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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ピックアップ及び制御器を含む再生装置により少なくとも１枚の静止画像の再生方法を
実行するためのコンピュータ実行可能プログラムを有する記録媒体において、前記方法は
、
　前記制御器により制御される前記ピックアップが、少なくとも一つの再生一覧ファイル
を再生するステップを含み、
　前記再生一覧ファイルは、少なくとも一つの再生アイテム、少なくとも一つのサブ再生
アイテム及びマーク情報を含み、
　前記再生アイテムは、少なくとも１枚の静止画像を再生するための第１のストリームフ
ァイルのイン・ポイント及びアウト・ポイントを示し、
　前記サブ再生アイテムはオーディオデータを再生するための第２のストリームファイル
のイン・ポイント及びアウト・ポイントを示し、
　前記マーク情報は、前記少なくとも１枚の静止画像についての再生アイテムに位置する
少なくとも一つのマークを含み、
　前記マーク情報は、前記マークが関連する再生アイテムを示す再生アイテムインジケー
タをさらに含み、
　前記再生するステップは、前記再生アイテム及び前記サブ再生アイテムにより提供され
る前記イン・ポイント及び前記アウト・ポイント、並びに前記少なくとも一つのマーク及
び前記再生アイテムインジケータに従って前記第１のストリームファイル及び前記第２の
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ストリームファイルを再生することを特徴とする記録媒体。
【請求項２】
　前記マーク情報は、前記少なくとも一つのマークの型を示すマーク型インジケータをさ
らに含むことを特徴とする請求項１に記載の記録媒体。
【請求項３】
　前記マーク情報は、前記少なくとも１枚の静止画像の時間アドレスを示すタイムスタン
プをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の記録媒体。
【請求項４】
　前記マーク情報は前記少なくとも一つのマークの番号を示す番号インジケータをさらに
含むことを特徴とする請求項１に記載の記録媒体。
【請求項５】
　前記第１のストリームファイル及び前記第２のストリームファイルを格納するデータエ
リアをさらに含み、
　前記第１のストリームファイルはプレゼンテーションデータを含み、前記プレゼンテー
ションデータは少なくとも１枚の静止画像ユニットに分割されており、前記少なくとも１
枚の静止画像ユニットの各々が少なくとも１枚の静止画像及び関連するデータを含むこと
を特徴とする請求項１に記載の記録媒体。
【請求項６】
　記録媒体上に少なくとも１枚の静止画像の再生をマネジメントするためのデータ構造を
記録する方法において、
　前記記録媒体上に少なくとも一つの再生一覧ファイルを記録する段階を含み、
　前記再生一覧ファイルは、少なくとも一つの再生アイテム、少なくとも一つのサブ再生
アイテム及びマーク情報を含み、
　前記再生アイテムは、少なくとも１枚の静止画像を再生するための第１のストリームフ
ァイルのイン・ポイント及びアウト・ポイントを示し、
　前記サブ再生アイテムは、オーディオデータを再生するための第２のストリームファイ
ルのイン・ポイント及びアウト・ポイントを示し、
　前記マーク情報は、前記少なくとも１枚の静止画像についての再生アイテムに位置する
少なくとも一つのマークを含み、
　前記マーク情報は、前記マークが関連する再生アイテムを示す再生アイテムインジケー
タを含むことを特徴とする記録方法。
【請求項７】
　前記第１のストリームファイル及び前記第２のストリームファイルを前記記録媒体に記
録する段階をさらに含み、
　前記第１のストリームファイルはプレゼンテーションデータを含み、
　前記プレゼンテーションデータは少なくとも１枚の静止画像ユニットに分割されており
、
　前記少なくとも１枚の静止画像ユニットの各々は、少なくとも１枚の静止画像及び関連
するデータを含むことを特徴とする請求項６に記載の記録方法。
【請求項８】
　前記マーク情報は、前記少なくとも一つのマークの型を示すマーク型インジケータをさ
らに含むことを特徴とする請求項６に記載の記録方法。
【請求項９】
　前記マーク情報は、前記少なくとも１枚の静止画像の時間アドレスを示すタイムスタン
プをさらに含むことを特徴とする請求項６に記載の記録方法。
【請求項１０】
　前記マーク情報は前記少なくとも一つのマークの番号を示す番号インジケータをさらに
含むことを特徴とする請求項６に記載の記録方法。
【請求項１１】
　記録媒体上に記録された少なくとも１枚の静止画像の再生をマネジメントするためのデ
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ータ構造を再生する方法において、
　前記記録媒体から少なくとも一つの再生一覧ファイルを再生する段階を含み、
　前記再生一覧ファイルは、少なくとも一つの再生アイテム、少なくとも一つのサブ再生
アイテム及びマーク情報を含み、
　前記再生アイテムは、少なくとも１枚の静止画像を再生するための第１のストリームフ
ァイルのイン・ポイント及びアウト・ポイントを示し、
　前記サブ再生アイテムは、オーディオデータを再生するための第２のストリームファイ
ルのイン・ポイント及びアウト・ポイントを示し、
　前記マーク情報は、前記少なくとも１枚の静止画像についての再生アイテムに位置する
少なくとも一つのマークを含むことを特徴とする再生方法。
【請求項１２】
　前記記録媒体から前記第１のストリームファイル及び前記第２のストリームファイルを
再生する段階をさらに含み、
　前記第１のストリームファイルはプレゼンテーションデータを含み、
　前記プレゼンテーションデータは少なくとも１枚の静止画像ユニットに分割されており
、
　前記少なくとも１枚の静止画像ユニットの各々は、少なくとも１枚の静止画像及び関連
するデータを含むことを特徴とする請求項１１に記載の再生方法。
【請求項１３】
　前記マーク情報は、
　前記少なくとも一つのマークの型を示すマーク型インジケータと、
　前記少なくとも１枚の静止画像の時間アドレスを示すタイムスタンプと、
　前記少なくとも一つのマークの番号を示す番号インジケータと
　をさらに含むことを特徴とする請求項１１に記載の再生方法。
【請求項１４】
　前記記録媒体は読取り専用記録媒体であることを特徴とする請求項１１に記載の再生方
法。
【請求項１５】
　前記記録媒体は追記型記録媒体であることを特徴とする請求項１１に記載の再生方法。
【請求項１６】
　記録媒体上に少なくとも１枚の静止画像の再生をマネジメントするためのデータ構造を
記録するための装置において、
　前記記録媒体上にデータを記録するために構成されたピックアップと、
　前記ピックアップを制御して、前記記録媒体上に少なくとも一つの再生一覧ファイルを
記録するために構成された制御器と、を含み、
　前記再生一覧ファイルは、少なくとも一つの再生アイテム、少なくとも一つのサブ再生
アイテム及びマーク情報を含み、
　前記再生アイテムは、少なくとも１枚の静止画像を再生するための第１のストリームフ
ァイルのイン・ポイント及びアウト・ポイントを示し、
　前記サブ再生アイテムは、オーディオデータを再生するための第２のストリームファイ
ルのイン・ポイント及びアウト・ポイントを示し、
　前記マーク情報は、前記少なくとも１枚の静止画像についての再生アイテムに位置する
少なくとも一つのマークを含み、
　前記マーク情報は、前記マークが関連する再生アイテムを示す再生アイテムインジケー
タをさらに含むことを特徴とする記録装置。
【請求項１７】
　前記制御器は、前記第１のストリームファイル及び前記第２のストリームファイルを前
記記録媒体に記録するために前記ピックアップを制御するために構成され、
　前記第１のストリームファイルはプレゼンテーションデータを含み、
　前記プレゼンテーションデータは少なくとも１枚の静止画像ユニットに分割されており
