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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報貯蔵媒体に記録されたＡＶデータ及び複数の言語よりなる字幕を表示するためのサ
ブピクチャーデータを読出してデコーディングし、再生されたＡＶデータストリームをマ
ークアップ文書により定義された表示窓にディスプレーする再生装置において、前記情報
貯蔵媒体から必要なデータを読出す読出部と、前記読出部により読出されたＡＶデータを
デコーディングするデコーダと、字幕を表示するために選択された言語情報を受信して、
前記マークアップ文書の言語を前記字幕の言語と連動させるための多国語マークアップ文
書支援情報を参照し、受信された言語情報に対応するように備えられたディレクトリに貯
蔵された前記マークアップ文書を解釈して前記マークアップ文書により定義された表示窓
に前記ＡＶデコーダによりデコーディングされて再生されたＡＶデータストリームをディ
スプレーさせる再生装置により読み出されるＡＶデータが貯蔵された情報貯蔵媒体におい
て、
　オーディオデータ及びビデオデータを含むＡＶデータと、
　前記再生装置によりデコーディングされてＡＶデータストリームで再生された前記ＡＶ
データがディスプレーされる表示窓が定義されており、挿入された文字情報が複数の言語
で各々作成された複数のマークアップ文書と、
　前記再生装置により前記マークアップ文書のうち選択された言語に対応するマークアッ
プ文書を、表示させる字幕の言語と連動させてディスプレーするために参照される多国語
マークアップ文書支援情報とを含み、
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　前記多国語マークアップ文書支援情報は、
　前記再生装置により支援可能な言語を表示するために再生中の言語転換の可否を知らせ
る情報が記録されている支援可能言語情報を含むことを特徴とする情報貯蔵媒体。
【請求項２】
　前記ＡＶデータに対するナビゲーションデータをさらに含み、
　前記ＡＶデータは前記ナビゲーションデータを参照して前記再生装置によりデコーディ
ングされて前記ＡＶデータストリームで再生されることを特徴とする請求項１に記載の情
報貯蔵媒体。
【請求項３】
　前記ＡＶデータ及びナビゲーションデータはビデオディレクトリに記録されており、
　前記マークアップ文書及び多国語マークアップ文書支援情報はインタラクティブディレ
クトリに記録されていることを特徴とする請求項１に記載の情報貯蔵媒体。
【請求項４】
　情報貯蔵媒体に記録されたＡＶデータ及び複数の言語よりなる字幕を表示するためのサ
ブピクチャーデータを読出してデコーディングし、再生されたＡＶデータストリームをマ
ークアップ文書により定義された表示窓にディスプレーする再生装置において、前記情報
貯蔵媒体から必要なデータを読出す読出部と、前記読出部により読出されたＡＶデータを
デコーディングするデコーダと、字幕を表示するために選択された言語情報を受信して、
前記マークアップ文書の言語を前記字幕の言語と連動させるための多国語マークアップ文
書支援情報を参照し、受信された言語情報に対応するように備えられたディレクトリに貯
蔵された前記マークアップ文書を解釈して前記マークアップ文書により定義された表示窓
に前記ＡＶデコーダによりデコーディングされて再生されたＡＶデータストリームをディ
スプレーさせる再生装置により読み出されるＡＶデータが貯蔵された情報貯蔵媒体におい
て、
　オーディオデータ及びビデオデータを含むＡＶデータと、
　前記再生装置により前記ＡＶデータに対して複数の言語で備えられた字幕を表示するた
めのサブピクチャーデータと、
　前記再生装置によりデコーディングされてＡＶデータストリームで再生された前記ＡＶ
データがディスプレーされる表示窓が定義されており、前記ＡＶデータまたは前記サブピ
クチャーデータと関連して挿入される文字情報が複数の言語により各々表示されるように
作成された複数のマークアップ文書と、
　前記再生装置により前記マークアップ文書のうち字幕を表示するために選択された言語
に対応するマークアップ文書を、表示させる字幕の言語と連動させてディスプレーするた
めに参照される多国語マークアップ文書支援情報とを含むことを特徴とする情報貯蔵媒体
。
【請求項５】
　前記ＡＶデータ及び前記サブピクチャーデータに対するナビゲーションデータをさらに
含み、
　前記ＡＶデータ及び前記サブピクチャーデータは前記ナビゲーションデータを参照して
前記再生装置によりデコーディングされて前記ＡＶデータストリーム及び字幕として再生
されることを特徴とする請求項４に記載の情報貯蔵媒体。
【請求項６】
　前記ＡＶデータ、サブピクチャーデータ及びナビゲーションデータはビデオディレクト
リに記録されており、
　前記マークアップ文書及び多国語マークアップ文書支援情報はインタラクティブディレ
クトリに記録されていることを特徴とする請求項４に記載の情報貯蔵媒体。
【請求項７】
　前記マークアップ文書は前記インタラクティブディレクトリの下位ディレクトリとして
各言語別に備えられた多国語マークアップ文書ディレクトリに各々貯蔵されていることを
特徴とする請求項６に記載の情報貯蔵媒体。
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【請求項８】
　相異なる言語で表示される同じ文字情報を含むマークアップ文書は同じファイル名で貯
