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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１フォーマット形式により記録された連続性のある音情報、画像情報またはデータの
うち少なくとも何れかを含むコンテンツ情報であって当該コンテンツ情報の再生最小単位
である1又は２以上の単位情報から構成され、前記単位情報毎に前記コンテンツ情報の再
生制御を行う再生制御情報が配されている当該コンテンツ情報のフォーマット形式を当該
コンテンツ情報の内容を同一としつつより汎用性が高いフォーマット形式であり、前記コ
ンテンツ情報毎に前記再生制御情報が配されている第２フォーマット形式で再生可能とす
るために、前記単位情報毎に、前記コンテンツ情報における何れか１つの符号化形式を維
持しつつ、前記第２フォーマット形式へ変換する変換手段を備えたことを特徴とするフォ
ーマット変換装置であって、
　前記変換手段が、
　前記コンテンツ情報の少なくとも再生開始時刻を示すコンテンツ再生開始時刻情報を取
得する取得手段と、
　前記取得したコンテンツ再生開始時刻情報を前記第２フォーマット形式によって定めら
れた一定の時刻に設定する設定手段と、
　前記第２フォーマット形式によって決定される位置に配される前記単位情報以外に配さ
れた前記再生制御情報を無効データに変換し、前記単位情報を構成するデータ片を検出す
る検出手段と、
　前記検出した各データ片にデータ片再生開始時刻情報を付加する付加手段と、
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　を備え、
　前記付加手段は更に、
　当該データ片が再生される際の再生開始時刻を示す前記データ片再生開始時刻情報が付
加されていない場合に、当該データ片に前記データ片再生開始時刻情報を付加し、
　前記変換手段は更に、
　少なくとも前記各単位情報における再生する際の再生態様を制御する再生態様制御情報
を第２フォーマット形式に対応づけて変換することを特徴とするフォーマット変換装置。
【請求項２】
　請求項２に記載のフォーマット変換装置であって、
　前記付加手段が、前記第２フォーマット形式の再生単位毎に前記データ片を構成させ、
当該データ片毎に前記データ片再生開始時刻情報を付加することを特徴とするフォーマッ
ト変換装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のフォーマット変換装置と、
　前記フォーマット変換装置によって変換された第２フォーマット形式のコンテンツ情報
を記録媒体に記録する記録手段と、
　を備えたことを特徴とする情報記録装置。
【請求項４】
　第一フォーマット形式により記録された連続性のある音情報、画像情報またはデータの
うち少なくとも何れかを含むコンテンツ情報であって当該コンテンツ情報の再生最小単位
である１または２以上の単位情報から構成され、前記単位情報毎に前記コンテンツ情報の
再生制御を行う再生制御情報が配されている当該コンテンツ情報のフォーマット形式を当
該コンテンツ情報の内容を同一としつつより汎用性が高いフォーマット形式であり、前記
コンテンツ情報毎に前記再生制御情報が配されている第二フォーマット形式で再生可能と
するために前記単位情報毎に、前記コンテンツ情報における何れか１つの符号化形式を維
持しつつ、変換する変換工程を備えたことを特徴とするフォーマット変換方法であって、
　前記変換工程が、
　前記コンテンツ情報の少なくとも再生開始時刻を示すコンテンツ再生開始時刻情報を取
得する取得工程と、
　前記取得したコンテンツ再生開始時刻情報を前記第２フォーマット形式によって定めら
れた一定の時刻に設定する設定工程と、
　前記第２フォーマット形式によって決定される位置に配される前記単位情報以外に配さ
れた前記再生制御情報を、無効データに変換し、前記単位情報を構成するデータ片を検出
する検出工程と、
　前記検出した各データ片にデータ片再生開始時刻情報を付加する付加工程と、
　を備え、
　前記付加工程はさらに、
　当該データ片が再生される際の再生開始時刻を示す前記データ片再生開始時刻情報が付
加されていない場合に、当該データ片に前記データ片再生開始時刻情報を付加し、
　前記変換工程はさらに、
　少なくとも前記各単位情報における再生する際の再生態様を制御する再生態様制御情報
を第２フォーマット形式に対応づけて変換することを特徴とするフォーマット変換方法。
【請求項５】
　請求項４に記載のフォーマット変換方法であって、
　前記付加工程が、前記第２フォーマット形式の再生単位毎に前記データ片を構成させ、
当該データ片毎に前記データ片再生開始時刻情報を付加することを特徴とするフォーマッ
ト変換方法。
【請求項６】
　請求項４又は５に記載のフォーマット変換方法と、
　前記フォーマット変換装置によって変換された第２フォーマット形式のコンテンツ情報
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を記録媒体に記録する記録工程と、
　を備えたことを特徴とする情報記録方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、情報記録装置、情報記録方法及び記録制御プログラムの技術分野し、特に、情
報を記録する際のフォーマット形式の変換装置に属する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、光ディスクの分野における高記録容量化の傾向が顕著であり、これに伴って一本の
映画等を圧縮した上で記録する光ディスク（いわゆるＤＶＤ（Digital Versatile Disc）
）が一般化しつつある。
【０００３】
このような当該高記録容量の光ディスクに映画等の情報（以下、コンテンツ情報という）
を記録する場合の記録方式の代表的なものに、いわゆる再生専用ＤＶＤフォーマットと互
換性あるビデオ方式と、再生専用のＤＶＤフォーマットとの互換性はないが、当該記録さ
れたコンテンツ情報の編集が容易に行うことが可能であり、実時間に沿って光ディスク上
に記録するのに適したビデオレコーディング方式とがある。
【０００４】
ビデオ方式は、一般的には、実時間と無関係に記録されるオーサリング方式によって記録
するようになっており、記録すべき情報の再生態様を制御するための再生制御情報（ＤＶ
Ｄの規格においてはナビゲーション情報という）を当該コンテンツ情報との対応関係を考
慮しつつ、コンテンツ情報の全てについて予めハードディスク上等の別の記録媒体に作成
しておき、当該作成した再生制御情報と、これに対応する情報本体（コンテンツ情報）そ
のものとを纏めて、光ディスク上にディスクアットワンス方式（追記記録不可）で記録す
るようになっている。
【０００５】
また、当該ビデオ方式は、最近では、オーサリング方式のみならず、実時間に沿ってテレ
ビジョン放送により配信される情報本体を記録することができるようになっており、この
場合にはディスクアットワンス方式ではなく、ＤＶＤ－Ｒ（DVD-Recordable。一回のみ記
録が可能なＤＶＤ）及びＤＶＤ－ＲＷ（DVD-Re-Recordable。複数回の記録が可能なＤＶ
Ｄ）において追記可能なインクリメンタルライト方式、または、ＤＶＤ－ＲＷにおいての
み追記可能なリストレクテッドオーバライト方式などによって光ディスク上に記録するよ
うになっている。
【０００６】
一方、ビデオレコーディング方式（ＶＲ方式ともいう）は、後述するように任意の単位毎
に編集・削除ができるようファイル構造が規格化されており、このファイル構造に基づい
て、テレビジョン放送によって配信された情報本体などを受信して実時間に沿って光ディ
スク上に記録するとともに、当該情報本体に対応する再生制御情報等を生成し、それを当
該情報本体とは別ファイルとして光ディスクに記録するようになっている。このため、ビ
デオレコーディング方式は、当該ファイル構造により、ビデオ方式と異なり、記録された
コンテンツ情報の編集を容易に行うことができるようになっている。
【０００７】
なお、記録可能なＤＶＤであるＤＶＤ－Ｒでは、ビデオ方式を用いての規格が策定されて
おり、ビデオレコーディング方式については、いわゆるアプリケーション規格が策定され
つつある段階である。さらに、ＤＶＤ－ＲＷでは、ビデオ方式を用いての規格の他に、ビ
デオレコーディング方式を用いた規格についても策定されている。
【０００８】
このような状況下において、汎用性の面からビデオ方式の再生が可能な再生専用のＤＶＤ
フォーマット規格におけるＤＶＤ再生装置において、ビデオレコーディング方式で記録し
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たコンテンツ情報を再生させることが望まれている。
【０００９】
すなわち、ビデオ方式では、再生専用のＤＶＤフォーマットの形式上、具体的には、ＤＶ
Ｄ－ＲＯＭ（read　only　memory）用フォーマットなどの他の再生専用のＤＶＤフォーマ
ットとの互換性確保のため、記録された情報本体であるコンテンツ情報の編集を容易に行
うことができないファイル構造を有しており、コンテンツ情報の編集等の利便性はビデオ
レコーディング方式が優れている。しかしながら、ビデオレコーディング方式によって記
録されたＤＶＤでは、汎用性の高い再生専用のＤＶＤフォーマット規格におけるＤＶＤ再
生装置では再生することができないという問題を有していた。
【００１０】
したがって、ビデオレコーディング方式によって記録されたコンテンツ情報を再生専用の
ＤＶＤフォーマット規格におけるＤＶＤ再生装置によって再生させるためには、当該ビデ
オレコーディング方式からビデオ方式にフォーマット変換する必要がある。
【００１１】
これを実現する方法としては、ビデオレコーディング方式によって記録されたコンテンツ
情報を、一度デコードし、ベースバンド信号に戻した後に、さらに、ビデオ方式の記録形
式にエンコードしてビデオ方式に記録し直す方法がある。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このような記録形式の変換方法であっては、コンテンツ情報を一度再生す
ることにより、当該コンテンツ情報の実時間の作業時間が必要となるとともに、ＭＰＥＧ
（Moving　Picture　Expert　Group）２方式などのコンテンツ情報の圧縮記録方法上、当
該コンテンツ情報のデコードおよびエンコードを繰り返すことによって、音声の劣化およ
び映像の劣化が生じてしまうという問題を有していた。
【００１３】
本発明は、上記の各問題点に鑑みて為されたもので、その課題は、音声及び映像の劣化が
生じることなく、高速に記録形式を変換することができる記録方式変換装置を提供するこ
とにある。
【００１４】
【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、記録用の第１フォーマット形式
（ＶＲ方式）により構成されている連続性のある音情報、画像情報またはデータのうち少
なくとも何れかを含むコンテンツ情報（ＶＯＢ）のフォーマット形式を当該コンテンツ情
報（ＶＯＢ）の内容を同一としつつ再生用の第２フォーマット形式（ビデオ方式）に変換
するフォーマット変換装置（３０７）であって、前記コンテンツ情報（ＶＯＢ）における
何れか１つの符号化形式（データストリーム）を維持しつつ、前記第１のフォーマット形
式（ＶＲ方式）を前記第２のフォーマット形式（ビデオ方式）に変換する変換手段（４０
０）を備えた構成を有している。
【００１５】
この構成により、請求項１に記載の発明では、コンテンツ情報の内容を同一としつつ、符
号化形式を維持した状態で記録用の第１フォーマット形式から再生用の第２フォーマット
形式に変換する。
【００１６】
したがって、フォーマット形式の変換の際に連続したコンテンツ情報として再生出力する
必要が無い、すなわち、連続する画像情報または音情報に組み立てる必要がないので、高
速に、かつ、データ劣化の無いフォーマット変換を行うことができる。
【００１７】
　更に、請求項１に記載の発明は、前記連続性のあるコンテンツ情報（ＶＯＢ）が当該コ
ンテンツ情報（ＶＯＢ）の再生最小単位である１または２以上の単位情報（ＶＯＢＵ）か
ら構成され、前記変換手段（４００）が、前記単位情報（ＶＯＢＵ）毎にフォーマット変
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換する構成を有している。
【００１８】
　この構成により、請求項１に記載の発明では、単位情報毎にフォーマット変換を行うこ
とができるので、容易にフォーマット変換の互換性を取ることができる。
【００１９】
　更に、請求項１に記載の発明は、前記変換手段（４００）が、前記コンテンツ情報（Ｖ
ＯＢ）の少なくとも再生開始時刻を示すコンテンツ再生開始時刻情報（ＳＣＲ）を取得す
る取得手段（４０２）と、前記取得したコンテンツ再生開始時刻情報（ＳＣＲ）を前記第
２フォーマット形式（ビデオ方式）によって定められた一定の時刻に設定する設定手段（
４０５）と、を有する構成をしている。
【００２０】
　この構成により、請求項１に記載の発明では、コンテンツ再生開始情報を第２フォーマ
ット形式によって定められた一定の時刻に設定する。
【００２１】
したがって、コンテンツ情報における再生開始時刻情報を第２フォーマットに準拠した情
報に変換することができるので、第２フォーマット形式によってコンテンツ情報を的確に
再生することのできるフォーマット形式に変換することができる。
【００２２】
　更に、請求項１に記載の発明は、第１フォーマット形式（ＶＲ方式）においては前記単
位情報（ＶＯＢＵ）毎に前記コンテンツ情報（ＶＯＢ）の再生制御を行う再生制御情報（
ＰＥＳエクステンション情報）が配され、第２フォーマット形式（ビデオ方式）において
は前記コンテンツ情報（ＶＯＢ）毎に前記再生制御情報（ＰＥＳエクステンション情報）
が配されている場合に、前記変換手段（４００（４０６））が、前記第２フォーマット形
式（ビデオ方式）によって決定される位置に配される前記単位情報（ＶＯＢＵ）以外に配
された前記再生制御情報（ＰＥＳエクステンション情報）を、無効データに変換する構成
を有している。
【００２３】
　この構成により、請求項１に記載の発明では、第２フォーマット形式によって決定され
る位置に配される再生制御情報を維持しつつ、その他の各単位情報毎に配された再生制御
情報を無効データに変換する。
【００２４】
したがって、コンテンツ情報における再生制御を行う再生制御情報を第２フォーマットに
準拠した情報に変換することができるので、第２フォーマット形式によってコンテンツ情
報を的確に再生することのできるフォーマット形式に変換することができる。
【００２５】
　更に、請求項１に記載の発明は、前記変換手段（４００）が、前記単位情報（ＶＯＢＵ
）を構成するデータ片（パック）を検出する検出手段（４０３）と、前記検出した各デー
タ片（パック）にデータ片再生開始時刻情報（ＰＴＳ）を付加する付加手段（４０７）と
、を有する構成をしている。
【００２６】
　この構成により、請求項１に記載の発明では、単位情報を構成するデータ片の再生開始
時刻をデータ片毎に付加する。
【００２７】
したがって、第２フォーマットが必ず各データ片毎に再生開始時刻情報を必要とする場合
には、各データ片を第２フォーマットに準拠したものに変換することができるので、第２
フォーマット形式によってコンテンツ情報を的確に再生することのできるフォーマット形
式に変換することができる。
【００２８】
　更に、請求項１に記載の発明は、前記付加手段（４０７）が、当該データ片（パック）
が再生される際の再生開始時刻を示す前記データ片再生開始時刻情報（ＰＴＳ）が付加さ
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れていない場合に、当該データ片（パック）に前記データ片再生開始時刻情報（ＰＴＳ）
を付加する構成を有している。
【００２９】
　この構成により、請求項１に記載の発明では、単位情報を構成するデータ片の再生開始
時刻をデータ片毎に付加する。
【００３０】
したがって、第２フォーマットが必ず各データ片毎に再生開始時刻情報を必要とする場合
には、各データ片を第２フォーマットに準拠したものに変換することができるので、第２
フォーマット形式によってコンテンツ情報を的確に再生することのできるフォーマット形
式に変換することができる。
【００３１】
　更に、請求項１に記載の発明は、前記変換手段（４００（４０４、４０８、４１１））
