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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　再生情報を記録媒体に記録する再生情報記録手段と、
　前記再生情報を再生する際の再生態様を制御するための再生リストを前記記録媒体に記
録する再生リスト記録手段と、
　前記再生情報の内容を示す内容画像に対応する内容画像情報及び当該再生情報を示す名
称に対応する名称情報を少なくとも含む内容情報を、当該再生情報とは別個に前記記録媒
体に記録する内容情報記録手段と、
　を備え、
　前記再生リストは、前記内容情報自体の提示が制限されるか否かを示す情報と、前記再
生リストに基づく前記再生情報の再生を制限するか否かを示す情報と、を夫々含む提示制
御情報を含み、
　更に前記内容情報は、前記再生リストに基づく前記再生情報の再生処理の開始に先立っ
て提示されるべき情報であることを特徴とする情報記録装置。
【請求項２】
　記録媒体を再生する情報再生装置であって、
　前記記録媒体は、
　再生情報が記録されている再生情報記録領域と、
　前記再生情報を再生する際の再生態様を制御するための再生リストが記録されている再
生リスト記録領域と、
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　前記再生情報の内容を示す内容画像に対応する内容画像情報及び当該再生情報を示す名
称に対応する名称情報を少なくとも含む内容情報が当該再生情報とは別個に記録されてい
る内容情報記録領域と、
　を備え、
　前記再生リストは、前記内容情報自体の提示が制限されるか否かを示す情報と、前記再
生リストに基づく前記再生情報の再生を制限するか否かを示す情報と、を夫々含む提示制
御情報を含み、
　前記内容情報は、前記再生リストに基づく前記再生情報の再生処理の開始に先立って提
示されるべき情報であり、
　前記情報再生装置は、
　前記再生リストを前記記録媒体から検出する検出手段と、
　前記検出された再生リストに含まれる前記提示制御情報に基づいて前記内容情報及び前
記再生情報の提示を制限する制限手段と、
　を備えることを特徴とする情報再生装置。
【請求項３】
　再生情報を記録媒体に記録する再生情報記録工程と、
　前記再生情報を再生する際の再生態様を制御するための再生リストを前記記録媒体に記
録する再生リスト記録工程と、
　前記再生情報の内容を示す内容画像に対応する内容画像情報及び当該再生情報を示す名
称に対応する名称情報を少なくとも含む内容情報を、当該再生情報とは別個に前記記録媒
体に記録する内容情報記録工程と、
　を備え、
　前記再生リストは、前記内容情報自体の提示が制限されるか否かを示す情報と、前記再
生リストに基づく前記再生情報の再生を制限するか否かを示す情報と、を夫々含む提示制
御情報を含み、
　更に前記内容情報は、前記再生リストに基づく前記再生情報の再生処理の開始に先立っ
て提示されるべき情報であることを特徴とする情報記録方法。
【請求項４】
　記録媒体を再生する情報再生方法であって、
　前記記録媒体は、
　再生情報が記録されている再生情報記録領域と、
　前記再生情報を再生する際の再生態様を制御するための再生リストが記録されている再
生リスト記録領域と、
　前記再生情報の内容を示す内容画像に対応する内容画像情報及び当該再生情報を示す名
称に対応する名称情報を少なくとも含む内容情報が当該再生情報とは別個に記録されてい
る内容情報記録領域と、
　を備え、
　前記再生リストは、前記内容情報自体の提示が制限されるか否かを示す情報と、前記再
生リストに基づく前記再生情報の再生を制限するか否かを示す情報と、を夫々含む提示制
御情報を含み、
　前記内容情報は、前記再生リストに基づく前記再生情報の再生処理の開始に先立って提
示されるべき情報であり、
　前記情報再生方法は、
　前記再生リストを前記記録媒体から検出する検出工程と、
　前記検出された再生リストに含まれる前記提示制御情報に基づいて前記内容情報及び前
記再生情報の提示を制限する制限工程と、
　を備えることを特徴とする情報再生方法。
【請求項５】
　情報記録装置に含まれるコンピュータを、
　再生情報を記録媒体に記録する再生情報記録手段、
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　前記再生情報を再生する際の再生態様を制御するための再生リストを前記記録媒体に記
録する再生リスト記録手段、及び、
　前記再生情報の内容を示す内容画像に対応する内容画像情報及び当該再生情報を示す名
称に対応する名称情報を少なくとも含む内容情報を、当該再生情報とは別個に前記記録媒
体に記録する内容情報記録手段、
　として機能させる情報記録用プログラムであり、
　前記再生リストは、前記内容情報自体の提示が制限されるか否かを示す情報と、前記再
生リストに基づく前記再生情報の再生を制限するか否かを示す情報と、を夫々含む提示制
御情報を含み、
　更に前記内容情報は、前記再生リストに基づく前記再生情報の再生処理の開始に先立っ
て提示されるべき情報であることを特徴とする情報記録用プログラム。
【請求項６】
　記録媒体を再生する情報再生装置に含まれるコンピュータを機能させるための情報再生
用プログラムであって、
　前記記録媒体は、
　再生情報が記録されている再生情報記録領域と、
　前記再生情報を再生する際の再生態様を制御するための再生リストが記録されている再
生リスト記録領域と、
　前記再生情報の内容を示す内容画像に対応する内容画像情報及び当該再生情報を示す名
称に対応する名称情報を少なくとも含む内容情報が当該再生情報とは別個に記録されてい
る内容情報記録領域と、
　を備え、
　前記再生リストは、前記内容情報自体の提示が制限されるか否かを示す情報と、前記再
生リストに基づく前記再生情報の再生を制限するか否かを示す情報と、を夫々含む提示制
御情報を含み、
　前記内容情報は、前記再生リストに基づく前記再生情報の再生処理の開始に先立って提
示されるべき情報であり、
　前記情報再生用プログラムは、前記コンピュータを、
　前記再生リストを前記記録媒体から検出する検出手段、及び、
　前記検出された再生リストに含まれる前記提示制御情報に基づいて前記内容情報及び前
記再生情報の提示を制限する制限手段、
　として機能させることを特徴とする情報再生用プログラム。
【請求項７】
　再生情報が記録されている再生情報記録領域と、
　前記再生情報を再生する際の再生態様を制御するための再生リストを記録する再生リス
ト記録領域と、
　前記再生情報の内容を示す内容画像に対応する内容画像情報及び当該再生情報を示す名
称に対応する名称情報を少なくとも含む内容情報が当該再生情報とは別個に記録されてい
る内容情報記録領域と、
　を備え、
　前記再生リストは、前記内容情報自体の提示が制限されるか否かを示す情報と、前記再
生リストに基づく前記再生情報の再生を制限するか否かを示す情報と、を夫々含む提示制
御情報を含み、
　前記内容情報は、前記再生リストに基づく前記再生情報の再生処理の開始に先立って提
示されるべき情報であることを特徴とする記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、情報記録装置及び方法、情報再生装置及び方法、情報記録用プログラム及び情
報再生用プログラム、記録媒体並びに情報記録媒体の技術分野に属し、より詳細には、記
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録媒体上に記録されている情報の再生制御を行うべく当該情報を記録するための情報記録
装置及び方法並びに当該記録された情報を再生制御を行いつつ再生するための情報再生装
置及び方法、当該情報記録のための情報記録用プログラム及び当該情報再生のための情報
再生用プログラム並びに当該情報記録用プログラム又は情報再生用プログラム或いは当該
再生制御のための情報が記録されている記録媒体の技術分野に属する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、動画像情報をＤＶＤ（Digital　Versatile　Disc）等の大容量の記録媒体に記録す
ると共にこれを再生することが可能な情報記録再生装置が一般化しつつある。
【０００３】
そして、これらの情報記録再生装置においては、例えば特開２０００－３５３３７５公報
に記載されているように、記録した各動画像情報の検索等を容易化するべく、当該各動画
像情報の内容を象徴的に示す代表画像（いわゆるサムネイル画像）を記録媒体上に当該動
画像情報とは別個に記録し、各動画像情報の再生に当たってはそれに先立って対応する代
表画像を表示し、これにより再生すべき動画像情報等を検索することが可能な構成とされ
ている。
【０００４】
一方、当該情報記録再生装置において、例えば１８歳未満の者への提示が禁止されている
特定の動画像情報等（以下、単に特定動画像情報等と称する）が記録されている記録媒体
を再生しようとする場合、当該情報記録再生装置自体の機能として当該特定動画像情報等
の再生処理の実行を制限する機能が付加されている場合が多い。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した従来の情報記録再生装置の構成においては、特定動画像情報等自
体の再生処理の実行は制限できても、当該特定動画像情報等に対応する上記代表画像の再
生までは制限されておらず、結果として当該特定動画像情報の内容を隠蔽することができ
ないという問題点があった。
【０００６】
また、極めて個人的な情報を含む動画像情報等についても、同様に、それ自体の再生処理
の実行は制限できても、その内容に対応する代表画像の再生までを制限することができな
いという問題点があった。
【０００７】
そこで、本発明は、上記の問題点に鑑みて為されたもので、その課題は、代表画像が不用
意に使用者に提示されることで動画像情報等の内容が不用意に使用者に認識されることを
防止できる状態で各情報を記録媒体に記録することが可能な情報記録装置及び方法並びに
当該記録されている各情報に対して再生制限を行いつつ再生することが可能な情報再生装
置及び方法、当該情報記録のための情報記録用プログラム及び当該情報再生のための情報
再生用プログラム並びに当該情報記録用プログラム又は情報再生用プログラム或いは当該
再生制御のための情報が記録されている記録媒体を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記の課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、再生情報を記録媒体に記録す
る再生情報記録手段と、前記再生情報を再生する際の再生態様を制御するための再生リス
トを前記記録媒体に記録する再生リスト記録手段と、前記再生情報の内容を示す内容画像
に対応する内容画像情報及び当該再生情報を示す名称に対応する名称情報を少なくとも含
む内容情報を、当該再生情報とは別個に前記記録媒体に記録する内容情報記録手段と、を
備え、前記再生リストは、前記内容情報自体の提示が制限されるか否かを示す情報と、前
記再生リストに基づく前記再生情報の再生を制限するか否かを示す情報と、を夫々含む提
示制御情報を含み、更に前記内容情報は、前記再生リストに基づく前記再生情報の再生処
理の開始に先立って提示されるべき情報であるように構成される。
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【０００９】
　上記の課題を解決するために、請求項２に記載の発明は、記録媒体を再生する情報再生
装置であって、前記記録媒体は、再生情報が記録されている再生情報記録領域と、前記再
生情報を再生する際の再生態様を制御するための再生リストが記録されている再生リスト
記録領域と、前記再生情報の内容を示す内容画像に対応する内容画像情報及び当該再生情
報を示す名称に対応する名称情報を少なくとも含む内容情報が当該再生情報とは別個に記
録されている内容情報記録領域と、を備え、前記再生リストは、前記内容情報自体の提示
が制限されるか否かを示す情報と、前記再生リストに基づく前記再生情報の再生を制限す
