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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ピックアップとコントローラとを備える再生装置により、記録媒体に記録される少なく
とも一つの静止画像を再生する方法を実行するためのコンピュータ実行可能プログラムを
有する記録媒体において、前記方法は、
　前記ピックアップが、前記コントローラにより制御されて、少なくとも第１のクリップ
ストリームファイルと第２のクリップストリームファイルとを再生するステップであって
、前記第１のクリップストリームファイルは、少なくとも一つの静止画像を含み、前記第
２のクリップストリームファイルは、オーディオデータを含み、前記第１のクリップスト
リームは、オーディオデータを含まないステップ及び
　前記ピックアップが、前記コントローラにより制御されて、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であって、前記少なくとも一つの再生リストファイルは、
少なくとも一つの再生アイテムと少なくとも一つのサブ再生アイテムとマーク情報とを含
み、前記少なくとも一つの再生アイテムは、前記少なくとも一つの静止画像を再生するた
めの前記第１のクリップストリームファイルのインポイント（ｉｎ－ｐｏｉｎｔ）とアウ
トポイント（ｏｕｔ－ｐｏｉｎｔ）とを示し、前記少なくとも一つのサブ再生アイテムは
、前記オーディオデータを再生するための前記第２のクリップストリームファイルのイン
ポイント（ｉｎ－ｐｏｉｎｔ）とアウトポイント（ｏｕｔ－ｐｏｉｎｔ）とを示し、前記
マーク情報は、少なくとも一つのマークを含み、前記マークは、前記静止画像を指すポイ
ンタであるステップを備え、
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　前記サブ再生アイテムは、第１の同期情報と第２の同期情報とをさらに含み、前記第１
の同期情報は、前記サブ再生アイテムと関連する再生アイテムを示し、前記第２の同期情
報は、前記第１の同期情報により示される前記再生アイテム内のプレゼンテーション時間
を示し、前記プレゼンテーション時間は、前記サブ再生アイテムのプレゼンテーションが
開始される時間であることを特徴とする記録媒体。
【請求項２】
　前記マーク情報は、前記少なくとも一つのマークが再生アイテムにそれぞれ位置づけら
れる位置を示すタイムスタンプのインジケータを含むことを特徴とする請求項１記載の記
録媒体。
【請求項３】
　前記マーク情報は、前記少なくとも一つのマークがそれぞれ関連付けられる前記再生ア
イテムを示す再生アイテムのインジケータを含むことを特徴とする請求項１記載の記録媒
体。
【請求項４】
　前記再生アイテムは、前記少なくとも一つの静止画像を表示する時間の長さを表す継続
時間情報をさらに含むことを特徴とする請求項１記載の記録媒体。
【請求項５】
　記録媒体に記録される少なくとも一つの静止画像の再生を管理するためのデータ構造を
再生する方法において、
　第１のクリップストリームファイルと第２のクリップストリームファイルとを再生する
ステップであって、前記第１のクリップストリームファイルは、少なくとも一つの静止画
像を含み、前記第２のクリップストリームファイルは、オーディオデータを含み、前記第
１のクリップストリームは、オーディオデータを含まないステップと、
　前記記録媒体から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であって、
前記少なくとも一つの再生リストファイルは、少なくとも一つの再生アイテムと少なくと
も一つのサブ再生アイテムとマーク情報とを含み、前記少なくとも一つの再生アイテムは
、前記少なくとも一つの静止画像を再生するための前記第１のクリップストリームファイ
ルのインポイント（ｉｎ－ｐｏｉｎｔ）とアウトポイント（ｏｕｔ－ｐｏｉｎｔ）とを示
し、前記少なくとも一つのサブ再生アイテムは、前記オーディオデータを再生するための
前記第２のクリップストリームファイルのインポイント（ｉｎ－ｐｏｉｎｔ）とアウトポ
イント（ｏｕｔ－ｐｏｉｎｔ）とを示し、前記マーク情報は、少なくとも一つのマークを
含み、前記マークは、前記静止画像を指すポインタであるステップとを備え、
　前記サブ再生アイテムは、第１の同期情報と第２の同期情報とをさらに含み、前記第１
の同期情報は、前記サブ再生アイテムと関連する再生アイテムを示し、前記第２の同期情
報は、前記第１の同期情報により示される前記再生アイテム内のプレゼンテーション時間
を示し、前記プレゼンテーション時間は、前記サブ再生アイテムのプレゼンテーションが
開始される時間であることを特徴とする方法。
【請求項６】
　前記マーク情報は、前記少なくとも一つのマークが再生アイテムにそれぞれ位置づけら
れる位置を示すタイムスタンプのインジケータを含むことを特徴とする請求項５記載の方
法。
【請求項７】
　前記マーク情報は、前記少なくとも一つのマークがそれぞれ関連付けられる前記再生ア
イテムを示す再生アイテムのインジケータを含むことを特徴とする請求項５記載の方法。
【請求項８】
　前記再生アイテムは、前記少なくとも一つの静止画像を表示する時間の長さを表す継続
時間情報をさらに含むことを特徴とする請求項５記載の方法。
【請求項９】
　記録媒体に記録される少なくとも一つの静止画像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、
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　前記記録媒体に記録されるデータを再生するよう構成されるピックアップ；及び
　前記ピックアップを制御し、少なくとも一つの静止画像を含みオーディオデータを含ま
ない第１のクリップストリームファイル及びオーディオデータを含む第２のクリップスト
リームファイルを再生するように構成され、且つ前記ピックアップを制御し、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るコントローラであって、前記少な
くとも一つの再生リストファイルは、少なくとも一つの再生アイテムと少なくとも一つの
サブ再生アイテムとマーク情報とを含み、前記少なくとも一つの再生アイテムは、前記少
なくとも一つの静止画像を再生するための前記第１のクリップストリームファイルのイン
ポイント（ｉｎ－ｐｏｉｎｔ）とアウトポイント（ｏｕｔ－ｐｏｉｎｔ）とを示し、前記
少なくとも一つのサブ再生アイテムは、前記オーディオデータを再生するための前記第２
のクリップストリームファイルのインポイント（ｉｎ－ｐｏｉｎｔ）とアウトポイント（
ｏｕｔ－ｐｏｉｎｔ）とを示し、前記マーク情報は、少なくとも一つのマークを含み、前
記マークは、前記静止画像を指すポインタであるコントローラを備え、
　前記サブ再生アイテムは、第１の同期情報と第２の同期情報とをさらに含み、前記第１
の同期情報は、前記サブ再生アイテムと関連する再生アイテムを示し、前記第２の同期情
報は、前記第１の同期情報により示される前記再生アイテム内のプレゼンテーション時間
を示し、前記プレゼンテーション時間は、前記サブ再生アイテムのプレゼンテーションが
開始される時間であることを特徴とする装置。
【請求項１０】
　前記マーク情報は、前記少なくとも一つのマークが再生アイテムにそれぞれ位置づけら
れる位置を示すタイムスタンプのインジケータを含むことを特徴とする請求項９記載の装
置。
【請求項１１】
　前記マーク情報は、前記少なくとも一つのマークがそれぞれ関連付けられる前記再生ア
イテムを示す再生アイテムのインジケータを含むことを特徴とする請求項９記載の装置。
【請求項１２】
　前記再生アイテムは、前記少なくとも一つの静止画像を表示する時間の長さを表す継続
時間情報をさらに含むことを特徴とする請求項９記載の装置。
【請求項１３】
　記録媒体上の少なくとも静止画像の再生を管理するためのデータ構造を記録する方法に
おいて、
　第１のクリップストリームファイルと第２のクリップストリームファイルとを記録する
ステップであって、前記第１のクリップストリームファイルは、少なくとも一つの静止画
像を含み、前記第２のクリップストリームファイルは、オーディオデータを含み、前記第
１のクリップストリームは、オーディオデータを含まないステップと、
　少なくとも一つの再生アイテムを含む少なくとも一つの再生リストファイル、少なくと
も一つのサブ再生アイテム、及びマーク情報を記録するステップであって、前記少なくと
も一つの再生アイテムは、前記少なくとも一つの静止画像を再生するための前記第１のク
