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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画に対応するマルチアングル動画データを格納するためのコンピュータ可読情報保存
媒体であって：
　異なるアングルのための動画データに対応するクリップオーディオビデオ（ＡＶ）のス
トリーム；および
　ＡＶストリームに対応するクリップ情報であって、該クリップ情報の各々が、ランダム
アクセスのための一つのクリップＡＶストリームに対応するエントリポイントに関する情
報を含むエントリポイントマップ、および前記エントリポイントの各々は、前記動画が１
つのアングルから他のアングルに移って再生されるアングル変更ポイントであるか否かに
関する情報を含むところのクリップ情報
　を有するコンピュータ可読情報保存媒体。
【請求項２】
　前記エントリポイントに関する情報が、前記ＡＶストリームの中の前記エントリポイン
トの位置情報を有する、請求項１に記載の媒体。
【請求項３】
　異なるアングルのための動画データに対応する複数のクリップを含むクリップＡＶ（オ
ーディオビデオ）のストリームは、一つ以上のクリップユニットについて、各々に関して
インタリーブされる、請求項１に記載の媒体。
【請求項４】
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　前記クリップＡＶストリームに対応する少なくとも一つのプレイアイテムを含むプレイ
リスト情報を更に有する請求項１に記載の媒体。
【請求項５】
　アングルブロック情報を有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情
報であって、前記プレイアイテムが異なるアングルのための前記動画データか否かに関す
る情報を前記アングルブロック情報が含むところのプレイリスト情報、を更に有する請求
項１に記載の媒体。
【請求項６】
　前記アングルブロック情報が、前記動画のための異なるアングルの数に関する情報を更
に有する、請求項５に記載の媒体。
【請求項７】
　情報保存媒体から動画に対応する異なるアングルのための動画データを再生する装置で
あって：
　前記情報保存媒体から異なるアングルの前記動画データに対応するクリップＡＶストリ
ームを読み出す読出ユニットであって、前記クリップＡＶストリームは、各々に関してイ
ンタリーブされているところの読出ユニット；および
　前記クリップＡＶストリームに対応するクリップ情報に従って前記クリップＡＶストリ
ームを再生する再生ユニットであって、各クリップ情報が、ランダムアクセスのための一
つの前記クリップＡＶストリームに対応するエントリポイントに関する情報を含むエント
リポイントマップと、前記エントリポイントの各々がアングル変更ポイントであるか否か
に関する情報とを含み、かつ前記アングル変更ポイントは、前記動画が１つのアングルか
ら他のアングルに移って再生される位置である、ところの再生ユニット；
　を有する装置。
【請求項８】
　エントリポイントに関する前記情報が、前記ＡＶストリームの中の前記エントリポイン
トの位置情報を有する請求項７に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マルチアングルを支援するデータ構造で記録された情報保存媒体及びその装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の情報保存媒体のうち、マルチアングルデータが記録されている代表例としては、
ＤＶＤを挙げられる。ＤＶＤには、データが一定の単位に分けられて、互いに交互に記録
されるインターリービング方式でマルチアングルデータが記録されている。
【０００３】
　従来のマルチメディア再生装置であるＤＶＤビデオのデータ構造を説明すれば、次の通
りである。
【０００４】
　図１は、ＤＶＤのデータ構造を示す。図１を参照するに、マルチメディア保存媒体の一
つであるＤＶＤは、ディスクをＶＭＧ領域と複数個のＶＴＳ領域とに分けて、タイトル情
報及びタイトルメニューに関する情報をＶＭＧ領域に、タイトルに関する情報を複数個の
ＶＴＳ領域に保存する。通常、ＶＭＧ領域は２～３個のファイルで構成されており、各Ｖ
ＴＳ領域は３～１２個のファイルで構成されている。
【０００５】
　図２は、ＶＭＧ領域のデータ構造を示す。図２を参照するに、ＶＭＧ領域には、ＶＭＧ
領域に関する付加情報を保存するＶＭＧＩ領域と、メニューに関する動画情報を保存する
ＶＯＢＳ領域、そして、ＶＭＧＩのバックアップ領域がある。それらそれぞれの区間は一
つのファイルで存在するが、このうちＶＯＢＳ領域は必ずしも存在すべきものではなく、
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場合によって保存されていない。
【０００６】
　ＶＴＳ領域には、再生単位であるタイトルに関する情報と、動画情報であるＶＯＢＳと
が保存されている。一つのＶＴＳには、複数のタイトルが記録されている。
【０００７】
　図３は、ＶＴＳ領域のデータ構造を示す。図３を参照するに、ＶＴＳ領域には、ビデオ
タイトルセット情報ＶＴＳＩ（Ｖｉｄｅｏ　Ｔｉｔｌｅ　Ｓｅｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ）、メニュー画面用動画データであるＶＯＢＳ、ビデオタイトルセットの動画情報であ
るＶＯＢＳ、及びＶＴＳＩのバックアップデータが記録される。メニュー画面を表示する
ためのＶＯＢＳの存否は選択的である。各ＶＯＢＳはまた、記録単位であるＶＯＢとＣＥ
ＬＬとに区分される。一つのＶＯＢは、複数のＣＥＬＬで構成される。本発明で取り扱わ
れる記録単位のうち最も小さな単位はＣＥＬＬである。
【０００８】
　ＤＶＤにおいて再生単位は階層化されている。最上層にはタイトルが存在する。タイト
ルは一つあるいは複数のＰＧＣに連結して構成される。複数個のＰＣＧのうち最初に再生
されるＰＧＣをＥｎｔｒｙ　ＰＧＣという。図４は、一つのＰＧＣ、すなわち、Ｅｎｔｒ
ｙ　ＰＧＣのみよりなるタイトルを表したものであり、図５は、複数個のＰＧＣの連結か
らなるタイトルを表したものである。図５で分かるように、一つのＰＧＣの再生を終えて
