
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体に記録された映像情報、一または二種類以上の言語により記録されている音声
情報、字幕情報およびメニュー情報を再生する再生手段を有する再生装置において、
　

を備えることを特徴とする再生装置。
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音声言語の種類を優先して設定する音声言語優先設定モードと、字幕言語の種類を優先
して設定する字幕言語優先設定モードと、の設定モードの選択を受け付ける設定モード受
付手段と、
　前記設定モード受付手段が前記音声優先設定モードの選択を受け付けた場合、前記音声
言語の種類の選択を受け付ける音声言語受付手段と、
　前記設定モード受付手段が前記字幕言語優先設定モードの選択を受け付けた場合、前記
字幕言語の種類の選択を受け付ける字幕言語受付手段と、
　前記設定モード受付手段が受け付けた前記設定モードに応じて、前記再生手段が再生す
る前記字幕情報の要否を設定し、前記音声言語受付手段が受け付けた前記音声言語の種類
の選択に応じて、前記再生手段が再生する前記音声情報の言語、前記メニュー情報の言語
を設定する音声優先設定手段と、
　前記設定モード受付手段が受け付けた前記設定モードに応じて、前記再生手段が再生す
る前記音声情報の言語を設定し、前記字幕言語受付手段が受け付けた前記字幕言語の種類
の選択に応じて、前記再生手段が再生する前記字幕情報の言語、前記メニュー情報の言語
を設定する字幕優先設定手段と、



【請求項２】
　請求項１に記載の再生装置において、
　

ことを特徴とする再生装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の再生装置において、
　

ことを特徴とする再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＤＶＤ（ Digita1　 Versati1e　 Disc）などの映像情報や音声情報を記録する記
録媒体を再生する再生装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
映像、音声などの情報が記録されているＤＶＤディスクにおいては、音声、字幕、メニュ
ーなどの情報は、それぞれ別々のトラックに記録されている。音声トラックは、最大８ト
ラックまで記録することができ、サブピクチャーである字幕（サブタイトル）は最大３２
トラックまで記録することができる。
【０００３】
サブピクチャーのメニューや字幕は、表示される文字の言語別にトラックに記録され、音
声についても言語別に記録されている。例えば、ＤＶＤに記録されているコンテンツが映
画の場合、音声は、英語、日本語、フランス語など言語ごとにトラックに記録されている
。ユーザは、それらの言語の中から好きな言語を選択し、選択された言語の音声を光ディ
スク装置が再生している。また、字幕も英語、日本語、フランス語、スペイン語など、言
語ごとに記録されており、光ディスク装置では、選択された言語の字幕を表示したり、字
幕を非表示にしたりすることができる。メニューも、言語別に、記録されているため、選
択された言語の文字で記述されているメニューを表示させることができる。
【０００４】
これらの音声・字幕・メニューの言語種類のユーザによる選択は、再生開始時に言語を選
択してあらかじめ設定しておく方法と、再生中などに言語の切り替えを指示して選択する
方法とがある。
【０００５】
前者の方法の場合、通常、再生装置の初期設定を行うモードがあり、そのモードで、音声
言語の設定、字幕言語の設定、メニュー言語の設定を行い、その設定状態を再生装置が記
憶しておく。ＤＶＤを再生する時に、それぞれ設定されている言語がディスクに記録され
ているか否かを判断し、記録されている場合には、その言語を再生するようになっている
。例えば、光ディスク再生装置の初期設定で、音声言語を「英語」に設定し、字幕言語を
「日本語」に設定し、メニュー言語を「日本語」に設定した場合を考える。音声トラック
１に英語の音声、音声トラック２に日本語の音声の情報が記録されており、サブタイトル
トラック１に日本語の字幕、サブタイトルトラック２に英語の字幕が記録されており、日
本語のメニューと英語のメニューとが記録されているＤＶＤディスクを再生する場合、再
生装置は、初期設定で設定されているとおり、「英語」の音声トラック１を再生し、「日
本語」のサブタイトルトラック１を表示し、「日本語」のメニューを表示する。このよう
に記録されているＤＶＤディスクを再生する再生装置では、あらかじめ、音声・字幕・メ