リップストリームファイルのインポイント（ｉｎ－ｐｏｉｎｔ）とアウトポイント（ｏｕ
ｔ－ｐｏｉｎｔ）とを示し、前記少なくとも一つのサブ再生アイテムは、前記オーディオ
データを再生するための前記第２のクリップストリームファイルのインポイント（ｉｎ－
ｐｏｉｎｔ）とアウトポイント（ｏｕｔ－ｐｏｉｎｔ）とを示し、前記マーク情報は、少
なくとも一つのマークを含み、前記マークは、前記静止画像を指すポインタであるステッ
プとを備え、
　前記サブ再生アイテムは、第１の同期情報と第２の同期情報とをさらに含み、前記第１
の同期情報は、前記サブ再生アイテムと関連する再生アイテムを示し、前記第２の同期情
報は、前記第１の同期情報により示される前記再生アイテム内のプレゼンテーション時間
を示し、前記プレゼンテーション時間は、前記サブ再生アイテムのプレゼンテーションが
開始される時間であることを特徴とする方法。
【請求項１４】
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　前記マーク情報は、前記少なくとも一つのマークが再生アイテムにそれぞれ位置づけら
れる位置を示すタイムスタンプのインジケータを含むことを特徴とする請求項１３記載の
方法。
【請求項１５】
　前記マーク情報は、前記少なくとも一つのマークがそれぞれ関連付けられる前記再生ア
イテムを示す再生アイテムのインジケータを含むことを特徴とする請求項１３記載の方法
。
【請求項１６】
　前記再生アイテムは、前記少なくとも一つの静止画像を表示する時間の長さを表す継続
時間情報をさらに含むことを特徴とする請求項１３記載の方法。
【請求項１７】
　記録媒体の少なくとも一つの静止画像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、
　前記記録媒体にデータを記録するよう構成されるピックアップ及び
　前記ピックアップを制御し、少なくとも一つの静止画像を含みオーディオデータを含ま
ない第１のクリップストリームファイル及びオーディオデータを含む第２のクリップスト
リームファイルを記録するように構成され、且つ前記ピックアップを制御し、少なくとも
一つの再生リストファイルを記録するように構成されるコントローラであって、前記少な
くとも一つの再生リストファイルは、少なくとも一つの再生アイテムと少なくとも一つの
サブ再生アイテムとマーク情報とを含み、前記少なくとも一つの再生アイテムは、前記少
なくとも１つの静止画像を再生するための前記第１のクリップストリームファイルのイン
ポイント（ｉｎ－ｐｏｉｎｔ）とアウトポイント（ｏｕｔ－ｐｏｉｎｔ）とを示し、前記
サブ再生アイテムは、前記オーディオデータを再生するための前記第２のクリップストリ
ームファイルのインポイント（ｉｎ－ｐｏｉｎｔ）とアウトポイント（ｏｕｔ－ｐｏｉｎ
ｔ）とを示し、前記マーク情報は、少なくとも一つのマークを含み、前記マークは、前記
静止画像を指すポインタであるコントローラを備え、
　前記サブ再生アイテムは、第１の同期情報と第２の同期情報とをさらに含み、前記第１
の同期情報は、前記サブ再生アイテムと関連する再生アイテムを示し、前記第２の同期情
報は、前記第１の同期情報により示される前記再生アイテム内のプレゼンテーション時間
を示し、前記プレゼンテーション時間は、前記サブ再生アイテムのプレゼンテーションが
開始される時間であることを特徴とする装置。
【請求項１８】
　前記マーク情報は、前記少なくとも一つのマークが再生アイテムにそれぞれ位置づけら
れる位置を示すタイムスタンプのインジケータを含むことを特徴とする請求項１７記載の
装置。
【請求項１９】
　前記マーク情報は、前記少なくとも一つのマークがそれぞれ関連付けられる前記再生ア
イテムを示す再生アイテムのインジケータを含むことを特徴とする請求項１７記載の装置
。
【請求項２０】
　前記再生アイテムは、前記少なくとも一つの静止画像を表示する時間の長さを表す継続
時間情報をさらに含むことを特徴とする請求項１７記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録媒体に記録される少なくとも静止画像（Ｓｔｉｌｌ　Ｉｍａｇｅｓ）の
再生を管理するためのデータ構造を有する記録媒体、再生及び記録方法又は装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
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　大量の高品質のビデオデータとオーディオデータを記録可能な新しい高密度の読み取り
専用の光ディスク及び書き換え可能な光ディスクの標準化が急速に進行しており、新しい
光ディスクと関連する製品が近いうちに商用化されることが予想される。このような新し
い光ディスクの例としては、書き換え可能ブルーレイディスク（ＢＤ－ＲＥ：Ｂｌｕｅ－
ｒａｙ　Ｄｉｓｃ　Ｒｅｗｒｉｔａｂｌｅ）とブルーレイディスクＲＯＭ（ＢＤ－ＲＯＭ
）がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ブルーレイＲＯＭ（ＢＤ－ＲＯＭ）等の高密度の読み取り専用光ディスクの標準化は今
もなお進行中である。高密度の読み取り専用光ディスクに記録される静止画像の再生を管
理するための有効なデータ構造は、いまだ利用可能ではない。
本発明による記録媒体は、記録媒体に記録される静止画像の再生を管理するためのデータ
構造を含む。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　一実施形態では、記録媒体のナビゲーション領域は、複数のマークを含む。マークの少
なくとも一部は、静止画像と関連し、静止画像と関連する各マークは、静止画像へのポイ
ンタとしての役割をし、再生中に、静止画像間をスキップすることを提供する。例えば、
記録媒体のデータ領域は、少なくとも第１の静止画像と第２の静止画像を記憶し、記録媒
体の再生リスト領域は、少なくとも一つの再生リストを記憶する。再生リストは、マーク
情報を含み、マーク情報は、第１の静止画像に関するプレゼンテーション情報を提供する
第１のマークと前記第２の静止画像に関するプレゼンテーション情報を提供する第２のマ
ークを提供する。
【０００５】
　本発明は、本発明によるデータ構造を記録し再生し、本発明によるスライドショーを記
録し再生するための装置と方法を更に提供する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
本発明を十分に理解するために、一実施形態を添付図面を参照して説明する。
【０００７】
　本発明によるブルーレイＲＯＭ（ＢＤ－ＲＯＭ）、ＢＤ－ＲＥ等の高密度光ディスクは
、図１に示すように、ビデオデータとオーディオデータの再生を管理するファイル又はデ
ータ構造を有する。図１に示す本発明によるデータ構造の幾つかの態様は、公知のＢＤ－
ＲＥ標準と同様であるので、これらの態様については詳細には説明しない。
【０００８】
　図１に示すように、ルートディレクトリは、ＢＤディレクトリを少なくとも一つ含む。
ＢＤディレクトリは、一般的ファイル（図示せず）、再生リストファイル（例えば、*．
ｍｐｌｓ）を記憶するＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリ、クリップ情報ファイル（*．ｃｌ
ｐｉ）を記憶するＣＬＩＰＩＮＦディレクトリ、及び、クリップ情報ファイルに対応する
ＭＰＥＧ－２形式のＡ／Ｖストリームクリップファイル（*．ｍ２ｔｓ）を記憶するＳＴ
ＲＥＡＭディレクトリを含む。
【０００９】
　ＳＴＲＥＡＭディレクトリは、クリップ又はクリップファイルと呼ばれるＭＰＥＧ－２
形式のＡ／Ｖストリームファイルを含む。Ａ／Ｖストリームは、ビデオデータとオーディ
オデータのソースパケットを含む。例えば、ビデオデータのソースパケットは、ヘッダと
トランスポートパケットを含む。ソースパケットは、ソースパケット番号を含み、ソース
パケット番号は、ソースパケットにアクセスするためのアドレスとしての役割を果たす、
一般的にシーケンシャルに割り当てられる番号である。トランスポートパケットは、パケ
ット識別子（ＰＩＤ）を含む。ＰＩＤは、トランスポートパケットが属するトランスポー
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トパケットのシーケンスを識別する。シーケンス内の各トランスポートパケットは、同じ
ＰＩＤを有する。
【００１０】
　ＣＬＩＰＩＮＦディレクトリは、各Ａ／Ｖストリームファイルに関連するクリップ情報
ファイルを含む。クリップ情報ファイルは、特に、関連するＡ／Ｖストリームの種別、シ
