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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビデオタイトルセット、少なくとも１つのビデオオブジェクト（ＶＯＢ）を含むタイト
ルに対するビデオオブジェクトセット（ＶＯＢＳ）、及び、複数のセルを含む物理的デー
タ構造を有し、そのディスク媒体がＤＶＤビデオフォーマットと後方互換性がある、ディ
スク媒体フォトアルバムを供給する方法であって、
　各前記セルに対して少なくとも１つのピクチャーユニット（ＰＵ）を供給するステップ
を有し、各前記ＰＵは、表示されるフォトアルバムピクチャーを含む少なくとも１つのビ
デオオブジェクトユニット（ＶＯＢＵ）で構成され、
　前記物理的データ構造内に埋め込まれた複数のメニューを供給し、前記メニューを通し
て個々のフォトアルバムピクチャーに、直接的なユーザのアクセスを可能とするステップ
を有する、方法。
【請求項２】
　前記複数のメニューは、各前記ＶＯＢ内の少なくとも１つの前記セルを選択するために
、ピクチャーグループに対するメニューを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記複数のメニューは、更に、各前記セル内の少なくとも１つの前記ＰＵを選択するた
めのピクチャーセットに対するメニューを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ピクチャーグループに対するメニューと、前記ピクチャーセットに対するメニュー
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は、前記ビデオタイトルセットのメニューに対するＶＯＢＳ内に含まれる、請求項３に記
載の方法。
【請求項５】
　前記ピクチャーグループに対するメニューは、前記タイトルに対するＶＯＢＳ内に含ま
れている、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記ピクチャーセットに対するメニューは、少なくとも１つの前記ピクチャーユニット
を含む各前記ＶＯＢ内に含まれている、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＰＵは、更に、前記フォトアルバムピクチャーと共に表示される、ビデオデータで
構成される、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＰＵは、更に、前記フォトアルバムピクチャーと共に表示される、オーディオデー
タで構成される、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＰＵは、更に、前記フォトアルバムピクチャーと共に表示される、字幕情報で構成
される、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　ＰＵに対するナビゲーションパックは、表示されるフォトアルバムピクチャーに対する
各前記ＶＯＢＵ内に設けられ、前記ナビゲーションパックは前記ＰＵの前記フォトアルバ
ムピクチャーに対する制御データを定義する、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記制御データは、前記フォトアルバムピクチャーに対する表示継続時間を制御するピ
クチャ表示時間パラメータを含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記制御データは、前記フォトアルバムピクチャーに対するオーディオサウンドトラッ
クの再生を制御する、関連するオーディオサウンドトラックイネーブル制御を含む、請求
項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記制御データは、スライドショー表示内の各前記フォトアルバムピクチャーに対する
表示時間を制御するスライドショー表示時間パラメータを含む、請求項１０に記載の方法
。
【請求項１４】
　前記制御データは、表示される前記フォトアルバムピクチャーと連携してビデオ表示を
表示するための、関連するビデオイネーブル制御を含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１５】
　前記制御データは、前記フォトアルバムピクチャーと共に表示される前記ビデオ表示の
フォーマットを選択するための、ビデオ表示フォーマット制御を含む、請求項１０に記載
の方法。
【請求項１６】
　前記制御データは、前記ディスク媒体に含まれる過去及び将来のＰＵの位置を見つける
ためのＰＵアドレス情報を含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１７】
　更に、前記ディスク媒体内のルートディレクトリへ、フォトアルバムディレクトリを追
加するステップを有する、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　ディスク媒体フォトアルバムを供給するための記録可能ディスク媒体システムであって
、
　前記ディスク媒体フォトアルバムを記録するディスク媒体レコーダーを有し、
　前記ディスク媒体フォトアルバムを記録するディスク媒体を有し、前記ディスク媒体は
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ＤＶＤビデオフォーマットと後方互換性があり且つ、ビデオタイトルセット、少なくとも
１つのビデオオブジェクト（ＶＯＢ）を含むタイトルに対するビデオオブジェクトセット
（ＶＯＢＳ）、及び、複数のセルを有する物理的データ構造を有し、
　各前記セルに対する少なくとも１つのピクチャユニット（ＰＵ）を有し、各前記ＰＵは
、表示されるフォトアルバムピクチャーを含む少なくとも１つのビデオオブジェクトユニ
ット（ＶＯＢＵ）を有し、