が、少なくとも前記各単位情報における再生する際の再生態様を制御する再生態様制御情
報（ＲＤＩパック）を第２フォーマット形式（ビデオ方式）に対応づけて変換する構成を
有している。
【００３２】
　この構成により、請求項１に記載の発明では、各単位情報における再生する再生制御情
報を第２フォーマット形式に対応づけて変換する。
【００３３】
　したがって、第２フォーマットが必ず各データ片毎に再生開始時刻情報を必要とする場
合には、各データ片を第２フォーマットに準拠したものに変換することができるので、第
２フォーマット形式によってコンテンツ情報を的確に再生することのできるフォーマット
形式に変換することができる。
【００３４】
　また、請求項２に記載の発明は、請求項1に記載のフォーマット変換装置（３０７）で
あって、前記付加手段（４０７）が、再生単位（フレーム）毎に前記データ片（パック）
を構成させ、当該データ片（パック）毎に前記データ片再生開始時刻情報を付加する構成
を有している。
【００３５】
　この構成により、請求項２に記載の発明では、単位情報を構成するデータ片の再生開始
時刻をデータ片毎に付加する。
【００３６】
　したがって、第２フォーマットが必ず各データ片毎に再生開始時刻情報を必要とする場
合には、各データ片を第２フォーマットに準拠したものに変換することができるので、第
２フォーマット形式によってコンテンツ情報を的確に再生することのできるフォーマット
形式に変換することができる。
【００３７】
　また、請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載のフォーマット変換装置（３０
７）と、前記フォーマット変換装置（３０７）によって変換された第２フォーマット形式
（ビデオ方式）のコンテンツ情報（ＶＯＢ）を記録媒体（ＤＶＤ）に記録する記録手段（
３０７）と、を備えた構成を有している。
【００３８】
　この構成により、請求項３に記載の発明では、第１フォーマット形式を第２フォーマッ
ト形式に変換したコンテンツ情報を記録媒体に記録する。
【００３９】
すなわち、第１フォーマット形式により記録されたコンテンツ情報を、再生用として汎用
性のある第２フォーマット形式として記録媒体に記録することができるとともに、高速に
、かつ、データ劣化の無いコンテンツ情報の再生の互換性を確保することができ、ユーザ
のコンテンツ情報における使用態様を向上させることができる。
【００４０】
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　また、請求項４に記載の発明では、記録用の第１フォーマット形式（ＶＲ方式）により
構成されている連続性のある音情報、画像情報またはデータのうち少なくとも何れかを含
むコンテンツ情報（ＶＯＢ）のフォーマット形式を当該コンテンツ情報（ＶＯＢ）の内容
を同一としつつ再生用の第２フォーマット形式（ビデオ方式）に変換するフォーマット変
換方法であって、前記コンテンツ情報（ＶＯＢ）における何れか１つの符号化形式（デー
タストリーム）を維持しつつ、前記第１のフォーマット形式（ＶＲ方式）を前記第２のフ
ォーマット形式（ビデオ方式）に変換する変換処理工程を含む構成を有している。
【００４１】
　この構成により、請求項４に記載の発明では、コンテンツ情報の内容を同一としつつ、
符号化形式を維持した状態で記録用の第１フォーマット形式から再生用の第２フォーマッ
ト形式に変換する。
【００４２】
したがって、フォーマット形式の変換の際に連続したコンテンツ情報として再生出力する
必要が無い、すなわち、連続する画像情報または音情報に組み立てる必要がないので、高
速に、かつ、データ劣化の無いフォーマット変換を行うことができる。
【００４３】
　更に、請求項４に記載の発明は、前記連続性のあるコンテンツ情報（ＶＯＢ）が当該コ
ンテンツ情報（ＶＯＢ）の再生最小単位である１または２以上の単位情報（ＶＯＢＵ）か
ら構成され、前記変換処理工程においては、前記単位情報（ＶＯＢＵ）毎にフォーマット
変換する構成を有している。
【００４４】
　この構成により、請求項４に記載の発明では、単位情報毎にフォーマット変換を行うこ
とができるので、容易にフォーマット変換の互換性を取ることができる。
【００４５】
　更に、請求項４に記載の発明は、前記変換処理工程においては、前記コンテンツ情報（
ＶＯＢ）の少なくとも再生開始時刻を示すコンテンツ再生開始時刻情報（ＳＣＲ）を取得
する取得処理工程と、前記取得したコンテンツ再生開始時刻情報（ＳＣＲ）を前記第２フ
ォーマット形式（ビデオ方式）によって定められた一定の時刻に設定する設定処理工程と
、を含む構成を有している。
【００４６】
　この構成により、請求項４に記載の発明では、コンテンツ再生開始情報を第２フォーマ
ット形式によって定められた一定の時刻に設定する。
【００４７】
したがって、コンテンツ情報における再生開始時刻情報を第２フォーマットに準拠した情
報に変換することができるので、第２フォーマット形式によってコンテンツ情報を的確に
再生することのできるフォーマット形式に変換することができる。
【００４８】
　更に、請求項４に記載の発明は、第１フォーマット形式（ＶＲ方式）においては前記単
位情報（ＶＯＢＵ）毎に前記コンテンツ情報（ＶＯＢ）の再生制御を行う再生制御情報（
ＰＥＳエクステンション情報）が配され、第２フォーマット形式（ビデオ方式）において
は前記コンテンツ情報（ＶＯＢ）毎に前記再生制御情報（ＰＥＳエクステンション情報）
が配されている場合に、前記変換処理工程においては、前記第２フォーマット形式（ビデ
オ方式）によって決定される位置に配される前記単位情報（ＶＯＢＵ）以外に配された前
記再生制御情報（ＰＥＳエクステンション情報）を、無効データに変換する構成を有して
いる。
【００４９】
　この構成により、請求項４に記載の発明では、第２フォーマット形式によって決定され
る位置に配される再生制御情報を維持しつつ、その他の各単位情報毎に配された再生制御
情報を無効データに変換する。
【００５０】
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したがって、コンテンツ情報における再生制御を行う再生制御情報を第２フォーマットに
準拠した情報に変換することができるので、第２フォーマット形式によってコンテンツ情
報を的確に再生することのできるフォーマット形式に変換することができる。
【００５１】
　更に、請求項４に記載の発明は、前記変換処理工程においては、前記単位情報（ＶＯＢ
Ｕ）を構成するデータ片（パック）を検出する検出処理工程と、前記検出した各データ片
（パック）にデータ片再生開始時刻情報（ＰＴＳ）を付加する付加処理工程と、を含む構
成を有している。
【００５２】
　この構成により、請求項４に記載の発明では、単位情報を構成するデータ片の再生開始
時刻をデータ片毎に付加する。
【００５３】
したがって、第２フォーマットが必ず各データ片毎に再生開始時刻情報を必要とする場合
には、各データ片を第２フォーマットに準拠したものに変換することができるので、第２
フォーマット形式によってコンテンツ情報を的確に再生することのできるフォーマット形
式に変換することができる。
【００５４】
　更に、請求項４に記載の発明は、前記付加処理工程においては、当該データ片（パック
）が再生される際の再生開始時刻を示す前記データ片再生開始時刻情報（ＰＴＳ）が付加
されていない場合に、当該データ片（パック）に前記データ片再生開始時刻情報（ＰＴＳ
）を付加する構成を有している。
【００５５】
　この構成により、請求項４に記載の発明では、単位情報を構成するデータ片の再生開始
時刻をデータ片毎に付加する。
【００５６】
したがって、第２フォーマットが必ず各データ片毎に再生開始時刻情報を必要とする場合
には、各データ片を第２フォーマットに準拠したものに変換することができるので、第２
フォーマット形式によってコンテンツ情報を的確に再生することのできるフォーマット形
式に変換することができる。
【００５７】
　更に、請求項４に記載の発明は、前記変換処理工程においては、少なくとも前記各単位
情報における再生する際の再生態様を制御する再生態様制御情報（ＲＤＩパック）を第２
フォーマット形式（ビデオ方式）に対応づけて変換する構成を有している。
【００５８】
　この構成により、請求項４に記載の発明では、各単位情報における再生する再生制御情
報を第２フォーマット形式に対応づけて変換する。
【００５９】
　したがって、第２フォーマットが必ず各データ片毎に再生開始時刻情報を必要とする場
合には、各データ片を第２フォーマットに準拠したものに変換することができるので、第
２フォーマット形式によってコンテンツ情報を的確に再生することのできるフォーマット
形式に変換することができる。
【００６０】
　また、請求項５に記載の発明は、請求項４に記載のフォーマット変換方法であって、前
記付加処理工程においては、再生単位（フレーム）毎に前記データ片（パック）を構成さ
せ、当該データ片（パック）毎に前記データ片再生開始時刻情報を付加する構成を有して
いる。
【００６１】
　この構成により、請求項５に記載の発明では、単位情報を構成するデータ片の再生開始
時刻をデータ片毎に付加する。
【００６２】
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したがって、第２フォーマットが必ず各データ片毎に再生開始時刻情報を必要とする場合
には、各データ片を第２フォーマットに準拠したものに変換することができるので、第２
フォーマット形式によってコンテンツ情報を的確に再生することのできるフォーマット形
式に変換することができる。
【００６３】
　また、請求項６に記載の発明は、記録用の第１フォーマット形式（ＶＲ方式）により構
成されている連続性のある音情報、画像情報またはデータのうち少なくとも何れかを含む
コンテンツ情報（ＶＯＢ）のフォーマット形式を当該コンテンツ情報（ＶＯＢ）の内容を
同一としつつ再生用の第２フォーマット形式（ビデオ方式）に変換し、当該変換された第
２フォーマット形式のコンテンツ情報を記録媒体に記録する情報記録方法であって、請求
項１０乃至１７の何れか一項に記載のフォーマット変換方法によって前記第１フォーマッ
ト形式（ＶＲ方式）のコンテンツ情報（ＶＯＢ）を前記第２フォーマット形式（ビデオ方
式）に変換する変換処理工程と、前記変換された第２フォーマット形式（ビデオ方式）の
コンテンツ情報（ＶＯＢ）を記録媒体（ＤＶＤ）に記録する記録処理工程と、を含む構成
を有している。
【００６４】
　この構成により、請求項６に記載の発明では、第１フォーマット形式を第２フォーマッ
ト形式に変換したコンテンツ情報を記録媒体に記録する。
【００６５】
すなわち、第１フォーマット形式により記録されたコンテンツ情報を、再生用として汎用
性のある第２フォーマット形式として記録媒体に記録することができるとともに、高速に
、かつ、データ劣化の無いコンテンツ情報の再生の互換性を確保することができ、ユーザ
のコンテンツ情報における使用態様を向上させることができる。
【０１０９】
【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、図面に基づいて説明する。
【０１１０】
なお、以下に説明する実施の形態は、映画等の情報の記録フォーマット規格であるＤＶＤ
ビデオ規格に則るとともに記録可能記録媒体としてのＤＶＤ－Ｒ／ＲＷに対して画像等の
記録・再生を行う情報記録再生装置について本発明を適用した場合の実施の形態である。
【０１１１】
（Ｉ）ＤＶＤビデオ規格
始めに、具体的な実施の形態について説明する前に、実施形態の情報記録装置が記録方式
（以下、記録フォーマットという）として対応すべき、ビデオ方式およびビデオレコーデ
ィング方式のＤＶＤビデオ規格について、その概要を説明する。
【０１１２】
〔ビデオ方式〕
まず、図１乃至図４を用いてビデオ方式のＤＶＤビデオ規格について説明する。
【０１１３】
なお、図１及び図３は当該ビデオ方式における物理的記録フォーマットを示す図、図２は
当該ＤＶＤビデオ規格におけるＧＯＰ（Group　Of　Picture）の構成を示す図、図４は当
該ビデオ方式における論理フォーマットを示す図である。
【０１１４】
図１に示すように、ＤＶＤビデオ規格に則って記録情報が記録されているＤＶＤ（具体的
には、一回のみ書換可能なＤＶＤ－Ｒ（DVD‐Recordable）又は複数回の書き換えが可能
なＤＶＤ－ＲＷ（DVD－Rerecordable）等の記録可能なＤＶＤ）１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。
【０１１５】
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このＶＴＳ３とは、関連する（それに含まれる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）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（纏まり）であり
、例えば、ＶＴＳ３には、一本の同じ映画について、異なる言語のセリフ等を有する複数
の映画が夫々にタイトルとして、又は、同じ映画であっても劇場版と特別版とが夫々別の
タイトルとして記録されている。
【０１１６】
ＶＴＳ３が記録されている領域の直前には、ビデオマネージャ２が記録されるようになっ
ている。このビデオマネージャ２として記録される情報には、ＶＭＧＩ（Video　Maneger
　Information）があり、例えば、このＶＭＧＩの情報には、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
セステーブル並びにこれらの情報のバックアップ情報等、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含まれている。
【０１１７】
また、ビデオマネージャ２とリードインエリアＬＩとの間には、ＤＶＤ１に記録されてい
る情報全体を識別するためのボリューム情報４と、ビデオマネージャ２及び各ＶＴＳ３に
おけるデータのファイル構造を示すファイルシステム情報５と、が記録されている。
【０１１８】
各ＶＴＳ３は、先頭にあるコントロールデータ１１と、夫々にＩＤ番号が付与されたコン
テンツ情報そのものである複数のオブジェクト（本実施形態では、ビデオ情報であるので
ビデオオブジェクト（以下、ＶＯＢという））１０（本発明に係るコンテンツ情報に相当
）とから構成されるようになっている。
【０１１９】
また、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
部分について識別するためのものである。
【０１２０】
各ＶＴＳ３の先頭に記録されるコントロールデータ１１には、後述する複数のセルを組み
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（Prog
ram　Chain　Information）等の情報及びそれらのバックアップ情報であるＶＴＳＩ（Vid
eo　Title　Set　 Information）が記録されるようになっている。
【０１２１】
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）が記録されるようになっており、コンテンツ情報は、当該複
数のＶＯＢ１０に分割されて記録されるようになっている。
【０１２２】
さらに、各ＶＯＢ１０は、夫々にＩＤ番号を有する複数のセル２０により構成されており
、複数のセル２０により完結するように構成されている。
【０１２３】
各セル２０は二つのＶＯＢ１０に跨がることはないという特徴を有している。また、各セ
ル２０は、夫々にＩＤ番号を有する複数のＶＯＢユニット（ＶＯＢＵ）３０（本発明の単
位情報に相当）により構成されている。
【０１２４】
ＶＯＢユニット３０は、映像情報、音声情報及び副映像情報の夫々を含む単位情報を示し
、各ＶＯＢユニット３０は、各ＶＯＢユニット３０に含まれているデータ等を制御対象と
する制御情報が格納されているナビゲーション情報を示すパック（以下、単にナビパック
（本発明に係る再生態様制御情報に相当）という）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。ビデオデータ４２としては映像データのみが記録さ
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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。
