
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

　
　
　

【請求項２】
　

　
　

　

【請求項３】
　

【請求項４】
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記録媒体に記録された映像情報を索引情報に基づいて検索して再生する映像情報再生装
置において、

上記映像情報の再生を制御する遠隔制御装置を備えており、
上記遠隔制御装置は、上記索引情報を記憶するための不揮発性記憶手段と、
上記不揮発性記憶手段に記憶された上記索引情報を表示手段に表示する表示制御手段と

を有していることを特徴とする映像情報再生装置。

記録媒体に記録された映像情報を索引情報に基づいて検索して再生する映像情報再生装
置において、

上記映像情報の再生を制御する遠隔制御装置を備えており、
上記遠隔制御装置は、上記索引情報を記憶すべく映像情報再生装置本体と別体に設けら

れた不揮発性記憶手段にアクセスするアクセス手段と、
上記不揮発性記憶手段に記憶された上記索引情報を上記アクセス手段を介して取得して

表示手段に表示する表示制御手段とを有していることを特徴とする映像情報再生装置。

上記索引情報を上記不揮発性記憶手段に記憶させる記憶制御手段を備えていることを特
徴とする請求項１または２のいずれか１項に記載の映像情報再生装置。



　

【請求項５】
　

【請求項６】
　

【請求項７】
　

【請求項８】
　

【請求項９】
　

【請求項１０】
　

【請求項１１】
　

【請求項１２】
　

　

　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、記録媒体に記録された映像情報の再生をする映像情報再生装置および遠隔制
御装置に関するものであって、より詳細には、例えば光ディスクに記録された映像情報の
再生をする光ディスク再生装置および遠隔制御装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　記録媒体に記録された映像情報の再生をする映像情報再生装置の一例として、光ディス
クに記録された映像情報の再生をする光ディスク再生装置がある。
【０００３】
　この光ディスクの一例として、圧縮された映像信号および音声信号からなるビットスト
リームが記録されたＤＶＤ (Digital Video Disc, Digital Versatile Disc)ディスクがあ
る。このＤＶＤディスクに記録された情報を読み取り、映像信号および音声信号に復号し
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上記索引情報は、上記映像情報の題名を示すタイトル情報を含んでいることを特徴とす
る請求項１ないし３のいずれか１項に記載の映像情報再生装置。

上記索引情報は、上記映像情報における任意の一場面の静止画像であるガイド画像を含
んでいることを特徴とする請求項４に記載の映像情報再生装置。

上記索引情報は、上記映像情報における複数の場面の静止画像であるシーン画像を含ん
でいることを特徴とする請求項５に記載の映像情報再生装置。

上記表示制御手段は、上記不揮発性記憶手段に記憶された上記タイトル情報および上記
ガイド画像を、一覧にして上記表示手段に表示することを特徴とする請求項６に記載の映
像情報再生装置。

上記表示手段に表示された上記タイトル情報および上記ガイド画像から、所望のタイト
ル情報またはガイド画像の少なくても一方が選択されると、上記選択されたタイトル情報
またはガイド画像に応じた上記映像情報の再生をする再生制御手段を備えていることを特
徴とする請求項７に記載の映像情報再生装置。

上記表示制御手段は、上記表示手段に表示された上記タイトル情報および上記ガイド画
像から、所望のタイトル情報またはガイド画像の少なくても一方が選択されると、上記選
択されたタイトル情報またはガイド画像に応じた上記シーン画像を一覧にして上記表示手
段に表示することを特徴とする請求項７に記載の映像情報再生装置。

上記表示手段に表示された上記シーン画像から、所望の場面に対応するシーン画像が選
択されると、上記選択されたシーン画像に応じた場面より、上記映像情報の再生をする再
生制御手段を備えていることを特徴とする請求項９に記載の映像情報再生装置。