ニュー各々の言語の設定を行うことができ、それに従って再生をしている。
【０００６】
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前記音声優先設定手段は、前記再生手段が再生する前記音声情報及び前記メニュー情報
の言語を、前記音声言語受付手段が受け付けた前記音声言語と同一の言語に設定し、前記
再生手段が前記字幕情報を再生しないように設定する、

前記字幕優先設定手段は、前記再生手段が再生する前記字幕情報及び前記メニュー情報
の言語を、前記字幕言語受付手段が受け付けた前記字幕言語と同一の言語に設定し、記前
再生手段が再生する前記音声情報の言語を、音声情報のデフォルトに設定された音声の言
語に設定する、



また、後者の言語を切り替える方法の場合、ＤＶＤディスクを再生中に、音声切り替えボ
タンを操作することにより、再生する音声トラックを切り替え、出力する音声言語を切り
替えている。また、字幕切り替えボタンを操作することにより、サブタイトルトラックを
切り替え、字幕言語を切り替えている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
前者の方法の場合、再生装置によっては、ユーザは、音声言語、字幕言語、メニュー言語
を、各々の初期設定の表示画面でそれぞれ設定しなければならないため、多くの言語設定
があり、わずらわしい操作が必要となる。後者の方法の場合にも、ユーザは、音声言語、
字幕言語、メニュー言語を、各々の切り替え用ボタンで切り替えなければならないため、
多くの切り替えが必要となり、わずらわしい操作が必要となる。
【０００８】
また、通常、光ディスク再生装置によりオリジナルの言語が他国語であるＤＶＤディスク
を再生するときには、次に示す第１の設定方法または第２の設定方法によって字幕と言語
を選択する場合が殆どである。例えば、日本人が、オリジナルの音声が英語である映画を
記録させたＤＶＤディスクを光ディスク再生装置により再生させて鑑賞する場合、第１の
設定方法では、字幕の言語表示を非表示として設定し、出力させる音声言語を日本語に設
定することによって、日本語の音声を聴取しながら映画鑑賞をする。また、第２の設定方
法では、出力する音声言語をオリジナルの英語に設定し、字幕の言語表示を日本語に設定
することによって、日本語の字幕の表示を見ながら映画鑑賞をする。
【０００９】
上述した第１の設定方法では、出力させる音声言語を日本語に設定することにより、映画
の言葉を認識しながら映画を鑑賞するので、字幕の表示は不必要となる。また、第２の設
定方法では、表示させる字幕の言語を日本語に設定し、表示される字幕を読むことによっ
て映画の言葉を認識しながら映画を鑑賞するので、音声言語はオリジナルの英語のままで
良い。従来の光ディスク再生装置では、上述した、第１の設定方法および第２の設定方法
のどちらでも、メニュー表示の設定、音声言語の設定および字幕表示の設定をそれぞれ行
わなければならず、設定作業が煩わしい。
【００１０】
本発明は、上記課題を解決するために、音声、字幕、メニューの言語設定をより簡単に行
うことができる再生装置を提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、本発明は、再生装置において、記録媒体に記録された映像情
報、一または二種類以上の言語により記録されている音声情報、字幕情報およびメニュー
情報を復調して再生する再生手段を有する。受付け手段は、前記音声情報と、前記字幕情
報と、前記メニュー情報とのうちいずれかについて、再生させる言語の種類の選択を受付
ける。実行手段は、前記受付け手段により受付けた言語の種類に従って、前記音声情報と
、前記字幕情報と、前記メニュー情報との各々の再生の有無と再生させる場合の言語の種
類とを判別して実行する。
【００１２】
本発明によれば、前記音声情報と、前記字幕情報と、前記メニュー情報との言語の種類を
それぞれ設定する必要がなくなり、設定が簡単になる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について説明する。本実施の形態においては、記録媒体がＤＶ
Ｄである場合を例にし、このＤＶＤの記録情報を再生する光ディスク再生装置について説
明する。図１に、光ディスク再生装置の構成図を示す。
【００１４】
本実施の形態における光ディスク再生装置では、初期設定において、録音されている１も
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しくは２以上の音声言語のいずれかを選択し、選択した音声言語を再生し、字幕を表示し
ない音声言語優先設定モードと、１または２以上の字幕言語を選択し、選択した字幕言語
