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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多重再生経路を有するビデオデータの再生を管理するためのデータ構造を有する記録媒
体であって、
　前記記録媒体は、
　前記ビデオデータを含むストリームファイルと、
　前記ストリームファイルに対応するクリップ情報ファイルであって、前記ビデオデータ
のタイミング情報を含むクリップ情報ファイルと、
　前記ビデオデータのクリップにある再生区間を特定する少なくとも一つのプレイアイテ
ムを含むプレイリストファイルと、
　前記プレイリストファイルを起動させるナビゲーションコマンドを含む経路アイテムを
含むナビゲーションファイルと
　を含み、
　前記ストリームファイル、前記クリップ情報ファイル、前記プレイリストファイル及び
前記ナビゲーションファイルは、前記記録媒体内で互いから分離したファイルであり、
　前記ナビゲーションファイルは、再生経路における次の経路アイテムを指し示すナビゲ
ーションコマンドを含む経路アイテムをさらに含むことを特徴とする記録媒体。
【請求項２】
　前記ナビゲーションコマンドは、前記プレイリストファイルの再生開始を表すことを特
徴とする請求項１に記載の記録媒体。
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【請求項３】
　前記多重再生経路は、再生する異なる言語をそれぞれ表すことを特徴とする請求項１に
記載の記録媒体。
【請求項４】
　前記多重再生経路は、再生する異なるカメラアングルをそれぞれ表すことを特徴とする
請求項１に記載の記録媒体。
【請求項５】
　前記多重再生経路は、再生する異なるパレンタル制御の再生経路をそれぞれ表すことを
特徴とする請求項１に記載の記録媒体。
【請求項６】
　前記多重再生経路は、メイン再生経路における別個のサイド再生経路を表すことを特徴
とする請求項１に記載の記録媒体。
【請求項７】
　前記ビデオデータは、異なる言語に関連付けられた再生経路を含むことを特徴とする請
求項１に記載の記録媒体。
【請求項８】
　前記ビデオデータは、異なるカメラアングルに関連付けられた再生経路を含むことを特
徴とする請求項１に記載の記録媒体。
【請求項９】
　前記ビデオデータは、異なるパレンタル制御レベルに関連付けられた再生経路を含むこ
とを特徴とする請求項１に記載の記録媒体。
【請求項１０】
　前記ビデオデータは、メイン再生経路及びサイド再生経路を含むことを特徴とする請求
項１に記載の記録媒体。
【請求項１１】
　前記多重再生経路のそれぞれを示す前記ストリームファイルについてのタイミング情報
を含むクリップ情報ファイルをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の記録媒体。
【請求項１２】
　前記経路アイテムは、他の経路アイテムに分岐して再生すること表すことを特徴とする
請求項１に記載の記録媒体。
【請求項１３】
　前記経路アイテムは、プレイリストファイルに分岐して再生することを表すことを特徴
とする請求項１に記載の記録媒体。
【請求項１４】
　前記経路アイテムは、前記経路アイテムの長さを示す長さインジケーターをさらに含む
ことを特徴とする請求項１に記載の記録媒体。
【請求項１５】
　前記経路アイテムは、前記経路アイテムの属性を表す属性インジケーターをさらに含む
ことを特徴とする請求項１に記載の記録媒体。
【請求項１６】
　多重再生経路のそれぞれについてのストリームファイルであって、前記記録媒体内にイ
ンターリーブされているストリームファイルをさらに含むことを特徴とする請求項１に記
載の記録媒体。
【請求項１７】
　多重再生経路を有するビデオデータの再生を管理するためのデータ構造を記録媒体に記
録する方法であって、
　前記方法は、
　前記ビデオデータを含むストリームファイルを前記記録媒体に記録するステップと、
　前記ストリームファイルに対応するクリップ情報ファイルであって、前記ビデオデータ
のタイミング情報を含むクリップ情報ファイルを前記記録媒体に記録するステップと、
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　前記ビデオデータのクリップにある再生区間を特定する少なくとも一つのプレイアイテ
ムを含むプレイリストファイルを前記記録媒体に記録するステップと、
　前記プレイリストファイルを起動させるナビゲーションコマンドを含む経路アイテムを
含むナビゲーションファイルを前記記録媒体に記録するステップと
　を含み、
　前記ストリームファイル、前記クリップ情報ファイル、前記プレイリストファイル及び
前記ナビゲーションファイルは、前記記録媒体内で互いから分離したファイルであり、
　前記ナビゲーションファイルは、再生経路における次の経路アイテムを指し示すナビゲ
ーションコマンドを含む経路アイテムをさらに含むことを特徴とする方法。
【請求項１８】
　前記経路アイテムは、前記経路アイテムの長さを示す長さインジケーターを含むことを
特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記経路アイテムは、前記経路アイテムの属性を表す属性インジケーターを含むことを
特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　多重再生経路のそれぞれについてのストリームファイルを記録するステップであって、
該ストリームファイルは前記記録媒体内にインターリーブされている、ステップをさらに
含むことを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項２１】
　記録媒体に記録された多重再生経路を有するビデオデータの再生を管理するためのデー
タ構造を再生する方法であって、
　前記方法は、
　前記記録媒体に記録されたナビゲーションファイルであって、プレイリストファイルを
起動させるナビゲーションコマンドを含む経路アイテムを含むナビゲーションファイルを
読み出すステップと、
　前記記録媒体に記録された前記プレイリストファイルであって、ストリームファイルに
おける再生区間を特定する少なくとも一つのプレイアイテムを含むプレイリストファイル
を読み出すステップと、
　前記記録媒体に記録された、前記ストリームファイルに対応するクリップ情報ファイル
であって、前記ビデオデータのタイミング情報を含むクリップ情報ファイルを読み出すス
テップと、
　前記ストリームファイルに含まれる前記ビデオデータを再生するステップと
　を含み、
　前記ストリームファイル、前記クリップ情報ファイル、前記プレイリストファイル及び
前記ナビゲーションファイルは、前記記録媒体内で互いから分離したファイルであり、
　前記ナビゲーションファイルは、再生経路における次の経路アイテムを指し示すナビゲ
ーションコマンドを含む経路アイテムをさらに含むことを特徴とする方法。
【請求項２２】
　前記経路アイテムは、前記経路アイテムの長さを示す長さインジケーターを含むことを
特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記経路アイテムは、前記経路アイテムの属性を表す属性インジケーターを含むことを
特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２４】
　多重再生経路を有するビデオデータの再生を管理するためのデータ構造を記録媒体に記
録する装置であって、
　前記装置は、
　前記ビデオデータを含むストリームファイルを前記記録媒体に記録するように構成され
た記録ユニットと、
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　前記記録ユニットを制御して、前記ストリームファイルに対応するクリップ情報ファイ
ルであって、前記ビデオデータのタイミング情報を含むクリップ情報ファイルを前記記録
媒体に記録し、前記ビデオデータのクリップにある再生区間を特定する少なくとも一つの
プレイアイテムを含むプレイリストファイルを前記記録媒体に記録し、かつ前記プレイリ
ストファイルを起動させるナビゲーションコマンドを含む経路アイテムを含むナビゲーシ
ョンファイルを前記記録媒体に記録するように構成された制御器と
　を含み、
　前記ストリームファイル、前記クリップ情報ファイル、前記プレイリストファイル及び
前記ナビゲーションファイルは、前記記録媒体内で互いから分離したファイルであり、
　前記ナビゲーションファイルは、再生経路における次の経路アイテムを指し示すナビゲ
ーションコマンドを含む経路アイテムをさらに含むことを特徴とする装置。
【請求項２５】
　前記経路アイテムは、前記経路アイテムの長さを示す長さインジケーターを含むことを
特徴とする請求項２４に記載の装置。
【請求項２６】
　前記経路アイテムは、前記経路アイテムの属性を表す属性インジケーターを含むことを
特徴とする請求項２４に記載の装置。
【請求項２７】
　記録媒体に記録された多重再生経路を有するビデオデータの再生を管理するためのデー
タ構造を再生する装置であって、
　前記装置は、
　前記記録媒体に記録されたデータを読み出すように構成された再生ユニットと、
　前記再生ユニットを制御して、プレイリストファイルを起動させるナビゲーションコマ
ンドを含む経路アイテムを含むナビゲーションファイルであって、前記記録媒体に記録さ
れているナビゲーションファイルを読み出し、ストリームファイルの再生区間を特定する
少なくとも一つのプレイアイテムを含むプレイリストファイルであって、前記記録媒体に
記録されているプレイリストファイルを読み出し、前記記録媒体に記録されている、前記
ストリームファイルに対応するクリップ情報ファイルであって、前記ビデオデータのタイ
ミング情報を含むクリップ情報ファイルを読み出し、かつ前記ストリームファイルに含ま
れているビデオデータを再生するように構成された制御器と
　を含み、
　前記ストリームファイル、前記クリップ情報ファイル、前記プレイリストファイル及び
前記ナビゲーションファイルは、前記記録媒体内で互いから分離したファイルであり、
　前記ナビゲーションファイルは、再生経路における次の経路アイテムを指し示すナビゲ
ーションコマンドを含む経路アイテムをさらに含むことを特徴とする装置。
【請求項２８】
　前記経路アイテムは、前記経路アイテムの長さを示す長さインジケーターを含むことを
特徴とする請求項２７に記載の装置。
【請求項２９】
　前記経路アイテムは、前記経路アイテムの属性を表す属性インジケーターを含むことを
特徴とする請求項２７に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は記録されたデータの再生を管理するためのデータ構造を有する記録媒体、前記
データ構造を再生して記録するための装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近では、高画質のビデオデータと高音質のオーディオデータを高容量記録できる新し
い高密度再生専用または再記録可能光ディスクに対する規格化作業が急速に展開されて、
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再記録可能ブルーレイディスク（ＢＤ－ＲＥ：Blu－Ray Disc Rewritable）のような新し
い光ディスクと関連した製品がまもなく商用化されることと期待されている。
【０００３】
　図１は、再記録可能ブルーレイディスク（ＢＤ－ＲＥ）のファイル構造を示したもので
ある。前記ファイル構造またはデータ構造は前記ＢＤ－ＲＥに記録されるビデオオーディ
オデータの再生を管理するために提供される。図１に示したように、データ構造は少なく
