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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体から少なくとも２つのビデオストリームを再生する方法において、
　前記記録媒体から第１、第２ビデオストリーム及び前記第１と第２ビデオストリームの
プレゼンテーションを管理し、ＰＩＰ画面又はマルチ画面用の前記第２ビデオストリーム
が前記記録媒体に存在するかどうか表すナビゲーション情報を読み取るステップと、
　前記第１ビデオストリームから、プログラム仕様情報（ＰＳＩ：Program Specific Inf
ormation）パケットと、プログラム基準時間情報（ＰＣＲ：Program Clock Reference）
パケットと、第１のＡ／Ｖ（Ａｕｄｉｏ／Ｖｉｄｅｏ）パケットを抽出し、前記第２ビデ
オストリームからＰＳＩパケットとＰＣＲパケットと第２のＡ／Ｖパケットを抽出するス
テップと、
　前記ナビゲーション情報に基づいてＰＩＰ画面またはマルチ画面用の前記第２ビデオス
トリームが存在しているか否かを判断するステップと、
　ＰＩＤ値に基づいて前記第１と第２ビデオストリームのパケットを互いに分離するステ
ップと、
　前記第２ビデオストリームが存在する場合、前記第１と第２ビデオストリームのそれぞ
れをデコーディングするステップと、
　それぞれのパケットに含まれるＡＴＳの値の順に前記第１と第２ビデオストリームの前
記パケットを送信するステップと、
　前記デコーディングされた第１及び第２ビデオストリームをＰＩＰ画面またはマルチ画
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面にプレゼンテーションするステップと、
を含むことを特徴とするビデオストリームの再生方法。
【請求項２】
　前記第１ビデオストリームは前記記録媒体に記録された第１集合体にあり、前記第２ビ
デオストリームは、前記記録媒体に記録された、前記第１集合体とは異なる第２集合体に
あることを特徴とする請求項１記載のビデオストリームの再生方法。
【請求項３】
　前記第１及び第２ビデオストリームを多重化して送信するステップをさらに有し、
　前記デコーディングするステップは前記多重化して送信するステップで多重化された前
記ストリームをデコーディングして、前記デコーディングされたストリームを前記ＰＩＰ
画面あるいはマルチ画面にプレゼンテーションすることを特徴とする請求項１又は２に記
載のビデオストリームの再生方法。
【請求項４】
　記録媒体に少なくとも２つのビデオストリームを記録する方法において、
　第１と第２ビデオストリームのパケットにＡＴＳを加えるステップと、
　前記記録媒体に対し、プログラム仕様情報（ＰＳＩ：Program Specific Information）
パケットと、プログラム基準時間情報（ＰＣＲ：Program Clock Reference）パケットと
、第１のＡ／Ｖ（Ａｕｄｉｏ／Ｖｉｄｅｏ）パケットを含む前記第１ビデオストリームを
記録するステップと、
　前記記録媒体に対し、ＰＳＩパケットとＰＣＲパケットと第２のＡ／Ｖパケットを含む
前記第２ビデオストリームを記録するステップと、
　前記第１および第２ビデオストリームのプレゼンテーションを管理し、ＰＩＰ画面又は
マルチ画面用の前記第２ビデオストリームが前記記録媒体に存在するかどうか表すナビゲ
ーション情報を作成するステップと、
　前記記録媒体に前記ナビゲーション情報を記録するステップと、
を有することを特徴とするビデオストリームの記録方法。
【請求項５】
　前記第１及び第２ビデオストリームは互いに分離されて記録されることを特徴とする請
求項４記載のビデオストリームの記録方法。
【請求項６】
　第１ビデオストリームを記録するステップは、
　前記第１ビデオストリームを含む第１記録集合体を作成するステップと、
　前記記録媒体に対し、前記第１記録集合体を記録するステップと、
を含み、
　第２ビデオストリームを記録するステップは、
　前記第１記録集合体とは区別された、前記第２ビデオストリームを含む第２記録集合体
を作成するステップと、
　前記第２記録集合体を前記記録媒体に記録するステップと、
を含むことを特徴とする請求項５記載のビデオストリームの記録方法。
【請求項７】
　第１ビデオストリームを記録するステップおよび第２ビデオストリームを記録するステ
ップは、前記第１と第２ビデオストリーム内の各パケットに対し、対応するパケットの到
着時間情報を追加するステップを含むことを特徴とする請求項４乃至６のいずれかに記載
のビデオストリームの記録方法。
【請求項８】
　記録媒体の中の少なくとも２つのビデオストリームを再生する再生装置であって、
　前記記録媒体から第１、第２ビデオストリーム及び前記第１と第２ビデオストリームの
プレゼンテーションを管理し、ＰＩＰ画面又はマルチ画面用の前記第２ビデオストリーム
が前記記録媒体に存在するかどうか表すナビゲーション情報を読み取るように構成された
ストリーム再生部と、
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　それぞれのパケットがＡＴＳを含む前記第１ビデオストリームから、プログラム仕様情
報（ＰＳＩ：Program Specific Information）パケットと、プログラム基準時間情報（Ｐ
ＣＲ：Program Clock Reference）パケットと、第１のＡ／Ｖ（Ａｕｄｉｏ／Ｖｉｄｅｏ
）パケットを抽出するように構成された第１のＰＣＲ／ＰＳＩデコーダと、
　それぞれのパケットがＡＴＳを含む前記第２ビデオストリームから、ＰＳＩパケットと
、ＰＣＲパケットと、第２のＡ／Ｖパケットを抽出するように構成された第２のＰＣＲ／
ＰＳＩデコーダと、
　前記ナビゲーション情報に基づいてＰＩＰ画面又はマルチ画面用の前記第２ビデオスト
リームが前記記録媒体に存在するかどうかを判断するとともに、前記第１と第２ビデオス
トリームをそれぞれのパケットに含まれるＡＴＳの値の順にデコーディングし、前記第１
及び第２ビデオストリームがＰＩＰ画面またはマルチ画面でプレゼンテーションされるよ
うに構成される制御部と、
を備えることを特徴とするビデオストリームの再生装置。
【請求項９】
　前記第１と第２ビデオストリームは互いに分離されていることを特徴とする請求項８記
載のビデオストリームの再生装置。
【請求項１０】
　前記第１ビデオストリームは前記記録媒体に記録された第１集合体にあり、前記第２ビ
デオストリームは、前記第１集合体とは異なる、前記記録媒体に記録された第２集合体に
