
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）記録情報と、
（ｂ）検索制御情報と再生表示制御情報とから構成される再生制御情報と、
を含むデータユニットが複数記録された情報記録媒体から情報を再生する情報再生装置で
あって、
　制御信号に基づいて前記情報記録媒体から読取られた情報を復調し復調信号を出力する
復調手段と、
　前記復調信号に対応したデータユニット内の前記検索制御情報を第１のタイミングにて
抽出する検索制御情報抽出手段と、
　当該データユニット内の前記再生表示制御情報を前記第１のタイミング 第２のタ
イミングにて抽出する再生表示制御情報抽出手段と、
　抽出された前記検索制御情報に基づいて前記制御信号を出力するとともに、抽出された
前記再生表示制御情報に基づいて前記記録情報の再生表示制御を行う制御手段と、
　を備えたことを特徴とする情報再生装置。
【請求項２】
　前記検索情報抽出手段は、前記復調信号から前記検索制御情報を抽出し、前記制御手段
へ出力することを特徴とする請求項１に記載の情報再生装置。
【請求項３】
　前記再生表示制御情報抽出手段は、前記復調信号から前記再生表示制御情報を抽出する
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と共に、当該再生表示制御情報が前記制御手段へ出力されることを特徴とする請求項１に
記載の情報再生装置。
【請求項４】
　前記検索制御情報が抽出された前記復調信号を一時的に記憶するバッファ手段を更に備
え、
　前記再生表示制御情報抽出手段は、バッファ手段から出力された復調信号から前記再生
表示制御情報を抽出することを特徴とする請求項１に記載の情報再生装置。
【請求項５】
　前記記録情報は映像情報、オーディオ情報及び副映像情報から構成され、
　前記バッファ手段から出力された復調信号は、前記映像情報、前記オーディオ情報、前
記副映像情報及び前記再生表示制御情報を含み、
　前記再生表示制御情報抽出手段は、前記再生表示制御情報を記憶する記憶手段へ出力す
ることを特徴とする請求項４に記載の情報再生装置。
【請求項６】
　前記再生表示制御情報抽出手段はデマルチプレクサであることを特徴とする請求項５に
記載の情報再生装置。
【請求項７】
　前記検索制御情報は、再生すべき前記記録情報の前記情報記録媒体上の記録位置を検索
するための情報であることを特徴とする請求項１ないし６のいずれか１に記載の情報再生
装置。
【請求項８】
　前記再生表示制御情報は、前記記録情報の再生表示を制御するための情報であることを
特徴とする請求項１ないし７のいずれか１に記載の情報再生装置。
【請求項９】
　（ａ）記録情報と、
（ｂ）検索制御情報と再生表示制御情報とから構成される再生制御情報と、
を含むデータユニットが複数記録された情報記録媒体から情報を再生する情報再生方法で
あって、
　制御信号に基づいて前記情報記録媒体から読取られた情報を復調し復調信号を出力する
復調工程と、
　前記復調信号に対応したデータユニット内の前記検索制御情報を第１のタイミングにて
抽出する検索制御情報抽出工程と、
　当該データユニット内の前記再生表示制御情報を前記第１のタイミング 第２のタ
イミングにて抽出する再生表示制御情報抽出工程と、
　抽出された前記検索制御情報に基づいて前記制御信号を出力するとともに、抽出された
前記再生表示制御情報に基づいて前記記録情報の再生表示制御を行う制御工程と、
　を備えたことを特徴とする情報再生方法。
【請求項１０】
　前記検索情報抽出工程は、前記復調信号から前記検索制御情報を抽出することを特徴と
する請求項９に記載の情報再生方法。
【請求項１１】
　前記再生表示制御情報抽出工程は、前記復調信号から前記再生表示制御情報を抽出する
ことを特徴とする請求項９に記載の情報再生方法。
【請求項１２】
　前記検索制御情報が抽出された復調信号を一時的にバッファ手段に記憶する工程を、さ
らに含み、
　前記再生表示制御情報抽出工程は、前記バッファ手段から出力された復調信号から前記
再生表示制御情報を抽出することを特徴とする請求項９に記載の情報再生方法。
【請求項１３】
　前記記録情報は映像情報、オーディオ情報及び副映像情報から構成され、
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　前記バッファ手段から出力された復調信号は、前記映像情報、前記オーディオ情報、前
記副映像情報及び前記再生表示制御情報を含み、
　前記再生表示制御情報抽出工程は、前記再生表示制御情報を記憶する記憶手段へ出力す
ることを特徴とする請求項１２に記載の情報再生方法。
【請求項１４】
　前記再生表示制御情報抽出工程はデマルチプレクサにより行われることを特徴とする請
求項１３に記載の情報再生方法。
【請求項１５】
　前記検索制御情報は、再生すべき前記記録情報の前記情報記録媒体上の記録位置を検索
するための情報であることを特徴とする請求項９ないし１４のいずれか１に記載の情報再
生方法。
【請求項１６】
　前記再生表示制御情報は、前記記録情報の再生表示を制御するための情報であることを
特徴とする請求項９ないし１５のいずれか１に記載の情報再生方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＤＶＤに代表される映像、音声等の情報を高密度に記録可能な高密度光ディス
ク等の情報記録媒体、並びに当該情報記録媒体に情報を記録するための記録装置、及び当
該情報記録媒体から情報を再生するための再生装置の技術分野に属する。
【０００２】
【従来の技術】
従来は、映像、音声等の情報が記録された光ディスクとしては、いわゆるＬＤ（ Laser Di
sk）、ＣＤ（ Compact Disk）等が広く一般化している。
【０００３】
これらのＬＤ等においては、映像情報や音声情報が、各ＬＤ等が有する再生開始位置を基
準とした夫々の情報を再生すべき時刻を示す時間情報と共に記録されている。このため、
記録されている情報を記録されている順序で再生する一般的な通常再生の他、例えば、Ｃ
Ｄにおいては、記録されている複数の曲のうち、聞きたい曲のみを抽出して聞いたり、再
生順序をランダムに変えて聞く等の再生が可能である。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記ＬＤ等においては、表示される映像や再生される音声について視聴者
が選択枝をもち、当該視聴者がそれらを選択して視聴する等のいわゆるインタラクティブ
な変化に富んだ再生はできないという問題点があった。
【０００５】
すなわち、例えば、ＬＤに記録されている外国映画を視聴する場合に、画面に表示されて
いる字幕で用いられている言語を選択して（例えば、日本語の字幕と原語の字幕を選択し
て）表示させたり、又はＣＤに記録されている音楽を聴取する場合に、その音楽の音声を
選択する（例えば、英語の歌詞で聞くか或は日本語の歌詞で聞くかを選択する）ことがで
きないのである。
【０００６】
一方、現在、上記従来のＣＤに対して、光ディスク自体の大きさを変えずに記憶容量を約
１０倍に向上させた光ディスクであるＤＶＤについての提案や開発が盛んであるが、上記
のように視聴者に対して種々の選択枝を提示し、選択された記録情報の内容を正確、確実
且つスムーズに再生することができるような記録情報の記録については、未だ提案も開発
もされておらず、更には視聴者に対して種々の選択枝を提示し、選択された記録情報の内
容を正確且つ確実に再生するという課題自体が当業者の間で認識されていないのが現状で
ある。
【０００７】
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そこで、本発明の課題は、記録情報を正確且つスムーズに再生すると共に、視聴者の要求
に対応して変化に富んだ記録情報の再生ができるように情報を記録するための記録装置及
び当該記録装置により情報が記録された情報記録媒体を提供すると共に、上記正確、スム
ーズ且つ変化に富んだ再生を低コストで実行することができる再生装置を提供することに
ある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記の課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、（ａ）記録情報と、（ｂ）検
索制御情報と再生表示制御情報とから構成される再生制御情報と、を含むデータユニット
が複数記録された情報記録媒体から情報を再生する情報再生装置であって、制御信号に基
づいて前記情報記録媒体から読取られた情報を復調し復調信号を出力する復調手段と、前
記復調信号に対応したデータユニット内の前記検索制御情報を第１のタイミングにて抽出
する検索制御情報抽出手段と、当該データユニット内の前記再生表示制御情報を前記第１
のタイミング 第２のタイミングにて抽出する再生表示制御情報抽出手段と、抽出さ
れた前記検索制御情報に基づいて前記制御信号を出力するとともに、抽出された前記再生
表示制御情報に基づいて前記記録情報の再生表示制御を行う制御手段と、を備 構成さ
れる。
【０００９】
　請求項１に記載の発明の作用によれば、復調手段は、制御信号に基づいて情報記録媒体
から読取られた情報を復調し復調信号を出力する。
　そして、検索制御情報抽出手段は、 検索制御
情報を抽出する。
　更に、再生表示制御情報抽出手段は、 再
生表示制御情報を抽出する。
【００１０】

【００１１】
よって、

【００１２】
　上記の課題を解決するために、請求項９に記載の発明は、（ａ）記録情報と、（ｂ）検
索制御情報と再生表示制御情報とから構成される再生制御情報と、を含むデータユニット
が複数記録された情報記録媒体から情報を再生する情報再生方法であって、制御信号に基
づいて前記情報記録媒体から読取られた情報を復調し復調信号を出力する復調工程と、前
記復調信号に対応したデータユニット内の前記検索制御情報を第１のタイミングにて抽出
する検索制御情報抽出工程と、当該データユニット内の前記再生表示制御情報を前記第１
のタイミング 第２のタイミングにて抽出する再生表示制御情報抽出工程と、抽出さ
れた前記検索制御情報に基づいて前記制御信号を出力するとともに、抽出された前記再生
表示制御情報に基づいて前記記録情報の再生表示制御を行う制御工程と、を備えて構成さ
れる。
【００１３】
　請求項９に記載の発明の作用によれば、復調工程において、制御信号に基づいて情報記
録媒体から読取られた情報を復調し復調信号を出力する。
　そして、検索制御情報抽出工程において 、
検索制御情報 抽出
　更に、再生表示制御情報抽出工程において

再生表示制御情報 抽出
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これらにより、制御手段は、抽出された検索制御情報に基づいて制御信号を出力するとと
もに、抽出された再生表示制御情報に基づいて記録情報の再生表示制御を行う。

情報記録媒体上の検出位置に対応した検索制御情報が得られることとなり、容易
に再生すべき記録情報の検索を行うことができる。
また、再生表示制御情報に基づいて実際に表示されるタイミングに対応して表示制御を行
うことができる。

