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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体から第１および第２のストリームの再生を制御するための再生管理情報を取得
する第１の取得手段と、
　前記第１の取得手段により取得された前記再生管理情報を解析し、解析結果から、前記
第１のストリームを再生する主の再生パスとは異なる再生パスであって、１つまたは複数
の副の再生パスにより再生される前記第２のストリームの再生位置と種類を示す情報を含
む前記副の再生パスに関する情報を取得する第２の取得手段と、
　前記第２の取得手段により取得された前記副の再生パスに関する情報を基に、前記第１
のストリームの再生時間軸に対応づけて、前記第２のストリームの再生位置と種類を示す
画像を生成する情報生成手段と、
　前記情報生成手段により生成された前記画像の表示を制御する表示制御手段と、
　前記第１の取得手段により取得された前記再生管理情報に基づいて、前記第１および第
２のストリームの再生を制御する再生制御手段と
　を備える情報処理装置。
【請求項２】
　前記第２のストリームが前記第１のストリームに非同期である場合、前記第２のストリ
ームの再生位置を示す情報は、前記第１のストリームの再生時間軸の先頭に対応づけられ
る
　請求項１に記載の情報処理装置。
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【請求項３】
　前記第２のストリームが前記第１のストリームに同期している場合、前記第２のストリ
ームの再生位置を示す情報は、前記第１のストリームの再生時間軸に対応づけられる
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記第２のストリームの所定のフレームの画像データを取得する第３の取得手段
　を更に備え、
　前記情報生成手段は、前記第３の取得手段により取得された前記第２のストリームの所
定のフレームの画像データを基に、前記第２のストリームの種類を示す情報を生成する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記第１のストリームを取得する第３の取得手段
　を更に備え、
　前記再生制御手段は、前記第１の取得手段により取得された前記再生管理情報に基づい
て、前記第３の取得手段により取得された前記第１のストリームの再生を制御し、
　前記表示制御手段は、前記再生制御手段により再生が制御される前記第１のストリーム
の画像に、前記情報生成手段により生成された前記画像が重畳されて表示されるように、
その画像の表示を制御する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　ユーザによる操作入力を取得する操作入力取得手段
　を更に備え、
　前記操作入力取得手段によって、前記表示制御手段により表示が制御された前記画像を
参照したユーザによる前記第２のストリームの再生位置を選択する操作入力が取得された
場合、前記再生制御手段は、選択された前記再生位置からの前記第１および第２のストリ
ームの再生を制御する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　情報処理装置が、記録媒体から第１および第２のストリームの再生を制御するための再
生管理情報を取得し、
　前記情報処理装置が、取得された前記再生管理情報を解析して、前記第１のストリーム
を再生する主の再生パスとは異なる再生パスであって、１つまたは複数の副の再生パスに
より再生される前記第２のストリームの再生位置と種類を示す情報を含む前記副の再生パ
スに関する情報を取得し、
　前記情報処理装置が、取得された前記副の再生パスに関する情報を基に、前記第１のス
トリームの再生時間軸に対応づけて、前記第２のストリームの再生位置と種類を示す画像
を生成し、
　前記情報処理装置が、生成された前記画像の表示を制御し、
　前記情報処理装置が、取得された前記再生管理情報に基づいて、前記第１および第２の
ストリームの再生を制御する
　ステップを含む情報処理方法。
【請求項８】
　コンピュータに、
　記録媒体から第１および第２のストリームの再生を制御するための再生管理情報を取得
し、
　取得された前記再生管理情報を解析して、前記第１のストリームを再生する主の再生パ
スとは異なる再生パスであって、１つまたは複数の副の再生パスにより再生される前記第
２のストリームの再生位置と種類を示す情報を含む前記副の再生パスに関する情報を取得
し、
　取得された前記副の再生パスに関する情報を基に、前記第１のストリームの再生時間軸
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に対応づけて、前記第２のストリームの再生位置と種類を示す画像を生成し、
　生成された前記画像の表示を制御し、
　取得された前記再生管理情報に基づいて、前記第１および第２のストリームの再生を制
御する
　ステップを含む処理を実行させるためのプログラム。
【請求項９】
　請求項８に記載のプログラムが記録されているプログラム格納媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置および情報処理方法、プログラム、並びに、プログラム格納媒
体に関し、特に、複数のビデオストリームが合成されて表示可能なようになされている場
合に用いて好適な、情報処理装置および情報処理方法、プログラム、並びに、プログラム
格納媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　DVD（Digital Versatile Disc）ビデオの規格においては、記録媒体に記録されている
映画などのＡＶ（Audio Visual）コンテンツを再生する場合、ユーザに、音声切り替えや
字幕切り替えというインタラクティブな操作を提供している（例えば、非特許文献１参照
）。具体的には、図１の表示装置１に表示されているＡＶコンテンツに対して、ユーザは
、リモートコントローラ２の音声切り替えボタン１１や字幕切り替えボタン１２を操作す
ることで、音声の切り替えや字幕を切り替える。例えば、音声１が初期状態として設定さ
れており、ユーザによりリモートコントローラ２の音声切り替えボタン１１が操作された
場合、図２に示されるように、音声１が音声２に切り替えられる。
【０００３】
　DVDビデオ上のＡＶコンテンツは、MPEG（Moving Picture Experts Group）２プログラ
ムストリームの形式で記録されている。このMPEG２プログラムストリームには、図３に示
されるように、ビデオストリーム（図３のビデオ）、複数のオーディオストリーム（図３
のオーディオ１，２，３）、および複数のサブピクチャストリーム（図３のサブピクチャ
１，２，３）が、ビデオストリームにＡＶ同期して再生されるように多重化されている。
サブピクチャストリーム（サブピクチャ１，２，３）は、ビットマップ画像がランレング
ス符号化されたストリームであり、主に字幕用途に用いられる。
【０００４】
　一般に、複数のオーディオストリームは、異なる言語の音声を記録するために用いられ
、複数のサブピクチャストリームは、異なる言語の字幕を記録するために用いられる。ユ
ーザは、ビデオが再生されている場合、インタラクティブに所望の言語の音声や字幕を、
リモートコントローラ２を用いて選択することができる。
【０００５】
【非特許文献１】DVD Specifications for Read-Only Disc Part 3;Version1.1
【０００６】
　また、追加して記録された音声（例えば、いわゆるアフレコと称される音声）を再生す
るために、Sub pathが用いられている技術がある（例えば、特許文献１）。
【０００７】
【特許文献１】特開２０００－１５８９７２号公報
【０００８】
　また、複数の映像データを編集するために、複数のビデオストリームを同一時間軸上の
タイムライン上に表現する技術がある（例えば、特許文献２）。
【０００９】
【特許文献２】特開２０００－３４８４６９号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　特許文献１に記載の技術では、たしかに、追加して記録された音声（例えば、いわゆる
アフレコと称される音声）を再生するために、Sub pathが用いられているが、２つの同一
の種類のストリーム、すなわち、２つのオーディオストリームや２つのビデオストリーム
を合成して再生するための構成についてはなんら開示されていない。
【００１１】
　また、特許文献２に記載の技術では、編集作業のために、複数のビデオストリームが同
一時間軸上のタイムライン上に表現することができるようになされているが、これらの複
数のビデオストリームは、それぞれ個別のタイムコードに基づいて撮像された独立したビ
デオストリームであり、合成して再生されるものではなかった。
【００１２】
　したがって、例えば、２つのビデオストリームが合成して再生される場合などにおいて
、それぞれのストリームが再生時間軸上においてどの位置で合成されるのかなどを把握す
るための技術はなかった。
【００１３】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、複数のビデオストリームが合成
して再生される場合の合成の状態を把握することができるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の一側面の情報処理装置は、記録媒体から第１および第２のストリームの再生を
制御するための再生管理情報を取得する第１の取得手段と、前記第１の取得手段により取
得された前記再生管理情報を解析し、解析結果から、前記第１のストリームを再生する主
の再生パスとは異なる再生パスであって、１つまたは複数の副の再生パスにより再生され
る前記第２のストリームの再生位置と種類を示す情報を含む前記副の再生パスに関する情
報を取得する第２の取得手段と、前記第２の取得手段により取得された前記副の再生パス
に関する情報を基に、前記第１のストリームの再生時間軸に対応づけて、前記第２のスト
リームの再生位置と種類を示す画像を生成する情報生成手段と、前記情報生成手段により
生成された前記画像の表示を制御する表示制御手段と、前記第１の取得手段により取得さ
れた前記再生管理情報に基づいて、前記第１および第２のストリームの再生を制御する再
生制御手段とを備える。
【００１５】
　前記第２のストリームが前記第１のストリームに非同期である場合、前記第２のストリ
ームの再生位置を示す情報は、前記第１のストリームの再生時間軸の先頭に対応づけられ
るようにすることができる。
【００１６】
　前記第２のストリームが前記第１のストリームに同期している場合、前記第２のストリ
ームの再生位置を示す情報は、前記第１のストリームの再生時間軸に対応づけられるよう
にすることができる。
【００１９】
　前記第２のストリームの所定のフレームの画像データを取得する第３の取得手段を更に
備えさせるようにすることができ、前記情報生成手段には、前記第３の取得手段により取
得された前記第２のストリームの所定のフレームの画像データを基に、前記第２のストリ
ームの種類を示す情報を生成させるようにすることができる。
【００２２】
　前記第１のストリームを取得する第３の取得手段を更に備えさせるようにすることがで
き、前記再生制御手段には、前記第１の取得手段により取得された前記再生管理情報に基
づいて、前記第３の取得手段により取得された前記第１のストリームの再生を制御させる
ようにすることができ、前記表示制御手段には、前記再生制御手段により再生が制御され
る前記第１のストリームの画像に、前記情報生成手段により生成された前記画像が重畳さ
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れて表示されるように、その画像の表示を制御させるようにすることができる。
【００２３】
　ユーザによる操作入力を取得する操作入力取得手段を更に備えさせるようにすることが
でき、前記操作入力取得手段によって、前記表示制御手段により表示が制御された前記画
像を参照したユーザによる前記第２のストリームの再生位置を選択する操作入力が取得さ
れた場合、前記再生制御手段には、選択された前記再生位置からの前記第１および第２の
ストリームの再生を制御させるようにすることができる。
【００２５】
　本発明の一側面の情報処理方法は、情報処理装置が、記録媒体から第１および第２のス
トリームの再生を制御するための再生管理情報を取得し、前記情報処理装置が、取得され
た前記再生管理情報を解析して、前記第１のストリームを再生する主の再生パスとは異な
る再生パスであって、１つまたは複数の副の再生パスにより再生される前記第２のストリ
ームの再生位置と種類を示す情報を含む前記副の再生パスに関する情報を取得し、前記情
報処理装置が、取得された前記副の再生パスに関する情報を基に、前記第１のストリーム
の再生時間軸に対応づけて、前記第２のストリームの再生位置と種類を示す画像を生成し
、前記情報処理装置が、生成された前記画像の表示を制御し、前記情報処理装置が、取得
された前記再生管理情報に基づいて、前記第１および第２のストリームの再生を制御する
ステップを含む。
【００２６】
　本発明の一側面のプログラムまたはプログラム格納媒体に格納されているプログラムは
、コンピュータに、記録媒体から第１および第２のストリームの再生を制御するための再
生管理情報を取得し、取得された前記再生管理情報を解析して、前記第１のストリームを
再生する主の再生パスとは異なる再生パスであって、１つまたは複数の副の再生パスによ
り再生される前記第２のストリームの再生位置と種類を示す情報を含む前記副の再生パス
に関する情報を取得し、取得された前記副の再生パスに関する情報を基に、前記第１のス
トリームの再生時間軸に対応づけて、前記第２のストリームの再生位置と種類を示す画像
を生成し、生成された前記画像の表示を制御し、取得された前記再生管理情報に基づいて
、前記第１および第２のストリームの再生を制御するステップを含む処理を実行させる。
【００２７】
　本発明の一側面においては、記録媒体から第１および第２のストリームの再生を制御す
るための再生管理情報が取得され、再生管理情報が解析されて、第１のストリームを再生
する主の再生パスとは異なる再生パスであって、１つまたは複数の副の再生パスにより再
生される第２のストリームの再生位置と種類を示す情報を含む副の再生パスに関する情報
が取得され、取得された副の再生パスに関する情報を基に、第１のストリームの再生時間
軸に対応づけて、第２のストリームの再生位置と種類を示す画像が生成され、その画像の
表示が制御され、再生管理情報に基づいて、第１および第２のストリームの再生が制御さ
れる。
【００２８】
　ネットワークとは、少なくとも２つの装置が接続され、ある装置から、他の装置に対し
て、情報の伝達をできるようにした仕組みをいう。ネットワークを介して通信する装置は
、独立した装置どうしであっても良いし、１つの装置を構成している内部ブロックどうし
であっても良い。
【００２９】
　また、通信とは、無線通信および有線通信は勿論、無線通信と有線通信とが混在した通
信、即ち、ある区間では無線通信が行われ、他の区間では有線通信が行われるようなもの
であっても良い。さらに、ある装置から他の装置への通信が有線通信で行われ、他の装置
からある装置への通信が無線通信で行われるようなものであっても良い。
【００３０】
　再生装置は、独立した装置であっても良いし、記録再生装置の再生処理を行うブロック
であっても良い。



(6) JP 4770601 B2 2011.9.14

10

20

30

40

50

【発明の効果】
【００３１】
　以上のように、本発明の一側面によれば、再生管理情報が解析され、特に、副の再生パ
スに関する情報を基に、主の再生パスおよび副の再生パスにより再生されるストリームに
関する情報が生成されるので、ユーザに、主の再生パスにより再生されるストリームのみ
ならず、副の再生パスにより再生されるストリームの内容や再生位置などを分かりやすく
提示することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下に本発明の実施の形態を説明するが、本発明の構成要件と、明細書または図面に記
載の実施の形態との対応関係を例示すると、次のようになる。この記載は、本発明をサポ
ートする実施の形態が、明細書または図面に記載されていることを確認するためのもので
ある。従って、明細書または図面中には記載されているが、本発明の構成要件に対応する
実施の形態として、ここには記載されていない実施の形態があったとしても、そのことは
、その実施の形態が、その構成要件に対応するものではないことを意味するものではない
。逆に、実施の形態が構成要件に対応するものとしてここに記載されていたとしても、そ
のことは、その実施の形態が、その構成要件以外の構成要件には対応しないものであるこ
とを意味するものでもない。
【００３３】
　本発明の一側面の情報処理装置は、記録媒体から第１および第２のストリームの再生を
制御するための再生管理情報(例えば、PlayList)を取得する第１の取得手段(例えば、図
３２のPlayList読み出し制御部３５１)と、前記第１の取得手段により取得された前記再
生管理情報を解析し、解析結果から、前記第１のストリームを再生する主の再生パスとは
異なる再生パスであって、１つまたは複数の副の再生パスにより再生される前記第２のス
トリームの再生位置と種類を示す情報を含む前記副の再生パスに関する情報を取得する第
２の取得手段(例えば、図３２のPlayList解析部３５２およびIN_time/OUT_time取得部３
５６)と、前記第２の取得手段により取得された前記副の再生パスに関する情報を基に、
前記第１のストリームの再生時間軸(例えば、図３４のメインタイムライン４０１)に対応
づけて、前記第２のストリームの再生位置と種類を示す画像(例えば、図３３または図３
４のGUI表示画面３９１のデータ)を生成する情報生成手段と、前記情報生成手段により生
成された前記画像の表示を制御する表示制御手段(例えば、図３２のGUI表示制御部３５９
)と、前記第１の取得手段により取得された前記再生管理情報に基づいて、前記第１およ
び第２のストリームの再生を制御する再生制御手段（例えば、図３２の再生制御部３５５
)とを備える。
【００３８】
　前記第２のストリームの所定のフレームの画像データを取得する第３の取得手段(例え
ば、図３２のストリームデータ読み出し制御部３５４)を更に備えることができ、前記情
報生成手段は、前記第３の取得手段により取得された前記第２のストリームの所定のフレ
ームの画像データを基に、前記第２のストリームの種類を示す情報(例えば、サムネイル)
を生成することができる。
【００４１】
　前記第１のストリームを取得する第３の取得手段(例えば、図３２のストリームデータ
読み出し制御部３５４)を更に備え、前記再生制御手段は、前記第１の取得手段により取
得された前記再生管理情報に基づいて、前記第３の取得手段により取得された前記第１の
ストリームの再生を制御し、前記表示制御手段は、前記再生制御手段により再生が制御さ
れる前記第１のストリームの画像に、前記情報生成手段により生成された前記画像が重畳
されて表示されるように、その画像の表示を制御（ＯＳＤ３０による画像合成を制御）す
ることができる。
【００４２】
　ユーザによる操作入力を取得する操作入力取得手段(例えば、図３２の操作入力取得部
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３５３)を更に備えることができ、前記操作入力取得手段によって、前記表示制御手段に
より表示が制御された前記画像を参照したユーザによる前記第２のストリームの再生位置
を選択する操作入力が取得された場合、前記再生制御手段は、選択された前記再生位置か
らの前記第１および第２のストリームの再生を制御することができる。
【００４４】
　本発明の一側面の情報処理方法は、情報処理装置が、記録媒体から第１および第２のス
トリームの再生を制御するための再生管理情報(例えば、PlayList)を取得し（例えば、図
３７のステップＳ４１の処理）、前記情報処理装置が、取得された前記再生管理情報を解
析して、前記第１のストリームを再生する主の再生パスとは異なる再生パスであって、１
つまたは複数の副の再生パスにより再生される前記第２のストリームの再生位置と種類を
示す情報を含む前記副の再生パスに関する情報を取得し(例えば、図３７のステップＳ４
２乃至ステップＳ５１の処理）、前記情報処理装置が、取得された前記副の再生パスに関
する情報を基に、前記第１のストリームの再生時間軸に対応づけて、前記第２のストリー
ムの再生位置と種類を示す画像を生成し(例えば、図３７のステップＳ５３の処理）、前
記情報処理装置が、生成された前記画像の表示を制御し、前記情報処理装置が、取得され
た前記再生管理情報に基づいて、前記第１および第２のストリームの再生を制御するステ
ップを含む。
【００４５】
　本発明の一側面のプログラムは、コンピュータに、記録媒体から第１および第２のスト
リームの再生を制御するための再生管理情報(例えば、PlayList)を取得し（例えば、図３
７のステップＳ４１の処理）、取得された前記再生管理情報を解析して、前記第１のスト
リームを再生する主の再生パスとは異なる再生パスであって、１つまたは複数の副の再生
パスにより再生される前記第２のストリームの再生位置と種類を示す情報を含む前記副の
再生パスに関する情報を取得し(例えば、図３７のステップＳ４２乃至ステップＳ５１の
処理）、取得された前記副の再生パスに関する情報を基に、前記第１のストリームの再生
時間軸に対応づけて、前記第２のストリームの再生位置と種類を示す画像を生成し(例え
ば、図３７のステップＳ５３の処理）、生成された前記画像の表示を制御し、取得された
前記再生管理情報に基づいて、前記第１および第２のストリームの再生を制御するステッ
プを含む処理を実行させる。
【００４６】
　以下、図を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
【００４７】
　図４は、本発明を適用した再生装置（図２９を参照して後述する）のローカルストレー
ジ(例えば、ハードディスクやメモリなど)上の、または、装着される記録媒体上のアプリ
ケーションフォーマットの例を示す図である。記録媒体は、後述する光ディスクの他、磁
気ディスクや半導体メモリであってもよい。
【００４８】
　アプリケーションフォーマットは、ＡＶ（Audio Visual）ストリームの管理のために、
PlayListとClipの２つのレイヤを有している。ここでは、ＡＶストリームとそれに付随す
る情報であるクリップインフォメーション（Clip Information）のペアを１つのオブジェ
クトと考え、それらをまとめてClipと称する。以下、ＡＶストリームをＡＶストリームフ
ァイルとも称する。なお、AVストリームファイルには、音声データや映像データ以外にも
、これらのデータとともに再生される各種のストリームファイルが含まれていてもよい。
また、ClipインフォメーションをClipインフォメーションファイルとも称する。
【００４９】
　一般的に、コンピュータ等で用いられるファイルはバイト列として扱われるが、ＡＶス
トリームファイルのコンテンツは時間軸上に展開され、Clipのアクセスポイントは、主に
、タイムスタンプでPlayListにより指定される。すなわち、PlayListとClipは、ＡＶスト
リームの管理のためのレイヤである。
【００５０】



