
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　補助信号の記録領域と主信号の記録領域とが連続して配置されて前記主信号の記録領域
に、
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マルチチャネルのアナログ音声信号がマルチチャネルの前方のみのチャネルからなるグ
ル－プと後方用およびＬＦＥ用のチャネルからなるグル－プとに配分されて前記前方のみ
のチャネルからなるグル－プと前記後方用およびＬＦＥ用のチャネルからなるグル－プ毎
に異なるサンプリング周波数でサンプリングされ、かつ前記前方のみのチャネルからなる
グル－プと前記後方用およびＬＦＥ用のチャネルからなるグル－プ毎の量子化ビット数で
量子化されたデジタル音声信号として記録され、更に、前記マルチチャネルと同一又は異
なるサンプリング周波数でサンプリングされ、かつ前記マルチチャネルと同一又は異なる
量子化ビット数で量子化され、ステレオ用の２チャネルのデジタル音声信号として記録さ
れるオーディオパックと、

前記オーディオパックに記録されているデジタル音声信号の前記前方のみのチャネルか
らなるグル－プと前記後方用およびＬＦＥ用のチャネルからなるグル－プのグル－プ毎の
サンプリング周波数および量子化ビット数が記録され、更に、前記ステレオ用の２チャネ
ルのサンプリング周波数および量子化ビット数が記録される量子化制御情報エリアと、

前記オーディオパックで構成される曲からなる曲グループ（アルバム）と、
前記曲に関するテキストデータであって前記曲グループ毎に設けられるテキストデータ

（ＡＴＸＴＤＴ）と、



　

　

　

　

　所定のフォ－マットにより記録したオーディオディスク。
【請求項２】
　請求項１記載のオーディオディスクに記録された信号を再生するオーディオディスク再
生装置であって、
　

　

　

　有するオーディオディスク再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オーディオディスクの再生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のオーディオ再生用光ディスクとしてはＣＤ（コンパクトディスク）が知られてい
る。また、ＣＤより高密度な光ディスクとしてＤＶＤ（デジタルビデオディスク）が知ら
れている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、ＤＶＤ（以下、ＤＶＤ－ビデオ）ではビデオ信号が主、オーディオ信号
が従として記録されるので、次のような問題点がある。
（１）オーディオ信号がビデオ信号と一体化されており、オーディオ信号の記録容量が少
ない。
（２）オーディオ信号の時間を管理することができない。
（３）曲名などの簡単な文字情報を取り出すことができない。
【０００４】
　また、ビデオに比べて、オーディオのユーザは使い方の層が幅広いので、ＣＤのように
ＴＯＣ（テーブルオブコンテント）の領域を設けることにより簡易な再生方法が求められ
る。しかしながら、ＤＶＤ－ビデオでは、ナビゲーションコントロールパック（ＣＯＮＴ
パック）と複数のビデオ（Ｖ）パック及びオーディオ（Ａ）パックによりビデオコンテン
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前記テキストデータ（ＡＴＸＴＤＴ）を前記曲グループ毎に読み出すためのテキスト・
サーチポインタと、

言語別に設けられ前記テキストデータ（ＡＴＸＴＤＴ）及び前記テキスト・サーチポイ
ンタが記録されるテキストデータ言語ユニット（ＡＴＸＴＤＴ－ＬＵ）と、

前記テキストデータ言語ユニット（ＡＴＸＴＤＴ－ＬＵ）及び前記テキストデータ言語
ユニットを読み出すためのテキストデータ言語ユニット・サーチポインタが設けられるテ
キストデータの管理情報（ＡＴＸＴＤＴ－ＭＧ）と、

前記デジタル音声信号の複数言語によるメニューの管理情報が記録されるオーディオ・
マネジャー・メニューＰＧＣＩユニットテーブル（ＡＭＧＭ－ＰＧＣＩ－ＵＴ）とを、

前記量子化制御情報エリアに記録されているデジタル音声信号の前記前方のみのチャネ
ルからなるグル－プと前記後方用およびＬＦＥ用のチャネルからなるグル－プのサンプリ
ング周波数および量子化ビット数に基づいて、前記オーディオパックに記録されている前
記前方のみのチャネルからなるグル－プと前記後方用およびＬＦＥ用のチャネルからなる
グル－プのチャネルのデジタル音声信号をＤ／Ａ変換し、および／または前記量子化制御
情報エリアに記録されているデジタル音声信号のステレオ用の２チャネルのサンプリング
周波数および量子化ビット数に基づいて、前記オーディオパックに記録されているステレ
オ用の２チャネルのデジタル音声信号をＤ／Ａ変換する手段と、

前記テキストデータの管理情報に基づいて前記言語別に設けられたテキストデータを再
生する手段と、

前記オーディオ・マネジャー・メニューＰＧＣＩユニットテーブル（ＡＭＧＭ－ＰＧＣ
Ｉ－ＵＴ）に記録されているメニューの管理情報に基づいてメニューをデコードする手段
とを、



ツブロックユニットを構成してＶ、Ａパックの再生などをＣＯＮＴパックにより制御する
ので、オーディオ信号を主として記録しようとしてもユーザにとって簡易に再生すること
ができず、使い勝手が悪いという問題点がある。
【０００５】
　また、ＤＶＤ－ビデオでは、時間管理をビデオフレーム単位でのみ行うので、オーディ
オ信号を主として記録しようとしても、ビデオに比べてオーディオ信号は連続性が重要で
あるので実時間の管理が困難であるという問題点がある。
　さらに、現在では、ＤＶＤビデオディスクとそれ専用のＤＶＤビデオ再生機が市販され
、この再生機はＤＶＤビデオディスクの他に、音楽ＣＤやビデオＣＤを再生することがで
きるが、ユーザにとっては、オーディオ信号を主として記録したＤＶＤオーディオディス
クの他に各種のＤＶＤを再生することができる再生機の方が望ましい。
【０００６】
　そこで、本発明は、オーディオ信号を主として記録する場合にユーザにとって簡易に再
生することができて使い勝手がよいオーディオディスクの再生装置を提供することを目的
とする。
　また本発明は、ＤＶＤ－ビデオディスクとオーディオ信号を主として記録したオーディ
オディスクの両方を再生することができるオーディオディスクの再生装置を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は上記目的を達成するために、以下の１）及び２）の手段より成る。
　すなわち、
１ )補助信号の記録領域と主信号の記録領域とが連続して配置されて前記主信号の記録領
域に、
　

　

　
　

　

　

　

　

　所定のフォ－マットにより記録したオーディオディスク。
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マルチチャネルのアナログ音声信号がマルチチャネルの前方のみのチャネルからなるグ
ル－プと後方用およびＬＦＥ用のチャネルからなるグル－プとに配分されて前記前方のみ
のチャネルからなるグル－プと前記後方用およびＬＦＥ用のチャネルからなるグル－プ毎
に異なるサンプリング周波数でサンプリングされ、かつ前記前方のみのチャネルからなる
グル－プと前記後方用およびＬＦＥ用のチャネルからなるグル－プ毎の量子化ビット数で
量子化されたデジタル音声信号として記録され、更に、前記マルチチャネルと同一又は異
なるサンプリング周波数でサンプリングされ、かつ前記マルチチャネルと同一又は異なる
量子化ビット数で量子化され、ステレオ用の２チャネルのデジタル音声信号として記録さ
れるオーディオパックと、

前記オーディオパックに記録されているデジタル音声信号の前記前方のみのチャネルか
らなるグル－プと前記後方用およびＬＦＥ用のチャネルからなるグル－プのグル－プ毎の
サンプリング周波数および量子化ビット数が記録され、更に、前記ステレオ用の２チャネ
ルのサンプリング周波数および量子化ビット数が記録される量子化制御情報エリアと、

前記オーディオパックで構成される曲からなる曲グループ（アルバム）と、
前記曲に関するテキストデータであって前記曲グループ毎に設けられるテキストデータ

（ＡＴＸＴＤＴ）と、
前記テキストデータ（ＡＴＸＴＤＴ）を前記曲グループ毎に読み出すためのテキスト・

サーチポインタと、
言語別に設けられ前記テキストデータ（ＡＴＸＴＤＴ）及び前記テキスト・サーチポイ

ンタが記録されるテキストデータ言語ユニット（ＡＴＸＴＤＴ－ＬＵ）と、
前記テキストデータ言語ユニット（ＡＴＸＴＤＴ－ＬＵ）及び前記テキストデータ言語

ユニットを読み出すためのテキストデータ言語ユニット・サーチポインタが設けられるテ
キストデータの管理情報（ＡＴＸＴＤＴ－ＭＧ）と、

前記デジタル音声信号の複数言語によるメニューの管理情報が記録されるオーディオ・
マネジャー・メニューＰＧＣＩユニットテーブル（ＡＭＧＭ－ＰＧＣＩ－ＵＴ）とを、



２ )請求項１記載のオーディオディスクに記録された信号を再生するオーディオディスク
再生装置であって、
　

　

　

　有するオーディオディスク再生装置。
【発明の効果】
【０００８】
　以上説明したように本発明によれば、

【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、所定規格として、ＤＶＤ
ビデオ規格を例にとり説明する。図１はＤＶＤ－ビデオのフォーマットと、本発明に係る
ＤＶＤ－オーディオのフォーマットの一実施形態を示す説明図、図２は図１のオーディオ
マネージャ（ＡＭＧ）のフォーマットを詳しく示す説明図、図３は図１のオーディオタイ
トルセット（ＡＴＳ）のフォーマットを詳しく示す説明図、図４は図２のオーディオマネ
ージャインフォメーション（ＡＭＧＩ）のフォーマットを詳しく示す説明図、図５は図４
のオーディオタイトルセット・アトリビュートテーブル（ＡＴＳ－ＡＴＲＴ）のフォーマ
ットを詳しく示す説明図、図６は図５のオーディオタイトルセット・アトリビュートデー
タ（ＡＴＳ－ＡＴＲ）のフォーマットを詳しく示す説明図、図７は図３のオーディオタイ
トルセットインフォメーション（ＡＴＳＩ）のフォーマットを詳しく示す説明図、図８は
図７のオーディオタイトルセットインフォメーション・マネージメントテーブル（ＡＴＳ
Ｉ－ＭＡＴ）のフォーマットを詳しく示す説明図、図９は図８のオーディオタイトルセッ
トメニュー・オーディオストリーム・アトリビュートデータ（ＡＴＳＭ－ＡＳＴ－ＡＴＲ
）を詳しく示す説明図、図１０は図８のオーディオタイトルセット・オーディオストリー
ム・アトリビュートテーブル（ＡＴＳ－ＡＳＴ－ＡＴＲＴ）のフォーマットを詳しく示す
説明図、図１１は図１０の各オーディオストリームのアトリビュートデータ（ＡＴＳ－Ａ
ＳＴ－ＡＴＲ）を詳しく示す説明図である。
　また、図１２は図１のオーディオコンテンツブロックユニット（ＡＣＢＵ）を示す説明
図、図１３は図１２のオーディオパックとビデオパックのフォーマットを詳しく示す説明
図、図１４は図１２のオーディオコントロール（Ａ－ＣＯＮＴ）パックのフォーマットを
詳しく示す説明図、図１５は図１４のオーディオキャラクタディスプレイ（ＡＣＤ）エリ
アのフォーマットを詳しく示す説明図、図１６は図１５のネームスペース情報により表示
される例を示す説明図、図１７は図１４のオーディオサーチデータ（ＡＳＤ）エリアのフ
ォーマットを詳しく示す説明図、図１８は図１のオーディオコンテンツブロックユニット
の変形例を示す説明図である。
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前記量子化制御情報エリアに記録されているデジタル音声信号の前記前方のみのチャネ
ルからなるグル－プと前記後方用およびＬＦＥ用のチャネルからなるグル－プのサンプリ
ング周波数および量子化ビット数に基づいて、前記オーディオパックに記録されている前
記前方のみのチャネルからなるグル－プと前記後方用およびＬＦＥ用のチャネルからなる
グル－プのチャネルのデジタル音声信号をＤ／Ａ変換し、および／または前記量子化制御
情報エリアに記録されているデジタル音声信号のステレオ用の２チャネルのサンプリング
周波数および量子化ビット数に基づいて、前記オーディオパックに記録されているステレ
オ用の２チャネルのデジタル音声信号をＤ／Ａ変換する手段と、

前記テキストデータの管理情報に基づいて前記言語別に設けられたテキストデータを再
生する手段と、

前記オーディオ・マネジャー・メニューＰＧＣＩユニットテーブル（ＡＭＧＭ－ＰＧＣ
Ｉ－ＵＴ）に記録されているメニューの管理情報に基づいてメニューをデコードする手段
とを、

マルチチャネルを記録する場合、あるいはマルチ
チャンネルと共に２チャネルステレオを記録する場合に、マルチチャネルを２グループに
分けて異なるサンプリング周波数と異なる量子化ビット数で量子化して記録できるため一
定の記録容量の中で記録時間を調整でき、更に言語を選択できるメニュー等と共に記録で
きるため使い勝手が向上する。