次のＰＧＣを再生する場合、いくつかのＰＧＣのうち一つを選択して再生できる場合、い
かなるＰＧＣを選択するかは、ＤＶＤにコマンドとして保存できる。このように再生の順
序を制御することをナビゲーションという。再生順序を決定するコマンドはＰＧＣＩに保
存される。
【０００９】
　図６は、ＰＧＣのデータ構造を示す。図６を参照するに、ＰＧＣは、ＰＧＣＩという情
報構造で保存される。ＰＧＣＩは、ナビゲーションコマンドが保存されたプリコマンド（
Ｐｒｅ　ｃｏｍｍａｎｄ）、ポストコマンド（Ｐｏｓｔ　ｃｏｍｍａｎｄ）、及び複数の
プログラム情報で構成される。プリコマンドは、該当ＰＧＣの再生前に行われるコマンド
であり、ポストコマンドは、該当ＰＧＣの再生後に行われるコマンドである。各プログラ
ムは複数のセル情報で構成される。このセルは、記録単位であるＶＯＢ内のＣｅｌｌと一
対一に連結される。各再生単位のセルは、セルの再生が終わった後に行われるセルコマン
ドを持っている。このようにＰＧＣＩ情報は、再生単位であるＰＧＣを階層的に記述し、
最下位再生単位であるセルを、記録単位の最下位単位のセルと連結させる情報構造を持つ
。
【００１０】
　特に、ＰＧＣは、再生単位である複数個のセルの連結からなる。この時、複数個のセル
がアングルブロックをなしうる。
【００１１】
　図７は、アングルブロックを示す。図７に示されたように、複数個のセルが並列に配置
されて、そのうち一つのセルを再生するようになっている部分をアングルブロックという
。アングルブロックをなすセルは同じ再生時間を持って各アングルに対応する。再生単位
であるセルがアングルブロックをなす場合、記録単位であるＶＯＢと記録単位であるＣｅ
ｌｌとには、一定単位のインターリーブドユニット（ＩｎｔｅｒＬｅａｖｅｄ　Ｕｎｉｔ
；ＩＬＶＵ）に分けられた各アングルデータが互いにインターリービングされて記録され
る。
【００１２】
　図８は、マルチアングルを持っていない場合の記録単位であるＶＯＢとＣｅｌｌとを示
す。図８を参照するに、各ＶＯＢは情報保存媒体の連続した記録空間である連続ブロック
（Ｃｏｎｔｉｇｕｏｕｓ　Ｂｌｏｃｋ）に保存されて順次に記録される。しかし、マルチ
アングルの場合には、図９に示されたように、各アングルに該当する各ＶＯＢ及びその下
位単位のセルがＩＬＶＵ単位でインターリービングされるインターリーブドブロックに記
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録される。したがって、一つのアングルデータは、連続した記録空間に保存されなくなる
。各アングルデータは、順次にインターリービングされて記録されねばならない。
【００１３】
　図９は、２つのアングルデータが順にインターリービングされて記録された例を示す。
図９を参照するに、各ＩＬＶＵは同じ再生時間を持つ必要がある。データの記録長さは、
圧縮された結果によってその量が変わりうる。インターリービングされたデータを再生す
るためには、一つのアングルを再生するか、あるいはアングルを変更して再生する場合い
ずれもＩＬＶＵデータ単位でジャンピングする必要がある。たとえば、アングル１のデー
タを再生するためには、アングル１に該当するＩＬＶＵデータのみを探して再生せねばな
らない。そのために、動画ビットストリーム中には、図１１に示されたように、ＮＸＴ＿
ＩＬＶＵ＿ＳＡ、ＮＸＴ＿ＩＬＶＵ＿ＳＺデータが保存されているが、これは、該当ビッ
トストリームが属するＩＬＶＵデータに次いで連結されねばならないＩＬＶＵデータの位
置及び大きさを知らせる情報である。したがって、該当ビットストリームが属するＩＬＶ
Ｕデータの再生が終わった後、この情報を利用して次のＩＬＶＵデータにジャンピングす
る。再生中にアングルを変化させようとする時には、変化されたアングルに該当する特定
位置にジャンピングせねばならない。この時のジャンピング位置もＩＬＶＵ単位で決定さ
れる。
【００１４】
　図１０は、選択されたアングルで再生するためのジャンピングを、再生順序であるセル
の立場で示す。図１０を参照するに、画像の切れ目なく再生するシームレスチェンジのた
めには、特定位置でユーザーのアングルチェンジ命令を受けても、該当ＩＬＶＵデータの
再生が終わった後に他のアングルのその次につながるＩＬＶＵデータにジャンプして再生
する。ＩＬＶＵデータの位置情報は、インターリービングされて記録された動画データの
ビットストリーム中にマックシングされて入っている。図１２に示されたように、動画ビ
ットストリーム中には、ＤＶＤで支援する最大数である９個のアングルに対するＩＬＶＵ
データの位置及び大きさ情報であるＳＭＬ＿ＡＧＬ＿Ｃｎ＿ＤＳＴＡが記録されている。
それらは、現在再生しているＩＬＶＵデータと連結されるアングルｎのＩＬＶＵデータを
探すための情報である。現在のＩＬＶＵデータの再生が終わった後には、この情報を利用
して所望のアングルに変更して再生できる。
【００１５】
　マルチアングルのためのＤＶＤのオーサリング（ａｕｔｈｏｒｉｎｇ）過程を説明すれ
ば、まず多様な角度で撮影した画像をそれぞれ圧縮して同じ再生長さを持つビットストリ
ームデータに作る。一つのビットストリームをインターリービングして構成し、またそれ
ぞれビットストリーム内に他のアングルを参照できる情報を挿入して、再生中にもアング
ル転換が可能に記録する。
【００１６】
　マルチアングルデータを一定の単位で細かく分けた後、インターリービングして保存す
る場合、一つのアングルを連続して再生する場合にも該当データが連続的に記録されてい
ないので、データを読み取るための再生位置の変更が発生し続ける。この時、光ディスク
やハードディスクのように位置変更のためには、一定の時間が要求される場合、それを補
償するために圧縮されたビットストリームのビットレートが制限される問題点がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　したがって、本発明の目的は、マルチアングルデータが保存される位置制約をなくして
ランダムアクセスが可能なデータ構造で記録された情報保存媒体及びその装置を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　前述した目的は、本発明によって、ビデオ再生装置を制御するための、マルチアングル
