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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　読取手段を備えており前記読取手段を所定の読み出し線速度で記録情報が記録された記
録トラックに沿って移動させて再生する再生装置により再生される前記記録トラックを有
する情報記録媒体であって、
　前記再生装置によりアクセス可能な単位である複数の第１データグループに区分された
前記記録情報が、可変な情報レートで圧縮されて前記記録トラック上に記録されており、
　少なくとも一つの前記第１データグループからなる再生単位を前記再生装置が再生する
ための読み出しレートの最大値、又は当該最大値を１／２のべき乗して得られる各読み出
しレートの値、のうち、前記情報レートの最大値より大きい値を有するいずれかの当該読
み出しレートの値を示す情報が前記記録トラックの前記記録情報が記録された箇所と異な
る所定箇所に記録されており、
　前記第１データグループは、
　検索情報と表示制御に関する情報から構成されるナビゲーションパックと、
　映像情報から構成されるビデオパックと、
　音楽情報から構成されるオーディオパックと、
　前記映像情報と混合されて表示される副映像情報から構成されるサブピクチャパックと
、
　から構成されることを特徴とする情報記録媒体。
【請求項２】
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　前記読み出しレートの値を示す情報は、当該情報記録媒体の全体に適用されるものであ
り、当該情報記録媒体のリードインエリアに記録されていることを特徴とする請求項１に
記載の情報記録媒体。
【請求項３】
　前記記録情報はさらに第２データグループに分割されており、
　前記第２データグループは、コントロールデータと複数のセルから構成される実体情報
とを含み、
　前記セルは複数の第１データグループから構成され、
　前記コントロールデータは、前記セルを組み合わせたプログラムであって、複数の前記
プログラムを組み合わせた論理的な単位であるプログラムチェインに関する情報が含まれ
ていることを特徴とする請求項１又は２に記載の情報記録媒体。
【請求項４】
　前記読み出しレートの値を示す情報は、前記複数の第２データグループの夫々に対し前
記記録トラック上の所定箇所に記録されていることを特徴とする請求項３に記載の情報記
録媒体。
【請求項５】
　記録情報を記録するための情報記録装置であって、
　アクセス可能な単位である複数の第１データグループに区分し且つ可変な情報レートで
圧縮して、前記記録情報を前記記録トラック上に記録し、少なくとも一つの前記第１デー
タグループからなる再生単位を再生するための読み出しレートの最大値、又は当該最大値
を１／２のべき乗して得られる各読み出しレートの値、のうち、前記情報レートの最大値
より大きい値を有するいずれかの当該読み出しレートの値を示す情報を前記記録トラック
の前記記録情報が記録された箇所と異なる所定箇所に記録する記録手段を備え、
　前記第１データグループは、
　検索情報と表示制御に関する情報から構成されるナビゲーションパックと、
　映像情報から構成されるビデオパックと、
　音楽情報から構成されるオーディオパックと、
　前記映像情報と混合されて表示される副映像情報から構成されるサブピクチャパックと
、から構成されることを特徴とする情報記録装置。
【請求項６】
　前記読み出しレートの値を示す情報は、当該情報記録媒体の全体に適用されるものであ
り、
　前記記録手段は、前記読み出しレートの値を示す情報を当該情報記録媒体のリードイン
エリアに記録することを特徴とする請求項５に記載の情報記録装置。
【請求項７】
　前記記録情報はさらに第２データグループに分割されており、
　前記第２データグループは、コントロールデータと複数のセルから構成される実体情報
とを含み、
　前記セルは複数の第１データグループから構成され、
　前記コントロールデータは、前記セルを組み合わせたプログラムであって、複数の前記
プログラムを組み合わせた論理的な単位であるプログラムチェインに関する情報が含まれ
ていることを特徴とする請求項５又は６に記載の情報記録装置。
【請求項８】
　前記読み出しレートの値を示す情報は、前記複数の第２データグループの夫々に対し前
記記録トラック上の所定箇所に記録されていることを特徴とする請求項７に記載の情報記
録装置。
【請求項９】
　前記情報記録媒体がスタンパディスクであると共に、
　当該スタンパディスクを用いてレプリカディスクを製造するレプリケーション手段を更
に備えることを特徴とする請求項５から８のいずれか一項に記載の情報記録装置。
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【請求項１０】
　記録情報を記録するための情報記録方法であって、
　アクセス可能な単位である複数の第１データグループに区分し且つ可変な情報レートで
圧縮して、前記記録情報を前記記録トラック上に記録し、少なくとも一つの前記第１デー
タグループからなる再生単位を再生するための読み出しレートの最大値、又は当該最大値
を１／２のべき乗して得られる各読み出しレートの値、のうち、前記情報レートの最大値
より大きい値を有するいずれかの当該読み出しレートの値を示す情報を前記記録トラック
の前記記録情報が記録された箇所と異なる所定箇所に記録する記録工程と、
　を含み、
　前記第１データグループは、
　検索情報と表示制御に関する情報から構成されるナビゲーションパックと、
　映像情報から構成されるビデオパックと、
　音楽情報から構成されるオーディオパックと、
　前記映像情報と混合されて表示される副映像情報から構成されるサブピクチャパックと
、から構成されることを特徴とする情報記録方法。
【請求項１１】
　前記読み出しレートの値を示す情報は、当該情報記録媒体の全体に適用されるものであ
り、
　前記記録工程においては、前記読み出しレートの値を示す情報を当該情報記録媒体のリ
ードインエリアに記録することを特徴とする請求項１０に記載の情報記録方法。
【請求項１２】
　前記記録情報はさらに第２データグループに分割されており、
　前記第２データグループは、コントロールデータと複数のセルから構成される実体情報
とを含み、
　前記セルは複数の第１データグループから構成され、
　前記コントロールデータは、前記セルを組み合わせたプログラムであって、複数の前記
プログラムを組み合わせた論理的な単位であるプログラムチェインに関する情報が含まれ
ていることを特徴とする請求項１０又は１１に記載の情報記録方法。
【請求項１３】
　前記読み出しレートの値を示す情報は、前記複数の第２データグループの夫々に対し前
記記録トラック上の所定箇所に記録されていることを特徴とする請求項１２に記載の情報
記録方法。
【請求項１４】
　前記情報記録媒体がスタンパディスクであると共に、
　当該スタンパディスクを用いてレプリカディスクを製造するレプリケーション工程を更
に含むことを特徴とする請求項１０から１４のいずれか一項に記載の情報記録方法。
【請求項１５】
　アクセス可能な単位である複数の第１データグループに区分された記録情報が、可変な
情報レートで圧縮されて記録トラック上に記録されており、少なくとも一つの前記第１デ
ータグループからなる再生単位を再生するための読み出しレートの最大値、又は当該最大
値を１／２のべき乗して得られる各読み出しレートの値、のうち、前記情報レートの最大
値より大きい値を有するいずれかの当該読み出しレートの値を示す情報が前記記録トラッ
クの前記記録情報が記録された箇所と異なる所定箇所に記録されており、前記第１データ
グループは、検索情報と表示制御に関する情報から構成されるナビゲーションパックと、
映像情報から構成されるビデオパックと、音楽情報から構成されるオーディオパックと、
前記映像情報と混合されて表示される副映像情報から構成されるサブピクチャパックと、
から構成されている情報記録媒体から情報を再生するための情報再生装置であって、
　前記記録トラック上で所定の読取り位置に記録されている情報を読取る読取手段と、
　前記読取手段を移動させる駆動手段と、
　前記記録情報の読取りに先立って、前記読み出しレートの値を示す情報を再生させ、前
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記再生された読み出しレートの値を示す情報の示す読み出しレートを得ることができるよ
うに前記記録情報を読み出して再生するように、前記読取手段及び駆動手段を制御する制
御手段と、
　を備えたことを特徴とする情報再生装置。
【請求項１６】
　前記読み出しレートの値を示す情報は、当該情報記録媒体の全体に適用されるものであ
り、
　前記情報記録媒体においては、前記読み出しレートの値を示す情報が当該情報記録媒体
のリードインエリアに記録されていることを特徴とする請求項１５に記載の情報再生装置
。
【請求項１７】
　前記記録情報はさらに第２データグループに分割されており、
　前記第２データグループは、コントロールデータと複数のセルから構成される実体情報
とを含み、
　前記セルは複数の第１データグループから構成され、
　前記コントロールデータは、前記セルを組み合わせたプログラムであって、複数の前記
プログラムを組み合わせた論理的な単位であるプログラムチェインに関する情報が含まれ
ていることを特徴とする請求項１５又は１６に記載の情報再生装置。
【請求項１８】
　前記読み出しレートの値を示す情報は、前記複数の第２データグループの夫々に対し前
記記録トラック上の所定箇所に記録されていることを特徴とする請求項１７に記載の情報
再生装置。
【請求項１９】
　アクセス可能な単位である複数の第１データグループに区分された記録情報が、可変な
情報レートで圧縮されて記録トラック上に記録されており、少なくとも一つの前記第１デ
ータグループからなる再生単位を再生するための読み出しレートの最大値、又は当該最大
値を１／２のべき乗して得られる各読み出しレートの値、のうち、前記情報レートの最大
値より大きい値を有するいずれかの当該読み出しレートの値を示す情報が前記記録トラッ
クの前記記録情報が記録された箇所と異なる所定箇所に記録されており、前記第１データ
グループは、検索情報と表示制御に関する情報から構成されるナビゲーションパックと、
映像情報から構成されるビデオパックと、音楽情報から構成されるオーディオパックと、
前記映像情報と混合されて表示される副映像情報から構成されるサブピクチャパックと、
から構成されている情報記録媒体から情報を再生するための情報再生方法であって、
　前記記録トラック上で所定の読取り位置に記録されている情報を読取る読取工程と、
　前記読取手段により読取られた情報を再生する再生工程と、
