
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一連のコンテンツをなす映像情報又は音声情報から夫々構成される複数の部分ストリー
ムを含んでなる全体ストリームが、物理的にアクセス可能な単位であるパケット単位で多
重記録される情報記録媒体であって、
　論理的にアクセス可能な単位であると共に前記映像情報又は音声情報の断片を夫々格納
する複数のパケットからなるオブジェクトデータを格納するオブジェクトデータファイル
と、
　該オブジェクトデータファイルの再生を制御するための再生制御情報として、 (i)時間
軸上で多重化される複数のパケットと前記複数の部分ストリームとの対応関係を定義する
対応定義情報及び (ii)前記複数の部分ストリームのうち情報再生装置によって相互に切替
可能な複数の部分ストリームの集合であって集合別にまとめて再生出力されることになる
該集合を再生出力グループとして定義する再生出力グループ定義情報を格納するオブジェ
クト情報ファイルと
　を備えており、
　前記複数の部分ストリームは、一つの部分ストリームに複数チャネルの音声情報が記録
されてなる複数チャネルストリームを含み、
　前記再生出力グループ定義情報は、前記複数チャネルのうちの少なくとも一チャネルを
指定するチャネル指定情報

を含むことを特徴とする情報記録媒体。
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【請求項２】
　前記複数チャネルストリームは、前記音声情報が、主音声情報及び副音声情報からなる
デュアル・モノ形式のオーディオストリームであることを特徴とする請求項１に記載の情
報記録媒体。
【請求項３】
　前記複数の部分ストリームは、前記デュアル・モノ形式のオーディオストリームに加え
て、前記デュアル・モノ形式とは異なる所定形式のオーディオストリームを含み、
　前記再生出力グループ定義情報は、前記所定形式のオーディオストリームが属する再生
出力グループと前記デュアル・モノ形式のオーディオストリームが重複して属する複数の
再生出力グループとが、相互に切替可能となるように、前記再生出力グループを定義する
ことを特徴とする請求項２に記載の情報記録媒体。
【請求項４】
　前記オブジェクト情報ファイルは、前記再生制御情報として、前記複数の部分ストリー
ムを構成する複数の一連のコンテンツのうち特定の関連を有する集合を関連グループとし
て定義する関連グループ定義情報を更に格納しており、
　前記再生出力グループ定義情報は、前記関連グループ内における相互に切り替え可能な
複数の部分ストリームの集合であって集合別にまとめて再生出力されることになる該集合
を、前記再生出力グループとして定義することを特徴とする請求項１に記載の情報記録媒
体。
【請求項５】
　前記オブジェクトデータファイルに格納されたオブジェクトデータの再生シーケンスを
規定する再生シーケンス情報を格納する再生シーケンス情報ファイルを更に備えたことを
特徴とする請求項１に記載の情報記録媒体。
【請求項６】
　情報記録媒体上に、一連のコンテンツをなす映像情報又は音声情報から夫々構成される
複数の部分ストリームを含んでなる全体ストリームを、物理的にアクセス可能な単位であ
るパケット単位で多重記録する情報記録装置であって、
　論理的にアクセス可能な単位であると共に前記映像情報又は音声情報の断片を夫々格納
する複数のパケットからなるオブジェクトデータを格納するオブジェクトデータファイル
を記録する第１記録手段と、
　該オブジェクトデータファイルの再生を制御するための再生制御情報として、 (i)時間
軸上で多重化される複数のパケットと前記複数の部分ストリームとの対応関係を定義する
対応定義情報及び (ii)前記複数の部分ストリームのうち情報再生装置によって相互に切替
可能な複数の部分ストリームの集合であって集合別にまとめて再生出力されることになる
該集合を再生出力グループとして定義する再生出力グループ定義情報を格納するオブジェ
クト情報ファイルを記録する第２記録手段と
　を備えており、
　前記複数の部分ストリームは、一つの部分ストリームに複数チャネルの音声情報が記録
されてなる複数チャネルストリームを含み、
　前記再生出力グループ定義情報は、前記複数チャネルのうちの少なくとも一チャネルを
指定するチャネル指定情報

を含むことを特徴とする情報記録装置。
【請求項７】
　情報記録媒体上に、一連のコンテンツをなす映像情報又は音声情報から夫々構成される
複数の部分ストリームを含んでなる全体ストリームを、物理的にアクセス可能な単位であ
るパケット単位で多重記録する情報記録方法であって、
　論理的にアクセス可能な単位であると共に前記映像情報又は音声情報の断片を夫々格納
する複数のパケットからなるオブジェクトデータを格納するオブジェクトデータファイル
を記録する第１記録工程と、
　該オブジェクトデータファイルの再生を制御するための再生制御情報として、 (i)時間
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軸上で多重化される複数のパケットと前記複数の部分ストリームとの対応関係を定義する
対応定義情報及び (ii)前記複数の部分ストリームのうち情報再生装置によって相互に切替
可能な複数の部分ストリームの集合であって集合別にまとめて再生出力されることになる
該集合を再生出力グループとして定義する再生出力グループ定義情報を格納するオブジェ
クト情報ファイルを記録する第２記録工程と
　を備えており、
　前記複数の部分ストリームは、一つの部分ストリームに複数チャネルの音声情報が記録
されてなる複数チャネルストリームを含み、
　前記再生出力グループ定義情報は、前記複数チャネルのうちの少なくとも一チャネルを
指定するチャネル指定情報

を含むことを特徴とする情報記録方法。
【請求項８】
　請求項１に記載の情報記録媒体から前記記録された全体ストリームの少なくとも一部を
再生する情報再生装置であって、
　前記情報記録媒体から情報を物理的に読み取る読取手段と、
　該読取手段により読み取られた情報に含まれる前記再生制御情報に基づいて、前記オブ
ジェクトデータを再生する再生手段と
　を備えており、
　前記再生手段は、前記複数チャネルストリームが重複して属する複数の再生出力グルー
プを再生する際には、前記チャネル指定情報で指定されるチャネルに係る音声情報を選択
的に再生出力することを特徴とする情報再生装置。
【請求項９】
　請求項１に記載の情報記録媒体から前記記録された全体ストリームの少なくとも一部を
再生する情報再生方法であって、
　前記情報記録媒体から情報を物理的に読み取る読取工程と、
　該読取手段により読み取られた情報に含まれる前記再生制御情報に基づいて、前記オブ
ジェクトデータを再生する再生工程と
　を備えており、
　前記再生工程は、前記複数チャネルストリームが重複して属する複数の再生出力グルー
プを再生する際には、前記チャネル指定情報で指定されるチャネルに係る音声情報を選択
的に再生出力することを特徴とする情報再生方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の情報記録媒体に前記全体ストリームを記録し且つ該記録された全体ス
トリームの少なくとも一部を再生する情報記録再生装置であって、
　前記オブジェクトデータファイルを記録する第１記録手段と、
　前記オブジェクト情報ファイルを記録する第２記録手段と、
　前記情報記録媒体から情報を物理的に読み取る読取手段と、
　該読取手段により読み取られた情報に含まれる前記再生制御情報に基づいて、前記オブ
ジェクトデータを再生する再生手段と
　を備えており、
　前記再生手段は、前記複数チャネルストリームが重複して属する複数の再生出力グルー
プを再生する際には、前記チャネル指定情報で指定されるチャネルに係る音声情報を選択
的に再生出力することを特徴とする情報記録再生装置。
【請求項１１】
　請求項１に記載の情報記録媒体に前記全体ストリームを記録し且つ該記録された全体ス
トリームの少なくとも一部を再生する情報記録再生方法であって、
　前記オブジェクトデータファイルを記録する第１記録工程と、
　前記オブジェクト情報ファイルを記録する第２記録工程と、
　前記情報記録媒体から情報を物理的に読み取る読取工程と、
　該読取手段により読み取られた情報に含まれる前記再生制御情報に基づいて、前記オブ

10

20

30

40

50

(3) JP 3859168 B2 2006.12.20

と、当該チャネル指定情報に対応する部分ストリームへのアク
セス位置に関する情報と



ジェクトデータを再生する再生工程と
　を備えており、
　前記再生工程は、前記複数チャネルストリームが重複して属する複数の再生出力グルー
プを再生する際には、前記チャネル指定情報で指定されるチャネルに係る音声情報を選択
的に再生出力することを特徴とする情報記録再生方法。
【請求項１２】
　請求項２に記載の情報記録装置に備えられたコンピュータを制御する記録制御用のコン
ピュータプログラムであって、該コンピュータを、前記第１記録手段及び前記第２記録手
段の少なくとも一部として機能させることを特徴とする記録制御用のコンピュータプログ
ラム。
【請求項１３】
　請求項８に記載の情報再生装置に備えられたコンピュータを制御する再生制御用のコン
ピュータプログラムであって、該コンピュータを、前記読取手段及び前記再生手段の少な
くとも一部として機能させることを特徴とする再生制御用のコンピュータプログラム。
【請求項１４】
　請求項１０に記載の情報記録再生装置に備えられたコンピュータを制御する記録再生制
御用のコンピュータプログラムであって、該コンピュータを、前記第１記録手段、前記第
２記録手段、前記読取手段及び前記再生手段の少なくとも一部として機能させることを特
徴とする記録再生制御用のコンピュータプログラム。
【請求項１５】
　一連のコンテンツをなす映像情報又は音声情報から夫々構成される複数の部分ストリー
ムを含んでなる全体ストリームが、物理的にアクセス可能な単位であるパケット単位で多
重記録されており、
　論理的にアクセス可能な単位であると共に前記映像情報又は音声情報の断片を夫々格納
する複数のパケットからなるオブジェクトデータを格納するオブジェクトデータファイル
と、
　該オブジェクトデータファイルの再生を制御するための再生制御情報として、 (i)時間
軸上で多重化される複数のパケットと前記複数の部分ストリームとの対応関係を定義する
対応定義情報及び (ii)前記複数の部分ストリームのうち情報再生装置によって相互に切替
可能な複数の部分ストリームの集合であって集合別にまとめて再生出力されることになる
該集合を再生出力グループとして定義する再生出力グループ定義情報を格納するオブジェ
クト情報ファイルと
　を備えており、
　前記複数の部分ストリームは、一つの部分ストリームに複数チャネルの音声情報が記録
されてなる複数チャネルストリームを含み、
　前記再生出力グループ定義情報は、前記複数チャネルのうちの少なくとも一チャネルを
指定するチャネル指定情報

を含むことを特徴とする制御信号を含むデータ構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
　本発明は、主映像、音声、副映像、再生制御情報等の各種情報を高密度に記録可能な高
密度光ディスク等の情報記録媒体、当該情報記録媒体に情報を記録するための情報記録装
置及び方法、当該情報記録媒体から情報を再生するための情報再生装置及び方法、このよ
うな記録及び再生の両方が可能な情報記録再生装置及び方法、記録又は再生制御用のコン
ピュータプログラム、並びに再生制御用の制御信号を含むデータ構造の技術分野に関する
。
【背景技術】
　主映像、音声、副映像、再生制御情報等の各種情報が記録された光ディスクとして、Ｄ
ＶＤが一般化している。ＤＶＤ規格によれば、主映像情報（ビデオデータ）、音声情報（
オーディオデータ）及び副映像情報（サブピクチャーデータ）が再生制御情報（ナビゲー
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ションデータ）と共に、各々パケット化されて、高能率符号化技術であるＭＰＥＧ２（Ｍ
ｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ　ｐｈａｓｅ　２）規格のプ
ログラムストリーム形式でディスク上に多重記録されている。これらのうち主映像情報は
、ＭＰＥＧビデオフォーマット（ＩＳＯ１３８１８－２）に従って圧縮されたデータが、
一つのプログラムストリーム中に１ストリーム分だけ存在する。一方、音声情報は、複数
の方式（即ち、リニアＰＣＭ、ＡＣ－３及びＭＰＥＧオーディオ等）で記録され、合計８
ストリームまで、一つのプログラムストリーム中に存在可能である。副映像情報は、ビッ
トマップで定義され且つランレングス方式で圧縮記録され、３２ストリームまで、一つの
プログラムストリーム中に存在可能である。このようにＤＶＤの場合、プログラムストリ
ーム形式の採用により、例えば一本の映画について、主映像情報の１ストリームに対して
、選択可能な音声情報の複数ストリーム（例えば、ステレオ音声或いはサラウンド音声の
他、オリジナルの英語音声、日本語版吹き替え音声、…などのストリーム）や、選択可能
な副映像情報の複数ストリーム（例えば、日本語字幕、英語字幕、…などのストリーム）
が多重記録されている。
　他方、ＭＰＥＧ２規格のトランスポートストリーム（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｓｔｒｅａ
ｍ）形式が近年規格化されており、これは、より大容量或いはより高速のデータ伝送に適
している。このトランスポートストリーム形式によれば、前述のプログラムストリーム形
式と比較して、遥かに高転送レートで複数のエレメンタリーストリームが同時伝送される
。例えば、一つの衛星電波に多数の衛星デジタル放送のテレビチャネルなど、複数の番組
或いはプログラムが、時分割で多重化されて同時伝送される。即ち、トランスポートスト
リーム形式では、各々データ量が多い複数の主映像のエレメンタリーストリームを時分割
で多重化して同時に伝送可能であり、例えばＤＶＤ複数枚に記録される複数本の映画を同
時に伝送可能である。
　他方で、デュアル・モノ（Ｄｕａｌ　Ｍｏｎｏ）形式の音声情報は、テレビ放送におい
て高い普及率を有している。デュアル・モノ形式の音声情報とは、例えば、主音声として
の日本語音声と副音声としての英語音声とが一つのストリームにストリーム化されたもの
であり、通常は一信号として伝送されたり、記録されたりする。従って、ＤＶＤにおいて
も、プログラムストリーム中に、上述したオーディオストリームの一つとして、リニアＰ
ＣＭ等の他に、デュアル・モノ形式のオーディオストリームが存在する場合も有り得る。
【発明の開示】
　上述したデュアル・モノ形式のオーディオストリームについても、伝統的なテレビ受信
器或いはビデオレコーダ等で可能であったように、一つのストリームから、例えば日本語
音声のみ又は英語音声のみなど、主音声と副音声とを別々に再生出力できれば便利である
と考えられる。
　しかしながら、上述したＤＶＤでは、複数のオーディオストリーム、例えばリニアＰＣ
Ｍ形式のオーディオストリーム、ＡＣ－３形式のオーディオストリーム、ＭＰＥＧオーデ
ィオ形式のオーディオストリーム、デュアル・モノ形式のオーディオストリームなど、ス
トリーム別のストリーム抽出は可能であるものの、一つのストリームとされたデュアル・
モノ形式のオーディオストリームの中から、主音声のみ或いは副音声のみを抽出すること
はできないという技術的な問題点がある。即ち、各種形式のオーディオストリームが記録
されていれば、それら複数のストリーム間での切替え（以下適宜、“ストリーム切替”と
いう）は可能であるものの、一つのストリームであるデュアル・モノ形式のオーディオス
トリーム内における主音声と副音声との切替え（以下適宜、“ストリーム内音声切替”と
いう）は実行できないという技術的問題点がある。
　これは、論理情報上で、ストリーム切替とストリーム内音声切替という２種類の切替を
同一プレーヤで扱うことは技術的に困難であることや、２種類の切替が存在したのでは、
ユーザ操作が煩雑化してしまうことなど、技術的に解決困難である諸理由によるものと考
察されている。
　本発明は上述の問題点に鑑みなされたものであり、例えば、比較的簡易な構成を用いつ
つ再生時において、デュアル・モノ形式のオーディオストリーム等の一つの複数チャネル
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ストリームを含む、複数のオーディオストリーム間におけるストリーム切替を可能ならし
めると共に、該一つの複数チャネルストリームについてのストリーム内音声切替をも可能
ならしめる情報記録媒体、情報記録装置及び方法、情報再生装置及び方法、情報記録再生
装置及び方法、記録又は再生制御用のコンピュータプログラム、並びに再生制御用の制御
信号を含むデータ構造を提供することを課題とする。
　以下、本発明に係る情報記録媒体、情報記録装置及び方法、情報再生装置及び方法、情
報記録再生装置及び方法、並びにコンピュータプログラムについて順に説明する。
　（情報記録媒体）
　本発明の情報記録媒体は、一連のコンテンツをなす映像情報又は音声情報から夫々構成
される複数の部分ストリームを含んでなる全体ストリームが、物理的にアクセス可能な単
位であるパケット単位で多重記録される情報記録媒体であって、論理的にアクセス可能な
単位であると共に前記映像情報又は音声情報の断片を夫々格納する複数のパケットからな
るオブジェクトデータを格納するオブジェクトデータファイルと、該オブジェクトデータ
ファイルの再生を制御するための再生制御情報として、（ｉ）時間軸上で多重化される複
数のパケットと前記複数の部分ストリームとの対応関係を定義する対応定義情報及び（ｉ
ｉ）前記複数の部分ストリームのうち情報再生装置によって相互に切替可能な複数の部分
ストリームの集合であって集合別にまとめて再生出力されることになる該集合を再生出力
グループとして定義する再生出力グループ定義情報を格納するオブジェクト情報ファイル
とを備えており、前記複数の部分ストリームは、一つの部分ストリームに複数チャネルの
音声情報が記録されてなる複数チャネルストリームを含み、前記再生出力グループ定義情
報は、前記複数チャネルのうちの少なくとも一チャネルを指定するチャネル指定情報を含
む。
　例えば、前記再生出力グループ定義情報は、複数の前記再生出力グループに、前記複数
チャネルストリームが重複して属することが可能なように前記再生出力グループを定義す
