
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも音声情報を記録できる情報エリアと、この情報エリアの記録内容に関する変更
可能な管理情報を記録できる管理情報エリアとを持つ情報媒体であって、
前記管理情報エリアの前記管理情報が少なくとも音声情報内容の再生手順を管理できるプ
ログラムチェーン情報を含み、前記プログラムチェーン情報がセル情報を含み、前記セル
情報がセル内の再生時刻情報もしくは再生位置情報を示すエントリポイント情報を含み、
前記音声情報の区切り単位をオーディオトラックとしたときに、前記エントリポイント情
報が、前記オーディオトラックの内容を示す代表音声の再生期間に対応した指定情報を含
み、
前記オーディオトラック内の特定のセグメントを示すものとしてインデックスを定義した
ときに、前記エントリポイント情報が、無音期間終了後初めての音声開始位置を指定する
ものとして前記インデックスの情報を含み、

、
前記エントリポイント情報が前記インデックスの情報を含むデータ構造を持つかどうかを
示すエントリポイントタイプ情報を前記管理情報が含み、
前記インデックスの情報を含む前記管理情報を用いて、記録された前記音声情報の再生を
行なうように構成された記憶媒体。
【請求項２】
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少なくとも音声情報を記録できる情報エリアとこの情報エリアの記録内容に関する変更可
能な管理情報を記録できる管理情報エリアとを持ち、前記管理情報エリアの前記管理情報
が少なくとも音声情報内容の再生手順を管理できるプログラムチェーン情報を含み、前記
プログラムチェーン情報がセル情報を含み、前記セル情報がセル内の再生時刻情報もしく
は再生位置情報を示すエントリポイント情報を含み、前記音声情報の区切り単位をオーデ
ィオトラックとしたときに前記エントリポイント情報が前記オーディオトラックの内容を
示す代表音声の再生期間に対応した指定情報を含み、前記オーディオトラック内の特定の
セグメントを示すものとしてインデックスを定義したときに前記エントリポイント情報が
無音期間終了後初めての音声開始位置を指定するものとして前記インデックスの情報を含
み、

、前
記エントリポイント情報が前記インデックスの情報を含むデータ構造を持つかどうかを示
すエントリポイントタイプ情報を前記管理情報が含み、前記インデックスの情報を含む前
記管理情報を用いて記録された前記音声情報の再生を行なうように構成された記憶媒体を
用いる方法において、
前記情報エリアに前記音声情報を記録し、
前記管理情報エリアに前記管理情報を記録するように構成された記録方法。
【請求項３】
少なくとも音声情報を記録できる情報エリアとこの情報エリアの記録内容に関する変更可
能な管理情報を記録できる管理情報エリアとを持ち、前記管理情報エリアの前記管理情報
が少なくとも音声情報内容の再生手順を管理できるプログラムチェーン情報を含み、前記
プログラムチェーン情報がセル情報を含み、前記セル情報がセル内の再生時刻情報もしく
は再生位置情報を示すエントリポイント情報を含み、前記音声情報の区切り単位をオーデ
ィオトラックとしたときに前記エントリポイント情報が前記オーディオトラックの内容を
示す代表音声の再生期間に対応した指定情報を含み、前記オーディオトラック内の特定の
セグメントを示すものとしてインデックスを定義したときに前記エントリポイント情報が
無音期間終了後初めての音声開始位置を指定するものとして前記インデックスの情報を含
み、

、前
記エントリポイント情報が前記インデックスの情報を含むデータ構造を持つかどうかを示
すエントリポイントタイプ情報を前記管理情報が含み、前記インデックスの情報を含む前
記管理情報を用いて記録された前記音声情報の再生を行なうように構成された記憶媒体を
用いる方法において、
前記管理情報エリアから前記管理情報を読み取り、
前記情報エリアから前記音声情報を読み取るように構成された再生方法。
【請求項４】
少なくとも音声情報を記録できる情報エリアとこの情報エリアの記録内容に関する変更可
能な管理情報を記録できる管理情報エリアとを持ち、前記管理情報エリアの前記管理情報
が少なくとも音声情報内容の再生手順を管理できるプログラムチェーン情報を含み、前記
プログラムチェーン情報がセル情報を含み、前記セル情報がセル内の再生時刻情報もしく
は再生位置情報を示すエントリポイント情報を含み、前記音声情報の区切り単位をオーデ
ィオトラックとしたときに前記エントリポイント情報が前記オーディオトラックの内容を
示す代表音声の再生期間に対応した指定情報を含み、前記オーディオトラック内の特定の
セグメントを示すものとしてインデックスを定義したときに前記エントリポイント情報が
無音期間終了後初めての音声開始位置を指定するものとして前記インデックスの情報を含
み、

、前
記エントリポイント情報が前記インデックスの情報を含むデータ構造を持つかどうかを示
すエントリポイントタイプ情報を前記管理情報が含み、前記インデックスの情報を含む前
記管理情報を用いて記録された前記音声情報の再生を行なうように構成された記憶媒体を
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用いる装置において、
前記情報エリアに前記音声情報を記録する手段と、
前記管理情報エリアに前記管理情報を記録する手段と
を具備した記録装置。
【請求項５】
少なくとも音声情報を記録できる情報エリアとこの情報エリアの記録内容に関する変更可
能な管理情報を記録できる管理情報エリアとを持ち、前記管理情報エリアの前記管理情報
が少なくとも音声情報内容の再生手順を管理できるプログラムチェーン情報を含み、前記
プログラムチェーン情報がセル情報を含み、前記セル情報がセル内の再生時刻情報もしく
は再生位置情報を示すエントリポイント情報を含み、前記音声情報の区切り単位をオーデ
ィオトラックとしたときに前記エントリポイント情報が前記オーディオトラックの内容を
示す代表音声の再生期間に対応した指定情報を含み、前記オーディオトラック内の特定の
セグメントを示すものとしてインデックスを定義したときに前記エントリポイント情報が
無音期間終了後初めての音声開始位置を指定するものとして前記インデックスの情報を含
み、

、前
記エントリポイント情報が前記インデックスの情報を含むデータ構造を持つかどうかを示
すエントリポイントタイプ情報を前記管理情報が含み、前記インデックスの情報を含む前
記管理情報を用いて記録された前記音声情報の再生を行なうように構成された記憶媒体を
用いる装置において、
前記管理情報エリアから前記管理情報を読み取る手段と、
前記情報エリアから前記音声情報を読み取る手段と
を具備した再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、映像（ムービー）情報、静止画像（スチル画）情報および音声（オーディオ
）情報のうち音声情報を含めて１つ以上の情報を記録しこれらの情報を共通管理できるデ
ータ構造（あるいは記録フォーマット）、このデータ構造を用いて情報記録を行なう情報
媒体、およびこのデータ構造に基づく情報を情報媒体に記録する方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＭＰＥＧ２に準拠した映像圧縮方法を利用して光ディスク（情報媒体）に映像情報を記録
したＤＶＤビデオ（再生専用）は、既に製品化され普及が急速に進んでいる。一方、ユー
ザがアナログ映像情報をデジタル記録できる録再ＤＶＤも市場に現れ始めている。この録
再ＤＶＤは、別名ＲＴＲ（リアルタイム記録の録再ＤＶＤ）とも呼ばれる。さらに、デジ
タルＴＶ放送の受信映像情報（デジタルビットストリーム）を情報媒体上に記録するスト
リーマに関する規格化も進んでいる。これらユーザによる映像情報記録可能な規格のフォ
ーマット構造では、ＤＶＤビデオディスクのフォーマットと同様に再生単位をセルで表し
、各セル間の関係をＰＧＣ（プログラムチェーン）制御情報に持たせている。また、ユー
ザによるデジタル音声記録媒体として、現在ＭＤ（ミニディスク）が市場に存在している
。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ＲＴＲ（録再ＤＶＤ）ディスクとＭＤでは、ディスクサイズ、記録時のデータフォーマッ
トが互いに異なるため、ＭＤの記録データをそのままＲＴＲ（録再ＤＶＤ）フォーマット
で記録することはできない。さらに、ＲＴＲ（録再ＤＶＤ）規格では音声情報を単独で情
報媒体上に記録できない構造となっている。そのため、今のところ、映像情報および／ま
たは静止画像情報とともに音声情報を１枚の情報媒体上に記録し、それらを混在状態で任
意の順番で再生する方法はない。
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【０００４】
この発明の目的は、同一の情報媒体上に映像情報、静止画像情報および／または音声情報
を混在して記録可能にするとともに、各映像情報、静止画像情報、音声情報内の任意の領
域に対して任意の順番で再生を可能にするデータ構造（フォーマット構造）を提供するこ
とである。
【０００５】
この発明の他の目的は、上記データ構造（フォーマット構造）を用いて情報記録を行なう
情報媒体を提供することである。
【０００６】
この発明のさらに他の目的は、上記データ構造（フォーマット構造）に基づく情報を情報
媒体に記録する方法を提供することである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
この発明の一実施の形態に係る情報媒体は、少なくとも音声情報を記録できる情報エリア
と、この情報エリアの記録内容に関する変更可能な管理情報を記録できる管理情報エリア
とを持つ。この情報媒体において、前記管理情報エリアの前記管理情報は少なくとも音声
情報内容の再生手順を管理できるプログラムチェーン情報を含み、前記プログラムチェー
ン情報はセル情報を含み、前記セル情報はセル内の再生時刻情報もしくは再生位置情報を
示すエントリポイント情報を含む。また、前記音声情報の区切り単位をオーディオトラッ
クとしたときに、前記エントリポイント情報が前記オーディオトラックの内容を示す代表
音声の再生期間に対応した指定情報を含む。また、前記オーディオトラック内の特定のセ
グメントを示すものとしてインデックスを定義したときに前記エントリポイント情報が無
音期間終了後初めての音声開始位置を指定するものとして前記インデックスの情報を含み
、

