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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報記録媒体に記録されたデータの再生処理を実行するデータ処理部を有し、
　前記データ処理部は、
　情報記録媒体に記録された再生データに対応する再生制御情報ファイルを取得し、
　取得した再生制御情報ファイルの記録データに基づいて、情報記録媒体にＨＤＲ（Ｈｉ
ｇｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）データによって構成されるＨＤＲグラフィックスデ
ータが記録されているか否かを判定し、
　さらに、情報記録媒体にＨＤＲグラフィックスデータが記録されている場合は、
　前記再生制御情報ファイルから、ＨＤＲグラフィックスデータの属性情報として、
　（１）ダイナミックレンジ設定情報［ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ］
　（２）色域設定情報［ｃｏｌｏｒ＿ｓｐａｃｅ］
　上記（１）～（２）の各情報を含む属性情報を取得し、取得した属性情報に応じて、表
示装置に対する出力データの制御を実行する情報処理装置。
【請求項２】
　前記ＨＤＲグラフィックスデータは、
　ＨＤＲデータによって構成される字幕データ、またはメニュー画面表示データである請
求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記再生制御情報ファイルは、プレイリストファイルであり、
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　前記データ処理部は、
　プレイリストファイルから、ＨＤＲグラフィックスデータの属性情報を取得し、取得し
た属性情報に応じて、表示装置に対する出力データの制御を実行する請求項１に記載の情
報処理装置。
【請求項４】
　前記データ処理部は、
　プレイリストファイルの拡張データ記録フィールドからＨＤＲグラフィックスデータの
属性情報を取得し、取得した属性情報に応じて、表示装置に対する出力データの制御を実
行する請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記データ処理部は、
　プレイリストファイルの拡張データ記録フィールドに記録されたストリームナンバーテ
ーブル（ＳＴＮ）からＨＤＲグラフィックスデータの属性情報を取得し、取得した属性情
報に応じて、表示装置に対する出力データの制御を実行する請求項４に記載の情報処理装
置。
【請求項６】
　前記データ処理部は、
　プレイリストファイルの再生ストリーム情報記録フィールドからＨＤＲグラフィックス
データの属性情報を取得し、取得した属性情報に応じて、表示装置に対する出力データの
制御を実行する請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記再生制御情報ファイルは、クリップ情報ファイルであり、
　前記データ処理部は、
　クリップ情報ファイルから、ＨＤＲグラフィックスデータの属性情報を取得し、取得し
た属性情報に応じて、表示装置に対する出力データの制御を実行する請求項１に記載の情
報処理装置。
【請求項８】
　前記データ処理部は、
　クリップ情報ファイルの拡張データ記録フィールドからＨＤＲグラフィックスデータの
属性情報を取得し、取得した属性情報に応じて、表示装置に対する出力データの制御を実
行する請求項７に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記データ処理部は、
　クリップ情報ファイルの拡張データ記録フィールドに記録されたＨＤＲグラフィックス
データ対応のプログラム情報からＨＤＲグラフィックスデータの属性情報を取得し、取得
した属性情報に応じて、表示装置に対する出力データの制御を実行する請求項８に記載の
情報処理装置。
【請求項１０】
　前記データ処理部は、
　クリップ情報ファイルのプログラム情報記録フィールドからＨＤＲグラフィックスデー
タの属性情報を取得し、取得した属性情報に応じて、表示装置に対する出力データの制御
を実行する請求項７に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　メディアに対する記録データの生成処理を実行するデータ処理部を有し、
　前記データ処理部は、
　再生データに対応する再生制御情報ファイルとして、
　前記再生制御情報ファイルに基づく制御対象データとしてＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａ
ｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）データによって構成されるＨＤＲグラフィックスデータが記録され
ているか否かを示す識別データと、
　前記再生制御情報ファイルに基づく制御対象データとしてＨＤＲグラフィックスデータ
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が含まれる場合は、ＨＤＲグラフィックスデータの属性情報として、
　（１）ダイナミックレンジ設定情報［ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ］
　（２）色域設定情報［ｃｏｌｏｒ＿ｓｐａｃｅ］
　上記（１）～（２）の各情報を含む属性情報を記録した再生制御情報ファイルを生成す
る情報処理装置。
【請求項１２】
　前記ＨＤＲグラフィックスデータは、
　ＨＤＲデータによって構成される字幕データ、またはメニュー画面表示データである請
求項１１に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　前記再生制御情報ファイルは、プレイリストファイルであり、
　前記データ処理部は、
　前記識別データと前記属性情報を記録したプレイリストファイルを生成する請求項１１
に記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　前記データ処理部は、
　プレイリストファイルの制御対象データであるＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒ
ａｎｇｅ）グラフィックスデータと、ＳＤＲ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａ
ｎｇｅ）グラフィックスデータ双方の属性情報を記録した１つのプレイリストファイルを
生成する請求項１３に記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　前記再生制御情報ファイルは、クリップ情報ファイルであり、
　前記データ処理部は、
　前記識別データと前記属性情報を記録したクリップ情報ファイルを生成する請求項１１
に記載の情報処理装置。
【請求項１６】
　前記データ処理部は、
　クリップ情報ファイルの制御対象データであるＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒ
ａｎｇｅ）グラフィックスデータと、ＳＤＲ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａ
ｎｇｅ）グラフィックスデータ双方の属性情報を記録した１つのクリップ情報ファイルを
生成する請求項１５に記載の情報処理装置。
【請求項１７】
　情報処理装置において実行する情報処理方法であり、
　前記情報処理装置は、情報記録媒体に記録されたデータの再生処理を実行するデータ処
理部を有し、
　前記データ処理部が、
　情報記録媒体に記録された再生データに対応する再生制御情報ファイルを取得し、
　取得した再生制御情報ファイルの記録データに基づいて、情報記録媒体にＨＤＲ（Ｈｉ
ｇｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）データによって構成されるＨＤＲグラフィックスデ
ータが記録されているか否かを判定し、
　さらに、情報記録媒体にＨＤＲグラフィックスデータが記録されている場合は、
　前記再生制御情報ファイルから、ＨＤＲグラフィックスデータの属性情報として、
　（１）ダイナミックレンジ設定情報［ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ］
　（２）色域設定情報［ｃｏｌｏｒ＿ｓｐａｃｅ］
　上記（１）～（２）の各情報を含む属性情報を取得し、取得した属性情報に応じて、表
示装置に対する出力データの制御を実行する情報処理方法。
【請求項１８】
　情報処理装置において情報処理を実行させるプログラムであり、
　前記情報処理装置は、情報記録媒体に記録されたデータの再生処理を実行するデータ処
理部を有し、
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　前記プログラムは、前記データ処理部に、
　情報記録媒体に記録された再生データに対応する再生制御情報ファイルを取得する処理
と、
　取得した再生制御情報ファイルの記録データに基づいて、情報記録媒体にＨＤＲ（Ｈｉ
ｇｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）データによって構成されるＨＤＲグラフィックスデ
ータが記録されているか否かを判定する処理と、
　さらに、情報記録媒体にＨＤＲグラフィックスデータが記録されている場合は、
　前記再生制御情報ファイルから、ＨＤＲグラフィックスデータの属性情報として、
　（１）ダイナミックレンジ設定情報［ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ］
　（２）色域設定情報［ｃｏｌｏｒ＿ｓｐａｃｅ］
　上記（１）～（２）の各情報を含む属性情報を取得し、取得した属性情報に応じて、表
示装置に対する出力データの制御を実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、情報処理装置、情報記録媒体、および情報処理方法、並びにプログラムに関
する。さらに詳細には、符号化態様や、解像度、あるいは利用色域等が異なる様々なデー
タが記録されたディスク等のメディアから、データ態様に応じた再生処理等を実行するこ
とを可能とした情報処理装置、情報記録媒体、および情報処理方法、並びにプログラムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　映画や音楽等、様々なコンテンツを記録する情報記録媒体（メディア）として、ＤＶＤ
(Digital Versatile Disc)や、ＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）　Ｄｉｓｃ）が多く利
用されている。
【０００３】
　映画などのコンテンツを予め記録したメディアであるＢＤ－ＲＯＭには、例えば高画質
画像であるＨＤ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ）画像に併せて音声、字幕等のデータ
が記録される。
　現行のＢＤ－ＲＯＭは、主にＨＤ画像、いわゆるハイビジョン対応の２Ｋ画像が記録さ
れているものが多いが、今後、高画質化が進み、超高精細画像（ＵＨＤ：Ｕｌｔｒａ　Ｈ
ｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ画像）である４Ｋ画像を記録したメディアが増加すること
が予想される。
　なお、ＢＤを利用したデータ記録再生処理や、４Ｋ画像については、例えば特許文献１
（特開２０１１－０２３０７１号公報）等に記載がある。
【０００４】
　ＢＤに対する超高精細画像（ＵＨＤ画像）のデータ記録態様について、現在、規格策定
機関であるＢＤＡ（Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）　Ｄｉｓｃ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）
において規格化が進められている。
　ＢＤＡでは、４Ｋ画像に対する対応のみではなく、ディスプレイに出力する画像や字幕
の色域やコントラスト比を拡張したＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画
像を適用した画像や字幕の出力も考慮に入れた規格化を策定中である。
【０００５】
　ＨＤＲは、現在の２Ｋ対応ディスプレイにおいて広く利用されているＳＤＲ（Ｓｔａｎ
ｄａｒｄ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像に比較して、表現可能な色域が広く、また
コントラスト比もより大きく設定可能であり、肉眼で見た現実に近い画像や字幕の表現が
可能である。
【０００６】
　ただし、現在、一般的に利用されているデレビ等のディスプレイの多くは、ＳＤＲ画像
の出力のみが可能であり、ＨＤＲ画像の出力が可能なものは少ない。
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　今後、４Ｋ画像のみならずＨＤＲ画像を出力可能なディスプレイが徐々に普及していく
ものと想定される。
【０００７】
　ＨＤＲ画像コンテンツを記録したＢＤ等の情報記録媒体（メディア）は、ディスプレイ
の普及に先行して発売されることが想定される。
　従って、ＨＤＲ対応の画像や字幕コンテンツを記録したメディアが、ＨＤＲ非対応ディ
スプレイによって再生されることも考慮しなくてはならない。
【０００８】
　例えば、ディスクに記録されたＨＤＲ対応の画像や字幕を含むＨＤＲコンテンツをＳＤ
Ｒデータのみを出力可能なＨＤＲ非対応ディスプレイにおいて出力する場合、ディスク再
生装置は、ＨＤＲデータをＳＤＲデータに変換して出力する処理を行なうか、あるいはデ
ィスク格納コンテンツがＨＤＲデータであり、ＨＤＲ非対応ディスプレイに正常な出力が
できないことを通知するメッセーシ表示を行う等、なんらかの対応処理を行うことが必要
となる。
【０００９】
　このような対応を行うためには、再生装置は、ＨＤＲコンテンツを記録したＢＤ等の情
報記録媒体（メディア）からコンテンツを再生する前に、情報記録媒体（メディア）に格
納されたデータの種類を把握し、把握したデータ種類に応じた処理を実行することが必要
となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２０１１－０２３０７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本開示は、ＨＤＲ対応のデータ、あるいはＳＤＲ対応のデータ等、様々な異なるタイプ
のデータを記録したＢＤ等の情報記録媒体（メディア）からデータ再生を行なう再生装置
が、コンテンツ再生を開始する前に、メディア記録データの種類を確認し、確認結果に応
じた処理を行なうことを可能とする情報処理装置、情報記録媒体、および情報処理方法、
並びにプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本開示の第１の側面は、
　ディスク記録データの再生処理を実行するデータ処理部を有し、
　前記データ処理部は、
　ディスクに記録された再生データに対応する再生制御情報ファイルを取得し、
　取得した再生制御情報ファイルの記録データに基づいて、ディスクにＨＤＲ（Ｈｉｇｈ
　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）データによって構成されるＨＤＲグラフィックスデータ
が記録されているか否かを判定し、
　さらに、ディスクにＨＤＲグラフィックスデータが記録されている場合は、
　前記再生制御情報から、ＨＤＲグラフィックスデータの属性情報を取得し、取得した属
性情報に応じて、表示装置に対する出力データの制御を実行する情報処理装置にある。
【００１３】
　さらに、本開示の第２の側面は、
　メディアに対する記録データの生成処理を実行するデータ処理部を有し、
　前記データ処理部は、
　再生データに対応する再生制御情報ファイルとして、
　前記再生制御情報ファイルに基づく制御対象データとしてＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａ
ｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）データによって構成されるＨＤＲグラフィックスデータが記録され
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ているか否かを示す識別データと、
　前記再生制御情報ファイルに基づく制御対象データとしてＨＤＲグラフィックスデータ
が含まれる場合は、ＨＤＲグラフィックスデータの属性情報を記録した再生制御情報ファ
イルを生成する情報処理装置にある。
【００１４】
　さらに、本開示の第３の側面は、
　再生用データ格納ファイル、および前記再生用データ格納ファイルに対応する再生制御
情報ファイルを記録した情報記録媒体であり、
　前記再生制御情報ファイルは、
　前記再生制御情報ファイルに基づく制御対象データとしてＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａ
ｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）データによって構成されるＨＤＲグラフィックスデータが記録され
ているか否かを示す識別データと、
　前記再生制御情報ファイルに基づく制御対象データとしてＨＤＲグラフィックスデータ
が含まれる場合は、ＨＤＲグラフィックスデータの属性情報を記録データとして有し、
　前記再生用データを再生する再生装置が、
　前記再生制御情報ファイルを参照して、ＨＤＲグラフィックスデータの属性情報を取得
可能とした構成を有する情報記録媒体にある。
【００１５】
　さらに、本開示の第４の側面は、
　情報処理装置において実行する情報処理方法であり、
　前記情報処理装置は、ディスク記録データの再生処理を実行するデータ処理部を有し、
　前記データ処理部が、
　ディスクに記録された再生データに対応する再生制御情報ファイルを取得し、
　取得した再生制御情報ファイルの記録データに基づいて、ディスクにＨＤＲ（Ｈｉｇｈ
　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）データによって構成されるＨＤＲグラフィックスデータ
が記録されているか否かを判定し、
　さらに、ディスクにＨＤＲグラフィックスデータが記録されている場合は、
　前記再生制御情報から、ＨＤＲグラフィックスデータの属性情報を取得し、取得した属
性情報に応じて、表示装置に対する出力データの制御を実行する情報処理方法にある。
【００１６】
　さらに、本開示の第５の側面は、
　情報処理装置において情報処理を実行させるプログラムであり、
　前記情報処理装置は、ディスク記録データの再生処理を実行するデータ処理部を有し、
　前記プログラムは、前記データ処理部に、
　ディスクに記録された再生データに対応する再生制御情報ファイルを取得する処理と、
　取得した再生制御情報ファイルの記録データに基づいて、ディスクにＨＤＲ（Ｈｉｇｈ
　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）データによって構成されるＨＤＲグラフィックスデータ
が記録されているか否かを判定する処理と、
　さらに、ディスクにＨＤＲグラフィックスデータが記録されている場合は、
　前記再生制御情報から、ＨＤＲグラフィックスデータの属性情報を取得し、取得した属
性情報に応じて、表示装置に対する出力データの制御を実行させるプログラム。
　ディスク記録データの再生処理を実行するデータ処理部を有し、
　前記データ処理部は、
　ディスクに記録された再生データに対応する再生制御情報ファイルを取得し、
　取得した再生制御情報ファイルの記録データに基づいて、ディスクに超高精細（ＵＨＤ
：Ｕｌｔｒａ　Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ）画像が記録されているか否かを判定し
、