とも一つ以上の‘ＢＤＡＶ’ディレクトリ（Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ）を有するルートディレ
クトリを含む。‘ＢＤＡＶ’ディレクトリには‘ｉｎｆｏ．ｂｄａｖ’、‘ｍｅｎｕ．ｔ
ｉｄｘ’、‘ｍａｒｋ．ｔｉｄｘ’、‘＊．ｒｐｌｓ’、及び‘＊．ｖｐｌｓ’のような
プレーリストファイルが保存されるＰＬＡＹＬＩＳＴサブディレクトリ（ｓｕｂｄｉｒｅ
ｃｔｏｒｙ）、‘＊．ｃｌｐｉ’のようなクリップ情報ファイルが保存されるＣＬＩＰＩ
ＮＦサブディレクトリ、そして前記クリップ情報ファイルに対応するＭＰＥＧ－２フォー
マットのＡ／Ｖストリームクリップファイルが保存されるＳＴＲＥＡＭサブディレクトリ
が含まれる。図１は、前記ディスクのデータ構造だけでなくディスクの領域を見せてくれ
る。例えば、‘ｉｎｆｏ．ｂｄａｖ’のような一般情報ファイルは前記ディスクの一般情
報領域に保存される。
【０００４】
　図１に図示したＢＤ－ＲＥのデータ構造とディスクフォーマットは広く知られて容易に
利用できるので、以後ファイル構造に対しては簡単に説明する。
【０００５】
　前述したように、ＳＴＲＥＡＭディレクトリにはクリップ（Clip）またはクリップファ
イルと呼ばれるＭＰＥＧ－２フォーマットのＡ／Ｖストリームファイルが含まれて、また
ブリッジ－クリップＡ／Ｖストリームファイル（Bridge－clip A/V stream file）という
特別な形態のクリップも含まれることができる。ブリッジ－クリップはクリップのうちか
ら選択された二つ以上の再生区間を滑らかに連結するために使われて、一般に前記クリッ
プに比べて大きさが小さい。前記Ａ／Ｖストリームにはビデオオーディオデータに対する
ソースパケット（Source Packets）が含まれる。例えば、前記ビデオオーディオデータに
対するソースパケットにはヘッダー（Header）と伝送パケット（Transport Packet）が含
まれる。一つのソースパケットには自身に接近するための住所の役割をするソースパケッ
ト番号（ＳＰＮｓ：Source Packet Numbers）が含まれるが、前記ソースパケット番号は
一般に次々と番号が割り当てられる。伝送パケットには一つのパケットＩＤ（ＰＩＤ：Pa
cket Identifier）が含まれるが、前記ＰＩＤは伝送パケットが属する一連の伝送パケッ
ト（Sequence of Transport Packets）を識別して、前記一連の伝送パケットにある各伝
送パケットはＰＩＤが同じである。以後、前記一連の伝送パケットを伝送パケットシーケ
ンスという。
【０００６】
　ＣＬＩＰＩＮＦディレクトリには各Ａ／Ｖストリームファイルに連係するクリップ情報
ファイルが含まれる。前記クリップ情報ファイルは連係するＡ／Ｖストリームの類型、シ
ーケンス情報（Sequence Information）、プログラム情報、そしてタイミング情報を指す
。前記シーケンス情報は到着時間基準（Arrival Time Basis、ＡＴＣ）シーケンスとシス
テム時間基準（System Time Basis、ＳＴＣ）シーケンスを記述する。例えば、前記シー
ケンス情報はシーケンスの数、各シーケンスの開始と終わり時間情報、各シーケンスで一
番目ソースパケットの住所、そして各シーケンスにある伝送パケットのＰＩＤを指す。プ
ログラムのコンテンツが続く伝送パケットシーケンスはプログラムシーケンスと呼ばれる
。前記プログラム情報はプログラムシーケンスの個数、各プログラムシーケンスの開始住
所、そしてプログラムシーケンスにある伝送パケットのＰＩＤを指す。
【０００７】
　タイミング情報は特徴ポイント情報（ＣＰＩ：Characteristic Point Information）と
呼ばれる。前記ＣＰＩの一形態がエントリーポイントマップ（Entry Point（ＥＰ）Map）
である。前記ＥＰマップは、例えば、到着時間ＡＴＣ及び／またはシステム時間ＳＴＣを
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基準にして、ソースパケットの住所（例えば、ソースパケットの番号）に対するタイムス
タンプ（Time Stamp）を表示する。前記プレゼンテーションタイムスタンプ（ＰＴＳ）と
ソースパケット番号（ＳＰＮ）はＡ／ＶストリームのＥＰと関連される。すなわち、前記
ＰＴＳと関連されたＳＰＮはＡ／Ｖストリーム上のＥＰを指し示す。前記指し示されるパ
ケットはたびたびエントリーポイントパケットと呼ばれる。
【０００８】
　ＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリには一つ以上のプレーリストファイルがある。プレーリ
ストは再生のためのクリップを容易に編集したり組み合わせるために導入された概念であ
る。プレーリストファイルはクリップにある再生区間（Playing Intervals）の集合であ
って、各再生区間はプレーアイテム（Playitem）と呼ばれる。前記プレーリストファイル
はプレーリストを形成する各プレーアイテムを識別して、各プレーアイテムは、クリップ
の時間軸上の位置（例えば、ＡＴＣまたはＳＴＣ基準でプレゼンテーションタイムスタン
プ（ＰＴＳｓ：Presentation Time Stamp））を指すＩＮ－ｐｏｉｎｔとＯＵＴ－ｐｏｉ
ｎｔの対である。換言すれば、プレーリストファイルはプレーアイテムを識別して、各プ
レーアイテムは一つのクリップまたはその一部を指してクリップと連係するクリップ情報
ファイルを識別する。前記クリップ情報ファイルは前記プレーアイテムをソースパケット
のクリップに連結（Map）するために使われる。
【０００９】
　ＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリには実際プレーリスト（Real Playlist）（＊．ｒｐｌ
ｓ）と仮想プレーリスト（Virtual Playlist）（＊．ｖｐｌｓ）が含まれることができる
。実際プレーリストはクリップだけを用いてブリッジ－クリップは用いることができない
。すなわち、実際プレーリストはクリップの一部を参照することと見なされるので、概念
的にディスク上でクリップの一部を参照することと同等なことに見なされる。仮想プレー
リストはクリップとブリッジ－クリップをすべて用いることができるので、実際プレーリ
ストの概念は仮想プレーリストと併行しない。
【００１０】
　‘ｉｎｆｏ．ｂｄａｖ’ファイルは光ディスクに記録されるＡ／Ｖストリームの再生を
管理する一般的な情報を提供する一般情報ファイルであって、さらに詳細には同じＢＤＡ
ＶディレクトリのＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリにあるプレーリストのファイル名を識別
するプレーリスト目録を含む。
【００１１】
　‘ｍｅｎｕ．ｔｉｄｘ’、‘ｍｅｎｕ．ｔｄｔ１’、及び‘ｍｅｎｕ．ｔｄｔ２’ファ
イルはメニューｔｈｕｍｂｎａｉｌｓと関連した情報を保存する。‘ｍａｒｋ．ｔｉｄｘ
’、‘ｍａｒｋ．ｔｄｔ１’、及び‘ｍａｒｋ．ｔｄｔ２’ファイルはマークｔｈｕｍｂ
ｎａｉｌｓと関連した情報を保存する。このようなファイルは本発明と直接的な関連がな
いので、これ以上詳細な説明は省略する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　最近にはブルーレイロム（ＢＤ－ＲＯＭ：Blu-Ray ROM）のような高密度再生専用光デ
ィスクに対する規格化作業が進行中にある。しかし、ＢＤ－ＲＯＭのような高密度再生専
用光ディスクに記録されるビデオオーディオデータの再生を管理するデータ構造に対する
効率的な解決方案がまだ用意されていない。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　したがって、本発明は前記のような実情を勘案して創作されたものであって、本発明に
よる記録媒体には前記記録媒体に記録される少なくとも多重再生経路ビデオデータ（例え
ば、他のカメラアングルのビデオデータ）の再生を管理するためのデータ構造が含まれる
。
【００１４】
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　本発明の一実施形態で、前記記録媒体には少なくとも一つ以上のナビゲーション（Navi
gation）ファイルが保存されるナビゲーション領域が含まれる。前記ナビゲーションファ
イルには少なくとも一つ以上のナビゲーションコマンドグループ（Navigation command g
roup）が含まれて、少なくとも一つ以上のナビゲーションコマンドグループには前記記録
媒体に記録される少なくともビデオデータの再生を管理するためのナビゲーションコマン
ドが少なくとも一つ以上含まれる。例えば、少なくとも一つ以上のコマンドグループは再
生するプレ一リストを少なくとも一つ以上指し示して、前記プレ一リストは前記記録媒体
に記録される少なくともビデオデータの一部を示す。
【００１５】
　本発明の一実施形態で、少なくとも一つ以上のナビゲーションコマンドグループは再生
経路で次のコマンドグループを指し示す。他の例で、少なくとも一つ以上のナビゲーショ
ンコマンドグループは再生経路で次のプレ一リストを指し示す。
【００１６】
　本発明の他の実施形態で、少なくとも一つ以上のコマンドグループには再生経路に少な
くとも一つ以上のプレ一リストが含まれたのか否かを選択的に決定するためのナビゲーシ
ョンコマンドが含まれる。例えば、このような決定はユーザーの入力を基礎にしてなされ
ることができる。選択的にまたは付加的に、前記決定は再生する言語、再生するカメラア
ングル、及び再生するパレンタルレベルのうち少なくとも一つ以上を基礎にしてなされる
ことができる。また、前記決定は別途のサイド再生経路の少なくとも一部をメイン再生経
路に形成するプレ一リストが含まれたのか否かに関することでもある。
【００１７】
　また他の実施形態で、少なくとも一つ以上のコマンドグループには他のナビゲーション
コマンドグループで選択的に分岐して再生するためのナビゲーションコマンドが含まれる
。例えば、このような選択はユーザー入力を基礎にしてなされる。選択的にまたは付加的
に、前記選択は再生する言語、再生するカメラアングル、及び再生するパレンタルレベル
のうち少なくとも一つ以上を基礎にしてなされることができる。また、前記決定は別途の
サイド再生経路の少なくとも一部をメイン再生経路に再生するためのナビゲーションコマ
ンドグループで分岐するのか否かに関することでもある。
【００１８】
　また他の実施形態で、少なくとも一つ以上のコマンドグループには少なくとも一つ以上
のプレ一リストで選択的に分岐して再生するためのナビゲーションコマンドが含まれる。
例えば、このような選択はユーザー入力を基礎にしてなされる。選択的にまたは付加的に
、前記選択は再生する言語、再生するカメラアングル、及び再生するパレンタルレベルの
うち少なくとも一つ以上を基礎にしてなされることができる。また、前記決定は別途のサ
イド再生経路の少なくとも一部をメイン再生経路に形成するプレ一リストが含まれたのか
否かに関することでもある。
【００１９】
　本発明の他の実施形態で、前記ナビゲーションファイルには前記ナビゲーションファイ
ルの長さを指し示す長さインジケーター（Indicator）、前記ナビゲーションファイルの
少なくとも一つ以上の属性（Attribute）を提供する属性インジケーター、及び前記ナビ
ゲーションファイルにある複数のナビゲーションコマンドグループを指し示す複数のナビ
ゲーションコマンドグループインジケーターがさらに含まれる。
【００２０】
　本発明のまた他の実施形態で、前記記録媒体にはデータ領域、プレ一リスト領域、及び
ナビゲーション領域が含まれる。前記データ領域には多重再生経路オーディオ／ビデオデ
ータが記録される。前記プレ一リスト領域には少なくとも一つ以上のプレ一リストが保存