ーケンス情報、プログラム情報、及びタイミング情報を含む。シーケンス情報は、到着時
間基準（ＡＴＣ）とシステム時間基準（ＳＴＣ）のシーケンスを記述する。例えば、シー
ケンス情報は、特に、シーケンスの数、各シーケンスの開始と終了時間情報、各シーケン
スにおける１番目のソースパケットのアドレス、及び各シーケンスにおけるトランスポー
トパケットのＰＩＤを示す。プログラムのコンテンツが一定なソースパケットのシーケン
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、特に、プログラムシーケン
スの数、各プログラムシーケンスの開始アドレス、及びプログラムシーケンスにおけるト
ランスポートパケットのＰＩＤ（ｓ）を示す。
【００１１】
　タイミング情報は、特徴ポイント情報（ＣＰＩ：Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃ　Ｐｏ
ｉｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）と呼ばれる。ＣＰＩの一つの形式は、エントリーポイ
ント（ＥＰ）マップである。ＥＰマップは、（例えば到着時間基準（ＡＴＣ）及び／又は
システム時間基準（ＳＴＣ）等の）プレゼンテーションタイムスタンプを（ソースパケッ
ト番号等の）ソースパケットアドレスにマッピングする。プレゼンテーションタイムスタ
ンプ（ＰＴＳ）とソースパケット番号（ＳＰＮ）は、Ａ／Ｖストリームにあるエントリー
ポイントと関連する。すなわち、ＰＴＳとＰＴＳに関連するＳＰＮは、Ａ／Ｖストリーム
のエントリーポイント（ＥＰ）を指す。指されるパケットは、エントリーポイントパケッ
トと呼ばれる場合が多い。
【００１２】
　ＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリは、一つ又は複数の再生リストファイルを含む。再生リ
ストのコンセプトは、再生用クリップを容易に編集し又は組み合わせることを促進するた
めに導入された。再生リストファイルは、クリップ内の再生区間（ｐｌａｙｉｎｇ　ｉｎ
ｔｅｒｖａｌｓ）のコレクションである。各再生区間は、再生アイテム（ｐｌａｙｉｔｅ
ｍ）と呼ばれる。再生リストファイルは、特に、再生リストを形成する各再生アイテムを
識別する。各再生アイテムは、特に、（例えばＡＴＣ又はＳＴＣ基準のプレゼンテーショ
ンタイムスタンプ等の）クリップの時間軸上の位置を指す一対のＩＮ－ｐｏｉｎｔとＯＵ
Ｔ－ｐｏｉｎｔである。言い換えると、再生リストファイルは、再生アイテムを識別し、
各再生アイテムは、クリップ又はクリップの一部を指して、クリップと関連するクリップ
情報ファイルを識別する。クリップ情報ファイルは、特に、再生アイテムをソースパケッ
トのクリップにマッピングするのに使われる。
【００１３】
　全般的情報ファイル（図示せず）は、光ディスクに記録されるＡ／Ｖストリームの再生
を管理するための全般的情報を備える。
【００１４】
　図１は、本発明の実施形態による記録媒体のデータ構造を示す他に、記録媒体の領域を
表す。例えば、全般的情報ファイルは、一つ又は複数の全般的情報領域に記録され、再生
リストディレクトリは、一つ又は複数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、記録媒体の一つ又は複数の再生リスト領域に記録
される。図２は、図１のデータ構造を有する記録媒体の一例を示す。記録媒体は、ファイ
ルシステム情報領域、データベース領域、及びＡ／Ｖストリーム領域を含む。データベー
ス領域は、全般的情報ファイルと再生リスト情報領域、及びクリップ情報領域を含む。全
般的情報ファイルと再生リスト情報領域は、全般的情報ファイル領域に記録される全般的
情報ファイルと、再生リスト情報領域に記録されるＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリと再生
リストファイルを有する。クリップ情報領域には、ＣＬＩＰＩＮＦＯディレクトリと、関
連する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
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のＡ／Ｖストリームが記録される。
【００１５】
　ビデオデータとオーディオデータは、一般的に、個別のタイトルで編成される。例えば
、ビデオデータと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、本がチャプターで整理されるように、個々のチャプタ
ーで整理される。
【００１６】
　ＢＤ－ＲＯＭ、ＢＤ－ＲＥ光ディスク等の新しい高密度記録媒体の記憶容量が大きいた
め、様々なタイトル、様々なバージョンのタイトル又はタイトルの一部を記録媒体に記憶
し、そこから再生することができる。例えば、様々なカメラアングルを表すビデオデータ
を記録媒体に記録することができる。他の例としては、様々な言語と関連するタイトルの
バージョン又はタイトルの一部を記録媒体に記録することができる。
また他の例としては、ディレクターバージョン及び劇場バージョンのタイトルを記録媒体
に記録することができる。また他の例として、アダルトバージョン、ヤングアダルトバー
ジョン及びヤングチャイルドバージョン（すなわち、親が規制できる異なるバージョン）
のタイトル又はタイトルの一部を記録媒体に記録することができる。各バージョン、各カ
メラアングル等は、様々な再生パスを表し、このような場合のビデオデータは、多重再生
パスビデオデータ（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｒｅｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｐａｔｈ　ｖｉｄｅ
ｏ　ｄａｔａ）と呼ばれる。
【００１７】
　ＢＤ－ＲＯＭ等の新しい高密度記録媒体の記憶容量は大きいため、静止画像を、スライ
ドショー等の編成された（ｏｒｇａｎｉｚｅｄ）方式及び／又はユーザーインタラクティ
ブ方式で記録し再生することができる。本発明の実施形態による高密度光ディスクのため
の静止画像の再生を管理するためのデータ構造を、静止画像を記録及び再生する本発明の
実施形態にしたがう方法及び装置と共に説明する。
【００１８】
　図３は、本発明の一実施形態にしたがった、高密度光ディスクのための静止画像を管理
する方法を示す。この実施形態では、複数の静止画像をＢＤ－ＲＯＭに静止画像ファイル
として記録し、静止画像ファイルに記憶される複数の静止画像は、静止画像の再生を制御
するためのナビゲーション情報を含む、再生リストの固有のナビゲーション情報に関連付
けられる。静止画像に関連付けられる固有のナビゲーション情報は、ムービービデオとオ
ーディオデータを記憶するクリップＡ／Ｖストリームに含まれる特定のムービービデオデ
ータに関連付けられる。
【００１９】
　図３に示すように、複数の静止画像を、一つの記録位置に関連付けることができる。複
数の静止画像を様々な方法で表示することができる、例えば、シーケンシャルスライドシ
ョー、ランダム／シャッフルスライドショー、又は自動／手動スライドショーで表示する
ことができる。様々な表示オプションを以後詳細に説明する。
【００２０】
　図４は、本発明の他の実施形態による、高密度光ディスクのための静止画像を管理する
方法を示す。この実施形態は、クリップＡ／Ｖストリームがオーディオデータを含む点を
除いては図３の実施形態と同じである。この例では、オーディオデータを再生している間
、光ディスク再生装置は、オーディオデータの特定の記録位置に関連付けられる静止画像
を検出し、検出された静止画像をオーディオデータと共に出力する静止動作を実行する。
【００２１】
　本発明の実施形態によって、ムービーデータ（例えば、ビデオ又はビデオとオーディオ
）と静止画像、又はオーディオデータと静止画像を、以後に詳細に説明する光ディスク再
生装置に接続されるテレビ等を介してユーザーに提供することができる。静止画像をムー
ビーデータ又はオーディオデータに関連付けるためのナビゲーション情報を管理する方法
について詳細に説明する。
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【００２２】
　図５Ａは、本発明の実施形態によって、静止画像を管理する方法の一例を示す。この実
施形態では、一つ又は複数の再生リストマークが静止画像を管理するために規定される。
図５Ａに示したように、一つの静止画像又は静止画像のグループは、静止マークと呼ばれ
る再生リストマークにより再生リストに関連付けられる。この方式で、静止画像を、以後