　前記物理的データ構造内に埋め込まれた複数のメニューであり、前記メニューを通して
、個々のフォトアルバムピクチャーへ、直接的なユーザのアクセスを許す、複数のメニュ
ーを有するシステム。
【請求項１９】
　前記複数のメニューは、各前記ＶＯＢ内の少なくとも１つの前記セルを選択するための
、ピクチャーグループに対するメニューを含む、請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記複数のメニューは、更に、各前記セル内の少なくとも１つの前記ＰＵを選択するた
めの、ピクチャーセットに対するメニューを含む、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記ピクチャーグループに対するメニューと、前記ピクチャーセットに対するメニュー
は、前記ビデオタイトルセットのメニューに対するＶＯＢＳ内に含まれる、請求項２０に
記載のシステム。
【請求項２２】
　前記ピクチャーグループに対するメニューは、前記タイトルに対するＶＯＢＳ内に含ま
れている、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記ピクチャーセットに対するメニューは、少なくとも１つの前記ピクチャーユニット
を含む各前記ＶＯＢ内に含まれている、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記ＰＵは、更に、前記フォトアルバムピクチャーと共に表示される、ビデオデータで
構成される、請求項１８に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記ＰＵは、更に、前記フォトアルバムピクチャーと共に表示される、オーディオデー
タで構成される、請求項１８に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記ＰＵは、更に、表示される前記フォトアルバムピクチャーと共に表示される、字幕
情報で構成される、請求項１８に記載のシステム。
【請求項２７】
　ＰＵに対するナビゲーションパックは、表示されるフォトアルバムピクチャーに対する
各前記ＶＯＢＵ内に設けられ、前記ナビゲーションパックは前記ＰＵの前記フォトアルバ
ムピクチャーに対する制御データを定義する、請求項１８に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記制御データは、前記フォトアルバムピクチャーに対する表示継続時間を制御するピ
クチャ表示時間パラメータを含む、請求項２７に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記制御データは、前記フォトアルバムピクチャーに対するオーディオサウンドトラッ
クの再生を制御する、関連するオーディオサウンドトラックイネーブル制御を含む、請求
項２７に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記制御データは、スライドショー表示内の各前記フォトアルバムピクチャーに対する
表示時間を制御するスライドショー表示時間パラメータを含む、請求項２７に記載のシス
テム。
【請求項３１】
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　前記制御データは、表示される前記フォトアルバムピクチャーと連携してビデオ表示を
表示するための、関連するビデオイネーブル制御を含む、請求項２７に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記制御データは、前記フォトアルバムピクチャーと共に表示される前記ビデオ表示の
フォーマットを選択するための、ビデオ表示フォーマット制御を含む、請求項２７に記載
のシステム。
【請求項３３】
　前記制御データは、前記ディスク媒体に含まれる過去及び将来のＰＵを配置するための
ＰＵアドレス情報を含む、請求項２７に記載のシステム。
【請求項３４】
　更に、フォトアルバムディレクトリを有し、前記フォトアルバムディレクトリは、前記
ディスク媒体のルートディレクトリへ追加される、請求項１８に記載のシステム。
【請求項３５】
　少なくとも１つのフォトアルバムピクチャーを蓄積する記録可能ディスク媒体であって
、前記ディスク媒体はＤＶＤ－ビデオフォーマットと後方互換性があり、
　ビデオタイトルセット、少なくとも１つのビデオオブジェクト（ＶＯＢ）を含むタイト
ルに対するビデオオブジェクトセット（ＶＯＢＳ）、及び、複数のセルを有する物理的デ
ータ構造を有し、
　各前記セルに対する、少なくとも１つのピクチャユニット（ＰＵ）を有し、各前記ＰＵ
は、表示される前記フォトアルバムピクチャーを含む少なくとも１つのビデオオブジェク
トユニット（ＶＯＢＵ）を有し、
　前記物理的データ構造内に埋め込まれた複数のメニューであり、前記メニューを通して
、個々のフォトアルバムピクチャーへ、直接的なユーザのアクセスを許す、複数のメニュ
ーを有するディスク媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
発明の背景
技術分野
本発明は、一般的には、写真のための電子アルバムとして、例えば、ディジタルビデオデ
ィスク（ＤＶＤ）のような、ディスク媒体を使用する方法と装置に関連する。
【０００２】
関連技術の記載
後の表示のために、消費者が、ビデオ及びオーディオプログラムを記録することを可能と
する、種々の装置が開発されている。そのような装置は、テープレコーダー、ビデオカセ
ットレコーダー、レコーダブルコンパクトディスク及び、最も最近には、レコーダブルデ
ィジタルビデオディスク（ＤＶＤ）を含む。１回のみ記録可能で、そしてその後に本質的
にＤＶＤ読出し専用メモリである、ＤＶＤは、頭字語ＤＶＤ－Ｒと呼ばれる。頭字語ＤＶ
Ｄ－Ｒは、一般的には、ライト－ワンス又は、レコード－ワンス、技術を指すのにも使用
される。記録され、消去されそして、再記録される即ち、オーバーライト又はリライトさ