【０１２５】
また、各ＶＯＢユニット３０は、再生時間（１のナビパック４１と当該１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）を０．
４秒以上１秒以下の長さになるよう記録されるようになっている。このため、再生時に、
ナビパック４１は、０．４秒乃至１秒に１回は必ず検出されるという特徴を有している。
【０１２６】
さらに、各ＶＯＢユニット３０では、ナビパック４１が必ずその先頭に配されるとともに
、その後にビデオデータ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
データが配設されるようになっている。ただし、ビデオデータ４２、オーディオデータ４
３及びサブピクチャデータ４４の夫々データは、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よう
になっている。
【０１２７】
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。
【０１２８】
これらのビデオデータ４２、オーディオデータ４３及びサブピクチャデータ４４は、夫々
の区分を一般にパックといい、各ＶＯＢユニット３０においては、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が、夫々パックに分割されて記録されて
いるようになっている。
【０１２９】
なお、各ＶＯＢユニット３０に含まれている全てのビデオデータ４２は、１又は複数のＧ
ＯＰ（Group　Of　Picture）により構成されている。この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り、各ＧＯＰの先頭
には、当該ＧＯＰに含まれるビデオデータ４２を表示すべき再生時間軸上の再生時刻を示
すＰＴＳ（Presentation　Time　Stamp）と呼ばれる再生表示時刻情報が記録されるよう
になっている。このＭＰＥＧ２方式については後述する。
【０１３０】
また、ビデオデータ４２が記録されているパックをビデオパック、オーディオデータ４３
が記録されているパックをオーディオパック、サブピクチャデータ４４が記録されている
パックをサブピクチャパックという。
【０１３１】
さらに、各パックの先頭に記録されるパックヘッダには、ＳＣＲ（System　Clock　Refer
ence）という時間情報（本発明の再生開始時刻情報に相当）が記録されている。このＳＣ
Ｒとは、夫々のパックに含まれているデータを、ＤＶＤ１に記録されている情報を再生す
る情報再生装置におけるトラックバッファから読み出して、夫々のバッファへの入力を開
始すべき再生時間軸上の読み出し開始時刻を示すものである。
【０１３２】
上記各パックは、通常、当該パックを更に細分化した記録単位であるパケット毎にビデオ
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が記録されるようになっ
ているが、本実施の形態におけるＤＶＤ１では、一般に１のパックが１のパケットにより
構成されている。
【０１３３】
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（例えば
、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）である
ＤＳＩデータと、ＤＳＩデータに基づいて検索したときに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データと有している。
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【０１３４】
ＰＣＩデータには、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）等の
設定が行われるようになっている。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として記録されている。なお、このＤＳＩデータ及びＰＣＩデータの詳細にいては後
述する。
【０１３５】
次に、本実施形態で採用するビデオデータを圧縮するＭＰＥＧ２方式についてその概要を
説明する。
【０１３６】
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て生成す
る方式である。
【０１３７】
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。
【０１３８】
さらに、上記ＧＯＰについて図２を用いてその概要を説明する。
【０１３９】
なお、図２は、各ＧＯＰを構成する複数のフレーム画像の例を示している。
【０１４０】
図２では、各ＧＯＰ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、各ＧＯＰ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。
【０１４１】
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する予測画像である。
【０１４２】
さらに、符号「Ｂ」で示されるフレーム画像は、Ｂピクチャ（Bidirectionally　predict
ive-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。
【０１４３】
なお、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。
【０１４４】
また、実施形態に係るＤＶＤ１で用いられている一般のＭＰＥＧ２方式においては、夫々
のＧＯＰに含まれるデータ量が一定でない可変レート方式を採用している。すなわち、１
のＧＯＰ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、１の
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ＧＯＰに含まれるデータ量も多くなる。
【０１４５】
一方、各ＧＯＰ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
、各ＧＯＰに含まれるデータ量も少なくなることとなる。
【０１４６】
次に、上記ＰＣＩデータ及びＤＳＩデータの物理的なデータ構造について、図３を用いて
説明する。
【０１４７】
ナビパック４１に含まれるＰＣＩデータ及びＤＳＩデータは、ＰＣＩデータの実データを
有するＰＣＩパケットデータ５０およびＤＳＩデータの実データを有するＤＳＩパケット
データ５１と、当該パックが記録されている物理的アドレス（Pack　Start　Code）およ
びＳＣＲなどの情報を有するパックヘッダ５２と、当該パックのシステムヘッダが記録さ
れている物理的アドレス（System　Header　Start　Code）およびデータストリームの属
性情報を有するシステムヘッダ５３と、各パケットヘッダ５４とから構成される。
【０１４８】
ＰＣＩパケットデータ５０、図３に示すように、ＰＣＩデータ４５本体としての一般情報
５５と、マルチアングル用の情報を記録するアングル情報５６と、マルチアングル表示の
選択のために表示されるメニュー表示情報を記録するハイライト情報５７と、ＩＳＯ（In
ternational Standardization organization）３９０１に準拠するＩＳＲＣ（Internatio
nal　Standard　Recording　Code）としての記録情報５８と、により構成されている。
【０１４９】
なお、このＩＳＲＣとは、ＣＤ（Compact　Disc）等において使用されるサブコード内に
ある国コード、コンテンツホルダーコードなどの情報を示す。
【０１５０】
この一般情報５５は、上記ナビパック４１のＶＯＢ１０の先頭から予め設定されている論
理ブロックの番号を示す論理アドレス情報７０と、コピープロテクションに関する情報、
すなわち著作権情報を示す著作権情報７１と、ＶＯＢユニット３０におけるユーザの操作
制御を示すユーザ制御情報７２と、そのナビパック４１が含まれているＶＯＢユニット３
０の再生時間軸上における再生開始時刻を示すＶＯＢＵ再生開始時刻情報７３と、当該Ｖ
ＯＢユニット３０の再生時間軸上における再生終了時刻を示すＶＯＢＵ再生終了時刻情報
７４と、ＶＯＢユニット３０におけるＶＯＢＵ再生終了時刻情報とは別の再生時間軸上に
おける再生制限終了時刻を示すＶＯＢＵ終了時刻制限情報７５と、セルの最初のビデオフ
レームからＶＯＢユニット３０の最初のフレームまでの相対的な記録アドレス情報である
ナビパック相対位置情報７６と、により構成されている。
【０１５１】
ＤＳＩパケットデータ５１は、ＤＳＩデータ４６本体としての一般情報８０と、当該ナビ
パック４１が属するＶＯＢ１０に関する情報であるＶＯＢ情報８１と、マルチアングル用
の情報を記録するアングル情報８２と、そのナビパック４１が属しているＶＯＢユニット
３０の前後に再生されるべき他のＶＯＢユニット３０のＤＶＤ１上の記録位置を示すＶＯ
ＢＵサーチ情報８３と、ビデオデータとオーディオデータの同期再生用のアドレス情報を
示す同期再生用アドレス情報８４と、により構成されている。
【０１５２】
一般情報８０は、上記ナビパック相対位置情報７０と同様のナビパック相対位置情報８８
と、そのナビパック４１が属しているＶＯＢユニット３０を識別するためのＶＯＢＵ識別
番号８９と、その他の情報である他情報９０と、により構成されている。
【０１５３】
ＶＯＢ情報８１は、そのナビパック４１を含むＶＯＢユニット３０が属するＶＯＢ１０の
再生時間軸上における再生開始時刻を示すＶＯＢ開始時刻情報８５と、当該ＶＯＢ１０の
再生時間軸上における再生終了時刻を示すＶＯＢ終了時刻情報８６と、その他の情報であ
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る他情報９０と、により構成されている。
【０１５４】
ＶＯＢＵサーチ情報８３は、当該ナビパック４１が属しているＶＯＢユニット３０の次の
ＶＯＢユニット３０、一つ前のＶＯＢユニット３０のＤＶＤ１上の記録位置を示す位置情
報、及び、当該ＶＯＢユニット３０の開始時刻から１２０秒後乃至１２０秒前の範囲で再
生されるべき他のＶＯＢユニット３０のＤＶＤ１上の記録位置を示す位置情報を有してい
る。
【０１５５】
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
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できるようになって
いる。
【０１５６】
次に、図１又は図３に示す物理的な区分により記録された情報を組み合わせた論理フォー
マット（論理構造）について図４を用いて説明する。なお、図４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４に示す論理構造で図１
に示す各データ（特にセル２０）を組み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。
【０１５７】
説明の明確化のために、図４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を選択して組み合わせることにより、１のプログラム
６０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、上記情報再生
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。
【０１５８】
なお、このプログラム６０を１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。
【０１５９】
また、１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１のセル２０を用いる、すなわち、１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。
【０１６０】
各セル２０の番号については、当該セル２０を図１に示す物理フォーマットにおいて取り
扱う際にはセルＩＤ番号として扱われ（図１中、セルＩＤ＃と示す。）、図４に示す論理
フォーマットにおいて取り扱う際には、後述のＰＧＣＩ中の記述順にセル番号として扱わ
れる。
【０１６１】
当該ビデオ方式では、複数のプログラム６０を組み合わせて１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、
１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（本実施形態のＤＶＤ１に情報を記録する際には、再生時において、通常再生、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）又はシャッフル再生（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
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ない）のうち、いずれか一つの再生方法をＰＧＣ６１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（ＰＧＣ６１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。
【０１６２】
なお、ＰＧＣＩのＤＶＤ１上の記録位置は、上述の通りコントロールデータ１１（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。
【０１６３】
また、各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の組み合わせとして（換言すれば、セル２０の組み合わせとして）含まれる
ようになっている。
【０１６４】
この各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２
０の使い回し（すなわち、異なるＰＧＣ６１により同１のセル２０を用いること。）も可
能であり、使用するセル２０については、ＤＶＤ１に記憶されている順番にセル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ようになっている。
【０１６５】
当該ビデオ方式では、１又は複数のＰＧＣ６１により、１のタイトル６２が論理上構成さ
れ、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を示す。
【０１６６】
このため、１又は複数のタイトル６２により、１のＶＴＳ６３が論理上構成されるように
なっており、このＶＴＳ６３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。
【０１６７】
また、図４に示す１のＶＴＳ６３に相当する情報は、図１に示す１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４に示すＶＴＳ６３内に論理上含
まれる全ての情報が１のＶＴＳ３として記録されるようになっている。
【０１６８】
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、視聴者が見るべきタイトル（映画等）が形成されるのである。
【０１６９】
〔ビデオレコーディング方式（ＶＲ方式）〕
次に、当該実施形態の前提となるビデオレコーディング方式における記録フォーマットに
ついて、図５～図８を用いて説明する。
【０１７０】
なお、図５～図７は各記録規格に準拠してビデオ情報（コンテンツ情報）が記録された後
のＤＶＤにおける物理的な記録フォーマット（具体的には、各コンテンツ情報のＤＶＤ内
の記録位置等を示す物理フォーマット）を示す図であり、図８は当該ＤＶＤに記録されて
いるコンテンツ情報の再生態様を制御するべく生成された論理的な記録フォーマット（具
体的には、再生の際における各情報の繋がり方及び当該繋がり方をもって繋ぐべき各コン
テンツ情報のＤＶＤ上の記録位置）を示す図である。
【０１７１】
当該記録規格のＤＶＤ１０１は、図５に示すように、その内周側から、ＤＶＤ内のコンテ
ンツ情報の再生を開始するための制御情報である開始情報等が記録されているリードイン
エリアＬＩと、実際に再生されるべきコンテンツ情報及び当該コンテンツ情報の再生態様
