
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報記録媒体のデータ領域内には、複数のビデオパックとオーディオのパックの集合が
ビデオオブジェクトユニット（ＶＯＢＵ）として定義され、複数の前記ビデオオブジェク
トユニットが集合してビデオオブジェクト（ＶＯＢ）が定義されており、
　前記情報記録媒体の管理領域には、前記データ領域内のデータに関する管理情報が含ま
れ、この管理情報内では、前記ビデオオブジェクト内の再生範囲を指定するセルの再生順
を管理するプログラムチェーン情報（ＰＧＣＩ）が定義されており、
　前記プログラムチェーン情報（ＰＧＣＩ）には、複数のプログラム情報（ＰＧＩ）が含
まれており、各プログラム情報（ＰＧＩ）には、プログラム（ＰＧ）に属するセル数、及
びそれぞれプログラムの消去可又は消去禁止を示すプロテクト情報（ＰＧ＿ＴＹ）が含ま
れており、
　前記情報記録媒体に対する情報記録再生装置であって、
　前記ビデオオブジェクトの記録容量を表示部にタイムバーで表示する手段と、
　前記タイムバー上で消去禁止範囲をカーソルで指定する手段
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と、
を具備し、

前記タイムバー上で消去禁止範囲をカーソルで指定したとき、
　前記消去禁止範囲の先頭が１つのプログラム（ＰＧ１）の途中にありこのプログラムを
分割する必要がある場合、消去禁止範囲の先頭のセル番号及び終了位置のセル番号を決定
し、分割するプログラムのセル数を決定して、分割されることにより生じたプログラムの



を具備したことを特徴とする情報記録再生装置。
【請求項２】
　

情報記録再生装置。
【請求項３】
　情報記録媒体のデータ領域内には、複数のビデオパックとオーディオのパックの集合が
ビデオオブジェクトユニット（ＶＯＢＵ）として定義され、複数の前記ビデオオブジェク
トユニットが集合してビデオオブジェクト（ＶＯＢ）が定義されており、
　前記情報記録媒体の管理領域には、前記データ領域内のデータに関する管理情報が含ま
れ、この管理情報内では、前記ビデオオブジェクト内の再生範囲を指定するセルの再生順
を管理するプログラムチェーン情報（ＰＧＣＩ）が定義されており、
　前記プログラムチェーン情報（ＰＧＣＩ）には、複数のプログラム情報（ＰＧＩ）が含
まれており、各プログラム情報（ＰＧＩ）には、プログラム（ＰＧ）に属するセル数、及
びそれぞれプログラムの消去可又は消去禁止を示すプロテクト情報（ＰＧ＿ＴＹ）が含ま
れており、
　前記情報記録媒体に対する情報記録再生方法であって、
　前記ビデオオブジェクトの記録容量を表示部にタイムバーで表示し、
　前記タイムバー上で消去禁止範囲をカーソルで指定

ことを特徴とする情報記録再生方法。
【請求項４】
　

情報記録再生方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えばＤＶＤ（デジタルビデオディスク）記録再生装置に用いて有効な情報記
録方法及び記録媒体及び再生装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、映像や音声等のデータを記録した光ディスクを再生する動画対応の光ディスク再生
装置が開発され、例えばＬＤや、ビデオＣＤなどの様に、映画ソフトやカラオケ等の目的
で一般に普及されている。
【０００３】
その中で、現在、国際規格化したＭＰＥＧ２（ Moving Image Coding Expert Group）方式
を使用し、ＡＣ３オーディオ圧縮方式を採用したＤＶＤ規格が提案された。
【０００４】
この規格は、ＭＰＥＧ２システムレイヤに従って、動画圧縮方式にＭＰＥＧ２、音声にＡ
Ｃ３オーディオ、ＭＰＥＧオーディオをサポートし、さらに、字幕用としてビットマップ
データをランレングス圧縮した副映像データ、早送り巻き戻しなどの特殊再生用コントロ
ールデータ（ナビパック）を追加して構成されている。また、この規格では、コンピュー
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ための新たなプログラム情報を生成する手段と、
　さらに新たなプログラム情報のうち、消去禁止範囲に該当するプログラム情報の中のプ
ロテクト情報を消去禁止に設定する手段と、

前記１つのプログラムの消去を指定したときに、消去禁止範囲が含まれていることを前
記表示部に表示する手段を具備したことを特徴とする請求項２記載の

し、
　前記タイムバー上で消去禁止範囲をカーソルで指定したとき、
　前記消去禁止範囲の先頭が１つのプログラム（ＰＧ１）の途中にありこのプログラムを
分割する必要がある場合、消去禁止範囲の先頭のセル番号及び終了位置のセル番号を決定
し、分割するプログラムのセル数を決定して、分割されることにより生じたプログラムの
ための新たなプログラム情報を生成し、
　さらに新たなプログラム情報のうち、消去禁止範囲に該当するプログラム情報の中のプ
ロテクト情報を消去禁止に設定する、

前記１つのプログラムの消去を指定したときに、消去禁止範囲が含まれていることを前
記表示部に表示することを特徴とする請求項３記載の



タでデータを読むことが出来るように、ＩＳＯ９６６０とマイクロＵＤＦをサポートして
いる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
また現在では、ＤＶＤ－ＲＡＭ等のように、データの書き込みや書き換えが可能な光ディ
スクも開発されている。このようなＤＶＤ－ＲＡＭにおいては、ユーザが容易に編集を行
えるような機能が要望される。しかしながら、現在では一般家庭用でユーザが編集などの
ために容易に取り扱うことができような記録再生装置がない。
【０００６】
そこでこの発明は、ユーザの編集作業が容易であり、きめ細かな編集作業が可能な記録方
法及び記録媒体を提供することを目的とする。
【０００７】
またこの発明は、データの効率の良い管理が可能であり、結果的には、保存の単位を細か
く管理することが可能な記録方法及び記録媒体を提供することを目的とする。
【０００８】
またこの発明では消去禁止フラグを、プログラム毎に、或いはセル（ＣＥＬＬ）毎に割り
付けることにより、大胆かつ効率の良い管理、或いは極め細かな管理を行うことができる
記録方式及び記録媒体を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】

情報記録媒体のデータ領域内には、複数のビデオパックとオー
ディオのパックの集合がビデオオブジェクトユニット（ＶＯＢＵ）として定義され、複数
の前記ビデオオブジェクトユニットが集合してビデオオブジェクト（ＶＯＢ）が定義され
ており、前記情報記録媒体の管理領域には、前記データ領域内のデータに関する管理情報
が含まれ、この管理情報内では、前記ビデオオブジェクト内の再生範囲を指定するセルの
再生順を管理するプログラムチェーン情報（ＰＧＣＩ）が定義されており、前記プログラ
ムチェーン情報（ＰＧＣＩ）には、複数のプログラム情報（ＰＧＩ）が含まれており、各
プログラム情報（ＰＧＩ）には、プログラム（ＰＧ）に属するセル数、及びそれぞれプロ
グラムの消去可又は消去禁止を示すプロテクト情報（ＰＧ＿ＴＹ）が含まれており、前記
情報記録媒体に対する情報記録再生装置であって、前記ビデオオブジェクトの記録容量を
表示部にタイムバーで表示する手段と、前記タイムバー上で消去禁止範囲をカーソルで指
定する手段

【００１１】
上記手段により、再生情報の大胆な再生シーケンス管理やきめ細かな再生シーケンス管理
が可能となり、ユーザの操作も容易となる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
【００１３】
図１はこの発明の一実施の形態に係るディスク記録再生装置の全体的な構成図である。図
２には、図１の光ディスク（ＤＶＤ－ＲＡＭ）のデータ記録領域とそこに記録されるデー
タの記録トラックとの対応関係を示し、図３には図２の光ディスクに記録されている情報
（データ記録エリア又はＤＶＤビデオのボリウム空間の内容）の階層構造の一例を示して
いる。
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　この発明に係る装置は、

と、を具備し、前記タイムバー上で消去禁止範囲をカーソルで指定したとき、
前記消去禁止範囲の先頭が１つのプログラム（ＰＧ１）の途中にありこのプログラムを分
割する必要がある場合、消去禁止範囲の先頭のセル番号及び終了位置のセル番号を決定し
、分割するプログラムのセル数を決定して、分割されることにより生じたプログラムのた
めの新たなプログラム情報を生成する手段と、さらに新たなプログラム情報のうち、消去
禁止範囲に該当するプログラム情報の中のプロテクト情報を消去禁止に設定する手段とを
有する。



