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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タイトルの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
する記録媒体において、
　複数の再生リストファイルが含まれる再生リストディレクトリが格納される再生リスト
ディレクトリ領域と、
　前記多重再生経路を有するビデオデータの少なくとも１つのＡＶストリームクリップフ
ァイルが格納されるＡＶストリーム領域と、
　前記多重再生経路を有する前記ビデオデータの再生を管理する管理情報が格納される管
理領域と
　から構成され、
　各再生リストファイルは前記多重再生経路を有するビデオデータの一部、および異なる
再生経路に連係した前記再生リストファイルの少なくとも一部分を識別し、前記再生リス
トファイルは、１つの再生経路に関する情報を少なくとも提供するナビゲーション情報を
格納し、前記ナビゲーション情報は前記多重再生経路を有する前記ビデオデータの再生順
序を指示する情報を有し、ある再生リストファイルと同じ経路にある他の再生リストファ
イルを連結する情報を少なくとも提供し、
　前記管理情報は各ＡＶストリームクリップファイルに連係した複数の情報ファイルを有
し、各情報ファイルは前記連係したＡＶストリームクリップファイルに関するマップを提
供し、前記マップは前記連係したＡＶストリームクリップファイルに関するアドレス情報
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に対応するプレゼンテーション時間情報を含むことを特徴とする記録媒体。
【請求項２】
　再生リストファイルのグループは各再生経路と連係することを特徴とする請求項１記載
の記録媒体。
【請求項３】
　前記ナビゲーション情報は、ある再生リストファイルと同じ経路にある他の再生リスト
ファイルを連結する情報を提供することを特徴とする請求項１記載の記録媒体。
【請求項４】
　前記異なる再生経路は異なるストーリに関連していることを特徴とする請求項３記載の
記録媒体。
【請求項５】
　前記多重再生経路を有する前記ビデオデータの複数のＡＶストリームクリップファイル
を格納するＡＶストリーム領域をさらに含み、
　各再生経路に対するビデオデータは異なるクリップに格納されることを特徴とする請求
項１記載の記録媒体。
【請求項６】
　再生経路のうち一つを選択するユーザーの入力を受けるステップと、
　記録媒体に記録されたナビゲーション情報を基礎にして、前記選択された再生経路と連
係し、かつ再生順序を指示する情報を含む少なくとも一つの再生リストファイルを再生す
るステップと、
　前記記録媒体から前記多重再生経路を有するビデオデータの少なくとも１つのＡＶスト
リームクリップファイルを再生するステップと、
　前記記録媒体の管理領域から、前記多重再生経路を有するビデオデータの再生を管理す
る管理情報を再生するステップと
　から構成され、
　前記ナビゲーション情報は多重再生経路を有する前記ビデオデータの再生順序を示す情
報を有し、且つある再生アイテムと同じ経路にある他の再生アイテムを連結する情報を少
なくとも提供し、
　少なくとも１つのＡＶストリームクリップファイルは複数の再生リストファイルのうち
２つ以上と連結し、
　前記管理情報は各ＡＶストリームクリップファイルに連係した複数の情報ファイルを有
し、各情報ファイルは前記連係したＡＶストリームクリップファイルに関するマップを提
供し、前記マップは前記連係したＡＶストリームクリップファイルに関するアドレス情報
に対応するプレゼンテーション時間情報を含むことを特徴とする前記記録媒体から多重再
生経路を有するビデオデータを再生する方法。
【請求項７】
　前記再生するステップは、前記ナビゲーション情報を基礎にして、再生リストファイル
のグループを再生することを特徴とする請求項６記載の方法。
【請求項８】
　少なくとも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、
　前記記録媒体の再生リストディレクトリ領域に複数の再生リストファイルが含まれる再
生リストディレクトリを記録するステップと、
　前記記録媒体のＡＶストリーム領域にあるビデオデータの少なくとも１つのＡＶストリ
ームクリップファイルを記録するステップと、
　前記記録媒体の管理領域で少なくとも前記ビデオデータ再生を管理する管理情報を記録
するステップと
　から構成され、
　各再生リストファイルは、前記多重再生経路を有するビデオデータの一部、および異な
る再生経路に連係した前記再生リストファイルの少なくとも一部分を識別し、１つの再生