るか否かを示す情報と、を夫々含む提示制御情報を含み、前記内容情報は、前記再生リス
トに基づく前記再生情報の再生処理の開始に先立って提示されるべき情報であり、前記情
報再生装置は、前記再生リストを前記記録媒体から検出する検出手段と、前記検出された
再生リストに含まれる前記提示制御情報に基づいて前記内容情報及び前記再生情報の提示
を制限する制限手段と、を備える。
【００１０】
　上記の課題を解決するために、請求項３に記載の発明は、再生情報を記録媒体に記録す
る再生情報記録工程と、前記再生情報を再生する際の再生態様を制御するための再生リス
トを前記記録媒体に記録する再生リスト記録工程と、前記再生情報の内容を示す内容画像
に対応する内容画像情報及び当該再生情報を示す名称に対応する名称情報を少なくとも含
む内容情報を、当該再生情報とは別個に前記記録媒体に記録する内容情報記録工程と、を
備え、前記再生リストは、前記内容情報自体の提示が制限されるか否かを示す情報と、前
記再生リストに基づく前記再生情報の再生を制限するか否かを示す情報と、を夫々含む提
示制御情報を含み、更に前記内容情報は、前記再生リストに基づく前記再生情報の再生処
理の開始に先立って提示されるべき情報でように構成される。
【００１１】
　上記の課題を解決するために、請求項４に記載の発明は、記録媒体を再生する情報再生
方法であって、前記記録媒体は、再生情報が記録されている再生情報記録領域と、前記再
生情報を再生する際の再生態様を制御するための再生リストが記録されている再生リスト
記録領域と、前記再生情報の内容を示す内容画像に対応する内容画像情報及び当該再生情
報を示す名称に対応する名称情報を少なくとも含む内容情報が当該再生情報とは別個に記
録されている内容情報記録領域と、を備え、前記再生リストは、前記内容情報自体の提示
が制限されるか否かを示す情報と、前記再生リストに基づく前記再生情報の再生を制限す
るか否かを示す情報と、を夫々含む提示制御情報を含み、前記内容情報は、前記再生リス
トに基づく前記再生情報の再生処理の開始に先立って提示されるべき情報であり、前記情
報再生方法は、前記再生リストを前記記録媒体から検出する検出工程と、前記検出された
再生リストに含まれる前記提示制御情報に基づいて前記内容情報及び前記再生情報の提示
を制限する制限工程と、を備える。
【００１２】
　上記の課題を解決するために、請求項５に記載の発明は、情報記録装置に含まれるコン
ピュータを、再生情報を記録媒体に記録する再生情報記録手段、前記再生情報を再生する
際の再生態様を制御するための再生リストを前記記録媒体に記録する再生リスト記録手段
、及び、前記再生情報の内容を示す内容画像に対応する内容画像情報及び当該再生情報を
示す名称に対応する名称情報を少なくとも含む内容情報を、当該再生情報とは別個に前記
記録媒体に記録する内容情報記録手段、として機能させる情報記録用プログラムであり、
前記再生リストは、前記内容情報自体の提示が制限されるか否かを示す情報と、前記再生
リストに基づく前記再生情報の再生を制限するか否かを示す情報と、を夫々含む提示制御
情報を含み、更に前記内容情報は、前記再生リストに基づく前記再生情報の再生処理の開
始に先立って提示されるべき情報であるように構成される。
【００１３】
　上記の課題を解決するために、請求項６に記載の発明は、記録媒体を再生する情報再生
装置に含まれるコンピュータを機能させるための情報再生用プログラムであって、前記記
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録媒体は、再生情報が記録されている再生情報記録領域と、前記再生情報を再生する際の
再生態様を制御するための再生リストが記録されている再生リスト記録領域と、前記再生
情報の内容を示す内容画像に対応する内容画像情報及び当該再生情報を示す名称に対応す
る名称情報を少なくとも含む内容情報が当該再生情報とは別個に記録されている内容情報
記録領域と、を備え、前記再生リストは、前記内容情報自体の提示が制限されるか否かを
示す情報と、前記再生リストに基づく前記再生情報の再生を制限するか否かを示す情報と
、を夫々含む提示制御情報を含み、前記内容情報は、前記再生リストに基づく前記再生情
報の再生処理の開始に先立って提示されるべき情報であり、前記情報再生用プログラムは
、前記コンピュータを、前記再生リストを前記記録媒体から検出する検出手段、及び、前
記検出された再生リストに含まれる前記提示制御情報に基づいて前記内容情報及び前記再
生情報の提示を制限する制限手段、として機能させる。
【００１４】
　上記の課題を解決するために、請求項７に記載の発明は、再生情報が記録されている再
生情報記録領域と、前記再生情報を再生する際の再生態様を制御するための再生リストを
記録する再生リスト記録領域と、前記再生情報の内容を示す内容画像に対応する内容画像
情報及び当該再生情報を示す名称に対応する名称情報を少なくとも含む内容情報が当該再
生情報とは別個に記録されている内容情報記録領域と、を備え、前記再生リストは、前記
内容情報自体の提示が制限されるか否かを示す情報と、前記再生リストに基づく前記再生
情報の再生を制限するか否かを示す情報と、を夫々含む提示制御情報を含み、前記内容情
報は、前記再生リストに基づく前記再生情報の再生処理の開始に先立って提示されるべき
情報であるように構成される。
【００７６】
【発明の実施の形態】
次に、本発明に好適な実施の形態について、図面に基づいて説明する。
【００７７】
なお、以下に説明する実施の形態は、光学的に複数回に渡って情報の記録及び再生が可能
なディスク状の記録媒体（具体的には、例えば、情報の書き換えが複数回可能なＤＶＤ等
であり、以下、単に光ディスクと称する。）に対して情報の記録及び再生が可能な情報記
録再生装置に対して本発明を適用した場合の実施形態である。
【００７８】
（Ｉ）第１実施形態
先ず、本発明に係る第１の実施形態について、図１乃至図１１を用いて説明する。
【００７９】
（Ａ）記録フォーマットの実施形態
初めに、第１実施形態に係る情報記録再生装置の構成等について具体的に説明する前に、
当該第１実施形態に係る情報記録再生装置により光ディスクに対して情報を記録する際に
用いられる記録フォーマットについて、図１を用いて説明する。なお、図１は第１実施形
態に係る各情報の記録フォーマット（物理フォーマット）を示す図である。
【００８０】
図１に示すように、第１実施形態に係る光ディスク１に対して上記情報記録再生装置によ
り情報が記録された後には、当該光ディスク１上には、その内周側から、記録されている
情報の再生処理を開始する際に読み取るべき開始情報（より具体的には、例えば当該再生
処理用の光ビームの照射強度等を含む開始情報）が記録されているリードインエリアＬＩ
と、再生されるべき当該情報及び当該情報再生態様を制御するための再生制御情報等が記
録されているデータエリアＤＡと、記録されている情報の再生処理を終了する際に読み取
るべき終了情報が記録されているリードアウトエリアＬＯと、が形成されている。
【００８１】
次に、データエリアＤＡ内には、総合情報ＧＭと、メニュー制御情報ＭＣと、メニュー用
静止画データ群ＭＤと、マーク制御情報ＫＣと、マーク用静止画データ群ＫＤと、再生リ
スト情報群ＰＬＳと、属性情報群ＣＩＳと、実情報群ＤＳと、データエリアＤＡ内に記録
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されるべきその他の情報である他情報ＥＴと、が、夫々領域を区分して記録されている。
【００８２】
このうち、総合情報ＧＭとしては、データエリアＤＡ内に記録されている情報を再生する
際に使用者に対して表示される情報（すなわち、いわゆるユーザインターフェース機能を
有する情報）であるユーザインターフェース情報ＵＩと、後述する態様でデータエリアＤ
Ａ内に記録されている再生リストの総数を示す情報である再生リスト数情報ＮＰＬと、各
再生リストの内容を代表して示す代表画像を表示禁止とする場合等に用いられる本発明に
係る暗証番号ＰＩＮと、総合情報としてのその他の情報である他情報ＥＴＧと、が夫々領
域を区分して記録されている。なお、当該暗証番号ＰＩＮについては、第１実施形態の場
合は、光ディスク１に記録されている全ての情報に関わる暗証番号ＰＩＮが総合情報ＧＭ
内に記録されている。
【００８３】
次に、メニュー制御情報ＭＣは、上記再生リスト群ＰＬＳ内に格納されている各再生リス
トに基づいて再生される画像情報等を代表する代表画像をその再生に先立ってメニューと
して使用者に提示する場合に使用される制御情報である。
【００８４】
更に、メニュー用静止画データ群ＭＤとしては、上記メニュー制御情報ＭＧに基づいてメ
ニュー表示される代表画像に対応する静止画データが、各再生リスト毎に記録されている
。このとき、各静止画データには、相互に識別可能な識別情報が付加されており、再生リ
ストの内容に基づいて情報を実際に再生する際には当該識別情報を手掛かりとして各再生
リスト毎の静止画データが抽出される。
【００８５】
次に、マーク制御情報ＫＣは、上記暗証番号を入力する等のために、例えば上記メニュー
と共に使用者に対して当該暗証番号入力のためのマーク（例えば、後述する示唆アイコン
ＩＣ）を提示する場合に使用される制御情報である。
【００８６】
更に、マーク用静止画データ群ＫＤとしては、上記マーク制御情報ＫＣに基づいて提示さ
れるマークに対応する静止画データが記録されている。このとき、当該各静止画データに
は、上記代表画像の場合と同様に、相互に識別可能な識別情報が付加されており、必要な
マークを提示する場合には当該識別情報を手掛かりとして必要な静止画データが抽出され
る。
【００８７】
また、再生リスト情報群ＰＬＳとしては、後述する実情報を再生する際の再生態様（具体
的には、当該各実情報の再生順序又は各実情報のどの部分を再生するか或いは各実情報自
体の再生速度等の再生態様）を制御するために用いられる再生リストＰＬが、図１に示す
如く複数個記録されている。
【００８８】
このとき、第１実施形態の記録フォーマットとしては、二種類の再生リストが記録されて
いる。すなわち、第一の種類として、後述する各実情報に一対一に対応すると共に当該実
情報と同数の実再生リストＲＰＬ１、ＲＰＬ２、…、であって、一つの実情報をそれが光
ディスク１に記録された時と全く同一の態様で再生するために用いられる実再生リストＲ
ＰＬ１、ＲＰＬ２、…、が記録されている。次に、第二の種類として、一つの実情報の一
部と他の実情報の一部とを接続して連続的に再生する場合の如く、複数の実情報夫々の一
部を、対応する実再生リストＲＰＬを用いて仮想的に組み合わせた態様で各実情報毎の区
分を越えて再生するために用いられる仮想再生リストＶＰＬが記録されている。このとき
、当該仮想再生リストＶＰＬの数は実情報の数とは無関係に設定されている。
【００８９】
更に、各再生リスト（実再生リストＲＰＬ又は仮想再生リストＶＰＬのいずれか一方）Ｐ
Ｌ内には、図１に示すように、その再生リストＰＬにより示される実情報の再生を制限す
る（より具体的には、特定の者以外の者に対するその再生を禁止する）か否かを示す再生
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制限フラグＰＣＦと、その再生リストＰＬに基づいて再生される実情報に対応するメニュ
ー用の代表画像自体の使用者への提示を制限するか否かを示す再生リスト表示制限フラグ
ＰＨＦと、当該再生リストＰＬに対応するメニュー用の代表画像を示す識別情報であるメ
ニュー用代表画像情報ＳＮと、その再生リストＰＬに基づいて再生される実情報の名称を
示す名称情報ＮＭと、当該実情報の概要を示すテキスト情報である概要情報ＧＬと、再生
リストＰＬとしてのその他の情報である他情報ＥＴＰと、が含まれている。
【００９０】
ここで、当該他情報ＥＴＰとして具体的には、当該他情報ＥＴＰとしては、上記再生順序
を示す情報、再生すべき実情報の部分の光ディスク１上の記録位置を示すアドレス情報、
その実情報の再生速度を示す情報、その再生リストＰＬ自体が作成された日時を示す情報
及び再生時に参照すべき後述する属性情報を示す情報等が含まれている。
