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(57)【要約】
【課題】
映像コンテンツが記録された情報記録媒体に対する再
生処理を行う映像再生装置であって、容易な設定作業に
より、映像コンテンツに対する視聴制限の設定が行える
ようにした映像再生装置の提供。
【解決手段】
ユーザからのコンテンツ視聴制限設定指示があった際
（ステップ３０７）若しくは情報記録媒体が装置に挿入
された際（ステップ３０１）に、各映像コンテンツの管
理情報を情報記録媒体から取得し（ステップ３０２）、
これを表示させて各映像コンテンツに対する視聴制限の
ＯＮ／ＯＦＦの設定をユーザに求め（ステップ３０３）
、これがＯＮであった場合には、 管理情報 の一部又
は全部を 視聴制限情報 として記憶する（ステップ３
０６）ことにより、 視聴制限情報 が 管理情報 に
含まれているコンテンツに対する視聴制限を設定する。
【選択図】 図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
１つ又は複数の映像コンテンツが記録された情報記録媒体からデータを読み込み、前記
映像コンテンツの再生処理を行う映像再生装置であって、入力部と、表示部若しくは当該
映像再生装置に接続される表示装置へ映像信号を出力する外部出力部と、記憶部と、制御
部と、を備え、前記入力部に対するユーザからのコンテンツ視聴制限設定指示があった際
若しくは前記情報記録媒体が着脱可能な媒体である場合に前記情報記録媒体が当該映像再
生装置に挿入された際に、前記情報記録媒体に記録されている前記各映像コンテンツの管
理情報の一部又は全部を前記表示部若しくは前記表示装置に表示させ、当該映像コンテン
ツに対する視聴制限を設定するか否かの指示をユーザに求め、これに対するユーザからの
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前記入力部に対する視聴制限の設定に関する指示があった場合には、当該映像コンテンツ
の前記管理情報の一部又は全部と視聴制限有り若しくは無しの旨の情報とを対応付けて前
記記憶部に格納することにより、前記情報記録媒体に記録されている前記各映像コンテン
ツに対する視聴制限の設定を行い、前記情報記録媒体に記録されている前記各映像コンテ
ンツに対する再生要求があった際には、前記記憶部を参照して、当該再生要求があった映
像コンテンツの管理情報の一部又は全部に前記視聴制限有り若しくは無しの旨の情報が対
応付けられているか否かを判別し、この結果当該映像コンテンツに視聴制限が設定されて
いると判断された場合には、当該映像コンテンツの再生を制限することを特徴とするコン
テンツ視聴制限設定可能な映像再生装置。
【請求項２】
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前記コンテンツ視聴制限の設定の際に使用される前記管理情報が、前記各映像コンテン
ツの表題情報若しくは作成者情報又はこれらの双方であることを特徴とする請求項１記載
のコンテンツ視聴制限設定可能な映像再生装置。
【請求項３】
前記記憶部に、予め若しくはユーザによって設定されたパスワードを格納することによ
り、前記映像コンテンツに対する再生要求があった際に当該映像コンテンツに視聴制限が
設定されていると判断された場合には、ユーザに対してパスワードの入力を求め、これに
対してユーザから入力されたパスワードが前記記憶部に格納されているパスワードと一致
した場合には、当該映像コンテンツに対する再生処理を行うことを特徴とする請求項１又
は請求項２に記載のコンテンツ視聴制限設定可能な映像再生装置。
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【請求項４】
前記情報記録媒体に記録されている前記各映像コンテンツの管理情報の一部又は全部を
前記表示部若しくは前記表示装置に表示させて、当該映像コンテンツに対する視聴制限を
設定するか否かの指示をユーザに求める際に、当該表示した映像コンテンツの管理情報の
一部又は全部に対するユーザによる編集を可能とし、ユーザによる編集があった場合には
、当該編集された映像コンテンツの管理情報の一部又は全部と、前記視聴制限有り若しく
は無しの旨の情報と、を対応付けて前記記憶部に格納することを特徴とする請求項１乃至
請求項３の何れか１つに記載のコンテンツ視聴制限設定可能な映像再生装置。
【請求項５】
１つ又は複数の映像コンテンツが記録された情報記録媒体からデータを読み込み、前記
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映像コンテンツの再生処理を行う映像再生装置におけるコンテンツ視聴制限の設定方法で
あって、ユーザからのコンテンツ視聴制限設定指示があった際若しくは前記情報記録媒体
が着脱可能な媒体である場合に前記情報記録媒体が当該映像再生装置に挿入された際に、
前記情報記録媒体に記録されている前記各映像コンテンツの管理情報の一部又は全部を表
示させて当該映像コンテンツに対する視聴制限を設定するか否かの指示をユーザに求め、
これに対するユーザからの視聴制限の設定に関する指示があった場合には、当該映像コン
テンツの前記管理情報の一部又は全部と視聴制限有り若しくは無しの旨の情報とを対応付
けて管理することにより、前記情報記録媒体に記録されている前記各映像コンテンツに対
する視聴制限の設定を行い、前記情報記録媒体に記録されている前記各映像コンテンツに
対する再生要求があった際には、当該再生要求があった映像コンテンツの管理情報の一部
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又は全部に前記視聴制限有り若しくは無しの旨の情報が対応付けられているか否かを判別
し、この結果当該映像コンテンツに視聴制限が設定されていると判断された場合には、当
該映像コンテンツの再生を制限することを特徴とするコンテンツ視聴制限の設定方法。
【請求項６】
前記コンテンツ視聴制限の設定の際に使用される前記管理情報が、前記各映像コンテン
ツの表題情報若しくは作成者情報又はこれらの双方であることを特徴とする請求項５記載
のコンテンツ視聴制限の設定方法。
【請求項７】
予め若しくはユーザによって設定されたパスワードを管理することにより、前記映像コ
ンテンツに対する再生要求があった際に当該映像コンテンツに視聴制限が設定されている
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と判断された場合には、ユーザに対してパスワードの入力を求め、これに対してユーザか
ら入力されたパスワードが前記管理されているパスワードと一致した場合には、当該映像
コンテンツに対する再生処理を行うことを特徴とする請求項５又は請求項６に記載のコン
テンツ視聴制限の設定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、映像コンテンツが記録された情報記録媒体に対する再生処理を行う映像再生
装置に関し、特に、映像コンテンツ対する視聴制限の設定が可能な映像再生装置に関する
。
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【背景技術】
【０００２】
映像コンテンツを記録するための媒体として、ＤＶＤに代表される情報記録媒体を使用
することが広く行われている。このような情報記録媒体に記録された映像コンテンツの中
には、倫理的見地などにより、一定の視聴制限を設けることが好ましいものもあり、ＤＶ
Ｄにおいては規格によりパレンタルロックと呼ばれる視聴制限機能が定められている。し
かし、市販されているＤＶＤであっても必ずしもパレンタル情報が記録されているとは限
らないため、これを再生する再生装置側で何らかの視聴制限を行えるようにすることが好
ましい。このような、再生装置における視聴制限に関する従来技術が特許文献１〜特許文
献５などによって開示されている。
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【０００３】
【特許文献１】特開２００１−６７７７１号公報
【特許文献２】特開２００１−１６７５１７号公報
【特許文献３】特開２００１−２６８５１０号公報
【特許文献４】特開２００４−３２６１２号公報
【特許文献５】特開２００５−７１５５４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
従来の、映像再生装置（例えばＤＶＤプレーヤ）側における視聴制限設定では、その設
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定操作がやや煩雑である（操作作業量が多い）ものであった（例えば、特許文献１〜特許
文献３によって示される従来技術では、なんらかの

