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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ディスクに記録された情報を読取るピックアップ部と、
　前記ピックアップ部によって読み取った情報を再生する再生処理部と、
　前記情報を再生する際の再生条件をユーザによって設定可能な条件設定部と、
　前記光ディスクに予め特定の再生条件が設定されている場合に、再生開始のプリコマン
ド領域において前記特定の再生条件での再生を行った後、前記特定の再生条件と前記ユー
ザが設定した再生条件とを比較し、比較結果が一致する場合は、前記特定の再生条件での
再生処理を継続し、異なる場合は、前記ユーザが指定した再生条件での再生に移行するよ
うに前記再生処理部を制御する制御部と、
　を具備したことを特徴とするディスク再生装置。
【請求項２】
　前記再生処理部は、前記光ディスクに記録された複数のメインピクチャストリーム、オ
ーディオストリーム又はサブピクチャストリームを含む映像・音声情報を再生可能であっ
て、
　前記条件設定部は、前記ユーザが前記オーディオストリーム又はサブピクチャストリー
ムを指定して任意の音声又は字幕言語での再生を設定可能にしたことを特徴とする請求項
１記載のディスク再生装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記プリコマンド領域の再生処理後に前記ディスクで設定された再生条
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件によるストリームと前記ユーザが指定した音声又は字幕言語のストリームとを比較し、
両ストリームが一致する場合はそのまま再生処理を継続し、異なる場合は前記ユーザが指
定した音声又は字幕言語のストリームに切り替えて再生するように制御することを特徴と
する請求項２記載のディスク再生装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記プリコマンド領域の再生処理後に前記ユーザが指定した音声又は字
幕言語のストリームで再生するように制御することを特徴とする請求項２記載のディスク
再生装置。
【請求項５】
　前記条件設定部は、前記字幕の表示・非表示を指定可能にしたことを特徴とする請求項
２記載のディスク再生装置。
【請求項６】
　光ディスクに記録された情報を読取るピックアップ部を有し、
　ユーザによって設定された再生条件を記憶部に保持し、
　前記光ピックアップによって読み取った情報を再生する際に前記光ディスクに予め特定
の再生条件が設定されている場合は、再生開始のプリコマンド領域において前記特定の再
生条件で再生を行った後、前記特定の再生条件と前記記憶部に保持した再生条件とを比較
し、比較結果が一致する場合は、前記特定の再生条件での再生処理を継続し、異なる場合
は、前記記憶部に保持した再生条件で再生するように制御することを特徴とするディスク
再生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ディスクであるＤＶＤ（Digital Versatile Disk）に記録された情報を再
生するディスク再生装置に係り、特にユーザが設定した再生条件（音声・字幕情報等）で
再生可能にしたディスク再生装置及びディスク再生方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ規格又はＤＶＤ－Ａｕｄｉｏ規格に準拠した光ディスク（以
下ＤＶＤ、又はディスクと称す）に対して音声信号や映像信号等の情報を記録し、それを
再生するディスク再生装置が普及している。ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏの規格では、音声言語は
最大８言語、字幕言語（サブピクチャ）は最大３２言語まで記録することができる。
【０００３】
　また、ディスク再生装置（プレーヤ）では、再生時の再生条件（例えば音声や字幕の言
語等）をユーザが任意に設定できる。したがって、ＤＶＤに複数の音声言語及び字幕言語
