
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像情報と、当該映像情報に関連する複数の音声情報 当該映像情報に関連する複数
の文字情報と

が記録情報として記録された記録媒体から当該
を再生する情報再生装置であって、

　 音声情報の を記憶する第１の記憶手段と、
　 文字情報の を記憶する第２の記憶手段と、
　前記複数の音声情報 、一の 音声情報を再生する音声情報再生手段と、
　前記複数の文字情報 、一の 文字情報を 再生する文字
情報再生手段と、
　前記記録媒体から取得される前記言語コードと、前記第１の記憶手段および前記第２の
記憶手段に記録される前記言語コードとを比較し、一致するか否か判定する比較手段と、
　を備え
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と、
、個々の当該音声情報の言語を示す複数の言語コードと、個々の当該文字情

報の言語を示す複数の前記言語コードと 映
像情報、音声情報、および文字情報

前記 言語コード
前記 言語コード

のうち 前記
のうち 前記 前記映像情報に重畳して

、
前記第１の記憶手段および前記第２の記憶手段に、予め設定された前記言語コードが記

録され、さらに前記音声情報と前記文字情報とを特定の言語で自動的に再生する自動選択
再生が指定されると、

前記比較手段は、前記記録媒体から取得される前記音声情報に対応する前記複数の言語
コードのうちの特定の前記言語コードと、前記第１の記憶手段に記録されている前記言語
コードとが一致するか否か判定し、



　 情報再生装置。
【請求項２】

【請求項３】

【請求項４】

【請求項５】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本願発明は、映像情報に字幕を重畳して再生すると共に、かかる映像情報に関連する音声
情報を再生する情報再生装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
上記した情報再生装置として、例えばＤＶＤ（ Digital Versatile Disc）ビデオプレーヤ
が公知である。ＤＶＤには、音声情報データ（オーディオデータ）は最大で８ストリーム
、また、字幕等の文字情報データ（サブピクチュアデータ）は最大で３２ストリームまで
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一致する場合には、前記文字情報の再生を禁止させることを特徴とする

　前記比較手段は、前記記録媒体から取得される前記音声情報に対応する前記複数の言語
コードのうちの特定の前記言語コードと、前記第１の記憶手段に記録されている前記言語
コードとが一致するか否か判定し、
　一致しない場合には、当該特定の音声情報を再生することを特徴とする請求項１に記載
の情報再生装置。

　前記比較手段は、前記記録媒体から取得される前記音声情報に対応する前記複数の言語
コードのうちの特定の前記言語コードと、前記第１の記憶手段に記録されている前記言語
コードとが一致するか否か判定し、
　一致しない場合には、前記記録媒体から取得される前記文字情報に対応する前記複数の
言語コードのうち、前記第２の記憶手段に記録されている前記言語コードに一致するもの
があるか否か判定し、一致するものがある場合には、前記第２の記憶手段に記録されてい
る前記言語コードに対応した前記文字情報を再生させることを特徴とする請求項１または
請求項２に記載の情報再生装置。

　前記特定の前記言語コードは、前記複数の音声情報のうちのストリーム番号１番の前記
音声情報であることを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の情報再生
装置。

　映像情報と、当該映像情報に関連する複数の音声情報と、当該映像情報に関連する複数
の文字情報と、個々の当該音声情報の言語を示す複数の言語コードと、個々の当該文字情
報の言語を示す複数の前記言語コードとが記録情報として記録された記録媒体から当該映
像情報、音声情報、および文字情報を再生する情報再生装置であって、
　前記音声情報の言語コードを記憶する第１の記憶手段と、
　前記文字情報の言語コードを記憶する第２の記憶手段と、
　前記複数の音声情報のうち、一の前記音声情報を再生する音声情報再生手段と、
　前記複数の文字情報のうち、一の前記文字情報を前記映像情報に重畳して再生する文字
情報再生手段と、
　前記記録媒体から取得される前記言語コードと、前記第１の記憶手段および前記第２の
記憶手段に記録される前記言語コードとを比較し、一致するか否か判定する比較手段と、
　を備え、
　前記第１の記憶手段および前記第２の記憶手段に、予め設定された前記言語コードが記
録され、さらに前記音声情報と前記文字情報とを特定の言語で自動的に再生する自動選択
再生が指定されると、
　前記比較手段は、前記記録媒体から取得される前記音声情報に対応する前記複数の言語
コードのうちの特定の前記言語コードと、前記第２の記憶手段に記録されている前記言語
コードとが一致するか否か判定し、一致する場合には、前記文字情報の再生を禁止させる
ことを特徴とする情報再生装置。



