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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビデオオブジェクトユニットを記録する情報記憶媒体であって、
　前記ビデオオブジェクトは副映像パックを具備し、
　前記副映像パックは標準解像度コンテンツに対応する第１の副映像ユニットと高解像度
コンテンツに対応する第２の副映像ユニットを具備し、
　前記第１の副映像ユニットは４バイトの第１の副映像ユニットヘッダ、ピクセルデータ
及び副映像表示制御シーケンステーブルを具備し、
　前記第２の副映像ユニットは１０バイトの第２の副映像ユニットヘッダ、ピクセルデー
タ及び副映像表示制御シーケンステーブルを具備し、
　前記第１の副映像ユニットヘッダは２バイトの副映像ユニットのサイズ情報と、２バイ
トの副映像表示制御シーケンステーブル開始アドレスを具備し、
　前記第２の副映像ユニットヘッダは２バイトのプリヘッダと８バイトのポストヘッダを
具備し、
　前記ポストヘッダは４バイトの副映像ユニットのサイズ情報と、４バイトの副映像表示
制御シーケンステーブル開始アドレスを具備し、
　前記２バイトのプリヘッダは０であり、前記２バイトの副映像ユニットのサイズ情報は
０以外である情報記憶媒体。
【請求項２】
　前記第２の副映像ユニットでは、前記副映像表示制御シーケンステーブルは標準解像度
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コンテンツ制御用コマンドの他に高解像度コンテンツ制御用コマンドを具備する請求項１
記載の情報記憶媒体。
【請求項３】
　ビデオオブジェクトユニットを記録する情報記憶媒体から情報を再生する情報再生装置
であって、
　前記ビデオオブジェクトは副映像パックを具備し、
　前記副映像パックは標準解像度コンテンツに対応する第１の副映像ユニットと高解像度
コンテンツに対応する第２の副映像ユニットを具備し、
　前記第１の副映像ユニットは４バイトの第１の副映像ユニットヘッダ、ピクセルデータ
及び副映像表示制御シーケンステーブルを具備し、
　前記第２の副映像ユニットは１０バイトの第２の副映像ユニットヘッダ、ピクセルデー
タ及び副映像表示制御シーケンステーブルを具備し、
　前記第１の副映像ユニットヘッダは２バイトの副映像ユニットのサイズ情報と、２バイ
トの副映像表示制御シーケンステーブル開始アドレスを具備し、
　前記第２の副映像ユニットヘッダは２バイトのプリヘッダと８バイトのポストヘッダを
具備し、
　前記ポストヘッダは４バイトの副映像ユニットのサイズ情報と、４バイトの副映像表示
制御シーケンステーブル開始アドレスを具備し、
　前記２バイトのプリヘッダは０であり、前記２バイトの副映像ユニットのサイズ情報は
０以外であり、
　情報再生装置は、
　前記第１、第２の副映像ユニットの先頭の２バイトのデータを読み取る読取り手段と、
　前記読取り手段により読み取られた２バイトのデータが０であるか否かを判別する判別
手段と、
　前記判別手段がプリヘッダの先頭２バイトが０であると判別した場合、プリヘッダに後
続する４バイトを該副映像ユニットのサイズ情報とし、さらに後続する４バイトを副映像
表示制御シーケンステーブルの開始アドレスとして副映像ユニットを再生し、前記判別手
段がプリヘッダの先頭２バイトが０でないと判別した場合、先頭２バイトを該副映像ユニ
ットのサイズ情報とし、さらに後続する２バイトを副映像表示制御シーケンステーブルの
開始アドレスとして副映像ユニットを再生する処理手段と、
　を具備することを特徴とする情報再生装置。
【請求項４】
　前記第２の副映像ユニットでは、前記副映像表示制御シーケンステーブルは標準解像度
コンテンツ制御用コマンドの他に高解像度コンテンツ制御用コマンドを具備する請求項３
記載の情報再生装置。
【請求項５】
　ビデオオブジェクトユニットを記録する情報記憶媒体から情報を再生する情報再生方法
であって、
　前記副映像パックは標準解像度コンテンツに対応する第１の副映像ユニットと高解像度
コンテンツに対応する第２の副映像ユニットを具備し、
　前記第１の副映像ユニットは４バイトの第１の副映像ユニットヘッダ、ピクセルデータ
及び副映像表示制御シーケンステーブルを具備し、
　前記第２の副映像ユニットは１０バイトの第２の副映像ユニットヘッダ、ピクセルデー
タ及び副映像表示制御シーケンステーブルを具備し、
　前記第１の副映像ユニットヘッダは２バイトの副映像ユニットのサイズ情報と、２バイ
トの副映像表示制御シーケンステーブル開始アドレスを具備し、
　前記第２の副映像ユニットヘッダは２バイトのプリヘッダと８バイトのポストヘッダを
具備し、
　前記ポストヘッダは４バイトの副映像ユニットのサイズ情報と、４バイトの副映像表示
制御シーケンステーブル開始アドレスを具備し、



(3) JP 4138614 B2 2008.8.27

10

20

30

40

50

　前記２バイトのプリヘッダは０であり、前記２バイトの副映像ユニットのサイズ情報は
０以外であり、
　情報再生方法は、
　前記第１、第２の副映像ユニットの先頭の２バイトのデータを読み取る読取りステップ
と、
　前記読取りステップにより読み取られた２バイトのデータが０であるか否かを判別する
ステップと、
　前記判別ステップがプリヘッダの先頭２バイトが０であると判別した場合、プリヘッダ
に後続する４バイトを該副映像ユニットのサイズ情報とし、さらに後続する４バイトを副
映像表示制御シーケンステーブルの開始アドレスとして副映像ユニットを再生し、前記判
別手段がプリヘッダの先頭２バイトが０でないと判別した場合、先頭２バイトを該副映像
ユニットのサイズ情報とし、さらに後続する２バイトを副映像表示制御シーケンステーブ
ルの開始アドレスとして副映像ユニットを再生する処理ステップと、
　を具備することを特徴とする情報再生方法。
【請求項６】
　前記第２の副映像ユニットでは、前記副映像表示制御シーケンステーブルは標準解像度
コンテンツ制御用コマンドの他に高解像度コンテンツ制御用コマンドを具備する請求項５
記載の情報再生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は情報記憶媒体（若しくは情報記録媒体）と情報再生装置と情報再生方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　このような情報記憶媒体としては集束光を用いてディジタル情報を再生可能なＤＶＤ(d
igital versatile disk)と呼ばれる光ディスクがある。現行のＤＶＤの規格としては、読
み出し専用のＤＶＤ－ＲＯＭ規格、追記型のＤＶＤ－Ｒ規格、書換え（１０００回程度）
型のＤＶＤ－ＲＷ、書換え（１００００回以上）型のＤＶＤ－ＲＡＭ規格がある。いずれ
の規格にも、映像情報（ビデオデータ、副映像データ、音声データを総称したビデオオブ
ジェクト）自体の光ディスク（情報記憶媒体）上に記録されたデータ構造とその映像情報
を管理する管理データのデータ構造を規定するフォーマット規格がある。
【０００３】
　再生専用の現行ＤＶＤビデオ規格は多数種類の言語に同時に対応し、マルチアングル・
マルチストーリーなどのマルチシーン表現が可能なばかりでなく、メニュー画面が充実し
ておりユーザが見たいシーンへの直接アクセスが容易である等、ユーザに使い易い映像コ
ンテンツを提供できるフォーマットになっている（例えば、特許文献１、特許文献２参照
）。
【０００４】
　上記のように再生専用の現行ＤＶＤビデオ規格はユーザに使い易い映像コンテンツを提
供できるフォーマットになってはいるが、ユーザがより一層使い易くし、かつユーザに対
するコンテンツ表現力をより一層豊かにするためには規格に対する改良が要求されている
。
【０００５】
　また、ユーザが使い易いコンテンツを提供するためには、オーサリング（ＤＶＤビデオ
ディスクに記録するプログラムの作成と編集）が複雑になると言う問題がある。
【０００６】
　現行ＤＶＤビデオ規格でのユーザに対するコンテンツ表現力が不足している部分、およ
びユーザが使い難い箇所またはユーザが使い易いコンテンツを提供するためにオーサリン
グが複雑になる箇所を具体的に列記する。
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【０００７】
〔１〕ユーザが使い難い。またはユーザが使い易いコンテンツを作成するにはオーサリン
グが複雑であった。
【０００８】
　（Ａ）タイトルの再生途中で再生中断を行い、何か別の処理をして、再度タイトルの再
生に戻った時の再生開始位置に対する不具合点。
【０００９】
　　（Ａ１）映像を再生中断し、メニュや映像を切り替え表示した後に戻ると、元の中断
位置からの再生が出来ない。
【００１０】
　特定映像タイトルの再生途中で再生中断を行いメニュー画面に切り替えた後、ボーナス
コンテンツを途中あるいは最後まで再生した後に、前回途中で中断を行った映像タイトル
を再生しようとすると従来のＤＶＤビデオ規格で作ったコンテンツでは映像タイトルの先
頭位置からしか再生できない場合が多い。ボーナスコンテンツの再生を開始した段階で、
その前の特定映像タイトルのリジューム情報（再生中断位置情報）がこのボーナスコンテ
ンツの位置情報に書き替えられるためで、ボーナスコンテンツを途中あるいは最後まで再
生した後に先の映像タイトルの中断位置から再生を開始できるようなコンテンツにするた
めには複雑なオーサリング処理が必要となる。
【００１１】
　　（Ａ２）ゲームなどで再生中断後にゲームを再開しようとした時に切りの良い位置か
らの再生開始が出来ない。
【００１２】
　特定タイトルとして上記の映像の代わりに“ゲーム”（例えばロールプレーイングゲー
ム）を行っていた場合、メニュー画面に戻った後、ゲームを再開する場合に中断位置では
無く、ゲームの章の区切り目から開始させたいと言うコンテンツプロバイダ側からの要求
があるが、現行のＤＶＤビデオ規格ではその対応が出来ない。
【００１３】
　（Ｂ）表示用言語設定に関する使い難い部分がある。
【００１４】
　　（Ｂ１）コンテンツ内で指定できるコマンドでメニュー記述言語コードが変更できず
、オーサリングが複雑である。
【００１５】
　現行のＤＶＤビデオではメニュー記述言語コード（Ｍ＿ＬＣＤ）をナビゲーションデー
タのＳＰＲＭ（０）（０番目のシステムパラメータ：１６ビット）内に設定し、その値を
図４８の情報再生装置のメモリ部１２２内に格納しておく。現行のＤＶＤビデオ規格では
コンテンツ内で設定出来るコマンドリスト内にＳＰＲＭ（０）の値を変更するコマンドは
存在せず、特殊な条件下のユーザ指定のみによってのみＳＰＲＭ（０）の値の変更が可能
となる。具体的には情報再生装置内に装備されるユーザ機能の内、Ｍｅｎｕ＿Ｌａｎｇｕ
ａｇｅ＿Ｓｅｌｅｃｔ（）と呼ばれるユーザ操作機能を用いてＳＰＲＭ（０）の値を変更
できるが、このＭｅｎｕ＿Ｌａｎｇｕａｇｅ＿Ｓｅｌｅｃｔ（）と呼ばれるユーザ操作は
情報再生装置が動作停止している間しか設定できないと言う制約がある。このユーザ操作
は、専用の画面を表示してリモコンを用いて設定する。
【００１６】
　このようにＳＰＲＭ（０）の値をコンテンツ内で設定出来るコマンドで変更できないた
め、ＳＰＲＭ（０）の値がどのように設定されても対応可能なようにコンテンツ（特にメ
ニュー情報に関するＶＯＢデータ）内に複数のメニュー記述言語コードに対してそれぞれ
メニュー記述言語コードを選択する画面を作る必要が有り、コンテンツ作成時のオーサリ
ング作業が非常に大変だった。
【００１７】
　　（Ｂ２）ユーザが設定したメニュー記述言語コード情報が消される危険性が発生する
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。
【００１８】
　例えば仮に（Ｂ１）の問題点を解消するためにコンテンツ内でＳＰＲＭ（０）の値を変
更できるコマンドを新規に追加すると、折角ユーザが特定のメニュー記述言語コード（例
えば、ＳＰＲＭ（０）に日本語）を設定してもコンテンツを再生することで自動的にＳＰ
ＲＭ（０）の値が変更されてしまう危険性がある。コマンドにより自動的にメニュー記述
言語コードが変更されるとユーザが不満を覚えるばかりでなく、ユーザがメニュー記述言
語コードを再設定する必要が発生してユーザの負担が増すと言う問題点が発生する。
【００１９】
〔２〕ユーザに対するコンテンツ表現力が不足している箇所がある。
【００２０】
　（Ｃ）静止画に対するシームレス再生に関する不具合点。
【００２１】
　　（Ｃ１）現状のＤＶＤビデオコンテンツでは動画と静止画との間のシームレス接続が
出来ない。
【００２２】
　現行のＤＶＤビデオでは動画（Ｍｏｖｉｅ　Ｃｏｎｔｅｎｔ）のシームレス再生を保証
しており、異なるＶＯＢ間（または異なるタイトル）を跨いで（途中で動画の画面が途切
れること無く）シームレスに接続再生が可能となっている。それに反して、例えばスライ
ドショー（表示される静止画像が自動的に切り替わる静止画像に対する一つの表示方法）
で表示した静止画から動画に切り替わる時にシームレス再生が保証されず、情報再生装置
によっては途中で映像や音声が静止する場合がある。現行のＤＶＤビデオコンテンツでは
静止画から動画に切り替わる時点でシームレス接続が保証されない理由は
　ｉ）シームレス再生を保証するＥ－ＳＴＤ（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｔａｒ
ｇｅｔ　Ｄｅｃｏｄｅｒ）モデルにおいて、動画オブジェクト内ではアクセスユニットが
定義され、このアクセスユニットの境界位置で図４８に示す分離部１０３、ビデオデコー
ダ部１１１、副映像デコーダ部１１２、オーディオデコーダ部１１４に設定されるＳＴＣ
（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｔｉｍｅ　Ｃｌｏｃｋ：基準となるクロック値）の値が切り替わる。こ
れに対して現行ＤＶＤでは静止画に対してはアクセスユニットが定義できない。
【００２３】
　つまり、動画はフィールド単位で常に連続して画像（ピクチャ）を出力し続けているの
に対し、例えばスライドショーで表示される静止画は断続的にのみ画像を出力する。静止
画オブジェクト内のデータ構造としてはＭＰＥＧ２（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅ
ｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ　２）の規格に従い、１枚の静止画を構成するＩピクチャ（Ｉ
ｎｔｒａ　ｐｉｃｔｕｒｅ）の直後にシーケンスエンドコード（ｓｅｑｕｅｎｃｅ＿ｅｎ
ｄ＿ｃｏｄｅ）が配置され、ビデオデコーダ部１１１ではこのシーケンスエンドコードを
検知すると次のＩピクチャが来るまでデコードを停止してしまう。従って、従来のＤＶＤ
ビデオにおいては、静止画の断続的に出力するタイミングの間の期間では動画のようなア
クセスユニットを設定出来なかった。
【００２４】
　ｉｉ）従来のＤＶＤビデオでは静止画間の切り替えタイミングとして共通パリティー間
の切り替えを許容していた。すなわち前の静止画がトップフィールド（またはボトムフィ
ールド）で終了した後、次の静止画がトップフィールド（またはボトムフィールド）から
開始されることが許容される。従って、フレームの途中で静止像から動画に切り替わると
シームレス接続が行えず、切り替わり目で画面が乱れる危険性があった。
【００２５】
　　（Ｃ２）静止画を組み合わせたマルチアングル再生や動画と静止画との間のマルチア
ングル再生が出来ない。
【００２６】
　現行のＤＶＤビデオでは静止画（Ｓｔｉｌｌ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｃｏｎｔｅｎｔ）のス
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ライドショーを組み合わせたマルチアングル再生や静止画のスライドショーと動画を組み
合わせたマルチアングル再生が難しい。無理にマルチアングル再生対応コンテンツを作っ
た場合には、静止画に対するシームレス再生が保証されてないため、マルチアングルにな
っている静止画が連続的に再生できなかったり（静止画像が連続的に切り替わらずに途中
で静止画が止まったり）、マルチシーンの画面とワンシーケンシャルシーンの画面との間
の切り替わり目でスムーズに切り替わらずに途中で画面が止まったりする。動画ではイン
ターリーブドブロック（Ｉｎｔｅｒｌｅａｖｅｄ　Ｂｌｏｃｋ）内で各アングル毎に分散
配置を行うインターリーブドユニット（ＩＬＶＵ：Ｉｎｔｅｒｌｅａｖｅｄ　Ｕｎｉｔ）
が定義されているに対して、現行ＤＶＤビデオにおいて静止画に対するＩＬＶＵの定義が
明確になって無いためである。また、静止画では画面切り替わりまでの期間が長く（同一
の静止画を長時間再生し続けるので）、アングル切り替え直後に対応した静止画をすぐに
表示できる仕組みが現状では無い。更に（Ｃ１）でも説明したように静止画に対応したＩ
ピクチャの直後に配置されるシーケンスエンドコードを検出すると、次のＩピクチャが来
るまでビデオデコーダ部１１１のデコード処理が一時停止されるので現行のＤＶＤビデオ
規格上ではインターリーブドブロックを構成するセル内のビデオデータにはシーケンスエ
ンドコードの配置を禁止している。
【００２７】
　（Ｄ）セル単位のコマンドが含まれたＶＯＢの所ではシームレス再生が保証されない。
【００２８】
　現行ＳＤ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ：標準解像度）のＤＶＤビデオで
はＰＧＣ（Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｃｈａｉｎ）内のセル単位でのコマンド指定が可能になって
いる。このコマンド情報は図３５と同様にＰＧＣの管理情報が記録された領域であるＰＧ
ＣＩ（Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｃｈａｉｎ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）内のセルコマンド５１３
領域内に記録される。このセルコマンド５１３が設定されているセルの再生が終了した時
点でセルコマンドが実行されるため、次のセルの再生が一時中断され得る。そのため、現
行のＳＤのＤＶＤビデオではセルコマンド５１３を含んだＶＯＢの再生時にセル間のシー
ムレス再生が保証されていない。
【００２９】
　（Ｅ）ハイライト情報に関する不具合点
　　（Ｅ１）ハイライト情報と副映像間で表示期間（設定期間）のずれが生じる。
【００３０】
　ビデオタイトル映像の再生時にハイライト情報のメニューを表示させ、ユーザがインタ
ラクティブな操作を出来るようにコンテンツを作れる。この場合、再生中のビデオタイト
ル映像内容に合わせてハイライト情報を切り替えたり、内容を変化させる必要があるので
ハイライト情報の表示期間や有効的な実行可能期間の精度が重要となる。従来のＳＤのＤ
ＶＤビデオコンテンツでは画面に表示されるボタンはボタンの画像を提供する副映像スト
リームとボタンで指定したコマンドを実行するのに必要なハイライト情報が含まれるビデ
オストリームの２種類の異なるストリームの組み合わせで構成されている。
【００３１】
　ハイライト情報の有効的な実行可能期間は開始と終了の時刻情報（ＰＴＭ：Ｐｒｅｓｅ
ｎｔａｔｉｏｎ　Ｔｉｍｅ）で与えられ、主に字幕などに利用される副映像の表示期間と
完全に一致しており、副映像が終了すると、メニュー選択も終了してしまうという問題を
抱えている。そのため、コンテンツ製作者が、字幕とメニューを同時に組合せたコンテン
ツの製作を行おうとすると、副映像の有効（表示）期間内に、ユーザにメニュー選択を実
行させなければならないなど、コンテンツ作成上の制約があり、コンテンツ製作者は、イ
メージ通りのコンテンツが作成できず、自由度が制限され、ユーザへ提供されるコンテン
ツの制限を余儀なくされた。
【００３２】
　　（Ｅ２）メニューの選択項目画像が色彩的に多彩で無い。
【００３３】
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　現状のＳＤのＤＶＤビデオコンテンツでは１６色の配色しか表現できないのでユーザへ
のアピール度が低く、多彩なカラー表現が出来ない。
【００３４】
　　（Ｅ３）ハイライト情報の指定領域を矩形以外の形に設定できない。
【００３５】
　現状のＳＤのＤＶＤビデオコンテンツではハイライト情報の指定領域として矩形以外の
形状は設定できず、例えば三角形や星形などのバラエティーを持ったコンテンツが作れな
かった。
【００３６】
　　（Ｅ４）画面上の互いに離れた複数領域に対して同じボタンを設定できない。
【００３７】
　現状のＳＤのＤＶＤビデオコンテンツではまとまった一箇所の領域内にしか同じボタン
を設定できなかった。
【００３８】
　それに比べてＰＣの画面やインターネットのホームページ画面では画面内の複数領域に
対して同じＵＲＬをリンクさせることが容易であり、現状のＳＤのＤＶＤビデオコンテン
ツはＰＣ画面やインターネットのホームページ画面に対して見劣りしていた。
【００３９】
　（Ｆ）メニュー画面切り替え時に背景音声が飛ぶと言う問題がある。
【００４０】
　現状のＳＤのＤＶＤビデオコンテンツでは各メニュー毎にメニュー画面表示時の音声情
報（バックグランドミュージック）が付随している。従って、メニュー画面を変える毎に
それに付随して音声情報が変化する。
【００４１】
　メニューを切り替えても途切れること無く連続して背景音声が再生したいと言うコンテ
ンツプロバイダの要求を現状のＳＤのＤＶＤビデオコンテンツでは満足できない。
【００４２】
　（Ｇ）高解像度の鮮明な映像画面に対応した副映像ストリームを記録できない。
【００４３】
現行のＤＶＤビデオ規格では例えばＮＴＳＣ（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ
　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ）では解像度が最大４８０ライン×７２０ピクセル
のＳＤ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ）画像しかサポートして無い。副映像
ストリームは副映像ユニットＳＰＵ（Ｓｕｂ－ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｕｎｉｔ）単位で映像情
報（ビデオオブジェクト）内に記録されているが、この副映像ユニットＳＰＵサイズは上
記の上限解像度を考慮に入れ、５３２２０バイト以下と上限値が設定されている。従って
、映像情報としてＮＴＳＣで例えば１０８０ライン×１９２０ピクセルの高解像度を持っ
たＨＤ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ）画像まで対応させ、それに応じた高解像度の
副映像ストリームを記録しようとしても上限が５３２２０バイトと規定されている現行の
副映像ユニットＳＰＵには入らないと言う問題が生じる。単純に、上記副映像ユニットＳ
ＰＵサイズの上限値を拡大すると、副映像ユニットＳＰＵ内のデータ構造まで変更する必
要が発生し、従来のＤＶＤプレーヤで使用されている処理回路や再生制御プログラムとの
互換性が取り辛くなるため、ＨＤ映像まで対応させたプレーヤが高価になると言う問題が
発生する。
【特許文献１】米国特許第５，６３６，２００号明細書
【特許文献２】特許第２，６７７，７７５号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００４４】
　現行のＤＶＤビデオ規格では、例えばＮＴＳＣ（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｌｅｖｉｓｉ
ｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ）では解像度が最大４８０ライン×７２０ピク
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セルのＳＤ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ）画像しかサポートして無く、字
幕等に用いられる副映像ユニットＳＰＵ（Ｓｕｂ－ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｕｎｉｔ）サイズは
上記の上限解像度を考慮に入れ、５３２２０バイト以下と上限値が設定されている。従っ
て、映像情報としてＮＴＳＣで例えば１０８０ライン×１９２０ピクセルの高解像度を持
ったＨＤ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ）画像まで対応させ、それに応じた高解像度
の副映像ユニットＳＰＵを記録しようとしても、上限が５３２２０バイトと規定されてい
る現行の副映像ユニットＳＰＵには入らないと言う問題が生じる。これを解決するために
、単純に上記副映像ユニットＳＰＵサイズの上限値を拡大すると、副映像ユニットＳＰＵ
内のデータ構造まで変更する必要が発生し、従来のＤＶＤプレーヤで使用されている処理
回路や再生制御プログラムとの互換性が取り辛くなるため、ＨＤ映像まで対応させたプレ
ーヤが高価になると言う問題が発生する。また、コンテンツ製作者も従来のコンテンツの
