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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　グラフィックデータの再生を管理するためのデータ構造を有する記録媒体であって、当
該記録媒体は、
　少なくとも１つのグラフィックイメージ情報セグメントと、少なくとも１つのパレット
情報セグメントと、１つ又はそれ以上のグラフィックイメージとを有するグラフィックデ
ータを具え、
　各グラフィックイメージ情報セグメントは、１つまたはそれ以上のグラフィックイメー
ジの再生のための再生情報を提供し、
　各パレット情報セグメントは、パレット識別子と複数のエレメントとを含み、
　各エレメントの値は、カラー属性と透明レベルを示すブレンディング比率とに対応して
決定されるものであり、
　前記少なくとも１つのグラフィックイメージ情報セグメントは、前記１つまたはそれ以
上のグラフィックイメージの再生期間中、前記パレット識別子を使用する前記１つまたは
それ以上のパレット情報セグメントに関連し、
　前記グラフィックイメージ情報セグメントは、前記１つまたはそれ以上のグラフィック
イメージの再生に関するパレット情報セグメントを識別し、前記グラフィックイメージの
各ピクセル値は前記パレット識別子によって関連付けられた該パレットの前記エレメント
の一つに対応していることを特徴とする記録媒体。
【請求項２】
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　２つまたはそれ以上のグラフィックイメージ情報セグメントは、同一なパレット情報セ
グメントを識別する再生情報を含むことを特徴とする請求項１記載の記録媒体。
【請求項３】
　２つまたはそれ以上のグラフィックイメージ情報セグメントは、同一なパレット情報セ
グメントを共有することを特徴とする請求項１記載の記録媒体。
【請求項４】
　前記パレットは、固定サイズであることを特徴とする請求項１記載の記録媒体。
【請求項５】
　前記パレットは、少なくとも１つのナルエレメントを含む最大で２５６エレメントを有
することを特徴とする請求項１記載の記録媒体。
【請求項６】
　前記カラー属性は、ルミナンスおよびクロミナンス（ＹＣｒＣｂ）を含むことを特徴と
する請求項１記載の記録媒体。
【請求項７】
　グラフィックデータの再生を管理するためのデータ構造を記録媒体から再生する方法で
あって、当該方法は、
　少なくとも１つのグラフィックイメージ情報セグメントと、少なくとも１つのパレット
情報セグメントと、１つ又はそれ以上のグラフィックイメージとを有するグラフィックデ
ータを再生する工程を具え、
　各グラフィックイメージ情報セグメントは、１つまたはそれ以上のグラフィックイメー
ジの再生のための再生情報を提供し、
　各パレット情報セグメントは、パレット識別子と複数のエレメントとを含み、
　各エレメントの値は、カラー属性と透明レベルを示すブレンディング比率とに対応して
決定されるものであり、
　前記少なくとも１つのグラフィックイメージ情報セグメントは、前記１つまたはそれ以
上のグラフィックイメージの再生期間中、前記パレット識別子を使用する前記１つまたは
それ以上のパレット情報セグメントに関連し、
　前記グラフィックイメージ情報セグメントは、前記１つまたはそれ以上のグラフィック
イメージの再生に関するパレット情報セグメントを識別し、前記グラフィックイメージの
各ピクセル値は前記パレット識別子によって関連付けられた該パレットの前記エレメント
の一つに対応していることを特徴とする方法。
【請求項８】
　２つまたはそれ以上のグラフィックイメージ情報セグメントは、同一なパレット情報セ
グメントを識別する再生情報を含むことを特徴とする請求項７記載の方法。
【請求項９】
　前記パレットは、固定サイズであることを特徴とする請求項７記載の方法。
【請求項１０】
　前記パレットは、少なくとも１つのナルエレメントを含む最大で２５６エレメントを有
することを特徴とする請求項７記載の方法。
【請求項１１】
　前記カラー属性は、ルミナンスおよびクロミナンス（ＹＣｒＣｂ）を含むことを特徴と
する請求項７記載の方法。
【請求項１２】
　グラフィックデータの再生を管理するためのデータ構造を記録媒体から再生する装置で
あって、当該装置は、
　前記記録媒体に記録されるグラフィックデータを再生するように構成された再生装置と
、
　少なくとも１つのグラフィックイメージ情報セグメントと、少なくとも１つのパレット
情報セグメントと、１つ又はそれ以上のグラフィックイメージとを有するグラフィックデ
ータを再生するように、前記再生装置を制御するコントローラと
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を具え、
　各グラフィックイメージ情報セグメントは、１つまたはそれ以上のグラフィックイメー
ジの再生のための再生情報を提供し、
　各パレット情報セグメントは、パレット識別子と複数のエレメントとを含み、
　各エレメントの値は、カラー属性と透明レベルを示すブレンディング比率とに対応して
決定されるものであり、
　前記少なくとも１つのグラフィックイメージ情報セグメントは、前記１つまたはそれ以
上のグラフィックイメージの再生期間中、前記パレット識別子を使用する前記１つまたは
それ以上のパレット情報セグメントに関連し、
　前記グラフィックイメージ情報セグメントは、前記１つまたはそれ以上のグラフィック
イメージの再生に関するパレット情報セグメントを識別し、前記グラフィックイメージの
各ピクセル値は前記パレット識別子によって関連付けられた該パレットの前記エレメント
の一つに対応していることを特徴とする装置。
【請求項１３】
　同一なパレット情報セグメントを識別する再生情報を含む２つまたはそれ以上のグラフ
ィックイメージ情報セグメントを再生するように、前記コントローラは前記再生装置を制
御することを特徴とする請求項１２記載の装置。
