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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のマルチメディア情報中の少なくとも第１の音声情報の再生と第２のマルチメディ
ア情報中の少なくとも第２の音声情報の再生を共に連続的に実施するための再生制御部を
備え、
　前記第１のマルチメディア情報が記録される領域は、第１のデータサイズ以上の第１の
マルチメディア情報用連続データ領域の集合から構成され、
　前記第２のマルチメディア情報が記録される領域は、第２のデータサイズ以上の第２の
マルチメディア情報用連続データ領域の集合から構成され、
　前記第１のデータサイズは、読み書きヘッドの３回分、もしくは４回分の移動時間に相
当する第１の時間と、前記第２のマルチメディア情報用連続データ領域のデータ読み出し
時間に相当する第２の時間、との合計の時間に再生される第１のマルチメディア情報を、
前記第１のマルチメディア情報の再生中に前記第１のマルチメディア情報用連続データ領
域からの連続読み出しにより確保可能な前記第１のマルチメディア情報のデータサイズで
あり、
　前記第２のデータサイズは、前記第１の時間と、前記第１のマルチメディア情報用連続
データ領域のデータ読み出し時間に相当する第３の時間との合計の時間に再生される第２
のマルチメディア情報を、前記第２のマルチメディア情報の再生中に、前記第２のマルチ
メディア情報用連続データ領域から連続読み出しにより確保可能な前記第２のマルチメデ
ィア情報のデータサイズであることを特徴とする音声／映像情報記録再生装置。
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【請求項２】
　前記音声／映像情報記録再生装置はさらに、
　前記第２のマルチメディア情報中の少なくとも前記第２の音声情報を記録する記録部と
、
　前記第１のマルチメディア情報中の少なくとも前記第１の音声情報の再生と前記第２の
マルチメディア情報中の少なくとも前記第２の音声情報の記録を共に連続的に実施するた
めの再生および記録制御部を備え、
　前記記録部が記録する前記第２のマルチメディア情報の領域は、物理的に連続する前記
第２のデータサイズ以上の第２のマルチメディア情報用連続データ領域の集合から構成さ
れることを特徴とする請求項１記載の音声／映像情報記録再生装置。
【請求項３】
　前記読み書きヘッドの移動時間は最大移動時間であることを特徴とする請求項１または
２記載の音声／映像情報記録再生装置。
【請求項４】
　前記マルチメディア情報は、映像データ、又は音声データ、を含むことを特徴とする請
求項１または２記載の音声／映像情報記録再生装置。
【請求項５】
　前記マルチメディア情報は、ＭＰＥＧ－２トランスポートストリーム、ＭＰＥＧ－２プ
ログラムストリーム、もしくはＰＥＳストリームからなることを特徴とする請求項１また
は２記載の音声／映像情報記録再生装置。
【請求項６】
　前記第１のマルチメディア情報用連続データ領域のデータサイズは、前記第１のデータ
サイズ以上の任意サイズであり、
　前記第２のマルチメディア情報用連続データ領域のデータサイズは、前記第２のデータ
サイズ以上の任意サイズであり、
　前記第１の時間は前記読み書きヘッドの３回分の移動時間に相当することを特徴とする
請求項１または２記載の音声／映像情報記録再生装置。
【請求項７】
　前記第１のマルチメディア情報用連続データ領域のデータサイズは、前記第１のデータ
サイズ以上の任意サイズであり、
　前記第２のマルチメディア情報用連続データ領域のデータサイズは、前記第２のデータ
サイズ以上の任意サイズであり、
　前記第１の時間は前記読み書きヘッドの４回分の移動時間に相当することを特徴とする
請求項１または２記載の音声／映像情報記録再生装置。
【請求項８】
　データが記録される論理ブロックの一部に不良論理ブロックが含まれる請求項１または
２記載の音声／映像情報記録再生装置。
【請求項９】
　前記再生および記録制御部は、前記第１のマルチメディア情報の再生と、前記第２のマ
ルチメディア情報の再生、もしくは記録との同期タイミングに関する情報をディスクに記
録する請求項２記載の音声／映像情報記録再生装置。
【請求項１０】
　前記再生制御部は、前記第１のマルチメディア情報および前記第２のマルチメディア情
報を所定の再生タイミングの時間に同期して再生する請求項１記載の音声／映像情報記録
再生装置。
【請求項１１】
　前記再生制御部は音声情報のみを再生する請求項１記載の音声／映像情報記録再生装置
。
【請求項１２】
　前記記録部は音声情報のみを記録し、
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　前記再生制御部は音声情報のみを再生し、
　前記再生および記録制御部は、前記第１の音声情報の再生と、前記第１の音声情報の再
生に時間的に同期した前記第２の音声情報の記録を実施可能であり、
　前記再生制御部は、前記第１の音声情報の再生と、前記第１の音声情報に時間的に同期
した前記第２の音声情報を再生が可能な請求項２記載の音声／映像情報記録再生装置。
【請求項１３】
　前記第１のマルチメディア情報および前記第２のマルチメディア情報は互いに時間的に
同期して再生されるべき内容を持つ請求項１記載の音声／映像情報記録再生装置。
【請求項１４】
　前記再生制御部は、前記第１のマルチメディア情報および前記第２のマルチメディア情
報をそれぞれ単体でも再生し得る請求項１記載の音声／映像情報記録再生装置。
【請求項１５】
　前記第１のマルチメディア情報又は前記第２のマルチメディア情報が再生される請求項
１記載の音声／映像情報記録再生装置。
【請求項１６】
　前記第１のマルチメディア情報の再生速度は可変ビットレートであり、前記第２のマル
チメディア情報の再生速度は固定ビットレートであることを特徴とする請求項６記載の音
声／映像情報記録再生装置。
【請求項１７】
　前記再生制御部がマルチメディア情報を再生する再生速度、およびマルチメディア情報
を読み出す速度は、最大速度である請求項１記載の音声／映像情報記録再生装置。
【請求項１８】
　前記再生及び記録制御部が前記マルチメディア情報を生成する速度、および前記マルチ
メディア情報を書き込む速度は、最大速度である請求項２記載の音声／映像情報記録再生
装置。
【請求項１９】
　前記再生制御部が前記マルチメディア情報を読み出す速度は、前記マルチメディア情報
を再生する速度よりも速い請求項１または２記載の音声／映像情報記録再生装置。
【請求項２０】
　前記再生及び記録制御部が前記マルチメディア情報を書き込む速度は、前記マルチメデ
ィア情報を生成する速度よりも速い請求項２記載の音声／映像情報記録再生装置。
【請求項２１】
　前記再生及び記録制御部が前記マルチメディア情報を生成する速度、および前記マルチ
メディア情報を書き込む速度は、最大速度である請求項２記載の音声／映像情報記録再生
装置。
【請求項２２】
　前記再生制御部は、前記第１のマルチメディア情報および前記第２のマルチメディア情
報を読み出して同時再生する際に、少なくとも読み出し済みの再生すべき前記第１のマル
チメディア情報、もしくは前記第２のマルチメディア情報が所定データ量以下になった場
合に、それぞれ前記第１のマルチメディア情報、もしくは前記第２のマルチメディア情報
の読み出しを実施することを特徴とする請求項１記載の音声／映像情報記録再生装置。
【請求項２３】
　前記再生制御部は、最初に前記第１のマルチメディア情報、もしくは前記第２のマルチ
メディア情報のいずれかを、それぞれ少なくとも前記第１のデータサイズ、もしくは前記
第２のデータサイズ分読み出し、その後で、それぞれ前記第２のマルチメディア情報、も
しくは前記第１のマルチメディア情報の読み出し、および再生を同時に開始することを特
徴とする請求項２２記載の音声／映像情報記録再生装置。
【請求項２４】
　前記再生及び記録制御部は、前記第１のマルチメディア情報の読み出し、および前記第
２のマルチメディア情報の書き込みを行い同時記録再生する際に、少なくとも読み出し済
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みの再生すべき前記第１のマルチメディア情報が所定データ量以下になった場合に、前記
第１のマルチメディア情報の読み出しを実施することを特徴とする請求項２記載の音声／
映像情報記録再生装置。
【請求項２５】
　前記再生および記録制御部は、前記第１のマルチメディア情報の読み出し、および前記
第２のマルチメディア情報の書き込みを行い同時記録再生する際に、少なくとも書き込み
すべき前記第２のマルチメディア情報が所定データ量以上になった場合に、前記第２のマ
ルチメディア情報の書き込みを実施することを特徴とする請求項２記載の音声／映像情報
記録再生装置。
【請求項２６】
　前記再生制御部は、前記第１、および前記第２のマルチメディア情報を少なくとも前記
第１のデータサイズ、もしくは少なくとも前記第２のデータサイズの連続データ領域から
交互に読み込むことを特徴とする請求項１記載の音声／映像情報記録再生装置。
【請求項２７】
　前記再生および記録制御部は、前記第１のマルチメディア情報の少なくとも前記第１の
データサイズの連続データ領域からのデータを読み出し、および前記第２のマルチメディ
ア情報の少なくとも前記第２のデータサイズのデータの書き込みを、交互に行うことを特
徴とする請求項２記載の音声／映像情報記録再生装置。
【請求項２８】
　前記音声／映像情報記録再生装置はさらに、
　読み出された前記第１のマルチメディア情報を蓄積する第１のバッファメモリと、
　読み出された前記第２のマルチメディア情報を蓄積する第２のバッファメモリとを備え
、
　前記第１のマルチメディア情報の再生と前記第２のマルチメディア情報の再生を共に連
続的に実施する際に、
　前記再生及び記録制御部は、前記第１および前記第２のマルチメディア情報用の連続デ
ータ領域からそれぞれ前記第１または前記第２のバッファメモリに、前記第１または前記
第２のマルチメディア情報を読み出すように順次交互に指示し、
　少なくとも前記第１の時間および前記第２の時間の合計時間にわたって再生可能な前記
第１のマルチメディア情報を前記第１のバッファメモリに蓄積するまで継続読み出しを指
示し、
　さらに、少なくとも前記第１の時間および第３の時間の合計時間にわたって再生可能な
前記第２のマルチメディア情報を前記第２のバッファメモリに蓄積するまで継続読み出し
を指示する請求項１記載の音声／映像情報記録再生装置。
【請求項２９】
　前記音声／映像情報記録再生装置はさらに、
　読み出された前記第１のマルチメディア情報を蓄積する第１のバッファメモリと、
　書き込むべき前記第２のマルチメディア情報を蓄積する第２のバッファメモリとを備え
、
　前記第１のマルチメディア情報の再生と前記第２のマルチメディア情報の記録を共に連
続的に実施する際に、
　前記再生および記録制御部は、前記第１のマルチメディア情報の読み出しと、前記第２
のマルチメディア情報の書き込みを、順次交互に指示し、
　少なくとも前記第１の時間および前記第２の時間の合計時間にわたって再生可能な前記
第１のマルチメディア情報を前記第１のバッファメモリに蓄積するまで継続読み出しを指
示し、
　さらに、少なくとも前記第１の時間および前記第３の時間の合計時間にわたって前記第
２のマルチメディア情報を前記第２のバッファメモリに蓄積するように指示する請求項２
記載の音声／映像情報記録再生装置。
【請求項３０】
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　前記第１の時間は、前記読み書きヘッドの３回の移動分に相当し、
　前記読み書きヘッドのシーク動作は、前記の指示による前記第１のマルチメディア情報
の継続読み出し中は、０又は１回であり、
