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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送衛星、通信衛星、地上波の放送局、ケーブルテレビのセンタ局の少なくとも何れか
を含む送信局から送信され、複数個のトランスポートパケットから構成されており、一部
のトランスポートパケットのペイロードがスクランブルされたＩピクチャの一部を含んで
おり、さらに各トランスポートパケットのヘッダにおいて予め定められた予約ビットが第
１の値に設定されているトランスポートストリームに記録処理および再生処理を行うデジ
タル信号記録再生システムであって、
　前記トランスポートストリームを受信するデコードユニットと、
　前記デコードユニットから離れた場所に設置可能な蓄積ユニットとを備え、
　前記デコードユニットは、
　　受信トランスポートストリームにデスクランブル処理を行って、各ペイロードのスク
ランブルが解除されたトランスポートストリームを出力するデスクランブラと、
　　前記デスクランブラの出力トランスポートストリームから、Ｉピクチャの一部を含ん
でいるペイロードを検出し、その検出結果を出力するＩピクチャ検出部と、
　　前記Ｉピクチャ検出部の出力検出結果を参照して、デスクランブラに入力されないト
ランスポートストリームについて、Ｉピクチャのペイロードに付加されたヘッダ内の前記
予約ビットの値を、前記第１の値とは異なる第２の値に変更して出力するヘッダ加工部と
、
　前記ヘッダ加工部からの出力トランスポートストリームを前記蓄積ユニットに送信する
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第１のインタフェイスとを備え、
　前記蓄積ユニットは、
　　前記第１のインタフェイスが送信したトランスポートストリームを受信して出力する
第２のインタフェイスと、
　　前記第２のインタフェイスの出力トランスポートストリームの書き込み処理を行うデ
ータ管理部と、
　　前記データ管理部により書き込み処理されたトランスポートパケットを蓄積する記憶
媒体と、
　を備えるデジタル信号記録再生システム。
【請求項２】
　前記デコードユニットは、システムデコーダをさらに備え、
　前記蓄積ユニットはパケットセレクタをさらに備え、
　前記データ管理部はさらに、前記記憶媒体に蓄積されたトランスポートパケットを読み
出して出力し、
　前記パケットセレクタは、前記データ管理部の出力トランスポートパケットから、その
予約ビットに前記第２の値が設定されているトランスポートパケットのみを選択し、選択
したトランスポートパケットからなるトランスポートストリームを出力し、
　前記第２のインタフェイスはさらに、前記パケットセレクタからの出力トランスポート
ストリームを前記デコードユニットに送信し、
　前記第１のインタフェイスは、前記第２のインタフェイスが送信したトランスポートス
トリームを出力し、
　前記デスクランブラは、前記第１のインタフェイスの出力トランスポートストリームに
デスクランブル処理を行って、各ペイロードのスクランブルが解除されたトランスポート
ストリームを出力し、
　前記システムデコーダは、前記デスクランブラの出力トランスポートストリームにデコ
ード処理を行って、デジタル映像信号およびデジタル音声信号を再生する、
　請求項１に記載のデジタル信号記録再生システム。
【請求項３】
　前記予約ビットは、ＩＳＯ／ＩＥＣ１３８１８－１で規定されるｔｒａｎｓｐｏｒｔ＿
ｐｒｉｏｒｉｔｙである、請求項１乃至２の何れかに記載のデジタル信号記録再生システ
ム。
【請求項４】
　放送衛星、通信衛星、地上波の放送局、ケーブルテレビのセンタ局の少なくとも何れか
を含む送信局から送信され、複数個のトランスポートパケットから構成されており、トラ
ンスポートパケットのペイロードがパケッタイズドエレメンタリストリームの一部を含ん
でおり、前記パケッタイズドエレメンタリストリームは、複数個のＰＥＳパケットから構
成されており、一部のＰＥＳパケットのペイロードがスクランブルされたＩピクチャを含
んでおり、さらに各トランスポートパケットのヘッダにおいて予め定められた予約ビット
が第１の値に設定されているトランスポートストリームに記録処理および再生処理を行う
デジタル信号記録再生システムであって、
　前記トランスポートストリームを受信するデコードユニットと、
　前記デコードユニットから離れた場所に設置可能な蓄積ユニットとを備え、
　前記デコードユニットは、
　　受信トランスポートストリームにデスクランブル処理を行って、各ＰＥＳパケットの
ペイロードのスクランブルが解除されたトランスポートストリームを出力するデスクラン
ブラと、
　　前記デスクランブラの出力トランスポートストリームから、Ｉピクチャを含んでいる
ＰＥＳパケットのペイロードを検出し、その検出結果を出力するＩピクチャ検出部と、
　　前記Ｉピクチャ検出部の出力検出結果を参照して、デスクランブラに入力されないト
ランスポートストリームについて、Ｉピクチャのペイロードに付加されたヘッダ内の前記
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予約ビットの値を、前記第１の値とは異なる第２の値に変更して出力するヘッダ加工部と
、
　前記ヘッダ加工部からの出力トランスポートストリームを前記蓄積ユニットに送信する
第１のインタフェイスとを備え、
　前記蓄積ユニットは、
　　前記第１のインタフェイスが送信したトランスポートストリームを受信して出力する
第２のインタフェイスと、
　　前記第２のインタフェイスの出力トランスポートストリームからパケッタイズドエレ
メンタリストリームを構成するＰＥＳ構成部と、
　　前記ＰＥＳ構成部の出力パケッタイズドエレメンタリストリームに書き込み処理を行
うデータ管理部と、
　　前記データ管理部により書き込み処理されたパケッタイズドエレメンタリストリーム
を蓄積する記憶媒体と、
　を備えるデジタル信号記録再生システム。
【請求項５】
　前記デコードユニットは、システムデコーダをさらに備え、
　前記蓄積ユニットはパケットセレクタおよびＴＳ構成部とをさらに備え、
　前記データ管理部はさらに、前記記憶媒体に蓄積されたパケッタイズドエレメンタリス
トリームを読み出して出力し、
　前記パケットセレクタは、前記データ管理部の出力パケッタイズドエレメンタリストリ
ームから、その予約ビットに第２の値が設定されているＰＥＳパケットのみを選択し、選
択したＰＥＳパケットからなるパケッタイズドエレメンタリストリームを出力し、
　前記ＴＳ構成部は、前記パケットセレクタの出力パケッタイズドエレメンタリストリー
ムから、トランスポートストリームを構成し、
　前記第２のインタフェイスはさらに、前記ＴＳ構成部の出力トランスポートストリーム
を前記デコードユニットに送信し、
　前記第１のインタフェイスは、前記第２のインタフェイスが送信したトランスポートス
トリームを出力し、
　前記デスクランブラは、前記第１のインタフェイスの出力トランスポートストリームに
デスクランブル処理を行って、各ＰＥＳパケットのペイロードのスクランブルが解除され
たトランスポートストリームを出力し、
　前記システムデコーダは、前記デスクランブラの出力トランスポートストリームにデコ
ード処理を行って、デジタル映像信号およびデジタル音声信号を再生する、請求項４に記
載のデジタル信号記録再生システム。
【請求項６】
　前記予約ビットは、ＩＳＯ／ＩＥＣ１３８１８－１で規定されるＰＥＳ＿ｐｒｉｏｒｉ
ｔｙである、請求項４乃至５の何れかに記載のデジタル信号記録再生システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、デジタル信号記録再生システムに関し、より特定的には、スクランブルされた
トランスポートストリームを記憶媒体に記録して、記録されたトランスポートストリーム
からデジタル信号を再生できるシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
上記デジタル信号記録再生システム（以下、単に記録再生システムと称す）には、ＭＰＥ
Ｇ２（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　ＧｒｏｕｐＰｈａｓｅ　２）に
代表されるデジタル高能率符号化技術が用いられている。デジタル高能率符号化技術によ
り、記録再生システムは、受信したトランスポートストリームを、画質劣化なく長時間に
わたって記録できるようになった。しかし、映像の著作権保護等の観点から、大抵の場合
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、トランスポートストリーム内の各ペイロードはスクランブルされている。
【０００３】
また、記録再生システムは、ＭＰＥＧ２に従って符号化された各ピクチャの内、フレーム
内コーディングされたもの（以下、Ｉピクチャと称す）を選択的に再生する処理（以下、
高速再生と称す）を行う場合がある。
以下、図９を参照して、高速再生を行う記録再生システムについて説明する。図９におい
て、記録再生システムは、データ管理部１００１と、記憶媒体１００２と、セレクタ１０
０３と、デスクランブラ１００４と、ＭＰＥＧシステムデコーダ１００５と、位置情報作
成部１００６とを備える。
【０００４】
上記構成の記録再生システムは、以下に説明する３つの基本的な動作モードを有する。
まず、第１の動作モードにおいて、外部から記録再生システムに到着したトランスポート
ストリームＴＳは２分岐される。一方のトランスポートストリームＴＳはデータ管理部１
００１により入力され、他方はセレクタ１００３により入力される。
データ管理部１００１は、入力トランスポートストリームＴＳを、内部のバッファに一時
的に格納して、位置情報作成部１００６からの位置情報ＰＩを待機する。
【０００５】
セレクタ１００３は、第１の動作モードでは、外部からのトランスポートストリームＴＳ
の入力系統を選択し、入力トランスポートストリームＴＳをそのままデスクランブラ１０
０４に出力する。
【０００６】