(8) JP 4770601 B2 2011.9.14

10

20

30

40

50

　Clip中のアクセスポイントがタイムスタンプでPlayListにより示されている場合、Clip
 Informationファイルは、タイムスタンプから、ＡＶストリームファイル中のデコードを
開始すべきアドレス情報を見つけるために使用される。
【００５１】
　PlayListは、ＡＶストリームの再生区間の集まりである。あるＡＶストリーム中の１つ
の再生区間はPlayItemと呼ばれ、それは、時間軸上の再生区間のＩＮ点（再生開始点）と
OUT点（再生終了点）のペアで表される。従って、PlayListは、図４に示されるように１
つ、または複数のPlayItemにより構成される。
【００５２】
　図４において、左から１番目のPlayListは２つのPlayItemから構成され、その２つのPl
ayItemにより、左側のClipに含まれるＡＶストリームの前半部分と後半部分がそれぞれ参
照されている。また、左から２番目のPlayListは１つのPlayItemから構成され、それによ
り、右側のClipに含まれるＡＶストリーム全体が参照されている。さらに、左から３番目
のPlayListは２つのPlayItemから構成され、その２つのPlayItemにより、左側のClipに含
まれるＡＶストリームのある部分と、右側のClipに含まれるＡＶストリームのある部分が
それぞれ参照されている。
【００５３】
　例えば、図４のディスクナビゲーションプログラムにより、そのときの再生位置を表す
情報として、左から１番目のPlayListに含まれる左側のPlayItemが指定された場合、その
PlayItemが参照する、左側のClipに含まれるＡＶストリームの前半部分の再生が行われる
。このように、PlayListは、ＡＶストリームファイルの再生を管理するための再生管理情
報として用いられる。
【００５４】
　ディスクナビゲーションプログラムは、PlayListの再生の順序や、PlayListのインタラ
クティブな再生をコントロールする機能を有する。また、ディスクナビゲーションプログ
ラムは、各種の再生の実行をユーザが指示するためのメニュー画面を表示する機能なども
有する。このディスクナビゲーションプログラムは、例えば、Java（登録商標）などのプ
ログラミング言語で記述され、記録媒体上に用意される。
【００５５】
　本実施の形態では、PlayListの中で、１つ以上のPlayItemの並びによって（連続するPl
ayItemにより）作られる再生パスをメインパス(Main Path)と称し、PlayListの中で、Mai
n Pathに並行（並列）して、１つ以上のSub Pathの並びによって（非連続でもよいし、連
続してもよいSubPlayItemにより）作られる再生パスをサブパス（Sub Path）と称する。
すなわち、再生装置（図２９を参照して後述する）内部のローカルストレージ上の、また
は、装着される記録媒体上のアプリケーションフォーマットは、メインパスに関連付けら
れて（合わせて）再生されるサブパス(Sub Path)をPlayListの中に持つことが可能である
。
【００５６】
　図５は、メインパスとサブパスの構造を説明する図である。PlayListは、１つのメイン
パスと１つ以上のサブパスを持つことができる。１つのメインパスは、１つ以上のPlayIt
emの並びによって作られ、１つのサブパスは、１つ以上のSubPlayItemの並びによって作
られる。
【００５７】
　図５の例の場合、PlayListは、３つのPlayItemの並びにより作られる１つのメインパス
と、３つのサブパスを有している。メインパスを構成するPlayItemには、先頭から順番に
それぞれＩＤ（Identification）が付されている。具体的には、メインパスは、PlayItem
_id＝０、PlayItem_id＝１、およびPlayItem_id＝２のPlayItemからなる。また、サブパ
スにも先頭から順番にSubpath_id＝０、Subpath_id＝１、およびSubpath_id＝２、とそれ
ぞれＩＤが付されている。Subpath_id＝０のサブパスには、１つのSubPlayItemが含まれ
、Subpath_id＝１のサブパスには、２つのSubPlayItemが含まれ、Subpath_id＝２のサブ
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パスには、１つのSubPlayItemが含まれる。
【００５８】
　Subpath_id＝０のサブパスに含まれるSubPlayItemが参照するストリームは、例えば、
映画の日本語吹き替えの音声と想定され、Mainpathにより参照されるＡＶストリームファ
イルのオーディオストリームに替えて再生される場合が考えられる。また、Subpath_id＝
１のサブパスに含まれるSubPlayItemが参照するストリームは、例えば、映画のディレク
ターズカットと想定され、Main Pathにより参照されるＡＶストリームファイルの所定の
部分にのみ、映画監督などのコメントが入っている場合が考えられる。
【００５９】
　１つのPlayItemが参照するClip ＡＶストリームファイルには、少なくともビデオスト
リームデータ（メイン画像データ）が含まれる。また、Clip ＡＶストリームファイルに
は、Clip ＡＶストリームファイルに含まれるビデオストリーム（メイン画像データ）と
同じタイミングで（同期して）再生されるオーディオストリームが１つ以上含まれてもよ
いし、含まれなくてもよい。さらに、Clip ＡＶストリームファイルには、Clip ＡＶスト
リームファイルに含まれるビデオストリームと同じタイミングで再生されるビットマップ
字幕ストリーム（Presentation Graphic stream）が１つ以上含まれてもよいし、含まれ
なくてもよい。また、Clip ＡＶストリームファイルには、Clip ＡＶストリームファイル
に含まれるビデオストリームと同じタイミングで再生されるインタラクティブグラフィッ
クスストリームが１つ以上含まれてもよいし、含まれなくてもよい。そして、Clip ＡＶ
ストリームファイルに含まれるビデオストリームと、ビデオストリームと同じタイミング
で再生されるオーディオストリーム、ビットマップ字幕ストリームファイル、またはイン
タラクティブグラフィックスストリームとは多重化されている。すなわち、１つのPlayIt
emが参照するClip ＡＶストリームファイルには、ビデオストリームデータと、そのビデ
オストリームに合わせて再生される０個以上のオーディオストリーム、０個以上のビット
マップ字幕ストリームデータ、および０個以上のインタラクティブグラフィックスストリ
ームデータとが多重化されている。
【００６０】
　すなわち、１つのPlayItemが参照するClip ＡＶストリームファイルには、ビデオスト
リーム、オーディオストリーム、ビットマップ字幕ストリームファイル、または、インタ
ラクティブグラフィックスストリームなどの、複数の種類のストリームが含まれている。
【００６１】
　また、１つのSubPlayItemは、PlayItemが参照するClip ＡＶストリームファイルとは異
なるストリーム（別ストリーム）の、ビデオストリーム、オーディオストリーム、または
、字幕データなどを参照する。
【００６２】
　メインパスのみを有するPlayListを再生する場合、ユーザによる音声切り替えや字幕切
り替えという操作は、そのメインパスが参照するClipに多重化されているオーディオスト
リームとサブピクチャストリームの中から音声や字幕を選択することのみが可能である。
これに対し、メインパスとサブパスを持つPlayListを再生する場合、そのメインパスが参
照するClip ＡＶストリームファイルに多重化されているオーディオストリームとサブピ
クチャストリームに加えて、SubPlayItemが参照するClipのオーディオストリームやサブ
ピクチャストリームを選択して再生させることができる。
【００６３】
　このように、１つのPlayListの中にSubPathを複数含め、それぞれのSubPathがそれぞれ
SubPlayItemを参照する構成としたので、拡張性の高い、また、自由度の高いＡＶストリ
ームを実現することができる。すなわち、MainPathで参照されるClip ＡＶストリームに
加えて、後で、SubPlayItemを追加できる構成とすることができる。
【００６４】
　図６は、メインパスとサブパスの例を説明する図である。図６においては、メインパス
と同じタイミングで（ＡＶ同期して）再生されるオーディオの再生パスを、サブパスを使
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用して表している。
【００６５】
　図６のPlayListには、メインパスとして、PlayItem_id＝０である１つのPlayItemと、
サブパスとして１つのSubPlayItemが含まれている。メインパスのPlayItem_id＝０である
１つのPlayItem()は、メインClipＡＶストリームを参照している。SubPlayItem()には、
以下に示すデータが含まれる。まず、SubPlayItem ()には、PlayListの中のSub Path（サ
ブパス）が参照するClipを指定するためのClip_Information_file_nameが含まれる。図６
の例の場合、SubPlayItemによって、SubClip_entry_id＝０のAuxiliary audio stream（
オーディオストリーム）が参照されている。また、SubPlayItem ()には、Clip（ここでは
、Auxiliary audio stream）の中のSub Pathの再生区間を指定するためのSubPlayItem_IN
_timeとSubPlayItem_OUT_timeとが含まれる。さらに、SubPlayItem()には、Main pathの
時間軸上でSub Pathが再生開始する時刻を指定するためのsync_PlayItem_idとsync_start
_PTS_of_PlayItemとが含まれる。図６の例の場合、sync_PlayItem_id＝０とされ、sync_s
tart_PTS_of_PlayItem＝ｔ１とされている。これにより、メインパスのPlayItem_id＝０
の時間軸上でSub Pathが再生を開始する時刻ｔ１を指定することができる。すなわち、図
６の例の場合では、メインパスの再生開始時刻ｔ１とサブパスの開始時刻ｔ１が同時刻で
あることを示している。
【００６６】
　ここで、Sub Pathに参照されるオーディオのClip AVストリームは、STC不連続点（シス
テムタイムベースの不連続点）を含んではならない。
【００６７】
　また、SubPlayItem（）に含まれる情報（Sub Pathが参照するClipを指定する情報、Sub
 Pathの再生区間を指定する情報、およびMain pathの時間軸上でSub Pathが再生を開始す
る時刻を指定する情報）に基づいて、メインパスが参照するClip ＡＶストリーム（主に
再生されるメインＡＶストリーム）とは異なるClip ＡＶストリームのオーディオストリ
ームを参照して、再生することができる。
【００６８】
　このように、PlayItemとSubPlayItemは、Clip ＡＶストリームファイルをそれぞれ管理
するものであり、ここでは、PlayItemが管理するClip ＡＶストリームファイル（メイン
ＡＶストリーム）とSubPlayItemが管理するClip ＡＶストリームファイルは同一のファイ
ルに多重化されていても良いし、異なるファイルとしてもよい。
【００６９】
　なお、図６の例と同様にして、メインパスと同じタイミングで再生される字幕ストリー
ム再生パスを、サブパスを使用して表すこともできる。
【００７０】
　図７は、メインパスとサブパスの別の例を説明する図である。図７においては、メイン
パスと同じタイミングで（ＡＶ同期して）再生されるオーディオの再生パスを、サブパス
を使用して表している。ここで、メインパスのPlayItemが参照するメインClipＡＶストリ
ームファイルは、図６と同様であるので省略している。
【００７１】
　例えば、メインパスにより参照されるClipＡＶストリームを１つの映画のコンテンツ（
ＡＶコンテンツ）とし、サブパスのオーディオパスにより参照されるAuxiliary audio st
ream（Clip）をその映画に対する監督のコメントとし、メインパスで参照されるClipＡＶ
ストリームのオーディオストリームにサブパスのオーディオパスで参照されるAuxiliary 
audio streamをミキシング（重ねて）再生するような場合に、このような構成が利用され
る。すなわち、図7に示されるメインパスとサブパスの構成は、ユーザが、映画を見なが
ら、その映画に対する監督のコメントを合わせて聞く指令を再生装置（プレーヤ）へ入力
した場合、換言すれば、メインパスで参照されるClipＡＶストリームの音声と、サブパス
のオーディオパスで参照されるAuxiliary audio streamとを、ミキシングして再生させる
場合に利用される。
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【００７２】
　図７においては、メインパスに３つのPlayItemがPlayItem_id＝０，１，２と配置され
、サブパス（Subpath_id＝０）に２つのSubPlayItemが配置されている。そして、Subpath
_id＝０のSubPath（図２６にて後述する）で呼び出すSubPlayItem（図２８にて後述する
）は、Auxiliary audio stream（SubClip_entry_id＝０の英語のAuxiliary audio stream
のクリップ及びSubClip_entry_id＝１の日本語のAuxiliary audio streamのクリップ）の
Subpathの再生区間を指定するための、SubPlayItem_IN_timeと、SubPlayItem_out_timeを
含む。
【００７３】
　図７と図６とを比較するに、図７においては、SubPlayItemによって、SubClip_entry_i
d＝０，１のAuxiliary audio stream（英語または日本語のオーディオストリーム）を参
照することができる。すなわち、SubPlayItemを用いて、複数のオーディオストリームフ
ァイルを参照する構造を有し、このSubPlayItemを再生する場合には、複数のオーディオ
ストリームファイルからオーディオストリームファイルが選ばれて再生される。図７の例
の場合、英語のオーディオストリームファイルと日本語のオーディオストリームファイル
のうち、１つのオーディオストリームファイルが選ばれて再生される。具体的には、subC
lip_entry_id＝０，１の中から（例えば、ユーザの指令に基づいて）１つが選択され、そ
のＩＤが参照するAuxiliary audio streamが再生される。また、これに加えて、さらにメ
インパスにより参照されるオーディオストリームとの組み合わせによる再生が選択された
場合、メインパスで参照される１stオーディオストリームと、サブパスのオーディオパス
で参照される２ndオーディオストリームファイルとが、ミキシングされて再生される。な
お、２つのサブパスで参照される２つのオーディオストリームが、ミキシングされて再生
されるようにすることも可能であるが、これについては後述する。
【００７４】
　次に、図５乃至図７を用いて説明したメインパスとサブパスの構造を具体的に実現する
ためのデータ構造（シンタクス）を説明する。
【００７５】
　図８は、再生装置において再生可能なデータファイルのファイルシステムの例を示す図
である。図８には、一例として、再生装置において再生可能なデータファイルが光ディス
クなどの記録媒体によって供給されている場合を示しており、このファイルシステムはデ
ィレクトリ構造を有している。
【００７６】
　このファイルシステムにおいて、「root」の下には「BDMV」の名前が設定されたディレ
クトリが用意され、そのディレクトリに、「Index.bdmv」の名前が設定されたファイルと
、「NavigationObject.bdmv」の名前が設定されたファイルが格納されている。以下、適
宜、これらのファイルをそれぞれIndexファイル、NavigationObjectファイルと称する。
また、適宜、各ファイルについては、「ファイル名」に「ファイル」を付加した形で、ま
たは、各ディレクトリについては、「ディレクトリ名」に「ディレクトリ」を付加した形
で称する。
【００７７】
　Indexファイルは、インデックステーブルが記載されたファイルであり、再生装置にお
いて再生可能なデータファイルを再生するメニューに関する情報を含む。再生装置は、例
えば、再生装置において再生可能なデータファイルに含まれるコンテンツを全て再生する
、特定のチャプタのみ再生する、繰り返し再生する、初期メニューを表示するなどの内容
の項目を含む再生メニュー画面をIndexファイルに基づいて、表示装置に表示させる。Ind
exファイルのインデックステーブルには各項目が選択されたときに実行するNavigationOb
jectを設定することができ、ユーザにより再生メニュー画面から１つの項目が選択された
場合、再生装置はIndexファイルのインデックステーブルに設定されているNavigationObj
ectのコマンドを実行する。
【００７８】
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　NavigationObjectファイルは、NavigationObjectを含むファイルである。NavigationOb
jectは、再生装置において再生可能なデータファイルに含まれているPlayListの再生を制
御するコマンドを含み、例えば、再生装置は、このファイルシステムに含まれているNavi
gationObjectの中から１つを選択して、実行することにより、コンテンツを再生させるこ
とができる。
【００７９】
　BDMVディレクトリにはまた、「BACKUP」の名前が設定されたディレクトリ（BACKUPディ
レクトリ）、「PLAYLIST」の名前が設定されたディレクトリ（PLAYLISTディレクトリ）、
「CLIPINF」の名前が設定されたディレクトリ（CLIPINFディレクトリ）、「STREAM」の名
前が設定されたディレクトリ（STREAMディレクトリ）、「AUXDATA」の名前が設定された
ディレクトリ（AUXDATAディレクトリ）が設けられている。
【００８０】
　BACKUPディレクトリには、再生装置において再生可能なファイルやデータをバックアッ
プするためのファイルやデータが記録される。
【００８１】
　PLAYLISTディレクトリには、PlayListファイルが格納される。各PlayListファイルには
、図内に示されるように５桁の数字からなるファイル名に拡張子「.mpls」を付加した名
称が命名される。
【００８２】
　CLIPINFディレクトリには、Clip Informationファイルが格納される。各Clip Informat
ionファイルには、図内に示されるように５桁の数字からなるファイル名に拡張子「.clpi
」を付加した名称が命名される。
【００８３】
　STREAMディレクトリには、Clip ＡＶストリームファイルやサブストリームファイルが
格納される。各ストリームファイルには、図内に示されるように５桁の数字からなるファ
イル名に拡張子「.m2ts」を付加した名称が命名される。
【００８４】
　AUXDATAディレクトリには、Clip ＡＶストリームファイルやサブストリームファイルに
含まれずに、Clip ＡＶストリームファイルやサブストリームファイルから参照されるデ
ータや、Clip ＡＶストリームファイルやサブストリームファイルとは独立して利用され
るデータなどのファイルが格納される。図８の例においては、AUXDATAディレクトリには
、「11111.otf」の名前がつけられている字幕のフォントのファイル、「sound.bdmv」の
名前が設定された効果音などのサウンドデータが格納されている。
【００８５】
　以下、主に再生出力される音声データをプライマリオーディオストリーム(Primary aud
io stream)と称し、例えば、ユーザの操作入力に対応して発生するクリック音や効果音な
ど、上述したAUXDATAディレクトリにsound.bdmvとして記載されている音声データをサウ
ンドデータと称するものとする。サウンドデータはプライマリオーディオストリームに合
成可能である。また、プライマリオーディオストリームとは別のストリームであって、例
えば、副音声など、プライマリオーディオストリームに合成可能な音声データをセカンダ
リオーディオストリームと称するものとする。なお、プライマリオーディオストリームと
は別のストリームであって、プライマリオーディオストリームに合成可能な音声データは
であるセカンダリオーディオストリームは複数存在してもよく、その場合、例えば、異な
るIDを用いて、それぞれ、区別可能なようにすればよい。
【００８６】
　また、再生装置において再生可能なデータファイルが光ディスクによって配布されてい
る場合、例えば、製作会社や映画の配給会社など、このコンテンツ製作元や、または、こ
の記録媒体の供給元であるタイトルオーサを識別するために各タイトルオーサに割り当て
られた識別子であるauthor_id、および、author_idに示されるタイトルオーサにおいて製
作された光ディスクの種類を識別するために割り当てられた識別子であるdisc_idが、ユ
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ーザなどにより書き換えることができないセキュアな電子データとして、または、物理的
にピットによって記録されている。
【００８７】
　また、再生装置において再生可能なデータファイルが光ディスク以外のリムーバブルな
記録媒体に記録されている場合や、ネットワークを介してダウンロードされている場合も
、author_id、および、author_idに相当するidが割り当てられてそれぞれ区別可能なよう
になされ、図８に示す場合と同様のディレクトリ構造を有していると好適である。また、
再生装置において再生可能なデータファイルには、author_id、および、author_idに相当
するidが割り当てられていないとしても、図８を用いて説明した場合と同様に、「Index.
bdmv」の名前が設定されたファイル、「NavigationObject.bdmv」の名前が設定されたフ
ァイルが含まれており、「BACKUP」の名前が設定されたファイル群、「PLAYLIST」の名前
が設定されたファイル群、「CLIPINF」の名前が設定されたファイル群、「STREAM」の名
前が設定されたファイル群、「AUXDATA」の名前が設定されたファイル群のうち、適宜必
要なファイル群が含まれている。
【００８８】
　Indexファイル（Index.bdmv）のシンタクスを図９に示す。
【００８９】
　Type_indicatorは、ＩＳＯ６４６に基づいて符号化された"ＩＮＤＸ"の値が記述される
フィールドである。
【００９０】
　version_numberは、Index.bdmvのバージョンナンバを示す４文字の文字列であり、ＩＳ
Ｏ６４６に基づいて符号化された"００８９"の値が記述される。
【００９１】
　Indexes_start_addressは、Indexes（）ブロックのスタートアドレスが記載されるフィ
ールドである。
【００９２】
　AppInfoBDMV（）には、このIndexファイルを含むデータファイルの供給元を示す、個別
の識別子などが記載されている。
【００９３】
　Indexes（）には、例えば、メニューを読み出したり、タイトルを検索したり、所定の
タイトルにジャンプしたり、または、このIndexファイルを含むデータファイルが記録さ
れている光ディスクなどの記録媒体が再生装置に装着された場合に自動的に起動する処理
を実行するアプリケーション（NavigationObject）とのリンクが記載されている。Indexe
s（）のシンタクスについては、図１０を用いて後述する。
【００９４】
　Padding_wordは、Index.bdmvのシンタクスに基づいて挿入されるものであり、０または
正の整数で表される。
【００９５】
　Indexes（）のシンタクスの例を、図１０に示す。
【００９６】
　lengthは、Indexes（）に何バイトの情報が記載されているかを表すフィールドである
。
【００９７】
　FirstPlaybackは、このファイルシステムのデータが再生される場合に最初に実行され
るNavigationObjectに関する情報が含まれているデータブロックである。具体的には、こ
のファイルシステムのデータが記録された光ディスクなどの記録媒体が再生装置に装着さ
れたときに最初に自動的に実行されるNavigationObjectに関する情報が含まれているデー
タブロックである。
【００９８】
　FirstPlayback_mobj_id_refは、最初に実行されるNavigationObjectのmobj_idの値を指
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定するためのフィールドである。mobj_idは、NavigationObjectがそれぞれ固有に与えら
れているＩＤである。また、再生開始時に自動的に実行されるNavigationObjectが設定さ
れない場合、すなわち、再生開始時にはアプリケーションはいずれも実行されず、ユーザ
による指令を受けて、いずれかのアプリケーションが実行されるようになされている場合
、このフィールドには、"0Xffff"が記載される。
【００９９】
　TopMenu（）は、ユーザがメニュー画面を表示させる場合などに呼び出されるTopMenuの
NavigationObjectに関する情報が含まれているデータブロックである。
【０１００】
　TopMenu_mobj_id_refは、TopMenuのNavigationObjectのmobj_idの値を指定するための
フィールドである。TopMenuが設定されない場合、このフィールドには、"0xFFFF"が記載
される。
【０１０１】
　number_of_Titlesは、Indexes（）に記載されているタイトルの数を表すフィールドで
ある。
【０１０２】
　Title[title_id]（）は、title_idによって固有に区別されているそれぞれのタイトル
に関する情報が記載されるブロックである。title_idは０から割り当てられる。
【０１０３】
　Title_playback_type[title_id]は、そのtitle_idによって指定されるタイトルの再生
タイプを示す情報であり、例えば、再生される動画と音声による一般的なコンテンツであ
るMovie Titleか、ユーザの操作入力によって再生される動画や音声が変更されるなどの
双方向のやり取りが可能なコンテンツであるInteractive Titleなどのタイプが示される
。例えば、そのタイトルがMovie Titleである場合、PlayListに基づいた再生処理が実行
される。
【０１０４】
　Title_access_type[title_id]は、そのtitle_idによって指定されるタイトルが、Title
_Searchを用いて再生することが許可されているか否かを示す情報である。
【０１０５】
　reserved_for_future_useは、将来の拡張に備えるためにデータの記述内容が未設定と
されている２９ビットのフィールドである。
【０１０６】
　Title_mobj_id_ref[title_id]は、そのtitle_idによって指定されるタイトルがエント
リーされているNavigationObjectのmobj_idの値を指定するためのフィールドである。
【０１０７】
　図１１に、PlayListファイルのデータ構造を示す。PlayListファイルは、再生装置に装
着された記録媒体、または、再生装置内部の記憶部（例えば、ハードディスクなどからな
るローカルストレージ）において、PLAYLISTディレクトリに格納される、拡張子「.mpls
」を有するデータファイルである。
【０１０８】
　type_indicatorは、このファイルの種類を示す情報が記載されているものである。すな
わち、このフィールドには、このファイルの種類が映像の再生を管理する再生管理情報で
あるPlayList（MoviePlayList）であることを示す情報が記載される。
【０１０９】
　version_numberは、このxxxx.mpls（MoviePlayList）のバージョンナンバを示す４個の
キャラクター文字を示すものである。
【０１１０】
　PlayList_start_addressは、PlayListファイルの先頭のバイトからの相対バイト数を単
位として、PlayList()の先頭アドレスを示すものである。
【０１１１】