存在することが許されている。各ストリームは言語（日本語、英語、仏語等）などの属性
によって区別されている。
【０００３】
ビデオプレーヤは、使用者によって設定された音声情報の属性と文字情報（字幕）の属性
とにしたがって、上記複数のストリームから一のストリームを選択して再生する。例えば
、視聴者によって、音声情報の属性が英語、字幕の属性が日本語と設定された場合、上記
８ストリームあるオーディオストリームから、属性が英語であるオーディオストリームを
選択して再生すると共に、上記３２ストリームあるサブピクチュアストリームから、属性
が日本語であるサブピクチュアストリームを選択して再生する。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、従来の情報再生装置は、上記のごとく使用者によって設定された属性に従って
再生するべきオーディオストリームとサブピクチュアストリームとを選択するので、再生
するべき映像の内容によっては不自然な状況が発生する。例えば、ビデオプレーヤの使用
者が日本人である場合、日本映画（主たる出演者が日本人であり、交わされている会話の
主たる言語が日本語である映画）を視聴する際には、特別な理由がない限り、再生するべ
き音声を日本語とし、字幕は表示させないで視聴するのが一般的である。しかしながら、
上記の如き情報再生装置で、再生するべき音声の属性を英語、字幕の属性を日本語とする
設定を継続したまま日本映画を再生すると、再生される音声は英語となり、日本語の字幕
が表示されてしまうことになる。
【０００５】
したがって、再生するべき情報の内容に応じて、上記属性の再設定を行わなければならな
いという不都合がある。
【０００６】
本発明は上記問題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、再生するべき映像
情報に対する音声と字幕の属性を再設定する煩わしさを低減することができる情報再生装
置を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために請求項１に記載の発明は、

【０００８】
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映像情報と、当該映像情報に関連す
る複数の音声情報と、当該映像情報に関連する複数の文字情報と、個々の当該音声情報の
言語を示す複数の言語コードと、個々の当該文字情報の言語を示す複数の前記言語コード
とが記録情報として記録された記録媒体から当該映像情報、音声情報、および文字情報を
再生する情報再生装置であって、前記音声情報の言語コードを記憶する第１の記憶手段と
、前記文字情報の言語コードを記憶する第２の記憶手段と、前記複数の音声情報のうち、
一の前記音声情報を再生する音声情報再生手段と、前記複数の文字情報のうち、一の前記
文字情報を前記映像情報に重畳して再生する文字情報再生手段と、前記記録媒体から取得
される前記言語コードと、前記第１の記憶手段および前記第２の記憶手段に記録される前
記言語コードとを比較し、一致するか否か判定する比較手段とを備え、前記第１の記憶手
段および前記第２の記憶手段に、予め設定された前記言語コードが記録され、さらに前記
音声情報と前記文字情報とを特定の言語で自動的に再生する自動選択再生が指定されると
、前記比較手段は、前記記録媒体から取得される前記音声情報に対応する前記複数の言語
コードのうちの特定の前記言語コードと、前記第１の記憶手段に記録されている前記言語
コードとが一致するか否か判定し、一致する場合には、前記文字情報の再生を禁止させる
ことを特徴とする。

また、請求項５に記載の発明は、映像情報と、当該映像情報に関連する複数の音声情報と
、当該映像情報に関連する複数の文字情報と、個々の当該音声情報の言語を示す複数の言
語コードと、個々の当該文字情報の言語を示す複数の前記言語コードとが記録情報として
記録された記録媒体から当該映像情報、音声情報、および文字情報を再生する情報再生装



【００２８】
【発明の実施の形態】
次に、本願発明の好ましい実施の形態を、図面に基づいて説明する。
なお、この実施形態では、ビデオディスクとして、ＤＶＤのビデオ規格に合致したディス
クを採用した例について説明する。
【００２９】
本願発明の情報再生装置について詳述する前に、まず、ＤＶＤのビデオ規格におけるアプ
リケーションデータの本願発明に係るデータ構造の概略について、図１及び図２を参照し
つつ説明する。
【００３０】
アプリケーションデータは、図１（ａ）に示される通り、一のボリュームについて、一の
ＶＭＧ (Video Mnager）と一以上のＶＴＳ (Video Title Set)とからなる。
【００３１】
ＶＭＧは、図１（ｂ）に示される通り、ボリューム全体についての制御情報（ＶＭＧＩ (V
ideo Manager Information))と、タイトル選択メニューのためのＶＯＢ (Video Object)セ
ットと、ＶＭＧＩのバックアップとからなる。
【００３２】
また、ＶＴＳは、図１（ｃ）に示される通り、そのＶＴＳに対する制御情報（ＶＴＳＩ (V
ideo Title Set Information))と、ＶＴＳ内の各種メニューのためのＶＯＢセット（ Vide
o Object Set for Menu）と、各タイトルのためのＶＯＢセット（ Video Object Set for 
Title)と、ＶＴＳＩのバックアップとからなる。なお、各ＶＯＢセットは、ビデオ、オー
ディオ、サブピクチュア等のリアルタイムデータの集合である。
【００３３】
ここで、ＶＴＳＩは、さらに、図１（ｄ）に示される通り、ＶＴＳＩ管理テーブル (VTSI 
MAT)と、ＰＴＴ (Part of Title)サーチポインタテーブル (PTT SRPT)と、ＰＧＣＩ (Progra
m Chain Information)テーブル (PGCIT)と、ＶＴＳメニューセルアドレステーブル (VTS C 
ADT)と、ＶＴＳ　ＶＯＢユニットアドレスマップ (VTS VOBU ADMAP)等から構成されている
。なお、各テーブルの境界が論理ブロックの境界である必要があるため、ＶＴＳＩにおけ
る各テーブルの大きさは２０４８バイトとされている。
【００３４】
本願発明で利用するリアルタイムデータの属性は、上記ＶＴＳＩにおけるＶＴＳＩ管理テ
ーブルに記述されることになっている。より具体的には、図２に示される通り、ＶＴＳＩ
管理テーブルのアドレス５１４番地と５１５番地の２バイト（１番地当たり１バイトが割
り当てられている。）でオーディオストリームのストリーム数（最大で８）が記述され、
５１６番地から５７９番地の６４バイトで、最大で８ストリームあるオーディオストリー
ムの属性（言語コード（日本語／英語／仏語等）、オーディオ符号化モード（ Dolby AC-3
／ MPEGオーディオ／リニア PCM等）、オーディオアプリケーションモード（カラオケ／サ
ラウンド等）、量子化数（１６ビット／２０ビット／２４ビット）、等）が、１ストリー
ム当たり８バイトで記述されている。
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置であって、前記音声情報の言語コードを記憶する第１の記憶手段と、前記文字情報の言
語コードを記憶する第２の記憶手段と、前記複数の音声情報のうち、一の前記音声情報を
再生する音声情報再生手段と、前記複数の文字情報のうち、一の前記文字情報を前記映像
情報に重畳して再生する文字情報再生手段と、前記記録媒体から取得される前記言語コー
ドと、前記第１の記憶手段および前記第２の記憶手段に記録される前記言語コードとを比
較し、一致するか否か判定する比較手段とを備え、前記第１の記憶手段および前記第２の
記憶手段に、予め設定された前記言語コードが記録され、さらに前記音声情報と前記文字
情報とを特定の言語で自動的に再生する自動選択再生が指定されると、前記比較手段は、
前記記録媒体から取得される前記音声情報に対応する前記複数の言語コードのうちの特定
の前記言語コードと、前記第２の記憶手段に記録されている前記言語コードとが一致する
か否か判定し、一致する場合には、前記文字情報の再生を禁止させることを特徴とする。



