
JP 4275847 B2 2009.6.10

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録及び／又は再記録できる記録媒体上にオーディオ及び／又はビデオデータを記録及
び／又は再生する方法において、
　複数の静止画を記録する段階と、
　前記複数の静止画をいくつかにグループ化し、静止画グループ情報とそれの再生に関す
る再生情報とを記録する段階と、
　静止画のうちの希望のものに付加される付加オーディオデータを静止画とは別の領域に
記録する段階と、
　前記付加オーディオデータをいくつかにグループ化して管理するための付加オーディオ
グループ情報と、前記希望の静止画に対応する付加オーディオデータを示す情報とを記録
するが、前記付加オーディオデータを示す情報は、前記静止画グループ情報に含めて記録
する段階と
を含み、
　前記付加オーディオグループ情報は、付加オーディオグループの開始位置情報及び付加
オーディオグループの付加オーディオデータそれぞれの大きさ情報を含む
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記静止画グループ情報は、
　各静止画グループの開始位置情報及び各静止画グループ内のビデオパートの個数に関す
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る情報を含む静止画グループ一般情報と、
　各静止画グループ内の静止画の位置情報及び付加オーディオデータを示す情報を含む、
各静止画グループ内の静止画のための情報と
を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　各静止画グループ内の静止画の位置情報は、それぞれのビデオパートのサイズ情報を含
む
ことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記静止画の位置情報は、対応する静止画に付加される付加オーディオデータのオーデ
ィオパートのサイズ情報と、再生時間情報とをさらに含む
ことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記付加オーディオデータを示す情報は、各付加オーディオグループの識別情報と、各
付加オーディオグループ内における付加オーディオデータの識別情報とを含む
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　静止画に対応する元オーディオデータを、静止画の後に連続して記録する
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記静止画グループ情報は、
　各静止画グループの開始位置情報及び各静止画グループ内のビデオパートの個数に関す
る情報を含む静止画グループ一般情報と、
　静止画のサイズ情報、元オーディオデータのサイズ情報、再生時間情報及び付加オーデ
ィオデータを示す情報を含む、各静止画グループ内の静止画のための情報と
を含むことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記付加オーディオグループ情報は、
　付加オーディオグループの開始位置情報及び付加オーディオグループ内の付加オーディ
オデータの数に関する情報を含む付加オーディオグループ一般情報と、
　それぞれの付加オーディオデータの位置情報を含む、各付加オーディオグループの付加
オーディオデータのための情報と
を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記付加オーディオグループ情報を記録する段階においては、付加オーディオデータを
、静止画データ用のファイルとは別のファイルに貯蔵する
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記付加オーディオグループ情報を記録する段階においては、付加オーディオデータを
、静止画データ用のファイルと同一のファイルの別の領域に貯蔵する
ことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項１１】
　前記再生情報に従って、再生しようとする静止画グループ情報を読出す段階と、
　読出された静止画グループ情報に従って、静止画のうちの希望の一つの第１の位置を計
算し、計算された第１の位置にある希望の静止画を再生する段階と、
　読出された静止画グループ情報の中に、付加オーディオグループのうちの一つを示す情
報が存在すれば、前記付加オーディオグループ情報に従って、対応する静止画の付加オー
ディオデータの第２の位置を計算し、計算された第２の位置にある対応する付加オーディ
オデータを再生する段階と
をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
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【請求項１２】
　前記希望の静止画の第１の位置を計算する段階においては、希望の静止画を含む読出さ
れた静止画グループ情報内の静止画グループのうちの一つの開始位置と、前記希望の静止
画に先行するデータのサイズとを合計し、
　前記付加オーディオデータの第２の位置を計算する段階においては、対応する付加オー
ディオデータを含む付加オーディオグループ情報内の付加オーディオグループのうちの一
つの開始位置と、対応する付加オーディオデータに先行するデータのサイズとを合計する
ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記方法は、
　前記再生情報に従って、再生しようとする静止画グループ情報を読出す段階と、
　読出された静止画グループ情報に従って、静止画のうちの希望の一つの第１の位置を計
算し、計算された第１の位置にある希望の静止画を再生する段階と、
　読出された静止画グループ情報に従って、対応する静止画の元オーディオデータの第２
の位置を計算し、計算された第２の位置にある対応する元オーディオデータを再生する段
階と
をさらに含む請求項６に記載の方法。
【請求項１４】
　前記希望の静止画の第１の位置を計算する段階においては、希望の静止画を含む読出さ
れた静止画グループ情報内の静止画グループのうちの一つの開始位置と、前記希望の静止
画に先行するデータのサイズとを合計し、
　前記元オーディオデータの第２の位置を計算する段階においては、計算された静止画の
第１の位置と、計算された第１の位置にある静止画のビデオパートのサイズとを合計する
ことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記方法は、
　前記再生情報を読出して、再生しようとする静止画グループ情報を読出す段階と、
　読出された静止画グループ情報をチェックして、ビデオパートのみからなる静止画か、
元オーディオデータが付加された静止画か、または付加オーディオデータが付加された静
止画かを判断する段階と、
　判断された結果が、ビデオパートのみからなる静止画であれば、静止画のうちの希望の
一つの第１の位置を計算し、計算された第１の位置にある希望の静止画を再生する段階と
、
　判断された結果が、付加オーディオデータが付加された静止画であれば、希望の静止画
の第１の位置及び付加オーディオデータの第２の位置を計算し、計算された第１及び第２
の位置にある希望の静止画及び付加オーディオデータを再生する段階と、
　判断された結果が、元オーディオデータが付加された静止画であれば、希望の静止画の
第１の位置及び元オーディオデータの第３の位置を計算し、計算された第１及び第３の位
置にある希望の静止画及び元オーディオデータを再生する段階と
をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記希望の静止画の第１の位置を計算する段階においては、希望の静止画を含む読出さ
れた静止画グループ情報内の静止画グループのうちの一つの開始位置と、前記希望の静止
画に先行するデータのサイズとを合計し、
　前記元オーディオデータの第３の位置を計算する段階においては、計算された静止画の
第１の位置と、前記希望の静止画のビデオパートのサイズとを合計し、
　前記付加オーディオデータの第２の位置を計算する段階においては、オーディオグルー
プ情報内の付加オーディオグループのうちの一つの開始位置と、対応する付加オーディオ
データに先行するデータのサイズとを合計する
ことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
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【請求項１７】
　前記方法は、
　前記再生情報を読出して、再生しようとする静止画グループ情報を読出す段階と、
　静止画の希望の一つのみを再生するか、あるいは、使用者の要求に従って読出された静
止画グループ情報を用いて、希望の静止画及び対応する元オーディオデータの両方を再生
するか、あるいは、読出された静止画グループ情報及び付加オーディオグループ情報を用
いて、希望の静止画及び対応する付加オーディオデータの両方を再生する段階と
をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記希望の静止画のみを再生する段階においては、
　希望の静止画を含む読出された静止画グループ情報内の静止画グループのうちの一つの
開始位置と、前記希望の静止画に先行するデータのサイズとを合計することによって、希
望の静止画を再生し、
　希望の静止画の計算された第１の位置と、前記希望の静止画のビデオパートのサイズと
を合計することによって、対応する元オーディオデータを再生し、
　オーディオグループ情報内の付加オーディオグループの開始位置と、対応する付加オー
ディオデータに先行するデータのサイズとを合計することによって、対応する付加オーデ
ィオデータを再生する
ことを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　記録媒体上に静止画を記録する方法において、
　複数の静止画を静止画グループに分けるための静止画グループ情報を生成し、記録媒体
上に前記静止画グループのうちの一つの開始アドレスを記録する段階と、
　記録媒体上に静止画のうちの一つを記録し、静止画グループ情報に対する一つの静止画
のための識別情報を割当てかつ貯蔵し、静止画グループ情報に対する一つの静止画のサイ
ズを記録する段階と、
　付加オーディオデータを付加オーディオグループに分けるための付加オーディオグルー
プ情報を生成し、記録媒体上に前記付加オーディオグループのうちの一つの開始アドレス
を記録する段階と、
　記録媒体上に静止画のうちの対応する一つの付加オーディオを記録し、付加オーディオ
グループ情報に対する付加オーディオデータのための識別情報を割当てかつ貯蔵し、付加
オーディオグループ情報に対する一つの静止画に対応する付加オーディオデータのサイズ
を記録する段階と、
　前記一つの静止画の静止画グループ情報の識別情報を読出し、前記一つの静止画の静止
画グループ情報内の付加オーディオデータのための識別情報を連結情報として記録する段
階と
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２０】
　前記静止画グループのうちの対応する一つの中に静止画がいくつあるかを示す第１の数
を初期化する段階と、
　記録媒体上に記録されている一つの静止画に応じて、前記第１の数を一つ増加させる段
階と、
　前記第１の数が、いずれかの静止画グループ内の静止画のための第１の所定の限界値に
達したかどうかをチェックし、第１の数が、第１の所定の限界値と等しくなければ、同じ
対応する静止画グループ内の次の静止画のために、生成及び記録段階を繰り返す段階と、
　前記付加オーディオグループのうちの対応する一つの中に付加オーディオデータがいく
つあるかを示す第２の数を初期化する段階と、
　記録媒体上に記録されている一つの静止画に対応する付加オーディオデータに応じて、
前記第２の数を一つ増加させる段階と、
　前記第２の数が、いずれかの静止画グループ内の付加オーディオデータのための第２の