　前記記録情報の読取りに先立って、前記読み出しレートの値を示す情報を再生させ、前
記再生された読み出しレートの値を示す情報の示す読み出しレートを得ることができるよ
うに前記記録情報を読み出して再生するように、前記読取工程及び再生工程を制御する制
御工程と、
　を含むことを特徴とする情報再生方法。
【請求項２０】
　前記読み出しレートの値を示す情報は、当該情報記録媒体の全体に適用されるものであ
り、
　前記情報記録媒体においては、前記読み出しレートの値を示す情報が当該情報記録媒体
のリードインエリアに記録されていることを特徴とする請求項１９に記載の情報再生方法
。
【請求項２１】
　前記記録情報はさらに第２データグループに分割されており、
　前記第２データグループは、コントロールデータと複数のセルから構成される実体情報
とを含み、



(5) JP 4112644 B2 2008.7.2

10

20

30

40

50

　前記セルは複数の第１データグループから構成され、
　前記コントロールデータは、前記セルを組み合わせたプログラムであって、複数の前記
プログラムを組み合わせた論理的な単位であるプログラムチェインに関する情報が含まれ
ていることを特徴とする請求項１９又は２０に記載の情報再生方法。
【請求項２２】
　前記読み出しレートの値を示す情報は、前記複数の第２データグループの夫々に対し前
記記録トラック上の所定箇所に記録されていることを特徴とする請求項２１に記載の情報
再生方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＤＶＤ（Digital Video Disk）に代表される映像、音声等の情報を高密度に記
録可能な高密度光ディスク等の情報記録媒体、並びに当該情報記録媒体に情報を記録する
ための記録装置、及び当該情報記録媒体から情報を再生するための再生装置の技術分野に
属する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、映像情報等を記録するための光ディスク等の情報記録ディスクの記録容量を有効に
利用するためのデータ圧縮技術として、ＭＰＥＧ２等の可変レートシステムが提案されて
いる。一般に圧縮技術を用いて情報量を削減した場合には、元の信号の性質等によって圧
縮後の情報量が異なるが、この可変レートシステムとは、記録媒体に圧縮後の情報を記録
する場合、一定レートになるように圧縮するのではなく、同一場面に係る映像データ等の
連続して記録再生されるデータ相互間の相関関係を利用して、場面場面に応じた適切なデ
ータ圧縮レートを設定し、このレートでデータ圧縮を行いつつ記録媒体に該データを記録
するシステムである。
【０００３】
このように可変レートシステムにおいて記録されて、再生に必要とされる（一定時間当た
り）情報量が変化するデータを当該記録媒体から再生するためには、以下の２通りの方法
が考えられる。
【０００４】
第１の方法としては、情報を再生する際に、再生装置の情報読み出し用ピックアップの読
み出し位置における情報記録ディスクの記録部分に対する線速度（以下、読み出し線速度
という）を、情報記録ディスクにおける圧縮後の情報量に応じて変化させる方法がある。
この方法による、圧縮後の記録情報の再生時における単位時間当たりに読み出される情報
量（以下、情報レートという）及び再生時のディスクの回転数の時間変化を図１７に示す
。図１７に示すように、この方法によれば、再生装置において再生に必要な情報レートが
常に得られるように、読み出し線速度（回転数）をその時々の情報レートに応じて変化さ
せている。図１７において、読み出し線速度に応じて実際に再生される情報レート（点線
）と圧縮後の記録情報の情報レート（実線）との差は、付加情報の再生等の様々な要因に
よる再生時のロスに対応している。この結果、ピックアップを通じて得られるデータ量と
、再生に必要なデータ量とがほぼ一致しているので、再生装置におけるトラックバッファ
の大きさ（メモリ容量）を小さくすることができる。更に、ディスクを回転させるための
スピンドルモータの回転数も、必要最低限で済むため、電力の消費も低く押さえられる。
また、特にピックアップに対し待機状態と再生状態を切り換える等の特別な制御も必要な
い。
【０００５】
第２の方法としては、図１８に示すように、再生に必要とされる情報レートの上限にあわ
せて（即ち、この上限の場合にも再生可能なように）、読み出し速度を設定し、スピンド
ルモータを、この速度を一定にするように回転させる方法である。この結果、読み出しク
ロックの周波数も一定となり、復調のために通常のＰＬＬ（Phase Lock Loop ）回路を一
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つ用意しておけばよい。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前述した従来の第１の方法によれば、読み出しクロックの周波数が常に変
化するため、復調のために特殊なＰＬＬが必要となり、その制御も複雑となり、更に、ス
ピンドルモータの回転制御も複雑なものになってしまうため、この第１の方法は現実的で
ない。
【０００７】
一方、前述した第２の方法によれば、復調の際に使用するデータ量が大きく変化するため
に、ピックアップは、情報を逐次読み取る再生状態及び同一トラック上で待機する待機状
態を繰り返す必要が生じ、ピックアップの制御が複雑化してしまう。更に、ピックアップ
から読み出されるデータ量と復調に必要なデータとの差が大きいため、再生装置において
大きなトラックバッファが必要となってしまう。更に、モータは、常に最高速度に合わせ
て回転しているため、消費電力も大きくなってしまう。従って、特にポータブルプレーヤ
の場合には、電池の寿命が短くなり使い勝手が非常に悪い。
【０００８】
一方、現在、従来のＣＤに対して、光ディスク自体の大きさを変えずに記憶容量を約１０
倍に向上させた光ディスクであるＤＶＤについての提案や開発がなされている。ＤＶＤに
おいても上述の可変レートシステムを用いて情報を圧縮することが可能とされているが、
このＤＶＤにおいても、前述した従来の第１及び第２の方法が有する問題点を解決する技
術は、未だ提案も開発もされておらず、更には、記録容量が大変に大きいＤＶＤにおいて
、このような可変レートシステムによる圧縮技術を用いた際に生じる問題自体が当業者の
間で意識されていないのが現状である。
【０００９】
　そこで、本発明の課題は、様々な情報レートで簡単に再生可能である情報記録媒体、そ
の情報記録媒体を記録する情報記録装置及び情報記録方法、並びにその情報記録媒体を比
較的簡単な構成を用いて再生する情報再生装置及び情報再生方法を提供することにある。
【００１０】
【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、読取手段を備えており前記読取
手段を所定の読み出し線速度で記録情報が記録された記録トラックに沿って移動させて再
生する再生装置により再生される前記記録トラックを有する情報記録媒体であって、前記
再生装置によりアクセス可能な単位である複数の第１データグループに区分された前記記
録情報が、可変な情報レートで圧縮されて前記記録トラック上に記録されており、少なく
とも一つの前記第１データグループからなる再生単位を前記再生装置が再生するための読
み出しレートの最大値、又は当該最大値を１／２のべき乗して得られる各読み出しレート
の値、のうち、前記情報レートの最大値より大きい値を有するいずれかの当該読み出しレ
ートの値を示す情報が前記記録トラックの前記記録情報が記録された箇所と異なる所定箇
所に記録されており、前記第１データグループは、検索情報と表示制御に関する情報から
構成されるナビゲーションパックと、映像情報から構成されるビデオパックと、音楽情報
から構成されるオーディオパックと、前記映像情報と混合されて表示される副映像情報か
ら構成されるサブピクチャパックと、から構成される。
【００１１】
　上記の課題を解決するために、請求項５に記載の発明は、記録情報を記録するための情
報記録装置であって、アクセス可能な単位である複数の第１データグループに区分し且つ
可変な情報レートで圧縮して、前記記録情報を前記記録トラック上に記録し、少なくとも
一つの前記第１データグループからなる再生単位を再生するための読み出しレートの最大
値、又は当該最大値を１／２のべき乗して得られる各読み出しレートの値、のうち、前記
情報レートの最大値より大きい値を有するいずれかの当該読み出しレートの値を示す情報
を前記記録トラックの前記記録情報が記録された箇所と異なる所定箇所に記録する記録手
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段を備え、前記第１データグループは、検索情報と表示制御に関する情報から構成される
ナビゲーションパックと、映像情報から構成されるビデオパックと、音楽情報から構成さ
れるオーディオパックと、前記映像情報と混合されて表示される副映像情報から構成され
るサブピクチャパックと、から構成される。
【００１２】
　上記の課題を解決するために、請求項１０に記載の発明は、記録情報を記録するための
情報記録方法であって、アクセス可能な単位である複数の第１データグループに区分し且
つ可変な情報レートで圧縮して、前記記録情報を前記記録トラック上に記録し、少なくと
も一つの前記第１データグループからなる再生単位を再生するための読み出しレートの最
大値、又は当該最大値を１／２のべき乗して得られる各読み出しレートの値、のうち、前
記情報レートの最大値より大きい値を有するいずれかの当該読み出しレートの値を示す情
報を前記記録トラックの前記記録情報が記録された箇所と異なる所定箇所に記録する記録
工程と、を含み、前記第１データグループは、検索情報と表示制御に関する情報から構成
されるナビゲーションパックと、映像情報から構成されるビデオパックと、音楽情報から
構成されるオーディオパックと、前記映像情報と混合されて表示される副映像情報から構
成されるサブピクチャパックと、から構成される。
【００１３】
　上記の課題を解決するために、請求項１５に記載の発明は、アクセス可能な単位である
複数の第１データグループに区分された記録情報が、可変な情報レートで圧縮されて記録
トラック上に記録されており、少なくとも一つの前記第１データグループからなる再生単
位を再生するための読み出しレートの最大値、又は当該最大値を１／２のべき乗して得ら
れる各読み出しレートの値、のうち、前記情報レートの最大値より大きい値を有するいず
れかの当該読み出しレートの値を示す情報が前記記録トラックの前記記録情報が記録され
た箇所と異なる所定箇所に記録されており、前記第１データグループは、検索情報と表示