【請求項１４】
　固定サイズのパレット情報セグメントを再生するように、前記コントローラは前記再生
装置を制御することを特徴とする請求項１２記載の装置。
【請求項１５】
　少なくとも１つのナルエレメントを含む最大で２５６エレメントを有するパレットを再
生するように、前記コントローラは前記再生装置を制御することを特徴とする請求項１２
記載の装置。
【請求項１６】
　前記カラー属性は、ルミナンスおよびクロミナンス（ＹＣｒＣｂ）を含むことを特徴と
する請求項１２記載の装置。
【請求項１７】
　グラフィックデータの再生を管理するためのデータ構造を記録媒体に記録する方法であ
って、当該方法は、
　少なくとも１つのグラフィックイメージ情報セグメントと、少なくとも１つのパレット
情報セグメントと、１つ又はそれ以上のグラフィックイメージとを有するグラフィックデ
ータを記録する工程を具え、
　各グラフィックイメージ情報セグメントは、１つまたはそれ以上のグラフィックイメー
ジの再生のための再生情報を提供し、
　各パレット情報セグメントは、パレット識別子と複数のエレメントとを含み、
　各エレメントの値は、カラー属性と透明レベルを示すブレンディング比率とに対応して
決定されるものであり、
　前記少なくとも１つのグラフィックイメージ情報セグメントは、前記１つまたはそれ以
上のグラフィックイメージの再生期間中、前記パレット識別子を使用する前記１つまたは
それ以上のパレット情報セグメントに関連し、
　前記グラフィックイメージ情報セグメントは、前記１つまたはそれ以上のグラフィック
イメージの再生に関するパレット情報セグメントを識別し、前記グラフィックイメージの
各ピクセル値は前記パレット識別子によって関連付けられた該パレットの前記エレメント
の一つに対応していることを特徴とする方法。
【請求項１８】
　２つまたはそれ以上のグラフィックイメージ情報セグメントは、同一なパレット情報セ
グメントを識別する再生情報を含むことを特徴とする請求項１７記載の方法。
【請求項１９】
　前記パレットは、固定サイズであることを特徴とする請求項１７記載の方法。
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【請求項２０】
　前記パレットは、少なくとも１つのナルエレメントを含む最大で２５６エレメントを有
することを特徴とする請求項１７記載の方法。
【請求項２１】
　前記カラー属性は、ルミナンスおよびクロミナンス（ＹＣｒＣｂ）を含むことを特徴と
する請求項１７記載の方法。
【請求項２２】
　グラフィックデータの再生を管理するためのデータ構造を記録媒体に記録する装置であ
って、当該装置は、
　前記記録媒体にグラフィックデータを記録する記録装置と、
　前記グラフィックデータをエンコードするためのエンコーダと、
　少なくとも１つのグラフィックイメージ情報セグメントと、少なくとも１つのパレット
情報セグメントと、１つ又はそれ以上のグラフィックイメージとを有するグラフィックデ
ータを記録するように、前記記録装置を制御するコントローラと
を具え、
　各グラフィックイメージ情報セグメントは、１つまたはそれ以上のグラフィックイメー
ジの再生のための再生情報を提供し、
　各パレット情報セグメントは、パレット識別子と複数のエレメントとを含み、
　各エレメントの値は、カラー属性と透明レベルを示すブレンディング比率とに対応して
決定されるものであり、
　前記少なくとも１つのグラフィックイメージ情報セグメントは、前記１つまたはそれ以
上のグラフィックイメージの再生期間中、前記パレット識別子を使用する前記１つまたは
それ以上のパレット情報セグメントに関連し、
　前記グラフィックイメージ情報セグメントは、前記１つまたはそれ以上のグラフィック
イメージの再生に関するパレット情報セグメントを識別し、前記グラフィックイメージの
各ピクセル値は前記パレット識別子によって関連付けられた該パレットの前記エレメント
の一つに対応していることを特徴とする装置。
【請求項２３】
　同一なパレット情報セグメントを識別する再生情報を含む２つまたはそれ以上のグラフ
ィックイメージ情報セグメントを記録するように、前記コントローラは前記記録装置を制
御することを特徴とする請求項２２記載の装置。
【請求項２４】
　前記パレットは、固定サイズであることを特徴とする請求項２２記載の装置。
【請求項２５】
　少なくとも１つのナルエレメントを含む最大で２５６エレメントを有する前記パレット
を記録するように、前記コントローラは前記記録装置を制御することを特徴とする請求項
２２記載の装置。
【請求項２６】
　前記カラー属性は、ルミナンスおよびクロミナンス（ＹＣｒＣｂ）を含むことを特徴と
する請求項２２記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ディスク、例えば再生専用ブルーレイディスク（ＢＤ－ＲＯＭ：Ｂｌｕｅ
－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ　ＲＯＭ）のような高密度記録媒体でグラフィックデータを管理する
ための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高画質のビデオデータと高音質のオーディオデータを高容量で保存することができる光
ディスク、例えばＤＶＤ（ＤＶＤ：Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）の
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ような記録媒体が商用化されている。前記ＤＶＤにはＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ、ＤＶＤ－ＶＲ
（Ｖｉｄｅｏ　Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ）、ＤＶＤ－Ａｕｄｉｏ、及びＤＶＤ－ＡＲ（Ａｕｄ