デスクランブラ１００４は、デスクランブル鍵を使って、入力トランスポートストリーム
ＴＳのスクランブルを解除する。これによって、構文解析が可能なデータ列となったトラ
ンスポートストリームＤＥＴＳが再生される。トランスポートストリームＤＥＴＳは、Ｍ
ＰＥＧシステムデコーダ１００５および位置情報作成部１００６に出力される。
【０００７】
ＭＰＥＧシステムデコーダ１００５は、入力トランスポートストリームＤＥＴＳに対して
デコード処理を行って、映像信号ＶＳおよび音声信号ＡＳを再生する。映像信号ＶＳおよ
び音声信号ＡＳの双方はベースバンド帯のデジタル信号であり、当該映像信号ＶＳは、番
組等の映像を表し、音声信号ＡＳは番組等の音声を表す。映像信号ＶＳは図示しない表示
装置に出力され、音声信号ＡＳは図示しない音声出力装置に出力される。
【０００８】
位置情報作成部１００６は、デスクランブラ１００４の出力トランスポートストリームＤ
ＥＴＳの中から、そのペイロードにＩピクチャの一部を含むトランスポートパケット（以
下、Ｉピクチャのトランスポートパケットと称す）を探す。Ｉピクチャのトランスポート
パケットを見つけた場合、位置情報作成部１００６は、当該パケットのトランスポートス
トリームＤＥＴＳにおける位置を特定する。各ビット位置は、位置情報ＰＩとしてデータ
管理部１００１に出力される。
【０００９】
データ管理部１００１は、位置情報ＰＩの入力に応答して、アドレステーブルＡＴの作成
処理を開始する。上述したように、データ管理部１００１は、内部のバッファでトランス
ポートストリームＴＳを保持している。しかし、バッファ内のトランスポートストリーム
ＴＳはスクランブルされているので、データ管理部１００１は、当該トランスポートスト
リームＴＳから直接的にＩピクチャのトランスポートパケットを見つけることができない
。ゆえに、データ管理部１００１は、入力位置情報ＰＩを参照して、Ｉピクチャのトラン
スポートパケットの位置を、バッファ内のトランスポートストリーム上で把握する。
【００１０】
さらに、データ管理部１００１は、バッファ内のトランスポートストリームＴＳの各トラ
ンスポートパケットを、記憶媒体１００２の第１の記憶領域１００２１のどのアドレス領
域に記録するかを決定、つまり各トランスポートパケットにアドレス領域を割り当てる。
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その後、データ管理部１００１は、Ｉピクチャのトランスポートパケットに割り当てたア
ドレス領域だけを集めてアドレステーブルＡＴを作成する。
【００１１】
その後、データ管理部１００１は、バッファ内の各トランスポートパケットを第１の記憶
領域１００２１に書き込む。また、データ管理部１００１は、作成したアドレステーブル
ＡＴを、記憶媒体１００２の第２の記憶領域１００２２に書き込む。
【００１２】
次に、第２の動作モード、つまり通常再生について説明する。第２の動作モードにおいて
、データ管理部１００１は、第２の記憶領域１００２２内のアドレステーブルＡＴを考慮
することなく、トランスポートストリームＴＳを先頭から順番に、第１の記憶領域１００
２１から読み出して、セレクタ１００３に出力する。
【００１３】
セレクタ１００３は、第２の動作モードではデータ管理部１００１側の入力系統を選択し
、入力トランスポートストリームＴＳをそのままデスクランブラ１００４に出力する。
デスクランブラ１００４およびＭＰＥＧシステムデコーダ１００５は、第１のモードと同
様の処理を行って、映像信号ＶＳおよび音声信号ＡＳを再生する。
【００１４】
次に、第３の動作モード、つまり高速再生について説明する。第３の動作モードにおいて
、データ管理部１００１は、第２の記憶領域１００２２からアドレステーブルＡＴを読み
出す。データ管理部１００１は、読み出したアドレステーブルＡＴに記述されたアドレス
領域から、Ｉピクチャのトランスポートパケットのみを読み出して、読み出された各トラ
ンスポートパケットから構成されるトランスポートストリームＴＳ’をセレクタ１００３
に出力する。
【００１５】
なお、データ管理部１００１は、音声に関しては、例えば２倍速再生であれば、音声１秒
分のトランスポートパケットを読み出した後に、次の１秒分のトランスポートパケットを
読み出さずに、１秒後の音声を表すトランスポートパケットを読み出すという処理を繰り
返す。
【００１６】
セレクタ１００３、デスクランブラ１００４およびＭＰＥＧシステムデコーダ１００５は
、第１の動作モードと同様の処理を行って、映像信号ＶＳ’および音声信号ＡＳ’を再生
して、外部に出力する。
映像信号ＶＳ’は、ベースバンド帯のデジタル映像信号という点では、映像信号ＶＳと同
様であるが、Ｉピクチャのトランスポートパケットのみから再生される点で相違する。音
声信号ＡＳ’は、ベースバンド帯のデジタル音声信号という点では、音声信号ＡＳと同様
であるが、部分的な音声を表すトランスポートパケットのみから再生される点で相違する
。そのため、テレビジョンに代表される表示装置が映像信号ＶＳ’および音声信号ＡＳ’
を処理すると、番組は通常再生時よりも高速に再生される。
【００１７】
【発明が解決しようとする課題】
従来の記録再生システムには、セレクタ１００３、デスクランブラ１００４およびＭＰＥ
Ｇシステムデコーダ１００５等で構成されるデコード処理系と、データ管理部１００１お
よび記憶媒体１００２等で構成される読み出し／書き込み処理系とが一つの筐体内に近接
して配置される。
【００１８】
近年、居住空間には、複数台の表示装置が設置される場合が多い。そのため、１つの読み
出し／書き込み処理系を居住空間内のある特定の位置に配置し、デコード処理系を複数の
表示装置のそれぞれに近接して設置したいという要望が出てきた。
【００１９】
しかしながら、従来の記録再生システムを単純に、読み出し／書き込み処理系とデコード
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処理系とに分離して、当該読み出し／書き込み処理系と当該デコード処理系とをケーブル
で接続して離して設置するだけでは、高速再生を実現し難くなるという問題点があった。
【００２０】
なぜなら、読み出し／書き込み処理系と、デコード処理系とが同一筐体内に近接している
場合には、データ管理部１００１に設けられたバッファにより、トランスポートストリー
ムＴＳが当該データ管理部１００１に到着する時間と、位置情報ＰＩのそこに到着する時
間の差を吸収することができる。しかしながら、読み出し／書き込み処理系と、デコード
処理系とを離して設置した場合には、位置情報ＰＩがトランスポートストリームＴＳに対
してどの程度の時間遅れて到着するかが正確に分からない。このような到着タイミングの
ずれが原因となって、データ管理部１００１は、アドレステーブルＡＴを作成できない場
合があり、その結果、高速再生を実現し難くなる。
【００２１】
また、従来の記録再生システムでは、トランスポートストリームＴＳとアドレステーブル
ＡＴとが記憶媒体１００２内の別々の記憶領域に書き込まれていたので、データ管理部１
００１の書き込み処理が複雑になるという別の問題点があった。
【００２２】
それゆえに、本発明の目的は、読み出し／書き込み処理系とデコード処理系とを遠隔に設
置した場合であっても、高速再生を行える記録再生システムを提供することである。
【００２３】
【課題を解決するための手段および発明の効果】
第１の発明は、送信局から送信されてくるトランスポートストリームに記録処理および再
生処理を行うシステムであって、複数個のトランスポートパケットから構成されており、
一部のトランスポートパケットのペイロードがスクランブルされたＩピクチャの一部を含
んでおり、さらに各トランスポートパケットのヘッダにおいて予め定められた予約ビット
が第１の値に設定されているトランスポートストリームを、送信局から受信する。
【００２４】
さらに、記録再生システムは、蓄積ユニットと、蓄積ユニットから離れた場所に設置可能
なデコードユニットとを備える。デコードユニットは、受信トランスポートストリームを
２分岐し出力する分岐部と、分岐部の出力トランスポートストリームの一方にデスクラン
ブル処理を行って、各ペイロードのスクランブルが解除されたトランスポートストリーム
を出力するデスクランブラと、デスクランブラの出力トランスポートストリームから、Ｉ
ピクチャの一部を含むペイロードを検出し、その検出結果を出力するＩピクチャ検出部と
、Ｉピクチャ検出部の出力検出結果を参照して、分岐部の出力トランスポートストリーム
の他方から、Ｉピクチャのペイロードに付加されたヘッダを特定し、当該特定したヘッダ
内の予約ビットの値を、第１の値とは異なる第２の値に変更して出力するヘッダ加工部と
、ヘッダ加工部からの出力トランスポートストリームを蓄積ユニットに送信する第１のイ
ンタフェイスとを備える。
【００２５】
また、蓄積ユニットは、第１のインタフェイスが送信したトランスポートストリームを受
信して出力する第２のインタフェイスと、第２のインタフェイスの出力トランスポートス
トリームの書き込み処理を行うデータ管理部と、データ管理部により書き込み処理された
トランスポートパケットを蓄積する記憶媒体とを備える。
【００２６】
第２の発明は第１の発明に従属しており、予約ビットは、ＩＳＯ／ＩＥＣ１３８１８－１
で規定されるｔｒａｎｓｐｏｒｔ＿ｐｒｉｏｒｉｔｙである。
【００２７】
第１および第２の発明によれば、トランスポートストリームの予約ビットを、Ｉピクチャ
の判定用に用いることにより、従来のようにアドレステーブルを作成する必要が無くなる
。その結果、データ管理部は、記憶媒体の記憶領域を簡単に管理することができる。
【００２８】
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さらに、アドレステーブルを無くしたことにより、従来のようなトランスポートストリー
ムと位置情報との到着タイミングを正確にコントロールする必要もなくなる。さらに、予
約ビットを使って、Ｉピクチャのトランスポートパケットのみを簡単に選択することがで
きるので、デコードユニットと蓄積ユニットとを離して設置することができる。