【００１４】
まず、光ディスクについて説明する。図２において、光ディスク１０は、記録層１７が設
けられた一対の透明基板１４を接着層２０で貼り合わせた構造である。各基板１４は０．
６ｍｍ厚のポリカーボネイトで成形されており、接着層２０は例えば４０μｍ厚の紫外線
硬化性樹脂で構成されている。これら一対の基板１４を、記録層１７が接着層２０の面上
で接触するように貼り合わせ、１．２ｍｍ厚の大容量光ディスク１０が構成されている。
２２は中心穴であり、２４はクランプエリアである。２５は情報エリアであり、２６はリ
ードアウトエリア、２７はリードインエリア、２８はデータ記録エリアである。情報エリ
ア２５の記録層には記録トラックが例えばスパイラル状に連続して形成されている。連続
トラックは物理セクタに分割され、このセクタには連続番号が付されている。このセクタ
を記録単位としている。
【００１５】
図３において、ディスク１０がＤＶＤ－ＲＡＭ（またはＤＶＤ－Ｒ）の場合は、ディスク
１０はカートリッジに収納される。ＤＶＤ－ＲＡＭディスク１０がカートリッジ１１に収
納された状態でディスク記録再生装置に装填され、カートリッジ１１が引き出されると、
ディスク１０のみが記録再生装置内に残るようになっている。記録層１７のデータ記録ト
ラックは、一定記憶容量の複数論理セクタ（最小記録単位）に分割され、この論理セクタ
を基準に出たが記録されている。１つの論理セクタの記録容量は、１パックデータ長と同
じ２０４８バイトに決められている。
【００１６】
図４は情報エリア２５の構造を有している。この構造の論理フォーマットは、たとえば標
準規格の１つであるＩＳＯ９６６０およびユニバーサルディスクフォーマット（ＵＤＦ）
ブリッジに準拠して定められている。
【００１７】
データ記録エリア２８は、ボリュームスペースとして割り当てられ、ボリュームスペース
２８は、ボリュームおよびファイル構造の情報のための空間（ボリューム／ファイル構造
）と、ＤＶＤ規格のアプリケーションのための空間（ＤＶＤビデオ領域）と、この規格の
アプリケーション以外のための空間（他記録エリア）を含む。ボリュームスペース２８は
、多数のセクタに物理的に分割され、物理的セクタには連続番号が付される。このボリュ
ームスペース２８に記録されるデータの論理アドレスは、ＩＳＯ９６６０およびＵＤＦブ
リッジで定められるように、論理セクタ番号を意味している。ここでの論理セクタサイズ
は、物理セクタの有効データサイズと同様に、２０４８バイトである。論理セクタ番号は
、物理セクタ番号の昇順に対応して連続番号が付加され。なお、論理セクタと異なり、物
理セクタにはエラー訂正情報等の冗長な情報が付加されている。
【００１８】
ボリュームスペース２８は階層構造を有しており、ボリューム／ファイル構造領域、１以
上のビデオタイトルセットＶＴＳ＃ｎからなるＤＶＤビデオ領域、および他の記録領域を
含む。これら領域は、論理セクタの境界上で区分されている。１論理セクタは２０４８バ
イトと定義され、１論理ブロックも２０４８バイトと定義される。したがって、１論理セ
クタは１論理ブロックと対等に定義される。
【００１９】
ボリューム／ファイル構造領域は、ＩＳＯ９６６０およびＵＤＦブリッジに定められる管
理領域に相当する。この領域の記述に基づいて、ビデオマネージャーＶＭＧの内容が、Ｄ
ＶＤビデオレコーダ内部のシステムメモリ（図示せず）に格納される。
【００２０】
ビデオマネージャーＶＭＧは複数のファイルで構成される。ファイルには、ビデオタイト
ルセット（ＶＴＳ＃１～＃ｎ）を管理する情報（ビデオマネージャ情報ＶＭＧＩ、ビデオ
マネージャメニュー用ビデオオブジェクトセットＶＭＧＭ＿ＶＯＢＳ、ビデオマネージャ
情報バックアップファイルＶＭＧＩ＿ＢＵＰ）が記述されている。
【００２１】
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各ビデオタイトルセットＶＴＳには、ＭＰＥＧ規格により圧縮されたビデオデータ（後述
するビデオパック）、所定規格により圧縮されあるいは非圧縮のオーディオデータ（後述
するオーディオパック）、およびランレングス圧縮された副映像データ（後述する副映像
パック；１画素が複数ビットで定義されたビットマップデータを含む）とともに、これら
のデータを再生するための情報（後述するナビゲーションパック；プレゼンテーション制
御情報ＰＣＩおよびデータサーチ情報ＤＳＩを含む）が格納されている。
【００２２】
ビデオタイトルセットＶＴＳも、ビデオマネージャーＶＭＧと同様に、複数のファイルで
構成される。各ファイルは、ビデオタイトルセット情報ＶＴＳＩ、ビデオタイトルセット
メニュー用オブジェクトセットＶＴＳＭ＿ＶＯＢＳ、ビデオタイトルセットタイトル用ビ
デオオブジェクトセットＶＴＳＴＴ＿ＶＯＢＳ、ビデオタイトルセット情報のバックアッ
プＶＴＳＩ＿ＢＵＰを含んでいる。
【００２３】
他の記録エリアには、上述したビデオタイトルセットＶＴＳで利用可能な情報、あるいは
ビデオタイトルセットとは関係ない他の情報を記録することができる。このエリアは必須
ではない。
【００２４】
ビデオタイトルセットタイトル用ビデオオブジェクトセットＶＴＳＴＴ＿ＶＯＢＳは、１
以上のビデオオブジェクトＶＯＢの集まりを定義している。各ＶＯＢは１以上のセルの集
まりを定義している。そして、１以上のセルの集まりによって、プログラムチェーンＰＧ
Ｃが構成される。
【００２５】
１つのＰＧＣを１本のドラマに例えれば、このＰＧＣを構成する複数のセルはドラマ中の
種々なシーンに対応すると解釈可能である。このＰＧＣの中身（あるいはセルの中身）は
、たとえばディスク１０に記録される内容を制作するソフトウエアプロバイダにより決定
される。
【００２６】
図５は、光ディスク１０に記録される情報（データファイル）のディレクトリ構造を例示
している。ルートディレクトリの下にビデオタイトルセットＶＴＳのサブディレクトリと
オーディオタイトルセットＡＴＳのサブディレクトリが繋がっている。そして、ビデオタ
イトルセットＶＴＳのサブディレクトリ中に、種々なビデオファイル（ＶＭＧＩ、ＶＭＧ
Ｍ、ＶＴＳＩ、ＶＴＳＭ、ＶＴＳ等のファイル）が配置されて、各ファイルが整然と管理
されるようになっている。特定のファイル（たとえば特定のＶＴＳ）は、ルートディレク
トリからそのファイルまでのパスを指定することで、アクセスできる。
【００２７】
ＤＶＤーＲＡＭ（ＤＶＤーＲＷ）ディスク１０またはＤＶＤーＲディスク１０は、上記の
ディレクトリ構造を持つようにプリフォーマットしておき、このプリフォーマット済みデ
ィスク１０をＤＶＤビデオ録画用の未使用ディスク（生ディスク）として市販することが
できる。
【００２８】
すなわち、プリフォーマットされた生ディスク１０のルートディレクトリは、ビデオタイ
トルセット（ＶＴＳ）というサブディレクトリを含む。このサブディレクトリは、種々な
管理データファイル（ＶＩＤＥＯ＿ＴＳ．ＩＦＯ、ＶＴＳ＿０１＿０．ＩＦＯ）と、これ
らの管理データファイルの情報をバックアップするバックアップファイル（ＶＩＤＥＯ＿
ＴＳ．ＢＵＰ、ＶＴＳ＿０１＿０．ＢＵＰ）と、前記管理データファイルの記載内容に基
づき管理されるものであって、デジタル動画情報を格納するためのビデオデータファイル
（ＶＴＳ＿０１＿１．ＶＯＢ）とを含む。
【００２９】
上記サブディレクトリは、所定のメニュー情報を格納するためのメニューデータファイル
（ＶＭＧＭ、ＶＴＳＭ）をさらに含むことができる。
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【００３０】
さらに、タイトルは、たとえば、映画の一本分に相当し、一枚のディスクに、このタイト
ルが複数入っている。このタイトルが集まったものをタイトルセットと言い、このタイト
ルセットは、複数のファイルで構成されている。
【００３１】
また、１枚のディスクには、このディスクを管理するための情報としてビデオマネージャ
ー（以降ＶＭＧと称する。）と称するファイルが存在する。さらに、タイトルセット（以
後ＶＴＳと称する）には、このタイトルセットを管理するための情報がビデオタイトルセ
ット情報（以降ＶＴＳＩと称する。）の管理情報ファイルとビデオデータで構成されてい
るビデオファイルとＶＴＳＩのバックアップファイルから構成されている。
【００３２】
図６は、ビデオオブジェクトセットＶＴＳＴＴ＿ＶＯＢＳに含まれる情報の階層構造を示
す。
【００３３】
各セル８４は１以上のビデオオブジェクトユニット（ＶＯＢＵ）により構成される。そし
て、各ＶＯＢＵは、ナビゲーションパック（ＮＶパック）を先頭としビデオパック（Ｖパ
ック）、副映像パック（ＳＰパック）およびオーディオパック（Ａパック）の集合体（パ
ック列）として構成されている。すなわち、ＶＯＢＵは、あるＮＶパックから次のＮＶパ
ックの直前まで記録される全パックの集まりとして定義される。
【００３４】
これらのパックは、データ転送処理を行う際の最小単位となる。また、論理上の処理を行
う最小単位はセル単位であり、論理上の処理はこのセル単位で行わる。
【００３５】
上記ＮＶパックは、いずれのアングル変更（ノンシームレス再生およびシームレス再生）
も実現できるように、ＶＯＢＵ中に組み込まれている。
【００３６】
上記ＶＯＢＵの再生時間は、ＶＯＢＵ中に含まれる１以上の映像グループ（グループオブ
ピクチャーＧＯＰ）で構成されるビデオデータの再生時間に相当し、その再生時間は０．
４秒～１．２秒の範囲内に定められる。１ＧＯＰは、ＭＰＥＧ規格では通常約０．５秒で
あって、その間に１５枚程度の画像を再生するように圧縮された画面データである。
【００３７】
なお、オーディオおよび／または副映像データのみの再生データにあってもＶＯＢＵを１
単位として再生データが構成される。
【００３８】
ところで、この構造のＶＯＢＳを含むビデオタイトルセットＶＴＳを光ディスク１０に記
録できるＤＶＤビデオレコーダでは、このＶＴＳの記録後に記録内容を編集したい場合が
生じる。この要求に答えるため、各ＶＯＢＵ内に、ダミーパックを適宜挿入できるように
なっている。このダミーパックは、後に編集用データを記録する場合などに利用できる。
【００３９】
メニュー用のＶＯＢＳは、通常、１つのＶＯＢで構成され、そこには複数のメニュー画面
表示用データが格納される。これに対して、タイトルセット用のＶＯＢＳは、通常、複数
のＶＯＢで構成される。
【００４０】
ＶＯＢには、識別番号（ＩＤＮ＃ｉ；ｉ＝０～ｉ）が付され、この識別番号によってその
ＶＯＢを特定することができる。通常のビデオストリームは複数のセルで構成されるが、
メニュー用のビデオストリームは１つのセルで構成される場合もある。各セルには、ＶＯ
Ｂの場合と同様に識別番号（Ｃ＿ＩＤＮ＃ｊ）が付されている。
【００４１】
上記のようにビデオファイルは、階層構造となっており、１つのファイルは複数のプログ
ラムチェーンで構成され、１つのプログラムチェーンは、複数のプログラムで構成されて
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おり、１つのプログラムは、複数のセルで構成され、１つのセルは、複数のビデオオブジ
ェクトユニットで構成されている。また、ＶＯＢＵは、複数の様々な種類のデータからな
っているパックによって構成されている。パックは１つ以上のパケットとパックヘッダで
構成されている。
【００４２】
また、このビデオオブジェクト（ＶＯＢ）は、ＰＧＣ単位で管理データＰＧＣＩに対応し
ている。このＰＧＣＩ内には、セルを管理するセル再生情報テーブル（Ｃ＿ＰＢＩＴ）を
もち、このセル再生順番は、Ｃ＿ＰＢＩＴ内に記述されている順番で再生され、実際のセ
ルの再生アドレスは、Ｃ＿ＰＢＩＴ内のセル再生情報（Ｃ＿ＰＢＩ）として記録されてい
る。
【００４３】
ここで、ＤＶＤビデオでは、上記方式で管理されているが、ＰＧＣの管理情報とセルの管
理情報が独立していることも考えられる。
【００４４】
また、パックは、データ転送処理を行う最小単位である。さらに、論理上の処理を行う最
小単位はセル単位で、論理上の処理はこの単位で行わる。
【００４５】
図７は、パック列を例示している。このパック列は、ナビゲーションパック（制御パック
）、ビデオパック、ダミーパック、副映像パックおよびオーディオパックで構成されてい
る。
【００４６】
ナビゲーションパックは、パックヘッダ１１０、再生制御情報／プレゼンテーション制御
情報（ＰＣＩ）パケット１１６およびデータ検索情報（ＤＳＩ）パケット１１７を含んで
いる。ＰＣＩパケット１１６はパケットヘッダ１１２およびＰＣＩデータ１１３で構成さ
れ、ＤＳＩパケット１１７はパケットヘッダ１１４およびＤＳＩデータ１１５で構成され
ている。ＰＣＩパケット１１６はノンシームレスアングル切替時に使用する制御データを
含み、ＤＳＩパケット１１７はシームレスアングル切替時に使用する制御データを含んで
いる。ここで、上記アングル切替とは、被写体映像を見る角度（カメラアングル）を変え
ることを意味する。
【００４７】
ビデオパックは、パックヘッダ８８１およびビデオパケット８８２で構成されている。ダ
ミーパックは、パックヘッダ８９１とパティングパケット８９０とで構成され、パティン
グパケット８９０はパケットヘッダ８９２とパディングデータ８９３とで構成されている
。ただし、パディングデータ８９３には無効データが入れられている。
【００４８】
副映像パックは、パックヘッダ９０１および副映像パケット９０２で構成されている。オ
ーディオパックは、パックヘッダ９１１およびオーディオパケット９１２で構成されてい
る。
【００４９】
なお、ビデオパケット８８２は図示しないパケットヘッダを含み、このパケットヘッダに
はデコードタイムスタンプ（ＤＳＴ）およびプレゼンテーションタイムスタンプ（ＰＴＳ
）が記録されている。また、副映像パケット９０２およびオーディオパケット９１２は、
それぞれ、図示しないパケットヘッダを含み、それらのパケットヘッダには、プレゼンテ
ーションタイムスタンプ（ＰＴＳ）が記録されている。
【００５０】
図８は、ナビゲーションパック１パック分の構造を示す。
【００５１】
ナビゲーションパックは、パックヘッダ１１０、システムヘッダ１１１および２つのパケ
ット（１１６、１１７）を含む２０１０バイトのナビゲーションデータで構成される。
【００５２】
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ＰＣＩパケット１１６は、パケットヘッダ１１２Ａ、サブストリームＩＤ１１２Ｂ、およ
びＰＣＩデータ１１３で構成される。サブストリームＩＤ１１２Ｂの８ビットコードによ
りＰＣＩデータ１１３のデータストリームが指定される。
【００５３】
また、ＤＳＩパケット１１７は、パケットヘッダ１１４Ａ、サブストリームＩＤ１１４Ｂ
、およびＤＳＩデータ１１５で構成される。サブストリームＩＤ１１４Ｂの８ビットコー
ドによりＤＳＩデータ１１５のデータストリームが指定される。
【００５４】
図のパックヘッダ１１０およびシステムヘッダ１１１は、ＭＰＥＧ２のシステムレーヤで
定義される。同様に、ＰＣＩパケット１１６のパケットヘッダ１１２ＡおよびＤＳＩパケ
ット１１７のパケットヘッダ１１４Ａには、ＭＰＥＧ２のシステムレーヤに定められてい
るように、パケット開始コード、パケット長およびストリームＩＤが格納されている。
【００５５】
図９は、各ＶＯＢＵの先頭に配置されるナビゲーションパックに含まれるＰＣＩパケット
１１６を示す。ＰＣＩパケット１１６は、ＶＯＢＵ内のビデオデータの再生状態に同期し
て表示内容あるいは再生内容（プレゼンテーション内容）を変更するためのナビゲーショ
ンデータであるＰＣＩデータ１１３を含む。
【００５６】