レベル

を入力する作業が必要であ

るし、特許文献４によって開示される従来技術では、視聴制限を設ける区間の始点と終点
の設定作業が必要となるものであり、特許文献５によって開示される従来技術では、
害語句情報

有

の設定作業が必要となるものであった）。

【０００５】
本発明は、上述した点に鑑み、映像コンテンツが記録された情報記録媒体に対する再生
処理を行う映像再生装置であって、容易な設定作業により、映像コンテンツに対する視聴
制限の設定が行えるようにした映像再生装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
請求項１のコンテンツ視聴制限設定可能な映像再生装置は、１つ又は複数の映像コンテ
ンツが記録された情報記録媒体からデータを読み込み、前記映像コンテンツの再生処理を
行う映像再生装置であって、入力部と、表示部若しくは当該映像再生装置に接続される表
示装置へ映像信号を出力する外部出力部と、記憶部と、制御部と、を備え、前記入力部に
対するユーザからのコンテンツ視聴制限設定指示があった際若しくは前記情報記録媒体が
着脱可能な媒体である場合に前記情報記録媒体が当該映像再生装置に挿入された際に、前
記情報記録媒体に記録されている前記各映像コンテンツの管理情報の一部又は全部を前記
表示部若しくは前記表示装置に表示させ、当該映像コンテンツに対する視聴制限を設定す
るか否かの指示をユーザに求め、これに対するユーザからの前記入力部に対する視聴制限
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の設定に関する指示があった場合には、当該映像コンテンツの前記管理情報の一部又は全
部と視聴制限有り若しくは無しの旨の情報とを対応付けて前記記憶部に格納することによ
り、前記情報記録媒体に記録されている前記各映像コンテンツに対する視聴制限の設定を
行い、前記情報記録媒体に記録されている前記各映像コンテンツに対する再生要求があっ
た際には、前記記憶部を参照して、当該再生要求があった映像コンテンツの管理情報の一
部又は全部に前記視聴制限有り若しくは無しの旨の情報が対応付けられているか否かを判
別し、この結果当該映像コンテンツに視聴制限が設定されていると判断された場合には、
当該映像コンテンツの再生を制限することを特徴とする。
【０００７】
上記構成によれば、ユーザからのコンテンツ視聴制限設定指示があった際若しくは情報
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記録媒体が映像再生装置に挿入された（例えば、ＤＶＤプレーヤにＤＶＤが挿入された）
際に、