上記記録媒体は光ディスクであることを特徴とする請求項１ないし１０のいずれか１項
に記載の映像情報再生装置。

記録媒体に記録された映像情報を索引情報に基づいて検索して再生する映像情報再生装
置を制御するための遠隔制御装置において、

上記索引情報を記憶すべく映像情報再生装置本体と別体に設けられた不揮発性記憶手段
にアクセスするアクセス手段と、

上記不揮発性記憶手段に記憶された上記索引情報を上記アクセス手段を介して取得して
表示手段に表示する表示制御手段とを備えていることを特徴とする遠隔制御装置。



て再生をする光ディスク再生装置として、ＤＶＤプレーヤがある。
【０００４】
　ＤＶＤプレーヤによるＤＶＤディスクの再生は、以下のように行われる。
【０００５】
　ＤＶＤディスクには、圧縮された映像信号および音声信号などの情報とともに、これら
の情報のＤＶＤディスク上における記録位置を示すヘッダ情報が記録されている。
【０００６】
　このヘッダ情報は、位置情報、時間間隔情報、および位置情報数からなる。位置情報は
、時間間隔情報で指定された時間間隔ごとの、映像情報および画像情報が記録されている
、ディスク上における記録位置（アドレス）を示す。また、位置情報数は、ヘッダ情報に
含まれている位置情報の数を示す。
【０００７】
　そして、ＤＶＤプレーヤが再生を行う際には、まずＤＶＤディスクから上述のヘッダ情
報を読み取り、その後にこれを用いて所望のアドレスにアクセスして圧縮された映像情報
および画像情報を読み出す。そして、この映像情報および画像情報を復号して、表示画面
に再生をする。
【０００８】
　このようなＤＶＤプレーヤに関して、再生の際に所望の映像シーンを容易に検索するた
めに、例えば特開２００１－４５４２３号公報においては、以下のような技術が開示され
ていた。
【０００９】
　上記公報記載のＤＶＤプレーヤは、まずＤＶＤディスクからヘッダ情報を読み出す。次
に、映像シーンを検索する旨の指示がなされると、ヘッダ情報を用いて、例えば所定の時
間間隔ごとの映像データをそれぞれ静止画像としてＤＶＤディスクから読み出す。
【００１０】
　次に、得られた複数の静止画像の表示サイズを縮小する。そして、縮小された各静止画
像を一つの画像に合成して、表示画面に合成静止画像を表示する。すなわち、画面中には
、所定の時間間隔ごとの映像データを静止画像としたものが表示される。
【００１１】
　また、上記ＤＶＤプレーヤは、例えば上記合成静止画像から一つの静止画像が選択され
ると、ＤＶＤディスクにおける対応する記録位置（アドレス）にアクセスして、その選択
された画像に対応する映像シーンからＤＶＤディスクの再生を行うようになっている。
【００１２】
　したがって、この静止画像を参照して、所望の映像シーンの検索を容易にできる。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、上記特開２００１－４５４２３号公報に記載の技術においては、得られ
た合成静止画像の情報は、ＤＶＤプレーヤの電源のオフとともに消去されてしまうので、
映像シーンの検索が困難になるという問題を生ずる。
【００１４】
　すなわち、上記特開２００１－４５４２３号公報に記載の技術においては、上記合成静
止画像が映像合成手段（ビデオミキサー）内のメモリに格納されるため、ＤＶＤプレーヤ
の電源をオフすることにより、上記合成静止画像も失われてしまう。
【００１５】
　このため、例えばその後に再び再生をするときには、上記合成静止画像を参照すること
ができず、映像シーンの検索が困難になるという問題を生ずる。
【００１６】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、記録媒体に記録さ
れた映像情報を容易に検索することのできる映像情報再生装置を提供することにある。
【００１７】
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【課題を解決するための手段】
　本発明に係る映像情報再生装置は、上記課題を解決するために、記録媒体に記録された
映像情報を索引情報に基づいて検索して再生する映像情報再生装置において、上記索引情
報を記憶するための不揮発性記憶手段と、上記不揮発性記憶手段に記憶された上記索引情
報を表示手段に表示する表示制御手段とを備えていることを特徴としている。
【００１８】
　ここで、記録媒体とは、例えば光ディスクやハードディスクなどの媒体であり、特に限
定はない。
【００１９】
　また、映像情報とは、例えば記録媒体としてのＤＶＤディスクに記録されている圧縮さ
れた映像信号および音声信号である。
【００２０】
　この、映像情報の形式（フォーマット）としては、例えばＭＰＥＧ－２による動画に限
るものではなく、所定の指示によって画像情報が表示されるものであればよい。例えば、
所定の指示によって画像情報の表示をするプログラムであっても、映像情報に含まれる。
【００２１】
　また、索引情報とは、映像情報の検索に用いるための情報であって、例えばＤＶＤディ
スクのタイトルおよび映像データの静止画像のように、記録媒体としてのＤＶＤディスク
に記録された上記映像情報から抽出できる情報を意味する。
【００２２】
　また、索引情報は、上記構成に限るものではなく、例えば、上記映像情報からは抽出さ
れない、映像情報再生装置の使用者によって作成される情報であってもよい。
【００２３】
　また、上記索引情報は、所望の情報が記録されている記録媒体上の記録位置（アドレス
）を含んでいてもよい。
【００２４】
　また、不揮発性記憶手段とは、例えば、フラッシュメモリのような半導体メモリ、ＭＲ
ＡＭのような磁気メモリ、ＦｅＲＡＭのような強誘電体メモリを意味する。また、不揮発
性記憶手段はハードディスクであってもよい。不揮発性記憶手段に記録された情報は、上
記映像情報再生装置の電源がオフされた場合でも保持される。
【００２５】
　また、表示手段とは、記録媒体に記録された映像情報を表示して再生を行うためのもの
に限らず、例えば映像情報再生装置の動作状態を表示する液晶パネルであってもよい。
【００２６】
　また、この表示手段は、映像情報再生装置に一体として取り付けられている表示パネル
であってもよいし、また外付けの表示パネルであってもよい。
【００２７】
　上記映像情報再生装置は、不揮発性記憶手段にアクセスして、記憶された索引情報を読
み出す。そして、この索引情報を表示手段に表示する。
【００２８】
　したがって、上記映像情報再生装置によれば、例えば映像情報再生装置の電源のオフ後
に再びオンされた後であっても、上記不揮発性記憶手段にアクセスし、記憶された索引情
報を表示するので、この索引情報を参照して、記録媒体に記録された映像情報の検索を容
易に行うことができる。
【００２９】
　また、作成した索引情報を、映像情報再生装置の電源のオフ後も保持するので、作成し
た索引情報を無駄に消去しない。
【００３０】
　なお、上記構成において、索引情報は、例えば映像情報再生装置の使用者の指示によっ
て映像情報の再生中に不揮発性記憶手段に記録されたものであってもよいし、そうでない
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場合であってもよい。すなわち、例えばインターネットを介して不揮発性記憶手段にダウ
ンロードしたものであってもよい。
【００３１】
　したがって、例えば、インターネットを介してダウンロードした索引情報を表示して検
索を容易にすることができる。又、例えば、以前の再生の際に不揮発性記憶手段に記憶さ
せた索引情報を表示して検索を容易にすることもできる。
【００３２】
　よって、記録媒体に記録された映像情報を容易に検索することのできる映像情報再生装
置を提供することができる。
【００３３】
　本発明に係る映像情報再生装置は、上記課題を解決するために、記録媒体に記録された
映像情報を索引情報に基づいて検索して再生する映像情報再生装置において、上記索引情
報を記憶すべく映像情報再生装置本体と別体に設けられた不揮発性記憶手段にアクセスす
るアクセス手段と、上記不揮発性記憶手段に記憶された上記索引情報を上記アクセス手段
を介して取得して表示手段に表示する表示制御手段とを備えていることを特徴としている
。
【００３４】
　ここで、アクセス手段とは、例えば、交換可能な不揮発性記憶手段と接続するための内
部バス、または、外付けの不揮発性記憶手段と接続するためのＵＳＢインターフェースを
意味する。
【００３５】
　上記映像情報再生装置は、アクセス手段を介して不揮発性記憶手段にアクセスして、記
憶された索引情報を読み出す。そして、この索引情報を表示手段に表示する。
【００３６】
　したがって、上記映像情報再生装置によれば、例えば映像情報再生装置の電源のオフ後
に再びオンされた後であっても、上記不揮発性記憶手段にアクセスし、記憶された索引情
報を表示するので、この索引情報を参照して、記録媒体に記録された映像情報の検索を容
易に行うことができる。
【００３７】
　また、上記構成において、上記不揮発性記憶手段は、上記映像情報再生装置または外付
けの記録デバイスに着脱可能であってもよい。したがって、例えば、アクセスする不揮発
性記憶手段に記憶された索引情報に所望の情報が含まれていない場合であっても、上記不
揮発性記憶手段を交換することによって、所望の索引情報を表示して、検索できる。
【００３８】
　また、後述するように、上記構成において、上記索引情報を上記不揮発性記憶手段に記
憶させる記憶再生手段が備えられている構成であってもよい。上記構成によれば、例えば
、上記不揮発性記憶手段の容量が一杯となり、新たな書き込みができなくなった場合であ
っても、上記不揮発性記憶手段を交換することによって、新たな索引情報を不揮発性記憶
手段に記憶させることができる。また、上記不揮発性記憶手段に記憶された索引情報を消
去する必要がない。
【００３９】
　なお、上記構成において、索引情報は、例えば映像情報再生装置の使用者の指示によっ
て映像情報の再生中に不揮発性記憶手段に記録されたものであってもよいし、そうでない
場合であってもよい。すなわち、例えばインターネットを介して不揮発性記憶手段にダウ
ンロードしたものであってもよい。
【００４０】
　また、アクセス手段としては、上記の内部バスやＵＳＢインターフェースに限るもので
はない。不揮発性記憶手段にアクセスして記憶された索引情報の読み出しを行うことので
きるインターフェースであればよい。
【００４１】
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　本発明に係る映像情報再生装置は、上記課題を解決するために、記録媒体に記録された
映像情報を索引情報に基づいて検索して再生する映像情報再生装置において、上記映像情
報の再生を制御する遠隔制御装置を備えており、上記遠隔制御装置は、上記索引情報を記
憶するための不揮発性記憶手段と、上記不揮発性記憶手段に記憶された上記索引情報を表
示手段に表示する表示制御手段とを有していることを特徴としている。
【００４２】
　ここで、遠隔制御装置とは、上記映像情報再生装置における映像情報の再生を制御する
ためのものであり、例えば映像情報再生装置がＤＶＤプレーヤである場合にはＤＶＤプレ
ーヤのリモートコントローラ（リモコン）に相当する。
【００４３】
　上記映像情報再生装置は、不揮発性記憶手段にアクセスして、記憶された索引情報を読
み出す。そして、この索引情報を表示手段に表示する。
【００４４】
　したがって、上記不揮発性記憶手段にアクセスし、記憶された索引情報を表示するので
、記録媒体に記録された映像情報の検索を容易に行うことができる。
【００４５】
　なお、上記構成において、索引情報は、例えば映像情報再生装置の使用者の指示によっ
て映像情報の再生中に不揮発性記憶手段に記録されたものであってもよいし、そうでない
場合であってもよい。すなわち、例えばインターネットを介して不揮発性記憶手段にダウ
ンロードしたものであってもよい。
【００４６】
　また、表示手段とは、記録媒体に記録された映像情報を表示して再生を行うためのもの
に限らず、例えば映像情報再生装置の動作状態を表示する液晶パネルであってもよい。
【００４７】
　また、この表示手段は、遠隔制御装置に一体として取り付けられている表示パネルであ
ってもよいし、また外付けの表示パネルであってもよい。
【００４８】
　また、上記遠隔制御装置とは、いわゆるリモコンに限るものではなく、上記映像情報再
生装置における映像情報の再生を制御することができる端末であればよい。また、この遠
隔制御装置は、映像情報再生装置の制御のみならず、その他の機能を備えていてもよい。
【００４９】
　すなわち、例えば、遠隔制御装置としての携帯電話またはＰＤＡ (Personal Digital As
sistants)が、映像情報再生装置としてのパーソナルコンピュータにおける映像情報の再
生を制御する構成であってもよい。
【００５０】
　本発明に係る映像情報再生装置は、上記課題を解決するために、記録媒体に記録された
映像情報を索引情報に基づいて検索して再生する映像情報再生装置において、上記映像情
報の再生を制御する遠隔制御装置を備えており、上記遠隔制御装置は、上記索引情報を記
憶すべく映像情報再生装置本体と別体に設けられた不揮発性記憶手段にアクセスするアク
セス手段と、上記不揮発性記憶手段に記憶された上記索引情報を上記アクセス手段を介し
て取得して表示手段に表示する表示制御手段とを有していることを特徴としている。
【００５１】
　ここで、遠隔制御装置とは、上記映像情報再生装置における映像情報の再生を制御する
ためのものであり、例えば映像情報再生装置がＤＶＤプレーヤである場合にはＤＶＤプレ
ーヤのリモートコントローラ（リモコン）に相当する。
【００５２】
　また、アクセス手段とは、例えば、交換可能な不揮発性記憶手段と接続するための内部
バス、または、外付けの不揮発性記憶手段と接続するためのＵＳＢインターフェースを意
味する。
【００５３】