　また、図１９は本発明に係るＤＶＤ－オーディオディスクの再生装置を示すブロック図
、図２０は図１９の再生装置を機能的に示すブロック図、図２１は第２の実施形態におけ
るオーディオマネージャインフォメーション（ＡＭＧＩ）のフォーマットを詳しく示す説
明図、図２２は図２１のＴＯＣ情報を詳しく示す説明図、図２３は第２の実施形態の変形
例におけるオーディオタイトルセットインフォメーション（ＡＴＳＩ）のフォーマットを
詳しく示す説明図、図２４は第２の実施形態のＤＶＤ－オーディオディスクの再生装置を
示すブロック図、図２５は図２４の再生装置を機能的に示すブロック図、図２６は第３の
実施形態におけるＴＯＣ情報と再生装置を示すブロック図、図２７及び図２８はＡ－Ｖ同
期再生処理を説明するためのフローチャートである。
【００１０】
　ここで、この説明のＤＶＤ－オーディオディスクには、ＣＤ世代からＤＶＤ－オーディ
オ世代に移行する際の過渡期に対応するように、オーディオ信号としてステレオ用２チャ
ネルと５／６／８チャネルのマルチチャネルの両方の信号が記録される。また、この過渡
期が経過したときには５／６／８チャネルのマルチチャネル信号のみが記録されるように
なると考えられる。
【００１１】
　図１（ａ）、（ｂ）はそれぞれＤＶＤ－ビデオ、ＤＶＤ－オーディオの各フォーマット
を示し、ＤＶＤ－オーディオのフォーマットはエリアの名称が異なるがＤＶＤ－ビデオと
互換性を有する。まず、大別してＤＶＤ－ビデオのフォーマットは先頭のビデオマネージ
ャ（ＶＭＧ）と、それに続く複数のビデオタイトルセット（ＶＴＳ）の各エリアにより構
成され、他方、ＤＶＤ－オーディオのフォーマットはこれに対応して図２に詳しく示すオ
ーディオマネージャ（ＡＭＧ）と、図３に詳しく示すようにＡＭＧに続く複数のオーディ
オタイトルセット（ＡＴＳ）の各エリアにより構成されている。
【００１２】
　ＶＴＳの各々は先頭のＶＴＳインフォメーション（ＶＴＳＩ）と、それに続く１以上の
ビデオコンテンツブロックセット（ＶＣＢＳ）と最後のＶＴＳＩにより構成され、他方、
ＡＴＳの各々はこれに対応して先頭のＡＴＳインフォメーション（ＡＴＳＩ）と、それに
続く１以上のオーディオコンテンツブロックセット（ＡＣＢＳ）と最後のＡＴＳＩにより
構成されている。ＡＴＳＩには、ＡＣＢＳ内の各曲の演奏時間が実時間でセットされる。
【００１３】
　ＶＣＢＳの各々は複数のＶＣＢにより構成され、他方、ＡＣＢＳの各々は複数のＡＣＢ
により構成されている。ＶＣＢの各々はビデオの１タイトル（Ｔｉｔｌｅ）分であり、Ａ
ＣＢの各々はこれに対応してオーディオの１タイトル分である。ＶＣＢの各々（１タイト
ル）は複数のチャプタ（Ｃｈａｐｔｅｒ）により構成され、他方、ＡＣＢの各々（１タイ
トル）はこれに対応して複数のトラック（Ｔｒａｃｋ）により構成されている。チャプタ
はパートオブタイトル（ＰＴＴ）を含み、トラックはパートオブタイトル（ＰＴＴ）を含
む。
【００１４】
　チャプタの各々は複数のセル（ＣＥＬＬ）により構成され、他方、トラックの各々はこ
れに対応して複数のインデックス（Ｉｎｄｅｘ）により構成されている。セルの各々は複
数のＶＣＢユニット（ＶＣＢＵ）により構成され、他方、インデックスの各々はこれに対
応して複数のＡＣＢユニット（ＡＣＢＵ）により構成されている。ＶＣＢユニットとＡＣ
Ｂユニットの各々は、複数のパックにより構成され、１パックは２０４８バイトで構成さ
れている。
【００１５】
　ＶＣＢユニットの各々は、先頭のコントロールパック（以下、ＣＯＮＴパック）と、そ
れに続く複数のビデオ（Ｖ）パック、オーディオ（Ａ）パック及びサブピクチャ（ＳＰ）
パックにより構成され、他方、ＡＣＢユニットの各々は、これに対応して先頭のオーディ
オコントロールパック（以下、Ａ－ＣＯＮＴパック）と、それに続く複数のＡパックとＶ
パックにより構成されている。
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【００１６】
　ＣＯＮＴパックには後続のＶパックを制御する情報が配置され、Ａ－ＣＯＮＴパックに
はＣＤのＴＯＣ情報のように後続のＡパックのオーディオ信号を管理するための情報が配
置される。Ａパックにはオーディオデータが配置され、Ｖパックにはビデオデータの他、
オーディオデータ以外の例えばクローズドキャプション（ＣＣ）データが配置される。
【００１７】
　ＡＭＧ（オーディオマネージャ）は図２に示すように、
・図４に詳しく示すオーディオマネージャインフォメーション（ＡＭＧＩ）と、、
・ＡＭＧメニュー用のオーディオコンテンツブロックセット（ＡＭＧＭ－ＡＣＢＳ）と
・バックアップ用のＡＭＧＩ
を有する。ＡＭＧＭ－ＡＣＢＳはコントロール情報として
・プレゼンテーションコントロールインフォメーション（ＰＣＩ）と
・データサーチインフォメーション（ＤＳＩ）
を有する。
【００１８】
　ＡＴＳ（オーディオタイトルセット）は図３に示すように、
・図７に詳しく示すオーディオタイトルセットインフォメーション（ＡＴＳＩ）と、
・ＡＴＳメニュー用のオーディオコンテンツブロックセット（ＡＴＳＭ－ＡＣＢＳ）と、
・ＡＴＳタイトル用のオーディオコンテンツブロックセット（ＡＴＳＡ－ＡＣＢＳ）と
・バックアップ用のＡＴＳＩ
を有する。ＡＴＳＭ－ＡＣＢＳとＡＴＳＡ－ＡＣＢＳは共に、前述（図２）したＰＣＩと
ＤＳＩを有する。
【００１９】
　ＡＭＧＩ（オーディオマネージャインフォメーション）は図４に詳しく示すように、
・ＡＭＧＩのマネージメントテーブル（ＡＭＧＩ－ＭＡＴ）と、
・タイトルのサーチポインタテーブル（Ｔ－ＳＲＰＴ）と、
・オーディオマネージャメニューＰＧＣＩユニットテーブル（ＡＭＧＭ－ＰＧＣＩ－ＵＴ
）と、
・ペアレンタルマネージメントインフォメーションテーブル（ＰＴＬ－ＭＡＩＴ）と、
・図５に詳しくオーディオタイトルセット・アトリビュートテーブル（ＡＴＳ－ＡＴＲＴ
）と、
・テキストデータマネージャ（ＴＸＴＤＴ－ＭＧ）と、
・オーディオマネージャメニューセル（インデックス）アドレステーブル（ＡＭＧＭ－Ｃ
－ＡＤＴ）と、
・オーディオマネージャメニュー・オーディオコンテンツブロックユニット・アドレスレ
スマップ（ＡＭＧＭ－ＡＣＢＵ－ＡＤＭＡＰ）
を有する。
【００２０】
　ＡＴＳ－ＡＴＲＴ（オーディオタイトルセット・アトリビュートテーブル）は図５に詳
しく示すように、
・オーディオタイトルセットアトリビュートテーブルインフォメーション（ＡＴＳ－ＡＴ
ＲＴＩ）と、
・複数（ｎ）個のＡＴＳの各々のオーディオタイトルセットアトリビュートサーチポイン
タ（ＡＴＳ－ＡＴＲ－ＳＲＰ＃１～＃ｎ）と
・図６に詳しく示すような複数（ｎ）個のＡＴＳの各々のオーディオタイトルセット・ア
トリビュートデータ（ＡＴＳ－ＡＴＲ－＃１～＃ｎ）
を有する。
【００２１】
　オーディオタイトルセット・アトリビュートデータ（ＡＴＳ－ＡＴＲ－＃１～＃ｎ）の
各々は、図６に詳しく示すように
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・ＡＴＳ－ＡＴＲ－ＥＡ（エンドアドレス）と、
・ＡＴＳ－ＣＡＴ（カテゴリー）と
・ＡＴＳ－ＡＴＲＩ（インフォメーション）
を有する。
【００２２】
　図３に示すＡＴＳＩ（ＡＴＳインフォメーション）は図７に詳しく示すように、
・図８に詳しく示すオーディオタイトルセットインフォメーション・マネージメントテー
ブル（ＡＴＳＩ－ＭＡＴ）と、
・オーディオタイトルセット・パートオブタイトル・サーチポインタテーブル（ＡＴＳ－
ＰＴＡ－ＳＲＰＴ）と、
・オーディオタイトルセット・プログラムチェーンインフォメーションテーブル（ＡＴＳ
－ＰＧＣＩＴ）と、
・オーディオタイトルセットメニュー・ＰＧＣＩ・ユニットテーブル（ＡＴＳＭ－ＰＧＣ
Ｉ－ＵＴ）と、
・オーディオタイトルセット・タイムマップテーブル（ＡＴＳ－ＴＭＡＰＴ）と、
・オーディオタイトルセットメニュー・セル・アドレステーブル（ＡＴＳＭ－Ｃ－ＡＤＴ
）と、
・オーディオタイトルセットメニュー・オーディオコンテンツブロックユニット・アドレ
スマップ（ＡＴＳＭ－ＡＣＢＵ－ＡＤＭＡＰ）と、
・オーディオタイトルセット・セル・アドレステーブル（ＡＴＳ－Ｃ－ＡＤＴ）と、
・オーディオタイトルセット・オーディオコンテンツブロックユニット・アドレスマップ
（ＡＴＳ－ＡＣＢＵ－ＡＤＭＡＰ）
を有する。
【００２３】
　図７に示すＡＴＳＩ－ＭＡＴ（オーディオタイトルセットインフォメーション・マネー
ジメントテーブル）は図８に詳しく示すように、
・ＡＴＳ－ＩＤ（識別子）と、
・ＡＴＳ－ＥＡ（エンドアドレス）と、
・ＡＴＳＩ－ＥＡと、
・ＶＥＲＮ（ＤＶＤオーディオスペックのバージョン番号）と、
・ＡＴＳ－ＣＡＴ（カテゴリー）と、
・ＡＴＳＩ－ＭＡＴ－ＥＡと、
・ＡＴＳＭ－ＡＣＢＳ－ＳＡ（スタートアドレス）と、
・ＡＴＳＡ－ＡＣＢＳ－ＳＡと、
・ＡＴＳ－ＰＴＡ－ＳＲＰＴ－ＳＡと、
・ＡＴＳ－ＰＧＣＩＴ－ＳＡと、
・ＡＴＳＭ－ＰＧＣＩ－ＵＴ－ＳＡと、
・ＡＴＳ－ＴＭＡＰ－ＳＡと、
・ＡＴＳＭ－Ｃ－ＡＤＴ－ＳＡと、
・ＡＴＳＭ－ＡＣＢＵ－ＡＤＭＡＰ－ＳＡと、
・図９に詳しく示すようなＡＴＳＭ－ＡＳＴ－ＡＴＲ（ＡＴＳＭのオーディオストリーム
・アトリビュートデータ）と、
・ＡＴＳ－ＡＳＴ－Ｎｓ（ＡＴＳのオーディオストリームの数）と、
・図１０に詳しく示すようなＡＴＳ－ＡＳＴ－ＡＴＲＴ（ＡＴＳのオーディオストリーム
・アトリビュートテーブル）
を有する。
【００２４】
　ＡＴＳＭ－ＡＳＴ－ＡＴＲは図９に詳しく示すように８バイト（ビットｂ６３～ｂ０）
により構成され、このディスクに記録されている符号化オーディオ信号の属性として次の
ようなデータ（１）～（４）が配置される（他のビットは保留）。
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（１）オーディオ符号化モード（３ビットｂ６３～ｂ６１）
　０００ｂ：ドルビーＡＣ－３
　０１０ｂ：ＭＰＥＧ－１又はＭＰＥＧ－２（拡張ビットストリーム無し）
　０１１ｂ：ＭＰＥＧ－２（拡張ビットストリーム有り）
　１００ｂ：リニヤＰＣＭオーディオ
　１０１ｂ：リニヤＰＣＭオーディオ（２ ch＋５ ch、２ ch＋６ ch、２ ch＋８ chを含む。）
【００２５】
（２）量子化／ＤＲＣ（ダイナミックレンジコントロール）情報（２ビットｂ５５、ｂ５
４）
　・オーディオ符号化モードが「０００ｂ」の場合には「１１ｂ」
　・オーディオ符号化モードが「０１０ｂ」又は「０１１ｂ」の場合、
　　００ｂ：ＭＰＥＧオーディオストリーム内にダイナミックレンジコントロールデータ
が存在しない
　　０１ｂ：ＭＰＥＧオーディオストリーム内にダイナミックレンジコントロールデータ
が存在する
　　１０ｂ，１１ｂ：保留
　・オーディオ符号化モードが「１００ｂ」、「１０１ｂ」の場合、ステレオ２ chに対し
て
　　００ｂ：１６ビット
　　０１ｂ：２０ビット
　　１０ｂ：２４ビット
　　１１ｂ：保留
【００２６】
（３）サンプリング周波数ｆｓ（２ビットｂ５３、ｂ５２）
　ステレオ２ chに対して
　００ｂ：４８ｋＨｚ
　０１ｂ：９６ｋＨｚ
　１０ｂ：１９２ｋＨｚ
（４）オーディオチャネル数（３ビットｂ５０～ｂ４８）
　０００ｂ：１ ch（モノラル）
　００１ｂ：２ ch（ステレオ）
　０１０ｂ：３ ch
　０１１ｂ：４ ch
　１００ｂ：（ステレオ２ ch＋５ ch）