に詳細に説明するように、スライドショーとして管理することができる。再生リストマー
クは、図６と７を参照して、以下により一層詳細に説明する。
【００２３】
　図６は、関連付けられる再生リストマークにより提供される静止画像に関するナビゲー
ション情報の一実施形態を示す。再生リストファイルは、「ＰｌａｙＬｉｓｔＭａｒｋ」
と呼ばれる再生リストマーク情報フィールドを含む。図６に示すように、再生リストマー
ク「ＰｌａｙＬｉｓｔｓＭａｒｋ」情報フィールドは、情報フィールドの長さと、再生リ
ストにある再生リストマークの個数「ｎｕｍｂｅｒ_ｏｆ_ＰｌａｙＬｉｓｔ_ｍａｒｋｓ
）を示す。ＢＤ－ＲＥの場合、「長さ」フィールドは、「２６バイト」の値を有する。本
発明によるＢＤ－ＲＯＭの場合、長さフィールドは、２６バイトより大きい値を有する。
各再生リストマークに対して、再生リストマーク「ＰｌａｙＬｉｓｔｓＭａｒｋ」情報フ
ィールドは、マーク種別（ｍａｒｋ_ｔｙｐｅ）、タイムスタンプ（ｍａｒｋ_ｔｉｍｅ_
ｓｔａｍｐ）、継続時間（ｄｕｒａｔｉｏｎ）、メーカー情報（ｍａｋｅｒｓ_Ｉｎｆｏ
ｒｍａｔｉｏｎ）、及びメーカーネーム（ｍａｋｅｒ_Ｎａｍｅ）を示す。
【００２４】
　マーク種別は、マークの種類を示す。例えば、マークがチャプターの開始を示す場合、
マーク種別（ｍａｒｋ＿ｔｙｐｅ）は、関連付けられるマークをチャプターマークとして
識別する。図６に示したように、マークが静止種別のものである場合、ＢＤ－ＲＯＭに記
録される、関連付けられる静止画像又は静止画像（群）のインデックス番号（ｒｅｆ_ｔ
ｏ_ｓｔｉｌｌ_ｉｍａｇｅ_ｉｎｄｅｘ）が提供される。
【００２５】
　マークのタイムスタンプ（ｍａｒｋ_ｔｉｍｅ_ｓｔａｍｐ）は、マークが位置づけられ
るポイント、すなわち、マークが位置づけられる、クリップのＡ／Ｖストリームの時間軸
（例えば、ＡＴＣ及び／又はＳＴＣ基準）におけるポイントを示す。（ｄｕｒａｔｉｏｎ
）は、（ｍａｒｋ_ｔｉｍｅ_ｓｔａｍｐ）が示すタイムスタンプから開始するマークの長
さを示す。マークが静止マークである場合、継続時間（ｄｕｒａｔｉｏｎ）は、静止画像
を表示する時間長を示す。
【００２６】
　メーカー情報（ｍａｋｅｒｓ_Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）は、メーカーにより提供され
る情報を備え、メーカーネーム（ｍａｋｅｒ_Ｎａｍｅ）は、メーカーの名前を与える。
【００２７】
　図６の説明で示したように、マークが静止マークである場合、静止マークと関連付けら
れる情報は、静止マークと関連付けられる静止画像を再生するためのナビゲーション情報
を提供する。
【００２８】
　図７Ａは、関連付けられる再生リストマークにより提供される静止画像に関するナビゲ
ーション情報の別の実施形態を示す。この実施形態は、マークが静止マーク（例えば、ｍ
ａｒｋ　ｔｙｐｅ＝０ｘ１０）の場合、静止画像又は静止画像（郡）の再生に関する追加
的な情報が静止マークと関連して提供される点を除いては、図６の実施形態と同じである
。特に、次のインジケータフィールドを提供する。静止マークと関連付けられる静止画像
の数のインジケータ（ｎｕｍｂｅｒ_ｏｆ_ｓｔｉｌｌ_ｉｍａｇｅｓ）、表示タイミング
ングのインジケータ（ｄｉｓｐｌａｙ_ｔｉｍｉｎｇ_ｍｏｄｅ）、表示順序のインジケー
タ（ｄｉｓｐｌａｙ_ｏｒｄｅｒ_ｍｏｄｅ）、表示効果のインジケータ（ｄｉｓｐｌａｙ
_ｅｆｆｅｃｔ_ｍｏｄｅ）、表示効果の期間のインジケータ（ｄｉｓｐｌａｙ_ｅｆｆｅ
ｃｔ_ｐｅｒｉｏｄ）などのインジケータフィールドが提供される。
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【００２９】
　（ｄｉｓｐｌａｙ_ｔｉｍｉｎｇ_ｍｏｄｅ）フィールドが（０）の場合、それは自動ス
ライドショーを示す。（ｄｉｓｐｌａｙ_ｔｉｍｉｎｇ_ｍｏｄｅ）フィールドが（１）の
場合、それは、ユーザーのキー入力に基づいて静止画像を表示するブラウザブル静止動作
又はスライドショー動作を示す。（ｄｉｓｐｌａｙ_ｏｒｄｅｒ_ｍｏｄｅ）フィールドが
（０）の場合、それは、静止画像をシーケンシャルに表示すべきシーケンシャル静止動作
を示す。（ｄｉｓｐｌａｙ_ｏｒｄｅｒ_ｍｏｄｅ）フィールドが（１）の場合、それは、
静止画像をランダムに表示すべきランダム静止動作を示す。
【００３０】
　（ｄｉｓｐｌａｙ_ｅｆｆｅｃｔ_ｍｏｄｅ）は、カット－イン／カット－アウト又はフ
ェード－イン／フェード－アウト等の、静止画像に適用される効果を示す。（ｄｉｓｐｌ
ａｙ_ｅｆｆｅｃｔ_ｐｅｒｉｏｄ）フィールドは、該当表示効果が有効な継続時間を示す
。（ｄｉｓｐｌａｙ_ｔｉｍｉｎｇ_ｍｏｄｅ）、（ｄｉｓｐｌａｙ_ｏｒｄｅｒ_ｍｏｄｅ
）、（ｄｉｓｐｌａｙ_ｅｆｆｅｃｔ_ｍｏｄｅ）、及び（ｄｉｓｐｌａｙ_ｅｆｆｅｃｔ_
ｐｅｒｉｏｄ）のフィールドを各静止画像毎に規定し管理することができる。
【００３１】
　複数の静止画像が関連付けられる場合、静止画像のインデックス番号を示す（ｒｅｆ_
ｔｏ_ｓｔｉｌｌ_ｉｎｄｅｘ）フィールドは、最終静止画像のインデックス番号又は関連
付けられる静止画像の数として規定される。一つの静止画像だけが関連付けられる場合、
（ｒｅｆ_ｔｏ_ｓｔｉｌｌ__ｉｎｄｅｘ）を（０ｘＦＦＦＦ）に規定することができる。
【００３２】
　さらに、図７Ａの実施形態は、（ｒｅｆ_ｔｏ_ｓｔｉｌｌ_ｉｎｄｅｘ）フィールドを
含まないこともある。
【００３３】
　図５Ｂは、再生リストマークをムービーマークとして規定することができるという点を
除いては、図５Ａと同じ本発明の実施形態による、静止画像を管理する方法を示す。ムー
ビーマークは、ビデオプレゼンテーションユニット（ＶＰＵｓ）の管理のために使われる
。ビデオデータとオーディオデータが共に記録され又はビデオデータだけが記録されるＡ
／Ｖストリームのクリップの所定の記録ブロックがビデオプレゼンテーションユニット（
ＶＰＵ）として割り当てられる。ＶＰＵは、別々のファイルとして記録され管理される。
スライドショーの表示が望まれる特定の位置、例えばモーションビデオを表示する中間で
、ＶＰＵの静止画像又はビデオを表示するために、ナビゲーション情報を記録し管理する
ことができる。
【００３４】
　図７Ｂは、関連付けられる再生リストマークにより提供される静止画像とＶＰＵｓに関
するナビゲーション情報の実施形態を示す。この実施形態は、マークがムービーマーク（
例えば、ｍａｒｋ　ｔｙｐｅ＝０ｘ１１）の場合、ＶＰＵ再生に関する追加的な情報がム
ービーマークと関連して提供される点を除いては、図７Ａの実施形態と同じである。特に
、次のインジケータフィールドを提供する。ＶＰＵのクリップファイル名を提供する（Ｖ
ＰＵ_Ｃｌｉｐ_Ｆｉｌｅ_Ｎａｍｅ）、ＶＰＵの特定の記録ブロックを選択して再生する
ための（ＶＰＵ_ｓｔａｒｔ_ＴＭ）情報と（ＶＰＵ_ｅｎｄ_ＴＭ）情報、ＶＰＵのデータ
記録サイズを示すための（ＶＰＵ_ｄａｔａ_ｓｉｚｅ）情報、及びＶＰＵに記録されるビ
デオデータの属性に関する情報を提供するための（ＶＰＵ_ｉｎｆｏ）のインジケータフ
ィールドが提供される。
【００３５】
　図７Ｃは、再生リストマーク情報フィールドの別の実施形態を示す。この実施形態は、
静止画像に関するナビゲーション情報が含まれない点を除いては、図７Ｂの実施形態と同
じである。
【００３６】
　図８Ａは、本発明による、静止画像を管理する方法の別の実施形態を示す。この実施形
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態では、一つの静止画像又は静止画像のグループの表示時間と表示方法等のナビゲーショ
ン情報が一つ又は複数の静止インジケータにより提供される。静止インジケータは、一つ
の静止画像又は静止画像のグループをクリップＡ／Ｖストリームに関連付ける。クリップ
Ａ／Ｖストリームは、ムービービデオとオーディオデータを共に含み又はオーディオデー
タだけを含むことができる。静止画像を、一つのイメージファイルに記憶し又は各静止画
像を個別のイメージファイルに記憶することができる。
図９Ａに示すように、静止インジケータ（ＰｌａｙＬｉｓｔＳｔｉｌｌＩｎｄｉｃａｔｏ
ｒ）は、再生リストファイル（ＰｌａｙＬｉｓｔ_Ｆｉｌｅ）に追加される新しい情報フ
ィールドである。この新しい情報フィールドは、情報フィールドの長さと再生リスト静止
の数（ｎｕｍｂｅｒ_ｏｆ_ＰｌａｙＬｉｓｔ_ｓｔｉｌｌｓ）を示す。各再生リスト静止
に対して、再生リストインジケータ（ＰｌａｙＬｉｓｔＳｔｉｌｌＩｎｄｉｃａｔｏｒ）
情報フィールドは、タイムスタンプ（ｓｔｉｌｌ_ｔｉｍｅ_ｓｔａｍｐ）、ＢＤ－ＲＯＭ
