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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データのメモリへの記憶を管理するためのメモリ管理方法において、
　再生されたＡＶデータが、挿入／リンクされるファイルを特定するためのリソースを含
むマークアップ言語文書により定義された表示窓を通じてディスプレーされるインタラク
ティブモードが選択されたとき、マークアップ言語文書を読み出し、
　前記マークアップ言語文書に含まれ、キャッシュメモリにプリロードされるようにプリ
ロード対象ファイルを要請するプリロード情報を解釈して、前記プリロード情報に基づい
てプリロード対象ファイルをキャッシュメモリに貯蔵し、
　前記プリロード対象ファイルに対応するデータを読み出して、バッファメモリに貯蔵し
、
　前記キャッシュメモリから前記プリロード対象ファイルを読出し、
　前記プリロード対象ファイルに基づいて前記バッファメモリに貯蔵されたデータを読み
出し、
　前記マークアップ言語文書により定義された表示窓にディスプレーさせ、
　更に、前記プリロード情報に基づいて前記プリロード対象ファイルに対するガーベジコ
レクションを行い、
　前記ガーベジコレクションにおいて、前記プリロード対象ファイルが使用完了及び削除
可能である場合に、該プリロード対象ファイルを前記キャッシュメモリから物理的に削除
し、
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　削除されたプリロード対象ファイルが削除されて存在していないことを前記プリロード
情報として表示させるメモリ管理方法。
【請求項２】
　前記バッファメモリに記録された他のプリロード対象ファイルを再配列させる請求項１
に記載のメモリ管理方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はメモリ管理方法に係り、特に、プリロードのためのメモリ管理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パソコンをもとにインタラクティブモードで再生可能なインタラクティブＤＶＤが提案
されている。インタラクティブＤＶＤとは、ＡＶデータと共にマークアップ言語文書が記
録されたＤＶＤを意味する。インタラクティブＤＶＤに記録されたＡＶデータは２つの方
法で再生できる。一つは一般ＤＶＤと同一にディスプレーされなるビデオモードであり、
他の一つは再生されたＡＶデータがマークアップ言語文書により定義される表示窓を通じ
てディスプレーされるインタラクティブモードである。使用者によりインタラクティブモ
ードが選択されればＰＣに搭載されたブラウザはインタラクティブＤＶＤに記録されてい
るマークアップ言語文書を解釈してディスプレーする。マークアップ言語文書の表示窓に
は使用者が選択したＡＶデータが表示される。マークアップ言語文書としては代表的にＨ
ＴＭＬ文書を挙げられる。
【０００３】
　例えば、ＡＶデータが映画である場合、ＨＴＭＬ文書の表示窓には動映像が出力され、
残りの部分には映画の台本、あらすじ、出演俳優の写真等映画に関する多様な付加情報が
表示される。付加情報はイメージファイルまたはテキストファイルを含む。
【０００４】
　図１はＡＶデータが記録されたインタラクティブＤＶＤの概略図である。図１を参照す
るに、インタラクティブＤＶＤのトラックにはＡＶデータがＭＰＥＧビットストリームに
記録されており、複数のマークアップ言語文書が記録されている。ここで、マークアップ
言語文書はマークアップ言語文書に挿入される多様なイメージファイル、グラフィックフ
ァイルなどを網羅したマークアップ言語文書リソースを意味する。
【０００５】
　図２は、図１のインタラクティブＤＶＤを再生する過程で発生できる途切れ現象を説明
するための参考図である。図２には、ＡＶデータがバッファリングされるバッファメモリ
の状態とウェブリソースがキャッシングされるキャッシュメモリの状態とが表示されてい
る。図１と図２とを参照してＡＶデータがメモリにロードされてディスプレーされる過程
を調べれば、ピックアップ装置はＳＴＡＲＴＵＰ.ｈｔｍを探索し読出してキャッシュメ
モリにロードする。ロードされたＳＴＡＲＴＵＰ.ｈｔｍは活性化される。これと同時に
使用者の選択による（１）ＡＶデータがバッファメモリにロードされた後、ディスプレー
され始まる。次いで（２）ＡＶデータがロードされてディスプレーされる。（２）ＡＶデ
ータのバッファリングが完了すればピックアップ装置は（３）ＡＶデータに記録された位
置にジャンプしてバッファリングを始める。この時、使用者が（４）Ａ.ｈｔｍを要求す
ればピックアップ装置は（６）ＡＶデータに対するバッファリングを中断し、（４）Ａ.
ｈｔｍを探索してキャッシュメモリにロードする。その間にも（３）ＡＶデータはディス
プレーされ続くためにバッファメモリにロードされてディスプレー可能なデータは急激に
減る。（４）Ａ.ｈｔｍが活性化され、（３）ＡＶデータのバッファリングが完了した後
、次いで（５）ＡＶデータをバッファリングする。（５）ＡＶデータのバッファリングが
完了すればピックアップ装置は（６）ＡＶデータが記録された位置にジャンプする。この
場合、バッファリングされていたデータが全部消尽する現象が発生できる。すなわち、従
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来のインタラクティブ－ＤＶＤにおいて、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏの映像とマークアップ言語
文書とが互いに同期されて示されねばならない場合（例：特定俳優が登場すればその俳優
の略歴が表示される場合）、ピックアップ装置はＡＶデータのバッファリングを中断し、
対応マークアップ言語文書を探索してキャッシングせねばならないために、映像が突然に
途切れる現象が発生できる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかるに、上記のようなＡＶデータをバッファリングするメモリにおいて、映像が突然
途切れないようにするには、安定化したプリロード及び削除が必要となる。
【０００７】
　本発明は、安定したプリロード及び削除が行われるようにメモリを管理するメモリ管理
方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、データのメモリへの記憶を管理するためのメモリ管理方法において、再生さ
れたＡＶデータが、挿入／リンクされるファイルを特定するためのリソースを含むマーク