　１０１ｂ：（ステレオ２ ch＋６ ch）
　１１０ｂ：７ ch
　１１１ｂ：（ステレオ２ ch＋８ ch）
【００２７】
　図１０に示すＡＴＳ－ＡＳＴ－ＡＴＲＴ（ＡＴＳのオーディオストリーム・アトリビュ
ートテーブル）は図１１に詳しく示すように、オーディオストリーム＃０～＃７毎のＡＴ
Ｓ－ＡＳＴ－ＡＴＲを有し、ＡＴＳ－ＡＳＴ－ＡＴＲの各々は８バイトで構成されている
（合計６４バイト）。
【００２８】
　１つのオーディオストリームのＡＴＳ－ＡＳＴ－ＡＴＲは図１１に示すように、図９に
示すオーディオタイトルセットメニュー・オーディオストリーム・アトリビュートデータ
（ＡＴＳＭ－ＡＳＴ－ＡＴＲ）と同様な８バイト（ビットｂ６３～ｂ０）で構成され、上
記属性データ（１）～（４）の他に、
（５）マルチチャネル・イクステンション（１ビットｂ６０）と、
（６）オーディオタイプ（２ビットｂ５９、ｂ５８）と、
（７）オーディオアプリケーションモード（２ビットｂ５７、ｂ５６）と、
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（８）そのストリーム（ＡＳＴ）の間引き情報（２ビットｂ４７、ｂ４６）と、（９）Ｌ
ＦＥ（ Low Frequency Effect：低周波効果）１ chのみの間引き情報（２ビットｂ４５、ｂ
４４）
の各データを有する。そして、このＤＶＤオーディオディスクの（７）オーディオアプリ
ケーションモードには、
　１１ｂ：２ ch＋サラウンドモード
が記録され、また、（８）そのストリームの間引き情報と、（９）ＬＦＥ１ chのみの間引
き情報には共に、帯域情報として
　００ｂ：フル（１／１）
　０１ｂ：ハーフ（１／２）
　１０ｂ：クオータ（１／４）
が記録される。
【００２９】
　ただし、このＡＴＳＭ－ＡＳＴ－ＡＴＲにおける（４）オーディオチャネル数は、オー
ディオストリーム＃０では必ず２ chとなり、また、オーディオストリーム＃１はフロント
の３ chを含む。すなわち、例えば１つのタイトルのオーディオ信号を２＋６ chで記録する
場合、２ chのステレオ信号をオーディオストリーム＃０に割り当て、６ chの内、３ chのフ
ロント信号をオーディオストリーム＃１に割り当て、２ chのリヤ信号とＬＦＥ１ ch信号を
オーディオストリーム＃２に割り当てる。そして、図４に示すオーディオマネージャイン
フォメーション・マネージメントテーブル（ＡＭＧＩ－ＭＡＴ）と図３に示すオーディオ
タイトルセットインフォメーション・マネージメントテーブル（ＡＴＳＩ－ＭＡＴ）には
共に、ストリーム＃０～＃２の利用データとして「３」が記録される。
【００３０】
　また、この２＋６ chのアナログオーディオ信号を例えば次のようなサンプリング周波数
ｆｓでサンプリングし、次のような量子化ビット数で量子化して記録する場合、
　ステレオ２ ch　　　　：４８ｋＨｚ、２０ビット
　フロント３ ch　　　　：９６ｋＨｚ、１６ビット
　リヤ２ ch、ＬＦＥ１ ch：４８ｋＨｚ、１６ビット（間引きなし）
図９に示すオーディオタイトルセットメニュー・オーディオストリーム・アトリビュート
データ（ＡＴＳＭ－ＡＳＴ－ＡＴＲ）にはステレオ２ chの属性として
（１）オーディオ符号化モード
　１０１ｂ：リニヤＰＣＭオーディオ（２ ch＋５ ch、２ ch＋６ ch、２ ch＋８ chを含む。）
（２）量子化／ＤＲＣ
　０１ｂ：２０ビット
（３）サンプリング周波数ｆｓ
　００ｂ：４８ｋＨｚ
（４）オーディオチャネル数
　１０１ｂ：（ステレオ２ ch＋６ ch）
が記録される。
【００３１】
　また、オーディオストリーム＃０のＡＴＳ－ＡＳＴ－ＡＴＲには
（１）オーディオ符号化モード
　１０１ｂ：リニヤＰＣＭオーディオ（２ ch＋５ ch、２ ch＋６ ch、２ ch＋８ chを含む。）
（２）量子化／ＤＲＣ
　０１ｂ：２０ビット
（３）サンプリング周波数ｆｓ
　００ｂ：４８ｋＨｚ
（４）オーディオチャネル数
　００１ｂ：２ ch（ステレオ）
（７）オーディオアプリケーションモード
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　１１ｂ：２ ch＋サラウンドモード
（８）そのストリームの間引き情報
　００ｂ：フル（１／１）
（９）ＬＦＥ１ chのみ間引き情報
　００ｂ：フル（１／１）
が記録される。
【００３２】
　また、オーディオストリーム＃１のＡＴＳ－ＡＳＴ－ＡＴＲには
（１）オーディオ符号化モード
　１０１ｂ：リニヤＰＣＭオーディオ（２ ch＋５ ch、２ ch＋６ ch、２ ch＋８ chを含む。）
（２）量子化／ＤＲＣ
　００ｂ：１６ビット
（３）サンプリング周波数ｆｓ
　０１ｂ：９６ｋＨｚ
（４）オーディオチャネル数
　０１０ｂ：３ ch
（７）オーディオアプリケーションモード
　１１ｂ：２ ch＋サラウンドモード
（８）そのストリームの間引き情報
　００ｂ：フル（１／１）
（９）ＬＦＥ１ chのみ間引き情報
　００ｂ：フル（１／１）
が記録される。
【００３３】
　また、オーディオストリーム＃２のＡＴＳ－ＡＳＴ－ＡＴＲには
（１）オーディオ符号化モード
　１０１ｂ：リニヤＰＣＭオーディオ（２ ch＋５ ch、２ ch＋６ ch、２ ch＋８ chを含む。）
（２）量子化／ＤＲＣ
　００ｂ：１６ビット
（３）サンプリング周波数ｆｓ
　００ｂ：４８ｋＨｚ
（４）オーディオチャネル数
　０１０ｂ：３ ch
（７）オーディオアプリケーションモード
　１１ｂ：２ ch＋サラウンドモード
（８）そのストリームの間引き情報
　００ｂ：フル（１／１）
（９）ＬＦＥ１ chのみ間引き情報
　００ｂ：フル（１／１）
が記録される。
【００３４】
　次に、オーディオストリームが記録されるＡパックとその制御パックについて説明する
。図１２に示すようにＶＣＢユニットは０．４～１．０秒分の任意の数のパックにより構
成され、ＡＣＢユニットは０．５～１．０秒分の任意の数のパックにより構成されている
。また、ＤＶＤ－オーディオのＡＣＢユニットにおけるＡ－ＣＯＮＴパックは、ＤＶＤ－
ビデオのＶＣＢユニットにおける第３パックに配置される。
【００３５】
　Ａ－ＣＯＮＴパックは基本的にオーディオ時間の０．５秒単位に配置され、インデック
スの切れ目では０．５～１．０秒の範囲で完結するように配置される。また、オーディオ
の時間（ＧＯＦ： Group of Audio Frame単位）はＡ－ＣＯＮＴパックにより示され、その
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データ位置はオーディオフレームナンバと、ファーストアクセスユニットポインタとフレ
ームヘッダの数により決まる。また、Ａ－ＣＯＮＴパック直前のＡパックは、オーディオ
時間の０．５秒単位でパディングすることを強制しない。
【００３６】
　隣接するＡパックは、オーディオ信号がお互いに関連するように配置され、例えばステ
レオの場合にはＬチャネルパックとＲチャネルパックが隣接して配置され、また、５／６
／８チャネルのマルチチャネルの場合にも同様に隣接して配置される。Ｖパックはオーデ
ィオ信号の再生時に映像を表示する場合にそのＡパックに隣接して配置される。Ａパック
とＶパックは、図１３に示すように２０３４バイトのユーザデータ（Ａデータ、Ｖデータ
）に対して４バイトのパックスタート情報と、６バイトのＳＣＲ（ System Clock Referen
ce：システム時刻基準参照値）情報と、３バイトの Mux rate情報と１バイトのスタッフィ
ングの合計１４バイトのパックヘッダが付加されて構成されている（１パック＝合計２０
４８バイト）。この場合、タイムスタンプであるＳＣＲ情報を、ＡＣＢユニット内の先頭
パックでは「１」として同一タイトル内で連続とすることにより同一タイトル内のＡパッ
クの時間を管理することができる。
【００３７】
　これに対し、Ａ－ＣＯＮＴパックは図１４に示すように、１４バイトのパックヘッダと
、２４バイトのシステムヘッダと、１００３バイトのＡＣＤ（オーディオキャラクタディ
スプレイ）パケットと、１００７バイトのＡＳＤ（オーディオサーチデータ）パケットに
より構成されている。また、ＡＣＤパケットは６バイトのパケットヘッダと、１バイトの
サブストリームＩＤと、図１５に詳しく示すような６３６バイトのＡＣＤ（オーディオキ
ャラクタディスプレイ）情報と、３６０バイトの保留エリアにより構成されている。ＡＳ
Ｄパケットは同じく６バイトのパケットヘッダ及び１バイトのサブストリームＩＤと、図
１７に詳しく示すような１０００バイトのＡＳＤ（オーディオサーチデータ）により構成
されている。
【００３８】
　６３６バイトのＡＣＤ情報エリアは、図１５に詳しく示すように４８バイトのジェネラ
ル情報エリアと、第１の言語の文字「１」及び第２の言語の文字「２」毎に２９４バイト
のエリアを有し、この各エリアは９３バイトのネームスペースエリア、各々９３バイトの
２つのフリースペースエリアと１５バイトのデータポインタエリアにより構成されている
。第１の言語の文字「１」と第２の言語の文字「２」の一方のネームスペースエリアには
例えば図６に示すように楽曲名を日本語で表示するためのデータが配置され、他方のネー
ムスペースエリアには英語で表示するためのデータが配置される。なお、この表示言語は
ディスク発行元が決定してよい。
【００３９】
　４８バイトのジェネラル情報は、例えば１６バイトのサービスレベル情報と、１２バイ
トの言語コード情報と、６バイトの文字セットコード情報と、６バイトの表示アイテム情
報と、２バイトの「前のＡＣＤ情報との相違」情報と、６バイトの保留情報により構成さ
れる。１６バイトのサービスレベル情報は、表示サイズ、表示の種類、オーディオ／ビデ
オ／ＳＰの区別、ストリームなどを示し、また、文字はマンダトリー（必須）、ビットマ
ップはオプション（随意）である。１２バイトの言語コードはビデオファイルと同様に文
字「１」「２」の言語をそれぞれ２バイトで示し、１ファイル中最大８言語分を示す。英
語はマンダトリーである。
【００４０】
　６バイトの文字セットコード情報は、言語コードに対応した文字コードを最大１５個持
つことが可能であり、文字「１」「２」の言語の有無と種類を１バイトで示す。コード例
を以下に示す。
　１．ＩＳＯ６４６
　２．ＩＳＯ８８５９－１
　３．ＭＳ－ＪＩＳ
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　６バイトの表示アイテム情報は、図１５に示すフリースペース「１」「２」、データポ
インタの有無、ＩＤを示す。ネームスペースはマンダトリーであり、タイトルネーム、ミ
ュージックネーム、アーティストネームは必ず記述する。
【００４１】
　１０００バイトのＡＳＤ（オーディオサーチデータ）は、図１７に詳しく示すように１
６バイトのジェネラル情報と、８バイトの現在の番号（Ｎｏ．）情報と、１６バイトの現
在時刻情報と、８バイトのタイトルセットサーチ情報と、８バイトのタイトルサーチ情報
と、４０４バイトのトラックサーチ情報と、４０８バイトのインデックスサーチ情報と、
８０バイトのハイライトサーチ情報と、５２バイトの保留エリアにより構成されている。
【００４２】
　８バイトの現在の番号情報は、タイトルセットの現在のタイトル番号（２バイト：ＢＣ
Ｄ）と、タイトルセットの現在のトラック番号（２バイト：ＢＣＤ）と、トラックの現在
