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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の符号化されたピクチャより形成されるビデオストリームを配信するソース装置と
、前記ソース装置から前記ビデオスストリームの配信を受け、ビデオスストリームに含ま
れる各ピクチャをデコードして表示する１または複数のシンク装置とを有するビデオシス
テムであって、
　前記ソース装置は、Ｎ倍速の早送り再生を行う場合に、前記ビデオストリームから平均
してピクチャＭ（但し、Ｍ＞Ｎ）個につき１個のピクチャを前記ビデオストリーム上の再
生時刻順序に従って抽出して、各ピクチャの転送周期が平均でＭ/Ｎ表示フレーム周期と
なるように、抽出した各ピクチャを、順次、当該ソース装置から前記シンク装置に転送す
る特殊再生ピクチャ配信手段を有し、
　前記シンク装置は、
　前記ソース装置から転送されたピクチャを順次デコードするデコード手段と、
　各表示フレーム周期において、直前の表示フレーム周期で表示したピクチャの次のピク
チャの前記デコード手段によるデコードが完了している場合には、当該デコードされた次
のピクチャを表示し、直前の表示フレーム周期で表示したピクチャの次のピクチャのデコ
ードが完了していない場合には、直前の表示フレーム周期で表示したピクチャを再度表示
する特殊再生ピクチャ表示処理手段とを有することを特徴とするビデオシステム。
【請求項２】
　複数の符号化されたピクチャより形成されるビデオストリームを配信するソース装置と
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、前記ソース装置から前記ビデオスストリームの配信を受け、ビデオスストリームに含ま
れる各ピクチャをデコードして表示する１または複数のシンク装置とを有するビデオシス
テムであって、
　前記ソース装置は、Ｎ倍速の早戻し再生を行う場合に、前記ビデオストリームから平均
してピクチャＭ（但し、Ｍ＞Ｎ）個につき１個のピクチャを前記ビデオストリーム上の再
生時刻順序と逆の順序に従って抽出して、各ピクチャの転送周期が平均でＭ/Ｎ表示フレ
ーム周期となるように、抽出した各ピクチャを、順次、当該ソース装置から前記シンク装
置に転送する特殊再生ピクチャ配信手段を有し、
　前記シンク装置は、
　前記ソース装置から転送されたピクチャを順次デコードするデコード手段と、
　各表示フレーム周期において、直前の表示フレーム周期で表示したピクチャの次のピク
チャの前記デコード手段によるデコードが完了している場合には、当該デコードされた次
のピクチャを表示し、直前の表示フレーム周期で表示したピクチャの次のピクチャのデコ
ードが完了していない場合には、直前の表示フレーム周期で表示したピクチャを再度表示
する特殊再生ピクチャ表示処理手段とを有することを特徴とするビデオシステム。
【請求項３】
　複数の符号化されたピクチャより形成されるビデオストリームを配信するソース装置と
、前記ソース装置から前記ビデオスストリームの配信を受け、ビデオスストリームに含ま
れる各ピクチャをデコードして表示する１または複数のシンク装置とを有するビデオシス
テムであって、
　前記ソース装置は、１/Ｎ倍速のスロー再生を行う場合に、前記ビデオストリームの各
ピクチャを前記ビデオストリーム上の再生時刻順序に従って抽出し、転送周期が平均でＮ
表示フレーム周期となるように、抽出したピクチャを、順次、当該ソース装置から前記シ
ンク装置に転送する特殊再生ピクチャ配信手段を有し、
　前記シンク装置は、
　前記ソース装置から転送されたピクチャを順次デコードするデコード手段と、
　各表示フレーム周期において、直前の表示フレーム周期で表示したピクチャの次のピク
チャの前記デコード手段によるデコードが完了している場合には、当該デコードされた次
のピクチャを表示し、直前の表示フレーム周期で表示したピクチャの次のピクチャのデコ
ードが完了していない場合には、直前の表示フレーム周期で表示したピクチャを再度表示
する特殊再生ピクチャ表示処理手段とを有することを特徴とするビデオシステム。
【請求項４】
　複数の符号化されたピクチャより形成されるビデオストリームを配信するソース装置と
、前記ソース装置から前記ビデオスストリームの配信を受け、ビデオスストリームに含ま
れる各ピクチャをデコードして表示する１または複数のシンク装置とを有するビデオシス
テムであって、
　前記ソース装置は、１/Ｎ倍速の逆スロー再生を行う場合に、前記ビデオストリームの
各ピクチャを前記ビデオストリーム上の再生時刻順序と逆の順序に従って抽出し、転送周
期が平均でＮ表示フレーム周期となるように、抽出したピクチャを、順次、当該ソース装
置から前記シンク装置に転送する特殊再生ピクチャ配信手段を有し、
　前記シンク装置は、
　前記ソース装置から転送されたピクチャを順次デコードするデコード手段と、
　各表示フレーム周期において、直前の表示フレーム周期で表示したピクチャの次のピク
チャの前記デコード手段によるデコードが完了している場合には、当該デコードされた次
のピクチャを表示し、直前の表示フレーム周期で表示したピクチャの次のピクチャのデコ
ードが完了していない場合には、直前の表示フレーム周期で表示したピクチャを再度表示
する特殊再生ピクチャ表示処理手段とを有することを特徴とするビデオシステム。
【請求項５】
　請求項１記載のビデオシステムであって、
　前記ビデオストリームは、映像フレームをフレーム内符号化により符号化したＩピクチ
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ャと、映像フレームを前方フレーム間予測符号化により符号化したＰピクチャと、映像フ
レームを双方向フレーム間予測符号化により符号化したＢピクチャとを、前記ピクチャと
して含み、
　前記ソース装置の特殊再生ピクチャ配信手段は、前記ビデオストリームからIピクチャ
、または、Iピクチャ及び直前のIピクチャとの間に選択されないＰピクチャが存在しない
ように選択した１または複数のＰピクチャを抽出することを特徴とするビデオシステム。
【請求項６】
　請求項３または４記載のビデオシステムであって、
　前記ビデオストリームは、映像フレームをフレーム内符号化により符号化したＩピクチ
ャと、映像フレームを前方フレーム間予測符号化により符号化したＰピクチャと、映像フ
レームを双方向フレーム間予測符号化により符号化したＢピクチャとを、前記ピクチャと
して含み、
　前記ソース装置の特殊再生ピクチャ配信手段は、前記ビデオストリームから抽出したピ
クチャがIピクチャもしくは先行して抽出したピクチャを用いた前方フレーム間予測符号
化により符号化したＰピクチャでない場合に、当該ピクチャをIピクチャもしくは先行し
て抽出したピクチャを用いた前方フレーム間予測符号化により符号化したＰピクチャに変
換して、前記ソース装置からシンク装置に転送することを特徴とするビデオシステム。
【請求項７】
　請求項１、２、３、４、５または６記載のビデオシステムであって、