　さらに、ディスクに超高精細（ＵＨＤ）画像が記録されている場合は、
　前記再生制御情報から、超高精細（ＵＨＤ）画像の画像情報を取得し、取得した画像情
報に応じて、表示装置に対する出力データの制御を実行する情報処理装置にある。
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【００１７】
　なお、本開示のプログラムは、例えば、様々なプログラム・コードを実行可能な情報処
理装置やコンピュータ・システムに対して、コンピュータ可読な形式で提供する記憶媒体
、通信媒体によって提供可能なプログラムである。このようなプログラムをコンピュータ
可読な形式で提供することにより、情報処理装置やコンピュータ・システム上でプログラ
ムに応じた処理が実現される。
【００１８】
　本開示のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する本開示の実施例や添付する図面に基
づくより詳細な説明によって明らかになるであろう。なお、本明細書においてシステムと
は、複数の装置の論理的集合構成であり、各構成の装置が同一筐体内にあるものには限ら
ない。
【発明の効果】
【００１９】
　本開示の一実施例の構成によれば、プレイリストファイルやクリップ情報ファイルから
、ＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）データの属性情報を取得して表示装
置に応じた画像再生が実現される。
　具体的には、ディスク記録データの再生処理を実行するデータ処理部は、ディスクに記
録された再生データに対応する再生制御情報ファイルであるプレイリストファイルやクリ
ップ情報ファイルを取得し、これらのファイルの記録データに基づいて、ディスクにＨＤ
Ｒグラフィックスデータが記録されているか否かを判定し、さらに、ディスクにＨＤＲグ
ラフィックスデータが記録されている場合は、再生制御情報から、ＨＤＲグラフィックス
データの属性情報を取得し、取得情報に応じて、表示装置に対する出力データの制御を実
行する。
　本構成により、プレイリストファイルやクリップ情報ファイルから、ＨＤＲグラフィッ
クスデータの属性情報を取得して表示装置に応じた画像再生が実現される。
　なお、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって限定されるものではなく、ま
た付加的な効果があってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】ＳＤＲコンテンツとＨＤＲコンテンツの再生処理例について説明する図である。
【図２】ＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）　Ｄｉｓｃ）に対する記録データの例につい
て説明する図である。
【図３】ディスクに対するデータ記録例と、再生装置における再生処理について説明する
図である。
【図４】ディスクに対するデータ記録例と、再生装置における再生処理について説明する
図である。
【図５】ＢＤＭＶフォーマットに従ってメディアに記録されるデータのディレクトリ構成
例について説明する図である。
【図６】ＢＤＭＶフォーマットにおいて規定されるプレイリストと、再生データとの対応
について説明する図である。
【図７】字幕データやメニューデータを構成するプレゼンテーション・グラフィックス・
ストリームデータ（ＰＧデータ）の構成例について説明する図である。
【図８】字幕データやメニューデータを構成するプレゼンテーション・グラフィックス・
ストリームデータ（ＰＧデータ）の構成例について説明する図である。
【図９】字幕データやメニューデータを構成するプレゼンテーション・グラフィックス・
ストリームデータ（ＰＧデータ）の構成例について説明する図である。
【図１０】字幕データやメニューデータを構成するプレゼンテーション・グラフィックス
・ストリームデータ（ＰＧデータ）の構成例について説明する図である。
【図１１】字幕データやメニューデータを構成するプレゼンテーション・グラフィックス
・ストリームデータ（ＰＧデータ）の構成例について説明する図である。
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【図１２】プレイリストファイルのデータ構成例について説明する図である。
【図１３】プレイリストファイルの拡張データ記録フィールド［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤａ
ｔａ（）］のデータ構成例について説明する図である。
【図１４】拡張データ記録フィールド［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤａｔａ（）］に記録する拡
張データの種類を示す識別情報について説明する図である。
【図１５】プレイリストファイルの拡張データ記録フィールド［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤａ
ｔｅ（）］に記録するＨＤＲ－ＰＧデータ対応のＳＴＮテーブル［ＳＴＮ＿ｔａｂｌｅ＿
ＨＤＲ］のデータ構成例について説明する図である。
【図１６】ストリーム属性情報記録フィールド［Ｓｔｒｅａｍ＿ａｔｔｒｉｂｕｔｅ＿Ｈ
ＤＲ（）］の詳細構成例について説明する図である。
【図１７】ダイナミックレンジ設定情報記録フィールドに対するデータ設定例について説
明する図である。
【図１８】色域設定情報記録フィールドに対するデータ設定例について説明する図である
。
【図１９】ストリーム属性情報記録フィールド［Ｓｔｒｅａｍ＿ａｔｔｒｉｂｕｔｅ＿Ｈ
ＤＲ（）］の詳細構成例について説明する図である。
【図２０】ダイナミックレンジ設定情報記録フィールドに対するデータ設定例について説
明する図である。
【図２１】ストリーム属性情報記録フィールド［Ｓｔｒｅａｍ＿ａｔｔｒｉｂｕｔｅ＿Ｈ
ＤＲ（）］の詳細構成例について説明する図である。
【図２２】ダイナミックレンジ設定情報記録フィールドに対するデータ設定例について説
明する図である。
【図２３】プレイリストファイルを利用したデータ再生を行なう情報処理装置（再生装置
）の再生シーケンスについて説明するフローチャートを示す図である。
【図２４】プレイリストファイルに対するＨＤＲ－ＰＧデータ対応の画像情報（属性情報
）記録例について説明する図である。
【図２５】ＰＧデータ対応の画像情報（属性情報）記録フィールドの詳細構成例について
説明する図である。
【図２６】プレイリストファイルを利用したデータ再生を行なう情報処理装置（再生装置
）の再生シーケンスについて説明するフローチャートを示す図である。
【図２７】クリップ情報ファイルのデータ構成例について説明する図である。
【図２８】クリップ情報ファイルの拡張データ記録フィールド［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤａ
ｔａ（）］のデータ構成例について説明する図である。
【図２９】拡張データ記録フィールド［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤａｔａ（）］に記録する拡
張データの種類に応じた識別子の設定例について説明する図である。
【図３０】クリップ情報ファイルの拡張データ記録フィールド［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤａ
ｔｅ（）］に記録するＨＤＲ－ＰＧデータ対応のプログラム情報［ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆ
ｏ＿ＨＤＲ］のデータ構成例について説明する図である。
【図３１】ストリーム符号化情報記録フィールド［ＳｔｒｅａｍＣｏｄｉｎｇＩｎｆｏ（
）］の詳細構成例について説明する図である。
【図３２】画像情報の値設定例について説明する図である。
【図３３】クリップ情報ファイルを利用したデータ再生を行なう情報処理装置（再生装置
）の再生シーケンスについて説明するフローチャートを示す図である。
【図３４】クリップ情報ファイルに含まれるプログラム情報記録フィールド［Ｐｒｏｇｒ
ａｍＩｎｆｏ（）］のデータ構成例について説明する図である。
【図３５】クリップ情報ファイルに記録するストリーム属性情報の例について説明する図
である。
【図３６】クリップ情報ファイル内のストリーム符号化情報記録フィールド［Ｓｔｒｅａ
ｍＣｏｄｉｎｇＩｎｆｏ（）］の詳細構成例について説明する図である。
【図３７】クリップ情報ファイルを利用したデータ再生を行なう情報処理装置（再生装置
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）の再生シーケンスについて説明するフローチャートを示す図である。
【図３８】本開示の処理に適用される報処理装置のハードウェア構成例について説明する
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面を参照しながら本開示の情報処理装置、情報記録媒体、および情報処理方法
、並びにプログラムの詳細について説明する。なお、説明は以下の項目に従って行なう。
　１．ディスク記録コンテンツの種類と、ディスク記録コンテンツの再生処理の概要につ
いて
　２．ディスクのデータ記録構成と再生処理の概要について
　３．プレゼンテーション・グラフスィックス（ＰＧ）データの具体的構成例について
　４．プレイリストファイルにプレゼンテーション・グラフィックス（ＰＧ）データの画
像情報（属性情報）を記録した実施例について
　４－１．（実施例１－１）プレイリストファイルの拡張データ記録フィールド［Ｅｘｔ
ｅｎｓｉｏｎＤａｔａ（）］にＰＧ（プレゼンテーション・グラフィックス）データの画
像情報（属性情報）を記録した実施例について
　４－２．（実施例１－２）プレイリストファイルの再生ストリーム情報記録フィールド
［ＰｌａｙＬｉｓｔ（）］にＰＧ（プレゼンテーション・グラフィックス）データの画像
情報（属性情報）を記録した実施
　５．クリップ情報ファイルにＰＧ（プレゼンテーション・グラフィックス）データの画
像情報（属性情報）を記録した実施例について
　５－１．（実施例２－１）クリップ情報ファイルの拡張データ記録フィールド［Ｅｘｔ
ｅｎｓｉｏｎＤａｔａ（）］にＰＧ（プレゼンテーション・グラフィックス）データの画
像情報（属性情報）を記録した実施例について
　５－２．（実施例２－２）クリップ情報ファイルのプログラム情報記録フィールド［Ｐ
ｒｏｇｒａｍＩｎｆｏ（）］にＰＧ（プレゼンテーション・グラフィックス）データの画
像情報（属性情報）を記録した実施例について
　６．メディアに対する記録データの生成（オーサリング）、およびデータ記録処理につ
いて
　７．情報処理装置の構成例について
　８．本開示の構成のまとめ
【００２２】
　　［１．ディスク記録コンテンツの種類と、ディスク記録コンテンツの再生処理の概要
について］
　まず、ディスク記録コンテンツの種類と、ディスク記録コンテンツの再生処理の概要に
ついて説明する。
　先に説明したように、ＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）　Ｄｉｓｃ）に記録する超高
精細画像［ＵＨＤ（Ｕｌｔｒａ　Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｔｉｏｎ）画像］データの記録態
様について、現在、ＢＤＡ（Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）　Ｄｉｓｃ　Ａｓｓｏｃｉａｔ
ｉｏｎ）において規格化が進められている。
【００２３】
　ＢＤＡは、画素数を増加させた４Ｋ画像のみならず、出力可能な色域やコントラスト比
を拡張したＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像を、ＢＤを利用した記
録再生データとするＢＤ規格を策定中である。
　なお、本開示の説明において説明する「ＨＤＲ画像」には、字幕データやメニュー画面
に利用されるプレゼンテーション・グラフィックス・ストリーム（ＰＧ：Ｐｒｅｓｅｎｔ
ａｔｉｏｎ　Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｓｔｒｅａｍ）データも含まれる。
【００２４】
　前述したように、現行の多くのテレビ等のディスプレイは、ＨＤＲデータの表示機能が
なくＳＤＲ（Ｓｔａｄａｒｄ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）データのみを出力可能なＨ
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ＤＲ非対応ディスプレイである。
【００２５】
　今後、ＨＤＲ対応ディスプレイが徐々に普及していくものと考えられるが、しばらくの
間は、ＨＤＲ非対応ディスプレイと、ＨＤＲ対応ディスプレイが併存することが想定され
る。
【００２６】
　この場合、図１に示すように、ＢＤ等の情報記録媒体（ディスク）１０に記録されたＨ
ＤＲ画像コンテンツを再生して出力する情報処理装置（再生装置）２０は、ＨＤＲ非対応
表示装置（ＳＤＲレビ）３１、およびＨＤＲ対応表示装置（ＨＤＲテレビ）３２、これら
２つの異なる表示装置に再生データの出力を行うことを想定した処理が要求される。
【００２７】
　例えば、情報処理装置（再生装置）２０が、ＨＤＲ非対応表示装置（ＳＤＲレビ）３１
に接続されている場合は、ＢＤ等の情報記録媒体（ディスク）１０に記録されたＨＤＲ画
像コンテンツを再生して出力する場合、ＨＤＲ画像をＳＤＲ画像に変換して出力する等の
処理が必要となる。あるいはＨＤＲ非対応表示装置（ＳＤＲレビ）３１に、情報記録媒体
（ディスク）１０記録コンテンツがＨＤＲ画像であり、出力ができないことを示すメッセ
ージを表示するといった対応が必要となる。
【００２８】
　図２に、ＢＤＡ（Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）　Ｄｉｓｃ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）
が、ＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）　Ｄｉｓｃ）の記録データとして許容する予定の
データ例を示す。
　図２には、７種類のデータを示している。
　図２には、７種類のデータの以下の各要素について示している。
　（Ａ）コーデック（符号化フォーマット）
　（Ｂ）解像度（画素構成）
　（Ｃ）出力可能色域
　（Ｄ）ダイナミックレンジ
【００２９】
　コーデックは、ＡＶＣ，ＨＥＶＣの２種類のいずれかが許容されている。
　解像度は、２Ｋ（１９２０×１０８０）、または４Ｋ（３８４０×２１６０）、
　出力色域は、ＢＴ．７０９、またはＢＴ．２０２０のいずれかが許容されている。
　ＢＴ．２０２０は、ＢＴ．７０７より広い色域を有し、より現実の色に近い色を表現で
きる。
　ダイナミックレンジはＨＤＲとＳＤＲの２つのレンジが許容されている。
　ＨＤＲ画像は、ＳＤＲ画像よりはるかに大きいコントラスト比の画像を出力可能である
。ＨＤＲ画像は、１０００００：１を超えるコントラスト比の画像出力が可能であり、黒
つぶれや白飛びなどを発生させることなく暗い領域や明るい領域をクリアに再現すること
ができる。
【００３０】
　ＢＤには、図２に示すように、様々なタイプのデータが記録される。
　一方、ディスク再生装置に接続される表示装置についても、図１に示すようにＨＤＲ非
対応表示装置（ＳＤＲテレビ）３１や、ＨＤＲ対応表示装置（ＨＤＲテレビ）３２等、様
々な表示装置の利用が想定される。
【００３１】
　なお、ディスク再生装置である情報処理装置２０と表示装置３１，３２とは例えばＨＤ
ＭＩ（登録商標）ケーブルによって接続され、情報処理装置２０は、ＨＤＭＩ（登録商標
）ケーブルを介して接続された表示装置がＨＤＲ対応であるか非対応であるかを検出する
ことができる。
　この検出情報に基づいて、情報処理装置２０は、接続された表示装置が、ＨＤＲ非対応
表示装置（ＳＤＲテレビ）３１である場合と、ＨＤＲ対応表示装置（ＨＤＲテレビ）３２
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である場合とで、異なる処理を実行することができる。
　すなわち、接続表示装置に応じた処理を実行する。
【００３２】
　具体的には、例えば以下の処理を実行する。
　（Ａ）情報記録媒体（ディスク）１０に格納された画像がＨＤＲ画像のみである場合、
　（ａ１）接続表示装置がＨＤＲテレビの場合
　ディスクから再生するＨＤＲ画像をそのまま出力する。
　（ａ２）接続表示装置がＳＤＲテレビの場合
　ディスクから再生するＨＤＲ画像をＳＤＲ画像に変換して出力、あるいは再生できない
旨のメッセージ表示を行う。
【００３３】
　（Ｂ）情報記録媒体（ディスク）１０に格納された画像がＳＤＲ画像のみである場合、
　（ａ１）接続表示装置がＨＤＲテレビの場合
　ディスクから再生するＳＤＲ画像をそのまま出力する。
　（ａ２）接続表示装置がＳＤＲテレビの場合
　ディスクから再生するＳＤＲ画像をそのまま出力する。
　なお、ＨＤＲテレビはＳＤＲ画像も出力可能である。
【００３４】
　（Ｃ）情報記録媒体（ディスク）１０にＨＤＲ画像とＳＤＲ画像を格納している場合、
　（ａ１）接続表示装置がＨＤＲテレビの場合
　ディスクからＨＤＲ画像を選択して再生、出力する。
　（ａ２）接続表示装置がＳＤＲテレビの場合
　ディスクからＳＤＲ画像を選択して再生、出力する。
【００３５】
　なお、ＨＤＲ対応ディスプレイとＨＤＲ非対応ディスプレイが併存する現状では、同一
コンテンツをＨＤＲ画像とＳＤＲ画像の２つのタイプのデータとして制作して１枚のディ
スク、あるいは２枚のディスクに記録してユーザに提供するコンテンツ提供構成が採用さ
れる可能性が高い。
　従って、しばらくの間は、ディスク記録コンテンツとしてＨＤＲ画像を記録したＨＤＲ
コンテンツと、ＳＤＲ画像を記録したＳＤＲコンテンツとが併存することが想定される。
　このような現状において、ユーザに提供するコンテンツ格納ディスク、例えばＢＤ－Ｒ
ＯＭ等のディスクとして、複数の態様（タイプ）のディスクを併用する可能性が高いと考
えられる。
　ディスクに対するデータ記録構成例について、図３、図４を参照して説明する。
【００３６】
　図３、図４には、３つのタイプのコンテンツ格納ディスク（ＢＤ－ＲＯＭ）の例を示し
ている。
　図３に示す（１）タイプ１のディスクは１枚のディスクに以下の記録データを格納して
いる。
　（１ａ）ＳＤＲコンテンツを格納したクリップＡＶストリームファイル
　（１ｂ）ＨＤＲコンテンツを格納したクリップＡＶストリームファイル
　（１ｃ）ＳＤＲコンテンツの再生制御情報ファイルであるＳＤＲ対応プレイリストファ
イルとＳＤＲ対応クリップ情報ファイル
　（１ｄ）ＨＤＲコンテンツの再生制御情報ファイルであるＨＤＲ対応プレイリストファ
イルとＨＤＲ対応クリップ情報ファイル
【００３７】
　クリップＡＶストリームファイルは、ＢＤに対する記録データのフォーマットとして規
定されているＭＰＥＧ－２ＴＳ（トランスポートストリーム）フォーマットに従って再生
データを格納したファイルである。
　プレイリストファイル、およびクリップ情報ファイルは、クリップＡＶストリームファ
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イルに格納されたデータを再生する際に再生装置によって利用される再生制御情報を格納
したファイルである。
　なお、これらのファイルについては、後段において、詳細に説明する。
【００３８】
　図３（１）タイプ１の設定は、ＳＤＲ画像データを格納したクリップＡＶストリームフ
ァイルと、ＨＤＲ画像データを格納したクリップＡＶストリームファイルを個別に設定し
た構成である。
　すなわち、以下の２つのクリップＡＶストリームファイルをディスクに記録する。
　（１ａ）ＳＤＲコンテンツを格納したクリップＡＶストリームファイル
　（１ｂ）ＨＤＲコンテンツを格納したクリップＡＶストリームファイル
　これらは、例えば１つの同じ映画コンテンツであり、ダイナミックレンジ設定が異なる
２つの画像データである。
【００３９】
　さらに、上記の２つのクリップＡＶストリームファイルの各々に対して、個別の再生制