る。そして、前記複数チャネルストリームが重複して属する複数の再生出力グループにつ
いては、前記複数チャネルのうちの少なくとも一チャネルを指定するチャネル指定情報が
、その指定内容が前記複数の再生出力グループ間で相異なるように、前記対応定義情報に
対して付加されている。
　本発明の情報記録媒体によれば、例えばＭＰＥＧ２又はＭＰＥＧ４のトランスポートス
トリームの少なくとも一部の如き全体ストリームは、エレメンタリーストリームの如き部
分ストリームを複数含んでなる。部分ストリームは、情報再生装置により再生可能な一連
のコンテンツをなす映像情報又は音声情報、例えば主映像情報（ビデオデータ）、音声情
報（オーディオデータ）、副映像情報（サブピクチャデータ）等から夫々構成される。即
ち本願において１本の「部分ストリーム」とは、例えばエレメンタリーストリームである
、一連のコンテンツをなすビデオストリーム、オーディオストリーム、サブピクチャスト
リーム等の如き、１本のデータ配列或いは情報配列を指す。他方、本願において１本の「
全体ストリーム」とは、複数本の部分ストリームが束ねられてなるデータ配列或いは情報
配列を指す。全体ストリームは、ＭＰＥＧ２又はＭＰＥＧ４におけるｍ（但し、ｍは２以
上の自然数）本のエレメンタリーストリームを束ねてなるトランスポートストリームその
ものであってもよいし、このうちｎ（但し、ｎは２以上且つｍ未満の自然数）本のエレメ
ンタリーストリームを束ねてなるデータ配列或いは情報配列でもよい。そして、このよう
な全体ストリームは、情報再生装置により物理的にアクセス可能な単位であるパケット（
例えば、後述のＴＳパケット）単位で、当該情報記録媒体上に多重記録される。ここで特
に、オブジェクトデータファイルは、情報再生装置により論理的にアクセス可能な単位で
あると共に、コンテンツ情報の断片を夫々格納する複数のパケットからなるオブジェクト
データを格納する。そして、オブジェクト情報ファイルは、対応定義情報（例えば、後述
のエレメンタリーストリームパケットＩＤ（ＥＳ＿ＰＩＤ）を示すＥＳマップテーブル（
ＥＳ＿Ｍａｐ　Ｔａｂｌｅ））を、オブジェクトデータファイルの情報再生装置による再
生を制御するための再生制御情報として格納する。
　オブジェクト情報ファイルは更に、複数の部分ストリームのうち情報再生装置によって
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相互に切替可能な複数の部分ストリームの集合であって集合別にまとめて再生出力される
ことになる該集合を再生出力グループ（例えば、後述のＰＵ（プレゼンテーションユニッ
ト））として定義する再生出力グループ定義情報（例えば、後述のＰＵ情報）を格納する
。例えば、一つの再生出力グループは、１本のビデオストリームと１本のオーディオスト
リームと１本のサブピクチャストリームとからなる集合である。但し、例えば、音楽専用
のコンテンツであれば、一つの再生出力グループは、１本のオーディオストリームのみか
らなる集合であってもよい。例えば、一つのデュアル・モノ形式のオーディオストリーム
のみからなる集合が、一つの再生出力グループであってもよいし、一つのＡＣ－３形式の
オーディオストリームのみからなる集合が、一つの再生出力グループであってもよい。
　これらのオブジェクト情報ファイルに格納される各種情報については、オブジェクトデ
ータファイルの場合とは異なり、情報記録媒体上で前記パケットの単位で多重化されてい
ない。従って、この再生制御情報に基づいて、情報再生装置におけるオブジェクトデータ
の再生が可能となる。
　本発明では特に、複数の部分ストリームは、一つの部分ストリームに複数チャネルの音
声情報が記録されてなる、例えばデュアル・モノ形式のオーディオストリームの如き、複
数チャネルストリームを含む。そして、再生出力グループ定義情報は、複数の再生出力グ
ループに、複数チャネルストリームが重複して属することが可能なように再生出力グルー
プを定義する。例えば、一の再生出力グループに属するデュアル・モノ形式のオーディオ
ストリームは、この再生出力グループと切替可能な他の再生出力グループにも属する。こ
のようにデュアル・モノ形式のオーディオストリームの如き複数チャネルストリームが重
複して属する複数の再生出力グループについては、複数チャネルのうちの少なくとも一チ
ャネルを指定するチャネル指定情報が付加されており、しかも、このチャネル指定情報の
指定内容は、複数の再生出力グループ間で相異なる。例えば、一の再生出力グループに属
するデュアル・モノ形式のオーディオストリームについてのチャネル指定情報の指定は、
日本語音声などの主音声に対応するＣＨ（チャネル番号）＃０であり、他の再生出力グル
ープに属する同一デュアル・モノ形式のオーディオストリームについてのチャネル指定情
報の指定は、英語音声などの副音声に対応するＣＨ＃１であり、更に他の再生出力グルー
プに属する同一デュアル・モノ形式のオーディオストリームについてのチャネル指定情報
の指定は、主音声及び副音声に対応するＣＨ＃０及びＣＨ＃１である。
　従って、例えばリニアＰＣＭ形式のオーディオストリーム、ＡＣ－３形式のオーディオ
ストリーム、ＭＰＥＧオーディオ形式のオーディオストリーム、デュアル・モノ形式のオ
ーディオストリーム等の複数のオーディオストリームを部分ストリームとして、全体スト
リーム中に含めておけば、その再生時には、複数の再生出力グループ定義情報に記述され
た、相互に切り替え可能な複数の部分ストリームの再生出力グループに基づいて、前述の
“ストリーム切替”によって、再生出力される音声を切替えることができる。例えば、Ａ
Ｃ－３形式の音声出力を、デュアル・モノ形式の音声出力に切替えることが可能となる。
或いは、ＡＣ－３形式の音声出力を、リニアＰＣＭ形式の音声出力に切替えることが可能
となる。
　しかも、デュアル・モノ形式のオーディオストリームについては、チャネル指定情報に
基づいて、前述の“ストリーム内音声切替”によって、再生出力される音声を切替えるこ
とができる。例えば、Ｌ（左）スピーカ用及びＲ（右）スピーカ用の二つの再生出力とし
て主音声を再生出力したり、これら二つの再生出力として副音声を再生出力したり、これ
ら二つの再生出力として主音声を一方のスピーカ用に再生出力し且つ副音声を他方のスピ
ーカ用に再生出力したりすることが可能となる。
　以上のように、論理情報たる再生制御情報において同一の複数チャネルストリームが複
数の再生出力グループに属するように重複して登録されているので、情報再生装置の側か
ら見ると、例えば、デュアル・モノ形式の単一ストリームについてのストリーム内音声切
替であるか、別ストリーム間のストリーム切替であるかを、制御処理の上で区別する必要
が殆ど又は全くなくなる。即ち、論理情報たる再生制御情報（即ち、対応定義情報、再生
出力グループ定義情報及びチャネル指定情報）により特定される再生出力グループ内の特
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定部分ストリームを再生出力すれば或いは特定部分ストリーム内の特定チャネルの音声情
報を再生出力すれば、ストリーム切替もストリーム内音声切替も、ほぼ同様に実行可能と
なる。言わば、本発明は、ストリーム切替及びストリーム内音声切替を、本願独自の論理
階層を設けることで、この階層における同一レベルの処理として実行可能にしたものであ
り、情報再生装置は、比較的簡単な論理構成を用いつつ、同一レベルの処理としてこれら
両方の切替処理を比較的容易にして実行できるのである。
　更に、ユーザの側から見ると、例えばデュアル・モノ形式の単一ストリームについての
ストリーム内音声切替であるか、別ストリーム間のストリーム切替であるかを、リモコン
等により切替操作をする上で、殆ど又は全く意識しないでもよい。即ち、２種類の切替に
よるユーザ操作の煩雑化は、殆ど又は全く生じないで済む。
　以上の結果、本発明の情報記録媒体によれば、比較的簡易な構成を用いつつ、再生時に
おいて、デュアル・モノ形式のオーディオストリーム等の一つの複数チャネルストリーム
を含む、複数のオーディオストリーム間におけるストリーム切替が可能となる。しかも、
デュアル・モノ形式のオーディオストリーム等の一つの複数チャネルストリームについて
のストリーム内音声切替も可能となる。
　本発明の情報記録媒体の一の態様では、前記複数チャネルストリームは、前記音声情報
が、主音声情報及び副音声情報からなるデュアル・モノ形式のオーディオストリームであ
る。
　この態様によれば、再生時において、デュアル・モノ形式のオーディオストリームを含
む、複数のオーディオストリーム間におけるストリーム切替が可能となる。しかも、デュ
アル・モノ形式のオーディオストリームについてのストリーム内音声切替も可能となる。
　この態様では、前記複数の部分ストリームは、前記デュアル・モノ形式のオーディオス
トリームに加えて、前記デュアル・モノ形式とは異なる所定形式のオーディオストリーム
を含み、前記再生出力グループ定義情報は、前記所定形式のオーディオストリームが属す
る再生出力グループと前記デュアル・モノ形式のオーディオストリームが重複して属する
複数の再生出力グループとが、相互に切替可能となるように、前記再生出力グループを定
義するように構成してもよい。
　このように構成すれば、再生時において、デュアル・モノ形式のオーディオストリーム
に加えて、これとは異なるＡＣ－３形式のオーディオストリーム等を含む、複数のオーデ
ィオストリーム間におけるストリーム切替が可能となる。
　本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記オブジェクト情報ファイルは、前記再生制
御情報として、前記複数の部分ストリームを構成する複数の一連のコンテンツのうち特定
の関連を有する集合を関連グループとして定義する関連グループ定義情報を更に格納して
おり、前記再生出力グループ定義情報は、前記関連グループ内における相互に切り替え可
能な複数の部分ストリームの集合であって集合別にまとめて再生出力されることになる該
集合を、前記再生出力グループとして定義する。
　この態様によれば、オブジェクト情報ファイルは、複数の部分ストリームを構成する複
数の一連のコンテンツのうち、例えばオリジナルの英語音声による映画とその日本語吹替
版の映画との関連、マルチアングル再生における相互に切替可能なアングル間の関連、マ
ルチビジョン再生における相互に切替可能なマルチビジョン間の関連など、特定の関連を
有する集合を、関連グループ（例えば後述のＡＵ）として定義する関連グループ定義情報
（例えば後述のＡＵ情報）を更に格納している。そして、再生出力グループ定義情報は、
このような関連グループ内における相互に切り替え可能な複数の部分ストリームの集合で
あって集合別にまとめて再生出力されることになる該集合を、再生出力グループとして定
義する。従って、再生出力グループに基づけば、例えばマルチビジョン放送或いはマルチ
ビュー放送、二ヶ国語放送、二ヶ国語字幕放送等の特定関係をなす関連グループ内におけ
る、切替自由なエレメンタリーストリームを、情報再生装置側でも簡便に認識できる。
　本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記オブジェクトデータファイルに格納された
オブジェクトデータの再生シーケンスを規定する再生シーケンス情報を格納する再生シー
ケンス情報ファイルを更に備える。
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　この態様によれば、再生シーケンス情報ファイルは、オブジェクトデータファイルに格
納されたオブジェクトデータの再生シーケンスを規定する再生シーケンス情報（例えば、
後述のプレイリスト情報）を格納する。この再生シーケンス情報についても、オブジェク
トデータファイルの場合とは異なり、情報記録媒体上でパケットの単位で多重化されてい
ない。従って、前述の再生制御情報及び当該再生シーケンス情報に基づいて、想定された
通りの情報再生装置におけるオブジェクトデータの再生が可能となる。
　（情報記録装置及び方法）
　本発明の情報記録装置は、情報記録媒体上に、一連のコンテンツをなす映像情報又は音
声情報から夫々構成される複数の部分ストリームを含んでなる全体ストリームを、物理的
にアクセス可能な単位であるパケット単位で多重記録する情報記録装置であって、論理的
にアクセス可能な単位であると共に前記映像情報又は音声情報の断片を夫々格納する複数
のパケットからなるオブジェクトデータを格納するオブジェクトデータファイルを記録す
る第１記録手段と、該オブジェクトデータファイルの再生を制御するための再生制御情報
として、（ｉ）時間軸上で多重化される複数のパケットと前記複数の部分ストリームとの
対応関係を定義する対応定義情報及び（ｉｉ）前記複数の部分ストリームのうち情報再生
装置によって相互に切替可能な複数の部分ストリームの集合であって集合別にまとめて再
生出力されることになる該集合を再生出力グループとして定義する再生出力グループ定義
情報を格納するオブジェクト情報ファイルを記録する第２記録手段とを備えており、前記
複数の部分ストリームは、一つの部分ストリームに複数チャネルの音声情報が記録されて
なる複数チャネルストリームを含み、前記再生出力グループ定義情報は、前記複数チャネ
ルのうちの少なくとも一チャネルを指定するチャネル指定情報を含む。
　本発明の情報記録装置によれば、例えばシステムコントローラ、エンコーダ、後述のＴ
Ｓオブジェクト生成器、光ピックアップ等の第１記録手段により、オブジェクトデータを
格納するオブジェクトデータファイルを記録し、例えばシステムコントローラ、光ピック
アップ等の第２記録手段により、再生制御情報として、対応定義情報及び再生出力グルー
プ定義情報を格納するオブジェクト情報ファイルを記録する。
　この際、第１記録手段では、オブジェクトデータをパケット単位で多重記録するが、第
２記録手段では、再生制御情報をパケット単位で多重記録することはない。そして特に、
複数の部分ストリームは、例えばデュアル・モノ形式のオーディオストリームの如き複数
チャネルストリームを含み、再生出力グループ定義情報は、複数の再生出力グループに、
複数チャネルストリームが重複して属することが可能なように再生出力グループを定義し
ている。更に、複数チャネルストリームが重複して属する複数の再生出力グループについ
ては、チャネル指定情報が対応定義情報に対して付加されている。そして、チャネル指定
情報の指定内容は、複数の再生出力グループ間で相異なる。従って、上述した本発明の情
報記録媒体を比較的容易にして記録できる。
　尚、上述した本発明の情報記録媒体における各種態様に対応して、本発明の情報記録装
置も各種態様を採ることが可能である。
　本発明の情報記録方法は、情報記録媒体上に、一連のコンテンツをなす映像情報又は音
声情報から夫々構成される複数の部分ストリームを含んでなる全体ストリームを、物理的
にアクセス可能な単位であるパケット単位で多重記録する情報記録方法であって、論理的
にアクセス可能な単位であると共に前記映像情報又は音声情報の断片を夫々格納する複数
のパケットからなるオブジェクトデータを格納するオブジェクトデータファイルを記録す
る第１記録工程と、該オブジェクトデータファイルの再生を制御するための再生制御情報
として、（ｉ）時間軸上で多重化される複数のパケットと前記複数の部分ストリームとの
対応関係を定義する対応定義情報及び（ｉｉ）前記複数の部分ストリームのうち情報再生
装置によって相互に切替可能な複数の部分ストリームの集合であって集合別にまとめて再
生出力されることになる該集合を再生出力グループとして定義する再生出力グループ定義
情報を格納するオブジェクト情報ファイルを記録する第２記録工程とを備えており、前記
複数の部分ストリームは、一つの部分ストリームに複数チャネルの音声情報が記録されて
なる複数チャネルストリームを含み、前記再生出力グループ定義情報は、前記複数チャネ
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ルのうちの少なくとも一チャネルを指定するチャネル指定情報を含む。
　本発明の情報記録方法によれば、上述した本発明の情報記録装置の場合と同様に、第１
記録工程により、オブジェクトデータを格納するオブジェクトデータファイルを記録し、
第２記録工程により、再生制御情報として、対応定義情報を格納するオブジェクト情報フ
ァイルを記録する。
　この際、第１記録工程では、オブジェクトデータをパケット単位で多重記録するが、第
２記録工程では、再生シーケンス情報及び再生制御情報をパケット単位で多重記録するこ
とはない。そして特に、複数の部分ストリームは、例えばデュアル・モノ形式のオーディ
オストリームの如き複数チャネルストリームを含み、複数チャネルストリームが重複して
属する複数の再生出力グループについては、チャネル指定情報が対応定義情報に対して付
加されている。そして、チャネル指定情報の指定内容は、複数の再生出力グループ間で相
異なるので、上述した本発明の情報記録媒体を比較的容易にして記録できる。
　尚、上述した本発明の情報記録媒体における各種態様に対応して、本発明の情報記録方
法も各種態様を採ることが可能である。
　（情報再生装置及び方法）
　本発明の情報再生装置は、上述した本発明の情報記録媒体（但し、その各種態様を含む
）から前記記録された全体ストリームの少なくとも一部を再生する情報再生装置であって
、前記情報記録媒体から情報を物理的に読み取る読取手段と、該読取手段により読み取ら
れた情報に含まれる前記再生制御情報に基づいて、前記オブジェクトデータを再生する再
生手段とを備えており、前記再生手段は、前記複数チャネルストリームが重複して属する
複数の再生出力グループを再生する際には、前記チャネル指定情報で指定されるチャネル
に係る音声情報を選択的に再生出力する。
　本発明の情報再生装置によれば、光ピックアップ、復調器等の読取手段により、情報記
録媒体から情報をパケット単位等で物理的に読み取る。そして、システムコントローラ、
デマルチプレクサ、デコーダ等の再生手段により、この読み取られた情報に含まれる再生
制御情報に基づいて、パケット単位で読み取られたオブジェクトデータを再生する。この
際特に、再生手段では、複数チャネルストリームが重複して属する複数の再生出力グルー
プを再生する際には、チャネル指定情報で指定されるチャネルに係る音声情報を選択的に
再生出力する。従って、上述した本発明の情報記録媒体を比較的容易にして再生でき、特
にストリーム切替でもストリーム内音声切替でも、再生制御情報に従って比較的容易に実