、前記
エントリポイント情報が前記インデックスの情報を含むデータ構造を持つかどうかを示す
エントリポイントタイプ情報を前記管理情報が含む。そして、前記インデックスの情報を
含む前記管理情報を用いて、記録された前記音声情報の再生を行なうように構成される。
【００１１】
上述した内容を実行するため、この発明の一実施の形態では、以下のようにしている：
Ａ．各セルに対する情報内にセルタイプ情報を持たせ、その中に“ムービーセル”“スチ
ル画セル”“オーディオセル”と言う識別情報を持たせる。こうすることで、映像情報、
静止画像情報、音声情報の識別を可能とし、これらの情報の混在再生を可能にする；
Ｂ．セルタイプ情報として、さらに“コンポジットセル（複合セル）”情報を設けること
で、所定の（任意の）静止画像情報を再生しながら、所定の（任意の）音声情報を同時再
生できる構造とする；
Ｃ．セルタイプ情報として更に“サイレントセル”情報を付加することでユーザが指定す
る無音期間を設定可能とする；
Ｄ．音声情報に対しても、映像情報と同様“タイムマップ”情報を持たせる。このタイム
マップ情報を利用することで、音声情報に対しても任意の時刻（任意の再生時間）でのタ
イムサーチを可能とする。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下図面を用いてこの発明の一実施の形態について説明をする。図１は、この発明の一実
施の形態における各情報ファイルとそれらに関する管理情報との間の関係を例示している
。
【００１３】
図１（ｉ）に示すように、音声情報はＲＴＲ _ＡＵＤ .ＶＲＯ（またはＡＲ＿ＡＵＤＩＯ．
ＡＲＯ）１１４というファイル内に記録される。また、映像情報は図１（ｏ）に示すよう
にＲＴＲ _ＭＯＶ .ＶＲＯ（またはＶＲ＿ＭＯＶＩＥ．ＶＲＯ）１０７というファイル内に
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記録され、静止画像情報は図１（ｌ）に示すようにＲＴＲ _ＶＲＯ（またはＶＲ＿ＳＴＩ
ＬＬ．ＶＲＯ）１０８というファイル内に記録される。これらの各情報を統合的に管理す
る管理情報は、図１（ａ）～（ｆ）に示すＲＴＲ .ＩＦＯ（またはＡＲ＿ＭＡＮＧＲ．Ｉ
ＦＯ）１０４というナビゲーションデータのファイル内に記録されている。
【００１４】
映像情報、静止画像情報、音声情報などの記録内容の全体あるいはその一部は、プログラ
ムチェーン（ＰＧＣ）という論理単位で表すことができる。このＰＧＣは、再生すべき１
以上のセルとその再生順序等が記述されたプログラムチェーン情報（ＰＧＣＩ）で構成さ
れる。一方、プログラム（ＰＧ）は、ＰＧＣの内容を分割した論理単位であり、１つのＰ
ＧＣは整数個のＰＧに分割することができる。１つのＰＧは整数個のセルで構成される。
【００１５】
以上のことを図１（ａ）～（ｃ）の例示にあてはめれば、オリジナルＰＧＣのＰＧＣＩ＃
１は整数個のプログラム＃α、＃β、＃γ、…で構成される。また、プログラム＃αは１
個のセル＃１（ムービーセル）により構成され、プログラム＃βは２個のセル＃２～＃３
（オーディオセル）により構成される。そして、プログラム＃γは３つのセル＃４（スチ
ル画セル）、＃５（サイレントセル）、＃６（オーディオセル）で構成される。
【００１６】
図１（ｃ）（ｄ）に示すように、ムービーセル＃１はムービーＶＯＢ情報Ｍ＿ＶＯＢＩ・
２に対応し、このＭ＿ＶＯＢＩはタイムマップ情報（ＴＭＡＰＩ）１０を持つ。同様に、
オーディオセル＃２、＃３、＃６はそれぞれＡ＿ＶＯＢＩ＃Ａ・４、＃Ｂ・５、＃Ｃ・６
に対応し、これらのＡ＿ＶＯＢＩ（＃Ａ～＃Ｃ）はそれぞれタイムマップ情報１２、１３
、１４を持つ。また、スチル画セル＃４はスチル画ＶＯＢグループ情報Ｓ＿ＶＯＧＩ・３
に対応し、このＳ＿ＶＯＧＩはＶＯＢエントリ（Ｓ＿ＶＯＢ＿ＥＮＴ）１７を持つ。
【００１７】
ＭＰＥＧ２で圧縮された映像情報は、１個ないし複数のＧＯＰ（グループオブピクチャ）
からなるＶＯＢＵ（ビデオオブジェクトユニット）を構成し、このＶＯＢが映像情報アク
セスの最小単位となっている。記録（録画／録音）された１つのＴＶ番組などは、映像情
報の塊として、一般には複数ＶＯＢＵ（図１（ｍ）のＶＯＢＵＮｏ．１、２、３、…）か
らなるＭ＿ＶＯＢ（ムービービデオオブジェクト）３１を構成している（図１（ｎ））。
管理情報が記録されているＲＴＲ .ＩＦＯ１０４内には、それぞれのＭ＿ＶＯＢに関する
情報が記載されているＭ _ＶＯＢＩ（ムービービデオオブジェクト情報）２が存在し、各
Ｍ＿ＶＯＢＩ毎にタイムマップ１０という情報が存在している。
【００１８】
静止画像情報に関しては、１枚の静止画像毎にそれぞれスチル画ＶＯＢ２１（図１（ｋ）
）が構成される。そして、図１（ｊ）に示すように、静止画像そのものはビデオパート２
２に記録され、その静止画像に付加された音声情報はオーディオパート２３に記録されて
いる。ビデオパート２２に記録された１枚ないしは複数枚の静止画像のまとまり毎にスチ
ル画ビデオオブジェクトグループ情報（図１（ｄ）のＳ _ＶＯＧＩ）３が形成され、この
Ｓ＿ＶＯＧＩに含まれるＶＯＢエントリ（Ｓ＿ＶＯＢ＿ＥＮＴ）１７に１枚の静止画像毎
のデータサイズなどの情報が記録されている。
【００１９】
音声情報が記録されているＲＴＲ _ＡＵＤ .ＶＲＯ１１４ファイル（図１（ｉ））内では、
タイトル（録音時の曲）毎あるいは１回の録音タイミング毎に、記録情報が個々のオーデ
ィオビデオオブジェクトＡ＿ＶＯＢ（またはオーディオオブジェクトＡＯＢ）として分割
記録される（図１（ｈ）の＃Ａ～＃Ｃ）。
【００２０】
個々のＡ＿ＶＯＢ（またはＡＯＢ）に対する情報は、オーディオビデオオブジェクト情報
Ａ _ＶＯＢＩ（またはオーディオオブジェクト情報ＡＯＢＩ）に記録される。また、情報
媒体上に記録された音声情報は、複数のオーディオフレームあるいは１秒間隔、２秒間隔
、５秒間隔など録画時の特定の時間間隔毎に、オーディオエントリに分割される。
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【００２１】
図１（ｄ）のタイムマップ１２～１４の情報は、図１（ｇ）の各オーディオエントリＮｏ
．１～Ｎｏ．５（またはタイムサーチテーブルエントリＴＭＳＲＴ＿ｅｎｔｒｙ＃１～＃
５）に関係した形で、各Ａ _ＶＯＢＩ（＃Ａ～＃Ｃ）毎に記録されている。換言すれば、
図１（ｇ）に示した実施の形態では、音声情報はオーディオエントリ（またはタイムサー
チテーブルエントリ）毎にそれぞれまとまって記録されている。
【００２２】
図１の実施の形態では、既存のＲＴＲ規格内の映像情報（図１（ｎ）のムービーＶＯＢ３
１）と同様に、各オーディオＶＯＢ（ＡＯＢ）＃Ａ～＃Ｃに対して開始位置から終了位置
まで再生範囲を指定したセル＃２、＃３、＃６を定義している。そして、音声情報（オー
ディオＶＯＢ＃Ａ～＃Ｃ）を、映像情報（ムービーＶＯＢ３１）の開始位置から終了位置
まで再生範囲を指定したセル＃１あるいは静止画像情報（スチル画ＶＯＢ２１）の開始位
置から終了位置まで再生範囲を指定したセル＃４と全く同列に扱えるようにしている。こ
こにこの発明の特徴の１つがある。
【００２３】
オリジナルＰＧＣは、情報媒体上に記録してある全ＡＶ情報をあたかも１本のテープのよ
うに再生する手順を示す情報であるとも言える。この再生手順情報は、図１（ａ）に示す
プログラムチェーン情報（ＰＧＣＩ＃１）１内に記載されている。ＰＧＣＩ＃１の情報内
容は、図１（ｃ）に示すように各セル間の配列順を示したものある。オリジナルＰＧＣを
再生する場合には、図１（ｃ）に配列されたセルを左から順番に再生する。このようにＰ
ＧＣＩ情報を持つことで映像情報、静止画像情報、音声情報間の繋がり（再生順序）を明
確にしている。
【００２４】
この実施の形態では、図１（ａ）に示すＰＧＣＩ＃１をＲＴＲ .ＩＦＯ（またはＡＲ＿Ｍ
ＡＮＧＲ．ＩＦＯ）１０４内に唯一存在するオリジナルＰＧＣと定義し、ユーザが任意に
定めたｎ個（整数個）のＰＧＣＩ＃ｎをユーザ定義ＰＧＣ（図１（ｆ））と定義する。こ
のユーザ定義ＰＧＣは複数存在でき、図１（ｅ）に示す各セル＃１１～＃１３の配列順で
再生手順を示すことができる。このユーザ定義ＰＧＣの下に存在するセル＃１１～＃１３
は、適宜タイムマップ１０～１４を中継することにより、各ＶＯＢ内の任意の範囲を指定
したものに設定できる。
【００２５】
換言すると、音声情報に関する管理情報であるＡ _ＶＯＢＩ＃Ａ４～＃Ｃ６内には図１（
ｄ）のタイムマップ１２～１４が設けられ、ユーザ定義ＰＧＣの下に存在する図１（ｅ）
のセル＃１１～＃１３は、このタイムマップ１２～１４の情報を利用して、再生範囲を指
定（時刻指定）できる。
【００２６】
この実施の形態では、図１（ｃ）に示すように各セルに対応したセル情報内にセルタイプ
情報を持たせ、映像情報（ムービーセル）、静止画像情報（スチル画セル）と音声情報（
オーディオセル）間の識別を可能としている。
【００２７】
映像情報（ムービーセル）、静止画像情報（スチル画セル）、音声情報（オーディオセル
）、および音声＋映像または静止画像の情報（コンポジットセル）と、セルタイプ（３ビ
ット）との対応関係は、たとえば次のように設定できる：
ムービーセル：セルタイプ＝“０００”
スチル画セル：セルタイプ＝“００１”
オーディオセル：セルタイプ＝“０１０”
コンポジットセル：セルタイプ＝“０１１”
なお、上記セルタイプはあくまで一例であり、たとえばオーディオセルのセルタイプは、
（他のセルタイプと混同が生じない限り）“０００”～“１１１”のいずれかに選ぶこと
ができる。