(3) JP 4795684 B2 2011.10.19

10

20

30

40

50

経路に関する情報を少なくとも提供するためのナビゲーション情報を含み、前記ナビゲー
ション情報は前記多重再生経路を有するビデオデータの再生順序を指示する情報を有し、
且つある再生アイテムと同じ経路にある他の再生アイテムを連結する情報を少なくとも提
供し、
　少なくとも１つのＡＶストリームクリップファイルは複数の再生リストファイルのうち
２つ以上と連結し、
　前記管理情報は各ＡＶストリームクリップファイルに連係した複数の情報ファイルを有
し、各情報ファイルは前記連係したＡＶストリームクリップファイルに関するマップを提
供し、前記マップは前記連係したＡＶストリームクリップファイルに関するアドレス情報
に対応するプレゼンテーション時間情報を含むことを特徴とする方法。
【請求項９】
　少なくとも、前記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、
　一つの再生経路に対する情報を少なくとも提供するナビゲーション情報を記録媒体の少
なくとも一つの再生ディレクトリ領域から再生するステップと、
　前記ナビゲーション情報を基礎にして、前記記録媒体の再生リストディレクトリ領域に
ある少なくとも一つの再生リストファイルを再生するステップと、
　前記記録媒体の管理領域から少なくとも前記ビデオデータの再生を管理する管理情報を
再生するステップと
　から構成され、
　各再生リストファイルは多重再生経路を有するビデオデータの一部、および異なる再生
経路に連係した前記再生リストファイルの少なくとも一部分を識別し、前記記録媒体から
ビデオデータの少なくとも１つのＡＶストリームクリップファイルを再生し、少なくとも
１つのＡＶストリームクリップファイルは複数の再生リストファイルのうち２つ以上と連
結し、前記ナビゲーション情報は多重再生経路を有する前記ビデオデータの再生順序を指
示する情報を有し、且つある再生アイテムと同じ経路にある他の再生アイテムを連結する
情報を少なくとも提供し、
　前記管理情報は各ＡＶストリームクリップファイルに連係した複数の情報ファイルを有
し、各情報ファイルは前記連係したＡＶストリームクリップファイルに関するマップを提
供し、前記マップは前記連係したＡＶストリームクリップファイルに関するアドレス情報
に対応するプレゼンテーション時間情報を含むことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　少なくとも、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
記録する装置において、
　記録媒体にデータを記録するように構成された光記録手段と、
　前記光記録手段に動作可能に連結され、前記光記録手段を制御することによって多重再
生経路を有するビデオデータの少なくとも１つのＡＶストリームクリップファイルを前記
記録媒体に記録するように構成されたコントローラと
　から構成され、
　少なくとも１つのＡＶストリームクリップファイルは複数の再生リストファイルのうち
２つ以上と連結し、
　前記コントローラは、前記光記録手段を制御することによって複数の再生リストファイ
ルおよびナビゲーション情報を含む再生リストディレクトリを前記記録媒体の再生リスト
ディレクトリ領域に記録するように構成され、各再生リストファイルは多重再生経路を有
するビデオデータの一部および異なる再生経路に連係した前記再生リストファイルの少な
くとも一部分を識別し、前記ナビゲーション情報は１つの再生経路に関する情報を少なく
とも提供し、
　前記コントローラは、前記光記録手段を制御して、前記ビデオデータの再生を管理する
管理情報を前記記録媒体の管理領域に記録し、前記管理情報は各ＡＶストリームクリップ
ファイルに連係した情報ファイルを有し、それぞれの前記情報ファイルは前記連係したＡ
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Ｖストリームクリップファイルのアドレス情報に対応したプレゼンテーション時間情報を
含むマップを、前記連係されたＡＶストリームクリップファイルに対し提供し、前記ナビ
ゲーション情報は前記多重再生経路を有する前記ビデオデータの再生順序を指示する情報
を有し、且つある再生アイテムと同じ経路にある他の再生アイテムを連結する情報を少な
くとも提供することを特徴とする装置。
【請求項１１】
　少なくとも、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
再生する装置において、
　記録媒体に記録されたデータを再生するように構成された光再生手段と、
　前記光再生手段に動作可能に連結され、前記光再生手段を制御して前記記録媒体の少な
くとも一つの再生リストファイルからナビゲーション情報を再生し、かつ前記ナビゲーシ
ョン情報を基礎にして前記記録媒体の再生リストディレクトリ領域にある少なくとも一つ
の再生リストファイルを再生するように構成されたコントローラと
　から成り、
　前記ナビゲーション情報は１つの再生経路に関する情報を少なくとも提供し、それぞれ
の再生リストファイルは多重再生経路を有するビデオデータの一部、および異なる再生経
路に連係した前記再生リストファイルの少なくとも一部を識別し、前記ナビゲーション情
報は前記多重再生経路を有する前記ビデオデータの再生順序を指示する情報を有し、且つ
ある再生アイテムと同じ経路にある他の再生アイテムを連結する情報を少なくとも提供し
、
　前記コントローラは前記光再生手段を制御することによって、前記記録媒体の管理領域
から少なくとも前記ビデオデータの再生を管理する管理情報を再生するように構成され、
前記管理情報は各ＡＶストリームクリップファイルに連係した複数の情報ファイルを有し
、各情報ファイルは前記連係したＡＶストリームクリップファイルに関するマップを提供
し、前記マップは前記連係したＡＶストリームクリップファイルに関するアドレス情報に
対応するプレゼンテーション時間情報を含むことを特徴とする装置。
【請求項１２】
　多重再生経路を有する前記ビデオデータはインターリーブされていることを特徴とする
請求項１記載の記録媒体。
【請求項１３】
　多重再生経路を有する前記ビデオデータはインターリーブされていることを特徴とする
請求項６記載の方法。
【請求項１４】
　多重再生経路を有する前記ビデオデータはインターリーブされていることを特徴とする
請求項８記載の方法。
【請求項１５】
　少なくともビデオデータをエンコーディングするエンコーダをさらに有することを特徴
とする請求項１０記載の装置。
【請求項１６】
　多重再生経路を有する前記ビデオデータはインターリーブされていることを特徴とする
請求項１０記載の装置。
【請求項１７】
　多重再生経路を有する前記ビデオデータはインターリーブされていることを特徴とする
請求項１１記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は少なくとも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
、ビデオデータ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】
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【０００２】
　最近、高画質のビデオデータと高音質のオーディオデータを高容量で記録できる新しい
