
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オーディオ／ビデオデータと、前記オーディオ／ビデオデータの探索及び再生制御のた
めのナビゲーションデータと、オーディオ／ビデオの表示装置であるデジタルテレビで解
析が可能であるとともに前記デジタルテレビに連結される機器の 識別子が表
記される言語フォーマットのデータとが記録されていることを特徴とする記録媒体。
【請求項２】
　前記デジタルテレビで解析可能な言語フォーマットは、ＨＴＭＬ、Ｊａｖａ　Ｓｃｒｉ
ｐｔ、ＣＳＳ、ＤＯＭなどのインターネット用言語と結合してデジタルテレビの多様なサ
ービスを提供するために提案された規格の言語フォーマットであることを特徴とする請求
項１に記載の記録媒体。
【請求項３】
　前記デジタルテレビで解析可能な言語フォーマットのデータは、前記オーディオ／ビデ
オデータが記録される記録領域に、前記オーディオ／ビデオデータとパック内で多重化さ
れて記録されていることを特徴とする請求項１に記載の記録媒体。
【請求項４】
　前記デジタルテレビで解析可能な言語フォーマットのデータは、前記オーディオ／ビデ
オデータが記録される記録領域に、前記オーディオ／ビデオデータとパックが相互に区分
されて記録されることを特徴とする請求項１に記載の記録媒体。
【請求項５】
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　前記デジタルテレビで解析可能な言語フォーマットのデータは、前記ナビゲーションデ
ータが記録される記録領域に領域が区分されて記録されていることを特徴とする請求項１
に記載の記録媒体。
【請求項６】
　前記デジタルテレビで解析可能な言語フォーマットのデータは、前記ナビゲーションデ
ータが記録される記録領域と、前記オーディオ／ビデオデータが記録される記録領域に分
けられて記録されていることを特徴とする請求項１に記載の記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＡＴＶＥＦ (Advanced TV Enhancement Forum)規格またはＤＡＳＥ (Digital TV
 Application Software Environment)規格によって、デジタル放送信号に含まれて伝送さ
れる付加サービス情報であるプレゼンテーション言語 (ＰＬ： Presentation Language)デ
ータを光記録媒体に記録しておいて、必要時これを読み出してその記録媒体に連結されて
いる外部機器に伝送する装置及び方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
最近には、Ａ／Ｖ信号でのみ構成されるデジタルテレビ放送信号にＨＴＭＬ、Ｊａｖａ (
登録商標）　Ｓｃｒｉｐｔ、ＣＳＳ、ＤＯＭ等のようなインターネット用言語を結合して
、多様なデジタル放送付加サービスを提供するためのＡＴＶＥＦ規格が、マイクロソフト
社を中心にする関連業体間に具体的に議論され、かつ制定されている。またＡＴＶＥＦ規
格と類似の付加サービスを提供するためのＤＡＳＥ規格がＡＴＳＣサブ委員会で議論され
、かつ制定されている。ＡＴＶＥＦ規格またはＤＡＳＥ規格によってデジタル放送信号に
付加伝送されるサービス情報であるプレゼンテーション言語データ (以下、‘ＰＬデータ
’と称する )を利用して、多様なデジタル放送付加サービスを提供できるデジタルテレビ
の構成及び動作に対して説明すると次の通りである。
【０００３】
図１はＡＴＶＥＦ規格またはＤＡＳＥ規格によって付加伝送されるＰＬデータを使用する
デジタルテレビの構成を図示したものである。本デジタルテレビ１００は、デジタル放送
受信アンテナ (Ａｎｔ )を通して受信される残留側波帯 (ＶＳＢ )変調方式のデジタル放送信
号を同調すると同時に、同調されたデジタル放送信号の中でユーザーが選択した特定チャ
