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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ストリームパケットを用いて、ＭＰＥＧのＩピクチャ情報を含むストリームデータを記
録するデータエリアおよびこのストリームデータの管理情報を記録する管理エリアを持つ
ものであって、
　トランスポートパケットあるいはアプリケーションパケットというデータパケットに対
応する前記ストリームパケットを第１データ単位として表現し、ストリームブロックある
いはストリームオブジェクトユニットというデータ単位を第２データ単位として表現し、
ストリームオブジェクトというオブジェクトデータを第３データ単位として表現したとき
に、
　１以上の前記第１データ単位を含む前記第２データ単位を１以上含んで構成される前記
第３データ単位の前記ストリームオブジェクトにより、前記データエリアに記録される前
記ストリームデータが形成され、
　前記Ｉピクチャ情報へのアクセス単位に関するデータをアクセスユニットデータとした
ときに、このアクセスユニットデータが存在することを示す情報が前記ストリームデータ
に関する管理情報の一部に含まれ、前記ストリームパケットが映像データに関する２ビッ
トの著作権情報をそのパケット単位で含み、
　前記第２データ単位は前記第１データ単位を含む中間単位を複数含み、前記中間単位に
相当するサイズの単位で前記第２データ単位を表し、
　前記中間単位が前記データパケットとタイムスタンプとの組を含んで構成される情報記
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憶媒体において、
　前記ストリームデータがプログラムクロックリファレンスを含むＭＰＥＧ２トランスポ
ートストリームに対応し、前記プログラムクロックリファレンスが前記ストリームデータ
を時間管理するシステムタイムクロックに関係し、前記システムタイムクロックが前記タ
イムスタンプに関係するように構成され、
　前記ストリームデータおよび前記管理情報が記録された情報記憶媒体。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報記憶媒体を用いる記録方法において、
　前記データエリアに前記ストリームデータを記録し、前記管理エリアに前記管理情報を
記録する記録方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の情報記憶媒体を用いる再生方法において、
　前記管理エリアから前記管理情報を再生し、前記データエリアから前記ストリームデー
タを再生する再生方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の情報記憶媒体を用いる再生装置において、
　前記管理エリアから前記管理情報を再生する手段と、前記データエリアから前記ストリ
ームデータを再生する手段を具備した再生装置。
【請求項５】
　前記ストリームデータがＭＰＥＧストリームを含む請求項１に記載の情報記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、デジタルビデオのデータストリームを記録するシステムの改良に関する。
とくに、デジタル放送されるＭＰＥＧトランスポートストリームを効率よく記録できるシ
ステムに関する。さらには、ＭＰＥＧトランスポートストリームのサポート情報を管理領
域に記録するシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＴＶ放送はデジタル放送の時代に突入しつつあり、そのために、デジタルＴＶ放
送のストリーマ（デジタルデータをそのままの形で保存する装置）の必要性が要望されて
いる。
【０００３】
　また、現在放送されているデジタルＴＶ放送ではＭＰＥＧトランスポートストリームが
採用されており、今後も動画を使用したデジタル放送の分野ではＭＰＥＧトランスポート
ストリームが標準となりつつある。
【０００４】
　このデジタル放送データを記録するストリーマとして、たとえばＤ－ＶＨＳ（デジタル
ＶＨＳ）がある（特許文献１のディジタルＶＴＲ参照）。
【０００５】
　デジタルＴＶ放送は、放送局より通信衛星を通して放送される。放送されたデジタルデ
ータは、各家庭に設置されたセットトップボックス（Set Top Box；以下、ＳＴＢと略記
する）で受信され、ＴＶモニタ上に表示される。このＳＴＢは、放送局から配給されるキ
ーコードを元に、スクランブルされたデジタルデータを解除して再生する装置である。
【０００６】
　データがスクランブルされる理由は、放送局と契約していないユーザにより不正に受信
され、盗視聴されることを防ぐためである。
【０００７】
　受信されたデータがそのまま再生される場合には、ＳＴＢ内で、受信されたデータのス
クランブルが解除される。そして、ＳＴＢ内で、スクランブル解除されたデータがＭＰＥ
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Ｇデコーダでデコードされ、ビデオエンコーダでＴＶ信号に変換されて、ＴＶモニタ上に
表示される。
【０００８】
　放送データを録画する場合には、ＩＥＥＥ１３９４デジタル・インターフェースを介し
て、チューナで受信されたデジタルデータがＤ－ＶＨＳレコーダに記録される。
【０００９】
　ここで、ＩＥＥＥ１３９４は標準的なインターフェースの規格で、コマンドの授受、デ
ータの送受信を実行する規格である。
【００１０】
　また、録画された放送データを再生する場合には、Ｄ－ＶＨＳレコーダから記録データ
が読み取られ、ＳＴＢ内のデータ伸張部に送られて、再生される。
【００１１】
　ここで、Ｄ－ＶＨＳレコーダに記録されるデジタルデータは、一般に次のような構造を
有している。
【００１２】
　すなわち、記録されるデジタルデータは、６トラックが１ＥＣＣブロックとして取り扱
われ、主データ領域の同期ブロック（Ｓｙｎｃ　Ｂｌｏｃｋ）内に、主データとして記録
される。この場合、トランスポートストリーム（ＴＳ）パケットにはヘッダが付加されて
記録される。
【００１３】
　このようなＤ－ＶＨＳストリーマでは、放送されたビットストリームがそのままテープ
に記録される。そのため、このテープには、複数の番組が多重化されて記録されることに
なる。
【００１４】
　従って、最初から再生する場合でも途中から再生する場合でも、再生時には、そのまま
全てのデータが送り出される。ＳＴＢでは、送り出されたデータから希望の番組のみが選
択されて再生されることとなる。
【００１５】
　このようなシステムでは、記録にテープメディアを使用するために、ランダムアクセス
性能が極めて悪い。そのため、ある番組中においてユーザが所望する箇所に素早くジャン
プしてその再生場面を再生したいと思ってもそれが実行困難である。
【００１６】
　一方、ＤＶＤ－ＲＡＭなどの大容量ディスクメディアにおいても、ストリーマの記録に
ついては、問題がある。このようなＤＶＤシステムでは、ランダムアクセス或いは特殊再
生などを考慮すると、必然的に、管理データを放送データと共に記録することが要求され
る。
【００１７】
　このようなＤＶＤシステムでは、ＤＶＤビデオのフォーマットに準じて、データが管理
され、またフォーマットされることも必要とされる。
【００１８】
　しかしながら、ＤＶＤビデオでは、衛星放送を想定してフォーマットが定められていな
いことから、そのままでは、特殊再生などに対応できない問題がある。
【００１９】
　たとえば特願平１０－０４０８７６では、ＤＶＤビデオフォーマットを元に、家庭用録
再機を想定したフォーマットの提案がされている。しかしながら、このフォーマットでも
、デジタル放送に関しては、全く考慮されていないのが現状である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２０】
【特許文献１】特開平９－２４７６１９号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　以上のように、デジタルＴＶ放送対応のストリーマシステムに於いて、ランダムアクセ
スの可能なＤＶＤ－ＲＡＭ、すなわち、リード／ライト（Ｒ／Ｗ）ディスクを利用したス
トリーマを構築する上でＴＳストリームデータを効率の良く管理できない問題がある。
【００２２】
　この発明の目的は、ランダムアクセス可能なメディア（ＤＶＤ－ＲＡＭ等）を利用した
ストリーマを構築するにあたって、トランスポートパケットを効率よく記録できるシステ
ムを提供することである。
【００２３】
　また、この発明の他の目的は、ＤＶＤビデオフォーマットにストリーマ機能を付加する
ことである。
【００２４】
　この発明のさらに他の目的は、デジタルＴＶ放送を想定した新たなフォーマットを提案
することにより、デジタルＴＶ放送データの効率の良い管理を可能とすることである。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　この発明の一実施の形態では、ストリームデータを記録するデータエリアおよびこのス
トリームデータの管理情報を記録する管理エリアを持つ光ディスクにおいて、トランスポ
ートパケットあるいはアプリケーションパケットというデータパケットを第１データ単位
として表現し、ストリームブロックあるいはストリームオブジェクトユニットというデー
タ単位を第２データ単位として表現し、ストリームオブジェクトというオブジェクトデー
タを第３データ単位として表現したときに、１以上の前記第１データ単位を含む前記第２
データ単位を１以上含んで構成される前記第３データ単位の前記ストリームオブジェクト
により、前記データエリアに記録される前記ストリームデータが形成される。ここで、前
記ストリームデータはＭＰＥＧのＩピクチャ情報を含んでおり、このＩピクチャ情報への
アクセス単位（ＡＵ）に関するデータをアクセスユニットデータ（ＡＵＤ）としたときに
、このアクセスユニットデータが存在するか否かを示す情報（ＡＵＤ＿ＦＬＡＧＳ）が前
記管理エリアに記録される。
【発明の効果】
【００２６】
　デジタルＴＶ放送等のストリームデータを効率良く管理できる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】ＭＰＥＧにおけるＴＳストリームのフォーマットを示す説明図。
【図２】この発明のＤＶＤ記録再生システムで記録再生されるオブジェクトセットのフォ
ーマットを示す説明図。
【図３】図２に示すＴＳパックのフォーマット構造を示す説明図。
【図４】図３に示したパック構造に最適なＶＯＢＵの構造を示す説明図。
【図５】図３に示すＴＳパックの変形例に係る構造を示す説明図。
【図６】再生対象としてのビデオオブジェクトセット（図２）を管理するための管理情報
のフォーマットの一例を示す説明図。
【図７】図６に示したＰＧＣＩの記述内容を示すテーブル図。
【図８】図６に示したＣ＿ＰＢＩの記述内容を示すテーブル図。
【図９】再生対象としてのビデオオブジェクト（図２）を管理するための管理情報のフォ
ーマットの他の例を示す説明図。
【図１０】図９に示されたＶＯＢＵＩの記述内容を示すテーブル図。
【図１１】図６に示されたＶＯＢＵ或いはセルのフォーマット構造の例を示す説明図。
【図１２】図６に示されたセル或いはＰＧＣのフォーマット構造の例を示す説明図。
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【図１３】図６に示されたセルフォーマット構造を利用した編集作業を説明するための図
。
【図１４】この発明の一実施の形態に係るＤＶＤ記録再生システムの全体を示すブロック
図。
【図１５】図９に示されたフォーマット構造における録画処理を説明するためのフローチ
ャート図。
【図１６】図９に示されたフォーマット構造における録画処理を説明するためのフローチ
ャート図。
【図１７】図９に示されたフォーマット構造における再生処理を説明するためのフローチ
ャート図。
【図１８】図９に示されたフォーマット構造における再生処理を説明するためのフローチ
ャート図。
【図１９】図９に示されたフォーマット構造におけるＦＦ処理を説明するためのフローチ
ャート図。
【図２０】図９に示されたフォーマット構造におけるＦＦ処理を説明するためのフローチ
ャート図。
【図２１】図９に示されたフォーマット構造におけるＦＦ処理を説明するためのフローチ
ャート図。
【図２２】図２０および図２１に示したフローにおける割り込み処理について説明するフ
ローチャート図。
【図２３】図２０に示されたフォーマット構造におけるＰＡＴ処理を説明するためのフロ
ーチャート図。
【図２４】ストリームデータ（図１のＭＰＥＧ２トランスポートストリームに対応）のデ
ータ構造を説明する図。
【図２５】図２４に示されたストリームブロックヘッダの内部構造を説明する図。
【図２６】図２４に示されたセクタデータヘッダの内部構造を説明する図。
【図２７】ストリームオブジェクト（ＳＯＢ）に対するＭＰＥＧ規格上の制約を説明する
図。
【図２８】ＤＶＤストリーマ情報（ＳＴＲＩ）内のナビゲーションデータ（図９の制御情
報２５に対応）の構造を説明する図。
【図２９】図２８に示されたストリームファイル情報テーブル（ＳＦＩＴ）の構造を説明
する図。
【図３０】図２９に示されたストリームファイル情報（ＳＦＩ）の構造を説明する図。
【図３１】図３０に示されたストリームファイル一般情報（ＳＦ＿ＧＩ）の内容を説明す
る図。
【図３２】図３０に示されたストリームオブジェクト情報（ＳＯＢＩ＃）の構造を説明す
る図。
【図３３】図３２に示されたストリームオブジェクト情報一般情報（ＳＯＢＩ＿ＧＩ）の
内容を説明する図。
【図３４】図３２に示されたアクセスユニットデータ（ＡＵＤ）の構造を説明する図。
【図３５】図３４に示されたアクセスユニット一般情報（ＡＵ＿ＧＩ）の内容を説明する
図。
【図３６】アクセスユニット開始マップ（ＡＵＳＭ；図８、図１０参照）とストリームオ
ブジェクトユニット（ＳＯＢＵ；図２、図４、図１１参照）との対応関係を例示する図。
【図３７】アクセスユニット開始マップ（ＡＵＳＭ；図８、図１０参照）およびアクセス
ユニット終了マップ（ＡＵＥＭ；図８、図１０参照）とストリームオブジェクトユニット
（ＳＯＢＵ；図２、図４、図１１参照）との対応関係を例示する図。
【図３８】ストリームパック（図２～図４のＴＳパックに対応）の構造を説明する図。
【図３９】図３８に示されるストリームＰＥＳパケット内のストリームデータエリアの構
造を説明する図。
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【図４０】図３９に示されたストリームデータエリア先頭のアプリケーションヘッダの内
容を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下図面を参照してこの発明の一実施の形態に係るＤＶＤ録再器並びにその書き込み可
能な光ディスクのフォーマットについて説明する。
【００２９】
　始めにフォーマットの用語について簡単に説明する。光ディスクには、通常のファイル
形式でデータが保存されている。タイトルは、たとえば映画の一本分に相当し、一枚のデ
ィスクに、このタイトルが複数収納されている。このタイトルが集まったものをタイトル
セットと称し、このタイトルセットは、複数のファイルで構成されている。また、１枚の
ディスクには、このディスクを管理するための情報としてビデオマネージャ（Ｖｉｄｅｏ
　Ｍａｎａｇｅｒ；以降ＶＭＧと称する）と称するファイルが存在する。
【００３０】
　さらに、タイトルセットでは、このタイトルセットを管理するための情報が、ビデオタ
イトルセット情報（Ｖｉｄｅｏ　Ｔｉｔｌｅ　Ｓｅｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ、以降Ｖ
ＴＳＩと略記する）の管理情報ファイルとビデオデータで構成されているビデオファイル
とＶＴＳＩのバックアップファイルとで構成されている。
【００３１】
　前記ビデオファイルは、階層構造となっており、１つのファイルは複数のプログラムチ
ェーンで構成され、１つのプログラムチェーンは、複数のプログラムで構成されており、
１つのプログラムは、複数のセルで構成され、１つのセルは、複数のビデオオブジェクト
ユニット（以降ＶＯＢＵと略記する）で構成されている。また、ＶＯＢＵは、複数の様々
な種類のデータからなるパックによって構成されている。パックは１つ以上のパケットと
パックヘッダで構成されている。パックは、データ転送処理を行う最小単位となっている
。さらに、論理上の処理を行う最小単位はセル単位で、論理上の処理はこのセル単位で行
われる。
【００３２】
　次に、トランスポート（ＴＳ）ストリームについて説明する。一般に、デジタルＴＶ放
送などやインターネットなどの有線を使用した放送などの圧縮動画を放送（配信）する方
式おいては、共通の基本フォーマットであるＴＳストリームがＭＰＥＧ２の規格として定
められている。
【００３３】
　このＴＳストリームは、図１（ａ）に示すように多数のＴＳパケット３８から構成され
、各ＴＳパケット３８は、図１（ｂ）から図１（ｄ）に示す構造を有し、図１（ｂ）に示
すようにパケットの管理データ部分４１およびペイロード４２とから構成される。ペイロ
ード４２には、再生されるべき対象のデータがスクランブルされた状態で格納されている
。
【００３４】
　ペイロード４２に格納される再生対象としては、ＭＰＥＧビデオデータ、Ｄｏｌｂｙ　
ＡＣ３　オーディオデータ或いはＭＰＥＧオーディオデータ等があり、また、直接、再生
対象以外の情報として、再生する上で必要なプログラムアソシエーションテーブル（Ｐｒ
ｏｇｒａｍ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　Ｔａｂｌｅ；以下ＰＡＴと略記する）、プログラ
ムマップテーブル（Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｍａｐ　Ｔａｂｌｅ；以下ＰＭＴと略記する）等の
情報、さらに、電子番組情報（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｇｕｉｄｅ；以
下ＥＰＧと略記する）等がある。
【００３５】
　ＰＡＴには、番組毎のＰＭＴのパケット識別情報（Ｐａｃｋｅｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎ；以下ＰＩＤと略記する）が含まれており、さらに、ＰＭＴには、ビデオデー
タ或いはオーディオデータ等のＰＩＤが記録されている。
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【００３６】
　これにより、ＳＴＢ部の通常の再生手順としては、ＥＰＧ情報により、ユーザが番組を
決定すると、目的の番組の開始時間に、ＰＡＴを読み込み、そのデータを基に希望の番組
のＰＭＴのＰＩＤを決定し、目的のＰＭＴを読み出し、そこに含まれる再生すべきビデオ
、オーディオパケットのＰＩＤを決定し、ビデオ、オーディオデータをＰＩＤに従って、
切り出されて再生がなされる。ここで、ＰＡＴは、途中再生にも使用するために、数１０
０ｍｓ毎に送信されている。
【００３７】
　これらＴＳストリームのデータを、ＤＶＤーＲＷ（リード／ライト）ディスク等のディ
スクメディアに記録する場合には、これらのデータをそのまま、デジタルデータとして記
録することが好ましい。ただし、現在、ＤＶＤ－ＲＡＭの最高ビットレートが１０．０８
Ｍｂｐｓであるため、全チャンネルを多重化された衛星放送（２０Ｍｂｐｓ以上）そのも
のを記録することはできない。そのため、記録する場合には、１つの番組を選んで、記録
する必要がある。
【００３８】
　さらに、ディスクメディアに記録すると、ユーザが希望の番組の希望の時間より再生を
開始したいとか、早送りを行いたいなどの希望を満たすためには、記録したデータを管理
するためのデータが必要となる。しかしながら、再生するデータ自身には、スクランブル
が掛かっているため、再生するデータ自身から、その管理データを作成することは困難で
ある。
【００３９】
　そのため、ＴＳストリームパケット内のコントロールデータであるパケットヘッダ内の
データや、ＴＳストリームのＰＳＩ（Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ）データであるＰＡＴパケット、或いは、ＰＭＴパケットのデータを利用して
、管理データを作成することが好ましい。
【００４０】
　ここで注意すべきは、衛星放送の種類などにより、これらパケットヘッダの内容のなか
で、サポートされていない情報がある場合があり、さらに、ＰＡＴおよびＰＭＴさえも使
用していない場合があることである。そのため、前記のような方法でいきなり管理データ
を作成しようとすると、衛星放送毎に、管理データが作れずに、記録できない場合がある
。
【００４１】
　そこで、録画時に、管理情報内に衛星放送の使用するパケットヘッダの情報、ＰＡＴ或
いはＰＭＴがあるかどうかを示す情報を保存し、サポートされている情報に従って管理デ
ータを作成し、再生時には、そのサポート情報によりサービス内容を変更し、可能なサー
ビスのみを提供するようにすることが好ましい。
【００４２】
　まず、サポート情報を検出する方法としては、次の２通りの方法がある。
【００４３】
　第１の方法には、サポート情報をＳＴＢ部より受け取る方法である。ＳＴＢ部は、受信
する衛星放送毎に異なり、専用機となっている。そのため、サポートに関する情報を前も
って（ＳＴＢの出荷時に）把握しているはずである。そこで、録画開始時に、ＳＴＢ部か
らそのサポート情報を取り込む。
【００４４】
　第２の方法は、録画中に、ＳＴＢ部より、ＴＳストリームストリームデータを受け取っ
た際に、使用する各データをチェックし、アクティブである場合に、その情報がサポート
されていると判定し、サポート情報を蓄積すると共に、そのサポートされた情報を基に管
理データを作成し、記録終了時に、蓄積したサポート情報を管理データとして光ディスク
の管理領域に記録することである。
【００４５】