再利用を望んでおり、ＨＤ対応のコンテンツに対してＨＤ画像対応の副映像ユニットＳＰ
Ｕに加え、従来の副映像ユニットＳＰＵのコンテンツ資産を流用することが望まれている
。
【００４５】
　本発明は副映像ユニットＳＰＵ内のデータ構造を変更することなく、従来のＤＶＤプレ
ーヤで使用されている処理回路や再生制御プログラムとの互換性を保つことができ、ＨＤ
コンテンツに対応する副映像ストリームを記録することができる情報記憶媒体、情報再生
装置、情報再生方法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】
【００４６】
　上記した課題を解決し目的を達成するために、本発明は以下に示す手段を用いている。
【００４７】
　本発明の一態様による情報記憶媒体は、ビデオオブジェクトユニットを記録する情報記
憶媒体であって、
　前記ビデオオブジェクトは副映像パックを具備し、
　前記副映像パックは標準解像度コンテンツに対応する第１の副映像ユニットと高解像度
コンテンツに対応する第２の副映像ユニットを具備し、
　前記第１の副映像ユニットは４バイトの第１の副映像ユニットヘッダ、ピクセルデータ
及び副映像表示制御シーケンステーブルを具備し、
　前記第２の副映像ユニットは１０バイトの第２の副映像ユニットヘッダ、ピクセルデー
タ及び副映像表示制御シーケンステーブルを具備し、
　前記第１の副映像ユニットヘッダは２バイトの副映像ユニットのサイズ情報と、２バイ
トの副映像表示制御シーケンステーブル開始アドレスを具備し、
　前記第２の副映像ユニットヘッダは２バイトのプリヘッダと８バイトのポストヘッダを
具備し、
　前記ポストヘッダは４バイトの副映像ユニットのサイズ情報と、４バイトの副映像表示
制御シーケンステーブル開始アドレスを具備し、
　前記２バイトのプリヘッダは０であり、前記２バイトの副映像ユニットのサイズ情報は
０以外である。
【００４８】
　本発明の一態様による情報再生装置は、ビデオオブジェクトユニットを記録する情報記
憶媒体から情報を再生する情報再生装置であって、
　前記ビデオオブジェクトは副映像パックを具備し、
　前記副映像パックは標準解像度コンテンツに対応する第１の副映像ユニットと高解像度
コンテンツに対応する第２の副映像ユニットを具備し、
　前記第１の副映像ユニットは４バイトの第１の副映像ユニットヘッダ、ピクセルデータ
及び副映像表示制御シーケンステーブルを具備し、
　前記第２の副映像ユニットは１０バイトの第２の副映像ユニットヘッダ、ピクセルデー
タ及び副映像表示制御シーケンステーブルを具備し、
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　前記第１の副映像ユニットヘッダは２バイトの副映像ユニットのサイズ情報と、２バイ
トの副映像表示制御シーケンステーブル開始アドレスを具備し、
　前記第２の副映像ユニットヘッダは２バイトのプリヘッダと８バイトのポストヘッダを
具備し、
　前記ポストヘッダは４バイトの副映像ユニットのサイズ情報と、４バイトの副映像表示
制御シーケンステーブル開始アドレスを具備し、
　前記２バイトのプリヘッダは０であり、前記２バイトの副映像ユニットのサイズ情報は
０以外であり、
　情報再生装置は、
　前記第１、第２の副映像ユニットの先頭の２バイトのデータを読み取る読取り手段と、
　前記読取り手段により読み取られた２バイトのデータが０であるか否かを判別する判別
手段と、
　前記判別手段がプリヘッダの先頭２バイトが０であると判別した場合、プリヘッダに後
続する４バイトを該副映像ユニットのサイズ情報とし、さらに後続する４バイトを副映像
表示制御シーケンステーブルの開始アドレスとして副映像ユニットを再生し、前記判別手
段がプリヘッダの先頭２バイトが０でないと判別した場合、先頭２バイトを該副映像ユニ
ットのサイズ情報とし、さらに後続する２バイトを副映像表示制御シーケンステーブルの
開始アドレスとして副映像ユニットを再生する処理手段とを具備することを特徴とする。
　本発明の一態様による情報再生方法は、ビデオオブジェクトユニットを記録する情報記
憶媒体から情報を再生する情報再生方法であって、
　前記副映像パックは標準解像度コンテンツに対応する第１の副映像ユニットと高解像度
コンテンツに対応する第２の副映像ユニットを具備し、
　前記第１の副映像ユニットは４バイトの第１の副映像ユニットヘッダ、ピクセルデータ
及び副映像表示制御シーケンステーブルを具備し、
　前記第２の副映像ユニットは１０バイトの第２の副映像ユニットヘッダ、ピクセルデー
タ及び副映像表示制御シーケンステーブルを具備し、
　前記第１の副映像ユニットヘッダは２バイトの副映像ユニットのサイズ情報と、２バイ
トの副映像表示制御シーケンステーブル開始アドレスを具備し、
　前記第２の副映像ユニットヘッダは２バイトのプリヘッダと８バイトのポストヘッダを
具備し、
　前記ポストヘッダは４バイトの副映像ユニットのサイズ情報と、４バイトの副映像表示
制御シーケンステーブル開始アドレスを具備し、
　前記２バイトのプリヘッダは０であり、前記２バイトの副映像ユニットのサイズ情報は
０以外であり、
　情報再生方法は、
　前記第１、第２の副映像ユニットの先頭の２バイトのデータを読み取る読取りステップ
と、
　前記読取りステップにより読み取られた２バイトのデータが０であるか否かを判別する
ステップと、
　前記判別ステップがプリヘッダの先頭２バイトが０であると判別した場合、プリヘッダ
に後続する４バイトを該副映像ユニットのサイズ情報とし、さらに後続する４バイトを副
映像表示制御シーケンステーブルの開始アドレスとして副映像ユニットを再生し、前記判
別手段がプリヘッダの先頭２バイトが０でないと判別した場合、先頭２バイトを該副映像
ユニットのサイズ情報とし、さらに後続する２バイトを副映像表示制御シーケンステーブ
ルの開始アドレスとして副映像ユニットを再生する処理ステップとを具備することを特徴
とする。
【発明の効果】
【００４９】
　以上説明したように本発明によれば、ＨＤコンテンツに対応する副映像ユニットのサイ
ズ情報をＳＤコンテンツに対応する２バイトから４バイトに拡張し、副映像表示制御シー
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ケンステーブル開始アドレス情報もＳＤコンテンツに対応する２バイトから４バイトに拡
張し、副映像ユニットヘッダの先頭の２バイトを該副映像ユニットがＳＤコンテンツ対応
か、ＨＤコンテンツ対応かの識別情報とすることにより、副映像ユニットＳＰＵ内のデー
タ構造を変更することなく、従来のＤＶＤプレーヤで使用されている処理回路や再生制御
プログラムとの互換性を保つことができ、ＨＤコンテンツに対応する副映像ストリームを
記録することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５０】
　以下、図面を参照して本発明による情報記憶媒体、情報再生装置、情報再生方法の実施
の形態を説明する。
【００５１】
　まず初めに本発明における特徴の全体を概観し、各特徴間の関係を説明する。次に、本
明細書で注目する中心的技術内容である“副映像ユニット制御”に関するポイントを説明
した後、具体的な実施形態の説明を行う。
【００５２】
　本発明は下記の（１）～（４）の適宜な組み合わせで実施される。
【００５３】
　（１）副映像ユニットＳＰＵ内に副映像ユニットヘッダＳＰＵＨ、ピクセルデータＰＸ
Ｄ及び副映像表示制御シーケンステーブルＳＰ＿ＤＣＳＱＴを有し、副映像ユニットヘッ
ダＳＰＵＨは、プリヘッダＰＲＥ＿ＨＥＡＤとポストヘッダＰＯＳＴ＿ＨＥＡＤで構成さ
れる。
【００５４】
　（２）上記プリヘッダＰＲＥ＿ＨＥＡＤは、従来のＳＤコンテンツの場合は、副映像ユ
ニットサイズＳＰＵ＿ＳＺを示し、ＨＤコンテンツの場合は、副映像ユニット識別子ＳＰ
Ｕ＿ＩＤであることを示す。
【００５５】
　（３）上記ポストヘッダＰＯＳＴ＿ＨＥＡＤは、従来のＳＤコンテンツの場合は、副映
像表示制御シーケンステーブル開始アドレスＳＰ＿ＤＣＳＱＴ＿ＳＡで構成され、ＨＤコ
ンテンツの場合は、副映像ユニットサイズＳＰＵ＿ＳＺと、副映像表示制御シーケンステ
ーブル開始アドレスＳＰ＿ＤＣＳＱＴ＿ＳＡの両方で構成される。
【００５６】
　（４）上記副映像表示制御シーケンステーブルＳＰ＿ＤＣＳＱＴには、ＨＤコンテンツ
の場合には、従来のＳＤコンテンツ制御用コマンドの他に、ＨＤコンテンツ制御用コマン
ドを有する。
【００５７】
　本明細書ではビデオデータ、副映像データ、音声データ、グラフィックデータを総称し
てビデオオブジェクトと呼び、ビデオオブジェクトとビデオオブジェクトの管理データを
総称してコンテンツと言う言葉で表現する。また、違いを明確にするために従来のＤＶＤ
ビデオコンテンツをＳＤ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ）コンテンツ、下記
の（Ａ）～（Ｇ）の特徴を持った本発明実施形態対象のコンテンツをＨＤ（Ｈｉｇｈ　Ｄ
ｅｆｉｎｉｔｉｏｎ）コンテンツと言う言葉を使って使い分ける。
【００５８】
《全体の特徴説明》
〔１〕ユーザが使い難い。またはユーザが使い易いコンテンツを作成するにはオーサリン
グが複雑である問題点を解決する。
【００５９】
　（Ａ）タイトル中断時の中断位置情報制御方法
〔ポイント１〕
　リジューム情報への保存・廃棄ルールを現行ＤＶＤビデオ規格に対して変更し、図４８
に示す情報再生装置のメモリ部１２２内に記録するリジューム情報の書き換え・変更禁止
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・情報内容の破棄処理に対して細かく制御可能とする。
【００６０】
〔ポイント２〕
　情報再生装置のメモリ部１２２内に記録するリジューム情報が書き替えられた場合には
、次のリジューム情報に対する制御指示が来るまで保持する。例えば、従来のＤＶＤビデ
オ規格では後述するＪｕｍｐＴＴやＪｕｍｐＶＴＳ＿ＴＴあるいはＪｕｍｐＶＴＳ＿ＰＴ
Ｔコマンドが実行された場合には、上記のリジューム情報内容を消す決まりがあったが、
本発明ではそれを変更し、上記のコマンドが実行された後でもリジューム情報の内容を保
持し、（Ａ１）に示した問題点の一部を解消する。
【００６１】
〔ポイント３〕
　（Ａ１）に示した問題点の対策として、図２４に示すように各ＰＧＣに対してＲＳＭ（
リジューム：Ｒｅｓｕｍｅ：再生再開）命令（画面上の選択による命令）や例えばユーザ
指定に対応して実行されるＲｅｓｕｍｅ（）ファンクション（再生装置が行うコマンド）
による再生再開が許可されるか否かを示すリジューム許可フラグ（Ｒｅｓｕｍｅ　ｐｅｒ
ｍｉｓｓｉｏｎ　Ｆｌａｇ＝ＲＳＭ許可フラグ）を新たに設定する。具体的な内容として
、後述するＣａｌｌＳＳコマンドを実行する時に、このＲＳＭ許可フラグが“０ｂ”に設
定されていればリジューム情報の内容を更新し、“１ｂ”に設定されていれば更新を禁止
する。
【００６２】
　例えば（Ａ１）で説明した例では、ボーナスコンテンツが含まれるＰＧＣに対してリジ
ューム情報の更新を禁止することにより、情報再生装置のメモリ部１２２内に記録された
リジューム情報はその前に中断された特定映像タイトルに対するリジューム情報が保持さ
れることになる（詳細は後述する）。
【００６３】
〔ポイント４〕
　（Ａ２）に示した問題点の対策として、図３５に示すようにプログラムチェーン情報Ｐ
ＧＣＩの中に新たにプログラムチェーン・コマンドテーブル（ＰＧＣ＿ＣＭＤＴ）５１を
設定し、リジュームシーケンス情報を記録する。このプログラムチェーン・コマンドテー
ブル（ＰＧＣ＿ＣＭＤＴ）５１内に記載されたリジュームシーケンス情報はメニュー画面
から該当するタイトルのＰＧＣに戻った直後に実行されるコマンド列（コマンドの連続的
な繋がり順序）を意味している。メニュー画像から中断されたタイトルに対応したＰＧＣ
に戻り、リジューム情報に基づいて再生を開始する前には必ずこのリジュームシーケンス
情報の有無を確認する。
【００６４】
　リジュームシーケンス情報が無い場合には、リジューム情報に基づき中断位置からの再
生を開始する。
【００６５】
　もし、リジュームシーケンス情報がある場合には、リジュームシーケンス情報で指定さ
れた場所から再生を開始する。
【００６６】
　例えば（Ａ２）に示した問題点の対策として、プログラムチェーン・コマンドテーブル
（ＰＧＣ＿ＣＭＤＴ）５１内に記録されたリジュームシーケンス情報内に、“ゲームの区
切り目の位置情報”をリジューム情報に書き替えるコマンドを設定しておくことで、メニ
ュー画面から戻った直後にゲームの区切り目から再生を開始させることが出来る（詳細内
容は後述する）。
【００６７】
　再生を中断した位置を示す情報としてセル番号、セルの先頭位置に配置されたナビパッ
クのアドレス情報、ＰＧＣ再生制御状況、ＶＴＳ（ビデオタイトルセット：Ｖｉｄｅｏ　
Ｔｉｔｌｅ　Ｓｅｔ）番号、タイトルドメイン内でのタイトル番号ＴＴＮ（このタイトル
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番号の値はＳＰＲＭ（４）の値として格納される）、タイトルドメイン内でのＶＴＳ内の
タイトル番号ＶＴＳ＿ＴＴＮ（この値はＳＰＲＭ（５）の値として格納される）、タイト
ルドメイン内でのタイトルのＰＧＣ番号ＴＴ＿ＰＧＣＮ（ＳＰＲＭ（６））、１個のシー
ケンシャルＰＧＣのタイトルに対するパートオブタイトル番号ＰＴＴＮ（ＳＰＲＭ（７）
）、選択状態でのハイライトのボタン番号ＨＬ＿ＢＴＮＮ（ＳＰＲＭ（８））がリジュー
ム情報として記録される。上記のようにメニュー画像から中断されたタイトルに対応した
ＰＧＣに戻って来た場合に限らず、リジューム情報の少なくとも一部が変化する場合など
、例えばＳＰＲＭ（８）の情報に関連してハイライト位置情報が変わるなどの状況が変化
した場合でも、必ずリジュームシーケンス情報の最後まで処理を実行するように設定して
いる。
【００６８】
〔管理情報記録場所〕
　リジューム情報を管理する情報の配置場所について第１の実施形態では図２３に示すよ
うにＨＤビデオタイトルセット・プログラムチェーン情報テーブル（ＨＤＶＴＳ＿ＰＧＣ
ＩＴ）４１２内のＨＤＶＴＳ＿ＰＧＣＩサーチポインタ４１２ｂ内のＨＤＶＴＳ＿ＰＧＣ
カテゴリ（ＨＤＶＴＳ＿ＰＧＣ＿ＣＡＴ）内にＲＳＭ許可フラグ（リジューム情報の更新
許可フラグ）を持たせている。
【００６９】
　また、他の実施形態（第２の実施形態）では図３３、図３４に示すようにプログラムチ
ェーン・一般情報（ＰＧＣ＿ＧＩ）５０内のＲＳＭ＆ＡＯＢカテゴリ（ＲＳＭ＆ＡＯＢ＿
ＣＡＴ）内にＲＳＭ許可フラグ（リジューム情報の更新許可フラグ）を持たせている。
【００７０】
　また、（Ａ２）の問題を解決する特徴（Ａ）に関する〔ポイント４〕に示したタイトル
のＰＧＣに戻った直後に実行されるコマンド列（コマンドの連続的な繋がり順序）を示す
リジュームシーケンス情報は、図３５に示すようにリジューム（ＲＳＭ）コマンドシーケ
ンスとしてプログラムチェーン・コマンドテーブル（ＰＧＣ＿ＣＭＤＴ）５１内にＲＳＭ
コマンド（ＲＳＭ＿ＣＭＤ）５１４が並んで配置される。また、プログラムチェーン・コ
マンドテーブル（ＰＧＣ＿ＣＭＤＴ）５１内に配置されたＲＳＭコマンド（ＲＳＭ＿ＣＭ
Ｄ）５１４の数情報であるＲＳＭ＿ＣＭＤ＿Ｎｓは図３６に示すようにプログラムチェー
ン・コマンドテーブル情報（ＰＧＣ＿ＣＭＤＴＩ）５１０内に記録されている。
【００７１】
〔管理情報内容〕
　ＲＳＭ許可フラグ（リジューム情報の更新許可フラグ）とは該当するＨＤＶＴＳ＿ＰＧ
Ｃの再生を開始した段階でレジューム情報の内容を更新するか（該当するＰＧＣの再生状
況に合わせてレジューム情報を逐次更新して行くか）否かを示す。すなわち、上記のフラ
グが“０ｂ”の場合はレジューム情報の更新を行い、“１ｂ”の場合はレジューム情報の
更新を行わず、その前に再生したＨＤＶＴＳ＿ＰＧＣ（本発明のビデオタイトルセット内
の対応したプログラムチェーン）の再生中断した情報を保持しておく処理を行う。
【００７２】
　ＲＳＭコマンド（ＲＳＭ＿ＣＭＤ）５１４内の具体的なデータ構造は図３６に示すよう
に、１個のコマンド毎に“８バイト分”の領域を割り当てられており、この“８バイト分
”の領域内にコマンド内容が記録される。
【００７３】
　（Ｂ）表示用言語設定
〔ポイント１〕
　（Ｂ１）に示した問題点を解決するため、コンテンツ内でメニュー記述言語コードが設
定できる画面を提供できるようにする。具体的には情報記憶媒体の挿入直後に最初に表示
可能なファーストプレイＰＧＣ（ＦＰ＿ＰＧＣ）でメニュー記述言語コードの設定を可能
とする。ユーザの画面上の選択で上記メニュー記述言語コートが設定できるコンテンツに
対応するため、ＦＰ＿ＰＧＣは１個のＶＯＢ（ビデオオブジェクト：Ｖｉｄｅｏ　Ｏｂｊ
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ｅｃｔ）を持てるようにし、このＶＯＢは言語選択メニューにのみ使用可能とする。コン
テンツが１言語しかサポートしない場合や、現状のメニュー記述言語コードの値を自動的
に継承するコンテンツの場合には、ＦＰ＿ＰＧＣはメニュー画面用のＶＯＢを持たないこ
ともある。メニュー記述言語コードの値を自動的に継承するコンテンツの例としては、自
動的に情報再生装置の持っているＳＰＲＭ（０）の値とＨＤのＤＶＤビデオコンテンツが
サポートする言語とを自動的に比較し、一致したらメニュー記述言語コードをそれに合わ
せるなどの実施形態がある。この場合には、自動的に比較するコマンド処理シーケンスで
あるリジュームシーケンス情報の情報がＦＰ＿ＰＧＣに関する管理情報であるＦＰ＿ＰＧ
ＣＩ（ファーストプレイプログラムチェーン情報：Ｆｉｒｓｔ　Ｐｌａｙ　Ｐｒｏｇｒａ
ｍ　Ｃｈａｉｎ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ：図４）内に記録されている。
【００７４】
　更に、このＦＰ＿ＰＧＣに対する制限条件として１個以下のセルを持てる（ＶＯＢがあ
る時には１個のセルを規定し、メニュー記述言語コード選択用画面を持たないコンテンツ
の場合にはＶＯＢを持たないので、対応してＦＰ＿ＰＧＣの中にセルを含まない）構造に
する。また、このＦＰ＿ＰＧＣではプログラムのシーケンシャル再生のみを許し、パレン
タルブロック構造やマルチシーン構造を禁止する。更に、このＦＰ＿ＰＧＣ内で使用可能
なストリームとして１個のみ（１個または０個）のオーディオストリームの使用を許可す
ると共に、サブピクチャ（副映像）ストリームの使用を禁止し、その代わり後述するグラ
フィックユニットＧＵの使用を導入する。
【００７５】
　このため、本発明実施形態では複数のメニュー記述言語コードに対応してそれぞれメニ
ュー記述言語コードを選択する画面を作る必要が無くなり、コンテンツ作成時のオーサリ
ング作業が簡素化される。その結果、オーサリング作業時間が短縮される分コンテンツの
販売価格を低下できる。
【００７６】
〔ポイント２〕
　（Ｂ１）に示した問題点を解決するため、後述するように新たにＳｅｔＭ＿ＬＣＤコマ
ンドを定義する。このＳｅｔＭ＿ＬＣＤコマンドによりＳＰＲＭ（０）の値が変更可能と
なる。このＳｅｔＭ＿ＬＣＤコマンドは後述するようにＳｅｔＳｙｓｔｅｍのコマンド領
域内に含まれ、ＦＰ＿ＰＧＣの中でしか使用できない。具体的なコマンド内容としてはゼ
ネラルパラメータもしくはＳｅｔＭ＿ＬＣＤ内で指定できる特定な値により言語コードと
してＳＰＲＭ（０）の値を設定する。
【００７７】
〔ポイント３〕
　（Ｂ２）に示した問題点を解決するため、ユーザが設定したメニュー記述言語コードを
保持できるように、ユーザのみが変更設定を可能としコマンドによる変更が不可能なメニ
ュー記述言語コードを格納する場所としてＳＰＲＭ（２１）を新たに設定すると共に、従
来から存在したＳＰＲＭ（０）の位置付けを若干変更する。すなわち、情報再生装置に設
定されたパラメーターとして初期設定メニュー言語（Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｍｅｎｕ　Ｌａｎ
ｇｕａｇｅ）の格納場所としてＳＰＲＭ（２１）を新たに定義する。このＳＰＲＭ（２１
）はユーザのみが変更設定可能なプレーヤ設定言語であり、コンテンツのプログラム内の
コマンドでは変更不可能とする。
【００７８】
　そして、ＳＰＲＭ（０）の位置付けを“再生中のカレントメニュー言語”の格納場所に
変更する。このＳＰＲＭ（０）はユーザによる変更設定と共にコンテンツ内のコマンドに
よる変更設定の両方に対応可能にする。その結果、（Ｂ２）の所で説明したコマンドによ
りＳＰＲＭ（０）が変更されても、ユーザが設定したメニュー記述言語コードが保持でき
、ユーザへの不快感や余計な負担を掛けずに済む。
【００７９】
〔具体的なＳＰＲＭ（０）とＳＰＲＭ（２１）の関係説明〕
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　ＳＰＲＭ（０）とＳＰＲＭ（２１）との関係を説明するため、情報再生装置（プレーヤ
）内に情報記憶媒体を挿入した直後の動作の一例を示す。ファーストプレイＰＧＣ（ＦＰ
＿ＰＧＣ）の処理を実行する前に、最初にユーザが情報再生装置に対して設定したメニュ
ー記述言語コードである初期設定メニュー言語ＳＰＲＭ（２１）の値をＳＰＲＭ（０）に
コピーする。
【００８０】
　ＦＰ＿ＰＧＣの中にＳｅｔＭ＿ＬＣＤのコマンドが存在していれば、そのコマンドに従
ってＳＰＲＭ（０）の値を変更できるが、（Ｂ２）の問題点回避のためにＳＰＲＭ（０）
の値はＳＰＲＭ（２１）からコピーされた値が保持されていることが望ましい。仮にこの
情報記憶媒体に記録されたコンテンツ内のＳｅｔＭ＿ＬＣＤコマンドによりＳＰＲＭ（０
）がＳＰＲＭ（２１）とは異なる値に書き換えられたとしても、ＳＰＲＭ（２１）の値が
保持されているので、次に別の情報記憶媒体が装着されるとＳＰＲＭ（０）の値がＳＰＲ
Ｍ（２１）の値に自動的に書き換えられるので、次の情報記憶媒体装着後には（Ｂ２）の
問題点が回避できる。例えば、ＦＰ＿ＰＧＣ内にメニュー用ＶＯＢが存在せず、言語選択
用メニューが図６に示したＨＤビデオマネージャメニュー・言語ユニット（ＨＤＶＭＧＭ
＿ＬＵ）３１２内に存在する場合には、上記ＳＰＲＭ（０）の値に対応したＨＤビデオマ
ネージャメニュー・言語ユニット（ＨＤＶＭＧＭ＿ＬＵ）３１２が選択される。ＳＰＲＭ
（２１）の値はあくまでも情報再生装置の動作が停止している段階でユーザによってのみ
変更が可能であるが、ユーザによってＳＰＲＭ（２１）の値が書き換えられている時でも
ＳＰＲＭ（０）の値は同時には書き換えられず従来の値のまま保持される。
【００８１】
〔情報再生装置内のパラメータ情報記録場所〕
　図４８に示す情報再生装置内のシステムブロック図においてメモリ部１２２内に“０”
から“２１”までのシステムパラメータＳＰＲＭを格納する領域が割り当てられている。
このＳＰＲＭ（０）に再生中のカレントメニュー言語コード情報が、ＳＰＲＭ（２１）に
初期設定メニュー言語コード情報が記録される。
【００８２】
〔オブジェクト情報記録場所〕
　図１の（ｅ）に示すようにメニュー記述言語コードが設定できる画面をファーストプレ
イＰＧＣ用言語選択メニューＶＯＢＳ（ＦＰ＿ＰＧＣＭ＿ＶＯＢＳ）３５の領域に記録す
る。また、このオブジェクト情報（ビデオデータ）は図２に示すようにＨＤ＿ＦＰＰＧＣ
．ＨＤＶという名前の単独ファイルとして独立させる。
【００８３】
〔管理情報記録場所〕
　図４に示すようにＨＤビデオマネージャ情報・管理テーブル（ＨＤＶＭＧＩ＿ＭＡＴ）
３１０内のファーストプレイＰＧＣＩ（ＦＰ＿ＰＧＣＩ）にメニュー記述言語コードが設
定できる言語選択用メニューに対する管理情報が記録されている。
【００８４】
〔２〕ユーザに対するコンテンツ表現力が不足している箇所
　（Ｃ）静止画のシームレス再生
〔ポイント１〕
　従来のＤＶＤコンテンツでも動画間のシームレス接続は保証されている。従って、上記
（Ｃ１）と（Ｃ２）に示した問題点を解決するため、静止画が記録されたＶＯＢＳ（ビデ
オオブジェクトセット：Ｖｉｄｅｏ　Ｏｂｊｅｃｔ　Ｓｅｔ）に対してもＶＯＢの中身を
動画が記録されたＶＯＢＳと同じイメージで定義することで、従来の動画間のシームレス
接続と同様に静止画から動画へのシームレス接続（Ｃ１）と静止画のマルチアングル再生
（Ｃ２）を保証できる所に特徴がある。
【００８５】
〔ポイント２〕
　〔ポイント１〕の考え方を実現する具体的な方法を以下に説明する。シームレス再生を
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保証するＥ－ＳＴＤ（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｔａｒｇｅｔ　Ｄｅｃｏｄｅｒ
）モデルを適用するため、静止画が記録されたＩピクチャの間の期間に“仮想アクセスユ
ニット”を設定する所に特徴がある。アクセスユニットの設定方法として、本発明実施形
態ではビデオフレームの期間またはビデオフレームの整数倍の期間を単位として静止画を
開始するＩピクチャと次のＩピクチャとの間の間隔をアクセスユニットの期間毎に仮想的
に細かく時間分割する。そして、情報再生装置は、仮想アクセスユニット毎に静止画が繰
り返し再生表示されているものと仮想的に見なす。静止画のデコーダに入力されるタイミ
ングを示すＤＴＳ（Ｄｅｃｏｄｉｎｇ　Ｔｉｍｅ　Ｓｔａｍｐ）と静止画が表示されるタ
イミングを示すＰＴＳ（Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｓｔａｍｐ）は静止画１