御情報ファイルであるプレイリストファイルとクリップ情報ファイルをディスクに記録す
る。
　すなわち、以下の再生制御情報ファイルである。
　（１ｃ）ＳＤＲコンテンツの再生制御情報ファイルであるＳＤＲ対応プレイリストファ
イルとＳＤＲ対応クリップ情報ファイル
　（１ｄ）ＨＤＲコンテンツの再生制御情報ファイルであるＨＤＲ対応プレイリストファ
イルとＨＤＲ対応クリップ情報ファイル
【００４０】
　ディスクを装着した再生装置は、再生装置に接続された表示装置がＨＤＲ非対応ディス
プレイ（ＳＤＲテレビ）である場合は、以下のデータファイルの組み合わせを選択して再
生処理を実行する。
　（１ａ）ＳＤＲコンテンツを格納したクリップＡＶストリームファイル
　（１ｃ）ＳＤＲコンテンツの再生制御情報ファイルであるＳＤＲ対応プレイリストファ
イルとＳＤＲ対応クリップ情報ファイル
【００４１】
　また、再生装置に接続された表示装置がＨＤＲ対応ディスプレイ（ＨＤＲテレビ）であ
る場合は、以下のデータファイルの組み合わせを選択して再生処理を実行する。
　（１ｂ）ＨＤＲコンテンツを格納したクリップＡＶストリームファイル
　（１ｄ）ＨＤＲコンテンツの再生制御情報ファイルであるＨＤＲ対応プレイリストファ
イルとＨＤＲ対応クリップ情報ファイル
【００４２】
　このように、再生装置は、再生装置に接続された表示装置に応じて、再生制御情報ファ
イル（プレイリストファイル、クリップ情報ファイル）と、クリップＡＶストリームファ
イルを選択して再生処理を行なう必要がある。
　従って、再生処理を開始する前に、何らかの方法で選択すべきファイルを決定する必要
がある。
　この再生装置の処理に必要な情報をプレイリストファイル、またはクリップ情報ファイ
ルに記録して利用する構成について、後段で説明する。
【００４３】
　図３に示す（２）タイプ２のディスクは１枚のディスクに以下の記録データを有する。
　（２ａ）ＳＤＲコンテンツを格納したクリップＡＶストリームファイル
　（２ｂ）ＨＤＲコンテンツを格納したクリップＡＶストリームファイル
　（２ｃ）ＳＤＲコンテンツとＨＤＲコンテンツに共通に適用可能な再生制御情報ファイ
ルであるＳＤＲ／ＨＤＲ対応プレイリストファイルとＳＤＲ／ＨＤＲ対応クリップ情報フ
ァイル
【００４４】
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　図３（２）タイプ２の設定は、タイプ１と同様、ＳＤＲ画像データを格納したクリップ
ＡＶストリームファイルと、ＨＤＲ画像データを格納したクリップＡＶストリームファイ
ルを個別に設定した構成である。
　すなわち、以下の２つのクリップＡＶストリームファイルをディスクに記録する。
　（２ａ）ＳＤＲコンテンツを格納したクリップＡＶストリームファイル
　（２ｂ）ＨＤＲコンテンツを格納したクリップＡＶストリームファイル
　これらは、例えば１つの同じ映画コンテンツであり、ダイナミックレンジ設定が異なる
２つの画像データである。
【００４５】
　ただし（２）タイプ２では、上記の２つのクリップＡＶストリームファイルの各々に共
通に利用される１つの再生制御情報ファイルであるプレイリストファイルとクリップ情報
ファイルをディスクに記録する。
　すなわち、以下の再生制御情報ファイルである。
　（２ｃ）ＳＤＲコンテンツとＨＤＲコンテンツに共通に適用可能な再生制御情報ファイ
ルであるＳＤＲ／ＨＤＲ対応プレイリストファイルとＳＤＲ／ＨＤＲ対応クリップ情報フ
ァイル
【００４６】
　ディスクを装着した再生装置は、再生装置に接続された表示装置がＨＤＲ非対応ディス
プレイ（ＳＤＲテレビ）である場合は、以下のデータファイルの組み合わせを選択して再
生処理を実行する。
　（２ａ）ＳＤＲコンテンツを格納したクリップＡＶストリームファイル
　（２ｃ）ＳＤＲコンテンツとＨＤＲコンテンツに共通に適用可能な再生制御情報ファイ
ルであるＳＤＲ／ＨＤＲ対応プレイリストファイルとＳＤＲ／ＨＤＲ対応クリップ情報フ
ァイル
【００４７】
　また、再生装置に接続された表示装置がＨＤＲ対応ディスプレイ（ＨＤＲテレビ）であ
る場合は、以下のデータファイルの組み合わせを選択して再生処理を実行する。
　（２ｂ）ＨＤＲコンテンツを格納したクリップＡＶストリームファイル
　（２ｃ）ＳＤＲコンテンツとＨＤＲコンテンツに共通に適用可能な再生制御情報ファイ
ルであるＳＤＲ／ＨＤＲ対応プレイリストファイルとＳＤＲ／ＨＤＲ対応クリップ情報フ
ァイル
【００４８】
　ただし、この場合、再生装置は、ＳＤＲ／ＨＤＲ対応プレイリストファイルとＳＤＲ／
ＨＤＲ対応クリップ情報ファイルによって選択再生するデータを、以下の２つのクリップ
ＡＶストリームファイルのいずれかから選択する必要がある。
　（２ａ）ＳＤＲコンテンツを格納したクリップＡＶストリームファイル
　（２ｂ）ＨＤＲコンテンツを格納したクリップＡＶストリームファイル
【００４９】
　再生装置は、この選択処理を行なうための情報を取得することが必要となる。
　後段において説明する実施例では、ＳＤＲ／ＨＤＲ対応プレイリストファイル、または
、ＳＤＲ／ＨＤＲ対応クリップ情報ファイルにこれらの情報を記録した構成と、再生装置
の実行する処理について説明する。
【００５０】
　図４に示す（３）タイプ３のディスクは２枚のディスクをセットにしてユーザに提供す
る設定である。
　ディスク（１／２）に以下の記録データを有する。
　（３ａ）ＳＤＲコンテンツを格納したクリップＡＶストリームファイル
　（３ｂ）ＳＤＲコンテンツの再生制御情報ファイルであるＳＤＲ対応プレイリストファ
イルとＳＤＲ対応クリップ情報ファイル
　ディスク（２／２）に以下の記録データを有する。
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　（３ｃ）ＨＤＲコンテンツを格納したクリップＡＶストリームファイル
　（３ｄ）ＨＤＲコンテンツの再生制御情報ファイルであるＨＤＲ対応プレイリストファ
イルとＨＤＲ対応クリップ情報ファイル
【００５１】
　図４（３）タイプ３の設定は、ＳＤＲ画像データを格納したクリップＡＶストリームフ
ァイルと、ＳＤＲコンテンツ対応の再生制御情報を格納したディスク（１／２）と、ＨＤ
Ｒ画像データを格納したクリップＡＶストリームファイルと、ＨＤＲコンテンツ対応の再
生制御情報を格納したディスク（２／２）の２枚のディスクをセットととしてユーザに提
供する。
　なお、各ディスクに格納されるコンテンツは、例えば１つの同じ映画コンテンツであり
、ダイナミックレンジ設定が異なる２つの画像データが記録されている。
【００５２】
　ＳＤＲコンテンツが記録されたディスク（１／２）を装着した再生装置は、再生装置に
接続された表示装置がＨＤＲ非対応ディスプレイ（ＳＤＲテレビ）である場合、ディスク
（１／２）に記録されたデータ、すなわち、
　（３ａ）ＳＤＲコンテンツを格納したクリップＡＶストリームファイル
　（３ｂ）ＳＤＲコンテンツの再生制御情報ファイルであるＳＤＲ対応プレイリストファ
イルとＳＤＲ対応クリップ情報ファイル
　これらのデータを利用したコンテンツ再生を実行する。
【００５３】
　しかし、ＳＤＲコンテンツが記録されたディスク（１／２）を装着した再生装置に接続
された表示装置がＨＤＲ対応ディスプレイ（ＨＤＲテレビ）である場合、
　もう１枚のディスク（２／２）に変更させるメッセージ等をＨＤＲ対応ディスプレイ（
ＨＤＲテレビ）に出力するといった処理を行なうことが好ましい。
【００５４】
　また、ＨＤＲコンテンツが記録されたディスク（２／２）を装着した再生装置は、再生
装置に接続された表示装置がＨＤＲ対応ディスプレイ（ＨＤＲテレビ）である場合、ディ
スク（２／２）に記録されたデータ、すなわち、
　（３ｃ）ＨＤＲコンテンツを格納したクリップＡＶストリームファイル
　（３ｄ）ＨＤＲコンテンツの再生制御情報ファイルであるＨＤＲ対応プレイリストファ
イルとＨＤＲ対応クリップ情報ファイル
　これらのデータを利用したコンテンツ再生を実行する。
【００５５】
　しかし、ＨＤＲコンテンツが記録されたディスク（２／２）を装着した再生装置に接続
された表示装置がＨＤＲ非対応ディスプレイ（ＳＤＲテレビ）である場合、
　もう１枚のディスク（１／２）に変更させるメッセージ等をＳＤＲ対応ディスプレイ（
ＳＤＲテレビ）に出力するといった処理を行なうか、あるいはＨＤＲからＳＤＲデータへ
の変換を行って出力することが好ましい。
【００５６】
　再生装置は、このような処理を行なうための情報を取得することが必要となる。
　後段において説明する実施例では、プレイリストファイル、または、クリップ情報ファ
イルにこれらの情報を記録した構成と、再生装置の実行する処理について説明する。
【００５７】
　なお、図３、図４に示すディスクの格納データ設定例の説明においては、
　ＳＤＲコンテンツと、ＨＤＲコンテンツの区分例として説明しているが、
　これは、一例であり、例えば、
　（１）ＡＶＣコンテンツと、ＨＥＶＣコンテンツ、
　（２）２Ｋコンテンツ（１９２０×１０８０画素）と、４Ｋコンテンツ（３８４０×２
１６０画素）、
　（３）色域＝ＢＴ．７０７のコンテンツと、色域＝Ｂｔ．２０２０のコンテンツ、
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　例えば、上記の設定の異なるコンテンツを格納したディスクを提供する場合にも図３、
図４を参照して説明したコンテンツ格納形態が適用可能である。
【００５８】
　すなわち、図２を参照して説明した符号化フォーマット、解像度、色域、ダイナミック
レンジ、これらの要素の少なくとも１つの要素が異なる１組のコンテンツが制作された場
合に、図３、図４を参照して説明したタイプ１～３の設定のいずれかの設定を有するディ
スクを製造してユーザに提供することが想定される。
【００５９】
　　［２．ディスクのデータ記録構成と再生処理の概要について］
　次に、例えば映画等のコンテンツをＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）Ｄｉｓｃ）に記
録する場合の記録フォーマット（ＢＤＭＶフォーマット）と、再生装置において実行する
再生処理の概要について説明する。
　ＢＤＭＶフォーマットでは、再生対象データである画像（Ｖｉｄｅｏ）、音声（Ａｕｄ
ｉｏ）、字幕（Ｓｕｂｔｉｔｌｅ）等のデータをクリップＡＶストリームファイルに格納
して記録する。
【００６０】
　クリップＡＶストリームファイルは、１８８バイトのトランスポートストリーム（ＴＳ
：Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｓｔｒｅａｍ）パケットを構成要素として設定されるファイルで
ある。トランスポートストリームパケット、すなわちＴＳパケットは、ＭＰＥＧ－２ＴＳ
（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｓｔｒｅａｍ）フォーマットに従って配列される。
　ＭＰＥＧ－２ＴＳフォーマットは、ＩＳＯ１３８１８－１において標準化されたフォー
マットであり、例えばＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）　Ｄｉｓｃ）に対するデータ記
録や、デジタル放送等に用いられている。
【００６１】
　なお、ＭＰＥＧ－２ＴＳフォーマットに従って格納が許容される画像、音声、静止画の
符号化データは、例えば以下の符号化データである。
　画像：ＭＰＥＧ－１、ＭＰＥＧ－２、ＡＶＣ（ＭＰＥＧ－４ＡＶＣ）、ＨＥＶＣ（ＭＰ
ＥＧ－４ＨＥＶＣ）、
　音声：ＭＰ１，ＭＰ２，ＭＰ３，リニアＰＣＭ，ＤＴＳ
　静止画：ＪＰＥＧ
　例えば上記の各符号化データがＭＰＥＧ－２ＴＳにおいて規定するＴＳ（トランスポー
トストリーム）パケットに分散して格納される。
【００６２】
　図５は、例えばＲＯＭ型のＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）　Ｄｉｓｃ）である情報
記録媒体（メディア）１０に記録されたＢＤＭＶフォーマットに従った記録データのディ
レクトリを示す図である。
【００６３】
　ディレクトリは図５に示すように管理情報設定部５１（ＡＡＣＳディレクトリ）と、デ
ータ部５２（ＢＤＭＶディレクトリ）に分離されている。
　管理情報設定部５１（ＡＡＣＳディレクトリ）には、データの暗号化鍵であるＣＰＳユ
ニットキーファイルや、利用制御情報ファイルなどが格納される。
【００６４】
　ＣＰＳユニットキーファイルには、クリップＡＶストリームファイルに格納された再生
対象データである暗号化データの復号に適用するＣＰＳユニットキーが暗号化鍵データと
して格納されている。
　再生装置は、再生装置に格納されたデバイスキーや、ディスクに格納されたデータを適
用した処理によって、ＣＰＳユニットキーファイルからＣＰＳユニットキーを取得し、取
得したＣＰＳユニットキーを適用してクリップＡＶストリームファイルに格納された暗号
化データを復号して再生処理を行なう。
【００６５】
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　一方、データ部５２のＢＤＭＶディレクトリ以下には、
　インデックスファイル、
　プレイリストファイル、
　クリップ情報ファイル、
　クリップＡＶストリームファイル、
　ＢＤＪＯファイル、
　例えば、これらのファイルが記録される。
【００６６】
　インデックスファイルには、再生処理に適用するインデックス情報としてのタイトル情
報が格納される。
　プレイリストファイルは、タイトルによって指定される再生プログラムのプログラム情
報に従ってコンテンツの再生順等を規定したファイルであり、例えば、再生位置情報等を
記録したクリップ情報ファイルの指定情報等を有する。
　クリップ情報ファイルは、プレイリストファイルによって指定されるファイルであり、
クリップＡＶストリームファイルの再生位置情報等を有する。
　クリップＡＶストリームファイルは、再生対象となるＡＶストリームデータを格納した
ファイルである。クリップＡＶストリームファイルは、再生対象となる画像、音声、字幕
等の各データを格納したパケットによって構成される。
　ＢＤＪＯファイルは、ＪＡＶＡ（登録商標）プログラム、コマンド等を格納したファイ
ルの実行制御情報を格納したファイルである。
【００６７】
　情報処理装置が情報記録媒体に記録されたコンテンツを再生するシーケンスは以下の通
りである。
　（ａ）まず、再生アプリケーションによってインデックスファイルから特定のタイトル
を指定する。
　（ｂ）指定されたタイトルに関連付けられた再生プログラムが選択される。
　（ｃ）選択された再生プログラムのプログラム情報に従ってコンテンツの再生順等を規
定したプレイリストが選択される。
　（ｄ）選択されたプレイリストに規定されたクリップ情報によって、コンテンツ実デー
タとしてのＡＶストリームあるいはコマンドが読み出されて、ＡＶストリームの再生や、
コマンドの実行処理が行われる。
【００６８】
　図６は、情報記録媒体（メディア）１０に記録される以下のデータ、すなわち、
　プレイリストファイル、
　クリップ情報ファイル、
　クリップＡＶストリームファイル、
　これらのデータの対応関係を説明する図である。
【００６９】
　実際の再生対象データである画像と音声データからなるＡＶストリームはクリップＡＶ
ストリーム（Ｃｌｉｐ　ＡＶ　Ｓｔｒｅａｍ）ファイルとして記録され、さらに、これら
のＡＶストリームの管理情報、再生制御情報ファイルとして、プレイリスト（ＰｌａｙＬ
ｉｓｔ）ファイルと、クリップ情報（Ｃｌｉｐ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）ファイルが規
定される。
【００７０】
　これら複数のカテゴリのファイルは、図６に示すように、
　プレイリスト（ＰｌａｙＬｉｓｔ）ファイルを含むプレイリストレイヤ、
　クリップＡＶストリーム（Ｃｌｉｐ　ＡＶ　Ｓｔｒｅａｍ）ファイルと、クリップ情報
（Ｃｌｉｐ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）ファイルからなるクリップレイヤ、
　これらの２つのレイヤに区分できる。
【００７１】
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　なお、一つのクリップＡＶストリーム（Ｃｌｉｐ　ＡＶ　Ｓｔｒｅａｍ）ファイルには
一つのクリップ情報（Ｃｌｉｐ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）ファイルが対応付けられ、こ
れらのペアを一つのオブジェクトと考え、これらをまとめてクリップ（Ｃｌｉｐ）、ある
いはクリップファイルと呼ぶ。
　クリップＡＶストリームファイルに含まれるデータの詳細情報、例えばＭＰＥＧデータ
のＩピクチャ位置情報などを記録したＥＰマップなどの管理情報がクリップ情報ファイル
に記録される。
【００７２】
　クリップＡＶストリーム（Ｃｌｉｐ　ＡＶ　Ｓｔｒｅａｍ）ファイルは、ＭＰＥＧ－２
ＴＳ（トランスポートストリーム）をＢＤＭＶフォーマットの規定構造に従って配置した
データを格納している。
【００７３】
　また、クリップ情報（Ｃｌｉｐ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）ファイルは、例えば、クリ
ップＡＶストリームファイルのバイト列データのデータ位置と、時間軸上に展開した場合
の再生開始ポイントである（エントリポイント：ＥＰ）等の再生時間位置等の対応データ
等、クリップＡＶストリームファイルの格納データの再生開始位置などを取得するための
管理情報を格納している。
【００７４】
　プレイリストは、クリップ（Ｃｌｉｐ）の再生開始位置や再生終了位置に対応するアク
セスポイントを時間軸上の情報であるタイムスタンプで指し示す情報を有する。
　例えば、コンテンツの開始点からの再生時間経過位置を示すタイムスタンプに基づいて
クリップ情報ファイルを参照して、クリップＡＶストリームファイルのデータ読み出し位
置、すなわち再生開始点としてのアドレスを取得することが可能となる。
　クリップ情報ファイル（Ｃｌｉｐ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｆｉｌｅ）は、このタイ
ムスタンプから、クリップＡＶストリームファイル中のストリームのデコードを開始すべ
きアドレス情報を見つけるために利用される。
【００７５】
　このように、プレイリスト（ＰｌａｙＬｉｓｔ）ファイルは、クリップ（＝クリップ情
報ファイル＋クリップＡＶストリームファイル）レイヤに含まれる再生可能データに対す
る再生区間の指定情報を有する。
　プレイリスト（ＰｌａｙＬｉｓｔ）ファイルには、１つ以上のプレイアイテム（Ｐｌａ
ｙＩｔｅｍ）が設定され、プレイアイテムの各々が、クリップ（＝クリップ情報ファイル
＋クリップＡＶストリームファイル）レイヤに含まれる再生可能データに対する再生区間
の指定情報を有する。
【００７６】
　　［３．プレゼンテーション・グラフスィックス（ＰＧ）データの具体的構成例につい
て］
　次に、図７以下を参照して、クリップＡＶストリームファイルに格納されるプレゼンテ
ーション・グラフスィックス（ＰＧ）データの具体的構成例について説明する。
　例えば字幕データには、プレゼンテーション・グラフィックス・ストリーム（Ｐｒｅｓ
ｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｓｔｒｅａｍ）と、テキスト・ストリーム（Ｔｅ
ｘｔ　Ｓｕｂｔｉｔｌｅ　Ｓｔｒｅａｍ）の２つの異なる形式がある。
【００７７】
　プレゼンテーション・グラフィックス・ストリームデータ（ＰＧデータ）はいわゆるビ
ットマップ形式のデータであり、画像と同様、予め規定された色域（色空間）の色設定や
、濃淡（ダイナミックレンジ）表現が可能であり、よりリッチな表現を行うことができる
。
　ＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）　Ｄｉｓｃ）の規格策定機関であるＢＤＡ（Ｂｌｕ
－ｒａｙ（登録商標）　Ｄｉｓｃ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）による規格では、超高精細
画像（ＵＨＤ画像）を格納したＢＤにおいて使用する字幕データはプレゼンテーション・