情報記録媒体に記録されている前記各映像コンテンツの管理情報の一部又は全部

が表示部（例えば、ＤＶＤプレーヤの表示管）若しくは表示装置（例えば、ＤＶＤプレ
ーヤに接続されたテレビ）に表示され、これに対する視聴制限の

オン

・

オフ

の設

定をすることによって、当該映像コンテンツに対する次回以降の再生要求に対する制限（
視聴制限）を設定することができる。
【０００８】
請求項２のコンテンツ視聴制限設定可能な映像再生装置は、請求項１記載のコンテンツ
視聴制限設定可能な映像再生装置であって、前記コンテンツ視聴制限の設定の際に使用さ
れる前記管理情報が、前記各映像コンテンツの表題情報若しくは作成者情報又はこれらの
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双方であることを特徴とする。
【０００９】
上記構成によれば、「視聴制限設定」の際に、各映像コンテンツの表題情報若しくは作
成者情報又はこれらの双方が表示され、当該情報と視聴制限の

オン

・

オフ

の設定

が対応付けられて記憶部に格納される。なお、「各映像コンテンツの表題情報」とは、媒
体に記録されている映像データの一定単位ごとに割当てられている表題情報であり、例え
ば、ディスク媒体に付けられるディスクのタイトル名（ディスク名）や、コンテンツのタ
イトル名、チャプター名などを指すものである。
【００１０】
請求項３のコンテンツ視聴制限設定可能な映像再生装置は、請求項１又は請求項２に記
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載のコンテンツ視聴制限設定可能な映像再生装置であって、前記記憶部に、予め若しくは
ユーザによって設定されたパスワードを格納することにより、前記映像コンテンツに対す
る再生要求があった際に当該映像コンテンツに視聴制限が設定されていると判断された場
合には、ユーザに対してパスワードの入力を求め、これに対してユーザから入力されたパ
スワードが前記記憶部に格納されているパスワードと一致した場合には、当該映像コンテ
ンツに対する再生処理を行うことを特徴とする。
【００１１】
上記構成によれば、再生要求があった映像コンテンツに対して視聴制限が設定されてい
ると判断された場合にはパスワードの入力が要求され、これが認証された場合には当該映
像コンテンツの再生処理が行われる。
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【００１２】
請求項４のコンテンツ視聴制限設定可能な映像再生装置は、請求項１乃至請求項３の何
れか１つに記載のコンテンツ視聴制限設定可能な映像再生装置であって、前記情報記録媒
体に記録されている前記各映像コンテンツの管理情報の一部又は全部を前記表示部若しく
は前記表示装置に表示させて、当該映像コンテンツに対する視聴制限を設定するか否かの
指示をユーザに求める際に、当該表示した映像コンテンツの管理情報の一部又は全部に対
するユーザによる編集を可能とし、ユーザによる編集があった場合には、当該編集された
映像コンテンツの管理情報の一部又は全部と、前記視聴制限有り若しくは無しの旨の情報
と、を対応付けて前記記憶部に格納することを特徴とする。
【００１３】
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上記構成によれば、「視聴制限設定」時に各映像コンテンツの表題情報若しくは作成者
情報又はこれらの双方が表示（例えば

ＡＡＡ３

というタイトルを表示）された際に、

当該情報の編集が可能であり（例えば

ＡＡＡ３

というタイトルを編集して

とする）、当該編集された情報と視聴制限の

オン

・

オフ

ＡＡＡ

の設定が対応付けられて

記憶部に格納される。
【００１４】
請求項５のコンテンツ視聴制限の設定方法は、１つ又は複数の映像コンテンツが記録さ
れた情報記録媒体からデータを読み込み、前記映像コンテンツの再生処理を行う映像再生
装置におけるコンテンツ視聴制限の設定方法であって、ユーザからのコンテンツ視聴制限
設定指示があった際若しくは前記情報記録媒体が着脱可能な媒体である場合に前記情報記
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録媒体が当該映像再生装置に挿入された際に、前記情報記録媒体に記録されている前記各
映像コンテンツの管理情報の一部又は全部を表示させて当該映像コンテンツに対する視聴
制限を設定するか否かの指示をユーザに求め、これに対するユーザからの視聴制限の設定
に関する指示があった場合には、当該映像コンテンツの前記管理情報の一部又は全部と視
聴制限有り若しくは無しの旨の情報とを対応付けて管理することにより、前記情報記録媒
体に記録されている前記各映像コンテンツに対する視聴制限の設定を行い、前記情報記録
媒体に記録されている前記各映像コンテンツに対する再生要求があった際には、当該再生
要求があった映像コンテンツの管理情報の一部又は全部に前記視聴制限有り若しくは無し
の旨の情報が対応付けられているか否かを判別し、この結果当該映像コンテンツに視聴制
限が設定されていると判断された場合には、当該映像コンテンツの再生を制限することを
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特徴とする。
【００１５】
請求項６のコンテンツ視聴制限の設定方法は、請求項５記載のコンテンツ視聴制限の設
定方法であって、前記コンテンツ視聴制限の設定の際に使用される前記管理情報が、前記
各映像コンテンツの表題情報若しくは作成者情報又はこれらの双方であることを特徴とす
る。
【００１６】
請求項７のコンテンツ視聴制限の設定方法は、請求項５又は請求項６に記載のコンテン
ツ視聴制限の設定方法であって、予め若しくはユーザによって設定されたパスワードを管
理することにより、前記映像コンテンツに対する再生要求があった際に当該映像コンテン