枚毎にあらかじめ設定されており、１ビデオフレーム期間はＮＴＳＣ（Ｎａｔｉｏｎａｌ
　Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ）方式とＰＡＬ（Ｐｈａｓ
ｅ　Ａｌｔｅｒｎａｔｉｏｎ　ｂｙ　Ｌｉｎｅ）方式で決まっているので、“仮想アクセ
スユニット”の境界位置のタイミングを容易に算出できる。このように静止画像に対して
もアクセスユニットを設定することで（Ｃ１）の問題点が解決される。すなわち、このア
クセスユニットの境界位置で図４８に示す分離部１０３、ビデオデコーダ部１１１、副映
像デコーダ部１１２、オーディオデコーダ部１１４に設定されるＳＴＣの値を切り替えて
静止画から動画へのシームレス接続再生を可能にする。
【００８６】
　静止画から動画へのシームレスな再生接続が保証されれば、ユーザは快適にコンテンツ
の観賞が出来るばかりでなく、コンテンツプロバイダとしてもユーザへの表現力が向上す
る。また、従来のＤＶＤビデオのオブジェクト構造を実質的に変更すること無く、仮想的
な定義の変更のみで静止画から動画へのシームレス接続表示が可能になるため、従来ＤＶ
Ｄビデオのオーサリングツールを大部分利用可能となり本発明を製品化する際の媒体価格
上昇を最大限に抑えられる。
【００８７】
〔ポイント３〕
　（Ｃ１）の問題点を解決するポイントの一つとして静止画を含むＶＯＢＵに対する規定
（制約）を〔ポイント２〕の内容に合わせて下記のように修正する。すなわち、“仮想ア
クセスユニット”の整数個で１個のＶＯＢＵを構成するように仮想的に設定する。その結
果、各静止画のＶＯＢＵの表示期間はビデオフレームの整数倍となる。前記のように規定
（制約）することで静止画から動画への切り替えタイミングは必ずビデオフレームの境界
タイミングと一致するので切り替わり時の画面の乱れが防止できるとともに（インターレ
ースされたフィールド表示では無く、隙間が埋められたフレームで表示できるので）切り
替え直前・直後の画面を鮮明に表示できる。
【００８８】
　ＶＡＵ（ビデオアクセスユニット：Ｖｉｄｅｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｕｎｉｔ）内には静止
画を示すＩピクチャが１個存在し、ＩＶＡＵ（仮想ＶＡＵ：Ｉｍａｇｉｎａｒｙ　Ｖｉｄ
ｅｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｕｎｉｔ）内ではＩピクチャを含まないので、ＩＶＡＵ内にはビデ
オデータが存在しないことになる。ＶＡＵ１からＩＶＡＵ１５までで構成されるＶＯＢＵ
とＶＡＵ１６からＩＶＡＵ３０までで構成されるＶＯＢＵには１個のみのＩピクチャが存
在している。本発明実施形態では同一ＶＯＢＵ内に複数のＩピクチャを持つことを禁止し
、必ず１個のＶＯＢＵ内には１個以下のＩピクチャを持つように規定（制約）している。
また、ＭＰＥＧ２の規格に準拠してＩピクチャの後ろにシーケンスエンドコードを配置し
ているので、このようにＩピクチャを含むＶＯＢＵ内には必ず１個のシーケンスエンドコ
ードを持つ（すなわちＩピクチャとシーケンスエンドコードを別のＶＯＢＵ内に分けるこ
と無く、両者を必ず同一のＶＯＢＵ内に含ませる）ように規定（制約）する。
【００８９】
　また、同一ＶＯＢＵ内ではＩＶＡＵに先行して必ず先にＶＡＵが（仮想的に）配置した
構造を取る。このようにＶＯＢＵ内で先頭位置にＶＡＵが配置された（仮想的な）構造に
することにより動画から静止画への切り替えを行った場合に、高速でＶＡＵ内のＩピクチ
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ャのデコードが可能となり、動画から静止画へのシームレス再生が可能となる。
【００９０】
　ＩＶＡＵ３０からＩＶＡＵ４５により構成されるＶＯＢＵ内にはビデオデータ（Ｉピク
チャ）を含まない。内部にビデオデータを持たないＶＯＢＵの定義も可能とする。
【００９１】
〔ポイント４〕
　（Ｃ２）の問題点を解決する手段として静止画オブジェクトに対してＩＶＡＵを仮想的
に定義するとともに、下記に示す方法によりＩＬＶＵ（Ｉｎｔｅｒｌｅａｖｅｄ　Ｕｎｉ
ｔ）内への静止画データ（静止画オブジェクト）の配置を可能にする。すなわち、（Ｃ２
）で説明したように現行ＤＶＤビデオにおける『ＩＬＶＢ（Ｉｎｔｅｒｌｅａｖｅｄ　Ｂ
ｌｏｃｋ）を構成するセル内のビデオデータへのシーケンスエンドコードの配置を禁止』
と言う制約を緩める。そして、ＶＯＢがＩＬＶＵ内に使われる場合には、１個以上のシー
ケンスエンドコードを持つＶＯＢに対して１個のＶＯＢＵ内の再生期間をビデオフレーム
の整数倍とし、各ＶＯＢＵ内にはビデオデータとして唯一のＩピクチャを持つか又はビデ
オデータを持たない構造とするという制約を掛ける。更にＩピクチャが含まれるＶＯＢＵ
内には１個のシーケンスエンドコードを持たせると共に、ＩＬＶＵ内の最初のＶＯＢＵに
は必ずビデオデータ（静止画を記録したＩピクチャ）を持たせる。ユーザ指示などにより
アングルを切り替えた直後には、必ず対応したアングルのＩＬＶＵの先頭位置へアクセス
されるので、ＩＬＶＵの最初のＶＯＢＵに必ずビデオデータを持たせることでアングル切
り替え時の静止画表示までの時間短縮が可能となる。
【００９２】
〔オブジェクト情報記録場所〕
　図１の（ｆ）のタイトル用ビデオオブジェクト領域（ＨＤＶＴＳＴＴ＿ＶＯＢＳ）４３
の中に上記仮想アクセスユニットが定義される静止画データが記録される。また、この領
域は図２のＶＴＳ００１０２．ＨＤＶファイルを構成する。
【００９３】
〔管理情報記録場所〕
　上記仮想アクセスユニットが定義される静止画データを管理する管理情報は図１の（ｆ
）のＨＤビデオタイトルセット情報領域（ＨＤＶＴＳＩ）４１内に存在し、この領域は図
２のＶＴＧＳ００１００．ＩＦＯファイル内にまとまっている。上述したようにビデオフ
レームの期間またはビデオフレームの整数倍の期間を単位として仮想的に細かく時間分割
して仮想的にアクセスユニットの期間を設定するので、実際の仮想アクセスユニットの境
界位置は計算上で算出することになる。
【００９４】
　（Ｄ）セルコマンドを含むセルのシームレス再生
〔ポイント１〕
　従来のＳＤのＤＶＤビデオではセルコマンドを持つセル間のシームレス再生を保証しな
かったのに対して『セルコマンドを実行するセルに対してもマルチアングルなどの分岐点
を持たない場合にはセル間のシームレス再生を保証』する所に特徴がある。すなわち、ビ
デオ再生においてマルチアングル等の分岐点を持たない限りにおいて（セルコマンドを実
行する場合においても）可能な限り次のセルのビデオ再生を連続して開始することとし、
それを可能にするための手段として前のセルの再生が完了した後、０．５秒以内に次のセ
ルの再生を開始できるようにコンテンツの物理的配置などを工夫している。
【００９５】
〔ポイント２〕
　また、セルコマンドを実行するセルに対してもセル間のシームレス再生が保証されてい
る箇所に関してはオブジェクト（ビデオデータ）の管理情報の中に下記のように明記する
。図３８に示したセル再生情報（Ｃ＿ＰＢＩ）５３０内のセルカテゴリ情報（Ｃ＿ＣＡＴ
）には図示してないがシームレス再生フラグ、インターリーブ配置フラグ、ＳＴＣ不連続
フラグ、セル再生モード情報が存在する。
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【００９６】
　セルコマンドを実行するセルに対してもセル間のシームレス再生が保証されている箇所
に関してシームレス再生フラグに対して『セルはシームレスに再生すべき』と設定し、イ
ンターリーブ配置フラグに対しては『連続ブロック内に存在している』と設定し、ＳＴＣ
不連続フラグに対しては『ＳＴＣのリセットは不要』と設定し、セル再生モードに対して
は『連続再生』と設定する。
【００９７】
〔ポイント３〕
　従来のＳＤのＤＶＤビデオでは各セルの再生終了時にセルコマンドのセットの中から１
コマンドを選択して実行することになっているが、前記制約を撤廃してセルコマンドの実
行は必ずしもセルの再生終了時の実行に限らないこととする。また、１個のセルに対する
セルコマンドの実行は１コマンドのみに限らず、複数のコマンドを順次（シーケンシャル
に）実行できるようにしている。すなわち、図３８に示すようにＨＤのＤＶＤビデオでは
１個のセルに対する管理情報のセル再生情報（Ｃ＿ＰＢＩ）内にセルコマンド開始番号情
報（Ｃ＿ＣＭＤ＿ＳＮ）とセルコマンド連続数情報（Ｃ＿ＣＭＤ＿Ｃ＿Ｎｓ）を持たせて
いる。
【００９８】
　図３５に示すようにプログラムチェーン・コマンドテーブル（ＰＧＣ＿ＣＭＤＴ）５１
内にセルコマンド（Ｃ＿ＣＭＤ）５１３がシーケンシャルに配置されている。セルコマン
ド開始番号情報（Ｃ＿ＣＭＤ＿ＳＮ）により複数配置されているセルコマンド（Ｃ＿ＣＭ
Ｄ）５１３列の内、上から何番目のセルコマンドからコマンドを実行するかを示し、そこ
から順次（シーケンシャルに）何個のコマンドを連続して実行するかをセルコマンド連続
数情報（Ｃ＿ＣＭＤ＿Ｃ＿Ｎｓ）が示している。
【００９９】
　（Ｅ）ハイライト情報と副映像間のアンマッチ対策
〔ポイント１〕
　（Ｅ１）の問題点を解決するため“グラフィックユニット”と言う独立したストリーム
を新たに定義し、そのグラフィックユニット内に同時にハイライト情報と（従来“副映像
”が持っていた）グラフィックデータの両方を持たせ、副映像情報と分離することで、上
記（Ｅ１）で説明したように、副映像情報の表示期間に左右されることなく、コンテンツ
製作者は、イメージ通りのコンテンツが作成でき、自由度が向上し、結果ユーザへ多彩な
コンテンツを提供することができる。
【０１００】
　また、グラフィックユニットとして１６：９のＨＤ画像、１６：９のＳＤ画像、４：３
のＳＤ画像、レターボックスのＳＤ画像及びパンスキャンのＳＤ画像のそれぞれに対応し
た５種類が設定可能でそれぞれの種類に応じて５種類のサブストリームＩＤが設定可能と
なっている。
【０１０１】
　従来のＳＤのＤＶＤビデオコンテンツではナビパック内のＰＣＩ記録領域内にハイライ
ト情報を記録していたのに対し、本発明のＨＤのＤＶＤビデオコンテンツでは上記ハイラ
イト情報の記録位置をグラフィックユニット内に移し、１画面内に同時に２４個までのボ
タン設定を可能とする。また、各ボタンに対して２５６色まで指定でき、選択時のハイラ
イトなどで色の変更が可能である。さらに、２５６階調までのグラデーションによるコン
トラストのミキシングも表現できる。
【０１０２】
〔ポイント２〕
　（Ｅ２）に示した問題点を解決するため、従来の副映像ストリームに対する配色数を増
やす代わりに上記の“グラフィックユニット”内のグラフィックデータに対する使用可能
な配色数を２５６色（８ビットによる色表現）とする。その結果、鮮やかな色彩を持った
グラフィックユニット画像をユーザに表示可能となり、ユーザへの表示インパクトが向上
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すると共にユーザがメニュー選択し易くなる。
【０１０３】
〔ポイント３〕
　（Ｅ３）に示した問題点を解決するため、上記の“グラフィックユニット”内にグラフ
ィックデータとマスクデータを持たせ、両者共に表示パターンをビットマップ状に設定可
能とすることで任意の形状を設定できるようにした。その結果、星形や楕円形のハイライ
ト情報指定領域（任意のボタン形状）が作成可能となり、従来のＳＤのＤＶＤコンテンツ
よりも遙かに見栄えの良い画面が提供できる。
【０１０４】
〔ポイント４〕
　（Ｅ４）に示した問題点を解決するため、上記の“グラフィックユニット”内にマスク
データを持たせ、このマスクデータとして画面内の互いに離れた複数領域（ホットスポッ
ト）を同時に設定可能とした。つまり、ハイライト情報の各ボタンに対してマスキングデ
ータを重ねて設定できる構造にした。その結果、画面内の互いに離れた複数領域に対して
同一のＵＲＬを設定できるＰＣ画面やインターネットのホームページ画面と比べて見劣り
がせず、ユーザに取って使い易いメニュー画面を提供できる。
【０１０５】
〔オブジェクト情報記録場所〕
　下記の４箇所内にグラフィックユニットを記録できる。
【０１０６】
　（１）図１の（ｅ）のファーストプレイＰＧＣ用言語選択メニューＶＯＢＳ（ＦＰ＿Ｐ
ＧＣＭ＿ＶＯＢＳ）３５の領域で図２のＨＤ＿ＦＰＰＧＣ．ＨＤＶファイル内にまとまっ
ている。
【０１０７】
　（２）図１の（ｅ）のメニュー用ビデオオブジェクト領域（ＨＤＶＭＧＭ＿ＶＯＢＳ）
３２の領域で図２のＨＤ＿ＶＭＧ０１．ＨＤＶファイル内にまとまっている。
【０１０８】
　（３）図１の（ｆ）のメニュー用ビデオオブジェクト領域（ＨＤＶＴＳＭ＿ＶＯＢＳ）
４２の領域で図２のＶＴＳ００１００．ＨＤＶファイル内にまとまっている。
【０１０９】
　（４）図１の（ｆ）のタイトル用ビデオオブジェクト領域（ＨＤＶＴＳＴＴ＿ＶＯＢＳ
）４３の領域で図２のＶＴＳ００１０１．ＨＤＶやＶＴＳ００１０２．ＨＤＶファイル内
にまとまっている。
【０１１０】
〔オブジェクト情報内のデータ構造〕
　図３９の（ｄ）に示すように１６：９のＨＤ画像、１６：９のＳＤワイド画像、４：３
のＳＤ画像、レターボックスのＳＤ画像、パンスキャンのＳＤ画像のそれぞれに対応した
５種類のストリームに別々に記録される。
【０１１１】
　また、図４１、図４２に示すようにグラフィックユニットＧＵ内部はハイライト情報（
ＨＩＬ）ｂ２とマスクデータｂ３、グラフィックデータｂ４から構成される。
【０１１２】
〔管理情報記録場所〕
　ＰＧＣ内に配置するグラフィックユニットのストリームに関する制御情報を図３３、図
３４のＰＧＣ・グラフィックユニットストリーム・制御テーブル（ＰＧＣ＿ＧＵＳＴ＿Ｃ
ＴＬＴ）内に持たせる。
【０１１３】
〔管理情報内容〕
　ＨＤビデオマネージャのメニュー内に含まれるグラフィックユニットに関する管理情報
として図４に示すようにＨＤビデオマネージャ情報・管理テーブル（ＨＤＶＭＧＩ＿ＭＡ
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Ｔ）３１０内にＨＤＶＭＧＭのグラフィックユニットストリーム数情報（ＨＤＶＭＧＭ＿
ＧＵＳＴ＿Ｎｓ）とＨＤＶＭＧＭのグラフィックユニットストリーム属性情報（ＨＤＶＭ
ＧＭ＿ＧＵＳＴ＿ＡＴＲ）を持つ。
【０１１４】
　また、ＨＤＶＴＳ（ＨＤのビデオタイトルセット）内に含まれるグラフィックユニット
に関する管理情報は図２１に示すように、グラフィックユニットストリーム数情報と属性
情報がＨＤＶＴＳ内のメニュー画面とタイトル（表示映像）に分かれてそれぞれＨＤＶＴ
ＳＭ＿ＧＵＳＴ＿Ｎｓ、ＨＤＶＴＳＭ＿ＧＵＳＴ＿ＡＴＲ、ＨＤＶＴＳ＿ＧＵＳＴ＿Ｎｓ
、ＨＤＶＴＳ＿ＧＵＳＴ＿ＡＴＲＴの情報として記録されている。
【０１１５】
　ＰＧＣ内に配置するグラフィックユニットのストリームに関する制御情報が記録される
ＰＧＣ・グラフィックユニットストリーム・制御テーブル（ＰＧＣ＿ＧＵＳＴ＿ＣＴＬＴ
）内の情報は図３３、図３４に示すように４種類の各画像（１６：９のＨＤ画像、１６：
９のＳＤ画像、４：３のＳＤ画像、レターボックスのＳＤ画像）に対応してそれぞれ別領
域に記録する。
【０１１６】
　（Ｆ）メニュー画面切り替え表示時のオーディオデータ再生
〔ポイント１〕
　（Ｆ）に示した問題点を解決するため、メニューに対応した独自のオーディオデータ格
納場所を設定する。メニューを表示するＰＧＣの再生開始時間に同時にこの独自のオーデ
ィオデータの再生表示を開始する。また、一連のメニュー表示が完了するなどオーディオ
データの再生が不要となる（例えばＶＴＳの）ＰＧＣの再生が開始すると同時に、オーデ
ィオデータの再生表示を停止する。メニュー表示する前に事前にオーディオデータを図４
８のメモリ部１２２内にコピーしておき、ユーザがメニューを遷移しながら表示している
期間の間、メモリ部１２２にコピーしたオーディオデータを連続的に繰り返し再生し続け
る。メモリ部１２２にコピー可能なオーディオデータの最大容量を８ＭＢと設定している
。圧縮オーディオデータの転送レートが例えば３８４Ｋｂｐｓの場合には８ＭＢの最大容
量が有れば２．５分に相当するオーディオデータの格納が可能となる。
【０１１７】
〔ポイント２〕
　従来のＳＤ用ＤＶＤビデオで存在したビデオ用ＶＯＢＳ内に記録されているオーディオ
データと上記に示した独自のオーディオデータ間の選択再生指示が可能なようにオーディ
オデータの選択指定情報をＰＧＣの管理情報であるＰＧＣＩ内に持たせた所にも特徴があ
る。その結果、コンテンツプロバイダはメニューを切り替えても連続再生されるオーディ
オデータと、各メニュー毎に最適に設定されたオーディオデータの選択が指定でき、コン
テンツプロバイダのユーザへの表現力が向上する。
【０１１８】
〔オブジェクト情報記録場所〕
　図１の（ｅ）に示すようにＨＤビデオマネージャ記録領域３０内に新たにメニュー表示
時に平行して出力する音声情報が記録されるメニュー用オーディオオブジェクト領域（Ｈ
ＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢＳ）３３を設ける。このメニュー用オーディオオブジェクト領域３３
のファイル構造内での記録場所として図２に示すようにＶＩＤＥＯ＿ＨＤの共通なディレ
クトリ（フォルダ）内にＨＤ＿ＭＥＮＵ０．ＨＤＡファイルとして独自のファイル内に記
録する。本発明実施形態では情報記憶媒体内にメニュー用のオーディオオブジェクト（オ
ーディオデータ）を複数種類記録が可能になっている。それぞれのメニュー用のオーディ
オオブジェクト（ＡＯＢ）は図１９に示すようにメニュー用オーディオオブジェクト領域
（ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢＳ）３３内に順番に配置記録されている。
【０１１９】
〔管理情報記録場所〕
　このメニュー用オーディオオブジェクト領域（ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢＳ）３３のオブジ
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ェクトに対する管理データを図３に示すようにＨＤビデオマネージャ情報領域（ＨＤＶＭ
ＧＩ）３１内のＨＤメニュー・オーディオオブジェクトセット情報テーブル（ＨＤＭＥＮ
Ｕ＿ＡＯＢＳＩＴ）３１８内に記録する。
【０１２０】
　更にメニュー用ＡＯＢ（ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢ）を参照（指定）する情報の設定場所と
して本発明実施形態では全体のメニューに関しては図７に示すようにＨＤビデオマネージ
ャメニュー・言語ユニット３１２ｃ内のＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣＩサーチポインタ＃ｎ（Ｈ
ＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣＩ＿ＳＲＰ　＃ｎ）３１２ｃ２内のＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣカテゴリ情
報（ＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣ＿ＣＡＴ）内に配置し、ＨＤＶＴＳ単位でのメニューに関して
は図２６に示すようにＨＤＶＴＳ＿ＰＧＣＩサーチポインタ＃ｎ（ＨＤＶＴＳＭ＿ＰＧＣ
Ｉ＿ＳＲＰ　＃ｎ）４１３ｃ２内のＨＤＶＴＳＭ＿ＰＧＣカテゴリ情報（ＨＤＶＴＳＭ＿
ＰＧＣ＿ＣＡＴ）内に配置する。
【０１２１】
　本発明の他の実施形態では図３３、図３４に示すようにプログラムチェーン・一般情報
（ＰＧＣ＿ＧＩ）５０内のＲＳＭ＆ＡＯＢカテゴリ（ＲＳＭ＆ＡＯＢ＿ＣＡＴ）内に配置
する。
【０１２２】
〔管理情報内容〕
　全体のメニューに関しては図７に示すようにＨＤビデオマネージャメニュー・言語ユニ
ット３１２ｃ内のＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣＩサーチポインタ＃ｎ（ＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣＩ
＿ＳＲＰ　＃ｎ）３１２ｃ内のＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣカテゴリ情報（ＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧ
Ｃ＿ＣＡＴ）内に、ＨＤＶＴＳ単位でのメニューに関しては図２６、図２７に示すように
ＨＤＶＴＳ＿ＰＧＣＩサーチポインタ＃ｎ（ＨＤＶＴＳＭ＿ＰＧＣＩ＿ＳＲＰ　＃ｎ）４
１３ｃ２内のＨＤＶＴＳＭ＿ＰＧＣカテゴリ情報（ＨＤＶＴＳＭ＿ＰＧＣ＿ＣＡＴ）内に
　（１）ＨＤＭＥＭＵ＿ＡＯＢＳの中の再生するＡＯＢ番号＃ｎ（図１９で並んでいるメ
ニュー用ＡＯＢ（ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢ）の内、何番目のＡＯＢが対応するか）を指定す
る音声情報番号と、
　（２）本発明におけるＨＤコンテンツのメニューを画面表示した時に同時に再生する音
声情報の選択情報と、音声情報再生の開始・継続・終了トリガー情報を示す音声情報選択
フラグが記録される。
【０１２３】
　図７と図２４または図３３、図３４ではメニュー画面表示時に同時に表示するメニュー
用オーディオオブジェクトを指定する管理情報を示している。それに対応してメニュー用
のオーディオオブジェクト自体に対する管理情報内容は図１７に示すようにＨＤメニュー
・オーディオオブジェクトセット情報テーブル情報（ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢＳＩＴＩ）３
１８ａと情報記憶媒体内に記録されているメニュー用ＡＯＢのそれぞれに対する個々の管
理情報であるＨＤメニュー・オーディオオブジェクト情報（ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢＩ）３
１８から構成される。
【０１２４】
　このＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢＩにはＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢの再生情報（曲の再生時間）を
表すＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢ＿ＰＢＩ、オブジェクトの属性（ＬＰＣＭやＡＣ－３など）を
表すＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢ＿ＡＴＲ、ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢ＃ｎの先頭アドレス、終了ア
ドレスを示すＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢ＿ＳＡ、ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢ＿ＥＡが含まれる。ま
た先頭、終了アドレスについてはＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢ＃ｎの絶対もしくは相対のサイズ
が書かれる場合もある。
【０１２５】
　また、上記（１）、（２）の情報は図３３においてＲＳＭ＆ＡＯＢ＿ＣＡＴで表現する
こともできる。〔アクセス情報〕
　図４に示すように情報記憶媒体（光ディスクまたはＨＤのＤＶＤディスク）内でのメニ
ュー表示時に同時に出力する音声情報が記録されるメニュー用オーディオオブジェクト領
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域（ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢＳ）３３が記録されている場所を示すＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢＳ
の先頭アドレス情報（ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢＳ＿ＳＡ）とそのメニュー用オーディオオブ
ジェクトに対する管理情報が記録されているＨＤメニュー・オーディオオブジェクトセッ
ト情報テーブル（ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢＳＩＴ）３１８が記録されている場所を示すＨＤ
ＶＭＧＭ＿ＡＯＢＳ情報テーブルの先頭アドレス情報（ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢＳＩＴ＿Ｓ
Ａ）がＨＤビデオマネージャ情報・管理テーブル（ＨＤＶＭＧＩ＿ＭＡＴ）３１０内に記
録される。
【０１２６】
（Ｇ）高解像度で鮮明なＨＤ画像に対応した副映像ストリーム内データ構造
〔ポイント１〕
　ＨＤコンテンツに対応した副映像ストリームの副映像ユニットＳＰＵの先頭位置にある
副映像ユニットヘッダＳＰＵＨをプリヘッダＰＲＥ＿ＨＥＡＤとポストヘッダＰＯＳＴ＿
ＨＥＡＤで構成する構造にする（図５８）事で、ＨＤコンテンツに対応したデータ構造の
拡張性を持たせると共に、従来のＳＤコンテンツ内の副映像ユニットヘッダＳＰＵＨ内に
記録されている情報（副映像ユニットのサイズＳＰＵ＿ＳＺと副映像表示制御シーケンス
