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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体に記録される少なくともビデオデータの再生を管理するためのデータ構造を有
する記録媒体において、
　前記ビデオデータを含むストリームファイルを格納する第１領域と、
　前記ビデオデータのシーケンス情報、プログラム情報、およびタイミング情報を含むク
リップ情報ファイルを格納する第２領域と、
　ＩＮ－ｐｏｉｎｔとＯＵＴ－ｐｏｉｎｔの対で前記ビデオデータの時間軸上の位置を指
す少なくとも１つの再生アイテムを含む再生リストファイルを格納する第３領域と、
　前記再生リストファイルを示し、少なくとも１つのナビゲーション制御情報を含む一般
情報ファイルを格納する第４領域とを含み、
　各ナビゲーション制御情報は、
　前記ナビゲーション制御情報がユーザ操作により再開可能か否かを示す第１フラグと、
　前記ナビゲーション制御情報がタイトルサーチ動作中にアクセス可能か否かを示す第２
フラグと
　を含むことを特徴とする記録媒体。
【請求項２】
　前記ナビゲーション制御情報はビデオデータの一つのタイトルと連係されることを特徴
とする請求項１記載の記録媒体。
【請求項３】
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　少なくともビデオデータの再生を管理するためのデータ構造を記録媒体に記録する方法
において、
　前記ビデオデータを含むストリームファイルを記録するステップと、
　前記ビデオデータのシーケンス情報、プログラム情報、タイミング情報を含むクリップ
情報ファイルを記録するステップと、
　ＩＮ－ｐｏｉｎｔとＯＵＴ－ｐｏｉｎｔの対で前記ビデオデータの時間軸上の位置を指
す少なくとも１つの再生アイテムを含む再生リストファイルを記録するステップと、
　前記再生リストファイルを示す少なくとも１つのナビゲーション制御情報を含む一般情
報ファイルを記録するステップと
　を含み、
　各ナビゲーション制御情報は、前記ナビゲーション制御情報がユーザ操作により再開可
能か否かを示す第１フラグと、前記ナビゲーション制御情報がタイトルサーチ動作中にア
クセス可能か否かを示す第２フラグとを含むことを特徴とする方法。
【請求項４】
　記録媒体に記録された少なくともビデオデータの再生を管理するためのデータ構造を再
生する方法であって、
　前記記録媒体に記録された再生リストファイルを示す少なくとも１つのナビゲーション
制御情報を含む一般情報ファイルを読み出すステップと、
　ＩＮ－ｐｏｉｎｔとＯＵＴ－ｐｏｉｎｔの対で前記ビデオデータの時間軸上の位置を指
す少なくとも１つの再生アイテムを含み、前記ナビゲーション制御情報によって指示され
る再生リストファイルを読み出すステップと、
　前記ビデオデータのシーケンス情報、プログラム情報、タイミング情報を含むクリップ
情報ファイルを読み出すステップと、
　前記ビデオデータを含むストリームファイルを再生するステップと
　を含み、
　各ナビゲーション制御情報は、前記ナビゲーション制御情報がユーザ操作により再開可
能か否かを示す第１フラグと、前記ナビゲーション制御情報がタイトルサーチ動作中にア
クセス可能か否かを示す第２フラグとを含むことを特徴とする方法。
【請求項５】
　少なくともビデオデータの再生を管理するためのデータ構造を記録媒体に記録する装置
において、
　前記記録媒体にデータを記録するように構成された光記録装置と、
　前記光記録装置を制御して、前記ビデオデータを含むストリームファイルを記録し、前
記ビデオデータのシーケンス情報、プログラム情報、タイミング情報を含むクリップ情報
ファイルを記録し、前記ナビゲーション制御情報によって指示され、ＩＮ－ｐｏｉｎｔと
ＯＵＴ－ｐｏｉｎｔの対で前記ビデオデータの時間軸上の位置を指す少なくとも１つの再
生アイテムを含む再生リストファイルを記録し、前記記録媒体内の再生リストファイルを
示す少なくとも１つのナビゲーション制御情報を含む一般情報ファイルを記録するように
構成されたコントローラと
　を含み、
　各ナビゲーション制御情報は、前記ナビゲーション制御情報がユーザ操作により再開可
能か否かを示す第１フラグと、前記ナビゲーション制御情報がタイトルサーチ動作中にア
クセス可能か否かを示す第２フラグとを含むことを特徴とする装置。
【請求項６】
　記録媒体に記録された少なくともビデオデータの再生を管理するためのデータ構造を再
生する装置において、
　記録媒体に記録されたデータを再生するように構成された光再生装置と、
　前記光再生装置を制御して、前記記録媒体に記録された再生リストファイルを示す少な
くとも１つのナビゲーション制御情報を含む一般情報ファイルを読み出し、前記ナビゲー
ション制御情報によって示され、ＩＮ－ｐｏｉｎｔとＯＵＴ－ｐｏｉｎｔの対で前記ビデ
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オデータの時間軸上の位置を指す少なくとも１つの再生アイテムを含む前記再生リストフ
ァイルを読み出し、前記ビデオデータのシーケンス情報、プログラム情報、タイミング情
報を含むクリップ情報ファイルを読み出し、前記ビデオデータを含むストリームファイル
を再生するように構成されているコントローラと
　を含み、
　各ナビゲーション制御情報は、前記ナビゲーション制御情報がユーザ操作により再開可
能か否かを示す第１フラグと、前記ナビゲーション制御情報がタイトルサーチ動作中にア
クセス可能か否かを示す第２フラグとを含むことを特徴とする装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は多重再生パスビデオデータの再生を管理するためのデータ構造を有する記録媒
体、多重再生パスビデオデータを再生して記録するための装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、高画質のビデオデータと高音質のオーディオデータを高容量記録できる新しい高
密度再生専用または再記録可能光ディスクに対する規格化作業が急速に進み、再記録可能
ブルーレイディスク（ＢＤ－ＲＥ）のような新しい光ディスクと関連した製品がまもなく
商用化されるであろうと期待されている。
【０００３】
　図１は、再記録可能ブルーレイディスク（ＢＤ－ＲＥ）のファイル構造を示したもので
ある。ファイル構造またはデータ構造はＢＤ－ＲＥに記録されるビデオオーディオデータ
の再生を管理するために用いられる。図１に示したように、データ構造は少なくとも一つ
以上の「ＢＤＡＶ」ディレクトリを有するルートディレクトリを含む。「ＢＤＡＶ」ディ
レクトリには「ｉｎｆｏ．ｂｄａｖ」、「ｍｅｎｕ．ｔｉｄｘ」、「ｍａｒｋ．ｔｉｄｘ
」、「＊．ｒｐｌｓ」、「＊．ｖｐｌｓ」のような再生リストファイルが格納されるＰＬ
ＡＹＬＩＳＴサブディレクトリ、「＊．ｃｌｐｉ」のようなクリップ情報ファイルが格納
されるＣＬＩＰＩＮＦサブディレクトリ、クリップ情報ファイルに対応するＭＰＥＧ－２
フォーマットのＡ／Ｖストリームクリップファイルが格納されるＳＴＲＥＡＭサブディレ
