
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部機器に接続された情報再生装置により再生され、当該情報再生装置を前記外部機器
のユーザインターフェイスとして用いるための情報を記録した記録媒体であって、
　圧縮された映像情報が記録される映像情報記録領域と、
　該映像情報に基づいて 前記情報再生装置により再生される映像中の 所
定画像部

第１情報が記録される記録領域であって、前記情報再生装置によ
り前記所定画像部分と同時に再生可能な記録位置に設けられた第 1記録領域と、
　 第２情報が記録される第２記録領域と、
　前記 第２情報の記録位置
を示 該第２情報を読み出した後に該読み出した第２情報を前記外部機器に送出
する旨の命令を示す第３情報が記録される記録領域であって、前記情報再生装置により前
記所定画像部分と同時に再生可能な記録位置に設けられた第３記録領域と、を備え、
　前記第２情報は、前記情報再生装置が前記外部機器に対して所定の処理を実行させるた
めの制御情報を有することを特徴とする記録媒体。
【請求項２】
　前記映像情報は、時間圧縮された動画の映像情報及び２次元圧縮された静止画の映像情
報のうち少なくとも一方を含むことを特徴とする請求項１に記載の記録媒体。
【請求項３】
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、 各画像における
分に重畳して、前記外部機器における処理の内容を示す少なくとも一つ以上の選

択項目を表示するための

前記各選択項目と対応付けられた
各選択項目と対応付けられると共に、当該選択項目に対応した

し、且つ、



　前記第１情報は 記所定画像部分 表示するた
めの特殊画像情報を含むことを特徴とする請求項１又は２に記載の記録媒体。
【請求項４】
　前記第２情報に含まれる制御情報は、通信網におけるアドレス情報を含み、前記外部機
器は該通信網上で該アドレス情報の示すアドレスに接続可能な機器であることを特徴とす
る請求項１から３のいずれか一項に記載の記録媒体。
【請求項５】
　前記第２情報に含まれる制御情報は、前記再生される映像との関連で前記外部機器の処
理動作を規定した実行コマンドを含み、前記外部機器は該実行コマンドに対応した処理動
作可能な機器であることを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の記録媒体。
【請求項６】
　請求項１から５に記載の記録媒体を再生するための情報再生装置であって、
　前記記録媒体から前記映像情報並びに前記第１、第２及び第３情報を読み取る読み取り
手段と、
　該読み取られた情報に対し、前記映像情報に対する伸長処理を含む所定のデータ処理を
施して映像表示用の出力データを生成する処理手段と、
　前記 に関する選択指示を入力するための入力手段と、
　該入力手段から入力された選択支持に 前記第１情
報を前記読み取られた情報の中から認識する第１認識手段と、
　該第１認識手段により認識された第１情報に対応する前記第３情報を前記読み取られた
情報の中から認識する第２認識手段と、
　該第２認識手段により認識された第３情報により示された記録位置に記録された前記第
２情報を抽出する抽出手段と、
　前記第２認識手段により認識された第３情報により示された命令に従って前記抽出され
た第２情報に含まれる前記制御情報を前記外部機器に送出する送出手段と
　を備えたことを特徴とする情報再生装置。
【請求項７】
　前記第２記録領域は、前記情報再生装置により前記所定画像部分と同時には再生不可能
な記録位置に設けられ、
　前記読取手段により前記映像情報を読み取るより以前に前記第２情報を読み取るように
前記読取手段を制御する制御手段と、
　前記以前に読み取られた第２情報を格納する記憶手段とを更に備えており、
　前記抽出手段は、前記記憶手段から前記第２情報を抽出することを特徴とする請求項６
に記載の情報再生装置。
【請求項８】
　前記第２記録領域は、前記情報再生装置により前記所定画像部分と同時には再生不可能
な記録位置に設けられ、
　前記読取手段により前記映像情報を読み取った後に前記第２情報を読み取るように前記
読取手段を制御する制御手段を更に備えており、
　前記抽出手段は、前記後に読み取られた第２情報を抽出することを特徴とする請求項６
に記載の情報再生装置。
【請求項９】
　前記第１情報は 記所定画像部分 表示するた
めの特殊画像情報を含み、
　前記処理手段は、前記入力手段により選択指示された前記 を前記特殊画像情報
に従って前記 表示するように前記映像表示用の出力データを生成する強調表示
手段を備えたことを特徴とする請求項６から８のいずれか一項に記載の情報再生装置。
【請求項１０】
　前記第２情報に含まれる制御情報は、通信網におけるアドレス情報を含み、前記外部機
器は該通信網上で該アドレス情報の示すアドレスに接続可能な機器であり、
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、前 に重畳された前記選択項目をハイライト

選択項目
より示される前記選択項目に対応した

、前 に重畳された前記選択項目をハイライト

選択項目
ハイライト



　前記送出手段は、前記アドレス情報を前記外部機器に送出することを特徴とする請求項
６から９のいずれか一項に記載の情報再生装置。
【請求項１１】
　前記第２情報は、前記再生される映像との関連で前記外部機器の処理動作を規定した実
行コマンドを含み、前記外部機器は該制御情報に従って動作可能な機器であり、
　前記送出手段は、前記制御情報を前記外部機器に送出することを特徴とする請求項６か
ら のいずれか一項に記載の情報再生装置。
【請求項１２】
　当該情報再生装置は、前記外部機器に内蔵されていることを特徴とする請求項６から１
１のいずれか一項に記載の情報再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＤＶＤ等の記録媒体及びその情報再生装置の技術分野に属し、特に、パソコン
等の外部機器に接続された情報再生装置により再生され、当該外部機器を制御可能とする
コンピュータ読み取り可能な記録媒体及びその情報再生装置の技術分野に属する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、ビデオテープ、光ディスク等の記録媒体を再生するための、ＶＴＲ（ビデオテープ
レコーダ）、ＣＤ（ Compact Disc）プレーヤ、ＬＤ（ Laser Disc）  プレーヤ、ＭＤ（ Min
i Disc）プレーヤ、ＤＶＤプレーヤ等の情報再生装置により、例えば、販売促進用の映像
情報や音声情報が再生されることがある。ここで、近時におけるインターネットの普及に
より、販売促進用の情報の提供者たる販売業者等がインターネットのホームページを持っ
ている場合が急増しており、該ホームページを利用しての最新情報や詳細情報の提供や通
信販売の便宜を図るために、前述の販売促進用の情報には、インターネットのホームペー
ジのアドレス情報が含まれている場合が多くなって来ている。
【０００３】
一方、このようなプレーヤをパソコンに接続することにより、プレーヤの再生や停止など
の動作制御を、パソコンを介して行うことも可能である。従って、パソコンを介して操作
することにより上述の販売促進用の映像情報や音声情報をプレーヤで再生した後に、所望
によりパソコンを用いてインターネット上で対応するホームページを呼び出すことができ
る。
【０００４】
他方、インターディスクやビデオＣＤインターネットといった、ディスクにホームページ
との連携機能を持たせる規格が提唱されている（日経マルチメディア１９９７年１月号の
３３から３４ページ、映像情報メディア学会誌Ｖｏｌ．５１Ｎｏ．２の１９２ページ（１
９９７年）等参照）。これらの規格によれば、ディスクに格納されたホームページのアド
レス情報をパソコンで読み出し、このアドレス情報を用いて当該ホームページにアクセス
することも可能になると考えられる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前述した従来の各種プレーヤをパソコンに接続することによりプレーヤの
動作制御をパソコンを介して行う構成によれば、パソコンが有するインターネット等につ
いての通信機能とプレーヤの再生機能とは完全に独立しているから、パソコンによりイン
ターネットを介してホームページを呼び出すためには、画像表示されたり、音声出力され
たりするホームページのアドレス情報をパソコンのキーボード等を介してマニュアル操作
により入力せねばならないという問題点があった。
【０００６】
他方、前述したインターディスクやビデオＣＤインターネットなどの規格によれば、パソ
コンがＣＤ－ＲＯＭからアプリケーションプログラムを読み出すのと同様に、完全にパソ
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コン主導でホームページのアドレス情報がディスクから読み出され、このアドレス情報に
したがって、パソコンによりインターネット経由で当該ホームページへのアクセスが可能
とされるものである。従って、従来のマニュアル操作によるアドレス情報の入力がＣＤ－
ＲＯＭドライブ等を介してのアドレス情報の入力へと代えられた域を出ておらず、パソコ
ンをユーザインターフェースとして使用して、パソコンのプログラムにより全制御を行わ
ねばならない。従って、これらの規格の下で、ホームページへアクセスするために、パソ
コンを立ち上げる際にＯＳ等の読み込みのために時間がかかったり、ハードディスクの不
良セクタの発生、コンピュータウイルス感染の危険等、パソコン固有の問題によってシス
テムが不安定になる可能性がある。また特に、これらの規格によれば、ディスクに記録さ
れた映像と関連付けられた形でアドレス情報等を扱うためにパソコンに高度な制御能力が
要求され、動作開始までの時間が長くなり、ユーザ操作もより複雑化してしまう問題点が
ある。
【０００７】
本発明は上述した問題点に鑑みなされたものであり、情報再生装置により再生される映像
情報に関連する制御をパソコン等の外部機器に対し行う際に、該外部機器に対する負担を
軽減し且つ視聴者にとって操作の容易なユーザインターフェースとして情報再生装置を機
能させることができる記録媒体及び当該情報再生装置を提供することを課題とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載の記録媒体は上記課題を解決するために、外部機器に接続された情報再
生装置により再生され、当該情報再生装置を前記外部機器のユーザインターフェイスとし
て用いるための情報を記録した記録媒体であって、圧縮された映像情報が記録される映像
情報記録領域と、該映像情報に基づいて 前記情報再生装置により再生される映像中の