40

ツに視聴制限が設定されていると判断された場合には、ユーザに対してパスワードの入力
を求め、これに対してユーザから入力されたパスワードが前記管理されているパスワード
と一致した場合には、当該映像コンテンツに対する再生処理を行うことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
本発明の請求項１の、１つ又は複数の映像コンテンツが記録された情報記録媒体からデ
ータを読み込み、前記映像コンテンツの再生処理を行う映像再生装置であって、入力部と
、表示部若しくは当該映像再生装置に接続される表示装置へ映像信号を出力する外部出力
部と、記憶部と、制御部と、を備え、前記入力部に対するユーザからのコンテンツ視聴制
限設定指示があった際若しくは前記情報記録媒体が着脱可能な媒体である場合に前記情報
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記録媒体が当該映像再生装置に挿入された際に、前記情報記録媒体に記録されている前記
各映像コンテンツの管理情報の一部又は全部を前記表示部若しくは前記表示装置に表示さ
せ、当該映像コンテンツに対する視聴制限を設定するか否かの指示をユーザに求め、これ
に対するユーザからの前記入力部に対する視聴制限の設定に関する指示があった場合には
、当該映像コンテンツの前記管理情報の一部又は全部と視聴制限有り若しくは無しの旨の
情報とを対応付けて前記記憶部に格納することにより、前記情報記録媒体に記録されてい
る前記各映像コンテンツに対する視聴制限の設定を行い、前記情報記録媒体に記録されて
いる前記各映像コンテンツに対する再生要求があった際には、前記記憶部を参照して、当
該再生要求があった映像コンテンツの管理情報の一部又は全部に前記視聴制限有り若しく
は無しの旨の情報が対応付けられているか否かを判別し、この結果当該映像コンテンツに

10

視聴制限が設定されていると判断された場合には、当該映像コンテンツの再生を制限する
ことを特徴とするコンテンツ視聴制限設定可能な映像再生装置によれば、ユーザからのコ
ンテンツ視聴制限設定指示があった際若しくは情報記録媒体が映像再生装置に挿入された
際に、

情報記録媒体に記録されている各映像コンテンツの管理情報の一部又は全部

表示され、これに対する視聴制限の

オン

・

オフ

が

の設定をすることのみによって、

当該映像コンテンツに対する視聴制限の設定をすることが可能となるため、映像コンテン
ツに対する視聴制限の設定操作が容易となる。
【００１８】
本発明の請求項２の、前記コンテンツ視聴制限の設定の際に使用される前記管理情報が
、前記各映像コンテンツの表題情報若しくは作成者情報又はこれらの双方であることを特

20

徴とする請求項１記載のコンテンツ視聴制限設定可能な映像再生装置によれば、「視聴制
限設定」の際に、各映像コンテンツの表題情報若しくは作成者情報又はこれらの双方が表
示され、当該情報と視聴制限の

オン

・

オフ

の設定が対応付けられて記憶部に格納

される。従って、例えば、販売しているＤＶＤが倫理上あまり好ましくないコンテンツを
含むことが多いような製作会社がある場合に、

作成者情報

を視聴制限設定に使用する

ことで、当該製作会社が製作したＤＶＤを挿入された際（若しくは視聴制限設定指示があ
った際）に、当該製作会社の

作成者情報

が表示され、これに対して視聴制限を

オン

とする操作をすることのみによって、次回以降、当該製作会社によって作成されたＤＶ
Ｄ（視聴制限設定時に使用したＤＶＤのみならず、

作成者情報

が同一と判断される全

てのＤＶＤ）に対する視聴制限を行わせるといったことが容易な設定操作によって可能と

30

なり、利便性に優れる。
【００１９】
本発明の請求項４の、前記情報記録媒体に記録されている前記各映像コンテンツの管理
情報の一部又は全部を前記表示部若しくは前記表示装置に表示させて、当該映像コンテン
ツに対する視聴制限を設定するか否かの指示をユーザに求める際に、当該表示した映像コ
ンテンツの管理情報の一部又は全部に対するユーザによる編集を可能とし、ユーザによる
編集があった場合には、当該編集された映像コンテンツの管理情報の一部又は全部と、前
記視聴制限有り若しくは無しの旨の情報と、を対応付けて前記記憶部に格納することを特
徴とする請求項１乃至請求項３の何れか１つに記載のコンテンツ視聴制限設定可能な映像
再生装置によれば、例えば、「視聴制限設定」時に
た際に、当該表題情報の編集をして
視聴制限の

