
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
情報の時間軸において同一時間上に対応する情報片が複数集まり構成している同一時間情
報群が記録されている記録媒体を再生する記録媒体再生装置において、
前記記録媒体の情報を再生する再生手段と、
前記同一時間情報群毎に選択された情報片を特定する特定情報を記憶する記憶手段とを有
し、
前記記憶手段の前記特定情報に基づき前記記録媒体の再生を行うことを特徴とする記録媒
体再生装置。
【請求項２】
前記同一時間情報群を検知する検知手段を備え、
前記検知手段が前記同一時間情報群を検知する場合に前記記憶手段が記憶する前記特定情
報に基づき前記記録媒体の再生を行うことを特徴とする請求項１記載の記録媒体再生装置
。
【請求項３】
前記記録媒体に記録されている情報片の再生順を設定する設定手段を備え、
前記設定手段は、前記同一時間情報群において再生する情報片を、前記記憶手段が記憶す
る前記特定情報に基づき設定することを特徴とする請求項１記載の記録媒体再生装置。
【請求項４】
前記情報は映像情報であり、前記同一時間情報群に含まれる情報片は同一対象をそれぞれ
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複数の角度から撮影又は表現した映像情報を含むことを特徴とする請求項１又は２又は３
記載の記録媒体再生装置。
【請求項５】
前記記憶手段は、前記記録媒体に記録されている識別情報と前記特定情報を対に記憶し、
前記記録媒体から再生された前記識別情報と前記記憶手段に記憶されている識別情報を比
較する比較手段を有し、
前記比較手段により前記識別情報の一致が検出されたときは前記識別情報と対に記憶され
ている前記特定情報に基づき前記記録媒体の再生を行うことを特徴とする請求項１又は２
又は３又は４記載の記録媒体再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、情報が記録された媒体を再生する記録媒体再生装置に関し、特に、情報再生時
の同一時間軸における一場面を多様に表すことのできる複数の情報片が記録される記録媒
体の各情報片を、適宜選択し再生する記録媒体再生装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、光ディスク等に記録されている音声情報や映像情報を再生する光ディスクプレーヤ
が知られている。光ディスクに記録される情報は、例えば、いわゆる映画や絵画観賞など
といったソフトで代表されるように、静止画または動画による映像情報が、これら映像情
報と関連する音声情報と共に記録されたものであり、これらの情報は、各静止画または所
定時間の動画によって区切られた情報片の集まりとして構成され、各情報片に対応するフ
レーム番号またはチャプタ番号と共に記録されて、各情報片を識別可能に構成されている
。
【０００３】
これら光ディスクに記録された情報片は、再生場面の時間軸に沿って記録されていて、通
常の再生時には、光ディスクプレーヤによってその全てが順次再生され、場合によっては
、これら情報片の再生順をフレーム番号またはチャプタ番号によりプログラム設定し記憶
することにより光ディスクを再生していた。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
近年、光ディスクの記録情報として、ある同一時間の映像として、異なる方向（アングル
）からの映像又は異なる場面の映像がパラレルに記録されているものが考えられている。
例えば、野球の試合が記録されている場合では、ポイントとなるホームランシーンなどの
場面をピッチャー後方、又は、キャッチャー後方などの多方向からの映像を示す複数の情
報片がパラレルに記録されている光ディスクなどがこれに相当する。
【０００５】
ところが、これらのディスクを従来の光ディスクプレーヤで再生しようとすると、通常再
生において、パラレルに記録された同一時間の映像場面が順次全て再生されることになり
、上述した野球の試合の再生においては、所定の方向に対応する情報片を予め全て選択し
、それ以外の同一時間の映像場面に対応する情報片を再生しないようにプログラム設定し
記憶させる必要がある。また、所定の方向に対応してプログラム設定した後に、異なる方
向に変えて再生したい場合は、その都度プログラム設定を行う必要があり、使用者に多大
な操作負担をかけることになる。
【０００６】
本発明は上述の問題点に鑑みなされたものであり、情報再生時の同一時間軸における一場
面を多様に表す複数の情報片が記録される記録媒体の各情報片を、適宜容易に選択操作し
再生する記録媒体再生装置を提供するものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
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請求項１記載の発明は、情報の時間軸において同一時間上に対応する情報片が複数集まり
構成している同一時間情報群が記録されている記録媒体を再生する記録媒体再生装置にお
いて、記録媒体の情報を再生する再生手段と、同一時間情報群毎に選択された情報片を特