の後の

は 第１のタイミングにてデータユニット内の
が される。

は、第２のタイミングにて当該データユニッ
ト内の が される。



　これらにより、制御工程において、抽出された検索制御情報に基づいて制御信号を出力
するとともに、抽出された再生表示制御情報に基づいて記録情報の再生表示制御を行う。
　よって、情報記録媒体上の検出位置に対応した検索制御情報が得られることとなり、容
易に再生すべき記録情報の検索を行うことができる。
　また、再生表示制御情報に基づいて実際に表示されるタイミングに対応して表示制御を
行うことができる。
【００４１】
【発明の実施の形態】
次に、本発明に好適な実施の形態について説明する。なお、以下に説明する実施の形態は
、上記ＤＶＤに対して本発明を適用した実施の形態について説明するものである。
【００４２】
なお、以下の実施の形態においては、下記リストの左側に示した特許請求の範囲における
各構成要素の一例が、下記リストの右側に示した要素から夫々構成されている。
【００４３】
再生表示制御情報　　　　：ＰＣＩ（ Presentation Control Information）データ
検索制御情報　　　　　　：ＤＳＩ（ Data Search Information）デー

Ｉ）
始めに、 に対応する情報記録媒体の実施の一形態であるＤＶＤの物理的及び論理的な
構成並びにその動作について、図１乃至図６を用いて説明する。
【００４４】
始めに、映像情報及び音声情報のＤＶＤ上における記録フォーマット（物理的記録フォー
マット）について、図１を用いて説明する。
図１に示すように、実施の形態のＤＶＤ１は、その最内周部にリードインエリアＬＩを有
すると共にその最外周部にリードアウトエリアＬＯを有しており、その間に、映像情報及
び音声情報が、夫々にＩＤ（識別）番号を有する複数のＶＴＳ（ Video Title Set）３（
ＶＴＳ＃１乃至ＶＴＳ＃ｎ）に分割されて記録されている。ここで、ＶＴＳとは、関連す
る（それに含まれる音声情報及び副映像情報の数や、仕様、対応言語等の属性が同じ）タ
イトル（映画等の、製作者が視聴者に提示しようとする一つの作品）を一まとめにしたセ
ット（まとまり）であり、より具体的には、例えば、一本の同じ映画について、異なる言
語のセ フ等を有する複数の映画が夫々にタイトルとして記録されたり、又は、同じ映画
であっても劇場版と特別版とが夫々別のタイトルとして記憶されたりするものである。ま
た、ＶＴＳ３が記録されている領域の先頭には、ビデオマネージャ２が記録される。この
ビデオマネージャ２として記録される情報は、例えば、各タイトルの名前を示すメニュー
や、違法コピー防止のための情報、又は夫々のタイトルにアクセスするためのアクセステ
ーブル等、当該ＤＶＤ１に記録される映像情報及び音声情報の全体に係わる情報が記録さ
れている。
【００４５】
次に、一のＶＴＳ３は、コントロールデータ１１を先頭として、夫々にＩＤ番号を有する
複数のＶＯＢ１０に分割されて記録されている。ここで、複数のＶＯＢ１０により構成さ
れている部分をＶＯＢセット（ＶＯＢＳ）という。このＶＯＢセットは、ＶＴＳ３を構成
する他のデータであるコントロールデータ１１と、映像情報及び音声情報の実体である複
数のＶＯＢ１０の部分とを区別するために当該実体部分についてＶＯＢセットとしたもの
である。
【００４６】
ＶＴＳ３の先頭に記録されるコントロールデータ１１には、複数のセル（セルについては
後述する。）を組合わせた論理的区分であるプログラムチェインに関する種々の情報であ
るＰＧＣＩ（ Program Chain Information ）等の情報が記録される。また、各ＶＯＢ１０
には、制御情報の他に映像情報及び音声情報の実体部分（制御情報以外の映像又は音声そ
のもの）が記録されている。
【００４７】
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更に、一のＶＯＢ１０は、夫々にＩＤ番号を有する複数のセル２０により構成されている
。ここで、一のＶＯＢ１０は、複数のセル２０により完結するように構成されており、一
つのセル２０が二つのＶＯＢ１０に跨がることはない。
【００４８】
次に、一のセル２０は、夫々にＩＤ番号を有する複数のＶＯＢユニット（ＶＯＢＵ）３０
により構成されている。ここで、ＶＯＢユニット３０とは、映像情報、音声情報及び副映
像情報（映画における字幕等の副映像の情報をいう。）の夫々を含む情報単位である。
【００４９】
そして、一のＶＯＢユニット３０は、ナビパック４１と、映像情報としてのビデオデータ
４２と、音声情報としてのオーディオデータ４３と、副映像情報としてのサブピクチャデ
ータ４４とにより構成されている。ここで、ビデオデータ４２としては映像データのみが
記録され、オーディオデータ４３としては音声データのみが記録される。また、サブピク
チャデータ４４としては副映像としての文字や図形等のグラフィックデータのみが記録さ
れる。なお、ＤＶＤ１に記録可能な音声は８種類であり、記録可能な副映像の種類は３２
種類であることが規格上定められている。
【００５０】
また、一のＶＯＢユニット３０に対応する再生時間（一のナビパック４１と当該一のナビ
パック４１に隣接するナビパック４１との間に記録されているデータに対応する再生時間
）は、０．４秒以上の長さを有するように記録される。
【００５１】
更に、一のＶＯＢユニット３０において、ナビパック４１は必ずその先頭に存在するが、
ビデオデータ４２、オーディオデータ４３及びサブピクチャデータ４４の夫々は、必ずし
もＶＯＢユニット３０中に存在する必要はなく、また、存在する場合にもその数や順序は
任意に設定することができる。
【００５２】
最後に、ナビパック４１は、再生表示させたい映像又は音声等を検索するための検索情報
（具体的には、当該再生表示させたい映像又は音声等が記録されているＤＶＤ１上のアド
レス等）であるＤＳＩデータ５１と、ＤＳＩデータ５１に基づいて検索された映像又は音
声を表示する際の再生表示制御に関する情報であるＰＣＩデータ５０とにより構成され、
更に、一のＶＯＢユニット３０に含まれている全てのビデオデータ４２は、夫々にＩＤ番
号を有する一又は複数のＧＯＰ（ Group Of Picture）により構成されている。
【００５３】
なお、ＰＣＩデータ５０には、視聴者によって選択される選択項目に対して、その項目が
選択されたときの表示や動作を定義したハイライト情報が含まれている。このハイライト
情報によって、例えば、視聴者が選択すべき項目を表示した画像（いわゆるメニュー画面
）における、項目選択に対する画面表示の変化や、当該選択に対応して変化すべき表示位
置及び選択された項目に対するコマンド（選択された項目に対して実行される動作を示す
命令）の設定が行われる。
【００５４】
更に、メニュー画面を構成して表示するために必要な、枠、選択ボタン等を表示するため
の画像情報は、上記の副映像情報であるサブピクチャデータ４４として記録される。
【００５５】
また、ハイライト情報内に、後述の再生装置におけるシステムコントローラ内のレジスタ
（メモリ）の値を設定するための情報を含ませることもできる。この点について、例えば
、ＤＶＤ１に記録されている記録情報が教育用ソフトウェアである場合を用いて説明する
と、教育用ソフトウェアにおいては、テスト問題を表示部に表示し、次に複数個の解答候
補を視聴者が選択する選択項目としてサブピクチャデータ４４を用いて表示する場合があ
る。このとき、ハイライト情報には個々の選択項目に対応するコマンド情報が含まれてお
り、問題の正解に対応する選択項目が視聴者により選択された場合に、システムコントロ
ーラは、当該選択項目に対応するハイライト情報内のコマンド情報により、当該システム
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コントローラに含まれる所定のレジスタに正解に対応する所定の得点を加算し、不正解の
選択項目が選択された場合には得点の加算を行わないようにする。以下、同様に所定数の
問題について出題と解答を繰返し、全ての解答終了後に、システムコントローラは、他の
コマンド情報（例えば、ＰＧＣＩ内のコマンド情報）により、得点を累積した上記所定の
レジスタを参照し、得点が予め設定されている所定の値より大きければ次の学習段階の問
題等が記録されているＤＶＤ１上の記録位置にピックアップをジャンプさせ、反対に得点
が所定の値より小さければ復習のソフトウェアが記録されている記録位置にピックアップ
をジャンプさせることを行う。以上の例のように、ハイライト情報によりシステムコント
ローラ内のレジスタを設定することも可能なのである。
【００５６】
一方、上記ＧＯＰは、本実施の形態におけるＤＶＤ１に映像情報を記録する際に採用され
ている画像圧縮方式であるＭＰＥＧ２（ Moving Picture Experts Group　２）方式の規格
において定められている単独で再生可能な最小の画像単位である。
【００５７】
ここで、ＭＰＥＧ２方式についてその概要を説明すると、一般に、連続したフレーム画像
において、一枚のフレーム画像の前後にあるフレーム画像は、互いに類似し相互関係を有
している場合が多い。ＭＰＥＧ２方式はこの点に着目し、数フレームを隔てて転送される
複数のフレーム画像に基づき、当該複数のフレーム画像の間に存在する別のフレーム画像
を、原画像の動きベクトル等に基づく補間演算により生成する方式である。この場合、当
該別のフレーム画像を記録する場合には、複数のフレーム画像との間における差分及び動
きベクトルに関する情報を記録するだけで、再生時には、それらを参照して上記複数のフ
レーム画像から予測して当該別のフレーム画像を再生することが可能となる。これにより
、画像の圧縮記録が可能となるのである。
【００５８】
更に、上記ＧＯＰについて図２を用いてその概要を説明する。なお図２は、一のＧＯＰを
構成する複数のフレーム画像の例を示している。図２では、一のＧＯＰ５２が１２枚のフ
レーム画像から構成されている場合（ＭＰＥＧ２方式では、一のＧＯＰ５２に含まれるフ
レーム画像数は一定ではない。）を示しているが、この内、符号「Ｉ」で示されるフレー
ム画像は、Ｉピクチャ（ Intra-coded picture ：イントラ符号化画像）と呼ばれ、自らの
画像のみで完全なフレーム画像を再生することができるフレーム画像をいう。また、符号
「Ｐ」で示されるフレーム画像は、Ｐピクチャ（ Predictive-coded picture：前方予測符
号化画像）と呼ばれ、既に復号化されたＩピクチャ又は他のＰピクチャに基づいて補償再
生された予測画像との差を復号化する等して生成された
予測画像である。また、符号「Ｂ」で示されるフレーム画像は、Ｂピクチャ（ Bidirectio
nally predictive-coded picture：両方向予測符号化画像）といい、既に復号化されたＩ
ピクチャ又はＰピクチャのみでなく、光ディスク等に記録されている時間的に未来のＩピ
クチャ又はＰピクチャをも予測に用いて再生される予測画像をいう。図２においては、各
ピクチャ間の予測関係（補間関係）を矢印で示している。
【００５９】
なお、本実施の形態に係るＤＶＤ１で用いられているＭＰＥＧ２方式においては、夫々の
ＧＯＰ５２に含まれるデータ量が一定でない可変レート方式を採用している。すなわち、
一のＧＯＰ５２に含まれる各ピクチャが、動きの速い動画に対応しており、各ピクチャ間
の相関関係が小さい場合には、各ピクチャを構成するためのデータ量が多くなり、従って
、一のＧＯＰ５２に含まれるデータ量も多くなる。一方、一のＧＯＰ５２に含まれる各ピ
クチャが、あまり動きのない動画に対応しており、各ピクチャ間の相関関係が大きい場合