(18) JP 6508249 B2 2019.5.8

10

20

30

40

50

グラフィックス・ストリームデータ（ＰＧデータ）とすることを規定している。
【００７８】
　ＰＧデータは、画像に重畳して出力する字幕データのみならず、例えばコンテンツのタ
イトルや、操作情報等を出力するためのメニューデータ等にも利用される。
　本開示の処理は、ＰＧデータを適用した処理の全て、すなわち字幕データ、およびメニ
ュー画面等、ＰＧデータを利用した処理全般に適用可能である。
【００７９】
　ＰＧデータは、前述したクリップＡＶストリームファイルに格納される。
　クリップＡＶストリームファイルに格納されるＰＧデータの詳細構成について、図７以
下を参照して説明する。
　ＰＧデータは、例えばビットマップデータからなる字幕画像データ自体と、メニュー構
成情報や、字幕やメニューデータの表示態様等を示す情報等によって構成されるデータで
ある。
【００８０】
　ＰＧデータは、クリップＡＶストリームファイルに格納され、図７（ａ）に示すように
、エポック（Ｅｐｏｃｈ）というデータ単位によって構成される。
　１つのエポックは例えば１つのピクチャやＧＯＰ（Ｇｒｏｕｐ　Ｏｆ　Ｐｉｃｔｕｒｅ
）に対応して設定される字幕データの単位構成である。
【００８１】
　図７（ｂ）に示すようにエポック（Ｅｐｏｃｈ）は、１または複数のディスプレイセッ
ト（ＤｉｓｐｌａｙＳｅｔ）によって構成される。
　ディスプレイセットは、字幕表示上の最小単位であって、例えば１枚の字幕画像に対応
する。エポックは、例えばプレイアイテムに対応した単位で構成される。すなわち、ある
プレイアイテムの再生中に表示される字幕を表示するためのディスプレイセットによりエ
ポックが構成される。
【００８２】
　エポックは、プレイアイテム単位に限らず、オーサリング側で任意に構成することがで
きる。例えば、ＰＧデータの場合、映画などにおいて一連の台詞に対応する複数の字幕の
それぞれを表示する複数のディスプレイセットによりエポックが構成される。また例えば
、１つの台詞を文字毎に分解し、分解された文字それぞれを字幕として表示する複数のデ
ィスプレイセットによりエポックを構成することもできる。
【００８３】
　図７（ｃ）に、ディスプレイセットの構成例を示す。プレゼンテーション・グラフィク
ス（ＰＧ）のディスプレイセットは、ディスプレイセットに格納されるデータが字幕デー
タである場合とメニューデータである場合とで異なる設定となる。
　図７（ｃ）に示すデータは、ディスプレイセットに格納されるデータが字幕データであ
る場合の例である。
　ディスプレイセットに格納されるデータが字幕データである場合、ディスプレイセット
は、図７（ｃ）に示すように、以下の各セグメントによって構成される。
　ＰＣＳ（Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ｓｅｇｍｅｎｔ）、
　ＷＤＳ（Ｗｉｎｄｏｗ　Ｄｅｆｉｎｉｓｉｏｎ　Ｓｅｇｍｅｎｔ）、
　ＰＤＳ（Ｐａｌｅｔｔｅ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｓｅｇｍｅｎｔ）、
　ＯＤＳ（Ｏｂｊｅｃｔ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｓｅｇｍｅｎｔ）、
　ＥＮＤセグメント、
　これら５種類のセグメントから構成される。
【００８４】
　図８を参照して、ディスプレイセットに格納されるデータが字幕データである場合の各
セグメントに格納されるデータについて説明する。
　（１）ＰＣＳには、ディスプレイセットの始端を示す情報、および字幕の代表情報を格
納する。
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　（２）ＷＤＳには、字幕の位置情報を格納する。
　（３）ＰＤＳには、字幕の色情報を格納する。
　（４）ＯＤＳには、字幕の形状情報を格納する。
　（５）ＥＮＤセグメントは、ディスプレイセットの終端を示す情報を格納する。
　これらが、字幕データが格納されたディスプレイセットを構成するセグメントに格納さ
れるデータである。
【００８５】
　次に、図９を参照してメニューデータが格納されたディスプレイセットを構成するセグ
メントの構成と格納データについて説明する。
　ディスプレイセットに格納されるデータがメニューデータである場合、ディスプレイセ
ットは、図９に示すように、以下の各セグメントによって構成される。
　ＩＣＳ（Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ｓｅｇｍｅｎｔ）、
　ＰＤＳ（Ｐａｌｅｔｔｅ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｓｅｇｍｅｎｔ）、
　ＯＤＳ（Ｏｂｊｅｃｔ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｓｅｇｍｅｎｔ）、
　ＥＮＤセグメント、
　これら５種類のセグメントから構成される。
【００８６】
　ディスプレイセットに格納されるデータがメニューデータである場合の各セグメントに
格納されるデータについて説明する。
　（１）ＩＣＳには、ディスプレイセットの始端を示す情報、およびメニューの構成情報
を格納する。
　（２）ＰＤＳには、メニューの色情報を格納する。
　（３）ＯＤＳには、メニューの形状情報を格納する。
　（４）ＥＮＤセグメントは、ディスプレイセットの終端を示す情報を格納する。
　これらが、メニューデータが格納されたディスプレイセットを構成するセグメントに格
納されるデータである。
【００８７】
　なお、字幕データやメニューデータが、例えば、ＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　
Ｒａｎｇｅ）画像データ、すなわちＨＤＲグラフィックスデータによって構成されるか、
ＳＤＲ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像データ、すなわちＳＤＲ
グラフィックスデータによって構成されるかによって、ＰＤＳ（Ｐａｌｅｔｔｅ　Ｄｅｆ
ｉｎｉｔｉｏｎ　Ｓｅｇｍｅｎｔ）、すなわち、色情報を格納したパレット規定セグメン
ト（ＰＤＳ）の格納データが異なることになる。
　これは、ＨＤＲグラフィックスデータとＳＤＲグラフィックスデータではダイナミック
レンジが異なるため、ＰＤＳ格納値も異なるためである。
　なお、ダイナミックレンジのみならず、色域（色空間）が異なる場合、例えばＢＴ７０
９を利用しているか、ＢＴ．２０２０を利用しているかによってもＰＤＳの設定値は異な
ることになる。
【００８８】
　例えば、図１０に示すように、
　（１）ＳＤＲ字幕データを格納したＳＤＲプレセーンテーション・グラフィックス（Ｐ
Ｇ）データ、
　（２）ＨＤＲ字幕データを格納したＨＤＲプレセーンテーション・グラフィックス（Ｐ
Ｇ）データ、
　これらの各データでは、色情報を格納したパレット規定セグメント（ＰＤＳ）の格納デ
ータが異なる。
【００８９】
　同様に、図１１に示すように、
　（１）ＳＤＲメニューデータを格納したＳＤＲプレセーンテーション・グラフィックス
（ＰＧ）データ、
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　（２）ＨＤＲメニューデータを格納したＨＤＲプレセーンテーション・グラフィックス
（ＰＧ）データ、
　これらの各データでは、色情報を格納したパレット規定セグメント（ＰＤＳ）の格納デ
ータが異なる。
【００９０】
　ＨＤＲ対応ディスプレイと、ＨＤＲ非対応ディスプレスが併存するしばらくの期間は、
ディスク記録コンテンツ中に含まれる字幕データやメニューデータを構成するデータにつ
いては、ＳＤＲデータと、ＨＤＲデータの双方のデータを記録して選択的に利用可能な構
成とする可能性が高い。
　すなわち、先に図３、図４を参照して説明したように、ＳＤＲデータとＨＤＲデータは
、１枚、または２枚のディスクに格納してユーザに提供する構成が採用される可能性が高
いと考えられる。
【００９１】
　このような場合、再生装置は、再生装置に接続された表示装置の機能、例えばＨＤＲ対
応か非対応か等の表示装置機能に応じて、出力すべきデータの選択、あるいはＨＤＲから
ＳＤＲへの変換、あるいは表示できない旨のメッセージ出力等、表示装置の機能や、ディ
スクに記録されたデータの種類に応じた処理を行なう必要がある。
　以下、これらの処理を行なうための具体的構成について説明する。
【００９２】
　　［４．プレイリストファイルにプレゼンテーション・グラフィックス（ＰＧ）データ
の画像情報（属性情報）を記録した実施例について］
　先に、図３、図４を参照して説明したように、ユーザに提供する映画等のコンテンツを
格納したディスク（ＢＤ－ＲＯＭ）の構成として、様々なタイプが想定される。
　しかし、いずれのタイプにおいても、再生装置は、再生装置に接続された表示装置の画
像出力機能等に応じた様々な処理を実行する必要がある。
　例えば、以下の処理である。
　（ａ）再生するプレゼンテーション・グラフィックス（ＰＧ）（字幕またはメニュー）
の選択処理、
　（ｂ）プレゼンテーション・グラフィックス（ＰＧ）変換処理、例えばＨＤＲ字幕（ま
たはメニュー）データからＳＤ字幕（またはメニュー）データへの変換処理、
　（ｃ）プレゼンテーション・グラフィックス（ＰＧ）（字幕またはメニュー）の出力で
きないことのメッセージ表示処理、
【００９３】
　このように、再生装置は、再生装置に接続された表示装置の画像出力機能、例えば、Ｈ
ＤＲ対応か非対応か、出力可能な色域がＢＴ．７０９対応であるか、ＢＴ．２０２０対応
であるか等の表示装置の機能に応じた処理を行なう必要が発生する。
　なお、再生装置は、例えばＨＤＭＩ（登録商標）ケーブル等によって表示装置と接続さ
れ、表示装置の機能情報について、ＨＤＭＩ（登録商標）ケーブルを介して受信し、知る
ことが可能である。
【００９４】
　再生装置が、再生装置に接続された表示装置の画像出力機能に応じて、例えば上記の（
ａ）～（ｃ）の処理を行なうためには、ディスクに格納されたコンテンツの情報、具体的
には、再生対象となるクリップＡＶストリームファイルに格納された字幕やメニューを構
成するＰＧ（プレゼンテーション・グラフィックス）ストリームデータの情報、例えばＳ
ＤＲ－ＰＧであるか、ＨＤＲ－ＰＧであるか、あるいは利用色域がＢＴ．７０９であるか
、ＢＴ．２０２０であるか等のＰＧデータ情報を知ることが必要となる。
【００９５】
　以下、このディスクに記録されたコンテンツのＰＧデータ情報を再生制御情報ファイル
であるプレイリストファイルと、クリップ情報ファイルに記録した実施例について、順次
、説明する。
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　ＰＧデータ情報を再生制御情報ファイルであるプレイリストファイルと、クリップ情報
ファイルに記録することで、再生装置は、プレイリストファイル、またはクリップ情報フ
ァイルから、再生対象となるクリップＡＶストリームファイルに記録された字幕やメニュ
ーを構成するＰＧデータが、ＳＤＲ－ＰＧであるか、ＨＤＲ－ＰＧであるか、また、利用
色域がＢＴ．７０９であるか、ＢＴ．２０２０であるか等のＰＧデータ情報を取得するこ
とが可能となる。
【００９６】
　再生装置は、この取得情報と、再生装置に接続された表示装置の画像出力機能に基づい
て、上記の処理（ａ）～（ｃ）、すなわち、再生ＰＧデータの選択、あるいは再生ＰＧデ
ータの変換、あるいはメッセージ表示などを行うことが可能となる。
【００９７】
　以下、２つの実施例について、順次、説明する。説明する実施例ｆ以下の２つの実施例
である。
　（実施例１）プレイリストファイルにプレゼンテーション・グラフィックス（ＰＧ）デ
ータの画像情報（属性情報）を記録した実施例
　（実施例２）クリップ情報ファイルにプレゼンテーション・グラフィックス（ＰＧ）デ
ータの画像情報（属性情報）を記録した実施例
【００９８】
　まず、実施例１として、プレイリストファイルにプレゼンテーション・グラフィックス
（ＰＧ）データの画像情報（属性情報）を記録した実施例について説明する。
　先に図５、図６を参照して説明したように、プレイリストファイルは、コンテンツの再
生順等のコンテンツ再生制御情報を格納したファイルであり、例えば、再生位置情報等を
記録したクリップ情報ファイルの指定情報等、様々な再生制御情報を有する。
【００９９】
　図１２は、１つのプレイリストファイルのデータ構成を示すシンタクスである。
　図１２に示すように、プレイリストファイルは、ファイルタイプを示すタイプ情報［ｔ
ｙｐｅ＿ｉｎｄｉｃａｔｏｒ］が記録され、その後に各実体データのスタートアドレス情
報［ＰｌａｙＬｉｓｔ＿ｓｔａｒｔ＿ａｄｄｒｅｓｓ］～［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤａｔａ
＿ｓｔａｒｔ＿ａｄｄｒｅｓｓ］が記録され、その後に、プレイリストファイルに記録さ
れる実体データの記録フィールドが設けられている。
【０１００】
　実体データの記録フィールドには、以下の各フィールドが設定される。
　（１）再生制御パラメータ等を格納した再生制御バラメータ格納フィールドである［Ａ
ｐｐＩｎｆｏＰｌａｙＬｉｓｔ（）］
　（２）プレイリストに含まれるプレイアイテム単位の再生対象データのストリーム情報
等を記録した再生ストリーム情報記録フィールドである［ＰｌａｙＬｉｓｔ（）］
　（３）例えばチャプチサーチ等に用いるエクトリマーク等の再生開始位置情報等を記録
したマーク情報記録フィールドである［ＰｌａｙＬｉｓｔＭａｒｋ（）］
　（４）様々な拡張データを記録可能な拡張データ記録フィールドである［Ｅｘｔｅｎｓ
ｉｏｎＤａｔａ（）］
【０１０１】
　プレイリストファイルに字幕やメニューに対応する再生制御情報であるＰＧ（プレゼン
テーション・グラフィックス）情報を記録する実施例として、以下の２つのフィールドを
用いた画像情報記録例について、順次説明する。
　（実施例１－１）プレイリストファイルの拡張データ記録フィールド［Ｅｘｔｅｎｓｉ
ｏｎＤａｔａ（）］にＰＧ（プレゼンテーション・グラフィックス）データの画像情報（
属性情報）を記録した実施例
　（実施例１－２）プレイリストファイルの再生ストリーム情報記録フィールド［Ｐｌａ
ｙＬｉｓｔ（）］にＰＧ（プレゼンテーション・グラフィックス）データの画像情報（属
性情報）を記録した実施例
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【０１０２】
　　［４－１．（実施例１－１）プレイリストファイルの拡張データ記録フィールド［Ｅ
ｘｔｅｎｓｉｏｎＤａｔａ（）］にＰＧ（プレゼンテーション・グラフィックス）データ
の画像情報（属性情報）を記録した実施例について］
　まず、プレイリストファイルの拡張データ記録フィールド［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤａｔ
ａ（）］にＰＧ（プレゼンテーション・グラフィックス）データの画像情報（属性情報）
を記録した実施例について説明する。
【０１０３】
　プレイリストファイルの拡張データ記録フィールド［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤａｔａ（）
］には、拡張データとして、ストリームナンバーテーブル（ＳＴＮテーブル）を記録する
ことができる。
【０１０４】
　ストリームナンバーテーブル（ＳＴＮテーブル）は、プレイリストに含まれるプレイア
イテムによって再生される画像や音声、字幕のストリーム情報が記録される。ストリーム
情報には、ストリーム番号、パケットＩＤ（ＰＩＤ）、言語の種類、チャネル数、コーデ
ック情報などが含まれるテーブルである。
　このストリームナンバーテーブル（ＳＴＮテーブル）は、基本的には、プレイリストの
再生ストリーム情報記録フィールドである［ＰｌａｙＬｉｓｔ（）］に記録される。
【０１０５】
　本実施例１－１では、プレイリストの再生ストリーム情報記録フィールドである［Ｐｌ
ａｙＬｉｓｔ（）］に記録されるＳＴＮテーブルに追加して、拡張データ記録フィールド
［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤａｔａ（）］に、もう１つの追加のＳＴＮテーブルを記録した実
施例である。
【０１０６】
　本実施例１－１は、具体的には、例えば、図３（２）タイプ２に示すように、１つのプ
レイリストファイルによって、
　（ａ）ＳＤＲ字幕やＳＤＲメニュー等、ＳＤＲデータからなるＳＤＲ－ＰＧデータを格
納した第１のクリップＡＶストリームファイル、
　（ｂ）ＨＤＲ字幕やＨＤＲメニュー等、ＨＤＲデータからなるＨＤＲ－ＰＧデータを格
納した第２のクリップＡＶストリームファイル、
　これら２つの異なるクリップＡＶストリームファイルを選択再生することが必要な構成
において適用可能である。
【０１０７】
　上記（ａ）のＳＤＲ－ＰＧデータに関するＳＤＲ－ＰＧストリーム情報は、プレイリス
トの再生ストリーム情報記録フィールド［ＰｌａｙＬｉｓｔ（）］のＳＴＮテーブルに記
録する。
　また、上記（ｂ）のＨＤＲ－ＰＧデータに関するＨＤＲ－ＰＧストリーム情報は、プレ
イリストの拡張データ記録フィールド［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤａｔａ（）］に追加記録し
たＳＴＮテーブルに記録する。
【０１０８】
　このように、ＳＤＲ－ＰＧデータのストリーム情報を記録するＳＴＮテーブルと、ＨＤ
Ｒ－ＰＧデータのストリーム情報を記録するＳＴＮテーブル、これら２つのＳＴＮテーブ
ルを１つのプレイリストファイルに記録する。
　再生装置は、この１つのプレイリストファイルに記録された２つのＳＴＮテーブルの記
録情報を参照することで、ディスクに格納されたクリップＡＶストリームファイルに格納
されたＳＤＲ－ＰＧデータ、およびＨＤＲ－ＰＧデータ各々の具体的なＰＧ情報を確認す
ることが可能となる。
【０１０９】
　図１３以下を参照して、プレイリストファイルの拡張データ記録フィールド［Ｅｘｔｅ
ｎｓｉｏｎＤａｔａ（）］に対するＳＴＮテーブルの追加記録構成について説明する。
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　図１３は、プレイリストファイルの拡張データ記録フィールド［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤ
ａｔａ（）］のデータ構成を示すシンタックスである。
　この拡張データ記録フィールド［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤａｔａ（）］には、プレイリス
トファイルの他のフィールドに記述できない様々な拡張データを記録することが可能であ
る。
【０１１０】
　なお、拡張データ記録フィールド［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤａｔａ（）］には、様々な拡
張データが記録されるため、拡張データの識別情報を記録する拡張データ識別データフィ
ールド１０１が設定される。
　この拡張データ識別データフィールド１０１に記録された識別子（ＩＤ１，ＩＤ２）に
よって定義される拡張データが、データブロック１０２に記録される。
【０１１１】
　本実施例では、データブロック１０２に記録する拡張データは、例えば、ＨＤＲ－ＰＧ
データに関するＨＤＲ－ＰＧ情報を記録したＳＴＮテーブルである。
【０１１２】
　拡張データの識別情報を記録する拡張データ識別データフィールド１０１に設定する識
別子の例を図１４に示す。図１４に示すように、拡張データ記録フィールド［Ｅｘｔｅｎ
ｓｉｏｎＤａｔａ（）］に記録する拡張データには、データ種類に応じた識別子が設定さ
れる。
　ＨＤＲ－ＰＧデータ対応のＳＴＮテーブル［ＳＴＮ＿ｔａｂｌｅ＿ＨＤＲ］であること
を示す識別情報として、図１４に示すエントリ１１１のように、以下のＩＤを規定する。
　ＩＤ１＝０ｘ０００３
　ＩＤ２＝０ｘ０００１
【０１１３】
　なお、拡張データの種類を定義する拡張データ識別子（ＩＤ１，ＩＤ２）の組み合わせ
として、すでに、
　（ＩＤ１，ＩＤ２）＝（０ｘ０００１，０ｘ０００１）～（０ｘ０００１，０ｘ０００
２）、および、
　（ＩＤ１，ＩＤ２）＝（０ｘ０００２，０ｘ０００１）～（０ｘ０００２，０ｘ０００
６）、
　これらの識別子（ＩＤ１，ＩＤ２）については既に拡張データが定義済みである。
【０１１４】
　ＩＤ１＝０ｘ０００３
　ＩＤ２＝０ｘ０００１
　このＩＤの組み合わせは、現時点で未定義であり、この識別情報（ＩＤ１，ＩＤ２）を
、拡張データが、ＨＤＲ－ＰＧデータ対応のＳＴＮテーブル［ＳＴＮ＿ｔａｂｌｅ＿ＨＤ
Ｒ］であることを示す拡張データ識別情報として定義する。
【０１１５】
　データブロック１０２に記録するＨＤＲ－ＰＧデータ対応のＳＴＮテーブル［ＳＴＮ＿
ｔａｂｌｅ＿ＨＤＲ］の具体例について、図１５以下を参照して説明する。
　図１５は、プレイリストファイルの拡張データ記録フィールド［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤ
ａｔｅ（）］に記録するＨＤＲ－ＰＧデータ対応のＳＴＮテーブル［ＳＴＮ＿ｔａｂｌｅ
＿ＨＤＲ］のデータ構成を示すシンタックス図である。
【０１１６】
　このＳＴＮテーブルは、ＨＤＲ－ＰＧデータに対応するＳＴＮテーブルとして、プレイ
リストファイルに追加記録されるテーブルである。
　ＳＴＮテーブルには、ＨＤＲ－ＰＧデータに関する画像情報（ＨＤＲ－ＰＧ画像情報）
が記録される。
　図１５に示す、ストリームエントリ記録フィールド［Ｓｔｒｅａｍ＿ｅｎｔｒｙ（）］
１２１には、ＨＤＲ－ＰＧストリームを格納したＴＳパケットのパケット識別子（ＰＩＤ
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）を記録する。
　また、ストリーム属性情報記録フィールド［Ｓｔｒｅａｍ＿ａｔｔｒｉｂｕｔｅ＿ＵＨ
Ｄ（）］１２２には、ＨＤＲ－ＰＧデータに関するＰＧ情報を記録する。
【０１１７】
　ストリーム属性情報記録フィールド［Ｓｔｒｅａｍ＿ａｔｔｒｉｂｕｔｅ＿ＵＨＤ（）
］１２２の詳細構成を図１６に示す。
　ストリーム属性情報記録フィールド［Ｓｔｒｅａｍ＿ａｔｔｒｉｂｕｔｅ＿ＵＨＤ（）
］１２２には、以下の各情報を記録する。
　（１）ダイナミックレンジ設定情報［ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ］
