
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体から読出して再生される複数のサブチャンネルのストリームが、同一の放送チ
ャンネルに属するものであるのかを確認する第１段階、及び
　前記再生される前記複数のサブチャンネルのストリームが異なる放送チャンネルに属す
ることが前記第１段階で確認された場合は、各チャンネルストリームに含まれているプロ
グラム仕様情報パケットの情報に基づき、既存のプログラム仕様情報パケットに代えて新
しいプログラム仕様情報パケットを構成し、この新しいプログラム仕様情報パケットを含
む複数のサブチャンネルのストリームを多重化して出力する第２段階
　を含むことを特徴とするマルチチャンネルストリーム再生方法。
【請求項２】
　第 項において、前記第２段階は、前記複数のサブチャンネルのストリーム中の少なく
とも１つのチャンネルストリームに対して、そのチャンネルストリームの伝送パケットに
含まれているプログラム基準時間情報（ＰＣＲ）を補正したあとに多重化させて出力する
ことを特徴とするマルチチャンネルストリーム再生方法。
【請求項３】
　第 項において、前記補正される値は、各チャンネルストリームの最初のプログラム基
準時間情報（ＰＣＲ）の差値であることを特徴とするマルチチャンネルストリーム再生方
法。
【請求項４】
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　第 項において、前記プログラム基準時間情報が補正されたチャンネルストリームに記
録されているデコーディング時間情報とプレゼンテーション時間情報も、プログラム基準
時間情報が補正された時間値だけ補正されることを特徴とするマルチチャンネルストリー
ム再生方法。
【請求項５】
　第 項において、前記第１段階は、前記再生されるストリームに対する管理情報に割り
当てられているフィールドの値に基づいて同一の放送チャンネルに属するものであるかを
確認することを特徴とするマルチチャンネルストリーム再生方法。
【請求項６】
　記録媒体から複数のサブチャンネルのストリームを再生する再生手段と、
　前記再生される複数のサブチャンネルのストリームが同一の放送チャンネルに属するも
のであるかを判別する判別手段、及び
　前記再生される前記複数のサブチャンネルのストリームが異なる放送チャンネルに属す
ることが前記判別手段により判別された場合は、各チャンネルストリームに含まれている
プログラム仕様情報パケットの情報に基づき、既存のプログラム仕様情報パケットに代え
て新しいプログラム仕様情報パケットを構成し、この新しいプログラム仕様情報パケット
を含む複数のサブチャンネルのストリームを多重化して出力するデータ構成手段を含むこ
とを特徴とするマルチチャンネルストリーム再生装置。
【請求項７】
　第 項において、前記データ構成手段は、前記判別手段により前記再生される複数のサ
ブチャンネルのストリームが異なる放送チャンネルに属するものと判別されれば、前記複
数のサブチャンネルのストリーム中の少なくとも１つのチャンネルストリームに対して、
そのチャンネルストリームの伝送パケットに含まれているプログラム基準時間情報（ＰＣ
Ｒ）を補正した後に多重化させて出力することを特徴とするマルチチャンネルストリーム
再生装置。
【請求項８】
　第 項において、前記補正される値は、各チャンネルストリームの最初のプログラム基
準時間情報（ＰＣＲ）の差値であることを特徴とするマルチチャンネルストリーム再生装
置。
【請求項９】
　第 項において、前記データ構成手段は、前記プログラム基準時間情報が補正されたチ
ャンネルストリームに記録されているデコーディング時間情報とプレゼンテーション時間
情報も、プログラム基準時間情報が補正された時間値だけ補正されることを特徴とするマ
ルチチャンネルストリーム再生装置。
【請求項１０】
　第 項において、前記判別手段は、前記再生されるストリームに対する管理情報に割り
当てられているフィールドの値に基づいて同一の放送チャンネルに属するものであるのか
を判断することを特徴とするマルチチャンネルストリーム再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