れるＤＶＤに対して、幾つかのフォーマットが利用できる。これらは、頭字語ＤＶＤ－Ｒ
ＡＭ、ＤＶＤ－ＲＷ及び、ＤＶＤ＋ＲＷと呼ばれる。これまで単一の工業規格は、適用さ
れていない。頭字語ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＷ及び、ＤＶＤ＋ＲＷは、一般的には、
それぞれリライタブル技術とも呼ばれる。リライタブルＤＶＤを参照すると、装置と方法
は一般的には、今使用されている及び、将来開発される全ての規格を含むことが意図され
る。
【０００３】
典型的には、ＤＶＤディスクは、映画又は記録されたテレビジョン番組のようなビデオを
記録するのに使用される。それにも関わらず、そのようなディスクは、連続する高解像度
写真をディジタル蓄積するのに使用され、このようにＤＶＤフォトアルバムを定義する。
好ましいが、しかし、そのような特徴を実行するのは問題を起こしうる。特に、現在のＤ
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ＶＤ仕様は、個々の画像を配置し、且つアクセスすることを可能とする。更に、アクセス
性の問題を解決するための仕様の変更が、現在あるＤＶＤプレーヤとの互換性の問題を生
成し、そして、製造コストの増加を導く。
【０００４】
発明の概要
本発明は、ビデオタイトルセット、少なくとも１つのビデオオブジェクト（ＶＯＢ）を含
むタイトルのためのビデオオブジェクトセット（ＶＯＢＳ）、及び、複数のセルを含む物
理的データ構造を有し、そのディスク媒体がＤＶＤビデオフォーマットと後方互換性があ
る、ディスク媒体フォトアルバムを供給する方法及びシステムを特徴とする。１つの配置
では、本発明は、各セルに対して少なくとも１つのピクチャーユニット（ＰＵ）を供給す
るステップを有し、各ＰＵは、表示されるフォトアルバムピクチャーを含む少なくとも１
つのビデオオブジェクトユニット（ＶＯＢＵ）で構成され、メニューを通して個々のフォ
トアルバムピクチャーに、直接なユーザのアクセスを可能とするための、物理的構造内に
埋め込まれた複数のメニューを供給するステップを有する。
【０００５】
他の配置では、本発明は、ディスクメディアフォトアルバムを供給するための記録可能デ
ィスク媒体システムを特徴とする。この配置の下では、本発明は、ディスク媒体フォトア
ルバムを記録するディスク媒体レコーダーを有し、ディスク媒体フォトアルバムを記録す
るディスク媒体を有し、ディスク媒体はＤＶＤビデオフォーマットと後方互換性があり且
つ、ビデオタイトルセット、少なくとも１つのビデオオブジェクト（ＶＯＢ）を含むタイ
トルに対するビデオオブジェクトセット（ＶＯＢＳ）及び、複数のセル、を有する物理的
データ構造を有し、各セルに対する少なくとも１つのピクチャユニット（ＰＵ）を有し、
各ＰＵは、表示されるフォトアルバムピクチャーを含む少なくとも１つのビデオオブジェ
クトユニット（ＶＯＢＵ）を有し、メニューを通して、個々のフォトアルバムピクチャー
へ、ユーザが直接アクセスすることを許すために、物理的データ構造内に埋め込まれた複
数のメニューを有する。
【０００６】
上述の方法とシステムでは、複数のメニューは、各ＶＯＢ内の少なくとも１つのセルを選
択するために、ピクチャーグループに対するメニューを含むことができる。上述の方法と
システムの他の変形例では、複数のメニューは、更に、各セル内の少なくとも１つのＰＵ
を選択するためのピクチャーセットに対するメニューを含むことができる。更に、ピクチ
ャーグループに対するメニューと、ピクチャーセットに対するメニューは、ビデオタイト
ルセットのメニューに対するＶＯＢＳ内に含まれることができる。更に、ピクチャーグル
ープに対するメニューは、タイトルに対するＶＯＢＳ内に含まれ、そして、ピクチャーセ
ットに対するメニューは、少なくとも１つのピクチャーユニットを含む各ＶＯＢ内に含ま
れることができる。
【０００７】
上述の方法とシステムの他の変形例では、ＰＵは、更に、フォトアルバムピクチャーと共
に表示される、ビデオデータで構成される、ことができる。更に加えて、ＰＵは、更に、
フォトアルバムピクチャーと共に表示される、オーディオデータで構成される、ことがで
きる。上述の方法とシステムの他の配置では、ＰＵは、更に、フォトアルバムピクチャー
と共に表示される、字幕情報で構成される、ことができる。更に、上述の方法とシステム
では、ディスク媒体内のルートディレクトリへ、フォトアルバムディレクトリが追加でき
る。
【０００８】
上述の方法とシステムの他の変形例では、ＰＵに対するナビゲーションパックは、表示さ
れるフォトアルバムピクチャーに対する各ＶＯＢＵ内に設けられ、ナビゲーションパック
はＰＵのフォトアルバムピクチャーに対する制御データを定義することができる。制御デ
ータは、以下の、フォトアルバムピクチャーに対する表示継続時間を制御するピクチャ表
示時間パラメータ、フォトアルバムピクチャーに対するオーディオサウンドトラックの再
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生を制御する関連するオーディオサウンドトラックイネーブル制御、スライドショー表示
内の各フォトアルバムピクチャーに対する表示時間を制御するスライドショー表示時間パ
ラメータ、表示される前記フォトアルバムピクチャーと連携してビデオ表示を表示するた
めの、関連するビデオイネーブル制御、フォトアルバムピクチャーと共に表示されるビデ
オ表示のフォーマットを選択するための、ビデオ表示フォーマット制御及び、ディスク媒
体に含まれる過去及び将来のＰＵを位置を見つけるためのＰＵアドレス情報を含むことが
できる。
【０００９】
他の配置では、本発明は、少なくとも１つのフォトアルバムピクチャーを蓄積する記録可
能ディスク媒体であって、ディスク媒体はＤＶＤ－ビデオフォーマットと後方互換性があ
る、記録可能ディスク媒体も特徴とする。このディスク媒体は、ビデオタイトルセット、
少なくとも１つのビデオオブジェクト（ＶＯＢ）を含むタイトルに対するビデオオブジェ