には、各ピクチャを構成するためのデータ量も少なくなり、一のＧＯＰ５２に含まれるデ
ータ量も少なくなることとなる。
【００６０】
以上説明した図１に示す階層構造の記録フォーマットにおいて、夫々の区分は、製作者が
その意図に応じて自在に区分設定をして記録させるものである。これらの区分毎に後述の
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論理構造に基づいて再生することにより、変化に富んだ種々の再生が可能となるのである
。
【００６１】
次に、図１に示す物理的な区分により記録された情報を組合わせた論理的フォーマット（
論理構造）について図３を用いて説明する。なお、図３に示す論理構造は、その構造で実
際にＤＶＤ１上に情報が記録されているのではなく、図３に示す論理構造で図１に示す各
データ（特にセル２０）を組合わせて再生するための情報（アクセス情報又は時間情報等
）がＤＶＤ１上の、特にコントロールデータ１１の中に記録されているものである。
【００６２】
説明の明確化のために、図３の下位の階層から説明していくと、上記図１において説明し
た物理構造のうち、複数のセル２０を選択して組合わせることにより、一のプログラム６
０が製作者の意図に基づいて論理上構成される。このプログラム６０は、後述の再生装置
におけるシステムコントローラが区分を識別してコマンドによってアクセスできる最小の
論理的単位でもある。なお、このプログラム６０を一又は複数個纏めたものを視聴者が自
由に選択して視聴することができる最小単位として製作者が定義することもでき、この単
位をＰＴＴ（ Part Of Title ）という。
【００６３】
また、一のプログラム６０が複数のセル２０を選択して論理的に構成されることから、複
数のプログラム６０で一のセル２０を用いる、すなわち、一のセル２０を異なった複数の
プログラム６０において再生させる、いわゆるセル２０の使い回しを製作者が行うことも
可能となっている。
【００６４】
ここで、一のセル２０の番号については、当該セル２０を図１に示す物理フォーマットに
おいて取り扱う際にはセルＩＤ番号と称され（図１中、セルＩＤ＃と示す。）、図３に示
す論理フォーマットにおいて取り扱う際には単にセル番号と称される。
次に、複数のプログラム６０を組合わせて一のＰＧＣ（ Program Chain ）６１が製作者の
意図に基づいて論理上構成される。このＰＧＣ６１の単位で、前述したＰＧＣＩが定義さ
れ、当該ＰＧＣＩには、夫々のプログラム６０を再生する際の各プログラム６０毎のセル
２０の再生順序（この再生順序により、プログラム６０毎に固有のプログラム番号が割当
てられる。）、夫々のセル２０のＤＶＤ１上の記録位置であるアドレス、一のプログラム
６０における再生すべき先頭セル２０の番号、各プログラム６０の再生方式［本実施の形
態のＤＶＤ１に情報を記録する際には、再生時において、ランダム再生（乱数によるラン
ダム再生であり、同じプログラム６０が複数回再生されることがある。）、シャッフル再
生（ランダム再生と同様の乱数によるランダム再生であるが、同じプログラム６０は一度
しか再生されず、同じプログラム６０が複数回再生されることはない。）又はループ再生
（一つのＰＧＣ６１を何度も再生すること。）のうち、いずれか一つの再生方法をＰＧＣ
６１毎に製作者が選択して再生させるようにすることができる。］及び各種コマンド（Ｐ
ＧＣ６１又はセル２０毎に製作者が指定可能なコマンド）が含まれている。なお、ＰＧＣ
ＩのＤＶＤ１上の記録位置は、上述の通りコントロールデータ１１（図１参照）内である
が、当該ＰＧＣＩがビデオマネージャ２内のメニューに関するＰＧＣＩである場合には、
当該ＰＧＣＩの記録位置は、ビデオマネージャ２に含まれるコントロールデータ（図示を
省略する。）内である。
【００６５】
また、一のＰＧＣ６１には、上記ＰＧＣＩの他に、実体的な映像及び音声等のデータがプ
ログラム６０の組合わせとして（換言すれば、セル２０の組合わせとして）含まれること
となる。
【００６６】
更に、一のＰＧＣ６１においては、上記のプログラム６０における説明において示したセ
ル２０の使い回し（すなわち、異なるＰＧＣ６１により、同一のセル２０を用いること。
）も可能である。また、使用するセル２０については、ＤＶＤ１に記憶されている順番に
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セル２０を再生する方法（連続配置セルの再生）の他に、ＤＶＤ１に記憶されている順序
に関係なく再生する（例えば、後に記録されているセル２０を先に再生する等）方法（非
連続配置セルの再生）を製作者が選択することができる。
【００６７】
次に、一又は複数のＰＧＣ６１により、一のタイトル６２が論理上構成される。このタイ
トル６２は、例えば、映画一本に相当する単位であり、製作者がＤＶＤ１の視聴者に対し
て提供したい完結した情報である。
【００６８】
そして、一又は複数のタイトル６２により、一のＶＴＳ６３が論理上構成される。このＶ
ＴＳ６３に含まれるタイトル６２は、夫々に共通の属性を有するものであり、例えば、一
本の同じ映画に対して違う言語の映画が夫々のタイトル６２に相当することとなる。また
、図３に示す一のＶＴＳ６３に相当する情報は、図１に示す一のＶＴＳ３に含まれている
情報に対応している。すなわち、ＤＶＤ１には、図３に示すＶＴＳ６３内に論理上含まれ
る全ての情報が一のＶＴＳ３として纏めて記録されていることとなる。
【００６９】
以上説明した論理フォーマットに基づいて、物理構造において区分された情報を製作者が
指定することにより、視聴者が見るべき映像（映画等）が形成されるのである。
【００７０】
なお、図１に示す物理構造の説明においては、内容の理解の容易化のため、複数のセル２
０がＩＤ番号の順に記録されているとして説明したが、実施の形態のＤＶＤ１においては
、実際には、一のセル２０が図４に示す複数のインターリーブドユニットＩＵに分割され
て記録される場合がある。
【００７１】
すなわち、例えば図４に示すように、製作者が一のＰＧＣ６１ＡをＩＤ番号１、２及び４
を有するセル２０により構成し、他のＰＧＣ６１ＢをＩＤ番号１、３及び４を有するセル
２０により構成する場合を考えると、当該ＰＧＣ６１Ａに基づいてＤＶＤ１から情報を再
生する際には、ＩＤ番号１、２及び４を有するセル２０のみを再生し、ＰＧＣ６１Ｂに基
づいてＤＶＤ１から情報を再生する際には、ＩＤ番号１、３及び４を有するセル２０のみ
を再生することとなる。この場合に、セル２０がＩＤ番号毎に分離して記録されていると
、例えば、ＰＧＣ６１Ａの場合には、ＩＤ番号２のセル２０のＤＶＤ１上の記録位置から
ＩＤ番号４のセル２０ＤＶＤ１上の記録位置まで、再生のためのピックアップをジャンプ
する時間が必要となり、後述の再生装置におけるトラックバッファの容量によっては、Ｉ
Ｄ番号２のセル２０とＩＤ番号４のセル２０を連続的に再生すること（以下、これをシー
ムレス再生という。）ができなくなる。
【００７２】
そこで、図４に示す場合には、ＩＤ番号２のセル２０とＩＤ番号３のセル２０を、後述の
再生装置におけるトラックバッファにおける入出力処理の速度に対応して、一時的に入力
信号の入力が停止しても、出力信号の連続性が損なわれない長さのインターリーブドユニ
ットＩＵ（すなわち、一のインターリーブドユニットＩＵの間だけ再生装置におけるピッ
クアップがジャンプすることによりトラックバッファへの入力信号が途絶えても、当該ト
ラックバッファからの出力信号を連続的に出力可能な長さのインターリーブドユニットＩ
Ｕ）に夫々分解して記録し、例えば、ＰＧＣ６１Ａに基づいて再生する場合には、ＩＤ番
号２に対応するセル２０を構成するインターリーブドユニットＩＵのみを連続して検出し
、再生することが行われる。同様に、ＰＧＣ６１Ｂに基づいて再生する場合には、ＩＤ番
号３に対応するセル２０を構成するインターリーブドユニットＩＵのみを連続して検出し
、再生するのである。なお、インターリーブドユニットＩＵの長さは、上述のように、ト
ラックバッファの容量を勘案して決定される他に、トラックジャンプを行うためのスライ
ダモータ等の駆動機構の性能をも加味して決定される場合がある。
【００７３】
このように、製作者の意図によって、一のセル２０を複数のインターリーブドユニットＩ
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Ｕに分割して記録しておくことにより、飛び飛びのＩＤ番号のセル２０を含むＰＧＣ６１
を再生する際にも、トラックバッファから出力される信号は途切れることはなく、従って
、視聴者は中断することのない再生映像を視聴することができるのである。
【００７４】
なお、上記インターリーブドユニットＩＵを形成する際には、一のＶＯＢ１０内で完結す
るように形成され、一のインターリーブドユニットＩＵが隣り合う複数のＶＯＢ１０に跨
がることはない。また、インターリーブドユニットＩＵとＶＯＢユニット３０との関係に
ついては、一のインターリーブドユニットＩＵ内に一又は複数のＶＯＢユニット３０が含
まれ、一のインターリーブドユニットＩＵ内においては一のＶＯＢユニット３０が完結す
るように構成されており、一のＶＯＢユニット３０が分割されて複数のインターリーブド
ユニットＩＵに跨がることはない。
【００７５】
以上説明したような種々の階層の情報を記録する必要があるため、上述の記録フォーマッ
トを有する記録情報は、上記ＤＶＤ１のように、一本の映画を記録する他に、当該映画に
対応する音声又は字幕等について、複数種類の言語の音声又は字幕をも同一の光ディスク
に記録することが可能な大きな記憶容量を有する情報記録媒体に特に適している。
【００７６】
次に、上記の物理構造及び論理構造を有する映像情報及び音声情報のうち、特に本発明に
係るＰＣＩデータ５０及びＤＳＩデータ５１について、図５を用いて説明する。
【００７７】
先ず、ＤＳＩデータ５１には、上述のように、再生表示させたい情報を検索するための検
索情報、より具体的には、再生表示させたい映像や音声若しくは副映像を上記ＶＯＢユニ
ット３０の単位で検索するための情報及び上記シームレス再生を行うための情報並びに映
像に同期した音声や副映像を検索するための情報等が記述される。
【００７８】
これらの情報を分類すると、以下のように分類される。
（１）視聴者から指定されたある動作の開始時点において、予め後述の再生装置における
各構成部材のタイミングを設定するための情報
（２）後述の再生装置におけるピックアップの、図３に示す論理構造上のデータ区分に対
応するＤＶＤ１上の位置を知るための情報
（３）再生表示しようとするデータのみを後述の再生装置におけるトラックバッファに書
き込むための情報
（４）アクセス（検出）したいデータのＤＶＤ１上の記録位置（目標位置）を示す情報
（５）アクセスのためにデータをサーチした際、所望のデータのアドレスが検出できなか
ったときに他のデータ等を保護するための保護情報
次に、上記のように分類された情報が記録されるＤＳＩデータ５１内に、上記の夫々の情
報が具体的にどのように記録されるかについて、図５（ａ）を用いて説明する。
【００７９】
図５（ａ）に示すように、ＤＳＩデータ５１は、具体的には、一のＤＳＩデータ５１内で
共通に使用される一般情報と、シームレス再生のためのシームレス情報と、後述のアング
ル再生を行うためのアングル飛び先情報と、所望のＶＯＢユニット３０を検索するための
ＶＯＢユニットサーチ情報と、当該ＤＳＩデータ５１が含まれているＶＯＢユニット３０
と同期して再生表示すべきサブピクチャデータ４４又はオーディオデータ４３に関する情
報である同期再生情報とにより構成される。
【００８０】
ここで、上記アングル飛び先情報が適用されるアングル再生について説明すると、本実施
