
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録情報を記録媒体に記録する情報記録装置において、
　前記記録情報を複数の部分記録情報に分割し、予め設定した所定の順序で前記部分記録
情報を再生するための、あるいは、当該再生の際に外部より与えられる条件に基づく所定
の順序で再生するための再生制御情報であって、一の前記部分記録情報から分岐すべき一
または複数の部分記録情報を特定するための分岐先情報と、前記各部分記録情報における
前記記録媒体に記録される際の記録位置情報および各部分記録情報の

再生条件を示す第１条件情報と、を含む前記再生制御情報を前
記記録媒体に記録する記録手段を備え、
　前記分岐先情報には、前記記録媒体の前記記録情報を再生する再生装置に対し外部から
の分岐指示である外部分岐指示が与えられた場合に、前記再生装置に直ちに分岐先の部分
記録情報に分岐させるのか、あるいは、前記外部分岐指示が与えられたタイミングにおい
て再生中の部分記録情報の再生終了後に分岐させるのかを判別させるための分岐タイミン
グ情報と、当該分岐先の部分記録情報 再
生条件を示す第２条件情報と、が含まれることを特徴とする情報記録装置。
【請求項２】
　請求項１記載の情報記録装置において、
　前記分岐先情報には、当該分岐すべき一または複数の部分記録情報の再生の許否を判別
するための再生レベル情報が含まれることを特徴とする情報記録装置。
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【請求項３】
　請求項１または請求項２記載の情報記録装置において、
　前記分岐先情報には、前記記録媒体の前記記録情報を再生する再生装置内部の分岐指示
である内部分岐指示が発生した場合に、前記再生装置に前記内部分岐指示が発生したタイ
ミングにおいて再生中の部分記録情報の再生終了後に予め設定された複数の部分記録情報
のうちからランダムに分岐先を選択し分岐させるためのランダム分岐情報が含まれること
を特徴とする情報記録装置。
【請求項４】
　請求項１または請求項２記載の情報記録装置において、
　前記再生制御情報には、一の前記部分記録情報について分岐前の再生状態を制御するた
めの分岐前再生制御情報が含まれることを特徴とする情報記録装置。
【請求項５】
　請求項４記載の情報記録装置において、
　前記分岐前再生制御情報には、リピート再生時間情報が含まれることを特徴とする情報
記録装置。
【請求項６】
　記録情報を複数の部分記録情報に分割し、予め設定した所定の順序で前記部分記録情報
を再生するための、あるいは、当該再生の際に外部より与えられる条件に基づく所定の順
序で再生するための再生制御情報が記録された記記録媒体を再生する情報再生装置であっ
て、
　前記記録媒体から再生制御情報を抽出する再生制御情報抽出手段と、
　抽出された前記再生制御情報に基づいて、予め設定した所定の順序で前記部分記録情報
を再生し、あるいは、当該再生の際に外部より与えられる条件に基づく所定の順序で再生
する再生制御手段と、
　を備え
　前記再生制御情報には、一の前記部分記録情報から分岐すべき一または複数の部分記録
情報を特定するための分岐先情報と、前記各部分記録情報における前記記録媒体に記録さ
れる際の記録位置情報および各部分記録情報の

再生条件を示す第１条件情報と、が含まれるとともに、当該分岐先情報には、前記再
生装置に対し外部からの分岐指示である外部分岐指示が与えられた場合に、当該再生装置
に直ちに分岐先の部分記録情報に分岐させるのか、あるいは、前記外部分岐指示が与えら
れたタイミングにおいて再生中の部分記録情報の再生終了後に分岐させるのかを判別させ
るための分岐タイミング情報と、当該分岐先の部分記録情報

