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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　商用放送を受信するチューナ部と、
　前記チューナ部から出力される映像信号をＶＲフォーマットに基づいて光ディスクに記
録するとともに、ＶＲフォーマットに基づいて光ディスクに記録された映像信号の再生を
行う記録再生装置において、
　光ディスクに記録された映像信号における範囲を示す情報であり且つ動画像として再生
する映像信号の範囲を示す情報である再生範囲情報を生成して光ディスクに記録する情報
記録手段を備え、
　光ディスクに記録された映像信号の内容を代表して示す画像である代表画像の表示とな
るときには、前記代表画像を、光ディスクに記録された前記再生範囲情報に従って光ディ
スクに記録された映像信号を再生して得られた動画像とし、
　前記再生範囲情報は、
　オリジナルプログラムチェーンにおけるプログラムまたはユーザ定義プログラムチェー
ンにおけるプログラムチェーンを示す第１の情報と、
　前記オリジナルプログラムチェーンにおけるプログラム内のセルまたは前記ユーザ定義
プログラムチェーンにおけるプログラムチェーン内のセルを示す第２の情報と、
　再生の開始位置と終了位置とを時間情報でもって示す第３の情報と、
　前記第１から第３までの３つの情報のうちのどの情報を用いるのかを示すモード情報と
から形成され、
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　前記モード情報が前記第１の情報を指示する場合には前記第１の情報に対応した範囲が
再生され、前記モード情報が前記第２の情報を指示する場合には前記第２の情報に対応し
た範囲が再生され、前記モード情報が前記第３の情報を指示する場合には前記第３の情報
に対応した範囲が再生され、
　複数の前記代表画像が表示されるときには、表示された複数の前記代表画像のうち、ユ
ーザによって選択された前記代表画像が動画像となり、
　前記情報記録手段が前記再生範囲情報を記録するエリアはデータエリア内の予め設定さ
れたエリアとなっており且つデータエリアの使用状態を示す情報であるボリウム／ファイ
ル構造情報においては、前記再生範囲情報が記録されたエリアは空きエリアとして示され
ることを特徴すとる情記録再生装置。
【請求項２】
　記録すべき映像信号をＶＲフォーマットに基づいて光ディスクに記録するとともに、Ｖ
Ｒフォーマットに基づいて光ディスクに記録された映像信号の再生を行う記録再生装置に
おいて、
　光ディスクに記録された映像信号における範囲を示す情報であり且つ動画像として再生
する映像信号の範囲を示す情報である再生範囲情報を生成して光ディスクに記録する情報
記録手段を備え、
　光ディスクに記録された映像信号の内容を代表して示す画像である代表画像の表示とな
るときには、前記代表画像を、光ディスクに記録された前記再生範囲情報に従って光ディ
スクに記録された映像信号を再生して得られた動画像とし、
　前記再生範囲情報は、
　オリジナルプログラムチェ－ンにおけるプログラムまたはユーザ定義プログラムチェ－
ンにおけるプログラムチェ－ンを示す第１の情報と、
　前記オリジナルプログラムチェ－ンにおけるプログラム内のセルまたは前記ユーザ定義
プログラムチェ－ンにおけるプログラムチェ－ン内のセルを示す第２の情報と、
　再生の開始位置と終了位置とを時間情報でもって示す第３の情報と、
　前記第１から第３までの３つの情報のうちのどの情報を用いるのかを示すモード情報と
から形成され、
　前記モード情報が前記第１の情報を指示する場合には前記第１の情報に対応した範囲が
再生され、前記モード情報が前記第２の情報を指示する場合には前記第２の情報に対応し
た範囲が再生され、前記モード情報が前記第３の情報を指示する場合には前記第３の情報
に対応した範囲が再生されることを特徴とする記録再生装置。
【請求項３】
　複数の前記代表画像が表示されるときには、表示された複数の前記代表画像のうち、ユ
ーザによって選択された前記代表画像が動画像となることを特徴とする請求項２記載の記
録再生装置。
【請求項４】
　前記情報記録手段が前記再生範囲情報を記録するエリアは、データエリアの使用状態を
示す情報であるボリウム／ファイル構造情報において空きであることが示されるデータエ
リア内のエリアのうちの最も内周側のエリアであり、且つ前記ボリウム／ファイル構造情
報においては、前記再生範囲情報が記録されたエリアは空きエリアとして示されることを
特徴とする請求項２または３記載の記録再生装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ディスクに映像信号を記録するとともに、光ディスクに記録された映像信
号の再生を行う記録再生装置に係り、より詳細には、サムネイル画像の表示等のように、
光ディスクに記録された映像信号の内容を示す画像である代表画像の表示となるときには
、代表画像を動画像にすることを可能にした記録再生装置に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　現在広く提供されているＤＶＤプレイヤにおいては、映像信号の圧縮にはＭＰＥＧ２に
準拠した圧縮方式が用いられている。このＭＰＥＧ２に準拠した映像圧縮方式は、ユーザ
がアナログ映像信号をデジタル記録できるＤＶＤレコーダの規格であるＶＲフォーマット
においても採用されている。このように、ユーザによる映像信号のデジタル記録を可能に
するＶＲフォーマットにおいては、記録された映像信号は、オリジナルプログラムチェー
ンという形式と、ユーザ定義プログラムチェーン（プレイリスト）という形式との２種の
形式でもって管理されるようになっている。そして、オリジナルプログラムチェーンにお
ける映像信号の単位となるプログラムにおいては、そのプログラムを代表する静止画をＲ
ｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅ　Ｐｉｃｔｕｒｅとして指定することができるようになって
いる。このため、プログラムの内容を示すサムネイル表示となるときには、Ｒｅｐｒｅｓ
ｅｎｔａｔｉｖｅ　Ｐｉｃｔｕｒｅとして指定された静止画が表示されるようになってい
る（第１の従来技術とする）。
【０００３】
　一方、ＶＲフォーマットを拡張する技術としては、以下に示す従来技術が提案されてい