行可能となる。
　尚、上述した本発明の情報記録媒体における各種態様に対応して、本発明の情報再生装
置も各種態様を採ることが可能である。
　本発明の情報再生方法は、上述した本発明の情報記録媒体（但し、その各種態様を含む
）から前記記録された全体ストリームの少なくとも一部を再生する情報再生方法であって
、前記情報記録媒体から情報を物理的に読み取る読取工程と、該読取手段により読み取ら
れた情報に含まれる前記再生制御情報に基づいて、前記オブジェクトデータを再生する再
生工程とを備えており、前記再生工程は、前記複数チャネルストリームが重複して属する
複数の再生出力グループを再生する際には、前記チャネル指定情報で指定されるチャネル
に係る音声情報を選択的に再生出力する。
　本発明の情報再生方法によれば、上述した本発明の情報再生装置の場合と同様に、読取
工程により、情報記録媒体から情報をパケット単位等で物理的に読み取る。そして、再生
工程により、この読み取られた情報に含まれる再生制御情報及び再生シーケンス情報に基
づいて、パケット単位で読み取られたオブジェクトデータを再生する。この際特に、再生
工程では、複数チャネルストリームが重複して属する複数の再生出力グループを再生する
際には、チャネル指定情報で指定されるチャネルに係る音声情報を選択的に再生出力する
。従って、上述した本発明の情報記録媒体を比較的容易にして再生でき、特にストリーム
切替でもストリーム内音声切替でも、再生制御情報に従って比較的容易に実行可能となる
。
　尚、上述した本発明の情報記録媒体における各種態様に対応して、本発明の情報再生方
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法も各種態様を採ることが可能である。
　（情報記録再生装置及び方法）
　本発明の情報記録再生装置は、上述した本発明の情報記録媒体（但し、その各種態様を
含む）に前記全体ストリームを記録し且つ該記録された全体ストリームの少なくとも一部
を再生する情報記録再生装置であって、前記オブジェクトデータファイルを記録する第１
記録手段と、前記オブジェクト情報ファイルを記録する第２記録手段と、前記情報記録媒
体から情報を物理的に読み取る読取手段と、該読取手段により読み取られた情報に含まれ
る前記再生制御情報に基づいて、前記オブジェクトデータを再生する再生手段とを備えて
おり、前記再生手段は、前記複数チャネルストリームが重複して属する複数の再生出力グ
ループを再生する際には、前記チャネル指定情報で指定されるチャネルに係る音声情報を
選択的に再生出力する。
　本発明の情報記録再生装置によれば、上述した本発明の情報記録装置と同様に、第１記
録手段により、オブジェクトデータファイルをパケット単位で多重記録し、第２記録手段
により、オブジェクト情報ファイルを記録する。その後、上述した本発明の情報再生装置
と同様に、読取手段により、情報記録媒体から情報を物理的に読み取り、再生手段により
、この読み取られた情報に含まれる再生制御情報に基づいて、特にパケット単位で読み取
られたオブジェクトデータを再生する。従って、上述した本発明の情報記録媒体に対して
、例えばＭＰＥＧ２のトランスポートストリームの少なくとも一部の如き全体ストリーム
を一まとめにして比較的容易に記録でき、更にこの情報記録媒体に多重記録された情報を
、一連のコンテンツ情報として適切に再生できる。特にその再生時には、ストリーム切替
でもストリーム内音声切替でも、再生制御情報に従って比較的容易に実行可能となる。
　尚、上述した本発明の情報記録媒体における各種態様に対応して、本発明の情報記録再
生装置も各種態様を採ることが可能である。
　本発明の情報記録再生方法は、上述した本発明の情報記録媒体（但し、その各種態様を
含む）に前記全体ストリームを記録し且つ該記録された全体ストリームの少なくとも一部
を再生する情報記録再生方法であって、前記オブジェクトデータファイルを記録する第１
記録工程と、前記オブジェクト情報ファイルを記録する第２記録工程と、前記情報記録媒
体から情報を物理的に読み取る読取工程と、該読取手段により読み取られた情報に含まれ
る前記再生制御情報に基づいて、前記オブジェクトデータを再生する再生工程とを備えて
おり、前記再生工程は、前記複数チャネルストリームが重複して属する複数の再生出力グ
ループを再生する際には、前記チャネル指定情報で指定されるチャネルに係る音声情報を
選択的に再生出力する。
　本発明の情報記録再生方法によれば、上述した本発明の情報記録方法と同様に、第１記
録工程により、オブジェクトデータファイルをパケット単位で多重記録し、第２記録工程
により、オブジェクト情報ファイルを記録する。その後、上述した本発明の情報再生方法
と同様に、読取工程により、情報記録媒体から情報を物理的に読み取り、再生工程により
、この読み取られた情報に含まれる再生制御情報に基づいて、特にパケット単位で読み取
られたオブジェクトデータを再生する。従って、上述した本発明の情報記録媒体に対して
、例えばＭＰＥＧ２のトランスポートストリームの少なくとも一部の如き全体ストリーム
を一まとめにして比較的容易に記録でき、更にこの情報記録媒体に多重記録された情報を
、一連のコンテンツ情報として適切に再生できる。特にその再生時には、ストリーム切替
でもストリーム内音声切替でも、再生制御情報に従って比較的容易に実行可能となる。
　尚、上述した本発明の情報記録媒体における各種態様に対応して、本発明の情報記録再
生方法も各種態様を採ることが可能である。
　（コンピュータプログラム）
　本発明の第１コンピュータプログラムは、上述した本発明の情報記録装置（但し、その
各種態様も含む）に備えられたコンピュータを制御する記録制御用のコンピュータプログ
ラムであって、該コンピュータを、前記第１記録手段及び前記第２記録手段の少なくとも
一部として機能させる。
　本発明の記録制御用の第１コンピュータプログラムによれば、当該コンピュータプログ
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ラムを格納するＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ハードディスク等の記録媒体か
ら、当該コンピュータプログラムをコンピュータに読み込んで実行させれば、或いは、当
該コンピュータプログラムを、通信手段を介してコンピュータにダウンロードさせた後に
実行させれば、上述した本発明に係る情報記録装置を比較的簡単に実現できる。
　本発明の第２コンピュータプログラムは、上述した本発明の情報再生装置（但し、その
各種態様も含む）に備えられたコンピュータを制御する再生制御用のコンピュータプログ
ラムであって、該コンピュータを、前記読取手段及び前記再生手段の少なくとも一部とし
て機能させる。
　本発明の再生制御用の第２コンピュータプログラムによれば、当該コンピュータプログ
ラムを格納するＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ハードディスク等の記録媒体か
ら、当該コンピュータプログラムをコンピュータに読み込んで実行させれば、或いは、当
該コンピュータプログラムを、通信手段を介してコンピュータにダウンロードさせた後に
実行させれば、上述した本発明に係る情報再生装置を比較的簡単に実現できる。
　本発明の第３コンピュータプログラムは、上述した本発明の情報記録再生装置（但し、
その各種態様も含む）に備えられたコンピュータを制御する記録再生制御用のコンピュー
タプログラムであって、該コンピュータを、前記第１記録手段、前記第２記録手段、前記
読取手段及び前記再生手段の少なくとも一部として機能させる。
　本発明の記録再生制御用の第３コンピュータプログラムによれば、当該コンピュータプ
ログラムを格納するＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ハードディスク等の記録媒
体から、当該コンピュータプログラムをコンピュータに読み込んで実行させれば、或いは
、当該コンピュータプログラムを、通信手段を介してコンピュータにダウンロードさせた
後に実行させれば、上述した本発明に係る情報記録再生装置を比較的簡単に実現できる。
　コンピュータ読取可能な媒体内の記録制御用のコンピュータプログラム製品は上記課題
を解決するために、上述した本発明の情報記録装置（但し、その各種態様も含む）に備え
られたコンピュータにより実行可能なプログラム命令を明白に具現化し、該コンピュータ
を、前記第１記録手段及び前記第２記録手段の少なくとも一部として機能させる。
　コンピュータ読取可能な媒体内の再生制御用のコンピュータプログラム製品は上記課題
を解決するために、上述した本発明の情報再生装置（但し、その各種態様も含む）に備え
られたコンピュータにより実行可能なプログラム命令を明白に具現化し、該コンピュータ
を、前記読取手段及び前記再生手段の少なくとも一部として機能させる。
　コンピュータ読取可能な媒体内の記録再生制御用のコンピュータプログラム製品は上記
課題を解決するために、上述した本発明の情報記録再生装置（但し、その各種態様も含む
）に備えられたコンピュータにより実行可能なプログラム命令を明白に具現化し、該コン
ピュータを、前記第１記録手段、前記第２記録手段、前記読取手段及び前記再生手段の少
なくとも一部として機能させる。
　本発明の記録制御用、再生制御用又は記録再生制御用のコンピュータプログラム製品に
よれば、当該コンピュータプログラム製品を格納するＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－Ｒ
ＯＭ、ハードディスク等の記録媒体から、当該コンピュータプログラム製品をコンピュー
タに読み込めば、或いは、例えば伝送波である当該コンピュータプログラム製品を、通信
手段を介してコンピュータにダウンロードすれば、上述した本発明の前記第１記録手段、
前記第２記録手段、前記読取手段及び前記再生手段の少なくとも一部を比較的容易に実施
可能となる。更に具体的には、当該コンピュータプログラム製品は、コンピュータを前記
第１記録手段、前記第２記録手段、前記読取手段及び前記再生手段の少なくとも一部とし
て機能させるコンピュータ読取可能なコード（或いはコンピュータ読取可能な命令）から
構成されてよい。
　（制御信号を含むデータ構造）
　本発明の制御信号を含むデータ構造は、一連のコンテンツをなす映像情報又は音声情報
から夫々構成される複数の部分ストリームを含んでなる全体ストリームが、物理的にアク
セス可能な単位であるパケット単位で多重記録されており、論理的にアクセス可能な単位
であると共に前記映像情報又は音声情報の断片を夫々格納する複数のパケットからなるオ
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ブジェクトデータを格納するオブジェクトデータファイルと、該オブジェクトデータファ
イルの再生を制御するための再生制御情報として、（ｉ）時間軸上で多重化される複数の
パケットと前記複数の部分ストリームとの対応関係を定義する対応定義情報及び（ｉｉ）
前記複数の部分ストリームのうち情報再生装置によって相互に切替可能な複数の部分スト
リームの集合であって集合別にまとめて再生出力されることになる該集合を再生出力グル
ープとして定義する再生出力グループ定義情報を格納するオブジェクト情報ファイルとを
備えており、前記複数の部分ストリームは、一つの部分ストリームに複数チャネルの音声
情報が記録されてなる複数チャネルストリームを含み、前記再生出力グループ定義情報は
、前記複数チャネルのうちの少なくとも一チャネルを指定するチャネル指定情報を含む。
　本発明の制御信号を含むデータ構造によれば、上述した本発明の情報記録媒体の場合と
同様に、その再生時には、ストリーム切替でもストリーム内音声切替でも、再生制御情報
に従って比較的容易に実行可能となる。
　本発明のこのような作用及び他の利得は次に説明する実施例から明らかにされる。
　以上説明したように、本発明の情報記録媒体によれば、オブジェクト情報ファイルには
、対応定義情報及び再生出力グループ定義情報が格納されており、且つ複数チャネルスト
リームが重複して属する複数の再生出力グループについては、チャネル指定情報が付加さ
れている。このため、その再生時に、デュアル・モノ形式のオーディオストリーム等を含
む、複数のオーディオストリーム間におけるストリーム切替が可能となる。しかも、デュ
アル・モノ形式のオーディオストリーム等についてのストリーム内音声切替も可能となる
。本発明の情報記録装置若しくは方法によれば、第１及び第２記録手段若しくは第１及び
第２記録工程を備えるので、これにより記録された情報記録媒体の再生時には、複数のオ
ーディオストリーム間におけるストリーム切替が可能となり、デュアル・モノ形式のオー
ディオストリーム等についてのストリーム内音声切替も可能となる。本発明の情報再生装
置若しくは方法によれば、読取手段及び再生手段若しくは読取工程及び再生工程を備える
ので、複数のオーディオストリーム間におけるストリーム切替が可能となり、デュアル・
モノ形式のオーディオストリーム等についてのストリーム内音声切替も可能となる。また
、本発明のコンピュータプログラムによれば、コンピュータを上述した本発明の情報記録
装置、情報再生装置又は情報記録再生装置として機能させるので、上述した本発明の情報
記録媒体を効率良く記録でき、或いは再生できる。
【図面の簡単な説明】
　図１は、本発明の情報記録媒体の一実施例である光ディスクの基本構造を示し、上側部
分は複数のエリアを有する光ディスクの概略平面図であり、これに対応付けられる下側部
分は、その径方向におけるエリア構造の図式的概念図である。
　図２は、従来のＭＰＥＧ２のプログラムストリームの図式的概念図（図２（ａ））、本
実施例で利用されるＭＰＥＧ２のトランスポートストリームの図式的概念図（図２（ｂ）
）であり、本実施例で利用されるＭＰＥＧ２のプログラムストリームの図式的概念図（図
２（ｃ））である。
　図３は、本実施例の光ディスク上に記録されるデータ構造を模式的に示す図である。
　図４は、図３に示した各タイトル内におけるデータ構造の詳細を階層的に示す概念図で
ある。
　図５は、図３に示した各プレイリストセット内におけるデータ構造の詳細を階層的に示
す概念図である。
　図６は、図３に示した各プレイリストセット内におけるデータ構造の詳細を模式的に示
す概念図である。
　図７は、図６に示した各アイテムにおけるデータ構造の詳細を模式的に示す概念図であ
る。
　図８は、図４に示した各タイトルエレメント内におけるデータの論理構成を模式的に示
す概念図である。
　図９は、本実施例において、各プレイリストセットをプレイリスト一つから構成する場
合における、図４に示した各タイトルエレメント内におけるデータの論理構成を模式的に
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示す概念図である。
　図１０は、図３に示した各オブジェクト内におけるデータ構造の詳細を模式的に示す概
念図である。
　図１１は、本実施例における、上段のプログラム＃１用のエレメンタリーストリームと
中段のプログラム＃２用のエレメンタリーストリームとが多重化されて、これら２つのプ
ログラム用のトランスポートストリームが構成される様子を、横軸を時間軸として概念的
に示す図である。
　図１２は、本実施例における、一つのトランスポートストリーム内に多重化されたＴＳ
パケットのイメージを、時間の沿ったパケット配列として概念的に示す概念図である。
　図１３は、実施例における光ディスク上のデータの論理構成を、論理階層からオブジェ
ト階層或いは実体階層への展開を中心に模式的に示した図である。
　図１４は、本発明の実施例に係る情報記録再生装置のブロック図である。
　図１５は、本実施例における情報記録再生装置の記録動作（その１）を示すフローチャ
ートである。
　図１６は、本実施例における情報記録再生装置の記録動作（その２）を示すフローチャ
ートである。
　図１７は、本実施例における情報記録再生装置の記録動作（その３）を示すフローチャ
ートである。
　図１８は、本実施例における情報記録再生装置の記録動作（その４）を示すフローチャ
ートである。
　図１９は、本実施例における情報記録再生装置の再生動作を示すフローチャートである
。
　図２０は、本実施例における、ストリーム切替可能なタイトル部分を含むディスク構造
を示す概念図である。
　図２１は、本実施例における、ＡＵテーブル及びＥＳアップテーブルにおけるデータ構
造を示す概念図である。
　図２２は、図１４に示した情報記録再生装置に備えられたオーディオデコーダの詳細を
示すブロック図である。
　図２３は、本実施例の情報再生装置における、ストリーム切替及びストリーム内音声切
替に係る動作を示すフローチャートである。
　図２４は、本実施例における、光ディスクの論理構造との関係で、再生時におけるアク
セスの流れ全体を概念的に示す図である。
【発明を実施するための最良の形態】
　（情報記録媒体）
　図１から図１３を参照して、本発明の情報記録媒体の実施例について説明する。本実施
例は、本発明の情報記録媒体を、記録（書き込み）及び再生（読み出し）が可能な型の光
ディスクに適用したものである。
　先ず図１を参照して、本実施例の光ディスクの基本構造について説明する。ここに図１
は、上側に複数のエリアを有する光ディスクの構造を概略平面図で示すと共に、下側にそ
の径方向におけるエリア構造を概念図で対応付けて示すものである。
　図１に示すように、光ディスク１００は、例えば、記録（書き込み）が複数回又は１回
のみ可能な、光磁気方式、相変化方式等の各種記録方式で記録可能とされており、ＤＶＤ
と同じく直径１２ｃｍ程度のディスク本体上の記録面に、センターホール１０２を中心と
して内周から外周に向けて、リードインエリア１０４、データエリア１０６及びリードア
ウトエリア１０８が設けられている。そして、各エリアには、例えば、センターホール１
０２を中心にスパイラル状或いは同心円状に、グルーブトラック及びランドトラックが交
互に設けられており、このグルーブトラックはウオブリングされてもよいし、これらのう
ち一方又は両方のトラックにプレピットが形成されていてもよい。尚、本発明は、このよ
うな三つのエリアを有する光ディスクには特に限定されない。
　次に図２を参照して、本実施例の光ディスクに記録されるトランスポートストリーム（
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ＴＳ）及びプログラムストリーム（ＰＳ）の構成について説明する。ここに、図２（ａ）
