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(57)【要約】
情報記録媒体に格納された画像のタイプと、表示装置の
表示機能情報に応じて、記録媒体から表示可能な画像を
取得して表示装置に出力する。情報記録媒体からのデー
タ再生を実行するデータ処理部が、再生データ表示処理
を行なう表示装置からＨＤＲ１、ＨＤＲ２、ＳＤＲ各画
像の表示機能情報を入力し、情報記録媒体に記録された
データベースファイルから、情報記録媒体に記録された
画像データにＨＤＲ１、ＨＤＲ２、ＳＤＲ各画像が含ま
れるか否かを示すＨＤＲ識別情報を取得し、取得した表
示装置機能情報とＨＤＲ識別情報との対比結果に基づい
て、表示装置において表示可能な画像データを情報記録
媒体から読み取り、表示装置に出力する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報記録媒体の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、
　前記情報記録媒体からの再生データの表示処理を行なう表示装置から、ＨＤＲ（Ｈｉｇ
ｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像の表示機能情報を含む表示装置情報を入力し、
　前記情報記録媒体に記録されたデータベースファイルから、情報記録媒体に記録された
画像データにＨＤＲ画像が含まれるか否かを示すＨＤＲ識別情報を取得し、
　前記表示装置情報と、前記ＨＤＲ識別情報との対比結果に基づいて、前記表示装置に表
示可能な画像データを前記情報記録媒体から読み取り、前記表示装置に出力する情報処理
装置。
【請求項２】
　前記表示装置情報は、
　画像タイプの異なるＨＤＲ１画像とＨＤＲ２画像、さらに、ＳＤＲ（Ｓｔａｎｄａｒｄ
　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像各々についての表示機能を表示装置が有するか否か
の情報を含む情報であり、
　前記ＨＤＲ識別情報は、
　前記情報記録媒体に、ＨＤＲ１画像、ＨＤＲ２画像、ＳＤＲ画像のいずれのタイプの画
像データが記録されているかを示す情報を含む情報であり、
　前記データ処理部は、
　前記表示装置情報と、前記ＨＤＲ識別情報との対比結果に基づいて、前記表示装置に表
示可能なＨＤＲ画像、またはＳＤＲ画像のいずれかを出力する請求項１に記載の情報処理
装置。
【請求項３】
　前記ＨＤＲ２画像は、ＳＤＲ画像のみ表示可能な表示装置においても擬似ＳＤＲ画像と
して表示可能な画像データであり、
　前記データ処理部は、
　前記表示装置情報に基づいて、前記表示装置がＳＤＲ画像のみ表示可能な表示装置であ
ることが確認され、
　前記ＨＤＲ識別情報に基づいて、情報記録媒体に記録された画像がＳＤＲ画像、または
ＨＤＲ２画像であることが確認された場合、
　情報記録媒体に記録されたＳＤＲ画像、またはＨＤＲ２画像を前記表示装置に出力する
請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記ＨＤＲ１画像は、ＳＤＲ画像のみ表示可能な表示装置においては、正常な表示がで
きない画像データであり、
　前記データ処理部は、
　前記表示装置情報に基づいて、前記表示装置がＳＤＲ画像のみ表示可能な表示装置であ
ることが確認され、
　前記ＨＤＲ識別情報に基づいて、情報記録媒体に記録された画像がＨＤＲ１画像である
ことが確認された場合、
　情報記録媒体から読み取ったＨＤＲ１画像をＳＤＲ画像に変換して前記表示装置に出力
する請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記データベースファイルは、
　Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク・フォーマットにおいて規定されるインデックス
ファイル、またはプレイリストファイル、またはクリップ情報ファイルのいずれかのデー
タファイルである請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記データ処理部は、
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　前記情報記録媒体に記録された画像データの表示処理に適用する再生データ情報を前記
表示装置に送信する構成であり、
　前記再生データ情報には、画像データの表示処理に適用する信号変換関数識別情報を含
む請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　情報記録媒体に対するデータ記録を実行するデータ処理部を有し、
　前記データ処理部は、
　前記情報記録媒体の記録画像データとして、画像タイプの異なるＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄ
ｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）１画像、ＨＤＲ２画像、ＳＤＲ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｄｙｎ
ａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像のいずれが含まれるかを示すＨＤＲ識別情報を格納したデー
タベースファイルを生成して情報記録媒体に記録する情報処理装置。
【請求項８】
　前記データベースファイルは、
　Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク・フォーマットにおいて規定されるインデックス
ファイル、またはプレイリストファイル、またはクリップ情報ファイルのいずれかのデー
タファイルである請求項７に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記データ処理部は、
　インデックスファイルには、情報記録媒体の記録データ全体に関するＨＤＲ識別情報を
記録し、
　プレイリストファイルには、プレイリストファイルによる再生対象データ単位のＨＤＲ
識別情報を記録し、
　クリップ情報ファイルには、クリップ情報ファイルに対応付けられた再生データ単位の
ＨＤＲ識別情報を記録する請求項８に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　画像データを格納した再生データファイルと、
　前記再生データファイルに格納された画像データとして、画像タイプの異なるＨＤＲ（
Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）１画像、ＨＤＲ２画像、ＳＤＲ（Ｓｔａｎｄａ
ｒｄ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像のいずれが含まれるかを示すＨＤＲ識別情報を
格納したデータベースファイルを記録データとして含み、
　再生装置が、前記ＨＤＲ識別情報を参照して、再生データを表示する表示装置の表示機
能に適合したタイプの画像データを選択再生することを可能とした情報記録媒体。
【請求項１１】
　前記データベースファイルは、
　Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク・フォーマットにおいて規定されるインデックス
ファイル、またはプレイリストファイル、またはクリップ情報ファイルのいずれかのデー
タファイルである請求項１０に記載の情報記録媒体。
【請求項１２】
　前記インデックスファイルは、情報記録媒体の記録データ全体に関するＨＤＲ識別情報
を格納し、
　前記プレイリストファイルは、プレイリストファイルによる再生対象データ単位のＨＤ
Ｒ識別情報を格納し、
　クリップ情報ファイルは、クリップ情報ファイルに対応付けられた再生データ単位のＨ
ＤＲ識別情報を格納した構成である請求項１１に記載の情報記録媒体。
【請求項１３】
　情報記録媒体の記録データの再生処理を実行する再生装置とのデータ送受信を実行する
通信部と、
　データ処理部を有し、
　前記データ処理部は、
　ＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像の表示機能情報を含む表示装置
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情報を生成して、前記再生装置に出力する表示装置。
【請求項１４】
　前記表示装置情報は、
　画像タイプの異なるＨＤＲ１画像とＨＤＲ２画像、さらに、ＳＤＲ（Ｓｔａｎｄａｒｄ
　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像各々についての表示機能を表示装置が有するか否か
の情報を含む情報である請求項１３に記載の表示装置。
【請求項１５】
　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、情報記録媒体の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、
　前記情報記録媒体からの再生データの表示処理を行なう表示装置から、ＨＤＲ（Ｈｉｇ
ｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像の表示機能情報を含む表示装置情報を入力し、
　前記情報記録媒体に記録されたデータベースファイルから、情報記録媒体に記録された
画像データにＨＤＲ画像が含まれるか否かを示すＨＤＲ識別情報を取得し、
　前記表示装置情報と、前記ＨＤＲ識別情報との対比結果に基づいて、前記表示装置に表
示可能な画像データを前記情報記録媒体から読み取り、前記表示装置に出力する情報処理
方法。
【請求項１６】
　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、情報記録媒体に対するデータ記録を実行するデータ処理部を有し
、
　前記データ処理部が、
　前記情報記録媒体の記録画像データとして、画像タイプの異なるＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄ
ｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）１画像、ＨＤＲ２画像、ＳＤＲ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｄｙｎ
ａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像のいずれが含まれるかを示すＨＤＲ識別情報を格納したデー
タベースファイルを生成して情報記録媒体に記録する情報処理方法。
【請求項１７】
　表示装置において実行する情報処理方法であり、
　前記表示装置は、情報記録媒体の記録データの再生処理を実行する再生装置とのデータ
送受信を実行する通信部と、
　データ処理部を有し、
　前記データ処理部が、
　ＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像の表示機能情報を含む表示装置
情報を生成して、前記再生装置に出力する情報処理方法。
【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、情報記録媒体の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、
　前記情報記録媒体からの再生データの表示処理を行なう表示装置から、ＨＤＲ（Ｈｉｇ
ｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像の表示機能情報を含む表示装置情報を入力する処
理と、
　前記情報記録媒体に記録されたデータベースファイルから、情報記録媒体に記録された
画像データにＨＤＲ画像が含まれるか否かを示すＨＤＲ識別情報を取得する処理と、
　前記表示装置情報と、前記ＨＤＲ識別情報との対比結果に基づいて、前記表示装置に表
示可能な画像データを前記情報記録媒体から読み取り、前記表示装置に出力する処理を実
行させるプログラム。
【請求項１９】
　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、
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　前記情報処理装置は、情報記録媒体に対するデータ記録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、
　前記情報記録媒体の記録画像データとして、画像タイプの異なるＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄ
ｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）１画像、ＨＤＲ２画像、ＳＤＲ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｄｙｎ
ａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像のいずれが含まれるかを示すＨＤＲ識別情報を格納したデー
タベースファイルを生成して情報記録媒体に記録する処理を実行させるプログラム。
【請求項２０】
　表示装置において情報処理を実行させるプログラムであり、
　前記表示装置は、情報記録媒体の記録データの再生処理を実行する再生装置とのデータ
送受信を実行する通信部と、
　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、
　ＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像の表示機能情報を含む表示装置
情報を生成して、前記再生装置に出力する処理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、表示装置、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、高ダイナミックレンジ画像であるＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　
Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像を表示するための制御を行う情報処理装置、表示装置
、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】
　現在、放送規格の策定機関であるＩＴＵ－Ｒ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｌｅ
ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｕｎｉｏｎ－Ｒａｄｉｏ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ
　ｓｅｃｔｏｒ）では、テレビ等のディスプレイに出力する画像等の色域やコントラスト
比（ダイナミックレンジ）を拡張したＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）
画像についての規格策定を進めている。
【０００３】
　ＨＤＲは、現在、広く利用されているＳＤＲ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒ
ａｎｇｅ）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表現が可能である。
【０００４】
　現在、規格化予定のＨＤＲ画像出力方式として、少なくとも２種類の方式が規格化され
る見込みである。
　具体的には、以下の２つの方式についての規格化予定がある。
　（ａ）アプリケーション１（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ１）
　（ｂ）アプリケーション２（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ２）
【０００５】
　（ａ）アプリケーション１（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ１）は、ＳＭＰＴＥ（米国映画テ
レビ技術者協会）の規格として規定されたＳＭＰＴＥ　２０８４曲線を信号変換関数（光
電変換関数／電光変換関数）として用いたＨＤＲ方式である。
　一方、（ｂ）アプリケーション２（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ２）は、ガンマ曲線と、対
数（ｌｏｇ）曲線とを組み合わせたＨＬＧ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ｌｏｇ－Ｇａｍｍａ）曲線を
信号変換関数（光電変換関数／電光変換関数）として用いたＨＤＲ方式である。
【０００６】
　一方、ＳＤＲ画像やＨＤＲ画像の記憶媒体として利用可能な情報記録媒体（メディア）
