
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録された圧縮データを、デジタルインタフェースを介して外部機器へ出力する圧縮デ
ータ出力部と、
　前記記録された圧縮データから音声／映像信号を生成し、さらに他の音声／映像信号を
加えた合成信号に対して、圧縮処理を加えた後で前記デジタルインタフェースを介して外
部機器へ出力する再生信号出力部と、
　音声／映像信号を圧縮して記録する記録部と、
　前記圧縮データ出力部からの出力と前記再生信号出力部からの出力とを切り替える切り
替え部とを備えたことを特徴とする音声／映像データ記録再生装置。
【請求項２】
　前記記録された圧縮データは、ＭＰＥＧトランスポートストリームであり、
　前記圧縮データ出力部は、ＭＰＥＧトランスポートストリームを外部機器へ出力し、
　前記再生信号出力部は、デジタルビデオ（ＤＶ）圧縮処理を加えた後で外部機器へ出力
することを特徴とする請求項１記載の音声／映像データ記録再生装置。
【請求項３】
　前記記録された圧縮データは、ＭＰＥＧトランスポートストリームであり、
　前記圧縮データ出力部は、ＭＰＥＧトランスポートストリームを外部機器へ出力し、
　前記再生信号出力部は、フレーム内予測符号化画像（Ｉピクチャ）のみから構成される
ＭＰＥＧトランスポートストリーム圧縮処理を加えた後で外部機器へ出力することを特徴
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とする請求項１記載の音声／映像データ記録再生装置。
【請求項４】
　記録された圧縮データを、デジタルインタフェースを介して外部機器へ出力する圧縮デ
ータ出力部と、
　前記記録された圧縮データから再生信号を生成し、さらに他の信号を加えた合成信号に
対して、圧縮処理を加えた後で前記デジタルインタフェースを介して外部機器へ出力する
再生信号出力部と、
　前記圧縮データ出力部からの出力と前記再生信号出力部からの出力とを切り替える切り
替え部とを備えたことを特徴とする音声／映像データ再生装置。
【請求項５】
　ＭＰＥＧ２トランスポートストリームを伝送する伝送部と、
　記録媒体に記録されたＭＰＥＧ２トランスポートストリームを読み出す読出し部と、
　音声／映像信号を圧縮してＭＰＥＧ２トランスポートストリームを生成する圧縮部と、
　ＭＰＥＧ２トランスポートストリームを伸長して音声／映像信号を生成し、さらに他の
音声／映像信号を合成する伸長合成部と、
　ＭＰＥＧ２トランスポートストリームを外部機器へ出力可能なデジタルインタフェース
部と、
　ＭＰＥＧ２トランスポートストリームを前記記録媒体に記録する記録部とを備え、
　音声／映像信号再生時は、前記読出し部、前記伝送部、および前記デジタルインタフェ
ース部を介してＭＰＥＧ２トランスポートストリームを出力するか、前記読出し部、前記
伝送部、前記伸長合成部、前記圧縮部、前記伝送部、および前記デジタルインタフェース
部を介してＭＰＥＧ２トランスポートストリームを出力するかを切り替え、また、音声／
映像信号記録時は、前記圧縮部、前記伝送部、および前記記録部を介してＭＰＥＧ２トラ
ンスポートストリームを記録することを特徴とする音声／映像データ記録再生装置。
【請求項６】
　ＭＰＥＧ２トランスポートストリームを伝送する伝送部と、
　記録媒体に記録されたＭＰＥＧ２トランスポートストリームを読出する読出し部と、
　音声／映像信号を圧縮してＭＰＥＧ２トランスポートストリームを生成する圧縮部と、
　ＭＰＥＧ２トランスポートストリームを伸長して音声／映像信号を生成し、さらに他の
音声／映像信号を合成する伸長合成部と、
　ＭＰＥＧ２トランスポートストリームを外部機器へ出力可能なデジタルインタフェース
部とを備え、
　前記読出し部、前記伝送部、および前記デジタルインタフェース部を介してＭＰＥＧ２
トランスポートストリームを出力するか、前記読出し部、前記伝送部、前記伸長合成部、
前記圧縮部、前記伝送部、および前記デジタルインタフェース部を介してＭＰＥＧ２トラ
ンスポートストリームを出力するかを切り替えることを特徴とする音声／映像データ再生
装置。
【請求項７】
　記録された圧縮データを、デジタルインタフェースを介して外部機器へ出力する圧縮デ
ータ出力工程と、
　前記記録された圧縮データから再生信号を生成し、さらに他の信号を加えた合成信号に
対して、圧縮処理を加えた後で前記デジタルインタフェースを介して外部機器へ出力する
再生信号出力工程と、
　音声／映像信号を圧縮して記録する工程と、
　前記圧縮データ出力工程における出力と前記再生信号出力工程における出力とを切り替
える工程とを含むことを特徴とする音声／映像データ記録再生方法。
【請求項８】
　前記記録された圧縮データは、ＭＰＥＧトランスポートストリームであり、
　前記圧縮データ出力工程において、ＭＰＥＧトランスポートストリームを外部機器へ出
力し、
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　前記再生信号出力工程において、デジタルビデオ（ＤＶ）圧縮処理を加えた後で外部機