(8) JP 5242622 B2 2013.7.24

10

20

30

40

50

　次に、管理データにサポート情報が含まれるフォーマットについて説明する。第１の実
例は、既にフォーマットの規格が統一化されたＤＶＤ―ビデオのフォーマットに準拠する
データを管理する管理データについて始めに説明する。
【００４６】
　現ＤＶＤ－ビデオでは、衛星放送などを想定してフォーマットされていない。従って、
衛星放送を録画してその後、録画データを特殊再生する場合には、現状では、対応できな
いものである。従って、現ＤＶＤ－ビデオに準拠して録再の規格を提唱する場合には、次
のようなフォーマットが最適なものとなる。
【００４７】
　現ＤＶＤ－ビデオでは、再生対象としてのビデオオブジェクトセット３０（ＶＯＢＳ）
は、図２（ａ）～（ｄ）に示すような構造を有している。
【００４８】
　すなわち、図２（ａ）に示されるＶＯＢＳ３０は、図２（ｂ）に示すように１または、
多数のビデオオブジェクト（ＶＯＢ）３１の集合に定められ、ＶＯＢ３１は、また、図２
（ｃ）に示すように１または、多数のセル（Ｃｅｌｌ）３２の集合に定められている。さ
らに、このセル３２は、図２（ｄ）に示すように１または、多数のビデオオブジェクトユ
ニット（ＶＯＢＵ）３３の集合に定められている。そして、ＶＯＢＵ３３が図２（ｅ）に
示すように１または、多数のＴＳパック３４で構成される。
【００４９】
　なお、ストリーマでは、上記ＶＯＢに対応するものとしてストリーマオブジェクト（Ｓ
ＯＢ）が定義され、上記ＶＯＢＵに対応するものとしてストリーマオブジェクトユニット
（ＳＯＢＵ）が定義されている。
【００５０】
　以下の説明において、ＶＯＢあるいはＶＯＢＵに関する説明は、適宜ＳＯＢあるいはＳ
ＯＢＵに置き換えて解釈できる。
【００５１】
　ここで、ＶＯＢＵ３３の構造に関しては、２種類のフォーマット方式を提唱することが
できる。
【００５２】
　第１の方式では、１ＶＯＢＵ３３が、トランスポートストリーム（ＴＳストリーム）を
記録した１または複数のＴＳパック３４で構成される。図３（ａ）に示す１ＴＳパック３
４は、図３（ｂ）に示すようにパックヘッダ３５、パケットヘッダ３６、サブストリーム
ＩＤ３７およびトランスポートパケット（ＴＳパケット）３８で構成されている。１ＴＳ
パック３４は、そのサイズが２０４８バイトに定められ、２０４８バイトに満たない場合
には、パディングパケット３９が挿入されてそのサイズが調整される。
【００５３】
　ＴＳパック３８は、１０個のＴＳパケットで構成され、パケットヘッダ３６は、ＭＰＥ
Ｇ２におけるプライベートストリームである旨を示す０ｘｂｄが記述されるストリームＩ
Ｄを含み、また、パケット内のデータがトランスポートストリームである旨を特定するサ
ブストリームＩＤには、０ｘｆ０が記述される。
【００５４】
　なお、各ＴＳパケットの先頭には、図３（ｂ）に示すように、タイムスタンプ（ＡＴＳ
）を配置することができる。
【００５５】
　また、第２の方式では、図３（ｃ）に示すように図３（ｂ）のパケット構造においてサ
ブストリームＩＤ３７の後に２バイトのパケットアクセスポインタ４０が設けられる構造
を有している。そのパケットアクセスポインタ４０は、パック３４内にある最初のパケッ
ト３８の先頭アドレスを示している。
【００５６】
　例えば、図３（ｃ）においては、パック３４内の最初のパケット３８は、パケットアク
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セスポインタ４０の直後にあるため相対アドレスで示せばアドレスは０となる。この図３
（ｃ）に示すパック３４では、最終パケット３９は、他のパケット３８が１８８バイトで
あるに対して１４２バイトしかないためその残余の４６バイトが図３（ｄ）に示す次のパ
ック３４に格納される。
【００５７】
　図３（ｄ）に示す次のパック３４では、パケットアクセスポインタ４０の直後には、残
余の４６バイトがあるためにその残余の４６バイトに続いて最終パケット３９が位置され
ることとなる。従って、最終パケット３９のアドレスを示す０ｘ２ｅが次のパック３４の
パケットアクセスポインタ４０に記述される。
【００５８】
　このパケットアクセスポインタ４０により、第一の方式では、パディングで未使用であ
った部分も、パケットデータの格納領域として利用できるようになる。このとき、パケッ
トアクセスポインタが０ｘｆｆｆｆの場合には、１パック内にパケットの先頭が存在しな
い場合を意味している。
【００５９】
　ただし、この場合、ＶＯＢＵ３３の先頭のパックは、図３（ｃ）に示す例のように必ず
パケットの先頭がパケットアクセスポインタ４０後尾にアラインされるものとする。これ
により、ＶＯＢＵ単位でパケットを管理でき、しかも、パケットのサイズが１パックに入
りきらない場合に対応できることとなる。
【００６０】
　なお、図３（ｃ）および図３（ｄ）に示されるトランスポートストリームパケット（Ｔ
Ｓパケット）の一部は、以下の場合に該当する。
【００６１】
　すなわち、ＴＳパケットの記録において、１パケットが２セクタに跨って記録される場
合に、第１のセクタに記録されるものおよび第１のセクタに記録されるものそれぞれが、
ＴＳパケットの一部に該当する。
【００６２】
　このようにすると、１パケットが２セクタに跨って記録される場合にパディングデータ
を挿入する必要がないので、その分高密度記録できる。
【００６３】
　その際、パケットヘッダに、「各セクタの最初に来るＴＳ開始位置が基準位置から何バ
イト目か」の位置情報を記録しておくことができる。ここで、基準位置としては、たとえ
ばパケットヘッダの位置、あるいはＴＳパケットの先頭位置、またはＴＳパケットの終了
位置、若しくは連続するＴＳパケットの隣接境界位置を用いることができる。
【００６４】
　基準位置としてＴＳパケットの先頭位置を用いる場合は、図３（ｃ）のパケットアクセ
スポインタ＝０を、上記位置情報として用いることができる。
【００６５】
　また、基準位置としてＴＳパケットの終了位置（または隣接境界位置）を用いる場合は
、図３（ｄ）のパケットアクセスポインタ＝０ｘ２ｅを、上記位置情報として用いること
ができる。
【００６６】
　既に説明した第２の方式の例を図４を参照してより詳細に説明する。図４は、ＶＯＢＵ
（またはＳＯＢＵ）の構造並びにＴＳパケットの構造の詳細を示している。図４（ａ）に
示すＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）３３は、整数個のＴＳパック３４から構成され、ＶＯＢＵ（Ｓ
ＯＢＵ）３３内の先頭のＴＳパック３４は、図４（ｃ）に示す構造を有している。
【００６７】
　すなわち、常にＴＳパック３４内のパケットアクセスポインタ４０の次には、ＴＳパケ
ット３８の先頭部分がアラインされ、パケットアクセスポインタ４０の相対アドレスは、
ゼロとなる。従って、ＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）３３をアクセスしてそのパケットと取り出せ
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ば常にその先頭がＴＳパケット３８の先頭に一致し、ＴＳパケット３８を切り離して即座
に転送可能となる。このＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）３３内の先頭のＴＳパック３４に続いてＴ
Ｓパケット３４が配置されるが、２０４８バイトの１パックに格納されないＴＳパケット
３８の残余の部分は、図４（ｃ）に示すように次のＴＳパック３４のパケット３８に収納
される。
【００６８】
　このように次々にＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）３３内には、ＴＳパック３４が配置される。が
、そのＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）３３内の最後のＴＳパック３４は、図５（ｃ）に示すように
、他のＴＳパック３４と異なり、そのパック内の最後の部分に１ＴＳパケット３８が入り
きらないことがある。
【００６９】
　このような場合には、その最後の部分に、パッディングパケット３９を適宜挿入するこ
とができる。このパッディングパケットを挿入することによって、次のＶＯＢＵ（ＳＯＢ
Ｕ）３３内の先頭ＴＳパック３４は、ＴＳパケット３８の先頭から始まるパケットのデー
タ部を有することとなる。
【００７０】
　なお、上記パディングなしで対処する方法（ＴＳパケットの記録において、１パケット
が２セクタに跨って記録される場合）もあり、それについては前述した。
【００７１】
　図３並びに図４に示した例では、パケットアクセスポインタ４０でそのパック３４内の
最初のＴＳパケット３８のアドレスが指定され、このパケットアクセスポインタ４０でそ
のパック３４が指定された際にそのパック３４内で最初に取り出されるＴＳパケット３８
を特定することができる。
【００７２】
　このパケットアクセスポインタ４０に代えて図５に示す続きパケットフラグで次のＴＳ
パック３４の構造を特定するようにしても良い。
【００７３】
　すなわち、図５（ａ）に示すようにＴＳパック３４内には、パケットヘッダ３６に続い
てＴＳパケットである旨を特定するサブストリームＩＤ３６が設けられ、このサブストリ
ームＩＤに続いて続きパケットフラグ４１が設けられている。この続きパケットフラグ４
１は、これが含まれるＴＳパック３４に続くＴＳパック３４には、ＴＳパケット３９の一
部が収納されている否かを示している。
【００７４】
　すなわち、続きパケットフラグ４１が１であれば、そのＴＳパック３４の最後には、Ｔ
Ｓパケット３９の一部が収納され、そのＴＳパケット３９の残余が次のＴＳパック３４の
続きパケットフラグ４１に続いて配置されている。
【００７５】
　ＴＳパック３４内の最後にＴＳパック３９がアラインされて配置され、残余が次のパッ
ク３９に格納されない場合には、続きパケットフラグ４１は、ゼロとなる。このことは、
続きパケットフラグ４１がゼロであるＴＳパケット３９を獲得すれば、続きパケットフラ
グ４１に続くＴＳパケット３９を再生すればスムーズな再生処理が可能となる。
【００７６】
　次に、上述のようなデータ構造における管理データの構造について説明する。
【００７７】
　管理データは、光ディスクの内周側のリードイン領域に続く管理領域に記録され、この
管理領域は、図６（ａ）に示すようにビデオタイトルセット情報（ＶＴＳＩ）あるいはス
トリーマ制御情報（ＳＴＲ＿ＶＭＧＩ）のテーブルを含む。このＳＴＲ＿ＶＭＧＩは、ス
トリーマの管理情報（ＳＴＲＩ）に含まれている。このＳＴＲＩはＶＴＳＩに対応した機
能を持っている。
【００７８】
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　このＶＴＳＩ（ＳＴＲ＿ＶＭＧＩ）は、図６（ａ）に示すように、ＶＴＳＩ（ＳＴＲ＿
ＶＭＧＩ）に関する管理情報が記述されたＶＴＳＩの管理テーブル（ＶＴＳＩ＿ＭＡＴ）
；ＶＴＳ（ビデオタイトルセット）あるいはストリーム内のプレイリストをサーチするた
めのサーチポインタが記述されたＶＴＳタイトルサーチポインタテーブル（ＶＴＳ＿ＴＴ
＿ＳＲＰＴ）あるいはプレイリストサーチポインタテーブル（ＰＬ＿ＳＲＰＴ）；セルの
再生順序が規定されているプログラムチェーンを定めるＶＴＳプログラムチェーン情報テ
ーブル（ＶＴＳ＿ＰＧＣＩＴ）あるいはユーザが定義したプログラムチェーン情報のテー
ブル（ＵＤ＿ＰＧＣＩＴ）；ＶＴＳメニューのためのプログラムチェーン情報ユニットテ
ーブル（ＶＴＳＭ＿ＰＧＣＩ＿ＵＴ）；ＶＴＳタイムマップテーブル（ＶＴＳ＿ＴＭＡＰ
Ｔ）；ＶＴＳメニューのためのセルアドレステーブル（ＶＴＳＭ＿Ｃ＿ＡＤＴ）；ＶＴＳ
メニューのためのＶＯＢＵアドレスマップテーブル（ＶＴＳＭ＿ＶＯＢＵ＿ＡＤＭＡＰ）
；ＶＴＳのセルアドレステーブル（ＶＴＳ＿Ｃ＿ＡＤＴ）およびＶＴＳのＶＯＢＵアドレ
スマップテーブル（ＶＴＳ＿ＶＯＢＵ＿ＡＤＭＡＰ）から構成されている。
【００７９】
　なお、上記ＵＤ＿ＰＧＣＩＴ内のユーザ定義ＰＧＣ情報（ＵＤ＿ＰＧＣＩ）は、ユーザ
により定義されたプログラムパーツのシーケンスを定義している。また、上記プレイリス
トは、プログラムパーツの再生シーケンスをユーザが自由に定めたものである。
【００８０】
　ＶＴＳ＿ＰＧＣＩＴ（ＵＤ＿ＰＧＣＩＴ）は、図６（ｂ）に示すように、ＶＴＳ＿ＰＧ
ＣＩＴの情報（ＶＴＳ＿ＰＧＣＩＴＩ）（またはＵＤ＿ＰＧＣＩＴＩ）、再生順序に配置
された各プログラムチェーンをサーチするためのＶＴＳプログラムチェーンサーチポイン
タ（ＶＴＳ＿ＰＧＣ＿ＳＲＰ＃ｎ）（またはＵＤ＿ＰＧＣ＿ＳＲＰ＃ｎ）およびこのサー
チポインタで指定される各ＶＴＳプログラムチェーンの情報（ＶＴＳ＿ＰＧＣＩ＃ｎ）（
またはＵＤ＿ＰＧＣＩ＃ｎ）から構成されている。
【００８１】
　ＶＴＳ＿ＰＧＣＩ＃ｎ（またはＵＤ＿ＰＧＣＩ＃ｎ）は、図６（ｃ）に示すようにプロ
グラムチェーン（ＰＧＣ）の一般情報（ＰＧＣ＿ＧＩ）あるいはストリームセル一般情報
（ＳＣ＿ＧＩ）；ＰＧＣプログラムマップ（ＰＧＣ＿ＰＧＭＡＰ）あるいはプログラム情
報（ＰＧＩ＃ｍ）；セルの再生に関する情報が記述されたセル再生情報テーブル（Ｃ＿Ｐ
ＢＩＴ）あるいはストリームセル情報（ＳＣＩ＃ｎ）；セルの位置情報、すなわち、アド
レス情報が記述されたセル位置情報テーブル（Ｃ＿ＰＯＳＩＴ）あるいはストリームセル
情報サーチポインタ（ＳＣＩ＿ＳＲＰ＃ｎ）から構成されている。Ｃ＿ＰＢＩＴ（ＳＣＩ
＃ｎ）は、図６（ｄ）に示すように、セルの再生順に配置された多数のセルの再生情報（
Ｃ＿ＰＢＩ＃ｊ）あるいはストリームセルのエントリポイント情報（ＳＣ＿ＥＰＩ＃ｎ）
から構成されている。
【００８２】
　ＰＧＣ一般情報（ＰＧＣ＿ＧＩ）は、図７（ａ）に示すように構成できる。すなわち、
プログラム数およびセル数等のＰＧＣの内容（ＰＧＣ＿ＣＮＴ）が記述され；１ＰＧＣの
記録時間を記述したＰＧＣ記録時間（ＰＧＣ＿ＴＲＳ＿ＴＭ：　ＰＧＣ　Ｔｒａｎｓｐｏ
ｒｔ　Ｔｉｍｅ）が記述され；サポート情報（Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｉｎｆoｒｍａｔｉｏｎ
）が記述され；ＰＧＣプログラムマップ（ＰＧＣ＿ＰＧＭＡＰ）の先頭アドレス（ＰＧＣ
＿ＰＧＭＡＰ＿ＳＡ）が記述され；セル再生情報テーブル（Ｃ＿ＰＢＩＴ）の先頭アドレ
ス（Ｃ＿ＰＢＩＴ＿ＳＡ）が記述され；セル位置情報テーブル（Ｃ＿ＰＯＳＩＴ）の先頭
アドレス（Ｃ＿ＰＯＳＩＴ＿ＳＡ）が記述され；そして、消去禁止フラッグ（ＡＲＣＨＩ
ＶＥ　Ｆｌａｇ）が記述されている。
【００８３】
　ＳＣ＿ＧＩの場合は、ＡＲＣＨＩＶＥ　Ｆｌａｇの代わりに、セルタイプ（Ｃ＿ＴＹ＝
０１０ｂ）および一時消去（ＴＥ）フラグが記述され、さらに以下のものが記述される：
　＊ＳＣＩに含まれるエントリポイント情報の数を記述したＳＣ＿ＥＰＩ＿Ｎｓ；
　＊セルが参照するＳＯＢの数を記述したＳＯＢ＿Ｎ；