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進んで、再記録
可能ブルーレイディスク（ＢＤ－ＲＥ）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。ファイル構造またはデータ構造は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用いられる。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．ｔｉｄｘ」、「ｍａｒｋ．ｔｉｄｘ
」、「＊．ｒｐｌｓ」、「＊．ｖｐｌｓ」のような再生リストファイルが格納されるＰＬ
ＡＹＬＩＳＴサブディレクトリ、「＊．ｃｌｐｉ」のようなクリップ情報ファイルが格納
されるＣＬＩＰＩＮＦサブディレクトリ、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格納されるＳＴＲＥＡＭサブディレ
クトリが含まれる。図１は、ディスクのデータ構造だけでなくディスクの領域をも示して
いる。例えば、「ｉｎｆｏ．ｂｄａｖ」のような一般情報ファイルはディスクの一般情報
領域に格納される。
【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おり、またブリッジ－クリップＡ／Ｖス
トリームファイルという特別な形態のクリップも含まれることがあきる。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用
されるもので、一般にクリップに比べてサイズが小さい。Ａ／Ｖストリームにはビデオオ
ーディオデータのソースパケットが含まれる。ビデオオーディオデータのソースパケット
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アクセスする
ためのアドレスの役割を果たすソースパケット番号（ＳＰＮ）が含まれる。そのソースパ
ケット番号は一般に順番に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。そのＰＩＤは伝送パケットが属する一連の伝送パケットを識別す
る。一連の伝送パケット内の各伝送パケットはＰＩＤが同じである。以後、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。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、タイミング情報を指示する。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、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、各シーケンスに
おける一番目のソースパケットのアドレス、各シーケンスにある伝送パケットのＰＩＤを
指示する。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。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
の開始アドレス、プログラムシーケンスにある伝送パケットのＰＩＤを指示する。
【０００７】
　タイミング情報は特徴ポイント情報（ＣＰＩ）と呼ばれる。ＣＰＩの一形態がエントリ
ーポイントマップ（ＥＰマップ）である。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を基準にして、ソースパケットのアドレス（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。
【０００８】
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　ＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリには一つ以上の再生リストファイルがある。再生リスト
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。
再生リストファイルはクリップにある再生区間の集合であって、各再生区間は再生アイテ
ムと呼ばれる。再生リストファイルは再生リストを形成する各再生アイテムを識別して、
各再生アイテムは、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（ＰＴＳ））を示すＩＮ－ｐｏｉｎｔとＯＵＴ－ｐｏｉｎ
ｔの対である。換言すれば、再生リストファイルは再生アイテムを識別して、各再生アイ
テムは一つのクリップまたはその一部を指示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。クリップ情報ファイルは再生アイテムをソースパケットのクリップに連結
するために使用される。
【０００９】
　ＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリには実再生リスト（＊．ｒｐｌｓ）と仮想再生リスト（
＊．ｖｐｌｓ）が含まれることがある。実再生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、実再生リストはクリップの一部を参照する
ことと見られるので、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
に見られる。仮想再生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、実再生リストの概念は仮想再生リストと並存しない。
【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再生リストのファイル名を識別す
る再生リスト目録を含む。
【００１１】
　「ｍｅｎｕ．ｔｉｄｘ」、「ｍｅｎｕ．ｔｄｔ１」、「ｍｅｎｕ．ｔｄｔ２」ファイル
はメニューサムネイルと関連した情報を格納する。「ｍａｒｋ．ｔｉｄｘ」、「ｍａｒｋ
．ｔｄｔ１」、「ｍａｒｋ．ｔｄｔ２」ファイルはマークサムネイルと関連した情報を格
納する。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。
【００１２】
　最近、ブルーレイロム（ＢＤ－ＲＯＭ）のような高密度再生専用光ディスクに対する規
格化作業が進んでいる。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策がま
だ用意されていない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【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、本発明の
目的は、多重再生経路をベースにしてビデオデータの再生を管理できるようにするファイ
ルまたはデータ構造を有する記録媒体を提供して、前記のようなデータ構造を記録して再
生する装置と方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明による記録媒体には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
の再生を管理するデータ構造が含まれる。
【００１５】
　本発明の実施態様によれば、記録媒体にはタイトルに対する多重再生経路ビデオデータ
が含まれる。記録媒体の再生リストディレクトリ領域には複数の再生リストファイルを含