オン

・

オフ

ＡＡＡ

ＡＡＡ３

というタイトルを表示し

40

とすることにより、当該編集された情報と

の設定が対応付けられて記憶部に格納されるため、シリー

ズ化された一連のコンテンツがあるような場合に、これらのコンテンツに共通するタイト
ル部分を登録することで、一連のコンテンツ全てに視聴制限をかけるといったことが容易
な設定操作によって可能となり、利便性に優れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
以下、本発明の具体的実施例について、図面を参照しながら説明する。なお、以下の実
施態様は、本発明を具体化する際の一形態であって、本発明をその範囲内に限定するため
のものではない。
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【実施例１】
【００２１】
図１は本実施例のＤＶＤ再生装置の本発明に係る部分のみの概略を示すブロック図であ
る。図２〜図４はそれぞれ本発明に関する処理動作の概略を示すフローチャートである。
【００２２】
図１に示されるように、本実施例のＤＶＤ再生装置１は、記録媒体であるＤＶＤ３から
の信号の読込みをおこなうディスクドライブ１１、ディスクドライブ１１から入力された
データを伸張するデコーダ等を備える再生制御部１２、再生制御部１２によって生成され
た映像／音声信号を外部表示装置（例えばテレビ）へと出力する外部出力部１３、ユーザ
に対する入力インターフェースである操作部１４ａ又は受光部１４ｂ（リモコン装置２か

10

らの信号を受信する）からの信号を判別して出力するキー判別部１４、装置全体の制御を
行う制御部１５、記憶手段である記憶部１６等を備える。
【００２３】
次に、図２〜図４を参照しつつ、本実施例のＤＶＤ再生装置１の本発明に関する動作の
概略を説明する。図２は、視聴制限機能の基本的な設定を行うための処理の概略を示した
フローチャートである。
【００２４】
操作部１４ａ若しくはリモコン装置２の操作によりユーザからの視聴制限機能の基本設
定の設定要求があった場合には（ステップ２０１）、図５に示されるような「視聴制限基
本設定画面」を外部出力部１３に接続される外部表示装置（例えばテレビ）に表示させる

20

（ステップ２０２）。当該処理は、制御部１２が備えるＯＳＤ生成機能により外部出力部
１３から図５に示されるような画面のＯＳＤ信号を出力することにより行われる。当該視
聴制限基本設定画面に対し、ユーザは、操作部１４ａ若しくはリモコン装置２を操作して
、

視聴制限設定に使用する管理情報

に使用する管理情報

と

パスワード

とを設定する。

視聴制限設定

とは、ＤＶＤに記録されている映像コンテンツの管理情報（例えば

、コンテンツのタイトル情報や、作成者情報、コンテンツのジャンル情報、録画日時情報
など）のうち、視聴制限機能の設定に使用する管理情報のことであり、本実施例では、
タイトル

と

作成者

と

ジャンル

の何れか若しくはこれらの組み合わせを、ユーザ

によって選択できるものとしている。なお、ユーザからの各種指示や各情報の取得動作は
、表示画面に従う等してユーザがリモコン装置２や操作部１４ａを操作することで、キー

30

判別部１４・制御部１５によって判別・取得される（ユーザの操作を適宜表示画面に反映
しつつ必要な情報を所得する）。以下の動作説明中の各種指示や各情報の取得動作におい
ても同様である。
【００２５】
ステップ２０３〜ステップ２０４では、ＯＫボタン５１若しくはＣａｎｃｅｌボタン５
２の入力を待ち、ＯＫボタン５１の入力があった場合にはステップ２０５へと移行して（
ステップ２０３）、

視聴制限設定に使用する管理情報

と

パスワード

を取得してこ

れを記憶部１６に格納する。一方、Ｃａｎｃｅｌボタン５２の入力であった場合には、そ
のまま「視聴制限機能基本設定」を終了する（ステップ２０４）。
【００２６】

40

次に、個別の視聴制限の設定を行うための処理の概略を、図３を参照しつつ説明する。
【００２７】
本実施例では、ＤＶＤ再生装置１にＤＶＤ３が挿入された際には、「視聴制限の個別設
定」が行われるものとしており、ＤＶＤ３の挿入があった場合には（ステップ３０１）、
ＤＶＤ３から各映像コンテンツの管理情報を取得する（ステップ３０２）と共に、当該情
報を使用（前述したごとく本実施例では、管理情報のうち
報