テーブル開始アドレスＳＰ＿ＤＣＳＱＴ＿ＳＡ）の互換性を保たせる事で、従来のＤＶＤ
プレーヤ内に既に内蔵されている制御プログラムの一部流用を可能とし、ＨＤコンテンツ
とＳＤコンテンツの両方を再生可能な情報再生装置の低価格化を実現できる。また、コン
テンツ製作者は、現行ＳＤコンテンツに使用される副映像ユニットをＨＤコンテンツにも
流用でき、コンテンツ資源の有効利用が実現できる。
【０１２７】
　すなわち、図５８（ａ）に示すように従来のＳＤコンテンツ内の副映像ユニットヘッダ
ＳＰＵＨ内に記録されている副映像ユニットのサイズ情報ＳＰＵ＿ＳＺと副映像表示制御
シーケンステーブル開始アドレス情報ＳＰ＿ＤＣＳＱＴ＿ＳＡをＨＤコンテンツの場合に
は図５８（ｃ）に示すようにポストヘッダＰＯＳＴ＿ＨＥＡＤ内にそっくりそのまま持た
せる。
【０１２８】
〔ポイント２〕
　副映像ユニットヘッダＳＰＵＨ内の先頭の２バイトを解読するだけで、該当する副映像
ユニットＳＰＵが従来のＳＤコンテンツに対応したものかＨＤコンテンツに対応している
ものかが判別可能なデータ構造にする事で、映像情報（ビデオオブジェクト）再生時にお
ける再生装置内に内蔵された副映像デコーダ部１１２（図４８）内の切り替えを高速に行
える。
【０１２９】
　すなわち、副映像ユニットヘッダＳＰＵＨ内の先頭の２バイトが“００００ｈ”の場合
には、図５９（ａ）に示すようにＨＤコンテンツに対応した副映像ストリームと見なすと
共に、この先頭の２バイトがプリヘッダＰＲＥ＿ＨＥＡＤを意味していると解釈する。ま
た、副映像ユニットヘッダＳＰＵＨ内の先頭の２バイトが“００００ｈ”以外の場合には
、図５９（ａ）または図５８に示すように従来のＳＤ用副映像ストリームと見なすと共に
、この先頭の２バイトが副映像ユニットのサイズ情報ＳＰＵ＿ＳＺを意味していると解釈
する。
【０１３０】
〔ポイント３〕
　図５６に示した副映像表示制御シーケンステーブルＳＰ＿ＤＣＳＱＴ内に記録され得る
副映像表示制御コマンドＳＰ＿ＤＣＣＭＤの一覧に対して、図６０に示すようにＨＤコン
テンツに対応した高解像度の副映像に対するコマンドであるピクセルデータの表示領域を
設定２（ＳＥＴ＿ＤＡＲＥＡ２）、ピクセルデータの表示先頭アドレスを設定２（ＳＥＴ
＿ＤＳＰＸＡ２）、ピクセルデータの色とコントラストの変更を設定２（ＣＨＧ＿ＣＯＬ
ＣＯＮ２）を追加する。
【０１３１】
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〔オブジェクト情報記録場所〕
　ＨＤコンテンツに対応した映像情報（ビデオオブジェクト）内にＨＤに対応した副映像
ストリームが分散記録されている。具体的な記録場所としては図１（ｅ）のメニュー用ビ
デオオブジェクト領域（ＨＤＶＭＧＭ＿ＶＯＢＳ）３２、図１（ｆ）のメニュー用ビデオ
オブジェクト領域（ＨＤＶＴＳＭ＿ＶＯＢＳ）４２、タイトル用ビデオオブジェクト領域
（ＨＤＶＴＳＴＴ＿ＶＯＢＳ）４３等の中に記録される。
【０１３２】
〔オブジェクト情報内のデータ構造〕
　図５６に示すように、副映像ユニットＳＰＵ内の先頭グループ内に副映像ユニットヘッ
ダＳＰＵＨが存在し、その中は図５９に示した構造になっている。また、図５６の副映像
表示制御シーケンステーブルＳＰ＿ＤＣＳＱＴ内には図６０に示すような副映像表示制御
コマンドＳＰ＿ＤＣＣＭＤが記録される。
【０１３３】
　（Ｈ）上記の特徴を持ち、ユーザに対する表現力を一層向上させると共に、ユーザが使
い易いコンテンツを図２に示すように従来のＤＶＤビデオコンテンツが記録されている場
所とディレクトリ（フォルダ）を分けて管理している。すなわち、従来のＤＶＤビデオコ
ンテンツは映像情報（ビデオデータ、副映像データ、音声データを総称したビデオオブジ
ェクト）とその映像情報を管理する管理データをまとめてＶＩＤＥＯ＿ＴＳと言う名のデ
ィレクトリ（フォルダ）の下にまとめて配置して管理している。
【０１３４】
　それに対して（Ａ）～（Ｇ）の特徴を持つコンテンツを映像とその映像情報を管理する
管理データを一緒に図２に示すようにＶＩＤＥＯ＿ＨＤと言う名の別ディレクトリ（フォ
ルダ）内で管理し、情報再生装置の再生制御の利便性を向上させている。
【０１３５】
　本発明に対応したＨＤコンテンツではメニュー表示時に同時に出力する音声情報が記録
されているＨＤ＿ＭＥＮＵ０．ＨＤＡファイルが存在するが、そのファイルは従来のＤＶ
Ｄビデオコンテンツには存在しない。
【０１３６】
　また、本発明に対応した情報再生装置では図４８に示すようにグラフィックデコーダ部
１１３を持つが、従来のＤＶＤビデオコンテンツを再生する情報再生装置では持っていな
い。従って、従来のＤＶＤビデオコンテンツと本発明のＨＤコンテンツを混在再生する場
合に、情報再生装置側でコンテンツ毎に使用する回路と制御プログラムを切り替える必要
がある。図２に示すように、コンテンツ毎にディレクトリ（フォルダ）を分けることで情
報再生装置側でのコンテンツ識別が非常に容易となり、ファイルへのアクセス時に回路と
制御プログラムを切り替える処理によりＨＤとＳＤコンテンツの混在再生時に高速でスム
ーズに切り替え処理が行える。
【０１３７】
《各特徴間の関係（効果説明）》
　本発明では（Ａ）、（Ｂ）の特徴を組み合わせることで簡単なオーサリングによりユー
ザが使い易いコンテンツを提供し、（Ｃ）～（Ｆ）の特徴を組み合わせてユーザに対する
コンテンツ表現力を一層豊かにし、ユーザに対してＤＶＤビデオの魅力を更に高められる
。
【０１３８】
　具体的に（Ａ）～（Ｆ）の特徴を組み合わせた効果について２例を上げて説明する。
【０１３９】
〔Ｉ〕ユーザがメニューから最適な言語を選択後、別メニューを使って見たい場所を探す
場合の例
　本発明の情報再生装置にＨＤのＤＶＤビデオディスク（情報記憶媒体）を装着後、最初
に表示される画面（ＦＰ＿ＰＧＣ）でユーザの言語選択用画面が表示される（Ｂ）。この
時にユーザが選択する言語を示すハイライト情報に対して従来の矩形とは異なる独自の形
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状を画面に表示する（Ｅ）ことでユーザが言語選択し易くすることが出来る。例えば、各
国の言語を画面に表示する時にハイライト情報の表示範囲を対応する国の地図上の形を表
示し、選択すべき言語を読まずにハイライト情報の表示範囲の形状を識別するだけでユー
ザが希望の言語を指定可能となる。また、地球儀や世界地図で日本が赤く塗りつぶされて
いる場合が多い。従って、グラフィックユニットの表示色を２５６色持たせ（Ｅ）、（日
本語を赤く表示するなど）言語毎に対応した色で表示し、ユーザが色を識別しただけで対
応言語の識別を可能に出来る。
【０１４０】
　また、ユーザが言語選択後にタイトルのサムネール（頭出し位置を指定する先頭画面を
示した縮小画像）一覧表に移り、見たい映像場所を探す場合が多い。従来のＤＶＤビデオ
のメニューでもサムネールの下に頭出し位置を示すテキストが表示されている場合が多い
。この時にグラフィックユニットを用いてユーザが見たい場所の検索をより一層容易にす
ること（Ｅ）も可能となる。すなわち、映像タイトル内で大きく場面が変わる等の大きな
切れ目を表す場所にはハイライト情報の表示範囲を“星形”に表示すると共に、その中を
赤などの目立つ色で表現し、それよりも下の階層に属し、スキップ先を示す程度の場所を
“丸印”で表示すると共に、淡い黄色や薄い青で表現して大きな切れ目は無いようにグラ
フィカルに表示することが可能となる。
【０１４１】
　更に（Ｆ）に掲げた特徴を活用すると、『ユーザが言語選択後にタイトルのサムネール
一覧表に移り見たい映像場所を探す』と言う一連の操作の期間中に（言語選択用メニュー
画面からタイトルサムネール一覧画面への切り替わり時でも）途切れること無く連続して
音声情報を出力することが可能となり、ユーザが気持ちよくメニュー間の切り替えが行え
る。
【０１４２】
　図４８に示す情報再生装置において上記を可能にする具体的な処理方法について説明す
る。情報再生装置にＨＤのＤＶＤビデオディスク（情報記憶媒体１）を装着すると、ディ
スクドライブ部１０１が管理情報である図１の（ｅ）に示すＨＤビデオマネージャ情報領
域（ＨＤＶＭＧＩ）３１とＨＤビデオタイトルセット情報領域（ＨＤＶＴＳＩ）４１を読
み込み、メモリ部１２２に読み込む。例えば、次にＭＰＵ部１２１がメモリ部１２２に一
時記憶された内容を解析してプリロード再生対象のオーディオデータＡＯＢの有無を確認
する。ＭＰＵ部１２１がプリロード再生対象のオーディオデータＡＯＢが存在すると判定
すると、ディスクドライブ部１０１を制御して図１の（ｅ）に示すメニュー用オーディオ
オブジェクト情報（ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢＳ）３３を読み取り、メモリ部１２２に一時保
存する。次に、図４に示したファーストプレイＰＧＣＩ（ＦＰ＿ＰＧＣＩ）の情報に従っ
てユーザに対する言語選択用メニュー画面を表示すると同時に、メモリ部１２２に一時保
存されたオーディオデータＡＯＢの再生を開始する。次に、タイトルのサムネール一覧を
示す画面にユーザが切り替えた時点で図２７に示すＨＤＶＴＳＭ＿ＰＧＣ＿ＣＡＴ内の音
声情報番号が言語選択用メニュー表示時に再生したＡＯＢ番号と一致し、音声情報選択フ
ラグが“１０ｂ”（ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢＳが続けて再生される）を設定された場合には
、メニュー画面の切り替えに影響を受けずに引き続き連続してオーディオデータが出力さ
れる。
【０１４３】
〔ＩＩ〕映像タイトル再生途中でメニュー画面とボーナスコンテンツを表示した後映像タ
イトルに戻る場合の例
　仮想ＶＡＵ（ＩＶＡＵ）を定義することで静止画像を連続的に再生する複数種類のスラ
イドショーから構成されるマルチアングル、または静止画像のスライドショーと動画から
構成されるマルチアングルの再生をシームレスに行える（Ｃ）。また、セルコマンドを実
行するセル間の再生をシームレスに再生できる（Ｄ）。このシームレスな再生を管理する
管理情報である例えば図２４に示すＨＤＶＴＳ＿ＰＧＣ＿ＣＡＴ内のＲＳＭ許可フラグの
設定方法（“０ｂ：許可”の設定）により、上記に示したマルチアングルのシームレス再
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生途中、またはセルコマンドを実行するセル間でのシームレス再生途中でユーザがメニュ
ー画面を呼び出した後に例えば映画の予告編を表示したり、撮影現場を写すなどのボーナ
スコンテンツを表示後（但しボーナスコンテンツに対応したＨＤＶＴＳ＿ＰＧＣ＿ＣＡＴ
内のＲＳＭ許可フラグを“１ｂ：禁止”に設定した場合）に元に戻した時に、引き続きマ
ルチアングルのシームレス再生またはセルコマンドを実行するセル間でのシームレス再生
を継続させることが可能となる（Ａ）。特に、従来のＳＤのＤＶＤビデオ規格上では静止
画像のスライドショーと動画から構成されるマルチアングルに対するシームレスな再生が
保証されていないが、特徴（Ａ）と（Ｃ）の組み合わせあるいは（Ａ）と（Ｄ）の組み合
わせにより、マルチアングル映像再生途中で“メニュー画面”→“ボーナスコンテンツ再
生”と画面が飛んだ後に元の静止画像のスライドショーと動画から構成されるマルチアン
グル映像に戻り、引き続いてシームレス再生を継続させる等の多彩な表現形態が実現でき
る。
【０１４４】
　更にこれらの特徴を組み合わせて多彩な表現形態が示せる例として、
　（１）画家の名前が（副映像で）表示され、音声により解説付きで連続的に切り替わる
絵画の表示途中で
　（２）解説用の音声言語をメニュー画面で切り替え、更に
　（３）副映像で同時に表示された画家の名前表示を消すようにメニュー画面で切り替え
、
　（４）特定の絵画について詳細に説明したボーナス映像を再生した後
　（５）メニュー画面に移行する直前の絵画から再生を継続させる
などの処理を行った場合についてこれらの特徴の組み合わせ効果を説明する。従来のＳＤ
のＤＶＤビデオ規格では（５）の操作に戻った時には『メニュー画面に移行する直前の絵
画から再生を継続させる』ことは容易で無く、（５）の操作に戻った時にユーザは最初か
ら絵画をめくる必要があった。無理に直前の絵画からの再生継続を可能にプログラミング
した場合には複雑なオーサリング処理が必要となる。また、（２）と（３）を行った時に
音声データが途切れること無く連続に再生することは従来のＤＶＤビデオでは不可能であ
り、特徴（Ｆ）を達成して始めてそれが可能となる。特徴（Ａ）と（Ｃ）と（Ｄ）と（Ｆ
）を同時に達成可能なデータ構造を規格上で規定することで、図４８に示す情報再生装置
のメモリ部１２２のメモリ容量の設定とメモリ領域内の管理方法の設定を行い、特徴（Ａ
）と（Ｃ）と（Ｄ）と（Ｆ）の同時達成を可能とする。すなわち、特徴の（Ａ）に対応し
てメニュー画面への切り替わり時に、システムパラメーターの４（タイトル番号）から８
（ハイライトボタン番号）の値の設定をすると共に、対応するセル番号情報と該当セルの
最初に配置されたナビゲーションパックのアドレス情報、ＶＴＳの番号の情報を記録する
メモリ部１２２内の領域を確保し、また図２４のＲＳＭ許可フラグ情報に基づき前記情報
の管理を行う。また、（Ｃ）を並列実行するために仮想ビデオアクセスユニットＩＶＡＵ
に対応したインターリーブユニット（ＩＬＶＵ）分のデータが記録できる場所をメモリ部
１２２内に確保する。また、（Ｆ）を達成可能なように事前に一時記憶する（プリロード
）音声データの格納領域をメモリ部１２２内に割り当て、図８および図２７に示した音声
情報選択と音声情報番号に基づき前記割り当て領域内の管理を行う。本発明実施形態にお
ける情報再生装置ではこのようにメモリ部１２２内の管理を行って特徴（Ａ）と（Ｃ）と
（Ｄ）と（Ｆ）の同時達成を可能にしている。
【０１４５】
　また、特徴（２）と（３）の操作の段階で特徴（Ｅ）を用いてユーザにとって選択メニ
ューを見易く、かつ選択し易いように（従来のＤＶＤビデオ規格上では不可能だった）２
５６色の色表現とハイライト情報の表示輪郭を（矩形以外の）独自形状にし、特徴（Ｆ）
と組み合わせてユーザに一層の快適感を提供できる。
【０１４６】
　また、本発明実施形態ではＦＰ＿ＰＧＣでは副映像ストリームを持つことを禁止し、そ
の代わりグラフィックユニットを使用するように規定しているため、ユーザへの言語選択
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メニュー画面がグラフィックユニットで規定された２５６色表現とハイライト情報を示す
画面領域の輪郭形状を（矩形に限らず）多彩に設定できるため、ユーザへの言語選択メニ
ュ画面がより一層選択し易くなる。例えば
　○日本語を選ぶ場所では“日本語”と記述されると共に画面領域を“日本地図の形状”
にし
　　、その中を地球儀や世界地図でよく使われる“赤”で塗りつぶし、
　○英語（米語）を選ぶ場所では“Ｅｎｇｌｉｓｈ”と記述すると共に画面領域を星条旗
を
　　意識して“星形”に設定し、
　○さらに星条旗の星が入っている部分の色を利用して星の中を“青”で塗りつぶす
ように表現すると、ユーザは文字を読むまでも無く形や色で言語コードを選択できる。
【０１４７】
　上記グラフィックユニットを使用すると同時にＨＤに対応した副映像ストリーム（Ｇ）
を併用して活用する事でユーザに対するコンテンツプロバイダーの表現範囲を一層広げる
事が可能となる。
【０１４８】
　特に、図４に示すように（Ｂ）の特徴を発揮するユーザに対する言語選択用メニューに
対する管理情報が記録されているファーストプレイＰＧＣＩ（ＦＰ＿ＰＧＣＩ）の情報が
、そして（Ｆ）の特徴を発揮するＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢＳの先頭アドレス情報（ＨＤＭＥ
ＮＵ＿ＡＯＢＳ＿ＳＡ）とＨＤＶＭＧＭ＿ＡＯＢＳ情報テーブルの先頭アドレス情報（Ｈ
ＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢＳＩＴ＿ＳＡ）、（Ｅ）の特徴を発揮するＨＤＶＭＧＭのグラフィッ
クユニットストリーム数情報（ＨＤＶＭＧＭ＿ＧＵＳＴ＿Ｎｓ）とＨＤＶＭＧＭのグラフ
ィックユニットストリーム属性情報（ＨＤＶＭＧＭ＿ＧＵＳＴ＿ＡＴＲ）を共通のＨＤビ
デオマネージャ情報・管理テーブル（ＨＤＶＭＧＩ＿ＭＡＴ）３１０内に配置することで
管理が容易となる。本発明実施形態の情報再生装置において（Ａ）～（Ｇ）の特徴を同時
にあるいは連続してユーザに表現する場合の処理プログラムの簡素化が図れ、情報再生装
置の信頼性と安定性が向上させられるばかりで無く、プログラムの簡素化に起因した情報
再生装置の低価格化を達成できる。
【０１４９】
　同様に図３３、図３４に示すように本発明実施形態における（Ａ）の特徴を発揮するＲ
ＳＭ許可フラグフラグ情報、（Ｅ）の特徴を発揮するＰＧＣ・グラフィックユニットスト
リーム・制御テーブル情報（ＰＧＣ＿ＧＵＳＴ＿ＣＴＬＴ）と（Ｆ）の特徴を発揮する音
声情報選択と音声情報番号を共通のプログラムチェーン一般（ＰＧＣ＿ＧＩ）５０内に配
置することで管理が容易となり、本発明実施形態の情報再生装置において（Ａ）～（Ｇ）
の特徴を同時に、あるいは連続してユーザに表現する場合の処理プログラムの簡素化が図
れ、情報再生装置の信頼性と安定性が向上させられるばかりで無く、プログラムの簡素化
に起因した情報再生装置の低価格化を達成できる。
【０１５０】
　図１に本発明実施形態におけるディスク形状の情報記憶媒体１（図１の（ａ））に記録
される情報内容について説明する。図１の（ｂ）に示すように情報記憶媒体１は内周側か
らリードイン領域１０、データ領域１２，リードアウト領域１３から構成されている。
【０１５１】
　情報記憶媒体１ではファイルシステムにＩＳＯ９６６０とＵＤＦのブリッジ構造を採用
し、データ領域１２の一部にＩＳＯ９６６０とＵＤＦのボリューム／ファイル構造情報領
域１１を持っている。データ領域１２内には図１の（ｃ）に示すようにビデオデータ記録
領域２０と一般のコンピュータ情報記録領域２２の混在配置が許されている。ビデオデー
タ記録領域２０内は図１の（ｄ）に示すようにビデオデータ記録領域２０内に記録された
ＨＤのＤＶＤビデオコンテンツ全体に関する管理情報が記録されたＨＤビデオマネージャ
記録領域（ＨＤＶＭＧ：ＨＤ対応のビデオマネージャ）３０と、各タイトル毎にまとめら
れ、各タイトル毎の管理情報と映像情報（ビデオオブジェクト）がまとめて記録されたＨ
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Ｄビデオタイトルセット記録領域（ＨＤＶＴＳ：ＨＤ対応のビデオタイトルセット）４０
から構成されている。
【０１５２】
　ＨＤビデオマネージャ記録領域（ＨＤＶＭＧ：ＨＤ対応のビデオマネージャ）３０の中
は図１の（ｅ）に示すようにビデオデータ記録領域２０全体に関わる管理情報を示すＨＤ
ビデオマネージャ情報領域（ＨＤＶＭＧＩ：ＨＤ対応のビデオマネージャ情報）３１と、
そのバックアップ用としてＨＤビデオマネージャ情報領域（ＨＤＶＭＧＩ：ＨＤ対応のビ
デオマネージャ情報）３１と全く同じ情報が記録されたＨＤビデオマネージャ情報バック
アップ領域（ＨＤＶＭＧＩ＿ＢＵＰ）３４、ビデオデータ記録領域２０全体を示すトップ
メニュー画面が記録されたメニュー用ビデオオブジェクト領域（ＨＤＶＭＧＭ＿ＶＯＢＳ
）３２から構成されている。更に、本発明実施形態ではＨＤビデオマネージャ記録領域３
０内に新たにメニュー表示時に平行して出力する音声情報が記録されるメニュー用オーデ
ィオオブジェクト領域（ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢＳ）３３を新たに設けている。本発明実施
形態ではメニュー記述言語コードが設定できる画面をファーストプレイＰＧＣ用言語選択
メニューＶＯＢＳ（ＦＰ＿ＰＧＣＭ＿ＶＯＢＳ）３５の領域に記録する。
【０１５３】
　各タイトル毎の管理情報と映像情報（ビデオオブジェクト）がまとめて記録された１個
のＨＤビデオタイトルセット記録領域（ＨＤＶＴＳ：ＨＤ対応のビデオタイトルセット）
４０の内部はＨＤビデオタイトルセット記録領域（ＨＤＶＴＳ：ＨＤ対応のビデオタイト
ルセット）４０内の全コンテンツに対する管理情報が記録されているＨＤビデオタイトル
セット情報領域（ＨＤＶＴＳＩ）４１と、そのバックアップデータでＨＤビデオタイトル
セット情報領域（ＨＤＶＴＳＩ）４１と全く同じ情報が記録されたＨＤビデオタイトルセ
ット情報バックアップ領域（ＨＤＶＴＳＩ＿ＢＵＰ）４４、ビデオタイトルセット単位で
のメニュー画面の情報が記録されたメニュー用ビデオオブジェクト領域（ＨＤＶＴＳＭ＿
ＶＯＢＳ）４２と、このビデオタイトルセット内でのビデオオブジェクト（タイトルの映
像情報）データが記録されているタイトル用ビデオオブジェクト領域（ＨＤＶＴＳＴＴ＿
ＶＯＢＳ）４３から構成される。
【０１５４】
　各領域はＩＳＯ９６６０とＵＤＦのブリッジ構造を持ったファイルシステムではそれぞ
れ別々のファイルを構成することになる。従来のＳＤのＤＶＤビデオコンテンツは図２に
示すように“ＶＩＤＥＯ＿ＴＳ”と言う名のディレクトリ下にまとめて配置されているの
に対して、本発明実施形態で示すＨＤのＤＶＤビデオコンテンツはそれとディレクトリを
分け、“ＶＩＤＥＯ＿ＨＤ”と言うディレクトリの下にまとめて配置することになる。
【０１５５】
　すなわち、このメニュー用オーディオオブジェクト領域３３のファイル構造内での記録
場所として、図２に示すようにＶＩＤＥＯ＿ＨＤの共通なディレクトリ（フォルダ）内に
ＨＤ＿ＭＥＮＵ０．ＨＤＡファイルとして独自のファイル内に記録する。また、ファース
トプレイＰＧＣ用言語選択メニューＶＯＢＳ（ＦＰ＿ＰＧＣＭ＿ＶＯＢＳ）３５の領域内
の最初にメニュー記述言語コードを設定する画面データ（ビデオデータ）を単独ファイル
として独立させ、ファイル名をＨＤ＿ＦＰＰＧＣ．ＨＤＶとする。また、ＨＤビデオマネ
ージャ情報領域（ＨＤＶＭＧＩ：ＨＤ対応のビデオマネージャ情報）３１はＨＤ＿ＶＭＧ
００．ＨＤＩファイル内、ＨＤビデオマネージャ情報バックアップ領域（ＨＤＶＭＧＩ＿
ＢＵＰ）３４はＨＤ＿ＶＭＧ００．ＢＵＰファイル内、メニュー用ビデオオブジェクト領
域（ＨＤＶＭＧＭ＿ＶＯＢＳ）３２はＨＤ＿ＶＭＧ０１．ＨＤＶファイル内、ＨＤビデオ
タイトルセット情報領域（ＨＤＶＴＳＩ）４１はＶＴＳ００１００．ＩＦＯファイル内、
ＨＤビデオタイトルセット情報バックアップ領域（ＨＤＶＴＳＩ＿ＢＵＰ）４４はＶＴＳ
００１００．ＢＵＰファイル内、メニュー用ビデオオブジェクト領域（ＨＤＶＴＳＭ＿Ｖ
ＯＢＳ）４２はＶＴＳ００１００．ＨＤＶファイル内、タイトル用ビデオオブジェクト領
域（ＨＤＶＴＳＴＴ＿ＶＯＢＳ）４３はＶＴＳ００１０１．ＨＤＶファイルやＶＴＳ００
１０２．ＨＤＶファイル内とそれぞれ個別のファイル内に格納される。
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【０１５６】
　図１の（ｅ）に示すＨＤビデオマネージャ情報領域（ＨＤＶＭＧＩ）３１内の詳細なデ
ータ構造を図３に示す。
【０１５７】
　メニュー用オーディオオブジェクト領域（ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢＳ）３３のオブジェク
トに対する管理データを図３に示すようにＨＤビデオマネージャ情報領域（ＨＤＶＭＧＩ
）３１内のＨＤメニュー・オーディオオブジェクトセット情報テーブル（ＨＤＭＥＮＵ＿
ＡＯＢＳＩＴ）３１８内に記録する。ＨＤビデオマネージャ情報・管理テーブル（ＨＤＶ
ＭＧＩ＿ＭＡＴ）３１０からＨＤビデオマネージャメニュービデオオブジェクトユニット
アドレスマップ（ＨＤＶＭＧＭ＿ＶＯＢＵ＿ＡＤＭＡ）３１７までのデータ構造は従来の
ＳＤのＤＶＤビデオの管理情報と一致している。本発明実施形態では新規に追加するＨＤ
メニュー・オーディオオブジェクトセット情報テーブル（ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢＳＩＴ）
３１８を従来のＤＶＤビデオの管理情報と一致している部分と分けてその後ろに配置する
ことで、従来のＳＤのＤＶＤビデオの管理情報を使った従来の制御プログラムの兼用使用
を可能として本発明実施形態に対応した情報再生装置の制御プログラムの簡素化を図るこ
とができる。
【０１５８】
　また、ＨＤビデオマネージャ情報領域（ＨＤＶＭＧＩ）３１内には他にビデオデータ記
録領域２０内に記録されたＨＤのＤＶＤビデオコンテンツ全体に共通する管理情報を纏め
て記録したＨＤビデオマネージャ情報・管理テーブル（ＨＤＶＭＧＩ＿ＭＡＴ）情報３１
０、ＨＤのＤＶＤビデオコンテンツ内に存在する各タイトルの検索（頭出し位置検出）に
役立つ情報が記録されたタイトルサーチポインタテーブル（ＴＴ＿ＳＲＰＴ）情報３１１
、メニューを表示するメニュー記述言語コード毎に分けられて配置されたメニュー画面の
管理情報が記録されているＨＤビデオマネージャメニュー・ＰＧＣＩ・ユニットテーブル
（ＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣＩ＿ＵＴ）情報３１２、子供に見せられる映像と見せられない映
像をパレンタル情報として管理する情報が記録されたパレンタル管理情報テーブル（ＰＴ
Ｌ＿ＭＡＩＴ）情報３１３、タイトルセットの属性に関してまとめて記録されているＨＤ
ビデオタイトルセット属性情報テーブル（ＨＤＶＴＳ＿ＡＴＲＴ）情報３１４、ユーザに