ネルの放送信号に該当するＭＰＥＧトランスポートストリーム (ＴＳ )を選択出力するＶＳ
Ｂチューナ及びチャネル選択部１と、トランスポートストリームに含まれたＡ／Ｖデータ
ストリームを元来のオーディオとビデオにデコーディングするＭＰＥＧデコーダ部２と、
トランスポートストリームに含まれたＰＬデータを分離して出力するＰＬ分離部３と、分
離出力されたＰＬデータを格納する、ハードディスクまたはメモリのような格納部４と、
格納部４に一時的に格納されたＰＬデータ、またはＰＬ分離部３から分離出力されたＰＬ
データを解析するＰＬ解釈部５と、解析されたＰＬデータに該当するグラフィック映像を
生成するグラフィック生成部６と、グラフィック生成部により生成するグラフィック映像
と、ＭＰＥＧデコーダ部２によりデコーディング出力されるビデオ映像を同期的にミキシ
ングしてモニター画面に出力するミキシング部７を備えている。
【０００４】
前記のように構成されるデジタルテレビ１００は、デジタル放送受信アンテナを通して受
信されて同調されたデジタル放送信号中のユーザーが選択した特定チャネルの放送信号に
該当するトランスポートストリームに含まれたＡ／Ｖデータストリームをデコーディング
して、サウンドを伴った映像として表現すると同時に、トランスポートストリームに含ま
れているＰＬデータを分離して解析し、それに該当するグラフィック映像を、図２に図示
したように、モニターの画面上に重畳して表示することができる。
【０００５】
ＰＬデータは、前述したように、ＨＴＭＬ、Ｊａｖａ（登録商標）　Ｓｃｒｉｐｔ、ＣＳ
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Ｓ、ＤＯＭ等のようなインターネット用言語を結合して、多様な付加サービスを提供する
ためにデジタル放送局から提供される。放送局から提供されるＰＬデータの表現形態は、
hｔｔｐ：／／ [ｓｉｔｅ　ｎａｍｅ ][ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ](例えば hｔｔｐ：／／ｌｇｅ
．ｃｏｍ／ hｄｖｄｐ． hｔｍｌ )である。ＡＴＶＥＦ規格では、通常、単方向性のＨＴＴ
Ｐを適用している。しかし、Ａ／Ｖデータのコンテンツに関してＨＴＭＬの間で相互参照
するために伝送された内容全部または一部を格納部４に一時的に格納することによって、
その表現形態をｌｉｄ：／／［ｎａｍｅｓｐａｃｅ－ｉｄ］［ｒｅｓｏｕｒｃｅ－ｐａｔ
ｈ］の形態、例えばｌｉｄ：／／ｌｇｅ．ｃｏｍ／ｈｄｖｄｐ．ｈｔｍｌまたはｌｉｄ：
／／ａｂｃｄ／ｈｄｖｄｐ．ｈｔｍｌとする事も出来る。
【０００６】
前記のような表現形態で提供される付加ＰＬデータにより、ユーザーは自身が選択した特
定チャネルの放送プログラムを画面を通して視聴できるだけでなく、デジタル放送局から
提供される多様なプログラムに対する付加サービス情報をグラフィック映像を通して確認
することができる。
【０００７】
ところで、ＤＶＤまたは高密度ＤＶＤのように高画質の映像データを収録できる高密度の
光記録媒体が登場したこによって、前記のようにＰＬデータを含むテレビジョン放送信号
を高密度の光記録媒体に記録して再生できる光ディスク装置が開発中である。しかし、こ
のような高密度光ディスクが装置が、ＡＴＶＥＦ規格またはＤＡＳＥ規格によって付加伝
送されるＰＬデータを記録媒体にどのように記録格納するか、さらには、これを再生して
デジタルテレビのような表現装置にどのように提供するか、さらにはＰＬデータに対する
デジタルテレビとの相互支援技法がまだ用意されていないので、その解決技術を提供する
ことが急を要している。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
したがって、本発明は前記のような実情を勘案して創作されたものであり、再生されて表
現されるＡ／Ｖデータのほかに、ＡＴＶＥＦ規格またはＤＡＳＥ規格によってデジタル放