図１０は、ＰＣＩデータの内容を示す。ＰＣＩデータは、ＰＣＩ一般情報（ＰＣＩ＿ＧＩ
）と、ノンシームレス再生用アングル情報（ＮＳＭＬ＿ＡＧＬＩ）と、ハイライト情報（
ＨＬＩ）と、記録情報（ＲＥＣＩ）を含んでいる。この記録情報（ＲＥＣＩ）は、国際標
準の著作権管理コード（ＩＳＲＣ）を含むことができる。
【００５７】
図１１は、再生制御情報一般情報ＰＣＩ＿ＧＩの内容を示す。
【００５８】
この再生制御情報一般情報ＰＣＩ＿ＧＩには、ナビゲーションパックの論理ブロック番号
（ＮＶ＿ＰＣＫ＿ＬＢＮ）と、ＶＯＢＵのカテゴリー（ＶＯＢＵ＿ＣＡＴ）と、ＶＯＢＵ
のユーザ操作制御（ＶＯＢＵ＿ＵＯＰ＿ＣＴＬ）と、ＶＯＢＵの表示開始時間（ＶＯＢＵ
＿Ｓ＿ＰＴＭ）と、ＶＯＢＵの表示終了時間（ＶＯＢＵ＿Ｅ＿ＰＴＭ）と、ＶＯＢＵ内の
シーケンス末尾の表示終了時間（ＶＯＢＵ＿ＳＥ＿ＰＴＭ）と、セル経過時間（Ｃ＿ＥＬ
ＴＭ）とが記載される。
【００５９】
ここで、上記論理ブロック番号（ＮＶ＿ＰＣＫ＿ＬＢＮ）は、再生制御情報（ＰＣＩ）が
含まれるナビゲーションパックのアドレス（記録位置）を、そのＰＣＩが含まれたビデオ
オブジェクトセット（ＶＯＢＳ）の最初の論理ブロックからの相対ブロック数で示したも
のである。
【００６０】
ＶＯＢＵ＿ＣＡＴは、再生制御情報（ＰＣＩ）が含まれるＶＯＢＵ内のビデオおよび副映
像に対応するアナログ信号のコピープロテクトの内容を記載したものである。ＶＯＢＵ＿
ＵＯＰ＿ＣＴＬは、再生制御情報（ＰＣＩ）が含まれるＶＯＢＵの表示（プレゼンテーシ
ョン）期間中に禁止されるユーザ操作を記載したものである。ＶＯＢＵ＿Ｓ＿ＰＴＭは、
再生制御情報（ＰＣＩ）が含まれるＶＯＢＵの表示（プレゼンテーション）開始時間を記
載したものである。より具体的にいうと、このＶＯＢＵ＿Ｓ＿ＰＴＭは、ＶＯＢＵ内の最
初のＧＯＰの表示順序における最初の映像（最初のピクチャー）の表示開始時間を指す。
【００６１】
ＶＯＢＵ＿Ｅ＿ＰＴＭは、再生制御情報（ＰＣＩ）が含まれるＶＯＢＵの表示（プレゼン
テーション）終了時間を記載したものである。より具体的にいうと、ＶＯＢＵ内のビデオ
データが連続しているときは、このＶＯＢＵ＿Ｅ＿ＰＴＭは、ＶＯＢＵ内の最後のＧＯＰ
の表示順序における最後の映像（最後のピクチャー）の表示終了時間を指す。
【００６２】
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一方、ＶＯＢＵ内にビデオデータが存在しないとき、あるいはそのＶＯＢＵの再生が停止
されたときは、このＶＯＢＵ＿Ｅ＿ＰＴＭは、フィールド間隔（ＮＴＳＣビデオでは１／
６０秒）の時間グリッドにアラインされた仮想的なビデオデータの終了時間を指すように
なる。
【００６３】
ＶＯＢＵ＿ＳＥ＿ＰＴＭは、再生制御情報（ＰＣＩ）が含まれるＶＯＢＵ内のビデオデー
タのシーケンスエンドコードによる、表示（プレゼンテーション）終了時間を記載したも
のである。より具体的にいうと、ＶＯＢＵ内のシーケンスエンドコードが含まれるところ
の、表示順序の最後の映像（最後のピクチャー）の表示終了時間を指す。ＶＯＢＵ内にシ
ーケンスエンドコード付の映像（ピクチャー）が存在しないときは、ＶＯＢＵ＿ＳＥ＿Ｐ
ＴＭに００００００００ｈ（ｈはヘキサデシマルの意）がエンターされる。
【００６４】
上記Ｃ＿ＥＬＴＭは、再生制御情報（ＰＣＩ）が含まれるセルの表示順序における最初の
ビデオフレームから、このＰＣＩが含まれるＶＯＢＵの表示順序における最後のビデオフ
レームまでの相対的な表示（プレゼンテーション）時間を、ＢＣＤ形式の時間、分、秒お
よびフレームで記述したものである。ＶＯＢＵ内にビデオデータがないときは、前記仮想
的なビデオデータの最初のビデオフレームが、上記ビデオフレームとして使用される。
【００６５】
図１２は、ビデオタイトルセットＶＴＳの内容を示す。このビデオタイトルセットＶＴＳ
は、複数のファイルで構成されている。各ファイルは、ビデオタイトルセット情報（ＶＴ
ＳＩ）、ビデオタイトルセットメニュー用オブジェクトセット（ＶＴＳＭ＿ＶＯＢＳ）、
ビデオタイトルセットタイトル用ビデオオブジェクトセット（ＶＴＳＴＴ＿ＶＯＢＳ；最
大９ファイル）、ビデオタイトルセット情報のバックアップ（ＶＴＳＩ＿ＢＵＰ）を含ん
でいる。
【００６６】
ＶＴＳの先頭に配置されたビデオタイトルセット情報ＶＴＳＩには、ビデオタイトルセッ
ト情報管理テーブル（ＶＴＳＩ＿ＭＡＴ；必須）と、ビデオタイトルセットのパートオブ
タイトル（たとえばプログラムのチャプター）用のタイトルサーチポインタテーブル（Ｖ
ＴＳ＿ＰＴＴ＿ＳＲＰＴ；必須）と、ビデオタイトルセットのプログラムチェーン情報テ
ーブル（ＶＴＳ＿ＰＧＣＩＴ；必須）と、ビデオタイトルセットメニュー用のプログラム
チェーン情報ユニットテーブル（ＶＴＳＭ＿ＰＧＣＩ＿ＵＴ；ＶＴＳＭ＿ＶＯＢＳが存在
するときは必須）と、ビデオタイトルセットタイムマップテーブル（ＶＴＳ＿ＴＭＡＰＴ
；オプション）と、ビデオタイトルセットメニュー用のセルアドレステーブル（ＶＴＳＭ
＿Ｃ＿ＡＤＴ；ＶＴＳＭ＿ＶＯＢＳが存在するときは必須）と、ビデオタイトルセットメ
ニュー用のビデオオブジェクトユニットアドレスマップ（ＶＴＳＭ＿ＶＯＢＵ＿ＡＤＭＡ
Ｐ；ＶＴＳＭ＿ＶＯＢＳが存在するときは必須）と、ビデオタイトルセットセルアドレス
テーブル（ＶＴＳ＿Ｃ＿ＡＤＴ；必須）と、ビデオタイトルセット用のビデオオブジェク
トユニットアドレスマップ（ＶＴＳ＿ＶＯＢＵ＿ＡＤＭＡＰ；必須）とが、この順番で記
述されている。
【００６７】
先のビデオタイトルセット情報管理テーブルＶＴＳＩ＿ＭＡＴの内容は以下のようになっ
ている。
【００６８】
このビデオタイトルセット情報管理テーブルＶＴＳＩ＿ＭＡＴには、ビデオタイトルセッ
ト識別子と、ビデオタイトルセットのエンドアドレスと、光ディスク１０に記録されたプ
ログラムが１度でも完全再生されたことがあるかどうかを示す再生済フラグと、光ディス
ク１０に記録されたプログラムを消さずに残しておきたい場合に誤消去を防止する機能を
果たすアーカイブフラグ（ＡＲＣＨＩＶＥ＿ＦＬＡＧ；このフラッグは省略し、後述する
セル単位でのフラッグに置き換えてもよい）と、ビデオタイトルセット情報のエンドアド
レスと、該当光ディスク１０が採用する規格のバージョン番号と、ビデオタイトルセット
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のカテゴリーと、ビデオタイトルセット情報管理テーブルのエンドアドレスと、ビデオタ
イトルセットメニューのビデオオブジェクトセットのスタートアドレスと、ビデオタイト
ルセットタイトルのビデオオブジェクトセットのスタートアドレスが記述されている。
【００６９】
更に、ビデオタイトルセットの部分部分をサーチできるようにパートオブタイトルサーチ
ポインタテーブルのスタートアドレス（ＶＴＳ＿ＰＴＴ＿ＳＲＰＴ＿ＳＡ）と、ビデオタ
イトルセットの再生順序を設定するプログラムチェーン情報テーブルのスタートアドレス
（ＶＴＳ＿ＰＧＣＩＴ＿ＳＡ）と、ビデオタイトルセットのメニューの表示制御用のプロ
グラムチェーン情報のユニットテーブルのスタートアドレス（ＶＴＳＭ＿ＰＧＣＩ＿ＵＴ
＿ＳＡ）と、ビデオタイトルセットの経過時間を示すタイムマップテーブルのスタートア
ドレス（ＶＴＳ＿ＴＭＡＰＴ＿ＳＡ）と、ビデオタイトルセットのメニューの表示用のセ
ルのセルアドレステーブルのスタートアドレス（ＶＴＳＭ＿Ｃ＿ＡＤＴ＿ＳＡ）と、ビデ
オタイトルセットのメニュー表示用のＶＯＢＵのアドレスマップのスタートアドレス（Ｖ
ＴＳＭ＿ＶＯＢＵ＿ＡＤＭＡＰ＿ＳＡ）と、ビデオタイトルセットのセルアドレステーブ
ルのスタートアドレス（ＶＴＳ＿Ｃ＿ＡＤＴ＿ＳＡ）と、ビデオタイトルセットのＶＯＢ
Ｕのアドレスマップのスタートアドレス（ＶＴＳ＿ＶＯＢＵ＿ＡＤＭＡＰ＿ＳＡ）と、ビ
デオ、オーディオ、副映像の属性などの情報と、ビデオタイトルセットの副映像ストリー
ム数と、ビデオタイトルセットの副映像ストリーム属性テーブルと、およびビデオタイト
ルセットのマルチチャネルオーディオストリーム属性テーブルが記載されている。
【００７０】
図１３は、ビデオタイトルセットプログラムチェーン情報テーブルＶＴＳＩ＿ＰＧＣＩＴ
の内容を示す。
【００７１】
このビデオタイトルセットのプログラムチェーン情報テーブルＶＴＳ＿ＰＧＣＩＴには、
ビデオタイトルセットプログラムチェーン情報テーブル情報（ＶＴＳ＿ＰＧＣＩＴＩ）と
、ビデオタイトルセットプログラムチェーン情報サーチポインタ（ＶＴＳ＿ＰＧＣＩ＿Ｓ
ＲＰ＃１～ＶＴＳ＿ＰＧＣＩ＿ＳＲＰ＃ｎ）と、ビデオタイトルセットプログラムチェー
ン情報（ＶＴＳ＿ＰＧＣＩ）とが含まれている。
【００７２】
なお、複数設けられたビデオタイトルセットプログラムチェーン情報ＶＴＳ＿ＰＧＣＩの
順序は、複数のビデオタイトルセットプログラムチェーン情報サーチポインタＶＴＳ＿Ｐ
ＧＣＩ＿ＳＲＰ＃１～ＶＴＳ＿ＰＧＣＩ＿ＳＲＰ＃ｎの順序と無関係に設定されている。
したがって、たとえば同一のプログラムチェーン情報ＶＴＳ＿ＰＧＣＩを１以上のプログ
ラムチェーン情報サーチポインタＶＴＳ＿ＰＧＣＩ＿ＳＲＰで指し示すことが可能となっ
ている。
【００７３】
図１４は、ビデオタイトルセットプログラムチェーン情報ＶＴＳ＿ＰＧＣＩの内容を示す
。プログラムチェーン情報（ＰＧＣＩ）は、プログラムチェーン一般情報（ＰＧＣ＿ＧＩ
；必須）、プログラムチェーンコマンドテーブル（ＰＧＣ＿ＣＭＤＴ；オプション）、プ
ログラムチェーンプログラムマップ（ＰＧＣ＿ＰＧＭＡＰ；次のＣ＿ＰＢＩＴが存在する
ときは必須）、セル再生情報テーブル（Ｃ＿ＰＢＩＴ；オプション）、およびセル位置情
報テーブル（Ｃ＿ＰＯＳＩＴ；前記Ｃ＿ＰＢＩＴが存在するときは必須）によって構成さ
れている。
【００７４】
図１５は、セル再生情報テーブルＣ＿ＰＢＩＴの内容を示す。このセル再生情報テーブル
Ｃ＿ＰＢＩＴは、最大２５５個のセル再生情報（Ｃ＿ＰＢＩｎ；＃ｎ＝＃１～＃２５５）
を含んでいる。
【００７５】
図１６は、セル再生情報Ｃ＿ＰＢＩ（Ｃ＿ＰＢＩ＃１～＃ｎ）の内容を示す。すなわち、
各Ｃ＿ＰＢＩは、セルカテゴリー（Ｃ＿ＣＡＴ；４バイト）、セル再生時間（Ｃ＿ＰＢＴ
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Ｍ；４バイト）、セル内の最初のビデオオブジェクトユニット（ＶＯＢＵ）のスタートア
ドレス（Ｃ＿ＦＶＯＢＵ＿ＳＡ；４バイト）、セル内の最初のインターリーブドユニット
（ＩＬＶＵ）のエンドアドレス（Ｃ＿ＦＩＬＶＵ＿ＥＡ；４バイト）、セル内の最終ビデ
オオブジェクトユニット（ＶＯＢＵ）のスタートアドレス（Ｃ＿ＬＶＯＢＵ＿ＳＡ；４バ
イト）、およびセル内の最終ビデオオブジェクトユニット（ＶＯＢＵ）のエンドアドレス
（Ｃ＿ＬＶＯＢＵ＿ＥＡ；４バイト）を含んでいる。
【００７６】
特にこのＣ＿ＰＢＩには、消去禁止フラッグを設ける領域が、相対バイト位置（ＲＢＰ）
に１バイト確保されている。この消去禁止フラッグを設ける領域に０が記述されていると
きは、自由に消去できるが、１が記述されているときは永久保存という意味である。この
記述は、ユーザが自由に行うことができる。
【００７７】
図１７は、セルカテゴリーＣ＿ＣＡＴの内容を示す。このＣ＿ＣＡＴは、下位８ビット（
ｂ０～ｂ７）でセルコマンド数を示し、次の８ビット（ｂ８～ｂ１５）でセルスチル時間
を示し、次の５ビット（ｂ１６～ｂ２０）でセルタイプ（たとえばカラオケかその他か）
を示し、次の１ビット（ｂ２１）でアクセス制限フラグを示し、次の１ビット（ｂ２２）
でセル再生モード（たとえば動画かスチルか）を示し、予約ビットを飛んで次の１ビット
（ｂ２４）でシームレスアングル変更フラグを示し、次の１ビット（ｂ２５）でシステム
タイムクロックＳＴＣの不連続フラグ（ＳＴＣをリセットするかどうか）を示し、次の１
ビット（ｂ２６）でインターリーブ配置フラグ（Ｃ＿ＰＢＩで指定されたセルが連続ブロ
ック中のものであるのかインターリーブドブロック中のものであるのか）を示し、次の１
ビット（ｂ２７）でシームレス再生フラグ（Ｃ＿ＰＢＩで指定されたセルがシームレス再
生されるべきかどうか）を示し、次の２ビット（ｂ２８～ｂ２９）でセルブロックタイプ
（たとえばアングルブロックかどうか）を示し、最後の２ビット（ｂ３０～ｂ３１）でセ
ルブロックモード（たとえばブロック内の最初のセルかどうか）を示すようになっている
。
【００７８】
ここで、セルブロックモードが００ｂ（ｂはバイナリの意）のときはブロック内セルでは
ないことを示し、それが０１ｂのときはブロック内の最初のセルであることを示し、それ
が１０ｂのときはブロック中のセルであることを示し、それが１１ｂのときはブロック内
の最後のセルであることを示す。
【００７９】
また、セルブロックタイプが００ｂのときは該当ブロックの一部ではないことを示し、そ
れが０１ｂのときは該当ブロックがアングルブロック（マルチアングルのセルを含むブロ
ック）であることを示す。
【００８０】
一方、このセルブロックタイプ＝０１ｂを再生中に検知すれば、現在アングルブロック再
生中であることを、図示しないアングルマークの点滅（または点灯色の変更、あるいはア
ングルマークの形の変更）により、視聴者に通知できる。これにより、視聴者は現在再生
中の映像に関して別アングルの画像再生が可能なことを知ることができる。
【００８１】
また、インターリーブ配置フラグが０ｂのときは該当セルが連続ブロック中（複数ＶＯＢ
Ｕが連続記録されている）のものであることを示し、インターリーブ配置フラグが１ｂの
ときは該当セルがインターリーブドブロック（各々が１以上のＶＯＢＵを含むＩＬＶＵが
インターリーブ記録されている）中のものであることを示す。
【００８２】
また、シームレスアングル変更フラグが立っている（＝１ｂ）ときは該当セルがシームレ
ス再生の対象であることを示し、このフラグが立っていない（＝０ｂ）ときは該当セルが
ノンシームレス再生の対象であることを示す。
【００８３】
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すなわち、インターリーブ配置フラグ＝１ｂでシームレスアングル変更フラグ＝０ｂとき
はノンシームレスアングル変更可能状態となり、インターリーブ配置フラグ＝１ｂでシー
ムレスアングル変更フラグ＝１ｂのときはシームレスアングル変更可能状態となる。
【００８４】
なお、アクセス時間の極めて早いメディアドライブシステム（ビデオの１フレーム期間以
内に所望のアングルブロックの先頭にアクセスできるシステム；光ディスクドライブシス
テムに必ずしも限定しない）が使用されるならば、インターリーブ配置フラグ＝０ｂ、す
なわちインターリーブ記録されていないＶＯＢＵの集合（別々のアングルセル）の間で、
素早いアングル変更を実現できる。
【００８５】
比較的アクセス速度の遅い光ディスク１０が記録メディアとして用いられる場合は、その
ディスクの記録トラック１周分をインターリーブドブロック１個分の記録に割り当ててお
くとよい。そうすれば、隣接インターリーブドブロック間のジャンプ（アングル変更）時
に光ヘッドのトレース先はディスクの半径方向に１トラック分だけ微動すればよいので、
タイムラグの殆どないトラックジャンプ（シームレスアングル変更に適する）が可能にな
る。この場合、１ビデオオブジェクトユニット（ＶＯＢＵ）分のトラックジャンプをする
と、最大、ディスクの１回転分のタイムラグが生じ得る。したがって、ＶＯＢＵ単位のジ
ャンプを伴うアングル変更は、ノンシームレスアングル変更に適している。
【００８６】
光ディスクからタイトルセットのセルデータを読み取った後に、読み取りデータ中のシー
