
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ディスクの記録領域内に記録された映像、音声等の圧縮データを読み取る光ディスク
データ読取手段と、
　前記光ディスクデータ読取手段により読み取った圧縮データの種類を識別するための識
別情報のテーブルを記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された識別情報に基づいて、前記光ディスクデータ読取手段により
読み取られた映像、音声等の圧縮データをデータの種類毎に振り分けるデマルチプレクサ
と、
　前記デマルチプレクサにより振り分けられた映像の圧縮データに基づいて、映像を再生
する映像再生手段と、
　前記デマルチプレクサにより振り分けられた音声の圧縮データに基づいて、音声を再生
する音声再生手段と、
　前記映像再生手段により再生された映像、及び前記音声再生手段により再生された音声
を出力する出力手段と、
　前記光ディスクデータ読取手段、前記記憶手段、前記デマルチプレクサ、前記映像再生
手段、前記音声再生手段及び前記出力手段を制御する制御手段とを備え、
　前記記憶手段中の識別情報のテーブルに格納されている識別情報には、音声の圧縮デー
タの種類を識別するための音声識別情報（以下、テーブル内音声識別情報という）が含ま
れており、
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　前記音声再生手段は、
　前記光ディスクデータ読取手段により読み取られた各種の音声の圧縮データを再生する
ための各種の音声デコーダを有し、
　前記光ディスクデータ読取手段により読み取られた音声の圧縮データに含まれる音声識
別情報と、前記記憶手段中のテーブル内音声識別情報とを比較して、前記光ディスクデー
タ読取手段により読み取られた音声の圧縮データの種類を判別し、判別した圧縮データの
種類に応じて前記の音声デコーダを選択する光ディスク再生装置において、
　

　前記音声再生手段は、ＤＴＳ（ Digital Theater System）音声を再生するためのＤＴＳ
デコーダを有していないものであって、
　前記映像再生手段と前記音声再生手段による映像と音声の再生処理の再開時に、前回の
再生停止位置から前記映像と音声の再生を再開する機能であるレジューム機能を有し、
　前記レジューム機能がオンのときには、
　前記記憶手段は、再生処理の停止時に、再生していた音声の種類に対応した音声識別情
報（以下、再生停止時音声識別情報という）を記憶し、
　前記制御手段は、再生処理の再開時に、前記光ディスクデータ読取手段により読み取ら
れた音声の圧縮データに含まれる音声識別情報と、前記再生停止時音声識別情報とを比較
して、前記デマルチプレクサが、前記光ディスクデータ読取手段により読み取られた音声
の圧縮データの中から前記再生停止時音声識別情報と同じ音声識別情報を持つ音声の圧縮
データを抽出して前記音声再生手段に送信するように制御し、
　前記レジューム機能がオフのときには、
　前記制御手段は、再生処理の再開時に、前記光ディスクデータ読取手段により読み取ら
れた音声の圧縮データに含まれる音声識別情報と、前記記憶手段中のテーブル内音声識別
情報に含まれるＤＴＳ音声の音声識別情報とを比較して、前記デマルチプレクサが、前記
光ディスクデータ読取手段により読み取られた音声の圧縮データの中からＤＴＳ音声以外
の音声の圧縮データを抽出して前記音声再生手段に送信するように制御し、
　前記音声再生手段にＤＴＳ音声の圧縮データが送信されないようにして、前記出力手段
から音声が出力されない状態になることを防ぐようにしたことを特徴とする光ディスク再
生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＤＶＤ（ Digital Versatile Disc）等の光ディスクに記録された映像、音声等
の情報を読み取って、これらの情報を再生する光ディスク再生装置に係り、特にＤＴＳ（
Digital Theater System）音声の再生機能又は出力機能を持たない光ディスク再生装置に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、ＤＶＤ－ＲＯＭ (DVD-Read Only Memory)等の光ディスクにおいて、ＬＰＣＭ（
Linear Pulse Code Modulation）、ドルビーディジタル、ＭＰＥＧ（ Moving Picture Cod