の形態のＤＶＤ１には、例えば、一の映画（タイトル６２）について、同じ時間軸上の場
面を複数の視点から見た映像情報を記録することが可能である。すなわち、より具体的に
は、一の映画について、それに出演している男優の視点からある情景を見た映像と、女優
の視点から同じ情景を見た映像とを記録することが可能なのである。そして、これらの映
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像を、例えば視聴中の入力操作によって視聴者の選択により切り換えて再生することが可
能であり、これをアングル切り換え再生という。
【００８１】
また、図５（ａ）に示す各情報について更に詳細に説明すると、一般情報としては、視聴
者から指定されたある動作について、予め後述の再生装置における各構成部材の再生開始
タイミングを設定するための時間情報と、図３に示す論理構造を構成するための各データ
のＤＶＤ１上の記録位置（論理アドレス）と、データサーチの際、所望のデータのアドレ
スが検出できなかったときに他のデータ等を保護するための保護情報と、後述の再生装置
におけるタイムサーチ動作のための時間情報（セル２０内の経過時間情報等）とが記録さ
れる。
【００８２】
また、シームレス情報としては、シームレス再生に必要な各データのＤＶＤ１上の記録位
置（論理アドレス）と、シームレス再生において、各再生画面の接続のタイミングを予め
設定するための時間情報とが記録される。
【００８３】
更に、アングル飛び先情報としては、アングルを切り換えるときシームレス（連続的）に
切り換え再生を行うための再生すべきデータのＤＶＤ１上の記録位置を示すアドレス情報
が記録されている。
【００８４】
また、ＶＯＢユニットサーチ情報としては、当該ＤＳＩデータ５１の近傍の所定の範囲に
存在する他の再生すべきＶＯＢユニット３０（すなわち、他のＤＳＩデータ５１）のＤＶ
Ｄ１上の記録位置を示すアドレス情報が記録されている。
【００８５】
最後に、同期再生情報としては、当該ＤＳＩデータ５１が含まれているＶＯＢユニット３
０と同期して再生表示すべきサブピクチャデータ４４又はオーディオデータ４３のＤＶＤ
１上の記録位置を示すアドレス情報が記録されている。
【００８６】
以上説明した各情報を含むＤＳＩデータ５１を用いることにより、後述の再生装置におい
て、タイムサーチ動作等の処理が可能となるのである。
次に、本発明に係るＰＣＩデータ５０について説明する。
【００８７】
ＰＣＩデータ５０には、上述のように、ＤＳＩデータ５１に基づいて検索してきた情報を
再生表示する際の再生表示制御情報、すなわち、より具体的には、ＤＳＩデータ５１に基
づいて検索してきたＶＯＢユニット３０内のビデオデータ４２、オーディオデータ４３及
びサブピクチャデータ４４の再生状態に同期して表示内容を変更制御するための情報が記
述される。
【００８８】
これらの情報を分類すると、以下のように分類される。
（１）実際に表示中の映像、音声及び副映像（サブピクチャ）についての再生表示制御情
報
（２）各データの出力情報
（３）視聴者とのいわゆるユーザインターフェースに関する情報
次に、上記のように分類された情報が記録されるＰＣＩデータ５０内に、上記の夫々の情
報が具体的にどのように記録されるかについて、図５（ｂ）を用いて説明する。
【００８９】
図５（ｂ）に示すように、ＰＣＩデータ５０は、具体的には、一のＰＣＩデータ５０内で
共通に使用される一般情報と、非シームレスにアングル切り換え再生を行うためのアング
ル飛び先情報と、上述のハイライト情報とにより構成される。
【００９０】
ここで、非シームレスに行われるアングル切り換え再生について説明すると、上記ＤＳＩ
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データ５１に含まれるアングル飛び先情報は、アングル切り換え再生において、場面の切
り換え時に映像が止ったり途切れたりしないシームレスのアングル切り換え再生に対して
適用されるものであるが、上記ＰＣＩデータ５０内のアングル飛び先情報が適用される非
シームレスアングル切り換え再生は、場面と場面の切り換わり時に画像が一時的に静止し
、その静止している間にピックアップが次に再生すべき映像が記録されているＤＶＤ１上
の記録位置にジャンプすることによりアングルを切り換えるアングル切り換え再生である
。前述のシームレスアングル切り換え再生ではアングルを連続的に切り換えられる反面、
アングル切り換えの連続性を保証するために所定のＤＶＤ１上の位置まで再生して後述の
再生装置のトラックバッファを満たしてから切り換えるので、アングルの切り換え時に時
間遅れが生じることがあるが、非シームレスアングル切り換え再生においては、アングル
の切り換え時に一時的に映像が停止するものの、アングルの切り換えにおける時間遅れは
生じないという特徴がある。
【００９１】
図５（ｂ）に示す各情報について更に説明すると、一般情報としては、当該ＰＣＩデータ
５０が記録されているＶＯＢユニット３０の属性や当該ＶＯＢユニット３０の再生表示制
御に関するもの、又は視聴者から指定されたある動作についてのユーザインターフェース
の許可又は禁止に関する情報が記録される。
【００９２】
また、アングル飛び先情報としては、非シームレスにアングルを切り換えてアングル切り
換え再生を行うための再生すべきデータのＤＶＤ１上の記録位置を示すアドレス情報が記
録されている。
【００９３】
また、ハイライト情報としては、視聴者の選択のための各選択枝に対応してメニュー画面
等で表示されている選択ボタンが有効に選択動作を行える有効期間（複数のＶＯＢユニッ
ト３０に渡って有効とされる場合があり、当該有効期間の始まりと終わりの時刻により定
義される。）を示す有効期間情報と、視聴者の選択動作に基づいて、選択ボタンの色を変
化させて表示するための色情報と、選択ボタンに対応する表示位置を示す位置情報と、視
聴者の選択動作に基づいて、上記選択ボタンが選択されたことを示すカーソルの移動操作
が行われたときの移動先を示す移動情報と、夫々の選択ボタンに対応し、当該選択ボタン
が選択されたときに実行されるべき動作を示すコマンド情報（上述したシステムコントロ
ーラ内のレジスタの設定等）とが記録される。
【００９４】
このハイライト情報についてより詳細には、当該ハイライト情報において記述される情報
は、サブピクチャデータ４４内に記録されているデータを用いて表示される選択ボタンに
関するものであり、選択項目に対応する選択枝はビデオデータ４２（ＶＯＢユニット３０
内に含まれている。）に基づいて表示されている映像に重ねて表示されることとなる。
【００９５】
従って、映像が更新された場合にも引続き選択ボタンを表示させ、それに対して選択され
た動作を有効とする期間を定める必要がある場合（すなわち、ハイライト情報に対応する
ＶＯＢユニット３０が表示されている時間と当該ハイライト情報に基づく選択ボタンの選
択の有効期間が異なる場合）がある。そこで、本発明ではハイライト情報の中に選択ボタ
ンが有効に選択動作を行える有効期間を示す有効期間情報を記憶するように構成し、図６
に示すように、複数のＶＯＢユニット３０に跨がって一のハイライト情報を有効としてい
るのである。
【００９６】
なお、上記のような映像から独立した情報を有するハイライト情報を活用するために、後
述の再生装置においては、ＰＣＩデータ５０をデコードするデコーダにおいて当該ＰＣＩ
データ５０からハイライト情報を分離し、これを専用のハイライトデコーダでデコードす
るようにしているのである。
【００９７】
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以上説明した各情報を含むＰＣＩデータ５０を用いることにより、後述の再生装置におい
て、非シームレスアングル切り換え再生及びハイライト情報に対応するメニュー画面によ
る選択動作等の処理が可能となるのである。
（ II）
次に、上述の制御情報、映像情報及び音声情報をＤＶＤ１に記録するための に対応す
る記録装置の実施の形態について、図７を用いて説明する。
【００９８】
図７に示すように、実施の形態に係る記録装置Ｓ 1 は、ＶＴＲ（ Video Tape Recorder ）
７０と、メモリ７１と、信号処理手段としての信号処理部７２と、ハードディスク装置７
３及び７４と、多重手段としてのコントローラ７５と、多重手段としての多重器７６と、
変調器７７と、記録手段としてのマスタリング装置７８とにより構成されている。
【００９９】
次に、動作を説明する。
ＶＴＲ７０には、ＤＶＤ１に記録すべき音楽情報や映像情報等の素材である記録情報Ｒが
一時的に記録されている。そして、ＶＴＲ７０に一時的に記録された記録情報Ｒは、信号
処理部７２からの要求により当該信号処理部７２に出力される。
【０１００】
信号処理部７２は、ＶＴＲ７０から出力された記録情報ＲをＡ／Ｄ変換した後、ＭＰＥＧ
２方式を用いて圧縮処理し、音楽情報と映像情報とを時間軸多重して圧縮多重信号Ｓ r と
して出力する。その後、出力された圧縮多重信号Ｓ r は、ハードディスク装置７３に一時
的に記憶される。
【０１０１】
これらと並行して、メモリ７１は、上記記録情報Ｒの再生を制御するための制御情報（図
１における、ビデオマネージャ２、コントロールデータ１１及びＰＣＩデータ５０及びＤ
ＳＩデータ５１を含むナビパック４１等）が記載されたキューシートＳＴに基づき予め入
力された当該制御情報を一時的に記憶し、信号処理部７２からの要求に基づいて制御情報
信号Ｓ i として出力する。
【０１０２】
そして、信号処理部７２は、ＶＴＲ７０から出力される上記記録情報Ｒに対応したタイム
コードＴ t 及びメモリ７１から出力される制御情報信号Ｓ i に基づき、タイムコードＴ t 
を参照して制御情報からＰＣＩデータ５０及びＤＳＩデータ５１を分離し、夫々対応する
ＰＣＩ情報信号Ｓ pci 及びＤＳＩ情報信号Ｓ dsi として出力し、当該ＰＣＩ情報信号Ｓ pc
i 及びＤＳＩ情報信号Ｓ dsi がハードディスク装置７４に一時的に記憶される。このとき
、ＰＣＩデータ５０及びＤＳＩデータ５１以外の制御情報については、図７においては図
示を省略しているが、ＰＣＩデータ５０及びＤＳＩデータ５１と同様に信号処理部７２に
おいて夫々に分離され、ハードディスク装置７４に記憶される。
【０１０３】
以上の処理が記録情報Ｒ全体について実行される。
記録情報Ｒの全てについて上記の処理が終了すると、コントローラ７５は、ハードディス
ク装置７３から圧縮多重信号Ｓ r を読み出すとともにハードディスク装置７４からＰＣＩ
情報信号Ｓ pci 及びＤＳＩ情報信号Ｓ dsi 並びにその他の制御情報を読み出し、これらに
基づいて当該ＰＣＩデータ５０及びＤＳＩデータ５１並びにその他の制御信号を夫々独立
に含む付加情報を生成し、ハードディスク装置７４に一時的に再記録する。これは、各制
御情報の中には、圧縮多重信号Ｓ r の生成結果によって内容が定まるものがあるからであ
る。
【０１０４】
一方、コントローラ７５は、上記信号処理部７２、ハードディスク装置７３及び７４の夫
々の動作の時間管理を行い、ＰＣＩ情報信号Ｓ pci 及びＤＳＩ情報信号Ｓ dsi を含む付加
情報信号Ｓ a をハードディスク装置７４から読み出して出力すると共に、圧縮多重信号Ｓ
r と付加情報信号Ｓ a を時間軸多重するための情報選択信号Ｓ ccを生成して出力する。
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【０１０５】
その後、圧縮多重信号Ｓ r と付加情報信号Ｓ a は、コントローラ７５からの情報選択信号
Ｓ ccに基づき、ハードディスク装置７３又は７４から読み出され、多重器７６により時間
