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(57)【要約】
【課題】副音声解説信号（ＡＤ信号）を含むデジタル放
送信号を受信してＤＶＤやＨＤＤにＰＳ録画した場合に
、再生時の音声出力の切り換えを可能とする。
【解決手段】ＡＤ信号を含むデジタル放送信号をＰＳで
録画するＰＳ録画モード時、エンコード部３２は、記録
媒体がデュアルモノモードに対応しているか否かを判断
し、その判断の結果をＤＶＢ－Ｔモジュール部３１に送
信し、ＤＶＢ－Ｔモジュール部３１は、その判断結果に
基づき、記録媒体がデュアルモノモードに対応していな
い場合（例えば、記録媒体がＤＶＤ－Ｒ／ＲＷのビデオ
モード（Ｖｉｄｅｏ　ｍｏｄｅ）とＤＶＤ＋Ｒ／ＲＷの
＋ＶＲ等）には、ＡＤ信号をメイン音声信号とともにス
テレオモードで録画する一方、記録媒体がデュアルモノ
モードに対応している場合（ＤＶＤ－Ｒ／ＲＷのＶＲフ
ォーマット等）には、ＡＤ信号とメイン音声信号とをデ
ュアルモノモードで録画する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　副音声解説信号を含むデジタル放送信号を受信して記録媒体に録画し再生するデジタル
放送録画再生装置において、
　前記副音声解説信号を含むデジタル放送信号をＰＳで録画するＰＳ録画モード時、前記
記録媒体がデュアルモノモードに対応しているか否かを判断する判断手段と、
　前記判断手段での判断の結果、前記記録媒体がデュアルモノモードに対応していない場
合には、前記副音声解説信号をメイン音声信号とともにステレオモードで録画する一方、
前記記録媒体がデュアルモノモードに対応している場合には、前記副音声解説信号と前記
メイン音声信号とをデュアルモノモードで録画する録画手段とを備えたことを特徴とする
デジタル放送信号録画再生装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のデジタル放送録画再生装置において、
　デュアルモノモードに対応していない記録媒体が、－Ｒ／ＲＷのビデオモードのＤＶＤ
及び＋Ｒ／ＲＷの＋ＶＲのＤＶＤであり、デュアルモノモードに対応している記録媒体が
、ハードディスク及び－Ｒ／ＲＷのＶＲフォーマットのＤＶＤであることを特徴とするデ
ジタル放送録画再生装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載のデジタル放送録画再生装置において、
　前記副音声解説信号が視覚障害者用のコメンタリー音声信号であることを特徴とするデ
ジタル放送録画再生装置。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、副音声解説信号を含むデジタル放送信号を受信して記録媒体に録画し再生す
るデジタル放送録画再生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、映像音声圧縮技術であるＭＰＥＧ（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒ
ｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）２の標準化により、デジタル放送が急速に普及している。
【０００３】
　このＭＰＥＧ２の規格では、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ
）やハードディスク（ＨＤ）などの記録メディアを対象として１つのプログラム（映画や
番組等）を多重するＭＰＥＧ２－ＰＳ（Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｓｔｒｅａｍ）と、放送通信を
対象として複数のプログラムを多重するＭＰＥＧ２－ＴＳ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｓｔｒ
ｅａｍ）の２種類の形式がある。従って、従来のデジタル放送録画再生装置は、ＭＰＥＧ
２－ＴＳ録画と、ＭＰＥＧ２－ＰＳ録画の２種類の録画方式を備えている。
【０００４】
　そこで、従来から、デジタル放送サービスにより受信した番組を、ＭＰＥＧ２－ＰＳや
ＭＰＥＧ２－ＴＳのように圧縮形式の異なるデータを扱う録画装置に出力して録画し再生
する、汎用性のあるデジタル放送受信システムが提案されている（例えば、特許文献１参