制御に関する情報から構成されるナビゲーションパックと、映像情報から構成されるビデ
オパックと、音楽情報から構成されるオーディオパックと、前記映像情報と混合されて表
示される副映像情報から構成されるサブピクチャパックと、から構成されている情報記録
媒体から情報を再生するための情報再生装置であって、前記記録トラック上で所定の読取
り位置に記録されている情報を読取る読取手段と、前記読取手段を移動させる駆動手段と
、前記記録情報の読取りに先立って、前記読み出しレートの値を示す情報を再生させ、前
記再生された読み出しレートの値を示す情報の示す読み出しレートを得ることができるよ
うに前記記録情報を読み出して再生するように、前記読取手段及び駆動手段を制御する制
御手段と、を備える。
【００１４】
　上記の課題を解決するために、請求項１９に記載の発明は、アクセス可能な単位である
複数の第１データグループに区分された記録情報が、可変な情報レートで圧縮されて記録
トラック上に記録されており、少なくとも一つの前記第１データグループからなる再生単
位を再生するための読み出しレートの最大値、又は当該最大値を１／２のべき乗して得ら
れる各読み出しレートの値、のうち、前記情報レートの最大値より大きい値を有するいず
れかの当該読み出しレートの値を示す情報が前記記録トラックの前記記録情報が記録され
た箇所と異なる所定箇所に記録されており、前記第１データグループは、検索情報と表示
制御に関する情報から構成されるナビゲーションパックと、映像情報から構成されるビデ
オパックと、音楽情報から構成されるオーディオパックと、前記映像情報と混合されて表
示される副映像情報から構成されるサブピクチャパックと、から構成されている情報記録
媒体から情報を再生するための情報再生方法であって、前記記録トラック上で所定の読取
り位置に記録されている情報を用いて読取る読取工程と、前記読取手段により読取られた
情報を再生する再生工程と、前記記録情報の読取りに先立って、前記読み出しレートの値
を示す情報を再生させ、前記再生された読み出しレートの値を示す情報の示す読み出しレ
ートを得ることができるように前記記録情報を読み出して再生するように、前記読取工程
及び再生工程を制御する制御工程と、を含む。
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【００２９】
【発明の実施の形態】
次に、本発明に好適な実施の形態について説明する。なお、以下に説明する実施の形態は
、上記ＤＶＤに対して本発明を適用した実施の形態について説明するものである。
【００３０】
なお、以下の実施の形態においては、下記リストの左側に示した特許請求の範囲における
各構成要素の一例が、下記リストの右側に示した要素から夫々構成されている。
【００３１】
第１データグループ　　：ＶＯＢＵ（ＶＯＢＵnit ）
第２データグループ　　：ＶＴＳ（Video Title Set ）又はセル
制御情報　　　　　　　：ＰＣＩ（Presentation Control Information）
（Ｉ）情報記録媒体の実施の形態
始めに、本発明が適用された情報記録媒体の実施の一形態であるＤＶＤの物理的及び論理
的な構成並びにその動作について、図１乃至図２を用いて説明する。
【００３２】
始めに、映像情報及び音声情報のＤＶＤ上における記録フォーマット（物理的記録フォー
マット）について、図１を用いて説明する。
図１に示すように、実施の形態のＤＶＤ１は、その最内周部にリードインエリアＬＩを有
すると共にその最外周部にリードアウトエリアＬＯを有しており、その間に、映像情報及
び音声情報が、夫々にＩＤ（識別）番号を有する複数のＶＴＳ３（ＶＴＳ＃１乃至ＶＴＳ
＃ｎ）に分割されて記憶されている。ここで、ＶＴＳ（Video Title Set ）とは、関連す
る（音声、サブピクチャのストリーム数や仕様、対応言語などの属性が同じ）タイトル（
映画等の、製作者が視聴者に提示しようとする一つの作品）を一まとめにしたセット（ま
とまり）であり、より具体的には、例えば、一本の同じ映画について、異なる言語のセリ
フ等を有する複数の映画が夫々にタイトルとして記録されたり、又は、同じ映画であって
も劇場版と特別版とが夫々別のタイトルとして記憶されたりするものである。また、ＶＴ
Ｓ３が記録されている領域の先頭には、ビデオマネージャ２が記録される。このビデオマ
ネージャ２として記録される情報は、例えば、各タイトルの名前を示すメニューや、違法
コピー防止のための情報、又は夫々のタイトルにアクセスするためのアクセステーブル等
、当該ＤＶＤ１に記録される映像情報及び音声情報の全体に係わる情報が記録される。
【００３３】
次に、一のＶＴＳ３は、コントロールデータ１１を先頭として、夫々にＩＤ番号を有する
複数のＶＯＢ１０に分割されて記録されている。ここで、複数のＶＯＢ１０により構成さ
れている部分をＶＯＢセット（ＶＯＢＳ）という。このＶＯＢセットは、ＶＴＳ３を構成
する他のデータであるコントロールデータ１１と、映像情報及び音声情報の実体である複
数のＶＯＢ１０の部分とを区別するために当該実体部分についてＶＯＢセットとしたもの
である。
【００３４】
ＶＴＳ３の先頭に記録されるコントロールデータ１１には、複数のセル（セルについては
後述する。）を組合わせた論理的区分であるプログラムチェーンに関する種々の情報であ
るＰＧＣＩ（Program Chain Information ）等の情報が記録される。また、各ＶＯＢ１０
には、制御情報の他に映像情報及び音声情報の実体部分（制御情報以外の映像又は音声そ
のもの）が記録されている。
【００３５】
更に、一のＶＯＢ１０は、夫々にＩＤ番号を有する複数のセル２０により構成されている
。ここで、一のＶＯＢ１０は、複数のセル２０により完結するように構成されており、一
のセル２０が二のＶＯＢ１０に跨がることはない。
【００３６】
次に、一のセル２０は、夫々にＩＤ番号を有する複数のＶＯＢユニット（ＶＯＢＵ）３０
により構成されている。ここで、ＶＯＢユニット３０とは、映像情報、音声情報及び副映
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像情報（映画における字幕等の副映像の情報をいう。）の夫々を含む情報単位である。
【００３７】
そして、一のＶＯＢユニット３０は、ナビパック４１と、映像情報としてのビデオデータ
４２と、音声情報としてのオーディオデータ４３と、副映像情報としてのサブピクチャデ
ータ４４とにより構成されている。ここで、ビデオデータ４２としては映像データのみが
記録され、オーディオデータ４３としては音声データのみが記録される。また、サブピク
チャデータ４４としては副映像としての文字や図形等のグラフィックデータみが記録され
る。図１に示すようにデータ量の多いビデオデータ４２は、一つのＶＯＢユニット３０の
内部で一又は複数のＧＯＰとして記録されており、各ビデオデータ４２の記録されたデー
タパック間にオーディオデータ４３及びサブピクチャーデータ４４が記憶されたデータパ
ックが配置されている。なお、ＤＶＤ１に記録可能な音声は８種類であり、記録可能な副
映像の種類は３２種類であることが規格上定められている。更に、一つのＶＯＢＵ３０に
おいてナビパック４１は、必ず存在するが、ビデオデータ４２、オーディオデータ４３及
びサブピクチャー４４の夫々は、必ずしも存在しなくてもよく、存在する場合も、その数
や順序は自由である。
【００３８】
最後に、ナビパック４１は、表示させたい映像や音声等を検索するための検索情報（具体
的には、当該表示させたい映像や音声等が記録されているＤＶＤ１上のアドレス等）であ
るＤＳＩ（Data Search Information ）データ５１と、ＤＳＩデータ５１に基づいて検索
してきた映像を表示したり音声を発生させたりする際の表示制御に関する情報であるＰＣ
Ｉ（Presentation Control Information）データ５０とにより構成され、更に、一のＶＯ
ＢＵに含まれる全てのビデオデータ４２は、１個以上のＧＯＰ（Group Of Picture）によ
り構成されている。なお、ＰＣＩデータ５０には、視聴者によって選択される選択項目に
対して、その項目が選択されたときの表示や動作を定義したハイライト情報が含まれてい
る。ハイライト情報によって、例えば、視聴者が選択すべき項目を表示した画面（いわゆ
るメニュー画面）における選択された項目に対する画面表示の変化や変化すべき表示位置
及び選択した項目に対応するコマンド（選択された項目に対応して実行される命令）の設
定が行われる。
【００３９】
ここで、メニュー画面を構成して表示するために必要な、枠、選択ボタン等を構成して表
示するための映像情報は、上記の副映像情報であるサブピクチャデータ４４として記録さ
れる。
【００４０】
更に、上記ＧＯＰは、本実施の形態におけるＤＶＤ１に映像情報を記録する際に採用され
ている画像圧縮方式であるＭＰＥＧ２（Moving Picture Experts Group　２）方式の規格
において定められている単独で再生可能な最小の画像単位である。
【００４１】
ここで、ＭＰＥＧ２方式についてその概要を説明すると、一般に、連続したフレーム画像
において、一枚のフレーム画像の前後にあるフレーム画像は、互いに類似し相互関係を有
している場合が多い。ＭＰＥＧ２方式はこの点に着目し、数フレームを隔てて転送される
複数のフレーム画像に基づき、当該複数のフレーム画像の間に存在する別のフレーム画像
を、原画像の動きベクトル等に基づく補間演算にて生成する方式である。この場合、当該
別のフレーム画像を記録する場合には、複数のフレーム画像との間における差分及び動き
ベクトルに関する情報を記録するだけで、再生時には、それらを参照して上記複数のフレ
ーム画像から予測して当該別のフレーム画像を再生することが可能となる。これにより、
画像の圧縮記録が可能となるのである。
【００４２】
更に、上記ＧＯＰについて図２を用いてその概要を説明する。なお図２は、一のＧＯＰ５
２を構成する複数のフレーム画像の例を示している。図２では、一のＧＯＰ５２が１２枚
のフレーム画像から構成されている場合（ＭＰＥＧ２方式では、一のＧＯＰ５２に含まれ
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るフレーム画像数は一定ではない。）を示しているが、この内、符号「Ｉ」で示されるフ
レーム画像は、Ｉピクチャ（Intra-coded picture ：イントラ符号化画像）と呼ばれ、自
らの画像のみで完全なフレーム画像を再生することができるフレーム画像をいう。また、
符号「Ｐ」で示されるフレーム画像は、Ｐピクチャ（Predictive-coded picture：前方予
測符号化画像）と呼ばれ、既に復号化されたＩピクチャ又は他のＰピクチャに基づいて補