10

20

30

40

50

(6) JP 3762224 B2 2006.4.5



【００２８】
図２は、この発明の一実施の形態に係るデータファイルのディレクトリ構造を説明する図
である。ＤＶＤーＲＡＭディスク等の情報媒体に記録される情報は、各情報毎に階層ファ
イル構造を持っている。この実施の形態において説明される音声情報等は、ＤＶＤ＿ＲＴ
Ｒディレクトリ（またはＤＶＤ＿ＲＴＡＶ）１０２と言う名のサブディレクトリ１０１内
に入っている。
【００２９】
ＤＶＤ＿ＲＴＲ（ＤＶＤ＿ＲＴＡＶ）ディレクトリ１０２内には、以下の内容のデータフ
ァイル１０３が格納される。すなわち、管理情報（ナビゲーションデータ）のグループと
して、ＲＴＲ．ＩＦＯ（またはＶＲ＿ＭＡＮＧＲ．ＩＦＯ）１０４と、ＳＴＲＥＡＭ．Ｉ
ＦＯ（ＳＲ＿ＭＡＮＧＲ．ＩＦＯ／ＳＲ＿ＭＡＮＧＲ．ＢＵＰ）１０５と、ＳＲ＿ＰＲＩ
ＶＴ．ＤＡＴ／ＳＲ＿ＰＲＩＶＴ．ＢＵＰ１０５ａとが格納される。また、データ本体（
コンテンツ情報）として、ＳＴＲＥＡＭ．ＶＲＯ（またはＳＲ＿ＴＲＡＮＳ．ＳＲＯ）１
０６と、ＲＴＲ＿ＭＯＶ．ＶＲＯ（ＶＲ＿ＭＯＶＩＥ．ＶＲＯ）１０７と、ＲＴＲ＿ＳＴ
Ｏ．ＶＲＯ（またはＶＲ＿ＳＴＩＬＬ．ＶＲＯ）１０８と、ＲＴＲ＿ＳＴＡ．ＶＲＯ（ま
たはＶＲ＿ＡＵＤＩＯ．ＶＲＯ）１０９とが格納される。
【００３０】
上記データファイル１０３を含むサブディレクトリ１０１の上位階層にあるルートディレ
クトリ１００には、その他の情報を格納するサブディレクトリ１１０を設けることができ
る。このサブディレクトリの内容としては、ビデオプログラムを収めたビデオタイトルセ
ットＶＩＤＥＯ＿ＴＳ１１１、オーディオプログラムを収めたオーディオタイトルセット
ＡＵＤＩＯ＿ＴＳ１１２、コンピュータデータ保存用のサブディレクトリ１１３等がある
。
【００３１】
有線または無線のデータ通信経路上をパケット構造の形で伝送されたデータに対して、パ
ケット構造を保持したまま情報媒体に記録したデータを、「ストリームデータ」と呼ぶ。
【００３２】
そのストリームデータそのものはＳＴＲＥＡＭ．ＶＲＯ（またはＳＲ＿ＴＲＡＮＳ．ＳＲ
Ｏ）１０６と言うファイル名でまとめて記録される。そのストリームデータに対する管理
情報が記録されているファイルが、ＳＴＲＥＡＭ．ＩＦＯ（またはＳＲ＿ＭＡＮＧＲ．Ｉ
ＦＯとそのバックアップファイルＳＲ＿ＭＡＮＧＲ．ＢＵＰ）１０５である。
【００３３】
また、ＶＣＲ（ＶＴＲ）あるいは従来ＴＶなどで扱われるアナログ映像情報をＭＰＥＧ２
規格に基づきデジタル圧縮して記録されたファイルが、ＲＴＲ＿ＭＯＶ．ＶＲＯ（または
ＶＲ＿ＭＯＶＩＥ．ＶＲＯ）１０７であり、アフターレコーディング音声あるいはバック
グランド音楽等を含む静止画像情報を集めたファイルがＲＴＲ＿ＳＴＯ．ＶＲＯ（または
ＶＲ＿ＳＴＩＬＬ．ＶＲＯ）１０８であり、そのアフターレコーディング音声情報ファイ
ルがＲＴＲ＿ＳＴＡ．ＶＲＯ（またはＶＲ＿ＡＵＤＩＯ．ＶＲＯ）１０９である。さらに
、図２のディレクトリ構造では、音声情報は、オーディオリアルタイムビデオオブジェク
トＲＴＲ _ＡＵＤ .ＶＲＯ（またはＶＲ＿ＡＵＤＩＯ．ＶＲＯ）１１４と言う１個のファイ
ル内にまとめて記録されている。
【００３４】
なお、図２のディレクトリ構造に限らず、音声情報を、アフターレコーディング音声情報
が記録されているＲＴＲ＿ＳＴＡ．ＶＲＯ１０９ファイルあるいは静止画像情報が記録さ
れているＲＴＲ＿ＳＴＯ．ＶＲＯ１０８内のオーディオパート２３（図１（ｊ））内にま
とめて記録することも可能である。
【００３５】
図３は、図２に示した各ファイルの情報媒体上における記録配置位置を例示している。図
３（ａ）の情報媒体２０１の内周部と外周部には、図３（ｂ）に示すようにリードインエ
リア２０４とリードアウトエリア２０５が配置され、その間に挟まった領域にユーザデー
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タが記録される。情報媒体２０１としてＤＶＤ－ＲＡＭディスクを用いる場合は、ファイ
ルシステムにＵＤＦ（ユニバーサルディスクフォーマット）が採用される。このＵＤＦに
関する一般情報はボリューム＆ファイル構造情報２０６に記録され、その残りのデータエ
リア２０７内にユーザ情報が記録される。
【００３６】
図３（ｃ）に示すように、この実施の形態では、同一の情報媒体２０１上にコンピュータ
データエリア２０８および２０９とオーディオ＆ビデオデータエリア２１０とが混在記録
可能になっている。
【００３７】
オーディオ＆ビデオデータエリア２１０内には、図３（ｄ）に示すように、入力されたア
ナログ映像情報および／または音声情報をデジタル記録するリアルタイムビデオ記録エリ
ア２２１、およびデジタルＴＶの受信映像を記録するストリーム記録エリア２２２を設け
ることができる。上記各エリア（２０８～２０９）には、図２に示したファイルが図３（
ｅ）の形で記録されている。
【００３８】
映像情報、静止画像情報および音声情報の全ＡＶ情報に関する管理情報は、図３（ｅ）の
ＲＴＲ .ＩＦＯ１０４と言う同一のファイル内にまとめて記録され、共通管理されている
。
【００３９】
ＲＴＲ .ＩＦＯ１０４内には、図３（ｆ）に示す各種の情報が記録されている。すなわち
、ＲＴＲ .ＩＦＯ１０４には、ＲＴＲビデオマネージャ情報（ＲＴＲ＿ＶＭＧＩ）２３１
、ムービーＡＶファイル情報テーブル（Ｍ＿ＡＶＦＩＴ）２３２、スチル画ＡＶファイル
情報テーブル（Ｓ＿ＡＶＦＩＴ）２３７、オーディオＡＶファイル情報テーブル（Ａ＿Ａ
ＶＦＩＴ）２３８、オリジナルＰＧＣ情報（ＯＲＧ＿ＰＧＣＩ）２３３、ユーザ定義ＰＧ
Ｃ情報テーブル（ＵＤ＿ＰＧＣＩＴ）２３４、テキストデータマネージャ（ＴＸＴＤＴ＿
ＭＧ）２３５、製造者情報テーブル（ＭＮＦＩＴ）２３６等が記録される。
【００４０】
図示しないが、スチル画ＡＶファイル情報テーブル（Ｓ＿ＡＶＦＩＴ）２３７はスチル画
の付加オーディオファイル情報（Ｓ＿ＡＡＦＩ）を含むことができ、Ｓ＿ＡＡＦＩは１以
上のスチル画付加オーディオグループ情報（Ｓ＿ＡＡＧＩ＃１～＃ｎ）を含むことができ
、各Ｓ＿ＡＡＧＩはスチル画付加オーディオグループ一般情報（Ｓ＿ＡＡＧ＿ＧＩ）およ
び１以上の付加オーディオエントリ（ＡＡ＿ＥＮＴ＃１～＃ｎ）を含むことができる。
【００４１】
ここで、Ｓ＿ＡＡＧ＿ＧＩは、付加オーディオエントリの数（ＡＡ＿ＥＮＴ＿Ｎｓ）、ス
チル画付加オーディオストリーム情報番号（Ｓ＿ＡＡ＿ＳＴＩＮ）、スチル画付加オーデ
ィオファイル内の該当付加オーディオグループの開始アドレス（Ｓ＿ＡＡＧ＿ＳＡ）等で
構成される。
【００４２】
また、各ＡＡ＿ＥＮＴは、付加オーディオタイプ（ＡＡ＿ＴＹ）、付加オーディオパート
サイズ（ＡＡ＿ＰＡＲＴ＿ＳＺ）、付加オーディオパートの再生時間（ＡＡ＿ＰＡＲＴ＿
ＰＢ＿ＴＭ）等で構成される。付加オーディオタイプ（ＡＡ＿ＴＹ）には、該当付加オー
ディオが通常の状態にあるのか（ＡＡ＿ＴＹ＝“０”）仮消去状態にあるのか（ＡＡ＿Ｔ
Ｙ＝“１”）を示す１ビットフラグが格納される。
【００４３】
音声情報に関する管理情報は、図３（ｆ）のオーディオＡＶファイル情報テーブル２３８
内にまとめて記録されている。図３（ｇ）は、オーディオＡＶファイル情報テーブル２３
８、オリジナルＰＧＣ情報（ＯＲＧ＿ＰＧＣＩ）２３３、およびユーザ定義ＰＧＣ情報テ
ーブル（ＵＤ＿ＰＧＣＩＴ）２３４の記録内容を例示している。
【００４４】
図３（ｇ）のオーディオＶＯＢ情報（Ａ＿ＶＯＢＩ＃Ａ）２４２は、図１（ｄ）のＡ _Ｖ
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ＯＢＩ＃Ａに対応し、図３（ｇ）のオーディオＶＯＢ情報（Ａ＿ＶＯＢＩ＃Ｂ）２４３は
図１（ｄ）のＡ _ＶＯＢＩ＃Ｂに対応している。また、図１（ａ）のＰＧＣＩ＃１（オリ
ジナルＰＧＣ）は図３（ｆ）のオリジナルＰＧＣ情報（ＯＲＧ＿ＰＧＣＩ）２３３に対応
し、図１（ｆ）のユーザ定義ＰＧＣ（ＰＧＣＩ＃ｎ）は図３（ｆ）のユーザ定義ＰＧＣ情
報テーブル（ＵＤ＿ＰＧＣＩＴ）２３４を意味している。さらに、図１（ｄ）に示した各
タイムマップ１２、１３、１４内の情報は、図３（ｈ）のタイムマップ情報２５２に記録
され、その中の詳細な構造は図３（ｉ）に示すようになっている。
【００４５】
音声情報の多くはオーディオフレームという最小単位を有している。この実施の形態では
複数のオーディオフレームをまとめてオーディオエントリと言う単位を構成し、タイムマ
ップ情報２５２上ではこのオーディオエントリ毎の情報管理を行っている。
【００４６】
オーディオエントリの形成方法としては、上記のように複数のオーディオフレーム毎にま
とめる代わりに、１秒毎、２秒毎、５秒毎などの特定の時間間隔毎の音声情報をまとめて
オーディオエントリを構成させることも可能である。このオーディオエントリをまとめる
時間間隔情報は、図３（ｉ）のオーディオエントリ時間差２６５に持たせることができる
。
【００４７】
音声情報（音楽プログラム）は、１曲毎あるいは１タイトル毎にオーディオＶＯＢ（ＡＯ
Ｂ）としてまとめられ、各オーディオＶＯＢ毎に含まれるオーディオエントリ数はオーデ
ィオエントリ数２６０に記録される。また、ＲＴＲ _ＡＵＤ .ＶＲＯ１１４ファイル内に記
録されている音声情報に対して、各オーディオＶＯＢ毎に含まれる各オーディオエントリ
の記録サイズは、第１オーディオエントリデータサイズ２６１、第２オーディオエントリ
データサイズ２６２、…に記録することができる。
【００４８】
オーディオエントリ数２６０は、Ｓ＿ＡＶＦＩＴ２３７内の前述したＡＡ＿ＥＮＴ＿Ｎｓ
あるいは図５を参照して後述するＴＭＳＲＴＥ＿Ｎｓに対応する内容を持つことができる
。また、各オーディオエントリデータサイズ２６１、２６２等は、Ｓ＿ＡＶＦＩＴ２３７
内の前述したＡＡ＿ＰＡＲＴ＿ＳＺあるいは図５を参照して後述するＴＭＳＲＴ＿ｅｎｔ
ｒｙに対応する内容を持つことができる。
【００４９】
ユーザ等によりオーディオＶＯＢ（ＡＯＢ）内の再生開始時刻が指定されると、指定され
た時刻に対して何番目のオーディオエントリにユーザ等が指定した音声情報が含まれるか
を調べ、第１オーディオエントリデータサイズ２６１、第２オーディオエントリデータサ
イズ２６２、…のデータサイズを加算（累積）して情報媒体２０１上の指定された音声情
報が記録されている位置（再生開始時刻に対応したアドレス）を算出することができる。
【００５０】
図３（ｈ）（ｉ）に示したタイムマップ情報２５２のデータ構造では各オーディオエント
リ毎のデータサイズが記録されているが、それに限らず、各オーディオエントリの先頭位
置での累計位置（アドレス）情報をタイムマップ情報２５２に持たせることも可能である
