
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の部分記録情報から構成される記録情報と、前記部分記録情報毎の再生を制御する
ための部分記録情報再生制御情報と、を生成して出力する信号処理手段と、
　前記記録情報と前記部分記録情報再生制御情報とを多重して多重記録情報を生成し出力
する多重手段と、
　前記多重記録情報を情報記録媒体に記録する記録手段と、
を備え、
　前記部分記録情報再生制御情報は、
　各前記部分記録情報が属するカテゴリを示すカテゴリ情報と、
　各前記部分記録情報の再生時間を示す再生時間情報と、
　各前記部分記録情報を夫々構成する複数のユニットにおける最初の当該ユニットの開始
アドレスと、
　各前記部分記録情報を夫々構成する複数のユニットにおける最後の当該ユニットの開始
アドレスと、を含み、
　前記カテゴリ情報には、対応する前記部分記録情報中の音声情報の種類を示す識別情報
が含まれていることを特徴とする情報記録装置。
【請求項２】
　前記カテゴリ情報には、
　対応する前記部分記録情報がブロック内に含まれているか否かを示すブロックモード情
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報と、
　前記ブロックの種類を示すブロックタイプ情報と、
　対応する前記部分記録情報がシームレスに再生されるべき前記部分記録情報であるか否
かを示すシームレスフラグと、
　を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の情報記録装置。
【請求項３】
　複数の前記部分記録情報によりプログラムが構成され、当該プログラムに含まれる複数
の前記部分記録情報に対応する前記部分記録情報再生制御情報が纏めて記録されることを
特徴とする請求項１又は２に記載の情報記録装置。
【請求項４】
　
　

　

【請求項５】
　前記記録情報 がカラオケの曲 である場合に、
　 少なくともイントロ、コーラス男性、コーラス女性又はエンディング

されることを特徴とする請求項 に記載の情報記録装置。
【請求項６】
　前記情報記録媒体はスタンパディスクであり、
　前記スタンパディスクを用いてレプリカディスクを製造するレプリケーション手段とを
更に備えることを特徴とする請求項１乃至 のいずれか１に記載の情報記録装置。
【請求項７】
　
　

【請求項８】
　複数の部分記録情報から構成される記録情報と、前記部分記録情報毎の再生を制御する
ための部分記録情報再生制御情報と、を生成して出力する信号処理工程と、
　前記記録情報と前記部分記録情報再生制御情報とを多重して多重記録情報を生成し出力
する多重工程と、
　前記多重記録情報を情報記録媒体に記録する記録工程と、
を含み、
　前記部分記録情報再生制御情報は、
　各前記部分記録情報が属するカテゴリを示すカテゴリ情報と、
　各前記部分記録情報の再生時間を示す再生時間情報と、
　各前記部分記録情報を夫々構成する複数のユニットにおける最初の当該ユニットの開始
アドレスと、
　各前記部分記録情報を夫々構成する複数のユニットにおける最後の当該ユニットの開始
アドレスと、を含み、
　前記カテゴリ情報には、対応する前記部分記録情報中の音声情報の種類を示す識別情報
が含まれていることを特徴とする情報記録方法。
【請求項９】
　前記カテゴリ情報には、
　対応する前記部分記録情報がブロック内に含まれているか否かを示すブロックモード情
報と、
　前記ブロックの種類を示すブロックタイプ情報と、
　対応する前記部分記録情報がシームレスに再生されるべき前記部分記録情報であるか否
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前記記録情報に含まれる音声情報が楽曲に対応したものである場合に、
当該音声情報は、前記種類毎に分割されると共に、当該分割された各音声情報毎に前記

部分記録情報が構成され、
前記カテゴリ情報には、当該分割された音声情報の種別を示す識別情報が含まれている

ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１に記載の情報記録装置。

に含まれる音声情報 に対応したもの
当該音声情報は、

の種別毎に分割 ４

５

前記カテゴリ情報は、
前記記録情報が記録される第１領域よりも、情報再生装置において前記記録情報の読み

出しに先立って読み出しが行われる第２領域に記録されることを特徴とする請求項１乃至
請求項５のいずれか１に記載の情報記録装置。



かを示すシームレスフラグと、
　を更に含むことを特徴とする請求項 に記載の情報記録方法。
【請求項１０】
　複数の前記部分記録情報によりプログラムが構成され、当該プログラムに含まれる複数
の前記部分記録情報に対応する前記部分記録情報再生制御情報が纏めて記録されることを
特徴とする請求項 又は に記載の情報記録方法。
【請求項１１】
　
　

　

【請求項１２】
　前記記録情報 がカラオケの曲 である場合に、
　 少なくともイントロ、コーラス男性、コーラス女性又はエンディング

されることを特徴とする請求項 に記載の情報記録方法。
【請求項１３】
　前記情報記録媒体はスタンパディスクであり、
　前記スタンパディスクを用いてレプリカディスクを製造するレプリケーション手段とを
更に備えることを特徴とする請求項 乃至 のいずれか１に記載の情報記録方法。
【請求項１４】
　
　

【請求項１５】
　複数の部分記録情報から構成される記録情報と、前記部分記録情報毎の再生を制御する
ための部分記録情報再生制御情報とが記録された情報記録媒体であって、
　前記部分記録情報再生制御情報は、各前記部分記録情報が属するカテゴリを示すカテゴ
リ情報と、各前記部分記録情報の再生時間を示す再生時間情報と、各前記部分記録情報を
夫々構成する複数のユニットにおける最初の当該ユニットの開始アドレスと、各前記部分
記録情報を夫々構成する複数のユニットにおける最後の当該ユニットの開始アドレスと、
を含み、
　前記カテゴリ情報には、対応する前記部分記録情報中の音声情報の種類を示す識別情報
が含まれている情報記録媒体から情報を再生する情報再生装置において、
　読取手段と、
　前記部分記録情報再生制御情報を抽出する抽出手段と、
　前記部分記録情報再生制御情報に基づいて前記記録情報の再生を制御する制御手段と、
　を備えたことを特徴とする情報再生装置。
【請求項１６】
　再生すべき音声情報の種類を指定する指定手段をさらに備え、
　前記制御手段は、前記指定された音声情報の種類の前記部分記録情報を前記部分記録情
報再生制御情報に基づいて再生することを特徴とする請求項 に記載の情報再生装置。
【請求項１７】
　前記カテゴリ情報には、
　対応する前記部分記録情報がブロック内に含まれているか否かを示すブロックモード情
報と、
　前記ブロックの種類を示すブロックタイプ情報と、
　対応する前記部分記録情報がシームレスに再生されるべき前記部分記録情報であるか否
かを示すシームレスフラグと、
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８

８ ９

前記記録情報に含まれる音声情報が楽曲に対応したものである場合に、
当該音声情報は、前記種類毎に分割されると共に、当該分割された各音声情報毎に前記

部分記録情報が構成され、
前記カテゴリ情報には、当該分割された音声情報の種別を示す識別情報が含まれている

ことを特徴とする請求項８乃至１０のいずれか１に記載の情報記録方法。

に含まれる音声情報 に対応したもの
当該音声情報は、

の種類毎に分割 １１

８ １２

前記カテゴリ情報は、
前記記録情報が記録される第１領域よりも、情報再生装置において前記記録情報の読み

出しに先立って読み出しが行われる第２領域に記録されることを特徴とする請求項８乃至
請求項１３のいずれか１に記載の情報記録方法。

１５



　が更に含まれていることを特徴とする請求項 又は に記載の情報再生装置。
【請求項１８】
　複数の前記部分記録情報によりプログラムが構成され、当該プログラムに含まれる複数
の前記部分記録情報に対応する前記部分記録情報再生制御情報が纏めて前記情報記録媒体
に記録されていることを特徴とする請求項 乃至 のいずれか１に記載の情報再生装
置。
【請求項１９】
　
　

　

【請求項２０】
　前記記録情報 がカラオケの曲 である場合に、
　 少なくともイントロ、コーラス男性、コーラス女性又はエンディング

されることを特徴とする請求項 に記載の情報再生装置。
【請求項２１】
　
　

【請求項２２】
　

　

【請求項２３】
　複数の部分記録情報から構成される記録情報と、前記部分記録情報毎の再生を制御する
ための部分記録情報再生制御情報とが記録された情報記録媒体であって、
　前記部分記録情報再生制御情報は、各前記部分記録情報が属するカテゴリを示すカテゴ
リ情報と、各前記部分記録情報の再生時間を示す再生時間情報と、各前記部分記録情報を
夫々構成する複数のユニットにおける最初の当該ユニットの開始アドレスと、各前記部分
記録情報を夫々構成する複数のユニットにおける最後の当該ユニットの開始アドレスと、
を含み、
　前記カテゴリ情報には、対応する前記部分記録情報中の音声情報の種類を示す識別情報
が含まれている情報記録媒体から情報を再生する情報再生方法において、
　読取工程と、
　前記部分記録情報再生制御情報を抽出する抽出工程と、
　前記部分記録情報再生制御情報に基づいて前記記録情報の再生を制御する制御工程と、
　を含むことを特徴とする情報再生方法。
【請求項２４】
　再生すべき音声情報の種類を指定する指定工程を更に含み、
　前記制御工程においては、前記指定された音声情報の種類の前記部分記録情報を前記部
分記録情報再生制御情報に基づいて再生することを特徴とする請求項 に記載の情報再
生方法。
【請求項２５】
　前記カテゴリ情報には、
　対応する前記部分記録情報がブロック内に含まれているか否かを示すブロックモード情
報と、
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１５ １６

１５ １７

前記記録情報に含まれる音声情報が楽曲に対応したものである場合に、
当該音声情報は、前記種類毎に分割されると共に、当該分割された各音声情報毎に前記

部分記録情報が構成され、
前記カテゴリ情報には、当該分割された音声情報の種別を示す識別情報が含まれている

ことを特徴とする請求項１５乃至１８のいずれか１に記載の情報再生装置。

に含まれる音声情報 に対応したもの
当該音声情報は、

の種別毎に分割 １９

前記カテゴリ情報は、
前記記録情報が記録される第１領域よりも、前記情報再生装置において前記記録情報の

読み出しに先立って読み出しが行われる第２領域に記録されることを特徴とする請求項１
５乃至請求項２０のいずれか１に記載の情報再生装置。

前記読取手段は、前記部分記録情報の読み出しに先立って、前記部分記録情報再生制御
情報を読み出し、

前記制御手段は、前記読み出された部分記録情報再生制御情報内の前記識別情報に基づ
いて再生対象となる前記部分記録情報を決定することを特徴とする請求項１５乃至２１の
いずれか１に記載の情報再生装置。

２３



　前記ブロックの種類を示すブロックタイプ情報と、
　対応する前記部分記録情報がシームレスに再生されるべき前記部分記録情報であるか否
かを示すシームレスフラグと、
　が更に含まれていることを特徴とする請求項 又は に記載の情報再生方法。
【請求項２６】
　複数の前記部分記録情報によりプログラムが構成され、当該プログラムに含まれる複数
の前記部分記録情報に対応する前記部分記録情報再生制御情報が纏めて前記情報記録媒体
に記録されていることを特徴とする 乃至 のいずれか１に記載の情報再生方
法。
【請求項２７】
　
　

　