クトセット（ＶＯＢＳ）及び、複数のセル、を有する物理的データ構造を有し、各セルに
対する、少なくとも１つのピクチャユニット（ＰＵ）を有し、各ＰＵは、表示されるフォ
トアルバムピクチャーを含む少なくとも１つのビデオオブジェクトユニット（ＶＯＢＵ）
を有し、メニューを通して、個々のフォトアルバムピクチャーへ、直接的なユーザのアク
セスを許すために、物理的データ構造内に埋め込まれた複数のメニューを有する、ことが
できる。
【００１０】
レコーダブルＤＶＤ装置
本発明の配置に従った種々の進んだ動作的特徴を実行する装置１００は、図１にブロック
図の形式で示されている。リライタブルディスク媒体１０２は、示された実施例で、リラ
イタブルＤＶＤとして具体化される。多くの場合には、示されたように、リライタブルデ
ィスク媒体は、例えば、ハードドライブ又は、光磁気ディスク（ＭＯＤ）でもよい。ＭＯ
Ｄの例はミニディスクである。多くの場合に、本発明の配置は、ビデオ又は、オーディオ
又は、ビデオ及びオーディオに適用できる。
【００１１】
装置１００は、この例では、リライタブルＤＶＤ１０２のディスク媒体に書き込みそして
、そこから読み出すことができる。装置は、機械的組立体１０４、制御部１２０、ビデオ
／オーディオ入力処理パス１４０及び、ビデオ／オーディオ出力処理パス１７０を有する
。異なる部分又はパスの多くのブロックの配置は自明であり、一方幾つかのブロックの配
置は、便利の目的のためになされ、そして、この装置の動作の理解には重大ではない。
【００１２】
機械的組立体１０４は、ディスク１０２を回転させるモーター１０６と、回転するディス
ク１０２上を移動するように適用されたピックアップ組立体１０８を有する。ピックアッ
プ組立体１０８上のレーザは、フォトアルバムピクチャー、ビデオ及び／又オーディオプ
ログラム素材を記録し且つ再生するために、ディスク１０２上のらせんトラック上にスポ
ットを焼き又は既にトラック上に焼かれたスポットを照射する。本発明の理解のために、
ディスクは、１つの又は２つのサイドに記録可能かどうか又は、両側の記録の場合には、
両側記録又は、続いてのディスクからの読出しが、ディスクの同じ側から又は両側から起
こるかどうかには関わらない。ピックアップ組立体１０８とモーター１０６は、サーボ１
１０により制御される。サーボ１１０は、第１の入力に、ディスク１０２のらせんトラッ
クから読み出されたデータの再生信号も受信する。再生信号は、制御部１２０の一部又は
、ビデオ／オーディオ出力処理パス１７０の一部と考えられる、誤り訂正回路１３０の入
力でもある。
【００１３】
制御部１２０は、制御中央処理ユニット（ＣＰＵ）１２２とナビゲーションデータ発生回
路１２６を有する。制御ＣＰＵ１２２は、ナビゲーションデータ発生回路１２６に第１の
入力信号を供給し、そして、サーボ１１０はナビゲーションデータ発生回路１２６に第２
の入力信号を供給する。サーボ１１０は、制御部１２０の一部と考えられる。ナビゲーシ
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ョンデータ発生回路１２６は、第１の入力信号をマルチプレクサ（ＭＵＸ）１５４へ供給
し、これはビデオ／オーディオ入力処理パス１４０の一部を形成する。ナビゲーションデ
ータ発生回路１２６は、マルチメディアデータと共にディスク１０２上に蓄積されるナビ
ゲーションパケットデータを発生する。
【００１４】
ＭＵＸ１５４の出力は、誤り訂正符号化回路１２８の入力である。誤り訂正符号化回路１
２８の出力は、ピックアップ組立体１０８に供給される記録可能な入力信号であり、これ
は、レーザによりディスク１０２のらせんトラック上に”焼かれる”。
【００１５】
視聴者の活性化できる機能のための制御バッファ１３２は、現在利用できる機能、即ち、
再生、記録、逆転、早送り、スロー再生、ポーズ／再生及び、停止を示す。ポーズは、Ｖ
ＣＲのポーズ動作の対照であり、例えば、予め記録された番組の再生の手動での中断又は
、記録からコマーシャルを除去するための視聴されたプログラムの記録の中断である。フ
ォトアルバムとラベルが付された、特別の機能が、本発明の配置のこの特徴を強調するた
めに、別のバッファ１３６の一部として示されている。制御ＣＰＵ１２２も、以下に詳細
に説明するＤＶＤフォトアルバムを実行するために、画像、オーディオ及びサブピクチャ
ー処理のための特別ルーチンを有することに注意する。
【００１６】
ビデオ／オーディオ入力処理パス１４０は、ディスク１０２上に蓄積されるマルチメディ
アデータを受信するための信号処理回路である。１つの入力は、例えば、ＮＴＳＣ又はＰ
ＡＬのアナログビデオ信号を受信し、それから、静止画が、ディスク１０２上にフォトア
ルバムの一部として蓄積されるために選択される。この配置の下で、ＴＶデコーダ１４２
は、アナログビデオ信号を受信し且つ復号する。デコーダ１４２は、アナログビデオ信号
をディジタル信号にも変換する。ディジタル化された信号は、画像プロセッサ１４４に、
送られる。信号から選択されたピクチャーは、画像プロセッサ１４４により符号化される
。更に加えて、画像プロセッサ１４４は、制御ＣＰＵ１２２のコマンドにより選択された
、選択された静止画のピクチャーの品質を増加できる。静止画は、そして、更なる処理の
ためにＭＵＸ１５０に送られる。
【００１７】
アナログビデオ入力は、ディスク１０２上に記録される１つ又はそれ以上の静止画と結合
されるアナログビデオ信号も受信できる。この特徴の下で、装置１００は、ビデオの一部
を記録でき且つビデオと蓄積されたピクチャーを結合できる。更に加えて、ビデオは、静
止画として表示されるビデオが、表示される。１つの配置では、ビデオは、全画像として
表示され、それにより、静止ピクチャーを覆う。代わりに、ビデオは、ピクチャー－イン
－ピクチャーフォーマットで表示され、ビデオは、静止画表示の寸法よりも小さな寸法を
有するボックスで表示される。
【００１８】
アナログビデオ信号から静止画が選択される処理と同様に、デコーダ１４２により、１つ