クトリが含まれる。図１は、ディスクのデータ構造だけでなくディスクの領域をも示して
いる。例えば、「ｉｎｆｏ．ｂｄａｖ」のような一般情報ファイルはディスクの一般情報
領域に格納される。
【０００４】
　図１に図示したＢＤ－ＲＥのデータ構造とディスクフォーマットは広く知られてていて
容易に利用できるので、以後ファイル構造に対しては簡単に説明する。
【０００５】
　前述したように、ＳＴＲＥＡＭディレクトリにはクリップと呼ばれるＭＰＥＧ－２フォ
ーマットのＡ／Ｖストリームファイルが含まれ、またブリッジ－クリップＡ／Ｖストリー
ムファイル（Ｂｒｉｄｇｅ－ｃｌｉｐ　Ａ／Ｖ　ｓｔｒｅａｍ　ｆｉｌｅ）という特別な
形態のクリップも含まれることがある。ブリッジ－クリップはクリップのうちから選択さ
れた二つ以上の再生区間をシームレスに連結するために使われるもので、一般にクリップ
に比べてサイズが小さい。Ａ／Ｖストリームにはビデオオーディオデータのソースパケッ
トが含まれる。例えば、ビデオオーディオデータのソースパケットにはヘッダーと伝送パ
ケットが含まれる。一つのソースパケットには自身にアクセスするためのアドレスの役割
を果たすソースパケット番号（ＳＰＮ）が含まれる。そのソースパケット番号は一般に順
番に番号が割り当てられる。伝送パケットには一つのパケットＩＤ（ＰＩＤ）が含まれる
。ＰＩＤは伝送パケットが属する一連の伝送パケットを識別する。その一連の伝送パケッ
トにある各伝送パケットはＰＩＤが同じである。以後、一連の伝送パケットを伝送パケッ
トシーケンスという。
【０００６】
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　ＣＬＩＰＩＮＦディレクトリには各Ａ／Ｖストリームファイルに連係するクリップ情報
ファイルが含まれる。クリップ情報ファイルは連係するＡ／Ｖストリームの類型、シーケ
ンス情報、プログラム情報、タイミング情報を指示する。シーケンス情報は到着時間基準
（ＡＴＣ）シーケンスとシステム時間基準（ＳＴＣ）シーケンスを記述する。例えば、シ
ーケンス情報はシーケンスの数、各シーケンスの開始と終わり時間情報、各シーケンスで
一番目のソースパケットのアドレス、各シーケンスにある伝送パケットのＰＩＤを指示す
る。プログラムのコンテンツが続く伝送パケットシーケンスはプログラムシーケンスと呼
ばれる。プログラム情報はプログラムシーケンスの個数、各プログラムシーケンスの開始
アドレス、そしてプログラムシーケンスにある伝送パケットのＰＩＤを指示する。
【０００７】
　タイミング情報は特徴ポイント情報（ＣＰＩ）と呼ばれる。ＣＰＩの一形態がエントリ
ーポイントマップ（Ｅｎｔｒｙ　Ｐｏｉｎｔ（ＥＰ）Ｍａｐ）である。ＥＰマップは、例
えば、到着時間ＡＴＣ及び／またはシステム時間ＳＴＣを基準にして、ソースパケットの
アドレス（例えば、ソースパケットの番号）に対するタイムスタンプを表示する。
【０００８】
　ＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリには一つ以上の再生リストファイルがある。再生リスト
は再生のためのクリップを容易に編集したり組み合わせるために導入された概念である。
再生リストファイルはクリップにある再生区間の集合であって、各再生区間は再生アイテ
ムと呼ばれる。再生リストファイルは再生リストを形成する各再生アイテムを識別し、各
再生アイテムは、クリップの時間軸上の位置（例えば、ＡＴＣまたはＳＴＣ基準でプレゼ
ンテーションタイムスタンプ（ＰＴＳ）を示すＩＮ－ｐｏｉｎｔとＯＵＴ－ｐｏｉｎｔの
対である。換言すれば、再生リストファイルは再生アイテムを識別し、各再生アイテムは
一つのクリップまたはその一部を指示してクリップと連係するクリップ情報ファイルを識
別する。クリップ情報ファイルは再生アイテムをソースパケットのクリップに連結するた
めに使われる。
【０００９】
　ＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリには実再生リスト（＊．ｒｐｌｓ）と仮想再生リスト（
＊．ｖｐｌｓ）が含まれる。実プレーリストはクリップだけを用いてブリッジ－クリップ
は用いることができない。すなわち、実プレーリストはクリップの一部を参照することと
見られるので、概念的にディスク上でクリップの一部を参照することと同等なことに見な
される。仮想プレーリストはクリップとブリッジ－クリップをすべて用いることができる
ので、実プレーリストの概念は仮想プレーリストと並存しない。
【００１０】
　「ｉｎｆｏ．ｂｄａｖ」ファイルは光ディスクに記録されるＡ／Ｖストリームの再生を
管理する一般的な情報を提供する一般情報ファイルである。さらに詳細には同じＢＤＡＶ
ディレクトリのＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリにあるプレーリストのファイル名を識別す
るプレーリスト目録を含む。
【００１１】
　「ｍｅｎｕ．ｔｉｄｘ」、「ｍｅｎｕ．ｔｄｔ１」、「ｍｅｎｕ．ｔｄｔ２」ファイル
はメニューサムネイルと関連した情報を格納する。「ｍａｒｋ．ｔｉｄｘ」、「ｍａｒｋ
．ｔｄｔ１」、「ｍａｒｋ．ｔｄｔ２」ファイルはマークサムネイルと関連した情報を格
納する。このようなファイルは本発明と直接的な関連がないので、これ以上詳細な説明は
省略する。
【００１２】
　最近、ブルーレイロム（ＢＤ－ＲＯＭ）のような高密度再生専用光ディスクに対する規
格化作業が進んでいる。しかし、ＢＤ－ＲＯＭのような高密度再生専用光ディスクに記録
されるビデオオーディオデータの再生を管理するデータ構造に対する効率的な解決策がま
だ用意されていない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１３】
　したがって、本発明は前記のような実情を勘案して創作されたものであって、本発明の
目的は、多重再生パスをベースにしてビデオデータの再生を管理できるようにするファイ
ルまたはデータ構造を有する記録媒体を提供して、前記のようなデータ構造を記録して再
生する装置と方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明による記録媒体は、記録媒体から少なくともビデオデータの再生を管理するナビ
ゲーション制御情報が格納されるナビゲーション領域を含む。
【００１５】
　本発明の実施態様によれば、ナビゲーション領域に、属性フィールド、ナビゲーション
アイテム個数フィールド、一つ以上のナビゲーションアイテムを含むナビゲーション制御
オブジェクトが少なくても一つ格納される。本発明による一実施態様においては、属性フ
ィールドはナビゲーション制御客体の類型を指示し、ナビゲーションアイテム個数フィー
ルドはナビゲーション制御オブジェクトにあるナビゲーションアイテムの個数を指示し、
各ナビゲーションアイテムはナビゲーション制御情報を提供する。
【００１６】
　本発明の一実施態様においては、ナビゲーション制御情報は再生する再生リストを少な
くとも一つ以上指示する。本発明の他の実施態様では、ナビゲーション制御オブジェクト
がビデオデータのタイトルの一つと連係される。また他の実施態様においては、少なくと