(5) JP 4275847 B2 2009.6.10

10

20

30

40

50

所定の限界値に達したかどうかをチェックし、第２の数が、第２の所定の限界値と等しく
なければ、同じ対応する付加オーディオグループ内の次の付加オーディオデータのために
、生成及び記録段階を繰り返す段階と
をさらに含むことを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　記録媒体上に一つの静止画を記録する前に、使用者から静止画の記録開始信号が入力さ
れたかどうかをチェックし、前記静止画の記録開始信号を受信したら、記録媒体上に一つ
の静止画を記録する段階と、
　前記静止画の記録開始信号が入力されなければ、記録を終了するかどうかを判断する段
階と、
　前記静止画グループを示す情報を含む第１のセル情報を記録することによって、一つの
静止画を再生可能とする段階と、
　記録媒体上に対応する一つの静止画の付加オーディオデータを記録する前に、使用者か
ら付加オーディオデータの記録開始信号が入力されたかどうかをチェックし、前記付加オ
ーディオデータの記録開始信号を受信したら、記録媒体上に対応する一つの静止画の付加
オーディオデータを記録する段階と、
　前記付加オーディオデータの記録開始信号が入力されなければ、記録を終了するかどう
かを判断する段階と、
　前記付加オーディオグループを示す情報を含む第２のセル情報を記録することによって
、対応する一つの静止画の付加オーディオデータを再生可能とする段階と
をさらに含むことを特徴とする請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記一つの静止画と対応する元オーディオデータとの両方を記録するためのモードが設
定されているかどうかを判断する段階と、
　前記一つの静止画の後に続く元オーディオデータと、前記静止画グループ情報に対する
元オーディオデータのサイズとを順番に記録する段階と
をさらに含むことを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２３】
　前記一つの静止画の記録の後に、前記モードが設定されているかどうかを判断する
ことを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記静止画グループのうちの対応する一つの中に静止画がいくつあるかを示す第１の数
を初期化する段階と、
　記録媒体上に記録されている一つの静止画に応じて、前記第１の数を一つ増加させる段
階と、
　前記第１の数が、いずれかの静止画グループ内の静止画のための第１の所定の限界値に
達したかどうかをチェックし、第１の数が、第１の所定の限界値と等しくなければ、同じ
対応する静止画グループ内の次の静止画のために、生成及び記録段階を繰り返す段階と、
　前記付加オーディオグループのうちの対応する一つの中に付加オーディオデータがいく
つあるかを示す第２の数を初期化する段階と、
　記録媒体上に記録されている一つの静止画に対応する付加オーディオデータに応じて、
前記第２の数を一つ増加させる段階と、
　前記第２の数が、いずれかの静止画グループ内の付加オーディオデータのための第２の
所定の限界値に達したかどうかをチェックし、第２の数が、第２の所定の限界値と等しく
なければ、同じ対応する付加オーディオグループ内の次の付加オーディオデータのために
、生成及び記録段階を繰り返す段階と
をさらに含むことを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項２５】
　記録媒体上に一つの静止画を記録する前に、使用者から静止画の記録開始信号が入力さ
れたかどうかをチェックし、前記静止画の記録開始信号を受信したら、記録媒体上に一つ
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の静止画を記録する段階と、
　前記静止画の記録開始信号が入力されなければ、記録を終了するかどうかを判断する段
階と、
　前記静止画グループを示す情報を含む第１のセル情報を記録することによって、一つの
静止画を再生可能とする段階と、
　記録媒体上に対応する一つの静止画の付加オーディオデータを記録する前に、使用者か
ら付加オーディオデータの記録開始信号が入力されたかどうかをチェックし、前記付加オ
ーディオデータの記録開始信号を受信したら、記録媒体上に対応する一つの静止画の付加
オーディオデータを記録する段階と、
　前記付加オーディオデータの記録開始信号が入力されなければ、記録を終了するかどう
かを判断する段階と、
　前記付加オーディオグループを示す情報を含む第２のセル情報を記録することによって
、対応する一つの静止画の付加オーディオデータを再生可能とする段階と
をさらに含むことを特徴とする請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　記録及び／又は再記録できる記録媒体上にオーディオ及び／又はビデオデータを記録及
び／又は再生する装置において、
　記録しようとする複数の静止画を記録媒体上の第１領域に、いくつかの静止画に付加さ
れる複数の付加オーディオデータを記録媒体上の第２領域に記録する記録処理器と、
　前記第１領域における静止画と前記第２領域における付加オーディオデータとの連結関
係を示す連結情報と、静止画の再生順序に関する再生情報とを発生して、前記連結情報が
記録媒体上の第３領域に記録されるように制御するコントローラと
を含み、
　前記第３領域における連結情報は、複数の静止画をグループ化して管理する静止画グル
ープ情報と、複数の付加オーディオデータをグループ化して管理する付加オーディオグル
ープ情報とを含み、
　前記コントローラは、前記付加オーディオデータをグループレベルで管理するための付
加オーディオグループ情報をさらに含み、前記付加オーディオグループ情報は、付加オー
ディオグループの開始位置情報及び付加オーディオグループの付加オーディオデータそれ
ぞれの大きさ情報を含むように記録制御する
ことを特徴とする装置。
【請求項２７】
　前記第１、第２及び第３領域は、それぞれ、記録媒体上の別のファイル内に存在する
ことを特徴とする請求項２６に記載の装置。
【請求項２８】
　前記第１領域と第２領域は同一ファイル内に存在する
ことを特徴とする請求項２６に記載の装置。
【請求項２９】
　前記記録処理器は、対応する静止画の後に続けて静止画のいくつかに付加された元オー
ディオデータを記録する
ことを特徴とする請求項２６に記載の装置。
【請求項３０】
　前記静止画グループ情報は、
　各静止画グループの開始位置及び各静止画グループ内のビデオパートの個数に関する情
報を含む静止画グループ一般情報と、
　各静止画グループ内の静止画の位置情報及び対応する付加オーディオデータを示す連結
情報を含む、各静止画グループの静止画のための情報と
を含むことを特徴とする請求項２６に記載の装置。
【請求項３１】
　静止画の位置情報は、それぞれのビデオパートのサイズ情報を含む
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ことを特徴とする請求項３０に記載の装置。
【請求項３２】
　静止画の位置情報は、静止画に付加された付加オーディオデータのためのオーディオパ
ートのサイズ情報を含む
ことを特徴とする請求項３１に記載の装置。
【請求項３３】
　前記付加オーディオグループ情報は、
　付加オーディオグループの開始位置及び付加オーディオグループ内の付加オーディオデ
ータの種類の数に関する情報を含む付加オーディオグループ一般情報と、
　付加オーディオデータの位置情報を含む、各付加オーディオグループ内の付加オーディ
オデータのための情報と
を含むことを特徴とする請求項２６に記載の装置。
【請求項３４】
　前記再生情報は、静止画グループのうちの少なくとも一つを示す識別情報と、少なくと
も一つの静止画グループ内の再生開始及び終了位置情報とを含む
ことを特徴とする請求項２６に記載の装置。
【請求項３５】
　前記第３領域における連結情報に基づいて、第１領域における静止画と、静止画に付加
された付加オーディオデータとを再生する再生処理器をさらに含む
ことを特徴とする請求項２６に記載の装置。
【請求項３６】
　前記第３領域における連結情報は、複数の静止画をグループ化して管理する静止画グル
ープ情報と、複数の付加オーディオデータをグループ化して管理する付加オーディオグル
ープ情報とを含み、
　前記再生処理器は、
　希望の静止画を含む第３領域の静止画グループ情報内の静止画グループのうちの一つの
開始位置と、一つの静止画グループ内の希望の静止画に先行するデータのサイズとを合計
することによって決定される第１の位置にある静止画のうちの希望の一つと、
　付加オーディオグループ情報内の付加オーディオグループのうちの一つの開始位置と、
付加オーディオデータに先行するデータのサイズとを合計することによって決定される第
２の位置にある付加オーディオデータと
を再生する
ことを特徴とする請求項３５に記載の装置。
【請求項３７】
　前記記録媒体は、静止画のいくつかの後に続けて記録された元オーディオデータを有し
、
　前記再生処理器は、静止画及び対応する元オーディオデータを再生する
ことを特徴とする請求項３５に記載の装置。
【請求項３８】
　前記再生処理器は、
　希望の静止画を含む第３領域の静止画グループ情報内の静止画グループのうちの一つの
開始位置と、希望の静止画に先行するデータのサイズとを合計することによって決定され
る第１の位置にある静止画のうちの希望の一つと、
　希望の静止画の位置と、希望の静止画のビデオパートのサイズとを合計することによっ
て決定される第２の位置にある元オーディオデータと
を再生する
ことを特徴とする請求項３７に記載の装置。
【請求項３９】
　記録媒体上に静止画を記録する装置において、
　複数の静止画を静止画グループに分けるための静止画グループ情報を生成し、記録媒体
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上に静止画グループのうちの一つの開始アドレスを記録し、
　静止画のいくつかに対応する付加オーディオデータを付加オーディオグループに分ける