所定画像部
第１情報が記録される記録領域であって、前記情

報再生装置により前記所定画像部分と同時に再生可能な記録位置に設けられた第 1記録領
域と、 第２情報が記録される第２記録領域と、前記

第２情報の記録位置を示
該第２情報を読み出した後に該読み出した第２情報を前記外部機器に送出する旨の命

令を示す第３情報が記録される記録領域であって、前記情報再生装置により前記所定画像
部分と同時に再生可能な記録位置に設けられた第３記録領域と、を備え、前記第２情報は
、前記情報再生装置が前記外部機器に対して所定の処理を実行させるための制御情報を有
することを特徴とする。
【０００９】
請求項１に記載の記録媒体によれば、圧縮された映像情報と共に、第１、第２及び第３情
報が記録されている。ここで、第１情報は、例えばＤＶＤ規格ではハイライト情報等であ
り、映像情報に基づいて情報再生装置により再生される映像中の所定画像部分と関連性を
持ち、該所定画像部分の位置に対して定義されている。一方、第３情報は、例えばＤＶＤ
規格ではハイライトコマンドやボタンコマンド等であり、当該記録媒体上の第２情報の記
録位置を示すと共に第２情報を読み出した後に該読み出した第２情報を外部機器に送出す
る旨の命令を示す。そして、第１及び第３情報は夫々、情報再生装置により所定画像部分
と同時に再生可能な記録位置に記録されている。尚、ここにいう「同時に再生」とは、実
質的に同時であれば足り、具体的には、読み取る時刻が厳密に同時でなくても、映像情報
や第１及び第３情報がバッファ等に一時的に記憶されることなどにより、実際の表示等の
各情報の利用が同時又は並行して行えるような再生を含む意味である。他方、第２情報は
、例えばテキスト情報として記述されたインターネットのアドレス情報や外部機器を制御
するための制御情報であり、該第１情報に対応して定義されており、当該記録媒体上の所
定の記録位置に記録されている。この所定の記録位置は、例えばＤＶＤ規格では映像情報
が記録される位置からディスクの内周側に離れたユーザデファインドファイルやビデオマ
ネージャのテキスト情報の領域内である。
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、 各
画像における 分に重畳して、前記外部機器における処理の内容を示す少なくと
も一つ以上の選択項目を表示するための

前記各選択項目と対応付けられた 各選
択項目と対応付けられると共に、当該選択項目に対応した し、且
つ、



【００１０】
従って、請求項１に記載の記録媒体を情報再生装置で再生すれば、映像情報が圧縮されて
いるにも拘わらず、映像情報と対応が取れており且つ映像情報と並行して再生される第１
及び第３情報に基づいて、映像情報を視聴した視聴者による映像情報に関連付けられた要
求に応じて、第２情報が記録媒体の所定位置から適宜読み出されることになる。この結果
、圧縮記録された映像情報と関連付けられているため外部機器にとっては複雑な筈の制御
が、外部機器に対する負担を軽減しつつ当該記録媒体を再生する情報再生装置を主導とし
て簡単且つ正確に実行可能となる。
【００１１】
請求項２に記載の記録媒体は請求項１に記載の記録媒体において、前記映像情報は、時間
圧縮された動画の映像情報及び２次元圧縮された静止画の映像情報のうち少なくとも一方
を含むことを特徴とする。
【００１２】
　また、請求項３に記載の記録媒体は、請求項１又は２に記載の記録媒体において、前記
第１情報は 記所定画像部分 表示するための特
殊画像情報を含むことを特徴とする。
【００１３】
　

【００１４】
　

【００１５】
　更にまた、請求項６に記載の情報再生装置は、請求項１から５に記載の記録媒体を再生
するための情報再生装置であって、前記記録媒体から前記映像情報並びに前記第１、第２
及び第３情報を読み取る読み取り手段と、該読み取られた情報に対し、前記映像情報に対
する伸長処理を含む所定のデータ処理を施して映像表示用の出力データを生成する処理手
段と、前記 に関する選択指示を入力するための入力手段と、該入力手段から入力
された選択支持に 前記第１情報を前記読み取られた
情報の中から認識する第１認識手段と、該第１認識手段により認識された第１情報に対応
する前記第３情報を前記読み取られた情報の中から認識する第２認識手段と、該第２認識
手段により認識された第３情報により示された記録位置に記録された前記第２情報を抽出
する抽出手段と、前記第２認識手段により認識された第３情報により示された命令に従っ
て前記抽出された第２情報に含まれる前記制御情報を前記外部機器に送出する送出手段と
を備えたことを特徴とする。
【００１６】
　

【００１７】
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、前 に重畳された前記選択項目をハイライト

また更に、請求項４に記載の記録媒体は、請求項１から３のいずれか一項に記載の記録
媒体において、前記第２情報に含まれる制御情報は、通信網におけるアドレス情報を含み
、前記外部機器は該通信網上で該アドレス情報の示すアドレスに接続可能な機器であるこ
とを特徴とする。

更に、請求項５に記載の記録媒体は、請求項１から４のいずれか一項に記載の記録媒体
において、前記第２情報に含まれる制御情報は、前記再生される映像との関連で前記外部
機器の処理動作を規定した実行コマンドを含み、前記外部機器は該実行コマンドに対応し
た処理動作可能な機器であることを特徴とする。

選択項目
より示される前記選択項目に対応した

また、請求項７に記載の情報再生装置は、請求項６に記載の情報再生装置において、前
記第２記録領域は、前記情報再生装置により前記所定画像部分と同時には再生不可能な記
録位置に設けられ、前記読取手段により前記映像情報を読み取るより以前に前記第２情報
を読み取るように前記読取手段を制御する制御手段と、前記以前に読み取られた第２情報
を格納する記憶手段とを更に備えており、前記抽出手段は、前記記憶手段から前記第２情
報を抽出することを特徴とする。

また更に、請求項８に記載の情報再生装置は、請求項６に記載の情報再生装置において
、前記第２記録領域は、前記情報再生装置により前記所定画像部分と同時には再生不可能
な記録位置に設けられ、前記読取手段により前記映像情報を読み取った後に前記第２情報



【００１８】
　更に、請求項９に記載の情報再生装置は、請求項６から８のいずれか一項に記載の情報
再生装置において、前記第１情報は 記所定画像部分

表示するための特殊画像情報を含み、前記処理手段は、前記入力手段により選択指
示された前記 を前記特殊画像情報に従って前記 表示するように前記映
像表示用の出力データを生成する強調表示手段を備えたことを特徴とする。
【００１９】
　

【００２０】
　

【００２１】
　

【００３９】
【発明の実施の形態】
次に、本発明に好適な実施の形態について説明する。なお、以下に説明する実施の形態は
、上記ＤＶＤに対して本発明を適用した実施の形態について説明するものである。
【００４０】
（Ｉ）情報記録媒体の実施の形態
始めに、本発明が適用された情報記録媒体の実施の一形態であるＤＶＤの物理的及び論理
的な構成について、図１から図３を用いて説明する。
【００４１】
始めに、映像情報及び音声情報のＤＶＤ上における記録フォーマット（物理的記録フォー
マット）について、図１を用いて説明する。
【００４２】
図１に示すように、実施の形態のＤＶＤ１は、その最内周部にリードインエリアＬＩを有
すると共にその最外周部にリードアウトエリアＬＯを有しており、その間に、映像情報及
び音声情報が、夫々にＩＤ（識別）番号を有する複数のＶＴＳ３（ＶＴＳ＃１乃至ＶＴＳ
＃ｎ）に分割されて記憶されている。ここで、ＶＴＳ（ Video Title Set）とは、関連す
る（音声、サブピクチャのストリーム数や仕様、対応言語などの属性が同じ）タイトル（
映画等の、製作者が視聴者に提示しようとする一つの作品）を一まとめにしたセット（ま
とまり）であり、より具体的には、例えば、一本の同じ映画について、異なる言語のセリ
フ等を有する複数の映画が夫々にタイトルとして記録されたり、又は、同じ映画であって
も劇場版と特別版とが夫々別のタイトルとして記憶されたりするものである。また、ＶＴ
Ｓ３が記録されている領域の先頭には、後に詳述するＵＤＦ（ユーザデファインドファイ
ル）１００及びビデオマネージャ２が記録される。尚、ＵＤＦの記録位置は、リードイン
エリアＬＩとリードアウトエリアＬＯとの間であれば、何処であってもよいことになって
いる。
【００４３】
次に、一のＶＴＳ３は、コントロールデータ１１を先頭として、夫々にＩＤ番号を有する
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を読み取るように前記読取手段を制御する制御手段を更に備えており、前記抽出手段は、
前記後に読み取られた第２情報を抽出することを特徴とする。