　一方、前記指示による前記第２のマルチメディア情報の継続読み出し中は、前記読み書
きヘッドのシーク動作は発生しないことを特徴とする請求項２８記載の音声／映像情報記
録再生装置。
【請求項３１】
　前記第１の時間は、前記読み書きヘッドの４回の移動の時間に相当し、
　前記読み書きヘッドのシーク動作は、前記の指示による前記第１のマルチメディア情報
の継続読み出し中は０又は１回であり、
　一方、前記の指示により前記第２のバッファメモリに蓄積される前記第２のマルチメデ
ィア情報の書き込み中は、０又は１回であることを特徴とする請求項２８記載の音声／映
像情報記録再生装置。
【請求項３２】
　前記第１の時間は、前記読み書きヘッドの３回の移動の時間に相当し、
　前記読み書きヘッドのシーク動作は、前記指示による前記第１のマルチメディア情報の
継続読み出し中に、０又は１回であり、
　一方、前記指示より前記第２のバッファメモリに蓄積された前記第２のマルチメディア
情報の書き込み中に、前記読み書きヘッドのシーク動作は発生しないことを特徴とする請
求項２９記載の音声／映像情報記録再生装置。
【請求項３３】
　前記第１の時間は、前記読み書きヘッドの４回の移動の時間に相当し、
　前記読み書きヘッドのシーク動作は、前記の指示による前記第１のマルチメディア情報
の継続読み出し中は０又は１回であり、
　一方、前記の指示による前記第２のマルチメディア情報の継続読み出し中は、最大１回
であることを特徴とする請求項２９記載の音声／映像情報記録再生装置。
【請求項３４】
　第１のマルチメディア情報中の少なくとも第１の音声情報、もしくは第２のマルチメデ
ィア情報中の少なくとも第２の音声情報を再生するための再生制御部を備え、
　前記第１のマルチメディア情報が記録される領域は、第１のデータサイズ以上の第１の
マルチメディア情報用連続データ領域の集合から構成され、
　前記第２のマルチメディア情報が記録される領域は、第２のデータサイズ以上の第２の
マルチメディア情報用連続データ領域の集合から構成され、
　前記第１のデータサイズは、読み書きヘッドの３回分、もしくは４回分の移動時間に相
当する第１の時間と、前記第２のマルチメディア情報用連続データ領域のデータ読み出し
時間に相当する第２の時間、との合計の時間に再生される第１のマルチメディア情報を、
前記第１のマルチメディア情報の再生中に前記第１のマルチメディア情報用連続領域から
の連続読み出しにより確保可能な前記第１のマルチメディア情報のデータサイズであり、
　前記第２のデータサイズは、前記第１の時間と、前記第１のマルチメディア情報用連続
データ領域のデータ読み出し時間に相当する第３の時間との合計の時間に再生される第２
のマルチメディア情報を、前記第２のマルチメディア情報の再生中に前記第２のマルチメ
ディア情報用連続領域からの連続読み出しにより確保可能な前記第２のマルチメディア情
報のデータサイズであることを特徴とする音声／映像情報記録再生装置。
【請求項３５】
　少なくとも第１の音声情報を含む第１のマルチメディア情報、もしくは
　少なくとも第２の音声情報を含む第２のマルチメディア情報を記録するための記録制御
部を備え、
　前記第１のマルチメディア情報が記録される領域は、第１のデータサイズ以上の第１の
マルチメディア情報用連続データ領域の集合から構成され、
　前記第２のマルチメディア情報が記録される領域は、第２のデータサイズ以上の第２の
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マルチメディア情報用連続データ領域の集合から構成され、
　前記第１のデータサイズは、読み書きヘッドの３回分、もしくは４回分の移動時間に相
当する第１の時間と、前記第２のマルチメディア情報用連続データ領域のデータ書き込み
時間に相当する第２の時間、との合計の時間に再生される第１のマルチメディア情報を、
前記第１のマルチメディア情報の再生中に前記第１のマルチメディア情報用連続データ領
域からの連続読み出しにより確保可能な前記第１のマルチメディア情報のデータサイズで
あり、
　前記第２のデータサイズは、前記第１の時間と、前記第１のマルチメディア情報用連続
データ領域のデータ読み出し時間に相当する第３の時間との合計の時間に再生される第２
のマルチメディア情報を、前記第２のマルチメディア情報の再生中に前記第２のマルチメ
ディア情報用連続データ領域から連続読み出しにより確保可能な前記第２のマルチメディ
ア情報のデータサイズであることを特徴とする音声／映像情報記録再生装置。
【請求項３６】
　第１のマルチメディア情報中の少なくとも第１の音声情報の再生と第２のマルチメディ
ア情報中の少なくとも第２音声情報の再生を共に連続的に実施するための再生制御部を備
え、
　前記第１のマルチメディア情報が記録される領域は、第１のデータサイズ以上の第１の
マルチメディア情報用連続データ領域の集合から構成され、
　前記第２のマルチメディア情報が記録される領域は、第２のデータサイズ以上の第２の
マルチメディア情報用連続データ領域の集合から構成され、
　前記第１のマルチメディア情報を読み出す速度をVrとし、
　前記第１のマルチメディア情報を再生する最大速度をVoutとし、
　前記第２のマルチメディア情報を読み出す速度をArとし、
　前記第２のマルチメディア情報を再生する速度を最大Aoutとし、
　読み書きヘッドの最大移動時間をtseekとし、
　前記第１のデータサイズはtV-CDAの時間分だけ、前記第１のマルチメディア情報の連続
読み出しが可能なサイズであり、
　前記第２のデータサイズはtA-CDAの時間分だけ、前記第２のマルチメディア情報の連続
読み出しが可能なサイズであり、
　前記tv-CDA、および前記tA-CDAは次の２式
　（Vr－Vout）tv-CDA=Vout×(3×tseek+tA-CDA)
　 (Ar－Aout) tA-CDA=Aout×(3×tseek+tv-CDA)
を同時に満たすことを特徴とする音声／映像情報記録再生装置。
【請求項３７】
　第１のマルチメディア情報中の少なくとも第１の音声情報の再生と第２のマルチメディ
ア情報中の少なくとも第２の音声情報の再生を共に連続的に実施するための再生制御部を
備え、
　前記第１のマルチメディア情報の領域は、第１のデータサイズ以上の第１のマルチメデ
ィア情報用連続データ領域の集合から構成され、
　前記第２のマルチメディア情報の領域は、第２のデータサイズ以上の第２のマルチメデ
ィア情報用連続データ領域の集合から構成され、
　第１のマルチメディア情報を読み出す速度をVrとし、
　第１のマルチメディア情報を再生する最大速度をVoutとし、
　第２のマルチメディア情報を読み出す速度をArとし、
　第２のマルチメディア情報を再生する最大速度をAoutとし、
　読み書きヘッドの最大移動時間をtseekとし、
　前記第１のデータサイズはtv-CDAの時間分だけ、前記第１のマルチメディア情報の連続
読み出しが可能なサイズであり、
　前記第２のデータサイズはtA-CDAの時間分だけ、前記第２のマルチメディア情報の連続
読み出しが可能なサイズであり、
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　前記tv-CDA、および前記tA-CDAは次の２式
　（Vr－Vout）tv-CDA=Vout×(4×tseek+tA-CDA)
　(Ar－Aout)tA-CDA=Aout×(4×tseek+tv-CDA)
を同時に満たすことを特徴とする音声／映像情報記録再生装置。
【請求項３８】
　前記音声／映像情報記録再生装置はさらに、
　前記第２のマルチメディア情報を記録する記録部と、
　前記第１のマルチメディア情報の再生と前記第２のマルチメディア情報の記録とを共に
連続的に実施可能な再生及び記録制御部を備え、
　前記記録部が記録する前記第２のマルチメディア情報の領域は、物理的に連続する第２
のデータサイズ以上の第２のマルチメディア情報用連続データ領域の集合から構成される
ことを特徴とする請求項２２または２３記載の音声／映像情報記録再生装置。
【請求項３９】
　第１のマルチメディアストリームとして記録された少なくとも音声情報もしくは映像情
報を含む第１のマルチメディア情報の再生と第２のマルチメディアストリームとして記録
された少なくとも音声情報もしくは映像情報を含む第２のマルチメディア情報の再生を共
に連続的に実施するための再生制御部を備え、
　前記第１のマルチメディアストリームの領域は、前記第１のマルチメディアストリーム
が記録された、第１のデータサイズ以上の第１のマルチメディアストリーム用連続データ
領域の集合から構成され、
　前記第２のマルチメディアストリームの領域は、前記第２のマルチメディアストリーム
が記録された、第２のデータサイズ以上の第２のマルチメディアストリーム用連続データ
領域の集合から構成され、
　前記第１のデータサイズは、読み書きヘッドの３回分、もしくは４回分の移動時間に相
当する第１の時間と、前記第２のマルチメディア情報用連続データ領域のデータ読み出し
時間に相当する第２の時間、との合計の時間に再生される第１のマルチメディア情報を、
前記第１のマルチメディア情報の再生中に前記第１のマルチメディアストリーム用連続デ
ータ領域からの連続読み出しにより確保可能な前記第１のマルチメディア情報のデータサ
イズであり、
　前記第２のデータサイズは、前記第１の時間と、前記第１のマルチメディア情報用連続
データ領域のデータ読み出し時間に相当する第３の時間との合計の時間に再生される第２
のマルチメディア情報を、前記第２のマルチメディア情報の再生中に前記第２のマルチメ
ディアストリーム用連続データ領域からの連続読み出しにより確保可能な前記第２のマル
チメディア情報のデータサイズであることを特徴とするマルチメディア情報記録再生装置
。
【請求項４０】
　前記マルチメディア情報記録再生装置はさらに、
　前記第２のマルチメディア情報を前記第２のマルチメディアストリームとして記録する
記録部と、
　前記第１のマルチメディア情報の再生と前記第２のマルチメディア情報の記録を共に連
続的に実施可能な記録再生制御部を備え、
　前記記録部が記録する前記第２のマルチメディア情報の領域は、物理的に連続する第２
のデータサイズ以上の第２のマルチメディアストリーム用連続データ領域の集合から構成
されることを特徴とする請求項３９記載のマルチメディア情報記録再生装置。
【請求項４１】
　少なくとも音声情報を含むマルチメディア情報の任意区間を配列して第１、および第２
のマルチメディア情報を構成し、前記第１、および前記第２のマルチメディア情報の再生
を共に連続的に実施するための再生制御部を備え、
　前記第１のマルチメディア情報の領域は、前記第１のマルチメディア情報が記録された
第１のデータサイズ以上の第１のマルチメディア情報用連続データ領域の集合から構成さ
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れ、
　前記第２のマルチメディア情報の領域は、前記第２のマルチメディア情報が記録された
第２のデータサイズ以上の第２のマルチメディア情報用連続データ領域の集合から構成さ
れ、
　前記第１のデータサイズは、読み書きヘッドの３回分、もしくは４回分の移動時間に相
当する第１の時間と、前記第２のマルチメディア情報用連続データ領域のデータ読み出し
時間に相当する第２の時間、との合計の時間に再生される第１のマルチメディア情報を、
前記第１のマルチメディア情報の再生中に前記第１のマルチメディア情報用連続データ領
域から連続読み出しにより確保可能な前記第１のマルチメディア情報のデータサイズであ
り、
　前記第２のデータサイズは、前記第１の時間と、前記第１のマルチメディア情報用連続
データ領域のデータ読み出し時間に相当する第３の時間との合計の時間に再生される第２
のマルチメディア情報を、前記第２のマルチメディア情報の再生中に前記第２のマルチメ
ディア情報用連続データ領域から連続読み出しにより確保可能な前記第２のマルチメディ