アップ言語文書により定義される表示窓を通じてディスプレーされるインタラクティブモ
ードが選択されたとき、マークアップ言語文書を読み出し、前記マークアップ言語文書に
含まれ、キャッシュメモリにプリロードされるようにプリロード対象ファイルを要請する
プリロード情報を解釈して、前記プリロード情報に基づいてプリロード対象ファイルをキ
ャッシュメモリに貯蔵して、前記プリロード対象ファイルに対応するデータを読み出して
、バッファメモリに貯蔵し、前記キャッシュメモリから前記プリロード対象ファイルを読
出し、前記プリロード対象ファイルに基づいて前記バッファメモリに貯蔵されたデータを
読み出し、前記マークアップ言語文書により定義された表示窓にディスプレーさせ、更に
、前記プリロード情報に基づいて前記プリロード対象ファイルに対するガーベジコレクシ
ョンを行い、前記ガーベジコレクションにおいて、前記プリロード対象ファイルが使用完
了及び削除可能である場合に、該プリロード対象ファイルを前記キャッシュメモリから物
理的に削除し、削除されたプリロード対象ファイルが削除されて存在していないことを前
記プリロード情報として表示させるものである。
【００１０】
　前記プリロード対象ファイルに対する使用が完了すれば使用完了及び削除可能であるこ
とを前記プリロード情報として表示させる。
【００１１】
　前記バッファメモリに記録された他のプリロード対象ファイルを再配列させる。
【発明の効果】
【００１２】
　前述したように、本発明によれば、プリロード対象ファイルの状態情報が含まれたメモ
リ管理テーブルを記録し、状態情報に基づいてプリロード対象ファイルを削除することに
より、安定、かつ、効率的にしたプリロード及び削除が可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、添付した図面を参照して本発明の望ましい実施例を詳細に説明する。本明細書で
「マークアップ言語文書」とは、マークアップ言語文書はもちろんマークアップ言語文書
に挿入／リンクされるあらゆるファイルを網羅するマークアップ言語文書リソースを意味
する。さらに、「～.ＨＴＭ」はＨＴＭＬだけでなくインタラクティブビュアー（例えば
ウェブブラウザ）により表示されうるＸＭＬ、ＳＧＭＬなどのマークアップ言語で作成さ
れた文書を示す意味として使われる。
【００１４】
　図３は、本発明の望ましい実施例による再生装置のブロック図である。
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【００１５】
　図３を参照すれば、再生装置は本実施例によるＤＶＤ３００に記録されたＡＶデータを
デコーディングしてＡＶデータストリームに再生した後、マークアップ言語文書により定
義される表示窓を通じてディスプレーできるインタラクティブモードを支援する装置であ
って、読出部１、第１メモリ２、第２メモリ３、ＡＶデコーダ４、及びプレゼンテーショ
ンエンジン５を含む。プレゼンテーションエンジン５は後述するようにリンクタグ、ジャ
バスクリプトＡＰＩまたはジャバアプレットＡＰＩで具現されたプリロード情報またはジ
ャバスクリプトＡＰＩまたはジャバアプレットＡＰＩで具現された削除情報が解釈されて
実行されるようにリンクタグの拡張、ジャバスクリプトまたはジャバアプレットを支援す
る。
【００１６】
　読出部１はＤＶＤ３００からマークアップ言語文書またはＡＶデータを読出す。第１メ
モリ２はバッファメモリであって、読出部１により読出されたＡＶデータをバッファリン
グする。第２メモリ３はキャッシュメモリであって、受信されたプリロードファイルをキ
ャッシングする。ＡＶデコーダ４は第１メモリ２に貯蔵されたＡＶデータをデコーディン
グしてＡＶデータストリームを出力する。プレゼンテーションエンジン５は読出されたマ
ークアップ言語文書に含まれたプリロード情報を解釈し、解釈されたプリロード情報によ
って第２メモリ３にプリロードされるように読出部１またはインターネットサーバー（図
示せず）にプリロード対象ファイルを要請する。また、プリロード対象ファイルがＡＶデ
ータと同期されてディスプレーされねばならない場合、そのプリロード対象ファイルを第
２メモリ３から読出してＡＶデコーダ４から出力されたＡＶデータストリームと共にディ
スプレーさせる。また、削除情報を解釈して削除対象ファイルを第２メモリ３から削除す
る。
【００１７】
　本実施例によるＤＶＤ３００にはオーディオデータまたはビデオデータを含むＡＶデー
タが記録されている一方、プリロード情報及び／または削除情報が含まれたマークアップ
言語文書が記録されている。さらに、プリロードリストファイル及び／または削除リスト
ファイルがさらに記録されうる。
【００１８】
　プリロードリストファイルにはプリロードされねばならないファイル名が羅列されたプ
リロードリスト及び各プリロード対象ファイルを貯蔵するために必要なメモリの大きさ情
報が記録されている。プリロード対象ファイルは対応ＡＶデータがディスプレーされる場
合に同期されて再生されねばならないマークアップ言語文書であって、本実施例によって
ＤＶＤ３００に記録されている。ただし、プリロード対象ファイルはインターネットを通
じて接続可能なインターネットサーバーに貯蔵されうる。
【００１９】
　本発明による「プリロード情報」は、プリロード対象ファイルを読出してキャッシュメ
モリに貯蔵することを命令する情報である。プリロード情報は一例として、プリロードリ
ストファイルの経路及び／または属性が挿入されているリンクタグで具現できる。この時
、リンクタグはヘッドタグ内に挿入される。他の例として、プリロードリストファイルの
経路及び／または属性を媒介変数として有してプリロードリストファイルを呼出するジャ
バスクリプトＡＰＩまたはジャバアプレットＡＰＩで具現できる。また他の例として、直
接プリロード対象ファイルの経路及び／属性を媒介変数として有してプリロード対象ファ
イルを呼出するジャバスクリプトＡＰＩまたはジャバアプレットＡＰＩで具現される。こ
の場合にプリロードリストファイルは存在しない。
【００２０】
　属性は一種のＭＩＭＥ（Ｍｕｌｔｉ－Ｐｕｒｐｏｓｅ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｍａｉｌ　
Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎｓ）ヘッダのような役割をする情報である。すなわち、属性はプリロ
ード対象ファイルのデータ構造を報知する。データ構造を知っていればより効率よくその
ファイルを処理できる。たとえば、ウェブファイルの場合、プリロード時にタグをあらか