【００９１】
また、再生制御フラグＰＣＦの内容として具体的には、当該再生制御フラグＰＣＦが含ま
れている再生リストＰＬに基づいて再生されるべき実情報Ｄの内容が、例えば特定の使用
者以外に対しては再生禁止とする等の再生制御をなすべきものであるときは再生制御フラ
グＰＣＦは「１」とされ、当該再生制御をなすべきものでないときは再生制御フラグＰＣ
Ｆは「０」とされる。
【００９２】
更に、再生リスト表示禁止フラグＰＨＦの内容として具体的には、当該再生リスト表示禁
止フラグＰＨＦが含まれている再生リストＰＬ自体の表示が後述するメニュー画面上にお
いて禁止されるべきものであるか、すなわち、当該再生リストＰＬに対応する代表画像の
表示が当該メニュー画面上において禁止されるべきものであるときは再生制御フラグＰＣ
Ｆは「１」とされ、当該代表画像の表示が禁止されていないときは再生リスト表示禁止フ
ラグＰＨＦは「０」とされる。
【００９３】
次に、属性情報群ＣＩＳとしては、各実情報毎に対応する属性情報であって当該実情報毎
の属性（種類）を示す属性情報ＣＩ１、ＣＩ２、ＣＩ３、…、ＣＩｎが、実情報と同数分
だけ記録されている。このとき、当該属性として具体的には、例えば、対応する実情報の
内容が属するジャンル名、その実情報の記録日時又はその実情報がテキスト情報であるか
画像情報であるか又は音声情報であるか等を示す情報が属性情報として記録されている。
【００９４】
最後に、実情報群ＤＳとしては、実際に再生されるべき情報としての一又は複数の実情報
Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３、…、Ｄｎが、相互に識別可能な識別情報と共に記録されている。この
とき、当該実情報としては、例えば一本の映画や一つの楽曲が夫々に一つの実情報Ｄとし
て記録されている。
【００９５】
（Ｂ）情報記録再生装置の構成及び動作の実施形態
次に、図１に示した記録フォーマットを用いて実情報Ｄを記録・再生する第１実施形態に
係る情報記録再生装置の構成及び動作について、図２乃至図１０を用いて説明する。
【００９６】
初めに、当該情報記録再生装置の構成及び全体動作について、図２を用いて説明する。な
お、図２は当該情報記録再生装置の概要構成を示すブロック図である。
【００９７】
図２に示すように、第１実施形態の情報記録再生装置Ｓは、検出手段としてのピックアッ
プ２と、Ａ／Ｄ（アナログ／ディジタル）コンバータ３と、ＭＰＥＧ（Moving　Picture
　Coding　Expert　Group）エンコーダ４と、マルチプレクサ５及び１０と、記録エンコ
ーダ６と、記録回路７と、再生回路８と、再生デコーダ９と、ＭＰＥＧデコーダ１１と、
メニュー画面生成回路１２と、Ｄ／Ａコンバータ１３と、静止画エンコーダ１４と、バッ
ファ１５と、スピンドルモータ１６と、再生情報記録手段、制御情報記録手段、制限手段
及び禁止手段としてのＣＰＵ１７と、サーボ回路１８と、表示部１９と、操作部２０と、
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スイッチ２２と、により構成されている。
【００９８】
更に、図３に示すように、メニュー画面生成回路１２は、キャプチャ部２３と、縮尺変更
部２４と、メモリ２５と、ＧＵＩ（Graphical　Users　Interface）画面生成部２６と、
合成部２７と、により構成されている。
【００９９】
次に、各構成部材個々の概要動作を図１乃至図３を用いて説明する。
【０１００】
始めに、外部からの記録すべき情報（当該記録すべき情報としては、具体的には、画像情
報及び音声情報の双方が含まれる。）を光ディスク１に記録する場合について説明する。
【０１０１】
上記記録すべき情報に対応する情報信号Ｓinが外部から入力されると共に操作部２０にお
いて図示しない記録ボタンが操作されると、先ず、Ａ／Ｄコンバータ３は当該情報信号Ｓ
inをディジタル化し、ディジタル信号Ｓdを生成してＭＰＥＧエンコーダ４へ出力する。
【０１０２】
そして、ＭＰＥＧエンコーダ４は、ＣＰＵ１７から出力されている制御信号Ｓ7に基づい
て、入力されてくるディジタル信号ＳdをＭＰＥＧ２方式で圧縮し、圧縮信号Ｓeを生成し
てマルチプレクサ５及び１０に出力する。
【０１０３】
そして、マルチプレクサ５は、ＣＰＵ１７から出力されている制御信号Ｓ5に基づいて、
入力されてくる上記圧縮信号Ｓeと後述のバッファ信号Ｓboとを必要に応じて切り換え、
切換記録信号Ｓmrを生成して記録エンコーダ６へ出力する。
【０１０４】
そして、記録エンコーダ６は、ＣＰＵ１７から出力されている制御信号Ｓ3に基づいて、
入力されてくる切換記録信号Ｓmrに対して当該切換記録信号Ｓmrのフォーマットを図１に
示す記録フォーマットに変換するいわゆるフォーマッティング処理を施し、記録エンコー
ド信号Ｓreを生成して記録回路７へ出力する。
【０１０５】
このとき、当該フォーマッティング処理として具体的には、先ず、上記制御信号Ｓ3に基
づき、必要に応じて、入力されている切換記録信号ＳmrがそのままＣＰＵ１７に出力され
る。そして、ＣＰＵ１７は、当該切換記録信号Ｓmrに基づいて、上記総合情報ＧＭ、メニ
ュー制御情報ＭＣ、メニュー用静止画データ群ＭＤ、マーク制御情報ＫＣ、マーク用静止
画データ群ＫＤ、各再生リストＰＬを含む再生リスト情報群ＰＬＳ、属性情報群ＣＩＳ、
実情報群ＤＳ及び他情報ＥＴを生成し、これを上記制御信号Ｓ3として記録エンコーダ６
へ出力する。そして、これにより、記録エンコーダ６は、図１で示した記録フォーマット
に則って上記記録エンコード信号Ｓreを生成する。なお、上記仮想再生リストＶＰＬを生
成するための情報、すなわち、当該仮想再生リストＶＰＬに含ませるべき各実情報Ｄの一
部を示す識別情報又はその一部の再生順序を示す情報等は、当該フォーマッティング処理
において操作部２０から入力されることとなる。
【０１０６】
次に、記録回路７は、ＣＰＵ１７から出力されている制御信号Ｓ2に基づいて、入力され
てくる記録エンコード信号Ｓreを記録用の記録信号Ｓrに変換し、ピックアップ２へ出力
する。このとき記録回路７においては、記録すべき情報に正確に対応した形状のピットを
光ディスク１上に形成すべく、記録エンコード信号Ｓreに対していわゆるライトストラテ
ジ処理等が施される。
【０１０７】
その後、ピックアップ２は、記録回路７から出力されている記録信号Ｓrに基づいて、当
該ピックアップ２内の図示しない半導体レーザ等の光源を駆動してレーザ光等の光ビーム
Ｂを生成して光ディスク１の情報記録面に照射し、当該記録信号Ｓrに対応するピットを
形成することにより記録信号Ｓrを光ディスク１上に記録する。このとき、当該光ディス
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ク１は、後述するスピンドル制御信号Ｓsmに基づいて駆動されるスピンドルモータ１６に
より所定の回転数で回転されている。なお、当該光ディスク１上では、例えば、相変化方
式により記録信号Ｓrに対応するピットが形成されて当該記録信号Ｓrが記録される。
【０１０８】
一方、マルチプレクサ１０に出力されている上記圧縮信号Ｓeは、当該マルチプレクサ１
０を通過し、再生切換信号ＳmpとしてＭＰＥＧデコーダ１１に出力される。
【０１０９】
そして、ＭＰＥＧデコーダ１１は、ＣＰＵ１７から出力されている制御信号Ｓ9に基づい
て、入力されてくる再生切換信号Ｓmp（情報の記録時においては、上記圧縮信号Ｓeその
もの）に対してＭＰＥＧ２方式による伸長処理を施し、デコード信号Ｓdcとしてメニュー
画面生成回路１２、静止画エンコーダ１４並びにスイッチ２２の一方の入力端子へ出力す
る。
【０１１０】
次に、静止画エンコーダ１４は、ＣＰＵ１７から出力されている制御信号Ｓ11に基づいて
、入力されてくるデコード信号Ｓdcに含まれる画像情報から、後述する処理によりメニュ
ー画面Ｍ内の代表画像とするために選択された画像を静止画としてエンコードし、静止画
エンコード信号Ｓseとしてバッファ１５に出力する。
【０１１１】
これにより、バッファ１５は、ＣＰＵ１７から出力されている制御信号Ｓ8に基づいて、
上記静止画エンコード信号Ｓseを一時的に記憶すると共に読み出し、上記バッファ信号Ｓ
boとして上記マルチプレクサ５に出力する。
【０１１２】
一方、情報記録時においては、スイッチ２２は、ＣＰＵ１７から出力されている制御信号
Ｓ13に基づいて、デコード信号Ｓdc側に切り換えられている。
【０１１３】
そして、デコード信号Ｓdcは、スイッチ２２から切換信号ＳchとしてＤ／Ａコンバータ１
３に出力される。
【０１１４】
次に、Ｄ／Ａコンバータ１３は、切換信号Ｓchをアナログ化し、上記情報信号Ｓinに対応
する出力信号Ｓoutを生成して後述する外部のモニタ又は図示しないスピーカ等に出力す
る。
【０１１５】
このとき、ＣＰＵ１７は、操作部２０における図示しない記録ボタンが操作されたことを
当該操作部２０からの指示信号Ｓcに基づいて認識すると、上記各制御信号Ｓ2、Ｓ3、Ｓ5

、Ｓ7、Ｓ8、Ｓ11及びＳ13を生成し、上記各構成部材に出力して上述した記録のための各
動作を制御する。
【０１１６】
以上説明した一連の情報記録時の動作により、現在記録されている記録信号Ｓrに対応す
る画像又は音声を実時間でモニタしつつ記録することができる。なお、この情報記録時に
は、メニュー画面生成回路１２は動作しない。
【０１１７】
次に、光ディスク１に記録されている情報を再生する場合の動作について説明する。
【０１１８】
再生時においては、先ず、操作部２０において図示しない再生ボタンが操作されると、ピ
ックアップ２が再生用の光ビームＢを回転する光ディスク１に照射し、その反射光に基づ
いて光ディスク１上に形成されているピットに対応する検出信号Ｓpを生成し、再生回路
８に出力する。
【０１１９】
次に、再生回路８は、ＣＰＵ１７から出力されている制御信号Ｓ1に基づいて、出力され
た検出信号Ｓpを所定の増幅率で増幅すると共にその波形を整形し、再生信号Ｓppを生成
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して再生デコーダ９に出力する。
【０１２０】
そして、再生デコーダ９は、ＣＰＵ１７から出力されている制御信号Ｓ4に基づいて、入
力されてくる再生信号Ｓppに対して上記記録エンコーダ６におけるフォーマッティング処
理に対応するアンフォーマッティング処理を施して再生デコード信号Ｓpdを生成し、マル
チプレクサ１０に出力する。
【０１２１】
次に、マルチプレクサ１０は、ＣＰＵ１７から出力されている制御信号Ｓ6に基づいて、
入力されてくる再生デコード信号Ｓpdを通過させ、上記再生切換信号ＳmpとしてＭＰＥＧ
デコーダ１１に出力する。
【０１２２】
そして、ＭＰＥＧデコーダ１１は、ＣＰＵ１７から出力されている制御信号Ｓ9に基づき
、入力されてくる再生切換信号Ｓmpに対して上述した伸長処理を施し、上記デコード信号
Ｓdcを生成してメニュー画面生成回路１２及びスイッチ２２の一方の入力端子へ出力する
。
【０１２３】
これにより、メニュー画面生成回路１２は、ＣＰＵ１７から出力されている制御信号Ｓ12

に基づき、入力されてくるデコード信号Ｓdcの中から当該制御信号Ｓ12により指定されて
いる画像を用いて、情報再生時にいずれの再生リストＰＬに基づいて実情報Ｄを再生すべ
きかを選択するためのメニュー画面（上述した代表画像を含んでいる）を生成し、メニュ
ー信号Ｓmyとしてスイッチ２２の他方の入力端子に出力する。
【０１２４】
そして、スイッチ２２は、ＣＰＵ１７から出力されている制御信号Ｓ13に基づいて、入力
されてくるメニュー信号Ｓmyと上記デコード信号Ｓdcとを切り換え、上記切換信号Ｓchと
してＤ／Ａコンバータ１３に出力する。
【０１２５】
これにより、Ｄ／Ａコンバータ１３は、切換信号Ｓchをアナログ化し、上記情報信号Ｓin
又はメニュー信号Ｓmyに対応するメニュー画面のいずれか一方を含む出力信号Ｓoutを生
成して後述する外部のモニタ又は図示しないスピーカ等に出力する。
【０１２６】
このとき、ＣＰＵ１７は、操作部２０における図示しない再生ボタンが操作されたことを