表示するテキスト情報がまとまって記録されたテキストデータマネージャ（ＴＸＴＤＴ＿
ＭＧ）情報３１５、メニュー画面を構成するセルの開始アドレスの検索に役立つ情報が記
録されたＨＤビデオマネージャメニューセルアドレステーブル（ＨＤＶＭＧＭ＿Ｃ＿ＡＤ
Ｔ）情報３１６、メニュー画面を構成するビデオオブジェクトの最小単位を示すＶＯＢＵ
のアドレス情報が記録されたＨＤビデオマネージャメニュービデオオブジェクトユニット
アドレスマップ（ＨＤＶＭＧＭ＿ＶＯＢＵ＿ＡＤＭＡＰ）情報３１７が存在する。
【０１５９】
　図３のＨＤビデオマネージャ情報・管理テーブル（ＨＤＶＭＧＩ＿ＭＡＴ）３１０内の
詳細なデータ構造を図４に示す。
【０１６０】
　図４に示すように（Ｂ）の特徴を発揮するユーザに対する言語選択用メニューに対する
管理情報が記録されているファーストプレイＰＧＣＩ（ＦＰ＿ＰＧＣＩ）の情報が、そし
て（Ｆ）の特徴を発揮するＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢＳの先頭アドレス情報（ＨＤＭＥＮＵ＿
ＡＯＢＳ＿ＳＡ）とＨＤＶＭＧＭ＿ＡＯＢＳ情報テーブルの先頭アドレス情報（ＨＤＭＥ
ＮＵ＿ＡＯＢＳＩＴ＿ＳＡ）、（Ｅ）の特徴を発揮するＨＤＶＭＧＭのグラフィックユニ
ットストリーム数情報（ＨＤＶＭＧＭ＿ＧＵＳＴ＿Ｎｓ）とＨＤＶＭＧＭのグラフィック
ユニットストリーム属性情報（ＨＤＶＭＧＭ＿ＧＵＳＴ＿ＡＴＲ）を共通のＨＤビデオマ
ネージャ情報・管理テーブル（ＨＤＶＭＧＩ＿ＭＡＴ）３１０内に配置する。
【０１６１】
　また、ＨＤビデオマネージャ情報・管理テーブル（ＨＤＶＭＧＩ＿ＭＡＴ）３１０内に
はその他にＨＤビデオマネージャ識別子（ＨＤＶＭＧ＿ＩＤ）、ＨＤビデオマネージャの
終了アドレス（ＨＤＶＭＧ＿ＥＡ）、ＨＤビデオマネージャ情報の終了アドレス（ＨＤＶ
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ＭＧＩ＿ＥＡ）、ＨＤ－ＤＶＤビデオ規格のバージョン番号（ＶＥＲＮ）、ＨＤビデオマ
ネージャカテゴリ（ＨＤＶＭＧ＿ＣＡＴ）、ボリュームセット識別子（ＶＬＭＳ＿ＩＤ）
、アダプテーション識別子（ＡＤＰ＿ＩＤ）、ＨＤビデオタイトルセットの数（ＨＤＶＴ
Ｓ＿Ｎｓ）、プロバイダ独自の識別子（ＰＶＲ＿ＩＤ）、ＰＯＳコード（ＰＯＳ＿ＣＤ）
、ＨＤビデオマネージャ情報・管理テーブルの終了アドレス（ＨＤＶＭＧＩ＿ＭＡＴ＿Ｅ
Ａ）、ファーストプレイプログラムチェーン情報の先頭アドレス（ＦＰ＿ＰＧＣＩ＿ＳＡ
）、ＨＤＶＭＧＭ＿ＶＯＢＳの先頭アドレス（ＨＤＶＭＧＭ＿ＶＯＢＳ＿ＳＡ）、ＴＴ＿
ＳＲＰＴの先頭アドレス（ＴＴ＿ＳＲＰＴ＿ＳＡ）、ＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣＩ＿ＵＴの先
頭アドレス（ＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣＩ＿ＵＴ＿ＳＡ）、ＰＴＬ＿ＭＡＩＴの先頭アドレス
（ＰＴＬ＿ＭＡＩＴ＿ＳＡ）、ＨＤＶＴＳ＿ＡＴＲＴの先頭アドレス（ＨＤＶＴＳ＿ＡＴ
ＲＴ＿ＳＡ）、ＴＸＴＤＴ＿ＭＧの先頭アドレス（ＴＸＴＤＴ＿ＭＧ＿ＳＡ）、ＨＤＶＭ
ＧＭ＿Ｃ＿ＡＤＴの先頭アドレス（ＨＤＶＭＧＭ＿Ｃ＿ＡＤＴ＿ＳＡ）、ＨＤＶＭＧＭ＿
ＶＯＢＵ＿ＡＤＭＡＰの先頭アドレス（ＨＤＶＭＧＭ＿ＶＯＢＵ＿ＡＤＭＡＰ＿ＳＡ）、
ＨＤＶＭＧＭのビデオ属性（ＨＤＶＭＧＭ＿Ｖ＿ＡＴＲ）、ＨＤＶＭＧＭのオーディオス
トリーム数（ＨＤＶＭＧＭ＿ＡＳＴ＿Ｎｓ）、ＨＤＶＭＧＭのオーディオストリーム属性
（ＨＤＶＭＧＭ＿ＡＳＴ＿ＡＴＲ）、ＨＤＶＭＧＭのサブピクチャストリーム数（ＨＤＶ
ＭＧＭ＿ＳＰＳＴ＿Ｎｓ）、ＨＤＶＭＧＭのサブピクチャストリーム属性（ＨＤＶＭＧＭ
＿ＳＰＳＴ＿ＡＴＲ）の各種情報が記録されている。
【０１６２】
　図３に示したタイトルサーチポインタテーブル（ＴＴ＿ＳＲＰＴ）３１１内のデータ構
造を図５に示す。タイトルサーチポインタテーブル（ＴＴ＿ＳＲＰＴ）３１１はタイトル
サーチポインタテーブル情報（ＴＴ＿ＳＲＰＴＩ）３１１ａとタイトルサーチポインタ（
ＴＴ＿ＳＲＰ）情報３１１ｂから構成されている。タイトルサーチポインタテーブル（Ｔ
Ｔ＿ＳＲＰＴ）３１１内のタイトルサーチポインタ（ＴＴ＿ＳＲＰ）情報３１１ｂはＨＤ
のＤＶＤビデオコンテンツ内に含まれるタイトル数に応じて複数個を任意数だけ設定でき
る。タイトルサーチポインタテーブル情報（ＴＴ＿ＳＲＰＴＩ）３１１ａはタイトルサー
チポインタテーブル（ＴＴ＿ＳＲＰＴ）３１１の共通管理情報が記録され、このタイトル
サーチポインタテーブル（ＴＴ＿ＳＲＰＴ）３１１内に含まれるタイトルサーチポインタ
の数（ＴＴ＿ＳＲＰ＿Ｎｓ）情報と、ＨＤビデオマネージャ情報領域（ＨＤＶＭＧＩ）の
ファイル（図２のＨＤ＿ＶＭＧ００．ＨＤＩ）内でのこのタイトルサーチポインタテーブ
ル（ＴＴ＿ＳＲＰＴ）３１１の終了アドレス（ＴＴ＿ＳＲＰＴ＿ＥＡ）情報が記録される
。
【０１６３】
　また１個のタイトルサーチポインタ（ＴＴ＿ＳＲＰ）情報３１１ｂ内にはこのサーチポ
インタが示すタイトルに関するタイトルプレイバックタイプ（ＴＴ＿ＰＢ＿ＴＹ）、アン
グル数（ＡＧＬ＿Ｎｓ）、Ｐａｒｔ＿ｏｆ＿Ｔｉｔｌｅ（ＰＴＴ）の数（ＰＴＴ＿Ｎｓ）
、タイトル用Ｐａｒｅｎｔａｌ＿ＩＤ＿Ｆｉｅｌｄ（ＴＴ＿ＰＴＬ＿ＩＤ＿ＦＬＤ）情報
、ＨＤＶＴＳ番号（ＨＤＶＴＳＮ）、ＨＤＶＴＳタイトル番号（ＨＤＶＴＳ＿ＴＴＮ）、
本ＨＤＶＴＳの先頭アドレス（ＨＤＶＴＳ＿ＳＡ）の各種情報が記録される。
【０１６４】
　次に、図３に示したＨＤビデオマネージャメニュー・ＰＧＣＩ・ユニットテーブル（Ｈ
ＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣＩ＿ＵＴ）３１２内のデータ構造を図６に示す。ＨＤビデオマネージ
ャメニュー・ＰＧＣＩ・ユニットテーブル（ＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣＩ＿ＵＴ）３１２内は
ＨＤビデオマネージャメニュー・ＰＧＣＩ・ユニットテーブル（ＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣＩ
＿ＵＴ）３１２内の共通管理情報が記録されているＨＤビデオマネージャメニュー・プロ
グラムチェーン情報ユニットテーブル情報（ＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣＩ＿ＵＴＩ）３１２ａ
とメニューを表示するメニュー記述言語コード毎にまとめられ、メニュー情報に関する管
理情報が記録されたＨＤビデオマネージャメニュー・言語ユニット（ＨＤＶＭＧＭ＿ＬＵ
）３１２ｃが記録されている。ＨＤのＤＶＤビデオコンテンツでサポートするメニュー記
述言語コードの数だけＨＤビデオマネージャメニュー・言語ユニット（ＨＤＶＭＧＭ＿Ｌ
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Ｕ）３１２ｃの情報を持つ。また、ＨＤビデオマネージャメニュー・ＰＧＣＩ・ユニット
テーブル（ＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣＩ＿ＵＴ）３１２内では各メニュー記述言語コード毎の
ＨＤビデオマネージャメニュー・言語ユニット（ＨＤＶＭＧＭ＿ＬＵ）３１２ｃへのアク
セスを容易にするため、各ＨＤビデオマネージャメニュー・言語ユニット（ＨＤＶＭＧＭ
＿ＬＵ）３１２ｃの先頭アドレス情報を持つＨＤビデオマネージャメニュー・言語ユニッ
トサーチポインタ（ＨＤＶＭＧＭ＿ＬＵ＿ＳＲＰ）の情報３１２ｂを各ＨＤビデオマネー
ジャ言語ユニット（ＨＤＶＭＧＭ＿ＬＵ）３１２ｃの数だけ持っている。
【０１６５】
　ＨＤビデオマネージャメニュー・ＰＧＣＩ・ユニットテーブル（ＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣ
Ｉ＿ＵＴ）３１２内にはＨＤビデオマネージャメニュー・言語ユニットの数（ＨＤＶＭＧ
Ｍ＿ＬＵ＿Ｎｓ）情報とＨＤビデオマネージャ情報領域（ＨＤＶＭＧＩ）のファイル（図
２のＨＤ＿ＶＭＧ００．ＨＤＩ）内でのこのＨＤビデオマネージャメニュー・ＰＧＣＩ・
ユニットテーブル（ＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣＩ＿ＵＴ）３１２の終了アドレス（ＨＤＶＭＧ
Ｍ＿ＰＧＣＩ＿ＵＴ＿ＥＡ）情報を持つ。
【０１６６】
　また、ＨＤビデオマネージャメニュー・言語ユニットサーチポインタ（ＨＤＶＭＧＭ＿
ＬＵ＿ＳＲＰ）の情報３１２ｂ内には、上述したようにＨＤビデオマネージャ情報領域（
ＨＤＶＭＧＩ）のファイル（図２のＨＤ＿ＶＭＧ００．ＨＤＩ）内でのＨＤビデオマネー
ジャメニュー・ＰＧＣＩ・ユニットテーブル（ＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣＩ＿ＵＴ）３１２の
開始位置から対応するＨＤビデオマネージャメニュー・言語ユニット（ＨＤＶＭＧＭ＿Ｌ
Ｕ）３１２ｃの先頭位置までの差分アドレス情報（ＨＤＶＭＧＭ＿ＵＴ＿ＳＡ）を持つだ
けでなく、対応するＨＤビデオマネージャメニュー・言語ユニット（ＨＤＶＭＧＭ＿ＬＵ
）３１２ｃのメニュー記述言語コードを示すＨＤビデオマネージャメニュー言語コード（
ＨＤＶＭＧＭ＿ＬＣＤ）の情報と、対応するＨＤビデオマネージャメニュー・言語ユニッ
ト（ＨＤＶＭＧＭ＿ＬＵ）３１２ｃがユーザに表示するメニュー画面をＶＯＢとして持つ
か否かを示すＨＤビデオマネージャメニューの有無（ＨＤＶＭＧＭ＿ＥＸＳＴ）情報も有
している。
【０１６７】
　図３に示したＨＤビデオマネージャメニューＰＧＣＩ（ＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣＩ＿ＵＴ
）３１２内に記録されるＨＤビデオマネージャメニュー・言語ユニット＃ｎ（ＨＤＶＭＧ
Ｍ＿ＬＵ　＃ｎ）３１２ｃ（図６）内の詳細なデータ構造を図７に示す。
【０１６８】
　ＨＤビデオマネージャメニュー・言語ユニット（ＨＤＶＭＧＭ＿ＬＵ）３１２ｃ内は、
ＨＤビデオマネージャメニュー・言語ユニット（ＨＤＶＭＧＭ＿ＬＵ）３１２ｃ内のメニ
ューに関する共通の管理情報が記録されたＨＤビデオマネージャメー言語ユニット情報（
ＨＤＶＭＧＭ＿ＬＵＩ）３１２ｃ１と、図７に示した構造を有するＨＤビデオマネージャ
メニュー・プログラムチェーン情報（ＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣＩ）３１２ｃ３と、ＨＤビデ
オマネージャ情報領域（ＨＤＶＭＧＩ）のファイル（図２のＨＤ＿ＶＭＧ００．ＨＤＩ）
内でのＨＤビデオマネージャメニュー・言語ユニット（ＨＤＶＭＧＭ＿ＬＵ）３１２ｃ先
頭位置から各ＨＤビデオマネージャメニュー・プログラムチェーン情報（ＨＤＶＭＧＭ＿
ＰＧＣＩ）３１２ｃ３の先頭位置までの差分アドレスを示すＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣＩサー
チポインタ（ＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣＩ＿ＳＲＰ　＃１）の情報３１２ｃ２の各情報を持つ
。
【０１６９】
　ＨＤビデオマネージャメニュー・言語ユニット＃ｎ（ＨＤＶＭＧＭ＿ＬＵ　＃ｎ）３１
２ｃ内の最初の領域（グループ）に配置されるＨＤビデオマネージャメー言語ユニット情
報（ＨＤＶＭＧＭ＿ＬＵＩ）３１２ｃ１内はＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣＩ＿ＳＲＰの数（ＨＤ
ＶＭＧＭ＿ＰＧＣＩ＿ＳＲＰ＿Ｎｓ）に関する情報とＨＤＶＭＧＭ＿ＬＵの終了アドレス
（ＨＤＶＭＧＭ＿ＬＵ＿ＥＡ）情報を有し、ＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣＩサーチポインタ（Ｈ
ＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣＩ＿ＳＲＰ　＃１）の情報３１２ｃ２はＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣＩの先
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頭アドレス（ＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣＩ＿ＳＡ）情報とＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣカテゴリ（Ｈ
ＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣ＿ＣＡＴ）情報を持つ。
【０１７０】
　ＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣＩサーチポインタ＃ｎ（ＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣＩ＿ＳＲＰ　＃ｎ
）３１２ｃ２内のＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣカテゴリ情報（ＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣ＿ＣＡＴ）
内に本発明におけるＨＤコンテンツのメニューを画面表示した時に同時に再生する音声情
報の選択情報と、音声情報再生の開始・終了トリガー情報を示す音声情報選択フラグ（音
声情報選択）が記録される。本発明におけるＨＤコンテンツのメニューを画面表示した時
に同時に再生する音声データとして、
　（１）図１の（ｅ）に示したメニュー用ビデオオブジェクト領域（ＨＤＶＭＧＭ＿ＶＯ
ＢＳ）３２内に記録されたオーディオデータ（図示してないがオーディオパック内に分散
記録されている）、
　（２）図１の（ｅ）に示したメニュー用オーディオオブジェクト領域（ＨＤＭＥＭＵ＿
ＡＯＢＳ）３３内に存在し、図１９に示すように１個以上のメニュー用ＡＯＢ（ＨＤＭＥ
ＮＵ＿ＡＯＢ）が順番に並んで配置されたオーディオデータ、
　のいずれかを選択できる。
【０１７１】
　ここで音声情報選択フラグ（音声情報選択）の“００ｂ”を選択した時には、（１）の
オーディオデータが再生され、メニューの切り替わり時に音声再生が途切れる。また、音
声情報選択フラグ（音声情報選択）の“１０ｂ”または“１１ｂ”を選択した時には、（
２）に示したメニュー用オーディオオブジェクト領域（ＨＤＭＥＭＵ＿ＡＯＢＳ）３３内
に存在するメニュー用ＡＯＢ（ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢ）のオーディオデータが再生される
。（２）に示したオーディオデータを再生する場合には“１１ｂ”を指定した場合にはメ
ニュー画面の変更毎にオーディオデータが最初から再生を開始し、“１０ｂ”を指定した
場合にはメニュー画面の切り替えに関わらず連続してオーディオデータの再生が続けられ
る。本発明実施形態では図１９に示すようにメニュー用オーディオオブジェクト領域（Ｈ
ＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢＳ）３３内に複数種類のメニュー用ＡＯＢ（ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢ）
を格納しておける。図８に示した音声情報番号は該当するメニュー表示用ＰＧＣを表示す
る時に同時に再生するメニュー用ＡＯＢ（ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢ）の選択情報を示してい
る。メニュー用ＡＯＢの選択情報として図１９に配置されているメニュー用ＡＯＢの中で
“上から何番目のＡＯＢを選択するか”の番号情報で選択する。
【０１７２】
　図８に示すように、ＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣカテゴリ（ＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣ＿ＣＡＴ）
情報内には、エントリＰＧＣか否かを判別するエントリタイプ情報、メニューの識別を表
す（例えばタイトルのメニューか等）メニューＩＤ情報、ブロックモード情報、ブロック
タイプ情報、ＰＴＬ＿ＩＤ＿ＦＬＤ情報が記録されている。
【０１７３】
　図３に示したパレンタルマネジメント（管理）情報テーブル（ＰＴＬ＿ＭＡＩＴ）３１
３内のデータ構造を図９に示す。パレンタル管理情報テーブル情報（ＰＴＬ＿ＭＡＩＴＩ
）３１３ａ内には国の数（ＣＴＹ＿Ｎｓ）、ＨＤＶＴＳの数（ＨＤＶＴＳ＿Ｎｓ）、ＰＴ
Ｌ＿ＭＡＩＴの終了アドレス（ＰＴＬ＿ＭＡＩＴ＿ＥＡ）のそれぞれの情報が記録され、
パレンタル管理情報サーチポインタ（ＰＴＬ＿ＭＡＩ＿ＳＲＰ）３１３ｂは国コード（Ｃ
ＴＹ＿ＣＤ）とＰＴＬ＿ＭＡＩの先頭アドレス（ＰＴＬ＿ＭＡＩ＿ＳＡ）の情報を持つ。
【０１７４】
　また、図９に示したパレンタル管理情報（ＰＴＬ＿ＭＡＩ）３１３ｃ内のデータ構造は
図１０に示すようにパレンタルレベル情報（ＰＴＬ＿ＬＶＬＩ）３１３ｃ１を有し、パレ
ンタルレベル情報（ＰＴＬ＿ＬＶＬＩ）３１３ｃ１内にはＨＤＶＭＧ用Ｐａｒｅｎｔａｌ
＿ＩＤ＿Ｆｉｅｌｄ（ＰＴＬ＿ＩＤ＿ＦＬＤ＿ＨＤＶＭＧ）３１３ｃ１１とＨＤＶＴＳ用
Ｐａｒｅｎｔａｌ＿ＩＤ＿Ｆｉｅｌｄ（ＰＴＬ＿ＩＤ＿ＦＬＤ＿ＨＤＶＴＳ）３１３ｃ１
２の情報を有し、更にＨＤＶＴＳ用Ｐａｒｅｎｔａｌ＿ＩＤ＿Ｆｉｅｌｄ（ＰＴＬ＿ＩＤ
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＿ＦＬＤ＿ＨＤＶＴＳ）３１３ｃ１２の情報内にはＰＧＣ選択用Ｐａｒｅｎｔａｌ＿ＩＤ
＿Ｆｉｅｌｄ（ＰＴＬ＿ＩＤ＿ＦＬＤ）が存在する。
【０１７５】
　図３に示したＨＤビデオタイトルセット属性情報テーブル（ＨＤＶＴＳ＿ＡＴＲＴ）３
１４の中は図１１に示すように、
　・ＨＤＶＴＳの数（ＨＤＶＴＳ＿Ｎｓ）とＨＤＶＴＳ＿ＡＴＲＴの終了アドレス（ＨＤ
ＶＴＳ＿ＡＴＲＴ＿ＥＡ）の情報を持つＨＤビデオタイトルセット属性テーブル情報（Ｈ
ＤＶＴＳ＿ＡＴＲＴＩ）３１４ａ、
　・ＨＤＶＴＳ＿ＡＴＲの先頭アドレス（ＨＤＶＴＳ＿ＡＴＲ＿ＳＡ）の情報が記録され
たＨＤＶＴＳ用ビデオタイトルセット属性サーチポインタ（ＨＤＶＴＳ＿ＡＴＲ＿ＳＲＰ
）３１４ｂ、
　・ＨＤＶＴＳ＿ＡＴＲの終了アドレス（ＨＤＶＴＳ＿ＡＴＲＴ＿ＥＡ）とＨＤビデオタ
イトルセットのカテゴリ（ＨＤＶＴＳ＿ＣＡＴ）とＨＤビデオタイトルセットの属性情報
（ＨＤＶＴＳ＿ＡＴＲＩ）の各情報を有するＨＤＶＴＳ用ビデオタイトルセット属性（Ｈ
ＤＶＴＳ＿ＡＴＲ）３１４ｃと、
から構成される。
【０１７６】
　図３に示したテキストデータマネージャ（ＴＸＴＤＴ＿ＭＧ）３１５の中は図１２に示
すように、
　・テキストデータ識別子（ＴＸＴＤＴ＿ＩＤ）とＴＸＴＤＴ＿ＬＵの数（ＴＸＴＤＴ＿
ＬＵ＿Ｎｓ）とテキストデータマネージャの終了アドレス（ＴＸＴＤＴ＿ＭＧ＿ＥＡ）の
各情報を有するテキストデータマネージャ情報（ＴＸＴＤＴ＿ＭＧＩ）３１５ａ、
　・テキストデータ言語コード（ＴＸＴＤＴ＿ＬＣＤ）とキャラクタセット（ＣＨＲＳ）
とＴＸＴＤＴ＿ＬＵの先頭アドレス（ＴＸＴＤＴ＿ＬＵ＿ＳＡ）の各種情報が記録された
テキストデータ言語ユニットサーチポインタ（ＴＸＴＤＴ＿ＬＵ＿ＳＲＰ）３１５ｂ、
　・テキストデータ言語ユニット（ＴＸＴＤＴ＿ＬＵ）３１５ｃと、
から構成される。
【０１７７】
　更に、テキストデータ言語ユニット（ＴＸＴＤＴ＿ＬＵ）３１５ｃの内部は図１３に示
すように、
　・ＴＸＴＤＴ＿ＬＵの終了アドレス（ＴＸＴＤＴ＿ＬＵ＿ＥＡ）情報が記録されたテキ
ストデータ言語ユニット情報（ＴＸＴＤＴ＿ＬＵＩ）３１５ｃ１、
　・ボリューム用ＩＴ＿ＴＸＴ＿ＳＲＰの先頭アドレス（ＩＴ＿ＴＸＴ＿ＳＲＰ＿ＳＡ＿
ＶＬＭ）情報が記録されたボリューム用アイテムテキストサーチポインタサーチポインタ
（ＩＴ＿ＴＸＴ＿ＳＲＰ＿ＳＲＰ＿ＶＬＭ）３１５ｃ２、
　・タイトル用ＩＴ＿ＴＸＴ＿ＳＲＰの先頭アドレス（ＩＴ＿ＴＸＴ＿ＳＲＰ＿ＳＡ＿Ｔ
Ｔ）の情報を保有したタイトル用アイテムテキストサーチポインタサーチポインタ（ＩＴ
＿ＴＸＴ＿ＳＲＰ＿ＳＲＰ＿ＴＴ）３１５ｃ３、
　・テキストデータ（ＴＸＴＤＴ）３１５ｃ４、
の各種情報を持つ。また、テキストデータ（ＴＸＴＤＴ）３１５ｃ４の内部は図１４に示
すように、
　・ＩＴ＿ＴＸＴ＿ＳＲＰの数（ＩＴ＿ＴＸＴ＿ＳＲＰ＿Ｎｓ）の情報を有するテキスト
データ情報（ＴＸＴＤＴＩ）３１５ｃ４１、
　・アイテムテキスト識別子コード（ＩＴ＿ＴＸＴ＿ＩＤＣＤ）とＩＴ＿ＴＸＴの先頭ア
ドレス（ＩＴ＿ＴＸＴ＿ＳＡ）の情報が記録されたアイテムテキストサーチポインタ（Ｉ
Ｔ＿ＴＸＴ＿ＳＲＰ）３１５ｃ４２、
　・アイテムテキスト（ＩＴ＿ＴＸＴ）３１５ｃ４３
の各種情報が記録されている。
【０１７８】
　図３に示したＨＤビデオマネージャメニューセルアドレステーブル（ＨＤＶＭＧＭ＿Ｃ
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＿ＡＤＴ）３１６の中は図１５に示すように、
　・ＨＤＶＭＧＭ＿ＶＯＢＳ内のＶＯＢの数（ＨＤＶＭＧＭ＿ＶＯＢ＿Ｎｓ）とＨＤＶＭ
ＧＭ＿Ｃ＿ＡＤＴの終了アドレス（ＨＤＶＭＧＭ＿Ｃ＿ＡＤＴ＿ＥＡ）の各情報を持つＨ
Ｄビデオマネージャメニューセルアドレステーブル情報（ＨＤＶＭＧＭ＿Ｃ＿ＡＤＴＩ）
３１６ａ、
　・ＨＤＶＭＧＭ＿ＣＰのＶＯＢ＿ＩＤ番号（ＨＤＶＭＧＭ＿ＶＯＢ＿ＩＤＮ）、ＨＤＶ
ＭＧＭ＿ＣＰのＣｅｌｌ＿ＩＤ番号（ＨＤＶＭＧＭ＿Ｃ＿ＩＤＮ）、ＨＤＶＭＧＭ＿ＣＰ
の先頭アドレス（ＨＤＶＭＧＭ＿ＣＰ＿ＳＡ）、ＨＤＶＭＧＭ＿ＣＰの終了アドレス（Ｈ
ＤＶＭＧＭ＿ＣＰ＿ＥＡ）の各情報が記録されたＨＤビデオマネージャメニューセルピー
ス情報（ＨＤＶＭＧＭ＿ＣＰＩ）３１６ｂ、
の各種情報が記録されている。
【０１７９】
　図３に示したＨＤビデオマネージャメニュービデオオブジェクトユニットアドレスマッ
プ（ＨＤＶＭＧＭ＿ＶＯＢＵ＿ＡＤＭＡＰ）３１７の中は図１６に示すように、
　・ＨＤＶＭＧＭ＿ＶＯＢＵ＿ＡＤＭＡＰの終了アドレス（ＨＤＶＭＧＭ＿ＶＯＢＵ＿Ａ
ＤＭＡＰ＿ＥＡ）の情報を有するＨＤビデオマネージャメニュービデオオブジェクトユニ
ットアドレスマップ情報（ＨＤＶＭＧＭ＿ＶＯＢＵ＿ＡＤＭＡＰＩ）３１７ａ、
　・ＨＤＶＭＧＭ＿ＶＯＢＵの先頭アドレス（ＨＤＶＭＧＭ＿ＶＯＢＵ＿ＳＡ）
の各種情報が記録されている。
【０１８０】
　図１７はメニュー用ＡＯＢ（ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢ）自体に対する管理情報内容を示し
、図１の（ｅ）に示したＨＤビデオマネージャ情報領域（ＨＤＶＭＧＩ）３１内に存在す
る図３に示したＨＤメニュー・オーディオオブジェクトセット情報テーブル（ＨＤＭＥＮ
Ｕ＿ＡＯＢＳＩＴ）３１８の内部データ構造を示している。ＨＤメニュー・オーディオオ
ブジェクトセット情報テーブル（ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢＳＩＴ）３１８の最初に配置され
ているＨＤメニュー・オーディオオブジェクトセット情報テーブル情報（ＨＤＭＥＮＵ＿
ＡＯＢＳＩＴＩ）３１８ａ内にはＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢＳ内のＡＯＢ数情報であるＨＤＭ
ＥＮＵ＿ＡＯＢ＿Ｎｓと、ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢＳＩＴの終了アドレス情報（ＨＤＭＥＮ
Ｕ＿ＡＯＢＳＩＴ＿ＥＡ）が存在する。本発明実施形態では情報記憶媒体内にメニュー用
のオーディオオブジェクト（オーディオデータ）を複数種類記録が可能になっている。
【０１８１】
　図１７のＨＤメニュー・オーディオオブジェクト情報（ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢＩ）３１
８ｂは上記個々のメニュー用のオーディオオブジェクト（オーディオデータ）に対する管
理情報を示し、それぞれＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢの再生情報（ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢ＿ＰＢ
Ｉ）、ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢの属性情報（ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢ＿ＡＴＲ）、ＨＤＭＥＮ
Ｕ＿ＡＯＢ　＃ｎ（該当するＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢ）の先頭アドレス情報（ＨＤＭＥＮＵ
＿ＡＯＢ＿ＳＡ）、ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢ　＃ｎ（該当するＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢ）の終
了アドレス情報（ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢ＿ＥＡ）から構成される。
【０１８２】
　図２のＨＤ＿ＶＭＧ０１．ＨＤＶファイル内にまとめて格納された図１の（ｅ）に示す