再生条件を示す第２条件情報と、が含まれ、
　前記再生制御手段は、前記分岐先情報に基づいて、次に再生すべき前記部分記録情報を
特定して再生を行うとともに、前記外部分岐指示が与えられた場合に、前記分岐先情報に
基づいて、直ちに分岐先の部分記録情報に分岐し、あるいは、前記外部分岐指示が与えら
れたタイミングにおいて再生中の部分記録情報の再生終了後に分岐する分岐制御手段を備
えたことを特徴とする情報再生装置。
【請求項７】
　請求項６記載の情報再生装置において、
　前記分岐先情報には、当該分岐すべき一または複数の部分記録情報の再生の許否を判別
するための再生レベル情報が含まれ、
　前記再生制御手段は、予め設定された基準再生レベル情報と前記再生レベル情報とを比
較することにより、当該再生レベル情報に対応する前記部分記録情報の再生が許可されて
いる場合にのみ当該部分記録情報の再生を行うことを特徴とする情報再生装置。
【請求項８】
　請求項６または請求項７記載の情報再生装置において、
　前記分岐先情報には、当該再生装置内部の分岐指示である内部分岐指示が発生した場合
に、前記内部分岐指示が発生したタイミングにおいて再生中の部分記録情報の再生終了後
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に予め設定された複数の部分記録情報のうちからランダムに分岐先を選択し分岐させるた
めのランダム分岐情報が含まれ、
　前記再生制御手段は、前記ランダム分岐情報に基づいて、前記内部分岐指示が発生した
タイミングにおいて再生中の部分記録情報の再生終了後に予め設定された複数の部分記録
情報のうちからランダムに分岐先を選択し分岐するランダム分岐制御手段を備えたことを
特徴とする情報再生装置。
【請求項９】
　請求項６または請求項７記載の情報再生装置において、
　前記再生制御情報には、一の前記部分記録情報について分岐前の再生状態を制御するた
めの分岐前再生制御情報が含まれ、
　前記再生制御手段は、前記分岐前再生制御情報に基づいて、分岐前の再生状態を制御す
ることを特徴とする情報再生装置。
【請求項１０】
　請求項９記載の情報再生装置において、
　前記分岐前再生制御情報には、リピート再生時間情報が含まれ、
　前記再生制御手段は、リピート再生時間情報に基づいて当該リピート再生時間情報に対
応する部分記録情報のリピート再生制御を行うことを特徴とする情報再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、情報記録装置及び情報再生装置に関し、より詳細には、光ディスク等の記録媒
体にインタラクティブな再生動作を行なわせるためのオーディオ情報及びビデオ情報を記
録する情報記録装置及び記録媒体からインタラクティブな再生動作に適したオーディオ情
報及びビデオ情報を再生する情報再生装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、光ディスクやビデオテープ等の記録媒体にオーディオ情報やビデオ情報を記録
することが一般的に行なわれている。
【０００３】
これらの記録媒体に記録する情報は、従来、アナログ信号を用いて記録されていたが、最
近では、信号（音質、画質）の劣化が少ない、コンピュータ等における取扱いが容易であ
る等の理由によりディジタル信号を用いて記録する方法が一般化しつつある。
【０００４】
このディジタル信号を記録する記録媒体としての光ディスクは、ランダムアクセスが可能
であるため、映像・音声を問わずあらゆる情報の記録媒体に使用されている。
【０００５】
また、光ディスクは記録容量が大きく、主情報の他に多くの付加情報を記録することが可
能であるため、付加情報を用いて特殊再生に用いることが多い。
ところで、特殊再生のうち、通常の連続再生や検索を行う場合に所定の記録領域の再生を
意図的に禁止するものがある。
【０００６】
意図的に再生を禁止する特殊再生の例として、ユーザとメディアとの間で双方向の情報交
換を行うインタラクティブ再生（対話型再生）が挙げられる。
例えば、教育用のインタラクティブ再生においては、「問題」の部分のみを再生し、ユー
ザが「問題」に答えるための特定の操作を行わない限り、「解答」の部分の情報再生を禁
止している。
【０００７】
このインタラクティブ再生に要求される機能としては、例えば、
１）　メディア製作者が意図した複数の筋書（再生順序）に沿って、キー入力等のユーザ
インターフェースで指定される筋書に分岐が可能である。
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【０００８】
２）　ある映像フレームで自動的に静止画再生状態とすることができる。
３）　ある映像区間を自動的にリピート再生（繰り返し再生）することができる。
【０００９】
４）　静止画再生時間あるいはリピート再生時間をメディア製作者が任意に指定すること
ができる。
５）　複数の筋書を任意に選択可能な場合において、再生装置側でランダムに分岐先を決
定することができる。
【００１０】
６）　複数の筋書を所定の規則によって選択可能な場合において、再生装置側で自動的に
分岐先を設定できる。
等が挙げられる。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来のインタラクティブ再生に要求される機能を実現する手法としては、再生手順を
コンピュータ言語に近いスクリプト形式で記述する手法がある。
【００１２】
このスクリプト形式で再生手順を光ディスクに記録しようとすると、再生装置側の再生手
順記憶のためのメモリ容量が大きくなり、特に主情報として実写の動画映像と高品質な音
声を記録した場合等のように、主情報自体の記録容量が大きい場合には、再生手順を記憶
するための容量が大きくなり、再生装置が和のメモリの記憶容量が制限されている場合に
は、あまり複雑な再生手順を記録することができないという問題点があった。
【００１３】
また、逆に複雑な再生手順を用いて、再生を行なわせるためには、再生装置側のメモリ容
量を大きくする必要があり、コストが上昇してしまうという問題点があった。
【００１４】
そこで、本発明の目的は、インタラクティブ再生に要求される機能を再生装置側の負担を
増加させることなく実現可能な情報記録装置及び情報再生装置を提供することにある。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、請求項１記載の発明は、記録情報を記録媒体に記録する情報
記録装置において、前記記録情報を複数の部分記録情報に分割し、予め設定した所定の順
序で前記部分記録情報を再生するための、あるいは、当該再生の際に外部より与えられる
条件に基づく所定の順序で再生するための再生制御情報であって、一の前記部分記録情報
から分岐すべき一または複数の部分記録情報を特定するための分岐先情報と、前記各部分
記録情報における前記記録媒体に記録される際の記録位置情報および各部分記録情報の

再生条件を示す第１条件情報と、を含む前記
再生制御情報を前記記録媒体に記録する記録手段を備え、前記分岐先情報には、前記記録
媒体の前記記録情報を再生する再生装置に対し外部からの分岐指示である外部分岐指示が
与えられた場合に、前記再生装置に直ちに分岐先の部分記録情報に分岐させるのか、ある
いは、前記外部分岐指示が与えられたタイミングにおいて再生中の部分記録情報の再生終
了後に分岐させるのかを判別させるための分岐タイミング情報と、当該分岐先の部分記録
情報 再生条件を示す第２条件情報とが含
まれるように構成する。
【００１７】
　 前記分岐先情報 当該分岐
すべき一または複数の部分記録情報の再生の許否を判別するための再生レベル情報

構成する。
【００１９】
　 の情報記録装置において、前記分
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岐先情報 前記記録媒体の前記記録情報を再生する再生装置内部の分岐指示である内
部分岐指示が発生した場合に、前記再生装置に前記内部分岐指示が発生したタイミングに
おいて再生中の部分記録情報の再生終了後に予め設定された複数の部分記録情報のうちか
らランダムに分岐先を選択し分岐させるためのランダム分岐情報 構成す
る。
【００２０】

記載の情報記録装置において、前記再
生制御情報 一の前記部分記録情報について分岐前の再生状態を制御するための分岐
前再生制御情報
【００２１】

請求項 記載の情報記録装置において、

【００２２】
　請求項６記載の発明は、記録情報を複数の部分記録情報に分割し、予め設定した所定の
順序で前記部分記録情報を再生するための、あるいは、当該再生の際に外部より与えられ
る条件に基づく所定の順序で再生するための再生制御情報が記録された記記録媒体を再生
する情報再生装置であって、前記記録媒体から再生制御情報を抽出する再生制御情報抽出
手段と、抽出された前記再生制御情報に基づいて、予め設定した所定の順序で前記部分記
録情報を再生し、あるいは、当該再生の際に外部より与えられる条件に基づく所定の順序
で再生する再生制御手段と、を備え、前記再生制御情報には、一の前記部分記録情報から
分岐すべき一または複数の部分記録情報を特定するための分岐先情報と、前記各部分記録
情報における前記記録媒体に記録される際の記録位置情報および各部分記録情報の

再生条件を示す第１条件情報と、が含まれるとと
もに、当該分岐先情報には、前記再生装置に対し外部からの分岐指示である外部分岐指示
が与えられた場合に、当該再生装置に直ちに分岐先の部分記録情報に分岐させるのか、あ
るいは、前記外部分岐指示が与えられたタイミングにおいて再生中の部分記録情報の再生
終了後に分岐させるのかを判別させるための分岐タイミング情報と、当該分岐先の部分記
録情報 再生条件を示す第２条件情報と、
が含まれ、前記再生制御手段は、前記分岐先情報に基づいて、次に再生すべき前記部分記
録情報を特定して再生を行うとともに、前記外部分岐指示が与えられた場合に、前記分岐
先情報に基づいて、直ちに分岐先の部分記録情報に分岐し、あるいは、前記外部分岐指示
が与えられたタイミングにおいて再生中の部分記録情報の再生終了後に分岐する分岐制御
手段を備えて構成する。
【００２４】