【００２９】
第３の発明は第１の発明に従属しており、デコードユニットは、システムデコーダをさら
に備える。また、蓄積ユニットはパケットセレクタをさらに備える。
【００３０】
蓄積ユニットにおいて、データ管理部はさらに、記憶媒体に蓄積されたトランスポートパ
ケットを読み出して出力し、パケットセレクタは、データ管理部の出力トランスポートパ
ケットから、その予約ビットに第２の値が設定されているトランスポートパケットのみを
選択し、選択したトランスポートパケットからなるトランスポートストリームを出力し、
第２のインタフェイスはさらに、パケットセレクタからの出力トランスポートストリーム
をデコードユニットに送信する。
【００３１】
デコードユニットにおいて、第１のインタフェイスは、第２のインタフェイスが送信した
トランスポートストリームを出力し、デスクランブラは、第１のインタフェイスの出力ト
ランスポートストリームにデスクランブル処理を行って、各ペイロードのスクランブルが
解除されたトランスポートストリームを出力し、システムデコーダは、デスクランブラの
出力トランスポートストリームにデコード処理を行って、デジタル映像信号およびデジタ
ル音声信号を再生する。
【００３２】
第４の発明は第１の発明に従属しており、予約ビットは、ＩＳＯ／ＩＥＣ１３８１８－１
で規定されるｔｒａｎｓｐｏｒｔ＿ｐｒｉｏｒｉｔｙである。
パケットセレクタは、データ管理部の出力トランスポートパケットから、そのｔｒａｎｓ
ｐｏｒｔ＿ｐｒｉｏｒｉｔｙに第２の値が設定されているトランスポートパケットのみを
選択する。
【００３３】
第３および第４の発明によれば、予約ビットを使った判定処理により、Ｉピクチャのトラ
ンスポートパケットのみを簡単に選択することができる。
【００３４】
第５の発明は、送信局から送信されてくるトランスポートストリームに記録処理および再
生処理を行うシステムであって、複数個のトランスポートパケットから構成されており、
トランスポートパケットのペイロードがパケッタイズドエレメンタリストリームの一部を
含むトランスポートストリームを、送信局から受信する。ここで、パケッタイズドエレメ
ンタリストリームは、複数個のＰＥＳパケットから構成されており、一部のＰＥＳパケッ
トのペイロードがスクランブルされたＩピクチャを含み、さらに各トランスポートパケッ
トのヘッダにおいて予め定められた予約ビットが第１の値に設定される。
【００３５】
さらに、記録再生システムは、蓄積ユニットと、蓄積ユニットから離れた場所に設置可能
なデコードユニットとを備える。デコードユニットは、受信トランスポートストリームを
２分岐し出力する分岐部と、分岐部の出力トランスポートストリームの一方にデスクラン
ブル処理を行って、各ＰＥＳパケットのペイロードのスクランブルが解除されたトランス
ポートストリームを出力するデスクランブラと、デスクランブラの出力トランスポートス
トリームから、Ｉピクチャを含むＰＥＳパケットのペイロードを検出し、その検出結果を
出力するＩピクチャ検出部と、Ｉピクチャ検出部の出力検出結果を参照して、分岐部の出
力トランスポートストリームの他方から、各ＰＥＳパケットにおけるＩピクチャのペイロ
ードに付加されたヘッダを特定し、当該特定したヘッダ内の予約ビットの値を、第１の値
とは異なる第２の値に変更して出力するヘッダ加工部と、ヘッダ加工部からの出力トラン
スポートストリームを蓄積ユニットに送信する第１のインタフェイスとを備える、
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【００３６】
第６の発明は第５の発明に従属しており、予約ビットは、ＩＳＯ／ＩＥＣ１３８１８－１
で規定されるＰＥＳ＿ｐｒｉｏｒｉｔｙである。
【００３７】
第７の発明は第５の発明に従属しており、蓄積ユニットは、第１のインタフェイスが送信
したトランスポートストリームを受信して出力する第２のインタフェイスと、第２のイン
タフェイスの出力トランスポートストリームからパケッタイズドエレメンタリストリーム
を構成するＰＥＳ構成部と、ＰＥＳ構成部の出力パケッタイズドエレメンタリストリーム
に書き込み処理を行うデータ管理部と、データ管理部により書き込み処理されたパケッタ
イズドエレメンタリストリームを蓄積する記憶媒体とを備える。
【００３８】
第５～第７の発明によれば、パケッタイズドエレメンタリストリームの予約ビットを、Ｉ
ピクチャの判定用に用いることにより、第１の発明と同様の技術的効果を奏する。
【００３９】
第８の発明は第７の発明に従属しており、デコードユニットは、システムデコーダをさら
に備える。また、蓄積ユニットはパケットセレクタおよびＴＳ構成部とをさらに備える。
【００４０】
蓄積ユニットにおいて、データ管理部はさらに、記憶媒体に蓄積されたパケッタイズドエ
レメンタリストリームを読み出して出力し、パケットセレクタは、データ管理部の出力パ
ケッタイズドエレメンタリストリームから、その予約ビットに第２の値が設定されている
ＰＥＳパケットのみを選択し、選択したＰＥＳパケットからなるパケッタイズドエレメン
タリストリームを出力し、ＴＳ構成部は、パケットセレクタの出力パケッタイズドエレメ
ンタリストリームから、トランスポートストリームを構成し、第２のインタフェイスはさ
らに、ＩＥＥＥ１３９４の規格に従って、ＴＳ構成部の出力トランスポートストリームを
デコードユニットに送信する。
【００４１】
デコードユニットにおいて、第１のインタフェイスは、第２のインタフェイスが送信した
トランスポートストリームを出力し、デスクランブラは、第１のインタフェイスの出力ト
ランスポートストリームにデスクランブル処理を行って、各ＰＥＳパケットのペイロード
のスクランブルが解除されたトランスポートストリームを出力し、システムデコーダは、
デスクランブラの出力トランスポートストリームにデコード処理を行って、デジタル映像
信号およびデジタル音声信号を再生する。
【００４２】
第９の発明は第８の発明に従属しており、予約ビットは、ＩＳＯ／ＩＥＣ１３８１８－１
で規定されるＰＥＳ＿ｐｒｉｏｒｉｔｙである。パケットセレクタは、データ管理部の出
力パケッタイズドエレメンタリストリームから、そのＰＥＳ＿ｐｒｉｏｒｉｔｙに第２の
値が設定されているＰＥＳパケットのみを選択する。
【００４３】
第８および第９の発明によれば、予約ビットを使った判定処理により、ＩピクチャのＰＥ
Ｓパケットのみを簡単に選択することができる。
【００４４】
第１０の発明は、トランスポートストリームを伝送する伝送系であって、トランスポート
ストリームを生成して送信する送信局と、送信局から受信したトランスポートストリーム
に対して記録処理および再生処理を行うデジタル信号記録再生システムとを備える。
【００４５】
送信局は、入力されたデジタル映像信号から、映像のエレメンタリストリームを生成し出
力するビデオエンコーダと、ビデオエンコーダの出力エレメンタリストリームからＩピク
チャを検出して、その検出結果を出力するＩピクチャ検出部と、ビデオエンコーダの出力
エレメンタリストリームと、Ｉピクチャ検出部の出力検出結果とが入力され、入力検出結
果に基づいて、入力エレメンタリストリームから、ＴＳヘッダとペイロードとを含むトラ
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ンスポートパケットを複数個生成し、生成した複数のトランスポートパケットからなる映
像のトランスポートストリームを出力するビデオＴＳ構成部と、ビデオＴＳ構成部からの
出力トランスポートストリームに含まれる各ペイロードをスクランブルして出力するビデ
オスクランブラと、ビデオスクランブラの出力トランスポートストリームに多重化処理を
行って、デジタル信号記録再生システムに送信すべきトランスポートストリームを生成し
出力するＴＳ多重化部と、多重化部の出力トランスポートストリームに対して、伝送路符
号化および変調処理を行って、変調信号を生成し、伝送路を介してデジタル信号記録再生
システムに送信する伝送路符号化／変調部とを含む。ここで、ビデオＴＳ構成部は、入力
検出結果に基づいて、ＴＳヘッダにおける予約ビットを使って、当該ＴＳヘッダの後に続
くペイロードにＩピクチャの一部が含まれていることを指定する。
【００４６】
第１１の発明は第１０の発明に従属しており、デジタル信号記録再生システムは、蓄積ユ
ニットと、蓄積ユニットから離れた場所に設置可能なデコードユニットとを備える。
【００４７】
デコードユニットは、伝送路を介して送信されてくる変調信号を復調および復号して、ト
ランスポートストリームを出力する復調／伝送路復号部と、復調／伝送路復号部からの出
力トランスポートストリームを２分岐し出力する分岐部と、分岐部の出力トランスポート
ストリームの一方にパーシャル化処理を行って、必要なＴＳパケットのみを含むトランス
ポートストリームを生成し出力するパーシャル化部と、パーシャル化部の出力トランスポ
ートストリームを蓄積ユニットに送信する第１のインタフェイスとを備える。
【００４８】
また、蓄積ユニットは、第１のインタフェイスが送信したトランスポートストリームを受
信して出力する第２のインタフェイスと、第２のインタフェイスの出力トランスポートス
トリームの書き込み処理を行うをデータ管理部と、データ管理部により書き込み処理され
たトランスポートパケットを蓄積する記憶媒体とを備える。
【００４９】
第１２の発明は第１１の発明に従属しており、デコードユニットは、デスクランブラとシ
ステムデコーダとをさらに備える。また、蓄積ユニットはパケットセレクタをさらに備え
る。
【００５０】
蓄積ユニットにおいて、データ管理部はさらに、記憶媒体に蓄積されたトランスポートパ
ケットを読み出して出力し、パケットセレクタは、データ管理部の出力トランスポートパ
ケットから、予約ビットを参照して、そのペイロードにＩピクチャの一部を含むトランス
ポートパケットのみを選択し、選択したトランスポートパケットからなるトランスポート
ストリームを出力し、第２のインタフェイスはさらに、パケットセレクタからの出力トラ
ンスポートストリームをデコードユニットに送信する。
【００５１】