のインデックス番号（２バイト：ＢＣＤ）と保留領域（２バイト）により構成されている
。１６バイトの現在時刻情報は、トラックのプレイバック時間（４バイト：ＢＣＤ）と、
トラックの残りのプレイバック時間（４バイト：ＢＣＤ）と、タイトルの絶対時間（４バ
イト：ＢＣＤ）とタイトルの残りの絶対時間（４バイト：ＢＣＤ）により構成されている
。
【００４３】
　８バイトのタイトルセットサーチ情報は、タイトルセットの最初のセクタ番号（４バイ
ト）と、タイトルセットの最後のセクタ番号（４バイト）により構成されている。８バイ
トのタイトルサーチ情報は、タイトルの最初のセクタ番号（４バイト）と、タイトルの最
後のセクタ番号（４バイト）により構成されている。４０４バイトのトラックサーチ情報
は、タイトルのトラック及びセクタ番号（４バイト×９９）と、タイトルの最初のトラッ
ク番号（４バイト）とタイトルの最後のトラック番号（４バイト）により構成されている
。
【００４４】
　４０８バイトのインデックスサーチ情報は、トラックのインデックス及びセクタ番号（
４バイト×１００）と、トラックの最初のインデックス番号（４バイト）とトラックの最
後のインデックス番号（４バイト）により構成されている。８０バイトのハイライトサー
チ情報は、トラックのインセクタ番号（４バイト×１０）とトラックのアウトセクタ番号
（４バイト×１０）により構成されている。
【００４５】
　このようなフォーマットによれば、複数のＡパックの先頭に、ＣＤのＴＯＣ情報のよう
に後続のＡパックのオーディオ信号を管理するためのＡ－ＣＯＮＴパックが配置されるの
で、オーディオデータはビデオデータなどとは一体化されず、記録容量を多くすることが
できる。また、Ａ－ＣＯＮＴパックによりオーディオ時間を管理することができ、また、
Ａ－ＣＯＮＴパックによりオーディオデータに関する曲名などの簡単な文字情報を取り出
すことができる。
【００４６】
　また、Ａ－ＣＯＮＴパック内にタイトル、スタートアドレス、演奏時間などのＴＯＣ情
報を配置するので、オーディオ再生中であってもユーザの操作に応じた情報をＡ－ＣＯＮ
Ｔパックから取り出して再生を開始することができる。また、オーディオマネージャイン
フォメーション（ＡＭＧＩ）とオーディオタイトルセットインフォメーション（ＡＴＳＩ
）内にＴＯＣ情報を配置することにより、必要なＴＯＣ情報を再生装置内のメモリ記憶さ
せて、ユーザの操作に応じた情報をメモリから即座に読み出して再生を開始することがで
きる。また、ＤＶＤ－ビデオにおけるプログラムチェーンインフォメーション（ＰＧＣＩ
）のような大きな容量の情報を記憶する必要がないので、ディスクを効率的に管理するこ
とができる。
【００４７】
　さらに、
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　１．コンテンツ内に画像（Ｖ）データがない場合、
（１）タイトル、曲、インデックスの３階層に対するサーチ、ランダムアクセスが可能に
なる。
（２）ＧＯＦ（オーディオフレーム）単位の頭出し、タイムサーチ、ランダムアクセスが
可能になる。
（３）タイトル、曲、インデックスの時間を実時間で管理することができる。
【００４８】
　また、
　２．コンテンツ内に画像（Ｖ）データがある場合、
　オーディオデータに関しては、
上記（１）～（３）の他に、
（４）タイトル、曲中の現在時間、残り時間を実時間で表示、管理することができる。
【００４９】
　ビデオデータに関しては、
（１）タイトル、ＰＴＴ、セルの３階層に対するサーチ、ランダムアクセスが可能になる
。
（２）ビデオフレーム単位の頭出し、タイムサーチ、ランダムアクセスが可能になる。
（３）タイトル、ＰＴＴ、セルの時間を実時間で管理することができる。
（４）ＰＴＴ又はタイトル中の現在時間、残り時間をビデオフレーム単位時間で表示、管
理することができる。
【００５０】
　なお、図１（ｂ）のＡＣＢＵは、Ａ－ＣＯＮＴパックとＣＯＮＴパックを含んでいるが
、図１８に示すようにＶパックとＣＯＮＴパックは含まないように構成してもよい。この
場合にはビデオ信号は記録されないが、オーディオ信号の記録容量が割り増しになる特徴
があり、ディスクサイズを小型化することができ、また、再生機能を簡略化することがで
きるのでポータブル用の再生装置に適するものを提供することができる。
【００５１】
　次に、図１９を参照して本発明に係る再生装置について説明する。ＤＶＤオーディオオ
ーディオディスク１には、上記構造のデータがＥＦＭ変調されてピットの形式で記録され
ている。操作部１８やリモコン装置１９により曲目選択、再生、早送り、停止操作が行わ
れると、制御部２３はその操作に応じてドライブ装置２と再生装置１７を制御し、再生時
にはＤＶＤオーディオディスク１に記録されたピットデータがドライブ装置２により読み
取られた後、ＥＦＭ復調される。
【００５２】
　再生装置１７では、この信号がＣＯＮＴパック検出部３とＡ－ＣＯＮＴパック検出部９
に送られる。ＣＯＮＴパック検出部３はこの再生データ中のＣＯＮＴパックを検出して制
御パラメータをパラメータ部８に設定するとともに、ＣＯＮＴパックにより制御されるＶ
パックをＶパックバッファ４に順次書き込む。Ｖパックバッファ４に書き込まれたＶパッ
ク内のユーザデータ（ビデオ信号、サブピクチャ情報）は、バッファ取り出し部５により
Ｖパック内のＳＣＲ（図１３参照）に基づいてパック順に、また、ＣＯＮＴパック内のＰ
ＴＳ（ Presentation Time Stamp）に基づいて出力時刻順に取り出され、次いで画像変換
部６、Ｄ／Ａ変換部７、ビデオ出力端子１５、１５’を介してアナログビデオ信号として
出力される。
【００５３】
　また、Ａ－ＣＯＮＴパック検出部９は再生データ中のＡ－ＣＯＮＴパックを検出して制
御パラメータをパラメータ部１４に設定するとともに、Ａ－ＣＯＮＴパックにより制御さ
れるＡパックをＡパックバッファ１０に順次書き込む。Ａパックバッファ１０に書き込ま
れたＡパック内のユーザデータ（オーディオ信号）は、バッファ取り出し部１１によりＳ
ＣＲに基づいてパック順に、また、Ａ－ＣＯＮＴパック内のオーディオサーチデータＡＳ
Ｄの現在時刻（図１７参照）に基づいて出力時刻順に取り出され、次いでＰＣＭ変換部１
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２、Ｄ／Ａ変換部１３、オーディオ出力端子１６を介してアナログオーディオ信号として
出力される。また、Ａ－ＣＯＮＴパック中の表示用データ（図１５、図１６に示すオーデ
ィオキャラクタディスプレイ情報ＡＣＤ）は表示信号生成部２０に送られて表示信号が生
成され、この表示信号は表示信号出力端子２２を介して出力されたり、内蔵の文字表示部
２１に出力される。
【００５４】
　図２０は図１９に示す構成を機能的に示すブロック図である。再生手段２は図１９に示
すドライブ装置２に対応し、再生信号処理分離手段Ａ（９、１０、１１、１４）はＡ－Ｃ
ＯＮＴパック検出部９、Ａパックバッファ１０、バッファ取り出し部１１及びパラメータ
部１４に対応し、オーディオ信号出力手段（１２、１３）はＰＣＭ変換部１２及びＤ／Ａ
変換部１３に対応し、文字情報出力手段２０は表示信号生成部２０に対応している。また
、再生信号処理分離手段Ｖ（３、４、５、８）はＣＯＮＴパック検出部３、Ｖパックバッ
ファ４、バッファ取り出し部５及びパラメータ部８に対応し、ビデオ信号出力手段とサブ
ピクチャ情報出力手段（６、７）は画像変換部６及びＤ／Ａ変換部７に対応している。制
御手段２３は制御部２３に対応している。
【００５５】
　図２０において、制御手段２３は操作部１８やリモコン装置１９から目的の楽曲を再生
するためのコマンド信号が送られてくると、その再生コマンドに応じたアドレス制御情報
信号を再生手段２に送ることによりＤＶＤオーディオディスク１から目的の楽曲を再生す
る。再生信号処理分離手段Ａは再生データを分離してＡ－ＣＯＮＴ情報を制御手段２３に
送り、オーディオ信号をオーディオ信号出力手段（１２、１３）に送り、文字情報を文字
情報出力手段２０に送る。再生信号処理分離手段Ｖは再生データを分離してＣＯＮＴ情報
を制御手段２３に送り、ビデオ信号とサブピクチャ情報をそれぞれビデオ信号手段とサブ
ピクチャ情報出力手段（６、７）に送る。
【００５６】
　次に、ＴＯＣ（ Table Of Contents）情報を用いた第２の実施形態の再生装置について
説明する。図２１に示すように、ＡＭＧＩ（オーディオマネージャインフォメーション）
の空きエリアに対して、図２２に詳しく示すようなＴＯＣを追加して記録し、再生装置は
このＴＯＣ情報にアクセスして曲の頭出しを行う。図２２は一例として、ＣＤのリードイ
ンエリアに記録されている一般的なＴＯＣ情報を示し、同じ情報が３回繰り返して記録さ
れている。なお、本発明のＤＶＤオーディオディスク１に記録する場合にはこのように繰
り返してもよく、また、繰り返さなくてもよい。
【００５７】
　ここで、ＣＤにおいて用いられているＴＯＣ情報では、ポイント＝００～９９のときに
その数字で示される各楽章が始まる絶対時間が分（ＰＭＩＮ）、秒（ＰＳＥＣ）及びフレ
ーム（ＰＦＲＡＭＥ）で表される。また、ポイント＝Ａ０のときにＰＭＩＮが最初の楽章
を示し、ＰＳＥＣ＝ＰＦＲＡＭＥ＝０となる。ポイント＝Ａ１のときにはＰＭＩＮが最後
の楽章を示し、ＰＳＥＣ＝ＰＦＲＡＭＥ＝０となる。ポイント＝Ａ２のときにはリードア
ウトエリアが始まる絶対時間が分（ＰＭＩＮ）、秒（ＰＳＥＣ）及びフレーム（ＰＦＲＡ
ＭＥ）で表される。したがって、図２２に示すＴＯＣ情報はＤＶＤオーディオディスク１
に対して６曲（又は６楽章）分が記録されていることを示している（ポイント＝０１～０
６）。なお、このＴＯＣ情報はＡＭＧＩの代わりに、図２３に示すようにＡＴＳＩ（オー
ディオタイトルセットインフォメーション）の空きエリアに記録するようにしてもよく、
また、図１４に示すＡ－ＣＯＮＴパックのＡＣＤパケット内の保留エリア（３６０バイト
分）に記録するようにしてもよい。
【００５８】
　そして、このＴＯＣ情報は再生開始時に読み取られて図２４、図２５に示すＴＯＣ情報
記憶メモリ１４Ａに記憶され、曲又は楽章の頭出し再生が指定されると、このＴＯＣ情報
記憶メモリ１４Ａを参照してＤＶＤオーディオディスク１にアクセスする。なお、このＴ
ＯＣ情報はまた、ＡＭＧＩ、ＡＴＳＩ又はＡ－ＣＯＮＴパックに記録するとともに、さら
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に、図２６に示すようにＤＶＤオーディオディスク１の最内周部のリードインエリア（図
示ＴＯＣ領域１ａ）に追加して記録し、再生開始時にはＴＯＣ検出手段２４がこのＴＯＣ
領域１ａを独立してアクセスして、ＴＯＣ情報記憶メモリ１４Ａに記憶するようにしても
よい。
【００５９】
　次に、図２７、図２８を参照してＴＯＣ情報を用いたＡ－Ｖ同期再生処理を説明する。
図２７において曲又は楽章の頭出し再生が指定されると、その指定位置に対応するＴＯＣ
情報を参照し（ステップＳ１）、次いでそのＴＯＣ情報に基づいてセルとインデックスの
場所を計算する（ステップＳ２）。次いでその場所をサーチし（ステップＳ３）、確認す
ると図２８に詳しく示すようなＡとＶの同期再生を行う（ステップＳ４→Ｓ５）。
【００６０】
　図２８において、ＣＯＮＴパックを再生し（ステップＳ１１）、次いでＡ－ＣＯＮＴパ