【請求項２８】
　前記記録情報 がカラオケの曲 である場合に、
　 少なくともイントロ、コーラス男性、コーラス女性又はエンディング

されることを特徴とする請求項 に記載の情報再生方法。
【請求項２９】
　
　

【請求項３０】
　

　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＤＶＤに代表される映像、音声等の情報を高密度に記録可能な高密度光ディス
ク等の情報記録媒体、並びに当該情報記録媒体に情報を記録するための記録装置、及び当
該情報記録媒体から情報を再生するための再生装置の技術分野に属する。
【０００２】
【従来の技術】
従来は、映像、音声等の情報が記録された光ディスクとしては、いわゆるＬＤ（ Laser Di
sk）、ＣＤ（ Compact Disk）等が広く一般化している。
【０００３】
これらのＬＤ等においては、映像情報や音声情報が、各ＬＤ等が有する再生開始位置を基
準とした夫々の情報を再生すべき時刻を示す時間情報と共に記録されている。このため、
記録されている情報を記録されている順序で再生する一般的な通常再生の他、例えば、Ｃ
Ｄにおいては、記録されている複数の曲のうち、聞きたい曲のみを抽出して聞いたり、再
生順序をランダムに変えて聞く等の再生が可能である。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記ＬＤ等においては、表示される映像や再生される音声について視聴者
が選択枝をもち、当該視聴者がそれらを選択して視聴する等の変化に富んだ再生はできな
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２３ ２４

請求項２３ ２５

前記記録情報に含まれる音声情報が楽曲に対応したものである場合に、
当該音声情報は、前記種類毎に分割されると共に、当該分割された各音声情報毎に前記

部分記録情報が構成され、
前記カテゴリ情報には、当該分割された音声情報の種別を示す識別情報が含まれている

ことを特徴とする請求項２３乃至２６のいずれか１に記載の情報再生方法。

に含まれる音声情報 に対応したもの
当該音声情報は、

の種別毎に分割 ２７

前記カテゴリ情報は、
前記記録情報が記録される第１領域よりも、前記情報再生装置において前記記録情報の

読み出しに先立って読み出しが行われる第２領域に記録されることを特徴とする請求項２
３乃至請求項２８のいずれか１に記載の情報再生方法。

前記読取工程においては、前記部分記録情報の読み出しに先立って、前記部分記録情報
再生制御情報を読み出し、

前記制御工程においては、前記読み出された部分記録情報再生制御情報内の前記識別情
報に基づいて再生対象となる前記部分記録情報を決定することを特徴とする請求項２３乃
至２９のいずれか１に記載の情報再生方法。



いという問題点があった。
【０００５】
すなわち、例えば、ＬＤに記録されているカラオケ伴奏音を再生しつつカラオケ等を楽し
む場合に、当該カラオケ伴奏音がデュエット曲であり、男性の歌唱する部分と女性が歌唱
する部分が有るとき、当該女性が歌唱する部分のみ分離して再生し、カラオケを楽しむ男
性がデュエットを楽しむというようなことができないのである。
【０００６】
一方、現在、上記従来のＣＤに対して、光ディスク自体の大きさを変えずに記憶容量を約
１０倍に向上させた光ディスクであるＤＶＤについての提案や開発が盛んであるが、この
ＤＶＤに対して上記のように女性が歌唱する部分のみ分離することができるような記録情
報の記録については、未だ提案も開発もされておらず、更には記録情報の一部のみを再生
するという課題自体が当業者の間で認識されていないのが現状である。
【０００７】
そこで、本発明の課題は、一連の記録情報の一部のみをその再生時間軸上で独立して再生
することにより変化に富んだ再生が可能となるように記録情報を記録することができる記
録装置及び当該記録装置により情報が記録された情報記録媒体を提供すると共に、記録情
報の一部のみを当該再生時間軸上で独立して再生することができる再生装置を提供するこ
とにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記の課題を解決するために、請求項 1に記載の発明は、

【０００９】
　上記の課題を解決するために、請求項 に記載の発明は、複数の部分記録情報から構成
される記録情報と、前記部分記録情報毎の再生を制御するための部分記録情報再生制御情
報と、を生成して出力する信号処理工程と、前記記録情報と前記部分記録情報再生制御情
報とを多重して多重記録情報を生成し出力する多重工程と、前記多重記録情報を情報記録
媒体に記録する記録工程と、を含み、前記部分記録情報再生制御情報は、各前記部分記録
情報が属するカテゴリを示すカテゴリ情報と、各前記部分記録情報の再生時間を示す再生
時間情報と、各前記部分記録情報を夫々構成する複数のユニットにおける最初の当該ユニ
ットの開始アドレスと、各前記部分記録情報を夫々構成する複数のユニットにおける最後
の当該ユニットの開始アドレスと、を含み、前記カテゴリ情報には、対応する前記部分記
録情報中の音声情報の種類を示す識別情報が含まれている。
【００１０】
　上記の課題を解決するために、請求項 に記載の発明は、複数の部分記録情報から構
成される記録情報と、前記部分記録情報毎の再生を制御するための部分記録情報再生制御
情報とが記録された情報記録媒体であって、前記部分記録情報再生制御情報は、各前記部
分記録情報が属するカテゴリを示すカテゴリ情報と、各前記部分記録情報の再生時間を示
す再生時間情報と、各前記部分記録情報を夫々構成する複数のユニットにおける最初の当
該ユニットの開始アドレスと、各前記部分記録情報を夫々構成する複数のユニットにおけ
る最後の当該ユニットの開始アドレスと、を含み、前記カテゴリ情報には、対応する前記
部分記録情報中の音声情報の種類を示す識別情報が含まれている情報記録媒体から情報を
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複数の部分記録情報から構成
される記録情報と、前記部分記録情報毎の再生を制御するための部分記録情報再生制御情
報と、を生成して出力する信号処理手段と、前記記録情報と前記部分記録情報再生制御情
報とを多重して多重記録情報を生成し出力する多重手段と、前記多重記録情報を情報記録
媒体に記録する記録手段と、備え、前記部分記録情報再生制御情報は、各前記部分記録情
報が属するカテゴリを示すカテゴリ情報と、各前記部分記録情報の再生時間を示す再生時
間情報と、各前記部分記録情報を夫々構成する複数のユニットにおける最初の当該ユニッ
トの開始アドレスと、各前記部分記録情報を夫々構成する複数のユニットにおける最後の
当該ユニットの開始アドレスと、を含み、前記カテゴリ情報には、対応する前記部分記録
情報中の音声情報の種類を示す識別情報が含まれている。

８

１５



再生する情報再生装置において、読取手段と、前記部分記録情報再生制御情報を抽出する
抽出手段と、前記部分記録情報再生制御情報に基づいて前記記録情報の再生を制御する制
御手段と、を備える。
【００１１】
　上記の課題を解決するために、請求項 に記載の発明は、複数の部分記録情報から構
成される記録情報と、前記部分記録情報毎の再生を制御するための部分記録情報再生制御
情報とが記録された情報記録媒体であって、前記部分記録情報再生制御情報は、各前記部
分記録情報が属するカテゴリを示すカテゴリ情報と、各前記部分記録情報の再生時間を示
す再生時間情報と、各前記部分記録情報を夫々構成する複数のユニットにおける最初の当
該ユニットの開始アドレスと、各前記部分記録情報を夫々構成する複数のユニットにおけ
る最後の当該ユニットの開始アドレスと、を含み、前記カテゴリ情報には、対応する前記
部分記録情報中の音声情報の種類を示す識別情報が含まれている情報記録媒体から情報を
再生する情報再生方法において、読取工程と、前記部分記録情報再生制御情報を抽出する
抽出工程と、前記部分記録情報再生制御情報に基づいて前記記録情報の再生を制御する制
御工程と、を含むように構成される。
【００４０】
【発明の実施の形態】
次に、本発明に好適な実施の形態について説明する。なお、以下に説明する実施の形態は
、上記ＤＶＤに対して本発明を適用した実施の形態について説明するものである。
【００４２】