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を制御するための再生制御情報（具体的には、当該コンテンツ情報を構成する各情報の再
生順序や再生時間、或いはＤＶＤ１０１上の記録位置等を示す再生制御情報）が記録され
るデータエリア１０２と、当該コンテンツ情報の再生を終了させるための制御情報である
終了情報等が記録されているリードアウトエリアＬＯと、を有している。
【０１７２】
このデータエリア１０２には、ファイルシステム情報エリア１１０と、ナビゲーション情
報エリア１１１と、オブジェクト記録エリア１１２と、が形成されており、このオブジェ
クト記録エリア１１２内には、記録の対象となるコンテンツ情報そのものであるオブジェ
クト（本実施形態では、コンテンツ情報がビデオ情報の場合であるのでビデオオブジェク
ト（ＶＯＢ））１１３（本発明のコンテンツ情報に相当）が複数個記録されるようになっ
ている。
【０１７３】
この各ＶＯＢ１１３には、一度記録が開始された後それが終了するまでに記録される一連
のコンテンツ情報が記録されるようになっており、連続したコンテンツ情報の記録が終了
する度に、ＶＯＢ１１３が一つずつオブジェクト記録エリア１１２内に形成されていくよ
うになっている。
【０１７４】
なお、図５は、ｎ個のＶＯＢ１１３が夫々に番号（ＩＤ）が付された状態でＶＯＢＩＤ＃
１乃至ＶＯＢＩＤ＃ｎとして記録されている状態を示している。
【０１７５】
また、後述する論理フォーマットにおいては、一旦記録が開始されてからそれが終了する
までにＤＶＤ１０１に記録される一続きのＶＯＢ１１３をプログラムと称し、各ＶＯＢ１
１３は、複数のＶＯＢユニット１１４（本発明の単位情報に相当）により構成されるよう
になっている。
【０１７６】
このＶＯＢユニット１１４は、コンテンツ情報の記録時における編集又は削除における最
小単位として記録されるようになっているとともに、図６に示すように、ナビパック４１
に代えてＲＤＩ（Real-Time　data　Information）パック１６０（本発明に係る再生態様
制御情報に相当）を有する他は、上述したビデオ方式におけるデータ構成と同様な構成を
有している。
【０１７７】
具体的には、各ＶＯＢユニット１１４は、当該ユニットの先頭にＲＤＩパック１６０が必
ず配されるとともに、その後にビデオ方式と同様に各パック後に、ビデオデータ（ビデオ
パック）１６１、オーディオデータ（オーディオパック）１６２及びサブピクチャデータ
（サブピクチャパック）１６３の夫々データが配設されるようになっている。ただし、ビ
デオパック１６１、オーディオパック１６２及びサブピクチャパック１６３の夫々パック
は、必ずしもＶＯＢユニット１１４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ようになっている。なお、ＲＤＩパックの詳細
については、後述する。
【０１７８】
一方、ナビゲーション情報エリア１１１内には、ナビゲーション情報が記録されるように
なっており、ファイルシステム情報エリア１１０内には、当該ナビゲーション情報をいわ
ゆるファイル形式で階層構造により当該ナビゲーション情報エリア１１１内に格納するた
めのシステム情報が記録されるようになっている。
【０１７９】
このナビゲーション情報は、後述するようにオブジェクト記録エリア１１２内に記録され
ているコンテンツ情報の再生態様を制御するための再生制御情報であり、ナビゲーション
総合情報１２０と、オブジェクトファイル情報テーブル１２１と、オブジェクト記録シー
ケンス情報１２２と、設定再生シーケンス情報１２３と、他のナビゲーション情報１２４
と、から構成されるようになっている。
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【０１８０】
ナビゲーション総合情報１２０は、ナビゲーション情報エリア１１１内の各シーケンス情
報又は情報テーブルの当該ナビゲーション情報エリア１１１内における格納位置（記録位
置）、および、オブジェクト記録エリア１１２の記録開始位置等を管理するナビゲーショ
ン情報管理情報（いわゆるＧＩ：General　Information）１３０と、設定再生シーケンス
情報１２３内に格納されているナビゲーション情報と後述する再生リスト（各記録規格上
は、プレイリスト（ＰＬ：Play　List）という））との対応関係を示す再生リストポイン
タテーブル１３１と、により構成されている。
【０１８１】
オブジェクトファイル情報テーブル１２１は、オブジェクト記録エリア１１２に記録され
るＶＯＢ１１３の種類及び当該種類に関連する属性情報等であるオブジェクトファイル属
性情報１３２と、各ＶＯＢ１１３の再生開始時刻及び再生終了時刻、すなわち、ＶＯＢ１
１３の先頭を起算点とした各ＶＯＢ１１３の再生開始時刻及び再生終了時刻、並びに、そ
れに関連する情報等であるオブジェクトファイル情報１３３と、により構成される。
【０１８２】
このオブジェクトファイル情報１３３は、現在ＤＶＤ１０１上に記録されている１又は複
数の上記ＶＯＢ１１３に関する諸情報が記録されており、具体的には、当該ＶＯＢ１１３
のＤＶＤ１０１上における現時点での総数等が含まれているオブジェクトファイル総合情
報１４０と、後述する再生処理等において検索（再生）目標とすべき各ＶＯＢ１１３の先
頭のアドレス情報が記述されているｌ個（ｌは現在ＤＶＤ１０１に記録されているＶＯＢ
１１３の数）のオブジェクトサーチポインタ１４１と、各ＶＯＢ１１３の先頭のＤＶＤ１
０１上の記録位置を示すアドレス情報等が記述されているｌ個の（すなわち、オブジェク
トサーチポインタ１４１の数と同数の）オブジェクト情報１４２と、により構成されてい
る。
【０１８３】
各オブジェクト情報１４２は、各ＶＯＢ１１３の再生開始時刻及び再生終了時刻並びにそ
れに関連する情報であるオブジェクト一般情報１５０と、各ＶＯＢ１１３を構成するＶＯ
ＢＵ１１４の再生時間、記録開始アドレス又はその大きさ等の情報であるオブジェクトユ
ニット情報１５１と、により構成される。
【０１８４】
オブジェクト記録シーケンス情報１２２は、各記録規格上はオリジナルプログラムチェイ
ン（Original　Program　Chain（ORG－PGC））と称されており、各ＶＯＢ１１３の記録シ
ーケンス、すなわち、その記録当初において、どのような順序でどのようなコンテンツ情
報が対応するＶＯＢ１１３としてＤＶＤ１０１に記録されたか、を纏めて示す情報である
。
【０１８５】
なお、上述したオブジェクトファイル情報テーブル１２１及びオブジェクト記録シーケン
ス情報１２２は、共に新たなＶＯＢ１１３がＤＶＤ１０１に記録される度に新たに生成・
更新されて記録されるものである。これらの情報により、使用者は、各ＶＯＢ１１３が記
録されたときと全く同じ順序及び再生時間によりそれらを再生できるようになっている。
【０１８６】
一方、設定再生シーケンス情報１２３は、各記録規格上はユーザ定義プログラムチェイン
（User　Defined　Program　Chain（UD－PGC））と称されており、各ＶＯＢ１１３の記録
後に、当該記録済みのＶＯＢ１１３夫々の全部又は一部を相互に自由に独自の組み合わせ
で組合せて論理的に再生するために使用者が１又は複数生成して記録する再生手順情報で
あり、当該使用者が新たに設定する毎に番号が付されて記録される再生手順情報である。
このため、当該１のユーザ定義プログラムチェインが上記した１の再生リストに対応付け
られるようになっている。
【０１８７】
また、他のナビゲーション情報１２４は、上述した各ナビゲーション情報以外に再生制御
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に必要な情報により構成されている。
【０１８８】
再生リストポインタテーブル１３１としては、現在ＤＶＤ１０１上に記録されている１又
は複数の上記設定再生シーケンス情報１２３の番号と使用者が設定した再生リストの番号
との対応関係を示すポインタ情報が記録されており、具体的には、当該ポインタ情報のＤ
ＶＤ１０１上における現時点での総数及び再生リストポインタテーブル１３１が記録され
ているＤＶＤ１０１上の領域の最終アドレス等が含まれている再生リスト総合情報１３４
と、上記設定再生シーケンス情報１２３のうち使用者が設定した第１番目から第ｍ番目の
再生リストに夫々対応づけられる当該設定再生シーケンス情報１２３の番号を示す第１乃
至第ｍ再生リストポインタ１３５と、により構成されている。
【０１８９】
次に、図７を用いてＲＤＩパック１６０のデータ構成について説明する。
【０１９０】
ＲＤＩパック１６０は、図７に示すように、当該パックが記録されている物理的アドレス
（Pack　Start　Code）およびＳＣＲなどの情報を有するパックヘッダ１７０、当該パッ
クのシステムヘッダが記録されている物理的アドレス（System　Header　Start　Code）
およびデータストリームの属性情報を有するシステムヘッダ１７１およびパケットヘッダ
１７２と、ＲＤＩの実データを示すＲＤＩデータ１７３とにより構成されている。
【０１９１】
ＲＤＩデータ１７３は、ＶＯＢユニット１１４における時間情報を有するＲＤＩ一般情報
１７４と、当該ＶＯＢユニット１１４の表示の際の制御情報を示す表示制御情報（ＤＣＩ
：Display　Control　Information）およびコピー可能か否か等を示す著作権情報（ＣＣ
Ｉ：Copy　Control　Information）を有する制御情報１７５とにより構成される。
【０１９２】
また、このＲＤＩ一般情報１７４は、そのＲＤＩパック１６０が含まれているＶＯＢユニ
ット１１４の再生時間軸上における再生開始時刻を示すＶＯＢＵ再生開始時刻情報１８０
と、当該ＲＤＩパック１６０の記録時間を示すＶＯＢＵ記録時間情報１８１とにより構成
され、制御情報１７５は、表示制御情報および著作権情報の有無等を示すステイタス情報
１８２と、実際の表示制御情報１８３および著作権情報１８４とにより構成されている。
【０１９３】
以上説明した図５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、実時間軸
に沿って記録させるためものであり、これらの区分毎に後述の論理構造に基づいて再生す
ることにより、各ＶＯＢユニット１１４毎にデータ削除および編集を行うことができるよ
うになっている。
【０１９４】
次に、上述した物理フォーマットを有してＤＶＤ１０１に記録されているコンテンツ情報
を再生する際の再生態様（すなわち、その再生順序又は当該コンテンツ情報のうち再生の
対象となるコンテンツ情報の範囲）を論理的に制御するための論理フォーマットについて
、図８を用いて説明する。
【０１９５】
なお、図８は当該論理フォーマットを階層的に示すものであるが、ＤＶＤ１０１上のコン
テンツ情報は物理的にはあくまで図５に示す態様で記録されているのであり、当該論理フ
ォーマットは、上述したように再生すべきコンテンツ情報の範囲及び再生順序を階層構造
により上記各ナビゲーション情報を用いて記述した結果得られるものである。
【０１９６】
最初に、上記オブジェクト記録シーケンス情報１２２の論理フォーマットについて説明す
る。
【０１９７】
当該オブジェクト記録シーケンス情報１２２は、上述したように、各オブジェクトの記録
シーケンスを示す情報であるが、当該オブジェクト記録シーケンス情報１２２に基づいて
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ＶＯＢ１１３を再生する場合には、使用者は、記録した順番にそれらを再生することのみ
許容されることとなり、再生態様は一通りのみとなる。
【０１９８】
すなわち、図８に示す場合には、第１プログラム（上述したように、プログラムとは、一
旦記録が開始されてからそれが終了するまでにＤＶＤ１０１に記録される一続きのオブジ
ェクトに相当する。）１９０＃１が第２プログラム１９０＃２よりも先に記録されている
こととなるが、この場合にオブジェクト記録シーケンス情報１２２として設定され得る再
生順序は第１プログラム１９０＃１→第２プログラム１９０＃２という順番のみとなる。
【０１９９】
次に、各プログラム１９０は、１又は複数のセル１９１により論理上構成される。ここで
、当該セル１９１とはプログラム１９０の全部又は一部であり、１のセル１９１の中では
、コンテンツ情報は連続すべきことが規格化されている。すなわち、各プログラム１９０
は、一つ以上のセル１９１から構成されることとなる。
【０２００】
例えば、一時間の放送番粗をＤＶＤ１０１にＶＯＢ１１３として記録したとすると、その
ままの状態では図８における第２プログラム１９０と第３セル１９１の如く１のプログラ
ム１９０＃３が１のセル１９１＃３のみから構成されることとなる。
【０２０１】
一方、当該記録後に、形成されたプログラム１９０の一部を再生不能として当該一部の前
後で当該プログラム１９０を分割するようにオブジェクト記録シーケンス情報１２２を設
定した場合（例えば、当該放送番組中におけるコマーシャルの期間に相当するＶＯＢ１１
３を削除して再生不能とする場合等）、現在の各記録規格上は、セル１９１のみをその再
生不能とする部分の前後で分割するようにすることのみが規格化されている（図８におけ
る第１プログラム１９０＃１並びに第１セル１９１＃１及び第２セル１９１＃２参照）。
【０２０２】
通常、図８に示すように、論理上構成される各セル１９１と物理的に形成されている各Ｖ
ＯＢ１１３との関係については、各セル１９１が１のＶＯＢ１１３に対応づけられている
。従って、例えば、１のセル１９１をオブジェクト記録シーケンス情報１２２上で削除し
たとすると、対応するＶＯＢ１１３も再生不要となってしまうこととなる。
【０２０３】
次に、上記設定再生シーケンス情報１２３の論理フォーマットについて説明する。
【０２０４】
上述したように、設定再生シーケンス情報１２３（ユーザ定義プログラムチェイン）は、
各記録規格上再生リストとも称され、使用者が任意に複数のＶＯＢ１１３の一部又はその
全部を任意の順序で再生するために当該使用者により設定・記録されるものである。した
がって、設定再生シーケンス情報１２３においては上記したプログラム１９０は存在せず
、更に、設定再生シーケンス情報１２３を複数個設定することも可能とされる。
【０２０５】
設定再生シーケンス情報１２３は、図８に示すように１又は複数の定義セル（論理セルと
称されることもある）１９２により論理上構成される。各定義セル１９２は、使用者が任
意に設定した再生区間（各ＶＯＢ１１３の一部分としての再生区間）及び各再生区間の再
生順序を論理上示す情報であり、各ＶＯＢ１１３を参照しつつ再生を行うように設定され
るものである。これは元のＶＯＢ１１３はできるだけ変更することなく複数通りの再生態
様を実現するための規格上の工夫である。
【０２０６】
より具体的には、図８に示すように、例えば、第１のＶＯＢ１１３＃１の一部を再生区間
として指定する第１定義セル１９２＃１と、第２のＶＯＢ１１３＃２の一部を再生区間と
して指定する第２定義セル１９２＃２と、第３のＶＯＢ１１３＃３内の異なる一部を夫々
再生区間として指定する第３の定義セル１９２＃３及び第４の定義セル１９２＃４と、を
論理上設定し、これらを第１の定義セル１９２＃１→第２の定義セル１９２＃２→第３の
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定義セル１９２＃３→第４の定義セル１９２＃４の順番で再生するように定義することで
、１の設定再生シーケンス情報１２３が構成されることとなる。
【０２０７】
また、各ＶＯＢ１１３に対して二以上の定義セル１９２が設定された場合に、複数の定義
セル１９２でＶＯＢ１１３の一部を共通的に使用する場合もある。
【０２０８】
以上説明した論理フォーマットに基づいて、物理構造において実時間に沿って記録された
区分を指定することにより、視聴者が見るべきコンテンツ情報が形成されるようになって
いる。
【０２０９】
〔パックのデータ構成（ＰＥＳパケット）〕
次に、データストリーム（ビデオデータ（ビデオパック）またはオーディオデータ（オー
ディオパック）などのエレメントデータ）の基本単位であるＰＥＳ（Packetized　Elemen
tary　Stream）パケット（以下、ＰＥＳパケットという）について図９を用いてその構造
を説明する。
【０２１０】
なお、当該ＰＥＳパケットは、ビデオ方式およびビデオレコーディング方式において同様
な構成を有しており、各パックは、ＰＥＳパケットが複数個組み合わされ、パックヘッダ
およびシステムヘッダとともに構成されている。