ア情報のデータサイズであることを特徴とする音声／映像情報記録再生装置。
【請求項４２】
　少なくとも音声情報を含むマルチメディア情報を記録する記録部と、前記マルチメディ
ア情報の任意区間を配列した第１のマルチメディア情報の再生、および第２のマルチメデ
ィア情報の記録を共に連続的に実施するための再生および記録制御部を備え、
　前記第１のマルチメディア情報の領域は、前記第１のマルチメディア情報が記録された
、第１のデータサイズ以上の第１のマルチメディア情報用連続データ領域の集合から構成
され、
　前記第２のマルチメディア情報の領域は、前記第２のマルチメディア情報が記録された
、第２のデータサイズ以上の第２のマルチメディア情報用連続データ領域の集合から構成
され、
　前記第１のデータサイズは、読み出しヘッドの３回分、もしくは４回分の移動時間に相
当する第１の時間と、前記第２のマルチメディア情報用連続データ領域のデータ書き込み
時間に相当する第２の時間、との合計の時間に再生される第１のマルチメディア情報を、
前記第１のマルチメディア情報の再生中に前記第１のマルチメディア情報用連続データ領
域から連続読み出しにより確保可能な前記第１のマルチメディア情報のデータサイズであ
り、
　前記第２のデータサイズは、前記第１の時間と、前記第１のマルチメディア情報用連続
データ領域のデータ読み出し時間に相当する第３の時間との合計の時間に再生される第２
のマルチメディア情報を、前記第２のマルチメディア情報の再生中に前記第２のマルチメ
ディア情報用連続データ領域から連続読み出しにより確保可能な前記第２のマルチメディ
ア情報のデータサイズであることを特徴とする音声／映像情報記録再生装置。
【請求項４３】
　第１のマルチメディア情報中の少なくとも第１音声情報の再生と第２のマルチメディア
情報中の少なくとも第２音声情報の再生を共に連続的に実施するための再生制御部を備え
、
　前記第１のマルチメディア情報の領域は、第１のデータサイズ以上の第１のマルチメデ
ィア情報用連続データ領域の集合から構成され、
　前記第２のマルチメディア情報の領域は、第２のデータサイズ以上の第２のマルチメデ
ィア情報用連続データ領域の集合から構成され、
　前記第１のデータサイズは、読み出しヘッドの３回分、もしくは４回分の移動時間に相
当する第１の時間に再生される第１のマルチメディア情報を、前記第１のマルチメディア
情報の再生中に第１の前記マルチメディア情報用連続データ領域からの連続読み出しによ
り確保可能な前記第１のマルチメディア情報のデータサイズであり、
　前記第２のデータサイズは、前記第１の時間に再生される第２のマルチメディア情報を
、前記第２のマルチメディア情報の再生中に前記第２のマルチメディア情報用連続データ
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領域から連続読み出しにより確保可能な前記第２のマルチメディア情報のデータサイズで
あることを特徴とする音声／映像情報記録再生装置。
【請求項４４】
　前記音声／映像情報記録再生装置はさらに、
　前記第２のマルチメディア情報を記録する記録部と、
前記第１のマルチメディア情報の再生と前記第２のマルチメディア情報の記録を共に連続
的に実施可能な再生および記録制御部を備え、
　前記記録部が記録する前記第２のマルチメディア情報の領域は、物理的に連続する前記
第２のデータサイズ以上の第２のマルチメディア情報用連続データ領域の集合から構成さ
れることを特徴とする請求項４３記載の音声／映像情報記録再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、映像信号及び音声信号を圧縮して光ディスク等の記録媒体へ記録する音声／映
像情報記録再生装置および方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
映像を低いビットレートで圧縮する方法として、ＭＰＥＧ２規格（ISO/IEC 13818-1）で
規定されているシステムストリームがある。このシステムストリームとしては、プログラ
ムストリーム、トランスポートストリーム及びＰＥＳストリームの３種類が規定されてい
る。
【０００３】
一方、磁気テープに代わる記録媒体としては、相変化光ディスク（例えば、ＤＶＤ－ＲＡ
ＭやＭＶＤＩＳＣ）や光磁気ディスク（ＭＯ）等の光ディスクが注目を浴びてきている。
例えば、ＤＶＤ－ＲＡＭ上に映像を記録するための規格として、VIDEO RECORDING規格(DV
D Specifications for Rewritable/Re-recordable Discs Part 3 VIDEO RECORDING Versi
on 1.0 September 1999)がある。この規格は、ＤＶＤ－ＲＡＭディスクに対して、ＭＰＥ
Ｇ２規格のプログラムストリームから成る映像ファイルを記録再生するためのものである
。以下では、相変化光ディスク（以下、混乱の無い限り、単に「光ディスク」と呼ぶ）に
対して、ＭＰＥＧ２のトランスポートストリームから成る映像ファイルを記録再生する場
合に置き換えて説明することにより、VIDEO RECORDING規格の技術内容を含んだ形で従来
の技術内容を説明する。また、映像はISO/IEC 13818-1のMPEG2圧縮とし、音声を圧縮処理
する場合はISO/IEC 13818-7のMEPG2-AAC（Advanced Audio Cording）圧縮するものとする
。
【０００４】
図１６に、従来の相変化光ディスクを使った音声／映像情報記録再生装置の構成図を示す
。映像信号および音声信号の記録時は、映像信号入力部１００及び音声信号入力部１０２
から入力した信号を各々映像圧縮部１０１及び音声圧縮部１０３で圧縮し、次にトランス
ポートストリーム組立部１０４においてポストレコーディング用ダミーパケット発生部１
０５が生成するダミーパケットを圧縮結果に混合してトランスポートストリームを作成し
、それをバッファメモリ１５４、記録部１２０及びピックアップ１３０を経由して相変化
光ディスク１３１へ書き込む。
【０００５】
映像信号および音声信号の再生時は、ピックアップ１３０、再生部１２１およびバッファ
メモリ１５４を経由して取り出したトランスポートストリームをトランスポートストリー
ム分解部１１５で映像信号と音声信号に分離し、各々映像伸長部１１１及び第１音声伸長
部１１３を介して、映像表示部１１０及び音声出力部１１２へ出力する。また、第２音声
伸長部１１４は、トランスポートストリーム内に裏音声（後述）が記録された場合に、こ
の裏音声の再生に用いるものである。
【０００６】
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映像信号および音声信号の記録時には、記録制御部１５１が、記録部１２０、連続データ
領域検出部１５０および論理ブロック管理部１４１の制御を行ない、記録を実施する。こ
のとき、連続データ領域検出部１５０は、記録制御部１５１の指示に応じて、論理ブロッ
ク管理部１４１で管理されるセクタの使用状況を調べて、物理的に連続する空き領域を検
出する。
【０００７】
映像信号および音声信号の再生時には、再生制御部１４０が、再生部１２１および記録部
１２０の制御を行ない、再生を実施する。また、ポストレコーディング用記録制御部１５
２およびポストレコーディング用再生制御部１５３は後述するポストレコーディング時に
起動される。
【０００８】
なお、以下では「映像信号および音声信号の記録」を「動画信号の記録」と呼ぶことにす
る。また同様に「映像および音声の記録」を「動画の記録」と呼ぶことにする。
【０００９】
また、図１７は、相変化光ディスク１３１にリアルタイムで映像記録する場合の記録フォ
ーマットを示す。相変化光ディスク１３１は２ｋバイトのセクタから構成され、１６個の
セクタを１つの論理ブロック（３２ｋバイト）として取り扱い、この論理ブロックごとに
誤り訂正符号を付与して相変化光ディスク１３１へ記録する。さらに、最大記録再生レー
ト換算で特定時間（例えば、後述の様に、０．８６秒）以上の物理的に連続する論理ブロ
ックを１つの連続データ領域として確保し、この領域へ、０．４～１秒分の再生時間（表
示時間）のＭＰＥＧトランスポートストリームからなる、ビデオ・オブジェクト・ユニッ
ト（Video Object Unit：以下、「ＶＯＢＵ」という）を順に記録する。なお、ひとつの
ＶＯＢＵは、原則的にすべて単独で復号可能な映像および音声圧縮データを含むものとす
る。すなわち、映像および音声圧縮データは１ＶＯＢＵ内で完結しているものとする。
【００１０】
１つのＶＯＢＵは、１８８バイト単位のＭＰＥＧトランスポートストリームの下位階層で
あるトランスポートパケットから構成される。トランスポートパケットは、ビデオ圧縮デ
ータが格納されたビデオトランスポートパケット（Ｖ＿ＴＳＰ）と、オーディオ圧縮デー
タが格納されたオーディオトランスポートパケット（Ａ＿ＴＳＰ）と、ダミーオーディオ
トランスポートパケット（Ｄ＿ＴＳＰ）の３種類から構成される。また、１つのＶＯＢＵ
には、対応する時間のＶ＿ＴＳＰ、Ａ＿ＴＳＰおよびＤ＿ＴＳＰが全て含まれる。また、
１つのＶＯＢＵのデータサイズは、映像が可変ビットレートであれば、最大記録再生レー
ト以下の範囲で変動する。一方、映像が固定ビットレートであれば、ＶＯＢＵのデータサ
イズはほぼ一定である。
【００１１】
図１８は、Ｖ＿ＴＳＰ、Ａ＿ＴＳＰおよびＤ＿ＴＳＰの詳細を示す図である。Ｖ＿ＴＳＰ
は、トランスポートパケットヘッダとビデオデータから構成され、Ａ＿ＴＳＰは、トラン
スポートパケットヘッダとオーディオデータから構成され、Ｄ＿ＴＳＰは、トランスポー
トパケットヘッダと裏音声用ダミーデータから構成される。Ｖ＿ＴＳＰ、Ａ＿ＴＳＰ、Ｄ
＿ＴＳＰ間の違いは、トランスポートパケットヘッダ内のＰＩＤ（Packet ID）で識別さ
れる。例えば、図の様に、Ｖ＿ＴＳＰにはＰＩＤ＝“０ｘ００２０”、Ａ＿ＴＳＰにはＰ
ＩＤ＝“０ｘ００２１”、Ｄ＿ＴＳＰにはＰＩＤ＝“０ｘ００２２”を割り付けることに
より、それぞれ識別される。
【００１２】
図１６に示す音声／映像情報記録再生装置の連続データ領域検出部１５０は、１つの連続
データ領域の残りが少なくなった時点で、次の連続データ領域の再検出を行なう。そして
、１つの連続データ領域が一杯になると、次の連続データ領域に書き込みを行なう。
【００１３】
また、図１９は、光ディスク上の記録内容がＵＤＦ（Universal Disk Format）ファイル
システムによって管理されている状態を示す。ここでは、記録開始ボタンのオンとオフの
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各１回の操作により、１つのＭＰＥＧトランスポートストリームがファイル「ＭＯＶＩＥ
．ＭＰＧ」として記録される場合を示す。ファイルは、ファイル名及びファイル・エント
リの位置が、ＦＩＤ（File Identifier Descriptor）で管理される。さらに、ファイル・
エントリ内のアロケーション・ディスクリプタ（Allocation Descriptor）を使って、１
つのファイルとそのファイルを構成する３つの連続データ領域ａ、ｂ、ｃを管理する。連
続データ領域が３つに分れる経緯を次に示す。なお、各アロケーション・ディスクリプタ
の構造は、図２０に示すように、エクステント長（Extent Length）とエクステント位置
（Extent Position）とから成る。
【００１４】
記録制御部１５１は、連続データ領域ａへの記録中に不良論理ブロックを見つけると、そ
の不良論理ブロックをスキップして、連続データ領域ｂの先頭から書き込みを継続する。
さらに、記録制御部１５１は、連続データ領域ｂへの記録中にＰＣファイルの記録領域と
ぶつかりそうになると、今度は連続データ領域ｃの先頭から書き込みを継続する。この結
果、ファイル「ＭＯＶＩＥ．ＭＰＧ」は３つの連続データ領域ａ、ｂ、ｃから構成される