、前 に重畳された前記選択項目をハイ
ライト

選択項目 ハイライト

更にまた、請求項１０に記載の情報再生装置は、請求項６から９のいずれか一項に記載
の情報再生装置において、前記第２情報に含まれる制御情報は、通信網におけるアドレス
情報を含み、前記外部機器は該通信網上で該アドレス情報の示すアドレスに接続可能な機
器であり、前記送出手段は、前記アドレス情報を前記外部機器に送出することを特徴とす
る。

また、請求項１１に記載の情報再生装置は、請求項６から９のいずれか一項に記載の情
報再生装置において、前記第２情報は、前記再生される映像との関連で前記外部機器の処
理動作を規定した実行コマンドを含み、前記外部機器は該制御情報に従って動作可能な機
器であり、前記送出手段は、前記制御情報を前記外部機器に送出することを特徴とする。

また更に、請求項１２に記載の情報再生装置は、請求項６から１１のいずれか一項に記
載の情報再生装置において、当該情報再生装置は、前記外部機器に内蔵されていることを
特徴とする。



複数のＶＯＢ（ Video Object）１０に分割されて記録されている。ここで、複数のＶＯＢ
１０により構成されている部分をＶＯＢセット（ＶＯＢＳ）という。
【００４４】
ＶＴＳ３の先頭に記録されるコントロールデータ１１には、複数のセル（セルについては
後述する。）を組合わせた論理的区分であるプログラムチェーンに関する種々の情報であ
るＰＧＣＩ（ Program Chain Information）等の情報が記録される。また、各ＶＯＢ１０
には、制御情報の他に映像情報及び音声情報の実体部分（制御情報以外の映像又は音声そ
のもの）が記録されている。
【００４５】
更に、一のＶＯＢ１０は、夫々にＩＤ番号を有する複数のセル２０により構成されている
。
【００４６】
次に、一のセル２０は、夫々にＩＤ番号を有する複数のＶＯＢユニット（ＶＯＢＵ）３０
により構成されている。ここで、ＶＯＢユニット３０とは、映像情報、音声情報及び副映
像情報（映画における字幕等の副映像の情報をいう。）の夫々を含む情報単位である。
【００４７】
そして、一のＶＯＢユニット３０は、ナビパック４１と、映像情報片としてのビデオデー
タが記録されたビデオパック４２と、音声情報片としてのオーディオデータが記録された
オーディオパック４３と、副映像情報片としてのサブピクチャデータが記録されたサブピ
クチャパック４４とにより構成されている。ここで、ビデオパック４２には、映像情報の
含まれるパケットがそのヘッダなどの付加情報と共に記録され、オーディオパック４３に
は、音声情報の含まれるパケットがそのヘッダなどの付加情報と共に記録される。また、
サブピクチャパック４４には、副映像情報としての文字や図形等のグラフィックデータの
含まれるパケットがそのヘッダなどの付加情報と共に記録される。
【００４８】
なお、ＤＶＤ１に記録可能な音声は８種類であり、記録可能な副映像の種類は３２種類で
あることが規格上定められている。
【００４９】
最後に、ナビパック４１は、表示させたい映像や音声等を検索するための検索情報（具体
的には、当該表示させたい映像や音声等が記録されているＤＶＤ１上のアドレス等）を含
むＤＳＩ（ Data Search Information）パケット５１と、ＤＳＩパケット５１の情報に基
づいて検索してきた映像を表示したり音声を発生させたりする際の表示制御に関する情報
を含むＰＣＩ（ Presentation Control Information）パケット５０とにより構成され、更
に、ビデオパック４２の含むビデオデータは、１個以上のＧＯＰ（ Group Of Picture）に
より構成されている。ＰＣＩパケット５０には、視聴者によって選択される選択項目に対
して、その項目が選択されたときの表示や動作を定義したハイライト情報が含まれている
。
【００５０】
ハイライト情報は、視聴者とのいわゆるユーザインターフェースに関する情報を含む。例
えば、視聴者の選択のための各選択枝に対応してメニュー画面等で表示されている選択ボ
タンが有効に選択動作を行える有効期間（複数のＶＯＢユニット３０に渡って有効とされ
る場合があり、当該有効期間の始まりと終わりの時刻により定義される。）を示す有効期
間情報と、視聴者の選択動作に基づいて、選択ボタンの色を変化させて表示するための色
情報と、選択ボタンを表示するための位置を示す位置情報と、視聴者の選択動作に基づい
て、上記選択ボタンが選択されたことを示すカーソルの移動操作が行われたときの移動先
を示す移動情報などを含む。特に、上述のハイライト情報の内、ボタンに関する情報を以
下、“ボタン情報”と称する。更に、ハイライト情報は、夫々の選択ボタンに対応し、当
該選択ボタンが選択されたときに実行されるべき動作を示すコマンド情報（以下、“ボタ
ンコマンド”と称する）や、当該ボタンコマンドを含めて、ハイライト映像に対する選択
や要求に対応して実行されるべき動作を示すコマンド情報（以下、“ハイライトコマンド
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”と称する）を含む。
【００５１】
このハイライト情報についてより詳細には、当該ハイライト情報において記述される情報
は、サブピクチャパック４４内に記録されているデータを用いて表示される選択ボタンに
関するものであり、選択項目に対応する選択枝はビデオパック４２（ＶＯＢユニット３０
内に含まれている。）中の映像情報に基づいて表示されている映像に重ねて表示されるこ
ととなる。
【００５２】
なお、上記のような映像から独立した情報を有するハイライト情報を活用するために、後
述の再生装置においては、ＰＣＩパケット５０をデコードするデコーダにおいて当該ＰＣ
Ｉパケット５０からハイライト情報を分離し、これを専用のハイライトデコーダでデコー
ドするようにしているのである。
【００５３】
以上説明したハイライト情報によって、例えば、視聴者が選択すべき項目を表示したメニ
ュー画面における、項目選択に対する画面表示の変化や、当該選択に対応して変化すべき
表示位置及び選択された項目に対するハイライトコマンド、ボタンコマンド等の設定が行
われる。
【００５４】
再び図１において、メニュー画面を構成して表示するために必要な、枠、選択ボタン等を
表示するための画像情報は、サブピクチャパック４４に副映像情報として記録される。
【００５５】
更に、上記ＧＯＰは、本実施の形態におけるＤＶＤ１に映像情報を記録する際に採用され
ている画像圧縮方式であるＭＰＥＧ２（ Moving Picture Experts Group ２）方式の規格
において定められている単独で再生可能な最小の画像単位である。
【００５６】
即ち、本実施の形態では、ＭＰＥＧ２方式により、夫々のＧＯＰに含まれるデータ量が一
定でない可変レート方式で動画の時間圧縮が行われる。
【００５７】
また、本実施の形態では、記録・再生すべき映像が静止画である場合には、公知の２次元
画像圧縮方式により静止画を２次元的に圧縮してから記録するように構成してもよい。
【００５８】
以上説明した図１に示す階層構造の記録フォーマットにおいて、夫々の区分は、製作者が
その意図に応じて自在に区分設定をして記録させることができる。これらの区分毎に後述
の論理構造に基づいて再生することにより、変化に富んだ種々の再生が可能となるのであ
る。
【００５９】
次に、図１に示す物理的な区分により記録された情報を組合わせた論理的フォーマット（
論理構造）について図２を用いて説明する。なお、図２に示す論理構造は、その構造で実
際にＤＶＤ１上に情報が記録されているのではなく、図２に示す論理構造で図１に示す各
データ（特にセル２０）を組合わせて再生するための情報（アクセス情報又は時間情報等
）がＤＶＤ１上の、特にコントロールデータ１１の中に記録されているものである。
【００６０】
説明の明確化のために、図２の下位の階層から説明していくと、上記図１において説明し
た物理構造のうち、複数のセル２０を選択して組合わせることにより、一のプログラム６
０が製作者の意図に基づいて論理上構成される。このプログラム６０は、後述の再生装置
が、区分を識別してコマンドによってアクセスできる最小の論理的単位でもある。なお、
このプログラム６０を一個以上まとめたものを、視聴者が自由に選択して視聴することが
できる最小単位として製作者が定義することもでき、この単位をＰＴＴ（ Part Of Title
）という。
【００６１】
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ここで、一のセル２０の番号については、当該セル２０を図１に示す物理フォーマットに
おいて取り扱う際にはセルＩＤ番号として扱われ（図１中、セルＩＤ＃と示す。）、図２
に示す論理フォーマットにおいて取り扱う際には、後に述べるＰＧＣＩ中の記述順にセル
番号として扱われる。
【００６２】
次に、複数のプログラム６０を組合わせて一のＰＧＣ（ Program Chain）６１が製作者の