送信号に付加して伝送されたサービス情報であるＰＬデータをＡ／Ｖデータやナビゲーシ
ョンデータと区分できるように記録媒体に記録し、Ａ／Ｖデータ再生時には、ＰＬデータ
を単独で、またはＡ／Ｖデータと一緒に読み出して、連結されているデジタルテレビに提
供して、デジタルテレビとの間でＰＬデータを交換してそれを解析し、それによる動作を
実施できるようにした、Ａ／Ｖコンテンツへの付加サービス情報の記録／再生装置及び記
録／再生方法を提供することが目的である。
【０００９】
本発明の他の目的は、記録されたＡ／Ｖデータを、ＡＴＶＥＦ規格またはＤＡＳＥ規格に
よってＡ／Ｖデータに付加伝送されるサービス情報であるプレゼンテーション言語データ
と一緒に提供できる記録媒体を提供することである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
前記のような目的を達成するための本発明による記録媒体は、ナビゲーションデータとオ
ーディオ／ビデオデータのほかに、そのオーディオ／ビデオデータの付加サービス情報で
ありデジタルテレビで解析される言語フォーマットのデータが含まれて記録されているこ
とを特徴とする。
【００１１】
また、本発明による記録媒体を通したＡ／Ｖコンテンツの付加サービス情報の提供方法は
、光記録媒体から、オーディオ／ビデオデータと、デジタルテレビで解析可能な言語フォ
ーマットのデータを再生する１段階と、再生されるオーディオ／ビデオデータと、デジタ
ルテレビで解析可能な言語フォーマットのデータを、デジタルインタフェースを通して連
結接続されたデジタルテレビに伝送する２段階を備えていることを特徴とする。
【００１２】
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また、本発明によるＡ／Ｖコンテンツの付加サービス情報が記録された記録媒体の再生装
置は、光記録媒体に記録されたデータを読み出す読出し手段と、読み出されるデータの伝
送パケット識別子に基づいて、オーディオ／ビデオデータとデジタルテレビで解析可能な
言語フォーマットのデータとに分離するデータ分離手段と、その分離された各々の伝送パ
ケットデータを、デジタルインタフェースを通して連結接続されたデジタルテレビに伝送
する伝送手段を備えていることを特徴とする。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明によるデジタル放送付加サービス情報の記録／再生装置及び記録／再生方法
に対する望ましい実施形態に対して、添付された図面を参照して詳細に説明する。
【００１４】
図３は、本発明の実施形態による光ディスク装置とデジタルテレビが相互連結されている
構成を図示したものである。図３の光ディスク装置３００は高密度ＤＶＤ再生器である。
図３の光ディスク装置３００は、高密度ＤＶＤ３１に記録された信号を読み出す光ピック
アップ３２と、光ピックアップ３２により読み出されるＲＦ信号を信号処理して元来のデ
ジタルデータに復元する信号処理部３３と、連結されたデジタルテレビから受信されるＰ
ＬデータまたはコマンドによってＡ／ＶデータとＰＬデータの読出しを制御して、これを
出力するＰＬ解釈部３４と、及び前記出力されるＡ／ＶデータとＰＬデータをＩＥＥＥ１
３９４インタフェースを通して連結接続されたデジタルテレビ２００に伝送するインタフ
ェース部３５を備えている。
【００１５】
一方、デジタルテレビ２００は、図１を参照しながら前述したように、デジタル放送受信
アンテナ (Ａｎｔ )を通して受信されるデジタル放送信号を同調すると同時に、同調された
デジタル放送信号の中からユーザーが選択した特定チャネルの放送信号に該当するＭＰＥ
Ｇトランスポートストリームを選択出力するＶＳＢチューナ及びチャネル選択部２１と、
トランスポートストリームに含まれたＡ／Ｖデータストリーム、または高密度ＤＶＤ再生