償再生された予測画像との差を復号化する等して生成する予測画像である。また、符号「
Ｂ」で示されるフレーム画像は、Ｂピクチャ（Bidirectionally predictive-coded pictu
re：両方向予測符号化画像）といい、既に復号化されたＩピクチャ又はＰピクチャのみで
なく、光ディスク等に記録されている時間的に未来のＩピクチャ又はＰピクチャをも予測
に用いて再生される予測画像をいう。図２においては、各ピクチャ間の予測関係（補間関
係）を矢印で示している。
【００４３】
なお本実施の形態におけるＤＶＤで用いるＭＰＥＧ２方式においては、夫々のＧＯＰ５２
に含まれるデータ量が一定でない可変レート方式を採用している。すなわち、一のＧＯＰ
５２に含まれる各ピクチャが、動きの速い動画に対応しており、各ピクチャ間の相関関係
が小さい場合には、各ピクチャを構成するためのデータ量が多くなり、従って、一のＧＯ
Ｐ５２に含まれるデータ量も多くなる。一方、一のＧＯＰ５２に含まれる各ピクチャが、
あまり動きのない動画に対応しており、各ピクチャ間の相関関係が大きい場合には、各ピ
クチャを構成するためのデータ量も少なくなり、一のＧＯＰ５２に含まれるデータ量も少
なくなることとなる。
【００４４】
以上説明した図１に示す階層構造の記録フォーマットにおいて、夫々の区分は、製作者が
その意図に応じて自在に区分設定をして記録させることができる。これらの区分毎に後述
の論理構造に基づいて再生することにより、変化に富んだ種々の再生が可能となるのであ
る。
【００４５】
次に、図１に示す物理的な区分により記録された情報を組合わせた論理的フォーマット（
論理構造）について図３を用いて説明する。なお、図３に示す論理構造は、その構造で実
際にＤＶＤ１上に情報が記録されているのではなく、図３に示す論理構造で図１に示す各
データ（特にセル２０）を組合わせて再生するための情報（アクセス情報又は時間情報等
）がＤＶＤ１上の、特にコントロールデータ１１の中に記録されているものである。
【００４６】
説明の明確化のために、図３の下位の階層から説明していくと、上記図１において説明し
た物理構造のうち、複数のセル２０を選択して組合わせることにより、一のプログラム６
０が製作者の意図に基づいて論理上構成される。このプログラム６０は、後述の再生装置
におけるシステムコントローラが、区分を識別してコマンドによってアクセスできる最小
の論理的単位でもある。なお、このプログラム６０を一個以上まとめたものを、視聴者が
自由に選択して視聴することができる最小単位として製作者が定義することもでき、この
単位をＰＴＴ（Part Of Title ）という。
【００４７】
また、一のプログラム６０が複数のセル２０を選択して論理的に構成されることから、複
数のプログラム６０で一のセル２０を用いる、すなわち、一のセル２０を異なった複数の
プログラム６０において再生させる、いわゆるセル２０の使い回しを行うことも可能とな
っている。
【００４８】
ここで、一のセル２０の番号については、当該セル２０を図１に示す物理フォーマットに
おいて取り扱う際にはセルＩＤ番号と称され（図１中、セルＩＤ＃と示す。）、図３に示
す論理フォーマットにおいて取り扱う際には単にセル番号と称される。
【００４９】
次に、複数のプログラム６０を組合わせて一のＰＧＣ（Program Chain ）６１が製作者の
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意図に基づいて論理上構成される。このＰＧＣ６１の単位で、前述したＰＧＣＩ（Progra
m Chain Information ）が定義され、当該ＰＧＣＩには、夫々のプログラム６０を再生す
る際の各プログラム６０毎のセル２０の再生順序（この再生順序により、プログラム６０
毎に固有のプログラム番号が割当てられる。）、夫々のセル２０のＤＶＤ１上の記録位置
であるアドレス、一のプログラム６０における再生すべき先頭セル２０の番号、各プログ
ラム６０の再生方式［本実施の形態のＤＶＤ１に情報を記録する際には、再生時において
、ランダム再生（乱数によるランダム再生であり、同じプログラム６０が複数回再生され
ることがある。）、シャッフル再生（ランダム再生と同様の乱数によるランダム再生であ
るが、同じプログラム６０は一度しか再生されず、同じプログラム６０が複数回再生され
ることはない。）又はループ再生（一つのＰＧＣ６１を何度も再生すること。）のうち、
いずれか一つの再生方法をＰＧＣ６１毎に製作者が選択して再生させるようにすることが
できる。］及び各種コマンド（ＰＧＣ６１又はセル２０毎に製作者が指定可能なコマンド
）が含まれている。なお、ＰＧＣＩのＤＶＤ１上の記録位置は、上述の通り、コントロー
ルデータ１１内であるか又はビデオマネージャー２内のメニューに関するＰＧＣＩであれ
ばビデオマネージャー２内のコントロールデータ（図示せず）内である（図１参照）。
【００５０】
また、一のＰＧＣ６１には、上記ＰＧＣＩの他に、実体的な映像及び音声等のデータがプ
ログラム６０の組合わせとして（換言すれば、セル２０の組合わせとして）含まれること
となる。
【００５１】
更に、一のＰＧＣ６１においては、上記のプログラム６０における説明において示したセ
ル２０の使い回し（すなわち、異なるＰＧＣ６１により、同一のセル２０を用いること。
）も可能である。また、使用するセル２０については、ＤＶＤ１に記録トラック上で記憶
されている順番にセル２０を再生する方法（記録トラック上で連続配置されたセルの再生
）の他に、ＤＶＤ１に記憶されている順序に関係なく再生する（例えば、記録トラック上
で後に記録されているセル２０を先に再生する等）方法（非連続配置セルの再生）を製作
者が選択することができる。
【００５２】
次に、一又は複数のＰＧＣ６１により、一のタイトル６２が論理上構成される。このタイ
トル６２は、例えば、映画一本に相当する単位であり、製作者がＤＶＤ１の視聴者に対し
て提供したい完結した情報である。
【００５３】
そして、一又は複数のタイトル６２により、一のＶＴＳ６３が論理上構成される。このＶ
ＴＳ６３に含まれるタイトル６２は、夫々に共通の属性を有するものであり、例えば、一
本の同じ映画に対して違う言語の映画が夫々のタイトル６２に相当することとなる。また
、図３に示す一のＶＴＳ６３に相当する情報は、図１に示す一のＶＴＳ３に含まれている
情報に対応している。すなわち、ＤＶＤ１には、図３に示す論理上のＶＴＳ６３内に含ま
れる全ての情報が一のＶＴＳ３として記録されていることとなる。
【００５４】
以上説明した論理フォーマットに基づいて、ＤＶＤ１上の物理構造において区分された情
報を製作者が指定することにより、視聴者が見るべき映像（映画等）が形成されるのであ
る。
【００５５】
なお、図１に示す物理構造の説明においては、内容の理解の容易化のため、複数のセル２
０がＩＤ番号の順に記録されているとして説明したが、実施の形態のＤＶＤ１においては
、実際には、一のセル２０が図４に示す複数のインターリーブドユニットＩＵに分割され
て記録される場合がある。
【００５６】
すなわち、例えば図４に示すように、製作者が一のＰＧＣ６１ＡをＩＤ番号１、２及び４
を有するセル２０により構成し、他のＰＧＣ６１ＢをＩＤ番号１、３及び４を有するセル
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２０により構成する場合を考えると、当該ＰＧＣ６１Ａに基づいてＤＶＤ１から情報を再
生する際には、ＩＤ番号１、２及び４を有するセル２０のみを再生し、ＰＧＣ６１Ｂに基
づいてＤＶＤ１から情報を再生する際には、ＩＤ番号１、３及び４を有するセル２０のみ
を再生することとなる。この場合に、セル２０がＩＤ番号毎に分離して記録されていると
、例えば、ＰＧＣ６１Ａの場合には、ＩＤ番号２のセル２０のＤＶＤ１上の記録位置から
ＩＤ番号４のセル２０ＤＶＤ１上の記録位置まで、再生のためのピックアップをジャンプ
する時間が必要となり、後述の再生装置におけるトラックバッファの容量によっては、Ｉ
Ｄ番号２のセル２０とＩＤ番号４のセル２０を連続的に再生すること（以下、これをシー
ムレス再生という。）ができなくなる。
【００５７】
そこで、図４に示す場合には、ＩＤ番号２のセル２０とＩＤ番号３のセル２０を、上記ト
ラックバッファにおける入出力処理の速度に対応して、一時的に入力信号の入力が停止し
ても、出力信号の連続性が損なわれない長さのインターリーブドユニットＩＵ（すなわち
、一のインターリーブドユニットＩＵの間だけピックアップがジャンプすることによりト
ラックバッファへの入力信号が途絶えても、当該トラックバッファからの出力信号を連続
的に出力可能な長さのインターリーブドユニットＩＵ）に夫々分解して記録し、例えば、
ＰＧＣ６１Ａに基づいて再生する場合には、ＩＤ番号２に対応するセル２０を構成するイ
ンターリーブドユニットＩＵのみを連続して検出し、再生することが行われる。同様に、
ＰＧＣ６１Ｂに基づいて再生する場合には、ＩＤ番号３に対応するセル２０を構成するイ
ンターリーブドユニットＩＵのみを連続して検出し、再生するのである。なお、インター
リーブドユニットＩＵの長さは、上述のように、トラックバッファの容量を勘案して決定
される他に、トラックジャンプを行うためのスライダモータ等の駆動機構の性能をも加味
して決定される場合がある。
このように、製作者の意図によって、一のセル２０を複数のインターリーブドユニットＩ
Ｕに分割して記録しておくことにより、飛び飛びのＩＤ番号のセル２０を含むＰＧＣ６１
を再生する際にも、トラックバッファから出力される信号は途切れることはなく、従って
、視聴者は中断することのない再生映像を視聴することができるのである。
【００５８】
なお、上記インターリーブドユニットＩＵは、一のＶＯＢ１０内で完結するように形成さ
れ、一のインターリーブドユニットＩＵが隣り合う複数のＶＯＢ１０に跨がることはない
。また、インターリーブドユニットＩＵとＶＯＢユニット３０との関係については、一の
インターリーブドユニットＩＵ内に一又は複数のＶＯＢユニット３０が含まれ、一のイン
ターリーブドユニットＩＵ内においては一のＶＯＢユニット３０が完結するように構成さ
れており、一のＶＯＢユニット３０が分割されて複数のインターリーブドユニットＩＵに
跨がることはない。
次に、上記の物理構造及び論理構造のうち、各ディスク（ＤＶＤ）毎の最低読み出しレー
トを示す情報である最低読み出しレート情報にかかる構造について詳細に説明する。
【００５９】
本実施の形態は、一枚のＤＶＤ１の全体を同じ線速度で再生するように、その全体に記録
された映像情報及び音声情報の圧縮レートに基づいて最低読み出しレートをＤＶＤ毎に定
めて、これを示す最低読み出しレート情報をＤＶＤ毎の所定位置に記録するものである。
また、設定できる最低読み出しレートは、読み出しレートの最大値及びその最大値の１／