ing Experts Group）オーディオ、ＤＴＳ等の各種の音声圧縮データを記録した、いわゆ
る多重オーディオストリームの光ディスクがある。この種の光ディスクにおいて、ＤＴＳ
音声を最初のストリームに記録する光ディスクが増加する傾向にある。これに対して、光
ディスクに記録された音声等の情報を再生する光ディスク再生装置の中には、音声を再生
するオーディオデコーダ内にＤＴＳ音声の再生用のデコーダ（以下、ＤＴＳデコーダとい
う）を有さないものや、ＤＴＳデコーダに関する特許のライセンス料を払っていないため
にＤＴＳ音声を出力しないようにしたものがある。このようなＤＴＳ音声の再生機能又は
出力機能を持たない光ディスク再生装置では、通常はユーザがＤＴＳ音声の再生を選択で
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前記光ディスクデータ読取手段により読み取られた音声の圧縮データに含まれる音声識
別情報と、前記記憶手段中のテーブル内音声識別情報とは、いずれもストリームＩＤとサ
ブストリームＩＤの上位５ビットとを含み、



きないようになっており、しかも、工場出荷時における初期設定で、電源投入後の最初の
再生時にはＤＴＳ音声以外の音声が自動選択されるように設定されている。このため、電
源投入後の最初の再生時には、ＤＴＳ音声の圧縮データがオーディオデコーダに送られる
ことはないので、音声の出力端子から音声が出力されない状態になることはない。
【０００３】
また、この種の装置において、初期設定時に優先言語を設定しておいて、光ディスク中に
優先言語の音声圧縮データが記録されている場合に、その音声圧縮データに基づいて音声
を再生して出力するようにしたものがある。さらにまた、ＭＰＥＧビデオデータに加えて
、副映像データや種々のオーディオデータを扱うことができるようにすることを目的とし
て、ストリームＩＤとサブストリームＩＤとを用いて、各種の圧縮データを切り分けるよ
うにしたものが知られている（例えば、特許文献１参照）。また、音声の圧縮信号のＤ／
Ａ変換時におけるＳ／Ｎ比を良好にすることを目的にして、音声の圧縮信号を伸張した信
号が無音を示す場合にも信号増幅回路をミュート状態に設定するようにして、信号増幅回
路からノイズが出力されないようにしたものが知られている（例えば、特許文献２参照）
。
【０００４】
また、マルチチャンネル再生機能を有さず、ステレオ２チャンネル再生機能のみを有する
オーディオ再生装置の分野において、マルチチャンネル信号のみが記録されており、マル
チチャンネル信号をステレオ２チャンネル信号にダウンミックスする係数が記録されてい
ない光ディスクに記録された音声を再生する場合に、音声が何も出力されないという事態
が生じることを防ぐために、装置内部のＲＯＭに記録されたダウンミックス係数に基づい
て、マルチチャンネル信号をステレオ２チャンネル信号にダウンミックスするようにした
ものが知られている（例えば、特許文献３参照）。さらにまた、オーディオ送信装置及び
オーディオ受信装置の分野において、伝送するオーディオストリームの種類が変化した場
合に受信装置側の再生音で尻切れ、頭切れが発生するのを防止することを目的として、オ
ーディオ送信装置が、送信するオーディオストリームの種類が変化したときに、無音識別
子と変化前の識別子情報を含むパケット、及び無音識別子と変化後の識別子情報を含むパ
ケットを所定の時間出力するようにしたものが知られている（例えば、特許文献４参照）
。
【０００５】
【特許文献１】
特開平１０－１２５００３号公報（第１－２４頁、図１－４９）
【特許文献２】
特開２０００－２２２８２６号公報（第１－５頁、図１－３）
【特許文献３】
特開２００１－３４４９０６号公報（第１－３頁、図１－２）
【特許文献４】
特開２００１－２５０３１８号公報（第１－３頁、第７－１１頁、図１－５）
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記のような従来のＤＴＳ音声の再生機能又は出力機能を持たない光ディ
スク再生装置では、再生時にＤＴＳ音声以外の音声が自動選択されるように初期設定され
てはいるが、ユーザが再生処理を停止すると、この初期設定が解除されてしまうので、ユ
ーザが再生処理を一旦停止した後に、音声の種類を選択しないで再生を再開した場合には
、光ディスクの最初のストリームに記録されたＤＴＳ音声の圧縮データがオーディオデコ