されるが、前記プレ一リストはそれぞれ再生する前記多重再生経路オーディオ／ビデオデ
ータの一部を指し示す。前記ナビゲーション領域には少なくとも一つ以上のナビゲーショ
ンファイルが含まれて、前記ナビゲーションファイルには前記多重再生経路中少なくとも
一つ以上を形成するためにどんなプレ一リストを再生するはずなのかを指し示すナビゲー
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ションコマンドが含まれる。一例で、前記ナビゲーションコマンドはコマンドグループに
分離される。この例で、前記ナビゲーションファイルには前記ナビゲーションファイルに
あるコマンドグループの個数を指し示すインジケーターが含まれることができる。
【００２１】
　この実施形態と関連して、前記多重再生経路オーディオ／ビデオデータには他の言語と
連係される再生経路、他のカメラアングルと連係される再生経路、及び／または他のパレ
ンタルレベルと連係される再生経路が含まれることができる。また、前記多重再生経路オ
ーディオ／ビデオデータにはメイン再生経路と少なくとも一つ以上のサイド再生経路が含
まれることができる。
【００２２】
　また、本発明によるデータ構造を記録して再生するための装置と方法が提示される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明に対する望ましい実施形態に対して、添付した図面を参照しながら詳細に
説明する。
【００２４】
　本発明による高密度光ディスク、例えばＢＤ－ＲＯＭ、ＢＤ－ＲＥ等のような高密度記
録媒体は、図２に示したように、ビデオオーディオデータの再生を管理するファイルまた
はデータ構造を有する。図２のような本発明によるデータ構造はいろいろな面で図１に図
示したＢＤ－ＲＥのデータ構造と同様である。したがって、同様の部分は詳細な説明を省
略する。
【００２５】
　図２に示したように、ルートディレクトリには少なくとも一つ以上のＤＶＰディレクト
リがある。前記ＤＶＰディレクトリには一般情報ファイル（ｉｎｆｏ．ｄｖｐ）、メニュ
ーファイル（ｍｅｎｕ．ｔｉｄｘ、ｍｅｎｕ．ｔｄｔ１等）、実際プレーリストファイル
（＊．ｒｐｌｓ）と仮想プレーリストファイル（＊．ｖｐｌｓ）が保存されるＰＬＡＹＬ
ＩＳＴディレクトリ、クリップ情報ファイル（＊．ｃｌｐｉ）が保存されるＣＬＩＰＩＮ
Ｆディレクトリ、そしてクリップ情報ファイルに対応するＭＰＥＧ－２フォーマットのＡ
／Ｖストリームクリップファイル（＊．ｍ２ｔｓ）が保存されるＳＴＲＥＡＭディレクト
リが含まれる。
【００２６】
　前記ＳＴＲＥＡＭディレクトリにはクリップまたはクリップファイルと呼ばれるＭＰＥ
Ｇ－２フォーマットのＡ／Ｖストリームクリップファイルが含まれる。前記Ａ／Ｖストリ
ームにはビデオオーディオデータに対するソースパケットが含まれる。例えば、前記ビデ
オオーディオデータに対するソースパケットにはヘッダーと伝送パケットが含まれる。一
つのソースパケットには自身に接近するための住所の役割をするソースパケット番号ＳＰ
Ｎが含まれるが、前記ソースパケット番号は一般に次々と番号が割り当てられる。伝送パ
ケットには一つのパケットＩＤ　ＰＩＤが含まれるが、前記ＰＩＤは伝送パケットが属す
る伝送パケットシーケンスを識別して、前記伝送パケットシーケンスにある各伝送パケッ
トはＰＩＤが同じである。
【００２７】
　前記ＣＬＩＰＩＮＦディレクトリには各Ａ／Ｖストリームファイルに連係するクリップ
情報ファイルが含まれる。前記クリップ情報ファイルは連係するＡ／Ｖストリームの類型
、シーケンス情報、プログラム情報、そしてタイミング情報を指す。前記シーケンス情報
は到着時間基準ＡＴＣシーケンスとシステム時間基準ＳＴＣシーケンスを記述する。例え
ば、前記シーケンス情報はシーケンスの数、各シーケンスの開始と終わり時間情報、各シ
ーケンスで一番目ソースパケットの住所、そして各シーケンスにある伝送パケットのＰＩ
Ｄを指す。プログラムのコンテンツが続く伝送パケットシーケンスはプログラムシーケン
スと呼ばれる。前記プログラム情報はプログラムシーケンスの個数、各プログラムシーケ
ンスの開始住所、そしてプログラムシーケンスにある伝送パケットのＰＩＤを指す。
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【００２８】
　タイミング情報は特徴ポイント情報（ＣＰＩ）と呼ばれる。前記ＣＰＩの一形態がＥＰ
マップである。前記ＥＰマップは、例えば、到着時間ＡＴＣ及び／またはシステム時間Ｓ
ＴＣを基準にして、ソースパケットの住所（例えば、ソースパケットの番号）に対するタ
イムスタンプを表示する。前記プレゼンテーションタイムスタンプ（ＰＴＳ）とソースパ
ケット番号（ＳＰＮ）はＡ／ＶストリームのＥＰと関連される。すなわち、前記ＰＴＳと
関連されたＳＰＮはＡ／Ｖストリーム上のＥＰを指し示す。前記指し示されるパケットは
たびたびエントリーポイントパケットと呼ばれる。
【００２９】
　ＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリには一つ以上のプレーリストファイルがある。プレーリ
ストは再生のためのクリップを容易に編集したり組み合わせるために導入された概念であ
る。プレーリストファイルはクリップにある再生区間（Playing Intervals）の集合であ
って、各再生区間はプレーアイテム（Playitem）と呼ばれる。前記プレーリストファイル
はプレーリストを形成する各プレーアイテムを識別して、各プレーアイテムはクリップの
時間軸上の位置（例えば、ＡＴＣまたはＳＴＣ基準でプレゼンテーションタイムスタンプ
）を指すＩＮ－ｐｏｉｎｔとＯＵＴ－ｐｏｉｎｔの対である。換言すれば、プレーリスト
ファイルはプレーアイテムを識別して、各プレーアイテムは一つのクリップまたはその一
部を指してクリップと連係するクリップ情報ファイルを識別する。前記クリップ情報ファ
イルは前記プレーアイテムをソースパケットのクリップに連結するために使われる。
【００３０】
　ＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリには実際プレーリスト（Real Playlist）（＊．ｒｐｌ
ｓ）と仮想プレーリスト（Virtual Playlist）（＊．ｖｐｌｓ）が含まれることができる
。実際プレーリストはクリップだけを用いてブリッジ－クリップは用いることができない
。すなわち、実際プレーリストはクリップの一部を参照することと見なされるので、概念
的にディスク上でクリップの一部を参照することと同等なことに見なされる。仮想プレー
リストはクリップとブリッジ－クリップをすべて用いることができるので、実際プレーリ
ストの概念は仮想プレーリストと併行しない。
【００３１】
　‘ｉｎｆｏ．ｄｖｐ’ファイルは光ディスクに記録されるＡ／Ｖストリームの再生を管
理する一般的な情報を提供する一般情報ファイルであって、さらに詳細にはＰＬＡＹＬＩ
ＳＴディレクトリにあるプレーリストのファイル名を識別するプレーリスト目録を含む。
前記‘ｉｎｆｏ．ｄｖｐ’ファイルに対しては本発明の実施形態と関連して次にさらに詳
細に説明する。
【００３２】
　図２では、本発明の実施形態によって記録媒体のデータ構造を図示するだけでなく、記
録媒体の領域を見せている。例えば、一般情報ファイルは一つ以上の一般情報領域に記録
されて、プレーリストディレクトリは一つ以上のプレーリストディレクトリ領域に記録さ
れて、プレーリストディレクトリ内の各プレーリストは前記記録媒体の一つ以上のプレー
リスト領域に記録される。図２のデータ構造を有する記録媒体に対して例示している図３
に示したように、前記記録媒体にはファイルシステム情報領域、データベース（Database
）領域、そしてＡ／Ｖストリーム領域が含まれる。データベース領域には一般情報ファイ
ルとプレーリスト情報が記録される領域とクリップ情報領域が含まれる。前記一般情報フ
ァイルとプレーリスト情報が記録される領域には、一般情報ファイル領域の一般情報ファ
イルと、プレーリスト情報領域のＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリとプレーリストファイル
が記録される。クリップ情報領域には、ＣＬＩＰＩＮＦディレクトリと、関連クリップ情
報ファイルが記録される。Ａ／Ｖストリーム領域には多様なタイトルのＡ／Ｖストリーム
が記録される。
【００３３】
　ビデオオーディオデータは一般に個別タイトルで編成されている。例えば、ビデオオー
ディオデータにより表現される他の映画は他のタイトルで編成される。また、タイトルは
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、本がチャプター（Chapters）で編成されるようにいろいろなチャプターで編成できる。
【００３４】
　ＢＤ－ＲＯＭ、ＢＤ－ＲＥ等のような新しい高密度記録媒体の記憶容量が非常に大きい
ため、他のタイトル、いろいろなバージョンのタイトルがまたは一タイトルの一部が保存
されて再生できる。例えば、他のカメラ角度のビデオデータが記録媒体に記録されたり、
他の実施形態で、タイトルに対するいろいろなバージョンまたは他の言語と関連した一部
も前記記録媒体に記録されることができて、また他の実施形態で、タイトルに対する監督
バージョン（Director's Version）または映画館用バージョンも前記記録媒体に記録され
ることができる。または、一タイトルの完全成人バージョン、準成人バージョン、そして
父母が制限できる青少年バージョンなどが前記記録媒体に記録されることができる。各バ
ージョン、各カメラアングル等は他の再生経路を有して、このような場合のビデオデータ
は多重再生経路ビデオデータ（Multiple Reproduction Path Video Data）と呼ばれる。
多重経路ビデオデータに対する前記例に限られなくて、本発明は多重再生経路ビデオデー
タのある類型またはこれらの組合に対しても適用が可能である。以後実施形態で詳細に叙
述されるだろうが、本発明のデータ構造には、記録媒体に記録される多重再生経路ビデオ
データの再生を管理するための経路管理情報及び／またはナビゲーション情報が含まれる
。
【００３５】
　ＢＤ－ＲＯＭのような記録媒体の物理的データ記録領域（Physical Data Recording Ar
ea）にタイトルで記録される、例えば、マルチストーリー（Multi-story）、多重父母制
限水準（Multi-parental-level）、及び多重アングルデータストリーム（Multi-angle Da
ta Stream）のような多重再生経路データストリームは複数のクリップファイルで管理さ
れることができる。例えば、図４Ａのクリップファイル１ないし３は一つのタイトルに対
応して、前記クリップファイルに記録されるＡ／ＶストリームはＭＰＥＧ－２フォーマッ
トの伝送パケットＴＰの形態を有する。
【００３６】
　前記多重経路データストリームのＴＰには、経路を識別するために経路（例えば、他の
カメラアングル）それぞれに固有なパケットＩＤ　ＰＩＤが含まれる。経路１に該当する
クリップファイル１のＴＰ（ＴＰ１）には‘Ｖｉｄｅｏ_ＰＩＤ＝Ａ’と‘Ａｕｄｉｏ_Ｐ
ＩＤ＝Ｐ’情報が含まれて、経路２に該当するクリップファイル２のＴＰ（ＴＰ２）には
‘Ｖｉｄｅｏ_ＰＩＤ＝Ｂ’と‘Ａｕｄｉｏ_ＰＩＤ＝Ｒ’情報が含まれて、同様に経路３
に該当するクリップファイル３のＴＰ（ＴＰ３）には‘Ｖｉｄｅｏ_ＰＩＤ＝Ｃ’と‘Ａ
ｕｄｉｏ_ＰＩＤ＝Ｓ’情報が含まれる。
【００３７】
　経路１、２、３にそれぞれ該当するクリップファイル１、２、３のＴＰは、例えば、Ｂ
Ｄ－ＲＯＭのような記録媒体の物理的データ記録領域内にあるＡ／Ｖストリーム領域にイ
ンタリーブ状態で（In an Interleaved manner）記録される。多重再生経路に対するＴＰ