の情報が記録され、かつプレーヤ側で設定した音声・字幕言語と一致する情報がＤＶＤに
含まれていれば、プレーヤは、設定情報をＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ規格で定められた再生制御
変数（ＳＰＲＭ）として保持して再生に使用し、プレーヤで設定した再生条件に従って再
生を行うことができる。またユーザが好みの再生条件（音声・字幕情報等）をプレーヤに
一度設定しておけば、以降は設定した音声言語および字幕言語にてＤＶＤの再生を行うこ
とができる。
【０００４】
　ところで、ＤＶＤの中には、ディスク製作者が希望する特定の音声・字幕言語で強制的
に再生するように設定されたものも存在する。このようなＤＶＤの場合、プレーヤ側で任
意の音声・字幕言語等を設定しても、ディスク側で特定の音声・字幕言語が設定されてい
れば、その通りに再生しなければならないとＤＶＤの規格上定められている。したがって
、この場合にはユーザの意図しない音声・字幕言語でＤＶＤの再生が開始されてしまう。
【０００５】
　例えばディスク中に、「音声は日本語、字幕はオフ」という強制的な設定情報が記述さ
れていた場合は、プレーヤ側で「音声は英語、字幕は日本語」と設定していても、ユーザ
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の意図しない音声・字幕情報にて再生が開始される。このような動作は、ディスク制作者
の意図通りの動作ではあるが、ユーザ視点では希望しない言語での再生となるため、ユー
ザはメニュー情報を呼び出して、音声・字幕情報を自分の好みに再設定する必要がある。
またユーザによっては、プレーヤの不具合と誤解する場合もある。
【０００６】
　音声・字幕情報を自分の好みに再設定する場合、ユーザはメニュー情報を呼び出して、
メニュー画面を操作しながら再設定する必要があり、面倒な操作が伴う。特に車載用のデ
ィスク再生装置では、このような再設定は運転の支障になるため非常に不便であるという
問題があった。
【０００７】
　特許文献１には、再生装置について開示されており、ネットワーク上のアプリケーショ
ンサーバに対してアプリケーションコンテンツを取得要求する際に、再生装置に設定され
た言語設定を調べアプリケーションサーバに通知する例が開示されている。この特許文献
１では、ユーザがプレーヤに設定した所望の言語によるコンテンツがダウンロードされ表
示される。しかしながら、音声・字幕情報の再生がディスク側で設定される場合の対処に
ついては開示されていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００６－２４４６５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従来のディスク再生装置では、ディスク製作者が希望する特定の音声・字幕言語等で強
制的に再生するように設定されたディスクを再生する場合、ユーザの意図しない音声・字
幕にて再生が開始されることがあるため、ユーザは音声・字幕情報を自分の好みに再設定
する必要がある。またユーザによっては、プレーヤの不具合と誤解する場合もある。
【００１０】
　本発明は、このような事情に鑑みて、ディスク製作者の設定を無視することなくユーザ
の選択を最優先とした再生を行うことができるディスク再生装置及びディスク再生方法を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　請求項１記載の本発明のディスク再生装置は、光ディスクに記録された情報を読取るピ
ックアップ部と、前記ピックアップ部によって読み取った情報を再生する再生処理部と、
前記情報を再生する際の再生条件をユーザによって設定可能な条件設定部と、前記光ディ
スクに予め特定の再生条件が設定されている場合に、再生開始のプリコマンド領域におい
て前記特定の再生条件での再生を行った後、前記特定の再生条件と前記ユーザが設定した
再生条件とを比較し、比較結果が一致する場合は、前記特定の再生条件での再生処理を継
続し、異なる場合は、前記ユーザが指定した再生条件での再生に移行するように前記再生