を再生し、オリジナル音声を再生させる字幕言語選択設定モードと、音声、字幕、メニュ
ーの言語をそれぞれ設定する個別設定モードとを備える。いずれかのモードを選択後、言
語を選択設定することで、設定された内容に従って光ディスクの再生を行っている。
【００１５】
図１において、光ディスク再生装置には、ＤＶＤディスク１が装着される。システムコン
トローラ１７は、操作部１８においてユーザからの言語設定指示等を受付けると、設定メ
モリ２０に指示された設定内容を記憶させ、設定内容に従った言語で再生を行う。操作部
１８は、初期設定を指示するための初期設定ボタンや、言語選択を受付けるボタンなどの
各種設定ボタンを備える。また、表示部１９に、メニュー画面を表示させることにより、
メニュー画面に従って操作部１８より設定指示を受付けることができる。
【００１６】
また、システムコントローラ１７は、ＤＶＤディスク１の再生開始の指令を受けると、サ
ーボ制御回路３に命令を送る。命令を受けたサーボ制御回路３は、スピンドルモータ２を
制御し、ＤＶＤディスク１を回転させる。光ピックアップ５は、ＤＶＤディスク１にレー
ザー光を照射し、その反射光を受け、電気的信号に変換する。その電気的信号は、プリア
ンプ６で増幅され、サーボ制御回路３およびリードチャンネル７に入力される。サーボ制
御回路３は、スピンドルモータ２におけるディスクの回転速度の制御と、スライドモータ
４における光ピックアップの位置の制御と、光ピックアップ５におけるフォーカスおよび
トラッキングなどの制御とを行う。リードチャンネル回路７では、再生信号（ＲＦ信号）
の振幅を一定にし、同期データを生成し、再生信号および同期データを復調／ＥＣＣ（ Er
ror　 Correction　 Code）回路８へ送る。復調／ＥＣＣ回路８では、再生信号からデータ
の復調、エラー訂正処理を行い、バッファメモリ１５に復調したデータを蓄積させる。バ
ッファメモリ１５に蓄積されたデータは、復調／ＥＣＣ回路８を介して、デスクランブル
回路９に送られ、ＤＶＤ規格に基づいたデスクランブル処理が実行され、ＭＰＥＧ２ビデ
オデコーダ１０に送られる。ＭＰＥＧ２ビデオデコーダ１０では、送られてきたデータの
ストリームを解析することにより、主映像データと、副映像データと、オーディオデータ
とに分離する。主映像データおよび副映像データは、圧縮されているため、ＭＰＥＧ２ビ
デオデコーダ１０で伸張処理が施された後に、ビデオＤ／Ａ変換回路１１へ出力される。
ＭＰＥＧ２ビデオデコーダ１０は、その際に必要なフレーム処理のためにメモリ１６に一
時的にデータを記憶させる。また、分離されたオーディオデータは、オーディオデコーダ
１３に送信される。オーディオデコーダ１３では、オーディオデータに対して復調処理を
行い、オーディオＤ／Ａ変換回路１４へ出力する。ビデオＤ／Ａ変換回路１１に入力され
たビデオ信号は、アナログ映像信号に変換され、出力される。また、オーディオＤ／Ａ変
換回路１４へ入力されたオーディオ信号は、アナログ音声信号に変換され、出力される。
【００１７】
つぎに、ＤＶＤディスク１に記憶されている情報の内容について図２を参照して説明する
。ＤＶＤディスク１には、図２に示すように、ビデオトラックに主映像情報が記録され、
音声トラックに音声情報が記録され、サブタイトルトラックにサブタイトルなどの副映像
情報が記録されている。音声情報は、最大で８トラック、副映像情報は（サブタイトル）
最大で３２トラックまで記録することができ、図２においては各々４トラック分の内容に
ついて示している。音声トラックには、あらかじめ定められた圧縮方式で、あらかじめ定
められた言語でデータが記録されている。また、サブタイトルトラックもあらかじめ定め
られた言語でデータが記録されている。システムコントローラ１７では、音声トラックと
サブタイトルトラックに記載されている言語種類を示すデータを読み取ることで各トラッ
クの言語を判別することができる。
【００１８】
システムコントローラ１７が実行する、初期設定における音声言語、字幕言語およびメニ
ュー言語の設定処理を、図３に示す初期設定における処理のフローチャートを使用して説
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明する。また、初期設定において、表示部１９に表示する初期設定画面の一例を図４に示
す。図４においては、初期画面における複数の選択アイコン１１～４５を表示している。
図４に示す各アイコンの選択指示を、操作部１８において受付けることができる。
【００１９】
光ディスク再生装置は、ＤＶＤディスク１が装着されたとき、もしくは、操作部１８にお
いてユーザによる初期設定ボタンの押下を受付けたときに、図３に示す初期設定における