ｉｏ　Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ）などがある。
【０００３】
　前記ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏでは、ビデオ及びオーディオデータストリームに同期されて再
生されるグラフィックデータを‘ＤＶＤ－ｐｒｉｖａｔｅ’フォーマットで定義して、こ
れをサブピクチャー（Ｓｕｂ－ｐｉｃｔｕｒｅ）と名付けている。
【０００４】
　サブピクチャーのグラフィックデータは、‘７２０ｘ４８０’ピクセル（Ｐｉｘｅｌ）
大きさであって、最大１６カラーを支援することができる２ビット色の深さのパレット（
Ｐａｌｅｔｔｅ　ｗｉｔｈ　２－ｂｉｔ　ｃｏｌｏｒ　ｄｅｐｔｈ）を有する。そして、
前記グラフィックデータは前記ビデオ及びオーディオストリームとマルチプレクシングさ
れた後にＤＶＤに記録される。
【０００５】
　前記グラフィックデータには、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ標準によるランレングスコーディン
グ（Ｒｕｎ－ｌｅｎｇｔｈ　ｃｏｄｉｎｇ）方式が適用されて、サブピクチャーデータに
対するディスプレーコントロール情報（Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ）が含まれる。前記ディスプレーコントロール情報には、ディスプレータイミ
ング（Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｔｉｍｉｎｇ）、カラー変更（Ｃｏｌｏｒ　Ｃｈａｎｇｅ）、ブ
レンディング比率変更（Ｂｌｅｎｄｉｎｇ　Ｒａｔｉｏ　Ｃｈａｎｇｅ）、ディスプレー
位置（Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ）、そしてサイズ選択（Ｓｉｚｅ　Ｓｅｌｅｃ
ｔｉｏｎ）などが含まれる。
【０００６】
　多様なグラフィック効果を与えるための、スクロールアップ／ダウン（Ｓｃｒｏｌｌ－
ｕｐ／ｄｏｗｎ）、フェード／ワイプイン／アウト（Ｆａｄｅ／ｗｉｐｅ－ｉｎ／ｏｕｔ
）、そしてカラー変更等のような動作が時間を基準にして選択的に遂行されることができ
る。前記パレット情報に対するナビゲーション情報（Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｉｎｆｏｒ
ｍａｔｉｏｎ）は、タイトル（Ｔｉｔｌｅ）及びプログラムチェーン（Ｐｒｏｇｒａｍ　
Ｃｈａｉｎ）別に定義されて、１６カラー情報とサブピクチャーの個数と属性（Ａｔｔｒ
ｉｂｕｔｅ）情報が含まれる。
【０００７】
　前記サブピクチャーの属性情報には、コーディングモード（Ｃｏｄｉｎｇ　Ｍｏｄｅ）
情報、言語（Ｌａｎｇｕａｇｅ）情報以外にも、多様なアプリケーションを考慮してキャ
プション（Ｃａｐｔｉｏｎ）情報、監督コメント（Ｄｉｒｅｃｔｏｒ’ｓ　Ｃｏｍｍｅｎ
ｔｓ）、画面比率（Ａｓｐｅｃｔ　Ｒａｔｉｏ）情報等が含まれることができる。
【０００８】
　これにより、ＤＶＤプレーヤー（ＤＶＤ　Ｐｌａｙｅｒ）のような光ディスク再生装置
では、図１に示したように、前記ナビゲーション情報を参照して、サブピクチャーユニッ
ト（ＳＰＵ：Ｓｕｂ－Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｕｎｉｔ）のグラフィックイメージ全部または一
部をメインビデオ（Ｍａｉｎ　Ｖｉｄｅｏ）のイメージに適切にブレンディング（Ｂｌｅ
ｎｄｉｎｇ）して、再生時間を基準にして重畳表示するようになる。
【０００９】
　例えば、図２に示したように、前記ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏには、２０４８バイトのサイズ
を有して連続記録されるオーディオパック（Ａｕｄｉｏ_ＰＣＫｓ）とビデオパック（Ｖ
ｉｄｅｏ_ＰＣＫｓ）間に、サブピクチャーパック（ＳＰ_ＰＣＫｓ）が間歇的に挿入記録
される。
【００１０】
　前記サブピクチャーパックはデータ再生動作が遂行される間読み出して一つのサブピク
チャーユニット（ＳＰＵ）を構成するようになるが、サブピクチャーユニット（ＳＰＵ）
には、サブピクチャーユニットヘッダー（ＳＰＵ　Ｈｅａｄｅｒ）、ピクセルデータ（Ｐ
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ｉｘｅｌ　Ｄａｔａ）、そしてディスプレーコントロール情報（Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）が含まれる。
【００１１】
　そして、サブピクチャーユニットヘッダーには該当サブピクチャーユニットのデータサ
イズ（ＳＰＵ　Ｓｉｚｅ）情報が記録され、ピクセルデータには２ビット程度のビットマ
ップ（Ｂｉｔ　ｍａｐ）データがランレングスコーディング方式で記録されるが、前記ピ
クセルデータに対するパレット（Ｐａｌｅｔｔｅ）情報は別途のナビゲーション情報で記
録管理される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
したがって、ＤＶＤプレーヤ等のような光ディスク再生装置では、ピクセルデータを前記
ビデオ及びオーディオデータと同期させて再生するようになる。
このとき、図１を参照しながら前述したように、再生装置は、ナビゲーション情報を参照
して、サブピクチャーユニット（ＳＰＵ）のグラフィックイメージの全部または一部をメ
インビデオのイメージに適切にブレンディング（Ｂｌｅｎｄｉｎｇ）した後、再生時間を
基準にして多様に重畳表示するようになる。
【００１３】
　一方、最近にはＤＶＤに比べて記録密度が高い高密度光ディスク、例えば再生専用ブル
ーレイディスク（ＢＤ－ＲＯＭ）に対する標準化作業が推進中にある。
しかし、ＢＤ－ＲＯＭ等のような再生専用高密度光ディスクに記録されたグラフィックデ