処理部を制御する制御部と、を具備したことを特徴とする。
【００１２】
　また、請求項６記載の本発明のディスク再生方法は、光ディスクに記録された情報を読
取るピックアップ部を有し、ユーザによって設定された再生条件を記憶部に保持し、前記
光ピックアップによって読み取った情報を再生する際に前記光ディスクに予め特定の再生
条件が設定されている場合は、再生開始のプリコマンド領域において前記特定の再生条件
で再生を行った後、前記特定の再生条件と前記記憶部に保持した再生条件とを比較し、比
較結果が一致する場合は、前記特定の再生条件での再生処理を継続し、異なる場合は、前
記記憶部に保持した再生条件で再生するように制御することを特徴とする。
【発明の効果】
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【００１３】
　本発明のディスク再生装置では、ディスク製作者の設定を無視することなく、ユーザの
選択を最優先とした再生を行うことができ、音声・字幕情報等を自分の好みに再設定する
手間を省くことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明のディスク再生装置の一実施形態を示す全体構成図。
【図２】プログラムチェインＰＧＣの再生構造を示した説明図。
【図３】ディスクのデータ階層構造を示す説明図。
【図４】システムパラメータ（ＳＰＲＭ）を示す説明図。
【図５】本発明の実施形態での再生手順を示す動作説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、この発明のディスク再生装置の一実施形態について図面を参照して説明する。
【実施例１】
【００１６】
 図１は、本発明のディスク再生装置１００（以下、プレーヤ１００と呼ぶこともある）
の全体構成を示すブロック図である。図１において、１１は光ディスクであるＤＶＤ（以
下、単にディスク１１と呼ぶ）であり、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ規格に準拠してデータが記録
されている。データの階層構造は後述する。ディスク１１は、スピンドルモータ１２によ
って一定の線速度で回転される。ディスク１１からの情報の再生は、光ピックアップ１３
（ピックアップ部）によって行われ、ディスク１１にレーザ光を照射し、その反射光によ
ってディスク１１に記録されているデータを読み出す。
【００１７】
 光ピックアップ１３は、送りモータ１４によってディスク１１の半径方向に移動制御さ
れ、再生位置を決定する。サーボ制御部１５は、後述するシステムコントローラ３３等か
ら供給される制御信号に応じて、スピンドルモータ１２の回転を制御するとともに、光ピ
ックアップ１３のトラッキング制御、フォーカス制御、及び送りモータ１４の駆動制御を
行う。
【００１８】
 ＲＦアンプ１６は、光ピックアップ１３によって読み出したデータに対応するＲＦ信号
を増幅して次段に伝達する。又、このＲＦアンプ１６は、ＲＦ信号からフォーカス制御用
の信号及びトラッキング制御用の信号を分離して、これらの制御信号をサーボ制御部１５
に送る。
【００１９】
 サーボ制御部１５は、フォーカス制御用の信号に基づいて光ピックアップ１３のアクチ
ュエータ(図示せず)を制御し、光ビームが、ディスク１１上に常時ジャストフォーカスと
なるように制御する。また、トラッキング制御用の信号に基づいてアクチュエーを制御し
、光ピックアップ１３のトラッキング方向の移動を制御する。これにより、データの再生
を正確に行うようにしている。
【００２０】
　デジタル信号処理部１７は、ＲＦアンプ１６からのＲＦ信号をデジタル化し、デジタル
化された信号の復調処理と誤り訂正処理を行い、デジタル信号処理部１７による信号処理
の過程で得られたデータをＲＡＭ１８に格納する。またデジタル信号から制御信号が分離
され、分離された制御信号がサーボ制御部１５及び後述するシステムコントローラ３３に
送られる。
【００２１】
　ストリーム分離部１９は、デジタル信号処理部１７から出力された信号を、オーディオ
ストリーム、メインピクチャストリーム及びサブピクチャストリームに分離し、再生処理