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じめ解釈しておけば以後にファイル分析手順を踏まずに直ちに該当ファイルをディスプレ
ーできる。イメージファイルの場合、プリロード時にヘッダ情報を除去して貯蔵できる。
これはメモリ空間を効率よく利用できるようにし、該当ファイルに対する探索速度を改善
させる。オーディオファイルの場合、プリロード時より高速でリサンプリングして貯蔵で
きる。フォントファイルの場合、必要なフォントリソースだけを抽出して貯蔵できる。こ
のようにプリロード対象ファイルの属性を把握すればより効率よく柔軟にプリロードを行
える。
【００２１】
　経路は該当ファイルが記録された位置を知らせる。プリロードリストファイル及びプリ
ロード対象ファイルの経路にはリソースロケータが付加されうる。実際に、ウェブリソー
スはＤＶＤ３００に記録されているか、第２メモリ３にキャッシュされているか、インタ
ーネットを通じて連結可能なサーバーに存在する。したがって、リソースロケータはＤＶ
Ｄ３００を示すＤＶＤリソースロケータ、第２メモリ３を示すキャッシュリソースロケー
タ、及びインターネットサーバーを示すインターネットリソースロケータに区分される。
リソースロケータは言及された順に次のように表示される。
ｄｉｓｋ０：／／ｌｉｄ：／／ｈｔｔｐ：／／したがって、ＤＶＤ３００に記録されてい
るプリロード対象ファイルＡ.ＨＴＭを呼出する場合に使われる経路はｄｉｓｋ０：／／
ＤＶＤ＿ＥＮＡＶ／Ａ.ＨＴＭで表示され、第２メモリ３にキャッシュされているプリロ
ード対象ファイルＡ.ＨＴＭを呼出する場合にｌｉｄ：／／ＤＶＤ＿ＥＮＡＶ／Ａ.ＨＴＭ
で表示され、インターネットサーバーに貯蔵されているプリロード対象ファイルＡ.ＨＴ
Ｍを呼出する場合にｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｓａｍｓｕｎｇ.ｃｏｍ／ＤＶＤ＿ＥＮＡＶ／
Ａ.ＨＴＭで表示される。さらに、いろいろなＤＶＤ３００がローディングされる場合に
ＤＶＤ各々のリソースロケータはｄｉｓｋ０：／／（またはｄｖｄ：／／）、ｄｉｓｋ１
：／／、ｄｉｓｋ２：／／、ｄｉｓｋ３：／／、・・で表示されうる。
【００２２】
　プリロード対象ファイルの位置を示す経路にリソースロケータが付加される場合、リソ
ースロケータが示す位置に対象ファイルが存在していなければプレゼンテーションエンジ
ン５はエラーイベントを発生させてプリロード作業を終了させる。しかし、リソースロケ
ータが付加されていない場合には先ず第２メモリ３が探索され、第２メモリ３に存在しな
い場合にＤＶＤ３００が探索されるように設定される。
【００２３】
　削除リストファイルには、削除されねばならないファイルの位置情報（ファイル名及び
経路）が羅列された削除リストが記録されている。「削除情報」とは削除対象ファイルを
第２メモリ３から削除することを命令する情報である。削除情報は一例として、削除リス
トファイルの位置情報を媒介変数として有して削除リストファイルに記録された削除対象
ファイルを削除するジャバスクリプトＡＰＩまたはジャバアプレットＡＰＩで具現される
。他の例として、直接削除対象ファイルの経路及び／または属性を媒介変数として有して
削除対象ファイルを削除するジャバスクリプトＡＰＩまたはジャバアプレットＡＰＩで具
現される。この場合、削除リストファイルは存在しない。
【００２４】
　図４Ａ及び図４Ｂは、本実施例によるＤＶＤ３００のファイル構造を示す参考図である
。
【００２５】
　図４Ａを参照するに、ルートディレクトリにはＡＶデータが含まれたＤＶＤビデオディ
レクトリＶＩＤＥＯ＿ＴＳと、マークアップ言語文書などインタラクティブ機能を支援す
るためのデータが記録されたＤＶＤインタラクティブディレクトリＤＶＤ＿ＥＮＡＶとが
設けられている。
【００２６】
　ＶＩＤＥＯ＿ＴＳには含まれたビデオタイトル全体に関するヘッダ情報が記録されたＶ
ＩＤＥＯ＿ＴＳ.ＩＦＯ及び、最初のビデオタイトルに関するナビゲーション情報が記録
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されたＶＴＳ＿０１＿０.ＩＦＯが記録されており、次いでビデオタイトルを構成するＡ
ＶデータであるＶＴＳ＿０１＿０.ＶＯＢ、ＶＴＳ＿０１＿１.ＶＯＢ、‥が記録されてい
る。より詳細な構成はＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ標準案「ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ　ｆｏｒ　Ｒｅａ
ｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ｄｉｓｃ　１.０」に開示されている。
【００２７】
　ＤＶＤ＿ＥＮＡＶにはインタラクティブ情報全体に関するナビゲーション情報が記録さ
れたＤＶＤ＿ＥＮＡＶ.ＩＦＯが記録されており、開始文書として指定されたＳＴＡＲＴ
ＵＰ.ＨＴＭが記録されており、本実施例によるプリロードリストファイルであるＳＴＡ
ＲＴＵＰ.ＰＬＤが設けられている。また、プリロード対象ファイルであるＡ.ＨＴＭ、ま
たはＡ.ＨＴＭに挿入されて表示されるためのグラフィックファイルＡ.ＰＮＧが記録され
ている。その他にプリロード対象ファイル及びこれに挿入されて表示されるための多様な
形式のファイルが記録されうる。
【００２８】
　ただし、図４Ｂを参照するに、マークアップ言語文書に含まれたプリロード情報が直接
プリロード対象ファイルの経路と属性を媒介変数として有してプリロード対象ファイルを
プリロードするＡＰＩで具現される場合、プリロードリストファイルＳＴＡＲＴＵＰ.Ｐ
ＬＤは存在しない。
【００２９】
　図５Ａ及び図５Ｂは、本実施例によるＤＶＤ３００のボリューム空間の概略図である。
【００３０】
　図５Ａを参照するに、ＤＶＤ３００のボリューム空間は、ボリュームとファイルに対す
る制御情報が記録された制御情報領域、対応ビデオタイトルデータが記録されたＤＶＤ－
Ｖｉｄｅｏデータ領域、及びインタラクティブモードに再生させるＤＶＤ－インタラクテ
ィブデータ領域を含む。
【００３１】
　ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏデータ領域には図４ＡのＤＶＤビデオディレクトリＤＶＤ＿ＴＳに
貯蔵されたファイル、すなわち、ＶＩＤＥＯ＿ＴＳ.ＩＦＯ、ＶＴＳ＿０１＿０.ＩＦＯ、
ＶＴＳ＿０１＿０.ＶＯＢ、ＶＴＳ＿０１＿１.ＶＯＢ、‥などが記録されている。ＤＶＤ
－インタラクティブデータ領域には図４ＡのＤＶＤインタラクティブディレクトリＤＶＤ
＿ＥＮＡＶに貯蔵されたファイル、すなわち、ＳＴＡＲＴＵＰ.ＨＴＭ、ＳＴＡＲＴＵＰ.