【０２１１】
また、さらに、当該複数のパックと、ビデオ方式においては、ナビパック４１、ビデオレ
コーディング方式においては、ＲＤＩパック１６０の付加情報が組み合わされて図１また
は図５に示すＶＯＢユニット３０、１１４が形成されるようになっている。
【０２１２】
また、図９（ａ）は、ＰＥＳパケットのデータ構成を示す図であり、図９（ｂ）は、上述
したビデオパック４２、１６１またはオーディオパック４３、１６２などを構成するパッ
クデータのデータ構成を示す図である。
【０２１３】
このＰＥＳパケット２００は、ＭＰＥＧ２規格におけるプログラムストリーム（以下、Ｐ
Ｓと称する。）と呼ばれるデータストリームの基本単位であり、複数のＰＥＳパケット２
００に後述するデータが付加されて、ビデオパック４２、１６１またはオーディオパック
４３、１６２など各データパックを構成するようになっている。
【０２１４】
このＰＥＳパケット２００は、図９（ａ）に示すように、エレメンタリーストリームをパ
ケット化したものであり、ＰＥＳパケットヘッダ（以下、ＰＥＳパケットヘッダという）
２０１と、パケットデータ（以下、ＰＥＳパケットデータという）２０２とにより構成さ
れており、ＰＥＳパケットデータ２０２は、実際に表示、出力すべき画像データ又はオー
ディオデータが含まれている。
【０２１５】
ＰＥＳパケットヘッダ２０１には、ＰＥＳパケットデータ２０２に含まれているデータの
種類を示すストリームＩＤやＰＴＳ（Presentation　Time　Stamp）及びＤＴＳ（Decodin
g　Time　Stamp）等が含まれている。
【０２１６】
このＤＴＳは、システムストリームを復号化するためのデコーダ内のバッファから復号さ
れたピクチャデータにおける出力される時刻を示す時間情報であり、ＰＴＳは当該ピクチ
ャデータに対応する画像が実際に表示される時刻を示す時間情報である。
【０２１７】
なお、ＰＥＳパケットデータ２０２がオーディオパック４３、１６２のときは、ＰＴＳと
ＤＴＳは同じ値になるので、それらの代表としてＰＴＳのみが記録されるようになってい
る。
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【０２１８】
ＰＴＳ及びＤＴＳは、ＰＥＳパケットデータ２０２中にアクセスユニット（すなわち、画
像情報の場合は各ピクチャであり、オーディオ情報の場合はＡＡＵ（Audio　Access　Uni
t）が相当）の先頭が存在する時のみ当該ＰＥＳパケットヘッダ２０１内に含まれるよう
になっている。このため上記ＰＥＳパケットヘッダ２０１の大きさ（ビット数）はそれに
含まれる上記ＰＴＳ及びＤＴＳ等のオプション情報の有無によって変化するようになって
いる。
【０２１９】
また、各パック２１０は、複数個のＰＥＳパケット２００を含んで構成されており、１の
パック２１０は、図９（ｂ）に示すように、１のパックヘッダ２１１と、システムヘッダ
２１２と、複数個のＰＥＳパケット２００とから構成されている。
【０２２０】
パックヘッダ２１１には、ＳＣＲ（System　Clock　Reference；システム時刻基準参照値
）が記録されている。このＳＣＲは、少なくとも０．７msecに一回はＰＳ中に含まれてい
る必要があり、それが含まれるパック２１０が復号器内のバッファに到着する時刻を記述
したものである。
【０２２１】
より具体的に当該ＳＣＲについて説明すると、当該ＳＣＲは、夫々のパック２１０に含ま
れているデータの復号器内のバッファへの入力を開始すべき再生時間軸上の読み出し開始
時刻を示すものである。
【０２２２】
パックヘッダ２１１の大きさは１４バイトにダミーデータを加算したバイト数となり、シ
ステムヘッダ２０２には上記バッファのサイズ等の情報が含まれる。このシステムヘッダ
２０２は、各パック２１０内に含まれるか否かは任意に設定することができるようになっ
ているが、当該パック２１０内に含ませる場合にはパックヘッダ２１１の直後に合成され
るようになっている。
【０２２３】
また、ビデオ方式ではＶＯＢ１０またはビデオレコーディング方式において、ＶＯＢユニ
ット１１４の先頭にあるビデオパック４２、１６１またはオーディオパック４３、１６２
のパックヘッダ２１１には、ＳＣＲ情報の他に、ＰＥＳエクステンション（ＰＥＳ　Exte
nsion）情報エリアを有している。
【０２２４】
ＰＥＳエクステンション情報とは、当該パックの著作権情報（コピープロテクション情報
）、および、いわゆる実データを再生する際の再生態様を拡張する拡張情報などの再生制
御情報をいい、ユーザやＡＶ情報を提供する配給者が任意に当該ビデオデータまたはオー
ディオデータについて、記録禁止か否かの設定情報、および、映像処理・音響処理および
その他の処理の設定情報をいう。
【０２２５】
具体的には、このＰＥＳエクステンション情報は、ＰＥＳエクステンションのデータがあ
るか否かを示すＰＥＳエクステンション制御情報（ＰＥＳ　Extension　Flag）と、ＰＴ
Ｓを有する実際の拡張処理の内容を示す実データから構成されるようになっている。
【０２２６】
以上のようなパック２１０、すなわち、ビデオパック４２、１６１またはオーディオパッ
ク４３、１６２が複数個組み合わされるとともに、ビデオ方式においては、ナビパック４
１、ビデオレコーディング方式においては、ＲＤＩパック１６０の付加情報が組み合わさ
れて各ビデオ方式またはビデオレコーディング方式のＶＯＢユニット３０、１１４が形成
されるようになっている。
【０２２７】
（II）フォーマット変換の実施形態
次に、上述した各記録規格を前提として策定される本発明に係るフォーマット変換装置を
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適用した場合の情報記録再生装置を図１０～図１８を用いて説明する。
【０２２８】
〔情報記録再生装置の基本構成〕
まず、図１１および図１２を用いて本実施形態における情報記録再生装置の構成について
説明する。
【０２２９】
なお、図１０は、当該情報記録再生装置の基本構成を示す構成図であり、図１１は、当該
情報記録再生装置におけるインターフェース３０７にあるフォーマット変換部の構成を示
す構成図である。
【０２３０】
図１０に示す情報記録再生装置３００は、映像情報であるＰＡＬ信号またはＮＴＳＣ信号
をデジタル信号に変換するＰ／Ｎデコーダ３０１と、アナログ信号のオーディデータをデ
ジタルデータ化するオーディオＡ／Ｄコンバータ（以下、オーディオＡＤＣという）３０
２と、デジタル信号に変換された一般的な映像および音声処理を行うＡＶデータ処理部３
０３と、当該ＡＶデータをビデオ方式またはビデオレコーダ方式の記録方式にエンコード
するＡＶエンコーダ３０４と、図示しないＤＶＤを格納し、ＡＶデータの記録再生を行う
ＤＶＤ－Ｒ／ＲＷドライブ３０５と、ＡＶデータの記録再生を行うハードディスク（以下
、ＨＤＤという）３０６と、ＤＶＤ－Ｒ／ＲＷドライブ３０５およびＨＤＤ３０６にＡＶ
データの読み出し、書き込み制御を行うインターフェース３０７と、ビデオ方式またはビ
デオレコーダ方式の記録方式からＡＶデータにデコードするＡＶデコーダ３０８と、デジ
タル信号である映像情報をアナログ信号であるＰＡＬ信号またはＮＴＳＣ信号に変換する
Ｐ／Ｎエンコーダ３０９と、デジタル信号であるオーディデータをアナログデータに変換
するオーディオＤ／Ａコンバータ（以下、オーディオＤＡＣという）３１０と、各部を制
御する制御部３１１と、各部の動作に使用されるメモリ３１２と、を備えている。
【０２３１】
Ｐ／Ｎデコーダ３０１には、図示しないテレビチューナ等から出力されたアナログ信号で
あるＰＡＬ信号またはＮＴＳＣ信号が入力されるようになっており、このＰ／Ｎデコーダ
３０１は、入力されたＰＡＬ信号またはＮＴＳＣ信号をデジタル信号に変換してＡＶデー
タ処理部３０３に出力するようになっている。
【０２３２】
オーディオＡＤＣ３０２は、Ｐ／Ｎデコーダ３０１と同様に、図示しないテレビチューナ
等から出力されたアナログ信号であるオーディオデータが入力されるようになっており、
このオーディオＡＤＣ３０２は、入力されたオーディオデータをデジタル信号に変換して
ＡＶデータ処理部３０３に出力するようになっている。
【０２３３】
ＡＶデータ処理部３０３には、デジタル信号に変換された映像データまたはオーディオデ
ータ（以下、単にＡＶデータという）が入力されるようになっており、このＡＶデータ処
理部３０３は、入力されたＡＶデータを、Ｐ／Ｎエンコーダ３０９およびオーディオＤＡ
Ｃ３１０に出力するＡＶエンコーダ３０４へのデータの切り替えなどのパスの切り替え、
並びに、映像データのグラフィック処理およびＯＳＤ（On　Screen　Display）処理など
ベースバンド信号上においての一般的なデジタル映像処理・音響処理を行うようになって
いる。
【０２３４】
ＡＶエンコーダ３０４には、ＡＶ処理されたＡＶデータ入力されるようになっており、こ
のＡＶエンコーダ３０４は、入力されたＡＶデータを上述したビデオ方式またはビデオレ
コーディング方式の記録方式にエンコードし、エンコードしたＡＶデータを、インターフ
ェース３０７を介してＤＶＤ－Ｒ／ＲＷドライブ３０５およびＨＤＤ３０６に出力するよ
うになっている。
【０２３５】
インターフェース３０７は、ＤＶＤ－Ｒ／ＲＷドライブ３０５およびＨＤＤ３０６にＡＶ
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データを記録する際のインターフェース３０７処理を行うとともに、当該動作および制御
部３１１の制御に基づいてＡＶデータの記録・再生時にＤＶＤ－Ｒ／ＲＷドライブ３０５
およびＨＤＤ３０６を行うようになっている。
【０２３６】
また、このインターフェース３０７は、ＡＶデータをビデオレコーディング方式からビデ
オ方式に変換するフォーマット変換処理部４００を有しており、このフォーマット変換処
理部４００の詳細については後述する。
【０２３７】
ＡＶデコーダ３０８には、ビデオ方式またはビデオレコーディング方式の記録方式にエン
コードされているＡＶデータをデジタルデータにデコードし、当該データしたＡＶデータ
をＡＶデータ処理部３０３に出力するようになっている。
【０２３８】
Ｐ／Ｎエンコーダ３０９には、ＡＶデータ処理部３０３から出力されたデジタル信号であ
るＰＡＬ信号またはＮＴＳＣ信号が入力されるようになっており、当該入力されたＰＡＬ
信号またはＮＴＳＣ信号をアナログ信号に変換して図示しない表示部等に出力するように
なっている。
【０２３９】
オーディオＤＡＣ３１０は、Ｐ／Ｎエンコーダ３０９と同様に、ＡＶデータ処理部３０３
から出力されたデジタル信号であるオーディオデータが入力されるようになっており、当
該入力されたオーディオデータをアナログ信号に変換して図示しない電力増幅部を介して
外部に出力するようになっている。
【０２４０】
次に、インターフェース３０７におけるフォーマット変換処理部４００の構成について説
明する。
【０２４１】
フォーマット変換処理部４００は、図１１に示すように、各パック２１０のデータ構成を
解析するデータ解析部４０１と、各パック２１０の後述するタイムスタンプ情報およびＰ
ＥＳエクステンション制御情報を取得するデータ取得部４０２と、各オーディオパック、
具体的には、ビデオレコーディング方式のオーディオパック１６１のチェック処理を行う
チェック処理部４０３と、各ＲＤＩパック１６０における所定のＲＤＩデータを取得する
ＲＤＩデータ取得部４０４と、時間情報の変換処理を行う第１演算処理部４０５と、ＰＥ
Ｓエクステンション情報の削除処理を行う第２演算処理部４０６と、オーディオパック１
６２の変換処理を行う第３演算処理部４０７と、ＲＤＩデータからビデオ方式におけるナ
ビパック４１のデータを算出する演算部４０８と、時間情報の変換処理などが行われたＲ
ＤＩパック１６０を有するデータストリームにナビパック４１を置換するマルチプレクサ
４０９と、オーディオパック１６２の変換処理の際に用いる第１バッファ４１０と、ナビ
パック４１を生成する第２バッファ４１１と、を備えている。
【０２４２】
なお、時間情報の変換処理、ＰＥＳエクステンション情報の削除処理、オーディオパック
の変換処理およびＲＤＩパックをナビパックに変換する再生制御情報変換処理の詳細につ
いては後述する。
【０２４３】
また、データ解析部４０１、データ取得部４０２、チェック処理部４０３、ＲＤＩデータ
取得部４０４、各演算処理部４０５、４０６、４０７、演算部４０８、マルチプレクサ４
０９および各バッファ４１０、４１１の各部の動作は、各処理の説明の中で説明する。
【０２４４】
本実施形態において、フォーマット変換処理部４００は、本発明のフォーマット変換装置
を構成するとともに、データ解析部４０１、データ取得部４０２、チェック処理部４０３
、ＲＤＩデータ取得部４０４、各演算処理部４０５、４０６、４０７、演算部４０８およ
びマルチプレクサ４０９は、本発明の変換手段を構成する。
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【０２４５】
また、データ解析手段４０１、データ取得部４０２、第１演算処理部４０５および第３演
算処理部４０７は、それぞれ、検出手段、取得手段、設定手段および付加手段を構成して
いる。
【０２４６】
〔時間情報の変換処理（オフセット処理）〕
次に、図１２、図１３を用いて時間情報の変換処理について説明する。
【０２４７】
なお、図１２は、本実施形態における時間情報の変換処理（オフセット処理）を説明する
ための原理図であり、図１３は、本実施形態における時間情報の変換処理の動作を示すフ
ローチャートである。
【０２４８】
ビデオ方式では、基本的には、再生用フォーマットであるため、そのデータフォーマット
の構成上、各ＶＯＢ１０の先頭のＶＯＢユニット３０における先頭のパック２１０におけ
るパックヘッダ２１１にあるＳＣＲ（システム時刻基準参照値）、すなわち、各パック２
１０が再生時の図示しない復号器内のバッファに到着する時刻を必ず“０”にしなければ
ならない。
【０２４９】
一方、ビデオレコーディング方式では、ＤＶＤに記録されたデータの編集が行われること
が前提であるため、そのデータフォーマットの構成上、ＶＯＢ１１３の先頭のＶＯＢユニ
ット１１４における先頭のパック（以下、単に、先頭のパック）２１０にあるＳＣＲは“
０”である必要が無く、任意の値が許容されている。
【０２５０】
すなわち、ビデオレコーディング方式では、ＶＯＢ１１３内の先頭のＶＯＢユニット１１
４が削除されることも考えられるので、ＶＯＢ１１３の先頭パックにおけるＳＣＲの値が
“０”でなくとも、再生可能になっている。
【０２５１】
上述のような各フォーマット形式の違いのため、ビデオレコーディング方式のデータをビ
デオ方式のデータに変換するためには、常に、ＶＯＢ１１３の先頭のパック２１０におけ
るＳＣＲの値を“０”に置き換えるとともに、そのパックに続く、他のパックにおけるＳ
ＣＲの値“０”を先頭のパックのＳＣＲに合わせてオフセットする必要がある。
【０２５２】
すなわち、図１２（ａ）に示すように、ビデオレコーディング方式では、ＳＣＲの値は“
０”でない場合に、図１２（ｂ）に示すように、ＶＯＢ１１３の先頭のパックにおけるＳ
ＣＲの値を“０”とし、それに続くパックのＳＣＲの値をオフセット処理する必要がある
。
【０２５３】
また、同様に、各ＰＥＳパケット２００の各ヘッダ２０１にある当該ピクチャデータに対
応する画像が実際に表示される時刻を示す時間情報ＰＴＳ、および、オーディオデータ以
外においては、システムストリームを復号するためのデコーダ内のバッファにおいて復号
されたピクチャデータが出力される時刻を示す時間情報ＤＴＳも当該ＶＯＢ１１３の先頭
のパック２１０のＳＣＲ、若しくは、当該ＰＥＳパケット２００が含まれるパック２１０
においてオフセットされたＳＣＲに合わせて、オフセットする必要がある。
【０２５４】
本実施形態では、上述した処理（以下、オフセット処理という）をデータ解析部４０１、
データ取得部４０２および第１演算処理部４０５において行うようになっている。
【０２５５】
データ解析部４０１は、データストリームから各パック２１０を読み込むようになってお
り、各パック２１０毎に、当該読み込んだパック２１０がＶＯＢ１１３の先頭、すなわち
、ＶＯＢ１１３における先頭のＶＯＢユニット１１４の先頭のパックか否かを検出（以下
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、先頭検索処理という）し、当該パックがＶＯＢ１１３の先頭か否かを示す情報（以下、
先頭情報という）をデータ取得部４０２に出力するようになっている。