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、
　前記少なくとも１枚の静止画像ユニットの各々は、前記少なくとも１枚の静止画像及び
関連するデータを含むことを特徴とする請求項１６に記載の記録装置。
【請求項１８】
　前記マーク情報は、前記少なくとも一つのマークの型を示すマーク型インジケータをさ
らに含むことを特徴とする請求項１６に記載の記録装置。
【請求項１９】
　前記マーク情報は、前記少なくとも１枚の静止画像の時間アドレスを示すタイムスタン
プをさらに含むことを特徴とする請求項１６に記載の記録装置。
【請求項２０】
　前記マーク情報は前記少なくとも一つのマークの番号を示す番号インジケータをさらに
含むことを特徴とする請求項１６に記載の記録装置。
【請求項２１】
　記録媒体上に記録された少なくとも１枚の静止画像の再生をマネジメントするためのデ
ータ構造を再生するための装置において、
　前記記録媒体上に記録されたデータを再生するために構成されたピックアップと、
　前記ピックアップを制御して、前記記録媒体上に少なくとも一つの再生一覧ファイルを
再生するために構成された制御器と、を含み、
　前記再生一覧ファイルは、少なくとも一つの再生アイテム、少なくとも一つのサブ再生
アイテム及びマーク情報を含み、
　前記再生アイテムは、少なくとも１枚の静止画像を再生するための第１のストリームフ
ァイルのイン・ポイント及びアウト・ポイントを示し、
　前記サブ再生アイテムは、オーディオデータを再生するための第２のストリームファイ
ルのイン・ポイント及びアウト・ポイントを示し、
　前記マーク情報は、前記少なくとも１枚の静止画像についての再生アイテムに位置する
少なくとも一つのマークを含み、
　前記マーク情報は、前記マークが関連する再生アイテムを示す再生アイテムインジケー
タをさらに含むことを特徴とする再生装置。
【請求項２２】
　前記制御器は、前記記録媒体から前記第１のストリームファイル及び前記第２のストリ
ームファイルを再生するために前記ピックアップを制御するために構成され、
　前記第１のストリームファイルはプレゼンテーションデータを含み、
　前記プレゼンテーションデータは少なくとも１枚の静止画像ユニットに分割されており
、
　前記少なくとも１枚の静止画像ユニットの各々は、少なくとも１枚の静止画像及び関連
するデータを含むことを特徴とする請求項２１に記載の再生装置。
【請求項２３】
　前記マーク情報は、
　前記少なくとも一つのマークの型を示すマーク型インジケータと、
　前記少なくとも１枚の静止画像の時間アドレスを示すタイムスタンプと、
　前記少なくとも一つのマークの番号を示す番号インジケータと
　をさらに含むことを特徴とする請求項２１に記載の再生装置。
【請求項２４】
　前記記録媒体は読取り専用記録媒体であることを特徴とする請求項２１に記載の再生装
置。
【請求項２５】
　前記記録媒体は追記型記録媒体であることを特徴とする請求項２１に記載の再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、記録された少なくとも静止画像の再生をマネジメントするためのデータ構造
を有する記録媒体、及び記録再生方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高品質のビデオ及びオーディオデータを大容量として記録しうる新規な高密度の読取り
専用及び書換え可能型光ディスクの標準の進歩には目を見張るものがあり、これにより、
新規な光ディスク関連の製品は、まもなく商用化レベルに至ることが期待されている。書
換え可能なブルーレイディスク（Ｂｌｕｅ－ｒａｙ Ｄｉｓｃ Ｒｅｗｒｉｔａｂｌｅ；以
下、ＢＤ－ＲＥ）及びブルーレイディスクＲＯＭ（ＢＤ－ＲＯＭ）は、このような新規な
光ディスクの例である。
【０００３】
　ＢＤ－ＲＥの標準が公開されているとはいえ、ブルーレイＲＯＭ（ＢＤ－ＲＯＭ）など
の高密度の読取り専用光ディスクの標準は依然として準備中にある。結果的に、ＢＤ－Ｒ
ＯＭなどの高密度の読取り専用光ディスク上に記録された静止画像の再生をマネジメント
するための有効なデータ構造は、未だ利用可能なレベルには至っていないのが現状である
。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は上記の問題点を解決するためのもので、その目的は、記録された少なくとも静
止画像の再生をマネジメントするためのデータ構造を有する記録媒体、及び記録再生方法
及び装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明に係る記録媒体は、ピックアップ及び制御器を含む
再生装置により少なくとも１枚の静止画像の再生方法を実行するためのコンピュータ実行
可能プログラムを有する記録媒体において、前記方法は、前記制御器により制御される前
記ピックアップが、少なくとも一つの再生一覧ファイルを再生するステップを含み、前記
再生一覧ファイルは、少なくとも一つの再生アイテム、少なくとも一つのサブ再生アイテ
ム及びマーク情報を含み、前記再生アイテムは、少なくとも１枚の静止画像を再生するた
めの第１のストリームファイルのイン・ポイント及びアウト・ポイントを示し、前記サブ
再生アイテムはオーディオデータを再生するための第２のストリームファイルのイン・ポ
イント及びアウト・ポイントを示し、前記マーク情報は、前記少なくとも１枚の静止画像
についての再生アイテムに位置する少なくとも一つのマークを含み、前記マーク情報は、
前記マークが関連する再生アイテムを示す再生アイテムインジケータをさらに含み、前記
再生するステップは、前記再生アイテム及び前記サブ再生アイテムにより提供される前記
イン・ポイント及び前記アウト・ポイント、並びに前記少なくとも一つのマーク及び前記
再生アイテムインジケータに従って前記第１のストリームファイル及び前記第２のストリ
ームファイルを再生する。
【０００６】
　ここで、前記マーク情報は、前記少なくとも一つのマークの型を示すマーク型インジケ
ータをさらに含むものとすることができる。
【０００７】
　また、前記マーク情報は、前記少なくとも１枚の静止画像の時間アドレスを示すタイム
スタンプをさらに含むものとすることができる。
【０００８】
　また、前記マーク情報は前記少なくとも一つのマークの番号を示す番号インジケータを
さらに含むものとすることができる。
【０００９】
　また、前記第１のストリームファイル及び前記第２のストリームファイルを格納するデ
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ータエリアをさらに含み、前記第１のストリームファイルはプレゼンテーションデータを
含み、前記プレゼンテーションデータは少なくとも１枚の静止画像ユニットに分割されて
おり、前記少なくとも１枚の静止画像ユニットの各々が少なくとも１枚の静止画像及び関
連するデータを含むものとすることができる。
【００１０】
　本発明の他の態様によれば、本発明に係る記録方法は、記録媒体上に少なくとも１枚の
静止画像の再生をマネジメントするためのデータ構造を記録する方法において、前記記録
媒体上に少なくとも一つの再生一覧ファイルを記録する段階を含み、前記再生一覧ファイ
ルは、少なくとも一つの再生アイテム、少なくとも一つのサブ再生アイテム及びマーク情
報を含み、前記再生アイテムは、少なくとも１枚の静止画像を再生するための第１のスト
リームファイルのイン・ポイント及びアウト・ポイントを示し、前記サブ再生アイテムは
、オーディオデータを再生するための第２のストリームファイルのイン・ポイント及びア
ウト・ポイントを示し、前記マーク情報は、前記少なくとも１枚の静止画像についての再
生アイテムに位置する少なくとも一つのマークを含み、前記マーク情報は、前記マークが
関連する再生アイテムを示す再生アイテムインジケータを含む。
　本発明の他の態様によれば、本発明に係る再生方法は、記録媒体上に記録された少なく
とも１枚の静止画像の再生をマネジメントするためのデータ構造を再生する方法において