ータを效率的に管理するための方案が、いまだ用意されていない実情である。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　したがって、本発明は、前記のような実情を勘案して創作されたものであって、本発明
による記録媒体は、グラフィックデータの再生を管理するためのデータ構造を有する。
【００１５】
　本発明の一実施形態では、記録媒体のグラフィック情報領域は、少なくとも一つ以上の
グラフィックイメージ情報セグメント（Ｓｅｇｍｅｎｔ）と、少なくとも一つ以上のパレ
ット情報セグメントとが含む。各パレット情報セグメントは、カラー情報を提供し、各グ
ラフィックイメージ情報セグメントは、一つまたはそれ以上のグラフィックイメージの再
生のための再生情報を提供する。
【００１６】
　本発明の他の実施形態では、再生情報は、一つまたはそれ以上のグラフィックイメージ
を再生するときに用いるパレット情報セグメントを識別する。例えば、各パレット情報セ
グメントには識別子があり、前記再生情報は、前記パレット情報セグメントに対する前記
識別子を利用してパレット情報セグメントを識別する。
【００１７】
　本発明の他の実施形態では、パレット情報セグメントは、関連するカラー情報に対する
不透明レベルを指すブレンディング比率を含む。
本発明の他の実施形態では、パレット情報セグメントに関連するカラー情報に対する透明
レベルを指すブレンディング比率を含む。
【００１８】
　本発明の他の実施形態では、本発明によるデータ構造を記録して再生するための装置お
よび方法を提示する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明に対する望ましい実施形態に対して、添付した図面を参照しながら詳細に
説明する。
【００２０】
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　図３は、本発明によって光ディスクのような高密度記録媒体に対してグラフィックデー
タを管理する方法に対する実施形態を絵で表現したのである。
一つのメインピクチャー（Ｍａｉｎ　Ｐｉｃｔｕｒｅ）イメージには対応するグラフィッ
クイメージ（Ｇｒａｐｈｉｃ　Ｉｍａｇｅ）が一つまたはそれ以上あって、各グラフィッ
クイメージは相異なるサイズ（Ｓｉｚｅ）と色の深さ（Ｃｏｌｏｒ　Ｄｅｐｔｈ）を有す
る。
【００２１】
　図３に示したように、‘１９２０Ｘ１０８０’ピクセルサイズのメインピクチャー（Ｍ
ａｉｎ　Ｐｉｃｔｕｒｅ）には連係するグラフィックイメージが３個管理されるが、‘１
９２０Ｘ１０８０’ピクセルサイズ、‘１２８０Ｘ１０８０’ピクセルサイズ、そして‘
６４０Ｘ１０８０’ピクセルサイズで相互にサイズを異にする。
【００２２】
　また、３個のグラフィックイメージは色の深さが相異なる。‘１９２０Ｘ１０８０’の
グラフィックイメージには８ビットの色の深さが適用されて、‘１２８０Ｘ１０８０’の
グラフィックイメージには８ビットまたは１６ビットの色の深さが適用されて、‘６４０
Ｘ１０８０’のグラフィックイメージには８ビット、１６ビット、または２４ビットの色
の深さが適用される。
【００２３】
　図４に示したように、一つのメインピクチャーイメージに、複数の相異なるグラフィッ
クイメージが同時に重なることができ、それぞれのグラフィックイメージは相異なるサイ
ズと色の深さを有することができる。
【００２４】
　光ディスク再生装置では、重畳表示される各グラフィックイメージ内容（Ｃｏｎｔｅｎ
ｔｓ）を基礎にして各グラフィックイメージの重要度（Ｄｅｇｒｅｅ　ｏｆ　Ｉｍｐｏｒ
ｔａｎｃｅ）を定めて、各グラフィックイメージに前記重要度に比例する色の深さを適用
して表示する。例えば、最も重要なグラフィックイメージは２４ビットの色の深さで表示
して、最も重要でないグラフィックイメージは８ビットの色の深さで表示する。
【００２５】
　光ディスク再生装置では、図５の動作フローチャートに示したように、グラフィックイ
メージを最大色の深さである２４ビットで生成した後（Ｓ１０）、前記グラフィックイメ
ージのコンテンツ重要度またはグラフィックイメージのサイズによって色の深さを調節す
る（Ｓ１１）。
【００２６】
　光ディスク再生装置では、もしも８ビット色の深さが選択される場合（Ｓ１２）、対応
するナビゲーションコントロール情報（Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ）を参照して、８ビットカラーのグラフィックイメージとパレット情報
を生成して、１６ビット色の深さが選択される場合（Ｓ１３）、対応するナビゲーション
コントロール情報を参照して、１６ビットカラーのグラフィックイメージとパレット情報
を生成する。
【００２７】
　また、２４ビット色の深さが選択される場合（Ｓ１４）、Ｓ１０で生成されたグラフィ
ックイメージの色の深さが維持される。前記生成されたグラフィックイメージは、図１お
よび図２を参照して、前述したようなディスプレーコントロール情報（Ｄｉｓｐｌａｙ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）によって多様な方式に表示される。
【００２８】
　したがって、同一な一つの色の深さだけが使われる場合、使われる色の深さが大きい時
はグラフィックイメージのデータの容量が増加するようになって、反対に使われる色の深
さが小さい時は、グラフィックイメージのデータの容量は小さくなるがグラフィックイメ
ージの画質が低下する。
【００２９】
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　色の深さを可変することによってこのような短所を克服することができる。すなわち、
イメージサイズ、ビットレート（Ｂｉｔ　Ｒａｔｅ）、データ容量（Ｄａｔａ　Ａｍｏｕ
ｎｔ）、目標にするアプリケーション（Ｔａｒｇｅｔａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ）、または