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のための動画データが記録された情報保存媒体において、各アングルのための動画データ
が保存される記録単位として、少なくとも一つのクリップを含み、所定アングルのための
少なくとも一つの前記クリップは、情報保存媒体の連続した記録空間に記録されることを
特徴とする情報保存媒体により達成される。
【００１９】
　各アングルのための動画データは、相異なるアングルへの連結再生のためのアクセス地
点である複数個のジャンプポイントと、ジャンプポイントに関する付加情報と、を含むこ
とが望ましい。
【００２０】
　ジャンプポイントに関する情報は、クリップの各ジャンプポイントの開始位置を指定し
、それらがクリップインフォメーション内にテーブル状に保存されていることが望ましい
。
【００２１】
　クリップインフォメーションには、ランダムアクセスが可能なポイントに関する情報で
あるエントリーポイント情報が記録されており、前記ジャンプポイントに関する情報は、
前記エントリーポイント情報に付加されて、該当エントリーポイントがジャンプポイント
を兼ねているかどうかを表す情報の形で保存されていることが望ましい。
【００２２】
　ジャンプポイントに関する付加情報は、動画データの少なくとも一つのクリップに共通
的に記録され、各クリップに対するジャンプポイントの位置に関する情報が、前記共通ジ
ャンプポイント情報に順次に記録されていることが望ましい。
【００２３】
　一つの特定アングル用クリップ再生中に他のアングルへの変更再生時、ジャンプポイン
トで再生位置変更を実施する場合、連続再生可能に、各ジャンプポイントの位置と隣接し
たジャンプポイントとの間隔を定めることが望ましい。
【００２４】
　それぞれ一つのクリップに対応するプレイアイテムと、複数のプレイアイテムとからな
るプレイリスト情報が、再生単位の情報として記録され、一つのアングルブロックをなす
複数のプレイアイテムに関する情報が、複数のアングルのための情報として記録されるこ
とが望ましい。
【００２５】
　それぞれ一つのクリップに対応するプレイアイテムと、複数のプレイアイテムとからな
るプレイリスト情報が、再生単位の情報として記録されており、複数のプレイアイテムを
持つ一つのプレイリストが、一つのアングルに対応するように記録されており、各プレー
アイテムは、各アングルのための各クリップに対応して記録されていることが望ましい。
【００２６】
　各プレイリストに特定アングルに関する付加情報が記録されることが望ましい。
【００２７】
　あらゆるエントリーポイントは、ジャンプポイントと設定されることが望ましい。
【００２８】
　前記クリップについて、ジャンピングが起きない区間が決定され、ジャンピングが起き
ない区間の大きさは、バッファのアンダーフローが起きないように決定されることが望ま
しい。
【００２９】
　クリップインフォメーションには、クリップについて、再生直後またはジャンピング直
後からジャンピングが起きないように決定された区間に関する情報が記録されることが望
ましい。
【００３０】
　一方、本発明の他の分野によれば、前述した目的は、マルチアングルのための動画デー
タが各アングルのためのクリップ単位で記録され、各クリップは、動画データの記録単位
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であり、クリップは、連続した保存空間に分離されて記録され、相異なるアングルのクリ
ップを連続して再生するための情報を含んでいる情報保存媒体に記録されたデータを再生
する装置において、各アングルに対応するクリップを探索する探索部と、情報保存媒体の
連続した記録空間で探索された各アングルに対応するクリップを再生する再生部とを含む
ことを特徴とする再生装置により達成される。
【００３１】
　一方、本発明の他の分野によれば、前述した目的は、ランダムアクセス機能を持つ情報
保存媒体にマルチアングルのための動画データを記録する記録装置において、各アングル
に該当する動画データの記録単位であるクリップを情報保存媒体の連続した空間に記録し
、各アングル用動画データをインターリービングせずに互いに分離して、情報保存媒体に
記録するようにプログラムされたプロセッサーを含むことを特徴とする記録装置によって
達成される。
【００３２】
　一方、本発明の他の分野によれば、前述した目的は、マルチアングルのためのデータを
所定のアングルユニットに分け、所定のアングルユニットは、所定のアングルユニットを
連結するために使われるジャンプポイントにより指定され、各アングルユニットは、情報
保存媒体の連続した空間にジャンプポイントを含むことを特徴とする記録装置により達成
される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　本発明は、インターリービング方式ではない分離記録方式で各アングルデータを記録し
てマルチアングルを具現する。すなわち、各アングルごとに対応するビットストリームを
連続した記録空間に分離記録してマルチアングルを具現する。他のアングルへの変更のた
めには、各アングルデータをジャンピングユニット（ＪＰＵ）に区分し、ジャンピングユ
ニットの開始アドレスをジャンピングポイントと指定した後、各アングルデータのジャン
ピングポイントを別途の付加情報として記録する。ただし、エントリーポイントとジャン
ピングポイントとがいずれも同じ場合には、エントリーポイントを知らせる情報を参照し
てジャンピングポイントが分かるようにする。
【００３４】
　そのための本発明の構成要素を説明すると、次の通りである。
【００３５】
　１）各アングルに対する圧縮符号化されたＡＶストリーム（クリップ）
　２）該当ＡＶストリーム符号化属性情報などを持っているクリップインフォメーション
ファイル
　３）１）と２）とからなるクリップで、ＩＮ＿ｔｉｍｅとＯＵＴ＿ｔｉｍｅ間の再生区
間に基づいて時間を指定しているプレイアイテム
　４）一つあるいはそれ以上のプレイアイテムからなるプレイリスト
　５）ジャンピングポイントの位置をテーブル化して記録したジャンピングポイントマッ
プ
　本発明でマルチアングルとは、特定の時間に該当する動画データが一つではなく複数個
の再生単位で構成されていることを意味する。すなわち、複数のカメラで同時に撮影した