１．技術分野
本発明は、再記録可能高密度ＤＶＤ（ＨＤ－ＤＶＤ： High-Density Digital Versatile D
isc）のような記録媒体に、マルチチャンネルストリーム（ Multi-channel Stream）を記
録し、それを再生する方法及び装置に関する。
【０００２】
２．背景技術
デジタル画像圧縮及びデジタル変／復調等のようなデジタル技術の発展によって、映像を
デジタルデータとして伝送するデジタルテレビ放送に関する標準化が速い速度で進展して
いる。デジタルテレビ放送は放送する画像／音声（Ａ／Ｖ）信号をＭＰＥＧ－２で圧縮し
、その圧縮した画像／音声データを１８８－バイトの伝送パケット（ＴＰ： Transport Pa
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cket）に構成した伝送ストリーム（ＴＳ： Transport Stream）の形態で放送される。
【０００３】
デジタル画像／音声圧縮技術及びデジタル伝送技術の発展によって商用化が可能になった
デジタル放送はアナログ放送信号より高画質の映像を提供することができ、デジタル通信
装置及びデジタル記憶装置などとの相互運用性を高めることができるという長所がある。
【０００４】
一方、デジタルテレビ放送によって送信される放送プログラムである伝送ストリームを受
信して再記録可能高密度ＤＶＤ（ writable HD-DVD）に記録するＤＶＤレコーダが開発さ
れている。これはデジタルテレビ放送と一緒に広く商用化されることが予想される。
【０００５】
ところで、普通６ＭＨｚの周波数帯域を占める１つのデジタル放送チャンネル（ＲＦチャ
ンネル）は１９．４Ｍｂｐｓの伝送レートを保障する。この伝送レートは１つのＨＤ－Ｔ
Ｖ放送信号を伝送することができるが、ＨＤ－ＴＶ信号より画質が低いＳＤ－ＴＶ放送信
号の場合には大体４つのプログラムを伝送することができる。このように１つのＲＦチャ
ンネルでＳＤ－ＴＶ信号を伝送する論理又は仮想チャンネルを‘サブチャンネル’という
。
【０００６】
前記のように１つのＲＦチャンネル内で複数の異なるサブチャンネルを受信することがで
きるので、現在開発されているＤＶＤレコーダはユーザーの要請により２つ以上のサブチ
ャンネルを同時に記録し、かつこれらを再生できなければならない。そして、異なるＲＦ
チャンネルから１つのサブチャンネルずつを選択して複数のチャンネルのストリームを記
録して再生することもできる。
【０００７】
一方、デジタルテレビ放送を受信して表現する装置、例えば、デジタルＴＶは受信される
デジタルストリームに対するプログラム仕様情報（ＰＳＩ： Program Specific Informati
on）を受信するまで、チャンネルを選択したり、受信ストリームを復号することができな
い。また所定時間間隔以内にプログラム基準時間情報（ＰＣＲ： Program Clock Referenc
e）を受信しなければ、内部クロックをその時間に同期させて、データストリームを構成
するパケットに適した時間間隔で表現（ presentation）することができない。
【０００８】
一般には、デジタルレコーダは１つのチャンネルを記録し、それを後で再生する。デジタ
ルレコーダが複数のチャンネルを記録することができる場合、多くのチャンネルの中から
選んだ１つのチャンネルを再生するか、あるいは少なくとも２つのチャンネルを再生し、
それらをデジタルＴＶのマルチ画面、すなわちＰＩＰ（ Picture In Picture）に表示する
。
【０００９】
このマルチチャンネル提供の場合、すべてのチャンネルが１つのＲＦチャンネルに属して
いるか否かによって、ＰＳＩを提供する方法を変えなければならず、各チャンネルストリ
ームに挿入されたＰＣＲ値も補正しなければならない。
【００１０】
３．発明の開示
本発明は前記のような必要性によって創作されたものであり、マルチチャンネルストリー
ム中の個々のチャンネルストリームはもちろん複数チャンネルのストリームをデジタルＴ
Ｖのような表現装置で同時に表現できるように、複数チャンネルのストリームにプログラ
ム仕様情報を記録する方法を提供することがその目的である。
【００１１】