蔵されることを特徴とする請求項７に記載の情報貯蔵媒体。
【請求項９】
　前記多国語マークアップ文書支援情報は、
　前記再生装置により選択された言語に対応するマークアップ文書をマッピングさせる言
語選択転換情報と、
　前記再生装置により前記マークアップ文書が各々貯蔵された経路を表示する言語別ディ
レクトリ情報とを含むことを特徴とする請求項６に記載の情報貯蔵媒体。
【請求項１０】
　前記多国語マークアップ文書支援情報は、
　前記再生装置により支援可能な言語を表示する支援可能言語情報をさらに含むことを特
徴とする請求項９に記載の情報貯蔵媒体。
【請求項１１】
　前記支援可能言語情報には、前記再生装置により再生中の言語転換の可否を知らせる情
報が記録されていることを特徴とする請求項１０に記載の情報貯蔵媒体。
【請求項１２】
　前記言語選択転換情報は、字幕で表示されるために選択された言語に対応する言語がマ
ッピングされた言語選択転換テーブルより構成されることを特徴とする請求項９に記載の
情報貯蔵媒体。
【請求項１３】
　情報貯蔵媒体に記録されたＡＶデータを読出してデコーディングし、再生されたＡＶデ
ータストリームをマークアップ文書により定義された表示窓にディスプレーする再生方法
において、
　（ａ）挿入された文字情報が複数の言語で各々表示されるように作成されたマークアッ
プ文書のうち、字幕を表示するために選択された言語に対応する言語で連動させて表示さ
れるように作成されたマークアップ文書を、前記マークアップ文書の言語を前記字幕の言
語と連動させるための多国語マークアップ文書支援情報に含まれる字幕を表示するために
選択された言語コードに対応するマークアップ文書転換用言語コードを探索して読出す段
階と、
　（ｂ）前記ＡＶデータを読出してデコーディングする段階と、
　（ｃ）デコーディングされてＡＶデータストリームで再生された前記ＡＶデータを前記
（ａ）段階で読出されたマークアップ文書により定義される表示窓にディスプレーする段
階とを含むことを特徴とする再生方法。
【請求項１４】
　情報貯蔵媒体に記録されたＡＶデータ及び複数の言語よりなる字幕を表示するためのサ
ブピクチャーデータを読出してデコーディングし、再生されたＡＶデータストリーム及び
字幕をマークアップ文書により定義された表示窓にディスプレーする再生方法において、
　（ａ）字幕を表示するために選択された言語情報を受信する段階と、
　（ｂ）受信された言語情報に対応する言語を識別する段階と、
　（ｃ）識別された言語に対応するように備えられたディレクトリに記録された前記マー
クアップ文書を探索して読出す段階とを含み、
　前記（ａ）段階は、
　（ａ１）前記マークアップ文書の言語を前記字幕の言語と連動させるための多国語マー
クアップ文書支援情報に含まれる字幕を表示するために選択された言語コードに対応する
マークアップ文書転換用言語コードを探索する段階と、
　（ａ２）探索された言語コードに対応するように備えられたディレクトリに貯蔵された
前記マークアップ文書を探索して呼び出す段階とを含むことを特徴とする再生方法。
【請求項１５】
　前記（ａ２）段階は、



(4) JP 4409150 B2 2010.2.3

10

20

30

40

50

　探索された言語コードと同じ名称のディレクトリに貯蔵された前記マークアップ文書を
探索して呼び出す段階であることを特徴とする請求項１４に記載の再生方法。
【請求項１６】
　情報貯蔵媒体に記録されたＡＶデータ及び複数の言語よりなる字幕を表示するためのサ
ブピクチャーデータを読出してデコーディングし、再生されたＡＶデータストリームをマ
ークアップ文書により定義された表示窓にディスプレーする再生装置において、
　前記情報貯蔵媒体から必要なデータを読出す読出部と、
　前記読出部により読出されたＡＶデータをデコーディングするデコーダと、
　字幕を表示するために選択された言語情報を受信して、前記マークアップ文書の言語を
前記字幕の言語と連動させるための多国語マークアップ文書支援情報を参照し、受信され
た言語情報に対応するように備えられたディレクトリに貯蔵された前記マークアップ文書
を解釈して前記マークアップ文書により定義された表示窓に前記ＡＶデコーダによりデコ
ーディングされて再生されたＡＶデータストリームをディスプレーさせる再生装置。
【請求項１７】
　前記字幕を表示するために選択された言語情報を受信して、前記マークアップ文書の言
語を前記字幕の言語と連動させるための多国語マークアップ文書支援情報を参照し、受信
された言語情報に対応するように備えられたディレクトリに貯蔵された前記マークアップ
文書を解釈して前記マークアップ文書により定義された表示窓に前記ＡＶデコーダにより
デコーディングされて再生されたＡＶデータストリームをディスプレーさせるプレゼンテ
ーションエンジンを含み、
　前記プレゼンテーションエンジンは、前記多国語マークアップ文書支援情報を参照し、
選択された言語に対応するように備えられたディレクトリに貯蔵された前記マークアップ
文書を探索して呼び出すことを特徴とする請求項１６に記載の再生装置。
【請求項１８】
　前記プレゼンテーションエンジンは、
　前記多国語マークアップ文書支援情報を参照し、字幕を表示するために選択された言語
コードに対応するマークアップ文書転換用言語コードを探索し、探索された言語コードに
対応するように備えられたディレクトリに貯蔵された前記マークアップ文書を探索して呼
び出すことを特徴とする請求項１７に記載の再生装置。
【請求項１９】
　前記プレゼンテーションエンジンは、