(12) JP 5242622 B2 2013.7.24

10

20

30

40

50

　＊ＤＶＤストリーム記録ＰＡＴ記述フォーマットによりセルの開始アプリケーションパ
ケット到着時間（開始ＡＰＡＴ）を記述したＳＣ＿Ｓ＿ＡＰＡＴ；
　＊ＤＶＤストリーム記録ＰＡＴ記述フォーマットによりセルの終了アプリケーションパ
ケット到着時間（終了ＡＰＡＴ）を記述したＳＣ＿Ｅ＿ＡＰＡＴ（この終了ＡＰＡＴは該
当セルに属する最後のアプリケーションパケットのＡＰＡＴである）；
　＊少なくとも１つのＳＯＢＵ境界（該当セルタイプＣ＿ＴＹのＴＥフィールドが「１０
ｂ」）を含む「仮消去」状態のセルに対して、最初のＳＯＢＵ（その始まりが仮消去状態
セルに含まれるもの）の最初のアプリケーションパケットのＡＰＡＴを記述したＥＲＡ＿
Ｓ＿ＡＰＡＴ；
　＊少なくとも１つのＳＯＢＵ境界（該当セルタイプＣ＿ＴＹのＴＥフィールドが「１０
ｂ」）を含む「仮消去」状態のセルに対して、該当ＳＯＢＵ（仮消去状態セルのすぐ後に
続くアプリケーションパケットを含むもの）の最初のアプリケーションパケットのＡＰＡ
Ｔを記述したＥＲＡ＿Ｅ＿ＡＰＡＴ。
【００８４】
　記録時の信号の流れは、ＳＴＢ部で受け取ったＴＳパケットデータは、フォーマッタ部
で、パック化されて記録される。このとき、各情報の有無を検知し、ワークＲＡＭに保存
し、記録終了時に、管理情報として記録する。
【００８５】
　サポート情報（Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｉｎｆoｒｍａｔｉｏｎ）には、図７（ｂ）に示すよ
うに、ビットｂ０にランダムアクセスを許可するか否かを示すランダムアクセスインジケ
ータサポートフラグが記録され、ビットｂ１にはユニット単位でスタートを許可するか否
かを示すユニットスタートインジケータサポートが記録される。また、ビットｂ２にはＰ
ＡＴ（Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　Ｔａｂｌｅ）およびＰＭＴ（Ｐｒｏｇ
ｒａｍ　Ｍａｐ　Ｔａｂｌｅ）がサポートされているか否を示すＰＡＴ・ＰＭＴサポート
が記録され、ビットｂ３には再生クロックリファレンスＰＣＲがサポートされているか否
を示すＰＣＲサポートが記録され、ビットｂ４にはスプライスカウントダウンＳＣＤがサ
ポートされているか否を示すＳＣＤサポートが記録され、ビットｂ５からｂ７には、記録
したＳＴ部の識別コードが記録されている。
【００８６】
　識別コードには、例えば、ＢＳデジタル放送のＳＴＢ（００１）、ディレクトＴＶのＶ
ｅｒ２のＳＴＢ（０１０）およびスカイパーフェクトＴＶのＶｅｒ１のＳＴＢ（０１１）
がある。
【００８７】
　また、再生時は、ディスクから読み出したパックデータを分離部で解析し、ＴＳパケッ
トが入っているパックの場合には、ＴＳパケット転送部へ送る。ＴＳパケット転送部は、
ＳＴＢ部からのリクエストに従って、ＳＴＢ部へＴＳパケットのみを転送する。
【００８８】
　図８に示されるように各セル再生情報（Ｃ＿ＰＢＩ）（またはストリームセル情報ＳＣ
Ｉ）にさらにサポート情報が記述されることが好ましい。
【００８９】
　すなわち、図８に示すように、相対バイト位置（Relative Byte Position　ＲＰＢ）に
よる表現でセル再生情報（Ｃ＿ＰＢＩ）の０バイト目トには、セルタイプ等のセルカテゴ
リ（Ｃ＿ＣＡＴ）（またはセルタイプＣ＿ＴＹ）が記録され；ＲＢＰで１から４バイト目
には当該セルの先頭記録時のＳＴＣの値或いはＰＣＲが記述されるセル到着時間（Ｃ＿Ａ
ＲＬ＿ＴＭ：　Ｃｅｌｌ　Ａｒｒｉｖａｌ　Ｔｉｍｅ）が記録され；ＲＢＰで５から８バ
イト目にはセル内の最初のＶＯＢＵの先頭アドレス（Ｃ＿ＦＶＯＢＵ＿ＳＡ）が記述され
；ＲＢＰで９から１２バイト目にはセル内の最後のＶＯＢＵの先頭アドレス（Ｃ＿ＬＶＯ
ＢＵ＿ＳＡ）が記述され；ＲＢＰで１３から１６バイト目にはセル内の最後のＶＯＢＵの
終了アドレス（Ｃ＿ＬＶＯＢＵ＿ＥＡ）が記述されている。
【００９０】
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　また、ＲＢＰで１７から１８バイト目にはトランスポートストリームパケット（ＴＳパ
ケット）の長さを示すＴＳパケット長（ＴＳ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｌｅｎｇｔｈ）が記述され
ている。
【００９１】
　また、このセル再生情報（またはＳＣＩ）には、ＲＢＰで１９から２２バイト目にサポ
ート情報としてＩピクチャの数（ＲＥＦＰＩＣ＿Ｎｓ）（またはアクセスユニット数ＡＵ
＿Ｎｓ）が記録されている。
【００９２】
　さらに、このセル再生情報（またはＳＣＩ）には、ＲＢＰで２３バイト目以降に、Ｉピ
クチャの先頭アドレス（ＲＥＦＰＩＣ＿ＳＡ＃１～＃ｎ）（またはアクセスユニット開始
マップＡＵＳＭ）およびＩピクチャの最後のアドレス（ＲＥＦＰＩＣ＿ＥＡ＃１～＃ｎ）
（またはアクセスユニット終了マップＡＵＥＭ）が次々と記録されている。
【００９３】
　上記ＲＥＦＰＩＣ＿ＳＡ＃（Ｉピクチャ開始位置）は後述するＡＵＳＭ（Access Unit 
Start Map）に対応している。このＡＵＳＭは、ストリーマオブジェクト（ＳＯＢ）のデ
ータユニット（ＳＯＢＵ）のどれがアクセスユニット（ＡＵ）を含んでいるかを示してい
る。
【００９４】
　また、上記ＲＥＦＰＩＣ＿ＥＡ＃（Ｉピクチャ終了位置）は後述するＡＵＥＭ（Access
 Unit End Map）に対応している。このＡＵＥＭは、ＡＵＳＭと同じ長さのビットアレイ
である。このＡＵＥＭ内のbitsは、どのＳＯＢＵが該当ＳＯＢのアクセスユニットに伴う
ビットストリームセグメントの末尾を含むのかを示している。
【００９５】
　なお、上記ＳＯＢおよびＳＯＢＵはストリーマにおいて用いられる名称であり、ＤＶＤ
ビデオ（ＤＶＤ＿ＲＴＲ）で用いられるＶＯＢおよびＶＯＢＵという名称に対応する立場
にある。
【００９６】
　ストリーマは送られてくるビットストリームをそのまま記録するもので、その内容には
関知しない（つまりストリーマは記録内容を知らない）。
【００９７】
　ストリーマで記録されるビットストリームがＭＰＥＧ２のトランスポートストリームの
場合、Ｉピクチャ位置からデコードが開始される。この場合、あるＩピクチャと次のＩピ
クチャとの間の位置にタイムサーチされると（つまりタイムスタンプのみでアクセスする
と）、その位置にはＩピクチャがないので、その後のＩピクチャが検出されるまでデコー
ド開始が遅れてしまう（つまり、出画タイミングが遅れる）。
【００９８】
　一方、ストリーマにおけるアクセス単位としてデータユニット（ＳＯＢＵ）を用いると
、ＳＯＢＵ単位でＩピクチャの先頭位置／終了位置が分かる（ＡＵＳＭとＡＵＥＭで分か
る）ので、ＭＰＥＧトランスポートストリームを用いたタイムサーチにおいてＩピクチャ
位置がすぐに分かる。
【００９９】
　すなわち、ＳＯＢＵをアクセス単位に用いれば、タイムサーチにおいてＩピクチャ位置
がすぐに分かるので、デコード開始を素早くでき、かつスムースな早送り（ファーストフ
ォワードＦＦ）および早戻し（ファーストリバースＦＲ）も可能となる。
【０１００】
　図８では、ＴＳパケット長が記述されているが、常に１８８バイトのＴＳパケットが次
々に転送されている場合には、このＴＳパケット長が判らなくても問題はない。しかしな
がら、放送局の都合でストリーマに送られるＴＳパケットが１８８バイト以上のパケット
が送られてくる可能性がある。この実施の形態では、このような特別な場合をも考慮して
パケット長を設定できるようにしている。
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【０１０１】
　すなわち、ディスクからデータを読み出した後にパック内のデータパケットをこのＴＳ
パケット長で切り分けることにより、各パケットに切り分けることができるようにしてい
る。
【０１０２】
　なお、ＭＰＥＧのトランスポートストリームにおけるＴＳパケットサイズ（１８８バイ
ト）、ＤＶＤビデオ（ＤＶＤ＿ＲＴＲ）のプログラムストリームおけるパケットサイズ（
２０４８バイト）、その他のパケットサイズ（ｎバイト／パケット）に対応したものをス
トリーマの記録対象として考える場合には、アプリケーションストリームという上位概念
的なビットストリームを用いる。
【０１０３】
　次に他の例として、現在提唱されている録再ビデオフォーマットにおいてサポート情報
を管理情報に記録する場合の例について説明する。
【０１０４】
　図９は、そのフォーマットの概略を示す。符号５０は記録消去再生可能なＲＡＭビデオ
であり、図９（ａ）に示すディスクの記録領域は、図９（ｂ）に示すように、リードイン
２０およびリードアウト２１との間に定められている。その領域には、ボリュームおよび
ファイル管理情報領域２２およびデータ領域２３が設けられている。
【０１０５】
　データ領域２３は、図９（ｃ）に示すように複数のＤＶＤ領域２４に区分され、各ＤＶ
Ｄ領域２４は、図９（ｄ）に示すように制御情報２５並びに図２に示す構造を有するビデ
オオブジェクト３１から構成されている。制御情報２５は、図９（ｅ）に示すようにＶＯ
Ｂ一般情報（ＶＯＢ＿ＧＩ）（またはストリームファイル一般情報ＳＦ＿ＧＩ）２７並び
に多数のＶＯＢＵ情報（ＶＯＢＵＩ）（またはストリームオブジェクト情報ＳＯＢＩ）２
９を含むＶＯＢＵ情報テーブル（またはストリームファイル情報ＳＦＩ）２８から構成さ
れている。
【０１０６】
　ＶＯＢ一般情報（ＶＯＢ＿ＧＩ）（またはＳＦ＿ＧＩ）２７には、図９（ｆ）に示され
るように、ＶＯＢＵ＿Ｎｓ（またはＳＯＢＩ＿Ｎｓ）、ＶＯＢＩエンドアドレス（または
ＳＯＢＵ＿ＳＩＺ）、サポート情報、その他が記録される領域が設けられている。
【０１０７】
　すなわち、ＲＢＰで０から３バイト目にはＶＯＢＵの数（ＶＯＢＵ＿Ｎｓ）またはＳＯ
ＢＩの数（ＳＯＢＩ＿Ｎｓ）が記録され；ＲＢＰで４から７バイト目にはＶＯＢＩのエン
ドアドレス或いはＶＯＢＩのサイズすなわち長さが記録され；ＲＢＰで８バイト目には図
７（ｂ）に示したと同様のサポート情報が記録される。さらに、ＲＢＰで９バイト目には
消去禁止フラグ（ＡＲＣＨＩＶＥ　Ｆｌａｇ）を記録することができる。
【０１０８】
　図９（ｅ）に示されるＶＯＢＵＩ（またはＳＯＢＩ）２９には、図１０に示されるサポ
ート情報を記録できる。
【０１０９】
　すなわち、ＲＢＰでＶＯＢＵＩ（ＳＯＢＩ）２９の０から３バイト目にはＶＯＢＵのス
タートアドレスが記録され；ＲＢＰで４から７バイト目にはＶＯＢＵのエンドアドレス或
いはその長さが記録される。
【０１１０】
　また、ＲＢＰで８から１１バイト目には当該ＶＯＢＵの先頭が記録される際のシステム
タイムクロックＳＴＣ或いはプログラムクロックリファレンス（ＰＣＲ：Ｐｒｏｇｒａｍ
　Ｃｌｏｃｋ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ）がＶＯＢＵ＿ＲＥＣＴＭとして記録され；ＲＢＰで
１２から１３バイト目にはＴＳパケットの長さを示すＴＳパケット長（ＴＳ　Ｐａｃｋｅ
ｔ　Ｌｅｎｇｔｈ）が記述されている。
【０１１１】
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　また、ＲＢＰで１４から１７バイト目には、Ｉピクチャの数（ＲＥＦＰＩＣ＿Ｎｓ）が
記録されている。
【０１１２】
　さらに、ＲＢＰで１８バイト目以降には、次々に、Ｉピクチャの先頭アドレス（ＲＥＦ
ＰＩＣ＿ＳＡ）および最後のアドレス（ＲＥＦＰＩＣ＿ＥＡ）が記録されている。
【０１１３】
　ここで、Ｉピクチャが常に先頭に配置されるようにＶＯＢＵが複数のＴＳパケットの集
合に区分される場合には、ＶＯＢＵの区分する際に、Ｉピクチャのアドレスが用いられる
。
【０１１４】
　図１０の上記ＲＥＦＰＩＣ＿ＳＡ＃は前述したＡＵＳＭ（Access Unit Start Map）に
対応し、上記ＲＥＦＰＩＣ＿ＥＡ＃は前述したＡＵＥＭ（Access Unit End Map）に対応
している。
【０１１５】
　このようにＶＯＢＵ内でＩピクチャが常に先頭に配置される例では、Ｉピクチャのスタ
ートアドレスは、記述する必要が無く、Ｉピクチャのエンドアドレスのみが記述されれば
よいこととなる。
【０１１６】
　次に、上述したＴＳパケットに含まれる管理データを上述したテーブルに記録する場合
の例として、次の５つの情報について説明する。
【０１１７】
　第１の情報は、図１（ｃ）に示されるＴＳパケットヘッダ内に含まれるランダムアクセ
ス表示（ランダムアクセスインジケータ）で、これは、Ｉピクチャの先頭のデータが含ま
れるＴＳパケットの場合にアクティブとなる。
【０１１８】
　このフラグにより、Ｉピクチャの先頭の位置が特定できる。これをフォーマットに反映
する場合には、二つの方法がある。
【０１１９】
　第１の方法は、図１１（ａ）に示すように、ＶＯＢＵ（またはＳＯＢＵ）３３に区分す
る際にこの情報を使用してフォーマットする場合である。
【０１２０】
　これにより、ＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）の先頭が常にＩピクチャの先頭と一致するため、Ｖ
ＯＢＵ（ＳＯＢＵ）毎の再生が容易にできることになる。この場合、図１１（ａ）に示す
ように常にＩピクチャのデータをＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）内の先頭に位置させるために、必
要に応じてパディングパケットがＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）内に挿入される。
【０１２１】
　また、第２の方法として、図８および図１０に示すように各Ｉピクチャの先頭位置を管
理領域に記録することにより、後に説明するＦＦ或いはＦＲ等の特殊再生等に利用できる
。
【０１２２】
　実際のシステムでは、Ｉのスタートアドレスだけでは、ＳＴＢ部からのＩデコード終了
割り込みを利用する必要があることから、ＳＴＢ部へ余分なデータが流れてしまい、効率
が悪い。
【０１２３】
　そこで、さらに、第２の情報として、図１（ｂ）に示すユニット開始表示（ユニットス
タートインジケータ）をサポートする。
【０１２４】
　すると、Ｉピクチャのエンドアドレスが特定できるため、さらに、無駄なデータの読み
出しをしないファーストフォワードＦＦ或いはファーストリワインドＦＲ等の特殊再生を
実現することができる。
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【０１２５】
　このユニットスタートインジケータによって各ピクチャのスタートアドレスが特定でき
る。Ｉピクチャのエンドアドレスは、図８および図９に示すように管理情報として書き込
まれる。
【０１２６】
　また、ここで、本実施の形態では、アドレス情報として、論理ブロックアドレスを使用
している。これは、エラー情報などにより、実際の物理アドレスとは、スキッピングなど
を行うため、一致しない。特にＤＶＤ－ＲＡＭなどの場合には、傷や指紋などの汚れによ
っても、エラーは発生するため、さらに違ってくる。そのため、論理ブロックアドレスは
ファイルシステムなどにより、物理アドレスへと変換される。
【０１２７】
　また、アドレス情報として考えられるものとしては、論理ブロックアドレスだけでなく
、例えば、転送時間で示し、その時間情報から対応表を用いて、論理ブロックアドレスに
変換し、さらに、物理アドレスに変換する方法なども考えられる。つまり、アドレス情報
とは、対応表などを参照して、または、計算などを介して、物理アドレスに変換でき得る
情報を指す。
【０１２８】
　第３の情報は、図１（ｄ）、図１１（ｃ）、図１３（ａ）～（ｃ）に示されるＴＳパケ
ットヘッダ内に含まれるスプライスカウントダウン（ＳＣＤ：　Ｓｐｌｉｃｅ　Ｃｏｕｎ
ｔＤｏｗｎ）で、これにより、編集可能な位置を特定できる。つまり、この単位で、論理
的な最小単位（ＤＶＤでは、ＣＥＬＬが該当する。）を区切れば、そこからの編集に利用
できる。
【０１２９】
　そのため、図１２（ａ）および図１３（ａ）に示すように、ＳＣＤ＝０のＴＳパケット
を先頭にしたＴＳパックがセルの先頭にくるように調整する。こうしてセルをアラインす
ることにより、図１３（ｂ）に示すようにセル単位での編集が可能となり、さらに、図１
３（ｃ）に示すように編集後でも、セル間でのシームレス再生が可能となる。
【０１３０】
　第４の情報は、図１（ｄ）に示されるＰＣＲを利用して、図８および図１０に示すよう
にセルまたはＶＯＢＵの再生時間を表示する方法である。
【０１３１】
　ここで、ＰＣＲはＴＳパケットの転送到着リファレンス時間を示しており、毎ＴＳパケ