として、例えばＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）　Ｄｉｓｃ）がある。
　ＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）　Ｄｉｓｃ）の規格化団体であるＢＤＡ（Ｂｌｕ－
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ｒａｙ（登録商標）　Ｄｉｓｃ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）は、既に、ＨＤＲ画像に相当
する超高精細画像［ＵＨＤ（Ｕｌｔｒａ　Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｔｉｏｎ）画像］の記録
、再生規格を規定している。
　なお、ＢＤを利用した超高精細画像データの記録再生処理については、例えば特許文献
１（特開２０１１－０２３０７１号公報）等に記載がある。
【０００７】
　既に策定済みのＢＤ規格では、上記の２つのＨＤＲ方式中、
　（ａ）アプリケーション１（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ１）
　上記の１つのＨＤＲ方式のみを規定している。
　ただし、将来的には、上記の（ｂ）アプリケーション２（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ２）
についての規格化について検討される可能性がある。
【０００８】
　アプリケーション１タイプと、アプリケーション２タイプでは、テレビ等の表示装置に
おいて実行する信号処理が異なる。従って、例えば、ＢＤに記録されたＨＤＲ画像を再生
するＢＤプレーヤとテレビを接続し、テレビにＢＤ再生データを表示する場合、テレビは
再生データがアプリケーション１タイプであるか、アプリケーション２タイプであるかを
予め知る必要がある。
　また、ＢＤプレーヤも、接続されたテレビがＨＤＲのどのタイプを再生可能なテレビで
あるかを予め把握した上で、テレビの表示可能な画像データを出力するといった処理が必
要となる。
【０００９】
　しかし、現在、これらの情報をＢＤプレーヤとテレビ等の表示装置間で把握するための
方法や規定は存在しない。
　従って、ＢＤプレーヤとテレビを接続して、ＢＤからの再生データをテレビに表示しよ
うとしても、正常な画像表示がなされない可能性がある。
【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、例えば、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、ＢＤ等の情報記録媒体
からデータ再生を実行する再生装置と、再生データを表示する表示装置との間で、正常な
ＨＤＲ画像の再生および表示に必要となる情報を相互に取得し、正常な画像の再生および
表示を実現する情報処理装置、表示装置、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、
　情報記録媒体の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、
　前記情報記録媒体からの再生データの表示処理を行なう表示装置から、ＨＤＲ（Ｈｉｇ
ｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像の表示機能情報を含む表示装置情報を入力し、
　前記情報記録媒体に記録されたデータベースファイルから、情報記録媒体に記録された
画像データにＨＤＲ画像が含まれるか否かを示すＨＤＲ識別情報を取得し、
　前記表示装置情報と、前記ＨＤＲ識別情報との対比結果に基づいて、前記表示装置に表
示可能な画像データを前記情報記録媒体から読み取り、前記表示装置に出力する情報処理
装置にある。
【００１３】



(7) JP WO2017/145722 A1 2017.8.31

10

20

30

40

50

　さらに、本開示の第２の側面は、
　情報記録媒体に対するデータ記録を実行するデータ処理部を有し、
　前記データ処理部は、
　前記情報記録媒体の記録画像データとして、画像タイプの異なるＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄ
ｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）１画像、ＨＤＲ２画像、ＳＤＲ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｄｙｎ
ａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像のいずれが含まれるかを示すＨＤＲ識別情報を格納したデー
タベースファイルを生成して情報記録媒体に記録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、
　画像データを格納した再生データファイルと、
　前記再生データファイルに格納された画像データとして、画像タイプの異なるＨＤＲ（
Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）１画像、ＨＤＲ２画像、ＳＤＲ（Ｓｔａｎｄａ
ｒｄ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像のいずれが含まれるかを示すＨＤＲ識別情報を
格納したデータベースファイルを記録データとして含み、
　再生装置が、前記ＨＤＲ識別情報を参照して、再生データを表示する表示装置の表示機
能に適合したタイプの画像データを選択再生することを可能とした情報記録媒体にある。
【００１５】
　さらに、本開示の第４の側面は、
　情報記録媒体の記録データの再生処理を実行する再生装置とのデータ送受信を実行する
通信部と、
　データ処理部を有し、
　前記データ処理部は、
　ＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像の表示機能情報を含む表示装置
情報を生成して、前記再生装置に出力する表示装置にある。
【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、情報記録媒体の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、
　前記情報記録媒体からの再生データの表示処理を行なう表示装置から、ＨＤＲ（Ｈｉｇ
ｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像の表示機能情報を含む表示装置情報を入力し、
　前記情報記録媒体に記録されたデータベースファイルから、情報記録媒体に記録された
画像データにＨＤＲ画像が含まれるか否かを示すＨＤＲ識別情報を取得し、
　前記表示装置情報と、前記ＨＤＲ識別情報との対比結果に基づいて、前記表示装置に表
示可能な画像データを前記情報記録媒体から読み取り、前記表示装置に出力する情報処理
方法にある。
【００１７】
　さらに、本開示の第６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、情報記録媒体に対するデータ記録を実行するデータ処理部を有し
、
　前記データ処理部が、
　前記情報記録媒体の記録画像データとして、画像タイプの異なるＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄ
ｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）１画像、ＨＤＲ２画像、ＳＤＲ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｄｙｎ
ａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像のいずれが含まれるかを示すＨＤＲ識別情報を格納したデー
タベースファイルを生成して情報記録媒体に記録する情報処理方法にある。
【００１８】
　さらに、本開示の第７の側面は、
　表示装置において実行する情報処理方法であり、
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　前記表示装置は、情報記録媒体の記録データの再生処理を実行する再生装置とのデータ
送受信を実行する通信部と、
　データ処理部を有し、
　前記データ処理部が、
　ＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像の表示機能情報を含む表示装置
情報を生成して、前記再生装置に出力する情報処理方法にある。
【００１９】
　さらに、本開示の第８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、情報記録媒体の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、
　前記情報記録媒体からの再生データの表示処理を行なう表示装置から、ＨＤＲ（Ｈｉｇ
ｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像の表示機能情報を含む表示装置情報を入力する処
理と、
　前記情報記録媒体に記録されたデータベースファイルから、情報記録媒体に記録された
画像データにＨＤＲ画像が含まれるか否かを示すＨＤＲ識別情報を取得する処理と、
　前記表示装置情報と、前記ＨＤＲ識別情報との対比結果に基づいて、前記表示装置に表
示可能な画像データを前記情報記録媒体から読み取り、前記表示装置に出力する処理を実
行させるプログラムにある。
【００２０】
　さらに、本開示の第９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、情報記録媒体に対するデータ記録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、
　前記情報記録媒体の記録画像データとして、画像タイプの異なるＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄ
ｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）１画像、ＨＤＲ２画像、ＳＤＲ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｄｙｎ
ａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像のいずれが含まれるかを示すＨＤＲ識別情報を格納したデー
タベースファイルを生成して情報記録媒体に記録する処理を実行させるプログラムにある
。
【００２１】
　さらに、本開示の第１０の側面は、
　表示装置において情報処理を実行させるプログラムであり、
　前記表示装置は、情報記録媒体の記録データの再生処理を実行する再生装置とのデータ
送受信を実行する通信部と、
　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、
　ＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像の表示機能情報を含む表示装置
情報を生成して、前記再生装置に出力する処理を実行させるプログラムにある。
【００２２】
　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。
【００２３】
　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
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ない。
【発明の効果】
【００２４】
　本開示の一実施例の構成によれば、情報記録媒体に格納された画像のタイプと、表示装
置の表示機能情報に応じて、記録媒体から表示可能な画像を取得して表示装置に出力する
構成が実現される。
　具体的には、情報記録媒体からのデータ再生を実行するデータ処理部が、再生データ表
示処理を行なう表示装置からＨＤＲ１、ＨＤＲ２、ＳＤＲ各画像の表示機能情報を入力し
、情報記録媒体に記録されたデータベースファイルから、情報記録媒体に記録された画像
データにＨＤＲ１、ＨＤＲ２、ＳＤＲ各画像が含まれるか否かを示すＨＤＲ識別情報を取
得し、取得した表示装置機能情報とＨＤＲ識別情報との対比結果に基づいて、表示装置に
おいて表示可能な画像データを情報記録媒体から読み取り、表示装置に出力する。
　本構成により、情報記録媒体に格納された画像のタイプと、表示装置の表示機能情報に
応じて、記録媒体から表示可能な画像を取得して表示装置に出力する構成が実現される。
　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】
【００２５】
【図１】複数の画像タイプについて説明する図である。
【図２】情報記録媒体、再生せ装置、表示装置の組み合わせについて説明する図である。
【図３】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４】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５】ＨＤＲ識別情報の格納ファイルと格納データについて説明する図である。
【図６】インデックスファイルのデータ構成について説明する図である。
【図７】インデックスファイルの拡張データ記録領域に記録される拡張データ対応の識別
子について説明する図である。
【図８】インデックスファイルの拡張データ記録領域のデータ構成について説明する図で
ある。
【図９】インデックスファイルの拡張データ記録領域に記録されるＨＤＲ識別情報の例に
ついて説明する図である。
【図１０】プレイリストファイルのデータ構成について説明する図である。
【図１１】プレイリストファイルの拡張データ記録領域のデータ構成について説明する図
である。
【図１２】プレイリストファイルの拡張データ記録領域に記録されるＨＤＲ識別情報の例
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領域に記録されるＨＤＲ識別情報につ
いて説明する図である。
【図１４】プレイリストファイルの拡張データ記録領域に記録されるＨＤＲ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領域に記録されるＨＤＲ識別情報につ
いて説明する図である。
【図１６】プレイリストファイルの拡張データ記録領域に記録されるＨＤＲ識別情報につ
いて説明する図である。
【図１７】クリップ情報ファイルの拡張データ記録領域のデータ構成について説明する図
である。
【図１８】クリップ情報ファイルの拡張データ記録領域に記録されるＨＤＲ識別情報の例
について説明する図である。
【図１９】クリップ情報ファイルの拡張データ記録領域に記録されるＨＤＲ識別情報につ
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いて説明する図である。
【図２０】再生装置と表示装置間で転送されるデータについて説明する図である。
【図２１】表示装置から再生装置に送信される表示装置機能情報（ＥＤＩＤ）の具体例に
ついて説明する図である。
【図２２】表示装置から再生装置に送信される表示装置機能情報（ＥＤＩＤ）の具体例に
ついて説明する図である。
【図２３】再生装置における表示装置機能情報（ＥＤＩＤ）の記憶部（ＰＳＲ）に対する
記録例について説明する図である。
【図２４】再生装置から表示装置に送信される再生データ情報としてのインフォフレーム
のデータ構成について説明する図である。
【図２５】再生装置から表示装置に送信される再生データ情報としてのインフォフレーム
に格納されるプレイリスト記録情報について説明する図である。
【図２６】情報記録媒体に対するデータ記録を実行する情報処理装置の構成について説明
する図である。
【図２７】情報記録媒体に対するデータ記録を実行する情報処理装置の実行する処理シー
ケンスを説明するフローチャートを示す図である。
【図２８】情報記録媒体からのデータ再生を実行する情報処理装置の構成について説明す
る図である。
【図２９】情報記録媒体からのデータ再生を実行する情報処理装置の実行する処理シーケ
ンスを説明するフローチャートを示す図である。
【図３０】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】
【００２６】
　以下、図面を参照しながら本開示の情報処理装置、表示装置、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．ＨＤＲ画像の信号方式とＨＤＲ画像の再生処理構成について
　２．情報記録媒体に記録された画像データの識別情報記録構成例について
　２－１．情報記録媒体の記録データの概要について
　２－２．インデックスファイルに対するＨＤＲ識別情報の記録例について