器３００から伝送されるＡ／Ｖデータストリームを元来のオーディオデータとビデオデー
タにデコーディングするＭＰＥＧデコーダ部２２と、トランスポートストリームに含まれ
たＰＬデータ、また高密度ＤＶＤ再生器３００から伝送されるＰＬデータを分離出力する
ＰＬ分離部２３と、分離出力されるＰＬデータを一時的に格納する格納部２４と、格納部
２４に一時的に格納されたＰＬデータ、またはＰＬ分離部２３から分離出力するＰＬデー
タを解析すると同時に、ユーザーから選択指定されたＰＬデータまたはこれに相応するコ
マンドを生成出力するＰＬ解釈部２５と、解析されたＰＬデータに該当するグラフィック
映像を生成出力するグラフィック生成部２６と、グラフィック生成部２６により生成出力
されるグラフィック映像とＭＰＥＧデコーダ部２２によりデコーディング出力されるビデ
オ映像とを同期的にミキシングしてモニター画面に出力するミキシング部２７と、及び高
密度ＤＶＤ再生器３００とのデータ送受信を実施するインタフェース部２８を備えている
。
【００１６】
高密度ＤＶＤ再生器３００は、高密度ＤＶＤ３１から再生されるＡ／ＶデータとＰＬデー
タをインタフェース部３５のアイソクロナス（ isochronous)チャネルを通して伝送して、
デジタルテレビ２００でＡ／ＶデータとＰＬデータに分離させるようにしている。再生さ
れるＡ／Ｖデータをインタフェース部３５のアイソクロナスチャネルを通して伝送すると
ともに、ＰＬデータは非同期チャネルを通して伝送する事も出来る。図４は高密度ＤＶＤ
再生器３００の他の構成例であり、ＰＬ分離部３６を内部に収容している。この場合には
、ＰＬ解釈部３４がＰＬデータをインタフェース部３５の非同期チャネルを通して送受信
する。その際、高密度ＤＶＤ３１から読み出されたＰＬデータを解析して、高密度ＤＶＤ
３１に対する読出し動作を再生器で制御することできる。この時、ＰＬデータは再生制御
のためのナビゲーションデータとして用いることができる。ＰＬ分離部３６は高密度ＤＶ
Ｄ３１から再生されたデータをＡ／ＶデータとＰＬデータに分離して各々インタフェース

10

20

30

40

50

(4) JP 3774132 B2 2006.5.10



部３５のアイソクロナスチャネルと非同期チャネルに区分して送信する。
【００１７】
また、デジタルテレビ２００は、図５に図示したように、高密度ＤＶＤ再生器３００以外
にも他の光ディスク装置、例えば高密度ＤＶＤ記録／再生器（ＨＤＶＤ－Ｒｅｃｏｒｄｅ
ｒ）４００またはＤＶＤ再生器（ＤＶＤ－Ｐｌａｙｅｒ）５００等、多様な機器と連結接
続できる。したがって、デジタルテレビ２００から、ＩＥＥＥ１３９４インタフェースを
通して連結接続された高密度ＤＶＤ再生器３００、高密度ＤＶＤ記録／再生器４００、Ｄ
ＶＤ再生器５００をＰＬデータで区別できるようにするために、ＰＬデータに用いる識別
子を定義して、その識別子を該当連結機器の種類とその内容を区分して表現するために用
いる。例えば、高密度ＤＶＤ再生器に対しては、‘ｈｄｖｄｐ’を識別子として用いてＰ
Ｌデータがｈｄｖｄｐ：／／［ｓｐａｃｅ－ｉｄ］［ｒｅｓｏｕｒｃｅ－ｉｄ］のような
形態になるようにし、高密度ＤＶＤ記録／再生器に対しては、‘ｈｄｖｄｒ’を識別子と
して用いて、ｈｄｖｄｒ：／／［ｓｐａｃｅ－ｉｄ］［ｒｅｓｏｕｒｃｅ－ｉｄ］の形態
に、そしてＤＶＤ再生器の場合‘ｄｖｄｐ’の識別子を用いて、ｄｖｄｐ：／／［ｓｐａ
ｃｅ－ｉｄ］［ｒｅｓｏｕｒｃｅ－ｉｄ］のＰＬデータ形態になるようにする。このよう
にして、ＰＬデータの対象機器と実施対象のコンテンツを各々区分できるようにする。
【００１８】
また、同じ種類の装置が多数連結接続された場合、例えば高密度ＤＶＤ再生器が２個以上
連結接続されている場合には、これをそれぞれ区分できる別途の識別子を追加して用いる
ことができる。
【００１９】
上記ＰＬデータ形態の‘［ｒｅｓｏｕｒｃｅ－ｉｄ］’は、高密度ＤＶＤまたはＤＶＤ内
のディレクトリ、ファイル名、チャプター名、チャプター番号などその機器で固有に区分