も一つの再生リストが記録媒体の再生リスト領域に格納されて、各プレーリストは少なく
とも一つの再生アイテムを識別し、各プレーアイテムはビデオデータのクリップを少なく
とも一つ識別する。
【００１７】
　本発明の他の実施態様においては、ナビゲーション領域には少なくとも一つのナビゲー
ション制御オブジェクトが格納されるが、そのナビゲーション制御オブジェクトにはナビ
ゲーション制御オブジェクトの属性を少なくとも一つ示す属性フィールドとナビゲーショ
ン方向の個数を示すナビゲーション方向個数フィールドが含まれる。また、各ナビゲーシ
ョン制御オブジェクトには少なくとも一つのナビゲーション方向が含まれる。
【００１８】
　本発明の他の実施態様においては、ナビゲーション方向は再生する再生リストを指示す
る。本発明の他の実施形態において、ナビゲーション制御オブジェクトはビデオデータの
タイトルの一つと連係される。また他の実施態様では、少なくとも一つの再生リストが記
録媒体の再生リスト領域に格納され、各プレーリストは少なくとも一つのプレーアイテム
を識別し、各プレーアイテムはビデオデータのクリップを少なくとも一つ識別する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明に対する望ましい実施形態に対して、添付した図面を参照しながら詳細に
説明する。
【００２０】
　本発明による高密度光ディスク、例えばＢＤ－ＲＯＭは、図２に示したように、ビデオ
オーディオデータの再生を管理するファイルまたはデータ構造を有する。図２のような本
発明によるデータ構造は様々な面で図１に図示したＢＤ－ＲＥのデータ構造と同じである
。したがって、同様の部分は詳細な説明を省略する。
【００２１】
　図２に示したように、ルートディレクトリには少なくとも一つのＤＶＰディレクトリが
ある。ＤＶＰディレクトリには一般情報ファイル（ｉｎｆｏ．ｄｖｐ）、メニューファイ
ル（ｍｅｎｕ．ｔｉｄｘ、ｍｅｎｕ．ｔｄｔ１等）、実再生リストファイル（＊．ｒｐｌ
ｓ）と仮想再生リストファイル（＊．ｖｐｌｓ）が格納されるＰＬＡＹＬＩＳＴディレク
トリ、クリップ情報ファイル（＊．ｃｌｐｉ）が格納されるＣＬＩＰＩＮＦディレクトリ
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、クリップ情報ファイルに対応するＭＰＥＧ－２フォーマットのＡ／Ｖストリームクリッ
プファイル（＊．ｍ２ｔｓ）が格納されるＳＴＲＥＡＭディレクトリが含まれる。
【００２２】
　ＳＴＲＥＡＭディレクトリにはクリップと呼ばれるＭＰＥＧ－２フォーマットのＡ／Ｖ
ストリームクリップファイルが含まれ、また、ブリッジ－クリップＡ／Ｖストリームファ
イルと呼ばれる特別な形態のクリップも含まれる。ブリッジ－クリップはクリップのうち
から選択された二つ以上の再生区間を滑らかに連結するために使われ、一般にクリップに
比べてサイズが小さい。Ａ／Ｖストリームにはビデオオーディオデータのソースパケット
が含まれる。例えば、ビデオオーディオデータのソースパケットにはヘッダーと伝送パケ
ットが含まれる。一つのソースパケットには自身にアクセスするためのアドレスの役割を
果たすソースパケット番号ＳＰＮが含まれる。そのソースパケット番号は一般に順番に番
号が割り当てられる。伝送パケットには一つのパケットＩＤ　ＰＩＤが含まれ、そのＰＩ
Ｄは伝送パケットが属する伝送パケットシーケンスを識別する。伝送パケットシーケンス
にある各伝送パケットはＰＩＤが同じである。
【００２３】
　ＣＬＩＰＩＮＦディレクトリには各Ａ／Ｖストリームファイルに連係するクリップ情報
ファイルが含まれる。クリップ情報ファイルは連係するＡ／Ｖストリームの類型、シーケ
ンス情報、プログラム情報、タイミング情報を指示する。シーケンス情報は到着時間基準
ＡＴＣシーケンスとシステム時間基準ＳＴＣシーケンスを記述する。例えば、シーケンス
情報はシーケンスの数、各シーケンスの開始と終わり時間情報、各シーケンス内の一番目
のソースパケットのアドレス、各シーケンス内の伝送パケットのＰＩＤを指示する。プロ
グラムのコンテンツが続く伝送パケットシーケンスはプログラムシーケンスと呼ばれる。
プログラム情報はプログラムシーケンスの個数、各プログラムシーケンスの開始アドレス
、プログラムシーケンス内の伝送パケットのＰＩＤを指示する。
【００２４】
　タイミング情報は特徴ポイント情報（ＣＰＩ）と呼ばれる。ＣＰＩの一形態がＥＰマッ
プである。ＥＰマップは、例えば、到着時間ＡＴＣ及び／またはシステム時間ＳＴＣを基
準にして、ソースパケットのアドレス（例えば、ソースパケットの番号）に対するタイム
スタンプを表示する。
【００２５】
　ＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリには一つ以上の再生リストファイルがある。再生リスト
は再生のためのクリップを容易に編集したり組み合わせるために導入された概念である。
再生リストファイルはクリップにある再生区間の集合であって、各再生区間は再生アイテ
ムと呼ばれる。再生リストファイルは再生リストを形成する各再生アイテムを識別し、各
再生アイテムはクリップの時間軸上の位置（例えば、ＡＴＣまたはＳＴＣ基準でプレゼン
テーションタイムスタンプ）を指すＩＮ－ｐｏｉｎｔとＯＵＴ－ｐｏｉｎｔの対である。
換言すれば、再生リストファイルは再生アイテムを識別し、各再生アイテムは一つのクリ
ップまたはその一部を指示してクリップと連係するクリップ情報ファイルを識別する。ク
リップ情報ファイルは再生アイテムをソースパケットのクリップに連結するために使われ
る。
【００２６】
　ＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリには実再生リスト（＊．ｒｐｌｓ）と仮想再生リスト（
＊．ｖｐｌｓ）が含まれる。実再生リストはクリップだけを用いてブリッジ－クリップは
用いることができない。すなわち、実再生リストはクリップの一部を参照することと見ら
れるので、概念的にディスク上でクリップの一部を参照することと同等なことと見なされ
る。仮想再生リストはクリップとブリッジ－クリップをすべて用いることができるので、
実再生リストの概念は仮想再生リストと並存しない。
【００２７】
　「ｉｎｆｏ．ｄｖｐ」ファイルは光ディスクに記録されるＡ／Ｖストリームの再生を管
理する一般的な情報を提供する一般情報ファイルであって、さらに詳細にはＰＬＡＹＬＩ
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ＳＴディレクトリにある再生リストのファイル名を識別する再生リスト目録を含む。「ｉ
ｎｆｏ．ｄｖｐ」ファイルに対しては本発明の実施形態と関連して次にさらに詳細に説明
する。
【００２８】
　図２では、本発明の実施形態によって記録媒体のデータ構造を示すだけでなく、記録媒
体の領域をも示している。例えば、一般情報ファイルは一つ以上の一般情報領域に記録さ
れ、再生リストディレクトリは一つ以上の再生リストディレクトリ領域に記録され、再生
リストディレクトリ内の各再生リストは記録媒体の一つ以上の再生リスト領域に記録され
る。図２のデータ構造を有する記録媒体に対して例示している図３に示したように、記録