Ｉ）
始めに、 発明に対応する情報記録媒体の実施の一形態であるＤＶＤの物理的及び論理

的な構成並びにその動作について、図１乃至図８用いて説明する。なお、以下の実施の形
態は、ＤＶＤに対してカラオケ用の映像情報及び音声情報（音楽情報を含む。以下同じ。
）を記録する場合について説明する。この場合、映像情報は、カラオケのバックに表示さ
れる映像情報を示すこととなる。また、本実施の形態のＤＶＤに記録されるカラオケは、
バックの伴奏だけでなく、当該伴奏に合わせた歌唱も記録されるものとする。
【００４３】
始めに、映像情報及び音声情報のＤＶＤ上における記録フォーマット（物理的記録フォー
マット）について、図１を用いて説明する。
図１に示すように、実施形態のＤＶＤ１は、その最内周部にリードインエリアＬＩを有す
ると共にその最外周部にリードアウトエリアＬＯを有しており、その間に、映像情報及び
音声情報が混在しつつ、夫々にＩＤ（識別）番号を有する複数のＶＴＳ３（ＶＴＳ＃１乃
至ＶＴＳ＃ｎ）に分割されて記録されている。ここで、ＶＴＳ（ Video Title Set ）とは
、関連する（音声情報又は副映像情報の数、又は仕様若しくは対応言語等の属性が同じ）
タイトル（カラオケの場合、一の曲に対応する製作者が視聴者に提示しようとする一つの
作品）を一まとめにしたセット（まとまり）であり、より具体的には、カラオケの場合、
例えば、歌謡曲に分類される曲が夫々一のタイトルとして「歌謡曲」という一つのＶＴＳ
を構成して記録される。そして、異なる種類のカラオケ（例えば、歌謡曲、演歌、軍歌等
）が夫々にＶＴＳを構成して記録される。
【００４４】
更に、ＶＴＳ３が記録されている領域の先頭には、ビデオマネージャ２が記録される。こ
のビデオマネージャ２として記録される情報は、例えば、各タイトルへのアクセスのため
のメニューや、違法コピー防止のための情報、又は夫々のタイトルに連設アクセスするた
めのアクセステーブル等、当該ＤＶＤ１に記録される映像情報及び音声情報の全体に係わ
る情報が記録される。
【００４５】
次に、一のＶＴＳ３は、コントロールデータ１１を先頭として、夫々にＩＤ番号を有する
複数のＶＯＢ１０に分割されて記録されている。ここで、複数のＶＯＢ１０により構成さ
れている部分をＶＯＢセット（ＶＯＢＳ）という。このＶＯＢセットは、ＶＴＳ３を構成
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する他のデータであるコントロールデータ１１と、映像情報及び音声情報の実体である複
数のＶＯＢ１０の部分とを区別するために当該実体部分についてＶＯＢセットとしたもの
である。
【００４６】
ＶＴＳ３の先頭に記録されるコントロールデータ１１には、複数のセル（セルについては
後述する。）を組合わせた論理的区分であるプログラムを含むプログラムチェインに関す
る種々の制御情報を含む後述のＰＧＣＩ（ Program Chain Information ）等の情報が記録
される。また、各ＶＯＢ１０には、制御情報の他に映像情報及び音声情報の実体部分（制
御情報以外の映像又は音声そのもの）が記録されている。
【００４７】
更に、一のＶＯＢ１０は、夫々にＩＤ番号を有する複数のセル２０により構成されている
。ここで、一のＶＯＢ１０は、複数のセル２０により完結するように構成されており、一
のセル２０が二のＶＯＢ１０に跨がることはない。
【００４８】
次に、一のセル２０は、夫々にＩＤ番号を有する複数のＶＯＢユニット（ＶＯＢＵ）３０
により構成されている。ここで、ＶＯＢユニット３０とは、映像情報、音声情報及び副映
像情報（カラオケにおける歌詞を表示する文字等の副映像の情報をいう。）の夫々を含む
情報単位である。
【００４９】
そして、一のＶＯＢユニット３０は、ナビパック４１と、映像情報としてのビデオデータ
４２と、音声情報としてのオーディオデータ４３と、副映像情報としてのサブピクチャデ
ータ４４とにより構成されている。ここで、ビデオデータ４２としては映像データのみが
記録され、オーディオデータ４３としては音声データのみが記録される。また、サブピク
チャデータ４４としては副映像（カラオケの歌詞）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。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、夫々が一まとめに記録されているのではなく、図１に示すように、
夫々が複数に分割されてＶＯＢユニット内に記録される。
【００５０】
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おり、更に、上記８種類の音声は、夫々の種類毎に独立した
連続するストリームを構成して記録される。
【００５１】
ここで、例えば、ＤＶＤ１に対してカラオケ用の音声情報を記録する場合を説明すると、
上記一のストリームに対応する音声情報は複数のチャネルを含んで記録され、例えば、第
１チャネルには左用スピーカから出力されるべき伴奏により構成される音楽情報が記録さ
れ、第２チャネルには右用スピーカから出力されるべき伴奏により構成される音楽情報が
記録され、第３チャネルにはガイドメロディ（カラオケを楽しむ使用者が歌うべきメロデ
ィにより構成される伴奏音）が記録され、第４チャネルにはボーカル（当該カラオケに対
応した歌詞）そのものが記録される。このとき、例えば、記録されるべきカラオケが男性
と女性のデュエット曲であるときは、当該男性の歌唱と女性の歌唱の双方が同じ第４チャ
ネルとして記録される。
【００５２】
また、一のＶＯＢユニット３０に対応する再生時間（一のナビパック４１と当該ナビパッ
ク４１に隣接するナビパック４１との間に記録されているデータに対応する再生時間）は
、０．４秒以上の長さを有するように記録される。
【００５３】
更に、一にＶＯＢユニット３０において、ナビパック４１は必ずその先頭に存在するが、
ビデオデータ４２、オーディオデータ４３及びサブピクチャデータ４４の夫々は必ずしも
ＶＯＢユニット３０中に存在する必要はなく、また、存在する場合でもその数や順序は任
意である。
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【００５４】
ここで、図１に示すビデオデータ４２、オーディオデータ４３及びサブピクチャデータ４
４の夫々の区分を一般にパックＰという。すなわち、一の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
Ｐに分割されて記録されていることとなり、ビデオデータ４２が記録されているパックＰ
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Ｐ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Ｐをサブピクチャパックという。そして
、これらのパックＰは、ＤＶＤ１上に記録情報を記録する際に用いられる後述のＭＰＥＧ
２方式に基づいて設定される。更に、各パックＰの先頭に記録されるパックヘッダには、
夫々のパックＰに含まれているデータを後述の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Ｓ
ＣＲ（ System Clock Reference）と呼ばれる読み出し開始時刻情報が記録される。また、
上記各パックＰについては、通常当該パックＰ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及びサブピクチャデータ４４が記録される
が、本実施の形態におけるＤＶＤ１では、一般に一のパックＰが一のパケットから構成さ
れている。
【００５５】
最後に、ナビパック４１は、表示させたい映像又は出力させたい音声を検索するための検
索情報（具体的には、当該表示させたい映像又は出力させたい音声が記録されているＤＶ
Ｄ１上のアドレス等）であるＤＳＩ（ Data Search Information ）データ５１と、ＤＳＩ
データ５１に基づいて検索してきた映像又は音声を表示する際の表示制御に関する情報で
あるＰＣＩ（ Presentation Control Information）データ５０とにより構成される。この
とき、ＤＳＩデータ５１及びＰＣＩデータ５０は、パケットＰＴとして夫々ＤＳＩパケッ
ト及びＰＣＩパケットを構成して記録されている。
【００５６】
更に、一のＶＯＢユニット３０に含まれる全てのビデオデータ４２は、一又は複数のＧＯ
Ｐ（ Group Of Picture）により構成されている。
なお、ＰＣＩデータ５０には、視聴者によって選択される選択項目に対して、その項目が
選択されたときの表示や動作を定義したハイライト情報が含まれている。このハイライト
情報によって、例えば、視聴者が選択すべき項目を表示した画像（いわゆるメニュー画面
）における、選択された項目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
示位置及び選択した項目に対応するコマンド（選択された項目に対応して実行される動作
を示す命令）の設定が行われる。
【００５７】
ここで、メニュー画面を構成して表示するために必要な、枠、選択ボタン等を構成して表
示するための映像情報は、上記の副映像情報であるサブピクチャデータ４４として記録さ
れる。
【００５８】
また、上記ＧＯＰは、本実施の形態におけるＤＶＤ１に映像情報を記録する際に採用され
ている画像圧縮方式であるＭＰＥＧ２（ Moving Picture Experts Group　２）方式の規格
において定められている単独で再生可能な最小の画像単位である。
【００５９】
ここで、ＭＰＥＧ２方式についてその概要を説明すると、一般に、連続したフレーム画像
において、一枚のフレーム画像の前後にあるフレーム画像は、互いに類似し相互関係を有
している場合が多い。ＭＰＥＧ２方式はこの点に着目し、数フレームを隔てて転送される
複数のフレーム画像に基づき、当該複数のフレーム画像の間に存在する別のフレーム画像
を、原画像の動きベクトル等に基づく補間演算にて生成する方式である。この場合、当該
別のフレーム画像を記録する場合には、複数のフレーム画像との間における差分及び動き
ベクトルに関する情報を記録するだけで、再生時には、それらを参照して上記複数のフレ
ーム画像から予測して当該別のフレーム画像を再生することが可能となる。これにより、
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映像の圧縮記録が可能となるのである。
【００６０】
更に、上記ＧＯＰについて図２を用いてその概要を説明する。なお図２は、一のＧＯＰを
構成する複数のフレーム画像の例を示している。図２では、一のＧＯＰ５２が１２枚のフ
レーム画像から構成されている場合（ＭＰＥＧ２方式では、一のＧＯＰ５２に含まれるフ
レーム画像数は一定ではない。）を示しているが、この内、符号「Ｉ」で示されるフレー
ム画像は、Ｉピクチャ（ Intra-coded picture ：イントラ符号化画像）と呼ばれ、自らの
画像のみで完全なフレーム画像を再生することができるフレーム画像をいう。また、符号
「Ｐ」で示されるフレーム画像は、Ｐピクチャ（ Predictive-coded picture：前方予測符
号化画像）と呼ばれ、既に復号化されたＩピクチャ又は他のＰピクチャに基づいて補償再
生された予測画像との差を復号化する等して生成する予測画像である。また、符号「Ｂ」
で示されるフレーム画像は、Ｂピクチャ（ Bidirectionally predictive-coded picture：
両方向予測符号化画像）といい、既に復号化されたＩピクチャ又はＰピクチャのみでなく
、光ディスク等に記録されている時間的に未来のＩピクチャ又はＰピクチャをも予測に用
いて再生される予測画像をいう。図２においては、各ピクチャ間の予測関係（補間関係）
を矢印で示している。また、実際に画像として表示する際には、図２に示すピクチャから
夫々に一のフレーム画像が形成される。
【００６１】
なお、本実施形態におけるＤＶＤ１で用いられているＭＰＥＧ２方式においては、夫々の
ＧＯＰ５２に含まれるデータ量が一定でない可変レート方式を採用している。すなわち、