【００３５】
すなわち、５１６番地から５２３番地までの８バイトにオーディオストリーム番号１番（
以下、必要に応じてＡＤＳ＃ｎと記す。但し、ｎはストリーム番号である。）についての
属性情報が記述され、５２４番地から５３１番地までの８バイトにＡＤＳ＃２についての
属性情報が記述され、以下、上記５１４番地乃至５１５番地に記述されたストリーム数に
応じて最大でＡＤＳ＃８までの属性情報が８バイト単位で記述されている。
【００３６】
また、５９６番地と５９７番地の２バイトでサブピクチュアストリームのストリーム数が
記述され、５９８番地から７８９番地の１９２バイトで、最大で３２ストリームあるサブ
ピクチュアストリームの属性（サブピクチュア符号化モード、言語コード、等）が、１ス
トリーム当たり６バイトで記述されている。
【００３７】
すなわち、５９８番地から６０３番地までの６バイトにサブピクチュアストリーム番号１
番（以下、必要に応じてＳＤＳ＃ｎと記す。但し、ｎはストリーム番号である。）につい
ての属性情報が記述され、６０４番地から６０９番地までの６バイトにＳＤＳ＃２につい
ての属性情報が記述され、以下、ストリーム数に応じて最大でＳＤＳ＃３２までの属性情
報が６バイト単位で記述されている。
【００３８】
このように上記ＶＴＳＩ管理情報テーブルにおける５１４番地乃至５７９番地及び５９６
番地乃至７８９番地に記述された情報を読み取ることにより、オーディオストリーム並び
にサブピクチュアストリームの属性（特に言語コード）を検出することができる。
【００３９】
なお、図２に示される通り、ＶＴＳＩ管理情報テーブルにおける５１２番地と５１３番地
の２バイトでビデオストリームの属性が与えられるが、かかる属性は、データ圧縮方式（
MPEG1/MPEG2）やアスペクト比、ビットレート等ビデオデータの仕様に関するデータであ
り、かかる映像が制作された国コードや言語コード等は記述されていない。
【００４０】
以上のとおり、各データストリームの属性情報としては、ＤＶＤの記録情報（コンテンツ
）の制作地に関わる情報は含まれていない。しかしながら、オーディオストリームに関し
ては、慣例的にオーディオストリームの１番（ＡＤＳ＃１）が原語用オーディオストリー
ムとして使用される。つまり、例えば日本映画であるならばＡＤＳ＃１には日本語による
オーディオデータが記録されているのである。本願発明では、上記慣例的にＡＤＳ＃１に
記録される原語の言語コードをコンテンツの制作地に関わる属性情報として利用する。
【００４１】
次に、上述したＤＶＤからオーディオストリームとサブピクチュアストリームを選択的に
再生する本願発明の情報再生装置について、図３乃至図５を参照しつつ説明する。
【００４２】
図３に本願発明の情報再生装置の具体的構成例を示す。
図３に示す情報再生装置１００において、スピンドルモータ２は、図示しないターンテー
ブル上に載置されたＤＶＤ１を後述するサーボコントローラ５から供給されるスピンドル
制御信号Ｓ spdに基づいた所定の線速度で回転せしめる。
【００４３】
ピックアップ（ＰＵ）３は、ＤＶＤ１にレーザビームＢを照射すると共に、かかるレーザ
ビームＢのＤＶＤ１の情報記録面からの反射光を受光して、受光量に応じた電気信号をヘ
ッドアンプ（ＨＡ）４に出力する。
【００４４】
ヘッドアンプ４は、ピックアップ３から供給された上記電気信号に所定の演算を施してフ
ォーカスエラー信号Ｓ fe、トラッキングエラー信号Ｓ teを生成してサーボコントローラ５
に出力すると共に、ＤＶＤ１上に形成された記録情報を担うピット列による回折光成分を
含むＲＦ（ Radio Frequenncy；高周波 )信号Ｓ rfを生成して、Ａ／Ｄ（ Analog-to-Digital
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）変換器６に出力する。
【００４５】
サーボコントローラ５は、ＣＰＵ１０からのサーボ制御信号Ｓ svcに応じてサーボループ
を形成し、ヘッドアンプＨＡ４から供給されたフォーカスエラー信号Ｓ feに基づいたフォ
ーカスアクチュエータ駆動信号Ｓ fdをピックアップ３のフォーカスアクチュエータ（図示
せず。）に出力すると共に、トラッキングエラー信号Ｓ teに基づいたトラッキングアクチ
ュエータ駆動信号Ｓ tdをピックアップ３のトラッキングアクチュエータ (図示せず。）に
出力する。さらに、サーボコントローラ５は、ＲＦ復号器７から供給されるディスク１の
回転に同期した同期信号Ｓ syncと図示しない基準信号との周波数差並びに位相差を検出し
、かかる周波数差並びに位相差に基づいた上記スピンドル制御信号Ｓ spdを生成してスピ
ンドルモータ２に供給する。
【００４６】