本発明のさらに他の目的は、記録された複数チャンネルのストリームをデジタルＴＶのよ
うな表現装置で同時に表現できるように、複数チャンネルのストリームと一緒に記録され
たプログラム仕様情報を伝送する方法を提供することである。
【００１２】
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本発明のさらに他の目的は、記録された複数チャンネルのストリームをデジタルＴＶのよ
うな表現装置で同時表現できるように、複数チャンネルのストリームの時間情報を伝送す
る方法を提供することにある。
【００１３】
前記のような目的を達成する本発明によるマルチチャンネルストリーム記録方法は、同調
された１つ以上の放送チャンネルのストリームから複数のサブチャンネルストリームを選
択出力して、前記選択出力される複数のチャンネルのストリームが同一放送チャンネルに
属する場合には、前記同調された放送チャンネルストリームに含まれているプログラム仕
様情報パケットを複写して、前記選択出力される複数のサブチャンネルストリームのすべ
てに含める一方、異なる放送チャンネルに属する場合には受信されるプログラム仕様情報
パケットをそのまま記録して、その記録された複数のチャンネルのストリームが同一の放
送チャンネルに属しているか異なる放送チャンネルに属しているかの情報をさらに記録す
ることが特徴である。
【００１４】
本発明によるマルチチャンネルストリーム再生方法は、記録媒体から読出して再生される
複数のチャンネルのストリームが、同一の放送チャンネルに属しているかそうでないかを
確認して、同一放送チャンネルに属していれば、任意の１チャンネルストリーム以外のチ
ャンネルストリームに含まれているプログラム仕様情報パケットは除去して、異なる放送
チャンネルに属していれば各チャンネルストリームに含まれているプログラム仕様情報パ
ケットの情報に基づいて新しいプログラム仕様情報パケットを構成して既存のプログラム
仕様情報パケットを置き換えるとともに、プログラム時間基準も適切に補正し、複数のチ
ャンネルのストリームを多重化して出力することが特徴である。
【００１５】
前記のマルチチャンネルストリーム記録／再生方法及び装置は、同一ＲＦチャンネルまた
は異なるＲＦチャンネルから選択されて記録された複数のサブストリームはそれに適した
プログラム基準時間情報とプログラム仕様情報と一緒に提供するので、デジタルＴＶのよ
うなディスプレー装置でチャンネル選択エラーや表現時間のエラーなしに複数のチャンネ
ルのストリームをデコーディングしてＰＩＰやマルチ画面モードで同時に出力できるよう
にする。
【００１６】
５．発明を実施する為の最良の形態
以下、本発明によるマルチチャンネルストリームを記録して再生する装置及び方法に対す
る望ましい実施形態に対して、添付された図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１７】
図１は、本発明によるマルチチャンネルストリーム記録装置の構成を示したものである。
本マルチチャンネルストリーム記録装置は高密度ＤＶＤレコーダ（ＨＤ－ＶＤＲ）でよい
。図１の記録装置は、デジタル放送を同調受信して、所望するＲＦチャンネルを選択出力
する第１チューナ１０と第２チューナ２０、第１チューナ１０及び第２チューナ２０によ
り選択出力されるＲＦチャンネルのデジタル伝送ストリームに挿入されているＰＣＲを含
むパケットとＰＳＩを含むパケットを抽出する第１ＰＣＲ／ＰＳＩデコーダ１１と第２Ｐ
ＣＲ／ＰＳＩデコーダ２１、第１ＰＣＲ／ＰＳＩデコーダ１１及び第２ＰＣＲ／ＰＳＩデ
コーダ２１を経て出力されるデジタル伝送ストリーム中所望するサブチャンネルストリー
ムを選択出力する第１ストリームセレクタ１２と第２ストリームセレクタ２２、第１ＰＣ
Ｒ／ＰＳＩデコーダ１１及び第２ＰＣＲ／ＰＳＩデコーダ２１により抽出された各ＰＣＲ
を基準にして、内部クロックを同期させてこれをカウントする第１クロック発生部１４と
第２クロック発生部２４、ストリームパケット到着時にクロック発生部１４のカウント値
を各伝送パケットの到着時間（ＡＴＳ）情報として付加して一時的に記憶する第１バッフ
ァ１３と第２バッファ２３、第１バッファ１３及び第２バッファ２３に記憶されたストリ