一のＧＯＰ５２に含まれる各ピクチャが、動きの速い動画に対応しており、各ピクチャ間
の相関関係が小さい場合には、各ピクチャを構成するためのデータ量が多くなり、従って
、一のＧＯＰ５２に含まれるデータ量も多くなる。一方、一のＧＯＰ５２に含まれる各ピ
クチャが、あまり動きのない動画に対応しており、各ピクチャ間の相関関係が大きい場合
には、各ピクチャを構成するためのデータ量も少なくなり、一のＧＯＰ５２に含まれるデ
ータ量も少なくなることとなる。
【００６２】
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ことができる。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可能となるのであ
る。
【００６３】
次に、図１に示す物理的な区分により記録された情報を組合わせた論理的フォーマット（
論理構造）について、図３を用いて説明する。なお、図３に示す論理構造は、その構造で
実際にＤＶＤ１上に情報が記録されているのではなく、図３に示す論理構造で図１に示す
各データ（特にセル２０）を組合わせて再生するための情報（アクセス情報又は時間情報
等）がＤＶＤ１上の、特にコントロールデータ１１の中に記録されているものである。
【００６４】
説明の明確化のために、図３の下位の階層から説明していくと、上記図１において説明し
た物理構造のうち、複数のセル２０を選択して組合わせることにより、一のプログラム６
０がカラオケとして視聴者に提示すべく製作者の意図に基づいて論理上構成される。この
プログラム６０は、後述の再生装置におけるシステムコントローラが、区分を識別してコ
マンドによってアクセスできる最小の論理的単位でもある。
【００６５】
なお、一又は複数のプログラム６０を纏めたものを、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るが、この単位をＰＴＴ（ Part O
f Title ）という。
【００６６】
また、一のプログラム６０が複数のセル２０を選択して論理的に構成されることから、複
数のプログラム６０で一のセル２０を用いる、すなわち、一のセル２０を異なった複数の
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プログラム６０において再生させる、いわゆるセル２０の使い回しを行うことも可能とな
っている。
【００６７】
ここで、一のセル２０の番号については、当該セル２０を図１に示す物理フォーマットに
おいて取り扱う際にはセルＩＤ番号として扱われ（図１中、セルＩＤ＃と示す。）、図３
に示す論理フォーマットにおいて取り扱う際には後述のＰＧＣＩ中の記述順にセル番号と
して扱われる。
次に、複数のプログラム６０を組合わせて一のＰＧＣ（ Program Chain ）６１が製作者の
意図に基づいて論理上構成される。このＰＧＣ６１の単位で、前述したＰＧＣＩ６４が定
義され、当該ＰＧＣＩ６４には、夫々のプログラム６０を再生する際の各プログラム６０
毎のセル２０の再生順序（この再生順序により、プログラム６０毎に固有のプログラム番
号が割当てられる。）、夫々のセル２０のＤＶＤ１上の記録位置であるアドレス、一のプ
ログラム６０における再生すべき先頭セル２０の番号、各プログラム６０の再生方式［本
実施形態のＤＶＤ１に情報を記録する際には、再生時において、ランダム再生（乱数によ
るランダム再生であり、同じプログラム６０が複数回再生されることがある。）、シャッ
フル再生（ランダム再生と同様の乱数によるランダム再生であるが、同じプログラム６０
は一度しか再生されず、同じプログラム６０が複数回再生されることはない。）又はルー
プ再生（一つのＰＧＣ６１を何度も再生すること。）のうちいずれか一つの再生方法、又
はループ再生とランダム再生又はシャッフル再生の組合わせによる再生方法を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。］、本発明の特徴であるセル
２０毎のセル識別情報及び各種コマンド（ＰＧＣ６１又はセル２０毎に製作者が指定可能
な再生順序等のコマンド）が含まれている。なお、ＰＧＣＩ６４のＤＶＤ１上の記録位置
は、上述の通り、コントロールデータ１１内であるが、当該ＰＧＣＩ６４がビデオマネー
ジャ２内のメニューに関するＰＧＣＩ６４である場合には、当該ＰＧＣＩ６４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。
【００６８】
また、一のＰＧＣ６１には、上記ＰＧＣＩ６４の他に、実体的な映像及び音声等のデータ
がプログラム６０の組合わせとして（換言すれば、セル２０の組合わせとして）含まれる
こととなる。
【００６９】
更に、一のＰＧＣ６１においては、上記のプログラム６０における説明において示したセ
ル２０の使い回し（すなわち、異なるＰＧＣ６１により、同一のセル２０を用いること。
）も可能である。また、使用するセル２０については、ＤＶＤ１に記録されている順番に
セル２０を再生する方法（連続配置セルの再生）の他に、ＤＶＤ１に記録されている順序
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。
【００７０】
次に、一又は複数のＰＧＣ６１により、一のカラオケの曲としてのタイトル６２が論理上
構成される。このタイトル６２は、上述のように、カラオケ一曲に相当する単位であり、
製作者がＤＶＤ１の視聴者に対して提供したい完結した情報である。
【００７１】
そして、一又は複数のタイトル６２により、一のＶＴＳ６３が論理上構成される。このＶ
ＴＳ６３に含まれるタイトル６２は、上述のように夫々に共通の属性を有するものである
。また、図３に示す一のＶＴＳ６３に相当する情報は、図１に示す一のＶＴＳ３に含まれ
ている情報に対応している。すなわち、ＤＶＤ１には、図３に示す論理上のＶＴＳ６３内
に含まれる全ての情報が一のＶＴＳ３として記録されていることとなる。
【００７２】
以上説明した論理フォーマットに基づいて、物理構造において区分された情報を製作者が
指定することにより、視聴者が見るべき映像情報（バックの画面等）及び音声情報等が形
成されるのである。
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【００７３】
ここで、本実施形態において説明するカラオケ用の音声情報（オーディオデータ４３）の
論理フォーマットについて、より具体的に図４を用いて説明する。なお、図４に示す論理
フォーマットは、上述の一の音声ストリームを構成する四つのチャネルのうち、男性及び
女性の双方を含むボーカルそのものを記録した第４チャネルの論理フォーマットの例を示
している。
【００７４】
図４上段に示すように、ＤＶＤ１にカラオケ用の音声情報を記録する場合には、一のＶＴ
Ｓ６３が、夫々カラオケの一曲に対応するタイトル６２Ａ、６２Ｂ、…６２Ｎにより構成
される。そして、各タイトル６２Ａ、６２Ｂ、…６２Ｎは、夫々カラオケのコーラス（一
の曲における一番、二番……に対応）に相当するＰＴＴ６０により構成されることとなる
。図４に示す例では、タイトル６２Ａは、ＰＴＴ６０Ａ（コーラス１）、ＰＴＴ６０Ｂ（
コーラス２）及びＰＴＴ６０Ｃ（コーラス３）により構成され、タイトル６２Ｎは、ＰＴ
Ｔ６０Ｎ 1 （コーラス１）、ＰＴＴ６０Ｎ 2 （コーラス２）及びＰＴＴ６０Ｎ 3 （コーラ
ス３）により構成されていることとなる。
【００７５】
次に、各ＰＴＴ６０を構成するセル２０について、一の曲に相当するタイトル６２Ａ内の
ＰＴＴ６０Ａ（コーラス１）を例とし、図４に示すカラオケが男性と女性のデュエット曲
である場合について説明すると、各ＰＴＴ６０は、夫々複数のセル２０により構成される
のであるが（図３参照）、当該夫々のセル２０は、夫々に含まれている音声情報の内容に
よって境界が設定されており、夫々に含まれている音声情報の内容が相互に異なっている
。
【００７６】
すなわち、図４下段に示すように、ＰＴＴ６０Ａ（コーラス１）は、十のセル２０Ａ乃至
セル２０Ｊにより構成されているが、夫々のセル２０に含まれている音声情報の内容は、
セル２０Ａはクレジット（曲の内容に無関係に曲の冒頭に流すべき音楽をいう。）に相当
する音楽情報により構成され、セル２０Ｂはイントロ部分の音楽情報により構成され、セ
ル２０Ｃは男性のみの歌唱（コーラス）に相当する音声情報により構成され、セル２０Ｄ
は女性のみの歌唱に相当する音声情報により構成され、セル２０Ｅは男性が歌うべきサビ
に相当する音声情報により構成され、セル２０Ｆは女性が歌うべきサビに相当する音声情
報により構成され、セル２０Ｇは男性のみの歌唱に相当する音声情報により構成され、セ
ル２０Ｈは女性のみの歌唱に相当する音声情報により構成され、セル２０Ｉは男性と女性
が同時に歌うべき歌唱に相当する音声情報により構成され、セル２０Ｊは女性のみの歌唱
に相当する音声情報により構成されている。
【００７７】
また、ＰＴＴ６０Ｂ（コーラス２）は、三のセル２０Ｋ乃至セル２０Ｍにより構成されて
いるが、夫々のセル２０に含まれている音声情報の内容は、セル２０Ｋは間奏に相当する
音楽情報により構成され、セル２０Ｌは男性のみの歌唱に相当する音声情報により構成さ
れ、セル２０Ｍは女性のみの歌唱に相当する音声情報により構成されている。
【００７８】
更に、ＰＴＴ６０Ｃ（コーラス３）は、四のセル２０Ｎ乃至セル２０Ｏにより構成されて
いるが、夫々のセル２０に含まれている音声情報の内容は、セル２０Ｎは間奏に相当する
音楽情報により構成され、セル２０Ｏは男性のみの歌唱に相当する音声情報により構成さ
れ、セル２０Ｐは女性のみの歌唱に相当する音声情報により構成され、セル２０Ｑはエン
ディングに相当する音楽情報により構成されている。
【００７９】
このように、本実施の形態のＤＶＤ１における音声情報は、各ＰＴＴ６０が夫々含まれて
いる音声情報の内容の異なるセル２０により構成されているが、このセル２０毎に異なる
内容を再生時に識別するためのセル識別情報は、ＰＧＣＩ６４内に記録されている。この
セル識別情報については後ほど詳述する。
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【００８０】
一方、図１に示す物理構造の説明においては、内容の理解の容易化のため、複数のセル２
０がＩＤ番号の順に記録されているとして説明したが、実施形態のＤＶＤ１においては、
実際には、一のセル２０が図５に示す複数のインターリーブドユニットＩＵに分割されて
記録される場合がある。
【００８１】
すなわち、例えば図５に示すように、製作者が一のＰＧＣ６１ＡをＩＤ番号１、２及び４
を有するセル２０により構成し、他のＰＧＣ６１ＢをＩＤ番号１、３及び４を有するセル
２０により構成する場合を考えると、当該ＰＧＣ６１Ａに基づいてＤＶＤ１から情報を再
生する際には、ＩＤ番号１、２及び４を有するセル２０のみを再生し、ＰＧＣ６１Ｂに基
づいてＤＶＤ１から情報を再生する際には、ＩＤ番号１、３及び４を有するセル２０のみ
を再生することとなる。この場合に、セル２０がＩＤ番号毎に分離して記録されていると
、例えば、ＰＧＣ６１Ａの場合には、ＩＤ番号２のセル２０のＤＶＤ１上の記録位置から
ＩＤ番号４のセル２０ＤＶＤ１上の記録位置まで、再生のためのピックアップをジャンプ
する時間が必要となり、後述の再生装置におけるトラックバッファの容量によっては、Ｉ
Ｄ番号２のセル２０とＩＤ番号４のセル２０を連続的に再生すること（以下、これをシー
ムレス再生という。）ができなくなる。
【００８２】
そこで、図５に示す場合には、ＩＤ番号２のセル２０とＩＤ番号３のセル２０を、上記ト
ラックバッファにおける入出力処理の速度に対応して、一時的に入力信号の入力が停止し
ても、出力信号の連続性が損なわれない長さのインターリーブドユニットＩＵ（すなわち
、一のインターリーブドユニットＩＵの間だけピックアップがジャンプすることによりト
ラックバッファへの入力信号が途絶えても、当該トラックバッファからの出力信号を連続
的に出力可能な長さのインターリーブドユニットＩＵ）に夫々分解して記録し、例えば、
ＰＧＣ６１Ａに基づいて再生する場合には、ＩＤ番号２に対応するセル２０を構成するイ
ンターリーブドユニットＩＵのみを連続して検出し、再生することが行われる。同様に、