当該操作部２０からの指示信号Ｓcに基づいて認識すると、上記各制御信号Ｓ1、Ｓ4、Ｓ6

、Ｓ9、Ｓ12及びＳ13を生成し、上記各構成部材に出力して上述した再生のための各動作
を制御する。
【０１２７】
これらの情報記録又は情報再生の各動作と並行して、ＣＰＵ１７は、スピンドルモータ１
６及びピックアップ２をサーボ制御するための制御信号Ｓsを生成してサーボ回路１８に
出力し、当該サーボ回路１８は、制御信号Ｓsに基づいてスピンドルモータ１６の回転を
制御するための上記スピンドル制御信号Ｓsmを生成して当該スピンドルモータ１６に出力
すると共に、ピックアップ２におけるいわゆるトラッキングサーボ制御及びフォーカスサ
ーボ制御のためのピックアップ制御信号Ｓspを生成して当該ピックアップ２に出力する。
そして、ピックアップ２は、当該ピックアップ制御信号Ｓspに基づき、光ビームＢに対し
てトラッキングサーボ制御及びフォーカスサーボ制御を施しつつ上記記録信号Ｓrの記録
又は検出信号Ｓpの検出を行う。
【０１２８】
なお、上述した情報記録再生装置Ｓの動作を使用者が制御するために必要な情報は、ＣＰ
Ｕ１７からの表示信号Ｓdpに基づいて表示部１９に表示される。
【０１２９】
次に、上記情報再生時におけるメニュー画面生成回路１２内の各構成部材の動作について
、図３を用いて説明する。
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【０１３０】
図３に示すように、メニュー画面生成回路１２内のキャプチャ部２３は、ＣＰＵ１７から
出力されている上記制御信号Ｓ12に含まれている制御信号Ｓ14に基づいて、入力されてく
るデコード信号Ｓdcの内、上記メニュー画面を構成するために用いられる上記代表画像に
対応する信号を一時的に記憶し、キャプチャ信号Ｓcpとして縮尺変更部２４に出力する。
【０１３１】
そして、縮尺変更部２４は、キャプチャ信号Ｓcp内に含まれている画像をメニュー画面を
構成するのに必要な縮尺に変更し、縮尺信号Ｓexとしてメモリ２５に出力する。
【０１３２】
その後、メモリ２５は、縮尺信号Ｓexを一時的に記憶した後に合成部２７へ出力する。
【０１３３】
一方、ＧＵＩ画面生成部２６は、上記制御信号Ｓ12に含まれている制御信号Ｓ15に基づい
て、縮尺信号Ｓexに含まれる画像以外のメニュー画面を構成するために必要な画像（いわ
ゆるアイコン等）を生成し、画像信号Ｓgとして合成部２７に出力する。
【０１３４】
そして、合成部２７は、上記制御信号Ｓ12に含まれている制御信号Ｓ16に基づき、上記縮
尺信号Ｓex、画像信号Ｓg及びデコード信号Ｓdcを用いてメニュー画面を生成し、上記メ
ニュー信号Ｓmyとしてスイッチ２２に出力する。
【０１３５】
次に、上述した構成を有する情報記録再生装置Ｓにより図１に示した記録フォーマットに
則って実情報Ｄ等を光ディスク１に記録する際の具体的な動作について、図４を用いて説
明する。なお、図４は、主としてＣＰＵ１７を中心として実行される第１実施形態に係る
実情報Ｄの記録処理を示すフローチャートである。
【０１３６】
当該記録処理においては、初めに、操作部２０において図示しない記録ボタンにより記録
処理の開始が指示されたか否かが確認され（ステップＳ１）、記録処理の開始が指示され
ないときは（ステップＳ１；ＮＯ）、次に、操作部２０において、記録処理の終了を示す
図示しない終了ボタン（具体的には電源オフボタン等）が操作されたか否かが確認される
（ステップＳ１３）。そして、終了ボタンが操作されているときは（ステップＳ１３；Ｙ
ＥＳ）そのまま第１実施形態に係る記録処理を終了し、一方、終了ボタンも操作されてい
ないときは（ステップＳ１３；ＮＯ）そのままステップＳ１に戻って待機する。
【０１３７】
他方、記録開始が指示されたときは（ステップＳ１；ＹＥＳ）、次に、上記情報信号Ｓin
として入力されてくる実情報Ｄの光ディスク１への記録が行われる（ステップＳ２）。そ
して、全ての実情報Ｄの記録が終了したか否かが確認され（ステップＳ３）終了していな
い時は（ステップＳ３；ＮＯ）そのまま記録処理を継続し（ステップＳ２）、終了したと
きは（ステップＳ３；ＹＥＳ）、次に、記録された各実情報Ｄに対応する属性情報ＣＩを
夫々作成すると共に、対応する再生リストＰＬも同様に作成し、作成された属性情報ＣＩ
及び再生リストＰＬを図１に示す記録フォーマットに則って光ディスク１に記録する（ス
テップＳ４）。
【０１３８】
次に、生成した再生リストＰＬに基づいて再生される実情報Ｄの内容が、例えば特定の使
用者以外に対しては再生禁止とする等の再生制御をなすべきものであるか否かが操作部２
０における操作内容に基づいて確認され（ステップＳ５）、当該内容が再生制御されるべ
き内容でないときは（ステップＳ５；ＮＯ）そのまま第１実施形態に係る記録処理を終了
し、一方、再生制御されるべき内容であるときは（ステップＳ５；ＹＥＳ）、実情報Ｄ及
び再生リストＰＬが記録された（ステップＳ２及びＳ４）光ディスク１の総合情報ＧＭ内
に既に暗証番号ＰＩＮが記録されているか否かが、当該総合情報ＧＭ内の検索することに
より確認される（ステップＳ６）。そして、暗証番号ＰＩＮが記録されていないときは（
ステップＳ６；ＮＯ）、新たに暗証番号ＰＩＮを入力すべきであることを示す表示を図示
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しないディスプレイ等上において行ってその入力処理を促し、これに対応して新たな暗証
番号ＰＩＮが入力されたときは（ステップＳ７）、当該入力された暗証番号ＰＩＮを総合
情報ＧＭ内の図１に示す領域内に記録して（ステップＳ８）以下のステップＳ９に移行す
る。
【０１３９】
他方、ステップＳ６の判定において既に暗証番号ＰＩＮが記録されているときは（ステッ
プＳ６；ＹＥＳ）、次に、作成された（ステップＳ４）再生リストＰＬ自体の表示が上記
メニュー画面上において禁止されるべきものであるか、すなわち、当該再生リストＰＬに
対応する代表画像の表示が当該メニュー画面上において禁止されるべきものであるか否か
が操作部２０における操作内容に基づいて確認され（ステップＳ９）、当該代表画像の表
示が禁止されるべきものでないときは（ステップＳ９；ＮＯ）、上記ステップＳ５におけ
る判断に基づいて対応する再生リストＰＬ内に含ませるべき再生制御フラグＰＣＦの内容
を「１」と設定すると共に同様に含ませるべき再生リスト表示禁止フラグＰＨＦの内容を
「０」と設定する（ステップＳ１２）。
【０１４０】
一方、当該代表画像の表示が禁止されるべきものであるときは（ステップＳ９；ＹＥＳ）
、上記ステップＳ５における判断に基づいて対応する再生リストＰＬ内に含ませるべき再
生制御フラグＰＣＦの内容を「１」と設定すると共に同様に含ませるべき再生リスト表示
禁止フラグＰＨＦの内容を「１」と設定する（ステップＳ１０）。
【０１４１】
そして、再生制御フラグＰＣＦの内容及び再生リスト表示禁止フラグＰＨＦの内容の設定
が夫々完了した（ステップＳ１０及びＳ１２）時点で記録されていた（ステップＳ４）対
応する再生リストＰＬの内容を書き換え（ステップＳ１１）、一連の記録処理を終了する
。
【０１４２】
次に、上述した構成を有する情報記録再生装置Ｓにより図１に示した記録フォーマットに
則って実行される実情報Ｄ等の編集処理の具体的な動作について、図５を用いて説明する
。なお、図５は、主としてＣＰＵ１７を中心として実行される第１実施形態に係る実情報
Ｄの編集処理を示すフローチャートである。また、当該編集処理として具体的には、新た
な仮想再生リストＶＰＬを作成する処理、新たな実情報Ｄを追加記録する処理、既存の仮
想再生リストＶＰＬの内容を変更する処理又は既存の実情報Ｄの一部を光ディスク１上か
ら消去する処理等が含まれる。
【０１４３】
当該編集処理においては、初めに、後程詳述する処理により表示禁止等の制御処理が施さ
れつつ光ディスク１に記録されている各再生リストＰＬに対応する代表画像が図示しない
ディスプレイ上に表示され（ステップＳ４０）、更に当該表示されている代表画像の中か
ら所望するものを選択することにより編集されるべき再生リストＰＬの選択が行われる（
ステップＳ４１）。
【０１４４】
再生リストＰＬが選択されると、次に、当該選択された再生リストＰＬに対応する実情報
Ｄが上述した再生制御がなされるべきものであるか否かが、当該選択された再生リストＰ
Ｌ内の再生制御フラグＰＣＦの内容を確認することにより判定される（ステップＳ４２）
。そして、再生制御されるべきものでないときは（ステップＳ４２；ＮＯ）、そのまま後
述するステップＳ４６へ移行し、一方、再生リストＰＬが再生制御されるべきものである
ときは（ステップＳ４２；ＹＥＳ）、次に、当該再生リストＰＬに対応する代表画像がメ
ニュー画面上において表示禁止とされているか否かが、当該選択された再生リストＰＬ内
の再生リスト表示禁止フラグＰＨＦの内容を確認することにより判定される（ステップＳ
４３）。そして、その表示禁止を解除すべく、光ディスク１に記録されているはずの暗証
番号ＰＩＮを入力すべきであることを示す表示を図示しないディスプレイ等上において行
ってその入力処理を促し、これに対応して新たな暗証番号ＰＩＮが入力されたときは（ス
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テップＳ４４）、当該入力された暗証番号ＰＩＮと総合情報ＧＭ内に記録されている暗証
番号ＰＩＮとを照合し、それらが合致しているか否かを確認する（ステップＳ４５）。こ
れにより、双方が合致していないときは（ステップＳ４５；ＮＯ）、その代表画像を見る
べきでない使用者が現在編集処理を行っているとしてそのまま上記ステップＳ４１に戻り
、異なる再生リストＰＬの選択を行わせる。一方、入力された暗証番号ＰＩＮと記録され
ている暗証番号ＰＩＮとが合致したときは（ステップＳ４５；ＹＥＳ）、次に、その選択
した再生リストＰＬを表示しつつ所望される編集処理を実行する（ステップＳ４６）。
【０１４５】
次に、当該編集処理を完了する旨の操作が操作部２０において実行されたか否かが確認さ
れ（ステップＳ４７）、終了していないときは（ステップＳ４７；ＮＯ）そのまま編集処
理を継続し、一方、終了しているときは（ステップＳ４７；ＹＥＳ）、その編集後の再生
リストＰＬに基づいて再生されるべき実情報Ｄの内容が再生制御されるべきものであるか
否かが操作部２０における操作内容に基づいて判定され（ステップＳ４８）、再生制御さ
れるべきものでないときは（ステップＳ４８；ＮＯ）、新たに作成された再生リストＰＬ
における再生制御フラグＰＣＦを「０」とすると共に再生リスト表示禁止フラグＰＨＦを
「０」とし（ステップＳ４９）、後述するステップＳ５６の処理に移行する。
【０１４６】
他方、編集後の再生リストＰＬに基づいて再生されるべき実情報Ｄの内容が再生制御され
るべきものであるときは（ステップＳ４８；ＹＥＳ）、次に、編集後の再生リストＰＬが
記録された（ステップＳ４６）光ディスク１の総合情報ＧＭ内に既に暗証番号ＰＩＮが記
録されているか否かが、当該総合情報ＧＭ内を検索することにより確認される（ステップ
Ｓ５０）。そして、暗証番号ＰＩＮが記録されていないときは（ステップＳ５０；ＮＯ）
、新たに暗証番号ＰＩＮを入力すべきであることを示す表示を図示しないディスプレイ等
上において行ってその入力処理を促し、これに対応して新たな暗証番号ＰＩＮが入力され
たときは（ステップＳ５１）、当該入力された暗証番号ＰＩＮを総合情報ＧＭ内の図１に
示す領域内に記録して（ステップＳ５２）以下のステップＳ５３に移行する。
【０１４７】
他方、ステップＳ５０の判定において既に暗証番号ＰＩＮが記録されているときは（ステ
ップＳ５０；ＹＥＳ）、次に、作成された（ステップＳ４６）再生リストＰＬに対応する
代表画像の表示が当該メニュー画面上において禁止されるべきものであるか否かが操作部
２０における操作内容に基づいて確認され（ステップＳ５３）、当該代表画像の表示が禁
止されるべきものでないときは（ステップＳ５３；ＮＯ）、上記ステップＳ４８における
判断に基づいて対応する再生リストＰＬ内に含ませるべき再生制御フラグＰＣＦの内容を