ームパケットを所定単位で交互に記録して、それに対応するナビゲーション情報を生成し
て記録するストリーム記録部１５、ストリーム記録部１５から出力される信号を高密度Ｄ
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ＶＤ（ＨＤ－ＤＶＤ）１００のような記録媒体にマーク／スペース（ Mark/Space）パター
ンまたはピット（ Pit）の形状で記録する光ピックアップ１６、及びマルチチャンネルス
トリーム記録のために全ての要素を制御する制御部１７を含んでいる。
【００１８】
第１チューナ１０と第２チューナ２０は、デジタル放送信号から各々１つのＲＦチャンネ
ルを選択して出力する。後段のＰＣＲ／ＰＳＩデコーダ１１、２１は受信したＲＦチャン
ネルのデジタル伝送ストリームに所定時間以内、例えば１００ｍｓ周期以内に挿入されて
いるＰＣＲを含むパケットと、当該プログラムに対する仕様情報であるＰＳＩパケットを
抽出して、抽出されたＰＣＲを含むパケットからＰＣＲ値をクロック発生部１４、２４に
各々提供する。
【００１９】
ストリームセレクタ１２、２２は、入力されたＲＦチャンネルストリームの伝送パケット
のパケット識別番号（ＰＩＤ： Packet ID）を検出し、確認して、制御部１７により選択
された各サブチャンネルストリームを区別してこれらのみを選別的に出力する。
【００２０】
一方、第１クロック発生部１４と第２クロック発生部２４は、入力されるＰＣＲ値に自身
のクロックを同期させて、その同期されたクロックを継続的にカウントしてそのカウント
値を伝送パケットの到着時間情報（ＡＴＳ）としてバッファ１３、２３に提供する。
【００２１】
バッファ１３、２３は、伝送パケットの受信時ごとに該当クロック発生部１４または２４
のカウント値を読んでこれを伝送パケットに付加して記憶する。このように記憶された伝
送パケットは、後段のストリーム記録部１５により所定単位で交互に読まれて記録信号に
変換されて光ピックアップ１６に送られ、高密度ＤＶＤ１００に記録される。また、スト
リーム記録部１５はこのような記録中、または記録完了後に記録データのナビゲーション
情報を生成して記録する。
【００２２】
前記のような過程により異なるＲＦチャンネルから各々選択された２つのチャンネルスト
リームが高密度ＤＶＤ１００に記録される。
【００２３】
１つのＲＦチャンネルから複数、例えば２つのサブチャンネルストリームを選択すること
もできる。このときには、第１ストリームセレクタ１２が２つのサブチャンネルを選択す
る。このとき選択された２つのサブチャンネル中の１つは第２バッファ２３に伝送され、
第２バッファ２３は第２クロック発生部２４のカウント値でなく第１クロック発生部１４
のカウント値を用いて受信された伝送パケットに到着時間情報を付加する。このように２
つのバッファ１３、２３に記憶された単一ＲＦチャンネルの複数サブチャンネルストリー
ムは前述したようにストリーム記録部１５により交互に読まれて高密度ＤＶＤ１００に記
録される。
【００２４】
以下では、前記のように複数のＲＦチャンネルまたは単一のＲＦチャンネルの複数サブチ
ャンネルのストリームが記録媒体に記録される過程に対してさらに詳細に説明する。
【００２５】
図２は、本発明によって１つのＲＦチャンネルから２つのサブチャンネルストリームを選
択して記録する過程を例示したものである。図２の例は第１チューナ１０により選択出力
されたＳＤ級４つのサブチャンネルを含むＲＦチャンネル２００から、ユーザーの要請に
よって、第１サブチャンネル２０１と第３サブチャンネル２０２が選択された状態を示し
ている。
【００２６】
第１ストリームセレクタ１２により選択された２つのサブチャンネルストリームは、第１
バッファ１３と第２バッファ２３に各々記憶される。このとき、第１ストリームセレクタ
１２は前段の第１ＰＣＲ／ＰＳＩデコーダ１１により抽出されたＰＳＩパケットを１つの
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サブチャンネルストリームに挿入し、他のサブチャンネルストリームにはそのＰＳＩパケ
ットを複写して挿入して同一のＰＳＩパケットが複数のサブチャンネルストリーム双方に
