしろ、本発明の他の形態において、最初の記録と同じ記録セ
ッション中に、後続の記録が生じ得る。具体的には、他の実施例において、初期および後
続の記録は、単独の記録プロセスの一部であり得る。
【００３５】
図３Ａに戻って、画像データ３０１、音声データ３０２および副次的画像データ３０３は
、複合ＭＰＥＧストリームが形成されるマルチプレクサ３１０に提供される。さらに、ナ
ビゲーション・データ３０４はマルチプレクサ３１０に付加され得る。そして、予約され
たパック３０５がマルチプレクスされたストリームに加えられる。マルチプレクスされた
複合ＭＰＥＧストリームは、記録可能な媒体におけるＶＯＢＵ３２０に書き込まれ得る。
さらに、複合ＭＰＥＧストリームは、誤り訂正符号化の処理を受け得る。そして、ＶＯＢ
Ｕ３２２は、ナビゲーション・パック３２５、画像パック３２１、音声パック３２２、副
次的画像パック３２３および予約パック３２４を有し得る。特に、図３Ａおよび３Ｂに示
されるように、将来の編集用に予約されたパックは、ＡＲ＿ＰＣＫで指定される。以後付
加されそこに記録されるデータを有するパックは、ＶＵＲ＿ＰＣＫで示される。
【００３６】
図３Ｂを参照するに、以後の記録セッションにおいて、ユーザは、先行する記録済みのＶ
ＯＢＵ３２０に、例えば音声データ３３３または副次的画像データ３５５のような補足デ
ータを加えることが可能である。特に、付加された補足データは、ナビゲーション・デー
タ３０４と共にマルチプレクサ３１０に提供され、新たなマルチプレクスされたデータ・
ストリームが形成され得る。その後、図３Ａの予約パックが識別され、付加された音声デ
ータ３３３または副次的画像データ３３５はそこに書き込まれ得る。そして、図３Ａの予
約されたパック３２４は、再設計された付加データ・パック３２６、ＶＲ＿ＰＣＫであり
得る。
【００３７】
図３Ａの予約パック３２４のような事前に予約されたパックを利用して、ユーザは、記録
可能な媒体に後で異なる情報を記録することが可能である。そのような異なる情報は、記
録されたデータの当初のトラックを害することなしに、ユーザの歌う歌、ユーザにより記
録されたビデオ・クリップ、またはユーザにより生成されたサブ・タイトルを包含し得る
。さらに、図３Ａおよび３Ｂに示されるような本発明は、例えばカラオケ、ホーム・ビデ
オおよびオーディオ・ダビング、サブタイトル処理およびグラフィック・オーバーレイを
包含する広範な用途を有する。特に、本発明では、顧客に記録可能なＤＶＤが提供され、
それは記録済みのパックに加えて例えば音楽画像のような、当初記録された音声画像題材
を包含するものである。したがって、顧客は、副次的な画像情報に加えて例えば顧客の画
像および／または音声のような補足データを、予約されたパックに記録することが可能で
ある。そして、ナビゲーション・データは記録され、顧客記録データに関連付けられるこ
とが可能であり、鑑賞者は当初の音声画像データ、顧客の付加したデータまたは両者の組
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み合わせを再生することが可能である。この用途の一形態は、複数の角度の視野の内の１
つの視野を顧客記録データに関連付けることが可能である。このように、鑑賞者は、ＤＶ
Ｄプレーヤで上演される当初のおよび顧客による付加データの組み合わせを適切に選択す
ることが可能である。
【００３８】
図４および５は、ホーム・ビデオおよびオーディオ・ダビングに関する本発明の用途を示
す。特に、図４はユーザ供給画像および音声４０２（および可能ならば副次的画像データ
）を記録可能な媒体４０４に加え、その媒体はそこに格納され事前に記録されたオーディ
オおよび画像（および可能であれば副次的画像データ）を有する。図４の例において、最
初の記録セッション４０３において、音声および画像データ５０２（および可能であれば
副次的画像データ）は、記録可能な媒体におけるＶＯＢＵに記録され得る。重要なことに
、当初の記録セッション中に、予約パックもＶＯＢＵに格納され得る。具体的には、図５
に示されるように、各ＶＯＢＵ５０３内のパック５１０は予約されることが可能であって
以後の記録セッションで補足データを格納することが可能であり、当初の音声、画像およ
び副次的画像データ５０２は各音声、画像および副次的画像パック５０５にシリアルに格
納され得る。予約されたパック５１０はＡＲ＿ＰＣＫで指定され、そのパックが将来的な
音声および画像データ用に予約されることを示す。
【００３９】
図４に戻って、当初の記録４０３に続いて、編集セッション中に、付加的なユーザ供給音
声データ４０８および画像データ４０６（可能でならばユーザ供給の副次的画像データ）
は、付加された音声および画像４０６，４０８に加えて、当初記録した音声および画像４
０２両者を包含する記録可能な媒体４１０となる再記録可能な媒体４０４に加えられる。
特に、図５に示されるように、付加的な音声および画像データ５２０（）は予約パック５