。
【００５１】
また、図１（ｇ）に示した実施の形態では音声情報はオーディオエントリ毎にそれぞれま
とまって記録されているが、この発明の他の実施の形態として、図１（ｇ）のようにまと
まりを持って音声情報を記録する代わりに音声情報を連続に記録する方法もある。この場
合には、タイムマップ情報２５２情報を持たず、その代わり図３（ｈ）に示したエントリ
ポイント情報２８３を利用する。
【００５２】
すなわち、エントリポイント情報２８３内の音声開始エントリポイント設定エリア２８３
０に図３（ｉ）のタイムマップ情報と類似したデータ構造を持たせ、１秒間隔、２秒間隔
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など特定の時間間隔で音声情報（無音情報を含み得る）が記録されている位置（アドレス
）を、音声開始位置を示すエントリポイント２８３２として逐次記録するようにできる。
【００５３】
また、オーディオエントリ時間差２６５と同様な時間間隔情報および／またはオーディオ
エントリ数２６０と同様なエントリポイント数も、エントリポイント情報２８３内に記録
できる。ユーザが指定した音声再生開始時刻に対する情報媒体２０１上のアクセス位置算
出方法も前述したタイムマップ情報２５２を用いた方法と同様でよい。
【００５４】
ところで、オーディオのみのオブジェクト（オーディオオンリータイトルのオーディオオ
ブジェクトＡＯＴＴ＿ＡＯＢ）内のセルには、２種類ある。１つはオーディオセルであり
、もう１つはサイレントセルである。オーディオセルは、オーディオデータのみ、あるい
はオーディオデータとリアルタイム情報データとによって構成される。オーディオセルの
再生時間は１秒以上とされる。一方、サイレントセルは無音期間用のオーディオデータだ
けで構成され、その再生時間は０．５秒以上とされる。
【００５５】
音声情報（特に複数の曲を纏めた音楽アルバム）では、再生時に曲と曲の間の無音時間が
重要となる。この発明の実施の形態では、上記サイレントセルを利用して、無音時間情報
を容易に設定できる。
【００５６】
たとえば図１（ｃ）に示したセル＃５は、対応する音声情報を持たず、セルタイプとして
サイレントセルが指定されている。図１（ｃ）に示す各セルタイプの情報は図３（ｈ）に
示すセルタイプ２８０、２８１の領域に記録される。図３（ｈ）に示すようにオリジナル
セル情報２７２内の情報として表示時間２８２の情報が記録できる構造になっており、サ
イレントセルが指定されたセルに対する無音期間をこの表示時間２８２情報内で設定する
ことができる。
【００５７】
その他、図３（ｈ）に示すセルタイプ２８０、２８１には、映像情報（ＲＴＲ＿ＭＯＶ．
ＶＲＯ／ＶＲ＿ＭＯＶＩＥ．ＶＲＯ）、静止画像情報（ＲＴＲ＿ＳＴＯ．ＶＲＯ／ＶＲ＿
ＳＴＩＬＬ．ＶＲＯ／ＡＲ＿ＳＴＩＬＬ．ＡＲＯ）、テキスト情報（ＡＲ＿ＲＴ＿ＴＥＸ
Ｔ．ＡＲＯ）、ストリーム情報（ＳＴＲＥＡＭ．ＶＲＯ／ＳＲ＿ＴＲＡＮＳ．ＳＲＯ）、
音声情報（ＲＴＲ＿ＳＴＡ．ＶＲＯ／ＶＲ＿ＡＵＤＩＯ．ＶＲＯ／ＲＴＲ＿ＡＵＤ．ＶＲ
Ｏ／ＡＲ＿ＡＵＤＩＯ．ＡＲＯ）等を識別する識別情報（複数ビットの識別フラグ）を記
述できるようになっている。
【００５８】
無音期間の設定方法としては、次のようなものがある。すなわち、図３（ｈ）のエントリ
ポイント情報２８３内に音声開始エントリポイントの設定領域２８３０を設ける。この実
施の形態では、図１（ｈ）内のオーディオＶＯＢ（ＡＯＢ）内には予め無音期間も含めた
音声情報が記録されている。無音期間が終了して音が出始める位置は、音声開始エントリ
ポイント２８３２の時刻情報として記録できる。ユーザ等が無音期間を飛ばして直接音声
開始位置から再生開始したいと希望する場合には、この音声開始エントリポイント情報を
利用して情報媒体２０１へのアクセスを開始すればよい。
【００５９】
この発明の一実施の形態では、図１（ｆ）のユーザ定義ＰＧＣ８を利用して、既に記録し
てある音声情報と静止画像情報、あるいは既に記録してある映像情報と別の時期に記録し
た音声情報とを同時に再生できるようなデータ構造を採用している。
【００６０】
すなわち、図１（ｅ）に示すように、セルタイプとしてコンポジットセルが指定された場
合には、２種類の情報の同時再生が指示される。この同時再生を可能にするために、図３
（ｈ）に示すように、ユーザ定義セル情報２７７内のデータ構造として、２個のＶＯＢ番
号２８４、２８５を個々に指定できるようにするとともに、それぞれのＶＯＢに対する再
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生開始時刻であるＶＯＢ開始時間２８６、２８７と再生終了時刻であるＶＯＢ終了時間２
８８、２８９の情報もセル情報として持っている。
【００６１】
図４は、この発明の一実施の形態に係る音声情報記録再生装置（音声記録再生機能が拡張
されたＲＴＲビデオレコーダおよび／またはストリーマ）の構成を説明する図である。以
下、図４を用いて、この発明の好ましい実施形態としての音声情報記録再生装置の内部構
造の説明を行う。
【００６２】
この実施の形態における音声情報記録再生装置は、エンコーダ部４０１、デコーダ部４０
２、ＳＴＢ部４０３、主ＭＰＵ部４０４、Ｖ（ビデオ）ミキシング部４０５、フレームメ
モリ部４０６、キー入力部４０７、表示部４０８、ＤＶＤ－ＲＡＭディスク２０１に対し
て情報記録あるいは情報再生を行なうディスクドライブ部４０９、データプロセサ（Ｄ－
ＰＲＯ）部４１０、一時記憶部４１１、Ａ／Ｖ（オーディオ・ビデオ）入力部４１２、Ｔ
Ｖチューナ部４１３を備えている。この音声情報記録再生装置はさらに、ＳＴＢ部４０３
に接続された衛星アンテナ４２１、システムタイムカウンタ（ＳＴＣ）部４２４、Ｖミキ
シング部４０５からパーソナルコンピュータ（ＰＣ）４３５へデジタルビデオ信号を送る
インターフェイス（Ｉ／Ｆ）４３４、アナログＴＶ４３７用Ｄ／Ａ変換部４３６を備えて
いる。
【００６３】
ここで、Ｖミキシング部４０５は、デコード部４０２のＶ－ＰＲＯ部４３８からのデジタ
ルビデオ信号と、ＳＴＢ部４０３からのデジタルビデオ信号４２３とを、適宜ミキシング
する機能を持っている。このミキシング機能により、たとえばＴＶ４３７の表示画面の左
側にＳＴＢ部４０３からの放送画像を表示し、ＴＶ４３７の表示画面の右側にディスク２
０１から再生した画像を表示することができる。あるいは、ＳＴＢ部４０３からの放送画
像とディスク２０１からの再生画像とを、ＰＣ４３５のモニタ画面において、オーバーラ
ッピングウインドウに重ねて表示することもできる。
【００６４】
以上の構成において、エンコーダ部４０１内は、ビデオおよびオーディオ用のＡ／Ｄ変換
部４１４、Ａ／Ｄ変換部４１４からのデジタルビデオ信号またはＳＴＢ分０３からのデジ
タルビデオ信号４２３を選択してビデオエンコード部４１６に送るセレクタ４１５、セレ
クタ４１５からのビデオ信号をエンコードするビデオエンコード部４１６、Ａ／Ｄ変換部
４１４からのオーディオ信号をエンコードするオーディオエンコード部４１７、ＴＶチュ
ーナ部４１３からのクローズドキャプション（ＣＣ）信号あるいは文字放送信号等を副映
像（ＳＰ）にエンコードするＳＰエンコード部４１８、フォーマッタ部４１９、バッファ
メモリ部４２０より構成される。
【００６５】
一方、デコード部４０２内は、メモリ４２６を内蔵する分離部４２５、縮小画像（サムネ
ールピクチャ）生成部４３９を内蔵するビデオデコード部４２８、ＳＰデコード部４２９
、オーディオデコード部４３０、トランスポートストリームパケット（ＴＳパケット）転
送部４２７、ビデオプロセサ（Ｖ－ＰＲＯ）部４３８、オーディオ用Ｄ／Ａ変換部４３２
より構成されている。
【００６６】
デコード部４３０でデコードされたデジタルオーディオ信号は、インターフェイス（Ｉ／
Ｆ）４３１を介して外部出力可能となっている。また、このデジタルオーディオ信号をＤ
／Ａ変換部４３２でアナログ化したアナログオーディオ信号により、外部のオーディオア
ンプ（図示せず）を介してスピーカ４３３が駆動されるようになっている。ここで、Ｄ／
Ａ変換部４３２は、オーディオデコード部４３０からのデジタルオーディオ信号のみなら
ず、ＳＴＢ部４０３からのデジタルオーディオ信号４２２のＤ／Ａ変換もできるように構
成される。
【００６７】
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なお、ディスク２０１からの再生データをＳＴＢ部４０３に転送する場合は、ＴＳパケッ
ト転送部４２７において分離部４２５からの再生データ（ビットストリーム）をトランス
ポートパケット（ＴＳパケット）に変更し、ＳＴＣ４２４からの時間情報に転送時間を合
わせて、ＴＳパケットをＳＴＢ部４０３に送ればよい。
【００６８】
図４の主ＭＰＵ部４０４は、作業用メモリとしてのワークＲＡＭ４０４ａと、ストリーム
データ（またはＲＴＲデータ）作成制御部４０４ｂという名の制御プログラムと、ストリ
ームデータ（またはＲＴＲデータ）再生制御部４０４ｃという名の制御プログラムと、ス
トリームデータ（またはＲＴＲデータ）の部分消去／仮消去制御部４０４ｄという名の制
御プログラム等を含んでいる。
【００６９】
ここで、ファイルの管理領域（図２あるいは図３（ｅ）のＲＴＲ．ＩＦＯ１０４、ＳＴＲ
ＥＡＭ．ＩＦＯ１０５）などを読み書きするために、主ＭＰＵ部４０４は、Ｄ－ＰＲＯ部
４１０に、専用のマイクロコンピュータバスを介して接続されている。
【００７０】
音声情報記録再生装置における記録（録音・録画）時の制御は、上記制御プログラム（シ
ーケンシャルな制御プログラム）を用い主ＭＰＵ部４０４により行われる。まず、図４の
装置における記録（録音・録画）時のビデオ信号の流れについて説明をする。録画時には
、主ＭＰＵ部４０４内のストリームデータ（またはＲＴＲデータ）作成制御部４０４ｂと
いう名のシーケンシャルプログラムにしたがって、一連の処理が行われる。
【００７１】
すなわち、ＩＥＥＥ１３９４規格に準拠した伝送経路経由してＳＴＢ部４０３からエンコ
ード部４０１へ送出されたストリームデータ（またはＲＴＲデータ）は、まずフォーマッ
タ部４１９に転送される。フォーマッタ部４１９のＩＥＥＥ１３９４受信側は、ＳＴＣ４
２４のタイムカウント値に基づいて、ストリームデータ（またはＲＴＲデータ）転送開始
からの時間を読み込む。読み込んだ時間情報は、管理情報として主ＭＰＵ部４０４へ送ら
れ、ワークＲＡＭ部４０４ａに保存される。
【００７２】
主ＭＰＵ部４０４は、上記時間情報に基づいて、ストリームデータ（またはＲＴＲデータ
）をストリームブロック毎（リアルタイムＲＴＲレコーダではＶＯＢＵ毎、ストリーマで