(15) JP 4770601 B2 2011.9.14

10

20

30

40

50

　PlayListMark_start_addressは、PlayListファイルの先頭のバイトからの相対バイト数
を単位として、PlayListMark()の先頭アドレスを示すものである。
【０１１２】
　ExtensionData_start_addressは、PlayListファイルの先頭のバイトからの相対バイト
数を単位として、ExtensionData()の先頭アドレスを示すものである。
【０１１３】
　AppInfoPlayList()には、例えば、再生制限など、PlayListの再生コントロールに関す
るパラメータが格納されている。AppInfoPlayList()の詳細は、図１２を用いて後述する
。
【０１１４】
　PlayList()には、PlayListのメインパスやサブパスなどに関するパラメータが格納され
ている。PlayList()の詳細は、図１３を用いて後述する。
【０１１５】
　PlayListMark()には、PlayListのマーク情報、すなわち、チャプタジャンプなどを指令
するユーザオペレーションまたはコマンドなどにおけるジャンプ先（ジャンプポイント）
であるマークに関する情報が格納されている。
【０１１６】
　ExtensionData()には、プライベートデータが挿入できるようになっている。
【０１１７】
　次に、図１２を参照して、AppInfoPlayList()のシンタクスについて説明する。
【０１１８】
　lengthは、length以下のシンタクスの長さ、すなわち、このlengthフィールドの直後か
らreserved_for_future_useの最後までのAppInfoPlayList()のバイト数を示すものである
。このlengthの後には、８ビットのreserved_for_future_useが用意される。
【０１１９】
　PlayList_playback_typeは、連続再生、ランダムアクセス、シャッフルのいずれの再生
を行うPlayListであるかを示す情報を記載するフィールドである。
【０１２０】
　Playback_countは、ランダムアクセス、シャッフルを行うPlayListの場合、再生に用い
るPlayItemの数を示す情報を記載するフィールドである。
【０１２１】
　そして、UO_mask_table()は、一時停止、チャプタサーチ、ジャンプ、早送り、早戻し
（後方高速再生）等の特殊再生、または、表示等に関するユーザ操作の制限を決める情報
である。
【０１２２】
　そして、PlayList_random_access_flagは、他のPlayListからのジャンプ再生を制御す
るためのフラグ情報である。ここでは、PlayList_random_access_flag＝１に設定されて
いる場合、他のPlayListからのジャンプ再生を禁止するものとする。
【０１２３】
　例えば、再生装置においては、例えば、現在のPlayListにより参照されている再生位置
から、他のPlayListにより参照される所定のPlayItemの先頭またはチャプタの位置への再
生位置のジャンプを指令するユーザオペレーションなど、装置独自で拡張的なユーザオペ
レーションを用意することができる。PlayList_random_access_flagは、例えば、これら
のユーザオペレーションにより、他のPlayListによって参照されるClip AV Streamのある
再生位置から、このPlayListによって参照されるClip AV Streamへのジャンプ（再生位置
の移動）が指令された場合、このユーザオペレーションを制限するか否かを設定するため
のフラグ情報である。
【０１２４】
　なお、ユーザオペレーションによりジャンプ（再生位置の移動）が指令されるのではな
く、ナビゲーションコマンドによりジャンプ（再生位置の移動）が指令された場合、Play
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List_random_access_flagは無視される（コマンドは実行され、コマンドの発生に伴って
、再生位置が移動される）。
【０１２５】
　is_MixAppは、このPlayListファイルにより再生されるストリームが音声や効果音の合
成を行うか否かのフラグである。すなわち、このis_MixAppは、このPlayListにより参照
されるデータに、プライマリオーディオストリームに合成され得るサウンドデータまたは
セカンダリオーディオストリームが含まれているか否かを示すフラグとして定義されてい
る。この1つのフラグを確認することのみにより、オーディオデータの合成が行われるか
否かを、迅速に認識することが可能となる。
【０１２６】
　また、Lossless_may_bypass_mixer_flagは、ロスレスの音声の再生に関するフラグであ
る。この後には、１３ビットのreserved_for_future_useが用意される。
【０１２７】
　次に、図１３は、PlayList()のシンタクスを示す図である。
【０１２８】
　lengthは、このlengthフィールドの直後からPlayList()の最後までのバイト数を示す３
２ビットの符号なし整数である。すなわち、reserved_for_future_useからPlayListの最
後までのバイト数を示すフィールドである。このlengthの後には、１６ビットのreserved
_for_future_useが用意される。reserved_for_future_useは、将来の拡張に備えるために
データの記述内容が未設定とされている。number_of_PlayItemsは、PlayListの中にあるP
layItemの数を示す１６ビットのフィールドである。例えば、図５の例の場合PlayItemの
数は３個である。PlayItem_idの値は、PlayListの中でPlayItem()が現れる順番に０から
割り振られる。例えば、図５に示されるように、PlayItem_id＝０，１，２が割り振られ
る。
【０１２９】
　number_of_SubPathsは、PlayListの中にあるSubPathの数（エントリー数）を示す１６
ビットのフィールドである。例えば、図５の例の場合、Sub Pathの数は３個である。SubP
ath_idの値は、PlayListの中でSubPath()が現れる順番に０から割り振られる。例えば、
図５に示されるように、Subpath_id＝０，１，２が割り振られる。その後のfor文では、P
layItemの数だけPlayItemが参照され、Sub Pathの数だけ、Sub Pathが参照される。
【０１３０】
　次に、図１４を参照して、PlayItem()のシンタクスについて説明する。
【０１３１】
　lengthは、このlengthフィールドの直後からPlayItem()の最後までのバイト数を示す１
６ビットの符号なし整数である。Clip_Information_file_ name[0]は、PlayItemが参照す
るClipを指定するためのフィールドである。図１４の例の場合、Clip_Information_file_
 name[0]により、メインClipＡＶストリームファイルが参照される。また、PlayItem()に
は、Clipのコーディック方式を指定するClip_codec_identifier［0］、将来の拡張に備え
るためにデータの記述内容が未設定とされているreserved_for_future_use、マルチアン
グル再生に対応しているか否かを示すフラグであるis_multi_angle、接続状態に関する情
報であるconnection_condition、STC不連続点（システムタイムベースの不連続点）に関
する情報であるref_to_STC_id［0］が含まれる。さらに、PlayItem()には、Clipの中のPl
ayItemの再生区間を指定するためのIN_timeとOUT_timeが含まれる。図１４の例の場合、I
N_timeとOUT_timeにより、メインClipＡＶストリームファイルの再生範囲が表される。
【０１３２】
　また、PlayItem()には、ユーザ入力の受付制限をするUO_mask_table()、他のPlayItem
からのジャンプ再生を制御するPlayItem_random_access_flagが含まれる。
【０１３３】
　図１４に示される、PlayItem()のUO_mask_table()には、このPlayItemを参照してClip 
AV Streamが再生されているときに操作入力される各種のユーザオペレーションについて
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、それぞれ許可するか否かが設定されている。
【０１３４】
　そして、図１４に示される、PlayItem()のPlayItem_random_access_flagは、ユーザオ
ペレーションにより、他のPlayItemによって参照されるClip AV Streamのある再生位置か
ら、このPlayItemによって参照されるClip AV Streamへのジャンプ（再生位置の移動）が
指令された場合、このユーザオペレーションを制限するか否かを設定するためのフラグ情
報である。ここでは、PlayItem_random_access_flag＝１に設定されている場合、他のPla
yItemからのジャンプ再生を禁止するものとする。このフラグについての詳細な説明は後
述する。
【０１３５】
　なお、ユーザオペレーションによりジャンプ（再生位置の移動）が指令されるのではな
く、ナビゲーションコマンドによりジャンプ（再生位置の移動）が指令された場合、Play
Item_random_access_flagは無視される（コマンドは実行され、コマンドの発生に伴って
、再生位置が移動される）。
【０１３６】
　さらに、PlayItem()には、最後に表示をした映像を静止画として表示をさせるか否かを
示すstill_modeが含まれる。なお、is_multi_angleが複数ある場合(is_multi_angle==1)
については、本発明と直接的には関係ないのでその説明を省略する。
【０１３７】
　そして、STN_table()は、対象のPlayItemとそれに関連付けられて再生される１つ以上
のSubPathが用意されている場合に、例えば、音声切り替えや字幕切り替え、または、子
画面の表示非表示の選択を指令するユーザの操作入力、または、アプリケーションによる
コマンドの発生などによって、そのPlayItemが参照するClipとこれらの１つ以上のSubPat
hが参照するClipの中から、再生されるストリームを選択することができる仕組みを提供
するための情報である。
【０１３８】
　例えば、PlayItem()とそれに関連付けられて再生される１つ以上のSubPathが用意され
ている場合に、Main Pathを構成するPlayItemが参照するClipに含まれるビデオストリー
ムをプライマリビデオストリーム(Primary video stream)とし、SubPathを構成するSubPl
ayItemが参照するClipに含まれるビデオストリームをセカンダリビデオストリーム(secon
dary video stream)としたり、または、PlayItemが参照するClip（メインClip）に含まれ
るビデオストリームのうちの２つのビデオストリームを、それぞれプライマリビデオスト
リームとセカンダリビデオストリームとして、これらをミキシングして、全画面(プライ
マリビデオストリーム)と子画面(セカンダリビデオストリーム)で再生することができる
仕組みを提供するようにした。このような手法は、ピクチャインピクチャ(Picture in Pi
cture)手法と称される。
【０１３９】
　また、同様にして、例えば、PlayItem()とそれに関連付けられて再生される１つ以上の
SubPathが用意されている場合に、Main Pathを構成するPlayItemが参照するClipに含まれ
るオーディオストリームをプライマリオーディオストリーム(Primary audio stream)とし
、SubPathを構成するSubPlayItemが参照するClipに含まれるオーディオストリームをセカ
ンダリオーディオストリーム(secondary audio stream)としたり、または、PlayItemが参
照するClip（メインClip）に含まれるオーディオストリームのうちの２つのオーディオス
トリームを、それぞれプライマリオーディオストリームとセカンダリオーディオストリー
ムとして、これらをミキシングして再生することができる仕組みを提供するようにした。
【０１４０】
　そして、プライマリビデオストリームと同時に再生され得るストリームとして、ここで
は、次の第１乃至第４の種類のストリームが用意される。
【０１４１】
　第１の種類のストリームとは、STN_tableにおいてPrimary_audio_stream_idで定義され
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るオーディオストリーム、即ち、上述したプライマリオーディオストリームである。
【０１４２】
　第２の種類のストリームとは、STN_tableにおいてSecondary_video_stream_idで定義さ
れるビデオストリーム、すなわち、上述したセカンダリビデオストリームである。
【０１４３】
　第３の種類のストリームとは、STN_tableにおいてSecondary_audio_stream_idで定義さ
れるオーディオストリーム、即ち、上述したセカンダリオーディオストリームである。
【０１４４】
　第４の種類のストリームとは、サブパスで参照されるテキスト字幕ストリーム(txtST)
や、DVDのサブピクチャのようなビットマップ字幕をランレングス符号化したストリーム
（PG, Presentation Graphics stream）等であり、STN_tableにおいて、PG_txtST_stream
_id、IG_stream_idで定義される。
【０１４５】
　STN_table()は、これらのストリームの組み合わせを定義する情報である。
【０１４６】
　次に、図１５および図１６を用いて、STN_table()のシンタクスについて説明する。
【０１４７】
　このSTN_table()は、プライマリビデオストリームと組み合わせて同時再生され得る、
セカンダリビデオストリーム、プライマリオーディオストリーム、セカンダリオーディオ
ストリーム、および、サブタイトルストリームの組み合わせを定義するにあたって、特に
、セカンダリオーディオストリームとプライマリオーディオストリームとの組み合わせ、
セカンダリビデオストリームとセカンダリオーディオストリームとの組み合わせ、セカン
ダリビデオストリームとピクチャインピクチャアプリケーション用のプレゼンテーション
グラフィックス（ＰＧ）またはテキスト字幕の組み合わせを定義する。
【０１４８】
　lengthは、このlengthフィールドの直後からSTN_table()の最後までのバイト数を示す
１６ビットの符号なし整数である。lengthの後には、１６ビットのreserved_for_future_
useが用意される。
【０１４９】
　number_of_primary_video_stream_entriesは、STN_table()の中でエントリーされる（
登録される）primary_video_stream_idが与えられるストリーム数を示す。primary_video
_stream_idは、ビデオストリームを識別するための情報であり、primary_video_stream_n
umberは、ビデオ切り替えに使われる、ユーザから見えるビデオストリーム番号である。
【０１５０】
　number_of_primary_audio_stream_entriesは、STN_table()の中でエントリーされるpri
mary_audio_stream_idが与えられるストリーム数を示す。primary_audio_stream_idは、
オーディオストリームを識別するための情報であり、primary_audio_stream_numberは、
音声切り替えに使われるユーザから見えるオーディオストリーム番号である。
【０１５１】
　number_of_PG_txtST_stream_entriesは、STN_table()の中でエントリーされるPG_txtST
_stream_idが与えられるストリーム数を示す。この中では、DVDのサブピクチャのような
ビットマップ字幕をランレングス符号化したストリーム（PG, Presentation Graphics st
ream）とテキスト字幕ファイル(txtST)がエントリーされる。PG_txtST_stream_idは、字
幕ストリームを識別するための情報であり、PG_txtST_stream_numberは、字幕切り替えに
使われるユーザから見える字幕ストリーム番号（テキストサブタイトルストリームの番号
）である。
【０１５２】
　number_of_IG_stream_entriesは、STN_table()の中でエントリーされる IG_stream_id
が与えられるストリーム数を示す。この中では、インタラクティブグラフィックスストリ
ームがエントリーされる。IG_stream_idは、インタラクティブグラフィックスストリーム
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を識別するための情報であり、IG_stream_numberは、グラフィックス切り替えに使われる
ユーザから見えるグラフィックスストリーム番号である。
【０１５３】
　number_of_secondary_audio_stream_entriesは、STN_table()の中でエントリーされる
（登録される）secondary_audio_stream_idが与えられるストリーム数を示す。secondary
_audio_stream_idは、オーディオストリームを識別するための情報であり、secondary_au
dio_stream_numberは、オーディオ切り替えに使われる、ユーザから見えるオーディオス
トリーム番号である。
【０１５４】
　number_of_secondary_video_stream_entriesは、STN_table()の中でエントリーされる
（登録される）secondary_video_stream_idが与えられるストリーム数を示す。secondary
_video_stream_idは、ビデオストリームを識別するための情報であり、secondary_video_
stream_numberは、ビデオ切り替えに使われる、ユーザから見えるビデオストリーム番号
である。
【０１５５】
　そして、number_of_PiP_PG_textST_stream_entries_plusは、STN_table()の中でエント
リーされる（登録される）ピクチャインピクチャ用の字幕ストリーム（PiP_PG_textST_st
ream）のストリーム数を示す。
【０１５６】
　プライマリビデオストリームＩＤ (primary_video_stream_id)のforループの中で、順
番にstream_entry()ごとに特定される１つのビデオエレメンタリストリームに、０からpr
imary_video_stream_idが与えられる。なお、プライマリビデオストリームＩＤ（primary
_video_stream_id）の代わりに、プライマリビデオストリーム番号（primary_video_stre
am_number）を用いるようにしてもよい。この場合、primary_video_stream_numberは、０
ではなく１から与えられる。すなわち、primary_video_stream_idの値に１を加算したも
のがprimary_video_stream_numberである。ビデオストリーム番号は、ビデオ切り替えに
使われる、ユーザから見えるビデオストリーム番号であるので、１から定義される。
【０１５７】
　それぞれのforループの中のstream_entry（）については、図１７を用いて後述する。
【０１５８】
　また、それぞれのforループの中のstream_attribute()は、stream_entry()ごとに特定
される１つのエレメンタリストリームのストリーム属性情報を与える。すなわち、このst
ream_attribute()には、stream_entry()ごとに特定される１つのエレメンタリストリーム
のストリーム属性情報が記述されている。stream_attribute（）については、図１８を用
いて後述する。
【０１５９】
　また、同様に、プライマリオーディオストリームＩＤ (primary_audio_stream_id)のfo
rループの中で、順番にstream_entry()ごとに特定される１つのオーディオエレメンタリ
ストリームに、０からprimary_audio_stream_idが与えられる。なお、ビデオストリーム
の場合と同様に、プライマリオーディオストリームＩＤ（primary_audio_stream_id）の
代わりに、プライマリオーディオストリーム番号（primary_audio_stream_number）を用
いるようにしてもよい。この場合、primary_audio_stream_numberは、０ではなく１から
与えられる。すなわち、primary_audio_stream_idの値に１を加算したものがprimary_aud
io_stream_numberである。オーディオストリーム番号は、音声切り替えに使われる、ユー
ザから見えるオーディオストリーム番号であるので、１から定義される。
【０１６０】
　同様に、字幕ストリームＩＤ (PG_txtST_stream_id)のforループの中で、順番にstream
_entry()ごとに特定される１つのビットマップ字幕エレメンタリストリームまたはテキス
ト字幕に、０からPG_txtST_stream_idが与えられる。また、PiP_ PG_txtST_streamについ
ても、同様にして、連続したIDが与えられる。ビデオストリームの場合と同様に、字幕ス