ことになる。
【００１５】
図２１は、ファイルの再生時の動作概要を示す。再生時は、再生制御部１４０が、光ディ
スク１３１からバッファメモリ１５４へのデータの読み込み動作と、バッファメモリ１５
４からトランスポートストリーム分解部１１５へのデータ移動によるデータの再生動作を
同時に実施する。このとき、データの再生速度Ｖｏよりもデータの読出速度Ｖｒの方が高
速となるように設定し、再生すべきデータがバッファメモリ１５４内に無いこと（アンダ
ーフロー）が起きないように制御を行う。従って、連続したデータ読み込み及び連続した
データ再生を続けると、データ再生速度Ｖｏとデータ読出速度Ｖｒとの速度差分だけ、再
生すべきデータを余分に確保できることになる。かかる余分に確保できるデータを、ピッ
クアップ１３０のジャンプによりデータ読み込みが途絶える間の再生データとして使うこ
とにより、連続再生を実現することができる。
【００１６】
具体的には、データ読出速度Ｖｒが２４Ｍｂｐｓ、データ再生速度Ｖｏが１０Ｍｂｐｓ、
ピックアップ１３０の最大移動時間が０．５秒の場合、ピックアップ移動中に５Ｍビット
の余分な再生データが必要になる。かかる余分な再生データを確保するためには、０．３
６秒間の連続読み込みが必要になる。すなわち、５Ｍビットをデータ読出速度２４Ｍｂｐ
ｓとデータ再生速度１０Ｍｂｐｓの差で割った時間だけ連続読み込みする必要がある。
【００１７】
ここで、０．３６秒間の連続読み込みの間に８．６Ｍビット分、すなわち１０Ｍｂｐｓの
再生速度換算で０．８６秒分の再生データを読み出すことになる。したがって、最大１０
Ｍｂｐｓの動画を０．８６秒分以上の連続データ領域を確保して記録することで、連続デ
ータ再生を保証することが可能となる。
【００１８】
なお、ピックアップ１３０の最大移動時間はディスクの最内周と最外周間の移動時間を指
す。また、この時間に、回転待ち時間も含まれるものとする。
【００１９】
なお、連続データ領域の途中には、数個の不良論理ブロックがあっても良い。ただし、こ
の場合には、再生時にかかる不良論理ブロックを読み込むのに必要な読み込み時間を見越
して、連続データ領域を０．８６秒分よりも少し多めに確保する必要が有る。
【００２０】
また、民生用ムービーに通常備わっている機能の一つにポストレコーディングがある。ポ
ストレコーディングは、一度記録した映像の音声（以下、表音声という）を新規録音した
音声（以下、裏音声という）に吹き替える機能である。
【００２１】
ポストレコーディングは、一般に次の３つのステップから構成される。第１ステップとし
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て、まず映像をポストレコーディング可能な記録モードで記録する（以下、「ポストレコ
ーディングモード記録」と呼ぶ）。第２ステップとして、記録した映像を見ながら、その
映像に同期した裏音声を記録する（以下、「ポストレコーディング記録」と呼ぶ）。第３
ステップとして、第２ステップの映像と裏音声を同期させて再生する（以下、「ポストレ
コーディング再生」と呼ぶ）。これらのステップで、吹き替えが実現する。
【００２２】
ここで、第１ステップでは、ポストレコーディング用記録制御部１５２が、Ｖ＿ＴＳＰ、
Ａ＿ＴＳＰおよびＤ＿ＴＳＰを含むＭＰＥＧトランスポートストリームを記録する。第２
ステップでは、ポストレコーディング用記録制御部１５２が、Ｄ＿ＴＳＰを裏音声用Ａ＿
ＴＳＰに置き換えて光ディスク１３１へ記録する。第３ステップでは、ポストレコーディ
ング用再生制御部１５３が、表音声用Ａ＿ＴＳＰ、裏音声用Ａ＿ＴＳＰおよびＶ＿ＴＳＰ
をトランスポートストリーム分解部１１５へ渡す様に制御して吹き替えを実現する。
【００２３】
なお、以下では、ポストレコーディングモード記録時に記録する映像と音声を含むファイ
ルを動画ファイル呼ぶ。
【００２４】
また、ポストレコーディングの必要が無い場合は、Ｄ＿ＴＳＰを含めないで、Ａ＿ＴＳＰ
とＶ＿ＴＳＰから構成される動画ファイルを記録する。
【００２５】
また、ポストレコーディングモード記録された動画ファイルを再生制御部１４０が再生す
る場合は、Ｄ＿ＴＳＰをトランスポートストリーム分解部１１５へ渡さないで、Ａ＿ＴＳ
ＰとＶ＿ＴＳＰを渡す。
【００２６】
【発明が解決しようとする課題】
ポストレコーディング記録時に、映像を見ながら裏音声を記録する場合、映像の再生処理
と同時に、裏音声を含んだ映像の再記録処理が必要となる。具体的には、ポストレコーデ
ィング用再生制御部１５３が再生するストリームをバッファ上に保存しておき、そのスト
リーム内のＤ＿ＴＳＰを裏音声用Ａ＿ＴＳＰに置き換えて、再度ディスク上へ書き戻すこ
とになる。すなわち、映像の記録レートでの連続再生と同じレートでの連続記録を同時に
実施する必要がある。この同時記録再生処理を実現するには、高い転送レートと高速なシ
ークタイムを実現する必要があるり、高価なディスクドライブが必要であった。
【００２７】
そこで、本発明は、上記問題点を解消すべく、光ディスク上でポストレコーディング機能
を比較的低速なシークタイムを有する安価なディスクドライブでも容易に実現することが
可能な音声／映像情報記録再生装置および方法を提供することを目的とする。
【００２８】
【課題を解決するための手段】
前記の目的を達成するため、本発明に係る第１の音声／映像情報記録再生装置は、第１の
音声／映像情報を第１のファイルとして記録する記録部と、第２の音声／映像情報が記録
された第２のファイルを再生する再生部と、第１の音声／映像情報の記録と第２の音声／
映像情報の再生を共に連続的に実施する同時記録再生部とを備え、記録部が記録する第１
のファイルは、第１の音声／映像情報の記録が可能な、物理的に連続する複数の記録単位
からなる固定長の第１の音声／映像用連続データ領域の組から構成され、再生部が再生す
る第２のファイルは、第２の音声／映像用連続データ領域の組から構成され、第２の音声
／映像用連続データ領域は、少なくとも読み書きヘッドの最大移動時間の３倍の時間と、
一つの第１の音声／映像用連続データ領域への書き込み時間との合計の時間分の第２の音
声／映像情報を余分に確保するまで、第２の音声／映像情報の連続読み出しが可能な、物
理的に連続する複数の記録単位から構成されることを特徴とする。
【００２９】
前記の目的を達成するため、本発明に係る第２の音声／映像情報記録再生装置は、第１の



(13) JP 5032733 B2 2012.9.26

10

20

30

40

50

音声／映像情報を第１のファイルとして記録する記録部と、第２の音声／映像情報が記録
された第２のファイルを再生する再生部と、第１の音声／映像情報の記録と第２の音声／
映像情報の再生を共に連続的に実施する同時記録再生部とを備え、記録部が記録する第１
のファイルは、第１の音声／映像情報の記録が可能な、物理的に連続する複数の記録単位
からなる所定のデータサイズ以上の第１の音声／映像用連続データ領域の組から構成され
、再生部が再生する第２のファイルは、第２の音声／映像用連続データ領域の組から構成
され、第２の音声／映像用連続データ領域は、少なくとも読み書きヘッドの最大移動時間
の４倍の時間と、一つの第１の音声／映像用連続データ領域への書き込み時間との合計の
時間分の第２の音声／映像情報を余分に確保するまで、第２の音声／映像情報の連続読み
出しが可能な、物理的に連続する複数の記録単位から構成されることを特徴とする。
【００３０】
前記の目的を達成するため、本発明に係る第３の音声／映像情報記録再生装置は、第１の
音声／映像情報が記録された第１のファイルを再生する第１の再生部と、第２の音声／映
像情報が記録された第２のファイルを再生する第２の再生部と、第１の音声／映像情報の
再生と前記第２の音声／映像情報の再生を共に連続的に実施する同時再生部とを備え、第
１の再生部が再生する第１のファイルは、第１の音声／映像情報の記録が可能な、物理的
に連続する複数の記録単位からなる固定長の第１の音声／映像用連続データ領域の組から
構成され、第２の再生部が再生する第２のファイルは、第２の音声／映像用連続データ領
域の組から構成され、第２の音声／映像用連続データ領域は、少なくとも読み書きヘッド
の最大移動時間の３倍の時間と、一つの第１の音声／映像用連続データ領域からの読み出
し時間との合計の時間分の第２の音声／映像情報を余分に確保するまで、第２の音声／映
像情報の連続読み出しが可能な、物理的に連続する複数の記録単位から構成されることを
特徴とする。
【００３１】
前記の目的を達成するため、本発明に係る第４の音声／映像情報記録再生装置は、第１の
音声／映像情報が記録された第１のファイルを再生する第１の再生部と、第２の音声／映
像情報が記録された第２のファイルを再生する第２の再生部と、第１の音声／映像情報の
再生と第２の音声／映像情報の再生を共に連続的に実施する同時再生部とを備え、第１の
再生部が再生する第１のファイルは、第１の音声／映像情報の記録が可能な、物理的に連
続する複数の記録単位からなる所定のデータサイズ以上の第１の音声／映像用連続データ
領域の組から構成され、第２の再生部が再生する第２のファイルは、第２の音声／映像用
連続データ領域の組から構成され、第２の音声／映像用連続データ領域は、少なくとも読
み書きヘッドの最大移動時間の４倍の時間と、一つの第１の音声／映像用連続データ領域
からの読み出し時間との合計の時間分の第２の音声／映像情報を余分に確保するまで、第
２の音声／映像情報の連続読み出しが可能な、物理的に連続する複数の記録単位から構成
されることを特徴とする。
【００３２】
前記の目的を達成するため、本発明に係る第５の音声／映像情報記録再生装置は、音声情
報を音声ファイルとして記録する音声記録部と、映像情報が記録された映像ファイルを再
生する映像再生部と、音声情報の記録と映像情報の再生を共に連続的に実施するポストレ
コーディング用記録部とを備え、音声記録部が記録する音声ファイルは、音声情報の記録
が可能な、物理的に連続する複数の記録単位からなる固定長の音声用連続データ領域の組
から構成され、映像再生部が再生する映像ファイルは、少なくとも読み書きヘッドの最大
移動時間の３倍の時間と、一つの音声用連続データ領域への書き込み時間との合計の時間
分の映像情報を余分に確保するのに要する時間以上の間、映像情報の再生が可能な、物理
的に連続する複数の記録単位からなる映像用連続データ領域の組から構成されることを特
徴とする。
【００３３】
前記の目的を達成するため、本発明に係る第６の音声／映像情報記録再生装置は、音声情
報を音声ファイルとして記録する音声記録部と、映像情報が記録された映像ファイルを再
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生する映像再生部と、音声情報の記録と映像情報の再生を共に連続的に実施するポストレ
コーディング用記録部とを備え、音声記録部が記録する音声ファイルは、音声情報の記録
が可能な、物理的に連続する複数の記録単位からなる所定のデータサイズ以上の音声用連
続データ領域の組から構成され、映像再生部が再生する映像ファイルは、少なくとも読み
書きヘッドの最大移動時間の４倍の時間と、一つの音声用連続データ領域への書き込み時
間との合計の時間分の映像情報を余分に確保するのに要する時間以上の間、映像情報の再
生が可能な、物理的に連続する複数の記録単位からなる映像用連続データ領域の組から構
成されることを特徴とする。
【００３４】
前記の目的を達成するため、本発明に係る第７の音声／映像情報記録再生装置は、音声情
報が記録された音声ファイルを再生する音声再生部と、映像情報が記録された映像ファイ
ルを再生する映像再生部と、音声情報の再生と映像情報の再生を共に連続的に実施するポ
ストレコーディング用再生部とを備え、音声再生部が再生する前記音声ファイルは、音声
情報の記録が可能な、物理的に連続する複数の記録単位からなる固定長の音声用連続デー