は、ＰＩＤを基盤にしてインタリーブされてインタリーブブロック（Interleave Blocks
）になるが、各インタリーブブロックは少なくとも一つ以上のＩ－Ｐｉｃｔｕｒｅが含ま
れる。そして、各インタリーブブロックの一番目伝送パケットＴＰはＩ－Ｐｉｃｔｕｒｅ
が始まる伝送パケットＴＰである。
【００３８】
　クリップファイル１、２、３にそれぞれ該当するクリップ情報ファイル１、２、３には
各再生経路のＴＰに選択的に接近するための探索情報（search Information）が含まれる
。例えば、図４Ａに示したように、各クリップ情報ファイルには一つまたはそれ以上のエ
ントリーポイントマップ（Entry Point（ＥＰ）Map）が含まれるが、ＥＰマップには連係
するクリップファイルにあるＴＰのソースパケット番号（ＳＰＮｓ）を連結する（Mappin
g）プレゼンテーションタイムスタンプ（ＰＴＳｓ）が含まれる。一実施形態において、
多重再生経路データストリームに含まれる経路の数とＥＰマップとの間に一対一関係があ
る。図４Ａの実施形態において、クリップファイル１、２、３にそれぞれ該当するＥＰマ
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ップ１、２、３は対応するクリップ情報ファイル１、２、３に生成されて記録される。
【００３９】
　図４Ｂでは相異なるクリップファイルに対するＥＰマップ間に存在する時間整列（Time
 Alignment）を図示している。ＥＰマップはプレーアイテムに指摘されることと同じプレ
ゼンテーションタイムスタンプをソースパケットに連結する（mapping）。さらに詳細に
は、前記プレゼンテーションタイムスタンプは前記ソースパケットの住所または識別子に
連結される。前記住所または識別子はソースパケット番号ＳＰＮである。図４Ｂにはクリ
ップファイル１、２、３それぞれに対して前記プレゼンテーションタイムスタンプ軸に沿
ってソースパケット番号でソースパケットをさらに図示している。示したように、ＥＰマ
ップ１、２、３それぞれのソースパケットは同じプレゼンテーションタイムスタンプを有
する。例えば、クリップファイル１からソースパケットｘ１、クリップファイル２からソ
ースパケットｙ１、そしてクリップファイル３からソースパケットｚ１が同じプレゼンテ
ーションタイムスタンプＴ１を有する。すなわち、ＥＰ　ｍａｐ１、２、３は時間整列さ
れる。このような時間整列のため、再生する期間再生経路が変わってもビデオデータに対
して止まらない再生が可能になる。図４では二個の同心円で再生経路の変化を図示してい
る。示したように、ユーザーがソースパケットｙ２の再生途中クリップファイル２からク
リップファイル１に再生経路を変える場合、ソースパケットｙ２の再生を終えた後ソース
パケットｘ３が次に再生するソースパケットになる。同様に、もしもユーザーがソースパ
ケットｘ４の再生途中クリップファイル１からクリップファイル３へ再生経路（例えば、
カメラアングル）を変える場合、ソースパケットｘ４の再生を終えた後ソースパケットｚ
５が再生される。前記実施形態でソースパケット番号は単に例示であるだけであって、一
般に一つのクリップファイルでのソースパケットは他のクリップファイルでの時間整列さ
れたソースパケットのソースパケット番号と一緒でない。
【００４０】
　図５では本発明の実施形態による一般情報ファイル（ｉｎｆｏ．ｄｖｐ）の一部に対し
て例示している。一般情報ファイルには‘ＴａｂｌｅＯｆＰｌａｙｌｉｓｔｓ’という情
報フィールド（Field）があるが、プレーリスト目録（TableOfPlaylists）には情報フィ
ールドの長さと前記ＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリにあるプレーリストの数が記録される
。そして、各プレーリストに対してプレーリスト目録にはプレーリストのファイル名（Ｐ
ｌａｙＬｉｓｔ_ｆｉｌｅ_ｎａｍｅ）と経路番号（Ｐａｔｈ　ｎｕｍｂｅｒ）が記録され
る。経路番号は連係するプレーリストが属する経路を指しながら経路管理情報を提供する
。図４Ａと図４Ｂの実施形態において、一つのクリップには各経路が対応する。したがっ
て、各プレーリストファイルには一つのプレーアイテムが含まれて、前記プレーアイテム
は前記プレーリストファイルのような経路に連係する一つのクリップを指摘する。しかし
、本発明はここに限られない。
【００４１】
　本発明の他の実施形態において、前記プレーリスト目録には経路管理情報が含まれない
。この実施形態では、図６に示したように、前記経路管理情報が前記プレーリストファイ
ルで提供される。各プレーリストファイルにはファイルの長さ、プレーリストを形成する
プレーアイテムの個数（ｎｕｍｂｅｒ_ｏｆ_Ｐｌａｙｉｔｅｍｓ）が記録される。各プレ
ーアイテムに対してプレーアイテム情報フィールドがプレーリストファイルに提供される
。ここで、各プレーアイテムはプレーアイテムの番号で識別される。図６に示したように
、プレーアイテム情報フィールドにはフィールドの長さと経路番号（Ｐａｔｈ_ｎｕｍｂ
ｅｒ）が含まれる。経路番号は連係するプレーアイテムが属する経路を指しながら経路管
理情報を提供する。
【００４２】
　図７は、本発明による光ディスク記録及び再生装置に対する構成を示したものである。
Ａ／Ｖエンコーダー９は、オーディオビデオデータを入力受けてエンコーディングして、
コーディング情報とストリーム特性情報と共に多重化装置（Multiplexer、８）で出力す
る。多重化装置８は、例えば、ＭＰＥＧ－２伝送ストリーム（MPEG-2 transport stream
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）を作るために、入力されるコーディング情報とストリーム特性情報を基礎にしてエンコ
ーディングされたオーディオビデオデータを多重化する。ソース・パケッタイザー（Sour
ce packetizer、７）は、多重化装置８から入力される伝送パケットを光ディスクのオー
ディオビデオフォーマットに合うソースパケットでパケット化する。選択的にまたは付加
的に、ソース・パケッタイザー７は直接デジタルデータを受信することもできる。図７に
示したように、Ａ／Ｖエンコーダー９、多重化装置８、そしてソース・パケッタイザー７
の動作は制御器１０により操縦される。制御器１０がユーザーから記録命令を受信すれば
、Ａ／Ｖエンコーダー９、多重化装置８、そしてソース・パケッタイザー７に制御情報を
送る。例えば、制御器１０は、Ａ／Ｖエンコーダー９に実行するエンコーディング類型を
指示して、多重化装置８に作りだす伝送ストリームを指示して、そしてソース・パケッタ
イザー７にソースパケットのフォーマットを指示する。また、制御器１０は光ディスクに
ソース・パケッタイザー７の出力を記録できるように駆動器３を制御する。
【００４３】
　また、制御器１０は光ディスクに記録されているオーディオビデオデータの再生を管理
するためのナビゲーション（Navigation）管理情報を作りだす。例えば、ユーザーとのイ
ンターフェース（ディスクに保存されていたりイントラネットまたはインターネットを介
して提供する命令語）を介して受けた情報を基礎にして、制御器１０は光ディスクに図２
、図４、及び図５または図６のデータ構造を記録するように駆動器３を制御する。
【００４４】
　再生する期間には、制御器１０はデータ構造を再生するように駆動器３を制御する。す
なわち、ディスクに含まれた情報とユーザーインターフェース（記録及び再生装置の操作
ボタンまたは前記装置と関連した遠隔操縦）を介して受けたユーザー入力を基礎にして、
制御器１０は前記光ディスクからオーディオビデオソースパケットを再生するように駆動
器３を制御する。例えば、前記ユーザー入力は再生する経路を指定できる。このようなユ
ーザー入力は、例えば、制御器１０にあらかじめプログラムされたＧＵＩ（Graphical Us
er Interface）基盤のメニューを介して、指定されることができる。前記ユーザー入力と
光ディスクから読み出される経路管理情報を利用して、制御器１０は前記指定された経路
の再生を制御する。
【００４５】
　例えば、特定経路が選択されるためには、制御器１０は再生経路の個数を確認するため
に各プレーアイテムに対する経路番号を調査して、ユーザーが再生する経路を選択できる
ようにする。前記経路管理情報には再生する再生経路と関連した意味ある情報が含まれる
ことができる。再生される期間、再生作動を行うために、選択された経路に対するＥＰマ
ップが検索される（Access）。そして、再生する期間ユーザーが経路を変更する場合、再
生されている経路（Old Reproduction Path）のＥＰマップと時間的に整列された新しい
経路（New Reproduction Path）のＥＰマップを用いて絶え間ない経路変更が行われるよ
うにする。
【００４６】
　ソース・デパケッタイザー（Source Depacketizer、４）は再生されたソースパケット
を入力受けてＭＰＥＧ－２伝送パケットストリームのようなデータストリームに転換する
。多重分離装置（Demultiplexer、５）は前記データストリームをエンコーディングされ
たビデオオーディオデータに逆多重化する。Ａ／Ｖデコーダー６はエンコーディングされ
たビデオオーディオデータをデコーディングして元来のビデオオーディオデータに作る。
再生する期間、ソース・デパケッタイザー４、多重分離装置５、そしてＡ／Ｖデコーダー
６の動作は制御器１０により操縦される。制御器１０がユーザーから再生命令を受信すれ
ば、ソース・デパケッタイザー４、多重分離装置５、そしてＡ／Ｖデコーダー６に制御情
報を送る。例えば、制御器１０は、ソース・デパケッタイザー４にソースパケットのフォ
ーマットを指示して、多重化装置５に逆多重化する伝送ストリームを指示して、そしてＡ
／Ｖデコーダー６に実行するデコーディング類型を指示する。
【００４７】
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　図７には記録と再生装置に関して図示しているが、図７の構成要素一部だけで記録動作
または再生作動だけ提供する専用記録装置または専用再生装置も可能である。
【００４８】
　図８は、図２のデータ構造で使われるクリップファイル、ディスクデータ、及びＥＰマ
ップに対する二番目の実施形態を示したものである。前で説明したように、ＢＤ－ＲＯＭ
のような記録媒体の物理的データ記録領域に記録される多重経路データストリーム（Mult
i-path Data Stream）は複数のクリップファイルで管理される。例えば、図８のクリップ
ファイル１ないし３は一つのタイトルに該当して、前記クリップファイルに記録されるＡ
／ＶストリームはＭＰＥＧ－２フォーマットの伝送パケットＴＰの形態を有する。
【００４９】
　経路１に該当するクリップファイル１のＴＰ（ＴＰ１）には‘Ｖｉｄｅｏ_ＰＩＤ＝Ａ
’と‘Ａｕｄｉｏ_ＰＩＤ＝Ｐ’情報が含まれて、経路２に該当するクリップファイル２
のＴＰ（ＴＰ２）には‘Ｖｉｄｅｏ_ＰＩＤ＝Ｂ’と‘Ａｕｄｉｏ_ＰＩＤ＝Ｒ’情報が含
まれて、同様に経路３に該当するクリップファイル３のＴＰ（ＴＰ３）には‘Ｖｉｄｅｏ
_ＰＩＤ＝Ｃ’と‘Ａｕｄｉｏ_ＰＩＤ＝Ｓ’情報が含まれる。経路１、２、３にそれぞれ
該当するクリップファイル１、２、３のＴＰは、例えば、ＢＤ－ＲＯＭのような記録媒体
の物理的データ記録領域内にあるＡ／Ｖストリーム領域にインタリーブ状態で記録される
。前で叙述したように、一実施形態で他の経路は他のカメラアングルになることができる
。
【００５０】
　多重再生経路に対するＴＰはインタリーブされてインタリーブブロック（Interleave B
locks）になるが、各インタリーブブロックは少なくとも一つ以上のＩ－Ｐｉｃｔｕｒｅ
が含まれる。そして、各インタリーブブロックの一番目の伝送パケットＴＰはＩ－Ｐｉｃ