　前記ソース装置の前記特殊再生ピクチャ配信手段は、所定のコードを付加して前記ピク
チャを配信し、
　前記特殊再生ピクチャ表示処理手段は、各表示フレーム周期において、直前の表示フレ
ーム周期で表示したピクチャの次のピクチャの前記デコード手段によるデコードが完了し
ていない場合には、直前の表示フレーム周期で表示したピクチャに前記コードが付加され
ている場合にのみ、当該ピクチャを再度表示することを特徴とするビデオシステム。
【請求項８】
　複数の符号化されたピクチャより形成されるビデオストリームを配信するソース装置と
、前記ソース装置から前記ビデオスストリームの配信を受け、ビデオスストリームに含ま
れる各ピクチャをデコードして表示する１または複数のシンク装置とを有するビデオシス
テムにおいて早送り再生を行うビデオ再生方法であって、
　前記ソース装置において、Ｎ倍速再生を行う場合に、前記ビデオストリームから平均し
てピクチャＭ（但し、Ｍ＞Ｎ）個につき１個のピクチャを前記Ｎ倍速再生上の表示順序に
従って抽出して、各ピクチャの転送周期が平均でＭ/Ｎ表示フレーム周期となるように、
抽出した各ピクチャを、順次、当該ソース装置から前記シンク装置に転送するステップと
、
　前記シンク装置において、前記ソース装置から転送されたピクチャを順次デコードする
ステップと、
　前記シンク装置において、各表示フレーム周期において、直前の表示フレーム周期で表
示したピクチャの次のピクチャのデコードが完了している場合には、当該デコードされた
次のピクチャを表示し、直前の表示フレーム周期で表示したピクチャの次のピクチャのデ
コードが完了していない場合には、直前の表示フレーム周期で表示したピクチャを再度表
示するステップとを有することを特徴とするビデオ再生方法。
【請求項９】
　複数の符号化されたピクチャより形成されるビデオストリームを配信するソース装置と
、前記ソース装置から前記ビデオスストリームの配信を受け、ビデオスストリームに含ま
れる各ピクチャをデコードして表示する１または複数のシンク装置とを有するビデオシス
テムにおいてスロー再生を行うビデオ再生方法であって、
　前記ソース装置において、１/Ｎ倍速再生を行う場合に、前記ビデオストリームの各ピ
クチャを前記１/Ｎ倍速再生上の表示順序に従って抽出し、転送周期が平均でＮ表示フレ
ーム周期となるように、抽出したピクチャを、順次、当該ソース装置から前記シンク装置
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に転送するステップと、
　前記シンク装置において、前記ソース装置から転送されたピクチャを順次デコードする
ステップと、
　前記シンク装置において、各表示フレーム周期において、直前の表示フレーム周期で表
示したピクチャの次のピクチャのデコードが完了している場合には、当該デコードされた
次のピクチャを表示し、直前の表示フレーム周期で表示したピクチャの次のピクチャのデ
コードが完了していない場合には、直前の表示フレーム周期で表示したピクチャを再度表
示するステップとを有することを特徴とするビデオ再生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ソース装置からシンク装置にビデオデータを配信し、シンク装置においてビ
デオを表示するビデオシステムにおいて、早送り再生などの特殊再生を行う技術に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　ソース装置からシンク装置にビデオデータを配信し、シンク装置においてビデオを表示
するビデオシステムにおいて、早送り再生などの特殊再生を行う技術としては、ソース装
置において、Ｉピクチャ、Ｐピクチャ、Ｂピクチャからなるオリジナルのビデオストリー
ムから(MPEG方式のビデオストリーム）、Ｉピクチャのみ、または、ＩピクチャとＰピク
チャのみを抽出して、Ｉピクチャのみ、または、ＩピクチャとＰピクチャのみからなるビ
デオストリームを再構成してシンク装置に配信し、シンク装置において、配信されたビデ
オストリームを、通常のビデオストリームと同様に１ピクチャを１表示フレーム周期づつ
順次再生表示することにより、早送り再生を実現する技術が知られている（たとえば、特
許文献１）。
【０００３】
　ここで、Ｉピクチャは映像フレームをフレーム内符号化したピクチャであり、その復号
に他の映像フレームを必要としないピクチャである。また、Ｐピクチャは、Ｉピクチャと
他のＰピクチャのうちの再生時間上直前の一つのピクチャの映像フレームを参照フレーム
として、参照フレームとの間のフレーム間符号化（前方フレーム間符号化）によって符号
化されたピクチャである。また、Ｂピクチャは、Ｉピクチャと他のＰピクチャのうちの再
生時間上直前と直後の二つのピクチャの映像フレームを参照フレームとして、参照フレー
ムとの間のフレーム間符号化（双方向フレーム間符号化）によって符号化されたピクチャ
である。
【特許文献１】特開2003-309811号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前記特許文献１記載の技術によれば、早送り再生の再生速度が、オリジナルのビデオス
トリーム中の全ピクチャ数に対するIピクチャ、または、ＩピクチャとＰピクチャのピク
チャ数の比、すなわち、オリジナルのビデオストリーム中のピクチャ数に対するソース装
置からシンク装置に転送できるピクチャ数の比に制限されてしまうという問題がある。
【０００５】
　そこで、本発明は、ソース装置からシンク装置にビデオデータを配信し、シンク装置に
おいてビデオを表示するビデオシステムにおいて、より多様な再生速度による特殊再生を
行うことを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題達成のために、本発明は、複数の符号化されたピクチャより形成されるビデオ
ストリームを配信するソース装置と、前記ソース装置から前記ビデオスストリームの配信



(5) JP 5159143 B2 2013.3.6

10

20

30

40

50

を受け、ビデオスストリームに含まれる各ピクチャをデコードして表示する１または複数
のシンク装置とを有するビデオシステムにおいて、前記ソース装置に、Ｎ倍速の早送り再
生を行う場合に、前記ビデオストリームから平均してピクチャＭ（但し、Ｍ＞Ｎ）個につ
き１個のピクチャを前記ビデオストリーム上の再生時刻順序に従って抽出して、各ピクチ
ャの転送周期が平均でＭ/Ｎ表示フレーム周期となるように、抽出した各ピクチャを、順
次、当該ソース装置から前記シンク装置に転送する特殊再生ピクチャ配信手段を備え、前
記シンク装置に、前記ソース装置から転送されたピクチャを順次デコードするデコード手
段と、各表示フレーム周期において、直前の表示フレーム周期で表示したピクチャの次の
ピクチャの前記デコード手段によるデコードが完了している場合には、当該デコードされ
た次のピクチャを表示し、直前の表示フレーム周期で表示したピクチャの次のピクチャの
デコードが完了していない場合には、直前の表示フレーム周期で表示したピクチャを再度