ーダに送られて、音声の出力端子から音声が出力されない状態になることがある。また、
上記のような優先言語の音声圧縮データを優先的に再生する方法では、上記の問題を解消
することはできない。さらにまた、上記特許文献１乃至４に示されるいずれの発明によっ
ても、上記の問題を解決することはできない。
【０００７】
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本発明は、上記の問題を解決するためになされたものであり、ＤＴＳ音声の再生機能又は
出力機能を持たない光ディスク再生装置において、ＤＴＳ音声の圧縮データがオーディオ
デコーダに送られないようにして、音声が出力されない状態になることを防ぐことを目的
とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために請求項１の発明は、
光ディスクの記録領域内に記録された映像、音声等の圧縮データを読み取る光ディスクデ
ータ読取手段と、前記光ディスクデータ読取手段により読み取った圧縮データの種類を識
別するための識別情報のテーブルを記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記憶された識別
情報に基づいて、前記光ディスクデータ読取手段により読み取られた映像、音声等の圧縮
データをデータの種類毎に振り分けるデマルチプレクサと、前記デマルチプレクサにより
振り分けられた映像の圧縮データに基づいて、映像を再生する映像再生手段と、前記デマ
ルチプレクサにより振り分けられた音声の圧縮データに基づいて、音声を再生する音声再
生手段と、前記映像再生手段により再生された映像、及び前記音声再生手段により再生さ
れた音声を出力する出力手段と、前記光ディスクデータ読取手段、前記記憶手段、前記デ
マルチプレクサ、前記映像再生手段、前記音声再生手段及び前記出力手段を制御する制御
手段とを備え、前記記憶手段中の識別情報のテーブルに格納されている識別情報には、音
声の圧縮データの種類を識別するための音声識別情報（以下、テーブル内音声識別情報と
いう）が含まれており、前記音声再生手段は、前記光ディスクデータ読取手段により読み
取られた各種の音声の圧縮データを再生するための各種の音声デコーダを有し、前記光デ
ィスクデータ読取手段により読み取られた音声の圧縮データに含まれる音声識別情報と、
前記記憶手段中のテーブル内音声識別情報とを比較して、前記光ディスクデータ読取手段
により読み取られた音声の圧縮データの種類を判別し、判別した圧縮データの種類に応じ
て前記の音声デコーダを選択する光ディスク再生装置において、

前記音声再生手段は、ＤＴＳ（ Digital Theater System）音声を再生す
るためのＤＴＳデコーダを有していないものであって、前記映像再生手段と前記音声再生
手段による映像と音声の再生処理の再開時に、前回の再生停止位置から前記映像と音声の
再生を再開する機能であるレジューム機能を有し、前記レジューム機能がオンのときには
、前記記憶手段は、再生処理の停止時に、再生していた音声の種類に対応した音声識別情
報（以下、再生停止時音声識別情報という）を記憶し、前記制御手段は、再生処理の再開
時に、前記光ディスクデータ読取手段により読み取られた音声の圧縮データに含まれる音
声識別情報と、前記再生停止時音声識別情報とを比較して、前記デマルチプレクサが、前
記光ディスクデータ読取手段により読み取られた音声の圧縮データの中から前記再生停止
時音声識別情報と同じ音声識別情報を持つ音声の圧縮データを抽出して前記音声再生手段
に送信するように制御し、前記レジューム機能がオフのときには、前記制御手段は、再生
処理の再開時に、前記光ディスクデータ読取手段により読み取られた音声の圧縮データに
含まれる音声識別情報と、前記記憶手段中のテーブル内音声識別情報に含まれるＤＴＳ音
声の音声識別情報とを比較して、前記デマルチプレクサが、前記光ディスクデータ読取手
段により読み取られた音声の圧縮データの中からＤＴＳ音声以外の音声の圧縮データを抽
出して前記音声再生手段に送信するように制御し、前記音声再生手段にＤＴＳ音声の圧縮
データが送信されないようにして、前記出力手段から音声が出力されない状態になること
を防ぐようにしたものである。
【０００９】
上記構成においては、ＤＴＳデコーダを有さない光ディスク再生装置では、電源投入後の
最初の再生処理においてＤＴＳ音声が再生されることはないので、記憶手段は、最初の再