んだ再生リストディレクトリが格納される。各再生リストファイルは多重再生経路ビデオ
データの一部を識別して、再生リストファイルの少なくとも一部は異なる再生経路と連係
する。少なくとも一つのナビゲーション情報領域には少なくとも一つの再生経路に関する
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情報を提供するナビゲーション情報が格納される。発明の一実施態様では、タイトルの異
なる再生経路はそのタイトルの異なるストーリである。
【００１６】
　本発明の他の実施態様によれば、記録媒体には複数の再生リストを含む再生リストディ
レクトリが格納される再生リストディレクトリ領域が含まれる。少なくとも複数の再生リ
ストがグループに分けられ、各グループは異なる再生経路と連係する。本発明のさらに他
の実施態様では、記録媒体の少なくとも一つのナビゲーション情報領域に少なくとも一つ
の再生経路に関する情報を提供するナビゲーション情報が格納される。発明の一実施態様
では、タイトルの異なる再生経路はそのタイトルの異なるストーリである。
【００１７】
　説明した実施態様と関連した実施態様によれば、再生リストファイルのグループは各再
生経路と連係する。他の関連した実施態様では、ナビゲーション情報は再生リストファイ
ルを同一の再生経路にある異なる再生リストファイルと連結する情報を提供する。他の実
施態様では、ナビゲーション情報は特定の再生リストファイルが再生された後に再生する
次の再生リストファイルを指示する。
【００１８】
　前記説明した実施態様と関連した他の実施態様によれば、記録媒体のデータ領域には多
重再生経路ビデオデータのクリップが格納されており、各再生経路に対するビデオデータ
は異なるクリップに格納される。
【００１９】
　本発明はデータ構造を記録して再生する装置と方法を提供するが、例えば、再生する方
法に関する一実施態様では、ユーザーが選択した再生経路と連係する少なくとも一つ以上
の再生リストが記録媒体に記録されるナビゲーション情報をベースにして再生される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　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。
【００２１】
　本発明による高密度光ディスク、例えばＢＤ－ＲＯＭ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様々な面で図１に図示したＢＤ－ＲＥのデータ構造と同じである
。したがって、同じの部分は詳細な説明を省略する。
【００２２】
　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のＤＶＰディレクトリが
ある。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）、実再生リストファイル（＊．ｒｐｌ
ｓ）と仮想再生リストファイル（＊．ｖｐｌｓ）が格納されるＰＬＡＹＬＩＳＴディレク
トリ、クリップ情報ファイル（＊．ｃｌｐｉ）が格納されるＣＬＩＰＩＮＦディレクトリ
、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）が格納されるＳＴＲＥＡＭディレクトリが含まれる。
【００２３】
　ＳＴＲＥＡＭディレクトリにはクリップと呼ばれる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含まれており、また、ブリッジ－クリップＡ／Ｖストリー
ムファイルと呼ばれる特別な形態のクリップも含まれる。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用するもので、一
般にクリップに比べてサイズが小さい。Ａ／Ｖストリームにはビデオオーディオデータの
ソースパケットが含まれる。ビデオオーディオデータの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アクセスするためのアドレスの
役割を果たすソースパケット番号ＳＰＮが含まれる。そのソースパケット番号は一般に順
番に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。
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本発明におけるＰＩＤの使用に関しては下で詳細に説明する。
【００２４】
　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。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、タイミング情報を指示する。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、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、各シーケンス内の一番目
のソースパケットのアドレス、各シーケンスにある伝送パケットのＰＩＤを指示する。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
。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アドレ
ス、プログラムシーケンスにある伝送パケットのＰＩＤを指示する。
【００２５】
　タイミング情報は特徴ポイント情報（ＣＰＩ）と呼ばれる。ＣＰＩの一形態がＥＰマッ
プである。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を基
準にして、ソースパケットのアドレス（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。
【００２６】
　ＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリには一つ以上の再生リストファイルがある。再生リスト
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。
再生リストファイルはクリップにある再生区間の集合であって、各再生区間は再生アイテ
ムと呼ばれる。再生リストファイルは再生リストを形成する各再生アイテムを識別して、
各再生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）を示すＩＮ－ｐｏｉｎｔとＯＵＴ－ｐｏｉｎｔの対である
。換言すれば、再生リストファイルは再生アイテムを識別して、各再生アイテムは一つの
クリップまたはその一部を指示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
。クリップ情報ファイルは再生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
用される。
【００２７】
　ＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリには実再生リスト（＊．ｒｐｌｓ）と仮想再生リスト（
＊．ｖｐｌｓ）が含まれる。実再生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、実再生リストはクリップの一部を参照することと見ら