上記サーボコントローラ５の作用により、レーザビームＢは、上記基準信号で規定される
所定の線速度で回転駆動されたＤＶＤ１の記録面上で合焦しながら、記録情報を担うピッ
ト列上を正確にトレースするように制御される。
【００４７】
一方、ヘッドアンプ４からＡ／Ｄ変換器６に供給されたＲＦ信号 Srfは、デジタルＲＦ信
号Ｓ rfdに変換されてＲＦ復号器７に出力される。
【００４８】
ＲＦ復号器７は、供給されたデジタルＲＦ信号 Srfdから同期信号Ｓ syncを検出してサーボ
コントローラ５に出力すると共に、記録情報に対してＤＶＤ１への記録時に施された例え
ば８／１６変調等の記録変調方式に基づいた復調処理並びにエラー訂正処理を行って、デ
ジタルＲＦ信号 Srfdをビデオデータ、オーディオデータ、並びにサブピクチュアデータを
担う図１に示したデータ構造の記録情報データストリームＳ dstに復号する。かかる記録
情報データストリームＳ dstは、データ復号器８に出力される。
【００４９】
また、ＲＦ復号器７は、復号された記録情報データストリーム Sdstから上述したＶＴＳＩ
を抽出して、ＣＰＵ１０からの要求に応じて出力する。
【００５０】
データ復号器８は、ＲＦ復号器７から供給される記録情報データストリームＳ dstから、
ビデオストリーム、オーディオストリーム、サブピクチュアストリームを抽出し、各スト
リーム毎に規定されている所定の符号化方式に基づいた復号処理を行って、ビデオデータ
、オーディオデータ並びにサブピクチュアデータを生成する。
【００５１】
より具体的には、ＲＦ復号器７から供給された記録情報データストリーム Sdstから、デマ
ルチプレクサ８１によって、ビデオストリーム Svst、オーディオストリーム Sast並びにサ
ブピクチュアストリーム Ssstが識別され、ビデオストリーム Svstはビデオデコーダ８２に
、オーディオストリーム Sastはオーディオデコーダ８７に、そして、サブピクチュアスト
リーム Ssstはサブピクチュアデコーダ８３に、それぞれデータバス８０、メモリコントロ
ーラ８９並びにメモリ９を介して分配される。
【００５２】
オーディオデコーダ８７は、ＣＰＵ１０から供給される、オーディオストリームに対する
デコード制御信号 Sdas（ストリーム番号並びに符号化方式（ Dolby-AC3， MPEGオーディオ
，リニアＰＣＭ）コード）に基づいて、デマルチプレクサ８１から供給された、最大で８
ストリームあるオーディオストリームのうちの一のオーディオストリームの復号処理を行
ってオーディオデータを生成し、Ｄ／Ａ変換器（ＤＡＣ）８８に出力する。
【００５３】
ビデオデコーダ８２は、ＣＰＵ１０から供給される、ビデオストリームに対するデコード
制御信号 Sdvs（符号化方式（ MPEG1， MPEG2)コード）に基づいて、デマルチプレクサ８１
から供給された、ビデオストリームの復号処理を行ってビデオデータ Svdを生成し、混合
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器８４に出力する。
【００５４】
さらに、サブピクチュアデコーダ８３は、ＣＰＵ１０から供給される、サブピクチュアス
トリームに対するデコード制御信号 Sdss（ストリーム番号並びに符号化方式（ランレング
ス圧縮）コード）に基づいて、デマルチプレクサ８１から供給された、最大で３２ストリ
ームあるサブピクチュアストリームのうちの一のサブピクチュアストリームの復号処理を
行ってサブピクチュアデータ Ssdを生成し、混合器８４に出力する。
【００５５】
混合器８４は、図４に示される通り、加算器８４１と、スイッチ８４２とからなり、加算
器８４１の一入力端子にはビデオデコーダ８２から出力されるビデオデータ Svdが供給さ
れると共に、加算器８４１の他の入力端子はスイッチ８４２の出力端子に接続される。ス
イッチ８４２の一入力端子（Ｈ端子）には、サブピクチュアデコーダ８３から出力される
サブピクチュアデータ Ssdが供給されると共に、スイッチ８４２の他の入力端子（Ｌ端子
）は、接地されている。そして、スイッチ８４２の制御入力端子にはＣＰＵ１０から出力
される後述する重畳制御信号 Smxcが供給されている。
【００５６】
以上の構成により、混合器８４は、ＣＰＵ１０からＨレベルの重畳制御信号 Smxcが供給さ
れる時には、ビデオデータ Svdにサブピクチュアデータ Ssdを重畳したデータを、重畳ビデ
オデータ Smxvとしてエンコーダ８５に出力すると共に、ＣＰＵ１０からＬレベルの重畳制
御信号 Smxcが供給される時には、ビデオデータ Svdへのサブピクチュアデータ Ssdの重畳を
行うことなしにビデオデータ Svdを重畳ビデオデータ Smxvとしてエンコーダ８５に出力す
る。