「１」と設定すると共に同様に含ませるべき再生リスト表示禁止フラグＰＨＦの内容を「
０」と設定する（ステップＳ５５）。
【０１４８】
一方、当該代表画像の表示が禁止されるべきものであるときは（ステップＳ５３；ＹＥＳ
）、上記ステップＳ４８における判断に基づいて対応する再生リストＰＬ内に含ませるべ
き再生制御フラグＰＣＦの内容を「１」と設定すると共に同様に含ませるべき再生リスト
表示禁止フラグＰＨＦの内容を「１」と設定する（ステップＳ５４）。
【０１４９】
そして、再生制御フラグＰＣＦの内容及び再生リスト表示禁止フラグＰＨＦの内容の設定
が夫々完了した（ステップＳ４９、Ｓ５４及びＳ５５）時点で記録されていた（ステップ
Ｓ４６）対応する再生リストＰＬの内容を書き換え（ステップＳ５６）、一連の編集処理
を終了する。
【０１５０】
次に、上述した編集処理における再生リストＰＬに対応する代表画像の表示処理（ステッ
プＳ４０）の細部について、図６及び図７を用いて説明する。なお、図６は第１実施形態
に係る再生リストの表示処理を示すフローチャートであり、図７は第１実施形態に係る再
生リストの表示例を示す図である。
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【０１５１】
図６に示すように、上記ステップＳ４０における代表画像の表示処理においては、先ず、
情報記録再生装置Ｓにおける図示しない光ディスク１の挿入口に当該光ディスク１を挿入
し（ステップＳ１５）、その挿入された光ディスク１に記録されている再生リストＰＬを
すべて検出する（ステップＳ１６）。
【０１５２】
そして、検出された各再生リストＰＬの夫々について、対応する代表画像がメニュー画面
上において表示禁止とされているか否かが各再生リストＰＬにおける再生リスト表示禁止
フラグＰＨＦの内容を確認することにより判定される（ステップＳ１７）。
【０１５３】
そして、当該代表画像が表示禁止でないときは（ステップＳ１７；ＮＯ）、対応する代表
画像を、例えば図７（ａ）に示すメニュー画面Ｍ内に符号ＳＩにより示すように表示する
と共に、必要に応じて再生リストＰＬ自体の名称又は作成日時等の再生リスト情報を、当
該再生リストＰＬ内を検索することにより表示し（ステップＳ１９）、ステップＳ２０に
移行する。
【０１５４】
一方、ステップＳ１７の判定において、対応する代表画像が表示禁止とされているときは
（ステップＳ１７；ＹＥＳ）、対応する代表画像を、例えば図７（ａ）のメニュー画面Ｍ
内に非表示画像ＳＳＩとして例示する態様でその代表画像としての内容が認識できないよ
うに表示すると共に、上記再生リスト情報は表示しない（ステップＳ１８）。
【０１５５】
そして、最後の再生リストＰＬに対応する代表画像まで表示処理が完了したか否かを確認
し（ステップＳ２０）、完了していないときは（ステップＳ２０；ＮＯ）上記ステップＳ
１６に戻って再度上述した処理を繰り返し、一方、全ての再生リストＰＬに対応する代表
画像の表示まで完了しているときは（ステップＳ２０；ＮＯ）そのまま上記ステップＳ４
１に移行する。
【０１５６】
なお、図６に示す表示処理においては、表示することが禁止されている代表画像について
は、これに代えて図７（ａ）に示す非表示画像ＳＳＩを表示することとしたが、これ以外
に、対応する代表画像が表示禁止とされている再生リストＰＬについては図８に示すよう
に対応する位置には何ら画像を表示せず（図９（ａ）参照）、表示が許可されている代表
画像ＳＩのみを表示する（ステップＳ１９）こととしてもよい。このとき、図９（ａ）に
示すように、メニュー画面Ｍ内の一部に、表示許可とされている代表画像ＳＩと共に表示
が禁止とされている代表画像（再生リストＰＬ）が存在することを示唆する示唆アイコン
ＩＣを表示することとしてもよい。
【０１５７】
次に、上述した編集処理における再生リストＰＬの選択処理（ステップＳ４１）の細部に
ついて、図１０を用いて説明する。なお、図１０は第１実施形態における再生リストの選
択処理を示すフローチャートである。
【０１５８】
図１０に示すように、上記ステップＳ４１における再生リストＰＬの選択処理においては
、先ず、上記ステップＳ４０の処理によって図７に示すメニュー画面Ｍが表示されると、
次に、当該メニュー画面Ｍ内において再生リストＰＬを選択する処理が操作部２０におい
て実行され（ステップＳ２５）、次に、その選択された再生リストＰＬが対応する代表画
像が表示禁止とされている再生リストＰＬであるか否かが判定される（ステップＳ２６）
。
【０１５９】
そして、代表画像ＳＩが表示禁止とされていない再生リストＰＬが選択された場合には（
ステップＳ２６；ＮＯ）そのまま上記ステップＳ４２へ移行し、一方、代表画像ＳＩが表
示禁止とされている再生リストＰＬが選択された場合には（ステップＳ２６；ＹＥＳ）、
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次に、その表示禁止を解除すべく、図７（ｂ）に示すように、光ディスク１に記録されて
いるはずの暗証番号ＰＩＮを入力すべきであることを示す入力欄ＰＴをメニュー画面Ｍ上
に表示してその入力処理を促し、これに対応してその暗証番号ＰＩＮが入力されたときは
（ステップＳ２７）、当該入力された暗証番号ＰＩＮと総合情報ＧＭ内に記録されている
暗証番号ＰＩＮとを照合し、それらが合致しているか否かを確認する（ステップＳ２８）
。これにより、双方が合致していないときは（ステップＳ２８；ＮＯ）、その代表画像Ｓ
Ｉを見るべきでない使用者が現在編集処理を行っているとしてそのまま上記ステップＳ２
５に戻り、異なる再生リストＰＬの選択を行わせる。一方、入力された暗証番号ＰＩＮと
記録されている暗証番号ＰＩＮとが合致したときは（ステップＳ２８；ＹＥＳ）、図７（
ｃ）に示すようにメニュー画面Ｍ内に対応する代表画像ＳＩを新たに表示すると共に、必
要に応じて再生リストＰＬ自体の名称又は作成日時等の再生リスト情報を、当該再生リス
トＰＬ内の検索することにより表示し（ステップＳ２９）、上記ステップＳ４２へ移行す
る。
【０１６０】
なお、上述した再生リストＰＬの選択処理において、上記図８に示す如く表示禁止とされ
ている代表画像ＳＩに関しては一切表示しない場合には（ステップＳ４０）、図９（ａ）
に示すように示唆アイコンＩＣを表示しておき、この状態で当該示唆アイコンＩＣが選択
されたときは（ステップＳ２５）、その表示禁止を解除すべく、図９（ｂ）に示すように
、上記入力欄ＰＴをメニュー画面Ｍ上に表示して暗証番号ＰＩＮの入力処理を促し、これ
に対応してその暗証番号ＰＩＮが入力され（ステップＳ２７）、それと総合情報ＧＭ内に
記録されている暗証番号ＰＩＮとが合致したときは（ステップＳ２８；ＹＥＳ）、図９（
ｃ）に示すようにメニュー画面Ｍ内に対応する代表画像ＳＩを新たに表示すると共に示唆
アイコンＩＣを当該メニュー画面Ｍ内から消去し、更に必要に応じて再生リストＰＬ自体
の名称又は作成日時等の再生リスト情報を、当該再生リストＰＬ内の検索することにより
表示し（ステップＳ２９）、上記ステップＳ４２へ移行する。
【０１６１】
最後に、上述した構成を有する情報記録再生装置Ｓにより図１に示した記録フォーマット
に則って実行される実情報Ｄ等の光ディスク１からの再生処理の具体的な動作について、
図１１を用いて説明する。なお、図１１は、主としてＣＰＵ１７を中心として実行される
第１実施形態に係る実情報Ｄの再生処理を示すフローチャートである。
【０１６２】
図１１に示すように、当該再生処理としては、先ず、図５に示した編集処理と同様の再生
リストＰＬの表示処理（ステップＳ６０）及びその選択処理（ステップＳ６１）が実行さ
れる。
【０１６３】
そして、再生すべき内容を有する再生リストＰＬの表示処理及び選択処理が完了すると、
次に、選択した再生リストＰＬに基づいて再生される実情報Ｄの内容が再生制御をなすべ
きものであるか否かが、当該選択された再生リストＰＬ内の再生制御フラグＰＣＦの内容
を確認することにより判定され（ステップＳ６２）、再生制御されるべきものでないとき
は（ステップＳ６２；ＮＯ）、そのまま当該選択された再生リストＰＬの内容に基づいて
対応する実情報Ｄが光ディスク１から再生され（ステップＳ６６）、更に再生すべき最後
の実情報Ｄまでの再生が完了したか否かが確認される（ステップＳ６７）。
【０１６４】
そして、最後の再生リストＰＬまでの再生処理が完了していないときは（ステップＳ６７
；ＮＯ）、次の再生すべき実情報Ｄを含む再生リストＰＬを選択すべく上記ステップＳ６
０に戻る。一方、再生すべき最後の再生リストＰＬまで再生処理が完了しているときは（
ステップＳ６７；ＹＥＳ）、そのまま第１実施形態の再生処理を終了する。
【０１６５】
他方、上記ステップＳ６２の判定において、選択された再生リストＰＬの内容が再生制御
されるべき内容であるときは（ステップＳ６２；ＹＥＳ）、次に、選択された再生リスト
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ＰＬが対応する代表画像が表示禁止とされている再生リストＰＬであるか否かが判定され
る（ステップＳ６３）。
【０１６６】
そして、代表画像が表示禁止とされていない再生リストＰＬである場合には（ステップＳ
６３；ＮＯ）そのまま上記ステップＳ６６へ移行し、一方、代表画像が表示禁止とされて
いる再生リストＰＬであるときは（ステップＳ６３；ＹＥＳ）、次に、その表示禁止を解
除すべく、例えば図７（ｂ）に示すように、光ディスク１に記録されているはずの暗証番
号ＰＩＮを入力すべきであることを示す入力欄ＰＴをメニュー画面Ｍ上に表示してその入
力処理を促し、これに対応してその暗証番号ＰＩＮが入力されたときは（ステップＳ６４
）、当該入力された暗証番号ＰＩＮと総合情報ＧＭ内に記録されている暗証番号ＰＩＮと
を照合し、それらが合致しているか否かを確認する（ステップＳ６５）。これにより、双
方が合致していないときは（ステップＳ６５；ＮＯ）、その代表画像を見るべきでない使
用者が現在編集処理を行っているとしてそのまま上記ステップＳ６０に戻り、異なる再生
リストＰＬの選択を行わせる。一方、入力された暗証番号ＰＩＮと記録されている暗証番
号ＰＩＮとが合致したときは（ステップＳ６５；ＹＥＳ）、再生リストＰＬの内容に対応
する実情報Ｄを再生すべく、上記ステップＳ６６及びＳ６７に移行して第１実施形態に係
る再生処理を終了する。
【０１６７】
以上説明したように、第１実施形態の情報記録再生装置Ｓの動作によれば、記録された再
生リスト表示禁止フラグＰＨＦに基づいて代表画像の表示を制限（禁止）することで、再
生リストＰＬの内容に応じて代表画像の表示を制御することができるので、代表画像が不
用意に使用者に提示されることで再生リストＰＬに対応する実情報Ｄの内容が不用意に使
用者に認識されることを防止することができる。
【０１６８】
また、代表画像が再生リストＰＬに対応する実情報Ｄの再生処理の開始に先立って表示さ
れるものであるので、記録された再生リスト表示禁止フラグＰＨＦに基づいて代表画像の
表示を制限することで、当該再生リストＰＬに対応する実情報Ｄの再生処理に先立つ代表
画像の表示を制御することができる。
【０１６９】
（II）第２実施形態
次に、本発明に係る他の実施形態である第２実施形態について、図１２乃至図１５を用い
て説明する。
【０１７０】
上述した第１実施形態においては、暗証番号ＰＩＮは、光ディスク１に記録されている実
情報Ｄ又は再生リストＰＬの全てについて共通的なものとして総合情報ＧＭ内に記録され
ていたが、以下に説明する第２実施形態では、各再生リストＰＬ毎に独自の暗証番号が設
定される。
【０１７１】
なお、以下に説明する図１２乃至図１５において、第１実施形態についての説明で用いら
れた対応する図面における同一の部材については、同一の部材番号を付して細部の説明は
省略する。
【０１７２】
また、第２実施形態に係る情報記録再生装置の構成は、図２に示した第１実施形態に係る
情報記録再生装置Ｓの構成と同様であるので細部の説明は省略する。
【０１７３】
（Ａ）記録フォーマットの実施形態
初めに、第２実施形態に係る情報記録再生装置の構成等について具体的に説明する前に、
当該第２実施形態に係る情報記録再生装置により光ディスク１に対して情報を記録する際