器へ出力することを特徴とする請求項７記載の音声／映像データ記録再生方法。
【請求項９】
　前記記録された圧縮データは、ＭＰＥＧトランスポートストリームであり、
　前記圧縮データ出力工程において、ＭＰＥＧトランスポートストリームを外部機器へ出
力し、
　前記再生信号出力工程において、フレーム内予測符号化画像（Ｉピクチャ）のみから構
成されるＭＰＥＧトランスポートストリーム圧縮処理を加えた後で外部機器へ出力するこ
とを特徴とする請求項７記載の音声／映像データ記録再生方法。
【請求項１０】
　記録された圧縮データを、デジタルインタフェースを介して外部機器へ出力する圧縮デ
ータ出力工程と、
　前記記録された圧縮データから音声／映像信号を生成し、さらに他の音声／映像信号を
加えた合成信号に対して、圧縮処理を加えた後で前記デジタルインタフェースを介して外
部機器へ出力する再生信号出力工程と、
　前記圧縮データ出力工程における出力と前記再生信号出力工程における出力とを切り替
える工程とを含むことを特徴とする音声／映像データ再生方法。
【請求項１１】
　ＭＰＥＧ２トランスポートストリームを伝送する伝送工程と、
　記録媒体に記録されたＭＰＥＧ２トランスポートストリームを読み出す読出し工程と、
　音声／映像信号を圧縮してＭＰＥＧ２トランスポートストリームを生成する圧縮工程と
、
　ＭＰＥＧ２トランスポートストリームを伸長して音声／映像信号を生成し、さらに他の
音声／映像信号を合成する伸長合成工程と、
　ＭＰＥＧ２トランスポートストリームを、デジタルインタフェースを介して外部機器へ
出力する出力工程と、
　ＭＰＥＧ２トランスポートストリームを前記記録媒体に記録する記録工程とを含み、
　音声／映像信号再生時は、前記読出し工程、前記伝送工程、および前記出力工程を経て
ＭＰＥＧ２トランスポートストリームを出力するか、前記読出し工程、前記伝送工程、前
記伸長合成工程、前記圧縮工程、前記伝送工程、および前記出力工程を経てＭＰＥＧ２ト
ランスポートストリームを出力するかを切り替え、また、音声／映像信号記録時は、前記
圧縮工程、前記伝送工程、および前記記録工程を経てＭＰＥＧ２トランスポートストリー
ムを記録することを特徴とする音声／映像データ記録再生方法。
【請求項１２】
　ＭＰＥＧ２トランスポートストリームを伝送する伝送工程と、
　記録媒体に記録されたＭＰＥＧ２トランスポートストリームを読み出す読出し工程と、
　音声／映像信号を圧縮してＭＰＥＧ２トランスポートストリームを生成する圧縮工程と
、
　ＭＰＥＧ２トランスポートストリームを伸長して音声／映像信号を生成し、さらに他の
音声／映像信号を合成する伸長合成工程と、
　ＭＰＥＧ２トランスポートストリームを、デジタルインタフェースを介して外部機器へ
出力する出力工程とを含み、
　前記読出し工程、前記伝送工程、および前記出力工程を経てＭＰＥＧ２トランスポート
ストリームを出力するか、前記読出し工程、前記伝送工程、前記伸長合成工程、前記圧縮
工程、前記伝送工程、前記出力工程を経てＭＰＥＧ２トランスポートストリームを出力す
るかを切り替えることを特徴とする音声／映像データ再生方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、音声、および動画や静止画などの映像を圧縮して光ディスク等の記録媒体へ記
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録する音声／映像データ記録再生装置及び方法、ならびに記録媒体に記録された音声や映
像データを伸長して再生する音声／映像データ再生装置及び方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
動画や静止画を圧縮して光ディスク等の記録媒体へ記録する音声／映像データ記録再生装
置がある。動画は ISO/IEC 13818-1で規定された MPEG2(system)圧縮により MPEGシステムス
トリームからなる MPEGファイルとして記録され、静止画は JPEG圧縮後に JPEGファイルとし
て記録される。 MPEGファイル内の映像信号は ISO/IEC 13818-3で規定された MPEG2(Video)
規格により圧縮され、音声信号は MPEG1-レイヤ 2圧縮、 MEPG2-AAC(Advanced Audio Cordin
g)、または AC3圧縮等が施され、 MPEGシステムストリーム内に配置される。
【０００３】
図２は、従来の音声／映像データ記録再生装置の一構成例を示すブロック図である。ユー
ザは、切り替え操作によって、映像信号入力部１００および音声信号入力部１０１から入
力した動画を記録することもできるし、１３９４インタフェース部１２１から入力したト
ランスポートストリームも記録することができる。動画の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１０１から入力された信号を各々映像圧