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と見られる
。仮想再生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
再生リストの概念は仮想再生リストと並存しない。
【００２８】
　「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る。
【００２９】
　図２では、本発明の実施形態による記録媒体のデータ構造を示しているだけでなく、記
録媒体の領域をも示している。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、再生リストディレクトリは一つ以上の再生リストディレクトリ領域に記録され、
再生リストディレクトリ内の各再生リストは記録媒体の一つ以上の再生リスト領域に記録
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、
記録媒体にはファイルシステム情報領域、データベース領域、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再生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。一般情報ファイルと再生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、再生リスト情報領域のＰＬＡＹＬＩ
ＳＴディレクトリと再生リストファイルが記録される。クリップ情報領域には、ＣＬＩＰ
ＩＮＦ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。
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【００３０】
　ビデオオーディオデータは一般に個別タイトルとして編成されている。例えば、ビデオ
オーディオデータにより表現される異なる映画は異なるタイトルとして編成される。また
、タイトルは、本がチャプターとして編成されるように多くのチャプターとして編成する
ことができる。
【００３１】
　ＢＤ－ＲＯＭのような新しい高密度記録媒体はその記録容量が非常に大きいため、異な
るタイトル、様々なバージョンのタイトル、または一タイトルの一部を格納して再生する
ことができる。例えば、異なるカメラアングルのビデオデータを記録媒体に記録したり、
他の実施形態では、あるタイトルに対する様々なバージョンまたは異なる言語と関連させ
た一部も記録媒体に記録することができ、さらに他の実施形態では、タイトルの監督バー
ジョンまたは映画館用バージョンも記録媒体に記録することができる。または、一タイト
ルの成人バージョン、青年バージョン、父母が制限できる少年バージョンなどを記録媒体
に記録することができる。各バージョンは異なる再生経路を有する。、そのような場合の
ビデオデータは多重再生経路ビデオデータと呼ばれる。、本発明は多重経路ビデオデータ
に対する前記例に対してに限られず、多重再生経路ビデオデータのある類型またはこれら
の組合せに対しても適用が可能である。後の実施形態で詳細に説明するが、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。
【００３２】
　また、タイトルにはそのタイトルの一部を形成する様々なストーリがあることがある。
これはタイトルの一部の再生経路（例えば、タイトルの特定一部に関するストーリ経路）
がユーザーの入力により決定される対話形タイトルに対しても同様である。したがって、
このような多重ストーリタイトルはユーザーの選択によって数多い再生経路がある。本発
明の実施形態に関して以後に詳細に説明するが、本発明によるデータ構造には一つのタイ
トルと連係する多重再生経路（ストーリ）の再生を管理して制御するためのストーリ情報
またはナビゲーション情報が含まれる。
【００３３】
　例えば、一実施形態で、ナビゲーション情報には、以前／以後再生アイテム連結情報Ｐ
ｒｅｖ_ＰＩ／Ｎｅｘｔ_ＰＩと、以前／以後再生リスト連結情報Ｐｒｅｖ_ＰＬ／Ｎｅｘ
ｔ_ＰＬが含まれる。他の実施形態で、多重再生経路の経路を指示するための経路番号情
報をタイトルの再生リストファイルに記録しておくこともできる。
【００３４】
　図４は、図２のデータ構造による多重ストーリデータストリームを管理する１番目の実
施形態を示したものである。ＢＤ－ＲＯＭのファイル構造に含まれて記録される少なくと
も一つのクリップファイルが複数の再生リスト（ＰＬ１、ＰＬ２、ＰＬ３、…）に連係さ
れて、タイトルで管理される。クリップファイルに含まれて記録される多重ストーリのＡ
／ＶストリームはＭＰＥＧ－２方式のトランスポートパケット（ＴＰ）の形態で記録され
る。
【００３５】
　各ストーリを識別するための異なるＰＩＤがＴＰに記録される。換言すれば、異なるス
トーリと連係するＴＰは異なるＰＩＤを有する。例えば、図４に示したように、Ｖｉｄｅ
ｏ_ＰＩＤ＝ＡとＡｕｄｉｏ_ＰＩＤ＝Ｐがクリップファイルに含まれる１番目のストーリ
の１番目のＴＰ（ＴＰ１）に記録される。Ｖｉｄｅｏ_ＰＩＤ＝ＢとＡｕｄｉｏ_ＰＩＤ＝
Ｒがクリップファイルに含まれる２番目のストーリの２番目のＴＰ（ＴＰ２）に記録され
る。１番目のストーリと２番目のストーリのＴＰ１とＴＰ２は、途切れることなく再生で
きるように、ＢＤ－ＲＯＭのデータ記録領域に連続的に記録される。
【００３６】
　また、図４は多重再生経路の再生順序を指定するための以前／以後再生リスト連結情報
Ｐｒｅｖ_ＰＬ／Ｎｅｘｔ_ＰＬがクリップファイルと連係する複数の再生リストＰＬ１、
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ＰＬ２、ＰＬ３、…にナビゲーション情報として記録されることを示している。すなわち
、ナビゲーション情報は再生リストを相互に連結する。再生している間、ナビゲーション
情報は特定の再生リストの再生後に再生する次の再生リストを指示する。特定のストーリ
または再生経路の再生リストに対するナビゲーション情報は再生経路と連係する再生リス
トの連結グループを作る。図３にナビゲーション情報が格納される記録媒体のナビゲーシ
ョン領域を示している。しかし、これはそこに限らず、多くのナビゲーション領域を設け
てもよい。
【００３７】
　図５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９は、オーディオビデオデータの入力を受けてエンコーディングして、
コーディング情報をストリーム特性情報と共にマルチプレクサ８に出力する。マルチプレ
クサ８は、例えば、ＭＰＥＧ－２伝送ストリームを生成するために、入力されるコーディ
ング情報とストリーム特性情報に基づい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７はマルチプレクサから入力された伝送パケット
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にパケット化する。
図５に示したように、Ａ／Ｖエンコーダ９、マルチプレクサ８、ソース・パケッタイザ７
の動作はコントローラ１０により制御される。コントローラ１０は、ユーザーから記録命
令を受信すると、Ａ／Ｖエンコーダ９、マルチプレクサ８、ソース・パケッタイザ７に制
御情報を送る。例えば、コントローラ１０は、Ａ／Ｖエンコーダ９に実行するエンコーデ
ィング類型を指示し、マルチプレクサ８に生成する伝送ストリームを指示し、ソース・パ