２のべき乗となる読み出しレートのうちのいずれかに制限される。設定可能な読み出しレ
ートの最大値や個数は、各種再生装置の仕様により適宜定められるものであるが、ここで
は、最大値としての１０．０８Ｍｂｐｓと、その１／２のレートである５．０４Ｍｂｐｓ
と、その１／４である２．５２Ｍｂｐｓとのうちの一つが選択されるものとする。
図５に示すように、図１に示したリードインエリアＬＩは、参照コード２００の他に１９
２ブロックからなるコントロールデータ２０１を含んで構成されている。これら以外の部
分には、「００ｈ」が記録されており、将来的な利用に供される。
【００６０】
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図５において、コントロールデータ２０１は、物理フォーマット情報２０２と、ディスク
の製造に係る情報であるディスク製造情報２０３と、コピー禁止等を示すコピーライト情
報２０４とを含んで構成されている。物理フォーマット情報２０２は、相対セクター番号
０の位置に記録されており、ディスク製造情報２０３は、相対セクター番号１の位置に記
録されており、コピーライト情報２０４は、セクター番号２から１５の位置に記録されて
いる。これらのうち、物理フォーマット情報２０２は、図６に示すようなデータ構造を持
つ。
【００６１】
図６において、物理フォーマット情報は、ＤＶＤに格納された情報のブックタイプとバー
ジョンを示す１バイトの情報、ディスクの構造に係る１バイトの情報、記録密度を示す１
バイトの情報、データ記録領域の割り当てを示す１２バイトの情報等を含むが、特に、デ
ィスクサイズと最低読み出しレートを示す１バイトの情報２１２を含んでいる。
【００６２】
このディスクサイズと最低読み出しレートを示す１バイトの情報２１２は、図７に示すよ
うに、ビットｂ７～ｂ４の４ビットがディスクのサイズを示すバイナリーデータに割り当
てられており、ビットｂ３～ｂ０の４ビットが最低読み出しレートを示すバイナリーデー
タに割り当てられている。ここに、最低読み出しレートとは、再生の際には、最低でもそ
の情報が示す読み出しレートが得られるような線速度で当該ＤＶＤを回転させる必要があ
ることを示している。本実施の形態では例えば、ビットｂ３～ｂ０が「００００」であれ
ば、この最低読み出しレートが２．５Ｍｂｐｓであることを示し、「０００１」であれば
、５．０４Ｍｂｐｓであることを示し、「００１０」であれば、１０．０８Ｍｂｐｓであ
ることを示すものとする。
【００６３】
尚、それ以外の「００１１」等のバイナリーデータは、本実施の形態では特に規定されて
いないが、他の最低読み出しレートを示すようにしてもよい。
このように、リードインエリアＬＩ内に設けられた最低読み出しレート情報２１２が、各
ＤＶＤの最低読み出しレートを示すので、後述の再生装置において、当該ＤＶＤを再生す
る際に、このデータを先ず読むようにすれば、ディスク単位での読み出しレートを簡単に
設定することができる。
【００６４】
尚、上述の実施の形態では、ＤＶＤの単位で最低読み出しレートが一定である（即ち、デ
ィスク単位で、読み出し線速度が一定である）としているが、例えば、図１に示したＶＴ
Ｓ（Video Title Set ）３の単位で最低読み出しレートが一定であるとして各ＶＴＳ３毎
に異なる読み出しレートを設定するようにしてもよい。この場合、夫々のＶＴＳ３におけ
る前述のコントロールデータ１１の中に最低読み出しレート情報を構築する。従って、再
生装置において、各ＶＴＳ３における映像、音声情報等の実体的なデータの再生に先立っ
てこのコントロールデータ１１を再生し、再生した最低読み出しレート情報に従って読み
出しレートを設定すれば、例えば、図１において、ＶＴＳ＃１については、読み出しレー
トを１０．０８Ｍｂｓｐとし、ＶＴＳ＃２については、読み出しレートを２．５２Ｍｂｐ
ｓとし、ＶＴＳ＃３については、読み出しレートを５．０４というように、ＶＴＳ毎に固
有の最低読み出しレートに従って再生を行うことができる。
更に、図１において、論理的にアクセス可能な最低単位であるＶＯＢＵ３０毎に異なる最
低読み出しレートを設定するようにしてもよい。この場合、各ＶＯＢＵ３０が有するナビ
パック４１の中に、最低読み出しレート情報を構築すればよい。
【００６５】
このように、再生装置において読み出しレートを一定とする再生の単位及び各単位におけ
る最低読み出しレートは、ＤＶＤの作製者が記録すべきデータの内容や各種再生装置の仕
様に応じて適宜選ぶようにすればよい。
【００６６】
なお、上記ＤＶＤは、例えば、一本の映画を記録する他に、当該映画に対応する音声や字
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幕について、複数種類の言語の音声や字幕をも同一の光ディスクに記録することが可能な
大きな記憶容量を有しているので、上記の記録フォーマットは、特にＤＶＤ１に対して適
用することが効果的である。
（II）記録装置の実施の形態
次に、上述の制御情報、映像情報及び音声情報をＤＶＤ１に記録するための記録装置の実
施の形態について、図８を用いて説明する。
【００６７】
始めに、図８を用いて、実施の形態の記録装置の構成及び動作について説明する。
図８に示すように、実施の形態に係る記録装置Ｓ1 は、ＶＴＲ（Video Tape Recorder ）
７０と、メモリ７１と、信号処理部７２と、ハードディスク（ＨＤ）装置７３と、ハード
ディスク（ＨＤ）装置７４と、コントローラ７５と、多重器７６と、変調器７７と、マス
タリング装置７８とにより構成されている。本実施の形態では、信号処理部７２からアク
セス情報生成手段の一例が構成されており、ハードディスク装置７３、ハードディスク装
置７４、コントローラ７５、多重器７６、変調器７７及びマスタリング装置７８から記録
手段が構成されており、キューシートＳＴ及びメモリ７１から入力手段の一例が構成され
ており、更に、多重器７６から多重手段の一例が構成されている。
【００６８】
次に、動作を説明する。
ＶＴＲ７０には、ＤＶＤ１に記録すべき音楽情報や映像情報等の素材である記録情報Ｒが
一時的に記録されている。そして、ＶＴＲ７０に一時的に記録された記録情報Ｒは、信号
処理部７２からの要求により当該信号処理部７２に出力される。
【００６９】
信号処理部７２は、ＶＴＲ１から出力された記録情報ＲをＡ／Ｄ変換した後、ＭＰＥＧ２
方式により圧縮処理し、音楽情報と映像情報とを時間軸多重して圧縮多重信号Ｓr として
出力する。その後、出力された圧縮多重信号Ｓr は、ハードディスク装置７３に一時的に
記憶される。
【００７０】
これらと並行して、メモリ７１は、上記記録情報Ｒを部分記録情報Ｐr に予め区分し、そ
れぞれの部分記録情報Ｐr に関する、特にＤＶＤ１についての最低読み出しレートが記載
されたキューシートＳＴに基づき予め入力された当該部分記録情報Prに関する内容情報を
一時的に記憶し、信号処理部７２からの要求に基づいて内容情報信号Ｓi として出力する
。
【００７１】
そして、信号処理部７２は、ＶＴＲ７０から出力される上記記録情報Ｒに対応したタイム
コードＴt 及びメモリ７１から出力される内容情報信号Ｓi に基づき、タイムコードＴt 
を参照して上記部分記録情報Ｐr に対応するアクセス情報信号Ｓacを生成して出力し、当
該アクセス情報信号Ｓacがハードディスク装置７４に一時的に記憶される。
【００７２】
以上の処理が記録情報Ｒ全体について実行される。
記録情報Ｒの全てについて上記の処理が終了すると、コントローラ７５は、ハードディス
ク装置７３から圧縮多重信Ｓr 読み出すとともにハードディスク装置７４からアクセス情
報信号Ｓacを読み出し、これらに基づいて付加情報ＤA を生成し、ハードディスク装置７
４に記憶する。これは、各種制御信号中に、圧縮多重信号Ｓr の生成結果によって内容が
定まるものがあるからである。一方、コントローラ７５は、上記信号処理部７２、ハード
ディスク装置７３及びハードディスク装置７４の夫々の動作の時間管理を行い、当該付加
情報ＤA に対応する付加情報信号Ｓa をハードディスク装置７４から読み出して出力する
と共に、圧縮多重信号Ｓr と付加情報信号Ｓa を時間軸多重するための情報選択信号Ｓcc
を生成して出力する。
【００７３】
その後、圧縮多重信号Ｓr と付加情報信号Ｓa は、情報選択信号Ｓcc　に基づき、多重器
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７６により時間軸多重されて情報付加圧縮多重信号Ｓapとして出力される。なお、副映像
情報が存在する場合には、図示されないＦＤ装置など他の手段によって、信号処理部７２
に入力され、画像、音声情報と同様に処理される。
【００７４】
そして、変調器７７は、出力された情報付加圧縮多重信号Ｓapに対してリードソロモン符
号等のエラー訂正コード（ＥＣＣ）の付加及び８－１６変調等の変調を施してディスク記
録信号Ｓm を生成し、マスタリング装置７８に出力する。
【００７５】
最後に、マスタリング装置７８は、当該ディスク記録信号Ｓm を光ディスクを製造する際
のマスタ（抜き型）となるスタンパディスクに対して記録する。そして、このスタンパデ
ィスクを用いて図示しないレプリケーション装置により、一般に市販されるレプリカディ
スクとしての光ディスク、即ちＤＶＤ１が製造される。
【００７６】
次に、最低読み出しレート情報をマスタディスクに記録する記録装置Ｓ１の細部動作につ
いて説明する。
先ず、コントローラ７５により、キューシートＳＴにより入力された最低読み出しレート
を指定する内容情報Ｓi に基づき生成されたアクセス情報信号Ｓacに応じたタイミングで
、付加情報信号Ｓa を選択すべき旨の情報選択信号Ｓccが出力され、多重器７６は、付加
情報信号Ｓa 側にスイッチされる。
【００７７】
この際特に、設定できる最低読み出しレートは、読み出しレートの最大値及び、その最大
値の１／２のべき乗となる読み出しレートのうちのいずれかに制限される。ここでは、最
大値としての１０．０８Ｍｂｐｓと、その１／２のレートである５．０４Ｍｂｐｓと、そ
の１／４である２．５２Ｍｂｐｓとのうち一つが選ばれるものとする。
【００７８】
そして、このようにして設定された図７に示したような最低読み出しレート情報は、リー
ドインエリアＬＩを構成する付加情報信号Ｓa の一部として変調器７７に入力されて、更
にディスク記録信号Ｓm の一部としてマスタリング装置７８に入力される。
【００７９】
次に、コントローラ７５により、圧縮多重信号Ｓr を選択すべき旨の情報選択信号Ｓc が
出力され、多重器７６は、圧縮多重信号Ｓr 側にスイッチされ、このＶＯＢＵのビデオデ
ータ、オーディオデータ、サブピクチャーデータが情報付加圧縮多重信号Ｓapとして順次