データをそれぞれ動画に作ったものである。オーディオデータは同じ場合が一般的である
が、各アングルごとに異なって構成できる。整理すれば、同一時間帯域に再生できる動画
データをマルチアングルデータといい、このように製作されたコンテンツをマルチアング
ルコンテンツという。
【００３６】
　動画データは、その量がぼう大で圧縮を行った後に圧縮されたビットストリームとして
保存されるか、伝送される。本発明では、記録単位として、クリップ（Ｃｌｉｐ）、再生
単位としてプレイリスト（ＰｌａｙＬｉｓｔ）及びプレイアイテム（ＰｌａｙＩｔｅｍ）
という用語を使用する。この時、Ｃｌｉｐは、ＤＶＤでの記録単位であるＣｅｌｌに該当
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し、ＰｌａｙＬｉｓｔ及びＰｌａｙＩｔｅｍは、ＤＶＤでの再生単位であるプログラム及
びセルと同じ概念である。
【００３７】
　すなわち、本発明による情報保存媒体には、ＡＶストリームがＣｌｉｐ単位で記録され
ている。通常の場合、Ｃｌｉｐは連続的な空間に記録される。ＡＶストリームは、容量を
減らすために圧縮して記録する。記録されたクリップを再生するためには、圧縮された動
画データの特性情報が分かる必要がある。したがって、各ＣｌｉｐごとにＣｌｉｐ　Ｉｎ
ｆｏｒｍａｔｉｏｎを記録する。Ｃｌｉｐ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎは、各Ｃｌｉｐのオ
ーディオ及びビデオ属性及び一定の区間単位でランダムアクセスが可能なＥｎｔｒｙ　Ｐ
ｏｉｎｔの位置情報を記録したＥｎｔｒｙ　Ｐｏｉｎｔ　Ｍａｐなどが記録されている。
動画圧縮技術で多く使われるＭＰＥＧの場合、Ｅｎｔｒｙ　Ｐｏｉｎｔは、イントラ画像
を圧縮するＩピクチャーの位置となる。Ｅｎｔｒｙ　Ｐｏｉｎｔ　Ｍａｐは、再生開始後
にある程度の時間が経過した地点を探す時間探索に主に利用される。
【００３８】
　図１３は、ＰｌａｙＬｉｓｔ、ＰｌａｙＩｔｅｍ、Ｃｌｉｐ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
、Ｃｌｉｐの相関関係を示す。図１３を参照するに、ＰｌａｙＬｉｓｔは再生の基本単位
である。本発明による情報保存媒体には、複数のＰｌａｙＬｉｓｔが保存されている。一
つのＰｌａｙＬｉｓｔは、複数のＰｌａｙＩｔｅｍの連結よりなっている。ＰｌａｙＩｔ
ｅｍは、Ｃｌｉｐの一部分に該当し、具体的には、クリップ内での再生開始時間及び終了
時間を指定する形で使われる。したがって、Ｃｌｉｐ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎを利用し
て実際Ｃｌｉｐ内の該当部分位置を探す。
【００３９】
　以下では、マルチアングルのためのデータ構造及び記録位置について説明する。
【００４０】
　図１４は、ジャンピングユニットとジャンピングポイントとを示す。図１４を参照する
に、一つのクリップがマルチアングルのうち一つのアングルに該当する動画データならば
、クリップは複数個のジャンピングユニットに分けられる。各ジャンピングユニットの開
始点はジャンピングポイントとなる。ジャンピングポイントは、該当クリップの再生中に
他のアングルの動画に該当するクリップにジャンプアウトするか、他のクリップの再生中
に該当クリップにジャンプインする位置となる。したがって、通常的にジャンピングポイ
ントはＥｎｔｒｙ　Ｐｏｉｎｔと一致することが望ましい。しかし、Ｅｎｔｒｙ　Ｐｏｉ
ｎｔは約０．５秒の時間間隔ごとに存在するので、シームレス再生のためにあらゆるＥｎ
ｔｒｙ　Ｐｏｉｎｔをジャンピングポイントとすることは望ましくない。
【００４１】
　図１５は、マルチアングルのための複数個のクリップを示す。図１５を参照するに、複
数個のクリップが同等な数のジャンピングポイントを持って互いに仮想的に連結されてい
る。各クリップは、それぞれ連続した空間に分離されて記録されるが、互いに同じ再生時
間位置を表すジャンピングポイントに連結される。したがって、一つのクリップを再生し
ている途中で他のクリップを再生する場合には、該当ジャンピングユニットの再生を終え
て、他のクリップのその次のジャンピングユニットに該当するジャンピングポイントを探
して再生することによって、連続的な再生が可能である。図１５には、アングル３を再生
している途中でアングル１を再生し、再びアングルｎを再生する順序が矢印で表示されて
いる。ユーザーのアングル変更についての入力は、ジャンピングユニット単位で行われる
。
【００４２】
　ランダムアクセスが可能な情報保存媒体は、連続した空間ではない場合にも一定の時間
内に位置を変更させて連続再生が可能である。本発明では、このような位置変更をジャン
プと表現する。通常的な場合、メモリのような電子的情報保存媒体はジャンプ時間が必要
でないが、光ディスクのようにピックアップを動かしてデータを読み取る情報保存媒体の
場合には、ジャンプに一定の時間が必要である。また、情報保存媒体から動画データを読
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み取る速度と読み取った動画データを再生する速度とが相異なる場合、連続空間を読み取
って再生する場合にも読み取り速度と再生速度との差を補償するための装置が必要である
。このような装置には動画バッファが利用される。すなわち、一定の大きさの動画バッフ
ァを準備しておき、一定の速度でデータを読み取ってバッファを満たした後に再生する。
この動画バッファのオーバーフローやアンダーフローを防止するように、データの読み取
り速度を調節する。バッファを使用すれば、たとえ動画データが変動ビットレート（ＶＢ
Ｒ）で記録された場合であっても、切れのない再生が可能である。
【００４３】
　ジャンピングユニットサイズは、図１６に示したように一つのジャンプユニットを再生
し、他のアングルのための動画データが保存されたクリップにジャンプしても、そのジャ
ンプ時間中に動画データが切れ目なく再生されるように、動画バッファに保存されたデー
タが再生され、このバッファが、アンダーフローが発生する前にジャンプ動作が終わって
、次のアングルのジャンプユニットの再生が始まるようにせねばならない。ジャンプ時間