　前記多国語マークアップ文書支援情報を参照し、再生中に言語転換の可否を確認し、可
能であれば前記マークアップ文書を探索して呼び出すことを特徴とする請求項１８に記載
の再生装置。
【請求項２０】
　前記プレゼンテーションエンジンは、
　探索された言語コードと同じ名称のディレクトリに貯蔵された前記マークアップ文書を
探索して呼び出すことを特徴とする請求項１８に記載の再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はインタラクティブ機能を支援する情報貯蔵媒体、その再生装置及び再生方法に係
り、特に再生されたＡＶデータがマークアップ文書により定義された表示窓にディスプレ
ーされる情報貯蔵媒体、その再生装置及び再生方法において多国語マークアップ文書を支
援する機能に関する。
【０００２】
【従来の技術】
パソコン（Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）を基盤にインタラクティブモードで再
生可能なインタラクティブＤＶＤが提案されている。インタラクティブＤＶＤとは、ＡＶ
データと共にマークアップ文書が記録されたＤＶＤを意味する。マークアップ文書は、マ
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ークアップ言語で作成された文書、例えばＨＴＭＬ文書を示す。インタラクティブＤＶＤ
に記録されたＡＶデータは２つの方法で再生されうる。１つは、一般のＤＶＤと同様にデ
ィスプレーされるビデオモードであり、他の１つは再生されたＡＶデータがマークアップ
言語文書により定義される表示窓を通じてディスプレーされるインタラクティブモードで
ある。使用者によりインタラクティブモードが選択されればＰＣに搭載されたマークアッ
プ文書ビュアー（例えば、マークアップ言語を解釈してディスプレーしうるアプリケーシ
ョン）はインタラクティブＤＶＤに記録されているマークアップ言語文書をディスプレー
する。マークアップ言語文書の表示窓には使用者が選択したＡＶデータが表示される。
【０００３】
例えば、ＡＶデータが映画である場合、ＨＴＭＬ文書の表示窓には動映像が出力され、残
り部分には映画の台本、あらすじ、出演俳優の写真など映画に関する多様な付加情報が表
示される。付加情報はイメージファイルまたはテキストファイルを含む。
【０００４】
一方、従来のＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ標準によればタイトルが再生される時、多国語で字幕を
表示できるサブピクチャーデータが定義されている。したがって、使用者はプログラムを
視聴する時、所望の言語よりなる字幕を表示させうる。
【０００５】
ところが、従来のインタラクティブ－ＤＶＤにおいてＡＶデータがインタラクティブモー
ドでディスプレーされる時、共に表示される付加情報が文字情報を含む場合、その文字情
報は１つの言語だけで表示される。すなわち、従来のインタラクティブ－ＤＶＤはＨＴＭ
Ｌ文書を通じて表示される付加情報に対する多国語支援機能を備えていない。これにより
、文字情報を表示する言語を理解できない使用者の場合、ＨＴＭＬ文書を通じて提供され
る文字情報は無意味である。換言すれば、インタラクティブ－ＤＶＤが提供するインタラ
クティブモードは使用者に何らの効用性も与えられない問題点がある。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
したがって、本発明の目的は、インタラクティブモードでマークアップ文書を通じて表示
される文字情報が多国語で提供される情報貯蔵媒体、その再生装置及び再生方法を提供す
ることである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　前記目的は、本発明によって、情報貯蔵媒体に記録されたＡＶデータ及び複数の言語よ
りなる字幕を表示するためのサブピクチャーデータを読出してデコーディングし、再生さ
れたＡＶデータストリームをマークアップ文書により定義された表示窓にディスプレーす
る再生装置において、前記情報貯蔵媒体から必要なデータを読出す読出部と、前記読出部
により読出されたＡＶデータをデコーディングするデコーダと、字幕を表示するために選
択された言語情報を受信して、前記マークアップ文書の言語を前記字幕の言語と連動させ
るための多国語マークアップ文書支援情報を参照し、受信された言語情報に対応するよう
に備えられたディレクトリに貯蔵された前記マークアップ文書を解釈して前記マークアッ
プ文書により定義された表示窓に前記ＡＶデコーダによりデコーディングされて再生され
たＡＶデータストリームをディスプレーさせる再生装置により読み出されるＡＶデータが
貯蔵された情報貯蔵媒体において、オーディオデータ及びビデオデータを含むＡＶデータ
と、前記再生装置によりデコーディングされてＡＶデータストリームで再生された前記Ａ
Ｖデータがディスプレーされる表示窓が定義されており、挿入された文字情報が複数の言
語で各々作成された複数のマークアップ文書と、前記再生装置により前記マークアップ文
書のうち選択された言語に対応するマークアップ文書を、表示させる字幕の言語と連動さ
せてディスプレーするために参照される多国語マークアップ文書支援情報とを含み、前記
多国語マークアップ文書支援情報は、前記再生装置により支援可能な言語を表示するため
に再生中の言語転換の可否を知らせる情報が記録されている支援可能言語情報を含むこと
を特徴とする情報貯蔵媒体によって達成される。