できるコンテンツを指定するために用いられる。そして、この追加的に導入された識別子
を有するＰＬデータは両方向性のプロトコルに適用できる。すなわち、デジタルテレビ２
００から連結された他の機器３００、４００、５００へのＰＬデータ（これは他の機器に
要求するコマンドをＰＬデータ化したものでよい）伝送も可能であって、この時はＩＥＥ
Ｅ１３９４インタフェースの非同期チャネルを通して伝送できる。
【００２０】
デジタルテレビ２００は、デジタル放送受信アンテナを通して受信して信号処理すること
によって獲得したＰＬデータ（このデータのコンテンツはデジタルテレビのメニュー画面
を通して表示され、ユーザーがそれらを選択することができる）を指定することによって
、選択されたＰＬデータに表記された識別子を有する連結機器の記録媒体に記録されたデ
ータに対するアクセス要求ができるようになる。また、各連結機器から入力されるＰＬデ
ータを利用して、他の連結機器の記録媒体に記録されたデータまたはデジタルテレビの格
納部２４に格納されたデータをアクセスできるようになる。このような方法を通して、通
常のＤＶＤ装置とは別に、自身が別途のメニューデータを構成せずとも、外部から提供さ
れたＰＬデータを利用して、デジタルテレビが自身または他の機器に対するメニュー画面
を構成することができるようになる。
【００２１】
以下では、本発明によるＡ／Ｖコンテンツの付加サービス情報の再生方法を適用すること
ができる光記録媒体のデータ記録構造に対して説明する。
【００２２】
図６は、本発明による高密度ＤＶＤのデータ記録構造を階層的に示したものである。図６
の記録構造では、ディスク構造はファイルシステム領域とビデオゾーン領域に区分されて
いる。ビデオゾーン領域には、一つ以上のタイトル (Ｔｉｔｌｅ＃ (ｍ＋１ )、＃ (ｍ＋２ )
．． )が記録されている。各タイトルは、ナビゲーションデータとプレゼンテーションデ
ータで構成される。
【００２３】
プレゼンテーションデータは、所定の記録大きさ、例えば２０４８バイトの記録大きさを
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有する多数のパック (ＨＤ＿Ｐａｃｋ＃ｎ、＃ (ｎ＋１ )．． )で構成されている。各々のパ
ックは、パックヘッダと多数の伝送パケット (ＴＰ）が記録されたパックデータで構成さ
れている。各パック (ＨＤ＿Ｐａｃｋ）のパックデータ領域には、図６に図示したように
、Ａ／Ｖデータを有する伝送パケットと、ＡＴＶＥＦ規格によるＰＬデータ、すなわちＡ
ＴＶＥＦデータを有する伝送パケットが多重化されており、それらの伝送パケットにはＡ
／ＶデータかＡＴＶＥＦデータかを識別するための異なるパケット識別子 (ＰＩＤ：Ｐａ
ｃｋｅｔ　ＩＤ )が挿入されて記録される。
【００２４】
したがって、前記のように記録されている高密度ＤＶＤのデータ記録構造は、概念的に、
ナビゲーションデータが記録された第１領域と、Ａ／Ｖデータ及びＡＴＶＥＦデータがパ
ック内で多重化されて記録された第２領域に区分することもできる。
【００２５】
　図３の高密度ＤＶＤ再生器 が図６のように記録された高密度ＤＶＤを再生する場
合には、 ３４が高密度ＤＶＤ３１から読み出されるＡ／Ｖデータの伝送パケッ
トのパケット識別子と、ＡＴＶＥＦデータの伝送パケットのパケット識別子を確認するた
めに、その値を定義している管理情報、例えば、ナビゲーションデータで記録されている
プログラムサービス情報（ＰＳＩ）をまず確認する。確認された情報からＡ／Ｖデータと
ＡＴＶＥＦデータを有する伝送パケットに対する識別子を把握して、高密度ＤＶＤ３１か
ら再生されるプレゼンテーションデータの各伝送パケットをＡ／ＶデータとＡＴＶＥＦデ
ータの伝送パケットに分離する。分離されたＡ／Ｖデータ伝送パケットはインタフェース
部３５のアイソクロナスチャネルを通してデジタルテレビ に伝送されて、ＡＴＶＥ