定する特定情報を記憶する記憶手段とを有し、記憶手段の特定情報に基づき記録媒体の再
生を行うことを特徴とする。
【０００８】
また、請求項２記載の発明は、請求項１記載の記録媒体再生装置において、同一時間情報
群を検知する検知手段を有し、検知手段が同一時間情報群を検知する場合に記憶手段が記
憶する特定情報に基づき記録媒体の再生を行うことを特徴とする。
【０００９】
また、請求項３記載の発明は、請求項１記載の記録媒体再生装置において、記録媒体に記
録されている情報片の再生順を設定する設定手段を有し、設定手段は、同一時間情報群に
おいて再生する情報片を、記憶手段が記憶する特定情報に基づき設定することを特徴とす
る。
【００１０】
また、請求項４記載の発明は、請求項１又は２又は３記載の記録媒体再生装置において、
情報は映像情報であり、同一時間情報群に含まれる情報片は同一対象をそれぞれ複数の角
度から撮影又は表現した映像情報を含むことを特徴とする。
【００１１】
また、請求項５記載の発明は、請求項１又は２又は３又は４記載の記録媒体再生装置にお
いて、記憶手段は、記録媒体に記録されている識別情報と特定情報を対に記憶し、記録媒
体から再生された識別情報と記憶手段に記憶されている識別情報を比較する比較手段を有
し、比較手段により識別情報の一致が検出されたときは識別情報と対に記憶されている特
定情報に基づき記録媒体の再生を行うことを特徴とする。
【００１７】
【作用】
本発明は以上のように構成したので、記憶手段が、同一時間情報群毎に選択された情報片
を特定情報により特定して記憶し、再生手段が、記憶手段の特定情報に基づき記録媒体の
再生を行うので、情報再生時の同一時間軸における一場面を多様に表す複数の情報片が記
録される記録媒体の各情報片の選択操作が容易となる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
次に、請求項１、２、４、５に記載の各発明における記録媒体再生装置を、第１の実施の
形態に基づいて以下に説明する。
図１は、本発明の第１の実施の形態による記録媒体再生装置の主要部の概略構成を示すブ
ロック図である。
図１において、１は 記録媒体再生装置の再生に適した光ディスクである。
【００１９】
ここで光ディスク１の構成について述べる。光ディスク１に記録される情報は、図２に示
すよう再生の時間軸における所定時間に対応する主情報と副情報の情報単位であるセルに
よって担持されている。それぞれの主情報には再生の時間軸に対応する音声情報、映像情
報などの再生プログラム情報が、また、それぞれの副情報には、それぞれのセルに対応す
るアドレスやアングルブロック符号や、さらに、アングルブロック内の副情報には各アン
グルブロック内の各アングル番号に対応するセルの開始アドレスなどの再生制御に用いる
プログラム管理情報が担持されている。また副情報に記録されているアドレスは、光ディ
スク１の内周から外周にわたり連続した値となっていて、各情報のサーチなどの制御に用
いられる。
【００２０】
図２は、光ディスク１が担持する情報内容の一部を概念的に表したものであり、同図に示
すように、光ディスク１からは主情報の一部及び副情報の一部で形成されるセル単位の情
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報が順次再生されることによりディスクの情報が読み取られる。ディスクの映像情報や音
声情報は、それぞれのセルを構成する主情報の一部に保持された映像情報の連続再生によ
り得られるが、一部の複数のセルはアングルブロックを構成している。
【００２１】
ここで、アングルブロックとは、ディスクの情報の時間軸において同一時間上に対応する
複数のセルの集合である同一時間情報群をいい、例えば、ディスクに記録された情報が野
球の試合である場合に、ポイントとなるホームランシーンなどの場面をピッチャー後方、
又は、キャッチャー後方などの多方向から撮影した映像情報を保持する複数のセルの集合
がこれに相当し、例えば図２のアングルブロック符号Ａがそのホームランシーンである場
合に、アングルブロック符号Ａのアングル番号Ｉがピッチャー後方、ＩＩがキャッチャー
後方から見たホームランシーンに対応する映像情報を保持するセルとした場合などが考え
られ、図２においては、アングルブロックＡは各アングル番号（Ｉ－ＩＶ）に対応した４
つのセルによって構成される。
【００２２】
このように、アングルブロック内の各セルの情報は、ディスクの情報を時間軸に沿って再
生する場合において、ある時間帯を様々な映像または音声に置き換え再生可能に構成され
たいわゆる一場面を代替え再生するための予備情報の集まりである。また、アングルブロ
ックは、ディスクの情報内容によっては情報再生時の異なる時間帯に対応して複数で構成
されていて、それぞれ再生時間軸の所定の時間帯において種々の場面を表すことができる
ように構成される。図２では、Ａ、Ｂ２つのアングルブロックが示されていて、光ディス
ク１は、図４に示すように時間軸に沿って再生され、アングルブロックＡ、Ｂにおいて、
アングル番号に対応してそれぞれ４つの場面の内１つが選択され再生されるように構成す
る。
図４は、光ディスク１が担持する情報を、時間軸に沿って配列したディスクの情報の配列