る（第２の従来技術とする）。すなわち、この技術においては、『ある特定メーカーのド
ライバー（情報記録再生装置）のみにおいて上記規格で規定した機能を超えた独自の機能
を発揮し、その独自機能に関係した情報を上記情報記録媒体（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｉｓｋ
　１００１）に記録する場合には特定メーカーのみの使用可能な特定情報２００２の記録
領域に記録できる構造になっている。この特定メーカーのみの使用可能な特定情報２００
２は規格に準拠した共通情報２００１の記録領域とは情報記録媒体（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄ
ｉｓｋ　１００１）上の異なる領域に記録される。上記特定メーカーのドライバー（情報
記録再生装置）のみ再生可能な情報の内、映像情報、静止画情報、音声情報など情報のコ
ンテンツそのものに関する情報は特定メーカーのみ使用可能な特定オブジェクト情報２０
０８で定義する。この特定メーカーのみ使用可能な特定オブジェクト情報（特定コンテン
ツ情報）２００８を管理・制御するために必要な情報は特定メーカーのみ使用可能な管理
・制御情報２００６で定義する』ことが開示されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　また、以下に示す技術が提案されている（第３の従来技術とする）。すなわち、この技
術においては、『同一の情報媒体上に映像情報、静止画情報および／または音声情報を混
在して記録可能にするとともに、各映像情報、静止画情報、音声情報のうちの任意の領域
にたいして任意の順番で再生を可能にするデータ構造（フォーマット構造）を提供する』
ために、『既存のＲＴＲ規格内の映像情報（図１の（ｎ）のムービーＶＯＢ３１）と同様
に、各オーディオＶＯＢ（ＡＯＢ）＃Ａ～＃Ｃに対して開始位置から終了位置まで再生範
囲を指定したセル＃２、＃３、＃６を定義している。そして、音声情報（オーディオＶＯ
Ｂ＃Ａ～＃Ｃ）を、映像情報（ムービーＶＯＢ３１）の開始位置から終了位置まで再生範
囲を指定したセル＃１あるいは静止画情報（スチル画ＶＯＢ２１）の開始位置から終了位
置まで再生範囲を指定したセル＃４と全く同列に扱えるようにしている』ことが開示され
ている（例えば、特許文献２参照）。
【０００５】
　また、以下に示す技術が提案されている（第４の従来技術とする）。すなわち、この技
術においては、動画、オーディオ、静止画のそれぞれをユーザ定義プログラムの単位とし
て取り扱い、プレイリストにおいてユーザ定義プログラムの再生の順序を示すことにより
、動画、オーディオ、静止画を統合的に再生することを可能にしている（例えば、特許文
献３参照）。
【特許文献１】特開２００２－１４０８６５号公報（第０１９３段落、図１２）
【特許文献２】特開２００２－１５７８６１号公報（第０００４、００２２段落）
【特許文献３】特開２００３－２６４７９３号公報（第００７４段落、図５）
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、第１の従来技術を用いる場合には、以下に示す問題を生じていた。すな
わち、ＤＶＤに記録した映像信号の内容を知るために、例えば、オリジナルプログラムチ
ェーンにおける各プログラムを示す静止画像を表示させた場合、抽出される静止画像が適
切でない場合には、表示された静止画像からは、そのプログラムの内容を把握することが
困難なときがある。また、複数枚の静止画像が表示されるに過ぎない画面は、静止画像の
内容によっては単調に感じられることがあって、その単調さを解消するような画面表示が
求められていた。
【０００７】
　第２の従来技術においては、『ある特定メーカーのドライバー（情報記録再生装置）の
みにおいて上記規格で規定した機能を超えた独自の機能を発揮』させる場合の情報の記録
の構造が開示されているに過ぎないので、第１の従来技術における問題、すなわち、表示
された静止画像からはプログラムの内容の把握が困難となる事態の解消、および、表示さ
れる画面が単調となることの解消を目的とする観点からは、適用することが困難な技術と
なっている。
【０００８】
　また、第３の従来技術は、『同一の情報媒体上に映像情報、静止画情報および／または
音声情報を混在して記録可能にするとともに、各映像情報、静止画情報、音声情報のうち
の任意の領域にたいして任意の順番で再生を可能にするデータ構造（フォーマット構造）
』が開示されているに過ぎない。このため、第１の従来技術における問題、すなわち、表
示された静止画像からはプログラムの内容の把握が困難となる事態の解消、および、表示
される画面が単調となることの解消を目的とする観点からは、適用することが困難な技術
となっている。
【０００９】
　また、第４の従来技術は、動画、オーディオ、静止画を統合的に再生することを可能に
するための技術となっている。このため、第１の従来技術における問題、すなわち、表示
された静止画像からはプログラムの内容の把握が困難となる事態の解消、および、表示さ
れる画面が単調となることの解消を目的とする観点からは、適用することが困難な技術と
なっている。
【００１０】
　本発明は、上記の問題点を解決するため創案されたものであり、その目的は、録画され
た番組の内容の把握が困難となることおよび録画内容を代表する画像表示が単調となるこ
とを解消することのでき、且つ、動画像として再生させる範囲の指定を簡単化することの
でき、且つ、複数のサムネイル画像の表示となるときに、表示画面が単調となることを防
止することのでき、且つ、再生範囲情報が記録された光ディスクを、再生範囲情報を用い
ない装置においても使用可能とすることのできる記録再生装置を提供することにある。
【００１１】
　また本発明の目的は、光ディスクに記録された映像信号の内容を代表して示す画像であ
る代表画像の表示となるときには、代表画像を動画像に変更可能とすることにより、録画
内容の把握が困難となること、および記録内容を代表する画像表示が単調となることを解
消することのできる記録再生装置を提供することにある。
【００１２】
　また、上記目的に加え、動画像として再生させる範囲を、タイトル（オリジナルプログ
ラムチェーンにおけるプログラムまたはユーザ定義プログラムチェーンにおけるプログラ
ムチェーン）、あるいはチャプタ（プログラムまたはプログラムチェーンにおけるセル）