【０２５６】
具体的には、データ解析部４０１は、ＶＯＢ１１３の先頭か否か先頭検索処理を行う場合
、読み込んだパック２１０におけるパックヘッダ２０１にあるＳＣＲを読み出し、ＳＣＲ
の不連続を示した場所を検出するようになっており、より具体的には、前後のパック２１
０におけるＳＣＲに基づいて、当該ＳＣＲが不連続点となっているか否かを検出するよう
になっている。
【０２５７】
例えば、図１２（ａ）に示すように、各ＶＯＢ１１３にＳＣＲが与えられている場合に、
このデータ解析部４０１は、ＳＣＲの不連続点、図１２（ａ）で示すＡ点を検出するよう
になっており、検出したＡ点をＶＯＢ１１３の先頭、すなわち、時間情報のスタートポイ
ントとしてその位置にあるパックについては、先頭である旨をデータ取得部４０２および
データ取得部４０２を介して第１演算処理部４０５に通知するようになっている。
【０２５８】
また、データ解析部４０１は、読み込んだ各パック２１０毎に、ＳＣＲ、ＰＴＳおよびＤ
ＴＳ（以下、タイムスタンプという）の位置を解析するようになっており、このタイムス
タンプの位置を示す情報（以下、タイムスタンプ位置情報という）をデータ取得部４０２
に出力するようになっている。
【０２５９】
データ取得部４０２は、入力された各パック２１０のＳＣＲ、ＰＴＳおよびＤＴＳのタイ
ムスタンプスタンプ位置情報に基づいて当該ＳＣＲ、ＰＴＳおよびＤＴＳのタイムスタン
プの値（以下、タイムスタンプ情報）を取得するようになっており、当該取得したタイム
スタンプ情報を第１演算処理部４０５に出力するようになっている。
【０２６０】
第１演算処理部４０５には、データストリームとともに、各パック２１０毎にタイムスタ
ンプ情報およびタイムスタンプ位置情報並びにデータ取得部４０２を解して先頭情報が入
力されるようになっている。
【０２６１】
この第１演算処理部４０５は、先頭情報に基づいて入力されたパック２１０がＶＯＢ１１
３の先頭であることが認識された場合には、当該タイムスタンプ情報のＳＣＲ値に基づい
てオフセット処理の基準値を算出するとともに、当該オフセット処理の基準値と、入力さ
れたタイムスタンプ位置情報とに基づいて当該データストリームにおけるパック２１０に
おける各タイムスタンプのオフセット処理およびタイムスタンプ情報の置換処理を行うよ
うになっている。
【０２６２】
本実施形態では、このようにオフセット処理をパック毎に行うことによってビデオレコー
ディング方式による各ＶＯＢ１１３のＳＣＲ、ＰＴＳおよびＤＴＳのタイムスタンプ情報
をビデオ方式に変換することができるようになっている。
【０２６３】
次に、図１３を用いてオフセット処理の動作について説明する。
【０２６４】
なお、このオフセット処理動作は、図１０に示す制御部３１１の指示に基づいて行われる
ようになっている。
【０２６５】
まず、フォーマット変換の動作開始が制御部３１１によって指示され、ドライブＩ／Ｆに
よってＨＤＤ３０６からビデオレコーディング方式によって構成されるデータストリーム
の読み出しを開始すると、ＶＯＢ１１３の先頭のパック２１０がデータ解析部４０１に入
力され、当該データ解析部４０１によって当該パック２１０の解析を行う（ステップＳ１
１）。
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【０２６６】
具体的には、当該パックのＳＣＲ、ＰＴＳおよびＤＴＳの各タイムスタンプ位置情報を取
得する。
【０２６７】
次いで、データ解析部４０１によって、制御部３１１から当該パックが先頭のパックであ
るかの指示があるか否かが判断されるとともに（ステップＳ１２）、先頭である旨の指示
が無い場合にはＶＯＢ１１３の先頭検索処理が行われる（ステップＳ１３）。
【０２６８】
具体的には、当該パック２１０がＶＯＢ１１３の先頭である場合に、当該パック２１０に
ついてその旨の先頭情報がタイムスタンプ位置情報とともに、データ取得部４０２に出力
され、当該パックの先頭検索処理は行われず、ステップＳ１４に行く。
【０２６９】
なお、この制御部３１１から当該パックが先頭のパックであるかの指示であるが、ＤＶＤ
の最初からフォーマット変換を行うときには、制御部３１１によって、当該最初に読み込
まれたパックは先頭のパックであることが認識可能な場合があり、また、ユーザによって
１のタイトルをフォーマット変換する場合にも、予めまたはユーザ操作によって当該最初
に読み込まれたパックは先頭のパックであることが認識可能な場合があるため、当該最初
に読み込まれたパックが最初のパックである旨が制御部３１１によって予め認識できる場
合がある。
【０２７０】
したがって、当該認識されたときは、制御部３１１からデータ解析部４０１にこの旨が通
知されることとなるので、本実施形態では、当該判断を行うようになっている。
【０２７１】
次いで、データ取得部４０２によって、ＶＯＢ１１３の各パック２１０におけるＳＣＲ、
ＰＥＳパケットのＰＴＳおよびＤＴＳのタイムスタンプ情報を取得し、当該タイムスタン
プ情報を第１演算処理部４０５に出力する（ステップＳ１４）。
次いで、第１演算処理部４０５によって、入力されたパックが先頭であるか否かが先頭情
報に基づいて判断され（ステップＳ１５）、先頭の場合には、制御部３１１からのオフセ
ット初期値の設定があるか否かを判断するとともに（ステップＳ１６）、先頭でない場合
にはステップＳ１８に行く。
【０２７２】
例えば、上述のように制御部３１１によって予め読み込まれたパックは先頭のパックであ
ることが認識可能な場合がある。この場合に、当該パックのＳＣＲ値より、または制御部
３１１の他の処理によってオフセット初期値が予め取得することが可能な場合もあり、こ
の場合には制御部３１１によって第１演算処理部４０５に通知されているので、この設定
されているか否かを判断するようになっている。
【０２７３】
次いで、第１演算処理部４０５によって、当該パック２１０において制御部３１１からの
オフセット初期値が設定されていない場合には、当該パックのＳＣＲの値に基づいてオフ
セット初期値の演算処理を行う（ステップＳ１７）。
【０２７４】
次いで、第１演算処理部４０５によって、算出されたまたは予め設定されたオフセット初
期値に基づいて当該パック２１０の各タイムスタンプ情報、すなわち、ＳＣＲ、ＰＳＴお
よびＤＴＳの各値を算出し、置換処理を行う（ステップＳ１８）。
【０２７５】
最後に、データ解析部４０１によって次に読み込むパック２１０があるか否かを判断し（
ステップＳ１９）、無い場合にはオフセット処理を終了し、次に読み込むパック２１０が
ある場合には、ステップＳ１１に行く。
【０２７６】
このようにビデオレコーディング方式におけるＶＯＢ１１３の先頭にあるＳＣＲをビデオ
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方式に適合するように“０”に設定するとともに、当該ＶＯＢ１１３その他のＶＯＢ１１
３の各タイムスタンプ情報をオフセット処理することができるので、タイムスタンプ情報
をビデオ方式に準拠したフォーマット形式に変換することができる。
【０２７７】
この結果、ビデオ方式によってコンテンツ情報を的確に再生することのできるフォーマッ
ト形式に変換することができるとともに、フォーマット形式の変換の際に連続したコンテ
ンツ情報として再生出力する必要が無い、すなわち、連続する画像情報または音情報に組
み立てる必要がないので、高速に、かつ、データ劣化の無いフォーマット変換を行うこと
ができる。
【０２７８】
〔ＰＥＳエクステンション情報の削除処理〕
次に、図１４を用いてＰＥＳエクステンション情報の削除処理について説明する。
【０２７９】
なお、図１４は、本実施形態におけるＰＥＳエクステンション情報の削除処理の動作を示
すフローチャートである。
【０２８０】
ＰＥＳエクステンション情報とは、コンテンツ情報における再生制御情報をいい、具体的
には、各ＶＯＢ１０、１１３またはＶＯＢユニット３０、１１４毎にＤＶＤに記録するコ
ンテンツ情報を提供する提供者（オーサー）や情報を記録したユーザによって設定される
著作権情報（データ複写の禁止情報などのコピープロテクションの情報）やビデオデータ
における画面表示の際のアスペクト比などの再生態様を示すため拡張情報をいう。
【０２８１】
ビデオ方式では、基本的には、再生用フォーマットであるため、そのデータフォーマット
の構成上、各ＶＯＢ１０の最初に記録されているオーディオパック４３とビデオパック４
２にのみＰＥＳエクステンション情報が存在すれば良い。
【０２８２】
すなわち、ビデオ方式は、基本的には再生用であり、ＶＯＢ１０単位によってデータが読
み出されるようになっているため、当該ＶＯＢ１０の先頭にあるパック２１０に記録され
たＰＥＳエクステンション情報のみによってＤＶＤに記録されたデータの再生および編集
が行えれば問題はない。
【０２８３】
具体的には、ＰＥＳエクステンション情報は、ＶＯＢ１０の最初のＶＯＢユニット３０に
おける最初のビデオパック（以下、単に最初のビデオパックという）４２およびオーディ
オパック（以下、単に最初のオーディオパックという）４３に記録されていれば、十分で
あり、規格として規定されている。
【０２８４】
一方、ビデオレコーディング方式では、ＤＶＤに記録されたデータの編集が行われること
が前提であり、そのデータフォーマットの構成上、ＶＯＢユニット１１４毎にデータが切
り出されるため、基本的には、各ＶＯＢ１１３を構成する複数の各ＶＯＢユニット１１４
において、最初のビデオパック１６１およびオーディオパック１６２にＰＥＳエクステン
ション情報が記録されている必要がある。
【０２８５】
上述のような各フォーマット形式の違いのため、ビデオレコーディング方式のデータをビ
デオ方式のデータに変換するためには、ビデオレコーディング方式のＶＯＢ１１３の先頭
にあるＶＯＢユニット１１４＃１以外のＶＯＢユニット１１４にあるＰＥＳエクステンシ
ョン情報を削除する必要がある。
【０２８６】
本実施形態では、当該ＰＥＳエクステンション情報を削除するために、当該ＰＥＳエクス
テンション制御情報を無効にするとともに、実データを削除する必要があり、具体的には
、ＰＥＳエクステンション制御情報の値を“０”にするとともに、実データ位置にある値
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を無効データ、例えば“Ｆ”データを埋めるようになっている。
【０２８７】
本実施形態では、このようなＰＥＳエクステンション削除処理をデータ解析部４０１、デ
ータ取得部４０２および第２演算処理部４０６において行うようになっている。
【０２８８】
データ解析部４０１は、基本的には上述のオフセット処理と同様に、データストリームか
ら各パック２１０を読み込み、先頭検索処理を行うとともに、入力されたパックが先頭の
パック２１０であるか否かを判断するようになっている。
【０２８９】
具体的には、データ解析部４０１は、データストリームから読み込んだ各パック２１０毎
に、当該読み込んだパック２１０がＶＯＢ１１３の先頭、すなわち、ＶＯＢ１１３におけ
る先頭のＶＯＢユニット１１４の先頭のビデオパック１６１か、または、オーディオパッ
ク１６２か否かを検出する先頭検索処理を行うようになっている。
【０２９０】
この当該先頭検索処理については上述したオフセット処理時と同様にパックヘッダ２０１
にあるＳＣＲを読み出し、ＳＣＲの不連続を示した場所を検出するようになっている。
【０２９１】
また、データ解析部４０１は、読み込んだ各パック２１０毎に、ＰＥＳエクステンション
情報、すなわち、ＰＥＳエクステンション制御情報および実データ部分の位置を解析する
ようになっており、このＰＥＳエクステンション情報の位置を示す情報（以下、ＰＥＳ位
置情報という）をデータ取得部４０２に出力するようになっている。
【０２９２】
データ取得部４０２は、当該パックが先頭のパックでないことが判断された場合に、デー
タ解析部４０１によって取得されたＰＥＳ位置情報に基づき、データ取得部４０２によっ
て当該パックにおけるＰＥＳエクステンション制御情報を検索するようになっており、当
該検索によりＰＥＳエクステンション制御情報を取得してＰＥＳ位置情報とともに第２演
算処理部４０６に出力するようになっている。
【０２９３】
第２演算処理部４０６には、オフセット処理されたデータストリームが入力されるように
なっており、各パック２１０毎のＰＥＳエクステンション情報およびＰＥＳ位置情報が入
力されるようになっており、入力されたＰＥＳエクステンション情報に基づいてＶＯＢ１
１３の先頭でないパックに対して上述したＰＥＳエクステンション情報の削除処理、すな
わち、ＰＥＳ位置情報に基づいてＰＥＳエクステンション制御情報の値を“０”にすると
ともに、実データの値を“Ｆ”データに置換するようになっている。
【０２９４】
本実施形態では、このようにＰＥＳエクステンション情報処理をパック毎に行うことによ
ってビデオレコーディング方式による各ＶＯＢ１１３の各パック２１０のＰＥＳエクステ
ンション情報をビデオ方式に変換することができるようになっている。
【０２９５】
次に、図１４を用いてＰＥＳエクステンション削除処理の動作について説明する。
【０２９６】
なお、このＰＥＳエクステンション削除処理の動作は、図１０に示す制御部３１１の指示
に基づいて行われるようになっている。
【０２９７】
まず、フォーマット変換の動作開始が制御部３１１によって指示され、ドライブＩ／Ｆに
よってＨＤＤ３０６からビデオレコーディング方式によって構成されるデータストリーム
の読み出しを開始すると、ＶＯＢ１１３の先頭のパック２１０がデータ解析部４０１に入
力され、当該データ解析部４０１によって当該パック２１０の解析を行う（ステップＳ２
１）。
【０２９８】
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具体的には、各パックにおけるＰＥＳエクステンション制御情報およびＰＥＳエクステン
ション情報の実データの位置、すなわち、各ＰＥＳ位置情報を取得する。
【０２９９】
次いで、データ解析部４０１によって、制御部３１１から当該パック２１０が先頭のパッ
ク２１０であるかの指示があるか否かが判断されるとともに（ステップＳ２２）、先頭で
ある旨の指示が無い場合にはＶＯＢ１１３の先頭検索処理が行われる（ステップＳ２３）
。
【０３００】
具体的には、当該パック２１０がＶＯＢ１１３の先頭である場合に、当該パック２１０そ
の旨の先頭情報がタイムスタンプ位置情報とともに、データ取得部４０２に出力され、当
該パックの先頭検索処理は行われず、ステップＳ２４に行く。
【０３０１】
次いで、データ解析部４０１によって、入力されたパックが先頭であるか否かが先頭情報
に基づいて判断され（ステップＳ２４）、先頭の場合には、ＰＥＳエクステンション情報
の削除処理は行わず、本動作を終了する。
【０３０２】
一方、当該パックが先頭のパックでないことが判断された場合には、データ解析部４０１
によって取得されたＰＥＳ位置情報に基づき、データ取得部４０２によって当該パックに
おけるＰＥＳエクステンション制御情報を検索し、当該パックのＰＥＳエクステンション
制御情報を取得して第２演算処理部４０６に出力する（ステップＳ２５）。
【０３０３】
次いで、第２演算処理部４０６によって、取得されたＰＥＳエクステンション情報の該当
する（ＶＯＢ１１３の先頭のパック）２１０における当該ＰＥＳエクステンション制御情
報の値を“０”にするとともに（ステップＳ２６）、実データの値を“Ｆ”データの無効
データで置換する（ステップＳ２７（パディング処理：Padding））。
【０３０４】
最後に、データ解析部４０１によって次に読み込むパックがあるか否かを判断し（ステッ
プＳ２８）、無い場合にはＰＥＳエクステンション削除処理を終了し、次に読み込むパッ
クがある場合には、ステップＳ２１に行く。
【０３０５】
このように、ＶＯＢの先頭以外にあるＰＥＳエクステンション情報、すなわち、ＰＥＳエ
クステンション制御情報および実データを無効データにすることができるので、ＰＥＳエ
クステンション情報をビデオ方式に準拠した情報に変換することができる。
【０３０６】
この結果、ビデオ方式によってコンテンツ情報を的確に再生することのできるフォーマッ
ト形式に変換することができるとともに、フォーマット形式の変換の際に連続したコンテ
ンツ情報として再生出力する必要が無い、すなわち、連続する画像情報または音情報に組
み立てる必要がないので、高速に、かつ、データ劣化の無いフォーマット変換を行うこと
ができる。
【０３０７】
〔オーディオパック変換処理〕