構成を示す概念図である。
【００２３】
また、このほか光ディスク１の所定の記録領域には、図示しない管理情報エリアが形成さ
れていて、エリア内には各アングルブロック符号に関する情報や各アングルブロックの再
生開始アドレスなどの管理情報が記録されている。
【００２４】
また、光ディスク１の管理情報エリア内には、ディスクに記録されている全セル及びアン
グルブロックの中から予め一部のセルまたはアングルブロックが選択され、それらの再生
順を指定する制御データが１又は複数種類記録されている。これは例えば次のような場合
に用いられる。即ち、光ディスク１において、映画などが記録されている場合、映画をノ
ーカットで再生する完全バージョンや、あまり重要でない場面を少しカットして再生する
カットアウトバージョンや、映画のポイントとなるハイライトシーンを短くつないで再生
するハイライトバージョン等の各バージョン再生を行うように、管理情報エリア内のは各
バージョンに対応する制御データが記録されていて、これら制御データを、再生機器等で
予め読み取ることによって、例えば、それぞれのバージョン名がディスプレイに表示可能
に構成され、使用者が、再生希望するバージョンを適宜選択することにより希望するバー
ジョンでの映画再生を行うことができる。
【００２５】
次に、記録媒体再生装置の構成について述べる。図１において、２はピックアップであり
、光ディスク１から信号を読取り、第１復調部３に出力する。第１復調部３は、得られた
信号にデインタリーブ及びエラー訂正などの処理を施して再生デジタル信号を生成し、第
１記憶部４に出力する。第１記憶部４は得られた再生デジタル信号を記憶する。再生デジ
タル信号には、先に述べた主情報、副情報、管理情報等に対応する信号が含まれる。
【００２６】
第１記憶部４に記憶された再生デジタル信号のうち音声情報信号は、マイコンなどのＣＰ
Ｕ（中央処理装置）７の制御により音声復調部５に供給され、音声復調部５で復調されて
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、所定の音声信号として出力される。また、映像情報信号は、ＣＰＵ７の制御により映像
復調部６に供給され、映像復調部６で復調されて映像信号として出力される。さらに、副
情報信号及び管理情報信号はＣＰＵ７に出力され、サーボコントローラ８の制御やその他
種々の制御に用いられる。
【００２７】
なお、再生装置はディスクからのデータ読取りレートが、第１記憶部４から音声復調部５
及び映像復調部６へのデータ転送レートに比べて高くなるように構成されていて、ピック
アップ２のサーチなどによりディスクからの情報読取りが一時的に中断されても、各出力
からの再生情報はとぎれる事なく出力される。
【００２８】
また、ＣＰＵ７には入力部９が接続されていて、この入力部９から、通常再生のほか、後
述するアングル指定再生やアングルランダム再生やオールアングル再生やハイライトアン
グル再生等のアングル再生モードの指定、さらに、これらアングル再生モード指定時のア
ングルブロック符号指定やアングル番号指定等の指令が入力される。
【００２９】
第２記憶部１０は、例えばＲＡＭによって記憶テーブルを構成し、ＣＰＵ７に供給される
副情報信号や管理情報信号に基づいて、光ディスク１のディスク識別情報、アングルブロ
ック符号、アングルブロック開始アドレス、アングル番号に対応するデータが、図３に示
すようにテーブルによって関連づけられて記憶されている。ディスク識別情報は、光ディ
スクを特定するための情報データであり、管理情報エリアの所定の情報が用いられＣＰＵ
７によって認識されるものである。
【００３０】
図３は、第２記憶部１０が記憶するテーブルの一例であり、テーブルは、各ディスク毎に
、ディスク識別情報としてディスク内の一部の情報と、アングルブロック毎にそのアング
ルブロックの開始アドレス及び使用者が指定した選択アングル番号が対となって記憶され
ている。また、第２記憶部１０は、複数のディスクに対応するように複数のテーブルが記
憶できるように構成される。
第１の実施の形態による記録媒体再生装置は以上のように構成され、光ディスクから情報
を読み取り、入力部によって設定された指令に基づき音声または映像を出力する。
【００３１】
次に、図１における記録媒体再生装置が光ディスク１を読取り、通常再生または、アング
ル指定再生を行う場合の、装置各部の動作について述べる。
先ず、通常再生動作について以下に詳述する。
図１において、光ディスク１は、例えば記録媒体再生装置が有する図示しないディスク搬
送機構のトレイに載置され装置内に挿入された後、入力部９からＣＰＵ７へ通常再生モー
ド指令が出力されると、ＣＰＵ７はサーボコントローラ８を制御し、ピックアップ２によ
ってディスクの管理情報エリアの信号を読取り開始させる。ピックアップ２が読み取った
信号は、第１復調部３に出力され、第１復調部３によりディスクの管理情報に対応する再
生デジタル信号である管理情報信号が生成される。次に、生成された管理情報信号は、第
１記憶部４に一旦記憶されると共に、ＣＰＵ７に出力される。
【００３２】
次に、ＣＰＵ７は、供給された管理情報信号の中にアングルブロックに関する情報が有る