【００５７】
エンコーダ８５は、供給された重畳ビデオデータ SmxvをＮＴＳＣやＰＡＬ等の所定のテレ
ビジョン方式に準じたビデオフォーマットデータに符号化してＤ／Ａ変換器（ＤＡＣ）８
６に出力する。
【００５８】
ＤＡＣ８６は、供給されたビデオフォーマットデータをアナログ信号に変換して図示しな
いモニタ等に出力する。
【００５９】
ＣＰＵ１０は、視聴者によって操作されるキースイッチ１２から供給される操作指令に応
じた再生状態とするべく、サーボコントローラ５に対してサーボ制御信号 Ssvcを出力する
。さらに、ＲＦ復号器７から供給されるデータストリームのＶＴＳＩから、ＶＴＳＩ管理
情報テーブルの５１２番地から７８９番地に記述されたビデオデータ、オーディオデータ
、サブピクチュアデータの各属性情報を読み取って、各属性情報に応じたデコード制御信
号 Sdas,Sdvs,Sdss並びに重畳制御信号 Smxcを生成してデータ復号器８に出力すると共に、
主として情報再生装置１００全体の情報再生動作に関わる動作制御を行う。
【００６０】
また、ＣＰＵ１０には、第１及び第２の記憶手段としてのＲＡＭ１１が付設されており、
ＣＰＵ１０は、かかるＲＡＭ１１に対してキースイッチ１２から供給された属性情報並び
にＲＦ復号器７から供給された各ストリームの属性情報の書込み／読出し制御を行う。
【００６１】
以上の構成により、ＤＶＤ１から読み取られたビデオデータ、サブピクチュアデータ、並
びにオーディオデータが、アナログビデオ信号とアナログオーディオ信号として情報再生
装置１００から出力される。
【００６２】
次に、上記構成においてＣＰＵ１０が行うオーディオストリームとサブピクチュアストリ
ームの自動選択動作について図５を用いて説明する。
【００６３】
図５において、ＣＰＵ１０は、サーボコントローラ５に対してサーボ制御信号 Ssvcを既に
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供給しているものとする。つまり、かかるサーボ制御信号 Ssvcに基づいたサーボコントロ
ーラ５によるスピンドル制御、フォーカス制御並びにトラッキング制御により、ＰＵ３は
ＤＶＤ１に記録された記録情報を読み取ることができる状態にあるものとする。
【００６４】
かかる状態において、ＣＰＵ１０は、まず、初期設定を行い、ＲＡＭ１１における再生す
るべきオーディオストリームの属性を記憶する第１の記憶手段であるアドレスＡ０、並び
に、再生するべきサブピクチュアストリーム（字幕）の属性を記憶する第２の記憶手段で
あるアドレスＡ１に、初期値としての言語コード（例えば、アドレスＡ０（オーディオス
トリーム）には英語、Ａ１（サブピクチュアストリーム）には日本語）をセットする（ス
テップＳ１）。
【００６５】
なお、後述するステップＳ７において自動選択指令がなされた際にステップＳ８で使用す
る所定の属性（言語コード）として、情報再生装置１００の製造者によって、かかる情報
再生装置１００の出荷時に、出荷先（国）に応じた言語コード（例えば日本語）がＲＡＭ
１１のアドレスＡ２に予め記憶されている。
【００６６】
次に、キ－スイッチ１２を介して、再生するべきオーディオデータの言語コードが、視聴
者によって入力されているか否かを判定し（ステップＳ２）、入力されていない場合（ス
テップＳ２；Ｎｏ）には、ステップＳ６に移行すると共に、入力されている場合（ステッ
プＳ２；Ｙｅｓ）には、キー入力された言語コードを、ステップＳ１でセットされた初期
の言語コードに代えてＲＡＭ１１のアドレスＡ０に記憶する（ステップＳ３）。
【００６７】
同様に、キースイッチ１２を介して、再生するべき字幕の属性（言語コード）が入力され
ているか否かを判定し（ステップＳ４）、入力されていない場合（ステップＳ４；Ｎｏ）
には、ステップＳ６に移行すると共に、入力されている場合（ステップＳ４；Ｙｅｓ）に
は、キー入力された言語コードを、ステップＳ 1でセットされた初期の言語コードに代え
てＲＡＭ１１のアドレスＡ１に記憶する（ステップＳ５）。
【００６８】
次いで、ＣＰＵ１０は、ＲＦ復号器７に対して現在ＰＵ３が読み取っているＤＶＤ１上の
リアルタイムデータ（ＶＴＳ）に対するＶＴＳＩの提供を要求する（ステップＳ６）。
【００６９】
次いで、ＣＰＵ１０は、キースイッチ１２を介して視聴者によって自動選択指令が指定さ
れているか否かを判定し（ステップＳ７）、指定されていない場合（ステップＳ７；Ｎｏ
）には、ＣＰＵ１０は、ステップＳ６で供給されたＶＴＳＩのＶＴＳＩ管理情報テーブル
（ VTSIMAP)の５１６番地乃至５７９番地に記述されている各オーディオストリームの言語
コードとＲＡＭ１１のアドレスＡ０に記憶した言語コードとを比較して、アドレスＡ０に