ための付加オーディオグループ情報を生成し、一つの静止画のための付加オーディオデー
タが存在すれば、付加オーディオグループのうちの一つの開始アドレスを記録する
記録処理器と、
　記録媒体上に静止画のうちの一つを記録し、静止画グループ情報に対する静止画のため
の識別情報を割当てかつ貯蔵し、静止画グループ情報に対する一つの静止画のサイズを記
録するように制御し、
　記録媒体上に一つの静止画に対応する付加オーディオデータを記録し、付加オーディオ
グループ情報に対する付加オーディオデータのための識別情報を割当てかつ貯蔵し、付加
オーディオグループ情報に対する一つの静止画に対応する付加オーディオデータのサイズ
を記録するように制御する
コントローラと
を有することを特徴とする装置。
【請求項４０】
　前記記録処理器は、
　前記静止画グループのうちの対応する一つの中に静止画がいくつあるかを示す第１の数
を初期化し、
　記録媒体上に記録されている一つの静止画に応じて、前記第１の数を一つ増加させ、
　前記第１の数が、いずれかの静止画グループ内の静止画のための第１の所定の限界値に
達したかどうかをチェックし、
　前記第１の数が、第１の所定の限界値と等しくなければ、同じ対応する静止画グループ
内の次の静止画のために、生成及び記録を繰り返すことを可能とし、
　前記付加オーディオグループのうちの対応する一つの中に付加オーディオデータがいく
つあるかを示す第２の数を初期化し、
　記録媒体上に記録されている一つの静止画に対応する付加オーディオデータに応じて、
前記第２の数を一つ増加させ、
　前記第２の数が、いずれかの付加オーディオグループ内の付加オーディオデータのため
の第２の所定の限界値に達したかどうかをチェックし、
　前記第２の数が、第２の所定の限界値と等しくなければ、同じ対応する付加オーディオ
グループ内の次の付加オーディオデータのために、生成及び記録を繰り返すことを可能と
する
ことを特徴とする請求項３９に記載の装置。
【請求項４１】
　前記記録処理器は、記録媒体上に一つの静止画を記録する前に、使用者から第１の記録
開始信号が入力されたかどうかをチェックし、
　前記コントローラは、第１の記録開始信号を受信したら、記録媒体上に一つの静止画を
記録するように制御し、
　前記記録処理器は、第１の記録開始信号が入力されなければ、記録を終了するかどうか
を判断し、
　前記コントローラは、静止画グループを示す情報を含むセル情報を記録することによっ
て、一つの静止画を再生可能とし、
　前記記録処理器は、記録媒体上に一つの静止画に対応する付加オーディオデータを記録
する前に、使用者から第２の記録開始信号が入力されたかどうかをチェックし、
　前記コントローラは、第２の記録開始信号を受信したら、記録媒体上に一つの静止画に
対応する付加オーディオデータを記録するように制御し、
　前記記録処理器は、第２の記録開始信号が入力されなければ、記録を終了するかどうか
を判断する
ことを特徴とする請求項４０に記載の装置。
【請求項４２】
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　前記記録処理器は、一つの静止画と対応する元オーディオデータとの両方を記録するた
めのモードが設定されているかどうかを判断し、
　前記コントローラは、一つの静止画の後に続く元オーディオデータと、前記静止画グル
ープ情報に対する元オーディオデータのサイズとを順番に記録するように制御する
ことを特徴とする請求項３９に記載の装置。
【請求項４３】
　前記記録処理器は、一つの静止画の記録の後に、前記モードが設定されているかどうか
を判断する
ことを特徴とする請求項４２に記載の装置。
【請求項４４】
　前記記録処理器は、
　前記静止画グループのうちの対応する一つの中に静止画がいくつあるかを示す第１の数
を初期化し、
　記録媒体上に記録されている一つの静止画に応じて、前記第１の数を一つ増加させ、
　前記第１の数が、いずれかの静止画グループ内の静止画のための第１の所定の限界値に
達したかどうかをチェックし、
　前記第１の数が、第１の所定の限界値と等しくなければ、同じ対応する静止画グループ
内の次の静止画のために、生成及び記録を繰り返すことを可能とし、
　前記付加オーディオグループのうちの対応する一つの中に付加オーディオデータがいく
つあるかを示す第２の数を初期化し、
　記録媒体上に記録されている一つの静止画に対応する付加オーディオデータに応じて、
前記第２の数を一つ増加させ、
　前記第２の数が、いずれかの付加オーディオグループ内の付加オーディオデータのため
の第２の所定の限界値に達したかどうかをチェックし、
　前記第２の数が、第２の所定の限界値と等しくなければ、同じ対応する付加オーディオ
グループ内の次の付加オーディオデータのために、生成及び記録を繰り返すことを可能と
する
ことを特徴とする請求項４２に記載の装置。
【請求項４５】
　前記記録処理器は、記録媒体上に一つの静止画を記録する前に、使用者から第１の記録
開始信号が入力されたかどうかをチェックし、
　前記コントローラは、第１の記録開始信号を受信したら、記録媒体上に一つの静止画を
記録するように制御し、
　前記記録処理器は、第１の記録開始信号が入力されなければ、記録を終了するかどうか
を判断し、
　前記コントローラは、静止画グループを示す情報を含むセル情報を記録することによっ
て、一つの静止画を再生可能とし、
　前記記録処理器は、記録媒体上に一つの静止画に対応する付加オーディオデータを記録
する前に、使用者から第２の記録開始信号が入力されたかどうかをチェックし、
　前記コントローラは、第２の記録開始信号を受信したら、記録媒体上に一つの静止画に
対応する付加オーディオデータを記録するように制御し、
　前記記録処理器は、第２の記録開始信号が入力されなければ、記録を終了するかどうか
を判断する
ことを特徴とする請求項４２に記載の装置。
【請求項４６】
　記録媒体上に静止画を記録する装置において、
　光学ピックアップと、
　記録処理器と
を有し、
　前記記録処理器は、複数の静止画を静止画グループに分けるための静止画グループ情報
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を生成し、
　前記光学ピックアップは、記録媒体上に静止画グループのうちの一つの開始アドレスを
記録し、かつ記録媒体上に静止画のうちの一つを記録し、
　前記記録処理器は、静止画グループ情報に対する一つの静止画のための識別情報を割当
てかつ貯蔵し、
　前記光学ピックアップは、静止画グループ情報に対する一つの静止画のサイズを記録し
、
　前記記録処理器は、付加オーディオデータを付加オーディオグループに分けるための付
加オーディオグループ情報を生成し、
　前記光学ピックアップは、記録媒体上に付加オーディオグループのうちの一つの開始ア
ドレスを記録し、かつ記録媒体上に静止画のうちの対応する一つの付加オーディオを記録
し、
　前記記録処理器は、付加オーディオグループ情報に対する付加オーディオデータのため
の識別情報を割当てかつ貯蔵し、
　前記光学ピックアップは、静止画グループ情報に対する一つの静止画のサイズを記録し
、一つの静止画の静止画グループ情報の識別情報を読出し、かつ、一つの静止画の静止画
グループ情報内に、付加オーディオデータのための識別情報を、連結情報として記録し、
　前記付加オーディオグループ情報は、付加オーディオグループの開始アドレス及び付加
オーディオグループの付加オーディオデータそれぞれの大きさ情報を含む
ことを特徴とする装置。
【請求項４７】
　前記記録処理器は、
　前記静止画グループのうちの対応する一つの中に静止画がいくつあるかを示す第１の数
を初期化し、
　記録媒体上に記録されている一つの静止画に応じて、前記第１の数を一つ増加させ、
　前記第１の数が、いずれかの静止画グループ内の静止画のための第１の所定の限界値に
達したかどうかをチェックし、
　前記第１の数が、第１の所定の限界値と等しくなければ、同じ対応する静止画グループ
内の次の静止画のために、生成を繰り返して記録を可能とし、
　前記付加オーディオグループのうちの対応する一つの中に付加オーディオデータがいく
つあるかを示す第２の数を初期化し、
　記録媒体上に記録されている一つの静止画に対応する付加オーディオデータに応じて、
前記第２の数を一つ増加させ、
　前記第２の数が、いずれかの静止画グループ内の付加オーディオデータのための第２の
所定の限界値に達したかどうかをチェックし、
　前記第２の数が、第２の所定の限界値と等しくなければ、同じ対応する付加オーディオ
グループ内の次の付加オーディオデータのために、生成を繰り返して記録を可能とする
ことを特徴とする請求項４６に記載の装置。
【請求項４８】
　前記記録処理器は、
　記録媒体上に一つの静止画を記録する前に、使用者から静止画の記録開始信号が入力さ
れたかどうかをチェックし、
　静止画の記録開始信号を受信したら、記録媒体上に一つの静止画を記録可能とし、
　静止画の記録開始信号が入力されなければ、記録を終了するかどうかを判断し、
　静止画グループを示す情報を含む第１のセル情報を記録可能とすることによって、一つ
の静止画を再生可能とし、
　記録媒体上に対応する一つの静止画の付加オーディオデータを記録する前に、使用者か
ら付加オーディオデータの記録開始信号が入力されたかどうかをチェックし、
　付加オーディオデータの記録開始信号を受信したら、記録媒体上に対応する一つの静止
画の付加オーディオデータを記録可能とし、
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　付加オーディオデータの記録開始信号が入力されなければ、記録を終了するかどうかを
判断し、
　付加オーディオグループを示す情報を含む第２のセル情報を記録可能とすることによっ
て、対応する一つの静止画の付加オーディオデータを再生可能とする
ことを特徴とする請求項４７に記載の装置。
【請求項４９】
　一つの静止画と対応する元オーディオデータとの両方を記録するためのモードが設定さ
れているかどうかを判断し、
　一つの静止画の後に続く元オーディオデータと、前記静止画グループ情報に対する元オ
ーディオデータのサイズとを順番に記録する