か無いかを検知する。この検知は、ＣＰＵ７が有する図示しない検知手段によって行われ
、管理情報エリアに記録されるアングルブロック符号に関する情報や、各アングルブロッ
クの再生開始アドレスなどの有無により、再生中のディスクがアングルブロックを有する
ディスクか否かが判断される。
【００３３】
ディスクにアングルブロックが検出されない場合は、ＣＰＵ７は、ピックアップ２による
情報の読取りと平行して、第１記憶部４に記憶されている主情報を順次音声復調部５また
は映像復調部６に転送し音声信号または映像信号を生成してそれぞれ出力させる。
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【００３４】
一方、ディスクにアングルブロックが検出される場合は、ＣＰＵ７は、アングルブロック
以外のセルについては順次再生し、アングルブロックを構成する複数のセルについては、
その内の一つのセルのみを再生するようにピックアップ２の情報読取り動作を制御する。
具体的には、例えば、図２において、各アングルブロックの最初に記録されたセル（アン
グルブロックＡのＩ及びアングルブロックＢのＩに対応するセル）のみを再生する。
【００３５】
したがって、図２において、情報を担持するセルは、アドレスｎ，ｎ＋１、ｎ＋２、ｎ＋
６、ｎ＋７、ｎ＋８、ｎ＋１２、・・・といった順に再生される。この場合ＣＰＵ７は、
管理情報エリアに記録されるアングルブロック符号に関する情報や各アングルブロックの
再生開始アドレスや、副情報に記録される各セルのアドレスや各アングルブロック内のそ
れぞれのアングル番号に対応するセルの再生開始アドレスに基づいて、ピックアップ２を
順次再生するセルのアドレスにサーチさせて読取るように制御する。
【００３６】
通常再生動作は以上説明した手順で動作するが、通常再生しようとするディスクがすでに
以前に再生され、第２記憶部１０に該当するディスクに対応するテーブルが記憶されてい
て、各アングルブロックに対応してアングル番号が指定されている場合は、ＣＰＵ７は、
記憶されたテーブルに基づきディスクを再生するように動作制御するように構成しても良
い。この場合においても、先に述べたように再生中において適宜アングル番号の変更指定
やアングルブロック番号の変更指定を行うことができる。
ＣＰＵ７は、ディスク内の主情報の再生に先立ち、ディスクから読み取ったディスク識別
情報と、第２記憶部１０に記憶しているテーブルのディスク識別情報との比較を行い、一
致するディスク識別情報を検出したときは、そのディスク識別情報に対応するテーブルに
基づき、再生を行う。
【００３７】
次に、アングル指定再生動作について以下に詳述する。
アングル指定再生動作は、各アングルブロックの情報再生に際し、各アングルブロックに
対応して指定されたアングル番号に基づいて、指定されたアングル番号に対応するセルを
再生する動作であり、入力部９において、アングル指定再生モードを選択することにより
行われる。
【００３８】
また、各アングルブロックに対応するアングル番号の指定は、ディスクの再生に先立って
又は再生中に入力部９によって行われ、アングル指定再生モードで動作中にＣＰＵ７は、
第２記憶部１０の該当ディスクに対応したテーブルに各アングルブロックに対応するアン
グル番号が記憶されている場合は、それらのアングル番号に対応するセルを選択して順次
再生する。
【００３９】
なお、入力部９では、各アングルブロックのアングル番号を、各アングルブロック符号毎
に任意に対応指定することもできるし、全てのアングルブロック符号に渡って所定のアン
グル番号で一律に対応指定することもできる。具体的には、第２記憶部１０のテーブルに
、例えば図３に示すように、アングルブロック符号Ａ～Ｇに対応してアングル番号をＩ～
ＩＶで適宜選択し記憶させることもできるし、アングルブロック符号Ａ～Ｇを一つのアン
グル番号（例えばＩ）で一律に指定し記憶させることもできる。
【００４０】
例えば、図２において、ディスクのアングルブロックＡの再生が行われているときに入力
部９からアングル番号の一括指定を行うと、第２記憶部１０の該当ディスクのテーブルに
おいて、各アングルブロック符号の対応するアングル番号は、選択アングルの欄に同一番
号で記憶されると共に、アングルブロックＢ以降のアングルブロックの再生は記憶された
アングル番号で全て再生される。
【００４１】
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また、各アングルブロックの再生の所定時間前から装置に接続された図示しないディスプ
レイに該当するアングルブロックの再生を予告する表示が出るが、この表示中にアングル
指定を行うことにより、該当するアングルブロックに対応するアングル番号指定がその都
度指定できる。
【００４２】
仮に、図２において、アングルブロックＡの再生を予告する表示が、ディスプレイに表示
され、使用者が入力部９によって、アングル番号を１１と指定すると、アングルブロック
Ａにおいて図２のｎ＋３が再生されると共に、図３に示す第２記憶部１０の該当ディスク
のテーブルのアングルブロックＡに対応する選択アングルにアングル番号ＩＩに対応する
データが記憶される。次に、アングルブロックＢではアングルＩＶを指定すると、ｎ＋１