、または時間情報（ＰＴＭ等）によって指定可能とすることにより、動画像として再生さ
せるときの範囲の指定を簡単化することのできる記録再生装置を提供することにある。
【００１３】
　また、上記目的に加え、複数の代表画像が表示されるときには、ユーザによって選択さ
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れた代表画像を動画像とすることにより、複数のサムネイル画像の表示となるときに、表
示画面が単調となることを防止することのできる記録再生装置を提供することにある。
【００１４】
　また、上記目的に加え、データエリアの使用状態を示す情報であるボリウム／ファイル
構造情報においては、拡張情報が記録されたエリアを空きエリアとして示すことにより、
再生範囲情報が記録された光ディスクを、再生範囲情報を用いない装置においても使用可
能とすることのできる記録再生装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記の課題を解決するため、本発明に係る記録再生装置は、商用放送を受信するチュー
ナ部と、前記チューナ部から出力される映像信号をＶＲフォーマットに基づいて光ディス
クに記録するとともに、ＶＲフォーマットに基づいて光ディスクに記録された映像信号の
再生を行う記録再生装置に適用している。そして、光ディスクに記録された映像信号にお
ける範囲を示す情報であり且つ動画像として再生する映像信号の範囲を示す情報である再
生範囲情報を生成して光ディスクに記録する情報記録手段を備え、光ディスクに記録され
た映像信号の内容を代表して示す画像である代表画像の表示となるときには、前記代表画
像を、光ディスクに記録された前記再生範囲情報に従って光ディスクに記録された映像信
号を再生して得られた動画像とし、前記再生範囲情報は、オリジナルプログラムチェーン
におけるプログラムまたはユーザ定義プログラムチェーンにおけるプログラムチェーンを
示す第１の情報と、前記オリジナルプログラムチェーンにおけるプログラム内のセルまた
は前記ユーザ定義プログラムチェーンにおけるプログラムチェーン内のセルを示す第２の
情報と、再生の開始位置と終了位置とを時間情報でもって示す第３の情報と、前記第１か
ら第３までの３つの情報のうちのどの情報を用いるのかを示すモード情報とから形成され
、前記モード情報が前記第１の情報を指示する場合には前記第１の情報に対応した範囲が
再生され、前記モード情報が前記第２の情報を指示する場合には前記第２の情報に対応し
た範囲が再生され、前記モード情報が前記第３の情報を指示する場合には前記第３の情報
に対応した範囲が再生され、複数の前記代表画像が表示されるときには、表示された複数
の前記代表画像のうち、ユーザによって選択された前記代表画像が動画像となり、前記情
報記録手段が前記再生範囲情報を記録するエリアはデータエリア内の予め設定されたエリ
アとなっており且つデータエリアの使用状態を示す情報であるボリウム／ファイル構造情
報においては、前記再生範囲情報が記録されたエリアは空きエリアとして示されるように
なっている。
 
【００１６】
　すなわち、再生範囲情報が示す範囲を、動画像に変更される代表画像に対応する映像信
号の内容を示す範囲とするときでは、動画像は、記録された映像信号の内容を極めて良く
示す画像になるとともに画面に変化を与える。且つ、オリジナルプログラムチェーンにお
けるプログラムまたはユーザ定義プログラムチェーンにおけるプログラムチェーンを単位
とする範囲の指定、あるいは、セルを単位とする範囲の指定、あるいは、時間による範囲
の指定ができる。且つ、複数の代表画像が表示されるときにも、１つの代表画像を動画像
に変更することができる。且つ、再生範囲情報を用いる装置の側にとっては、ボリウム／
ファイル構造情報において記録されていない情報となるにもかかわらず、再生範囲情報の
記録位置を知ることができる。一方、再生範囲情報を用いない装置の側においては、再生
範囲情報が記録されているときにも、再生範囲情報は記録されていないことになる。
【００１７】
　また、本発明に係る記録再生装置は、記録すべき映像信号をＶＲフォーマットに基づい
て光ディスクに記録するとともに、ＶＲフォーマットに基づいて光ディスクに記録された
映像信号の再生を行う記録再生装置に適用している。そして、光ディスクに記録された映
像信号における範囲を示す情報であり且つ動画像として再生する映像信号の範囲を示す情
報である再生範囲情報を生成して光ディスクに記録する情報記録手段を備え、光ディスク
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に記録された映像信号の内容を代表して示す画像である代表画像の表示となるときには、
前記代表画像を、光ディスクに記録された前記再生範囲情報に従って光ディスクに記録さ
れた映像信号を再生して得られた動画像とし、前記再生範囲情報は、オリジナルプログラ
ムチェ－ンにおけるプログラムまたはユーザ定義プログラムチェ－ンにおけるプログラム
チェ－ンを示す第１の情報と、前記オリジナルプログラムチェ－ンにおけるプログラム内
のセルまたは前記ユーザ定義プログラムチェ－ンにおけるプログラムチェ－ン内のセルを
示す第２の情報と、再生の開始位置と終了位置とを時間情報でもって示す第３の情報と、
前記第１から第３までの３つの情報のうちのどの情報を用いるのかを示すモード情報とか
ら形成され、前記モード情報が前記第１の情報を指示する場合には前記第１の情報に対応
した範囲が再生され、前記モード情報が前記第２の情報を指示する場合には前記第２の情
報に対応した範囲が再生され、前記モード情報が前記第３の情報を指示する場合には前記
第３の情報に対応した範囲が再生されるようになっている。
 
【００１８】
　すなわち、再生範囲情報が示す範囲を、動画像に変更される代表画像に対応する映像信
号の内容を示す範囲とするときでは、動画像は、記録された映像信号の内容を極めて良く
示す画像になる。また、動画像は画面に変化を与える。さらに、オリジナルプログラムチ
ェ－ンにおけるプログラムまたはユーザ定義プログラムチェ－ンにおけるプログラムチェ
－ンを単位とする範囲の指定、あるいは、セルを単位とする範囲の指定、あるいは、時間
による範囲の指定ができる。
 
【００２１】
　また上記構成に加え、複数の代表画像が表示されるときには、表示された複数の代表画
像のうち、ユーザによって選択された代表画像が動画像となるようになっている。すなわ