は、比較のため、従来のＤＶＤにおけるＭＰＥＧ２のプログラムストリームの構成を図式
的に示すものであり、図２（ｂ）は、ＭＰＥＧ２のトランスポートストリーム（ＴＳ）の
構成を図式的に示すものである。更に、図２（ｃ）は、本発明におけるＭＰＥＧ２のプロ
グラムストリームの構成を図式的に示すものである。
　図２（ａ）において、従来のＤＶＤに記録される一つのプログラムストリームは、時間
軸ｔに沿って、主映像情報たるビデオデータ用のビデオストリームを１本だけ含み、更に
、音声情報たるオーディオデータ用のオーディオストリームを最大で８本含み且つ副映像
情報たるサブピクチャデータ用のサブピクチャストリームを最大で３２本含んでなる。即
ち、任意の時刻ｔｘにおいて多重化されるビデオデータは、１本のビデオストリームのみ
に係るものであり、例えば複数のテレビ番組或いは複数の映画などに対応する複数本のビ
デオストリームを同時にプログラムストリームに含ませることはできない。映像を伴うテ
レビ番組等を多重化して伝送或いは記録するためには、各々のテレビ番組等のために、少
なくとも１本のビデオストリームが必要となるので、１本しかビデオストリームが存在し
ないＤＶＤのプログラムストリーム形式では、複数のテレビ番組等を多重化して伝送或い
は記録することはできないのである。
　図２（ｂ）において、本発明の光ディスク１００に記録される一つのトランスポートス
トリーム（ＴＳ）は、主映像情報たるビデオデータ用のエレメンタリーストリーム（ＥＳ
）としてビデオストリームを複数本含んでなり、更に音声情報たるオーディオデータ用の
エレメンタリーストリーム（ＥＳ）としてオーディオストリームを複数本含み且つ副映像
情報たるサブピクチャデータ用のエレメンタリーストリーム（ＥＳ）としてサブピクチャ
ストリームを複数本含んでなる。即ち、任意の時刻ｔｘにおいて多重化されるビデオデー
タは、複数本のビデオストリームに係るものであり、例えば複数のテレビ番組或いは複数
の映画などに対応する複数のビデオストリームを同時にトランスポートストリームに含ま
せることが可能である。このように複数本のビデオストリームが存在するトランスポート
ストリーム形式では、複数のテレビ番組等を多重化して伝送或いは記録することが可能で
ある。但し、現況のトランスポートストリームを採用するデジタル放送では、サブピクチ
ャストリームについては伝送していない。
　図２（ｃ）において、本発明の光ディスク１００に記録される一つのプログラムストリ
ーム（ＰＳ）は、主映像情報たるビデオデータ用のビデオストリームを複数本含んでなり
、更に音声情報たるオーディオデータ用のオーディオストリームを複数本含み且つ副映像
情報たるサブピクチャデータ用のサブピクチャストリームを複数本含んでなる。即ち、任
意の時刻ｔｘにおいて多重化されるビデオデータは、複数本のビデオストリームに係るも
のであり、例えば複数のテレビ番組或いは複数の映画などに対応する複数のビデオストリ
ームを同時にプログラムストリームに含ませることが可能である。
　尚、図２（ａ）から図２（ｃ）では説明の便宜上、ビデオストリーム、オーディオスト
リーム及びサブピクチャストリームを、この順に上から配列しているが、この順番は、後
述の如くパケット単位で多重化される際の順番等に対応するものではない。トランスポー
トストリームでは、概念的には、例えば一つの番組に対して、１本のビデオストリーム、
２本の音声ストリーム及び２本のサブピクチャストリームからなる一まとまりが対応して
いる。
　上述した本実施例の光ディスク１００は、記録レートの制限内で、図２（ｂ）に示した
如きトランスポートストリーム（ＴＳ）を多重記録可能に、即ち複数の番組或いはプログ
ラムを同時に記録可能に構成されている。更に、このようなトランスポートストリームに
加えて又は代えて、同一光ディスク１００上に、図２（ｃ）に示した如きプログラムスト
リーム（ＰＳ）を多重記録可能に構成されている。
　次に図３から図１０を参照して、光ディスク１００上に記録されるデータの構造につい
て説明する。ここに、図３は、光ディスク１００上に記録されるデータ構造を模式的に示
すものである。図４は、図３に示した各タイトル内におけるデータ構造の詳細を模式的に
示すものである。図５及び図６は夫々、図３に示した各プレイ（Ｐ）リストセット内にお
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けるデータ構造の詳細を模式的に示すものである。図７は、図６に示した各アイテムにお
けるデータ構造の詳細を模式的に示すものである。図８は、図４に示した各タイトルエレ
メント内におけるデータの論理構成を模式的に示すものであり、図９は、各プレイリスト
セットをプレイリスト一つから構成する場合における、図４に示した各タイトルエレメン
ト内におけるデータの論理構成を模式的に示すものである。図１０は、図３に示した各オ
ブジェクト内におけるデータ構造の詳細を模式的に示すものである。
　以下の説明において、「タイトル」とは、複数の「プレイリスト」を連続して実行する
再生単位であり、例えば、映画１本、テレビ番組１本などの論理的に大きなまとまりを持
った単位である。「プレイリストセット」とは、「プレイリスト」の束をいう。例えば、
アングル再生やパレンタル再生における相互に切替可能な特定関係を有する複数のコンテ
ンツ情報を再生するためのプレイリストの束や、同時間帯に放送され且つまとめて記録さ
れた複数番組に係るコンテンツ情報を再生するためのプレイリストの束である。或いは、
同一タイトルについて、ハイビジョン対応、ディスプレイの解像度、サラウンドスピーカ
対応、スピーカ配列など、情報再生システムにおいて要求される映像再生機能（ビデオパ
ーフォーマンス）別や音声再生機能（オーディオパーフォーマンス）別など、要求機能別
に用意された各種コンテンツ情報を再生するためのプレイリストの束である。「プレイリ
スト」とは、「オブジェクト」の再生に必要な情報を格納した情報であり、オブジェクト
へアクセスするためのオブジェクトの再生範囲に関する情報が各々格納された複数の「ア
イテム」で構成されている。そして、「オブジェクト」とは、上述したＭＰＥＧ２のトラ
ンスポートストリームを構成するコンテンツの実体情報である。
　図３において、光ディスク１００は、論理的構造として、ディスク情報ファイル１１０
、プレイ（Ｐ）リスト情報ファイル１２０、オブジェクト情報ファイル１３０及びオブジ
ェクトデータファイル１４０の４種類のファイルを備えており、これらのファイルを管理
するためのファイルシステム１０５を更に備えている。尚、図３は、光ディスク１００上
における物理的なデータ配置を直接示しているものではないが、図３に示す配列順序を、
図１に示す配列順序に対応するように記録すること、即ち、ファイルシステム１０５等を
リードインエリア１０４に続いてデータ記録エリア１０６に記録し、更にオブジェクトデ
ータファイル１４０等をデータ記録エリア１０６に記録することも可能である。図１に示
したリードインエリア１０４やリードアウトエリア１０８が存在せずとも、図３に示した
ファイル構造は構築可能である。
　ディスク情報ファイル１１０は、光ディスク１００全体に関する総合的な情報を格納す
るファイルであり、ディスク総合情報１１２と、タイトル情報テーブル１１４と、その他
の情報１１８とを格納する。ディスク総合情報１１２は、例えば光ディスク１００内の総
タイトル数等を格納する。タイトル情報テーブル１１４は、タイトルポインタ１１４－１
と、これにより識別番号又は記録アドレスが示される複数のタイトル２００（タイトル＃
１～＃ｍ）を含んで構成されている。各タイトル２００には、論理情報として、各タイト
ルのタイプ（例えば、シーケンシャル再生型、分岐型など）や、各タイトルを構成するプ
レイ（Ｐ）リスト番号をタイトル毎に格納する。
　図４に示すように各タイトル２００は、より具体的には例えば、タイトル総合情報２０
０－１と、複数のタイトルエレメント２００－２と、その他の情報２００－５とを含んで
構成されている。更に、各タイトルエレメント２００－２は、プリコマンド２００ＰＲと
、プレイリストセットへのポインタ２００ＰＴと、ポストコマンド２００ＰＳと、その他
の情報２００－６とから構成されている。
　ここに、本発明に係る第１ポインタ情報の一例たるポインタ２００ＰＴは、当該ポイン
タ２００ＰＴを含むタイトルエレメント２００－２に基づいて再生されるべきコンテンツ
情報に対応する、プレイリスト情報ファイル１２０内に格納されたプレイリストセット１
２６Ｓの識別番号を示す。なお、ポインタ２００ＰＴは、タイトルエレメント２００－２
に基づいて再生されるべきコンテンツ情報に対応するプレイリストセット１２６Ｓの記録
位置を示す情報であっても良い。本発明に係る第１プリコマンドの一例たるプリコマンド
２００ＰＲは、ポインタ２００ＰＴにより指定される一のプレイリストセット１２６Ｓに
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より再生シーケンスが規定されるコンテンツ情報の再生前に実行されるべきコマンドを示
す。本発明に係る第１ポストコマンドの一例たるポストコマンド２００ＰＳは、該一のプ
レイリストセットにより再生シーケンスが規定されるコンテンツ情報の再生後に実行され
るべきコマンドを示す。タイトルエレメント２００－２に含まれるその他の情報２００－
５は、例えば、タイトルエレメントに係る再生の次の再生に係るタイトルエレメントを指
定するネクスト情報を含む。
　従って、後述する情報再生装置による当該情報記録媒体の再生時には、ポインタ２００
ＰＴに従ってプレイリストセット１２６Ｓにアクセスして、それに含まれる複数のプレイ
リスト１２６のうち、所望の番組等に対応するものを選択するように制御を実行すれば、
タイトルエレメント２００－２として当該所望のコンテンツ情報を再生できる。更に、こ
のようなタイトルエレメント２００－２を一つ又は順次再生することで、一つのタイトル
２００を再生可能となる。更に、プリコマンド２００ＰＲに従って、ポインタ２００ＰＴ
で指定される一のプレイリストセット１２６Ｓにより再生シーケンスが規定されるコンテ
ンツ情報の、再生前に実行されるべきコマンドを実行できる。更に、ポストコマンド２０
０ＰＳに従って、ポインタ２００ＰＴで指定される一のプレイリストセット１２６Ｓによ
り再生シーケンスが規定されるコンテンツ情報の、再生後に実行されるべきコマンドを実
行できる。ポストコマンド２００ＰＳは、例えばコンテンツ情報の分岐を命令するコマン
ド、次のタイトルを選ぶコマンド等である。加えて、その他の情報２００－５に含まれる
ネクスト情報に従って、当該再生中のタイトルエレメント２００－２の次のタイトルエレ
メント２００－２を再生できる。
　再び図３において、プレイリスト情報ファイル１２０は、各プレイリストの論理的構成
を示すプレイ（Ｐ）リスト情報テーブル１２１を格納し、これは、プレイ（Ｐ）リスト管
理情報１２２と、プレイ（Ｐ）リストセットポインタ１２４と、複数のプレイ（Ｐ）リス
トセット１２６Ｓ（Ｐリストセット＃１～＃ｎ）と、その他の情報１２８とに分かれてい
る。このプレイリスト情報テーブル１２１には、プレイリストセット番号順に各プレイリ
ストセット１２６Ｓの論理情報を格納する。言い換えれば、各プレイリストセット１２６
Ｓの格納順番がプレイリストセット番号である。また、上述したタイトル情報テーブル１
１４で、同一のプレイリストセット１２６Ｓを、複数のタイトル２００から参照すること
も可能である。即ち、タイトル＃ｑとタイトル＃ｒとが同じプレイリストセット＃ｐを使
用する場合にも、プレイリスト情報テーブル１２１中のプレイリストセット＃ｐを、タイ
トル情報テーブル１１４でポイントするように構成してもよい。
　図５に示すように、プレイリストセット１２６Ｓは、プレイリストセット総合情報１２
６－１と、複数のプレイリスト１２６（プレイリスト＃１～＃ｘ）と、アイテム定義テー
ブル１２６－３と、その他の情報１２６－４とを含んで構成されている。そして、各プレ
イリスト１２６は、複数のプレイリストエレメント１２６－２（プレイリストエレメント
＃１～＃ｙ）と、その他の情報１２６－５とを含んで構成されている。更に、各プレイリ
ストエレメント１２６－２は、プリコマンド１２６ＰＲと、アイテムへのポインタ１２６
ＰＴと、ポストコマンド１２６ＰＳと、その他の情報１２６－６とから構成されている。
　ここに、本発明に係る第２ポインタ情報の一例たるポインタ１２６ＰＴは、当該ポイン
タ１２６ＰＴを含むプレイリストエレメント１２６－２に基づいて再生されるべきコンテ
ンツ情報に対応する、アイテム定義テーブル１２６－３により定義されるアイテムの識別
番号を示す。なお、ポインタ１２６ＰＴは、アイテム定義テーブル１２６－３により定義
されるアイテムの記録位置であっても良い。
　図６に例示したように、プレイリストセット１２６Ｓにおいて、アイテム定義テーブル
１２６－３内には、複数のアイテム２０４が定義されている。これらは、複数のプレイリ
スト１２６によって共有されている。また、プレイリストセット総合情報１２６－１とし
て、当該プレイリストセット１２６Ｓ内に含まれる各プレイリスト１２６の名称、再生時
間などのＵＩ（ユーザインタフェース情報）、各アイテム定義テーブル１２６－３へのア
ドレス情報等が記述されている。
　再び図５において、本発明に係る第２プリコマンドの一例たるプリコマンド１２６ＰＲ
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は、ポインタ１２６ＰＴにより指定される一のアイテム２０４の再生前に実行されるべき
コマンドを示す。本発明に係る第２ポストコマンドの一例たるポストコマンド１２６ＰＳ
は、該一のアイテム２０４の再生後に実行されるべきコマンドを示す。プレイリストエレ
メント１２６－２に含まれるその他の情報１２６－６は、例えば、プレイリストエレメン
ト１２６－２に係る再生の次の再生に係るプレイリストエレメント１２６－２を指定する
第ネクスト情報を含む。
　図７に例示したように、アイテム２０４は、表示の最小単位である。アイテム２０４に
は、オブジェクトの開始アドレスを示す「ＩＮポイント情報」及び終了アドレスを示す「
ＯＵＴポイント情報」が記述されている。尚、これらの「ＩＮポイント情報」及び「ＯＵ
Ｔポイント情報」は夫々、直接アドレスを示してもよいし、再生時間軸上における時間或
いは時刻など間接的にアドレスを示してもよい。図中、“ストリームオブジェクト＃ｍ”
で示されたオブジェクトに対して複数のＥＳ（エレメンタリーストリーム）が多重化され
ている場合には、アイテム２０４の指定は、特定のＥＳの組合せ或いは特定のＥＳを指定
することになる。
　図８に例示したように、タイトルエレメント２００－２は、論理的に、プリコマンド２
００ＰＲ或いは１２６ＰＲと、ポインタ２００ＰＴにより選択されるプレイリストセット
１２６Ｓと、ポストコマンド２００ＰＳ或いはポストコマンド１２６ＰＳと、ネクスト情
報２００－６Ｎとから構成されている。従って、例えばビデオ解像度など、システムで再
生可能な何らかの条件等に従って、プレイリストセット１２６Ｓ中からプレイリスト１２
６を選択する処理が実行される。
　但し図９に例示したように、ポインタ２００ＰＴにより指定されるプレイリストセット
が単一のプレイリストからなる場合には、即ち図３に示したプレイリストセット１２６Ｓ
を単一のプレイリスト１２６に置き換えた場合には、タイトルエレメント２００－２は、
論理的に、プリコマンド２００ＰＲ或いは１２６ＰＲと、再生時に再生されるプレイリス
ト１２６と、ポストコマンド２００ＰＳ或いはポストコマンド１２６ＰＳと、ネクスト情
報２００－６Ｎとから構成されてもよい。この場合には、システムで再生可能な条件等に
拘わらず、プレイリストセットが再生用に指定されれば、単一のプレイリスト１２６の再
生処理が実行されることになる。
　再び図３において、オブジェクト情報ファイル１３０は、各プレイリスト１２６内に構
成される各アイテムに対するオブジェクトデータファイル１４０中の格納位置（即ち、再
生対象の論理アドレス）や、そのアイテムの再生に関する各種属性情報が格納される。本
実施例では特に、オブジェクト情報ファイル１３０は、後に詳述する複数のＡＵ（アソシ
エートユニット）情報１３２Ｉ（ＡＵ＃１～ＡＵ＃ｑ）を含んでなるＡＵテーブル１３１
と、ＥＳ（エレメンタリーストリーム）マップテーブル１３４と、その他の情報１３８と
を格納する。
　オブジェクトデータファイル１４０は、トランスポートストリーム（ＴＳ）別のＴＳオ
ブジェクト１４２（ＴＳ＃１オブジェクト～ＴＳ＃ｓオブジェクト）、即ち実際に再生す
るコンテンツの実体データを、複数格納する。
　尚、図３を参照して説明した４種類のファイルは、更に夫々複数のファイルに分けて格
納することも可能であり、これらを全てファイルシステム１０５により管理してもよい。
例えば、オブジェクトデータファイル１４０を、オブジェクトデータファイル＃１、オブ
ジェクトデータファイル＃２、…というように複数に分けることも可能である。
　図１０に示すように、論理的に再生可能な単位である図３に示したＴＳオブジェクト１
４２は、例えば６ｋＢのデータ量を夫々有する複数のアラインドユニット１４３に分割さ
れてなる。アラインドユニット１４３の先頭は、ＴＳオブジェクト１４２の先頭に一致（
アラインド）されている。各アラインドユニット１４３は更に、１９２Ｂのデータ量を夫
々有する複数のソースパケット１４４に細分化されている。ソースパケット１４４は、物
理的に再生可能な単位であり、この単位即ちパケット単位で、光ディスク１００上のデー
タのうち少なくともビデオデータ、オーディオデータ及びサブピクチャデータは多重化さ
れており、その他の情報についても同様に多重化されてよい。各ソースパケット１４４は
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、４Ｂのデータ量を有する、再生時間軸上におけるＴＳ（トランスポートストリーム）パ
ケットの再生処理開始時刻を示すパケットアライバルタイムスタンプ等の再生を制御する
ための制御情報１４５と、１８８Ｂのデータ量を有するＴＳパケット１４６とを含んでな
る。ＴＳパケット１４６は、パケットヘッダ１４６ａをＴＳパケットペイロード１４６ｂ
の先頭部に有し、ビデオデータがパケット化されて「ビデオパケット」とされるか、オー
ディオデータがパケット化されて「オーディオパケット」とされるか、又はサブピクチャ
データがパケット化されて「サブピクチャパケット」とされるか、若しくは、その他のデ
ータがパケット化される。