ｔｕｒｅが始まる伝送パケットＴＰである。
【００５１】
　図８で見せてくれるように、ＢＤ－ＲＯＭの物理的データ記録領域に一つのタイトルで
記録される単一経路と多重経路Ａ／Ｖストリームの再生制御のための経路管理情報はクリ
ップファイルに対応するクリップ情報ファイルに記録される。
【００５２】
　例えば、前記経路管理情報はクリップファイル１、２、３に対応するクリップ情報ファ
イルに経路シーケンス情報（Path Sequence Information）で記録されて管理される。前
記経路シーケンス情報には、記録セグメント（Recording Segments）、例えば記録セグメ
ント１、２、３に対応する経路シーケンス番号（Ｐａｔｈ_Ｓｅｑｕｅｎｃｅ_Ｎｕｍｂｅ
ｒｓ）とビデオ／オーディオＰＩＤｓが含まれる。
【００５３】
　さらに詳細によく見れば、一番目の記録セグメントに該当するＰａｔｈ_Ｓｅｑｕｅｎ
ｃｅ＃１には、この記録セグメントが一番目の再生経路に対するビデオデータだけを含む
ということを指す‘Ｖｉｄｅｏ_ＰＩＤ＝Ａ’と‘Ａｕｄｉｏ_ＰＩＤ＝Ｐ’情報が含まれ
て、二番目の記録セグメントに該当するＰａｔｈ_Ｓｅｑｕｅｎｃｅ＃２には、この記録
セグメントは一番目、二番目、三番目の再生経路に対するビデオデータを含むということ
を指す‘Ｖｉｄｅｏ_ＰＩＤ＝Ａ、Ｂ、Ｃ’と‘Ａｕｄｉｏ_ＰＩＤ＝Ｐ、Ｒ、Ｓ’情報が
含まれて、三番目の記録セグメントに該当するＰａｔｈ_Ｓｅｑｕｅｎｃｅ＃３には、こ
の記録セグメントのビデオデータが一番目の再生経路に対するビデオデータだけを含むと
いうことを指す‘Ｖｉｄｅｏ_ＰＩＤ＝Ａ’と‘Ａｕｄｉｏ_ＰＩＤ＝Ｐ’情報が含まれる
。
【００５４】
　各経路シーケンスには前記経路シーケンスにある各再生経路に対するソースパケット番
号ＳＰＮが含まれる。再生経路に対するＳＰＮは前記再生シーケンスにある再生経路に対
する一番目のソースパケットである。
【００５５】
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　経路シーケンスは前記経路シーケンスに含まれる再生経路を一つまたはそれ以上有する
ビデオデータセグメントに対応することができる。経路シーケンスの個数は３個に限られ
ない。
【００５６】
　図８では、経路シーケンス情報だけでなく、記録セグメント１ないし３に記録される各
再生経路のＴＰに選択的に接近するための同一な探索情報（search Information）を提供
する、クリップファイル１、２、３に対するクリップ情報ファイルを図示している。例え
ば、同一なＥＰマップがクリップ情報ファイルにより提供される。クリップ情報ファイル
に記録されるＥＰマップ情報が一つのＥＰマップで管理される時、他の再生経路のＴＰの
ＰＴＳｓとＳＰＮｓは他の経路のＴＰが記録される順序と同一な順序でインタリーブされ
てＥＰマップに記録される。
【００５７】
　代りに、図４Ａと図４Ｂに示したように、ＥＰマップと再生経路間には一対一対応関係
があることができる。図８の場合に、経路１、２、３のＴＰの集合にそれぞれ対応する３
個のＥＰマップＥＰ_ｍａｐ１、２、３は前記クリップ情報ファイルに生成されて記録さ
れる。
【００５８】
　図７の記録及び再生装置は、図８の実施形態に対して、図４Ａと図４Ｂで叙述したこと
と同様に作動するようになる。しかし、他の再生方法も可能であって、本発明はここに限
られない。例えば、前記クリップ情報ファイル内の経路シーケンス情報形態の経路管理情
報は多重再生経路ビデオデータの再生を管理するために読み出されて使われることができ
る。ここで、制御器１０は各経路シーケンスのＰＩＤｓを調査して再生経路の個数を確認
して、ユーザーが再生経路を選択できるようにする。もしも一つのＥＰマップが提供され
れば、制御器１０は、選択された再生経路に適合なクリップファイルを再生するために、
選択された経路のＥＰマップとＰＩＤを用いる。もしも各再生経路に対するＥＰマップが
提供されれば、選択された再生経路に対するクリップファイルを再生するために、選択さ
れた再生経路に該当するＥＰマップが使われる。そして、再生する期間ユーザーが経路を
変更する場合、再生されている経路（Old Reproduction Path）のＥＰマップと時間的に
整列された新しい経路（New Reproduction Path）のＥＰマップを用いて絶え間ない経路
変更が行われるようにする。
【００５９】
　図９は、本発明による記録媒体のファイルまたはデータ構造に対する他の実施形態を示
したものである。示したように今回の実施形態において、ＤＶＰディレクトリにはＴＩＴ
ＬＥディレクトリがある。ＴＩＴＬＥディレクトリには記録媒体に記録されるビデオデー
タのタイトルに対する一般情報ファイル（＊．ｔｔｌ）が含まれる。一般情報ファイル（
＊．ｔｔｌ）は、以後に詳細に叙述される追加的な情報フィールドを除いては、図２で叙
述した一般情報ファイル（ｉｎｆｏ．ｄｖｐ）と同じである。図９に示したように、ＤＶ
Ｐディレクトリには一つのＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリ、ＣＬＩＰＩＮＦディレクトリ
、そしてＳＴＲＥＡＭディレクトリがある。図２でのように、図９は前記記録媒体の領域
を示して、図１０はこのような領域を含む記録媒体の実施形態を示したものである。図１
０は、以後詳細に叙述されるナビゲーション制御情報が保存されるナビゲーション領域が
含まれる一般情報ファイルとプレーリスト情報領域を除いては、前で叙述した図３と同じ
である。図１０には一つのナビゲーション領域があるが、二つ以上のナビゲーション領域
があることもできる。
【００６０】
　図１１は本発明の実施形態による、タイトルに対する一般情報ファイルｉｎｆｏ．ｔｔ
ｌの一部を詳細に示したものである。前記一般情報ファイル‘＊．ｔｔｌ’にはプレ一リ
ストリンカー（ＰｌａｙＬｉｓｔ_Ｌｉｎｋｅｒ）というナビゲーションファイルが一つ
またはそれ以上含まれる。図２に図示した実施形態の一般情報ファイルには一つまたはそ
れ以上のナビゲーションファイルが含まれるがこれに対しては下記で詳細に説明する。
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【００６１】
　図１２ではナビゲーションファイル‘ＰｌａｙＬｉｓｔ_Ｌｉｎｋｅｒ’のフォーマッ
トに対する実施形態を図示している。ナビゲーションファイル‘ＰｌａｙＬｉｓｔ_Ｌｉ
ｎｋｅｒ’にはナビゲーションファイルの長さを指し示す長さフィールド、ナビゲーショ
ンファイルの少なくとも一つ以上の属性（Attribute）を指し示す経路類型フィールド‘
Ｐａｔｈ_ｔｙｐｅ’（例えば、前記経路類型情報は前記ナビゲーションファイルにより
管理される多重再生経路データストリームの類型を指し示すことができる）、及びプレ一
リストフィールドの数を指し示すフィールド‘Ｎｕｍｂｅｒ_ｏｆ_ＰｌａｙＬｉｓｔｓ’
が含まれる。各プレ一リストに対して、ナビゲーションファイル‘ＰｌａｙＬｉｓｔ_Ｌ
ｉｎｋｅｒ’は、一つまたはそれ以上のプレナビゲーションコマンド‘Ｐｒｅ－Ｃｏｍｍ
ａｎｄ’、プレ一リストファイル名‘ＰｌａｙＬｉｓｔ_ｆｉｌｅ_ｎａｍｅ’、及び一つ
またはそれ以上のポストナビゲーションコマンド（Ｐｏｓｔ－Ｃｏｍｍａｎｄ）を提供す
る。各プレ一リストに対して提供するプレナビゲーションコマンド、ファイル名、及びポ
ストナビゲーションコマンドセットは経路アイテムと呼ばれるナビゲーションコマンドグ
ループを形成する。言い換えると、プレ一リストフィールドの個数‘Ｎｕｍｂｅｒ_ｏｆ_
ＰｌａｙＬｉｓｔｓ’はナビゲーションファイル内のナビゲーションコマンドグループま
たは経路アイテムの個数を指し示す。
【００６２】
　プレ一リストファイル名は再生可能なプレ一リストのファイル名‘ＰｌａｙＬｉｓｔ_
ｆｉｌｅ_ｎａｍｅ’を指し示す。 ‘Ｐｒｅ－Ｃｏｍｍａｎｄ’は連係するプレ一アイテ
ムを制御するための一つまたはそれ以上のナビゲーションコマンド（例えば、識別された
プレ一リストを再生するのか否か）を提供する。 ‘Ｐｏｓｔ－Ｃｏｍｍａｎｄ’は再生
経路のナビゲーションを制御するための一つまたはそれ以上のポストナビゲーションコマ
ンドを提供する。例えば、ポストナビゲーションコマンドには前記再生経路がどんな経路
アイテムで分岐（Branch）しなければならないかを制御するためのプログラム（例えば、
Ｂｏｏｌｅａｎロジック）が含まれることができる。いくつかの例では、再生過程の一部
で提供されるユーザー入力を基礎にして分岐が決定されることができる。分岐と経路アイ
テムの他のナビゲーションに対して下記で詳細に説明する。
【００６３】
　図１３ないし図１７は図１２のデータ構造を用いてナビゲーション制御を構成する他の
方法に対して絵で表現したのである。前で説明したように、ＢＤ－ＲＯＭのような記録媒
体のＡ／Ｖストリーム領域に記録される多重再生経路データストリームは複数のクリップ
ファイルで管理されることができる。複数のクリップファイルは他の再生経路に割り当て
られることができる複数のプレ一リストファイルと連係される。
【００６４】
　図１３の実施形態で、Ａ／Ｖストリームは第１クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ
　１’ないし第５クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　５’で記録される。第３クリ
ップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　３’と第４クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ
　４’は相異なる再生経路と連係されて、第１クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　
１’、第２クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　２’、及び第５クリップファイル‘
Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　５’は再生経路それぞれに共通である。また、図１３に示したよう
に、第１クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　１’と第２クリップファイル‘Ｃｌｉ
ｐ　Ｆｉｌｅ　２’は第１プレ一リスト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　１’内の各プレ一アイテム
により参照される。第３クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　３’は第２プレ一リス
ト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　２’内のプレ一アイテムにより参照されて、第４クリップファイ
ル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　４’は第３プレ一リスト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　３’内のプレ一
アイテムにより参照されて、そして第５クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　５’は
第４プレ一リスト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　４’内のプレ一アイテムにより参照される。
【００６５】
　図１３に示したように、クリップファイルとプレ一リストのデータ構造はナビゲーショ