記憶した言語コードに一致する言語コードを有するオーディオストリーム（ＡＤＳ）が存
在するか否かを判定する（ステップＳ１７）。
【００７０】
ステップＳ１７において、ＡＤＳが存在する場合（ステップＳ１７；ｙｅｓ）には、一致
すると判定されたオーディオストリームＡＤＳ＃ｎを再生するべきオーディオストリーム
として選択的にデコードせしめるデコード制御信号 Sdasをオーディオデコーダ８７に出力
する（ステップＳ１８）。
【００７１】
一方、ステップＳ１７において、一致するＡＤＳが存在しないと判定された場合（ステッ
プＳ１７；Ｎｏ）には、ＡＤＳ＃１を再生するべきオーディオストリームとして選択的に
デコードせしめるデコード制御信号 Sdasをオーディオデコーダ８７に出力する（ステップ
Ｓ１９）。
【００７２】
次いで、ＣＰＵ１０は、ステップＳ６で供給されたＶＴＳＩの管理情報テーブル (VTSIMAT
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)の５９８番地乃至７８９番地に記述されている各サブピクチュアストリーム（ＳＰＤＳ
）の言語コードと、ステップＳ８でＲＡＭ１１のアドレスＡ１に記憶した所定の言語コー
ドとを比較して、一致するサブピクチュアストリームが存在するか否かを判定する（ステ
ップＳ２０）。
【００７３】
存在すると判定された場合（ステップＳ２０；Ｙｅｓ）には、一致すると判定されたサブ
ピクチュアストリームＳＰＤＳ＃ｎを再生するべきサブピクチュアデータストリームとし
て選択的にデコードせしめるデコード制御信号 Sdssをサブピクチュアデコーダ８３に出力
する（ステップＳ２１）。
【００７４】
一方、ステップＳ２０で一致するＳＰＤＳが存在しないと判定された場合（ステップＳ２
０；Ｎｏ）には、ＳＰＤＳ＃１を再生するべきサブピクチュアストリームとして選択的に
デコードせしめるデコード制御信号 Sdssをサブピクチュアデコーダ８３に出力する（ステ
ップＳ２２）。
【００７５】
そして、ＣＰＵ１０は、ステップＳ２１或いはステップＳ２２で選択されたサブピクチュ
アデータを字幕としてビデオデータに重畳せしめるべく、Ｈレベルの重畳制御信号 Smxcを
混合器８４に出力した後（ステップＳ２３）、視聴者による新たな言語コードの設定に備
えるべく、ステップＳ２に移行する。
【００７６】
以上のステップにより、ステップＳ７によって自動選択再生が指定されなかった場合、つ
まり、従来技術である視聴者によって設定されたオーディオストリームとサブピクチュア
ストリームの言語コードにしたがった選択的再生動作に関わる設定が行われる。
【００７７】
次に、本願発明の特徴となる自動選択再生動作について説明する。
ステップＳ７において、自動選択再生が指定された場合（ステップＳ７；Ｙｅｓ）には、
ＣＰＵ１０は、ステップＳ２乃至ステップＳ５においてＲＡＭ１１のアドレスＡ０に記憶
したオーディオデータの言語コード並びにアドレスＡ１に記憶したサブピクチュアデータ
の言語コードを、ＲＡＭ１１のアドレスＡ２に記憶されている所定の言語コードに置換す
る。つまり、オーディオデータの言語コードとサブピクチュアデータの言語コードとが同
一の言語コードとなるように、ＲＡＭ１１におけるアドレスＡ０とＡ１の記憶内容を更新
するのである（ステップＳ８）。例えば、日本向けに製造され、主たる視聴者が日本人で
あると考えられる情報再生装置の場合、上記所定の言語コードとしては日本語に相当する
言語コードとされ、ＲＡＭ１１のアドレスＡ０，Ａ１には日本語に相当する言語コードが
記憶される。
【００７８】
次に、ステップＳ６で提供されたＶＴＳＩのＶＴＳＩ管理情報テーブル（ VTSIMAT)の５１
６番地乃至５２３番地に記憶されているオーディオストリーム番号１（ＡＤＳ＃１）の言
語コードと、ＲＡＭ１１のアドレスＡ０に記憶した言語コード、つまり、上記所定の言語
コード（この実施形態では日本語）とが一致するか否かを判定する（ステップＳ９）。
【００７９】
ステップＳ９において、一致すると判定された場合（ステップＳ９；Ｙｅｓ）には、ＡＤ
Ｓ＃１を、再生するべきオーディオストリームとして選択せしめるデコード制御信号 Sdas
をオーディオデコーダ８７に出力し（ステップＳ１０）、次いで、字幕となるサブピクチ
ュアデータ Ssdのビデオデータ Svdへの重畳を禁止するべく、Ｌレベルの重畳制御信号 Smxc
を混合器８４に出力した後（ステップＳ１１）、視聴者による新たな言語コードの設定に
備えるべく、ステップＳ 2に移行する。
【００８０】
以上のステップ（ステップＳ７乃至ステップＳ１１）により、情報再生装置１００からは
、ＤＶＤ１のオーディオストリーム１番に記録されたオーディオデータがオーディオ信号