請求項 記載の情報再生装置において、前記分岐先情報
当該分岐すべき一または複数の部分記録情報の再生の許否を判別するための再生レベル情
報 前記再生制御手段は、予め設定された基準再生レベル情報と前記再生レベル
情報とを比較することにより、当該再生レベル情報に対応する前記部分記録情報の再生が
許可されている場合にのみ当該部分記録情報の再生を ように構成する。
【００２６】

の情報再生装置において、前記分
岐先情報 当該再生装置内部の分岐指示である内部分岐指示が発生した場合に、前記
内部分岐指示が発生したタイミングにおいて再生中の部分記録情報の再生終了後に予め設
定された複数の部分記録情報のうちからランダムに分岐先を選択し分岐させるためのラン
ダム分岐情報 前記再生制御手段は、前記ランダム分岐情報に基づいて、前記内
部分岐指示が発生したタイミングにおいて再生中の部分記録情報の再生終了後に予め設定
された複数の部分記録情報のうちからランダムに分岐先を選択し分岐するランダム分岐制
御手段を備えて構成する。
【００２７】

記載の情報再生装置において、前記再
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　請求項４記載の発明は、請求項１または請求項２
には、

が含まれるように構成する。

　請求項５記載の発明は、 ４ 前記分岐前再生制御情
報には、リピート再生時間情報が含まれるように構成する。
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　請求項７記載の発明は、 ６ には、

が含まれ、

行う

　請求項８記載の発明は、請求項６または請求項７記載
には、

が含まれ、

　請求項９記載の発明は、請求項６または請求項７



生制御情報 一の前記部分記録情報について分岐前の再生状態を制御するための分岐
前再生制御情報 前記再生制御手段は、前記分岐前再生制御情報に基づいて、分
岐前の再生状態を制御するように構成する。
【００２８】

請求項 記載の情報再生装置において、前記分岐前再生制御
情報 リピート再生時間情報 前記再生制御手段は、リピート再生時間情報
に基づいて当該リピート再生時間情報に対応する部分記録情報のリピート再生制御を
ように構成する。
【００２９】
【作用】
　請求項１記載の発明によれば、記録手段は、外部より与えられる素材内容情報に基づい
て、前記記録情報を複数の部分記録情報に分割し、予め設定した所定の順序で前記部分記
録情報を再生するための、あるいは、当該再生の際に外部より与えられる条件に基づく所
定の順序で再生するための再生制御情報であって、一の前記部分記録情報から分岐すべき
一または複数の部分記録情報を特定するための分岐先情報と、各部分記録情報における記
録媒体に記録される際の記録位置情報および各部分記録情報の

再生条件を示す第１条件情報と、を含む再生制御情報を前記記録媒体
に記録する。そして、この分岐先情報は、前記記録媒体の前記記録情報を再生する再生装
置に対し外部からの分岐指示である外部分岐指示が与えられた場合に、前記再生装置に直
ちに分岐先の部分記録情報に分岐させるのか、あるいは、前記外部分岐指示が与えられた
タイミングにおいて再生中の部分記録情報の再生終了後に分岐させるのかを判別させるた
めの分岐タイミング情報と、当該分岐先の部分記録情報

再生条件を示す第２条件情報と、を含むので、様々な分岐パターンを実現
することができる。
【００３１】
　請求項 記載の発明によれば、請求項 記載の発明の作用に加えて、前記分岐先情報は
、当該分岐すべき一または複数の部分記録情報の再生の許否を判別するための再生レベル
情報を含むので、再生可能な部分記録情報を容易に判別できる。
【００３３】
　請求項 記載の発明によれば、 記載の発明の作用に加えて、前
記分岐先情報は、前記記録媒体の前記記録情報を再生する再生装置内部の分岐指示である
内部分岐指示が発生した場合に、前記再生装置に前記内部分岐指示が発生したタイミング
において再生中の部分記録情報の再生終了後に予め設定された複数の部分記録情報のうち
からランダムに分岐先を選択し分岐させるためのランダム分岐情報を含むので、自動的に
様々な分岐パターンを実現することができる。
【００３４】
　請求項 記載の発明によれば、 記載の発明の作用に加えて、前
記再生制御情報は、一の前記部分記録情報について分岐前の再生状態を制御するための分
岐前再生制御情報を含むので、分岐前の再生状態を容易に制御できる。
【００３５】
　請求項 記載の発明によれば、請求項 記載の発明の作用に加えて、前記分岐前再生制
御情報は、静止画再生時間情報あるいはリピート再生時間情報を含むので、容易に静止画
再生時間あるいはリピート再生時間を設定できる。
【００３６】
　請求項６記載の発明によれば、再生制御情報抽出手段は、前記記録媒体から一の前記部
分記録情報から分岐すべき一または複数の部分記録情報を特定するための分岐先情報と、
各部分記録情報における前記記録媒体に記録される際の記録位置情報および各部分記録情
報 再生条件を示す第１条件情報と、を含
む再生制御情報を抽出する。再生制御手段は、抽出された前記再生制御情報に基づいて、
予め設定した所定の順序で前記部分記録情報を再生し、あるいは、当該再生の際に外部よ
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の再生が許可される対象の範囲を設定するための