ムレスアングル変更フラグの内容を視聴者（後述するＤＶＤビデオレコーダのユーザ）が
任意に変更できるように、ＤＶＤビデオレコーダを構成することは可能である。
【００８７】
なお、シームレスアングル変更フラグはナビゲーションパック８６内に記載されているア
ングル情報（図示せず）がシームレスアングルかノンシームレスアングルかを示すフラグ
なので、このフラグを変更したときは、ナビゲーションパック８６内のアングル情報（図
示せず）を修正（たとえばシームレスアングル情報からノンシームレスアングル情報への
変更）する必要は出てくる。
【００８８】
また、セル再生モードが０ｂのときはセル内で連続再生することを示し、それが１ｂのと
きはセル内に存在するそれぞれのＶＯＢＵでスチル再生することを示す。
【００８９】
また、ユーザが録画・再生等を行なう場合において、アクセス制限フラグは、ユーザ操作
による直接選択を禁止するときに使用できる。たとえば、問題集の回答が記録されたセル
のアクセス制限フラグを１ｂとすることによって、ユーザが問題の回答をつまみ食いする
ことを禁止できる。
【００９０】
また、セルタイプは、たとえば該当セルがカラオケ用に作成されている場合に、その５ビ
ットの内容によって、以下のものを示すことができる。
【００９１】
すなわち、０００００ｂならセルタイプの指定がなされず、００００１ｂならカラオケの
タイトル画像が指定され、０００１０ｂならカラオケのイントロが指定され、０００１１
ｂならクライマックス（さび）以外の歌唱部分が指定され、００１００ｂなら第１のクラ
イマックスの歌唱部分が指定され、００１０１ｂなら第２のクライマックスの歌唱部分が
指定され、００１１０ｂなら男性ボーカルの歌唱部分が指定され、００１１１ｂなら女性
ボーカルの歌唱部分が指定され、０１０００ｂなら男女混声ボーカルの歌唱部分が指定さ
れ、０１００１ｂなら間奏曲（楽器だけの演奏）部分が指定され、０１０１０ｂなら間奏
曲のフェードインが指定され、０１０１１ｂなら間奏曲のフェードアウトが指定され、０
１１００ｂなら第１のエンディング演奏部分が指定され、０１１０１ｂなら第２のエンデ
ィング演奏部分が指定される。残りの５ビットコードの内容はその他の用途に使用できる
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。
【００９２】
なお、アングル変更は、カラオケの背景ビデオのアングル変更にも適用できる。（たとえ
ばガイドボーカルを歌う歌手の全身映像、顔のアップ映像、口元のアップ映像などを、カ
ラオケ音楽の流れに沿ってシームレスに、あるいは少し前に逆戻りしてノンシームレスに
、さらには所望小節間のリピート再生中に、視聴者が望むままにアングル変更できる。）
また、セルスチル時間の８ビット内容が００００００００ｂのときは、スチルでないこと
が指定され、それが１１１１１１１１ｂのときは時限なしのスチルが指定され、それが０
００００００１ｂ～１１１１１１１０ｂのときは、この内容で指定された十進数（１～２
５４）を秒数表示した長さのスチル表示が指定される。またセルコマンド数は、該当セル
の再生終了時に実行されるべきコマンド数を示す。
【００９３】
図１８は、プログラムチェーン一般情報ＰＧＣ＿ＧＩの内容を示す。
【００９４】
プログラムチェーン一般情報ＰＧＣ＿ＧＩには、プログラムチェーンの内容（ＰＧＣ＿Ｃ
ＮＴ）と、プログラムチェーンの再生時間（ＰＧＣ＿ＰＢ＿ＴＭ）と、プログラムチェー
ンのユーザ操作制御情報（ＰＧＣ＿ＵＯＰ＿ＣＴＬ）と、プログラムチェーンオーディオ
ストリームの制御テーブル（ＰＧＣ＿ＡＳＴ＿ＣＴＬＴ）と、プログラムチェーン副映像
ストリームの制御テーブル（ＰＧＣ＿ＳＰＳＴ＿ＣＴＬＴ）と、プログラムチェーンのナ
ビゲーション制御情報（ＰＧＣ＿ＮＶ＿ＣＴＬ）と、プログラムチェーンの副映像パレッ
ト（ＰＧＣ＿ＳＰ＿ＰＬＴ）と、プログラムチェーンのコマンドテーブルの開始アドレス
（ＰＧＣ＿ＣＭＤＴ＿ＳＡ）と、プログラムチェーンのプログラムマップの開始アドレス
（ＰＧＣ＿ＰＧＭＡＰ＿ＳＡ）と、プログラムチェーン内のセルの再生情報テーブルの開
始アドレス（Ｃ＿ＰＢＩＴ＿ＳＡ）と、プログラムチェーン内のセルの位置情報テーブル
の開始アドレス（Ｃ＿ＰＯＳＩＴ＿ＳＡ）とが記載されている。
【００９５】
プログラムチェーンの内容ＰＧＣ＿ＣＮＴは、そのプログラムチェーン内のプログラム数
およびセル数（最大２５５）を示す。ビデオオブジェクトＶＯＢなしのプログラムチェー
ンでは、プログラム数は「０」となる。
【００９６】
プログラムチェーンの再生時間ＰＧＣ＿ＰＢ＿ＴＭは、そのプログラムチェーン内のプロ
グラムの合計再生時間を時間、分、秒、およびビデオのフレーム数で示したものである。
このＰＧＣ＿ＰＢ＿ＴＭにはビデオフレームのタイプを示すフラグ（ｔｃ＿ｆｌａｇ）も
記述されており、このフラグの内容によって、フレームレート（毎秒２５フレームあるい
は毎秒３０フレーム）等が指定される。
【００９７】
プログラムチェーンのユーザ操作制御情報ＰＧＣ＿ＵＯＰ＿ＣＴＬは、再生中のプログラ
ムチェーンにおいて禁止されるユーザ操作を示す。
【００９８】
プログラムチェーンオーディオストリームの制御テーブルＰＧＣ＿ＡＳＴ＿ＣＴＬＴは、
８個のオーディオストリームそれぞれの制御情報を含むことができる。これらの制御情報
各々は、該当プログラムチェーン内でそのオーディオストリームが利用可能かどうかを示
すフラグ（アベイラビリティフラグ）およびオーディオストリーム番号からデコードする
オーディオストリーム番号への変換情報を含んでいる。
【００９９】
プログラムチェーン副映像ストリームの制御テーブルＰＧＣ＿ＳＰＳＴ＿ＣＴＬＴは、該
当プログラムチェーン内でその副映像ストリームが利用可能かどうかを示すフラグ（アベ
イラビリティフラグ）、および副映像ストリーム番号（３２個）からデコードする副映像
ストリーム番号への変換情報を含んでいる。
【０１００】
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プログラムチェーンのナビゲーション制御情報ＰＧＣ＿ＮＶ＿ＣＴＬは、現在再生中のプ
ログラムチェーンの次に再生すべきプログラムチェーン番号を示すＮｅｘｔ＿ＰＧＣＮと
、ナビゲーションコマンド「ＬｉｎｋＰｒｅｖＰＧＣ」あるいは「ＰｒｅｖＰＧＣ＿Ｓｅ
ａｒｃｈ（）」によって引用されるプログラムチェーン番号（ＰＧＣＮ）を示すＰｒｅｖ
ｉｏｕｓ＿ＰＧＣＮと、そのプログラムチェーンからリターンすべきプログラムチェーン
番号を示すＧｏＵｐ＿ＰＧＣＮと、プログラムの再生モード（シーケンシャル再生、ラン
ダム再生、シャッフル再生等）を示すＰＧ　Ｐｌａｙｂａｃｋ　ｍｏｄｅと、そのプログ
ラムチェーンの再生後のスチル時間を示すＳｔｉｌｌ　ｔｉｍｅ　ｖａｌｕｅとを含んで
いる。
【０１０１】
プログラムチェーンの副映像パレットＰＧＣ＿ＳＰ＿ＰＬＴは、そのプログラムチェーン
における副映像ストリームで使用される１６セットの輝度信号および２つの色差信号を記
述している。
【０１０２】
プログラムチェーンのコマンドテーブルの開始アドレスＰＧＣ＿ＣＭＤＴ＿ＳＡは、ＰＧ
Ｃ再生前に実行されるプリコマンド、ＰＧＣ再生後に実行されるポストコマンドおよびセ
ル再生後に実行されるセルコマンドのための記述エリアである。
【０１０３】
プログラムチェーンのプログラムマップの開始アドレスＰＧＣ＿ＰＧＭＡＰ＿ＳＡは、そ
のプログラムチェーン内のプログラムの構成を示すプログラムマップＰＧＣ＿ＰＧＭＡＰ
の開始アドレスを、プログラムチェーン情報ＰＧＣＩの最初のバイトからの相対アドレス
で記述したものである。
【０１０４】
プログラムチェーン内のセルの再生情報テーブルの開始アドレスＣ＿ＰＢＩＴ＿ＳＡは、
そのプログラムチェーン内のセルの再生順序を決めるセル再生情報テーブルＣ＿ＰＢＩＴ
の開始アドレスを、プログラムチェーン情報ＰＧＣＩの最初のバイトからの相対アドレス
で記述したものである。
【０１０５】
プログラムチェーン内のセルの位置情報テーブルの開始アドレスＣ＿ＰＯＳＩＴ＿ＳＡは
、そのプログラムチェーン内で使用されるＶＯＢ識別番号およびセル識別番号を示すセル
位置情報テーブルＣ＿ＰＯＳＩＴの開始アドレスを、プログラムチェーン情報ＰＧＣＩの
最初のバイトからの相対アドレスで記述したものである。
【０１０６】
図１に戻って、ディスク記録再生装置について説明する。
【０１０７】
図１は、上記したような構造の情報を用いてデジタル動画情報を可変記録レートで記録再
生する装置（ＤＶＤビデオレコーダ）の構成を例示している。
【０１０８】
ＤＶＤビデオレコーダの装置本体は、ＤＶＤ－ＲＡＭまたはＤＶＤ－Ｒディスク１０を回
転駆動し、このディスク１０に対して情報の読み書きを実行するディスクドライブ部３２
を有する。また録画側を構成するエンコーダ部５０と、再生側を構成するデコーダ部６０
と、装置本体の動作を制御するマイクロコンピュータブロック３０とを有する。
【０１０９】
エンコーダ部５０は、ＡＤＣ（アナログ・デジタル変換器）５１と、セレクタ（ＳＥＬ）
５２と、ビデオエンコーダ（Ｖ－ＥＮ）５３と、オーディオエンコーダ（Ａ－ＥＮ）５４
と、副映像エンコーダ（ＳＰ－ＥＮ）５５と、フォーマッタ５６と、バッファメモリ５７
とを備えている。
【０１１０】
ＡＤＣ５１には、ＡＶ入力部４２からの外部アナログビデオ信号＋外部アナログオーディ
オ信号、あるいはＴＶチューナ４４からのアナログＴＶ信号＋アナログ音声信号が入力さ
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れる。このＡＤＣ５１は、入力されたアナログビデオ信号を、たとえばサンプリング周波
数１３．５ＭＨｚ、量子化ビット数８ビットでデジタル化する。（すなわち、輝度成分Ｙ
、色差成分Ｃｒ（またはＹ－Ｒ）および色差成分Ｃｂ（またはＹ－Ｂ）それぞれが、８ビ
ットで量子化される。）
同様に、ＡＤＣ５１は、入力されたアナログオーディオ信号を、たとえばサンプリング周
波数４８ｋＨｚ、量子化ビット数１６ビットでデジタル化する。
【０１１１】
なお、ＡＤＣ５１にアナログビデオ信号およびデジタルオーディオ信号が入力されるとき
は、ＡＤＣ５１はデジタルオーディオ信号をスルーパスさせる。
【０１１２】
ＡＤＣ５１にデジタルビデオ信号およびデジタルオーディオ信号が入力されるときは、Ａ
ＤＣ５１はデジタルビデオ信号およびデジタルオーディオ信号をスルーパスさせる。
【０１１３】
ＡＤＣ５１からのデジタルビデオ信号は、ビデオエンコーダ５３を介してフォーマッタ５
６に送られる。また、ＡＤＣ５１からのデジタルオーディオ信号は、オーディオエンコー
ダ５４を介してフォーマッタ５６に送られる。
【０１１４】
セレクタ５２は、後述する編集用の縮小画像を記録するような場合にビデオミキシング部
からの信号を選択する。
【０１１５】
Ｖエンコーダ５３は、入力されたデジタルビデオ信号を、ＭＰＥＧ２またはＭＰＥＧ１規
格に基づき、可変ビットレートで圧縮されたデジタル信号に変換する機能を持つ。
【０１１６】
また、Ａエンコーダ５４は、入力されたデジタルオーディオ信号を、ＭＰＥＧまたはＡＣ
－３規格に基づき、固定ビットレートで圧縮されたデジタル信号（またはリニアＰＣＭの
デジタル信号）に変換する機能を持つ。
【０１１７】
先の規格に基づくデータ構成のＤＶＤビデオ信号がＡＶ入力部４２から入力された場合（
たとえば副映像信号の独立出力端子付ＤＶＤビデオプレーヤからの信号）、あるいはこの
ようなデータ構成のＤＶＤビデオ信号が放送されそれがＴＶチューナ４４で受信された場
合は、ＤＶＤビデオ信号中の副映像信号成分（副映像パック）が、副映像エンコーダ（Ｓ
Ｐエンコーダ）５５に入力される。ＳＰエンコーダ５５に入力された副映像データは、所
定の信号形態にアレンジされて、フォーマッタ５６に送られる。
【０１１８】
フォーマッタ５６は、バッファメモリ５７をワークエリアとして使用し、入力されたビデ
オ信号、オーディオ信号、副映像信号等に対して所定の信号処理を行い、先に説明したよ
うなフォーマット（ファイル構造）に合致した記録データをデータプロセサ３６に出力す
る。
【０１１９】
上記の処理では、主映像データ（ビデオデータ）の最小単位としてのセルが設定され、セ
ル再生情報（Ｃ＿ＰＢＩ）が作成される。次に、プログラムチェーンを構成するセルの構
成、主映像、副映像およびオーディオの属性等が設定され（これらの属性情報の一部は、
各データをエンコードする時に得られた情報が利用される）、種々な情報を含めた情報管
理テーブル情報（ＶＭＧＩ＿ＭＡＴやＶＴＳＩ＿ＭＡＴ）が作成される。
【０１２０】
エンコードされた主映像データ、オーディオデータおよび副映像データは、な一定サイズ
（２０４８バイト）のパックに細分化される。これらのパックには、ダミーパックが適宜
挿入される。なお、ダミーパック以外のパック内には、適宜、ＰＴＳ（プレゼンテーショ
ンタイムスタンプ）、ＤＴＳ（デコードタイムスタンプ）等のタイムスタンプが記述され
る。副映像のＰＴＳについては、同じ再生時間帯の主映像データあるいはオーディオデー
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タのＰＴＳより任意に遅延させた時間を記述することができる。
【０１２１】
そして、各データのタイムコード順に再生可能なように、ＶＯＢＵ８５単位でその先頭に
ナビゲーションパック８６を配置しながら各データセルが配置されて、複数のセルで構成
されるＶＯＢ８３が構成される。このＶＯＢ８３を１以上まとめたＶＯＢＳ８２が、ＶＴ
Ｓ７２の構造にフォーマットされる。
【０１２２】
ＤＶＤディスク１０に対して情報の読み書き（録画および／または再生）を実行するディ
スクドライブ手段は、ディスクドライブ３２と、一時記憶部３４と、データプロセッサ（
Ｄ－ＰＲＯ部）３６と、システムタイムクロック（ＳＴＣ部）３８とを備えている。
【０１２３】
一時記憶部３４は、Ｄ－ＰＲＯ部３６を介してディスク１０に書き込まれるデータ（エン
コーダ部５０から出力されるデータ）のうちの一定量分をバッファイリングしたり、ディ
スクドライブ３２を介してディスク１０から再生されたデータ（デコーダ部６０に入力さ
れるデータ）のうちの一定量分をバッファリングするのに利用される。
【０１２４】
たとえば一時記憶部３４が４Ｍバイトの半導体メモリ（ＤＲＡＭ）で構成されるときは、
平均４Ｍｂｐｓの記録レートでおよそ８秒分の記録または再生データのバッファリングが
可能である。また、一時記憶部３４が１６ＭバイトのＥＥＰＲＯＭ（フラッシュメモリ）
で構成されるときは、平均４Ｍｂｐｓの記録レートでおよそ３０秒の記録または再生デー
タのバッファリングが可能である。さらに、一時記憶部３４が１００Ｍバイトの超小型Ｈ
ＤＤ（ハードディスク）で構成されるときは、平均４Ｍｂｐｓの記録レートで３分以上の
記録または再生データのバッファリングが可能となる。また、一時記憶部３４は、録画途
中でディスク１０を使い切ってしまった場合において、ディスク１０が新しいディスクに
交換されるまでの録画情報を一時記憶しておくことに利用できる。
【０１２５】
Ｄ－ＰＲＯ部３６は、マイクロコンピュータブロック（ＭＰＵ部）３０の制御にしたがっ
て、エンコーダ部５０からのＤＶＤ記録データをディスクドライブ３２に供給したり、デ
ィスク１０から再生されたＤＶＤ再生信号をドライブ３２から取り出したり、ディスク１
０に記録された管理情報（ディレクトリレコード、ＶＭＧＩ＿ＭＡＴ、ＶＴＳＩ＿ＭＡＴ
等）を書き換えたり、ディスク１０に記録されたデータ（ファイルあるいはＶＴＳ）の削
除をしたりする。
【０１２６】
ＭＰＵ部３０は、ＣＰＵ、制御プログラム等が書き込まれたＲＯＭ、およびプログラム実
行に必要なワークエリアを提供するＲＡＭを含んでいる。