表示する特殊再生ピクチャ表示処理手段とを備えたものである。
【０００７】
　このようなビデオシステムによれば、ビデオストリーム中のピクチャ数に対するソース
装置からシンク装置に転送するピクチャ数の比をＭ：１として、各ピクチャの転送周期を
平均でＭ/Ｎ（但し、Ｍ＞Ｎ）表示フレーム周期とすることにより、ビデオストリームの
ピクチャ数の１/Ｍの数のピクチャが、各ピクチャの表示期間が平均でＭ/Ｎ表示フレーム
周期期間となるように表示されることになるので、Ｎ倍速の早送り再生を擬似的に実現す
ることができる。よって、転送するピクチャ数の比と各ピクチャの転送周期を適当に設定
することにより、多様な速度による早戻し再生を実現することができ、ビデオストリーム
中のピクチャ数に対するソース装置からシンク装置に転送できるピクチャ数の比によって
一義的に再生速度が制限されてしまうことがない。また、ソース装置からシンク装置に転
送するピクチャの数を、早送り再生による表示を行う表示フレーム周期数よりも少なく抑
えることができる。
【０００８】
　また、前記課題達成のために、本発明は、複数の符号化されたピクチャより形成される
ビデオストリームを配信するソース装置と、前記ソース装置から前記ビデオスストリーム
の配信を受け、ビデオスストリームに含まれる各ピクチャをデコードして表示する１また
は複数のシンク装置とを有するビデオシステムにおいて、前記ソース装置に、Ｎ倍速の早
戻し再生を行う場合に、前記ビデオストリームから平均してピクチャＭ（但し、Ｍ＞Ｎ）
個につき１個のピクチャを前記ビデオストリーム上の再生時刻順序と逆の順序に従って抽
出して、各ピクチャの転送周期が平均でＭ/Ｎ表示フレーム周期となるように、抽出した
各ピクチャを、順次、当該ソース装置から前記シンク装置に転送する特殊再生ピクチャ配
信手段を備え、前記シンク装置に、前記ソース装置から転送されたピクチャを順次デコー
ドするデコード手段と、各表示フレーム周期において、直前の表示フレーム周期で表示し
たピクチャの次のピクチャの前記デコード手段によるデコードが完了している場合には、
当該デコードされた次のピクチャを表示し、直前の表示フレーム周期で表示したピクチャ
の次のピクチャのデコードが完了していない場合には、直前の表示フレーム周期で表示し
たピクチャを再度表示する特殊再生ピクチャ表示処理手段とを備えたものである。
【０００９】
　このようなビデオシステムによれば、前記早送り再生を行うビデオシステムと同様に、
転送するピクチャ数の比と各ピクチャの転送周期を適当に設定することにより、多様な速
度による早戻し再生を実現することができ、ビデオストリーム中のピクチャ数に対するソ
ース装置からシンク装置に転送できるピクチャ数の比によって一義的に再生速度が制限さ
れてしまうことがない。また、ソース装置からシンク装置に転送するピクチャの数を、早
戻し再生による表示を行う表示フレーム周期数よりも少なく抑えることができる。
【００１０】
　また、前記課題達成のために、本発明は、複数の符号化されたピクチャより形成される
ビデオストリームを配信するソース装置と、前記ソース装置から前記ビデオスストリーム
の配信を受け、ビデオスストリームに含まれる各ピクチャをデコードして表示する１また
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は複数のシンク装置とを有するビデオシステムにおいて、前記ソース装置に、１/Ｎ倍速
のスロー再生を行う場合に、前記ビデオストリームの各ピクチャを前記ビデオストリーム
上の再生時刻順序に従って抽出し、転送周期が平均でＮ表示フレーム周期となるように、
抽出したピクチャを、順次、当該ソース装置から前記シンク装置に転送する特殊再生ピク
チャ配信手段を備え、前記シンク装置に、前記ソース装置から転送されたピクチャを順次
デコードするデコード手段と、各表示フレーム周期において、直前の表示フレーム周期で
表示したピクチャの次のピクチャの前記デコード手段によるデコードが完了している場合
には、当該デコードされた次のピクチャを表示し、直前の表示フレーム周期で表示したピ
クチャの次のピクチャのデコードが完了していない場合には、直前の表示フレーム周期で
表示したピクチャを再度表示する特殊再生ピクチャ表示処理手段とを備えたものである。
【００１１】
　このようなビデオシステムによれば、各ピクチャの転送周期をＮ表示フレーム周期とす
ることにより、各ピクチャが、各ピクチャの表示期間が平均でＮ表示フレーム周期期間と
なるように表示されることになるので１/Ｎ倍速のスロー再生を擬似的に実現することが
できる。また、ソース装置からシンク装置に転送するピクチャの数を、スロー再生による
表示を行う表示フレーム周期数よりも少なく抑えることができる。
【００１２】
　また、前記課題達成のために、本発明は、複数の符号化されたピクチャより形成される
ビデオストリームを配信するソース装置と、前記ソース装置から前記ビデオスストリーム
の配信を受け、ビデオスストリームに含まれる各ピクチャをデコードして表示する１また
は複数のシンク装置とを有するビデオシステムにおいて、前記ソース装置に、１/Ｎ倍速
の逆スロー再生を行う場合に、前記ビデオストリームの各ピクチャを前記ビデオストリー
ム上の再生時刻順序と逆の順序に従って抽出し、転送周期が平均でＮ表示フレーム周期と
なるように、抽出したピクチャを、順次、当該ソース装置から前記シンク装置に転送する
特殊再生ピクチャ配信手段を備え、前記シンク装置に、前記ソース装置から転送されたピ
クチャを順次デコードするデコード手段と、各表示フレーム周期において、直前の表示フ
レーム周期で表示したピクチャの次のピクチャの前記デコード手段によるデコードが完了
している場合には、当該デコードされた次のピクチャを表示し、直前の表示フレーム周期
で表示したピクチャの次のピクチャのデコードが完了していない場合には、直前の表示フ
レーム周期で表示したピクチャを再度表示する特殊再生ピクチャ表示処理手段とを備えた
ものである。
【００１３】
　このようなビデオシステムによれば、前記スロー再生を行うビデオシステムと同様に、
各ピクチャの転送周期をＮ表示フレーム周期とすることにより１/Ｎ倍速の逆スロー再生
を擬似的に実現することができる。また、ソース装置からシンク装置に転送するピクチャ
の数を、逆スロー再生による表示を行う表示フレーム周期数よりも少なく抑えることがで
きる。
【００１４】
　ここで、以上の早送り再生を行うビデオシステムは、前記ビデオストリームが、映像フ
レームをフレーム内符号化により符号化したＩピクチャと、映像フレームを前方フレーム
間予測符号化により符号化したＰピクチャと、映像フレームを双方向フレーム間予測符号
化により符号化したＢピクチャとを、前記ピクチャとして含む場合には、前記ソース装置
の特殊再生ピクチャ配信手段において、前記ビデオストリームからIピクチャ、または、I
ピクチャ及び直前のIピクチャとの間に選択されないＰピクチャが存在しないように選択
した１または複数のＰピクチャを抽出するようにしてもよい。このようにすることにより
、ピクチャタイプの変換を行わずに早送り再生を実現することができる。