挿入されてバッファ１３、２３に記憶させる。
【００２７】
第１バッファ１３と第２バッファ２３が第１クロック発生部１４のクロックカウント値を
読んで、各サブチャンネルストリームの伝送パケットにそれを付加する。このように構成
された各サブチャンネルストリーム２０１、２０２はストリーム記録部１５により所定単
位で交互に読まれて高密度ＤＶＤ１００に記録される。
【００２８】
ストリーム記録部１５は、各サブチャンネルストリーム２０１，２０２を１つの記録集合
体（ Stream Object）として記録するか、それぞれ別の記録集合体に区分して記録する。
そして、記録された記録集合体に対するナビゲーション情報も生成して記録する。
【００２９】
高密度記録媒体の規格では、１つの記録集合体に対して管理情報である１つのプログラム
情報が対応する。各サブチャンネルを１つの記録集合体内に記録する場合には、それに対
応するプログラム情報のフィールド中の１つであるプログラム類型情報ＰＧ＿ＴＹフィー
ルドは、図３ａのように、記録されたサブチャンネル形態に対する３ビットのチャンネル
個数Ｃ hａｎｎｅｌ＿Ｎｓサブフィールドを有する。このサブフィールドは、１つのチャ
ンネルストリームが対応する１つの記録集合体に区画記録されたときは‘０００’の値を
、１つのＲＦチャンネルに属する２つのサブチャンネルストリームが記録されたときは、
‘００１’を、そして、異なる２つのＲＦチャンネルから各々１つのサブチャンネルが選
択されて２つのサブチャンネルストリームが記録されたときは‘０１０’の値が記録され
る。
【００３０】
したがって、図２のマルチチャンネルストリーム記録例の場合には、チャンネル個数フィ
ールドＣ hａｎｎｅｌ＿Ｎｓには、‘００１’の値が記録される。
【００３１】
もしも、各サブチャンネルを各々１つの記録集合体として記録して、これによって複数の
プログラム情報を生成する場合には、プログラム類型情報は図３ｂのようなフォーマット
を有する。図３ｂの関連プログラム番号ＬＫ＿ＰＧ＿Ｎｕのサブフィールドは４ビットで
構成される。１つのチャンネルのみ記録されたときは‘０ＸＸＸ’の値が記録される。同
一ＲＦチャンネルに属する２つのサブチャンネルが同時に記録された場合には、ｂ３には
‘１’、ｂ２には‘０’、ｂ１、ｂ０にそれと一緒に記録された‘他サブチャンネル番号
－１’の値を記録する。異なるＲＦチャンネルに属する２つのサブチャンネルが記録され
た場合には、ｂ３、ｂ２にすべて‘１’を、ｂ１、ｂ０には同時に記録された‘他サブチ
ャンネル番号－１’を記録する。
【００３２】
したがって、図２のマルチチャンネル記録例では、第１サブチャンネルストリームが記録
された記録集合体に対応するプログラム情報の関連プログラム番号のサブフィールドは‘
１０１０’が記録され、第３サブチャンネルストリームに対するプログラム情報の関連プ
ログラム番号フィールドには‘１０００’が記録される。
前述のようなプログラム類型情報に記録されるチャンネル個数情報Ｃ hａｎｎｅｌ＿Ｎｓ
または関連プログラム番号情報ＬＫ＿ＰＧ＿Ｎｕは、他のナビゲーション情報であるセル
（Ｃｅｌｌ）情報に記録することもできる。
【００３３】
図４は、本発明によって２つのＲＦチャンネルから２つのサブチャンネルストリームが選
択されて記録される過程を例示したものである。図４の例は第１チューナ１０により同調
されたＲＦチャンネルからＳＤ級の第１サブチャンネルが第１ストリームセレクタ１２に
より選択され、第２チューナ２０により同調されたＲＦチャンネルからＳＤ級の第３サブ
チャンネルが第２ストリームセレクタ２２により選択されたものである。
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【００３４】
それぞれ異なるＲＦチャンネルから各々サブチャンネルが選択されて記録される場合には
、第１ストリームセレクタ１２と第２ストリームセレクタ２２は、ＰＳＩ／ＰＣＲデコー
ダ１１、２１によりそれぞれ異なるＲＦチャンネルストリームから抽出されたＰＳＩパケ
ットＰＳＩ１、ＰＳＩ２を選択されたサブチャンネルストリームに挿入して第１バッファ
１３と第２バッファ２３に伝送する。そうすると、第１バッファ１３は第１クロック発生