【０１２７】
このＭＰＵ部３０は、そのＲＯＭに格納された制御プログラムに従い、そのＲＡＭをワー
クエリアとして用いて、後述する空き容量検出、記録量（録画パック数）検出、残量検出
、警告、記録モード変更指示、その他の処理を実行する。
【０１２８】
更に、ＭＰＵ部３０は、例えばセル単位に対して、消去禁止範囲指示機能、消去禁止設定
機能、セル切り分け機能、消去禁止検知機能を備えており、ユーザのシステムに対する使
い勝手を向上している。
【０１２９】
又、ＭＰＵ部３０は、図２８以降で説明する記録媒体については、プログラム単位での消
去禁止範囲指示機能、消去禁止設定機能、プログラム切り分け機能、消去禁止検知機能を
備えており、ユーザのシステムに対する使い勝手を向上している。
【０１３０】
　さらにまたこのＭＰＵ部３０は ログラム切り分け機能とセル切り分け機能とを併用
していてもよい。
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【０１３１】
ＭＰＵ部３０の実行結果のうち、ＤＶＤビデオレコーダのユーザに通知すべき内容は、Ｄ
ＶＤビデオレコーダの表示部４８に表示され、またはモニタディスプレイにオンスクリー
ンディスプレイ（ＯＳＤ）で表示される。
【０１３２】
デコーダ部６０は、さきに説明したパック構造を持つＤＶＤ再生データから各パックを分
離して取り出すセパレータ６２と、パック分離その他の信号処理実行時に使用するメモリ
６３と、セパレータ６２で分離されたビデオパック８８の内容）をデコードするビデオデ
コーダ（Ｖ－ＤＥ）６４と、セパレータ６２で分離された副映像パック９０の内容をデコ
ードする副映像デコーダ（ＳＰ－ＤＥ）６５と、セパレータ６２で分離されたオーディオ
パック９１の内容をデコードするオーディオデコーダ（Ａ－ＤＥ）６８と、Ｖデコーダ６
４からのビデオデータにＳＰ－ＤＥ６５からの副映像データを適宜合成し、主映像にメニ
ュー、ハイライトボタン、字幕その他の副映像を重ねて出力するビデオプロセッサ（Ｖ－
ＰＲＯ部）６６とを有する。
【０１３３】
ビデオプロセッサ６６の出力は、ビデオミキシング部２００を介した後、ビデオ・デジタ
ル・アナログ変換器（Ｖ・ＤＡＣ）６７を介してテレビジョン受信機などのモニタに供給
される。また、オーディオデコーダ６８からの出力は、デジタルアナログ変換器（ＤＡＣ
）６９を介して外部スピーカに供給される。またオーディオデコーダ部６８の出力は、イ
ンターフェースを介してデジタル信号のまま取り出すこともできる。ビデオミキシング部
２００には、作業用としてフレーメモリ２０１が接続されている。またＭＰＵ部３０には
、キー入力部４９、記録再生機用の表示部４８が接続されている。
【０１３４】
まず上記の装置の動作を簡単に説明する。
【０１３５】
図１９には録画時の動作フローチャートを示している。
【０１３６】
まず、ＭＰＵ部３０がキー入力部４９より録画命令受けると、ディスクドライブ部３６を
介して管理データを読み込み、書き込む領域を決定する。次に、決定された領域に対して
、データを書き込めるように管理領域に管理用のデータを設定し、ビデオデータの書き込
みスタートアドレスをディスクドライブ部３６に設定し、データを記録する準備を行う（
ステップＡ１－Ａ５）。録画スペースが無い場合には、警告音あるいは表示を行う。次に
、ＭＰＵ部３０はＳＴＣ部３８に時間のリセットを行う。ここで、ＳＴＣ部３８はシステ
ムのタイマーでこの値を基準にして録画、再生を行う。さらに、ＭＰＵ部３０はその他の
各設定を行う（ステップＡ６，Ａ７）。ビデオ信号の流れは、次のようになる。
【０１３７】
まず、ＴＶチューナー部４４または外部入力より入力されたＡＶ信号をアナログデジタル
変換し、映像信号はビデオエンコーダ５３へ、音声信号はオーディオエンコーダ５４へ供
給される。また、ＴＶチューナ４４より、または文字放送等のテキスト信号がＳＰエンコ
ーダ５５へ入力される。
【０１３８】
各エンコーダは、それぞれの信号を圧縮してパケット化し（ただし、各パケットは、パッ
ク化した時に１パックあたり２０４８バイトになるように切り分けて、パケット化する）
、フォーマッタ５６に入力する。ここで、各エンコーダは、ＳＴＣ部３８の値に従って各
パケットのＰＴＳ、ＤＴＳを必要に応じて、決定する。
【０１３９】
フォーマッタ５６は、バッファメモリ５７へパケットデータを一時保存し、その後、入力
された各パケットデータをパック化して、ＧＯＰ毎にミキシングして、前記ＧＯＰの頭に
、ＮＶパックを追加して、Ｄ－ＰＲＯ部３６へ入力する。
【０１４０】
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Ｄ－ＰＲＯ部３６は１６パック毎にまとめてＥＣＣグループとして、ＥＣＣをつけてディ
スクドライブ部３２へ送る。ただし、ディスクドライブ部３２がディスクへの記録準備が
出来ていない場合には、一時記憶部３４へ転送し、データを記録する準備が出来るまで待
ち、用意が出来た段階で記録を開始する。ここで、一時記憶部３４は高速アクセスで数分
以上の記録データを保持するため、大容量メモリが想定される。
【０１４１】
また、録画終了時に、各ＮＶパック内の早送り、巻き戻し用のデータ部分に、各ＮＶパッ
クのアドレスデータを記録して、管理領域には録画終了後に必要な情報を記録して録画動
作を終了する（ステップＡ８乃至Ａ１４）。
【０１４２】
ただし、ＭＰＵ部３０は、ファイルの管理領域などを読み書きするために、Ｄ－ＰＲＯ部
３０へマイコンバスを通して、読み書きすることが出来る。
【０１４３】
ここで、録画終了時に、本システムで使用するセル単位の消去禁止フラグ（ ARCHIVE　 Fla
g）をクリアし、消去許可とする。消去禁止フラッグは、先に説明し  たようにＣ＿ＰＢＩ
内に記述されている。つまり、記録初期時には、消去を可能としている。またＶＭＴに消
去禁止フラッグがあるときは、それもクリアする。
【０１４４】
さらに、再生時のデータ処理は、以下の通りとなる。まず、ＭＰＵ部３０は再生命令を受
けると、ディスクドライブ部３２を介してＤ－ＰＲＯ部３６を通して、管理領域のデータ
を読み込み、再生するアドレスを決定する。ＭＰＵ部３０は次にドライブ部３２に先ほど
決定された再生するデータのアドレスとリード命令を送る。
【０１４５】
ドライブ部３２は送られた命令に従って、ディスク１０よりセクタデータを読みだし、Ｄ
－ＰＲＯ部３６でエラー訂正を行い、パックデータの形にしてデコーダ部６０へ出力する
。デコーダ部６０内部では、読みだしたパックデータをセパレータ６２が受け取り、パケ
ット化し、データの目的に応じて、ビデオパケットデータ（ＭＰＥＧビデオデータ）はビ
デオデコーダ６４へ転送し、オーディオパケットデータはオーディオデコーダ６８へ、副
映像パケットデータはＳＰデコーダ６５へ転送し、また、ＮＶパックは、ＭＰＵ部３０が
処理するため内部メモリへ保存し、いつでも、ＭＰＵ部３０がアクス出来るようにする。
【０１４６】
送られた各パケットデータは、転送開始時に、ヘッダに含まれているＰＴＳをＳＴＣ部３
８へロードし（ＮＶパック内のＰＴＳをＭＰＵ部がＳＴＣへセットして、またはビデオデ
コーダ６４が自動的にビデオデータのＰＴＳをＳＴＣ部３８へセットする）、その後、各
デコーダはパケットデータ内のＰＴＳの値に同期して（ＰＴＳとＳＴＣの値を比較しなが
ら）再生処理を行い、ＴＶモニタに音声字幕付きの動画を再生することができる。
【０１４７】
ここで、データ管理を細かく行うために、図１６に示したように、セル再生情報（ＣＰＢ
＿Ｉ）に消去禁止フラグを設けることができる。
【０１４８】
つまりこのシステムでは、タイトル単位での設定ではなく、セル単位で消去禁止フラグを
設けることにより、セル単位での消去禁止設定が可能となり、より細かな管理が可能とな
る。
【０１４９】
図２０、図２１を参照して動作フローを説明する。その時の画面推移を図２２に示し、も
し、セルを切り分ける必要がある場合には、そのイメージを図２３に示す。まず、消去禁
止設定処理は、以下のようになる。
【０１５０】
１）消去禁止するタイトルをユーザーが選ぶ。
【０１５１】
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２）すると選択したタイトル（ＶＴＳ、又はＰＧＣ）の再生時間に応じたタイムバーと範
囲を指定する為のカーソルを表示される。この時、セル毎に点線などで区切ることにより
、ユーザーにその点線内が同じシーンであることを示すことができる（図２２参照）。つ
まり、たとえば、ビデオカメラでは、録画開始から、一時停止キー又は録画終了キーを押
すまでが、このシーンに相当する。また、ＴＶドラマでは、コマーシャル（ＣＭ）から次
のＣＭまでと言うことになる。
【０１５２】
３）カーソルとマーカーキーにより、消去禁止設定開始位置をユーザーが指定し、その指
定された位置に相当するＶＯＢＵのアドレス等をワークメモリに保存する。このとき、そ
のカーソルの示すＶＯＢＵの先頭のＩピクチャが縮小画像として、表示され選択をやりや
すくしている。また、その時の再生時間も表示する事もでる。ここで、再生時間は、例え
ばセルの再生時間情報を計算することにより得られる。
【０１５３】
４）カーソルとマーカーキーにより、消去禁止設定終了位置をユーザーが指定し、その指
定された位置に相当するＶＯＢＵのアドレス等をワークメモリに保存する。
【０１５４】
５）選択された範囲でいいか確認し、いけない場合にはワークメモリをクリアし、項目４
）の処理へ移行する。
【０１５５】
上記の処理が図２０のステップＢ１乃至Ｂ９に相当する。
【０１５６】
６）設定スタート位置より、セルを分割する必要があるか判断し（セルスタート位置と、
設定スタート位置が一致しているかどうかを判断する。）、必要がない場合には、項目８
）の処理へ移行する。
【０１５７】
７）分割する必要があるときは、分割するセル（ＣＥＬＬ＿Ｎ）を決定し（各セルのＣ＿
ＰＢＩ内のスタートＶＯＢＵ、エンドＶＯＢＵより決定する。または、カーソルによる設
定時にセル番号を決定し保存しておいたものを使用する。）、セルの分割作業を行う。
【０１５８】
具体的には、 CELL-Nの C_PBI内の終了 VOBUの先頭アドレス：Ｃ＿ＦＶＯＢＵ＿ＳＡ、終了
アドレス：Ｃ＿ＬＶＯＢＵ＿ＥＡ、Ｃ＿ＰＢＴＭを保存し、分割するＶＯＢＵのＮＶ＿Ｐ
ＡＣＫのサーチ情報により、Ｃ＿ＦＶＯＢＵ＿ＳＡ、Ｃ＿ＬＶＯＢＵ＿ＥＡ、Ｃ＿ＰＢＴ
Ｍをを書き換える。
【０１５９】
次に、 CELL-Nの次からのＣ＿ＰＢＩを１セル分移動する。
【０１６０】
移動した場所に以下の内容の新たなＣ＿ＰＢＩを記録する。
【０１６１】
C_CAT： CELL-Nと同じもの。　 C_PBTM：分割した再生時間。　 C_FVOBU_SA：分  割した VOBU
の先頭アドレス。　 C_FILVU_EA：割した ILVUの終了アドレス。　 C_LVOBU_SA： CELL-Nの変
更前の C_LVOBU_SA。　 C_LVOBU_EA： CELL-Nの変更前の C_LVOBU_EA。
【０１６２】
８）設定スタートのセルから設定エンドのセルの前までのセルに消去禁止フラグをセット
する。
【０１６３】
ここまでの処理が、図２０のステップＢ１０から図２１のステップＢ１５に相当する。
【０１６４】
９）設定エンド位置より、ＣＥＬＬを分割する必要があるか判断し（ＣＥＬＬエンド位置
と、設定エンド位置が一致しているかどうかを判断する）、必要がない場合には、項目１
１）へ移行する。
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【０１６５】
１０）分割するＣＥＬＬ（ＣＥＬＬ＿Ｎ）を決定（これは各ＣＥＬＬのＣ＿ＰＢＩ内のス
タートＶＯＢＵ、エンドＶＯＢＵより決定する。または、カーソルによる設定時にＣＥＬ
Ｌ番号を決定し保存しておいたものを使用する。）し、ＣＥＬＬの分割作業を行う。
【０１６６】
具体的には、ＣＥＬＬ＿ＮのＣ＿ＰＢＩ内の先頭ＶＯＢＵの先頭アドレス：Ｃ＿ＦＶＯＢ
Ｕ＿ＳＡ、終了アドレス：Ｃ＿ＬＶＯＢＵ＿ＥＡ、Ｃ＿ＰＢＴＭを保存し、分割するＶＯ
ＢＵのＮＶ＿ＰＡＣＫのサーチ情報により、Ｃ＿ＦＶＯＢＵ＿ＳＡ、Ｃ＿ＬＶＯＢＵ＿Ｅ
Ａ、Ｃ＿ＰＢＴＭを書き換える。
【０１６７】
次に、ＣＥＬＬ＿Ｎの次からのＣ＿ＰＢＩを１セル分移動する。
【０１６８】
移動した場所に新たなＣ＿ＰＢＩを記録する。
【０１６９】
C_CAT： CELL-Nと同じもの。　 C_PBTM：分割した再生時間。　 C_FVOBU_SA：分  割した VOBU
の先頭アドレス。　 C_FILVU_EA：割した ILVUの終了アドレス。　 C_LVOBU_SA： CELL-Nの変
更前の C_LVOBU_SA。　 C_LVOBU_EA： CELL-Nの変更前の C_LVOBU_EA。
【０１７０】
１１）設定エンドのセルに消去禁止フラグをセットする。
【０１７１】
１２）  設定は終わるかどうかを判断し、終わらない場合には、１）へ移行する。
【０１７２】
ここまでの処理が図２１のステップＢ１６からＢ２３に相当する。
【０１７３】
ただし、本実施例では、ＤＶＤ―ビデオフォーマットに基づいて処理を行っているが、公
開番号：Ｈ１０－０４０８７６号公報で、使用しているような、ＶＯＢＵマップやタイム
マップが存在する場合には、ＮＶパックからのデータを使用せずにＶＯＢＵマップからの
データにより、セル分割処理を行うことが可能となり、管理領域だけで本処理を行うこと
が可能となる。
【０１７４】
図２４は、消去禁止設定解除をセル単位で行う時の動作フローを示し、図２５には、ＴＶ
画面の表示例を示す。
【０１７５】
１）消去禁止するタイトルをユーザーが選ぶ。
【０１７６】
２）選択したタイトル（ＶＴＳ、又はＰＧＣ）の再生時間に応じたタイムバーとＣＥＬＬ
を指定する為のカーソルを表示する（図２５参照）。
【０１７７】
３）カーソルとマーカーキーにより、消去禁止設定解除ＣＥＬＬをユーザーが指定する。
【０１７８】
ここまでの処理がステップＣ１からＣ６に相当する。
【０１７９】
４）指定されたＣＥＬＬの消去禁止解除をしていいかを確認し、いけない場合には項目２
）に移行する。
【０１８０】
５）消去禁止解除しても良い場合は、指定されたＣＥＬＬの消去禁止フラグをクリアする
。
【０１８１】
ここまでの処理がステップＣ７からＣ９に相当する。
【０１８２】
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図２６には、さらにその時の消去動作動作フローを示し、図２７にはＴＶ画面の表示例を
示す。
【０１８３】
１）消去するタイトルをユーザーが選ぶ。
【０１８４】
２）目的のタイトル（ＶＴＳ又はＰＧＣ）に消去禁止セルがあるかどうかを判断し、無い
場合には、通常の消去動作を行う。ここで、判定には、各ＣＥＬＬのＣ＿ＰＢＩ内のＡＲ
ＣＨＴＩＶＥ＿ＦＬＡＧ（消去禁止フラッグ）をチェックして、判定する。
【０１８５】
３）ユーザーに消去禁止ＣＥＬＬが存在する旨を表示し、消去設定されていない部分の消
去を行うかかどうかをユーザーに選択させ、“Ｎｏ”の場合には処理を終了する（図２７
参照）。
【０１８６】
４）目的のＰＧＣＩの内、消去禁止ＣＥＬＬだけを残して、それ以外のＣ＿ＰＢＩを消去
し、ＰＧＣＩを再構成する。
【０１８７】
ここまでの処理がステップＤ１からＤ６に相当する。
【０１８８】
５）ファイル管理情報内に対しては、セル単位で消去したＶＴＳのファイルの新しい管理
データを作成して書き換える（ステップＤ７からＤ１２）。
【０１８９】
以上により、Ｃ＿ＰＢＩに消去禁止フラグを追加することにより、消去禁止設定をより細
かい単位で指定することができるようになる。
【０１９０】