【００１５】
　ここで、以上のビデオシステムは、前記ビデオストリームが、映像フレームをフレーム
内符号化により符号化したＩピクチャと、映像フレームを前方フレーム間予測符号化によ
り符号化したＰピクチャと、映像フレームを双方向フレーム間予測符号化により符号化し
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たＢピクチャとを、前記ピクチャとして含む場合には、前記ソース装置の特殊再生ピクチ
ャ配信手段において、前記ビデオストリームから抽出したピクチャがIピクチャもしくは
先行して抽出したピクチャを用いた前方フレーム間予測符号化により符号化したＰピクチ
ャでない場合に、当該ピクチャをIピクチャもしくは先行して抽出したピクチャを用いた
前方フレーム間予測符号化により符号化したＰピクチャに変換して、前記ソース装置から
シンク装置に転送するようにする。このようにすることにより、ビデオストリーム中の任
意のピクチャタイプのピクチャを特殊再生に用いることができるようになる。
【００１６】
　また、以上のビデオシステムは、前記ソース装置の前記特殊再生ピクチャ配信手段にお
いて、所定のコードを付加して前記ピクチャを配信し、前記特殊再生ピクチャ表示処理手
段において、各表示フレーム周期において、直前の表示フレーム周期で表示したピクチャ
の次のピクチャの前記デコード手段によるデコードが完了していない場合には、直前の表
示フレーム周期で表示したピクチャに前記コードが付加されている場合にのみ、当該ピク
チャを再度表示するようにしてもよい。
【発明の効果】
【００１７】
　以上のように、ソース装置からシンク装置にビデオデータを配信し、シンク装置におい
てビデオを表示するビデオシステムにおいて、より多様な再生速度による特殊再生を行う
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施形態に係るビデオシステムを、自動車に搭載されるＤＶＤビデオシ
ステムへの適用を例にとり説明する。
　図１に、本実施形態に係るＤＶＤビデオシステムの構成を示す。
　図示するように、ＤＶＤビデオシステムは、DVD-Videoディスク４が装着されるソース
装置１、車載ＬＡＮ３を介してソース装置１に接続する、１または複数のモニタシステム
２を有している。そして、各モニタシステム２は、各々、シンク装置２１、シンク装置２
１から入力するビデオを表示する表示装置２２、シンク装置２１から入力する音声を出力
する音声を出力する音声出力装置２３を備えている。
【００１９】
　次に、図２に、ソース装置１と、シンク装置２１の内部構成を示す。
　図示するように、ソース装置１は、ＤＶＤドライブ１１、トランスコーダ１２、多重化
部１３（MUX１３）、ソース側ＬＡＮインタフェース１４、配信制御部１５とを有してい
る。
　一方、シンク装置２１は、シンク側ＬＡＮインタフェース２１１、多重分離部２１２（
DEMUX２１２）、バッファ２１３、デコーダ２１４、再生制御部２１５とを有している。
　このような構成において、ソース装置１のＤＶＤドライブ１１は、DVD-Videoディスク
４に記録されているビデオデータを読み出す。ここで、ビデオデータは、Ｉピクチャ、Ｐ
ピクチャ、Ｂピクチャからなるビデオストリーム(MPEG方式のビデオストリーム）を含む
。ここで、前述のように、Ｉピクチャは映像フレームをフレーム内符号化したピクチャで
あり、その復号に他の映像フレームを必要としないピクチャである。また、Ｐピクチャは
、Ｉピクチャと他のＰピクチャのうちの再生時間上直前の一つのピクチャの映像フレーム
を参照フレームとして、参照フレームとの間のフレーム間符号化によって符号化されたピ
クチャである。また、Ｂピクチャは、Ｉピクチャと他のＰピクチャのうちの再生時間上直
前と直後の二つのピクチャの映像フレームを参照フレームとして、参照フレームとの間の
フレーム間符号化によって符号化されたピクチャである。
【００２０】
　また、ソース装置１において、トランスコーダ１２は、読み出されたビデオデータの圧
縮率を変換するトランスコードを、ビデオデータのデータレート低減のために行って、ト
ランスコードしたビデオデータを多重化部１３に出力する。多重化部１３は、トランスコ
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ーダ１２から入力するビデオデータと配信制御部１５から入力する再生制御データを多重
化して、ソース側ＬＡＮインタフェース１４を介して、車載ＬＡＮ３にブロードキャスト
またはマルチキャスト形式によって送信する。
【００２１】
　次に、ソース装置１から配信されたビデオデータは、シンク装置２において、車載ＬＡ
Ｎ３を介してシンク側ＬＡＮインタフェース２１１によって受信され、多重分離部２１２
によってビデオデータと再生制御データに分離される。そして、分離された再生制御デー
タは、再生制御部２１５に送られ、ビデオデータは、バッファ２１３に格納される。そし
て、バッファ２１３に格納されたビデオデータは順次、デコーダ２１４によって読み出さ
れてデコードされ、デコードされた映像は表示装置２２に、デコードされた音声は音声出
力装置２３に出力される。
【００２２】
　一方、再生制御部２１５は、多重分離部２１２から送られた再生制御データを用いて、
バッファ２１３やデコーダ２１４の動作を制御する。
　以下、このようなビデオシステムの構成における特殊再生動作について説明する。
　ソース装置１の配信制御部１５は、この特殊再生動作のために、図３ａに示す特殊再生
配信処理を行う。
　図示するように、特殊再生配信処理では、通常配信処理中（ステップ３０２）、ユーザ
からの特殊再生指示の発生を監視する（ステップ３０４）。
　ここで、通常配信処理は、ビデオデータの通常再生をおこなっている期間中、配信制御
部１５が行う処理であり、この処理では、配信制御部１５は、DVD-Videoディスク４から
読み出したビデオストリームに、図４ａ１に示す順序で配置されている各ピクチャを、ト
ランスコードを施した後、図４ａ２に示すように、そのままの順序で、後述するGOPとピ
クチャとの関係も維持したまま各シンク装置２１に配信する動作を制御する。ただし、配
信制御部１５は、通常配信処理開始時にはビデオデータに含めて配信されるソース装置１
のシステムクロックSTCの通知値SCRに追従するシンク装置２１のシステムクロックSTCの
、通知値SCRの追従を、どのようなビデオデータの配信タイミングで開始すべきを表す情
報SH（システムヘッダ）として配信する。
【００２３】
　ここで、図４以降の各図中のｆnは、各ピクチャの再生時刻順序上の順番を表すもので
あり、図４ａ１に示すようにDVD-Videoディスク４に記録されているビデオストリームは
、再生時刻順序上先頭の１３ピクチャをIBBPBBPBBPBBPのピクチャに符号化し、再生時刻
順序以降の１５ピクチャ毎に当該１５ピクチャを各々BBIBBPBBPBBPBBPのピクチャに符号
化したものである。また、参照フレームとなるピクチャが当該参照フレームを参照して符