メニュー用ビデオオブジェクト領域（ＨＤＶＭＧＭ＿ＶＯＢＳ）３２内のデータ構造は図
１８に示すように同一のメニュー画面がそれぞれ異なるメニュー記述言語コードで記録さ
れたメニュー画面（ビデオオブジェクト）が並んで配置されている。
【０１８３】
　本発明実施形態では情報記憶媒体内にメニュー用のオーディオオブジェクト（オーディ
オデータ）を複数種類記録が可能になっている。メニュー用のオーディオオブジェクト（
ＡＯＢ）の記録場所は上述したように図１に示すようにＨＤビデオマネージャ記録領域（
ＨＤＶＭＧＩ）３０内のメニュー用オーディオオブジェクト領域（ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢ
Ｓ）３３内であり、このメニュー用オーディオオブジェクト領域（ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢ
Ｓ）３３は図２に示すようにＨＤ＿ＭＥＮＵ０．ＨＤＡと言うファイル名の１ファイルを
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構成している。それぞれのメニュー用のオーディオオブジェクト（ＡＯＢ）はＨＤ＿ＭＥ
ＮＵ０．ＨＤＡと言うファイル名の１ファイルを構成しているメニュー用オーディオオブ
ジェクト領域（ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢＳ）３３内に図１９に示すように順番に配置記録さ
れている。
【０１８４】
　図２に示したＶＴＳ００１００．ＩＦＯファイル内にまとめて記録され、図１の（ｆ）
に示したＨＤビデオタイトルセット情報領域（ＨＤＶＴＳＩ）４１の内部は図２０に示す
ようにＨＤビデオタイトルセット情報管理テーブル（ＨＤＶＴＳＩ＿ＭＡＴ）４１０、Ｈ
ＤビデオタイトルセットＰＴＴサーチポインタテーブル（ＨＤＶＴＳ＿ＰＴＴ＿ＳＲＰＴ
）４１１、ＨＤビデオタイトルセット・プログラムチェーン情報テーブル（ＨＤＶＴＳ＿
ＰＧＣＩＴ）４１２、ＨＤビデオタイトルセットメニュー・ＰＧＣＩ・ユニットテーブル
（ＨＤＶＴＳＭ＿ＰＧＣＩ＿ＵＴ）４１３、ＨＤビデオタイトルセット・タイムマップテ
ーブル（ＨＤＶＴＳ＿ＴＭＡＰＴ）４１４、ＨＤビデオタイトルセットメニュー・セル・
アドレステーブル（ＨＤＶＴＳＭ＿Ｃ＿ＡＤＴ）４１５、ＨＤビデオタイトルセットメニ
ュー・ビデオオブジェクトユニット・アドレスマップ（ＨＤＶＴＳＭ＿ＶＯＢＵ＿ＡＤＭ
ＡＰ）４１６、ＨＤビデオタイトルセット・セル・アドレステーブル（ＨＤＶＴＳ＿Ｃ＿
ＡＤＴ）４１７、ＨＤビデオタイトルセット・ビデオオブジェクトユニット・アドレスマ
ップ（ＨＤＶＴＳ＿ＶＯＢＵ＿ＡＤＭＡＰ）４１８の各領域（管理情報グループ）に分か
れている。
【０１８５】
　ＨＤビデオタイトルセット情報管理テーブル（ＨＤＶＴＳＩ＿ＭＡＴ）４１０には該当
するビデオタイトルセットに共通する管理情報が記録されている。この共通する管理情報
をＨＤビデオタイトルセット情報領域（ＨＤＶＴＳＩ）４１の中で最初の領域（管理情報
グループ）に配置することで即座にビデオタイトルセット内の共通管理情報を読み込める
ので、情報再生装置の再生制御処理の簡素化と制御処理時間の短縮化が図れる。
【０１８６】
　ＨＤＶＴＳ（本発明のＨＤビデオタイトルセット）内に含まれるグラフィックユニット
に関する管理情報は図１の（ｆ）に示したＨＤビデオタイトルセット情報領域（ＨＤＶＴ
ＳＩ）４１内の最初の領域（グループ）内に配置されたＨＤビデオタイトルセット情報管
理テーブル（ＨＤＶＴＳＩ＿ＭＡＴ）４１０（図２０参照）内に記録されている。ＨＤビ
デオタイトルセット情報管理テーブル（ＨＤＶＴＳＩ＿ＭＡＴ）４１０の具体的な管理情
報内容は図２１に示すようにグラフィックユニットストリーム数情報と属性情報がＨＤＶ
ＴＳ内のメニュー画面とタイトル（表示映像）に分かれてそれぞれＨＤＶＴＳＭのグラフ
ィックユニットストリーム数情報（ＨＤＶＴＳＭ＿ＧＵＳＴ＿Ｎｓ）、ＨＤＶＴＳＭのグ
ラフィックユニットストリーム属性情報（ＨＤＶＴＳＭ＿ＧＵＳＴ＿ＡＴＲ）、ＨＤＶＴ
Ｓのグラフィックユニットストリーム数情報（ＨＤＶＴＳ＿ＧＵＳＴ＿Ｎｓ）、ＨＤＶＴ
Ｓのグラフィックユニットストリーム属性テーブル情報（ＨＤＶＴＳ＿ＧＵＳＴ＿ＡＴＲ
Ｔ）として記録されている。
【０１８７】
　また、ＨＤビデオタイトルセット情報管理テーブル（ＨＤＶＴＳＩ＿ＭＡＴ）４１０内
には図２１に示すようにビデオタイトルセット内の共通管理情報の他にＨＤビデオタイト
ルセット識別子（ＨＤＶＴＳ＿ＩＤ）、ＨＤＶＴＳの終了アドレス（ＨＤＶＴＳ＿ＥＡ）
、ＨＤＶＴＳＩの終了アドレス（ＨＤＶＴＳＩ＿ＥＡ）、ＨＤ－ＤＶＤビデオ規格のバー
ジョン番号（ＶＥＲＮ）、ＨＤＶＴＳカテゴリ（ＨＤＶＴＳ＿ＣＡＴ）、ＨＤＶＴＳＩ＿
ＭＡＴの終了アドレス（ＨＤＶＴＳＩ＿ＭＡＴ＿ＥＡ）、ＨＤＶＴＳＭ＿ＶＯＢＳの先頭
アドレス（ＨＤＶＴＳＭ＿ＶＯＢＳ＿ＳＡ）、ＨＤＶＴＳＴＴ＿ＶＯＢＳの先頭アドレス
（ＨＤＶＴＳＴＴ＿ＶＯＢＳ＿ＳＡ）、ＨＤＶＴＳ＿ＰＴＴ＿ＳＲＰＴの先頭アドレス（
ＨＤＶＴＳ＿ＰＴＴ＿ＳＲＰＴ＿ＳＡ）、ＨＤＶＴＳ＿ＰＧＣＩＴの先頭アドレス（ＨＤ
ＶＴＳ＿ＰＧＣＩＴ＿ＳＡ）、ＨＤＶＴＳＭ＿ＰＧＣＩ＿ＵＴの先頭アドレス（ＨＤＶＴ
ＳＭ＿ＰＧＣＩ＿ＵＴ＿ＳＡ）、ＨＤＶＴＳ＿ＴＭＡＰの先頭アドレス（ＨＤＶＴＳ＿Ｔ
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ＭＡＰ＿ＳＡ）、ＨＤＶＴＳＭ＿Ｃ＿ＡＤＴの先頭アドレス（ＨＤＶＴＳＭ＿Ｃ＿ＡＤＴ
＿ＳＡ）、ＨＤＶＴＳＭ＿ＶＯＢＵ＿ＡＤＭＡＰの先頭アドレス（ＨＤＶＴＳＭ＿ＶＯＢ
Ｕ＿ＡＤＭＡＰ＿ＳＡ）、ＨＤＶＴＳ＿Ｃ＿ＡＤＴの先頭アドレス（ＨＤＶＴＳ＿Ｃ＿Ａ
ＤＴ＿ＳＡ）、ＨＤＶＴＳ＿ＶＯＢＵ＿ＡＤＭＡＰの先頭アドレス（ＨＤＶＴＳ＿ＶＯＢ
Ｕ＿ＡＤＭＡＰ＿ＳＡ）、ＨＤＶＴＳＭのビデオ属性（ＨＤＶＴＳＭ＿Ｖ＿ＡＴＲ）、Ｈ
ＤＶＴＳＭのオーディオストリーム数（ＨＤＶＴＳＭ＿ＡＳＴ＿Ｎｓ）、ＨＤＶＴＳＭの
オーディオストリーム属性（ＨＤＶＴＳＭ＿ＡＳＴ＿ＡＴＲ）、ＨＤＶＴＳＭのサブピク
チャストリーム数の先頭アドレス（ＨＤＶＴＳＭ＿ＳＰＳＴ＿Ｎｓ）、ＨＤＶＴＳＭのサ
ブピクチャストリーム属性（ＨＤＶＴＳＭ＿ＳＰＳＴ＿ＡＴＲ）、ＨＤＶＴＳのビデオ属
性（ＨＤＶＴＳ＿Ｖ＿ＡＴＲ）、ＨＤＶＴＳのオーディオストリーム数（ＨＤＶＴＳ＿Ａ
ＳＴ＿Ｎｓ）、ＨＤＶＴＳのオーディオストリーム属性テーブル（ＨＤＶＴＳ＿ＡＳＴ＿
ＡＴＲＴ）、ＨＤＶＴＳのサブピクチャストリーム数（ＨＤＶＴＳ＿ＳＰＳＴ＿Ｎｓ）、
ＨＤＶＴＳのサブピクチャストリーム属性テーブル（ＨＤＶＴＳ＿ＳＰＳＴ＿ＡＴＲＴ）
、ＨＤＶＴＳのマルチチャネルオーディオストリーム属性テーブル（ＨＤＶＴＳ＿ＭＵ＿
ＡＳＴ＿ＡＴＲＴ）の各種情報が記録されている。
【０１８８】
　図２０に示したＨＤビデオタイトルセットＰＴＴサーチポインタテーブル（ＨＤＶＴＳ
＿ＰＰＴ＿ＳＲＰＴ）４１１の中のデータ構造を図２２に示す。ＨＤビデオタイトルセッ
トＰＴＴサーチポインタテーブル（ＨＤＶＴＳ＿ＰＰＴ＿ＳＲＰＴ）４１１は
　・ＨＤＶＴＳのＴＴＵの数（ＨＤＶＴＳ＿ＴＴＵ＿Ｎｓ）とＨＤＶＴＳ＿ＰＴＴ＿ＳＲ
ＰＴの終了アドレス（ＨＤＶＴＳ＿ＰＴＴ＿ＳＲＰＴ＿ＥＡ）の情報を有するＰＴＴサー
チポインタテーブル情報（ＰＴＴ＿ＳＲＰＴＩ）４１１ａ、
　・ＴＴＵの先頭アドレス（ＴＴＵ＿ＳＡ）の情報が記録されたタイトルユニット・サー
チポインタ（ＴＴＵ＿ＳＲＰ）４１１ｂ、
　・プログラムチェーン番号（ＰＧＣＮ）とプログラム番号（ＰＧＮ）の情報を持ったＰ
ＴＴサーチポインタ（ＰＴＴ＿ＳＲＰ）４１１ｃ、
の各種情報から構成されている。
【０１８９】
　リジューム情報を管理する情報の配置場所について本発明の第１の実施形態では図２３
、図２４に示すようにＨＤＶＴＳ＿ＰＧＣＩサーチポインタ４１２内のＨＤＶＴＳ＿ＰＧ
Ｃカテゴリ内にＲＳＭ許可フラグ（リジューム情報の更新許可フラグ）を持たせている。
ＨＤＶＴＳ＿ＰＧＣＩサーチポインタ４１２の情報は図１の（ｆ）に示したＨＤビデオタ
イトルセット情報領域（ＨＤＶＴＳＩ）４１の中に存在する図２０に示したＨＤビデオタ
イトルセット・プログラムチェーン情報テーブル（ＨＤＶＴＳ＿ＰＧＣＩＴ）４１２の中
に配置されている。ＨＤビデオタイトルセット・プログラムチェーン情報テーブル（ＨＤ
ＶＴＳ＿ＰＧＣＩＴ）４１２の中は図２３に示すように他にＨＤＶＴＳ＿ＰＧＣＩ＿ＳＲ
Ｐの数（ＨＤＶＴＳ＿ＰＧＣＩ＿ＳＲＰ＿Ｎｓ）とＨＤＶＴＳ＿ＰＧＣＩＴの終了アドレ
ス（ＨＤＶＴＳ＿ＰＧＣＩＴ＿ＥＡ）の情報が含まれるＨＤビデオタイトルセットＰＧＣ
Ｉ情報テーブル（ＨＤＶＴＳ＿ＰＧＣＩＴＩ）４１２ａの情報が記録されている。また、
上述したＨＤＶＴＳ＿ＰＧＣカテゴリ（ＨＤＶＴＳ＿ＰＧＣ＿ＣＡＴ）と共にＨＤＶＴＳ
＿ＰＧＣＩサーチポインタ（ＨＤＶＴＳ＿ＰＧＣＩ＿ＳＲＰ）４１２ｂ内にはＨＤＶＴＳ
＿ＰＧＣＩの先頭アドレス（ＨＤＶＴＳ＿ＰＧＣＩ＿ＳＡ）の情報も記録されている。
【０１９０】
　図２４に示すＲＳＭ許可フラグ（リジューム情報の更新許可フラグ）とは該当するＨＤ
ＶＴＳ＿ＰＧＣの再生を開始した段階でレジューム情報の内容を更新するか（該当するＰ
ＧＣの再生状況に合わせてレジューム情報を逐次更新して行くか）否かの指定をする。す
なわちフラグが
　“０ｂ”の場合はレジューム情報の更新を行い、
　“１ｂ”の場合はレジューム情報の更新を行わず、その前に再生したＨＤＶＴＳ＿ＰＧ
Ｃ（本発明のＨＤビデオタイトルセット内の対応したプログラムチェーン）の再生中断し
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た情報を保持しておく
と言う処理を行う。また、ＨＤＶＴＳ＿ＰＧＣカテゴリ（ＨＤＶＴＳ＿ＰＧＣ＿ＣＡＴ）
の中には他にもエントリＰＧＣか否かを判別するエントリタイプ情報、対応するＰＧＣが
示すＶＴＳ（ビデオタイトルセット）内のタイトル番号情報、ブロックモード情報、ブロ
ックタイプ情報、ＰＴＬ＿ＩＤ＿ＦＬＤ情報が記録されている。
【０１９１】
　図２０に示したＨＤビデオタイトルセットメニュー・ＰＧＣＩ・ユニットテーブル（Ｈ
ＤＶＴＳＭ＿ＰＧＣＩ＿ＵＴ）４１３の中のデータ構造を図２５に示す。ＨＤビデオタイ
トルセットメニュー・ＰＧＣＩ・ユニットテーブル（ＨＤＶＴＳＭ＿ＰＧＣＩ＿ＵＴ）４
１３の内部は
　・ＨＤビデオタイトルセットメニュー・言語ユニットの数（ＨＤＶＴＳＭ＿ＬＵ＿Ｎｓ
）とＨＤＶＴＳＭ＿ＰＧＣＩ＿ＵＴの終了アドレス（ＨＤＶＴＳＭ＿ＰＧＣＩ＿ＵＴ＿Ｅ
Ａ）の各情報を有したＨＤビデオタイトルセットメニュー・プログラムチェーン情報ユニ
ットテーブル情報（ＨＤＶＴＳＭ＿ＰＧＣＩ＿ＵＴＩ）４１３ａ、
　・ＨＤビデオタイトルセットメニュー言語コード（ＨＤＶＴＳＭ＿ＬＣＤ）とＨＤビデ
オタイトルセットメニューの有無（ＨＤＶＴＳＭ＿ＥＸＳＴ）とＨＤＶＴＳＭ＿ＬＵの先
頭アドレス（ＨＤＶＴＳＭ＿ＵＴ＿ＳＡ）の各情報が記録されたＨＤビデオタイトルセッ
トメニュー・言語ユニットサーチポインタ（ＨＤＶＴＳＭ＿ＬＵ＿ＳＲＰ）４１３ｂ、
　・ＨＤビデオタイトルセットメニュー・言語ユニット（ＨＤＶＴＳＭ＿ＬＵ）４１３ｃ
の各種情報から構成されている。
【０１９２】
　また、ＨＤビデオタイトルセットメニュー・言語ユニット（ＨＤＶＴＳＭ＿ＬＵ）４１
３ｃ内のデータ構造は図２６に示すように、
　・ＨＤＶＴＳＭ＿ＰＧＣＩ＿ＳＲＰの数（ＨＤＶＴＳＭ＿ＰＧＣＩ＿ＳＲＰ＿Ｎｓ）と
ＨＤＶＴＳＭ＿ＬＵの終了アドレス（ＨＤＶＴＳＭ＿ＬＵ＿ＥＡ）の情報を有するＨＤビ
デオタイトルセットメニュー・言語ユニット情報（ＨＤＶＴＳＭ＿ＬＵＩ）４１３ｃ１、
　・図３３、図３４と全く同じデータ構造を持ったＨＤビデオタイトルセットメニュー・
プログラムチェーン情報（ＨＤＶＴＳＭ＿ＰＧＣＩ）４１３ｃ３、
　・ＨＤＶＴＳＭ＿ＰＧＣカテゴリ（ＨＤＶＴＳＭ＿ＰＧＣ＿ＣＡＴ）とＨＤＶＴＳＭ＿
ＰＧＣＩの先頭アドレス（ＨＤＶＴＳＭ＿ＰＧＣＩ＿ＳＡ）の情報が記録されたＨＤＶＴ
ＳＭ＿ＰＧＣＩサーチポインタ（ＨＤＶＴＳＭ＿ＰＧＣＩ＿ＳＲＰ）４１３ｃ２、
から構成される。
【０１９３】
　メニュー用ＡＯＢ（ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢ）を参照（指定）する情報の設定場所として
本発明の第１の実施形態ではＨＤＶＴＳ単位でのメニューに関しては、図２６に示すよう
にＨＤＶＴＳ＿ＰＧＣＩサーチポインタ＃ｎ（ＨＤＶＴＳＭ＿ＰＧＣＩ＿ＳＲＰ　＃ｎ）
４１３ｃ２内のＨＤＶＴＳＭ＿ＰＧＣカテゴリ情報（ＨＤＶＴＳＭ＿ＰＧＣ＿ＣＡＴ）内
に配置する。図２７に示すＨＤＶＴＳＭ＿ＰＧＣカテゴリ情報（ＨＤＶＴＳＭ＿ＰＧＣ＿
ＣＡＴ）内の音声情報番号はＨＤＭＥＭＵ＿ＡＯＢＳの中の再生するＡＯＢ番号＃ｎ（図
１９で並んでいるメニュー用ＡＯＢ（ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢ）の内、何番目のＡＯＢが対
応するか）を指定する音声情報番号（ＡＯＢ番号）を意味し、音声情報選択は本発明にお
けるＨＤコンテンツのメニューを画面表示した時に同時に再生する音声情報の選択情報と
、音声情報再生の開始・終了トリガー情報を示す音声情報選択フラグ（音声情報選択）を
意味している。
【０１９４】
　ここで、音声情報選択フラグ（音声情報選択）の“００ｂ”を選択した時には、各メニ
ュー用ビデオオブジェクト内に記録されているオーディオデータが再生され、メニューの
切り替わり時に音声再生が途切れる。また、音声情報選択フラグ（音声情報選択）の“１
０ｂ”または“１１ｂ”を選択した時には、メニュー用オーディオオブジェクト領域（Ｈ
ＤＭＥＭＵ＿ＡＯＢＳ）３３内に存在するメニュー用ＡＯＢ（ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢ）の
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オーディオデータが再生される。メニュー用オーディオデータ（ＡＯＢ）を再生する場合
、“１１ｂ”を指定した時にはメニュー画面の変更毎にオーディオデータが最初から再生
を開始し、“１０ｂ”を指定した時にはメニュー画面の切り替えに関わらず連続してオー
ディオデータの再生が続けられる。本発明実施形態では、図１９に示すように、メニュー
用オーディオオブジェクト領域（ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢＳ）３３内に複数種類のメニュー
用ＡＯＢ（ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢ）を格納しておける。図２７に示した音声情報番号は該
当するメニュー表示用ＰＧＣを表示する時に同時に再生するメニュー用ＡＯＢ（ＨＤＭＥ
ＮＵ＿ＡＯＢ）の選択情報を示している。メニュー用ＡＯＢの選択情報として図１９に配
置されているメニュー用ＡＯＢの中で“上から何番目のＡＯＢを選択するか”の番号情報
で選択する。また、ＨＤＶＴＳＭ＿ＰＧＣカテゴリ（ＨＤＶＴＳＭ＿ＰＧＣ＿ＣＡＴ）内
には他にもエントリＰＧＣか否かを判別するエントリタイプ情報、メニューの識別を表す
（例えばタイトルのメニューか等）メニューＩＤ情報、ブロックモード情報、ブロックタ
イプ情報、ＰＴＬ＿ＩＤ＿ＦＬＤ情報が記録されている。
【０１９５】
　図２０に示したＨＤビデオタイトルセット・タイムマップテーブル（ＨＤＶＴＳ＿ＴＭ
ＡＰＴ）４１４中のデータ構造を図２８に示す。ＨＤビデオタイトルセット・タイムマッ
プテーブル（ＨＤＶＴＳ＿ＴＭＡＰＴ）４１４の内部は
　・ＨＤＶＴＳ＿ＴＭＡＰの数（ＨＤＶＴＳ＿ＴＭＡＰ＿Ｎｓ）とＨＤＶＴＳ＿ＴＭＡＰ
Ｔの終了アドレス（ＨＤＶＴＳ＿ＴＭＡＰＴ＿ＥＡ）の各種の情報が記載されたＨＤビデ
オタイトルセット・タイムマップテーブル情報（ＨＤＶＴＳ＿ＴＭＡＰＴＩ）４１４ａ、
　・ＨＤＶＴＳ＿ＴＭＡＰの先頭アドレス（ＨＤＶＴＳ＿ＴＭＡＰ＿ＳＡ）の情報を有す
るＨＤビデオタイトルセット・タイムマップ・サーチポインタ（ＨＤＶＴＳ＿ＴＭＡＰ＿
ＳＲＰ）４１４ｂ、
　・マップエントリで基準とするタイムユニット（秒）の長さ（ＴＭＵ）とマップエント
リ数（ＭＡＰ＿ＥＮ＿Ｎｓ）とマップエントリ（ＭＡＰ＿ＥＮ）の各種情報が記録された
ＨＤビデオタイトルセット・タイムマップ（ＨＤＶＴＳ＿ＴＭＡＰ）４１４ｃ、
の各種情報から構成されている。
【０１９６】
　上記ＨＤマップエントリ（ＨＤＭＡＰ＿ＥＮ）内は該当するＨＤＭＡＰ＿ＥＮＡと次の
ＨＤＭＡＰ＿ＥＮＡが同一セル内に存在するか否かの判定フラグを示す“不連続フラグ”
と、該当するＨＤマップエントリ（ＨＤＭＡＰ＿ＥＮ）に対応する再生時間が含まれるＶ
ＯＢＵの先頭アドレス情報（ＨＤＭＡＰ＿ＥＮＡ）から構成されている。
【０１９７】
　また、図２０に示したＨＤビデオタイトルセットメニュー・セル・アドレステーブル（
ＨＤＶＴＳＭ＿Ｃ＿ＡＤＴ）４１５の中のデータ構造は図２９に示すように、
　・ＨＤＶＴＳＭ＿ＶＯＢＳ内のＶＯＢの数（ＨＤＶＴＳＭ＿ＶＯＢ＿Ｎｓ）とＨＤＶＴ
ＳＭ＿Ｃ＿ＡＤＴの終了アドレス（ＨＤＶＴＳＭ＿Ｃ＿ＡＤＴ＿ＥＡ）の情報を有するＨ
Ｄビデオタイトルセットメニュー・セル・アドレステーブル情報（ＨＤＶＴＳＭ＿Ｃ＿Ａ
ＤＴＩ）４１５ａ、
　・ＨＤＶＴＳＭ＿ＣＰのＶＯＢ＿ＩＤ番号（ＨＤＶＴＳＭ＿ＶＯＢ＿ＩＤＮ）とＨＤＶ
ＴＳＭ＿ＣＰのＣｅｌｌ＿ＩＤ番号（ＨＤＶＴＳＭ＿Ｃ＿ＩＤＮ）とＨＤＶＴＳＭ＿ＣＰ
の先頭アドレス（ＨＤＶＴＳＭ＿ＣＰ＿ＳＡ）とＨＤＶＴＳＭ＿ＣＰの終了アドレス（Ｈ
ＤＶＴＳＭ＿ＣＰ＿ＥＡ）の各種情報が記録されたＨＤビデオタイトルセットメニュー・
セルピース情報（ＨＤＶＴＳＭ＿ＣＰＩ）４１５ｂ、
の各種情報から構成されている。
【０１９８】
　図２０に示したＨＤビデオタイトルセットメニュー・ビデオオブジェクトユニット・ア
ドレスマップ（ＨＤＶＴＳＭ＿ＶＯＢＵ＿ＡＤＭＡＰ）４１６は図３０のように
　・ＨＤＶＴＳＭ＿ＶＯＢＵ＿ＡＤＭＡＰの終了アドレス（ＨＤＶＴＳＭ＿ＶＯＢＵ＿Ａ
ＤＭＡＰ＿ＥＡ）の情報が記載されたＨＤビデオタイトルセットメニュー・ビデオオブジ
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ェクトユニット・アドレスマップ情報（ＨＤＶＴＳＭ＿ＶＯＢＵ＿ＡＤＭＡＰＩ）４１６
ａ、
　・ＨＤＶＴＳＭ＿ＶＯＢＵの先頭アドレス（ＨＤＶＴＳＭ＿ＶＯＢＵ＿ＳＡ）の情報を
有するＨＤビデオタイトルセットメニュー・ビデオオブジェクトユニット・アドレス（Ｈ
ＤＶＴＳＭ＿ＶＯＢＵ＿ＡＤ）４１６ｂ、
の情報から構成されている。
【０１９９】
　また、図２０に示したＨＤビデオタイトルセット・セル・アドレステーブル（ＨＤＶＴ
Ｓ＿Ｃ＿ＡＤＴ）４１７の中のデータ構造を図３１に示す。ＨＤビデオタイトルセット・
セル・アドレステーブル（ＨＤＶＴＳ＿Ｃ＿ＡＤＴ）４１７内は、
　・ＨＤＶＴＳ＿ＶＯＢＳ内のＶＯＢの数（ＨＤＶＴＳ＿ＶＯＢ＿Ｎｓ）とＨＤＶＴＳ＿
Ｃ＿ＡＤＴの終了アドレス（ＨＤＶＴＳ＿Ｃ＿ＡＤＴ＿ＥＡ）の情報を有したＨＤビデオ
タイトルセット・セル・アドレステーブル情報（ＨＤＶＴＳ＿Ｃ＿ＡＤＴＩ）４１７ａ、
　・ＨＤＶＴＳ＿ＣＰのＶＯＢ＿ＩＤ番号（ＨＤＶＴＳ＿ＶＯＢ＿ＩＤＮ）とＨＤＶＴＳ
＿ＣＰのＣｅｌｌ＿ＩＤ番号（ＨＤＶＴＳ＿Ｃ＿ＩＤＮ）とＨＤＶＴＳ＿ＣＰの先頭アド
レス（ＨＤＶＴＳ＿ＣＰ＿ＳＡ）とＨＤＶＴＳ＿ＣＰの終了アドレス（ＨＤＶＴＳ＿ＣＰ
＿ＥＡ）の各種情報から成るＨＤビデオタイトルセット・セルピース情報（ＨＤＶＴＳ＿
ＣＰＩ）４１７ｂ、
の各種情報から構成されている。
【０２００】
　更に、図２０に示したＨＤビデオタイトルセット・ビデオオブジェクトユニット・アド
レスマップ（ＨＤＶＴＳ＿ＶＯＢＵ＿ＡＤＭＡＰ）４１８の中のデータ構造を図３２に示
す。ＨＤビデオタイトルセット・ビデオオブジェクトユニット・アドレスマップ（ＨＤＶ
ＴＳ＿ＶＯＢＵ＿ＡＤＭＡＰ）４１８は、
　・ＨＤＶＴＳ＿ＶＯＢＵ＿ＡＤＭＡＰの終了アドレス（ＨＤＶＴＳ＿ＶＯＢＵ＿ＡＤＭ
ＡＰ＿ＥＡ）の情報を有するＨＤビデオタイトルセット・ビデオオブジェクトユニット・
アドレスマップ情報（ＨＤＶＴＳ＿ＶＯＢＵ＿ＡＤＭＡＰＩ）４１８ａ、
　・ＨＤＶＴＳ＿ＶＯＢＵ単位の先頭アドレス（ＨＤＶＴＳ＿ＶＯＢＵ＿ＳＡ）の情報が
記録されているＨＤビデオタイトルセット・ビデオオブジェクトユニット・アドレス（Ｈ
ＤＶＴＳ＿ＶＯＢＵ＿ＡＤ）４１８ｂ、
の各種情報から構成されている。
【０２０１】
　特徴（Ａ）を実現するＲＳＭ許可フラグフラグ情報と特徴（Ｆ）を実現する音声情報選
択フラグ／音声情報番号は本発明の第１の実施形態として図２２と図７、図２４に示すよ
うにプログラムチェーン情報ＰＧＣＩのサーチポインタ情報内に持たせている。本発明は
この実施形態に限らずＰＧＣＩ自体の中に持たせることも可能である。本発明の他の実施
形態（第２の実施形態）を図３３、図３４に示す。図３３、図３４に示したＰＧＣＩ情報
とは
　〔イ〕図１の（ｅ）のＨＤビデオマネージャ情報領域（ＨＤＶＭＧＩ）３１内のＨＤビ
デオマネージャメニュー・ＰＧＣＩ・ユニットテーブル（ＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣＩ＿ＵＴ
）３１２（図３）に存在する図６のＨＤビデオマネージャメニュー・言語ユニット（ＨＤ
ＶＭＧＭ＿ＬＵ）３１２に関し、図７に示されたＨＤビデオマネージャメニュー・プログ
ラムチェーン情報（ＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣＩ）３１２ｃ３、
　〔ロ〕図１の（ｆ）のＨＤビデオタイトルセット情報領域（ＨＤＶＴＳＩ）４１内のデ
ータ構造を示した図２０におけるＨＤビデオタイトルセットメニュー・ＰＧＣＩ・ユニッ
トテーブル（ＨＤＶＴＳＭ＿ＰＧＣＩ＿ＵＴ）４１３内の図２５におけるＨＤビデオタイ
トルセットメニュー・言語ユニット（ＨＤＶＴＳＭ＿ＬＵ）４１３ｃの中に配置されてい
る図２６に示したＨＤビデオタイトルセットメニュー・プログラムチェーン情報（ＨＤＶ
ＴＳＭ＿ＰＧＣＩ）４１３ｃ３、
　〔ハ〕図１の（ｆ）のＨＤビデオタイトルセット情報領域（ＨＤＶＴＳＩ）４１内のデ
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ータ構造を示した図２０におけるＨＤビデオタイトルセット・プログラムチェーン情報テ
ーブル（ＨＤＶＴＳ＿ＰＧＣＩＴ）４１２内のＨＤＶＴＳ＿ＰＧＣＩ　４１２ｃ（図２３
）
がそれぞれ対応する（図３３、図３４に示したＰＧＣＩ情報は〔イ〕～〔ハ〕の３箇所に
配置され得る）。
【０２０２】
　図３３、図３４に示すようにプログラムチェーン情報（ＰＧＣＩ）はプログラムチェー
ン・一般情報（ＰＧＣ＿ＧＩ）５０、プログラムチェーン・コマンドテーブル（ＰＧＣ＿
ＣＭＤＴ）５１、プログラムチェーン・プログラムマップ（ＰＧＣ＿ＰＧＭＡＰ）５２、
セル・再生情報テーブル（Ｃ＿ＰＢＩＴ）５３、セル・位置情報テーブル（Ｃ＿ＰＯＳＩ
Ｔ）５４と言う５領域（５個の管理情報グループ）から構成されている。
【０２０３】
　図３３、図３４に示すようにＰＧＣＩ内の最初の領域（管理情報グループ）に配置され
たプログラムチェーン・一般情報（ＰＧＣ＿ＧＩ）５０内の最後にＲＳＭ＆ＡＯＢ・カテ
ゴリ情報（ＲＳＭ＆ＡＯＢ＿ＣＡＴ）が記録されている。ＲＳＭ＆ＡＯＢ・カテゴリ情報
（ＲＳＭ＆ＡＯＢ＿ＣＡＴ）内にＲＳＭ許可フラグ情報、音声情報選択フラグ、音声情報
番号が存在する。このＲＳＭ許可フラグ情報は図２４で説明した内容とまったく同じ内容
を意味している。また、音声情報選択フラグと音声情報番号の内容は図８または図２７で
説明した内容と一致している。更にＲＳＭ＆ＡＯＢ・カテゴリ情報（ＲＳＭ＆ＡＯＢ＿Ｃ
ＡＴ）内にはエントリＰＧＣか否かを判別するエントリタイプ情報、ブロックモード情報
、ブロックタイプ情報、ＰＴＬ＿ＩＤ＿ＦＬＤ情報が記録されている。
【０２０４】
　ＰＧＣ内に配置するグラフィックユニットのストリームに関する制御情報が記録される
ＰＧＣ・グラフィックユニットストリーム・制御テーブル（ＰＧＣ＿ＧＵＳＴ＿ＣＴＬＴ
）内の情報は図３３、図３４に示すように４種類の各画像（１６：９のＨＤ画像、１６：
９のＳＤ画像、４：３のＳＤ画像、レターボックスのＳＤ画像）に対応してそれぞれ別領
域であるＨＤ用グラフィックユニットストリーム＃０のＰＧＣ＿ＧＵＳＴ＿ＣＴＬ（ＰＧ
Ｃ＿ＧＵＳＴ　＃０）領域、ＳＤワイド用グラフィックユニットストリーム＃１のＰＧＣ
＿ＧＵＳＴ＿ＣＴＬ（ＰＧＣ＿ＧＵＳＴ　＃１）領域、４：３（ＳＤ）用グラフィックユ
ニットストリーム＃２の　ＰＧＣ＿ＧＵＳＴ＿ＣＴＬ（ＰＧＣ＿ＧＵＳＴ　＃２）領域、
レターボックス（ＳＤ）用グラフィックユニットストリーム＃３の　ＰＧＣ＿ＧＵＳＴ＿
ＣＴＬ（ＰＧＣ＿ＧＵＳＴ　＃３）領域に別々に記録する。
【０２０５】
　上記の情報以外にもプログラムチェーン・一般情報（ＰＧＣ＿ＧＩ）５０内にはＰＧＣ
内容（ＰＧＣ＿ＣＮＴ）、ＰＧＣ再生時間（ＰＧＣ＿ＰＢ＿ＴＭ）、ＰＧＣユーザ操作制
御（ＰＧＣ＿ＵＯＰ＿ＣＴＬ）、ＰＧＣオーディオストリーム制御テーブル（ＰＧＣ＿Ａ
ＳＴ＿ＣＴＬＴ）、ＰＧＣサブピクチャストリーム制御テーブル（ＰＧＣ＿ＳＰＳＴ＿Ｃ
ＴＬＴ）、ＰＧＣナビゲーションコントロール（ＰＧＣ＿ＮＶ＿ＣＴＬ）、ＰＧＣサブピ
クチャパレット（ＰＧＣ＿ＳＰ＿ＰＬＴ）、ＰＧＣ＿ＣＭＤＴの先頭アドレス（ＰＧＣ＿
ＣＭＤＴ＿ＳＡ）、ＰＧＣ＿ＰＧＭＡＰの先頭アドレス（ＰＧＣ＿ＰＧＭＡＰ＿ＳＡ）、
Ｃ＿ＰＢＩＴの先頭アドレス（Ｃ＿ＰＢＩＴ＿ＳＡ）、Ｃ＿ＰＯＳＩＴの先頭アドレス（