また、デコードユニットにおいて、第１のインタフェイスは、第２のインタフェイスが送
信したトランスポートストリームを出力し、デスクランブラは、第１のインタフェイスの
出力トランスポートストリームにデスクランブル処理を行って、各ペイロードのスクラン
ブルが解除されたトランスポートストリームを出力し、システムデコーダは、デスクラン
ブラの出力トランスポートストリームにデコード処理を行って、デジタル映像信号および
デジタル音声信号を再生する。
【００５２】
第１３の発明は第１０の発明に従属しており、予約ビットは、ＩＳＯ／ＩＥＣ１３８１８
－１で規定されるｔｒａｎｓｐｏｒｔ＿ｐｒｉｏｒｉｔｙである。
【００５３】
第１４の発明は、トランスポートストリームを伝送する伝送系であって、トランスポート
ストリームを生成して送信する送信局と、送信局から受信したトランスポートストリーム
に対して記録処理および再生処理を行うデジタル信号記録再生システムとを備えている。
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【００５４】
送信局は、入力されたデジタル映像信号から、映像のエレメンタリストリームを出力する
ビデオエンコーダと、ビデオエンコーダの出力エレメンタリストリームからＩピクチャを
検出して、その検出結果を出力するＩピクチャ検出部と、ビデオエンコーダの出力エレメ
ンタリストリームと、Ｉピクチャ検出部の出力検出結果とが入力され、入力検出結果に基
づいて、入力エレメンタリストリームから、ＰＥＳヘッダとペイロードとを含むＰＥＳパ
ケットを複数個生成し、生成した複数のＰＥＳパケットからなる映像のパケッタイズドエ
レメンタリストリームを出力するビデオＰＥＳ構成部と、ＰＥＳ構成部の出力パケッタイ
ズドエレメンタリストリームに含まれる各ペイロードをスクランブルして出力するビデオ
スクランブラと、ビデオスクランブラの出力トランスポートストリームから、映像のトラ
ンスポートストリームを出力するビデオＴＳ構成部と、ビデオＴＳ構成部の出力トランス
ポートストリームに多重化処理を行って、受信局に送信すべきトランスポートストリーム
を生成し出力するＴＳ多重化部と、多重化部の出力トランスポートストリームに対して、
伝送路符号化および変調処理を行って、変調信号を生成し、伝送路を介して受信局に送信
する伝送路符号化／変調部とを含む。ここで、ビデオＰＥＳ構成部は、ＰＥＳヘッダにお
ける予約ビットを使って、、当該ＰＥＳヘッダの後に続くペイロードにＩピクチャが含ま
れていることを指定する。
【００５５】
第１５の発明は第１４の発明において、デジタル信号記録再生システムは、蓄積ユニット
と、蓄積ユニットから離れた場所に設置可能なデコードユニットとを備えている。
【００５６】
デコードユニットは、伝送路を介して送信されてくる変調信号を復調および復号して、ト
ランスポートストリームを出力する復調／伝送路復号部と、復調／伝送路復号部からの出
力トランスポートストリームを２分岐し出力する分岐部と、分岐部の出力トランスポート
ストリームの一方にパーシャル化処理を行って、必要なＴＳパケットのみを含むトランス
ポートストリームを生成し出力するパーシャル化部と、パーシャル化部の出力トランスポ
ートストリームを蓄積ユニットに送信する第１のインタフェイスとを備える。
【００５７】
第１６の発明は第１５の発明に従属しており、蓄積ユニットは、第１のインタフェイスが
送信したトランスポートストリームを受信して出力する第２のインタフェイスと、第２の
インタフェイスの出力トランスポートストリームからパケッタイズドエレメンタリストリ
ームを構成するＰＥＳ構成部と、ＰＥＳ構成部の出力パケッタイズドエレメンタリストリ
ームに書き込み処理を行うデータ管理部と、データ管理部により書き込み処理されたパケ
ッタイズドエレメンタリストリームを蓄積する記憶媒体とを備える。
【００５８】
第１７の発明は第１６の発明に従属しており、デコードユニットは、システムデコーダを
さらに備える。また、蓄積ユニットはパケットセレクタおよびＴＳ構成部とをさらに備え
る。
【００５９】
蓄積ユニットにおいて、データ管理部はさらに、記憶媒体に蓄積されたパケッタイズドエ
レメンタリストリームを読み出して出力し、パケットセレクタは、データ管理部の出力パ
ケッタイズドエレメンタリストリームから、その予約ビットに第２の値が設定されている
ＰＥＳパケットのみを選択し、選択したＰＥＳパケットからなるパケッタイズドエレメン
タリストリームを出力し、ＴＳ構成部は、パケットセレクタの出力パケッタイズドエレメ
ンタリストリームから、トランスポートストリームを構成し、第２のインタフェイスはさ
らに、ＩＥＥＥ１３９４の規格に従って、ＴＳ構成部の出力トランスポートストリームを
デコードユニットに送信する。
【００６０】
また、デコードユニットにおいて、第１のインタフェイスは、第２のインタフェイスが送
信したトランスポートストリームを出力し、デスクランブラは、第１のインタフェイスの
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出力トランスポートストリームにデスクランブル処理を行って、各ＰＥＳパケットのペイ
ロードのスクランブルが解除されたトランスポートストリームを出力し、システムデコー
ダは、デスクランブラの出力トランスポートストリームにデコード処理を行って、デジタ
ル映像信号およびデジタル音声信号を再生する。
【００６１】
第１８の発明は第１４の発明に従属しており、予約ビットは、ＩＳＯ／ＩＥＣ１３８１８
－１で規定されるＰＥＳ＿ｐｒｉｏｒｉｔｙであって、
パケットセレクタは、データ管理部の出力パケッタイズドエレメンタリストリームから、
そのＰＥＳ＿ｐｒｉｏｒｉｔｙに第２の値が設定されているＰＥＳパケットのみを選択す
る。
【００６２】
第１０～第１８の発明によれば、送信局側で、トランスポートパケットまたはＰＥＳパケ
ットの予約ビットを使って、ＩピクチャのトランスポートパケットおよびＩピクチャのＰ
ＥＳパケットがどこに位置するかを指定する。これによって、記録再生システム側では、
従来のようにアドレステーブルを作成する必要が無くなる。その結果、データ管理部は、
記憶媒体の記憶領域を簡単に管理することができる。
【００６３】
さらに、アドレステーブルを無くしたことにより、従来のようなトランスポートストリー
ムと位置情報との到着タイミングを正確にコントロールする必要もなくなる。さらに、予
約ビットを使って、Ｉピクチャのトランスポートパケットのみを簡単に選択することがで
きるので、デコードユニットと蓄積ユニットとを離して設置することができる。
【００６４】
【発明の実施の形態】
図１は、第１の実施形態に係るデジタル信号記録再生システム（以下、単に記録再生シス
テムと称す）ＲＲＳ1 の構成を示すブロック図である。記録再生システムＲＲＳ1 は、デ
コードユニットＤＵ1 と、蓄積ユニットＳＵ1 とを備えている。
【００６５】
デコードユニットＤＵ1 は、デコード処理系を構成しており、分岐部１１と、ストリーム
セレクタ１２と、デスクランブラ１３と、ＭＰＥＧシステムデコーダ１４と、Ｉピクチャ
検出部１５と、ＴＳヘッダ加工部１６と、インタフェイス１７とを備えている。
蓄積ユニットＳＵ1 は、読み出し／書き込み処理系を構成しており、インタフェイス２１
と、ＴＳパケットセレクタ２２と、データ管理部２３と、記憶媒体２４とを備える。
【００６６】
以上のデコードユニットＤＵ1 および蓄積ユニットＳＵ1 はネットワークに収容される。
より具体的には、デコードユニットＤＵ1 および蓄積ユニットＳＵ1 は、ＩＥＥＥ１３９
４に代表されるインターフェイス規格に準拠したケーブル（図示せず）で接続される。こ
れによって、デコードユニットＤＵ1 を、インタフェイス規格で定められた距離を上限と
して、蓄積ユニットＳＵ1 から離れた場所に設置できる。
【００６７】
なお、デコードユニットＤＵ1 または蓄積ユニットＳＵ1 には、他のケーブルにより、別
のデコードユニット（図示せず）に代表される機器が接続されてもよい。また、デコード
ユニットＤＵ1 および蓄積ユニットＳＵ1 は無線で通信可能に接続されてもよい。
【００６８】
次に、上記構成の記録再生システムＲＲＳ1 における記録処理について説明する。記録再
生システムＲＲＳ1 の遠隔に位置する送信局（図示せず）は、トランスポートストリーム
ＴＳを当該記録再生システムＲＲＳ1 に送信する。送信局の典型例としては、放送衛星、
通信衛星、地上波の放送局またはケーブルテレビのセンタ局がある。
【００６９】
トランスポートストリームＴＳは、ＭＰＥＧ２に代表される高能率符号化方式に従って、
少なくとも、番組を構成するデジタル映像信号およびデジタル音声信号を基礎として生成
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される。さらに、トランスポートストリームＴＳは、いくつかのトランスポートパケット
から構成されている。
【００７０】
図２は、トランスポートパケットを構成するビット列の定義を示しており、ＩＳＯ／ＩＥ
Ｃ１３８１８－１：１９９４（Ｅ）の２１頁の表２－２から抜粋されている。トランスポ
ートパケットはプログラム関数のように示されているが、各行がビット列に対応している
。
【００７１】
図２において、トランスポートパケットは、ＴＳヘッダとペイロードからなる。ＴＳヘッ
ダには、情報の一項目として、ｔｒａｎｓｐｏｒｔ＿ｐｒｉｏｒｉｔｙが設定されている
。ｔｒａｎｓｐｏｒｔ＿ｐｒｉｏｒｉｔｙは、予約ビットの一例であり、本来は、将来の
機能拡張等ために確保されている。送信局側は、すべてのＴＳヘッダのｔｒａｎｓｐｏｒ
ｔ＿ｐｒｉｏｒｉｔｙを０（請求項１における第１の値に相当）に設定して、トランスポ
ートストリームＴＳを構成する。
【００７２】
また、ペイロードは、Ｉピクチャ、ＢピクチャまたはＰピクチャの一部、もしくは音声を
構成する符号化されたデジタル音声信号を含んでおり、送信局側でスクランブルされる。
【００７３】
以上のトランスポートストリームＴＳは、記録再生システムＲＲＳ1 に到着した後、分岐
部１１により２分岐される。一方のトランスポートストリームＴＳは、ＴＳヘッダ加工部