　２－３．プレイリストファイルに対するＨＤＲ識別情報の記録例について
　２－４．クリップ情報ファイルに対するＨＤＲ識別情報の記録例について
　３．再生装置と表示装置間の情報入出力構成例について
　３－１．表示装置が再生装置に送信する表示装置情報について
　３－２．再生装置が表示装置に送信する再生データ情報について
　４．情報記録媒体に対するデータ記録処理を実行する情報処理装置の構成と処理につい
て
　５．情報記録媒体からのデータ再生処理を実行する情報処理装置の構成と処理について
　６．情報処理装置の構成例について
　７．本開示の構成のまとめ
【００２７】
　　［１．ＨＤＲ画像の信号方式とＨＤＲ画像の再生処理構成について］
　まず、ＨＤＲ画像の信号方式とＨＤＲ画像の再生処理構成について説明する。
　前述したように、現在、放送規格の策定機関であるＩＴＵ－Ｒ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏ
ｎａｌ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｕｎｉｏｎ－Ｒａｄｉｏ　ｃｏｍｍｕｎ
ｉｃａｔｉｏｎｓ　ｓｅｃｔｏｒ）では、テレビ等のディスプレイに出力する画像等の色
域やコントラスト比（ダイナミックレンジ）を拡張したＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａｍｉ
ｃ　Ｒａｎｇｅ）画像についての規格策定を進めている。
【００２８】
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　ＨＤＲは、現在、広く利用されているＳＤＲ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒ
ａｎｇｅ）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表現が可能である。
【００２９】
　ＨＤＲ画像の撮影、伝送、画像出力を行なう場合、撮影装置や放送局側で、撮影画像に
相当する光信号を電気信号に変換して伝送し、さらに、テレビ等の表示装置で電気信号を
光信号に変換して出力する処理が必要となる。
　これらの処理に必要となる信号変換関数として、光信号を電気信号に変換する光電変換
関数（ＯＥＴＦ：Ｏｐｔｉｃａｌ－Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｆｕｎｃｔｉｏ
ｎ）、さらに、電気信号を光信号に変換する電光変換関数（ＥＯＴＦ：Ｅｌｅｃｔｒｏ－
Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）が利用される。
【００３０】
　この光電変換関数（ＯＥＴＦ）や、電光変換関数（ＥＯＴＦ）等の信号変換関数として
、どのような関数を用いるかによって、テレビ等の表示部に出力される画像の態様が決定
される。
　上記の放送規格策定機関であるＩＴＵ－Ｒは、ＨＤＲ画像の伝送や出力に適用する信号
変換関数（ＯＥＴＦ／ＥＯＴＦ）として、異なる関数を利用した複数の異なる方式を規格
化する予定としている。
　具体的には、以下の２つの方式についての規格化予定がある。
　（ａ）アプリケーション１（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ１）
　（ｂ）アプリケーション２（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ２）
【００３１】
　（ａ）アプリケーション１（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ１）は、ＳＭＰＴＥ（米国映画テ
レビ技術者協会）の規格として規定されたＳＭＰＴＥ　２０８４曲線を信号変換関数とし
て用いたＨＤＲ方式である。
　一方、（ｂ）アプリケーション２（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ２）は、ガンマ曲線と、対
数（ｌｏｇ）曲線とを組み合わせたＨＬＧ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ｌｏｇ－Ｇａｍｍａ）曲線を
信号変換関数として用いたＨＤＲ方式である。
【００３２】
　（ａ）アプリケーション１（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ１）は、表示部において、撮影環
境の輝度の絶対値を表現できるいわゆる絶対値方式であり、最大で１万ｃｄ／ｍ２の絶対
輝度を表現できる。
　一方、（ｂ）アプリケーション２（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ２）は、表示部の表示特性
に応じた相対的な輝度レベルで画像を表示可能とした相対値方式であり、例えば、予め規
定される基準白色の１２倍の相対輝度を表現できる。
【００３３】
　なお、相対値方式である（ｂ）アプリケーション２（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ２）に従
ったＨＤＲ画像は、ＨＤＲテレビ、ＳＤＲテレビ双方において各テレビの表示可能な輝度
範囲で視聴可能な表示画像を出力することができるという特徴を持つ。
　すなわち、出力輝度の上限が高いＨＤＲ画像出力に対応したＨＤＲテレビではダイナミ
ックレンジの広いＨＤＲ画像が出力可能となる。
　一方、出力輝度の上限が低い従来型のＳＤＲテレビにおいても、ＳＤＲテレビが出力可
能な輝度範囲内の擬似的なＳＤＲ画像として表示して視聴することが可能となる。
【００３４】
　一方、絶対値方式である（ａ）アプリケーション１（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ１）は、
出力輝度の上限が高いＨＤＲ画像出力に対応したＨＤＲテレビでは、ダイナミックレンジ
の広いＨＤＲ画像を出力可能であるが、出力輝度の上限が低い従来型のＳＤＲテレビでは
、自然な画像が表示できない。
【００３５】
　図１は、テレビ等の表示装置に表示される可能性のある画像の例を示す図である。
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　図１に示すように、今後、テレビ等の表示装置に表示される可能性のある画像のタイプ
として、以下の３種類がある。
　（１）ＨＤＲ１
　（２）ＨＤＲ２
　（３）ＳＤＲ
【００３６】
　（１）画像タイプ＝ＨＤＲ１は、上述したＩＴＵ－Ｒ規格のアプリケーション１（Ａｐ
ｐｌｉｃａｔｉｏｎ１）に対応するＨＤＲ画像であり、信号変換（ＯＥＴＦ／ＥＯＴＦ）
に適用する変換関数は、例えばＳＭＰＴＥ　ＳＴ２０８４曲線によって規定される関数で
ある。
【００３７】
　（２）画像タイプ＝ＨＤＲ２は、上述したＩＴＵ－Ｒ規格のアプリケーション２（Ａｐ
ｐｌｉｃａｔｉｏｎ２）に対応するＨＤＲ画像であり、信号変換（ＯＥＴＦ／ＥＯＴＦ）
に適用する変換関数は、例えばハイブリッド－ログーガンマ（ＨＬＧ：Ｈｙｂｒｉｄ　Ｌ
ｏｇ－Ｇａｍｍａ）曲線によって規定される関数である。
　なお、ＨＤＲ２画像は、前述したようにＨＤＲ２画像の表示機能を持つＨＤＲテレビで
は高ダイナミックレンジのＨＤＲ画像を表示できる。また、ＨＤＲ２画像の表示機能を持
たないＳＤＲテレビでは擬似的なＳＤＲ画像として表示することができる。
【００３８】
　（３）画像タイプ＝ＳＤＲは、ＨＤＲ画像よりダイナミックレンジの小さい従来型の画
像データであり、信号変換（ＯＥＴＦ／ＥＯＴＦ）に適用する変換関数は、例えばガンマ
２．２（Ｇａｍｍａ２．２）曲線によって規定される関数である。
【００３９】
　例えば、テレビ等の表示装置が入力信号に基づいて表示画像を生成する場合、入力信号
が、図１に示すどの信号であるかを判別し、判別信号に応じた信号処理を実行することが
必要となる。
　図１に示す３種類の画像タイプは、各々、出力画像の生成に必要となる信号処理が異な
っており、表示装置は、各タイプに応じた信号処理を行なわなければ、正常な画像表示を
行うことができない。
【００４０】
　一方、ＳＤＲ画像やＨＤＲ画像の記憶媒体として利用可能な情報記録媒体（メディア）
として、例えばＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）　Ｄｉｓｃ）がある。
　ＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）　Ｄｉｓｃ）の規格化団体であるＢＤＡ（Ｂｌｕ－
ｒａｙ（登録商標）　Ｄｉｓｃ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）は、既に、ＨＤＲ画像等の超
高精細画像［ＵＨＤ（Ｕｌｔｒａ　Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｔｉｏｎ）画像］の記録、再生
規格を規定している。
【００４１】
　既に策定済みのＢＤ規格では、上記の２つのＨＤＲ方式中、
　（ａ）ＨＤＲ１［アプリケーション１（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ１）］
　上記の１つのＨＤＲ方式のみを規定している。
　ただし、将来的には、上記の（ｂ）ＨＤＲ２［アプリケーション２（Ａｐｐｌｉｃａｔ
ｉｏｎ２）］についての規格化について検討される可能性はある。
【００４２】
　前述したように、ＨＤＲ１（アプリケーション１）タイプと、ＨＤＲ２（アプリケーシ
ョン２）タイプでは、テレビ等の表示装置において実行する信号処理が異なる。従って、
例えば、ＢＤに記録されたＨＤＲ画像を再生するＢＤプレーヤとテレビを接続し、テレビ
にＢＤ再生データを表示する場合、テレビはＢＤプレーヤから入力するデータが、ＨＤＲ
１（アプリケーション１）タイプであるか、ＨＤＲ２（アプリケーション２）タイプであ
るかを予め知る必要がある。
　また、ＢＤプレーヤも、接続されたテレビがＨＤＲのどのタイプを再生可能なテレビで
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あるかを予め把握した上で、テレビの表示可能な画像データを出力するといった処理が必
要となる。
【００４３】
　しかし、現在、これらの情報をＢＤプレーヤとテレビ等の表示装置間で把握するための
方法や規定は存在しない。
　従って、ＢＤプレーヤとテレビを接続して、ＢＤからの再生データをテレビに表示しよ
うとしても、正常な画像表示がなされない可能性がある。
【００４４】
　テレビ等の表示装置として、例えば以下のような複数の異なる表示装置が混在すること
が想定される。
　（１）ＳＤＲ画像のみ出力可能な表示装置
　（２）ＳＤＲ画像とＨＤＲ１（アプリケーション１）画像のみを出力可能な表示装置
　（３）ＳＤＲ画像と、ＨＤＲ２（アプリケーション２）画像のみを出力可能な表示装置
　（４）ＳＤＲ画像と、ＨＤＲ１画像，ＨＤＲ２画像、すべて出力可能な表示装置
【００４５】
　ＳＤＲ画像やＨＤＲ画像を記録したＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）　Ｄｉｓｃ）を
装着したＢＤ再生装置（ＢＤプレーヤ）は、例えば、このように様々なタイプの表示装置
に接続される可能性がある。
　例えば、ＢＤにＨＤＲ１（アプリケーション１）画像が記録されている場合、ＨＤＲ１
画像を表示可能な表示装置は、上記の（１）～（４）の各表示装置中、（２），（４）の
表示装置のみである。
　例えばＢＤプレーヤ（再生装置）に接続された表示装置が、上記の（１），または（３
）タイプの表示装置である場合、ＢＤプレーヤ（再生装置）が表示装置にＨＤＲ１画像を
出力しても表示装置は、正常なＨＤＲ画像の表示ができないという問題が発生する。
【００４６】
　図２に情報記録媒体１０と、再生装置２０と、テレビ等の表示装置３０ａ～３０ｃの接
続例を示す。
　情報記録媒体１０は、例えば、ＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）　Ｄｉｓｃ）であり
、以下のいずれかのタイプの画像を格納している。
　（１）ＳＤＲ画像コンテンツ
　（２）ＨＤＲ１画像コンテンツ
　（３）ＨＤＲ２画像コンテンツ
【００４７】
　再生装置２０に接続される表示装置３０ａ～３０ｃは、
　（１）ＨＤＲ非対応テレビ（ＳＤＲテレビ）３０ａ
　（２）ＨＤＲ１対応テレビ３０ｂ
　（３）ＨＤＲ２対応テレビ３０ｃ
　表示装置３０ａ～３０ｃは、上記の機能を持つテレビである。
【００４８】
　（１）ＨＤＲ非対応テレビ（ＳＤＲテレビ）３０ａはＳＤＲ画像を表示可能である。さ
らに、ＨＤＲ２画像についても、擬似的なＳＤＲ画像として表示可能である。
　前述したように、ＨＤＲ２画像は、出力可能なダイナミックレンジ幅の狭いＳＤＲテレ
ビに出力した場合、通常のＳＤＲ画像と大差ない画像として表示することができるように
工夫された画像であるためである。
【００４９】
　ＨＤＲ２画像は、前述したように相対値方式である（ｂ）アプリケーション２（Ａｐｐ
ｌｉｃａｔｉｏｎ２）に相当する画像方式であり、出力輝度の上限が高いＨＤＲ画像出力
に対応したＨＤＲテレビではダイナミックレンジの広いＨＤＲ画像を出力可能であり、出
力輝度の上限が低い従来型のＳＤＲテレビにおいても、ＳＤＲテレビが出力可能な輝度範
囲で、自然な画像を表示可能となるという特徴がある。
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　すなわち、ＨＤＲ２画像は、ＨＤＲ２対応テレビではＨＤＲ２画像として表示可能であ
り、ＳＤＲテレビでもＳＤＲ画像として表示可能な画像である。
　ただし、ＨＤＲ１画像は、ＳＤＲテレビでは視聴可能な画像表示はできない。
【００５０】
　図２に示す（２）ＨＤＲ１対応テレビ３０ｂはＨＤＲ１画像と、ＳＤＲ画像のみ表示可
能である。
　（３）ＨＤＲ２対応テレビ３０ｃはＨＤＲ２画像と、ＳＤＲ画像のみ表示可能である。
【００５１】
　このような設定で、例えば、ＨＤＲ２対応テレビ３０ｃに対して、再生装置２０が情報
記録媒体１０に記録されたＨＤＲ１画像を再生して出力した場合、ＨＤＲ２対応テレビ３
０ｃは、再生装置２０からの入力信号をＨＤＲ２画像であるものと判断し、ＨＤＲ２画像
対応の信号処理を実行してしまう。
【００５２】
　具体的には、先に図１を参照して説明したＨＤＲ対応の信号変換関数であるハイブリッ
ド－ログーガンマ（ＨＬＧ：Ｈｙｂｒｉｄ　Ｌｏｇ－Ｇａｍｍａ）曲線を適用した信号変
換を実行して表示画像を生成してしまう。
　この結果、本来のＨＤＲ１画像の輝度や色と異なる輝度や色を持つ誤った出力値の設定
された不自然な画像が表示されてしまうことになる。
【００５３】
　図２に示す構成において、ＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）　Ｄｉｓｃ）等の情報記
録媒体１０に記録された画像データを再生装置（ＢＤプレーヤ）２０が再生し、表示装置
３０ａ～３０ｃにおいて正常な画像表示を行うために必要な処理は、例えば以下の処理で
ある。
　（１）再生装置２０が、装着した情報記録媒体（ＢＤ）１０に記録された画像データの
種類、すなわち、ＨＤＲ１，ＨＤＲ２，ＳＤＲ、これらのどのタイプの画像が記録されて
いるのかを確認すること。
　（２）再生装置２０が、再生装置に接続された表示装置が表示可能な画像データの種類
、すなわち、ＨＤＲ１，ＨＤＲ２，ＳＤＲ、これらのどのタイプの画像が表示可能である
かを確認すること。
　（３）表示装置３０ａ～３０ｃが、再生装置２０から入力するデータが、ＨＤＲ１，Ｈ
ＤＲ２，ＳＤＲ、これらのどのタイプの画像データであるかを確認すること。
【００５４】
　これら（１）～（３）の確認処理を、再生装置２０から表示装置３０ａ～３０ｃに対す
る画像データの出力前に実行することで、各画像タイプに応じた正常な、再生、表示処理
が可能となる。
　なお、上記（１）～（３）の確認処理によって、再生装置２０の装着したＢＤ１０の格
納データの画像タイプが、再生装置２０に接続された表示装置３０ａ～３０ｃの表示可能
な画像タイプと一致しないことが確認された場合は、再生装置２０は、表示装置３０ａ～
３０ｃに対して、正常な画像表示が実行できないことを示すメッセージ等を出力するとい
った対応を行うことができる。
　以下、上記（１）～（３）の確認処理を実現可能とするための具体的な構成例について
説明する。
【００５５】
　　［２．情報記録媒体に記録された画像データの識別情報記録構成例について］
　まず、情報記録媒体に記録された画像データの識別情報記録構成例について説明する。
　先に図２を参照して説明したように、表示装置３０において画像の正常な表示を実現す
るためには、再生装置２０が、装着した情報記録媒体（ＢＤ）１０に記録された画像デー
タの種類、すなわち、ＨＤＲ１，ＨＤＲ２，ＳＤＲ、これらのどのタイプの画像が記録さ
れているのかを確認することが必要である。
　以下、この確認処理を可能とするための構成として、情報記録媒体に記録された画像デ
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ータの識別情報を情報記録媒体に記録する構成例について説明する。