ットについているわけではない。が、ＴＳストリームは、リアルタイムに再生されるべき
データであるため、再生時間とほぼ同じ時間を示す可能性が高い。しかしながら、再生時
間に関しては、ペイロードに含まれているために、スクランブルを解かない限り利用でき
ないため、録再ＤＶＤストリーマでは、利用できない。
【０１３２】
　このため、ＰＣＲ情報とその時間データを取り込むＳＴＣを利用して、再生時の表示を
行う。これにより、だいたいの再生時間が表示できるようになる。ただし、ＰＣＲをサポ
ートしていない場合には、再生を開始した時をＳＴＣ＝０とし、その後カウントを開始し
てその時々のＳＴＣの値を再生時間とする。
【０１３３】
　第５の情報は、図１１（ｂ）、図１２（ａ）～（ｃ）のＰＡＴ、ＰＭＴパケットで、こ
れらのパケットには、番組を再生すべき各データのＰＩＤが記録されている。これらは、
数１００ｍｓ～数ｓ間隔で挿入されており、番組を途中から再生する場合には、このデー
タにより再生が開始される。
【０１３４】
　そのため、これを利用して、図１１（ｂ）、図１２（ａ）～（ｃ）に示すように、デー
タの区切りとして使うことができる。
【０１３５】
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　ここで、ＤＶＤ―ビデオフォーマットに合わせて考えると、次の４種類の切り分けに利
用できる。
【０１３６】
　まず、第１に、図１１（ｂ）に示すように、ＶＯＢＵ（またはＳＯＢＵ）の先頭をＰＡ
Ｔパケットの先頭と合わせることにより、ＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）毎の途中再生が可能とな
る。ただし、ここで、問題なのは、ＰＡＴの後のビデオデータが必ずしもＩピクチャから
始まっているとは限らないため、Ｉピクチャを見つけるまで、若干のタイムラグ生じる可
能性がある。そのため、ＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）に関しては、前記Ｉピクチャでの切り分け
の方が望ましいと考えられる。
【０１３７】
　第２に、図１２（ａ）に示すように、セルの先頭をＰＡＴパケットの先頭と合わせるこ
とにより、セルの区切りとする。ただし、ＰＡＴの出現頻度が、数１００ｍｓ～数ｓオー
ダーであるため、数ＰＡＴおきにセルの区切れを設定することになる。しかしながら、こ
の方法では、編集点を基準にしていないため、編集などを行うと、連続性を損なわれ、シ
ームレスな再生は保証できなくなる。そのため、前記のＳＣＤによるセルの切り分けの方
が望ましい。
【０１３８】
　第３に、図１２（ｂ）で示すように、プログラムの切り分けをＰＡＴにより、行うこと
が考えられる。これにより、ＰＧジャンプ、ＰＧＳＫＩＰなどが対応できるようになる。
ただし、ＰＡＴの出現頻度が、数１００ｍｓ～数ｓオーダーであるため、数十～数百ＰＡ
Ｔおきにプログラムの区切れを設定することになる。
【０１３９】
　第４に、図１２（ｃ）で示すように、ＰＧＣの切り分けをＰＡＴにより、行うことが考
えられる。これにより、ＰＧＣジャンプ、ＰＧＣＳＫＩＰなどが対応できるようになる。
ただし、ＰＡＴの出現頻度が、数１００ｍｓ～数ｓオーダーであるため、数百～数千ＰＡ
ＴおきにＰＧＣの区切れを設定することになる。
【０１４０】
　また、ＳＴＢ部の識別コードは、接続されているＳＴＢ部の受信できるデジタル放送の
種類を示している。これにより、再生時に、接続しているＳＴＢ部を調べ、記録時と同じ
ＳＴＢ部を選択して再生することができる。さらに、このコードで、再生時間の表示に関
する動作を代えることもできる。
【０１４１】
　ＳＴＢ部が再生時間をレコーダに出力する命令をサポートしている場合には、定期的に
再生時間をＳＴＢ部より取り込み、表示する。この値が再生時間としては一番、正しいこ
とになる。
【０１４２】
　次に、図１４を参照して衛生放送に対応可能なＤＶＤ録再機のシステム構成について説
明する。
【０１４３】
　図１４において、符号５０は、ＲＡＭディスクであり、このＲＡＭディスク５０は、デ
ィスクドライブ部５１で駆動され、また、ディスクドライブ部５１によってデータプロセ
ッサ（Ｄ－ＰＲＯ）５２との間でデータが授受される。データプロセッサ５２には、デー
タを一時的に保存する一時記憶部５３が接続されている。
【０１４４】
　図１４の録再機は、ＭＰＥＧのビットストリームおよび／または通常ビデオ信号を、記
録／再生できるように構成されている。これらのビットストリームおよびビデオ信号は、
単独で、あるいは混在して記録可能となっている。
【０１４５】
　図１４のシステムのデコーダ部５９は、メモリを有する分離部６０を含み、この分離部
６０には、データプロセッサ５２から再生データが転送される。
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【０１４６】
　再生データは、分離部６０でビデオデータ、副映像データおよびオーディオデータ（い
ずれもパケットデータ）に分離され、ビデオデータは、縮小画像（サムネールピクチャ）
生成部６２を有するビデオデコード部６１に転送され、副映像データおよびオーディオデ
ータは、副映像デコーダ６３およびオーディオデコーダ６４にそれぞれ転送される。
【０１４７】
　これらビデオデコード部６１および副映像デコーダ６３でデコードされたビデオデジタ
ル信号および副映像デジタル信号は、ビデオプロセッサ（Ｖ－ＰＲＯ）部６５で合成され
てビデオミキシング部６６に供給される。ビデオミキシング部６６は、ビデオデジタル信
号をフレーム毎に一時的に記憶するフレームメモリ７３に接続され、外部から供給された
テキストデータ等がビデオフレーム中に合成処理されてビデオデジタル信号がＤ／Ａ変換
器６７に供給され、Ｄ／Ａ変換されたビデオ信号がＴＶモニタ６８に出力される。ビデオ
デジタル信号は、インターフェース６９を介して外部に取り出すことができる。
【０１４８】
　また、オーディオデコーダ６４からのオーディオデジタル信号は、Ｄ／Ａ変換器７０に
供給され、Ｄ／Ａ変換されたオーディオ信号がスピーカ７２に出力される。オーディオデ
ジタル信号は、同様にインターフェース７１を介して外部に取り出すことができる。
【０１４９】
　なお、ビデオデコード部６１の縮小画像（サムネールピクチャ）生成部６２は、主ＭＰ
Ｕ８０からの縮小ＯＮの命令に基づいて転送されたビデオデータの縮小画像のビデオ信号
を生成し、これをビデオプロセッサ部６５に供給してＴＶモニタ６８に縮小画像を表示す
ることができる。主ＭＰＵ８０には、外部から指令、例えば、再生（ＰＬＡＹ）、停止（
ＳＴＰ）、記録位置に関するマークを付すマーカ等の指示をするためのキーを備えたキー
入力部１０３および表示部１０４が接続されている。
【０１５０】
　図１４に示されたシステムのエンコーダ部７９には、外部のＡＶ機器８１或いはＴＶチ
ューナ８２からＡＶ入力が可能であり、また、ＳＴＢ部８３からデジタル放送データが入
力可能である。ＳＴＢ部８３には、デジタル放送データを受信する衛星放送アンテナが接
続されている。
【０１５１】
　外部のＡＶ機器８１或いはＴＶチューナ８２からのＡＶ信号は、Ａ／Ｄ変換器８４でデ
ジタル化され、デジタルオーディオ信号は、オーディオエンコーダ部８６に供給され、デ
ジタルビデオ信号は、セレクタ８５を介してビデオエンコーダ８７に供給され、ＭＰＥＧ
圧縮される。
【０１５２】
　文字情報等の字幕情報がＴＶチューナ８２から出力されている場合には、この字幕情報
は、副映像エンコーダ８８に供給され、ランレングス圧縮される。
【０１５３】
　エンコーダ部８６、８７、８８でエンコードされたデータは、バッファメモリ部９１が
接続されているフォーマッタ部９０に供給され、このフォーマッタ部９０でパケットヘッ
ダが付されたビデオパケット、オーディオパケット並びに副映像パケットに格納され、さ
らにパックヘッダが付されてパック構造に変換される。
【０１５４】
　これらパックは、図２（ｄ）に示すようにＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）単位にまとめられ、さ
らに、多数のＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）でセルに構成され、セルの集合としてのビデオオブジ
ェクトＶＯＢ（ＳＯＢ）に、また、必要であれば、ビデオオブジェクトセットが定められ
る。
【０１５５】
　これらのフォーマットの過程で、ＴＶチューナ８２で発生される切り分け情報を参照し
て、管理情報がフォーマッタ部９０で生成される。例えば、切り分け情報を参照してＰＧ
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Ｃ情報が作成される。
【０１５６】
　生成された管理情報およびパックデータは、データプロセッサ部５２に送られ、データ
プロセッサ部５２において主ＭＰＵ８０の管理データ作成部８０Ｂで作成され、この管理
データ作成部８０Ｂから与えられた管理データテーブルに生成された管理情報が格納され
、ディスクドライブ部５１を介して光ディスク５０に管理データと共にパックデータが記
録される。
【０１５７】
　ＳＴＢ部８３からは、選択した番組、すなわちタイトルに相当するＭＰＥＧ２トランス
ポートストリームが直接フォーマッタ部９０に供給され、図１に示すようにフォーマット
されると共に管理情報が生成され、データプロセッサ部５２において管理情報が所定の管
理データテーブル内に格納され、この管理データテーブル並びにトランスポートパケット
は、同様にディスクドライブ部５１を介して光ディスク５０に記録される。
【０１５８】
　ＳＴＢ部８３は、デコーダを内臓し、ＴＳパケット内のＡＶデータがデコードされてそ
れぞれオーディオ信号並びにビデオ信号に変換され、オーディオ信号並びにビデオ信号は
、それぞれＤ／Ａ変換器７０、６７を介してスピーカ７２およびＴＶモニタ６８に供給さ
れる。
【０１５９】
　光ディスク５０に供給されたＴＳパック３４は、データプロセッサ部５２およびディス
クドライブ部５１を介してデコーダ部５９の分離部６０に供給され、分離部６０では、ス
トリームＩＤ並びにサブストリームＩＤを参照してその内のパケットデータがＴＳパケッ
トデータである旨を検知し、そのＴＳパケットをＴＳパケット転送部１００に分配するこ
ととなる。
【０１６０】
　ＴＳパケット転送部１００は、ＴＳパケット３８をＳＴＢ部８３に所定の転送タイミン
グを供給することとなる。このＴＳパケット内のデータは、ＳＴＢ部８３でデコードされ
、デコードされたオーディオ信号並びにビデオ信号は、それぞれＤ／Ａ変換器７０、６７
を介してスピーカ７２およびＴＶモニタ６８に供給される。
【０１６１】
　なお、上述した記録再生動作は、デコーダ部５９並びにエンコーダ部７９は、システム
タイムクロック１０２の管理下でデータの転送等が実行される。
【０１６２】
　次に、録画処理および再生処理について図１５から図２３を参照して説明する。
【０１６３】
　始めに録画時のデータ処理について図１５、図１６および図１７に示すフローチャート
を参照して説明する。
【０１６４】
　まず、ステップＳ１０でＭＰＵ部８０がキー入力部１０３から録画命令受けると、録画
処理が開始される。
【０１６５】
　ステップＳ１１でドライブ部５１によって光ディスク５０から管理データが読み込まれ
、ステップＳ１２で示すように空き容量があるかがチェックされる。空き容量がない場合
には、ステップＳ１３に示すように空き容量がない旨の表示が表示部１０３に表示され、
ステップＳ１４に示すように処理が終了する。
【０１６６】
　空き容量がある場合には、ステップＳ１５に示すように空き容量に相当する領域中に書
き込み領域を決定する。すなわち、書き込みアドレスが決定される。次に、決定された領
域に録画データを書き込むために管理領域にそのアドレスを書き込み、ビデオデータの書
き込みスタートアドレスをドライブ部５１に設定し、データを記録する準備を行う。次に
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、ステップＳ１６に示すようにＳＴＢ部８３からＥＰＧ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐｒｏ
ｇｒａｍ　Ｇｕｉｄｅ）を読み出す命令を出す。
【０１６７】
　ＭＰＵ部８０からの要求に応じてＳＴＢ部８３は、そのときの最新のＥＰＧを用意する
。すなわち、ＳＴＢ部８３は、最新のＥＰＧを受信し、ワークメモリに保存する。受信し
た、或いは、ＳＴＢ部８３内のワークメモリに保存してあるＥＰＧデータは、ＭＰＵ部８
０に返信される。
【０１６８】
　ＭＰＵ部８０は、ステップＳ１７に示すようにそのＥＰＧデータを表示してユーザに記
録する番組を選ばせることとなる。その後、記録する番組が決定されると、ステップＳ１
８に示すようにＭＰＵ部８０は、ＳＴＢ部８３に対してサポート情報を出力する命令を出
し、ＳＴＢ部８３からサポート情報がＭＰＵ部８０に取り込まれる。また、この時にサポ
ート情報とともにＳＴＢ識別コードもＳＴＢ部８３からＭＰＵ部８０に取り込まれる。サ
ポート情報は、ＭＰＵ部８０内のサポート管理情報検出部８０Ｃで検出される。
【０１６９】
　このとき、サポート情報がＳＴＢ部８３内に無い場合には、録画中に、該当の情報があ
るかどうかがチェックされて、該当情報がその代用となる。ＭＰＵ部８０は、ＳＴＢ部８
３へ録画する目的の番組を指定し、受信を開始させる。
【０１７０】
　ＭＰＵ部８０は、ステップＳ１９に示すように光ディスク５０の管理領域に管理情報を
書き込む指示をする。すなわち、ＶＭＧＩにＶＴＳを登録し、ビデオタイトルセットのた
めの管理データテーブルとしてのＶＴＳＩが作成されてこれにサポート情報が書き込まれ
る。あるいは、ステップＳ１９において、図６のＳＴＲ＿ＶＭＧＩが作成される。
【０１７１】
　なお、ＤＶＤ＿ＲＴＲ（アナログビデオを内部でＭＰＥＧデータに変換してリアルタイ
ムレコーディングを行なうシステム）では、上記ＶＭＧＩおよびＶＴＳＩの役割は、ＲＴ
Ｒビデオマネージャ情報（ＲＴＲ＿ＶＭＧＩ）に統合されている。よって、ＤＶＤ＿ＲＴ
Ｒレコーダをストリーマとして利用するときは、ＶＭＧＩおよびＶＴＳＩ（またはＳＴＲ
＿ＶＭＧＩ）を、適宜ＲＴＲ＿ＶＭＧＩに読み変えればよい。
【０１７２】
　ＭＰＵ部８０は、ステップＳ２０に示すように録画のための初期設定としてＳＴＣ部１
０２の時間をリセットする。ここで、ＳＴＣ部１０２はシステムのタイマーでこの値を基
準に録画並びに再生が実行される。また、ファイルシステムにＶＭＧおよびＶＴＳファイ
ルのデータを書き込み、ＶＭＧＩおよびＶＴＳＩに必要な情報を書き込む。
【０１７３】
　このとき、サポート情報が判明している場合には、その判明しているサポート情報が書
き込まれる。さらに、各部へ録画設定を行う。このとき、フォーマッタ部に図１１から図
１３を参照して説明したような各データの区切りを設定し、また、ＴＳパケットを受け取
る設定がなされる。
【０１７４】
　録画を開始する際には、図１６のステップＳ２１に示すように録画開始の設定が各部に
なされる。具体的には、フォーマッタ部９０に録画開始の命令が与えられ、フォーマッタ
部９０で録画開始されて録画データのフォーマット作業が開始される。
【０１７５】
　録画が開始されると、フォーマッタ部のバッファＲＡＭが一杯になる前に定期的にＭＰ
Ｕ部８０は、ステップＳ２２に示すように切り分け情報、すなわち、図１１から図１３を
参照して説明したデータの区分け情報の更新の入力があるかをチェックし、ある場合には
、ステップＳ２３に示すようその切り分け情報がＭＰＵ部９０のワークＲＡＭ９０Ａに保
存される。
【０１７６】
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　切り分け情報の保存後、或いは、切り分け情報の更新がない場合には、ステップＳ２４
ー１において録画終了のキー入力があったかがチェックされる。録画終了のキー入力があ
る場合には、ステップＳ２８の録画終了の処理が実行される。録画終了のキー入力がない
場合には、ステップＳ２４ー２に示すように光ディスク５０中の空き領域の容量がチェッ
クされ、残り容量が算出される。
【０１７７】
　この残り容量が所定の値以下になったかがステップＳ２５においてチェックされる。所
定値に以下となっていない場合には、再びステップＳ２４に戻され、定期的に残り容量が
チェックされる。残り容量が所定値以下になった場合には、ステップＳ２６において残り
残り容量が少ない処理がなされる。
【０１７８】
　その後、ステップＳ２７において録画可能容量がないかがチェックされる。録画可能容
量が十分であれば、再びステップＳ２２に戻され、ステップＳ２２からＳ２６が繰り返さ
れる。
【０１７９】