生処理の停止時に、ＤＴＳ音声以外の種類の音声に対応した音声識別情報を記憶する。そ
して、制御手段は、再生処理の再開時に、デマルチプレクサが、光ディスクデータ読取手
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前記光ディスクデータ読
取手段により読み取られた音声の圧縮データに含まれる音声識別情報と、前記記憶手段中
のテーブル内音声識別情報とは、いずれもストリームＩＤとサブストリームＩＤの上位５
ビットとを含み、



段により読み取られた音声の圧縮データの中から、記憶手段に記憶された音声識別情報に
対応したＤＴＳ音声以外の種類の音声圧縮データを抽出して音声再生手段に送信するよう
に制御する。これにより、音声再生手段にＤＴＳ音声の圧縮データが送信されないように
することができるので、出力手段から音声が出力されない状態になることを防ぐことがで
きる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を具体化した実施形態について図面を参照して説明する。図１は、本実施形
態によるＤＶＤプレイヤ（光ディスク再生装置）の電気的ブロック構成を示す。このＤＶ
Ｄプレイヤ１は、ＤＶＤ（ Digital Versatile Disc）２に記録されている映像、音声等の
圧縮データを読み取って映像、音声等を再生し、再生した映像、音声等を出力する装置で
あり、ＤＴＳ（ Digital Theater System）音声の再生用のデコーダを有さないタイプのも
のである。
【００１５】
上記のＤＶＤプレイヤ１は、トレイに装着されたＤＶＤ２を回転駆動するスピンドルモー
タ３、ＤＶＤ２に記録されている情報をＲＦ信号の形式で出力する光ピックアップ４（光
ディスクデータ読取手段）、光ピックアップ４から出力されたＲＦ信号の２値化処理等を
行うＲＦ回路５、及びＲＦ回路５による処理後のデータに対してデータ復調や誤り訂正等
のデコード処理を施すデータデコーダ６を備えている。また、ＤＶＤプレイヤ１は、デー
タデコーダ６でデコード処理が施されたデータを主映像圧縮データ、副映像圧縮データ、
及び各種の音声圧縮データに振り分けるデマルチプレクサ７、主映像圧縮データを復号す
るビデオデコーダ８（映像再生手段）、副映像圧縮データを復号して字幕等を再生するサ
ブピクチャデコーダ９、各種の音声圧縮データを復号するオーディオデコーダ１０（音声
再生手段）を備えている。
【００１６】
図中の加算器１１は、ビデオデコーダ８から送られた主映像とサブピクチャデコーダ９か
ら送られた字幕等の副映像とを合成し、また、Ｄ／Ａ変換処理部１２は、加算器１１によ
り合成された映像データや、オーディオデコーダ１０により復号された音声データをアナ
ログ信号に変換する。また、ビデオ出力端子１３とオーディオ出力端子１４とは、それぞ
れＤ／Ａ変換処理部１２から送られた映像信号と音声信号とを出力する。これらの出力端
子１３、１４は、請求項における出力手段に相当する。
【００１７】
また、ＤＶＤプレイヤ１は、装置全体の制御を行う制御部２０（制御手段）、及び装置本
体に対して再生・停止等の指示や各種の設定を行うためのリモコン３０を有している。制
御部２０には、上記のスピンドルモータ３、ＲＦ回路５、データデコーダ６、デマルチプ
レクサ７、ビデオデコーダ８、サブピクチャデコーダ９、オーディオデコーダ１０及び加
算器１１に加えて、各種の設定データ等を格納したＲＡＭ２１（記憶手段）、装置に各種
の指示を与えるための操作部２２、各種のメッセージを表示する表示部２３、レジューム
情報等のデータを一時的に記憶するバッファ２４、及びリモコン３０から送信された赤外
線信号を受信する赤外線信号受信部２５が接続されている。
【００１８】
上記のＲＡＭ２１には、主映像圧縮データ、副映像圧縮データ、及び各種の音声圧縮デー
タに関する識別情報のテーブルが記憶されている。このうち、音声圧縮データに関する識
別情報は、図２に示されるように、ストリームＩＤとサブストリームＩＤの上位５ビット
から構成されており、このテーブルの中には、ＬＰＣＭ（ Linear Pulse Code Modulation
）、ドルビーディジタル、ＭＰＥＧ（ Moving Picture Coding Experts Group）オーディ
オの識別情報に加えて、ＤＴＳ（ Digital Theater System）の識別情報も格納されている
。上記の制御部２０は、ユーザにより再生が指示されると、ＲＡＭ２１からこのテーブル