部１４のカウント値を、第２バッファ２３は第２クロック発生部２４のカウント値を読ん
で、第１ストリームセレクタ１２と第２ストリームセレクタ２２から入力される伝送パケ
ットに、４バイトのパケット到着時間情報（ＡＴＳ）として付加する。
【００３５】
そして、第１バッファ１３と第２バッファ２３に各々記憶された第１チャンネルストリー
ム４０１と第３チャンネルストリーム４０２は、前述した方式と同様同一の記録集合体に
するか、または複数の記録集合体として記録される。それに対応するナビゲーション情報
もストリーム記録部１５により生成して記録する。
【００３６】
図４のように記録される例の場合には、図３ａのプログラム類型フィールドを用いれば、
チャンネル個数Ｃ hａｎｎｅｌ＿Ｎｓのフィールドに‘０１０’の値が記録されて、図３
ｂのプログラム類型フィールドを用いれば、第１チャンネルストリーム４０１に対するプ
ログラム類型フィールドの関連プログラム番号情報ＬＫ＿ＰＧ＿Ｎｕのサブフィールドに
‘１１１０’の値が記録される。
【００３７】
以下では、前述したように記録されたマルチチャンネルストリームを再生する方法及び装
置に対して説明する。
【００３８】
図５は、本発明によるマルチチャンネルストリーム再生装置の構成を示したものである。
図５のマルチチャンネルストリーム再生装置は、高密度ＤＶＤレコーダ（ＨＤ－ＶＤＲ）
でよい。その構成は、高密度ＤＶＤ　１００の記録信号を読み出す光ピックアップ１６、
読まれた記録信号を処理して元来のデータストリームに復元して、各チャンネルストリー
ムごとに分離して出力するストリーム再生部３６、分離出力されるチャンネルストリーム
を各々一時的に記憶する第１バッファ３３と第２バッファ３５、第１バッファ３３及び第
２バッファ３５から各々チャンネルストリームを読んでデコーディングしてＰＣＲ情報と
、ＰＳＩパケット、そしてデータ、すなわち、Ａ／Ｖ（Ａｕｄｉｏ／Ｖｉｄｅｏ）パケッ
トを各々分離して出力する第１ＰＣＲ／ＰＳＩデコーダ３２と第２ＰＣＲ／ＰＳＩデコー
ダ３４、内部クロックをカウントするクロック発生部３０、第１ＰＣＲ／ＰＳＩデコーダ
３２と第２ＰＣＲ／ＰＳＩデコーダ３４を経て各々出力されるチャンネルストリームを、
マルチチャンネルの構成状態によってマルチチャンネルストリームを再構成するマルチチ
ャンネルストリーム構成部３１、及びストリーム再生部３６により再生されたマルチチャ
ンネルストリームの構成状態情報を把握してマルチチャンネルストリーム構成部３１での
ストリーム再構成を制御する制御部３７を含む。
【００３９】
図５の再生装置でなされる本発明による記録されたマルチチャンネルストリームの再生方
法に対して説明する。
【００４０】
ストリーム再生部２６は、単一または複数の記録集合体に記録されている複数のサブチャ
ンネルストリームを再生する。単一の記録集合体に記録されている場合には順序とおり再
生して伝送パケットのパケット識別番号であるＰＩＤ値に基づいて各サブチャンネル別に
分離して、複数の記録集合体に記録されている場合には、各記録集合体を交互に再生して
バッファ３３または３５に記憶する。
【００４１】
そして、単一または複数の記録集合体に対するプログラム情報のプログラム類型フィール
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ドを確認して図３ａのチャンネル個数情報または図３ｂの関連プログラム番号情報フィー
ルドの値を制御部３７に伝達する。制御部３７はフィールド情報に基づいて現在再生され
る複数チャンネルストリームのチャンネル構成形態をマルチチャンネルストリーム構成部
３１に知らせる。
【００４２】
バッファ３３、３５に各々記憶されたサブチャンネルストリームは、後段のＰＳＩ／ＰＣ
Ｒデコーダ３２、３４により各々ＰＳＩパケットとＡ／Ｖパケットに分離され、伝送パケ
ットに記録されているＰＣＲ値はデコーディングされて後段のマルチチャンネルストリー
ム構成部３１に伝えられる。
【００４３】
マルチチャンネルストリーム構成部３１は、制御部３７から伝えられる再生されるストリ
ームのサブチャンネル構成形態によって入力される複数チャンネルのストリームを異なる
ように処理する。
【００４４】