　次に図１１及び図１２を参照して、図２（ｂ）に示した如きトランスポートストリーム
形式のビデオデータ、オーディオデータ、サブピクチャデータ等が、図４に示したＴＳパ
ケット１４６により、光ディスク１００上に多重記録される点について説明する。ここに
、図１１は、上段のプログラム＃１（ＰＧ１）用のエレメンタリーストリーム（ＥＳ）と
中段のプログラム＃２（ＰＧ２）用のエレメンタリーストリーム（ＥＳ）とが多重化され
て、これら２つのプログラム（ＰＧ１＆２）用のトランスポートストリーム（ＴＳ）が構
成される様子を、横軸を時間軸として概念的に示すものであり、図１２は、一つのトラン
スポートストリーム（ＴＳ）内に多重化されたＴＳパケットのイメージを、時間の沿った
パケット配列として概念的に示すものである。
　図１１に示すように、プログラム＃１用のエレメンタリーストリーム（上段）は、例え
ば、プログラム＃１用のビデオデータがパケット化されたＴＳパケット１４６が時間軸（
横軸）に対して離散的に配列されてなる。プログラム＃２用のエレメンタリーストリーム
（中段）は、例えば、プログラム＃２用のビデオデータがパケット化されたＴＳパケット
１４６が時間軸（横軸）に対して離散的に配列されてなる。そして、これらのＴＳパケッ
ト１４６が多重化されて、これら二つのプログラム用のトランスポートストリーム（下段
）が構築されている。尚、図１１では説明の便宜上省略しているが、図２（ｂ）に示した
ように、実際には、プログラム＃１用のエレメンタリーストリームとして、オーディオデ
ータがパケット化されたＴＳパケットからなるエレメンタリーストリームやサブピクチャ
データがパケット化されたＴＳパケットからなるサブピクチャストリームが同様に多重化
されてもよく、更にこれらに加えて、プログラム＃２用のエレメンタリーストリームとし
て、オーディオデータがパケット化されたＴＳパケットからなるエレメンタリーストリー
ムやサブピクチャデータがパケット化されたＴＳパケットからなるサブピクチャストリー
ムが同様に多重化されてもよい。
　図１２に示すように、本実施例では、このように多重化された多数のＴＳパケット１４
６から、一つのＴＳストリームが構築される。そして、多数のＴＳパケット１４６は、こ
のように多重化された形で、パケットアライバルタイムスタンプ等１４５の情報を付加し
、光ディスク１００上に多重記録される。尚、図１２では、プログラム＃ｉ（ｉ＝１，２
，３）を構成するデータからなるＴＳパケット１４６に対して、ｊ（ｊ＝１，２，…）を
プログラムを構成するストリーム別の順序を示す番号として、“Ｅｌｅｍｅｎｔ（ｉ０ｊ
）”で示しており、この（ｉ０ｊ）は、エレメンタリーストリーム別のＴＳパケット１４
６の識別番号たるパケットＩＤとされている。このパケットＩＤは、複数のＴＳパケット
１４６が同一時刻に多重化されても相互に区別可能なように、同一時刻に多重化される複
数のＴＳパケット１４６間では固有の値が付与されている。
　また図１２では、ＰＡＴ（プログラムアソシエーションテーブル）及びＰＭＴ（プログ
ラムマップテーブル）も、ＴＳパケット１４６単位でパケット化され且つ多重化されてい
る。これらのうちＰＡＴは、複数のＰＭＴのパケットＩＤを示すテーブルを格納している
。特にＰＡＴは、所定のパケットＩＤとして、図１２のように（０００）が付与されるこ
とがＭＰＥＧ２規格で規定されている。即ち、同一時刻に多重化された多数のパケットの
うち、パケットＩＤが（０００）であるＴＳパケット１４６として、ＰＡＴがパケット化
されたＴＳパケット１４６が検出されるように構成されている。そして、ＰＭＴは、一又
は複数のプログラムについて各プログラムを構成するエレメンタリーストリーム別のパケ
ットＩＤを示すテーブルを格納している。ＰＭＴには、任意のパケットＩＤを付与可能で
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あるが、それらのパケットＩＤは、上述の如くパケットＩＤが（０００）として検出可能
なＰＡＴにより示されている。従って、同一時刻に多重化された多数のパケットのうち、
ＰＭＴがパケット化されたＴＳパケット１４６（即ち、図１２でパケットＩＤ（１００）
、（２００）、（３００）が付与されたＴＳパケット１４６）が、ＰＡＴにより検出され
るように構成されている。
　図１２に示した如きトランスポートストリームがデジタル伝送されて来た場合、チュー
ナは、このように構成されたＰＡＴ及びＰＭＴを参照することにより、多重化されたパケ
ットの中から所望のエレメンタリーストリームに対応するものを抜き出して、その復調が
可能となるのである。
　そして、本実施例では、図１０に示したＴＳオブジェクト１４２内に格納されるＴＳパ
ケット１４６として、このようなＰＡＴやＰＭＴのパケットを含む。即ち、図１２に示し
た如きトランスポートストリームが伝送されてきた際に、そのまま光ディスク１００上に
記録できるという大きな利点が得られる。
　更に、本実施例では、このように記録されたＰＡＴやＰＭＴについては光ディスク１０
０の再生時には参照することなく、代わりに図３に示した後に詳述するＡＵテーブル１３
１及びＥＳマップテーブル１３４を参照することによって、より効率的な再生を可能とし
、複雑なマルチビジョン再生等にも対処可能とする。このために本実施例では、例えば復
調時や記録時にＰＡＴ及びＰＭＴを参照することで得られるエレメンタリーストリームと
パケットとの対応関係を、ＡＵテーブル１３１及びＥＳマップテーブル１３４の形で且つ
パケット化或いは多重化しないで、オブジェクト情報ファイル１３０内に格納するのであ
る。
　次に図１３を参照して、光ディスク１００上のデータの論理構成について説明する。こ
こに、図１３は、光ディスク１００上のデータの論理構成を、論理階層からオブジェト階
層或いは実体階層への展開を中心に模式的に示したものである。
　図１３において、光ディスク１００には、例えば映画１本、テレビ番組１本などの論理
的に大きなまとまりであるタイトル２００が、一又は複数記録されている。各タイトル２
００は、一又は複数のタイトルエレメント２００－２を含む。各タイトルエレメント２０
０－２は、複数のプレイリストセット１２６Ｓから論理的に構成されている。各タイトル
エレメント２００－２内で、複数のプレイリストセット１２６Ｓはシーケンシャル構造を
有してもよいし、分岐構造を有してもよい。
　尚、単純な論理構成の場合、一つのタイトルエレメント２００は、一つのプレイリスト
セット１２６Ｓから構成され、更に一つのプレイリストセット１２６Ｓは、一つのプレイ
リスト１２６から構成される。また、一つのプレイリストセット１２６Ｓを複数のタイト
ルエレメント２００－２或いは、複数のタイトル２００から参照することも可能である。
　各プレイリスト１２６は、複数のアイテム（プレイアイテム）２０４から論理的に構成
されている。各プレイリスト１２６内で、複数のアイテム２０４は、シーケンシャル構造
を有してもよいし、分岐構造を有してもよい。また、一つのアイテム２０４を複数のプレ
イリスト１２６から参照することも可能である。アイテム２０４に記述された前述のＩＮ
ポイント情報及びＯＵＴポイント情報により、ＴＳオブジェクト１４２の再生範囲が論理
的に指定される。そして、論理的に指定された再生範囲についてオブジェクト情報１３０
ｄを参照することにより、最終的にはファイルシステムを介して、ＴＳオブジェクト１４
２の再生範囲が物理的に指定される。ここに、オブジェクト情報１３０ｄは、ＴＳオブジ
ェクト１４２の属性情報、ＴＳオブジェクト１４２内におけるデータサーチに必要なＥＳ
アドレス情報１３４ｄ等のＴＳオブジェクト１４２を再生するための各種情報を含む（尚
、図３に示したＥＳマップテーブル１３４は、このようなＥＳアドレス情報１３４ｄを複
数含んでなる）。
　そして、後述の情報記録再生装置によるＴＳオブジェクト１４２の再生時には、アイテ
ム２０４及びオブジェクト情報１３０ｄから、当該ＴＳオブジェクト１４２における再生
すべき物理的なアドレスが取得され、所望のエレメンタリーストリームの再生が実行され
る。
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　尚、図１３のオブジェクト情報１３０ｄ内に示した、ＥＳアドレス情報１３４ｄを複数
含むＥＰ（エントリーパス）マップは、ここでは、ＡＵテーブル１３１とＥＳマップテー
ブル１３４との両者をまとめたオブジェクト情報テーブルのことを指している。
　このように本実施例では、アイテム２０４に記述されたＩＮポイント情報及びＯＵＴポ
イント情報並びにオブジェクト情報１３０ｄのＥＳマップテーブル１３４（図３参照）内
に記述されたＥＳアドレス情報１３４ｄにより、再生シーケンスにおける論理階層からオ
ブジェクト階層への関連付けが実行され、エレメンタリーストリームの再生が可能とされ
る。
　以上詳述したように本実施例では、光ディスク１００上においてＴＳパケット１４６の
単位で多重記録されており、これにより、図２（ｂ）に示したような多数のエレメンタリ
ーストリームを含んでなる、トランスポートストリームを光ディスク１００上に多重記録
可能とされている。本実施例によれば、デジタル放送を光ディスク１００に記録する場合
、記録レートの制限内で複数の番組或いは複数のプログラムを同時に記録可能であるが、
ここでは一つのＴＳオブジェクト１４２へ複数の番組或いは複数のプログラムを多重化し
て記録する方法を採用している。以下、このような記録処理を実行可能な情報記録再生装
置の実施例について説明する。
　（情報記録再生装置）
　次に図１４から図１９を参照して、本発明の情報記録再生装置の実施例について説明す
る。ここに、図１４は、情報記録再生装置のブロック図であり、図１５から図１９は、そ
の動作を示すフローチャートである。
　図１４において、情報記録再生装置５００は、再生系と記録系とに大別されており、上
述した光ディスク１００に情報を記録可能であり且つこれに記録された情報を再生可能に
構成されている。本実施例では、このように情報記録再生装置５００は、記録再生用であ
るが、基本的にその記録系部分から本発明の記録装置の実施例を構成可能であり、他方、
基本的にその再生系部分から本発明の情報再生装置の実施例を構成可能である。
　情報記録再生装置５００は、光ピックアップ５０２、サーボユニット５０３、スピンド
ルモータ５０４、復調器５０６、デマルチプレクサ５０８、ビデオデコーダ５１１、オー
ディオデコーダ５１２、サブピクチャデコーダ５１３、加算器５１４、静止画デコーダ５
１５、システムコントローラ５２０、メモリ５３０、メモリ５４０、メモリ５５０、変調
器６０６、フォーマッタ６０８、ＴＳオブジェクト生成器６１０、ビデオエンコーダ６１
１、オーディオエンコーダ６１２及びサブピクチャエンコーダ６１３を含んで構成されて
いる。システムコントローラ５２０は、ファイル（Ｆｉｌｅ）システム／論理構造データ
生成器５２１及びファイル（Ｆｉｌｅ）システム／論理構造データ判読器５２２を備えて
いる。更にシステムコントローラ５２０には、メモリ５３０及び、タイトル情報等のユー
ザ入力を行うためのユーザインタフェース７２０が接続されている。
　これらの構成要素のうち、復調器５０６、デマルチプレクサ５０８、ビデオデコーダ５
１１、オーディオデコーダ５１２、サブピクチャデコーダ５１３、加算器５１４、静止画
デコーダ５１５、メモリ５４０及びメモリ５５０から概ね再生系が構成されている。他方
、これらの構成要素のうち、変調器６０６、フォーマッタ６０８、ＴＳオブジェクト生成
器６１０、ビデオエンコーダ６１１、オーディオエンコーダ６１２及びサブピクチャエン
コーダ６１３から概ね記録系が構成されている。そして、光ピックアップ５０２、サーボ
ユニット５０３、スピンドルモータ５０４、システムコントローラ５２０及びメモリ５３
０、並びにタイトル情報等のユーザ入力を行うためのユーザインタフェース７２０は、概
ね再生系及び記録系の両方に共用される。更に記録系については、ＴＳオブジェクトデー
タ源７００（若しくは、ＰＳオブジェクトデータ源７００、又はビットマップデータ、Ｊ
ＰＥＧデータ等の静止画データ源７００）と、ビデオデータ源７１１、オーディオデータ
源７１２及びサブピクチャデータ源７１３とが用意される。また、システムコントローラ
５２０内に設けられるファイルシステム／論理構造データ生成器５２１は、主に記録系で
用いられ、ファイルシステム／論理構造判読器５２２は、主に再生系で用いられる。
　光ピックアップ５０２は、光ディスク１００に対してレーザービーム等の光ビームＬＢ
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を、再生時には読み取り光として第１のパワーで照射し、記録時には書き込み光として第
２のパワーで且つ変調させながら照射する。サーボユニット５０３は、再生時及び記録時
に、システムコントローラ５２０から出力される制御信号Ｓｃ１による制御を受けて、光
ピックアップ５０２におけるフォーカスサーボ、トラッキングサーボ等を行うと共にスピ
ンドルモータ５０４におけるスピンドルサーボを行う。スピンドルモータ５０４は、サー
ボユニット５０３によりスピンドルサーボを受けつつ所定速度で光ディスク１００を回転
させるように構成されている。
　（ｉ）　記録系の構成及び動作：
　次に図１４から図１８を参照して、情報記録再生装置５００のうち記録系を構成する各
構成要素における具体的な構成及びそれらの動作を、場合分けして説明する。
　（ｉ－１）　作成済みのＴＳオブジェクトを使用する場合：
　この場合について図１４及び図１５を参照して説明する。
　図１４において、ＴＳオブジェクトデータ源７００は、例えばビデオテープ、メモリ等
の記録ストレージからなり、ＴＳオブジェクトデータＤ１を格納する。
　図１５では先ず、ＴＳオブジェクトデータＤ１を使用して光ディスク１００上に論理的
に構成する各タイトルの情報（例えば、プレイリストの構成内容等）は、ユーザインタフ
ェース７２０から、タイトル情報等のユーザ入力Ｉ２として、システムコントローラ５２
０に入力される。そして、システムコントローラ５２０は、ユーザインタフェース７２０
からのタイトル情報等のユーザ入力Ｉ２を取り込む（ステップＳ２１：Ｙｅｓ及びステッ
プＳ２２）。この際、ユーザインタフェース７２０では、システムコントローラ５２０か
らの制御信号Ｓｃ４による制御を受けて、例えばタイトルメニュー画面を介しての選択な
ど、記録しようとする内容に応じた入力処理が可能とされている。尚、ユーザ入力が既に
実行済み等の場合には（ステップＳ２１：Ｎｏ）、これらの処理は省略される。
　次に、ＴＳオブジェクトデータ源７００は、システムコントローラ５２０からのデータ
読み出しを指示する制御信号Ｓｃ８による制御を受けて、ＴＳオブジェクトデータＤ１を
出力する。そして、システムコントローラ５２０は、ＴＳオブジェクト源７００からＴＳ
オブジェクトデータＤ１を取り込み（ステップＳ２３）、そのファイルシステム／論理構
造データ生成器５２１内のＴＳ解析機能によって、例えば前述の如くビデオデータ等と共
にパケット化されたＰＡＴ、ＰＭＴ等に基づいて、ＴＳオブジェクトデータＤ１における
データ配列（例えば、記録データ長等）、各エレメンタリーストリームの構成の解析（例
えば、後述のＥＳ＿ＰＩＤ（エレメンタリーストリーム・パケット識別番号）の理解）な
どを行う（ステップＳ２４）。
　続いて、システムコントローラ５２０は、取り込んだタイトル情報等のユーザ入力Ｉ２
並びに、ＴＳオブジェクトデータＤ１のデータ配列及び各エレメンタリーストリームの解
析結果から、そのファイルシステム／論理構造データ生成器５２１によって、論理情報フ
ァイルデータＤ４として、ディスク情報ファイル１１０、プレイリスト情報ファイル１２
０、オブジェクト情報ファイル１３０及びファイルシステム１０５（図３参照）を作成す
る（ステップＳ２５）。メモリ５３０は、このような論理情報ファイルデータＤ４を作成
する際に用いられる。
　尚、ＴＳオブジェクトデータＤ１のデータ配列及び各エレメンタリーストリームの構成
情報等についてのデータを予め用意しておく等のバリエーションは当然に種々考えられる
が、それらも本実施例の範囲内である。
　図１４において、フォーマッタ６０８は、ＴＳオブジェクトデータＤ１と論理情報ファ
イルデータＤ４とを共に、光ディスク１００上に格納するためのデータ配列フォーマット
を行う装置である。より具体的には、フォーマッタ６０８は、スイッチＳｗ１及びスイッ
チＳｗ２を備えてなり、システムコントローラ５２０からのスイッチ制御信号Ｓｃ５によ
りスイッチング制御されて、ＴＳオブジェクトデータＤ１のフォーマット時には、スイッ
チＳｗ１を▲１▼側に接続して且つスイッチＳｗ２を▲１▼側に接続して、ＴＳオブジェ
クトデータ源７００からのＴＳオブジェクトデータＤ１を出力する。尚、ＴＳオブジェク
トデータＤ１の送出制御については、システムコントローラ５２０からの制御信号Ｓｃ８
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により行われる。他方、フォーマッタ６０８は、論理情報ファイルデータＤ４のフォーマ
ット時には、システムコントローラ５２０からのスイッチ制御信号Ｓｃ５によりスイッチ
ング制御されて、スイッチＳｗ２を▲２▼側に接続して、論理情報ファイルデータＤ４を
出力するように構成されている。
　図１５のステップＳ２６では、このように構成されたフォーマッタ６０８によるスイッ
チング制御によって、（ｉ）ステップＳ２５でファイルシステム／論理構造データ生成器
５２１からの論理情報ファイルデータＤ４又は（ｉｉ）ＴＳオブジェクトデータ源７００
からのＴＳオブジェクトデータＤ１が、フォーマッタ６０８を介して出力される（ステッ
プＳ２６）。
　フォーマッタ６０８からの選択出力は、ディスクイメージデータＤ５として変調器６０
６に送出され、変調器６０６により変調されて、光ピックアップ５０２を介して光ディス
ク１００上に記録される（ステップＳ２７）。この際のディスク記録制御についても、シ
ステムコントローラ５２０により実行される。
　そして、ステップＳ２５で生成された論理情報ファイルデータＤ４と、これに対応する
ＴＳオブジェクトデータＤ１とが共に記録済みでなければ、ステップＳ２６に戻って、そ
の記録を引き続いて行う（ステップＳ２８：Ｎｏ）。尚、論理情報ファイルデータＤ４と
これに対応するＴＳオブジェクトデータＤ１との記録順についてはどちらが先でも後でも
よい。
　他方、これら両方共に記録済みであれば、光ディスク１００に対する記録を終了すべき
か否かを終了コマンドの有無等に基づき判定し（ステップＳ２９）、終了すべきでない場