１が再生され、アングルブロックＡと同様にテーブルのアングルブロックＢに対応する選
択アングルにアングル番号ＩＶが記憶される。このように、順次各アングルブロックで同
様の動作が行われ、再生したディスクに対応するテーブルが更新されて記憶される。
【００４３】
また、一つのアングルブロックに対応するセルを再生中に、使用者が、同一アングルブロ
ック内の別のアングル番号に対応するセルに切り替えて再生したい場合には、入力部９か
ら、該当するアングル番号を指定することによって、対応するセルに切り替え再生できる
。この場合、アングルブロック内の各セルは、それぞれ副情報内において、アングルブロ
ック内の全てのセルの開始アドレスをセルのアングル番号に対応して記録されているので
、ＣＰＵ７は、アングル番号が指定されると、ピックアップ２が、直接該当するセルの開
始アドレスを読み取るようにサーボコントローラ８を制御する。
また、一つのアングルブロックに対応するセルを再生中に、使用者が、別のアングルブロ
ックを再生したい場合には、入力部９から、該当するアングル符号を指定することによっ
て、ＣＰＵ７は、サーボコントローラ８を制御し、ピックアップ２を指定された符号のア
ングルブロックの開始アドレスまでサーチさせ、指定されたアングルブロックに対応して
記憶されるアングル番号に対応するセルを再生する。
【００４４】
また、使用者は、入力部９から予めディスクの情報再生開始に先立って各アングルブロッ
クのアングル番号を選択指定することもでき、選択されたアングル番号は、ＣＰＵ７によ
って、ディスク識別情報、アングルブロック、アングルブロック開始アドレスと共に対応
づけられて、第２記憶部１０のテーブルに記憶される。
【００４５】
また、再生開始前にアングル番号指定を行わない場合には、ＣＰＵ７は、第２記憶部１０
に記憶される該当ディスクに対応するテーブル上において、アングル番号指定がされてい
ないアングルブロック符号に対応して、強制的にそのアングルブロックの先頭に記録され
るセルに対応するアングル番号を選択し記憶する。
【００４６】
したがって、ディスクの再生中に、このようなアングル番号を入力指定していないアング
ルブロックにおいても、アングルブロック再生の所定時間前からディスプレイに該当する
アングルブロックの先頭に記録されるセルに対応するアングル番号を再生する旨の予告表
示が出るが、この場合に、入力部９を用いて、別のアングルブロック番号を入力指定する
ことにより、指定された番号で再生することもできる。
【００４７】
以上述べたように、請求項１、２、４、５に記載の各発明に係る第１の実施の形態では、
再生中にアングルブロックが記憶されているアドレスが検出されたら記憶してあるアング
ルに基づき再生を行うように構成される。
【００４８】
次に、請求項３に記載の発明における記録媒体再生装置を、第２の実施の形態に基づいて
以下に説明する。
図５は、請求項３に記載の発明に係る第２の実施の形態による記録媒体再生装置の主要部
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の概略構成を示すブロック図である。
図５に示す各構成のうち図１と同等の構成については同一の符号が示されており、その説
明はここでは省略する。第２の実施の形態では、ＣＰＵ１２は、図１で説明したＣＰＵ７
と同様の制御機能を有すると共に、予めディスクの識別情報に対応づけて、ディスクが有
するセル（情報片）またはアングルブロックの再生順番が設定された場合に、予めディス
クの識別情報に対応づけて、設定されたセル（情報片）またはアングルブロックの再生順
番に対応するデータを第３記憶部１１に記憶する。
【００４９】
また、ＣＰＵ１２は、第３記憶部１１にセル（情報片）またはアングルブロックの再生順
番が記憶されている場合は、ディスクの識別情報に基づき、第３記憶部１１に記憶する該
当するディスクのセル（情報片）またはアングルブロックの再生順番を読出し、これに基
づき再生するように制御する。
ＣＰＵ１２は、ディスク内の主情報の再生に先立ち、ディスクから読み取ったディスク識
別情報と、第２記憶部１０に記憶しているテーブルのディスク識別情報との比較を行い、
一致するディスク識別情報を検出したときは、そのディスク識別情報に対応するテーブル
に基づき、再生を行う。
【００５０】
ここで情報片の再生順番の設定は、例えば、各アングルブロックのみを取捨選択しその順
番を変えて再生したい場合には、使用者が再生したい各アングルブロック符号を選択して
、再生したい順番に入力部９から入力することでなされ、ＣＰＵ１２は、選択されたアン
グルブロックを選択順に対応して第３記憶部１１が記憶するように制御し、さらに入力部
９のアングル設定再生モード指令により、選択されたアングルブロックが順次読出される
。ＣＰＵ１２は、第２記憶部１０の記憶テーブルに基づいて、順次読出される各アングル
ブロックに対応するアングル番号により、対応するセルを再生するように制御する。
【００５１】
また、先に述べたように、光ディスク１の管理情報エリア内に、ディスクに記録されてい
る全セル及びアングルブロックの中から、予め全部又は一部の、セル又はアングルブロッ