り与えられる条件に基づく所定の順序で再生するとともに、前記分岐先情報に基づいて、
次に再生すべき前記部分記録情報を特定して再生を行なう。そして、再生制御手段の分岐
制御手段は、前記外部分岐指示が与えられた場合に、前記分岐先情報に基づいて、各部分
記録情報における記録媒体に記録される際の記録位置情報および各部分記録情報の再生条
件を示す第１条件情報を参照しつつ、直ちに分岐先の部分記録情報に分岐し、あるいは、
前記外部分岐指示が与えられたタイミングにおいて再生中の部分記録情報の再生終了後に
分岐するので、様々な分岐パターンを実現することができるとともに、容易に分岐先を特
定して再生を継続することができる。
【００３８】
　請求項 記載の発明によれば、請求項 記載の発明の作用に加えて、前記分岐先情報は
、当該分岐すべき一または複数の部分記録情報の再生の許否を判別するための再生レベル
情報を含み、前記再生制御手段は、予め設定された基準再生レベル情報と前記再生レベル
情報とを比較することにより、当該再生レベル情報に対応する前記部分記録情報の再生が
許可されている場合にのみ当該部分記録情報の再生を行なうので、容易に再生許可されて
いる部分記録情報あるいは再生禁止されている部分記録情報を判別して再生が る。
【００４０】
　請求項 記載の発明によれば、 の発明の作用に加えて、再
生制御手段のランダム分岐制御手段は、前記ランダム分岐情報に基づいて、前記内部分岐
指示が発生したタイミングにおいて再生中の部分記録情報の再生終了後に予め設定された
複数の部分記録情報のうちからランダムに分岐先を選択し分岐するので、自動的に様々な
分岐パターンを実現することができる。
【００４１】
　請求項 記載の発明によれば、 の発明の作用に加えて、再
生制御手段は、前記分岐前再生制御情報に基づいて、分岐前の再生状態を制御するので、
分岐前の再生制御を容易に る。
【００４２】
　請求項 記載の発明によれば、請求項 記載の発明の作用に加えて、再生制御手段は
、静止画再生時間情報あるいはリピート再生時間情報に基づいて当該静止画再生時間情報
あるいはリピート再生時間情報に対応する部分記録情報の静止画再生制御あるいはリピー
ト再生制御を行なうので、容易に部分記録情報の静止画再生あるいはリピート再生が
る。
【００４３】
【実施例】
次に本発明の好適な実施例を図面を参照して説明する。
（Ｉ）情報記録装置
図１に、本実施例の情報記録装置の構成図を示す。
【００４４】
情報記録装置１００は、記録すべき音声情報や映像情報等の記録情報を記録した磁気テー
プを再生してタイムコードＴ T  、映像信号Ｓ V  及び音声信号Ｓ A  を出力するＶＴＲ１と、
ＶＴＲ１から出力された映像信号Ｓ V  及び音声信号Ｓ A  をＡ／Ｄ変換した後、ＭＰＥＧ方
式によりＧＯＰ（ Group Of Pictures ）毎に圧縮処理し、パケット単位で時間軸多重して
圧縮多重データＳ R  として出力するとともに、ＶＴＲ１から出力される上記記録情報に対
応したタイムコードＴ T  及び磁気テープに記録された記録情報をその素材内容毎の部分記
録情報に予め区分し、それぞれの部分記録情報に対応するキューデータＤ Q  及びタイムコ
ードＴ T  に基づき、各部分記録情報毎の当該部分記録情報を再生した場合の再生時間及び
各部分記録情報の記録情報中における部分記録情報開始アドレスを検出して素材内容情報
データＤ A Cを出力する信号処理部３と、圧縮多重データＳ R  を一時的に記憶するハードデ
ィスク装置４と、素材内容情報データＤ A Cを一時的に記録するフレキシブルディスク（Ｆ
Ｄ）装置５と、情報記録装置Ｓ 1  全体の制御を行うとともに、ハードディスク装置４から
読み出された圧縮多重データＳ R  並びにＦＤ装置５から読み出された素材内容データＤ A C
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に基づき、各種付加情報データＳ A Dを出力するとともに、後述する変調部８に出力すべき
データとして多重圧縮データＳ R  あるいは付加情報データＳ A Dのいずれかを選択するため
の情報選択信号Ｓ S Wを出力するコントローラ６と、情報選択信号Ｓ S Wに基づいて多重圧縮
データＳ R  あるいは付加情報データＳ A Dのいずれか一方を選択して、情報付加圧縮多重デ
ータＳ R A D  として出力する切換部７と、情報付加圧縮多重データＳ R A D  に対しリードソロ
モン符号等のエラー訂正コード（ＥＣＣ）の付加及び８－１５変調等の変調を施して変調
信号Ｓ M Dとして出力する変調部８と、変調信号Ｓ M Dに基づいて図示しないマスタディスク
を作成するマスタリング装置９と、を備えて構成されている。
【００４５】
ここで、付加情報データＳ A Dについて説明する。
一つの素材（映像信号Ｓ V  及び音声信号Ｓ A  ）に対応する記録情報は、その素材内容毎部
分記録情報に予め区分でき、それぞれの部分記録情報に対応づけて付加情報データＳ A Dを
構成する。
【００４６】
付加情報データＳ A Dは、大別すると図２に示すように、部分記録情報の数である分割単位
数データ（＝ｎ）２０と、各部分記録情報に対応する分割単位毎の先頭アドレスを表す先
頭アドレスデータから構成される先頭アドレスデータ群２１と、各部分記録情報に対応す
る分割単位毎のサイズを表すサイズデータから構成されるサイズデータ群２２と、各部分
記録情報に対応する分割単位毎に当該分割単位の再生レベル、すなわち、子供向け、成人
向け等の再生を許可すべき対象（レベル）を設定するための再生レベルデータから構成さ
れる再生レベルデータ群２３と、各部分記録情報に対応する分割単位の再生制御を行なう
ための再生コントロールデータ２４ -1～２４ -nから構成される再生コントロールデータ群
２４と、を備えて構成されている。
【００４７】
再生コントロールデータ群２４を構成する再生コントロールデータ２４ - X（Ｘ＝１～ｎ）
は、図３に示すように当該再生コントロールデータ２４ - Xに接続（連続して再生）するこ
とが可能な他の部分記録情報（＝分割単位）の数（接続可能分割単位数ｍ）を表す接続可
能分割単位数データ３０と、当該再生コントロールデータ２４ - Xに対応する部分記録情報
の再生制御を行なうための再生制御情報データ３１と、当該再生コントロールデータ２４