(20) JP 4770601 B2 2011.9.14

10

20

30

40

50

トリームＩＤ（PG_txtST_stream_id）の代わりに、字幕ストリーム番号（PG_txtST_strea
m_number）を用いるようにしてもよい。この場合、PG_txtST_stream_numberは、０ではな
く１から与えられる。すなわち、PG_txtST_stream_idの値に１を加算したものがPG_txtST
_stream_numberである。字幕ストリーム番号は、字幕切り替えに使われるユーザから見え
る字幕ストリーム番号（テキストサブタイトルストリームの番号）であるので、１から定
義される。
【０１６１】
　同様に、グラフィックスストリームＩＤ (IG_stream_id)のforループの中で、順番にst
ream_entry()ごとに特定される１つのインタラクティブグラフィックスエレメンタリスト
リームに、０からIG_stream_idが与えられる。なお、ビデオストリームの場合と同様に、
グラフィックスストリームＩＤ（IG_stream_id）の代わりに、グラフィックスストリーム
番号（IG_stream_number）を用いるようにしてもよい。この場合、IG_stream_numberは、
０ではなく１から与えられる。すなわち、IG_stream_idの値に１を加算したものがIG_str
eam_numberである。グラフィックスストリーム番号は、グラフィックス切り替えに使われ
るユーザから見えるグラフィックスストリーム番号であるので、１から定義される。
【０１６２】
　また、同様に、セカンダリオーディオストリームＩＤ (secondary_audio_stream_id)の
forループの中で、順番にstream_entry()ごとに特定される１つのオーディオエレメンタ
リストリームに、０からsecondary_audio_stream_idが与えられる。なお、ビデオストリ
ームの場合と同様に、セカンダリオーディオストリームＩＤ（secondary_audio_stream_i
d）の代わりに、セカンダリオーディオストリーム番号（secondary_audio_stream_number
）を用いるようにしてもよい。この場合、secondary_audio_stream_numberは、０ではな
く１から与えられる。すなわち、secondary_audio_stream_idの値に１を加算したものがs
econdary_audio_stream_numberである。セカンダリオーディオストリーム番号は、音声切
り替えに使われる、ユーザから見えるセカンダリオーディオストリーム番号であるので、
１から定義される。
【０１６３】
　そして、comb_info_Secondary_audio_Primary_audio()のブロックは、セカンダリオー
ディオとプライマリオーディオの組み合わせを示す。
【０１６４】
　comb_info_Secondary_audio_Primary_audio()のブロック内において、number_of_prima
ry_audio_stream_ref_entriesの８ビットのフィールドは、セカンダリオーディオストリ
ームと組み合わせることが出来るプライマリオーディオストリームの数を示す。そして、
primary_audio_stream_id_refの８ビットのフィールドは、セカンダリオーディオストリ
ームと組み合わせることが出来るプライマリオーディオストリームのIDを示す。
【０１６５】
　また、同様に、セカンダリビデオストリームＩＤ (secondary_video_stream_id)のfor
ループの中で、順番にstream_entry()ごとに特定される１つのオーディオエレメンタリス
トリームに、０からsecondary_video_stream_idが与えられる。なお、ビデオストリーム
の場合と同様に、セカンダリビデオストリームＩＤ（secondary_video_stream_id）の代
わりに、セカンダリビデオストリーム番号（secondary_video_stream_number）を用いる
ようにしてもよい。この場合、secondary_video_stream_numberは、０ではなく１から与
えられる。すなわち、secondary_video_stream_idの値に１を加算したものがsecondary_v
ideo_stream_numberである。セカンダリビデオストリーム番号は、音声切り替えに使われ
る、ユーザから見えるセカンダリビデオストリーム番号であるので、１から定義される。
【０１６６】
　次に、comb_info_Secondary_video_Secondary_audio()のブロックは、セカンダリビデ
オストリームとセカンダリオーディオストリームの組み合わせを示す。
【０１６７】
　comb_info_Secondary_video_Secondary_audio()のブロック内において、number_of_Sec
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ondary_audio_stream_ref_entriesの８ビットのフィールドは、セカンダリビデオストリ
ームと組み合わせることが出来るセカンダリオーディオストリームの数を示す。そして、
Secondary_audio_stream_id_refの８ビットのフィールドは、セカンダリビデオストリー
ムと組み合わせることが出来るセカンダリオーディオストリームのIDを示す。
【０１６８】
　そして、comb_info_Secondary_video_PiP_PG_textST()のブロックは、セカンダリビデ
オストリームとピクチャインピクチャアプリケーション用のPG・テキスト字幕のストリー
ムの組み合わせを示す。
【０１６９】
　comb_info_Secondary_video_PiP_PG_textST()のブロック内において、number_of_PiP_P
G_textST_ref_entriesの８ビットのフィールドは、セカンダリビデオストリームと組み合
わせることが出来るPIPアプリケーション用のPG・テキスト字幕のストリームの数を示す
。また、PiP_PG_textST_stream_id_refの８ビットのフィールドは、セカンダリビデオス
トリームと組み合わせることが出来るピクチャインピクチャアプリケーション用のPG・テ
キスト字幕のストリームのIDを示す。
【０１７０】
　このようなSTN_tableを用いることにより、プライマリビデオストリームと同時再生さ
れ得る、セカンダリビデオストリーム、プライマリオーディオストリーム、セカンダリオ
ーディオストリーム、および、サブタイトルストリーム（PG TextSTストリーム）の組み
合わせに加えて、ピクチャインピクチャアプリケーション用のPG・テキスト字幕ストリー
ム（PiP PG TextSTストリーム）の組み合わせとして矛盾するような組み合わせを選択す
ることを防ぐようにすることができる。
【０１７１】
　図１７は、Stream_entry()のシンタクスを示す図である。
【０１７２】
　type＝１では、PlayItemによって参照されるClip(Main Clip)の中に多重化されている
複数のエレメンタリストリームの中から１つのエレメンタリストリームを特定するために
、１６ビットのパケットID(PID)が指定される。ref_to_stream_PID_of_mainClipが、この
PIDを示している。すなわち、type＝１では、メインClipＡＶストリームファイルの中のP
IDを指定するだけでストリームが決定される。
【０１７３】
　type＝２では、SubPathが一度に複数個のClipsを参照し、それぞれのClipが複数のエレ
メンタリストリームを多重化する場合に、SubPathによって参照される１つのClip(SubCli
p)の複数のエレメンタリストリームの中から１つのエレメンタリストリームを特定するた
めに、そのSubPathのSubPath_id、Clip id、およびパケットID(PID)が指定される。ref_t
o_SubPath_idがこのSubPath_idを示し、ref_to_SubClip_entry_idがこのClip idを示し、
ref_to_stream_PID_of_SubClipがこのPIDを示している。SubPlayItemの中で複数のClipが
参照され、さらにこのClipに複数のエレメンタリストリームが参照されている場合に用い
られる。
【０１７４】
　このように、type（type１とtype２の２つのtype）を使うことで、PlayItemとそれに関
連付けられて再生される１つ以上のSubPathが用意されている場合に、このPlayItemが参
照するClipと１つ以上のSubPathが参照するClipの中から１つのエレメンタリストリーム
を特定することができる。なお、type＝１はMain Pathが参照するClip（メインClip）を
示しており、type＝２はSub Pathが参照するClip（サブClip）を示している。
【０１７５】
　そして、ｔｙｐｅ＝３は、対応するPlayItemにおいて、MainClipに含まれ、SubPathに
よって参照されるエレメンタリストリームを識別するためのものである。
【０１７６】
　すなわち、type＝３では、SubPathがMainPathと同じClipを参照し、換言すれば、MainC
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lipに複数のエレメンタリストリームが多重化され、MainPathとSubPathとのいずれも、Ma
inClipに多重化されているエレメンタリストリームのうちのいずれかを参照している場合
に、MainClipの複数のエレメンタリストリームの中から、SubPathによって参照される１
つのエレメンタリストリームを再生時に特定するために、ref_to_stream_PID_of_MainCli
pにより、MainClipのパケットID(PID)が指定される。また、ref_to_SubPath_idによりSub
Path_idが示され、このSubPath_idにより図９のPlayList()で定義されたSubPathが特定さ
れ、このSubpathから対応するSubPlayItem（図２８）が呼び出されることにより、エレメ
ンタリストリームの再生時間（IN_time, OUT_time）等を把握することができるようにな
されている。
【０１７７】
　なお、type＝３、すなわち、MainClipに複数のエレメンタリストリームが多重化され、
MainPathとSubPathとのいずれも、MainClipに多重化されているエレメンタリストリーム
のうちのいずれかを参照するのは、図２７を用いて後述するSubPath_typeが、SubPath_ty
pe =７である場合である。
【０１７８】
　このように、type（type１乃至type３の３つのtype）を使うことで、PlayItemとそれに
関連付けられて再生される１つ以上のSubPathが用意されている場合に、このPlayItemが
参照するClipが、さらに、SubPathから参照されている場合であっても、Clipの中から１
つのエレメンタリストリームを特定することができる。
【０１７９】
　次に、stream_attribute()のシンタクスについて図１８を参照して説明する。
【０１８０】
　lengthは、このlengthフィールドの直後からstream_attribute()の最後までのバイト数
を示す１６ビットの符号なし整数である。
【０１８１】
　stream_coding_typeは、図１９に示されるようにエレメンタリストリームの符号化タイ
プを示す。エレメンタリストリームの符号化タイプとしては、MPEG-2 video stream、HDM
V LPCM audio、Dolby AC-3 audio、dts audio、Presentation graphics stream、Interac
tive graphics stream、およびText subtitle streamが記述される。なお、このstream_c
oding_typeを拡張し、MPEG－4 AVC、VC－1等の他のコーディックにより圧縮されたビデオ
ストリームを扱えるようにしてもよい。
【０１８２】
　video_formatは、図２０に示されるようにビデオエレメンタリストリームのビデオフォ
ーマットを示す。ビデオエレメンタリストリームのビデオフォーマットとしては、４８０
ｉ、５７６ｉ、４８０ｐ、１０８０ｉ、７２０ｐ、および１０８０ｐが記述される。
【０１８３】
　frame_rateは、図２１に示されるように、ビデオエレメンタリストリームのフレームレ
ートを示す。ビデオエレメンタリストリームのフレームレートとしては、２４０００／１
００１、２４、２５、３００００／１００１、５０、および６００００／１００１が記述
される。
【０１８４】
　aspect_ratioは、図２２に示されるようにビデオエレメンタリストリームのアスペクト
比情報を示す。ビデオエレメンタリストリームのアスペクト比情報としては、４：３ dis
play aspect ratio、および１６：９ display aspect ratioが記述される。
【０１８５】
　audio_presentation_typeは、図２３に示されるようにオーディオエレメンタリストリ
ームのプレゼンテーションタイプ情報を示す。オーディオエレメンタリストリームのプレ
ゼンテーションタイプ情報としては、single mono channel、dual mono channel、stereo
(2-channel)、およびmulti-channelが記述される。
【０１８６】
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　sampling_frequencyは、図２４に示されるようにオーディオエレメンタリストリームの
サンプリング周波数を示す。オーディオエレメンタリストリームのサンプリング周波数と
しては、４８ｋHz、および９６ｋHzが記述される。
【０１８７】
　audio_language_codeは、オーディオエレメンタリストリームの言語コード(日本語、韓
国語、中国語など)を示す。
【０１８８】
　PG_language_codeは、ビットマップ字幕エレメンタリストリームの言語コード(日本語
、韓国語、中国語など)を示す。
【０１８９】
　IG_language_code、インタラクティブグラフィックスエレメンタリストリームの言語コ
ード(日本語、韓国語、中国語など)を示す。
【０１９０】
　textST_language_codeは、テキスト字幕エレメンタリストリームの言語コード(日本語
、韓国語、中国語など)を示す。
【０１９１】
　character_codeは、図２５に示されるようにテキスト字幕エレメンタリストリームのキ
ャラクタコードを示す。テキスト字幕エレメンタリストリームのキャラクタコードとして
は、Unicode V1.1(ISO 10646-1)、Shift　JIS（Japanese）、KSC 5601-1987 including K
SC 5653 for Roman character(Korean)、GB 18030-2000(Chinese)、GB2312(Chinese)、お
よびBIG５(Chinese)が記述される。
【０１９２】
　以下に、図１８のstream_attribute()のシンタクスについて、図１８と、図１９乃至図
２５を用いて具体的な例を説明する。
【０１９３】
　エレメンタリストリームの符号化タイプ（図１８のstream_coding_type）がMPEG-2 vid
eo stream（図１９）である場合、stream_attribute()には、そのエレメンタリストリー
ムのビデオフォーマット（図２０）、フレームレート（図２１）、およびアスペクト比情
報（図２２）が含まれる。
【０１９４】
　エレメンタリストリームの符号化タイプ（図１８のstream_coding_type）がHDMV LPCM 
audio、Dolby AC-3 audio、またはdts audio（図１９）である場合、stream_attribute()
には、そのオーディオエレメンタリストリームのプレゼンテーションタイプ情報（図２３
）、サンプリング周波数（図２４）、および言語コードが含まれる。
【０１９５】
　エレメンタリストリームの符号化タイプ（図１８のstream_coding_type）がPresentati
on graphics stream（図１９）である場合、stream_attribute()には、そのビットマップ
字幕エレメンタリストリームの言語コードが含まれる。
【０１９６】
　エレメンタリストリームの符号化タイプ（図１８のstream_coding_type）がInteractiv
e graphics stream（図１９）である場合、stream_attribute()には、そのインタラクテ
ィブグラフィックスエレメンタリストリームの言語コードが含まれる。
【０１９７】
　エレメンタリストリームの符号化タイプ（図１８のstream_coding_type）がText subti
tle stream（図１９）である場合、stream_attribute()には、そのテキスト字幕エレメン
タリストリームのキャラクタコード（図２５）、言語コードが含まれる。
【０１９８】
　なお、これらの属性情報はこれに限定されない。
【０１９９】
　このように、PlayItemとそれに関連付けられて再生される１つ以上のSubPathが用意さ
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れている場合に、このPlayItemが参照するClipと１つ以上のSubPathが参照するClipの中
から、stream_entry()によって特定されたエレメンタリストリーム（type＝１とtype＝２
の場合は１つ、type＝３の場合は２つ）の属性情報をstream_attribute()によって知るこ
とができる。
【０２００】
　再生装置は、この属性情報（stream_attribute()）を調べることによって、そのエレメ
ンタリストリームを自分自身が再生する機能を持っているか否かを調べることができる。
また、再生装置は、この属性情報を調べることによって、再生装置の言語設定の初期情報
に対応したエレメンタリストリームの選択することができる。
【０２０１】
　例えば、再生装置が、ビットマップ字幕エレメンタリストリームの再生機能だけを有し
、テキスト字幕エレメンタリストリームの再生機能を有していない場合を想定する。この
再生装置に対して、ユーザが言語切り替えを指示した場合、再生装置は、字幕ストリーム
ＩＤ (PG_txtST_stream_id)のforループの中から、ビットマップ字幕エレメンタリストリ
ームだけを順次選択して、再生する。
【０２０２】
　また、例えば、再生装置の言語設定の初期情報が日本語である場合を想定する。この再
生装置に対して、ユーザが副音声（すなわちSecondary audio）への切り替えまたは、主
音声と副音声とのミキシング再生を指示した場合、再生装置は、副音声として用意されて
いるオーディオストリームＩＤ (Audio stream id)のforループの中から、言語コードが
日本語であるオーディオエレメンタリストリームだけを順次選択して、再生する。
【０２０３】
　さらに、例えば、メインパスにより参照される、ビデオストリームとオーディオストリ
ームからなるＡＶストリーム（映画）を再生する場合、再生装置に対して、ユーザが音声
の切り替えを指令し、サブパスにより参照されるオーディオストリーム（監督や出演者に
よるコメント）とのミキシング再生が指令された場合、再生装置は、メインパスにより参
照される１stオーディオストリームに、さらに、サブパスにより参照される２ndオーディ
オストリームをミキシング（重畳）して、ビデオストリームとともに再生する。
【０２０４】
　また、例えば、ユーザが音声の切り替えを指令し、２つのサブパスにより参照される２
つのオーディオストリームのミキシング再生が再生装置に対して指令された場合（図１６
と図１７のシンタクスが用いられ、図１７のtypeがともに２とされているオーディオスト
リームＩＤに対応するオーディオストリームの再生が指令された場合）、再生装置は、２
つのサブパスによりそれぞれ参照される２つのオーディオストリームをミキシング（重畳
）して、ビデオストリームとともに再生する。
【０２０５】
　このようにして、PlayItem()の中にSTN_table()を設けることにより、PlayItemとそれ
に関連付けられて再生される１つ以上のSubPathが用意されている場合に、ユーザによる
音声切り替えや字幕切り替えという操作により、このPlayItemが参照するClipと１つ以上
のSubPathが参照するClipの中から再生されるストリームを選ぶことができる仕組みが提
供されるので、再生するＡＶストリームとは異なるストリームやデータファイルに対して
も、インタラクティブな操作を行うことができる。
【０２０６】
　図２６は、SubPath()のシンタクスを示す図である。
【０２０７】
　lengthは、このlengthフィールドの直後からSub Path ()の最後までのバイト数を示す
３２ビットの符号なし整数である。すなわち、reserved_for_future_useからSubPath()の
最後までのバイト数を示すフィールドである。このlengthの後には、８ビットのreserved
_for_future_useが用意される。SubPath_typeは、SubPathのアプリケーション種類を示す
８ビットのフィールドである。SubPath_typeは、例えば、Sub Pathがオーディオであるか
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、ビットマップ字幕であるか、テキスト字幕であるかなどの種類を示す場合に利用される
。このSubPath_typeの例については、図２７を参照して後述する。
【０２０８】
　SubPath_typeの後には、１５ビットのreserved_for_future_useが用意される。is_repe
at_SubPathは、SubPathの再生方法を指定する１ビットのフィールドであり、メインパス
の再生の間にSubPathの再生を繰り返し行うか、またはSubPathの再生を１回だけ行うかを
示すものである。例えば、メインＡＶストリームとサブパスが指定するClipに含まれるス
トリームとの再生タイミングが異なる場合（メインパスを静止画のスライドショーとし、
サブパスのオーディオパスをメインパスのBGM(バックグラウンドミュージック)として使
う場合など）に利用される。
【０２０９】
　Is_repeat_SubPathの後には、８ビットのreserved_for_future_useが用意される。numb
er_of_SubPlayItemsは、１つのSubPathの中にあるSubPlayItemの数（エントリー数）を示
す８ビットのフィールドである。例えば、number_of_SubPlayItemsは、図６のSubPath_id
＝０のSubPlayItemは１個であり、SubPath_id＝１のSubPlayItemは２個である。その後の
for文では、SubPlayItemの数だけ、SubPlayItemが参照される。
【０２１０】
　図２７は、SubPath_type（サブパスのタイプ）の例を説明する図である。
【０２１１】
　なお、「Out-of-mux」という記述は、サブパスで参照されるＥＳが含まれるＴＳと、メ
インパスで参照されるＥＳが含まれるＴＳとが異なっている場合のサブパスのタイプ（種
類）、即ち、サブパスで参照されるＥＳが、メインパスで参照されるプレイアイテムが含
まれるＴＳに多重化されていないサブパスのタイプ（種類）であることを示している。以
下、かかる種類を、メインパスＴＳ非多重型のパスと称する。
【０２１２】
　そして、「In-mux」という記述は、サブパスで参照されるＥＳが含まれるＴＳと、メイ
ンパスで参照される１以上のＥＳが含まれるＴＳとが同一の場合のサブパスのタイプ（種
類）、即ち、サブパスで参照されるＥＳが、メインパスで参照されるＥＳを含むＴＳに多
重化されているサブパスのタイプ（種類）であることを示している。換言すれば、メイン
クリップに含まれるメインTSに、メインのClip AVストリームと、サブのClip AVストリー
ムとが含まれている状態である。以下、かかる種類を、メインパスＴＳ多重型のパスと称
する。
【０２１３】
　また、メインパスで参照されるＥＳとサブパスで参照されるＥＳとが非同期である場合
、そのサブパスのタイプ（種類）を、以下、非同期型のパスと称する。一方、メインパス
で参照されるＥＳとサブパスで参照されるＥＳとが同期する場合、そのサブパスのタイプ
（種類）を、以下、同期型のパスと称する。
【０２１４】
　SubPath_type＝０，１は、reservedとされている。
【０２１５】
　SubPath_type＝２は、Audio presentation path of the Browsable slideshow（プラウ
ザブルスライドショーのオーディオプレゼンテーションパス）とされている。例えば、Su
bPath_type＝２は、メインパスＴＳ非多重型のパスであり、プレイリストの中において、
サブパスで参照されるオーディオプレゼンテーションパスと、プレイアイテムで参照され
るメインパスとが非同期である（非同期型のパスである）ことを示している。
【０２１６】
　SubPath_type＝３は、Interactive graphics presentation menu（インタラクティブグ
ラフィックスのプレゼンテーションメニュー）とされている。例えば、SubPath_type＝３
は、メインパスＴＳ非多重型のパスであり、プレイリストの中において、サブパスで参照
されるインタラクティブグラフィックスのメニューと、プレイアイテムで参照されるメイ



(26) JP 4770601 B2 2011.9.14

10

20

30

40

50

ンパスとが非同期（非同期型のパスである）であることを示している。
【０２１７】
　SubPath_type＝４は、Text subtitle presentation path（テキスト字幕のプレゼンテ
ーションパス）とされている。例えば、SubPath_type＝４は、メインパスＴＳ非多重型の
パスであり、プレイリストの中において、サブパスで参照されるテキスト字幕のプレゼン
テーションパスと、プレイアイテムで参照されるメインパスとが同期している（同期型の
パスである）ことを示している。
【０２１８】
　SubPath_type＝５は、Out-of-mux and AV Synchronized type of one or more element
ary streams path(Primary audio/PG/IG/Secondary audio path).Out of mux and AV syn
chronized type of Picture-in-Picture presentation path which contains one or mor
e elementary streams pathsとされている。即ち、SubPath_type＝５は、メインパスＴＳ
非多重型、かつ、同期型のパスであって、１本以上のＥＳ(Primary audio/PG/IG/Seconda
ry audio)のパスや、ピクチャインピクチャプレゼンテーションパスとされている。
【０２１９】
　ここで、ピクチャインピクチャプレゼンテーションパスとは、ピクチャインピクチャ手
法において、所定のプライマリビデオストリーム（メインパスで参照されるビデオストリ
ーム）に対応して再生される、プライマリオーディオストリームストリーム、セカンダリ
ビデオストリーム、セカンダリオーディオストリーム、および、サブタイトルストリーム
のうちの１以上のパス（そのようなサブパスのタイプ）であることをいう。
【０２２０】
　SubPath_type＝６は、Out-of-mux and AV non-Synchronized type of Picture-in-Pict
ure presentation path which contains one or more elementary streams pathsとされ
ている。即ち、SubPath_type＝６は、メインパスＴＳ非多重型、かつ、非同期型のパスで
あって、ピクチャインピクチャプレゼンテーションパス（１以上のＥＳのパス）とされて
いる。
【０２２１】
　SubPath_type＝７は、In-mux type and AV Synchronized type of Picture-in-Picture
 presentation path which contains one or more elementary streams pathsとされてい
る。
【０２２２】
　即ち、SubPath_type＝７は、メインパスＴＳ多重型、かつ、同期型のパスであって、ピ
クチャインピクチャプレゼンテーションパス（１以上のＥＳのパス）とされている。
【０２２３】
　そして、SubPath_type=8乃至255は予備(reserved)とされている。
【０２２４】
　図２８は、SubPlayItem(i)のシンタクスを示す図である。
【０２２５】
　lengthは、このlengthフィールドの直後からSub playItem ()の最後までのバイト数を
示す１６ビットの符号なし整数である。
【０２２６】
　図２８においては、SubPlayItemが１つのClip を参照する場合と、複数のClip を参照
する場合に分けられている。
【０２２７】
　最初に、SubPlayItemが１つのClipを参照する場合について説明する。
【０２２８】
　SubPlayItemには、Clipを指定するためのClip_Information_file_ name[0]が含まれる
。また、Clipのコーディック方式を指定するClip_codec_identifier［0］、reserved_for
_future_use、マルチクリップの登録の有無を示すフラグであるis_multi_Clip_entries、
STC不連続点（システムタイムベースの不連続点）に関する情報であるref_to_STC_id［0