内の識別情報を読み込んでデマルチプレクサ７に伝達すると共に、所定の条件に基づいて
選択した特定の種類の音声圧縮データに関する識別情報をデマルチプレクサ７に伝達する
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。デマルチプレクサ７は、これらの識別情報に基づいて、データデコーダ６から送られた
圧縮データを、主映像圧縮データ、副映像圧縮データ、音声圧縮データに振り分けると共
に、音声圧縮データの中から上記特定の種類の識別情報を持つ音声圧縮データを抽出する
。そして、振り分けた主映像圧縮データと副映像圧縮データとをそれぞれビデオデコーダ
８とサブピクチャデコーダ９とに送信し、また、抽出した音声圧縮データをオーディオデ
コーダ１０に送信する。
【００１９】
図３は、上記図１中のオーディオデコーダ１０の詳細構成を示す。オーディオデコーダ１
０は、デマルチプレクサ７から送られた音声圧縮データに含まれる付加データを用いてオ
ーディオデコーダ１０の全体的な動作の制御を行うデコーディング制御部４１、デマルチ
プレクサ７から送られた音声圧縮データを一時的に格納する入力バッファ４２、入力バッ
ファ４２から送られた音声圧縮データに基づいて音声を再生するオーディオデコーダ中核
部４３、及びＤ／Ａ変換処理部１２に出力するディジタル形式の音声データを一時的に格
納する出力バッファ４７から構成されている。また、オーディオデコーダ中核部４３は、
ＬＰＣＭ音声用のデコーダ４４、ドルビーディジタル音声用のデコーダ４５、及びＭＰＥ
Ｇオーディオ用のデコーダ４６を有しており、デマルチプレクサ７から送られた音声圧縮
データに含まれるストリームＩＤ（図４中の５６参照）とサブストリームＩＤ（図４中の
５３参照）の上位５ビットを参照して、該当の音声圧縮データの種類を判別し、判別した
圧縮データの種類に応じて使用する音声デコーダを選択する。そして、選択した音声デコ
ーダを用いて入力バッファ４２から送られた音声圧縮データの伸張と復号を行う。
【００２０】
次に、上記の音声圧縮データにおけるストリームＩＤとサブストリームＩＤについて図４
を参照して説明する。図４は、ＤＶＤ２におけるオーディオパックの記録状態を示す。デ
ータデコーダ６からデマルチプレクサ７に送られる音声圧縮データは、このオーディオパ
ック５０を複数個結合して構成したものであるか、又は１つのオーディオパック５０で構
成したものである。図に示されるように、オーディオパック５０は、パックヘッダ５１、
パケットヘッダ５２、サブストリームＩＤ５３、オーディオデータ５４等より成る。パッ
クヘッダ５１内には、パックスタートコード、システム時刻基準参照値等が含まれており
、また、パケットヘッダ５２内には、図に示されるように、パケットスタートコード５５
、ストリームＩＤ５６等が含まれている。データデコーダ６からデマルチプレクサ７に送
られる音声圧縮データの中には、上記のストリームＩＤ５６とサブストリームＩＤ５３と
が含まれており、デマルチプレクサ７は、このストリームＩＤ５６とサブストリームＩＤ
５３の上位５ビットを参照して、音声圧縮データの中から特定の種類の音声圧縮データを
抽出し、抽出した音声圧縮データをオーディオデコーダ１０に送信する。
【００２１】
次に、上記図１乃至図４に加えて図５のフローチャートを参照して、レジューム機能がオ
ンの状態で再生処理を再開した場合に本ＤＶＤプレイヤ１が行う処理について説明する。
ここで、レジューム機能とは、前回に再生処理を停止した時点において再生中であった主
映像、副映像、音声に関する停止位置（レジュームポイント）等のレジューム情報をバッ
ファ２４（図１参照）に記録しておいて、再生処理を再開した場合に、バッファ２４に記
録されたレジュームポイントから主映像、副映像、音声の再生処理を再開する機能である
。レジューム機能がオンの状態において、ユーザがリモコン３０等により再生処理を停止
すると（Ｓ１）、制御部２０は、停止時点において再生中であった音声圧縮データに含ま
れるストリームＩＤ５６とサブストリームＩＤ５３の上位５ビットをバッファ２４内のレ
ジューム情報から読み込んで、このストリームＩＤ５６とサブストリームＩＤ５３の上位
５ビットをＲＡＭ２１に記憶する（Ｓ２）。本ＤＶＤプレイヤ１のようなＤＴＳデコーダ
を有さない光ディスク再生装置では、電源投入後の最初の再生処理においてＤＴＳ音声の
圧縮データが再生されることはないので、制御部２０は、最初の再生処理の停止時に、Ｄ