変調器７７に入力される。この動作が複数のＶＯＢＵについて繰り返し行われ、更に複数
のＶＴＳについて繰り返される。
【００８０】
以上の結果、本実施の形態によれば、リードインエリアＬＩ内の所定位置に最低読み出し
レート情報を含む物理フォーマット情報が記録されているマスタディスクを作成すること
ができる。
【００８１】
尚、前述のように、例えば、各ＶＴＳ毎に、最低読み出しレートを設定する場合には、各
ＶＴＳのコントロールデータ内に当該最低読み出しレート情報が含まれるようにディスク
記録信号Ｓm を生成すればよく、また、各ＶＯＢＵ毎に、最低読み出しレートを設定する
場合には、各ＶＯＢＵのナビパック内に当該最低読み出しレートが含まれるようにディス
ク記録情報Ｓm を生成すればよい。
（III ）再生装置の実施の形態
次に、上述の制御情報、映像情報及び音声情報が記録されたＤＶＤ１から、これらの情報
を再生するための再生装置の実施の形態について、図９から図１６を用いて説明する。
【００８２】
始めに、図９を用いて、実施の形態の再生装置の構成及び動作について説明する。
図９に示すように、実施の形態に係る再生装置Ｓ2 は、読取手段の一例を構成するピック
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アップ８０と、復調訂正部８１と、ストリームスイッチ８２及び８４と、トラックバッフ
ァ８３と、システムバッファ８５と、デマルチプレクサ８６と、ＶＢＶ（Video Buffer V
erifier ）バッファ８７と、ビデオデコーダ８８と、サブピクチャバッファ８９と、サブ
ピクチャデコーダ９０と、混合器９１と、オーディオバッファ９２と、オーディオデコー
ダ９３と、ＰＣＩバッファ９４と、ＰＣＩデコーダ９５と、ハイライトバッファ９６と、
ハイライトデコーダ９７と、入力部９８と、ディスプレイ９９と、システムコントローラ
１００と、ドライブコントローラ１０１と、スピンドルモータ１０２と、スライダモータ
１０３とにより構成されている。なお、図１２に示す構成は、再生装置Ｓ2 の構成のうち
、映像及び音声の再生に関する部分のみを記載したものであり、ピックアップ８０及びス
ピンドルモータ１０２並びにスライダモータ１０３等のサーボ制御するためのサーボ回路
等は従来技術と同様であるので、記載及び細部説明を省略する。本実施の形態では、復調
訂正部８１と、ストリームスイッチ８２及び８４と、トラックバッファ８３と、システム
バッファ８５と、デマルチプレクサ８６と、ＶＢＶ（Video Buffer Verifier ）バッファ
８７と、ビデオデコーダ８８と、サブピクチャバッファ８９と、サブピクチャデコーダ９
０と、混合器９１と、オーディオバッファ９２と、オーディオデコーダ９３と、ＰＣＩバ
ッファ９４と、ＰＣＩデコーダ９５と、ハイライトバッファ９６と、ハイライトデコーダ
９７とから再生手段の一例が構成されている。更に、ドライブコントローラ１０１とスピ
ンドルモータ１０２とから駆動手段の一例が構成されており、システムコントローラ１０
０から制御手段の一例が構成されている。
【００８３】
次に、全体動作を説明する。
ピックアップ８０は、図示しないレーザダイオード、偏向ビームスプリッタ、対物レンズ
、光検出器等を含み、ＤＶＤ１に対して再生光としての光ビームＢを照射すると共に、当
該光ビームＢのＤＶＤ１からの反射光を受光し、ＤＶＤ１上に形成されている情報ピット
に対応する検出信号Ｓp を出力する。このとき、光ビームＢがＤＶＤ１上の情報トラック
に対して正確に照射されると共に、ＤＶＤ１上の情報記録面で正確に焦点を結ぶように、
図示しない対物レンズに対して従来技術と同様の方法によりトラッキングサーボ制御及び
フォーカスサーボ制御が施されている。
【００８４】
ピックアップ８０から出力された検出信号Ｓp は、復調訂正部８１に入力され、復調処理
及び誤り訂正処理が行われて復調信号Ｓdmが生成され、ストリームスイッチ８２及びシス
テムバッファ８５に出力される。
【００８５】
復調信号Ｓdmが入力されたストリームスイッチ８２は、ドライブコントローラ１０１から
のスイッチ信号Ｓsw1 によりその開閉が制御され、閉のときには、入力された復調信号Ｓ
dmをそのままスルーしてトラックバッファ８３に出力する。一方、ストリームスイッチ８
２が開のときには、復調信号Ｓdmは出力されず、不要な情報（信号）がトラックバッファ
８３に入力されることがない。
【００８６】
復調信号Ｓdmが入力されるトラックバッファ８３は、ＦＩＦＯ（First In First Out）メ
モリ等により構成され、入力された復調信号Ｓdmを一時的に記憶すると共に、ストリーム
スイッチ８４が開とされているときには、記憶した復調信号Ｓdmを連続的に出力する。ト
ラックバッファ８３は、ＭＰＥＧ２方式における各ＧＯＰ毎のデータ量の差を補償すると
共に、インターリーブドユニットＩＵに分割されたデータの読み取りの際等に、上記のシ
ームレス再生におけるトラックジャンプに起因して不連続に入力される復調信号Ｓdmを連
続的に出力し、当該不連続による再生の中断を解消するためのものである。
【００８７】
連続的に復調信号Ｓdmが入力されるストリームスイッチ８４は、デマルチプレクサ８６に
おける分離処理において、後段の各種バッファがオーバーフローしたり、逆に空になって
デコード処理が中断することがないように、システムコントローラ１００からのスイッチ
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信号Ｓsw2 により開閉が制御される。
【００８８】
一方、トラックバッファ８３と並行して復調信号Ｓdmが入力されるシステムバッファ８５
は、ＤＶＤ１をローディングしたときに最初に検出され、ＤＶＤ１に記録されている情報
全体に関するビデオマネージャーやＶＴＳ３のコントロールデータ等（図１参照）を蓄積
して制御情報Ｓc としてシステムコントローラ１００に出力すると共に、情報再生中に必
要に応じて上記ナビパック４１毎のＤＳＩデータ５１を一時的に蓄積し、システムコント
ローラ１００に制御情報Ｓc として出力する。
【００８９】
ストリームスイッチ８４を介して復調信号Ｓdmが連続的に入力されたデマルチプレクサ８
６においては、当該復調信号Ｓdmから映像情報、音声情報、副映像情報及びナビパック４
１毎のＰＣＩデータ５０を分離し、ビデオ信号Ｓv 、副映像信号Ｓsp、オーディオ信号Ｓ
ad並びにＰＣＩ信号Ｓpcとして、夫々ＶＢＶバッファ８７、サブピクチャバッファ８９、
オーディオバッファ９２及びＰＣＩバッファ９４に出力する。なお、復調信号ＳDMには、
音声情報又は副映像情報として複数の言語が別のストリームとして含まれている場合があ
るが、その場合には、システムコントローラ１００からのストリーム選択信号Ｓlcにより
所望の言語が夫々選択されてオーディオバッファ９２又はサブピクチャバッファ８９に出
力される。
【００９０】
ビデオ信号Ｓv が入力されるＶＢＶバッファ８７は、ＦＩＦＯメモリ等により構成され、
ビデオ信号Ｓv を一時的に蓄積し、ビデオデコーダ８８に出力する。ＶＢＶバッファ８７
は、ＭＰＥＧ２方式により圧縮されているビデオ信号Ｓv における各ピクチャ毎のデータ
量のばらつきを補償するためのものである。そして、データ量のばらつきが補償されたビ
デオ信号Ｓv がビデオデコーダ８８に入力され、ＭＰＥＧ２方式により復調が行われて復
調ビデオ信号Ｓvdとして混合器９１に出力される。
【００９１】
一方、副映像信号Ｓspが入力されるサブピクチャバッファ８９は、入力された副映像信号
Ｓspを一時的に蓄積し、サブピクチャデコーダ９０に出力する。サブピクチャバッファ８
９は、副映像信号Ｓspに含まれる副映像情報を、当該副映像情報に対応する映像情報と同
期して出力するためのものである。そして、映像情報との同期が取られた副映像信号Ｓsp
がサブピクチャデコーダ９０に入力され、復調が行われて復調副映像信号Ｓspd として混
合器９１に出力される。
【００９２】
なお、副映像信号Ｓspが、メニュー画面を構成して表示するために必要な、枠、選択ボタ
ン等を構成するための映像情報を含んでいる場合には、システムコントローラ１００から
のハイライト制御信号Ｓchに基づき、表示すべき選択ボタン等の表示状態の変更を行って
出力する。
【００９３】
ビデオデコーダ８８から出力された復調ビデオ信号Ｓvd及びサブピクチャデコーダ９０か
ら出力された復調副映像信号Ｓspd （対応する復調ビデオ信号Ｓvdとの同期が取れている
。）は、混合器９１により混合され、最終的な表示すべき映像信号Ｓvpとして図示しない
ＣＲＴ（Cathode Ray Tube）等の表示部に出力される。
【００９４】
次に、オーディオ信号Ｓadが入力されるオーディオバッファ９２は、ＦＩＦＯメモリ等に
より構成され、入力されたオーディオ信号Ｓadを一時的に蓄積し、オーディオデコーダ９
３に出力する。オーディオバッファ９２は、オーディオ信号Ｓadを対応する映像情報を含
むビデオ信号Ｓv 又は副映像信号Ｓspに同期して出力させるためのものであり、対応する
映像情報の出力状況に応じてオーディオ信号Ｓadを遅延させる。そして、対応する映像情
報と同期するように時間調整されたオーディオ信号Ｓadは、オーディオデコーダ９３に出
力され、所定のデコードが施されて復調オーディオ信号Ｓadd として図示しないスピーカ
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等に出力される。なお、アクセス直後の再生で一時的に音声を中断する（ポーズする）必
要があることが検出された場合には、システムコントローラ１００からポーズ信号Ｓcaが
オーディオデコーダ９３に出力され、当該オーディオデコーダ９３において一時的に復調
オーディオ信号Ｓadd の出力を停止する。
【００９５】
更に、ＰＣＩ信号Ｓpcが入力されるＰＣＩバッファ９４は、ＦＩＦＯメモリ等により構成
され、入力されたＰＣＩ信号Ｓpcを一時的に蓄積し、ＰＣＩデコーダ９５に出力する。Ｐ
ＣＩバッファ９４は、ＰＣＩ信号Ｓpcに含まれるＰＣＩデータ５０と当該ＰＣＩデータ５
０が対応する映像情報、音声情報、副映像情報等とを同期させ、当該映像情報、音声情報
又は副映像情報等にＰＣＩデータ５０を適用させるためのものである。そして、ＰＣＩバ
ッファ９４により対応する映像情報又は副映像情報等と同期したＰＣＩ信号Ｓpcは、ＰＣ
Ｉデコーダ９５によりＰＣＩデータ５０に含まれるハイライト情報が分離され、ハイライ
ト信号Ｓhiとしてハイライトバッファ９６に出力されると共に、ＰＣＩデータ５０のハイ
ライト情報以外の部分がＰＣＩ情報信号Ｓpci としてシステムコントローラ１００に出力
される。
【００９６】
ハイライト信号Ｓhiが入力されるハイライトバッファ９６は、ＦＩＦＯメモリ等により構