　録画可能容量がない場合には、ステップＳ２８に示す録画終了処理が実行される。この
録画終了処理においては、フォーマッタ部９０から残ったデータに対する切り分け情報が
取り込まれ、その情報がワークＲＡＭ８０Ａに追加され、それらのデータが管理データ（
ＶＭＧＩ、ＶＴＳＩ；またはＲＴＲ＿ＶＭＧＩ；もしくはＳＴＲ＿ＶＭＧＩ）に記録され
るとともにファイルシステムに記録したデータに対する情報が記録される。その後、ステ
ップＳ２９に示すように録画動作が終了される。
【０１８０】
　図１４に示したシステムにおける録画動作におけるビデオ信号の流れについて詳述すれ
ば、次のようになる。
【０１８１】
　まず、ＳＴＢ部８３から入力されたＴＳパケットがフォーマッタ部に入力される。ここ
で、ＳＴＣの値から、転送開始からの時間を読み込み、その時間を管理情報として、バッ
ファＲＡＭ９１に保存される。この情報は、切り分け情報と共に、ＭＰＵ部８０に送られ
、管理情報に記録される。また、切り分け情報としてＶＯＢＵ（またはＳＯＢＵ）の切り
分け情報、セルの切り分け情報、プログラムの切り分け情報、ＰＧＣの切り分け情報が作
成され、定期的に、ＭＰＵ部８０に送られる。
【０１８２】
　ここで、ＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）の切り分け情報としては、ＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）の先頭
アドレス、ＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）の再生時間、Ｉピクチャのスタートアドレスおよびエン
ドアドレスがある。Ｉピクチャのスタートアドレスには、ＴＳパケット内のランダムアク
セスインジケータがアクティブになっているＴＳパケットが記録されているパックのアド
レスが設定される。
【０１８３】
　Ｉピクチャのエンドアドレスには、ランダムアクセスインジケータがアクティブになっ
た後に、ＴＳパケット内のユニットスタートインジケータがアクティブになっているＴＳ
パケットの直前のビデオデータが格納されるＴＳパケットがＩピクチャのエンドパケット
であるのでこのＴＳパケットが記録されているパックのアドレスが設定される。
【０１８４】
　また、ＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）の再生時間には、ＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）の転送開始から転
送終了までの時間で代用される。
【０１８５】
　フォーマッタ部９０は、バッファメモリ部９１にＴＳパケットデータを一時保存し、そ
の後、入力されたＴＳパケットデータをパック化して、図２（ｅ）に示すようなパック列
になるようにフォーマットして、Ｄ－ＰＲＯ部５２に入力する。
【０１８６】
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　Ｄ－ＰＲＯ部５２は、１６パック毎にまとめてＥＣＣグループとして、エラー訂正デー
タを付加してドライブ部５１へ送る。ただし、ドライブ部５１がディスクへの記録準備が
できていない場合には、一時記憶部５３に転送し、データを記録する準備ができるまで待
ち、用意ができた段階で記録を開始する。ここで、一時記憶部５３は、高速アクセスで数
分以上の記録データを保持するため、大容量メモリが想定される。
【０１８７】
　ただし、マイコンは、ファイルの管理領域などを読み書きするために、Ｄ－ＰＲＯ部５
２へマイコンバスを通して、読み書きすることができる。
【０１８８】
　ここで、録画終了時に、消去禁止フラグ（プロテクトフラグあるいはアーカイブフラグ
）をクリアし、消去許可とする。つまり、記録初期時には、消去を可能としている。
【０１８９】
　次に、再生時のデータ処理について図１７および図１８を参照して説明する。
【０１９０】
　ＭＰＵ部８０が再生命令を受けると、ステップＳ３０に示すように再生処理が開始され
る。ステップＳ３１に示すようにディスク５０がディスクドライブ部５１で検索されてデ
ィスク５０のチェックが実行される。
【０１９１】
　ディスク５０のチェックにおいて、ディスク５０に欠陥等がある場合には、ステップＳ
３２でエラー処理が施されてステップＳ３３に示すように再生が終了される。
【０１９２】
　ディスク５０に問題がなければ、ステップＳ３４に示すように接続されているＳＴＢ部
８３がチェックされ、その識別コードが取り込まれる。その後、ステップＳ３５に示すよ
うにディスク５０の管理領域がディスクドライブ部５１で検索されてＤ－ＰＲＯ部５２を
介してその管理情報（ＶＭＧＩ、またはＳＴＲ＿ＶＭＧＩを含むＳＴＲＩ）が読み込まれ
、ステップＳ３６に示すように再生するタイトルセット（または１以上のＰＧＣ）を選択
することが可能となる。
【０１９３】
　ステップＳ３６で再生するタイトルセット（ＰＧＣ）がユーザによって決定されてその
アドレスが決定されると、ＭＰＵ部８０は、次にドライブ部５１に決定されアドレスのリ
ード命令を送ることとなる。従って、ステップＳ３７に示すように決定されたタイトルセ
ット（ＰＧＣ）のＶＴＳＩ（またはＳＴＲ＿ＶＭＧＩ）が読み込まれ、その内のＰＧＣＩ
（またはプレイリストサーチポインタ）がワークＲＡＭ８０Ａに保存される。
【０１９４】
　ここで、ステップＳ３８に示すように選択されたタイトルセット中から接続されている
ＳＴＢ部８３に対応するタイトル、或いは、ＰＧＣ（プログラムＰＧでも良い。）の全て
が表示される。この表示に基づいて、ユーザは、ステップＳ３９に示すように再生するタ
イトル、或いは、ＰＧＣ（または、プログラム）を選択し、決定することとなる。
【０１９５】
　その後、ステップＳ４０に示すように図７または図９に示される管理情報内のサポート
情報が読み出され、サポート情報に基づく各部のセットが実行される。すなわち、ステッ
プＳ４１に示すようにランダムアクセスインジケータがサポートされているかが確認され
、サポートされていれば、ステップＳ４２に示すようにＩピクチャに基づくＦＦおよびＦ
Ｒの特殊再生を許可する旨のフラグがセットされる。
【０１９６】
　ランダムアクセスインジケータがサポートされていない場合には、ステップＳ４３に示
すようにＰＡＴがサポートされているかが確認される。ＰＡＴがサポートされていれば、
ステップＳ４４に示すようにＰＡＴに基づくＦＦおよびＦＲの特殊再生を許可する旨のフ
ラグがセットされる。ＰＡＴもサポートされていない場合には、ステップＳ４５に示すよ
うにＦＦおよびＦＲの特殊再生を禁止する旨のフラグがセットされる。
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【０１９７】
　サポート情報に基づくセットが終了すると、ステップＳ４６に示すように再生を開始す
るプログラム番号およびセル番号が決定される。ＭＰＵ部８０は、ＳＴＢ部８３に対して
内部バスを介してＴＳパケットを再生する命令を送ることとなる。また、ＭＰＵ部８０は
、分離部６０に対してＴＳパケットをＳＴＢ部８３に送る初期設定を実行するとともにＶ
ミキシング部６６に対してＳＴＢ部８３から送られるビデオ信号を表示処理可能に設定す
る（図１８のステップＳ４７）。
【０１９８】
　ドライブ部５１は、ＭＰＵ部８０から送られた命令に従って、すなわち、決定されたプ
ログラム番号およびセル番号に従って、ディスク５０からセクタデータが読み出される。
そして、Ｄ－ＰＲＯ部５２において読み出されたデータのエラーが訂正され、パックデー
タとしてデコーダ部５９に出力される。
【０１９９】
　デコーダ部５９においては、分離部６０は、そのストリームＩＤ並びにサブストリーム
ＩＤからＴＳパケットである旨を判断してＴＳパケットをＴＳパケット転送部１００に送
り、ＴＳパケットは、ＳＴＢ部８３に転送される（ステップＳ４７）。
【０２００】
　ここで、ＳＴＢ部８３は、送られたＴＳパケットをデコードすることになる。通常放送
受信の場合には、送られたデータをそのまま書き込んでいたが、内部バスによるデータの
受け渡し時には、ＲＥＣ信号、ＡＣＫ信号を用いて、次のようにする。すなわち、ＳＴＢ
部８３が消費するバッファが空いた際にＲＥＣ信号をアクティブにする。そして、分離部
６０でデータの転送の用意ができたら、バスにデータを流す毎にＡＣＫ信号をアクティブ
にする。こうすることで、ＳＴＢ部８３よりデータ転送の要求があった際に、データを転
送するようにしている。
【０２０１】
　送られたＴＳパケットデータは、ＳＴＢ部８３で再生され、ビデオデータは、Ｖミキシ
ング部６６を経由してＴＶ信号に変換され、ＴＶモニタ６８に表示される。オーディオ信
号もＤ／Ａ部９０に送られ、音声に変換され、スピーカ７２から再生される。
【０２０２】
　再生中、定期的にＰＣＲのデータがＳＴＣにセットされ、ＳＴＣの内容が再生時間とし
て表示される。また、ＳＴＢ部８３から再生時間を転送することができる場合には、定期
的に再生時間データが転送され、表示される。ただし、ＳＴＢ部８３で、ビデオデータ内
のＰＴＳを基に再生時間を表示できる場合には、その再生時間が表示に使用される。
【０２０３】
　再生時には、図１８のステップＳ４８に示すようにセルを単位として処理される。ＭＰ
Ｕ部８０は、セル再生処理後エラー等が原因でドライブ部５１が停止していないかどうか
を、常にチェックしている（ステップＳ４９）。ドライブが停止されている場合には、ス
テップＳ５０に示すようにその再生動作が終了される。
【０２０４】
　ドライブ部５１が動作している間は、常に最終セルか否かがチェックされ（ステップＳ
５１）、最終セルでない場合には、セル番号がステップＳ５２に示すようにカウントアッ
プされてステップＳ４８に示すセル再生処理に戻される。
【０２０５】
　ステップＳ５１において最終セルに達すると、再生終了かがステップＳ５３においてチ
ェックされ、再生終了でない場合には、再度ステップＳ４８に戻され、他のプログラム（
または他のプレイリスト）或いはＰＧＣのセルの再生が開始される。
【０２０６】
　ステップＳ５３において、再生終了である場合には、再生終了に伴う処理がステップＳ
５４で実行され、その後、ステップＳ５５に示すように再生動作を終了する。
【０２０７】
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　次に、図１８に示したセル再生時の処理の詳細について図１９を参照して説明する。
【０２０８】
　始めに、図１８のステップＳ４８に相当するセル再生時の処理が図１９のステップＳ６
０に示すように開始されると、ステップＳ６１に示すようにセルの再生処理開始の要求が
あるかがチェックされる。セル再生処理の要求がない場合には、ステップＳ６２でＶＯＢ
Ｕ（またはＳＯＢＵ）が連続しているか否かがチェックされる。
【０２０９】
　ＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）が連続している場合には、ステップＳ６５に示すようにＦＦキー
が入力されたかがチェックされる。
【０２１０】
　ＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）が連続していない場合には、ステップＳ６３に示すようにＰＧＣ
Ｉ（または図１０のＳＯＢＩ）が参照されて再生開始アドレス（論理ブロック番号ＬＢＮ
）が決定される。そして、ステップＳ６４に示すように、このアドレスでドライブ部５１
にデータ読み出しの命令が出され、ドライブ部５１が検索を開始することとなる。
【０２１１】
　その後、再生開始アドレスからセルの再生が開始され、再生中において同様にステップ
Ｓ６５に示すようにＦＦ再生キーが入力されたかがチェックされる。
【０２１２】
　ステップＳ６５においてＦＦ再生キーが入力されている場合には、ステップＳ６６にお
いてＦＦ再生が許可されているかが確認される。ＦＦ再生が許可されていない場合には、
ステップＳ６７に示すように「放送局の都合によりＦＦ再生ができません。」の表示がな
され、ステップＳ７１に移行される。ここで、ＦＦ動作の禁止として画面に「放送局の都
合によりＦＦできません」との表示が出される場合とは、サポート情報にＩピクチャの特
定もまたＰＡＴのサポートもない場合が該当する。
【０２１３】
　ＦＦ再生が許可されている場合には、ステップＳ６８に示すようにＦＦの処理が実行さ
れる。ＦＦ処理の実行中にエラー等が原因でドライブ５１が停止したか否かがチェックさ
れ（ステップＳ６９）、ドライブ５１が停止された場合には、ステップＳ７０に示すよう
にＦＦ処理並びに再生処理が終了される。
【０２１４】
　ステップＳ６５においてＦＦ再生キーが入力されていない場合には、また、ステップＳ
６７においてＦＦ不可の表示がなされた場合には、あるいはステップＳ６９においてドラ
イブ５１が停止していない場合は、ステップＳ７１に示すようにＳＴＢ部８３が再生時間
を出力するタイプであるかがチェックされる。
【０２１５】
　ＳＴＢ部８３が再生時間を出力するのであれば、ステップＳ７２に示すようにＳＴＢ部
８３から出力される再生時間が表示される。ＳＴＢ部８３が再生時間を出力しない場合に
は、ステップＳ７３に示すようにサポート情報を参照して転送されてくるＴＳパケットの
管理データ中に時刻情報が記述されたＰＣＲがあるかが確認される。
【０２１６】
　ＰＣＲ対応であれば、ステップＳ７５に示すようにそのＴＳパケットの管理データ内の
ＰＣＲの値が表示されてステップＳ７６に移行される。ＰＣＲ対応でなければ、ＳＴＣ部
１０２の時刻が表示（ステップＳ７４）されてステップＳ７６に移行される。
【０２１７】
　ステップＳ７６においては、セルが最後に相当するかが確認され、最後のセルでない場
合には、再びステップＳ６５に戻されて再びステップＳ６５からステップＳ７５が実行さ
れる。
【０２１８】
　セルが最後に相当する場合には、ステップＳ７７に示すようにそのセル内のＶＯＢＵ（
またはＳＯＢＵ）の再生が終了するのを待つこととなり、その後、ＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）
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の再生が終了すると、ステップＳ７８に示すように、既に説明した図１８のステップＳ５
４に移行される。
【０２１９】
　さらに、特殊再生を図２０から図２３を参照して説明する。この特殊再生の実例では、
ＦＦ再生に関して説明するが、ＦＲ再生に関しても同様であるので、その説明は、ＦＦ再
生と同様として省略する。
【０２２０】
　ステップＳ６８に示すＦＦ再生処理は、図２０および図２１に示すフローが実行される
。
【０２２１】
　すなわち、ＦＦ処理がステップＳ８０で開始されると、ＳＴＢ部８３にＩピクチャのみ
再生の命令が出される（ステップＳ８１）。ステップＳ８２に示すようにＴＳパケットが
ランダムアクセスインジケータをサポートしているか否かがサポート情報を参照して確認
され、サポートしていない場合には、ステップＳ８４に示すようにＰＡＴによるＦＦ処理
に移行される。このＰＡＴによるＦＦ処理については、図２３を参照して後に説明する。
【０２２２】
　ＴＳパケットがランダムアクセスインジケータをサポートしている場合には、ステップ
Ｓ８３に示すように転送中のＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）がセル中における最後のＶＯＢＵ（Ｓ
ＯＢＵ）に相当するかが確認される。最後のＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）の場合には、ステップ
Ｓ８６に示すように次のＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）中の先頭Ｉピクチャアドレスを読み出して
ステップＳ８７に移行される。ＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）が最後のＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）に相
当しない場合には、２つ先のＩピクチャスタートアドレスを読み出して（ステップＳ８５
）、ステップＳ８７に移行される。
【０２２３】
　ステップＳ８７においては、ユニットスタートインジケータがサポートされているかが
調べられる。
【０２２４】
　サポートしている場合（ステップＳ８７イエス）には、ステップＳ９１に示すように転
送割り込みフラッグがクリアされ、次のＩピクチャエンドアドレスが読み出される。そし
て、ステップＳ９２に示すようにドライブ部５１にＩピクチャのスタートアドレスおよび
エンドアドレスを指定して読み込み命令が与えられてＩピクチャスタートアドレスおよび