ックを再生し（ステップＳ１２）、次いでＣＯＮＴパックとＡ－ＣＯＮＴパック内の時刻
情報が同一時刻か否かをチェックする（ステップＳ１３）。そして、同一時刻でない場合
にはＣＯＮＴパックとＡ－ＣＯＮＴパックの両方を±１パック分だけ調整し（ステップＳ
１４）、次いでステップＳ１１に戻ってそのＣＯＮＴパックとＡ－ＣＯＮＴパックを再生
する。なお、ステップＳ１４では、ＣＯＮＴパックとＡ－ＣＯＮＴパックの一方を±１パ
ック分だけ調整して、そのパックを再生するようにしてもよい。
【００６１】
　ステップＳ１３においてＣＯＮＴパックとＡ－ＣＯＮＴパック内の時刻情報が同一の場
合に、そのＡ－ＣＯＮＴパックにより制御されるＡパックを再生するとともにＡパックア
ドレス（ＳＣＲ情報）を１つインクリメントし（ステップＳ１５）、次いでそのＣＯＮＴ
パックにより制御されるＶパックを再生するとともにＶパックアドレス（ＳＣＲ情報）を
１つインクリメントする（ステップＳ１６）。次いでそのＡパックの再生が終了したか否
かをチェックし（ステップＳ１７）、終了していない場合にはステップＳ１８に進み、他
方、終了した場合にはステップＳ２０に進む。
【００６２】
　ステップＳ１８ではそのＶパックの再生が終了したか否かをチェックし、終了していな
い場合にはステップＳ１３に戻り、他方、終了した場合にはステップＳ１９に進む。ステ
ップＳ１９ではそのＣＯＮＴパックにより制御される次のＶパックを再生するとともにＶ
パックアドレスを１つインクリメントし、ステップＳ１３に戻る。ステップＳ２０ではそ
のＡ－ＣＯＮＴパックにより制御される次のＡパックを再生するとともにＡパックアドレ
スを１つインクリメントし、次いでＶパックの再生が終了したか否かをチェックし（ステ
ップＳ２１）、終了していない場合にはステップＳ２２に進み、他方、終了した場合には
ステップＳ２３に進む。
【００６３】
　ステップＳ２２ではそのＡ－ＣＯＮＴパックにより制御されるＡパックが最終パックか
否かをチェックし、最終パックでない場合にはステップＳ１６に戻り、他方、最終パック
の場合にはステップＳ１２に戻って次のＡ－ＣＯＮＴパックを再生する。ステップＳ２３
ではそのＣＯＮＴパックにより制御される次のＶパックを再生するとともにＶパックアド
レスを１つインクリメントし、次いでフレームの終了（ＥＯＦ）が否かをチェックし（ス
テップＳ２４）、ＥＯＦでない場合にはステップＳ１３に戻り、他方、ＥＯＦの場合には
このＡ－Ｖ同期再生処理を終了する。このように、パックに収められたオーディオデータ
ＡとビデオデータＶは、ＣＯＮＴパックとＡ－ＣＯＮＴ内の時間管理情報に基づいて切れ
目なく同期して再生される。
【００６４】
　次に、第４の実施形態について説明する。図２９は第４の実施形態としてＤＶＤ－Ｖａ
ｎ（ビデオ＋オーディオナビゲーション）ディスクの基本フォーマットを示し、図３０は
図２９の実施形態のＡＣＢＵ及びＶＣＢＵを示し、図３１は第４の実施形態のＡＣＤ（オ
ーディオキャラクタディスプレイ）情報の他の例を示し、図３２は第４の実施形態のＡＳ
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Ｄ（オーディオサーチデータ）を示し、図３３は図２９のＣＯＮＴパックを詳しく示し、
図３４は図３３のＰＣＩデータを詳しく示し、図３５は図３４のＰＣＩ一般情報を詳しく
示し、図３６は図３４の記録情報を詳しく示し、図３７は図３３のＤＳＩを詳しく示し、
図３８は図３７のＤＳＩ一般情報を詳しく示し、図３９は図３７のシームレス再生情報を
詳しく示し、図４０は図３７のシームレス用アングル情報によるシームレス・アングル変
更の概念を示し、図４１は図３７のＶＯＢＵサーチ情報の一例を示し、図４２は図３７の
ＶＯＢＵサーチ情報を詳しく示し、図４３は図３７の同期情報を詳しく示している。
　また、図４４は第１～第４の実施形態のディスクのリードインエリアの構成を示し、図
４５は図４４のコントロールデータブロックを詳しく示し、図４６は図３５のフィジカル
・フォーマット・インフォメーションを詳しく示している。
　さらに、図４７は第４の実施形態のディスク再生装置を示し、図４８は図４７のディス
ク再生装置の動作を概略的に示している。
【００６５】
　ところで、上記第１の実施形態では、オーディオプレーヤがＡパックの再生を制御する
ために、図１４に詳しく示すＡ－ＣＯＮＴパック内のＡＳＤ（オーディオサーチデータ）
を用いており、このときシームレス再生するときには現在番号及び現在時刻に基づいてお
り、また、ジャンプ再生するときにはタイトルセットサーチ、タイトルサーチ、トラック
サーチ、インデックスサーチ、ハイライトサーチのサーチ情報に基づいている。
【００６６】
　これに対し、この第４の実施形態のＤＶＤ－Ｖａｎディスクでは、各種のＤＶＤプレー
ヤを用いて再生可能なように、その基本フォーマットは図２９（ａ）に示すように、大別
して先頭のビデオマネージャ（ＶＭＧ）及びオーディオマネージャ（ＡＭＧ）と、それに
続く複数のビデオタイトルセット（ＶＴＳ）及びオーディオタイトルセット（ＡＴＳ）の
各エリアにより構成されている。すなわち、このＤＶＤ－Ｖａｎディスクの基本フォーマ
ットは、図１（ａ）に示すＤＶＤビデオディスクと図１（ｂ）、図２９（ｂ）に示すＤＶ
Ｄオーディオディスクの両方を含んでいる。なお、これらＡＭＧとＡＴＳは図１（ｂ）、
図２９（ｂ）に示したＡＭＧとＡＴＳと同じ機能を持つので説明を省略する。
【００６７】
　そして、ＶＴＳ及びＡＴＳの各々はそれぞれ、先頭のＶＴＳインフォメーション（ＶＴ
ＳＩ）及びＡＴＳインフォメーション（ＡＴＳＩ）と、それに続く１以上のビデオコンテ
ンツブロックセット（ＶＣＢＳ）及びオーディオコンテンツブロックセット（ＡＣＢＳ）
と、最後のＶＴＳＩ及びＡＴＳＩにより構成されている。また、ＶＣＢＳの各々は複数の
ＶＣＢにより構成され、他方、ＡＣＢＳの各々は複数のＡＣＢにより構成されている。Ｖ
ＣＢの各々はビデオの１タイトル分であり、ＡＣＢの各々はこれに対応してオーディオの
１タイトル分である。ＶＣＢの各々（１タイトル）は複数のチャプタにより構成され、他
方、ＡＣＢの各々（１タイトル）はこれに対応して複数のトラックにより構成されている
。チャプタはパートオブタイトル（ＰＴＴ）を含み、トラックはパートオブタイトル（Ｐ
ＴＴ）を含む。
【００６８】
　チャプタの各々は複数のセルにより構成され、他方、トラックの各々はこれに対応して
複数のインデックスにより構成されている。セルの各々は複数のＶＣＢユニット（ＶＣＢ
Ｕ）により構成され、他方、インデックスの各々はこれに対応して複数のＡＣＢユニット
（ＡＣＢＵ）により構成されている。そして、ＶＣＢユニット（ＶＣＢＵ）は図３０に詳
しく示すようにＡ－ＣＯＮＴパックは含まず、先頭のＣＯＮＴパックと、比較的多い数の
Ａパックと比較的少ない数のＶパックにより構成されている。また、このＡＣＢＵはＶパ
ックの後の最初のＡパックを先頭としてＶＣＢＵと略同じ間隔の０．４～１．０秒分の任
意の数のパックにより構成されている。ここで、ＶＣＢＵはＤＶＤビデオ規格ではＶＯＢ
Ｕとも呼ばれている。
【００６９】
　そして、ＡＣＢＵがＡ－ＣＯＮＴパックを含まないので、第１の実施形態においてＡ－
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ＣＯＮＴパック内に含まれていたＡＣＤパケットとＡＳＤパケットは図２９（ａ）に示す
ＡＭＧ（オーディオマネージャ）とＡＴＳ（オーディオタイトルセット）の一方又は両方
に配置される。
【００７０】
　ここで、第１の実施形態のＡＣＤパケットは、ＡＣＢユニット毎（０．５～１．０秒毎
）に１つ設けられるＡ－ＣＯＮＴパック内に設けられているので多数の画面分のデータを
収容することができるが、第２の実施形態ではＶＭＧ（ビデオマネージャ）とＡＭＧ（オ
ーディオマネージャ）やＶＴＳ（ビデオタイトルセット）とＡＴＳ（オーディオタイトル
セット）のように、ＤＶＤビデオディスクとＤＶＤオーディオディスクの両方のデータを
収容するので、収容データ量が制限され、したがって、曲毎や楽章毎のタイトル名などの
みの比較的少ないデータ量で収容される。また、以下に詳しく示すオーディオ再生制御情
報も１種類程度で収容してもよい。
【００７１】
　また、このＡＣＤパケット内のＡＣＤエリアは第１の実施形態（図１５）のように第１
の言語の文字「１」と第２の言語の文字「２」のデータを有するように構成してもよいが
、代わりに図３１に示すように文字「２」に関するデータを省略して、４８バイトのジェ
ネラル情報エリアと、例えば図１６に示すような楽曲名などのいわゆる「オーディオ・ナ
ビゲーション」を表示するための１つの言語の文字「１」に関する２９４バイトのエリア
と２９４バイトのオーディオ再生制御情報エリアにより構成してもよい。文字「１」のエ
リアは、第１の実施形態と同様に９３バイトのネームスペースエリアと、各々９３バイト
の２つのフリースペースエリアと、１５バイトのデータポインタエリアにより構成されて
いる。
【００７２】
　オーディオ再生制御情報エリアの内容は任意であり、例えば各々２５バイトの１０種類
分のオーディオ再生制御情報エリア（２５０バイト）と４４バイトの保留エリアにより構
成される。１種類分のオーディオ再生制御情報エリアには２０バイトのグラフィックイコ
ライザ情報と、３バイトのレベルバランス情報と２バイトの残響付加情報が配置され、こ
の情報はユーザにより選択されてオーディオ信号の音質が制御される。これらのオーディ
オ再生制御情報は、Ａパックに配置されている楽曲をユーザが再生する場合に、例えばそ
の楽曲のジャンル（クラシック、ジャズ、ロック、ＢＧＭ）に応じて、また、同一ジャン
ルであってもその楽曲の演奏状態、録音状態、雰囲気などに応じて再生時の音質が最も良
くなるようにいわゆるプロのミキサが推奨するデータである。保留エリアにはオーディオ
信号のチャネル数が６の場合、チャネル数を２にミクスダウンしてステレオ再生できるよ
うなミキシング係数を収納させる。
【００７３】
　また、Ａパックをシームレス再生するときにはＣＯＮＴパックを用いるので、ＡＳＤは
図３２に示すように、第１の実施形態（図１７）における８バイトの現在の番号情報と１
６バイトの現在時刻情報が省略され、その分が保留エリア（７６バイト）として用いられ
ている。このため、第１の実施形態のようにきめ細かい表示や再生制御はできないが、第
１の実施形態のようにＤＶＤオーディオディスク専用プレーヤのみが再生でき、ＤＶＤビ
デオディスク専用プレーヤが再生できないディスクが普及するまでの過渡期において有効
なオーディオディスクを実現することができる。
【００７４】
　次に図３３を参照してＣＯＮＴパックの構成について詳しく説明する。このＣＯＮＴパ
ックはＤＶＤビデオ規格ではナビゲーション・パック、通称ナビ（ＮＶ）パックと呼ばれ
ており、１４バイトのパックヘッダと、２４バイトのシステムヘッダと、ＰＣＩ（プレゼ
ンテーション・コントロール・インフォメーション）パケットとＤＳＩ（データ・サーチ
・インフォメーション）パケットにより構成されている。ＰＣＩは再生制御情報と呼ばれ
ており、このＰＣＩパケットは６バイトのパケットヘッダと、１バイトのサブストリーム
ＩＤと図３４に詳しく示す９７９バイトのＰＣＩデータにより構成され（合計９８６バイ