図６は、図２の例により記録された、単一ＲＦチャンネルに属する２つのサブチャンネル
ストリームを再生する過程を例示したものである。
【００４５】
図６の例で、制御部３７は、ストリーム再生部３６から伝えられる‘００１’のチャンネ
ル個数フィールド情報または‘１０００’または‘１０１０’の関連プログラム番号情報
の値に基づいて、現在再生される複数チャンネルストリームが同一ＲＦチャンネルに属す
るサブストリームであることを確認する。このような確認によって、マルチチャンネルス
トリーム構成部３１には‘同一チャンネルモード’信号を印加する。
【００４６】
そうすると、マルチチャンネルストリーム構成部３１は、入力される２つのチャンネルス
トリーム中の１つのチャンネルストリーム、例えば第２ＰＳＩ／ＰＣＲデコーダ３４から
印加されるチャンネルストリームに含まれているＰＳＩパケットを除去する。なぜなら、
２つのチャンネルストリームが同一のＰＳＩパケットを含んでいるためである。このよう
にＰＳＩパケットが含まれたチャンネルストリームとＰＳＩパケットが除去されたチャン
ネルストリームを受信して一時的に記憶して、２つのチャンネルストリームの伝送パケッ
トが、前段に付加されている到着時間情報ＰＡＴが速いものから順序どおり多重化して伝
送される。
【００４７】
最初の伝送パケットの伝送の後に次の伝送パケットの伝送は、前で伝送された伝送パケッ
トの到着時間情報と伝送する伝送パケットの到着時間情報の差が、現在のクロック発生部
３０のカウント値と前で伝送パケットを伝送した時のクロック発生部３０のカウント値の
差と同じになる瞬間に行われる。以後の伝送パケットの伝送も同様になされる。
【００４８】
前述のように再生されて伝送される複数のチャンネルのストリームを受信するデジタルＴ
Ｖのような装置は、ＰＳＩ情報に基づいて２つのサブチャンネルストリームをすべて選択
してデコーディングすることによって、ＰＩＰ画面またはマルチ画面を構成することがで
きる。
【００４９】
図７は、図４の例により記録された、２つのＲＦチャンネルにそれぞれ属する２つのサブ
チャンネルストリームが再生される過程を例示したものである。
【００５０】
図７の例で、制御部３７は、ストリーム再生部３６から伝えられる‘０１０’のチャンネ
ル個数フィールド情報または‘１１００’または‘１１１０’の関連プログラム番号情報
の値に基づいて、現在再生される複数チャンネルストリームが他のＲＦチャンネルに属す
る複数サブストリームであることを確認する。このような確認によって、マルチチャンネ
ルストリーム構成部３１には‘異なるチャンネルモード’信号を印加する。
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【００５１】
そうすると、マルチチャンネルストリーム構成部３１は、第１及び第２ＰＳＩ／ＰＣＲデ
コーダ３２、３４から入力される２つのチャンネルストリームに含まれていたＰＳＩパケ
ットＰＳＩ１、ＰＳＩ２を分析して新しいＰＳＩパケットＰＳＩｎを構成し、以前のＰＳ
ＩパケットＰＳＩ１、ＰＳＩ２をこの新しいＰＳＩパケットに代える。この新しく作成さ
れるＰＳＩパケットＰＳＩｎに載せられる情報は、それぞれ他のＲＦチャンネルの第１チ
ャンネルストリームと第３チャンネルストリームを１つのＲＦチャンネルとする、プログ
ラムアソシエーションテーブル（ Program Association Table）、プログラムマップテー
ブル（ Program Map Table）、ネットワーク情報テーブル（ Network Information Table）
及びコンディショナルアクセステーブル（ Conditional Access Table）を構成するように
なる。
【００５２】
そして、異なるＲＦチャンネルの複数チャンネルストリームが１つのＲＦチャンネルに属
するサブストリームとして見えるようにするためにストリーム内に記録されているＰＣＲ
値も補正する。
【００５３】
このような補正のために、マルチチャンネルストリーム構成部３１は１つのサブチャンネ
ルストリームのＰＣＲ値を他のサブチャンネルストリームを基準にして補正するオフセッ
ト値をまず算出する。このオフセット値は各サブストリームの最初のＰＣＲ値の差値にな
る。
【００５４】