合には（ステップＳ２９：Ｎｏ）ステップＳ２１に戻って記録処理を続ける。他方、終了
すべき場合には（ステップＳ２９：Ｙｅｓ）、一連の記録処理を終了する。
　以上のように、情報記録再生装置５００により、作成済みのＴＳオブジェクトを使用す
る場合における記録処理が行われる。
　尚、図１５に示した例では、ステップＳ２５で論理情報ファイルデータＤ４を作成した
後に、ステップＳ２６で論理情報ファイルデータＤ４とこれに対応するＴＳオブジェクト
データＤ１とのデータ出力を実行しているが、ステップＳ２５以前に、ＴＳオブジェクト
データＤ１の出力や光ディスク１００上への記録を実行しておき、この記録後に或いはこ
の記録と並行して、論理情報ファイルデータＤ４を生成や記録することも可能である。
　加えて、ＴＳオブジェクトデータ源７００に代えて、ＰＳオブジェクトデータ源又は静
止画データ源が用いられてもよい。この場合には、ＴＳオブジェクトデータＤ１に代えて
、ＰＳオブジェクトデータ又は、ビットマップデータ、ＪＰＥＧデータ等の静止画データ
に対して、以上に説明したＴＳオブジェクトデータＤ１に対する記録処理が同様に行われ
、オブジェクトデータファイル１４０内に、ＴＳオブジェクト１４２に加えて又は代えて
（図３参照）、ＰＳオブジェクトデータ又は静止画オブジェクトデータが格納される。そ
して、ＰＳオブジェクトデータ又は静止画オブジェクトデータに関する各種論理情報が、
システムコントローラ５２０の制御下で生成されて、ディスク情報ファイル１１０、プレ
イリスト情報ファイル１２０、オブジェクト情報ファイル１３０等内に格納される。
　（ｉ－２）　放送中のトランスポートストリームを受信して記録する場合：
　この場合について図１４及び図１６を参照して説明する。尚、図１６において、図１５
と同様のステップには同様のステップ番号を付し、それらの説明は適宜省略する。
　この場合も、上述の「作成済みのＴＳオブジェクトを使用する場合」とほぼ同様な処理
が行われる。従って、これと異なる点を中心に以下説明する。
　放送中のトランスポートストリームを受信して記録する場合には、ＴＳオブジェクトデ
ータ源７００は、例えば放送中のデジタル放送を受信する受信器（セットトップボックス
）からなり、ＴＳオブジェクトデータＤ１を受信して、リアルタイムでフォーマッタ６０
８に送出する（ステップＳ４１）。これと同時に、受信時に解読された番組構成情報及び
後述のＥＳ＿ＰＩＤ情報を含む受信情報Ｄ３（即ち、受信器とシステムコントローラ５２
０のインタフェースとを介して送り込まれるデータに相当する情報）がシステムコントロ
ーラ５２０に取り込まれ、メモリ５３０に格納される（ステップＳ４４）。
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　一方で、フォーマッタ６０８に出力されたＴＳオブジェクトデータＤ１は、フォーマッ
タ６０８のスイッチング制御により変調器６０６に出力され（ステップＳ４２）、光ディ
スク１００に記録される（ステップＳ４３）。
　これらと並行して、受信時に取り込まれてメモリ５３０に格納されている受信情報Ｄ３
に含まれる番組構成情報及びＥＳ＿ＰＩＤ情報を用いて、ファイルシステム／論理構造生
成器５２１により論理情報ファイルデータＤ４を作成する（ステップＳ２４及びステップ
Ｓ２５）。そして一連のＴＳオブジェクトデータＤ１の記録終了後に、この論理情報ファ
イルデータＤ４を光ディスク１００に追加記録する（ステップＳ４６及びＳ４７）。尚、
これらステップＳ２４及びＳ２５の処理についても、ステップＳ４３の終了後に行っても
よい。
　更に、必要に応じて（例えばタイトルの一部を編集する場合など）、ユーザインタフェ
ース７２０からのタイトル情報等のユーザ入力Ｉ２を、メモリ５３０に格納されていた番
組構成情報及びＥＳ＿ＰＩＤ情報に加えることで、システムコントローラ５２０により論
理情報ファイルデータＤ４を作成し、これを光ディスク１００に追加記録してもよい。
　以上のように、情報記録再生装置５００により、放送中のトランスポートストリームを
受信してリアルタイムに記録する場合における記録処理が行われる。
　尚、放送時の全受信データをアーカイブ装置に一旦格納した後に、これをＴＳオブジェ
クト源７００として用いれば、上述した「作成済みのＴＳオブジェクトを使用する場合」
と同様な処理で足りる。
　（ｉ－３）　ビデオ、オーディオ及びサブピクチャデータを記録する場合：
　この場合について図１４及び図１７を参照して説明する。尚、図１７において、図１５
と同様のステップには同様のステップ番号を付し、それらの説明は適宜省略する。
　予め別々に用意したビデオデータ、オーディオデータ及びサブピクチャデータを記録す
る場合には、ビデオデータ源７１１、オーディオデータ源７１２及びサブピクチャデータ
源７１３は夫々、例えばビデオテープ、メモリ等の記録ストレージからなり、ビデオデー
タＤＶ、オーディオデータＤＡ及びサブピクチャデータＤＳを夫々格納する。
　これらのデータ源は、システムコントローラ５２０からの、データ読み出しを指示する
制御信号Ｓｃ８による制御を受けて、ビデオデータＤＶ、オーディオデータＤＡ及びサブ
ピクチャデータＤＳを夫々、ビデオエンコーダ６１１、オーディオエンコーダ６１２及び
サブピクチャエンコーダ６１３に送出する（ステップＳ６１）。そして、これらのビデオ
エンコーダ６１１、オーディオエンコーダ６１２及びサブビクチャエンコーダ６１３によ
り、所定種類のエンコード処理を実行する（ステップＳ６２）。
　ＴＳオブジェクト生成器６１０は、システムコントローラ５２０からの制御信号Ｓｃ６
による制御を受けて、このようにエンコードされたデータを、トランスポートストリーム
をなすＴＳオブジェクトデータに変換する（ステップＳ６３）。この際、各ＴＳオブジェ
クトデータのデータ配列情報（例えば記録データ長等）や各エレメンタリーストリームの
構成情報（例えば、後述のＥＳ＿ＰＩＤ等）は、ＴＳオブジェクト生成器６１０から情報
１６としてシステムコントローラ５２０に送出され、メモリ５３０に格納される（ステッ
プＳ６６）。
　他方、ＴＳオブジェクト生成器６１０により生成されたＴＳオブジェクトデータは、フ
ォーマッタ６０８のスイッチＳｗ１の▲２▼側に送出される。即ち、フォーマッタ６０８
は、ＴＳオブジェクト生成器６１０からのＴＳオブジェクトデータのフォーマット時には
、システムコントローラ５２０からのスイッチ制御信号Ｓｃ５によりスイッチング制御さ
れて、スイッチＳｗ１を▲２▼側にし且つスイッチＳｗ２を▲１▼側に接続することで、
当該ＴＳオブジェクトデータを出力する（ステップＳ６４）。続いて、このＴＳオブジェ
クトデータは、変調器６０６を介して、光ディスク１００に記録される（ステップＳ６５
）。
　これらと並行して、情報Ｉ６としてメモリ５３０に取り込まれた各ＴＳオブジェクトデ
ータのデータ配列情報や各エレメンタリーストリームの構成情報を用いて、ファイルシス
テム／論理構造生成器５２１により論理情報ファイルデータＤ４を作成する（ステップＳ
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２４及びステップＳ２５）。そして一連のＴＳオブジェクトデータＤ２の記録終了後に、
これを光ディスク１００に追加記録する（ステップＳ６７及びＳ６８）。尚、ステップＳ
２４及びＳ２５の処理についても、ステップＳ６５の終了後に行うようにしてもよい。
　更に、必要に応じて（例えばタイトルの一部を編集する場合など）、ユーザインタフェ
ース７２０からのタイトル情報等のユーザ入力Ｉ２を、これらのメモリ５３０に格納され
ていた情報に加えることで、ファイルシステム／論理構造生成器５２１により論理情報フ
ァイルデータＤ４を作成し、これを光ディスク１００に追加記録してもよい。
　以上のように、情報記録再生装置５００により、予め別々に用意したビデオデータ、オ
ーディオデータ及びサブピクチャデータを記録する場合における記録処理が行われる。
　尚、この記録処理は、ユーザの所有する任意のコンテンツを記録する際にも応用可能で
ある。
　（ｉ－４）　オーサリングによりデータを記録する場合：
　この場合について図１４及び図１８を参照して説明する。尚、図１８において、図１５
と同様のステップには同様のステップ番号を付し、それらの説明は適宜省略する。
　この場合は、上述した三つの場合における記録処理を組み合わせることにより、予めオ
ーサリングシステムが、ＴＳオブジェクトの生成、論理情報ファイルデータの生成等を行
った後（ステップＳ８１）、フォーマッタ６０８で行うスイッチング制御の処理までを終
了させる（ステップＳ８２）。その後、この作業により得られた情報を、ディスク原盤カ
ッティングマシン前後に装備された変調器６０６に、ディスクイメージデータＤ５として
送出し（ステップＳ８３）、このカッティングマシンにより原盤作成を行う（ステップＳ
８４）。
　（ｉｉ）　再生系の構成及び動作：
　次に図１４及び図１９を参照して、情報記録再生装置５００のうち再生系を構成する各
構成要素における具体的な構成及びそれらの動作を説明する。
　図１４において、ユーザインタフェース７２０によって、光ディスク１００から再生す
べきタイトルやその再生条件等が、タイトル情報等のユーザ入力Ｉ２としてシステムコン
トローラに入力される。この際、ユーザインタフェース７２０では、システムコントロー
ラ５２０からの制御信号Ｓｃ４による制御を受けて、例えばタイトルメニュー画面を介し
ての選択など、再生しようとする内容に応じた入力処理が可能とされている。
　これを受けて、システムコントローラ５２０は、光ディスク１００に対するディスク再
生制御を行い、光ピックアップ５０２は、読み取り信号Ｓ７を復調器５０６に送出する。
　復調器５０６は、この読み取り信号Ｓ７から光ディスク１００に記録された記録信号を
復調し、復調データＤ８として出力する。この復調データＤ８に含まれる、多重化されて
いない情報部分としての論理情報ファイルデータ（即ち、図３に示したファイルシステム
１０５、ディスク情報ファイル１１０、Ｐリスト情報ファイル１２０及びオブジェクト情
報ファイル１３０）は、システムコントローラ５２０に供給される。この論理情報ファイ
ルデータに基づいて、システムコントローラ５２０は、再生アドレスの決定処理、光ピッ
クアップ５０２の制御等の各種再生制御を実行する。
　他方、復調データＤ８に、多重化された情報部分としてのＴＳオブジェクトデータが含
まれているか又は静止画データが含まれているか、若しくは両者が含まれているかに応じ
て、切替スイッチＳＷ３は、システムコントローラ５２０からの制御信号Ｓｃ１０による
制御を受けて、▲１▼側たるデマルチプレクサ５０８側に切り替えられるか、又は▲２▼
側たる静止画デコーダ５１５側に切り替えられる。これにより選択的に、ＴＳオブジェク
トデータをデマルチプレクサ５０８に供給し、静止画データを静止画デコーダ５１５に供
給する。
　そして、復調データＤ８に含まれる、多重化された情報部分としてのＴＳオブジェクト
データについては、デマルチプレクサ５０８が、システムコントローラ５２０からの制御
信号Ｓｃ２による制御を受けてデマルチプレクスする。ここでは、システムコントローラ
５２０の再生制御によって再生位置アドレスへのアクセスが終了した際に、デマルチプレ
クスを開始させるように制御信号Ｓｃ２を送信する。
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　デマルチプレクサ５０８からは、ビデオパケット、オーディオパケット及びサブピクチ
ャパケットが夫々送出されて、ビデオデコーダ５１１、オーディオデコーダ５１２及びサ
ブピクチャデコーダ５１３に供給される。そして、ビデオデータＤＶ、オーディオデータ
ＤＡ及びサブピクチャデータＤＳが夫々復号化される。この際、サブピクチャデータＤＳ
については、メモリ５４０を介して加算器５１４に供給される。メモリ５４０からは、シ
ステムコントローラ５２０からの制御信号Ｓｃ５による制御を受けて、所定のタイミング
で或いは選択的に、サブピクチャデータＤＳが出力され、ビデオデータＤＶとのスーパー
インポーズが適宜行われる。即ち、サブピクチャデコーダ５１３から出力されたサブピク
チャデータをそのままスーパーインポーズする場合に比べて、スーパーインポーズのタイ
ミングやスーパーインポーズの要否を制御できる。例えば、制御信号Ｓｃ５を用いた出力
制御によって、主映像上に、サブピクチャを用いた字幕を適宜表示させたりさせなかった
り、或いはサブピクチャを用いたメニュー画面を適宜表示させたりさせなかったりするこ
とも可能となる。
　尚、図６に示したトランスポートストリームに含まれる、ＰＡＴ或いはＰＭＴがパケッ
ト化されたパケットについては夫々、復調データＤ８の一部として含まれているが、デマ
ルチプレクサ５０８で破棄される。
　加算器５１４は、システムコントローラ５２０からのミキシングを指示する制御信号Ｓ
ｃ３による制御を受けて、ビデオデコーダ５１１及びサブピクチャデコーダ５１３で夫々
復号化されたビデオデータＤＶ及びサブピクチャデータＤＳを、所定タイミングでミキシ
ング或いはスーパーインポーズする。その結果は、ビデオ出力として、当該情報記録再生
装置５００から例えばテレビモニタへ出力される。
　他方、オーディオデコーダ５１２で復号化されたオーディオデータＤＡは、オーディオ
出力として、当該情報記録再生装置５００から、例えば外部スピーカへ出力される。
　このようなビデオデータＤＶやサブピクチャデータＤＳの再生処理に代えて又は加えて
、復調データＤ８に静止画データが含まれる場合には、当該静止画データは、システムコ
ントローラ５２０からの制御信号Ｓｃ１０による制御を受ける切替スイッチＳＷ３を介し
て、静止画デコーダ５１５に供給される。そして、デコードされたビットマップデータ、
ＪＰＥＧデータ等の静止画データは、システムコントローラ５２０からの制御信号Ｓｃ１
１による制御を受けて、切替スイッチＳＷ４を介して加算器５１４にそのまま加算される
。或いは、切替スイッチＳＷ４を介してメモリ５５０に一旦蓄積される。メモリ５５０か
らは、システムコントローラ５２０からの制御信号Ｓｃ１２による制御を受けて所定のタ
イミングで或いは選択的に静止画データが出力されて、切替スイッチＳＷ５を介して加算
器５１４に供給される。これにより、静止画データと、ビデオデータＤＶやサブピクチャ
データＤＳとのスーパーインポーズが適宜行われる。即ち、静止画デコーダ５１５から出
力された静止画データをそのままスーパーインポーズする場合に比べて、スーパーインポ
ーズのタイミングやスーパーインポーズの要否を制御できる。例えば、制御信号Ｓｃ１２
を用いた出力制御によって、主映像上や副映像上に、静止画データを用いた、例えばメニ
ュー画面又はウインドウ画面などの静止画若しくは背景画としての静止画を適宜表示させ
たり、させなかったりすることも可能となる。
　加えて、システムコントローラ５２０からの制御信号Ｓｃ１３による制御を受けて、▲
２▼側に切り替えられた切替スイッチＳＷ５を介して、不図示の経路で別途、静止画デー
タが出力されてもよい。或いは、▲２▼側に切り替えられることで、切替スイッチＳＷ５
から何らの静止画データが出力されなくてもよい。
　ここで、図１９のフローチャートを更に参照して、システムコントローラ５２０による
再生処理ルーチンの具体例について説明する。
　図１９において、初期状態として、再生系による光ディスク１００の認識及びファイル
システム１０５（図３参照）によるボリューム構造やファイル構造の認識は、既にシステ
ムコントローラ５２０及びその内のファイルシステム／論理構造判読器５２２にて終了し
ているものとする。ここでは、ディスク情報ファイル１１０の中のディスク総合情報１１
２から、総タイトル数を取得し、その中の一つのタイトル２００を選択する以降の処理フ
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ローについて説明する。
　先ず、ユーザインタフェース７２０によって、タイトル２００の選択が行われる（ステ
ップＳ２１１）。これに応じて、ファイルシステム／論理構造判読器５２２の判読結果か
ら、システムコントローラ５２０による再生シーケンスに関する情報の取得が行われる。
尚、当該タイトル２００の選択においては、ユーザによるリモコン等を用いた外部入力操
作によって、タイトル２００を構成する複数のタイトルエレメント２００－２（図４参照
）のうち所望のものが選択されてもよいし、情報記録再生装置５００に設定されるシステ
ムパラメータ等に応じて、一つのタイトルエレメント２００－２が自動的に選択されても
よい。
　次に、この選択されたタイトル２００（タイトルエレメント２００－２）に対応するプ
レイリストセット１２６Ｓを構成する複数のプレイリスト１２６の内容が、取得される。
ここでは、論理階層の処理として、各プレイリスト１２６の構造とそれを構成する各アイ
テム２０４の情報（図５、図６及び図１３参照）の取得等が行われる（ステップＳ２１２
）。
　次に、ステップＳ２１２で取得された複数のプレイリスト１２６の中から、再生すべき
プレイリスト１２６の内容が取得される。ここでは例えば、先ずプレイリスト＃１から再
生が開始されるものとし、これに対応するプレイリスト１２６の内容が取得される（ステ
ップＳ２１３）。プレイリスト１２６の内容とは、一又は複数のプレイリストエレメント
１２６－２（図５参照）等であり、当該ステップＳ２１３の取得処理では、係るプレイリ
ストエレメント１２６－２等の取得が行われる。
　続いて、このプレイリスト１２６に含まれるプリコマンド１２６ＰＲ（図５参照）が実
行される（ステップＳ２１４）。尚、プリコマンド１２６ＰＲによって、プレイリストセ
ット１２６Ｓを構成する一定関係を有する複数のプレイリスト１２６のうちの一つを選択
することも可能である。また、プレイリスト１２６を構成するプレイリストエレメント１
２６－２がプリコマンド１２６ＰＲを有していなければ、この処理は省略される。
　次に、ステップＳ２１３で取得されたプレイリスト１２６により特定されるアイテム２
０４（図５～図７参照）に基づいて、再生すべきＴＳオブジェクト１４２（図３及び図１
０参照）を決定する（ステップＳ２１５）。より具体的には、アイテム２０４に基づいて
、再生対象であるＴＳオブジェクト１４２に係るオブジェクト情報ファイル１３０（図３
参照）の取得を実行し、再生すべきＴＳオブジェクト１４２のストリーム番号、アドレス
等を特定する。
　尚、本実施例では、後述するＡＵ（アソシエートユニット）情報１３２Ｉ及びＰＵ（プ
レゼンテーションユニット）情報３０２Ｉも、オブジェクト情報ファイル１３０に格納さ