部であるオーディオ・ビデオ処理部２０に供給する。メインピクチャストリームは、ＭＰ
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ＥＧ２のフォーマットに従って圧縮された信号であり、この中には映像情報が含まれる。
またサブピクチャトストリームは、ランレングス圧縮方式に従って圧縮された信号であり
、この中には字幕情報等が含まれる。
【００２２】
　オーディオデコーダ２１は、ストリーム分離部１９で分離されたオーディオストリーム
を復号化処理して、デジタルオーディオ信号を出力する。オーディオデコーダ２１から出
力されたデジタルオーディオ信号は、Ｄ／Ａ変換器２２によってアナログオーディオ信号
に変換され、アナログオーディオ信号は、パワーアンプ（図示せず）を介してスピーカ２
３から出力される。
【００２３】
　ビデオデコーダ２４は、ストリーム分離部１９で分離されたメインピクチャストリーム
を復号化処理する。サブピクチャデコーダ２５は、ストリーム分離部１９で分離されたサ
ブピクチャストリームを復号化処理する。またビデオプロセッサ２６は、ビデオデコーダ
２４から出力されたメインピクチャと、サブピクチャデコーダ２５から出力されたサブピ
クチャをデジタル合成する。
【００２４】
　尚、ＲＡＭ２７は、オーディオデコーダ２１により行われる復号化処理の過程で得られ
るデータや、その処理の結果得られるデータを一時的に格納する。またのＲＡＭ２８は、
ビデオデコーダ２４により行われる復号化処理の過程で得られるデータや、その処理の結
果得られるデータを一時的に格納する。またＲＡＭ２９は、サブビクチャデコーダ２５に
より行われる復号化処理の過程で得られるデータや、その処理の結果得られるデータを一
時的に格納する。
【００２５】
　ビデオエンコーダ３０は、ビデオプロセッサ２６から出力された合成データを表示用の
ビデオ信号に変換する。このビデオエンコーダ３０から出力されたビデオ信号は、液晶パ
ネルなどのディスプレイ装置３１に供給され、画像が表示される。
【００２６】
　操作部３２は、例えばリモートコントローラであり、再生、停止、早送り、ボリューム
設定などの各種操作を行う複数の操作ボタンを有している。また操作部３２は、ユーザが
希望する再生条件（例えば音声・字幕言語等）を初期設定したり、ディスク再生装置１０
０からの問い合わせに応答して音声・字幕言語等の設定変更を指示したり、またディスプ
レイ装置３１に表示されるメニュー画面中のカーソルを移動して各種の選択を行ったりす
る際にも使用される。したがって、操作部３２は、再生条件をユーザによって設定する条
件設定部としても機能する。
【００２７】
　システムコントローラ３３は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、記憶部等を含み、ＲＯＭに格納された
プログラムに従ってプレーヤ１００の全体的な動作を制御する制御部である。システムコ
ントローラ３３は、操作部３２からの各種の指示信号、デジタル信号処理部１７からの信
号及びストリーム分離部１９からの信号を受けて、サーボ制御部１５、デジタル信号処理
部１７、ストリーム分離部１９及びビデオプロセッサ２６を制御する。またシステムコン
トローラ３３には、ＲＡＭ３４が接続され、システムコントローラ３３の制御のもとに行
われる各種の処理によって得られるデータを一時的に格納する。
【００２８】
　本発明のディスク再生装置１００では、ディスク製作者によって予め特定の再生条件（
例えば特定言語による音声・字幕での再生等）が設定されているディスク１１を再生する
場合に、プリコマンド（ＰＲＥ＿ＣＭＤ）の処理期間にディスク１１に設定されている再
生条件に従って一旦再生処理を行い、その直後にユーザが設定した再生条件で再生するよ
うに移行する点に特徴がある。
【００２９】
　以下、本発明の実施形態の動作について説明する。ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ規格においては
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、メニュー画面や各タイトル等の再生シーケンスは、１以上のプログラムチェインＰＧＣ