に用いられる記録フォーマットについて、図１２を用いて説明する。なお、図１２は第２
実施形態に係る各情報の記録フォーマット（物理フォーマット）を示す図である。
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【０１７４】
上述したように、第２実施形態の記録フォーマットにおいては、各再生リストＰＬ毎に独
自の暗証番号が対応付けられるため、当該暗証番号は総合情報ＧＭ内ではなく各再生リス
トＰＬ内に記録される。
【０１７５】
すなわち、図１２に示すように、第２実施形態に係る記録フォーマットにおいては、総合
情報ＧＭは、図１に示すものと同様のユーザインターフェース情報ＵＩ、再生リスト数情
報ＮＰＬ及び他情報ＥＴＧのみからなっており、一方、各再生リストＰＬは、図１に示す
ものと同様の再生制御フラグＰＣＦ、再生リスト表示禁止フラグＰＨＦ、メニュー用代表
画像情報ＳＮ、名称情報ＮＭ、概要情報ＧＬ及び他情報ＥＴＰに加えて、各再生リストＰ
Ｌ毎に異なる暗証番号ＰＰＮが記録されている。
【０１７６】
なお、第２実施形態の記録フォーマットにおけるその他の構成は、図１に示す第１実施形
態の記録フォーマットと同一であるので、細部の説明は省略する。
【０１７７】
（Ｂ）情報記録再生装置の構成及び動作の実施形態
次に、第２実施形態に係る情報記録再生装置の動作について、図１３乃至図１５を用いて
説明する。
【０１７８】
先ず、第２実施形態に係る実情報Ｄ等の記録処理について、図１３を用いて説明する。
【０１７９】
なお、図１３は当該記録処理を示すフローチャートである。また、図１３において、上記
図４に示す第１実施形態における記録処理と同様の処理については同様のステップ番号を
付して細部の説明は省略する。
【０１８０】
第２実施形態の記録処理においては、先ず、図４に示すステップＳ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４
、Ｓ５、Ｓ７及びＳ９の処理が夫々実行され、必要な実情報Ｄの記録処理並びに必要な再
生リストＰＬ及び属性情報ＣＩの生成・記録処理が実行される。このとき、第１実施形態
の場合の如き総合情報ＧＭ内の暗証番号ＰＩＮに関する処理（ステップＳ６及びＳ８）は
実行されない。また、上記ステップＳ７において入力される暗証番号は、そのときに対象
となっている再生リストＰＬのみに対応する暗証番号ＰＰＮであることとなる。
【０１８１】
そして、ステップＳ９の判定において、代表画像の表示が禁止されるべきものでないとき
は（ステップＳ９；ＮＯ）、上記ステップＳ５における判断に基づいて対応する再生リス
トＰＬ内に含ませるべき再生制御フラグＰＣＦの内容を「１」と設定すると共に同様に含
ませるべき再生リスト表示禁止フラグＰＨＦの内容を「０」と設定し、更に当該再生リス
トＰＬのみに対応する上記暗証番号（上記ステップＳ７において入力済み）ＰＰＮを設定
する（ステップＳ３１）。
【０１８２】
一方、当該代表画像の表示が禁止されるべきものであるときは（ステップＳ９；ＹＥＳ）
、上記ステップＳ５における判断に基づいて対応する再生リストＰＬ内に含ませるべき再
生制御フラグＰＣＦの内容を「１」と設定すると共に同様に含ませるべき再生リスト表示
禁止フラグＰＨＦの内容を「１」と設定し、更に当該再生リストＰＬのみに対応する上記
暗証番号ＰＰＮを設定する（ステップＳ３０）。
【０１８３】
そして、再生制御フラグＰＣＦの内容、再生リスト表示禁止フラグＰＨＦの内容及び暗証
番号ＰＰＮの設定が夫々完了した（ステップＳ３０及びＳ３１）時点で記録されていた（
ステップＳ４）対応する再生リストＰＬの内容を書き換え（ステップＳ１１）、一連の記
録処理を終了する。
【０１８４】
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次に、第２実施形態に係る実情報Ｄ等の編集処理について、図１４を用いて説明する。な
お、当該編集処理としては、第１実施形態の場合と同様の、新たな仮想再生リストＶＰＬ
の作成処理、新たな実情報Ｄの追加記録処理、既存の仮想再生リストＶＰＬの内容変更処
理又は既存の実情報Ｄの一部の消去処理等が含まれる。
【０１８５】
また、図１４は当該編集処理を示すフローチャートである。このとき、図１４において、
上記図５に示す第１実施形態の編集処理と同様の処理については同様のステップ番号を付
して細部の説明は省略する。
【０１８６】
第２実施形態の編集処理においては、先ず、図５に示すステップＳ４０乃至Ｓ４８の処理
が実行され、所望される再生リストＰＬに対する必要な編集処理が実行される。
【０１８７】
そして、ステップＳ４８の判定において、編集後の再生リストＰＬに基づいて再生される
べき実情報Ｄの内容が再生制御されるべきものでないときは（ステップＳ４８；ＮＯ）、
新たに作成された再生リストＰＬにおける再生制御フラグＰＣＦを「０」とすると共に再
生リスト表示禁止フラグＰＨＦを「０」とし、更に対応する暗証番号ＰＰＮの設定は行わ
ずに（ステップＳ３５）、後述するステップＳ５６の処理に移行する。
【０１８８】
他方、編集後の再生リストＰＬに基づいて再生されるべき実情報Ｄの内容が再生制御され
るべきものであるときは（ステップＳ４８；ＹＥＳ）、次に、編集後の再生リストＰＬの
みに対応する暗証番号ＰＰＮを入力すべきであることを示す表示を図示しないディスプレ
イ等上において行ってその入力処理を促し、これに対応して新たな暗証番号ＰＰＮが入力
されたときは（ステップＳ５１）、次に、作成された（ステップＳ４６）再生リストＰＬ
に対応する代表画像の表示が当該メニュー画面上において禁止されるべきものであるか否
かが操作部２０における操作内容に基づいて確認され（ステップＳ５３）、当該代表画像
の表示が禁止されるべきものでないときは（ステップＳ５３；ＮＯ）、上記ステップＳ４
８における判断に基づいて対応する再生リストＰＬ内に含ませるべき再生制御フラグＰＣ
Ｆの内容を「１」と設定すると共に同様に含ませるべき再生リスト表示禁止フラグＰＨＦ
の内容を「０」と設定し、更に当該再生リストＰＬのみに対応する上記暗証番号ＰＰＮを
設定する（ステップＳ３７）。
【０１８９】
一方、当該代表画像の表示が禁止されるべきものであるときは（ステップＳ５３；ＹＥＳ
）、上記ステップＳ４８における判断に基づいて対応する再生リストＰＬ内に含ませるべ
き再生制御フラグＰＣＦの内容を「１」と設定すると共に同様に含ませるべき再生リスト
表示禁止フラグＰＨＦの内容を「１」と設定し、更に当該再生リストＰＬのみに対応する
上記暗証番号ＰＰＮを設定する（ステップＳ３６）。
【０１９０】
そして、再生制御フラグＰＣＦの内容、再生リスト表示禁止フラグＰＨＦの内容及び暗証
番号ＰＰＮの設定が夫々完了した（ステップＳ３５、Ｓ３６及びＳ３７）時点で記録され
ていた（ステップＳ４６）対応する再生リストＰＬの内容を書き換え（ステップＳ５６）
、一連の編集処理を終了する。
【０１９１】
次に、上述した第２実施形態の編集処理における再生リストＰＬの選択処理（ステップＳ
４１）の細部について、図１５を用いて説明する。なお、図１５は第２実施形態における
再生リストの選択処理を示すフローチャートである。
【０１９２】
図１５に示すように、上記ステップＳ４１における再生リストＰＬの選択処理においては
、先ず、上記ステップＳ４０の処理によって図７に示すメニュー画面Ｍが表示されると、
次に、当該メニュー画面Ｍにおいて非表示とされている（図７（ａ）又は図９（ａ）参照
）代表画像ＳＩを表示するための操作が操作部２０において実行されたか否かが確認され
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る（ステップＳ７０）。
【０１９３】
そして、当該操作がされていないときは（ステップＳ７０；ＮＯ）現在表示されている代
表画像ＳＩを用いた再生リストＰＬの選択を行って（ステップＳ７７）図１４ステップＳ
４２へ移行する。
【０１９４】
一方、非表示とされている代表画像を表示するための操作がなされたときは（ステップＳ
７０；ＹＥＳ）、次に、その表示禁止を解除すべく、図７（ｂ）又は図９（ｂ）に例示す
るように、再生リストＰＬ毎に記録されているはずの暗証番号ＰＰＮを入力すべきである
ことを示す入力欄ＰＴをメニュー画面Ｍ上に表示してその入力処理を促し、これに対応す
る暗証番号ＰＩＮが入力されたときは（ステップＳ７１）、次に、当該入力された暗証番
号ＰＰＮと対応する再生リストＰＬ内に記録されている暗証番号ＰＰＮとを照合し、それ
らが合致しているか否かを確認する（ステップＳ７３）。これにより、双方が合致してい
ないときは（ステップＳ７３；ＮＯ）、その代表画像を見るべきでない使用者が現在編集
処理を行っているとしてそのままステップＳ７５移行する。一方、入力された暗証番号Ｐ
ＰＮと記録されている暗証番号ＰＰＮとが合致したときは（ステップＳ７３；ＹＥＳ）、
図７（ｃ）又は図９（ｃ）に示すようにメニュー画面Ｍ内に対応する代表画像ＳＩを新た
に表示すると共に、必要に応じて再生リストＰＬ自体の名称又は作成日時等の再生リスト
情報を、当該再生リストＰＬ内の検索することにより表示する（ステップＳ７４）。
【０１９５】
そして、現在メニュー画面Ｍ内に表示されている全ての代表画像ＳＩについて上記ステッ
プＳ７２乃至Ｓ７４の処理が実行されたか否かが確認され（ステップＳ７５）、全ての代
表画像ＳＩについての処理が完了していないときは（ステップＳ７５；ＮＯ）再度ステッ
プＳ７２に戻って他の代表画像ＳＩについて上述した処理を繰り返し、他方、全ての代表
画像ＳＩについての処理が完了しているときは（ステップＳ７５；ＹＥＳ）、次に、他の
暗証番号ＰＰＮが入力されるか否かが確認される（ステップＳ７６）。
【０１９６】
これにより、他の暗証番号ＰＰＮが入力されるときは（ステップＳ７６；ＹＥＳ）、その
入力された新たな暗証番号ＰＰＮについて上述したステップＳ７１乃至Ｓ７５の処理を繰
り返す。
【０１９７】
一方、他の暗証番号ＰＰＮが入力されないときは（ステップＳ７６；ＮＯ）、そのまま現
在メニュー画面Ｍにおいて表示されている代表画像ＳＩを用いて再生リストＰＬの選択処
理が実行され（ステップＳ７７）その後、上記図１４ステップＳ４２へ移行する。
【０１９８】
なお、第２実施形態の情報記録再生装置における再生リストＰＬの表示処理及び再生リス
トＰＬに基づく実情報Ｄの再生処理は、上述した第１実施形態における図６乃至図９及び
図１１に示す場合と同様の処理であるので、細部の説明は省略する。
【０１９９】
以上説明した第２実施形態の情報記録再生装置によっても、第１実施形態の場合と同様の
効果を奏することができる。
【０２００】
（III）第３実施形態
次に、本発明に係る他の実施形態である第３実施形態について、図１６乃至図２２を用い
て説明する。
【０２０１】
上述した第１及び第２実施形態においては、再生制御フラグＰＣＦと再生リスト表示禁止
フラグＰＨＦとが別個独立している場合について説明したが、以下に説明する第３及び第
４実施形態は、当該二つのフラグを兼用して再生制御フラグＰＣＦのみを用いる場合の実
施形態である。
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【０２０２】
なお、以下に説明する図１６乃至図２２において、第１実施形態についての説明で用いら
れた対応する図面における同一の部材については、同一の部材番号を付して細部の説明は
省略する。
【０２０３】
また、第３実施形態に係る情報記録再生装置の構成は、図２に示した第１実施形態に係る
情報記録再生装置Ｓの構成と同様であるので細部の説明は省略する。
【０２０４】
（Ａ）記録フォーマットの実施形態
初めに、第３実施形態に係る情報記録再生装置の構成等について具体的に説明する前に、
当該第３実施形態に係る情報記録再生装置により光ディスク１に対して情報を記録する際
に用いられる記録フォーマットについて、図１６を用いて説明する。なお、図１６は第３
実施形態に係る各情報の記録フォーマット（物理フォーマット）を示す図である。
【０２０５】
上述したように、第３実施形態の記録フォーマットにおいては、再生制御フラグＰＣＦに