ＰＧＣ６１Ｂに基づいて再生する場合には、ＩＤ番号３に対応するセル２０を構成するイ
ンターリーブドユニットＩＵのみを連続して検出し、再生するのである。なお、インター
リーブドユニットＩＵの長さは、上述のように、トラックバッファの容量を勘案して決定
される他に、トラックジャンプを行うためのスライダモータ等の駆動機構の性能をも加味
して決定される場合がある。
【００８３】
このように、製作者の意図によって、一のセル２０を複数のインターリーブドユニットＩ
Ｕに分割して記録しておくことにより、飛び飛びのＩＤ番号のセル２０を含むＰＧＣ６１
を再生する際にも、トラックバッファから出力される信号は途切れることはなく、従って
、視聴者は中断することのない再生映像を視聴することができるのである。
【００８４】
なお、上記インターリーブドユニットＩＵを形成する際には、一のＶＯＢ１０内で完結す
るように形成され、一のインターリーブドユニットＩＵが隣り合う複数のＶＯＢ１０に跨
がることはない。また、インターリーブドユニットＩＵとＶＯＢユニット３０との関係に
ついては、一のインターリーブドユニットＩＵ内に一又は複数のＶＯＢユニット３０が含
まれ、一のインターリーブドユニットＩＵ内においては一のＶＯＢユニット３０が完結す
るように構成されており、一のＶＯＢユニット３０が分割されて複数のインターリーブド
ユニットＩＵに跨がることはない。
【００８５】
以上説明したような種々の階層の情報を記録する必要があるため、上述の記録フォーマッ
トを有する情報は、上記ＤＶＤ１のように、一本の映画を記録する他に当該映画に対応す
る音声や字幕について、複数種類の言語の音声又は字幕をも一の光ディスクに記録するこ
とが可能な大きな記録容量を有する情報記録媒体に特に適している。
【００８６】
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次に、本発明の特徴であるセル識別情報及びそれが含まれているＰＧＣＩ６４について図
６乃至図８を用いて説明する。
始めに、ＰＧＣＩ６４の構成について、図６を用いて説明する。
図６に示すように、ＰＧＣＩ６４には、当該ＰＧＣＩ６４に含まれている各制御情報に対
応するプログラム６０に含まれているセル２０毎の再生を制御するためのセル２０毎のセ
ルインフォメーション６５が、当該ＰＧＣ６１に含まれているセル２０の数に対応した数
だけ含まれている。
【００８７】
このセルインフォメーション６５について図７を用いて詳説すると、図７（ａ）に示すよ
うに、各セル２０に対応する夫々のセルインフォメーション６５は、当該セルインフォメ
ーション６５に対応するセル２０の属性を示すセルカテゴリ情報２００と、当該セル２０
に含まれる音声情報を再生した場合の再生所要時間を示すセル再生時間情報２０１と、当
該セル２０に含まれる最初のＶＯＢユニット３０のＤＶＤ１上の記録開始位置を示す第１
ＶＯＢユニット開始アドレス情報２０２と、当該セル２０に含まれる最後のＶＯＢユニッ
ト３０のＤＶＤ１上の記録開始位置を示す最終ＶＯＢユニット開始アドレス情報２０３と
により構成されている。
【００８８】
また、一のセルカテゴリ情報２００は、当該セル２０が、複数のセル２０により必要に応
じて構成されるブロック内に含まれているか否か等を示すセルブロックモード情報３００
と、当該セル２０が上記シームレス再生を行うためのものであるか否か等を示すフラグで
あるシームレスフラグ３０１と、当該セル２０に含まれている音声情報の種類を示すセル
識別情報３０２と、当該セル２０が含まれる上記ブロックの種類を示すブロックタイプ情
報３０３等により構成されている。ここで、一のセル識別情報３０２には、一のセル２０
に含まれている音声情報の内容種類を示す一の識別情報のみが記述されているのであるが
、図７（ａ）に示すＰＧＣＩ６４が対応する全てのセル２０のうち、図４下段に示したカ
ラオケの曲に含まれている全てのセル２０に対応するセル識別情報３０２を纏めた例を、
図４下段に示したカラオケの曲に対応させて示すと、図７（ｂ）のようになる。
【００８９】
なお、実際にセル識別情報３０２として記録されているのは、セル２０の内容毎に異なる
具体的な数値データであるが、この数値データの具体例を図４下段に示したカラオケの曲
に基づいて示すと、図８（ａ）のようになる。なお、図８（ａ）において、「ｈ」はその
数値データが１６進数で表現されていることを示している。更に、図８（ａ）に示すセル
識別情報３０２を更に細分化して図８（ｂ）に示すような種類分けに基づいてセル識別情
報３０２をＰＧＣＩ６４に記述するようにすることもできる。なお、図８（ｂ）に示す分
類は、男性のみが歌唱している部分又は女性のみが歌唱している部分について、夫々が複
数の男性（男性Ａ及び男性Ｂ）又は複数の女性（女性Ａ及び女性Ｂ）により歌唱されてい
る場合に、夫々の男性のみが歌唱している部分又は女性のみが歌唱している部分を更に一
人の男性のみ又は一人の女性のみが歌唱している部分に分解し、分解した夫々の部分を一
のセル２０により構成する場合の例である。
【００９０】
以上説明したセル識別情報３０２を映像情報及び音声情報の実体部分とは異なる位置であ
るＰＧＣＩ６４内に記録することにより、再生時において、当該セル識別情報３０２を用
いた後述の再生装置の動作によりカラオケの使用者が再生したいセル２０のみを再生する
ことができるのである。
【００９１】
なお、上述のＤＶＤ１の実施形態においては、当該ＤＶＤ１に記録されている情報がカラ
オケ曲である場合について説明したが、本発明はこれに限らず、例えば、楽器のみの演奏
により構成されている音楽を、主として（いわゆるソロとして）演奏している楽器により
区分し、夫々の楽器毎に区分されたセル２０により全体の音楽を構成するようにしてもよ
い。
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次に、カラオケ等に用いるための上述の制御情報、映像情報及び音声情報等を上述の物理
フォーマットでＤＶＤ１に記録するための記録装置の実施形態について、図９を用いて説
明する。
【００９２】
　図９に示すように、実施形態に係る記録装置Ｓ 1は、ＶＴＲ（ Video Tape Recorder）７
０と、メモリ７１と 号処理部７２と、ハードディスク装置７３及び７４と ントロ
ーラ７５と 重器７６と、変調器７７と スタリング装置７８とにより構成されてい
る。
【００９３】
次に、動作を説明する。
ＶＴＲ７０には、ＤＶＤ１に記録すべきカラオケとしての音声情報や映像情報等の素材で
ある記録情報Ｒ（上記ビデオデータ４２、サブピクチャデータ４４及び各チャネルを構成
するオーディオデータ４３を含む。）が一時的に記録されている。そして、ＶＴＲ７０に
一時的に記録された記録情報Ｒは、信号処理部７２からの要求により当該信号処理部７２
に出力される。
【００９４】
信号処理部７２は、ＶＴＲ１から出力された記録情報ＲをＡ／Ｄ変換した後、ＭＰＥＧ２
方式により圧縮処理し、音声情報と映像情報とを上記パックＰ毎に分割すると共に当該パ
ックＰ毎に時間軸多重して圧縮多重信号Ｓ r として出力する。その後、出力された圧縮多
重信号Ｓ r は、ハードディスク装置７３に一時的に記憶される。
【００９５】
これらと並行して、メモリ７１は、上記記録情報Ｒを図１に示す物理構造上のセル２０に
予め区分し、それぞれのセル２０毎の図７に示すセル識別情報３０２等により構成される
ＰＧＣＩ６４を含む各制御情報等の付加情報（図１における、ビデオマネージャ２、ＰＧ
ＣＩ６４を含むコントロールデータ１１及びナビパック４１）が記載されたキューシート
ＳＴに基づいて予め入力された上記各制御情報を一時的に記憶し、信号処理部７２からの
要求に基づいて制御情報信号Ｓ i として出力する。
【００９６】
そして、信号処理部７２は、ＶＴＲ７０から出力される上記記録情報Ｒに対応したタイム
コードＴ t 及びメモリ７１から出力される制御情報信号Ｓ i に基づき、タイムコードＴ t 
を参照して、上記各セル２０に対応するＰＧＣＩ６４を含むコントロールデータ１１によ
り構成される再生制御情報信号Ｓ acを生成して出力し、当該再生制御情報信号Ｓ acがハー
ドディスク装置７４に一時的に記憶される。このとき、コントロールデータ１１以外のメ
モリ７１に記憶されている制御情報については、図９においては図示を省略しているが、
コントロールデータ１１と同様に信号処理部７２において生成され、ハードディスク装置
７４に記憶される。
【００９７】
以上の処理が記録情報Ｒ全体について実行される。
記録情報Ｒの全てについて上記の処理が終了すると、コントローラ７５は、ハードディス
ク装置７３から圧縮多重信号Ｓ r を読み出すとともにハードディスク装置７４から再生制
御情報信号Ｓ ac等を読み出し、これらに基づいて再度制御情報を生成し、ハードディスク
装置７４に一時的に再記録する。これは、各種制御情報中に圧縮多重信号Ｓ r の生成結果
によって内容が定まるものがあるからである。
【００９８】
一方、コントローラ７５は、上記信号処理部７２、ハードディスク装置７３及び７４の夫
々の動作の時間管理を行い、コントロールデータ１１を含む再生制御情報信号Ｓ ac及びそ
の他の制御情報をハードディスク装置７４から読み出して付加情報信号Ｓ a として出力す
ると共に、圧縮多重信号Ｓ r と当該付加情報信号Ｓ a を時間軸多重するための情報選択信
号Ｓ ccを生成して出力する。
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【００９９】
その後、圧縮多重信号Ｓ r （カラオケ曲に対応するビデオデータ４２、サブピクチャデー
タ４４及びオーディオデータ４３をストリーム毎に夫々含んでいる。）　と付加情報信号
Ｓ a （再生制御情報信号Ｓ acを含む。）は、コントローラ７５からの情報選択信号Ｓ ccに
基づき、ハードディスク装置７４及び７３から読み出されて多重器７６により時間軸多重
され、情報付加圧縮多重信号Ｓ apとして出力される。この情報付加圧縮多重信号Ｓ apの段
階では、記録情報Ｒは、図１に示す夫々の物理構造を備えていると共に、セル識別情報３
０２が対応するＰＧＣＩ６４内に含まれていることとなる。また、このＰＧＣＩ６４を含
むコントロールデータ１１は、各ＶＴＳ３毎に、ＶＯＢ１０が記録されるＤＶＤ１上の当
該ＶＯＢ１０が記録される記録位置の内周側に記録されるように多重されている。
【０１００】
そして、変調器７７は、出力された情報付加圧縮多重信号Ｓ apに対してリードソロモン符
号等のエラー訂正コード（ＥＣＣ）の付加及び８－１６変調等の変調を施してディスク記
録信号Ｓ m を生成し、マスタリング装置７８に出力する。
【０１０１】
最後に、マスタリング装置７８は、当該ディスク記録信号Ｓ m を光ディスクを製造する際
のマスタ（抜き型）となるスタンパディスクに対して記録する。そして、このスタンパデ
ィスクを用いて図示しないレプリケーション装置により、一般に市販されるレプリカディ
スクとしての光ディスクが製造される。
【０１０２】
以上説明した記録装置Ｓ 1 によれば、各セル２０毎の内容を識別するためのセル識別情報
３０２がＰＧＣＩ６４内に記録されるので、記録情報Ｒの再生時において、再生すべき内
容（男性歌唱又は女性歌唱等）を備えるセル２０を指定することにより、セル識別情報３
０２を参照して当該指定された内容を備えるセル２０のみを検出して再生することができ
る。
【０１０３】
また、セル識別情報３０２が、セル２０に含まれている音声情報の種類に対応して設定さ
れているので、記録情報Ｒの再生時において、男性のみが歌唱している歌、女性のみが歌
唱している歌及び男性及び女性の双方が歌唱している歌の中から任意に選択していずれか
の歌のみを再生することができる。
【０１０４】
更に、複数のチャネルにより構成されているカラオケ曲の内、一のチャネルを選択してセ
ル２０の内容を示すセル識別情報３０２を構成できるので、カラオケ曲の再生時において
、必要な一のチャネルのみについて指定されたセル２０のみの再生ができる。
【０１０５】
更にまた、記録情報Ｒが人の歌唱を含まない楽器のみの記録情報である場合には、セル識
別情報３０２は、夫々の楽器毎に区分されたセル２０を識別するためのセル識別情報とし
てＰＧＣＩ６４内に記録されることとなる。