次に、図１５、図１６を用いてオーディオパックの変換処理について説明する。
【０３０８】
なお、図１５は、本実施形態におけるオーディオパックの変換処理の原理を説明するため
の原理図であり、図１６は、本実施形態におけるオーディオパックの変換処理の動作を示
すフローチャートである。
【０３０９】
ＤＶＤにビデオデータおよびオーディオデータを記録する際に、当該各データはデータ圧
縮が為される。通常、ＭＰＥＧ２およびオーディオ圧縮、例えばＡＣ（Audio　Compressi
on）－３は、１フレーム毎に行われるようになっているが、１フレームが１パックに該当
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することは希である。すなわち、当該１フレームのデータが１パックに対応することは少
ない。
【０３１０】
ビデオレコーディング方式では、ビデオパック１６１には、再生などの都合上、各ビデオ
パック毎にＰＴＳが記録されているため、再生される際には、１フレームに該当するビデ
オフレームデータが２つのパックに跨って存在したとしても、当該各パック１６１毎のＰ
ＴＳに基づいて再生するので問題が生じないが、ビデオレコーディング方式では、ＶＯＢ
ユニット１１４毎にデータ構成を完結させればよいので、ＶＯＢユニット１１４毎に、す
なわち、最後のオーディオパック１６２に無効データを追加することによってデータ調整
を行い、問題を解決している。このため、オーディオパック１６２において、各パック１
６２にＰＴＳが記録されない場合もあり得る。具体的には、ＶＯＢユニット１１４におけ
る最後のオーディオパックにＰＴＳが存在しないことがある。
【０３１１】
一方、ビデオ方式では、ビデオパック４２のみならず、オーディオパック４３についても
、各パック４２、４３にはＰＴＳが記録されている。すなわち、ビデオ方式では、ＶＯＢ
の最後を除き、何れのパック４２、４３にもＰＴＳが記録されないという状態を許容して
いない。
【０３１２】
このような各フォーマット形式の違いのため、オーディオパック４２、１６２において、
ビデオレコーディング方式のデータをビデオ方式のデータに変換するためには、ビデオレ
コーディング方式における各オーディオパック１６２にＰＴＳを記録する必要がある。
【０３１３】
すなわち、ビデオレコーディング方式においては、ＶＯＢの途中におけるオーディオパッ
ク１６２について、ＰＴＳが記録されていない場合もあり得るが、ビデオ方式では、ＶＯ
Ｂの最後を除き、必ず、各オーディオパックにＰＴＳを記録されていることが必要となる
ので、この調整を行わなければならない。
【０３１４】
本実施形態では、このデータ調整を行うため、すなわち、全てのオーディオパック１６２
にＰＴＳを付加するように、ＰＴＳを有さないオーディオパック１６２に１つ前のオーデ
ィオパック１６２からＡＣ－３データを移動させてＰＴＳを与える第１の方法と、ＡＣ－
３の１フレーム毎のデータを１パック毎のオーディオパック１６２に変換する第２の方法
とによって変換を行っている。
【０３１５】
具体的には、第１のオーディオパック変換処理は、図１５（ａ）（ｂ）に示すように、Ａ
Ｃ－３の最後の１フレーム分のデータを最後のオーディオパックの１つ前のオーディオパ
ックから最後のオーディオパックに移動させ、当該各パックのデータ長を一定の長さを有
するように、無効データ“Ｆ”によってパディング処理を行うようになっている。
【０３１６】
ＶＯＢユニット１１４における最後のオーディオパック１６２＃（ｎ＋１）には、それの
みではＡＣ－３の１フレームデータを構成しない。したがって、第１のオーディオパック
変換処理では、当該パック１６２＃（ｎ＋１）が有するＡＣ－３の１フレームのデータを
構成されるよう当該パック１６２＃（ｎ＋１）の１つ前のパック１６２＃ｎからＡＣ－３
の当該１フレームデータ＃（ｎ＋１）における他のデータを移動させ、ＰＴＳを有さない
パック１６２＃（ｎ＋１）においてＡＣ－３の１フレームデータ＃（ｎ＋１）があるよう
に構成させるようになっている。すなわち、図１５（ｂ）に示すように、最後のオーディ
オパック１６２＃（ｎ＋１）にＡＣ－３のフレームデータ＃（ｎ＋１）の全てのデータを
割り当てるようになっている。
【０３１７】
通常、各オーディオパック１６２には、１以上のＡＣ－３フレームデータが配されるよう
になっている一方、ＡＣ－３の１フレーム分のデータが与えられれば、データフォーマッ
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トの関係上、パック１６２にはＰＴＳを与えることができるようになっている。
【０３１８】
したがって、このようにＡＣ－３の１フレーム分のデータがパック１６２内にあれば、す
なわち、ＡＣ－３の１フレームにおける先頭のデータがあれば、ＰＴＳがオーディオパッ
ク１６２に記録されるようになる。
【０３１９】
なお、第１のオーディオパック変換処理では、各オーディオパック１６２のデータ長を揃
える必要があるため（基本的には２０４８バイト）、各パック１６２のデータ長を一定の
長さを有するように、ＡＣ－３のフレームデータを移動したオーディオパック１６２＃ｎ
と当該移動したＡＣ－３データによって１のＡＣ－３のフレームデータが形成されたオー
ディオパック１６２＃（ｎ＋１）には、無効データ“Ｆ”によって埋める（以下、パディ
ング処理という）ようになっている。
【０３２０】
また、第２のオーディオパック変換処理では、図１５（ｂ）に示すように、ＡＣ－３の１
フレーム分のデータ毎に１パックのオーディオパックを作成するとともに、各オーディオ
パックにＰＴＳを付与し、各パックのデータ長を一定の長さを有するように、無効データ
“Ｆ”によってパディング処理を行うようになっている。
【０３２１】
本実施形態では、このようなオーディオパック変換処理をデータ解析部４０１、チェック
処理部４０３および第３演算処理部４０７において行うようになっている。
【０３２２】
データ解析部４０１は、基本的には上述のオフセット処理と同様に、データストリームか
ら各パックを読み込み、先頭検索処理を行うようになっている。
【０３２３】
データ解析部４０１は、データストリームから読み込んだ各パック毎に、当該読み込んだ
パックがオーディオパックか否かを検出し、当該オーディオパックであることが検出され
た場合に、当該オーディオパックの位置を示す情報（以下、オーディオパック位置情報と
いう）をチェック処理部４０３に出力するようになっている。
【０３２４】
チェック処理部４０３は、データ解析部４０１から出力されたオーディオパック位置情報
に基づいて当該オーディオパック１６２のチェック処理を行うようになっている。ただし
、チェック処理は、第１の方法と第２の方法によって変換処理が異なる。
【０３２５】
第１のオーディオパック変換処理では、チェック処理部４０３は、オーディオパックのＰ
ＴＳを検索し、ＰＴＳの有無を検出するとともに、ＰＴＳが検出されなかった場合に、第
３演算処理部４０７において当該オーディオパック１６２においてオーディオパック変換
処理を行うよう指示信号を出力するようになっている。
【０３２６】
また、第２のオーディオパック変換処理では、各オーディオパック１６２におけるＡＣ－
３フレームの先頭を検索し、当該ＡＣ－３フレームの先頭の位置を示す情報（以下、フレ
ーム先頭情報をいう）を第３処理部に出力するようになっている。
【０３２７】
第３演算処理部４０７には、オフセット処理およびＰＥＳエクステンション削除処理され
たデータストリームが入力されるようになっており、チェック処理部４０３から出力され
た指示信号またはＡＣ－３のフレーム先頭位置情報に基づいて、バッファを用いてオーデ
ィオパック１６２の変換処理を行い、マルチプレクサ４０９に出力するようになっている
。
【０３２８】
具体的には、上述のように、第１の方法では、指示されたオーディオパック１６２＃（ｎ
＋１）の１つ前のオーディオパック１６２＃ｎからＡＣ－３の１フレーム分の残りのデー
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タを当該オーディオパック１６２＃（ｎ＋１）に移動させるとともに、当該オーディオパ
ック１６２＃（ｎ＋１）および１つ前のオーディオパック１６２＃１においてデータ長分
のパディング処理、すなわち、値を“Ｆ”とする無効データに置換するようになっている
。
【０３２９】
また、第２の方法では、各オーディオパック１６２における各ＡＣ－３のフレーム位置情
報に基づいてＡＣ－３の１のフレームデータを生成し、当該生成されたフレームデータ毎
に１のオーディオパック１６２を生成するようになっている。なお、各オーディオパック
１６２においてＡＣ－３のフレームデータ以外はパディング処理を行うようになっている
。
【０３３０】
次に、図１６を用いてオーディオパックの変換処理の動作について説明する。
【０３３１】
なお、このオーディオパックの変換処理の動作は、図１に示す制御部３１１の指示に基づ
いて行われるようになっている。
【０３３２】
まず、フォーマット変換の動作開始が制御部３１１によって指示され、ドライブＩ／Ｆに
よってＨＤＤ３０６からビデオレコーディング方式によって構成されるデータストリーム
の読み出しを開始すると、ＶＯＢ１１３の先頭のパックがデータ解析部４０１に入力され
、当該データ解析部４０１によって当該パックの各パックヘッダまたはパケットヘッダな
どの各データを検索する（ステップＳ３１）。
【０３３３】
次いで、データ解析部４０１によって、当該パックがオーディオパックであるが否かが判
断されるとともに（ステップＳ３２）、当該パックがオーディオパックでない場合には、
当該オーディオパックの変換処理が終了され、当該パックがオーディオパックである場合
にはステップＳ３３にいく。
【０３３４】
次いで、当該パックがオーディオパックである場合にはチェック処理部４０３によって、
当該オーディオパックのＰＴＳが検索され（ステップＳ３３）、当該ＰＴＳがあるか否が
判断される（ステップＳ３４）。
【０３３５】
当該オーディオパックにＰＴＳがある場合には、当該オーディオパックの変換処理が終了
され、当該オーディオパックにＰＴＳがない場合にはステップＳ３５に行く。
【０３３６】
次いで、当該オーディオパックにＰＴＳがない場合には、当該第３データ演算処理部によ
って１つ前のオーディオパックから当該オーディオパックにあるＡＣ－３のフレームデー
タと同じフレームデータを移動させるとともに（ステップＳ３５）、１つ前のオーディオ
パックおよび当該オーディオパックにオーディオデータ以外のデータのパディング処理が
行われる（ステップＳ３６）。
【０３３７】
次いで、第３演算処理部４０７によって当該オーディオパックにＰＴＳを登録する（ステ
ップＳ３７）。
【０３３８】
最後に、データ解析部４０１によって次に読み込むパックがあるか否かを判断し（ステッ
プＳ３８）、無い場合にはオーディオパック変換処理が終了され、次に読み込むパックが
ある場合には、ステップＳ３１に行く。
【０３３９】
このように本実施形態では、オーディオパック変換処理を行うようになっている。
【０３４０】
なお、上述のオーディオパック変換処理は、第１の方法により説明したが、勿論、第２の
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方法によりオーディオパック変換処理を行ってもよく、この場合の動作を以下に示す。
【０３４１】
この場合は、ステップＳ３３、ステップＳ３４の動作に代えて、チェック処理部４０３で
は、各オーディオパック１６２毎に、ＡＣ－３のフレームデータ毎に当該データの位置を
示す位置がチェックされ、すなわち、位置情報が取得され、ステップＳ３５、ステップＳ
３６、ステップＳ３７によって、第３演算処理部４０７では、当該位置情報に基づいてＡ
Ｃ－３のフレームデータ毎にオーディオパック１６２を生成するとともに、フレームデー
タ以外のオーディオパック１６２にはパディング処理が行われ、ステップＳ３７に行くよ
うになっている。
【０３４２】
このように、各オーディオパックにＰＴＳを付加することができるので、各オーディオパ
ックをビデオ方式に準拠した情報に変換することができる。
【０３４３】
この結果、ビデオ方式によってコンテンツ情報を的確に再生することのできるフォーマッ
ト形式に変換することができるとともに、フォーマット形式の変換の際に連続したコンテ
ンツ情報として再生出力する必要が無い、すなわち、連続する画像情報または音情報に組
み立てる必要がないので、高速に、かつ、データ劣化の無いフォーマット変換を行うこと
ができる。
【０３４４】
〔再生制御情報（ＲＤＩパック）の変換処理〕
次に、図１７、図１８を用いて再生制御情報の変換処理について説明する。
【０３４５】
なお、図１７は、ＲＤＩパック１６０の値をナビパック４１に変換する際の変換処理を説
明するための図であり、図１８は、本実施形態における再生制御情報の変換処理の動作を
示すフローチャートである。
【０３４６】
ビデオ方式とビデオレコーディング方式とは、上述のように、再生用でＶＯＢ１０単位で
再生、編集が為されるビデオ方式と、ＶＯＢユニット１１４単位で再生編集が行われるビ
デオレコーディング方式とによって各ＶＯＢユニット３０、１１４におけるビデオパック
４２、１６１またはオーディオパック４３、１６２の再生出力制御または記録編集制御を
行う制御データのデータ構成が異なる。すなわち、ビデオ方式の制御データであるナビパ
ック４１と、ビデオレコーディング方式の制御データであるＲＤＩパック１６０との違い
がある。
【０３４７】
具体的には、ビデオ方式のナビパック４１は、図３に示すように、ＰＣＩデータとＤＳＩ
データとから構成されている一方、ビデオレコーディング方式のＲＤＩパック１６０は、
図７に示すように、ＲＤＩデータから構成されている。
【０３４８】
このような各フォーマット形式の違いのため、ビデオレコーディング方式のデータをビデ
オ方式のデータに変換するためには、常に、所定のデータ変換を行う必要がある。
【０３４９】
具体的には、図１７に示すように、ナビパック４１におけるパックヘッダ５２、システム
ヘッダ５３およびＶＯＢユニット開始時刻情報７３には、ＲＤＩパック１６０の値を設定
するとともに、論理アドレス情報はＲＤＩパック１６０の論理的な位置情報から演算して
算出し、その他の値については、データストリームおよび予め制御部３１１によって決め
られた値を設定するようになっている。
【０３５０】
より具体的には、パックヘッダ５２には、ＳＣＲ値を除くＲＤＩパック１６０におけるパ
ックヘッダ１７０の値を設定し、システムヘッダ５３およびＶＯＢユニット開始時刻情報
７３には、ＲＤＩパック１６０におけるシステムヘッダ１７１およびＶＯＢＵ再生開始時
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刻情報１８０の値をそのまま設定するようになっている。
【０３５１】
また、ＰＣＩパケットデータ５０では、パケットヘッダ５４にはビデオ方式の規格で定め
られた値を設定するとともに、著作権情報７１、ＶＯＢＵユーザ制御情報７２、アングル
情報５６、ハイライト情報５７および記録情報５８には、固定値として、それぞれ、コピ
ーフリーの値、ユーザ制限を加えない旨の値、マルチアングルが無い旨の値、ハイライト
が無い旨の値および予め定められた値を設定するようになっており、ＶＯＢＵ終了時刻制
限情報７５は、当該終了時刻制限情報が無い場合には予め定められた固定値を、ある場合
には再生終了時刻を設定するようになっている。
【０３５２】
また、エンドコードＶＯＢＵ終了時刻情報７４、ナビパック相対時間情報は、データスト
リームから参照して算出するようになっている。
【０３５３】
一方、ＤＳＩパケットデータ５１では、一般情報８０、ＶＯＢ開始時刻情報８５およびＶ
ＯＢ終了時刻情報８６、ＶＯＢＵサーチ情報８３および同期再生用アドレス情報８４は、
データストリームから参照して算出するようになっており、他情報８７およびアングル情
報８２には、予め定められた固定値を設定するようになっている。
【０３５４】
本実施形態では、このような再生制御情報のデータ変換処理を行うため、すなわち、ＲＤ
Ｉパック１６０をナビパック４１に変換するために、読み出したＲＤＩパック１６０に基
づいてデータストリームを参照しつつナビパック４１を生成する第１の再生制御情報変換
処理と、予め一定のデータ値（予め制御部３１１によってデータストリームを参照するこ
とによって生成されたデータ）が組み込まれたナビパック４１を用意し、読み出したＲＤ
Ｉパック１６０の情報を組み込んでいく第２の再生制御情報の変換処理とによって変換を
行うようになっている。