ＰＬＤ、Ａ.ＨＴＭ及びＡ.ＰＮＧが記録されている。
【００３２】
　同じく、図５Ｂを参照するに、マークアップ言語文書に含まれたプリロード情報が直接
プリロード対象ファイルの経路と属性を媒介変数として有してプリロード対象ファイルを
プリロードするＡＰＩで具現される場合、プリロードリストファイルＳＴＡＲＴＵＰ.Ｐ
ＬＤは存在しない。
【００３３】
　前記のような構成による本発明による再生方法を説明すれば次の通りである。
【００３４】
　図６は、本発明の望ましい実施例による再生方法を説明するためのフローチャートであ
る。図６を参照するに、インタラクティブモードが選択されれば読出部１はＤＶＤ３００
に記録されているマークアップ言語文書として本実施例によるＨＴＭＬ文書を読出し（６
０１段階）、プレゼンテーションエンジン５はＨＴＭＬ文書に含まれているプリロード情
報を解釈して読出部１またはインターネットサーバーにプリロードを要請する（６０２段
階）。これにより、プリロード対象ファイルがキャッシュメモリの第２メモリ３に貯蔵さ
れる（６０３段階）。
【００３５】
　一方、読出部１は対応ＡＶデータをＤＶＤ３００から読出してバッファメモリの第１メ
モリ２に貯蔵する（６０４段階）。ＡＶデコーダ４は第１メモリ１に貯蔵されたＡＶデー
タをデコーディングする一方（６０５段階）、プレゼンテーションエンジン５は第２メモ
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リ３からプリロード対象ファイルを読出し、ＡＶデコーダ４によりデコーディングされた
ＡＶデータストリームをＨＴＭＬ文書により定義された表示窓にディスプレーさせる（６
０６段階）。
【００３６】
　図７は、図６のプリロード情報解釈段階（６０２段階）の一具現例である。図７を参照
するに、プレゼンテーションエンジン５はＨＴＭＬ文書に記録されたプリロードリストフ
ァイルの経路を認識し（７０１段階）、認識された経路からプリロードリストファイルを
読出す（７０２段階）。次に、プリロードリストファイルに記録されたプリロード対象フ
ァイルを認識する（７０３段階）。ここで、プリロード対象ファイルを認識するというこ
とはプリロード対象ファイルの経路、さらに属性を把握することを意味する。
【００３７】
　図８は、図６のプリロード対象ファイルのプリロード実行段階（６０３段階）の一具現
例である。図８を参照するに、プレゼンテーションエンジン５はＨＴＭＬ文書のヘッドタ
グ内にあるリンクタグ内に記録されたプリロードリストファイルの経路を認識してプリロ
ードリストファイルを呼出する（８０１段階）。次に、プレゼンテーションエンジン５は
プリロード対象ファイルの経路及び属性を変数として有するプリロードタグを含むプリロ
ードリストファイルを解釈してプリロードを実行する（８０２段階）。
【００３８】
　図９Ａは、図６のプリロード対象ファイルのプリロード実行段階（６０３段階）の他の
具現例である。図９Ａを参照するに、プレゼンテーションエンジン５はスクリプトタグ内
に挿入され、プリロードリストファイルの経路を媒介変数として有するＡＰＩを呼出して
プリロードリストファイルを読出す（９０１ａ段階）。次に、プレゼンテーションエンジ
ン５はプリロード対象ファイルの経路及び属性を変数として有するプリロードタグを含む
プリロードリストファイルを解釈してプリロードを実行する（９０２ａ段階）。
【００３９】
　図９Ｂは、図６のプリロード対象ファイルのプリロード実行段階（６０３段階）のまた
他の具現例である。図９Ｂを参照するに、プレゼンテーションエンジン５はスクリプトタ
グ内に挿入され、直接プリロード対象ファイルの経路及び属性を媒介変数として有するＡ
ＰＩを呼出してプリロード対象ファイルをメモリに貯蔵する（９０１ｂ段階）。この時、
プリロード対象ファイルの属性を把握できるため、プレゼンテーションエンジン５は属性
によってプリロード対象ファイルを処理した後、メモリに貯蔵できる。
【００４０】
　図１０は、プリロードリストファイルにプリロード対象ファイルの大きさが含まれてい
る場合にプリロードする方法を説明するためのフローチャートである。図１０を参照する
に、インタラクティブモードが選択されれば読出部１はＤＶＤ３００に記録されているマ
ークアップ言語文書として本実施例によるＨＴＭＬ文書を読出し、プレゼンテーションエ
ンジン５はＨＴＭＬ文書に含まれているプリロード情報を解釈し、これに読出部１はプリ
ロードリストファイルを読出す（１００１段階）。プレゼンテーションエンジン５はプリ
ロードリストファイルを解釈する（１００２段階）。プレゼンテーションエンジン５はプ
リロード対象ファイルの大きさを認識し、これとキャッシュメモリの残余容量とを比較す
る（１００３段階）。プリロード対象ファイルの大きさがキャッシュメモリの残余容量よ
り小さな場合にプリロードを実行する（１００４段階）。プリロード対象ファイルの大き
さがキャッシュメモリの残余容量より大きい場合にエラー信号を発生させてそのまま終了
させる（１００５段階）。
【００４１】
　図１１は、メモリに貯蔵されたプリロード対象ファイルのうち少なくとも一つを削除す
る方法を説明するためのフローチャートである。図１１を参照するに、プレゼンテーショ
ンエンジン５はＨＴＭＬ文書に含まれた削除情報を解釈し（１１０１段階）、削除リスト
ファイルから認識された削除対象ファイルをキャッシュメモリである第２メモリ３から削
除する（１１０２段階）。ただし、後述するソースコードで分かるように本実施例でのプ
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リロードリストファイル及び削除リストファイルは同じ一つのファイル、すなわちＳＴＡ
ＲＴＵＰ.ＰＬＤで具現した。もちろんプリロード対象ファイルのリストと削除対象ファ
イルのリストとが各々分離されて記録された二つのファイルでも具現できる。
【００４２】
　図１２は、図１１の削除実行段階（１１０２段階）の一具現例である。図１２を参照す
るに、削除リストファイルの経路を媒介変数として有して削除リストファイルに記録され
た削除対象ファイルをキャッシュメモリの第２メモリ３から削除するＡＰＩにより実行さ
せる（１２０１段階）。ここで、「削除」の意味は、物理的に該当データを削除するガー
ベジコレクションだけでなく、物理的にデータはそのまま置いた状態でフラグなどを使用
して該当データが削除可能なのを知らせるか、あるいはここに他のデータを記録できるこ
とを知らせることを含む。
【００４３】
　一方、前述したＳＴＡＲＴＵＰ.ＨＴＭ及びＳＴＡＲＴＵＰ.ＰＬＤのソースコードは次
のように構成できる。
【００４４】
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【表１】
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　前記ソースコードにはヘッドタグ内に挿入されたリンクタグを通じて具現されたプリロ
ード情報が挿入されている。また、ジャバスクリプトＡＰＩにより具現された削除情報が
挿入されている。
【００４５】
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【表２】

　前記ソースコードにはジャバスクリプトＡＰＩで具現された削除情報及びプリロード情
報が挿入されている。
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【００４６】
【表３】

　前記ソースコードはＸＭＬ文書であってプリロード対象ファイルの大きさ及びプリロー
ド対象ファイルの経路及び属性が記録されている。
【００４７】
　一方、前述したソースコードで使われたプリロード／削除のためのＡＰＩについてより
具体的に説明すれば次の通りである。
【００４８】
　１．ｎａｖｉｇａｔｏｒ.Ｐｒｅｌｏａｄ（ＵＲＬ，ｆｌａｇ）
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指示するプリロード対象ファイルを第２メモリ３にあらかじめ読出すＡＰＩである。使わ
れる媒介変数はプリロードリストファイル及びプリロード対象ファイルの位置情報を示す
。
【００４９】
　ＵＲＬ＝：プリロードリストファイルの経路またはプリロード対象ファイルの経路ｆｌ
ａｇ＝：プリロードリストファイルの場合１、プリロード対象ファイルの場合０返還値：
プリロードに成功すればｔｒｕｅを返還し、失敗すればｆａｌｓｅを返還する。
【００５０】
　例：ｎａｖｉｇａｔｏｒ.Ｐｒｅｌｏａｄ（“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｈｏｌｅｙｗｏｏ
ｄ.ｃｏｍ／ｔｏｍ.ｐｌｄ”，１）／／インターネットにある／／“ｈｔｔｐ：／／ｗｗ
ｗ.ｈｏｌｅｙｗｏｏｄ.ｃｏｍ／ｔｏｍ.ｐｌｄ”のプリロードリストファイルを読出し
て指示するプリロード対象ファイルを／／キャッシュメモリにあらかじめ読出せ。
【００５１】
　２．ｎａｖｉｇａｔｏｒ.Ｐｒｅｌｏａｄ（ＵＲＬ，ｒｅｓＴｙｐｅ）
指示するプリロード対象ファイルを第２メモリ３にあらかじめ読出すＡＰＩである。使わ
れる媒介変数はプリロードリストファイル、プリロード対象ファイルの位置情報、さらに
プリロード対象ファイルの属性を示しうる。
【００５２】
　ＵＲＬ＝：プリロードリストファイルの経路またはプリロード対象ファイルの経路ｒｅ
ｓＴｙｐｅ＝：対象ファイルの属性返還値：プリロードに成功すればｔｒｕｅを返還し、
失敗すればｆａｌｓｅを返還する。
【００５３】
　例：ｎａｖｉｇａｔｏｒ.Ｐｒｅｌｏａｄ（“ｄｖｄ：／／ｄｖｄ＿ｅｎａｖ／ａ.ｈｔ
ｍ”，“ｔｅｘｔ／ｘｍｌ”）／／ｄｖｄにある“ｄｖｄ：／／ｄｖｄ＿ｅｎａｖ／ａ.