ＩピクチャエンドアドレスでＩピクチャデータが読み出される。
【０２２５】
　ステップＳ９３において、ドライブ部５１に、データの転送終了割り込み、すなわち、
ドライブ部５１からの割り込みを待ち、そのＩピクチャデータの転送が終了したか否かが
確認される。
【０２２６】
　転送が終了している場合には、ステップＳ９１に戻されて次のＩピクチャを再生するた
めに再びステップＳ９１およびステップＳ９２が実行される。Ｉピクチャデータの転送が
終了していない場合には、ステップＳ９４に示すようにストップ（ＳＴＯＰ）キー或いは
プレー（ＰＬＡＹ）キーが押されたかが確認される。
【０２２７】
　これらキーが押されていない場合には、再びステップＳ９３に戻されてＩピクチャデー
タの転送を待つこととなる。ステップＳ９４において、キーが押さた場合には、図２１に
示すステップＳ９５に移行される。
【０２２８】
　ステップＳ８７において、ユニットスタートインジケータがサポートされていない場合
（ステップＳ８７ノー）には、ステップＳ８８に示すように始めにＩピクチャ再生割り込
みフラグがクリアされ、ドライブ部５１にＩピクチャのスタートアドレス、連続読みだし
を指定して読み込み命令が出される。
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【０２２９】
　その後、ステップＳ８９に示すようにＩピクチャのデコード終了割り込み、すなわち、
ＳＴＢ部８３からの割り込みを待ち、割り込みがある場合には、ステップＳ８８に戻され
、再びステップＳ８８およびステップＳ８９が実行される。
【０２３０】
　割り込みがない場合には、ステップＳ９０に示すようにストップ（ＳＴＯＰ）キー或い
はプレー（ＰＬＡＹ）キーが押されたかが確認される。これらキーが押されていない場合
には、再びステップＳ８９に戻されてＳＴＢ部８３からの割り込みを待つこととなる。ス
テップＳ９０において、キーが押さた場合には、図２１に示すステップＳ９５に移行され
る。
【０２３１】
　ここで、割り込み処理（図２０のステップＳ８９）については、図２２に示すように実
行される。すなわち、ステップＳ１２０に示すように割り込み処理が開始されると、ステ
ップＳ１２１において割り込みの要因がチェックされる。
【０２３２】
　この要因がドライブ部５１からの転送終了割り込み処理であれば、ステップＳ１２２に
示すように転送終了割り込みフラグがセットされ、ＳＴＢ部８３からのＩピクチャ再生割
り込み処理であれば、Ｉピクチャ再生割り込みフラグがセットされる。また、タイマー割
り込み処理であり、ＳＴＢ部８３が再生時間出力対応のタイプであれば、ＳＴＢ部８３か
ら再生時間が取り込まれ、ワークＲＡＭにセットされる。これらセットの後に対応するス
テップが実行される。
【０２３３】
　図２１のステップＳ９５において、入力されたキーが停止の場合には、ステップＳ９６
に示すように停止命令がセットされて、ステップＳ９７に示すように、再生終了時の処理
（図１８のステップＳ５４）がされて再生が終了される。
【０２３４】
　ステップＳ９５において、ＰＬＡＹキーが押されている場合には、ステップＳ９８に示
すように次のＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）のＩピクチャスタートアドレスで読み出し命令がそれ
ぞれドライブ部５１に与えられ、ステップＳ９９に示すようにそのアドレスでデータの読
み出しが開始され、次々にデータが読み出される。その後、ステップＳ１００に示すよう
に処理フローが図１８のステップＳ４８に戻され、ＦＦ再生の処理が終了する。
【０２３５】
　なお、ＦＲ再生に関しては、取り出すＩピクチャの位置がＦＦとは逆方向になっただけ
であり、図２０および図２１のフローを援用することができる。また、ＴＳパケットの構
造がパケットアクセスポインタを備える構造においては、特殊再生時に以下のような処理
がなされる。
【０２３６】
　ＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）がＩピクチャ毎に区分されている場合には、ＴＳパケットがＶＯ
ＢＵ（ＳＯＢＵ）毎にアラインされているのでパケットアクセスポインタはなくてもよい
。しかしＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）がＩピクチャ毎に区分されていない場合には、ランダムア
クセスポインタを利用して再生を実行する場合に問題が生じる。
【０２３７】
　すなわち、Ｉピクチャのスタートアドレスによってパックを読み出そうとする場合には
、ＩピクチャがＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）の先頭に位置されているとは限らないことから、パ
ックのデータ領域のスタート位置とＴＳパケットの区分け（スプリット）開始位置とが一
致していない恐れがある。その場合には、このパケットアクセスポインタ（たとえば図３
（ｄ）の０ｘ２ｅ）により、ＴＳパケットの区分け（スプリット）開始場所が決定される
。
【０２３８】
　図２０に示したステップＳ８４におけるＰＡＴ（プログラムアソシエーションテーブル
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）によるＦＦ処理は、図２３に示すように処理される。
【０２３９】
　ＰＡＴによるＦＦ処理がステップＳ１０１で開始されると、ステップＳ１０２に示すよ
うに転送されたＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）がセル中の最後のＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）かどうかが
判断される。最後のＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）の場合には、ステップＳ１０４に示すように次
のセルの先頭のＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）のスタートアドレスが読み出される。転送されたＶ
ＯＢＵ（ＳＯＢＵ）が最後のＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）でない場合には、ステップＳ１０３に
示すように２つ先のＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）のスタートアドレスが読み出される。
【０２４０】
　次に、ステップＳ１０５に示すようにＩピクチャ再生割り込みフラグがクリアされ、ド
ライブ部５１にＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）のスタートアドレスおよびエンドアドレスを指定し
て読み込み命令を出し、Ｉピクチャのデコード終了割り込み、すなわち、ＳＴＢ部からの
割り込みを待つこととなる。
【０２４１】
　ステップＳ１０６において、Ｉピクチャ再生の割り込みがある場合には、再びステップ
Ｓ１０５に戻されることとなる。Ｉピクチャ再生の割り込みがなく、転送が終了した後は
、ステップＳ１０７に示すようにストップ或いはプレーのキー入力があったか否かがチェ
ックされる。キー入力がない場合には、ステップＳ１０６に戻される。
【０２４２】
　ステップＳ１０８において、入力されたキーがストップ（ＳＴＯＰ）か否かが確認され
る。ストップの場合には、ステップＳ１０９においてドライブ部５１に停止命令が与えら
れて、ステップＳ１１０に示すように、再生終了の処理（図１８のステップＳ５４）がな
される。
【０２４３】
　入力されたキーがプレー（ＰＬＡＹ）の場合には、ステップＳ１１１に示すように次の
ＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）のＩピクチャスタートアドレスで読み出し命令がそれぞれドライブ
部５１に与えられ、ステップＳ１１２に示すようにそのアドレスでデータの読み出しがが
開始され、次々にデータが読み出される。その後ステップＳ１１３に示すように図１８の
ステップＳ４８に戻され、ＦＦ再生の処理が終了される。
【０２４４】
　次に、この発明の一実施の形態に係るストリームデータについて説明をする。
【０２４５】
　図２４は、ストリームデータ（図１のＭＰＥＧ２トランスポートストリームに対応）の
データ構造を説明する図である。
【０２４６】
　ストリームデータは、ストリームデータ内の映像情報のコンテンツ毎にストリームオブ
ジェクト（ＳＯＢ）としてまとまって記録されている。図２４（ｆ）ではその内の１個の
ＳＯＢについて示され、ＳＯＢ＃Ａ２９８で表現されている。
【０２４７】
　ＤＶＤ－ＲＡＭディスクにこのストリームデータを記録する場合には２０４８バイト毎
のセクタを最小単位として記録される。さらに１６個のセクタをまとめて１個のＥＣＣブ
ロックとし、同一ＥＣＣブロック内でインターリーブ（データ配列順序の並び替え）とエ
ラー訂正用の訂正コードの付加が行われる。
【０２４８】
　この実施の形態では、１個もしくは複数のＥＣＣブロック単位でストリームブロックが
構成される。そして、このストリームブロック単位で、ストリーム情報の記録および／ま
たは部分消去が行なわれる。この実施の形態では、何個のＥＣＣブロックでストリームブ
ロックが構成されるかは、転送されるストリームデータの転送レートに応じて変わる。
【０２４９】
　デジタル放送では、１個のトランスポンダに、複数の番組がパケット化された形で時分
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割されて転送されてくる。例えば第２の番組を情報記憶媒体に記録する場合には、図１４
のＳＴＢ部８３で番組２のトランスポートパケット（図３のＴＳパケット）のみが抽出さ
れる。その時、ＳＴＢ部８３では、各トランスポートパケットを受信した時刻情報を、タ
イムスタンプ（図３のＡＴＳ）の形で付加する。
【０２５０】
　その後、ＩＥＥＥ１３９４の転送方式によって図１４のフォーマッタ部９０にデータを
転送する場合には、上記タイムスタンプ（ＡＴＳ）とトランスポートパケット（ＴＳパケ
ット）の組が細かく分割（segmented）されて転送される。このフォーマッタ部９０では
、ＩＥＥＥ１３９４で転送されてきたストリームデータが図２４（ａ）の形に一旦戻され
て、図１４の情報記憶媒体５０に記録される。
【０２５１】
　すなわち、各セクタの先頭には、システムクロック情報などが記録されたパックヘッダ
およびＰＥＳヘッダが配置される（図２４（ｃ）、図３９参照）。各ストリームブロック
先頭のセクタのみ、ＰＥＳヘッダの直後にストリームブロックヘッダ１１が記録される。
各ストリームブロックの２番目以降のセクタでは、ＰＥＳヘッダの直後に、ストリームブ
ロックヘッダではなく、セクタデータヘッダ１２、１３が記録される。
【０２５２】
　図２４（ｃ）（ｉ）のデータエリア２１、２２、２３、２４には、図２４（ａ）に示し
たタイムスタンプ（ＡＴＳ）、トランスポートパケットが逐次詰め込まれる。
【０２５３】
　ただし、図２４（ｂ）の例では、１個のトランスポートパケットｄが２つのセクタ（Ｎ
ｏ．０とＮｏ．１）に跨って記録されている。
【０２５４】
　このように１つのトランスポートパケットを複数セクタに分けて記録することにより、
１個のセクタサイズよりも大きなサイズを持つパケットを記録できるようになる。
【０２５５】
　デジタル放送では、トランスポートストリームと呼ばれるマルチプログラム対応の多重
・分離方式を採用しており、１個のトランスポートパケットのサイズが比較的小さい（１
８８バイトまたは１８３バイト）場合が多い。
【０２５６】
　一方、図２４のデータ構造の例では、前述したように、１セクタサイズが２０４８バイ
トあり、各種ヘッダサイズを２０４８バイトセクタサイズから差し引いても１個のデータ
エリア２１、２２、２３、２４内にはデジタル放送用のトランスポートパケットが１０個
前後記録できる。
【０２５７】
　それに対してＩＳＤＮなどのデジタル通信網では１パケットサイズが４０９６バイトも
ある大きなロングパケットが転送される場合がある。
【０２５８】
　この発明では、１個のパケットを、複数のデータエリアに連続して跨るように記録でき
るようになっている。こうすることで、デジタル放送などのように１個のデータエリア内
に複数個のトランスポートパケットが記録される場合だけでなく、ＩＳＤＮのロングパケ
ットのようにパケットサイズの大きなパケットの場合でも記録できるようになる。
【０２５９】
　すなわち、デジタル放送用のトランスポートパケットあるいはデジタル通信用のロング
パケットなどは、パケットサイズに依ることなく、全てのパケットをストリームブロック
内に端数無く記録することができる。
【０２６０】
　ストリームブロック内に余り部分が生じた場合には、パディングデータ（データが未記
録である領域と認識できる情報）が記録される。すなわち図２４（ｂ）（ｅ）のように、
ストリームブロック＃１内の最後のトランスポートパケットｆの後ろにエンドコード３１
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が配置され、残りの部分がパディングエリア３６とされる。
【０２６１】
　図２５は、図２４に示されたストリームブロックヘッダの内部構造を説明する図である
。
【０２６２】
　図２４（ｄ）のセクタＮｏ．１の最初のアクセスポイントの値として、セクタＮｏ．１
のデータエリア２２のサイズよりも大きな値に設定することにより、セクタＮｏ．１内に
記録されたパケットの次にくるパケットに対応するタイムスタンプの位置が、次以降のセ
クタに存在することが示される。
【０２６３】
　上記セクタデータヘッダと同様な情報が、ストリームブロックヘッダ１１内のセクタデ
ータヘッダ情報６１３（図２５）にも記録されている。
【０２６４】
　ストリームブロック全体に関する情報が記録されているストリームブロック情報６１２
内の情報は、以下のものから構成されている：
　＊レコードタイム６２２（情報記憶媒体に記録した年月日と時刻情報）；
　＊トランスポートパケット属性６２３（トランスポートパケットに関する属性情報）；
　＊ストリームブロックサイズ６２４（該当するストリームブロックのデータサイズ（Ｅ
ＣＣブロック数で記載））；
　＊ストリームブロック時間差６２５（該当するストリームブロック内の時間範囲情報）
。
【０２６５】
　このストリームブロック時間差は、図２４（ｂ）を例にとれば、
　［ストリームブロック時間差］＝［ストリームブロック＃２内で最初にくるタイムスタ
ンプ値］－［タイムスタンプａの値］
　で計算される。
【０２６６】
　図１４のフォーマッタ部９０は、図２４（ａ）の形で入力されたストリームデータを、
図２４（ｃ）（ｉ）の形に変換して、Ｄ－ＰＲＯ部５２へ入力する。
【０２６７】
　Ｄ－ＰＲＯ部５２は、１６セクタ毎に入力データをまとめてＥＣＣブロックにして、デ
ィスクドライブ部５１へ送る。
【０２６８】
　ただし、ディスクドライブ部５１において記録準備ができていない場合には、送られて
きたＥＣＣブロックデータを一時記憶部５３へ転送して一時記憶し、記録準備ができるま
で待つ。ディスクドライブ部５１において記録準備ができた段階で、一時記憶部５３に一
時記憶されたデータが読み出しされて、情報記憶媒体への記録が開始される。ここで、一
時記憶部５３は高速アクセスで数分以上の記録データを保持できるように、大容量メモリ
になっている。
【０２６９】
　この発明の一実施形態におけるストリームデータ記録再生装置（図１４）内での信号の
流れは、以上のようになっている。
【０２７０】
　上記の説明で示したように情報記憶媒体５０に記録されるストリームデータはフォーマ
ッタ部９０内で図２４（ｃ）（ｉ）の構造に変換される。
【０２７１】
　この発明の一実施形態では、同一のトランスポートパケットが異なるストリームブロッ
クに跨って記録されることが禁止される場合、バッファメモリに一時記録されたタイムス
タンプとパケットデータをストリームブロック毎に切り分ける際に、タイムスタンプとト
ランスポートパケットの組が完全に１個のストリームブロック内に収まるようにする必要
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がある。
【０２７２】
　一方、この発明の一実施形態では、同一のトランスポートパケットを、異なるセクタ（
例えば図２４（ｄ）のＮｏ．０とＮｏ．１）に跨って記録することができる。その場合、
セクタ毎に分割する処理では、各データエリア２１、２２、２３、２４に割り当てられた
所定サイズに従って、無造作に分割が行われる。
【０２７３】
　デジタル放送では、映像情報はＭＰＥＧ２規格に従って圧縮され、そのＩ、Ｂ、Ｐピク