意図に基づいて論理上構成される。このＰＧＣ６１の単位で、ＰＧＣＩ（ Program Chain 
Information）が定義され、当該ＰＧＣＩには、夫々のプログラム６０を再生する際の各
プログラム６０毎のセル２０の再生順序（この再生順序により、プログラム６０毎に固有
のプログラム番号が割当てられる。）、夫々のセル２０のＤＶＤ１上の記録位置であるア
ドレス、一のプログラム６０における再生すべき先頭セル２０の番号、各プログラム６０
の再生方式（ランダム再生、シャッフル再生、ループ再生など）及び各種コマンド（ＰＧ
Ｃ６１又はセル２０毎に製作者が指定可能なコマンド：以下、“セルコマンド”と称する
）が含まれている。なお、ＰＧＣＩのＤＶＤ１上の記録位置は、上述の通り、コントロー
ルデータ１１内であるか（図１参照）、又はビデオマネージャ２内のメニューに関するＰ
ＧＣＩの場合には、後述のビデオマネージャ２内のコントロールデータ内である。
【００６３】
また、一のＰＧＣ６１には、上記ＰＧＣＩの他に、実体的な映像及び音声等のデータがプ
ログラム６０の組合わせとして（換言すれば、セル２０の組合わせとして）含まれること
となる。
【００６４】
次に、一又は複数のＰＧＣ６１により、一のタイトル６２が論理上構成される。このタイ
トル６２は、例えば、映画一本に相当する単位であり、製作者がＤＶＤ１の視聴者に対し
て提供したい完結した情報である。
【００６５】
そして、一又は複数のタイトル６２により、一のＶＴＳ６３が論理上構成される。このＶ
ＴＳ６３に含まれるタイトル６２は、夫々に共通の属性を有するものであり、例えば、一
本の同じ映画に対して違う言語の映画が夫々のタイトル６２に相当することとなる。また
、図２に示す一のＶＴＳ６３に相当する情報は、図１に示す一のＶＴＳ３に含まれている
情報に対応している。
【００６６】
以上説明した論理フォーマットに基づいて、ＤＶＤ１上の物理構造において区分された情
報を製作者が指定することにより、視聴者が見るべき映像（映画等）が形成されるのであ
る。
【００６７】
尚、図１の物理的構造の説明においては、内容の容易化のため、複数のセル２０がＩＤ番
号の順に記録されているとして説明したが、実際には、一のセル２０が複数のインターリ
ーブドユニットに分割されて記録される場合がある。この場合には、飛び飛びのＩＤ番号
のセル２０を含むＰＧＣ６１を再生する際にも、トラックバッファから出力される信号は
途切れることを無く、従って中断することなく映像を再生できる。
【００６８】
次に、上記の物理構造及び論理構造を有する映像情報、音声情報及び各種制御情報のうち
、特に本発明に係る図１に示したＵＤＦ１００及びビデオマネージャ２について詳細に説
明する。
【００６９】
ＵＤＦ１００には、ＩＳＯ９６６０規格及びＩＳＯ１３３４６のサブセットであるＭｉｃ
ｒｏＵＤＦ規格の夫々の記述子を用いて、制作者により自由に各種データが書込まれる。
特に、インターネットのホームページのアドレス情報を、制作者がこのＵＤＦファイル１
００内に書込むことも可能である。
【００７０】
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また、ビデオマネージャ２には、当該ＤＶＤ１に記録される映像情報及び音声情報の全体
に係わる情報が記録される。ビデオマネージャ２のより詳細なデータ構成の一具体例を図
３に示す。
【００７１】
図３において、ビデオマネージャ２は、後述のコントロールデータ２００、タイトルの名
称等を並べて構成したメニューを画像表示するためのタイトルメニュー情報２０１、及び
コントロールデータ２００のバックアップ情報２０２とを含んで構成されている。コント
ロールデータ２００は、ビデオマネージャ情報２００ａ、ビデオマネージャメニュー用の
ＶＯＢＳ２００ｂ及びビデオマネージャ情報のバックアップ情報２００ｃを含んで構成さ
れている。
【００７２】
ビデオマネージャ情報２００ａは、非リアルタイムの制御情報であり、ビデオマネージャ
情報自身を管理するためのテーブルであるビデオマネージャ制御情報管理テーブル２１１
、数値入力により直接タイトルサーチを実行するために各タイトルについて所属するタイ
トルセット番号とタイトルセット内のタイトル番号及びアドレスなどが記述してあるタイ
トルサーチポインタテーブル２１２、ビデオマネージャに含まれるタイトルメニューを構
成するＰＧＣの制御情報（ＰＧＣＩ）であり、言語別のユニットテーブルを構成している
ビデオマネージャメニューＰＧＣ情報ユニットテーブル２１３、パレンタルレベルを管理
するためのパレンタル管理情報テーブル２１４、全てのＶＴＳについて、ＶＴＳの制御情
報に記述されるＶＴＳの属性情報がまとめてコピーされるＶＴＳ属性情報テーブル２１５
、及びテキスト情報２１６などを含んで構成されている。
【００７３】
ここで特に、テキスト情報２１６は、タイトル毎の言語別の文字情報がテキスト形式で記
述される。例えば、映画であれば、作品名、監督名、主演者名などであり、音楽であれば
、作詞者名、作曲者名、歌手名などが記述され、ディスク内の検索や文字情報表示などに
用いられる。この他特にテキスト情報２１６には、後に詳述するインターネットのホーム
ページのアドレス情報を制作者により自由に書込むことも可能である。即ち、インターネ
ットのホームページのアドレス情報等の再生された映像に関連付けられる制御用情報は、
本実施の形態では、テキスト情報２１６及び前述のＵＤＦ１００のうち少なくとも一方に
制作者により書込まれることになる。また、このテキスト情報２１６は、例えば、ＨＴＭ
Ｌ（Ｈｙｐｅｒ　Ｔｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ：インターネット等で用い
られる文章記述型言語）形式による。
【００７４】
このように、制作者によりＤＶＤ１のテキスト情報２１６又はＵＤＦ１００に記述された
ホームページのアドレス情報等の制御用情報は、次に説明するように再生装置がパソコン
等の外部機器を制御する際に、前述のハイライト情報等と共に用いられ、これにより、映
像情報を再生する再生装置を、パソコン等の外部機器における該再生された映像情報に関
連する制御を行うためのユーザインターフェースとして効率的に機能させることが可能と
なる。
【００７５】
（ II）再生装置の実施の形態
次に、上記ＤＶＤ１に記録された情報を再生するための再生装置の実施の形態を、図４を
用いて説明する。
【００７６】
始めに、図４を用いて、本実施の形態の再生装置の構成及び動作について説明する。
【００７７】
図４に示すように、本実施の形態に係る再生装置３００は、ピックアップ（ＰＵ）３０１
、ＤＶＤデコード・サーボユニット３０２、ビデオデータ及びオーディオデータの他、サ
ブピクチャデータ、ＰＣＩデータ等をデコードするデータデコーダユニット３０３、入力
部３０４、メインＣＰＵ３０５、ＲＯＭ３０６、ＲＡＭ３０７、Ｉ／Ｏ（Ｉｎｐｕｔ／Ｏ
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ｕｔｐｕｔ）インターフェース３０８及びスピンドルモータ３０９を備えて構成されてい
る。
【００７８】
入力部３０４は、マトリクスタイプ等のキーボード３０４ａ、リモコン３１０からの赤外
線（信号）を受信するための受光部３０４ｂ及び受光部３０４ｂからの信号の入力制御を
行うサブＣＰＵ３０４ｃを備えて構成されている。
【００７９】
Ｉ／Ｏインターフェース３０８は、例えばＲＳ２３２Ｃ用のインターフェースであり、Ａ
ＣＳＩＩ（アスキー）コードでデータを、パソコン等の外部機器に出力する。またＩ／Ｏ
インターフェース３０８を介してパソコン等の外部機器から各種のデータを入力すること
も可能である。
【００８０】
なお、図４に示す構成は、再生装置３００の構成のうち、映像及び音声の再生に関する部
分を主に記載したものであり、ピックアップ８０のサーボ制御をするためのサーボ回路、
ピックアップ３０１のスライダーモータ、再生装置本体のフロントパネルに設けられた液
晶ディスプレイ等は従来技術と同様であるので、記載及び細部説明を省略する。
【００８１】
次に、全体動作を説明する。
【００８２】
ピックアップ３０１は、図示しない光源及び光学系を含み、ＤＶＤ１に対して再生光とし
ての光ビームを照射すると共に、当該光ビームのＤＶＤ１からの反射光を受光し、ＤＶＤ
１上に形成されている情報ピットに対応する検出信号Ｓ pを出力する。このとき、光ビー
ムがＤＶＤ１上の情報トラックに対して正確に照射されると共に、ＤＶＤ１上の情報記録
面で正確に焦点を結ぶように、従来同様にトラッキングサーボ制御及びフォーカスサーボ
制御が施される。
【００８３】
ピックアップ３０１から出力された検出信号Ｓ pは、ＤＶＤデコード・サーボユニット３
０２に入力され、復調処理及び誤り訂正処理が行われて復調信号が生成される。この際、
図示しないトラックバッファにより、ＭＰＥＧ２方式における各ＧＯＰ毎のデータ量の差