(27) JP 4770601 B2 2011.9.14

10

20

30

40

50

］を含む。is_multi_Clip_entriesのフラグが立っている場合、SubPlayItemが複数のClip
を参照する場合のシンタクスが参照される。また、Clipの中にあるSub Pathの再生区間を
指定するためのSubPlayItem_IN_timeとSubPlayItem_OUT_timeを含む。さらに、main path
の時間軸上でSub Pathが再生開始する時刻を指定するためsync_PlayItem_id と sync_sta
rt_PTS_of_PlayItemを含む。
【０２２９】
　このsync_PlayItem_id と sync_start_PTS_of_PlayItemは、上述したように、図６と図
７の場合（メインＡＶストリームとサブパスにより示されるファイルに含まれるストリー
ムの再生タイミングが同じである場合）に使用され、メインＡＶストリームとサブパスに
より示されるファイルに含まれるストリームの再生タイミングが異なる場合（例えば、静
止画により構成されるスライドショーのBGMのように、メインパスにより参照される静止
画像とサブパスにより参照されるオーディオとが同期しない場合）には使用されない。ま
た、SubPlayItem_IN_time、SubPlayItem_OUT_time、sync_PlayItem_id、sync_start_PTS_
of_PlayItemは、SubPlayItemが参照するClipにおいて共通に使用される。
【０２３０】
　次に、SubPlayItemが複数のClipを参照する場合（if（is_multi_Clip_entries＝＝１ｂ
）である場合、すなわちマルチクリップの登録が行われている場合）について説明する。
具体的には、図７に示されるように、SubPlayItemが複数のClip を参照する場合を示す。
【０２３１】
　num_of_Clip_entriesは、Clipの数を示しており、Clip_Information_file_name[SubCli
p_entry_id]の数が、Clip_Information_file_ name[0]を除く、Clipsを指定する。すなわ
ち、Clip_Information_file_ name[0]を除く、Clip_Information_file_ name[１]、Clip_
Information_file_ name[２]などのClipを指定する。また、SubPlayItemは、Clipのコー
ディック方式を指定するClip_codec_identifier[SubClip_entry_id]、STC不連続点（シス
テムタイムベースの不連続点）に関する情報であるref_to_STC_id[SubClip_entry_id]、
およびreserved_for_future_useを含む。
【０２３２】
　なお、複数のClipの間で、SubPlayItem_IN_time, SubPlayItem_OUT_time、sync_PlayIt
em_id、およびsync_start_PTS_of_PlayItemは共通して使われる。図７の例の場合、SubPl
ayItem_IN_time, SubPlayItem_OUT_time、sync_PlayItem_id、およびsync_start_PTS_of_
PlayItemは、SubClip_entry_id＝０とSubClip_entry_id＝１との間で共通して使用される
ものであり、選択されたSubClip_entry_idに対するText based subtitleがこのSubPlayIt
em_IN_time, SubPlayItem_OUT_time、sync_PlayItem_id、およびsync_start_PTS_of_Play
Itemに基づいて再生される。
【０２３３】
　ここで、SubClip_entry_idの値は、SubPlayItemの中にあるClip_Information_file_nam
e[SubClip_entry_id]が現れる順番に１から割り振られる。また、Clip_Information_file
_ name[0]のSubClip_entry_idは０である。
【０２３４】
　次に、図２９は、図８乃至図２８を用いて説明したデータ構造を有するデータ、すなわ
ち、上述したメインパスとサブパスを有するPlayListを再生する再生装置１の構成を示す
ブロック図である。
【０２３５】
　コントローラ２１は、予め用意されている制御プログラムを実行するか、または、スト
レージドライブ２２を制御して、例えば、光ディスクなどの記録媒体１１に記録されてい
る、または、ローカルストレージ２４に記録されているナビゲーションプログラムを読み
出し、メモリ２３に展開して実行することで、再生装置１の全体の動作を制御する。例え
ば、コントローラ２１は、記録媒体１１が装着されたとき、または、所定の操作入力を受
けた場合、所定のメニュー画面（ＧＵＩ表示画面）を外部の表示装置に表示させることが
できる。
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【０２３６】
　すなわち、コントローラ２１は、光ディスクなどの記録媒体１１、または、ローカルス
トレージ２４に再生されるコンテンツ(PlayListおよびAVストリームなどで構成されたコ
ンテンツ)とともに記録されているメニュー画面（ＧＵＩ表示画面）の表示を制御するの
みならず、記録媒体１１、または、ローカルストレージ２４に再生されるコンテンツのデ
ータを基に、GUI表示画面に対応するデータを生成して、外部の表示装置に表示させるこ
とも可能である。コントローラ２１により、GUI表示画面に対応するデータが生成されて
、ＯＳＤ３０が制御され、表示画面に生成されたGUI表示画面を重畳させて表示させる処
理についての詳細は、後述する。
【０２３７】
　ストレージドライブ２２は、コントローラ２１による制御に従って記録媒体１１からデ
ータを読み出し、読み出したデータを、コントローラ２１、メモリ２３、または、ＡＶデ
コーダ部２６に出力する。記録媒体１１から読み出された情報が、ナビゲーションプログ
ラムやPlayListなどであった場合、ストレージドライブ２２により読み出された情報は、
コントローラ２１、または、メモリ２３に出力される。記録媒体１１から読み出された情
報が、ＡＶストリームやテキストデータであった場合、ストレージドライブ２２により読
み出された情報は、ＡＶデコーダ部２６に出力される。
【０２３８】
　メモリ２３は、コントローラ２１が各種の処理を実行する上において必要なデータなど
を適宜記憶する。さらに、メモリ２３の記憶領域の一部には、再生装置１の再生処理にお
いて必要な情報が設定される各種のレジスタが設けられている。ローカルストレージ２４
は、例えば、HDD(Hard Disk Drive)などより構成される。
【０２３９】
　インターネットインタフェース２５は、有線または無線によりネットワーク２に接続さ
れており、コントローラ２１からの制御に従って、ネットワーク２を介して、サーバ３と
の間で通信を行い、サーバ３からダウンロードされたデータをローカルストレージ２４に
供給する。サーバ３からは、例えば、そのとき再生装置１に装着されている記録媒体１１
に記録されている、図４を用いて説明したデータをアップデートさせるデータがコンテン
ツとしてダウンロードされる。ローカルストレージ２４は、サーバ３からネットワーク２
経由でダウンロードしたコンテンツを記録することができる。
【０２４０】
　ＡＶデコーダ部２６は、ストレージドライブ２２、または、ローカルストレージ２４か
ら供給されるＡＶストリーム、または、テキストデータをデコードし、得られたビデオ信
号をＯＳＤ（On Screen Display）３０に供給するとともに、オーディオ信号を外部の表
示装置に出力する。
【０２４１】
　ＯＳＤ３０は、コントローラ２１の制御に基づいて、供給されたビデオ信号を外部の表
示装置に出力するか、または、供給されたビデオ信号に所定のメニュー画面（ＧＵＩ表示
画面）のデータを重畳して、生成された画像信号を、外部の表示装置に出力する。
【０２４２】
　表示装置においては、ＡＶデコーダ部２６によりデコードされた信号に基づいて、例え
ば、記録媒体１１に記録されているコンテンツの出力（映像の表示、音声の出力）が行わ
れる。
【０２４３】
　操作入力部２９は、例えば、ボタン、キー、タッチパネル、ジョグダイヤル、マウスな
どの入力デバイスや、所定のリモートコマンダから送信される赤外線などの信号を受信す
る受信部により構成され、ユーザの操作入力を取得し、コントローラ２１に供給する。
【０２４４】
　また、コントローラ２１には、必要に応じてドライブ２７も接続されており、ドライブ
２７には、例えば、磁気ディスク（フレキシブルディスクを含む）、光ディスク（CD-ROM
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（Compact Disk-Read Only Memory)，DVDを含む）、光磁気ディスク（ＭＤ（登録商標）
（Mini-Disk）を含む）、もしくは半導体メモリなどよりなるリムーバブルメディア２８
が装着される。
【０２４５】
　最初に、コントローラ２１がストレージドライブ２２を介して、HDD、Blu－ray Disc（
商標）、またはDVDなどの記録媒体１１から、または、ローカルストレージ２４から、Pla
yListファイルを読み出し、PlayListファイルの情報に基づいて、必要に応じて、GUI表示
画面に対応するデータを生成するとともに、ストレージドライブ２２を介して、HDD、Blu
－ray Disc（商標）、またはDVDなどの記録媒体１１から、または、ローカルストレージ
２４から、ＡＶストリームやＡＶデータを読み出す。ユーザは、操作入力部２９を用いて
、コントローラ２１に対し、音声や字幕などの切り替えの指令や、GUI表示画面の表示の
指令などを行うことができる。また、コントローラ２１は、メモリ２３のレジスタに登録
されている、例えば、再生装置１の言語設定の初期情報などの各種設定情報を読み込む。
【０２４６】
　PlayListファイルには、Main Path、Sub Pathの情報の他、上述したSTN_table()が含ま
れている。コントローラ２１は、PlayListファイルに含まれるPlayItemが参照するメイン
Clip AVストリームファイル、SubPlayItemが参照するサブClip AVストリームファイル、
およびSubPlayItemが参照するテキストサブタイトルデータを、ストレージドライブ２２
を介して記録媒体１１から、または、ローカルストレージ２４から読み出す。ここで、Pl
ayItemが参照するメインClip AVストリームファイルとSubPlayItemが参照するサブClip A
Vストリームファイルとが、異なる記録媒体に記録されていてもよい。例えば、メインCli
p AVストリームファイルが記録媒体１１に記録されており、対応するサブClip AVストリ
ームファイルは図示せぬネットワーク２を介して供給され、HDDなどのローカルストレー
ジ２４に記憶されたものであってもよい。また、逆に、メインClip AVストリームファイ
ルがHDDなどのローカルストレージ２４に記憶されたものであり、サブClip AVストリーム
ファイルが記録媒体１１に記録されていてもよい。
【０２４７】
　また、コントローラ２１は、メモリ２３のレジスタに登録されている各種設定情報を参
照して、自分自身（再生装置１）の再生機能に対応するエレメンタリストリームを選択し
、再生するよう制御したり、再生装置１の言語設定の初期情報に対応するエレメンタリス
トリームを選択し、再生するよう制御する。
【０２４８】
　図３０は、図２９の再生装置１のＡＶデコーダ部２６の構成例を示すブロック図である
。
【０２４９】
　ＡＶデコーダ部２６には、スイッチ３２、バッファ５１乃至５４、PIDフィルタ５５、P
IDフィルタ５６、スイッチ５７乃至５９、PIDフィルタ６０、バックグラウンドデコーダ
７１、１ｓｔビデオデコーダ７２－１、２ndビデオデコーダ７２－２、プレゼンテーショ
ングラフィックスデコーダ７３、インタラクティブグラフィックスデコーダ７４、１stオ
ーディオデコーダ７５－１、２ndオーディオデコーダ７５－２、Text-STコンポジション
７６、スイッチ７７、プリロードバッファ８１、バックグラウンドプレーン生成部９１、
１ｓｔビデオプレーン生成部９２－１、２ndビデオプレーン生成部９２－２、プレゼンテ
ーショングラフィックスプレーン生成部９３、インタラクティブグラフィックスプレーン
生成部９４、バッファ９５、ビデオデータ処理部９６、ミキシング処理部９７、およびミ
キシング処理部１０１が設けられている。
【０２５０】
　１ｓｔビデオデコーダ７２－１と２ndビデオデコーダ７２－２は、ともにビデオストリ
ームをデコードする。基本的には、STN_table()において、primary_video_stream_idで与
えられるビデオストリームをデコードするためのものが１stビデオデコーダ７２－１であ
り、Secondary_video_stream_idで与えられるビデオストリームをデコードするためのも
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のが２ndビデオデコーダ７２－２である。すなわち、再生装置１は、２つのビデオストリ
ームをデコードするために、２つのビデオデコーダ（１stビデオデコーダ７２－１、２nd
ビデオデコーダ７２－２）を有している。また、１stビデオデコーダ７２－１は、２ndビ
デオデコーダ７２－２よりも優先的に使用されるビデオデコーダであるものとすることも
できる。すなわち、デコードするビデオストリームが１つしかない場合、そのビデオスト
リームがメインClip AVストリームファイルに含まれるビデオストリームであっても、サ
ブClip AVストリームファイルに含まれるビデオストリームであっても、１stビデオデコ
ーダ７２－１でデコードされるようにしてもよい。なお、以下において、１stビデオデコ
ーダ７２－１と２ndビデオデコーダ７２－２とを個々に区別しない場合、ビデオデコーダ
７２と称する。
【０２５１】
　また、１stオーディオデコーダ７５－１と２ndオーディオデコーダ７５－２も、ともに
オーディオストリームをデコードする。基本的には、STN_table()において、primary_aud
io_stream_idで与えられるオーディオストリームをデコードするためのものが１stオーデ
ィオデコーダ７５－１であり、Secondary_audio_stream_idで与えられるオーディオスト
リームをデコードするためのものが２ndオーディオデコーダ７５－２である。すなわち、
再生装置１は、２つのオーディオストリームをデコードするために、２つのオーディオデ
コーダ（１stオーディオデコーダ７５－１、２ndオーディオデコーダ７５－２）を有して
いる。また、１stオーディオデコーダ７５－１は、２ndオーディオデコーダ７５－２より
も優先的に使用されるオーディオデコーダであるものとすることもできる。すなわち、デ
コードするオーディオストリームが１つしかない場合、そのオーディオストリームがメイ
ンClip AVストリームファイルに含まれるオーディオストリームであっても、サブClip AV
ストリームファイルに含まれるオーディオストリームであっても、１stオーディオデコー
ダ７５－１でデコードされるようにしてもよい。なお、以下において、１stオーディオデ
コーダ７５－１と２ndオーディオデコーダ７５－２とを個々に区別しない場合、オーディ
オデコーダ７５と称する。
【０２５２】
　コントローラ２１により読み出されたファイルデータは、図示せぬ復調、ＥＣＣ復号部
により、復調され、復調された多重化ストリームに誤り訂正が施される。スイッチ３２は
、復調され、誤り訂正が施されたデータを、コントローラ２１からの制御に基づいて、ス
トリームの種類ごとに選択し、対応するバッファ５１乃至５４に供給する。具体的には、
スイッチ３２は、コントローラ２１からの制御に基づいて、バックグラウンドイメージデ
ータをバッファ５１に供給し、メインClip AVストリームファイルのデータをバッファ５
２に供給し、サブClipのデータをバッファ５３に供給し、Text-STのデータをバッファ５
４に供給するようスイッチ３２を切り替える。
【０２５３】
　バッファ５１は、バックグラウンドイメージデータをバッファリングし、バッファ５２
は、メインClip AVストリームファイルのデータをバッファリングし、バッファ５３は、
サブClip AVストリームファイルのデータをバッファリングし、バッファ５４は、Text-ST
データをバッファリングする。
【０２５４】
　メインClip AVストリームファイルは、ビデオとオーディオとビットマップ字幕(Presen
tation Graphics stream)とインタラクティブグラフィックスのうち、ビデオに加えて１
つ以上のストリームを多重化したストリーム（例えばトランスポートストリーム）である
。サブClip AVストリームファイルは、ビデオとオーディオとビットマップ字幕(Presenta
tion Graphics stream)とインタラクティブグラフィックスとのうち、１つ以上のストリ
ームを多重化したストリームである。なお、テキストサブタイトルデータファイル（Text
-ST）のデータは、トランスポートストリームのような多重化ストリームの形式であって
も、そうでなくてもよい。
【０２５５】
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　また、メインClip AVストリームファイルとサブClip AVストリームファイルおよびテキ
ストサブタイトルデータを、ストレージドライブ２２（記録媒体１１）またはローカルス
トレージ２４から読み出すときに、それぞれのファイルを時分割に交互に読み出しても良
いし、または、メインClipを読み出す前に、サブClip AVストリームファイルやテキスト
サブタイトルデータを予め読み出しておき、先行してバッファ(バッファ５３またはバッ
ファ５４)へプリロードしてもよい。
【０２５６】
　そして、メインClip AVストリームファイル用リードバッファであるバッファ５２から
読み出されたストリームデータは、所定のタイミングで、後段のPID（パケットＩＤ）フ
ィルタ５５へ出力される。このPIDフィルタ５５は、入力されたメインClip AVストリーム
ファイルをPID（パケットＩＤ）に応じて、後段の各エレメンタリストリームのデコーダ
へ振り分けて出力する。すなわち、PIDフィルタ５５は、ビデオストリームを１stビデオ
デコーダ７２－１と２ndビデオデコーダ７２－２への供給元となるPIDフィルタ６０に供
給し、プレゼンテーショングラフィックスストリームをプレゼンテーショングラフィック
スデコーダ７３への供給元となるスイッチ５７に供給し、インタラクティブグラフィック
スストリームをインタラクティブグラフィックスデコーダ７４への供給元となるスイッチ
５８に供給し、オーディオストリームを１stオーディオデコーダ７５－１と２ndオーディ
オデコーダ７５－２への供給元となるスイッチ５９に供給する。
【０２５７】
　なお、プレゼンテーショングラフィックスストリームは、上述したように、例えば、ビ
ットマップの字幕データであり、テキストサブタイトルデータは、上述したように、例え
ば、テキスト字幕データである。
【０２５８】
　サブClip AVストリームファイル用リードバッファであるバッファ５３から読み出され
たストリームデータは、所定のタイミングで、後段のPID（パケットＩＤ）フィルタ５６
へ出力される。このPIDフィルタ５６は、入力されたサブClip AVストリームファイルをPI
D（パケットＩＤ）に応じて、後段の各エレメンタリストリームのデコーダへ振り分けて
出力する。すなわち、PIDフィルタ５６は、ビデオストリームを１stビデオデコーダ７２
－１と２ndビデオデコーダ７２－２への供給元となるPIDフィルタ６０に供給し、プレゼ
ンテーショングラフィックスストリームをプレゼンテーショングラフィックスデコーダ７
３への供給元となるスイッチ５７に供給し、インタラクティブグラフィックスストリーム
をインタラクティブグラフィックスデコーダ７４への供給元となるスイッチ５８に供給し
、オーディオストリームを１stオーディオデコーダ７５－１と２ndオーディオデコーダ７
５－２への供給元となるスイッチ５９に供給する。
【０２５９】
　また、PIDフィルタ６０には、メインClip AV Streamのビデオストリーム、または、サ
ブClip AV Streamのビデオストリームが、PIDフィルタ５５またはPIDフィルタ５６を介し
て入力されてくる。そこで、PIDフィルタ６０は、入力されたビデオストリームを、そのP
ID（パケットID)に応じて、後段の1stビデオデコーダ７２－１または2ndビデオデコーダ
７２－２に振り分けて出力する。即ち、PIDフィルタ６０は、プライマリビデオストリー
ムが入力された場合には、そのプライマリビデオストリームを1stビデオデコーダ７２－
１に供給する。これに対して、PIDフィルタ６０は、セカンダリビデオストリームが入力
された場合には、そのセカンダリビデオストリームを2ndビデオデコーダ７２－２に供給
する。
【０２６０】
　なお、ここでは、プライマリビデオストリームとして、メインClip AV Streamのビデオ
ストリームのみが利用され、サブClip AV Streamのビデオストリームは利用されないとさ
れている。ただし、将来、サブClip AV Streamのビデオストリームもプライマリビデオス
トリームとして利用され得ることも考慮して、PIDフィルタ５６から供給されたサブClip 
AV Streamのビデオストリームも１stビデオデコーダ７２に供給され得るように、PIDフィ
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ルタ６０が構成されている。すなわち、Subpathにより指定されたサブClipに含まれるビ
デオストリームのみを再生し、ビデオストリームの再生にメインClipを使わず、オーディ
オストリームの再生は、サブClip、もしくは、メインClipを用いる場合である。
【０２６１】
　バックグラウンドイメージデータをバッファリングするバッファ５１から読み出された
データは、所定のタイミングでバックグラウンドデコーダ７１に供給される。バックグラ
ウンドデコーダ７１は、バックグラウンドイメージデータをデコードし、デコードしたバ
ックグラウンドイメージデータをバックグラウンドプレーン生成部９１に供給する。
【０２６２】
　１stビデオデコーダ７２－１は、ビデオストリームをデコードし、デコードしたビデオ
データを１stビデオプレーン生成部９２－１へ出力する。2ndビデオデコーダ７２－２は
、ビデオストリームをデコードし、デコードしたビデオデータを2ndビデオプレーン生成
部９２－２へ出力する。
【０２６３】
　スイッチ５７は、PIDフィルタ５５から供給されたメインClip AVストリームファイルに
含まれるプレゼンテーショングラフィックスストリームと、PIDフィルタ５６から供給さ
れたサブClip AVストリームファイルに含まれるプレゼンテーショングラフィックススト
リームのうちのいずれか１つを選択し、選択したプレゼンテーショングラフィックススト
リームを、後段のプレゼンテーショングラフィックスデコーダ７３に供給する。プレゼン
テーショングラフィックスデコーダ７３は、プレゼンテーショングラフィックスストリー
ムをデコードし、デコードしたプレゼンテーショングラフィックスストリームのデータを
プレゼンテーショングラフィックスプレーン生成部９３への供給元となるスイッチ７７に
供給する。
【０２６４】
　また、スイッチ５８は、PIDフィルタ５５から供給されたメインClip AVストリームファ
イルに含まれるインタラクティブグラフィックスストリームと、PIDフィルタ５６から供
給されたサブClip AVストリームファイルに含まれるインタラクティブグラフィックスス
トリームのうちのいずれか１つを選択し、選択したインタラクティブグラフィックススト
リームを、後段のインタラクティブグラフィックスストリームデコーダ７４に供給する。
インタラクティブグラフィックスデコーダ７４は、インタラクティブグラフィックススト
リームをデコードし、デコードしたインタラクティブグラフィックスストリームのデータ