Ｃ＿ＰＯＳＩＴ＿ＳＡ）の各種情報が記録されている。
【０２０６】
　各ＰＧＣに適応されるコマンド情報は図３５に示すようにプログラムチェーン・コマン
ドテーブル（ＰＧＣ＿ＣＭＤＴ）５１にまとめて配置される。ＰＧＣＩ情報が配置される
場所は図３３、図３４の説明場所で記載したように〔イ〕～〔ハ〕の３箇所に配置され得
る。特徴（Ａ）の中で説明した〔ポイント４〕に示したリジュームシーケンス情報は図３
５に示すようにプログラムチェーン・コマンドテーブル（ＰＧＣ＿ＣＭＤＴ）５１内に記
録される。本発明実施形態におけるリジュームシーケンス情報（図３５内で明記したリジ
ューム（ＲＳＭ）コマンドシーケンス）の情報内容は、この領域内に配置されたＲＳＭコ
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マンド（ＲＳＭ＿ＣＭＤ）５１４が順次並んで配置された形で記述される。図３５におけ
る一個の欄の中に記載される１個のＲＳＭコマンド（ＲＳＭ＿ＣＭＤ）５１４は本発明に
おけるＨＤのＤＶＤビデオコンテンツ内で指定できる１個のコマンドを意味し、リジュー
ム（ＲＳＭ）コマンドシーケンス領域内で配置されたＲＳＭコマンド（ＲＳＭ＿ＣＭＤ）
５１４が上から順に連続して（シーケンシャルに）実行される。
【０２０７】
　本発明実施形態においては、図３５に記載されたセルコマンド（Ｃ＿ＣＭＤ）５１３の
配列もシーケンシャルなコマンド系列を意味している。すなわち、図３５に示したセルコ
マンド（Ｃ＿ＣＭＤ）５１３の配列順に従って上から順次コマンド処理を実行することを
意味している。図３６で説明するようにセルコマンド＃１（Ｃ＿ＣＭＤ　＃１）５１３か
らセルコマンド＃ｋ（Ｃ＿ＣＭＤ　＃ｋ）５１３まで指定された一連のセルコマンド処理
手順の中で各セル毎にセルコマンド処理手順の一部（各セル毎にセルコマンドのシーケン
シャル処理を開始する最初のセルコマンド番号とセルコマンドのシーケンシャル処理の実
行範囲）を指定できる構造になっている。
【０２０８】
　ＲＳＭコマンド（ＲＳＭ＿ＣＭＤ）５１４は（例えばメニュー画面から）該当するＰＧ
Ｃへ戻り、以前に再生中断した“ＰＧＣ内の途中から再生する直前”に実行されるコマン
ド手順の一部を示すのに対して、プリコマンド（ＰＲＥ＿ＣＭＤ）５１１は該当する“Ｐ
ＧＣを最初から再生する直前”に実行されるコマンドを意味する。また、該当するＰＧＣ
の再生後に実行するコマンドがポストコマンド（ＰＯＳＴ＿ＣＭＤ）５１２である。図３
５において１個のプログラムチェーン・コマンドテーブル（ＰＧＣ＿ＣＭＤＴ）５１内に
配置できるプリコマンド（ＰＲＥ＿ＣＭＤ）５１１の数とポストコマンド（ＰＯＳＴ＿Ｃ
ＭＤ）５１２の数、セルコマンド（Ｃ＿ＣＭＤ）５１３の数、ＲＳＭコマンド（ＲＳＭ＿
ＣＭＤ）５１４の数はそれぞれ自由に設定できる（記載するどれかのコマンド数が“０”
であっても良い）。ただし、本発明実施形態では１個のプログラムチェーン・コマンドテ
ーブル（ＰＧＣ＿ＣＭＤＴ）５１内に配置できるプリコマンド（ＰＲＥ＿ＣＭＤ）５１１
の数とポストコマンド（ＰＯＳＴ＿ＣＭＤ）５１２の数、セルコマンド（Ｃ＿ＣＭＤ）５
１３の数、ＲＳＭコマンド（ＲＳＭ＿ＣＭＤ）５１４の数をそれぞれ足した総合計値の上
限は１０２３個と規定されている。従って、例えばプリコマンド（ＰＲＥ＿ＣＭＤ）５１
１の数とポストコマンド（ＰＯＳＴ＿ＣＭＤ）５１２の数、ＲＳＭコマンド（ＲＳＭ＿Ｃ
ＭＤ）５１４の数が全て０個の場合にはセルコマンド（Ｃ＿ＣＭＤ）５１３の数を最大１
０２３個まで設定することが可能である。
【０２０９】
　１個のプログラムチェーン・コマンドテーブル（ＰＧＣ＿ＣＭＤＴ）５１内に配置でき
るプリコマンド（ＰＲＥ＿ＣＭＤ）５１１の数情報であるＰＲＥ＿ＣＭＤ＿Ｎｓとポスト
コマンド（ＰＯＳＴ＿ＣＭＤ）５１２の数情報であるＰＯＳＴ＿ＣＭＤ＿Ｎｓとセルコマ
ンド（Ｃ＿ＣＭＤ）５１３の数情報のＣ＿ＣＭＤ＿Ｎｓ、ＲＳＭコマンド（ＲＳＭ＿ＣＭ
Ｄ）５１４の数情報のＲＳＭ＿ＣＭＤ＿Ｎｓは図３６に示すようにプログラムチェーン・
コマンドテーブル情報（ＰＧＣ＿ＣＭＤＴＩ）５１０内に記録されている。
【０２１０】
　プログラムチェーン・コマンドテーブル（ＰＧＣ＿ＣＭＤＴ）５１内に記録されている
ＲＳＭコマンド（ＲＳＭ＿ＣＭＤ）５１４内の具体的なデータ構造について以下に説明す
る。ここでは、ＲＳＭコマンド（ＲＳＭ＿ＣＭＤ）５１４内の具体的なデータ構造につい
て説明するが、プリコマンド（ＰＲＥ＿ＣＭＤ）５１１、ポストコマンド（ＰＯＳＴ＿Ｃ
ＭＤ）５１２、セルコマンド（Ｃ＿ＣＭＤ）５１３内のデータ構造もＲＳＭコマンド（Ｒ
ＳＭ＿ＣＭＤ）５１４内の具体的なデータ構造と全く同じになっている。ＲＳＭコマンド
（ＲＳＭ＿ＣＭＤ）５１４内の具体的なデータ構造は図３６に示すように１個のコマンド
毎に８バイト分の領域を割り当てているだけになっている。この８バイト分の領域内にコ
マンド内容が記録される。このコマンドはいずれも８バイト中最上位から３ビットまでが
“コマンドＩＤ－１”のデータが入る。それ以降のビットのデータ内容は“コマンドタイ
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プ”の値により異なるが、“比較用Ｉ－フラグ”や“Ｃｏｍｐａｒｅ　Ｆｉｅｌｄ”など
の情報はコマンドタイプによらず共通に持っている。
【０２１１】
　プログラムチェーン情報（ＰＧＣＩ：Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｃｈａｉｎ　Ｉｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ）内に配置されたプログラムチェーン・プログラムマップ（ＰＧＣ＿ＰＧＭＡＰ）
５２とセル・位置情報テーブル（Ｃ＿ＰＯＳＩＴ）５４内の詳細構造を図３７に示す。
【０２１２】
　プログラムチェーン・プログラムマップ（ＰＧＣ＿ＰＧＭＡＰ）５２内は各エントリに
対応したセルの番号を示すエントリセル番号（ＥＮ＿ＣＮ）が記録されたプログラム用エ
ントリセル番号５２０情報がエントリ数だけ配置されている。またセル・位置情報テーブ
ル（Ｃ＿ＰＯＳＩＴ）５４はセルのＶＯＢ　ＩＤ番号（Ｃ＿ＶＯＢ＿ＩＤＮ）とセルのセ
ル　ＩＤ番号（Ｃ＿ＩＤＮ）の情報が組になって構成されたセル位置情報（Ｃ＿ＰＯＳＩ
）５４０が順に配置された構造をしている。
【０２１３】
　図３５の説明の所でセルコマンド＃１（Ｃ＿ＣＭＤ　＃１）５１３からセルコマンド＃
ｋ（Ｃ＿ＣＭＤ　＃ｋ）５１３まで指定された一連のセルコマンド処理手順の中で各セル
毎にセルコマンド処理手順の一部（各セル毎にセルコマンドのシーケンシャル処理を開始
する最初のセルコマンド番号とセルコマンドのシーケンシャル処理の実行範囲）を指定で
きる構造になっていると説明した。この各セル毎に設定できるセルコマンドのシーケンシ
ャル処理の実行範囲情報を図３８に示す。ＰＧＣＩ情報が配置される場所は図３３、図３
４の説明場所で記載したように〔イ〕～〔ハ〕の３箇所に配置され得る。ＰＧＣを構成す
る個々のセルに関する管理情報が該当するＰＧＣの管理情報であるＰＧＣＩ内のセル・再
生情報テーブル（Ｃ＿ＰＢＩＴ）５３内に図３８に示すようにセル再生情報（Ｃ＿ＰＢＩ
）５３０に記録される。
【０２１４】
　図３５に示されたセルコマンド＃１（Ｃ＿ＣＭＤ　＃１）５１３からセルコマンド＃ｋ
（Ｃ＿ＣＭＤ　＃ｋ）５１３まで指定された一連のセルコマンド処理手順の中で各セル毎
に特定されるセルコマンドのシーケンシャル処理を開始する最初のセルコマンド番号に関
する情報が、図３８に示すようにセル再生情報（Ｃ＿ＰＢＩ）５３０内のセルコマンド開
始番号情報（Ｃ＿ＣＭＤ＿ＳＮ）内に記録される。また、同時に、セルコマンド開始番号
情報（Ｃ＿ＣＭＤ＿ＳＮ）で指定されたセルコマンド（Ｃ＿ＣＭＤ）５１３を含めて連続
にコマンド処理を実行するコマンド数を表すセルコマンド連続数情報（Ｃ＿ＣＭＤ＿Ｃ＿
Ｎｓ）がセル再生情報（Ｃ＿ＰＢＩ）５３０内に記録されており、両方の情報から該当す
るセルが実行するセルコマンドのシーケンシャル処理の実行範囲が特定される。本発明実
施形態において該当するセルの再生が終了した後で図３８のセルコマンド開始番号情報（
Ｃ＿ＣＭＤ＿ＳＮ）とセルコマンド連続数情報（Ｃ＿ＣＭＤ＿Ｃ＿Ｎｓ）で指定された範
囲の一連のコマンド手順（コマンドシーケンス）が実行される。
【０２１５】
　また、セル再生情報（Ｃ＿ＰＢＩ）５３０内には該当するセルがマルチアングルに対応
したインターリーブドブロックを構成しているかそれとも一般的な連続ブロックの一部か
、あるいはマルチアングルに対応したインターリーブドブロックの一部を構成していた場
合にそのインターリーブドブロックの先頭セルあるいは最終セルに該当するかを示すセル
カテゴリ（Ｃ＿ＣＡＴ）、該当するセル全体を再生する時に必要な再生時間を表すセル再
生時間（Ｃ＿ＰＢＴＭ）、セルの先頭ＶＯＢＵの先頭アドレス位置情報（Ｃ＿ＦＶＯＢＵ
＿ＳＡ）、セルの先頭ＩＬＶＵの終了アドレス位置情報（Ｃ＿ＦＩＬＶＵ＿ＥＡ）、セル
の最終ＶＯＢＵの先頭アドレス位置情報（Ｃ＿ＬＶＯＢＵ＿ＳＡ）、セルの最終ＶＯＢＵ
の終了アドレス位置情報（Ｃ＿ＬＶＯＢＵ＿ＥＡ）などの情報が記録されている。
【０２１６】
　図３９は本発明のグラフィックユニットＧＵがＭＰＥＧプログラムストリームとして格
納される構造を示したものである。図３９の（ａ）に示す様に、ビデオオブジェクト（Ｖ
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ＯＢ）ａ１は、図３９の（ｂ）に示す様に、複数のビデオオブジェクトユニット（ＶＯＢ
Ｕ）ａ２から構成され、１つのＶＯＢＵは、図３９の（ｃ）に示す様に、ナビパックａ３
、ビデオパックａ４、グラフィックユニット（ＧＵ）パックａ５、オーディオパックａ６
及び副映像（ＳＰ）パックａ７等の複数の異なるデータパックを有するＭＰＥＧプログラ
ムストリームから構成される。また、図３９の（ｄ）に示す様に、ＧＵパックａ５は、５
つの表示タイプ（ＨＤ、ＳＤワイド、４：３、レターボックス、パンスキャン）の違いに
より、各々、ＨＤ用グラフィックユニットストリーム＃１（ａ５１）、ＳＤワイド用グラ
フィックユニットストリーム＃２（ａ５２）、４：３用グラフィックユニットストリーム
＃３（ａ５３）、レターボックス用グラフィックユニットストリーム＃４（ａ５４）及び
パンスキャン用グラフィックユニットストリーム＃５（ａ５５）のストリームとして格納
される。これらのストリームは、主映像の表示タイプや出力先のディスプレイ装置に対す
る表示コンバートに対応して、適切な選択切替が行われ、ユーザが直接ストリームを切替
えることはしない。
【０２１７】
　図４０は、グラフィックユニットＧＵの各ストリームに割当てられるストリームＩＤ及
びサブストリームＩＤを示したものである。各ストリームは、プライベートストリーム１
（１０１１　１１０１ｂ）のストリームＩＤを有し、グラフィックユニットストリームで
あることの判別のために、（０１０１　０ｘｘｘｂ）のサブストリームＩＤを有し、さら
に、その表示タイプの判別用に、ＨＤ用（０１０１　０００１ｂ）、ＳＤワイド用（０１
０１　００１０ｂ）、４：３用（０１０１　００１１ｂ）、レターボックス用（０１０１
　０１００ｂ）及びパンスキャン用（０１０１　０１０１ｂ）が定義される。
【０２１８】
　図４１は、マスクデータを有するグラフィックユニットＧＵのデータ構造の一例を示す
。同図に示す様に、複数のＧＵパックａ５のペイロードデータを繋ぎ合せ、１つのグラフ
ィックユニットＧＵが構成される。図４１では、パックヘッダ、パディングパケット等の
付加データは記述していない。グラフィックユニットＧＵは、大まかに、ヘッダ情報ｂ１
、ハイライト情報（ＨＬＩ）ｂ２、後述する１つ以上のボタン情報ｂ２３に対応する１つ
以上のマスクデータｂ３、グラフィックデータｂ４から構成される。ここでは、ハイライ
ト情報（ＨＬＩ）ｂ２の詳細内容を記述する（残りは、後述）。ハイライト情報ｂ２は、
一般情報ｂ２１、カラーパレット情報ｂ２２及び１つ以上のボタン情報ｂ２３から構成さ
れる。カラーパレット情報ｂ２２は、メニュー上のボタン色を与えるもので、ハイライト
されないボタン色に指定される通常用カラーパレットｂ２２１、ユーザの矢印キー等の入
力選択により、ハイライト選択されているボタン色に指定される選択用カラーパレットｂ
２２２、さらにユーザがハイライト選択されたボタンを決定することで、選択色から確定
色に指定される確定用カラーパレットｂ２２３を有する。また、ボタン情報ｂ２３は、ボ
タン形状を模るマスクデータの開始アドレスｂ２３１、マスクデータのサイズｂ２３２、
ユーザ入力により、前後左右の隣接ボタンへのボタンを移動する情報として、隣接ボタン
位置情報ｂ２３３及びボタンが確定された時に実行されるボタンコマンドｂ２３４を有す
る。このボタンコマンドには、１つ以上のコマンドを連続配置したコマンドシーケンスを
構成でき、本発明では、最大８つまでのコマンドを配置できる構成としている。ボタンが
確定された時に、１～８までのコマンドを連続実行することで、設定、分岐などの複合的
な処理が一度に実行可能となる。
【０２１９】
　図４２は、図４１のマスクデータを有するグラフィックユニットのデータ構造の他の一
例を示す。図４２に示す様に、ハイライト情報ｂ２が図４１と異なり、一般情報ｂ２１、
カラーパレット情報ｂ２２、後述する１つ以上のボタン情報に対応するマスクデータサー
チ情報ｂ２４及び１つ以上のボタン情報ｂ２３から構成される。カラーパレット情報ｂ２
２は、メニュー上のボタン色を与えるもので、ハイライトされないボタン色に指定される
通常用カラーパレットｂ２２１、ユーザの矢印キー等の入力選択により、ハイライト選択
されているボタン色に指定される選択用カラーパレットｂ２２２、さらにユーザがハイラ
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イト選択されたボタンを決定することで、選択色から確定色に指定される確定用カラーパ
レットｂ２２３を有する。また、マスクデータサーチ情報ｂ２４には、マスクデータの開
始アドレスｂ２４１及びマスクデータのサイズｂ２４２を有する。さらに、ボタン情報ｂ
２３は、ユーザ入力により、前後左右の隣接ボタンへのボタンを移動する情報として、隣
接ボタン位置情報ｂ２３３及びボタンが確定された時に実行されるボタンコマンドｂ２３
４を有する。このボタンコマンドには、１つ以上のコマンドを連続配置したコマンドシー
ケンスを構成でき、本発明では、最大８つまでのコマンドを配置できる構成としている。
ボタンが確定された時に、１～８までのコマンドを連続実行することで、設定、分岐など
の複合的な処理が一度に実行可能となる。
【０２２０】
　図４３は、ヘッダ情報ｂ１及び一般情報ｂ２１の内容を示す。ヘッダ情報ｂ１には、グ
ラフィックユニット全体の大きさを示すグラフィックユニットサイズ（ＧＵ＿ＳＺ）、グ
ラフィックユニットに格納されるグラフィックデータ、マスクパターンの解像度（１９２
０×１０８０、１４４０×１０８０、１２８０×７２０）、アスペクト比（１６：９、４
：３）、表示タイプ（ＨＤ、ＳＤワイド、４：３、パンスキャン、レターボックス）など
のグラフィックユニットの属性情報（ＧＵ＿ＡＴＲＩ）、ハイライト情報（ＨＬＩ）の開
始アドレス（ＨＬＩ＿ＳＡ）及びグラフィックデータの開始アドレス（ＧＤ＿ＳＡ）を有
する。
【０２２１】
　また、一般情報ｂ２１には、グラフィックユニット（ＧＵ）パックａ５のヘッダに含ま
れるＰＴＳ（Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｓｔａｍｐ）と同じ値を有するグラ
フィックユニットの再生開始時間（ＧＵ＿ＰＢ＿Ｓ＿ＰＴＭ）及びその再生終了時間であ
るグラフィックユニットの再生終了時間（ＧＵ＿ＰＢ＿Ｅ＿ＰＴＭ）を有し、このＰＴＳ
情報又はグラフィックユニットの再生開始時間（ＧＵ＿ＰＢ＿Ｓ＿ＰＴＭ）と、上記グラ
フィックユニットの再生終了時間（ＧＵ＿ＰＢ＿Ｅ＿ＰＴＭ）情報を用いてグラフィック
ユニットの表示時間と（コマンドの）実行が可能な有効時間（両者の開始／終了時間は完
全に一致している）を設定する。また開始／終了時間情報はＰＴＳ/ＰＴＭを使っている
ので、非常に精度高い時間範囲の設定が可能である。また、メニューが複数画面に跨る場
合に、そのメニュー画面におけるボタンの開始番号を与えるボタンオフセット番号（ＢＴ
Ｎ＿ＯＦＮ）、メニュー画面内のボタン数（ＢＴＮ＿Ｎｓ）、数字入力により選択可能な
ボタン数を示す数字選択ボタンの数（ＮＳＬ＿ＢＴＮ＿Ｎｓ）、メニュー画面を表示した
場合に、意図的に任意のボタン番号を選択状態にするための、強制選択ボタンの番号（Ｆ
ＯＳＬ＿ＢＴＮＮ）及びユーザが選択可能な時間帯を過ぎた場合に、強制的に決定される
ボタン番号を示す強制決定ボタンの番号（ＦＯＡＣ＿ＢＴＮＮ）を有する。
【０２２２】
　図４４は、グラフィックユニットに格納されるデータイメージを示している。右上には
、マスクデータｂ３に格納されるイメージを示し、マスクデータは、１ビット／画素で構
成されたマスク（ボタン）パターンである。各マスクデータは、メニュー画面上でのボタ
ンに対応する。右下には、グラフィックデータに格納されるデータを示し、グラフィック
データは、８ビット／画素で構成された２５６色グラフィックパターンである。
【０２２３】
　図４５は、マスクパターンを含むビデオ合成の一例を示す。図４５において、ビデオ合
成出力（Ｄ）は、主映像（Ａ）、グラフィックパターン（Ｂ）およびマスクハ゜ターン（
Ｃ）の３つのプレーンから構成され、それぞれ、主映像（Ａ）＋グラフィックパターン（
Ｂ）＋マスクパターン（Ｃ）のデータを重ね合わせることでビデオ合成が為される。マス
クプレーンでは、（１）～（３）のボタンから選択されたボタンを重ね合わせる。図４５
において、ビデオ合成出力（Ｄ）は、（１）のマスク（ボタン）パターンが選択された状
態を示している。また、グラフィックパターン（Ｂ）とマスク（ボタン）パターン（Ｃ）
のデータは、グラフィックユニットＧＵに格納される。
【０２２４】
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　図４６は、カラーパレット情報ｂ２２に格納されるカラー・コントラスト情報テーブル
の一例を示す。左端は通常用カラーパレットｂ２２１、中央は選択用カラーパレットｂ２
２２、右端は確定用カラーパレットｂ２２３の例を示し、“００ｈ”～“ＦＦｈ”までの
２５６のカラー・コントラストテーブルで構成され、Ｒ（Ｒｅｄ）、Ｇ（Ｇｒｅｅｎ）、
Ｂ（Ｂｌｕｅ）各８ビットのカラーデータおよびコントラストデータ８ビットの計４バイ
トで表現される。図４６の例では、グラフィックデータの楕円形ボタン部分が“８０ｈ”
、星型ボタン部分が“Ｃ７ｈ”及び背景部分が“ＦＦｈ”であり、“８０ｈ”のボタン画
素部分は、通常用カラーパレットｂ２２１では、赤色（Ｒ：“ＦＦｈ”、Ｇ：“００ｈ”
、Ｂ：“００ｈ”）、半透明（“８０ｈ”）、選択用カラーパレットｂ２２２では、青色
（Ｒ：“００ｈ”、Ｇ：“００ｈ”、Ｂ：“ＦＦｈ”）、半透明（“８０ｈ”）、確定用
カラーパレットｂ２２３では、緑色（Ｒ：“００ｈ”、Ｇ：“ＦＦｈ”、Ｂ：“００ｈ”
）、半透明（“８０ｈ”）が割当てられ、それぞれ“ＦＦｈ”の背景画素部分は、白色（
Ｒ：“ＦＦｈ”、Ｇ：“ＦＦｈ”、Ｂ：“ＦＦｈ”）、透明（“ＦＦｈ”）で構成される
。
【０２２５】
　図４６では、マスクパターンが重ね合わされた「ボタン部分」に当たる箇所が、選択用
カラーパレットによって、赤色から青色に変化し、さらにユーザのボタン決定動作により
、青色から緑色に変化する例を示したものである。これにより、メニュー画面上で、ユー
ザの選択動作によるボタンハイライトが実行され、ユーザに選択しているボタンを把握さ
せ、ユーザの決定動作によるボタンハイライトが実行され、ユーザに確定したボタンを把
握させることができる。
【０２２６】
　図４７は、グラフィックユニットＧＵに格納される１ビット／画素のマスクデータｂ３
のビット定義を示す。ビットの値が“１ｂ”の時は、グラフィックパターンで指定された
選択（色、コントラスト）または、確定（色、コントラスト）を表示する。ビット値が“
０ｂ”の時は、背景（主映像プレーンまたはグラフィックプレーンの通常（色、コントラ
スト）を表示）を透過する。
【０２２７】
　図４８は、ディスク形状の情報記憶媒体１から、そこに格納されている情報を読み出し
て再生する情報再生装置（プレーヤ）を示している。すなわち、情報記憶媒体１はディス
クドライブ部１０１に装着されている。ディスクドライブ部１０１は、装着された情報記
憶媒体１を回転駆動し、光ピックアップ（図示せず）を用いて情報記憶媒体１に格納され
ている情報を読み取るものである。
【０２２８】
　ディスクドライブ部１０１で読み取られた情報は、データプロセッサ部１０２に供給さ
れ、エラー訂正処理が施された後、データプロセッサ部１０２内のトラックバッファ（図
示せず）に格納される。そして、このトラックバッファに格納された情報のうち、上記Ｈ
Ｄビデオマネージャ情報領域３１、ＨＤビデオタイトルセット情報領域４１の管理情報は
、メモリ部１２２に記録され、再生制御やデータ管理等に利用される。上記トラックバッ
ファに格納された情報のうち、上記ビデオ・オブジェクト領域３２、４２、４３の情報は
、分離部１０３に転送され、ビデオパックａ４、グラフィックユニットパックａ５、オー
ディオパックａ６及び副映像パックａ７毎に分離される。ビデオパックａ４の情報はビデ
オデコーダ部１１１、副映像パックａ７の情報は副映像デコーダ部１１２に、グラフィッ
クユニットパックａ５の情報はグラフィックデコーダ部１１３に、オーディオパックａ６
の情報はオーディオデコーダ部１１４にそれぞれ供給され、デコード処理が行なわれる。
【０２２９】
　ビデオデコーダ部１１１でデコード処理された主映像情報と、副映像デコーダ部１１２
でデコード処理された副映像情報と、グラフィックデコーダ部１１３でデコード処理され
たグラフィック情報とは、ビデオプロセッサ部１０４に供給されて重畳処理が施された後
、Ｄ／Ａ（ディジタル／アナログ）変換部１３２でアナログ化され、映像信号として図示
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しない映像表示装置（例えばＣＲＴ：Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ等）に出力され
る。オーディオデコーダ部１１４でデコード処理された音声情報は、Ｄ／Ａ変換部１３３
でアナログ化され、音声信号として図示しない音声再生装置（例えばスピーカ等）に出力
される。
【０２３０】
　上記のような情報記憶媒体１に対する一連の再生動作は、ＭＰＵ（Ｍｉｃｒｏ　Ｐｒｏ
ｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）部１２１によって統括的に制御されている。ＭＰＵ部１２１
は、キー入力部１３１からの操作情報を受け、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒ
ｙ）部１２３に格納されたプログラムに基づいて、各部を制御している。
【０２３１】
　図４９、図５０、図５１は、図４８の分離部１０３以降のビデオ系デコーダブロックの
モデル例Ａ、Ｂ及びＣを説明する図である。ビデオデコーダ部１１１は、ビデオ入力バッ
ファ、ビデオデコーダ及びビデオデコーダバッファから構成され、ビデオデコーダでデコ
ードされたビデオデータは、後段のビデオプロセッサ部１０４へ送られる。副映像デコー
ダ部１１２は、副映像ユニット入力バッファ、副映像デコーダ及び副映像デコーダバッフ
ァから構成され、副映像デコーダでデコードされた副映像データは、後段のビデオプロセ
ッサ部１０４へ送られる。グラフィックデコーダ部１１３は、分離部１０３で分離された
グラフィックユニットパックａ５をバッファリングし、少なくとも１つのグラフィックユ
ニットを格納可能なグラフィックユニット入力バッファ１１３ａ、入力バッファ１１３ａ
に格納されたグラフィックユニットのハイライト情報ｂ２及びマスクデータｂ３をデコー
ドするハイライトデコーダ１１３ｂ及びそのハイライトバッファ１１３ｃ、入力バッファ
１１３ａに格納されたグラフィックユニットのグラフィックデータｂ４をデコードするグ
ラフィックデコーダ１１３ｅ及びそのグラフィックバッファ１１３ｆから構成され、さら
にハイライトデコーダ１１３ｂでデコードされたボタンパターンは、後段のミキサー１１
３ｄにより、グラフィックデコーダ１１３ｅでデコードされたグラフィックデータと混合
され、パレット選択１１３ｇ、ハイライト処理１１３ｈが施された後、ビデオプロセッサ
部１０４へ送られる。
【０２３２】
　図４９はグラフィックデコーダを有するデコーダモデルＡの例を示す。デコーダモデル
Ａでは、上記で説明した各デコーダでデコードされたデータは、ビデオプロセッサ部１０
４において、ミキサー１０４ａにより、ビデオデータ、副映像データ及びグラフィックデ
ータが混合、重畳される。さらに、接続される表示装置が、スタンダードテレビ（ＳＤＴ
Ｖ）の時は、ダウンコンバータ１０４ｂによりダウンコンバート処理が施され、ビデオ出
力される。
【０２３３】
　図５０はグラフィックデコーダを有するデコーダモデルＢの例を示す。デコーダモデル
Ｂでは、上記で説明した各デコーダでデコードされたデータは、ビデオプロセッサ部１０
４において、先ず、第１のミキサー１０４ａにより、ビデオデータとグラフィックデータ
が混合、重畳される。その後、接続される表示装置が、スタンダードテレビ（ＳＤＴＶ）