又はそれ以上の静止画と結合されるアナログビデオが受信され、デコードされそしてディ
ジタル化される。そして、ビデオ信号は、画像プロセッサ１４４により、符号化され、必
要なら向上される。信号はそして、更なる処理のためにＭＵＸ１５０に送られる。
【００１９】
アナログ信号に加えて、入力処理パス１４０は、ディジタル画像を受信する入力を有する
。例として、ディジタル入力は、走査され且つディジタル化された写真を受信できる。ア
ナログ信号から抽出された静止画と同様に、１つ又はそれ以上のこれらのディジタル画像
は、ビデオの一部と結合される。ディジタル画像は画像プロセッサ１４４により受信でき
る。画像プロセッサ１４４は、そして、ディジタル画像のフォーマットが１０２上に蓄積
する目的と互換性があるかを決定できる。フォーマットが受け入れられるなら、画像プロ
セッサ１４４は、ディジタル画像を向上し、そして、画像をＭＵＸ１５０へ転送する。フ
ォーマットに互換性がない場合には、画像プロセッサ１４４は、画像を、ＭＰＥＧ－１、
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ＭＰＥＧ－２又はＪＰＥＧのように、ディスク１０２上に蓄積できる、フォーマットに変
換できる。しかしながら、１０２上に静止画を蓄積するのに他の適するフォーマットが使
用されうるので、本発明は、これに関して制限されないことに、注意する。変換が成功後
に、画像は向上されそして、ＭＵＸ１５０へ送られる。
【００２０】
装置１００は、どのようなサイズ又は解像度の静止画像も受信し、書き込みそして読み出
すことができるのが好ましいことに注意する。例えば、装置１００は、ＨＤＴＶディスプ
レイのような高解像度ディスプレイから抽出された、静止画像を蓄積できる。さらに加え
て、静止画像のクロミナンス解像度は、４：２：０、４：２：２又は、４：４：４でもよ
いが、しかし、装置１００はどのような形式の解像度も受けられるので、本発明は、制限
されない。
【００２１】
ビデオ画像を１つ又はそれ以上の静止画と組合せるのに加えて、装置１００は、ＤＶＤフ
ォトアルバムを含む１つ又はそれ以上のピクチャーに、オーディオ信号と字幕情報の一部
も加えることができる。この結果を達成する従来の方法は、従来技術で既知である。入力
するオーディオは、Ａ／Ｄ１４６によりディジタル信号に変換され、オーディオ符号化器
１４８により符号化され、そして、ＭＵＸ１５０に送られる。対照的に、字幕情報は直接
ＭＵＸ１５０に送られ得る。一旦受信されると、オーディオ又は字幕情報は、ＭＵＸ１５
０で、１つ又はそれ以上の静止画と多重される。この結果、ビデオ、オーディオ又は、字
幕情報の部分は、個々にＤＶＤフォトアルバムの１つ又はそれ以上のピクチャーと結合さ
れる。更に、前述のマルチメディアデータのどの組合せも、１つ又はそれ以上の静止画と
組み合わせることができる。
【００２２】
本発明の１つの配置では、各静止画はピクチャー名が与えられる。この名前は、フォトア
ルバムバッファ１３６及び制御ＣＰＵ１２２をとおしてユーザにより発生され又は、代わ
りに、制御ＣＰＵ１２２がデフォルト名を発生する。各名前は，ＭＵＸ１５０で、その関
連する静止画と結合され得る。後に説明するように、これらの名前は、ディスク１０２の
データ構造内の複数のメニューを通して、ディスク１０２に蓄積されたここのピクチャー
の位置を捜し且つアクセスするのに使用できる。
【００２３】
マルチメディアデータが生成されると、一時的に記録バッファ１５２に蓄積されそして、
ＭＵＸ１５４へ送られる。ＭＵＸ１５４では、データは、ナビゲーションデータ発生ブロ
ック１２６内で発生された、適切なナビゲーションパケットと結合される。データは、そ
して、誤り訂正符号化回路１２８へ送られる。誤り訂正符号化回路１２８は、入力パス１
４０の一部であると考えられる。
【００２４】
出力処理パス１７０は、誤り訂正ブロック１３０と、ディスク１０２から読み出されたデ
ータが更なる処理のために一時的に蓄積される、トラックバッファ１７２を有する。そし
て、データは、ＤＥＭＵＸ１７６に送られ、ここで、データの１つ又はそれ以上の成分が
分離される。データが、アナログ又はディジタルフォーマットの下で表示される場合には
、オーディオ成分は、ピクチャと結合されている字幕情報、静止画及び、ビデオから分離
される。
【００２５】
オーディオ成分は、オーディオ復号器１９４に向けられ、そこで、復号されそして、オー
ディオＤ／Ａ１９６に向けられ、そこでアナログ信号に変換される。更に、字幕情報、静
止画及び、他の関連するビデオは、ビデオ／画像復号器１７８に送られ、そこで復号され
る。一旦復号されると、このデータは、ピクチャープロセッサ１８０に送られる。いくつ
もの従来の編集又は表示機能が、制御ＣＰＵ１２２によるコマンドで、ピクチャープロセ
ッサ１８０で実行される。例えば、静止画又は関連するビデオは、拡大され又は、縮小さ
れ、ピクチャーがマージされ、分割され又は、消去されそして、複数のピクチャーが、同
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時の表示のために処理され得る。さらに加えて、ピクチャープロセッサ１８０は、ユーザ
による、スライドショーの生成を容易にする。しかしながら、多くの表示及び編集機能は
ピクチャープロセッサ１８０により実行されるので、本発明は、これに関して制限されな
いことは、理解される。
【００２６】
一旦、画像／ビデオ／字幕データが処理されると、バッファ１８２を介して、伝搬する。
データがアナログディスプレイ上に表示される場合には、ＰＡＬ／ＮＴＳＣエンコーダー
１８４によりデコードされる。代わりに、ディジタル的に表示されるデータは、信号をデ
ィジタルディスプレイに送る、インターフェース１８６に送られる。
【００２７】
ＨＤＴＶ上に表示されるマルチメディアデータは、わずかに異なる方法で処理される。Ｄ
ＥＭＵＸ１７６を参照すると、静止画像と結合されたビデオ、オーディオ又は、字幕情報