１６に出力され、他方はストリームセレクタ１２に出力される。
ＴＳヘッダ加工部１６は、入力トランスポートストリームＴＳを、内部のバッファに一時
的に格納して、Ｉピクチャ検出部１５からの制御信号ＣＳを待機する。
【００７４】
ストリームセレクタ１２は、分岐部１１からの入力系統とインタフェイス１７からの入力
系統とを有しており、記録処理時には分岐部１１側の入力系統を選択し、入力トランスポ
ートストリームＴＳをそのままデスクランブラ１３に出力する。
【００７５】
デスクランブラ１３は、入力トランスポートストリームＴＳに、デスクランブル鍵を使っ
たデスクランブル処理を行う。これによって、各ペイロードのスクランブルが解除され、
構文解析が可能なデータ列になったトランスポートストリームＤＥＴＳが再生される。ト
ランスポートストリームＤＥＴＳはＩピクチャ検出部１５に出力される。
【００７６】
Ｉピクチャ検出部１５は、トランスポートストリームＤＥＴＳの入力に応答して、制御信
号ＣＳの作成処理を開始する。まず、Ｉピクチャ検出部１５は、各トランスポートパケッ
トを解析して、解析対象のトランスポートパケットのペイロードがＩピクチャの一部を含
んでいるか否かを判断する。
【００７７】
Ｉピクチャの一部を検出した場合、Ｉピクチャ検出部１５は、その検出結果を示す制御信
号ＣＳを生成して、解析中のトランスポートパケットの、トランスポートストリームＤＥ
ＴＳにおける位置を特定する。Ｉピクチャ検出部１５は、生成した制御信号ＣＳをＴＳヘ
ッダ加工部１６に出力する。
【００７８】
ＴＳヘッダ加工部１６は、制御信号ＣＳの入力に応答して、ヘッダの加工を開始する。上
述したように、ＴＳヘッダ加工部１６のバッファには、スクランブルされたトランスポー
トストリームＴＳが格納されている。
【００７９】
ＴＳヘッダ加工部１６は、入力制御信号ＣＳから、そのペイロードがＩピクチャの一部を
含むトランスポートパケット（以下、Ｉピクチャのトランスポートパケットと称す）の位
置を把握する。その後、ＴＳヘッダ加工部１６は、ビット位置を使ってバッファ内を検索



(13) JP 4331876 B2 2009.9.16

10

20

30

40

50

し、Ｉピクチャのトランスポートパケットを処理対象として特定した後、処理対象のＴＳ
ヘッダのｔｒａｎｓｐｏｒｔ＿ｐｒｉｏｒｉｔｙの値を０から１（請求項１における第２
の値に相当）に変更する。
【００８０】
ＴＳヘッダ加工部１６は、Ｉピクチャのトランスポートパケットのすべてに、同様のヘッ
ダ加工を行って、ヘッダ加工されたトランスポートストリームＰＲＴＳを生成する。トラ
ンスポートストリームＰＲＴＳはインタフェイス１７に出力される。
【００８１】
インタフェイス１７は、入力トランスポートストリームＰＲＴＳにインタフェイス規格で
定められた処理を行って、ネットワークに適した形式を有するトランスポートストリーム
ＮＴＳを生成し、蓄積ユニットＳＵ1 側のインタフェイス２１に送信する。
【００８２】
インタフェイス２１は、インタフェイス規格で定められた処理を行って、受信トランスポ
ートストリームＮＴＳを、トランスポートストリームＰＲＴＳに変換して、データ管理部
２３に出力する。
【００８３】
データ管理部２３は、トランスポートストリームＰＲＴＳを構成する各トランスポートパ
ケットを順番に、記憶媒体２４に書き込む。これによって、記憶媒体２４には、ヘッダ加
工されたトランスポートストリームＰＲＴＳがスクランブルされた状態で蓄積される。
【００８４】
なお、以上の記録処理と同時並行でユーザが番組を視聴する場合、デスクランブラ１３は
、トランスポートストリームＤＥＴＳをＭＰＥＧシステムデコーダ１４に出力する。ＭＰ
ＥＧシステムデコーダ１４は、入力トランスポートストリームＤＥＴＳに、ＭＰＥＧ２で
規定されたデコード処理を行って、ベースバンドのデジタル信号である映像信号ＶＳおよ
び音声信号ＡＳを再生する。
【００８５】
次に、記録再生システムＲＲＳ1 における通常再生を説明する。データ管理部２３は、ト
ランスポートストリームＰＲＴＳを先頭から順番に、記憶媒体２４から読み出して、ＴＳ
パケットセレクタ２２に出力する。
【００８６】
ＴＳパケットセレクタ２２は、通常再生時においては、入力トランスポートストリームＰ
ＲＴＳをそのままインタフェイス２１に出力する。
インタフェイス２１は、入力トランスポートストリームＰＲＴＳからトランスポートスト
リームＮＴＳを生成して、デコードユニットＤＵ1 側のインタフェイス１７に送信する。
【００８７】
インタフェイス１７は、受信トランスポートストリームＮＴＳを、トランスポートストリ
ームＰＲＴＳに変換して、ストリームセレクタ１２に出力する。
ストリームセレクタ１２は、通常再生時では、インタフェイス１７側の入力系統を選択し
、入力トランスポートストリームＰＲＴＳをそのままデスクランブラ１３に出力する。
【００８８】
デスクランブラ１３は、入力トランスポートストリームＰＲＴＳを、デスクランブル鍵を
使ってデスクランブルして、トランスポートストリームＤＥＰＲＴＳを再生し、さらに、
再生したトランスポートストリームＤＥＰＲＴＳをＭＰＥＧシステムデコーダ１４に出力
する。
ＭＰＥＧシステムデコーダ１４は、上述と同様に、入力トランスポートストリームＤＥＰ
ＲＴＳから、デジタル映像信号ＶＳおよびデジタル音声信号ＡＳを再生する。
【００８９】
次に、上記構成の記録再生システムＲＲＳ1 における高速再生を説明する。データ管理部
２３は、トランスポートストリームＰＲＴＳを先頭から順番に、記憶媒体２４から読み出
して、ＴＳパケットセレクタ２２に出力する。
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【００９０】
ＴＳパケットセレクタ２２は、高速再生時、入力トランスポートストリームＰＲＴＳ内の
各トランスポートパケットに判定処理を行う。
判定処理をより具体的に説明すると、ＴＳパケットセレクタ２２は、入力トランスポート
ストリームＰＲＴＳを構成するトランスポートパケット内のｔｒａｎｓｐｏｒｔ＿ｐｒｉ
ｏｒｉｔｙが０か１かを判定する。
ｔｒａｎｓｐｏｒｔ＿ｐｒｉｏｒｉｔｙが０である場合には、判定対象のトランスポート
パケットのペイロードは、ＢピクチャまたはＰピクチャの一部を含んでおり、当該トラン
スポートパケットは高速再生には不要である。ゆえに、ＴＳパケットセレクタ２２は、Ｂ
ピクチャおよびＰピクチャのトランスポートパケットを破棄する。
【００９１】
逆に、ｔｒａｎｓｐｏｒｔ＿ｐｒｉｏｒｉｔｙが１である場合には、判定対象のトランス
ポートパケットのペイロードはＩピクチャの一部を含んでおり、当該トランスポートパケ
ットは高速再生に必要である。ＴＳパケットセレクタ２２は、そのｔｒａｎｓｐｏｒｔ＿
ｐｒｉｏｒｉｔｙが１のトランスポートパケットを破棄せずに、インタフェイス２１に出
力する。
【００９２】
以上の判定処理により、ＴＳパケットセレクタ２２は、入力トランスポートストリームＰ
ＲＴＳの中から、Ｉピクチャのトランスポートパケットのみを選択する。その結果、ＴＳ
パケットセレクタ２２からインタフェイス２１には、Ｉピクチャのトランスポートパケッ
トからなるトランスポートストリームＰＲＴＳ’が出力される。
【００９３】
インタフェイス２１は、入力トランスポートストリームＰＲＴＳ’から、ネットワークに
適した形式のトランスポートストリームＮＴＳ’を生成して、デコードユニットＤＵ1 側
のインタフェイス１７に送信する。
【００９４】
インタフェイス１７は、受信トランスポートストリームＮＴＳ’を、トランスポートスト
リームＰＲＴＳ’に変換して、ストリームセレクタ１２に出力する。
ストリームセレクタ１２は、高速再生時、インタフェイス１７側の入力系統を選択し、入
力トランスポートストリームＰＲＴＳ’をそのままデスクランブラ１３に出力する。
デスクランブラ１３は、入力トランスポートストリームＰＲＴＳ’の一部を構成するペイ
ロードをデスクランブルして、スクランブルが解除されたＩピクチャのみを含むトランス
ポートストリームＤＥＰＲＴＳ’を再生して、ＭＰＥＧシステムデコーダ１４に出力する
。
【００９５】
ＭＰＥＧシステムデコーダ１４は、入力トランスポートストリームＤＥＰＲＴＳ’から、
デジタル映像信号ＶＳ’を再生する。映像信号ＶＳ’は、ベースバンド帯のデジタル映像
信号という点では、映像信号ＶＳと同様であるが、Ｉピクチャのトランスポートパケット
のみから再生される点で相違する。その結果、ユーザは、表示装置上で、高速再生された
番組を視聴できる。なお、音声については、従来技術と同様の方法により高速再生を行え
ばよいので、その説明を省略する。
【００９６】
なお、以上の通常再生および高速再生は、ユーザからの指示をトリガーとして始まる。デ
コードユニットＤＵ1 は、ユーザの指示に応答して、蓄積ユニットＳＵ1 側と通信を行っ
て、記憶媒体２４が現在蓄積している番組の一覧表を取得する。この時の通信は、ネット
ワークを使ってもよいが、別の通信路を使ってもよい。
【００９７】
蓄積ユニットＳＵ1 は、取得された一覧表を基に、ユーザがこれから視聴したい番組を特
定して、蓄積ユニットＳＵ1 のデータ管理部２３に、これから読み出すべきトランスポー
トストリームＰＲＴＳを指示する。この指示に応答して、データ管理部２３は、通常再生
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および高速再生の説明冒頭で述べた読み出し処理を開始する。
【００９８】
以上説明したように、記録再生システムＲＲＳ1 によれば、トランスポートストリームＴ
Ｓの予約ビットをＩピクチャの判定に使うことにより、アドレステーブルＡＴを作成する
必要が無くなる。これによって、読み出し／書き込み処理系としての蓄積ユニットＳＵ1 

と、デコード処理系としてのデコードユニットＤＵ1 を異なる場所に設置した場合であっ
ても、高速再生に必要となるＩピクチャのみを含むトランスポートパケットを選択するこ
とができる。
【００９９】
また、記録再生システムＲＲＳ1 によれば、従来のようにアドレステーブルＡＴを作成す
る必要が無くなるので、データ管理部２３における読み出し処理や書き込み処理を簡素化