はＳＯＢＵ毎）に切り分ける区切れ情報を作成するとともに、この区切れ情報に対応した
セルの切り分け情報およびプログラムの切り分け情報、さらにはＰＧＣの切り分け情報を
作成し、主ＭＰＵ部４０４内のワークＲＡＭ部４０４ａに逐次記録する。
【００７３】
フォーマッタ部４１９は、主ＭＰＵ部４０４のストリームデータ（またはＲＴＲデータ）
作成制御部４０４ｂからの指示にしたがって、ＳＴＢ部４０３から送られてきたストリー
ムデータ（またはＲＴＲデータ）をパック列に変換し、変換されたパック列をＤ－ＰＲＯ
部４１０へ入力する。入力されたパックはセクタと同じ２０４８バイトの一定サイズを持
っている。Ｄ－ＰＲＯ部４１０は、入力されたパックを１６セクタ毎にまとめてＥＣＣブ
ロックにして、ディスクドライブ部４０９へ送る。
【００７４】
ディスクドライブ部４０９においてＲＡＭディスク（情報媒体）２０１への記録準備がで
きていない場合には、Ｄ－ＰＲＯ部４１０は、記録データを一時記憶部４１１に転送して
一時保存し、ディスクドライブ部４０９においてデータ記録準備ができるまで待つ。ここ
で、一時記憶部４１１は、高速アクセス可能で数分以上の記録データを保持できるように
するため、大容量メモリを想定している。
【００７５】
ディスクドライブ部４０９において記録準備ができた段階で、Ｄ－ＰＲＯ部４１０は一時
記憶部４１１に保存されたデータをディスクドライブ部４０９に転送する。これにより、
ディスク２０１への記録が開始される。一時記憶部４１１に保存されたデータの記録が済
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むと、その続きのデータはフォーマッタ部４１９からＤ－ＰＲＯ部４１０へシームレスに
転送されるようになっている。
【００７６】
次に、再生時のデータ処理について説明する。音声情報記録再生装置における再生時の制
御は、ストリームデータ（またはＲＴＲデータ）再生制御部４０４ｃという名のシーケン
シャルプログラムにしたがい、主ＭＰＵ部４０４によって、一連の処理が行われる。
【００７７】
まず、ディスクドライブ部４０９により、ＲＡＭディスク（情報媒体）２０１からストリ
ームデータ（またはＲＴＲデータ）が再生される。再生されたデータは、Ｄ－ＰＲＯ部４
０９を経由してデコーダ部４０２に転送される。デコーダ部４０２内部では、再生された
データ中のパケットを分離部４２５が受け取る。
【００７８】
分離部４２５は、ビデオパケットデータ（ＭＰＥＧビデオデータ）はビデオデコード部４
２８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ド部４３０へ転送し、副映
像パケットデータはＳＰデコード部４２９へ転送する。
【００７９】
ビデオデコード部４２８でデコードされたビデオデータは、Ｖミキシング部４０５および
Ｄ／Ａ変換部４３６を介してアナログＴＶ信号に変換され、ＴＶ４３７に転送されて画像
表示される。
【００８０】
同時に、オーディオデコード部４３０でデコードされたオーディオ信号もＤ／Ａ変換部４
３２へ送られ、デジタル音声データに変換される。変換されたデジタル音声データは、Ｉ
／Ｆ４３１を介して外部オーディオ機器（図示せず）のデジタル入力に転送される。ある
いは、変換されたデジタル音声データは、Ｄ／Ａ変換部４３２によりアナログ音声信号に
変換され、図示しないオーディオアンプを介して、スピーカ４３３に送られる。
【００８１】
図４の音声情報記録再生装置において、音声情報は、Ａ／Ｖ入力部４１２から入力され、
Ａ／Ｄ変換器４１４でデジタル信号に変換後、セレクタ４１５を経由してオーディオエン
コード部４１７へ入力される。記録の第１ステップとして、入力された音声情報は情報媒
体２０１上のＲＴＲ _ＡＵＤ .ＶＲＯ１１４ファイル内に追加記録される。この記録と同時
に、主ＭＰＵ部４０４内でその記録されている音声情報に関する管理情報がリアルタイム
で作成される。音声情報の記録が終了すると、図３に示すようなセル情報および／または
ＰＧＣＩ情報が変更されまたは追加作成される。その後、変更されまたは追加作成された
セル情報および／またはＰＧＣＩ情報を含む管理情報により、ＲＴＲ _ＩＦＯ１０４が書
き替えられる。
【００８２】
図５は、図１のオーディオエントリに対応したタイムサーチテーブルエントリを格納する
タイムサーチテーブルのデータ構造と、記録された音声情報の内容であるオーディオオブ
ジェクト（ＡＯＢ）のアドレス（再生位置または再生時間）との関係を説明する図である
。
【００８３】
オーディオオブジェクトＡＯＢ（あるいはオーディオＶＯＢ）は、所定のデータサイズを
持つＡＯＢエレメント（あるいはオーディオオブジェクトユニットＡＯＢＵ）の集まりで
構成される。これらのＡＯＢエレメントのアドレス（再生位置または再生時間）は、一連
のＡＯＢエレメントのデータサイズを累計した値により表すことができる。
【００８４】
各ＡＯＢエレメントのデータサイズは、対応するタイムサーチテーブルエントリ（ＴＭＳ
ＲＴ＿ｅｎｔｒｙ＃１～＃ｎ）に記述された差分バイト数で示すことができる。これらＴ
ＭＳＲＴエントリ（ＴＭＳＲＴ＿ｅｎｔｒｙ＃１～＃ｎ）とタイムサーチテーブルヘッダ
（ＴＭＳＲＴ＿Ｈ）とを纏めたものが、タイムサーチテーブル（ＴＭＳＲＴ）となる。
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【００８５】
すなわち、タイムサーチテーブルＴＭＳＲＴは、ＡＯＢ内のＡＯＢエレメントのサイズを
示す情報であり、タイムサーチテーブルヘッダＴＭＳＲＴ＿Ｈと各ＡＯＢエレメントの管
理情報である１以上のＴＭＳＲＴエレメント（＃１～＃ｎ）とで構成される。
【００８６】
タイムサーチテーブルＴＭＳＲＴのヘッダＴＭＳＲＴ＿Ｈは、ＴＭＳＲＴの識別子ＴＭＳ
ＲＴ＿ＩＤおよびＴＭＳＲＴエントリの総数ＴＭＳＲＴＥ＿Ｎｓ等で構成される。このＴ
ＭＳＲＴＥ＿Ｎｓは、図３（ｉ）のオーディオエントリ数２６０に対応する。
【００８７】
各ＴＭＳＲＴエントリ（ＴＭＳＲＴ＿ｅｎｔｒｙ＃１～＃ｎ）は、対応ＡＯＢエレメント
のデータサイズをバイト数で示すＴＭＳＲＴ＿ＥＮＴを含む。このＴＭＳＲＴ＿ＥＮＴは
、図３（ｉ）のオーディオエントリデータサイズ２６１、２６２等に対応する。
【００８８】
この実施の形態では、タイムサーチテーブルＴＭＳＲＴで記述されるデータサイズ（バイ
ト数）は、２秒毎の再生時間に対応するようになっている。
【００８９】
図６は、この発明に係る情報記録手順の一例を説明するフローチャートである。この手順
は、たとえば図４の主ＭＰＵ４０４により実行することができる。また、記録には、たと
えば図３の媒体２０１を用いることができる。
【００９０】
まず、映像情報、静止画像情報、テキスト情報、ストリーム情報および／または音声情報
を適宜含むＲＴＲデータあるいはストリームデータが、図３（ｄ）のリアルタイムビデオ
記録エリア２２１あるいはストリーム記録エリア２２２に記録される（ステップＳＴ１０
）。この実施の形態では、ステップＳＴ１０においては音声情報とその他の情報（映像情
報、静止画像情報、テキスト情報、ストリーム情報）とが混在記録される場合を想定して
いる。また、ステップＳＴ１０における情報記録には、新規録画のみならず、編集等で記
録内容の一部が消去される場合、あるいは消去可能な部分にオーバーライトが行われて記
録内容の書き替えがなされる場合も含まれる。
【００９１】
ステップＳＴ１０の情報記録（部分消去、書き替えも含む）が済むと、この記録（部分消
去、書き替え）に対応して、管理領域への管理情報（図１～図３のＲＴＲ．ＩＦＯ／ＶＲ
＿ＭＡＮＧＲ．ＩＦＯ；図２～図３のＳＴＲＥＡＭ．ＩＦＯ／ＳＲ＿ＭＡＮＧＲ．ＩＦＯ
；あるいは図７のＡＲ＿ＭＡＮＧＲ．ＩＦＯ）の追記あるいは変更記録（書替）がなされ
る（ステップＳＴ１２）。
【００９２】
具体的には、記録された音声情報を再生する際の、音声情報とその他の情報（映像情報、
静止画像情報、テキスト情報、ストリーム情報等の情報）との間の関連情報（オリジナル
ＰＧＣ情報および／またはユーザ定義ＰＧＣ情報）が、管理領域に追記されあるいは変更
記録される。
【００９３】
図７は、データファイルのディレクトリ構造の他の例を説明する図である。ルートディレ
クトリ２００Ｘには、サブディレクトリとしてＤＶＤ＿ＲＴＡＶディレクトリ２１０Ｘそ
の他のサブディレクトリ２３０Ｘが適宜設けられる。サブディレクトリ２１０Ｘ内におい
て、各オブジェクト情報（コンテンツ情報）はオブジェクトの内容毎に独立したファイル
として記録されている。
【００９４】
オーディオ・ビデオのコンテンツ情報はオブジェクトと呼ばれる。図７に示すように、映
像コンテンツ情報はＶＲ＿ムービーオブジェクト記録領域１３１Ｘ内に記録され、音声コ
ンテンツ情報はＡＲ＿オーディオオブジェクト記録領域１３３Ｘ内に記録される。また、
静止画像のコンテンツ情報はＡＲ＿スチル画オブジェクト記録領域１３２Ｘ内に記録され
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、リアルタイムテキストのコンテンツ情報はＡＲ＿リアルタイムテキストオブジェクト記
録領域１３４Ｘ内に記録される。全ての音声情報はＡＲ＿ＡＵＤＩＯ．ＡＲＯ２２１Ｘと
いうファイル内にまとめて記録され、全ての静止画像情報（スチル画）はＡＲ＿ＳＴＩＬ
Ｌ．ＡＲＯ２１３Ｘというファイル内にまとめて記録され、全てのリアルタイムテキスト
情報はＡＲ＿ＲＴ＿ＴＥＸＴ．ＡＲＯ２２２Ｘというファイル内にまとめて記録される。
【００９５】
この発明の一実施の形態では、ビデオレコーディング規格で定義された映像情報ファイル
内の映像の１場面を静止画像として抽出し、抽出した静止画像を音声情報と同時に表示す
ることができる。そのときに使用する映像情報ファイルＶＲ＿ＭＯＶＩＥ．ＶＲＯ２１２
Ｘも、同じＤＶＤ＿ＲＴＡＶディレクトリ２１０Ｘ内に記録されている。これらのオブジ
ェクトファイルを統合的に管理する管理情報記録領域１３０Ｘ内の情報は、ＡＲ＿ＭＡＮ
ＧＲ．ＩＦＯ２１１ＸというファイルおよびそのバックアップファイルであるＡＲ＿ＭＡ
ＮＧＲ．ＢＵＰ２１５Ｘ内に記録される。
【００９６】
音声関連情報の録音（記録）／再生が可能な情報媒体に記録される管理情報のデータ構造
の骨格部は、互換性重視の観点から、ＤＶＤフォーラムで制定されたビデオレコーディン
グ規格と同じ構造としている。また、ＤＶＤフォーラムで制定されたビデオレコーディン
グ規格と同様、音声関連情報の再生手順を示す情報は、オリジナルＰＧＣ情報／ユーザ定
義ＰＧＣ情報内に記録されている。
【００９７】
音声関連情報内で連続再生可能な最小基本単位はセルと呼ばれ、そのセルの繋がりを示す