が必要な再生装置の場合、最悪のジャンプ時間をＴ＿ＪＵＭＰといい、データ読み取り速
度をＶ＿Ｒ、動画データの再生速度をＶ＿Ｏというならば、ジャンプユニットサイズは下
のような条件を満たさねばならない。
【００４４】
　ジャンプユニットのサイズ＞Ｖ＿Ｒ＊Ｖ＿Ｏ＊Ｔ＿ＪＵＭＰ／（Ｖ＿Ｒ－Ｖ＿Ｏ）
　またバッファは、少なくとも下の条件を満足するほど大きくなければならない。
【００４５】
　　バッファサイズ（Ｂ）＞Ｖ＿Ｏ＊Ｔ＿ＪＵＭＰ
　図１７は、本発明によるマルチアングル構造を持つＰｌａｙＬｉｓｔを示す。図１７を
参照するに、一つのＰｌａｙＬｉｓｔを構成するＰｌａｙＩｔｅｍは通常的に順次の構造
を持つが、第２のＰｌａｙＩｔｅｍに例示されたように、マルチアングルをなす場合には
複数個のＰｌａｙＩｔｅｍがアングルブロックを構成する。アングルブロックとは、再生
時にこのブロックに属する一つのＰｌａｙＩｔｅｍが再生されるということを意味する。
アングルブロックに属する各ＰｌａｙＩｔｅｍの間には、再生中のアングル変更によって
再生対象が変更できる。アングルブロックをなすＰｌａｙＩｔｅｍは、再生時間が同一で
あることが通常的である。この時、本発明では、アングルブロックをなすＰｌａｙＩｔｅ
ｍに指定されたＣｌｉｐがインターリービングされず、それぞれ連続した空間に分離され
て記録されることを特徴とする。すなわち、Ｃｌｉｐ２、Ｃｌｉｐ３、Ｃｌｉｐ４は、そ
れぞれ連続した空間に記録される。したがって、これらＣｌｉｐは、アングルブロックを
なしていない他のＣｌｉｐと差がない。但し、アングルブロックをなすＣｌｉｐは、ジャ
ンプポイントに関する情報を持っている。
【００４６】
　ジャンプポイントについての望ましいデータ構造は次の３つを挙げられる。
【００４７】
　図１８は、ジャンプポイントについてのデータ構造の第１実施例である。図１８に示さ
れた第１実施例は、Ｃｌｉｐ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎに該当するクリップがアングル用
Ｃｌｉｐである場合に限って、従来のＧｅｎｅｒａｌ　ＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎとＥｎｔ
ｒｙ　Ｐｏｉｎｔ　Ｍａｐに加えて、Ｊｕｍｐ　Ｐｏｉｎｔ　Ｍａｐ情報を作って記録す
ることである。ジャンプポイント情報は、動画データと密接な関係にあるので、記録単位
であるクリップに関する付加情報であるクリップインフォメーションデータ内に記録する
ことが望ましい。Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎには、下のような情報が主要
情報として記録されている。
【００４８】
　　－ｖｅｒｓｉｏｎ＿ｎｕｍｂｅｒ：クリップインフォメーションファイルのバージョ
ン。
【００４９】
　　－ＥＰ　Ｍａｐ＿ｓｔａｒｔ＿ａｄｄｒｅｓｓ：クリップインフォメーションファイ
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ルの最初のバイトから相対的なバイトナンバーでＥｎｔｒｙ　Ｐｏｉｎｔ　Ｍａｐの開始
アドレスを示す。
【００５０】
　　－ＪＰＭａｐ＿ｓｔａｒｔ＿ａｄｄｒｅｓｓ：クリップインフォメーションファイル
の最初のバイトから相対的なバイトナンバーでＪｕｍｐ　Ｐｏｉｎｔ　Ｍａｐの開始アド
レスを示す。このアドレスの値が０である場合はアングル用Ｃｌｉｐではない場合であっ
て、Ｊｕｍｐ　Ｐｏｉｎｔ　Ｍａｐ情報なし。
【００５１】
　　－ＣｌｉｐＩｎｆｏ：このクリップインフォメーションファイルと関連したＡＶスト
リームファイルの属性を保存する。
【００５２】
　Ｅｎｔｒｙ　Ｐｏｉｎｔ　Ｍａｐには、ランダムアクセスが可能なＥｎｔｒｙ　Ｐｏｉ
ｎｔの時間及び位置情報が記録されている。Ｊｕｍｐ　Ｐｏｉｎｔ　Ｍａｐには、該当ク
リップがアングル用クリップである場合、他のアングルに該当するクリップとの仮想的な
連結のためのジャンプポイントに関する情報が記録されている。望ましい実施例として、
Ｊｕｍｐ　Ｐｏｉｎｔ　ＭａｐのＪｕｍｐ　Ｍａｎａｇｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎに
はジャンプポイントの数が記録されており、その後に該当数ほどのＪｕｍｐ　Ｐｏｉｎｔ
　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎが記録されている。このＪｕｍｐ　Ｐｏｉｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎは、該当クリップの開始位置から該当ジャンプポイントの位置を探すための情
報が記録されている。望ましい実施例として、この位置情報は、バイト数であるか、セク
ター数であるか、動画情報がＭＰＥＧ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｓｔｒｅａｍとして符号化
された場合、ＭＰＥＧ－ＴＳパケット数である。
【００５３】
　図１９は、ジャンプポイントに対するデータ構造の第２実施例である。図１９に示され
た第２実施例は、従来のＥＰ　Ｍａｐ情報にジャンプポイント情報を挿入することである
。これは、別途の保存空間を必要としない長所がある。前述したように、ジャンプポイン
トは、ＭＰＥＧなどのように時空間圧縮を実施して動画を符号化した場合、ランダムアク
セスポイントであるＥｎｔｒｙ　Ｐｏｉｎｔと一致させることが望ましい。したがって、
各Ｅｎｔｒｙ　Ｐｏｉｎｔに関する情報に、該当Ｅｎｔｒｙ　Ｐｏｉｎｔがジャンプポイ
ントも兼ねているかどうかに関する情報を挿入することによって、簡単にジャンプポイン
トに関する情報を記録できる。
【００５４】
　図２０は、ジャンプポイントについてのデータ構造の第３実施例である。図２０に示さ
れた第３実施例は、アングルブロックをなすＣｌｉｐについてのジャンプポイント情報を
集めて、別途の付加情報構造を作るものである。すなわち、Ｊｕｍｐ　Ｍａｎａｇｅｒ　
Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎに、アングルブロックをなすクリップ数及び一つのクリップに存