次に、上記の記録装置Ｓ 1 によりＤＶＤ１に記録されたカラオケ曲を再生するための再生
装置としてのカラオケ装置の実施の形態を、図１０乃至図１２を用いて説明する。なお、
以下の実施の形態においては、ＤＶＤ１には上述のカラオケ用の音声情報が対応する映像
情報及び副映像情報と共に記録されており、更に一のストリームに対応する音声情報が四
つのチャネルを含んで記録され、具体的には第１チャネルには左用スピーカから出力され
るべき伴奏により構成される音楽情報が記録され、第２チャネルには右用スピーカから出
力されるべき伴奏により構成される音楽情報が記録され、第３チャネルにはガイドメロデ
ィが記録され、第４チャネルにはボーカルそのものが記録されているものとする。また、
第４チャネルは、図４に示す構成、すなわち、男性の歌唱と女性の歌唱の双方がセル２０
毎に区分されて同じ第４チャネルとして記録されている構成をなしており、更に、対応す
るセル識別情報３０２としては、図７（ｂ）に示すセル識別情報３０２がＰＧＣＩ６４内
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に記録されているものとする。
【０１０６】
　始めに、図１０を用いて、実施形態の再生装置の全体構成について説明する。
　図１０に示すように、実施形態に係るカラオケ装置Ｓ 2は ックアップ８０と 調
訂正部８１と、ストリームスイッチ８２及び８４と、トラックバッファ８３と ステム
バッファ８５と、デマルチプレクサ８６と、ＶＢＶ（ Video Buffer Verifier）バッファ
８７と、ビデオデコーダ８８と、サブピクチャバッファ８９と、サブピクチャデコーダ９
０と、混合器９１と、オーディオバッファ９２と、オーディオデコーダ９３と、ＰＣＩバ
ッファ９４と、ＰＣＩデコーダ９５と、ハイライトバッファ９６と、ハイライトデコーダ
９７と 力部９８と、ディスプレイ９９と ステムコントローラ１００と、ドライブ
コントローラ１０１と、スピンドルモータ１０２と、スライダモータ１０３と ＳＰ（
Digital Signal Processing）処理部１０４と、混合器１０５及び１０７と、マイク１０
６とにより構成されている。なお、図１０に示す全体構成は、カラオケ装置Ｓ 2の構成の
うち、映像及び音声の再生に関する部分のみを記載したものであり、ピックアップ８０及
びスピンドルモータ１０２並びにスライダモータ１０３等をサーボ制御するためのサーボ
回路等は従来技術と同様であるので、記載及び細部説明を省略する。
【０１０７】
　次に、図１０に示す全体構成のうち、特に本発明に係るカラオケ曲としてのオーディオ
データ４３を再生する部分の細部構成について図１１を用いて説明する。
　図１１に示すように、オーディオデータ４３の再生に関与する部分はオーディオデコー
ダ９３と、Ｄ／Ａ（ Digital/Analog）変換器１０８、１０９、１１０及び１１３と、ボリ
ューム１１１、１１４及び１２８と、スイッチ１１２、１１５、及び１２９と イッチ
１１６と、入力部９８と、システムコントローラ１００と、マイク１０６と、ＤＳＰ処理
部１０４と、混合器１０５、１０７、１２２及び１２３と、アンプ１２７及び１２１と、
左用スピーカ１２４と、右用スピーカ１２５とにより構成されている。
【０１０８】
また、入力部９８は、カラオケ演奏時において、再生したい音声（男性のみの歌唱部又は
女性のみの歌唱部）を選択するための選択キー９８Ａを備えている。
次に、全体動作を説明する。
【０１０９】
ピックアップ８０は、図示しないレーザダイオード、偏向ビームスプリッタ、対物レンズ
、光検出器等を含み、ＤＶＤ１に対して再生光としての光ビームＢを照射すると共に、当
該光ビームＢのＤＶＤ１からの反射光を受光し、ＤＶＤ１上に形成されている情報ピット
に対応する検出信号Ｓ p を出力する。このとき、光ビームＢがＤＶＤ１上の情報トラック
に対して正確に照射されると共に、ＤＶＤ１上の情報記録面で正確に焦点を結ぶように、
図示しない対物レンズに対して従来技術と同様の方法によりトラッキングサーボ制御及び
フォーカスサーボ制御が施されている。
【０１１０】
ピックアップ８０から出力された検出信号Ｓ p は、復調訂正部８１に入力され、復調処理
及び誤り訂正処理が行われて復調信号Ｓ dmが生成され、ストリームスイッチ８２及びシス
テムバッファ８５に出力される。
【０１１１】
復調信号Ｓ dmが入力されたストリームスイッチ８２は、ドライブコントローラ１０１から
のスイッチ信号Ｓ sw1 によりその開閉が制御され、閉のときには、入力された復調信号Ｓ
dmをそのままスルーしてトラックバッファ８３に出力する。一方、ストリームスイッチ８
２が開のときには、復調信号Ｓ dmは出力されず、不要な情報（信号）がトラックバッファ
８３に入力されることがない。
【０１１２】
復調信号Ｓ dmが入力されるトラックバッファ８３は、ＦＩＦＯ（ First In First Out）メ
モリ等により構成され、入力された復調信号Ｓ dmを一時的に記憶すると共に、ストリーム
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スイッチ８４が閉とされているときには、記憶した復調信号Ｓ dmを連続的に出力する。ト
ラックバッファ８３は、ＭＰＥＧ２方式における各ＧＯＰ毎のデータ量の差を補償すると
共に、インターリーブドユニットＩＵに分割されたデータの読み取りの際等に、上記のシ
ームレス再生におけるトラックジャンプに起因して不連続に入力される復調信号Ｓ dmを連
続的に出力し、当該不連続による再生の中断を解消するためのものである。
【０１１３】
連続的に復調信号Ｓ dmが入力されるストリームスイッチ８４は、デマルチプレクサ８６に
おける分離処理において、後段の各バッファがオーバーフローしたり、逆に空になってデ
コード処理が中断することがないように、システムコントローラ１００からのスイッチ信
号Ｓ sw2 により開閉が制御される。
【０１１４】
一方、トラックバッファ８３と並行して復調信号Ｓ dmが入力されるシステムバッファ８５
は、ＤＶＤ１をローディングしたときに最初に検出され、ＤＶＤ１に記録されている情報
全体に関する管理情報又はセル識別情報３０２（図７（ｂ）参照）を備えたＰＧＣＩ６４
を含むコントロールデータ１１等の付加情報を蓄積して制御情報Ｓ c としてシステムコン
トローラ１００に出力すると共に、情報再生中に必要に応じて上記ナビパック４１毎のＤ
ＳＩデータ５１を一時的に蓄積し、システムコントローラ１００に制御情報Ｓ c として出
力する。
【０１１５】
ストリームスイッチ８４を介して復調信号Ｓ dmが連続的に入力されたデマルチプレクサ８
６においては、当該復調信号Ｓ dmからビデオデータ４２、オーディオデータ４３、サブピ
クチャデータ４４及びナビパック４１毎のＰＣＩデータ５０を分離し、ビデオ信号Ｓ v 、
副映像信号Ｓ sp、オーディオ信号Ｓ ad並びにＰＣＩ信号Ｓ pcとして、夫々ＶＢＶバッファ
８７、サブピクチャバッファ８９、オーディオバッファ９２及びＰＣＩバッファ９４に出
力する。なお、復調信号Ｓ dmには、音声情報（８種類）又は副映像情報（３２種類）とし
て複数の言語が異なるストリームとして含まれている場合があるが、その場合には、シス
テムコントローラ１００からのストリーム選択信号Ｓ lcにより所望の言語が夫々選択され
てオーディオバッファ９２又はサブピクチャバッファ８９に出力される。
【０１１６】
ビデオ信号Ｓ v が入力されるＶＢＶバッファ８７は、ＦＩＦＯメモリ等により構成され、
ビデオ信号Ｓ v を一時的に蓄積し、ビデオデコーダ８８に出力する。ＶＢＶバッファ８７
は、ＭＰＥＧ２方式により圧縮されているビデオ信号Ｓ v における各ピクチャ（図２参照
）毎のデータ量のばらつきを補償するためのものである。そして、データ量のばらつきが
補償されたビデオ信号Ｓ v がビデオデコーダ８８に入力され、ＭＰＥＧ２方式により復調
が行われて復調ビデオ信号Ｓ vdとして混合器９１に出力される。本実施形態の場合には、
この復調ビデオ信号Ｓ vdとして、カラオケ再生時の背景映像が出力されることとなる。
【０１１７】
一方、副映像信号Ｓ spが入力されるサブピクチャバッファ８９は、入力された副映像信号
Ｓ spを一時的に蓄積し、サブピクチャデコーダ９０に出力する。サブピクチャバッファ８
９は、副映像信号Ｓ spに含まれるサブピクチャデータ４４を、当該サブピクチャデータ４
４に対応するビデオデータ４２と同期して出力するためのものである。そして、ビデオデ
ータ４２との同期が取られた副映像信号Ｓ spがサブピクチャデコーダ９０に入力され、復
調が行われて復調副映像信号Ｓ spd として混合器９１に出力される。本実施形態の場合に
は、この復調副映像信号Ｓ spd として、カラオケ再生時の歌詞を示す文字情報が出力され
ることとなる。
【０１１８】
なお、副映像信号Ｓ spが、上記のメニュー画面を構成して表示するために必要な、枠、選
択ボタン等を構成するための映像情報を含んでいる場合には、システムコントローラ１０
０からのハイライト制御信号Ｓ chに基づき、表示すべき選択ボタン等の表示状態の変更を
行って出力する。
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【０１１９】
ビデオデコーダ８８から出力された復調ビデオ信号Ｓ vd及びサブピクチャデコーダ９０か
ら出力された復調副映像信号Ｓ spd （対応する復調ビデオ信号Ｓ vdとの同期が取れている
。）は、混合器９１により混合され、最終的な表示すべき映像信号Ｓ vpとして図示しない
ＣＲＴ（ Cathod Ray Tube ）等の表示部に出力される。本実施形態の場合には、この映像
信号Ｓ vpとして、カラオケ再生時の背景映像及び歌詞を示す文字情報が出力されることと
なる。
【０１２０】
一方、ＰＣＩ信号Ｓ pcが入力されるＰＣＩバッファ９４は、ＦＩＦＯメモリ等により構成
され、入力されたＰＣＩ信号Ｓ pcを一時的に蓄積し、ＰＣＩデコーダ９５に出力する。Ｐ
ＣＩバッファ９４は、ＰＣＩ信号Ｓ pcに含まれるＰＣＩデータ５０と当該ＰＣＩデータ５
０が対応するビデオデータ４２、オーディオデータ４３、サブピクチャデータ４４等とを
同期させ、当該ビデオデータ４２、オーディオデータ４３、サブピクチャデータ４４等に
ＰＣＩデータ５０を適用させるためのものである。そして、ＰＣＩバッファ９４により対
応するビデオデータ４２、オーディオデータ４３、サブピクチャデータ４４等と同期した
ＰＣＩ信号Ｓ pcは、ＰＣＩデコーダ９５によりＰＣＩデータ５０に含まれるハイライト情
報が分離され、ハイライト信号Ｓ hiとしてハイライトバッファ９６に出力されると共に、
ＰＣＩデータ５０のハイライト情報以外の部分がＰＣＩ情報信号Ｓ pci としてシステムコ
ントローラ１００に出力される。
【０１２１】
ハイライト信号Ｓ hiが入力されるハイライトバッファ９６は、ＦＩＦＯメモリ等により構
成され、入力されたハイライト信号Ｓ hiを一時的に蓄積し、ハイライトデコーダ９７に出
力する。ハイライトバッファ９６は、当該ハイライト情報のための映像情報が含まれてい
る副映像信号Ｓ spに対応して、ハイライト情報に対応する選択項目の表示状態の変更が正
確に行われるための時間軸補償を行うためのバッファである。そして、時間軸補償が行わ
れたハイライト信号Ｓ hiは、ハイライトデコーダ９７においてデコードされ、当該ハイラ