照）。このデジタル放送受信システムによれば、出力データを録画装置に応じた出力形式
に編集することが可能である。
【特許文献１】特開平９－３２２１４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、欧州の地上波デジタル放送（ＤＶＢ－Ｔ［Ｄｉｇｉｔａｌ Ｖｉｄｅｏ Ｂｒ
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ｏａｄｃａｓｔｉｎｇ Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ］）では、メイン音声に視覚障害者用の
コメンタリー音声信号（Ａｕｄｉｏ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ）をミックスし、視覚障害
者用の音声として出力している。メイン音声は、ＭＰＥＧ２　Ａｕｄｉｏ　Ｌａｙｅｒ２
で放送信号に多重化され、コメンタリー音声信号（以下、「ＡＤ信号」ともいう。）は、
ＭＰＥＧ１　Ａｕｄｉｏ　Ｌａｙｅｒ２のＳｔｒｅａｍとして放送信号に多重化されてい
る。すなわち、ユーザがＡＤの音声を必要とする場合は、メイン音声にＡＤ音声をミック
スする必要があった。
【０００６】
　一方、録画方式には、上記したようにＭＰＥＧ２－ＴＳ録画と、ＭＰＥＧ２－ＰＳ録画
の２種類があり、ＴＳ録画の場合は、規格で制限の無いＨＤＤやＴＳ録画に対応している
ブルーレイ（Ｂｌｕ－Ｒａｙ）ディスクでは、録画の段階でメイン音声とＡＤ音声をその
まま録画しても、再生のときにメイン音声のみ出力、ＡＤ音声のみ出力、ＡＤ音声をメイ
ン音声にミックスして出力、の切り換えが可能である。
【０００７】
　しかし、ＰＳ録画の場合は、録画の段階でメイン音声とＡＤ音声をそのまま録画してし
まうと、再生のときにメイン音声にＡＤ音声をミックスして出力することができなかった
。これは、ＰＳ録画がそのような規格になっている（すなわち、メイン音声とＡＤ音声と
をミックスするという規格がない）ことによる。そのため、ＰＳ録画の場合には、録画の
段階でメイン音声とＡＤ音声をミックスして録画する必要があるが、この場合、普通にス
テレオモードで録画すると、再生時にメイン音声だけ聞きたいとか、ＡＤ音声だけ聞きた
いといった音声切り換えが行えないといった問題があった。
【０００８】
　本発明はかかる問題点を解決すべく創案されたもので、その目的は、副音声解説信号を
含むデジタル放送信号を受信してＤＶＤやＨＤＤにＰＳ録画した場合に、再生時の音声出
力の切り換えを可能としたデジタル放送録画再生装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明のデジタル放送録画再生装置は、前記副音声解説信号
を含むデジタル放送信号をＰＳで録画するＰＳ録画モード時、前記記録媒体がデュアルモ
ノモードに対応しているか否かを判断する判断手段と、前記判断手段での判断の結果、前
記記録媒体がデュアルモノモードに対応していない場合には、前記副音声解説信号をメイ
ン音声信号とともにステレオモードで録画する一方、前記記録媒体がデュアルモノモード
に対応している場合には、前記副音声解説信号と前記メイン音声信号とをデュアルモノモ
ードで録画する録画手段とを備えたことを特徴としている。すなわち、記録媒体がデュア
ルモノモードに対応している場合には、副音声解説信号とメイン音声信号とをデュアルモ
ノモードで録画することによって、再生時の音声出力の切り換えを可能としたものである
。ここで、前記副音声解説信号は、視覚障害者用のコメンタリー音声信号（ＡＤ信号）で
ある。
【００１０】
　欧州では、地上波デジタル放送（ＤＶＢ－Ｔ）で視覚障害者用のコメンタリー音声（Ａ
Ｄ音声）を聞く場合、番組のメイン音声とＡＤ音声とをミックスしなければならない。こ
の音声をＤＶＤやＨＤＤ等のストレージにＰＳ録画した場合、従来は、ＰＳ録画の規格上
、録画後の再生で音声をＡＤ有り（メイン＋ＡＤ）、ＡＤ無し（メイン音声のみ）、ＡＤ
のみの切り換えができなくなる。そこで、本発明では、上記したように、ＰＳ録画のみ音
声をデュアルモノ（Ｄｕａｌ　ｍｏｎｏ）モード録画とし、再生時にはＰＳ録画のデュア
ルモノ再生として再生することで、再生時のメイン音声とＡＤ音声との切り換えを可能と
するものである。
【００１１】
　より具体的に説明すると、ＰＳ録画モード時、記録媒体がデュアルモノモードに対応し
ていない場合（例えば、記録媒体がＤＶＤ－Ｒ／ＲＷのビデオモード（Ｖｉｄｅｏ　ｍｏ