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ンデータベースと呼ばれる。すなわち、これは加工されない資料（Raw material）（例え
ばビデオデータ等）を提供して、これは管理されることができる。ナビゲーションデータ
ベースの管理はナビゲーション制御情報と呼ばれるが、前でナビゲーションファイルで詳
細に説明された。図１３ではナビゲーションファイルの一例である‘ＰｌａｙＬｉｓｔ_
Ｌｉｎｋｅｒ’により提供されるナビゲーション制御情報を絵で表現している。
【００６６】
　ナビゲーションファイル‘ＰｌａｙＬｉｓｔ_Ｌｉｎｋｅｒ’は第１経路アイテム（す
なわち、第１ナビゲーションコマンドグループ）から始まって、ここには第１プレ一リス
ト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　１’の再生を指示するプレナビゲーションコマンドとプレ一リス
トファイル名が含まれる。第１経路アイテムのポストナビゲーションコマンドは第２ナビ
ゲーションコマンドグループまたは第３ナビゲーションコマンドグループ（すなわち、第
２または第３経路アイテム）のうちいずれか一つへの分岐を提供する。ここで、第２経路
アイテムには第２プレ一リスト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　２’の再生を指示するプレナビゲー
ションコマンドとプレ一リストファイル名が含まれて、第３経路アイテムには第３プレ一
リスト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　３’の再生を指示するプレナビゲーションコマンドとプレ一
リストファイル名が含まれる。したがって、第１経路アイテムのポストナビゲーションコ
マンドは選択的に第２プレ一リスト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　２’または第３プレ一リスト‘
ＰｌａｙＬｉｓｔ　３’の再生を制御する。
【００６７】
　前で説明したように、第２プレ一リストと第３プレ一リストは相異なる再生経路と連係
される第３クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　３’と第４クリップファイル‘Ｃｌ
ｉｐ　Ｆｉｌｅ　４’の再生を指示する。第１経路アイテムのポストナビゲーションコマ
ンドはどんな再生経路が再生されることかを制御する。第２経路アイテムが指し示す経路
または第３経路アイテムが指し示す経路への再生分岐可否はユーザーの入力によって変わ
る。例えば、再生開始前または再生する間、ユーザーは希望する再生経路を入力すること
ができる。ユーザーの選択を基礎にして、ポストナビゲーションコマンドのロジックによ
って正確な経路アイテムで再生が分岐する。もしもユーザーが選択しない場合、デフォル
ト（Default）経路が選択されることができる。再生経路選択とこのような選択を基礎に
するナビゲーションの例が図１４ないし図１７の実施形態を参照にして下記で詳細に説明
される。
【００６８】
　第２経路アイテムと第３経路アイテムには再生経路が第４経路アイテムに続くように指
示するポストナビゲーションコマンドが含まれる。第４経路アイテムには第４プレ一リス
ト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　４’の再生を指示するプレナビゲーションコマンドとプレ一リス
トファイル名が含まれる。
【００６９】
　図１４では、多重再生経路に他の言語が含まれる時、図１２のデータ構造を利用してナ
ビゲーション制御を体系化する実施形態に対して絵で表現している。図示したように、Ａ
／Ｖストリームは第１クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　１’と第２クリップファ
イル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　２’で記録される。第１クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉ
ｌｅ　１’にはビデオデータと前記ビデオデータと連係される英語オーディオデータが含
まれる。第２クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　２’にはフランス語オーディオデ
ータが含まれる。第２クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　２’にはビデオデータと
前記ビデオデータと連係されるフランス語オーディオデータが含まれることである。また
、本発明は上の言語またはただ二言語の選択に限定されない。
【００７０】
　図１４に示したように、第１クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　１’と第２クリ
ップファイルは第１ないし第３バーチャル（Ｖｉｒｔｕａｌ）プレ一リスト‘ＰｌａｙＬ
ｉｓｔ　１’、‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　２’、及び‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　３’それぞれによ
り参照される。本発明は、バーチャルプレ一リストを利用してクリップファイルを参照す
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ることに限定されなくて、代わりにリアル（Real）プレ一リストが利用されることができ
る。第１プレ一リスト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　１’は第１クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆ
ｉｌｅ　１’の最初の部分を参照して、第２プレ一リスト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　２’は第
１クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　１’の２番目の部分を参照する。第３プレ一
リスト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　３’には、第１クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　１
’の２番目の部分を参照するプレ一アイテムと第２クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌ
ｅ　２’を参照するサブプレ一アイテムが含まれる。
【００７１】
　図１４に示したように、ナビゲーションファイル‘ＰｌａｙＬｉｓｔ_Ｌｉｎｋｅｒ’
は第１プレ一リスト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　１’の再生を指示するプレナビゲーションコマ
ンドとプレ一リストファイル名を含む第１経路アイテム（すなわち、第１ナビゲーション
コマンドグループ）から始まる。第１経路アイテムのポストナビゲーションコマンドは第
２または第３ナビゲーションコマンドグループ（すなわち、第２または第３経路アイテム
）のうちいずれか一つへの分岐を提供する。ここで、第２経路アイテムには第２プレ一リ
スト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　２’の再生を指示するプレナビゲーションコマンドとプレ一リ
ストファイル名が含まれて、第３経路アイテムには第３プレ一リスト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ
　３’の再生を指示するプレナビゲーションコマンドとプレ一リストファイル名が含まれ
る。第３プレ一リスト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　３’は第１クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆ
ｉｌｅ　１’の２番目の部分と連係されるビデオデータと第１クリップファイル‘Ｃｌｉ
ｐ　Ｆｉｌｅ　１’または第２クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　２’のうちいず
れか一つと連係されるオーディオデータの再生を指示する。例えば、ユーザーが英語再生
を選択すれば第１クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　１’のオーディオデータが再
生されて、ユーザーがフランス語再生を選択すれば第２クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆ
ｉｌｅ　２’のオーディオデータが再生される。第２経路アイテムが指し示す経路または
第３経路アイテムが指し示す経路への再生分岐可否もユーザーの入力によって変わる。例
えば、再生開始前または再生する間、ユーザーは再生を希望する言語を入力することがで
きる。ユーザーの選択を基礎にして、ポストナビゲーションコマンドのロジックによって
正確な言語経路アイテムで再生が分岐する。もしもユーザーが選択しない場合、デフォル
ト言語（例えば、英語）が選択されることができる。第１経路アイテムに対するポストナ
ビゲーションコマンドはどんな言語が再生されることなのかに対する制御を容易にする。
【００７２】
　第２経路アイテムと第３経路アイテムすべて同じ経路アイテム（図示せず）で再生経路
が進行するように指示するポストナビゲーションコマンドが含まれる。
【００７３】
　図１５では、多重再生経路に他のパレンタルレベル（Parental control levels）が含
まれる時、図１２のデータ構造を利用してナビゲーション制御を体系化する実施形態に対
して絵で表現している。前で説明したように、タイトルまたはタイトル一部に対して成人
バージョン、準成人バージョン、そして青少年バージョン（すなわち、他のパレンタルバ
ージョン）が前記記録媒体に記録されることができる。
【００７４】
　図１５に示したように、Ａ／Ｖストリームは第１クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌ
ｅ　１’ないし第４クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　４’で記録される。第１ク
リップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　１’ないし第４クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆ
ｉｌｅ　４’のビデオデータ、オーディオなどは一つまたはそれ以上のパレンタルレベル
のうちいずれか一つに該当する。例えば、図１５ではパレンタルレベルが３種類ある状況
を表現している。第１パレンタルレベル‘Ｐａｒｅｎｔａｌ　Ｌｅｖｅｌ　１’は低いパ
レンタルレベルを示すが、これはＡ／Ｖストリームの再生に制限が最も少なかったり制限
がないことを意味する。このようなパレンタルレベルは例えばユーザーがタイトルを成人
バージョンで再生しようとする時設定されることができる。第２パレンタルレベル‘Ｐａ
ｒｅｎｔａｌ　Ｌｅｖｅｌ　２’は高いパレンタルレベルを示すが、これはＡ／Ｖストリ
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ームの再生にいくらの制限があることを意味する。例えば、第２パレンタルレベル‘Ｐａ
ｒｅｎｔａｌ　Ｌｅｖｅｌ　２’はＡ／Ｖストリームで準成人が視聴するのに適当ではな
い一部が再生されないタイトルの準成人用バージョンを示す。第３パレンタルレベル‘Ｐ