　（２）色域設定情報［ｃｏｌｏｒ＿ｓｐａｃｅ］
【０１１８】
　（１）ダイナミックレンジ設定情報［ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ］記録フィールドは、このプレ
イリストを利用して再生されるクリップＡＶストリームファイルに格納された画像データ
（ＨＤＲ－ＰＧデータ）のダイナミックレンジ設定情報を示すデータを記録するフィール
ドである。
　図１７にこのダイナミックレンジ設定情報記録フィールドに対するデータ設定例を示す
。
【０１１９】
　図１７に示すように、例えば、
　設定値＝００は、クリップＡＶストリームファイルの格納画像（ＨＤＲ－ＰＧデータ）
がＳＤＲ－ＰＧデータであることを示す。
　また、設定値＝０１は、クリップＡＶストリームファイルの格納画像（ＨＤＲ－ＰＧデ
ータ）がＨＤＲ－タイプ１のＨＤＲ－ＰＧデータであることを示す。
　なお、ＨＤＲ画像（ＨＤＲ－ＰＧデータ）には、ダイナミックレンジの設定態様が異な
る複数のタイプが定義されており、タイプ１～タイプ３の異なるタイプのＨＤＲ画像（Ｈ
ＤＲ－ＰＧデータ）がある。
【０１２０】
　また、設定値＝１０は、クリップＡＶストリームファイルの格納画像（ＨＤＲ－ＰＧデ
ータ）がＨＤＲ－タイプ２のＨＤＲ－ＰＧデータであることを示す。
　また、設定値＝１１は、クリップＡＶストリームファイルの格納画像（ＨＤＲ－ＰＧデ
ータ）がＨＤＲ－タイプ３のＨＤＲ－ＰＧデータであることを示す。
　再生装置は、このダイナミックレンジ設定情報記録フィールドを参照することで、この
プレイリストによって再生対象として選択されるクリップＡＶストリームファイルに格納
された字幕データやメニューデータを構成するＰＧ（プレゼンテーション・グラフィック
ス）データのダイナミックレンジの設定態様を確認することが可能となる。
【０１２１】
　また、図１６に示すＳＴＮテーブル内のストリーム属性情報記録フィールド［Ｓｔｒｅ
ａｍ＿ａｔｔｒｉｂｕｔｅ＿ＵＨＤ（）］の色域設定情報［ｃｏｌｏｒ＿ｓｐａｃｅ］記
録フィールドは、このプレイリストを利用して再生されるクリップＡＶストリームファイ
ルに格納された画像データ（ＨＤＲ－ＰＧデータ）の色域設定情報を示すデータを記録す
るフィールドである。
　図１８にこの色域設定情報記録フィールドに対するデータ設定例を示す。
【０１２２】
　図１８に示すように、例えば、
　設定値＝００は、クリップＡＶストリームファイルの格納画像（ＰＧデータ）の色域設
定が、色空間ＢＴ．７０７によって定義される色空間に対応する色値の出力を可能とした
色域設定であることを示す。
　また、設定値＝０１は、クリップＡＶストリームファイルの格納画像（ＰＧデータ）の
色域設定が、色空間ＢＴ．２０２０によって定義される色空間に対応する色値の出力を可
能とした色域設定であることを示す。
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　また、設定値＝１０，１１はリザーブ領域として設定する。将来的に異なる色空間が利
用される場合に、利用可能である。
　再生装置は、この色域設定情報記録フィールドを参照することで、このプレイリストに
よって再生対象として選択されるクリップＡＶストリームファイルに格納された字幕デー
タやメニューデータを構成するＰＧ（プレゼンテーション・グラフィックス）データの色
域設定態様を確認することが可能となる。
【０１２３】
　なお、図１６～図１８を参照して説明したストリーム属性情報記録フィールド［Ｓｔｒ
ｅａｍ＿ａｔｔｒｉｂｕｔｅ＿ＵＨＤ（）］１２２に対する情報設定例は一例であり、こ
の他にも様々な設定が可能である。
　以下、図１９以下を参照してダイナミックレンジ設定情報［ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ］に対す
る異なる態様の情報を設定した実施例について説明する。
【０１２４】
　先に説明した図１５は、図１３に示すプレイリストファイルの拡張データ記録フィール
ド［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤａｔａ（）］に記録する超高精細［ＵＨＤ］画像対応のＳＴＮ
テーブル［ＳＴＮ＿ｔａｂｌｅ＿ＵＨＤ］のデータ構成を示すシンタックス図である。
　前述したように、図１５に示す超高精細［ＵＨＤ］画像対応のＳＴＮテーブル［ＳＴＮ
＿ｔａｂｌｅ＿ＵＨＤ］には、超高精細［ＵＨＤ］画像に関する画像情報が記録される。
　図１５に示すストリームエントリ記録フィールド［Ｓｔｒｅａｍ＿ｅｎｔｒｙ（）］１
２１には、画像ストリームを格納したＴＳパケットのパケット識別子（ＰＩＤ）を記録す
る。
　また、ストリーム属性情報記録フィールド［Ｓｔｒｅａｍ＿ａｔｔｒｉｂｕｔｅ＿ＵＨ
Ｄ（）］１２２には、超高精細［ＵＨＤ］画像に関する画像情報を記録する。
【０１２５】
　先に図１６を参照して説明したように、ストリーム属性情報記録フィールド［Ｓｔｒｅ
ａｍ＿ａｔｔｒｉｂｕｔｅ＿ＵＨＤ（）］１２２には、ダイナミックレンジ設定情報［Ｈ
ＤＲ＿ｔｙｐｅ］記録フィールドが設定される。
　以下に説明する実施例は、このダイナミックレンジ設定情報［ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ］に３
ビットデータを記録する設定とした例である。
　本実施例に係るストリーム属性情報記録フィールド［Ｓｔｒｅａｍ＿ａｔｔｒｉｂｕｔ
ｅ＿ＵＨＤ（）］１２２の詳細構成例を図１９に示す。
【０１２６】
　ストリーム属性情報記録フィールド［Ｓｔｒｅａｍ＿ａｔｔｒｉｂｕｔｅ＿ＵＨＤ（）
］１２２には、先に図１６を参照して説明した例と、同様、以下の各情報を記録する。
　（１）ダイナミックレンジ設定情報［ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ］
　（２）色域設定情報［ｃｏｌｏｒ＿ｓｐａｃｅ］
【０１２７】
　（２）色域設定情報［ｃｏｌｏｒ＿ｓｐａｃｅ］は、先に図１８を参照して説明したよ
うに、このプレイリストを利用して再生されるクリップＡＶストリームファイルに格納さ
れた画像データの色域設定情報を示すデータを記録するフィールドである。
【０１２８】
　（１）ダイナミックレンジ設定情報［ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ］記録フィールドは、このプレ
イリストを利用して再生されるクリップＡＶストリームファイルに格納された画像データ
（ＨＤＲ－ＰＧデータ）のダイナミックレンジ設定情報を示すデータを記録するフィール
ドである。
　先に図１６を参照して説明したストリーム属性情報記録フィールド［Ｓｔｒｅａｍ＿ａ
ｔｔｒｉｂｕｔｅ＿ＵＨＤ（）］１２２の設定例では、ダイナミックレンジ設定情報［Ｈ
ＤＲ＿ｔｙｐｅ］は２ビットのみを格納する構成であったが、本実施例では、３ビットデ
ータを格納可能な設定としている。
【０１２９】
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　本実施例におけるダイナミックレンジ設定情報［ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ］記録フィールドに
対するデータ設定例について、図２０を参照して説明する。
　図２０に示すように、ダイナミックレンジ設定情報［ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ］記録フィール
ドに設定される３ビットデータは、以下のダイナミックレンジ設定情報を示すデータとな
る。
　設定値＝０００は、クリップＡＶストリームファイルの格納画像がＳＤＲ画像であるこ
とを示す。
　設定値＝００１は、クリップＡＶストリームファイルの格納画像がＨＤＲ－タイプ１画
像であることを示す。
　前述したように、ＨＤＲ画像には、ダイナミックレンジの設定態様が異なる複数のタイ
プが定義されており、タイプ１～タイプ３の異なるタイプのＨＤＲ画像がある。
【０１３０】
　設定値＝０１０は、クリップＡＶストリームファイルの格納画像がＨＤＲ－タイプ２画
像であることを示す。
　設定値＝０１１は、クリップＡＶストリームファイルの格納画像がＨＤＲ－タイプ１画
像と、ＨＤＲ－タイプ２画像によって構成されていることを示す。
　設定値＝１００は、クリップＡＶストリームファイルの格納画像がＨＤＲ－タイプ３画
像であることを示す。
　設定値＝１０１は、クリップＡＶストリームファイルの格納画像がＨＤＲ－タイプ１画
像と、ＨＤＲ－タイプ３画像によって構成されていることを示す。
　設定値＝１１０は、クリップＡＶストリームファイルの格納画像がＨＤＲ－タイプ２画
像と、ＨＤＲ－タイプ３画像によって構成されていることを示す。
　設定値＝１１１は、クリップＡＶストリームファイルの格納画像がＨＤＲ－タイプ１画
像と、ＨＤＲ－タイプ２画像と、ＨＤＲ－タイプ３画像によって構成されていることを示
す。
　再生装置は、このダイナミックレンジ設定情報記録フィールドを参照することで、この
プレイリストによって再生対象として選択されるクリップＡＶストリームファイルに格納
された画像データのダイナミックレンジの設定態様を確認することが可能となる。
【０１３１】
　次に、図２１～図２２を参照して、ストリーム属性情報記録フィールド［Ｓｔｒｅａｍ
＿ａｔｔｒｉｂｕｔｅ＿ＵＨＤ（）］に対するダイナミックレンジ設定情報［ＨＤＲ＿ｔ
ｙｐｅ］のもう１つの異なるデータ記録例について説明する。
【０１３２】
　図２１に、本実施例に係るストリーム属性情報記録フィールド［Ｓｔｒｅａｍ＿ａｔｔ
ｒｉｂｕｔｅ＿ＵＨＤ（）］１２２の構成例を示す。
　すなわち、図２１は、図１３に示すプレイリストファイルの拡張データ記録フィールド
［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤａｔａ（）］に記録する超高精細［ＵＨＤ］画像対応のＳＴＮテ
ーブル［ＳＴＮ＿ｔａｂｌｅ＿ＵＨＤ］（図１５）のストリーム属性情報記録フィールド
［Ｓｔｒｅａｍ＿ａｔｔｒｉｂｕｔｅ＿ＵＨＤ（）］１２２の構成例を示す図である。
【０１３３】
　ストリーム属性情報記録フィールド［Ｓｔｒｅａｍ＿ａｔｔｒｉｂｕｔｅ＿ＵＨＤ（）
］１２２には、先に図１６、図１９を参照して説明した例と、同様、以下の各情報を記録
する。
　（１）ダイナミックレンジ設定情報［ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ］
　（２）色域設定情報［ｃｏｌｏｒ＿ｓｐａｃｅ］
【０１３４】
　（２）色域設定情報［ｃｏｌｏｒ＿ｓｐａｃｅ］は、先に図１８を参照して説明したよ
うに、このプレイリストを利用して再生されるクリップＡＶストリームファイルに格納さ
れた画像データの色域設定情報を示すデータを記録するフィールドである。
【０１３５】
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　（１）ダイナミックレンジ設定情報［ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ］記録フィールドは、このプレ
イリストを利用して再生されるクリップＡＶストリームファイルに格納された画像データ
（ＨＤＲ－ＰＧデータ）のダイナミックレンジ設定情報を示すデータを記録するフィール
ドである。
【０１３６】
　本実施例におけるダイナミックレンジ設定情報［ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ］記録フィールドは
、以下の３つの１ビット記録データフィールドによって構成されている。
　ＨＤＲ－タイプ１フラグ［ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ＿１＿ｆｌａｇ］記録フィールド
　ＨＤＲ－タイプ２フラグ［ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ＿２＿ｆｌａｇ］記録フィールド
　ＨＤＲ－タイプ３フラグ［ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ＿３＿ｆｌａｇ］記録フィールド
【０１３７】
　これらの各フィールドに対するビット設定とその意味について、図２２を参照して説明
する。
　図２２に示すように、ダイナミックレンジ設定情報［ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ］記録フィール
ドとして構成される３つのフラグ設定フィールドに設定されるビット値は、以下の意味を
示すデータとなる。
【０１３８】
　ＨＤＲ－タイプ１フラグ［ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ＿１＿ｆｌａｇ］＝０
　このフラグ設定値は、クリップＡＶストリームファイルの格納画像にＨＤＲ－タイプ１
画像が含まれないことを示す。
　ＨＤＲ－タイプ１フラグ［ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ＿１＿ｆｌａｇ］＝１
　このフラグ設定値は、クリップＡＶストリームファイルの格納画像にＨＤＲ－タイプ１
画像が含まれることを示す。
【０１３９】
　ＨＤＲ－タイプ２フラグ［ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ＿２＿ｆｌａｇ］＝０
　このフラグ設定値は、クリップＡＶストリームファイルの格納画像にＨＤＲ－タイプ２
画像が含まれないことを示す。
　ＨＤＲ－タイプ２フラグ［ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ＿２＿ｆｌａｇ］＝１
　このフラグ設定値は、クリップＡＶストリームファイルの格納画像にＨＤＲ－タイプ２
画像が含まれることを示す。
【０１４０】
　ＨＤＲ－タイプ３フラグ［ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ＿３＿ｆｌａｇ］＝０
　このフラグ設定値は、クリップＡＶストリームファイルの格納画像にＨＤＲ－タイプ３
画像が含まれないことを示す。
　ＨＤＲ－タイプ３フラグ［ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ＿３＿ｆｌａｇ］＝１
　このフラグ設定値は、クリップＡＶストリームファイルの格納画像にＨＤＲ－タイプ３
画像が含まれることを示す。
【０１４１】
　なお、ＨＤＲ－タイプ１～３のフラグの全てが０の設定の場合は、クリップＡＶストリ
ームファイルの格納画像がＳＤＲ画像であることを示す。
　ＨＤＲ－タイプ１～３のフラグの全てが１の設定の場合は、クリップＡＶストリームフ
ァイルの格納画像のに、ＨＤＲ－タイプ１～３の画像が含まれることを示す。
　再生装置は、このダイナミックレンジ設定情報記録フィールドを参照することで、この
プレイリストによって再生対象として選択されるクリップＡＶストリームファイルに格納
された画像データのダイナミックレンジの設定態様を確認することが可能となる。
【０１４２】
　次に、図２３に示すフローチャートを参照して本実施例１－１において説明したプレイ
リストファイルを記録したディスクから、このプレイリストファイルを利用したデータ再
生を行なう情報処理装置（再生装置）の再生シーケンスについて説明する。
　図２３に示すフローチャートは、データ再生時におけるプレイリストファイルの利用シ
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ーケンスを説明するフローチャートである。
【０１４３】
　本実施例１－１では、ディスクに記録されるプレイリストにＨＤＲ－ＰＧデータ対応の
ＳＴＮテーブル［ＳＴＮ＿ｔａｂｌｅ＿ＨＤＲ］を追加記録した構成である。
　すなわち、プレイリストファイルの再生ストリーム情報記録フィールドである［Ｐｌａ
ｙＬｉｓｔ（）］に記録されるＳＴＮテーブル（例えばＳＤＲ－ＰＧデータ対応のＳＴＮ
テーブル）に追加して、拡張データ記録フィールド［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤａｔａ（）］
に、もう１つの追加のＳＴＮテーブルを記録した実施例である。
【０１４４】
　再生装置のデータ処理部は、図２３に示すフローチャートに従った処理を実行する。
　再生装置のデータ処理部はプログラム実行機能を有するＣＰＵ等を持つデータ処理部を
有し、記憶部に予め格納されたプログラムに従って、図２３に示すフローに従った処理を
実行する。図２３に示すフローの各ステップの処理について、順次、説明する。
【０１４５】
　　（ステップＳ１０１）
　まず、再生装置は、再生装置に接続された表示装置から表示装置情報を取得する。例え
ばＨＤＭＩ（登録商標）ケーブル等を介した通信により、表示装置の表示可能なダイナミ
ックレンジ情報（ＨＤＲ対応か非対応か等）や、出力可能な色域情報（ＢＴ．７０７対応
かＢＴ．２０２０対応か等）などを含む表示装置情報を取得する。
【０１４６】
　　（ステップＳ１０２）
　再生装置は、ステップＳ１０２において、ステップＳ１０１で表示装置から取得した表
示装置情報に基づいて、表示装置がＨＤＲ対応か否かを判定する。
　ＳＤＲテレビ等のＨＤＲ非対応表示装置である場合は、ステップＳ１０２の判定はＮｏ
となり、ステップＳ１０３に進む。
　一方、接続表示装置がＨＤＲテレビ等のＨＤＲ対応表示装置であることが確認された場
合は、ステップＳ１０２の判定はＹｅｓとなり、ステップＳ１０５に進む。
【０１４７】
　　（ステップＳ１０３）
　ステップＳ１０２において、再生装置に接続された表示装置がＨＤＲ非対応表示装置で
あると確認された場合は、ステップＳ１０３において、プレイリストファイルの再生スト
リーム情報記録フィールド［ＰｌａｙＬｉｓｔ（）］からＳＤＲ対応のＳＴＮテーブルを
取得する。
【０１４８】
　このＳＴＮテーブルには、このプレイリストファイルによって再生されるクリップＡＶ
ストリームファイルに格納されたＳＤＲ－ＰＧ（プレゼンテーション・グラフィックス）
データに関する画像情報が記録されている。
　すなわち字幕データやメニューデータを構成するＰＧ（プレゼンテーション・グラフィ
ックス）データに関する画像情報（ＰＧ情報）が記録されている。
　ＳＴＮテーブルに記録されているＰＧ情報は、先に図１６～図２２を参照して説明した
と同様、例えばダイナミックレンジ設定情報、色域設定情報等の情報である。
【０１４９】
　　（ステップＳ１０４）
　再生装置は、ステップＳ１０３で、プレイリストファイルの再生ストリーム情報記録フ
ィールド［ＰｌａｙＬｉｓｔ（）］から取得したＳＤＲ対応のＳＴＮテーブルに記録され
たＰＧ情報に従って、クリップＡＶストリームファイルから取得されるＳＤＲ－ＰＧデー
タ（字幕データやメニューデータ）の再生、および表示装置に対する出力処理を実行する
。
【０１５０】
　ステップＳ１０２（Ｎｏ）～ステップＳ１０３～ステップＳ１０４、これらの一連のス
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テップに従った処理は、再生装置に接続されたＳＤＲテレビ等のＨＤＲ非対応表示装置に
対するＳＤＲ画像の出力処理として実行される。
　すなわち、ＳＤＲテレビ等の表示装置の表示機能に応じたＳＤＲ画像（ＰＧデータ）の
出力が行われ、表示装置に適合した画像出力が実行される。
【０１５１】
　　（ステップＳ１０５）
　一方、ステップＳ１０２において、再生装置に接続された表示装置がＨＤＲ対応表示装
置であると確認された場合は、再生装置は、ステップＳ１０５の処理を行なう。
　再生装置は、ステップＳ１０５において、プレイリストファイルの再生制御パラメータ
格納フィールド［ＡｐｐＩｎｆｏＰｌａｙＬｉｓｔ（）］に設定されたＨＤＲフラグの設
定値を取得する。
【０１５２】
　なお、プレイリストファイルの再生制御パラメータ格納フィールド［ＡｐｐＩｎｆｏＰ
ｌａｙＬｉｓｔ（）］には、このプレイリストによる再生対象データにＨＤＲ画像（ＨＤ
Ｒ－ＰＧデータ）が含まれるか否かを示すフラグ（ＨＤＲフラグ）が記録されている。
　例えば、以下の設定のフラグが設定される。
　フラグ設定値＝１：このプレイリストによる再生対象データにＨＤＲ画像（ＨＤＲ－Ｐ
Ｇデータ）が含まれる。
　フラグ設定値＝０：このプレイリストによる再生対象データにＨＤＲ画像（ＨＤＲ－Ｐ
Ｇデータ）が含まれない。
　再生装置のデータ処理部は、このフラグの設定値を確認し、このプレイリストによる再
生対象データにＨＤＲ画像（ＨＤＲ－ＰＧデータ）が含まれるか否かを判定することがで
きる。
【０１５３】
　　（ステップＳ１０６）
　再生装置は、ステップＳ１０５で取得したＨＤＲフラグの設定値が、プレイリストによ
る再生対象データにＨＤＲ画像（ＨＤＲ－ＰＧデータ）が含まれることを示す値であるか
、含まれないことを示す値であるかを判定する。
　フラグ設定値が、プレイリストによる再生対象データにＨＤＲ画像（ＨＤＲ－ＰＧデー
タ）が含まれることを示す値である場合は、ステップＳ１０７に進む。
　フラグ設定値が、プレイリストによる再生対象データにＨＤＲ画像（ＨＤＲ－ＰＧデー
タ）が含まれないことを示す値である場合は、ステップＳ１０３に進む。
【０１５４】
　フラグ設定値が、プレイリストによる再生対象データにＨＤＲ画像（ＨＤＲ－ＰＧデー
タ）が含まれないことを示す値であり、ステップＳ１０３に進むと、ステップＳ１０３～
Ｓ１０４の処理を実行する。
　すなわち、プレイリストファイルの再生ストリーム情報記録フィールド［ＰｌａｙＬｉ
ｓｔ（）］からＳＤＲ対応のＳＴＮテーブルを取得し、取得したＳＤＲ対応のＳＴＮテー
ブルに従って、ＳＤＲ画像（ＳＤＲ－ＰＧデータ）の再生、出力を実行する。
【０１５５】
　　（ステップＳ１０７）
　ステップＳ１０６におけるＨＤＲフラグ設定値の確認処理において、フラグ設定値が、
プレイリストによる再生対象データにＨＤＲ画像（ＨＤＲ－ＰＧデータ）が含まれること
を示す値である場合は、ステップＳ１０７に進む。
　ステップＳ１０７において、再生装置は、プレイリストファイルの拡張データ記録フィ
ールド［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤａｔａ（）］からＨＤＲ対応のＳＴＮテーブルを取得する
。
【０１５６】
　このＳＴＮテーブルには、このプレイリストファイルによって再生されるＨＤＲ画像（
ＨＤＲ－ＰＧデータ）を格納したクリップＡＶストリームファイル内のＨＤＲ画像（ＨＤ