することができる。
【０１００】
また、記録再生システムＲＲＳ1 の付加的な技術的効果として、高速再生時には、Ｉピク
チャのみを含むトランスポートストリームＰＲＴＳ’がネットワーク上を流れる。言い換
えれば、不要なＰピクチャまたはＢピクチャを含むトランスポートパケットは流れない。
これによって、ネットワーク上のトラフィックを必要最小限に抑えることができる。
【０１０１】
図３は、第２の実施形態に係るデジタル信号記録再生システム（以下、単に記録再生シス
テムと称す）ＲＲＳ2 の構成を示すブロック図である。記録再生システムＲＲＳ2 におい
て、デコードユニットＤＵ2 と、蓄積ユニットＳＵ2 とは、ネットワークに収容される。
【０１０２】
デコードユニットＤＵ2 は、デコードユニットＤＵ1 （図１参照）と比較すると、ＴＳヘ
ッダ加工部１６が、ＰＥＳヘッダ加工部３１に代わる点で相違する。それ以外は同様であ
るため、デコードユニットＤＵ2 において、デコードユニットＤＵ1 の構成に相当するも
のには、同一の参照符号を付けて、それぞれの説明を省略する。
【０１０３】
蓄積ユニットＳＵ2 は、インタフェイス４１と、ＰＥＳ構成部４２と、データ管理部４３
と、記憶媒体４４と、ＰＥＳパケットセレクタ４５と、ＴＳ構成部４６とを備えている。
【０１０４】
デコードユニットＤＵ2 と、蓄積ユニットＳＵ2 とは、第１の実施形態と同様に、通信可
能に接続される。
【０１０５】
次に、上記構成の記録再生システムＲＲＳ2 の記録処理について説明する。
トランスポートストリームＴＳ（図２参照）は、第１の実施形態で説明した通りであるが
、より詳細には、デジタル映像信号およびデジタル音声信号を基礎として生成されたエレ
メンタリストリームからパケッタイズドエレメンタリストリームを経て生成される。パケ
ッタイズドエレメンタリストリームは、いくつかのＰＥＳパケットから構成される。
【０１０６】
図４は、ＰＥＳパケットを構成するビット列の定義を示しており、ＩＳＯ／ＩＥＣ１３８
１８－１：１９９４（Ｅ）の３３頁の表２－１７から抜粋されている。ＰＥＳパケットは
プログラム関数のように示されているが、各行がビット列に対応している。
【０１０７】
図４において、ＰＥＳパケットは、ＰＥＳヘッダとペイロードからなる。ＰＥＳヘッダに
は、情報の一項目として、ＰＥＳ＿ｐｒｉｏｒｉｔｙが設定されている。ＰＥＳ＿ｐｒｉ
ｏｒｉｔｙは予約ビットの一例であり、送信局側は、すべてのＴＳヘッダのＰＥＳ＿ｐｒ
ｉｏｒｉｔｙを０（請求項５における第１の値に相当）に設定する。
【０１０８】
また、ペイロードは、Ｉピクチャ、ＢピクチャまたはＰピクチャ、もしくは音声を構成す
る符号化されたデジタル音声信号を含んでおり、送信局側でスクランブルされる。以上の
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ように、第２の実施形態では、パケッタイズドエレメンタリストリームのペイロードがス
クランブルされる。
【０１０９】
以上のパケッタイズドエレメンタリストリームがＭＰＥＧ２で規定されたサイズに分割さ
れて、トランスポートストリームＴＳのペイロードに含められる。以上のトランスポート
ストリームＴＳは、デコードユニットＤＵ2 に到着した後に、分岐部１１を介して、ＰＥ
Ｓヘッダ加工部３１およびストリームセレクタ１２に入力される。
ＰＥＳヘッダ加工部３１は、入力トランスポートストリームＴＳを、内部のバッファに一
時的に格納して、Ｉピクチャ検出部１５からの制御信号ＣＳを待機する。
【０１１０】
デスクランブラ１３およびＩピクチャ検出部１５は、第１の実施形態と同様に動作する。
その結果、Ｉピクチャ検出部１５は、制御信号ＣＳをＰＥＳヘッダ加工部３１に出力する
。
【０１１１】
ＰＥＳヘッダ加工部３１は、制御信号ＣＳの入力に応答して、ヘッダの加工を開始する。
上述したように、ＴＳヘッダ加工部１６は、ＰＥＳパケットのペイロードがスクランブル
されているトランスポートストリームＴＳを、内部のバッファに保持している。
【０１１２】
ＰＥＳヘッダ加工部３１は、入力制御信号ＣＳを参照して、そのペイロード部にＩピクチ
ャを含んでいる各ＰＥＳパケット（以下、ＩピクチャのＰＥＳパケットと称す）の位置を
、現在保持しているトランスポートストリームＴＳ上で特定する。その後、ＰＥＳヘッダ
加工部３１は、特定したＩピクチャのＰＥＳパケットが有するＰＥＳヘッダに設定されて
いるＰＥＳ＿ｐｒｉｏｒｉｔｙ（図４参照）の値を０から１に変更する。
【０１１３】
ＰＥＳヘッダ加工部３１は、ＩピクチャのＰＥＳパケットのすべてに同様のヘッダ加工を
行って、トランスポートストリームＰＲＴＳを生成し、インタフェイス１７に出力する。
【０１１４】
インタフェイス１７は、第１の実施形態と同様に、トランスポートストリームＮＴＳを生
成して、蓄積ユニットＳＵ2 側のインタフェイス２１に送信する。
インタフェイス２１は、インタフェイス１７の逆操作を行って、トランスポートストリー
ムＰＲＴＳを再生して、ＰＥＳ構成部４２に出力する。
【０１１５】
ＰＥＳ構成部４２は、入力トランスポートストリームＰＲＴＳを分解して、ヘッダ加工さ
れたパケッタイズドエレメンタリストリームＰＲＰＥＳを再生する。パケッタイズドエレ
メンタリストリームＰＲＰＥＳはデータ管理部４３に出力される。
【０１１６】
データ管理部４３は、入力パケッタイズドエレメンタリストリームＰＲＰＥＳを構成する
各ＰＥＳパケットを順番に、記憶媒体４４に書き込む。これによって、記憶媒体４４には
、ヘッダ加工されたパケッタイズドエレメンタリストリームＰＲＰＥＳは、各ペイロード
がスクランブルされた状態で蓄積される。
【０１１７】
なお、以上の記録処理と同時並行でユーザが番組を視聴する場合、デスクランブラ１３は
、トランスポートストリームＤＥＴＳをＭＰＥＧシステムデコーダ１４に出力する。ＭＰ
ＥＧシステムデコーダ１４は、入力トランスポートストリームＤＥＴＳに、ＭＰＥＧ２で
規定されたデコード処理を行って、ベースバンドのデジタル信号である映像信号ＶＳおよ
び音声信号ＡＳを再生する。
【０１１８】
次に、上記構成の記録再生システムＲＲＳ2 における通常再生時の動作を説明する。デー
タ管理部４３は、パケッタイズドエレメンタリストリームＰＲＰＥＳを先頭から順番に、
記憶媒体４４から読み出して、ＰＥＳパケットセレクタ４５に出力する。
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【０１１９】
ＰＥＳパケットセレクタ４５は、通常再生時においては、入力パケッタイズドエレメンタ
リストリームＰＲＰＥＳをそのままＴＳ構成部４６に出力する。
ＴＳ構成部４６は、入力パケッタイズドエレメンタリストリームＰＲＰＥＳからトランス
ポートストリームＰＲＴＳを生成して、インタフェイス２１に出力する。
【０１２０】
インタフェイス２１は、入力トランスポートストリームＰＲＴＳからトランスポートスト
リームＮＴＳを生成して、デコードユニットＤＵ2 側のインタフェイス１７に送信する。
【０１２１】
デコードユニットＤＵ2 は、デコードユニットＤＵ1 の通常再生時と同様に動作する。そ
の結果、ＭＰＥＧシステムデコーダ１４からデジタル映像信号ＶＳおよびデジタル音声信
号ＡＳが出力される。
【０１２２】
次に、上記構成の記録再生システムＲＲＳ2 における高速再生時の動作を説明する。デー
タ管理部４３は、パケッタイズドエレメンタリストリームＰＲＰＥＳを先頭から順番に、
記憶媒体４４から読み出して、ＰＥＳパケットセレクタ４５に出力する。
【０１２３】
ＰＥＳパケットセレクタ４５は、高速再生時においては、入力パケッタイズドエレメンタ
リストリームＰＲＰＥＳ内の各ＰＥＳパケットに判定処理を行う。
判定処理をより具体的に説明すると、ＰＥＳパケットセレクタ４５は、各ＰＥＳパケット
のＰＥＳ＿ｐｒｉｏｒｉｔｙが０か１かを判定する。
ＰＥＳ＿ｐｒｉｏｒｉｔｙが０である場合には、判定対象のＰＥＳパケットのペイロード
は、ＢピクチャまたはＰピクチャを含んでおり、当該判定対象のＰＥＳパケットは高速再
生には不要である。ゆえに、ＰＥＳ＿ｐｒｉｏｒｉｔｙが０のＰＥＳパケットは破棄され
る。
【０１２４】
逆に、ＰＥＳ＿ｐｒｉｏｒｉｔｙが１である場合には、判定対象のＰＥＳパケットのペイ
ロードは、Ｉピクチャを含んでおり、当該判定対象のＰＥＳパケットは高速再生に必要で
ある。ゆえに、ＰＥＳパケットセレクタ４５は、そのＰＥＳ＿ｐｒｉｏｒｉｔｙが１のＰ
ＥＳパケットを破棄せずに、インタフェイス２１に出力する。このように、ＰＥＳパケッ
トセレクタ４５は、入力パケッタイズドエレメンタリストリームＰＲＰＥＳの中から、Ｉ
ピクチャのＰＥＳパケットのみを選択する。その結果、ＰＥＳパケットセレクタ４５から
ＴＳ構成部４６には、ＩピクチャのＰＥＳパケットからなるパケッタイズドエレメンタリ
ストリームＰＲＰＥＳ’が出力される。
【０１２５】
ＴＳ構成部４６は、入力パケッタイズドエレメンタリストリームＰＲＰＥＳ’から、トラ
ンスポートストリームＰＲＴＳ’を生成する。トランスポートストリームＰＲＴＳ’は、
Ｉピクチャの一部をそのペイロードに含むＴＳパケットから構成され、ＴＳ構成部４６か
らインタフェイス２１に出力される。
【０１２６】
インタフェイス２１は、入力トランスポートストリームＰＲＴＳ’からトランスポートス
トリームＮＴＳ’を生成して、デコードユニットＤＵ2 側のインタフェイス１７に送信す
る。
【０１２７】
デコードユニットＤＵ2 は、デコードユニットＤＵ1 の高速再生時と同様に動作する。そ
の結果、ＭＰＥＧシステムデコーダ１４からは、デジタル映像信号ＶＳ’およびデジタル
音声信号ＡＳ’を再生する。映像信号ＶＳ’は、ベースバンド帯のデジタル映像信号とい
う点では、映像信号ＶＳと同様であるが、Ｉピクチャのトランスポートパケットのみから
再生される点で相違する。その結果、ユーザは、表示装置上で、高速再生された番組を視
聴できる。なお、音声については、従来技術と同様の方法により高速再生を行えばよいの
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で、その説明を省略する。