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【０００８】
　前記情報貯蔵媒体は、前記ＡＶデータに対するナビゲーションデータをさらに含み、前
記ＡＶデータは前記ナビゲーションデータを参照して前記再生装置によりデコーディング
されて前記ＡＶデータストリームで再生されることが望ましい。
【０００９】
前記ＡＶデータ及びナビゲーションデータはビデオディレクトリに記録されており、前記
マークアップ文書及び多国語マークアップ文書支援情報はインタラクティブディレクトリ
に記録されている。
【００１０】
　また、前記目的は、情報貯蔵媒体に記録されたＡＶデータ及び複数の言語よりなる字幕
を表示するためのサブピクチャーデータを読出してデコーディングし、再生されたＡＶデ
ータストリームをマークアップ文書により定義された表示窓にディスプレーする再生装置
において、前記情報貯蔵媒体から必要なデータを読出す読出部と、前記読出部により読出
されたＡＶデータをデコーディングするデコーダと、字幕を表示するために選択された言
語情報を受信して、前記マークアップ文書の言語を前記字幕の言語と連動させるための多
国語マークアップ文書支援情報を参照し、受信された言語情報に対応するように備えられ
たディレクトリに貯蔵された前記マークアップ文書を解釈して前記マークアップ文書によ
り定義された表示窓に前記ＡＶデコーダによりデコーディングされて再生されたＡＶデー
タストリームをディスプレーさせる再生装置により読み出されるＡＶデータが貯蔵された
情報貯蔵媒体において、オーディオデータ及びビデオデータを含むＡＶデータと、前記再
生装置により前記ＡＶデータに対して複数の言語で備えられた字幕を表示するためのサブ
ピクチャーデータと、前記再生装置によりデコーディングされてＡＶデータストリームで
再生された前記ＡＶデータがディスプレーされる表示窓が定義されており、前記ＡＶデー
タまたは前記サブピクチャーデータと関連して挿入される文字情報が複数の言語により各
々表示されるように作成された複数のマークアップ文書と、前記再生装置により前記マー
クアップ文書のうち字幕を表示するために選択された言語に対応するマークアップ文書を
、表示させる字幕の言語と連動させてディスプレーするために参照される多国語マークア
ップ文書支援情報とを含むことを特徴とする情報貯蔵媒体によっても達成される。
【００１１】
　前記情報貯蔵媒体は、前記ＡＶデータ及び前記サブピクチャーデータに対するナビゲー
ションデータをさらに含み、前記ＡＶデータ及び前記サブピクチャーデータは前記ナビゲ
ーションデータを参照して前記再生装置によりデコーディングされて前記ＡＶデータスト
リーム及び字幕として再生されることが望ましい。
【００１２】
前記ＡＶデータ、サブピクチャーデータ及びナビゲーションデータはビデオディレクトリ
に記録されており、前記マークアップ文書及び多国語マークアップ文書支援情報はインタ
ラクティブディレクトリに記録されている。
【００１３】
前記マークアップ文書は前記インタラクティブディレクトリの下位ディレクトリとして各
言語別に備えられた多国語マークアップ文書ディレクトリに各々貯蔵されており、相異な
る言語で表示される同じ文字情報を含むマークアップ文書は同じファイル名で貯蔵される
ことが望ましい。
【００１４】
　前記多国語マークアップ文書支援情報は、前記再生装置により選択された言語に対応す
るマークアップ文書をマッピングさせる言語選択転換情報と、前記再生装置により前記マ
ークアップ文書が各々貯蔵された経路を表示する言語別ディレクトリ情報とを含むことが
望ましく、前記再生装置により支援可能な言語を表示する支援可能言語情報をさらに含む
ことが望ましい。
【００１５】
　一方、本発明の他の分野によれば、前記目的は、情報貯蔵媒体に記録されたＡＶデータ
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を読出してデコーディングし、再生されたＡＶデータストリームをマークアップ文書によ
り定義された表示窓にディスプレーする再生方法において、（ａ）挿入された文字情報が
複数の言語で各々表示されるように作成されたマークアップ文書のうち、字幕を表示する
ために選択された言語に対応する言語で連動させて表示されるように作成されたマークア
ップ文書を、前記マークアップ文書の言語を前記字幕の言語と連動させるための多国語マ
ークアップ文書支援情報に含まれる字幕を表示するために選択された言語コードに対応す
るマークアップ文書転換用言語コードを探索して読出す段階と、（ｂ）前記ＡＶデータを
読出してデコーディングする段階と、（ｃ）デコーディングされてＡＶデータストリーム
で再生された前記ＡＶデータを前記（ａ）段階で読出されたマークアップ文書により定義
される表示窓にディスプレーする段階とを含むことを特徴とする再生方法によっても達成
されうる。
【００１６】
　情報貯蔵媒体に記録されたＡＶデータ及び複数の言語よりなる字幕を表示するためのサ
ブピクチャーデータを読出してデコーディングし、再生されたＡＶデータストリーム及び
字幕をマークアップ文書により定義された表示窓にディスプレーする再生方法において、
（ａ）字幕を表示するために選択された言語情報を受信する段階と、（ｂ）受信された言
語情報に対応する言語を識別する段階と、（ｃ）識別された言語に対応するように備えら
れたディレクトリに記録された前記マークアップ文書を探索して読出す段階とを含み、前
記（ａ）段階は、（ａ１）前記マークアップ文書の言語を前記字幕の言語と連動させるた