、前記記録媒体から少なくとも一つの再生一覧ファイルを再生する段階を含み、前記再生
一覧ファイルは、少なくとも一つの再生アイテム、少なくとも一つのサブ再生アイテム及
びマーク情報を含み、前記再生アイテムは、少なくとも１枚の静止画像を再生するための
第１のストリームファイルのイン・ポイント及びアウト・ポイントを示し、前記サブ再生
アイテムは、オーディオデータを再生するための第２のストリームファイルのイン・ポイ
ント及びアウト・ポイントを示し、前記マーク情報は、前記少なくとも１枚の静止画像に
ついての再生アイテムに位置する少なくとも一つのマークを含む。
　本発明の他の態様によれば、本発明に係る記録装置は、記録媒体上に少なくとも１枚の
静止画像の再生をマネジメントするためのデータ構造を記録するための装置において、前
記記録媒体上にデータを記録するために構成されたピックアップと、前記ピックアップを
制御して、前記記録媒体上に少なくとも一つの再生一覧ファイルを記録するために構成さ
れた制御器と、を含み、前記再生一覧ファイルは、少なくとも一つの再生アイテム、少な
くとも一つのサブ再生アイテム及びマーク情報を含み、前記再生アイテムは、少なくとも
１枚の静止画像を再生するための第１のストリームファイルのイン・ポイント及びアウト
・ポイントを示し、前記サブ再生アイテムは、オーディオデータを再生するための第２の
ストリームファイルのイン・ポイント及びアウト・ポイントを示し、前記マーク情報は、
前記少なくとも１枚の静止画像についての再生アイテムに位置する少なくとも一つのマー
クを含み、前記マーク情報は、前記マークが関連する再生アイテムを示す再生アイテムイ
ンジケータをさらに含む。
　本発明の他の態様によれば、本発明に係る再生装置は、記録媒体上に記録された少なく
とも１枚の静止画像の再生をマネジメントするためのデータ構造を再生するための装置に
おいて、前記記録媒体上に記録されたデータを再生するために構成されたピックアップと
、前記ピックアップを制御して、前記記録媒体上に少なくとも一つの再生一覧ファイルを
再生するために構成された制御器と、を含み、前記再生一覧ファイルは、少なくとも一つ
の再生アイテム、少なくとも一つのサブ再生アイテム及びマーク情報を含み、前記再生ア
イテムは、少なくとも１枚の静止画像を再生するための第１のストリームファイルのイン
・ポイント及びアウト・ポイントを示し、前記サブ再生アイテムは、オーディオデータを
再生するための第２のストリームファイルのイン・ポイント及びアウト・ポイントを示し
、前記マーク情報は、前記少なくとも１枚の静止画像についての再生アイテムに位置する
少なくとも一つのマークを含み、前記マーク情報は、前記マークが関連する再生アイテム
を示す再生アイテムインジケータをさらに含む。
【発明の効果】
【００１１】
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　本発明は、高密度記録媒体（例えば、ＢＤ－ＲＯＭなどの高密度光ディスク）上に記録
された静止画像をマネジメントするためのデータ構造を有する記録媒体を提供する。例え
ば、データ構造は、静止画像及び場合によってはオーディオデータを各種の方式により表
示可能にする。
【００１２】
　本発明に係る高密度記録媒体についての静止画像をマネジメントする方法は、各種の静
止制御動作を提供し、連関するサブタイトルまたはグラフィック映像と共に静止画像の効
率的なリンク再生を可能にする。
【００１３】
　以上の説明から明らかなように、本発明は、記録媒体上に記録された静止画像をマネジ
メントするための高密度記録媒体上にデータ構造を記録する方法及び装置を提供する。
【００１４】
　上述した解説は、静止画像の再生をマネジメントするためのデータ構造に基づく高密度
記録媒体上に記録され、且つ、高密度記録媒体上に記録された静止画像を再生するための
方法及び装置をさらに提供する。
【００１５】
　本発明が限られた数の実施の形態をもって説明されたとしても、この技術分野における
当業者にとっては、数多くの変形及び修正が可能であるということが理解できるであろう
。例えば、いくつかの場合においてブルーレイＲＯＭについて説明されたとしても、本発
明は、光ディスクのこのような標準または光ディスクに何ら制限されるものではない。す
なわち、このような修正及び変形は本発明の精神及び範囲内にあると言える。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明への完全な理解のために、添付した図面に基づき、本発明の例示的な実施
の形態を詳述する。
【００１７】
　例えば、本発明に係るブルーレイＲＯＭ（ＢＤ－ＲＯＭ）、ＢＤ－ＲＥなどの高密度光
ディスクのような高密度記録媒体は、図１に示すように、ビデオ及びオーディオデータの
再生をマネジメントするためのファイルまたはデータ構造を有することができる。図１に
示すように、本発明に係るデータ構造の一部の態様は公知のＢＤ－ＲＥ標準と同様であり
、これらの特性が検討されるとしても、詳細な内容については解説されない。
【００１８】
　図１に示すように、ルートディレクトリは、少なくとも一つのＢＤディレクトリを含む
。ＢＤディレクトリは、通常のファイル（図示せず）、再生一覧ファイル（例えば、＊．
ｍｐｌｓ）が格納されるＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリ、クリップ情報ファイル（＊．ｃ
ｌｐｉ）が格納されるＣＬＩＰＩＮＦディレクトリ、及びクリップ情報ファイルに対応す
るＭＰＥＧ２にフォーマットされたＡ／Ｖストリームクリップファイル（＊．ｍ２ｔｓ）
が格納されるストリームディレクトリを含む。
【００１９】
　ストリームディレクトリは、クリップストリームファイルまたは単純にクリップファイ
ルと呼ばれるＭＰＥＧ２にフォーマットされたＡ／Ｖストリームファイルを含む。Ａ／Ｖ
ストリームは、ビデオ及びオーディオデータのソースパケットを含む。例えば、ビデオデ
ータのソースパケットは、ヘッダ及び移送パケットを含む。ソースパケットは、そこにア
クセスするためのアドレスとして働く、一般に順次に割り当てられた番号としてのソース
パケット番号を含む。移送パケットは、パケット識別子（ＰＩＤ）を含む。ＰＩＤは、移
送パケットが属する移送パケットのシーケンスを識別する。このようなシーケンスにおい
て、各移送パケットは同じＰＩＤを有する。
【００２０】
　ＣＬＩＰＩＮＦディレクトリは、各Ａ／Ｖストリームファイルと連関するクリップ情報
ファイルを含む。クリップ情報ファイルは、とりわけ、これと連関するＡ／Ｖストリーム
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の型、シーケンス情報、プログラム情報及びタイミング情報を示す。シーケンス情報は、
ＡＴＣ（ａｒｒｉｖａｌ ｔｉｍｅ ｂａｓｉｓ）及びＳＴＣ（ｓｙｓｔｅｍ ｔｉｍｅ ｂ
ａｓｉｓ）シーケンスを記述する。例えば、シーケンス情報は、とりわけ、シーケンスの
番号、各シーケンスについての開始及び終了時間情報、各シーケンス内のファイルソース
パケットのアドレス、及び各シーケンス内の移送パケットのＰＩＤを示す。プログラムの
コンテンツが一定しているソースパケットのシーケンスは、プログラムシーケンスと呼ば
れる。プログラム情報は、とりわけ、プログラムシーケンスの番号、各プログラムシーケ
ンスについての開始アドレス、及びプログラムシーケンス内の移送パケットのＰＩＤを示
す。
【００２１】
　タイミング情報は、ＣＰＩ（ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃ ｐｏｉｎｔ ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ）と呼ばれる。ＣＰＩは、例えば、ＥＰ（ｅｎｔｒｙ ｐｏｉｎｔ）マップで
ある。ＥＰマップは、（例えば、ＡＴＣ及び／またはＳＴＣ上の）プレゼンテーションタ
イムスタンプをソースパケットアドレス（即ち、ソースパケット番号）にマッピングする