チャー情報が、異なるトランスポートパケットに記録されて転送されてくる。
【０２７４】
　トランスポートパケット内は、トランスポートパケットヘッダおよびペイロードで構成
されている。
【０２７５】
　Ｉピクチャー情報が記録されている最初のトランスポートパケットでは、ランダムアク
セスインジケータ（図１（ｃ）のＡＵＳＭ対応）に”１”のフラグが立つ。また、Ｂ、Ｐ
ピクチャー情報が記録されている最初のトランスポートパケットには、ペイロード単位開
始インジケータに”１”のフラグが立つ。
【０２７６】
　これらランダムアクセスインジケータ（ＡＵＳＭ）およびペイロード単位開始インジケ
ータの情報を利用して、図２５（ｅ）のＩーピクチャマッピングテーブル６４１（アクセ
スユニット開始マップのテーブル）およびＢ、Ｐピクチャ開始位置マッピングテーブル６
４２（アクセスユニット終了マップのテーブル）の情報が作成される。
【０２７７】
　図２５（ｄ）のトランスポートパケットマッピングテーブル６３２内の各マッピングテ
ーブルはビットマップ形式で構成されている。
【０２７８】
　例えば１個のストリームブロック内にｎ個のトランスポートパケットが記録されていた
場合には、図２５（ｄ）のトランスポートパケット数６３１の値が”ｎ”となる。
【０２７９】
　この場合、図２５（ｅ）の各マッピングテーブルは「ｎビットデータ」からなる。そし
て、ストリームブロック内に前から並んでいる個々のトランスポートパケットに対して、
この「ｎビットデータ」それぞれの１ビットずつが割り当てられている。
【０２８０】
　図２６は、図２４に示されたセクタデータヘッダの内部構造を説明する図である。
【０２８１】
　図２４（ｃ）（ｉ）のセクタデータヘッダ１２、１３は、データエリア２１、２２、２
３、２４内のデータ配列情報を示す。
【０２８２】
　これらのセクタデータヘッダは、図２６に示すように、最初のアクセスポイント６５１
およびトランスポートパケット接続フラグ６５２で構成されている。
【０２８３】
　図２４（ｂ）に示すようにトランスポートパケットｄは２個のセクタに跨って記録され
ている。この場合、セクタ内の最後のタイムスタンプが”１”に設定される。また、トラ
ンスポートパケットが次のセクタへ跨った場合には、トランスポートパケット接続フラグ
６５２が”１”に設定される。
【０２８４】
　図２４（ｂ）の例では、次のセクタへ跨ったトランスポートパケットｄの次にくるタイ
ムスタンプ先頭位置のデータエリア２２内のアドレスが、図２６（ｂ）の最初のアクセス
ポイント６５１内に記録（ビット単位の表現）されている。
【０２８５】
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　この発明の一実施の形態では、最初のアクセスポイント６５１の値として、データエリ
ア２１、２２、２３、２４のサイズよりも大きな値を指定可能にしている。こうすること
で、セクタサイズよりも大きなサイズを有するパケットに対してもタイムスタンプ先頭位
置を指定することができる。
【０２８６】
　例えば、図２４（ｄ）のデータ構造において、１個のパケットがセクタＮｏ．０からセ
クタＮｏ．２まで跨って記録され、そのパケットに対するタイムスタンプがＮｏ．０のデ
ータエリア２１内の最初の位置に記録されるとともに、その次のパケットに対するタイム
スタンプがセクタＮｏ．２のデータエリア内のＴビット目に配置されている場合を考える
。
【０２８７】
　この場合、セクタＮｏ．０の最初のアクセスポイントの値は”０”、セクタＮｏ．１の
最初のアクセスポイントの値は”セクタＮｏ．１のデータエリア２２サイズ　＋　Ｔ”と
なり、セクタＮｏ．２の最初のアクセスポイントの値は”Ｔ”となる。
【０２８８】
　この発明の一実施の形態では、基本的にストリームブロック先頭位置から再生は開始さ
れる。が、希なケースとして、ストリームブロック内の２番目以降のＥＣＣブロック先頭
位置から再生が開始される場合もあり得る。
【０２８９】
　図２４において同一のトランスポートパケットｄが２個のセクタ（セクタＮｏ．０とセ
クタＮｏ．１）に跨って記録されている例に示すように、２番目以降のＥＣＣブロック先
頭位置から再生を開始した場合には、何処に次のタイムスタンプ情報が記録されているか
を知る必要がある。
【０２９０】
　そのために、各セクタの先頭位置に独自のヘッダー情報（図２６（ａ）のセクタデータ
ヘッダ）を配置させる。その独自ヘッダー情報中に最初のアクセスポイント６５１を記録
することで、ストリームブロック内の２番目以降のＥＣＣブロックの先頭位置から、容易
に再生を開始することができる。
【０２９１】
　ＳＯＢとは、オリジナルＰＧＣに属するストリームデータである。ＳＯＢのデータ構造
は、「動画および関連オーディオの一般的な符号化システム（ＩＳＯ／ＩＥＣ１３８１８
ー１）」に記述されたプログラムストリームに従っている。ＳＯＢは１種類のデータ、す
なわちストリームデータのみで構成されている。
【０２９２】
　ＳＯＢのデータ構造は、ストリームパックのシーケンスで定義される。このストリーム
パックは、一定サイズ（２０４８バイト）を持っている。このサイズはＤＶＤディスクフ
ァミリの論理ブロックサイズと同じである。各ストリームパックは論理ブロック内に記録
される。
【０２９３】
　図２７は、ストリームオブジェクト（ＳＯＢ）に対するＭＰＥＧ規格上の制約を説明す
る図である。
【０２９４】
　すなわち、（１）ＳＯＢはシステムヘッダを持たず、（２）ＳＯＢの最初のパック内の
システムクロックリファレンス（ＳＣＲ）は任意の値を取ることができ、（３）ＭＰＥＧ
のプログラムエンドコードは持たず、（４）ストリームｉｄは全てのＰＥＳパケット内に
おいてＢＦｈ（プライベートストリーム２）に等しい。
【０２９５】
　ナビゲーションデータとは、任意のビットストリームに対する記録、再生および編集の
制御を行なうためのデータである。ＤＶＤストリーム記録においては、ナビゲーションデ
ータは「ストリーマ情報（ＳＴＲＩ）」と呼ばれる。
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【０２９６】
　図２８は、ＤＶＤストリーマ情報（ＳＴＲＩ）内のナビゲーションデータ（図９の制御
情報２５に対応）の構造を説明する図である。図２８に示すように、ストリーマ情報ＳＴ
ＲＩは、以下の情報で構成されている。
【０２９７】
　すなわち、（１）ストリーマビデオマネージャ情報（ＳＴＲ＿ＶＭＧＩ）と、（２）ス
トリームファイル情報テーブル（ＳＦＩＴ）と、（３）オリジナルＰＧＣ情報（ＯＲＧ＿
ＰＧＣＩ）と、（４）ユーザ定義ＰＧＣ情報テーブル（ＵＤ＿ＰＧＣＩＴ）と、（５）テ
キストデータマネージャ（ＴＸＴＤＴ＿ＭＧ）と、（６）アプリケーションプライベート
データマネージャ（ＡＰＤＴ＿ＭＧ）とによって、ＳＴＲＩは構成されている。
【０２９８】
　図２８のＳＴＲ＿ＶＭＧＩ、ＳＦＩＴ、ＯＲＧ＿ＰＧＣＩ、ＵＤ＿ＰＧＣＩＴ、および
ＴＸＴＤＴ＿ＭＧは、その順で、ＳＲ＿ＭＡＮＧＲ．ＩＦＯという名のファイルに記録さ
れる。
【０２９９】
　一方、図２８のＡＰＤＴ＿ＭＧは、ＳＲ＿ＡＤＡＴＡ．ＤＡＴという名のファイルに記
録される。
【０３００】
　図２８のＳＴＲＩのサイズが５１２ｋバイトを越えない限りは、”００ｈ”等で符号化
されたスタッフィングを上記（１）～（６）の情報テーブル間に挿入するしないは自由で
ある。ただし、このようなスタッフィングを（１）～（６）の情報テーブル内に挿入する
ことはできない。
【０３０１】
　なお、ＳＲ＿ＭＡＮＧＲ．ＩＦＯというファイルに記述された情報の多くは、ストリー
マ装置（図１４等）のシステムメモリに格納されることが想定されている。
【０３０２】
　図２８のストリーマビデオマネージャ情報ＳＴＲ＿ＶＭＧＩは、ビデオマネージャ情報
管理テーブル（ＶＭＧＩ＿ＭＡＴ）およびプレイリストサーチポインタテーブル（ＰＬ＿
ＳＲＰＴ）により構成されている。
【０３０３】
　図２９は、図２８に示されたストリームファイル情報テーブル（ＳＦＩＴ）の構造を説
明する図である。
【０３０４】
　ストリームファイル情報テーブルＳＦＩＴは、ストリーマの動作に直接関与する全ての
ナビゲーションデータを含んでいる。すなわち、（１）ストリームファイル情報テーブル
情報（ＳＦＩＴＩ）と、（２）１以上（ｎ個）のＳＯＢストリーム情報（ＳＯＢ＿ＳＴＩ
＃ｎ）と、（３）ストリームファイル情報（ＳＦＩ）とによって、ＳＦＩＴは構成されて
いる。
【０３０５】
　上記ストリームファイル情報テーブル情報ＳＦＩＴＩは、ストリームファイルの数を示
すＳＦＩ＿Ｎｓと、ＳＯＢストリーム情報の数を示すＳＯＢ＿ＳＴＩ＿Ｎｓと、ＳＦＩＴ
の終了アドレスを示すＳＦＩＴ＿ＥＡと、ＳＦＩの開始アドレスを示すＳＦＩ＿ＳＡとを
含んでいる。
【０３０６】
　図３０は、図２９に示されたストリームファイル情報（ＳＦＩ）の構造を説明する図で
ある。
【０３０７】
　ストリームファイル情報ＳＦＩは、（１）ストリームファイル一般情報（ＳＦ＿ＧＩ）
と、（２）１以上（ｎ個）のＳＯＢ情報サーチポインタ（ＳＯＢＩ＿ＳＲＰ＃ｎ）と、（
３）１以上（ｎ個）のＳＯＢ情報（ＳＯＢＩ＃ｎ）とで、構成されている。
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【０３０８】
　図３１は、図３０に示されたストリームファイル一般情報（ＳＦ＿ＧＩ）の内容を説明
する図である。
【０３０９】
　ストリームファイル一般情報ＳＦ＿ＧＩは、ＳＯＢ情報の数を示すＳＯＢＩ＿Ｎｓと、
ＳＯＢＵ１個あたりのセクタ数によりＳＯＢＵのサイズを示すＳＯＢＵ＿ＳＩＺと、マッ
ピング時間単位シフトを示すＭＴＵ＿ＳＨＦＴとを含んでいる。
【０３１０】
　ＳＯＢＵ＿ＳＩＺはＳＯＢＵのサイズをセクタ数で記述したもので、固定値（３２）を
持つ。このことは、各マッピングリストにおける最初のエントリが、ＳＯＢの最初の３２
セクタ内に含まれるアプリケーションパケットに関係していることを、意味する。また、
各マッピングリストにおける２番目のエントリは次の３２セクタ内に含まれるアプリケー
ションパケットに関係している。以下同様である。
【０３１１】
　上記マッピング時間単位シフトＭＴＵ＿ＳＨＦＴは、ＰＡＴ記述フォーマットに対する
マッピングリストエントリのＬＳＢ（リーストシグニフィカントビット）の重み付けを記
述したものである。このＭＴＵ＿ＳＨＦＴは１８と記述される。
【０３１２】
　図３２は、図３０に示されたストリームオブジェクト情報（ＳＯＢＩ＃）の構造を説明
する図である。
【０３１３】
　図３２に示すように、各ストリームオブジェクト情報ＳＯＢＩは、（１）ＳＯＢＩ一般
情報（ＳＯＢＩ＿ＧＩ）と、（２）マッピングリスト（ＭＡＰＬ）と、（３）アクセスユ
ニットデータ（ＡＵＤ）とで構成される（ＡＵＤはオプション）。
【０３１４】
　図３３は、図３２に示されたストリームオブジェクト情報一般情報（ＳＯＢＩ＿ＧＩ）
の内容を説明する図である。
【０３１５】
　図３３に示すように、ストリームオブジェクト情報一般情報ＳＯＢＩ＿ＧＩは、（１）
ＳＯＢ形式を示すＳＯＢ＿ＴＹと、（２）ＳＯＢ記録時間を示すＳＯＢ＿ＲＥＣ＿ＴＭと
、（３）ＳＯＢストリーム情報番号を示すＳＯＢ＿ＳＴＩ＿Ｎと、（４）アクセスユニッ
トデータフラグを示すＡＵＤ＿ＦＬＡＧＳと、（５）ＳＯＢ開始ＡＰＡＴを示すＳＯＢ＿
Ｓ＿ＡＰＡＴと、（６）ＳＯＢ終了ＡＰＡＴを示すＳＯＢ＿Ｅ＿ＡＰＡＴと、（７）該当
ＳＯＢの最初のＳＯＢＵを示すＳＯＢ＿Ｓ＿ＳＯＢＵと、（８）マッピングリストエント
リの数を示すＭＡＰＬ＿ＥＮＴ＿Ｎｓとを含んでいる。
【０３１６】
　上記ＳＯＢ＿ＴＹは、一時消去（ＴＥ）状態を記述したビットおよびコピー世代管理シ
ステムを記述したビットを含むことができる。
【０３１７】
　上記ＳＯＢ＿ＲＥＣ＿ＴＭは、ＤＶＤストリーム記録の日時記述フォーマットにより関
連ＳＯＢの記録時間を記述したものである。
【０３１８】
　上記ＳＯＢ＿ＳＴＩ＿Ｎは、該当ＳＯＢに対して有効なＳＯＢ＿ＳＴＩのインデックス
を記述したものである。
【０３１９】
　上記ＡＵＤ＿ＦＬＡＧＳは、該当ＳＯＢに対してアクセスユニットデータ（ＡＵＤ）が
存在するかどうか、また存在するならどんな種類のＡＵＤが存在するのかを記述したもの
である。ＡＵＤが存在する場合は、ＡＵＤ＿ＦＬＡＧＳにより、ＡＵＤの特性の幾つかが
記述される。
【０３２０】
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　ＡＵＤ自体は、テーブル（ＡＵＳＭ）を含む一般情報（ＡＵ＿ＧＩ）、およびオプショ
ンテーブル（ＡＵＥＭ、ＰＴＳＬ）からなっている（図３４参照）。
【０３２１】
　上記ＳＯＢ＿Ｓ＿ＡＰＡＴは、ＳＯＢの開始アプリケーションパケット到着時間を記述
したものである。すなわち、そのＳＯＢに属する最初のパケットのパケット到着時間が、
ＳＯＢ＿Ｓ＿ＡＰＡＴにより記述される。ＳＯＢ＿Ｓ＿ＡＰＡＴは、ＤＶＤストリーム記
録のＰＡＴ記述フォーマットにより記述される。
【０３２２】
　ＰＡＴは２つの部分、すなわち基本部分と拡張部分に分けられる。基本部分は９０ｋＨ
ｚユニット値と呼ばれる部分であり、拡張部分は２７ＭＨｚで測った細かい値（less sig
nificant value）を示す。
【０３２３】
　上記ＳＯＢ＿Ｅ＿ＡＰＡＴは、ＳＯＢの終了アプリケーションパケット到着時間を記述
したものである。すなわち、そのＳＯＢに属する最後のパケットのパケット到着時間が、
ＳＯＢ＿Ｅ＿ＡＰＡＴにより記述される。ＳＯＢ＿Ｅ＿ＡＰＡＴは、ＤＶＤストリーム記
録のＰＡＴ記述フォーマットにより記述される。
【０３２４】
　上記ＳＯＢ＿Ｓ＿ＳＯＢＵは、開始ＳＯＢＵの数、つまりＳＯＢの最初のアプリケーシ
ョンパケットに含まれるＳＯＢＵの数を記述したものである。
【０３２５】
　上記ＭＡＰＬ＿ＥＮＴ＿Ｎｓは、ＳＯＢＩ＿ＧＩに続くマッピングリストエントリの数
を記述したものである。
【０３２６】
　図３４は、図３２に示されたアクセスユニットデータ（ＡＵＤ）の構造を説明する図で
ある。
【０３２７】
　アクセスユニットデータＡＵＤ（オプション）は、（１）アクセスユニット一般情報（
ＡＵ＿ＧＩ）と、（２）アクセスユニット終了マップ（ＡＵＥＭ）と、（３）再生タイム
スタンプリスト（ＰＴＳＬ）とを含むことができる。これらのパーツのどれが存在するか
は、ＳＯＢＩ＿ＧＩのＡＵＤ＿ＦＬＡＧＳにより示すことができる。
【０３２８】
　前述したＳＯＢＩ＿ＧＩのＡＵＤ＿ＦＬＡＧＳ（図３３）がアクセスユニットデータの
存在を示すときは、ＡＵ＿ＧＩだけが存在する。
【０３２９】
　図３５は、図３４に示されたアクセスユニット一般情報（ＡＵ＿ＧＩ）の内容を説明す
る図である。
【０３３０】
　アクセスユニット一般情報ＡＵ＿ＧＩは、アクセスユニットの数を示すＡＵ＿Ｎｓと、
アクセスユニット開始マップを示すＡＵＳＭとを含んでいる。
【０３３１】
　上記ＡＵ＿Ｎｓは、該当ＳＯＢに対するアクセスユニット数を記述したものである。同
時に、ＡＵＳＭがアクセスユニットの存在を示す場合において、このＡＵ＿Ｎｓは、（ア
クセスユニットの）ロケーションの数も記述している。
【０３３２】
　上記アクセスユニット開始マップＡＵＳＭは、該当ＳＯＢのどのＳＯＢＵがアクセスユ
ニットを含むのかを示すものである。ＳＯＢの各ＳＯＢＵに対しては、ＡＵＳＭのエレメ
ントは１個だけ存在する。それゆえ、ＡＵＳＭはマップリストエントリ数（ＭＡＰＬ＿Ｅ
ＮＴ＿Ｎｓ）のエレメントで構成されるとも言える。
【０３３３】
　各ＡＵＳＭエレメントは、対応ＳＯＢＵ内（あるいはその後のＳＯＢＵ内）の何処かで
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始まるアクセス可能なアクセスユニットを示している。ＡＵ＿Ｎｓアクセスユニットは、
ＡＵＳＭにより厳密に示されるもので、ビット”１”となっているＡＵＳＭのＡＵ＿Ｎｓ
ビットに等しい。
【０３３４】
　ＡＵＳＭはバイトアラインされている必要がある。もし連鎖状のＡＵＳＭエレメントが
８の整数倍のビット数でない（バイトアラインされていない）ときは、このＡＵＳＭの最
終バイトの残りのＬＳＢ（１または複数のＬＳＢ）にビット”０”のパッドを当てて、連
鎖状のＡＵＳＭエレメントが８の整数倍のビット数となる（バイトアラインされてる）よ
うにする。
【０３３５】
　図３６は、アクセスユニット開始マップ（ＡＵＳＭ；図８、図１０参照）とストリーム
オブジェクトユニット（ＳＯＢＵ；図２、図４、図１１参照）との対応関係を例示する図
である。
【０３３６】
　図示するように、ＡＵＳＭのうちビット”１”の部分が、対応ＳＯＢＵにアクセスユニ
ット（ＡＵ）が含まれることを示している。
【０３３７】
　いま、ＡＵＳＭ内でビットがセットされたｉ番目（１≦ｉ≦ＡＵ＿Ｎｓ）のビット位置