【０１２８】
以上説明したように、記録再生システムＲＲＳ2 によれば、パケッタイズドエレメンタリ
ストリームＰＥＳの予約ビットをＩピクチャの判別用として使うことにより、アドレステ
ーブルＡＴを作成する必要が無くなる。これによって、第１の実施形態と同様に、蓄積ユ
ニットＳＵ2 と、デコードユニットＤＵ2 を離して設置しても、高速再生に必要となるＩ
ピクチャを含むＰＥＳパケットのみを簡単に読み出すことができる。
【０１２９】
また、記録再生システムＲＲＳ2 によれば、従来のようにアドレステーブルＡＴを作成す
る必要が無くなるので、データ管理部４３における読み出し処理や書き込み処理を簡素化
することができる。
また、記録再生システムＲＲＳ2 の付加的な技術的効果として、高速再生時には、ネット
ワーク上のトラフィックを必要最小限に抑えることができる。
【０１３０】
なお、以上の実施形態では、インタフェイス１７および２１とを接続するケーブルがＩＥ
ＥＥ１３９４に準拠しているので、ＴＳ構成部４６がパケッタイズドエレメンタリストリ
ームＰＲＰＥＳまたはＰＲＰＥＳ’をトランスポートストリームＰＲＴＳまたはＰＲＴＳ
’に変換していた。しかし、規格で制限されずに、インタフェイス１７および２１はパケ
ッタイズドエレメンタリストリームＰＲＰＥＳまたはＰＲＰＥＳ’をやりとりできるので
あれば、ＴＳ構成部４６は省略してもよい。
【０１３１】
次に、本発明の第３の実施形態を説明する。第１の実施形態では、デコードユニットＤＵ

1 、つまり、トランスポートストリームＴＳの受信側で、ＴＳパケットのヘッダを加工す
ることにより、本願で設定された課題を解決していた。しかし、ＴＳヘッダの加工は、送
信局側でも行うことができる。
【０１３２】
図５は、第３の実施形態に係る伝送系の全体構成を示すブロック図であり。図５において
、伝送系は、送信局５１と、デジタル信号記録再生システム（以下、単に記録再生システ
ムと称す）ＲＲＳ3 とを備えており、当該送信局５１は伝送路ＴＰを介して当該記録再生
システムＲＲＳ3 にトランスポートストリームＴＳを送信する。
【０１３３】
図５はさらに、送信局５１の詳細なブロック構成を示している。図５において、送信局５
１は、典型的には、放送衛星、通信衛星、地上波の放送局またはケーブルテレビのセンタ
局であり、ビデオエンコーダ６１と、Ｉピクチャ検出部６２と、ビデオＴＳ構成部６３と
、ビデオスクランブラ６４と、オーディオエンコーダ６５と、オーディオＴＳ構成部６６
と、オーディオスクランブラ６７と、ＴＳ多重化部６８と、伝送路符号化／変調部６９と
を備える。
【０１３４】
また、図６に示すように、記録再生システムＲＲＳ3 は、デコードユニットＤＵ3 と、蓄
積ユニットＳＵ3 とが、ネットワークに収容されている。
記録再生システムＲＲＳ3 は、図１の記録再生システムＲＲＳ1 と比較すると、復調／伝
送路復号部７１をデコードユニットＤＵ3 のフロントエンドに備える点と、ＴＳヘッダ加
工部１６に代えてパーシャル化部７２を備える点と、Ｉピクチャ検出部１５を備えない点
とで相違する。それ以外に相違点はないので、記録再生システムＲＲＳ3 において、記録
再生システムＲＲＳ1 の構成に相当するものには同一の参照符号を付けて、その説明を省
略する。
【０１３５】
次に、上記構成の伝送系において、トランスポートストリームＴＳの記録処理時の動作を
説明する。
まず、図５において、送信局５１のビデオエンコーダ６１には、ベースバンドのデジタル
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映像信号ＶＳが入力される。ビデオエンコーダ６１は、入力デジタル映像信号ＶＳにＭＰ
ＥＧ２映像規格に従う符号化を行って、映像のエレメンタリストリームＶＥＳを生成する
。エレメンタリストリームＶＥＳは２分岐された後、その一方がＩピクチャ検出部６２に
入力され、その他方がビデオＴＳ構成部６３に入力される。
【０１３６】
Ｉピクチャ検出部６２は、エレメンタリストリームＶＥＳの入力に応答して、制御信号Ｃ
Ｓの作成処理を開始する。まず、Ｉピクチャ検出部６２は、エレメンタリストリームＶＥ
Ｓを解析して、当該エレメンタリストリームＶＥＳの中からＩピクチャを検出する。
【０１３７】
Ｉピクチャ検出部６２は、Ｉピクチャを検出した場合、制御信号ＣＳ1 を生成して、ビデ
オＴＳ構成部６３に出力する。制御信号ＣＳ1 は、予約ビットの一例としてのｔｒａｎｓ
ｐｏｒｔ＿ｐｉｒｏｒｉｔｙ（図２参照）の値を、予め定められた第１の値の一例として
の１に設定するようにビデオＴＳ構成部６３に指示するための信号である。
【０１３８】
また、Ｉピクチャ検出部６２は好ましくは、ＢピクチャおよびＰピクチャを検出した場合
、制御信号ＣＳ2 を生成して、ビデオＴＳ構成部６３に出力する。制御信号ＣＳ2 は、ｔ
ｒａｎｓｐｏｒｔ＿ｐｒｉｏｒｉｔｙの値を、予め定められた第２の値の一例としての０
に設定するように指示するための信号である。
【０１３９】
ビデオＴＳ構成部６３は、入力エレメンタリストリームＶＥＳから、複数の映像のＴＳパ
ケットを組み立てる。
【０１４０】
ここで注意を要するのは、ビデオＴＳ構成部６３は、制御信号ＣＳ1 とＣＳ2 に基づいて
、各ＴＳパケットのヘッダを生成する。より具体的には、ビデオＴＳ構成部６３には、制
御信号ＣＳ1 とＩピクチャとが実質的に同じタイミングで入力される。ビデオＴＳ構成部
６３は、Ｉピクチャの一部をペイロードに含める場合には、当該ペイロードにｔｒａｎｓ
ｐｏｒｔ＿ｐｒｉｏｒｉｔｙとして１が設定されたＴＳヘッダを付加して、ＴＳパケット
を組み立てる。
【０１４１】
逆に、ビデオＴＳ構成部６３は、制御信号ＣＳ2 の入力時には、ＢピクチャまたはＰピク
チャを基礎として、そのヘッダのｔｒａｎｓｐｏｒｔ＿ｐｒｉｏｒｉｔｙが０に設定され
、かつそのペイロードにＢピクチャまたはＰピクチャの一部を含むＴＳパケットを生成す
る。
【０１４２】
ビデオＴＳ構成部６３は、生成した各ＴＳパケットを順番に並べて、トランスポートスト
リームＶＴＳを生成する。トランスポートストリームＶＴＳは、ビデオスクランブラ６４
に出力される。
ビデオスクランブラ６４は、スクランブルを行って、入力トランスポートストリームＶＴ
Ｓ内の各ペイロードをスクランブルする。スクランブルされたトランスポートＶＴＳは、
トランスポートストリームＳＶＴＳとしてＴＳ多重化部６８に出力される。
【０１４３】
　オーディオエンコーダ６５、オーディオＴＳ構成部６６およびオーディオスクランブラ
６７は、周知技術で構成可能であるので、それぞれの詳細な説明を省略するが、ベースバ
ンドのデジタル音声信号から、トランスポートストリームＳＡＴＳを生成してＴＳ多重化
部６８に出力する。
【０１４４】
トランスポートストリームＳＡＴＳは、ＴＳパケットにより構成され、さらに当該各ＴＳ
パケットのペイロードがスクランブルされる点では、トランスポートストリームＳＶＴＳ
と同様である。しかし、トランスポートストリームＳＡＴＳの各ペイロードが、符号化さ
れたデジタル音声信号の一部を含む点で相違する。
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【０１４５】
ＴＳ多重化部６８は、オーディオスクランブラ６７の出力トランスポートストリームＳＡ
ＴＳと、ビデオスクランブラ６４の出力トランスポートストリームＳＡＴＳに多重化を行
って、トランスポートストリームＴＳを生成する。さらに、図示はしていないが、ＴＳ多
重化部６８は、番組の一覧表等のデータを基礎に生成されたストリームをトランスポート
ストリームＴＳに多重する場合もある。以上のトランスポートストリームＴＳは、伝送路
符号化／変調部６９に出力される。
【０１４６】
伝送路符号化／変調部６９は、入力トランスポートストリームＴＳに伝送路ＴＰの特性に
合った誤り訂正処理および変調処理を行って、変調信号ＭＳとして伝送路ＴＰに送出する
。
【０１４７】
　図６の記録再生システムＲＲＳ3 は、伝送路ＴＰを介して、変調信号ＭＳを受信する。
より具体的には、変調信号ＭＳは、デコードユニットＤＵ3 の復調／伝送路復号部７１に
より受信される。復調／伝送路復号部７１は、伝送路符号化／変調部６９の逆操作、つま
り復調処理および復号処理を受信信号ＭＳに行って、トランスポートストリームＴＳを再
生する。再生されたトランスポートストリームＴＳは分岐部１１に出力される。
【０１４８】
分岐部１１は、入力トランスポートストリームＴＳを２分岐し、一方のトランスポートス
トリームＴＳをパーシャル化部７２に出力し、他方をストリームセレクタ１２に出力する
。
パーシャル化部７２は、パーシャル化処理を行って、トランスポートストリームＴＳの中
から、特定のＰＩＤを含むＴＳパケットを選択する。ここで、特定のＰＩＤとは典型的に
は、番組の一覧表のデータを含むＴＳパケットおよびユーザが契約により視聴可能な番組
を構成するＴＳパケットに付加されているＰＩＤを意味する。パーシャル化部７２は、パ
ーシャル化処理により選択されたＴＳパケットで構成されるトランスポートストリームＴ
Ｓを、トランスポートストリームＳＴＳとしてインタフェイス１７に出力する。
【０１４９】
インタフェイス１７は、入力トランスポートストリームＳＴＳから、ネットワークに適し
た形式のトランスポートストリームＮＴＳを生成する。トランスポートストリームＮＴＳ
は、ネットワーク上を伝送され、蓄積ユニットＳＵ3 のインタフェイス２１により受信さ
れる。
【０１５０】
蓄積ユニットＳＵ3 は、蓄積ユニットＳＵ1 と同様の処理を行って、記憶媒体２４に、ト
ランスポートストリームＳＴＳを書き込む。トランスポートストリームＳＴＳでは、第１
の実施形態のトランスポートストリームＰＲＴＳと同様に、Ｉピクチャの一部を含むＴＳ
パケットのｔｒａｎｓｐｏｒｔ＿ｐｒｉｏｒｉｔｙが１に設定されており、さらに、各ペ
イロードがスクランブルされている。
【０１５１】
なお、以上の記録処理と同時並行でユーザが番組を視聴する場合、ストリームセレクタ１
２、デスクランブラ１３およびＭＰＥＧシステムデコーダ１４は、第１の実施形態におけ
る説明と同様に動作し、その結果、ベースバンドのデジタル信号である映像信号ＶＳおよ