10

20

30

40

50

(6) JP 3886822 B2 2007.2.28



　上記映像情報再生装置は、アクセス手段を介して不揮発性記憶手段にアクセスして、記
憶された索引情報を読み出す。そして、この索引情報を表示手段に表示する。
【００５４】
　したがって、上記不揮発性記憶手段にアクセスし、記憶された索引情報を表示するので
、記録媒体に記録された映像情報の検索を容易に行うことができる。
【００５５】
　また、上記構成において、上記不揮発性記憶手段は、上記遠隔制御装置または上記遠隔
制御装置に外付けされる記録デバイスに着脱可能であってもよい。したがって、例えば、
アクセスする不揮発性記憶手段に記憶された索引情報に所望の情報が含まれていない場合
であっても、上記不揮発性記憶手段を交換することによって、所望の索引情報を表示して
、検索できる。
【００５６】
　また、後述するように、上記構成において、上記索引情報を上記不揮発性記憶手段に記
憶させる記憶再生手段が備えられている構成であってもよい。上記構成によれば、例えば
、上記不揮発性記憶手段の容量が一杯となり、新たな書き込みができなくなった場合であ
っても、上記不揮発性記憶手段を交換することによって、新たな索引情報を不揮発性記憶
手段に記憶させることができる。また、上記不揮発性記憶手段に記憶された索引情報を消
去する必要がない。
【００５７】
　また、上記構成によれば、手元にある遠隔制御装置において不揮発性記憶手段を交換す
ることができるので、不揮発性記憶手段の交換が容易となる。
【００５８】
　なお、上記構成において、索引情報は、例えば映像情報再生装置の使用者の指示によっ
て映像情報の再生中に不揮発性記憶手段に記録されたものであってもよいし、そうでない
場合であってもよい。すなわち、例えばインターネットを介して不揮発性記憶手段にダウ
ンロードしたものであってもよい。
【００５９】
　また、表示手段とは、記録媒体に記録された映像情報を表示して再生を行うためのもの
に限らず、例えば映像情報再生装置の動作状態を表示する液晶パネルであってもよい。
【００６０】
　また、この表示手段は、遠隔制御装置に一体として取り付けられている表示パネルであ
ってもよいし、また外付けの表示パネルであってもよい。
【００６１】
　また、上記遠隔制御装置とは、いわゆるリモコンに限るものではなく、上記映像情報再
生装置における映像情報の再生を制御することができる端末であればよい。また、この遠
隔制御装置は、映像情報再生装置の制御のみならず、その他の機能を備えていてもよい。
【００６２】
　すなわち、例えば、遠隔制御装置としての携帯電話またはＰＤＡ (Personal Digital As
sistants)が、映像情報再生装置としてのパーソナルコンピュータにおける映像情報の再
生を制御する構成であってもよい。
【００６３】
　また、アクセス手段としては、上記の内部バスやＵＳＢインターフェースに限るもので
はない。不揮発性記憶手段にアクセスして記憶された索引情報の読み出しを行うことので
きるインターフェースであればよい。
【００６４】
　本発明に係る映像情報再生装置は、上記課題を解決するために、上記構成において、上
記索引情報を上記不揮発性記憶手段に記憶させる記憶制御手段を備えていることを特徴と
している。
【００６５】
　上記映像情報再生装置は、上記構成において、例えば上記映像情報の再生中に、上記映
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像情報を検索するための索引情報を、上記不揮発性記憶手段に記憶させる。
【００６６】
　したがって、例えば、予め記録媒体に記録され、再生時に抽出することのできる映像情
報の一部や、予め不揮発性記憶手段に記憶されている決まった索引情報の他に、映像情報
再生装置の使用者によって指定される所望の情報を記憶することができる。よって、指定
された所望の情報を参照して、映像情報の検索をより容易にできる。また、所望の情報を
不揮発性記憶手段に半永久的に記録できる。
【００６７】
　本発明に係る映像情報再生装置は、上記課題を解決するために、上記構成において、上
記索引情報は、上記映像情報の題名を示すタイトル情報を含んでいることを特徴としてい
る。
【００６８】
　上記映像情報再生装置は、上記構成において、不揮発性記憶手段にアクセスして、索引
情報としてのタイトル情報を表示する。
【００６９】
　したがって、索引情報としてのタイトル情報を参照して、映像情報の検索を容易に行う
ことができる。
【００７０】
　なお、上記タイトル情報とは映像情報の題名であるので、例えば、記録媒体としてのＤ
ＶＤディスクに２つの映像情報が含まれている場合には、索引情報には少なくても２つの
タイトル情報が含まれる。その他、記録媒体に複数の映像情報が含まれている場合には、
その映像情報の数以上のタイトル情報が索引情報に含まれる。
【００７１】
　本発明に係る映像情報再生装置は、上記課題を解決するために、上記構成において、上
記索引情報は、上記映像情報における任意の一場面の静止画像であるガイド画像を含んで
いることを特徴としている。
【００７２】
　上記映像情報再生装置は、上記構成において、不揮発性記憶手段にアクセスして、索引
情報としてのガイド画像を表示する。
【００７３】
　すなわち、例えば複数の光ディスクに記録されている複数の映像情報を検索する場合に
、映像情報ごとのガイド画像をそれぞれ表示手段に表示する。
【００７４】
　したがって、ガイド画像を参照して、映像情報の検索をより容易に行うことができる。
【００７５】
　本発明に係る映像情報再生装置は、上記課題を解決するために、上記構成において、上
記索引情報は、上記映像情報における複数の場面の静止画像であるシーン画像を含んでい
ることを特徴としている。
【００７６】
　上記映像情報再生装置は、上記構成において、不揮発性記憶手段にアクセスして、索引
情報としてのシーン画像を表示する。
【００７７】
　すなわち、例えば一枚の光ディスクに記録されている映像情報を検索する場合に、複数
の場面の静止画像であるシーン画像をそれぞれ表示手段に表示する。
【００７８】
　したがって、シーン画像を参照して、映像情報の検索をさらに容易に行うことができる
。
【００７９】
　なお、上記構成において、上記タイトル情報または上記ガイド画像の少なくても一方と
、上記シーン画像が関連付けられている構成も好ましい。
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【００８０】
　この構成によれば、上記タイトル情報または上記ガイド画像の少なくても一方を選択す
ることにより、その映像情報の複数の場面の静止画像であるシーン画像を参照することが
できる。
【００８１】
　したがって、極めて容易に映像情報の検索を行うことができる。
【００８２】
　本発明に係る映像情報再生装置は、上記課題を解決するために、上記構成において、上
記表示制御手段は、上記不揮発性記憶手段に記憶された上記タイトル情報および上記ガイ
ド画像を、一覧にして上記表示手段に表示することを特徴としている。
【００８３】
　上記映像情報再生装置は、上記構成において、不揮発性記憶手段にアクセスして、索引
情報としてのタイトル情報およびガイド画像を表示する。
【００８４】
　すなわち、例えば複数の光ディスクに記録されている複数の映像情報を検索する場合に
、映像情報ごとのタイトル情報およびガイド画像をそれぞれ表示手段に表示する。
【００８５】
　したがって、一覧にして表示手段に表示されたタイトル情報およびガイド画像を参照し
て、映像情報の検索を容易にすることができる。
【００８６】
　なお、上記構成において、表示されるガイド画像は、サムネイル (thumbnail)画像であ
ってもよい。
【００８７】
　ここで、サムネイル画像とは、代表画面を縮小表示した画像を意味する。このサムネイ
ル画像は、複数の画像を一覧として表示するために用いられる。なお、ガイド画像のサイ
ズは、これに限るものではない。
【００８８】
　また、上記映像情報再生装置は、上記構成において、上記シーン画像を、一覧にして上
記表示手段に表示する構成であってもよい。
【００８９】
　すなわち、例えば一枚の光ディスクに記録されている映像情報を検索する場合に、複数
の場面の静止画像であるシーン画像を、一覧にして、それぞれ表示手段に表示する。
【００９０】
　上記構成によれば、一覧にして表示手段に表示されたシーン画像を参照して、映像情報
の検索をより容易にすることができる。
【００９１】
　本発明に係る映像情報再生装置は、上記課題を解決するために、上記構成において、上
記表示手段に表示された上記タイトル情報および上記ガイド画像から、所望のタイトル情
報またはガイド画像の少なくても一方が選択されると、上記選択されたタイトル情報また
はガイド画像に応じた上記映像情報の再生をする再生制御手段を備えていることを特徴と
している。
【００９２】
　上記構成によれば、選択されたタイトル情報またはガイド画像に対応する映像情報の再
生がされるので、映像情報再生装置の操作性を向上できる。
【００９３】
　すなわち、例えば記録媒体としてのＤＶＤディスクに、２つ以上の映像情報が記録され
ている場合に、上述のように、選択に応じてその映像情報の再生を行えば、操作性を向上
できる。
【００９４】
　また、上記構成において、例えば、選択された映像情報が記録されている記録媒体が映
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像情報再生装置に備えられていない場合には、上記表示制御手段はその旨を表示し、新た
に記録媒体が備えられると再生を開始する構成であってもよい。
【００９５】
　本発明に係る映像情報再生装置は、上記課題を解決するために、上記構成において、上
記表示制御手段は、上記表示手段に表示された上記タイトル情報および上記ガイド画像か
ら、所望のタイトル情報またはガイド画像の少なくても一方が選択されると、上記選択さ
れたタイトル情報またはガイド画像に応じた上記シーン画像を一覧にして上記表示手段に
表示することを特徴としている。
【００９６】
　上記構成によれば、選択されたタイトル情報またはガイド画像に対応するシーン画像が
表示されるので、シーン画像を参照して、映像情報の検索を容易にできる。また、映像情
報再生装置の操作性を向上できる。
【００９７】
　本発明に係る映像情報再生装置は、上記課題を解決するために、上記構成において、上
記表示手段に表示された上記シーン画像から、所望の場面に対応するシーン画像が選択さ
れると、上記選択されたシーン画像に応じた場面より、上記映像情報の再生をする再生制
御手段を備えていることを特徴としている。
【００９８】
　上記構成によれば、選択されたシーン画像に対応する映像情報の再生がされるので、映
像情報再生装置の操作性を向上できる。
【００９９】
　また、上記構成において、例えば、選択された映像情報が記録されている記録媒体が映
像情報再生装置に備えられていない場合には、上記表示制御手段はその旨を表示し、新た
に記録媒体が備えられると再生を開始する構成であってもよい。
【０１００】