他の条件によって、グラフィックイメージの色の深さが調節される。
【００３０】
　例えば、グラフィックイメージのサイズは横軸ピクセルと縦軸ピクセルの倍で決定され
るが、したがって‘７２０Ｘ４８０’ピクセルサイズのイメージと‘１４４０Ｘ２４０’
ピクセルサイズのイメージは同一な大きさで見なされる。
【００３１】
　また、カラーサンプリングフォーマット（例：Ｙ：Ｃｂ：Ｃｒ＝４：４：４、４：２：
２、４：２：０）によって全体ピクセル数が異なるようになって、ビデオ画質、オーディ
オストリーム数等によってグラフィックイメージのビットレートが変わる。このような場
合にも色の深さも可変的に調節することができる。
【００３２】
　そして、アプリケーションによってグラフィックイメージのコンテンツ内容が異なるた
め、目標アプリケーションによって色の深さが調節されることができる。グラフィックイ
メージの色の深さを定めるのに前記条件が独立的にまたは複合的に使われることができる
。一つのメインピクチャーイメージに複数のグラフィックイメージが連結される場合には
各グラフィックイメージの色の深さが相異なることができる。
【００３３】
　また、グラフィックイメージの最大サイズはメインピクチャーイメージのサイズを越え
ることはありえなくて、グラフィックイメージの最大色の深さは２４ビットである。
【００３４】
　一方、本発明による高密度光ディスクのグラフィックデータ管理方法の一つの実施形態
ではマルチカラーパレット構造（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｃｏｌｏｒ　Ｐａｌｅｔｔｅ　Ｓｔ
ｒｕｃｔｕｒｅ）が適用されるが、マルチカラーパレット構造には複数のカラーパレット
がナビゲーション領域に定義されてグラフィックイメージに使われる。また、マルチカラ
ーパレット構造には、２４ビットより小さい各色の深さに対してパレットが定義される。
【００３５】
　マルチカラーパレット情報には、図６に示したように、固定サイズのパレット（Ｆｉｘ
ｅｄ－ｓｉｚｅ　Ｐａｌｅｔｔｅｓ）が使われることができるが、この場合グラフィック
イメージに使われるすべてのピクセル値（Ｐｉｘｅｌ　Ｖａｌｕｅ）（例えば、Ｒ／Ｇ／
ＢまたはＹ／Ｃｂ／Ｃｒ）がパレット情報に定義される。
【００３６】
　マルチカラーパレット情報には、図７に示したように、ナルコードが含まれた固定サイ
ズのパレット（Ｆｉｘｅｄ－ｓｉｚｅ　Ｐａｌｅｔｔｅｓ　ｗｉｔｈ　Ｎｕｌｌ　Ｃｏｄ
ｅ）が使われることができるが、この場合実際グラフィックイメージで使われないパレッ
トのすべてのカラー値に対してはＮｕｌｌ　Ｃｏｄｅを割り当ててパレットサイズを減ら
すことができる。
【００３７】
　マルチカラーパレット情報には、図８に示したように、可変サイズのパレット（Ｖａｒ
ｉａｂｌｅ－ｓｉｚｅ　Ｐａｌｅｔｔｅｓ）が使われることができるが、この場合、実際
グラフィックに使われるピクセル値だけがパレットに定義される。
【００３８】
　複数のパレットのうちで一つのパレットを指すパレット番号（Ｐａｌｅｔｔｅ　Ｎｕｍ
ｂｅｒ）のようなパレットサーチ情報（Ｐａｌｅｔｔｅ　Ｓｅａｒｃｈ　Ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ）が各グラフィックイメージ情報に定義されて、複数のグラフィックイメージが
パレット情報を相互に共有することができる。
【００３９】
　図９では、ＢＤ－ＲＯＭのような高密度記録媒体に記録されるグラフィックイメージに
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対するナビゲーション情報の一部を図示している。図９に示したように、ナビゲーション
情報には複数のパレットが含まれるカラーパレット情報と複数の個別グラフィックイメー
ジに対するグラフィックイメージ情報が定義される。
【００４０】
　複数の個別グラフィックイメージに対する前記グラフィックイメージ情報には、各グラ
フィックイメージに対するデータサイズ（Ｄａｔａ　Ｓｉｚｅ）、パレット番号（Ｐａｌ
ｅｔｔｅ　Ｎｕｍｂｅｒ）、色の深さ（Ｃｏｌｏｒ　Ｄｅｐｔｈ）が含まれることができ
るが、パレット番号フィールドは一つまたはそれ以上のパレット番号を保存して、グラフ
ィックイメージがパレット情報にある一つ以上のパレットと連係されるようにすることが
できる。
【００４１】
　また、グラフィックイメージ情報には、図９に示したように、複数の個別イメージに対
する情報の代わりに、グラフィックイメージグループに対する情報が含まれることができ
るが、この情報には個別グラフィックイメージに対することと同じグラフィック情報が含
まれる。
【００４２】
　しかし、グラフィックイメージグループが前記パレット情報を共有することができるよ
うにすることによって、ＢＤ－ＲＯＭのような高密度記録媒体に記録されるパレット情報
のサイズを效率的に減らすことができる。
【００４３】
　一方、本発明による高密度光ディスクのグラフィックデータ管理方法の他の実施形態で
は、メインピクチャーイメージが‘α－ｂｌｅｎｄｉｎｇ’によりグラフィックイメージ
と重なる。ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ標準のように各ピクセル値毎に個別的なブレンディング比
率が割り当てられる場合、そのデータサイズがあまり大きくなるようになる。
したがって、本発明では、すべてのピクセル値が複数のピクセルグループに分類されて、
各ピクセルグループ毎にブレンディング比率が割り当てられる。
【００４４】
　図１０に示したように、最高値がＭ（例：２５６）であるピクセルがｎ個のグループに
分類されて、各グループ毎に相異なるブレンディング比率（Ｂｌｅｎｄｉｎｇ　Ｒａｔｉ
ｏ）α（ｂｎ～ｂ１）が割り当てられる。分類作業はピクセル値またはカラー属性を基礎
にして行なわれる。
【００４５】
　ｎ個のグループは均一でない間隔で分類されることができ、ブレンディング比率は各カ