の時は、ダウンコンバータ１０４ｂによりダウンコンバート処理が施され、さらに接続さ
れる表示装置のアスペクト比が４：３の場合には、レターボックス（ＬＢ）／パンスキャ
ン（ＰＳ）変換部１０４ｃにより、レターボックス又はパンスキャン変換処理が施され、
その後、第２のミキサー１０４ｄで、表示タイプ（ＨＤ、ＳＤワイド、４：３、パンスキ
ャン、レターボックス）に対応する副映像データと混合、重畳され、ビデオ出力される。
【０２３４】
　図５１はグラフィックデコーダを有するデコーダモデルＣの例を示す。デコーダモデル
Ｃでは、上記で説明した各デコーダでデコードされたデータは、ビデオプロセッサ部１０
４において、先ず、接続される表示装置が、スタンダードテレビ（ＳＤＴＶ）の時は、ダ
ウンコンバータ１０４ｂによりダウンコンバート処理が施され、さらに接続される表示装
置のアスペクト比が４：３の場合には、レターボックス／パンスキャン変換部１０４ｃに
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より、レターボックス又はパンスキャン変換処理が施され、その後、後段のミキサー１０
４ａで、表示タイプ（ＨＤ、ＳＤワイド、４：３、パンスキャン、レターボックス）に対
応する副映像データ及びグラフィックデータが混合、重畳され、ビデオ出力される。
【０２３５】
　図５２は図４１及び図４２で示したグラフィックユニットＧＵのデータ構造において、
ボタン位置情報を有する別の一例を示す。図５２に示す様に、複数のＧＵパックａ５のペ
イロードデータを繋ぎ合せ、１つのグラフィックユニットＧＵが構成される。図では、パ
ックヘッダ、パディングパケット等の付加データは記述していない。グラフィックユニッ
トＧＵは、大まかに、ヘッダ情報ｂ１、ハイライト情報（ＨＬＩ）ｂ２及びグラフィック
データｂ４から構成され、マスクデータｂ３は持たない。ここでは、ハイライト情報（Ｈ
ＬＩ）ｂ２の詳細内容を記述する（ヘッダ情報ｂ１、一般情報ｂ２１は、図４１、図４２
に同じ）。
【０２３６】
　ハイライト情報ｂ２は、一般情報ｂ２１、カラーパレット情報ｂ２２及び１つ以上のボ
タン情報ｂ２３から構成される。カラーパレット情報ｂ２２は、メニュー上のボタン色を
与えるもので、ハイライトされないボタン色に指定される複数の通常用カラーパレットｅ
２２１、ユーザの矢印キー等の入力選択により、ハイライト選択されているボタン色に指
定される複数の選択用カラーパレットｅ２２２、さらにユーザがハイライト選択されたボ
タンを決定することで、選択色から確定色に指定される複数の確定用カラーパレットｅ２
２３を有する。
【０２３７】
　ボタン情報ｅ２３は、上記複数の通常用、選択用及び確定用のカラーパレットの番号を
夫々指定する使用カラーパレット情報ｅ２３１、メニュー画面上に、１つのボタン情報で
複数の選択可能な位置（ホットスポット）を与えるボタンのホットスポット情報の数ｅ２
３２、その数に対応したボタンの各ホットスポット情報ｅ２３３、ユーザ入力により、前
後左右の隣接ボタンへのボタンを移動する情報として、隣接ボタン位置情報ｅ２３４及び
ボタンが確定された時に実行されるボタンコマンドｅ２３５を有する。このボタンコマン
ドには、１つ以上のコマンドを連続配置したコマンドシーケンスを構成でき、本発明では
、最大８つまでのコマンドを配置できる構成としている。ボタンが確定された時に、１～
８までのコマンドを連続実行することで、設定、分岐などの複合的な処理が一度に実行可
能となる。
【０２３８】
　図５３は、図５２で示したボタン位置情報を有するグラフィックユニットを含むビデオ
合成の一例を示す。図５３において、ビデオ合成出力（Ｃ）は、主映像（Ａ）、グラフィ
ックパターン（Ｂ）の２つのプレーン及び各ボタンのボタン位置情報ｅ２３３（メニュー
画面上で、１つのボタン情報に対して、ユーザがポイント可能な複数のホットスポットを
指定可能、実行されるボタンコマンド同じ）から構成され、それぞれ、主映像（Ａ）＋グ
ラフィックパターン（Ｂ）＋（１）～（３）のボタン位置情報を重ね合わせることでビデ
オ合成が為される。図５３において、ビデオ合成出力（Ｃ）は、（１）のボタン位置情報
が選択された状態を示している。また、グラフィックパターン（Ｂ）と各ボタン位置情報
は、グラフィックユニットに格納される。図５３の例では、各ボタン位置情報に２つのホ
ットスポットが指定されており、（１）のボタン１用のボタン位置情報は、ホットスポッ
ト１１及び１２の位置情報を有し、夫々グラフィックパターンの上部の楕円及び星形状の
ボタンに対応し、そのどちらのボタンが選択／確定されても、同じボタンコマンドｅ２３
５が発行され、メニューの選択確定動作は、同じである。同様に、（２）のボタン２用の
ボタン位置情報は、ホットスポット２１及び２２の位置情報を有し、夫々グラフィックパ
ターンの中央部の楕円及び星形状のボタンに対応し、（３）のボタン３用のボタン位置情
報は、ホットスポット３１及び３２の位置情報を有し、夫々グラフィックパターンの下部
の楕円及び星形状のボタンに対応している。
【０２３９】
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　図５４は、図４５で示したビデオ合成に、さらに副映像データを含むビデオ合成の一例
を示したものである。図５４において、ビデオ合成出力（Ｅ）は、主映像（Ａ）、副映像
（Ｂ）、グラフィックパターン（Ｃ）およびマスクパターン（Ｄ）の４つのプレーンから
構成され、それぞれ、主映像（Ａ）＋副映像（Ｂ）＋グラフィックパターン（Ｃ）＋マス
クパターン（Ｄ）のデータを重ね合わせることでビデオ合成が為される。マスクプレーン
では、（１）～（６）のボタンから選択されたボタンを重ね合わせる。図５４において、
ビデオ合成出力（Ｅ）は、（１）のマスク（ボタン）パターンが選択された状態を示して
いる。また、グラフィックパターン（Ｃ）とマスク（ボタン）パターン（Ｄ）のデータは
、グラフィックユニットＧＵに格納される。
【０２４０】
　図５５は、グラフィックデコーダを含むビデオデコーダ関連のビデオ合成フロー示す。
図５５において、ビデオ合成は、
　（１）ビデオデコーダでビデオデータをデコードする（ステップＳ１）
　（２）副映像デコーダで副映像データをデコードする（ステップＳ２）
　（３）グラフィックデコーダでグラフィックデータをデコードする（ステップＳ３）
　（４）ハイライトデコーダでマスクデータをデコードする（ステップＳ４）
　（５）グラフィックデータとマスクデータをミキサー混合する（ステップＳ５）
　（６）カラーパレット選択とハイライト処理を実行する（ステップＳ６）
　（７）ビデオ、副映像、グラフィックデコーダでデコードされた各データをミキサーで
混合する（ステップＳ７）
　（８）必要に応じて、ダウンコンバート、レターボックス（ＬＢ）及びパンスキャン（
ＰＳ）等の変換処理を実行し、ビデオ出力する（ステップＳ８）
　以上説明した様に、グラフィックユニットＧＵを記録した情報記憶媒体及びグラフィッ
クユニットＧＵをデコードできるシステムでは、２５６色までのグラフィックで、従来の
矩形ボタンのみならず、楕円形や星型などの複雑なボタン形状が構築でき、ユーザに対し
多彩なメニュー画面を提供できる。さらに、グラフィックユニットＧＵは、字幕などに用
いられる副映像ストリームと分離して構築されるので、従来のＳＤのＤＶＤメニューの様
に、副映像の表示期間に左右されることなくグラフィックユニットＧＵの時間情報でメニ
ュー選択期間を設定できるので、コンテンツ製作者の自由度が広がり、より多彩なコンテ
ンツをユーザに提供可能となる。
【０２４１】
　図３９（ｃ）に示したＳＰパックａ７内に格納される副映像ユニットＳＰＵ（Ｓｕｂ－
Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｕｎｉｔ）内のデータ構造は、図５６に示すように、副映像ユニットヘ
ッダＳＰＵＨ（Ｓｕｂ－Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｕｎｉｔ　Ｈｅａｄｅｒ）の後ろに副映像のビ
ットマップ画面がランレングス圧縮（データ圧縮技術の一部）されてピクセルデータ領域
ＰＸＤ内に記録される。更に、その後ろにはピクセルデータ領域ＰＸＤ内に記録されたラ
ンレングス圧縮前の副映像のビットマップ画面の主映像画面に対する表示位置や表示サイ
ズ、表示タイミングなどの情報が記録された副映像表示制御シーケンステーブルＳＰ＿Ｄ
ＣＳＱＴ（Ｓｕｂ－Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｄｉｓｐｌａｙ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｓｅｑｕｅｎｃ
ｅ　ｔａｂｌｅ）が記録される。現状のＳＤのＤＶＤコンテンツに使われている副映像ユ
ニットヘッダＳＰＵＨ内のデータ構造は、図５８（ａ）に示すように、副映像ユニットの
サイズ情報ＳＰＵ＿ＳＺと副映像表示制御シーケンステーブル開始アドレス情報ＳＰ＿Ｄ
ＣＳＱＴ＿ＳＡから構成され、各情報がそれぞれ２バイトで表現されている。
【０２４２】
　上記副映像ユニットのサイズ情報ＳＰＵ＿ＳＺと副映像表示制御シーケンステーブル開
始アドレス情報ＳＰ＿ＤＣＳＱＴ＿ＳＡの定義を図５７に示す。副映像表示制御シーケン
ステーブル開始アドレス情報ＳＰ＿ＤＣＳＱＴ＿ＳＡは副映像ユニットヘッダＳＰＨＵの
先頭位置から副映像表示制御シーケンステーブル開始位置までの相対アドレス（データサ
イズ）を表す。また、副映像ユニットのサイズ情報ＳＰＵ＿ＳＺは副映像ユニットＳＰＵ
全体のサイズを表し、現状のＳＤのＤＶＤにおいてこの値は５３２２０バイト以下に設定
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する必要が有る。現行のＤＶＤビデオ規格では例えばＮＴＳＣ（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅ
ｌｅｖｉｓｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ）では解像度が最大４８０ライン
×７２０ピクセルのＳＤ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ）画像しかサポート
していない。それに対して映像情報としてＮＴＳＣで例えば１０８０ライン×１９２０ピ
クセルの高解像度を持ったＨＤ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ）画像まで対応させ、
それに応じた高解像度の副映像ストリームを記録しようとしても、上限が５３２２０バイ
トと規定されている現行の副映像ユニットＳＰＵには入らないと言う問題が生じる。また
、同様に副映像画面の表示位置などの情報を記録する副映像表示制御シーケンステーブル
ＳＰ＿ＤＣＳＱＴのサイズも拡張する必要が有る。従って、ＨＤに対応した副映像ユニッ
トヘッダＳＰＵＨでは、図５８（ｃ）に示すように、副映像ユニットのサイズ情報ＳＰＵ
＿ＳＺを従来の２バイト表現から４バイト表現まで拡張し、最大３９３２１６バイトまで
設定可能としている。また、副映像表示制御シーケンステーブル開始アドレス情報ＳＰ＿
ＤＣＳＱＴ＿ＳＡも従来の２バイト表現から４バイト表現に拡張した。更に、現状のＳＤ
のＤＶＤコンテンツとの間のデータ構造互換性確保を目指した構造にしている。すなわち
、映像ユニットヘッダＳＰＵＨの先頭から２バイトの情報でＳＤ用副映像ユニットヘッダ
ＳＰＵＨかＨＤ用副映像ユニットヘッダＳＰＵＨかの識別が可能な構造にしている。副映
像ユニットヘッダＳＰＵＨの先頭から２バイトの情報が“００００ｈ”以外の情報が記録
されている場合には、ＳＤ用副映像ユニットヘッダＳＰＵＨで有ると識別し、この２バイ
トの情報は副映像ユニットのサイズ情報ＳＰＵ＿ＳＺの情報を示していると識別させる。
逆に、この２バイト情報が“００００ｈ”の場合には、ＨＤ用副映像ユニットヘッダＳＰ
ＵＨで有ると識別し、この２バイトの情報は副映像ユニットのプリヘッダＰＲＥ＿ＨＥＡ
Ｄ内に記録されたＨＤ用の副映像ユニット用ＩＤ情報ＳＰＵ＿ＩＤと認識させる。ＨＤ用
の副映像ユニットヘッダＳＰＵＨ内では副映像ユニットのサイズ情報ＳＰＵ＿ＳＺと副映
像表示制御シーケンステーブル開始アドレス情報ＳＰ＿ＤＣＳＱＴ＿ＳＡは副映像ユニッ
トのポストヘッダＰＯＳＴ＿ＨＥＡＤ内に記録されている。
【０２４３】
　上記説明内容に基づき、判定した種別に応じて副映像ユニットの再生を行うフローチャ
ートを図６１に示す。
【０２４４】
　先ず、副映像ユニットヘッダ（ＳＰＵＨ）中の２バイトの先行ヘッダ（ＰＲＥ＿ＨＥＡ
Ｄ）を取得し（Ｓ３１）、ＰＲＥ＿ＨＥＡＤ内のデータが“００００ｈ”か否かを判定す
る（Ｓ３２）。このデータが“００００ｈ”以外の場合には、２バイトのＰＲＥ＿ＨＥＡ
Ｄを副映像ユニットサイズ（ＳＰＵ＿ＳＺ）として処理し（Ｓ３３）、２バイトの後続ヘ
ッダ（ＰＯＳＴ＿ＨＥＡＤ）を副映像表示制御シーケンステーブル開始アドレス（ＳＰ＿
ＤＣＳＱＴ＿ＳＡ）として処理する（Ｓ３４）。
【０２４５】
　ＰＲＥ＿ＨＥＡＤ内のデータが“００００ｈ”の場合には、２バイトのＰＲＥ＿ＨＥＡ
Ｄを副映像ユニット識別子（ＳＰＵ＿ＩＤ）として処理し（Ｓ３７）、８バイトの後続ヘ
ッダ（ＰＯＳＴ＿ＨＥＡＤ）を、４バイトの副映像ユニットサイズ（ＳＰＵ＿ＳＺ）と、
４バイトの副映像表示制御シーケンステーブル開始アドレス（ＳＰ＿ＤＣＳＱＴ＿ＳＡ）
として処理する（Ｓ３８）。
【０２４６】
　いずれの場合でも、その後に後続のピクセルデータ（ＰＸＤ）を取得（Ｓ３５）した後
に、後続の副映像表示制御シーケンステーブル（ＳＰ＿ＤＣＳＱＴ）を取得する（Ｓ３６
）。
【０２４７】
　図５８（ｃ）に示したＨＤ用の副映像ユニットヘッダＳＰＵＨ内のデータ構造を別の観
点から書き直したのが図５９である。
【０２４８】
　副映像表示制御シーケンステーブルＳＰ＿ＤＣＳＱＴ内に記録し得る副映像表示制御コ
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マンドＳＰ＿ＤＣＣＭＤの一覧に対して、図６０に示すように、ＨＤコンテンツに対応し
た高解像度の副映像に対するコマンドであるピクセルデータの表示領域を設定２（ＳＥＴ
＿ＤＡＲＥＡ２）、ピクセルデータの表示先頭アドレスを設定２（ＳＥＴ＿ＤＳＰＸＡ２
）、ピクセルデータの色とコントラストの変更を設定２（ＣＨＧ＿ＣＯＬＣＯＮ２）を追
加する。ピクセルデータの表示領域の設定２であるＳＥＴ＿ＤＡＲＥＡ２はＳＥＴ＿ＤＡ
ＲＥＡと同様に副映像ビットマップ画面の主映像画面内での表示範囲を指定したコマンド
で、表示範囲の指定値設定条件に対して従来のＳＤ映像に加えてＨＤ映像に対する条件が
付加されている。ピクセルデータの表示先頭アドレスの設定２であるＳＥＴ＿ＤＳＰＸＡ
２はＳＥＴ＿ＤＳＰＸＡと同様に副映像ビットマップ画面の主映像画面内での表示先頭ア
ドレスを指定したコマンドでＨＤの高解像度に合わせて、ＰＸＤデータの表示開始位置を
アドレス指定可能なように（ＳＥＴ＿ＤＳＰＸＡの）５バイト表現から８バイト表現に拡
張している。ピクセルデータの色とコントラストの変更を設定２するＣＨＧ＿ＣＯＬＣＯ
Ｎ２はＣＨＧ＿ＣＯＬＣＯＮと同様に副映像ビットマップ画面の色とコントラストの変更
を指定するコマンドである。
【０２４９】
　なお、この発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではそ
の要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示
されている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異なる実施
形態に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０２５０】
【図１】本発明実施形態におけるディスク形状の情報記憶媒体１に記録される情報内容を
示す図。
【図２】従来のＳＤのＤＶＤビデオコンテンツのファイルシステムを示す図。
【図３】図１の（ｅ）に示すＨＤビデオマネージャ情報領域（ＨＤＶＭＧＩ）３１内のデ
ータ構造を示す図。
【図４】図３のＨＤビデオマネージャ情報・管理テーブル（ＨＤＶＭＧＩ＿ＭＡＴ）３１
０内のデータ構造を示す図。
【図５】図３に示したタイトルサーチポインタテーブル（ＴＴ＿ＳＲＰＴ）３１１内のデ
ータ構造を示す図。
【図６】３に示したＨＤビデオマネージャメニュー・ＰＧＣＩ・ユニットテーブル（ＨＤ
ＶＭＧＭ＿ＰＧＣＩ＿ＵＴ）３１２内のデータ構造を示す図。
【図７】図３に示したＨＤビデオマネージャメニューＰＧＣＩ（ＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣＩ
＿ＵＴ）３１２内に記録されるＨＤビデオマネージャメニュー・言語ユニット＃ｎ（ＨＤ
ＶＭＧＭ＿ＬＵ　＃ｎ）３１２ｃ（図６）内のデータ構造を示す図。
【図８】図７に示したＨＤビデオマネージャメニュー・言語ユニット＃ｎ（ＨＤＶＭＧＭ
＿ＬＵ　＃ｎ）３１２ｃ（図６）内に記録されるＨＤビデオマネージャメニュープログラ
ムチェーンカテゴリ（ＨＤＶＭＧＭ＿ＰＧＣ＿ＣＡＴ）内のデータ構造を示す図。
【図９】図３に示したパレンタルマネジメント（管理）情報テーブル（ＰＴＬ＿ＭＡＩＴ
）３１３内のデータ構造を示す図。
【図１０】図９に示したパレンタル管理情報（ＰＴＬ＿ＭＡＩ）３１３ｃ内のデータ構造
を示す図。
【図１１】図３に示したＨＤビデオタイトルセット属性情報テーブル（ＨＤＶＴＳ＿ＡＴ
ＲＴ）３１４内のデータ構造を示す図。
【図１２】図３に示したテキストデータマネージャ（ＴＸＴＤＴ＿ＭＧ）３１５内のデー
タ構造を示す図。
【図１３】図１２に示したテキストデータマネージャ（ＴＸＴＤＴ＿ＭＧ）３１５内のテ
キストデータ言語ユニット（ＴＸＴＤＴ＿ＬＵ）３１５ｃ内のデータ構造を示す図。
【図１４】図１３に示したテキストデータ言語ユニット（ＴＸＴＤＴ＿ＬＵ）３１５ｃ内
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のテキストデータ（ＴＸＴＤＴ）３１５ｃ４内のデータ構造を示す図。
【図１５】図３に示したＨＤビデオマネージャメニューセルアドレステーブル（ＨＤＶＭ
ＧＭ＿Ｃ＿ＡＤＴ）３１６内のデータ構造を示す図。
【図１６】図３に示したＨＤビデオマネージャメニュービデオオブジェクトユニットアド
レスマップ（ＨＤＶＭＧＭ＿ＶＯＢＵ＿ＡＤＭＡＰ）３１７内のデータ構造を示す図。
【図１７】ＨＤビデオコンテンツのメニュー用ＡＯＢ（ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢ）自体に対
する管理情報内容を示す図。
【図１８】図２のＨＤ＿ＶＭＧ０１．ＨＤＶファイル内にまとめて格納された図１の（ｅ
）に示すメニュー用ビデオオブジェクト領域（ＨＤＶＭＧＭ＿ＶＯＢＳ）３２内のデータ
構造を示す図。
【図１９】メニュー用のオーディオオブジェクト領域（ＨＤＭＥＮＵ＿ＡＯＢＳ）内のデ
ータ構造を示す図。
【図２０】図１の（ｆ）に示したＨＤビデオタイトルセット情報領域（ＨＤＶＴＳＩ）４
１内のデータ構造を示す図。
【図２１】ＨＤビデオタイトルセット情報管理テーブル（ＨＤＶＴＳＩ＿ＭＡＴ）４１０
内のデータ構造を示す図。
【図２２】図２０に示したＨＤビデオタイトルセットＰＴＴサーチポインタテーブル（Ｈ
ＤＶＴＳ＿ＰＰＴ＿ＳＲＰＴ）４１１の内のデータ構造を示す図。
【図２３】図２０に示したＨＤビデオタイトルセット・プログラムチェーン情報テーブル
（ＨＤＶＴＳ＿ＰＧＣＩＴ）４１２内のデータ構造を示す図。
【図２４】図２３に示したＨＤＶＴＳ＿ＰＧＣＩサーチポインタ（ＨＤＶＴＳ＿ＰＧＣＩ
＿ＳＰＲ）内に記録されるＨＤビデオタイトルセットプログラムチェーンカテゴリ（ＨＤ
ＶＴＳ＿ＰＧＣ＿ＣＡＴ）内のデータ構造を示す図。
【図２５】図２０に示したＨＤビデオタイトルセットメニュー・ＰＧＣＩ・ユニットテー
ブル（ＨＤＶＴＳＭ＿ＰＧＣＩ＿ＵＴ）４１３内のデータ構造を示す図。
【図２６】図２５に示したＨＤビデオタイトルセットメニュー・言語ユニット（ＨＤＶＴ
ＳＭ＿ＬＵ）４１３ｃ内のデータ構造を示す図。
【図２７】図２６に示したＨＤＶＴＳＭ＿ＰＧＣカテゴリ情報（ＨＤＶＴＳＭ＿ＰＧＣ＿
ＣＡＴ）内のデータ構造を示す図。
【図２８】図２０に示したのＨＤビデオタイトルセット・タイムマップテーブル（ＨＤＶ
ＴＳ＿ＴＭＡＰＴ）４１４内のデータ構造を示す図。
【図２９】図２０に示したＨＤビデオタイトルセットメニュー・セル・アドレステーブル
（ＨＤＶＴＳＭ＿Ｃ＿ＡＤＴ）４１５内のデータ構造を示す図。
【図３０】図２０に示したＨＤビデオタイトルセットメニュー・ビデオオブジェクトユニ
ット・アドレスマップ（ＨＤＶＴＳＭ＿ＶＯＢＵ＿ＡＤＭＡＰ）４１６内のデータ構造を
示す図。
【図３１】図２０に示したＨＤビデオタイトルセット・セル・アドレステーブル（ＨＤＶ
ＴＳ＿Ｃ＿ＡＤＴ）４１７内のデータ構造を示す図。
【図３２】図２０に示したＨＤビデオタイトルセット・セル・アドレステーブル（ＨＤＶ
ＴＳ＿Ｃ＿ＡＤＴ）４１７内のデータ構造を示す図。
【図３３】プログラムチェーン情報ＰＧＣＩ内のデータ構造を示す図。
【図３４】プログラムチェーン情報ＰＧＣＩ内のプログラムチェーン・一般情報ＰＧＣＩ
＿ＧＩ内のデータ構造を示す図。
【図３５】図３４に示したプログラムチェーン情報ＰＧＣＩ内のプログラムチェーン・コ
マンドテーブルＰＧＣＩ＿ＣＭＤＴ内のデータ構造を示す図。
【図３６】図３５に示したプログラムチェーン・コマンドテーブルＰＧＣＩ＿ＣＭＤＴ内
のプログラムチェーン・コマンドテーブル情報ＰＧＣ＿ＣＭＤＴＩとリジュームコマンド
ＲＳＭ＿ＣＭＤ内のデータ構造を示す図。
【図３７】プログラムチェーン情報ＰＧＣＩ内に配置されたプログラムチェーン・プログ
ラムマップ（ＰＧＣ＿ＰＧＭＡＰ）とセル・位置情報テーブル（Ｃ＿ＰＯＳＩＴ）５４内
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のデータ構造を示す図。
【図３８】プログラムチェーン情報ＰＧＣＩ内に配置されたセル・再生情報テーブルＣ＿
ＰＢＩＴ内のデータ構造を示す図。
【図３９】グラフィックユニットＧＵがＭＰＥＧプログラムストリームとして格納される
構造を示す図。
【図４０】グラフィックユニットＧＵの各ストリームに割当てられるストリームＩＤ及び
サブストリームＩＤを示す図。
【図４１】マスクデータを有するグラフィックユニットＧＵのデータ構造の一例を示す図
。
【図４２】図４１のマスクデータを有するグラフィックユニットのデータ構造の他の一例
を示す図。
【図４３】ヘッダ情報ｂ１及び一般情報ｂ２１の内容を示す図。
【図４４】グラフィックユニットに格納されるデータイメージを示す図。
【図４５】マスクパターンを含むビデオ合成の一例を示す図。
【図４６】カラーパレット情報ｂ２２に格納されるカラー・コントラスト情報テーブルの
一例を示す図。
【図４７】グラフィックユニットＧＵに格納される１ビット／画素のマスクデータｂ３の
ビット定義を示す図。
【図４８】ディスク形状の情報記憶媒体１からそこに格納されている情報を読み出して再
生する情報再生装置（プレーヤ）を示す図。
【図４９】図４８の分離部１０３以降のビデオ系でコーダブロックのモデル例Ａを示す図
。
【図５０】図４８の分離部１０３以降のビデオ系でコーダブロックのモデル例Ｂを示す図
。
【図５１】図４８の分離部１０３以降のビデオ系でコーダブロックのモデル例Ｃを示す図
。
【図５２】図４１及び図４２で示したグラフィックユニットＧＵのデータ構造において、
ボタン位置情報を有する別の一例を示す図。
【図５３】図５２で示したボタン位置情報を有するグラフィックユニットを含むビデオ合
成の一例を示す図。
【図５４】図４５で示したビデオ合成に、さらに副映像データを含むビデオ合成の一例を
示す図。
【図５５】グラフィックデコーダを含むビデオデコーダ関連のビデオ合成のフローチャー
トを示す図。
【図５６】副映像ユニットの構造を示す図。
【図５７】副映像ユニットヘッダ内に記録されたＳＰＵサイズ情報と、ＳＰ＿ＤＣＳＱＴ
＿ＳＡ情報に関する説明図。
【図５８】従来のＳＤ用と新規のＨＤ対応の副映像ユニットヘッダ内の構造を比較する図
。
【図５９】副映像ユニットヘッダ情報を示す図。
【図６０】副映像表示制御コマンドの一覧を示す図。
【図６１】副映像ユニットの種別の判定処理を示すフローチャート。
【符号の説明】
【０２５１】
１…ディスク形状の情報記憶媒体、１０…リードイン領域、１１…ボリューム／ファイル
構造情報領域、１２…データ領域、１３…リードアウト領域、２０…ビデオデータ記録領
域、２１…他のビデオデータ記録領域、２２…一般コンピュータ情報記録領域、３０…Ｈ
Ｄビデオマネージャ記録領域、３１…ＨＤビデオマネージャ情報領域、３５…ファースト
プレイＰＧＣ用言語選択メニュー、３２…メニュー用ビデオオブジェクト領域、３３…メ
ニュー用オーディオオブジェクト領域、３４…ＨＤビデオマネージャ情報バックアップ領
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域、４０…ＨＤビデオタイトルセット記録領域、４１…ＨＤビデオタイトルセット情報領
域、４２…メニュー用ビデオオブジェクト領域、４３…タイトル用ビデオオブジェクト領
域、４４…ＨＤビデオタイトルセット情報バックアップ領域。
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