　本発明に係る映像情報再生装置は、上記課題を解決するために、上記記録媒体は光ディ
スクであることを特徴としている。
【０１０１】
　上記構成によれば、上記記録媒体が光ディスクであるので、光ディスクに記録された映
像情報の再生をする光ディスク再生装置において、上述の構成を有する光ディスク再生装
置を実現できる。
【０１０２】
　本発明に係る遠隔制御装置は、上記課題を解決するために、記録媒体に記録された映像
情報を索引情報に基づいて検索して再生する映像情報再生装置を制御するための遠隔制御
装置において、上記索引情報を記憶すべく映像情報再生装置本体と別体に設けられた不揮
発性記憶手段にアクセスするアクセス手段と、上記不揮発性記憶手段に記憶された上記索
引情報を上記アクセス手段を介して取得して表示手段に表示する表示制御手段とを備えて
いることを特徴としている。
【０１０３】
　ここで、上記遠隔制御装置とは、映像情報再生装置における映像情報の再生を制御する
ことができる端末であればよい。
【０１０４】
　したがって、例えば、無線通信機能を備えた、遠隔制御装置としての携帯電話が、映像
情報再生装置としてのパーソナルコンピュータにおける映像情報の再生を制御する構成で
あってもよい。また、携帯電話に限らず、その他ＰＤＡ (Personal Digital Assistants)
やノート型パーソナルコンピュータが、映像情報再生装置を制御する構成であってもよい
。
【０１０５】
　また、表示手段とは、記録媒体に記録された映像情報を表示して再生を行うためのもの
に限らず、例えば映像情報再生装置の動作状態を表示する液晶パネルであってもよい。
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【０１０６】
　また、この表示手段は、遠隔制御装置に一体として取り付けられている表示パネルであ
ってもよいし、また外付けの表示パネルであってもよい。
【０１０７】
　また、アクセス手段とは、例えば、交換可能な不揮発性記憶手段と接続するための内部
バス、または、外付けの不揮発性記憶手段と接続するためのＵＳＢインターフェースを意
味する。
【０１０８】
　上記遠隔制御装置は、アクセス手段を介して不揮発性記憶手段にアクセスして、記憶さ
れた索引情報を読み出す。そして、この索引情報を表示手段に表示する。
【０１０９】
　したがって、索引情報を参照して、記録媒体に記録された映像情報の検索を容易に行う
ことができる。
【０１１０】
　なお、上記構成において、索引情報は、例えば映像情報再生装置の使用者の指示によっ
て映像情報の再生中に不揮発性記憶手段に記録されたものであってもよいし、そうでない
場合であってもよい。すなわち、例えばインターネットを介して不揮発性記憶手段にダウ
ンロードしたものであってもよい。
【０１１１】
　また、アクセス手段としては、上記の内部バスやＵＳＢインターフェースに限るもので
はない。不揮発性記憶手段にアクセスして、記憶された索引情報の読み出しを行うことの
できるインターフェースであればよい。
【０１１２】
　したがって、記録媒体に記録された映像情報を容易に検索することのできる遠隔制御装
置を提供することができる。
【０１１３】
【発明の実施の形態】
　〔実施の形態１〕
　本発明の一実施の形態について図１ないし図７に基づいて説明すると以下の通りである
。
【０１１４】
　本実施形態に係る光ディスク再生装置（映像情報再生装置）は、ＤＶＤ－ＲＯＭなどの
記録媒体に記録された映像情報の再生をするためのものである。
【０１１５】
　ここで、本実施形態において、映像情報とは、例えば記録媒体としてのＤＶＤディスク
に記録されている圧縮された映像信号および音声信号を意味する。
【０１１６】
　また、映像情報の形式としては、ＭＰＥＧ－２形式のいわゆる動画に限るものではなく
、例えば、所定の指示によって画像情報の表示をするプログラムであってもよい。
【０１１７】
　上記光ディスク再生装置は、映像情報の検索を容易に行うために、映像情報を検索する
ための索引情報を、不揮発性メモリに記憶するようになっている。そして、検索を行う際
には、不揮発性メモリにアクセスして、記憶された索引情報を表示するようになっている
。
【０１１８】
　ここで、索引情報とは、例えばＤＶＤディスクのタイトルおよび映像データの静止画像
のように、記録媒体としてのＤＶＤディスクに記録された上記映像情報から抽出されうる
情報を意味する。
【０１１９】
　また、索引情報は、上記構成に限るものではなく、例えば、上記映像情報からは抽出さ
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れない、映像情報再生装置の使用者によって作成される情報であってもよい。
【０１２０】
　また、上記索引情報は、所望の情報が記録されているＤＶＤディスク上の記録位置（ア
ドレス）を含んでいてもよい。
【０１２１】
　以下では、まず光ディスクの再生をする構成および動作について説明した上で、索引情
報を記憶させる構成の一例について説明し、その後、索引情報を参照した検索の一例につ
いて説明する。
【０１２２】
　本実施形態に係る光ディスク再生装置１は、図２に示すように、電源スイッチ２、動作
表示部３、光ディスク排出ボタン４、光ディスク挿入口５、動作選択スイッチ６、画像選
択スイッチ７、画像決定スイッチ８、取り消しスイッチ９、および画質制御部１０を備え
ている。
【０１２３】
　電源スイッチ２は、光ディスク再生装置１の電源のオンまたはオフを切り替えるための
ものである。また、動作表示部３は、図示しない光ディスクの再生をする際の、通常再生
、特殊再生、または再生停止などの動作状態を表示するためのものである。この動作表示
部３には、現在時刻や日付などを表示することもできる。
【０１２４】
　光ディスク排出ボタン４は、光ディスク再生装置１内に挿入されている光ディスクを排
出するためのものである。光ディスク挿入口５は、光ディスクを挿入するための入り口で
ある。動作選択スイッチ６は、光ディスクの再生動作としての、通常再生、特殊再生、再
生停止などを切り替えるためのものである。
【０１２５】
　画像選択スイッチ７、画像決定スイッチ８、および取り消しスイッチ９は、映像情報を
検索するための索引情報を作成し、またはこれらを参照して検索する場合に用いる。これ
らの部材については、後述する。
【０１２６】
　画質制御部１０は、図示しない表示パネルに表示する画質を制御するためのものである
。
【０１２７】
　上記構成において、光ディスク再生装置１は、光ディスク挿入口５から光ディスクを挿
入すると、オートローディングによってその光ディスクを光ディスク再生装置１内へとロ
ーディングする。そして、上記動作選択スイッチ６によって選択された再生動作を行う。
この再生動作の詳細については後述する。
【０１２８】
　その後、光ディスク排出ボタン４が押されると、光ディスク再生装置１は光ディスクを
排出する。
【０１２９】
　また、光ディスク再生装置１の構成について、図１に基づいて、より詳細に説明すると
、以下の通りである。
【０１３０】
　光ディスク再生装置１は、光ディスクＤに記録された映像情報の再生をし、表示パネル
（表示手段）Ｐに表示するためのものである。
【０１３１】
　光ディスク再生装置１は、図１に示すように、上記の構成において、光ピックアップ１
１、光ディスク制御回路１２、信号処理回路１３、不揮発性メモリ（不揮発性記憶手段）
１４、システム内部バス（アクセス手段）１５、第１バッファＲＡＭ１６、システム制御
マイコン（システム制御マイクロコンピュータ）（表示制御手段、記憶制御手段、再生制
御手段）１７、第２バッファＲＡＭ１８、映像情報変復調部１９、操作キー２０、インタ
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ーフェースマイコン（インターフェースマイクロコンピュータ）２１、映像情報処理部２
２、表示発生部２３、表示制御部２４、ＵＳＢ制御部（アクセス手段）２５、およびイン
ターフェース部２６を備えている。
【０１３２】
　ここで、光ディスクＤは、例えばＤＶＤ－ＲＯＭ等の再生可能な記録媒体である。光デ
ィスクＤは、直径が８ｃｍの光ディスクであってもよいし、あるいは直径が１２ｃｍ、６
ｃｍなど、任意の直径の光ディスクであってもよい。
【０１３３】
　光ピックアップ１１は、光ディスクＤに不図示のレーザ光を照射して、ディジタル変調
されたピット情報として光ディスクＤに記録された映像情報を読み取るためのものである
。
【０１３４】
　光ディスク制御回路１２は、光ピックアップ１１のトラッキング、フォーカシング、ラ
ジアル方向（光ディスク半径方向）の移動、およびレーザ光の照射などを制御するための
処理を行う回路である。
【０１３５】
　信号処理回路１３は、光ピックアップ１１によって読み取られたピット情報を、波形等
化し、ＭＰＥＧ－２映像ストリームとして、システム内部バス１５に出力するための処理
を行う回路である。
【０１３６】
　不揮発性メモリ１４は、索引情報を記憶するためのものである。不揮発性メモリ１４は
、例えば、フラッシュメモリのような半導体メモリ、ＭＲＡＭのような磁気メモリ、Ｆｅ
ＲＡＭのような強誘電体メモリである。または、不揮発性メモリ１４はハードディスクで
あってもよい。不揮発性メモリ１４に記憶された情報は、上記光ディスク再生装置１の電
源がオフされた場合でも保持される。
【０１３７】
　システム内部バス１５は、光ディスク再生装置１内部におけるデータ転送に用いるため
の信号線である。
【０１３８】
　第１バッファＲＡＭ１６は、読み出した情報をバッファするためのものである。読み出
した情報を、この第１バッファＲＡＭ１６にバッファすることによって、例えば光ディス
クＤの読み出しに一時的な障害があっても、障害の影響をなくして、再生動作を継続して
行うことができる。
【０１３９】
　システム制御マイコン１７は、システム内部バス１５を介したデータ転送を制御するた
めのものである。
【０１４０】
　第２バッファＲＡＭ１８は、圧縮された映像信号及び音声信号を復号する際のバッファ
として用いるためのものであり、いわゆる映像メモリである。第２バッファＲＡＭ１８は
、例えばＳＤＲＡＭよりなる。
【０１４１】
　映像情報変復調部１９は、第２バッファＲＡＭ１８をバッファとして用いて、圧縮され
た映像信号及び音声信号を復号するためのものである。
【０１４２】
　操作キー２０は、光ディスク再生装置１に対して、再生、停止、検索等の指示を入力す
るためのものである。この操作キー２０は、図２に示す、電源スイッチ２、排出ボタン４
、動作選択スイッチ６、画像選択スイッチ７、画像決定スイッチ８、取り消しスイッチ９
、画質制御スイッチ１０をまとめて示すものである。
【０１４３】
　インターフェースマイコン２１は、操作キー２０から入力されるデータを、システム制
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御マイコン１７へと送信するものである。
【０１４４】
　映像情報処理部２２は、ディジタル映像情報信号を、ＮＴＳＣ信号に変換するためのも
のである。
【０１４５】