ｈｔｍ”のプリロード対象ファイルを読出せ。そのファイルはテキストファイルでｘｍｌ
ファイルである。
【００５４】
　ｎａｖｉｇａｔｏｒ.Ｐｒｅｌｏａｄ（“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｈｏｌｅｙｗｏｏｄ.
ｃｏｍ／ｔｏｍ.ｈｔｍ”，“ｔｅｘｔ／ｈｔｍｌ”）／／インターネットにある”ｈｔ
ｔｐ：／／ｗｗｗ.ｈｏｌｅｙｗｏｏｄ.ｃｏｍ／ｔｏｍ.ｈｔｍｌ”のファイルを読出せ
。そのファイルはテキストファイルでｘｍｌファイルである。
【００５５】
　３．ｎａｖｉｇａｔｏｒ.Ｄｉｓｃａｒｄ（ＵＲＬ，ｆｌａｇ）
指示する削除対象ファイルを第２メモリ３から削除するＡＰＩである。媒介変数は削除リ
ストファイル及び削除対象ファイルの位置情報を示す。
【００５６】
　ＵＲＬ＝：削除リストファイルの経路または削除対象ファイルの経路ｆｌａｇ＝：削除
リストファイルの場合１、削除対象ファイルの場合０、キャッシュメモリにロードされた
内容を全部削除するためには２返還値：削除に成功すればｔｒｕｅを返還し、失敗すれば
ｆａｌｓｅを返還する。
【００５７】
　例：ｎａｖｉｇａｔｏｒ.Ｄｉｓｃａｒｄ（‘ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｈｏｌｅｙｗｏｏ
ｄ.ｃｏｍ／ｔｏｍ.ｈｔｍ’，０）／／インターネットにある／／‘ｈｔｔｐ：／／ｗｗ
ｗ．ｈｏｌｅｙｗｏｏｄ．ｃｏｍ／ｔｏｍ．ｈｔｍ’の指示する削除対象ファイルがキャ
ッシュメモリにあればこれを削除する。
【００５８】
　４．ｎａｖｉｇａｔｏｒ．Ｄｉｓｃａｒｄ（ＵＲＬ，ｒｅｓＴｙｐｅ）指示する削除対
象ファイルを第２メモリ３から削除するＡＰＩである。媒介変数は削除リストファイル、
削除対象ファイルの位置情報及び削除対象ファイルの属性を示す。
【００５９】
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　ＵＲＬ＝：削除リストファイルの経路または削除対象ファイルの経路ｒｅｓＴｙｐｅ＝
：対象ファイルの属性返還値：削除に成功すればｔｒｕｅを返還し、失敗すればｆａｌｓ
ｅを返還する。
【００６０】
　例：ｎａｖｉｇａｔｏｒ.Ｄｉｓｃａｒｄ（“ｄｖｄ：／／ｄｖｄ＿ｅｎａｖ／ａ.ｈｔ
ｍ”，“ｔｅｘｔ／ｘｍｌ”）／／ｄｖｄにある“ｄｖｄ：／／ｄｖｄ＿ｅｎａｖ／ａ.
ｈｔｍ”の削除対象ファイルがキャッシュメモリにあればこれを削除する。そのファイル
はｔｅｘｔファイルでｘｍｌファイルである。
【００６１】
　ｎａｖｉｇａｔｏｒ.Ｄｉｓｃａｒｄ（“ｄｖｄ：／／ｄｖｄ＿ｅｎａｖ／ａ.ｐｌｄ”
，“ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ／ｐｒｅｌｏａｄ”）／／ｄｖｄにある“ｄｖｄ：／／ｄｖ
ｄ＿ｅｎａｖ／ａ.ｐｌｄ”の削除対象ファイルがキャッシュメモリにあればこれを削除
する。そのファイルは削除対象リストファイルである。
【００６２】
　ｎａｖｉｇａｔｏｒ.Ｄｉｓｃａｒｄ（“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｈｏｌｅｙｗｏｏｄ.
ｃｏｍ／ｔｏｍ.ｈｔｍ”，“ｔｅｘｔ／ｘｍｌ”）／／インターネットにある“ｈｔｔ
ｐ：／／ｗｗｗ.ｈｏｌｅｙｗｏｏｄ.ｃｏｍ／ｔｏｍ.ｈｔｍ”の指示する削除対象ファ
イルがキャッシュメモリにあればこれを削除する。そのファイルはｔｅｘｔファイルでｘ
ｍｌファイルである。
【００６３】
　一方、前述した実施例ではジャバスクリプトにより具現されたＡＰＩについてのみ説明
したが、ジャバアプレットによっても同じ結果を得られる。
【００６４】
　図１３は、図１と同じ順序でＡＶデータ及びＨＴＭＬ文書が記録されている時に本発明
によるプリロード遂行による効果を説明するための参考図である。図１３にはＭＰＥＧコ
ーディングされたＡＶデータがバッファリングされる第１メモリ２の状態とウェブリソー
スがキャッシングされる第２メモリ３の状態とが表示されている。図１及び図１３を参照
してＡＶデータがロードされてディスプレーされる過程を調べれば、読出部１はＳＴＡＲ
ＴＵＰ.ｈｔｍを探索して読出し、プレゼンテーションエンジン５はＳＴＡＲＴＵＰ.ｈｔ
ｍに挿入されているプリロード情報を解釈して（４）Ａ.ｈｔｍのプリロードを行わせる
。これにより（４）Ａ.ｈｔｍが第２メモリ３にプリロードされる。一方、ロードされた
ＳＴＡＲＴＵＰ.ｈｔｍは活性化される。これと同時に使用者の選択による（１）ＡＶデ
ータが第１メモリ２にロードされた後、ディスプレーされ始まる。次いで（２）ＡＶデー
タがロードされてディスプレーされる。（２）ＡＶデータのバッファリングが完了すれば
読出部１は（３）ＡＶデータを探してジャンプしてバッファリングを始める。この時、使
用者が（４）Ａ.ｈｔｍを要求すればプレゼンテーションエンジン５は第２メモリ３にプ
リロードされている（４）Ａ.ＨＴＭを読出してディスプレーする。すなわち、読出部１
が（３）ＡＶデータに対するバッファリングを中断し、（４）Ａ.ＨＴＭをＤＶＤ３００
から探索して第２メモリ３にロードする作業を行わなくてもよい。したがって、読出部１
はバッファリングを中断せずに行える。ただし、読出部１が（５）ＡＶデータのバッファ
リングを完了して（６）ＡＶデータにジャンプする過程で第１メモリ２にバッファリング
されていたデータが減少することがあるが、既にバッファリングしておいたデータの量が
十分であるためにデータの不足現象は発生しない。すなわち、インタラクティブモードを
支援するＤＶＤにおいて、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏの映像とＨＴＭＬ文書とが互いに同期され
てディスプレーされねばならない場合にも（例：特定俳優が登場すればその俳優に関する
略歴が表示される場合）、対応ＨＴＭＬ文書が既に第２メモリ３にプリロードされている
ために読出部１はＡＶデータのバッファリングを中断し、対応ＨＴＭＬ文書を探索してキ
ャッシングする必要がない。
【００６５】
　以下、安定したプリロード／削除ができるように第２メモリ３の管理及びプリロードを