・

ジャンル情報

タイトル情報

・

作成者情

を用いるものとする）して図６に示されるような「視聴制限個別

設定画面」を外部出力部１３に接続される外部表示装置（例えばテレビ）に表示させる（
ステップ３０３）。なお、ＤＶＤ３からの情報（管理情報）の読込みは、ディスクドライ
ブ１１によって読込まれた信号を、再生制御部１２・制御部１５によって判別・取得され
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ることによって行われる。
【００２８】
ステップ３０４〜ステップ３０５では、ＯＫボタン６１若しくはＣａｎｃｅｌボタン６
２の入力を待ち、ＯＫボタン６１の入力があった場合にはステップ３０６へと移行して（
ステップ３０４）、「視聴制限設定」が
視聴制限設定に使用する管理情報

を

ＯＮ

に設定された映像コンテンツに対応する

視聴制限情報

として記憶部１６に格納する（

ステップ３０６）。例えば、図２の「視聴制限基本設定処理」において、
に使用する管理情報

が

作成者

視聴制限設定

と設定されていた場合には、図３の「視聴制限個別設

定処理」において、「視聴制限設定」が
作成者情報（例えば「ａｂｃ」）が

ＯＮ

に設定された映像コンテンツに対応する

視聴制限情報

として記憶部１６に格納されること

10

となる。なお、Ｃａｎｃｅｌボタン６２の入力であった場合にはステップ３０７へ移行す
る（ステップ３０５）。
【００２９】
ステップ３０７では、ユーザによる「視聴制限の個別設定」の要求の有無を判別し、こ
れがあった場合には、ステップ３０２へと戻って上記処理を繰返す（よって、本実施例で
は、ＤＶＤ３が挿入された際と視聴制限の個別設定要求があった際に、「視聴制限個別設
定処理」が行われることとなる）。
【００３０】
次に、ＤＶＤ３に記録されている映像コンテンツの再生要求があった場合の処理の概略
を、図４を参照しつつ説明する。

20

【００３１】
再生要求があった際には（ステップ４０１）、再生要求があった映像コンテンツの管理
情報をＤＶＤ３から取得し、記憶部に格納されている

視聴制限情報

がこれに含まれて

いるか否かを制御部１５によって判別する（ステップ４０２）。例えば、
として

作成者ａｂｃ

の管理情報にある
報

視聴制限情報

が設定されていた場合には、再生要求があった映像コンテンツ

作成者

が

ａｂｃ

であるか否かを判別する。なお、

視聴制限情

があるか否かの判別は、情報の完全一致によって判別するものであっても良いし、一

部一致によって判別する（例えば、
場合には、

ａｂｃｄ

ａｂｃ

が

視聴制限情報

として設定されている

も同一と判断する）ものであっても構わない。また、判断を「完

全一致」によるか「一部一致」によるかの設定も「視聴制限基本設定処理」において行う

30

ように（ユーザによる選択ができるように）してもよい。
【００３２】
ステップ４０２の判別の結果、再生要求があった映像コンテンツに対する視聴制限があ
ると判断された場合には（ステップ４０３）、図７に示されるようなパスワードの入力を
求める画面を表示して、ユーザからパスワードを取得し（ステップ４０４）、これが認証
された場合（記憶部１６に格納されている

パスワード

（「視聴制限基本設定処理」に

よって設定されたパスワード）と同一であると判断された場合）に、映像コンテンツの再
生処理を行い（ステップ４０６）、認証されなかった場合には、「視聴制限が設定されて
いるため、再生できません」旨の画面を表示させる（ステップ４０７）。ステップ４０３
における判断が否定であった（視聴制限がないと判断された）場合には、ステップ４０６

40

へと移行して映像コンテンツの再生処理を行う。再生処理が終わった後（若しくはパスワ
ードが認証されなかった場合）は、ステップ４０１へと戻って、処理を繰返す。
【００３３】
以上のごとく、本実施例のＤＶＤ再生装置１によれば、ユーザからの視聴制限個別設定
要求があった際若しくはＤＶＤが装置に挿入された際に、
像コンテンツの管理情報の一部又は全部
・

オフ

ＤＶＤに記録されている各映

が表示され、これに対する視聴制限の

オン

の設定をすることのみ（最初に基本設定の操作が必要ではあるが、個別の視聴

制限設定時には、

オン

・

オフ

の設定をするのみでよい）によって、当該映像コン

テンツに対する視聴制限の設定をすることができるため、映像コンテンツに対する視聴制
限の設定操作が容易となる。また、例えば、販売しているＤＶＤが倫理上あまり好ましく
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ないコンテンツを含むことが多いような製作会社がある場合には、