　表示発生部２３は、インターフェースマイコン２１および映像情報処理部２２からの信
号を、表示制御部２４に送信するためのものである。
【０１４６】
　表示制御部２４は、表示パネルＰを制御して画像を表示させるためのものでる。
【０１４７】
　ＵＳＢ制御部２５は、例えば、映像信号および音声信号などを、外部に接続される不図
示のパーソナルコンピュータなどに送信するためのものである。
【０１４８】
　なお、本実施形態に係る光ディスク再生装置１は、上記不揮発性メモリ１４にアクセス
するだけでなく、このＵＳＢ制御部２５を介して、例えば図示しない外付けのハードディ
スクドライブなど、光ディスク再生装置１の外部の図示しない不揮発性メモリにアクセス
する構成であってもよい。
【０１４９】
　インターフェース部２６は、図示しない操作リモコン（操作リモートコントローラ）と
の通信を行うためのインターフェースである。
【０１５０】
　なお、本実施形態の表示パネルＰは、光ディスク再生装置１の外部に備えられた表示パ
ネルである。なお、この表示パネルＰは、例えば光ディスク再生装置１と一体となった構
成であってもよい。
【０１５１】
　また、動作表示部３は、図２に示す動作表示部３と同じものである。また、光ディスク
のオートローディングおよび排出に関する構成は、図示していない。
【０１５２】
　また、図１のブロック図に示す各ブロックは、それぞれ別個の部材として実現される構
成に限るものではなく、例えばプログラムを実行することによって実現される機能ブロッ
クであってもよい。
【０１５３】
　上記構成において、光ディスク再生装置１は、以下のように再生動作を行う。
【０１５４】
　まず、光ディスク制御回路１２によって制御された光ピックアップ１１を用いて、光デ
ィスクＤからピット情報をディジタル変調された状態で読み取る。
【０１５５】
　信号処理回路１３において、ピット情報の波形等化を行い、その後、ＭＰＥＧ－２映像
ストリームとしてシステム内部バス１５に出力する。このとき、第１バッファＲＡＭ１６
にも、そのＭＰＥＧ－２映像ストリームが一時保存される。
【０１５６】
　そして、システム制御マイコン１７によって、システム内部バス１５に出力されたデー
タ（ＭＰＥＧ－２映像ストリーム）の転送制御がなされる。このデータは、映像情報変復
調部１９において、第２バッファＲＡＭ１８を映像メモリとして用いて復号される。復号
された１６ビットパラレルデータからなるディジタル映像情報信号は、映像情報処理部２
２へと送られる。
【０１５７】
　映像情報処理部２２は、このディジタル映像情報信号を、ＮＴＳＣ信号に変換する。Ｎ
ＴＳＣ信号は、表示発生部２３と表示制御部２４とを介して、表示パネルＰに送信される
。表示パネルＰにおいて、ＮＴＳＣ信号は再生画像として表示され、再生が行われる。
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【０１５８】
　なお、音声信号についても、同様に再生が行われる。すなわち、映像データと同様にし
て、光ディスクＤから読み出されたＭＰＥＧ音声ストリームを音声信号として復号したも
のが、図示しないスピーカー等から出力される。
【０１５９】
　また、上述の映像信号および音声信号は、ＵＳＢ制御部２５を介して外部のパーソナル
コンピュータに送信することもできる。
【０１６０】
　なお、以上においては、ＭＰＥＧ－２形式で記録された映像情報（動画）の再生をする
場合について説明したが、本発明はこれに限るものではない。
【０１６１】
　例えば、ＭＰＥＧ形式のＩピクチャを使った静止画像を、あるいはＪＰＥＧ画像を、同
様に映像情報変復調部１９を介して表示パネルＰに表示することもできる。ＪＰＥＧ形式
のエンコード (圧縮）動作は、ＭＰＥＧ形式のＩピクチャエンコード動作とほぼ同様な動
作である。したがって、映像情報変復調部１９において、回路の一部の動作を切り替えれ
ば、ＪＰＥＧ形式のデコード（復号）動作も可能となる。
【０１６２】
　次に、光ディスク再生装置１の再生を制御する、操作リモコン（遠隔制御装置）につい
て説明する。
【０１６３】
　操作リモコンは、光ディスク再生装置１を操作するために、光ディスク再生装置１と同
様の働きをする部材を備えている。すなわち、図３に示すように、操作リモコン３１は、
電源スイッチ２と同様の電源スイッチ３２、動作表示部３と同様の動作表示部３３、動作
選択スイッチ６と同様の動作選択スイッチ３４、画像選択スイッチ７と同様の画像選択ス
イッチ３５、画像決定スイッチ８と同様の画像決定スイッチ３６、および、取り消しスイ
ッチ９と同様の取り消しスイッチ３７を備えている。
【０１６４】
　この操作リモコン３１の構成について、図４に基づいて、より詳細に説明すると、以下
の通りである。
【０１６５】
　操作リモコン３１は、光ディスク再生装置１を操作するために、光ディスク再生装置１
と同様の構成を備えている。すなわち、図４に示すように、システム内部バス３８、シス
テム制御マイコン（表示制御手段、記憶制御手段、再生制御手段）３９、操作キー４０、
インターフェースマイコン４１、およびインターフェース部４２を備えている。
【０１６６】
　それぞれの部材は、それぞれ光ディスク再生装置１に含まれている同じ名前の部材とほ
ぼ同じ働きをするものである。
【０１６７】
　すなわち、操作キー４０は、光ディスク再生装置１に対して、再生、停止、検索等の指
示を入力するためのものである。この操作キー４０は、図３に示す、電源スイッチ３２、
動作選択スイッチ３４、画像選択スイッチ３５、画像決定スイッチ３６、取り消しスイッ
チ３７をまとめて示すものである。
【０１６８】
　操作キー４０からの入力は、インターフェースマイコン４１およびインターフェース部
４２を介して、光ディスク再生装置１のインターフェース部２６へと送信される。これに
より、光ディスク再生装置１における再生などの制御を行うことができる。
【０１６９】
　また、光ディスク再生装置１の動作状態は、光ディスク再生装置１から送信された情報
をインターフェース部４２において受信し、動作表示部３３において表示する。
【０１７０】
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　また、光ディスク再生装置１より送信される情報は、インターフェース部４２およびイ
ンターフェースマイコン４１を介して、システム制御マイコン３９に送信される。この情
報を、例えばシステム内部バス３８およびＵＳＢ制御部４３を介して外部のデバイスに出
力することもできる。
【０１７１】
　次に、光ディスク再生装置１における索引情報の記憶について説明する。
【０１７２】
　本実施形態における索引情報は、タイトル情報と、ガイド画像と、シーン画像とからな
る。
【０１７３】
　ここで、タイトル情報とは、光ディスクＤに記録されている内容の題名を示す情報であ
る。このタイトル情報は、例えば操作キー２０・４０を用いて入力する文字列である。ま
た、タイトル情報は、光ディスクＤより読み取ることができる場合もある。
【０１７４】
　また、ガイド画像とは、光ディスクＤに記録されている映像情報における任意の一場面
の静止画像である。このガイド画像は、上述した光ディスクＤの再生の際に、操作キー２
０・４０を用いて選択することができる。
【０１７５】
　例えば、光ディスクＤの再生中に、操作キー２０としての画像決定スイッチ８・３６を
用いた選択によって、表示パネルＰに表示されている画像を選択できる。そして、その選
択した画像を、映像情報変復調部１９において、例えばＪＰＥＧ形式の静止画像に変換す
る。変換された静止画像は、システム内部バス１５を介して、一つのファイルとして、不
揮発性メモリ１４に記憶される。
【０１７６】
　このガイド画像は、サムネイル (thumbnail)画像として、不揮発性メモリ１４に記録さ
れる。サムネイル画像とは、画像ファイルなどのデータを開いたときのイメージを縮小表
示したものを意味する。このサムネイル画像は、複数の画像を一覧として表示するために
用いられる。なお、実施形態に係るガイド画像のサイズは、これに限るものではない。し
かし、サムネイル画像として記録すれば、不揮発性メモリ１４に記録する容量を削減でき
る。
【０１７７】
　また、本実施形態においては、タイトル情報とガイド画像とは、一つの光ディスクＤに
記録されている内容を示す索引情報として、一つの組となって不揮発性メモリ１４に記録
される。
【０１７８】
　このように記録されるタイトル情報とガイド画像との組を、複数の光ディスクに関して
まとめたものを、以下ではタイトル一覧と呼ぶ。このタイトル一覧を参照して、後述する
ように、光ディスクに記録された映像情報を、効率的に検索することができる。
【０１７９】
　なお、索引情報としてのタイトル一覧は、すべて不揮発性メモリ１４に記憶されるので
、光ディスク再生装置１の電源スイッチ２・３２をオフにして電源を切断しても、半永久
的に保存される。
【０１８０】
　また、シーン画像とは、光ディスクＤに記録されている映像情報における複数の場面の
静止画像である。このシーン画像を用いれば、例えば一つの光ディスクＤに記録されてい
る特定のシーンの検索を容易にすることができる。
【０１８１】
　このシーン画像は、例えば光ディスクＤの再生中において、上述のように操作キー２０
・４０を用いて選択する構成であってもよいし、また例えば所定の時間ごとに表示制御手
段としてのシステム制御マイコン１７の制御によって選択がなされる構成であってもよい
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。選択されたシーン画像は、不揮発性メモリ１４に記憶される。また、補助となる情報と
しての、シーン画像に対応する光ディスクＤ上の記録位置（アドレス）も、不揮発性メモ
リ１４に記憶される。
【０１８２】
　また、シーン画像としての静止画像とともに、光ディスクＤの再生開始時からの経過時
間を、補助となる情報として、不揮発性メモリ１４に記憶させることもできる。
【０１８３】
　このように不揮発性メモリ１４に記録される、シーン画像とそれに対応する光ディスク
Ｄ上の記録位置を、以下ではシーン一覧と呼ぶ。
【０１８４】
　また、上述した音声データの再生において、再生をした音声データの一部を上記静止画
像ファイルに添付して、不揮発性メモリ１４に記憶させることもできる。これにより、音
声データ付きの静止画像ファイルを、不揮発性メモリ１４に記憶させることができる。
【０１８５】
　次に、光ディスク再生装置１における、索引情報を参照した検索について説明する。
【０１８６】
　この索引情報は、上述のように記憶させたものであってもよいが、これに限るものでは
ない。例えば、インターネットを介してダウンロードして不揮発性記憶手段としての不揮
発性メモリ１４に記憶させたものであってもよい。
【０１８７】
　本実施形態の光ディスク再生装置１は、索引情報を用いた検索を行うために、操作キー
２０・４０の一部として、画像選択スイッチ７・３５、画像決定スイッチ８・３６、取り
消しスイッチ９・３７を備えている。
【０１８８】
　画像選択スイッチ７・３５は、表示パネルＰに表示された画像から、目的とする特定の