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行うにあたって第１メモリ２に残っているコンテンツが消尽される状況を発生させないた
めのより具体的な方法を説明する。
【００６６】
　図１４は図３の再生装置の一部詳細図である。図１４を参照するに、第２メモリ３には
メモリ管理テーブル領域３１とデータ領域３２とが設けられている。メモリ管理テーブル
３１はデータ領域３２に記録されたデータを記録／削除など管理するための情報が記録さ
れるテーブルである。データ領域にはプリロードされたマークアップ言語文書などが記録
される。一方、プレゼンテーションエンジン５はジャバスクリプト解釈エンジン５１、及
び実行モジュール５２に区分できる。実行モジュール５２はプリロード／削除モジュール
５２１及びガーベジコレクションモジュール５２２で構成される。ガーベジコレクション
モジュール５２２については後述する。
【００６７】
　本実施例でジャバスクリプト解釈エンジン５１はジャバスクリプトで作成されたＡＰＩ
を呼出する。プリロード／削除モジュール５２１またはガーベジコレクションモジュール
５２２はプリロード／削除またはガーベジコレクションを行う。
【００６８】
　図１５ないし図１６は、プリロード／削除またはガーベジコレクションを通じてメモリ
管理テーブル３１とデータ空間３２とを管理する方法を説明するためのメモリマップであ
る。
【００６９】
　図１５を参照するに、メモリ管理テーブル３１はプリロード対象ファイルの状態情報、
プリロード対象ファイルが貯蔵された経路、データポインタ及びデータ大きさ情報を含む
。“ｉｎ　ｕｓｅ”は現在使用中であるか否かを表し、“ｄｉｓｃａｒｄａｂｌｅ”は削
除可能であるか否かを表し、“ＵＲＬ”は経路情報を、“ｄａｔａ　ｐｏｉｎｔｅｒ”は
データの開始住所を表し、“ｓｉｚｅ”はデータの大きさを表す。現在、データ領域３２
にはａ.ｈｔｍ、ｃ.ｈｔｍ及びｂ.ｈｔｍがロードされていることが分かる。
【００７０】
　図１６Ａを参照するに、現在ａ.ｈｔｍの使用中であり、ｂ.ｈｔｍ、ｃ.ｈｔｍ及びｄ.
ｈｔｍをプリロードしたならばａ.ｈｔｍは現在使用中であるために、ａ.ｈｔｍの“ｉｎ
　ｕｓｅ”値は１であり、残りのファイルは開かれていないためにその“ｉｎ　ｕｓｅ”
値は全部０である。
【００７１】
　図１６Ｂを参照するに、ａ.ｈｔｍの使用が終了してｂ.ｈｔｍが使用中であるためにａ
.ｈｔｍの“ｉｎ　ｕｓｅ”値は０に、ｂ.ｈｔｍの“ｉｎ　ｕｓｅ”値は１に変わる。
【００７２】
　図１６Ｃを参照するに、ａ.ｈｔｍに対してガーベジコレクションが行われる。ガーベ
ジコレクションが行われればデータ領域３２でａ.ｈｔｍが削除され、ｂ.ｈｔｍ、ｃ.ｈ
ｔｍ及びｄ.ｈｔｍが再配列される。ａ.ｈｔｍの“ｄａｔａｐｏｉｎｔｅｒ”値は－１で
表示される。これはデータ領域３２に該当ファイルが存在しないことを意味する。
【００７３】
　図１６Ｄを参照するに、ｆ.ｈｔｍが使用中であることを表す。ｆ.ｈｔｍはメモリ管理
テーブル３１で図１６Ｃでａ.ｈｔｍの所に配置され、‘ｄａｔａ　ｐｏiｎｔｅｒ’値は
実際にｆ.ｈｔｍが記録された開始住所を示す。
【００７４】
　図１６Ｅを参照するに、ｂ.ｈｔｍ、ｃ.ｈｔｍ、ｄ.ｈｔｍに対する削除が行われる。
これによりｂ.ｈｔｍ、ｃ.ｈｔｍ、ｄ.ｈｔｍの“ｄｉｓｃａｒｄａｂｌｅ”値はいずれ
も１に変わる。
【００７５】
　図１６Ｆを参照するに、ｂ.ｈｔｍ、ｃ.ｈｔｍ、ｄ.ｈｔｍに対するガーベジコレクシ
ョンが行われる。これによりｂ.ｈｔｍ、ｃ.ｈｔｍ、ｄ.ｈｔｍの“ｄａｔａ　ｐｏｉｎ



(16) JP 4559322 B2 2010.10.6

10

20

30

40

50

ｔｅｒ”値はいずれも－１になる。データ領域３２に記録されたｂ.ｈｔｍ、ｃ.ｈｔｍ、
ｄ.ｈｔｍはいずれも削除され、残っているｆ.ｈｔｍが再配列される。
【００７６】
　このように、プリロード／削除及びガーベジコレクションを通じて第２メモリ３が適切
に管理されうる。
【００７７】
　図１７は、第１メモリ２でＡＶデータがロードされて消耗される状態図である。図１７
を参照するに、区間ａのＴａ１及びＴａ２でアングルブロックにジャンプが行われる間に
はＡＶデータが充填されず消耗されるばかりで、速度Ｖｏでデータが減少することを表示
している。アングルブロックとは、同じ場面を多様なアングルで撮影したデータが記録さ
れたブロックを意味する。一つのアングルが選択されて再生され、残りのアングルで撮影
したデータは飛ばすためにアングルブロックでは必然的にジャンプが起こる。ジャンプが
完了してＡＶデータを読出せば再びデータが充填される。区間ｂに記録されたように、Ａ
Ｖデータを速度Ｖｒで読出し続けると同時に速度Ｖｏで消耗し続けば、実際にＡＶデータ
は速度Ｖｒ－Ｖｏで充填される。区間ｃでマークアップ言語文書のプリロードが行われれ
ば、読出部１はＡＶデータの読出を中止して該当マークアップ言語文書をプリロードせね
ばならないために速度Ｖｏでデータが減少する。区間ｄでは再びＡＶデータが充填される
ために区間ｂでと同じくＡＶデータが速度Ｖｒ－Ｖｏで充填される。一方、点線は充填さ
れるべきＡＶデータの最小量を表示したものである。
【００７８】
　これに基づき、本発明によるプリロードを行いつつも第１メモリ２のバッファリング機
能を正常に発揮するためには（第１メモリのデータ不足現象を発生させないためには）プ
リロードを行う区間ｃで減少するデータ量より残っているデータ量がもっと大きくなけれ
ばならないことが分かる。
【００７９】
　一方、シームレス再生を保障するために読出部１はプリロード対象ファイルをできるだ
け連続的に読出さねばならない。したがって、プリロード対象ファイル、すなわち、ＰＬ
Ｄファイルは、該当コンテンツを連続的に読出せるように再生装置のファイルシステムは
、図１８に示されたように一つのＰＬＤファイルが他のＰＬＤファイルをネスティングす
る構造でデータ整列することが効果的である。
【００８０】
　図１９は、図１８のＰＬＤファイルが記録されたディスク３００の概略図である。図１
９を参照するに、読出部１は第２メモリ３にＡＶデータＶＴＳ０＿１.ＶＯＢをバッファ
リングしてプリロードリストファイルＡ.ＰＬＤに指定されたプリロード対象ファイルａ.