- Xに接続することが可能な他の部分記録情報の再生レベル及び当該他の部分記録情報を特
定するための番号を表す接続部分記録情報データ３２ - 1～３２ - nから構成される接続部分
記録情報データ群３２と、を備えて構成されている。
【００４８】
ここで、再生制御情報データ３１について説明する。
再生制御情報データ３１は、ビットｂ 2  ～ビットｂ 0  の３ビットで構成される３ビット制
御情報データ及び静止・リピート時間情報データを備えて構成されている。
【００４９】
まず、３ビット制御情報データについて図４を参照して説明する。
３ビット制御情報データの第１ビットｂ 2  は、ユーザの選択に基づいて他の部分記録情報
に分岐するのか、あるいは、再生装置の判別により他の部分記録情報に分岐するのかを制
御するための分岐形態設定フラグであり、例えば、第１ビットｂ 2  ＝１とすることにより
再生装置の判別により他の部分記録情報に分岐するものとする。
【００５０】
第２ビットｂ 1  と第３ビットｂ 0  は、第１ビットｂ 2  の値によりその意味が異なるので、
第１ビットｂ 2  の値毎に説明する。
ａ）　第１ビットｂ 2  ＝０（ユーザの選択により分岐）の場合
・第２ビットｂ 1  は、再生中の部分記録情報（再生中の分割単位）の再生が終了した後に
、静止画再生状態とするか、リピート再生状態とするかを制御するための再生形態設定フ
ラグであり、例えば、第２ビットｂ 1  ＝１でリピート再生状態とする。
【００５１】
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・第３ビットｂ 0  は、部分記録情報（分割単位）を再生中に所定のキー入力があった場合
に直ちに応答して分岐先の部分記録情報の再生に分岐するのか、当該部分記録情報の再生
終了後に分岐先の部分記録情報の再生に分岐するのかを制御するための分岐条件設定フラ
グであり、例えば、第３ビットｂ 0  ＝１で直ちに分岐する。
【００５２】
ｂ）　第１ビットｂ 2  ＝１（再生装置の判別により分岐）の場合
この場合には、第２ビットｂ 1  及び第３ビットｂ 3  の組合わせにより分岐状態が異なる。
【００５３】
・第２ビットｂ 1  ＝０、かつ、第３ビットｂ 0  ＝０の場合。
本実施例では、予約状態となっており、使用していない。
・第２ビットｂ 1  ＝０、かつ、第３ビットｂ 0  ＝１の場合。
【００５４】
本実施例では、予約状態となっており、使用していない。
・第２ビットｂ 1  ＝１、かつ、第３ビットｂ 0  ＝０の場合。
キー入力を受け付けず、静止画再生動作及びリピート再生動作には移行せずに、当該部分
記録情報の再生終了後（分割単位の最後）に分岐可能な他の部分記録情報にランダムに分
岐する。
【００５５】
・第２ビットｂ 1  ＝１、かつ、第３ビットｂ 0  ＝１の場合。
キー入力を受け付けず、静止画再生動作及びリピート再生動作には移行せずに、当該部分
記録情報の再生終了後（分割単位の最後）に分岐可能な他の部分記録情報のうち、最大の
再生レベル（許可範囲が最も広い）を有する他の部分記録情報に分岐する。
【００５６】
静止・リピート時間情報データは、３ビット制御情報データの第１ビットｂ 2  ＝０の場合
に、キー入力待ち状態で静止画再生動作あるいはリピート再生動作を行なう時間を設定す
るためのデータであり、静止・リピート時間情報データで示される時間内にキー入力が行
なわれなかった場合、あるいは、正規のキー入力が行なわれなかった場合には、予め設定
（デフォルト）の他の部分記録情報（分割単位）に分岐する。この場合において、予め設
定の他の部分記録情報としては、例えば、付加情報データＳ A Dの最初に記述されている部
分記録情報（分割単位１）であるものとする。
【００５７】
より具体的な静止・リピート時間情報データＴの設定としては、静止・リピート時間情報
データＴを８ビットとすると、
・０≦Ｔ≦６０の場合
静止画再生時間あるいはリピート再生時間をＴ［秒］とする。
【００５８】
・６０＜Ｔ≦２５４の場合
静止画再生時間あるいはリピート再生時間をＴＴとすると、
ＴＴ＝（ｔ－６０）×１０＋６０［秒］
とする。
【００５９】
・Ｔ＝２５５の場合
キー入力があるまで静止画再生あるいはリピート再生を行なう。すなわち、
ＴＴ＝∞
とする。
【００６０】
上述した付加情報データＳ A Dは、図５に示すように、光ディスクの最内周が和の付加情報
領域に記録される。
次に情報記録装置１００の動作を説明する。
【００６１】
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ＶＴＲ１が記録すべき音声情報や映像情報等の記録情報を記録した磁気テープを再生して
タイムコードＴ T  、映像信号Ｓ V  及び音声信号Ｓ A  を出力すると、信号処理部３はＶＴ１
から出力された映像信号Ｓ V  及び音声信号Ｓ A  をＡ／Ｄ変換した後、ＭＰＥＧ方式によＧ
ＯＰ（ Group Of Pictures ）毎に圧縮処理し、パケット単位で時間軸多重して圧縮多重デ
ータＳ R  としてハードディスク装置４に出力するとともに、ＶＴＲ１から出力される上記
記録情報に対応したタイムコードＴ T  及び磁気テープに記録された記録情報をその素材内
容毎の部分記録情報に予め区分し、それぞれの部分記録情報に対応するキューデータＤ Q  
及びタイムコードＴ T  に基づき、各部分記録情報毎の当該部分記録情報を再生した場合の
再生時間及び各部分記録情報の記録情報中における部分記録情報開始アドレスを検出して
素材内容情報データＤ A Cをフレキシブルディスク装置５に出力する。
【００６２】
ハードディスク装置４に記憶された圧縮多重データＳ R  は、コントローラ６の制御下で圧
縮多重データＳ R  を切換部７に出力される。
また、フレキシブルディスク装置５は、素材内容情報データＤ A Cを一時的にフレキシブル
ディスクに記録し、コントローラ６の制御下で素材内容情報データＤ A Cをコントローラ６
に出力する。
【００６３】
圧縮多重データＳ R  及び素材内容情報データＤ A Cの出力と並行して、コントローラ６は、
圧縮多重データＳ R  並びに素材内容情報データＤ A Cに基づき、付加情報データＳ A Dを切換
部７に出力するとともに、変調部８に出力すべきデータとして多重圧縮データＳ R  あるい
は付加情報データＳ A Dのいずれかを選択するための情報選択信号Ｓ S Wを切換部７に出力す
る。
【００６４】
これにより切換部７は、情報選択信号Ｓ S Wに基づいて多重圧縮データＳ R  あるいは付加情
報データＳ A Dのいずれか一方を選択して、情報付加圧縮多重データＳ R A D  として変調部８
に出力する。
【００６５】
変調部８は、情報付加圧縮多重データＳ R A D  に対しリードソロモン符号等のエラー訂正コ
ード（ＥＣＣ）の付加及び８－１５変調等の変調を施して変調信号Ｓ MDとしてマスタリン
グ装置９に出力する。
【００６６】
マスタリング装置９は、変調信号Ｓ M Dに基づいて図示しないマスタディスクを作成する。
このようにして、マスタリングされたマスタディスクには、付加情報データＳ A Dが最内周
部に記録されており、このマスタディスクを用いて図示しないレプリケーション装置によ
り付加情報データＳ A Dが最内周部に記録されたレプリカディスクが製造される。
（ＩＩ）　情報再生装置
次に情報再生装置の構成について図６を参照して説明する。
【００６７】
情報再生装置２００は、付加情報データＳ A Dが記録された光ディスクの記録情報を読み取
り、読取信号Ｓ R Dとして出力する光ピックアップ４０と、読取信号Ｓ R Dを一定のスレッシ
ョルド（閾値）によって２値化して２値信号Ｓ B  として出力する２値化器４１と、２値信
号Ｓ B  に対して復調及びエラー訂正を行い、復調信号Ｓ L  として出力するとともに、２値
信号Ｓ B  から付加情報データＳ A Dを抽出して後述のコントローラに出力する復調器４２と
、復調信号Ｓ L  に対してＭＰＥＧ方式に基づく伸張処理を行い、Ｄ／Ａ変換して出力映像
信号Ｓ V O及び出力音声信号Ｓ A Oとして出力する信号処理部４３と、２値信号Ｓ B  からクロ
ック成分を検出し、検出クロック信号ＣＬＫ P  として出力するクロック成分検出器４４と
、検出クロック信号ＣＬＫ P  と後述の発振器４７からの基準クロック信号ＣＬＫとを位相
比較して比較信号とし、当該比較信号から高域成分を除去し、スピンドルモータ４６の回
転数制御信号Ｓ S Pとして出力するＬＰＦ（ Low Pass Filter ）を含む位相比較器４５と、
回転数制御信号Ｓ S Pに基づく回転数制御の下、光ディスクを回転するスピンドルモータ４
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６と、情報再生装置２００を構成する各部材相互間のタイミング同期を取るための基準ク
ロック信号ＣＬＫを出力する発振器４７と、情報再生装置２００全体の制御を行うととも
に、付加情報データＳ A Dに基づいて再生制御を行なうとともに、再生位置に対応する部分
記録情報を再生するためのスピンドル制御信号Ｓ E  、信号出力制御信号Ｓ D S、スライダ制
御信号Ｓ X  及び静止画再生あるいはリピート再生を行なわせるための再生制御信号Ｓ C Cを
出力するコントローラ４８と、を備えて構成されている。
【００６８】
次に再生動作について説明する。
コントローラ４８は、図示しないリモートコントロール装置等の操作機器から再生開始の
命令が入力されると、スピンドル制御信号Ｓ E  を出力し、スピンドルモータ４６を駆動し
て、光ディスクを回転駆動し、再生を開始する。
【００６９】
つづいて、スライダ制御信号Ｓ X  を光ピックアップ４０に出力し、所定の読取位置に移送
するとともに、光ディスクの記録情報を読み取らせ、読取信号Ｓ R Dとして２値化器４１に
出力させる。
【００７０】
２値化器４１は、出力読取信号Ｓ R Dを一定のスレッショルド（閾値）によって２値化して
２値信号Ｓ B  として復調器４２及びクロック成分検出器４４に出力する。
【００７１】
これにより、復調器４２は２値信号Ｓ B  に対して復調及びエラー訂正を行い、復調信号Ｓ