再生リスト表示禁止フラグＰＨＦの意味も持たせているため、第３実施形態における記録
フォーマットには当該再生リスト表示禁止フラグＰＨＦは存在しない。
【０２０６】
すなわち、図１６に示すように、第３実施形態に係る記録フォーマットにおいては、各再
生リストＰＬとしては、図１に示すものと同様のメニュー用代表画像情報ＳＮ、名称情報
ＮＭ、概要情報ＧＬ及び他情報ＥＴＰに加えて、再生リスト表示禁止フラグＰＨＦの意味
も有する再生制御フラグＰＣＦ’が記録されている。
【０２０７】
このとき、再生制御フラグＰＣＦ’の内容としてより具体的には、当該再生制御フラグＰ
ＣＦ’が含まれている再生リストＰＬに基づいて再生されるべき実情報Ｄの内容が再生制
御をなすべきものであるときは、同時に当該再生制御フラグＰＣＦ’が含まれている再生
リストＰＬ自体の表示もメニュー画面Ｍ上において禁止されるべきであるとして、当該再
生制御フラグＰＣＦ’は「１」とされ、一方、その実情報Ｄが当該再生制御をなすべきも
のでないときは、同時にその再生リストＰＬ自体の表示もメニュー画面Ｍ上において禁止
されるべきでないとして、再生制御フラグＰＣＦ’は「０」とされる。
【０２０８】
なお、第３実施形態の記録フォーマットにおけるその他の構成は、図１に示す第１実施形
態の記録フォーマットと同一であるので、細部の説明は省略する。
【０２０９】
（Ｂ）情報記録再生装置の構成及び動作の実施形態
次に、第３実施形態に係る情報記録再生装置の動作について、図１７乃至図２２を用いて
説明する。
【０２１０】
先ず、第３実施形態に係る実情報Ｄ等の記録処理について、図１７を用いて説明する。
【０２１１】
なお、図１７は当該記録処理を示すフローチャートである。また、図１７において、上記
図４に示す第１実施形態の記録処理と同様の処理については同様のステップ番号を付して
細部の説明は省略する。
【０２１２】
第３実施形態の記録処理においては、先ず、図４に示すステップＳ１乃至Ｓ８の処理が実
行され、必要な実情報Ｓの記録処理及び必要な再生リストＰＬ及び属性情報ＣＩの生成・
記録処理並びに光ディスク１全体について共通の暗証番号ＰＩＮの記録処理が実行される
。このとき、第１実施形態の場合の如き再生リスト表示禁止フラグＰＨＦに関する処理（
ステップＳ９）は実行されない。
【０２１３】
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そして、ステップＳ６の判定において既に暗証番号ＰＩＮが記録されているときは（ステ
ップＳ６；ＹＥＳ）、次に、作成された（ステップＳ４）再生リストＰＬに基づく実情報
Ｄの再生処理を制限すべく、対応する再生制限フラグＰＣＦ’の内容を「１」と設定し（
ステップＳ８０）、更にその時点で記録されていた（ステップＳ４）対応する再生リスト
ＰＬの内容を書き換え（ステップＳ１１）、一連の記録処理を終了する。
【０２１４】
次に、上述した構成を有する情報記録再生装置により図１６に示した記録フォーマットに
則って実行される実情報Ｄ等の編集処理の具体的な動作について、図１８を用いて説明す
る。なお、図１８は、主としてＣＰＵ１７を中心として実行される第３実施形態に係る実
情報Ｄの編集処理を示すフローチャートであり、図５に示した第１実施形態に係る編集処
理と同様の処理については同様のステップ番号を付して細部の説明は省略する。
【０２１５】
当該編集処理においては、初めに、後程詳述する処理により表示禁止等の制御処理が施さ
れつつ光ディスク１に記録されている各再生リストＰＬに対応する代表画像が図示しない
ディスプレイ上に表示され（ステップＳ４０）、更に当該表示されている代表画像の中か
ら所望するものを選択することにより編集されるべき再生リストＰＬの選択が行われる（
ステップＳ４１）。
【０２１６】
再生リストＰＬが選択されると、次に、図５に示すステップＳ４６乃至Ｓ４８及びＳ５０
乃至Ｓ５２の処理と同様の処理が実行される。
【０２１７】
このとき、ステップＳ４８の判定において、編集後の再生リストＰＬに基づいて再生され
るべき実情報Ｄの内容が再生制御されるべきものでないときは（ステップＳ４８；ＮＯ）
、新たに作成された再生リストＰＬにおける再生制御フラグＰＣＦを「０」とする処理の
みを行い（ステップＳ８５）、図５に示すステップＳ５６の処理に移行する。
【０２１８】
また、ステップＳ５０の判定において、既に暗証番号ＰＩＮが記録されているときは（ス
テップＳ５０；ＹＥＳ）、次に、上記ステップＳ４８における判断に基づいて対応する再
生リストＰＬ内に含ませるべき再生制御フラグＰＣＦ’の内容を「１」と設定する処理の
みを行う（ステップＳ８６）。
【０２１９】
そして、再生制御フラグＰＣＦ’の内容の設定が完了した（ステップＳ８５及びＳ８６）
時点で記録されていた（ステップＳ４６）対応する再生リストＰＬの内容を書き換え（ス
テップＳ５６）、一連の編集処理を終了する。
【０２２０】
次に、上述した編集処理における再生リストＰＬに対応する代表画像の表示処理（ステッ
プＳ４０）の細部について、図１９を用いて説明する。
【０２２１】
なお、図１９は第３実施形態に係る再生リストの表示処理を示すフローチャートであり、
図６に示した第１実施形態に係る表示処理と同様の処理については同様のステップ番号を
付して細部の説明は省略する。
【０２２２】
図１９に示すように、上記ステップＳ４０における代表画像の表示処理においては、先ず
、図６に示すステップＳ１５及びＳ１６の処理と同様の処理が実行される。
【０２２３】
そして、ステップＳ１６において検出された各再生リストＰＬに対応する実情報Ｄの夫々
について、その再生処理が制限されているか否かが、各再生リストＰＬにおける再生制御
フラグＰＣＦ’の内容を確認することにより判定される（ステップＳ８１）。
【０２２４】
そして、当該対応する実情報Ｄが再生制限されないものであるときは（ステップＳ８１；
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ＮＯ）、図６に示すステップＳ１９及びＳ２０の処理と同様の処理を行って図１８ステッ
プＳ４１へ移行する。
【０２２５】
一方、当該対応する実情報Ｄが再生制限さるべきものであるときは（ステップＳ８１；Ｙ
ＥＳ）、図６に示すステップＳ１８及びＳ２０の処理と同様の処理を行って図１８ステッ
プＳ４１へ移行する。
【０２２６】
なお、図１９に示す表示処理においては、表示することが禁止されている代表画像につい
ては、これに代えて図７（ａ）に例示する非表示画像ＳＳＩを表示することとしたが、こ
れ以外に、図２０に示すように対応する代表画像が表示禁止とされている再生リストＰＬ
については対応する位置には何ら画像を表示せず（図８（ａ）参照）、表示が許可されて
いる代表画像のみを表示する（ステップＳ１９）こととしてもよい。
【０２２７】
次に、上述した編集処理における再生リストＰＬの選択処理（ステップＳ４１）の細部に
ついて、図２１を用いて説明する。なお、図２１は第３実施形態における再生リストの選
択処理を示すフローチャートであり、図１０に示した第１実施形態に係る選択処理と同様
の処理については同様のステップ番号を付して細部の説明は省略する。
【０２２８】
図２１に示すように、上記ステップＳ４１における再生リストＰＬの選択処理においては
、先ず、上記ステップＳ４０の処理によって図７に示すメニュー画面Ｍが表示されると、
次に、当該メニュー画面Ｍ内にその代表画像が表示されている再生リストＰＬを選択する
処理が操作部２０において実行され（ステップＳ２５）、次に、選択された再生リストＰ
Ｌに対応する実情報Ｄについて、その再生処理が制限されているか否かが、当該再生リス
トＰＬにおける再生制御フラグＰＣＦ’の内容を確認することにより判定される（ステッ
プＳ８２）。
【０２２９】
そして、再生処理が制限されていない再生リストＰＬである場合には（ステップＳ８２；
ＮＯ）そのまま上記ステップＳ４２へ移行し、一方、再生処理が制限されている再生リス
トＰＬであるときは（ステップＳ８２；ＹＥＳ）、次に、図１０に示すステップＳ２７乃
至Ｓ２９の処理と同様の処理を実行し、上記ステップＳ４２へ移行する。
【０２３０】
最後に、第３実施形態の情報記録再生装置により図１６に示した記録フォーマットに則っ
て実行される実情報Ｄ等の光ディスク１からの再生処理の具体的な動作について、図２２
を用いて説明する。なお、図２２は、主としてＣＰＵ１７を中心として実行される第３実
施形態に係る実情報Ｄの再生処理を示すフローチャートであり、図１１に示した第１実施
形態に係る再生処理と同様の処理については同様のステップ番号を付して細部の説明は省
略する。
【０２３１】
図２２に示すように、当該再生処理としては、先ず、図１８に示した編集処理と同様の再
生リストＰＬの表示処理（ステップＳ６０）及びその選択処理（ステップＳ６１）が実行
される。
【０２３２】
ここで、第３実施形態の如く、再生制限がなされるべき再生リストＰＬであるときには同
時に対応する代表画像も表示しないこととする場合には、当該ステップＳ６１において暗
証番号ＰＩＮが入力されており、一方で、当該代表画像は表示されないが再生制限がなさ
れているという状態は起こり得ないため、上記再生リストＰＬの選択（ステップＳ６１）
後は直ちにその対応する実情報Ｄの光ディスク１からの再生処理を行う（ステップＳ６６
）。
【０２３３】
そして、更に再生すべき最後の実情報Ｄまでの再生が完了したか否かが確認される（ステ
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ップＳ６７）。
【０２３４】
そして、最後の再生リストＰＬまでの再生処理が完了していないときは（ステップＳ６７
；ＮＯ）、次の再生すべき実情報Ｄを含む再生リストＰＬを選択すべく上記ステップＳ６
０に戻る。一方、再生すべき最後の再生リストＰＬまで再生処理が完了しているときは（
ステップＳ６７；ＹＥＳ）、そのまま第１実施形態の再生処理を終了する。
【０２３５】
以上説明したように、第３実施形態の情報記録再生装置の動作によれば、第１実施形態の
情報記録再生装置Ｓの動作による効果に加えて、再生制御フラグＰＣＦ’が、代表画像の
表示を禁止するか否か、及び再生リストＰＬに対応する実情報Ｄの再生処理自体を制限す
るか否かの二通りの意味を有しているので、当該再生制御フラグＰＣＦ'に基づいて代表
画像の表示と共に再生リストＰＬに対応する実情報Ｄの再生処理も制限することで、再生
リストＰＬに対応する実情報Ｄの内容が不用意に使用者に認識されることを防止すること
ができるという効果も奏する。
【０２３６】
（IV）第４実施形態
最後に、本発明に係る他の実施形態である第４実施形態について、図２３乃至図２５を用
いて説明する。
【０２３７】
上述した第３実施形態においては、暗証番号ＰＩＮは、光ディスク１に記録されている実
情報Ｄ又は再生リストＰＬの全てについて共通的なものとして総合情報ＧＭ内に記録され
ていたが、以下に説明する第４実施形態では、各再生リストＰＬ毎に独自の暗証番号が設
定される。また、第４実施形態における再生制御フラグＰＣＦ’は上記第３実施形態と同
様の二通りの意味を有している。
【０２３８】
なお、以下に説明する図２３乃至図２５において、第１又は第３実施形態についての説明
で用いられた対応する図面における同一の部材については、同一の部材番号を付して細部
の説明は省略する。
【０２３９】
また、第４実施形態に係る情報記録再生装置の構成は、図２に示した第１実施形態に係る
情報記録再生装置Ｓの構成と同様であるので細部の説明は省略する。
【０２４０】
（Ａ）記録フォーマットの実施形態
初めに、第４実施形態に係る情報記録再生装置の構成等について具体的に説明する前に、
当該第４実施形態に係る情報記録再生装置により光ディスク１に対して情報を記録する際
に用いられる記録フォーマットについて、図２３を用いて説明する。なお、図２３は第４
実施形態に係る各情報の記録フォーマット（物理フォーマット）を示す図である。
【０２４１】
上述したように、第４実施形態の記録フォーマットにおいては、各再生リストＰＬ毎に独
自の暗証番号が対応付けられるため、当該暗証番号は総合情報ＧＭ内ではなく各再生リス
トＰＬ内に記録される。
【０２４２】