ＴＳ音声以外の種類の音声圧縮データに対応したストリームＩＤ５６とサブストリームＩ
Ｄ５３の上位５ビットとをＲＡＭ２１に記憶する。
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【００２２】
上記Ｓ２に示される処理の後、制御部２０は、バッファ２４内のレジューム情報に含まれ
るレジュームポイントを読み込んで、このレジュームポイントを再生再開時における光ピ
ックアップ４の読取開始位置に設定した後、レジューム情報をバッファ２４内から消去し
て、レジューム機能がオフの状態に移行する（Ｓ３）。そして、上記の読取開始位置から
光ピックアップ４によるＤＶＤ２内の情報の読み取りと情報の再生処理を再開する（Ｓ４
）。
【００２３】
上記の再生処理の再開後は、制御部２０は、データデコーダ６から出力された音声圧縮デ
ータの中に、上記Ｓ２の処理でＲＡＭ２１に記憶したストリームＩＤ５６と同じストリー
ムＩＤ５６を有する音声圧縮データが存在するか否かをチェックする（Ｓ５）。そして、
同じストリームＩＤ５６を有する音声圧縮データが存在する場合には（Ｓ５でＹＥＳ）、
データデコーダ６から出力された音声圧縮データの中に、サブストリームＩＤ５３の上位
５ビットが上記Ｓ２の処理でＲＡＭ２１に記憶したサブストリームＩＤ５３の上位５ビッ
トと同じ音声圧縮データが存在するか否かをチェックする（Ｓ６）。この結果、サブスト
リームＩＤ５３の上位５ビットが同じ音声圧縮データが存在する場合には（Ｓ６でＹＥＳ
）、制御部２０は、上記Ｓ２の処理でＲＡＭ２１に記憶したストリームＩＤ５６とサブス
トリームＩＤ５３の上位５ビットをデマルチプレクサ７に送信して、デマルチプレクサ７
が送信されたストリームＩＤ５６とサブストリームＩＤ５３の上位５ビットとを有する音
声圧縮データを抽出するように制御する（Ｓ７）。上記Ｓ２の処理でＲＡＭ２１に記憶し
たストリームＩＤ５６とサブストリームＩＤ５３の上位５ビットとは、ＤＴＳ音声以外の
種類の音声圧縮データに対応した識別情報であるので、上記Ｓ７に示されるように、デマ
ルチプレクサ７がこの識別情報と同じ識別情報を有する音声圧縮データを抽出するように
制御する方法により、オーディオデコーダ１０にＤＴＳ音声の圧縮データが送信されない
ようにすることができる。これにより、出力端子１４から音声が出力されない状態になる
ことを防ぐことができる。
【００２４】
上記Ｓ６におけるチェックの結果、サブストリームＩＤ５３の上位５ビットが同じ音声圧
縮データが存在しない場合には（Ｓ６でＮＯ）、制御部２０は、上記Ｓ２の処理でＲＡＭ
２１に記憶したストリームＩＤ５６をデマルチプレクサ７に送信して、デマルチプレクサ
７が送信されたストリームＩＤ５６と同じストリームＩＤ５６を有する音声圧縮データを
抽出するように制御する（Ｓ８）。
【００２５】
また、上記Ｓ５におけるチェックの結果、同じストリームＩＤ５６を有する音声圧縮デー
タが存在しない場合にも（Ｓ５でＮＯ）、データデコーダ６から出力された音声圧縮デー
タの中に、サブストリームＩＤ５３の上位５ビットが上記Ｓ２の処理でＲＡＭ２１に記憶
したサブストリームＩＤ５３の上位５ビットと同じ音声圧縮データが存在するか否かをチ
ェックする（Ｓ９）。この結果、サブストリームＩＤ５３の上位５ビットが同じ音声圧縮
データが存在する場合には（Ｓ９でＹＥＳ）、制御部２０は、上記Ｓ２の処理でＲＡＭ２
１に記憶したサブストリームＩＤ５３の上位５ビットをデマルチプレクサ７に送信して、
デマルチプレクサ７が送信されたサブストリームＩＤ５３の上位５ビットと同じコードを
有する音声圧縮データを抽出するように制御する（Ｓ１０）。
【００２６】
上記Ｓ９におけるチェックの結果、サブストリームＩＤ５３の上位５ビットが同じ音声圧
縮データが存在しない場合には（Ｓ９でＮＯ）、制御部２０は、データデコーダ６から出
力された音声圧縮データの中に、初期設定時にＲＡＭ２１に記憶した優先言語の識別情報
と同じ識別情報を有する音声圧縮データが存在するか否かをチェックする（Ｓ１１）。こ
の結果、同じ識別情報を有する音声圧縮データが存在する場合には（Ｓ１１でＹＥＳ）、
制御部２０は、この音声圧縮データのストリームＩＤ５６とサブストリームＩＤ５３の上
位５ビットとをデマルチプレクサ７に送信して、デマルチプレクサ７が送信されたストリ