L  として信号処理部４３に出力するとともに、２値信号Ｓ B  から付加情報データＳ A Dを抽
出してコントローラ４８に出力する。
【００７２】
これと並行して、クロック成分検出器４４は、２値信号Ｓ B  からクロック成分を検出し、
検出クロック信号ＣＬＫ P  として出力し、位相比較器は検出クロック信号ＣＬＫ P  と後述
の発振器４７からの基準クロック信号ＣＬＫとを位相比較して比較信号とし、当該比較信
号から高域成分を除去し、スピンドルモータ４６の回転数制御信号Ｓ S Pとしてスピンドル
モータ４６に出力する。
【００７３】
コントローラ４８は、記録情報の再生を行なわせるとともに、入力された付加情報データ
Ｓ A D及び現在再生中の記録情報のアドレスから、現在の再生位置がどの部分記録情報（分
割単位）に対応するものかを判別する。
【００７４】
そして、図３に示す現在再生している部分記録情報に対応する再生コントロールデータ２
４ - Xの再生制御情報データ３１から当該部分記録情報の再生方法を判別する。
【００７５】
ａ）　３ビット制御情報を構成する第１ビットｂ 2  ＝０、第２ビットｂ 1  ＝０、第３ビッ
トｂ 0  ＝０の場合。
ユーザのキー入力を待ち、キー入力があれば、再生中の部分記録情報（分割単位）の最後
まで再生を継続し、再生終了後、入力されたキーに対応する分岐先の部分記録情報に分岐
する。
【００７６】
この場合において、キー入力待ち中に、当該部分記録情報の最後まで再生してしまった場
合には、再生制御信号Ｓ C Cにより静止画再生動作に移行し、さらにキー入力待ち状態とな
る。
【００７７】
その後、静止・リピート時間情報データで示される時間内にキー入力が行なわれた場合に
は、入力されたキーに対応する分岐先に分岐する。
また、静止・リピート時間情報データで示される時間内にキー入力が行なわれなかった場
合、あるいは、正規のキー入力が行なわれなかった場合には、予め設定（デフォルト）の
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他の部分記録情報（分割単位）に分岐する。
【００７８】
ｂ）　３ビット制御情報を構成する第１ビットｂ 2  ＝０、第２ビットｂ 1  ＝０、第３ビッ
トｂ 0  ＝１の場合。
ユーザのキー入力を待ち、キー入力があれば、直ちに入力されたキーに対応する分岐先の
部分記録情報に分岐する。
この場合において、キー入力待ち中に、当該部分記録情報の最後まで再生してしまった場
合には、再生制御信号Ｓ CCにより静止画再生動作に移行し、さらにキー入力待ち状態とな
る。
【００７９】
その後、静止・リピート時間情報データで示される時間内にキー入力が行なわれた場合に
は、入力されたキーに対応する分岐先に分岐する。
また、静止・リピート時間情報データで示される時間内にキー入力が行なわれなかった場
合、あるいは、正規のキー入力が行なわれなかった場合には、予め設定（デフォルト）の
他の部分記録情報（分割単位）に分岐する。
【００８０】
ｃ）　３ビット制御情報を構成する第１ビットｂ 2  ＝０、第２ビットｂ 1  ＝１、第３ビッ
トｂ 0  ＝０の場合。
ユーザのキー入力を待ち、キー入力があれば、再生中の部分記録情報（分割単位）の最後
まで再生を継続し、再生終了後、入力されたキーに対応する分岐先の部分記録情報に分岐
する。
【００８１】
この場合において、キー入力待ち中に、当該部分記録情報の最後まで再生してしまった場
合には、再生制御信号Ｓ C Cにより部分記録情報のリピート再生動作に移行し、さらにキー
入力待ち状態となる。
【００８２】
その後、静止・リピート時間情報データで示される時間内にキー入力が行なわれた場合に
は、入力されたキーに対応する分岐先に分岐する。
また、静止・リピート時間情報データで示される時間内にキー入力が行なわれなかった場
合、あるいは、正規のキー入力が行なわれなかった場合には、予め設定（デフォルト）の
他の部分記録情報（分割単位）に分岐する。
【００８３】
ｄ）　３ビット制御情報を構成する第１ビットｂ 2  ＝０、第２ビットｂ 1  ＝１、第３ビッ
トｂ 0  ＝１の場合。
ユーザのキー入力を待ち、キー入力があれば、直ちに入力されたキーに対応する分岐先の
部分記録情報に分岐する。
【００８４】
この場合において、キー入力待ち中に、当該部分記録情報の最後まで再生してしまった場
合には、再生制御信号Ｓ C Cにより部分記録情報のリピート再生動作に移行し、さらにキー
入力待ち状態となる。
【００８５】
その後、静止・リピート時間情報データで示される時間内にキー入力が行なわれた場合に
は、入力されたキーに対応する分岐先に分岐する。
また、静止・リピート時間情報データで示される時間内にキー入力が行なわれなかった場
合、あるいは、正規のキー入力が行なわれなかった場合には、予め設定（デフォルト）の
他の部分記録情報（分割単位）に分岐する。
【００８６】
ｅ）　３ビット制御情報を構成する第１ビットｂ 2  ＝１、第２ビットｂ 1  ＝０、第３ビッ
トｂ 0  ＝０の場合、あるいは、第１ビットｂ 2  ＝１、第２ビットｂ 1  ＝０、第３ビットｂ