ことを特徴とする請求項４６に記載の装置。
【請求項５０】
　前記記録処理器は、一つの静止画の記録の後に、前記モードが設定されているかどうか
を判断する
ことを特徴とする請求項４３に記載の装置。
【請求項５１】
　前記記録処理器は、
　前記静止画グループのうちの対応する一つの中に静止画がいくつあるかを示す第１の数
を初期化し、
　記録媒体上に記録されている一つの静止画に応じて、前記第１の数を一つ増加させ、
　前記第１の数が、いずれかの静止画グループ内の静止画のための第１の所定の限界値に
達したかどうかをチェックし、
　前記第１の数が、第１の所定の限界値と等しくなければ、同じ対応する静止画グループ
内の次の静止画のために、生成を繰り返して記録を可能とし、
　前記付加オーディオグループのうちの対応する一つの中に付加オーディオデータがいく
つあるかを示す第２の数を初期化し、
　記録媒体上に記録されている一つの静止画に対応する付加オーディオデータに応じて、
前記第２の数を一つ増加させ、
　前記第２の数が、いずれかの静止画グループ内の付加オーディオデータのための第２の
所定の限界値に達したかどうかをチェックし、
　前記第２の数が、第２の所定の限界値と等しくなければ、同じ対応する付加オーディオ
グループ内の次の付加オーディオデータのために、生成を繰り返して記録を可能とする
ことを特徴とする請求項５０に記載の装置。
【請求項５２】
　前記記録処理器は、
　記録媒体上に一つの静止画を記録する前に、使用者から静止画の記録開始信号が入力さ
れたかどうかをチェックし、
　静止画の記録開始信号を受信したら、記録媒体上に一つの静止画を記録可能とし、
　静止画の記録開始信号が入力されなければ、記録を終了するかどうかを判断し、
　静止画グループを示す情報を含む第１のセル情報を記録可能とすることによって、一つ
の静止画を再生可能とし、
　記録媒体上に対応する一つの静止画の付加オーディオデータを記録する前に、使用者か
ら付加オーディオデータの記録開始信号が入力されたかどうかをチェックし、
　付加オーディオデータの記録開始信号を受信したら、記録媒体上に対応する一つの静止
画の付加オーディオデータを記録可能とし、
　付加オーディオデータの記録開始信号が入力されなければ、記録を終了するかどうかを
判断し、
　付加オーディオグループを示す情報を含む第２のセル情報を記録可能とすることによっ
て、対応する一つの静止画の付加オーディオデータを再生可能とする
ことを特徴とする請求項５１に記載の装置。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、再記録できる記録媒体を用いてオーディオ及び/またはビデオ（A/V）データ
を記録及び/または再生する分野に係り、特に静止画及びこれに付加される付加オーディ
オデータを効率的に処理するための情報の記録及び/または再生方法とその装置に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
図１は記録及び再記録できる記録媒体、特に、DVD（Digital Versatile Disc）上にA/Vデ
ータを記録再生することにおいて、特に動映像における各情報と動映像データの連結構造
を示す。即ち、データを論理的に扱うためのPGC（Program Chain）情報１１、VOB（Video
 Object）情報よりなっている動映像情報１２、実際に圧縮されたA/VデータがVOB単位で
記録されている動映像データファイル１３との関係を示す。
【０００３】
用語をまず説明すれば次の通りである。映画を上、下編に分けて録画したとすれば、映画
全体はPGCになり、上編、下編は各々プログラムといえる。また、各々のプログラムを再
びいくつかの小さな単位のセルに分離して定義でき、各々のセル情報は一定分量の実際動
映像データファイルを示す一つのVOB全体を指定する場合もあり、VOBの一部を指定する場
合もある。この場合、各々のセルは再生時アクセスの基本単位として用いられ、プログラ
ムとPGCは結局複数のセルの連結に関する情報にすぎない。
【０００４】
また、実際のデータは動映像データファイル上にVOBU（Video Object Unit）という単位
に細分化して記録されているので、VOB情報はこのVOBUデータのための情報（VOBU#１、VO
BU#２、...）よりなり、このVOB情報により動映像データファイル上のVOBデータを指定す
る。ここで、VOBデータはディスク記録再生装置のランダムアクセスの単位として用いら
れ、VOBUはMPEG（Moving Picture Experts Group）ビデオデータの場合、一つのGOP（Gro
up of Picture）を基準とし、オーディオデータは対応されるビデオデータと共に、即ち
、A/Vデータをセクター単位で多重化してVOBUを構成する。
【０００５】
図１に示したようなデータ構造は動画に係り、実際のデータの構成単位は一定時間の動映
像データであるVOBであり、A/V信号の同期や符号化方法などが全てVOB単位でなされる。
しかし、静止画の場合は、構成単位が一枚の静止画であるので一枚の静止画が一つのVOB
を構成する。ところが、セル構造において一つのVOBを指定させれば、静止画ごとにセル
が必要な構造になる。こうなると、記録される静止画が多くなるほど付加される情報が急
に多くなる問題点があった。
【０００６】
また、一般に記録できるディスクには、所定回数以上を記録すればデータにエラーが発生
する恐れがあるので記録できる回数の制限があるが、このような回数の制限と迅速なデー
タのアクセスのために全ての情報データはシステムを制御するコントローラのメモリに貯
蔵しておいて用いるが、前述したように静止画の場合、情報の量が大きくなれば全ての情
報データを読むにも時間がたくさんかかり、一定サイズのメモリに全ての情報を貯蔵する
こともできず、従って大容量の静止画が記録できなくなる問題点があった。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
前記問題点を解決するために、本発明の目的は、大容量の静止画に対する効率的な情報を
貯蔵するために大容量の静止画を複数にグループ化してこれを管理する静止画グループ情
報を貯蔵する記録媒体を提供することにある。
本発明の他の目的は、静止画のためのビデオ情報、または元オーディオデータが付加され
た静止画のためのビデオ情報及びオーディオ情報よりなっている静止画グループ情報を記
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録ビットストリームの記録順に貯蔵する記録媒体を提供することにある。
【０００８】
本発明のさらに他の目的は、静止画データに付加される付加オーディオデータを記録し、
これをグループ化して管理する付加オーディオグループ情報を貯蔵する記録媒体を提供す
ることにある。
本発明のさらに他の目的は、大容量の静止画を複数個にグループ化して管理する静止画グ
ループ情報と再生に関したセル情報を記録し、これらの情報に従って静止画を再生する方
法を提供することにある。
【０００９】
本発明のさらに他の目的は、静止画のためのビデオ情報、または元オーディオデータが付
加された静止画のためのビデオ情報及びオーディオ情報よりなっている静止画グループ情
報と再生に関したセル情報とを記録し、これらの情報に従って静止画または元オーディオ
データが付加された静止画を再生する方法を提供することにある。
本発明のさらに他の目的は、静止画グループ情報、アフターレコーディングのための付加
オーディオグループ情報と再生に関したセル情報とを記録し、これらの情報に従って静止
画、静止画と元オーディオデータまたは静止画と付加オーディオデータを再生する方法を
提供することにある。
【００１０】
本発明のさらに他の目的は、大容量の静止画を複数個にグループ化して管理する静止画グ
ループ情報、静止画グループ情報とは別のアフターレコーディングのための付加オーディ
オグループ情報及び再生に関したセル情報を記録し、この情報に従って静止画、静止画と
元オーディオデータまたは静止画と付加オーディオデータを再生する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】
上記の目的を達成するために、本発明に係る記録媒体は、複数の静止画データを有する第
１領域、静止画データに付加される複数の付加オーディオデータを有する第２領域及び、
第１領域における静止画データと第２領域における付加オーディオデータとの連結関係を
示す情報を有する第３領域を有することを特徴とする。
【００１２】
本発明に係る方法は、記録及び再記録できる記録媒体上にオーディオ及び/またはビデオ
データを記録及び/または再生する方法において、入力される複数の静止画データを記録
する段階、複数の静止画を所定の最大個数以内でグループ化し、このための静止画グルー
プ情報と再生に関した再生情報とを記録する段階、複数の静止画が記録された後希望の静
止画に付加される付加オーディオデータを別の領域に記録する段階及び、付加オーディオ
データを所定の最大個数以内にグループ化して管理するための付加オーディオグループ情
報と、前記希望の静止画に対応する付加オーディオデータを示す情報とを記録するが、前
記付加オーディオデータを示す情報は前記静止画グループ情報に含めて記録する段階を含
むことを特徴とする。
【００１３】
また、本発明に係る方法は、再生情報に従って再生しようとする静止画グループ情報を読
出す段階、読出された静止画グループ情報に従って希望の静止画位置を計算し、計算され
た位置の静止画データを再生する段階及び、読出された静止画グループ情報に付加オーデ
ィオグループを示す情報が存在すれば、付加オーディオグループ情報に従って該当静止画
の付加オーディオデータの位置を計算して付加オーディオデータを再生する段階とをさら
に含むことを特徴とする。
【００１４】
本発明に係る再生方法は、複数の静止画データを有する第１領域、静止画データに当る複
数の付加オーディオデータを有する第２領域及び、第１領域における静止画データと第２
領域における付加オーディオデータとの連結関係を示す情報を有する第３領域を含む記録