を、プリロードバッファ８１に供給する。
【０２６５】
　プリロード用バッファ８１は、インタラクティブグラフィックスデコーダ７４から供給
されたインタラクティブグラフィックスストリームを一時記憶する。例えば、再生装置１
が、一度に２つのＴＳ(Transport stream)しか読み出せないという制限が課せられている
場合などにおいて、再生装置１は、インタラクティブグラフィックスストリームを予め取
得しておくことで（プリロードしておくことで）、ビデオストリームやオーディオストリ
ームを再生するときに、プリロードしておいたインタラクティブグラフィックスストリー
ムも同時再生することができる、といった機能を有している。かかる機能を実現するため
に、即ち、プリロードされたインタラクティブグラフィックスストリームを、ビデオスト
リームやオーディオストリームが再生されるタイミングまで保存しておくために、プリロ
ード用バッファ８１が設けられているのである。
【０２６６】
　プリロード用バッファ８１に蓄積されたデコード済みのインタラクティブグラフィック
スストリームは、所定のタイミングでインタラクティブグラフィックスプレーン生成部９
４に供給される。
【０２６７】
　さらに、スイッチ５９は、PIDフィルタ５５から供給されたメインClip AVストリームフ
ァイルに含まれるオーディオストリームと、PIDフィルタ５６から供給されたサブClip AV
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ストリームファイルに含まれるオーディオストリームを、後段の１stオーディオデコーダ
７５－１、または、２ndオーディオデコーダ７５－２に供給する。具体的には、スイッチ
５９は、stream_entry()のtypeの値によって、その選択を切り替える。
【０２６８】
　１stオーディオデコーダ７５－１は、オーディオストリームをデコードし、デコードし
たオーディオストリームのデータをミキシング処理部１０１に供給する。また、２ndオー
ディオデコーダ７５－２は、オーディオストリームをデコードし、デコードしたオーディ
オストリームのデータをミキシング処理部１０１に供給する。
【０２６９】
　ここで、２つのオーディオストリームを重畳して再生するような場合、１stオーディオ
デコーダ７５－１によりデコードされたオーディオストリームと、２ndオーディオデコー
ダ７５－２によりデコードされたオーディオストリームとが、ミキシング処理部１０１に
供給される。
【０２７０】
　例えば、メインパスで参照される１stオーディオストリームとサブパスで参照される２
ndオーディオストリームとを重畳して再生するような場合、１stオーディオデコーダ７５
－１によりデコードされたメインClip AVストリームファイルのオーディオストリームと
、２ndオーディオデコーダ７５－２によりデコードされたサブClip AVストリームファイ
ルのオーディオストリームとが、ミキシング処理部１０１に供給される。
【０２７１】
　また、例えば、サブパスで参照される２本のオーディオストリームを重畳して再生する
ような場合、１stオーディオデコーダ７５－１によりデコードされたサブClip AVストリ
ームファイルのオーディオストリームと、２ndオーディオデコーダ７５－２によりデコー
ドされたサブClip AVストリームファイルのオーディオストリームとが、ミキシング処理
部１０１に供給される。
【０２７２】
　ミキシング処理部１０１は、１stオーディオデコーダ７５－１からのオーディオデータ
と、２ndオーディオデコーダ７５－２からのオーディオデータとをミキシング（重畳）し
、後段のミキシング処理部９７に出力する。なお、本実施の形態においては、１stオーデ
ィオデコーダ７５－１から出力されるオーディオデータと２ndオーディオデコーダ７５－
２から出力されるオーディオデータとをミキシング（重畳）することを、合成するとも称
する。すなわち、合成とは、２つのオーディオデータを、ミキシングすることも示すもの
とする。
【０２７３】
　また、スイッチ３２により選択されたサウンドデータは、バッファ９５に供給され、バ
ッファリングされる。バッファ９５は、所定のタイミングでサウンドデータをミキシング
処理部９７に供給する。サウンドデータは、例えば、メニュー選択などによる効果音のデ
ータなどである。ミキシング処理部９７は、ミキシング処理部１０１によりミキシングさ
れたオーディオデータ（１stオーディオデコーダ７５－１から出力されたオーディオデー
タと２ndオーディオデコーダ７５－２から出力されたオーディオデータとがミキシングさ
れたオーディオデータ）と、バッファ９５から供給されてきたサウンドデータをミキシン
グ（重畳、または合成）し、音声信号として出力する。
【０２７４】
　テキストサブタイトル用リードバッファであるバッファ５４から読み出されたデータは
、所定のタイミングで、後段のテキストサブタイトルコンポジション（デコーダ）７６へ
出力される。テキストサブタイトルコンポジション７６は、Text-STデータをデコードし
、スイッチ７７に供給する。
【０２７５】
　スイッチ７７は、プレゼンテーショングラフィックスデコーダ７３によりデコードされ
たプレゼンテーショングラフィックスストリームと、Text-ST（テキストサブタイトルデ
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ータ）のうち、いずれかを選択し、選択したデータをプレゼンテーショングラフィックス
プレーン生成部９３に供給する。すなわち、プレゼンテーショングラフィックスプレーン
生成部９３へ同時に供給される字幕画像は、プレゼンテーショングラフィックスデコーダ
７３またはテキストサブタイトル（Text-ST）コンポジション７６のうちのいずれかの出
力である。また、プレゼンテーショングラフィックスデコーダ７３へ同時に入力されるプ
レゼンテーショングラフィックスストリームは、メインClip AVストリームファイルまた
はサブClip AVストリームファイルのいずれかから分離されたストリームである。したが
って、プレゼンテーショングラフィックスプレーン生成部９３へ同時に出力される字幕画
像は、メインClip AVストリームファイルからのプレゼンテーショングラフィックススト
リーム、またはサブClip AVストリームファイルからのからのプレゼンテーショングラフ
ィックスストリーム、またはテキストサブタイトルデータのデコード出力である。
【０２７６】
　バックグラウンドプレーン生成部９１は、バックグラウンドデコーダ７１から供給され
たバックグラウンドイメージデータに基づいて、例えば、ビデオ画像を縮小表示した場合
や、ストリーム再生中以外に後述するGUI表示画面を表示する場合に壁紙画像となるバッ
クグラウンドプレーンを生成し、これを、ビデオデータ処理部９６に供給する。
【０２７７】
　１ｓｔビデオプレーン生成部９２－１は、１ｓｔビデオデコーダ７２－１から供給され
たビデオデータに基づいて、ビデオプレーンを生成し、これをビデオデータ処理部９６に
供給する。２ｎｄビデオプレーン生成部９２－２は、２ｎｄビデオデコーダ７２－２から
供給されたビデオデータに基づいて、ビデオプレーンを生成し、これをビデオデータ処理
部９６に供給する。
【０２７８】
　プレゼンテーショングラフィックスプレーン生成部９３は、スイッチ７７により選択さ
れ、供給されたデータ（プレゼンテーショングラフィックスストリームまたはテキストサ
ブタイトルデータ）に基づいて、例えば、レンダリング画像であるプレゼンテーショング
ラフィックスプレーンを生成し、これをビデオデータ処理部９６に供給する。
【０２７９】
　インタラクティブグラフィックスプレーン生成部９４は、インタラクティブグラフィッ
クスデコーダ７４から供給されたインタラクティブグラフィックスストリームのデータに
基づいて、インタラクティブグラフィックスプレーンを生成し、これをビデオデータ処理
部９６に供給する。
【０２８０】
　ビデオデータ処理部９６は、バックグラウンドプレーン生成部９１からのバックグラウ
ンドプレーン、１ｓｔビデオプレーン生成部９２－１からのビデオプレーン、２ｎｄビデ
オプレーン生成部９２－２からのビデオプレーン、プレゼンテーショングラフィックスプ
レーン生成部９３からのプレゼンテーショングラフィックスプレーン、およびインタラク
ティブグラフィックスプレーン生成部９４からのインタラクティブグラフィックスプレー
ンを合成し、ビデオ信号として出力する。
【０２８１】
　なお、ビデオデータ処理部９６は、ピクチャインピクチャ表示が行われる場合、すなわ
ち、１ｓｔビデオプレーン生成部９２－１からのビデオプレーン、および、２ｎｄビデオ
プレーン生成部９２－２からのビデオプレーンの両方の入力を受けるとき、メイン画面（
親画面）の中に、サブ画面（子画面）を有するピクチャインピクチャ表示画面（図３１を
用いて後述する）を生成する。
【０２８２】
　また、これらのスイッチ５７乃至５９、並びにスイッチ７７は、操作入力部２９を介す
るユーザからの選択に基づいて、または、対象となるデータが含まれるファイルが供給さ
れる側に、スイッチを切り替える。例えば、サブClip ＡＶストリームファイルのみにし
か、オーディオストリームが含まれていない場合、スイッチ５９はサブClip ＡＶストリ
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ームファイルを供給する側（ＰＩＤフィルタ５６の出力）にスイッチを切り替える。
【０２８３】
　次に、再生装置１における再生処理について説明する。操作入力部２９を用いてユーザ
により所定のＡＶストリームの再生が指令されたとき、コントローラ２１は、ストレージ
ドライブ２２を介して記録媒体１１から、または、HDD(Hard Disk Drive)などで構成され
るローカルストレージ２４から、PlayListファイルに含まれるPlayList（PlayListに含ま
れるPlayItemおよびSubPlayItem）に基づいて、メインClip AVストリーム、サブClip AV
ストリーム、およびテキストサブタイトルデータ（Text-STデータ）を読み出して、ＡＶ
デコーダ部２６に供給する。
【０２８４】
　コントローラ２１は、バックグラウンドイメージデータをバッファ５１に供給し、メイ
ンClip AVストリームのデータをバッファ５２に供給し、サブClip AVストリームのデータ
をバッファ５３に供給し、Text-STのデータをバッファ５４に供給するようスイッチ３２
を切り替える。
【０２８５】
　そして、スイッチ３２が切り替えられて、バックグラウンドイメージデータはバッファ
５１に供給され、メインClip AVストリームのデータはバッファ５２に供給され、サブCli
p AVストリームのデータはバッファ５３に供給され、テキストサブタイトルデータはバッ
ファ５４に供給され、各バッファ５１乃至５４は、供給されたデータをそれぞれバッファ
リングする。
【０２８６】
　そして、バッファ５１は、バックグラウンドイメージデータをバックグラウンドデコー
ダ７１に出力し、バッファ５２はメインClip AVストリームのストリームデータをPIDフィ
ルタ５５に出力し、バッファ５４は、テキストサブタイトルデータをテキストサブタイト
ルコンポジション７６に出力し、バッファ５３は、サブClip AVストリームのストリーム
データをPIDフィルタ５６に出力する。
【０２８７】
　PIDフィルタ５５は、ビデオストリームをPIDフィルタ６０に供給し、プレゼンテーショ
ングラフィックスストリームをプレゼンテーショングラフィックスデコーダ７３への供給
元となるスイッチ５７に供給し、インタラクティブグラフィックスストリームをインタラ
クティブグラフィックスデコーダ７４への供給元となるスイッチ５８に供給し、オーディ
オストリームをスイッチ５９に供給する。すなわち、ビデオストリーム、プレゼンテーシ
ョングラフィックスストリーム、インタラクティブグラフィックスストリーム、およびオ
ーディオストリームには、それぞれ異なるPIDが付されている。
【０２８８】
　そして、PIDフィルタ５６は、ビデオストリームをPIDフィルタ６０に供給し、プレゼン
テーショングラフィックスストリームをプレゼンテーショングラフィックスデコーダ７３
への供給元となるスイッチ５７に供給し、インタラクティブグラフィックスストリームを
インタラクティブグラフィックスデコーダ７４への供給元となるスイッチ５８に供給し、
オーディオストリームをスイッチ５９に供給する。
【０２８９】
　PIDフィルタ６０は、プライマリビデオストリームが入力された場合には、そのプライ
マリビデオストリームを1stビデオデコーダ７２－１に供給する。これに対して、PIDフィ
ルタ６０は、セカンダリビデオストリームが入力された場合には、そのセカンダリビデオ
ストリームを2ndビデオデコーダ７２－２に供給する。
【０２９０】
　そして、PIDフィルタ５５およびPIDフィルタ５６の後段のスイッチ５７、および、スイ
ッチ５８は、コントローラ２１からの制御に基づいて、メインClipとサブClipのいずれか
を選択する。すなわち、スイッチ５７は、PIDフィルタ５５から供給されたメインClip AV
ストリームまたはサブClip AVストリームのプレゼンテーショングラフィックスストリー
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ムを選択し、後段のプレゼンテーショングラフィックスデコーダ７３に供給する。また、
スイッチ５８は、PIDフィルタ５５から供給されたメインClip AVストリームまたはサブCl
ip AVストリームのインタラクティブグラフィックスストリームを選択し、後段のインタ
ラクティブグラフィックスストリームデコーダ７４に供給する。
【０２９１】
　さらに、スイッチ５９は、オーディオの合成が行われない場合、PIDフィルタ５５から
供給されたメインClip AVストリーム、または、PIDフィルタ５６から供給されたサブClip
 AVストリームのオーディオストリームのうちのいずれかを選択し、後段の１stオーディ
オデコーダ７５－１に供給する。なお、音声を切り替えるような指令や、音声を合成する
ような指令がユーザにより行われた場合には、スイッチ５９は、メインClip AVストリー
ムのオーディオストリームを２ndオーディオデコーダ７５－２に供給したり、サブClip A
Vストリームのオーディオストリームを１stオーディオデコーダ７５－１や２ndオーディ
オデコーダ７５－２に供給する。
【０２９２】
　そして、バックグラウンドデコーダ７１は、バックグラウンドイメージデータをデコー
ドし、これをバックグラウンドプレーン生成部９１に出力し、１ｓｔビデオデコーダ７２
－１および２ｎｄビデオデコーダ７２－２は、ビデオストリームをデコードし、これを、
それぞれ、１ｓｔビデオプレーン生成部９２－１および２ｎｄビデオプレーン生成部９２
－２に出力し、プレゼンテーショングラフィックスデコーダ７３は、スイッチ５７により
選択され、供給されたプレゼンテーショングラフィックスストリームをデコードし、これ
を後段のスイッチ７７に出力し、インタラクティブグラフィックスデコーダ７４は、スイ
ッチ５８により選択され、供給されたインタラクティブグラフィックスストリームをデコ
ードし、これを後段のインタラクティブグラフィックスプレーン生成部９４に出力し、Te
xt-STコンポジション７６は、テキストサブタイトルデータをデコードし、これを後段の
スイッチ７７に出力する。
【０２９３】
　そして、１stオーディオデコーダ７５－１は、スイッチ５９により選択され、供給され
たオーティオストリーム（プライマリオーディオストリーム）をデコードし、これを後段
のミキシング処理部１０１に出力する。例えば、音声の切り替えがユーザにより指示され
ていない状態における再生処理では、２ndオーディオデコーダ７５－２からオーディオデ
ータが出力されることはないので、ミキシング処理部１０１は、１stオーディオデコーダ
７５－１から出力されたオーディオデータを、そのまま後段のミキシング処理部９７に供
給する。また、音声の合成がユーザにより指令されている状態においては、２ndオーディ
オデコーダ７５－２は、スイッチ５９により選択され、供給されたオーティオストリーム
をデコードし、これを後段のミキシング処理部１０１に出力する。ミキシング処理部１０
１は、１stオーディオデコーダ７５－１から出力されたオーディオデータと２ndオーディ
オデコーダ７５－２から出力されたオーディオデータとを合成(ミキシング)し、後段のミ
キシング処理部９７に供給する。
【０２９４】
　スイッチ７７は、プレゼンテーショングラフィックスデコーダ７３またはText-STコン
ポジション７６からのデータのいずれかを選択し、選択したデータをプレゼンテーション
グラフィックスプレーン生成部９３に供給する。
【０２９５】
　バックグラウンドプレーン生成部９１は、バックグラウンドデコーダ７１から供給され
たバックグラウンドイメージデータに基づいて、バックグラウンドプレーンを生成し、ビ
デオプレーン生成部９２は、ビデオデコーダ７２から供給されたビデオデータに基づいて
、ビデオプレーンを生成し、プレゼンテーショングラフィックスプレーン生成部９３は、
スイッチ７７により選択され、供給されたプレゼンテーショングラフィックスデコーダ７
３からのデータまたはText-STコンポジション７６からのデータに基づいて、プレゼンテ
ーショングラフィックスプレーンを生成し、インタラクティブグラフィックスプレーン生
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成部９４は、インタラクティブグラフィックスデコーダ７４から供給されたインタラクテ
ィブグラフィックスストリームのデータに基づいて、インタラクティブグラフィックスプ
レーンを生成する。
【０２９６】
　そして、ビデオデータ処理部９６は、各プレーンのデータを合成し、ビデオデータとし
て出力する。
【０２９７】
　また、バッファ９５は、供給されたサウンドデータをバッファリングし、所定のタイミ
ングでミキシング処理部９７に供給する。ミキシング処理部９７は、オーディオデータ（
ミキシング処理部１０１から出力されたオーディオデータ）とサウンドデータをミキシン
グ（合成）し、出力する。
【０２９８】
　このような処理により、PlayListに含まれるメインパスとサブパスによりメインClip A
Vストリーム、サブClip AVストリーム、およびテキストサブタイトルデータが参照され、
再生される。PlayListにメインパスとサブパスを設けるようにし、サブパスで、メインパ
スで指定するClip ＡＶストリームファイルとは異なるClip AVストリームである、サブCl
ip AVストリームを指定可能な構成としたので、メインパスのPlayItemが指すメインClip
とは異なるClipであるサブClipに含まれるデータとメインClipに含まれるデータとを一緒
に（同じタイミングで）再生することができる。
【０２９９】
　ところで、上述したように、本発明の再生装置１に装着される記録媒体１１上、または
、再生装置１のローカルストレージ２４に記録されるデータのアプリケーションフォーマ
ットは、PlayListとClipの２つのレイヤを有している。そして、PlayListは、１つ以上の
PlayItemの並びによって（連続するPlayItemにより）作られるメインパス(Main Path)と
、そのMain Pathに並行（並列）して、１つ以上のSubPlayItemの並びによって（非連続で
もよいし、連続してもよいSubPlayItemにより）作られるサブパス（Sub Path）を1以上含
むことができる。
【０３００】
　このような構成を有するデータを、図２９および図３０を用いて説明した再生装置１に
おいて再生することにより、図３１に示されるように、全画面（親画面）３０１と子画面
３０２のそれぞれに別々のコンテンツを同時再生させる、といったピクチャインピクチャ
手法を適用することが可能になる。
【０３０１】
　例えば、図３１に示されるように、１画面のうちの、全画面３０１に、メインパスで参
照されるＡＶストリーム（図３１中、Primary Videoと記述されているビデオストリーム
３１１、および、Primary Audioと記述されているオーディオストリーム３１２）に対応
する映画本編等のコンテンツを再生させるとともに、全画面３０１に配置される子画面３
０２に、サブパスで参照されるＡＶストリーム（図３１中、Secondary Videoと記述され
ているビデオストリーム３１３、および、Secondary Audioと記述されているオーディオ
ストリーム３１４）に対応する映画の監督のコメンタリー等、メインパスで参照されるＡ
Ｖストリームとは別のコンテンツを再生させる、といった手法を適用することが可能にな
る。
【０３０２】
　具体的には、ピクチャインピクチャは、例えば映画本編(Primary Video, Primary Audi
o)を全画面３０１に表示しているときに、監督のコメンタリー(Secondary Video, Second
ary Audio)を子画面３０２に入れ子画面にして、必要に応じて、音声を合成し、同時に表
示出力されるように再生するアプリケーションである。
【０３０３】
　なお、サブタイトルストリームの再生位置（字幕等の表示位置）は、特に子画面内であ
る必要は無く、全画面のうちの何れの位置でもよい。このため、図３１の例では、サブタ
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イトルストリーム３１５は、子画面３０２からはみ出すように描画されている。
【０３０４】
　ユーザがピクチャインピクチャアプリケーションに関して許されているユーザオペレー
ションは、セカンダリビデオを表示するか否か、換言すれば、ピクチャインピクチャアプ
リケーションのon/offを指令するためのユーザオペレーションと、一つの区間に複数のセ
カンダリビデオが用意されている場合に、現在表示されているセカンダリビデオを他のセ
カンダリビデオに切り替えるユーザオペレーションである。また、セカンダリビデオが表
示されている場合には、セカンダリオーディオのon/offおよび再生されるセカンダリオー
ディオの変更、並びに、ピクチャインピクチャ用の字幕のon/offおよび字幕の変更を指令
するユーザオペレーションも許されている。
【０３０５】
　ピクチャインピクチャにおいて、子画面３０２として表示可能なSecondary Videoは、
１つのPlayList中に複数定義することができる。例えば、１つのPlayList中に子画面３０
２として表示可能なSecondary Videoを２５５個含めることができるようになされている
など、多数のピクチャインピクチャアプリケーションがPlayList中に定義されていた場合
、ユーザが、そのコンテンツにおいて再生可能なピクチャインピクチャアプリケーション
を把握することは困難である。
【０３０６】
　また、例えば、全画面３０１に表示されるPrimary Videoに対しては、従来行われてき
たように、チャプタなどを用いて、特定のシーンを呼び出して再生させることなどができ
る。しかしながら、これに対して、全画面３０１に表示されるPrimary Videoの再生区間
に対して、いずれの区間に、いずれのSecondary Videoが子画面３０２として再生可能な
ようになされているかをユーザが把握することは困難である。したがって、全画面３０１
に表示されるPrimary Videoとともに子画面３０２に表示されるSecondary Videoの特定の
シーンを呼び出す方法は提供されていない。
【０３０７】
　また、Secondary VideoおよびSecondary Audioは、Primary Videoの全ての再生区間に
対して用意されているとは限らず、また、同一の再生区間に、複数のSecondary Videoお
よびSecondary Audioが用意されている場合もある。また、Secondary Videoと、それに対
応するSecondary Audioは、全てが所定のタイミングで再生されるのではなく、ユーザの
所望のタイミングで再生される（非同期）のものも存在する。このため、例えば、再生開
始時刻を指定することにより、Secondary Videoと、それに対応するSecondary Audioの特
定のシーンを任意に呼び出すのは困難であった。
【０３０８】
　そこで、再生装置１においては、全画面３０１に表示されるPrimary Videoの再生区間