号化されたピクチャよりも前に位置するように、先頭の１３ピクチャはGOPとしてIPBBPBB
PBBPBBの順に、以降の各１５ピクチャ毎のグループは各々GOPとしてIBBPBBPBBPBBPBBの順
にDVD-Videoディスク４上に記憶され、当該順序に読み出されるものである。なお、DVD-V
ideoディスク４に記録されているビデオストリームにおいてI、Pピクチャだけを見れば、
I、Pピクチャは再生時刻順に配置されている。また、DVD-Videoディスク４に記録されて
いるビデオストリームにおいてBピクチャだけを見れば、Bピクチャは再生時刻順に配置さ
れている。
【００２４】
　さて、図４ａ２に示す順序でピクチャが配置されたビデオストリームが配信されると、
シンク装置２１のデコーダ２１４は、このビデオストリームのデコードと表示を、先に受
信した同期情報SHに従ったタイミングで行って、図４ａ３に示すように各ピクチャが表す
映像フレームが本来の再生時刻順に並んだ映像を生成し表示装置２２に表示する。
【００２５】
　さて、図３ａに戻り、特殊再生配信処理において、通常配信処理中（ステップ３０２）
のユーザからの特殊再生指示が発生したならば（ステップ３０４）、配信中のGOPの最後
のピクチャにSEQコード（シーケンスエンドコード）を付加する（ステップ３０６）。そ
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して、配信中のGOPの配信が終了したならば、通常配信処理を停止する（ステップ３０８
）
　そして、指示された特殊再生の再生速度に応じて、DVD-Videoディスク４に記録されて
いるビデオストリームから特殊再生においてシンク装置２に配信するピクチャとして抽出
するピクチャを選定するための規則である抽出ピクチャ規則、各ピクチャをどのようなタ
イミング配信するかを規定する規則である転送タイミング規則を定める（ステップ３１０
）。ここで、これらの規則の詳細については後述する。
【００２６】
　そして、特殊再生用ピクチャ配信動作を開始する（ステップ３１２）。ここで、この特
殊再生用ピクチャ配信動作では、指示された特殊再生の種類（早送り再生、早戻し再生、
スロー再生、逆スロー再生など）と、定めた抽出ピクチャ規則に従ってDVD-Videoディス
ク４から読み出したビデオストリームからピクチャを抽出し、トランスコードし、トラン
スコードしたピクチャ全てにSEQコードを付加し、定めた転送タイミング規則に従ってシ
ンク装置２１に配信する動作を制御する。
【００２７】
　そして、ユーザからの特殊再生解除指示の発生を監視し（ステップ３１４）、特殊再生
解除指示が発生したならば、前述した特殊再生用ピクチャ配信動作を終了し（ステップ３
１６）、前述した通常配信処理を起動し（ステップ３１８）、ステップ３０２からの処理
に戻る。
【００２８】
　次に、シンク装置２１の再生制御部２１５は、ソース装置１からの同期情報SHの受信を
待ち、同期情報SHを受信したならば、この同期情報SHに従ってシンク装置２のシステムク
ロックSTCの配信されるSCRへの追従を開始する。
　一方、シンク装置２１のデコーダ２１４は、各ピクチャのデコード及び表示を、ピクチ
ャと共に配信されるピクチャのデコード/表示のタイミングをソース装置１のシステムク
ロックSTCで記述したDTS/PTSに従って、DTS/PTSとシンク装置２１のシステムクロックSTC
が一致したときにピクチャのデコード/表示が行われるよう制御する。ここで、DTS/PTSは
、通常再生において各ピクチャが、以上の動作によって、支障なく再生時刻順に正しく表
示できるように記述されている。この結果、前述のように、図４ａ２に示す順序でピクチ
ャが配置されたビデオストリームがシンク装置２１の通常配信処理によって配信されると
、シンク装置２１のデコーダ２１４は、DTS/PTS従ったタイミングで行って、図４ａ３に
示すように各ピクチャが表す映像フレームが本来の再生時刻順に並んだ映像を生成し表示
装置２２に表示することになる。
【００２９】
　ただし、デコーダ２１４は、次のピクチャをデコードすべきタイミングで、バッファ２
１３に格納されている次にデコードすべきピクチャがSEQコードが付加されたピクチャで
ある場合には、DTS/PTSによらず、当該ピクチャを直ちにデコードし表示する。また、SEQ
コードが付加されたピクチャを受信した場合には、それまでに受信したピクチャのうちの
再生時刻順上最終のピクチャの表示を、その次に表示すべきピクチャがデコードされて表
示可能となるまで維持する処理も行う。また、本実施形態では、前方フレーム間予測につ
いては、デコーダ２１４において、SEQコードが付与されたピクチャを受信しても、それ
までに受信したピクチャのうちの再生時刻順上最終のピクチャのデコードの完了をもって
、デコードのシーケンスのリセットとしない。すなわち、SEQコードが付与されたピクチ
ャ以降に受信したＰピクチャについて、SEQコードが付与されたピクチャ以前に受信した
ピクチャを参照フレームとして参照したデコードを許容する。一方、双方向フレーム間予
測によるＢピクチャについては、デコードのシーケンスをリセットする。すなわち、SEQ
コードが付与されたピクチャ以降に受信したＢピクチャについて、SEQコードが付与され
たピクチャ以前に受信したピクチャを参照フレームとするデコードを禁止し、そのような
参照を行うＢピクチャはデコードを行わずに破棄する。
【００３０】
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　以下、このような各処理による特殊再生の動作例を示す。
　図４ｂは、１５倍速の早送り再生を行う場合の動作例を示すものであり、この場合、ソ
ース装置１の配信制御部１５は、図４ｂ１に示す矢印STのタイミングで特殊再生開始指示
（早送り再生指示）が発生すると、配信中のGOPの最後のピクチャf12にSEQコード付加し
て配信したならば、抽出ピクチャ規則をIピクチャ全て、転送タイミング規則をピクチャ
転送周期=表示フレーム周期に設定し、特殊再生用ピクチャ配信動作を開始する。
【００３１】
　この特殊再生用ピクチャ配信動作では、図示するように、DVD-Videoディスク４から読
み出したビデオストリーム中の、特殊再生開始指示（早送り再生指示）が発生した時点で
配信中のGOP以降のIピクチャが、順次、トランスコードされ、SEQコードが付加された上
で、転送周期が平均で表示フレーム周期となるようにシンク装置２１に配信される。
【００３２】
　そして、シンク装置２１のデコーダ２１４の前述したSEQコードが付加されたピクチャ
に対する再生制御処理によって、配信されたIピクチャが順次表示フレーム周期毎にデコ
ードされ、図４ｂ２に示すように、各々表示フレーム周期毎に表示される。この結果、１
５倍速の早送り再生が実現されることになる。
【００３３】
　次に、図４ｂ１に示す矢印EDのタイミングで特殊再生解除指示が発生すると、ソース装
置１の配信制御部１５は、各通常配信処理に復帰し、同期情報SHを送信した上で最後に配
信したピクチャf91の次のGOPの先頭のピクチャから各ピクチャを順次トランスコードして