【００５６】
　　［２－１．情報記録媒体の記録データの概要について］
　まず、情報記録媒体の記録データの概要について説明する。
　図３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。
【００５７】
　ディレクトリは図３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。
【００５８】
　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。
【００５９】
　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。
【００６０】
　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
報等、ディスク格納データ全体に対応した管理情報等が格納される。
　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。
【００６１】
　なお、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、これら
のデータファイルは、クリップＡＶストリームファイルに格納された再生データである画
像、音声、字幕等の再生処理に適用する管理情報、再生制御情報、再生データ属性情報等
を格納したファイルであり、データベースファイルと呼ばれる。
【００６２】
　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
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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。
【００６３】
　図４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。
【００６４】
　実際の再生対象データである画像、音声、字幕等の再生対象データからなる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（ＰｌａｙＬｉｓｔ）ファイルと、クリップ情報（Ｃｌｉｐ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ）ファイルが規定される。
【００６５】
　これら複数のカテゴリのファイルは、図４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。
【００６６】
　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。
【００６７】
　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。
【００６８】
　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。
【００６９】
　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
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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。
【００７０】
　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。
【００７１】
　図３を参照して説明したように、データ部５２のＢＤＭＶディレクトリ以下に格納され
るデータとして、
　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、
　これらのファイルがある。
【００７２】
　例えばＨＤＲ画像データやＳＤＲ画像データ等の再生対象データは、クリップＡＶスト
リームファイルに格納される。
　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等のデータベー
スファイルは、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の再生処理
に適用する様々なデータを格納したファイルであり、クリップＡＶストリームファイルに
格納されたデータの属性情報等を記録することができる。
【００７３】
　以下、情報記録媒体記録された画像データの種類、すなわち、ＨＤＲ１，ＨＤＲ２，Ｓ
ＤＲ、これらのどのタイプの画像が記録されているのかを確認可能とした画像情報を、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等のデータベースフ
ァイルに記録した実施例について説明する。
　図５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に対す
る格納する画像情報としてのＨＤＲ識別情報の具体例を説明する図である。
【００７４】
　インデックスファイルには、情報記録媒体全体の記録データに関する情報が記録可能で
あり、インデックスファイルに記録するＨＤＲ識別情報は、以下の情報となる。
　「情報記録媒体の記録データとしてＨＤＲ画像が含まれているか否か、含まれている場
合は、記録データがＨＤＲ１画像であるか、ＨＤＲ２画像であるかを示すＨＤＲタイプ情
報」
【００７５】
　プレイリストファイルには、そのプレイリストを適用して再生されデータに関する情報
が記録可能であり、プレイリストファイルに記録するＨＤＲ識別情報は、以下の情報とな
る。
　「プレイリストによる再生対象データにＨＤＲ画像が含まれているか否か、含まれてい
る場合は、再生対象データがＨＤＲ１画像であるか、ＨＤＲ２画像であるかを示すＨＤＲ
タイプ情報」
【００７６】
　クリップ情報ファイルには、そのクリップ情報ファイルを適用して再生されデータに関
する情報が記録可能であり、クリップ情報ファイルに記録するＨＤＲ識別情報は、以下の
情報となる。
　「クリップ情報ファイルに対応づけられた再生対象データにＨＤＲ画像が含まれている
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か否か、含まれている場合は、再生対象データがＨＤＲ１画像であるか、ＨＤＲ２画像で
あるかを示すＨＤＲタイプ情報」
【００７７】
　以下、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、各々に
対する具体的なＨＤＲ識別情報の記録例について、順次、説明する。
【００７８】
　　［２－２．インデックスファイルに対するＨＤＲ識別情報の記録例について］
　まず、図６以下を参照してインデックスファイルに対するＨＤＲ識別情報の記録例につ
いて説明する。
【００７９】
　図５を参照して説明したように、インデックスファイルには、情報記録媒体全体の記録
データに関する情報が記録可能であり、インデックスファイルに記録するＨＤＲ識別情報
は、以下の情報となる。
　「情報記録媒体の記録データとしてＨＤＲ画像が含まれているか否か、含まれている場
合は、記録データがＨＤＲ１画像であるか、ＨＤＲ２画像であるかを示すＨＤＲタイプ情
報」
【００８０】
　図６は、インデックスファイルのデータ構成例（シンタックス）を示す図である。
　インデックスファイルには、情報記録媒体全体の記録データに関する情報、例えばタイ
トル情報等が記録される。
　インデックスファイルには、図６に示すように、様々な拡張データを記録可能な拡張デ
ータ記録領域［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤａｔａ（）］１０１が設定される。
【００８１】
　なお、拡張データ記録領域［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤａｔａ（）］には、様々な拡張デー
タが記録されるため、拡張データ各々がどのようなデータであるかを示す拡張データ識別
子が、各拡張データに対応付けられて拡張データとともに記録される。
【００８２】
　拡張データ識別子の例を図７に示す。
　拡張データ識別子は２つのＩＤ（ＩＤ１，ＩＤ２）によって構成される。
　インデックスファイルの拡張データ識別子として、既にいくつかの識別子は定義済みで
ある。例えば、
　ＩＤ１＝０ｘ０００１
　ＩＤ２＝０ｘ０００２
　この拡張データ識別子は、ＬＰＣＭ（リニアＰＣＭ）のダウンコンバート情報の記録領
域として定義されている。
【００８３】
　拡張データ識別子としての、
　ＩＤ１＝０ｘ０００４
　ＩＤ２＝０ｘ０００１
　この識別子の組み合わせは未定義であり、この拡張データ識別子をＨＤＲ識別情報、す
なわち以下のＨＤＲ識別情報を記録する拡張データ記録領域を示す識別子とする。
　「情報記録媒体の記録データとしてＨＤＲ画像が含まれているか否か、含まれている場
合は、記録データがＨＤＲ１画像であるか、ＨＤＲ２画像であるかを示すＨＤＲタイプ情
報」
【００８４】
　なお、図７に示す拡張データ識別子の設定、すなわち、
　ＩＤ１＝０ｘ０００４
　ＩＤ２＝０ｘ０００１
　これらのＩＤ設定は一例であり、この他のＩＤをＨＤＲ識別情報の記録領域を示すＩＤ
として利用する構成も可能である。
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【００８５】
　図８は、図６に示すインデックスファイルの拡張データ記録領域［Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ
Ｄａｔａ（）］１０１に記録されるＨＤＲ識別情報のデータ記録領域の構成例（シンタッ
クス）を示す図である。
　図８に示すように、インデックスファイルの拡張データ記録領域１０１には、拡張デー
タ識別子（ＩＤ）記録領域１０２と、データブロック（ｄａｔａ＿ｂｌｏｃｋ）１０３が
設定される。
【００８６】
　拡張データ識別子（ＩＤ）記録領域１０２には、上述したＨＤＲ識別情報の記録領域を
示すＩＤ（ＩＤ１＝０ｘ０００４，ＩＤ２＝０ｘ０００１）が記録される。
　この拡張データ識別子（ＩＤ）記録領域１０２の後にＨＤＲ識別情報の記録領域である
データブロック（ｄａｔａ＿ｂｌｏｃｋ）１０３が設定される。
【００８７】
　データブロック（ｄａｔａ＿ｂｌｏｃｋ）１０３に記録される具体的なデータについて
、図９を参照して説明する。
　図９（ａ）は、図８に示すデータブロック（ｄａｔａ＿ｂｌｏｃｋ）１０３の詳細構成
を示す図である。すなわち、インテックスファイルに記録されるＨＤＲ識別情報の具体的
なデータ例を示している。
【００８８】
　図９（ａ）に示すようにデータブロックには、以下のデータ記録領域が設定される。
　（１）イニシャル・ダイナミックレンジ（ｉｎｉｔｉａｌ＿ｄｙｎａｍｉｃ＿ｒａｎｇ
ｅ）記録領域１０４、
　（２）ＨＤＲコンテンツ有無フラグ（ＨＤＲ＿ｃｏｎｔｅｎｔ＿ｅｘｉｓｔ＿ｆｌａｇ
）記録領域１０５、
【００８９】
　（１）イニシャル・ダイナミックレンジ（ｉｎｉｔｉａｌ＿ｄｙｎａｍｉｃ＿ｒａｎｇ
ｅ）記録領域１０４の記録データ例を図９（ｂ）に示す。
　イニシャル・ダイナミックレンジ（ｉｎｉｔｉａｌ＿ｄｙｎａｍｉｃ＿ｒａｎｇｅ）記
録領域１０４には、このインデックスファイルの記録された情報記録媒体（ディスク）の
再生開始時に表示部に最初に表示される画像データ（初期画像）の種類（ＳＤＲ／ＨＤＲ
１／ＨＤＲ２）を示す情報が記録される。
【００９０】
　なお、最初に表示される画像の種類に関する情報は、例えばテレビ等の表示装置におけ
る表示モードの初期設定に必要な情報となる。
　例えば初期画像がＨＤＲ１画像であれば、表示装置は、表示モードをＨＤＲ１画像対応
の表示モードに設定するといった処理を行なう。
【００９１】
　このイニシャル・ダイナミックレンジ（ｉｎｉｔｉａｌ＿ｄｙｎａｍｉｃ＿ｒａｎｇｅ
）記録領域１０４は、例えば４ビットデータであり、図９（ｂ）に示すように、この領域
に記録された値（０，１，２）に応じて、初期画像の種類が以下のように識別可能となる
。
　イニシャル・ダイナミックレンジ設定値＝０：初期画像はＳＤＲ画像である。
　イニシャル・ダイナミックレンジ設定値＝１：初期画像はＨＤＲ１画像である。
　イニシャル・ダイナミックレンジ設定値＝２：初期画像はＨＤＲ２画像である。
【００９２】
　また、（２）ＨＤＲコンテンツ有無フラグ（ＨＤＲ＿ｃｏｎｔｅｎｔ＿ｅｘｉｓｔ＿ｆ
ｌａｇ）記録領域１０５の記録データ例を図９（ｃ）に示す。
　ＨＤＲコンテンツ有無フラグ（ＨＤＲ＿ｃｏｎｔｅｎｔ＿ｅｘｉｓｔ＿ｆｌａｇ）記録
領域１０５には、このインデックスファイルの記録された情報記録媒体（ディスク）に記
録されている画像データの種類（ＳＤＲ／ＨＤＲ１／ＨＤＲ２）を示す情報が記録される
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。
【００９３】
　このＨＤＲコンテンツ有無フラグ（ＨＤＲ＿ｃｏｎｔｅｎｔ＿ｅｘｉｓｔ＿ｆｌａｇ）
記録領域１０５は、例えば、１６ビットデータである。
　図９（ｃ）に示すように、ＨＤＲコンテンツ有無フラグ（ＨＤＲ＿ｃｏｎｔｅｎｔ＿ｅ
ｘｉｓｔ＿ｆｌａｇ）記録領域１０５に記録された１６ビットの構成ビット（ｂｉｔ０～
ｂｉｔ１５）の値に応じて、情報記録媒体（ディスク）に記録されている画像データの種
類（ＳＤＲ／ＨＤＲ１／ＨＤＲ２）を、以下のように識別することができる。
【００９４】
　ＨＤＲコンテンツ有無フラグ記録領域の１６ビット中のｂｉｔ０＝１：情報記録媒体の
記録データ中にＳＤＲ画像が含まれる。
　ＨＤＲコンテンツ有無フラグ記録領域の１６ビット中のｂｉｔ１＝１：情報記録媒体の
記録データ中にＨＤＲ１画像が含まれる。
　ＨＤＲコンテンツ有無フラグ記録領域の１６ビット中のｂｉｔ４＝１：情報記録媒体の
記録データ中にＨＤＲ２画像が含まれる。
【００９５】
　　［２－３．プレイリストファイルに対するＨＤＲ識別情報の記録例について］
　次に、図１０以下を参照してプレイリストファイルに対するＨＤＲ識別情報の記録例に
ついて説明する。
【００９６】
　図５を参照して説明したように、プレイリストファイルには、そのプレイリストを適用
して再生されデータに関する情報が記録可能であり、プレイリストファイルに記録するＨ
ＤＲ識別情報は、以下の情報となる。
　「プレイリストによる再生対象データにＨＤＲ画像が含まれているか否か、含まれてい
る場合は、再生対象データがＨＤＲ１画像であるか、ＨＤＲ２画像であるかを示すＨＤＲ
タイプ情報」
【００９７】
　図１０は、プレイリストファイルのデータ構成例（シンタックス）を示す図である。
　プレイリストファイルには、そのプレイリストを適用して再生されデータに関する情報
が記録される。
　プレイリストファイルには、図１０に示すように、様々な拡張データを記録可能な拡張
データ記録領域［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤａｔａ（）］１２１が設定される。
【００９８】
　なお、先に説明したインデックスファイルと同様、拡張データ記録領域［Ｅｘｔｅｎｓ
ｉｏｎＤａｔａ（）］には、様々な拡張データが記録されるため、拡張データがどのよう
なデータであるかを示す拡張データ識別子が、各拡張データに対応付けられて拡張データ
とともに記録される。
【００９９】
　拡張データ識別子は２つのＩＤ（ＩＤ１，ＩＤ２）によって構成される。
　本実施例では、プレイリストファイルにおけるＨＤＲ識別情報格納領域を示す拡張デー
タ識別子として未定義の以下の識別子、
　ＩＤ１＝０ｘ０００４
　ＩＤ２＝０ｘ０００２
　この拡張データ識別子を利用する。
　この識別情報に対応付けられた拡張データ記録領域にＨＤＲ識別情報、すなわち以下の
ＨＤＲ識別情報を記録する。
　「プレイリストによる再生対象データにＨＤＲ画像が含まれているか否か、含まれてい
る場合は、再生対象データがＨＤＲ１画像であるか、ＨＤＲ２画像であるかを示すＨＤＲ
タイプ情報」
【０１００】
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　なお、この拡張データ識別子の設定、すなわち、
　ＩＤ１＝０ｘ０００４
　ＩＤ２＝０ｘ０００２
　これらのＩＤ設定は、一例であり、この他のＩＤをＨＤＲ識別情報の記録領域を示すＩ
Ｄとして利用する構成も可能である。
【０１０１】
　図１１は、図１０に示すプレイリストファイルの拡張データ記録領域［Ｅｘｔｅｎｓｉ
ｏｎＤａｔａ（）］１２１に記録されるＨＤＲ識別情報のデータ記録領域の構成例（シン
タックス）を示す図である。
　図１１に示すように、プレイリストファイルの拡張データ記録領域１２１には、拡張デ
ータ識別子（ＩＤ）記録領域１２２と、データブロック（ｄａｔａ＿ｂｌｏｃｋ）１２３
が設定される。
【０１０２】
　拡張データ識別子（ＩＤ）記録領域１２２には、上述したＨＤＲ識別情報の記録領域を
示すＩＤ（ＩＤ１＝０ｘ０００４，ＩＤ２＝０ｘ０００２）が記録される。