。ＰＴＳ（ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ ｔｉｍｅ ｓｔａｍｐ）及びＳＰＮ（ｓｏｕｒｃｅ
 ｐａｃｋｅｔ ｎｕｍｂｅｒ）は、ＡＶストリーム内のエントリポイント、すなわち、Ａ
Ｖストリーム上のエントリポイントについてのＰＴＳ及びこれと関連するＳＰＮと関連す
る。ポイントされたパケットは、しばしばエントリポイントパケットと呼ばれる。
【００２２】
　再生一覧ディレクトリは、１以上の再生一覧ファイルを含む。再生一覧の概念は、再生
のための容易な編集／アセンブリクリップに一助となるために導入される。再生一覧ファ
イルは、クリップ内の再生間隔の集合体である。各再生間隔は、再生アイテムとして呼ば
れる。再生一覧ファイルは、とりわけ、再生一覧を形成する各再生アイテムを識別し、各
再生アイテムは、とりわけ、クリップファイルの時間軸上の位置をポイントするＩＮ－ポ
イント及びＯＵＴ－ポイントの対（例えば、ＡＴＣ及びＳＴＣベースでのプレゼンテーシ
ョンタイムスタンプ）である。再生一覧ファイルはまた、クリップファイルの時間軸上に
おける位置をポイントするＩＮ－ポイント及びＯＵＴ－ポイントの対を提供するサブ再生
アイテムを含む。換言すれば、再生一覧ファイルは再生アイテム及びサブ再生アイテムを
識別し、各再生アイテムまたはサブ再生アイテムはクリップファイルまたはその一部をポ
イントし、クリップファイルと連関するクリップ情報ファイルを識別する。クリップ情報
ファイルは、とりわけ、ソースパケットのクリップ情報に再生アイテムをマッピングする
のに用いられる。再生一覧は、クリップファイル内の特定の場所（例えば、特定のアドレ
ス）にポイントする再生一覧マークをも含む。
【００２３】
　通常の情報ファイル（図示せず）は、光ディスク上に記録されたＡ／Ｖストリームの再
生をマネジメントするための通常の情報を提供する。
【００２４】
　図１は、本発明の一実施の形態に係る記録媒体のデータ構造を例示すると共に、記録媒
体のエリアを示す。例えば、通常の情報ファイルは、１または複数の通常の情報エリアに
記録され、再生一覧ディレクトリは、１または複数の再生一覧ディレクトリエリアに記録
され、再生一覧ディレクトリ内の各再生一覧は、記録媒体の１または複数の再生一覧エリ
アに記録される。図２は、図１のデータ構造が格納された記録媒体の一例を示す。図２に
示すように、記録媒体は、ファイルシステム情報エリア、データベースエリア及びＡ／Ｖ
ストリームエリアを含む。データベースエリアは、通常の情報ファイル及び再生一覧情報
エリアとクリップ情報エリアを含む。通常の情報ファイル及び再生一覧情報エリアは、そ
の通常の情報ファイルエリアに記録された通常の情報ファイルと、再生一覧情報エリアに
記録された再生一覧ファイル及び再生一覧ディレクトリを備える。クリップ情報エリアは
、ＣＬＩＰＩＮＦＯディレクトリ、及びここに記録された有関クリップ情報ファイルを備
える。Ａ／Ｖストリームエリアは、ここに記録されたいくつかのタイトルについてのＡ／
Ｖストリームを備える。
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【００２５】
　ビデオ及びオーディオデータは、個別タイトルとして典型的に組織化され、例えば、ビ
デオ及びオーディオデータにより表される他の映画は、他のタイトルとして組織化される
。さらに、タイトルは、一冊の本がしばしば章分けされる方式とほぼ同様に、個別の章に
分けられる。
【００２６】
　ＢＤ－ＲＯＭ及びＢＤ－ＲＥ光ディスクなど一層新規な高密度の記録媒体の大容量の記
憶能力のために、他のタイトル、タイトルの各種のバージョンまたはタイトルの一部が記
録可能となり、これにより、記録媒体から再生可能となる。例えば、異なるカメラアング
ルを有するビデオデータは、記録媒体上に記録可能である。他の例を挙げると、タイトル
のバージョンまたは他の言語と連関するタイトルの一部が記録媒体上に記録可能である。
さらに他の例を挙げると、ディレクターのバージョン及びタイトルの芝居バージョンが記
録媒体上に記録される。または、タイトルまたはタイトルの一部のアダルトバージョン、
ヤングアダルトバージョン及びヤングチャイルドバージョン（すなわち、相異なるペアレ
ンタル制御バージョン）が記録媒体上に記録される。各バージョン、カメラアングルなど
は相異なる再生パスを示し、これらの場合におけるビデオデータは、多数の再生パスのビ
デオデータと呼ばれる。
【００２７】
　ＢＤ－ＲＯＭなど一層新規な高密度の記録媒体の大容量の記憶能力のために、静止画像
または画像は、例えばスライドショーとして組織化され、及び／またはユーザ対話型に記
録及び再生される。本発明の実施の形態に係る高密度記録媒体についての静止画像の再生
をマネジメントするためのデータ構造は、静止画像を記録及び再生するための本発明の実
施の形態に係る方法及び装置と結び付けて説明される。
【００２８】
　図３は、本発明に係る高密度記録媒体についての静止画像をマネジメントする方法及び
データ構造の一実施の形態を示すものである。複数の静止画像または画像はＢＤ－ＲＯＭ
などの高密度記録媒体上の個別の静止画像ファイルに格納され、再生一覧は、静止画像の
再生制御のためのナビゲーション情報を含む。
【００２９】
　再生一覧のナビゲーション情報は、クリップＡ／Ｖストリームの特定のエリア内に記録
された映画・ビデオまたはオーディオデータとも関連する。再生一覧は、映画・ビデオま
たはオーディオデータ内のどのポイントが静止画像を再生するかを示す。すなわち、再生
一覧は、クリップＡ／Ｖストリームを静止画像ファイルにリンクさせる。再生一覧はまた
、各静止画像を表示するための持続時間を提供するか、あるいは、これらの情報はクリッ
プ情報ファイルにより提供される。持続時間は有限であっても、無限であっても良い。
【００３０】
　再生一覧の再生に基づき、映画ビデオまたはオーディオデータの再生中に、映画ビデオ
またはオーディオデータと静止画像とが関連することを再生装置が見出したとき、再生装
置は、静止画像ファイルから静止画像を得る。その後、再生装置は、限られた持続時間中
に静止画像を表示する静止動作を行うか、または、静止画像についてのプレゼンテーショ
ンの持続時間情報を限りなく参照する。無限持続時間が示されているとき、静止画像はユ
ーザ入力が受け取られるまで表示される。
【００３１】
　上述及び後述する説明から明らかになるように、静止画像は、順次的なスライドショー
、ランダムな／シャッフルするスライドショーまたはブラウジング可能なスライドショー
として表示される。順次的なスライドショーは、再生一覧により開始された手順における
限られた持続時間を有する静止画像の再生と関連する。静止画像のこのような再生は、オ
ーディオデータとの同期再生においても行われうる。ブラウジング可能なスライドショー
は、再生一覧により開始された手順における無限持続時間を有する静止画像の再生と関連
する。再生は、ユーザ入力に基づいて以前または順次的な静止画像に進む。ランダムな／
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シャッフルするスライドショーは、静止画像を再生するための手順がランダムになってい
る順次的なまたはブラウジング可能なスライドショーの形を取る。
【００３２】
　図４は、静止画像ファイルの一例を示している。この例において、静止画像または静止
画像グループは、プレゼンテーションユニットを形成する。プレゼンテーションユニット
は、例えば、共通するプレゼンテーション属性を有する静止画像として形成される。例え
ば、図４において、同じプレゼンテーション持続時間（持続時間＃１）を有する静止画像
＃１～＃ｋはプレゼンテーションユニット＃１にグループ分けされ、同じプレゼンテーシ
ョン持続時間（持続時間＃２）を有する静止画像＃ｋ＋１～＃ｎはプレゼンテーションユ
ニット＃２にグループ分けされる。持続時間がプレゼンテーション属性の例として与えら