ち、複数の代表画像が表示されるときにも、１つの代表画像を動画像に変更することがで
きる。
【００２２】
　また上記構成に加え、情報記録手段が再生範囲情報を記録するエリアは、データエリア
の使用状態を示す情報であるボリウム／ファイル構造情報において空きであることが示さ
れるデータエリア内のエリアのうちの最も内周側のエリアとなっており且つボリウム／フ
ァイル構造情報においては再生範囲情報が記録されたエリアは空きエリアとして示される
示されるようになっている。すなわち、再生範囲情報を用いる装置の側にとっては、ボリ
ウム／ファイル構造情報において記録されていない情報となるにもかかわらず、再生範囲
情報の記録位置を知ることができる。一方、再生範囲情報を用いない装置の側においては
、再生範囲情報が記録されているときにも、再生範囲情報は記録されていないことになる
。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、再生範囲情報が示す範囲を、動画像に変更される代表画像に対応する
映像信号の内容を示す範囲とするときでは、動画像は、記録された映像信号の内容を極め
て良く示す画像になるとともに画面に変化を与える。且つ、オリジナルプログラムチェー
ンにおけるプログラムまたはユーザ定義プログラムチェーンにおけるプログラムチェーン
を単位とする範囲の指定、あるいは、セルを単位とする範囲の指定、あるいは、時間によ
る範囲の指定ができる。且つ、複数の代表画像が表示されるときにも、１つの代表画像を
動画像に変更することができる。且つ、再生範囲情報を用いる装置の側にとっては、ボリ
ウム／ファイル構造情報において記録されていない情報となるにもかかわらず、再生範囲
情報の記録位置を知ることができる。一方、再生範囲情報を用いない装置の側においては
、再生範囲情報が記録されているときにも、再生範囲情報は記録されていないことになる
。このため、録画された番組の内容の把握が困難となることおよび録画内容を代表する画
像表示が単調となることを解消することができ、且つ、希望する範囲を動画像として再生
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させるときの範囲指定を簡単化することができ、且つ、複数のサムネイル画像の表示とな
るときに、表示画面が単調となることを防止することができ、且つ、再生範囲情報が記録
された光ディスクを、再生範囲情報を用いない装置においても使用可能とすることができ
る。
【００２４】
　また本発明によれば、再生範囲情報が示す範囲を、動画像に変更される代表画像に対応
する映像信号の内容を示す範囲とするときでは、動画像は、記録された映像信号の内容を
極めて良く示す画像となる。また、動画像は画面に変化を与える。このため、録画内容の
把握が困難となることおよび記録内容を代表する画像表示が単調となることを解消するこ
とができる。さらに、オリジナルプログラムチェ－ンにおけるプログラムまたはユーザ定
義プログラムチェ－ンにおけるプログラムチェ－ンを単位とする範囲の指定、あるいは、
セルを単位とする範囲の指定、あるいは、時間による範囲の指定ができるので、希望する
範囲を動画像として再生させるときの範囲の指定を簡単化することができる。
 
【００２６】
　また、さらに、複数の代表画像が表示されるときにも、１つの代表画像を動画像に変更
することができるので、複数のサムネイル画像の表示となるときに、表示画面が単調とな
ることを防止することができる。
【００２７】
　また、さらに、再生範囲情報を用いる装置の側においては、再生範囲情報の記録位置を
知ることができる一方で、再生範囲情報を用いない装置の側においては、再生範囲情報が
記録されているときにも、再生範囲情報は記録されていないことになる。このため、再生
範囲情報を用いない装置においても使用可能とすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、本発明の実施の形態について図を参照して説明する。
【００２９】
　本発明の一実施形態において生成される再生範囲情報について説明すると、再生範囲情
報は、ＶＲフォーマットにおいては規定されていない情報となっており、サムネイル画像
の表示等のように、ＤＶＤ（請求項記載の光ディスク）に記録された映像信号の内容を示
す代表画像の表示となるときに、代表画像を、静止画像ではなく、動画像とするとき参照
される情報となっている。すなわち、再生範囲情報は、代表画像となる動画像を再生する
ときに、光ディスクに記録された映像信号のどの部分を再生すればよいのかを示す情報と
なっている。
【００３０】
　なお、ＶＲフォーマットは、”ＤＶＤ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ　ｆｏｒ　Ｒｅ
ｗｒｉｔａｂｌｅ／Ｒｅ－ｒｅｃｏｒｄａｂｌｅ　Ｄｉｓｃｓ，Ｐａｒｔ３　ＶＩＤＥＯ
　ＲＥＣＯＲＤＩＮＧ，Ｖｅｒｓｉｏｎ　１．０”を示す規格書によって規定されたフォ
ーマットとなっている。
【００３１】
　再生範囲情報の詳細な説明に戻ると、再生範囲情報は、オリジナルプログラムチェーン
を対象とする場合には、図４（Ａ）に示したように、オリジナルプログラムチェーンにお
けるプログラムの番号を示す第１の情報、オリジナルプログラムチェーンにおけるプログ
ラム内のセルの番号を示す第２の情報、第１の情報により示されるプログラムにおける開
始位置と終了位置とを時間情報（１秒を９００００に分割した単位であるＰｒｅｓｅｎｔ
ａｔｉｏｎ　Ｔｉｍｅ（以下では、ＰＴＭと称する）により示される）でもって示す第３
の情報、および、第１から第３までの３つの情報のうちのどの情報を用いるのかを示すモ
ード情報の４種の情報から形成されている。
【００３２】
　また、ユーザ定義プログラムチェーンを対象とする場合には、図４（Ｂ）に示したよう
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に、ユーザ定義プログラムチェーンのプログラムチェーンの番号を示す第１の情報、ユー
ザ定義プログラムチェーンにおけるプログラムチェーン内のセルの番号を示す第２の情報
、第１の情報により示されるプログラムチェーンにおける開始位置と終了位置とを時間情
報（ＰＴＭにより示される）でもって示す第３の情報、および、第１から第３までの３つ
の情報のうちのどの情報を用いるのかを示すモード情報とから形成されている。