ラーパレット（前記パレット情報の一部）毎に、各グラフィックイメージ毎に、メインビ
デオの各タイトル毎に、または各プレーリスト（Ｐｌａｙ　ｌｉｓｔ）毎に割り当てられ
ることができる。
【００４６】
　各カラーパレット毎にブレンディング比率が与えられた場合、ブレンディング比率は、
図９を参照して、前述したように管理されるナビゲーション情報を介して、複数のグラフ
ィックイメージが共有することができる。
【００４７】
　一方、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ標準では、図１１に示したように、ランレングスエンコーダ
１１とランレングスデコーダ１２を利用して２ビット色の深さのグラフィックイメージの
データサイズを減らす、通常的なランレングスコーディング方式のサブピクチャーコーデ
ィングフォーマットを用いているが、この場合、色の深さが大きくなれば、コーディング
効率（ＣｏｄｉｎｇＥｆｆｉｃｉｅｎｃｙ）が落ちるようになる。
【００４８】
　したがって、高密度光ディスクに適合な符号化方法が必要になる。図１２に図示した本
発明の第１の実施形態では、高解像度のグラフィックデータをＪＰＥＧイメージに符号化
するＤＣＴ（Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｃｏｓｉｎｅ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）方式が使われる。
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【００４９】
　この実施形態において、ＦＤＣＴ（Ｆｏｒｗａｒｄ　Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｃｏｓｉｎｅ
　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）部２１、量子化（Ｑｕａｎｔｉｚｅｒ）部２２、そしてエントロ
ピーエンコーダ（Ｅｎｔｒｏｐｙ　Ｅｎｃｏｄｅｒ）２３で構成されるＤＣＴ基準エンコ
ーダ（ＤＣＴ－ｂａｓｅｄ　Ｅｎｃｏｄｅｒ）により、高解像度のグラフィックデータが
ＪＰＥＧフォーマットでＢＤ－ＲＯＭ　２０に記録されて、エントロピーデコーダ２４、
逆量子化部２５、そしてＩＤＣＴ（Ｉｎｖｅｒｓｅ　ＤＣＴ）部２６で構成されるＤＣＴ
基準デコーダーにより、ＪＰＥＧグラフィックイメージがＢＤ－ＲＯＭ　２０から再生さ
れる。
【００５０】
　グラフィックイメージがＪＰＥＧフォーマットでエンコードされる場合、グラフィック
イメージはスチールイメージ（Ｓｔｉｌｌ　Ｉｍａｇｅ）と同様の方式で記録管理するよ
うになるが、ＦＤＣＴ部では、グラフィックイメージを、８Ｘ８ブロック単位で、空間ド
メイン（Ｓｐａｔｉａｌ　Ｄｏｍａｉｎ）から周波数ドメイン（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄ
ｏｍａｉｎ）に変換するようになる。
【００５１】
　量子化部２２では、周波数ドメインに変換されたデータを量子化して、エントロピーエ
ンコーダ２３では、前記量子化されたデータの空間リダンダンシー（Ｓｐａｔｉａｌ　Ｒ
ｅｄｕｎｄａｎｃｙ）を除去するようになる。
【００５２】
　そして、エントロピーデコーダ２４、逆量子化部２５、およびＩＤＣＴ部２６ではエン
コーディング過程と反対される動作をそれぞれ遂行するようになるが、量子化及び逆量子
化過程は情報損失が発生しないように省略することができる。
【００５３】
　一方、図１３に図示した本発明による第２の実施形態では、高解像度のグラフィックデ
ータをＪＰＥＧフォーマットで圧縮して符号化する予測符号化（Ｐｒｅｄｉｃｔｉｖｅ 
Ｃｏｄｉｎｇ）方式が使われる。
【００５４】
　この実施形態では、予測（Ｐｒｅｄｉｃｔｏｒ）部３１とエントロピーエンコーダ３２
で構成される無損失エンコーダ（Ｌｏｓｓｌｅｓｓ　Ｅｎｃｏｄｅｒ）により、高解像度
のグラフィックデータがＪＰＥＧフォーマットでＢＤ－ＲＯＭ　３０に記録されて、エン
トロピーデコーダ３３及び予測部３４で構成される無損失デコーダ（Ｌｏｓｓｌｅｓｓ　
Ｄｅｃｏｄｅｒ）により、ＪＰＥＧグラフィックイメージがＢＤ－ＲＯＭ　３０から再生
される。
【００５５】
　予測部３１では、各ピクセルの予測値（Ｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎ　Ｖａｌｕｅ）を計算し
て、各ピクセルに対して実際値と予測値間の差を符号化するようになるが、予測部３１と
３４は一つのモジュールで構成されることができる。
【００５６】
　また、エントロピーエンコーダ３２では、予測部３１を通じて出力されるデータの空間
リダンダンシー（Ｓｐａｔｉａｌ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ）を除去するようになり、エン
トロピーデコーダ３３及び予測部３４ではエンコーディング工程と反対される動作をそれ
ぞれ遂行するようになる。このとき、量子化及び逆量子化工程が含まれないので、エンコ
ーディング工程とデコーディング工程とにより、情報損失が発生しなくなる。
【００５７】
　一方、図１４に図示した本発明による第３の実施形態では、高解像度のグラフィックデ
ータをＭＰＥＧ２Ｉ－Ｐｉｃｔｕｒｅフォーマットに符号化するＤＣＴ方式が使われる。
【００５８】
　図１２を参照しながら前述したように、ＦＤＣＴ（Ｆｏｒｗａｒｄ　Ｄｉｓｃｒｅｔｅ
　Ｃｏｓｉｎｅ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）部４１、量子化（Ｑｕａｎｔｉｚｅｒ）部４２、
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そしてエントロピーエンコーダ４３で構成されるＤＣＴ基準エンコーダにより、高解像度