処理フローを開始し、表示部１９に初期設定画面を表示し、ユーザの操作部１８の操作に
従って、システムコントローラ１７において音声言語の初期設定、字幕言語の初期設定、
メニュー言語の初期設定を行う。初期設定処理が開始されると、システムコントローラ１
７は、図４に示すように、音声言語優先モード（アイコン１１）、字幕言語優先モード（
アイコン１２）個別設定モード（アイコン１３）を表示し、モードの選択を操作部１８で
受付ける。
【００２０】
　つぎに、受付けた指示が言語設 どうかを確認する（ＳＴ１）。言語設定の場合、個
別設定モード（アイコン１３）の指示を受付けているかを確認する（ＳＴ２）。個別設定
の指示を受付けた場合、各言語設定をユーザの好みに合わせて、音声言語、字幕言語、メ
ニュー言語をそれぞれ受付けて設定する。この場合、システムコントローラ１７は、図４
に示すように、ＤＶＤディスク１に記録されている音声言語、字幕言語およびメニュー言
語の各々を判別し、選択肢として表示部１９に表示する。システムコントローラ１７は、
音声言語の選択指示（アイコン２２～２５）を操作部１８にて受付けると、受付けた音声
言語を設定メモリ２０に設定する（ＳＴ３）。また、字幕言語の選択指示（アイコン３２
～３５）を操作部１８において受付けると、システムコントローラ１７は受付けた字幕言
語を設定メモリ２０に設定する（ＳＴ４）。また、メニュー言語の選択指示（アイコン４
２～４５）を操作部１８において受付けると、システムコントローラ１７は受付けたメニ
ュー言語を設定メモリ２０に設定する（ＳＴ５）。ＳＴ２において個別設定ではないとき
、音声言語優先設定モード（アイコン１１）かどうかを確認する（ＳＴ７）。音声言語優
先の指示を受付けた場合、ユーザから音声言語の選択（アイコン２２～２５）を受付け、
受付けた言語を設定し（ＳＴ８）、字幕言語を「無し」すなわち非表示に設定し（ＳＴ９
）、メニュー言語を音声言語で設定した言語に設定する（ＳＴ ）。
【００２１】
また、ＳＴ７において、音声言語優先設定ではないとき、字幕言語優先設定モード（アイ
コン１２）かどうかを確認する（ＳＴ１１）。字幕言語優先設定の指示を受付けた場合、
ユーザから字幕言語の選択（アイコン３２～３５）を受付け、受付けた言語を設定し（Ｓ
Ｔ１２）、音声言語をデフォルト設定、すなわち音声トラック１の再生を行う設定とし（
ＳＴ１３）、メニュー言語を字幕言語で設定した言語に設定し（ＳＴ１４）、初期設定モ
ードを終了する（ＳＴ１５）。
【００２２】
以上の処理により初期設定が設定される。
【００２３】
　つぎに、操作部１８で光ディスクの再生開始指示を受付けると、システムコントローラ
１７は、設定メモリ２０に設定された音声言語、字幕言語、メニュー言語の設定に従い、
ＭＰＥＧ２ビデオデコーダ１０に対して、字幕言語の設定と一致するサブタイトルトラッ
クを判別し、一致するサブ トラックをデコードさせるように制御する。字幕言語
無しに設定されている場合には、サブ トラックはデコードしないように制御する
。また、同様に、オーディオデコーダ１３に対して、音声言語の設定と一致する音声トラ
ックを判別し、一致する音声トラックをデコードさせるように制御する。メニュー言語に
ついては、メニューのデータ記録領域に言語ごとにデータが記録されているため、メニュ
ー表示時に、システムコントローラ１７が、メニュー言語の設定と同じデータが記録され
ている領域を読み出すようサーボ制御回路３を制御し、データを読み出し、復調／エラー
訂正処理を行わせ、ＭＰＥＧ２ビデオデコーダ１０をとおして、メニュー言語の設定と同
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じメニュー映像をビデオＤ／Ａ変換回路１１から出力する。
【００２４】
本実施の形態によれば、光ディスク再生装置でオリジナルの言語が他国語であるＤＶＤデ
ィスクを再生する場合、例えば、日本人が外国の映画、例えば、オリジナルの音声が英語
で、日本語の音声も音声トラックに録音されている映画が記録されたＤＶＤディスクを再
生させて映画鑑賞をしようとする場合、音声言語優先設定モードで、音声言語を日本語に
設定することで、出力する音声言語が日本語で再生され、字幕言語の表示が非表示に設定
され、メニュー画面の言語が日本語に設定される。このことにより、日本語の音声を聴取
しながら映画鑑賞をすることができる。また、字幕言語優先設定モードにより、字幕言語
を日本語に設定した場合には、字幕言語の表示が日本語表示に設定され、出力する音声言
語がオリジナルの英語に設定され、メニュー画面の言語が日本語に設定される。このこと
により、英語音声を聴取しつつ日本語の字幕により映画鑑賞することができる。