【００３３】
　また、ＤＶＤの全体を対象とする場合には、図４（Ｃ）に示したように、オリジナルプ
ログラムチェーンにおけるプログラムの番号を示す第１の情報、オリジナルプログラムチ
ェーンにおけるプログラム内のセルの番号を示す第２の情報、第１の情報により示される
プログラムにおける開始位置と終了位置とを時間情報（ＰＴＭにより示される）でもって
示す第３の情報、および、第１から第３までの３つの情報のうちのどの情報を用いるのか
を示すモード情報とから形成されている。
【００３４】
　そして、上記した再生範囲情報においては、モード情報が第１の情報を指示する場合、
動画像として繰り返し再生される対象は、第１の情報により示されるプログラム（または
プログラムチェーン）となり、モード情報が第２の情報を指示する場合、動画像として繰
り返し再生される対象は、第１の情報により示されるプログラム（またはプログラムチェ
ーン）内の、第２の情報により示されるセルとなる。また、モード情報が第３の情報を指
示する場合には、動画像として繰り返し再生される対象は、第３の情報における開始位置
から終了位置までの範囲となる。従って、モード情報が第１の情報を指示する場合には、
第２の情報と第３の情報とは使用されず、モード情報が第２の情報を指示する場合には、
第３の情報は使用されず、モード情報が第３の情報を指示する場合には、第１の情報と第
２の情報とは使用されないようになっている。
【００３５】
　以下に補足的な説明を行う。
【００３６】
　図１０は、ＶＲフォーマットにおけるＤＶＤの情報の記録エリアを示しており、ＤＶＤ
１１の最も内周側にはリードインエリアが設けられている。また、リードインエリアに接
する外周側には、ボリウム／ファイル構造情報を記録するためのエリアが設けられている
。そして、このエリアの外周側には、映像信号等の、情報の本体が記録されるデータエリ
アが設けられ、最も外周側にはリードアウトエリアが設けられている。なお、ボリウム／
ファイル構造情報は、データエリアに、どのような階層構造でもって、どのようなデータ
がどこに記録されているかを示す情報となっている。従って、ボリウム／ファイル構造情
報を参照するときには、データエリアにおいて、どのエリアが使用されており、どのエリ
アが空きになっているのかを知ることができる。
【００３７】
　再生範囲情報の説明に戻ると、図９は、再生範囲情報がＤＶＤ１１に記録されるときの
データ構造を示している。すなわち、オリジナルプログラムチェーンを対象とする再生範
囲情報７０１、ユーザ定義プログラムチェーンを対象とする再生範囲情報７０２、ＤＶＤ
の全体を対象とする再生範囲情報７０３とは、１つのファイル形式のデータとしてまとめ
られる。そして、その他のデータから識別するための情報である識別用タグ７０４が付加
された状態で、ＤＶＤのデータエリア内の、予め設定されたエリアに記録される（再生範
囲情報を記録するために予め設定されるエリアは、本発明が適用されないその他の多くの
機種（再生範囲情報を使用しない機種）においても、空きとなる確率が高いエリアである
内周側近傍のエリアとなっている）。しかし、再生範囲情報が記録されたエリアは、ボリ
ウム／ファイル構造情報においては空きエリアとして示されるようになっている。
【００３８】
　すなわち、再生範囲情報は、ボリウム／ファイル構造情報を参照する限りは見えない情
報となっており、ボリウム／ファイル構造情報を参照することなく、予め設定されたエリ
アを読み取ることにより得られる情報となっている。このため、再生範囲情報が記録され
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たＤＶＤを、再生範囲情報を使用しない装置において再生するときには、再生範囲情報は
無視されることになる。従って、再生範囲情報を使用しない装置においても、再生範囲情
報が記録されたＤＶＤを支障なく再生することができる。つまり、再生範囲情報を使用し
ない装置との間において互換性が確保されることになる。
【００３９】
　図３は、本発明に係る記録再生装置の一実施形態の電気的構成を示すブロック線図であ
り、具体的には、ＤＶＤレコーダを示している。なお、以下では、映像信号は音声信号を
含んでいるものとして説明する。
【００４０】
　チューナ部１は、マイクロコンピュータ７から指示されたチャンネルの商用放送を受信
するとともに、受信して得られたアナログ映像信号をＡ／Ｄ変換部２に出力する。Ａ／Ｄ
変換部２は、チューナ部１から出力されるアナログ映像信号をデジタル映像信号に変換し
、信号処理部３に出力する。Ｄ／Ａ変換部４は、信号処理部３より出力されるデジタル映
像信号をアナログ映像信号に変換し、外部に設けられたテレビ受像機６に出力する。
【００４１】
　ディスクドライブ部５は、信号処理部３より出力されるデジタル信号（ＶＲフォーマッ
トによる映像信号や再生範囲情報、等を含む）に対して符号化等の処理を行うことにより
得られた信号を、ＤＶＤ（請求項記載の光ディスクであり、具体的には、ＤＶＤ－ＲＷや
ＤＶＤ＋ＲＷやＤＶＤ－ＲＡＭ等）１１に記録する。また、ＤＶＤ１１に記録されたデジ
タル信号（ＶＲフォーマットによる映像信号や再生範囲情報、等を含む）を読み出し、復
調とエラー訂正等の処理を行った後、信号処理部３に出力する。
【００４２】
　信号処理部３は、エンコード部１４を用いることによって、Ａ／Ｄ変換部２から出力さ
れた映像信号をＭＰＥＧ２に従って圧縮処理する。そして後、圧縮処理した映像信号をＶ
Ｒフォーマットに基づいて処理し、ディスクドライブ部５に出力する。また、デコード部
１５を用いることにより、ディスクドライブ部５より出力される映像信号を、ＶＲフォー
マットに基づいて処理した後、ＭＰＥＧ２に従って伸長処理する。そして、伸長処理によ
り得られたデジタル映像信号をＤ／Ａ変換部４に出力する。
【００４３】
　また、信号処理部３は、オンスクリーンディスプレイ部（以下では、ＯＳＤ部と称する
）１６を用いることによって、マイクロコンピュータ７から指示された文字や記号等を示
す信号を生成し、映像信号に重畳する。また、ディスクドライブ部５から出力される信号
に再生範囲情報が含まれている場合には、再生範囲情報を取り出してマイクロコンピュー
タ７に出力する。
【００４４】
　また、信号処理部３は、ＤＶＤ１１に記録された映像信号の内容を示すサムネイル画像
（代表画像）の表示をマイクロコンピュータ７から指示されたときには、サムネイル画像