れるとしても、本発明がこのような例に何ら制限されないということを理解すべきである
。
【００３３】
　図５は、本発明の一実施の形態に係る再生一覧と少なくとも一つのクリップファイルと
の間の関係例を示している。図５に示すように、再生一覧は、第１及び第２のプレゼンテ
ーションユニット（例えば、図４に示す第１及び第２のプレゼンテーションユニット）の
再生制御用ナビゲーション情報を含む。再生一覧に含まれている再生アイテムは、静止画
像ストリームと、グラフィック＆サブタイトルストリームなどの有関データの再生制御の
ために用いられる。再生一覧に含まれるサブ再生アイテムは、静止画像と連関するオーデ
ィオデータの再生制御のための用いられる。図示の如く、オーディオデータは静止画像及
び有関データから個別ファイルとして記録され、これにより、有関データに含まれること
はない。オーディオデータは、関連する静止画像との同期または非同期方式で再生される
。
【００３４】
　再生一覧は、それぞれのプレゼンテーションユニットについての、以下ではスチールグ
ループマークＳＰＧ＿ｍａｒｋと呼ばれる再生一覧マークを含む。静止画像グループマー
クＳＰＧ＿ｍａｒｋは、１または複数の静止画像を含むプレゼンテーションユニットの開
始にポイントされる。
【００３５】
　静止画像ストリーム及び有関データストリーム（例えば、グラフィック＆サブタイトル
ストリーム）は、静止画像を基にＰＥＳ（ｐａｃｋｅｔｉｚｅｄ ｅｌｅｍｅｎｔａｒｙ 
ｓｔｒｅａｍ）パケットにパケット化される。すなわち、静止画像ストリームの各ＰＥＳ
パケットは、単一の静止画像を含む。ＰＥＳパケットはＭＰＥＧ２移送パケットにエンコ
ードされ、その後、移送ストリームに多重化される。これは、図６及び図７の実施の形態
に基づいて詳述される。
【００３６】
　静止画像、及び静止画像と連関するグラフィック＆サブタイトルのリンクされた再生の
ためのナビゲーション情報は、静止画像及び連関するグラフィック＆サブタイトルデータ
のＰＥＳパケットに記録される。図５に示すように、静止画像の画像番号に対応する独自
の画像ＩＤは、静止画像のＰＥＳパケット及び連関するグラフィック＆サブタイトルのＰ
ＥＳパケットに含まれる。
【００３７】
　再生装置は、再生一覧に含まれている静止画像グループマークＳＰＧ＿ｍａｒｋを用い
てグループ分けされたプレゼンテーションユニットの静止画像の再生制御を効率的に行う
。また、再生装置は、静止画像、及びこれと連関するグラフィック＆サブタイトルのリン
クされた再生を静止画像の独自の画像ＩＤを検出することにより行う。静止画像及び有関
データの再生中に、再生装置は、サブ再生アイテムにより示されたオーディオストリーム
をさらに再生する。
【００３８】
　図６及び図７は、図５に基づいて上述したもののようなＢＤ－ＲＯＭなどの高密度記録
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媒体の静止画像をマネジメントする方法及びデータ構造の一実施の形態を示している。図
６及び図７の実施の形態においてはプレゼンテーションユニットを含まないという点が、
図５のものと大きく異なる。
【００３９】
　図６に示すように、静止画像ストリーム及び有関データストリーム（例えば、グラフィ
ック＆サブタイトルストリーム）は、静止画像を基にＰＥＳパケットにパケット化される
。すなわち、静止画像ストリームの各ＰＥＳパケットは単一の静止画像を含み、有関デー
タの連関するＰＥＳパケットは、静止画像と連関する有関データ（例えば、連関する静止
画像と同期化した再生のための）を含む。同期化して再生される有関データと共に、静止
画像は静止画像ユニットにグループ分けされる。静止画像ユニットを基に、静止画像スト
リーム及び有関データストリームは、ＭＰＥＧ２移送ストリームの静止画像ファイルに多
重化される。
【００４０】
　図６は、静止画像ファイルに対応するクリップ情報ファイルをさらに示している。クリ
ップ情報ファイルは、エントリポイントマップＥＰ＿ＭＡＰを含む。ＥＰマップにおいて
、個別エントリポイントＥＰ＃１～＃ｋは対応する静止画像ユニットのヘッド記録位置に
アクセスするためのそれぞれのナビゲーション情報を含む。ナビゲーション情報は、例え
ば、対応する静止画像ユニットの開始記録位置を示すソースパケット番号エントリポイン
ト開始ＳＰＮ＿ＥＰ＿Ｓｔａｒｔ情報を含む。
【００４１】
　図７は、図６について上述した静止画像ファイルの再生制御用再生一覧を示している。
図７に示すように、再生一覧内の再生アイテムＰｌａｙＩｔｅｍは、再生するための静止
画像ファイル内の静止画像の開始及び終了位置にそれぞれ対応するイン画像ＩＮ＿ｐｉｃ
ｔｕｒｅ情報及びアウト画像ＯＵＴ＿ｐｉｃｔｕｒｅ情報を含む。再生一覧内のサブ再生
アイテムＳｕｂＰｌａｙＩｔｅｍは、静止画像ファイルと関連して再生される個別オーデ
ィオファイルのためのサブ再生アイテムインタイムＳｕｂＰｌａｙＩｔｅｍ＿ＩＮ＿ｔｉ
ｍｅ情報及びサブ再生アイテムアウトタイムＳｕｂＰｌａｙＩｔｅｍ＿ＯＵＴ＿ｔｉｍｅ
情報を含む。オーディオデータは、連関する静止画像と同期または非同期された状態で再
生することができる。
【００４２】
　再生一覧は、各静止画像をポイントする、以下では静止マークとして呼ばれる再生一覧
マークをさらに含む。静止画像ユニットに含まれる静止画像及び有関データについてのプ
レゼンテーション持続時間情報は、静止画像ユニットに対応する静止マークに記録される
。代案としてまたは付加的に、プレゼンテーション持続時間情報は、再生アイテム内に含
まれることができる。
【００４３】
　静止マークは、ブラウジング可能なスライドショー中に画像間のスキップを行いたいと
きに特に役立つ。静止画像ファイルまたはその一部が相異なるプレゼンテーション持続時
間を有する多数の再生一覧と同時に関連する場合があるということをさらに理解すべきで
ある。
【００４４】
　図８は、例えば、光ディスク上におけるＭＰＥＧ２移送ストリームの物理的な割当てを
示している。図８に示すように、静止画像ユニットに対応するＭＰＥＧ２移送ストリーム
の一部のそれぞれは、光ディスクのエラー訂正コード（ｅｒｒｏｒ ｃｏｒｒｅｃｔｉｏ
ｎ ｃｏｄｅ；ＥＣＣ）ブロックＥＣＣｂｌｏｃｋまたはセクションユニットなどの物理
記録ユニットに整列されて記録される。例えば、第２の静止画像ユニットに対応する移送
ストリームの記録サイズが物理記録ユニットを充填していない場合には、未充填エリアは
ヌルデータにより充填されあるいは詰められる。
【００４５】
　図９は、本発明が適用される光ディスク装置の部分構造の概略を示している。図９に示
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すように、光ディスク装置は、光ディスクからデータを再生するための光ピックアップ１
１１を含む。ＶＤＰ（ｖｉｄｅｏ ｄｉｓｃ ｐｌａｙ）システム１１２は光ピックアップ
１１１の再生動作を制御し、光ピックアップ１１１により再生されたデータを復調する。
ＶＤＰ１１２は、ＡＶストリームのアナログバージョンを生成するために、Ｄ／Ａコンバ
ータ１３にも与えられるＡＶストリームを生成する。
【００４６】
　ＶＤＰシステム１１２は光ピックアップ１１１を制御し、ユーザインタフェースから受
信されたユーザ入力に基づく再生データと、本発明により光ディスク上に記録されたナビ
ゲーション及びマネジメント情報を復調する。例えば、ＶＤＰシステム１１２は、静止画
像ファイルを再生するために、上述したクリップ情報ファイルに含まれているエントリポ
イントマップ及び再生一覧に含まれている静止マークを参照する。すなわち、ＶＤＰシス
テム１１２は、静止画像、グラフィックデータ、及びエントリポイントマップに記録され
たエントリポイントＥＰ＃１，＃２，．．．の手順による各静止画像ユニットのサブタイ
トルデータを読み取る。その後、ＶＤＰシステム１１２は、スライドショーを再生するた
めの一連の動作を行い、これは、静止マークに含まれているプレゼンテーション持続時間