　この拡張データ識別子（ＩＤ）記録領域１２２の後にＨＤＲ識別情報の記録領域である
データブロック（ｄａｔａ＿ｂｌｏｃｋ）１２３が設定される。
【０１０３】
　データブロック（ｄａｔａ＿ｂｌｏｃｋ）１２３に記録される具体的なデータについて
、図１２以下を参照して説明する。
　図１２は、図１１に示すデータブロック（ｄａｔａ＿ｂｌｏｃｋ）１２３の詳細構成を
示す図である。すなわち、プレイリストファイルに記録されるＨＤＲ識別情報の具体的な
データ例を示している。
【０１０４】
　図１２に示すようにデータブロックには、以下のデータ記録領域が設定される。
　（１）ダイナミックレンジタイプ情報（ｄｙｎａｍｉｃ＿ｒａｎｇｅ＿ｔｙｐｅ＿ｒｅ
ｆ）１２４、
　（２）基準白レベル（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ＿ｗｈｉｔｅ＿ｒｅｖｅｌ）１２５、
　（３）ディスプレイ色特性１２６［Ｘ座標（ｄｉｓｐｌａｙ＿ｐｒｉｍａｒｉｅｓ＿ｘ
），Ｙ座標（ｄｉｓｐｌａｙ＿ｐｒｉｍａｒｉｅｓ＿ｙ）］
　（４）基準白座標１２７［Ｘ座標（ｗｈｉｔｅ＿ｐｏｉｎｔ＿ｘ），Ｙ座標（ｗｈｉｔ
ｅ＿ｐｏｉｎｔ＿ｙ）］
　（５）ディスプレイ最高最低輝度情報１２８［最高輝度（ｍａｘ＿ｄｉｓｐｌａｙ＿ｍ
ａｓｔｅｒｉｎｇ＿ｌｕｍｉｎａｎｃｅ），最低輝度（ｍｉｎ＿ｄｉｓｐｌａｙ＿ｍａｓ
ｔｅｒｉｎｇ＿ｌｕｍｉｎａｎｃｅ）］
　（６）コンテンツ輝度情報１２９［最高輝度（ｍａｘＣＬＬ），平均輝度（ｍａｘＦＡ
ＬＬ）］
　以下、これらの各情報について、順次、説明する。
【０１０５】
　（１）ダイナミックレンジタイプ情報（ｄｙｎａｍｉｃ＿ｒａｎｇｅ＿ｔｙｐｅ＿ｒｅ
ｆ）１２４の記録データ例を図１３に示す。
　ダイナミックレンジタイプ情報（ｄｙｎａｍｉｃ＿ｒａｎｇｅ＿ｔｙｐｅ＿ｒｅｆ）１
２４には、このプレイリストによる再生対象データの種類（ＳＤＲ／ＨＤＲ１／ＨＤＲ２
）を示す情報が記録される。
【０１０６】
　このダイナミックレンジタイプ情報（ｄｙｎａｍｉｃ＿ｒａｎｇｅ＿ｔｙｐｅ＿ｒｅｆ
）１２４は、例えば４ビットデータであり、ビット値の設定と、その意味は図１３に示す
対応となる。
【０１０７】
　ダイナミックレンジタイプ情報４ビット中のｂｉｔ０＝１：このプレイリストによる再
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生対象データ中にＳＤＲ画像が含まれる。
　ダイナミックレンジタイプ情報４ビット中のｂｉｔ１＝１：このプレイリストによる再
生対象データ中にＨＤＲ１画像が含まれる。
　ダイナミックレンジタイプ情報４ビット中のｂｉｔ４＝１：このプレイリストによる再
生対象データ中にＨＤＲ２画像が含まれる。
【０１０８】
　次に、図１２に示すプレイリストファイルの構成データである（３）ディスプレイ色特
性１２６について、図１４を参照して説明する。
　ディスプレイ色特性１２６には、このプレイリストによる再生対象データとなる画像デ
ータを生成した際に適用したディスプレイの色特性情報が記録される。
　例えば、図１３に示すコンテンツ生成適用ディスプレイ１３０の色特性情報である。
【０１０９】
　ディスイプレイの特性は個体差があり、コンテンツ生成時に利用したディスプレイの特
性を把握することで、コンテンツ表示を実行する場合に的確な出力色調整が可能となる。
　このディスプレイ色特性１２６は、このような処理のために記録されるデータであり、
コンテンツ生成時に利用したディスプレイの色特性が記録される。
　具体的には、例えば図１４に示すディスプレイ色特性データ例１３１内に示すＰ１，Ｐ
２，Ｐ３のｘｙ座標情報（ｘ１，ｙ１），（ｘ２，ｙ２），（ｘ３，ｙ３）を記録する。
【０１１０】
　図１４に示すディスプレイ色特性データ例１３１に示すＰ１，Ｐ２，Ｐ３で定義される
三角形は、コンテンツ生成適用ディスプレイ１３０の出力可能な色領域を示す。
　なお、図１４には、ＣＩＥ色空間と、一般的なＳＤＲ画像に適用されるＢＴ．７０９色
空間と、ＨＤＲ画像に適用されるＢＴ．２０２０色空間を示している。
【０１１１】
　図１４に示すＰ１，Ｐ２，Ｐ３はＢＴ．２０２０色空間に一致しており、例えばこのＰ
１，Ｐ２，Ｐ３の座標情報が図１２に示すプレイリストファイルのディスプレイ色特性１
２６として記録されている場合、このプレイリストによる再生画像データは、ＢＴ．２０
２０色空間対応の出力可能色領域を持つディスプレイを利用して制作されたことを示す。
【０１１２】
　次に、図１２に示すプレイリストファイルの構成データである（４）基準白座標１２７
［Ｘ座標（ｗｈｉｔｅ＿ｐｏｉｎｔ＿ｘ），Ｙ座標（ｗｈｉｔｅ＿ｐｏｉｎｔ＿ｙ）］に
ついて、図１５を参照して説明する。
　基準白座標１２７は、このプレイリストによる再生対象データとなる画像データに適用
すべき基準となる白色（基準白色）を示す情報である。
　図１５に示すように例えばＣＩＥ色空間における基準白位置の座標（ｘ，ｙ）が記録さ
れる。
【０１１３】
　次に、図１２に示すプレイリストファイルのその他の構成データについて、図１６を参
照して説明する。
　基準白レベル（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ＿ｗｈｉｔｅ＿ｒｅｖｅｌ）１２５は、このプレイ
リストによる再生画像データに適用される基準白のコード値、または基準み白レベルの想
定表示輝度（ｃｄ／ｍ２）の少なくともいずれか、あるいは両データを記録する領域であ
る。
【０１１４】
　ディスプレイ最高最低輝度情報１２８［最高輝度（ｍａｘ＿ｄｉｓｐｌａｙ＿ｍａｓｔ
ｅｒｉｎｇ＿ｌｕｍｉｎａｎｃｅ），最低輝度（ｍｉｎ＿ｄｉｓｐｌａｙ＿ｍａｓｔｅｒ
ｉｎｇ＿ｌｕｍｉｎａｎｃｅ）］には、このプレイリストによる再生画像データを含むコ
ンテンツの制作時に利用されたディスプレテの最高輝度と最低輝度情報が記録される。
【０１１５】
　コンテンツ輝度情報１２９［最高輝度（ｍａｘＣＬＬ），平均輝度（ｍａｘＦＡＬＬ）
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］には、このプレイリストによる再生画像データの再考機器度と平均輝度情報が記録され
る。
【０１１６】
　プレイリストファイルにはこれらの情報が記録され、プレイリストを利用して画像再生
を行なう場合、これらの情報を参照して、参照情報に応じて画像特性に応じた適正な処理
を行なうことができる。
【０１１７】
　　［２－４．クリップ情報ファイルに対するＨＤＲ識別情報の記録例について］
　次に、図１７以下を参照してクリップ情報ファイルに対するＨＤＲ識別情報の記録例に
ついて説明する。
【０１１８】
　図５を参照して説明したように、クリップ情報ファイルには、そのクリップ情報ファイ
ルに対応づけられた再生対象データに関する情報が記録可能であり、クリップ情報ファイ
ルに記録するＨＤＲ識別情報は、以下の情報となる。
　「クリップ情報ファイルに対応づけられた再生対象データにＨＤＲ画像が含まれている
か否か、含まれている場合は、再生対象データがＨＤＲ１画像であるか、ＨＤＲ２画像で
あるかを示すＨＤＲタイプ情報」
【０１１９】
　図１７は、クリップ情報ファイルのデータ構成例（シンタックス）を示す図である。
　クリップ情報ファイルには、そのクリップ情報に対応付けられた再生データに関する情
報が記録される。
　クリップ情報ファイルには、図１７に示すように、様々な拡張データを記録可能な拡張
データ記録領域［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤａｔａ（）］１４１が設定される。
【０１２０】
　なお、先に説明したインデックスファイルやプレイリストファイルと同様、拡張データ
記録領域［ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＤａｔａ（）］には、様々な拡張データが記録されるため
、拡張データがどのようなデータであるかを示す拡張データ識別子が、各拡張データに対
応付けられて拡張データとともに記録される。
【０１２１】
　拡張データ識別子は２つのＩＤ（ＩＤ１，ＩＤ２）によって構成される。
　本実施例では、クリップ情報ファイルにおけるＨＤＲ識別情報格納領域を示す拡張デー
タ識別子として未定義の以下の識別子、
　ＩＤ１＝０ｘ０００４
　ＩＤ２＝０ｘ０００３
　この拡張データ識別子を利用する。
　この識別情報に対応付けられた拡張データ記録領域にＨＤＲ識別情報、すなわち以下の
ＨＤＲ識別情報を記録する。
　「クリップ情報ファイルに対応付けられた再生対象データにＨＤＲ画像が含まれている
か否か、含まれている場合は、再生対象データがＨＤＲ１画像であるか、ＨＤＲ２画像で
あるかを示すＨＤＲタイプ情報」
【０１２２】
　なお、この拡張データ識別子の設定、すなわち、
　ＩＤ１＝０ｘ０００４
　ＩＤ２＝０ｘ０００３
　これらのＩＤ設定は、一例であり、この他のＩＤをＨＤＲ識別情報の記録領域を示すＩ
Ｄとして利用する構成も可能である。
【０１２３】
　図１８は、図１７に示すクリップ情報ファイルの拡張データ記録領域［Ｅｘｔｅｎｓｉ
ｏｎＤａｔａ（）］１４１に記録されるＨＤＲ識別情報のデータ記録領域の構成例（シン
タックス）を示す図である。
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　図１８に示すように、クリップ情報ファイルの拡張データ記録領域１４１には、拡張デ
ータ識別子（ＩＤ）記録領域１４２と、データブロック（ｄａｔａ＿ｂｌｏｃｋ）１４３
が設定される。
【０１２４】
　拡張データ識別子（ＩＤ）記録領域１４２には、上述したＨＤＲ識別情報の記録領域を
示すＩＤ（ＩＤ１＝０ｘ０００４，ＩＤ２＝０ｘ０００３）が記録される。
　この拡張データ識別子（ＩＤ）記録領域１４２の後にＨＤＲ識別情報の記録領域である
データブロック（ｄａｔａ＿ｂｌｏｃｋ）１４３が設定される。
【０１２５】
　データブロック（ｄａｔａ＿ｂｌｏｃｋ）１４３に記録される具体的なデータについて
、図１９を参照して説明する。
　図１９は、図１８に示すデータブロック（ｄａｔａ＿ｂｌｏｃｋ）１４３の詳細構成を
示す図である。すなわち、クリップ情報ファイルに記録されるＨＤＲ識別情報の具体的な
データ例を示している。
【０１２６】
　図１９（ａ）に示すようにデータブロックには、以下のデータ記録領域が設定される。
　（１）ダイナミックレンジタイプ（ｄｙｎａｍｉｃ＿ｒａｎｇｅ＿ｔｙｐｅ）１４４
【０１２７】
　図１９（ｂ）は、ダイナミックレンジタイプ情報（ｄｙｎａｍｉｃ＿ｒａｎｇｅ＿ｔｙ
ｐｅ＿ｒｅｆ）１４４の記録データ例を説明する図である。
　このダイナミックレンジタイプ情報（ｄｙｎａｍｉｃ＿ｒａｎｇｅ＿ｔｙｐｅ）１４４
は、例えば１６ビットデータであり、各ビット（ｂｉｔ０～ｂｉｔ１５）のビット値設定
と、その意味は図１９（ｂ）に示す対応となる。
【０１２８】
　ダイナミックレンジタイプ情報１６ビット中のｂｉｔ０＝１：このクリップ情報ファイ
ルに対応付けられた再生対象データ中にＳＤＲ画像が含まれる。
　ダイナミックレンジタイプ情報４ビット中のｂｉｔ１＝１：このクリップ情報ファイル
に対応付けられた再生対象データ中にＨＤＲ１画像が含まれる。
　ダイナミックレンジタイプ情報４ビット中のｂｉｔ４＝１：このクリップ情報ファイル
に対応付けられた再生対象データ中にＨＤＲ２画像が含まれる。
【０１２９】
　クリップ情報ファイルにはこのＨＤＲ識別情報が記録され、クリップ情報を利用して画
像再生を行なう場合、この情報を参照し、参照情報から得られる画像特性等に応じた適正
な再生処理を行なうことができる。
【０１３０】
　　［３．再生装置と表示装置間の情報入出力構成例について］
　先に図２等を参照して説明したように、例えば、ＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）　
Ｄｉｓｃ）等の情報記録媒体１０に記録された画像データを再生装置（ＢＤプレーヤ）２
０が再生し、表示装置３０ａ～３０ｃにおいて正常な画像表示を行うために必要な処理は
、例えば以下の処理である。
　（１）再生装置２０が、装着した情報記録媒体（ＢＤ）１０に記録された画像データの
種類、すなわち、ＨＤＲ１，ＨＤＲ２，ＳＤＲ、これらのどのタイプの画像が記録されて
いるのかを確認すること。
　（２）再生装置２０が、再生装置に接続された表示装置が表示可能な画像データの種類
、すなわち、ＨＤＲ１，ＨＤＲ２，ＳＤＲ、これらのどのタイプの画像が表示可能である
かを確認すること。
　（３）表示装置３０ａ～３０ｃが、再生装置２０から入力するデータが、ＨＤＲ１，Ｈ
ＤＲ２，ＳＤＲ、これらのどのタイプの画像データであるかを確認すること。
【０１３１】
　これら（１）～（３）の確認処理を、再生装置２０から表示装置３０ａ～３０ｃに対す
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る画像データの出力前に実行することで、各画像タイプに応じた正常な、再生、表示処理
が可能となる。
【０１３２】
　上記（１）の処理は、再生装置が、上述した情報記録媒体に記録されたＨＤＲ識別情報
、すなわち、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等の
データベースファイルに記録されたＨＤＲ識別情報を参照することで実現される。
【０１３３】
　一方、上記の（２），（３）の確認処理を行なうためには、再生装置と表示装置間で、
情報を入出力する必要がある。
　以下、この処理について説明する。
【０１３４】
　図２０には、ＢＤ等の情報記録媒体１０を装着した再生装置２０と、再生装置２０の再
生データを表示するテレビ等の表示装置３０を示している。
　再生装置２０と表示装置３０は、例えばＨＤＭＩ（登録商標）ケーブル等によって接続
され、相互に様々なデータを送受信することができる。
　なお、再生装置２０と表示装置３０との接続構成はＨＤＭＩ（登録商標）ケーブルに限
らず、その他の様々な接続構成が可能である。例えば無線ネットワークを介した通信を行
う構成等としてもよい。
【０１３５】
　再生装置２０と表示装置３０の通信接続が確立されると、表示装置３０は、再生装置２
０に対して、表示装置の機能情報等を出力する。
　具体的には、図２０に示すように、例えばＨＤＭＩ（登録商標）規定のＥＤＩＤ（Ｅｘ
ｔｅｎｄｅｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｄａｔａ）２０１を出
力する。
　このＥＤＩＤには、表示装置３０がどのようなタイプの画像を出力可能であるか等の表
示装置機能情報が含まれる。
【０１３６】
　再生装置２０は、表示装置３０から受信した表示装置機能情報を記憶部に格納する。具
体的には、例えばＰＳＲ（Ｐｌａｙｅｒ　Ｓｔａｔｕｓ　Ｒｅｓｉｓｔｅｒ）に、格納す
る。
【０１３７】
　一方、再生装置２０は、情報記録媒体１０に格納されたコンテンツの再生処理に際して
、再生処理データに関する再生データ情報を図２０に示すインフォフレーム（ｉｎｆｏ　
ｆｒａｍｅ）に格納して表示装置３０に通知する。
【０１３８】
　以下、表示装置３０が再生装置２０に送信する表示装置情報であるＥＤＩＤ２０１と、
再生装置２０が表示装置３０に送信する再生データ情報を格納したインフォフレーム２０
２の具体的構成例について、順次、説明する。
【０１３９】
　　［３－１．表示装置が再生装置に送信する表示装置情報について］
　まず、図２１以下を参照して表示装置３０が再生装置２０に送信する表示装置情報につ
いて説明する。
【０１４０】
　図２１は、表示装置３０が再生装置２０に送信する表示装置機能情報であるＥＤＩＤ（
Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｄａｔａ）のデー
タ構成例を示す図である。
　ＥＤＩＤとは、規格化団体であるＣＥＡ（Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ
　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）の規格であるＣＥＡ８６１によって定義される２５６バイト
のデータブロックである。
【０１４１】
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　表示装置３０は、ＥＤＩＤに、表示装置３０が、どのタイプの画像データ（ＳＤＲ／Ｈ
ＤＲ１／ＨＤＲ２）を再生可能であるかを示すＨＤＲ再生機能情報（ＨＤＲ　Ｓｔａｔｉ
ｃ　ｍｅｔａｄａｔａ）２２１を格納して、再生装置２０に送信する。
　例えば、図２１に示すようにＥＤＩＤ中の、ＥＤＩＤタグコード［０ｘ６］の項目にＨ
ＤＲ再生機能情報（ＨＤＲ　Ｓｔａｔｉｃ　ｍｅｔａｄａｔａ）２２１を格納して、再生
装置２０に送信する。
【０１４２】
　ＨＤＲ再生機能情報（ＨＤＲ　Ｓｔａｔｉｃ　ｍｅｔａｄａｔａ）２２１の具体例を図
２２に示す。
　ＨＤＲ再生機能情報（ＨＤＲ　Ｓｔａｔｉｃ　ｍｅｔａｄａｔａ）２２１は、例えば図
２２に示す８ビットデータによって構成される。
【０１４３】
　図２２（ａ）に示すように、ＨＤＲ再生機能情報を構成する８ビット（ｂｉｔ０～ｂｉ