に記録される、関連する静止画像（群）の開始インデックス番号（ｒｅｆ_ｔｏ_ｓｔｉｌ
ｌ_ｓｔａｒｔ_ｉｎｄｅｘ）、及び静止画像の数（ｎｕｍｂｅｒ_ｏｆ_ｓｔｉｌｌ_ｉｍ
ａｇｅｓ）を示す。
【００３７】
　再生リスト静止のタイムスタンプ（ｓｔｉｌｌ_ｔｉｍｅ_ｓｔａｍｐ）は、再生リスト
静止が位置づけられるポイント、すなわち再生リスト静止が位置づけられるクリップのＡ
／Ｖストリームの時間軸（例えば、ＡＴＣ及び／又はＳＴＣ基準）でのポイントを示す。
【００３８】
　また、図９Ａに示すように、再生リスト静止に関連付けられる各静止画像に対して、次
のような情報が提供される。静止画像を表示する継続時間（ｄｕｒａｔｉｏｎ）、表示タ
イミングのインジケータ（ｄｉｓｐｌａｙ_ｔｉｍｉｎｇ_ｍｏｄｅ）、表示順序のインジ
ケータ（ｄｉｓｐｌａｙ_ｏｒｄｅｒ_ｍｏｄｅ）、表示効果のインジケータ（ｄｉｓｐｌ
ａｙ_ｅｆｆｅｃｔ_ｍｏｄｅ）、表示効果の期間（ｄｉｓｐｌａｙ_ｅｆｆｅｃｔ_ｐｅｒ
ｉｏｄ）の情報が提供される。これらのインジケータは、図７Ａを参照して上述した。
【００３９】
　図８Ｂは、本発明による、静止画像とＶＰＵｓを管理する方法の別の実施形態を示す。
この実施形態では、一つの静止画像又は静止画像のグループ及び／又はＶＰＵｓの表示時
間と表示方法等のナビゲーション情報が一つ又は複数のスライドショーインジケータによ
り提供される。スライドショーインジケータは、一つの静止画像又は静止画像のグループ
をクリップＡ／Ｖストリームに関連付け、又は、ＶＰＵをクリップＡ／Ｖストリームに関
連付ける。クリップＡ／Ｖストリームは、ムービービデオとオーディオデータを共に含み
又はオーディオデータだけを含むことができる。静止画像を一つのイメージファイルで記
憶し又は各静止画像を個別のイメージファイルに記憶することができる。
【００４０】
　図９Ｂに示すように、スライドショーインジケータ（ＰｌａｙＬｉｓｔＳｌｉｄｅｓｈ
ｏｗＩｎｄｉｃａｔｏｒ）は、再生リストファイル（ＰｌａｙＬｉｓｔ_Ｆｉｌｅ）に追
加される新しい情報フィールドである。この新しい情報フィールドは、情報フィールドの
長さとスライドショーオブジェクトの数（ｎｕｍｂｅｒ_ｏｆ_Ｓｌｉｄｅｓｈｏｗ_ｏｂ
ｊｅｃｔｓ）を示す。各スライドショーオブジェクトに対して、スライドショーインジケ
ータは、タイムスタンプ（ｓｔｉｌｌ_ｔｉｍｅ_ｓｔａｍｐ）を示す。タイムスタンプ（
ｓｔｉｌｌ_ｔｉｍｅ_ｓｔａｍｐ）は、スライドショーオブジェクトが位置づけられるポ
イント、すなわちスライドショーオブジェクトが位置づけられるクリップのＡ／Ｖストリ
ームの時間軸（例えば、ＡＴＣ及び／又はＳＴＣ基準）でのポイントを示す。
【００４１】
　スライドショーオブジェクトが静止画像の場合、ＢＤ－ＲＯＭに記録される関連する静
止画像（群）の開始インデックス番号（ｒｅｆ_ｔｏ_ｓｔｉｌｌ_ｓｔａｒｔ_ｉｎｄｅｘ
）と静止画像の数（ｎｕｍｂｅｒ_ｏｆ_ｓｔｉｌｌ_ｉｍａｇｅｓ）が提供される。また
、図９Ｂに示すように、再生リスト静止に関連付けられる各静止画像に対して、次の情報
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が提供される。静止画像を表示する継続時間（ｄｕｒａｔｉｏｎ）、表示タイミングのイ
ンジケータ（ｄｉｓｐｌａｙ_ｔｉｍｉｎｇ_ｍｏｄｅ）、表示順序のインジケータ（ｄｉ
ｓｐｌａｙ_ｏｒｄｅｒ_ｍｏｄｅ）、表示効果のインジケータ（ｄｉｓｐｌａｙ_ｅｆｆ
ｅｃｔ_ｍｏｄｅ）、表示効果の期間のインジケータ（ｄｉｓｐｌａｙ_ｅｆｆｅｃｔ_ｐ
ｅｒｉｏｄ）の情報が提供される。これらのインジケータは図７Ａを参照して上述した。
【００４２】
　スライドショーオブジェクトがＶＰＵの場合、ＶＰＵのクリップファイルを識別するた
めの情報（ＶＰＵ_Ｃｌｉｐ_Ｆｉｌｅ_Ｎａｍｅ）、ＶＰＵの特定記録ブロックを選択し
て再生するための情報（ＶＰＵ_ｓｔａｒｔ_ＴＭ）と（ＶＰＵ_ｅｎｄ_ＴＭ）、ＶＰＵの
データ記録サイズの情報（ＶＰＵ_ｄａｔａ_ｓｉｚｅ）、及びＶＰＵに記録されるビデオ
データの属性に関する情報（ＶＰＵ_ｉｎｆｏ）が含まれて記録される。
【００４３】
　図１０は、本発明による、静止画像を管理する方法の別の実施形態を示す。この実施形
態では、再生アイテムは一つ又は複数の静止画像を管理するために使われる。例えば、あ
る再生アイテムは、ムービービデオとオーディオデータを管理し又はオーディオデータの
みを管理し、ある再生アイテムは、一つの静止画像、静止画像のグループ、又はスライド
ショー（又はスライドショーの一部）を管理し、そして、静止再生アイテムとして扱われ
る。
【００４４】
　再生リストに対応するクリップＡ／Ｖストリームは、ムービービデオとオーディオデー
タとを共に含み又はオーディオデータだけを含むことができる。静止画像を、一つのイメ
ージファイルに記憶し又は、各静止画像を個別のイメージファイルに記憶することができ
る。再生リストの再生アイテムは、静止画像とクリップＡ／Ｖストリームとを関連付ける
ナビゲーション情報を提供する。静止画像と、例えばオーディオデータは、別個のファイ
ルに記録され、別個のファイルによって管理される。この方式では、静止画像とオーディ
オデータは独立しているが、一緒に再生することができる。これにより、例えば、静止画
像を表示する間、スライドショーを形成する静止画像に関連付けられるオーディオデータ
のクリップを継続してループ（又は繰り返して）させることができる。
図１１Ａは、本発明による、再生アイテム情報フィールドの実施形態を示す。再生アイテ
ム（ＰｌａｙＩｔｅｍ）情報フィールドは、情報フィールドの長さと、再生アイテムに関
連付けられるクリップ情報ファイルの名前（Ｃｌｉｐ_Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ_Ｆｉｌｅ
_Ｎａｍｅ）を示す。
【００４５】
　再生アイテム情報フィールドは、再生アイテムが静止再生アイテムであるかどうか、再
生アイテムが一つ又は複数の静止画像に関連付けられるかどうかを示すインジケータ（Ｃ
ｌｉｐ_ｃｏｄｅｃ_ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）もまた含む。例えば、（Ｃｌｉｐ_ｃｏｄｅ
ｃ_ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）フィールドは、（ＪＰＥＧ）等の静止画像の符号化フォーマ
ットを示すことができ、これは、再生アイテムが静止画像表示のための静止再生アイテム
であることを示す役割をする。
【００４６】
　再生アイテムに関連付けられるクリップ情報ファイルに与えられるＣＰＩ種別が（ＣＰ
Ｉｔｙｐｅ＝１）により表されるＥＰマップ種別である場合、再生アイテムは、クリップ
情報ファイル名（Ｃｌｉｐ_Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ_Ｆｉｌｅ_Ｎａｍｅ）により示され
るクリップ上のＳＴＣレファレンス（ｒｅｆ_ｔｏ_ＳＴＣ_ｉｄ）を含む。
【００４７】
　再生アイテムは、ＩＮ_ｔｉｍｅフィールドとＯＵＴ_ｔｉｍｅフィールドを含む。（Ｉ
Ｎ_ｔｉｍｅ）フィールドは、２バイトを占めて、静止画像ファイルに記憶される、関連
付けられる静止画像の中の１番目の静止画像のインデックス番号を示し、（ＯＵＴ_ｔｉ
ｍｅ）フィールドは、関連付けられる静止画像の中の最後の静止画像のインデックス番号
を示す。
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【００４８】
　また、図１１Ａに示すように、再生アイテムが静止再生アイテムである場合、静止画像
の数（ｎｕｍｂｅｒ_ｏｆ_ｓｔｉｌｌ_ｉｍａｇｅｓ）が提供される。そして、各静止画
像に対して、次のような情報が提供される。静止画像を表示する継続時間（ｄｕｒａｔｉ
ｏｎ）、表示タイミングのインジケータ（ｄｉｓｐｌａｙ_ｔｉｍｉｎｇ_ｍｏｄｅ）、表
示順序のインジケータ（ｄｉｓｐｌａｙ_ｏｒｄｅｒ_ｍｏｄｅ）、表示効果のインジケー
タ（ｄｉｓｐｌａｙ_ｅｆｆｅｃｔ_ｍｏｄｅ）、表示効果の期間のインジケータ（ｄｉｓ
ｐｌａｙ_ｅｆｆｅｃｔ_ｐｅｒｉｏｄ）の情報が提供される。これらのインジケータは、
図７Ａを参照して上述した。
【００４９】
　図１０に示さなかったが、再生アイテムは、ＶＰＵ再生アイテムとしての役割もするこ
とができる。図１１Ｂは、ＶＰＵ再生アイテムの実施形態を示す。クリップコード識別子
は、再生アイテムをＶＰＵ再生アイテムとして識別して、ムービーマークとＶＰＵスライ
ドショーオブジェクトを参照して上述した同じＶＰＵ情報を提供する。
【００５０】