めの多国語マークアップ文書支援情報に含まれる字幕を表示するために選択された言語コ
ードに対応するマークアップ文書転換用言語コードを探索する段階と、（ａ２）探索され
た言語コードに対応するように備えられたディレクトリに貯蔵された前記マークアップ文
書を探索して呼び出す段階とを含むことを特徴とする再生方法によっても達成される。
【００１８】
前記（ａ２）段階は、探索された言語コードと同じ名称のディレクトリに貯蔵された前記
マークアップ文書を探索して呼び出す段階であることが望ましい。
【００２３】
　また、前記目的は、情報貯蔵媒体に記録されたＡＶデータ及び複数の言語よりなる字幕
を表示するためのサブピクチャーデータを読出してデコーディングし、再生されたＡＶデ
ータストリームをマークアップ文書により定義された表示窓にディスプレーする再生装置
において、前記情報貯蔵媒体から必要なデータを読出す読出部と、前記読出部により読出
されたＡＶデータをデコーディングするデコーダと、字幕を表示するために選択された言
語情報を受信して、前記マークアップ文書の言語を前記字幕の言語と連動させるための多
国語マークアップ文書支援情報を参照し、受信された言語情報に対応するように備えられ
たディレクトリに貯蔵された前記マークアップ文書を解釈して前記マークアップ文書によ
り定義された表示窓に前記ＡＶデコーダによりデコーディングされて再生されたＡＶデー
タストリームをディスプレーさせる再生装置によっても達成される。
【００２４】
　前記字幕を表示するために選択された言語情報を受信して、前記マークアップ文書の言
語を前記字幕の言語と連動させるための多国語マークアップ文書支援情報を参照し、受信
された言語情報に対応するように備えられたディレクトリに貯蔵された前記マークアップ
文書を解釈して前記マークアップ文書により定義された表示窓に前記ＡＶデコーダにより
デコーディングされて再生されたＡＶデータストリームをディスプレーさせるプレゼンテ
ーションエンジンを含み、前記プレゼンテーションエンジンは、前記多国語マークアップ
文書支援情報を参照し、選択された言語に対応するように備えられたディレクトリに貯蔵
された前記マークアップ文書を探索して呼び出し、字幕を表示するために選択された言語
コードに対応するマークアップ文書転換用言語コードを探索し、探索された言語コードに
対応するように備えられたディレクトリに貯蔵された前記マークアップ文書を探索して呼
び出し、再生中に言語転換の可否を確認し、可能であれば前記マークアップ文書を探索し
て呼び出し、探索された言語コードと同じ名称のディレクトリに貯蔵された前記マークア
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ップ文書を探索して呼び出すことが望ましい。
【００２５】
【発明の実施の形態】
以下、添付した図面に基づいて本発明の望ましい実施例を詳細に説明する。本明細書にお
いて、「マークアップ文書」は、マークアップ文書はもとより、マークアップ文書に挿入
されるために呼び出されるファイルを含む意味で使われる。特に、「ＨＴＭＬ文書」は、
ＸＭＬ、ＳＧＭＬなどのマークアップ言語で作成されてウェブブラウザにより解釈されて
ディスプレー可能な文書を総称する。
【００２６】
図１は、本発明の望ましい実施例に係る再生装置のブロック図である。
【００２７】
図１を参照すれば、再生装置は本実施例に係るＤＶＤ３００に記録されたＡＶデータをデ
コーディングしてＡＶデータストリームで再生してマークアップ文書により定義される表
示窓を通じてディスプレー可能なインタラクティブモードを支援する再生装置であって、
読出部１、バッファメモリ２、キャッシュメモリ３、ＡＶデコーダ４、プレゼンテーショ
ンエンジン５及びＡＶブレンダー６を含む。
【００２８】
プレゼンテーションエンジン５はインタラクティブモードを支援する。ソフトウェアの観
点で説明すれば、プレゼンテーションエンジン５は再生装置の運用体系とＡＰＩ（Ａｐｐ
ｌｉｃａｔｉｏｎ Ｐｒｏｇｒａｍ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を通じてインターフェーシング
するアプリケーションのウェブブラウザ、クライアント解釈エンジン、及びプラグインを
含む。ＡＰＩは運用体系や他のアプリケーションに処理要求を行える既定の特別な方法で
ある。クライアント解釈エンジンはジャバスクリプトまたはジャバ解釈エンジンを含む。
プラグインは多様なウェブコンテンツをディスプレー可能にする。ハードウェアの観点で
、プレゼンテーションエンジン５にはインタラクティブモードが選択された時、共に表示
されるマークアップ文書の言語を何にするかに関する情報、すなわち、マークアップ文書
言語情報に関するデフォルト値が設定されている。例えば、英語圏に販売される再生装置
は文字情報が英語で表示されるマークアップ文書を選択することを指示するマークアップ
文書言語情報が設定される。マークアップ文書言語情報は再生装置の販売地域またはその
地域の言語占有率などを考慮して適切に設定されることが望ましい。使用者がマークアッ
プ文書言語情報を選択する場合には選択された言語またはそれに対応する言語でマークア
ップ文書が表示される。
【００２９】
読出部１は、ＤＶＤ３００からＨＴＭＬ文書またはＡＶデータを読出す。本実施例に係る
ＤＶＤ３００にはサブピクチャーデータとＡＶデータとが共にマルチプレックスされてパ
ッケージングされたデータパケットで記録されているので、ＡＶデータを読出すというこ