は、ＤＥＭＵＸ１７６により静止画から分離され、そして、ＭＵＸ１９０に転送される。
アナログ又はディジタルディスプレイ上に表示される静止ピクチャーと同様に、静止ピク
チャーは、ビデオ／画像復号器１７８により復号されそして、ピクチャープロセッサ１８
０により処理される。一旦編集又は表示機能が実行されると、静止画像は、ＭＰＥＧビデ
オ符号化器１８８により符号化されそして、ＭＵＸ１９０に送られる。ＭＵＸ１９０では
、静止画は関連するオーディオ、ビデオ又は、字幕情報と再結合される。マルチメディア
データは、そして、ＶＳＢ変調器１９２に送られ、そして、ＨＤＴＶディスプレイに伝送
される。
【００２８】
特に、本発明は、ハードウェア、ソフトウェア又は、ハードウェアとソフトウェアの結合
で実現できる。本発明に従った機械読出し可能な蓄積媒体は、１つのコンピュータシステ
ム内で、例えば、制御ＣＰＵ１２２の集中化された方法で又は、異なる要素が幾つかの相
互に接続されたコンピュータシステムをわたり広がった、分散された方法で、実現できる
。ここに説明した方法を実行する、どのような種類のコンピュータシステム又は他の装置
も受け入れられる。
【００２９】
特に、ここで説明する本発明は、図１の制御ＣＰＵ１２２を考えるが、ハードウェアとソ
フトウェアの典型的な組合せは、ロードされ実行されたときに、ここに説明する方法を実
行するように、コンピュータシステムと図１の制御部１２０に似たＤＶＤ記録システムを
制御する、コンピュータプログラムを有する汎用のコンピュータシステムである。本発明
は、また、ここで説明する方法の実行を可能とする全ての特徴を含み、そして、コンピュ
ータシステムにロードされたときに、これらの方法を実行することができる、コンピュー
タプログラムプロダクトに埋め込まれても良い。
【００３０】
本発明の状況のコンピュータプログラムは、直接的に又は、以下の、（ａ）他の言語、コ
ード又は、表記への変換、及び（ｂ）異なる素材形式での再生、の何れか又は両方の後に
、特定の機能を実行する、情報処理能力をシステムに持たせることを意図する、どのよう
な表現、言語、コード又は、表記を意味する。ここに開示される本発明は、コンピュータ
に埋め込まれた方法でも良く、それは、上述の制御ＣＰＵ１２２と互換性のある、オペレ
ーティングシステムに関する、商用に入手できる開発ツールを使用してプログラマーによ
り実行される。
【００３１】
ＤＶＤ媒体
本発明の配置を説明するために、プログラム素材は、リライタブルＤＶＤに記録されそし
て、リライタブルＤＶＤから再生される。図２に示されたリライタブルＤＶＤ１０は、装
置１００内で、ディスク１０２として使用するのに適する。ディスク１０は、平坦な、丸
いプラスティックの板状部材１２により形成される。リライタブルＤＶＤは、１．２ｍｍ
の厚さのディスクを形成するために、接着層により結合された２つの基板よりなる。中央
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は、安全にディスクをつかみ、そして、本発明の配置に従って同じ角度の動きを制御する
。
【００３２】
トラック上の記録の方向は、典型的には、らせんトラック１６に沿って、らせんの小半径
部分から、らせんの大半径部分へ、外側である。幾つかの連続する３つの大きなドット、
【００３３】
【外１】

は、図に示されていないトラックの部分を示す。この結果、らせんトラックの先頭は、穴
１４の近くであり、そして、四角１８で示される。らせんの終わりは、縁付近で終わり、
そして、ダイアモンド２０で示されている。当業者は、一般的には、示されたように、ら
せんの先頭と終わりを定義することを受け入れる。トラックは、媒体形式インデックシン
グを収容するために、図示していない、サイド－ツー－サイドウォブルを有する。スケー
ルの困難さのために、トラック１６の部分のみが示され、そして、これらは、非常に拡大
されている。
【００３４】
らせんのほぼ円形で、半径的に同心な部分の各々は、しばしばトラックと呼ばれるが、し
かし、用語は一般的には特定の意味を有するとして受け入れられない。ＣＤ－ＲＯＭでは
、用語トラックは、単一のオーディオ歌曲を含むらせんトラックの部分又は、他の部分を
指すのにも使用され、ＤＶＤに対しても、同様に一般的か又は一般的でない。
【００３５】
従来のＤＶＤルートディレクトリとデータ構造
図３Ａは、従来のＤＶＤのデータ構造を示す。各ＤＶＤは、ビデオマネージャー２６とビ
デオタイトルセット（ＶＴＳ）２８を有する。ＶＴＳは、制御データビデオタイトルセッ
ト情報（ＶＴＳＩ）２７、メニューに対するオプショナルビデオオブジェクトセット（Ｖ
ＯＢＳ）２９、実際のタイトルコンテンツを含む１つ又はそれ以上のタイトルに対するＶ
ＯＢＳ３０、及び、ＶＴＳＩバックアップ３１を有する。各ＶＯＢＳ３０は、複数のビデ
オオブジェクト（ＶＯＢ）３２を有する。各ＶＯＢ３２は、複数のセル３４を含む。各Ｖ
ＯＢＳ３０は、１つ又はそれ以上のセル３４のポインタの集合も含む。このように、ＶＯ
ＢＳ３０データは、セル３４をリンクし、そして、プログラム又はセル３４が再生される
べき順序を示す。特定のＶＯＢＳ３０内のセル３４は、望ましい順序で再生するためにフ
ラグが付されている。例えば、それらは、順次に又は、ランダムに再生される。セル３４
を含むデータ層は、従来のＤＶＤデータ構造内で、最低のユーザがアクセスできるデータ
層である。
【００３６】
各セル３４は、複数のビデオオブジェクトユニット（ＶＯＢＵ）３６を有する。ディスク
１０２のビデオコンテンツがある各ＶＯＢＵ３６は、典型的には、０．４から１．０秒の
表示素材を含む。各ＶＯＢＵ３６は、記録順序のデータパケットのシーケンスである。各
ＶＯＢＵは、正確に、１つのナビゲーションパック
【００３７】
【外２】
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３８を有し、そして、全ての次の種類のパック
ビデオパック
【００３８】
【外３】

３９、オーディオパック
【００３９】
【外４】