を示す映像信号を生成して出力する。なお、サムネイル画像の表示において、サムネイル
画像のうちの１つを動画像とすることを指示された場合、指示されたサムネイル画像を動
画像とする。
【００４５】
　入力回路部８は、図示されない装置本体の前面パネルに設けられた電源キー等のキース
イッチや、リモートコントローラ９から送信される赤外線信号を受光する受光ユニット等
を備えており、ユーザからの指示が入力されると、入力された指示をマイクロコンピュー
タ７に出力する。
【００４６】
　マイクロコンピュータ７は、ＤＶＤレコーダとしての主要動作を制御する。すなわち、
リモートコントローラ９等に入力されたユーザの指示に従い、チューナ部１が受信するチ
ャンネルを制御する。また、ディスクドライブ部５と信号処理部３とを制御することによ
って、チューナ部１が受信した番組を、ＶＲフォーマットによる映像信号としてＤＶＤ１
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１に記録する。また、ＤＶＤ１１に記録されたＶＲフォーマットによる映像信号を再生し
て、テレビ受像機６に表示する。また、ＤＶＤ１１に記録された映像信号の内容を示すサ
ムネイル画像の表示の指示がリモートコントローラ９に入力された場合には、信号処理部
３においてサムネイル画像を示す映像信号を生成させ、出力させる。
【００４７】
　情報記録手段１７（マイクロコンピュータ７の機能の一部でもって構成される）は、Ｄ
ＶＤ１１に記録された映像信号を再生しているときに、ユーザが入力する指示に基づき、
再生範囲情報（図４、図５参照）を生成する。そして、信号処理部３とディスクドライブ
部５とを制御することにより、生成した再生範囲情報を、ＤＶＤ１１のデータエリア内の
予め設定されたエリアに記録する。また、再生範囲情報が記録されたエリアを、ボリウム
／ファイル構造情報においては空きエリアとなるようにするため、再生範囲情報をデータ
エリアの予め設定されたエリアに記録した後にも、ボリウム／ファイル構造情報について
は、再生範囲情報を記録する前と同じ内容に維持する。
【００４８】
　また、マイクロコンピュータ７は、ＤＶＤ１１が再生位置に移動したときには、信号処
理部３とディスクドライブ部５とを制御することによって、再生範囲情報の記録エリアと
して予め設定されたエリアから再生範囲情報を予め読み出し、内部に記憶する。そして、
サムネイル画像（代表画像）の表示時に、ユーザから、サムネイル画像の１つを動画像と
する指示が入力されると、指示されたサムネイル画像に対応する再生範囲情報に従ってＤ
ＶＤ１１を再生し、指示されたサムネイル画像を、静止画像から動画像に変更する（サム
ネイル画像に対応する再生範囲情報とは、第１の情報により示されるプログラムまたはプ
ログラムチェーンが、サムネイル画像に対応するタイトル（プログラムまたはプログラム
チェーン）となる再生範囲情報を意味している）。
【００４９】
　また、マイクロコンピュータ７は、ＤＶＤ１１の全体についての情報（映像信号が記録
された日時やＤＶＤ１１の名称や、代表画面を示す静止画像、等）をテレビ受像機６に表
示している状態において、静止画像を動画像に変更する指示が入力されたときには、ディ
スクに対応する再生範囲情報（図４（Ｃ）参照）に従ってＤＶＤ１１の再生を行うことに
より、ディスクの全体についての情報を示す画面に表示された静止画像を動画像に変更す
る。
【００５０】
　図１は、再生範囲情報を生成して記録するときの実施形態の主要動作を示すフローチャ
ートである。必要に応じて同図を参照しつつ、再生範囲情報を生成して記録するときの実
施形態の動作を説明する。
【００５１】
　本発明では、サムネイル表示における静止画像（代表画像）を動画像に変更するには、
動画像として再生する範囲を示す再生範囲情報を予め生成して、ＤＶＤ１１に記録してお
く必要がある。このため、情報記録手段１７は、ＤＶＤ１１における再生範囲情報の記録
エリアとして予め設定されたエリアの読み出しを行い、既に再生範囲情報が記録されてい
るかどうかを調べる（再生範囲情報が記録されているときには動作を終了する）。
【００５２】
　情報記録手段１７は、再生範囲情報が読み出されなかったときには、再生範囲情報を生
成して記録するため、動画像として再生する範囲の指定を促すメッセージをテレビ受像機
６に表示する（ステップＳ１）。このメッセージに対応して、ユーザが、範囲の指定を開
始するための操作を入力すると、テレビ受像機６には、図５（Ａ）に示すように、範囲指
定のための初期画面が表示される（ステップＳ２，Ｓ３）。
【００５３】
　この初期画面においては、ユーザが動画像として再生させたい範囲の指定を速やかに行
うことを可能にするため、オリジナルプログラムチェーンに従うとき（『オリジナル』ボ
タン６０１にカーソルを位置させて決定キーを操作したとき）には、オリジナルプログラ
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ムチェーンにおけるプログラムのそれぞれに対応したサムネイル画像（代表画像）６１１
～６１３が表示される。また、ユーザ定義プログラムチェーンに従うとき（『プレイリス
ト』ボタン６０２にカーソルを位置させて決定キーを操作したとき）には、ユーザ定義プ
ログラムチェーンにおけるプログラムチェーンのそれぞれに対応したサムネイル画像６１
１～６１３が表示される。
【００５４】
　また、ＤＶＤ１１の全体についての情報を示す画面に表示される動画像の再生範囲の指
定画面となるとき（『ＤＶＤ』ボタン６０３にカーソルを位置させて決定キーを操作した
とき）には、オリジナルプログラムチェーンに従うときと同じとなり、オリジナルプログ
ラムチェーンにおけるプログラムに対応したサムネイル画像６１１～６１３が表示される
。
【００５５】
　このため、『オリジナル』ボタン６０１、『プレイリスト』ボタン６０２、『ＤＶＤ』
ボタン６０３のうちの１つを選択して再生のモードを決定した後（ステップＳ４）、サム
ネイル画像６１１～６１３のうちの１つをカーソルを用いて選択する、等の方法によって
、再生させたい位置を指示すると、指示した位置から再生が開始されて、テレビ受像機６
には図５（Ｂ）に示す画面が表示される（ステップＳ５）。この状態において、『タイト
ル』ボタン６０４にカーソルを移動させた後、決定キーを操作すると、現在再生中のプロ
グラム（またはプログラムチェーン）を、動画像の再生範囲とする再生範囲情報が生成さ