在するジャンプポイント数を記録した後、順次に各クリップ別にジャンプポイントに関す
る情報を記録する。この情報構造は容易に各アングルの該当位置を探し得る長所がある。
【００５５】
　図２１は、アングルブロックをなすＰｌａｙＩｔｅｍを持っているＰｌａｙＬｉｓｔ情
報の例を示す。図２１を参照するに、通常のＰｌａｙＩｔｅｍ情報に加えて、各Ｐｌａｙ
Ｉｔｅｍ情報はアングルブロック情報を持っている。このアングルブロック情報には、該
当ＰｌａｙＩｔｅｍがアングルブロックをなしているかどうかに関する情報が基本的に入
っている。アングルブロックをなすＰｌａｙＩｔｅｍ情報は順次に記録されねばならない
。ＰｌａｙＬｉｓｔを構成するＰｌａｙＩｔｅｍのうちアングルブロックをなす複数のＰ
ｌａｙＩｔｅｍの再生時、そのうち一つのＰｌａｙＩｔｅｍを基本的に再生する。再生中
にアングルブロックに属する他のＰｌａｙＩｔｅｍに変更して再生できる。
【００５６】
　図２２は、再生単位であるＰｌａｙＬｉｓｔを各アングル別に構成した例を示す。図２
２を参照するに、ＰｌａｙＬｉｓｔに属するＰｌａｙＩｔｅｍはアングルブロックをなし
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ていない。その代わりに、各ＰｌａｙＬｉｓｔがそれぞれ一つのアングルに対応して構成
される。したがって、図２３に示されたように、該当ＰｌａｙＬｉｓｔがどのアングルを
表すかに関する情報が別途に記録される。ユーザーのアングル選択やアングル変更によっ
て、該当ＰｌａｙＬｉｓｔが再生される。
【００５７】
　このようにマルチアングルをなす動画データの記録単位が、情報保存媒体の連続した空
間に分離されて記録されており、各アングルを表す動画データの連結位置をジャンプポイ
ントとして付加データとして管理し、該当記録単位を連結して再生する再生単位情報を、
マルチアングルに関する情報に付加して構成すれば、これを再生する再生装置は、次のよ
うな動作でマルチアングルについてのデータを再生できる。
【００５８】
　まず、マルチアングル用動画データであってもアングル変更がなされていない場合は、
連続した空間でデータを読み取って再生できるので、マルチアングルではない動画データ
と差別なしに符号化が可能である。したがって、インターリービングの場合のように、一
つのアングルを連続再生するための別途のデータや符号化制約が消える。
【００５９】
　また、各記録単位であるクリップには、アングルブロックをなす他のアングル用動画デ
ータへの連結情報がジャンプポイント情報として付加されているので、ある時点でアング
ル変更が必要な場合には、その次のジャンプポイントまで再生した後、変更される動画デ
ータの該当ジャンプポイント以後の動画情報から再生すればよい。
【００６０】
　再生単位の情報構造として、マルチアングルを表示する情報がプレイリストに属する複
数のプレイアイテムがアングルブロックをなして記録された場合（図２１の場合）、アン
グルブロックに属する一つのプレイアイテムを再生する途中でアングル変更が必要な時、
該当アングルに対応するクリップの現在位置と最も近いジャンプポイントまでの再生を終
えた後、変更するアングルに対応するクリップの該当ジャンプポイントの次から再生を実
施する。図２２のように、各アングル別に独立したプレイリストが記録された場合には、
該当プレイリストを再生する途中でアングル変更が発生する時に該当プレイリストを再生
する。
【００６１】
　本発明の対象である記録装置の場合は、前記説明されたクリップデータ及びジャンプポ
イント情報、再生単位情報を情報保存媒体に記録する装置である。望ましい実施例は、次
の通りである。
【００６２】
　まず再生装置の読み取り速度Ｖ＿Ｒ及びジャンプ時間Ｔ＿ＪＵＭＰ時間、動画データの
最高ビットレートＶ＿Ｏを考慮して、ジャンプユニットサイズを定める。この時の考慮す
る式については、前述した通りである。このように定められたジャンプユニットを再生時
間に換算する。さらに、この再生時間より長いか、または同じ単位でランダムアクセスポ
イントがなるように各動画データを符号化する。この時、この単位の境界位置がジャンプ
ポイントとなる。一般的に、ＭＰＥＧのような時空間圧縮符号化方法で、ランダムアクセ
スポイントはＧＯＰ（Ｇｒｏｕｐ　Ｏｆ　Ｐｉｃｔｕｒｅ）の開始ポイントになり、した
がって、前記ジャンプユニットは複数個のＧＯＰで構成される。各動画ごとに同じ再生時
間帯にジャンプポイントが作られねばならない。
【００６３】
　符号化された動画データを、各アングル別に情報保存媒体の連続した空間に記録する。
決定されたジャンプポイントの位置情報は付加情報として記録する。この時、望ましい実
施例として、各クリップ別に該当ジャンプポイントの情報をクリップインフォメーション
に記録できる。
【００６４】
　次いで、マルチアングルを構成する再生単位に関する情報を構成して記録する。この時
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、各クリップに対応する各プレイアイテムを複数で構成してアングルブロックで構成した
後、これらを連結してプレイリストに作る。または、各アングル別に独立したプレイリス
トを作る。
【００６５】
　図２４ないし図２６は、本発明のさらに他の実施例による情報保存媒体のデータ構造及
びその装置を説明するための参考図である。
【００６６】
　本発明は、さらに他の望ましい実施例による情報保存媒体には、マルチアングル用動画
の記録単位であるクリップに属するあらゆるエントリーポイント（Ｅｎｔｒｙ　Ｐｏｉｎ
ｔ）がジャンピングポイント（Ｊｕｍｐｉｎｇ　Ｐｏｉｎｔ）になるデータ構造を持つ。
【００６７】
　記録装置は、動画データを情報保存媒体に記録するに当って、マルチアングル用動画の
記録単位であるクリップに属するあらゆるエントリーポイントがジャンピングポイントに
なるデータ構造を持つように記録する。
【００６８】
　再生装置は、一つのアングルに該当するクリップを再生する途中でユーザーがアングル
変更を所望する場合、現在再生している位置から最も近いエントリーポイントまで再生し
た後、次のアングル用クリップの該当エントリーポイントにジャンプして再生する。この
時、あらゆるアングルのエントリーポイントは、同じ時間帯の該当クリップ内の位置を指