４０及び、字幕又はサブピクチャーパック
【００４０】
【外５】

４２を包含する。各ＶＯＢＵは、標準的には、１つのグループオブピクチャー（ＧＯＰ）
を有する。
【００４１】
図３Ｂは、ＤＶＤのルートディレクトリ５０を示す。図３Ｂに示されているように、各Ｄ
ＶＤのルートディレクトリは、ビデオタイトルセット
【００４２】
【外６】

ディレクトリ５２、オーディオタイトルセット
【００４３】
【外７】

ディレクトリ５４、及び、他のユーザ定義のディレクトリ５６を含むことができる。これ
らのディレクトリの各々は、そこに含まれるファイルに関する情報を含む。例えば、
【００４４】
【外８】
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ディレクトリ５２は、以下のファイル、制御データＶＴＳＩ２７；メニューに対するＶＯ
ＢＳ２９；タイトルに関するＶＯＢＳ３０；及び、ＶＴＳＩバックアップ３１、に関する
情報を含む。この情報は、ファイル名、ファイルサイズ、ファイルが形成された又は修正
されたとき及び、ファイルの開始エッジを含むことができる。更に加えて、
【００４５】
【外９】

５４は、そこに含まれているファイルに関する同様な情報を含む。
【００４６】
ＤＶＤアルバム
本発明の配置に従った、ＤＶＤフォトアルバム内の写真を表すビデオデータは、優位にレ
コーダブルＤＶＤ上に記録される。写真を表すデータは、ビデオ、オーディオ及び、字幕
データのような、補助情報と共に蓄積される。すべてのこのデータは、記録されたフォト
アルバムが、どの正規のＤＶＤプレーヤで、見られ、即ち再生されるように、再生に関す
る限り、読出し専用ＤＶＤと後方互換性がある。
【００４７】
図４Ａは、フォトアルバムを構成する１つ又はそれ以上の静止画を蓄積するのに使用され
る物理的データ構造４０を示す。データ構造４０は、ビデオマネージャー２６及び、ビデ
オタイトルセット（ＶＴＳ）２８を含む。ＶＴＳ２８は、ディスク媒体フォトアルバムに
関連する全てのマルチメディアデータを含みそして、代わりにアルバムと呼ばれる。ＶＴ
Ｓ２８は、制御データビデオタイトルセット情報（ＶＴＳＩ）２７、メニューに対するビ
デオオブジェクトセット（ＶＯＢＳ）２９、実際のタイトルコンテンツを含むタイトルに
関するＶＯＢＳ３０、及び、ＶＴＳＩバックアップ３１、含む。
【００４８】
各ＶＯＢＳ３０は、１つ又はそれ以上のビデオオブジェクト（ＶＯＢ）３２を含む。本発
明のために、ＶＯＢ３２は、ピクチャーグループ（ＰＧ）と呼ばれる。１つの配置では、
各ＶＯＢ３２は、ＰＧ３３に対するメニューを有し、これは、特定のＶＯＢ３２内に含ま
れている全てのセル３４をリストする。本発明のために、各セル３４は、ピクチャーセッ
ト（ＰＳ）と呼ばれる。ＶＯＢ３２と同様に、各セル３４は、ＰＳに対するメニューを３
５有し、これは、特定のセル３４内に含まれている全てのピクチャーユニット（ＰＵ）３
７をリストする。ＰＵ３７は、図１で説明した書きこみ処理中に、各特定のＰＵ３７に対
して生成される名前に従ってＰＳに対するメニューを３５内にリストされる。この結果、
ユーザは、ＤＶＤフォトアルバムの一部として、１０２上に蓄積されたどのＰＵ３７への
直接アクセスも許され、そして、セル３４層でのデータのアクセスに制限されない。
【００４９】
ＰＵ３７を収容するために、データ構造４０内に別の層が生成される。好ましくは、各３
７は、１つのみのピクチャーを含む。しかし、ＰＵ３７は、特定のピクチャーに結合され
ている、全てのオーディオ、ビデオ又は、字幕情報を含むことができる、ことに注意すべ
きである。マルチメディアデータを蓄積するために、各ＰＵ３７は、１つ又はそれ以上の
ＶＯＢＵ３６を含む。従来のＶＯＢＵと同様に、各ＶＯＢＵ３６は、ナビゲーションパッ
クを含み、静止画と結合されるデータの種類に依存して、１つ又はそれ以上のオーディオ
パック、１つ又はそれ以上のビデオパック、及び、１つ又はそれ以上のサブピクチャーパ



(13) JP 4500480 B2 2010.7.14

10

20

30

40

50

ックを有することができる。例えば、オーディオ及びビデオが前にフォトアルバムピクチ
ャーと結合された場合には、特定のピクチャーを含むＰＵ３７は、関連するオーディオ及
びビデオパックを蓄積するために必要な、ＶＯＢＵ３６を有することができる。
【００５０】
ナビゲーションパックは、従来のナビゲーションパックと同様であるが、しかし、ＰＵ３
７に含まれているナビゲーションパックは、フォトアルバムピクチャーと関連するマルチ
メディアデータを表示することを容易にする、追加の情報を含むことができる。特に、ナ
ビゲーションパックは、以下の８種類の情報：（１）ＰＵ表示時間パラメータ、（２）オ
ーディオ設定、（３）オーディオ中断設定、（４）スライドショー表示時間パラメータ、
（５）ビデオ設定、（６）ビデオ表示パラメータ、（７）後方に配置されたＰＵの１つ又
はそれ以上のアドレス、（８）前方に配置されたＰＵの１つ又はそれ以上のアドレス、を
含むことができる。しかしながら、ＤＶＤフォトアルバムを表示するために他のパラメー
タ又は設定が使用され得るので、ＰＵ３７のナビゲーションパックは、これに関して制限
されないことは、理解される。
【００５１】
ＰＵ表示時間パラメータは、フォトアルバム内に各ピクチャーを表示するために、割当て
られた時間を設定する。割当てられた時間は、約１／１６秒から約３，６０００秒設定で
きる。しかしながら、他の時間期間も使用できるので、本発明は、そのように制限されな
いことに、注意すべきである。オーディオ設定は、オーディオの一部が特定のＰＵ３７と
結合されるか動かを、図１の制御ＣＰＵ１２２に知らせることができる。さらに加えて、
オーディオ設定は、オーディオが音声、音楽又は、それらの組合せを含むかどうかを決定
できる。オーディオ中断設定は、制御ＣＰＵ１２２に、現在ＰＵ３７と結合されている現
在のオーディオを無効にする処理の開始を、知らせることができる。
【００５２】