縮部１０４及び音声圧縮部１０５で圧縮し、次にトランスポートストリーム組立部１０６
においてトランスポートストリームを作成し、記録部１０７及びピックアップ１４１を経
由して相変化光ディスク１４０へ書き込む。一方、映像信号入力部１００から入力する静
止画の映像信号は静止画圧縮部１０８、記録部１０７、ピックアップ１４１を経由して相
変化光ディスク１４０へ書き込まれる。また、以上の制御を記録制御部２３０が担当する
。なお、記録される MPEGファイルおよび JPEGファイルはＵＤＦ（ universal disk format
）ファイルシステムによりファイル管理される。また、１３９４インタフェース部１２１
からのＭＰＥＧトランスポートストリーム（ MPEG-TS）記録を指示された場合、１３９４
記録制御部１３３は、１３９４インタフェース部１２１を介して外部から入力されたトラ
ンスポートストリームを記録部１０７およびピックアップ１４１を介して相変化光ディス
ク１４０へ記録する。
【０００４】
動画の映像信号および音声信号の再生時は、ピックアップ１４１、再生部１１６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１１４で映像
パケットと音声パケットに分離する。映像パケットは、映像伸長部１１２で映像信号に復
元され、さらに合成処理部１１７において（静止画に対する同時再生の指示があれば）静
止画の映像信号と合成されて映像表示部１１０へ出力される。また、音声パケットは、音
声伸長部１１３で音声信号に復元されて、音声出力部１１１へ出力される。一方、静止画
の映像信号の再生時は、ピックアップ１４１、再生部１１６を経由して取り出した JPEGフ
ァイルを、静止画伸長部１１８を介し、さらに合成処理部１１７において（動画に対する
同時再生の指示があれば）動画の映像信号と合成して映像表示部１１０へ出力する。合成
処理部１１７は、 MPEGファイルの映像信号と JPEGファイルの映像信号を重ね合わせて合成
する。また、どちらか片方しか再生指示されない場合は、合成処理は行わずそのうち片方
のみが出力される。以上の制御を再生制御部２３１が担当する。また、記録機用再生制御
部２３２は、再生制御部２３１の機能に加えて、出力タイミング生成部１２０および 1394
インタフェース部１２１を介して、トランスポートストリームを出力する機能を有する。
なお、出力タイミング生成部１２０は、 T-STD（トランスポートストリームターゲットデ
コーダー）のバッファ占有量を計算し、個々のトランスポートパケットの送信タイミング
を算出する。
【０００５】
また、再生制御部２３１および記録機用再生制御部２３２は、ユーザの設定により、動画
ファイルと静止画ファイルを任意のタイミングとサイズで同一画面内に重ね合わせて表示
させることができる。設定内容は W3C（ world wide web consortium）で規格化進展中の SM
IL（ Synchronized Multimedia Integration Language）言語で記述されたテキストファイ
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ル形式で相変化光ディスク１４０上に保存される。
【０００６】
また、アナログインタフェース部１２２は、映像表示部１１０および音声出力部１１１に
各々映像および音声が出力される場合に、アナログ映像およびアナログ音声を外部機器へ
出力するためのものである。
【０００７】
図３は、図２に示した音声／映像データ記録再生装置２５０とデジタルＴＶ３００の接続
形態を示すブロック図である。デジタルＴＶ３００は、ＣＲＴ（ Cathode Ray Tube）３０
１、ＳＴＢ（ Set Top Box）３０２およびＡＶ－ＨＤＤ（音声／映像用途のハードディス
クドライブ）３０３から構成される。音声／映像データ記録再生装置２５０と、ＳＴＢ３
０２と、ＡＶ－ＨＤＤ３０３とは、ＩＥＥＥ１３９４ネットワーク３０６を介して相互接
続されている。ＳＴＢ３０２は、放送電波およびＩＥＥＥ１３９４ネットワーク３０４か
ら受信したトランスポートストリームをデコードして映像信号および音声信号を出力する
。ＣＲＴ３０１は、ＳＴＢ３０２が出力する映像信号および音声信号を表示する。ＡＶ－
ＨＤＤ３０３は、ＩＥＥＥ１３９４ネットワーク３０６から受信したトランスポートスト
リームを記録したり、逆にＩＥＥＥ１３９４ネットワーク３０６へトランスポートストリ
ームを送信する。
【０００８】
従来の音声／映像データ記録再生装置２５０は、記録された動画を視聴する際は、アナロ
グ出力ケーブル３０４でＣＲＴ３０１に接続された。また、ＳＴＢ３０２が出力する動画
信号を記録する際には、アナログ入力ケーブル３０５で音声／映像データ記録再生装置２
０５へ接続し、その内部で映像信号入力部および音声信号入力部へ接続された。また、記
録された動画ファイルをデジタルインタフェース経由でＡＶ－ＨＤＤ３０３へ接続する際