なおこの発明は上記の実施の形態に限定されるものではなく、種々の変形実施が可能であ
る。つまり細かいセル単位でマーク（消去禁止フラッグ）を付けることが可能であるから
、逆にこのフラッグを消去用のフラッグとして活用することも可能である。特に、特定の
範囲についてセルを分割してアドバンスドセルを設けたような場合、細かな範囲で消去禁
止あるいは消去を行うことができる。これは再生装置の処理機能により任意に設定できる
。
【０１９１】
この発明は上記の実施の形態に限定されるものではなく、各動作フローに示した処理手順
を示すソフトウエアを、予め記録媒体に記録しておき、これをプレーヤが読取り、自動的
に各動作フローの機能を実現する環境を整えるようにしてもよい。従ってこのシステムは
、ＤＶＤディスク自体が、上記動作フローをプレーヤに実現させるための情報（ソフトウ
エアアプリケーション）を記録されていることも含むものである。
【０１９２】
この発明の他の実施形態について更に説明する。
【０１９３】
図２８には、別の実施の形態における光ディスクのデータの構成を示している。リードイ
ンエリア２７は、光反射面が凹凸形状をもつエンボスデータゾーンと、表面が平坦（鏡面
）なミラーゾーンと、情報の書き換えが可能なリライタブルデータゾーンとを含む。リー
ドアウトエリア２６も情報書き換えが可能なように構成される。
【０１９４】
データ記録エリア（ボリウムスペース）２８は、ユーザによる書き換えが可能なボリウム
／ファイル管理情報７０及びデータエリアＤＡで構成される。ボリウム／ファイル管理情
報７０には、データエリアＤＡに記録されたオーディオ・ビデオデータのファイル情報や
ボリウム全体に関する情報が記録される。
【０１９５】
データエリアＤＡには、コンピュータデータを記録するエリアＤＡ１，ＤＡ３，ビデオオ
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ーディオデータなどを記録するオーディオ・ビデオデータエリアＤＡ２が混在して記録で
きるようになっている。
【０１９６】
オーディオ・ビデオデータエリアＤＡ２は制御情報ＤＡ２１，ビデオオブジェクトＤＡ２
２，ピクチャーオブジェクトＤＡ２３，オーディオオブジェクトＤＡ２４を含む。
【０１９７】
制御情報ＤＡ２１は、記録（録画または録音）、再生、編集、検索などの各処理をおこな
うときに必要な制御情報を含むことができる。例えば、ナビゲーションデータであるＲＴ
Ｒ＿ＶＭＧのファイルＲＴＲ．ＩＦＯ（後述する）を、制御情報ＤＡ２１に含ませること
ができる。
【０１９８】
ビデオオブジェクトＤＡ２２はき録されたビデオデータの中身（コンテンツ）を含むこと
ができる。ピクチャオブジェクトＤＡ２３は、スチル画、スライド画などの静止画情報を
含むことができる。オーディオオブジェクトＤＡ２４は、記録されたオーディオデータの
中身（コンテンツ）の情報を含むことができる。
【０１９９】
ビデオオブジェクトは、ビデオオブジェクトセット（ＶＯＢＳ）により構成される。この
ＶＯＢＳは各々が異なる方法でセル再生順序を指定した１以上のプログラムチェーンＰＧ
Ｃ＃１乃至＃ｋに対応した内容を持つ。
【０２００】
リードインエリア２７のエンボスデータゾーンには例えば以下のような情報が事前に記録
されている。
【０２０１】
（１）ＤＶＤ－ＲＯＭ，ＤＶＤ－ＲＡＭ（ＤＶＤ－ＲＷ），ＤＶＤ－Ｒなどのディスクタ
イプ、１２ｃｍ、８ｃｍなどのディスクサイズ、記録密度、記録開始／記録終了位置を示
す物理セクタ番号、その他の、情報記憶媒体全体に関する情報。
【０２０２】
（２）記録パワーと記録パルス幅、消去パワー、再生パワー、記録・消去時の線速度、そ
の他の、記録・再生・消去特性に関する情報。
【０２０３】
（３）製造番号など、個々の情報記憶媒体の製造に関する情報。
【０２０４】
またリードインエリア２７、リードアウトエリア２６のリライタブルゾーンは、それぞれ
例えば以下の領域を含んでいる。
【０２０５】
（４）各情報記憶媒体毎の固有ディスク名を記録する領域。
【０２０６】
（５）試し記録領域（記録消去条件の確認用）。
【０２０７】
（６）データエリアＤＡ内の欠陥領域に関する管理情報を記録する領域。
【０２０８】
上記（４）乃至（６）の領域には、ＤＶＤ－ＲＴＲ録再機（ＲＴＲビデオレコーダあるい
はＤＶＤ－ＲＡＭドライブ付きパーソナルコンピュータ）による記録が可能となっている
。
【０２０９】
図２９は、図２８のＶＯＢのデータ構造を説明する図である。ビデオオブジェクトを構成
する各セル（例えばセル＃ｍ）は１以上のビデオオブジェクトユニット（ＶＯＢＵ）で構
成される。各ＶＯＢＵはビデオパック、副映像パック、オーディオパック及びダミーパッ
クなどの集合体（パック列）として構成される。これらのパックは、いずれも２０４８バ
イトの所定サイズを持ち、データ転送処理をおこなう際の最小単位となる。
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【０２１０】
ＶＯＢＵの再生時間は、ＶＯＢＵ中に含まれる１以上の映像グループ（ＧＯＰ）で構成さ
れるビデオデータの再生時間に相当し、その再生時間は０．４秒乃至１．２秒の範囲内で
ある。１ＧＯＰは、ＭＰＥＧ規格では０．５秒であり、その間に１５枚程度のフレーム画
像を再生するように圧縮された画像データである。
【０２１１】
ＶＯＢＵがビデオデータを含む場合には、ビデオパック、副映像パック、オーディオパッ
クなどから構成されるＧＯＰが配列されてビデオストリームが構成される。
【０２１２】
ＶＯＢＵを構成するパックは、ダミーパックを除き同様なデータ構造をもつ。オーディオ
パックを例にとると、その先頭にパックヘッダが配置され、次に、パケットヘッダが配置
され、その次にサブストリームＩＤが配置され、最後にオーディオデータが配置される。
【０２１３】
このパック構成において、パケットヘッダにはパケット内の最初のフレームの先頭時間を
示すプレゼンテーションタイムスタンプＰＴＳの情報が記述されている。一方ビデオパッ
クは、上記のオーディオパックからサブストリームＩＤを取り除いたデータ構造を持つ。
ただしＶＯＢＵ内の先頭ビデオパックについては、パックヘッダとパケットヘッダとの間
に所定のシステムヘッダが設けられている。
【０２１４】
このようなビデオオブジェクトＤＡ２２を有するようなプログラムをディスクに記録でい
るＤＶＤ－ＲＴＲ録再機では、プログラムの記録の後で、記録内容を編集したいという要
望がある。これに答えるために、各ＶＯＢＵ中には、ダミーパックを適宜挿入できるよう
になっている。このダミーパックは後で編集用のデータ記録する場合に利用できる。
【０２１５】
図３０は、ダミーパックのデータ構造を示している。
【０２１６】
１つのダミーパック８９は、パックヘッダ８９１と所定のストリームＩＤを持つパケット
ヘッダ８９２、と、所定のコード（無効データ）で埋められたパディングデータ９８３と
で構成される。パケットヘッダ８９２及びパディングデータ８９３がパディングパケット
８９０を構成している。未使用ダミーパックのパディングデータ８９３の内容は、特に意
味を持たない。ダミーパックは、録画内容を編集する場合、その他、ダミーパックをオー
ディオパックとして利用してアフターレコーディングするような場合（事後追加）に適宜
利用される。
【０２１７】
図３１には、上記の実施形態における光ディスクのディレクトリー構造の例を示している
。
【０２１８】
ＲＴＲ．ＩＦＯファイル（リアルタイムインフォメーションファイル）は、管理情報とし
てのデータであり、プログラムセット、プログラム、エントリーポイント、プレイリスト
、など提供するナビゲーションデータである。ＲＴＲ＿ＭＯＶ．ＶＲＯファイル（リアル
タイムレコーディングムービービデオファイル）は、ムービービデオオブジェクトとして
分類されたストリームデータが記録されたファイルである。ＲＴＲ＿ＳＴＯ．ＶＲＯファ
イル（リアルタイムレコーディングスチルピクチャービデオファイル）とＲＴＲ＿ＳＴＡ
．ＶＲＯファイル（リアルタイムレコーディングスチルピクチャーオーディオファイル）
については、次のように定義されている。これらの２つのファイル内には、スチルピクチ
ャーＶＯＢ（ビデオオブジェクト）として分類されたストリームデータが記録されるもの
であり、ＲＴＲ＿ＳＴＯ．ＶＲＯファイルは、任意の副映像ユニットと任意のオーディオ
部分を含むビデオ部分からなるオリジナルＶＯＢを記録するのに用いられる。ＲＴＲ＿Ｓ
ＴＡ．ＶＲＯファイルは、アフターレコーディングにおいて、オーディオストリームを提
供する付加オーディオ部分を記録するのに使用される。そして、ＲＴＲ＿ＳＴＡ．ＶＲＯ
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ファイルに記録されたオーディオは、ＲＴＲ＿ＳＴＯ．ＶＲＯファイルに記録されたビデ
オの幾つかとの組み合わせで使用される。そしてスチルピクチャーＶＯＢが存在する限り
、ＲＴＲ＿ＳＴＯ．ＶＲＯファイルは存在し、付加オーディオ部分が存在する限りＲＴＲ
＿ＳＴＡ．ＶＲＯファイルが存在する。
【０２１９】
さらに他のディレクトリーとして、オーディオマネジャーインフォメーションファイル（
ＡＵＤＩＯ＿ＴＳ．ＩＦＯファイル…オーディオデータの全体の管理情報）、オーディオ
マネジャーインフォメーションバックアップファイル（ＡＵＤＩＯ＿ＴＳ．ＢＵＰファイ
ル）、オーディオタイトルセットインフォメーションファイル（ＡＴＳ＿０１．ＩＦＯフ
ァイル…オーディオタイトルセットの管理情報），オーディオタイトルセットオーディオ
オブジェクトファイル（ＡＴＳ＿０．１．ＡＯＢファイル…オーディオデータ）が存在し
てもよい。
【０２２０】
図３２には、管理情報（制御情報）の構造を階層的に示している。
【０２２１】
図ではビデオマネージャ（ＶＭＧ）の構成を示し、特に、オリジナルプログラムチェーン
情報（ＯＲＧ＿ＰＧＣＩ）、ユーザ定義プログラムチェーン情報テーブル（ＵＤ＿ＰＧＣ
ＩＴ）の系統を階層的に詳しく示している。
【０２２２】
ＶＭＧは、ＲＴＲ（リアルタイムレコーディング）ビデオマネージャー情報（ＲＴＲ＿Ｖ
ＭＧＩ）と、ムービーＡＶファイル情報テーブル（Ｍ＿ＡＶＦＩＴ）と、スチルピクチャ
ーＡＶファイル情報テーブル（Ｓ＿ＡＶＦＩＴ），オリジナルＰＧＣ情報（ＯＲＧ＿ＰＧ
ＣＩ）、ユーザ定義ＰＧＣ情報テーブル（ＵＤ＿ＰＧＣＩＴ）、テキストデータマネージ
ャー（ＴＸＴＤＴ＿ＭＧ）、製造元情報テーブル（ＭＮＦＩＴ）から構成されている。
【０２２３】
（ＲＴＲ＿ＶＭＧＩ）は、ＶＭＧＩ＿ＭＡＴ（ビデオマネージャー情報マネジメントテー
ブル）とＰＬ＿ＳＲＰＴ（プレイリストサーチポインターテーブル）とで構成される（図
３３）。
【０２２４】
ＶＭＧＩ＿ＭＡＴには、このＶＭＧの識別信号、このＶＭＧ全体の終了アドレス、このＶ
ＭＧＩの終了アドレス、バージョン番号、ディスク上の時間ゾーン、スチルピクチャーの
スチルタイム、基本テキストの文字セットコード等が記述されている。
【０２２５】
ＰＬ＿ＳＲＰＴには、ディスク内のプレイリストをサーチしアクセスするための情報が記
述される。プレイリストは、ユーザ定義ＰＧＣにより形成されている。したがって、各プ
レイリストサーチポインタは、各プレイリストに対応するＰＧＣ番号を有する。即ち、Ｐ
Ｌ＿ＳＲＰＴには、プレイリストサーチポインタ情報（ＰＬ＿ＳＲＰＴＩ）、プレイリス
トサーチポインタ（ＰＬ＿ＳＲＰ＃ｎ）が記述されている。
【０２２６】
プレイリストサーチポインタ（ＰＬ＿ＳＲＰ＃ｎ）には、プレイリストタイプ（ムービー
プレイリストか、スチルピクチャープレイリストか、ハイブリッドプレイリストかの識別
）、ＰＧＣ番号、プレイリストが増加されたときの時間、基本テキスト情報、当該プレイ
リストためのテキストサーチポインタ、サムネールポインタ情報の等が記述されている。
【０２２７】
図３２のムービーＡＶファイル情報テーブル（Ｍ＿ＡＶＦＩＴ）には、ムービーＡＶファ
イル情報テーブル情報（Ｍ＿ＡＶＦＩＴＩ）、ムービーＶＯＢストリーム情報＃ｎ（Ｍ＿
ＶＯＢ＿ＳＴＩ＃ｎ）、ムービーＡＶファイル情報（ＭＶ＿ＡＶＦＩ）が記述されている
（図３４）。
【０２２８】
図３４のＭ＿ＡＶＦＩＴＩには、ムービーＡＶファイル情報の数、ムービーＶＯＢストリ
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ーム情報の数、エンドアドレスが記述されている。また、Ｍ＿ＶＯＢ＿ＳＴＩ＃ｎには、
ビデオ属性、オーディオストリーム数、副映像ストリーム数、各オーディオストリームの
属性、副映像ストリームの属性、副映像のカラーパレットなどが記述されている。
【０２２９】
更に、Ｍ＿ＡＶＦＩには、ムービーＡＶファイル一般情報（Ｍ＿ＡＶＦＩ＿ＧＩ），ムー
ビーＶＯＢ情報サーチポインタ（Ｍ＿ＶＯＢ＿ＳＲＰ＃ｎ）、ムービーＶＯＢ情報＃ｎ（
Ｍ＿ＶＯＢ＿ＳＴＩ＃ｎ）が記述されている。
【０２３０】
Ｍ＿ＡＶＦＩ＿ＧＩには、Ｍ＿ＶＯＢ＿ＳＲＰに数が記述され、Ｍ＿ＶＯＢ＿ＳＲＰ＃ｎ
には、対応するムービーＶＯＢ情報のスタートアドレスが記述されている。
【０２３１】
ムービーＶＯＢ情報＃ｎ（Ｍ＿ＶＯＢ＿ＳＴＩ＃ｎ）には、ムービーＶＯＢ一般情報（Ｍ
＿ＶＯＢＩ＿ＧＩ），シームレス情報（ＳＭＬＩ）、オーディオギャップ情報（ＡＧＡＰ
Ｉ）、タイムマップ情報（ＴＭＡＰＩ）が含まれる。
【０２３２】
ムービーＶＯＢ一般情報（Ｍ＿ＶＯＢＩ＿ＧＩ）には、ビデオタイプ、当該ＶＯＢが記録
されたときのＶＯＢヘッドの時間、当該ＶＯＢが記録されたときのＶＯＢヘッドの時間（
秒）、ムービーＶＯＢストリーム情報番号、このＶＯＢの開始ＰＴＭ（プレゼンテーショ
ンタイム）、このＶＯＢの終了ＰＴＭ（プレゼンテーションタイム）が記述されている。
【０２３３】
ビデオタイプとしては、このＶＯＢが通常タイプのものであるのか、仮消去のものである
かを示している。またそのオーディオストリーム＃０がオリジナルのものであるか、さら
には部分的或いは全部が修正されたものであるかを示している。またそのオーディオスト
リーム＃１がオリジナルのものであるのか、修正されたものであるのか、さらには、ダミ
ーであり、手付かずのものであるのか、さらには、最初ダミーであり、何らかの形で利用
され修正を加えられたものであるのかを示している。またオーディオギャップを有するも
のであるのか或いはそうでないかを示している。
【０２３４】
シームレス情報（ＳＭＬＩ）は、このＶＯＢをその前のＶＯＢからシームレスで提供する
ために必要な最初のパックのためのシステムクロックリファレンス（ＳＣＲ）が記述され
ている。また先のＶＯＢの最後のパックのＳＣＲが記述されている。
【０２３５】
オーディオギャップ情報（ＡＧＡＰＩ）は、このＶＯＢ内の各オーディオストリームのオ
ーディオギャップ情報を述べており、不連続部でのオーディオの停止時間をのべている。
【０２３６】
タイムマップ情報（ＴＭＡＰＩ）は、特殊再生、時間サーチを実現するために用意された
ものであり、タイムマップ一般情報（ＴＭＡＰ＿ＧＩ）、タイムエントリー情報（ＴＭ＿
ＥＮＴ＃ｎ）、ＶＯＢＵエントリー情報（ＶＯＢＵ＿ＥＮＴ＃ｎ）等が記述される。
【０２３７】
各ＶＯＢＵエントリー情報（ＶＯＢＵ＿ＥＮＴ＃ｎ）は、各ＶＯＢＵのサイズ及び再生時
間情報を含む。ＶＯＢＵのサイズは、セクタ数で測定されており、再生時間はビデオフィ
ールド数で測定されている。各タイムエントリー情報は、ＶＯＢの開始から１０ｓ毎の再
生されるべきＶＯＢＵエントリー情報で、ＶＯＢＵの先頭からのＶＯＢＵエントリーの数
、ＶＯＢＵ内での丁度１０ｓの区切れのあるフレーム数、ＶＯＢの先頭からのアドレス情
報が示される。
【０２３８】
したがって、このタイムエントリー情報を利用することにより、ＶＯＢＵを種々取り扱う