スライドショー表示時間パラメータは、ユーザがそのような表示を生成することを選択す
る場合には、スライドショー表示を含むことができる各３７の表示に割当てられた時間を
設定できる。この時間期間は、ユーザにより選択されるのが好ましいが、しかし、ユーザ
が時間を選択しない場合には、約５秒のデフォルト設定が使用できる。ビデオ設定は、制
御ＣＰＵ１２２に、ＰＵ３７がビデオ表示を含むことを、知らせることができる。更に、
ビデオ表示パラメータは、関連するビデオが、ピクチャー－イン－ピクチャーフォーマッ
トで又は、フルスクリーン表示で表示されるかを、決定できる。他のＰＵ３７の位置を見
つけるために、ナビゲーションパックは、１つ又はそれ以上の、前に生成された、又は、
後方に配置されたＰＵ３７アドレスも含むことができる。更に、ナビゲーションパックは
、１つ又はそれ以上の、後に生成された、又は、前方に配置されたＰＵ３７アドレスも含
むことができる。
【００５３】
図４Ａのデータ構造４０は、個々のピクチャーへのアクセスとそれらの表示を補足する追
加の情報を含むことをを許すが、データ構造４０は、従来のＤＶＤプレーヤと後方互換性
がある。このように、ＤＶＤフォトアルバムを構成するピクチャーと関連するマルチメデ
ィアデータは、これらの装置上に表示される。従来のＤＶＤプレーヤは、メニュー又は、
ピクチャーユニットに対する余分のデータ層を含む情報を認識しないので、従来のＤＶＤ
プレーヤは、データ構造４０の追加された特徴を無視できる。意味深いことに、しかしな
がら、ユーザは、なお、フォトアルバムに含まれる静止画とそれらに関連するマルチメデ
ィアデータを、表示できる。
【００５４】
これらの追加された特徴を無視することは、ユーザにフォトアルバムピクチャーをＤＶＤ
プレーヤ上に表示することを可能とするが、ピクチャのアクセス性は、幾らか消極的な影
響を受ける。この配置の下で、ユーザは、個々のＰＵ３７の位置を見つけることができな
い。こらは、ＰＧに対するメニュー３３、ＰＳに対するメニュー３５及び、ＰＵ３７を含
むデータ層が、無視されるためである。それにも関わらず、ユーザは、セル３４の識別番
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位置を捜すことができる。
【００５５】
図４Ｂは、本発明の配置に従って使用される、ルートディレクトリ６０を示す。図４Ｂに
示されているように、ＤＶＤフォトアルバムの生成に関する関連する情報を蓄積するため
に、ＤＶＤアルバムディレクトリ５８を、ルートディレクトリ６０に追加できる。アルバ
ムディレクトリ５８は、以下のファイル：各ＶＯＢ３２、各セル３４及び、各ＰＵ３７、
に関する情報を含むことができる。更に加えて、この情報は、ファイル名、ファイルサイ
ズ、ファイルが形成された又は修正されたとき及び、ファイルの開始エッジを含むことが
できる。さらにその上、従来のＤＶＤプレーヤは、単純に追加されたアルバムディレクト
リ５８を無視する。
【００５６】
図５は、図４のデータ構造４０の代わりの配置を示す。データ構造５０に示されたように
、ＶＯＢ３２に対するＰＧに対するメニュー３３及び、セル３４に対するＰＳに対するメ
ニュー３５は、メニューに対するＶＯＢＳ２９に含まれる。しかし、このデータ構造５０
は、データ構造４０に存在する優位点、すなわち、個々のピクチャーへのアクセス性、追
加の表示情報及び、後方互換性、を保持する、ことに注意すべきである。更に加えて、従
来のＤＶＤプレーヤは、メニューに対するＶＯＢＳ２９にＰＧに対するメニュー３３及び
、ＰＳに対するメニュー３５が含まれているので、ＰＧに対するメニュー３３及び、ＰＳ
に対するメニュー３５を認識できる。個々のピクチャーがユーザにより直接アクセスされ
ることができない、図４のデータ構造４０と同様に、ユーザは、ＰＳに対するメニュー３
３を通して、特定のセル３４へアクセスできる。このように、ユーザは、セル３４の識別
番号を知ることを要求されない。更に、ユーザは、ピクチャーが特定のセル３４内に含ま
れるかどうかを決定するために、ＰＳに対するメニュー３５をアクセスできる。これは、
あるピクチャーから１つのセル３４へ検索を狭める。
【００５７】
図には示されていないが、ディスク１０２は、典型的にはディスク１０２の先頭に配置さ
れる、ディスクＩＤ設定を有する。一般的には、この設定は、採用されているデータ構造
が従来の構造であることを示すために、”ＤＶＤ－ＲＯＭ”に設定する。本発明の１つの
配置では、ディスクＩＤ設定は、ディスク１０２のデータ構造が、図４のデータ構造４０
又は、図５のデータ構造５０の何れかであることを示すために、”アルバム”に設定され
ることが可能である。現在は、しかしながら、”アルバム”の設定を有するディスク１０
２は、従来のＤＶＤプレーヤで表示されることができないので、この設定を”ＤＶＤ－Ｒ
ＯＭ”に維持することが好ましい。これは、しかしながら、これは、”アルバム”ディス
クＩＤ設定を有するディスク１０２を受け付けることができるＤＶＤプレーヤの数が増加
すると、変わり得る。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の配置に従って、フォトアルバムピクチャーを書き込み且つ読み出すこ
とができるリライタブルＤＶＤ装置のブロック図である。
【図２】　リライタブルＤＶＤディスクのらせんトラックを示す図である。
【図３Ａ】　図２のリライタブルＤＶＤディスクの従来のデータ構造を示す図である。
【図３Ｂ】　図２のリライタブルＤＶＤディスクの従来のルートディレクトリを示す図で
ある。
【図４Ａ】　発明の配置に従った、フォトアルバムピクチャーを蓄積できるリライタブル
ＤＶＤディスクのデータ構造を示す図である。
【図４Ｂ】　発明の配置に従った、リライタブルＤＶＤディスクのルートディレクトリを
示す図である。
【図５】　発明の配置に従った、図４のデータ構造の代わりの実施例を示す図である。
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