　図１２Ａは、本発明による、静止画像を管理する方法の別の実施形態を示す。この実施
形態では、サブ再生アイテムが一つ又は複数の静止画像を管理するために使われて、一方
、ムービーデータ（例えば、オーディオデータとビデオデータ）又はオーディオデータの
みが、再生アイテムを使用して管理される。サブ再生アイテムは、再生リストのサブパス
を示す。
【００５１】
　この方法では、静止画像ファイルに記憶される一つの静止画像又は静止画像のグループ
は、再生リストに含まれるサブ再生アイテムに関連付けられる。再生リストに対応するク
リップＡ／Ｖストリームは、ムービービデオとオーディオデータを共に含み又はオーディ
オデータだけを含むことができる。静止画像を、一つのイメージファイルに記憶し又は各
静止画像を個別のイメージファイルに記憶することができる。静止画像と、例えばオーデ
ィオデータは、別個のファイルに記録されて、別個のファイルによって管理される。この
方式では、静止画像とオーディオデータを、独立しているが、一緒に再生することができ
る。これにより、静止画像を提示している間、例えば、スライドショーを形成する静止画
像に関連付けられるオーディオデータのクリップを継続してループ（又は繰り返して）さ
せることができる。
【００５２】
　図１３Ａは、本発明による、サブ再生アイテム情報フィールドの実施形態を示す。サブ
再生アイテム（ＳｕｂＰｌａｙＩｔｅｍ）情報フィールドは、情報フィールドの長さと、
サブ再生アイテムに関連付けられるクリップ情報ファイルの名前（Ｃｌｉｐ_Ｉｎｆｏｒ
ｍａｔｉｏｎ_Ｆｉｌｅ_Ｎａｍｅ）を示す。
【００５３】
　サブ再生アイテム情報フィールドは、再生アイテムが静止再生アイテムであるかどうか
、一つ又は複数の静止画像に関連付けられるかどうかを示す（Ｃｌｉｐ_ｃｏｄｅｃ_ｉｄ
ｅｎｔｉｆｉｅｒ）インジケータと（ＳｕｂＰｌａｙＩｔｅｍ_ｔｙｐｅ）種別インジケ
ータを含む。例えば、（Ｃｌｉｐ_ｃｏｄｅｃ_ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）フィールドは、（
ＪＰＥＧ）等の静止画像の符号化フォーマットを示すことができ、これは、再生アイテム
が静止画像表示のための静止再生アイテムであることを示す役割をする。種別インジケー
タ（ＳｕｂＰｌａｙＩｔｅｍ_ｔｙｐｅ）に関しては、種別インジケータ（ＳｕｂＰｌａ
ｙＩｔｅｍ_ｔｙｐｅ）が、例えば（２）の場合、これはサブ再生アイテムが一つ又は複
数の関連付けられる静止画像を表示するサブパスと関連付けられることを示す。
【００５４】
　サブ再生アイテムは、（ＩＮ_ｔｉｍｅ）フィールドと（ＯＵＴ_ｔｉｍｅ）フィールド
を含む。（ＩＮ_ｔｉｍｅ）フィールドは、２バイトを占めて、静止画像ファイルに記憶
される、関連付けられる静止画像の中から１番目の静止画像のインデックス番号を示し、
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（ＯＵＴ_ｔｉｍｅ）フィールドは、関連付けられる静止画像の中から最後の静止画像の
インデックス番号を示す。
【００５５】
　サブ再生アイテムは、クリップ情報ファイル名（Ｃｌｉｐ_Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ_Ｆ
ｉｌｅ_Ｎａｍｅ）により示されるクリップに関するＳＴＣレファレンス（ｒｅｆ_ｔｏ_
ＳＴＣ_ｉｄ）、このサブ再生アイテムを含む再生アイテムのＩＤである（ｓｙｎｃ_Ｐｌ
ａｙＩｔｅｍ_ｉｄ）、及び（ｓｙｎｃ_ＰｌａｙＩｔｅｍ_ｉｄ）により示される再生ア
イテムのプレゼンテーションタイムの（Ｓｙｎｃ_ｓｔａｒｔ_ＰＴＳ_ｏｆ_ＰｌａｙＩｔ
ｅｍ）を含む。
【００５６】
　また、図１３Ａに示したように、再生アイテムが静止再生アイテムである場合、静止画
像の数（ｎｕｍｂｅｒ_ｏｆ_ｓｔｉｌｌ_ｉｍａｇｅｓ）が提供される。そして、各静止
画像に対して、次の情報が提供される。静止画像を表示する継続時間（ｄｕｒａｔｉｏｎ
）、表示タイミングのインジケータ（ｄｉｓｐｌａｙ_ｔｉｍｉｎｇ_ｍｏｄｅ）、表示順
序のインジケータ（ｄｉｓｐｌａｙ_ｏｒｄｅｒ_ｍｏｄｅ）、表示効果のインジケータ（
ｄｉｓｐｌａｙ_ｅｆｆｅｃｔ_ｍｏｄｅ）、表示効果の期間のインジケータ（ｄｉｓｐｌ
ａｙ_ｅｆｆｅｃｔ_ｐｅｒｉｏｄ）の情報が提供される。これらのインジケータは図７Ａ
を参照して上述した。
【００５７】
　他の実施形態では、ムービービデオとオーディオデータ、又はオーディオだけがサブ再
生アイテムにより管理され、静止画像又はスライドショー（又はスライドショーの一部）
は、再生アイテムにより管理される。
【００５８】
　図１２Ｂは、サブ再生アイテムがＶＰＵの再生を管理するＶＰＵサブ再生アイテムとし
ての役割もする点を除いては、図１２Ａの実施形態と同じである。
【００５９】
　図１３Ｂは、図１２Ｂの実施形態による、サブ再生アイテムの実施形態を示す。クリッ
プコード識別子及び／又はサブ再生アイテム種別が、サブ再生アイテムがＶＰＵサブ再生
アイテムであることを示す場合に、サブ再生アイテムがＶＰＵのサイズとＶＰＵに記録さ
れるビデオデータの属性に関する情報をさらに示すという点を除いては、図１３Ｂの実施
形態は図１２Ｂの実施形態と同じである。例えば、（ＳｕｂＰｌａｙＩｔｅｍ_ｔｙｐｅ
）に関しては、種別インジケータ（ＳｕｂＰｌａｙＩｔｅｍ_ｔｙｐｅ）が、例えば（３
）の場合、これはサブ再生アイテムがＶＰＵを表示するサブパスと関連付けられることを
示す。
【００６０】
　次に、静止表示位置を検出できる静止情報パケットを記録する方法の実施形態を詳細に
説明する。図１４Ａは、本発明の実施形態による、静止画像表示位置を識別するための静
止情報パケットを記録する方法を示す。この方法では、静止マーク、静止インジケータ、
静止再生アイテム、サブ再生アイテムのうち少なくともいずれか一つの種別のナビゲーシ
ョン情報により指定される、クリップＡ／Ｖストリームに含まれる静止表示開始位置と静
止表示終了位置に記録されるソースパケットは、静止画像のグループを識別するための静
止情報パケットとして規定される。
【００６１】
　静止情報パケットは、４バイトのＴＰ（トランスポートパケット）エクストラヘッダと
１８８バイトのＭＰＥＧ２　ＴＰ（トランスポートパケット）を含む。ＭＰＥＧ２　ＴＰ
は、パケットヘッダとペイロード（Ｐａｙｌｏａｄ）を含む。図１４Ａに示すように、静
止情報は、ペイロードに記録される（ｓｔｉｌｌ_ｓｔａｒｔ_ｅｎｄ_ｆｌａｇ）、（ｎ
ｕｍｂｅｒ_ｏｆ_ｉｍａｇｅｓ）、及び（ｄｉｓｐｌａｙ_ｉｎｆｏ）のフィールドを含
む。
【００６２】
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　例えば、（ｓｔｉｌｌ_ｓｔａｒｔ_ｅｎｄ_ｆｌａｇ）フィールドが（０）の場合、そ
れは、静止表示開始位置を示す。このフィールドが（１）の場合、それは、静止表示終了
位置を示す。（ｎｕｍｂｅｒ_ｏｆ_ｉｍａｇｅｓ）フィールドは、表示開始位置でだけ意
味があり、（ｄｉｓｐｌａｙ_ｉｎｆｏ）フィールドは、表示順序、表示効果、表示効果
の期間などが記憶する。
【００６３】
　図１６に示したＶＤＰシステムでの復号化動作が、静止情報を有するソースパケットを
検出すると、すなわちクリップＡ／Ｖストリームに記録されるムービービデオ及び／又は
オーディオデータを再生する間に静止情報パケットを検出すると、光ディスク再生装置は
、ムービービデオデータの再生を停止した後に静止画像を表示し、又は、オーディオデー
タの再生とともに静止画像を表示する。
【００６４】
　（ｓｔｉｌｌ_ｓｔａｒｔ_ｅｎｄ_ｆｌａｇ）を参照して、ＶＤＰシステムは、静止画
像の表示を開始するか停止する。静止開始パケットと静止終了パケットの二種類のパケッ
トを各々、静止表示開始位置と静止表示終了位置に記録することができる。
【００６５】
　図１４Ｂは、本発明の実施形態による、スライドショーの表示位置を識別するためのス
ライドショー情報パケットを記録する方法を示す。この方法では、再生リストマーク、静
止インジケータ、スライドショーインジケータ、再生アイテム、サブ再生アイテムのうち
少なくとも一つの種別のナビゲーション情報により指定される、クリップＡ／Ｖストリー
ムに含まれるスライドショー表示開始位置とスライドショー表示終了位置に記録されるソ
ースパケットは、静止画像のグループを識別するためのスライドショー情報パケットとし
て規定される。
【００６６】
　スライドショー情報パケットは、４バイトのＴＰ（トランスポートパケット）エクスト
ラヘッダと１８８バイトのＭＰＥＧ２　ＴＰ（トランスポートパケット）を含む。ＭＰＥ
Ｇ２　ＴＰは、パケットヘッダとペイロードを含む。図１４Ｂに示すように、スライドシ