には、１３９４ケーブルでＩＥＥＥ１３９４ネットワーク３０６へ接続した。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
従来の音声／映像データ記録再生装置２５０において、 IEEE1394出力等のデジタルインタ
フェース出力は動画ファイル単独の記録内容に限られ、動画ファイルと静止画ファイルの
合成結果や静止画は、音声／映像データ記録再生装置が備える映像表示部１１０やアナロ
グインタフェース部１２２経由で視聴するしかなかった。
【００１０】
これにより、動画ファイルと静止画ファイルの合成結果や静止画の記録内容をデジタルＴ
Ｖ３００で視聴する際には、アナログインタフェースを介して音声／映像データ記録再生
装置２５０とデジタルＴＶ３００を接続し、画像編集等の目的のためにデジタルＴＶ３０
０に内蔵されたＡＶ－ＨＤＤ３０３やパソコンへ記録内容を伝送する際には、デジタルイ
ンタフェースを使って接続する必要があり、非常に使いにくかった。
【００１１】
また、デジタルインタフェースを使う際には、 HAVi（ Home Audio Video interoperabilit
y）や Jini等の分散ネットワーク技術を利用して、デジタルＴＶ３００は１３９４ネット
ワーク３０６に接続された音声／映像機器を容易に認識することができる。しかし、アナ
ログインタフェースを利用する際には、ユーザが入力先の切り替え等をマニュアル操作で
行うしか無かった。
【００１２】
本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、記録されたままの動画
ファイル、静止画ファイル、および動画ファイルと静止画ファイルの合成結果等、音声／
映像データ記録再生装置本体の表示装置で表示できるすべての映像信号および音声信号を
、デジタルインタフェースを介して外部へ出力可能な音声／映像データ記録再生装置及び
方法、ならびに音声／映像データ再生装置及び方法を提供することにある。
【００１３】
また同時に、本発明の目的は、ユーザが目的別に音声／映像データ記録再生装置と他の音
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声／映像機器間（例えば、デジタルＴＶ）の接続形態を代える必要の無い、分かりやすい
デジタルインタフェースを実現することにある。
【００１４】
【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／映像データ記録再生装置は、記録
された圧縮データを、デジタルインタフェースを介して外部機器へ出力する圧縮データ出
力部と、記録された圧縮データから音声／映像信号を生成し、さらに他の音声／映像信号
を加えた合成信号に対して、圧縮処理を加えた後でデジタルインタフェースを介して外部
機器へ出力する再生信号出力部と、音声／映像信号を圧縮して記録する記録部と、圧縮デ
ータ出力部からの圧縮データと再生信号出力部からの再生信号とを切り替える切り替え部
とを備えたことを特徴とする。
【００１５】
第１の音声／映像データ記録再生装置において、記録された圧縮データは、ＭＰＥＧトラ
ンスポートストリームであり、圧縮データ出力部は、ＭＰＥＧトランスポートストリーム
を外部機器へ出力し、再生信号出力部は、デジタルビデオ（ＤＶ）圧縮処理を加えた後で
外部機器へ出力することが好ましい。かかる構成により、再生信号出力部を容易に構成す
ることが可能になる。
【００１６】
または、第１の音声／映像データ記録再生装置において、記録された圧縮データは、ＭＰ
ＥＧトランスポートストリームであり、圧縮データ出力部は、ＭＰＥＧトランスポートス
トリームを外部機器へ出力し、再生信号出力部は、フレーム内予測符号化画像（Ｉピクチ
ャ）のみから構成されるＭＰＥＧトランスポートストリーム圧縮処理を加えた後で外部機
器へ出力することが好ましい。かかる構成により、再生信号出力部の消費電力を著しく抑
えることが可能になる。
【００１７】
前記の目的を達成するため、本発明に係る第１の音声／映像データ再生装置は、記録され
た圧縮データを、デジタルインタフェースを介して外部機器へ出力する圧縮データ出力部
と、記録された圧縮データから再生信号を生成し、さらに他の信号を加えた合成信号に対
して、圧縮処理を加えた後でデジタルインタフェースを介して外部機器へ出力する再生信
号出力部と、圧縮データ出力部からの出力と再生信号出力部からの出力とを切り替える切
り替え部とを備えたことを特徴とする。
【００１８】
前記の目的を達成するため、本発明に係る第２の音声／映像データ記録再生装置は、ＭＰ
ＥＧ２トランスポートストリームを伝送する伝送部と、記録媒体に記録されたＭＰＥＧ２
トランスポートストリームを読み出す読出し部と、音声／映像信号を圧縮してＭＰＥＧ２
トランスポートストリームを生成する圧縮部と、ＭＰＥＧ２トランスポートストリームを
伸長して音声／映像信号を生成し、さらに他の音声／映像信号を合成する伸長合成部と、
ＭＰＥＧ２トランスポートストリームを外部機器へ出力可能なデジタルインタフェース部