イト信号Ｓ hiに含まれる情報が復調ハイライト信号Ｓ hid としてシステムコントローラ１
００に出力される。ここで、システムコントローラ１００は、当該復調ハイライト信号Ｓ
hid に基づき、ハイライト情報による表示状態の変更を行うべく、上記のハイライト制御
信号Ｓ chを出力することとなる。
【０１２２】
システムコントローラ１００は、システムバッファ８５から入力される付加情報を含む制
御情報Ｓ c 、ＰＣＩデコーダ９５から入力されるＰＣＩ情報信号Ｓ pci 及びリモコン等の
入力部９８から入力される入力信号Ｓ inに基づき、それらの信号に対応した正しい再生を
行うために上記のスイッチ信号Ｓ sw2 、ストリーム選択信号Ｓ lc、ハイライト制御信号Ｓ
chを出力すると共に、カラオケ装置Ｓ 2 の動作状況等を表示するために表示信号Ｓ dpを液
晶表示装置等のディスプレイ９９に出力する。
【０１２３】
更に、システムコントローラ１００は、上記制御信号Ｓ c 等により、シームレス再生のた
めにサーチ等のトラックジャンプの処理が必要であることを検出したときには、ドライブ
コントローラ１０１に対して、当該トラックジャンプの処理に対応するシームレス制御信
号Ｓ csl を出力する。
【０１２４】
そして、シームレス制御信号Ｓ csl が入力されたドライブコントローラ１０１は、スピン
ドルモータ１０２又はスライダモータ１０３に対して駆動信号Ｓ d を出力する。この駆動
信号Ｓ d により、スピンドルモータ１０２又はスライダモータ１０３は、光ビームＢが再
生すべきＤＶＤ１上の記録位置に照射されるようにピックアップ２を移動させる（図１０
破線矢印参照）と共に、ＤＶＤ１の回転数をＣＬＶ制御する。これと並行して、ドライブ
コントローラ１０１は、ピックアップ２が移動中であり復調訂正部８１から復調信号Ｓ dm
が出力されないときには、シームレス制御信号Ｓ csl に基づきスイッチ信号Ｓ sw1 を出力
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し、ストリームスイッチ８２を開とすると共に、復調信号Ｓ dmが出力され始めると、スト
リームスイッチ８２を閉成して復調信号Ｓ dmをトラックバッファ８３に出力する。
【０１２５】
次に、上記カラオケ装置Ｓ 2 の内、特に本発明に係るオーディオデーダ４３の再生に関す
る部分の動作について、図１１及び図１２を用いて説明する。
オーディオ信号Ｓ adが入力されるオーディオバッファ９２は、ＦＩＦＯメモリ等により構
成され、入力されたオーディオ信号Ｓ adを一時的に蓄積し、オーディオデコーダ９３に出
力する。ここで、オーディオバッファ９２は、オーディオ信号Ｓ adを対応する映像情報を
含むビデオ信号Ｓ v 又は副映像信号Ｓ spに同期して出力させるためのものであり、対応す
る映像情報の出力状況に応じてオーディオ信号Ｓ adを遅延させる。
【０１２６】
更に、オーディオ信号Ｓ adには、音声情報としての上記各チャネル（第１チャネル乃至第
４チャネル）の情報が含まれている。
次に、対応する映像情報と同期するように時間調整されたオーディオ信号Ｓ adは、オーデ
ィオデコーダ９３に出力され、夫々のチャネルが分離されると共に所定のデコードが施さ
れて、第１チャネルを構成する伴奏（左）信号Ｓ ch1 、第２チャネルを構成する伴奏（右
）信号Ｓ ch2 、第３チャネルを構成するガイドメロディ信号Ｓ ch3 及び第４チャネルを構
成するボーカルチャネル信号Ｓ ch4 として夫々出力される。そして、ガイドメロディ信号
Ｓ ch3 はボリューム１１１においてその音量が制御された後、システムコントローラ１０
０からの出力チャネル選択信号Ｓ chs に基づいて制御されるスイッチ１１２を介して混合
器１０７に出力される。また、ボーカルチャネル信号Ｓ ch4 は、ボリューム１１４におい
てその音量が制御された後、システムコントローラ１００からの出力チャネル選択信号Ｓ
chs に基づいて制御されるスイッチ１１５及びシステムコントローラ１００からのリアル
タイムオン／オフコントロール信号Ｓ ofc に基づいて制御されるスイッチ１１６を介して
混合器１０７に出力される。
【０１２７】
このとき、スイッチ１１５とスイッチ１１２は、入力部９８上の選択キー９８Ａの動作に
より、ガイドメロディを出力しつつカラオケを行う場合には、出力チャネル選択信号Ｓ ch
s に基づき、スイッチ１１２が閉とされ、スイッチ１１５が開とされる。また、入力部９
８上の選択キー９８Ａの動作により、ボーカルチャネルを再生しつつカラオケを行う場合
には、出力チャネル選択信号Ｓ chs に基づき、スイッチ１１５が閉とされ、スイッチ１１
２が開とされる。更に、ボーカルチャネル及びガイドメロディの双方を再生しつつカラオ
ケを行う場合には、出力チャネル選択信号Ｓ chs に基づき、スイッチ１１５及びスイッチ
１１２の双方が閉とされる。
【０１２８】
一方、マイク１０６から出力された外部音声に対応する外部音声信号Ｓ mic は、そのまま
混合器１０５に出力されるとと共に、ＤＳＰ処理部１０４に出力され、システムコントロ
ーラ１００からのリアルタイムコントロール信号Ｓ rtc に基づいて、ＤＳＰ処理が施され
、リアルタイムコントロール信号Ｓ rtc に基づいて制御されるスイッチ１２９を介して混
合器１０５に出力される。
ここで、ＤＳＰ処理部１０４におけるＤＳＰ処理とは、入力部９８から男性がカラオケを
歌う旨の入力信号Ｓ inが入力されると共に、外部音声信号Ｓ mic として男性の声に対応す
る外部音声信号Ｓ mic が入力された場合には、システムコントローラからのリアルタイム
コントロール信号Ｓ rtc に基づき、男性の声を音程を変えて女性の声に変換する、いわゆ
るキー変換（周波数のみを変化させる。）が行われ、変換外部音声信号Ｓ mmicとしてスイ
ッチ１２９を介して混合器１０５に出力される。一方、入力部９８から女性がカラオケを
歌う旨の入力信号Ｓ inが入力されるとともに、外部音声信号Ｓ mic として女性の声に対応
する外部音声信号Ｓ mic が入力された場合には、システムコントローラからのリアルタイ
ムコントロール信号Ｓ rtc に基づき、女性の声を音程を変えて男性の声に変換するキー変
換が行われ、変換外部音声信号Ｓ mmicとしてスイッチ１２９を介して混合器１０５に出力
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される。
【０１２９】
そして、混合器１０５によって混合された外部音声信号Ｓ mic と変換外部音声信号Ｓ mmic
は、混合信号Ｓ miとしてアンプ１２７及びボリューム１２８を介して混合器１０７に出力
される。
【０１３０】
混合器１０７においては、ガイドメロディ信号Ｓ ch3 とボーカルチャネル信号Ｓ ch4 のい
ずれか一方又は両方と外部音声信号Ｓ mic を含む混合信号Ｓ miとが混合され、アンプ１２
１を介して混合器１２２及び１２３に出力される。そして、混合器１２２において伴奏（
左）信号Ｓ ch1 と混合されて左混合音声信号Ｓ mix1として左用スピーカ１２４へ出力され
ると共に、混合器１２３において第２チャネルを構成する伴奏（右）信号Ｓ ch2 と混合さ
れて右混合音声信号Ｓ mix2として右用スピーカ１２５へ出力される。
【０１３１】
なお、アクセス直後の再生等で一時的に音声を中断する（ポーズする）必要があることが
検出された場合には、システムコントローラ１００からポーズ信号Ｓ caがオーディオデコ
ーダ９３に出力され、当該オーディオデコーダ９３において一時的に復調オーディオ信号
Ｓ add の出力を停止する。
【０１３２】
次に、オーディオデータ４３を再生する際のシステムコントローラ１００の処理を中心と
した動作について、図４下段に示す構成の混声ボーカルが第４チャネルとしてＤＶＤ１に
記録されており、当該第４チャネルのうち、女性が歌唱している部分のみを再生しつつ男
性がカラオケを楽しむ場合を例として、図１２に基づいて説明する。上記オーディオデー
タ４３を再生する際には、ＤＶＤ１から読み出され、制御信号Ｓ c としてシステムコント
ローラ１００に入力される図７（ｂ）に示すセル識別情報３０２に用いてリアルタイムオ
ン／オフコントロール信号Ｓ ofc 及びリアルタイムコントロール信号Ｓ rtc が出力される
ことにより、夫々スイッチ１１６並びにＤＳＰ処理部１０４及びスイッチ１２９が制御さ
れる。
【０１３３】
また、カラオケ再生前に、第４チャネルのうち女性が歌唱している部分のみを再生しつつ
男性がカラオケを楽しむことが入力部９８の選択キー９８Ａにより選択され、これによる
入力信号Ｓ inに基づく出力チャネル選択信号Ｓ chs により、スイッチ１１２が開とされる
と共にスイッチ１１５が閉とされ、第４チャネルであるボーカルチャネル信号Ｓ ch4 の出
力が選択されているものとする。
【０１３４】
なお、図１２においては、図１２上段はボーカルチャネル信号Ｓ ch4 に含まれる音声情報
のセル２０単位の構成（図４下段参照）を示しており、図１２中段は男性ボーカル又は女
性ボーカルが再生される時間帯を示し、図１２下段は対応するスイッチ１１６の動作（ボ
ーカルチャネル信号Ｓ ch4 によるオン／オフ）の状態を示している。
【０１３５】
対応する映像信号Ｓ vpの出力と共にカラオケの再生が開始されると、始めのセル２０Ａと
セル２０Ｂに含まれているオーディオデータ４３においては、ボーカルが含まれていない
ので、その旨を示すセル識別情報３０２に基づくシステムコントローラ１００からのリア
ルタイムオン／オフコントロール信号Ｓ ofc に基づいてスイッチ１１６が開となり、ボー
カルチャネル信号Ｓ ch4 は出力されず、同時に、リアルタイムコントロール信号Ｓ rtc に
よりＤＳＰ処理も行われずスイッチ１２９も開とされている。
【０１３６】
次に、歌唱部分が開始されてセル２０Ｃが再生されると、そこに記録されている男性ボー
カルのみが再生されるが、スイッチ１１６が引続き開であるので、当該男性ボーカルは再
生されず、マイク１０６から入力された外部音声（男性の声）に基づく外部音声信号Ｓ mi
c のみが混合器１０５及び１０７等を介して伴奏（左）信号Ｓ ch1 及び伴奏（右）信号Ｓ
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ch2 と共に、左用スピーカ１２４及び右用スピーカ１２５から放音され、通常の伴奏のみ
のカラオケ演奏が行われる。
【０１３７】
そして、女性のみの歌唱により構成されているセル２０Ｄを再生する時間になると、シス
テムコントローラ１００は、セル識別情報３０２により、当該セル２０Ｄに記録されてい
るオーディオデータ４３が女性のみの歌唱により構成されていることを認識し、これによ
り、リアルタイムオン／オフコントロール信号Ｓ ofc を出力してスイッチ１１６を閉とし
、ボーカルチャネル信号Ｓ ch4 （女性のみの歌唱を含む。）を混合器１０５及び１０７等
を介して伴奏（左）信号Ｓ ch1 及び伴奏（右）信号Ｓ ch2 と共に、左用スピーカ１２４及
び右用スピーカ１２５から出力する。このタイミングでは、マイク１０６から入力された
外部音声（男性の声）に基づく外部音声信号Ｓ mic も同時に左用スピーカ１２４及び右用
スピーカ１２５から出力されることとなり、これらにより、マイク１０６から音声を入力
している男性は、ＤＶＤ１に記録されている女性ボーカルとのデュエットカラオケが楽し