ョー情報は、スライドショー情報パケットが静止画像情報パケットの場合、（Ｓｌｉｄｅ
ｓｈｏｗ_ｓｔａｒｔ_ｅｎｄ_ｆｌａｇ）のフィールド、（ｎｕｍｂｅｒ_ｏｆ_ｉｍａｇ
ｅｓ）のフィールド、（ｄｉｓｐｌａｙ_ｉｎｆｏ）を含み、スライドショー情報パケッ
トがＶＰＵ情報パケットの場合、ＶＰＵの継続時間のフィールドとＶＰＵのデータサイズ
のフィールドを含む。
【００６７】
　図１６に示したＶＤＰシステムでの復号化動作がスライドショー情報を有するソースパ
ケットが検出する場合、すなわちクリップＡ／Ｖストリームに記録されるムービービデオ
及び／又はオーディオデータを再生する間にスライドショー情報パケットを検出する場合
、光ディスク再生装置は、ムービービデオデータの再生を停止した後に静止画像又はＶＰ
Ｕを表示し又はオーディオデータの再生とともに静止画像を表示する。
【００６８】
　（ｓｔｉｌｌ_ｓｔａｒｔ_ｅｎｄ_ｆｌａｇ）を参照しながら、ＶＤＰシステムは、静
止画像の表示を開始するか又は停止する。静止開始パケットと静止終了パケットの二種類
のパケットを各々、それぞれ静止表示開始位置と静止表示終了位置に記録することができ
る。
【００６９】
　図１５は、本発明の別の実施形態による、静止画像表示位置を識別するための静止情報
パケットを記録する方法を示す。この方法では、静止情報パケットは、静止マーク、静止
インジケータ、静止再生アイテム、サブ再生アイテムのうち少なくとも一つの種別を使用
するナビゲーション情報により指定される、クリップＡ／Ｖストリームに含まれるすべて
の静止画像の表示位置に加えられる。この実施形態では、静止画像を静止情報パケットに
より検出することができる。
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【００７０】
　上述したように、静止情報パケットは、（ｓｔｉｌｌ_ｓｔａｒｔ_ｅｎｄ_ｆｌａｇ）
と（ｄｉｓｐｌａｙ_ｉｎｆｏ）のフィールドを含む静止情報を含む。（ｄｉｓｐｌａｙ_
ｉｎｆｏ）フィールドは、表示順序、表示効果、表示効果の期間等を含む。
【００７１】
　図１６に示したＶＤＰシステムで復号化動作が静止情報を有するソースパケットを検出
する場合、すなわちクリップＡ／Ｖストリームに記録されるムービービデオ及び／又はオ
ーディオデータを再生する間に静止情報パケットを検出する場合、光ディスク再生装置は
、ムービービデオデータの再生を停止した後に静止画像を表示し又はオーディオデータの
再生とともに静止画像を表示する。
【００７２】
　静止情報パケットを静止画像開始位置と静止画像終了位置に追加することができる。（
ｓｔｉｌｌ_ｓｔａｒｔ_ｅｎｄ_ｆｌａｇ）を参照しながら、ＶＤＰシステムは、静止画
像の表示を開始するか又は停止する。静止開始パケットと静止終了パケットの二種類のパ
ケットを各々、静止表示開始位置と静止表示終了位置に記録することができる。
【００７３】
　光ディスク再生装置は、静止マーク、静止インジケータ、スライドショーインジケータ
、静止再生アイテム、サブ再生アイテム等の本発明によるナビゲーション情報を参照する
ことによって、ムービーデータと静止画像又はオーディオデータと静止画像を、接続され
たテレビセット等に出力する。図１６は、本発明による光ディスク記録及び再生装置の実
施形態の概略図を示す。Ａ／Ｖエンコーダ９は、データ（例えば、ムービービデオとオー
ディオデータ、オーディオデータだけ、及び／又は静止画像データ）を受け取り、符号化
する。Ａ／Ｖエンコーダ９は、コーディング情報とストリーム属性情報と共に、符号化さ
れたデータを出力する。マルチプレクサ８は、コーディング情報とストリーム属性情報に
基づいて符号化されたデータを多重化し、例えばＭＰＥＧ－２トランスポートストリーム
を作成する。ソース・パケッタイザー（Ｓｏｕｒｃｅ　ｐａｃｋｅｔｉｚｅｒ）７は、マ
ルチプレクサ８から入力するトランスポートパケットを光ディスクのオーディオ／ビデオ
フォーマットにしたがってソースパケットにパケット化する。図１４に示すように、Ａ／
Ｖエンコーダ９、マルチプレクサ８、ソース・パケッタイザー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、記録動作のユーザー入力を受け取り、Ａ／
Ｖエンコーダ９、マルチプレクサ８、ソース・パケッタイザー７に制御情報を提供する。
例えば、コントローラ１０は、Ａ／Ｖエンコーダ９に、実行する符号化種別を指示し、マ
ルチプレクサ８に、作成するトランスポートストリームを指示し、ソース・パケッタイザ
ー７に、ソースパケットのフォーマットを指示する。コントローラ１０は、ドライブ３を
制御し、ソース・パケッタイザー７からの出力を光ディスクに記録する。
【００７４】
　コントローラ１０は、光ディスクに記録されているデータの再生を管理するためのナビ
ゲーション情報と管理情報を作成する。例えば、ユーザーインターフェースを介して受け
た情報（例えば、ディスクに記憶されているか、コンピュータシステムによりイントラネ
ット又はインターネットを介して提供される命令）に基づいて、コントローラ１０は、ド
ライブ３を制御し、に図１ないし図１５のデータ構造のうち一つ又は複数を光ディスクに
記録する。
【００７５】
　再生中、コントローラ１０は、ドライブ３を制御し、このデータ構造を再生する。ディ
スクに含まれた情報と、ユーザーインターフェース（例えば、記録及び再生装置の操作ボ
タン又は装置と関連するリモート）を介して受けたユーザー入力に基づいて、コントロー
ラ１０は、ドライブ３を制御し、光ディスクからデータを再生する。例えば、本発明の実
施形態に関して上述したように、一つの静止画像又は静止画像（群）を、ナビゲーション
情報に基づいて、ムービービデオとオーディオデータと関連し又はオーディオデータとだ
け関連して再生することができる。一つの画像又は画像のグループをスライドショー又は



(16) JP 4602083 B2 2010.12.22

10

20

30

40

50

スライドショーの一部として再生することができる。スライドショーは、同期化され、見
ることができる。
【００７６】
　再生されたソースパケットは、ソース・デパケッタイザー（Ｓｏｕｒｃｅ　Ｄｅｐａｃ
ｋｅｔｉｚｅｒ）４によって受け取られ、データストリーム（例えば、ＭＰＥＧ－２トラ
ンスポートパケットストリーム）に変換される。デマルチプレクサ５は、データストリー
ムを符号化されたデータに逆多重化する。Ａ／Ｖデコーダー６は、符号化されたデータを
復号化し、Ａ／Ｖエンコーダ９に入力したオリジナルデータを生成する。再生中、コント
ローラ１０は、ソース・デパケッタイザー４、デマルチプレクサ５、Ａ／Ｖデコーダー６
の動作を制御する。コントローラ１０は、再生動作のユーザー入力を受け取り、Ａ／Ｖデ
コーダー６、デマルチプレクサ５、ソース・デパケッタイザー４に制御情報を送る。例え
ば、コントローラ１０は、Ａ／Ｖデコーダー６に実行する符号化種別を指示し、マルチプ
レクサ５に逆多重化するトランスポートストリームを指示し、ソース・デパケッタイザー
４にソースパケットのフォーマットを指示する。
【００７７】
　図１６は記録及び再生装置として示されているが、記録又は再生の機能を有する図１６
の機能の一部を使用して記録動作だけ又は再生動作だけを提供するができる。
【００７８】
　次に、図１７ないし図２０を参照して、スライドショーの他の種類を詳細に説明する。
これらは、単に例に過ぎず、本発明のデータ構造は、別の種類のスライドショーを提供で
きる。
【００７９】
　図１７ないし図１９は、同期スライドショー又は時間基準スライドショーの例を示す。
この例では、表示アイテム（ＶＰＵｓ及び／又は静止アイテム）は時間内に特定のポイン
トに表示される。図１７ないし図１９の例では、表示アイテムは、クリップＡ／Ｖストリ
ームから再生されるオーディオデータと同期して、時間内に特定のポイントに表示される
。各表示アイテムのプレゼンテーション時間と継続時間は再生リスト内のナビゲーション
情報により提供される。例えば、ナビゲーション情報は、上述したように、再生リストマ
ーク、静止又はスライドショーのインジケータ、再生アイテム及びサブ再生アイテムのう
ち一つ又は複数を含む。オーディオデータに関するナビゲーション情報は、再生リスト内
の再生アイテムとサブ再生アイテムのうちの一つにより提供される。ナビゲーション情報
は、シーケンシャル再生又はランダム再生をすべきかどうかを示す。
【００８０】
　図１７は、シーケンシャル同期再生の例を示す。ＶＰＵ＃１、ＶＰＵ＃２、静止アイテ
ム＃１―＃５を含む７表示アイテムＤｉｓｐｌａｙ＃１～＃７は、各表示アイテムに関し