0  ＝１の場合。
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【００８７】
再生方法が決められていないため、光ディスクをリジェクト（排出）して、当該光ディス
クが再生できない旨を図示しない表示画面に表示するとともに、コンントローラ４８は新
しい光ディスクがローディング（装着）されるまで待機状態となる。
【００８８】
ｆ）　３ビット制御情報を構成する第１ビットｂ 2  ＝１、第２ビットｂ 1  ＝１、第３ビッ
トｂ 0  ＝０の場合。
再生中の部分記録情報（分割単位）の最後まで再生を継続し、再生終了後、分岐可能な部
分記録情報（分割単位）の中からランダムに分岐先を設定し、分岐する。
【００８９】
ｇ）　３ビット制御情報を構成する第１ビットｂ 2  ＝１、第２ビットｂ 1  ＝１、第３ビッ
トｂ 0  ＝１の場合。
再生中の部分記録情報（分割単位）の最後まで再生を継続し、再生終了後、分岐可能な部
分記録情報（分割単位）の中から予め指定された再生レベルを超えない最大レベルの再生
レベルを有する部分記録情報（分割単位）を選択し、分岐する。
【００９０】
その後、上記ａ）～ｇ）と同様の動作を繰り返し、再生すべき最後の部分記録情報（分割
単位）、すなわち、分割単位数データ２０＝０の部分記録情報の再生が終了した時点で、
スライダ制御信号Ｓ X  により光ピックアップ４０を最内周側の待機位置に戻して再生動作
を終了する。
【００９１】
以上の説明のように、本実施例によれば、付加情報データＳ A Dに基づいてインタラクティ
ブな再生動作を制御することができ、再生装置側のメモリの記憶容量が小さい場合でも、
容易にメディア製作者の意図に沿った複雑な再生制御を行なわせることができる。
【００９２】
【発明の効果】
請求項１記載の発明によれば、記録手段は、前記記録情報を複数の部分記録情報に分割し
、予め設定した所定の順序で前記部分記録情報を再生するための、あるいは、当該再生の
際に外部より与えられる条件に基づく所定の順序で再生するための再生制御情報を前記記
録媒体に記録するので、再生制御情報に基づいて再生装置側で再生を行なえば、再生装置
側に負担をかけることなく、メディア製作者の意図に沿った複雑、かつ、インタラクティ
ブな再生が行なえる。
【００９３】
請求項２記載の発明によれば、請求項１記載の発明の効果に加えて、前記再生制御情報は
、一の前記部分記録情報から分岐すべき一または複数の部分記録情報を特定するための分
岐先情報を含むので、部分記録情報の再生時に容易に分岐先の部分記録お情報を特定させ
ることができ、再生装置側では、より容易にインタラクティブな再生が行なえる。
【００９４】
請求項３記載の発明によれば、請求項２記載の発明の効果に加えて、前記分岐先情報は、
当該分岐すべき一または複数の部分記録情報の再生の許否を判別するための再生レベル情
報を含むので、再生可能な部分記録情報を容易に判別でき、再生が許可された部分記録情
報のみを用いたインタラクティブ再生が行なえる。
【００９５】
請求項４記載の発明によれば、請求項２または請求項３記載の発明の効果に加えて、前記
分岐先情報は、前記記録媒体の前記記録情報を再生する再生装置に対し外部からの分岐指
示である外部分岐指示が与えられた場合に、前記再生装置に直ちに分岐先の部分記録情報
に分岐させるのか、あるいは、前記外部分岐指示が与えられたタイミングにおいて再生中
の部分記録情報の再生終了後に分岐させるのかを判別させるための分岐タイミング情報を
含むので、様々な分岐パターンを実現することができ、メディア製作者の意図に沿った複
雑、かつ、インタラクティブな再生が行なえる。
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【００９６】
請求項５記載の発明によれば、請求項２乃至請求項４のいずれかに記載の発明の効果に加
えて、前記分岐先情報は、前記記録媒体の前記記録情報を再生する再生装置内部の分岐指
示である内部分岐指示が発生した場合に、前記再生装置に前記内部分岐指示が発生したタ
イミングにおいて再生中の部分記録情報の再生終了後に予め設定された複数の部分記録情
報のうちからランダムに分岐先を選択し分岐させるためのランダム分岐情報を含むので、
自動的に様々な分岐パターンを実現することができ、様々に展開するインタラクティブな
再生が行なえる。
【００９７】
請求項６記載の発明によれば、請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の発明の効果に加
えて、前記再生制御情報は、一の前記部分記録情報について分岐前の再生状態を制御する
ための分岐前再生制御情報を含むので、分岐前の再生状態を容易に制御でき、再生装置に
よるインタラクティブな再生時における分岐前制御が容易に行なえる。
【００９８】
請求項７記載の発明によれば、請求項６記載の発明の効果に加えて、前記分岐前再生制御
情報は、リピート再生時間情報を含み、容易にリピート再生時間を設定できるので、再生
装置側では、インタラクティブな再生中の入力待ち等の待機時間中により容易にリピート
再生が行なえる。
【００９９】
請求項８記載の発明によれば、再生制御手段は、抽出された前記再生制御情報に基づいて
、予め設定した所定の順序で前記部分記録情報を再生し、あるいは、当該再生の際に外部
より与えられる条件に基づく所定の順序で再生するので、メディア製作者の意図に沿った
複雑、かつ、インタラクティブな再生が行なえる。
【０１００】
請求項９記載の発明によれば、請求項８記載の発明の効果に加えて、前記再生制御情報は
、一の前記部分記録情報から分岐すべき一または複数の部分記録情報を特定するための分
岐先情報を含み、前記再生制御手段は、前記分岐先情報に基づいて、次に再生すべき前記
部分記録情報を特定して再生を行ない、容易に分岐先を特定して再生を継続することがで
きるので、メディア製作者の意図に沿った複雑、かつ、インタラクティブな再生が行なえ
る。
【０１０１】
請求項１０記載の発明によれば、請求項９記載の発明の効果に加えて、前記分岐先情報は
、当該分岐すべき一または複数の部分記録情報の再生の許否を判別するための再生レベル
情報を含み、前記再生制御手段は、予め設定された基準再生レベル情報と前記再生レベル
情報とを比較することにより、当該再生レベル情報に対応する前記部分記録情報の再生が
許可されている場合にのみ当該部分記録情報の再生を行ない、容易に再生許可されている
部分記録情報あるいは再生禁止されている部分記録情報を判別して再生が行なえるので、
再生が許可された部分記録情報のみを用いたインタラクティブ再生が行なえる。
【０１０２】
請求項１１記載の発明によれば、請求項９または請求項１０記載の発明の効果に加えて、
再生制御手段の分岐制御手段は、前記外部分岐指示が与えられた場合に、前記分岐先情報
に基づいて、直ちに分岐先の部分記録情報に分岐し、あるいは、前記外部分岐指示が与え
られたタイミングにおいて再生中の部分記録情報の再生終了後に分岐して、様々な分岐パ
ターンを実現することができるので、メディア製作者の意図に沿った複雑、かつ、インタ
ラクティブな再生が行なえる。
【０１０３】
請求項１２記載の発明によれば、請求項９乃至請求項１１のいずれかに記載の発明の効果
に加えて、再生制御手段のランダム分岐制御手段は、前記ランダム分岐情報に基づいて、
前記内部分岐指示が発生したタイミングにおいて再生中の部分記録情報の再生終了後に予
め設定された複数の部分記録情報のうちからランダムに分岐先を選択し分岐するので、自