軸多重されて情報付加圧縮多重信号Ｓ apとして出力される。この情報付加圧縮多重信号Ｓ
apの段階では、記録すべき情報は、コントローラ７５の情報選択信号Ｓ ccを用いた切り換
え動作によって制御情報と映像情報及び音声情報とが合成され、図１に示す物理構造（物
理フォーマット）となっている。そして、ＰＣＩデータ５０及びＤＳＩデータ５１につい
ては、夫々独立してナビパック４１に含まれていることとなる。
【０１０６】
なお、記録すべき情報の中に副映像情報が含まれている場合には、図示しない他のハード
ディスク装置から読み出されて信号処理部７２に入力され、映像情報及び音声情報と同様
に信号処理され、情報付加圧縮多重信号Ｓ apに含まれることなる。
【０１０７】
その後、変調器７７は、出力された情報付加圧縮多重信号Ｓ apに対してリードソロモン符
号等のエラー訂正コード（ＥＣＣ）の付加及び８－１６変調等の変調を施してディスク記
録信号Ｓ m を生成し、マスタリング装置７８に出力する。
【０１０８】
最後に、マスタリング装置７８は、当該ディスク記録信号Ｓ m を光ディスクを製造する際
のマスタ（抜き型）となるスタンパディスクに対して記録する。そして、このスタンパデ
ィスクを用いて図示しないレプリケーション装置により、一般に市販されるレプリカディ
スクとしての光ディスクが製造される。
【０１０９】
以上説明したように、実施の形態の記録装置Ｓ 1 によれば、ＰＣＩデータ５０とＤＳＩデ
ータ５１が分割されて記録されるので、可変レート方式で圧縮記録されている記録情報Ｒ
を再生する再生装置における可変レートによる再生への影響を吸収するため又はシームレ
ス再生のためのトラックバッファに対して、再生された記録情報Ｒが入力する前にＤＳＩ
データ５１を抽出して記録情報Ｒの検索に使用すると共に、当該トラックバッファから記
録情報Ｒが出力される際にＰＣＩデータ５０を抽出して表示する記録情報Ｒに対応した再
生表示制御を行うことができる。
【０１１０】
また、ＰＣＩデータ５０がハイライト情報を含み、更に当該ハイライト情報がメニュー画
面等を用いた内容選択動作が有効である期間を示す有効期間情報を含むので、記録情報Ｒ
の再生に対応させて選択項目の表示を制御することができると共に、任意の期間でハイラ
イト情報による選択動作を有効とすることができる。
【０１１１】
更にまた、ＤＳＩデータ５１が、アクセス（検出）したいデータのＤＶＤ１上の記録位置
（目標位置）を示すＶＯＢユニットサーチ情報を含むので、記録情報Ｒの再生時において
、トラックバッファに入力される前に当該目標位置を示すＶＯＢユニットサーチ情報を取
得することができることとなり、上記検出すべき記録情報Ｒの検索を容易に行うことがで
きる。
（ III）
次に、上記の記録装置Ｓ１によりＤＶＤ１に記録された情報を再生するための に対応
する再生装置の実施の形態を、図８乃至図１３を用いて説明する。
【０１１２】
始めに、図８を用いて、実施の形態の再生装置の構成及び動作について説明する。
図８に示すように、実施の形態に係る再生装置Ｓ２は 調手段としてのピックアップ８
０と 調手段としての復調訂正部８１と、ストリームスイッチ８２及び８４と ラッ
クバッファ８３と、検索制御情報抽出手段としてのシステムバッファ８５と、再生表示制
御情報抽出手段としてのデマルチプレクサ８６と、ＶＢＶ（ Video Buffer Verifier）バ
ッファ８７と、ビデオデコーダ８８と、サブピクチャバッファ８９と、サブピクチャデコ
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ーダ９０と、混合器９１と、オーディオバッファ９２と、オーディオデコーダ９３と
ＣＩバッファ９４と、再生表示制御情報抽出手段としてのＰＣＩデコーダ９５と イラ
イトバッファ９６と、ハイライトデコーダ９７と、入力部９８と、ディスプレイ９９と、
制御手段としてのシステムコントローラ１００と、ドライブコントローラ１０１と、スピ
ンドルモータ１０２と、スライダモータ１０３とにより構成されている。なお、図８に示
す構成は、再生装置Ｓ 2の構成のうち、映像及び音声の再生に関する部分のみを記載した
ものであり、ピックアップ８０及びスピンドルモータ１０２並びにスライダモータ１０３
等をサーボ制御するためのサーボ回路等は従来技術と同様であるので、記載及び細部説明
を省略する。
【０１１３】
次に、全体動作を説明する。
ピックアップ８０は、図示しないレーザダイオード、偏向ビームスプリッタ、対物レンズ
、光検出器等を含み、ＤＶＤ１に対して再生光としての光ビームＢを照射すると共に、当
該光ビームＢのＤＶＤ１からの反射光を受光し、ＤＶＤ１上に形成されている情報ピット
に対応する検出信号Ｓ p を出力する。このとき、光ビームＢがＤＶＤ１上の情報トラック
に対して正確に照射されると共に、ＤＶＤ１上の情報記録面で正確に焦点を結ぶように、
図示しない対物レンズに対して従来技術と同様の方法によりトラッキングサーボ制御及び
フォーカスサーボ制御が施されている。
【０１１４】
ピックアップ８０から出力された検出信号Ｓ p は、復調訂正部８１に入力され、復調処理
及び誤り訂正処理が行われて復調信号Ｓ dmが生成され、ストリームスイッチ８２及びシス
テムバッファ８５に出力される。
【０１１５】
復調信号Ｓ dmが入力されたストリームスイッチ８２は、ドライブコントローラ１０１から
のスイッチ信号Ｓ sw1 によりその開閉が制御され、閉のときには、入力された復調信号Ｓ
dmをそのままスルーしてトラックバッファ８３に出力する。一方、ストリームスイッチ８
２が開のときには、復調信号Ｓ dmは出力されず、不要な情報（信号）がトラックバッファ
８３に入力されることがない。
【０１１６】
復調信号Ｓ dmが入力されるトラックバッファ８３は、ＦＩＦＯ（ First In First Out）メ
モリ等により構成され、入力された復調信号Ｓ dmを一時的に記憶すると共に、ストリーム
スイッチ８４が開とされているときには、記憶した復調信号Ｓ dmを連続的に出力する。ト
ラックバッファ８３は、ＭＰＥＧ２方式における各ＧＯＰ毎のデータ量の差を補償すると
共に、インターリーブドユニットＩＵに分割されたデータの読み取りの際等に、上記のシ
ームレス再生におけるトラックジャンプに起因して不連続に入力される復調信号Ｓ dmを連
続的に出力し、当該不連続による再生の中断を解消するためのものである。
【０１１７】
連続的に復調信号Ｓ dmが入力されるストリームスイッチ８４は、デマルチプレクサ８６に
おける分離処理において、後段の各種バッファがオーバーフローしたり、逆に空になって
デコード処理が中断することがないように、システムコントローラ１００からのスイッチ
信号Ｓ sw2 により開閉が制御される。
【０１１８】
一方、トラックバッファ８３と並行して復調信号Ｓ dmが入力されるシステムバッファ８５
は、ＤＶＤ１をローディングしたときに最初に検出され、ＤＶＤ１に記録されている情報
全体に関する管理情報（ビデオマネージャ２等）又はＶＴＳ３毎のコントロールデータ１
１を蓄積して制御情報Ｓ c としてシステムコントローラ１００に出力すると共に、再生中
にナビパック４１毎のＤＳＩデータ５１を一時的に蓄積し、システムコントローラ１００
に制御情報Ｓ c として出力する。
【０１１９】
ストリームスイッチ８４を介して復調信号Ｓ dmが連続的に入力されたデマルチプレクサ８
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６においては、当該復調信号Ｓ dmからビデオデータ４２、オーディオデータ４３、サブピ
クチャデータ４４及びナビパック４１毎のＰＣＩデータ５０を分離し、ビデオ信号Ｓ v 、
副映像信号Ｓ sp、オーディオ信号Ｓ ad並びにＰＣＩ信号Ｓ pcとして、夫々ＶＢＶバッファ
８７、サブピクチャバッファ８９、オーディオバッファ９２及びＰＣＩバッファ９４に出
力する。なお、復調信号Ｓ dmには、オーディオデータ４３又はサブピクチャデータ４４と
して複数の言語が別々のストリームとして含まれている場合があるが、その場合には、シ
ステムコントローラ１００からのストリーム選択信号Ｓ lcにより所望の言語が夫々選択さ
れてオーディオバッファ９２又はサブピクチャバッファ８９に出力される。
【０１２０】
ビデオ信号Ｓ v が入力されるＶＢＶバッファ８７は、ＦＩＦＯメモリ等により構成され、
ビデオ信号Ｓ v を一時的に蓄積し、ビデオデコーダ８８に出力する。ＶＢＶバッファ８７
は、ＭＰＥＧ２方式により圧縮されているビデオ信号Ｓ v における各ピクチャ（図２参照
）毎のデータ量のばらつきを補償するためのものである。そして、データ量のばらつきが
補償されたビデオ信号Ｓ v がビデオデコーダ８８に入力され、ＭＰＥＧ２方式により復調
が行われて復調ビデオ信号Ｓ vdとして混合器９１に出力される。
【０１２１】
一方、副映像信号Ｓ spが入力されるサブピクチャバッファ８９は、入力された副映像信号
Ｓ spを一時的に蓄積し、サブピクチャデコーダ９０に出力する。サブピクチャバッファ８
９は、副映像信号Ｓ spに含まれるサブピクチャデータ４４を、当該サブピクチャデータ４
４に対応するビデオデータ４２と同期して出力するためのものである。そして、ビデオデ
ータ４２との同期が取られた副映像信号Ｓ spがサブピクチャデコーダ９０に入力され、復
調が行われて復調副映像信号Ｓ spd として混合器９１に出力される。
【０１２２】
なお、副映像信号Ｓ spが、上記メニュー画面を構成して表示するために必要な、枠、選択
ボタン等を構成するための映像情報を含んでいる場合には、システムコントローラ１００
からのハイライト制御信号Ｓ chに基づき、表示すべき選択ボタン等の表示状態の変更を行
って出力する。
【０１２３】
ビデオデコーダ８８から出力された復調ビデオ信号Ｓ vd及びサブピクチャデコーダ９０か
ら出力された復調副映像信号Ｓ spd （対応する復調ビデオ信号Ｓ vdとの同期が取れている
。）は、混合器９１により混合され、最終的な表示すべき映像信号Ｓ vpとして図示しない
ＣＲＴ（ Cathod Ray Tube ）等の表示部に出力される。
【０１２４】
次に、オーディオ信号Ｓ adが入力されるオーディオバッファ９２は、ＦＩＦＯメモリ等に
より構成され、入力されたオーディオ信号Ｓ adを一時的に蓄積し、オーディオデコーダ９
３に出力する。オーディオバッファ９２は、オーディオ信号Ｓ adを対応する映像情報を含
むビデオ信号Ｓ v 又は副映像信号Ｓ spに同期して出力させるためのものであり、対応する
映像情報の出力状況に応じてオーディオ信号Ｓ adを遅延させる。そして、対応する映像情
報と同期するように時間調整されたオーディオ信号Ｓ adは、オーディオデコーダ９３に出
力され、所定のデコードが施されて復調オーディオ信号Ｓ add として図示しないスピーカ
等に出力される。なお、所望の情報へのアクセス直後の再生等において一時的に音声を中
断する（ポーズする）必要があることが検出された場合には、システムコントローラ１０
０からポーズ信号Ｓ caがオーディオデコーダ９３に出力され、当該オーディオデコーダ９
３において一時的に復調オーディオ信号Ｓ add の出力を停止する。
【０１２５】
更に、ＰＣＩ信号Ｓ pcが入力されるＰＣＩバッファ９４は、ＦＩＦＯメモリ等により構成
され、入力されたＰＣＩ信号Ｓ pcを一時的に蓄積し、ＰＣＩデコーダ９５に出力する。Ｐ
ＣＩバッファ９４は、ＰＣＩ信号Ｓ pcに含まれるＰＣＩデータ５０と当該ＰＣＩデータ５
０が対応するビデオデータ４２、オーディオデータ４３又はサブピクチャデータ４４等と
を同期させ、当該ビデオデータ４２、オーディオデータ４３又はサブピクチャデータ４４