のグラフィックデータがＭＰＥＧ２Ｉ－ｐｉｃｔｕｒｅフォーマットでＢＤ－ＲＯＭ　４
０に記録されて、エントロピーデコーダ４４、逆量子化部４５、そしてＩＤＣＴ（Ｉｎｖ
ｅｒｓｅ　ＤＣＴ）部４６で構成されるＤＣＴ基準デコーダにより、ＭＰＥＧ２Ｉ－Ｐｉ
ｃｔｕｒｅフォーマットのグラフィックイメージが前記ＢＤ－ＲＯＭ　４０から再生され
る。
【００５９】
　ＭＰＥＧ２Ｉ－ｐｉｃｔｕｒｅフォーマットとＪＰＥＧフォーマットとはＤＣＴ符号化
／復号化方式を用いる点は同様であるが、相異なる量子化およびエントロピーエンコーデ
ィングテーブルを用いて、またビットストリームシンタックス（Ｂｉｔ　Ｓｔｒｅａｍ　
Ｓｙｎｔａｘ）が相異なる。
【００６０】
　一方、図１５に図示した本発明による第４の実施形態では、高解像度のグラフィックデ
ータをエントロピーコーディング（Ｅｎｔｒｏｐｙ　Ｃｏｄｉｎｇ）を通じて符号化する
統計的符号化方式が使われる。
【００６１】
　この実施形態では、ランレングスエンコーダ（Ｒｕｎ－Ｌｅｎｇｔｈ　Ｅｎｃｏｄｅｒ
）５１及びＶＬＣ（Ｖａｒｉａｂｌｅ　Ｌｅｎｇｔｈ　Ｃｏｄｉｎｇ）エンコーダ５２で
構成されるエントロピーエンコーダにより、高解像度のグラフィックデータがエントロピ
ーエンコーディングユニット（Ｅｎｔｒｏｐｙ　Ｅｎｃｏｄｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）単位でＢ
Ｄ－ＲＯＭ　４０に記録されて、エントロピーデコーダ５３およびＶＬＣデコーダ５４で
構成されるエントロピーデコーダにより、グラフィックイメージがＢＤ－ＲＯＭ　５０か
ら再生される。
【００６２】
　この場合、ランレングスエンコーダ５１では、同一な値を有する連続されるピクセルが
存在する場合、ピクセル値（Ｐｉｘｅｌ　Ｖａｌｕｅ）とランレングス（Ｒｕｎ－ｌｅｎ
ｇｔｈ）により連続されるピクセルを表現することによって、データサイズを減らす。例
えば、‘５５５３３３３３３３３３８８８８８’ピクセルは５（３個）、３（９個）、８
（５個）で表現される。
【００６３】
　そして、ＶＬＣエンコーダ５２では、前述したようなランレングスエンコーディング結
果の統計値に基づいて、出現頻度が高い値にはショートレングス（Ｓｈｏｒｔ－ｌｅｎｇ
ｔｈ）コードを割り当てて、出現頻度が低い値にはロングレングス（Ｌｏｎｇ－ｌｅｎｇ
ｔｈ）コードを割り当てる。通常的なＭＰＥＧまたはＪＰＥＧで使われる‘Ｈｕｆｆｍａ
ｎ　ｅｎｃｏｄｉｎｇ’または‘Ａｒｉｔｈｍｅｔｉｃ　ｅｎｃｏｄｉｎｇ’方法が使わ
れることもできる。
【００６４】
　一方、図１６に図示した本発明による第５の実施形態では、高解像度のグラフィックデ
ータがスチールイメージ（Ｓｔｉｌｌ　Ｉｍａｇｅ）コーディングフォーマットと同一な
フォーマットに符号化される。
【００６５】
　この実施形態では、ストリームデコーディング構造は相対的に単純であって、グラフィ
ックイメージとスチールイメージが同一なフォーマットを有するため、スチールイメージ
処理部とグラフィックイメージ処理部とが、一つのイメージエンコーダとデコーダとを共
有することができる。イメージエンコーダはＪＰＥＧエンコーダ、ＭＰＥＧ２Ｉ－ｐｉｃ
ｔｕｒｅエンコーダなどになることができる。
【００６６】
　一方、図１３と１４を参照しながら前述した本発明による第１および第３の実施形態で
は、量子化の工程は、図１７に図示した動作フローチャートによって実施される。
【００６７】



(12) JP 4343111 B2 2009.10.14

10

20

30

40

50

　グラフィックイメージが生成された後（Ｓ２０）、量子化ステップサイズが設定される
（Ｓ２１）。グラフィックイメージがステップサイズに合せて符号化されて（Ｓ２２）、
符号化されたイメージのサイズが確認される。もしも所定の最大データ容量を越えないと
（Ｓ２３）、符号化されたイメージは光ディスクに記録されて（Ｓ２５）、反面そうでな
い場合には量子とステップサイズが再び設定された後に（Ｓ２４）Ｓ２２とＳ２３の工程
が繰り返される。
【００６８】
　図１８は、本発明による光ディスク記録および再生装置に対する構成を示したものであ
る。
【００６９】
　Ａ／Ｖエンコーダ９は、データ（例えば、ムービービデオとオーディオデータ、ただオ
ーディオデータ、及び／またはスチールイメージデータ）を入力受けてエンコードして、
コーディング情報とストリーム属性情報と共に多重化装置（Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｅｒ）８
に出力する。多重化装置８は、例えば、ＭＰＥＧ－２伝送ストリーム（ＭＰＥＧ－２　ｔ
ｒａｎｓｐｏｒｔ　ｓｔｒｅａｍ）を作るために、入力されるコーディング情報とストリ
ーム属性情報を基礎にして前記エンコードされたデータを多重化する。ソース・パケッタ
イザー（Ｓｏｕｒｃｅ　ｐａｃｋｅｔｉｚｅｒ）７は、多重化装置８から入力される伝送
パケットを光ディスクのオーディオビデオフォーマットに合うソースパケットでパケット
化する。
【００７０】
　図１８に示したように、Ａ／Ｖエンコーダ９、多重化装置８、そしてソース・パケッタ
イザー７の動作は、制御器１０により操縦される。制御器１０がユーザから記録命令を受
信すれば、Ａ／Ｖエンコーダ９、多重化装置８、そしてソース・パケッタイザー７に制御
情報を送る。
【００７１】
　例えば、制御器１０は、Ａ／Ｖエンコーダ９に実行するエンコーディング類型を指示し
て、多重化装置８に作り出す伝送ストリームを指示して、そしてソース・パケッタイザー
７にソースパケットのフォーマットを指示する。また、制御器１０は光ディスクにソース
・パケッタイザー７の出力を記録することができるように駆動器３を制御する。
【００７２】
　また、制御器１０は、光ディスクに記録されているデータの再生を管理するためのナビ
ゲーション情報と管理情報とを作り出す。
【００７３】
　例えば、ユーザとのインターフェース（ディスクに保存されていたり、コンピュータシ