(14) JP 4275847 B2 2009.6.10

10

20

30

40

50

媒体の再生方法において、第３領域における前記情報に基づいて、第１領域における静止
画データとこの静止画データに付加された付加オーディオデータとを再生する段階を含む
ことを特徴とする。
【００１５】
本発明に係る装置は、記録及び再記録できる記録媒体上にオーディオ及び/またはビデオ
データを記録及び/または再生する装置において、複数の静止画データを記録媒体上の第
１領域に、静止画データに対応する複数の付加オーディオデータを第２領域に記録される
ように信号処理する記録処理器及び、第１領域における静止画データと第２領域における
付加オーディオデータとの連結関係を示す情報と、再生順序に関する再生情報とを発生し
て第３領域に記録されるように制御するコントローラとを含むことを特徴とする。
【００１６】
また、本発明の装置は、第３領域における情報に基づいて、第１領域における静止画デー
タと、この静止画データに付加された付加オーディオデータが再生されるように信号処理
する再生処理器をさらに含むことを特徴とする。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、添付した図面を参照して本発明に係る静止画のための情報を貯蔵する記録媒体及び
記録及び/または再生方法と該装置の望ましい実施例を説明する。
図２は本発明に係る全体情報構造の構成例であって、PGC情報、動映像情報、静止画情報
よりなされうる情報データは、一つの情報ファイルまたは情報領域に記録されうる。
【００１８】
ここで、PGC一般情報にはPGC内のプログラム数の情報が入っている。プログラム一般情報
にはプログラム内のセル数の情報が入っている。セル情報は、動映像の場合には図１に示
したように一つのVOBを指定するようになっているし、静止画の場合には図３に示したよ
うに一つのVOBでない静止画VOBグループ（静止画グループと略称する）を指定するように
なっている。動映像情報に対しては既に図１で説明したのでここでは省略し、本発明に係
る静止画情報を中心として説明する。静止画情報の静止画一般情報には静止画グループ情
報の個数が入っているし、静止画付加オーディオデータの一般情報には静止画付加オーデ
ィオグループ情報の個数が入っている。
【００１９】
図３は静止映像における各情報と静止画データの連結構造を示す。即ち、データファイル
上に一枚の静止画がVOB単位で記録されている場合は、複数の静止画VOBを集めて静止画グ
ループとして管理し、PGC情報２１内のセル情報は一つのVOBでない静止画グループ情報２
２を指定する。また、静止画にオーディオデータを付加して記録でき、静止画を記録する
ことに連続してオーディオデータを記録することによって再生時再生ヘッドのサーチ時間
を縮めうる。このように静止画と共に記録されたオーディオデータを元オーディオデータ
といい、元オーディオデータは静止画グループに含まれる。本発明で静止画というのは、
単純にビデオパートのみある静止画と、元オーディオデータパートがビデオパートと共に
共存する静止画とを全て示す。
【００２０】
このように静止画をグループ化して管理することによって得る長所は、前述したセル情報
の個数が減少すること以外に静止画情報も減少することである。例えば、静止画グループ
内のビデオ符号化属性や元オーディオ符号化属性を同一にして静止画グループの一般情報
にして共通情報として貯蔵する。また、各静止画ごとに静止画データファイルにおける位
置を示すべきであるが、グループとしない場合は各々の静止画開始位置を示すべきである
が、グループとする場合には静止画グループの一般情報に該静止画グループがファイル内
で記録される開始位置を貯蔵し、各静止画のための情報としては各々のサイズだけを記録
すればよい。一般に静止画データのサイズを示すための情報量（即ち、バイト数）がファ
イル内の位置を示すための情報量より少ないので全体情報量を減らしうる。
【００２１】
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一方、使用者は静止画用ファイル２３に静止画と元オーディオデータを記録した後、使用
者が希望する静止画に対しては別の付加オーディオデータが付加できる。この時、元オー
ディオデータはそのまま置いて、付加オーディオデータ用ファイル２４または静止画用フ
ァイル２３内の別の空間に付加オーディオデータだけを集めて記録する。付加オーディオ
データも静止画と同じようにグループ化して管理するが、その概念は同一である。即ち、
オーディオ符号化などの同じ属性の複数の付加オーディオデータを集めて付加オーディオ
グループGAOBにした後、共通情報を付加オーディオグループの一般情報として記録し、各
々の付加オーディオデータAOBのためには各々のサイズ情報だけを記録すればよい。付加
オーディオグループの一般情報には付加オーディオグループGAOBのオーディオデータが始
まる位置が含まれる。このように特定の静止画に付加された付加オーディオデータに対す
る連結情報（図３に太い矢印で示されている）は静止画グループ情報GVOB#１、GVOB#２、
...内に存在する。即ち、静止画グループ情報に存在する付加オーディオデータを指定す
るための付加オーディオグループの識別情報と該付加オーディオグループ内の付加オーデ
ィオデータの識別情報が静止画グループ情報に含まれている。
【００２２】
静止画グループ内の特定の静止画の記録位置を探すためには、静止画グループの一般情報
にある静止画グループデータの開始位置と探そうとする静止画に先行するデータのサイズ
を合わせればよいし、同じように特定の付加オーディオデータの記録位置を探すためには
、付加オーディオグループの一般情報にある付加オーディオグループデータの開始位置と
探そうとする付加オーディオデータに先行するデータの大きさを合わせればよい。
【００２３】
静止画グループの場合にはビデオパートと元オーディオパートが一つのファイルまたは空
間に連続して記録されるので、このデータのサイズを含むビデオ情報とオーディオ情報も
実際ビデオデータ、元オーディオデータが記録されたビットストリームの順番に記録され
る。付加オーディオグループの場合には付加オーディオデータのみあるので、付加オーデ
ィオ情報だけが実際付加オーディオデータが記録されたビットストリームの順番に記録さ
れる。
【００２４】
図３を参照すれば、元オーディオデータが付加される可能性がある静止画用ファイル２３
、静止画に付加される付加オーディオデータ用ファイル２４、PGC情報２１と静止画グル
ープ情報２２のための情報ファイルとして存在するが、この付加オーディオデータは付加
オーディオデータ用ファイル２４に記録されず静止画用ファイル２３の別の領域に記録さ
れうり、静止画用ファイル２３を第１領域、付加オーディオデータ用ファイル２４を第２
領域、PGC情報２１と静止画情報２２を含む情報ファイルを第３領域と指称でき、この領
域は論理的な領域になる。
図４は本発明に係る記録再生装置のブロック図であって、記録及び再記録できるディスク
を用いてA/Vデータを記録再生する装置の機能は大きく記録と再生に分けうる。
【００２５】
記録時、AVコデック１１０は外部から入力されるA/V信号を所定の圧縮体系により圧縮符
号化し、圧縮されたデータに対するサイズ情報を提供する。DSP（Digital Signal Proces
sor）１２０はAVコデック１１０から供給されるA/Vデータを受けてECC（Error Correctio
n Code）処理のための付加データを付加し、所定の変調体系により変調などを遂行する。
高周波増幅器（RF－AMPと表記されている）１３０はDSP１２０から供給される電気的デー
タをRF信号に変換する。ピックアップ部１４０はディスクを駆動させ、RF－AMP１３０か
らのRF信号をディスクに記録し、集束及びトラッキングを行なうためのアクチュエータを
内蔵している。サーボ部１５０はRF－AMP１３０とシステムコントローラ１６０からサー
ボ制御に必要な情報を受けて安定したサーボ制御を遂行する。使用者とのインタフェース
を通じてシステムコントローラ１６０はシステム全体を制御しながらグループ単位で静止
画がディスク上に記録されるように制御し、記録される静止画に対して別の情報も記録す
るが、記録される静止画及び元オーディオデータの記録順番に静止画データのサイズ、元
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オーディオデータのサイズ、元オーディオデータの再生時間などの各静止画に対する情報
と各静止画グループの位置に対する情報より静止画グループ情報を構成して静止画データ
をグループ単位で管理する。また、静止画に付加オーディオデータを付加する場合には、
付加される付加オーディオデータを別のファイルや静止画用ファイルの他の領域に記録し
、記録された付加オーディオデータに対するデータのサイズ、再生時間の情報と各付加オ
ーディオグループの位置に対する情報より付加オーディオグループ情報を構成して付加オ
ーディオデータをグループ単位で管理し、各静止画に対する情報には付加された付加オー