10

20

30

40

50

(16) JP 3748287 B2 2006.2.22



等にＰＣＩデータ５０を適用させるためのものである。そして、ＰＣＩバッファ９４によ
り対応するビデオデータ４２、オーディオデータ４３又はサブピクチャデータ４４等と同
期したＰＣＩ信号Ｓ pcは、ＰＣＩデコーダ９５によりＰＣＩデータ５０に含まれるハイラ
イト情報が分離され、ハイライト信号Ｓ hiとしてハイライトバッファ９６に出力されると
共に、ＰＣＩデータ５０のハイライト情報以外の部分がＰＣＩ情報信号Ｓ pci としてシス
テムコントローラ１００に出力される。
【０１２６】
ハイライト信号Ｓ hiが入力されるハイライトバッファ９６は、ＦＩＦＯメモリ等により構
成され、入力されたハイライト信号Ｓ hiを一時的に蓄積し、ハイライトデコーダ９７に出
力する。ハイライトバッファ９６は、当該ハイライト情報のための映像情報が含まれてい
る副映像信号Ｓ spに対応して、ハイライト情報に対応する選択項目（選択ボタン）の表示
状態の変更が正確に行われるための時間軸補償を行うためのバッファである。そして、時
間軸補償が行われたハイライト信号Ｓ hiは、ハイライトデコーダ９７においてデコードさ
れ、当該ハイライト信号Ｓ hiに含まれる情報が復調ハイライト信号Ｓ hid としてシステム
コントローラ１００に出力される。この復調ハイライト信号Ｓ hid の中に上記システムコ
ントローラ１００内のレジスタを設定するための情報が含まれている。
【０１２７】
ここで、システムコントローラ１００は、当該復調ハイライト信号Ｓ hid に基づき、ハイ
ライト情報による表示状態の変更を行うべく、上記のハイライト制御信号Ｓ chを出力する
こととなる。このとき、システムコントローラ１００は、復調ハイライト信号Ｓ hid に含
まれるハイライト情報の有効期間（図６参照）を示す有効期間情報に基づいて当該ハイラ
イト情報に基づくメニュー画面等を用いた選択動作を有効とすべく、入力部９８からの入
力信号Ｓ inによる選択動作を受け付けると共に、上記ハイライト制御信号Ｓ chを出力する
こととなる。
【０１２８】
更に、システムコントローラ１００は、システムバッファ８５から入力される制御情報Ｓ
c 、ＰＣＩデコーダ９５から入力されるＰＣＩ情報信号Ｓ pci 及びリモコン等の入力部９
８から入力される入力信号Ｓ inに基づき、それらの信号に対応した正しい再生を行うため
に上記のスイッチ信号Ｓ sw2 、ストリーム選択信号Ｓ lc、ポーズ信号Ｓ ca、ハイライト制
御信号Ｓ chを出力すると共に、再生装置Ｓ 2 の動作状況等を表示するために表示信号Ｓ dp
を液晶表示装置等のディスプレイ９９に出力する。
【０１２９】
更にまた、システムコントローラ１００は、上記ＤＳＩ情報信号Ｓ dsi 等により、シーム
レス再生のためにサーチ等のトラックジャンプの処理が必要であることを検出したときに
は、ドライブコントローラ１０１に対して、当該トラックジャンプの処理に対応するシー
ムレス制御信号Ｓ csl を出力する。
【０１３０】
そして、シームレス制御信号Ｓ csl が入力されたドライブコントローラ１０１は、スピン
ドルモータ１０２又はスライダモータ１０３に対して駆動信号Ｓ D を出力する。この駆動
信号Ｓ D により、スピンドルモータ１０２又はスライダモータ１０３は、光ビームＢが再
生すべきＤＶＤ１上の記録位置に照射されるようにピックアップ２を移動させる（図８破
線矢印参照）と共に、ＤＶＤ１の回転数をＣＬＶ（ Constant Linear Velocity：線速度一
定）制御する。これと並行して、ドライブコントローラ１０１は、ピックアップ２が移動
中であり復調訂正部８１から復調信号Ｓ dmが出力されないときには、シームレス制御信号
Ｓ csl に基づきスイッチ信号Ｓ sw1 を出力し、ストリームスイッチ８２を開とすると共に
、復調信号Ｓ dmが出力され始めると、ストリームスイッチ８２を閉成して復調信号Ｓ dmを
トラックバッファ８３に出力する。
【０１３１】
次に、上記再生装置Ｓ 2 のうち、特にトラックバッファ８３の動作について図９を用いて
詳説する。なお、図９はトラックバッファ８３における情報の書き込み及び読み出しの時
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間変化をトラックバッファ８３の使用量（バッファ占有量）との関係で示したものである
。また、図９において、符号Ｗ r はトラックバッファ８３への書き込みレートであり、符
号Ｒ r はトラックバッファ８３からの読み出しレートであり、一般に、
Ｗ r ＞Ｒ r
とされる。
【０１３２】
上述のように、トラックバッファ８３は、ＦＩＦＯメモリとして動作し、ＭＰＥＧ２方式
における可変のデータレートを補償すると共に、シームレス再生等におけるトラックジャ
ンプに起因して不連続に入力される復調信号Ｓ dmを連続的に出力し、当該不連続による再
生の中断を解消するためのものである。
【０１３３】
図９において、最初にトラックバッファ８３への復調信号Ｓ dmの書き込みを行うと（（イ
）点）、トラックバッファ８３内のバッファ占有量は上昇していく。この書き込みは、ス
トリームスイッチ８２を閉成することにより行われる。
【０１３４】
そして、トラックバッファ８３が最大容量まで占有されると（（ロ）点）、トラックバッ
ファ８３がオーバフローしないようにストリームスイッチ８２を開成して書き込みを一時
的に中止し、ストリームスイッチ８４を閉成して読み出しを開始する。そして、バッファ
占有量が、トラックバッファ８３におけるアンダーフロー（トラックバッファ８３が空に
なって復調信号Ｓ dmの読み出しができなくなる状態）を防止すべく予め設定された占有量
Ａまで低下すると、読み出しレートＲ r での読み出しを継続しつつストリームスイッチ８
２を閉成し、書き込みレートＷ r での書き込みを再開する（（ハ）点）。これ以降のバッ
ファ占有量の増加レートは、（Ｗ r －Ｒ r ）となる。
【０１３５】
そして、トラックバッファ８３が再び最大容量まで占有されると（（ニ）点）書き込みを
一時的に中止し、読み出し（読み出しレートＲ r ）のみを行う。
以後は、この動作が繰返されることにより、図９下段に示すように、トラックバッファ８
３への書き込みは間欠的となるが、読み出しは連続して行われる。このとき、読み出しレ
ートＲ r は書き込みレートＷ r より小さければ任意の値とすることができ、一定である必
要がないので、ＭＰＥＧ２方式により可変レートで検出される復調信号Ｓ dmの単位時間当
たりのデータ量に対応して、単位時間当たりのデータ量が多いときには読み出しレートＲ
r を高くし、単位時間当たりのデータ量が少ないときには読み出しレートＲ r を低くする
ことができる。
【０１３６】
また、データサーチのためにピックアップがトラックジャンプした場合に、トラックバッ
ファ８３への書き込みが長時間停止しても（（ホ）点）、その占有量が零になる前に書き
込みを開始すれば（（ヘ）点）、読み出しが中断することがない。このトラックバッファ
８３の容量に対応して、上記インターリーブドユニットＩＵをトラックジャンプすること
によりトラックバッファ８３への書き込みが長時間停止してもトラックバッファ８３から
の読み出しが停止しないように上記インターリーブドユニットＩＵの長さ（図４参照）が
設定される。
【０１３７】
なお、ここでは、データ読み出しの開始は、トラックバッファ８３が最大占有量になった
後としたが、これに限らず、占有量が最大になる前に読み出しを開始してもよいし、書き
込み開始と同時に読み出しを開始してもよい。
【０１３８】
以上のトラックバッファ８３の動作により、可変レート方式による記録情報Ｒに対応して
、上記シームレス再生が可能となるのである。すなわち、断続的に書き込まれたデータを
トラックバッファ８３により連続的に接続して出力することで、シームレス再生や可変レ
ート方式に対応した再生が可能となるのである。