ことができる。また、この発明の装置は、このタイムエントリー情報を利用することもで
きるし、また修正することもできる。
【０２３９】
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スチルピクチャーＡＶファイル情報テーブル（Ｓ＿ＡＶＦＩＴ）には、スチルピクチャー
ＡＶファイル情報テーブル情報（Ｓ＿ＡＶＦＩＴＩ）、スチルピクチャーＶＯＢストリー
ム情報（Ｓ＿ＶＯＢ＿ＳＴＩ＃ｎ）、スチルピクチャーＡＶファイル情報（Ｓ＿ＡＶＦＩ
）、スチルピクチャー付加オーディオストリーム情報（Ｓ＿ＡＡ＿ＳＴＩ＃ｎ）、スチル
ピクチャー付加オーディオファイル情報（Ｓ＿ＡＡＦＩ）が記述されている（図３５）。
【０２４０】
スチルピクチャーＡＶファイル情報テーブル情報（Ｓ＿ＡＶＦＩＴＩ）には、ＡＶファイ
ル情報の数、付加オーディオファイル情報の数、スチルピクチャーＶＯＢストリーム情報
の数、スチルピクチャー付加オーディオストリーム情報の数、のテーブルのエンドアドレ
スが記述される。
【０２４１】
スチルピクチャーＶＯＢストリーム情報（Ｓ＿ＶＯＢ＿ＳＴＩ＃ｎ）には、ビデオ属性、
オリジナルオーディオのオーディオ属性、副映像の属性、副映像のカラーパレットが記述
される。
【０２４２】
スチルピクチャーＡＶファイル情報（Ｓ＿ＡＶＦＩ）は、スチルピクチャーＡＶファイル
一般情報（Ｓ＿ＡＶＦＩ＿ＧＩ）、スチルピクチャーＶＯＢグループ情報サーチポインタ
（Ｓ＿ＶＯＧＩ＿ＳＲＰ＃ｎ）、スチルピクチャーＶＯＢグループ情報（Ｓ＿ＶＯＧＩ）
が記述される。Ｓ＿ＡＶＦＩ＿ＧＩには、スチルピクチャーＶＯＢグループ情報の数が記
述され、Ｓ＿ＶＯＧＩ＿ＳＲＰ＃ｎには、スチルピクチャーＶＯＢグループ情報のスター
トアドレスが記述されている。
【０２４３】
スチルピクチャーＶＯＢグループ情報（Ｓ＿ＶＯＧＩ＃ｎ）には、スチルピクチャーＶＯ
Ｂグループ一般情報（Ｓ＿ＶＯＧ＿ＧＩ）、スチルピクチャーＶＯＢエントリー＃ｎ（Ｓ
＿ＶＯＧ＿ＥＮＴ＃ｎ）が記述されている。
【０２４４】
Ｓ＿ＶＯＧ＿ＧＩには、スチルピクチャーＶＯＢの数、ＶＯＢストリーム情報番号、この
ＶＯＢグループの先頭のＶＯＢが記録されたときの時間、このＶＯＢグループの最後のＶ
ＯＢが記録されたときの時間、ＶＯＢグループの開始アドレスが記述される。またＳ＿Ｖ
ＯＧ＿ＥＮＴ＃ｎには、グループのＶＯＢをアクセス或いはサーチするために必要な情報
が含まれる。Ｓ＿ＶＯＧ＿ＥＮＴ＃ｎには複数のタイプがある。タイプ１では、このＶＯ
Ｂが通常状態であるのか、仮消去されたものであるかのタイプ情報と、ビデオ部分のサイ
ズ情報とが記述される。タイプ２では、上記に加えてオリジナルオーディオ部分のサイズ
、当該オーディオ部分の再生時間が記述されている。またタイプ３では、このＶＯＢが通
常状態であるのか、仮消去されたものであるかのタイプ情報と、ビデオ部分のサイズ情報
と、付加オーディオグループの番号と、この付加オーディオグループのエントリー番号が
記述される。またタイプ４では、上記のタイプ３，４の情報を併せた情報が記述される。
【０２４５】
図３５のスチルピクチャー付加オーディオファイル情報（Ｓ＿ＡＡＦＩ）には、当該ファ
イル情報の一般情報（Ｓ＿ＡＡＦＩ＿ＧＩ）、当該付加オーディオグループ情報のサーチ
ポインタ＃ｎ（Ｓ＿ＡＡＧＩ＿ＧＳＲＰ＃ｎ）、付加オーディオグループ情報＃ｎ（Ｓ＿
ＡＡＧＩ＃ｎ）が記述される。
【０２４６】
Ｓ＿ＡＡＦＩ＿ＧＩにはサーチポインタ数、Ｓ＿ＡＡＧＩ＿ＧＳＲＰ＃ｎには対応する情
報のアドレスが記述される。Ｓ＿ＡＡＧＩ＃ｎには、その一般情報と、エントリー情報が
記述される。一般情報は、エントリーの数、付加オーディオストリーム情報の番号、当該
ストリーム情報のスタートアドレスを有する。また、エントリー情報としては、付加オー
ディオのタイプ、オーディオストリームのセクタによるサイズ、付加オーディオストリー
ムの再生時間などが含まれる。
【０２４７】
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次に、本発明に特に関連しているユーザ定義プログラムチェーン情報テーブル、及びオリ
ジナルプログラムチェーン情報テーブルについて説明する。
【０２４８】
ユーザ定義プログラムチェーン情報テーブル（ＵＤ＿ＰＧＣＩＴ）には、ユーザ定義ＰＧ
Ｃ情報テーブル情報（ＵＤ＿ＰＧＣＩＴＩ）、ユーザ定義ＰＧＣサーチポインタ＃ｎ（Ｕ
Ｄ＿ＰＧＣ＿ＳＲＰ＃ｎ）、ユーザ定義ＰＧＣ情報＃ｎ（ＵＤ＿ＰＧＣＩ＃ｎ）が記述さ
れる。
【０２４９】
ＵＤ＿ＰＧＣＩＴＩには、ＵＤ＿ＰＧＣ＿ＳＲＰ（ＵＤ＿ＰＧＣサーチポインタ）の数、
ＵＤ＿ＰＧＣＩＴ（ＵＤ＿ＰＧＣ情報テーブル）の終了アドレスが記述されている。また
ＵＤ＿ＰＧＣ＿ＳＲＰには、ＵＤ＿ＰＧＣＩの開始アドレスが記述されている。
【０２５０】
ユーザ定義プログラムチェーン情報テーブル、及びオリジナルプログラムチェーン情報テ
ーブルには、それぞれにプログラムチェーン情報（ＰＧＣＩ）が存在するが、そのデータ
形式は、同一であるから共通して説明することにする。
【０２５１】
プログラムチェーン情報（ＰＧＣＩ）には、プログラムチェーン一般情報（ＰＧＣＩ＿Ｇ
Ｉ）、プログラム情報（ＰＧＩ＃ｎ）、セル情報サーチポインター（ＣＩ＿ＳＲＰ＃ｎ）
，セル情報（ＣＩ＃ｎ）が記述される。
【０２５２】
図３６に示すように、プログラムチェーン一般情報（ＰＧＣＩ＿ＧＩ）には、プログラム
の数（ＰＧ＿Ｎｓ），セルサーチポインタの数（ＣＬ＿ＳＲＰ＿Ｎｓ）が記述される（図
３６）。またプログラム情報（ＰＧＣＩ＃１）には、プログラムタイプ（ＰＧ＿ＴＹ）、
このプログラム内のセル数（Ｃ＿Ｎｓ），基本テキスト情報（ＰＲＭ＿ＴＸＴＩ），ＩＴ
テキストサーチポインタ番号（ＩＴ＿ＴＥＸＴ＿ＳＲＰＮ）、サムネールポインタ情報（
ＴＨＭ＿ＰＴＲＩ）が記述される。
【０２５３】
セル情報＃ｎ（ＣＩ＃１）としては、ムービーセル情報とスチルピクチャセル情報がある
が、両者を兼用した形で図３２には示している。
【０２５４】
図３２に示すように、ＣＩ＃１には、セル一般情報（Ｃ＿ＧＩ）、セルエントリー情報（
Ｃ＿ＥＰＩ＃ｎ）が記述される。セル一般情報（Ｃ＿ＧＩ）としては、セルタイプ（Ｃ＿
ＴＹ）、ムービーＶＯＢ情報サーチポインタ番号（Ｍ＿ＶＯＢＩ＿ＳＲＰＮ），セルエン
トリーポイント情報の数（Ｃ＿ＥＰＩ＿Ｎｓ），セル再生開始時間（Ｃ＿Ｖ＿Ｓ＿ＰＴＭ
），セル再生終了時間（Ｃ＿Ｖ＿Ｅ＿ＰＴＭ）が記述される。
【０２５５】
またセルエントリーポイント情報（Ｃ＿ＥＰＩ）としては、エントリーポイントのタイプ
（ＥＰ＿ＴＹ），エントリーポイントの再生時間、このエントリーポイントの基本テキス
ト情報（ＰＲＭ＿ＴＸＴＩ）が記述される。基本テキスト情報（ＰＲＭ＿ＴＸＴＩ）が存
在する時は、ＥＰ＿ＴＹは０、そうでない時は１となる。
【０２５６】
　上記のように管理情報が される光ディスクは、図１に示す記録再生装置により
再生が可能である。図１の装置の基本的 動作は先に説明したので、本発明の特徴的な動
作を説明する。
【０２５７】
即ち、本発明では、消去禁止範囲を図３６に示したようにプログラム単位で付けることが
できる。これにより大胆なデータ管理が可能となる。
【０２５８】
図３７、図３８を参照して動作フローを説明する。その時の画面推移を図３９に示し、も
し、プログラムを切り分ける必要がある場合には、そのイメージを図４０に示す。まず、
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消去禁止設定処理は、以下のようになる。
【０２５９】
１）消去禁止するタイトルをユーザーが選ぶ。
【０２６０】
２）すると選択したタイトル（ＶＴＳ又はＰＧＣ）の再生時間に応じたタイムバーと範囲
を指定する為のカーソルを表示される。この時、セル毎に点線などで区切ることにより、
ユーザーにその点線内が同じシーンであることを示すことができる（図３９参照）。つま
り、たとえば、ビデオカメラでは、録画開始から、一時停止キー又は録画終了キーを押す
までが、このシーンに相当する。また、ＴＶドラマでは、コマーシャル（ＣＭ）から次の
ＣＭまでと言うことになる。
【０２６１】
３）カーソルとマーカーキーにより、消去禁止設定開始位置をユーザーが指定し、その指
定された位置に相当するＶＯＢＵのアドレス等をワークメモリに保存する。このとき、そ
のカーソルの示すＶＯＢＵの先頭のＩピクチャが縮小画像とし 示され選択をやりやす
くしている。また、その時の再生時間を表示する事もで る。ここで、再生時間は、例え
ばセルの再生開始時間、再生終了時間情報を利用することにより得られる。
【０２６２】
４）カーソルとマーカーキーにより、消去禁止設定終了位置をユーザーが指定し、その指
定された位置に相当するＶＯＢＵのアドレス等をワークメモリに保存する。
【０２６３】
５）選択された範囲でいいか確認し、いけない場合にはワークメモリをクリアし、項目４
）の処理へ移行する。
【０２６４】
上記の処理が図３７のステップＤ１乃至Ｄ６に相当する。
【０２６５】
６）設定スタート位置より、プログラムを分割する必要があるか判断し（プログラムスタ
ート位置と、消去禁止設定スタート位置が一致しているかどうかを判断する。）、必要が
ない場合には、項目８）の処理へ移行する。
【０２６６】
７）プログラムを分割する必要があるときは、消去禁止範囲の開始セル番号と、消去禁止
範囲の終了セル番号を決定し、次に開始セルを分割する必要があるかどうかを判定し、分
割する必要がある場合には、プログラムの分割作業を行う（ステップＤ７，Ｄ８、Ｄ９）
。この分割処理では、分割部に尤も近いセルの単位で分割する方法と、セル自身をＶＯＢ
Ｕ単位で分割する方法があるが、いずれを採用してもよい。
【０２６７】
そして、分割したプログラム（ＰＧ）のセル数を開始セル番号より決定する（Ｄ１０）。
ここでセル分割された場合には、分割指定しているセル情報（ＣＩ）内のセルエントリー
ポイント（Ｃ＿ＥＰＩ）をＶＯＢＵ単位で決定する。または、カーソルによる設定時にセ
ルエントリーポイントを決定し保存しておいたものを使用する。これにより、セルエント
リーポイント情報が増えるので、図３２のセル情報、セルエントリーポイントを１セル分
シフトし、新たなセル情報及びセルエントリーポイントを作成し、またセルサーチポイン
タを増設し、管理情報内に配置する。ここで新たななＣ＿ＧＩ内のＣ＿ＴＹは、元のＣ＿
ＣＹと同じものである。
【０２６８】
また、新たなプログラムチェーン情報（ＰＧＣＩ）が上記のセル情報テーブルに基づいて
作成されることになる（Ｄ１１）。このＰＧＣＩは図４０の新たなプログラムＰＧ１’の
ためのＰＧＣＩである。
【０２６９】
次に終了セル番号における分割が必要かどうかの判定が行われる（ステップＤ１２）。図
４０の例は、終了セルにおいてもセル分割が必要な場合を示している。この場合は、先の
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消去禁止開始位置で分割した後半のセルから消去禁止終了位置で分割したセルの前半のセ
ルまでのセル数をカウントし、また、これらのセルのセル情報（ＣＩ）を作成し、これに
基づき、新たなＰＧＣＩを作成する。このＰＧＣＩは図４０の新たなプログラムＰＧ２の
ためのＰＧＣＩである（Ｄ１３，Ｄ１４）。
【０２７０】
さらに上記消去禁止終了位置で分割したセルの後半のセルからプログラムＰＧ１（分割前
）の最終セルまでのセル数をカウントし、これらのセルのセル情報（ＣＩ）を作成する。
そしてこれに基づき、新たなＰＧＣＩを作成する。このＰＧＣＩは、図４０の新たなプロ
グラムＰＧ３のためのＰＧＣＩである（Ｄ１５，Ｄ１６）。
【０２７１】
８）設定スタート位置から設定エンドのプログラムタイプ（Ｐ＿ＴＹ）に消去禁止フラグ
（プロテクトフラッグ）をセットする（Ｄ１７）。
【０２７２】
９）設定は終わるかどうかを判断し、終わらない場合には、ステップＤ３へ移行する。
【０２７３】
上記の説明では、プログラムタイプに消去禁止フラッグを加えるとして説明しているが、
これに限らず、当該プログラムに属するセルの情報に消去禁止フラッグを追加可能なエリ
アが確保された場合、このエリアに消去禁止フラッグをさらに加えるようにしてもよい。
【０２７４】
また、プログラムとセルを管理する両方の管理情報に二重に消去禁止フラッグを書き込む
ようにしてもよいし、或いは、独立してプログラムで管理する場合と、セルで管理する場
合を使い分けられるようにしてもよい。つまり、プログラム単位で上述したように消去禁
止フラッグを付加できるモードと、セル単位で消去禁止フラッグを付加できるモードの２
つのモードを使い分けられるようにしてもよい。
【０２７５】
図４１には、上記の如くプログラム単位で設定した消去禁止設定を解除する場合の動作フ
ローを示している。図４１には、ＴＶ画面の表示例を示す。
【０２７６】
１）消去禁止するタイトルをユーザーが選ぶ。
【０２７７】
２）選択したタイトル（ＶＴＳ又はＰＧＣ）の再生時間に応じたタイムバーとプログラム
を指定する為のカーソルを表示する（図４１参照）。この場合、消去禁止が設定されてい
るプログラムの部分は、例えばタイムバーの色が異なる（例えば斜線部）表示となる。
【０２７８】
３）カーソルを消去禁止開始位置や終了位置に移動させると、その位置のＩピクチャーの
再生画像を縮小した状態で見ることができる。
【０２７９】
４）カーソルとマーカーキーにより、消去禁止設定解除プログラムをユーザーが指定する
。ここまでの処理がステップＥ１からＥ６に相当する。
【０２８０】
５）指定されたプログラムの消去禁止解除をしていいかを確認し、いけない場合には項目
２）に移行する。
【０２８１】
６）消去禁止解除しても良い場合は、指定されたプログラムのＰＧＣＩにおけるの消去禁
止フラグをクリアする。ここまでの処理がステップＥ７からＥ９に相当する。
【０２８２】
この後は、新たなプログラムチェーン情報の再構築を行うことになる。例えば図４０で説
明した元のプログラムＰＧとなるために、元のプログラムＰＧ１の管理情報が再度構築さ
れることになる。
【０２８３】
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図４３には、さらにその時の消去動作動作フローを示し、図４４にはＴＶ画面の表示例を
示す。
【０２８４】
１）消去するプログラム或いはタイトルをユーザーが選ぶ。
【０２８５】
２）プログラムのＰＧＩに消去禁止フラグがあるかどうかを判断し、無い場合には、通常
の消去動作を行う。ここで、判定には、ＰＧＩ消去禁止フラッグをチェックして、判定す
る。通常の消去の場合、ＰＧＩに属するセル情報からセルを決定し、また、決定したセル
情報に基づき属するＶＯＢ情報を決定する。つまりＶＯＢとその中での再生時間（Ｓ＿Ｐ
ＴＭ（スタート時間），Ｅ＿ＰＴＭ（エンド時間））を決定し、ＶＯＢ情報と、前記情報
によりビデオオブジェクトユニット（ＶＯＢＵ）を決定する。そして該当のＶＯＢＵをＶ
ＯＢファイルより消去し、該当するＶＯＢＵ情報、セル情報、ＰＧＩをＶＭＧファイルよ
り消去する（ステップＦ４）。この消去方法は、他の管理情報をＡＶＦＩを用いてもよい
。
【０２８６】
３）ユーザーに消去禁止プログラムが存在する旨を表示し、消去設定されていない部分の
消去を行うかかどうかをユーザーに選択させ、“Ｎｏ”の場合には処理を終了する（図４
４参照）。
【０２８７】
４）目的のプログラムのオリジナルＰＧＩの内、消去禁止プログラムだけを残して、それ
以外のプログラムを消去し、必要なＰＧＩのみを再構成する。
【０２８８】
ここまでの処理がステップＦ１からＦ６に相当する。
【０２８９】