Ｆデータ伝送パケットは非同期チャネルを通して伝送される。
【００２６】
　一方、これを受信するデジタルテレビ のインタフェース部２８では、アイソクロ
ナスチャネルを通して受信されたＡ／Ｖデータ伝送パケットはＭＰＥＧデコーダ部２２に
印加されてデコーディングされることによって元来のオーディオとビデオ信号に変換され
る。一方、非同期チャネルを通して受信されたＡＴＶＥＦデータ伝送パケットはＰＬ分離
部２３に出力される。
【００２７】
ＭＰＥＧデコーダ部２２によりデコーディングされたビデオ映像と、ＰＬ分離部２３、Ｐ
Ｌ解釈部２５及びグラフィック生成部２６の信号処理動作により、受信されたＰＬデータ
に対応して生成したグラフィック画面が、ミキシング部２７によりミキシングされてデジ
タルテレビのモニター画面に出力される。この時、グラフィック画面がビデオ映像とミキ
シングされる時点はＡＴＶＥＦデータ伝送パケットとＡ／Ｖデータ伝送パケット間の表現
時刻情報（ＰＴＳ： Presentation
Time Stamp）に基づいて行われる。
【００２８】
前記のような過程を通して、デジタル放送プログラムのようなＡ／ＶデータをＡＴＶＥＦ
規格またはＤＡＳＥ規格を用いて記録媒体に記録された付加サービス情報のためのＰＬデ
ータと一緒にデジタルテレビに提供できる。
【００２９】
高密度ＤＶＤ再生器３００のＰＬ解釈部３４は、再生されるプレゼンテーションデータの
各伝送パケットに対して、パケット識別子を確認せずにすべてインタフェース部３５のア
イソクロナスチャネルを通してデジタルテレビ２００に伝送する事も出来る。この場合、
デジタルテレビ２００のインタフェース部２８は、アイソクロナスチャネルを通して受信
される伝送パケットのパケット識別子に基づいて、Ａ／Ｖデータ及びＡＴＶＥＦデータの
伝送パケットを分離する動作を追加的に実施する。さらに、インタフェース部２８を通し
て受信された伝送パケットをパケット識別子によって分離する別のデータ分離部（図示せ
ず）を備えていても良い。
【００３０】
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前記のように分離出力されたＡ／Ｖデータの伝送パケットは、ＭＰＥＧデコーダ部２２に
出力されて、ＡＴＶＥＦデータ伝送パケットは、ＰＬ分離部２３に出力されて、結局、Ｍ
ＰＥＧデコーダ部２２によりデコーディングされたＡ／Ｖ伝送パケットのビデオ映像と、
ＰＬ分離部２３、ＰＬ解釈部２５及びグラフィック生成部２６の信号処理動作によりＡＴ
ＶＥＦデータ伝送パケットにより生成したグラフィック映像が、ミキシング部２７により
同期的にミキシングされてデジタルテレビのモニター画面に出力される。
【００３１】
以下では、本発明によるＡ／Ｖコンテンツの付加サービス情報の再生方法を適用すること
ができる光記録媒体のデータ記録構造に対する他の実施形態に対して、添付された図面を
参照しながら説明する。
図７は、他の実施形態による高密度ＤＶＤのデータ記録構造を階層的に図示したものであ
る。図７の記録構造では、図６と同様に、ファイルシステム領域とビデオゾーン領域に区
分され、ビデオゾーン領域には、一つ以上のタイトル (Ｔｉｔｌｅ＃ (ｍ＋１ )、＃ (ｍ＋２
)．． )が記録され、各タイトルは、ナビゲーションデータとプレゼンテーションデータと
で構成されている。しかし、図６とは、ＡＴＶＥＦデータ伝送パケットとＡ／Ｖデータ伝
送パケットとが相互に区分されたパック (ＨＤ＿Ｐａｃｋ )に分けられて記録されている点
が異なっている。
【００３２】
したがって、前記のように記録されている高密度ＤＶＤのデータ記録構造を、概念的に、
ナビゲーションデータが記録された第１領域と、Ａ／Ｖデータ及びＡＴＶＥＦデータのパ
ックが相互に区分されたまま記録された第２領域とに区分できる。
【００３３】
図８は、さらに他の実施形態による高密度ＤＶＤのデータ記録構造を階層的に図示したも