10

20

30

40

50

(18) JP 3748287 B2 2006.2.22



【０１３９】
また、以上のトラックバッファ８３の説明においては、データの読み出しは連続的で、読
み出しレートＲ r が変化するものとして説明したが、データの読み出しを所定の高レート
Ｒ h （Ｒ h ＞（Ｒ r の最大値））で間欠的に行い、実際にデータが読み出される期間の長
さを制御することにより、可変レート方式に対応するようにしてもよい。この場合であっ
ても、平均的に見れば、読み出しレートＲ r を変化させて連続的にデータ読み出しが行わ
れることと等価となる。このとき、間欠的に読み出されるデータの平滑化は、デマルチプ
レクサ８６の後段の各バッファで行われる。
【０１４０】
ここで、図９からも明らかなように、トラックバッファ８３における一のデータの入力時
刻と出力時刻の差、すなわち、トラックバッファ８３における遅延時間は、一定ではなく
、読み出しレートＲ r によっても大きく変化する。更に、所定のサーチ動作が行われても
連続的にデータを出力するために、トラックバッファ８３自体のバッファ容量を大きくす
る必要がある。従って、遅延時間自体も必然的に長くなることになる。
【０１４１】
このとき、ＰＣＩデータ５０とＤＳＩデータ５１を分離せずに一体としてトラックバッフ
ァ８３への入力前で検出してこれに基づき制御したとすると、再生表示の制御に関して、
実際に再生表示されているデータ（トラックバッファ８３から出力されたデータ）とＰＣ
Ｉデータ５０とのタイミングを整合させることが、トラックバッファ８３における遅延時
間が一定でないことにより困難となり、正しい再生表示制御が困難となる。一方、ＰＣＩ
データ５０とＤＳＩデータ５１を一体としてトラックバッファ８３の出力後に検出し、こ
れに基づき制御したとすると、データの検索に関し、検索のためのピックアップの位置（
当該ピックアップは、トラックバッファ８３の遅延時間に相当する時間だけ先に移動して
しまっている。）をＤＳＩデータ５１と対応づけることが、トラックバッファ８３におけ
る遅延時間が一定でないことにより困難となり、正しい検索制御ができなくなる。
【０１４２】
そこで、本発明では、ＰＣＩデータ５０とＤＳＩデータ５１を分離して記録することによ
り、再生装置Ｓ 2 においてトラックバッファ８３への復調信号Ｓ dmの入力前にＤＳＩデー
タ５１を抽出して検索制御することによりピックアップ８０のＤＶＤ１上の位置を把握し
つつ検索制御することが可能となり、更に、トラックバッファ８３からの復調信号Ｓ dmの
出力後にＰＣＩデータ５１を抽出して再生表示制御することにより実際に再生表示制御さ
れている映像、音声又は副映像に対応付けて再生表示制御することが可能となるのである
。
【０１４３】
次に、請求項４、８及び１２に記載の発明に対応するＰＣＩバッファ９４の動作について
、図１０を用いて詳説する。
上述のように、ＰＣＩバッファ９４は、ＰＣＩデータ５０と当該ＰＣＩデータ５０が対応
するビデオデータ４２、オーディオデータ４３又はサブピクチャデータ４４等とを同期さ
せ、当該ビデオデータ４２、オーディオデータ４３又はサブピクチャデータ４４等にＰＣ
Ｉデータ５０を適用させるためのものである。
【０１４４】
従って、ＰＣＩバッファ９４では、当該ＰＣＩバッファ９４に入力されたＰＣＩ信号Ｓ pc
に含まれるＰＣＩデータ５０に対応するビデオ信号Ｓ v 等のデコードが、図８に示すビデ
オデコーダ８８、サブピクチャデコーダ９０及びオーディオデコーダ９３の夫々において
終了するまでの間、入力されたＰＣＩデータ５０を保持し、ビデオ信号Ｓ v 等のデコード
が完了した時点で当該ＰＣＩデータ５０をＰＣＩデコーダ９５に出力する必要がある。こ
のことから、ＰＣＩバッファ９４の記憶容量としては、上記ビデオ信号Ｓ v 等のデコード
が終了するまでの間に入力される全てのＰＣＩデータ５０を夫々個別に保持するだけの容
量が必要となる。
【０１４５】
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ところで、ビデオ信号Ｓ v 等のデコードのための遅延時間は、最大でも１秒とし、全ての
デコードを１秒以内とすることが、ＭＰＥＧ２方式の規格上定められている。よって、上
記ＰＣＩバッファ９４の最大容量も、１秒間に入力されるＰＣＩデータ５０を全て個別に
（より具体的には、当該ＰＣＩデータ５０を格納しているパケットと呼ばれる単位毎に）
記憶できるだけの容量が必要となる。
【０１４６】
そこで、本発明においては、上述のように、一のナビパック４１と当該一のナビパック４
１に隣接するナビパック４１との間に記録されているデータに対応する再生時間の下限値
を０．４秒として、上記ビデオ信号Ｓ v 等のデコード中にＰＣＩバッファ９４に入力され
るＰＣＩデータ５０の数を最大で３個に制限している。このように設定すれば、図１０に
示すように、ビデオ信号Ｓ v 等のデコードに最大時間を要し、実際に出力されるデータが
１秒遅れて出力されても、その間にＰＣＩバッファ９４に入力するＰＣＩデータ５０の数
は３個（図１０において、符号ＰＣＩ 1 乃至ＰＣＩ 3 で示されるＰＣＩデータ５０）以下
となり、従って、ＰＣＩバッファ９４の記憶容量も３個分のＰＣＩデータ５０に相当する
記憶容量のみでよいこととなり、ＰＣＩバッファ９４を小型化して低コスト化することが
できるのである。
【０１４７】
次に、ＰＣＩデータ５０及びＤＳＩデータ５１を実際に用いた再生装置Ｓ 2 の動作例につ
いて具体的に説明する。
始めに、ＤＳＩデータ５１を用いた代表的な再生動作であるタイムサーチ動作について、
システムコントローラ１００の動作を中心として図１１に示すフローチャートに基づき説
明する。ここで、タイムサーチ動作とは、ＤＳＩデータ５１内に記録されているセル２０
内の経過時間情報及びＶＯＢユニットサーチ情報を用いて、視聴者により入力部９８から
指定されたフレーム画像の検索を行いその位置に対応する画像を出画する動作である。な
お、フレーム画像とは、図２に示すＧＯＰ５２内のピクチャのうち、いずれか一のピクチ
ャに対応して再生される画像である。
【０１４８】
図１１に示すように、タイムサーチ動作においては、初めに、入力部９８から検索すべき
フレーム画像に対応する目標時刻ｔ s が入力されると、ＶＴＳ３に含まれるＰＧＣＩ毎の
タイムサーチ情報と、ＰＧＣＩ中の夫々のセル２０の再生時間を示すセル再生時間情報に
基づき、当該目標時刻ｔ s が含まれるセル２０を算出すると共に、そのセル２０内で、所
定の時間分解能（例えば１０秒）を基準として、目標時刻ｔ s より手前で目標時刻ｔ s に
最も近い先頭フレームを有するＶＯＢユニット３０を算出する（ステップＳ１）。そして
、ピックアップ８０をジャンプさせて算出したＶＯＢユニット３０の先頭にあるナビパッ
ク４１を検索し（ステップＳ２）、検索したナビパック４１内のＤＳＩデータ５１に記録
されているセル２０内の経過時間情報を参照して、上記時間分解能より高い精度で、ピッ
クアップ２がジャンプした位置に記録されている先頭フレーム画像に対応する時刻ｔ c を
取得する（ステップＳ３）。
【０１４９】
その後、目標時刻ｔ s とピックアップ８０の現在位置に対応する時刻ｔ c を比較する（ス
テップＳ４）。この時点では、ピックアップ８０は目標時刻ｔ s に対応する位置より手前
にあり、ピックアップ８０の現在位置に対応する時刻ｔ c は目標時刻ｔ s より早いので（
ステップＳ４；ＮＯ）、ピックアップ８０の現在位置に対応するＤＳＩデータ５１内のＶ
ＯＢユニットサーチ情報を参照して、ピックアップ８０を前方の（時間的に先の）ＶＯＢ
ユニット３０へジャンプさせ（ステップＳ５）、ジャンプした先のピックアップ８０の位
置に対応する時刻ｔ c を取得する（ステップＳ３）。以上の動作を繰返すことにより、目
標時刻ｔ s が含まれるＶＯＢユニット３０の一つ前方の（時間的に先の）ＶＯＢユニット
３０までジャンプさせる。そして、目標時刻ｔ s が含まれるＶＯＢユニット３０の一つ前
方のＶＯＢユニット３０までジャンプしたことが判断されると（ステップＳ４；ＹＥＳ）
、次に、ジャンプした先のＶＯＢユニット３０に含まれるＤＳＩデータ５１内のＶＯＢユ
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ニットサーチ情報を参照して一つ後方の（時間的に後の）ＶＯＢユニット３０にピックア
ップ８０をジャンプさせる。以上のステップＳ１乃至Ｓ６の動作により、目標時刻ｔ s が
含まれるＶＯＢユニット３０の先頭にピックアップ８０を到達させることができる。
【０１５０】
その後、目標時刻ｔ s が含まれるＶＯＢユニット３０において、当該ＶＯＢユニット３０
に含まれるＤＳＩデータ５１に記録されているセル２０内の経過時間情報を参照してピッ
クアップ８０の現在位置に対応する時刻ｔ c を取得する（ステップＳ７）。このときの時
刻ｔ c は、目標時刻ｔ s が含まれるＶＯＢユニット３０の先頭のフレーム画像の、当該Ｖ
ＯＢユニット３０が属するＰＧＣ６１の先頭からの起算したフレーム数に対応する時刻と
なる。
【０１５１】
そして、当該時刻ｔ c に対応するフレーム画像と目標時刻ｔ s に対応するフレーム画像と
の差のフレーム数Ｆ r を求め（ステップＳ８）、次に、ピックアップ８０の現在位置が含
まれるＶＯＢユニット３０の先頭のフレーム画像から再生を開始し（ステップＳ９）、フ
レーム数Ｆ r 分だけ出画を停止し（ステップＳ１０；ＮＯ）、フレーム数Ｆ r 分だけ再生
したら（ステップＳ１０；ＹＥＳ）その画像から出画を開始して（ステップＳ１１）、タ
イムサーチ動作の処理を終了する。
【０１５２】
以上説明したように、トラックバッファ８３に入力する前に取得されるＤＳＩデータ５１
に記録されているセル２０内の経過時間情報及びＶＯＢユニットサーチ情報を用いて指定
された目標時刻ｔ s に対応する画像から再生を開始することができるのである。