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ト）、また、ＤＳＩパケットは６バイトのパケットヘッダと、１バイトのサブストリーム
ＩＤと図３７に詳しく示すＤＳＩにより構成されている（合計１０２４バイト）。
【００７５】
　ＰＣＩデータはＶＯＢＵの再生を制御するナビゲーション・データであり、図３４に詳
しく示すように６０バイトのＰＣＩ一般情報（ＰＣＩ　ＧＩ）と、３６バイトの非シーム
レス用アングル情報（ＮＳＭＬ　ＡＧＬＩ）と、６９４バイトのハイライト情報（ＨＬＩ
）と１８９バイトの記録情報（ＲＥＣＩ）の４つの情報により構成されている。
【００７６】
　ＰＣＩ一般情報は図３５に詳しく示すように、
・４バイトの「ＮＶパック（＝ＣＯＮＴパック）のＬＢＮ」（ＮＶ　ＰＣＫ　ＬＢＮ）と
、
・２バイトの「ＶＯＢＵのカテゴリ」（ＶＯＢＵ　ＣＡＴ）と、
・２バイトの保留エリアと、
・４バイトの「ＶＯＢＵのユーザ操作制御情報」（ＶＯＢＵ　ＵＯＰ　ＣＴＬ）と、
・４バイトの「ＶＯＢＵの開始ＰＴＭ」（ＶＯＢＵ　Ｓ　ＰＴＭ）と、
・４バイトの「ＶＯＢＵの終了ＰＴＭ」（ＶＯＢＵ　Ｅ　ＰＴＭ）と、
・４バイトの「ＶＯＢＵ内シーケンス・エンドの終了ＰＴＭ」（ＶＯＢＵ　ＳＥ　Ｓ　Ｐ
ＴＭ）と、
・４バイトの「セル内経過時間」（Ｃ　ＥＬＴＭ）と
・３２バイトの保留エリアにより構成されている。
【００７７】
　「ＮＶパックのＬＢＮ」（ＮＶ　ＰＣＫ　ＬＢＮ）には、本ＰＣＩが含まれるＮＶパッ
クのアドレスが本ＰＣＩが含まれるＶＯＢＳの先頭ＬＢからＲＬＢＮで記述されており、
また、「ＶＯＢＵのカテゴリ」（ＶＯＢＵ　ＣＡＴ）には、本ＶＯＢＵのアナログ・プロ
テクション・システム（ＡＰＳ）の状態が記述されている。
【００７８】
　図３４に示した非シームレス用アングル情報（ＮＳＭＬ　ＡＧＬＩ）は、アングル変更
時の行き先アドレスに関する情報であり、また、アングル・セル変更が非シームレスに変
更されるとき、すなわちシームレス・アングル変更フラグが「非シームレス」に設定され
ている場合のみ、有効である。図３４に示したハイライト情報（ＨＬＩ）はサブピクチャ
表示領域内の一矩形領域をハイライトする情報であり、この情報に基づいて特定矩形領域
内のビデオとサブピクチャの色の混合比（コントラスト）を変更することができる。また
、各サブピクチャ・ストリームのサブピクチャ・ユニット（ＳＰＵ）の再生期間は、ハイ
ライト情報（ＨＬＩ）の有効期間と同一である。
【００７９】
　図３４に示した記録情報（ＲＥＣＩ）は図３６に詳しく示すように、
・１０バイトの「ビデオストリーム内のビデオデータのＩＳＲＣ」（ＩＳＲＣ　Ｖ）と、
・１０バイトの「デコーディング・オーディオ・ストリーム＃０内オーディオデータのＩ
ＳＲＣ」（ＩＳＲＣ　Ａ０）と、
・１０バイトの「デコーディング・オーディオ・ストリーム＃１内オーディオデータのＩ
ＳＲＣ」（ＩＳＲＣ　Ａ１）と、
・１０バイトの「デコーディング・オーディオ・ストリーム＃２内オーディオデータのＩ
ＳＲＣ」（ＩＳＲＣ　Ａ２）と、
・１０バイトの「デコーディング・オーディオ・ストリーム＃３内オーディオデータのＩ
ＳＲＣ」（ＩＳＲＣ　Ａ３）と、
・１０バイトの「デコーディング・オーディオ・ストリーム＃４内オーディオデータのＩ
ＳＲＣ」（ＩＳＲＣ　Ａ４）と、
・１０バイトの「デコーディング・オーディオ・ストリーム＃５内オーディオデータのＩ
ＳＲＣ」（ＩＳＲＣ　Ａ５）と、
・１０バイトの「デコーディング・オーディオ・ストリーム＃６内オーディオデータのＩ
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ＳＲＣ」（ＩＳＲＣ　Ａ６）と、
・１０バイトの「デコーディング・オーディオ・ストリーム＃７内オーディオデータのＩ
ＳＲＣ」（ＩＳＲＣ　Ａ７）と、
・１０バイトの「デコーディング・ＳＰストリーム＃０、＃８、＃１６又は＃２４内ＳＰ
データのＩＳＲＣ」（ＩＳＲＣ　ＳＰ０）と、
・１０バイトの「デコーディング・ＳＰストリーム＃１、＃９、＃１７又は＃２５内ＳＰ
データのＩＳＲＣ」（ＩＳＲＣ　ＳＰ１）と、
・１０バイトの「デコーディング・ＳＰストリーム＃２、＃１０、＃１８又は＃２６内Ｓ
ＰデータのＩＳＲＣ」（ＩＳＲＣ　ＳＰ２）と、
・１０バイトの「デコーディング・ＳＰストリーム＃３、＃１１、＃１９又は＃２７内Ｓ
ＰデータのＩＳＲＣ」（ＩＳＲＣ　ＳＰ３）と、
・１０バイトの「デコーディング・ＳＰストリーム＃４、＃１２、＃２０又は＃２８内Ｓ
ＰデータのＩＳＲＣ」（ＩＳＲＣ　ＳＰ４）と、
・１０バイトの「デコーディング・ＳＰストリーム＃５、＃１３、＃２１又は＃２９内Ｓ
ＰデータのＩＳＲＣ」（ＩＳＲＣ　ＳＰ５）と、
・１０バイトの「デコーディング・ＳＰストリーム＃６、＃１４、＃２２又は＃３０内Ｓ
ＰデータのＩＳＲＣ」（ＩＳＲＣ　ＳＰ６）と、
・１０バイトの「デコーディング・ＳＰストリーム＃７、＃１５、＃２３又は＃３１内Ｓ
ＰデータのＩＳＲＣ」（ＩＳＲＣ　ＳＰ７）と、
・１バイトの「ＩＳＲＣ用に選択されたＳＰストリームのグループ」（ＩＳＲＣ　ＳＰ　
ＳＥＬ）と、
・１８バイトの保留エリアにより構成されている。
【００８０】
　図３３に示したデータサーチ情報（ＤＳＩ）はデータをサーチして、ＶＯＢＵのシーム
レス再生を実行するためのナビゲーションデータであり、図３７に詳しく示すように
・３２バイトのＤＳＩ一般情報（ＤＳＩ　ＧＩ）と、
・１４８バイトのシームレス再生情報（ＳＭＬ　ＰＢＩ）と、
・５４バイトのシームレス用アングル情報（ＳＭＬ　ＡＧＬＩ）と、
・１６８バイトのＶＯＢＵサーチ情報（ＶＯＢＵ　ＳＲＩ）と、
・１４４バイトの同期情報（ＳＹＮＣＩ）と、
・４７１バイトの保留エリアにより構成されている。
【００８１】
　ＤＳＩ一般情報（ＤＳＩ　ＧＩ）は図３８に詳しく示すように
・４バイトの「ＮＶ　ＰＣＫのＳＣＲベース」（ＮＶ　ＰＣＫ　ＳＣＲ）と、
・４バイトの「ＮＶ　ＰＣＫのＬＢＮ」（ＮＶ　ＰＣＫ　ＬＢＮ）と、
・４バイトの「ＶＯＢＵの終了アドレス」（ＶＯＢＵ　ＥＡ）と、
・４バイトの「ＶＯＢＵの第１リファレンス・ピクチャの終了アドレス」（ＶＯＢＵ　１
ＳＴＲＥＦ　ＥＡ）と、
・４バイトの「ＶＯＢＵの第２リファレンス・ピクチャの終了アドレス」（ＶＯＢＵ　２
ＮＤＲＥＦ　ＥＡ）と、
・４バイトの「ＶＯＢＵの第３リファレンス・ピクチャの終了アドレス」（ＶＯＢＵ　３
ＲＤＲＥＦ　ＥＡ）と、
・２バイトの「ＶＯＢＵのＶＯＢ　ＩＤ番号」（ＶＯＢＵ　ＶＯＢ　ＩＤＮ）と、
・１バイトの保留エリアと、
・１バイトの「ＶＯＢＵのセルＩＤ番号」（ＶＯＢＵ　Ｃ　ＩＤＮ）と、
・４バイトの「セル経過時間」（Ｃ　ＥＬＴＭ）により構成されている。
【００８２】
　図３７に示したシームレス再生情報（ＳＭＬ　ＰＢＩ）は、図３９に詳しく示すように
・２バイトの「シームレスＶＯＢＵのカテゴリ」（ＶＯＢＵ　ＳＭＬ　ＣＡＴ）と、
・４バイトの「インタリーブド・ユニットの終了アドレス」（ＩＬＶＵ　ＥＡ）と、
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・４バイトの「次のインタリーブド・ユニットの開始アドレス」（ＮＸＴ　ＩＬＶＵ　Ｓ
Ａ）と、
・２バイトの「次のインタリーブド・ユニットのサイズ」（ＮＸＴ　ＩＬＶＵ　ＳＺ）と
、
・４バイトの「ＶＯＢ内のビデオの開始ＰＴＭ」（ＶＯＢ　Ｖ　Ｓ　ＰＴＭ）と、
・４バイトの「ＶＯＢ内のビデオの終了ＰＴＭ」（ＶＯＢ　Ｖ　Ｅ　ＰＴＭ）と、
・８バイト×８の「ＶＯＢ内のオーディオの終了ＰＴＭ」（ＶＯＢ　Ａ　ＳＴＰ　ＰＴＭ
）と、
・８バイト×８の「ＶＯＢ内のオーディオのギャップ長」（ＶＯＢ　Ａ　ＧＡＰ　ＬＥＮ
）により構成されている。
【００８３】
　図３７に示したシームレス用アングル情報は、図４０に示すようにアングル変更時の行
き先アドレスに関する情報であり、アングル変更がシームレスで実行される場合、すなわ
ちシームレス・アングル変更フラグが「シームレス」に設定されている場合にのみ、有効
である。
【００８４】
　図３７に示したＶＯＢＵサーチ情報（ＶＯＢＵ　ＳＲＩ）には、図４１に示すようにこ
のセルで、本ＤＳＩが含まれるＶＯＢＵの再生開始時刻の前後０．５×ｎ秒に再生される
ＶＯＢＵの先頭アドレスが記述され、また、１つのセル内でのみ有効である。この情報は
図４２に詳しく示すように、
・４バイトの「ビデオデータの持つ次のＶＯＢＵ先頭アドレス」（ＦＷＤＩ　ＶＩＤＥＯ
）と、
・４バイトの「＋２４０ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＦＷＤＩ　２４０
）と、
・４バイトの「＋１２０ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＦＷＤＩ　１２０
）と、
・４バイトの「＋６０ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＦＷＤＩ　６０）と
、
・４バイトの「＋２０ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＦＷＤＩ　２０）と
、
・４バイトの「＋１５ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＦＷＤＩ　１５）と
、
・４バイトの「＋１４ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＦＷＤＩ　１４）と
、
・４バイトの「＋１３ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＦＷＤＩ　１３）と
、
・４バイトの「＋１２ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＦＷＤＩ　１２）と
、
・４バイトの「＋１１ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＦＷＤＩ　１１）と
、
・４バイトの「＋１０ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＦＷＤＩ　１０）と
、
・４バイトの「＋９ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＦＷＤＩ　９）と、
・４バイトの「＋８ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＦＷＤＩ　８）と、
・４バイトの「＋７ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＦＷＤＩ　７）と、
・４バイトの「＋６ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＦＷＤＩ　６）と、
・４バイトの「＋５ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＦＷＤＩ　５）と、
・４バイトの「＋４ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＦＷＤＩ　４）と、
・４バイトの「＋３ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＦＷＤＩ　３）と、
・４バイトの「＋２ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＦＷＤＩ　２）と、