(30) JP 6508249 B2 2019.5.8

10

20

30

40

50

Ｒ－ＰＧデータ）に関する画像情報、すなわちＨＤＲグラフィックスデータに関する属性
情報が記録されている。
　ＳＴＮテーブルに記録されているＨＤＲグラフィックスデータに関する属性情報は、先
に図１６～図２２を参照して説明したように、例えばダイナミックレンジ設定情報、色域
設定情報等の情報である。
【０１５７】
　　（ステップＳ１０８）
　再生装置は、ステップＳ１０７で、プレイリストファイルの拡張データ記録フィールド
［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤａｔａ（）］から取得したＨＤＲ対応のＳＴＮテーブルに記録さ
れたＨＤＲグラフィックスデータに関する属性情報に従って、クリップＡＶストリームフ
ァイルから取得されるＨＤＲ－ＰＧデータ（字幕データやメニューデータ）の再生、およ
び表示装置に対する出力処理を実行する。
【０１５８】
　ステップＳ１０２（Ｙｅｓ）～ステップＳ１０５～ステップＳ１０６（Ｙｅｓ）～ステ
ップＳ１０７～ステップＳ１０８、これらの一連のステップに従った処理は、再生装置に
接続されたＨＤＲテレビ等のＨＤＲ対応表示装置に対するＨＤＲ画像（ＨＤＲ－ＰＧデー
タ）の出力処理として実行される。
　すなわち、ＨＤＲテレビ等の表示装置の表示機能に応じた字幕データやメニューデータ
等のＨＤＲ－ＰＧデータ出力が行われ、表示装置に適合したＰＧデータ出力が実行される
。
【０１５９】
　なお、図２３に示フローチャートでは、ＨＤＲ－ＰＧデータ（ＨＤＲグラフィックスデ
ータ）またはＳＤＲ－ＰＧデータ（ＳＤＲグラフィックスデータ）、いずれかのＰＧデー
タを表示装置に出力する設定としているが、例えば、ディスクに記録されたコンテンツに
含まれるＰＧデータがＨＤＲ－ＰＧデータのみであり、再生装置に接続された表示装置が
ＨＤＲ非対応（ＳＤＲテレビ等）である場合は、再生装置は、ＨＤＲ－ＰＧデータ（ＨＤ
Ｒグラフィックスデータ）をＳＤＲ－ＰＧデータ（ＳＤＲグラフィックスデータ）に変換
して出力する処理を行なってもよい。あるいは、正常な出力ができない旨のメッセージを
生成して出力する設定としてもよい。
【０１６０】
　また、図２３に示フローチャートでは、
　ＳＤＲ－ＰＧデータと、ＨＤＲ－ＰＧデータの選択的な再生処理を実行する例について
説明しているが、これは、一例であり、例えば、
　（１）ＡＶＣコンテンツ対応のＰＧデータと、ＨＥＶＣコンテンツ対応のＰＧデータ、
　（２）２Ｋコンテンツ（１９２０×１０８０画素）対応のＰＧデータと、４Ｋコンテン
ツ（３８４０×２１６０画素）対応のＰＧデータ、
　（３）色域＝ＢＴ．７０７のコンテンツ対応のＰＧデータと、色域＝Ｂｔ．２０２０の
コンテンツ対応のＰＧデータ、
　例えば、上記の設定の異なるデータの選択再生処理についても、図２３に示すフローに
従って実行可能である。
【０１６１】
　この場合、図２３に示すフローに記載された「ＳＤＲ」と「ＨＤＲ」を以下のように置
き換えた処理として実行すればよい。
　（１）「ＳＤＲ」→「ＡＶＣ」、「ＨＤＲ」→「ＨＥＶＣ」
　（２）「ＳＤＲ」→「２Ｋ」、「ＨＤＲ」→「４Ｋ」
　（３）「ＳＤＲ」→「ＢＴ．７０７」、「ＨＤＲ」→「ＢＴ．２０２０」
【０１６２】
　　［４－２．（実施例１－２）プレイリストファイルの再生ストリーム情報記録フィー
ルド［ＰｌａｙＬｉｓｔ（）］にＰＧ（プレゼンテーション・グラフィックス）データの
画像情報（属性情報）を記録した実施例について］
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　次に、実施例１－２として、プレイリストファイルの再生ストリーム情報記録フィール
ド［ＰｌａｙＬｉｓｔ（）］にＰＧ（プレゼンテーション・グラフィックス）データの画
像情報（属性情報）を記録した実施例について説明する。
【０１６３】
　先に図１２を参照して説明したように、プレイリストファイルには、以下の４つの実体
データ記録フィールドが設定される。
　（１）再生制御パラメータ等を格納した再生制御バラメータ格納フィールドである［Ａ
ｐｐＩｎｆｏＰｌａｙＬｉｓｔ（）］
　（２）プレイリストに含まれるプレイアイテム単位の再生対象データのストリーム情報
等を記録した再生ストリーム情報記録フィールドである［ＰｌａｙＬｉｓｔ（）］
　（３）例えばチャプチサーチ等に用いるエクトリマーク等の再生開始位置情報等を記録
したマーク情報記録フィールドである［ＰｌａｙＬｉｓｔＭａｒｋ（）］
　（４）様々な拡張データを記録可能な拡張データ記録フィールドである［Ｅｘｔｅｎｓ
ｉｏｎＤａｔａ（）］
【０１６４】
　以下に説明する実施例１－２は、プレイリストに含まれるプレイアイテム単位の再生対
象データのストリーム情報等を記録した再生ストリーム情報記録フィールド［ＰｌａｙＬ
ｉｓｔ（）］にＨＤＲ－ＰＧデータ対応の画像情報（属性情報）を記録した実施例である
。
【０１６５】
　図２４、図２５を参照して本実施例のＨＤＲ－ＰＧデータ対応の画像情報（属性情報）
記録構成について説明する。
　図２４には、以下の各図を示している。
　（ａ）プレイリストファイル
　（ｂ）プレイリストファイル内の再生ストリーム情報記録フィールド［ＰｌａｙＬｉｓ
ｔ（）］に記録されるＳＴＮテーブル
　（ｃ）ＳＴＮテーブルに記録されるストリーム符号化態様［Ｓｔｒｅａｍ＿ｃｏｄｉｎ
ｇ＿ｔｙｐｅ］単位の画像（ＰＧ）属性情報を記録するフィールドであるストリーム属性
情報記録フィールド［ｓｔｒｅａｍ＿ａｔｔｒｉｂｕｔｅｓ（）］
【０１６６】
　本実施例では、図２４（ｃ）に示すＳＴＮテーブルに記録されるストリーム符号化態様
［Ｓｔｒｅａｍ＿ｃｏｄｉｎｇ＿ｔｙｐｅ］単位の画像属性情報を記録するフィールドで
あるストリーム属性情報記録フィールド［ｓｔｒｅａｍ＿ａｔｔｒｉｂｕｔｅｓ（）］に
字幕やメニューを構成するＰＧ（プレゼンテーション・グラフィックス）データに関する
属性情報であるＰＧ情報を記録する。
　図２４（ｃ）に示すＰＧ情報記録フィールドである。
【０１６７】
　図２４（ｃ）に示すＰＧ情報記録フィールドには、ストリーム符号化態様［Ｓｔｒｅａ
ｍ＿ｃｏｄｉｎｇ＿ｔｙｐｅ］＝０ｘ９０、すなわち、ストリーム符号化態様がプレゼン
テーション・グラフィックス（ＰＧ）に関することを示す値［０ｘ９０］が記録されてい
る。このストリーム符号化態様［Ｓｔｒｅａｍ＿ｃｏｄｉｎｇ＿ｔｙｐｅ］＝０ｘ９０の
記録フィールドの後に、字幕やメニュー等のＰＧデータに関するＰＧ情報（言語、ＨＤＲ
タイプ、色域（カラースペース）情報等）を記録する。
【０１６８】
　プレイリストファイル内の再生ストリーム情報記録フィールド［ＰｌａｙＬｉｓｔ（）
］に記録されるＰＧ情報記録フィールドの詳細構成例を図２５に示す。
　図２５は、図２４（ｃ）に示すＨＥＶＣ画像情報記録フィールドの詳細を示すシンタッ
クスである。
【０１６９】
　図２５に示すＰＧ情報記録フィールド１５１には、このプレイリストファイルを適用し
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て再生可能な字幕やメニューデータ等のＰＧデータに関する属性情報が記録される。
　具体的には、以下の画像情報を記録する。
　（１）言語コード（ＰＧ＿ｌａｎｇｕａｇｅ＿ｃｏｄｅ）
　（２）ダイナミックレンジ設定情報（ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ）
　（３）色域設定情報（ｃｏｌｏｒ＿ｓｐａｃｅ）
　（４）コンテンツ制作情報（ＩＳＲＣ（））
【０１７０】
　（１）言語コード（ＰＧ＿ｌａｎｇｕａｇｅ＿ｃｏｄｅ）には、字幕テータやメニュー
データの言語、すなわち、日本語、英語、フランス語等の言語を識別する言語識別子を記
録する。
　（２）ダイナミックレンジ設定情報（ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ）には、先に図１７を参照して
説明したダイナミックレンジ情報と同様の情報を記録する。例えば、以下の各値を記録す
る。
　設定値＝００：このプレイリストファイルによる再生対象データを格納したクリップＡ
Ｖストリームファイルに格納されたデータ（字幕データやメニューデータ）がＳＤＲ－Ｐ
Ｇであることを示す。
　設定値＝０１：このプレイリストファイルによる再生対象データを格納したクリップＡ
Ｖストリームファイルに格納されたデータ（字幕データやメニューデータ）がＨＤＲ－タ
イプ１のＰＧデータであることを示す。
　設定値＝１０：このプレイリストファイルによる再生対象データを格納したクリップＡ
Ｖストリームファイルに格納されたデータ（字幕データやメニューデータ）がＨＤＲ－タ
イプ２のＰＧデータであることを示す。
　設定値＝１１：このプレイリストファイルによる再生対象データを格納したクリップＡ
Ｖストリームファイルに格納されたデータ（字幕データやメニューデータ）がＨＤＲ－タ
イプ３のＰＧデータであることを示す。
　あるいは、ダイナミックレンジ設定情報（ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ）記録フィールドを３ビッ
トデータ格納可能な構成として、先に図２０、または図２２を参照して説明したビット情
報を設定する構成としてもよい。
【０１７１】
　（３）色域設定情報（ｃｏｌｏｒ＿ｓｐａｃｅ）には、先に図１８を参照して説明した
色域設定情報と同様の情報を記録する。例えば以下の値を記録する。
　設定値＝００：このプレイリストファイルによる再生対象データを格納したクリップＡ
Ｖストリームファイルの格納データ（字幕データやメニューデータ）の色域設定が、色空
間ＢＴ．７０７によって定義される色空間に対応する色値の出力を可能とした色域設定で
あることを示す。
　設定値＝０１：このプレイリストファイルによる再生対象データを格納したクリップＡ
Ｖストリームファイルの格納データ（字幕データやメニューデータ）の色域設定が、色空
間ＢＴ．２０２０によって定義される色空間に対応する色値の出力を可能とした色域設定
であることを示す。
【０１７２】
　（４）コンテンツ制作情報（ＩＳＲＣ（））には、このプレイリストファイルによる再
生対象コンテンツを制作した国、機関、日時等のコンテンツ制作関連情報が記録される。
【０１７３】
　このように、本実施例１－２では、プレイリストに含まれるプレイアイテム単位の再生
対象データのストリーム情報等を記録した再生ストリーム情報記録フィールド［Ｐｌａｙ
Ｌｉｓｔ（）］にＨＤＲ字幕データやＨＤＲメニューデータであるＨＤＲ－ＰＧデータ対
応の画像情報（属性情報）であるＰＧ情報を記録する。
　再生装置は、この画像情報（ＰＧ情報）を参照して、再生装置に接続された表示装置に
適応したＰＧデータであるか否かを判定し、接続表示装置に適応したＰＧデータを選択し
て再生する処理や、接続再生装置に出力可能なＰＧデータに変換して出力する処理などを
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実行することが可能となる。
【０１７４】
　次に、図２６に示すフローチャートを参照して本実施例１－２において説明したプレイ
リストファイルを記録したディスクから、このプレイリストファイルを利用したデータ再
生を行なう情報処理装置（再生装置）の再生シーケンスについて説明する。
　図２６に示すフローチャートは、データ再生時におけるプレイリストファイルの利用シ
ーケンスを説明するフローチャートである。
【０１７５】
　本実施例１－２では、ディスクに記録されるプレイリストの再生ストリーム情報記録フ
ィールド［ＰｌａｙＬｉｓｔ（）］にＨＤＲ－ＰＧデータ対応の画像情報を記録した構成
である。
【０１７６】
　再生装置のデータ処理部は、図２６に示すフローチャートに従った処理を実行する。
　再生装置のデータ処理部はプログラム実行機能を有するＣＰＵ等を持つデータ処理部を
有し、記憶部に予め格納されたプログラムに従って、図２６に示すフローに従った処理を
実行する。図２６に示すフローの各ステップの処理について、順次、説明する。
【０１７７】
　　（ステップＳ２０１）
　まず、再生装置は、再生装置に接続された表示装置から表示装置情報を取得する。例え
ばＨＤＭＩ（登録商標）ケーブル等を介した通信により、表示装置の表示可能なダイナミ
ックレンジ情報（ＨＤＲ対応か非対応か等）や、出力可能な色域情報（ＢＴ．７０７対応
かＢＴ．２０２０対応か等）などを含む表示装置情報を取得する。
【０１７８】
　　（ステップＳ２０２）
　再生装置は、ステップＳ２０２において、ステップＳ２０１で表示装置から取得した表
示装置情報に基づいて、表示装置がＨＤＲ対応か否かを判定する。
　ＳＤＲテレビ等のＨＤＲ非対応表示装置である場合は、ステップＳ２０２の判定はＮｏ
となり、ステップＳ２０３に進む。
　一方、接続表示装置がＨＤＲテレビ等のＨＤＲ対応表示装置であることが確認された場
合は、ステップＳ２０２の判定はＹｅｓとなり、ステップＳ２０５に進む。
【０１７９】
　　（ステップＳ２０３）
　ステップＳ２０２において、再生装置に接続された表示装置がＨＤＲ非対応表示装置で
あると確認された場合は、ステップＳ２０３において、プレイリストファイルの再生スト
リーム情報記録フィールド［ＰｌａｙＬｉｓｔ（）］からＳＤＲ対応のＰＧ情報を取得す
る。このＰＧ情報は、プレイリストファイルの再生ストリーム情報記録フィールド［Ｐｌ
ａｙＬｉｓｔ（）］のＳＴＮテーブルから取得される。
　例えば、図２４（ｃ）に示すＰＧ情報記録フィールドに記録された情報である。
【０１８０】
　図２４（ｃ）に示すＰＧ情報記録フィールドには、このプレイリストファイルによって
再生されるＳＤＲ－ＰＧを格納したクリップＡＶストリームファイル内のＳＤＲ－ＰＧデ
ータに関するＰＧ情報が記録されている。
　このＰＧ情報には、先に図２５を参照して説明したと同様、以下の情報が含まれる。
　（１）言語コード（ＰＧ＿ｌａｎｇｕａｇｅ＿ｃｏｄｅ）
　（２）ダイナミックレンジ設定情報（ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ）
　（３）色域設定情報（ｃｏｌｏｒ＿ｓｐａｃｅ）
　（４）コンテンツ制作情報（ＩＳＲＣ（））
【０１８１】
　　（ステップＳ２０４）
　再生装置は、ステップＳ２０３で、プレイリストファイルの再生ストリーム情報記録フ
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ィールド［ＰｌａｙＬｉｓｔ（）］から取得したＳＤＲ対応のＰＧ情報に従って、クリッ
プＡＶストリームファイルから取得されるＳＤＲ字幕やＳＤＲメニュー等ＳＤＲ－ＰＧデ
ータの再生、および表示装置に対する出力処理を実行する。
【０１８２】
　ステップＳ２０２（Ｎｏ）～ステップＳ２０３～ステップＳ２０４、これらの一連のス
テップに従った処理は、再生装置に接続されたＳＤＲテレビ等のＨＤＲ非対応表示装置に
対するＳＤＲ画像の出力処理として実行される。
　すなわち、ＳＤＲテレビ等の表示装置の表示機能に応じたＳＤＲ－ＰＧ出力が行われ、
表示装置に適合した字幕やメニュー等のＰＧデータ出力が実行される。
【０１８３】
　　（ステップＳ２０５）
　一方、ステップＳ２０２において、再生装置に接続された表示装置がＨＤＲ対応表示装
置であると確認された場合は、再生装置は、ステップＳ２０５の処理を行なう。
　再生装置は、ステップＳ２０５において、プレイリストファイルの再生制御パラメータ
格納フィールド［ＡｐｐＩｎｆｏＰｌａｙＬｉｓｔ（）］に設定されたＨＤＲフラグの設
定値を取得する。
【０１８４】
　なお、プレイリストファイルの再生制御パラメータ格納フィールド［ＡｐｐＩｎｆｏＰ
ｌａｙＬｉｓｔ（）］には、このプレイリストによる再生対象データにＨＤＲ画像（ＨＤ
Ｒ－ＰＧデータ）が含まれるか否かを示すフラグ（ＨＤＲフラグ）が記録されている。
　例えば、以下の設定のフラグが設定される。
　フラグ設定値＝１：このプレイリストによる再生対象データにＨＤＲ画像（ＨＤＲ－Ｐ
Ｇデータ）が含まれる。
　フラグ設定値＝０：このプレイリストによる再生対象データにＨＤＲ画像（ＨＤＲ－Ｐ
Ｇデータ）が含まれない。
　再生装置のデータ処理部は、このフラグの設定値を確認し、このプレイリストによる再
生対象データにＨＤＲ画像（ＨＤＲ－ＰＧデータ）が含まれるか否かを判定することがで
きる。
【０１８５】
　　（ステップ２０６）
　再生装置は、ステップＳ２０５で取得したＨＤＲフラグの設定値が、プレイリストによ
る再生対象データにＨＤＲ画像（ＨＤＲ－ＰＧデータ）が含まれることを示す値であるか
、含まれないことを示す値であるかを判定する。
　フラグ設定値が、プレイリストによる再生対象データにＨＤＲ画像（ＨＤＲ－ＰＧデー
タ）が含まれることを示す値である場合は、ステップＳ２０７に進む。
　フラグ設定値が、プレイリストによる再生対象データにＨＤＲ画像（ＨＤＲ－ＰＧデー
タ）が含まれないことを示す値である場合は、ステップＳ２０３に進む。
【０１８６】
　フラグ設定値が、プレイリストによる再生対象データにＨＤＲ画像（ＨＤＲ－ＰＧデー
タ）が含まれないことを示す値であり、ステップＳ２０３に進むと、ステップＳ２０３～
Ｓ２０４の処理を実行する。
　すなわち、プレイリストファイルの再生ストリーム情報記録フィールド［ＰｌａｙＬｉ
ｓｔ（）］からＳＤＲ対応のＰＧ情報を取得し、取得したＳＤＲ対応のＰＧ情報に従って
、ＳＤＲ画像（ＳＤＲ－ＰＧデータ）の再生、出力を実行する。
【０１８７】
　　（ステップＳ２０７）
　ステップＳ２０６におけるＨＤＲフラグ設定値の確認処理において、フラグ設定値が、
プレイリストによる再生対象データにＨＤＲ画像（ＨＤＲ－ＰＧデータ）が含まれること
を示す値である場合は、ステップＳ２０７に進む。
　ステップＳ２０７において、再生装置は、プレイリストファイルの再生ストリーム情報
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記録フィールド［ＰｌａｙＬｉｓｔ（）］からＨＤＲ対応のＰＧ情報を取得する。この画
像情報は、プレイリストファイルの再生ストリーム情報記録フィールド［ＰｌａｙＬｉｓ
ｔ（）］のＳＴＮテーブルから取得される。
　例えば、図２４（ｃ）、図２５に示すＰＧ情報記録フィールドに記録された情報である
。
【０１８８】
　図２５を参照して説明したようにＰＧ情報記録フィールドには、このプレイリストファ
イルによって再生されるＨＤＲ－ＰＧデータ（ＨＤＲグラフィックスデータ）を格納した
クリップＡＶストリームファイル内のＨＤＲ－ＰＧデータに関する属性情報として、以下
の情報が記録されている。
　（１）言語コード（ＰＧ＿ｌａｎｇｕａｇｅ＿ｃｏｄｅ）
　（２）ダイナミックレンジ設定情報（ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ）
　（３）色域設定情報（ｃｏｌｏｒ＿ｓｐａｃｅ）
　（４）コンテンツ制作情報（ＩＳＲＣ（））
【０１８９】
　　（ステップＳ２０８）
　再生装置は、ステップＳ２０７で、プレイリストファイルの再生ストリーム情報記録フ
ィールド［ＰｌａｙＬｉｓｔ（）］から取得したＨＤＲ対応のＰＧ情報、すなわちＨＤＲ
グラフィックスデータの属性情報に従って、クリップＡＶストリームファイルから取得さ
れるＨＤＲ字幕データやＨＤＲメニューデータ等のＨＤＲ－ＰＧデータの再生、および表
示装置に対する出力処理を実行する。
【０１９０】
　ステップＳ２０２（Ｎｏ）～ステップＳ２０５～ステップＳ２０６（Ｙｅｓ）～ステッ
プＳ２０７～ステップＳ２０８、これらの一連のステップに従った処理は、再生装置に接
続されたＨＤＲテレビ等のＨＤＲ対応表示装置に対するＨＤＲ－ＰＧデータの出力処理と
して実行される。
　すなわち、ＨＤＲテレビ等の表示装置の表示機能に応じたＨＤＲデータ出力が行われ、
表示装置に適合した字幕やメニュー等のＰＧデータ出力が実行される。
【０１９１】
　なお、図２６に示フローチャートでは、ＨＤＲ－ＰＧデータ（ＨＤＲグラフィックスデ
ータ）またはＳＤＲ－ＰＧデータ（ＳＤＲグラフィックスデータ）、いずれかのＰＧデー
タを表示装置に出力する設定としているが、例えば、ディスクに記録されたコンテンツに
含まれるＰＧデータがＨＤＲ－ＰＧデータのみであり、再生装置に接続された表示装置が
ＨＤＲ非対応（ＳＤＲテレビ等）である場合は、再生装置は、ＨＤＲ－ＰＧデータ（ＨＤ
Ｒグラフィックスデータ）をＳＤＲ－ＰＧデータ（ＳＤＲグラフィックスデータ）に変換
して出力する処理を行なってもよい。あるいは、正常な出力ができない旨のメッセージを
生成して出力する設定としてもよい。
【０１９２】
　また、図２６に示フローチャートでは、
　ＳＤＲ－ＰＧデータと、ＨＤＲ－ＰＧデータの選択的な再生処理を実行する例について
説明しているが、これは、一例であり、例えば、
　（１）ＡＶＣコンテンツ対応のＰＧデータと、ＨＥＶＣコンテンツ対応のＰＧデータ、
　（２）２Ｋコンテンツ（１９２０×１０８０画素）対応のＰＧデータと、４Ｋコンテン
ツ（３８４０×２１６０画素）対応のＰＧデータ、
　（３）色域＝ＢＴ．７０７のコンテンツ対応のＰＧデータと、色域＝Ｂｔ．２０２０の
コンテンツ対応のＰＧデータ、
　例えば、上記の設定の異なるコンテンツの選択再生処理についても、図２６に示すフロ
ーに従って実行可能である。
【０１９３】
　この場合、図２６に示すフローに記載された「ＳＤＲ」と「ＨＤＲ」を以下のように置
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き換えた処理として実行すればよい。
　（１）「ＳＤＲ」→「ＡＶＣ」、「ＨＤＲ」→「ＨＥＶＣ」
　（２）「ＳＤＲ」→「２Ｋ」、「ＨＤＲ」→「４Ｋ」
　（３）「ＳＤＲ」→「ＢＴ．７０７」、「ＨＤＲ」→「ＢＴ．２０２０」
【０１９４】
　　［５．クリップ情報ファイルにＰＧ（プレゼンテーション・グラフィックス）データ
の画像情報（属性情報）を記録した実施例について］
　次に、実施例２として、クリップ情報ファイルにＰＧ（プレゼンテーション・グラフィ
ックス）データの画像情報（属性情報）を記録した実施例について説明する。
　先に図５、図６を参照して説明したように、クリップ情報ファイルは、再生コンテンツ
の格納ファイルであるクリップＡＶストリームファイルに対応付けて設定され、コンテン
ツの再生位置情報等の再生制御情報を格納したファイルである。
【０１９５】
　図２７は、１つのクリップ情報ファイルのデータ構成を示すシンタクスである。
　図２７に示すように、クリップ情報ファイルは、ファイルタイプを示すタイプ情報［ｔ
ｙｐｅ＿ｉｎｄｉｃａｔｏｒ］が記録され、その後に各実体データのスタートアドレス情
報記録フィールド［ＳｅｑｕｅｎｃｅＩｎｆｏＳｔａｒｔＡｄｄｒｅｓｓ］～［Ｅｘｔｅ
ｎｓｉｏｎＤａｔａＳｔａｒｔＡｄｄｒｅｓｓ］が設定されている。
　その後に、各種の実体データの記録フィールドが設定されている。
【０１９６】
　クリップ情報記録フィールド［ＣｌｉｐＩｎｆｏ（）］～拡張データ記録フィールド［
ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤａｔａ（）］は、このクリップ情報ファイルに記録される実質的な
内容が記録される実体データ記録フィールドである。すなわち、実際のストリームを再生
する上で必要となるストリームに関する情報が記録される。
【０１９７】
　実体データの記録フィールドには、以下の各フィールドが設定される。
　（１）クリップストリームタイプ情報や、アプリケーションタイプ情報等のクリップの
属性情報が記録されるクリップ情報記録フィールド［ＣｌｉｐＩｎｆｏ（）］、
　（２）主に再生処理における時間管理情報などのシーケンス情報を記録するシーケンス
情報記録フィールド［ＳｅｑｕｅｎｃｅＩｎｆｏ（）］、
　（３）プログラムマップテーブルの識別情報、プログラムストリーム中のストリーム数
などのプログラム情報を記録するプログラム情報記録フィールド［ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆ
ｏ（）］、
　（４）例えばＩピクチャのプレゼンテーションタイムスタンプ（ＰＴＳ）のＥＰ（エン
トリポイント）の設定されたＥＰマップ等を記録するＣＰＩ記録フィールド［ＣＰＩ（）
］、
　（５）クリップマーク記録フィールド［ＣｌｉｐＭａｒｋ（）］は、現時点ではリザー
ブフィールドに設定されている、
　（６）様々な拡張データを記録可能な拡張データ記録フィールドである［Ｅｘｔｅｎｓ
ｉｏｎＤａｔａ（）］、
【０１９８】
　クリップ情報ファイルに字幕データやメニューデータであるＰＧデータに関する属性情
報（ＰＧ情報）を記録する実施例として、以下の２つのフィールドを用いた画像情報記録
例について、順次説明する。
　（実施例２－１）クリップ情報ファイルの拡張データ記録フィールド［Ｅｘｔｅｎｓｉ
ｏｎＤａｔａ（）］にＰＧデータの画像情報（属性情報）を記録した実施例
　（実施例２－２）クリップ情報ファイルのプログラム情報記録フィールド［Ｐｒｏｇｒ
ａｍＩｎｆｏ（）］にＰＧデータの画像情報（属性情報）を記録した実施例
【０１９９】
　　［５－１．（実施例２－１）クリップ情報ファイルの拡張データ記録フィールド［Ｅ
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ｘｔｅｎｓｉｏｎＤａｔａ（）］にＰＧ（プレゼンテーション・グラフィックス）データ
の画像情報（属性情報）を記録した実施例について］
　まず、クリップ情報ファイルの拡張データ記録フィールド［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤａｔ
ａ（）］にＰＧ（プレゼンテーション・グラフィックス）データの画像情報（属性情報）
情報を記録した実施例について説明する。
【０２００】
　図２８は、クリップ情報ファイルの拡張データ記録フィールド［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤ
ａｔａ（）］のデータ構成を示すシンタックスである。
　この拡張データ記録フィールド［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤａｔａ（）］には、クリップ情
報ファイルの他のフィールドに記述できない様々な拡張データを記録することが可能であ
る。
【０２０１】
　なお、拡張データ記録フィールド［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤａｔａ（）］には、様々な拡
張データが記録されるため、拡張データの識別情報を記録する拡張データ識別データフィ
ールド２１１が設定される。
　この拡張データ識別データフィールド２１１に記録された識別子（ＩＤ１，ＩＤ２）に
よって定義される拡張データが、データブロック２１２に記録される。
【０２０２】
　本実施例では、データブロック２１２に記録する拡張データは、例えば、ＨＤＲ字幕デ
ータやＨＤＲメニューデータであるＨＤＲ－ＰＧデータ関する属性情報（ＰＧ情報）を記
録したプログラム情報［ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆｏ＿ＨＤＲ］である。
【０２０３】
　図２９に示すように、拡張データ記録フィールド［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤａｔａ（）］
に記録する拡張データが、ＨＤＲ－ＰＧデータ対応のプログラム情報［ＰｒｏｇｒａｍＩ
ｎｆｏ＿ＨＤＲ］であることを示す識別情報として、図２９に示すエントリ２２１のよう
に、以下のＩＤを規定する。
　ＩＤ１＝０ｘ０００３
　ＩＤ２＝０ｘ０００２
【０２０４】
　なお、拡張データの種類を定義する拡張データ識別子（ＩＤ１，ＩＤ２）の組み合わせ
として、すでに、
　（ＩＤ１，ＩＤ２）＝（０ｘ０００１，０ｘ０００１）～（０ｘ０００１，０ｘ０００
２）、および、
　（ＩＤ１，ＩＤ２）＝（０ｘ０００２，０ｘ０００１）～（０ｘ０００２，０ｘ０００
６）、
　これらの識別子（ＩＤ１，ＩＤ２）については既に拡張データが定義済みである。
　さらに、前述した実施例１において、図１４を参照して説明したように、
　ＩＤ１＝０ｘ０００３
　ＩＤ２＝０ｘ０００１
　新たに定義済みである。
【０２０５】
　図２９に示すエントリ２２１のＩＤの組み合わせは、現時点で未定義であり、これらの
識別情報（ＩＤ１，ＩＤ２）を、拡張データが、ＨＤＲ－ＰＧデータ対応のプログラム情
報［ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆｏ＿ＨＤＲ］であることを示す拡張データ識別情報として定義
する。
【０２０６】
　データブロック２１２に記録するＨＤＲ－ＰＧ対応のプログラム情報［Ｐｒｏｇｒａｍ
Ｉｎｆｏ＿ＨＤＲ］について、図３０以下を参照して説明する。
　図３０は、クリップ情報ファイルの拡張データ記録フィールド［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤ
ａｔｅ（）］に記録するＨＤＲ－ＰＧ対応のプログラム情報［ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆｏ＿