作成者情報

を視聴

制限基本設定に使用することで、当該製作会社が製作したＤＶＤを挿入された際（若しく
は視聴制限個別設定要求があった際）に、当該製作会社の
れに対して視聴制限を

オン

作成者情報

が表示され、こ

とする操作をすることのみによって、次回以降、当該製作

会社によって作成されたＤＶＤ（視聴制限設定時に使用したＤＶＤのみならず、
情報

作成者

が同一と判断される全てのＤＶＤ）に対する視聴制限を行わせるといったことや、

ジャンル情報

を視聴制限基本設定に使用することで、視聴制限をかけたい

ジャンル

のコンテンツに対する視聴制限の設定が、容易な設定操作によって可能となり、利便性
に優れる。
【００３４】

10

なお、本実施例では、視聴制限をＯＮとするための情報として

視聴制限情報

を取得

して記憶部に格納するものとしたが、逆に、視聴制限をＯＦＦとするための情報として
視聴制限情報
ｂｃ

を

を取得して記憶部に格納するようにしても構わない（例えば、

視聴制限情報

として格納することにより、

作成者情報

が

作成者ａ

ａｂｃ

であ

る映像コンテンツに対しては再生を許可するなど）。また、本実施例では、「視聴制限基
本設定処理」として、
いるが、予め装置に

視聴制限設定に使用する管理情報
視聴制限設定に使用する管理情報

をユーザから得るようにして
を定めておき、このような設定

操作を不要としても良い（このようにすれば、さらに設定操作が容易なものとなる）。
視聴制限設定に使用する管理情報

は、複数設定される（例えば、タイトル情報と作成者

情報の双方を使用する）ものであってもよく、この場合の、「再生要求があった映像コン

20

テンツに対する視聴制限があるか否かの判断」では、「タイトル情報と作成者情報の双方
が同一である場合に視聴制限があると判断する」ものであってもよいし、「タイトル情報
と作成者情報の何れかが同一である場合に視聴制限があると判断する」ものであってもよ
い（当該判断方法を「視聴制限基本設定処理」においてユーザに設定させるものであって
もよい）。
【実施例２】
【００３５】
図８は本実施例のＤＶＤ再生装置内蔵ＬＣＤの本発明に係る部分のみの概略を示すブロ
ック図である。実施例１と同様の構成要素となるものについては実施例１（図１）と同一
の符号を使用し、ここでの説明を省略若しくは簡略化する。図９は同ＤＶＤ再生装置内蔵

30

ＬＣＤの外観を示す斜視図、図１０は本発明に関する部分の動作の概略を示すフローチャ
ートである。
【００３６】
図８に示されるように、本実施例のＤＶＤ再生装置内蔵ＬＣＤ（以下単にＤＶＤ内蔵Ｌ
ＣＤ）７は、実施例１のＤＶＤ再生装置と同様にディスクドライブ１１、再生制御部１２
、外部出力部１３、操作部１４ａ、受光部１４ｂ、キー判別部１４、制御部１５、記憶部
１６を備えると共に、映像を表示する表示部７２、放送信号を受信するチューナ部７３、
外部装置（例えばＨＤＤレコーダ）からの映像／音声信号を入力する外部入力部７４、チ
ューナ部７３又は外部入力部７４からの信号を切替えて出力する入力切替部７５、入力切
替部７５若しくは再生制御部１２等から入力された映像信号を表示部７２へ表示させる処

40

理を行う表示処理部７１などを備える。
【００３７】
記憶部１６には、実施例１（図２）の「視聴制限基本設定処理」と同様の処理により、
ユーザによって設定された

パスワード

視聴制限基本設定処理」においては、

が格納されるものとする。なお、本実施例の「
視聴制限設定に使用する管理情報

の設定処理は

行わない（パスワードのみの設定処理とする）。
【００３８】
図１０は、本実施例のＤＶＤ内蔵ＬＣＤ７における「視聴制限個別設定処理」の動作の
概略を示したフローチャートである。なお、実施例１（図３）と同様の処理概念となるも
のについては同一の符号を使用し、ここでの説明を省略若しくは簡略化する。
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【００３９】
ステップ９０１では、ユーザによる「視聴制限の個別設定」の要求の有無を判別し、こ
れがあった場合にステップ３０２へと移行する。ステップ３０２における

管理情報

の

取得処理を経たステップ９０２では、図１１に示されるような「視聴制限個別設定画面」
を表示部７２に表示させる。
【００４０】
「視聴制限個別設定画面」に対し、ユーザは、操作部１４ａ若しくはリモコン装置２を
操作して、各映像コンテンツに対する視聴制限をＯＮ若しくはＯＦＦにする設定と、これ
をＯＮにした場合には、
報）

の選択と、当該

視聴制限設定使用項目（
視聴制限設定使用項目

視聴制限情報

として使用される情

の編集を行う（ステップ９０３）。

10

【００４１】
ステップ３０４〜ステップ３０５では、ＯＫボタン若しくはＣａｎｃｅｌボタンの入力
を待ち、ＯＫボタンの入力があった場合にはステップ９０４へと移行して（ステップ３０
４）、「視聴制限設定」が
定使用項目