配信する。
【００３４】
　一方、シンク装置２１において、同期情報SHを受信すると、シンク装置２１のシステム
タイマSTCのSCRへの追従開始のタイミング制御が行われ、以降、通常のピクチャの再生お
よび表示を行うが、通常の再生動作によるピクチャの表示が再開されるまでは、特殊再生
用ピクチャ配信動作で最後に送信されたｆ91にSEQコードが付加されているので、図４ｂ
２に示すように、このｆ91の表示が維持されることになる。なお、ｆ104、ｆ105のＢピク
チャについては、SEQコード受信以前のピクチャを参照するものであるので破棄され、通
常再生はｆ106より開始することになり、このｆ106の表示までｆ91の表示が維持されるこ
とになる。
【００３５】
　次に、図４ｃは、１１.２５倍速の早送り再生を行う場合の動作例を示すものであり、
この場合、ソース装置１の配信制御部１５は、図４ｃ１に示すように、抽出ピクチャ規則
をIピクチャ全て、転送タイミング規則を、ピクチャ転送周期=４/３表示フレーム周期に
設定し、特殊再生用ピクチャ配信動作を開始する。
【００３６】
　そして、この特殊再生用ピクチャ配信動作では、図４ｃ１に示すように、DVD-Videoデ
ィスク４から読み出したビデオストリーム中の、特殊再生開始指示（早送り再生指示）が
発生した時点で配信中のGOP以降の各Iピクチャを、順次トランスコードし、SEQコードを
付加して、ピクチャの転送周期の平均が４/３表示フレーム周期となるように送信する。
なお、転送周期の平均が４/３表示フレーム周期となるようなピクチャの転送は、たとえ
ば、図示するように、３ピクチャが表示フレーム周期毎に送信する３ピクチャ送信シーケ
ンスを、１表示フレーム周期分の間隔をあけて繰り返すことによって行う。
【００３７】
　そして、シンク装置２１のデコーダ２１４の前述したSEQコードが付加されたピクチャ
に対する再生制御処理によって、図４ｃ２に示すように、配信が完了したIピクチャのデ
コードが順次デコードされ、デコード完了直後の表示フレーム周期に表示される。ここで
、ピクチャの表示期間は基本的には１表示フレーム周期期間であるが、直前のピクチャを
表示した表示フレーム周期の終了までに次のピクチャのデコード完了が間に合わなかった
場合には、間に合わなかったピクチャの直前のピクチャの表示が、間に合わなかったピク
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チャのデコード完了直後の表示フレーム周期まで延長される。そして、図示した場合には
、４表示フレーム周期に１度、ピクチャのデコード開始時にピクチャの配信が間に合わな
い事象が発生するために、４表示フレーム周期に１度、デコード開始時に間に合わなかっ
たピクチャの直前のピクチャが点線枠で示したように２表示フレーム周期期間表示される
ことになる。そして、この結果擬似的な１１.２５倍速の早送り再生が実現されることに
なる。
【００３８】
　なお、特殊再生解除指示が発生した場合の動作は、前述した動作と同様になる。
　次に、図５ａは、７.５倍速の早送り再生を行う場合の動作例を示すものであり、この
場合、ソース装置１の配信制御部１５は、図５ａ１に示すように、抽出ピクチャ規則をI
ピクチャとIピクチャの直後の一つのPピクチャとし、転送タイミング規則を、ピクチャ転
送周期=表示フレーム周期に設定し、特殊再生用ピクチャ配信動作を開始する。
【００３９】
　この特殊再生用ピクチャ配信動作では、図５ａ１に示すように、DVD-Videoディスク４
から読み出したビデオストリーム中の、特殊再生開始指示（早送り再生指示）が発生した
時点で配信中のGOP以降の各GOPのIピクチャと各GOPの最初のPピクチャを、順次トランス
コードし、SEQコードを付加して、ピクチャの転送周期が平均で表示フレーム周期となる
ように送信する。
【００４０】
　そして、シンク装置２１のデコーダ２１４の前述したSEQコードが付加されたピクチャ
に対する再生制御処理によって、図５ａ２に示すように、配信されたIピクチャ、Pピクチ
ャが順次表示フレーム周期毎にデコードされ、各々表示フレーム周期毎に表示される。こ
の結果、７.５倍速の早送り再生が実現されることになる。
【００４１】
　なお、特殊再生解除指示が発生した場合の動作は、前述した動作と同様になる。
　以下同様に、早送り再生の倍速Ｎに応じてソース装置１の配信制御部１５において、抽
出ピクチャ規則と、ピクチャ転送周期を、抽出ピクチャ規則で規定される抽出するピクチ
ャの数の全ピクチャに対する割合1/Ｍに対して、ピクチャ転送周期によって規定されるピ
クチャの平均の転送周期がＭ/Ｎ表示フレーム周期となうように設定することにより、Ｎ
倍速の早送り再生を実現することができる。
【００４２】
　すなわち、たとえば、ソース装置の配信制御部１５において、抽出ピクチャ規則を、I
ピクチャとIピクチャの直後の二つのPピクチャとし、転送タイミング規則を、ピクチャ転
送周期=表示フレーム周期に設定すれば、図５ｂ１のように抽出ピクチャ規則に従って抽
出された各ピクチャが送信され、シンク装置２１のデコーダ２１４の前述したSEQコード
が付加されたピクチャに対する再生制御処理によって、図５ｂ２のように、５倍速の早送
り再生が実現される。
【００４３】
　また、ソース装置１の配信制御部１５において、抽出ピクチャ規則を、Iピクチャと全
てのPピクチャとし、転送タイミング規則を、ピクチャ転送周期=表示フレーム周期に設定
すれば、図５ｃ１のように抽出ピクチャ規則に従って抽出された各ピクチャが送信され、
シンク装置２１のデコーダ２１４の前述したSEQコードが付加されたピクチャに対する再
生制御処理によって、図５ｃ２のように、３倍速の早送り再生が実現される。
【００４４】
　また、ソース装置１の配信制御部１５において、抽出ピクチャ規則を、Iピクチャと全
てのPピクチャとし、転送タイミング規則を、ピクチャ転送周期=８/５表示フレーム周期
に設定すれば、図５ｄ１のように抽出ピクチャ規則に従って抽出された各ピクチャが送信
され、シンク装置２１のデコーダ２１４の前述したSEQコードが付加されたピクチャに対
する再生制御処理によって、図５ｄ２のように、１.８７５倍速の早送り再生が実現され
る。
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【００４５】
　次に、図 ６ａは、１５倍速の早戻し再生を行う場合の動作例を示すものであり、この
場合、ソース装置１の配信制御部１５は、図６ａ１に示す矢印STのタイミングで特殊再生
開始指示（早戻し再生指示）が発生すると、配信中のGOPの最後のピクチャf119にSEQコー
ド付加して配信したならば、抽出ピクチャ規則をIピクチャ全て、転送タイミング規則を
ピクチャ転送周期=表示フレーム周期に設定し、特殊再生用ピクチャ配信動作を開始する
。
【００４６】
　この特殊再生用ピクチャ配信動作では、DVD-Videoディスク４から読み出したビデオス
トリーム中の、特殊再生開始指示（早戻し再生指示）が発生した時点で配信中のGOP以前
のIピクチャを、順次、記録順と逆順に順次読み出して、トランスコードし、SEQコードを