情報による固定持続時間中に再生されるか、あるいは、ユーザのキー入力による静止マー
クのそれぞれに対応する静止画像ユニットの単位にてスキップ再生される。
【００４７】
　図１０に示すように、ＶＤＰシステム１１２は、スイッチ１２０、トラックバッファ１
２１、ＴＳ ＤＥＭＵＸ１２２、ビデオバッファ１２３、グラフィックバッファ１２４、
サブタイトルバッファ１２５、オーディオバッファ１２６、ビデオデコーダ１２７、グラ
フィックデコーダ１２８、サブタイトルデコーダ１２９、オーディオデコーダ１３０、Ｐ
ＣＲカウンタ１３１、及びマイコン１３２を含む。
【００４８】
　マイコン１３２は、ユーザのキー入力またはプレゼンテーション持続時間情報に基づい
てスイッチ１２０の動作を制御し、静止画像Ｖ、グラフィックデータＧ、及びサブタイト
ルデータＳＴをトラックバッファ１２１から選択的に供給する。ＴＳ ＤＥＭＵＸ１２２
は、トラックバッファに一時保存されたデータストリームのパケットＩＤＰＩＤを参照し
、静止画像データ、グラフィックデータ、及びサブタイトルデータをビデオバッファ１２
３、グラフィックバッファ１２４、及びサブタイトルバッファ１２５にそれぞれ振り分け
る。
【００４９】
　ビデオデコーダ１２７は静止画像データを、グラフィックデコーダ１２８はグラフィッ
クデータを、そしてサブタイトルデコーダ１２９はサブタイトルデータをデコードする。
その結果、単一の静止画像と有関グラフィック及びサブタイトルデータが再生される。
【００５０】
　これと同様に、マイコン１３２はスイッチ１２０の動作を制御し、光ディスクから読み
取られたオーディオデータＡをトラックバッファ１２１に選択的に供給する。ＴＳ ＤＥ
ＭＵＸ１２２は、トラックバッファに一時保存されたオーディオデータストリームのパケ
ットＩＤＰＩＤを参照してオーディオデータをオーディオバッファ１２６に分離する。
【００５１】
　オーディオデコーダ１３０は、オーディオデータをデコードしてデコードされたオーデ
ィオデータを出力する。このようなステージにおいて、ＴＳ ＤＥＭＵＸ１２１により分
離されたプレゼンテーションタイムスタンプＰＴＳ情報はオーディオデコーダ１３０に供
給される。また、ＰＣＲカウンタ１３１は、ＴＳ ＤＥＭＵＸ１２１から分離されたプロ
グラムクロック基準（ＰＣＲ）情報をカウントし、ＰＣＲカウント値はオーディオデコー
ダ１３０に供給される。ＰＴＳ及びＰＣＲの使用がこの技術分野において既に公知である
ため、以下では、光ディスク上に記録されたデータに含まれる事項についての詳細は省略
する。
【００５２】
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　オーディオデコーダ１３０は、ＰＣＲカウント値がＰＴＳ値と一致するときにオーディ
オデータを再生する。ＰＣＲカウント値及びＰＴＳ値はオーディオデコーダ１３０にのみ
供給されてオーディオの再生時間を制御する。
【００５３】
　これにより、光ディスク装置は、スイッチ１２０、トラックバッファ１２１、及びＴＳ
 ＤＥＭＵＸ１２２を共通的に用いることにより、互いに連関する読取り専用ブルーレイ
ディスクに分離されて記録された静止画像ファイル及びオーディオファイルを再生するス
ライドショー動作を正常に行うことができる。
【００５４】
　図１１は、ＶＤＰシステム１１２の他の実施の形態の詳細を示している。この実施の形
態は、ＰＴＳ加算器１３３及びこれとの連関接続をさらに含むことを除いては、図１０の
実施の形態と同じである。上述したように、マイコン１３２は、ユーザのキー入力または
プレゼンテーション持続時間情報に基づいてトラックバッファ１２１及びスイッチ１２０
の動作を制御する。このような同じ情報は、ＰＴＳ加算器１３３の制御に用いられる。
【００５５】
　ＰＴＳ加算器１３３は、トラックバッファに一時保存されたオーディオデータのＰＴＳ
を参照し、オーディオＰＴＳと同じ擬似ＰＴＳを静止画像データ、グラフィックデータ及
びサブタイトルデータのＰＥＳパケットとしてさらに記録する。
【００５６】
　ＴＳ ＤＥＭＵＸ１２１から分離されたオーディオＰＴＳはオーディオデコーダ１３０
にルートされ、前記ＴＳ ＤＥＭＵＸ１２１から分離されたプログラムクロック基準（Ｐ
ＣＲ）情報は前記ＰＣＲカウンタ１３１によりカウントされる。ＰＣＲカウント値はオー
ディオデコーダ１３０に供給され、オーディオデコーダ１３０は、ＰＣＲカウント値がＰ
ＴＳと一致するときにオーディオデータを再生する。
【００５７】
　ＴＳ ＤＥＭＵＸ１２１により分離された擬似ＰＴＳ及びＰＣＲカウント値は、ビデオ
デコーダ１２７、グラフィックデコーダ１２８、及びサブタイトルデコーダ１２９にさら
に振り分けられる。ＰＣＲカウント値が擬似ＰＴＳと一致するとき、静止画像データ、グ
ラフィックデータ、及びサブタイトルデータはそれぞれ再生される。
【００５８】
　これにより、光ディスク装置は、スイッチ１２０、トラックバッファ１２１、及びＴＳ
 ＤＥＭＵＸ１２２を共通に用いることにより、互いに連関する読取り専用ブルーレイデ
ィスクに分離されて記録された静止画像ファイル及びオーディオファイルを再生するスラ
イドショー動作を正常に行うことができる。
【００５９】
　図１２は、図１のデータ構造の一部と、高密度記録媒体についての静止画像をマネジメ
ントする方法についての他の実施の形態の詳細を示している。この実施の形態において、
静止画像は、再生一覧内の再生一覧マーク情報に基づいてマネジメントされる。本発明の
他の実施の形態について説明したが、再生一覧マークの使用は、この実施の形態及び残り
の実施の形態においてさらに発展するであろう。
【００６０】
　上述したように、且つ、図１２に示すように、再生一覧マークは、Ａ／Ｖストリームク
リップファイルにおいて静止画像をポイントするのに用いられる。このような型の再生一
覧マークは、以下では静止マークと呼ばれる。通常、静止画像または画像は、他の画像に
従属せずに再生される。例えば、静止画像は、ＭＰＥＧ２ストリームの場合に”Ｉ－Ｐｉ
ｃｔｕｒｅ”としてエンコードされる。これにより、静止マークは、Ａ／Ｖストリームク
リップファイルにおいてＩ画像をポイントする。しかし、静止マークは各Ｉ画像の全てを
ポイントする上で必ずしも必要なものであるとは限らない。
【００６１】
　図１２は、再生一覧における２つの再生アイテムＰｌａｙＩｔｅｍ＃１及びＰｌａｙＩ
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ｔｅｍ＃２を示している。各再生アイテムは、クリップからの再生間隔に関するナビゲー
ション情報（ＩＮ－ｔｉｍｅ及びＯＵＴ－ｔｉｍｅ情報）を提供する。すなわち、第１の
再生アイテムＰｌａｙＩｔｅｍ＃１は、第１のクリップにおいて第１のＡＶストリームＡ
Ｖ ｓｔｒｅａｍ ＃１を再生するために提供され、且つ、連関するクリップ情報ファイル
Ｃｌｉｐ Ｉｎｆｏ ＃１も含む。第２の再生アイテムＰｌａｙＩｔｅｍ＃２は、第２のク
リップにおいて第２のＡＶストリームＡＶ ｓｔｒｅａｍ ＃２を再生するために提供され
、且つ、連関するクリップ情報ファイルＣｌｉｐ Ｉｎｆｏ ＃２も含む。再生一覧は、３
つの静止マークについての再生一覧マーク情報を含む。静止マークのうち２つは、２つの
静止マークが第１の再生アイテムと連関する同じクリップ内の２つの静止画像をポイント
する点で、第１の再生アイテムと関連する。他の静止マークは、このような静止マークが
第２の再生アイテムと連関する同じクリップ内の静止画像をポイントする点で、第２の再
生アイテムと関連する。
【００６２】
　図１３は、本発明の一実施の形態に係る再生一覧ファイル構造の一部の例を示している
。特に、図１３は、再生一覧ファイル内の再生一覧マーク情報フィールドの構造を示して
いる。
【００６３】
　図１３に示すように、再生一覧ファイルＰｌａｙＬｉｓｔ ｆｉｌｅ（＊．ｍｐｌｓ）
１０は、他のフィールドのうち、再生一覧情報フィールド２１１及び再生一覧マーク情報
フィールド２１２を含む。再生一覧ファイルは、再生一覧情報フィールド２１１及び再生