【０３５５】
本実施形態では、このような再生制御情報変換処理をデータ解析部４０１、ＲＤＩデータ
取得部４０４、演算部４０８および第２バッファ４１１において行うようになっている。
【０３５６】
データ解析部４０１は、データストリームから読み込んだ各パック毎に、当該読み込んだ
パックがＲＤＩパック１６０か否かを検出し、当該ＲＤＩパック１６０であることが検出
された場合に、当該ＲＤＩパック１６０の位置を示す情報（以下、ＲＤＩ位置情報という
）をＲＤＩデータ取得情報に出力するようになっている。
【０３５７】
ＲＤＩデータ取得部４０２には、データストリームおよびＲＤＩ位置情報が入力されるよ
うになっており、ＲＤＩデータ取得部４０４は、このデータ解析部４０１から出力された
ＲＤＩパック位置情報に基づいて当該ＲＤＩパック１６０のデータの取得を行うようにな
っている。
【０３５８】
具体的には、ＲＤＩデータ処理部は、上述のように、ＲＤＩパック１６０からナビパック
４１に変換する際に必要となるデータは、パックヘッダ１７０、システムヘッダ１７１お
よびＶＯＢユニット開始時刻情報１８０であるので、当該パックヘッダ１７０、システム
ヘッダ１７１およびＲＤＩ一般情報１８０を取得して演算部４０８に出力するようになっ
ている。
【０３５９】
演算部４０８には、ＲＤＩパック１６０のＲＤＩ一般情報とデータストリームが入力され
るようになっており、この演算部４０８は、データストリームを取得して上述の各値を演
算するとともに、論理アドレス情報を算出して第２バッファ４１１に出力するようになっ
ている。
【０３６０】
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第２バッファ４１１には、予め制御部３１１によって設定されたデータまたは演算部４０
８によって算出されたデータが書き込まれるようになっており、この第２バッファ４１１
においてナビパック４１が生成されるようになっている。
【０３６１】
なお、上述したように、ナビパックを生成する方法としては２つの方法があり、例えば、
読み出したＲＤＩパック１６０に基づいてナビパック４１を生成する第１の再生制御情報
変換方法では、上述のように演算部４０８によって生成されたデータによってナビパック
４１が生成されるようになっている。
【０３６２】
また、第２の再生制御情報変換方法では、当該バッファ４１１に、予め制御部３１１によ
って生成され、一定のデータ値が組み込まれたナビパック４１を格納しておき、演算部４
０８によって算出された所定のデータを当該ナビパック４１に組み込むようになっている
。
【０３６３】
また、第２バッファ４１１は、生成したナビパック４１を、ナビパック４１毎にマルチプ
レクサ４０９に出力するようになっている。
【０３６４】
マルチプレクサ４０９は、第３演算処理部４０７から出力された、すなわち、時間情報の
変換処理、ＰＥＳエクステンション削除処理およびオーディオパック変換処理が為された
データストリームと、第２バッファ４１１によって変換されたナビパック４１が入力され
るようになっており、制御部３１１の指示に基づいてデータストリームにおけるＲＤＩパ
ック１６０のデータに、該当する変換されたナビパック４１の置換処理を行い、ＤＶＤ－
Ｒ／ＲＷドライブ３０５に出力するようになっている。
【０３６５】
次に、図１８を用いて再生制御情報変換処理の動作について説明する。
【０３６６】
なお、この再生制御情報変換処理の動作は、図１に示す制御部３１１の指示に基づいて行
われるようになっている。
【０３６７】
まず、制御部３１１によってナビパック４１の生成の基準となるデータを第２バッファ４
１１に書き込む（ステップＳ４１）。
【０３６８】
次いで、フォーマット変換の動作開始が制御部３１１によって指示され、ドライブＩ／Ｆ
によってＨＤＤ３０６からビデオレコーディング方式によって構成されるデータストリー
ムの読み出しを開始すると、ＶＯＢ１１３の先頭のパックがデータ解析部４０１に入力さ
れ、当該データ解析部４０１によって当該パック２１０の各パックヘッダ２１１またはパ
ケットヘッダ２０１などの各データを検索する（ステップＳ４２）。
【０３６９】
次いで、データ解析部４０１によって検索結果に基づいて当該読み込んだパックがＲＤＩ
パック１６０か否かが判断され（ステップＳ４３）、当該ＲＤＩパック１６０であること
が検出されなかった場合には本動作を終了し、ＲＤＩパック１６０であることが検出され
なかった場合には、当該ＲＤＩ位置情報がＲＤＩデータ取得情報に出力し、ステップＳ４
４に行く。
【０３７０】
次いで、ＲＤＩデータ取得部４０２によって、入力されたデータストリームおよびＲＤＩ
位置情報に基づいてＲＤＩ一般情報１７４が取得されるとともに、演算部４０８によって
当該ＲＤＩ一般情報１７４およびデータストリームに基づいて上述のようにナビパック４
１のデータを生成する（ステップＳ４４）。
【０３７１】
次いで、制御部３１１によって当該データストリームなどから算出された所定の設定デー
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タを第２バッファ４１１に書き込む（ステップＳ４５）。
【０３７２】
次いで、当該書き込まれたデータと演算部４０８によって算出されたナビパック４１のデ
ータに基づいてナビパック４１を生成し、当該生成されたナビパック４１をマルチプレク
サ４０９において出力するとともに、マルチプレクサ４０９によって入力されたデータス
トリームにおけるＲＤＩパック１６０を当該ナビパック４１に置換処理する（ステップＳ
４６）。
【０３７３】
最後に、データ解析部４０１によって次に読み込むパック２１０があるか否かを判断し（
ステップＳ４７）、無い場合には再生制御情報（ＲＤＩパック）の変換処理が終了され、
次に読み込むパック２１０がある場合には、ステップＳ４１に行く。
【０３７４】
このように、ＲＤＩパック１６０をナビパック４１に変換することができるので、再生す
る際の各データパックの制御情報をビデオ方式に準拠した情報に変換することができる。
【０３７５】
この結果、ビデオ方式によってコンテンツ情報を的確に再生することのできるフォーマッ
ト形式に変換することができるとともに、フォーマット形式の変換の際に連続したコンテ
ンツ情報として再生出力する必要が無い、すなわち、連続する画像情報または音情報に組
み立てる必要がないので、高速に、かつ、データ劣化の無いフォーマット変換を行うこと
ができる。
【０３７６】
〔変換記録処理〕
次に、図１９を用いてデータストリームの変換記録処理について説明する。
【０３７７】
なお、図１９は、データストリームの変換記録処理の動作を示すフローチャートである。
【０３７８】
また、当該変換記録処理は、制御部３１１によって各部を制御して行われるようになって
おり、変換記録されるＶＯＢが既に設定されているとする。
【０３７９】
まず、ユーザなどにより図示しない操作部を介してフォーマット変換して図示しないＤＶ
Ｄにデータを記録するよう指示が入力されると、インターフェース３０７によってＨＤＤ
３０６からフォーマット変換部４００にデータストリームを読み出す（ステップＳ５１）
。
【０３８０】
次いで、フォーマット変換装置４００によって、各パック毎またはＶＯＢユニット１１４
毎に、以下の処理を行う。
【０３８１】
まず、各パックにおけるタイムスタンプ情報の変換処理（オフセット処理）を行い（ステ
ップＳ５２）、各パックにおけるＰＥＳエクステンション情報の削除処理を行う（ステッ
プＳ５３）。
【０３８２】
次いで、各ＶＯＢユニット１１４のオーディオパックの変換処理を行うとともに（ステッ
プＳ５４）、再生制御情報（ＲＤＩパック）の変換処理を行う（ステップＳ５５）。
【０３８３】
最後に、パック毎若しくはＶＯＢユニット１１４毎、または、ＶＯＢ毎にインターフェー
ス３０７によってビデオ方式に変換されたデータストリームをＤＶＤ－Ｒ／ＲＷドライブ
３０５に出力され、ＤＶＤ－Ｒ／ＲＷドライブ３０５によって図示しないＤＶＤにビデオ
方式のデータストリームが書き込まれる（ステップＳ５６）。
【０３８４】
以上により本実施形態によれば、フォーマット変換処理部４００により、ビデオレコーデ
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ィング方式により記録されているデータストリームに、時間情報の変換処理（オフセット
処理）、ＰＥＳエクステンション情報の削除処理、オーディオパック変換処理および再生
制御情報（ＲＤＩパック）の変換処理を行うことによってビデオ方式のデータストリーム
に変換することができるとともに、コンテンツ情報として各ＶＯＢまたはＶＯＢユニット
を組み立てることなく、当該コンテンツ情報の符号方式を維持しつつ変換可能であるので
、高速に、かつ、データ劣化の無いフォーマット変換を実現することができる。
【０３８５】
すなわち、ビデオレコーディング方式におけるコンテンツ情報をビデオ方式に準拠したコ
ンテンツ情報に変換することができるので、ビデオ方式によってコンテンツ情報を的確に
再生することのできるフォーマット形式に変換することができる。
【０３８６】
なお、上述の説明では、各変換処理および削除処理毎に、データ解析部４０１の説明をし
たが、このデータ解析部４０１は、各変換処理および削除処理におけるパックの解析を一
度に行うようにしてもよい。
【０３８７】
また、本実施形態では、上述したようなフォーマット変換部４００において、各パックに
おけるタイムスタンプ情報の変換処理（オフセット処理）、ＰＥＳエクステンション情報
の削除処理、オーディオパックの変換処理、および、再生制御情報（ＲＤＩパック）の変
換処理を行うようになっているが、フォーマット変換部４００をコンピュータおよびメモ
リなどの記録装置によって構成し、上述の各変換処理または削除処理を行うプログラムを
当該メモリに格納するとともに、この各プログラムをコンピュータによって読み出すこと
により当該各動作を行うようにしてもよい。
【０３８８】
さらに、当該各変換処理または削除処理を行うプログラムをＣＤなどの記録媒体に格納し
、上述の各変換処理または削除処理を行う際に、当該記録媒体からこの各プログラムを読
み出し、コンピュータによって各変換処理または削除処理を行うようにしてもよい。
【０３８９】
【発明の効果】
以上説明したように、本願発明によれば、コンテンツ情報の内容を同一としつつ、符号化
形式を維持した状態で記録用の第１フォーマット形式から再生用の第２フォーマット形式
に変換することができるので、フォーマット形式の変換の際に連続したコンテンツ情報と
して再生出力する必要が無い、すなわち、連続する画像情報または音情報に組み立てる必
要がなく、高速に、かつ、データ劣化の無いフォーマット変換を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】ＤＶＤビデオ規格（ビデオ方式）における物理的記録フォーマットを示す図（Ｉ
）である。
【図２】ＤＶＤビデオ規格（ビデオ方式）におけるＧＯＰの構成を示す図である。
【図３】ＤＶＤビデオ規格（ビデオ方式）における物理的記録フォーマットを示す図（II
）である。
【図４】ＤＶＤビデオ規格（ビデオ方式）における論理フォーマットを示す図である。
【図５】ＤＶＤの記録規格（ビデオレコーディング方式）における物理フォーマットを示
す図（Ｉ）である。
【図６】ＤＶＤの記録規格（ビデオレコーディング方式）における物理フォーマットを示
す図（II）である。
【図７】ＤＶＤの記録規格（ビデオレコーディング方式）における物理フォーマットを示
す図（III）である。
【図８】ＤＶＤの記録規格（ビデオレコーディング方式）における論理フォーマットを示
す図である。
【図９】ＤＶＤビデオ規格（ビデオ方式）およびＤＶＤの記録規格（ビデオレコーディン
グ方式）におけるパケットの構成を示す図である。
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【図１０】本発明に係る情報記録再生装置の基本構成を示す構成図である。
【図１１】本発明に係る情報記録再生装置のインターフェースにあるフォーマット変換部
の構成を示す構成図である。
【図１２】本実施形態における時間情報の変換処理（オフセット処理）を説明するための
原理図である。
【図１３】本実施形態における時間情報の変換処理の動作を示すフローチャートである。
【図１４】本実施形態におけるＰＥＳエクステンション情報の削除処理の動作を示すフロ
ーチャートである。
【図１５】本実施形態におけるオーディオパックの変換処理の原理を説明するための原理
図である。
【図１６】本実施形態におけるオーディオパックの変換処理の動作を示すフローチャート
である。
【図１７】本実施形態におけるＲＤＩパック１６０の値をナビパック４１に変換する際の
変換処理を説明するための図である。
【図１８】本実施形態における再生制御情報の変換処理の動作を示すフローチャートであ
る。
【図１９】本実施形態における変換記録処理の動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１、１０１…ＤＶＤ
２…ビデオマネージャ
３、６３…ＶＴＳ
１０、１１３…ＶＯＢ
１１…コントロールデータ
２０、１９１…セル
３０、１１４…ＶＯＢユニット
４１…ナビパック
４２、１６１…ビデオデータ（ビデオパック）
４３、１６２…オーディオデータ（オーディオパック）
４４…サブピクチャデータ
５０…ＰＣＩパケットデータ
５２…パックヘッダ
５３…システムヘッダ
５４…パケットヘッダ
５５、８０…一般情報
５６、８２…アングル情報
５７…ハイライト情報
５８…記録情報
６０、１９０…プログラム
６１、６１Ａ、６１Ｂ…ＰＧＣ
６２…タイトル
７０…論理アドレス情報
７１…著作権情報
７２…ＶＯＢＵユーザ制御情報
７３、１８０…ＶＯＢＵ開始時刻情報
７４…ＶＯＢＵ終了時刻情報
７５…ＶＯＢＵ終了時刻制限情報
７６、８８…ナビパック相対位置情報
８１…ＶＯＢ情報
８３…ＶＯＢＵサーチ情報
８４…同期再生用アドレス情報
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８５…ＶＯＢ開始時刻情報
８６…ＶＯＢ終了時刻情報
８７、９０…他情報
８９…ＶＯＢＵ識別番号
１０２…データエリア
１１０…ファイルシステム情報エリア
１１１…ナビゲーション情報エリア
１１２…オブジェクト記録エリア
１２０…ナビゲーション総合情報
１２１…オブジェクトファイル情報デーブル
１２２…オブジェクト記録シーケンス情報
１２３…設定シーケンス情報
１２４…他のナビゲーション情報
１３０…ナビゲーション情報管理情報
１３１…再生リストポインタテーブル
１３２…オブジェクトファイル属性情報
１３３…オブジェクトファイル情報
１３４…再生リスト総合情報
１３５…再生リストポインタ
１４０…オブジェクトファイル総合情報
１４１…オブジェクトサーチポインタ
１４２…オブジェクト情報
１５０…オブジェクト一般情報
１５１…オブジェクトユニット情報
１６０…ＲＤＩパック
１７０、２１１…パックヘッダ
１７１、２１２…システムヘッダ
１７２、２０１…パケットヘッダ
１７３…ＲＤＩデータ
１７４…ＲＤＩ一般情報
１７５…制御情報
１８１…ＶＯＢＵ記録時間情報
１８２…ステイタス情報
１８３…表示制御情報
１８４…著作権情報
１９２…定義セル
２００…ＰＥＳパケット
２０２…パケットデータ
３００…情報記録再生装置
３０１…Ｐ／Ｎデコーダ
３０２…オーディオＡＤＣ
３０３…ＡＶデータ処理部
３０４…ＡＶエンコーダ
３０５…ＤＶＤ－Ｒ／ＲＷドライブ
３０６…ＨＤＤ
３０７…インターフェース（フォーマット変換装置）
３０８…ＡＶデコーダ
３０９…Ｐ／Ｎエンコーダ
３１０…オーディオＤＡＣ
３１１…制御部
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３１２…メモリ
４００…フォーマット変換処理部（変換手段）
４０１…データ解析部（検出手段）
４０２…データ取得部（取得手段）
４０３…チェック処理部
４０４…ＲＤＩデータ取得部
４０５…第１演算処理部（設定手段）
４０６…第２演算処理部
４０７…第３演算処理部（付加手段）
４０８…演算部
４０９…マルチプレクサ
４１０…第１バッファ
４１１…第２バッファ
ＬＩ…リードインエリア
ＬＯ…リードアウトエリア

【図１】 【図２】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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