タ領域の組から構成され、映像再生部が再生する映像ファイルは、少なくとも読み書きヘ
ッドの最大移動時間の３倍の時間と、一つの音声用連続データ領域からの読み出し時間と
の合計の時間分の映像情報を余分に確保するのに要する時間以上の間、映像情報の再生が
可能な、物理的に連続する複数の記録単位からなる映像用連続データ領域の組から構成さ
れることを特徴とする。
【００３５】
前記の目的を達成するため、本発明に係る第８の音声／映像情報記録再生装置は、音声情
報が記録された音声ファイルを再生する音声再生部と、映像情報が記録された映像ファイ
ルを再生する映像再生部と、音声情報の再生と映像情報の再生を共に連続的に実施するポ
ストレコーディング用再生部とを備え、音声再生部が再生する音声ファイルは、音声情報
の記録が可能な、物理的に連続する複数の記録単位からなる所定のデータサイズ以上の音
声用連続データ領域の組から構成され、映像再生部が再生する映像ファイルは、少なくと
も読み書きヘッドの最大移動時間の４倍の時間と、一つの音声用連続データ領域からの読
み出し時間との合計の時間分の映像情報を余分に確保するのに要する時間以上の間、映像
情報の再生が可能な、物理的に連続する複数の記録単位からなる映像用連続データ領域の
組から構成されることを特徴とする。
【００３６】
第１および第２の音声／映像情報記録再生装置において、第１の音声／映像用連続データ
領域への書き込み時間は、第１の音声／映像用連続データ領域から第１の音声／映像情報
を読み出す時間と同じか、または第１の音声／映像用連続データ領域から第１の音声／映
像情報を読み出す時間を超えることが好ましい。
【００３７】
第５および第６の音声／映像情報記録再生装置において、音声用連続データ領域への書き
込み時間は、音声用連続データ領域から音声情報を読み出す時間と同じか、または音声用
連続データ領域から音声情報を読み出す時間を超えることが好ましい。
【００３８】
第３および第４の音声／映像情報記録再生装置において、同時再生部は、第１のファイル
および第２のファイルを読み出してそれぞれ第１の音声／映像情報および第２の音声／映
像情報として再生する際に、読み出し済みの再生すべき第１の音声／映像情報が第１の所
定データ量以下になった場合に、第１のファイルの読み出しを実施し、読み出し済みの再
生すべき第１の音声／映像情報が第２の所定データ量を超える場合は、第２のファイルの
読み出しを実施することが好ましい。
【００３９】
前記の目的を達成するため、本発明に係る第９の音声／映像情報記録再生装置は、記録さ
れた複数の静止画像情報を指定された順序で再生する映像再生部と、記録された音声情報
を再生する音声再生部と、静止画像情報および音声情報を共に連続的に再生するポストレ
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コーディング用再生部とを備え、静止画像情報は静止画像用連続データ領域に記録され、
音声情報は固定データサイズの音声用連続データ領域の組に記録され、映像再生部は、少
なくとも読み書きヘッドの最大移動時間の２倍の時間と、一つの音声用連続データ領域か
らの読み出し時間と、一つの静止画像用連続データ領域からの読み出し時間とを合計した
時間以上の間、ひとつの静止画像情報を表示し続けることを特徴とする。
【００４０】
前記の目的を達成するため、本発明に係る第１０の音声／映像情報記録再生装置は、記録
された複数の静止画像情報をそれぞれ指定された表示期間ずつ、指定された順序で再生す
る映像再生部と、記録された音声情報を再生する音声再生部と、静止画像情報および音声
情報を共に連続的に再生するポストレコーディング用再生部とを備え、静止画像情報は静
止画像用連続データ領域に記録され、音声情報は固定データサイズの音声用連続データ領
域の組に記録され、表示期間は、少なくとも読み書きヘッドの最大移動時間の２倍の時間
と、一つの音声用連続データ領域からの読み出し時間と、一つの静止画像用連続データ領
域からの読み出し時間とを合計した時間以上であることを特徴とする。
【００４１】
前記の目的を達成するため、本発明に係る第１１の音声／映像情報記録再生装置は、記録
された複数の静止画像情報を指定された順序で再生する映像再生部と、音声情報を記録す
る音声記録部と、静止画像情報の再生および音声情報の記録を共に連続的に実施するポス
トレコーディング用記録部とを備え、静止画像情報は静止画像用連続データ領域に記録さ
れ、音声情報は固定データサイズの音声用連続データ領域の組に記録され、映像再生部は
、少なくとも読み書きヘッドの最大移動時間の２倍の時間と、一つの音声用連続データ領
域への書き込み時間と、一つの静止画像用連続データ領域からの読み出し時間とを合計し
た時間以上の間、ひとつの静止画像情報を表示し続けることを特徴とする。
【００４２】
前記の目的を達成するため、本発明に係る第１２の音声／映像情報記録再生装置は、記録
された複数の静止画像情報をそれぞれ指定された表示期間だけ指定された順序で再生する
映像再生部と、音声情報を記録する音声記録部と、静止画像情報の再生および音声情報の
記録を共に連続的に実施するポストレコーディング用記録部とを備え、静止画像情報は静
止画像用連続データ領域に記録され、音声情報は固定データサイズの音声用連続データ領
域の組に記録され、表示期間は、少なくとも読み書きヘッドの最大移動時間の２倍の時間
と、一つの音声用連続データ領域への書き込み時間と、一つの静止画像用連続データ領域
からの読み出し時間とを合計した時間以上であることを特徴とする。
【００４３】
前記の目的を達成するため、本発明に係る第１の音声／映像情報記録再生方法は、第１の
音声／映像情報を第１のファイルとして記録する工程と、第２の音声／映像情報が記録さ
れた第２のファイルを再生する工程と、第１の音声／映像情報の記録工程と第２の音声／
映像情報の再生工程とを共に連続的に実施する工程とを含み、第１のファイルは、第１の
音声／映像情報の記録が可能な、物理的に連続する複数の記録単位からなる固定長の第１
の音声／映像用連続データ領域の組から構成され、第２のファイルは、第２の音声／映像
用連続データ領域の組から構成され、第２の音声／映像用連続データ領域は、少なくとも
読み書きヘッドの最大移動時間の３倍の時間と、一つの第１の音声／映像用連続データ領
域への書き込み時間との合計の時間分の第２の音声／映像情報を余分に確保するまで、第
２の音声／映像情報の連続読み出しが可能な、物理的に連続する複数の記録単位から構成
されることを特徴とする。
【００４４】
前記の目的を達成するため、本発明に係る第２の音声／映像情報記録再生方法は、第１の
音声／映像情報を第１のファイルとして記録する工程と、第２の音声／映像情報が記録さ
れた第２のファイルを再生する工程と、第１の音声／映像情報の記録工程と第２の音声／
映像情報の再生工程とを共に連続的に実施する工程とを含み、第１のファイルは、第１の
音声／映像情報の記録が可能な、物理的に連続する複数の記録単位からなる所定のデータ
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サイズ以上の第１の音声／映像用連続データ領域の組から構成され、第２のファイルは、
第２の音声／映像用連続データ領域の組から構成され、第２の音声／映像用連続データ領
域は、少なくとも読み書きヘッドの最大移動時間の４倍の時間と、一つの第１の音声／映
像用連続データ領域への書き込み時間との合計の時間分の第２の音声／映像情報を余分に
確保するまで、第２の音声／映像情報の連続読み出しが可能な、物理的に連続する複数の
記録単位から構成されることを特徴とする。
【００４５】
前記の目的を達成するため、本発明に係る第３の音声／映像情報記録再生方法は、第１の
音声／映像情報が記録された第１のファイルを再生する工程と、第２の音声／映像情報が
記録された第２のファイルを再生する工程と、第１の音声／映像情報の再生工程と第２の
音声／映像情報の再生工程とを共に連続的に実施する工程とを含み、第１のファイルは、
第１の音声／映像情報の記録が可能な、物理的に連続する複数の記録単位からなる固定長
の第１の音声／映像用連続データ領域の組から構成され、第２のファイルは、第２の音声
／映像用連続データ領域の組から構成され、第２の音声／映像用連続データ領域は、少な
くとも読み書きヘッドの最大移動時間の３倍の時間と、一つの第１の音声／映像用連続デ
ータ領域の読み出し時間との合計の時間分の第２の音声／映像情報を余分に確保するまで
、第２の音声／映像情報の連続読み出しが可能な、物理的に連続する複数の記録単位から
構成されることを特徴とする。
【００４６】
前記の目的を達成するため、本発明に係る第４の音声／映像情報記録再生方法は、第１の
音声／映像情報が記録された第１のファイルを再生する工程と、第２の音声／映像情報が
記録された第２のファイルを再生する工程と、第１の音声／映像情報の再生工程と第２の
音声／映像情報の再生工程とを共に連続的に実施する工程とを含み、第１のファイルは、
第１の音声／映像情報の記録が可能な、物理的に連続する複数の記録単位からなる所定の
データサイズ以上の第１の音声／映像用連続データ領域の組から構成され、第２のファイ
ルは、第２の音声／映像用連続データ領域の組から構成され、第２の音声／映像用連続デ
ータ領域は、少なくとも読み書きヘッドの最大移動時間の４倍の時間と、一つの第１の音
声／映像用連続データ領域の読み出し時間との合計の時間分の第２の音声／映像情報を余
分に確保するまで、第２の音声／映像情報の連続読み出しが可能な、物理的に連続する複
数の記録単位から構成されることを特徴とする。
【００４７】
前記の目的を達成するため、本発明に係る第５の音声／映像情報記録再生方法は、静止画
像用連続データ領域に記録された複数の静止画像情報を指定された順序で再生する工程と
、固定データサイズの音声用連続データ領域の組に記録された音声情報を再生する工程と
、静止画像情報の再生工程と音声情報の再生工程を共に連続的に実施する工程とを含み、
静止画像情報の再生工程において、少なくとも読み書きヘッドの最大移動時間の２倍の時
間と、一つの音声用連続データ領域を読み出す時間と、一つの静止画像用連続データ領域
を読み出す時間とを合計した時間以上の間、ひとつの静止画像情報を表示し続けることを
特徴とする。
【００４８】
前記の目的を達成するため、本発明に係る第６の音声／映像情報記録再生方法は、静止画
像用連続データ領域に記録された複数の静止画像情報を指定された順序で再生する工程と
、固定データサイズの音声用連続データ領域の組に音声情報を記録する工程と、静止画像
情報の再生工程と音声情報の記録工程を共に連続的に実施する工程とを含み、静止画像情
報の再生工程において、少なくとも読み書きヘッドの最大移動時間の２倍の時間と、一つ
の音声用連続データ領域への書き込み時間と、一つの静止画像用連続データ領域からの読
み出し時間とを合計した時間以上の間、ひとつの静止画像情報を表示し続ける工程とを含
むことを特徴とする。
【００４９】
上記の構成によれば、映像ファイルの実時間再生が保証されているので、映像情報および
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音声情報を途切れることなく再生できるとともに、同時にポストレコーディング用音声情
報の再生においても、データが欠落することなく連続的に実時間再生をすることができる
。
【００５０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００５１】
（実施の形態１）
図１は、本発明の実施の形態１に係る音声／映像情報記録再生装置の構成を示すブロック
図である。本実施形態と従来例（図１６）との違いは、第２トランスポートストリーム分
解部１６６を有する点と、連続データ領域検出部１６０、記録制御部１６１、ポストレコ
ーディング用記録制御部１６２、ポストレコーディング用再生制御部１６３およびバッフ