れた情報として取得される。これらの取得された情報により、前述した論理階層からオブ
ジェクト階層への関連付け（図１３参照）が行われるのである。
　次に、ステップＳ２１５で決定されたＴＳオブジェクト１４２の再生が実際に開始され
る。即ち、論理階層での処理に基づいて、オブジェクト階層の処理が開始される（ステッ
プＳ２１６）。
　ＴＳオブジェクト１４２の再生処理中、再生すべきプレイリスト１２６を構成する次の
アイテム２０４が存在するか否かが判定される（ステップＳ２１７）。そして、次のアイ
テム２０４が存在する限り（ステップＳ２１７：Ｙｅｓ）、ステップＳ２１５に戻って、
上述したＴＳオブジェクト１４２の決定及び再生処理が繰り返される。
　他方、ステップＳ２１７の判定において、次のアイテム２０４が存在しなければ（ステ
ップＳ２１７：Ｎｏ）、実行中のプレイリスト１２６に対応するポストコマンド１２６Ｐ
Ｓ（図５参照）が実行される（ステップＳ２１８）。尚、プレイリスト１２６を構成する
プレイリストエレメント１２６－２がポストコマンド１２６ＰＳを有していなければ、こ
の処理は省略される。
　その後、選択中のタイトル２００を構成する次のプレイリスト１２６が存在するか否か
が判定される（ステップＳ２１９）。ここで存在すれば（ステップＳ２１９：Ｙｅｓ）、
ステップＳ２１３に戻って、再生すべきプレイリスト１２６の取得以降の処理が繰り返し
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て実行される。
　他方、ステップＳ２１９の判定において、次のプレイリスト１２６が存在しなければ（
ステップＳ２１９：Ｎｏ）、即ちステップＳ２１１におけるタイトル２００の選択に応じ
て再生すべき全プレイリスト１２６の再生が完了していれば、一連の再生処理を終了する
。
　以上説明したように、本実施例の情報記録再生装置５００による光ディスク１００の再
生処理が行われる。
　本実施例では特に、以上説明した（ｉ）記録系の構成及び動作においては、デュアル・
モノ形式のオーディオストリームが、図２（ｂ）に示したトランスポートストリーム中の
複数のオーディオストリーム中に含まれるように記録が行われる。しかも、ＥＳマップテ
ーブル中で、デュアル・モノ形式のオーディオストリームに対して、チャネル指定情報を
付加するように記録が行われる。
　本実施例では特に、以上説明した（ｉｉ）再生系の構成及び動作においては、デュアル
・モノ形式のオーディオストリームと、ＡＣ－３等の他の形式のオーディオストリームと
の間における“ストリーム切替”が、次に説明するように、ＡＵテーブル中のＰＵテーブ
ルを介してＥＳマップテーブルを参照することによって実行される。更に、１本のデュア
ル・モノ形式のオーディオストリーム内における“ストリーム内音声切替”も、次に説明
するように、ＥＳマップテーブルに含まれるチャネル指定情報を参照することにより実行
される。
　尚、本発明では、本発明に係る“複数チャネルストリーム”の一例たるデュアル・モノ
形式のオーディオストリームが、図２（ｂ）に示したトランスポートストリーム中のみな
らず、図２（ａ）又は図２（ｃ）に示したプログラムストリーム中に含まれていてもよい
。そして、次に説明するように、このデュアル・モノ形式のオーディオストリームと、他
のＡＣ－３等のオーディオストリームとの間における“ストリーム切替”が実行可能であ
るのみならず、１本のデュアル・モノ形式のオーディオストリーム内にける“ストリーム
内音声切替”も実行可能とされている。即ち、本発明は、例えば、図２（ａ）～図２（ｃ
）に示したいずれのストリーム形式に対しても適用可能である。そして最も単純な場合に
は、図２（ａ）～図２（ｃ）に示した、“全体ストリーム”の一例たるプログラムストリ
ーム或いはトランスポートストリームにおいて、ビデオストリームやサブピクチャストリ
ームが存在せず且つ複数のオーディオストリームが存在する場合であっても、本発明は適
用可能であり、いずれの場合にあっても、“ストリーム切替”及び“ストリーム内音声切
替”の両方が可能である本発明により相応の利益が得られる。
　（ストリーム切替及びストリーム内音声切替）
　次に図２０～図２３を参照して、本実施例における複数のオーディオストリーム間にお
けるストリーム切替及びデュアル・モノ形式のオーディオストリーム内におけるストリー
ム内音声切替について説明する。ここに、図２０は、ストリーム切替可能なタイトル部分
を含むディスク構造を示す概念図である。図２１は、ＡＵテーブル及びＥＳアップテーブ
ルにおけるデータ構造を示す概念図である。図２２は、図１４に示した情報記録再生装置
に備えられたオーディオデコーダの詳細を示すブロック図である。また、図２３は、情報
再生装置における、ストリーム切替及びストリーム内音声切替に係る動作を示すフローチ
ャートである。
　図２０に例示するように、本実施例の光ディスク１００上に記録されたアイテム（Ｉｔ
ｅｍ）＃１に係るオブジェクトデータ部分については、本発明に係る“関連グループ”の
一例たるＡＵ＃１に、本発明に係る“再生出力グループ”の一例たるＰＵが１個のみ、即
ちＰＵ＃１のみが含まれている。アイテム＃２に係るオブジェクトデータ部分については
、ＡＵ＃２に、ＰＵが４個、即ちＰＵ＃１～ＰＵ＃４が含まれている。アイテム＃３に係
るオブジェクトデータ部分については、ＡＵ＃３に、ＰＵが１個のみ、即ちＰＵ＃１のみ
が含まれている。
　更に、アイテム＃１及び＃３に対応する１個のＰＵ＃１に含まれるオーディオストリー
ムは、いずれもＡＣ－３形式のオーディオストリームである。
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　従って、アイテム＃１は、オーディオストリームについてのストリーム切替が不可能で
あり、専らＡＣ－３形式のオーディオストリームのみの再生が可能とされる。係るＡＣ－
３形式のオーディオストリームは、同一ＰＵに属するビデオストリーム（図中、Ｖｉｄｅ
ｏ０）及びサブピクチャストリーム（図中、Ｓｕｂ－ｐｉｃｔｕｒｅ０）と共に、例えば
、字幕付き且つサラウンド音声の映画等のコンテンツ＃０として再生出力される。
　同様に、アイテム＃３は、オーディオストリームについてのストリーム切替が不可能で
あり、専らＡＣ－３形式のオーディオストリームのみの再生が可能とされる。係るＡＣ－
３形式のオーディオストリームは、同一ＰＵに属するビデオストリーム（図中、Ｖｉｄｅ
ｏ２）及びサブピクチャストリーム（図中、Ｓｕｂ－ｐｉｃｔｕｒｅ２）と共に、例えば
、字幕付き且つサラウンド音声の映画等のコンテンツ＃３として再生出力される。
　これに対して、アイテム＃２に対応する４個のＰＵのうちの一つであるＰＵ＃１に含ま
れるオーディオストリームは、デュアル・モノ形式のオーディオストリームであり且つそ
のチャネル番号（利用チャネルデータ）は、“ＣＨ０”である。アイテム＃２に対応する
４個のＰＵのうちの他の一つであるＰＵ＃２に含まれるオーディオストリームは、ＰＵ＃
１の場合と同一のデュアル・モノ形式のオーディオストリームであり且つそのチャネル番
号（利用チャネルデータ）は、ＰＵ＃１の場合と異なり“ＣＨ１”である。アイテム＃２
に対応する４個のＰＵのうちの他の一つであるＰＵ＃３に含まれるオーディオストリーム
は、ＰＵ＃１及びＰＵ＃２の場合と同一のデュアル・モノ形式のオーディオストリームで
あり且つそのチャネル番号（利用チャネルデータ）は、ＰＵ＃１又はＰＵ＃２の場合と異
なり“ＣＨ０＆ＣＨ１（両方のチャネルの番号）”である。アイテム＃２に対応する４個
のＰＵのうちの残りの一つであるＰＵ＃４に含まれるオーディオストリームは、ＡＵ＃１
及び＃３と同じく、ＡＣ－３形式のオーディオストリームである。
　係るデュアル・モノ形式又はＡＣ－３形式のオーディオストリームは、同一ＰＵに属す
るビデオストリーム（図中、Ｖｉｄｅｏ１）及びサブピクチャストリーム（図中、Ｓｕｂ
－ｐｉｃｔｕｒｅ１）と共に、例えば、字幕付き且つサラウンド音声の映画等のコンテン
ツ＃３として再生出力される。尚、ＰＵ毎に、ビデオストリーム及びサブピクチャストリ
ームの少なくとも一方を変えてもよいが、ここでは簡単のため、アイテム＃２については
、これらのストリームは同一であるとしている。
　図２１に示すように、図２０のアイテム＃２のＡＵ及びＰＵ等に係る論理構成は、ＡＵ
テーブル１３１及びＥＳマップテーブル１３４によって構成されている。
　図２１の上段に示すように本具体例では、ＡＵテーブル１３１は、各フィールド（Ｆｉ
ｅｌｄ）が必要な個数分のテーブルを追加可能な構造を有してもよい。例えば、ＡＵが４
つ存在すれば、該当フィールドが４つに増える構造を有してもよい。ＡＵテーブル１３１
には、別フィールド（Ｆｉｅｌｄ）に、ＡＵの数、各ＡＵへのポインタなどが記述される
「ＡＵテーブル総合情報」と、「その他の情報」とが格納されている。
　そして、ＡＵテーブル１３１内には、各ＡＵ＃ｎに対応する各ＰＵ＃ｍにおけるＥＳテ
ーブルインデックス＃ｍ（ＥＳ＿ｔａｂｌｅ　Ｉｎｄｅｘ　＃ｍ）を示すＡＵ情報１３２
Ｉとして、対応するＥＳマップテーブル１３４のインデックス番号（Ｉｎｄｅｘ番号＝…
）が記述されている。ここで「ＡＵ」とは、前述の如く例えばテレビ放送でいうところの
“番組”に相当する単位であり、この中に再生単位であるＰＵが一つ以上含まれている。
また、「ＰＵ」とは、前述の如く各ＡＵ内に含まれる相互に切り替え可能なエレメンタリ
ーストリームの集合であり、ＰＵ情報３０２Ｉにより各ＰＵに対応するＥＳテーブルイン
デックス番号が特定されている。例えば、ＡＵでマルチビューコンテンツを構成する場合
、ＡＵ内には、複数のＰＵが格納されていて、夫々のＰＵ内には、各ビューのコンテンツ
を構成するパケットを示す複数のエレメンタリーストリームパケットＩＤへのポインタが
格納されている。これは後述するＥＳマップテーブル１３４内のインデックス番号を示し
ている。
　図２１の下段において、ＥＳマップテーブル１３４には、フィールド（Ｆｉｅｌｄ）別
に、ＥＳマップテーブル総合情報（ＥＳ＿ｍａｐ　ｔａｂｌｅ総合情報）と、複数のイン
デックス＃ｍ（ｍ＝１，２，…）と、「その他の情報」とが格納されている。
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　「ＥＳマップテーブル総合情報」には、当該ＥＳマップテーブルのサイズや、総インデ
ックス数等が記述される。
　そして「インデックス＃ｍ」は夫々、再生に使用される全エレメンタリーストリームの
エレメンタリーストリームパケットＩＤ（ＥＳ＿ＰＩＤ）と、それに対応するインデック
ス番号及びエレメンタリーストリームのアドレス情報を含んで構成されている。
　本実施例では例えば、このアドレス情報として、前述のようにエレメンタリーストリー
ムがＭＰＥＧ２のビデオストリームである場合には、Ｉピクチャの先頭のＴＳパケット番
号とこれに対応する表示時間のみが、ＥＳマップテーブル１３４中に記述されており、デ
ータ量の削減が図られている。
　このように構成されているため、ＡＵテーブル１３１から指定されたＥＳマップ１３４
のインデックス番号から、実際のエレメンタリーストリームのエレメンタリーストリーム
パケットＩＤ（ＥＳ＿ＰＩＤ）が取得可能となる。また、そのエレメンタリーストリーム
パケットＩＤに対応するエレメンタリーストリームのアドレス情報も同時に取得可能であ
るため、これらの情報を元にしてオブジェクトデータの再生が可能となる。
　本実施例では特に図２１に示すように、ＡＵテーブル１３１中におけるＡＵ＃２に係る
ＡＵ情報１３２Ｉにより複数のＰＵが、相互に切替可能なＰＵとしてグループ化されてい
る。そして、ＰＵテーブル化されたＰＵ情報３０２Ｉには、各ＰＵ＃１、＃２、＃３、＃
４に属する、ＥＳマップテーブル１３４中のインデックス番号がストリーム別に記述され
ている。
　より具体的には、図２１中、ＰＵ＃１については、そのビデオストリームを構成するパ
ケットのＥＳ＿ＰＩＤ番号は、ＰＵ情報３０２ＩとしてＡＵテーブル１３１中に記述され
たインデックス＃１に対応するＥＳマップテーブル１３４を参照することによって、特定
可能となる（ここでの、ＥＳ＿ＰＩＤの値は、“１０”）。同様に、ＰＵ＃１については
、そのデュアル・モノ形式のオーディオストリームを構成するパケットのＥＳ＿ＰＩＤ番
号は、ＰＵ情報３０２ＩとしてＡＵテーブル１３１中に記述されたインデックス＃２に対
応するＥＳマップテーブル１３４を参照することによって、特定可能となる（ここでの、
ＥＳ＿ＰＩＤの値は、“２０”）。更に、ＰＵ＃１については、そのサブピクチャストリ
ームを構成するパケットのＥＳ＿ＰＩＤ番号は、ＰＵ情報３０２ＩとしてＡＵテーブル１
３１中に記述されたインデックス＃６に対応するＥＳマップテーブル１３４を参照するこ
とによって、特定可能となる（ここでの、ＥＳ＿ＰＩＤの値は、“３１”）。
　図２１の実施例では、ＰＵ＃２については、そのビデオストリームを構成するパケット
のＥＳ＿ＰＩＤ番号は、ＰＵ情報３０２ＩとしてＡＵテーブル１３１中に記述されたイン
デックス＃１に対応するＥＳマップテーブル１３４を参照することによって、特定可能と
なる（ここでの、ＥＳ＿ＰＩＤの値は、“１０”）。同様に、ＰＵ＃２については、その
デュアル・モノ形式のオーディオストリームを構成するパケットのＥＳ＿ＰＩＤ番号は、
ＰＵ情報３０２ＩとしてＡＵテーブル１３１中に記述されたインデックス＃３に対応する
ＥＳマップテーブル１３４を参照することによって、特定可能となる（ここでの、ＥＳ＿
ＰＩＤの値は、“２０”）。更に、ＰＵ＃２については、そのサブピクチャストリームを
構成するパケットのＥＳ＿ＰＩＤ番号は、ＰＵ情報３０２ＩとしてＡＵテーブル１３１中
に記述されたインデックス＃６に対応するＥＳマップテーブル１３４を参照することによ
って、特定可能となる（ここでの、ＥＳ＿ＰＩＤの値は、“３１”）。
　図２１の実施例では、ＰＵ＃３については、そのビデオストリームを構成するパケット
のＥＳ＿ＰＩＤ番号は、ＰＵ情報３０２ＩとしてＡＵテーブル１３１中に記述されたイン
デックス＃１に対応するＥＳマップテーブル１３４を参照することによって、特定可能と
なる（ここでの、ＥＳ＿ＰＩＤの値は、“１０”）。同様に、ＰＵ＃３については、その
デュアル・モノ形式のオーディオストリームを構成するパケットのＥＳ＿ＰＩＤ番号は、
ＰＵ情報３０２ＩとしてＡＵテーブル１３１中に記述されたインデックス＃４に対応する
ＥＳマップテープル１３４を参照することによって、特定可能となる（ここでの、ＥＳ＿
ＰＩＤの値は、“２０”）。更に、ＰＵ＃３については、そのサブピクチャストリームを
構成するパケットのＥＳ＿ＰＩＤ番号は、ＰＵ情報３０２ＩとしてＡＵテーブル１３１中
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に記述されたインデックス＃６に対応するＥＳマップテーブル１３４を参照することによ
って、特定可能となる（ここでの、ＥＳ＿ＰＩＤの値は、“３１”）。
　図２１の実施例では、ＰＵ＃４については、そのビデオストリームを構成するパケット
のＥＳ＿ＰＩＤ番号は、ＰＵ情報３０２ＩとしてＡＵテーブル１３１中に記述されたイン
デックス＃１に対応するＥＳマップテーブル１３４を参照することによって、特定可能と
なる（ここでの、ＥＳ＿ＰＩＤの値は、“１０”）。同様に、ＰＵ＃４については、その
ＡＣ－３形式のオーディオストリームを構成するパケットのＥＳ＿ＰＩＤ番号は、ＰＵ情
報３０２ＩとしてＡＵテーブル１３１中に記述されたインデックス＃５に対応するＥＳマ
ップテーブル１３４を参照することによって、特定可能となる（ここでの、ＥＳ＿ＰＩＤ
の値は、“２１”）。更に、ＰＵ＃４については、そのサブピクチャストリームを構成す
るパケットのＥＳ＿ＰＩＤ番号は、ＰＵ情報３０２ＩとしてＡＵテーブル１３１中に記述
されたインデックス＃６に対応するＥＳマップテーブル１３４を参照することによって、
特定可能となる（ここでの、ＥＳ＿ＰＩＤの値は、“３１”）。
　そして、ＥＳマップテーブル１３４では、デュアル・モノ形式のオーディオストリーム
に係るＥＳ＿ＰＩＤを示すインデックス＃２については、本発明に係る「チャネル指定情
報」の一例たる利用チャネルデータにより、“ＣＨ＃０”が指定されている。
　また、ＥＳマップテーブル１３４では、デュアル・モノ形式のオーディオストリームに
係るＥＳ＿ＰＩＤを示すインデックス＃３については、利用チャネルデータにより、“Ｃ
Ｈ＃１”が指定されている。
　更に、ＥＳマップテーブル１３４では、デュアル・モノ形式のオーディオストリームに
係るＥＳ＿ＰＩＤを示すインデックス＃４については、利用チャネルデータにより、“Ｃ
Ｈ＃１＆ＣＨ１（両チャネル）”が指定されている。
　図２２に示すように、情報再生装置（図１４参照）に含まれるシステムコントローラ５
２０は、復調データＤ８に含まれる、多重化されていない情報部分としてのオブジェクト
情報ファイル１３０の一部として、図２１に示したＡＵテーブル１３１及びＥＳマップテ
ーブル１３４を取得する。そして、ユーザによるリモコン操作又はパネル操作、若しくは
予め設定されたスピーカシステムパラメータやプラグインプレイによる自動的なスピーカ
システムパラメータの入力に応じて、再生出力すべきオーディオデータを指示する旨の音
声制御信号Ｓａｄをオーディオデコーダ５１２に出力する。
　再生出力すべきオーディオストリームが、図２０に示したＡＵ＃１又はＡＵ＃３に属す
るＰＵ＃１のように、ＡＣ－３形式等のデュアル・モノ形式ではないオーディオストリー
ムである場合には、システムコントローラ５２０は、当該再生出力すべきオーディオスト
リームを指定する音声制御信号Ｓａｄを、オーディオデコーダ５１２に対して出力する。
すると、オーディオデコーダ５１２は、デマルチプレクサ５０８から入力されるオーディ
オパケットから再現可能な複数のオーディオストリームの一つとして、当該音声制御信号
Ｓａｄに従って、例えばＡＣ－３形式のオーディオストリームを再生出力する。例えば、
５チャネルのＡＣ－３形式のオーディオストリームであれば、５チャネルに対応する５つ
の端子から、５個のスピーカに対してオーディオ出力を供給する。
　更に、再生出力すべきオーディオストリームが、図２０及び図２１に示したＡＵ＃２に
属するＰＵ＃１、ＰＵ＃２又はＰＵ＃３のように、デュアル・モノ形式のオーディオスト
リームである場合には、システムコントローラ５２０は、当該再生出力すべきオーディオ
ストリームを指定すると共にそのチャネル番号をも指定する音声制御信号Ｓａｄを、オー
ディオデコーダ５１２に対して出力する。すると、オーディオデコーダ５１２は、デマル
チプレクサ５０８から入力されるオーディオパケットから再現可能な複数のオーディオス