れる（ステップＳ６，Ｓ７，Ｓ２１）。一方、カーソルを、『タイトル』ボタン６０４で
はなく、『チャプタ』ボタン６０５に移動させた後、決定キーを操作すると、現在再生中
のプログラムにおけるセル（またはプログラムチェーンにおけるセル）を、動画像の再生
範囲とする再生範囲情報が生成される（ステップＳ６～Ｓ８，Ｓ２２）。
【００５６】
　また、カーソルを『開始位置』ボタン６０６に移動させた後、決定キーを操作すると、
終了位置の指定を促すメッセージ（図示を省略）が表示される（ステップＳ６～Ｓ９）。
この後、再生を継続、あるいは、再生位置を後方に移動させる、等の操作を行って、動画
像として再生させる範囲の終了位置に適する箇所が再生されたとき、決定キーを操作する
と、このときの再生位置を終了位置とし、ステップＳ６においてカーソルを『開始位置』
ボタン６０６に位置させた後、決定キーを操作したときの再生位置を開始位置とする再生
範囲情報が生成される（ステップＳ１０，Ｓ１１）。
【００５７】
　範囲指定の入力を続けるときには、動作は、ステップＳ１２からステップＳ４に移行す
る。以下、上記した動作と同様の動作が繰り返され、再生範囲情報が生成される。なお、
ステップＳ４において、『プレイリスト』ボタン６０２にカーソルを位置させた後、決定
キーを操作するときでは、プレイリスト（ユーザ定義プログラムチェーン）に従ってＤＶ
Ｄ１１の再生が行われるとともに、プレイリストに従った再生時のサムネイル画像を動画
像とするときの再生範囲情報が生成される。また、ステップＳ４において、『ＤＶＤ』ボ
タン６０３にカーソルを位置させた後、決定キーを操作するときでは、オリジナルプログ
ラムチェーンに従ってＤＶＤ１１の再生が行われるとともに、ＤＶＤ１１の全体について
の情報を示す画面の静止画像を動画像とするときの再生範囲情報が生成される。
【００５８】
　そして、範囲の指定が終了したときには、動作は、ステップＳ１２からステップＳ１３
に移行し、情報記録手段１７は、既に生成した再生範囲情報のうち、オリジナルプログラ
ムチェーン用の再生範囲情報からなる情報群７０１と、ユーザ定義プログラムチェーン用
の再生範囲情報からなる情報群７０２と、ＤＶＤ本体用の再生範囲情報７０３とを１つの
ファイル形式のデータにまとめ、識別用タグ７０４を付加して、ＤＶＤ１１のデータエリ
ア内の予め設定されたエリアに記録する。
【００５９】
　上記した再生範囲情報を、より具体的に説明するため、いま、ＤＶＤには、図６の１０
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０により示す映像信号（ＶＯＢ１～ＶＯＢ６の６つのビデオオブジェクトにより形成され
ている）が記録されており、オリジナルプログラムチェーンにおいては、映像信号１００
は、セル１～セル６に対応するように分かれているとする。そして、セル１～セル６のう
ち、セル１、セル２の２つのセルがオリジナルプログラムチェーンにおけるプログラム１
を構成し、セル３～セル５の３つのセルがプログラム２を構成し、セル６がプログラム３
を構成しているとする。
【００６０】
　一方、ユーザ定義プログラムチェーンにおいては、映像信号１００は８つのセルＣＬ１
～ＣＬ８に対応するように分かれているとする。そして、セルＣＬ１，ＣＬ３，ＣＬ４，
ＣＬ６の４つのセルがプログラムチェーン１を構成し、ＣＬ２，ＣＬ８の２つのセルがプ
ログラムチェーン２を構成し、ＣＬ５，ＣＬ７の２つのセルがプログラムチェーン３を構
成しているとする。
【００６１】
　オリジナルプログラムチェーンおよびユーザ定義プログラムチェーンが上記した内容と
なるときに作成される再生範囲情報について、以下に説明する。
【００６２】
　ステップＳ５における再生が、オリジナルプログラムチェーンに従った再生である場合
において、セル１を再生しているとき、あるいは、セル２を再生しているときに、『タイ
トル』ボタン６０４を選択すると、図７（Ａ）に示す再生範囲情報、すなわち、プログラ
ム１を再生範囲として指示する再生範囲情報が生成される。また、セル２を再生している
ときに、『チャプタ』ボタン６０５を選択すると、図７（Ｂ）に示す再生範囲情報、すな
わち、セル２を再生範囲として指示する再生範囲情報が生成される。
【００６３】
　また、プログラム２のＴ１により示す位置を再生しているときに『開始位置』ボタン６
０６を操作し、Ｔ２により示す位置を再生しているときに終了位置の指定とした場合、図
７（Ｃ）に示す再生範囲情報、すなわち、Ｔ１を開始位置とし、Ｔ２を終了位置として指
定する再生範囲情報が生成される。なお、開始位置と終了位置とは、共に同じプログラム
（またはプログラムチェーン）内の位置となるように制限されており、複数のプログラム
（またはプログラムチェーン）に跨がる場合には無効となる。
【００６４】
　また、ステップＳ５における再生が、ユーザ定義プログラムチェーンに従った再生であ
る場合において、ＣＬ５により示すセルを再生しているとき、『タイトル』ボタン６０４
を選択すると、図８（Ａ）に示す再生範囲情報、すなわち、プログラムチェーン３を範囲
とする再生範囲情報が生成される。なお、ＣＬ５により示すセルを再生しているとき、『
チャプタ』ボタン６０５を選択すると、図８（Ｂ）に示す再生範囲情報、すなわち、プロ
グラムチェーン３内のセル２を範囲とする再生範囲情報が生成される（以下においては、
図８（Ａ）に示す再生範囲情報は生成されず、図８（Ｂ）に示す再生範囲情報が生成され
たとして説明する）。
【００６５】
　図２は、サムネイル画像の表示画面に動画像を表示させるときの実施形態の主要動作を
示すフローチャートである。必要に応じて同図を参照しつつ、再生範囲情報を参照した動
画像を再生するときの実施形態の動作を説明する。
【００６６】
　いま、ＤＶＤ１１に記録された映像信号は、図６に示すようになっており、且つ、ＤＶ
Ｄ１１に記録された再生範囲情報が読み出されて、マイクロコンピュータ７に既に記憶さ
れているとする。また、プレイリスト（ユーザ定義プログラムチェーン）に従って、ＤＶ
Ｄ１１に記録された映像信号を再生するように設定された状態にあるとする。
【００６７】
　この状態において、サムネイル画像（代表画像）を表示させるための指示を入力すると
、テレビ受像機６には、図１１に示す画像が表示される。すなわち、３つのタイトル（プ
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ログラムチェーン１～３）のそれぞれを代表する静止画像（代表画像）８０１～８０３が