10

20

30

40

50

(9) JP 3706491 B2 2005.10.12



として出力されると共に、字幕の重畳がなされないビデオ信号が出力されることになる。
【００８１】
慣例的にＡＤＳ＃１は、記録情報（例えば映画など）に対する原語用オーディオストリー
ムとして使用されるので、本発明では上記のとおり、かかるＡＤＳ＃１の言語コードを上
記記録情報の制作地に関わる属性情報として利用するのである。例えば記録情報が日本映
画の場合、慣例的にＡＤＳ＃ 1の属性は日本語である。したがって、ＡＤＳ＃ 1の属性は、
ステップＳ８においてＲＡＭ１１のアドレスＡ０に記憶した属性と一致するため、オーデ
ィオデコーダは属性が日本語であるＡＤＳ＃１を選択的にデコードすると共に字幕の重畳
を行わないように自動設定するのである。
【００８２】
このように、上記所定の言語コードとして、主たる視聴者の母国語に相当する言語コード
を設定しておけば、上記ステップＳ７乃至ステップＳ１１の作用によって、ＡＤＳ＃１の
言語コードが、母国語に相当する言語コードと一致する場合には字幕は不要であるから、
その重畳が禁止されるのである。
【００８３】
一方、ステップＳ９において、不一致であると判定された場合（ステップＳ９；Ｎｏ）に
は、ＣＰＵ１０は、ステップＳ６で供給されたＶＴＳＩの管理情報テーブル (VTSIMAT)の
５９８番地乃至７８９番地に記述されている各サブピクチュアストリーム（ＳＰＤＳ）の
言語コードと、ステップＳ８でＲＡＭ１１のアドレスＡ１に記憶した所定の言語コードと
を比較して、一致するサブピクチュアストリームが存在するか否かを判定する（ステップ
Ｓ１２）。
【００８４】
存在すると判定された場合（ステップＳ１２；Ｙｅｓ）には、再生するべきオーディオス
トリームとしてＡＤＳ＃１を選択せしめるデコード制御信号 Sdasをオーディオデコーダ８
７に出力し（ステップＳ１３）、次いで、ステップＳ１２で一致すると判定されたサブピ
クチュアストリームＳＰＤＳ＃ｎを再生するべきサブピクチュアストリームとして選択的
にデコードせしめるデコード制御信号 Sdssを，サブピクチュアデコーダ８３に出力する（
ステップＳ１４）。
【００８５】
そして、ステップＳ１４で選択されたサブピクチュアデータを字幕として、ビデオデータ
に重畳せしめるべく、Ｈレベルの重畳制御信号 Smxcを混合器８４に出力した後（ステップ
Ｓ１５）、視聴者による新たな言語コードの設定に備えるべく、ステップＳ 2に移行する
。
【００８６】
以上の設定動作により、情報再生装置１００からは、ＤＶＤ１のＡＤＳ＃１に記録された
オーディオデータがオーディオ信号として出力されると共に、ＲＡＭ１１のアドレスＡ１
に記憶された属性（言語コード）と合致した字幕が重畳されたビデオ信号が出力される。
【００８７】
例えば、記録情報が米国映画であるとすると、慣例的にＡＤＳ＃ 1の属性は英語であるた
め、ステップＳ 8でＲＡＭ１１のアドレスＡ０に記憶した属性（日本語）とは異なること
になる。そこで、オーディオデコーダは、属性が英語（記録情報の原語）であるＡＤＳ＃
１を選択的にデコードすると共に属性が日本語となる字幕の重畳を行うように自動設定す
るのである。
【００８８】
つまり、上記ステップＳ９乃至ステップＳ１５では、記録情報の原語用オーディオデータ
ストリームとみなしたＡＤＳ＃１の言語コードと、主たる視聴者の母国語に相当する所定
の言語コードとが不一致であったため、かかる記録情報は、視聴者の母国語とは異なる言
語が記録情報の原語として使用されていると判断して、視聴者の母国語となる字幕を重畳
せしめるように制御するのである。
【００８９】
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一方、ステップＳ１２において所定の言語コードと一致する言語コードを有するサブピク
チュアストリームが存在しない場合（ステップＳ１２；Ｎｏ）には、ステップＳ７で指定
された自動選択指令を解除して（ステップＳ１６）、従来の設定動作に基づく選択を行う
べくステップＳ２に移行する。
【００９０】
なお、上記説明では、所定の属性（言語コード）が情報再生装置１００の出荷時に予めＲ
ＡＭ１１のアドレスＡ２に記憶されている場合について説明しているが、所定の属性を視
聴者が指定できるように構成してもよい。この場合、情報再生装置が特定の国（例えば日
本）向けであっても、所定の属性を視聴者の母国語（例えば英語）とすることにより、上
記説明の如き自動選択が行なわれることになる。つまり、出荷先（視聴者が情報再生装置
100を使用する国）に関わらず、本発明による自動選択再生が可能となる。