と、ＭＰＥＧ２トランスポートストリームを記録媒体に記録する記録部とを備え、音声／
映像信号再生時は、読出し部、伝送部、およびデジタルインタフェース部を介してＭＰＥ
Ｇ２トランスポートストリームを出力するか、読出し部、伝送部、伸長合成部、圧縮部、
伝送部、およびデジタルインタフェース部を介してＭＰＥＧ２トランスポートストリーム
を出力するかを切り替え、また、音声／映像信号記録時は、圧縮部、伝送部、および記録
部を介してＭＰＥＧ２トランスポートストリームを記録することを特徴とする。
【００１９】
前記の目的を達成するため、本発明に係る第２の音声／映像データ再生装置は、ＭＰＥＧ
２トランスポートストリームを伝送する伝送部と、記録媒体に記録されたＭＰＥＧ２トラ
ンスポートストリームを読出する読出し部と、音声／映像信号を圧縮してＭＰＥＧ２トラ
ンスポートストリームを生成する圧縮部と、ＭＰＥＧ２トランスポートストリームを伸長
して音声／映像信号を生成し、さらに他の音声／映像信号を合成する伸長合成部と、ＭＰ
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ＥＧ２トランスポートストリームを外部機器へ出力可能なデジタルインタフェース部とを
備え、読出し部、伝送部、およびデジタルインタフェース部を介してＭＰＥＧ２トランス
ポートストリームを出力するか、読出し部、伝送部、伸長合成部、圧縮部、伝送部、およ
びデジタルインタフェース部を介してＭＰＥＧ２トランスポートストリームを出力するか
を切り替えることを特徴とする。
【００２０】
前記の目的を達成するため、本発明に係る第１の音声／映像データ記録再生方法は、記録
された圧縮データを、デジタルインタフェースを介して外部機器へ出力する圧縮データ出
力工程と、記録された圧縮データから再生信号を生成し、さらに他の信号を加えた合成信
号に対して、圧縮処理を加えた後でデジタルインタフェースを介して外部機器へ出力する
再生信号出力工程と、音声／映像信号を圧縮して記録する工程と、圧縮データ出力工程に
おける出力と再生信号出力工程における出力とを切り替える工程とを含むことを特徴とす
る。
【００２１】
第１の音声／映像データ記録再生方法において、記録された圧縮データは、ＭＰＥＧトラ
ンスポートストリームであり、圧縮データ出力工程において、ＭＰＥＧトランスポートス
トリームを外部機器へ出力し、再生信号出力工程において、デジタルビデオ（ＤＶ）圧縮
処理を加えた後で外部機器へ出力することが好ましい。
【００２２】
または、第１の音声／映像データ記録再生方法において、記録された圧縮データは、ＭＰ
ＥＧトランスポートストリームであり、圧縮データ出力工程において、ＭＰＥＧトランス
ポートストリームを外部機器へ出力し、再生信号出力工程において、フレーム内予測符号
化画像（Ｉピクチャ）のみから構成されるＭＰＥＧトランスポートストリーム圧縮処理を
加えた後で外部機器へ出力することが好ましい。
【００２３】
前記の目的を達成するため、本発明に係る第１の音声／映像データ再生方法は、記録され
た圧縮データを、デジタルインタフェースを介して外部機器へ出力する圧縮データ出力工
程と、記録された圧縮データから音声／映像信号を生成し、さらに他の音声／映像信号を
加えた合成信号に対して、圧縮処理を加えた後でデジタルインタフェースを介して外部機
器へ出力する再生信号出力工程と、圧縮データ出力工程における出力と再生信号出力工程
における出力とを切り替える工程とを含むことを特徴とする。
【００２４】
前記の目的を達成するため、本発明に係る第２の音声／映像データ記録再生方法は、ＭＰ
ＥＧ２トランスポートストリームを伝送する伝送工程と、記録媒体に記録されたＭＰＥＧ
２トランスポートストリームを読み出す読出し工程と、音声／映像信号を圧縮してＭＰＥ
Ｇ２トランスポートストリームを生成する圧縮工程と、ＭＰＥＧ２トランスポートストリ
ームを伸長して音声／映像信号を生成し、さらに他の音声／映像信号を合成する伸長合成
工程と、ＭＰＥＧ２トランスポートストリームを、デジタルインタフェースを介して外部
機器へ出力する出力工程と、ＭＰＥＧ２トランスポートストリームを記録媒体に記録する
記録工程とを含み、音声／映像信号再生時は、読出し工程、伝送工程、および出力工程を
経てＭＰＥＧ２トランスポートストリームを出力するか、読出し工程、伝送工程、伸長合
成工程、圧縮工程、伝送工程、および出力工程を経てＭＰＥＧ２トランスポートストリー
ムを出力するかを切り替え、また、音声／映像信号記録時は、圧縮工程、伝送工程、およ
び記録工程を経てＭＰＥＧ２トランスポートストリームを記録することを特徴とする。
【００２５】
前記の目的を達成するため、本発明に係る第２の音声／映像データ再生方法は、ＭＰＥＧ
２トランスポートストリームを伝送する伝送工程と、記録媒体に記録されたＭＰＥＧ２ト
ランスポートストリームを読み出す読出し工程と、音声／映像信号を圧縮してＭＰＥＧ２
トランスポートストリームを生成する圧縮工程と、ＭＰＥＧ２トランスポートストリーム