が補償される。更にインターリーブドユニットＩＵに分割されたデータの読み取りの際等
に検出信号Ｓｐが不連続に入力されていた場合にも、このトラックバッファの作用により
、  ＤＶＤデコード・サーボユニット３０２からは、連続的な復調信号が得られる。また
、ＤＶＤデコード・サーボユニット３０２では、図示しないシステムバッファにも復調信
号が入力され、ＤＶＤ１に記録されている情報全体に関する管理情報等（ビデオマネージ
ャ２等）やＶＴＳ３のコントロールデータ１１を蓄積して制御情報Ｓ CとしてメインＣＰ
Ｕ３０５に出力すると共に、情報再生中に必要に応じて上記ナビパック４１毎のＤＳＩパ
ケット５１を一時的に蓄積し、メインＣＰＵ３０５に制御情報Ｓ Cとして出力する。更に
、ＤＶＤデコード・サーボユニット３０２では、連続的に生成された復調信号を図示しな
いデマルチプレクサによりデマルチプレクスすることにより、映像情報、音声情報、副映
像情報及びナビパック４１毎のＰＣＩパケット５０を分離し、ビデオ信号、オーディオ信
号、サブピクチャ信号及びＰＣＩ信号などの各種データ信号Ｓｄｍとしてデータデコーダ
ユニット３０３に出力する。
【００８４】
ビデオ信号、オーディオ信号等のデータ信号Ｓｄｍが入力されると、各種の信号用に設け
られた図示しない専用バッファ及び専用デコーダにより、データ信号Ｓｄｍは、夫々一時
的に蓄積された後デコードされる。
【００８５】
より具体的には、例えば、ビデオ信号は、バッファによりデータ量のばらつきが補償され
、更に、  ＭＰＥＧ２方式により復調が行われて復調ビデオ出力として図示しないＣＲＴ
（ Cathode Ray Tube）等の表示装置に出力される。
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【００８６】
また、サブピクチャ信号は、バッファに一時的に蓄積された後、サブピクチャ信号に対応
するビデオ信号と同期したタイミングで復調され混合されて、復調ビデオ出力の一部とし
て出力される。なお、このサブピクチャ信号が、メニュー画面を構成して表示するために
必要な、枠、選択ボタン等を構成するための映像情報を含んでいる場合には、メインＣＰ
Ｕ３０５からのハイライト制御信号に基づき、表示すべき選択ボタン等の表示状態の変更
を行って出力する。
【００８７】
他方、オーディオ信号についても、バッファに一時的に蓄積された後、所定のデコード処
理がなされて、ビデオ信号又はサブピクチャ信号に同期したタイミングで図示しないスピ
ーカ等に音声出力される。
【００８８】
更に、ＰＣＩ信号についても、バッファに一時的に蓄積された後、所定のデコード処理が
なされて、ビデオ信号、サブピクチャ信号又はオーディオ信号に同期したタイミングでメ
インＣＰＵ３０５に出力される。この際特に、ＰＣＩ信号（ＰＣＩパケット）５０に含ま
れるハイライト情報がハイライト信号として分離される。
【００８９】
このハイライト信号に対しては、ＤＶＤデコード・サーボユニット３０２内に設けられた
専用バッファにより、当該ハイライト信号の示すハイライト情報のための画像情報が含ま
れているサブピクチャ信号に対応して、このハイライト情報に対応する選択項目（選択ボ
タン）の表示状態の変更が正確に行われるための時間軸補償が行われる。そして、時間軸
補償が行われたハイライト信号は、デコードされた後、メインＣＰＵ３０５に出力される
。ここで、メインＣＰＵ３０５は、このハイライト信号に基づき、ハイライト情報による
表示状態の変更を行うべく、今度はＤＶＤデコード・サーボユニット３０２に前述のハイ
ライト制御信号を出力することとなる。このとき、メインＣＰＵ３０５は、ハイライト信
号により示されるハイライト情報に基づくメニュー画面等を用いた選択動作を有効とすべ
く、入力部３０４からの入力信号Ｓ inによる選択動作を受け付けると共に、上記ハイライ
ト制御信号を出力することとなる。
【００９０】
メインＣＰＵ３０５は、ＤＶＤデコード・サーボユニット３０２からの制御信号Ｓｃ、デ
ータデコーダユニット３０３からのＰＣＩ信号やハイライト信号、入力部３０４から入力
される入力信号Ｓ inに基づき、それらの信号に対応した正しい再生を行うために、ＤＶＤ
デコード・サーボユニット３０２、データデコーダユニット３０３に対し、所定種類の制
御信号を出力する。
【００９１】
ここで、ハイライト情報を用いたメニュー形式の選択の例について図５を参照して説明す
る。
【００９２】
図５において、メニュー画面４００は、図４の再生装置３００からのビデオ出力を受けて
、ＣＲＴ等の表示装置により表示されるものである。このメニュー画面４００は、前述の
ＭＰＥＧ２による映像出力４０１をバックグランド映像４０１とし、サブピクチャ出力に
よるサブピクチャー映像４０２をこれに重ね、更に、ハイライト信号によるハイライト映
像４０３をこれらに重ねることにより生成されている。
【００９３】
ここで、バックグランド映像４０１は、ＭＰＥＧエンコードされた映像情報を用いること
により、静止画を表示時間分記録したものや、部分又は全面動画等各種のものを用意でき
る。即ち、バックグランド映像は、動画でもよく、静止画でもよい。画面構成上の色数等
に特に制限は無く、黒画面でもよい。
【００９４】
また、サブピクチャー映像４０２は、メニュー画面の主たる部分で、主に選択ナンバーや
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選択内容の表示を行う。背景映像を透かして見せる部分に透明色を当てることも可能であ
る。
【００９５】
更に、ハイライト映像４０３は、メニューに用意された選択項目から任意に選択された項
目について選択されたことを確認するため、選択された項目の枠の表示色や輝度が、ハイ
ライトコマンドやボタンコマンドに従い所定の選択色や選択輝度に変化する。更に、選択
された項目の実行を確認するため、実行された項目の枠の表示色や輝度が、ハイライトコ
マンドやボタンコマンドに従い所定の実行色や実行輝度に変化する。
【００９６】
ここで前述したようにハイライト情報にハイライトコマンドやボタンコマンドが含まれて
いる場合には、例えばハイライトコマンド４０４が、メニュー選択や実行内容に応じて、
メインＣＰＵ３０５に出力される。このように、ハイライトコマンド４０４は、サブピク
チャー映像４０２及びハイライト映像４０３との関連で、選択された項目について再生装
置３００がどのように動作するのかを指示するプログラム命令文である。ハイライトコマ
ンド４０４は、例えば、選択された候補に応じて、読み出すべきファイル名とこれを読み
出す旨のコマンドとされる。この内容は、メニュー画面４００に表示されるものではなく
、再生装置３００のみが認識可能である。
【００９７】
尚、ハイライト映像４０３の表示内容によっては、サブピクチャー映像４０２は無くても
、メニュー画面４００を表示できる。例えば、バックグランド映像４０１が、映画の一場
面に係る動画又は静止画とした場合には、画面中の俳優や商品の近傍に商品名や指標をス
ーパーインポーズすることも可能である。このようなメニュー画面により、商品名をメニ
ュー選択の対象項目として表示したり、俳優や商品自体の映像を選択位置とすることもで
きる。また、ハイライト映像４０３は、ハイライトした位置を視識させるための映像であ
るから、メニュー画面全体で１種類しか選択候補がない場合には（適当なボタン操作で選
択可能となるので）、ハイライト映像４０３は無くてもよい。また、ボタンコマンドを押
す対象となる画面は、動画のまま流してもよいし、前述のＰＧＣＩ（図２参照）中に記述
したセルコマンドによりセル単位で静止画とするように構成してもよい。
【００９８】
次に、以上に説明した再生装置３００のより具体的な各種の例について図６から図１０を
用いて説明する。
【００９９】
（ II-１）第１具体例
図６に示した第１具体例では、再生装置３００はテレビ５００及びパソコン５０ 2に接続
されている。
【０１００】
図６において、再生装置３００には、ＤＶＤ１がローディングされ、これを再生する。再
生装置３００から出力されたビデオ出力及び音声出力（図４参照）は、専用ケーブルを介
してテレビ５００の入力端子に入力される。
【０１０１】
テレビ５００は、これらのビデオ出力及び音声出力を映像化し且つ音声化する。従って、
テレビ５００の画面には、ＤＶＤ１に記録された記録情報に対応した動画又は静止画の映
像が表示され、これに同期した音声が内蔵スピーカから音声出力される。また、テレビ５
００は、再生装置３００用のリモコン３１０によって電源投入、入力切換等を遠隔操作可
能とされる。尚、リモコン３１０とは別のリモコンによりテレビ５００を遠隔操作するこ
とも可能である。
【０１０２】
パソコン５０２は、再生装置３００のＩ／Ｏインターフェース３０８に専用ケーブルを介
して接続されている。また、パソコン５０２は、電話回線に接続されており、インターネ
ット接続可能に構成されている。本具体例においては特に、パソコン５０２は、予め電源