ｈｔｍ、Ａ１.ＪＰＧ及びＡ２.ＪＰＧをプリロードし、さらにプリロードリストファイル
Ｂ.ＰＬＤまでプリロードした後、再びＶＴＳ０＿１.ＶＯＢをバッファリングする。
【００８１】
　ここで、Ｔｊはプリロード対象ファイルに対するアクセス時間を意味する。すなわち、
Ｔｊ＝Ｔｊ１＋Ｔｊ２はＶＴＳ０＿１.ＶＯＢでプリロード対象ファイルＡ１.ＪＰＧにジ
ャンプするのにかかる時間Ｔｊ１と、Ｂ.ＰＬＤファイルをプリロードした後に再びＶＴ
Ｓ０＿１.ＶＯＢにジャンプするのにかかる時間Ｔｊ２との和となる。Ｄｅはプリロード
対象ファイルのデータ大きさを示す。すなわち、Ｄｅ＝Ｄｅ１＋Ｄｅ２＋Ｄｅ３はａ.ｈ
ｔｍのデータ大きさＤｅ１と、Ａ１.ＪＰＧのデータ大きさＤｅ２及びＡ２.ＪＰＧのデー
タ大きさＤｅ３との和となる。Ｔｋはプリロード対象ファイルを読出す時の内部ジャンプ
時間を表す。すなわち、Ｔｋ＝Ｔｋ１＋Ｔｋ２であって、Ｔｋ１はＡ１.ＪＰＧからＡ２.
ＪＰＧにジャンプするのにかかる時間を、Ｔｋ２はＡ２.ＪＰＧからＢ.ＰＬＤにジャンプ
するのにかかる時間を表す。
【００８２】
　一方、ディスクに記録されたＡＶデータのアクセス距離とアクセス時間との関係は次の
ように設定できる。Ｎはセクタ個数をいう。
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【００８３】
【表４】

　本発明によって、第１メモリ２でのＡＶデータの不足現象を防止するための条件を式で
表現すると次の通りである。
【００８４】
　Ｖｏ×Ｔｐ＜（Ｖｒ－Ｖｏ）×（ｔＮ＿ｅｃｃ×２０４８×８×１６／Ｖｒ）－（Ｖｏ
×Ｔａ）－Ｂｓ　　（１）
Ｖｏ：第１メモリ２からＡＶデータが抜け出る速度またはＡＶデコーダ４のデータ消耗速
度、Ｔｐ：区間ｃでプリロードを行うのにかかった時間、Ｖｒ：ディスク３００からデー
タを読出す速度ｔＮ＿ｅｃｃ：プリロード対象ファイルの読出前に読出さねばならない全
体ＥＣＣブロックの個数Ｔａ：アングルブロックでジャンプするのにかかる総時間Ｂｓ：
第１メモリ２で確保されねばならない最小限のデータ大きさ（ここではＤＶＤ－Ｖｉｄｅ
ｏ規格１.０で指定されたメモリ大きさ２２１セクタ）
　式（１）でＶｏ×Ｔｐは、区間ｃでプリロードの遂行により減少するデータ量を表す。
一方、ｔＮ＿ｅｃｃ×２０４８×８×１６は区間ｂで読出したデータの長さ（セクタの数
）であり、Ｖｒはデータの読出速度であるためにｔＮ＿ｅｃｃ×２０４８×８×１６／Ｖ
ｒは区間ｂの時間となる。すなわち、（Ｖｒ－Ｖｏ）×（ｔＮ＿ｅｃｃ×２０４８×８×
１６／Ｖｒ）は区間ｂで増加するデータ量を表す。一方、Ｖｏ×Ｔａは区間ａでアングル
ブロックジャンプによって減少するデータ量を表す。Ｂｓは確保されねばならない最小デ
ータ量を表す。一方、Ｔｐは２×Ｔｊ＋Ｄｅ／Ｖｒ＋Ｔｋを意味する。Ｔｊ、Ｄｅ、Ｖｒ
及びＴｋの意味は前述した通りである。
【００８５】
　図１８のプリロードリストファイルＡ.ＰＬＤ、Ｂ.ＰＬＤ、Ｃ.ＰＬＤに指定されたプ
リロード対象ファイルをプリロードするのにかかる時間Ｔｐを計算したところ、次のよう
な結果が出た。
【００８６】
　Ｖｒ＝２２Ｍｂｐｓ、Ａ.ＰＬＤの対象ファイル（Ｄｅ＝１６１１ＫＢ）：Ｔｐ＝３６
００ｍｓｅｃ（＝１５００ｍｓｅｃ×２＋１６１１ＫＢ×８／２２００００００＋０）
Ｂ.ＰＬＤの対象ファイル（Ｄｅ＝２６８５ＫＢ）：Ｔｐ＝４０００ｍｓｅｃ（＝１５０
０ｍｓｅｃ×２＋２６８５ＫＢ×８／２２００００００＋０）
Ｃ.ＰＬＤの対象ファイル（Ｄｅ＝２６９ＫＢ）：Ｔｐ＝３１００ｍｓｅｃ（＝１５００
ｍｓｅｃ×２＋２６９ＫＢ×８／２２００００００＋０）
ＶＴＳ＿０１＿１.ＶＯＢの再生中にＡ.ＰＬＤの対象ファイル、Ｂ.ＰＬＤの対象ファイ
ル、Ｃ.ＰＬＤの対象ファイルを順に開くためには次の値を計算しなければならない。
【００８７】
　Ａ.ＰＬＤの対象ファイルの読出前のＶＴＳ＿０１＿１.ＶＯＢのバッファリング区間で
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のＶｏ値＝ＶａＢ.ＰＬＤの対象ファイルの読出前のＶＴＳ＿０１＿１.ＶＯＢのバッファ
リング区間でのＶｏ値＝ＶｂＣ.ＰＬＤの対象ファイルの読出前のＶＴＳ＿０１＿１.ＶＯ
Ｂのバッファリング区間でのＶｏ値＝Ｖｃさらに、各区間ごとにアングルブロックのジャ
ンプがなくてＢｓが２２１セクタ（≒１４ＥＣＣブロック）であると仮定し、各区間別Ｅ
ＣＣブロックの個数とＶａ、Ｖｂ、Ｖｃとを関連付けて計算すればＡＶ画面が途切れずに
Ａ.ＰＬＤ、Ｂ.ＰＬＤ、Ｃ.ＰＬＤの対象ファイルを読出せる位置を探しうる。
【００８８】
　たとえば、Ｖａ＝８Ｍｂｐｓ、Ｖｂ＝６Ｍｂｐｓ、Ｖｃ＝４Ｍｂｐｓであると仮定すれ
ば式（１）を使用してｔＮ＿ｅｃｃを求めうる。求めれば、Ａ.ＰＬＤの対象ファイルの
読出前に最小１８７個のＥＣＣブロックを読出さねばならず、Ｂ.ＰＬＤの対象ファイル
の読出前に最小１４０個のＥＣＣブロックを読出さねばならず、Ｃ.ＰＬＤの対象ファイ
ルの読出前に最小７２個のＥＣＣブロックを読出さねばならない。
【００８９】
　図２０は、前述した例による第１メモリ２及び第２メモリ３の状態図である。図２０を
参照するに、ＳＴＡＲＴＵＰ.ＨＴＭが活性化された時には第１メモリ２のデータ量はＶ
ｒ－Ｖａの速度で増加する。Ａ.ＰＬＤの対象ファイルに対するプリロードを行えば第１
メモリ２のデータ量はＶａの速度で減少する。Ａ.ＰＬＤの対象ファイルに対するプリロ