めることとなる。
【０１３８】
次に、セル２０Ｄ乃至２０Ｈが再生される間は、上記の動作が繰返され、女性のみの歌唱
を含むセル２０（セル２０Ｆ及び２０Ｈ）が再生されるタイミングにおいては、スイッチ
１１６が閉とされて当該女性のみの歌唱が出力され、マイク１０６から音声を入力してい
る男性とＤＶＤ１に記録されている女性ボーカルとのデュエットカラオケが行われ、男性
のみの歌唱を含むセル２０（セル２０Ｅ及び２０Ｇ）が再生されるタイミングにおいては
、スイッチ１１６が開とされてボーカルチャネル信号Ｓ ch4 が出力されず、マイク１０６
から音声を入力している男性の音声のみが伴奏と共に出力される。
【０１３９】
次に、男性の歌唱と女性の歌唱の双方が記録されているセル２０Ｉが再生されるタイミン
グになると、セル識別情報３０２によりそれを認識したシステムコントローラ１００は、
リアルタイムオン／オフコントロール信号Ｓ ofc を出力してスイッチ１１６を開とし、ボ
ーカルチャネル信号Ｓ ch4 の出力を停止する。その代わり、システムコントローラ１００
は、リアルタイムコントロール信号Ｓ rtc を出力してＤＳＰ処理部１０４におけるＤＳＰ
処理を開始すると共にスイッチ１２９を閉とし、外部音声信号Ｓ mic として入力されてい
る男性の声に対応する外部音声信号Ｓ mic の音程を変えて女性の声に変換し、変換外部音
声信号Ｓ mmicを出力する。そして、当該変換外部音声信号Ｓ mmicが外部音声信号Ｓ mic と
混合器１０５により混合されて混合器１０７、アンプ１２１等を介して伴奏と共に左用ス
ピーカ１２４及び右用スピーカ１２５から出力される。従って、男性の歌唱と女性の歌唱
の双方が記録されているセル２０Ｉが再生されるタイミングにおいては、外部音声信号Ｓ
mic として入力されている男性の声と、それをキー変換して女性用の声とした変換外部音
声信号Ｓ mmicとが混合されて出力されるので、マイク１０６から音声を入力している男性
は、疑似的に女性とのデュエットカラオケを楽しむことができることとなる。
【０１４０】
セル２０Ｉ以降のセル２０Ｊ乃至２０Ｑが再生される間は、上記セル２０Ａ乃至セル２０
Ｈの動作が繰返され、女性のみの歌唱を含むセル２０（セル２０Ｊ、２０Ｍ及びセル２０
Ｐ）が再生されるタイミングにおいては、スイッチ１１６が閉とされて当該女性のみの歌
唱が出力され、マイク１０６から音声を入力している男性とＤＶＤ１に記録されている女
性ボーカルとのデュエットカラオケが行われ、男性のみの歌唱を含むセル２０（セル２０
Ｌ及び２０Ｏ）が再生されるタイミングにおいては、スイッチ１１６が開とされてボーカ
ルチャネル信号Ｓ ch4 が出力されず、マイク１０６から音声を入力している男性の音声の
みが伴奏と共に出力される。また、男性の音声及び女性の音声の双方共に記録されていな
いセル２０（セル２０Ｋ、セル２０Ｎ及びセル２０Ｑ）においては、スイッチ１１６は開
とされ、ボーカルチャネル信号Ｓ ch4 は出力されない。
【０１４１】
　以上の動作により、男性がＤＶＤ１に記録されている女性のボーカルと共にデュエット
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カラオケを楽しむことができるのである。
　以上説明したように、実施の形態のカラオケ装置Ｓ 2によれば、各セル２０毎の内容を
識別するためのセル識別情報３０２がＰＧＣＩ６４内に記録されているので、再生すべき
内容（男性歌唱又は女性歌唱等）を備えるセル２０を指定することにより、セル識別情報
３０２を参照して当該指定された内容を備えるセル２０のみを検出して再生することがで
き
【０１４２】
また、セル識別情報３０２が、セル２０に含まれている音声情報の種類に対応して設定さ
れているので、男性のみが歌唱している歌、女性のみが歌唱している歌及び男性及び女性
の双方が歌唱している歌の中から任意に選択していずれかの歌のみを再生することができ
る。
【０１４３】
更に、複数のチャネルにより構成されているカラオケ曲の内、一のチャネルを選択してセ
ル２０の内容を示すセル識別情報３０２を構成されているので、カラオケ曲の再生時にお
いて、必要な一のチャネルのみについて指定されたセル２０のみの再生ができる。
【０１４４】
なお、上記カラオケ装置Ｓ 2 の実施の形態においては、マイク１０６から男性の声を入力
し、これとＤＶＤ１に記録されている女性の歌唱とでデュエットカラオケと楽しむ場合に
ついて説明したが、本発明は、いうまでもなくマイク１０６から女性の声を入力し、これ
とＤＶＤ１に記録されている男性の歌唱とでデュエットカラオケと楽しむ場合にも適用で
きる。この場合には、楽器のみの演奏部分（イントロ、エンディング等）以外の部分にお
けるスイッチ１１６の動作は図４下段に示す場合と逆となり、セル２０Ｃ、２０Ｅ、２０
Ｇ、２０Ｌ及び２０Ｏが再生されるタイミングにおいて閉とされ、それ以外のセル２０Ｄ
、２０Ｆ、２０Ｈ、２０Ｍ及び２０Ｐでは開とされる。更に、セル２０Ｉが再生されるタ
イミングにおけるＤＳＰ処理部１０４におけるＤＳＰ処理も逆となり、システムコントロ
ーラからのリアルタイムコントロール信号Ｓ rtc に基づき、女性の声を音程を変えて男性
の声に変換するキー変換が行われることとなる。
【０１４５】
更に、記録情報Ｒが人の歌唱を含まない楽器のみの記録情報である場合には、セル識別情
報３０２は、夫々の楽器毎に区分されたセル２０を識別するためのセル識別情報としてＰ
ＧＣＩ６４内に記録されるいるので、これにより、使用者の再生させたい楽器のみを再生
することができる。
【０１４６】
なお、これまで説明した各実施形態おいては、ＤＶＤ１に記録情報Ｒを記録し、これを再
生する場合を説明したが、本発明はこれに限らず、ＤＶＤ１以外の種々の情報記録媒体に
対して適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】記録情報の物理的構造（物理フォーマット）を示す図である。
【図２】ＧＯＰを構成するフレーム画像を示す図である。
【図３】記録情報の論理的構造（論理フォーマット）を示す図である。
【図４】カラオケ曲を構成する際の論理的構造（論理フォーマット）の例を示す図である
。
【図５】インターリーブドユニットの構造を示す図である。
【図６】ＰＧＣＩの細部構成（Ｉ）を示す図である。
【図７】ＰＧＣＩの細部構成（ II）を示す図であり、（ａ）はセルインフォメーションの
構成を示す図であり、（ｂ）はセル識別情報の例を示す図である。
【図８】セル識別情報として記述される数値データの分類例を示す図である。
【図９】記録装置の概要構成を示すブロック図である。
【図１０】カラオケ装置の概要構成を示すブロック図である。
【図１１】オーディオデータの再生に係る部分の細部構成ブロック図である。
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【図１２】カラオケ演奏時の動作を説明する図である。
【符号の説明】
１…ＤＶＤ
２…ビデオマネージャ
３、６３…ＶＴＳ
１０…ＶＯＢ
１１…コントロールデータ
２０、２０Ａ、２０Ｂ、２０Ｃ、２０Ｄ、２０Ｅ、２０Ｆ、２０Ｇ、２０Ｈ、２０Ｉ、２
０Ｊ、２０Ｋ、２０Ｌ、２０Ｍ、２０Ｎ、２０Ｏ、２０Ｐ、２０Ｑ…セル
３０…ＶＯＢユニット
４１…ナビパック
４２…ビデオデータ
４３…オーディオデータ
４４…サブピクチャデータ
５０…ＰＣＩデータ
５１…ＤＳＩデータ
５２…ＧＯＰ
６０…プログラム
６０Ａ、６０Ｂ、６０Ｃ、６０Ｄ、６０Ｅ、６０Ｎ 1 、６０Ｎ 2 、６０Ｎ 3 …ＰＴＴ
６１、６１Ａ、６１Ｂ…ＰＧＣ
６２、６２Ａ、６２Ｂ、６２Ｎ…タイトル
６４…ＰＧＣＩ
６５…セルインフォメーション
７０…ＶＴＲ
７１…メモリ
７２…信号処理部
７３、７４…ハードディスク装置
７５…コントローラ
７６…多重器
７７…変調器
７８…マスタリング装置
８０…ピックアップ
８１…復調訂正部
８２、８４…ストリームスイッチ
８３…トラックバッファ
８５…システムバッファ
８６…デマルチプレクサ
８７…ＶＢＶバッファ
８８…ビデオデコーダ
８９…サブピクチャバッファ
９０…サブピクチャデコーダ
９１、１０５、１０７、１２２、１２３…混合器
９２…オーディオバッファ
９３…オーディオデコーダ
９４…ＰＣＩバッファ
９５…ＰＣＩデコーダ
９６…ハイライトバッファ
９７…ハイライトデコーダ
９８…入力部
９８Ａ…選択キー
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９９…ディスプレイ
１００…システムコントローラ
１０１…ドライブコントローラ
１０２…スピンドルモータ
１０３…スライダモータ
１０４…ＤＳＰ処理部
１０６…マイク
１０８、１０９、１１０、１１３…Ｄ／Ａ変換器
１１１、１１４、１２８…ボリューム
１１２、１１５、１１６、１２９…スイッチ
１２１、１２７…アンプ
１２４…左用スピーカ
１２５…右用スピーカ
２００…セルカテゴリ
２０１…セル再生時間
２０２…第１ＶＯＢユニット開始アドレス情報
２０３…最終ＶＯＢユニット開始アドレス情報
３００…セルブロックモード情報
３０１…シームレスフラグ
３０２…セル識別情報
３０３…セルブロックタイプ情報
Ｂ…光ビーム
Ｐ…パック
ＰＴ…パケット
Ｓ 1 …記録装置
Ｓ 2 …再生装置
ＳＴ…キューシート
Ｓ r …圧縮多重信号
Ｓ i …制御情報信号
Ｓ a …付加情報信号
Ｓ cc…情報選択信号
Ｓ m …ディスク記録信号
Ｓ ap…情報付加圧縮多重信号
Ｓ ac…再生制御情報信号
Ｓ p …検出信号
Ｓ dm…復調信号
Ｓ d …駆動信号
Ｓ sw1 、Ｓ sw2 …スイッチ信号
Ｓ in…入力信号
Ｓ dp…表示信号
Ｓ csl …シームレス制御信号
Ｓ c …制御信号
Ｓ lc…ストリーム選択信号
Ｓ ca…ポーズ信号
Ｓ ch…ハイライト制御信号
Ｓ hi…ハイライト信号
Ｓ pc…ＰＣＩ信号
Ｓ ad…オーディオ信号
Ｓ sp…副映像信号
Ｓ v …ビデオ信号
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Ｓ vd…復調ビデオ信号
Ｓ spd …復調副映像信号
Ｓ add …復調オーディオ信号
Ｓ vp…映像信号
Ｓ hid …復調ハイライト信号
Ｓ rtc …リアルタイムコントロール信号
Ｓ ofc …リアルタイムオン／オフコントロール信号
Ｓ chs …出力チャネル選択信号
Ｓ ch1 …伴奏（左）信号
Ｓ ch2 …伴奏（右）信号
Ｓ ch3 …ガイドメロディ信号
Ｓ ch4 …ボーカルチャネル信号
Ｓ mic …外部音声信号
Ｓ mmic…変換外部音声信号
Ｓ mi…混合信号
Ｓ mix1…左混合音声信号
Ｓ mix2…右混合音声信号
Ｔ t …タイムコード
Ｒ…記録情報

10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

(26) JP 3696327 B2 2005.9.14



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

(27) JP 3696327 B2 2005.9.14



【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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