一覧マーク情報フィールド２１２のアドレスをそれぞれ提供するアドレスＰｌａｙＬｉｓ
ｔ＿ｓｔａｒｔ＿ａｄｄｒｅｓｓ及びＰｌａｔＬｉｓｔＭａｒｋ＿ｓｔａｒｔ＿ａｄｄｒ
ｅｓｓをも含む。再生一覧情報フィールド２１１は、再生一覧の再生アイテム及びサブ再
生アイテムを定義する。
【００６４】
　再生一覧マーク情報フィールド２１２は、情報フィールドのバイトサイズを示す長さ情
報”長さ（ｌｅｎｇｈ）”を含み、再生一覧マーク情報フィールド２１２に存在するマー
ク数を示す情報”ｎｕｍｂｅｒ＿ｏｆ＿ＰｌａｙＬｉｓｔ＿ｍａｒｋｓ”を含む。各マー
クにおいて、再生一覧マーク情報フィールド２１２は、マークの型を示すマーク型情報”
ｍａｒｋ＿ｔｙｐｅ”、マークが関連する再生アイテムを示す再生アイテム基準”ｒｅｆ
＿ｔｏ＿ＰｌａｙＩｔｅｍ＿ｉｄ”、及び対応する再生アイテム内の特定の再生時間を示
すタイムスタンプ情報”ｍａｒｋ＿ｔｉｍｅｓ＿ｓｔａｍｐ”を提供して、マークがポイ
ントする対応するＡＶストリームを提供する。
【００６５】
　マーク型インジケータ”ｍａｒｋ＿ｔｙｐｅ”を参照すれば、少なくとも一つのマーク
型は、静止マーク型である。静止マーク型は、マークが静止画像をポイントするのに用い
られる型であることを示す。上述及び後述するように、このような型のマークは、スキッ
プについてのポイントを静止画像のスライドショーを表示するときに提供する。結果的に
、このような型のマークは、”Ｓｋｉｐ－Ｐｏｉｎｔ”マークとも呼ばれる。
【００６６】
　以下、静止画像を再生する２つの場合について説明する。第１の場合において、静止画
像は、映画ＡＶストリームを再生するときにスキップ動作の一部として再生され、第２の
場合において、静止画像ＡＶストリームからの静止画像は、スライドショーを提供するた
めに再生される。
【００６７】
　図１４は、映画ＡＶストリームを再生するとき、スキップ動作中に静止画像の再生をマ
ネジメントするためのデータ構造の例を示している。図１４に示すように、再生一覧は、
２つの再生アイテムＰｌａｙＩｔｅｍ＃３及びＰｌａｙＩｔｅｍ＃４と、６つの静止マー
クについての再生一覧マーク情報を含む。再生一覧が再生されるとき、第３のＡＶストリ
ームＡＶ ｓｔｒｅａｍ ＃３は、ＰｌａｙＩｔｅｍ＃３により提供されたナビゲーション
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情報に基づいて最初に再生される。
【００６８】
　動画像データのこのような通常の再生は、”Ｍｏｖｉｅ”状態と呼ばれる。これにより
、ユーザまたはシステムがスキップコマンドを書き込むとき、再生一覧は”Ｍｏｖｉｅ”
の状態で連続的に再生される。スキップコマンドが受信されるとき、ステータスは、”Ｍ
ｏｖｉｅ”の状態から”Ｓｔｉｌｌ”の状態に切り換えられる。”Ｓｔｉｌｌ”の状態に
おいて、スキップコマンドの受信に続くＡＶストリーム内の第１の静止画像は再生される
。例えば、図１４に示すように、スキップコマンドが第１の静止マーク”ｓｔｉｌｌ－ｍ
ａｒｋ１”と第２の静止マーク”ｓｔｉｌｌ－ｍａｒｋ２”との間の時点にて発生すれば
、第２の静止マークと連関する静止画像は再生される。静止画像は、限られた持続時間ま
たは無限な持続時間中に再生される。これは、付加フィールドを加算することにより、あ
るいは、持続時間とマーク型との間の所定の関係により、静止マークについての静止マー
ク情報中で示される。
【００６９】
　限られた持続時間が与えられるとき、表示周期の満了は、再生される次の静止マークに
より示される静止画像をもたらす。無限の持続時間が与えられるとき、次または以前の静
止マークにより現れる次の静止画像または以前の静止画像は、ユーザが、例えば、ｓｋｉ
ｐ－ｔｏ－ｎｅｘｔまたはｓｋｉｐ－ｔｏ－ｐｒｅｖｉｏｕｓのキーボタンコマンドによ
る入力時に再生される。今後、”Ｓｔｉｌｌ”動作はこのような方式で続く。
【００７０】
　再生の状態は、通常の再生コマンドがユーザまたはシステムから受信されるときに”Ｓ
ｔｉｌｌ”の状態からさらに”Ｍｏｖｉｅ”の状態に切り換えられる。
【００７１】
　図１５Ａ、図１５Ｂ及び図１６は、スライドショー用静止画像の再生をマネジメントす
るためのデータ構造の例を示している。スライドショーにおいて、静止画像は、場合によ
っては、サブタイトル及びグラフィック情報などの有関データと一緒に１または複数のク
リップから再生される。ここで、クリップは映画データを含んでいない。さらに、オーデ
ィオデータは、静止画像の再生と同期または非同期で再生することもできる。オーディオ
データの同期再生において、オーディオデータは、静止画像を有するクリップに格納され
ることができる。オーディオデータの非同期再生において、オーディオデータは、静止画
像を有するクリップから分離されたクリップから再生される。
【００７２】
　上述したように、スライドショーには３通りがある。時間ベースのスライドショーは、
静止画像が再生時間を参考として自動的で且つ連続的に再生されるスライドショーである
。ブラウジング可能なスライドショーは、静止画面（例えば、静止画像と、場合によって
は、サブタイトル及びグラフィック情報などの有関データ）が、ユーザ入力が以前または
次の静止画像に進んでいることを受信するまで再生されるスライドショーである。ブラウ
ジング可能なスライドショーは、通常”メニュー”スクリーンが構成されるときに使用さ
れる。ユーザが”メニュー”の特定のアイテムを選択するまで、メニュー選択スクリーン
（すなわち、静止画面）は連続的に再生される。一般に、オーディオデータは、背景音と
して連続的に再生される。これにより、ブラウジング可能なスライドショーにおいて、オ
ーディオデータは、静止画面との同期から個別的に再生される。時間ベース及びブラウジ
ング可能なスライドショーの詳細は、図６Ａ、図６Ｂ及び図７に基づいて後述する。
【００７３】
　図１５Ａ及び図１５Ｂは、時間ベースのスライドショーの例を示している。図１５Ａ及
び図１５Ｂにおいて、時間基盤のスライドショー用クリップは、映画データクリップから
分離されて提供される。図１５Ａは、スライドショー用ＡＶストリームファイルが静止画
像及び連関するデータ（例えば、オーディオ、サブタイトル、グラフィックなど）を含む
例を示している。図１５Ｂは、スライドショー用ＡＶストリームファイルが単に静止画像
のみを含む例を示している。
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【００７４】
　さらに図１５Ａを参照すれば、再生一覧は、一つの再生アイテムＰｌａｙＩｔｅｍ＃５
と、複数の静止マーク用再生一覧マーク情報とを含む。静止マークは、クリップ内の各静
止画像をポイントする。ＰｌａｙＩｔｅｍ＃５によりマネジメントされるクリップは、時
間基盤のスライドショーを含む第５のＡＶストリームＡＶ ｓｔｒｅａｍ ＃５を示すクリ
ップ情報ファイルＣｌｉｐ Ｉｎｆｏ ＃５を含む。第５のＡＶストリームＡＶ ｓｔｒｅ
ａｍ ＃５は、静止画像と、各静止画像と連関する他のデータと、を含む。この例におい
て、他のデータは、オーディオ、サブタイトル及びグラフィックデータを含む。静止画像
及びこれと連関する他のデータは、１枚の静止画面を構成する。
【００７５】
　時間基盤のスライドショーにおいて、静止画面は、再生一覧が再生されるときに、連関
する静止マークにより表示された時間中に自動的且つ連続的に再生される。
【００７６】
　図１５Ｂは、時間基盤のスライドショー用ＡＶストリームが静止画像のみを含むことを
示している。他のデータを含んでいないことを除いては、図１５Ｂの実施の形態は図１５
Ａの実施の形態とほとんど同様であるため、これについての詳細は、簡略化のために省略
される。
【００７７】
　図１６は、ブラウジング可能なスライドショーの例を示している。図１６に示すように
、再生一覧は、再生アイテムＰｌａｙＩｔｅｍ＃７により表されるＣｌｉｐ＃７の再生と
共に、サブ再生アイテムＳｕｂＰｌａｙＩｔｅｍ＃８により表されるＣｌｉｐ＃８の再生