５）ファイル管理情報内に対しては、プログラム単位で消去したＶＭＧのファイルの新し
い管理データを作成して書き換える（ステップＦ７からＦ８）。
【０２９０】
上述した本発明に係る記録媒体、記録方法、記録装置、再生装置についてまとめると次の
ようになる。
【０２９１】
この発明の特徴は記録媒体の管理領域における再生用管理情報の領域にある。つまりこの
領域には、プログラム単位及び又はセル単位で消去禁止フラッグを設ける領域が確保され
ている。
【０２９２】
この発明の記録媒体は、管理領域とデータ領域で構成され、前記データ領域には、データ
が複数のシーケンスに分かれて記録されており、それぞれのプログラム（シーケンス）は
複数のセルからなり、１つのセルは、データユニットからなり、データユニットは、所定
時間内に再生されるべき映像及び音声を複数のパックにパック化して記録され、前記管理
領域には、プログラム（シーケンス）を管理する管理テーブル、セルを管理する管理テー
ブル、データユニットを管理する管理テーブルがそれぞれ独立又は互いに含まれて（従属
して）存在する記録可能な情報記録媒体である。
【０２９３】
そして消去禁止情報が前記プログラム管理テーブル或いはセル管理テーブル内に記録さる
領域を確保した情報記録媒体である。また双方に消去禁止情報を確保するようにしても良
い。
【０２９４】
またこの発明は、上記のような記録媒体に対してデータの記録を行う方法又は装置におい
て、前記プログラム或いは、セル管理テーブルまたは両方に消去禁止情報を付加するセル
消去禁止設定処理又は処理部を有する事を特徴とする。
【０２９５】
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さらに、上記セル単位で消去禁止を指定された場合に、指定されたセルがプログラムの切
れ目にあるかどうかを判定する手段を有し、切れ目に無い場合には、プログラム分割検知
処理（手段）と、前記セル分割検知処理の結果を元に、プログラム分割の必要がある場合
に、プログラムをセル単位で分割するセル分割処理（手段）とを有する事を特徴とする。
【０２９６】
またこの場合、セルも分割する必要がある場合には、セル分割処理を併用しても良いこと
は勿論である。
【０２９７】
さらに、上記データユニット（ＶＯＢＵ）単位で消去禁止を指定された場合に、指定され
たデータユニットがセルの切れ目にあるかどうかを判定するセル分割検知処理（手段）と
、前記セル分割検知処理の結果を元に、セル分割の必要がある場合に、セルを分割するセ
ル分割処理（手段）とを有する事を特徴とする。
【０２９８】
またこの発明では、消去禁止範囲を設定する場合、シーケンスの再生時間に対応したタイ
ムバーを表示して、前記タイムバー上にカーソルを表示することにより消去禁止範囲を指
定する消去禁止範囲指定処理（手段）と、前記カーソルの位置に対応した再生時間に一番
近いデータユニットの映像を表示する映像表示処理（手段）を有し、ユーザーに消去禁止
指定しやすくする事を特徴とする。
【０２９９】
更にまたこの発明では、シーケンスの再生時間に対応したタイムバーを表示して、前記タ
イムバー上にカーソルを表示することにより消去禁止範囲を指定する消去禁止範囲指定処
理（手段）と、前記カーソルの位置に対応した再生時間を表示する映像表示処理（手段）
有し、ユーザーに消去禁止指定しやすくする事を特徴とする。
【０３００】
またこの発明では、上記記録媒体に記録再生を行う情報記録再生処理（手段）においてシ
ーケンス単位で消去を指定された場合に、指定されたシーケンス内に消去禁止プログラム
（或いはセル）があるかどうかを判定する消去禁止範囲検知処理（手段）と、前記検知結
果を元に、消去禁止プログラム（或いはセル）が存在する場合に、消去禁止プログラム（
或いはセル）のみでシーケンスを構成し直すシーケンス再構成処理（手段）とを有する事
を特徴とする。
【０３０１】
またこの発明では、消去プログラム（或いはセル）だけを消去するプログラム（或いはセ
ル）消去部を有する。
【０３０２】
またこの発明では、プログラム（シーケンス）単位で消去を指定された場合に、指定され
たプログラムが消去禁止プログラムであるかどうかを判定する消去禁止検知部と消去禁止
フラッグが存在する旨を知らせる表示部を有する。更にまた、セル単位で消去禁止設定／
解除を指定する指定部も有する。また、前記消去禁止情報を付加されたプログラム（或い
はセル）の消去を禁止する消去禁止部を有する。また、前記消去禁止情報を付加されたプ
ログラム（或いはセル）の消去禁止を解除する消去禁止解除部を有する。更にまた、上記
の機能の組み合わせあるいは単独機能を備えるものである。
【０３０３】
又この発明の範囲は、データの記録順に構築されたオリジナルプログラムチェーン情報（
ＯＰＧＣＩ）にのみ上記消去禁止フラッグを設定してもよいことを含み、また、オリジナ
ルプログラムチェーンからユーザが独自に選択して形成したユーザ定義プログラムチェー
ン情報（ＵＤ＿ＰＧＣＩ）に上記消去禁止フラッグを設定してもよい。
【０３０４】
またプログラムを分割する場合、セル単位で分割してもよいし、セル自身も分割するよう
にしてもよい。セル単位で分割する場合には、セルの先頭のＶＯＢＵに含まれる縮小画面
を参照して消去禁止範囲を設定できるようにすることが好ましい。またプログラムの単位
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としては、例えばコマーシャルからコマーシャルの間、記録日時単位、連続記録期間単位
、或いはユーザが定義した単位など各種の単位が考えられるが、いずれの単位を採用する
かは任意である。
【０３０５】
また記録再生システムの記録情報としては、ムービーＡＶファイル、スチルピクチャーＡ
Ｖファイルが存在するが、いずれのファイルの編集にも本発明は適用できることは勿論で
ある。
【０３０６】
図４５、図４６は、さらに別の実施の形態であり、消去禁止範囲を設定した場合、セル分
割が必要か否かを先に判定するようにした場合の動作フローチャートを示している。
【０３０７】
ステップＨ１乃至ステップＨ１１までは、図２０に示したステップＢ１乃至ステップＢ１
１までと同じである。ステップＨ１０において、分割しなければならない場合、そのセル
を決定する（ステップＰＨ１１）。
【０３０８】
次に、リアルタイムビデオマネージャーの中のＶＯＢＵエントリー情報を参照する。これ
は、このディスクシステムでは、図３４に示したようにファイル情報がＭ＿ＶＯＢＩ＃ｎ
により管理され、Ｍ＿ＶＯＢＩ＃ｎ内には、タイムマップ情報が存在し、このタイムマッ
プ情報内に各ＶＯＢＵ（ビデオオブジェクトユニット）のエントリー情報が記述されてい
るからである。
【０３０９】
ＶＯＢＵエントリー情報（ＶＯＢＵ＿ＥＮＴ＃ｎ）は、各ＶＯＢＵのサイズ及び再生時間
情報を含む。ＶＯＢＵのサイズは、セクタ数で測定されており、再生時間はビデオフィー
ルド数で測定されている。各タイムエントリー情報は、ＶＯＢの開始から１０ｓ毎の再生
されるべきＶＯＢＵエントリー情報で、ＶＯＢＵの先頭からのＶＯＢＵエントリーの数、
ＶＯＢＵ内での丁度１０ｓの区切れのあるフレーム数、ＶＯＢの先頭からのアドレス情報
が示される。
【０３１０】
したがって、このタイムエントリー情報を利用することにより、ＶＯＢＵを種々取り扱う
ことができる。また、この発明の装置は、このタイムエントリー情報を利用することもで
きるし、また修正することもできる。
【０３１１】
したがって、分割対称となるＶＯＢＵエントリー情報を参照してセルの分割点をＶＯＢＵ
単位で決めて、セル情報を決めることができる。このセル情報（ＣＩ）は、分割された前
半の新セルのための情報である。また、セルが１つ増えたわけであるからセル情報の書き
込みエリアを確保するために、今までのセル情報（ＣＩ＃ｎ）を１つ移動させて新セル情
報の書き込み箇所を確保する（Ｈ１２，Ｈ１３）。
【０３１２】
次に、元のセル（分割前）を分割した後半のセルのためのセル情報（ＣＩ）を決める。次
に、消去禁止範囲エンドのセルの分割が必要かどうかの判定を行う（Ｈ１５）。分割の必
要が無ければステップＨ２０に移行してプログラムの分割が必要かどうかの判定を行う。
【０３１３】
分割が必要であればステップ（Ｈ１６）に移り、分割すべきセルを決定する。そして分割
すべきセルのＶＯＢＵエントリー情報からセル分割点を決める。これにより分割点が決ま
ると、消去禁止範囲内に入る新セルのための新セル情報（ＣＩ）を決める（ステップＨ１
７）。そして、他のセル情報（ＣＩ＃ｎ）を１つ移動させて、新セル情報の書き込み箇所
を作成する（ステップＨ１８）。
【０３１４】
次に今度は、分割されたセルの後半の新セルのセル情報（ＣＩ）を決める。
【０３１５】
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次に、今度は、プログラムの分割が必要かどうかの判定を行う。セルが単一のプログラム
（ＰＧ）内に所属しているかどうかを判断する。プログラムの分割の必要が無ければプロ
テクト範囲内のプログラムのプログラムタイプ（ＰＧ＿ＴＹ）に消去禁止フラッグをセッ
トする（ステップＨ２８）。プログラムの分割が必要な場合には、分割するプログラムの
セル数を開始セル番号より決定する（ステップＨ２４）。次に新たなプログラム情報（Ｐ
ＧＩ）（図３６）を追加し、開始セルから終了セルまでのセル数Ｃ＿Ｎｓを更新する（Ｈ
２７）。そしてプロテクト範囲内のプログラムのプログラムタイプ（ＰＧ＿ＴＹ）に消去
禁止フラッグをセットする（ステップＨ２８）。消去禁止範囲設定が終了したかどうかが
判定され（ステップＨ２９）、終了していなければステップＨ２に戻る。
【０３１６】
【発明の効果】
以上説明したようにこの発明によれば、消去禁止設定を、大胆かつ細かい単位で指定する
ことができ、それにより、大胆かつ細かなデータ管理ができるという効果を得ることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明に係る記録再生装置の一実施の形態を示す図。
【図２】記録再生可能な光ディスクの構造を説明する図。
【図３】光ディスクに記録される情報の階層構造を説明する図。
【図４】光ディスクに記録される情報の論理構造を説明する図。
【図５】光ディスクに記録される情報（データファイル）のディレクトリ構造を説明する
図。
【図６】ビデオオブジェクトセットの階層構造を説明する図。
【図７】図３の階層構造の最下層パックの内容を説明する図。
【図８】ナビゲーションパックの内容を説明する図。
【図９】ＰＣＩパケットの内容を説明する図。
【図１０】再生制御情報ＰＣＩの内容を説明する図。
【図１１】再生制御情報一般情報ＰＣＩ＿ＧＩの内容を説明する図。
【図１２】ビデオタイトルセット情報ＶＴＳＩの内容を説明する図。
【図１３】ビデオタイトルセットプログラムチェーン情報テーブルの内容を説明する図。
【図１４】ビデオタイトルセットプログラムチェーン情報の内容を説明する図。
【図１５】セル再生情報テーブルの内容を説明する図。
【図１６】セル再生情報の内容を説明する図。
【図１７】セルカテゴリーの内容を説明する図。
【図１８】プログラムチェーン一般情報の内容を説明する図。
【図１９】本発明に係る装置の録画動作フロー例を示す図。
【図２０】本発明に係る消去禁止設定動作フロー例を示す図。
【図２１】図２０の続きを示す図。
【図２２】消去禁止範囲設定時の画面上のイメージ例を示す図。
【図２３】セル分割の原理を説明する図。
【図２４】本発明に係る装置のタイトル消去処理フロー例を示す図。
【図２５】本発明に係る装置のタイトル消去処理時の画面表示例を示す図。
【図２６】本発明に係る装置の消去禁止解除処理フロー例を示す図。
【図２７】本発明に係る装置の消去禁止解除時の画面表示例を示す図。
【図２８】本発明に係る他の実施形態の記録媒体のデータ構造を示す説明図。
【図２９】同じく本発明に係る他の実施形態の記録媒体のデータ構造を示す説明図。
【図３０】ダミーパックの構造の例を示す図。
【図３１】本発明に係る他の実施形態の記録媒体のディレクトリー構造を示す説明図。
【図３２】上記記録媒体のビデオマネージャーの階層構造を示す説明図。
【図３３】同じく記録媒体のビデオマネージャー情報の階層構造を示す説明図。
【図３４】同じく記録媒体のムービーＡＶファイル情報テーブルの階層構造を示す説明図
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。
【図３５】同じく記録媒体のスチルピッチャーＡＶファイル情報テーブルの階層構造を示
す説明図。
【図３６】同じく記録媒体のプログラムチェーン情報の階層構造を示す説明図。
【図３７】上記記録媒体のプログラムの消去禁止範囲を設定する際の再生装置の動作を示
すフローチャート。
【図３８】図３７の続きを示す図。
【図３９】消去禁止範囲設定時の画面上のイメージ例を示す図。
【図４０】プログラム分割の原理を説明する図。
【図４１】本発明に係る装置のプログラム消去処理フロー例を示す図。
【図４２】本発明に係る装置のプログラム消去処理時の画面表示例を示す図。
【図４３】本発明に係る装置のプログラム消去禁止解除処理フロー例を示す図。
【図４４】本発明に係る装置のプログラム消去禁止解除時の画面表示例を示す図。
【図４５】本発明に係る消去禁止設定動作フロー例を示す図。
【図４６】図４５の続きを示す図。
【符号の説明】
１０…光ディスク、３０…ＭＰＵ部、３２…ディスクドライブ部、３４…一時記憶部、３
６…Ｄ－ＰＲＯ部、３８…ＳＴＣ部、４８…キー入力部、４９…表示部、５０…エンコー
ダ部、５１…アナログデジタル変換器、５２…セレクタ、５３…ビデオエンコーダ、５４
…オーディオエンコーダ、５５…副映像エンコーダ、５６…フォーマッタ、５７…バッフ
ァメモリ、６０…デコーダ部、６２…セパレータ、６３…メモリ、６４…ビデオデコーダ
、６５…副映像デコーダ、６６…ビデオプロセッサ部、６８…オーディオデコーダ、６９
…デジタルアナログ変換器、２００…ビデオミキシング部、２０１…フレームメモリ。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

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

【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】
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【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】 【 図 ２ ８ 】
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【 図 ２ ９ 】 【 図 ３ ０ 】

【 図 ３ １ 】

【 図 ３ ２ 】 【 図 ３ ３ 】

【 図 ３ ４ 】
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【 図 ３ ５ 】 【 図 ３ ６ 】

【 図 ３ ７ 】 【 図 ３ ８ 】
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【 図 ３ ９ 】 【 図 ４ ０ 】

【 図 ４ １ 】 【 図 ４ ２ 】
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【 図 ４ ３ 】 【 図 ４ ４ 】

【 図 ４ ５ 】 【 図 ４ ６ 】
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