付加した上で、転送周期が平均で表示フレーム周期となるようにシンク装置２１に配信す
る。
【００４７】
　そして、シンク装置２１のデコーダ２１４の前述したSEQコードが付加されたピクチャ
に対する再生制御処理によって、図６ａ２に示すように、配信されたIピクチャが順次表
示フレーム周期毎にデコードされ、各々表示フレーム周期毎に表示される。この結果、１
５倍速の早戻し再生が実現されることになる。
　なお、特殊再生解除指示が発生した場合の動作は、前述した早送り再生の場合の動作と
同様になる。
【００４８】
　次に、図６ｂは、１１.２５倍速の早戻し再生を行う場合の動作例を示すものであり、
この場合、ソース装置１の配信制御部１５は、抽出ピクチャ規則をIピクチャ全て、転送
タイミング規則を、ピクチャ転送周期=４/３表示フレーム周期に設定し、特殊再生用ピク
チャ配信動作を開始する。
【００４９】
　そして、この特殊再生用ピクチャ配信動作では、図６ｂ１に示すように、DVD-Videoデ
ィスク４から読み出したビデオストリーム中の、特殊再生開始指示（早戻し再生指示）が
発生した時点で配信中のGOP以前の各Iピクチャを、順次、記録順と逆順に順次読み出して
トランスコードし、SEQコードを付加して、ピクチャの転送周期の平均が４/３表示フレー
ム周期となるように送信する。
【００５０】
　そして、シンク装置２１のデコーダ２１４の前述したSEQコードが付加されたピクチャ
に対する再生制御処理によって、図６ｂ２に示すように、配信が完了したIピクチャが、
順次デコードされ、デコード完了直後の表示フレーム周期に表示される。ここで、ピクチ
ャの表示期間は基本的には１表示フレーム周期期間であるが、直前のピクチャを表示した
表示フレーム周期の終了までに次のピクチャのデコード完了が間に合わなかった場合には
、間に合わなかったピクチャの直前のピクチャの表示が、間に合わなかったピクチャのデ
コード完了直後の表示フレーム周期まで延長される。そして、図示した場合には、４表示
フレーム周期に１度、ピクチャのデコード開始時にピクチャの配信が間に合わない事象が
発生するために、４表示フレーム周期に１度、デコード開始時に間に合わなかったピクチ
ャの直前のピクチャが点線枠で示したように２表示フレーム周期期間表示されることにな
る。そして、この結果擬似的な１１.２５倍速の早戻し再生が実現されることになる。
【００５１】
　なお、特殊再生解除指示が発生した場合の動作は、前述した動作と同様になる。
　次に、図６ｃは、７.５倍速の早戻し再生を行う場合の動作例を示すものであり、この
場合、ソース装置１の配信制御部１５は、図６ｃ１に示すように、抽出ピクチャ規則をI
ピクチャとIピクチャの直後の一つのPピクチャとし、転送タイミング規則を、ピクチャ転
送周期=表示フレーム周期に設定し、特殊再生用ピクチャ配信動作を開始する。
【００５２】
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　この特殊再生用ピクチャ配信動作では、図６ｃ１に示すように、DVD-Videoディスク４
から読み出したビデオストリーム中の、特殊再生開始指示（早戻し再生指示）が発生した
時点で配信中のGOP以前の各GOPのIピクチャと各GOPの最初のPピクチャを、記録順と逆順
に順次読み出してトランスコードする。ただし、トランスコードにおいて、Pピクチャに
ついてはIピクチャにピクチャタイプを変換する。図示した例では、太枠で示したf103、f
88がピクチャタイプがIピクチャに変換されたPピクチャとなる。そして、トランスコード
した各Iピクチャに、SEQコードを付加して、ピクチャの転送周期が平均で表示フレーム周
期となるように送信する。
【００５３】
　そして、シンク装置２１のデコーダ２１４の前述したSEQコードが付加されたピクチャ
に対する再生制御処理によって、図６ｃ２に示すように配信されたIピクチャが順次表示
フレーム周期毎にデコードされ、各々表示フレーム周期毎に表示される。この結果、７.
５倍速の早戻し再生が実現されることになる。
【００５４】
　なお、特殊再生解除指示が発生した場合の動作は、前述した動作と同様になる。
　以下同様に、早戻し再生の倍速Ｎに応じてソース装置１の配信制御部１５において、抽
出ピクチャ規則と、ピクチャ転送周期を、抽出ピクチャ規則で規定される抽出するピクチ
ャの数の全ピクチャに対する割合1/Ｍに対して、ピクチャ転送周期によって規定されるピ
クチャの平均の転送周期がＭ/Ｎ表示フレーム周期となうように設定することにより、Ｎ
倍速の早戻し再生を実現することができる。
【００５５】
　すなわち、たとえば、ソース装置１の配信制御部１５において、抽出ピクチャ規則を、
IピクチャとIピクチャの直後の二つのPピクチャとし、転送タイミング規則を、ピクチャ
転送周期=表示フレーム周期に設定すれば、図６ｄ１のように抽出ピクチャ規則に従って
逆順に抽出された各ピクチャがPピクチャについてはIピクチャに変換した上で送信され、
シンク装置２１のデコーダ２１４の前述したSEQコードが付加されたピクチャに対する再
生制御処理によって、図６ｄ２のように、５倍速の早戻し再生が実現される。
【００５６】
　また、ソース装置１の配信制御部１５において、抽出ピクチャ規則を、Iピクチャと全
てのPピクチャとし、転送タイミング規則を、ピクチャ転送周期=表示フレーム周期に設定
すれば、図７ａ１のように抽出ピクチャ規則に従って逆順に抽出された各ピクチャがPピ
クチャについてはIピクチャに変換した上で送信され、シンク装置２１のデコーダ２１４
の前述したSEQコードが付加されたピクチャに対する再生制御処理によって、図７ａ２の
ように、３倍速の早戻し再生が実現される。
【００５７】
　また、ソース装置１の配信制御部１５において、抽出ピクチャ規則を、Iピクチャと全
てのPピクチャとし、転送タイミング規則を、ピクチャ転送周期=８/５表示フレーム周期
に設定すれば、図７ｂ１のように抽出ピクチャ規則に従って逆順に抽出された各ピクチャ
がPピクチャについてはIピクチャに変換した上で送信され、シンク装置２１のデコーダ２
１４の前述したSEQコードが付加されたピクチャに対する再生制御処理によって、図７ｂ
２のように、１.８７５倍速の早送り再生が実現される。
【００５８】
　次に、図８ａは、１/２倍速のスロー再生を行う場合の動作例を示すものであり、この
場合、ソース装置１の配信制御部１５は、図８ａ１に示す矢印STのタイミングで特殊再生
開始指示（スロー再生指示）が発生すると、配信中のGOPの最後のピクチャf12にSEQコー
ド付加して配信したならば、抽出ピクチャ規則を全ピクチャ、転送タイミング規則をピク
チャ転送周期=２表示フレーム周期に設定し、特殊再生用ピクチャ配信動作を開始する。
【００５９】
　この特殊再生用ピクチャ配信動作では、図示するように、DVD-Videoディスク４から読
み出したビデオストリーム中の、特殊再生開始指示（スロー再生指示）が発生した時点で
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配信中のGOP以降の全ピクチャを、再生時刻順に、順次、トランスコードする。ただし、