クが選択され、それらの再生順を指定する制御データが１又は複数種類記録されている場
合に、使用者が、これらの制御データの中から１つを入力部９によって選択した場合には
、ＣＰＵ１２は、読出された管理情報エリアからの選択された制御データに基づき、対応
するセルまたはアングルブロックを、それらの再生順と共に、第３記憶部１１が記憶する
ように制御する。
【００５２】
次に、ＣＰＵ１２は、第３記憶部１１が記憶するセルまたはアングルブロックを順次再生
するように制御する。このとき、第２記憶部１０の記憶テーブルにおいて、第３記憶部１
１が記憶するアングルブロックに対応するアングル番号が記憶されている場合には、ＣＰ
Ｕ１２は、対応するアングル番号のセルを用いてアングルブロックを再生するように制御
する。
【００５３】
また、第２記憶部１０の記憶テーブルにおいて、第３記憶部１１が記憶するアングルブロ
ックに対応するアングル番号が記憶されていない場合には、ＣＰＵ１２は、例えばアング
ルブロックの先頭に記録されているセルに対応ずるアングル番号で一律に設定して第２記
憶部１０の記憶テーブルに記憶するようにしても良いし、制御データ内に初期設定された
アングル番号があればその番号に設定して第２記憶部１０の記憶テーブルに記憶するよう
にしても良い。
【００５４】
また、例えば、各アングルブロックのセルが有する情報は、ディスクの情報の各ハイライ
トシーンを構成する場合が多く、各アングルブロックを主体にセルを順次選択することで
、容易にディスクのハイライトシーンの再生を行うことができる。また、これらのアング
ルブロック及びセルの選択は、ＣＰＵ１２によって、予めディスクの識別情報と共に予め
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第３記憶部１１に記憶して、入力部９からハイライトアングル再生モード指定の指令を受
けた場合に、順次読出し再生するようにしても良い。
【００５５】
具体的には、図２において、通常の再生であればセルの再生順はｎ、ｎ＋１、アングルブ
ロックＡ、ｎ＋６、ｎ＋７、アングルブロックＢ、ｎ＋１２、・・・となり、ハイライト
シーンの再生であれば、例えばｎ、アングルブロックＡ、ｎ＋７、アングルブロックＢ、
・・・のように、セルまたはアングルブロックの選択により設定される。
【００５６】
また、第３記憶部１１にセル又はアングルブロックの再生順が記憶される場合に、ＣＰＵ
１２は、第２記憶部１０のテーブルにおいて各アングルブロック符号に対応するアングル
番号を先に述べた通常再生動作に対応したアングル番号に初期設定されて記憶するように
制御するが、入力部９によって、ハイライトアングル再生モード時の各アングルブロック
のアングル番号を個別に設定することもできる。
【００５７】
この場合は、個別に設定された各アングルブロックのアングル番号は、第２記憶部のテー
ブルに各アングルブロック符号に対応するように記憶される。
なお、初期設定される各アングルブロックのアングル番号は、先に述べたように各アング
ルブロックの先頭に記録されているセルに対応する番号で一律に設定しても良いし、その
他のセルに対応する番号によって設定しても良い。
【００５８】
なお、上記第１、２の実施の形態においては、ディスク識別情報によりディスク識別を行
い、該当するディスクに対応して記憶されている第２記憶部１０のテーブルを活用するよ
うにしたが、ディスク識別情報は必ずしも必要でなく、第２記憶部１０のテーブルを各デ
ィスクの汎用テーブルとして用いてもよく、所定のディスクが挿入されたらそのディスク
が排出されるまではテーブルを有効とし、ディスクが搬送機構により排出（搬送トレイオ
ープン）された場合に第２記憶部１０のテーブル内容を消去しても良い。なお、この場合
は、第２記憶部におけるテーブル数は１つで構成されても良い。
【００５９】
次に、 第３の実施の形態に基づいて以下に
説明する。
図６は、第３の実施の形態による記録媒体再生装置の主要部の概略構成を示すブロック図
である。
図６に示す各構成のうち図１または図５と同等の構成については同一の符号が示されてお
り、その説明はここでは省略する。第３の実施の形態では、ディスクの情報を再生する際
に、ランダム選択部１３で発生させる乱数に従って各アングルブロック内のアングル番号
をランダムに選択し、それぞれのアングル番号に対応するセルを再生するように構成して
いる。以下具体的動作について述べる。
【００６０】
先ず、入力部９からランダムアングル再生モードが指定されると、ＣＰＵ１４はＣＰＵ７
と同様の制御動作により、ディスクの情報の再生が開始され、ディスクの情報が記録され
ている各セルは順次再生される。ここで、ＣＰＵ１４は、ディスクに記録されているアド
レス情報に基づきアングルブロックを検知すると、ランダム選択部１３が発生する乱数に
基づき各アングルブロックに対応するアングルの中から１つの情報片（セル）を選択する
。ＣＰＵ１４は、管理情報から選択されたセルのアドレスを認識し、サーボコントローラ
８に指令を出して、対応するアドレスにピックアップ２をサーチするように制御する。以
降はこの動作を繰り返すことによりディスクのアングルブロック以外の各セル及び、各ア
ングルブロックの再生を順次行うことができる。
【００６１】