表示される（ステップＳ３１）。この状態において、カーソル８１１を、例えば、静止画
像８０３に移動させる（ステップＳ３２）。
【００６８】
　そして後、動画像の表示の指示をリモートコントローラ９に入力すると、マイクロコン
ピュータ７は、カーソル８１１の位置（８０３により示されるプログラムチェーン３の位
置）に対応する再生範囲情報、すなわち、図８（Ｂ）に示す再生範囲情報を参照した再生
を行う。従って、プログラムチェーン３のセル２の再生が開始され、カーソル８１１（エ
リア８０３に移動している）の位置（エリア８０３）には、プログラムチェーン３のセル
２を再生した動画像が縮小して表示される（ステップＳ３３，Ｓ３４）。そして後、ステ
ップＳ３５～Ｓ３７のループ動作が開始される。すなわち、カーソル８１１の移動の指示
が入力されたかどうか、動画像の表示の指示が入力されたかどうか、再生の指示が入力さ
れたかどうかが調べられる。新たな指示が入力されない場合には、セル２の再生が繰り返
される。
【００６９】
　この後、再生の指示が入力されると、エリア８０３に縮小表示されていた動画像が、通
常の大きさの再生画像として、テレビ受像機６の画面の全体において表示される。すなわ
ち、動画像が表示されているエリアにカーソルが位置している状態において、再生の指示
を入力したときには、縮小表示されていた動画像が、再生を継続する形でもって、通常の
大きさで表示されることになる。
【００７０】
　一方、上記したループ動作において、カーソル８１１を静止画像８０１に移動させるた
めのキー操作をリモートコントローラ９に入力した後（ステップＳ３５，Ｓ３９）、再生
の指示を入力すると、静止画像８０１に対応するタイトルであるプログラムチェーン１の
再生が開始される（ステップＳ３７，Ｓ３８）。また、カーソル８１１を静止画像８０１
に移動させるためのキー操作をリモートコントローラ９に入力した後（ステップＳ４１）
、動画像の表示の指示を入力すると、ユーザ定義プログラムチェーン用再生範囲情報のう
ち、第１の情報の値（プログラムチェーンの番号）が『１』になっている再生範囲情報が
示す範囲の再生が行われ、再生された動画像が、エリア８０１に、縮小して表示される（
ステップＳ３６，Ｓ３４）。
【００７１】
　上記した動作は、ユーザ定義プログラムチェーンに従って再生を行うように設定された
場合の動作であり、オリジナルプログラムチェーンに従って再生を行うように設定されて
いる場合では、動画像の表示の指示を入力すると、ステップＳ３４においては、オリジナ
ルプログラムチェーン用再生範囲情報が参照される。従って、このとき、カーソル８１１
をエリア８０２に位置させて動画像の表示の指示を入力すると、第１の情報の値（プログ
ラムの番号）が『２』になっている再生範囲情報が参照される。すなわち、図７（Ｃ）に
示す再生範囲情報が参照される。このため、開始位置Ｔ１から終了位置Ｔ２までの範囲が
繰り返し再生され、再生された動画像が、エリア８０２に縮小して表示される。
【００７２】
　なお、本発明は上記実施形態に限定されず、再生範囲情報の記録位置については、予め
設定されたエリアとした場合について説明したが、その他の構成として、以下に示す構成
とすることができる。
【００７３】
　すなわち、情報記録手段１７は、再生範囲情報を記録するときには、ボリウム／ファイ
ル構造情報を参照して、空きとなっているエリアのうち、最も内周側に位置する空きエリ
アを調べる。そして後、最も内周側に位置する空きエリアに再生範囲情報を記録する。そ
して、再生範囲情報を記録したときにも、ボリウム／ファイル構造情報においては、再生
範囲情報が記録されたエリアを空きエリアとするため、再生範囲情報を記録した後のボリ
ウム／ファイル構造情報を、再生範囲情報を記録する前のボリウム／ファイル構造情報と
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【００７４】
　また、再生範囲情報表示手段１８は、ＤＶＤ１１から再生範囲情報の読み出しを行うと
きには、ボリウム／ファイル構造情報を参照することによって、最も内周側に位置する空
きエリアを調べる。そして、最も内周側に位置する空きエリアから情報の読み出しを行い
、読み出された再生範囲情報を内部に記憶する。なお、この読み出しにおいて、再生範囲
情報が読み出されないときには、再生範囲情報は記録されていないと判定する。
【００７５】
　再生範囲情報の記録位置を上記した方法で決定する場合、本発明が関与しない装置にお
いて映像信号が記録されたＤＶＤ１１に再生範囲情報を記録する場合であっても、再生範
囲情報を記録するための空きエリアが必ず見つかるため、異なる装置との間において互換
性が高まるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】本発明に係る記録再生装置の一実施形態が、再生範囲情報を生成して記録すると
きの主要動作を示すフローチャートである。
【図２】サムネイル画像（代表画像）が表示された画面において、動画像を表示させると
きの実施形態の主要動作を示すフローチャートである。
【図３】実施形態の電気的構成を示すブロック線図である。
【図４】再生範囲情報の構成を示す説明図である。
【図５】動画像として再生させるときの範囲指定時の画面を示す説明図である。
【図６】ＤＶＤ（光ディスク）に記録された映像信号の一例を示す説明図である。
【図７】オリジナルプログラムチェーンに従ったときに生成される再生範囲情報の具体例
を示す説明図である。
【図８】ユーザ定義プログラムチェーンに従ったときに生成される再生範囲情報の具体例
を示す説明図である。
【図９】ＤＶＤに記録されるときの再生範囲情報の並びを示す説明図である。
【図１０】ＶＲフォーマットにおけるデータの記録エリアを示す説明図である。
【図１１】複数のサムネイル画像（代表画像）が表示されるときの画面を示す説明図であ
る。
【図１２】ＤＶＤの全体についての情報が表示されるときの画面を示す説明図である。
【符号の説明】
【００７７】
１　チューナ部
１１　ＤＶＤ（光ディスク）
１７　情報記録手段
８０１～８０３　代表画像
８１１　カーソル
Ｓ１１，Ｓ２１，Ｓ２２　再生範囲情報を生成するステップ
Ｓ３４　再生範囲情報に従って再生した動画像を表示するステップ
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