に対して、いずれの区間に、いずれのSecondary Videoが子画面３０２として再生可能な
ようになされているかをユーザが把握することができるようなGUI表示画面を生成して表
示する機能を有するものとする。
【０３０９】
　ユーザは、このGUI表示画面を参照することにより、Secondary Videoと、それに対応す
るSecondary Audioの特定のシーンを効率的に選択することが可能となる。
【０３１０】
　また、再生装置１は、全画面３０１に表示されるPrimary Videoの再生区間に対して、
いずれの区間に、いずれのSecondary Videoが子画面３０２として再生可能なようになさ
れているかをユーザが把握することができるようなGUI表示画面のみならず、例えば、Pri
mary VideoとSecondary Videoとをユーザが明確に区別することなく、Primary VideoとSe
condary Videoとのいずれかの特定のシーンを選択することができるようなGUI表示画面を
生成して表示するようにしてもよい。
【０３１１】
　図３２に、コントローラ２１が有する機能のうち、このようなGUI表示画面を生成して
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表示する機能について説明するための機能ブロック図を示す。
【０３１２】
　なお、コントローラ２１は、例えば、GUI表示画面を生成して表示する機能や、装着さ
れた記録媒体１１またはローカルストレージ２４に記録されているデータを再生する処理
以外にも、さまざまな機能を有するものとしてもよいが、図３２においては、GUI表示画
面の生成および表示の制御、並びに、ストリームデータの再生の制御以外の機能について
は、省略する。
【０３１３】
　PlayList読み出し制御部３５１は、PlayListファイルを取得する。PlayList読み出し制
御部３５１は、例えば、通常再生時においては、取得したPlayListファイルに含まれるPl
ayItemおよびSubPlayItemに基づいて、対応するClipのClip_Information_file_nameを検
出し、ストリームデータ読み出し制御部３５４に供給する。また、PlayList読み出し制御
部３５１は、例えば、上述したようなGUI表示画面を表示するために、取得したPlayList
ファイルを、PlayList解析部３５２に供給する。
【０３１４】
　PlayList解析部３５２は、供給されたPlayListファイルから、STN_table（）を読み出
し、STN_table（）のstream_entryに基づいて、このPlayListファイルによって再生され
るストリームに含まれるSecondary VideoおよびSecondary Audioに対応するref_to_Subpa
th_idを取得し、IN_time/OUT_time取得部３５６に供給する。
【０３１５】
　操作入力取得部３５３は、操作入力部２９から供給されるユーザの操作入力を取得し、
ストリームデータ読み出し制御部３５４、再生開始位置情報記憶制御部３５８、または、
GUI表示制御部３５９に供給する。
【０３１６】
　ストリームデータ読み出し制御部３５４は、PlayList読み出し制御部３５１から供給さ
れたClip_Information_file_nameを基に、対応するClipに含まれるストリームデータの読
み出しと、AVデコーダ部２６への供給を制御する。またストリームデータ読み出し制御部
３５４は、操作入力取得部３５３から供給された、GUI表示画面を参照したユーザの操作
入力を基に、再生開始位置情報記憶制御部３５８により記憶が制御されている再生開始位
置に関する情報を参照し、対応するClipに含まれるストリームデータの読み出しと、AVデ
コーダ部２６への供給を制御する。
【０３１７】
　再生制御部３５５は、ストリームデータ読み出し制御部３５４の制御に基づいて、AVデ
コーダ部２６へ供給されたデータのデコードおよび再生出力を制御する。
【０３１８】
　IN_time/OUT_time取得部３５６は、PlayList解析部３５２から供給された、Secondary 
VideoおよびSecondary Audioに対応するref_to_Subpath_idを基に、対応するSubpathに含
まれるSubPlayItemを抽出し、それらのSubPlayItem から、それぞれのSubPlayItem_IN_ti
meおよびSubPlayItem_Out_timeを取得し、GUI生成部３５７および再生開始位置情報記憶
制御部３５８に供給する。
【０３１９】
　GUI生成部３５７は、IN_time/OUT_time取得部３５６から供給された、Secondary Video
およびSecondary Audioに対応するそれぞれのSubPlayItem_IN_timeおよびSubPlayItem_Ou
t_timeを基に、GUI表示画面に対応するデータを生成し、GUI表示制御部３５９に供給する
。また、GUI生成部３５７は、必要に応じて、ストリームデータ読み出し制御部３５４に
より、Secondary Videoに対応するサムネイル画像の基となる画像データ（例えば、Secon
dary Video のストリームの先頭、すなわち、SubPlayItem_IN_timeに対応する部分のフレ
ーム画像データや、その他のいずれかのフレーム画像データなど）を取得し、生成するGU
I表示画面データに含ませるようにすることも可能である。また、GUI生成部３５７は、生
成したGUI表示画面データに関する情報を、再生開始位置情報記憶制御部３５８に供給す
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る。
【０３２０】
　再生開始位置情報記憶制御部３５８は、IN_time/OUT_time取得部３５６から供給された
、Secondary VideoおよびSecondary Audioに対応するそれぞれのSubPlayItem_IN_timeお
よびSubPlayItem_Out_time、並びに、GUI生成部３５７から供給されたGUI表示画面データ
に関する情報を基に、GUI表示画面において表現されているSecondary VideoおよびSecond
ary Audioと、それらの再生開始位置（SubPlayItem_IN_time）とを関連つけて記憶する。
これにより、操作入力取得部３５３から、生成されたGUI表示画面を参照したユーザが行
う操作入力に関する情報が取得された場合、ユーザが所望するSecondary VideoまたはSec
ondary Audioの少なくともいずれかをMainPathのPrimary VideoおよびPrimary Audioとと
もに再生させるための再生開始位置情報を抽出し、ストリームデータ読み出し制御部３５
４に供給することができる。
【０３２１】
　GUI表示制御部３５９は、操作入力取得部３５３から供給されるユーザの操作入力に基
づいて、GUI生成部３５７により生成されたGUI表示画面データの表示および表示の取り消
しを制御する。具体的には、GUI表示制御部３５９は、ＯＳＤ３０を制御し、AVデコーダ
部２６から供給されたビデオ信号または画像信号への、GUI表示画面データの重畳を制御
する。
【０３２２】
　図３２に示されるような機能を有するコントローラ２１は、再生装置１に記録媒体１１
が装着されるなどにより、記録媒体１１またはローカルストレージ２４に記録されている
コンテンツの再生が可能な状態となったとき、GUI表示画面データを生成する。
【０３２３】
　すなわち、PlayList読み出し制御部３５１により読み出されたPlayListファイルが、Pl
ayList解析部３５２により解析されて、このPlayListファイルによって再生されるストリ
ームに含まれるSecondary VideoおよびSecondary Audioに対応するref_to_Subpath_idが
取得され、IN_time/OUT_time取得部３５６により、対応するSubpathに含まれるSubPlayIt
emが抽出されて、それらのSubPlayItem から、それぞれのSubPlayItem_IN_timeおよびSub
PlayItem_Out_timeが取得される。
【０３２４】
　GUI生成部３５７は、IN_time/OUT_time取得部３５６から供給された、Secondary Video
およびSecondary Audioに対応するそれぞれのSubPlayItem_IN_timeおよびSubPlayItem_Ou
t_time、必要に応じて、ストリームデータ読み出し制御部３５４により取得される、Seco
ndary Videoに対応するサムネイル画像の基となる画像データ（例えば、Secondary Video
 のストリームの先頭、すなわち、SubPlayItem_IN_timeに対応する部分のフレーム画像デ
ータや、その他のいずれかのフレーム画像データなど）などを基に、GUI表示画面に対応
するデータを生成し、GUI表示制御部３５９に供給する。
【０３２５】
　例えば、ユーザが、映画本編など、MainPathのPrimary VideoおよびPrimary Audioを再
生中に、操作入力部１９よりGUI表示画面の表示を指令すると、操作入力取得部３５３は
、GUI表示画面の表示を指令するユーザの操作入力を取得し、GUI表示制御部３５９に、GU
I表示画面の表示を制御させる。
【０３２６】
　そのとき、例えば、図３３に示されるように、映画本編などが表示されている画面３８
１の一部に、Primary Videoの再生区間に対して、いずれの区間に、いずれのSecondary V
ideoが子画面３０２として再生可能なようになされているかをユーザが把握することがで
きるようなGUI表示画面３９１が表示される。
【０３２７】
　GUI表示画面３９１について、図３４を参照して説明する。
【０３２８】
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　GUI表示画面３９１には、例えば、MainMovie、すなわち、Primary Videoの再生区間全
体に対応するメインタイムライン４０１と、メインタイムライン４０１上に、現在のPrim
ary Videoの再生位置を示すスライダ４０２が表示され、メインタイムライン４０１に対
応付けて、Primary Videoの再生区間に対して、いずれの区間に、いずれのSecondary Vid
eoが子画面３０２として再生可能であり、Secondary Audioが対応して再生されるかが分
かるように、このPlayListファイルによって再生されるストリームに含まれるSecondary 
VideoまたはSecondary Audioに応じたサブタイムライン４０３(図３４においては、サブ
タイムライン４０３－１乃至サブタイムライン４０３－５)が表示される。
【０３２９】
　そして、サブタイムライン４０３に対応付けられて、そのサブタイムライン４０３が対
応付けられているストリームが、Secondary VideoまたはSecondary Audioのいずれである
かを示すためのアイコン４０４(図３４においては、アイコン４０４-１乃至アイコン４０
４-５)が表示されている。
【０３３０】
　また、例えば、ストリームデータ読み出し制御部３５４により、Secondary Videoに対
応するサムネイル画像の基となる画像データ（例えば、Secondary Video のストリームの
先頭、すなわち、SubPlayItem_IN_timeに対応する部分のフレーム画像データや、その他
のいずれかのフレーム画像データなど）を取得し、アイコン４０４のうち、ビデオストリ
ームに対応するアイコン４０４を、いわゆるサムネイル画像としてもよい。
【０３３１】
　また、ユーザの所望のタイミングで再生される（非同期の）Secondary VideoまたはSec
ondary Audioに対応するサブタイムライン４０３は、ユーザの所望のタイミングで再生さ
れる（非同期)であることがユーザに認識可能なように表示されると好適である。このよ
うなサブタイムライン４０３は、例えば、メインタイムライン４０１に対して、再生先頭
位置に対応するように表示されても良いし、メインタイムライン４０１に対応しない異な
る位置に表示されるようにしても良い。
【０３３２】
　このようなGUI表示画面３９１を表示させることにより、ユーザは、全画面３０１にお
いて、現在本編のどこが再生されているかを認識することができるとともに、いずれの再
生位置において、ピクチャインピクチャアプリケーションが何通り存在するか、または、
非同期のピクチャインピクチャアプリケーションが何通り存在するかを、視覚的に容易に
把握することが可能になる。
【０３３３】
　したがって、ユーザは、GUI表示画面３９１を参照することにより、セカンダリビデオ
を表示するか否かのユーザオペレーションを容易に実行することができる。また、ユーザ
は、更に、複数のピクチャインピクチャアプリケーションが存在しているか否かも容易に
認識できるので、ピクチャインピクチャアプリケーションのon/offを指令するユーザオペ
レーションを容易に効率的に実行することができる。更に、GUI表示画面３９１は、ユー
ザによるForward Play/Backward Play操作にも役立つと考えられる。
【０３３４】
　また、ストリームデータ読み出し制御部３５４により、Secondary Videoに対応するサ
ムネイル画像の基となる画像データ（例えば、Secondary Video のストリームの先頭、す
なわち、SubPlayItem_IN_timeに対応する部分のフレーム画像データや、その他のいずれ
かのフレーム画像データなど）を取得して、サムネイル画像をサブタイムライン４０３と
ともに表示した場合、ユーザは、ピクチャインピクチャアプリケーションの内容を容易に
認識することが可能となる。
【０３３５】
　なお、MainPathのPrimary VideoおよびPrimary Audioを再生していないときに、GUI表
示画面３９１の表示が指令された場合、ＡＶデコーダ部２６から出力されるバックグラウ
ンドプレーン、すなわち、いわゆる背景画像に対して、ＯＳＤ３０によりGUI表示画面３
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９１が重畳されて表示される。
【０３３６】
　そして、ユーザにより、サブタイムライン４０３またはアイコン４０４が選択された場
合、再生開始位置情報記憶制御部３５８により記憶が制御されている再生開始位置情報が
参照されて、ユーザが所望するSecondary VideoまたはSecondary Audioの少なくともいず
れかが、MainPathのPrimary VideoおよびPrimary Audioとともに再生される。
【０３３７】
　なお、非同期のSecondary VideoまたはSecondary Audioに対応するサブタイムライン４
０３またはアイコン４０４が選択された場合、例えば、MainPath先頭位置からのPrimary 
VideoおよびPrimary Audioとともに、ユーザが所望するSecondary VideoまたはSecondary
 Audioの少なくともいずれかが再生されるものとすることができる。
【０３３８】
　また、GUI生成部３５７は、ストリームデータ読み出し制御部３５４により、Secondary
 Videoに対応するサムネイル画像の基となる画像データを取得して、これを基にGUI表示
画面を生成することが可能であるので、例えば、図３５に示されるように、ピクチャイン
ピクチャアプリケーション（Secondary VideoおよびSecondary Audio）とMainMovie（Pri
mary VideoおよびPrimary Audio）とを詳細に区別する必要なくユーザが選択できるよう
なGUI表示画面４２１を生成し、表示するようにしても良い。
【０３３９】
　図３５のGUI表示画面４２１には、例えば、MainMovieに対応するサムネイル画像４１１
に加えて、ピクチャインピクチャのそれぞれに対応するサムネイル画像４４２（図３５に
おいては、サムネイル画像４４２-１乃至４４２-６）が表示される。
【０３４０】
　なお、MainPathのPrimary VideoおよびPrimary Audioが再生されているときに、図３５
を用いて説明したGUI表示画面４２１の表示が指令された場合、ＡＶデコーダ部２６から
出力される画像信号（例えば、Primary Videoに字幕などが合成された画像信号）に対し
て、ＯＳＤ３０によりGUI表示画面４２１が重畳されて表示される。MainPathのPrimary V
ideoおよびPrimary Audioを再生していないときに、GUI表示画面４２１の表示が指令され
た場合、ＡＶデコーダ部２６から出力されるバックグラウンドプレーン、すなわち、いわ
ゆる背景画像に対して、ＯＳＤ３０によりGUI表示画面４２１が重畳されて表示される。
【０３４１】
　このようなGUI表示画面４２１を参照したユーザは、ピクチャインピクチャアプリケー
ションがMainMovieに対して同期しているか否か、同期されている場合にはPlayList中で
どの再生位置となるように定義されているかなどの詳細を知ることなく、所望のピクチャ
インピクチャアプリケーションの再生を指令することが可能となる。
【０３４２】
　この場合においても、ユーザにより、ピクチャインピクチャのそれぞれに対応するサム
ネイル画像４４２が選択された場合、再生開始位置情報記憶制御部３５８により記憶が制
御されている再生開始位置情報が参照されて、ユーザが所望するSecondary VideoまたはS
econdary Audioの少なくともいずれかが、MainPathのPrimary VideoおよびPrimary Audio
とともに再生される。
【０３４３】
　また、同様にして、非同期のSecondary VideoまたはSecondary Audioに対応する、ピク
チャインピクチャのそれぞれに対応するサムネイル画像４４２が選択された場合、例えば
、MainPath先頭位置からのPrimary VideoおよびPrimary Audioとともに、ユーザが所望す
るSecondary VideoまたはSecondary Audioの少なくともいずれかが再生されるものとする
ことができる。
【０３４４】
　すなわち、再生開始位置情報記憶制御部３５８は、IN_time/OUT_time取得部３５６から
、Secondary VideoおよびSecondary Audioに対応するそれぞれのSubPlayItem_IN_timeお
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よびSubPlayItem_Out_timeの情報の供給を受けるとともに、GUI生成部３５７から、GUI表
示画面データに関する情報の供給を受ける。そして、再生開始位置情報記憶制御部３５８
は、これらの情報を基に、GUI表示画面において、いずれかのサブタイムライン４０３、
アイコン４０４、または、サムネイル画像４４２として表現されているそれぞれのSecond
ary VideoおよびSecondary Audioと、それらの再生開始位置（SubPlayItem_IN_time）と
が関連つけて記憶されるように制御を行っているので、ストリームデータ読み出し制御部
３５４は、この情報を基に、ユーザが所望するピクチャインピクチャ表示における再生開
始を指令することが可能となる。
【０３４５】
　具体的には、図３３および図３４を用いて説明したGUI表示画面３９１、または、図３
５を用いて説明したGUI表示画面４２１がＡＶデコーダ部２６から出力される画像信号ま
たは背景画像などに重畳されて表示されているときに、ユーザにより、いずれかのサブタ
イムライン４０３、アイコン４０４、または、サムネイル画像４４２を選択する操作入力
を受けた場合、操作入力取得部３５３は、サブタイムライン４０３、アイコン４０４、ま
たは、サムネイル画像４４２のうちのいずれが選択されたかを示す情報を再生開始位置情
報記憶制御部３５８に供給する。
【０３４６】
　再生開始位置情報記憶制御部３５８は、ユーザが所望するSecondary VideoまたはSecon
dary Audioの少なくともいずれかをMainPathのPrimary VideoおよびPrimary Audioととも
に再生させるための再生開始位置情報を抽出し、ストリームデータ読み出し制御部３５４
に供給する。
【０３４７】
　ストリームデータ読み出し制御部３５４は、操作入力取得部３５３から供給された、GU
I表示画面を参照したユーザの操作入力と、再生開始位置情報記憶制御部３５８から供給
された再生開始位置情報を基に、対応するClipに含まれるPrimary VideoおよびPrimary A
udio、並びに、Secondary Video、および、必要に応じてSecondary Audioのストリームデ
ータの読み出しを制御するとともに、読み出したストリームデータのAVデコーダ部２６へ
の供給を制御する。
【０３４８】
　再生制御部３５５は、ストリームデータ読み出し制御部３５４の制御に基づいて、AVデ
コーダ部２６へ供給されたデータのデコード、合成、および再生出力を制御する。そして
、ピクチャインピクチャ表示で、ユーザが指定した位置から、コンテンツの再生が開始さ
れる。
【０３４９】
　次に、図３６のフローチャートを参照して、再生装置１において実行される再生処理に
ついて説明する。
【０３５０】
　ステップＳ１において、PlayList読み出し制御部３５１は、記録媒体１１が装着された
か否かを判断する。ステップＳ１において、記録媒体１１が装着されたと判断されなかっ
た場合、記録媒体１１が装着されたと判断されるまで、ステップＳ１の処理が繰り返され
る。
【０３５１】
　ステップＳ１において、記録媒体１１が装着されたと判断された場合、ステップＳ２に
おいて、図３７を用いて後述するGUI表示準備処理が実行される。
【０３５２】
　ステップＳ３において、操作入力取得部３５３は、ストリームの再生を指令する操作入
力を取得したか否かを判断する。ステップＳ３において、ストリームの再生を指令する操
作入力は取得されていないと判断された場合、処理は、後述するステップＳ６に進む。
【０３５３】
　ステップＳ３において、ストリームの再生を指令する操作入力を取得したと判断された
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場合、ステップＳ４において、PlayList読み出し制御部３５１は、装着された記録媒体１
１からPlayListファイルを読み出し、取得したPlayListファイルに含まれるPlayItemおよ
びSubPlayItemに基づいて、対応するClipのClip_Information_file_nameを検出し、スト
リームデータ読み出し制御部３５４に供給する。
【０３５４】
　ステップＳ５において、ストリームデータ読み出し制御部３５４は、PlayList読み出し
制御部３５１から供給されたPlayListのClip_Information_file_nameを基に、対応するCl
ipに含まれるストリームデータの読み出しと、AVデコーダ部２６への供給を制御する。再
生制御部３５５は、AVデコーダ部２６へ供給されたデータのデコードおよび再生出力を制
御する。
【０３５５】
　ステップＳ３において、ストリームの再生を指令する操作入力は取得されていないと判
断された場合、または、ステップＳ５の処理の終了後、ステップＳ６において、操作入力
取得部３５３は、GUI表示が指令されたか否かを判断する。ステップＳ６において、GUI表
示が指令されていないと判断された場合、処理は、後述するステップＳ１３に進む。
【０３５６】
　ステップＳ６において、GUI表示が指令されたと判断された場合、ステップＳ７におい
て、GUI表示制御部３５９は、ステップＳ２のＧＵＩ表示準備処理において生成されたGUI
の表示を制御する。
【０３５７】
　ステップＳ８において、操作入力取得部３５３は、いずれかのSubPlayItemに対応する
サムネイル等（いずれかのサブタイムライン４０３、アイコン４０４、または、サムネイ
ル画像４４２）を選択する操作入力を受けたか否かを判断する。ステップＳ８において、
いずれかを選択する操作入力を受けていないと判断された場合、処理は、後述するステッ
プＳ１１に進む。
【０３５８】
　ステップＳ８において、いずれかを選択する操作入力を受けたと判断された場合、ステ