とはサブピクチャーデータも共に読出すということを意味する。但し、使用者が字幕表示
機能を選択しなければ、サブピクチャーデータは再生されずに捨てられる。バッファメモ
リ２は読出部１により読出されたＡＶデータをバッファリングする。キャッシュメモリ３
は読出部１から読出されたＨＴＭＬ文書をキャッシュする。ＡＶデコーダ４はバッファメ
モリ２に貯蔵されたＡＶデータをデコーディングしてＡＶデータストリームを出力する。
プレゼンテーションエンジン５は読出されたＨＴＭＬ文書を解釈する。ＡＶブレンダー６
はプレゼンテーションエンジン５によって解釈された表示窓の位置にＡＶデコーダ４から
出力されたＡＶデータストリームがディスプレーされるようにブレンディングする。
【００３０】
図２は本実施例に係るＤＶＤ３００のファイル構造を示す参考図である。
【００３１】
ＤＶＤ３００はマークアップ文書に含まれた文字情報を多国語で表示できる機能を支援す
るために実質的に同じ内容を有する複数個のマークアップ文書を有している。換言すれば
、本発明に係るＤＶＤ３００には同じ文字情報が相異なる言語で表示されるマークアップ
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文書が複数個記録されている。
【００３２】
図２を参照すれば、ルートディレクトリにはＡＶデータが含まれたＤＶＤビデオディレク
トリＶＩＤＥＯ＿ＴＳとＨＴＭＬ文書などインタラクティブ機能を支援するためのデータ
が記録されたＤＶＤインタラクティブディレクトリＤＶＤ＿ＥＮＡＶが備えられている。
【００３３】
ＶＩＤＥＯ＿ＴＳにはビデオタイトル全体に関するヘッダ情報が記録されたＶＩＤＥＯ＿
ＴＳ．ＩＦＯが配置されている。ＶＩＤＥＯ＿ＴＳ．ＩＦＯにはビデオタイトルに対して
デフォルト値として指定された言語情報が記録されている。次いで、最初のビデオタイト
ルに関するヘッダ情報が記録されたＶＴＳ＿０１＿０．ＩＦＯが記録されており、ビデオ
タイトルを構成するＶＴＳ＿０１＿０．ＶＯＢ、ＶＴＳ＿０１＿１．ＶＯＢ、・・が記録
されている。ＶＴＳ＿０１＿０．ＶＯＢ、ＶＴＳ＿０１＿１．ＶＯＢ、・・はビデオタイ
トルセットを構成するビデオオブジェクトセット（Ｖｉｄｅｏ Ｏｂｊｅｃｔ Ｓｅｔ：Ｖ
ＯＢＳ）であって、各ＶＯＢはビデオデータ、オーディオデータ及びサブピクチャーデー
タが含まれている。サブピクチャーデータは映画の字幕などを表示するためのものである
。より詳細な構成はＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ標準案「ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ ｆｏｒ Ｒｅａｄ 
Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ ｄｉｓｃ １．０」に開示されている。
【００３４】
ＤＶＤ＿ＥＮＡＶにはインタラクティブ情報全体に関するヘッダ情報が記録されたＤＶＤ
＿ＥＮＡＶ．ＩＦＯが記録されている。具体的に、該当ディレクトリの定義、構成、含ま
れたタイトルの数、基本情報、タイトルに使われた言語、字幕及びフォントに関する情報
、解像度と色相などマークアップ文書表示情報、著作権情報などが記録される。さらに、
ＤＶＤ＿ＥＮＡＶ．ＩＦＯには本実施例によって多国語マークアップ文書支援情報が記録
されている。多国語マークアップ文書支援情報に関する詳細な説明は後述する。また、本
実施例によってマークアップ文書に支援される言語に各々対応するように備えられた多国
語マークアップ文書ディレクトリＫＯＲ、ＪＰＮ、ＥＮＧなどが備えられている。ＫＯＲ
は韓国語ディレクトリを、ＪＰＮは日本語ディレクトリを、ＥＮＧは英語ディレクトリを
各々示す。各多国語マークアップ文書ディレクトリには同じ文字情報が対応言語で表示さ
れるように作成されているＡ．ＨＴＭが貯蔵されている。また、Ａ．ＨＴＭに挿入されて
共に表示すべきファイルＷ．ＰＮＧ、Ｘ．ＰＮＧ、Ｙ．ＰＮＧなども対応ディレクトリに
各々貯蔵されている。Ｗ．ＰＮＧ、Ｘ．ＰＮＧ、Ｙ．ＰＮＧには同じ内容のイメージが含
まれているのが一般的なのでファイル名を同一に付けられる。ＰＮＧ（Ｐｏｒｔａｂｌｅ
 Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｇｒａｐｈｉｃｓ）ファイルは圧縮されたグラフィックイメージファイ
ルを意味する。ここで、ＰＮＧファイルの代わりに他の言語よりなるイメージファイルは
もとよりａｕファイル、ａｉｆｆファイルなどのオーディオファイルが添付可能なのはも
ちろんである。
【００３５】
図３は、本実施例に係るＤＶＤ３００のボリューム空間の概略図である。
【００３６】
図３を参照すれば、ＤＶＤ３００のボリューム空間にはボリュームとファイルに関する制
御情報が記録された制御情報領域、対応ビデオタイトルに関するデータが記録されたＤＶ
Ｄ－Ｖｉｄｅｏデータ領域、及びインタラクティブモードを支援するデータが記録された
ＤＶＤ－インタラクティブデータ領域を含む。
【００３７】
ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏデータ領域には図２のＤＶＤビデオディレクトリＤＶＤ＿ＴＳに貯蔵
されたファイル、すなわちＶＩＤＥＯ＿ＴＳ．ＩＦＯ、ＶＴＳ＿０１＿０．ＩＦＯ、ＶＴ
Ｓ＿０１＿０．ＶＯＢ、ＶＴＳ＿０１＿１．ＶＯＢ、・・などが記録されている。ＤＶＤ
－インタラクティブデータ領域には図２のＤＶＤインタラクティブディレクトリＤＶＤ＿