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ｄｅ）とＤＶＤ＋Ｒ／ＲＷの＋ＶＲ等）は、デュアルモノモードでの録画はできないので
、この場合は従来通りステレオモード録画とする。すなわち、メイン音声をステレオにて
ＬチャンネルとＲチャンネルに記録するとともに、副音声解説信号であるＡＤ信号も同じ
くステレオにてＬチャンネルとＲチャンネルに多重化して記録する。従って、この場合に
は、再生時にメイン音声とＡＤ音声との切り換えを行うことはできない。
【００１２】
　一方、記録媒体がデュアルモノモードに対応している場合（ＨＤＤやＤＶＤ－Ｒ／ＲＷ
のＶＲフォーマット等）は、副音声解説信号であるＡＤ信号を例えばＬチャンネルに記録
し、ステレオのメイン音声はＲチャンネルにモノラルとして記録する。これにより、再生
時は、ＬチャンネルとＲチャンネルを両方再生することで、メイン音声にＡＤ音声をミッ
クスして出力することができ、Ｌチャンネルのみ再生するとＡＤ音声のみ出力することが
でき、Ｒチャンネルのみ再生するとメイン音声のみを出力（ただし、この場合はモノラル
再生）することができるものである。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、ＰＳ録画モード時、記録媒体がデュアルモノモードに対応している場
合には、副音声解説信号とメイン音声信号とをデュアルモノモードで録画することによっ
て、再生時の音声出力を、副音声信号であるコメンタリー音声のみ、メイン音声のみ、メ
イン音声にコメンタリー音声を混ぜたステレオ音声、の何れかの音声出力に切り換えるこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。
【００１５】
　図１は、本発明のデジタル放送録画再生装置をハードディスク（ＨＤ）内蔵型ＤＶＤレ
コーダに適用した場合の電気的構成を示す機能ブロック図である。ただし、本発明のデジ
タル放送録画再生装置は、単体器であるＤＶＤレコーダやハードディスクレコーダ等にも
適用可能である。
【００１６】
　本実施形態のデジタル放送録画再生装置１は、アンテナ１６により受信されたＭＰＥＧ
圧縮されたデジタル放送信号のテレビ放送から選択されたチャンネルの番組を受信するチ
ューナ２と、受信した番組の映像及び音声データの信号を処理する信号処理回路３と、信
号処理後の映像及び音声データをＤＶＤ等の光ディスクに録画再生するＤＶＤ部５と、信
号処理後の映像及び音声データをハードディスク（ＨＤ）に録画再生するＨＤＤ（Ｈａｒ
ｄ Ｄｉｓｋ Ｄｒｉｖｅ）部６と、これらＤＶＤ部５及びＨＤＤ部６の記録再生を制御す
るストレージ制御部４と、文字情報信号を映像信号に重畳してモニタ装置４０の画面に表
示するＯＳＤ（Ｏｎ－Ｓｃｒｅｅｎ Ｃｈａｒａｃｔｅｒ Ｄｉｓｐｌａｙ）回路８と、音
声信号を増幅してスピーカ５０を駆動する音声出力回路９と、本装置のシステム全体を制
御するマイコン１２と、各種データを記憶するメモリ（ＥＥＰＲＯＭやフラッシュメモリ
等）１３と、リモコン２０から送信された赤外線信号のリモコン信号を受信して、所定の
電気信号に変換するリモコン受信部１５とで構成されている。
【００１７】
　ＤＶＢ－Ｔの規格では、デジタル放送の音声として、視覚障害者用のコメンタリー音声
（ＡＤ音声）をメイン音声にミックスする場合、メインのステレオ（ｓｔｅｒｅｏ）音声
にＡＤのモノ（ｍｏｎｏ）音声をミックスしなければならない。
【００１８】
　しかし、上記したように、ＰＳ録画の場合、記録媒体がデュアルモノモードに対応して
いない場合（例えば、記録媒体がＤＶＤ－Ｒ／ＲＷのビデオモード（Ｖｉｄｅｏ　ｍｏｄ
ｅ）とＤＶＤ＋Ｒ／ＲＷの＋ＶＲ等）は、デュアルモノ録画はできないので、この場合は
従来通りステレオ録画とする。すなわち、メイン音声をステレオにてＬチャンネルとＲチ
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ャンネルに記録するとともに、副音声解説信号であるＡＤ信号も同じくステレオにてＬチ
ャンネルとＲチャンネルに多重化して記録する。従って、この場合には、再生時にメイン
音声とＡＤ音声との切り換えを行うことはできない。
【００１９】
　一方、記録媒体がデュアルモノモードに対応している場合（ＨＤＤやＤＶＤ－Ｒ／ＲＷ
のＶＲフォーマット等）は、副音声解説信号であるＡＤ信号を例えばＬチャンネルに記録