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ームＩＤ５６とサブストリームＩＤ５３の上位５ビットとを有する音声圧縮データを抽出
するように制御する（Ｓ１２）。
【００２７】
上記Ｓ１１におけるチェックの結果、同じ優先言語の識別情報を有する音声圧縮データが
存在しない場合には（Ｓ１１でＮＯ）、制御部２０は、先頭のオーディオストリームのス
トリームＩＤ５６とサブストリームＩＤ５３の上位５ビットとをデマルチプレクサ７に送
信して、デマルチプレクサ７が送信されたストリームＩＤ５６とサブストリームＩＤ５３
の上位５ビットとを有する音声圧縮データを抽出するように制御する（Ｓ１３）。
【００２８】
次に、制御部２０は、上記Ｓ５乃至Ｓ１３の処理で抽出した音声圧縮データをオーディオ
デコーダ１０に送り、オーディオデコーダ１０により再生した音声データと加算器１１か
ら出力された映像データとをＤ／Ａ変換処理部１２に出力する（Ｓ１４）。Ｄ／Ａ変換処
理部１２は、これらのデータに基づき映像と音声のアナログ信号を生成して、出力端子１
３と出力端子１４とに出力する。
【００２９】
上記のように、制御部２０が、直前に再生していた音声と同じ種類である可能性の高い音
声をオーディオデコーダ１０に送信するようにしたことにより、なるべくオーディオデコ
ーダ１０にＤＴＳ音声の圧縮データが送信されないようにすることができる。これにより
、出力端子１４から音声が出力されない状態になる可能性を低くすることができる。
【００３０】
次に、レジューム機能がオフの状態で再生処理を再開した場合に、本ＤＶＤプレイヤ１が
行う処理について説明する。レジューム機能がオフの場合では、図５に示されるレジュー
ム機能がオンの場合と異なり、再生処理の停止時に、停止時点において再生中であった音
声圧縮データに含まれるストリームＩＤ５６とサブストリームＩＤ５３の上位５ビットと
がバッファ２４に記憶されることはない。このため、再生処理の停止後に、停止時点にお
いて再生中であった音声圧縮データの種類を知ることができないので、レジューム機能が
オンの状態の場合と異なり、直前に再生していた音声と同じ種類の音声をオーディオデコ
ーダ１０に送信することができない。従って、制御部２０は、レジューム機能がオフの場
合には、データデコーダ６からデマルチプレクサ７に送られた音声圧縮データの中からＤ
ＴＳ音声以外の音声圧縮データを抽出してオーディオデコーダ１０に送信する方法により
、オーディオデコーダ１０にＤＴＳ音声の圧縮データが送信されないようにしている。
【００３１】
次に、上記図１乃至図４に加えて図６のフローチャートを参照して、レジューム機能がオ
フの状態で再生処理を再開した場合における処理について具体的に説明する。レジューム
機能がオンの状態において、ユーザがリモコン３０等により再生処理を停止すると（Ｓ２
１）、制御部２０は、上記図２に示されるような音声圧縮データに関する識別情報のテー
ブルをＲＡＭ２１から読み込んだ後に、ＤＶＤ２内の情報の読み取りと情報の再生処理を
再開する（Ｓ２２）。そして、ＤＶＤ２に記憶された主映像、副映像、音声等の圧縮デー
タを光ピックアップ４により先頭のデータから順に読み取って、読み取った音声圧縮デー
タに含まれるストリームＩＤ５６とサブストリームＩＤ５３の上位５ビットとが上記の識
別情報のテーブルに含まれるＤＴＳ音声のコードと同じであるか否かをチェックする（Ｓ
２３）。
【００３２】
上記Ｓ２３におけるチェックの結果、同じである場合には（Ｓ２３でＹＥＳ）、制御部２
０は、次の音声圧縮データを検索して（Ｓ２４）、次の音声圧縮データに対して再度上記
Ｓ２３のチェックを行う。これに対して、同じでない場合には（Ｓ２３でＮＯ）、制御部
２０は、音声圧縮データの中に、初期設定時にＲＡＭ２１に記憶した優先言語の識別情報
と同じ識別情報を有する音声圧縮データが存在するか否かをチェックする（Ｓ２５）。こ
の結果、同じ識別情報を有する音声圧縮データが存在する場合には（Ｓ２５でＹＥＳ）、
制御部２０は、この音声圧縮データのストリームＩＤ５６とサブストリームＩＤ５３の上
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位５ビットとをデマルチプレクサ７に送信して（Ｓ２６）、デマルチプレクサ７が送信さ
れたストリームＩＤ５６とサブストリームＩＤ５３の上位５ビットとを有する音声圧縮デ
ータを抽出するように制御する（Ｓ２８）。
【００３３】
上記Ｓ２５におけるチェックの結果、同じ優先言語の識別情報を有する音声圧縮データが