ａｒｅｎｔａｌ　Ｌｅｖｅｌ　３’はさらに高いパレンタルレベルを示すが、これはＡ／
Ｖストリームの再生にさらに多くの制限があることを意味する。例えば、第３パレンタル
レベル‘Ｐａｒｅｎｔａｌ　Ｌｅｖｅｌ　３’はＡ／Ｖストリームで子供が視聴するのに
適当ではない部分が再生されないタイトルの児童用バージョンを示す。
【００７５】
　下記で詳細に説明するが、クリップファイルは全体が一つまたはそれ以上のパレンタル
レベルと連係されるように編成したり他の部分は相異なるパレンタルレベルと連係される
ように編成することができる。さらに、クリップファイルまたはクリップファイルの一部
はパレンタルレベルによってタイトルの選択的な一部を示すことができる。クリップファ
イルの一部または第３（最も高い）パレンタルレベル‘Ｐａｒｅｎｔａｌ　Ｌｅｖｅｌ　
３’と連係されるクリップファイルは第１パレンタルレベル‘Ｐａｒｅｎｔａｌ　Ｌｅｖ
ｅｌ　１’と第２パレンタルレベル‘Ｐａｒｅｎｔａｌ　Ｌｅｖｅｌ　２’と連係される
ことができる。すなわち、Ａ／Ｖストリームデータが与えられたパレンタルレベルを満足
すれば、これは与えられたパレンタルレベルより低いパレンタルレベルもやはり満足して
、低いパレンタルレベル再生経路の一部で再生されることもできる。
【００７６】
　図１５に示したように、第１クリップファイルの最初部分と第４クリップファイル‘Ｃ
ｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　４’はいかなるパレンタルレベルも満足する。第１クリップファイル
‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　１’の２番目部分は第１パレンタルレベル‘Ｐａｒｅｎｔａｌ　
Ｌｅｖｅｌ　１’を満足して、第２クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　２’は第２
パレンタルレベル‘Ｐａｒｅｎｔａｌ　Ｌｅｖｅｌ　２’を満足して、第３クリップファ
イル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　３’は第３パレンタルレベル‘Ｐａｒｅｎｔａｌ　Ｌｅｖｅ
ｌ　３’を満足する。この例で、第１クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　１’の２
番目部分、第２クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　２’、及び第３クリップファイ
ル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　３’は、タイトルのような部分に対して選択の対象になること
であって、選択されたパレンタル経路によって再生される。
【００７７】
　図１５に示したように、第１プレ一リスト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　１’には第１クリップ
ファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　１’を参照する一つのプレ一アイテムが含まれる。第２
プレ一リスト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　２’には第４クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ
　４’を参照する一つのプレ一アイテムが含まれる。第３プレ一リスト‘ＰｌａｙＬｉｓ
ｔ　３’には第１クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　１’の最初の部分を参照する
第１プレ一アイテム、第２クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　２’を参照する第２
プレ一アイテム、及び第４クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　４’を参照する第３
プレ一アイテムが含まれる。第４プレ一リスト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　４’には第１クリッ
プファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　１’の最初の部分を参照する第１プレ一アイテム、第
３クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　３’を参照する第２プレ一アイテム、及び第
４クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　４’を参照する第３プレ一アイテムが含まれ
る。前記プレ一リストはリアルまたはバーチャルになることができるため、上の説明では
二つの場合すべて共通的にプレ一リストと呼ばれた。
【００７８】
　ナビゲーションファイル‘ＰｌａｙＬｉｓｔ_Ｌｉｎｋｅｒ’は３種類の他の再生経路
を提供するが、それぞれ３種類のパレンタルレベルのうちいずれか一つと連係される。図
示したように、第１経路アイテム（すなわち、第１ナビゲーションコマンドグループ）に
は第１パレンタルレベル‘Ｐａｒｅｎｔａｌ　Ｌｅｖｅｌ　１’が再生されるようにユー
ザーにより選択される時第１プレ一リスト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　１’を再生するように指
示するプレナビゲーションコマンドとプレ一リストファイル名が含まれる。第１経路アイ
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テムのポストナビゲーションコマンドは第２ナビゲーションコマンドグループ（すなわち
、第２経路アイテム）で進行するようにする。ここで、第２経路アイテムには第２プレ一
リスト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　２’を再生するように指示するプレナビゲーションコマンド
とプレ一リストファイル名が含まれる。もしも第２パレンタルレベル‘Ｐａｒｅｎｔａｌ
　Ｌｅｖｅｌ　２’または第３パレンタルレベル‘Ｐａｒｅｎｔａｌ　Ｌｅｖｅｌ　３’
が選択されると、第１経路アイテムのプレナビゲーションコマンドは、第１経路アイテム
が再生装置により影響を受けて第１プレ一リスト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　１’が再生されな
いようにして、第２経路アイテムで進行することができないようにする。
【００７９】
　第３経路アイテムには第２パレンタルレベル‘Ｐａｒｅｎｔａｌ　Ｌｅｖｅｌ　２’が
再生されるようにユーザーにより選択される時第３プレ一リスト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　３
’を再生するように指示するプレナビゲーションコマンドとプレ一リストファイル名が含
まれる。第１パレンタルレベル‘Ｐａｒｅｎｔａｌ　Ｌｅｖｅｌ　１’または第３パレン
タルレベル‘Ｐａｒｅｎｔａｌ　Ｌｅｖｅｌ　３’が選択されると、第３経路アイテムの
プレナビゲーションコマンドは、第３経路アイテムが再生装置により影響を受けて第３プ
レ一リスト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　３’が再生されないようにする。
【００８０】
　第４経路アイテムには第３パレンタルレベル‘Ｐａｒｅｎｔａｌ　Ｌｅｖｅｌ　３’が
再生されるようにユーザーにより選択される時第４プレ一リスト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　４
’を再生するように指示するプレナビゲーションコマンドとプレ一リストファイル名が含
まれる。第１パレンタルレベル‘Ｐａｒｅｎｔａｌ　Ｌｅｖｅｌ　１’または第２パレン
タルレベル‘Ｐａｒｅｎｔａｌ　Ｌｅｖｅｌ　２’が選択されると、第４経路アイテムの
プレナビゲーションコマンドは、第４経路アイテムが再生装置により影響を受けて第４プ
レ一リスト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　４’が再生されないようにする。
【００８１】
　図１６では、メイン再生経路にサイド経路（Side path）が含まれる時、図１２のデー
タ構造を利用してナビゲーション制御を体系化する実施形態に対して絵で表現している。
例えば、サイドストーリーと連係されるメインストーリー部分で、ユーザーにサイドスト
ーリーを再生することができる選択権が与えられることができる。ユーザーがサイドスト
ーリーの再生を選択した場合、前記サイドストーリーが再生されてこのような再生は前記
メインストーリーと共に続くことができる。
【００８２】
　図１６に示したように、Ａ／Ｖストリームは第１クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌ
ｅ　１’と第２クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　２’で記録される。第１クリッ
プファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　１’にはメイン再生経路（メインストーリー）と連係
されるＡ／Ｖストリームデータが含まれて、第２クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ
　２’にはサイド再生経路（例えば、サイドストーリー）と連係されるＡ／Ｖストリーム
データが含まれる。メイン再生経路には一つのサイド再生経路だけ含まれることに限定さ
れなくて、前記サイド再生経路はサイドストーリーに限定されない。
【００８３】
　図示したように、第１クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　１’と第２クリップフ
ァイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　２’は第１バーチャルプレ一リスト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　
１’と第２バーチャルプレ一リスト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　２’、及び第３リアルプレ一リ
スト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　３’によりそれぞれ参照される。本発明はバーチャルプレ一リ
ストを利用してクリップファイルを参照することに限定されなくてリアルプレ一リストも
利用されることができる。第１プレ一リスト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　１’は第１クリップフ
ァイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　１’の最初の部分を参照して、第２プレ一リスト‘Ｐｌａ
ｙＬｉｓｔ　２’は第１クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　１’の２番目の部分を
参照する。第３プレ一リスト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　３’には第２クリップファイル‘Ｃｌ
ｉｐ　Ｆｉｌｅ　２’を参照するプレ一アイテムが含まれる。
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【００８４】