媒体にはファイルシステム情報領域、データベース領域、Ａ／Ｖストリーム領域が含まれ
る。データベース領域には一般情報ファイルと再生リスト情報が記録される領域とクリッ
プ情報領域が含まれる。一般情報ファイルと再生リスト情報が記録される領域には、一般
情報ファイル領域の一般情報ファイルと、再生リスト情報領域のＰＬＡＹＬＩＳＴディレ
クトリと再生リストファイルが記録される。クリップ情報領域には、ＣＬＩＰＩＮＦディ
レクトリと、関連クリップ情報ファイルが記録される。Ａ／Ｖストリーム領域には多様な
タイトルのＡ／Ｖストリームが記録される。
【００２９】
　ビデオオーディオデータは一般に個別タイトルとして編成されている。例えば、ビデオ
オーディオデータにより表現される異なる映画は異なるタイトルとして編成される。また
、タイトルは、本がチャプターとして編成されるように様々チャプターとして編成できる
。
【００３０】
　ＢＤ－ＲＯＭのような新しい高密度記録媒体の記録容量が非常に大きいため、異なるタ
イトル、様々なバージョンのタイトル、または一タイトルの一部を格納して再生すること
ができる。例えば、異なるカメラアングルのビデオデータを記録媒体に記録したり、他の
実施形態では、タイトルに対するいろいろなバージョンまたは異なる言語と関連した一部
も記録媒体に記録することができる。また他の実施形態では、タイトルに対する監督バー
ジョンまたは映画館用バージョンも記録媒体に記録することができる。さらに、一タイト
ルの成人バージョン、青年バージョン、父母が制限できる少年バージョンなどを記録媒体
に記録することができる。各バージョンは他の再生パスを有している。このような場合の
ビデオデータは多重再生パスビデオデータと呼ばれる。多重パスビデオデータに対する前
記例に限らず、本発明は多重再生パスビデオデータのある類型またはこれらの組合せに対
しても適用することができる。後に実施形態で詳細に説明されるだろうが、本発明のデー
タ構造には、記録媒体に記録される多重再生パスビデオデータの再生を管理するためのパ
ス管理情報及び／またはナビゲーション情報が含まれる。
【００３１】
　ＢＤ－ＲＯＭのような記録媒体の物理的データ記録領域にタイトルとして記録される、
例えば、マルチストーリー、父母制限水準、多アングルデータストリームのような多重再
生パスデータストリームを複数のクリップファイルで管理することができる。例えば、図
４Ａのクリップファイル１ないし３は一つのタイトルに対応する。、そのクリップファイ
ルに記録されるＡ／ＶストリームはＭＰＥＧ－２フォーマットの伝送パケットＴＰの形態
を有する。
【００３２】
　多重パスデータストリームのＴＰには、パス（例えば、他のカメラアングル）それぞれ
に固有なパケットＩＤ　ＰＩＤがパスを識別するために含まれる。パス１に該当するクリ
ップファイル１のＴＰ（ＴＰ１）には「Ｖｉｄｅｏ_ＰＩＤ＝Ａ」と「Ａｕｄｉｏ_ＰＩＤ
＝Ｐ」情報が含まれ、パス２に該当するクリップファイル２のＴＰ（ＴＰ２）には「Ｖｉ
ｄｅｏ_ＰＩＤ＝Ｂ」と「Ａｕｄｉｏ_ＰＩＤ＝Ｒ」情報が含まれ、同様にパス３に該当す
るクリップファイル３のＴＰ（ＴＰ３）には「Ｖｉｄｅｏ_ＰＩＤ＝Ｃ」と「Ａｕｄｉｏ_
ＰＩＤ＝Ｓ」情報が含まれる。
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【００３３】
　パス１、２、３にそれぞれ該当するクリップファイル１、２、３のＴＰは、例えば、Ｂ
Ｄ－ＲＯＭのような記録媒体の物理的データ記録領域内にあるＡ／Ｖストリーム領域にイ
ンタリーブされた状態で記録される。多重再生パスに対するＴＰは、ＰＩＤをベースにし
てインタリーブされてインタリーブブロックになるが、各インタリーブブロックは少なく
とも一つのＩ－Ｐｉｃｔｕｒｅを含む。各インタリーブブロックの一番目の伝送パケット
ＴＰはＩ－Ｐｉｃｔｕｒｅが始まる伝送パケットＴＰである。
【００３４】
　クリップファイル１、２、３にそれぞれ該当するクリップ情報ファイル１、２、３には
各再生パスのＴＰに選択的にアクセスするためのサーチ情報が含まれる。例えば、図４Ａ
に示したように、各クリップ情報ファイルには一つまたはそれ以上のエントリーポイント
マップ（（ＥＰ）Ｍａｐ）が含まれる。そのＥＰマップには連係するクリップファイルに
あるＴＰのソースパケット番号（ＳＰＮ）を連結するプレゼンテーションタイムスタンプ
（ＰＴＳ）が含まれる。一実施形態において、多重再生パスデータストリームに含まれる
パスの数とＥＰマップとの間に一対一の関係がある。図４Ａの実施形態では、クリップフ
ァイル１、２、３にそれぞれ該当するＥＰマップ１、２、３は対応するクリップ情報ファ
イル１、２、３に生成されて記録される。
【００３５】
　図４Ｂでは異なるクリップファイルに対するＥＰマップの間に存在する時間整列を示し
ている。ＥＰマップは再生アイテムで指示されたように、プレゼンテーションタイムスタ
ンプをソースパケットに連結する。さらに詳細には、プレゼンテーションタイムスタンプ
はソースパケットのアドレスまたは識別子に連結される。アドレスまたは識別子はソース
パケット番号ＳＰＮである。図４Ｂにはクリップファイル１、２、３それぞれに対してプ
レゼンテーションタイムスタンプ軸に沿ったソースパケット番号でソースパケットをさら
に示している。図示したように、ＥＰマップ１、２、３それぞれのソースパケットは同じ
プレゼンテーションタイムスタンプを有する。例えば、クリップファイル１ではソースパ
ケットｘ１、クリップファイル２ではソースパケットｙ１、クリップファイル３ではソー
スパケットｚ１が同じプレゼンテーションタイムスタンプＴ１を有する。すなわち、ＥＰ
　ｍａｐ１、２、３は時間整列されている。このような時間整列のため、再生している間
に再生パスが変わってもビデオデータに対してシームレスの再生が可能になる。図４では
二つの同心円で再生パスの変化を示している。図示したように、ユーザーがソースパケッ
トｙ２の再生途中にクリップファイル２からクリップファイル１に再生パスを変えると、
ソースパケットｙ２の再生を終えた後ソースパケットｘ３が次に再生するソースパケット
になる。同様に、もしもユーザーがソースパケットｘ４の再生途中でクリップファイル１
からクリップファイル３へ再生パス（例えば、カメラアングル）を変えると、ソースパケ
ットｘ４の再生を終えた後ソースパケットｚ５が再生される。本実施形態でソースパケッ
ト番号は単に例示であるだけであって、一般に一つのクリップファイルでのソースパケッ
トは他のクリップファイルでの時間整列されたソースパケットのソースパケット番号と同
じではない。
【００３６】
　図５では本発明の実施形態による一般情報ファイル（ｉｎｆｏ．ｄｖｐ）の一部を例示
している。一般情報ファイルには「ＴａｂｌｅＯｆＰｌａｙｌｉｓｔｓ」という情報フィ
ールドがある。再生リスト目録（ＴａｂｌｅＯｆＰｌａｙｌｉｓｔｓ）には情報フィール
ドの長さとＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリにある再生リストの数が記録される。そして、
各再生リストに対して再生リスト目録には再生リストのファイル名（ＰｌａｙＬｉｓｔ_