ケッタイザ７にソースパケットのフォーマットを指示する。また、コントローラ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ドライブ３を制御する。
【００３８】
　また、コントローラ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情報を生成する。例えば、ユーザーとのインターフェー
ス（ディスクに格納されているか、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、コントローラ１０は光ディスクに図２、図
３、図４、図５のデータ構造を記録するようにドライブ３を制御する。
【００３９】
　再生期間には、コントローラ１０はデータ構造を再生するようにドライブ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
操作ボタンまたはその装置と関連した遠隔操作）を介して受けたユーザー入力を基礎にし
て、コントローラ１０は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
にドライブ３を制御する。すなわち、コントローラ１０はユーザーからの再生要求によっ
て任意のタイトルに対応するクリップファイルを選択して再生する。コントローラ１０で
は、クリップファイルに連係される再生リストファイルに含まれたナビゲーション情報を
サーチし、参照した後に、ユーザーにより選択されて指定された再生経路に対するＡ／Ｖ
ストリームを分類してワンセットの多重ストーリを連結して再生する。
【００４０】
　例えば、ユーザー入力はストーリ（または再生する経路）を指定できる。このようなユ
ーザー入力を、例えば、コントローラ１０にあらかじめプログラムされたＧＵＩベースの
メニューを介して、指定することができる。ユーザー入力と光ディスクから読み出される
ナビゲーション情報を利用して、コントローラ１０は再生経路に対する再生を制御する。
【００４１】
　例えば、特定の再生経路を選択するために、コントローラ１０はＴＰに対するＰＩＤを
調査してストーリまたは再生経路の個数を確認し、ユーザーが再生する経路を選択できる
ようにする。このような経路情報には再生する再生経路と関連した意味ある情報を含ませ
ることができる。再生期間、選択された経路（例えば、選択されたＰＩＤを有するＴＰ）
と連係する１番目の再生リストが再生される。以後ナビゲーション情報は選択された再生
経路を形成している再生リストのグループの中からの再生する次の再生リストを指示する
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。
【００４２】
　ソース・デパケッタイザ４は再生されたパケットの入力を受けて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変換する。デマルチプレクサ５はデータスト
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のビデオ
オーディオデータを生成する。再生の間、ソース・デパケッタイザ４、デマルチプレクサ
５、Ａ／Ｖデコーダ６の動作はコントローラ１０により制御される。コンとローラ１０が
ユーザーから再生命令を受信すると、ソース・デパケッタイザ４、デマルチプレクサ５、
Ａ／Ｖデコーダ６に制御情報を送る。例えば、コントローラ１０は、ソース・デパケッタ
イザ４にソースパケットのフォーマットを指示し、デマルチプレクサ５に逆多重化する伝
送ストリームを指示し、Ａ／Ｖデコーダ６に実行するデコーディング類型を指示する。
【００４３】
　図５には記録及び再生装置に関して図示しているが、図５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。
【００４４】
　図６は、本発明による多重再生経路データストリームを管理する２番目の実施形態を示
したものである。図６の実施形態は、再生リストに経路番号情報が含まれる点を除いては
、図４の実施形態と同じである。経路番号情報は図４の実施形態に関して前で説明したナ
ビゲーション情報に加えてまたはその代わりに含まれる。経路番号情報は再生リストと連
係する再生経路を指示する。すなわち、各再生経路には経路番号が割り当てられて、再生
リストに対する経路番号情報は再生リストと連係する再生経路の経路番号を提供する。こ
のような方式で、経路番号情報は各再生リストがどのストーリと連係するかを指示するこ
とができる。
【００４５】
　図５の記録及び再生装置は、図６の実施形態に対して、図４で説明した能都同様に動作
する。しかし、図６の実施形態では、コントローラ１０が経路番号情報から再生経路を決
定することができる。
【００４６】
　図７は、本発明による多重再生経路データストリームを管理する３番目の実施形態を示
したものである。図７の実施形態は、伝送パケットがクリップファイルに記録される方式
を除いては、図４の実施形態と同じである。図７に示したように、伝送パケット１（ＴＰ
１）と伝送パケット２（ＴＰ２）はそれぞれ所定の大きさを有するグループに分けられる
。そのグループはインターリーブされる。異なる再生経路（例えば、異なるストーリ）に
対する伝送パケットのグループがインターリーブされても各再生経路に対してスムースな
再生が可能であるように、グループの大きさが設定される。
【００４７】
　図７に示したように、クリップファイルにおいて１番目のストーリと連係するＳｔｏｒ
ｙ１－１、Ｓｔｏｒｙ１－２、Ｓｔｏｒｙ１－３などの伝送パケットグループのための記
録領域がインターリーブされている。各グループは所定の大きさを有して１番目のストー
リと連係するＴＰ１が含まれる。また、２番目のストーリと連係するＳｔｏｒｙ２－１、
Ｓｔｏｒｙ２－２、Ｓｔｏｒｙ２－３などの伝送パケットグループの記録領域もインター
リーブされる。各グループは所定の大きさを有して２番目のストーリと連係するＴＰ２が
含まれる。
【００４８】
　図４と図５で説明したように、コントローラ１０はユーザーの再生要求によって任意の
タイトルに対応するクリップファイルを選択して再生する。コントローラ１０は、クリッ
プファイルに連係される再生リストファイルに含まれたナビゲーション情報をサーチして
参照した後に、ユーザーにより選択されて指定されたストーリに対するＡ／Ｖストリーム
を分類してワンセットの多重再生経路を連結して再生する。
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【００４９】
　図８は、本発明による多重再生経路データストリームを管理する４番目の実施形態を示
したものである。図８の実施形態は、再生リストに経路番号情報が含まれることを除いて
は、図７の実施形態と同様である。経路番号情報は図７の実施形態に関して前で説明した
ナビゲーション情報に追加してまたはその代わりに含まれる。経路番号情報は再生リスト
と連係する再生経路を指示する。すなわち、各再生経路に経路番号が割り当てられて、再
生リストに対する経路番号情報は再生リストと連係する再生経路の経路番号を提供する。
このような方式で、経路番号情報は各再生リストがいずれの再生経路と連係するかを指示
する。
【００５０】
　図５の記録及び再生装置は、図８の実施形態に対して、図７で説明した能都同様に動作
する。しかし、図８の実施形態では、コントローラ１０が経路番号情報から再生経路を決
定することができる。
【００５１】