トリームの一つとして、当該音声制御信号Ｓａｄに従って、デュアル・モノ形式のオーデ
ィオストリームを再生出力する。しかも、デュアル・モノ形式のオーディオストリームに
含まれる、例えば日本語音声である主音声と例えば英語音声である副音声とのうち、利用
チャネルデータに応じたものを選択的に再生出力する。例えば、日本語の主音声用のチャ
ネル（ＣＨ０）が利用チャネルデータにより指定されていれば、その旨の音声制御信号Ｓ
ａｄに応じて、Ｌ（左）スピーカ用の出力端子及びＲ（右）スピーカ用の出力端子の両方
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から、当該日本語の主音声を示す音声情報を再生出力する。また例えば、英語の副音声用
のチャネル（ＣＨ１）が利用チャネルデータにより指定されていれば、その旨の音声制御
信号Ｓａｄに応じて、Ｌスピーカ用の出力端子及びＲスピーカ用の出力端子の両方から、
当該英語の副音声を示す音声情報を再生出力する。更に例えば、主音声及び副音声用のチ
ャネル（ＣＨ０＆ＣＨ１）が利用チャネルデータにより指定されていれば、その旨の音声
制御信号Ｓａｄに応じて、Ｌスピーカ用の出力端子からは、主音声及び副音声のうちの一
方を再生出力し、Ｒスピーカ用の出力端子からは主音声及び副音声のうちの一方を再生出
力する。
　以上のように、ＡＵテーブル１３１中にＰＵテーブルとしてテーブル化されてなるＰＵ
情報３０２Ｉによって、デュアル・モノ形式のオーディオストリームについては、一つの
ＡＵ内における切替可能な複数のＰＵに対して、そのストリームに対応する同一ＥＳ＿Ｐ
ＩＤが重複登録されている。そして、これらのＰＵに対応するＥＳマップテーブル１３４
における各インデックスには、重複登録されたデュアル・モノ形式のオーディオストリー
ム間で相互に異なるチャネル番号を指定する利用チャネルデータを登録しておく。これら
によって、情報再生装置のシステムコントローラ５２０では、論理情報たるこれらのＡＵ
テーブル１３１及びＥＳマップテーブル１３４を参照するだけで、異なるオーディオスト
リーム間におけるストリーム切替であろうと、同一デュアル・モノ形式のオーディオスト
リーム内におけるストリーム内音声切替えであろうと、殆ど同様の論理階層上の処理とし
て行える。即ち、システムコントローラ５２０の側においては、いずれの切替であっても
、再生すべきオーディオストリームを指定すると共にデュアル・モノ形式の場合にチャネ
ル番号を指定する旨の音声制御信号Ｓａｄを生成し、これをオーディオでコーダ５１２に
出力する処理を行えばよい。そして、オーディオデコーダ５１２の側においても、いずれ
の切替であっても、音声制御信号Ｓａｄに従って、複数のオーディオストリーム中の特定
オーディオストリームを選択的に出力するか又はデュアル・モノ形式のオーディオストリ
ームについては特定チャネルの音声情報を選択的に出力すればよい。
　以上の結果、光ディスク１００の再生中に、例えば、ユーザは、ストリーム切替である
か、ストリーム内音声切替であるかを特に意識しないでも、そのリモコン操作やパネル操
作等に応じて、上述の如き情報記録再生装置５００における比較的簡単な処理動作によっ
て、所望のストリーム切替やストリーム内音声切替を行えるようになる。
　次に図２３を参照して、図２０から図２２を参照して説明したストリーム切替及びスト
リーム内音声切替に係る、情報記録再生装置５００（図１４参照）の切替動作を含む再生
動作について、更に説明を加える。図２３に示す音声切替処理は、既に図１９を参照して
説明したタイトルの再生処理中におけるオブジェクトの再生処理（ステップＳ２１６）の
一環として、概ねシステムコントローラ５２０による制御下で実行されるものである。
　図２３において先ず、既に復調信号Ｄ８の一部として、メモリ５３０等に保持してある
オブジェクト情報ファイル１３０中のＡＵテーブル１３１及びＥＳマップテーブル１３４
が参照される。より具体的には、ＡＵテーブル１３１中のＰＵテーブルにテーブル化され
たＰＵ情報３０２Ｉが参照され、再生すべきアイテムを構成する複数のＰＵのうち、再生
すべきＰＵ並びに再生すべきビデオストリーム、オーディオストリーム及びサブピクチャ
ストリーム（図２０及び図２１の上段参照）が選択決定される（ステップＳ２２１）。更
に、ＥＳマップテーブル１３４中の各ストリームに対応するインデックス別のＥＳアドレ
ス情報が参照されることによって、再生すべきストリームに対応するパケット番号（図２
１の下段参照）が取得される（ステップＳ２２２）。この再生すべきＰＵが、デュアル・
モノ形式のオーディオストリームを含むものであれば、再生すべきアイテムを構成する複
数のＰＵの中で、例えば予め設定されたデフォールトのチャネル番号である、主音声のチ
ャネル番号（ＣＨ０）に対応するＰＵがデフォールトとして選択決定される。或いは、再
生に先立って、例えば副音声の出力を希望するなど、ユーザ入力により音声選択が行われ
ていれば、当該音声選択に対応するＰＵが選択決定される。そして、このように選択決定
されたＰＵに対応する利用チャネルデータとして、ＥＳマップテーブル１３４中の当該チ
ャネル番号を示す利用チャネルデータ（図２１の下段参照）が取得される。
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　その後、このように取得されたパケット番号を持つパケットの再生が開始される（ステ
ップＳ２２３）。即ち、再生するものと選択決定されたＰＵに属するビデオストリーム、
オーディオストリーム及びサブピクチャストリームの再生が開始される。例えば、図２０
に示したアイテム＃１の再生であれば、ＡＣ－３形式のオーディオストリームと共に、ビ
デオストリーム及びサブピクチャストリームの再生が行われる。また、図２０に示したア
イテム＃２の再生であれば、デュアル・モノ形式のオーディオストリーム又はＡＣ－３形
式のオーディオストリームと共に、ビデオストリーム及びサブピクチャストリームの再生
が行われる。この際、ＰＵ情報３０２Ｉを介してＥＳマップテーブル中のＥＳ＿ＰＩＤが
指定されているので、システムコントローラ５２０（図１４参照）は、これに従って音声
制御信号Ｓａｄを生成すればよい。更に、再生すべきＰＵがデュアル・モノ形式のオーデ
ィオストリームを含むＰＵである場合には、ＰＵ情報３０２Ｉを介してＥＳマップテーブ
ル中の利用チャネルデータが指定されているので、システムコントローラ５２０は、これ
に従って音声制御信号Ｓａｄを生成すればよい。
　このように再生が開始されると、“音声切替”を命令する旨のユーザ入力がリモコン、
パネルスイッチ等のユーザインタフェース７２０を介して実行されるか否かがモニタされ
る（ステップＳ２２４）。係るモニタは、当該再生中のアイテムの再生終了、再生停止コ
マンドの入力等により再生を終了すべき場合でない限り（ステップＳ２２５：Ｎｏ）、定
期的又は不定期的に継続して実行される。
　ここで、音声切替を命令する旨のユーザ入力が実行されると（ステップＳ２２４：Ｙｅ
ｓ）、既に復調信号Ｄ８の一部として、メモリ５３０等に保持してある、ＡＵテーブル１
３１が参照され、現在再生中のアイテムについて、切替可能であるか否かが判定される（
ステップＳ２２６）。具体的には、現在再生中のアイテムに対応するＡＵ内に、複数のＰ
Ｕが存在しているか否かが判定される。例えば、図２０に示したアイテム＃１や＃３であ
れば、ＡＵ中に切替可能な複数のＰＵは存在しないので、切替不可能との判定がなされる
。他方、例えば、図２０に示したアイテム＃２であれば、ＡＵ中に切替可能な複数のＰＵ
は存在するので、切替可能との判定がなされる。
　この判定の結果、切替可能でなければ（ステップＳ２２６：Ｎｏ）、所定種類のエラー
処理を行って（ステップＳ２２７）、ステップＳ２２５を経由して、ステップＳ２２４に
戻る。このエラー処理としては、例えば、「音声切替はできません！」というエラーメッ
セージを表示出力する処理、同種のエラーメッセージを音声出力する処理等がある。
　他方、この判定の結果、切替可能であれば（ステップＳ２２６：Ｙｅｓ）、ステップＳ
２２１に戻って、ＡＵマップテーブル１３１及びＥＳマップテーブル１３４を参照して、
その後の、パケット番号の取得等の処理が繰り返して実行される。この場合には、ストリ
ーム切替又はストリーム内音声切替後に再生すべきオーディオストリームのＥＳ＿ＰＩＤ
の特定が実行される。更に、切替後に再生すべきイオーディオストリームがデュアル・モ
ノ形式であれば、ＥＳマップテーブル１３４中における利用チャネルデータを参照するこ
とで、切替後に再生すべきオーディオストリームを特定するのに加えてそのチャネル番号
を特定する。具体的には、チャネル番号が、“ＣＨ０”、“ＣＨ１”又は“ＣＨ０＆ＣＨ
１”に特定される。その後、特定されたオーディオストリームの再生が開始される。即ち
、ストリーム切替又はストリーム内音声切替が実行されたことになる。
　その後、ステップＳ２２４におけるモニタ中に、アイテムの再生終了、再生停止コマン
ドの入力等により再生を終了すべき場合であると（ステップＳ２２５：Ｙｅｓ）、音声切
替を含むアイテムの再生に係る一連の処理を終了する。その後は、図１９に示したステッ
プＳ２１６に続く、ステップＳ２１７以降の処理が実行される。
　尚、本実施例では、「音声切替」を命令する旨のユーザ入力に応じて、ストリーム切替
や、ストリーム内音声切替を実行しているが、係るユーザ入力以外の、インタラクティブ
再生中の条件分岐等に応じて、このような切替を実行するように構成してもよい。
　以上のように、本発明によれば、複数のオーデュオストリームは、デュアル・モノ形式
のオーディオストリームを含み、ＰＵ情報３０２Ｉは、複数のＰＵに、このオーディオス
トリームが重複して属することが可能なようにＰＵを定義する。そして、デュアル・モノ
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形式のオーディオストリームが重複して属する複数のＰＵについては、ＥＳマップテーブ
ル上で対応するインデックスに対して、利用チャネルデータが付加されており、しかも、
この利用チャネルデータの指定内容（ＣＨ０、ＣＨ１又はＣＨ０＆ＣＨ１）は、複数のＰ
Ｕ間で相異なる。
　従って、ＡＣ－３形式のオーディオストリーム等に加えて、デュアル・モノ形式のオー
ディオストリームを複数のオーディオストリーム（図２参照）中に含めておくことで、そ
の再生時には、複数のＰＵ情報３０２Ｉに基づいて、例えば、ＡＣ－３形式の音声出力を
、デュアル・モノ形式の音声出力に切替ることが可能となる。しかも、デュアル・モノ形
式のオーディオストリームについては、ＥＳマップテーブル中に記述された利用チャネル
データに基づいて“ストリーム内音声切替”によって、Ｌスピーカ用及びＲスピーカ用の
二つの再生出力として主音声を再生出力したり、これら二つの再生出力として副音声を再
生出力したり、これら二つの再生出力として主音声を一方のスピーカ用に再生出力し且つ
副音声を他方のスピーカ用に再生出力したりすることが可能となる。
　以上のように本実施例によれば、情報記録再生装置５００（図１４参照）に備えられた
システムコントローラ５２０及びオーディオデコーダ５１２の処理上は、ストリーム内音
声切替であるか、ストリーム切替であるかを殆ど区別する必要が殆どない。更に、ユーザ
の側から見ても、ストリーム内音声切替であるか、ストリーム切替であるかを殆ど意識す
ることなく、リモコン等により切替操作を実施可能となり、２種類の切替によるユーザ操
作の煩雑化は、殆ど生じない。
　（再生時のアクセスの流れ）
　次に図２４を参照して、本実施例における特徴の一つであるＡＵ（アソシエートユニッ
ト）情報１３２及びＰＵ（プレゼンテーションユニット）情報３０２を用いた情報記録再
生装置５００における再生時のアクセスの流れについて、光ディスク１００の論理構造と
共に説明する。ここに図２４は、光ディスク１００の論理構造との関係で、再生時におけ
るアクセスの流れ全体を概念的に示すものである。
　図２４において、光ディスク１００の論理構造は、論理階層４０１、オブジェクト階層
４０３及びこれら両階層を相互に関連付ける論理－オブジェクト関連付け階層４０２とい
う三つの階層に大別される。
　これらのうち論理階層４０１は、再生時に所望のタイトルを再生するための各種論理情
報と再生すべきプレイリスト（Ｐリスト）及びその構成内容とを論理的に特定する階層で
ある。論理階層４０１には、光ディスク１００上の全タイトル２００等を示すディスク情
報１１０ｄが、ディスク情報ファイル１１０（図３参照）内に記述されており、更に、光
ディスク１００上の全コンテンツの再生シーケンス情報１２０ｄが、プレイリスト情報フ
ァイル１２０（図３参照）内に記述されている。より具体的には、再生シーケンス情報１
２０ｄとして、各タイトル２００に含まれる一又は複数のタイトルエレメント２００－２
に対して夫々、一又は複数のプレイリストセット１２６Ｓの構成が記述されている。更に
、各プレイリストセット１２６Ｓは、一又は複数のプレイリスト１２６を含んでおり、各
プレイリスト１２６には、一又は複数のアイテム２０４（図１３参照）の構成が記述され
ている。そして、再生時におけるアクセスの際に、このような論理階層４０１によって、
再生すべきタイトル２００を特定し、これに対応するプレイリスト１２６を特定し、更に
これに対応するアイテム２０４を特定する。
　続いて、論理－オブジェクト関連付け階層４０２は、このように論理階層４０１で特定
された情報に基づいて、実体データであるＴＳオブジェクトデータ１４０ｄの組み合わせ
や構成の特定を行うと共に論理階層４０１からオブジェクト階層４０３へのアドレス変換
を行うように、再生すべきＴＳオブジェクトデータ１４０ｄの属性とその物理的な格納ア
ドレスとを特定する階層である。より具体的には、論理－オブジェクト関連付け階層４０
２には、各アイテム２０４を構成するコンテンツの固まりをＡＵ１３２という単位に分類
し且つ各ＡＵ１３２をＰＵ３０２という単位に細分類するオブジェクト情報データ１３０
ｄが、オブジェクト情報ファイル１３０（図３参照）に記述されている。
　従って、再生すべきＡＵ１３２が特定され、更にそれに属するＰＵ３０２が特定されれ
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ば、再生すべきエレメンタリーストリームが特定される。即ち、図１２に示したＰＡＴや
ＰＭＴを用いないでも、光ディスク１００から多重記録された中から所望のエレメンタリ
ーストリームを再生可能となる。
　ここで実際に再生されるエレメンタリーストリームは、ＰＵ情報３０２から、エレメン
タリーストリームのパケットＩＤ（図１２参照）であるＥＳ＿ＰＩＤによって特定或いは
指定される。同時に、再生の開始時間及び終了時間を示す情報が、エレメンタリーストリ
ームのアドレス情報に変換されることにより、特定エレメンタリーストリームの特定領域
（或いは特定時間範囲）におけるコンテンツが再生されることになる。
　このようにして論理－オブジェクト関連付け階層４０２では、各アイテム２０４に係る
論理アドレスから各ＰＵ３０２に係る物理アドレスへのアドレス変換が実行される。
　続いて、オブジェクト階層４０３は、実際のＴＳオブジェクトデータ１４０ｄを再生す
るための物理的な階層である。オブジェクト階層４０３には、ＴＳオブジェクトデータ１
４０ｄが、オブジェクトデータファイル１４０（図３参照）内に記述されている。より具
体的には、複数のエレメンタリーストリーム（ＥＳ）を構成するＴＳパケット１４６が時
刻毎に多重化されており、これらが時間軸に沿って配列されることにより、複数のエレメ
ンタリーストリームが構成されている（図１１参照）。そして、各時刻で多重化された複
数のＴＳパケットは、エレメンタリーストリーム毎に、論理－オブジェクト関連付け階層
４０２で特定されるＰＵ３０２に対応付けられている。尚、複数のＰＵ３０２と、一つの
エレメンタリーストリームとを関連付けること（例えば、切り替え可能な複数の番組間或
いは複数のプログラム間で、同一のオーディオデータに係るエレメンタリーストリームを
共通で利用したり、同一のサブピクチャデータに係るエレメンタリーストリームを共通で
利用すること）も可能である。
　このようにオブジェクト階層４０３では、論理－オブジェクト関連付け階層４０２にお
ける変換により得られた物理アドレスを用いての、実際のオブジェクトデータの再生が実
行される。
　以上のように図２４に示した三つの階層により、光ディスク１００に対する再生時にお
けるアクセスが実行される。
　以上図１から図２４を参照して詳細に説明したように、本実施例によれば、比較的簡易
な構成を用いつつ、再生時において、デュアル・モノ形式のオーディオストリームを含む
、複数のオーディオストリーム間におけるストリーム切替が可能となる。しかも、デュア
ル・モノ形式のオーディオストリームについてのストリーム内音声切替も可能となる。
　尚、上述の実施例では、情報記録媒体の一例として光ディスク１００並びに情報再生記
録装置の一例として光ディスク１００に係るレコーダ又はプレーヤについて説明したが、
本発明は、光ディスク並びにそのレコーダ又はプレーヤに限られるものではなく、他の高
密度記録或いは高転送レート対応の各種情報記録媒体並びにそのレコーダ又はプレーヤに
も適用可能である。
　本発明は、上述した実施例に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から読
み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を
伴なう情報記録媒体、情報記録装置及び方法、情報再生装置及び方法、情報記録再生装置
及び方法、記録又は再生制御用のコンピュータプログラム、並びに制御信号を含むデータ
構造もまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。
【産業上の利用可能性】
　本発明に係る情報記録媒体、情報記録装置及び方法、情報再生装置及び方法、情報記録
再生装置及び方法、記録又は再生制御用のコンピュータプログラム、並びに制御信号を含
むデータ構造は、例えば、民生用或いは業務用の、主映像、音声、副映像等の各種情報を
高密度に記録可能なＤＶＤ等の高密度光ディスクに利用可能であり、更にＤＶＤプレーヤ
、ＤＶＤレコーダ等にも利用可能である。また、例えば民生用或いは業務用の各種コンピ
ュータ機器に搭載される又は各種コンピュータ機器に接続可能な、情報記録媒体、情報記
録再生装置等にも利用可能である。
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