10

20

30

40

50

(14) JP 3897833 B2 2007.3.28



動的に様々な分岐パターンを実現することができ、様々に展開するインタラクティブな再
生が行なえる。
【０１０４】
請求項１３記載の発明によれば、請求項９乃至請求項１１のいずれかに記載の発明の効果
に加えて、再生制御手段は、前記分岐前再生制御情報に基づいて、分岐前の再生状態を制
御し、分岐前の再生制御を容易に行なえるので、インタラクティブな再生時における分岐
前制御が容易に行なえる。
【０１０５】
請求項１４記載の発明によれば、請求項１３記載の発明の効果に加えて、再生制御手段は
、リピート再生時間情報に基づいて当該リピート再生時間情報に対応する部分記録情報の
リピート再生制御を行ない、容易に部分記録情報のリピート再生が行なえるので、インタ
ラクティブな再生中の入力待ち等の待機時間中により容易にリピート再生が行なえる。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施例の情報記録装置の概要構成ブロック図である。
【図２】付加情報データの説明図である。
【図３】再生コントロールデータの説明図である。
【図４】３ビット制御情報の説明図である。
【図５】光ディスクの情報記録状態の説明図である。
【図６】実施例の情報再生装置の概要構成ブロック図である。
【符号の説明】
１００…情報記録装置
１…ＶＴＲ
３…信号処理部３
４…ハードディスク装置４
５…フレキシブルディスク（ＦＤ）装置
６…コントローラ
７…切換部
８…変調部
９…マスタリング装置
２０…分割単位数データ
２１…先頭アドレスデータ群
２２…サイズデータ群
２３…再生レベルデータ群
２４ - 1～２４ - n…再生コントロールデータ
２４…再生コントロールデータ群
３０…接続可能分割単位数データ
３１…再生制御情報データ
３２ - 1～３２ - n…接続部分記録情報データ
３２…接続部分記録情報データ群
２００…情報再生装置
４０…光ピックアップ
４１…２値化器
４２…復調器
４３…信号処理部
４４…クロック成分検出器
４５…位相比較器
４６…スピンドルモータ
４７…発振器
４８…コントローラ
ＣＬＫ P  …検出クロック信号
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ＣＬＫ…基準クロック信号
Ｄ Q  …キューデータ
Ｄ A C…素材内容情報データ
Ｓ S W…情報選択信号
Ｓ R A D  …情報付加圧縮多重データ
Ｓ R D…読取信号
Ｓ B  …２値信号
Ｓ L  …復調信号
Ｓ V O…出力映像信号
Ｓ A O…出力音声信号
Ｓ S P…回転数制御信号
Ｓ E  …スピンドル制御信号
Ｓ D S…信号出力制御信号
Ｓ X  …スライダ制御信号
Ｓ C C…再生制御信号
Ｓ R  …圧縮多重データ
Ｓ V  …映像信号
Ｓ A  …音声信号
Ｓ M D…変調信号
Ｓ A D…付加情報データ
Ｔ T  …タイムコード
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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