によって規定されており、ディスク１１には、ＰＧＣの構成を定義するためプログラムチ
ェイン情報ＰＧＣＩが記録されている。
【００３０】
　図２は、プログラムチェインＰＧＣの再生構造を示した図である。ＰＧＣＩには、ＰＧ
Ｃ再生開始時に実行すべきプリコマンドＰＲＥ＿ＣＭＤと、複数のプログラムＰＧと、Ｐ
ＧＣ終了時に実行すべきポストコマンドＰＯＳＴ＿ＣＭＤと、次に実行すべきＰＧＣＩの
記述Ｎｅｘｔ＿ＰＧＣＮ（図示略）が含まれ、ＰＧＣＩによってＰＧＣに含まれるプログ
ラムＰＧとプログラムＰＧの再生順序が定義される。
【００３１】
　図３は、ディスク１１のデータ階層構造を説明する図である。ディスク１１に記録され
るデータの階層構造は、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ規格に準拠して定められており、ディスク１
１の内周側にリードインエリアが設けられ、外周側にリードアウトエリアが設けられ、そ
の間にＤＶＤビデオエリアを含むボリュームスペースが設けられている。
【００３２】
　ＤＶＤビデオエリアには、図３に示すように、管理情報であるビデオマネージャＶＭＧ
と、コンテンツ情報である１以上のビデオタイトルセットＶＴＳ＃１～ＶＴＳ＃ｎを含ん
でいる。管理情報ＶＭＧは、ビデオマネージャ情報ＶＭＧＩ、ビデオマネージャメニュー
用ビデオオブジェクトセットＶＭＧＭ＿ＶＯＢＳ、及びＶＭＧＩのバックアップＶＭＧＩ
＿ＢＵＰで構成される。またビデオ管理情報であるＶＭＧＩは、タイトルサーチポインタ
テーブルＴＴ＿ＳＲＰＴと、ＦＰ＿ＰＧＣＩ及びＶＭＧＭ＿ＰＧＣＩ等を含んでいる。
【００３３】
　ＦＰ＿ＰＧＣＩは、ディスク１１の再生開始時に最初に再生すべきＰＧＣの記述であり
、例えば、ＦＰ＿ＰＧＣＩによって、最初にコマーシャル映像が再生され、コマーシャル
映像が再生されたあとは、メニュー画面の表示に切り替わり、次に本編が再生されるとい
った再生シーケンスが規定される。またＶＭＧＭ＿ＰＧＣＩは、タイトル全体の再生を制
御するためのＰＧＣＩである。
【００３４】
　また、個々のビデオタイトルセット（例えばＶＴＳ＃ｎ）のファイルは、そのタイトル
の管理情報であるビデオタイトルセット情報ＶＴＳＩ、ビデオタイトルセットメニュー用
ビデオオブジェクトセットＶＴＳＭ＿ＶＯＢＳ、ビデオタイトルセットタイトル用のビデ
オオブジェクトセットＶＴＳＴＴ＿ＶＯＢＳ（ビデオコンテンツ）、及びＶＴＳＩのバッ
クアップＶＴＳＩ＿ＢＵＰで構成される。
【００３５】
　各ビデオタイトルセットＶＴＳには、ＭＰＥＧ規格により圧縮されたビデオデータ、所
定の規格により圧縮された（あるいは非圧縮の）オーディオデータ、及び所定の規則によ
りランレングス圧縮された副映像データとともに、これらのデータを再生するための種々
の情報が格納されている。
【００３６】
　また管理情報ＶＴＳＩは、ビデオタイトルセットプログラムチェイン情報ＶＴＳ＿ＰＧ
ＣＩ、ビデオタイトルセットメニュー用のプログラムチェイン情報ＶＴＳＭ＿ＰＧＣＩの
記述等を含んでいる。
【００３７】
　また、以上のＶＭＧＭ＿ＰＣＧＩ、ＶＴＳＭ＿ＰＣＧＩ、ＶＴＳ＿ＰＣＧＩには、その
ＰＧＣ再生終了後に次に実行するＰＧＣを表すＮｅｘｔ＿ＰＧＣＮや、前述したＰＲＥ＿
ＣＭＤや、ＰＯＳＴ＿ＣＭＤの定義などが含まれる。そして、ＶＭＧＭ＿ＶＯＢＳ、ＶＴ
ＳＭ＿ＶＯＢＳ、ＶＴＳＴＴ＿ＶＯＢＳの各ＶＯＢＳは、１以上のビデオオブジェクトＶ
ＯＢを有し、各ＶＯＢは１以上のＣＥＬＬを有する。
【００３８】
　図２に戻って、各プログラムＰＧは１以上のＣＥＬＬからなり、各ＣＥＬＬに対してＣ
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ＥＬＬ再生後に実行すべきコマンドであるセルコマンドＣ＿ＣＭＤを定義することができ
る。各ＣＥＬＬは複数のビデオオブジェクトユニット（ＶＯＢＵ）から構成されており、
ＶＯＢＵは、ナビゲーション・パック（ＮＶ＿ＰＣＫ）のほかに、複数のオーディオ・パ
ック（Ａ＿ＰＣＫ）と、複数のビデオ・パック（Ｖ＿ＰＣＫ）と、複数のサブピクチャ・