し、ステレオのメイン音声はＲチャンネルにモノラルとして記録する。これにより、再生
時は、ＬチャンネルとＲチャンネルを両方再生することで、メイン音声とＡＤ音声とをミ
ックスして出力することができ、Ｌチャンネルのみ再生するとＡＤ音声のみ出力すること
ができ、Ｒチャンネルのみ再生するとメイン音声のみを出力することができる。
【００２０】
　図２は、信号処理回路３の内部構成例を示している。ただし、図２では、本発明の特徴
である音声信号の処理部分のみを示している。映像信号については従来通りの信号処理で
あるので、ここでは図示及び説明を省略する。
【００２１】
　本実施形態では、信号処理回路３は、ＭＰＥＧ圧縮された映像及び音声信号を受信する
ＤＶＢ－Ｔモジュール部３１と、受信した映像及び音声信号をＭＰＥＧ－ＰＳにエンコー
ドするエンコード部３２とで構成されている。そして、音声信号については、送信されて
きたメイン音声とＡＤ音声のミックスをＤＶＢ－Ｔモジュール部３１で行い、ミックスさ
れた音声をエンコードする機能をエンコード部３２が行うようになっている。そのため、
受信した映像及び音声信号をそのままモニタ装置４０に出力する状態（ＥＥ画を表示して
いる状態）や録画状態（すなわち、ＰＳ録画か否か）を示す状態情報、及び記録媒体であ
るＤＶＤがデュアルモノモードに対応しているか否かのディスク情報をエンコード部３２
からＤＶＢ－Ｔモジュール部３１にＩ／Ｆで通信することで、エンコード部３２からＤＶ
Ｂ－Ｔモジュール部３１に音声信号のミックス方法を指示する構成としている。ここで、
Ｉ／Ｆ通信は、シリアル通信またはＩ２Ｃバスによって行うことができる。
【００２２】
　また、図３は、ＤＶＢ－Ｔモジュール部３１内部で音声信号をミックスするための回路
構成をイメージ的に示した図である。すなわち、ＡＤ（ｍｏｎｏ）の信号ライン３１１を
Ｌチャンネルの信号ライン３１２に接続するとともに、オン／オフスイッチ３１４の一方
の端子を信号ライン３１１に接続し、他方の端子をＲチャンネルの信号ライン３１３に接
続する。また、メイン音声（ｓｔｅｒｅｏ）に対応したＬチャンネルの信号ライン３１２
には、切換スイッチ３１５の共通端子ｃと一方の切換端子ａとが接続されており、Ｒチャ
ンネルの信号ライン３１３には、切換スイッチ３１５の他方の切換端子ｂが接続されてい
る。ＤＶＢ－Ｔモジュール部３１は、エンコード部３２からの指示により、これらオン／
オフスイッチ３１４及び切換スイッチ３１５を適宜切り換えることにより、ＡＤ音声とメ
イン音声とのミックス処理を行うようになっている。
【００２３】
　すなわち、エンコード部３２からのディスク情報が、記録媒体がデュアルモノモードに
対応していないことを示す情報である場合には、図４（ａ）に示すように、オン／オフス
イッチ３１４をオン状態とし、切換スイッチ３１５は共通端子ｃを切換端子ａに接続した
ＡＤステレオモードの状態とする。一方、エンコード部３２からのディスク情報が、記録
媒体がデュアルモノモードに対応していることを示す情報である場合には、図４（ｂ）に
示すように、オン／オフスイッチ３１４をオフ状態とし、切換スイッチ３１５は共通端子
ｃを切換端子ｂに接続したＡＤデュアルモノモードの状態とする。
【００２４】
　次に、上記構成のデジタル放送録画再生装置１において、受信したデジタル放送信号に
含まれているメイン音声信号とＡＤ音声信号とをＰＳ録画で録画する場合の各音声信号の
録画（記録）処理について、上記した図４に示す各スイッチの接続状態図、及び図５に示
すフローチャートを参照して説明する。



(6) JP 2010-135011 A 2010.6.17

10

20

30

40

50

【００２５】
　音声信号の記録処理の初期設定では、ＡＤステレオモードとする（ステップＳ１）。す
なわち、各スイッチの接続を、図４（ａ）に示す状態とする。これにより、メイン音声を
ステレオにてＬチャンネルとＲチャンネルに記録するとともに、ＡＤ音声も同じくステレ
オにてＬチャンネルとＲチャンネルに多重化して記録することになる。
【００２６】
　この初期状態において、リモコン２０の図示しない録画ボタンが押されてＰＳ録画が開
始しされると（ステップＳ２でＹｅｓと判断）、ＤＶＢ－Ｔモジュール部３１では、エン
コード部３２からのディスク情報に基づき、録画対象の記録媒体がハードディスクである
か否かを判断する（ステップＳ３）。その結果、ハードディスクである場合（ステップＳ