ｆｉｌｅ_ｎａｍｅ）とパス番号が記録される。パス番号は連係する再生リストが属する
パスを指示することでパス管理情報を提供する。図４Ａと図４Ｂの実施形態において、一
つのクリップには各パスが対応する。したがって、各再生リストファイルには一つの再生
アイテムが含まれ、再生アイテムはプレーリストファイルのようなパスに連係する一つの
クリップを指摘する。しかし、本発明はここに限られない。
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【００３７】
　本発明の他の実施形態においては、再生リスト目録にはパス管理情報が含まれない。こ
の実施形態では、図６に示したように、パス管理情報が再生リストファイルとして提供さ
れる。各再生リストファイルにはファイルの長さ、再生リストを形成する再生アイテムの
個数（ｎｕｍｂｅｒ_ｏｆ_Ｐｌａｙｉｔｅｍｓ）が記録される。各再生アイテムごとに再
生アイテム情報フィールドが再生リストファイルに提供される。ここで、各再生アイテム
は再生アイテムの番号で識別される。図６に示したように、再生アイテム情報フィールド
にはフィールドの長さとパス番号（Ｐａｔｈ_ｎｕｍｂｅｒ）が含まれる。パス番号は連
係するプレーアイテムが属するパスを指示することによってパス管理情報を提供する。
【００３８】
　図７は、本発明による光ディスク記録及び再生装置に対する構成を示したものである。
Ａ／Ｖエンコーダ９は、オーディオビデオデータの入力を受けてエンコーディングして、
コーディング情報とストリーム特性情報と共にマルチプレクサ８に出力する。マルチプレ
クサ８は、例えば、ＭＰＥＧ－２伝送ストリームを生成するために、入力されたコーディ
ング情報とストリーム特性情報を基にしてエンコーディングされたオーディオビデオデー
タを多重化する。ソース・パケッタイザ７はマルチプレクサから入力された伝送パケット
を光ディスクのオーディオビデオフォーマットに合うソースパケットにパケット化する。
図７に示したように、Ａ／Ｖエンコーダ９、マルチプレクサ８、ソース・パケッタイザ７
の動作はコントローラ１０により制御される。コントローラ１０がユーザーから記録命令
を受信すると、Ａ／Ｖエンコーダ９、マルチプレクサ８、ソース・パケッタイザ７に制御
情報を送る。例えば、コントローラ１０は、Ａ／Ｖエンコーダ９に実行するエンコーディ
ング類型を指示し、マルチプレクサ８に生成する伝送ストリームを指示し、ソース・パケ
ッタイザ７にソースパケットのフォーマットを指示する。また、コントローラ１０は光デ
ィスクにソース・パケッタイザ７の出力を記録できるようにドライブ３を制御する。
【００３９】
　また、コントローラ１０は光ディスクに記録されているオーディオビデオデータの再生
を管理するためのナビゲーション管理情報を生成する。例えば、ユーザーとのインターフ
ェース（ディスクに格納されているか、イントラネットまたはインターネットを介して提
供する命令語）を介して受けた情報を基にして、コントローラ１０は光ディスクに図２、
図４、図５または図６のデータ構造を記録するようにドライブ３を制御する。
【００４０】
　再生期間に、コントローラ１０はデータ構造を再生するようにドライブ３を制御する。
すなわち、ディスクに含まれた情報とユーザーインターフェース（記録及び再生装置の操
作ボタンまたはその装置と関連した遠隔操作）を介して受けたユーザー入力を基に、コン
トローラ１０は光ディスクからオーディオビデオソースパケットを再生するようにドライ
ブ３を制御する。例えば、ユーザー入力は再生するパスを指定する。このようなユーザー
入力は、例えば、コントローラ１０にあらかじめプログラムされたＧＵＩのメニューを介
して、特定できる。ユーザー入力と光ディスクから読み出されるパス管理情報を利用して
、コントローラ１０は特定されたパスの再生を制御する。
【００４１】
　例えば、特定のパスを選択するためには、コントローラ１０は再生パスの個数を確認す
るために各再生アイテムに対する再生番号を調査して、ユーザーが再生するパスを選択で
きるようにする。パス管理情報には再生する再生パスと関連した意味ある情報を含ませる
ことができる。再生期間に、再生作動を行うために、選択されたパスに対するＥＰマップ
がアクセスされる。再生している間にユーザーがパスを変更する場合、再生されているパ
スのＥＰマップと時間的に整列された新しいパスのＥＰマップを用いて途切れずにパス変
更が行われるようできる。
【００４２】
　ソース・デパケッタイザ４は再生されたソースパケットの入力を受けてＭＰＥＧ－２伝
送パケットストリームのようなデータストリームに変換する。デマルチプレクサ５はデー



(10) JP 4418747 B2 2010.2.24

10

20

30

40

50

タストリームをエンコーディングされたビデオオーディオデータに逆多重化する。Ａ／Ｖ
デコーダ６はエンコーディングされたビデオオーディオデータをデコーディングして元の
ビデオオーディオデータにする。再生期間、ソース・デパケッタイザ４、デマルチプレク
サ５、Ａ／Ｖデコーダ６の動作は前記制御器１０により操作される。コントローラ１０が
ユーザーから再生命令を受信すると、ソース・デパケッタイザ４、デマルチプレクサ５、
Ａ／Ｖデコーダ６に制御情報を送る。例えば、コントローラ１０は、ソース・デパケッタ
イザ４にソースパケットのフォーマットを指示し、デマルチプレクサ５に逆多重化する伝
送ストリームを指示し、Ａ／Ｖデコーダ６に実行するデコーディング類型を指示する。
【００４３】
　図７には記録及び再生装置に関して示しているが、図７の構成要素一部だけで記録動作
または再生作動だけ提供する専用記録装置または専用再生装置も可能である。
【００４４】
　図８は、図２のデータ構造で使われるクリップファイル、ディスクデータ、ＥＰマップ
に対する二番目の実施形態を示したものである。前で説明したように、ＢＤ－ＲＯＭのよ
うな記録媒体の物理的データ記録領域に記録される多重パスデータストリームは複数のク
リップファイルとして管理される。例えば、図８のクリップファイル１ないし３は一つの
タイトルに該当し、クリップファイルに記録されるＡ／ＶストリームはＭＰＥＧ－２フォ
ーマットの伝送パケットＴＰの形態を有する。
【００４５】
　パス１に該当するクリップファイル１のＴＰ（ＴＰ１）には「Ｖｉｄｅｏ_ＰＩＤ＝Ａ
」と「Ａｕｄｉｏ_ＰＩＤ＝Ｐ」情報が含まれ、パス２に該当するクリップファイル２の
ＴＰ（ＴＰ２）には「Ｖｉｄｅｏ_ＰＩＤ＝Ｂ」と「Ａｕｄｉｏ_ＰＩＤ＝Ｒ」情報が含ま
れ、同様にパス３に該当するクリップファイル３のＴＰ（ＴＰ３）には「Ｖｉｄｅｏ_Ｐ
ＩＤ＝Ｃ」と「Ａｕｄｉｏ_ＰＩＤ＝Ｓ」情報が含まれる。パス１、２、３にそれぞれ該
当するクリップファイル１、２、３のＴＰは、例えば、ＢＤ－ＲＯＭのような記録媒体の
物理的データ記録領域内にあるＡ／Ｖストリーム領域にインタリーブされた状態で記録さ
れる。前で説明したように、一実施形態における異なるパスは異なるカメラアングルであ
。
【００４６】
　多重再生パスに対するＴＰはインタリーブされてインタリーブブロックになるが、各イ
ンタリーブブロックは少なくとも一つのＩ－Ｐｉｃｔｕｒｅが含まれる。各インタリーブ
ブロックの一番目の伝送パケットＴＰはＩ－Ｐｉｃｔｕｒｅが始まる伝送パケットＴＰで