あることを特徴とする請求項９記載のビデオストリームの再生装置。
【請求項１１】
　前記ストリーム再生部により読み出された前記第１ビデオストリームを格納するように
構成された第１バッファと、
　前記ストリーム再生部により読み出された前記第２ビデオストリームを格納するように
構成された第２バッファと、
を備えることを特徴とする請求項８乃至１０のいずれかに記載のビデオストリームの再生
装置。
【請求項１２】
　前記再生装置の内部クロックをカウントするように構成されたクロックカウンタをさら
に有することを特徴とする請求項１１記載のビデオストリームの再生装置。
【請求項１３】
　前記第１及び第２ビデオストリームを多重化するように構成されたマルチチャネルスト
リーム構成部
をさらに備えることを特徴とする請求項８記載のビデオストリームの再生装置。
【請求項１４】
　記録媒体に少なくとも２つのビデオストリームを記録する記録装置であって、
　プログラム仕様情報（ＰＳＩ：Program Specific Information）パケットと、プログラ
ム基準時間情報（ＰＣＲ：Program Clock Reference）パケットと、第１のＡ／Ｖ（Ａｕ
ｄｉｏ／Ｖｉｄｅｏ）パケットを含む第１ビデオストリームを格納するように構成された
第１バッファと、
　ＰＳＩパケットと、ＰＣＲパケットと、第２のＡ／Ｖパケットを含む第２ビデオストリ
ームを格納するように構成された第２バッファと、
　前記記録媒体に対し、前記第１バッファに格納されたそれぞれのパケットがＡＴＳを含
む前記第１ビデオストリームと、第２バッファに格納されたそれぞれのパケットがＡＴＳ
を含む前記第２ビデオストリームを記録し、前記第１および第２ビデオストリームのプレ
ゼンテーションを管理するためのナビゲーション情報を作成し、ＰＩＰ画面又はマルチ画
面用の前記第２ビデオストリームが前記記録媒体に存在するかどうか表す前記ナビゲーシ
ョン情報を前記記録媒体に記録するように構成されたストリーム記録部と、
　前記第１および第２ビデオストリームのビットパターンおよび前記ストリーム記録部か
ら出力されたナビゲーション情報に応じて、前記記録媒体にピットを形成するように構成
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された光ピックアップと、
　前記第１および第２バッファとストリーム記録部と前記光ピックアップの動作を制御す
るように構成された制御部と、
を備えることを特徴とするビデオストリームの記録装置。
【請求項１５】
　前記第１および第２ビデオストリームは互いに分離されていることを特徴とする請求項
１４記載のビデオストリームの記録装置。
【請求項１６】
　前記制御部は、前記ストリーム記録部を制御して前記第１ビデオストリームを含む第１
記録集合体を作成し、前記記録媒体に前記第１記録集合体を記録するように構成されると
ともに、前記ストリーム記録部を制御して、前記第１記録集合体とは区分された、前記第
２ビデオストリームを含む第２記録集合体を作成し、前記記録媒体に前記第２記録集合体
を記録するように構成されることを特徴とする請求項１５記載のビデオストリームの記録
装置。
【請求項１７】
　前記第１ビデオストリームのＰＣＲパケット内のＰＣＲと同期し、前記第１ビデオスト
リームの各パケットの到着時間をカウントするように構成された第１カウンタと、
　前記第２ビデオストリームのＰＣＲパケット内のＰＣＲと同期し、前記第２ビデオスト
リームの各パケットの到着時間をカウントするように構成された第２カウンタと、
を備え、
　前記第１バッファは、対応するそれぞれのパケットの到着時間情報を含む前記第１ビデ
オストリームのパケットを格納するように構成され、前記第２バッファは、対応するそれ
ぞれのパケットの到着時間情報を含む前記第２ビデオストリームのパケットを格納するよ
うに構成され、
　前記ストリーム記録部は、前記第１および第２バッファから到着時間情報を有するパケ
ットを取得し、前記ピックアップを制御して前記到着時間情報を有するパケットを前記記
録媒体に記録するように構成されることを特徴とする請求項１４乃至１６のいずれかに記
載のビデオストリームの記録装置。
【請求項１８】
　第１のＰＣＲデコーダは、前記第１カウンタに前記第１ビデオストリームの前記ＰＣＲ
パケットに含まれる前記ＰＣＲを送信するように構成され、
　第２のＰＣＲデコーダは、前記第２カウンタに前記第２ビデオストリームの前記ＰＣＲ
パケットに含まれる前記ＰＣＲを送信するように構成されることを特徴とする請求項１７
記載のビデオストリームの記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、再記録可能高密度ＤＶＤ（ＨＤ－ＤＶＤ：High-Density Digital Versatile
 Disc）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。
【背景技術】
【０００２】
　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 
Packet）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
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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－
ＴＶ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Ｒ
Ｆ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 Informa
tion）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 Refere
nce）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。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　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
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】
　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