【０１５３】
次に、ＤＳＩデータ５１を用いた他の再生動作であるシームレスアングル切り換え再生に
ついて、システムコントローラ１００の動作を中心として図１２に示すフローチャートを
用いて説明する。なお、アングル切り換え再生が、シームレスアングル切り換え再生であ
るか又は非シームレスアングル切り換え再生であるかの判別は、アングル飛び先情報が記
述されているのがＤＳＩデータ５１であるか若しくはＰＣＩデータ５０であるかによって
判別される。
【０１５４】
図１２に示すように、シームレスアングル切り換え再生動作においては、初めに、視聴者
が入力部９８を介してアングル切り換え動作を指令したか否かが判断され（ステップＳ１
１）、指令がされると（ステップＳ１１；ＹＥＳ）、再生中の画面に対応するアングルに
ついて、システムコントローラ１００はＤＳＩデータ５１内のシームレス情報（図５（ａ
）参照）に記述されている再生中のインターリーブドユニットＩＵの最終アドレス情報を
参照し、このアドレスまで再生して対応する復調信号Ｓ dmをトラックバッファ８３に書き
込み、その後書き込みを一時的に停止する（ステップＳ１２）。
【０１５５】
この書き込み停止と同時に、システムコントローラ１００は、アングル切り換えを行う切
り換え先のアングルについて、切り換え前のアングルに対応する上記ＤＳＩデータ５１内
のアングル飛び先情報（図５（ａ）参照）を参照して、そこに記述されているアングル飛
び先のアドレス情報を検出し、そのアドレス情報に対応するＤＶＤ１上の記録位置にピッ
クアップ８０をジャンプさせる（ステップＳ１３）。そして、ジャンプした先の記録位置
から再生を再開してトラックバッファ８３への書き込みを再開し（ステップＳ１４）、再
生した映像情報等の出画を開始する（ステップＳ１５）。以上の動作により、アングル切
り換え前の最後のＶＯＢユニット３０とアングル切り換え後の最初のＶＯＢユニット３０
とがトラックバッファ８３の中で接続され、出画される画像上はシームレス再生となり、
映像が連続したアングル切り換え再生が可能となるのである。
【０１５６】
次に、ＰＣＩデータ５０を用いた代表的な再生動作である非シームレスアングル切り換え
再生動作について、システムコントローラ１００の動作を中心として図１３に示すフロー
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チャートに基づき説明する。
【０１５７】
図１３に示すように、非シームレスアングル切り換え再生動作においては、初めに、視聴
者が入力部９８を介してアングル切り換え動作を指令したか否かが判断され（ステップＳ
２０）、指令がされると（ステップＳ２０；ＹＥＳ）、再生中の画面に対応するアングル
について、システムコントローラ１００は直ちに静止画状態にし、トラックバッファ８３
内に蓄積されているデータを全て破棄してトラックバッファ８３への復調信号Ｓ dmの入力
を禁止する（ステップＳ２１）。
【０１５８】
この書き込み停止と同時に、システムコントローラ１００は、アングル切り換えを行う切
り換え先のアングルについて、切り換え前のアングルに対応する上記ＰＣＩデータ５０内
のアングル飛び先情報（図５（ｂ）参照）を参照して、そこに記述されているアングル飛
び先のアドレス情報を検出し、そのアドレス情報に対応するＤＶＤ１上の記録位置にピッ
クアップ８０をジャンプさせる（ステップＳ２２）。そして、ジャンプした先の記録位置
から再生を再開してトラックバッファ８３への書き込みを再開し（ステップＳ２３）、ト
ラックバッファ８３が最大容量まで書き込まれたとき（ステップＳ２４；ＹＥＳ）、切り
換え後のアングルに対応する映像の最初のＶＯＢユニット３０がトラックバッファ８３か
ら読み出され、静止画状態が解除されて（ステップＳ２５）、切り換え後のＶＯＢユニッ
ト３０から映像情報等の出画を開始する（ステップＳ２６）。以上の動作により、表示中
のＶＯＢユニット３０に対して時間的にほぼ同一の他のアングルのＶＯＢユニット３０か
らの出画が可能となる。
【０１５９】
以上説明したように、実施の形態の再生装置Ｓ 2 によれば、ＤＳＩデータ５１がトラック
バッファ８３に復調信号Ｓ dmが入力される前に抽出されるので、ピックアップ８０のＤＶ
Ｄ１上の検出位置に対応したＤＳＩデータ５１が得られることとなり、容易に再生すべき
記録情報Ｒの検索を行うことができる。
【０１６０】
また、ＰＣＩデータ５０がトラックバッファ８３から復調信号Ｓ dmが出力された後に抽出
されるので、実際に記録情報が表示されるタイミングに対応して再生表示制御を行うこと
ができる。
【０１６１】
更に、ハイライト情報がその有効期間を示す有効期間情報を有しているので、映像情報等
の記録情報の再生に対応させてメニュー画面等における選択項目を再生表示制御すること
ができると共に、任意の期間でハイライト情報による選択動作を有効とすることができる
。
【０１６２】
更にまた、ＤＳＩデータ５１がアクセス（検出）したいデータのＤＶＤ１上の記録位置（
目標位置）を示すＶＯＢユニットサーチ情報を含むので、トラックバッファ８３に入力さ
れる前に当該目標位置を示すＶＯＢユニットサーチ情報を取得することができることとな
り、検出すべき記録情報Ｒの検索を容易に行うことができる。
【０１６３】
また、ナビパック４１間にあるデータの再生時間の下限値が０．４秒とされているので、
ＰＣＩバッファ９４の記憶容量を必要最小限とし、再生装置Ｓ 2 自体を低コスト化するこ
とができる。
【０１６４】
なお、上記の各実施の形態においては、ＭＰＥＧ２方式により可変レートで圧縮された情
報をＤＶＤ１に記録する場合及びその再生について本発明を適用した場合について説明し
たが、本発明はこれに限らず、再生時においてトラックバッファを使用するものであれば
、情報の圧縮方法は固定レート方式であってもよく、圧縮の方式によらず種々の情報の記
録及び再生について適用可能である。また、情報記録媒体の形態も上記ＤＶＤ１に限られ
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るものではない。
【図面の簡単な説明】
【図１】記録情報の物理的構造（物理フォーマット）を示す図である。
【図２】ＧＯＰを構成するフレーム画像を示す図である。
【図３】記録情報の論理的構造（論理フォーマット）を示す図である。
【図４】インターリーブドユニットの構造を示す図である。
【図５】ＰＣＩデータ及びＤＳＩデータに含まれる情報を説明する図であり、（ａ）はＤ
ＳＩデータに含まれる情報を説明する図であり、（ｂ）はＰＣＩデータに含まれる情報を
説明する図である。
【図６】ハイライト情報を説明する図である。
【図７】記録装置の概要構成を示すブロック図である。
【図８】再生装置の概要構成を示すブロック図である。
【図９】トラックバッファの動作を示す図である。
【図１０】ＰＣＩバッファの動作を示す図である。
【図１１】タイムサーチ動作を示すフローチャートである
【図１２】シームレスアングル切り換え再生動作を示すフローチャートである。
【図１３】非シームレスアングル切り換え再生動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１…ＤＶＤ
２…ビデオマネージャ
３、６３…ＶＴＳ
１０…ＶＯＢ
１１…コントロールデータ
２０…セル
３０…ＶＯＢユニット
４１…ナビパック
４２…ビデオデータ
４３…オーディオデータ
４４…サブピクチャデータ
５０…ＰＣＩデータ
５１…ＤＳＩデータ
５２…ＧＯＰ
６０…プログラム
６１、６１Ａ、６１Ｂ…ＰＧＣ
６２…タイトル
７０…ＶＴＲ
７１…メモリ
７２…信号処理部
７３、７４…ハードディスク装置
７５…コントローラ
７６…多重器
７７…変調器
７８…マスタリング装置
８０…ピックアップ
８１…復調訂正部
８２、８４…ストリームスイッチ
８３…トラックバッファ
８５…システムバッファ
８６…デマルチプレクサ
８７…ＶＢＶバッファ
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８８…ビデオデコーダ
８９…サブピクチャバッファ
９０…サブピクチャデコーダ
９１…混合器
９２…オーディオバッファ
９３…オーディオデコーダ
９４…ＰＣＩバッファ
９５…ＰＣＩデコーダ
９６…ハイライトバッファ
９７…ハイライトデコーダ
９８…入力部
９９…ディスプレイ
１００…システムコントローラ
１０１…ドライブコントローラ
１０２…スピンドルモータ
１０３…スライダモータ
Ｂ…光ビーム
Ｓ 1 …記録装置
Ｓ 2 …再生装置
ＳＴ…キューシート
Ｓ r …圧縮多重信号
Ｓ i …制御情報信号
Ｓ a …付加情報信号
Ｓ cc…情報選択信号
Ｓ m …ディスク記録信号
Ｓ ap…情報付加圧縮多重信号
Ｓ pci …ＰＣＩ情報信号
Ｓ dsi …ＤＳＩ情報信号
Ｓ p …検出信号
Ｓ dm…復調信号
Ｓ sw1 、Ｓ sw2 …スイッチ信号
Ｓ in…入力信号
Ｓ dp…表示信号
Ｓ csl …シームレス制御信号
Ｓ c …制御信号
Ｓ lc…ストリーム選択信号
Ｓ ca…ポーズ信号
Ｓ ch…ハイライト制御信号
Ｓ hi…ハイライト信号
Ｓ pc…ＰＣＩ信号
Ｓ ad…オーディオ信号
Ｓ sp…副映像信号
Ｓ v …ビデオ信号
Ｓ vd…復調ビデオ信号
Ｓ spd …復調副映像信号
Ｓ add …復調オーディオ信号
Ｓ vp…映像信号
Ｓ hid …復調ハイライト信号
Ｔ t …タイムコード
Ｒ…記録情報
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

(26) JP 3748287 B2 2006.2.22



【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】
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