パック（ＳＰ＿ＰＣＫ）を持つことができる。Ｖ＿ＰＣＫには動画データが格納され、Ａ
＿ＰＣＫには音声データが格納され、ＳＰ＿ＰＣＫにはサブピクチャデータが格納されて
いる。
【００３９】
　一方、図２において、各プリコマンドＰＲＥ＿ＣＭＤにはナビゲーションコマンド（Na
vigation Command：以下、ＮａｖｉＣＭＤと称す）が記録されており、このナビゲーショ
ンコマンドに従ってデータが再生されるようになっている。ナビゲーションコマンド（Ｎ
ａｖｉＣＭＤ）の実行時には、ナビゲーションパラメータが変数として用いられる。
【００４０】
　このナビゲーションパラメータには、システムパラメータ（ＳＰＲＭ）とゼネラルパラ
メータ（ＧＰＲＭ）とがあり、プレーヤ１００の内部にそれぞれの記憶領域（記憶部）が
設けられる。ＳＰＲＭとＧＰＲＭは、ナビゲーションコマンドの実行に応じて設定あるい
は更新され、それ以降のナビゲーションコマンドの実行時に変数として用いられる。
【００４１】
 ナビゲーションコマンド（ＮａｎｉＣＭＤ）を用いてＳＰＲＭの値を設定することによ
り、プレーヤ１００の動作を制御することができる。システムパラメータ（ＳＰＲＭ）は
、図４に示すように例えば２４個用意されており、ＳＰＲＭ（０，１，２，３…）にはメ
ニュー記述言語、オーディオストリーム番号、サブピクチャストリーム番号等の固定情報
が割り当てられ、ＳＰＲＭ（２１～２３）は機能拡張のため予備として用意されている。
ＮａｖｉＣＭＤ（ナビゲーションコマンド）の命令内容はディスク製作者の自由であり、
ストリームを変更することも可能であり、プレーヤは、この命令に従いながら再生処理を
実行することになる。
【００４２】
　またプレーヤ１００では、再生時の再生条件（音声や字幕言語等）をユーザが任意に設
定できるようにしており、プレーヤ１００は、設定した情報をＤＶＤビデオ規格で定めら
れた再生制御変数（ＳＰＲＭ）として保持するようにしている。したがって、ユーザが好
みの音声と字幕をプレーヤ１００に一度設定すれば、オーディオストリーム番号やサブピ
クチャストリーム番号で規定されるＳＰＲＭが保持され、以降はユーザによって設定され
た音声言語および字幕言語にてＤＶＤの再生を行うことができる。
【００４３】
　ところが、ＤＶＤの中には、ディスク製作者が希望する特定の音声・字幕言語で強制的
に再生するように設定されたものも存在するため、このようなＤＶＤの場合、プレーヤ側
で任意の音声・字幕言語を設定していても、音声・字幕言語の再生がディスク側で設定さ
れたものは、その通りに再生しなければならないとＤＶＤの規格上定められている。した
がってこの場合には、ユーザの意図しない音声・字幕言語にてＤＶＤの再生が開始されて
しまう。
【００４４】
　そこで本発明の実施形態では、以下のように再生処理を行う。図５は、本発明での再生
手順を示す動作説明図であり、システムコントローラ３３の制御のもとに再生処理が行わ
れる。図５（ａ）において、通常では、ディスク１１の情報を読み出し（ＲＥＡＤ）、プ
リコマンドＰＲＥ＿ＣＭＤに従って複数のＣＥＬＬがデコード処理される。ＣＥＬＬには
、セルコマンドＣ＿ＣＭＤとデコードすべきビデオ、オーティオデータが記録されている
場所の情報が含まれており、ビデオ、オーティオデータはこの情報に基づいて別の場所か
ら取得することになる。複数のＣＥＬＬの再生後は、ポストコマンドＰＯＳＴ＿ＣＭＤに
したがって次の処理が実行される。
【００４５】
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　仮にシステムパラメータ（ＳＰＲＭ）に設定されたオーディオストリーム番号のＮ番が
英語での再生を意味し、ディスク製作者がオーディオストリーム番号（Ｎ番）を指定した
場合は、ディスク１１から英語でのオーディオデータが読み出され再生される。またユー
ザが日本語での音声再生を希望し、仮にオーディオストリーム番号のＭ番が日本語での再
生を意味する場合は、ユーザはメニュー画面を操作してシステムパラメータ（ＳＰＲＭ）
にオーディオストリーム番号（Ｍ番）を設定することができる。したがって、ユーザがオ
ーディオストリーム番号：Ｍ番を選択した場合には、日本語でのオーディオデータが読み