ｔ７）中のｂｉｔ１＝１の設定の場合、表示装置３０がＨＤＲ１タイプのＨＤＲ画像再生
機能を有することを示す。
　また、図２２（ｂ）に示すように、ＨＤＲ再生機能情報を構成する８ビット（ｂｉｔ０
～ｂｉｔ７）中のｂｉｔ３＝１の設定の場合、表示装置３０がＨＤＲ２タイプのＨＤＲ画
像再生機能を有することを示す。
　また、図２２（ｃ）に示すように、ＨＤＲ再生機能情報を構成する８ビット（ｂｉｔ０
～ｂｉｔ７）中のｂｉｔ１＝１、ｂｉｔ３＝１の設定の場合、表示装置３０がＨＤＲ１タ
イプ、およびＨＤＲ２タイプ双方のＨＤＲ画像再生機能を有することを示す。
　また、図２２（ｄ）に示すように、ＨＤＲ再生機能情報を構成する８ビット（ｂｉｔ０
～ｂｉｔ７）中の全ｂｉｔ＝０の設定の場合、表示装置３０がＨＤＲ画像再生機能を有さ
ず、ＳＤＲ画像再生機能を有することを示す。
【０１４４】
　再生装置２０は、このＨＤＲ再生機能情報を含むＥＤＩＤを表示装置３０から受信する
と、受信ＥＤＩＤに含まれるデータを記憶部（ＰＳＲ：プレーヤステータスレジスタ）に
格納する。
【０１４５】
　再生装置２０の記憶部（ＰＳＲ）に格納される表示装置機能情報の例を図２３に示す。
　再生装置２０は、記憶部（ＰＳＲ）の一部領域、例えば３２ビットデータの記録領域を
有するＰＳＲ２６に表示装置機能情報を格納する。
　データ記録領域である３２ビット領域の下位２ビット（ｂｉｔ１，ｂｉｔ０）に、表示
装置の表示機能に応じたビット値を格納する。
【０１４６】
　例えば、図２３に示すように、ビット値の設定と、表示装置の機能との対応関係は以下
の通りである。
　（ａ）（ｂｉｔ１，ｂｉｔ０）＝（０，０）：表示装置はＨＤＲ画像の表示機能を有し
ていない。
　（ｂ）（ｂｉｔ１，ｂｉｔ０）＝（０，１）：表示装置はＨＤＲ１画像のみの表示機能
を有する。
　（ｃ）（ｂｉｔ１，ｂｉｔ０）＝（１，０）：表示装置はＨＤＲ２画像のみの表示機能
を有していない。
　（ｄ）（ｂｉｔ１，ｂｉｔ０）＝（１，１）：表示装置はＨＤＲ１画像，およびＨＤＲ
２画像の表示機能を有する。
【０１４７】
　再生装置２０は表示装置３０から受信したＥＤＩＤに基づいて、図２３に示すように記
憶部（ＰＳＲ）に表示装置の表示機能情報を格納する。
　再生装置２０は、この記憶部格納情報を参照することで、再生装置２０に接続された表
示装置３０の表示機能、すなわち表示可能画像がＨＤＲ１であるか、ＨＤＲ２であるか、
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ＳＤＲであるかを判別することが可能となる。
【０１４８】
　なお、ここでは、表示装置３０が再生装置２０に送信する表示装置情報をＥＤＩＤとし
た例について説明したが、その他の形式を持つデータを送受信して表示装置情報を送信す
る構成としてもよい。例えば無線通信パケットに表示装置情報を格納して送信する構成等
が可能である。
【０１４９】
　　［３－２．再生装置が表示装置に送信する再生データ情報について］
　次に、図２０に示す再生装置２０が表示装置３０に送信する再生データ情報であるイン
フォフレーム２０２の具体的構成例について説明する。
【０１５０】
　図２４は、再生装置２０が表示装置３０に送信するインフォフレーム２０２の具体的デ
ータ構成例を示す図である。
　図２４に示すように、インフォフレーム２０２には、複数のフィールドが設けられ、各
フィールド単位で記録された様々な情報が再生装置２０から表示装置３０に提供される。
　この情報は、表示装置３０が、再生装置２０から入力する再生コンテンツの表示処理等
に適用するための再生データ情報である。
【０１５１】
　ＥＯＴＦフィールド２３１には、表示処理に適用するＥＯＴＦ（電光変換関数）情報が
記録される。
　例えばＳＤＲ画像対応のＥＯＴＦの適用が要求される場合は、ＥＯＴＦフィールド設定
値が０、ＨＤＲ１画像対応のＥＯＴＦの適用が要求される場合は、ＥＯＴＦフィールド設
定値が１、ＨＤＲ２画像対応のＥＯＴＦの適用が要求される場合は、ＥＯＴＦフィールド
設定値が３、このような設定となる。
【０１５２】
　スタティックメタデータタイプ（Ｓｔａｔｉｃ　ｍｅｔａｄａｔａ　ｔｙｐｅ）フィー
ルド２３２には、再生コンテンツの再生処理に適用するプレイリストに記録された情報が
格納される。
　具体的には、図２５に示すプレイリストファイルに記録された情報が格納される。
　図２５に示すプレイリストファイルは、先に図１２を参照して説明したプレイリストフ
ァイルの一部に相当する。
【０１５３】
　再生装置２０は、表示装置３０におけるコンテンツの出力に必要となる情報をプレイリ
ストファイルから抽出して、インフォフレーム２０２のスタティックメタデータタイプ（
Ｓｔａｔｉｃ　ｍｅｔａｄａｔａ　ｔｙｐｅ）フィールド２３２に格納して表示装置３０
に提供する。
　表示装置３０は、インフォフレーム２０２に格納されたデータを参照することで、再生
装置２０から入力するコンテンツに対して、コンテンツ種類（ＳＤＲ／ＨＤＲ１／ＨＤＲ
２）に応じた適切な処理を行なうことが可能となり、適切な画像表示を実行することがで
きる。
【０１５４】
　　［４．情報記録媒体に対するデータ記録処理を実行する情報処理装置の構成と処理に
ついて］
　次に、図２６、図２７を参照して情報記録媒体に対するデータ記録処理を実行する情報
処理装置の構成と処理について説明する。
【０１５５】
　先に図２を参照して説明したように、図２に示す表示装置３０において画像の正常な表
示を実現するためには、再生装置２０が、装着した情報記録媒体（ＢＤ）１０に記録され
た画像データの種類、すなわち、ＨＤＲ１，ＨＤＲ２，ＳＤＲ、これらのどのタイプの画
像が記録されているのかを確認することが必要である。
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【０１５６】
　この確認処理を可能とするために、前述したように、画像データ等の管理情報や、属性
情報、あるいは再生制御情報を格納したデータファイル中にＨＤＲ識別情報等を記録する
。
　情報記録媒体がＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）　Ｄｉｓｃ）である場合、ＢＤフォ
ーマットにおいて規定される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
報ファイル等のデータベースファイルにＨＤＲ識別情報等を記録する。
【０１５７】
　以下、このようなＨＤＲ識別情報を記録した情報記録媒体の生成処理、具体的には、Ｂ
Ｄ等の情報記録媒体に対するデータ記録処理を実行する情報処理装置の構成と、処理シー
ケンスについて説明する。
【０１５８】
　図２６は、ＢＤ等の情報記録媒体に対するデータ記録処理を実行する情報処理装置３０
０の構成を示す図である。
　情報処理装置３００は、図２６に示す情報記録媒体（記録メディア）３２０に、ＨＤＲ
１画像、またはＨＤＲ２画像、またはＳＤＲ画像等の画像ファイルを格納したストリーム
ファイル（クリップＡＶストリームファイル）を記録し、さらに先に説明したＨＤＲ識別
情報等を格納した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
等のデータベースファイルを記録し、ＢＤフォーマットに従ったデータ記録ディスクを生
成する。
【０１５９】
　データ入力部３０１は、情報記録媒体３２０に対する記録用データ３３１、すなわち画
像データ、音声データ、字幕データ等の記録用データ３３１を入力する。これらの記録用
データ３３１はコンテンツ製作者によって制作されたデータであり、例えば１つのメディ
ア、あるいは個別の複数メディアに記録され、メディアを介して情報処理装置３００に入
力される。あるいは、ネットワーク等を介して入力する構成としてもよい。
【０１６０】
　記録用データ３３１は、制御部３０３の制御によって、記憶部３０４に格納され、その
後、多重化処理部３０５に入力される。
【０１６１】
　多重化処理部３０５は、字幕データ取得部３１１、画像データ取得部３１２、音声デー
タ取得部３１３、およびマルチプレクサ（ＭＵＸ）３１４を有する。
　字幕データ取得部３１１は、データ入力部３０１が入力し、記憶部３０４に格納された
記録用データ３３１から、字幕データを取得する。
　画像データ取得部３１２は、データ入力部３０１が入力し、記憶部３０４に格納された
記録用データ３３１から、画像データを取得する。
　音声データ取得部３１３は、データ入力部３０１が入力し、記憶部３０４に格納された
記録用データ３３１から、音声データを取得する。
【０１６２】
　マルチプレクサ（ＭＵＸ）３１４は、字幕データ取得部３１１、画像データ取得部３１
２、音声データ取得部３１３の取得した字幕、画像、音声各データを入力し、これらのデ
ータを格納したトランスポートストリームファイル（ＴＳファイル）を生成する。具体的
には、例えば、先に図３等を参照して説明したクリップＡＶストリームファイルである。
　このクリップＡＶストリームファイルが、制御部３０３の制御の下、記録部３０６によ
って、ドライブ３０７を介して情報記録媒体３２０に出力され、記録される。
　クリップＡＶストリームファイルは、図２６に示す記録データ３３２の構成データであ
る。
【０１６３】
　ユーザ入力部３０２は、例えば情報記録媒体３２０に対するデータ記録の開始要求等を
入力する。
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　さらに、記録データの種類、具体的には、ＳＤＲ画像、ＨＤＲ１画像、ＨＤＲ２画像等
が含まれるか否か等の情報を入力する。
　制御部４０１は、これらの入力情報に基づいて、情報記録媒体５２０に記録するための
管理データや再生制御情報ファイルを生成する。具体的には、前述したＨＤＲ識別情報を
記録した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等のデー
タベースファイルを含む記録データ３３２を生成する。
【０１６４】
　ＨＤＲ識別情報を記録した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
報ファイル等のデータベースファイルを含む記録データ３３２は、制御部３０３の制御の
下、記録部３０６によって、ドライブ３０７を介して情報記録媒体３２０に出力され、記
録される。
【０１６５】
　なお、記録データの種類、具体的には、ＳＤＲ画像、ＨＤＲ１画像、ＨＤＲ２画像等が
含まれるか否か等の情報について、ユーザ入力部３０２を介して入力する例を説明したが
、これらの情報は、制御部３０３が、例えば、データ入力部３０１から入力する記録用デ
ータ３３１に併せて入力されるメタデータから取得する構成としてもよい。
　あるいは、制御部３０３が、データ入力部３０１から入力する記録用データ３３１を解
析して、画像種類情報を取得する構成としてもよい。
【０１６６】
　次に、図２６に示す情報処理装置３００が実行する情報記録媒体３２０に対するデータ
記録処理のシーケンスについて、図２７に示すフローチャートを参照して説明する。
【０１６７】
　図２７に示すフローに従った処理は、例えば情報処理装置の記憶部に格納されたプログ
ラムに従って、プログラム実行機能を有するＣＰＵを備えたデータ処理部（制御部）の制
御の下で実行することができる。
　以下、図２７のフローに示す各ステップの処理について、順次、説明する。
【０１６８】
　　（ステップＳ１０１）
　まず、情報処理装置３００は、ステップＳ１０１において、データ入力部３０１を介し
て記録用データを入力する。
　記録用データには画像データ、音声データ、字幕データ等が含まれる。
　画像データは例えばＳＤＲ画像、ＨＤＲ１画像、ＨＤＲ２画像等によって構成される。
【０１６９】
　　（ステップＳ１０２）
　次に、ステップＳ１０２において、制御部３０３は、ユーザ入力部３０２から入力され
る画像タイプ情報を検出する。
　すなわち、記録データの画像タイプが、ＨＤＲ１，ＨＤＲ２，ＳＤＲのいずれを含むも
のであるかを検出する。
　なお、前述したように画像タイプ情報は、メタデータから取得してもよいし、入力画像
データを解析して取得する構成としてもよい。
【０１７０】
　　（ステップＳ１０３）
　次に、ステップＳ１０３において、記録データとしての画像、音声、字幕各データの多
重化処理［ＴＳ（トランスポートストリーム）生成処理］を実行する。
　これは、図２６に示す多重化処理部３０５において実行する処理である。
【０１７１】
　多重化処理部３０５のマルチプレクサ（ＭＵＸ）３１４は、字幕データ取得部３１１、
画像データ取得部３１２、音声データ取得部３１３の取得した字幕、画像、音声各データ
を入力し、これらのデータを格納したトランスポートストリームファイル（ＴＳファイル
）を生成する。具体的には、例えば、先に図３等を参照して説明したクリップＡＶストリ
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ームファイルである。
【０１７２】
　　（ステップＳ１０４）
　ステップＳ１０４において、制御部３０３は、全ての記録データの多重化処理が終了し
たか否かを判定する。未処理データがある場合は、ステップＳ１０１からの処理を繰り返
す。
　全ての記録データの多重化処理が終了したと判定するとステップＳ１０５に進む。
【０１７３】
　　（ステップＳ１０５）
　次に、ステップＳ１０５において、制御部３０３は、生成したＴＳ（トランスポートス
トリーム）に対応するクリップ情報ファイルを生成し、クリップ情報ファイルにＨＤＲ識
別情報等を記録する。
　具体的には、例えば、先に図１７～図１９を参照して説明したＨＤＲ識別情報等を記録
したクリップ情報ファイルを生成する。
【０１７４】
　　（ステップＳ１０６）
　ステップＳ１０６において、制御部３０３は、全てのクリップ情報ファイルの生成処理
が完了したか否かを判定する。完了していない場合は、ステップＳ１０５の処理を繰り返
す。
　全てのクリップ情報ファイルの生成処理が完了したと判定するとステップＳ１０７に進
む。
【０１７５】
　　（ステップＳ１０７）
　次に、ステップＳ１０７において、制御部３０３は、生成したＴＳ（トランスポートス
トリーム）の再生制御情報ファイルであるプレイリストファイルを生成し、プレイリスト
ファイルにＨＤＲ識別情報等を記録する。
　具体的には、例えば、先に図１０～図１６を参照して説明したＨＤＲ識別情報等を記録
したプレイリストファイルを生成する。
【０１７６】
　　（ステップＳ１０８）
　次に、ステップＳ１０８において、制御部３０３は、全てのプレイリストファイルの生
成処理が完了したか否かを判定する。完了していない場合は、ステップＳ１０７の処理を
繰り返す。
　全てのプレイリストファイルの生成処理が完了したと判定するとステップＳ１０９に進
む。
【０１７７】
　　（ステップＳ１０９）
　次に、ステップＳ１０９において、制御部３０３は、生成したプレイリストファイルに
記録されたＨＤＲ識別情報を参照して、情報記録媒体の全記録データ対応のＨＤＲ識別情
報を生成し、生成したＨＤＲ識別情報を記録したインデックスファイルを生成する。
　具体的には、例えば、先に図６～図９を参照して説明したＨＤＲ識別情報等を記録した
インデックスファイルを生成する。
【０１７８】
　　（ステップＳ１１０）
　次に、ステップＳ１１０において、制御部３０３は、生成した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等のデータベースファイル、およびＴＳフ
ァイル（クリップＡＶストリームファイル）を、情報記録媒体に記録する。
【０１７９】
　図２６を参照して説明したように、制御部３０３の制御の下、記録部３０６によって、
ドライブ３０７を介して情報記録媒体３２０に出力され、記録される。
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【０１８０】
　これらの一連の処理によって、ＨＤＲ識別情報等を記録した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等のデータベースファイルと、ＳＤＲ画像、
またはＨＤＲ１画像、またはＨＤＲ２画像等のいずれかの画像データを格納したＴＳファ
イル（クリップＡＶストリームファイル）の記録された情報記録媒体が完成する。
【０１８１】
　　［５．情報記録媒体からのデータ再生処理を実行する情報処理装置の構成と処理につ
いて］
　次に、図２８、図２９を参照して情報記録媒体からのデータ再生処理を実行する情報処
理装置の構成と処理について説明する。
【０１８２】
　先に図２を参照して説明したように、図２に示す表示装置３０において画像の正常な表
示を実現するためには、再生装置２０は、装着した情報記録媒体（ＢＤ）１０に記録され
た画像データの種類、すなわち、ＨＤＲ１，ＨＤＲ２，ＳＤＲ、これらのどのタイプの画
像が記録されているのかを確認し、さらに、表示装置の表示機能情報を取得する処理等が
必要である。
【０１８３】
　本開示の再生装置２０は、装着した情報記録媒体（ＢＤ）１０に記録された画像データ
の種類、すなわち、ＨＤＲ１，ＨＤＲ２，ＳＤＲ、これらのどのタイプの画像が記録され