３でＹｅｓと判断された場合）には、ステップＳ５へと動作を進め、各スイッチの接続を
、図４（ｂ）に示す状態とする。すなわち、オン／オフスイッチ３１４をオフ状態とし、
切換スイッチ３１５は共通端子ｃを切換端子ｂに接続したＡＤデュアルモノモードの状態
とする。これにより、ＡＤ音声をＬチャンネルに記録し、ステレオのメイン音声をＲチャ
ンネルにモノラルとして記録する（ステップＳ６）。この後、録画を終了すると（ステッ
プＳ７でＹｅｓと判断されると）、ステップＳ１の初期設定状態に復帰する。
【００２７】
　一方、ステップＳ３において、記録媒体がハードディスクでなかった場合には、次に記
録媒体がＤＶＤであって、かつ、デュアルモノモードに対応しているか否かを判断する（
ステップＳ４）。その結果、ＤＶＤがデュアルモノモードに対応したＤＶＤ－Ｒ／ＲＷの
ＶＲフォーマットである場合（ステップＳ４でＹｅｓと判断された場合）には、ステップ
Ｓ５へと動作を進め、各スイッチの接続を、図４（ｂ）に示す状態とする。すなわち、オ
ン／オフスイッチ３１４をオフ状態とし、切換スイッチ３１５は共通端子ｃを切換端子ｂ
に接続したＡＤデュアルモノモードの状態とする。すなわち、ＡＤ音声をＬチャンネルに
記録し、ステレオのメイン音声をＲチャンネルにモノラルとして記録する（ステップＳ６
）。これにより、再生時は、ＰＳ録画のディアルモノ再生として、ＬチャンネルとＲチャ
ンネルを両方再生することで、メイン音声にＡＤ音声をミックスして出力することができ
る。また、Ｌチャンネルのみ再生するとＡＤ音声のみ出力することができ、Ｒチャンネル
のみ再生するとメイン音声のみを出力（ただし、この場合はモノラル再生）することがで
きる。この後、録画を終了すると（ステップＳ７でＹｅｓと判断されると）、ステップＳ
１の初期設定状態に復帰する。
【００２８】
　一方、ステップＳ４において、ＤＶＤがデュアルモノモードに対応していない場合（す
なわち、ＤＶＤ－Ｒ／ＲＷのビデオモードとＤＶＤ＋Ｒ／ＲＷの＋ＶＲ等の場合）は、デ
ュアルモノモードでの録画はできないので、この場合はステップＳ８へと処理を進め、各
スイッチの接続を、図４（ａ）に示す状態とする。すなわち、オン／オフスイッチ３１４
をオン状態とし、切換スイッチ３１５は共通端子ｃを切換端子ａに接続したＡＤステレオ
モードの状態とする。これにより、メイン音声をステレオにてＬチャンネルとＲチャンネ
ルに記録するとともに、副音声解説信号であるＡＤ信号も同じくステレオにてＬチャンネ
ルとＲチャンネルに多重化して記録する（ステップＳ９）。この後、録画を終了すると（
ステップＳ１０でＹｅｓと判断されると）、ステップＳ１の初期設定状態に復帰する。
【００２９】
　このように、本発明によれば、ＰＳ録画モード時、記録媒体がデュアルモノモードに対
応している場合には、ＡＤ音声とメイン音声とをデュアルモノモードで録画することによ
って、再生時の音声出力を、ＡＤ音声のみ、メイン音声のみ、メイン音声にＡＤ音声を混
ぜたステレオ音声、の何れかの音声出力に切り換えることが可能となるものである。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の情報記録再生装置をハードディスク（ＨＤ）内蔵型ＤＶＤレコーダに適
用した場合の電気的構成を示す機能ブロック図である。
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【図２】信号処理回路の内部構成例を示す説明図である。
【図３】ＤＶＢ－Ｔモジュール部内部で音声信号をミックスするための回路構成をイメー
ジ的に示した図である。
【図４】（ａ），（ｂ）は各スイッチの接続状態図である。
【図５】受信したデジタル放送信号に含まれているメイン音声信号とＡＤ音声信号とをＰ
Ｓ録画で録画する場合の各音声信号の記録処理動作を説明するためのフローチャートであ
る。
【符号の説明】
【００３１】
　１　デジタル放送録画再生装置
　２　チューナ
　３　信号処理回路
　４　ストレージ制御部
　５　ＤＶＤ部
　６　ＨＤＤ部
　８　ＯＳＤ回路
　９　音声出力回路
　１０　スピーカ
　１２　マイコン
　１３　メモリ
　１５　リモコン受信部
　１６　アンテナ
　２０　リモコン
　３１　ＤＶＢ－Ｔモジュール部
　３２　エンコード部
　４０モニタ装置
　５０　スピーカ
　３１１　オン／オフスイッチ
　３１５　切換スイッチ
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