出され再生可能となる。
【００４６】
　また図５（ｂ）に示すように、ＰＲＥ＿ＣＭＤの領域は、複数のナビゲーションコマン
ド（ＮａｎｉＣＭＤ）で構成されている。ここで、ディスク１１において、ディスク製作
者が特定の音声言語（例えばオーディオストリーム番号：Ｎ番）で再生するようにＮａｖ
ｉＣＭＤが設定されている場合は、図５（ｂ）で示すようにユーザが設定したＳＰＲＭ（
オーディオストリーム番号：Ｍ番）の情報を一旦、退避させる。退避とは、例えば制御部
３３に設けた記憶部の記憶領域に、ＳＰＲＭの情報を上書きされても問題のないように保
持することを意味する。
【００４７】
　即ち、ディスク１１において、ディスク製作者によって英語音声で再生するようにＮａ
ｖｉＣＭＤが設定されている場合は、その命令（オーディオストリーム番号：Ｎ番の再生
）を先ず実行し、オーディオストリーム番号（Ｍ番）の情報は一旦退避させる。そして、
ＰＲＥ＿ＣＭＤの処理を実行した後、ＳＰＲＭの比較を行う。ここで、ディスク製作者が
設定した音声言語とユーザが設定した音声言語が一致すれば、そのまま再生を継続する。
【００４８】
　一方、ＳＰＲＭを比較した結果、ディスク製作者が設定した音声言語とユーザが設定し
た音声言語が一致しない場合は、退避していたＳＰＲＭ（例えばオーディオストリーム番
号：Ｍ番）を再選択して以降のデコード処理を実行する。したがってＰＲＥ＿ＣＭＤの処
理を終了して直ぐにユーザが設定した音声言語で再生が行われるため、ユーザの意図した
内容でディスクの再生が実行される。
【００４９】
　また、ディスク製作者が意図した音声言語で一旦再生された後、ユーザが設定した音声
言語で再生が行われるため、ディスク製作者の設定を無視することなく、ＤＶＤ－Ｖｉｄ
ｅｏ規格に準拠した再生が行われる。ＰＲＥ＿ＣＭＤの処理期間は一瞬であり、ディスク
製作者が設定した音声言語で再生される期間は極めて短いため、ユーザには何ら違和感を
与えることなくユーザが設定した音声言語で再生を行うことができる。
【００５０】
　尚、以上の説明では、オーディオストリーム番号について説明したが、字幕言語につい
てはサブピクチャストリーム番号を選択してシステムパラメータ（ＳＰＲＭ）を設定する
ことになる。また、音声や字幕の言語以外にアングルやＣＭカット等についてのＳＰＲＭ
を設定することができる。また、図５（ｂ）において、ＳＰＲＭを比較した結果をもとに
、不一致であれば退避していたＳＰＲＭを再選択する例を述べたが、ＳＰＲＭの比較を行
うことなくＮａｖｉＣＭＤの処理後に、退避していたＳＰＲＭを選択してデコード処理を
実行するようにしても良い。
【００５１】
　このように、本発明のディスク再生装置では、ディスク製作者の設定を無視することな
くユーザの選択を最優先とした再生を行うことができるため、音声・字幕言語等を自分の
好みに再設定する手間を省くことができる。またユーザの設定した音声・字幕言語で再生
されるため、従来のようにプレーヤの不具合と誤解することもなくなる。
【００５２】
　尚、ユーザの設定としては、音声や字幕の言語設定に限らず、他の設定（例えばアング
ル設定やＣＭカット等）も可能である。また本発明の実施形態は、以上の説明に限定され
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【符号の説明】
【００５３】
１１…ディスク
１２…モータ
１３…光ピックアップ
１４…送りモータ
１５…サーボ制御部
１６…ＲＦアンプ
１７…デジタル信号処理部
１８，３１…ＲＡＭ
１９…ストリーム分離部
２０…オーディオ・ビデオ処理部
２１…オーディオデコーダ
２４…ビデオデコーダ
２５…サブピクチャデコーダ
２６…ビデオプロセッサ
３０…ヒデオエンコーダ
３１…ディスプレイ装置
３２…操作部
３３…システムコントローラ

【図１】 【図２】



(10) JP 5590948 B2 2014.9.17

【図３】
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【図５】
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