(38) JP 6508249 B2 2019.5.8

10

20

30

40

50

ＨＤＲ］のデータ構成を示すシンタックス図である。
【０２０７】
　このプログラム情報［ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆｏ＿ＨＤＲ］は、ＨＤＲ字幕データやＨＤ
Ｒメニューデータ等のＨＤＲ－ＰＧデータに対応するプログラム情報［ＰｒｏｇｒａｍＩ
ｎｆｏ＿ＨＤＲ］として、クリップ情報ファイルに追加記録されたデータである。
　このプログラム情報［ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆｏ＿ＨＤＲ］には、ＨＤＲ－ＰＧデータに
関する属性情報が記録される。
【０２０８】
　なお、図２７に示すクリップ情報ファイルに元々設定されたプログラム情報記録フィー
ルド［ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆｏ（）］には、例えばＳＤＲ－ＰＧデータに対応する画像情
報が記録される。
　本実施例では、クリップ情報ファイルに元々設定されたプログラム情報記録フィールド
［ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆｏ（）］以外に、もう１つのＨＤＲ－ＰＧ対応のプログラム情報
［ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆｏ（）］を拡張データ記録フィールドに追加記録する。
　すなわち、本実施例におけるクリップ情報ファイルには、２つのプログラム情報が記録
されることになる。
【０２０９】
　クリップ情報ファイルに元々設定されたプログラム情報記録フィールド［Ｐｒｏｇｒａ
ｍＩｎｆｏ（）］には、例えばＳＤＲ－ＰＧデータに関する属性情報が記録される。
　さらに、クリップ情報ファイルの拡張データ記録フィールド［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤａ
ｔａ（）］に追加記録されるプログラム情報記録フィールド［ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆｏ（
）］には、ＨＤＲ－ＰＧデータに関する属性情報が記録される。
【０２１０】
　図３０に示すプログラム情報記録フィールド［ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆｏ（）］は、拡張
データ記録フィールドに追加記録されるＨＤＲ－ＰＧ対応のプログラム情報記録フィール
ド［ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆｏ（）］であり、この中のストリーム符号化情報記録フィール
ド［ＳｔｒｅａｍＣｏｄｉｎｇＩｎｆｏ（）］２３１に、ＨＤＲ－ＰＧデータに関する画
像情報（属性情報）を記録する。
【０２１１】
　ストリーム符号化情報記録フィールド［ＳｔｒｅａｍＣｏｄｉｎｇＩｎｆｏ（）］２３
１の詳細構成を図３１に示す。
　ストリーム符号化情報記録フィールド［ＳｔｒｅａｍＣｏｄｉｎｇＩｎｆｏ（）］２３
１には、例えば、以下の各情報を記録する。
　（１）ストリーム符号化情報（ＵＨＤ＿ＰＧ＿ｃｏｄｉｎｇ＿ｔｙｐｅ）
　（２）ビデオフォーマット（ｖｉｄｅｏ＿ｆｏｒｍａｔ）
　（３）フレームレート（ｆｒａｍｅ＿ｒａｔｅ）
　（４）アスペクト比（ａｓｐｅｃｔ＿ｒａｔｉｏ）
　（５）コンテンツ制作情報（ＩＳＲＣ（））
　（６）ダイナミックレンジ設定情報（ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ）
　（７）色域設定情報（ｃｏｌｏｒ＿ｓｐａｃｅ）
【０２１２】
　（６）ダイナミックレンジ設定情報（ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ）、および、
　（７）色域設定情報（ｃｏｌｏｒ＿ｓｐａｃｅ）
　これらのデータの値設定例について、図３２を参照して説明する。
　その他のデータ（２）～（５）は、先の実施例１において、図２５を参照して説明した
と同様のデータであるので説明を省略する。
【０２１３】
　図３２には、
　（ａ）ダイナミックレンジ設定情報（ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ）、
　（ｂ）色域設定情報（ｃｏｌｏｒ＿ｓｐａｃｅ）
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　これらの設定値と具体的意味の対応表を示している。
　なお、これらは、先の実施例１において、図１７～図２２を参照して説明したデータと
同様のデータである。
【０２１４】
　（ａ）ダイナミックレンジ設定情報（ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ）の各設定値の意味は以下の通
りである。
　設定値＝００は、クリップＡＶストリームファイルの格納画像（ＨＤＲ－ＰＧデータ）
がＳＤＲ－ＰＧデータであることを示す。
　また、設定値＝０１は、クリップＡＶストリームファイルの格納画像（ＨＤＲ－ＰＧデ
ータ）がＨＤＲ－タイプ１のＨＤＲ－ＰＧデータであることを示す。
　また、設定値＝１０は、クリップＡＶストリームファイルの格納画像（ＨＤＲ－ＰＧデ
ータ）がＨＤＲ－タイプ２のＨＤＲ－ＰＧデータであることを示す。
　また、設定値＝１１は、クリップＡＶストリームファイルの格納画像（ＨＤＲ－ＰＧデ
ータ）がＨＤＲ－タイプ３のＨＤＲ－ＰＧデータであることを示す。
　再生装置は、このダイナミックレンジ設定情報記録フィールドを参照することで、この
クリップ情報ファイルによって再生対象として選択されるクリップＡＶストリームファイ
ルに格納されたＰＧデータのダイナミックレンジの設定態様を確認することが可能となる
。
　あるいは、ダイナミックレンジ設定情報（ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ）記録フィールドを３ビッ
トデータ格納可能な構成として、先に図２０、または図２２を参照して説明したビット情
報を設定する構成としてもよい。
【０２１５】
　（ｂ）色域設定情報（ｃｏｌｏｒ＿ｓｐａｃｅ）の各設定値の意味は以下の通りである
。
　設定値＝００は、クリップＡＶストリームファイルの格納画像（ＰＧデータ）の色域設
定が、色空間ＢＴ．７０７によって定義される色空間に対応する色値の出力を可能とした
色域設定であることを示す。
　また、設定値＝０１は、クリップＡＶストリームファイルの格納画像（ＰＧデータ）の
色域設定が、色空間ＢＴ．２０２０によって定義される色空間に対応する色値の出力を可
能とした色域設定であることを示す。
　また、設定値＝１０，１１はリザーブ領域として設定する。将来的に異なる色空間が利
用される場合に、利用可能である。
　再生装置は、この色域設定情報記録フィールドを参照することで、このクリップ情報フ
ァイルによって再生対象として選択されるクリップＡＶストリームファイルに格納された
ＰＧデータの色域設定態様を確認することが可能となる。
【０２１６】
　次に、図３３に示すフローチャートを参照して本実施例２－１において説明したクリッ
プ情報ファイルを記録したディスクから、このクリップ情報ファイルを利用したデータ再
生を行なう情報処理装置（再生装置）の再生シーケンスについて説明する。
　図３３に示すフローチャートは、データ再生時におけるクリップ情報ファイルの利用シ
ーケンスを説明するフローチャートである。
【０２１７】
　本実施例２－１では、ディスクに記録されるクリップ情報ファイルの拡張データ記録フ
ィールド［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤａｔａ（）］にＨＤＲ－ＰＧデータ対応の画像情報（属
性情報）であるプログラム情報［ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆｏ＿ＨＤＲ］を記録している。
【０２１８】
　具体的には、プログラム情報［ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆｏ＿ＨＤＲ］のストリーム符号化
情報記録フィールド［ＳｔｒｅａｍＣｏｄｉｎｇＩｎｆｏ（）］に図３１を参照して説明
したＨＤＲ－ＰＧデータ対応の様々な画像情報（属性情報）を記録している。
【０２１９】
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　再生装置のデータ処理部は、図３３に示すフローチャートに従った処理を実行する。
　再生装置のデータ処理部はプログラム実行機能を有するＣＰＵ等を持つデータ処理部を
有し、記憶部に予め格納されたプログラムに従って、図３３に示すフローに従った処理を
実行する。図３３に示すフローの各ステップの処理について、順次、説明する。
【０２２０】
　　（ステップＳ３０１）
　まず、再生装置は、再生装置に接続された表示装置から表示装置情報を取得する。例え
ばＨＤＭＩ（登録商標）ケーブル等を介した通信により、表示装置の表示可能なダイナミ
ックレンジ情報（ＨＤＲ対応か非対応か等）や、出力可能な色域情報（ＢＴ．７０７対応
かＢＴ．２０２０対応か等）などを含む表示装置情報を取得する。
【０２２１】
　　（ステップＳ３０２）
　再生装置は、ステップＳ３０２において、ステップＳ３０１で表示装置から取得した表
示装置情報に基づいて、表示装置がＨＤＲ対応か否かを判定する。
　ＳＤＲテレビ等のＨＤＲ非対応表示装置である場合は、ステップＳ３０２の判定はＮｏ
となり、ステップＳ３０３に進む。
　一方、接続表示装置がＨＤＲテレビ等のＨＤＲ対応表示装置であることが確認された場
合は、ステップＳ３０２の判定はＹｅｓとなり、ステップＳ３０５に進む。
【０２２２】
　　（ステップＳ３０３）
　ステップＳ３０２において、再生装置に接続された表示装置がＨＤＲ非対応表示装置で
あると確認された場合は、ステップＳ３０３において、クリップ情報ファイルに予め規定
されている既存フィールドであるプログラム情報記録フィールド［ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆ
ｏ］からＳＤＲ－ＰＧ対応の画像情報（属来情報）を取得する。
【０２２３】
　これらのＳＤＲ－ＰＧ対応の情報は、図２７に示すクリップ情報ファイルに予め規定さ
れている既存フィールドであるプログラム情報記録フィールド［ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆｏ
］から取得される。
　プログラム情報記録フィールド［ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆｏ］からは、ＳＤＲ－ＰＧデー
タに関する画像情報、例えば、ダイナミックレンジ設定情報、色域設定情報等の情報が取
得可能である。
【０２２４】
　　（ステップＳ３０４）
　再生装置は、ステップＳ３０３で、クリップ情報ファイルの既存フィールドから取得し
たＳＤＲ－ＰＧ対応の画像情報（属性情報）に従って、クリップＡＶストリームファイル
から取得されるＳＤＲ字幕データやＳＤＲメニューデータ等のＳＤＲ－ＰＧデータの再生
、および表示装置に対する出力処理を実行する。
【０２２５】
　ステップＳ３０２（Ｎｏ）～ステップＳ３０３～ステップＳ３０４、これらの一連のス
テップに従った処理は、再生装置に接続されたＳＤＲテレビ等のＨＤＲ非対応表示装置に
対するＳＤＲ－ＰＧデータの出力処理として実行される。
　すなわち、ＳＤＲテレビ等の表示装置の表示機能に応じたＳＤＲ字幕やＳＤＲメニュー
等のＳＤＲ－ＰＧデータ出力が行われ、表示装置に適合したデータ出力が実行される。
【０２２６】
　　（ステップＳ３０５）
　一方、ステップＳ３０２において、再生装置に接続された表示装置がＨＤＲ対応表示装
置であると確認された場合は、再生装置は、ステップＳ３０５の処理を行なう。
　再生装置は、ステップＳ３０５において、クリップ情報ファイルのクリップ情報記録フ
ィールド［ＣｌｉｐＩｎｆｏ（）］の記録情報を取得する。
【０２２７】
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　このクリップ情報ファイルのクリップ情報記録フィールド［ＣｌｉｐＩｎｆｏ（）］に
は、先にプレイリストファイルにおいて説明したと同様のＨＤＲフラグが記録されている
。
【０２２８】
　再生装置のデータ処理部は、クリップ情報ファイルのクリップ情報記録フィールド［Ｃ
ｌｉｐＩｎｆｏ（）］のＨＤＲフラグの設定値を確認し、このクリップ情報ファイルによ
る再生対象データにＨＤＲ画像が含まれるか否かを判定することができる。
【０２２９】
　　（ステップＳ３０６）
　再生装置は、ステップＳ３０５で取得したＨＤＲフラグの設定に基づいて、このクリッ
プ情報ファイルによる再生対象データにＨＤＲ画像（ＨＤＲ－ＰＧデータ）が含まれるか
否かを判定する。
　再生対象データにＨＤＲ－ＰＧデータが含まれる場合は、ステップＳ３０７に進む。
　再生対象データにＨＤＲ－ＰＧデータが含まれないことを示す値である場合は、ステッ
プＳ３０３に進む。
【０２３０】
　再生対象データにＨＤＲ－ＰＧデータが含まれない場合は、ステップＳ３０３～Ｓ３０
４の処理を実行する。
　すなわち、クリップ情報ファイルに予め規定されている既存フィールドであるプログラ
ム情報記録フィールド［ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆｏ］からＳＤＲ－ＰＧ対応の画像情報（属
性情報）を取得し、取得したＳＤＲ－ＰＧ対応のＳＴＮテーブルに従って、ＳＤＲ－ＰＧ
（ＳＤＲ字幕やＳＤＲメニュー）の再生、出力を実行する。
【０２３１】
　　（ステップＳ３０７）
　ステップＳ３０６において、再生対象データにＨＤＲ－ＰＧデータが含まれることが確
認された場合は、ステップＳ３０７に進む。
　ステップＳ３０７において、再生装置は、クリップ情報ファイルの拡張データ記録フィ
ールド［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤａｔａ（）］からＨＤＲ－ＰＧデータ対応の画像情報（属
性情報）を取得する。
【０２３２】
　具体的には、クリップ情報ファイルの拡張データ記録フィールド［Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ
Ｄａｔａ（）］に追加記録されたプログラム情報記録フィールド［ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆ
ｏ］からＨＤＲ－ＰＧデータ（ＨＤＲグラフィックスデータ）対応の画像情報（属性情報
）を取得する。
【０２３３】
　拡張データ記録フィールド［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤａｔａ（）］に追加記録されたプロ
グラム情報記録フィールド［ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆｏ］には、先に図３１を参照して説明
したＨＤＲ－ＰＧ（ＨＤＲグラフィックスデータ）に関する画像情報、例えば、ダイナミ
ックレンジ設定情報、色域設定情報等の情報が記録されている。
【０２３４】
　　（ステップＳ３０８）
　再生装置は、ステップＳ３０７で、クリップ情報ファイルの拡張データ記録フィールド
［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤａｔａ（）］から取得したＨＤＲ－ＰＧデータ（ＨＤＲグラフィ
ックスデータ）対応の画像情報に従って、クリップＡＶストリームファイルから取得され
るＨＤＲ字幕データやＨＤＲメニューデータ等のＨＤＲ－ＰＧデータ、すなわちＨＤＲグ
ラフィックスデータの再生、および表示装置に対する出力処理を実行する。
【０２３５】
　ステップＳ３０２（Ｙｅｓ）～ステップＳ３０５～ステップＳ３０６（Ｙｅｓ）～ステ
ップＳ３０７～ステップＳ３０８、これらの一連のステップに従った処理は、再生装置に
接続されたＨＤＲテレビ等のＨＤＲ対応表示装置に対するＨＤＲ－ＰＧの出力処理として
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実行される。
　すなわち、ＨＤＲテレビ等の表示装置の表示機能に応じたＨＤＲ字幕やＨＤＲメニュー
等のＨＤＲ－ＰＧデータ出力が行われ、表示装置に適合したＰＧデータ出力が実行される
。
【０２３６】
　なお、図３３に示フローチャートでは、ＨＤＲ－ＰＧデータ（ＨＤＲグラフィックスデ
ータ）またはＳＤＲ－ＰＧデータ（ＳＤＲグラフィックスデータ）、いずれかのＰＧデー
タを表示装置に出力する設定としているが、例えば、ディスクに記録されたコンテンツに
含まれるＰＧデータがＨＤＲ－ＰＧデータのみであり、再生装置に接続された表示装置が
ＨＤＲ非対応（ＳＤＲテレビ等）である場合は、再生装置は、ＨＤＲ－ＰＧデータ（ＨＤ
Ｒグラフィックスデータ）をＳＤＲ－ＰＧデータ（ＳＤＲグラフィックスデータ）に変換
して出力する処理を行なってもよい。あるいは、正常な出力ができない旨のメッセージを
生成して出力する設定としてもよい。
【０２３７】
　また、図３３に示フローチャートでは、
　ＳＤＲ－ＰＧデータと、ＨＤＲ－ＰＧデータの選択的な再生処理を実行する例について
説明しているが、これは、一例であり、例えば、
　（１）ＡＶＣコンテンツ対応のＰＧデータと、ＨＥＶＣコンテンツ対応のＰＧデータ、
　（２）２Ｋコンテンツ（１９２０×１０８０画素）対応のＰＧデータと、４Ｋコンテン
ツ（３８４０×２１６０画素）対応のＰＧデータ、
　（３）色域＝ＢＴ．７０７のコンテンツ対応のＰＧデータと、色域＝Ｂｔ．２０２０の
コンテンツ対応のＰＧデータ、
　例えば、上記の設定の異なるデータの選択再生処理についても、図３３に示すフローに
従って実行可能である。
【０２３８】
　この場合、図３３に示すフローに記載された「ＳＤＲ」と「ＨＤＲ」を以下のように置
き換えた処理として実行すればよい。
　（１）「ＳＤＲ」→「ＡＶＣ」、「ＨＤＲ」→「ＨＥＶＣ」
　（２）「ＳＤＲ」→「２Ｋ」、「ＨＤＲ」→「４Ｋ」
　（３）「ＳＤＲ」→「ＢＴ．７０７」、「ＨＤＲ」→「ＢＴ．２０２０」
【０２３９】
　　［５－２．（実施例２－２）クリップ情報ファイルのプログラム情報記録フィールド
［ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆｏ（）］にＰＧ（プレゼンテーション・グラフィックス）データ
の画像情報（属性情報）を記録した実施例について］
　次に、実施例２－２として、クリップ情報ファイルのプログラム情報記録フィールド［
ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆｏ（）］にＰＧ（プレゼンテーション・グラフィックス）データの
画像情報（属性情報）を記録した実施例について説明する。
【０２４０】
　先に図２７を参照して説明したように、クリップ情報ファイルには、以下の実体データ
記録フィールドが設定される。
　（１）クリップストリームタイプ情報や、アプリケーションタイプ情報等のクリップの
属性情報が記録されるクリップ情報記録フィールド［ＣｌｉｐＩｎｆｏ（）］、
　（２）主に再生処理における時間管理情報などのシーケンス情報を記録するシーケンス
情報記録フィールド［ＳｅｑｕｅｎｃｅＩｎｆｏ（）］、
　（３）プログラムマップテーブルの識別情報、プログラムストリーム中のストリーム数
などのプログラム情報を記録するプログラム情報記録フィールド［ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆ
ｏ（）］、
　（４）例えばＩピクチャのプレゼンテーションタイムスタンプ（ＰＴＳ）のＥＰ（エン
トリポイント）の設定されたＥＰマップ等を記録するＣＰＩ記録フィールド［ＣＰＩ（）
］、
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　（５）クリップマーク記録フィールド［ＣｌｉｐＭａｒｋ（）］は、現時点ではリザー
ブフィールドに設定されている、
　（６）様々な拡張データを記録可能な拡張データ記録フィールドである［Ｅｘｔｅｎｓ
ｉｏｎＤａｔａ（）］、
【０２４１】
　以下に説明する実施例２－２は、クリップ情報ファイルに含まれるプログラム情報を記
録するプログラム情報記録フィールド［ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆｏ（）］にＨＤＲ－ＰＧデ
ータ対応の画像情報（属性情報）を記録した実施例である。
【０２４２】
　クリップ情報ファイルに含まれるプログラム情報記録フィールド［ＰｒｏｇｒａｍＩｎ
ｆｏ（）］のデータ構成を示すシンタクス図を図３４に示す。
　図３４に示すプログラム情報記録フィールド［ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆｏ（）］は、クリ
ップ情報ファイルに予め設定されたプログラム情報記録フィールド［ＰｒｏｇｒａｍＩｎ
ｆｏ（）］である。
　この中のストリーム符号化情報記録フィールド［ＳｔｒｅａｍＣｏｄｉｎｇＩｎｆｏ（
）］２５１に、ＨＤＲ－ＰＧデータに関する画像情報（属性情報）を記録する。
【０２４３】
　図３５には、以下の各図を示している。
　（ａ）クリップ情報ファイル
　（ｂ）クリップ情報ファイル内のプログラム情報記録フィールド［ＰｒｏｇｒａｍＩｎ
ｆｏ（）］に設定されたストリーム符号化態様［Ｓｔｒｅａｍ＿ｃｏｄｉｎｇ＿ｔｙｐｅ
］単位の画像属性情報を記録するフィールドであるストリーム符号化情報記録フィールド
［ＳｔｒｅａｍＣｏｄｉｎｇＩｎｆｏ（）］
　この図３５（ｂ）のデータ領域が、図３４に示すストリーム符号化情報記録フィールド
［ＳｔｒｅａｍＣｏｄｉｎｇＩｎｆｏ（）］２５１に対応する。
【０２４４】
　本実施例では、このストリーム符号化情報記録フィールド［ＳｔｒｅａｍＣｏｄｉｎｇ
Ｉｎｆｏ（）］２５１にＨＤＲ－ＰＧデータに関する画像情報（属性情報）を記録する。
【０２４５】
　なお、図３５（ｂ）ストリーム属性情報には、ＨＤＲ－ＰＧデータに関する画像情報（
属性情報）の他にも、ＳＤＲ－ＰＧデータに関する画像情報（属性情報）を記録可能であ
る。
　すなわち、図３５（ｂ）ストリーム属性情報には、ストリーム符号化態様［Ｓｔｒｅａ
ｍ＿ｃｏｄｉｎｇ＿ｔｙｐｅ］単位で、複数の画像属性情報を記録することが可能である
。
【０２４６】
　本実施例２－２では、図３４に示すストリーム符号化情報記録フィールド［Ｓｔｒｅａ
ｍＣｏｄｉｎｇＩｎｆｏ（）］２５１内に新たにＨＤＲ－ＰＧデータに関する画像情報（
属性情報）を記録する。
　図３５（ｂ）に示すＰＧ情報記録フィールド２７１である。
　図３５（ｂ）に示すＰＧ情報記録フィールド２７１には、ストリーム符号化態様［Ｓｔ
ｒｅａｍ＿ｃｏｄｉｎｇ＿ｔｙｐｅ］＝０ｘ９０、すなわち、ストリーム符号化態様がプ
レゼンテーション・グラフィックス（ＰＧ）に関することを示す値［０ｘ９０］が記録さ
れている。このストリーム符号化態様［Ｓｔｒｅａｍ＿ｃｏｄｉｎｇ＿ｔｙｐｅ］＝０ｘ
９０の記録フィールドの後に、字幕やメニュー等のＰＧデータに関するＰＧ情報（言語、
ＨＤＲタイプ、色域（カラースペース）情報等）を記録する。
【０２４７】
　クリップ情報ファイル内のストリーム符号化情報記録フィールド［ＳｔｒｅａｍＣｏｄ
ｉｎｇＩｎｆｏ（）］の詳細構成例を図３６に示す。
　図３６は、図３５（ｂ）に示すＰＧ情報記録フィールド２７１の詳細を示すシンタック
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スである。
【０２４８】
　図３６に示すＰＧ情報記録フィールド２７１には、このクリップ情報ファイルを適用し
て再生可能なＨＤＲ字幕データや、ＨＤＲメニューデータ灯のＨＤＲ－ＰＧデータに関す
る画像情報（属性情報）が記録される。
　具体的には、以下の画像情報を記録する。
　（１）ビデオフォーマット（ｖｉｄｅｏ＿ｆｏｒｍａｔ）
　（２）フレームレート（ｆｒａｍｅ＿ｒａｔｅ）
　（３）アスペクト比（ａｓｐｅｃｔ＿ｒａｔｉｏ）
　（４）ダイナミックレンジ設定情報（ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ）
　（５）色域設定情報（ｃｏｌｏｒ＿ｓｐａｃｅ）
　（６）コンテンツ制作情報（ＩＳＲＣ（）］
【０２４９】
　（１）ビデオフォーマット（ｖｉｄｅｏ＿ｆｏｒｍａｔ）には、字幕データやメニュー
データ等のＨＤＲ－ＰＧデータを重畳する対象となる画像データの解像度情報、例えば、
１９２０×１０８０の２Ｋ画像であるか、３８４０×２１６０の４Ｋ画像であるか等の解
像度情報を記録する。
　（２）フレームレート（ｆｒａｍｅ＿ｒａｔｅ）には、字幕データやメニューデータ等
のＨＤＲ－ＰＧデータを重畳する対象となる画像データのフレームレート情報を記録する
。
　（３）アスペクト比（ａｓｐｅｃｔ＿ｒａｔｉｏ）は、字幕データやメニューデータ等
のＨＤＲ－ＰＧデータを重畳する対象となる画像データの出力画像の縦横比、例えば１６
：９、４：３等のアスペクト比を記録する。
　（４）ダイナミックレンジ設定情報（ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ）には、先に図３２を参照して
説明したダイナミックレンジ情報と同様の情報を記録する。例えば、以下の各値を記録す
る。
　設定値＝００は、クリップＡＶストリームファイルの格納画像（ＨＤＲ－ＰＧデータ）
がＳＤＲ－ＰＧデータであることを示す。
　また、設定値＝０１は、クリップＡＶストリームファイルの格納画像（ＨＤＲ－ＰＧデ
ータ）がＨＤＲ－タイプ１のＨＤＲ－ＰＧデータであることを示す。
　また、設定値＝１０は、クリップＡＶストリームファイルの格納画像（ＨＤＲ－ＰＧデ
ータ）がＨＤＲ－タイプ２のＨＤＲ－ＰＧデータであることを示す。
　また、設定値＝１１は、クリップＡＶストリームファイルの格納画像（ＨＤＲ－ＰＧデ
ータ）がＨＤＲ－タイプ３のＨＤＲ－ＰＧデータであることを示す。
　再生装置は、このダイナミックレンジ設定情報記録フィールドを参照することで、この
クリップ情報ファイルによって再生対象として選択されるクリップＡＶストリームファイ
ルに格納されたＰＧデータのダイナミックレンジの設定態様を確認することが可能となる
。
　なお、ダイナミックレンジ設定情報（ＨＤＲ＿ｔｙｐｅ）記録フィールドを３ビットデ
ータ格納可能な構成として、先に図２０、または図２２を参照して説明したビット情報を
設定する構成としてもよい。
【０２５０】
　（５）色域設定情報（ｃｏｌｏｒ＿ｓｐａｃｅ）にも、先に図３２を参照して説明した
色域設定情報と同様の情報を記録する。例えば以下の値を記録する。
　設定値＝００は、クリップＡＶストリームファイルの格納画像（ＰＧデータ）の色域設
定が、色空間ＢＴ．７０７によって定義される色空間に対応する色値の出力を可能とした
色域設定であることを示す。
　また、設定値＝０１は、クリップＡＶストリームファイルの格納画像（ＰＧデータ）の
色域設定が、色空間ＢＴ．２０２０によって定義される色空間に対応する色値の出力を可
能とした色域設定であることを示す。
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　また、設定値＝１０，１１はリザーブ領域として設定する。将来的に異なる色空間が利
用される場合に、利用可能である。
　再生装置は、この色域設定情報記録フィールドを参照することで、このクリップ情報フ
ァイルによって再生対象として選択されるクリップＡＶストリームファイルに格納された
ＰＧデータの色域設定態様を確認することが可能となる。
【０２５１】
　（６）コンテンツ制作情報（ＩＳＲＣ（）］には、このクリップ情報ファイルによる再
生対象コンテンツを制作した国、機関、日時等のコンテンツ制作関連情報が記録される。
【０２５２】
　このように、本実施例２－２では、クリップ情報ファイルに含まれるプログラム情報記
録フィールド［ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆｏ（）］のストリーム符号化情報記録フィールド［
ＳｔｒｅａｍＣｏｄｉｎｇＩｎｆｏ（）］２５１内に新たにＨＤＲ－ＰＧデータ対応の画
像情報（属性情報）を記録する。
　再生装置は、このＨＤＲ－ＰＧデータの画像情報を参照して、再生装置に接続された表
示装置に適応した画像であるか否かを判定し、接続表示装置に適応した画像を選択して再
生する処理や、接続再生装置に出力可能な画像データに変換して出力する処理などを実行
することが可能となる。
【０２５３】
　次に、図３７に示すフローチャートを参照して本実施例２－２において説明したクリッ
プ情報ファイルを記録したディスクから、このクリップ情報ファイルを利用したデータ再
生を行なう情報処理装置（再生装置）の再生シーケンスについて説明する。
　図３７に示すフローチャートは、データ再生時におけるクリップ情報ファイルの利用シ
ーケンスを説明するフローチャートである。
【０２５４】
　本実施例２－２では、ディスクに記録されるクリップ情報ファイルのプログラム情報記
録フィールド［ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆｏ（）］にＨＤＲ－ＰＧデータ対応の画像情報（属
性情報）を記録した構成である。
【０２５５】
　再生装置のデータ処理部は、図３７に示すフローチャートに従った処理を実行する。
　再生装置のデータ処理部はプログラム実行機能を有するＣＰＵ等を持つデータ処理部を
有し、記憶部に予め格納されたプログラムに従って、図３７に示すフローに従った処理を
実行する。図３７に示すフローの各ステップの処理について、順次、説明する。
【０２５６】
　　（ステップＳ４０１）
　まず、再生装置は、再生装置に接続された表示装置から表示装置情報を取得する。例え
ばＨＤＭＩ（登録商標）ケーブル等を介した通信により、表示装置の表示可能なダイナミ
ックレンジ情報（ＨＤＲ対応か非対応か等）や、出力可能な色域情報（ＢＴ．７０７対応
かＢＴ．２０２０対応か等）などを含む表示装置情報を取得する。
【０２５７】
　　（ステップＳ４０２）
　再生装置は、ステップＳ４０２において、ステップＳ４０１で表示装置から取得した表
示装置情報に基づいて、表示装置がＨＤＲ対応か否かを判定する。
　ＳＤＲテレビ等のＨＤＲ非対応表示装置である場合は、ステップＳ４０２の判定はＮｏ
となり、ステップＳ４０３に進む。
　一方、接続表示装置がＨＤＲテレビ等のＨＤＲ対応表示装置であることが確認された場
合は、ステップＳ４０２の判定はＹｅｓとなり、ステップＳ４０５に進む。
【０２５８】
　　（ステップＳ４０３）
　ステップＳ４０２において、再生装置に接続された表示装置がＨＤＲ非対応表示装置で
あると確認された場合は、ステップＳ４０３において、クリップ情報ファイルに予め規定