10

20

30

40

50

(20) JP 3741125 B2 2006.2.1



・４バイトの「＋１ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＦＷＤＩ　１）と、
・４バイトの「次のＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＦＷＤＩ　Ｎｅｘｔ）
と、
・４バイトの「前のＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＢＷＤＩ　Ｐｒｅｗ）
と、
・４バイトの「－１ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＢＷＤＩ　１）と、
・４バイトの「－２ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＢＷＤＩ　２）と、
・４バイトの「－３ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＢＷＤＩ　３）と、
・４バイトの「－４ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＢＷＤＩ　４）と、
・４バイトの「－５ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＢＷＤＩ　５）と、
・４バイトの「－６ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＢＷＤＩ　６）と、
・４バイトの「－７ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＢＷＤＩ　７）と、
・４バイトの「－８ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＢＷＤＩ　８）と、
・４バイトの「－９ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＢＷＤＩ　９）と、
・４バイトの「－１０ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＢＷＤＩ　１０）と
、
・４バイトの「－１１ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＢＷＤＩ　１１）と
、
・４バイトの「－１２ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＢＷＤＩ　１２）と
、
・４バイトの「－１３ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＢＷＤＩ　１３）と
、
・４バイトの「－１４ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＢＷＤＩ　１４）と
、
・４バイトの「－１５ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＢＷＤＩ　１５）と
、
・４バイトの「－２０ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＢＷＤＩ　２０）と
、
・４バイトの「－６０ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＢＷＤＩ　６０）と
、
・４バイトの「－１２０ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＢＷＤＩ　１２０
）と、
・４バイトの「－２４０ＶＯＢＵ先頭アドレスとビデオ存在フラグ」（ＢＷＤＩ　２４０
）と、
・４バイトの「ビデオデータを持つ前のＶＯＢＵ先頭アドレス」（ＢＷＤＩ　ＶＩＤＥＯ
）により構成されている。
【００８５】
　図３７に示した同期情報（ＳＹＮＣＩ）は、本ＤＳＩが含まれるＶＯＢＵのビデオデー
タと同期して再生されるオーディオデータとサブピクチャデータのアドレス情報であり、
図４３に詳しく示すように
・２バイト×８の「対象オーディオパック（Ａ　ＰＣＫ）のアドレス」（Ａ　ＳＹＮＣＡ
　０　 to　７）と
・４バイト×３２の「対象サブピクチャパック（ＳＰ　ＰＣＫ）用ＶＯＢＵ先頭アドレス
」（ＳＰ　ＳＹＮＣＡ　０　 to　３１）により構成されている。
【００８６】
　次に第１～第４の実施形態とＤＶＤビデオディスクの識別子について説明する。ＤＶＤ
の記録エリアは、図４４に示すように概略的にリードインエリアとデータエリアにより構
成されている。また、ＤＶＤのリードインエリアは
・リードインスタートからセクタ番号「０２Ｆ０００ｈ」の前までのオール００ｈのブロ
ックと、
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・セクタ番号「０２Ｆ０００ｈ」からセクタ番号「０２Ｆ０２０ｈ」の前までの２ブロッ
ク分のリファレンスコードブロックと、
・セクタ番号「０２Ｆ０２０ｈ」からセクタ番号「０２Ｆ２００ｈ」の前までの３０ブロ
ック分のオール００ｈのブロックと、
・セクタ番号「０２Ｆ２００ｈ」からセクタ番号「０２ＦＥ００ｈ」の前までの１９２ブ
ロック分のコントロールデータブロックと、
・セクタ番号「０２ＦＥ００ｈ」からセクタ番号「０３００００ｈ」の前までの３２ブロ
ック分のオール００ｈのブロックにより構成されている。
【００８７】
　また、データエリアの先頭（セクタ番号「０３００００ｈ」）からはＩＳＯ９６６０と
マイクロＵＤＦ（ユニバーサル・ディスク・フォーマット）のデータが記録され、次にオ
ーディオタイトルセット（ＴＳ）、ビデオＴＳ、コンピュータＴＳなどが記録される。
【００８８】
　上記のリードインエリアにおけるコントロールデータブロックは図４５に示すように、
フィジカル・フォーマット・インフォメーションのセクタと、ディスク製造インフォメー
ションのセクタと、著作権インフォメーションのセクタと、ＴＯＣ情報のセクタにより構
成されている。また、フィジカル・フォーマット・インフォメーションのセクタは図４６
に示すように、ブックタイプ及びパートバージョンのエリアと、ディスクサイズ及びミニ
マムリードアウトレートのエリアと、ディスク構造のエリアと、記録密度のエリアと、デ
ータエリアアロケーションのエリアなどにより構成されている。
【００８９】
　そして、ブックタイプ及びパートバージョンのエリアはディスク識別子として割り当て
られ、その上位ビットにより、
・「ＤＶＤ－ＲＯＭディスク」か、
・「ＤＶＤ－ＲＡＭディスク」か又は
・「ＤＶＤ－ Write Onceディスク」かが示され、さらに「ＤＶＤ－ＲＯＭディスク」の場
合には、下位ビットにより
・「コンピュータプログラム・ディスク」か、
・「純粋ビデオ・ディスク」か、
・「ビデオ＋オーディオ・ナビゲーション・ディスク：Ｖａｎディスク」か又は・「オー
ディオ・ディスク」か
を示す識別子が記述される。
【００９０】
　したがって、このブックタイプ及びパートバージョンにより、第１～第３の実施形態に
係るディスクには「ＤＶＤ－ＲＯＭ－オーディオディスク」を示すディスク識別子が記述
され、また、第４の実施形態に係るディスクには「ＤＶＤ－ＲＯＭ－Ｖａｎディスク」を
示すディスク識別子が記述される。また、「ＤＶＤ－ＲＯＭ－純粋ビデオ・ディスク」の
リードインエリアには曲や楽章の頭出し情報などのＴＯＣ情報が設けられていないが、第
１～第３の実施形態の「ＤＶＤ－ＲＯＭ－オーディオディスク」と第４の実施形態の「Ｄ
ＶＤ－ＲＯＭ－Ｖａｎディスク」のリードインエリアにはこのＴＯＣ情報が設けられる。
なお、このＴＯＣ情報は図２２の構成に準じているが簡易再生情報を付加しておりこれと
区別するためにＳＡＰＰと呼ばれることもある。
【００９１】
　次に図４７、図４８を参照して第４の実施形態のディスク再生装置について説明する。
ここで、ドライブ装置２はディスク１として厚みが異なるＤＶＤとＣＤを読み取り可能に
構成されている。また、前述したディスク識別子に基づいて制御部２３により、「ＤＶＤ
－ＲＯＭ－純粋ビデオ・ディスク」と「ＤＶＤ－ＲＯＭ－Ｖａｎディスク」の場合にはス
イッチＳＷ１はＣＯＮＴパック検出部３及びＴＯＣ情報記憶メモリ８Ａ側に切り替わり、
スイッチＳＷ２はバッファ取り出し部５側に切り替わり、スイッチＳＷ３はビデオ処理部
３～８への電源をオンにする。他方、他のディスクの場合にはスイッチＳＷ１はＣＯＮＴ
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パック、Ａ－ＣＯＮＴパック検出部９’、ＴＯＣ情報記憶メモリ１４Ａ及びＣＤ再生部８
８側に切り替わり、スイッチＳＷ２はバッファ取り出し部１１側に切り替わり、スイッチ
ＳＷ３はビデオ処理部３～８への電源をオフするように制御される。
【００９２】
　まず、ディスク１からその識別子を読み出してディスク１の種別を判断し（ステップＳ
３０、Ｓ３１）、ＤＶＤビデオディスクの場合にはその再生を行う（ステップＳ３１、Ｓ
３２）。この場合、図４７において再生信号がスイッチＳＷ１を介してＣＯＮＴパック検
出部３に送られ、ＣＯＮＴパック検出部３はこの再生データ中のＣＯＮＴパックを検出し
て制御パラメータをパラメータ部８に設定するとともに、ＣＯＮＴパックにより制御され
るＶパック（及びＳＰパック）とＡパックをＡ及びＶパックバッファ４’に順次書き込む
。
【００９３】
　Ａ及びＶパックバッファ４’に書き込まれたＶパック、ＳＰパック内のユーザデータ（
ビデオ信号、サブピクチャ情報）は、バッファ取り出し部５によりＶパック内のＳＣＲ（
図１３参照）に基づいてパック順に、また、ＣＯＮＴパック内のＰＴＳ（ Presentation T
ime Stamp）に基づいて出力時刻順に取り出され、次いで画像変換部６、Ｄ／Ａ変換部７
、ビデオ出力端子１５、１５’を介してアナログビデオ信号として出力される。また、Ａ
及びＶパックバッファ４’に書き込まれたＡパック内のユーザデータ（オーディオ信号）
は、バッファ取り出し部１１によりＳＣＲに基づいてパック順に、また、ＣＯＮＴパック
に基づいて出力時刻順に取り出され、スイッチＳＷ２、ＰＣＭ変換部１２、Ｄ／Ａ変換部
１３、オーディオ出力端子１６を介してアナログオーディオ信号として出力される。
【００９４】
　また、ＤＶＤ－Ｖａｎディスクの場合には再生信号のＣＯＮＴパックとＴＯＣ情報がス
イッチＳＷ１を介してそれぞれＣＯＮＴパック検出部３とＴＯＣ情報記憶メモリ８Ａに送
られる。そして、ＶパックとＡパックの再生はＤＶＤビデオディスクの場合と同様に行う
が、曲や楽章の頭出しはＴＯＣ情報に基づいて行う。
　また、ＤＶＤ－Ａｖｄ（オーディオ＋ＡＶデータ）ディスクやＤＶＤオーディオディス
クの場合には、再生信号のＣＯＮＴパック又はＡ－ＣＯＮＴパックとＴＯＣ情報がスイッ
チＳＷ１を介してそれぞれＣＯＮＴパック又はＡ－ＣＯＮＴパック検出部９’とＴＯＣ情
報記憶メモリ１４Ａに送られる。そしてＣＯＮＴパック又はＡ－ＣＯＮＴパック検出部９
’は再生データ中のＣＯＮＴパック又はＡ－ＣＯＮＴパックを検出して制御パラメータを
パラメータ部１４に設定するとともに、ＣＯＮＴパック又はＡ－ＣＯＮＴパックにより制
御されるＡパックをＡパックバッファ１０に順次書き込む。
【００９５】
　Ａパックバッファ１０に書き込まれたＡパック内のユーザデータ（オーディオ信号）は
、バッファ取り出し部１１によりＳＣＲに基づいてパック順に、また、Ａ－ＣＯＮＴパッ
ク内のオーディオサーチデータＡＳＤの現在時刻（図１７参照）に基づいて出力時刻順に
取り出され、次いでスイッチＳＷ２、ＰＣＭ変換部１２、Ｄ／Ａ変換部１３、オーディオ
出力端子１６を介してアナログオーディオ信号として出力される。また、Ａ－ＣＯＮＴパ
ック中の表示用データ（図１５、図１６に示すオーディオキャラクタディスプレイ情報Ａ
ＣＤ）は表示信号生成部２０に送られて表示信号が生成され、この表示信号は表示信号出
力端子２２を介して出力されたり、内蔵の文字表示部２１に出力される。
　ＣＯＮＴパック又はＡ－ＣＯＮＴパックがないＤＶＤ－ＡｖｄディスクやＤＶＤオーデ
ィオディスクにＶデータ（静止画）が含まれている場合は、ＤＶＤ－Ｖａｎディスクと同
様にスイッチＳＷ１は選択される。この場合、再生のためにＴＯＣ情報や管理エリアの情
報が利用される。
【００９６】
　また、ＣＤの場合には、再生信号がスイッチＳＷ１を介してＣＤ再生部８８に送られて
アナログオーディオ信号として出力される。
【００９７】
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　したがって、この第４の実施形態によれば、ＶＯＢユニット内のＡパックの数がＶパッ
クより多いので、Ｖパックをディスプレイにより再生する場合には静止画や動きが少ない
動画となるが、ＶＯＢユニット内のＡパックをＤＶＤビデオ規格のＣＯＮＴパック（ＮＶ
パック）に基づいて再生することができるので、ＤＶＤビデオディスクなどの各種のＤＶ
Ｄを再生することができる。
【００９８】
　図４９は図４に示したＡＭＧＩ内のテキストデータマネージャ（ＴＸＴＤＴ－ＭＧ）を
詳しく示し、図５０は図４９のオーディオ・テキスト・データ言語ユニット（ＡＴＸＴＤ
Ｔ－ＬＵ）＃１～＃ｎを詳しく示し、図５１は図５０のオーディオ・テキスト・データ（
ＡＴＸＴＤＴ）を詳しく示し、これらのデータは第４の実施形態のＶａｎディスクのＡＭ
ＧＩ内に記録される。テキストデータマネージャ（ＴＸＴＤＴ－ＭＧ）は図４９に示すよ
うに、
・オーディオ・テキスト・データ・マネージャ情報（ＡＴＸＴＤＴ－ＭＧＩ）と、
・ｎ個のオーディオ・テキスト・データ言語ユニット・サーチポインタ（ＡＴＸＴＤＴ－
ＬＵ－ＳＲＰ）＃１～＃ｎと
・図５０に詳しく示すｎ個のオーディオ・テキスト・データ言語ユニット（ＡＴＸＴＤＴ
－ＬＵ）＃１～＃ｎにより構成されている。
【００９９】
　オーディオ・テキスト・データ言語ユニット（ＡＴＸＴＤＴ－ＬＵ）＃１～＃ｎの各々
は、図５０に示すように、
・オーディオ・テキスト・データ言語ユニット情報（ＡＴＸＴＤＴ－ＬＵＩ）と、
・ボリューム用アイテム・オーディオ・テキスト・サーチポインタ・サーチポインタ（Ｉ
Ｔ－ＡＴＸＴ－ＳＲＰ－ＳＲＰ－ＶＬＭ）と、
・ＡＴＴ－ＳＲＰＴに基づくアルバム（Ａｌｂｕｍ）＃１から＃９までのための９個のア
イテム・オーディオ・テキスト・サーチポインタ・サーチポインタ（ＩＴ－ＡＴＸＴ－Ｓ
ＲＰ－ＳＲＰ－ＴＴＧ＃１～＃９－ＡＴＴ－ＳＲＰＴ）と、
・ＡＯＴＴ－ＳＲＰＴに基づくアルバム＃１から＃９までのための９個のアイテム・オー
ディオ・テキスト・サーチポインタ・サーチポインタ（ＩＴ－ＡＴＸＴ－ＳＲＰ－ＳＲＰ
－ＴＴＧ＃１～＃９－ＡＯＴＴ－ＳＲＰＴ）と
・図５１に詳しく示すオーディオ・テキスト・データ（ＡＴＸＴＤＴ）により構成されて
いる。
【０１００】
　オーディオ・テキスト・データ（ＡＴＸＴＤＴ）は、図５１に示すように
・オーディオ・テキスト・データ情報（ＡＴＸＴＤＴＩ）と、
・ｎ個のアイテム・オーディオ・テキスト・サーチポインタ＃１～＃ｎ（ＩＴ－ＡＴＸＴ
－ＳＲＰ－＃１～＃ｎ）と、
・ｎ個のアイテム・オーディオ・テキスト（ＩＴ－ＡＴＸＴ＃１～＃ｎ）により構成され
ている。