定せねばならない。すなわち、図２４に表したように、物理的には独立的な空間に記録さ
れた画像データが、論理的には各エントリーポイントによって連結されている。
【００６９】
　図２５を参照するに、通常エントリーポイントは０．５～１秒の再生時間を持つ記録単
位であり、ランダムアクセスが可能な位置に存在する。もし、動画符号化方法としてＭＰ
ＥＧを使用したならば、これは複数のＧＯＰからなる。複数のＧＯＰで構成された動画デ
ータのあらゆるエントリーポイントが、アングル変更時のジャンピングポイントとして使
われるためには、ＧＯＰ内のあらゆる画像が該当ＧＯＰ内の画像のみを利用して符号化さ
れるＣｌｏｓｅｄ　ＧＯＰからならねばならない。
【００７０】
　あらゆるエントリーポイントがジャンピングポイントになる構造では、ジャンピングポ
イントのための別途の情報が要らない。しかし、この構造では、アングル変更のためのジ
ャンピング時、再生装置の再生バッファにアンダーフローが発生する恐れがあるので、再
生開始後にある程度の区間や、ジャンピング直後ある程度の区間では、ジャンピングを発
生させてはならない。ジャンピングが発生しない区間は、Ｎｏ　Ｊｕｍｐｉｎｇ　Ｂｌｏ
ｃｋ（ＮＪＢ）と呼ぶ。
【００７１】
　図２６を参照するに、再生直後やジャンピング直後には、バッファにデータがジャンピ
ングする時、ジャンピング時間であるＪＵＭＰ＿Ｔの間に画像を切れ目なく再生可能なデ
ータ量であるＢより少量が存在する場合、アングル変更を禁止する。一旦、ＮＪＢ長さを
経過して再生が進まれる場合には、常にＢより多量のデータがバッファに存在するので、
あらゆるエントリーポイントでジャンピングが可能である。ＮＪＢのサイズは、前記説明
したＪＰＵサイズと同じく計算できるところ、整理すれば次の通りである。
【００７２】
　ジャンプ時間が必要な再生装置の場合、最悪のジャンプ時間をＴ＿ＪＵＭＰとし、デー
タ読み取り速度をＶ＿Ｒ、動画データの再生速度をＶ＿Ｏとすれば、ＮＪＢサイズは下の
ような条件を満たせねばならない。
【００７３】
　　ＮＪＢサイズ＞Ｖ＿Ｒ＊Ｖ＿Ｏ＊Ｔ＿ＪＵＭＰ／（Ｖ＿Ｒ－Ｖ＿Ｏ）
　またバッファは、少なくとも下の条件を満足するほど大きい必要がある。
【００７４】
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　　バッファサイズ（Ｂ）＞Ｖ＿Ｏ＊Ｔ＿ＪＵＭＰ
　図２７ないし図３１は、本発明によるマルチアングル用動画データの構造及び特徴を整
理した図である。図２７ないし図３１を参照するに、本発明によるマルチアングル用動画
データの構造及びその特徴が分かる。
【産業上の利用可能性】
【００７５】
　前述したように、本発明によれば、マルチアングルを表す動画データをインターリービ
ングせずに、連続した空間に分離記録することによって、容易な記録空間配置が可能であ
り、ランダムアクセスが可能であってマルチアングルを表す動画データをさらに効率的に
読み取ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】ＤＶＤのデータ構造図である。
【図２】ＶＭＧ領域のデータ構造図である。
【図３】ＶＴＳ領域のデータ構造図である。
【図４】一つのＰＧＣ、すなわち、Ｅｎｔｒｙ　ＰＧＣのみよりなるタイトルの例を示す
図である。
【図５】複数個のＰＧＣの連結からなるタイトルの例を示す図である。
【図６】ＰＧＣのデータ構造図である。
【図７】アングルブロックの構成図である。
【図８】マルチアングルを持っていない場合の記録単位であるＶＯＢとＣｅｌｌとの構造
図である。
【図９】２つのアングルデータが順にインターリービングされて記録された例を示す図で
ある。
【図１０】選択されたアングルで再生するためのジャンピングを、再生順序であるセルの
立場で示す参考図である。
【図１１】アングル１に該当するＩＬＶＵデータが含まれた動画ビットストリームに含ま
れた情報構造図である。
【図１２】複数個のアングルを支援する動画ビットストリームに含まれた情報構造図であ
る。
【図１３】ＰｌａｙＬｉｓｔ、ＰｌａｙＩｔｅｍ、Ｃｌｉｐ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ、
クリップの相関関係を示す参考図である。
【図１４】ジャンピングユニットとジャンピングポイントとのデータ構造図である。
【図１５】マルチアングルのための複数個のクリップの構造図である。
【図１６】動画データが切れ目なく再生されるためのジャンプ動作とバッファとの関係図
である。
【図１７】本発明によるマルチアングル構造を持つＰｌａｙＬｉｓｔの構造図である。
【図１８】ジャンプポイントについてのデータ構造の第１実施例を示す図である。
【図１９】ジャンプポイントについてのデータ構造の第２実施例を示す図である。
【図２０】ジャンプポイントについてのデータ構造の第３実施例を示す図である。
【図２１】アングルブロックをなすＰｌａｙＩｔｅｍを持っているＰｌａｙＬｉｓｔ情報
の例を示す図である。
【図２２】再生単位であるＰｌａｙＬｉｓｔを各アングル別に構成した例を示す図である
。
【図２３】該当ＰｌａｙＬｉｓｔがいかなるアングルを表すかについて別途に記録された
情報の構造図である。
【図２４】本発明のさらに他の実施例による情報保存媒体及びその装置を説明するための
参考図である。
【図２５】本発明のさらに他の実施例による情報保存媒体及びその装置を説明するための
参考図である。
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【図２６】本発明のさらに他の実施例による情報保存媒体及びその装置を説明するための
参考図である。
【図２７】本発明によるマルチアングル用動画データの構造及び特徴を整理した図である
。
【図２８】本発明によるマルチアングル用動画データの構造及び特徴を整理した図である
。
【図２９】本発明によるマルチアングル用動画データの構造及び特徴を整理した図である
。
【図３０】本発明によるマルチアングル用動画データの構造及び特徴を整理した図である
。
【図３１】本発明によるマルチアングル用動画データの構造及び特徴を整理した図である
。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(14) JP 4420897 B2 2010.2.24