成され、入力されたハイライト信号Ｓhiを一時的に蓄積し、ハイライトデコーダ９７に出
力する。ハイライトバッファ９６は、当該ハイライト情報のための映像情報が含まれてい
る副映像信号Ｓspに対応して、ハイライト情報に対応する選択項目の表示状態の変更が正
確に行われるための時間軸補償を行うためのバッファである。そして、時間軸補償が行わ
れたハイライト信号Ｓhiは、ハイライトデコーダ９７においてデコードされ、当該ハイラ
イト信号Ｓhiに含まれる情報が復調ハイライト信号Ｓhid としてシステムコントローラ１
００に出力される。ここで、システムコントローラ１００は、当該復調ハイライト信号Ｓ
hid に基づき、ハイライト情報による表示状態の変更を行うべく、上記のハイライト制御
信号Ｓchを出力することとなる。
【００９７】
システムコントローラ１００は、システムバッファ８５から入力される制御情報Ｓc 、Ｐ
ＣＩデコーダ９５から入力されるＰＣＩ情報信号Ｓpci 及びリモコン等の入力部９８から
入力される入力信号Ｓinに基づき、それらの信号に対応した正しい再生を行うために上記
のスイッチ信号Ｓsw2 、言語選択信号Ｓlc、ポーズ信号Ｓca、ハイライト制御信号Ｓchを
出力すると共に、再生装置Ｓ2 の動作状況等を表示するために表示信号Ｓdpを液晶表示装
置等のディスプレイ９９に出力する。
【００９８】
更に、システムコントローラ１００は、上記ＰＣＩ情報信号Ｓpci 等により、シームレス
再生のためにサーチ等のトラックジャンプの処理が必要であることを検出したときには、
ドライブコントローラ１０１に対して、当該トラックジャンプの処理に対応するシームレ
ス制御信号Ｓcsl を出力する。
【００９９】
そして、シームレス制御信号Ｓcsl が入力されたドライブコントローラ１０１は、スピン
ドルモータ１０２又はスライダモータ１０３に対して駆動信号Ｓd を出力する。この駆動
信号Ｓd により、スピンドルモータ１０２又はスライダモータ１０３は、光ビームＢが再
生すべきＤＶＤ１上の記録位置に照射されるようにピックアップ２を移動させる（図９破
線矢印参照）と共に、ＤＶＤ１の回転数をＣＬＶ（線速度一定）制御する。これと並行し
て、ドライブコントローラ１０１は、ピックアップ２が移動中であり復調訂正部８１から
復調信号Ｓdmが出力されないときには、シームレス制御信号Ｓcsl に基づきスイッチ信号
Ｓsw1 を出力し、ストリームスイッチ８２を開とすると共に、復調信号Ｓdmが出力され始
めると、ストリームスイッチ８２を閉成して復調信号Ｓdmをトラックバッファ８３に出力
する。
【０１００】
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本実施の形態では特に、図１０に示すように、復調制御部８１は、イコライザ（ＥＱ）３
０１、イコライザ３０２、イコライザ３０３、スイッチ３０４、オートスライス回路３０
５、ラッチ回路３０６、同期回路と８―１６復調回路と訂正回路とを含む信号処理回路３
０７、位相比較器３０８、ＬＰＦ（ローパスフィルタ）３０９、ＶＣＯ（Voltage Contro
lled Oscillator ：電圧制御発振器）３１０、分周器３１１及びスイッチ３１２を備えて
構成されている。
図９に示すようにシステムコントローラ１００には、システムバッファ８５を介して図７
に示したような最低読み出しレート情報が制御信号Ｓc の一部として入力される。そして
、システムコントローラ１００は、この最低読み出しレート情報の内容に応じて、復調訂
正部８１に対し復調制御信号Ｓcdm 供給する。これを受けた図１０に示した復調訂正部８
１は、以下のように動作する。
【０１０１】
即ち、イコライザ３０１は、最低読み出しレートの最大値に対応する（１倍用の）イコラ
イザであり、イコライザ３０２は、その最大値の１／２のレートに対応する（１／２倍用
の）イコライザであり、イコライザ３０３は、その最大値の１／４のレートに対応する（
１／４倍用の）イコライザであり、これらのイコライザには、ピックアップからのＲＦ信
号が夫々入力される。スイッチ３０４は、システムコントローラからの復調制御信号Ｓcd
m に従って、イコライザ３０１から３０３のうちＤＶＤ１から読み出した最低読み出しレ
ート情報に対応するものを一つ選択する。
【０１０２】
オートスライス回路３０５は、スイッチ３０４を介して入力される信号を所定のレベルで
スライスし、整形されたデジタル信号を生成する。このスライスレベルを追従させる帯域
は、システムコントローラ１００の供給する復調制御信号Ｓcdm により、最低読み出しレ
ート情報に対応して切り換えられる。ラッチ回路３０６は、オートスライス回路３０５か
らの信号を分周器３１１の供給するマスタークロックのタイミングでラッチする。信号処
理回路３０７は、このラッチされた信号を、分周器３１１の供給するマスタークロックの
タイミングで取り込んで、同期処理、８―１６復調処理及び訂正処理を行う。
【０１０３】
位相比較器３０８は、分周器３１１の供給するマスタークロックとオートスライス回路３
０５の出力する整形された再生信号との位相を比較し、比較出力をＬＰＦ３０９に出力す
る。ＬＰＦ３０９は、システムコントローラ１００から供給される復調制御信号Ｓcdm に
より切り換えられたゲイン及び特性により、その比較出力をローパスフィルタリングする
。ＶＣＯ３１０は、このＬＰＦ３０９の出力電圧に応じた周波数信号を発振する。分周器
３１１は、この発振された周波数信号を、１倍、１／２倍、１／４倍、…、というように
１／２のべき乗倍に分周する。スイッチ３１２は、システムコントローラ１００からの復
調制御信号Ｓcdm に従って、分周器３１１の分周出力のうちＤＶＤ１から読み出した最低
読み出しレート情報に対応するものを一つ選択する。この結果、スイッチ３１２を介して
、マスタークロックがラッチ回路３０６、信号処理回路３０７及び位相比較器３０８に供
給される。
【０１０４】
以上のように、本実施の形態によれば、一つのＶＣＯ３１０と分周器３１１とを組み合わ
せることにより、比較的簡単な構成により、ＰＬＬ回路を構成することができる。
【０１０５】
次に、上記再生装置Ｓ2 の動作のうち、特に本発明に係るシステムコントローラ１００の
読み出し線速度の設定に係る動作について、図９から図１５を参照して説明する。
【０１０６】
図１１に、読み出し線速度を設定してＤＶＤ１の再生を開始する動作の一例のフローチャ
ートを示す。
図１１において、先ず、再生装置Ｓ２にディスク（ＤＶＤ１）が装着されると（ステップ
Ｓ１１）、リードインエリアＬＩを読むための所定の線速度となるようにスピンドルモー
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タ１０２が回転され、リードインエリアＬＩのデータの読み出しが行われる（ステップＳ
１２）。ここでの所定速度とは、読み出す時間を短くするためには１０．０８Ｍｂｐｓに
対応する（速い）線速度でもよい。または、ポータブルプレーヤ等の場合で、モータによ
る電池の消耗を低減したい場合には、２．５４Ｍｂｐｓに対応する（遅い）線速度でもよ
い。更に、リードインエリアＬＩ読み出し用の任意の線速度を用いるようにしてもよい。
この結果、システムコントローラ１００は、図６及び図７に示した如きリードインエリア
ＬＩに含まれる物理フォーマット情報中の最低読み出しレート情報を制御情報Ｓｃの一部
として、ディスク（ＤＶＤ１）から得ることができる。
【０１０７】
次に、この読み出された最低読み出しレート情報に基づいて、再生の際の読み出し線速度
が決定され、夫々の線速度に対応するために必要となる再生装置Ｓ２の各部のパラメータ
設定を変更する（ステップＳ１３）。具体的には、システムコントローラ１００は、この
最低読み出し情報レートに応じて、復調制御信号Ｓcdm を介して、図１０に示したイコラ
イザ３０１から３０３についてのスイッチ３０４を切り換え、オートスライス回路３０５
のスライスレベルの追従帯域を切り換え、分周器３１１の出力についてのスイッチ３１２
を切り換え、ＬＰＦ３０９のゲイン及び特性を切り換える。更に、スピンドル制御用のド
ライブコントローラ１０１に対し、決定された読み出し線速度に対応する回転数で回転さ
せる各種パラメータの設定を行い、ＦＴＳ回路についても各種のパラメータの設定を行う
。
【０１０８】
この読み出し線速度が得られると、リードインエリアＬＩの次に位置する図１のビデオマ
ネージャー２を当該線速度により読み出す（ステップＳ１４）。続いて、視聴者からの操
作入力を待ち、ピックアップは待機状態とされる（ステップＳ１５）。ここで、操作入力
があれば（ステップＳ１６：ＹＥＳ）、操作入力により指示されたＶＴＳへピックアップ
８０をトラックジャンプさせて、その再生を開始する。
【０１０９】
図１２から図１４を参照して、ＤＶＤ１から読み出された最低読み出しレート情報に基づ
いて、再生装置Ｓ２において読み出し線速度が決定される様子を更に詳しく説明する。図
１２から図１４の例は、記録方式が相異するＤＶＤを再生装置Ｓ２により再生する場合を
示す。
【０１１０】
図１２から図１４のグラフにおいて、横軸は再生時における時間を夫々示し、縦軸は当該
ＤＶＤから読み出される情報の情報レート（ユーザ使用データレート）を夫々示す。また
、縦軸には、再生装置Ｓ２において切り替え可能な読み出し線速度（即ち、１０．０８Ｍ
ｂｐｓ、５．０４Ｍｂｐｓ及び２．５４Ｍｂｐｓの三種類）が夫々示されている。
【０１１１】
図１２のグラフは、通常の映像情報、圧縮された音声情報及び副映像情報を記録したＤＶ
Ｄを再生する場合を示している。情報レートの最大値が５．０４Ｍｂｐｓを超えているの
で、本実施の形態によれば、常に１０．０８Ｍｂｐｓが得られるように、読み出し線速度
が３．４８ｍ／ｓ（メートル／秒）以上に決定され、これに応じてシステムコントローラ
１００の制御下で、再生装置Ｓ２の各部における切り換えや各種のパラメータ設定が前述
のように行われる。この場合には、電池の消耗は比較的激しいが、再生自体は良好に行わ
れる。
図１３のグラフは、９６ｋＨｚ、２４ビット及び２チャンネルの条件でリニアPCM 方式に
より音声情報のみを記録したＤＶＤを再生する場合を示している。情報レートは、４．６
Ｍｂｐｓで常に一定だが、この値が２．５２Ｍｂｐｓを超えているので、本実施の形態に
よれば、５．０４Ｍｂｐｓが得られるように、読み出し線速度が１．７４ｍ／ｓ以上に決
定され、これに応じてシステムコントローラ１００の制御下で、再生装置Ｓ２の各部にお
ける切り換えや各種のパラメータ設定が前述のように行われる。この場合には、電池の消
耗は比較的少なくて済み、且つ再生自体は良好に行われる。
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【０１１２】