【０１０１】
　そして、このようなデータ構造を利用して、アルバムの解説などのオーディオデータに
関する情報がテキストデータで収納され、また、このテキストデータはビデオのテキスト
データとは別のエリアに収納される。図５２はこのようなオーディオ・テキスト・データ
が記録されたディスク１が図４７に示す再生装置のドライブ装置１にセットされてこれを
再生する場合の処理を示し、操作部１８の「アルバムに関する情報」の操作ボタン（図示
せず）が操作されると、その操作時に再生中のアルバム＃ｉ（又は再生前にはボリューム
に対応したアルバム＃ｉ）のオーディオ・テキスト・データの表示を行う。この場合の再
生装置のスイッチＳＷ１～ＳＷ３は、前述したようにＤＶＤ－Ｖａｎディスク又はＤＶＤ
－オーディオディスクかに応じて切り替わり、ＤＶＤ－Ｖａｎディスクの場合にはテキス
トデータのビデオ信号がビデオ出力端子１５を介して出力され、他方、ＤＶＤ－オーディ
オディスクの場合にはテキストデータが文字情報出力端子２２を介して出力されたり、文
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字表示部２１により表示される。
【０１０２】
　図５２において、まず、操作部１８を介して指定された言語ユニット＃ｉを選択して読
み取り（ステップＳ１）、次いでそのオーディオ・テキスト・データ言語ユニット＃ｉの
表示を行う（ステップＳ２）。そして、ステップＳ３において次の指定が有れば、その指
定に応じて＋キーの操作のときにはｉをインクリメントし（ステップＳ４、Ｓ５）、－キ
ーの操作のときにはｉをデクリメントし（ステップＳ６、Ｓ７）、また、番号ｋが指定さ
れたときにはｉ＝ｋに設定する（ステップＳ８）。次いでステップＳ２に戻ってそのオー
ディオ・テキスト・データ言語ユニット＃ｉの表示を行う。
【０１０３】
　次に上記のオーディオ・テキスト・データを異なる言語で表示する処理を説明する。図
５３は図４に示したオーディオ・マネージャ・メニューＰＧＣＩユニットテーブル（ＡＭ
ＧＭ－ＰＧＣＩ－ＵＴ）を詳しく示し、図５４は図５３のオーディオ・マネージャ・メニ
ュー言語ユニットを詳しく示し、図５５は図５３のオーディオ・マネージャ・メニュー言
語ユニットの一例を示し、図５６は図５３のオーディオ・マネージャ・メニュー言語ユニ
ットの表示処理を示している。
【０１０４】
　オーディオ・マネージャ・メニューＰＧＣＩユニットテーブル（ＡＭＧＭ－ＰＧＣＩ－
ＵＴ）は図５３に示すように
・オーディオ・マネージャ・メニューＰＧＣＩユニットテーブル情報（ＡＭＧＭ－ＰＧＣ
Ｉ－ＵＴＩ）と、
・ｎ個のオーディオ・マネージャ・メニュー言語ユニット・サーチポインタ（ＡＭＧＭ－
ＬＵ－ＳＲＰ＃１～＃ｎ）と
・図５４に示すｎ個のオーディオ・マネージャ・メニュー言語ユニット（ＡＭＧＭ－ＬＵ
＃１～＃ｎ）により構成されている。
【０１０５】
　オーディオ・マネージャ・メニュー言語ユニット（ＡＭＧＭ－ＬＵ＃１～＃ｎ）の各々
は、図５４に示すように
・ＡＭＧＭ－ＬＵ情報（ＡＭＧＭ－ＬＵＩ）と、
・ｎ個のＡＭＧＭ－ＰＧＣＩサーチポインタ＃１～＃ｎ（ＡＭＧＭ－ＰＧＣＩ－ＳＲＰ＃
１～＃ｎ）と
・ｎ個のオーディオ・マネージャ・メニュー・プログラム・チェーン情報＃１～＃ｎ（Ａ
ＭＧＭ－ＰＧＣＩ＃１～＃ｎ）により構成されている。
【０１０６】
　このようなオーディオ・マネージャ・メニュー言語ユニットにより、例えば図５５に示
すように同一タイトルに対して日本語と英語のように異なる言語のタイトルメニューがサ
ブピクチャでＤＶＤビデオディスクやＤＶＤ－Ｖａｎディスク１に記録され、また、再生
装置はこのディスク１に対して図５６に示すような表示処理を行う。この場合の再生装置
のスイッチＳＷ１～ＳＷ３は、前述したようにＤＶＤビデオディスクやＤＶＤ－Ｖａｎデ
ィスクを再生する側に切り替わり、タイトルメニューのサブピクチャ信号がビデオ出力端
子１５を介して出力される。
【０１０７】
　図５６において、まず、操作部１８を介して指定された言語ユニット＃ｉを選択して読
み取り（ステップＳ１１）、次いでそのオーディオ・マネージャ・メニュー＃ｉの表示を
行う（ステップＳ１２）。そして、このメニューは幾つかのチェーンで構成されているの
で、次のチェーンの指定が有れば次のチェーンを指定し（ステップＳ１３→Ｓ１４）、次
いでステップＳ１２に戻ってそのチェーンのオーディオ・マネージャ・メニュー＃ｉの表
示を行う。
【０１０８】
　また、次のチェーンの指定が無い場合には、図５２に示す場合と同様に次のメニューの
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指定が有るか否かを判断する（ステップＳ１３→Ｓ１５）。そして、次のメニューの指定
が無い場合にはステップＳ１３に戻り、他方、次のメニューの指定が有れば、その指定に
応じて＋キーの操作のときにはｉをインクリメントし（ステップＳ１６、Ｓ１７）、－キ
ーの操作のときにはｉをデクリメントし（ステップＳ１８、Ｓ１９）、また、番号ｋが指
定されたときにはｉ＝ｋに設定する（ステップＳ２０）。次いでステップＳ１２に戻って
そのオーディオ・マネージャ・メニュー＃ｉの表示を行う。
【０１０９】
　また、この第４の実施形態のＤＶＤ－Ｖａｎディスクの場合には、図４に示すオーディ
オ・マネージャ情報（ＡＭＧＩ）は、代わりに図５７に示すように
・オーディオ・マネージャ情報マネージメント・テーブル（ＡＭＧＩ－ＭＡＴ）と、
・オーディオ・タイトル・サーチポインタ・テーブル（ＡＴＴ－ＳＲＰＴ）と、・オーデ
ィオ・オンリ・タイトル・サーチポインタ・テーブル（ＡＯＴＴ－ＳＲＰＴ）と、
・オーディオ・マネージャ・メニュー・ＰＧＣＩユニット・テーブル（ＡＭＧＩ－ＰＧＣ
Ｉ－ＵＴ）と
・オーディオ・テキスト・データ・マネージャ（ＡＴＸＴＤＴ－ＭＧ）により構成して、
図４に示すＰＴＬ－ＭＡＩＴ、ＡＭＧＭ－Ｃ－ＡＤＴ、ＡＭＧＭ－ＡＣＢＵ－ＡＤＭＡＰ
を省略してもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】ＤＶＤ－ビデオのフォーマットと、本発明に係るＤＶＤ－オーディオのフォーマ
ットの一実施形態を示す説明図である。
【図２】図１のオーディオマネージャ（ＡＭＧ）のフォーマットを詳しく示す説明図であ
る。
【図３】図１のオーディオタイトルセット（ＡＴＳ）のフォーマットを詳しく示す説明図
である。
【図４】図２のオーディオマネージャインフォメーション（ＡＭＧＩ）のフォーマットを
詳しく示す説明図である。
【図５】図４のオーディオタイトルセット・アトリビュートテーブル（ＡＴＳ－ＡＴＲＴ
）のフォーマットを詳しく示す説明図である。
【図６】図５のオーディオタイトルセット・アトリビュートデータ（ＡＴＳ－ＡＴＲ）の
フォーマットを詳しく示す説明図である。
【図７】図３のオーディオタイトルセットインフォメーション（ＡＴＳＩ）のフォーマッ
トを詳しく示す説明図である。
【図８】図７のオーディオタイトルセットインフォメーション・マネージメントテーブル
（ＡＴＳＩ－ＭＡＴ）のフォーマットを詳しく示す説明図である。
【図９】図８のオーディオタイトルセットメニュー・オーディオストリーム・アトリビュ
ートデータ（ＡＴＳＭ－ＡＳＴ－ＡＴＲ）を詳しく示す説明図である。
【図１０】図８のオーディオタイトルセット・オーディオストリーム・アトリビュートテ
ーブル（ＡＴＳ－ＡＳＴ－ＡＴＲＴ）のフォーマットを詳しく示す説明図である。
【図１１】図１０の各オーディオストリームのアトリビュートデータ（ＡＴＳ－ＡＳＴ－
ＡＴＲ）を詳しく示す説明図である。
【図１２】図１のオーディオコンテンツブロックユニット（ＡＣＢＵ）を示す説明図であ
る。
【図１３】図１２のオーディオパックとビデオパックのフォーマットを詳しく示す説明図
である。
【図１４】図１２のオーディオコントロール（Ａ－ＣＯＮＴ）パックのフォーマットを詳
しく示す説明図である。
【図１５】図１４のオーディオキャラクタディスプレイ（ＡＣＤ）エリアのフォーマット
を詳しく示す説明図である。
【図１６】図１５のネームスペース情報により表示される例を示す説明図である。
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【図１７】図１４のオーディオサーチデータ（ＡＳＤ）エリアのフォーマットを詳しく示
す説明図である。
【図１８】図１のオーディオコンテンツブロックユニットの変形例を示す説明図である。
【図１９】本発明に係るＤＶＤ－オーディオディスクの再生装置を示すブロック図である
。
【図２０】図１９の再生装置を機能的に示すブロック図である。
【図２１】第２の実施形態におけるオーディオマネージャインフォメーション（ＡＭＧＩ
）のフォーマットを詳しく示す説明図である。
【図２２】図２１のＴＯＣ情報を詳しく示す説明図である。
【図２３】第２の実施形態の変形例におけるオーディオタイトルセットインフォメーショ
ン（ＡＴＳＩ）のフォーマットを詳しく示す説明図である。
【図２４】第２の実施形態のＤＶＤ－オーディオディスクの再生装置を示すブロック図で
ある。
【図２５】図２４の再生装置を機能的に示すブロック図である。
【図２６】第３の実施形態におけるＴＯＣ情報と再生装置を示すブロック図である。
【図２７】Ａ－Ｖ同期再生処理を説明するためのフローチャートである。
【図２８】Ａ－Ｖ同期再生処理を説明するためのフローチャートである。
【図２９】第４の実施形態としてＤＶＤ－Ｖａｎディスクの基本フォーマットを示す説明
図である。
【図３０】図２９の実施形態のＡＣＢＵ及びＶＣＢＵを示す説明図である。
【図３１】第４の実施形態のＡＣＤ（オーディオキャラクタディスプレイ）情報の他の例
を示す説明図である。
【図３２】第４の実施形態のＡＳＤ（オーディオサーチデータ）を示す説明図である。
【図３３】図２９のＣＯＮＴパックを詳しく示す説明図である。
【図３４】図３３のＰＣＩデータを詳しく示す説明図である。
【図３５】図３４のＰＣＩ一般情報を詳しく示す説明図である。
【図３６】図３４の記録情報を詳しく示す説明図である。
【図３７】図３３のＤＳＩを詳しく示す説明図である。
【図３８】図３７のＤＳＩ一般情報を詳しく示す説明図である。
【図３９】図３７のシームレス再生情報を詳しく示す説明図である。
【図４０】図３７のシームレス用アングル情報によるシームレス・アングル変更の概念を
示す説明図である。
【図４１】図３７のＶＯＢＵサーチ情報の一例を示す説明図である。
【図４２】図３７のＶＯＢＵサーチ情報を詳しく示す説明図である。
【図４３】図３７の同期情報を詳しく示す説明図である。
【図４４】第１～第４の実施形態のリードインエリアの構成を示す説明図である。
【図４５】図４４のコントロールデータブロックを詳しく示す説明図である。
【図４６】図３５のフィジカル・フォーマット・インフォメーションを詳しく示す説明図
である。
【図４７】第４の実施形態のディスク再生装置を示すブロック図である。
【図４８】第４の実施形態のディスク再生装置の再生処理を示すフローチャートである。
【図４９】第４の実施形態のＡＭＧＩ内のテキストデータマネージャ（ＴＸＴＤＴ－ＭＧ
）を詳しく示す説明図である。
【図５０】図４９のオーディオ・テキスト・データ言語ユニット（ＡＴＸＴＤＴ－ＬＵ）
＃１～＃ｎを詳しく示す説明図である。
【図５１】図５０のオーディオ・テキスト・データ（ＡＴＸＴＤＴ）を詳しく示す説明図
である。
【図５２】第４の実施形態のオーディオテキストデータの表示処理を示すフローチャート
である。
【図５３】第４の実施形態のオーディオ・マネージャ・メニューＰＧＣＩユニットテーブ
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ル（ＡＭＧＭ－ＰＧＣＩ－ＵＴ）を詳しく示す説明図である。
【図５４】図５３のオーディオ・マネージャ・メニュー言語ユニットを詳しく示す説明図
である。
【図５５】図５３のオーディオ・マネージャ・メニュー言語ユニットの一例を示す説明図
である。
【図５６】図５３のオーディオ・マネージャ・メニュー言語ユニットの表示処理を示すフ
ローチャートである。
【図５７】第４の実施形態のＡＭＧＩの変形例を示す説明図である。
【符号の説明】
【０１１１】
　Ａ　オーディオパック（第１のパック）
　Ａ－ＣＯＮＴ　オーディオコントロールパック（第２のパック）
　Ｖ　ビデオパック（第３のパック）
　ＣＯＮＴ　ビデオコントロールパック（第４のパック）
　１　ＤＶＤオーディオディスク
　３　ＣＯＮＴパック検出部（Ｖパックバッファ４、バッファ取り出し部５、画像変換部
６、Ｄ／Ａ変換部７及びパラメータ部８と共に第２の再生手段を構成する。）
　４　Ｖパックバッファ
　５、１１　バッファ取り出し部
　６　画像変換部
　７、１３　Ｄ／Ａ変換部
　８、１４　パラメータ部
　９　Ａ－ＣＯＮＴパック検出部（Ａパックバッファ１０、バッファ取り出し部１１、Ｐ
ＣＭ変換部１２、Ｄ／Ａ変換部１３及びパラメータ部１４と共に第１の再生手段を構成す
る。）
　１０　Ａパックバッファ
　１２　ＰＣＭ変換部
　１４Ａ　ＴＯＣ情報記憶メモリ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】
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【 図 ２ ２ 】 【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】 【 図 ２ ５ 】
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【 図 ２ ６ 】 【 図 ２ ７ 】

【 図 ２ ８ 】 【 図 ２ ９ 】
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【 図 ３ ０ 】 【 図 ３ １ 】

【 図 ３ ２ 】

【 図 ３ ３ 】

【 図 ３ ４ 】

【 図 ３ ５ 】
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【 図 ３ ６ 】 【 図 ３ ７ 】

【 図 ３ ８ 】

【 図 ３ ９ 】 【 図 ４ ０ 】
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【 図 ４ １ 】 【 図 ４ ２ 】

【 図 ４ ３ 】

【 図 ４ ４ 】

【 図 ４ ５ 】
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【 図 ４ ６ 】 【 図 ４ ７ 】

【 図 ４ ８ 】 【 図 ４ ９ 】
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【 図 ５ ０ 】 【 図 ５ １ 】

【 図 ５ ２ 】 【 図 ５ ３ 】
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【 図 ５ ４ 】 【 図 ５ ５ 】

【 図 ５ ６ 】 【 図 ５ ７ 】
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