ディオデータを示す情報を含める。この情報と共に再生順序に関した情報のセル情報を記
録するが、セル情報には記録された静止画グループを示す情報を含んでいて記録された静
止画及びオーディオデータが再生できるようにする。
【００２６】
再生時、ピックアップ部１４０はデータを貯蔵しているディスクから光学信号をピックア
ップし、この光学信号からデータが抽出される。RF－AMP１３０は光学信号を電気的信号
に変換させ、サーボ制御を行なうためのサーボ信号と変調されたデータを抽出する。DSP
１２０はRF－AMP１３０から供給される変調されたデータを変調時使用した変調体系に対
応して復調し、ECC処理を遂行してエラーを修正し付加データを除去する。サーボ部１５
０はRF－AMP１３０とシステムコントローラ１６０からサーボ制御に必要な情報を受けて
安定したサーボ制御を遂行する。AVコデック１１０はDSP１２０から供給される圧縮され
たA/Vデータを復号化してA/V信号を出力する。システムコントローラ１６０は使用者のキ
ー入力を処理するなど使用者インタフェースを遂行しながら、ディスク上に記録されてい
るセル情報及び静止画グループ情報を用いて使用者が希望するデータ（静止画だけ、静止
画＋元オーディオデータまたは静止画＋付加オーディオデータ）を再生するためにシステ
ム全体を制御する。
【００２７】
即ち、特定の静止画及びオーディオデータを再生するためにはセル情報から再生する静止
画のある静止画グループ情報を得、この静止画グループ情報から静止画データのサイズ情
報を得、元オーディオデータがある場合には元オーディオデータのサイズ及び再生時間に
対する情報を得て希望のデータのみ再生する。また静止化に付加オーディオデータが付加
されている場合には、静止画グループ情報が示す付加オーディオグループ情報で付加オー
ディオデータのサイズ及び再生時間情報を用いて希望の付加オーディオデータを再生する
。
【００２８】
ここで、記録時のAVコデック１１０、DSP１２０、RF－AMP１３０、ピックアップ部１４０
は記録処理器と指称でき、再生時のAVコデック１１０、DSP１２０、RF－AMP１３０、ピッ
クアップ部１４０は再生処理器と指称できる。
図５は本発明に係る静止画データと静止画グループ情報との関係を示す図面であって、各
静止画グループ（GVOBと表記されている）情報２０１には同じ属性の複数枚（例えば、最
大６４枚）の静止画に対する情報が記録されているが、各静止画グループを構成する複数
枚の静止画数は最大の静止画数以内で決まる。一つの静止画グループ情報２０２は、静止
画グループの一般情報と各々の静止画に対する情報とよりなり、各々の静止画に対する情
報は識別情報と、記録されるビットストリーム順番にビデオパート、またはビデオパート
とオーディオパートとよりなる静止画データ２０３のための情報である。静止画グループ
の一般情報には該静止画グループの開始アドレスが貯蔵される。
【００２９】
また、各々の静止画のための情報として元オーディオデータが存在する静止画の情報は、
ビデオパートのためのビデオパート情報とオーディオパートのためのオーディオパート情
報よりなるマップ情報として存在し、ビデオパートだけよりなる場合にはビデオパート情
報だけよりなるマップとして存在する。この時一つの静止画に対するビデオマップ（VMAP
）とオーディオマップ（AMAP）は一つの識別情報を共に有し、ここで、一つのVOBには一
枚の静止画データが記録される。
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【００３０】
図６は本発明に係る静止画に付加された付加オーディオデータと付加オーディオグループ
情報との関係を示す図面であって、各付加オーディオグループ（GAOBと表記されている）
情報２１１には複数の静止画のためのグループ単位で記録されている付加オーディオデー
タのための情報が記録されているし、一つの付加オーディオグループに対する付加オーデ
ィオグループ情報２１２は、該付加オーディオグループの開始アドレスが存在する付加オ
ーディオグループの一般情報、識別情報及び付加オーディオデータの順序に従うオーディ
オマップよりなる。各付加オーディオマップには、静止画の付加オーディオパートよりな
る付加オーディオデータ２１３のための情報が記録され、ここには付加オーディオデータ
のサイズが含まれる。
【００３１】
図７は再生順序の表示に関する論理的な単位であるセルに対する情報（再生情報と指称で
きる）、静止画グループ情報との関係を示す図面であって、セル情報は静止画グループの
識別情報GVOB_ID、該静止画グループ内の静止画再生開始の識別情報START VOB_IDと静止
画再生終了の識別情報END　VOB_IDを含み、このセル情報は静止画グループ全体に当る場
合もあり、使用者が再生を希望する静止画グループの一部が表示できる。
【００３２】
一方、付加オーディオデータは静止画データとは別の空間に貯蔵されるが、これは別のフ
ァイルに貯蔵される場合もあり、静止画データと同じファイル内の別の領域に貯蔵される
場合もある。
付加オーディオデータが静止画データとは別のファイルに貯蔵される場合を例として説明
すれば、図５に示したように静止画データに対する情報を有しているGVOB#１、#２、#３
が一つのファイルを構成し、図６に示したように付加オーディオデータに対する情報を有
しているGAOB#１、#２、#３が一つのファイルを構成することであって、実際の静止画ま
たは付加オーディオデータを記録/再生しようとする場合には、各々のファイル情報を用
いてアクセスする。
【００３３】
また、付加オーディオデータと静止画データを共に一つのファイルに構成する場合を例と
して説明すれば、図５及び図６に示したGVOB#１、#２、#３、GAOB#１、#２、#３が全て一
つのファイルを構成することになる。もちろんこのように構成する方法では、記録順序に
従って各々のGVOB、GAOBが混合されて、例えばGVOB#１、GVOB#２、GAOB#１、GVOB#３、GA
OB#２、GAOB#３の形態で存在する場合もあり、GVOBを集めて配置しGAOBも集めて配置して
一つのファイルが構成できる。
【００３４】
図８は、静止画に付加されるオーディオデータが元オーディオデータだけでなく別途領域
に記録される付加オーディオグループ内の希望の付加オーディオデータが付加される場合
に、セル情報、静止画グループ情報、付加オーディオグループ情報との関係を示す図面で
あって、セル情報は静止画グループの識別情報GVOB_ID、該静止画グループ内の静止画再
生開始の識別情報START VOB_IDと静止画再生終了の識別情報END VOB_IDとを含み、静止画
グループGVOB#iに対するグループ情報内のビデオパート情報には静止画に付加される付加
オーディオデータを指定するための情報、即ち、付加オーディオグループの識別情報GAOB
_IDと該付加オーディオグループ内の付加オーディオデータの識別情報AOB_IDが記録され
うる。例えば、静止画グループGVOB#iの静止画#２のためのビデオパート情報には、付加
オーディオグループ識別情報のGAOB#jと付加オーディオデータがGAOB#j内で二番目という
識別情報#２が存在する。
【００３５】
図９は本発明に係る静止画グループ情報の構造を示す図面であって、この静止画グループ
情報は静止画グループの一般情報と静止画マップテーブルよりなり、ピクチャーサイズ、
映像符号化モードのような静止画属性情報がさらに含まれうる。
図１０は図９に示した静止画グループの一般情報の詳細内容の一例を示すテーブルであっ
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て、この静止画グループの一般情報は、静止画用ファイルで静止画グループを識別するた
めの情報としてGVOB_ID、静止画用ファイルで該静止画グループ内の最初の静止画データ
が始まる開始アドレスを示すGVOB_S_ADR、静止画グループ内の静止画の個数を示すGVOB_N
sを含む。
【００３６】
ここで、識別情報GVOB_IDは静止画用ファイル内で静止画グループごとに唯一のことと明
示的に記録されうり、静止画グループ順序で#１、#２、...で暗示的に示しうる。
図１１は図９に示した静止画マップテーブルの構造例であって、nつのマップよりなるマ
ップは２種類があるが、一つはビデオパートのためのビデオマップVMAPであり、他の一つ
は静止画に存在する元オーディオパートのためのオーディオマップAMAPである。マップの
順序は図５に示したように静止画用ファイルにおける記録ビットストリームのデータ順序
と同一である。従って、静止画がビデオデータのみある場合はビデオマップのみあり、元
オーディオデータが共にある場合はビデオマップとオーディオマップが共に記録されるが
、実質的には同じ識別情報を使用する一つのマップと見なしうる。
【００３７】
図１２は、図１１に示されたビデオマップの詳細内容の一例を示すテーブルであって、該
マップのタイプを示し、ビデオパートのためのビデオマップの場合、２進数で"０"のMAP_
TY、このビデオパートのための識別情報VOB_IDを含み、このVOB_IDは望ましい実施例とし