画像を選択するためのスイッチである。画像決定スイッチ８・３６は、選択された画像を
決定するためのスイッチである。取り消しスイッチ９・３７は、選択された画像に対する
選択の解除等を行うためのスイッチである。
【０１８９】
　本実施形態の光ディスク再生装置１においては、表示パネルＰにポインタを表示させ、
操作キー２０・４０によるポインタの移動を表示発生部２３と連動させて、表示パネルＰ
に表示した画像等の選択を行うことができる。すなわち、表示発生部２３により表示パネ
ルＰに表示したポインタを操作キー２０・４０を用いて移動させ、表示パネルＰ上に表示
された画像の選択、決定、及び取り消しを行うことができる。
【０１９０】
　上記構成において、操作キー２０・４０によって入力がなされると、入力のデータはイ
ンターフェースマイコン２１へと送信される。そして、システム制御マイコン１７を介し
て、操作が実行される。
【０１９１】
　この操作の詳細について、図５および図６に基づいて説明すると、以下の通りである。
【０１９２】
　まず、光ディスクＤをローディングしていない状態で、操作キー２０・４０の例えば画
像決定スイッチ８・３６を押すと、タイトル一覧の表示指示がなされる。
【０１９３】
　図５に示すように、表示パネルＰの表示画面Ｐ１上に、不揮発性メモリ１４から読み出
された上述のタイトル一覧の情報が、複数のサムネイル画像Ｔ１～Ｔ１２などとして、選
択ポインタＸとともに表示される。このタイトル一覧は、例えば、これまでに再生をした
複数の光ディスクＤの再生の際に、それぞれ選択されたタイトル情報およびガイド画像を
まとめたものである。
【０１９４】
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　なお、図５においては、タイトル一覧のうち、ガイド画像としてのサムネイル画像Ｔ１
～Ｔ１２などは示しているが、簡単のため、タイトル情報は示していない。
【０１９５】
　ここで、この索引情報としてのタイトル一覧は、すべて不揮発性メモリ１４の中に記憶
されているので、光ディスク再生装置１の電源スイッチ２・３２をオフにして電源をオフ
した後に、電源を再びオンにした場合であっても、不揮発性メモリ１４から読み出して、
効率よく検索を行うことができる。
【０１９６】
　また、このように、タイトル一覧として、文字情報であるタイトル情報および静止画像
であるガイド画像としてのサムネイル画像Ｔ１～Ｔ１２などを合わせて表示することによ
って、映像情報の検索を、より視覚的にかつ正確に、検索を行うことができる。
【０１９７】
　次に、選択ポインタＸを、例えば画像選択スイッチ７・３５を用いて移動させる。この
移動によって、選択ポインタＸを特定のサムネイル画像上に移動させる。これは、上述の
ように、タイトル一覧としてのサムネイル画像Ｔ１～Ｔ１２などを見ながら行うことがで
きる。
【０１９８】
　そして、例えば画像決定スイッチ８・３６を用いて、特定の画像を選択する。これによ
って、選択されたサムネイル画像に対応する光ディスクＤをローディングさせることもで
きる。すなわち、例えば光ディスク再生装置１が複数の光ディスクＤを備えることができ
る場合には、対応する光ディスクＤを選択し、選択された光ディスクＤの再生を行うこと
ができる。また、例えば対応する光ディスクＤが備えられていない場合には、その旨を表
示して、対応する光ディスクＤが備えられ次第、その光ディスクＤの再生を行うことがで
きる。このように、自動スタートシステムを採用することにより、光ディスク再生装置１
の操作性を改善することができる。
【０１９９】
　また、上述の操作を選択ボタン４４を用いて行うこともできる。すなわち、あるサムネ
イル画像を選択するために、上述のようにポインタＸを移動させて直接選択してもよいし
、また画像選択スイッチ７・３５などで選択してもよいし、また選択ボタン４４を用いて
ポインタＸを移動させて選択することもできる。
【０２００】
　なお、スクロールバー４５は、サムネイル画像が複数頁に渡って表示される場合の現在
の表示位置を示し、複数頁間の移動を行うためのものである。通常、タイトル一覧として
記録されているサムネイル画像の数が多くなると、表示画面Ｐ１では一度に表示しきれな
くなる。このため、スクロールバー４５を用いて現在の表示位置を示せば、検索が容易と
なる。また、スクロールバー４５を用いて頁間の移動を行えば、現在の表示位置を把握し
ながら選択できるので、より検索が容易となる。
【０２０１】
　また、本実施形態の光ディスク再生装置１は、上述のように、タイトル一覧から一つの
サムネイル画像の組を選択し、対応する光ディスクＤを選択して再生をするだけでなく、
さらに、その光ディスクＤに記録されている映像情報における所定の映像シーンを検索す
ることもできる。
【０２０２】
　そのためには、図５に示すタイトル一覧画面において、例えばポインタＸを用いて選択
したサムネイル画像Ｔ６を、ポインタＸを用いて再度選択する。
【０２０３】
　これにより、不揮発性メモリ１４に記録された上述のシーン画像が読み込まれ、図６に
示すように、所定の映像シーンを検索するための映像シーン選択画面（シーン一覧）が表
示画面Ｐ２に表示される。
【０２０４】
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　ここで、表示画面Ｐ２の左上に表示されたサムネイル画像Ｔ６は、図５に示すサムネイ
ル画像Ｔ６と同じものである。
【０２０５】
　それ以外のサムネイル画像Ｑ１～Ｑ１１は、上述のように不揮発性メモリ１４に記憶さ
れたシーン画像（シーン一覧）である。
【０２０６】
　これらのサムネイル画像Ｑ１～Ｑ１１、および例えば上述のように記録された光ディス
クＤの再生開始時からの経過時間などを参照して、所望の映像シーンの検索を容易にする
ことができる。
【０２０７】
　また、上記構成において、表示されているサムネイル画像Ｑ１～Ｑ１１のうちから一つ
のサムネイル画像を選択することにより、その選択されたサムネイル画像に対応する映像
シーンから、光ディスクＤの再生を開始することもできる。
【０２０８】
　すなわち、この表示画面Ｐ２上において、例えば表示されているポインタＸをもちいて
、サムネイル画像Ｑ５を選択する。この選択において、例えば代わりに選択ボタン４４を
用いてもよいし、スクロールバー４５を補助的に用いてもよい。また、その他操作キー２
０・４０を用いてもよい。
【０２０９】
　次に、上述のようにサムネイル画像Ｑ５が選択された状態で、光ディスクＤをローディ
ングする。これにより、シーン画像としてのサムネイル画像Ｑ１～Ｑ１１とともに不揮発
性メモリ１４に記憶された補助となる情報に基づき、光ディスクＤの記録位置がアクセス
され、選択されたサムネイル画像Ｑ５に対応するシーンから光ディスクＤの再生が行われ
る。
【０２１０】
　すなわち、上述と同様に、例えば光ディスク再生装置１が複数の光ディスクＤを備える
ことができる場合には、対応する光ディスクＤを選択し、選択された光ディスクＤの再生
を、対応するシーンから行うことができる。また、例えば対応する光ディスクＤが備えら
れていない場合には、その旨を表示して、対応する光ディスクＤが備えられ次第、その光
ディスクＤの再生をそのシーンから行うことができる。このように、自動スタートシステ
ムを採用することにより、光ディスク再生装置１の操作性を改善することができる。
【０２１１】
　このように、シーン画像としてのサムネイル画像Ｑ１～Ｑ１１を不揮発性メモリ１４に
記憶させることにより、光ディスクＤに記録された映像情報の検索作業を簡略化すること
ができる。また、光ディスク再生装置１の操作性を改善できる。
【０２１２】
　上述した索引情報を用いた検索について、図７のフローチャートを参照して説明する。
【０２１３】
　電源を投入した後、ステップＳ１では、タイトル一覧の情報を不揮発性メモリ１４から
読み出し、サムネイル画像として表示パネルＰに表示する。
【０２１４】
　ステップＳ２においては、タイトル一覧の情報から所望のタイトル情報またはガイド画
像が選択されることを検出する。
【０２１５】
　ステップＳ３においては、ステップＳ２において選択されたタイトル情報またはガイド
画像に対応する映像情報が記録された光ディスクＤの再生を行うか、またはその映像情報
におけるシーン情報の検索を行うかの判別がなされる。
【０２１６】
　ステップＳ３において再生が選択された場合のステップＳ４においては、光ディスクＤ
がローディングされる。ステップＳ５では、ローディングされた光ディスクＤが再生され
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る。
【０２１７】
　また、ステップＳ３においてシーン選択が選択された場合には、ステップＳ６において
、シーン一覧をサムネイル画像として表示パネルＰに表示する。ステップＳ７において、
所望の映像シーンに対応する静止画像の選択を検出する。ステップＳ８において、ステッ
プＳ２において選択された光ディスクＤをローディングする。ステップＳ９において、そ
の光ディスクＤを、ステップＳ７において選択されたシーンから再生をする。
【０２１８】
　以上のように、本実施形態に係る光ディスク再生装置１は、索引情報を記憶する不揮発
性メモリ１４と、上記索引情報を表示する表示制御手段としてのシステム制御マイコン１
７を備えている構成である。
【０２１９】
　したがって、光ディスク再生装置１は、上記不揮発性メモリ１４にアクセスし、記憶さ
れた上記索引情報を表示手段としての表示パネルＰに表示するので、光ディスクＤに記録
された映像情報の検索を容易に行うことができる。
【０２２０】
　〔実施の形態２〕
　本発明の他の実施の形態について図８ないし図１１に基づいて説明すると以下の通りで
ある。
【０２２１】
　本実施形態に係る光ディスク再生装置は、上述の実施の形態において説明した光ディス
ク再生装置１と同様に、映像情報の検索を容易に行うために、映像情報を検索するための
索引情報を、不揮発性メモリに記憶するようになっている。そして、検索を行う際には、
不揮発性メモリにアクセスして、索引情報を参照して検索するようになっている。
【０２２２】
　ここで、本実施形態に係る光ディスク再生装置においては、不揮発性メモリが光ディス
ク再生装置に対して着脱可能となっている。
【０２２３】
　これによって、例えば新たに索引情報を記録する際に不揮発性メモリの記録容量が不足
した場合であっても、不揮発性メモリを交換することによって、新たな索引情報を不揮発
性メモリに記録することができる。また、不揮発性メモリに記録された索引情報を消去す
る必要がない。また、不揮発性メモリに所望の索引情報が記録されていない場合であって
も、不揮発性メモリを交換することによって、新たな索引情報を参照することができる。
【０２２４】
　なお、このような不揮発性メモリの記録容量の不足は、例えば、本発明に係る光ディス
ク再生装置において、新たな光ディスクの再生を複数回行い、それに伴い索引情報を不揮
発性メモリに記憶させることによって生じうる。
【０２２５】
　本実施形態に係る光ディスク再生装置（映像情報再生装置）５１は、図８に示すように