　図９は、本発明による多重再生経路データストリームを管理する５番目の実施形態を示
したものである。図９の実施形態は、異なる再生経路と連係する伝送パケットが同じクリ
ップファイルに記録されないことを除いては、図４の実施形態と同様である。代わりに、
異なる再生経路（例えば、異なるストーリ）と連係する伝送パケットは異なるクリップフ
ァイルに記録される。
【００５２】
　図９に示したように、ＢＤ－ＲＯＭのファイル構造で１番目、２番目のクリップファイ
ルは１タイトルの複数の再生リストＰＬ１、ＰＬ２、ＰＬ３、…と連係する。そして、１
番目のストーリと連係してＶｉｄｅｏ_ＰＩＤ＝ＡとＡｕｄｉｏ_ＰＩＤ＝Ｐを有するＴＰ
１は１番目のクリップファイルに記録され、２番目のストーリと連係してＶｉｄｅｏ_Ｐ
ＩＤ＝ＢとＡｕｄｉｏ_ＰＩＤ＝Ｒを有するＴＰ２は２番目のクリップファイルに記録さ
れる。
【００５３】
　図５で説明したように、コントローラ１０はユーザーの再生要求によって任意のタイト
ルに対応するクリップファイルを選択して再生する。コントローラ１０は、図４を参照し
て説明したように、クリップファイルに連係される再生リストファイルに含まれたナビゲ
ーション情報をサーチし、参照した後に、ユーザーにより選択されて指定されたストーリ
に対するＡ／Ｖストリームを分類してワンセットの多重再生経路を連結して再生する。
【００５４】
　図１０は、本発明による多重再生経路データストリームを管理する６番目の実施形態を
示したものである。図１０の実施形態は、再生リストに経路番号情報が含まれることを除
いては、図９の実施形態と同様である。経路番号情報は図９の実施形態に関して前で説明
したナビゲーション情報に追加してまたはその代わりに含まれる。経路番号情報は再生リ
ストと連係する再生経路を指示する。すなわち、各再生経路には経路番号が割り当てられ
て、再生リストに対する経路番号情報は再生リストと連係する再生経路の経路番号を提供
する。このような方式で、経路番号情報は各再生リストがどの再生経路と連係するかを指
示する。
【００５５】
　図５の記録及び再生装置は、図１０の実施形態に対して、図９で説明しことと同じよう
に動作する。しかし、図１０の実施形態では、コントローラ１０が経路番号情報から再生
経路を決定することができる。
【００５６】
　図１１は、本発明による多重再生経路データストリームを管理する７番目の実施形態を
示したものである。図１１の実施形態は、伝送パケットが記録媒体に記録される方式を除
いては、図９の実施形態と同様である。図１１に示したように、伝送パケット１（ＴＰ１
）と伝送パケット２（ＴＰ２）はそれぞれ所定の大きさを有するグループに分けられる。
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そのグループはＢＤ－ＲＯＭのデータ記録領域内で物理的にインターリーブされる。異な
る再生経路（例えば、異なるストーリ）に対する伝送パケットのグループが物理的にイン
ターリーブされても各再生経路に対してスムースな再生が可能であるように、グループの
大きさが設定される。
【００５７】
　図１１に示したように、クリップファイル１に含まれる１番の目ストーリと連係するＳ
ｔｏｒｙ１－１、Ｓｔｏｒｙ１－２、Ｓｔｏｒｙ１－３などの伝送パケットグループに対
する記録領域が物理的にインターリーブされる。各グループは所定の大きさを有し、１番
目のストーリと連係するＴＰ１が含まれる。また、クリップファイル２に含まれる２番目
のストーリと連係するＳｔｏｒｙ２－１、Ｓｔｏｒｙ２－２、Ｓｔｏｒｙ２－３などの伝
送パケットグループに対する記録領域が物理的にインターリーブされる。各グループは所
定の大きさを有し、２番目のストーリと連係するＴＰ２が含まれる。
【００５８】
　図４と図５で説明したように、コントローラ１０はユーザーの再生要求によって任意の
タイトルに対応するクリップファイルを選択して再生する。コントローラ１０は、クリッ
プファイルに連係される再生リストファイルに含まれたナビゲーション情報をサーチして
参照した後に、ユーザーにより選択されて指定されたストーリに対するＡ／Ｖストリーム
を分類してワンセットの多重再生経路を連結して再生する。
【００５９】
　図１２は、本発明による多重再生経路データストリームを管理する８番目の実施形態を
示したものである。図１２の実施形態は、再生リストに経路番号情報が含まれることを除
いては、図１１の実施形態と同様である。経路番号情報は図１１の実施形態に関して前で
説明したナビゲーション情報に追加してまたはその代わりに含まれる。経路番号情報は再
生リストと連係する再生経路を指示する。すなわち、各再生経路には経路番号が割り当て
られて、再生リストに対する経路番号情報は再生リストと連係する再生経路の経路番号を
提供する。このような方式で、経路番号情報は各再生リストがどの再生経路と連係するか
を指示する。
【００６０】
　図５の記録及び再生装置は、図１２の実施形態に対して、図１１で説明したように動作
する。しかし、図１２の実施形態では、コントローラ１０が経路番号情報から再生経路を
決定することができる。
【００６１】
　参考に、前で説明した実施形態でクリップファイル（*．ｍ２ｔｓ）は各再生リストに
ある一つまたはそれ以上の再生アイテムと連係することができる。この場合、多重ストー
リの再生順序を指定するための以前／以後再生アイテム連結情報Ｐｒｅｖ_ＰＩ／Ｎｅｘ
ｔ_ＰＩまたは経路番号情報が再生リストファイルに含まれてもよい。
【００６２】
　また、本発明は記録媒体に一つのタイトルだけが記録される場合に限られず、タイトル
ディレクトリとタイトルファイルを本発明のファイル構造にさらに記録することもできる
。
【００６３】
　したがって、前記のように構成される本発明はユーザーにより選択された再生経路に対
するデータストリームを迅速で正確に分類して再生できる装置と方法を提供する。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【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ものである。
【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も
のである。
【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ものである。
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【図４】本発明による多重再生経路データストリームを管理する１番目の実施形態を示し
たものである。
【図５】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。
【図６】本発明による多重再生経路データストリームを管理する２番目の実施形態を示し
たものである。
【図７】本発明による多重再生経路データストリームを管理する３番目の実施形態を示し
たものである。
【図８】本発明による多重再生経路データストリームを管理する４番目の実施形態を示し
たものである。
【図９】本発明による多重再生経路データストリームを管理する５番目の実施形態を示し
たものである。
【図１０】本発明による多重再生経路データストリームを管理する６番目の実施形態を示
したものである。
【図１１】本発明による多重再生経路データストリームを管理する７番目の実施形態を示
したものである。
【図１２】本発明による多重再生経路データストリームを管理する８番目の実施形態を示
したものである。