て１から６４までを示し、またVOB_IDは明示的に示されうり、記録された順番で#１、#２
、#３、...に暗示的に示されうる。
【００３８】
また、ビデオマップはビデオパートのサイズを示すV_PART_SZ、付加オーディオグループ
の識別情報を含むが、この静止画の付加オーディオデータが存在すれば付加オーディオグ
ループ識別情報値は存在し、存在しなければその値は"０"のGAOB_ID、この静止画の付加
オーディオデータが存在すれば付加オーディオグループ内で付加オーディオデータの識別
情報を示し、存在しなければその値が"０"のAOB_IDなどを含む。
【００３９】
ここで、VOB_IDとV_PART_SZは静止画位置情報と指称でき、GAOB_IDとAOB_IDは付加オーデ
ィオ連結情報と指称できる。
図１３は元オーディオマップの詳細内容の一例を示すテーブルであって、該マップのタイ
プを示し、オーディオパートのためのオーディオマップの場合、２進数で"１"のMAP_TY、
オーディオデータの再生時間を示すA_PBTM、オーディオパートのサイズを示すA_PART_SZ
などを含む。
【００４０】
図１４は本発明に係る静止画付加オーディオグループ情報の構造を示す図面であって、こ
の静止画付加オーディオグループには静止画付加オーディオデータの一般情報と静止画付
加オーディオデータのマップテーブルが含まれ、静止画付加オーディオデータの属性情報
がさらに含まれうる。
図１５は図１４に示した静止画付加オーディオグループの一般情報の詳細内容の一例を示
すテーブルであって、付加オーディオデータ用ファイルで付加オーディオグループの識別
情報を示すGAOB_ID、付加オーディオデータ用ファイルで該付加オーディオグループ内の
最初の付加オーディオデータが始まる開始アドレス（付加オーディオグループの位置情報
と指称できる）を示すGAOB_S_ADR、付加オーディオグループ内に含まれている付加オーデ
ィオパートの個数を示すGAOB_Nsなどを含む。このGAOB_IDは明示的に示されうり、記録さ
れた順番に暗示的に示されうる。
【００４１】
図１６は、図１５に示した付加オーディオパートのためのnつの付加オーディオマップよ
りなる付加オーディオマップテーブルの構造の例を示す。
図１７は図１６に示した付加オーディオマップの詳細内容の一例を示すテーブルであって
、付加オーディオグループ内で特定の付加オーディオデータのための識別情報を示し、こ
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の値は望ましい実施例として１から６４まで示しうるAOB_ID、付加オーディオデータの再
生時間を示すA_PBTM、セクター数で付加オーディオデータのサイズを示すA_PART_SZを含
む。ここで、AOB_IDは明示的に記録される場合もあり、グループ内の順番に#１、#２、#
３、..で暗示的に表現される場合もある。
【００４２】
図１８は図７及び図８に示した再生情報であるセル情報の詳細内容の一例を示すテーブル
であって、静止画グループの識別情報を示すS_GVOB_ID、該静止画グループ内で再生開始
静止画の識別情報を示すS_VOB_IDと再生終了静止画の識別情報を示すE_VOB_IDを含む。
図１９及び図２０は本発明に係る静止画記録方法の一実施例に従うフローチャートであっ
て、静止画と元オーディオデータを記録する方法を示す。まず、静止画だけ記録するかま
たは静止画と同時に元オーディオデータを記録するかを設定する（S１０１段階）。静止
画グループ情報を生成してグループ識別情報を割当し、静止画グループ内の静止画数を"
０"と設定し、静止画用ファイル内での静止画グループの開始位置を記録する（S１０２段
階）。使用者から静止画記録の開始信号が入力されるかどうかを判断して（S１０３段階
）、記録開始信号が入力されれば静止画用ファイルに静止画を記録しながらビデオマップ
内に記録される静止画のための識別情報を割当し、静止画グループ情報内の静止画数を一
つ増加させ、ビデオマップ内に静止画サイズ情報を記録する（S１０４段階）。
【００４３】
使用者設定が静止画と共に元オーディオデータを記録するモードかをどうか判断して（S
１０５段階）、使用者設定が静止画と元オーディオデータを記録するモードであれば、静
止画に対するオーディオデータを静止画用ファイルに該静止画に連続して記録しながら静
止画グループ情報内のオーディオマップにオーディオデータのサイズ情報を記録する（S
１０６段階）。
【００４４】
記録された静止画数が一つのグループ（例えば、最大６４枚）を構成するかどうかを判断
して（S１０７段階）、一つのグループ情報が構成されれば他の静止画グループ情報を生
成するためにS１０２段階に進行し、そうでなければ使用者から静止画記録の開始信号が
入力されるかどうかを判断するS１０３段階に進行する。
【００４５】
S１０５段階で使用者設定が静止画のみ記録するモードであればS１０６段階を経ずに次の
静止画を記録するためにS１０７段階に進行し、S１０３段階で使用者から静止画記録の開
始信号が入力されなければ記録を終了するかどうかを判断して（S１０８段階）、記録を
終了することと判断されればセル情報を記録した後終了する（S１０９段階）。ここで、
セル情報は初期値で全ての静止画グループごとに一つずつ生成されて、全ての静止画が再
生されるように作られうる。
図２１は本発明に係る静止画を記録した後付加オーディオデータを記録する方法のフロー
チャートである。まず、付加オーディオグループ情報を生成して付加オーディオグループ
の識別情報を割当し、付加オーディオグループ情報内のオーディオパートの数を"０"に設
定し、付加オーディオファイル内のオーディオグループの開始位置情報を記録する（S２
０１段階）。
【００４６】
使用者から付加オーディオデータの記録開始信号が入力されるかどうかを判断して（S２
０２段階）、付加オーディオデータの記録開始信号が入力されれば使用者が付加オーディ
オデータの付加を希望する特定静止画を指定し（S２０３段階）、付加オーディオデータ
用ファイルに付加オーディオデータを記録し、付加オーディオグループ情報のオーディオ
マップ内の付加オーディオデータの識別情報を割当し、付加オーディオグループ情報内の
付加オーディオパートの数を一つ増加させ、オーディオマップ内の付加オーディオデータ
のサイズ情報を記録する（S２０４段階）。ここで、付加オーディオデータを静止画デー
タとは別のファイルに貯蔵することと説明しているが、静止画データと同じファイル内の
別の領域に貯蔵する場合もある。
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【００４７】
予め指定された静止画の静止画グループの識別情報と静止画識別情報を読出して、この静
止画のための情報、即ち、指定された静止画のビデオマップに付加オーディオデータの付
加オーディオグループの識別情報、付加オーディオデータの識別情報を記録する（S２０
５段階）。
付加オーディオグループ情報内の付加オーディオパートの数がグループを構成する個数N
かどうかを判断して（S２０６段階）、一つのグループを構成すれば他の付加オーディオ
グループ情報を生成するためにS２０１段階に進行し、そうでなければ使用者から付加オ
ーディオデータの記録開始信号が入力されるかどうかを判断するS２０３段階に進行する
。S２０３段階で使用者から付加オーディオデータの記録開始信号が入力されなければ終
了する。
【００４８】
ここで、特定静止画を指定する段階（S２０３段階）が付加オーディオデータの記録開始
信号が入力されるかどうかを判断する段階（S２０２段階）の前に設定される場合もある
。
図２２は本発明に係る静止画の再生方法の一実施例に従うフローチャートであって、静止
画とこれに付加される元オーディオデータを再生する方法を示す。
【００４９】
図２２において、まずPGC情報とセル情報を読出して（S３０１段階）、このセル情報から
再生しようとする静止画グループの識別情報、再生開始の識別情報、再生終了の識別情報
を読出してセルが示す静止画グループ情報を読出す（S３０２段階）。読出された静止画
グループ情報内に再生開始の識別情報に当るビデオパートのためのビデオマップVMAP情報
を得てビデオパートのサイズを読出し、元オーディオデータがある静止画であればビデオ
マップとオーディオマップ情報を得てビデオパートのサイズ及びオーディオパートのサイ
ズ情報を読出す（S３０３段階）。
【００５０】
読出されたビデオパート情報に従って希望の静止画位置を計算し、計算された位置のビデ
オデータを読出し復号化して静止画を再生する（S３０４段階）。ここで、希望の静止画
位置は静止画グループの開始位置と探そうとする静止画に先行するデータサイズを合せれ
ば得られる。静止画を再生した場合には、静止画に元オーディオデータが付加されている
かどうかを判断して（S３０５段階）、静止画に元オーディオデータが付加されていれば
元オーディオデータを読出し復号化してオーディオデータを再生する（S３０６段階）。
ここで、元オーディオデータの読出し位置は計算された静止画位置とこの静止画のビデオ