10

20

30

40

50

(13) JP 3655433 B2 2005.6.2



が投入され、インターネットのホームページ閲覧用の専用プログラム（以下、インターネ
ットブラウザと称する）が起動された状態とされる。そして、再生装置３００からの例え
ば、ＡＣＳＩＩテキストデータ等の所定形式のデータを、インターネットの接続先アドレ
スとして入力待ちの状態とされる。
【０１０３】
この状態で、例えば、前述のハイライト情報を用いたメニュー画面４００（図５参照）が
テレビ５００の画面上に表示されると、視聴者は、リモコン３１０で、画面の指示に従っ
て選択操作する。この選択は、例えばリモコン３１０に設けられた上下・左右移動キー、
テンキー、選択確定キー等を用いて行われる。これを受けて再生装置３００は、ハイライ
ト情報中のハイライトコマンド４０４（図５参照）を実行する。
【０１０４】
本具体例では特に、ハイライトコマンド４０４は、選択されたメニューに対応するインタ
ーネットアドレス情報（テキストデータ）を、▲１▼「ＤＶＤ１の所定位置（前述のよう
に、ＵＤＦ１００又はビデオマネージャ２中のテキスト情報２１６）から読み出す」旨の
命令を含み、更に、▲２▼「この読み出したインターネットアドレス情報をＩ／Ｏインタ
ーフェース３０８を介して出力する」旨の命令を含む。また、再生装置３００のＲＯＭ３
０６には、かかるハイライトコマンド４０４を認識したとき、その命令（上記▲１▼及び
▲２▼の命令）を実行するためのハイライトコマンド実行用のプログラムが他のＤＶＤ再
生用プログラムに加えて格納されている。
【０１０５】
次に、このように構成された具体例における再生装置３００の動作について、上記ハイラ
イトコマンドの実行動作を中心に、図７のフローチャートを参照して説明する。
【０１０６】
図７において、リモコン操作等によりＤＶＤ１の再生がスタートされると、先ずＤＶＤ１
のリードインエリアＬＩ（図 1参照）が再生装置３００に読み込まれ、ＤＶＤ１を再生す
るのに必要な各種パラメータやデータが認識される（ステップＳ１）。続いて、ＵＤＦ（
ユニバーサルディスクフォーマット）ブリッジモードに入り（ステップＳ２）、当該再生
しようとするＤＶＤ１に、ビデオファイルが存在するか否かが判定される（ステップＳ３
）。ビデオファイルが無ければ（ステップＳ３：ＮＯ）、テレビ５００で再生するような
種類のディスクではないとして、再生処理を終了する。他方、ビデオファイルが有れば（
ステップＳ３：ＹＥＳ）、ＤＶＤビデオモードに入り（ステップＳ４）、映像情報等の再
生が開始され、テレビ５００における動画又は静止画の再生表示等が開始される。この場
合には、先ず、ＵＤＦ１００の次に来るビデオマネージャ２が読まれ、このうち少なくと
もテキスト情報２１６を含む所定のデータについては、ＲＡＭ３０７の所定の作業領域に
識別可能に記憶される。このテキスト情報２１６のデータサイズは一般にそれほど大きく
ないため、このようにＲＡＭ３０７に予め記憶しておき、後の使用の便宜を図る（即ち、
再生表示された動画に対し、テキスト情報２１６を用いたリアルタイムの制御を可能とす
る）ように規格されたものである。他方、ステップＳ２において、  例えば、ＤＶＤ１が
ＤＶＤ－ＲＯＭである場合には、ディスク全体がＵＤＦ１００からなる可能性もあるとい
うように、ＵＤＦ１００のデータサイズは不明であり非常に大きい場合もあるので、ＵＤ
Ｆ１００を丸ごとＲＡＭ３０７に格納するような構成は採られていない。
【０１０７】
そして、ＤＶＤビデオモードでは、タイトルメニューなどのメニュー画面の検索が行われ
、テレビ５００に表示される（ステップＳ５）。そして、視聴者によるメニュー選択に応
じて、ビデオタイトルの再生が開始される（ステップＳ６）。そして、再生中の映像情報
等が、インタラクティブな画面を表示しているか否かが判定され（ステップＳ７）、イン
タラクティブな画面でない限り（ステップＳ７：ＮＯ）、当該ビデオタイトルの通常再生
が続行される。ここに、インタラクティブな画面とは、例えば、図５に示したハイライト
情報によるメニュー選択画面、適当なボタン操作により要求可能な項目が表示された画面
などの、視聴者の側から何らかの選択や要求が可能な画面のことである。
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【０１０８】
他方、インタラクティブな画面であると判定されると（ステップＳ７：ＹＥＳ）、次に、
キー入力があるか否かが監視される（ステップＳ８）。キー入力があった場合（ステップ
Ｓ８：ＹＥＳ）、キー入力に対応して送出すべきデータが存在するか否かがメインＣＰＵ
３０５により判定される（ステップＳ９）。ここで、キー入力に対応して送出すべきデー
タが存在するとは、ハイライトコマンド等に基づいて、例えば、インターネットのホーム
ページのアドレス情報を読み出してパソコンへ送出すべき場合など、パソコンに対してＤ
ＶＤ１やＲＯＭ３０７の側から読み出して送出すべき何らかデータが存在することである
。送出データが存在しない場合には（ステップＳ９：ＮＯ）、ステップＳ８に戻り、次な
るキー入力が監視される。尚、映像内容によっては直ちに或いは所定時間キー入力が無い
場合は、ステップＳ７に戻って次の映像を再生するようにできる。
【０１０９】
他方、送出データが存在する場合には（ステップＳ９：ＹＥＳ）、更にデータ格納場所が
どこであるかが判定される（ステップＳ１０）。本具体例では、送出データは、ホームペ
ージのアドレス情報であり、前述のＵＤＦ１００又はビデオマネージャ２のテキスト情報
２１６が格納場所とされている。
【０１１０】
ここで、データ格納場所が、ＵＤＦ１００である場合には（ステップＳ１０：ＵＤＦ）、
ビデオモードから一旦抜けて、光ピックアップ３０１（図４参照）の読み取り位置をＤＶ
Ｄ１の内周側に移動させると共にＵＤＦブリッジモードに従って、ＤＶＤ１をＤＶＤ－Ｒ
ＯＭとして動作する（ステップＳ１１）。そして、ＵＤＦ１００からステップＳ９で判定
された送出データであるインターネットのホームページのアドレス情報を取り込む（ステ
ップＳ１２）。このＵＤＦ１００の検索中は、例えば、テレビ５００には、キー入力され
た際に表示されていた映像又はデータを検索中である旨を示す画像を、静止画として表示
するようにしてもよい。アドレス情報の取り込みを終えると、ＤＶＤビデオモードに再び
戻る（ステップＳ１３）。
【０１１１】
尚、ステップＳ１２で、ＵＤＦ１００の検索に移る時点で、その時点の再生トラックの位
置をＲＡＭ３０７（図４参照）に記憶し、ステップＳ１３でその記録したトラックの位置
に読み取り位置を戻すようにメインＣＰＵ３０５による制御が行われる。この際、ＵＤＦ
１００の検索に移る時点までに読み込んでいるがデコードしていないデータやデコードは
終えたが次の動画表示に備えて一時的に記憶されているビデオ出力データ等が再生装置３
００内には存在するが、これらの各処理がどこまで進んでいるかを示す管理データをＲＡ
Ｍ３０７に一時的に記憶しておき（ステップＳ１１）、ＤＶＤビデオモードに戻った時に
それらを読み出すようにする。すると、元の再生トラックに戻った時に、ピックアップさ
れるデータは、以前のものと重複するが、前回のＤＶＤビデオモードで既に得ているデー
タと重複せず且つ連続するように処理が制御される（ステップＳ１３）。
【０１１２】
他方、ステップＳ１０の判定によりデータ格納場所が、ビデオマネージャ２のテキスト情
報２１６である場合には、当該ＤＶＤビデオモードのまま、ステップＳ４でＲＡＭ３０７
に記憶しておいたビデオマネージャ２の中から、このテキスト情報２１６の一部として送
出データであるインターネットのホームページのアドレス情報を取り込む（ステップＳ１
４）。即ちこの場合には、動画再生と並行して実行できるようにＤＶＤは規格化されてい
るので、前述したステップＳ１１からＳ１３のような複雑な制御は不要となり有利である
。但し、ビデオマネージャ２をステップＳ４でＲＡＭ３０７に格納することなく、ＵＤＦ
１００の場合と同様にリアルタイムでテキスト情報２１６を取り込むように構成すること
も可能である。
【０１１３】
ステップＳ１３又はＳ１４を終えると、再生装置３００は、取り込んだアドレス情報をＩ
／Ｏインターフェース３０８（図４参照）からパソコン５０２（図６参照）へ送信する（
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ステップＳ１５）。そして、次のインタラクティブ操作に備えてステップＳ７へ戻り、以
上の処理が繰り返され、その後ビデオタイトル再生（ステップＳ６）の完了又は再生中に
おけるストップ命令による強制終了により再生処理が終えられる。
【０１１４】