【図１】

【図２】

【図３】



(15) JP 4795684 B2 2011.10.19

【図４】 【図５】

【図６】 【図７】



(16) JP 4795684 B2 2011.10.19

【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】



(17) JP 4795684 B2 2011.10.19

【図１２】



(18) JP 4795684 B2 2011.10.19

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  ヒュン，ウン・シル
            大韓民国・ソウル　１５６－０９０・ドンジャク－ク・サダン－ドン・４１９－３６・チュンウー
            ン　ヴィラ・ビイ０１
(72)発明者  パク，スン・ウァン
            大韓民国・スウォン－シ　４４０－３００・ジャンガン－ク・ジュンジャ－ドン・ドーギュン　メ
            ウル・ビュクサン　アパートメント・３３７－１４０３
(72)発明者  ソウ，カン・スー
            大韓民国・キョンギ－ド　４３１－０７５・アンヤン・ドンガン－ク・ピョンガン－ドン・８９７
            －５・チョウォン　ハンヤン　アパートメント・６０６－５０３
(72)発明者  ウム，ソン・ヒュン
            大韓民国・キュンギ－ド　４３１－０５０・アンヤン・ドンガン－ク・ビサン－ドン・（番地なし
            ）・サムホ　アパートメント・１８－７０１
(72)発明者  ユー，ジェ・ヨン
            大韓民国・ソウル　１３５－２７０・カンナン－ク・ドゴク－ドン・（番地なし）・メボン　サム
            スン　アパートメント・シイ－３０６
(72)発明者  キム，ビュン・ジン
            大韓民国・キュンギ－ド　４６３－０１０・スンナム・ブンダン－ク・ジョンジャ－ドン・１１０
            ・ハンソル　チュング　アパートメント・１１１－２０４

    合議体
    審判長  山田　洋一
    審判官  石川　正二
    審判官  関谷　隆一

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G11B7/0045


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