て指示されたプレゼンテーション時間に表示される。
【００８１】
　図１８は、７表示アイテムＤｉｓｐｌａｙ＃１～＃７のランダム再生の例を示す。ＶＤ
Ｐシステムは、ナビゲーション情報から各表示アイテムに関するプレゼンテーション時間
を得るが、得られた各プレゼンテーション時間にいずれの表示アイテムを表示するかをラ
ンダムに選択する。図１９は、第１の部分の再生はシーケンシャルで、第２の部分の再生
はランダムである例を示す。
【００８２】
　図２０は、ブラウザブルスライドショーの例を示す。ブラウザブルスライドショーでは
、各表示アイテムは、表示される表示アイテムからの変更を指示するユーザー入力を受け
取るまで表示される。ブラウザブルスライドショーを用いて、ナビゲーション情報は、静
止画像の継続時間、例えば静止画像の継続時間を無限として指示する。受信したユーザー
入力は、次の表示アイテム又は前の表示アイテムに進むように指し示すことができる。図
２０に示したように、オーディオデータと共にブラウザブルスライドショーが再生される
時、オーディオデータと表示アイテムとは同期していない。代わりに、オーディオデータ
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は、スライドショーの間、継続的に繰り返して再生される。ＶＰＵ＃１に関して図示した
ように、ＶＰＵが表示アイテムとして再生され、表示アイテムの変更を指示するユーザー
入力を受け取る前にＶＰＵの再生が完了する場合は、ＶＰＵの最後のピクチャが静止画像
として維持される。時間基準のスライドショーでは、表示アイテムの表示をシーケンシャ
ル又はランダムにすることができる。図２０はシーケンシャルなブラウザブルスライドシ
ョーを示す。
【００８３】
　次に、ナビゲーション情報に基づいたブラウザブルスライドショーの再生を詳細に説明
する。ブラウザブルスライドショーは、静止マークとして規定される再生リストマークに
基づいて再生することができる。この例では、コントローラ１０は、再生リストを再生し
、再生リスト内のナビゲーション情報に基づいて、例えば、オーディオデータのみととも
に静止画像を再生する。再生リストは、ナビゲーション情報、例えば、オーディオデータ
に関する再生アイテム又はサブ再生アイテムを提供し、静止画像とオーディオデータとを
関連付ける静止マークを提供する。コントローラ１０は、ユーザーから次の静止画像又は
前の静止画像へのスキップ指示を受け取るまでは静止画像の出力をもたらす。コントロー
ラ１０は、次の静止画像又は前の静止画像を再生する。このような次の静止画像又は前の
静止画像は、静止マークにより参照される画像のグループ内の次の画像又は前の画像であ
り得、又は再生リスト内の次の静止マーク又は前の静止マークにより参照される静止画像
であり得る。このようなブラウザブルスライドショー動作は、静止インジケータに基づい
て実行することができる。
【００８４】
　ブラウザブルスライドショーは、静止再生アイテム又はサブ再生アイテムとして規定さ
れる再生アイテム又はサブ再生アイテムに基づいて再生することもできる。コントローラ
１０は、例えば、再生リスト内の非静止再生アイテム又はサブ再生アイテムによって参照
されるオーディオデータのみを再生し、再生リスト内の静止再生アイテム又はサブ再生ア
イテムにより参照される一つの静止画像又は静止画像のグループ内の一つの静止画像を再
生する。コントローラ１０は、ユーザーから次の静止画像又は前の静止画像へのスキップ
指示を受け取るまでは静止画像の出力をもたらす。コントローラ１０は、次の静止画像又
は前の静止画像を再生する。このような次の画像又は前の画像は、現在の静止再生アイテ
ム又は静止サブ再生アイテムにより参照される画像のグループ内の次の画像又は前の画像
であり得、又は再生リスト内の次の静止再生アイテム又は前の静止再生アイテム又は静止
サブ再生アイテムにより参照される静止画像であり得る。
【００８５】
　上述したように、本発明は、高密度記録媒体（例えば、ＢＤ－ＲＯＭ等の高密度光ディ
スク）に記録される静止画像を管理するためのデータ構造を有する記録媒体を提供する。
例えば、データ構造は、ムービービデオと静止画像又はオーディオと静止画像を様々な方
法で表示することができるようにする。
【００８６】
　本発明は、記録媒体に記録される静止画像を管理するために、高密度記録媒体にデータ
構造を記録する方法と装置を提供する。
【００８７】
　上述の説明は、静止画像の再生を管理するために、高密度記録媒体に記録されるデータ
構造に基づいて、高密度記録媒体に記録される静止画像を再生する方法及び装置をさらに
提供する。
【００８８】
　本発明を限られた数の実施形態と関連して説明したが、当業者はこれらから数多くの変
更及びバリエーションを理解する。例えば、幾つかの例ではブルーレイＲＯＭ光ディスク
に関連して説明したが、本発明は、この光ディスクの標準に限定されない。すべての変更
及びバリエーションは本発明の精神及び範囲に含まれる。
【図面の簡単な説明】
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【００８９】
【図１】本発明による記録媒体のファイル又はデータ構造の実施形態を示した図である。
【図２】図１のデータ構造を有する記録媒体の例を示した図である。
【図３】本発明の実施形態による、高密度光ディスクに対して静止画像を管理する方法を
示した図である。
【図４】本発明の他の実施形態による、高密度光ディスクにために静止画像を管理する方
法を示した図である。
【図５Ａ】本発明の実施形態による、静止画像を管理する方法を示した図である。
【図５Ｂ】本発明の実施形態による、静止画像とビデオプレゼンテーションユニット（Ｖ
ＰＵｓ）を管理する方法を示した図である。
【図６】関連付けられる再生リストマークにより提供される静止画像に関するナビゲーシ
ョン情報の一実施形態を示した図である。
【図７Ａ】関連付けられる再生リストマークにより提供される静止画像及び／又はＶＰＵ
ｓに関するナビゲーション情報の他の実施形態を示した図である。
【図７Ｂ】関連付けられる再生リストマークにより提供される静止画像及び／又はＶＰＵ
ｓに関するナビゲーション情報の他の実施形態を示した図である。
【図７Ｃ】関連付けられる再生リストマークにより提供される静止画像及び／又はＶＰＵ
ｓに関するナビゲーション情報の他の実施形態を示した図である。
【図８Ａ】本発明による、静止画像を管理する方法の他の実施形態を示した図である。
【図８Ｂ】本発明による、静止画像とＶＰＵｓを管理する方法の他の実施形態を示した図
である。
【図９Ａ】静止インジケータ情報フィールドにより提供される静止画像に関するナビゲー
ション情報の実施形態を示した図である。
【図９Ｂ】スライドショーインジケータ情報フィールドにより提供される静止画像とＶＰ
Ｕｓに関するナビゲーション情報の実施形態を示した図である。
【図１０】本発明による、静止画像を管理する方法の他の実施形態を示した図である。
【図１１Ａ】本発明による、再生アイテム情報フィールドの実施形態をそれぞれ示した図
である。
【図１１Ｂ】本発明による、再生アイテム情報フィールドの実施形態をそれぞれ示した図
である。
【図１２Ａ】本発明による、静止画像を管理する方法の他の実施形態を示した図である。
【図１２Ｂ】本発明による、静止画像とＶＰＵｓを管理する方法の他の実施形態を示した
図である。
【図１３Ａ】本発明による、サブ再生アイテム情報フィールドの実施形態をそれぞれ示し
た図である。
【図１３Ｂ】本発明による、サブ再生アイテム情報フィールドの実施形態をそれぞれ示し
た図である。
【図１４Ａ】本発明の実施形態による、静止表示位置を識別するための静止情報パケット
を記録する方法を示した図である。
【図１４Ｂ】本発明の実施形態による、表示位置を識別するためのスライドショー情報パ
ケットを記録する方法を示した図である。
【図１５】本発明の別の実施形態による、静止画像の表示位置を識別するための静止情報
パケットを記録する方法を示した図である。
【図１６】本発明による、光ディスク記録及び再生装置の実施形態示した図である。
【図１７】同期スライドショー又は時間基準のスライドショーの例を示した図である。
【図１８】同期スライドショー又は時間基準のスライドショーの例を示した図である。
【図１９】同期スライドショー又は時間基準のスライドショーの例を示した図である。
【図２０】ブラウザブルスライドショーの例を示した図である。
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【図１４Ａ】 【図１４Ｂ】
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