図１４のグラフは、静止画データとリニアＰＣＭ音声データを記録したＤＶＤを再生する
場合を示している。情報レートはその最大値でも、２．５２Ｍｂｐｓを超えないように押
さえられているので、本実施の形態によれば、２．５２Ｍｂｐｓが得られるように、読み
出し線速度が０．８７ｍ／ｓ以上に決定され、これに応じてシステムコントローラ１００
の制御下で、再生装置Ｓ２の各部における切り換えや各種のパラメータ設定が前述のよう
に行われる。この場合には、電池の消耗は最も少なくて済み、且つ再生自体は良好に行わ
れる。
【０１１３】
以上の例から分かるように、本実施の形態によれば、夫々の場合に応じて、最適な読み出
し線速度を選ぶことができ有利である。
なお、本実施の形態では、一枚のディスク（ＤＶＤ）の全体を一定の線速度で再生するこ
ととしているので、上記図１２から図１４に示した例は、３枚のディスクを再生する場合
の動作となる。しかしながら、これらの３つの例と同様の記録形式のデータを同一のディ
スク（ＤＶＤ）上に記録することもでき、この場合、前述のようにＶＴＳ（Video Title 
Set ）やＶＯＢＵの等の一定の再生単位毎に、線速度を一定とするようにし、夫々の再生
単位について、コントロールデータやナビパックの中に最低読み出しレート情報を含める
ようにすればよい。
【０１１４】
ここで、情報レートと読み出し線速度との関係について説明を加える。
本実施の形態においては例えば、再生装置Ｓ２により、ＤＶＤ１をＣＬＶ（Constant Lin
ear Velocity：線速度一定）方式により再生する。この場合、線速度３．４８ｍ／ｓで記
録トラックを読取ると、ＤＶＤ１側の情報レート（ユーザ使用データレート）として１０
．０８Ｍｂｐｓが得られる。そして、線速度と、スピンドルモータ１０２の回転数の関係
は、次式で表される。
ｖ　＝ r×２π×Ｎ
但し、線速度　　　　　　：ｖ
回転数　　　　　　：Ｎ
読み出し位置の半径：ｒ
従って、各読み出し位置の半径ｒに対する回転数は、各線速度毎に図１５のようになる。
【０１１５】
この結果、本実施の形態によれば、図１５の関係に基づいて、システムコントローラ１０
０は、スピンドルモータ１０２の回転数Ｎを、読み出し位置の半径ｒ並びに決定された線
速度ｖに応じて制御することが可能となる。
図１６に、読み出し線速度を設定した後、ＤＶＤ１の再生を開始する動作の他の例のフロ
ーチャートを示す。
【０１１６】
図１１に示した動作によれば、再生装置Ｓ２は、１０．０８Ｍｂｐｓ、５．０４Ｍｂｐｓ
及び２．５２Ｍｂｐｓの三種類の読み出し線速度に対応しているが、図１６に示す動作で
は、これら三種類の読み出し線速度に対応していない再生装置の場合の動作である。例え
ば、オーディオ専用プレーヤの場合には、１０．０８Ｍｂｐｓや５．０４Ｍｂｐｓに対応
していないものも存在する。尚、図１６において、図１１と同様のステップについては、
同じ参照符号を付し、その詳細な説明は省略する。
【０１１７】
図１６において、先ず、再生装置Ｓ２にディスク（ＤＶＤ１）が装着されると（ステップ
Ｓ１１）、リードインエリアＬＩを読むための所定の線速度となるようにスピンドルモー
タ１０２が回転され、リードインエリアＬＩのデータの読み出しが行われる（ステップＳ
１２）。この結果、システムコントローラ１００は、図６及び図７に示した如きリードイ
ンエリアＬＩに含まれる物理フォーマット情報中の最低読み出しレート情報を制御情報Ｓ
ｃの一部として、ディスク（ＤＶＤ１）から得ることができる。
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【０１１８】
次に、この最低読み出しレート情報の示すレートに当該再生装置が対応しているか否かが
システムコントローラ１００により判定される（ステップＳ２１）。ここで、対応してい
ないと判定されると（ステップＳ２１：ＮＯ）、例えば、「このプレーヤでは、再生でき
ません」とディスプレイ９９に表示して、スピンドルモータ１０２を停止し（ステップＳ
２２）、ディスク（ＤＶＤ１）を装置本体から排出する（ステップＳ２３）。
【０１１９】
一方、ステップＳ２１において、対応していると判定されると（ステップＳ２１：ＹＥＳ
）、ステップＳ１２で読み出された最低読み出しレート情報に基づいて、ステップ１３か
らステップＳ１６の動作が、図１１に示した例の場合と同様に行われる。
【０１２０】
このように、図１６に示した例によれば、ポータブルプレーヤでは、ポータブルの特性を
生かして、１０．０８Ｍｂｐｓや５．０４Ｍｂｐｓに対応しないようにすることもできる
。
以上詳細に説明したように、本実施の形態により、ＭＰＥＧ２のような可変レート、ＭＰ
ＥＧ１のような固定レート等の情報レートで圧縮記録された情報やリニアＰＣＭデータの
ように圧縮されていない情報などの様々な形式の情報を、再生装置Ｓ２における電力消費
を低く押さえつつ簡単に再生可能である情報記録媒体、そのだ情報記録媒体を記録する記
録装置及びその情報記録媒体を比較的簡単な構成を用いて再生する再生装置Ｓ２を実現で
きる。特に、リニアＰＣＭデータの場合、チャンネル数によって、再生に必要とされるデ
ータレートが変わるため、本実施の形態は有効である。更に、再生装置Ｓ２においては、
読み出し線速度を最大線速度の１／２のべき乗にできるので、最大線速度で再生した場合
と比較して、スピンドルモータの回転数も１／２のべき乗に抑えることができる。よって
、電力消費も、線速度が１／２の場合には、１／４にと、線速度が１／４の場合には１／
１６にと、回転数の２乗に比例して少なくなるので、本実施例をポータブルプレーヤに適
用すると、消費電力低減の観点から大変有利である。更に、この場合、前述した従来の第
１の方法（図１７参照）では、実現困難であったＰＬＬも、一つのＶＣＯと単なる分周器
の組み合わせにより実現できるので、大変有利である。更にまた、スピンドルモータの回
転数も、予め、設定された所定種類の線速度だけに対応すればよく、頻繁に変更する必要
もないので、その回転数制御も比較的簡単であるという利点も得られる。
【０１２１】
加えて、本実施の形態の再生装置Ｓ２によれば、消費電力を低く押さえつつ、比較的簡単
な構成を用いて、可変レートシステムや固定レートシステムを利用した圧縮情報から再生
される映像や再生される音声について視聴者が選択枝をもち、当該視聴者がそれらを選択
して視聴する等のいわゆるインタラクティブな変化に富んだ再生が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態としてのＤＶＤにおけるデータの物理的構成を示す概念図
である。
【図２】図１のＤＶＤにおいて用いられるＧＯＰの構成を示す概念図である。
【図３】図１のＤＶＤにおけるデータの論理的構成を示す概念図である。
【図４】図１のＤＶＤにおけるインターリーブドユニットの構成を示す概念図である。
【図５】図１のＤＶＤのリードインエリアのデータ構造を示す概念図である。
【図６】図５の物理フォーマット情報のデータ構造を示す表である。
【図７】図６のデータの一部の具体的なデータ構造を示す概念図である。
【図８】本発明の他の実施の形態としての図１のＤＶＤを記録するための情報記録装置の
ブロック図である。
【図９】本発明の他の実施の形態としての図１のＤＶＤを再生するための情報再生装置の
ブロック図である。
【図１０】図９の再生装置が備える復調訂正部８１のブロック図である。
【図１１】図９の情報再生装置の動作の一例を示すフローチャートである。
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【図１２】図９の情報再生装置の線速度を選択する動作を説明するグラフである。
【図１３】図９の情報再生装置の線速度を選択する動作を説明するグラフである。
【図１４】図９の情報再生装置の線速度を選択する動作を説明するグラフである。
【図１５】図９の情報再生装置におけるモータ回転数と線速度との関係を示すグラフであ
る。
【図１６】図９の情報再生装置の動作の他の例を示すフローチャートである。
【図１７】従来の可変レートシステムにおいて記録された情報を再生するための第１の方
法を説明するグラフである。
【図１８】従来の可変レートシステムにおいて記録された情報を再生するための第２の方
法を説明するグラフである。
【符号の説明】
１…ＤＶＤ
２…ビデオマネージャ
３、６３…ＶＴＳ
１０…ＶＯＢ
１１…コントロールデータ
２０…セル
３０…ＶＯＢユニット
４１…ナビパック
４２…ビデオデータ
４３…オーディオデータ
４４…サブピクチャデータ
５０…ＰＣＩデータ
５１…ＤＳＩデータ
５２…ＧＯＰ
６０…プログラム
６１、６１Ａ、６１Ｂ…ＰＧＣ
６２…タイトル
７０…ＶＴＲ
７１…メモリ
７２…信号処理部
７３…ハードディスク装置
７４…ハードディスク装置
７５…コントローラ
７６…多重器
７７…変調器
７８…マスタリング装置
８０…ピックアップ
８１…復調訂正部
８２、８４…ストリームスイッチ
８３…トラックバッファ
８５…システムバッファ
８６…デマルチプレクサ
８７…ＶＢＶバッファ
８８…ビデオデコーダ
８９…サブピクチャバッファ
９０…サブピクチャデコーダ
９２…オーディオバッファ
９３…オーディオデコーダ
９４…ＰＣＩバッファ
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９５…ＰＣＩデコーダ
９６…ハイライトバッファ
９７…ハイライトデコーダ
９８…入力部
９９…ディスプレイ
１００…システムコントローラ
１０１…ドライブコントローラ
１０２…スピンドルモータ
１０３…スライダモータ
２０１…コントロールデータ
２０２…物理フォーマット情報
２１２…ディスクサイズと最低読み出しレート情報
３０８…位相比較器
３１０…ＶＣＯ（電圧制御発振器）
３１１…分周器
Ｓ1 …記録装置
Ｓ2 …再生装置
ＤＫ…光ディスク
ＳＴ…キューシート
Ｓr …圧縮多重信号
Ｓi …内容情報信号
Ｓac…アクセス情報信号
Ｓa …付加情報信号
Ｓcc　…情報選択信号
Ｓm …ディスク記録信号
Ｓap…情報付加圧縮多重信号
Ｓp …検出信号
Ｓdm…復調信号
Ｓsw1 、Ｓsw2 …スイッチ信号
Ｓin…入力信号
Ｓdp…表示信号
Ｓcsl …シームレス制御信号
Ｓc …制御信号
Ｓlc…言語選択信号
Ｓca…ポーズ信号
Ｓch…ハイライト制御信号
Ｓhi…ハイライト信号
Ｓpci …ＰＣＩ情報信号
Ｓpc…ＰＣＩ信号
Ｓad…オーディオ信号
Ｓsp…副映像信号
Ｓv …ビデオ信号
Ｓvd…復調ビデオ信号
Ｓspd …復調副映像信号
Ｓadd …復調オーディオ信号
Ｓvp…映像信号
Ｓhid …復調ハイライト信号
Ｔt …タイムコード
Ｒ…記録情報
Ｐr …部分記録情報
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