を提供する。再生アイテムＰｌａｙＩｔｅｍ＃７は、クリップ情報ファイルＣｌｉｐ Ｉ
ｎｆｏ ＃７及び第７のＡＶストリームＡＶ ｓｔｒｅａｍ ＃７を含むＣｌｉｐ＃７から
データを再生するためのナビゲーション情報（例えば、Ｉｎ－ｔｉｍｅ及びＯｕｔ－ｔｉ
ｍｅ）を提供する。クリップ情報ファイルＣｌｉｐ Ｉｎｆｏ ＃７は、連関する第７のＡ
ＶストリームＡＶ ｓｔｒｅａｍ ＃７がブラウジング可能なスライドショー用データを含
むことを示す。
【００７８】
　第７のＡＶストリームＡＶ ｓｔｒｅａｍ ＃７は、３枚の静止画像と、各静止画像と連
関する有関データ（例えば、サブタイトル及びグラフィック情報）とを含む。上述したよ
うに、静止画像と連関するサブタイトル及びグラフィック情報は、静止画像ユニットまた
はブラウジングユニットと呼ばれる１枚の静止画面を構成する。このため、第７のＡＶス
トリームＡＶ ｓｔｒｅａｍ ＃７は、３つのブラウジングユニットを含む。
【００７９】
　サブ再生アイテムＳｕｂＰｌａｙＩｔｅｍ＃８は、クリップ情報ファイルＣｌｉｐ Ｉ
ｎｆｏ ＃８及び第８のＡＶストリームＡＶ ｓｔｒｅａｍ ＃８を含むＣｌｉｐ＃８から
データを再生するためのナビゲーション情報（例えば、Ｉｎ－ｔｉｍｅ及びＯｕｔ－ｔｉ
ｍｅ）を提供する。クリップ情報ファイルＣｌｉｐ Ｉｎｆｏ ＃８は、連関する第８のＡ
ＶストリームＡＶ ｓｔｒｅａｍ ＃８がブラウジング可能なスライドショー用オーディオ
データを含み、第８のＡＶストリームＡＶ ｓｔｒｅａｍ ＃８がオーディオデータを含む
ことを示す。
【００８０】
　再生に際し、ブラウジング可能なスライドショーは、第８のＡＶストリームＡＶ ｓｔ
ｒｅａｍ ＃８内の第１の静止マーク及びオーディオデータにより特定されたブラウジン
グユニット１の再生を開始する。追加動作は、ユーザとの相互作用によって決められる。
ユーザが次または以前の静止画像への移動を選択しない場合、第１の静止画面（”ブラウ
ジングユニット”）は、連続的に再生される。これに対し、スキップ後コマンドが入力さ
れると、第２の静止マークにより特定された第２の静止画面（第２のブラウジングユニッ
ト）の再生が始まる。このような動作はオーディオデータの再生に影響せず、ユーザがブ
ラウジング可能なスライドショーを選択するまで独立的且つ連続的に再生される。ユーザ
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は、次または以前のブラウジングユニットの再生が行われたかどうかと、例えば、ｓｋｉ
ｐ－ｔｏ－ｎｅｘｔまたはｓｋｉｐ－ｔｏ－ｐｒｅｖｉｏｕｓコマンドのキーボタン入力
をいつ行うかを制御する。
【００８１】
　図１７は、本発明の他の実施の形態に係る光ディスク記録及び再生装置を示している。
図１７に示すように、ＡＶエンコーダ１８は、データ（例えば、静止画像データ、オーデ
ィオデータなど）を受信してエンコードする。信号プロセッサ１３は、光ディスクのオー
ディオ／ビデオフォーマットによってエンコードされたデータを変調する。図１７に示す
ように、ＡＶエンコーダ１８及び信号プロセッサ１３の動作は、制御器１２により制御さ
れる。制御器１２は、記録動作に関するユーザ入力を受信し、制御情報をＡＶエンコーダ
１８及び信号プロセッサ１３に提供する。制御器１２は、マイコン１６の動作をさらに制
御する。マイコン１６は、記録動作中に信号プロセッサ１３から光ピックアップ１１まで
のデータの出力と光ピックアップ１１についてのサーボ１４を制御することを司る。
【００８２】
　制御器１２は、光ディスク上に記録されるデータの再生をマネジメントするためのナビ
ゲーション及びマネジメント情報をも生成する。例えば、ユーザインタフェースを介して
受信された情報（例えば、コンピュータシステムによるイントラネットまたはインターネ
ットなどを介して提供される、ディスク上に格納された命令セット）に基づいて、制御器
１２は、光ディスク上において本発明の１以上のデータ構造の記録を制御する。
【００８３】
　再生中に、制御器１２は、このようなデータ構造の再生を制御する。ここに含まれてい
る情報のみならず、ユーザインタフェースを介して受信されたユーザ入力（例えば、記録
及び再生装置上の制御ボタン、またはこの装置と連関するリモート）に基づいて、制御器
１２は、光ディスクからデータの再生を制御する。例えば、本発明の実施の形態について
上述したように、単一または複数の静止画像は、ナビゲーション情報に基づき、オーディ
オデータと結び付けられて再生される。さらに、映像または映像グループは、スライドシ
ョーまたはスライドショーの一部として再生される。なおかつ、上述したように、スライ
ドショーは、時間ベースのものであってもよく、ブラウジング可能なものなどであっても
良い。
【００８４】
　信号プロセッサ１３は、再生されたデータを復調する。ＡＶデータは、ＡＶエンコーダ
１８に供給される元のデータを生成するために、エンコードされたデータをデコードする
ＡＶデコーダ１７に送られる。ナビゲーション及びマネジメントデータは、制御器１２に
送られる。記録中と再生動作中の両方で、マイコン１６、信号プロセッサ１３及び制御器
１２はメモリ１５にデータを格納する。
【００８５】
　図１７は記録及び再生装置として解説されているが、記録または再生機能を提供する図
１７のこれらの部分を用いて記録装置のみまたは再生装置のみが提供されてもよいことに
留意すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
　本発明のさらなる理解を提供するために含まれ、本明細書の一部をなして組み合わせら
れる添付図面は、本発明の原理を説明する役割を果たす記載と共に本発明の実施の形態を
例示する。
【００８７】
【図１】本発明に係る記録媒体ファイルまたはデータ構造の例示的な実施の形態を示す図
である。
【図２】図１のデータ構造が格納された記録媒体の一例を示す図である。
【図３】図１のデータ構造の一部についての実施の形態の詳細と、高密度の記録媒体につ
いての静止画像をマネジメントする方法とを示す図である。
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【図４】静止画像ファイルの一例を示す図である。
【図５】本発明の一実施の形態による再生一覧と少なくとも一つのクリップファイルとの
間の関係例を示す図である。
【図６】図１のデータ構造の一部についての実施の形態の詳細と、本発明に係る高密度の
記録媒体の静止画像をマネジメントする方法とを示す図である。
【図７】図１のデータ構造の一部についての実施の形態の詳細と、本発明に係る高密度の
記録媒体の静止画像をマネジメントする方法とを示す図である。
【図８】高密度の光ディスク記録媒体上の静止画像を含む移送ストリームの物理的な割当
てを示す図である。
【図９】本発明が適用される光ディスク装置の部分構造の概略を示す図である。
【図１０】本発明が適用される光ディスク装置の第１の実施の形態の詳細な構造を示す図
である。
【図１１】本発明が適用される光ディスク装置の第２の実施の形態の詳細な構造を示す図
である。
【図１２】図１のデータ構造の一部についての他の構造詳細と、高密度の記録媒体につい
ての静止画像をマネジメントする方法とを示す図である。
【図１３】本発明の一実施の形態に係る再生一覧ファイル構造の一部についての例を示す
図である。
【図１４】映画ＡＶストリームを再生するとき、スキップ動作中に静止画像の再生をマネ
ジメントするためのデータ構造の一例を示す図である。
【図１５Ａ】スライドショー用静止画像の再生をマネジメントするためのデータ構造の例
を示す図である。
【図１５Ｂ】スライドショー用静止画像の再生をマネジメントするためのデータ構造の例
を示す図である。
【図１６】スライドショー用静止画像の再生をマネジメントするためのデータ構造の例を
示す図である。
【図１７】本発明の他の実施の形態に係る光ディスク記録及び再生装置を示す図である。
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