ステムによりイントラネットまたはインターネットを介して提供する命令語）を介して受
けた情報を基礎にして、制御器１０は、光ディスクに図９のデータ構造を記録するように
駆動器３を制御する。
【００７４】
　再生する間には、制御器１０はデータ構造を再生するように駆動器３を制御する。すな
わち、ディスクに含まれた情報とユーザーインターフェース（記録および再生装置の操作
ボタンまたは装置と関連された遠隔操縦）を介して受けたユーザ入力を基礎にして、制御
器１０は光ディスクからデータを再生するように駆動器３を制御する。
例えば、本発明の実施形態を参照にして説明したように、スチール情報ファイルに提供さ
れるナビゲーション情報を基礎にして、一つの停止映像または停止映像らが再生されるこ
とができる。
【００７５】
　ソース・デパケッタイザー（Ｓｏｕｒｃｅ　Ｄｅｐａｃｋｅｔｉｚｅｒ）４は再生され
たソースパケットを入力受けてＭＰＥＧ－２伝送パケットストリームのようなデータスト
リームに転換する。多重分離装置（Ｄｅｍｕｌｔｉｐｌｅｘｅｒ）５はデータストリーム
をエンコードされたデータに逆多重化する。Ａ／Ｖデコーダ６はエンコードされたデータ
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をデコーディングして本来のデータに作る。再生する間、ソース・デパケッタイザー４、
多重分離装置５、そしてＡ／Ｖデコーダ６の動作は制御器１０により操縦される。制御器
１０がユーザから再生命令を受信すれば、ソース・デパケッタイザー４、多重分離装置５
、そしてＡ／Ｖデコーダ６に制御情報を送る。
【００７６】
　例えば、制御器１０は、ソース・デパケッタイザー４にソースパケットのフォーマット
を指示して、多重化装置５に逆多重化する伝送ストリームを指示して、そしてＡ／Ｖデコ
ーダ６に実行するデコーディング類型を指示する。
【００７７】
　図１８には記録と再生装置に関して図示しているが、図１８の構成要素一部だけで記録
動作または再生動作だけ提供する専用記録装置または専用再生装置も可能である。
【００７８】
　本発明による高密度光ディスクのグラフィックデータの再生を管理するための高密度記
録媒体のデータ構造と前記高密度光ディスクのグラフィックデータを管理するための方法
オヨビ装置により、高解像度のグラフィックイメージが、多様なサイズと色の深さで記高
密度光ディスクから再生されるメインビデオに重なることができる。
【００７９】
　以上前述した本発明の望ましい実施形態は例示の目的のために開示されたものであって
、ＢＤ－ＲＯＭ以外の他の光ディスクにも拡大適用が可能であり、また当業者ならば添付
された特許請求範囲に開示された本発明の技術的思想とその技術的範囲内で、多様な他の
実施形態を改良、変更、代替または付加などが可能であることである。
【産業上の利用可能性】
【００８０】
本発明は、グラフィックデータの再生を管理するためのデータ構造を有する記録媒体、該
記録媒体による記録および再生方法、およびその装置に利用できる。その記録媒体には、
少なくとも一つ以上のグラフィックイメージ情報セグメント（Ｓｅｇｍｅｎｔ）と、少な
くとも一つ以上のパレット情報セグメントとを有するグラフィック情報領域を含むことが
できる。各パレット情報セグメントは、カラー情報を提供し、各グラフィックイメージ情
報セグメントは、一つまたはそれ以上のグラフィックイメージの再生のための再生情報を
提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】ＤＶＤビデオ（ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ）の標準によってメインビデオとグラフィッ
クイメージが重なることを絵で表現した説明図である。
【図２】ＤＶＤビデオ標準でグラフィックデータの構造を示す説明図である。
【図３】高密度記録媒体に対してグラフィックデータを管理する方法に対する実施形態を
絵で表現した説明図である。
【図４】多様なサイズと色の深さ（Ｃｏｌｏｒ　ｄｅｐｔｈｓ）の複数のグラフィックイ
メージとメインデータが重なることを絵で表現した説明図である。
【図５】本発明による高密度光ディスクでのグラフィックデータ管理方法に対する実施形
態の動作フローチャートである。
【図６】本発明によるパレット情報を示す説明図である。
【図７】本発明によるパレット情報を示す説明図である。
【図８】本発明によるパレット情報を示す説明図である。
【図９】高密度記録媒体に記録されるグラフィックイメージに対するナビゲーション情報
に対する本発明による実施形態を示す説明図である。
【図１０】本発明によるピクセルグループを示す説明図である。
【図１１】ＤＶＤビデオ標準のグラフィックコーディングフォーマットを適用してエンコ
ーディング／デコーディングする装置に対する構成を示す説明図である。
【図１２】本発明によるエンコーディング／デコーディングする装置に対する第１の構成
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を示す説明図である。
【図１３】本発明によるエンコーディング／デコーディングする装置に対する第２の構成
を示す説明図である。
【図１４】本発明によるエンコーディング／デコーディングする装置に対する第３の構成
を示す説明図である。
【図１５】本発明によるエンコーディング／デコーディングする装置に対する第４の構成
を示す説明図である。
【図１６】本発明によるエンコーディング／デコーディングする装置に対する第５の構成
を示す説明図である。
【図１７】本発明によってエンコードされたイメージのデータサイズを制限する方法に対
する動作フローチャートを示す。
【図１８】本発明による光ディスク記録および再生装置に対する実施形態の構成を示す説
明図である。

【図１】 【図２】
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