を伸長して音声／映像信号を生成し、さらに他の音声／映像信号を合成する伸長合成工程
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と、ＭＰＥＧ２トランスポートストリームを、デジタルインタフェースを介して外部機器
へ出力する出力工程とを含み、読出し工程、伝送工程、および出力工程を経てＭＰＥＧ２
トランスポートストリームを出力するか、読出し工程、伝送工程、伸長合成工程、圧縮工
程、伝送工程、出力工程を経てＭＰＥＧ２トランスポートストリームを出力するかを切り
替えることを特徴とする。
【００２６】
前記の目的を達成するため、本発明に係る第３の音声／映像データ再生装置は、記録され
た圧縮データから静止画信号を生成し、ＭＰＥＧトランスポートストリームへの圧縮処理
を施した後で、デジタルインターフェースを介して外部機器へ出力する再生信号出力部を
備え、静止画信号の画素数に応じて、ＭＰＥＧトランスポートストリームを構成する映像
の画素数を変更することを特徴とする。
【００２７】
前記の目的を達成するため、本発明に係る第３の音声／映像データ再生方法は、記録され
た圧縮データから静止画信号を生成し、ＭＰＥＧトランスポートストリームへの圧縮処理
を施した後で、デジタルインターフェースを介して外部機器へ出力する再生信号出力工程
を含み、静止画信号の画素数に応じて、ＭＰＥＧトランスポートストリームを構成する映
像の画素数を変更することを特徴とする。
【００２８】
第３の音声／映像データ再生装置および方法によれば、静止画を高画質に表示可能になる
。
【００２９】
上記の構成によれば、記録されたままの動画ファイル、静止画ファイル、および動画ファ
イルと静止画ファイルの合成結果等、音声／映像データ記録再生装置本体の表示装置で表
示できるすべての映像信号および音声信号をデジタルインタフェースから外部へ出力可能
になる。
【００３０】
【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。
【００３１】
（実施の形態１）
図１は、本発明の実施の形態１に係る音声／映像データ記録再生装置の一構成例を示すブ
ロック図である。本実施の形態と図２に示す従来例との違いは、スイッチ（ＳＷ）１０２
が追加されている点と、記録制御部１３０、再生制御部１３１、記録機用再生制御部１３
２の機能が図２のそれらと異なる点にある。その他の各機能部は、従来例で説明した機能
と同じであり、以下、相違点を中心に説明する。
【００３２】
ユーザが、映像信号入力部１００および音声信号入力部１０１から入力する信号を記録す
る時、記録制御部１３０は、ＳＷ１０２の接続を映像入力側および音声入力側にし、各々
映像圧縮部１０４および音声圧縮部１０５、さらにトランスポートストリーム組立部１０
６、記録部１０７、およびピックアップ１４１を介して、相変化光ディスク１４０へ MPEG
ファイルとして記録させる。
【００３３】
ユーザが、相変化光ディスク１４０に記録された MPEGファイルを映像表示部１１０で再生
して視聴すると同時に、デジタルインタフェース経由でデジタルＴＶへ接続して視聴する
操作をした場合、再生制御部１３１は、 MPEGファイルをピックアップ１４１および再生部
１１６を介して読み出し、トランスポートストリーム分解部１１４により映像パケットと
音声パケットに分離し、さらに各々映像伸長部１１２および音声伸長部１１３により映像
信号および音声信号を再生させる。ただし、映像信号は、合成処理部１１７において、再
生制御部１３１からの指示があれば、他の映像信号が合成されて、映像表示部１１０で表
示される。また同時に、再生制御部１３１は、ＳＷ１０２の接続を合成処理部１１７側お
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よび音声伸長部１１３側にし、再生された映像信号および音声信号を、各々映像圧縮部１
０４および音声圧縮部１０５を介し、さらにトランスポートストリーム組立部１０６によ
りトランスポートストリームを生成し、１３９４インタフェース部１２１を介し出力させ
る。
【００３４】
一方、ユーザが、記録された MPEGファイルを映像表示部１１０で再生すると同時に、デジ
タルインタフェースを介して図３に示したＡＶ－ＨＤＤ３０３へ接続してダビングする操
作をした場合、再生制御部１３１は、ピックアップ１４１と再生部１１６を介して読み出
した MPEGファイル内のトランスポートストリームを、出力タイミング生成部１２０および
１３９４インタフェース部１２１を介し出力させる。
【００３５】
以上の様に、ユーザは、記録したままのオリジナルの MPEGファイルを編集目的等でＡＶ－
ＨＤＤ等へ保存する場合だけでなく、 JPEGファイルをデジタルＴＶで見る場合や、 MPEGフ
ァイルと JPEGファイルを重ね合わせて再生する様に動作させた動画をデジタルＴＶで視聴
する場合においても、１３９４ケーブルを使った接続のままで表示可能であり、アナログ