をＡＵＳＭ＿ｐｏｓ（ｉ）としてみる。すると、アクセスユニットＡＵの位置は次のよう
になる。
【０３３８】
　（１）もしＡＵＳＭ＿ｐｏｓ（ｉ）により示されるＳＯＢＵ＃ｉが１以上の開始ＡＵ（
これはストリーム内で（もしあるなら）ＡＵ＿ＳＴＡＲＴマークおよびＡＵ＿ＥＮＤマー
クにより記述される）を含むなら、ＡＵＳＭ＿ｐｏｓ（ｉ）は、ＳＯＢＵ＃ｉ内で開始す
る最初のＡＵに割り当てられる。ここで、ＳＯＢＵ＃ｉは、ＡＵＳＭ＿ｐｏｓ（ｉ）およ
び（ＡＵＥＭが存在するなら）ＡＵＥＭ＿ｐｏｓ（ｉ）により記述されたＳＯＢＵｓ内に
配置されたものである。
【０３３９】
　（２）ＡＵは、このＡＵ開始後に最初に現れるＡＵ＿ＥＮＤマークで終了し、かつ、Ａ
Ｕは、（もしＡＵＥＭが存在するなら）割り当てられたＡＵＥＭエレメントにより示され
る最後のＳＯＢＵで終了する。
【０３４０】
　なお、いずれのアクセスユニットデータにおいても、ＳＯＢの各ＳＯＢＵ１個当たりに
、２以上のアクセス可能なアクセスユニットを記述することはできない。
【０３４１】
　図３７は、アクセスユニット開始マップ（ＡＵＳＭ；図８、図１０参照）およびアクセ
スユニット終了マップ（ＡＵＥＭ；図８、図１０参照）とストリームオブジェクトユニッ
ト（ＳＯＢＵ；図２、図４、図１１参照）との対応関係を例示する図である。
【０３４２】
　ＡＵＥＭは、（もし存在するなら）ＡＵＳＭと同じ長さのビットアレイである。ＡＵＥ
Ｍのビットは、該当ＳＯＢのアクセスユニットに付随するビットストリームセグメントの
末尾がどのＳＯＢＵに含まれるのかを、示している。
【０３４３】
　ＡＵＥＭ内にセットされたビットの数はＡＵＳＭ内にセットされたビットの数に一致す
る。すなわち、ＡＵＳＭ内の各設定ビットは、ＡＵＥＭ内に対応してセットされたビット
を持つ。
【０３４４】
　いま、ＡＵＳＭ内でビットがセットされたｉ番目（１≦ｉ≦ＡＵ＿Ｎｓ）のビット位置
をＡＵＳＭ＿ｐｏｓ（ｉ）とし、ＡＵＥＭ内でビットがセットされたｉ番目（１≦ｉ≦Ａ
Ｕ＿Ｎｓ）のビット位置をＡＵＥＭ＿ｐｏｓ（ｉ）としてみる。この場合、以下の関係が
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ある。
【０３４５】
　（１）１≦ＡＵＳＭ＿ｐｏｓ（ｉ）≦ＡＵＥＭ＿ｐｏｓ（ｉ）≦ＭＡＰＬ＿ＥＮＴ＿Ｎ
ｓ；
　（２）ＡＵＳＭ＿ｐｏｓ（ｉ＋１）＞ＡＵＥＭ＿ｐｏｓ（ｉ）；
　（３）もしｉ＝＝ＡＵ＿ＮｓあるいはＡＵＳＭ＿ｐｏｓ（ｉ＋１）＞１＋ＡＵＥＭ＿ｐ
ｏｓ（ｉ）なら、ＡＵ＃ｉは、ＳＯＢＵ＃［ＡＵＥＭ＿ｐｏｓ（ｉ）］で終了する（１≦
ｉ≦ＡＵ＿Ｎｓ）；
　（４）もしＡＵＳＭ＿ｐｏｓ（ｉ＋１）＝＝１＋ＡＵＥＭ＿ｐｏｓ（ｉ）なら、ＡＵ＃
ｉは、ＳＯＢＵ＃［ＡＵＥＭ＿ｐｏｓ（ｉ）］で終了する。あるいは
ＳＯＢＵ＃［１＋ＡＵＥＭ＿ｐｏｓ（ｉ）］＝＝ＳＯＢＵ＃［ＡｕＳＭ＿ｐｏｓ（ｉ＋１
）］のところで終了する。つまり、ＡＵ＃ｉは、ＳＯＢＵ内においてＡＵ＃ｉ＋１が開始
するところで終了する（１≦ｉ≦ＡＵ＿Ｎｓ）。
【０３４６】
　図３８は、ストリームパック（図２～図４のＴＳパックに対応）の構造を説明する図で
ある。
【０３４７】
　図示するように、１つのストリームパック（２０４８バイト）は、パックヘッダ（１４
バイト）とストリームＰＥＳパケット（２０３４バイト）とで構成されている。
【０３４８】
　ストリームパックのパックヘッダは１４バイトで構成される。このパックヘッダには、
最初の４バイト（０００００１ＢＡｈ）にパックスタートコードが記録され；次の６バイ
トに、プロバイダが定義した、システムクロックリファレンスＳＣＲの基準（トータル３
２ビットのＳＣＲ＿ｂａｓｅ）、複数のマーカビットおよびシステムクロックリファレン
スＳＣＲの拡張（９ビットのＳＣＲ＿ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ）が記録され；次の３バイト（
０１８９Ｃ３ｈ）にプログラム多重化レート（２２ビットのｐｒｏｇｒａｍ＿ｍｕｘ＿ｒ
ａｔｅ）と複数のマーカビットが記録され；最後の１バイト（Ｆ８ｈ）には、パックスタ
ッフィング長（３ビットのｐａｃｋ＿ｓｔｕｆｆｉｎｇ＿ｌｅｎｇｔｈ）が記録され、さ
らに５ビットの予約エリアが設けられている。
【０３４９】
　ここで、ＳＣＲ＿ｂａｓｅの３２ビット目はゼロにセットされる。また、ｐｒｏｇｒａ
ｍ＿ｍｕｘ＿ｒａｔｅは１０．０８Ｍｂｐｓにセットされる。
【０３５０】
　なおストリーム記録ではアプリケーションが自分でスタッフィングを行なう（図３９を
参照して後述）ので、ＤＶＤＲＯＭビデオあるいはＤＶＤビデオレコーダ（ＤＶＤ－ＶＲ
）のようにパック長の調整を行なう必要はない。すなわち、ストリーム記録においては、
ストリームパケットが常に必要な長さを持っていると想定してよい。
【０３５１】
　一方、ストリームパックのストリームＰＥＳパケットは、次のようなデータ構造を持っ
ている。
【０３５２】
　図３９は、図３８に示されるストリームＰＥＳパケット内のストリームデータエリアの
構造を説明する図である。
【０３５３】
　図示するように、１つのストリームＰＥＳパケット（２０３４バイト）は、ＰＥＳヘッ
ダ（６バイト）と、サブストリームＩＤ（１バイト）と、ストリームデータエリア（２０
２７バイト）とで構成されている。
【０３５４】
　ストリームＰＥＳパケットのＰＥＳパケットヘッダには、最初の３バイト（０００００
１ｈ）にパケットスタートコードプリフィックス（２４ビットのｐａｃｋｅｔ＿ｓｔａｒ
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ｔ＿ｃｏｄｅ＿ｐｒｅｆｉｘ）が記録され；次の１バイトにストリームＩＤ（８ビットの
ｓｔｒｅａｍ＿ｉｄ＝１０１１１１１１ｂ；プライベートストリーム２を示す）が記録さ
れ；次の２バイト（０７ＥＣｈ）にＰＥＳパケット長（ＰＥＳ＿ｐａｃｋｅｔ＿ｌｅｎｇ
ｔｈ）が記録され；最後の１バイトにサブストリームＩＤ（８ビットのｓｕｂ＿ｓｔｒｅ
ａｍ＿ｉｄ＝００００００１０ｂ；ストリーム記録データを示す）が記録される。
【０３５５】
　図３９に示すストリームパケット内のストリームデータエリア（２０２７バイト）は、
アプリケーションヘッダ（９バイト）と、アプリケーションヘッダエクステンション（オ
プション）と、スタッフィングバイト（オプション）と、アプリケーションパケットエリ
アとで構成されている。
【０３５６】
　図３９のアプリケーションパケットエリアは、アプリケーションタイムスタンプ（図３
あるいは図２４のＡＴＳに対応）をそれぞれが持つ１以上のアプリケーションパケットで
構成される。
【０３５７】
　このアプリケーションパケットエリアは、図３（ｄ）と同様に構成できる（図３のＴＳ
パケットを図３９ではアプリケーションパケットに読み替える）。すなわち、アプリケー
ションパケットエリアの先頭にパーシャルアプリケーションパケットが記録され、その後
に、アプリケーションタイムスタンプＡＴＳとアプリケーションパケットとのペアが複数
ペア、シーケンシャルに記録され、末尾にパーシャルアプリケーションパケットが記録さ
れる。
【０３５８】
　別の言い方をすると、アプリケーションパケットエリアの開始位置には、パーシャルア
プリケーションパケットが存在できる。アプリケーションパケットエリアの終了位置には
、パーシャルアプリケーションパケットあるいは予約されたバイト数のスタッフィングエ
リアが存在できる。
【０３５９】
　各アプリケーションパケットの前に配置されたアプリケーションタイムスタンプ（ＡＴ
Ｓ）は３２ビットで構成される。ＡＴＳは、２つの部分、すなわち基本部分と拡張部分に
分けられる。基本部分は９０ｋＨｚユニット値と呼ばれる部分であり、拡張部分は２７Ｍ
Ｈｚで測った細かい値（less significant value）を示す。
【０３６０】
　図３９において、アプリケーションヘッダエクステンションは、アプリケーションパケ
ット～アプリケーションパケット間で異なり得る情報を格納するのに用いることができる
。このような情報は、必ずしも全てのアプリケーションに必要なものではない。
【０３６１】
　それゆえ、アプリケーションヘッダのデータフィールドは、ストリームデータエリア内
にオプションのアプリケーションヘッダエクステンションが存在することを記述するよう
に定義されいる。
【０３６２】
　ストリームの記録時において、最初のアプリケーションパケットのアプリケーションタ
イムスタンプＡＴＳの先頭バイトは、ストリームオブジェクトＳＯＢの始まりにおける最
初のストリームパケット内のアプリケーションパケットエリアの開始位置に、アラインさ
れている必要がある。
【０３６３】
　一方、ＳＯＢ内のその後のストリームパケットについては、隣接ストリームパケット境
界で、アプリケーションパケットが分割（スプリット）されてもよい。図３９のパーシャ
ルアプリケーションパケットは、この分割（スプリット）により生じたアプリケーション
パケットを示している。
【０３６４】
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　ストリームパケット内で開始される最初のアプリケーションタイムスタンプのバイトオ
フセット、およびそのストリームパケット内で開始されるアプリケーションパケットの数
は、そのアプリケーションヘッダ（図４０参照）に記述される。
【０３６５】
　こうすることにより、あるストリームパケット内において、最初のアプリケーションタ
イムスタンプの前および最後のアプリケーションパケットの後におけるスタッフィングが
、自動的に行われる。
【０３６６】
　すなわち、上記自動化メカニズムが、図３８の説明の所で述べた「アプリケーションが
自分でスタッフィングを行なう」ことに対応する。この自動スタッフィングにより、スト
リームパケットは常に必要な長さを持つことになる。
【０３６７】
　アプリケーションヘッダエクステンション（オプション）はエントリのリストからなる
。ここには、該当ストリームパケット内で開始する各アプリケーションパケットに対する
１バイト長の１エントリがある。これらエントリのバイトは、アプリケーションパケット
毎に異なり得る情報を格納するのに利用できる。
【０３６８】
　なお、１バイトのアプリケーションヘッダエクステンション（オプション）には、１ビ
ットのＡＵ＿ＳＴＡＲＴと、１ビットのＡＵ＿ＥＮＤと、２ビットのＣＯＰＹＲＩＧＨＴ
とが、記述される。
【０３６９】
　ＡＵ＿ＳＴＡＲＴが”１”にセットされると、関連アプリケーションパケットが、スト
リーム内にランダムアクセスエントリポイント（ランダムアクセスユニットの開始）を含
むことが示される。
【０３７０】
　ＡＵ＿ＥＮＤが”１”にセットされると、関連アプリケーションパケットがランダムア
クセスユニットの最終パケットであることが示される。
【０３７１】
　ＣＯＰＹＲＩＧＨＴには、関連アプリケーションパケットの著作権の状態が記述される
。
【０３７２】
　図４０は、図３９に示されたストリームデータエリア先頭のアプリケーションヘッダの
内容を説明する図である。
【０３７３】
　このアプリケーションヘッダは、１バイトのＶＥＲＳＩＯＮ（０１ｈ）と、１バイトの
ＡＰ＿Ｎｓと、２バイトのＦＩＲＳＴ＿ＡＰ＿ＯＦＦＳＥＴと、２ビットのＥＸＴＥＮＳ
ＩＯＮ＿ＨＥＡＤＥＲ＿ＩＮＦＯ（００ｂ、１０ｂ、あるいは１１ｂ）と、１ビットのＣ
ＣＩ＿ＥＳＣ用予約エリアと、５ビットの予約エリアと、２バイトのＳＥＲＶＩＣＥ＿Ｉ
Ｄと、１バイトのＭＡＸ＿ＢＲ＿ＬＯＧ２と、１バイトのＳＭＯ＿ＢＳ＿ＬＯＧ２とを、
含んでいる。
【０３７４】
　ここで、ＶＥＲＳＩＯＮには、アプリケーションヘッダフォーマットのバージョン番号
が記述される。
【０３７５】
　ＡＰ＿Ｎｓには、該当ストリームパケット内で開始されるアプリケーションパケットの
数が記述される。もしアプリケーションタイムスタンプの最初のバイトがストリームパケ
ット内に格納されているなら、アプリケーションパケットはそのストリームパケット内で
開始されると考えてよい。
【０３７６】
　ＦＩＲＳＴ＿ＡＰ＿ＯＦＦＳＥＴには、該当ストリームパケット内で開始される最初の
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アプリケーションパケットのタイムスタンプ位置が、このストリームパケットの最初のバ
イトからの相対値として、バイト単位で、記述される。もしストリームパケット内で開始
するアプリケーションパケットがないときは、ＦＩＲＳＴ＿ＡＰ＿ＯＦＦＳＥＴには「０
」が記述される。
【０３７７】
　ＥＸＴＥＮＳＩＯＮ＿ＨＥＡＤＥＲ＿ＩＮＦＯには、該当ストリームパケット内にアプ
リケーションヘッダエクステンションおよび／またはスタッフィングバイトが存在するか
否かが、記述される。
【０３７８】
　ＥＸＴＥＮＳＩＯＮ＿ＨＥＡＤＥＲ＿ＩＮＦＯの内容が００ｂの場合は、アプリケーシ
ョンヘッダの後にアプリケーションヘッダエクステンションもスタッフィングバイトも存
在しないことが示される。
【０３７９】
　ＥＸＴＥＮＳＩＯＮ＿ＨＥＡＤＥＲ＿ＩＮＦＯの内容が１０ｂの場合は、アプリケーシ
ョンヘッダの後にアプリケーションヘッダエクステンションがあるが、スタッフィングバ
イトは存在しないことが示される。
【０３８０】
　ＥＸＴＥＮＳＩＯＮ＿ＨＥＡＤＥＲ＿ＩＮＦＯの内容が１１ｂの場合は、アプリケーシ
ョンヘッダの後にアプリケーションヘッダエクステンションが存在し、かつアプリケーシ
ョンヘッダエクステンションの後にスタッフィングバイトも存在することが示される。
【０３８１】
　ＥＸＴＥＮＳＩＯＮ＿ＨＥＡＤＥＲ＿ＩＮＦＯの内容が０１ｂとなることは禁止されて
いる。
【０３８２】
　アプリケーションパケットエリアの前のスタッフィングバイト（オプション）は、「Ｅ
ＸＴＥＮＳＩＯＮ＿ＨＥＡＤＥＲ＿ＩＮＦＯ＝１１ｂ」によりアクティブになる。こうす
ることで、アプリケーションヘッダエクステンション内のバイト数と、アプリケーション
パケットエリア内に格納できるアプリケーションパケット数との間に矛盾が生じた場合に
「パッキングパラドクス」が起きるのを防止できる。
【０３８３】
　ＳＥＲＶＩＣＥ＿ＩＤには、ストリームを生成するサービスのＩＤが記述される。この
サービスが未知のものであれば、ＳＥＲＶＩＣＥ＿ＩＤに０ｘ００００が記述される。
【０３８４】
　ＭＡＸ＿ＢＲ＿ＬＯＧ２には、「ｌｅａｋｙ　ｂｕｃｋｅｔ　ｆｌｏｗ　ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　ｍｏｄｅｌ」における出力ビットレートパラメータのバイナリアルゴリズムが記述さ
れる。
【０３８５】
　ＳＭＯ＿ＢＳ＿ＬＯＧ２には、「ｌｅａｋｙ　ｂｕｃｋｅｔ　ｆｌｏｗ　ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　ｍｏｄｅｌ」におけるバッファサイズパラメータのバイナリアルゴリズムが記述され
る。
【０３８６】
　以上説明したようにこの発明によれば、ＡＵＳＭ、ＡＵＥＭ、および／またはサポート
情報を記録することができ、それにより、よりユーザフレンドリーなデータ管理ができる
。
【０３８７】
　なお、この発明は前述した実施の形態に限定されるものではなく、現在または将来の実
施段階では、その時点で利用可能な技術に基づき、その要旨を逸脱しない範囲で種々に変
形することが可能である。また、各実施形態は可能な限り適宜組み合わせて実施してもよ
く、その場合組み合わせた効果が得られる。さらに、上記実施形態には種々の段階の発明
が含まれており、開示される複数の構成要件における適当な組み合わせにより種々の発明
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が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件からいくつかの構成要件が削除
されても、この構成要件が削除された構成が発明として抽出され得る。
【符号の説明】
【０３８８】
　２５…制御情報；２７…ＶＯＢ一般情報（ＳＦ＿ＧＩ）；２８…ＶＯＢＵ情報テーブル
（ＳＦＩ）；２９…ＶＯＢＵ情報（ＳＯＢＩ）；３１…ＶＯＢ（ＳＯＢ）；３２…セル；
３３…ＶＯＢＵ（ＳＯＢＵ）；３４…ＴＳパック（ストリームパケット）；３８…ＴＳパ
ケット（アプリケーションパケット）；３９…ＴＳパケットの一部（パーシャルアプリケ
ーションパケット）；５０…ＲＡＭディスク（記録媒体）；５１…ディスクドライブ部；
５９…デコーダ部；７９…エンコーダ部；８０…主ＭＰＵ；８０Ａ…ワークＲＡＭ部；８
０Ｂ…管理データ作成部；８０Ｃ…サポート情報検出部；８０Ｄ…サポート情報追加部；
８３…ＳＴＢ部；９０…フォーマッタ部。

【図１】 【図２】
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