ァメモリ１６４の機能が異なる点にある。また、再生部１２１のデータ読み込み速度、第
１トランスポートストリーム分解部１６５に入力する動画データの最大再生レート、ピッ
クアップ１３０の読み込み動作時および書き込み動作時の最大移動時間は、従来例と同じ
であるものとしている。
【００５２】
図２は、図１の機能ブロックの中で、ポストレコーディングモード記録の際に関係するブ
ロックを示し、図３は、図１の機能ブロックの中で、ポストレコーディング記録の際に関
係するブロックを示し、図４は、図１の機能ブロックの中で、ポストレコーディング再生
の際に関係するブロックを示す図である。
【００５３】
図５は、本発明の実施の形態１に係る音声／映像情報記録装置における映像および音声の
記録形態を示す図である。従来例を示す図１７との違いは、連続データ領域の長さ（２．
６秒分以上）が異なる点だけである。その他の点（例えば、ＶＯＢＵが、Ｖ＿ＴＳＰ、Ａ
＿ＴＳＰおよびＤ＿ＴＳＰから構成される点など）は同じである。
【００５４】
図６は、本発明の実施の形態１において、ポストレコーディング記録時に記録する裏音声
ファイルの記録形態を示す図である。裏音声ファイルは、裏音声を符号化したＡ＿ＴＳＰ
から構成される。具体的には、ＡＡＣ（Advanced Audio Coding）圧縮符号化された音声
データにトランスポートパケットヘッダを付加してトランスポートストリームを構成する
。また、光ディスク１３１上に確保された複数個の９６ｋｂｙｔｅ固定長の連続データ領
域内に、このトランスポートストリームが連続的に記録される。それぞれの９６ｋｂｙｔ
ｅは互いに物理的に離れていても良い。なお、図６では省略しているが、ＰＡＴ、ＰＭＴ
等はトランスポートストリームに必須のパケットであり、裏音声ファイルに含まれる。
【００５５】
図７は、本発明の実施の形態１におけるポストレコーディング記録時の動作モデルを示す
図である。光ディスク１３１上に記録済みの動画データはピックアップ１３０を介して速
度Ｖｒで動画バッファメモリ内に取り込まれ、さらにその動画データは速度Ｖｏｕｔでト
ランスポートストリーム分解部１６５に転送され、さらに映像伸長部１１１および第１音
声伸長部１１３により映像および音声が再生される。一方、音声信号は音声圧縮部１０３
により音声データに変換され、次にトランスポートストリーム組立部１０４を介して速度
Ａｉｎで音声バッファメモリに取り込まれる。さらに、その音声データは、速度Ａｗでピ
ックアップ１３０を介して光ディスク１３１に書き込まれる。動画データの読み込みと音
声データの書き込みは１個のピックアップ１３０を時分割的に交互に切り替えることによ
り実現される。ここで、Ｖｒ＞Ｖｏｕｔ、Ａｗ＞Ａｉｎとする。
【００５６】
図８は、本発明の実施の形態１におけるポストレコーディング記録時の動画バッファメモ
リおよび音声バッファメモリ内の符号量の遷移を示す図である。図８において、ｔ<SB>se
ek</SB>はピックアップ１３０の最大移動時間、ｔAwriteは裏音声用音声ファイルの書込
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み時間、ｔV-CDAは動画用連続データ領域の読出し時間を示す。ＢA-thは、音声データの
書込みのためのシーク動作を開始する際の閾値である。音声バッファメモリ内の符号量が
ＢA-th以上になった場合に、ピックアップ１３０は動画データ上から裏音声データ上へ移
動を開始する。本実施の形態１では、ＢA-thは９６ｋｂｙｔｅであるものとする。
【００５７】
図９は、本発明の実施の形態１におけるポストレコーディング再生時の動作モデルを示す
図である。光ディスク１３１上に記録済みの動画データは、ピックアップ１３０を介して
速度Ｖｒで動画バッファメモリ内に取り込まれ、さらに、その動画データは、速度Ｖｏｕ
ｔでトランスポートストリーム分解部１６５に転送され、さらに映像伸長部１１１および
第１音声伸長部１１３により映像および音声として再生される。一方、光ディスク１３１
上に記録済の裏音声データは、ピックアップ１３０を介して速度Ａｒで音声バッファメモ
リ内に取り込まれ、さらに、その裏音声データは、速度Ａｏｕｔでトランスポートストリ
ーム分解部１６６を介して第２音声伸長部１１４により裏音声として再生される。ここで
、Ｖｒ＞Ｖｏｕｔ、Ａｒ＞Ａｏｕｔとする。
【００５８】
図１０は、本発明の実施の形態１におけるポストレコーディング再生時の動画バッファメ
モリおよび音声バッファメモリ内の符号量の遷移を示す図である。ＢVは動画バッファメ
モリサイズ、ＢAは音声バッファメモリサイズを示す。
【００５９】
ポストレコーディングモード記録時には、図２の機能ブロックを利用する。記録制御部１
６１が記録部１２０、連続データ領域検出部１６０および論理ブロック管理部１４４の制
御を行ない、ポストレコーディングモード記録を実施する。この時、記録制御部１６１は
、連続データ領域検出部１６０に物理的に連続する空き領域を検出させる。
【００６０】
具体的には、記録開始操作によって、トランスポートストリーム組立部１０４は、圧縮さ
れた映像信号と圧縮された音声信号をそれぞれ１８８バイト単位のトランスポートパケッ
トＶ＿ＴＳＰおよびＡ＿ＴＳＰに分割し、さらにポストレコーディング用ダミーパケット
発生部１０５が生成するＤ＿ＴＳＰを加え、この３種類のトランスポートパケットで１つ
のＶＯＢＵを構成する様に順番に並べてトランスポートストリームを作成した後に、バッ
ファメモリ１６４を介して記録部１２０へ渡す。
【００６１】
記録部１２０では、記録制御部１６１から指示された論理ブロック番号の位置からＶＯＢ
Ｕの記録を開始する。このとき、記録部１２０において、１つのＶＯＢＵは３２ｋバイト
単位に分割され、３２ｋバイト単位に誤り訂正符号が付加されて光ディスクの１つの論理
ブロック上に記録される。また、１つの論理ブロックの途中で１つのＶＯＢＵの記録が終
了した場合は、隙間を開けることなく次のＶＯＢＵの記録を連続的に行う。
【００６２】
連続データ領域検出部１６０は、論理ブロック管理部１４４内で管理されている論理ブロ
ックの使用状況を探索して、未使用の論理ブロックが最大記録再生レート換算で２．６秒
分連続している領域を検出しておく。そして、当該論理ブロック領域の論理ブロック番号
を、論理ブロック単位の書き込みが発生するごとに記録部１２０へ通知し、また論理ブロ
ックが使用済みになることについては、論理ブロック管理部１４４に通知する。
【００６３】
論理ブロック管理部１４４は、必要に応じて再生部１２１を起動して、光ディスク１３１
上に記録されているＵＤＦファイルシステムのスペースビットマップを読み込み、論理ブ
ロックの使用状況を把握する。本実施形態では、電源投入時にまとめてスペースビットマ
ップを読み込むことにより、ポストレコーディングモード記録時、ポストレコーディング
記録時、ポストレコーディング再生時には、途中でスペースビットマップの読み込みは不
要な処理として扱う。
【００６４】
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次に、ポストレコーディング記録（裏音声を記録）を行う場合には、図１の機能ブロック
内の図３に示す機能ブロックを利用する。ポストレコーディング用記録制御部１６２は、
光ディスク１３１上に記録されたＭＰＥＧトランスポートストリームがピックアップ１３
０、再生部１２１、トランスポートストリーム分解部１６５を経由する様に制御すること
により、映像および音声を再生する。この時バッファメモリ１６４は、図７に示すように
動画バッファメモリと音声バッファメモリに分割使用され、あらかじめ記録されている動
画および音声の一時的なデータ蓄積のために、バッファメモリ１６４が使用される。ポス
トレコーディング用記録制御部１６２は同時に、音声信号入力部１０２の音声を、音声圧
縮部１０３を経由することによりＡＡＣ圧縮符号に圧縮し、さらにトランスポートストリ
ーム組立部１０４を経由することにより、ＭＰＥＧトランスポートストリームへ変換する
。
【００６５】
そして、その変換されたＭＰＥＧトランスポートストリームは、さらにバッファメモリ１
６４（ただし、音声バッファメモリ）、記録部１２０およびピックアップ１３０を介して
、相変化光ディスク１３１へ裏音声ファイルとして記録される。
【００６６】
裏音声ファイルは、図６に示すように、固定長の物理的に連続した領域に配置される（動
画ファイルとは固定長である点およびデータサイズが異なる）。この連続データ領域を複
数個確保し、その領域に裏音声のトランスポートストリームを連続的に配置する。それぞ
れの固定長領域は物理的に離れていても良い。
【００６７】
ポストレコーディング用記録制御部１６２は、図８の時間（１）では、ピックアップ１３
０を介して映像の再生を行うので、動画バッファメモリ内には最低Ｖｒ－Ｖｏｕｔ以上の
速度で映像データが蓄積される。一方、音声バッファメモリ内には、裏音声のトランスポ
ートストリームがＡｉｎ以下の速度で蓄積される。音声バッファメモリの蓄積量が音声用
連続データ領域のデータサイズである９６ｋバイトを越えると、ポストレコーディング用
記録制御部１６２は、裏音声データの書出しを行うために、ピックアップ１３０を裏音声
データ用の空き連続データ領域へ移動させる（時間（２））。この移動の間、動画のディ
スクからの読み込みが中断するので、動画バッファメモリのデータ量は最大Ｖｏｕｔの速
度で減少する。ピックアップ１３０の移動が完了すると、時間（３）に示す様に、裏音声
データの書き込みにより、音声バッファメモリの符号量はＡｗの速度で減少する。次に、
裏音声データの連続データ領域１個分の書き込みが完了すると、ピックアップ１３０を動
画ファイルの読み込み中断位置まで戻す（時間（４））。さらに、最悪のケースであるが
、戻った直後に、動画ファイルの連続データ領域の不連続個所に遭遇すると、次の連続デ
ータ領域までピックアップ１３０を移動させるので、動画バッファメモリ上の動画データ
は０にまで減少する（時間（５））。そして、次の連続データ領域内における動画データ
の読み込みが再開すると、動画バッファメモリ内に最低Ｖｒ－Ｖｏｕｔの速度で動画デー
タが蓄積する（時間（６））。以降は同様にして、ピックアップ１３０を交互に移動させ
ながらポストレコーディング記録を実現する。
【００６８】
以上の様に、動画ファイルの連続データ領域の最小サイズが３回分のピックアップ移動時
間および音声データの書き込み時間を合計した時間の間、動画を表示し続けるだけの動画
データが、確実に動画バッファメモリ内に蓄積されるだけのサイズになっているので、動
画を途切れることなく連続して実時間再生できる。また、同時に音声ファイルの書き込み
においても、データが欠落すること無く連続的に記録できる。
【００６９】
ポストレコーディング再生の場合には、図４の機能ブロックを利用する。ポストレコーデ
ィング用再生制御部１６３は、光ディスク１３１上に記録された動画ファイルを、ピック
アップ１３０、再生部１２１、第１トランスポートストリーム分解部１６５、映像伸長部
１１１および第１音声伸長部１１３を経由することにより、映像および表音声として再生
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する。同時に、ポストレコーディング用再生制御部１６３は、光ディスク１３１上に記録
された裏音声ファイルを、ピックアップ１３０、再生部１２１、第２トランスポートスト
リーム分解部１６６、第２音声伸長部１１４を経由することにより、裏音声として再生す
る。この時、バッファメモリ１６４は、図９に示す様に、動画バッファメモリと音声バッ
ファメモリに分割使用され、動画ファイルのデータを蓄積するために動画バッファメモリ
が使用され、裏音声ファイルのデータを蓄積するために音声バッファメモリが使用される
。
【００７０】
ポストレコーディング用再生制御部１６３は、図１０の時間(１)では、裏音声ファイルを