上述の再生装置３００の動作に並行して行われるパソコン５０２の動作について図８のフ
ローチャートを参照して説明する。
【０１１５】
図８において、パソコン５０２は、電源が投入されると、視聴者による所定のキー入力操
作により、インターネットブラウザが起動され（ステップＳ２１）、接続先のホームペー
ジのアドレスを入力待ちの状態とされ（ステップＳ２２）、このアドレス情報の入力があ
ったか否かを監視し続ける（ステップＳ２３）。この入力待ちの状態では、例えば、パソ
コン５０２は低電力の待機モードとされてもよい。
【０１１６】
ここで、再生装置３００が上述のステップＳ１５（図７参照）において、送出データをＩ
／Ｏインターフェース３０８から送信すると、これが入力されたパソコン５０２では、こ
の入力があったことを検知し（ステップＳ２３：ＹＥＳ）、この入力されたアドレス情報
に基づいてインターネット接続を実行する（ステップＳ２４）。そして接続後に、インタ
ーネットデータの表示が行われ、即ち、ＤＶＤ１の視聴者がメニュー選択した項目又はボ
タン操作により要求した項目についての詳細情報、最新情報等の表示がパソコン５０２の
画面上で行われる（ステップＳ２５）。この表示を終えると、再び次の接続に備えて、ス
テップＳ２２に戻り、アドレスを入力待ちの状態としておく。
【０１１７】
以上説明した再生装置３００及びパソコン５０２の動作により、例えば、ＤＶＤ１に記録
された販売促進用、教育用の映像ソフトの途中で図５に示したようなメニュー画面を表示
し、再生装置３００におけるキー入力やリモコン操作により、選択された項目についての
最新情報や詳細情報をホームページからパソコン５０２上に自動的に入手したり、選択項
目に対応した購買注文をホームページ上で行うことが可能となる。更に、ＤＶＤ１に記録
された映画の再生の途中で、図５に示したようなメニュー画面を表示し、主演者の身につ
けた洋服や装飾品を、インターネット経由の通販で注文することも可能となる。この場合
には、サブピクチャ映像及びハイライト映像を利用して、図５に示したようなメニュー画
面を図６のテレビ５００に表示されているように番組の映像の出演者の脇にウインドウ形
式で表示するようにしてもよい。
【０１１８】
尚、上述の送出データであるアドレス情報は、テキスト情報として予め記録されておりテ
キスト情報（例えば、前述のＨＴＭＬ形式のテキスト情報）として、パソコン５０２へ送
出されるので、パソコン５０２では、機種やＯＳを問わずに容易にこの情報を認識するこ
とができ、有利である。
【０１１９】
以上説明した実施の形態のＤＶＤ１においては、ＤＶＤ規格に基づいて、第２情報の一例
たるインターネットのアドレス情報は、ＵＤＦ１００又はビデオマネージャ２内のテキス
ト情報２１６（即ち映像再生に対して非リアルタイムの情報）として記録するものとした
が、これに拘わらず、記録密度が許せば、このようなアドレス情報（第２情報）を、第１
情報の一例たるハイライト情報及び第３情報の一例たるハイライトコマンドやボタンコマ
ンドと同時に再生可能に（即ち映像再生に対してリアルタイムの情報として）、例えば時
分割多重や多層記録などの手法を用いて記録するようにしてもよい。尚、ここにいう「同
時に再生」とは、実質的に同時であれば足り、具体的には、読み取る時刻が厳密に同時で
なくても、ビデオデータ、ハイライト情報（第１情報）及びハイライトコマンド等（第３
情報）などが各バッファに一時的に記憶されることなどにより、実際の表示等の各情報の
利用が同時又は並行して行えるような再生を含む意味である。このようにすれば、アドレ
ス情報（第２情報）の検索時間を短縮したり、これを一時的に記憶するための記憶容量を
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低減することもできる。
【０１２０】
（ II-２）第２具体例
図９に示した第２具体例では、再生装置３００は自動販売機６００に接続されている。
【０１２１】
図９において、再生装置３００には、ＤＶＤ１がローディングされ、これを再生する。再
生装置３００から出力されたビデオ出力及び音声出力（図４参照）は、専用ケーブルを介
して自動販売機６００の入力端子から入力される。
【０１２２】
自動販売機６００に内蔵されたテレビ６０１は、これらのビデオ出力及び音声出力を映像
化し且つ音声化する。従って、テレビ６０１の画面には、ＤＶＤ１に記録された記録情報
に対応した動画又は静止画の映像が表示され、これに同期した音声が内蔵スピーカから音
声出力される。この結果、テレビ６０１には、当該自動販売機６００の販売に係る、例え
ばゲームソフトや贈答品等の商品を説明するための映像や図５に示したようなメニュー画
面４００が映し出される。
【０１２３】
自動販売機６００には、メニュー選択用や選択実行用の各種のボタン６０２が設けられて
おり、画面の指示に従って、このボタン６０２が操作されると、その操作信号が再生装置
３００にケーブルを介して入力される。ここで、ＤＶＤ１には、自動販売機６００を制御
するためのコントロールデータが所定の場所（ＵＤＦ１００又はビデオマネージャ２のテ
キスト情報２１６）に予め格納されており、再生装置３００は、自動販売機６００からの
操作信号に対応するコントロールデータをＤＶＤ１から読み出して、コマンドとして自動
販売機６００に送出する。自動販売機６００では、受信したコマンドに従って、現金又は
カード投入口６０３からの投入に応じて商品取出口６０４に、所望の商品を排出するとい
う形態で販売を行う。
【０１２４】
本具体例によれば、ＤＶＤ１及び再生装置３００のインタラクティブな機能を利用して自
動販売機６００を制御することができ、自動販売機６００に負担を掛けることなく映像に
関連付けられた複雑な制御を行うことが可能となる。
【０１２５】
（ II-３）第３具体例
図１０に示した第３具体例では、再生装置３００はＤＶＤ内蔵インターネットテレビ７０
０に内蔵されている。  ＤＶＤ内蔵インターネットテレビ７００は、再生装置３００の他
に、図６に示したパソコン５０２が備えた通信機能を備えており、電話回線に接続されて
いる。
【０１２６】
図１０において、インターネットテレビ７００には、ＤＶＤ１がローディングされ、これ
を再生する。内蔵された再生装置３００から出力されたビデオ出力及び音声出力（図４参
照）は、映像化し且つ音声化され、インターネットテレビ７００の画面には、ＤＶＤ１に
記録された記録情報に対応した動画又は静止画の映像が表示され、これに同期した音声が
内蔵スピーカから音声出力される。また、インターネットテレビ７００は、テレビのチャ
ンネル操作や音量操作等の基本的な機能の他、図４に示した再生装置３００用のリモコン
３１０の機能及び図６に示したパソコンのキーボードやマウスの機能を備えた専用リモコ
ン７０１によって遠隔操作可能に構成されている。
【０１２７】
この状態で、例えば、前述のハイライト情報を用いたメニュー画面４００（図５参照）が
インターネットテレビ７００の画面上に表示されると、視聴者は、リモコン７０１で、画
面の指示に従って選択操作する。特に、インターネットテレビ７００の画面は、大型であ
るので、図１０に示すように、所定の操作により、画面の端に一定サイズのウインドウ（
ピクチャーインピクチャー）画面７０２を開いて、メニュー画面やブラウザ画面を表示し
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てもよい。更に、このようなメニュー画面やブラウザ画面をウインドウ画面と全画面とに
切り換え可能なように構成してもよい。
【０１２８】
本具体例の場合特に、ＤＶＤ１で映画を見ている最中に、リモコン７０１によるカーソル
操作により出演者の着ている洋服や装飾品に、カーソルを移動して選択すると、インター
ネットに接続されて当該洋服等の価格やブランド名称等の情報が検索されるように構成し
てもよい。
【０１２９】
本具体例によれば、ＤＶＤ１及び再生装置３００のインタラクティブな機能を利用してイ
ンターネットテレビ７００を制御することができ、インターネットテレビ７００のテレビ
本体のコントローラ等に負担を掛けることなく映像に関連付けられた複雑な制御を行うこ
とが可能となる。
【０１３０】
以上詳細に説明したように、本実施の形態によれば、ＤＶＤ１及びその再生装置３００の
インタラクティブな機能に基づいて、パソコン５０２、自動販売機６００、インターネッ
トテレビ７００等の各種の外部機器に対し、特に映像情報が圧縮記録されているために複
雑化された映像に関連付けられた制御を、外部機器にハードウエア的及びソフトウエア的
な負担を掛けることなく、且つ視聴者による簡単な操作により行うことが可能となり、実
用上大変便利である。
【０１３１】