ＥＮＡＶに貯蔵されたファイル、ＤＶＤ＿ＥＮＡＶ．ＩＦＯ、Ａ．ＨＴＭ（ＫＯＲ）、Ａ
．ＨＴＭ（ＪＰＮ）、Ａ．ＨＴＭ（ＥＮＧ）、Ｗ．ＰＮＧ、Ｘ．ＰＮＧ、Ｙ．ＰＮＧなど
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が各々記録されている。
【００３８】
図４は、図２及び３で説明したＤＶＤ＿ＥＮＡＶ．ＩＦＯの構造を説明するための参考図
である。
【００３９】
図４を参照すれば、ＤＶＤ＿ＥＮＡＶ．ＩＦＯには本発明に係る多国語マークアップ文書
支援情報が含まれている。多国語マークアップ文書支援情報は支援可能言語情報、言語選
択転換情報、及び言語別ディレクトリ情報を含む。但し、後述するようにプレゼンテーシ
ョンエンジン５がマークアップ文書を字幕と連動させて表示せず、独立して表示する場合
に多国語マークアップ文書支援情報は言語選択転換情報を含めない。
【００４０】
図５は本実施例に係る多国語マークアップ文書支援情報の詳細構造図である。図５を参照
すれば、多国語マークアップ文書支援情報に含まれた支援可能言語情報は支援可能な言語
の数、支援可能な言語のコード、及び再生中の言語変換可否を含む。
【００４１】
支援可能言語コードはＩＳＯ－６３９言語コードで表示されうる。０×０４１２、０×０
４１１及び０×０４０９はヘキサ値（Ｈｅｘａ ｖａｌｕｅ）であって、順番に韓国語、
日本語及び英語を意味する。
【００４２】
言語選択転換情報の言語選択転換テーブルにはマークアップ文書が字幕と連動されて表示
される場合、字幕を支援する言語コードに対応する言語で文字情報が表示されるように作
成されたマークアップ文書を抽出するために参照するＨＴＭＬ文書転換用コードがマッピ
ングされている。具体的に、図５の例において字幕は韓国語、日本語、英語、中国語で支
援されるが、共に表示されるマークアップ文書は韓国語、日本語及び英語の３つだけ支援
される。したがって、使用者が字幕を表示する言語として韓国語、日本語または英語を選
択した場合には各々同じ言語が対応するが、字幕を表示する言語で中国語を選択した場合
には英語が対応するように構成されている。支援される言語の数及び種類を多様に変更可
能なのはもちろんである。マークアップ文書が字幕と関係なく独立して表示される場合に
も言語選択転換テーブルはマークアップ文書を抽出するために参照されうる。例えば、再
生装置の言語が中国語ＺＨに設定されている場合、プレゼンテーションエンジン５は言語
選択転換テーブルを参照して英語ＥＮ－ＵＳよりなるマークアップ文書を表示する。
【００４３】
再生中の言語転換の可否は、ＡＶデータの再生中に使用者が言語を変更できるか否かを知
らせる。例えば、０は不可を、１は可能を示しうる。
【００４４】
言語別ディレクトリ情報には、支援可能な言語コードに対応するマークアップ文書が各々
貯蔵された多国語マークアップ文書ディレクトリ及び開示文書として指定されたＨＴＭＬ
文書のファイル名がマッピングされている。
【００４５】
図６は、図５の多国語マークアップ文書支援情報を参照してマークアップ文書が字幕と連
動されてディスプレーされた場合の概略図である。
【００４６】
図６を参照すれば、（ａ）は韓国語字幕を選択した時に表示されるマークアップ文書の例
であり、（ｂ）は日本語字幕を選択した時に表示されるマークアップ文書の例であり、（
ｃ）は英語または中国語字幕を選択した時に表示されるマークアップ文書の例である。こ
のように、同じ付加情報が表示されるにも拘らず文字情報は相異なる言語で表示されるこ
とが分かる。すなわち、本発明によれば、インタラクティブモードで多国語マークアップ
文書が支援されるので、使用者が選択した言語または使用者が選択した字幕に対応する言
語よりなる文字情報が含まれたマークアップ文書をディスプレー可能になる。このように
、使用者が、所定のビデオタイトルがインタラクティブモードで再生されているうちに韓



(11) JP 4409150 B2 2010.2.3

10

20

30

40

50

国語字幕から日本語字幕に変更するならば共に表示されるマークアップ文書は（ａ）から
（ｂ）に変更される。換言すれば、図５のような言語選択転換テーブル及び言語別ディレ
クトリ情報を参照して多国語マークアップ文書ディレクトリＪＰＮに貯蔵されたマークア
ップ文書Ａ．ＨＴＭを読出して表示する。
【００４７】
但し、マークアップ文書が字幕と連動されず、独立してディスプレーされる場合には字幕
が表示されなくても使用者の選択による言語よりなる文字情報が含まれたマークアップ文
書がディスプレーされうる。
【００４８】
前記のような構成によって本発明の望ましい実施例に係る再生方法を説明すれば次の通り
である。
【００４９】
図７は本発明の一実施例に係る再生方法を説明するためのフローチャートである。
【００５０】
図７を参照すれば、本発明に係るインタラクティブ－ＤＶＤ３００が再生装置に挿入され
れば再生装置のプレゼンテーションエンジン５はインタラクティブ－ＤＶＤ３００のＶＩ
ＤＥＯ＿ＴＳ．ＩＦＯに記録されている言語情報を探索して再生装置にデフォルト値とし
て設定された言語の存否を確認する（７０１段階）。インタラクティブ－ＤＶＤ３００の
ＶＩＤＥＯ＿ＴＳ．ＩＦＯに記録された言語情報に再生装置にデフォルト値として設定さ
れた言語が存在しない場合、プレゼンテーションエンジン５はインタラクティブ－ＤＶＤ
３００のＶＩＤＥＯ＿ＴＳ．ＩＦＯまたはＤＶＤ＿ＥＮＡＶ．ＩＦＯにデフォルト値とし
て指定された言語をマークアップ文書の再生のためのデフォルト値として設定する（７０