すなわち、図２３に示すように、第４実施形態に係る記録フォーマットにおいては、総合
情報ＧＭは、図１６に示すものと同様のユーザインターフェース情報ＵＩ、再生リスト数
情報ＮＰＬ及び他情報ＥＴＧのみからなっており、一方、各再生リストＰＬは、図１６に
示すものと同様の再生制御フラグＰＣＦ’、メニュー用代表画像情報ＳＮ、名称情報ＮＭ
、概要情報ＧＬ及び他情報ＥＴＰに加えて、各再生リストＰＬ毎に異なる暗証番号ＰＰＮ
が記録されている。
【０２４３】
なお、第４実施形態の記録フォーマットにおけるその他の構成は、図１６に示す第３実施



(25) JP 4794787 B2 2011.10.19

10

20

30

40

50

形態の記録フォーマットと同一であるので、細部の説明は省略する。
【０２４４】
（Ｂ）情報記録再生装置の構成及び動作の実施形態
次に、第４実施形態に係る情報記録再生装置の動作について、図２４及び図２５を用いて
説明する。
【０２４５】
先ず、第４実施形態に係る実情報Ｄ等の記録処理について、図２４を用いて説明する。
【０２４６】
なお、図２４は当該記録処理を示すフローチャートであり、上記図１７に示す第３実施形
態の記録処理と同様の処理については同様のステップ番号を付して細部の説明は省略する
。
【０２４７】
第４実施形態の記録処理においては、先ず、図１７に示すステップＳ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｓ
４、Ｓ５及びＳ７の処理が実行され、必要な実情報Ｄの記録処理並びに必要な再生リスト
ＰＬ及び属性情報ＣＩの生成・記録処理が実行される。このとき、第３実施形態の場合の
如き総合情報ＧＭの暗証番号ＰＩＮに関する処理（ステップＳ６及びＳ８）は実行されな
い。また、上記ステップＳ７において入力される暗証番号は、そのときに対象となってい
る再生リストＰＬのみに対応する暗証番号ＰＰＮであることとなる。
【０２４８】
そして、暗証番号ＰＰＮの入力が完了すると、上記ステップＳ５における判断に基づいて
対応する再生リストＰＬ内に含ませるべき再生制御フラグＰＣＦ’の内容を「１」と設定
すると共に当該再生リストＰＬのみに対応する上記暗証番号（上記ステップＳ７において
入力済み）ＰＰＮを設定する（ステップＳ９０）。
【０２４９】
そして、再生制御フラグＰＣＦの内容及び暗証番号ＰＰＮの設定が夫々完了した（ステッ
プＳ９０）時点で記録されていた（ステップＳ４）対応する再生リストＰＬの内容を書き
換え（ステップＳ１１）、一連の記録処理を終了する。
【０２５０】
次に、第４実施形態に係る実情報Ｄ等の編集処理について、図２５を用いて説明する。な
お、当該編集処理としては、第３実施形態の場合と同様の、新たな仮想再生リストＶＰＬ
の作成処理、新たな実情報Ｄの追加記録処理、既存の仮想再生リストＶＰＬの内容変更処
理又は既存の実情報Ｄの一部の消去処理等が含まれる。
【０２５１】
また、図２５は当該編集処理を示すフローチャートであり、上記図１８に示す第３実施形
態の編集処理と同様の処理については同様のステップ番号を付して細部の説明は省略する
。
【０２５２】
第４実施形態の編集処理においては、先ず、図１８に示すステップＳ４０、Ｓ４１及びＳ
４６乃至Ｓ４８の処理が実行され、所望される再生リストＰＬに対する必要な編集処理が
実行される。
【０２５３】
そして、ステップＳ４８の判定において、編集後の再生リストＰＬに基づいて再生される
べき実情報Ｄの内容が再生制御されるべきものでないときは（ステップＳ４８；ＮＯ）、
新たに作成された再生リストＰＬにおける再生制御フラグＰＣＦを「０」とすると共に対
応する暗証番号ＰＰＮの設定は行わずに（ステップＳ９１）、後述するステップＳ５６の
処理に移行する。
【０２５４】
他方、編集後の再生リストＰＬに基づいて再生されるべき実情報Ｄの内容が再生制御され
るべきものでないときは（ステップＳ４８；ＹＥＳ）、次に、編集後の再生リストＰＬの
みに対応する暗証番号ＰＰＮを入力すべきであることを示す表示を図示しないディスプレ
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イ等上において行ってその入力処理を促し、これに対応して新たな暗証番号ＰＰＮが入力
されたときは（ステップＳ５１）、次に、上記ステップＳ４８における判断に基づいて作
成された（ステップＳ４６）再生リストＰＬ内に含ませるべき再生制御フラグＰＣＦの内
容を「１」と設定すると共に当該再生リストＰＬのみに対応する上記暗証番号ＰＰＮを設
定する（ステップＳ９２）。
【０２５５】
そして、再生制御フラグＰＣＦの内容及び暗証番号ＰＰＮの設定が夫々完了した（ステッ
プＳ９１及びＳ９２）時点で記録されていた（ステップＳ４６）対応する再生リストＰＬ
の内容を書き換え（ステップＳ５６）、一連の編集処理を終了する。
【０２５６】
なお、第４実施形態の情報記録再生装置における再生リストＰＬの表示処理及びその選択
処理並びに再生リストＰＬに基づく実情報Ｄの再生処理は、上述した第３実施形態におけ
る図１９乃至図２２に示す場合と同様の処理であるので、細部の説明は省略する。
【０２５７】
以上説明した第４実施形態の情報記録再生装置によっても、第３実施形態の場合と同様の
効果を奏することができる。
【０２５８】
なお、上述してきた各実施形態においては、メニュー画面Ｍ上に表示される再生リストＰ
Ｌを示すものとして、代表画像ＳＩを初めとして再生リストＰＬ自体の名称又は作成日時
等を示したが、これ以外に、その再生リストＰＬに基づいて再生される実情報Ｄの内容の
概要を示す文字情報を含ませても良い。
【０２５９】
また、上述してきた各実施形態においては、光ディスク１内にはデータエリアＤＡが一つ
のみの場合について説明したが、これ以外に、複数の異なるデータエリアを設け、このデ
ータエリア毎に別途独立に実情報Ｄを記録する構成とすることもできる。そして、この場
合に、上記第１及び第３実施形態においては、各データエリア毎にそのデータエリア内の
実情報Ｄ等のみについては共通の暗証番号ＰＩＮを設定するように構成することもできる
。
【０２６０】
更に、上述してきた各フローチャートに対応するプログラムを、例えばフレキシブルディ
スク等の情報記録媒体に記憶させておき、或いはインターネット等のネットワークを介し
て配信しておき、これらを一般のマイクロコンピュータ等により読み出して実行すること
により、当該一般のマイクロコンピュータ等を実施形態に係るＣＰＵ１７として機能させ
ることも可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１実施形態に係る記録フォーマットを示す図である。
【図２】第１実施形態の情報記録再生装置の概要構成を示すブロック図である。
【図３】第１実施形態のメニュー画面生成回路の細部構成を示すブロック図である。
【図４】第１実施形態における記録処理を示すフローチャートである。
【図５】第１実施形態における編集処理を示すフローチャートである。
【図６】第１実施形態における再生リスト表示処理を示すフローチャートである。
【図７】第１実施形態におけるメニュー画面の表示例を示す図であり、（ａ）は表示例（
Ｉ）を示す図であり、（ｂ）は表示例（II）を示す図であり、（ｃ）は表示例（III）を
示す図である。
【図８】第１実施形態における再生リスト表示処理を示すフローチャート（II）である。
【図９】第１実施形態におけるメニュー画面の表示例（II）を示す図であり、（ａ）は表
示例（IV）を示す図であり、（ｂ）は表示例（Ｖ）を示す図であり、（ｃ）は表示例（VI
）を示す図である。
【図１０】第１実施形態における再生リスト選択処理を示すフローチャートである。
【図１１】第１実施形態における再生処理を示すフローチャートである。
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【図１２】第２実施形態に係る記録フォーマットを示す図である。
【図１３】第２実施形態における記録処理を示すフローチャートである。
【図１４】第２実施形態における編集処理を示すフローチャートである。
【図１５】第２実施形態における再生リスト選択処理を示すフローチャートである。
【図１６】第３実施形態に係る記録フォーマットを示す図である。
【図１７】第３実施形態における記録処理を示すフローチャートである。
【図１８】第３実施形態における編集処理を示すフローチャートである。
【図１９】第３実施形態における再生リスト表示処理を示すフローチャートである。
【図２０】第３実施形態における再生リスト表示処理を示すフローチャート（II）である
。
【図２１】第３実施形態における再生リスト選択処理を示すフローチャートである。
【図２２】第３実施形態における再生処理を示すフローチャートである。
【図２３】第４実施形態に係る記録フォーマットを示す図である。
【図２４】第４実施形態における記録処理を示すフローチャートである。
【図２５】第４実施形態における編集処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１、１’、１”、１'"…光ディスク
２…ピックアップ
３…Ａ／Ｄコンバータ
４…ＭＰＥＧエンコーダ
５、１０…マルチプレクサ
６…記録エンコーダ
７…記録回路
８…再生回路
９…再生デコーダ
１１…ＭＰＥＧデコーダ
１２…メニュー画面生成回路
１３…Ｄ／Ａコンバータ
１４…静止画エンコーダ
１５…バッファ
１６…スピンドルモータ
１７…ＣＰＵ
１８…サーボ回路
１９…表示部
２０…操作部
２２…スイッチ
２３…キャプチャ部
２４…縮尺変更部
２５…メモリ
２６…ＧＵＩ画面生成部
２７…合成部
Ｍ…メニュー画面
Ｂ…光ビーム
Ｓ…情報記録再生装置
ＬＩ…リードインエリア
ＤＡ…データエリア
ＬＯ…リードアウトエリア
ＧＭ…総合情報
ＭＣ…メニュー制御情報
ＭＤ…メニュー用静止画データ群
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ＫＣ…マーク制御情報
ＫＤ…マーク用静止画データ群
ＰＬＳ…再生リスト群
ＣＩＳ…属性情報群
ＤＳ…実情報群
ＥＴ、ＥＴＧ、ＥＴＰ…他情報
ＵＩ…ユーザインタ-フェース情報
ＮＰＬ…再生リスト数情報
ＰＩＮ、ＰＰＮ…暗証番号
ＲＰＬ１…第１実再生リスト情報
ＲＰＬ２…第２実再生リスト情報
ＲＰＬ３…第３実再生リスト情報
ＶＰＬ１…第１仮想再生リスト情報
ＣＩ１…第１属性情報
ＣＩ２…第２属性情報
ＣＩ３…第３属性情報
ＣＩｎ…第ｎ属性情報、
Ｄ１…第１実情報
Ｄ２…第２実情報
Ｄ３…第３実情報
Ｄｎ…第ｎ実情報
ＰＣＦ、ＰＣＦ’…再生制御フラグ
ＰＨＦ…再生リスト表示禁止フラグ
ＳＮ…メニュー用代表画像情報
ＮＭ…名称情報
ＧＬ…概要情報
ＳＩ…代表画像
ＳＳＩ…非表示画像
ＰＴ…入力欄
ＩＣ…示唆アイコン
Ｓin…情報信号
Ｓd…ディジタル信号
Ｓe…エンコード信号
Ｓmr…切換記録信号
Ｓmp…再生切換信号
Ｓre…記録エンコード信号
Ｓr…記録信号
Ｓp…検出信号
Ｓpp…再生信号
Ｓpd…デコード信号
Ｓdc…デコード信号
Ｓch、Ｓbe…切換信号
Ｓg…画像信号
Ｓout…出力信号
Ｓc…指示信号
Ｓs、Ｓ1、Ｓ2、Ｓ3、Ｓ4、Ｓ5、Ｓ6、Ｓ7、Ｓ8、Ｓ9、Ｓ11、Ｓ12、Ｓ13、Ｓ14、Ｓ15、
Ｓ16…制御信号
Ｓsp…ピックアップ制御信号
Ｓsm…スピンドル制御信号
Ｓdp…表示信号
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Ｓse…静止画エンコード信号
Ｓbo…バッファ信号
Ｓmy…モニタ信号

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(33) JP 4794787 B2 2011.10.19

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】 【図２３】
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【図２４】 【図２５】
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