例えば、図８Ａのように第２ＲＦチャンネルの第３サブチャンネルストリームの最初のＰ
ＣＲ値ＰＣＲ３１ が９００であって、第１ＲＦチャンネルの第１サブチャンネルストリー
ムの最初のＰＣＲ値ＰＣＲ１１ が１０００ならばオフセット値は１００になる。このよう
にオフセット値が求められればその求められたオフセット値を、最初のＰＣＲ値が小さい
サブストリーム、すなわち第３サブチャンネルストリームの各ＰＣＲ値ＰＣＲ３ｘに加え
たり最初のＰＣＲ値が大きいサブストリーム、すなわち、第１サブチャンネルストリーム
の各ＰＣＲ値ＰＣＲ１ｘから差し引く。図８Ｂと図８Ｃは第３チャンネルサブストリーム
のＰＣＲ値が補正された例を示したものである。
【００５５】
また、ＰＣＲ値が補正されたサブストリームの各伝送パケットのさらに異なる時間情報、
例えばプレゼンテーション時間情報（ＰＴＳ： Presentation Time Stamp）情報とデコー
ディング時間情報（ＤＴＳ： Decoding Time Stamp）情報に対してもオフセットだけ補正
する。
【００５６】
前述のように再構成された２つのチャンネルストリームの伝送パケットから、前段に付加
されている到着時間情報ＡＴＳが速いものから順序どおり多重化して伝送する。伝送パケ
ットの伝送間隔は前と同様の方式でなされる。
【００５７】
前述のように再生されて伝送される複数のチャンネルのストリームを受信するデジタルＴ
Ｖのような装置は、ＰＳＩ情報に基づいて２つのサブチャンネルストリームをすべて選択
してデコーディングすることによって、ＰＩＰ画面またはマルチ画面を構成することがで
きる。
【００５８】
もしも、同一のＲＦチャンネルに属するが異なった時間に記録された複数のサブストリー
ムを同時に再生して出力する場合には、たとえ同一ＲＦチャンネルのサブストリームであ
っても、このときは異なるＲＦチャンネルで記録された複数サブストリームを再生する前
の方法が適用される。
【００５９】
すなわち、１つのサブストリームに対してはＰＣＲ値（またはＰＴＳ／ＤＴＳ）が補正さ
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れてＰＳＩも新しく構成されてデジタルＴＶに提供される。そして、このときは記録され
た時間帯が異なるので各サブストリームの最初の伝送パケットのパケット到着時間情報Ｐ
ＡＴの差だけ、速いパケット到着時間情報を有するサブストリームの伝送パケットのパケ
ット到着時間に加えて補正して、このように補正されたパケット到着時間情報に基づいて
、２チャンネルストリームの伝送パケットの伝送順序と間隔とを決定して伝送する。
【００６０】
以上、前述した本発明の望ましい実施形態は、例示の目的のために開示されたものであっ
て、当業者ならば添付された特許請求範囲に開示された本発明の技術的思想とその技術的
範囲内で、多様な他の実施形態を改良、変更、代替または付加などが可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明によるマルチチャンネルストリーム記録装置の構成を示す図。
【図２】　本発明によって１つの放送チャンネル（ＲＦチャンネル）で２つのサブチャン
ネルストリームが選択されて記録される過程を示す図。
【図３】　同一または異なる放送チャンネルのマルチサブチャンネルストリームの記録情
報の例を各々図示す図。
【図４】　本発明によって２つのＲＦチャンネルから２つのサブチャンネルストリームが
選択されて記録される過程を示す図。
【図５】　本発明によるマルチチャンネルストリーム再生装置に対する構成を示す図。
【図６】　図２の例により記録された、単一ＲＦチャンネルに属する２つのサブチャンネ
ルストリームが再生される過程を示す図。
【図７】　図４の例により記録された、２つのＲＦチャンネルにそれぞれ属する２つのサ
ブチャンネルストリームが再生される過程を示す図。
【図８】　本発明によるマルチチャンネルストリームのプログラム基準時間情報ＰＣＲを
補正する方法を示した図。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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