(46) JP 6508249 B2 2019.5.8

10

20

30

40

50

されている既存フィールドであるプログラム情報記録フィールド［ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆ
ｏ］からＳＤＲ－ＰＧデータ対応の画像情報（属性情報）を取得する。
【０２５９】
　これらのＳＤＲ－ＰＧ対応の情報は、図２７に示すクリップ情報ファイルに予め規定さ
れている既存フィールドであるプログラム情報記録フィールド［ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆｏ
］から取得される。
　プログラム情報記録フィールド［ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆｏ］からは、ＳＤＲ－ＰＧデー
タに関する画像情報、例えば、ダイナミックレンジ設定情報、色域設定情報等の情報が取
得可能である。
【０２６０】
　　（ステップＳ４０４）
　再生装置は、ステップＳ４０３で、クリップ情報ファイルの既存フィールドから取得し
たＳＤＲ－ＰＧデータ対応の画像情報に従って、クリップＡＶストリームファイルから取
得されるＳＤＲ字幕データやＳＤＲメニューデータ等のＳＤＲ－ＰＧデータの再生、およ
び表示装置に対する出力処理を実行する。
【０２６１】
　ステップＳ４０２（Ｎｏ）～ステップＳ４０３～ステップＳ４０４、これらの一連のス
テップに従った処理は、再生装置に接続されたＳＤＲテレビ等のＨＤＲ非対応表示装置に
対するＳＤＲ画像の出力処理として実行される。
　すなわち、ＳＤＲテレビ等の表示装置の表示機能に応じたＳＤＲ字幕データやＳＤＲメ
ニューデータ等のＳＤＲ－ＰＧデータの出力が行われ、表示装置に適合した画像出力が実
行される。
【０２６２】
　　（ステップＳ４０５）
　一方、ステップＳ４０２において、再生装置に接続された表示装置がＨＤＲ対応表示装
置であると確認された場合は、再生装置は、ステップＳ４０５の処理を行なう。
　再生装置は、ステップＳ４０５において、クリップ情報ファイルのクリップ情報記録フ
ィールド［ＣｌｉｐＩｎｆｏ（）］の記録情報を取得する。
【０２６３】
　このクリップ情報ファイルのクリップ情報記録フィールド［ＣｌｉｐＩｎｆｏ（）］に
は、先に先にプレイリストファイルにおいて説明したと同様のＨＤＲフラグが記録されて
いる。
【０２６４】
　再生装置のデータ処理部は、クリップ情報ファイルのクリップ情報記録フィールド［Ｃ
ｌｉｐＩｎｆｏ（）］のＨＤＲフラグの設定値を確認し、このクリップ情報ファイルによ
る再生対象データにＨＤＲ画像が含まれるか否かを判定することができる。
【０２６５】
　　（ステップＳ４０６）
　再生装置は、ステップＳ４０５で取得したＨＤＲフラグの設定に基づいて、このマリッ
プ情報ファイルによる再生対象データにＨＤＲ画像（ＨＤＲ－ＰＧデータ）が含まれるか
否かを判定する。
　再生対象データにＨＤＲ－ＰＧデータが含まれる場合は、ステップ４３０７に進む。
　再生対象データにＨＤＲ－ＰＧデータが含まれないことを示す値である場合は、ステッ
プＳ４０３に進む。
【０２６６】
　再生対象データにＨＤＲ－ＰＧデータが含まれない場合は、ステップＳ４０３～Ｓ４０
４の処理を実行する。
　すなわち、クリップ情報ファイルに予め規定されている既存フィールドであるプログラ
ム情報記録フィールド［ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆｏ］からＳＤＲ－ＰＧ対応の画像情報（属
性情報）を取得し、取得したＳＤＲ－ＰＧ対応のＳＴＮテーブルに従って、ＳＤＲ－ＰＧ



(47) JP 6508249 B2 2019.5.8

10

20

30

40

50

（ＳＤＲ字幕やＳＤＲメニュー）の再生、出力を実行する。
【０２６７】
　　（ステップＳ４０７）
　ステップＳ４０６において、再生対象データにＨＤＲ画像が含まれることが確認された
場合は、ステップＳ４０７に進む。
　ステップＳ４０７において、再生装置は、クリップ情報ファイルに予め規定されている
既存フィールドであるプログラム情報記録フィールド［ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆｏ］から取
得される。
　プログラム情報記録フィールド［ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆｏ］には、図３４～図３６を参
照して説明したように、ＨＤＲ－ＰＧデータに関する画像情報が追加記録されている。こ
こからＨＤＲ－ＰＧ対応の例えば、ダイナミックレンジ設定情報、色域設定情報等の情報
が取得可能である。
【０２６８】
　　（ステップＳ４０８）
　再生装置は、ステップＳ４０７で、クリップ情報ファイルのプログラム情報記録フィー
ルド［ＰｒｏｇｒａｍＩｎｆｏ］から取得したＨＤＲ－ＰＧ対応の画像情報に従って、ク
リップＡＶストリームファイルから取得されるＨＤＲ字幕データやＨＤＲメニューデータ
等のＨＤＲ－ＰＧデータ（ＨＤＲグラフィックスデータ）の再生、および表示装置に対す
る出力処理を実行する。
【０２６９】
　ステップＳ４０２（Ｙｅｓ）～ステップＳ４０５～ステップＳ４０６（Ｙｅｓ）～ステ
ップＳ４０７～ステップＳ４０８、これらの一連のステップに従った処理は、再生装置に
接続されたＨＤＲテレビ等のＨＤＲ対応表示装置に対するＨＤＲ画像の出力処理として実
行される。
　すなわち、ＨＤＲテレビ等の表示装置の表示機能に応じたＨＤＲ字幕やＨＤＲメニュー
等のＨＤＲ－ＰＧデータ（ＨＤＲグラフィックスデータ）の出力が行われ、表示装置に適
合したＰＧデータ出力が実行される。
【０２７０】
　なお、図３７に示フローチャートでは、ＨＤＲ－ＰＧデータ（ＨＤＲグラフィックスデ
ータ）またはＳＤＲ－ＰＧデータ（ＳＤＲグラフィックスデータ）、いずれかのＰＧデー
タを表示装置に出力する設定としているが、例えば、ディスクに記録されたコンテンツに
含まれるＰＧデータがＨＤＲ－ＰＧデータのみであり、再生装置に接続された表示装置が
ＨＤＲ非対応（ＳＤＲテレビ等）である場合は、再生装置は、ＨＤＲ－ＰＧデータ（ＨＤ
Ｒグラフィックスデータ）をＳＤＲ－ＰＧデータ（ＳＤＲグラフィックスデータ）に変換
して出力する処理を行なってもよい。あるいは、正常な出力ができない旨のメッセージを
生成して出力する設定としてもよい。
【０２７１】
　また、図３７に示フローチャートでは、
　ＳＤＲ－ＰＧデータと、ＨＤＲ－ＰＧデータの選択的な再生処理を実行する例について
説明しているが、これは、一例であり、例えば、
　（１）ＡＶＣコンテンツ対応のＰＧデータと、ＨＥＶＣコンテンツ対応のＰＧデータ、
　（２）２Ｋコンテンツ（１９２０×１０８０画素）対応のＰＧデータと、４Ｋコンテン
ツ（３８４０×２１６０画素）対応のＰＧデータ、
　（３）色域＝ＢＴ．７０７のコンテンツ対応のＰＧデータと、色域＝Ｂｔ．２０２０の
コンテンツ対応のＰＧデータ、
　例えば、上記の設定の異なるデータの選択再生処理についても、図３７に示すフローに
従って実行可能である。
【０２７２】
　この場合、図３７に示すフローに記載された「ＳＤＲ」と「ＨＤＲ」を以下のように置
き換えた処理として実行すればよい。
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　（１）「ＳＤＲ」→「ＡＶＣ」、「ＨＤＲ」→「ＨＥＶＣ」
　（２）「ＳＤＲ」→「２Ｋ」、「ＨＤＲ」→「４Ｋ」
　（３）「ＳＤＲ」→「ＢＴ．７０７」、「ＨＤＲ」→「ＢＴ．２０２０」
【０２７３】
　　［６．メディアに対する記録データの生成（オーサリング）、およびデータ記録処理
について］
　上述した実施例では、ディスクに記録されたプレイリストファイルやクリップ情報ファ
イルを用いたＰＧ（プレゼンテーション・グラフィックス）データの再生処理を中心とし
て説明した。
　しかし、本開示の構成は、データ再生処理のみではなく、メディアに対する記録データ
の生成（オーサリング）、およびメディアに対するデータ記録処理、さらにデータを記録
した情報記録媒体も含むものである。
【０２７４】
　例えば、メディアに対する記録データの生成（オーサリング）を実行する情報処理装置
は、上述したプレイリストファイルやクリップ情報ファイルの生成処理を実行する。
　具体的には、ディスクに対する記録データの生成処理を実行するデータ処理部を有し、
データ処理部は、再生データに対応する再生制御情報ファイルとして、以下のデータを含
むファイルの生成処理を実行する。
　再生制御情報ファイルに基づく制御対象データとしてＨＤＲ－ＰＧ（Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎ
ａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ－Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｇｒａｐｈｉｃｓ）データ（ＨＤＲ
グラフィックスデータ）が記録されているか否かを示す識別データ、
　再生制御情報ファイルに基づく制御対象データとしてＨＤＲ－ＰＧデータ（ＨＤＲグラ
フィックスデータ）が含まれる場合は、ＨＤＲ－ＰＧデータ（ＨＤＲグラフィックスデー
タ）の画像情報（属性情報）、
　これらを記録した再生制御情報ファイルを生成する。
【０２７５】
　例えば、データ処理部は、再生制御情報ファイルに基づく制御対象データとしてＨＤＲ
－ＰＧ画像データが記録されているか否かを示す識別データと、
　再生制御情報ファイルに基づく制御対象データとしてＨＤＲ－ＰＧデータが含まれる場
合は、ＨＤＲ－ＰＧデータの画像情報を記録した再生制御情報ファイルを生成する。
　なお、再生制御情報ファイルは、プレイリストファイル、あるいはクリップ情報ファイ
ルであり、前述した実施例において説明したデータを記録した構成を持つ。
【０２７６】
　例えば、ＨＤＲ－ＰＧデータと、ＳＤＲ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎ
ｇｅ）－ＰＧデータ双方の画像情報（属性情報）を記録した１つのプレイリストファイル
や、１つのクリップ情報ファイルを生成する。
【０２７７】
　また、上記の記録データ生成処理によって生成されたデータを記録した情報記録媒体は
、例えば、以下の構成を有する。
　再生用データ格納ファイル、および再生用データ格納ファイルに対応する再生制御情報
ファイルを記録した情報記録媒体であり、
　再生制御情報ファイルは、
　再生制御情報ファイルに基づく制御対象データとしてＨＤＲ－ＰＧデータ（ＨＤＲグラ
フィックスデータ）が記録されているか否かを示す識別データと、
　再生制御情報ファイルに基づく制御対象データとしてＨＤＲ－ＰＧデータが含まれる場
合、ＨＤＲ－ＰＧデータの画像情報（属性情報）を記録データとして有する。
【０２７８】
　このようなデータを記録したディスクの再生を行なう再生装置は、前述の各実施例にお
いて説明したように、再生制御情報ファイルを参照して、ＨＤＲ－ＰＧデータの画像情報
（属性情報）を取得することが可能となる。
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　なお、再生制御情報ファイルは、上述した実施例において説明した記録データを格納し
たプレイリストファイル、またはクリップ情報ファイルである。
【０２７９】
　　［７．情報処理装置の構成例について］
　次に、ディスクの再生装置、記録データの生成装置、データ記録装置、あるいは情報記
録媒体製造装置として適用可能な情報処理装置のハードウェア構成例について、図３８を
参照して説明する。
【０２８０】
　ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）３０１は、ＲＯＭ（Ｒｅ
ａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）３０２、または記憶部３０８に記憶されているプログラ
ムに従って各種の処理を実行するデータ処理部として機能する。例えば、上述した実施例
において説明したシーケンスに従った処理を実行する。ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）３０３には、ＣＰＵ３０１が実行するプログラムやデータなどが記
憶される。これらのＣＰＵ３０１、ＲＯＭ３０２、およびＲＡＭ３０３は、バス３０４に
より相互に接続されている。
【０２８１】
　ＣＰＵ３０１はバス３０４を介して入出力インタフェース３０５に接続され、入出力イ
ンタフェース３０５には、各種スイッチ、キーボード、マウス、マイクロホンなどよりな
る入力部３０６、ディスプレイ、スピーカなどよりなる出力部３０７が接続されている。
ＣＰＵ３０１は、入力部３０６から入力される指令に対応して各種の処理を実行し、処理
結果を例えば出力部３０７に出力する。
【０２８２】
　入出力インタフェース３０５に接続されている記憶部３０８は、例えばハードディスク
等からなり、ＣＰＵ３０１が実行するプログラムや各種のデータを記憶する。通信部３０
９は、インターネットやローカルエリアネットワークなどのネットワークを介したデータ
通信の送受信部、さらに放送波の送受信部として機能し、外部の装置と通信する。
【０２８３】
　入出力インタフェース３０５に接続されているドライブ３１０は、磁気ディスク、光デ
ィスク、光磁気ディスク、あるいはメモリカード等の半導体メモリなどのリムーバブルメ
ディア３１１を駆動し、データの記録あるいは読み取りを実行する。
【０２８４】
　なお、データの符号化あるいは復号は、データ処理部としてのＣＰＵ３０１の処理とし
て実行可能であるが、符号化処理あるいは復号処理を実行するための専用ハードウェアと
してのコーデックを備えた構成としてもよい。
【０２８５】
　　［８．本開示の構成のまとめ］
　以上、特定の実施例を参照しながら、本開示の実施例について詳解してきた。しかしな
がら、本開示の要旨を逸脱しない範囲で当業者が実施例の修正や代用を成し得ることは自
明である。すなわち、例示という形態で本発明を開示してきたのであり、限定的に解釈さ
れるべきではない。本開示の要旨を判断するためには、特許請求の範囲の欄を参酌すべき
である。
【０２８６】
　なお、本明細書において開示した技術は、以下のような構成をとることができる。
　（１）　ディスク記録データの再生処理を実行するデータ処理部を有し、
　前記データ処理部は、
　ディスクに記録された再生データに対応する再生制御情報ファイルを取得し、
　取得した再生制御情報ファイルの記録データに基づいて、ディスクにＨＤＲ（Ｈｉｇｈ
　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）データによって構成されるＨＤＲグラフィックスデータ
が記録されているか否かを判定し、
　さらに、ディスクにＨＤＲグラフィックスデータが記録されている場合は、
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　前記再生制御情報から、ＨＤＲグラフィックスデータの属性情報を取得し、取得した属
性情報に応じて、表示装置に対する出力データの制御を実行する情報処理装置。
【０２８７】
　（２）　前記ＨＤＲグラフィックスデータは、
　ＨＤＲデータによって構成される字幕データ、またはメニュー画面表示データである（
１）に記載の情報処理装置。
【０２８８】
　（３）　前記再生制御情報ファイルは、プレイリストファイルであり、
　前記データ処理部は、
　プレイリストファイルから、ＨＤＲグラフィックスデータの属性情報を取得し、取得し
た属性情報に応じて、表示装置に対する出力データの制御を実行する（１）または（２）
に記載の情報処理装置。
【０２８９】
　（４）　前記データ処理部は、
　プレイリストファイルの拡張データ記録フィールドからＨＤＲグラフィックスデータの
属性情報を取得し、取得した属性情報に応じて、表示装置に対する出力データの制御を実
行する（３）に記載の情報処理装置。
【０２９０】
　（５）　前記データ処理部は、
　プレイリストファイルの拡張データ記録フィールドに記録されたストリームナンバーテ
ーブル（ＳＴＮ）からＨＤＲグラフィックスデータの属性情報を取得し、取得した属性情
報に応じて、表示装置に対する出力データの制御を実行する（４）に記載の情報処理装置
。
【０２９１】
　（６）　前記データ処理部は、
　プレイリストファイルの再生ストリーム情報記録フィールドからＨＤＲグラフィックス
データの属性情報を取得し、取得した属性情報に応じて、表示装置に対する出力データの
制御を実行する（３）に記載の情報処理装置。
【０２９２】
　（７）前記再生制御情報ファイルは、クリップ情報ファイルであり、
　前記データ処理部は、
　クリップ情報ファイルから、ＨＤＲグラフィックスデータの属性情報を取得し、取得し
た属性情報に応じて、表示装置に対する出力データの制御を実行する（１）～（６）いず
れかに記載の情報処理装置。
【０２９３】
　（８）　前記データ処理部は、
　クリップ情報ファイルの拡張データ記録フィールドからＨＤＲグラフィックスデータの
属性情報を取得し、取得した属性情報に応じて、表示装置に対する出力データの制御を実
行する（７）に記載の情報処理装置。
【０２９４】
　（９）　前記データ処理部は、
　クリップ情報ファイルの拡張データ記録フィールドに記録されたＨＤＲグラフィックス
データ対応のプログラム情報からＨＤＲグラフィックスデータの属性情報を取得し、取得
した属性情報に応じて、表示装置に対する出力データの制御を実行する（８）に記載の情
報処理装置。
【０２９５】
　（１０）　前記データ処理部は、
　クリップ情報ファイルのプログラム情報記録フィールドからＨＤＲグラフィックスデー
タの属性情報を取得し、取得した属性情報に応じて、表示装置に対する出力データの制御
を実行する（７）に記載の情報処理装置。
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【０２９６】
　（１１）　メディアに対する記録データの生成処理を実行するデータ処理部を有し、
　前記データ処理部は、
　再生データに対応する再生制御情報ファイルとして、
　前記再生制御情報ファイルに基づく制御対象データとしてＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａ
ｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）データによって構成されるＨＤＲグラフィックスデータが記録され
ているか否かを示す識別データと、
　前記再生制御情報ファイルに基づく制御対象データとしてＨＤＲグラフィックスデータ
が含まれる場合は、ＨＤＲグラフィックスデータの属性情報を記録した再生制御情報ファ
イルを生成する情報処理装置。
【０２９７】
　（１２）　前記ＨＤＲグラフィックスデータは、
　ＨＤＲデータによって構成される字幕データ、またはメニュー画面表示データである（
１１）に記載の情報処理装置。
【０２９８】
　（１３）　前記再生制御情報ファイルは、プレイリストファイルであり、
　前記データ処理部は、
　前記識別データと前記属性情報を記録したプレイリストファイルを生成する（１１）ま
たは（１２）請求項１１に記載の情報処理装置。
【０２９９】
　（１４）　前記データ処理部は、
　プレイリストファイルの制御対象データであるＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒ
ａｎｇｅ）グラフィックスデータと、ＳＤＲ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａ
ｎｇｅ）グラフィックスデータ双方の属性情報を記録した１つのプレイリストファイルを
生成する（１３）に記載の情報処理装置。
【０３００】
　（１５）　前記再生制御情報ファイルは、クリップ情報ファイルであり、
　前記データ処理部は、
　前記識別データと前記属性情報を記録したクリップ情報ファイルを生成する（１１）～
（１４）いずれかに記載の情報処理装置。
【０３０１】
　（１６）　前記データ処理部は、
　クリップ情報ファイルの制御対象データであるＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒ
ａｎｇｅ）グラフィックスデータと、ＳＤＲ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａ
ｎｇｅ）グラフィックスデータ双方の属性情報を記録した１つのクリップ情報ファイルを
生成する（１５）に記載の情報処理装置。
【０３０２】
　（１７）　再生用データ格納ファイル、および前記再生用データ格納ファイルに対応す
る再生制御情報ファイルを記録した情報記録媒体であり、
　前記再生制御情報ファイルは、
　前記再生制御情報ファイルに基づく制御対象データとしてＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａ
ｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）データによって構成されるＨＤＲグラフィックスデータが記録され
ているか否かを示す識別データと、
　前記再生制御情報ファイルに基づく制御対象データとしてＨＤＲグラフィックスデータ
が含まれる場合は、ＨＤＲグラフィックスデータの属性情報を記録データとして有し、
　前記再生用データを再生する再生装置が、
　前記再生制御情報ファイルを参照して、ＨＤＲグラフィックスデータの属性情報を取得
可能とした構成を有する情報記録媒体。
【０３０３】
　（１８）　前記再生制御情報ファイルは、プレイリストファイル、またはクリップ情報
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ファイルである（１７）に記載の情報記録媒体。
【０３０４】
　（１９）　情報処理装置において実行する情報処理方法であり、
　前記情報処理装置は、ディスク記録データの再生処理を実行するデータ処理部を有し、
　前記データ処理部が、
　ディスクに記録された再生データに対応する再生制御情報ファイルを取得し、
　取得した再生制御情報ファイルの記録データに基づいて、ディスクにＨＤＲ（Ｈｉｇｈ
　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）データによって構成されるＨＤＲグラフィックスデータ
が記録されているか否かを判定し、
　さらに、ディスクにＨＤＲグラフィックスデータが記録されている場合は、
　前記再生制御情報から、ＨＤＲグラフィックスデータの属性情報を取得し、取得した属
性情報に応じて、表示装置に対する出力データの制御を実行する情報処理方法。
【０３０５】
　（２０）　情報処理装置において情報処理を実行させるプログラムであり、
　前記情報処理装置は、ディスク記録データの再生処理を実行するデータ処理部を有し、
　前記プログラムは、前記データ処理部に、
　ディスクに記録された再生データに対応する再生制御情報ファイルを取得する処理と、
　取得した再生制御情報ファイルの記録データに基づいて、ディスクにＨＤＲ（Ｈｉｇｈ
　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）データによって構成されるＨＤＲグラフィックスデータ
が記録されているか否かを判定する処理と、
　さらに、ディスクにＨＤＲグラフィックスデータが記録されている場合は、
　前記再生制御情報から、ＨＤＲグラフィックスデータの属性情報を取得し、取得した属
性情報に応じて、表示装置に対する出力データの制御を実行させるプログラム。
【０３０６】
　また、明細書中において説明した一連の処理はハードウェア、またはソフトウェア、あ
るいは両者の複合構成によって実行することが可能である。ソフトウェアによる処理を実
行する場合は、処理シーケンスを記録したプログラムを、専用のハードウェアに組み込ま
れたコンピュータ内のメモリにインストールして実行させるか、あるいは、各種処理が実
行可能な汎用コンピュータにプログラムをインストールして実行させることが可能である
。例えば、プログラムは記録媒体に予め記録しておくことができる。記録媒体からコンピ
ュータにインストールする他、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、イン
ターネットといったネットワークを介してプログラムを受信し、内蔵するハードディスク
等の記録媒体にインストールすることができる。
【０３０７】
　なお、明細書に記載された各種の処理は、記載に従って時系列に実行されるのみならず
、処理を実行する装置の処理能力あるいは必要に応じて並列的にあるいは個別に実行され
てもよい。また、本明細書においてシステムとは、複数の装置の論理的集合構成であり、
各構成の装置が同一筐体内にあるものには限らない。
【産業上の利用可能性】
【０３０８】
　以上、説明したように、本開示の一実施例の構成によれば、プレイリストファイルやク
リップ情報ファイルから、ＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）データの属
性情報を取得して表示装置に応じた画像再生が実現される。
　具体的には、ディスク記録データの再生処理を実行するデータ処理部は、ディスクに記
録された再生データに対応する再生制御情報ファイルであるプレイリストファイルやクリ
ップ情報ファイルを取得し、これらのファイルの記録データに基づいて、ディスクにＨＤ
Ｒグラフィックスデータが記録されているか否かを判定し、さらに、ディスクにＨＤＲグ
ラフィックスデータが記録されている場合は、再生制御情報から、ＨＤＲグラフィックス
データの属性情報を取得し、取得情報に応じて、表示装置に対する出力データの制御を実
行する。
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　本構成により、プレイリストファイルやクリップ情報ファイルから、ＨＤＲグラフィッ
クスデータの属性情報を取得して表示装置に応じた画像再生が実現される。
【符号の説明】
【０３０９】
　　１０　情報記録媒体（ディスク）
　　２０　情報処理装置
　　３１　ＨＤＲ非対応表示装置（ＳＤＲレビ）
　　３２　ＨＤＲ対応表示装置（ＨＤＲテレビ）
　　５１　管理情報設定部
　　５２　データ部
　３０１　ＣＰＵ
　３０２　ＲＯＭ
　３０３　ＲＡＭ
　３０４　バス
　３０５　入出力インタフェース
　３０６　入力部
　３０７　出力部
　３０８　記憶部
　３０９　通信部
　３１０　ドライブ
　３１１　リムーバブルメディア

【図１】 【図２】
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