トランスコードにおいて、最初のピクチャはIピクチャに、その他の、PピクチャとBピク
チャについてはIピクチャ、または、直前にトランスコードしたピクチャを参照フレーム
とするPピクチャにピクチャタイプを変換する。そして、トランスコードした各Iピクチャ
またはPピクチャに、SEQコードを付加して、ピクチャの転送周期が平均で２表示フレーム
周期となるように送信する。
【００６０】
　そして、シンク装置２１のデコーダ２１４の前述したSEQコードが付加されたピクチャ
に対する再生制御処理によって、図８ａ２に示すように配信されたIピクチャまたはPピク
チャが順次デコードされ、各々２表示フレーム周期づつ表示される。この結果、１/２倍
速のスロー再生が実現されることになる。
【００６１】
　次に、図８ｂは、１/４倍速のスロー再生を行う場合の動作例を示すものであり、この
場合、ソース装置１の配信制御部１５は、抽出ピクチャ規則を全ピクチャ、転送タイミン
グ規則をピクチャ転送周期=４表示フレーム周期に設定し、特殊再生用ピクチャ配信動作
を開始する。
【００６２】
　この特殊再生用ピクチャ配信動作では、図８ｂ１に示すように、DVD-Videoディスク４
から読み出したビデオストリーム中の、特殊再生開始指示（スロー再生指示）が発生した
時点で配信中のGOP以降の全ピクチャを、再生時刻順に、順次、トランスコードする。た
だし、トランスコードにおいて、最初のピクチャはIピクチャに、その他の、Pピクチャと
BピクチャについてはIピクチャ、または、直前にトランスコードしたピクチャを参照フレ
ームとするPピクチャにピクチャタイプを変換する。そして、トランスコードした各Iピク
チャまたはPピクチャに、SEQコードを付加して、ピクチャの転送周期が平均で４表示フレ
ーム周期となるように送信する。
【００６３】
　そして、シンク装置２１のデコーダ２１４の前述したSEQコードが付加されたピクチャ
に対する再生制御処理によって、図８ｂ２に示すように配信されたIピクチャまたはPピク
チャが順次デコードされ、各々４表示フレーム周期づつ表示される。この結果、１/４倍
速のスロー再生が実現されることになる。
【００６４】
　また、以下同様に、転送タイミング規則をピクチャ転送周期=Ｎ表示フレーム周期とす
ることにより、任意のＮについて、１/Ｎ倍速のスロー再生を実現することができる。
　次に、図８ｃは、１/２倍速の逆スロー再生を行う場合の動作例を示すものであり、こ
の場合、ソース装置１の配信制御部１５は、抽出ピクチャ規則を全ピクチャ、転送タイミ
ング規則をピクチャ転送周期=２表示フレーム周期に設定し、特殊再生用ピクチャ配信動
作を開始する。
【００６５】
　この特殊再生用ピクチャ配信動作では、図８ｃ１に示すように、DVD-Videoディスク４
から読み出したビデオストリーム中の、特殊再生開始指示（逆スロー再生指示）が発生し
た時点で配信中のGOP以前の全ピクチャを、順次、読み出して、再生時刻順と逆順にトラ
ンスコードする。ただし、最初のピクチャはIピクチャに、その他の、PピクチャとBピク
チャについてはIピクチャ、または、直前にトランスコードしたピクチャを参照フレーム
とするPピクチャにピクチャタイプを変換するそして、トランスコードした各Iピクチャま
たはPピクチャに、SEQコードを付加して、再生時刻順と逆順に、ピクチャの転送周期が平
均で２表示フレーム周期となるように送信する。
【００６６】
　そして、シンク装置２１のデコーダ２１４の前述したSEQコードが付加されたピクチャ
に対する再生制御処理によって、図８ｃ２に示すように配信されたIピクチャまたはPピク
チャが順次デコードされ、各々２表示フレーム周期づつに表示される。この結果、１/２
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倍速の逆スロー再生が実現されることになる。
【００６７】
　次に、図８ｄは、１/４倍速の逆スロー再生を行う場合の動作例を示すものであり、こ
の場合、ソース装置１の配信制御部１５は、抽出ピクチャ規則を全ピクチャ、転送タイミ
ング規則をピクチャ転送周期=４表示フレーム周期に設定し、特殊再生用ピクチャ配信動
作を開始する。
【００６８】
　この特殊再生用ピクチャ配信動作では、図８ｄ１に示すように、DVD-Videoディスク４
から読み出したビデオストリーム中の、特殊再生開始指示（逆スロー再生指示）が発生し
た時点で配信中のGOP以前の全ピクチャを、順次、読み出して、再生時刻順と逆順にトラ
ンスコードする。ただし、最初のピクチャはIピクチャに、その他の、PピクチャとBピク
チャについてはIピクチャ、または、直前にトランスコードしたピクチャを参照フレーム
とするPピクチャにピクチャタイプを変換するそして、トランスコードした各Iピクチャま
たはPピクチャに、SEQコードを付加して、再生時刻順と逆順に、ピクチャの転送周期が平
均で４表示フレーム周期となるように送信する。
【００６９】
　そして、シンク装置２１のデコーダ２１４の前述したSEQコードが付加されたピクチャ
に対する再生制御処理によって、図８ｄ２に示すように配信されたIピクチャが順次表デ
コードされ、各々４表示フレーム周期づつに表示される。この結果、１/４倍速の逆スロ
ー再生が実現されることになる。
【００７０】
　また、以下同様に、転送タイミング規則をピクチャ転送周期=Ｎ表示フレーム周期とす
ることにより、任意のＮについて、１/Ｎ倍速の逆スロー再生を実現することができる。
　以上、本発明の実施形態について説明した。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明の実施形態に係るＤＶＤビデオシステムの構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施形態に係るソース装置とシンク装置の構成を示すブロック図である
。
【図３】本発明の実施形態に係るＤＶＤビデオシステムが行う特殊再生配信処理のフロー
チャートを示す図である。
【図４】本発明の実施形態に係るＤＶＤビデオシステムの早送り再生動作例を示す図であ
る。
【図５】本発明の実施形態に係るＤＶＤビデオシステムの早送り再生動作例を示す図であ
る。
【図６】本発明の実施形態に係るＤＶＤビデオシステムの早戻し再生動作例を示す図であ
る。
【図７】本発明の実施形態に係るＤＶＤビデオシステムの早戻し再生動作例を示す図であ
る。
【図８】本発明の実施形態に係るＤＶＤビデオシステムのスロー再生動作例を示す図であ
る。
【符号の説明】
【００７２】
　１…ソース装置、２…モニタシステム、３…車載ＬＡＮ、４…ディスク、１１…ＤＶＤ
ドライブ、１２…トランスコーダ、１３…多重化部、１４…ソース側ＬＡＮインタフェー
ス、１５…配信制御部、２１…シンク装置、２２…表示装置、２３…音声出力装置、２１
１…シンク側ＬＡＮインタフェース、２１２…多重分離部、２１３…バッファ、２１４…
デコーダ、２１５…再生制御部。
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