本実施の形態を、従来のように、パソコンと光ディスク等を制御するパソコン用のプログ
ラムを使用する場合と比較すると、映像に関連する制御を行う限り、映像を再生するＤＶ
Ｄ１用の再生装置３００の方が動作の開始が迅速となり、ＤＶＤ１に制御用のデータが格
納されているのでデータの信頼性や安定性が高く、メニュー形式等による選択操作を主と
しているので、視聴者にとっては操作が簡単であり、保守についても特別の知識を要しな
いという利点がある。特に、ＤＶＤのように映像情報が圧縮記録されている場合には、従
来のパソコンにより再生装置を介して行う制御方式では、再生される映像情報と関連性の
ある制御を時間的に正確に行うことは基本的に極めて困難であることを考慮すれば、再生
装置３００を主導にこのような制御を行うように構成した本実施の形態が如何に優れてい
るかが理解されよう。更に、ＡＣＳＩＩテキスト形式で制御用のデータを外部機器に送出
するので、この形式に対応した多種多様な外部機器を制御することができ、インターネッ
ト端末やパソコンのアプリケーションソフトの操作も可能となるという利点がある。
【０１３２】
なお、本実施の形態による再生装置３００は、例えば、ＤＶＤ１の記録内容を製造プラン
トや製造装置などの起動方法や診断方法を順を追って映像で説明するような取扱説明とし
、所要の個所で適切なボタンの操作やメニュー選択を行うことによって、ＤＶＤ１から制
御命令や各種のデータを読み出して製造プラント等の制御装置に送ってこれらを運転する
など各種の応用が可能である。
【０１３３】
【発明の効果】
請求項１に記載の記録媒体によれば、映像情報が圧縮されているにも拘わらず、映像情報
を視聴した視聴者による映像情報に関連付けられた要求に応じて、第２情報が記録媒体の
所定位置から適宜読み出されるので、外部機器に対する映像情報に関連付けられた何らか
の制御を、外部機器に対する負担を軽減しつつ当該記録媒体を再生する情報再生装置を主
導として簡単且つ正確に実行可能となる。特に、パソコンを介して映像情報を再生しつつ
命令信号を出力するのに比べて、映像情報と命令信号（第２情報）との関係を簡単且つ正
確に認識できるため、全体として、遙かに迅速、正確、容易且つ安価に映像対応の命令信
号を出力できる。また、製造プラントやＤＶＤ内蔵インターネットテレビ等の外部機器に
対し映像対応の命令信号を出力する際にも同様に非常に有利となる。
【０１３４】
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請求項２に記載の記録媒体によれば、映像情報が、時間圧縮された動画の映像情報や２次
元圧縮された静止画であっても、映像情報と関連性のある制御を当該記録媒体を再生する
情報再生装置を主導として簡単に実行可能となる。
【０１３５】
請求項３に記載の記録媒体によれば、情報再生装置において、特殊画像情報に基づいて所
定画像部分を強調表示（例えば、ハイライト表示）することが可能となり、視認性の高い
インタラクティブな画面の実現が可能となる。
【０１３７】
　請求項 に記載の記録媒体によれば、当該記録媒体を再生する情報再生装置を主導とし
て、映像情報に関連性のある、例えばインターネットの通信網におけるホームページ等の
アドレス情報に簡単な操作により自動的に接続可能となる。
【０１３８】
　請求項 に記載の記録媒体によれば、例えば製造プラントや製造装置等の外部機器に対
し、映像情報と関連性のある制御を簡単且つ正確に実行可能となる。
【０１３９】
　請求項 に記載の情報再生装置によれば、前述の請求項１から に記載のコンピュータ
読み取り可能な記録媒体を当該情報再生装置により再生すれば、外部機器に対する映像情
報に関連付けられた何らかの制御を、外部機器に対する負担を軽減しつつ当該記録媒体を
再生する情報再生装置を主導として簡単且つ正確に実行できる。特に、パソコンを介して
映像情報を再生しつつ命令信号（第２情報）を出力するのに比べて、映像情報と命令信号
との関係を簡単且つ正確に認識できるため、全体として、遙かに迅速、正確、容易且つ安
価に映像対応の命令信号を出力できる。また、製造プラントやＤＶＤ内蔵インターネット
テレビ等の外部機器に対し映像対応の命令信号を出力する際にも同様に非常に有利となる
。
【０１４０】
　請求項 に記載の情報再生装置によれば、予め第２情報が読み取られ、記憶手段に格納
されるので、読取手段により映像情報を読み取りつつ且つ処理手段により映像情報を処理
しつつ、第２情報を抽出し送出できる。この結果、迅速に且つ映像情報に基づく再生表示
を行ったまま外部機器に対する制御を行える。
【０１４１】
　請求項 に記載の情報再生装置によれば、読取手段により映像情報を読み取った後に第
２情報が読み取られるので、通常の再生動作を一旦停止して第２情報を抽出し送出する。
この結果、第２情報を予め読み込む処理や第２情報を記憶しておく記憶手段が不要となる
点で有利である。
【０１４２】
　請求項 に記載の情報再生装置によれば、特殊画像情報に基づいて所定画像部分を強調
表示（例えば、ハイライト表示）することができ、視認性の高いインタラクティブな画面
を実現できる。
【０１４４】
　請求項 に記載の情報再生装置によれば、当該情報再生装置を主導として、映像情報
に関連性のある、例えばインターネットの通信網におけるホームページ等のアドレス情報
に簡単な操作により自動的に接続できる。
【０１４５】
　請求項 に記載の情報再生装置によれば、例えば製造プラントや製造装置等の外部機
器に対し、映像情報と関連性のある制御を簡単且つ正確に行える。
【０１４６】
　請求項 に記載の情報再生装置によれば、ＤＶＤ内蔵テレビやＤＶＤ内蔵インターネ
ットテレビなどの外部機器に内蔵されているので、第２情報を外部機器内で効率的に活用
でき、映像情報に関連する制御を迅速且つ正確に行える。更に、例えばリモコン、操作ボ
タン、キーボードなどの当該情報再生装置の入力手段やその他の表示手段等を、外部機器
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の入力手段や表示手段等としても共用できるので有利である。
【０１４７】
以上の結果本発明によれば、映像情報に関連する制御を外部機器に対し行う際に、該外部
機器に対する負担を軽減することができ、視聴者にとって操作が容易で比較的安価なユー
ザインターフェースが実現される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態としてのＤＶＤにおけるデータの物理的構成を示す概念図
である。
【図２】図１のＤＶＤにおけるデータの論理的構成を示す概念図である。
【図３】図１のＤＶＤにおけるビデオマネージャの物理的構成を示す概念図である。
【図４】本発明の他の実施の形態としての図１のＤＶＤを再生するための情報再生装置の
ブロック図である。
【図５】本実施の形態におけるメニュー画面の構成を示す概念図である。
【図６】本実施の形態の再生装置の第１具体例を示す概念図である。
【図７】図６の再生装置の動作を示すフローチャートである。
【図８】図６の再生装置に接続されたパソコンの動作を示すフローチャートである。
【図９】本実施の形態の再生装置の第２具体例を示す概念図である。
【図１０】本実施の形態の再生装置の第３具体例を示す概念図である。
【符号の説明】
１…ＤＶＤ
２…ビデオマネージャ
３、６３…ＶＴＳ
１０…ＶＯＢ
１１…コントロールデータ
２０…セル
３０…ＶＯＢユニット
４１…ナビパック
４２…ビデオパック
４３…オーディオパック
４４…サブピクチャパック
５０…ＰＣＩパケット
５１…ＤＳＩパケット
６０…プログラム
６１…ＰＧＣ
６２…タイトル
１００…ＵＤＦ（ユーザデファインドファイル）
２００…コントロールデータ
２００ａ…ビデオマネージャ情報
２１６…テキスト情報
３００…再生装置
３０１…ピックアップ
３０２…ＤＶＤデコード・サーボユニット
３０３…データデコーダユニット
３０４…入力部
３０５…メインＣＰＵ
３０６…ＲＯＭ
３０７…ＲＡＭ
３０８…Ｉ／Ｏインターフェース
３１０…リモコン
４００…メニュー画面
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５００…テレビ
５０２…パソコン
６００…自動販売機
７００…ＤＶＤ内蔵インターネットテレビ

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

(21) JP 3655433 B2 2005.6.2



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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