ているのかを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等の
データベースファイルに記録されたＨＤＲ識別情報等に基づいて確認する。
　さらに、先に図２０を参照して説明したように、再生装置２０は、表示装置３０から、
ＥＤＩＤ等の表示装置機能情報を入力し、さらに、表示装置３０に対して、インフォフレ
ーム等の再生データ情報を出力する。
　これらの処理を実行することで、表示装置３０において画像の正常な表示が実現される
。
【０１８４】
　以下、この正常な画像表示処理を実現する情報記録媒体再生装置である情報処理装置の
構成と、処理シーケンスについて説明する。
【０１８５】
　図２８は、ＢＤ等の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情報処理装
置４００の構成を示す図である。
　情報処理装置４００は、図２８に示す情報記録媒体（記録メディア）５１０に記録され
たデータを読み取り、表示装置５２０に出力する。なお、表示装置２０は、例えばテレビ
等であり、ディスプレイ、スピーカ等を備えた表示装置である。
【０１８６】
　情報記録媒体（記録メディア）５１０は、例えば、ＢＤフォーマットに従ったデータを
記録したディスクであり、画像、音声、字幕各データの多重化データであるクリップＡＶ
ストリームファイル（＝トランスポートストリームファイル）の他、インデックススファ
イル、プレイリストファイル、クリップ情報ファイル等のデータベースファイル等が記録
されている。
【０１８７】
　クリップＡＶストリームファイルにはＳＤＲ画像、ＨＤＲ１画像、ＨＤＲ２画像、少な
くともいずれかのタイプの画像から構成される画像データが格納されている。また、イン
デックススファイル、プレイリストファイル、クリップ情報ファイルの各々には、前述し
たＨＤＲ識別情報が記録されている。
【０１８８】
　制御部４０１は、例えば、ユーザ入力部４０２からの再生指示情報の入力に基づいて、
情報記録媒体５１０の記録データを、記録再生部４０４、ドライブ４０３を介して読み取
り、データバッファとしての記憶部４０５に格納し、その格納データを再生処理部４０６
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に出力する。
【０１８９】
　また、制御部４０１は、入出力インタフェース４０７を介して表示装置５２０との通信
を実行する。
　情報処理装置４００の制御部４０１は、例えば図２０～図２４を参照して説明したＥＤ
ＩＤ等の表示装置機能情報を表示装置５２０から受信する。
　また、制御部４０１は、情報記録媒体５１０から読み出したインデックススファイル、
プレイリストファイル、クリップ情報ファイル等のデータベースファイルに記録されたＨ
ＤＲ識別情報を解析し、表示装置５２０における再生データの表示処理に必要となる再生
データ情報をインフォフレームに格納して表示装置５２０に送信する。
【０１９０】
　再生処理部４０６は、制御部４０１の制御の下、情報記録媒体５１０から読み出された
再生データ、すなわち、画像、音声、字幕等の各データを格納したクリップＡＶストリー
ムファイルから各データを取得して再生データを生成する。
【０１９１】
　デマルチプレクサ（ＤｅＭＵＸ）４１１は、画像、音声、字幕等の各データを格納した
クリップＡＶストリームファイルを構成するデータ格納パケットを取得し、データ種別の
パケットに分類し、各パケットを、データ種類に応じて、字幕データ生成部４１２、画像
データ生成部４１３、音声データ生成部４１４に出力する。
【０１９２】
　字幕データ生成部４１２、画像データ生成部４１３、音声データ生成部４１４は、パケ
ットに格納されたデータの復号処理等を実行し、復号データを出力データ生成部４１５に
出力する。
　出力データ生成部４１５は、字幕、画像、音声の各データを、入出力インタフェース４
０７を介して表示装置５２０に出力する。
【０１９３】
　なお、出力データ生成部４１５は、制御部４０１の制御の下、必要に応じて画像変換、
例えばＨＤＲ１画像をＳＤＲ画像に変換する処理を実行する。
　具体的には、表示装置５２０がＳＤＲテレビである場合、ＨＤＲ１画像を出力すると、
表示装置５２０では表示することができない。
　このような場合、出力データ生成部４１５は、ＨＤＲ１画像をＳＤＲ画像に変換する処
理を実行して生成してＳＤＲ画像データを表示装置５２０に出力する。
【０１９４】
　表示装置５２０は、情報処理装置４００から入力する字幕、画像、音声等の各データを
表示装置５２０の特性や機能に応じた出力データ生成処理、例えば画像の出力値を生成す
るＥＯＴＦ変換等を実行し、表示装置５２０の特性に適合した出力データを生成して出力
する。
【０１９５】
　なお、情報処理装置４００の制御部４０１は、表示装置５２０から受信する表示装置機
能情報に応じて、再生処理部４０６において生成する再生データの制御を行う。
　また、表示装置５２０から受信する表示装置機能情報が、情報記録媒体５１０のデータ
を再生できない、例えば表示できないことが明らかになった場合には、再生データ生成を
実行することなく処理を停止する。なお、この場合、情報処理装置４００の制御部４０１
は、表示装置５２０に対して再生不可であることを示す通知メッセージの出力処理を行な
う構成としてもよい。
【０１９６】
　次に、図２８に示す情報処理装置４００が実行する情報記録媒体５１０からのデータ再
生処理のシーケンスについて、図２９に示すフローチャートを参照して説明する。
【０１９７】
　図２９に示すフローに従った処理は、例えば情報処理装置４００の記憶部に格納された
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プログラムに従って、プログラム実行機能を有するＣＰＵを備えたデータ処理部（制御部
）の制御の下で実行することができる。
　以下、図２９のフローに示す各ステップの処理について、順次、説明する。
【０１９８】
　　（ステップＳ２０１）
　まず、情報処理装置４００は、ステップＳ２０１において、表示装置５２０から表示装
置機能情報（ＥＤＩＤ）を入力し、記憶部（ＰＳＲ）に格納する。
【０１９９】
　この処理は、先に図２０～図２３を参照して説明した処理である。情報処理装置（再生
装置）４００と表示装置５２０の通信接続が確立されると、表示装置５２０は、情報処理
装置４００に対して、表示装置５２０の機能情報等を出力する。具体的には、図２０に示
すように、例えばＨＤＭＩ（登録商標）規定のＥＤＩＤ（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｄｉｓｐｌ
ａｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｄａｔａ）２０１を出力する。このＥＤＩＤには
、表示装置５２０がどのようなタイプの画像を出力可能であるか等の表示装置機能情報が
含まれる。
【０２００】
　表示装置機能情報は、図２２を参照して説明したように、例えば、表示装置５２０がＨ
ＤＲ１画像、ＨＤＲ２画像、ＳＤＲ画像、これらのどの画像の再生機能を有するかについ
ての情報が含まれる。
　情報処理装置４００は、表示装置５２０から受信した再生機能情報を記憶部（ＰＳＲ）
に格納する。例えば図２３を参照して説明したように記憶部（ＰＳＲ）に格納する。
【０２０１】
　　（ステップＳ２０２）
　次に、情報処理装置４００は、ステップＳ２０２において、情報記録媒体からインデッ
クスファイルを取得する。
　インデックスファイルには、例えば、先に図６～図９を参照して説明したＨＤＲ識別情
報が記録されている。
【０２０２】
　　（ステップＳ２０３）
　次に、情報処理装置４００は、ステップＳ２０３において、情報記録媒体５１０から読
み出したインデックスファイルに記録されたＨＤＲ識別情報と、先のステップＳ２０１に
おいて表示装置５２０から受信した表示装置機能情報（ＥＤＩＤ）に基づいて、表示装置
５２０の表示可能なＨＤＲ画像が、情報記録媒体５１０に記録されているか否かを判定す
る。
【０２０３】
　表示装置５２０の表示可能なＨＤＲ画像が、情報記録媒体５１０に記録されていると判
定した場合は、ステップＳ２０４に進み、表示装置５２０の表示可能なＨＤＲ画像が、情
報記録媒体５１０に記録されていないと判定した場合は、ステップＳ２１１に進む。
【０２０４】
　　（ステップＳ２０４）
　ステップＳ２０３の判定処理において、表示装置５２０の表示可能なＨＤＲ画像が、情
報記録媒体５１０に記録されていると判定した場合は、ステップＳ２０４に進む。
　ステップＳ２０４では、表示装置の表示可能なＨＤＲ画像の再生用プレイリストを選択
取得する。
【０２０５】
　表示装置の表示可能なＨＤＲ画像は、例えばＨＤＲ１画像、またはＨＤＲ２画像である
。いずれが表示装置５２０において表示可能かについては、ステップＳ２０１において表
示装置５２０から受信した表示装置機能情報によって確認済みである。
　情報処理装置４００は、表示装置５２０において表示可能なＨＤＲ画像を格納したスト
リームファイルの再生制御情報であるプレイリストを選択取得する。。



(34) JP WO2017/145722 A1 2017.8.31

10

20

30

40

50

【０２０６】
　　（ステップＳ２０５）
　次に、情報処理装置４００は、ステップＳ２０５において、選択取得したプレイリスト
の格納データに基づいて、再生データ情報（インフォフレーム）を生成して、表示装置５
２０に送信する。
【０２０７】
　再生データ情報（インフォフレーム）は、先に図２０、図２４、図２５を参照して説明
した再生データ情報（インフォフレーム）である。
　図２４に示すように、インフォフレームには、複数のフィールドが設けられ、各フィー
ルド単位で記録された様々な情報が情報処理装置（再生装置）４００から表示装置５２０
に提供される。この情報は、表示装置５２０が、情報処理装置（再生装置）４００から入
力する再生コンテンツの表示処理等に適用するための再生データ情報であり、例えば画像
表示処理に適用するＥＯＴＦ（電光変換関数）情報が記録される。
【０２０８】
　　（ステップＳ２２１）
　図２９に示す点線枠で示すステップ（ステップＳ２２１～Ｓ２２３）の処理は表示装置
５２０において実行する処理である。
　表示装置５２０は、ステップＳ２２１において、情報処理装置４００から受信した再生
データ情報（インフォフレーム）に基づいて、表示モードを設定し、設定した表示モード
に従ってＨＤＲ画像を表示する。
【０２０９】
　　（ステップＳ２１１）
　次に、ステップＳ２０３において、示装置５２０の表示可能なＨＤＲ画像が、情報記録
媒体５１０に記録されていないと判定した場合に実行するステップＳ２１１以下の処理に
ついて説明する。
【０２１０】
　情報処理装置４００は、ステップＳ２１１において、情報記録媒体５１０にＳＤＲ画像
が記録されているか否かを判定する。
　この判定処理は、ステップＳ２０２で情報記録媒体５１０から読み出したインデックス
ファイルのＨＤＲ識別情報に基づいて行われる。
　情報記録媒体５１０にＳＤＲ画像が記録されていないことが確認された場合は、ステッ
プＳ２１２に進む。
　一方、情報記録媒体５１０にＳＤＲ画像が記録されていることが確認された場合は、ス
テップＳ２１５に進む。
【０２１１】
　　（ステップＳ２１２）
　ステップＳ２１１の判定処理において、情報記録媒体５１０にＳＤＲ画像が記録されて
いないことが確認された場合は、ステップＳ２１２に進む。
　情報処理装置４００は、ステップＳ２１２において、画像再生に利用されるプレイリス
トがＨＤＲ２画像の再生用プレイリストであるか否かを判定する。
　これは、先に図１０～図１６を参照して説明したプレイリストファイルに記録されたＨ
ＤＲ識別情報等に基づいて判定する。
【０２１２】
　再生用プレイリストがＨＤＲ２画像再生用プレイリストであることが確認された場合は
、ステップＳ２１３に進む。
　一方、再生用プレイリストがＨＤＲ２画像再生用プレイリストでないことが確認された
場合は、ステップＳ２１４に進む。この場合、その再生用プレイリストはＨＤＲ１画像の
再生用プレイリストである。
【０２１３】
　　（ステップＳ２１３）
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　ステップＳ２１２の判定処理において、再生用プレイリストがＨＤＲ２画像再生用プレ
イリストであることが確認された場合は、ステップＳ２１３に進む。
　情報処理装置４００は、ステップＳ２１３において、再生用プレイリストによる再生対
象データであるＨＤＲ２画像データを表示装置５２０にそのまま出力する。
【０２１４】
　なお、先に図２を参照して説明したように、ＨＤＲ２画像は、ＨＤＲ非対応テレビ（Ｓ
ＤＲテレビ）３０ａにおいても出力可能な画像データとして生成された画像データである
。
【０２１５】
　ＨＤＲ２画像は、前述したように相対値方式である（ｂ）アプリケーション２（Ａｐｐ
ｌｉｃａｔｉｏｎ２）に相当する画像方式であり、出力輝度の上限が高いＨＤＲ画像出力
に対応したＨＤＲテレビではダイナミックレンジの広いＨＤＲ画像を出力可能であり、出
力輝度の上限が低い従来型のＳＤＲテレビにおいても、ＳＤＲテレビが出力可能な輝度範
囲で、自然な画像を表示可能となるという特徴がある。
　すなわち、ＨＤＲ２画像は、ＨＤＲ２対応テレビではＨＤＲ２画像として表示可能であ
り、ＳＤＲテレビでもＳＤＲ画像として表示可能な画像である。
【０２１６】
　ステップＳ２０３において、Ｎｏの判定処理がなされていることから、表示装置は、Ｈ
ＤＲ２画像を出力可能ではないＳＤＲテレビ等であることが確認されている。しかし、Ｈ
ＤＲ２画像については、ＳＤＲテレビでもＳＤＲ画像としての表示が可能であり、情報処
理装置４００は、ＨＤＲ２画像データを表示装置５２０にそのまま出力する。
【０２１７】
　　（ステップＳ２２２）
　ステップＳ２２２の処理は表示装置５２０の実行する処理である。
　表示装置５２０は、ステップＳ２２２において、情報処理装置４００から入力したＨＤ
Ｒ２画像を適用して、ＳＤＲ画像として表示処理を実行する。
【０２１８】
　　（ステップＳ２１４）
　ステップＳ２１２の判定処理において、再生用プレイリストがＨＤＲ２画像再生用プレ
イリストでないことが確認された場合は、ステップＳ２１４に進む。
　すなわち、再生用プレイリストがＨＤＲ１画像再生用プレイリストである場合の処理で
ある。
【０２１９】
　先に図２等を参照して説明したように、ＨＤＲ１画像は、ＳＤＲ表示装置では、表示で
きない画像データである。
　この場合、情報処理装置４００は、ステップＳ２１４において、再生用プレイリストに
よる再生対象データであるＨＤＲ１画像データを、ＳＤＲ画像データに変換して、表示装
置５２０に出力する。
【０２２０】
　　（ステップＳ２２３）
　ステップＳ２２３の処理は表示装置５２０の実行する処理である。
　表示装置５２０は、ステップＳ２２３において、情報処理装置４００から入力したＳＤ
Ｒ画像の表示処理を実行する。
【０２２１】
　　（ステップＳ２１５）
　ステップＳ２１１において、情報記録媒体５１０にＳＤＲ画像が記録されていることが
確認された場合には、ステップＳ２１５に進む。
　情報処理装置４００は、ステップＳ２１５において、ＳＤＲ画像データを表示装置に出
力する。
【０２２２】
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　　（ステップＳ２２３）
　ステップＳ２１５の処理の後も、表示装置５２０は、ステップＳ２２３の処理を実行す
る。
　表示装置５２０は、ステップＳ２２３において、情報処理装置４００から入力したＳＤ
Ｒ画像の表示処理を実行する。
【０２２３】
　なお、このフローチャートでは、情報処理装置４００が、ＨＤＲ１画像をＳＤＲ画像に
変換する機能を持つ構成を前提としているが、情報処理装置４００が、このようなデータ
変換機能を持たない場合は、表示装置５２０に表示可能なデータがないことを示す通知メ
ッセージを出力する構成としてもよい。
【０２２４】
　　［６．情報処理装置の構成例について］
　次に、情報記録媒体に対するデータ記録、情報記録媒体からのデータ再生を実行する情
報処理装置、情報記録媒体からの再生データを表示する表示装置、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３０を参照し
て説明する。
【０２２５】
　ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）６０１は、ＲＯＭ（Ｒｅ
ａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）６０２、または記憶部６０８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）６０３には、ＣＰＵ６０１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ＣＰＵ６０１、ＲＯＭ６０２、およびＲＡＭ６０３は、バス６０４に
より相互に接続されている。
【０２２６】