、電源スイッチ２、動作表示部３、光ディスク排出ボタン４、光ディスク挿入口５、動作
選択スイッチ６、画像選択スイッチ７、画像決定スイッチ８、取り消しスイッチ９、画質
制御部１０、メモリ接続端子５２、および不揮発性メモリ（不揮発性記憶手段）５３を備
えている。
【０２２６】
　ここで、上述の実施の形態１において説明した部材と同じ部材は、同じ符号を用いてい
る。これらの部材については説明を省略する。
【０２２７】
　メモリ接続端子５２は、不揮発性メモリ５３を接続するための端子である。
【０２２８】
　不揮発性メモリ５３は、索引情報を記録するためのものである。不揮発性メモリ５３は
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、光ディスク再生装置５３に対して着脱可能な外付けのメモリである。
【０２２９】
　この不揮発性メモリ５３は、例えば、ＳＤカード（登録商標）、メモリースティック（
登録商標）等の半導体メモリ、ＭＲＡＭ等の磁気メモリ、またはＦｅＲＡＭ等の強誘電体
メモリである。また、不揮発性記憶手段としての不揮発性メモリ５３は、リムーバブルハ
ードディスクであってもよい。
【０２３０】
　不揮発性メモリ５３に記録された情報は、上記光ディスク再生装置５１の電源がオフさ
れた場合でも保持される。
【０２３１】
　また、光ディスク再生装置５１のより詳細な構成は、上述の実施の形態において示した
図１とほぼ同様である。
【０２３２】
　本実施形態においては、図１において、符号１で参照される光ディスク再生装置は符号
５１であり、符号１４で参照される不揮発性メモリは符号５３であることが異なっている
。
【０２３３】
　この光ディスク再生装置５１における、光ディスクＤの再生動作は、光ディスク再生装
置１と同様である。
【０２３４】
　また、光ディスク再生装置５１における、索引情報の記録についても、光ディ光ディス
ク再生装置１とほぼ同様である。
【０２３５】
　光ディスク再生装置５１においては、索引情報を記憶させる際に、不揮発性メモリ５３
の容量が一杯であれば、新たな不揮発性メモリ５３に交換することができることが異なっ
ている。
【０２３６】
　また、表示制御手段としてのシステム制御マイコン１７の動作が、不揮発性メモリ５３
が着脱可能であることに伴って変更されている。
【０２３７】
　上述の実施の形態においては、例えば、不揮発性メモリ１４の記録容量が不足している
場合には、システム制御マイコン１７は、不揮発性メモリ１４中において記録された日時
の古い索引情報を消去して、新たな索引情報を記録する。
【０２３８】
　一方、本実施形態においては、システム制御マイコン１７は、不揮発性メモリ５３の記
憶容量が不足している場合には、記憶容量が不足している旨の表示を、表示パネルＰまた
は動作表示部３・３３に表示して、交換を促す。これによって、新たな不揮発性メモリ５
３に記憶させることができる。
【０２３９】
　次に、光ディスク再生装置５１における、上述のように記憶させた索引情報を参照した
検索について、図９に基づいて説明する。
【０２４０】
　なお、以下では、上述の実施の形態において図７に基づいて説明した動作と同じ動作に
ついては、同じ符号を用い、説明は省略する。
【０２４１】
　電源を投入した後、ステップＳ１０においては、不揮発性メモリ５３が光ディスク再生
装置５１に接続される。
【０２４２】
　ステップＳ１１では、タイトル一覧の情報を不揮発性メモリ５３から読み出し、サムネ
イル画像として表示パネルＰに表示する。
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【０２４３】
　ステップＳ１２では、タイトル一覧において、所望のタイトル情報またはガイド画像が
存在するか否かが判別される。
【０２４４】
　ステップＳ１２において所望のタイトル情報またはガイド画像が存在する場合には、ス
テップＳ１３において、タイトル一覧の情報から、所望のタイトル情報またはガイド画像
が選択されることを検出する。その後、ステップＳ３に進み、上述の実施の形態と同様に
、光ディスクＤの再生が行われる。
【０２４５】
　ステップＳ１２において所望のタイトル情報またはガイド画像が存在しない場合には、
ステップＳ１４において、不揮発性メモリ５３を交換する旨の指示が表示パネルＰに表示
される。そして、ステップＳ１０において、新たな不揮発性メモリ５３が接続される。
【０２４６】
　このように、不揮発性メモリ５３を着脱可能とすれば、不揮発性メモリ５３を着脱して
、光ディスクＤの検索作業を簡略化することができる。また、光ディスク再生装置５１の
操作性を改善できる。
【０２４７】
　次に、本実施形態の光ディスク再生装置５１の再生を制御する、操作リモコン（操作リ
モートコントローラ）（遠隔制御装置）５４について、図１０に基づいて説明する。
【０２４８】
　操作リモコン５４は、光ディスク再生装置５１を操作するために、光ディスク再生装置
５１と同様の働きをする部材を備えている。すなわち、図１０に示すように、操作リモコ
ン５３は、電源スイッチ２と同様の電源スイッチ３２、動作表示部３と同様の動作表示部
３３、動作選択スイッチ６と同様の動作選択スイッチ３４、画像選択スイッチ７と同様の
画像選択スイッチ３４、画像決定スイッチ８と同様の画像決定スイッチ３６、および、取
り消しスイッチ９と同様の取り消しスイッチ３７を備えている。
【０２４９】
　ここで、上述の実施の形態において説明したものと同じ部材については、同じ符号を用
いて説明している。
【０２５０】
　操作リモコン５４は、さらに、メモリ接続端子５５、および不揮発性メモリ５６を備え
ている。
【０２５１】
　メモリ接続端子５５は、不揮発性メモリ５６を接続するための端子である。
【０２５２】
　不揮発性メモリ５６は、索引情報を記憶させるためのものである。不揮発性メモリ５６
は、操作リモコン５４に対して着脱可能な外付けのメモリである。
【０２５３】
　この不揮発性メモリ５６は、例えば、ＳＤカード（登録商標）、メモリースティック（
登録商標）等の半導体メモリ、ＭＲＡＭ等の磁気メモリ、またはＦｅＲＡＭ等の強誘電体
メモリである。
【０２５４】
　不揮発性メモリ５６に記録された情報は、操作リモコン５４の電源がオフされた場合で
も保持される。
【０２５５】
　次に、操作リモコン５４のより詳細な構成について、図１１を参照して説明する。
【０２５６】
　ここで、図４に示す操作リモコン３１における部材と同じ働きをする部材は、同じ符号
を用いて参照し、説明は省略する。
【０２５７】
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　図１１に示すように、操作リモコン５４においては、不揮発性メモリ５６が備えられ、
システム内部バス３８に接続されている。
【０２５８】
　上記構成において、例えば、上述の実施の形態と同様に、操作キー４０からの入力は、
インターフェースマイコン４１およびインターフェース部４２を介して、光ディスク再生
装置５１のインターフェース部２６へと送信される。これにより、光ディスク再生装置５
１における再生などの制御を行うことができる。
【０２５９】
　また、光ディスク再生装置５１の動作状態は、光ディスク再生装置５１から送信された
情報をインターフェース部４２において受信したものを、動作表示部３３において表示す
る。
【０２６０】
　また、光ディスク再生装置５１より送信される情報は、インターフェース部４２および
インターフェースマイコン４１を介して、システム制御マイコン３９に送信される。
【０２６１】
　この受信した情報を、例えばシステム内部バス３８およびＵＳＢ制御部４３を介して外
部のデバイスに出力することもできる。
【０２６２】
　本実施形態の操作リモコン５４においては、この受信した情報を、例えばシステム内部
バス３８を介して、不揮発性メモリ５６に記憶させることができる。
【０２６３】
　すなわち、本実施の形態においては、上述の実施の形態と同様に、操作リモコン５４を
用いて、光ディスクＤの再生をする動作、索引情報の記録、および索引情報を用いた検索
などの制御ができるだけでなく、さらに、索引情報の記憶および索引情報を用いた検索を
、操作リモコン５４に備えられた不揮発性メモリ５６にアクセスして行うことができる。
【０２６４】
　このような動作を行うために、本実施形態においては、操作リモコン５４のインターフ
ェース部４２と、光ディスク再生装置５１のインターフェース部２６との通信は、例えば
Bluetooth （ブルートゥース）（商標）のような無線による通信手段が望ましい。
【０２６５】
　上記の動作を詳細に説明すると、以下の通りである。
【０２６６】
　例えば、索引情報の記録を行う際には、操作リモコン５４による制御に伴い、光ディス
ク再生装置５１からタイトル一覧およびシーン画像に関する情報としてのサムネイル画像
の情報が操作リモコン５４に送信される。操作リモコン５４においては、受信した情報を
不揮発性メモリ５６に記憶させる。
【０２６７】
　また、例えば、索引情報を用いた検索を行う際には、操作リモコン５４による制御に伴
い、不揮発性メモリ５６に記録されたタイトル一覧およびシーン一覧に関する情報が光デ
ィスク再生装置５１に送信される。光ディスク再生装置５１は、受信した情報を表示パネ
ルＰに表示する。そして、操作リモコン５４を用いて、タイトル一覧およびシーン画像を
参照して検索を行い、光ディスクＤの再生をする。
【０２６８】
　以上のように、不揮発性メモリ５６を操作リモコン５４に接続することにより、光ディ
スク再生装置５１に交換可能な不揮発性メモリ５３を接続した場合と同様に、古い情報を
削除することなく、新しい情報を追加することができる。
【０２６９】
　さらに、手元にある操作リモコン５４において不揮発性メモリ５６を交換することがで
きるので、検索作業の操作性を改善できる。
【０２７０】
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　なお、本発明は上述した実施の形態に記載の構成に限るものではない。例えば、映像再
生装置としての光ディスク再生装置は、パーソナルコンピュータに備えられた光ディスク
ドライブを用いた光ディスク再生装置であってもよい。
【０２７１】
　また、記録媒体は光ディスクに限るものではなく、例えばパーソナルコンピュータに接
続されたハードディスクであってもよいし、インターネットを介して接続されたホスト端
末のハードディスクであってもよい。
【０２７２】
　上記構成における、表示制御手段としてのシステム制御マイコン１７・３９は、ＣＰＵ
などの演算手段が、ＲＯＭやＲＡＭなどの記録媒体に格納されたプログラムを実行するこ
とで実現される機能ブロックであってもよいし、同様の処理を行うハードウェアで実現し
てもよい。
【０２７３】
　また、上記構成において、表示手段は表示パネルＰに限るものではなく、例えば、遠隔
制御装置としての操作リモコン５４の動作表示部３３が表示手段を兼ねる構成であっても
よい。
【０２７４】
　この構成によれば、手元にある操作リモコン５４において検索を行うことができるので
、検索作業の操作性を改善できる。
【０２７５】
　