音声用連続データ領域１個分(９６ｋバイト)だけ読み込む。これにより、音声バッファメ
モリ内に裏音声データが蓄積される。次に、裏音声ファイルから動画ファイルへとピック
アップ１３０の移動を開始する（時間（２））。ピックアップ１３０が動画ファイルに到
着すると、時間（３）の先頭より、動画データの読み込みおよび再生を開始する。従って
、動画バッファメモリ内には、最低Ｖｒ－Ｖｏｕｔの速度でデータが蓄積される。同時に
、時間（３）の先頭より、音声バッファメモリ内のデータの再生を開始する。これにより
、音声バッファメモリ内のデータ量は最大Ａｏｕｔの速度で減少する。そして、このデー
タ量がＢA-thになった時点で、動画ファイル上のピックアップ１３０が音声ファイル上へ
移動を開始する（時間（４））。この移動により、光ディスク１３１からの動画データの
読み込みが中断するので、動画バッファメモリの符号量は最大Ｖｏｕｔのペースで減少す
る。この移動が完了すると、時間（５）の様に、裏音声ファイルからのデータ読み込みが
始まるので、音声バッファメモリ内に最低Ａｒ－Ａｏｕｔの速度で音声データが蓄積され
る。そして、時間（６）において、ポストレコーディング用再生制御部１６３は、ピック
アップ１３０を裏音声ファイル上から動画ファイル上へ移動させる。図１０では、移動が
完了した後、時間（７）でたまたま動画ファイルの不連続点（連続データ領域の境界）に
遭遇し、ピックアップ１３０の移動が発生した例を示す。この移動が完了すると、時間（
８）に示す様に、再び動画データの読み込みを開始する。以降は同様にして、ピックアッ
プ１３０を交互に移動させながら、ポストレコーディング再生を実現する。
【００７１】
ポストレコーディング再生時の動画用連続データ領域の最低限の読み込み時間長をｔ<SB>
V-CDA</SB>、ポストレコーディング再生時の音声用連続データ領域の読み込み時間長をｔ
<SB>A-CDA</SB>とすると、図１０において、
（Ｖｒ－Ｖｏｕｔ）ｔV-CDA＝Ｖｏｕｔ×（３ｔseek＋ｔA-CDA）
…（式１）
（Ａｒ－Ａｏｕｔ）ｔA-CDA＝Ａｏｕｔ×ｔAout

…（式２）
ｔAout＝ｔV-CDA＋３ｔseek

…（式３）
なる関係があることより、ｔV-CDAおよびｔA-CDAはそれぞれ以下のように求まる。
【００７２】
ｔV-CDA＝（Ｖｏｕｔ／Ｖｒ）×（３ｔseek＋ｔA-CDA）
／（１－（Ｖｏｕｔ／Ｖｒ））
…（式４）
ｔA-CDA＝（（Ａｏｕｔ／Ａｒ）×３ｔseek）
／（１－（Ａｏｕｔ／Ａｒ）－（Ｖｏｕｔ／Ｖｒ））
…（式５）
また、映像用連続データ領域の最小限のデータサイズＳV-CDA、および裏音声用連続デー
タ領域の最低限のデータサイズＳA-CDAはそれぞれ以下のように求まる。
【００７３】
ＳV-CDA＝Ｖｒ×ｔV-CDA　　　　　　　　　　　　　…（式６）
ＳA-CDA＝Ａｒ×ｔA-CDA　　　　　　　　　　　　　…（式７）
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本実施形態の場合、ｔseek＝０．５ｓ、Ｖｏｕｔ＝１０Mｂｐｓ、Ｖｒ＝２４Mｂｐｓ、Ａ
ｏｕｔ＝２８８ｋｂｐｓ、Ａｒ＝２４Ｍｂｐｓとして計算することにより、ｔ<SB>V-CDA<
/SB>＝１．１ｓ、ＳV-CDA＝３．３Ｍｂｙｔｅ、ｔA-CDA＝０．０３ｓ、Ｓ<SB>A-CDA</SB>
＝９０ｋｂｙｔｅとなる。そこで、ＳA-CDAは、論理ブロックの整数倍となる様に、９６
ｋｂｙｔｅとした。
【００７４】
以上の様に、動画ファイルの連続データ領域がピックアップ１３０の移動時間の３倍と音
声データの読み込み時間を合計した時間（１．５３ｓ）の間、動画を表示し続けられるだ
けの動画データが、確実に動がバッファメモリ内に蓄積されるだけのサイズ（３．３Ｍｂ
ｙｔｅ）になっているので、映像および表音声をとぎれることなく連続して実時間再生で
きる。また、同時に裏音声ファイルの再生においても、データが欠落すること無く連続的
に実時間再生できる。
【００７５】
また、１つの映像に対して複数の裏音声ファイルを作成し、映像ファイルと裏音声ファイ
ルの組み合わせを取捨選択して映像と複数の裏音声を比較できるメリットもある。
【００７６】
なお、裏音声ファイル用の連続データ領域のデータサイズは固定長であるものとしたが、
その固定値のサイズ以上の可変長であっても良い。ただし、この場合、動画ファイルの連
続データ領域の最小データサイズをピックアップ１３０の１回分の最大移動時間を見込ん
だ長さだけ伸ばす必要がある。すなわち、動画ファイルの連続データ領域のデータサイズ
が４回分のピックアップ１３０の移動時間および音声データの読み込み時間を見込んだ長
さにしても良い。
【００７７】
なお、図１０では、動画ファイルと裏音声ファイルの読み込みが完全に同期する場合を示
したが、完全に同期する必要はない。動画ファイルの連続データ領域は通常長めに確保さ
れていれば、図２４に示す様な動作となる。図１０との違いは、裏音声ファイルの連続デ
ータ領域がより長いため、区間（３）がより長い点にある。この場合、上記（式３）は以
下の（式８）に置き換えられる。
【００７８】
ｔAout≧ｔV-CDA＋３ｔseek　　　　　　　　　　　　…（式８）
（実施の形態２）
次に、本発明の実施の形態２について説明する。実施の形態２と実施の形態１との違いは
、裏音声の符号化方式が異なる点にある。実施の形態１では、ＡＡＣ圧縮符号を使うのに
対して、実施の形態２では、リニアＰＣＭ（Linear PCM、あるいはPulse Code Modulatio
n)符号を使う。
【００７９】
図１１は、本発明の実施の形態２に係る音声／映像情報記録再生装置の機能構成を示すブ
ロック図である。図１と図１１の違いは、Ａ／Ｄ変換部１７４および第２トランスポート
ストリーム組立部１７５を含む点と、トランスポートストリーム組立部１０４の代わりに
第１トランスポートストリーム組立部１７３を有する点（但し、機能的には同じ）と、第
２音声伸長部１１４の代わりにＤ／Ａ変換部１７６を有する点と、機能的に異なったポス
トレコーディング用記録制御部１７０、ポストレコーディング用再生制御部１７１、およ
びバッファメモリ１７２を有する点にある。なお、再生部１２１のデータ読出速度、トラ
ンスポートストリーム分解部１６５、１６６の最大記録再生レート、ピックアップ１３０
の読み込み動作時および書き込み動作時の最大移動時間は従来例と同じであるものとして
いる。
【００８０】
図１２は、図１１の中でポストレコーディング記録の際に関係するブロックを示し、図１
３は、図１１の中でポストレコーディング再生の際に関係するブロックを示す図である。
【００８１】
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以上の様に、裏音声の符号形式としてリニアＰＣＭ符号を使うので、ポストレコーディン
グ再生時に、回路規模の大きい第２音声伸長部１１４を回路規模の小さいＤ／Ａ変換部１
７６で代替できる。
【００８２】
ただし、裏音声の再生速度はＡＡＣ圧縮の場合よりも上がるので、その分連続データ領域
の長さを（式７）に基づいて調整する必要がある。
【００８３】
なお、裏音声ファイル用の連続データ領域のデータサイズは固定長であるものとしたが、
固定のサイズ以上の可変長であっても良い。ただし、この場合、動画ファイルの連続デー
タ領域の最小データサイズをピックアップ１３０の１回分の最大移動時間を見込んだ長さ
だけ伸ばす必要がある。
【００８４】
（実施の形態３）
次に、本発明の実施の形態３について説明する。実施の形態３と実施の形態１との違いは
、ポストレコーディング再生時に、動画ファイルと裏音声ファイルの同時再生を行うので
はなく、動画ファイルの中にあらかじめ裏音声ファイルを１つのトランスポートストリー
ムとして混合（ＭＩＸ）しておき、再生時には表音声ストリームと裏音声ストリームを並
列に復号する点にある。
【００８５】
図１４は、本発明の実施の形態３に係る音声／映像情報記録再生装置の機能構成を示すブ
ロック図である。図１と図１４の違いは、トランスポートストリーム分解部１１５を１つ
しか有さない点と、ポストレコーディング用ＭＩＸ制御部１８０を有する点にある。また
、ポストレコーディング用再生制御部１５３は、従来例のポストレコーディング用再生制
御部１５３と同等の機能を有する点が異なる。なお、再生部１２１のデータ読出速度、ト
ランスポートストリーム分解部１１５の最大記録再生速度、ピックアップ１３０の読み込
み動作時および書き込み動作時の最大移動時間は従来例と同じであるものとしている。
【００８６】
図１５は、図１４の中でポストレコーディング再生の際に関係するブロックを示す図であ
る。
【００８７】
映像記録時、ポストレコーディング記録時は、実施の形態１と同様に処理を行う。その後
で、裏音声ファイル内のＡ＿ＴＳＰで動画ファイル内のＤ＿ＴＳＰを置き換えることによ
り、表音声ストリームと裏音声ストリームがＭＩＸされたトランスポートストリームに書
き換える。
【００８８】
ポストレコーディング再生時は、ＭＩＸ後の動画ファイルを図１５の再生部１２１、バッ
ファメモリ１６４、トランスポートストリーム分解部１１５を経由させる。そして、さら
に表音声ストリームは、第１音声伸長部１１３および音声出力部１１２を経由し、裏音声
ストリームは、第２音声伸長部１１４および音声出力部１１２を経由させて、両方の音声
を映像と共に再生する。
【００８９】
以上の様に、表音声と裏音声がＭＩＸされたトランスポートストリームからなる動画ファ
イルを作成することにより、２つのファイルを管理する必要はなく、１つのファイルのみ
を管理すれば良くなる。
【００９０】
また、動画ファイルと裏音声ファイルのデータ構造が同じトランスポートストリーム形式
であることにより、動画ファイル内のＤ＿ＴＳＰと裏音声ファイル内のＡ＿ＴＳＰを交換
すれば良いので、ＭＩＸされた動画ファイルを作成しやすい。また、動画ファイルと裏音
声ファイルのデータ構造が同じトランスポートストリーム形式であることにより、動画フ
ァイル内のＤ＿ＴＳＰを裏音声ファイル内のＡ＿ＴＳＰで置き換えたトランスポートスト
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リームをデジタルインタフェースへ出力する際にも置き換えが容易になる。さらに、裏音
声ファイルのデータ構造をトランスポートストリームの様なＭＰＥＧシステムストリーム
形式にすることにより、音声圧縮符号（例えば、ＡＡＣ符号）が異なっていても、統一し
た音声ファイルとして取り扱うことができるので、裏音声ファイルの取り扱いが容易にな
る。
【００９１】
（実施の形態４）
次に、本発明の実施の形態４について説明する。実施の形態４と実施の形態１との違いは
、動画ファイルに音声データが含まれていなくて、静止画像のみ含まれる動画ファイルの
ポストレコーディング再生を取り扱う点にある。そして、この様な静止画像を、指定され
た順序で所定の時間間隔でスライドショーの様に切り換えながら、同時に音声ファイルに
記録されている音声を再生する場合の例について説明する。なお、音声／映像情報記録再
生装置の構成は実施の形態１と同様であるものとする。
【００９２】
図２３は、本発明の実施の形態４に係る音声／映像情報記録再生装置におけるポストレコ
ーディング再生時の動画バッファメモリおよび音声バッファメモリ内の符号量の遷移を示
す図である。以下、図２３を参照して説明する。
【００９３】
ポストレコーディング用再生制御部１６３は、時間（１）の先頭より、動画データの読み
込みを開始する。従って、動画バッファメモリ内にはＶｒの速度でデータが蓄積される。
次に、時間（２）において、音声データへシーク動作を行う。そして、１枚分の静止画デ
ータの読み込み完了後、時間（３）よりその静止画を表示する。同時に、音声バッファメ
モリ内のデータの読み込みと、読み込まれたデータの再生を開始する。これにより、音声