インターフェースを接続する必要が無い。これにより、音声／映像データ記録再生装置の
１３９４インタフェースが著しく使いやすいものとなり、機能的にアナログインタフェー
スを完全に代替可能になる。さらに、オリジナルの映像をデジタルインタフェースを介し
て画質の劣化無しに伝送できる点でアナログインタフェースをしのぐ。
【００３６】
なお、本実施の形態で、合成処理部１１７は静止画のみを合成するものとしたが、記録日
時、フレームカウンタ、ユーザが選択するメニュー等をＯＳＤ (On Screen Display)の形
態で文字や数字等を合成しても良い。
【００３７】
また、本実施の形態で、音声伸長部１１３の出力となる音声信号には何も合成しないもの
としたが、別の音声信号を合成しても良い。たとえば、相変化光ディスク１４０上に記録
された音声ファイルを別途読み出して音声信号まで伸長した後で合成しても良い。その場
合、合成された音声信号が、映像圧縮部１０４、音声圧縮部１０５およびトランスポート
ストリーム組立部１０６からなるエンコーダー１０３によって圧縮されて、１３９４イン
タフェース部１２１を介して出力されることになる。この音声信号の合成により、 MPEGフ
ァイルの音声と音声ファイルの音声から構成される２トラック分の音声信号を１トラック
へ落として、１トラック分の再生能力しか持たないデジタルＴＶでも、２トラック分の音
声信号を再生することが可能になる。
【００３８】
また、本実施の形態において、記憶媒体は光ディスク（相変化光ディスク１４０）である
ものとしたが、例えばＤＶＤ－ＲＡＭ、ＭＯ（光磁気ディスク）、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。
【００３９】
同様に、本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
。
【００４０】
また、本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
（ file allocation table）やその他の独自ファイルシステムで管理されても良い。
【００４１】
また、本実施の形態において、映像信号入力部１００および音声信号入力部１０１からの
信号を圧縮するエンコーダーと、合成処理部１１７および音声伸長部１１３の信号を圧縮
するエンコーダーは同一（エンコーダー１０３）であるものとしたが、別々であっても良
い。
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【００４２】
また、本実施の形態において、映像信号入力部１００および音声信号入力部１０１からの
信号を圧縮するエンコーダーと、合成処理部１１７および音声伸長部１１３の信号を圧縮
するエンコーダーは同一（エンコーダー１０３）であり、かつ、どちらもＭＰＥＧトラン
スポートストリームを生成するものとしたが、別々のエンコーダーであって、かつ合成処
理部１１７の信号を圧縮するエンコーダーは、民生用ディジタルＶＴＲに用いられるＤＶ
（ Digital Video）エンコーダーであって、ＤＶ圧縮処理により生成されるＤＶストリー
ムを１３９４インタフェース部１２１を介して外部出力しても良い。１３９４インタフェ
ースでは、トランスポートストリームの他にＤＶストリームを伝送することができるから
である。ただし、この場合、デジタルＴＶがＤＶストリームの再生に対応していることが
前提となる。また、この時、（ＭＰＥＧ）エンコーダー１０３と（ＭＰＥＧ）デコーダー
１１５はコーデックであっても良い。これにより、ＭＰＥＧエンコーダーとＭＰＥＧデコ
ーダーの同時動作が不要になり、より容易にシステムを構成することができる様になる。
【００４３】
また、本実施の形態において、合成処理部１１７および音声伸長部１１３の信号は、エン
コーダー１０３および１３９４インタフェース１２１を介して外部へ出力されるものとし
たが、同時に、記録部１０７およびピックアップ１４１を介して相変化光ディスク１４０
へ記録されても良い。ただし、この場合、再生処理と記録処理を同時に実施することにな
るので、読み込み速度、書き込み速度、記録部１０７のバッファメモリ容量、再生部１１
６のバッファメモリ容量、およびアクセス時間等をベースとした装置構成の考慮が必要に
なる。
【００４４】
また、本実施の形態において、映像再生時に、記録されたトランスポートストリームを伸
長後、再度圧縮する場合の映像圧縮部１０４の圧縮後のＭＰＥＧのピクチャ構造について
は特に触れなかったが、圧縮されたトランスポートストリームを１３９４インターフェー
スに出力する場合は、Ｂピクチャ（双方向予測符号化画像： Bidirectionally-coded pict
ure）のリオーダリングに起因する遅延時間を減らすために、Ｂピクチャが入らない様に
圧縮しても良い。また、これに伴い、圧縮後の伝送レートを高くなる様にしても良い。さ
らに、映像再生時のＭＰＥＧエンコーダの消費電力を下げるために、Ｐピクチャ（前方向