(6) JP 5052848 B2 2012.10.17

10

20

30

40

50

する方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【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。
【発明の効果】
【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。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　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２
ＰＣＲ／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１Ｐ
ＣＲ／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ＰＣ
Ｒ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
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ＤＶＤ（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２
４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１
４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
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の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Ｃhａｎｎｅｌ＿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Ｃhａｎｎｅｌ＿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Ｃhａｎｎｅｌ＿Ｎ
ｓ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Ｃhａｎｎｅｌ＿Ｎｓのフィールドに‘０１０’の値が記録されて、図
３ｂ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ＤＶＤ１００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】
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　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／Ｐ
ＣＲ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ＡＴＳ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
ＴＶ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
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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。
【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Ｐ
ＳＩ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ＰＣ
Ｒ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
ＰＣＲ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
ＴＶ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】
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　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
ＰＡＴ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】
【００６１】
【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。
【符号の説明】
【００６２】
　１０，２０…チューナ、１１，２１…ＰＣＲ／ＰＳＩデコーダ、１２，２２…ストリー
ムセレクタ、１４，２４，３０…クロック／カウンタ、１５…ストリーム記録部、１６…
光ピックアップ、１７，３７…制御部、３１…構成部、３２，３４…ＰＳＩ／ＰＣＲデコ
ーダ、３６…ストリーム再生部、１００…記録媒体。
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