次に、 第４の実施の形態に基づいて以下に
説明する。
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図７は、第４の実施の形態による記録媒体再生装置の主要部の概略構成を示すブロック図
である。
図７において、記録媒体再生装置は、図６に示す第３の実施の形態による記録媒体再生装
置の各構成に加え、第３記憶部１１を備えて構成される。
【００６２】
第４の実施の形態では、ＣＰＵ１５は、図６で説明したＣＰＵ１４と同様の制御機能を有
すると共に、予めディスクの識別情報に対応づけて、ディスクが有するセル（情報片）ま
たはアングルブロックの再生順番が設定された場合に、第３記憶部１１に記憶する。また
、ＣＰＵ１５は、第３記憶部１１にセル（情報片）またはアングルブロックの再生順番が
記憶されている場合は、ディスクの識別情報に基づき、第３記憶部１１に記憶する該当す
るディスクのセル（情報片）の再生順番を読出し、これに基づき再生するように制御する
。
【００６３】
ここで情報片の再生順番の設定は、例えば、各アングルブロックのみを取捨選択しその順
番を変えて再生したい場合には、使用者が再生したい各アングルブロック符号を選択して
、再生したい順番に入力部９から入力することでなされ、ＣＰＵ１５は、選択されたアン
グルブロックを選択順に対応して第３記憶部１１が記憶するように制御し、さらに入力部
９のアングル設定再生モードを重ねて指令することにより、選択されたアングルブロック
が順次読出される。
【００６４】
また、先に述べたように、光ディスク１の管理情報エリア内に、ディスクに記録されてい
る全セル及びアングルブロックの中から予め一部のセルまたはアングルブロックが選択さ
れ、それらの再生順を指定する制御データが１又は複数種類記録されている場合に、使用
者が、これらの制御データの中から１つを入力部９によって選択した場合には、ＣＰＵ１
５は、読出された管理情報エリアからの選択された制御データに基づき、対応するセルま
たはアングルブロックを、それらの再生順と共に、第３記憶部１１が記憶するように制御
する。
【００６５】
次に、ＣＰＵ１５は、第３記憶部１１が記憶するセルまたはアングルブロックを順次再生
するように制御するが、各アングルブロックを再生する場合は、ランダム選択部１３が発
生する乱数に基づき各アングルブロックに対応するアングルの中から１つの情報片（セル
）を選択する。ＣＰＵ１５は、管理情報から選択されたセルのアドレスを認識し、サーボ
コントローラ８に指令を出して、対応するアドレスにピックアップ２をサーチするように
制御する。以降はこの動作を繰り返すことによりディスクのアングルブロック以外の各セ
ル及び、各アングルブロックにおけるランダムに選択されたアングル番号に対応するセル
を、選択された制御データの指定順に順次再生させることができる。
【００６６】
ＣＰＵ１５は、読み出された各アングルブロックに対し、ランダム選択部１３が発生する
乱数に基づき該当するアングルブロックに対応するアングルの中から１つの情報片（セル
）を選択し、この選択されたセルの有する副情報からセルのアドレスを認識し、サーボコ
ントローラ８に指令を出して、対応するアドレスにピックアップ２をサーチするように制
御する。以降はこの動作を繰り返すことによりディスクのアングルブロック以外の各セル
及び、各アングルブロックの再生を順次行うことができる。
【００６７】
また、例えば、各アングルブロックのセルが有する情報は、ディスクの情報の各ハイライ
トシーンを構成する場合が多く、各アングルブロックを主体にセルを順次選択することで
、容易にディスクのハイライトシーンの再生を行うことができる。また、これらのアング
ルブロック及びセルの選択は、ＣＰＵ１５によって、予めディスクの識別情報と共に予め
第３記憶部１１に記憶して、入力部９からハイライトアングル再生モードを重ねて指令す
ることにより、順次読出し再生することができる。

10

20

30

40

50

(10) JP 3550459 B2 2004.8.4



【００６８】
なお、光ディスク１に記録されている情報が映像情報である場合は、第３及び第４の実施
の形態で説明したアングルランダム再生動作により、再生を繰り返す毎に異なる映像順に
再生されるので、ディスク再生時に使用者に予期せぬ場面再生を提供することができる。
【００６９】
次に、 第５の実施の形態に基づいて以下に
説明する。
図８は、第５の実施の形態による記録媒体再生装置の主要部の概略構成を示すブロック図
である。
図８に示す各構成のうち図１と同等の構成については同一の符号が示されており、その説
明はここでは省略する。第５の実施の形態は、ディスクの各アングルブロックを再生する
際にそれぞれのアングルブロックが有する情報片全てを再生することを特徴とする。
【００７０】
図８において、ＣＰＵ１６は、図１で説明したＣＰＵ７と同様の制御機能を有すると共に
、入力部９からオールアングル再生指令を受け、オールアングル再生指令の入力を検知し
た場合は、ディスクの各アングルブロック再生時に、それぞれのアングルブロックを構成
するセル（情報片）すべてを再生するようにピックアップ２を制御する。又ＣＰＵ１６が