【００９１】
また、上記説明では、ステップＳ７において自動選択指令が成されたときには、ステップ
Ｓ８による第１の記憶手段及び第２の記憶手段の記憶内容を所定の言語コードに置換する
例を述べたが、視聴者が、最初から自動選択動作を行わしめるつもりであるならば、ステ
ップＳ２乃至ステップＳ５における言語コードの設定動作において、予め上記所定の言語
コードを記憶せしめるようにすることも可能である。この場合、ステップＳ８は省略でき
る。
【００９２】
また、上記説明では、第１の記憶手段であるＲＡＭ１１のアドレスＡ０に記憶された言語
コードをＡＤＳ＃１の言語コードと比較する例を述べたが、上記説明のとおり、自動選択
動作においては、オーディオストリームに対して設定する言語コードと、サブピクチュア
ストリームに対して設定する言語コードとは同一の言語コードとされるので、第２の記憶
手段であるＲＡＭ１１のアドレスＡ１に記憶される言語コード、つまり、サブピクチュア
ストリームに対して設定された言語コードをＡＤＳ＃１の言語コードと比較するように構
成しても同様の効果が期待できる。
【００９３】
さらに、上記説明では、ＡＤＳ＃１が慣例的に記録情報に関する原語用オーディオストリ
ームとして使用されることを利用して、ＡＤＳ＃１の言語コードを所定の言語コードとし
てＲＡＭ１１に記憶された言語コードとの比較を行っているが、予め記録情報に関する原
語用オーディオストリームを記録情報の製作者と情報再生装置１００の製造者との間で取
り決めておくことが可能であるならば、他のストリーム番号に記録される言語コードを所
定の言語コードとして利用しても構わない。
【００９４】
また、上記説明ではＤＶＤの記録フォーマットに則ったディスク、すなわち、記録情報の
原語情報が記録されないフォーマットに則ったディスクを例に挙げているが、予め原語情
報を記録することができるフォーマットに則った記録媒体であれば、かかる記録されてい
る原語情報を上記所定の言語コードとして利用すればよい。
【００９５】
また、上記説明では、記録媒体（ＤＶＤ）に記録された記録情報に対して自動選択再生す
る例を述べたが、記録情報が有線或いは無線の形態で伝送される場合であっても本願発明
を適用することは可能である。
【００９６】
【発明の効果】
以上説明したとおり、本願発明の情報再生装置によれば、記録された映像情報に関する原
語用音声情報ストリームとして慣例的に原語用オーディオストリームとして使用されるＡ
ＤＳ＃１の属性情報である言語コードを、上記所定の言語コードとして、第１の記憶手段
に記憶された言語コードとの比較を行い、一致した場合には字幕の映像情報への重畳を禁
止する。
【００９７】
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つまり、第１の記憶手段に視聴者の母国語に相当する属性を記憶させることにより、再生
する情報（例えば映画など）が、主として視聴者の母国語を中心に制作されたものである
場合には原語を担う音声情報ストリームの音声情報が自動的に再生されると共に、映像情
報への字幕の重畳は自動的に禁止される。したがって、再生するべき情報の内容に応じて
、属性の再設定を行う煩わしさを低減できるという効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　ＤＶＤに記録されるアプリケーションデータのデータ構造を示す図である。
【図２】　ＤＶＤにおけるＶＴＳＩ情報管理テーブルを示す図である。
【図３】　本願発明における情報再生装置１００の全体のブロック構成を示す図である。
【図４】　図３における混合器８４の具体的構成を示す図である。
【図５】　図３におけるＣＰＵ１０の自動選択動作に関わる動作フロー図である。
【符号の説明】
１　　…　ＤＶＤ
７　　…　ＲＦ復号器
８　　…　データ復号器
８２　…　ビデオデコーダ
８３　…　サブピクチュアデコーダ
８４　…　混合器
８４１…　加算器
８４２…　スイッチ
８７　…　オーディオデコーダ
１０　　…　ＣＰＵ
１１　　…　第１の記憶手段並びに第２の記憶手段としてのＲＡＭ
１２　　…　キースイッチ
ADS　　  …　オーディオストリーム
SPDS　  …　サブピクチュアストリーム
Smxc　  …　重畳制御信号
Sdas　　…　オーディオデコード制御信号
Sdss　　…　サブピクチュアデコード制御信号
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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