【００２５】
本実施の形態の光ディスク再生装置では、音声言語の設定又は字幕言語の設定のみを行う
ことで、メニュー表示の言語設定、音声言語の設定および字幕表示の言語設定を自動的に
行うことができるため、設定が簡単で、操作が容易となる。
【００２６】
つぎに、第２の実施の形態を説明する。
【００２７】
　第２の実施の形態においては、ユーザの日常使用する言語の選択を受付けて、音声、字
幕、メニュー言語を設定する場合を説明する。例えば、ユーザの日常使用する言語が日本
語である場合には、音声トラックに記録されている言語を検出し、音声言語が日本語によ
り録音されていれば、 本語による音声を再生し、字幕は表示しないようにする。また、
録音されている音声言語に日本語がない場合には、字幕トラックに記録されている言語を
判別し、日本語で記録されている字幕トラックを検出し、そのトラックを出力し、また、
オリジナル音声を出力するように設定する。
【００２８】
第２の実施の形態においても、第１の実施の形態における図１に示した構成と同じ構成を
備える。本実施の形態においては、再生装置の初回使用時などに、言語の設定を行う。こ
の場合、表示部１９に複数の言語の種類を示す初期設定画面を表示し、ユーザの操作部１
８の選択操作に従って、システムコントローラ１７において言語の初期設定を行う。設定
された言語は、図１に示す設定メモリ２０に設定しておく。
【００２９】
　つぎに、光ディスク再生時の処理を、図５を参照して説明する。図５に、再生時のシス
テムコントローラ１７の処理フローを示す。操作部１８で光ディスクの再生開始指示を受
付けると、システムコントローラ１７は、設定メモリ２０に設定された言語の設定に従い
、オーディオデコーダ１３に対して、音声言語の設定と一致する音声トラックを判別し（
Ｓ５０１）、一致する音声トラックをデコードさせるように制御する（Ｓ５０２）。設定
された言語と一致する音声トラックがある場合には、字幕情報の再生は、行わないように
する（Ｓ５０３）。設定された言語と一致する音声トラックがない場合には、ＭＰＥＧ２
ビデオデコーダ に対して、設定された言語の設定と一致するサブタイトルトラックを
判別し（Ｓ５０４）、一致するサブ トラックをデコードさせるように制御し（Ｓ
５０５）、一致するサブ トラックがない場合には、サブ トラックをデコ
ードしないように制御する（Ｓ５０６）。また、音声情報はオリジナル音声を出力する（
Ｓ５０７）。また、メニュー言語については、メニューのデータ記録領域に言語ごとにデ
ータが記録されているため、メニュー表示時に、システムコントローラ１７が、設定され
た言語と同じ言語で記録されている領域を読み出すようサーボ制御回路３を制御し、デー
タを読み出し、復調／エラー訂正処理を行わせ、ＭＰＥＧ２ビデオデコーダ１０をとおし
て、設定された言語と同じメニュー映像をビデオＤ／Ａ変換回路１１から出力する（Ｓ５
０８）。
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【００３０】
本実施の形態によれば、言語の設定を初回使用時に設定することで、光ディスク再生時に
は、言語の設定をそれぞれする必要がなく、操作が簡単になる。
【００３１】
【発明の効果】
本発明によれば、再生装置の初期設定の言語設定を、より簡単に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態における光ディスク再生装置の構成図である。
【図２】ＤＶＤの情報の論理的な構成を示す説明図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態における光ディスク再生装置の言語設定のフローチャ
ートである。
【図４】本発明の実施の形態における言語設定の設定画面の表示例を示す説明図である。
【図５】本発明の第２の実施の形態における光ディスク再生装置の言語設定のフローチャ
ートである。
【符号の説明】
１…ＤＶＤディスク、２…スピンドルモータ、３…サーボ制御回路、４…スライドモータ
、５…光ピックアップ、６…プリアンプ、７…リードチャンネル回路、８…復調／ＥＣＣ
回路、９…デスクランブル回路、１０…ＭＰＥＧ２ビデオデコーダ、１１…ビデオＤ／Ａ
変換回路、１２…ＣＤ信号処理、１３…オーディオデコーダ、１４…オーディオＤ／Ａ変
換回路、１５…バッファメモリ、１６…メモリ、１７…システムコントローラ、１８…操
作部、１９…表示部。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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