【０２７６】
　

【０２７７】
　

【０２７８】
　

【０２７９】
　なお、本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で
種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合
わせて得られる実施形態についても、本発明の技術的範囲に含まれる。
【０２８０】
【発明の効果】
　本発明に係る映像情報再生装置は、以上のように、上記映像情報の再生を制御する遠隔
制御装置を備えており、上記遠隔制御装置は、上記索引情報を記憶するための不揮発性記
憶手段と、上記不揮発性記憶手段に記憶された上記索引情報を表示手段に表示する表示制
御手段とを有している構成である。
【０２８１】
　それゆえ、上記不揮発性記憶手段にアクセスし、記憶された索引情報を表示するので、
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また、本発明の映像情報再生装置は、記録媒体に記録された映像情報を索引情報に基づ
いて検索して再生する映像情報再生装置において、上記索引情報を記憶するための不揮発
性記憶手段と、上記不揮発性記憶手段に記憶された上記索引情報を表示手段に表示する表
示制御手段とを備えていてもよい。

これにより、上記不揮発性記憶手段にアクセスし、記憶された索引情報を表示するので
、この索引情報を参照して、記録媒体に記録された映像情報の検索を容易に行うことがで
きるという効果を奏する。

また、本発明の映像情報再生装置は、記録媒体に記録された映像情報を索引情報に基づ
いて検索して再生する映像情報再生装置において、上記索引情報を記憶すべく映像情報再
生装置本体と別体に設けられた不揮発性記憶手段にアクセスするアクセス手段と、上記不
揮発性記憶手段に記憶された上記索引情報を上記アクセス手段を介して取得して表示手段
に表示する表示制御手段とを備えていてもよい。

これにより、アクセス手段を介して上記不揮発性記憶手段にアクセスし、記憶された索
引情報を表示するので、この索引情報を参照して、記録媒体に記録された映像情報の検索
を容易に行うことができるという効果を奏する。



この索引情報を参照して、記録媒体に記録された映像情報の検索を容易に行うことができ
るという効果を奏する。
【０２８２】
　本発明に係る映像情報再生装置は、以上のように、上記映像情報の再生を制御する遠隔
制御装置を備えており、上記遠隔制御装置は、上記索引情報を記憶すべく映像情報再生装
置本体と別体に設けられた不揮発性記憶手段にアクセスするアクセス手段と、上記不揮発
性記憶手段に記憶された上記索引情報を上記アクセス手段を介して取得して表示手段に表
示する表示制御手段とを有している構成である。
【０２８３】
　それゆえ、アクセス手段を介して上記不揮発性記憶手段にアクセスし、記憶された索引
情報を表示するので、この索引情報を参照して、記録媒体に記録された映像情報の検索を
容易に行うことができるという効果を奏する。
【０２８４】
　本発明に係る映像情報再生装置は、以上のように、上記構成において、上記索引情報を
上記不揮発性記憶手段に記憶させる記憶制御手段を備えている構成である。
【０２８５】
　それゆえ、例えば所望の情報を不揮発性記憶手段に記憶させ、その後に所望の情報を参
照して、映像情報の検索をより容易にできるという効果を奏する。
【０２８６】
　本発明に係る映像情報再生装置は、以上のように、上記構成において、上記索引情報は
、上記映像情報の題名を示すタイトル情報を含んでいる構成である。
【０２８７】
　それゆえ、索引情報としてのタイトル情報を参照して、映像情報の検索を容易に行うこ
とができるという効果を奏する。
【０２８８】
　本発明に係る映像情報再生装置は、以上のように、上記構成において、上記索引情報は
、上記映像情報における任意の一場面の静止画像であるガイド画像を含んでいる構成であ
る。
【０２８９】
　それゆえ、例えば複数の光ディスクに記録されている複数の映像情報を検索する場合に
、映像情報ごとのガイド画像をそれぞれ表示手段に表示するので、ガイド画像を参照して
、映像情報の検索をより容易に行うことができるという効果を奏する。
【０２９０】
　本発明に係る映像情報再生装置は、以上のように、上記構成において、上記索引情報は
、上記映像情報における複数の場面の静止画像であるシーン画像を含んでいる構成である
。
【０２９１】
　それゆえ、例えば一枚の光ディスクに記録されている映像情報を検索する場合に、複数
の場面の静止画像であるシーン画像をそれぞれ表示手段に表示するので、シーン画像を参
照して、映像情報の検索をさらに容易に行うことができるという効果を奏する。
【０２９２】
　本発明に係る映像情報再生装置は、以上のように、上記構成において、上記表示制御手
段は、上記不揮発性記憶手段に記憶された上記タイトル情報および上記ガイド画像を、一
覧にして上記表示手段に表示する構成である。
【０２９３】
　それゆえ、例えば複数の光ディスクに記録されている複数の映像情報を検索する場合に
、映像情報ごとのタイトル情報およびガイド画像をそれぞれ表示手段に一覧にして表示す
るので、これを参照して、映像情報の検索を容易にすることができるという効果を奏する
。
【０２９４】
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　本発明に係る映像情報再生装置は、以上のように、上記構成において、上記表示手段に
表示された上記タイトル情報および上記ガイド画像から、所望のタイトル情報またはガイ
ド画像の少なくても一方が選択されると、上記選択されたタイトル情報またはガイド画像
に応じた上記映像情報の再生をする再生制御手段を備えている構成である。
【０２９５】
　それゆえ、選択されたタイトル情報またはガイド画像に対応する映像情報の再生がされ
るので、映像情報再生装置の操作性を向上できるという効果を奏する。
【０２９６】
　本発明に係る映像情報再生装置は、以上のように、上記構成において、上記表示制御手
段は、上記表示手段に表示された上記タイトル情報および上記ガイド画像から、所望のタ
イトル情報またはガイド画像の少なくても一方が選択されると、上記選択されたタイトル
情報またはガイド画像に応じた上記シーン画像を一覧にして上記表示手段に表示する構成
である。
【０２９７】
　それゆえ、選択されたタイトル情報またはガイド画像に対応するシーン画像が表示され
るので、シーン画像を参照して、映像情報の検索を容易にできるという効果を奏する。
【０２９８】
　本発明に係る映像情報再生装置は、以上のように、上記構成において、上記表示手段に
表示された上記シーン画像から、所望の場面に対応するシーン画像が選択されると、上記
選択されたシーン画像に応じた場面より、上記映像情報の再生をする再生制御手段を備え
ている構成である。
【０２９９】
　それゆえ、選択されたシーン画像に対応する映像情報の再生がされるので、映像情報再
生装置の操作性を向上できるという効果を奏する。
【０３００】
　本発明に係る映像情報再生装置は、以上のように、上記記録媒体は光ディスクである構
成である。
【０３０１】
　それゆえ、上述の構成を有する光ディスク再生装置を実現できるという効果を奏する。
【０３０２】
　本発明に係る遠隔制御装置は、以上のように、上記索引情報を記憶すべく映像情報再生
装置本体と別体に設けられた不揮発性記憶手段にアクセスするアクセス手段と、上記不揮
発性記憶手段に記憶された上記索引情報を上記アクセス手段を介して取得して表示手段に
表示する表示制御手段とを備えている構成である。
【０３０３】
　それゆえ、アクセス手段を介して不揮発性記憶手段にアクセスして、記憶された索引情
報を読み出し、索引情報を表示手段に表示するので、索引情報を参照して、記録媒体に記
録された映像情報の検索を容易に行うことができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施形態に係る光ディスク再生装置のブロック図である。
【図２】　上記光ディスク再生装置の斜視図である。
【図３】　上記光ディスク再生装置を操作する操作リモコンを示す平面図である。
【図４】　上記操作リモコンのブロック図である。
【図５】　上記光ディスク再生装置の表示画面の一例を示す平面図である。
【図６】　上記光ディスク再生装置の表示画面の他の一例を示す平面図である。
【図７】　上記光ディスク再生装置における検索の手順を示すフローチャートである。
【図８】　本発明の他の実施形態に係る光ディスク再生装置の斜視図である。
【図９】　上記光ディスク再生装置における検索の手順を示すフローチャートである。
【図１０】　上記光ディスク再生装置を操作する操作リモコンを示す平面図である。
【図１１】　上記操作リモコンの構成を示すブロック図である。
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【符号の説明】
　１、　５１　　　　　光ディスク再生装置（映像情報再生装置）
　３１、５４　　　　　操作リモコン（遠隔制御装置）
　１４、５３、５６　　不揮発性メモリ（不揮発性記憶手段）
　１５、３８　　　　　システム内部バス（アクセス手段）
　１７、３９　　　　　システム制御マイコン（表示制御手段、記憶制御手段、再生制御
手段）
　２５、４３　　　　　ＵＳＢ制御部（アクセス手段）
　Ｄ　　　　　　　　　光ディスク（記録媒体）
　Ｐ　　　　　　　　　表示パネル（表示手段）
　Ｔ１～Ｔ１２　　　　サムネイル画像（索引情報、ガイド画像）
　Ｑ１～Ｑ１１　　　　サムネイル画像（索引情報、シーン画像）
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】

(30) JP 3886822 B2 2007.2.28



フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
                        Ｈ０４ＮＨ０４ＮＨ０４ＮＨ０４ＮＨ０４ＮＨ０４ＮＨ０４ＮＨ０４Ｎ   5/85     (2006.01)   5/85     (2006.01)   5/85     (2006.01)   5/85     (2006.01)   5/85     (2006.01)   5/85     (2006.01)   5/85     (2006.01)   5/85     (2006.01)           Ｈ０４Ｎ   5/85    　　　Ｂ          　　　　　
                        Ｈ０４ＮＨ０４ＮＨ０４ＮＨ０４ＮＨ０４ＮＨ０４ＮＨ０４ＮＨ０４Ｎ   5/91     (2006.01)   5/91     (2006.01)   5/91     (2006.01)   5/91     (2006.01)   5/91     (2006.01)   5/91     (2006.01)   5/91     (2006.01)   5/91     (2006.01)           Ｈ０４Ｎ   5/91    　　　Ｚ          　　　　　

(56)参考文献  特開平１１－３０８５７２（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－２２０６８９（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－０４４５８６（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－１８４８４２（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－０４２４２２（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04N  5/76-5/956

(31) JP 3886822 B2 2007.2.28


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