再生手順がＰＧＣにより構成される。セルに関する管理情報は、管理情報記録領域１３０
Ｘに記録される１以上のセル情報内に全て記録されている。音声情報が記録されているＡ
Ｒ＿ＡＵＤＩＯ．ＡＲＯ２２１Ｘのファイル内のどの範囲を１個のセルで再生するかを示
す情報は、セル情報内に記録されている。１個のＰＧＣ情報に従って再生される音声関連
情報の再生手順は、そのＰＧＣ情報を構成する１以上のセル情報の配置順により決定され
、この配置順に再生および表示が実行される。
【００９８】
音声関連情報に関する再生手順情報には、
（１）情報媒体１００上に記録した順に再生する再生手順と、
（２）ユーザが任意に指定可能な再生手順との２通りが存在する。
【００９９】
「記録された順に再生する」再生手順に関する管理情報は“オリジナルＰＧＣ”と呼ばれ
、ユーザに対する呼び名を“オリジナルトラック”と名付けることができる。また、「ユ
ーザが任意に指定可能な」再生手順に関する管理情報は“ユーザ定義ＰＧＣ”と呼ばれ、
ユーザに対する呼び名を“プレイリスト”と名付けることができる。
【０１００】
オリジナルＰＧＣは、１つの情報媒体内で１つしか存在しないが、ユーザ定義ＰＧＣは複
数個設定できる。それぞれのユーザ定義ＰＧＣに関する管理情報は、複数のユーザ定義Ｐ
ＧＣ情報内（図３（ｆ））に記録される。これらのユーザ定義ＰＧＣ情報は、ユーザ定義
ＰＧＣ情報テーブル（ＵＤ＿ＰＧＣＩＴＩ）内で一元管理されている。すなわち、ＵＤ＿
ＰＧＣＩＴＩには、このテーブルにどのようなユーザ定義ＰＧＣ情報が記録されているか
を示している。これらのユーザ定義ＰＧＣ情報をサーチするための情報は、ユーザ定義Ｐ
ＧＣ情報サーチポインタとして管理情報内に記録することができる。
【０１０１】
ところで、ＣＤ（コンパクトディスク）、ＭＤ（ミニディスク）、カセットテープ等の音
声情報媒体では、ポピュラー音楽の曲毎あるいはクラシック音楽の楽章毎に設定される“
トラック”という管理単位を有している。前記プレイリスト（ユーザ定義ＰＧＣ）作成時
に、ユーザは例えば“Ａ”と言う名のオリジナルトラックの一部と“Ｂ”と言う名のオリ
ジナルトラックの一部を組み合わせて“Ｃ”と言う名の新しいトラックを作成する場合が
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ある。
【０１０２】
１個のセルは、音声情報ファイルであるＡＲ＿ＡＵＤＩＯ．ＡＲＯ２２１Ｘ内の連続再生
範囲のみを指定できる（ＡＲ＿ＡＵＤＩＯ．ＡＲＯ２２１Ｘに飛び石的または離散的に存
在する再生範囲をまたがっては指定できない）。この場合には、たとえば“Ａ”と言う名
のオリジナルトラックの一部を１個の（ユーザ定義）セル＃１で指定し、“Ｂ”と言う名
のオリジナルトラックの一部を別の１個の（ユーザ定義）セル＃２で指定し、これらのセ
ル＃１とセル＃２との組み合わせで“Ｃ”と言う名の新しいトラックを定義し管理できる
。すなわち、この発明の一実施の形態に係るデータ構造では、１個以上のセルの組み合わ
せで１個のトラックを構成できるようになっている。
【０１０３】
ＤＶＤフォーラムで制定されたビデオレコーディング規格との間の互換性を確保するため
に、上記のデータ構造を保持しつつ音声情報特有のトラックの区切りを規定する方法とし
て、この発明の一実施の形態では、「再生手順を示す情報であるＰＧＣ情報内に、音声情
報に対するトラックの切れ目位置を示す情報を記録できる」ようにしている。
【０１０４】
これを実現する方法として、各トラック毎の再生開始位置に存在するセルの管理情報であ
るセル情報の中にトラックヘッドエントリポイントと言う情報記録領域を設定できるよう
にし、その中に、トラック固有の情報を記録している。
【０１０５】
上記エントリポイントの種類としては、トラックヘッドエントリポイントまたはプログラ
ム情報がある。
【０１０６】
このエントリポイントの情報内容としては、エントリポイントタイプ情報（トラックヘッ
ドエントリポイントかスチル画エントリポイントか等の識別情報）、該当するオーディオ
トラックの内容を示す代表音声の表示範囲を指定する情報（該当するオーディオトラック
内の再生開始時間と再生終了時間で指定されている）、該当するオーディオトラックの内
容を代表する代表画像の保存場所を指定する情報（Ｓ＿ＶＯＧＩ番号とその中のＶＯＢエ
ントリ番号で指定される）がある。さらに、該当するオーディオトラック固有のテキスト
情報（曲名、演奏者名、歌手名、作曲者名などを記述したプライマリーテキスト）、付加
説明用テキスト情報（アイテムテキスト）、該当するオーディオトラック内での静止画像
の表示モード（表示順モード、表示タイミングモード等）、該当する静止画像の表示時間
範囲情報、表示する静止画像内容のオリジナルトラックとの関係（オリジナルトラックの
ものと同じ静止画像を表示するか、別の独自の静止画像（新規に設定されたスチル画）を
表示するか）、消去禁止フラグなどの情報もある。
【０１０７】
またスチル画エントリポイント内には、エントリポイントタイプ情報（トラックヘッドエ
ントリポイントかスチル画エントリポイントかの識別情報）、表示する静止画像の保存場
所を指定する情報（Ｓ＿ＶＯＧＩ番号とその中のＶＯＢエントリ番号で指定される）、上
記の静止画像を表示するタイミングの指定情報（対応するオーディオオブジェクトの表示
時間情報を指定して両者間の表示タイミングを合わせるためのもの）、該当する静止画像
の表示時間範囲情報等がある。これらの情報の他にさらに別の情報が追加されてもよい。
【０１０８】
なお、トラックヘッドエントリポイントを使う代わりに、トラック先頭に位置するセルの
セル情報の中に「該当するセルがトラックの先頭位置に配置されていることを示すフラグ
情報」を記録するようにしてもよい。この場合、たとえば“フラグ＝１”により該当セル
がトラックの先頭位置に存在することを示すことができ、“フラグ＝０”により該当セル
がトラックの２番目以降に存在することを示すことができる。
【０１０９】
さらに、前記セル情報に、音声情報と静止画像情報とを同時表示する設定を行なう同時表
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示設定情報を記述することもできる。
【０１１０】
図８は、録再可能情報媒体上の記録データ構造のさらに他の例を説明する図である。図８
（ｃ）～（ｅ）に示すように、オーディオ・ビデオ関連情報記録領域１２１Ｘに対する管
理情報記録領域１３０Ｘ内には、ＲＴＲオーディオマネージャ情報（ＲＴＲ＿ＡＭＧＩ）
１４０Ｘ、ムービーＡＶファイル情報テーブル（Ｍ＿ＡＶＦＩＴ）１４１Ｘ、スチル画Ａ
Ｖファイル情報テーブル（Ｓ＿ＡＶＦＩＴ）１４２Ｘ、オーディオファイル情報テーブル
（Ａ＿ＡＶＦＩＴまたはＡＵＤ＿ＦＩＴ）１４３Ｘ、オリジナルＰＧＣ情報（ＯＲＧ＿Ｐ
ＧＣＩ）１４４Ｘ、ユーザ定義ＰＧＣ情報テーブル（ＵＤ＿ＰＧＣＩＴ）１４５Ｘ、テキ
ストデータマネージャ（ＴＸＴＤＴ＿ＭＧ）１４６Ｘ、製造者情報テーブル（ＭＮＦＩＴ
）１４７Ｘ等が記録される。
【０１１１】
図７に示したＡＲ＿ＡＵＤＩＯ．ＡＲＯ２２１Ｘファイル内の音声情報に関する管理情報
は、図８（ｅ）のオーディオＡＶファイル情報テーブル（Ａ＿ＡＶＦＩＴまたはＡＵＤ＿
ＦＩＴ）１４３Ｘに記録されている。図８（ｅ）～（ｉ）では、オーディオに関する管理
情報であるオーディオＡＶファイル情報テーブル１４３Ｘを、階層的に示している。
【０１１２】
オーディオＡＶファイル情報テーブル（Ａ＿ＡＶＦＩＴまたはＡＵＤ＿ＦＩＴ）１４３Ｘ
は、図８（ｆ）に示すように、オーディオＡＶファイル情報テーブル情報（ＡＵＤ＿ＦＩ
ＴＩ）１８０Ｘ、１以上（ｋ個）のオーディオオブジェクトストリーム情報（ＡＵＤ＿Ｓ
ＴＩ＃１～＃ｋ）１８１Ｘ～１８２Ｘ、オーディオＡＶファイル情報（ＡＵＤＦＩ）１８
４Ｘ、１以上のリアルタイムテキストオブジェクトストリーム情報１８６Ｘ、リアルタイ
ムテキストＡＶファイル情報１８９Ｘ等で構成される。
【０１１３】
オーディオＡＶファイル情報（ＡＵＤＦＩ）１８４Ｘは、図８（ｇ）に示すように、オー
ディオＡＶファイル一般情報（ＡＵＤＦＩ＿ＧＩ）１９０Ｘ、１以上のオーディオオブジ
ェクト情報サーチポインタ（ＡＯＢＩ＿ＳＲＰ＃１～＃ｉ）１９１Ｘ～１９２Ｘ、１以上
のオーディオオブジェクト情報（ＡＯＢＩ＃１～＃ｉ）１９６Ｘ～１９７Ｘ等で構成され
る。
【０１１４】
各オーディオオブジェクト情報（たとえばＡＯＢＩ＃１）は、図８（ｈ）に示すように、
オーディオオブジェクト一般情報（ＡＯＢ＿ＧＩ）２４０Ｘ、１以上のオーディオオブジ
ェクトユニットエントリ（ＡＯＢＵ＿ＥＮＴ＃１～＃ｈ）２４１Ｘ～２４８Ｘ等で構成さ
れる。
【０１１５】
そして、各オーディオオブジェクトユニットエントリ（たとえばＡＯＢＵ＃１）は、図８
（ｉ）に示すように、オーディオオブジェクトユニットデータサイズ（ＡＯＢＵ＿ＳＺ）
２５１Ｘ、オーディオオブジェクトユニットプレゼンテーションタイム（ＡＯＢＵ＿ＰＢ
＿ＴＭ）２５２Ｘ、リアルタイムテキスト位置（差分アドレス）２５３Ｘ等で構成される
。
【０１１６】
なお、図８（ｇ）の各オーディオオブジェクト情報（ＡＯＢＩ）は、オーディオオブジェ
クト一般情報（ＡＯＢ＿ＧＩ）と、図示しないオーディオオブジェクトユニット情報（Ａ
ＯＢＵＩ）とで構成することもできる。
【０１１７】
この場合、オーディオオブジェクト一般情報（ＡＯＢ＿ＧＩ）は、図示しないが、該当Ａ
ＯＢ（対象オーディオオブジェクト）の形式を示すＡＯＢ＿ＴＹ、該当ＡＯＢの記録時間
を示すＡＯＢ＿ＲＥＣ＿ＴＭ、このＡＯＢ＿ＲＥＣ＿ＴＭに対する１秒以下の時間情報（
サブセコンド情報）を示すＡＯＢ＿ＲＥＣ＿ＴＭ＿ＳＵＢ、該当ＡＯＢのオーディオスト
リーム情報番号を示すＡＵＤ＿ＳＴＩＮ、該当ＡＯＢの最初のオーディオフレームの再生
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開始時間を示すＡＯＢ＿Ａ＿Ｓ＿ＰＴＭ、該当ＡＯＢの最後のオーディオフレームの再生
終了時間を示すＡＯＢ＿Ａ＿Ｅ＿ＰＴＭ、システムクロックリファレンス（ＳＣＲ）で記
述した先行ＡＯＢと該当ＡＯＢとの間の差分を示すＳＣＲ＿ＤＩＦＦ等で構成することが
できる。
【０１１８】
またオーディオオブジェクトユニット情報（ＡＯＢＵＩ）は、図示しないオーディオオブ
ジェクトユニット一般情報（ＡＯＢＵ＿ＧＩ）、および図８（ｈ）の１以上のオーディオ
オブジェクトユニットエントリ（ＡＯＢＵ＿ＥＮＴ＃１～＃ｈ）等で構成される。
【０１１９】
そして、オーディオオブジェクトユニット一般情報（ＡＯＢＵ＿ＧＩ）は、図示しないが
、オーディオオブジェクトユニット（ＡＯＢＵ）の再生時間を示すＡＯＢＵ＿ＰＢ＿ＴＭ