ードが完了してそのうちＡ.ＨＴＭが活性化されれば、データ量はＶｒ－Ｖｂの速度で増
加する。また、Ｂ.ＰＬＤの対象ファイルに対するプリロードが行われれば第１メモリ２
のデータ量はＶｂの速度で減少する。Ｂ.ＰＬＤの対象ファイルに対するプリロードが完
了してそのうちＢ.ＨＴＭが活性化されればデータ量はＶｒ－Ｖｃの速度で増加する。一
方、第２メモリ３のプリロードが完了した地点でデータ量が急激に減少した理由は、以前
にプリロードした対象ファイルの削除が要求されてガーベジコレクションが行われたから
である。
【００９０】
　図２１は本発明の望ましい実施例による記録方法を説明するためのフローチャートであ
る。図２１を参照するに、コンテンツ製作者はプリロード対象ファイルの読出速度を調べ
る（２１０１段階）。対応するＡＶデータが途切れずに再生されるように第１メモリ２に
バッファリングを行う条件を調べる（２１０２段階）。その条件は詳細に前述した通りで
ある。調べた条件に符合する時点でプリロードが行われるようにプリロードのためのスク
リプトプログラムコードを記録する（２１０３段階）。すなわち、該当ＡＰＩが呼出され
てプリロードを行う時点を、最小限のＡＶデータが第１メモリ２にバッファリングされた
後に合せて記録することによってＡＶ画面の途切れ現象なしにプリロードを行える。
【図面の簡単な説明】
【００９１】
【図１】ＡＶデータが記録されたインタラクティブＤＶＤの概略図である。
【図２】図１のインタラクティブＤＶＤを再生する過程で発生できる途切れ現象を説明す
るための参考図である。
【図３】本発明の望ましい実施例による再生装置のブロック図である。
【図４Ａ】ＤＶＤ３００のファイル構造の一例を示す参考図である。
【図４Ｂ】ＤＶＤ３００のファイル構造の他の例を示す参考図である。
【図５Ａ】ＤＶＤ３００のボリューム空間の一概略図である。
【図５Ｂ】ＤＶＤ３００のボリューム空間の他の概略図である。
【図６】本発明の望ましい実施例による再生方法を説明するためのフローチャートである
。
【図７】図６のプリロード情報解釈段階（６０２段階）の一具現例である。
【図８】図６のプリロード対象ファイルのプリロード実行段階（６０３段階）の一具現例
である。
【図９Ａ】図６のプリロード対象ファイルのプリロード実行段階（６０３段階）の他の具
現例である。
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【図９Ｂ】図６のプリロード対象ファイルのプリロード実行段階（６０３段階）のまた他
の具現例である。
【図１０】プリロードリストファイルにプリロード対象ファイルの大きさが含まれている
場合にプリロードする方法を説明するためのフローチャートである。
【図１１】プリロードされたプリロード対象ファイルのうち少なくとも一つを削除する方
法を説明するためのフローチャートである。
【図１２】図１１の削除実行段階（１１０２段階）の一具現例である。
【図１３】図１と同じ順序でＡＶデータ及びマークアップ言語文書が記録されている時に
本発明によるプリロードの遂行による効果を説明するための参考図である。
【図１４】図３の再生装置の一部詳細図である。
【図１５】プリロード／削除またはガーベジコレクションを通じてメモリ管理テーブルと
データ空間とを管理する方法を説明するためのメモリマップである。
【図１６Ａ】プリロード／削除またはガーベジコレクションを通じてメモリ管理テーブル
とデータ空間とを管理する方法を説明するためのメモリマップである。
【図１６Ｂ】プリロード／削除またはガーベジコレクションを通じてメモリ管理テーブル
とデータ空間とを管理する方法を説明するためのメモリマップである。
【図１６Ｃ】プリロード／削除またはガーベジコレクションを通じてメモリ管理テーブル
とデータ空間とを管理する方法を説明するためのメモリマップである。
【図１６Ｄ】プリロード／削除またはガーベジコレクションを通じてメモリ管理テーブル
とデータ空間とを管理する方法を説明するためのメモリマップである。
【図１６Ｅ】プリロード／削除またはガーベジコレクションを通じてメモリ管理テーブル
とデータ空間とを管理する方法を説明するためのメモリマップである。
【図１６Ｆ】プリロード／削除またはガーベジコレクションを通じてメモリ管理テーブル
とデータ空間とを管理する方法を説明するためのメモリマップである。
【図１７】第１メモリ２でＡＶデータがロードされて消耗される状態図である。
【図１８】プリロードリストファイル及び該当プリロード対象ファイルのデータ配置図で
ある。
【図１９Ａ】ディスクの概略図である。
【図１９Ｂ】図１９Ａの部分詳細図である。
【図２０】前述した例による第１メモリと第２メモリとの状態図である。
【図２１】本発明の望ましい実施例による記録方法を説明するためのフローチャートであ
る。
【符号の説明】
【００９２】
１　読出部
２　第１メモリ
３　第２メモリ
４　ＡＶデコーダ
５　プレゼンテーションエンジン
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【図１１】
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【図１６Ｂ】

【図１６Ｃ】

【図１６Ｄ】

【図１６Ｅ】

【図１６Ｆ】 【図１７】
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