パートのサイズを合せれば得られる。セル情報を用いてセルに属する静止画を全て再生し
たかどうかをチェックした後、次に再生する静止画が残っているかどうかを判断して（S
３０７段階）、再生する静止画が残っている場合には次の静止画のビデオパートのための
情報を読出すS３０３段階を進行し、そうでなければ終了する。複数のセル情報がある場
合にはこの過程を再び繰り返す。
【００５１】
ここで、静止画に元オーディオデータが付加されているかどうかを判断する段階（S３０
５段階）が静止画グループ情報を読出す段階（S３０２段階）の直後に遂行されうるが、
これは読出された静止画グループ情報によってビデオパートのためのマップに連続してオ
ーディオパートのためのマップが付加されていれば静止画に元オーディオデータが付加さ
れていることが判断できるからである。
【００５２】
図２３と図２４は本発明に係る静止画の再生方法の他の実施例に従うフローチャートであ
って、静止画または元オーディオデータが付加された静止画または付加オーディオデータ
が付加された静止画を再生する方法を示している。
図２３において、まずPGC情報内のセル情報を読出して（S４０１段階）、再生しようとす
るセルが示す静止画グループ情報を読出す（S４０２段階）。
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【００５３】
読出された静止画グループ情報から静止画グループの開始位置を読出し、希望の静止画位
置を計算する（S４０３段階）。ここで、希望の静止画位置は静止画グループの開始位置
と探そうとする静止画に先行するデータのサイズを合せれば得られる。計算された希望の
静止画位置情報に従ってビデオデータを読出し復号化して静止画を再生する（S４０４段
階）。
【００５４】
静止画グループ情報から付加オーディオデータが存在するかどうかをチェックして（S４
０５段階）、付加オーディオデータがなければ、元オーディオデータが存在するかどうか
を判断する（S４０６段階）。ここで、再生を希望する静止画に付加オーディオデータが
存在するかどうかは、前記希望の静止画のビデオパートのためのマップ情報にある付加オ
ーディオグループの識別情報と付加オーディオデータの識別情報を用いて判断でき、元オ
ーディオデータの存在は再生を希望する静止画のマップテーブルでオーディオ情報（オー
ディオマップ）があるかどうかを判断して分かる。
【００５５】
S４０６段階で元オーディオデータが存在すれば元オーディオデータの読出し位置を計算
する（S４０７段階）。ここで、元オーディオデータの読出し位置はS４０３段階で計算さ
れた静止画位置とこの静止画のビデオパートのサイズを合せれば得られる。計算された元
オーディオデータの位置情報から元オーディオデータを読出し復号化して元オーディオデ
ータを再生した後（S４０８段階）、図２４のS４１１段階に進行する。
【００５６】
一方、S４０５段階で付加オーディオデータが存在すれば、即ち、この静止画に指定され
た付加オーディオグループの識別情報と付加オーディオデータの識別情報を読出して、"
０"でなければ付加オーディオグループ情報から付加オーディオグループの開始位置を読
出して希望の付加オーディオデータの位置を計算する（図２４のS４０９段階）。この希
望の付加オーディオデータの位置は、付加オーディオグループの開始位置とこの付加オー
ディオグループ内に指定された付加オーディオデータの識別情報を有する付加オーディオ
データの以前に位置した付加オーディオデータのサイズを合せれば得られる。
【００５７】
計算された希望の付加オーディオデータの位置情報から付加オーディオデータを読出し復
号化して付加オーディオデータを再生した後（S４１０段階）、次に再生する静止画が残
っているかどうかを判断して（S４１１段階）、再生する静止画が残っていればS４０３段
階に進行し、そうでなければ終了する（S４１１段階）。複数のセルを再生する場合には
全体過程を反復する。
【００５８】
ここで、付加オーディオデータが存在するかどうかを判断するS４０５段階と元オーディ
オデータが存在するかどうかを判断するS４０６段階の代りに、S４０２段階で読出された
静止画グループ情報から、現在再生される静止画がビデオパートだけよりなる静止画か、
元オーディオデータが付加された静止画か、付加オーディオデータが付加された静止画か
をまず判断してビデオパートだけよりなる静止画であればS４０３段階、S４０４段階を遂
行し、元オーディオデータが付加された静止画であればS４０３段階、S４０４段階、S４
０７段階、S４０８段階を遂行し、付加オーディオデータが付加された静止画であればS４
０３段階、S４０４段階、S４０９段階、S４１０段階を遂行した後S４１１段階に進行する
再生方法の他の例がさらにある場合がある。
【００５９】
また、使用者インタフェースを通じて静止画だけ再生するか、静止画と元オーディオデー
タを再生するかまたは静止画と付加オーディオデータを再生するかを設定して、設定され
たモードに従って再生する場合もある。
【００６０】
【発明の効果】
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本発明は、最小限の情報データを用いて大容量の静止画及びこれに付加される元オーディ
オデータだけでなく、付加オーディオデータを記録し、再生する時は各々の静止化単位で
表示及び編集できる効果があり、付加オーディオデータを用いてオーディオデータのアフ
ターレコーディングに対応できる。
また、本発明は記録されるビットストリームの順序で静止画情報のビデオマップ及び/ま
たはオーディオマップ情報を構成することによって効率的な情報管理ができる効果がある
。
【図面の簡単な説明】
【図１】　動映像における各情報と動映像データとの連結構造を示す図面である。
【図２】　本発明に係る全体情報構造の一例である。
【図３】　本発明に係る静止映像における各情報と静止画データとの連結関係を示す図面
である。
【図４】　本発明に係る記録再生装置のブロック図である。
【図５】　本発明に係る静止画データとこの静止画グループ情報との関係を示す図面であ
る。
【図６】　本発明に係る静止画データに付加された付加オーディオデータと付加オーディ
オグループ情報との関係を示す図面である。
【図７】　セル情報と静止画グループ情報との関係を示す図面である。
【図８】　セル情報、静止画グループ情報と付加オーディオグループ情報との関係を示す
図面である。
【図９】　本発明に係る静止画グループ情報の構造を示す図面である。
【図１０】　図９に示した静止画グループの一般情報の詳細内容の一例を示すテーブルで
ある。
【図１１】　図９に示した静止画マップテーブルの構造である。
【図１２】　図１１に示したマップ中ビデオマップの詳細内容の一例を示すテーブルであ
る。
【図１３】　図１２に示したビデオマップに連結される元オーディオマップの詳細内容の
一例を示すテーブルである。
【図１４】　本発明に係る静止画付加オーディオグループ情報の構造を示す図面である。
【図１５】　図１４に示した静止画付加オーディオグループの一般情報の詳細内容の一例
を示すテーブルである。
【図１６】　図１４に示した静止画付加オーディオマップテーブルの構造である。
【図１７】　図１６に示した静止画付加オーディオマップの詳細内容の一例を示すテーブ
ルである。
【図１８】　図７及び図８に示した静止画のためのセル情報の詳細内容の一例を示すテー
ブルである。
【図１９】　本発明に係る静止画記録方法の一実施例に従うフローチャートである。
【図２０】　図１９に続く、本発明に係る静止画記録方法の一実施例に従うフローチャー
トである。
【図２１】　本発明に係る静止画を記録した後付加オーディオデータを記録する方法の一
実施例に従うフローチャートである。
【図２２】　本発明に係る静止画再生方法の一実施例に従うフローチャートである。
【図２３】　本発明に係る静止画再生方法の他の実施例に従うフローチャートである。
【図２４】　図２３に続く、本発明に係る静止画再生方法の他の実施例に従うフローチャ
ートである。
【符号の説明】
１１　PGC情報
１２　動映像情報
１３　動映像データファイル
２１　PGC情報
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２２　静止画グループ情報
２３　静止画用ファイル
２４　付加オーディオデータ用ファイル
１１０　AVコデック
１２０　DSP
１３０　高周波増幅器（RF-AMP）
１４０　ピックアップ部
１５０　サーボ部
１６０　システムコントローラ
２０１　静止画グループ情報
２０２　静止画グループ情報
２０３　静止画データ
２１１　付加オーディオグループ情報
２１２　付加オーディオグループ情報
２１３　付加オーディオデータ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】
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【図２２】 【図２３】

【図２４】
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