（図８（ｉ）の２５２Ｘに対応）、ＡＯＢＵのサイズＡＯＢＵ＿ＳＺ（図８（ｉ）の２５
１Ｘに対応）、該当ＡＯＢ（対象オーディオオブジェクト）の最終ＡＯＢＵの再生時間を
示すＬ＿ＡＯＢＵ＿ＰＢ＿ＴＭ、この最終ＡＯＢＵのサイズを示すＬ＿ＡＯＢＵ＿ＳＺ、
ＡＯＢＵエントリの数（図８（ｈ）の例ではｈ個）を示すＡＯＢＵ＿ＥＮＴ＿Ｎｓ、該当
ＡＯＢの開始アドレスを示すＡＯＢ＿ＳＡ等を含むことができる。
【０１２０】
図７のＡＲ＿ＲＴ＿ＴＥＸＴ．ＡＲＯ２２２Ｘファイル内に記録されているリアルタイム
テキスト情報（リアルタイムテキストオブジェクト；音声情報と同期して表示内容が変化
する情報）に対する管理情報は、オーディオＡＶファイル情報テーブル１４３Ｘ内の（１
以上の）リアルタイムテキストオブジェクトストリーム情報１８６Ｘおよびリアルタイム
テキストＡＶファイル情報１８９Ｘに記録することができる（図８（ｆ））。
【０１２１】
ディスク状の情報媒体１００Ｘに音声情報を記録（録音）する場合には、複数トラックを
まとめて録音する場合が多い。この場合、まとめて一度に録音する音声情報単位をオーデ
ィオオブジェクト（ＡＯＢ）と呼ぶ。個々のＡＯＢ毎にオーディオオブジェクト情報＃１
～＃ｉ（図８（ｇ）の１９６Ｘ～１９７Ｘ）の管理情報を設ける。
【０１２２】
音声情報に対して高速再生（ファーストフォワード）、巻き戻し（ファーストリバース）
、タイムサーチなどの特殊再生を可能にするため、音声情報はＡＯＢよりさらに小さなデ
ータユニット（オーディオオブジェクトユニットＡＯＢＵ）に分割される。そして、各デ
ータユニット（ＡＯＢＵ）毎のデータサイズ（図８（ｉ）のオーディオオブジェクトユニ
ットデータサイズ２５１Ｘ）と表示所要時間（オーディオオブジェクトユニットプレゼン
テーションタイム２５２Ｘ）の情報が、オーディオオブジェクトユニットエントリ＃１～
＃ｈ（図８（ｈ）の２４１Ｘ～２４８Ｘ）の該当記録場所内に記録される。
【０１２３】
また、各データユニット（ＡＯＢＵ）内の先頭位置の音声情報を再生するときに表示され
るリアルタイムテキスト情報（リアルタイムテキストオブジェクト）が記録されているＡ
Ｒ＿ＲＴ＿ＴＥＸＴ．ＡＲＯ２２２Ｘファイル（図７）内の位置情報（相対アドレス／差
分アドレス）も、リアルタイムテキスト位置情報２５３Ｘとしてオーディオオブジェクト
ユニットエントリ＃１～＃ｈ（２４１Ｘ～２４８Ｘ）内に記録されている。
【０１２４】
図３（ｇ）に示す各セル情報内には、該当するセルが指し示すＡＯＢ（オーディオオブジ
ェクト）の番号と、該当セルの時間情報（開始時間および終了時間）とが記録されている
。この指定されたセルを再生する場合には、指定されたＡＯＢ内の指定された時間範囲内
が再生される。具体的には、この時間情報に対してオーディオオブジェクト情報（ＡＯＢ
Ｉ）＃１～＃ｉ内に記録されたオーディオオブジェクトユニットエントリ＃１～＃ｈ（図
８（ｈ））の情報を用いて、再生用に指定された時間範囲がＡＲ＿ＡＵＤＩＯ．ＡＲＯ２
２１Ｘ内の相対アドレスに変換され、その後に希望する音声情報が再生されることになる
。
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【０１２５】
ここでの再生開始点は任意に選択できるものであり、対応するトラックヘッドエントリポ
イントをユーザが指定することにより、いずれのトラック（編集後の曲）からでもスター
トすることができる。なお、オーディオトラックに関連させてスチル画を指定しておくこ
ともできる。
【０１２６】
図９は、録再可能情報媒体上の記録データ構造のさらに他の例を説明する図である。音声
情報の再生時に同時に表示する静止画像情報（スチル画オブジェクト）に対する管理情報
は、図９（ｅ）に示すスチル画ＡＶファイル情報テーブル（Ｓ＿ＡＶＦＩＴ）１４２Ｘ内
に記録されている。このＳ＿ＡＶＦＩＴ１４２Ｘ内には、図９（ｆ）に示すように、オー
ディオＡＶファイル情報テーブル情報（Ａ＿ＡＶＦＩＴＩ）２６０Ｘ、１以上のスチル画
ＶＯＢストリーム情報＃１～＃ｊ、スチル画ＡＶファイル情報（Ｓ＿ＡＶＦＩ）２６４Ｘ
等が記録される。
【０１２７】
Ｓ＿ＡＶＦＩ２６４Ｘ内には、図９（ｇ）に示すように、スチル画ＡＶファイル情報一般
情報（Ｓ＿ＡＶＦＩ＿ＧＩ）２７０Ｘ、１以上のスチル画ＶＯＢグループ情報サーチポイ
ンタ（Ｓ＿ＶＯＧＩ＿ＳＲＰ）＃１～＃ｇ、１以上のスチル画ＶＯＢグループ情報（Ｓ＿
ＶＯＧＩ）＃１～＃ｇ等が記録される。
【０１２８】
ところで、静止画像情報も情報媒体１００Ｘに記録する場合には、一度に複数枚の静止画
像情報をまとめて記録する場合が多い。一度に記録する静止画像情報をまとめたものは、
スチル画ＶＯＢグループ（Ｓ＿ＶＯＧ）と呼ばれる。スチル画ＶＯＢグループに関する管
理情報はスチル画ＶＯＢグループ情報（Ｓ＿ＶＯＧＩ）＃１～＃ｇ内に記録され、この管
理情報によりスチル画ＶＯＢグループ単位での管理が行なわれる。
【０１２９】
具体的には、Ｓ＿ＶＯＧＩ＃１～＃ｇ（図９（ｇ）の２７３Ｘ～２７９Ｘ）内のスチル画
ＶＯＢエントリ（Ｓ＿ＶＯＢ＿ＥＮＴ）＃１～＃ｆ（図９（ｈ）の２８１Ｘ～２８９Ｘ）
各々は、図９（ｉ）に示すように、スチル画ＶＯＢエントリタイプ（Ｓ＿ＶＯＢ＿ＥＮＴ
＿ＴＹ）２９１Ｘ、１つのスチル画サイズ（ビデオ部分のサイズＶ＿ＰＡＲＴ＿ＳＺ）２
９２Ｘ等を持つ。これらの情報（Ｓ＿ＶＯＢ＿ＥＮＴ＿ＴＹ、Ｖ＿ＰＡＲＴ＿ＳＺ）によ
り、スチル画ＶＯＢグループ単位での管理を行なうことができる。
【０１３０】
図１０は、録再可能情報媒体上の記録データ構造のさらに他の例を説明する図である。“
曲名”、“歌手名”、“演奏者名”などのトラック毎に固有な情報は、テキスト情報とし
てトラックヘッドエントリポイント（図示せず）内に記録できる。“曲名”、“歌手名”
、“演奏者名”など比較的データ量が少ないテキスト情報を記録する場所として、トラッ
クヘッドエントリポイント内にプライマリーテキスト情報と言う名の記録領域（図示せず
）が存在する。
【０１３１】
それに対して、トラック毎の固有情報ではあるがデータ量が膨大でプライマリーテキスト
情報内に記録できない情報は、アイテムテキスト（ＩＴ＿ＴＸＴ）＃１～＃ｅ（図１０（
ｆ）の２３６Ｘ～２３８Ｘ）内に記録できるようになっている。この場合、トラックヘッ
ドエントリポイント内には、何番目のアイテムテキストを示すかの情報を持ったポインタ
情報（ＩＴ＿ＴＸＴ＿ＳＲＰ）のみが記録される構造になっている。
【０１３２】
アイテムテキスト情報は、図１０（ｅ）（ｆ）に示すように、テキストデータマネージャ
（ＴＸＴＤＴ＿ＭＧ）１４６Ｘ内にまとめて一括記録されている。テキストデータマネー
ジャ（ＴＸＴＤＴ＿ＭＧ）１４６Ｘ内には、テキストデータ情報（ＴＸＴＤＴＩ）２３１
Ｘ、１以上のアイテムテキストサーチポインタ（ＩＴ＿ＴＸＴ＿ＳＲＰ＃１～＃ｅ）２３
２Ｘ～２３３Ｘ、１以上のアイテムテキスト（ＩＴ＿ＴＸＴ＃１～＃ｅ）２３６Ｘ～２３
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８Ｘ等が記録される。
【０１３３】
テキストデータ情報（ＴＸＴＤＴＩ）２３１Ｘ内には、キャラクタセットＣＨＲＳ、アイ
テムテキストサーチポインタの数ＩＴ＿ＴＸＴ＿ＳＲＰ＿Ｎｓ、テキストデータマネージ
ャの終了アドレスＴＸＴＤＴ＿ＭＧ＿ＥＡ等が格納される。
【０１３４】
各アイテムテキストサーチポインタ（ＩＴ＿ＴＸＴ＿ＳＲＰ＃）内には、該当アイテムテ
キストの開始アドレスＩＴ＿ＴＸＴ＿ＳＡ、そのアイテムテキストのサイズＩＴ＿ＴＸＴ
＿ＳＺ等が格納される。また、各アイテムテキスト（図１０（ｇ）の２３９Ｘ）は、キャ
ラクタセットＣＨＲＳで指定された文字コードで記述されたテキストを含む。これらのア
イテムテキストは、１箇所で集中的に管理されるテキスト情報、すなわちゼネラルテキス
ト情報と呼ぶこともできる。
【０１３５】
図１０（ｅ）（ｆ）に示すようにようにアイテムテキスト情報を一括記録すると、全アイ
テムテキスト＃１～＃ｅの内容に対して“テキストサーチ”などの検索を容易に行なうこ
とができるようになり、音声情報検索に役に立つ。
【０１３６】
図１１は、録再可能情報媒体上の記録データ構造の他の例（エントリポイント情報２８３
内にオーディオインデックス情報が設けられた例）を説明する図である。図３（ｉ）の実
施の形態では、無音期間後に初めて音声が開始される位置をエントリポイント情報２８３
で指定する場合を例示した。一方、その応用例として、エントリポイント情報２８３に、
より汎用性を持たせることもできる。この応用例を、図１１を用いて説明する。
【０１３７】
音楽を対象とする音声情報では“曲（ソング）”と言う音声情報の区切り単位を持ち、こ
の曲に対応した表現として音声情報の区切り単位をトラック（オーディオトラック）と呼
ぶ。さらに、１個のトラック内の特定のセグメントをインデックスと呼ぶ。たとえば、ト
ラックをクラシックの交響曲、協奏曲あるいはソナタに対応させた場合、各楽章が上記イ
ンデックスに対応する。あるいは歌謡曲の１曲をトラックに対応させた場合には１曲内の
ブロック（その曲の歌詞の１番、２番、３番など）の切り替わり位置を上記インデックス
に対応させることができる。
【０１３８】
図３（ｉ）で説明したが「１曲内に無音期間を含む音声情報に対して無音期間後の初めて
音声開始する位置」も、上記インデックスに含めて捉えることができる。つまり、「エン
トリポイント情報２８３を利用して無音期間終了後初めての音声開始位置を指定する」こ
との利用方法／利用概念を拡張したものが、インデックス指定になる。
【０１３９】
図１１（ｉ）に示したエントリポイント情報２８３内のデータ構造は、図３（ｉ）に示し
たエントリポイント情報２８３内のデータ構造の他の実施の形態を示している。複数のエ
ントリポイントを持つ構造の場合には、図１１（ｉ）および後述する図１２（ｉ）に示す
ように、エントリポイントタイプ情報２８３４、２８３５の情報が必要となる。
【０１４０】
この発明の実施の形態では、図１１（ｉ）に示すエントリポイント構造の場合には、エン
トリポイントタイプ情報２８３４として“０１０１”または“０００１”を設定すること
ができる。また、図１２（ｉ）示すエントリポイント構造の場合にはエントリポイントタ
イプ情報２８３５として“００１０”を割り当て、図３（ｉ）の場合には“００１１”を
割り当てて、データ構造の違いの識別を可能としている。
【０１４１】
インデックスの指定方法としては、図１（ｇ）または図３（ｈ）に示したタイムマップ情
報（オーディオオブジェクトユニットエントリポイントまたはオーディオエントリ）２５
２を利用して音声情報の再生時刻により指定する方法がある。この再生時刻情報がエント