ある。
【００４７】
　図８に見られるように、ＢＤ－ＲＯＭの物理的データ記録領域に一つのタイトルとして
記録される単一パスと多重パスＡ／Ｖストリームの再生制御のためのパス管理情報はクリ
ップファイルに対応するクリップ情報ファイルに記録される。
【００４８】
　例えば、パス管理情報はクリップファイル１、２、３に対応するクリップ情報ファイル
にパスシーケンス情報として記録されて管理される。前記パスシーケンス情報には、記録
セグメント、例えば記録セグメント１、２、３に対応するパスシーケンス番号（Ｐａｔｈ
_Ｓｅｑｕｅｎｃｅ_Ｎｕｍｂｅｒｓ）とビデオ／オーディオＰＩＤが含まれる。
【００４９】
　さらに詳細に見ると、一番目の記録セグメントに該当するＰａｔｈ_Ｓｅｑｕｅｎｃｅ
＃１には、この記録セグメントが一番目の再生パスに対するビデオデータだけを含むとい
うことを指す「Ｖｉｄｅｏ_ＰＩＤ＝Ａ」と「Ａｕｄｉｏ_ＰＩＤ＝Ｐ」情報が含まれ、二
番目の記録セグメントに該当するＰａｔｈ_Ｓｅｑｕｅｎｃｅ＃２には、この記録セグメ
ントが一番目、二番目、三番目の再生パスに対するビデオデータを含むということを指す
「Ｖｉｄｅｏ_ＰＩＤ＝Ａ、Ｂ、Ｃ」と「Ａｕｄｉｏ_ＰＩＤ＝Ｐ、Ｒ、Ｓ」情報が含まれ
、三番目の記録セグメントに該当するＰａｔｈ_Ｓｅｑｕｅｎｃｅ＃３には、この記録セ
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グメントのビデオデータが一番目の再生パスに対するビデオデータだけを含むということ
を指す「Ｖｉｄｅｏ_ＰＩＤ＝Ａ」と「Ａｕｄｉｏ_ＰＩＤ＝Ｐ」情報が含まれる。
【００５０】
　各パスシーケンスにはパスシーケンスにある各再生パスに対するソースパケット番号Ｓ
ＰＮが含まれる。再生パスに対するＳＰＮは再生シーケンスにある再生パスに対する一番
目のソースパケットである。
【００５１】
　パスシーケンスはそのパスシーケンスに含まれる再生パスを一つまたはそれ以上有する
ビデオデータセグメントに対応している。パスシーケンスの個数は３個に限らない。
【００５２】
　図８では、パスシーケンス情報だけでなく、記録セグメント１ないし３に記録される各
再生パスのＴＰに選択的にアクセスするための同じサーチ情報を提供する、クリップファ
イル１、２、３に対するクリップ情報ファイルを示している。例えば、同じＥＰマップが
クリップ情報ファイルにより提供される。クリップ情報ファイルに記録されるＥＰマップ
情報が一つのＥＰマップとして管理される時、異なる再生パスのＴＰのＰＴＳとＳＰＮは
異なるパスのＴＰが記録される順序と同じ順序でインタリーブされてＥＰマップに記録さ
れる。
【００５３】
　代りに、図４Ａと図４Ｂに示したように、ＥＰマップと再生パス間に一対一の対応関係
を設けることができる。図８の場合に、経路１、２、３のＴＰの集合にそれぞれ対応する
３個のＥＰマップＥＰ_ｍａｐ１、２、３はクリップ情報ファイルに生成されて記録され
る。
【００５４】
　クリップファイル１、２、３にそれぞれ該当するクリップ情報ファイル１、２、３には
各再生パスのＴＰに選択的にアクセスするためのサーチ情報が含まれる。例えば、図４Ａ
に示したように、各クリップ情報ファイルには一つまたはそれ以上のエントリーポイント
マップ（（ＥＰ）Ｍａｐ）が含まれる。そのＥＰマップには連係するクリップファイルに
あるＴＰのソースパケット番号（ＳＰＮ）を連結するプレゼンテーションタイムスタンプ
（ＰＴＳ）が含まれる。一実施形態において、多重再生パスデータストリームに含まれる
パスの数とＥＰマップとの間に一対一の関係がある。図４Ａの実施形態において、クリッ
プファイル１、２、３にそれぞれ該当するＥＰマップ１、２、３は対応するクリップ情報
ファイル１、２、３に生成されて記録される。
【００５５】
　図７の記録及び再生装置は、図８の実施形態に対して、図４Ａと図４Ｂで説明したのと
同様に作動する。しかし、他の再生方法も可能であって、本発明はそれに限定されない。
例えば、クリップ情報ファイル内のパスシーケンス情報形態のパス管理情報を、多重再生
パスビデオデータの再生を管理するために読み出して使用することができる。コントロー
ラ１０は各パスシーケンスのＰＩＤを調査して再生パスの個数を確認して、ユーザーが再
生パスを選択できるようにする。もし、一つのＥＰマップが提供されれば、コントローラ
１０は、選択された再生パスに適合するクリップファイルを再生するために、選択された
パスのＥＰマップとＰＩＤを用いる。もし、各再生パスに対するＥＰマップが提供されれ
ば、選択された再生パスに対するクリップファイルを再生するために、選択された再生パ
スに該当するＥＰマップが使われる。再生しているときにユーザーがパスを変更する場合
、再生されているパスのＥＰマップと時間的に整列された新しいパスのＥＰマップを用い
て途切れずにパス変更が行われる。
【００５６】
　図９は、本発明による記録媒体のファイルまたはデータ構造に対する他の実施形態を示
したものである。図示したようにこの実施形態においては、ＤＶＰディレクトリには一つ
のＴＩＴＬＥディレクトリがある。ＴＩＴＬＥディレクトリには記録媒体に記録されるビ
デオデータの各タイトルに対する一般情報ファイル（＊．ｔｔｌ）が含まれる。例えば、
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監督のカットタイトルと映画館用タイトルが記録媒体に提供され、一般情報ファイル（ｉ
ｎｆｏ．ｔｔｌ）が各タイトルに対して提供されることができる。一般情報ファイル（＊
．ｔｔｌ）は、後に詳細に説明される追加的な情報フィールドを除いては、図２で説明し
た一般情報ファイル（ｉｎｆｏ．ｄｖｐ）と同じである。図９に示したように、ＤＶＰデ
ィレクトリには一つのＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリ、ＣＬＩＰＩＮＦディレクトリ、Ｓ
ＴＲＥＡＭディレクトリがある。図２でのように、図９は記録媒体の領域をも示しており
、図１０はこのような領域を含む記録媒体の実施形態を示したものである。図１０は、後
に詳細に説明されるナビゲーション制御情報が格納されるナビゲーション領域が含まれる
一般情報ファイルと再生リスト情報領域を除いては、前で叙述した図３と同じである。図
１０には一つのナビゲーション領域があるが、二つ以上のナビゲーション領域があっても
よい。
【００５７】
　図１１は、本発明の実施形態による、タイトルに対する一般情報ファイル（ｉｎｆｏ．
ｔｔｌ）の一部を詳細に示したものである。この一般情報ファイルには再生リストシーケ
ンサ（ＰｌａｙＬｉｓｔ_Ｓｅｑｕｅｎｃｅｒ）というナビゲーション制御情報またはオ
ブジェクトが含まれる。再生リストシーケンサには情報フィールドの長さ、再生リストシ
ーケンサの類型、再生リストの個数が記録される。類型フィールドには再生リストシーケ
ンサの属性が提供される。例えば、類型フィールドにあるフラッグは再生リストシーケン
サがコマンドまたはユーザーの操作によりレジュ－ムが可能であるか否かを指示する。他
の実施形態では、類型フィールドのフラッグは再生リストシーケンサがタイトルサーチ動