１５に書き込まれることが可能であり、そこに格納されるデータ形式、すなわち副次的画
像、音声または画像データに従って、再指定され得る。
【００４０】
特に、編集中の付加的な音声および画像データに対して、適切なナビゲーション・データ
が発生され得る。したがって、ＤＶＤの従来の再生におけるもののように、付加されたデ
ータはユーザの選択により選択的に再生され得る。そして、図４に示されるように、再生
４１１の間の第１の形態において、当初の画像および付加的な音声が再生され得る。しか
しながら、他の形態４１４では、当初の音声および画像が再生され得る。そして、第３の
形態４１６では、付加的な画像および当初の音声が再生され得る。なお、本発明はここに
説明した特定の再生形態に限定されず、その他多くの形態が可能である。
【００４１】
特に、本発明は、副次的画像、音声および画像データを編集セッション中に再記録可能な
媒体に付加することに限定されない。むしろ、付加的な副次的画像、音声および画像は、
初期記録セッション中にリアル・タイムでマルチプレクスされた記録に加えられ得る。図
６および７は、付加的な副次的画像、音声および画像データをマルチプレクス記録に加え
るリアル・タイムの方法を示す。特に、図６に示されるように、記録セッション６０３に
おいて、音声および映像データ６０２（可能であるならば副次的画像データ）は、再記録
可能な媒体６０４におけるＶＯＢＵに再記録され得る。記録セッション６０３の間に、予
約パックがＶＯＢＵに格納され得る。特に、図７に示されるように、各ＶＯＢＵ７０３に
おけるパック７１０は、当初の音声画像および副次的画像データ７０２が、各々の音声、
画像および副次的画像パック７０５にシリアルに格納され得る一方、付加的な副次的画像
、音声および映像データを格納するために予約され得る。図６に戻って、記録セッション
６０３の間に、付加的なユーザ供給音声データ６０８および画像データ６０６（および可
能ならば副次的画像データ）は、記録可能な媒体６０４に付加されることが可能であり、
これは、付加される音声および画像６０６，６０８（および可能ならば副次的画像データ
）に加えて、当初記録された音声および画像６０２両者を包含する媒体６０４になる。特
に、図７に示されるように、付加的な音声および画像データ７２０（および可能ならば副
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格納されるデータ形式、すなわち副次的画像、音声または画像データに従って再指定され
得る。
【００４２】
特に、図４，５の第１の例におけるもののように、適切なナビゲーション・データは編集
中に付加データ用に発生させられる。したがって、ＤＶＤの既存の再正のように、付加さ
れた補足データがユーザの選択に従って選択的に再生される。図６に示されるように、再
生６１１の第１の形態６１２において、当初の画像および付加的な音声が再生され得る。
しかしながら、他の形態６１４では、当初の音声および画像の両者が再生され得る。そし
て、第３の形態６１６では、付加的な画像および当初の音声が再生され得る。なお、本発
明はここに示した特定の形態に限定されず、他の多くの再正の形態が可能である。さらに
、本発明は付加的な画像または音声にのみ限定されない。むしろ、付加的なデータは付加
的な副次的画像データでもあり得る。
【００４３】
以上、本発明の方法によれば、再書き込み可能なＤＶＤにおける音声視覚データ・パック
を編集することによって、再書き込み可能なＤＶＤをユーザが専用化（カスタマイズ）す
ることを可能にする。特に、初期の記録セッションの間に、音声画像パックが後続の記録
に予約され得る。事前に予約された音声画像パックを利用して、当初のトラックを傷つけ
ないで、ユーザはその後に異なる情報を記録することが可能であり、その情報はユーザの
歌う歌やユーザによりなされたサブ・タイトル処理のようなものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は、本発明による１つ又はそれ以上の有利な特徴的動作を行ない得るＤＶ
Ｄ記録装置のブロック図である。
【図２】　図２は記録可能なＤＶＤ媒体の概略図である。
【図３】　図３Ａ－３Ｂは、先行記録済みマルチプレクス音声画像データに以後音声画像
データを格納する記録可能な媒体を形成する方法を示すブロック図である。
【図４】　図４は、本発明方法による音声画像ダビング用途におけるブロック図を示す。
【図５】　図５は、図４に示される音声画像ダビング用途に使用する記録可能な媒体の概
略図である。
【図６】　図６は、本発明方法による他の音声画像ダビング用途におけるブロック図を示
す。
【図７】　図７は、図６に示される音声画像ダビング用途に使用する記録可能な媒体の概
略図である。
【図８】　図８は、従来のＤＶＤ物理データ構造を示すブロック図である。
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