予測符号化画像： Predictive-coded picture）およびＢピクチャが入らない様にしても良
い。Ｉピクチャ（フレーム内予測符号化画像： Intra-coded picture）のみから構成すれ
ばＤＶエンコーダー並みの消費電力を実現することができる。
【００４５】
また、本実施の形態において、新たにデジタルインタフェースへ出力される音声／映像信
号は、動画ファイルと静止画ファイルの合成結果、および静止画ファイルであるものとし
たが、相変化光ディスクに記録された MPEGファイルの特殊再生映像（早送り、早戻し、ス
ロー、逆スロー、ジョグ再生、逆ジョグ再生、ズーム再生）、 JPEGファイルのマルチ画面
再生映像、 MPEGファイルや JPEGファイルへ特殊再生効果（セピアフィルタやトランジッシ
ョンフィルタ等）を加えた映像、およびボタンやプルダウンメニュー等のユーザインタフ
ェース等の映像も出力可能であることは言うまでもない。ただし、この場合、デコーダー
１１５や静止画伸長部１１８がそれらの機能を有する必要があることも言うまでもない。
【００４６】
また、本実施の形態において、映像信号入力部１００および音声信号入力部１０１は、音
声／映像データ記録再生部のカメラであって良いし、チューナー、もしくはアナログ外部
入力インタフェースであっても良い。
【００４７】
また、本実施の形態において、記録された静止画ファイルの画素数が例えば１２８０（横
）×９６０（縦）画素の場合、ＭＰＥＧ２のＭＰ＠ＭＬ（メインプロファイル・メインレ
ベル）で圧縮するするものとしたが、１９２０×１０８０画素のＭＰ＠ＨＬ（メインプロ
ファイル・ハイレベル）のプログレッシブ映像へ圧縮しても良い。これにより、静止画を
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高画質で表示可能になる。ただしこの場合、映像のアスペクト調整やズーミングが必要に
なるのは言うまでもない。ここで、１９２０×１０８０画素は日本のＢＳデジタル放送の
画素数である。
【００４８】
また、静止画ファイルをトランスポートストリームへ変換する場合は、Ｉピクチャ１枚の
み出力し、動画ファイルの様にフレーム周期でＰピクチャやＢピクチャを生成する必要は
無い。すなわち、トランスポートストリームに含まれる映像ストリームがシーケンススタ
ートコード、Ｉピクチャ、シーケンスエンドコードからのみ構成されても良い。
【００４９】
また、本実施の形態において、エンコーダー１０３とデコーダー１１５はそれぞれ独立し
ていたが、同時に動作するのであれば一体となっていても良い。
【００５０】
【発明の効果】
以上のように、本発明によれば、記録されたままの動画ファイル、静止画ファイル、およ
び動画ファイルと静止画ファイルの合成結果等、音声／映像データ記録装置本体の表示装
置で表示するすべての映像信号および音声信号を、デジタルインタフェースを介して外部
へ出力可能な音声／映像データ記録再生装置を実現できる。
【００５１】
また同時に、ユーザが目的別に音声／映像データ記録再生装置と他の音声／映像機器間（
例えば、デジタルＴＶ）の接続形態を代える必要の無い、分かりやすいデジタルインタフ
ェースを実現できる。
【００５２】
また、デジタルＴＶ側からは、デジタルインタフェースに加えて HAViや Jini等のプロトコ
ルを使えば、接続された音声／映像データ記録再生装置の自動認識が可能となる。このこ
とから、例えばムービー撮影後、デジタルＴＶに接続して試聴する場合に、この自動認識
の機能により、アナログインタフェースをはるかに上回る使いやすさを常に体感できるこ
とになる。
【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／映像データ記録再生装置の一構成例を示す
ブロック図
【図２】　従来の音声／映像データ記録再生装置の一構成例を示すブロック図
【図３】　音声／映像データ記録再生装置とデジタルＴＶとの接続形態を示す概略ブロッ
ク図
【符号の説明】
１００　映像信号入力部
１０１　音声信号入力部
１０２　ＳＷ
１０３　エンコーダ
１０４　映像圧縮部
１０５　音声圧縮部
１０６　トランスポートストリーム組立部
１０７　記録部
１０８　静止画圧縮部
１１０　映像表示部
１１１　音声出力部
１１２　映像伸長部
１１３　音声伸長部
１１４　トランスポートストリーム分解部
１１５　デコーダ
１１６　再生部
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１２０　出力タイミング生成部
１２１　１３９４インタフェース部
１２２　アナログインタフェース部
１３０　記録制御部
１３１　再生制御部
１３２　記録機用再生制御部
１３３　１３９４記録制御部
１４０　相変化光ディスク
１４１　ピックアップ

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】
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