作中にアクセスすることができるか否かを指示する。多くの属性を類型フィールドで指定
することができる。
【００５８】
　各プレーリストに対して再生リストシーケンサ（ＰｌａｙＬｉｓｔ_Ｓｅｑｕｅｎｃｅ
ｒ）には、再生用の再生リストのファイル名（ＰｌａｙＬｉｓｔ_ｆｉｌｅ_ｎａｍｅ）、
パス番号（Ｐａｔｈ_ｎｕｍｂｅｒ）、再生リストのプロパティが含まれる。再生リスト
ファイル名はナビゲーションの方向を提供し、パス番号は、連係する再生リストが属する
パスをを指定することによってパスまたはナビゲーション管理情報を提供する。プロパテ
ィは再生リストに対する特定機能を指示することができる。
【００５９】
　図１２ないし１４は、図１１のデータ構造を用いてナビゲーション制御を構成する他の
方法を絵として表現したものである。前で説明したように、ＢＤ－ＲＯＭのような記録媒
体のＡ／Ｖストリーム領域に記録される多重パスデータストリームは複数のクリップファ
イルとして管理される。複数のクリップファイルは一つのタイトルファイルに対応する再
生リストシーケンサにより異なる経路に割り当てられる複数の再生リストファイルに連係
させられる。。
【００６０】
　図１２に示したように、経路ｍとｎ（Ｐａｔｈ＃ｍ、Ｐａｔｈ＃ｎ）に対する一つの共
通パス（Ｐａｔｈ＃ｍ／ｎ）に割り当てられたクリップファイル１と２（Ｃｌｉｐ＃１、
Ｃｌｉｐ＃２）は再生リスト１（ＰｌａｙＬｉｓｔ＃１）に連係され、パスｍ（Ｐａｔｈ
＃ｍ）に割り当てられたクリップファイル３（Ｃｌｉｐ＃３）は再生リスト２（Ｐｌａｙ
Ｌｉｓｔ＃２）に連係し、パスｎ（Ｐａｔｈ＃ｎ）に割り当てられたクリップファイル４
（Ｃｌｉｐ＃４）は再生リスト３（ＰｌａｙＬｉｓｔ＃３）に連係され、一つの共通パス
（Ｐａｔｈ＃ｍ／ｎ）に割り当てられたクリップファイル５（Ｃｌｉｐ＃５）は再生リス
ト４（ＰｌａｙＬｉｓｔ＃４）に連係される。
【００６１】
　５個のクリップファイルに連係する再生リストは、パスシーケンサにより指定されるパ
ス番号情報（Ｐａｔｈ_ｎｕｍｂｅｒ）を基にして、特定パスｍまたはｎを再生するため
に選択される。再生リストシーケンサは一つのタイトルファイルに対応するナビゲーショ
ン制御情報を提供する。多重パス区間において、パスがｍである場合再生リスト２（Ｐｌ
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ａｙＬｉｓｔ＃２）が選択され、パスがｎである場合再生リスト３（ＰｌａｙＬｉｓｔ＃
３）が選択される。
【００６２】
　言い換えると、もし、パスｍ（Ｐａｔｈ＃ｍ）が選択されると、再生リストシーケンサ
により再生リスト１、２、４が選択され、クリップファイル１、２、３、５が連続的に再
生される。もし、パスｎ（Ｐａｔｈ＃ｎ）が選択されると、再生リストシーケンサにより
再生リスト１、３、４が選択され、クリップファイル１、２、４、５が連続的に再生され
る。
【００６３】
　ビデオデータの多重パス区間、すなわちクリップファイル３と４のＡ／Ｖストリームは
、分離されて記録される代わり、相互にインタリーブされた状態で記録されてもよい。
【００６４】
　図１３に示したように、再生リストシーケンサは、ユーザーによりクリップの再生順序
が編集された仮想プレーリストを参照できる。前で説明したように、ＢＤ－ＲＯＭのよう
な記録媒体のＡ／Ｖストリーム領域に記録される多重パスデータストリームは複数のクリ
ップファイルとして管理される。複数のクリップファイルは複数の実及び／または仮想再
生リストファイルと連係されるが、複数の実及び／または仮想プレーリストファイルは一
つのタイトルファイルに対応する再生リストシーケンサにより異なるパスに割り当てられ
る。
【００６５】
　図１３に示したように、クリップファイル１、２、６は一つの共通パス（Ｐａｔｈ＃ｍ
／ｎ／ｐ）に割り当てられ、クリップファイル３はパスｍ（Ｐａｔｈ＃ｍ）に割り当てら
れ、クリップファイル４はパスｎ（Ｐａｔｈ＃ｎ）に割り当てられ、クリップファイル５
はパスｐ（Ｐａｔｈ＃ｐ）に割り当てられる。また、クリップファイル１ないし６はユー
ザーの編集により作られた３個の仮想再生リストにそれぞれ連係される。
【００６６】
　６個のクリップファイルに連係する仮想プレーリストは特定のパスｍ、ｎ、またはｐを
再生するために再生リストシーケンサにより選択される。再生リストシーケンサは一つの
タイトルファイルに対応するナビゲーション制御情報（例えば、ナビゲーション方向）を
提供する。すなわち、再生リストシーケンサは再生する再生リストの方向を提供する。
【００６７】
　もし、パスｍ（Ｐａｔｈ＃ｍ）が選択されると、再生リストシーケンサにより選択され
た仮想再生リスト１から得たパス情報（Ｐａｔｈ_ｎｕｍｂｅｒ）を基礎にして、クリッ
プファイル１、２、３、６が連続的に再生される。もし、パスｎ（Ｐａｔｈ＃ｎ）が選択
されると、再生リストシーケンサによる仮想再生リスト２の選択を介して、クリップファ
イル１、２、４、６が連続的に再生され、また、もし、パスｐ（Ｐａｔｈ＃ｐ）が選択さ
れると、再生リストシーケンサによる仮想再生リスト３の選択を介して、クリップファイ
ル１、２、５、６が連続的に再生される。
【００６８】
　言い換えると、ビデオデータの多重パス区間において、仮想再生リスト１が選択される
とパスｍと関連するクリップファイル３が再生され、仮想再生リスト２が選択されるとパ
スｎと関連するクリップファイル４が再生され、仮想プレーリスト３が選択されるとパス
ｐと関連するクリップファイル５が再生される。
【００６９】
　したがって、上の実施形態では仮想再生リストの選択は多重再生データストリームのう
ちから特定のパスを選択するものである。しかし、この実施形態は実再生リストを利用し
て実装することもでき、実再生リストと仮想プレーリストを組み合わせて実装することも
できる。
【００７０】
　この実施形態において、多重パス区間、すなわちクリップファイル３、４、５のＡ／Ｖ
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ストリームを、分離させて記録する代わり、相互にインタリーブされた状態で記録するこ
ともできる。
【００７１】
　一般情報ファイルには、図１１に示したように、一つの再生リストシーケンサを含ませ
てもよい。図１４の例では、それぞれ異なるパスｍ、ｎ、ｐに属する再生リスト２、３、
４が一つの再生リストシーケンサに含まれている。また、一般情報ファイルに各タイトル
に対する再生リストシーケンサを含ませることもできる。図１５にはこの実施形態による
再生リストシーケンサを図示しているが、再生リストシーケンサにはタイトルの各再生パ
スが設けられている。
【００７２】
　図１５は、再生リストシーケンサ（ＰｌａｙＬｉｓｔ_Ｓｅｑｕｅｎｃｅｒ）と呼ばれ
るナビゲーション制御情報フィールドを一つまたはそれ以上含む一般情報ファイル（ｉｎ
ｆｏ．ｔｔｌ）の一部を示している。各再生リストシーケンサには、情報フィールドの長
さ、再生リストシーケンサーの類型、再生リストシーケンサーのパス番号（Ｐａｔｈ＿ｎ
ｕｍｂｅｒ）、再生リストの個数が記録される。類型フィールドには再生リストシーケン
サに対する属性が提供される。例えば、類型フィールドにあるフラグは再生リストシーケ