　図１６に示したように、ナビゲーションファイル‘ＰｌａｙＬｉｓｔ_Ｌｉｎｋｅｒ’
は第１プレ一リスト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　１’を再生するように指示するプレナビゲーシ
ョンコマンドとプレ一リストファイル名を含む第１経路アイテム（すなわち、第１ナビゲ
ーションコマンドグループ）から始まる。第１経路アイテムのポストナビゲーションコマ
ンドは第２ナビゲーションコマンドグループまたは第３ナビゲーションコマンドグループ
（すなわち、第２経路アイテムまたは第３経路アイテム）のうちいずれか一つに分岐する
ようにする。ここで、第２経路アイテムには第２プレ一リスト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　２’
を再生するように指示するプレナビゲーションコマンドとプレ一リストファイル名が含ま
れて、第３経路アイテムには第３プレ一リスト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　３’を再生するよう
に指示するプレナビゲーションコマンドとプレ一リストファイル名が含まれる。第３経路
アイテムのポストナビゲーションコマンドは第２経路アイテムで進行するようにする。
【００８５】
　再生前にユーザーはどんなサイド再生経路を再生することか特定することができる。選
択的にまたは付加的に、再生する間、メインＡ／Ｖストリームは、ユーザーに、メインＡ
／Ｖストリームの再生の一つの要素で、現在再生されるメインＡ／Ｖストリーム部分に対
してサイド再生経路を利用することができたということを知らせることができる。これに
応じて、ユーザーは前記サイド再生経路を再生することができる。例えば、先に説明した
方法のうちいずれか一つによってユーザーが図１６の実施形態のサイドストーリー再生を
選択すれば第１経路アイテムは第３経路アイテムで分岐して、そうではなければ第１経路
アイテムは第２経路アイテムで分岐する。
【００８６】
　図１７では、多重再生経路に他のカメラアングルが含まれる時、図１２のデータ構造を
利用してナビゲーション制御を体系化する実施形態に対して絵で表現している。図示した
ように、Ａ／Ｖストリームは第１クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　１’ないし第
４クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　４’で記録される。第１クリップファイル‘
Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　１’ないし第４クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　４’のう
ちから、第２クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　２’と第３クリップファイル‘Ｃ
ｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　３’は例えば１タイトルの同じ部分に対する他のカメラアングルを示
す。また、第２クリップファイルと第３クリップファイルに対するＡ／Ｖストリームデー
タは図１７に示したようにインターリーブ（Interleave）されることができる。したがっ
て、再生する間、二カメラアングルのうちいずれか一つが選択的に再生されることができ
る。二つ以上のカメラアングルが提供されることができて、Ａ／Ｖストリームの一部門以
上で多重カメラアングルのうちいずれか一つを選択することができる。
【００８７】
　図１７に示したように、第１クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　１’ないし第４
クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　４’はそれぞれ第１プレ一リスト‘ＰｌａｙＬ
ｉｓｔ　１’ないし第４プレ一リスト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　４’内のプレ一アイテムによ
り参照される。
【００８８】
　ナビゲーションファイル‘ＰｌａｙＬｉｓｔ_Ｌｉｎｋｅｒ’は第１プレ一リスト‘Ｐ
ｌａｙＬｉｓｔ　１’を再生するように指示するプレナビゲーションコマンドとプレ一リ
ストファイル名を含む第１経路アイテム（すなわち、第１ナビゲーションコマンドグルー
プ）から始まる。第１経路アイテムのポストナビゲーションコマンドは第２ナビゲーショ
ンコマンドグループまたは第３ナビゲーションコマンドグループ（すなわち、第２経路ア
イテムまたは第３経路アイテム）のうちいずれか一つに分岐するようにする。ここで、第
２経路アイテムには第２プレ一リスト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　２’を再生するように指示す
るプレナビゲーションコマンドとプレ一リストファイル名が含まれて、第３経路アイテム
には第３プレ一リスト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　３’を再生するように指示するプレナビゲー
ションコマンドとプレ一リストファイル名が含まれる。例えば、ユーザーが第１カメラア
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ングルの再生を選択すれば、第２プレ一リスト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　２’に分岐して第２
クリップファイル‘Ｃｌｉｐ　Ｆｉｌｅ　２’が再生される。ユーザーが第２カメラアン
グルの再生を選択すれば、第３プレ一リスト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　３’に分岐して第３ク
リップファイル‘ＣｌｉｐＦｉｌｅ　３’が再生される。例えば、再生開始前にまたは再
生する間、ユーザーは再生を希望するカメラアングルを入力することができる。ユーザー
の選択を基礎にして、ポストナビゲーションコマンドのロジックによって正確なカメラア
ングル経路アイテムで再生が分岐する。もしもユーザーが選択しない場合、デフォルトカ
メラアングル（例えば、カメラアングル１）が選択されることができる。第１経路アイテ
ムに対するポストナビゲーションコマンドはどんなカメラアングルが再生されることなの
かに対する制御を容易にする。
【００８９】
　第２経路アイテムと第３経路アイテムには第４経路アイテムで再生が進められるように
指示するポストナビゲーションコマンドが含まれる。第４経路アイテムには第４プレ一リ
スト‘ＰｌａｙＬｉｓｔ　４’を再生するように指示するプレナビゲーションコマンドと
プレ一リストファイル名が含まれる。
【００９０】
　図７の記録及び再生装置は、図９ないし図１７で叙述したデータ構造を有する記録媒体
の実施形態に対して記録して再生するのに適用されることができる。図７の記録及び再生
装置は、ＢＤ－ＲＯＭのような記録媒体に図９ないし図１７のデータ構造を記録する時、
前で叙述したことと同様に作動するようになる。また、図７の記録及び再生装置による再
生も、プレ一リストリンカーが再生されて図１３ないし図１７の実施形態を参照にして説
明したようにＡ／Ｖストリームデータの再生を制御するためにナビゲーション管理情報が
使われることを除いては、実質的に同じである。
【００９１】
　図１１ないし図１７で叙述される実施形態は図９のデータ構造に適用されることができ
る。しかし、このような実施形態は図２のデータ構造にも適用されることができる。
【００９２】
　また、前で見たように、可能な再生経路を生成する時他の再生経路実施形態と結合する
ことができる。
【００９３】
　したがって、前記のように構成される本発明は、Ａ／Ｖストリームデータのナビゲーシ
ョン再生を管理及び／または制御することができるようにすることによって、ユーザーの
嗜好や便宜に合せてビデオデータを再生することができる柔軟性を提供する。
【００９４】
　また、本発明は、Ａ／Ｖストリームデータのナビゲーションを管理及び／または制御す
るデータ構造を記録及び再生するための方法と装置を提供する。
【００９５】
　以上、前述した本発明の望ましい実施形態は例示の目的のために開示されたものであっ
て、ＢＤ－ＲＯＭ以外の他の光ディスクにも拡大適用が可能であり、また当業者ならば添
付された特許請求の範囲に開示された本発明の技術的思想とその技術的範囲内で、多様な
他の実施形態を改良、変更、代替または付加などが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００９６】
【図１】再記録可能ブルーレイディスク（ＢＤ－ＲＥ）の規格による再記録可能光ディス
クのファイルまたはデータ構造を示した図である。
【図２】本発明による記録媒体のファイルまたはデータ構造に対する実施形態を示した図
である。
【図３】図２のデータ構造を有する記録媒体に対する実施形態を示した図である。
【図４Ａ】図２のデータ構造で使われるクリップファイル、ディスクデータ、及びＥＰマ
ップに対する一番目実施形態を示した図である。
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【図４Ｂ】相異なるクリップファイルに対するＥＰマップ間に存在する時間整列を示した
図である。
【図５】図２のデータ構造で使われる再生経路管理情報に対するデータ構造に対する二番
目と三番目実施形態を示した図である。
【図６】図２のデータ構造で使われる再生経路管理情報に対するデータ構造に対する二番
目と三番目の実施形態を示した図である。
【図７】本発明による光ディスク記録及び再生装置に対する構成を示した図である。
【図８】図２のデータ構造で使われるクリップファイル、ディスクデータ、及びＥＰマッ
プに対する二番目の実施形態を示した図である。
【図９】本発明によるデータ構造に対する他の実施形態を示した図である。
【図１０】図９のデータ構造を有する記録媒体に対する実施形態を示した図である。
【図１１】本発明の実施形態によるタイトルに対する一般情報ファイル‘＊．ｔｔｌ’の
一部を詳細に示した図である。
【図１２】ナビゲーションファイル‘ＰｌａｙＬｉｓｔ_Ｌｉｎｋｅｒ’のフォーマット
に対する実施形態を示した図である。
【図１３】図１２のデータ構造を利用してナビゲーション制御を体系化するための他の方
法に対して絵で表現した図である。
【図１４】図１２のデータ構造を利用してナビゲーション制御を体系化するための他の方
法に対して絵で表現した図である。
【図１５】図１２のデータ構造を利用してナビゲーション制御を体系化するための他の方
法に対して絵で表現した図である。
【図１６】図１２のデータ構造を利用してナビゲーション制御を体系化するための他の方
法に対して絵で表現した図である。
【図１７】図１２のデータ構造を利用してナビゲーション制御を体系化するための他の方
法に対して絵で表現した図である。
【図１】 【図２】
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【図３】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】 【図５】

【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】



(25) JP 4972632 B2 2012.7.11

【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】
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