【図６】 【図７】

【図８】 【図９】



(15) JP 4420897 B2 2010.2.24

【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】



(16) JP 4420897 B2 2010.2.24

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】



(17) JP 4420897 B2 2010.2.24

【図２２】

【図２３】

【図２４】

【図２５】

【図２６】

【図２７】

【図２８】

【図２９】

【図３０】



(18) JP 4420897 B2 2010.2.24

【図３１】



(19) JP 4420897 B2 2010.2.24

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｈ０４Ｎ   5/92     (2006.01)           Ｇ１１Ｂ  27/10    　　　Ａ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０４Ｎ   5/85    　　　Ａ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０４Ｎ   5/93    　　　Ｚ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０４Ｎ   5/92    　　　Ｈ          　　　　　

(72)発明者  ジョン，ギル－ス
            大韓民国　４４５－９７０　ギョンキ－ド　ファソン－グン　テアン－ウップ　ビョンジョム－リ
            　４８５　ハンシン・アパート　１０７－７０７
(72)発明者  ムン，ソン－ジン
            大韓民国　４４２－４７０　ギョンキ－ド　スウォン－シ　パルダル－ク　ヨントン－ドン　１０
            ４６－１　チョンミョンマウル・４－ダンジ・アパート　４３６－５０２
(72)発明者  コ，ジョン－ウァン
            大韓民国　４４２－４７０　ギョンキ－ド　スウォン－シ　パルダル－ク　ヨントン－ドン　９５
            ６－２　チョンミョンマウル　３－ダンジ　デーウー・アパート　３１５－４０１
(72)発明者  ホー，ジョン－グォン
            大韓民国　１３７－０４２　ソウル　ソチョ－グ　バンポ　２－ドン　１８－１　ジュゴン　２－
            ダンジ・アパート　２０３－５０４
(72)発明者  パク，ソン－ウック
            大韓民国　１２１－０２２　ソウル　マポ－グ　コンドック　２－ドン　１８８－１０８　マポ・
            ヒュンダイ・アパート　４－１１０３
(72)発明者  ジョン，ヒョン－グォン
            大韓民国　１３５－１２０　ソウル　カンナム－グ　シンサ－ドン　５６９（３０２）

    審査官  若林　治男

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G11B27/00-27/34,
              G11B20/10-20/16,
              H04N5/76-5/91


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