ンサがコマンドまたはユーザーの操作によりレジュ－ムが可能であるか否かを指示する。
他の実施形態では、類型フィールドのフラグは再生リストシーケンサがタイトルのサーチ
動作中にアクセスすることができるか否かを指示する。多数の属性を類型フィールドに指
定することができる。
【００７３】
　各再生リストに対して、再生リストシーケンサ（ＰｌａｙＬｉｓｔ_Ｓｅｑｕｅｎｃｅ
ｒ）には、再生する再生リストを識別する再生リストのファイル名（ＰｌａｙＬｉｓｔ_
ｆｉｌｅ_ｎａｍｅ）と再生リストのプロパティが含まれる。パス番号は、再生リストシ
ーケンサがナビゲーション制御情報を提供するパスをしていすることで、パスまたはナビ
ゲーション管理情報を提供する。プロパティは再生リストに対する特定の機能を指示する
ことができる。
【００７４】
　図１６は、図１５のデータ構造を用いてナビゲーション制御を構成する方法を絵として
表現したものである。図１６の例には３個の再生リストシーケンサがある。再生リストシ
ーケンサ１（ＰｌａｙＬｉｓｔＳｅｑｕｅｎｃｅｒ＃１）には、パスｍ、ｎ、ｐに共通に
関連する再生リスト１、パスｍに関連するプレーリスト２、パスｍ、ｎ、ｐに共通に関連
する再生リスト５が含まれる。再生リストシーケンサ２（ＰｌａｙＬｉｓｔＳｅｑｕｅｎ
ｃｅｒ＃２）には、再生リスト１、パスｎに関連する再生リスト３、再生リスト５が含ま
れ、プレーリストシーケンサー３（ＰｌａｙＬｉｓｔＳｅｑｕｅｎｃｅｒ＃３）には、プ
レーリスト１、パスｐに関連するプレーリスト４、プレーリスト５が含まれる。
【００７５】
　図７の記録及び再生装置を、図９ないし図１６で説明したデータ構造を有する記録媒体
の実施形態に対して記録し、再生するのにも適用することができる。図７の記録及び再生
装置は、ＢＤ－ＲＯＭのような記録媒体に図９ないし図１６のデータ構造を記録する時、
図４Ａと図４Ｂで説明したことと同様に作動する。また、図７の記録及び再生装置による
再生も、再生リストシーケンサまたはシーケンサが再生され、ビデオデータの再生を制御
するためにナビゲーション管理情報が使われることを除いては、実質的に同じである。
【００７６】
　例えば、一つの実施形態において、コントローラ１０が、再生リストシーケンサで再生
リストに対して提供されるパスの番号を調査することによって、再生パスの個数を確認し
、ユーザーが再生パスを選択できるようにする。パス管理情報には再生する再生パスに関
する意味ある情報を含ませて、ユーザーが経路を容易に選択できるようにすることができ
る。コントローラ１０は選択されたパスと連係する再生リストシーケンサが指示する再生
リストを再生する。すなわち、選択されたパスと連係する再生リストシーケンサにある再
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生リストを再生する。
【００７７】
　他の実施形態では、コントローラ１０は、記録媒体に記録される一般情報ファイル（ｉ
ｎｆｏ．ｔｔｌ）の個数を調査することによって、記録媒体に記録されるタイトルの個数
を確認して、ユーザーが再生するタイトルを選択できるようにする。各タイトルに対する
一般情報ファイルには連係するタイトルに関する情報が含まれ、コントローラ１０は、ユ
ーザーがタイトルを容易に選択できるように、タイトルに関する情報を提供することがで
きる。コントローラ１０は、記録媒体に記録されたビデオデータを再生するために、選択
されたタイトルと連係する再生リストシーケンサを利用する。選択されたタイトルの再生
リストシーケンサーは、再生する再生リストを指示することによって、選択されたタイト
ルのビデオデータに関するナビゲーション方向を提供する。
【００７８】
　図１１ないし図１６で説明される実施形態を図９のデータ構造に適用することができる
。しかし、このような実施形態は図２のデータ構造にも適用できる。
【００７９】
　したがって、前記のように構成される本発明は、多重再生パスをベースにしてビデオデ
ータのナビゲーション再生を管理及び／または制御できるようにすることによって、ユー
ザーの嗜好や便宜に合せてビデオデータを再生できる柔軟性を提供する。
【００８０】
　以上、前述した本発明の望ましい実施形態は例示の目的のために開示されたものであっ
て、ＢＤ－ＲＯＭ以外の他の光ディスクにも拡大適用が可能であり、また当業者ならば以
下添付された特許請求範囲に開示された本発明の技術的思想とその技術的範囲内において
、多様な他の実施形態を改良、変更、代替または付加などが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】再起録可能ブルーレイディスク（ＢＤ－ＲＥ）の規格による再起録可能光ディス
クのファイルまたはデータ構造を示したものである。
【図２】本発明による記録媒体のファイルまたはデータ構造に対する実施形態を示したも
のである。
【図３】図２のデータ構造を有する記録媒体に対する実施形態を示したものである。
【図４Ａ】図２のデータ構造で使われるクリップファイル、ディスクデータ、及びＥＰマ
ップに対する一番目実施形態を示したものである。
【図４Ｂ】相異なるクリップファイルに対するＥＰマップ間に存在する時間整列を示した
ものである。
【図５】図２のデータ構造で使われる再生経路管理情報に対するデータ構造に対する二番
目と三番目実施形態を示したものである。
【図６】図２のデータ構造で使われる再生経路管理情報に対するデータ構造に対する二番
目と三番目実施形態を示したものである。
【図７】本発明による光ディスク記録及び再生装置に対する構成を示したものである。
【図８】図２のデータ構造で使われるクリップファイル、ディスクデータ、及びＥＰマッ
プに対する二番目実施形態を示したものである。
【図９】本発明による記録媒体のファイルまたはデータ構造に対する他の実施形態を示し
たものである。
【図１０】図９のデータ構造を有する記録媒体に対する実施形態を示したものである。
【図１１】図９のデータ構造と共に使われるナビゲーション制御に対するデータ構造に対
する実施形態を示したものである。
【図１２】図１１のデータ構造を用いてナビゲーション制御を構成する他の方法を絵とし
て表現したものである。
【図１３】図１１のデータ構造を用いてナビゲーション制御を構成する他の方法を絵とし
て表現したのである。
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【図１４】図１１のデータ構造を用いてナビゲーション制御を構成する他の方法を絵とし
て表現したものである。
【図１５】図９のデータ構造と共に使われるナビゲーション制御に対するデータ構造に対
する他の実施形態を示したものである。
【図１６】図１５のデータ構造を用いてナビゲーション制御を構成する方法を絵として表
現したものである。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】 【図５】

【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】

【図１６】
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