が

ＯＮ

ＯＮ

に設定された映像コンテンツに対応する

である管理情報（編集された管理情報）を

視聴制限設

視聴制限情報

とし

て記憶部１６に格納する（ステップ９０４）。例えば、ＤＶＤ３に記録されている映像コ
ンテンツの

タイトル情報

が

ＴＩＴＬＥ

１

である場合には、

が「視聴制限個別設定画面」に表示され、これに対して、
が行った場合、

ＴＩＴＬＥ

が

視聴制限情報

１

ＴＩＴＬＥ

１

を削除する編集をユーザ

として記憶部１６に格納されることと

なる。

20

【００４２】
なお、Ｃａｎｃｅｌボタンの入力であった場合には、ステップ９０１へと戻って処理を
繰返す（ステップ３０５）。
【００４３】
ＤＶＤ３に記録されている映像コンテンツの再生要求があった場合の処理の概略は、実
施例１（図４）と同様である。例えば、上記のごとく、
として設定されている場合には、当該
や

ＴＩＴＬＥ

２

ＴＩＴＬＥ

ＴＩＴＬＥ

が

の情報を含む

視聴制限情報

ＴＩＴＬＥ

１

に対する再生要求があった場合に、視聴制限が設定されていると判

断され、パスワードの要求がなされることとなる。
【００４４】

30

以上のごとく、本実施例のＤＶＤ内蔵ＬＣＤ７によれば、例えば、「視聴制限個別設定
処理」時に
ＡＡ

ＡＡＡ３

というタイトルを表示した際に、当該表題情報の編集をして

とすることにより、当該編集された情報と視聴制限の

オン

・

オフ

Ａ

の設定が

対応付けられて記憶部に格納されるため、シリーズ化された一連のコンテンツがあるよう
な場合に、これらのコンテンツに共通するタイトル部分を登録することで、一連のコンテ
ンツ全てに視聴制限をかけるといったことが容易な設定操作によって可能となり、利便性
に優れる。
【００４５】
なお、実施例中では、

視聴制限設定に使用する管理情報

として、

タイトル情報（

実施例では、コンテンツに割当てられたタイトル名として説明しているが、ディスクに割

40

当てられているタイトル名や、コンテンツ中のチャプター名などであっても構わない）
と

作成者情報

と

ジャンル情報

とを具体例として用いて説明したが、本発明をこれ

に限るというものではなく、例えば、ユーザによって作成された（放送番組などを録画し
た）ＤＶＤであるような場合に、管理情報の

録画日時情報

を使用して、深夜時間帯に

録画された映像コンテンツには視聴制限を設けるような処理（例えば「視聴制限基本設定
処理」若しくは「視聴制限個別設定処理」において、
帯を設定することで、コンテンツの

録画日時情報

視聴制限情報

として特定の時間

が当該時間帯に該当すると判断され

る場合には、視聴制限有りと判断する等）としてもよいし、管理情報の

録画ソース情報

を使用して、所定の録画ソースに該当する映像コンテンツには視聴制限を設けるなどの
処理としてもよい。
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【００４６】
実施例においては

情報記録媒体

の具体例として、ＤＶＤを用いて説明したが、その

他のディスク媒体（例えば、ＨＤＤ、ＶＣＤ、ＤＶＡ、ＣＤ等）であってもよく、半導体
メモリなどであっても構わない。また、本発明における

映像再生装置

ＤＶＤプレーヤといった装置に限られるというものではなく、
れた情報記録媒体

とは、いわゆる

映像コンテンツが記録さ

に対するデータの再生動作を行える装置を指し、他の機能をも併せ持

つ装置（例えば、記録動作も行えるＤＶＤレコーダや、液晶テレビ一体型のＤＶＤプレー
ヤや、ビデオカメラ、パソコンなど）であっても構わない。
【図面の簡単な説明】
【００４７】

10

【図１】ＤＶＤ再生装置の本発明に係る部分のみの概略を示すブロック図
【図２】視聴制限機能の基本設定を行うための処理の概略を示したフローチャート
【図３】視聴制限の個別設定を行うための処理の概略を示したフローチャート
【図４】再生要求があった際の処理の概略を示したフローチャート
【図５】表示画面（視聴制限基本設定画面）の一例を示す図
【図６】表示画面（視聴制限個別設定画面）の一例を示す図
【図７】表示画面（パスワード入力画面）の一例を示す図
【図８】ＤＶＤ再生装置内蔵ＬＣＤの本発明に係る部分のみの概略を示すブロック図
【図９】ＤＶＤ再生装置内蔵ＬＣＤの外観の概略を示す斜視図
【図１０】実施例２の視聴制限の個別設定を行うための処理の概略を示したフローチャー

20

ト
【図１１】実施例２の表示画面（視聴制限個別設定画面）の一例を示す図
【符号の説明】
【００４８】
１

ＤＶＤ再生装置（映像再生装置）

２

リモコン装置（入力部）

３

ＤＶＤ（情報記録媒体）

７

ＤＶＤ再生装置内蔵ＬＣＤ（映像再生装置）

１１

ディスクドライブ

１３

外部出力部

１４ａ

操作部（入力部）

１５

制御部

１６

記憶部

７１

表示処理部

７２

表示部
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】
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【図９】

【図１１】

【図１０】
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