オールアングル再生指令の入力を検知しない場合は、アングルブロックの中から１つの情
報片を再生するようにピックアップ２を制御する。
【００７１】
具体的には、入力部９から通常再生モード指令または、アングル番号Ｉを指定するアング
ル指定再生モードが出力される場合は、例えば図２においてｎ、ｎ＋１、ｎ＋２、ｎ＋６
、ｎ＋７、ｎ＋８、ｎ＋１２、・・・と再生され、また、オールアングル再生指令が出力
される場合は、例えば図２においてｎ、ｎ＋１、ｎ＋２、ｎ＋３、ｎ＋４、ｎ＋５、ｎ＋
６、ｎ＋７、ｎ＋８、ｎ＋９、ｎ＋１０、ｎ＋１１、ｎ＋１２、・・・と再生される。
【００７２】
以上、各請求項記載の各発明に係る記録媒体再生装置を第１～第５の実施の形態を用いて
説明したが、実施例はこれらに限らず、例えば、図６～図８に示す記録媒体再生装置の各
ＣＰＵに第２記憶部１０を接続して、ディスクの管理情報により、ディスクの識別情報や
アングルブロック符号や各アングルブロックのアングル番号や各アングルブロックの開始
アドレスなどに関するデータをそれぞれ関連付けて記憶するように構成しても良い。その
場合、装置が有するＣＰＵは、前述した各実施の形態において構成するＣＰＵ７、１２、
１５、１６の各動作機能を複合的に有するように構成しても良い。
【００７３】
また、上述した各実施の形態において、記録媒体装置はピックアップ２によってアングル
ブロックを有する光ディスク１を光学的に読み取ることによりディスクの情報を再生する
ようにしたが、再生する情報記録媒体は光ディスクに限らず、情報の時間軸において同一
時間上に対応する情報片が複数集まり構成している同一時間情報群を有する記録媒体であ
れば、情報の記録方式を問わず全て再生することができ、その場合、記録媒体装置のピッ
クアップは該当する記録媒体の情報を読取り可能な変換方式で構成されていれば良い。
【００７４】
また、同一時間情報群の例として、同一対象物を複数の角度から撮影、記録したものを示
したが、同一対象物をアニメーションなどで複数の角度から描画、表現しても良いことは
言うまでもなく、この例に限らず、例えば同一時間において展開される複数の異なる場面
が記録されるように構成しても良い。
【００７５】
【発明の効果】
本発明は以上のように構成したため、記憶手段が、同一時間情報群毎に選択された情報片
を特定情報により特定して記憶し、再生手段が、記憶手段の特定情報に基づき記録媒体の
再生を行うので、情報再生時の同一時間軸における一場面を多様に表す複数の情報片が記
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録される記録媒体の各情報片の選択操作が容易となる。
また、ランダムに選択する選択手段を用いることにより、記録媒体の再生時に、同一時間
情報群の情報片のランダム選択再生が容易となる。
また、入力手段を用いて、同一時間情報群全てを再生する指令を適宜入力することにより
、制御手段が、同一時間情報群の再生において指令が入力されない場合は同一時間情報群
に含まれる１つの情報片を再生し、指令が入力される場合は同一時間情報群に含まれる情
報片を全て再生するように制御するので、同一時間情報群の各情報片の選択再生操作が容
易となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の請求項１、２、４、５に係る第１の実施の形態による記録媒体再生装置
の主要部の概略構成を示すブロック図である。
【図２】各請求項記載の発明における記録媒体再生装置の再生に用いる、アングルブロッ
クを有する光ディスクが担持する情報内容の一部を概念的に表した図である。
【図３】本発明における第２記憶部が記憶するテーブルの一例を示す図である。
【図４】各請求項記載の発明における記録媒体再生装置の再生に用いる、アングルブロッ
クを有する光ディスクが担持する情報を、時間軸に沿って配列したディスクの情報の配列
構成を示す概念図である。
【図５】請求項３に記載の発明に係る第２の実施の形態による記録媒体再生装置の主要部
の概略構成を示すブロック図である。
【図６】請求項６、７、９に記載の発明に係る第３の実施の形態による記録媒体再生装置
の主要部の概略構成を示すブロック図である。
【図７】請求項８に記載の発明に係る第４の実施の形態による記録媒体再生装置の主要部
の概略構成を示すブロック図である。
【図８】請求項１０に記載の発明に係る第５の実施の形態による記録媒体再生装置の主要
部の概略構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
１・・・・・光ディスク
２・・・・・ピックアップ
３・・・・・第１復調部
４・・・・・第１記憶部
５・・・・・音声復調部
６・・・・・映像復調部
７・・・・・ＣＰＵ
８・・・・・サーボコントローラ
９・・・・・入力部
１０・・・・第２記憶部
１１・・・・第３記憶部
１２・・・・ＣＰＵ
１３・・・・ランダム選択部
１４・・・・ＣＰＵ１４
１５・・・・ＣＰＵ
１６・・・・ＣＰＵ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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