　ＣＰＵ６０１はバス６０４を介して入出力インタフェース６０５に接続され、入出力イ
ンタフェース６０５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６０６、ディスプレイ、スピーカなどよりなる出力部６０７が接続されている。
ＣＰＵ６０１は、入力部６０６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６０７に出力する。
【０２２７】
　入出力インタフェース６０５に接続されている記憶部６０８は、例えばハードディスク
等からなり、ＣＰＵ６０１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６０
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。
【０２２８】
　入出力インタフェース６０５に接続されているドライブ６１０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６１１を駆動し、データの記録あるいは読み取りを実行する。
【０２２９】
　　［７．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。
【０２３０】
　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）　情報記録媒体の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、
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　前記情報記録媒体からの再生データの表示処理を行なう表示装置から、ＨＤＲ（Ｈｉｇ
ｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像の表示機能情報を含む表示装置情報を入力し、
　前記情報記録媒体に記録されたデータベースファイルから、情報記録媒体に記録された
画像データにＨＤＲ画像が含まれるか否かを示すＨＤＲ識別情報を取得し、
　前記表示装置情報と、前記ＨＤＲ識別情報との対比結果に基づいて、前記表示装置に表
示可能な画像データを前記情報記録媒体から読み取り、前記表示装置に出力する情報処理
装置。
【０２３１】
　（２）　前記表示装置情報は、
　画像タイプの異なるＨＤＲ１画像とＨＤＲ２画像、さらに、ＳＤＲ（Ｓｔａｎｄａｒｄ
　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像各々についての表示機能を表示装置が有するか否か
の情報を含む情報であり、
　前記ＨＤＲ識別情報は、
　前記情報記録媒体に、ＨＤＲ１画像、ＨＤＲ２画像、ＳＤＲ画像のいずれのタイプの画
像データが記録されているかを示す情報を含む情報であり、
　前記データ処理部は、
　前記表示装置情報と、前記ＨＤＲ識別情報との対比結果に基づいて、前記表示装置に表
示可能なＨＤＲ画像、またはＳＤＲ画像のいずれかを出力する（１）に記載の情報処理装
置。
【０２３２】
　（３）　前記ＨＤＲ２画像は、ＳＤＲ画像のみ表示可能な表示装置においても擬似ＳＤ
Ｒ画像として表示可能な画像データであり、
　前記データ処理部は、
　前記表示装置情報に基づいて、前記表示装置がＳＤＲ画像のみ表示可能な表示装置であ
ることが確認され、
　前記ＨＤＲ識別情報に基づいて、情報記録媒体に記録された画像がＳＤＲ画像、または
ＨＤＲ２画像であることが確認された場合、
　情報記録媒体に記録されたＳＤＲ画像、またはＨＤＲ２画像を前記表示装置に出力する
（２）に記載の情報処理装置。
【０２３３】
　（４）　前記ＨＤＲ１画像は、ＳＤＲ画像のみ表示可能な表示装置においては、正常な
表示ができない画像データであり、
　前記データ処理部は、
　前記表示装置情報に基づいて、前記表示装置がＳＤＲ画像のみ表示可能な表示装置であ
ることが確認され、
　前記ＨＤＲ識別情報に基づいて、情報記録媒体に記録された画像がＨＤＲ１画像である
ことが確認された場合、
　情報記録媒体から読み取ったＨＤＲ１画像をＳＤＲ画像に変換して前記表示装置に出力
する（２）に記載の情報処理装置。
【０２３４】
　（５）　前記データベースファイルは、
　Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク・フォーマットにおいて規定されるインデックス
ファイル、またはプレイリストファイル、またはクリップ情報ファイルのいずれかのデー
タファイルである（１）～（４）いずれかに記載の情報処理装置。
【０２３５】
　（６）　前記データ処理部は、
　前記情報記録媒体に記録された画像データの表示処理に適用する再生データ情報を前記
表示装置に送信する構成であり、
　前記再生データ情報には、画像データの表示処理に適用する信号変換関数識別情報を含
む（１）～（５）いずれかに記載の情報処理装置。
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【０２３６】
　（７）　情報記録媒体に対するデータ記録を実行するデータ処理部を有し、
　前記データ処理部は、
　前記情報記録媒体の記録画像データとして、画像タイプの異なるＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄ
ｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）１画像、ＨＤＲ２画像、ＳＤＲ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｄｙｎ
ａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像のいずれが含まれるかを示すＨＤＲ識別情報を格納したデー
タベースファイルを生成して情報記録媒体に記録する情報処理装置。
【０２３７】
　（８）　前記データベースファイルは、
　Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク・フォーマットにおいて規定されるインデックス
ファイル、またはプレイリストファイル、またはクリップ情報ファイルのいずれかのデー
タファイルである（７）に記載の情報処理装置。
【０２３８】
　（９）　前記データ処理部は、
　インデックスファイルには、情報記録媒体の記録データ全体に関するＨＤＲ識別情報を
記録し、
　プレイリストファイルには、プレイリストファイルによる再生対象データ単位のＨＤＲ
識別情報を記録し、
　クリップ情報ファイルには、クリップ情報ファイルに対応付けられた再生データ単位の
ＨＤＲ識別情報を記録する（８）に記載の情報処理装置。
【０２３９】
　（１０）　画像データを格納した再生データファイルと、
　前記再生データファイルに格納された画像データとして、画像タイプの異なるＨＤＲ（
Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）１画像、ＨＤＲ２画像、ＳＤＲ（Ｓｔａｎｄａ
ｒｄ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像のいずれが含まれるかを示すＨＤＲ識別情報を
格納したデータベースファイルを記録データとして含み、
　再生装置が、前記ＨＤＲ識別情報を参照して、再生データを表示する表示装置の表示機
能に適合したタイプの画像データを選択再生することを可能とした情報記録媒体。
【０２４０】
　（１１）　前記データベースファイルは、
　Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク・フォーマットにおいて規定されるインデックス
ファイル、またはプレイリストファイル、またはクリップ情報ファイルのいずれかのデー
タファイルである（１０）に記載の情報記録媒体。
【０２４１】
　（１２）　前記インデックスファイルは、情報記録媒体の記録データ全体に関するＨＤ
Ｒ識別情報を格納し、
　前記プレイリストファイルは、プレイリストファイルによる再生対象データ単位のＨＤ
Ｒ識別情報を格納し、
　クリップ情報ファイルは、クリップ情報ファイルに対応付けられた再生データ単位のＨ
ＤＲ識別情報を格納した構成である（１１）に記載の情報記録媒体。
【０２４２】
　（１３）　情報記録媒体の記録データの再生処理を実行する再生装置とのデータ送受信
を実行する通信部と、
　データ処理部を有し、
　前記データ処理部は、
　ＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像の表示機能情報を含む表示装置
情報を生成して、前記再生装置に出力する表示装置。
【０２４３】
　（１４）　前記表示装置情報は、
　画像タイプの異なるＨＤＲ１画像とＨＤＲ２画像、さらに、ＳＤＲ（Ｓｔａｎｄａｒｄ
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　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像各々についての表示機能を表示装置が有するか否か
の情報を含む情報である（１３）に記載の表示装置。
【０２４４】
　（１５）　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、情報記録媒体の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、
　前記情報記録媒体からの再生データの表示処理を行なう表示装置から、ＨＤＲ（Ｈｉｇ
ｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像の表示機能情報を含む表示装置情報を入力し、
　前記情報記録媒体に記録されたデータベースファイルから、情報記録媒体に記録された
画像データにＨＤＲ画像が含まれるか否かを示すＨＤＲ識別情報を取得し、
　前記表示装置情報と、前記ＨＤＲ識別情報との対比結果に基づいて、前記表示装置に表
示可能な画像データを前記情報記録媒体から読み取り、前記表示装置に出力する情報処理
方法。
【０２４５】
　（１６）　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、情報記録媒体に対するデータ記録を実行するデータ処理部を有し
、
　前記データ処理部が、
　前記情報記録媒体の記録画像データとして、画像タイプの異なるＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄ
ｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）１画像、ＨＤＲ２画像、ＳＤＲ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｄｙｎ
ａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像のいずれが含まれるかを示すＨＤＲ識別情報を格納したデー
タベースファイルを生成して情報記録媒体に記録する情報処理方法。
【０２４６】
　（１７）　表示装置において実行する情報処理方法であり、
　前記表示装置は、情報記録媒体の記録データの再生処理を実行する再生装置とのデータ
送受信を実行する通信部と、
　データ処理部を有し、
　前記データ処理部が、
　ＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像の表示機能情報を含む表示装置
情報を生成して、前記再生装置に出力する情報処理方法。
【０２４７】
　（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、情報記録媒体の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、
　前記情報記録媒体からの再生データの表示処理を行なう表示装置から、ＨＤＲ（Ｈｉｇ
ｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像の表示機能情報を含む表示装置情報を入力する処
理と、
　前記情報記録媒体に記録されたデータベースファイルから、情報記録媒体に記録された
画像データにＨＤＲ画像が含まれるか否かを示すＨＤＲ識別情報を取得する処理と、
　前記表示装置情報と、前記ＨＤＲ識別情報との対比結果に基づいて、前記表示装置に表
示可能な画像データを前記情報記録媒体から読み取り、前記表示装置に出力する処理を実
行させるプログラム。
【０２４８】
　（１９）　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、情報記録媒体に対するデータ記録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、
　前記情報記録媒体の記録画像データとして、画像タイプの異なるＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄ
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ｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）１画像、ＨＤＲ２画像、ＳＤＲ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｄｙｎ
ａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像のいずれが含まれるかを示すＨＤＲ識別情報を格納したデー
タベースファイルを生成して情報記録媒体に記録する処理を実行させるプログラム。
【０２４９】
　（２０）　表示装置において情報処理を実行させるプログラムであり、
　前記表示装置は、情報記録媒体の記録データの再生処理を実行する再生装置とのデータ
送受信を実行する通信部と、
　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、
　ＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像の表示機能情報を含む表示装置
情報を生成して、前記再生装置に出力する処理を実行させるプログラム。
【０２５０】
　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。
【０２５１】
　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】
【０２５２】
　以上、説明したように、本開示の一実施例の構成によれば、情報記録媒体に格納された
画像のタイプと、表示装置の表示機能情報に応じて、記録媒体から表示可能な画像を取得
して表示装置に出力する構成が実現される。
　具体的には、情報記録媒体からのデータ再生を実行するデータ処理部が、再生データ表
示処理を行なう表示装置からＨＤＲ１、ＨＤＲ２、ＳＤＲ各画像の表示機能情報を入力し
、情報記録媒体に記録されたデータベースファイルから、情報記録媒体に記録された画像
データにＨＤＲ１、ＨＤＲ２、ＳＤＲ各画像が含まれるか否かを示すＨＤＲ識別情報を取
得し、取得した表示装置機能情報とＨＤＲ識別情報との対比結果に基づいて、表示装置に
おいて表示可能な画像データを情報記録媒体から読み取り、表示装置に出力する。
　本構成により、情報記録媒体に格納された画像のタイプと、表示装置の表示機能情報に
応じて、記録媒体から表示可能な画像を取得して表示装置に出力する構成が実現される。
【符号の説明】
【０２５３】
　　１０　情報記録媒体（ディスク）
　　２０　再生装置
　　３０　表示装置
　　５１　管理情報設定部
　　５２　データ部
　３００　情報処理装置
　３０１　データ入力部
　３０２　ユーザ入力部
　３０３　制御部
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　３０４　記憶部
　３０５　多重化処理部
　３０６　記録部
　３０７　ドライブ
　３０８　情報記録媒体
　３１１　字幕データ取得部
　３１２　画像データ取得部
　３１３　音声データ取得部
　３１４　マルチプレクサ
　４００　情報処理装置
　４０１　制御部
　４０２　ユーザ入力部
　４０３　ドライブ
　４０４　記録再生部
　４０５　記憶部
　４０６　再生処理部
　４０７　入出力Ｉ／Ｆ
　４１１　デマルチプレクサ
　４１２　字幕データ生成部
　４１３　画像データ生成部
　４１４　音声データ生成部
　４１５　出力データ生成部
　５１０　情報記録媒体
　５２０　表示装置
　６０１　ＣＰＵ
　６０２　ＲＯＭ
　６０３　ＲＡＭ
　６０４　バス
　６０５　入出力インタフェース
　６０６　入力部
　６０７　出力部
　６０８　記憶部
　６０９　通信部
　６１０　ドライブ
　６１１　リムーバブルメディア
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【図２３】 【図２４】
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