ップＳ９において、操作入力取得部３５３は、サブタイムライン４０３、アイコン４０４
、または、サムネイル画像４４２のうちのいずれが選択されたかを示す情報を再生開始位
置情報記憶制御部３５８に供給する。再生開始位置情報記憶制御部３５８は、ユーザが所
望するSecondary VideoまたはSecondary Audioの少なくともいずれかをMainPathのPrimar
y VideoおよびPrimary Audioとともに再生させるための再生開始位置情報を抽出し、スト
リームデータ読み出し制御部３５４に供給する。ストリームデータ読み出し制御部３５４
は、対応する再生開始位置を示す情報を取得する。
【０３５９】
　ステップＳ１０において、ストリームデータ読み出し制御部３５４は、再生開始位置情
報記憶制御部３５８から取得した対応する再生開始位置を示す情報を基に、対応するClip
に含まれるストリームデータの読み出しと、AVデコーダ部２６への供給を制御する。再生
制御部３５５は、AVデコーダ部２６へ供給されたデータのデコードおよび再生出力、すな
わち、所定の再生開始位置からのピクチャインピクチャアプリケーションの再生を制御す
る。
【０３６０】
　なお、Subpath_type=6の場合には、サブパスはメインパスに対して非同期であるが、サ
ブパス、すなわち、子画面に対応するsecondary videoおよびsecondary audioは、SubPla
yItem_IN_timeおよびSubPlayItem_Out_timeのそのままの値に基づいて、ストリームの読
み出しが制御され、全画面に対応するprimary videoおよびprimary audioは、そのPlayLi
stにより再生される先頭位置からの読み出しが制御されて、それぞれが合成されて再生さ
れる。
【０３６１】
　ステップＳ８において、いずれかを選択する操作入力を受けていないと判断された場合
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、ステップＳ１１において、操作入力取得部３５３は、GUIの表示の終了が指令されたか
否かを判断する。ステップＳ１１において、GUIの表示の終了が指令されていないと判断
された場合、処理は、ステップＳ６に戻り、それ以降の処理が繰り返される。
【０３６２】
　ステップＳ１１において、GUIの表示の終了が指令されたと判断された場合、ステップ
Ｓ１２において、GUI表示制御部３５９は、ステップＳ６において表示されたGUIの表示を
終了する。
【０３６３】
　ステップＳ１０またはステップＳ１２の処理の終了後、ステップＳ１３において、操作
入力取得部３５３は、処理の終了が指令されたか否かを判断する。ステップＳ１３におい
て、処理の終了が指令されていないと判断された場合、処理は、ステップＳ６に戻り、そ
れ以降の処理が繰り返される。ステップＳ１３において、処理の終了が指令されたと判断
された場合、処理が終了される。
【０３６４】
　このような処理により、ＧＵＩ表示画面が表示されるので、ユーザは、複数のピクチャ
インピクチャアプリケーションの内容やメインストリームに対する再生位置などを、容易
に明確に認識することができる。そして、ＧＵＩ表示画面を参照したユーザの操作入力を
基に、ユーザが所望するピクチャインピクチャ表示の再生を開始させることが可能となる
。
【０３６５】
　次に、図３７のフローチャートを参照して、図３６のステップＳ２において実行される
GUI表示準備処理について説明する。
【０３６６】
　ステップＳ４１において、PlayList読み出し制御部３５１は、装着された記録媒体１１
に記録されているPlayListファイルを読み出し、PlayList解析部３５２に供給する。
【０３６７】
　ステップＳ４２において、PlayList解析部３５２は、供給されたPlayListに含まれるそ
れぞれのPlayItemを確認し、STN_tableを取得する。
【０３６８】
　ステップＳ４３において、PlayList解析部３５２は、供給されたPlayListによって再生
可能なストリームにSecondary AudioまたはSecondary Videoが存在するか否かを判断する
。ステップＳ４３において、Secondary AudioまたはSecondary Videoが存在しないと判断
された場合、処理は、図３６のステップＳ２に戻り、ステップＳ３に進む。
【０３６９】
　ステップＳ４３において、Secondary AudioまたはSecondary Videoが存在すると判断さ
れた場合、ステップＳ４４において、PlayList解析部３５２は、STN_tableのstream_entr
yから、Secondary Audio、Secondary Videoに対応するref_to_SubPath_idを取得し、IN_t
ime/OUT_time取得部３５６に供給する。
【０３７０】
　ステップＳ４５において、IN_time/OUT_time取得部３５６は、ステップＳ４４において
取得されたref_to_SubPath_idに対応する未処理のSubPathのうちの一つを選択する。
【０３７１】
　ステップＳ４６において、IN_time/OUT_time取得部３５６は、選択されたSubPathは、S
ubPath_type=5であるか否かを判断する。ステップＳ４６において、SubPath_type=5であ
ると判断された場合、処理は、後述するステップＳ５０に進む。
【０３７２】
　ステップＳ４６において、SubPath_type=5ではないと判断された場合、ステップＳ４７
において、IN_time/OUT_time取得部３５６は、選択されたSubPathは、SubPath_type=６で
あるか否かを判断する。
【０３７３】
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　ステップＳ４７において、SubPath_type=６であると判断された場合、ステップＳ４８
において、IN_time/OUT_time取得部３５６は、非同期のサブパスをメインストリームの最
初の位置に対応つけるため、すなわち、図３３および図３４を用いて説明したＧＵＩ表示
画面３９１において、対応するサブタイムライン４０３をメインタイムライン４０１の先
頭に対応つけて表示させたり、図３５を用いて説明したＧＵＩ表示画面４２１の対応する
サムネイルが選択された場合のメインムービーの再生開始位置をストリームの先頭とする
ため、SubplayItem_IN_time´＝０とし、SubPlayItem_OUT_time´＝SubPlayItem_OUT_tim
e－SubplayItem_IN_timeとし、GUI生成部３５７および再生開始位置情報記憶制御部３５
８に供給する。
【０３７４】
　ステップＳ４７において、SubPath_type=６ではない、すなわち、SubPath_type=７であ
ると判断された場合、または、ステップＳ４８の処理の終了後、ステップＳ４９において
、GUI生成部３５７は、Secondary VideoおよびSecondary Audioに対応するそれぞれのSub
PlayItem_IN_timeおよびSubPlayItem_Out_timeを基に、対応するメインタイムライン４０
１、サブタイムライン４０３、または、アイコン４０４など、もしくは、サムネイル４４
１またはサムネイル４４２等のデータを生成する。ステップＳ４９の処理の終了後、処理
は、後述するステップＳ５２に進む。
【０３７５】
　ステップＳ４６において、SubPath_type=5であると判断された場合、ステップＳ５０に
おいて、IN_time/OUT_time取得部３５６は、PlayList解析部３５２から供給された、Seco
ndary VideoおよびSecondary Audioに対応するref_to_Subpath_idを基に、対応するSubpa
thに含まれるSubPlayItemを抽出してストリームを解析する。具体的には、IN_time/OUT_t
ime取得部３５６は、それらのSubPlayItem から、それぞれのSubPlayItem_IN_timeおよび
SubPlayItem_Out_timeを取得するとともに、STN_tableを基に、それらのストリームがsec
ondary audioであるか、secondary videoであるかなどのストリームの種類を検出し、こ
れらの情報をGUI生成部３５７および再生開始位置情報記憶制御部３５８に供給する。
【０３７６】
　ステップＳ５１において、GUI生成部３５７は、IN_time/OUT_time取得部３５６から供
給された、Secondary VideoおよびSecondary Audioに対応するそれぞれのSubPlayItem_IN
_timeおよびSubPlayItem_Out_time、並びに、その他の解析データを基に、対応するメイ
ンタイムライン４０１、サブタイムライン４０３、または、アイコン４０４など、もしく
は、サムネイル４４１またはサムネイル４４２等のデータを生成する。
【０３７７】
　ステップＳ４９またはステップＳ５１の処理の終了後、ステップＳ５２において、IN_t
ime/OUT_time取得部３５６は、全てのSubPathについて処理が終了したか否かを判断する
。ステップＳ５２において、全てのSubPathについて処理が終了していないと判断された
場合、処理は、ステップＳ４５に戻り、それ以降の処理が繰り返される。
【０３７８】
　ステップＳ５２において、全てのSubPathについて処理が終了したと判断された場合、
ステップＳ５３において、GUI生成部３５７は、GUI表示画面３９１またはＧＵＩ表示画面
４２１に対応するデータを生成し、GUI表示制御部３５９に供給するとともに、生成したG
UI表示画面データに関する情報を、再生開始位置情報記憶制御部３５８に供給する。
【０３７９】
　ステップＳ５４において、再生開始位置情報記憶制御部３５８は、IN_time/OUT_time取
得部３５６から供給された、Secondary VideoおよびSecondary Audioに対応するそれぞれ
のSubPlayItem_IN_timeおよびSubPlayItem_Out_time、並びに、GUI生成部３５７から供給
されたGUI表示画面データに関する情報を基に、GUI表示画面において表現されているSeco
ndary VideoおよびSecondary Audioのそれぞれのサムネイル等と、それらの再生開始位置
（SubPlayItem_IN_time）とを関連つけて記憶し、処理は、図３６のステップＳ２に戻り
、ステップＳ３に進む。
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【０３８０】
　このような処理により、再生装置１において再生される複数のパスにより再生されるス
トリームのデータが解析されて、複数のパスのうちの特に副の再生パスにより再生される
Secondary VideoまたはSecondary Audioの再生位置やその内容を示すGUI表示画面が生成
される。
【０３８１】
　具体的には、例えば、全画面３０１において、現在本編のどこが再生されているかを認
識することができるとともに、いずれの再生位置において、ピクチャインピクチャアプリ
ケーションが何通り存在するか、または、非同期のピクチャインピクチャアプリケーショ
ンが何通り存在するかを、視覚的に容易に把握することが可能なGUI表示画面(例えば、図
３３および図３４を用いて説明したGUI表示画面３９１)や、ピクチャインピクチャアプリ
ケーションがMainMovieに対して同期しているか否か、同期されている場合にはPlayList
中でどの再生位置となるように定義されているかなどの詳細を知ることなく、所望のピク
チャインピクチャアプリケーションの再生を指令することが可能となるようなGUI表示画
面(例えば、図３５を用いて説明したGUI表示画面４２１)が生成される。
【０３８２】
　このようなGUI表示画面を参照することにより、ユーザは、再生可能なピクチャインピ
クチャアプリケーションについて、視覚的に明確に認識することが可能となる。
【０３８３】
　また、このようなGUI表示画面を参照することにより、ユーザは、所望のピクチャイン
ピクチャアプリケーションの再生を指令することが可能となる。
【０３８４】
　次に、図３８および図３９を参照して、再生装置１において再生可能なデータが記録さ
れた記録媒体１１の製造方法について、記録媒体１１がディスク状の記録媒体だった場合
を例として説明する。
【０３８５】
即ち、図３８に示すように、例えばガラスなどよりなる原盤が用意され、その上に、例え
ばフォトレジストなどよりなる記録材料が塗布される。これにより、記録用原盤が製作さ
れる。
【０３８６】
　そして、図３９に示すように、ソフト製作処理部において、符号化装置（ビデオエンコ
ーダ）で符号化された、再生装置１において再生可能な形式のビデオデータが、一時バッ
ファに記憶され、オーディオエンコーダで符号化されたオーディオデータが、一時バッフ
ァに記憶されるとともに、更に、データエンコーダで符号化された、ストリーム以外のデ
ータ（例えば、Indexes、PlayList、PlayItemなど）が一時バッファに記憶される。それ
ぞれのバッファに記憶されたビデオデータ、オーディオデータ、および、ストリーム以外
のデータは、多重化器（ＭＰＸ）で同期信号と共に多重化され、誤り訂正符号回路（ＥＣ
Ｃ）でエラー訂正用のコードが付加される。そして、変調回路（ＭＯＤ）で所定の変調が
かけられ、所定のフォーマットにしたがって、例えば磁気テープなどに一旦記録され、再
生装置１において再生可能な記録媒体１１に記録されるソフトウェアが製作される。
【０３８７】
　このソフトウェアを必要に応じて編集（プリマスタリング）し、光ディスクに記録すべ
きフォーマットの信号が生成される。そして、図３８に示すように、この記録信号に対応
して、レーザビームが変調されて、このレーザビームが原盤上のフォトレジスト上に照射
される。これにより、原盤上のフォトレジストが記録信号に対応して露光される。
【０３８８】
　その後、この原盤を現像し、原盤上にピットを出現させる。このようにして用意された
原盤に、例えば電鋳等の処理を施し、ガラス原盤上のピットを転写した金属原盤を製作す
る。この金属原盤から、さらに金属スタンパを製作し、これを成形用金型とする。
【０３８９】
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　この成形用金型に、例えばインジェクションなどによりＰＭＭＡ（アクリル）またはＰ
Ｃ（ポリカーボネート）などの材料を注入し、固定化させる。あるいは、金属スタンパ上
に２Ｐ（紫外線硬化樹脂）などを塗布した後、紫外線を照射して硬化させる。これにより
、金属スタンパ上のピットを、樹脂よりなるレプリカ上に転写することができる。
【０３９０】
　このようにして生成されたレプリカ上に、反射膜が、蒸着あるいはスパッタリングなど
により形成される。あるいはまた、生成されたレプリカ上に、反射膜が、スピンコートに
より形成される。
【０３９１】
　その後、このディスクに対して内外径の加工が施され、２枚のディスクを張り合わせる
などの必要な処置が施される。さらに、ラベルを貼り付けたり、ハブが取り付けられて、
カートリッジに挿入される。このようにして再生装置１によって再生可能なデータが記録
された記録媒体１１が完成する。
【０３９２】
　上述した一連の処理は、ハードウエアにより実行させることもできるし、ソフトウェア
により実行させることもできる。この場合、上述した処理は、図４０に示されるようなパ
ーソナルコンピュータ５００により実行される。
【０３９３】
　図４０において、CPU（Central Processing Unit）５０１は、ROM(Read Only Memory)
５０２に記憶されているプログラム、または、記憶部５０８からRAM(Random Access Memo
ry)５０３にロードされたプログラムに従って各種の処理を実行する。RAM５０３にはまた
、CPU５０１が各種の処理を実行する上において必要なデータなどが適宜記憶される。
【０３９４】
　CPU５０１、ROM５０２、およびRAM５０３は、内部バス５０４を介して相互に接続され
ている。この内部バス５０４にはまた、入出力インターフェース５０５も接続されている
。
【０３９５】
　入出力インターフェース５０５には、キーボード、マウスなどよりなる入力部５０６、
CRT，LCDなどよりなるディスプレイ、スピーカなどよりなる出力部５０７、ハードディス
クなどより構成される記憶部５０８、並びに、モデム、ターミナルアダプタなどより構成
される通信部５０９が接続されている。通信部５０９は、電話回線やCATVを含む各種のネ
ットワークを介しての通信処理を行う。
【０３９６】
　入出力インターフェース５０５にはまた、必要に応じてドライブ５１０が接続され、磁
気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、あるいは半導体メモリなどによりなるリムー
バブルメディア５２１が適宜装着され、それから読み出されたコンピュータプログラムが
、必要に応じて記憶部５０８にインストールされる。
【０３９７】
　一連の処理をソフトウェアにより実行させる場合には、そのソフトウェアを構成するプ
ログラムが、ネットワークやプログラム格納媒体からインストールされる。
【０３９８】
　このプログラム格納媒体は、図４０に示されるように、コンピュータとは別に、ユーザ
にプログラムを提供するために配布される、プログラムが記録されているリムーバブルメ
ディア５２１よりなるパッケージメディアにより構成されるだけでなく、装置本体に予め
組み込まれた状態でユーザに提供される、プログラムが記録されているROM５０２や記憶
部５０８が含まれるハードディスクなどで構成される。
【０３９９】
　なお、本明細書において、コンピュータプログラムを記述するステップは、記載された
順序に従って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくとも
、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
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【０４００】
　また、ドライブ５１０は、装着されたリムーバブルメディア５２１に記録されたデータ
を読み出すことができるのみならず、装着されたリムーバブルメディア５２１にデータを
記録することができる。そして、パーソナルコンピュータ５００が、図３９を用いて説明
したソフト製作処理部と同様の機能を有する（例えば、ＣＰＵ５０１を用いて、ソフト製
作処理部と同様の機能を実現するためのプログラムを実行する）ことが可能であるのは言
うまでもない。
【０４０１】
　すなわち、パーソナルコンピュータ５００は、図３９を用いて説明したソフト制作処理
部により生成されたデータと同様のデータを、ＣＰＵ５０１の処理により生成するか、ま
たは、外部の装置で生成された図３９を用いて説明したソフト制作処理部により生成され
たデータと同様のデータを、通信部５０９またはドライブ５１０に装着されたリムーバブ
ルメディア５２１を介して取得することができる。そして、パーソナルコンピュータ５０
０は、生成または取得された図３９を用いて説明したソフト制作処理部により生成された
データと同様のデータを、ドライブ５１０に装着されたリムーバブルメディア５２１に記
録する記録装置としての機能を実現することができる。
【０４０２】
　なお、本発明の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明
の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０４０３】
【図１】従来の音声切り替えを説明する図である。
【図２】従来の音声切り替えを説明する図である。
【図３】MPEG２プログラムストリームの構成を説明する図である。
【図４】本発明を適用した再生装置に装着される記録媒体上のアプリケーションフォーマ
ットの例を示す図である。
【図５】メインパスとサブパスの構造を説明する図である。
【図６】メインパスとサブパスの例を説明する図である。
【図７】メインパスとサブパスの別の例を説明する図である。
【図８】再生装置で再生可能なデータのデータ構成例を説明する図である。
【図９】index.bdmvのシンタクスを示す図である。
【図１０】indexesシンタクスを示す図である。
【図１１】PlayListファイルのデータ構造ついて説明するための図である。
【図１２】AppInfoPlayList()のシンタクスについて説明するための図である。
【図１３】PlayList()のシンタクスを示す図である。
【図１４】PlayItem()のシンタクスを示す図である。
【図１５】STN_table()のシンタクスを示す図である。
【図１６】STN_table()のシンタクスを示す図である。
【図１７】stream_entry()のシンタクスを示す図である。
【図１８】stream_attribute()のシンタクスを示す図である。
【図１９】stream_cording_typeを説明する図である。
【図２０】video_formatを説明する図である。
【図２１】frame_rateを説明する図である。
【図２２】aspect_ratioを説明する図である。
【図２３】audio_presentation_typeを説明する図である。
【図２４】sampling_frequencyを説明する図である。
【図２５】Character codeを説明する図である。
【図２６】SubPath()のシンタクスを示す図である。
【図２７】SubPath_typeを説明する図である。
【図２８】SubPlayItem(i)のシンタクスを示す図である。
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【図２９】再生装置の構成を示すブロック図である。
【図３０】図２９の再生装置のＡＶデコーダ部の構成を示すブロック図である。
【図３１】ピクチャインピクチャ表示について説明するための図である。
【図３２】図２９の再生装置のコントローラが有する機能を示す機能ブロック図である。
【図３３】GUI表示画面について説明するための図である。
【図３４】GUI表示画面について説明するための図である。
【図３５】GUI表示画面について説明するための図である。
【図３６】再生処理について説明するフローチャートである。
【図３７】GUI表示準備処理について説明するフローチャートである。
【図３８】再生装置で再生可能なデータを記録した記録媒体の製造について説明するため
の図である。
【図３９】再生装置で再生可能なデータを記録した記録媒体の製造について説明するため
の図である。
【図４０】パーソナルコンピュータの構成を示す図である。
【符号の説明】
【０４０４】
　１　再生装置，　１１　記録媒体，　２１　コントローラ，　２６　AVデコーダ部，　
３０　OSD，　３２　スイッチ，　３３　ＡＶデコーダ部，　３４　コントローラ，　５
１乃至５４　バッファ，　５５，５６　PIDフィルタ，　５７乃至５９　スイッチ，　７
１　バックグラウンドデコーダ，　７２　ビデオデコーダ，　７３　プレゼンテーション
グラフィックスデコーダ，　７４　インタラクティブグラフィックスデコーダ，　７５　
オーディオデコーダ，　７６　Text-STコンポジション，　７７　スイッチ，　９１　バ
ックグラウンドプレーン生成部，　９２　ビデオプレーン生成部，　９３　プレゼンテー
ショングラフィックスプレーン生成部，　９４　インタラクティブグラフィックスプレー
ン生成部，　９５　バッファ　９６　ビデオデータ処理部，　９７　ミキシング処理部，
　１０１　ミキシング処理部，　３５１　PlayList読み出し制御部，　３５２　PlayList
解析部，　３５３　操作入力取得部３５３，　３５４　ストリームデータ読み出し制御部
，　３５５　再生制御部，　３５６　IN_time/OUT_time取得部，　３５７　GUI生成部，
　３５８　再生開始位置情報記憶制御部，　３５９　GUI表示制御部，　３９１　GUI表示
画面，　４０１　メインタイムライン，　４０２　スライダ，　４０３　サブタイムライ
ン，　４０４　アイコン，　４２１　GUI表示画面，　４４１，４４２　サムネイル画像
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