バッファメモリ内のデータ量は最大Ａｒ－Ａｏｕｔの速度で増加する。そして、時間（４
）では、ピックアップ１３０が音声データ上から映像データ上へ移動を行う。この間、音
声出力も同時に実施するので、音声バッファメモリ内の符号量はＡｏｕｔの速度で減少す
る。ピックアップ１３０の移動が完了すると、映像データの読み込みを再開する（時間（
５））。そして、音声バッファメモリ内のデータ量がＢA-thになった時点で、動画ファイ
ル上のピックアップ１３０が音声ファイル上への再移動を開始する（時間（６））。以上
の繰り返しにより、表示周期ｔstillの間に、読み込まれた静止画データは、トランスポ
ートストリーム分解部１６５に転送され、さらに映像伸長部１１１により映像が再生され
る。また、表示周期ｔstillの間に、読み込まれた音声データも第１音声伸長部１１３に
より再生される。
【００９４】
ここで、表示周期である映像更新間隔ｔstillは、１枚の静止画像データを読み込む時間
をｔVread、固定データサイズの連続データ領域に記録された音声データを読み込む時間
をｔA-CDA、ピックアップ１３０の最大移動時間をｔseekとすれば、以下の（式９）を満
たせば良い。
【００９５】
ｔstill≧ｔVread＋ｔA-CDA＋２ｔseek　　　　　　…（式９）
以上の様にして、スライドショーに音声を付加することが容易に実現できる。
【００９６】
なお、本実施の形態４において、静止画像はトランスポートストリームからなる動画ファ
イルに含まれるものとしたが、ＪＰＥＧファイルであっても良い。この場合、ＪＰＥＧ復
号部が必要となることは言うまでも無い。
【００９７】
また、本実施の形態４において、静止画の更新間隔は一定であるものとしたが、上記（式
９）を満たせば一枚毎に個別に指定しても良い。また、静止画像のデータサイズが個別に
異なる場合は、更新間隔をそのデータサイズに応じて（式９）を満たす様な範囲で１枚毎
に指定しても良い。
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【００９８】
また、本実施の形態４では、静止画をスライド表示しながら、音声を再生する場合を示し
たが、音声を記録する場合も同様である。この場合、音声データの読み込み時間と書き込
み時間を差替えれば良いことは言うまでもない。
【００９９】
なお、各実施の形態において、記憶媒体は相変化光ディスクであるものとしたが、特にこ
れに限定するものではなく、例えばＤＶＤ－ＲＡＭ、ＭＯ、ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ、
ＤＶＤ＋ＲＷ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ等の光ディスクやハードディスク等のディスク形状
を有する記録媒体であれば何でも良い。また、フラッシュメモリ等の半導体メモリであっ
ても良い。
【０１００】
同様に、各実施の形態において、読み書きヘッドはピックアップとしているが、ＭＯの場
合はピックアップ及び磁気ヘッドとなり、またハードディスクの場合は磁気ヘッドとなる
。
【０１０１】
また、各実施の形態において、トランスポートストリームは、ＭＰＥＧを用いたデジタル
放送規格に準拠した形式で合っても良い。例えば、日本のＢＳデジタル放送規格に準拠し
たトランスポートストリーム、米国のＡＴＳＣ規格に準拠したトランスポートストリーム
、および欧州のＤＶＢ規格に準拠したトランスポートストリームであっても良い。
【０１０２】
また、各実施形態において、動画ファイルおよび音声ファイルはトランスポートストリー
ムからなるものとしてが、プログラムストリームやＰＥＳストリーム等の他のマルチメデ
ィア情報を含むビットストリームであっても良い。
【０１０３】
また、各実施の形態において、論理ブロックは３２ｋｂｙｔｅ、セクタは２ｋｂｙｔｅと
したが、論理ブロックサイズがセクタサイズの整数倍であれば、例えば、論理ブロックが
１６ｋｂｙｔｅ、セクタは２ｋｂｙｔｅであっても良い。また、論理ブロック、セクタが
共に２ｋｂｙｔｅであっても良い。
【０１０４】
また、各実施の形態において、映像圧縮符号および音声圧縮符号はそれぞれＭＰＥＧ２映
像圧縮符号およびＡＡＣ圧縮符号であるものとしたが、ＭＰＥＧ１映像圧縮符号またはＭ
ＰＥＧ４映像圧縮符号等や、ＭＰＥＧ－Ａｕｄｉｏ圧縮符号、Ｄｏｌｂｙ　ＡＣ３圧縮符
号、またはＴｗｉｎ－ＶＱ圧縮符号等であっても良い。
【０１０５】
また、各実施の形態において、動画ファイルと裏音声ファイルは同一の光ディスク上に記
録するものとしたが、異なった記録媒体上に記録しても良い。例えば、動画ファイルを光
ディスク上に、裏音声ファイルをフラッシュメモリカード上に記録し、合成ファイルを光
ディスク上に記録する様にしても良い。この場合、ピックアップの移動機会が減るので、
ポストレコーディング記録やポストレコーディング再生の実現が著しく容易になる。
【０１０６】
また、各実施の形態において、ファイルはＵＤＦファイルシステムで管理したが、ＦＡＴ
（ファイル・アロケーション・テーブル）やその他の独自ファイルシステムで管理されて
も良い。
【０１０７】
また、各実施の形態において、動画ファイルと裏音声ファイルの他に動画ファイルと裏音
声ファイルを関連付けるファイルとして第３のファイルを記録しても良い。この第３のフ
ァイルは、Ｗ３Ｃで規格化進展中のＳＭＩＬ（Synchronized Multimedia Integration La
nguage）言語で、動画ファイルと裏音声ファイルの同時再生（並列再生）タイミングを記
述しても良い。これにより、動画ファイルと裏音声ファイルの関係を再生タイミング等の
観点でに明確に記述できる。例えば、映像ファイルの先頭からの経過時間および音声ファ
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イルの先頭からの経過時間を指定することにより、同時再生の開始個所を指定することが
できる。また、ＳＭＩＬ言語を使用することにより、動画ファイル、裏音声ファイル、お
よび第３のファイルをパソコンへ移動した場合でも、パソコン上のアプリケーションソフ
トのＳＭＩＬプレーヤー等で再生可能になる。
【０１０８】
また、各実施の形態において、動画ファイルの一部分に対してポストレコーディング記録
を行って裏音声ファイルを記録する場合、ポストレコーディング記録開始タイミングの時
間情報を裏音声ファイル、前記の第３のファイル内、もしくは別の第４のファイルに記録
しておく必要がある。
【０１０９】
また、各実施の形態において、裏音声ファイルには動画に対する裏音声を記録するものと
したが、動画とはタイミングが直接的には無関係な音楽（ＢＧＭ等）を記録し、ポストレ
コーディング再生と同じ方法で再生しても良い。
【０１１０】
また、各実施の形態において、ピックアップの最大移動時間は、読み込み時と書き込み時
とで同じであるものとしたが、異なっていても良い。ただし、この場合、ピックアップの
最大移動時間として適切な方もしくは大きい方を選択して、連続データ領域のデータサイ
ズ（式６、式７）や、映像更新時間（式９）を求める必要がある。
【０１１１】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、光ディスク上でポストレコーディング機能を容易
に実現できる音声／映像情報記録再生装置を提供することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態１に係る音声／映像情報記録再生装置の機能構成を示すブ
ロック図
【図２】　本発明の実施の形態１に係る音声／映像情報記録再生装置のポストレコーディ
ングモード記録の際に関係するブロック図
【図３】　本発明の実施の形態１に係る音声／映像情報記録再生装置のポストレコーディ
ング記録の際に関係するブロック図
【図４】　本発明の実施の形態１に係る音声／映像情報記録再生装置のポストレコーディ
ング再生の際に関係するブロック図
【図５】　本発明の実施の形態１に係る音声／映像情報記録再生装置におけるポストレコ
ーディングモード記録時の動画ファイルの記録形態を示す図
【図６】　本発明の実施の形態１に係る音声／映像情報記録再生装置におけるポストレコ
ーディング記録時の裏音声ファイルの記録形態を示す図
【図７】　本発明の実施の形態１に係る音声／映像情報記録再生装置のポストレコーディ
ング記録時の動作モデルを示す図
【図８】　本発明の実施の形態１に係る音声／映像情報記録再生装置におけるポストレコ
ーディング記録時の動画バッファメモリおよび音声バッファメモリ内の符号量の遷移を示
す図
【図９】　本発明の実施の形態１に係る音声／映像情報記録再生装置のポストレコーディ
ング再生時の動作モデルを示す図
【図１０】　本発明の実施の形態１に係る音声／映像情報記録再生装置におけるポストレ
コーディング再生時の動画バッファメモリおよび音声バッファメモリ内の符号量の遷移を
示す図
【図１１】　本発明の実施の形態２に係る音声／映像情報記録再生装置の機能構成を示す
ブロック図
【図１２】　本発明の実施の形態２に係る音声／映像情報記録再生装置のポストレコーデ
ィング記録の際に関係するブロックを示す図
【図１３】　本発明の実施の形態２に係る音声／映像情報記録再生装置のポストレコーデ
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ィング再生の際に関係するブロックを示す図
【図１４】　本発明の実施の形態３に係る音声／映像情報記録再生装置の機能構成を示す
ブロック図
【図１５】　本発明の実施の形態３に係る音声／映像情報記録再生装置のポストレコーデ
ィング再生の際に関係するブロックを示す図
【図１６】　従来の音声／映像情報記録再生装置の機能構成を示すブロック図
【図１７】　従来の音声／映像情報記録再生装置におけるポストレコーディングモード記
録時の動画ファイルの記録形態を示す図
【図１８】　従来の音声／映像情報記録再生装置におけるポストレコーディングモード記
録時の動画ファイルのトランスポートストリームの構造図
【図１９】　動画ファイルがＵＤＦファイルシステムによって管理されている状態を示す
図
【図２０】　ＵＤＦファイルシステムのアロケーション・ディスクリプタのデータ構造を
示す図
【図２１】　従来の音声／映像情報記録再生装置におけるファイル再生時の動作モデルを
示す図
【図２２】　従来の音声／映像情報記録再生装置におけるポストレコーディング再生時の
動画バッファメモリおよび音声バッファメモリ内の符号量の遷移を示す図
【図２３】　本発明の実施の形態４に係る音声／映像情報記録再生装置におけるポストレ
コーディング再生時の動画バッファメモリおよび音声バッファメモリ内の符号量の遷移を
示す図
【図２４】　本発明の実施の形態１に係る、動画用連続データ領域が長めに確保された場
合の音声／映像情報記録再生装置におけるポストレコーディング再生時の動画バッファメ
モリおよび音声バッファメモリ内の符号量の遷移を示す図
【符号の説明】
１００　映像信号入力部
１０１　映像圧縮部
１０２　音声信号入力部
１０３　音声圧縮部
１０４　トランスポートストリーム組立部
１０５　ポストレコーディング用ダミーパケット発生部
１１０　映像表示部
１１１　映像伸長部
１１２　音声出力部
１１３　第１音声伸長部
１１４　第２音声伸長部
１６５　第１トランスポートストリーム分解部
１６６　第２トランスポートストリーム分解部
１２０　記録部
１２１　再生部
１３０　ピックアップ
１３１　相変化光ディスク
１４０　再生制御部
１４１　論理ブロック監理部
１６０　連続データ領域検出部
１６１　記録制御部
１６２　ポストレコーディング用記録制御部
１６３　ポストレコーディング用再生制御部
１６４　バッファメモリ
１８０　ポストレコーディングＭＩＸ制御部
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