２段階）。
【００５１】
インタラクティブ－ＤＶＤ３００のＶＩＤＥＯ＿ＴＳ．ＩＦＯに記録された言語情報に再
生装置にデフォルト値として設定された言語が存在する場合にその言語をマークアップ文
書再生のためのデフォルト値として設定する（７０３段階）。
【００５２】
読出部１は設定された言語よりなるマークアップ文書を読出す（７０３段階）。例えば、
韓国語がマークアップ文書の再生のためのデフォルト値として設定されれば、多国語マー
クアップ文書ディレクトリのうち韓国語ディレクトリＫＯＲに貯蔵されているＡ．ＨＴＭ
を読出す。プレゼンテーションエンジン５は読出されたマークアップ文書をディスプレー
する（７０４段階）。
【００５３】
使用者が字幕の言語を変更すれば（７０５段階）、プレゼンテーションエンジン５は前述
したような多国語マークアップ文書支援情報を参照してＡＶデータの再生中に言語転換の
可否を確認する（７０６段階）。可能であれば、再び多国語マークアップ文書支援情報を
参照して対応するマークアップ文書を識別し、読出部１はこれを読出す（７０７段階）。
プレゼンテーションエンジン５は読出されたマークアップ文書をディスプレーする（７０
８段階）。使用者が再生装置の再生を終了させればプロセスは終了されるが（７０９段階
）、再生中に使用者が再び字幕の言語を変更すれば前記７０６段階ないし７０８段階が反
復されて行われる。
【００５４】
図８は、本発明の他の実施例に係る再生方法を説明するためのフローチャートである。
【００５５】
図８を参照すれば、本発明に係るインタラクティブ－ＤＶＤ３００が再生装置に挿入され
れば、再生装置のプレゼンテーションエンジン５はインタラクティブ－ＤＶＤ３００のＶ
ＩＤＥＯ＿ＴＳ．ＩＦＯに記録されている言語情報を探索して再生装置にデフォルト値と
して設定された言語の存否を確認する（８０１段階）。インタラクティブ－ＤＶＤ３００
のＶＩＤＥＯ＿ＴＳ．ＩＦＯに記録された言語情報に再生装置にデフォルト値として設定
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された言語が存在しない場合、プレゼンテーションエンジン５はインタラクティブ－ＤＶ
Ｄ３００のＶＩＤＥＯ＿ＴＳ．ＩＦＯまたはＤＶＤ＿ＥＮＡＶ．ＩＦＯにデフォルト値と
して指定された言語をマークアップ文書の再生のためのデフォルト値として設定する（８
０２段階）。
【００５６】
インタラクティブ－ＤＶＤ３００のＶＩＤＥＯ＿ＴＳ．ＩＦＯに記録された言語情報に再
生装置にデフォルト値として設定された言語が存在する場合、その言語をマークアップ文
書再生のためのデフォルト値として設定する（８０２段階）。
【００５７】
読出部１は設定された言語よりなるマークアップ文書を読出す（８０３段階）。例えば、
韓国語がマークアップ文書の再生のためのデフォルト値として設定されれば、多国語マー
クアップ文書ディレクトリのうち韓国語ディレクトリＫＯＲに貯蔵されているＡ．ＨＴＭ
を読出す。プレゼンテーションエンジン５は読出されたマークアップ文書をディスプレー
する（８０４段階）。
【００５８】
使用者がマークアップ文書の言語変更を要求すれば（８０５段階）、プレゼンテーション
エンジン５は多国語マークアップ文書支援情報の支援可能言語情報を解釈してＡＶデータ
の再生のうち言語転換の可否を確認する（８０６段階）。可能であれば、再び多国語マー
クアップ文書支援情報の言語別ディレクトリ情報を参照して選択可能な言語が表示された
メニューをディスプレーする（８０７段階）。使用者が言語を選択すれば（８０８段階）
、プレゼンテーションエンジン５は言語別ディレクトリ情報（及び言語選択転換テーブル
）を参照して対応するマークアップ文書を識別し、読出部１はこれを読出す（８０９段階
）。プレゼンテーションエンジン５は読出されたマークアップ文書をディスプレーする（
８１０段階）。使用者が再生装置の再生を終了させれば、プロセスは終了されるが（８１
１段階）、再生中に使用者が再びマークアップ文書の言語変更を要請すれば前記８０６段
階ないし８１０段階が反復されて行われる。
【００５９】
【発明の効果】
前述したように本発明によれば、インタラクティブモードでマークアップ文書を通じて表
示される文字情報が多国語として提供される情報貯蔵媒体、その再生装置及び再生方法が
提供される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の望ましい実施例に係る再生装置のブロック図である。
【図２】本実施例に係るＤＶＤ３００のファイル構造を示す参考図である。
【図３】本実施例に係るＤＶＤ３００のボリューム空間の概略図である。
【図４】図２及び図３で説明したＤＶＤ＿ＥＮＡＶ．ＩＦＯの構造を説明するための参考
図である。
【図５】本実施例に係る多国語マークアップ文書支援情報の詳細構造図である。
【図６】図５の多国語マークアップ文書支援情報に基づき、探索されてディスプレーされ
たマークアップ文書の例である。
【図７】本発明の一実施例に係る再生方法を説明するためのフローチャートである。
【図８】本発明の他の実施例に係る再生方法を説明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
１　　　読出部
２　　　バッファメモリ
３　　　キャッシュメモリ
４　　　ＡＶデコーダ
５　　　プレゼンテーションエンジン
６　　　ＡＶブレンダー
３００　ＤＶＤ
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