10

20

30

40

50

(20) JP 3762224 B2 2006.4.5



リポイント指定時刻情報２８３１内で指定される。また、交響曲内の楽章番号あるいは歌
謡曲内のブロック番号（１番、２番、３番、…）に対応した番号がインデックス番号２８
３６として記録される。
【０１４２】
図１２は、録再可能情報媒体上の記録データ構造のさらに他の例（エントリポイント情報
２８３内に、音声情報と同時に表示する静止画像情報を指し示す情報が設けられた例）を
説明する図である。
【０１４３】
図３（ｈ）の説明箇所で、コンポジットセルを用いることで音声情報および静止画像情報
等を同時に表示するデータ構造について示した。一方、この実施の形態では、図１２（ｈ
）（ｉ）に示すように、エントリポイント情報２８３を用いて音声情報および静止画像情
報を同時表示できるデータ構造を採用している。
【０１４４】
図１２（ｉ）に示す構造の場合には、エントリポイントタイプ情報２８３５は“００１０
”に設定される。
【０１４５】
静止画像の指定は、
（１）Ｓ _ＶＯＧＩサーチポインタ番号２８３７により図９（ｇ）のＳ _ＶＯＧＩサーチポ
インタの番号を指定することで、スチルピクチャＶＯＢグループ情報＃１・２７３～＃ｇ
・２７９のいずれかを指定し、
（２）さらにスチルピクチャＶＯＢエントリ番号２８３８により図９（ｈ）内でのスチル
ピクチャＶＯＢエントリ＃１・２８１～＃ｆ・２８９を指定することにより、
行なうことができる。
【０１４６】
ここで指定された静止画像を表示するタイミングは、図１２（ｉ）のエントリポイント指
定時刻情報２８３１による同一セル内の音声情報再生時刻でもって、設定することができ
る。
【０１４７】
再生時には、図１（ｇ）に示したオーディオエントリもしくは図８（ｈ）に示したオーデ
ィオオブジェクトユニットエントリ（ＡＯＢＵ＿ＥＮＴ）で構成される音声情報のタイム
マップ情報を利用して、上記の再生時刻に対応したＡＲ _ＡＵＤＩＯ．ＡＲＯ２２１Ｘ（
図７）またはＲＴＲ _ＡＵＤ．ＶＲＯ１１４（図２）内に記録された音声オブジェクト情
報の記録場所を、検索できる。
【０１４８】
上記のエントリポイント情報２８３では時刻情報を示しているが、この時刻から静止画像
を表示し、同一セル内の音声情報の再生が完了するまで（もしくは次のエントリポイント
情報２８３で指定された次の静止画像を表示するようになるまで）現行の静止画像を表示
し続けるようにしてもよい。
【０１４９】
図３（ｈ）、図１１（ｈ）、図１２（ｈ）では１個のセル内に１個のエントリポイント情
報２８３のみが記録されているが、これに限らず、１個のセル内に複数のエントリポイン
ト情報２８３を記録することも可能である。また図３（ｈ）、図１１（ｈ）、図１２（ｈ
）ではエントリポイント情報２８３はオリジナルＰＧＣ情報２３３内のセル情報＃１・２
７２に記録されているが、それに限らず、たとえばユーザ定義ＰＧＣ情報テーブル２３４
内のセル情報＃１・２７７内にエントリポイント情報を記録することも可能である。
【０１５０】
エントリポイント情報２８３の利用方法としては図３（ｉ）に示すように無音期間後に初
めて音声開始する位置を指定するだけでなく、図１１（ｉ）に示すようにエントリポイン
ト情報２８３内でインデックス番号を指定することでより汎用性を持った利用方法を確保
できる。
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【０１５１】
たとえばトラック内のユーザが気に入った場所の頭出し、クラシック音楽での交響曲、協
奏曲、ソナタなどにおける楽章の切り替わり位置の指定、あるいは歌謡曲でのブロック（
１番、２番、３番など）の切り替わり位置を、エントリポイント情報２８３内のインデッ
クス番号で指定できる。その結果、ユーザは図１１（ｉ）に示したにエントリポイント情
報２８３内のインデックス番号を指定することで同一曲（トラック）内の気に入った場所
あるいは気に入ったブロックに直接頭出しを行って再生させることが可能となる。
【０１５２】
図３（ｈ）に示すようにコンポジットセル内で同時に２種類のＶＯＢを指定する代わりに
、図１２（ｉ）に示すようにエントリポイント情報２８３を利用して静止画像を指定すれ
ば、より管理情報のデータ内容の簡素化が図れるとともに、曲単位の部分消去、並び替え
などの編集処理をより簡素化できる。
【０１５３】
具体例として、同一セル内を２分割し、前半を消去する場合について説明すると、図３（
ｈ）に示すコンポジットセルの場合には、静止画像と音声情報間の同期を合わせるために
、消去後に残った部分として第１ＶＯＢ開始時間２８６を２分割の境界時間に変更すると
ともに、第２Ｖ０Ｂ開始時間２８７も変更する必要がある。それに比べて、図１２（ｉ）
に示したデータ構造を採用した場合には、セル内の表示時間２８２を変更し、消去範囲に
該当するエントリポイント情報２８３を消去するだけで良い。
【０１５４】
さらに、図１２（ｉ）のように音声情報と同時に表示する静止画像情報の設定にエントリ
ポイント情報２８３を用いることで、部分消去、一部並び替えなどの編集処理時に、図３
（ｈ）のデータ構造では必要とされる音声情報と静止画像情報間との同期合わせ設定が、
不要となる。
【０１５５】
また、図１２（ｉ）に示すようにエントリポイント情報２８３を利用して静止画像を指定
できるようにすれば、音声情報再生時の任意のタイミングで静止画像の表示を設定できる
ようになる。すなわち、図１（ｊ）に示すように静止画像のＶＯＢエントリでは１枚の静
止画像毎の表示時間間隔が予め決まっている。そのため、図３（ｈ）に示したコンポジッ
トセル構造を取った場合には音声情報の再生時間に対する各静止画像の表示タイミングを
任意に設定できない。それに比べて、図１２（ｉ）に示したように音声情報再生と同時に
表示する静止画像のタイミングをエントリポイント情報２８３で定めるデータ構造を用い
ると、各静止画像に対する表示タイミングを音声情報の再生時刻であるエントリポイント
指定時刻情報２８３１で個々に設定できるようになる。そのため元の静止画像のＶＯＢエ
ントリで指定された静止画像表示時間に関わらず、任意の音声情報再生時刻に静止画像の
表示時刻を指定できる。
【０１５６】
なお、各実施の形態で述べたセル情報に、音声情報と静止画像情報（または音声情報と映
像情報）とを同時表示する設定を行なう同時表示設定情報を記述することもできる。
【０１５７】
また、この発明の実施の形態で例示されたデータ構造の適用対象は、光ディスク（図３、
図４、図８～図１２の情報媒体２０１あるいは１００Ｘ）だけに限定されるものではなく
、固体メモリ（大容量の半導体フラッシュメモリ等）に適用することもできる。
【０１５８】
【発明の効果】
以上説明したこの発明における効果をまとめると以下のようになる：
１．図１（ｃ）（ｈ）に示すように各オーディオＶＯＢ（ＡＯＢ）＃Ａ～＃Ｃに対して個
々にセル＃２、＃３、＃６を定義し、かつ各セルに対応したセル情報内にセルタイプ情報
を持たせる。このセルタイプ情報により、映像情報（ムービーセル）、静止画像情報（ス
チル画セル）および音声情報（オーディオセル）の間の識別が可能となり、映像情報およ
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び静止画像情報と全く同列に音声情報の管理も可能になる。その結果、映像情報および／
または静止画像情報と全く同様にデジタル音声情報を情報媒体上に記録できるだけでなく
、情報媒体からの再生、編集等も容易に行える。
【０１５９】
たとえば映像情報記録用にビデオテープを用い音声情報記録用にＭＤを別々に用いていた
これまでの状況に対して、この発明のように１枚の情報媒体上に映像情報および／または
静止画像情報と音声情報とを混在記録可能とすることで、ユーザは、１台の記録再生機器
だけで、音声／映像／静止画像が混在した情報の記録、再生、編集を行えるようになる。
また、たとえば記録時期が異なる静止画像情報と音声情報とを組み合わせて再生するなど
ユーザの編集、再生方法に大きな幅が生まれる。
【０１６０】
２．音声情報に対してオーディオＶＯＢ（ＡＯＢ）を定義し、他の映像情報、静止画像情
報と同等のセルをオーディオＶＯＢ（ＡＯＢ）に対応付けるとともに、オーディオセルも
含めた各セル間の再生順を示すオリジナルＰＧＣの情報を持たせる。こうすることで、ユ
ーザに対しては、ビデオテープに記録するような映像情報と、カセットテープ等のオーデ
ィオテープ上に記録するような音声情報と、静止画像情報が記録できるデジタルテープ上
に記録される静止画像情報とを、あたかも繋がりを持った１本のテープ上に混在記録させ
たように見せることができる。これらの情報を記録した順に１本のテープのようにそれぞ
れ繋がりを持って再生できる仕組みを提供することで、この発明のデータ構造を利用した
情報媒体は、オーディオテープあるいはビデオテープなどに慣れ親しんでいるユーザにと
っても違和感なく使用できる。
【０１６１】
３．音声情報に対する管理情報であるＡ _ＶＯＢＩ（またはＡＯＢＩ）内にタイムマップ
情報（あるいはタイムサーチテーブル）を持たせたことにより、ユーザ定義ＰＧＣ内にあ
るセルはこのタイムマップ情報を利用して再生範囲を任意に指定できる。その結果、映像
情報、静止画像情報、音声情報内の任意の領域を任意の順番で再生させることが可能とな
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】情報媒体上に記録される音声情報の記録フォーマット（記録データ構造）、およ
びその音声情報に関する管理情報の記録フォーマット（記録データ構造）を説明する図で
ある。
【図２】データファイルのディレクトリ構造の一例を説明する図である。
【図３】録再可能情報媒体上の記録データ構造の一例を説明する図である。
【図４】この発明の一実施の形態に係る記録再生装置の構成を説明する図である。
【図５】図１のオーディオエントリに対応したタイムサーチテーブルエントリを格納する
タイムサーチテーブルのデータ構造と、記録された音声情報の内容であるオーディオオブ
ジェクト（ＡＯＢ）のアドレス（再生位置または再生時間）との関係を説明する図である
。
【図６】この発明に係る情報記録手順の一例を説明するフローチャートである。
【図７】データファイルのディレクトリ構造の他の例を説明する図である。
【図８】録再可能情報媒体上の記録データ構造のさらに他の例を説明する図である。
【図９】録再可能情報媒体上の記録データ構造のさらに他の例を説明する図である。
【図１０】録再可能情報媒体上の記録データ構造のさらに他の例を説明する図である。
【図１１】録再可能情報媒体上の記録データ構造のさらに他の例を説明する図である。
【図１２】録再可能情報媒体上の記録データ構造のさらに他の例を説明する図である。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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