のであり、ＡＴＶＥＦデータがナビゲーションデータのようにＡ／Ｖデータとは完全に分
離されて記録される。
【００３４】
この場合概念的に見れば、高密度ＤＶＤのデータ記録構造は、ナビゲーションデータとＡ
ＴＶＥＦデータが相互に区分されて記録された第１領域と、Ａ／Ｖデータが記録された第
２領域に区分できるようになる。
【００３５】
図９は、さらに他の実施形態による高密度ＤＶＤのデータ記録構造を階層的に図示したも
のであり、この場合は、ＡＴＶＥＦデータがナビゲーションデータ領域にも一部含まれて
記録されて、Ａ／Ｖデータ領域にも一部ＡＴＶＥＦデータが図７の実施形態のように相互
に区分されてパックに分けられて記録されている。
【００３６】
このときは、高密度ＤＶＤのデータ記録構造を、概念的にナビゲーションデータとＡＴＶ
ＥＦデータが相互に区分されて記録された第１領域と、Ａ／ＶデータとＡＴＶＥＦデータ
のパックが相互に区分されて記録された第２領域に区分できる。
【００３９】
以上、前述した本発明の望ましい実施形態は、例示の目的のために開示されたことで、当
業者であれば添付された特許請求範囲に開示された本発明の技術的思想とその技術的範囲
内で、多様な他の実施形態を改良、変更、代替または付加などが可能であることである。
【００４０】
【発明の効果】
詳述したように、本発明によるＡ／Ｖコンテンツの付加サービス情報の記録方法とこれを
外部機器に提供する方法及び装置は、記録媒体に記録されたＡ／Ｖデータも、ＡＴＶＥＦ
規格またはＤＡＳＥ規格によってデジタル放送信号に付加伝送されるサービス情報である
プレゼンテーション言語データと一緒にデジタルテレビに提供することができ、それによ
って、プレゼンテーション言語 (ＰＬ )データを利用するデジタルテレビを通して、記録媒
体から提供した多様な映像情報とその機能を利用することができるようになる。
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【図面の簡単な説明】
【図１】ＡＴＶＥＦ規格またはＤＡＳＥ規格によって付加伝送されるプレゼンテーション
言語データを利用するデジタルテレビに対する構成を図示したことであって、
【図２】ビデオ映像と、付加情報によるグラフィック映像が重畳表示されたデジタルテレ
ビの画面の例を図示したことであって、
【図３】本発明の実施形態による光ディスク装置及びデジタルテレビが相互連結されてい
る構成を図示したことであって、
【図４】本発明による高密度ＤＶＤ装置のまた他の構成を図示したことであって、
【図５】デジタルテレビが多数の光ディスク装置と連結されている例を図示したことであ
って、
【図６】本発明によって記録媒体を通してデジタル放送の付加サービス情報を提供するた
めの記録媒体の多様なデータ記録構造を階層的に図示したものである。
【図７】本発明によって記録媒体を通してデジタル放送の付加サービス情報を提供するた
めの記録媒体の多様なデータ記録構造を階層的に図示したものである。
【図８】本発明によって記録媒体を通してデジタル放送の付加サービス情報を提供するた
めの記録媒体の多様なデータ記録構造を階層的に図示したものである。
【図９】本発明によって記録媒体を通してデジタル放送の付加サービス情報を提供するた
めの記録媒体の多様なデータ記録構造を階層的に図示したものである。
【符号の説明】
１、２１：ＶＳＢチューナ及びチャネル選択部
２、２２：ＭＰＥＧデコーダ部
３、２３、３６：プレゼンテーション言語分離部
４、２４：格納部
５、２５、３４：プレゼンテーション言語解釈部
６、２６：グラフィック生成部
７、２７：ミキシング部
２８、３５：インタフェース部
３１：記録媒体
３２：光ピックアップ
３３：デジタル信号処理部。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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