存在しない場合には（Ｓ２５でＮＯ）、制御部２０は、先頭のオーディオストリームのス
トリームＩＤ５６とサブストリームＩＤ５３の上位５ビットとをデマルチプレクサ７に送
信して（Ｓ２７）、デマルチプレクサ７が送信されたストリームＩＤ５６とサブストリー
ムＩＤ５３の上位５ビットとを有する音声圧縮データを抽出するように制御する（Ｓ２８
）。
【００３４】
次に、制御部２０は、上記Ｓ２３乃至Ｓ２７の処理で抽出した音声圧縮データをオーディ
オデコーダ１０に送り、オーディオデコーダ１０により再生した音声データと加算器１１
から出力された映像データとをＤ／Ａ変換処理部１２に出力する（Ｓ２９）。Ｄ／Ａ変換
処理部１２は、これらのデータに基づき映像と音声のアナログ信号を生成して、出力端子
１３と出力端子１４とに出力する。
【００３５】
上述したように、本実施形態によるＤＶＤプレイヤ１によれば、制御部２０は、再生処理
の再開時に、デマルチプレクサ７が、光ピックアップ４により読み取った音声の圧縮デー
タの中からＤＴＳ音声以外の種類の音声圧縮データを抽出してオーディオデコーダ１０に
送信するように制御する。これにより、オーディオデコーダ１０にＤＴＳ音声の圧縮デー
タが送信されないようにすることができるので、出力端子１４から音声が出力されない状
態になることを防ぐことができる。
【００３６】
なお、本発明は、上記実施形態に限られるものではなく、様々な変形が可能である。例え
ば、本実施形態では、ＤＴＳ音声再生用デコーダを有さないタイプのＤＶＤプレイヤ１に
本発明を適用した場合の例を示したが、ＤＴＳ音声再生用デコーダを有してはいても、Ｄ
ＴＳデコーダに関するライセンス上の理由からＤＴＳ音声を出力しないようにしたＤＶＤ
プレイヤに本発明を適用してもよい。また、上記実施形態では、オーディオパック５０に
含まれるストリームＩＤ５６とサブストリームＩＤ５３の上位５ビットとに基づいて、Ｄ
ＴＳ音声の圧縮データとそれ以外の音声の圧縮データとを判別したが、音声圧縮データに
含まれる他の識別情報に基づいて音声の圧縮データの種類を判別してもよい。
【００３７】
【発明の効果】
以上説明したように請求項１の発明によれば、最初の再生処理の停止時に、ＤＴＳ音声以
外の種類の音声に対応した音声識別情報を記憶手段に記憶しておいて、再生処理の再開時
に、デマルチプレクサが、光ディスクデータ読取手段により読み取られた音声の圧縮デー
タの中から、記憶手段に記憶された音声識別情報に対応したＤＴＳ音声以外の種類の音声
圧縮データを抽出して音声再生手段に送信するようにした。これにより、音声再生手段に
ＤＴＳ音声の圧縮データが送信されないようにすることができるので、音声が出力されな
い状態になることを防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施形態に係る光ディスク再生装置の電気的ブロック構成図。
【図２】　上記再生装置のＲＡＭに格納された音声圧縮データに関する識別情報の内容を
示す図。
【図３】　上記再生装置のオーディオデコーダの詳細構成を示す図。
【図４】　上記再生装置の読取対象となるＤＶＤにおけるオーディオパックの記録状態を
示す図。
【図５】　レジューム機能がオンの状態で再生処理を再開した場合における上記再生装置
の処理を示すフローチャート。
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【図６】　レジューム機能がオフの状態で再生処理を再開した場合における上記再生装置
の処理を示すフローチャート。
【符号の説明】
１　　　ＤＶＤプレイヤ（光ディスク再生装置）
４　　　光ピックアップ（光ディスクデータ読取手段）
７　　　デマルチプレクサ
８　　　ビデオデコーダ（映像再生手段）
１０　　オーディオデコーダ（音声再生手段）
１３　　ビデオ出力端子（出力手段）
１４　　オーディオ出力端子（出力手段）
２０　　制御部（制御手段）
２１　　ＲＡＭ（記憶手段）
４４　　ＬＰＣＭ音声用デコーダ（音声デコーダ）
４５　　ドルビーディジタル音声用デコーダ（音声デコーダ）
４６　　ＭＰＥＧオーディオ用デコーダ（音声デコーダ）
５３　　サブストリームＩＤ（音声識別情報）
５６　　ストリームＩＤ（音声識別情報）
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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