び音声信号ＡＳが再生される。
【０１５２】
また、記録再生システムＲＲＳ3 における通常再生時の動作は、第１の実施形態における
説明と同様であるため、その説明を省略する。
さらに、記録再生システムＲＲＳ3 における高速再生時の動作もまた、第１の実施形態に
おける説明と同様であるため、その説明を省略する。以上のように、記録再生システムＲ
ＲＳ3 によれば、第１の実施形態と同様に、トランスポートストリームＴＳの予約ビット
がＩピクチャの判定用に使われるので、第３の実施形態もまた、第１の実施形態と同様の
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技術的効果を得ることが可能となる。
【０１５３】
次に、本発明の第４の実施形態を説明する。第２の実施形態では、デコードユニットＤＵ

2 、つまり、トランスポートストリームＴＳの受信側で、ＰＥＳパケットのヘッダを加工
することにより、本願で設定された課題を解決していた。しかし、ＰＥＳヘッダの加工は
、送信局でも行うことができる。
【０１５４】
図７は、第４の実施形態に係る伝送系の全体構成を示すブロック図であり。図７において
、伝送系には、送信局８１と、デジタル信号記録再生システム（以下、単に記録再生シス
テムと称す）ＲＲＳ4 とを備えており、当該送信局８１は伝送路ＴＰを介して当該記録再
生システムＲＲＳ4 にトランスポートストリームＴＳを送信する。
【０１５５】
図７はさらに、送信局８１の詳細なブロック構成を示している。送信局８１は、送信局５
１（図５参照）と比較すると、Ｉピクチャ検出部６２、ビデオＴＳ構成部６３およびビデ
オスクランブラ６４の部分が、Ｉピクチャ検出部９１、ビデオＰＥＳ構成部９２、ビデオ
スクランブラ９３およびビデオＴＳ構成部９４に代わる点で相違する。それ以外に相違点
はないので、送信局８１において、送信局５１に相当する構成には同一の参照符号を付け
てその説明を省略する。
【０１５６】
また、記録再生システムＲＲＳ4 は、図８に示すように、デコードユニットＤＵ4 と、蓄
積ユニットＳＵ4 とを備えている。記録再生システムＲＲＳ4 は、記録再生システムＲＲ
Ｓ2 （図３参照）と比較すると、復調／伝送路復号部１０１をデコードユニットＤＵ4 の
フロントエンドに備える点と、ＰＥＳヘッダ加工部３１がパーシャル化部１０２に代わる
点と、Ｉピクチャ検出部１５を備えない点で相違する。それ以外に相違点はないので、記
録再生システムＲＲＳ4 において、記録再生システムＲＲＳ2 の構成に相当するものには
同一の参照符号を付けて、その説明を省略する。
【０１５７】
次に、上記構成の伝送系において、トランスポートストリームＴＳの記録処理時の動作を
説明する。
図７の送信局８１において、オーディオエンコーダ６５、オーディオＴＳ構成部６６およ
びオーディオスクランブラ６７は、第３の実施形態と同様に、デジタル音声信号ＡＳを基
礎として生成されたトランスポートストリームＳＡＴＳをＴＳ多重化部６８に出力する。
【０１５８】
ビデオエンコーダ６１は、第３の実施形態と同様に動作し、生成したエレメンタリストリ
ームＶＥＳをＩピクチャ検出部９１およびビデオＰＥＳ構成部９２に出力する。
【０１５９】
Ｉピクチャ検出部９１は、入力エレメンタリストリームＶＥＳからＩピクチャを検出した
場合、制御信号ＣＳ1 を生成して、ビデオＰＥＳ構成部９２に出力する。制御信号ＣＳ1 

は、予約ビットの一例としてのＰＥＳ＿ｐｉｒｏｒｉｔｙ（図２参照）の値を、予め定め
られた第１の値の一例としての１に設定するようにビデオＰＥＳ構成部９２に指示するた
めの信号である。
【０１６０】
また、Ｉピクチャ検出部９１は好ましくは、入力エレメンタリストリームＶＥＳからＢピ
クチャおよびＰピクチャを検出した場合、制御信号ＣＳ2 を生成して、ビデオＰＥＳ構成
部９２に出力する。制御信号ＣＳ2 は、ＰＥＳ＿ｐｒｉｏｒｉｔｙの値を、予め定められ
た第２の値の一例としての０に設定するように指示するための信号である。
【０１６１】
ビデオＰＥＳ構成部９２は、入力エレメンタリストリームＶＥＳから、複数の映像のＰＥ
Ｓパケットを組み立てる。
かかる組み立てにおいて注意を要するのは、ビデオＰＥＳ構成部９２は、制御信号ＣＳ1 
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とＣＳ2 に基づいて、各ＰＥＳパケットのヘッダを生成する。より具体的には、ビデオＰ
ＥＳ構成部９２には、制御信号ＣＳ1 とＩピクチャとが実質的に同じタイミングで入力さ
れる。ビデオＰＥＳ構成部９２は、Ｉピクチャをペイロードに含める場合には、当該ペイ
ロードにＰＥＳ＿ｐｒｉｏｒｉｔｙとして１が設定されたＰＥＳヘッダを付加して、ＰＥ
Ｓパケットを組み立てる。
【０１６２】
逆に、ビデオＰＥＳ構成部９２は、制御信号ＣＳ2 の入力時には、ＢピクチャまたはＰピ
クチャを基礎として、そのヘッダのＰＥＳ＿ｐｒｉｏｒｉｔｙが０に設定され、かつその
ペイロードがＢピクチャまたはＰピクチャを含むＰＥＳパケットを生成する。
【０１６３】
ビデオＰＥＳ構成部９２は、生成した各ＰＥＳパケットを順番に並べて、映像のパケッタ
イズドエレメンタリストリームＶＰＥＳを生成する。パケッタイズドトランスポートスト
リームＶＰＥＳは、ビデオスクランブラ９３に出力される。
【０１６４】
ビデオスクランブラ９３は、スクランブルを行って、入力パケッタイズドエレメンタリス
トリームＶＰＥＳ内の各ペイロードをスクランブルする。スクランブルされたパケッタイ
ズドエレメンタリストリームＶＰＥＳは、パケッタイズドエレメンタリストリームＳＶＰ
ＥＳとしてビデオＴＳ構成部９４に出力される。
【０１６５】
ビデオＴＳ構成部９４は、入力パケッタイズドエレメンタリストリームＳＶＰＥＳから、
複数の映像のＴＳパケットを組み立てる。さらに、ビデオＴＳ構成部９４は、生成した各
ＴＳパケットを順番に並べて、トランスポートストリームＶＴＳを生成する。トランスポ
ートストリームＶＴＳは、ＴＳ多重化部６８に出力される。
【０１６６】
その結果、図８の復調／伝送路復号部１０１は、伝送路ＴＰを介して、トランスポートス
トリームＴＳで変調された変調信号ＭＳを受信する。復調／伝送路復号部１０１は、復調
／伝送路復号部７１と同様に、トランスポートストリームＴＳを再生して分岐部１１に出
力する。
【０１６７】
分岐部１１は、入力トランスポートストリームＴＳを２分岐し、一方のトランスポートス
トリームＴＳをパーシャル化部１０２に出力し、他方をストリームセレクタ１２に出力す
る。
パーシャル化部１０２は、パーシャル化部７２と同様のパーシャル化処理を行って、トラ
ンスポートストリームＳＴＳを再生し、インタフェイス１７に出力する。
インタフェイス１７は、トランスポートストリームＳＴＳから、トランスポートストリー
ムＮＴＳを生成し、蓄積ユニットＳＵ3 のインタフェイス２１に送信する。
【０１６８】
蓄積ユニットＳＵ3 は、蓄積ユニットＳＵ1 と同様の処理を行って、記憶媒体２４に、ト
ランスポートストリームＳＴＳを書き込む。トランスポートストリームＳＴＳでは、第２
の実施形態のパケッタイズドエレメンタリストリームＰＲＰＥＳと同様に、Ｉピクチャを
含むＰＥＳパケットのＰＥＳ＿ｐｒｉｏｒｉｔｙが１に設定されており、さらに、各ペイ
ロードがスクランブルされている。
【０１６９】
なお、以上の記録処理と同時並行でユーザが番組を視聴する場合、ストリームセレクタ１
２、デスクランブラ１３およびＭＰＥＧシステムデコーダ１４は、第１の実施形態におけ
る説明と同様に動作し、その結果、ベースバンドのデジタル信号である映像信号ＶＳおよ
び音声信号ＡＳが再生される。
【０１７０】
また、記録再生システムＲＲＳ4 における通常再生時の動作は、記録再生システムＲＲＳ

2 のそれと同様であるため、その説明を省略する。
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さらに、記録再生システムＲＲＳ4 における高速再生時の動作もまた、記録再生システム
ＲＲＳ2 のそれと同様であるため、その説明を省略する。以上のように、記録再生システ
ムＲＲＳ4 によれば、第２の実施形態と同様に、パケッタイズドエレメンタリストリーム
ＰＥＳの予約ビットがＩピクチャの判定用に使われるので、第４の実施形態もまた、第２
の実施形態と同様の技術的効果を得ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】記録再生システムＲＲＳ1 の全体構成を示すブロック図である。
【図２】ＴＳパケットのデータ構造を示す図である。
【図３】記録再生システムＲＲＳ2 の全体構成を示すブロック図である。
【図４】ＰＥＳパケットのデータ構造を示す図である。
【図５】送信局５１の全体構成を示すブロック図である。
【図６】記録再生システムＲＲＳ3 の全体構成を示すブロック図である。
【図７】送信局８１の全体構成を示すブロック図である。
【図８】記録再生システムＲＲＳ4 の全体構成を示すブロック図である。
【図９】従来の記録再生装置の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
ＲＲＳ1 ～ＲＲＳ4 …記録再生システム
ＤＵ1 ～ＤＵ4 …デコードユニット
１１…分岐部
１２…ストリームセレクタ
１３…デスクランブラ
１４…ＭＰＥＧシステムデコーダ
１５…Ｉピクチャ検出部
１６…ＴＳヘッダ加工部
１７…インタフェイス
３１…ＰＥＳヘッダ加工部
７１，１０１…復調／伝送路復号部
７２，１０２…パーシャル化部
ＳＵ1 ～ＳＵ4 …蓄積ユニット
２１，４１…インタフェイス
２２…ＴＳパケットセレクタ
２３，４３…データ管理部
２４，４４…記憶媒体
４２…ＰＥＳ構成部
４５…ＰＥＳパケットセレクタ
４６…ＴＳ構成部
５１，８１…送信局
６１…ビデオエンコーダ
６２，９１…Ｉピクチャ検出部
６３，９４…ビデオＴＳ構成部
６４，９３…ビデオスクランブラ
６８…ＴＳ多重化部
６９…伝送路符号化／変調部
９２…ビデオＰＥＳ構成部
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