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(57)【要約】
【課題】動画中の表示オブジェクトを簡易に選択操作で
きる「ビデオプレイヤ及びビデオ再生制御方法」を提供
する。
【解決手段】動画中のアクションが定義された領域であ
る表示オブジェクトの選択操作の発生を、カーソル５１
の移動操作の開始や、タッチパネルへの手の接近より予
測して、タイトルの再生状態を一時停止またはスロー再
生に切り替える。そして、表示オブジェクトに定義され
ている説明情報６２１、６２２を自動的に表示する。ま
た、表示オブジェクトの領域を図形６３１、６３２、６
３３を表示することによりに可視化する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画を再生表示するビデオプレイヤであって、
　アクションが定義された表示オブジェクトを含む動画を表すビデオデータに基づいて、
前記動画を再生表示する動画再生表示部と、
　前記動画上に表示される移動操作可能なカーソルを用いた、前記動画再生表示部によっ
て再生表示されている動画に含まれる前記表示オブジェクトの選択をユーザから受け付け
る選択受付部と、
　前記選択受付部が選択を受け付けた表示オブジェクトに定義されたアクションを実行す
るアクション実行部と、
　選択支援部とを有し、
　前記選択支援部は、
　ユーザのカーソルの移動操作を選択予備動作として、当該選択予備動作の発生を検出す
る選択操作発生予測部と、
　前記選択操作発生予測部が前記選択予備動作の発生を検出した場合に、前記動画再生表
示部の前記動画の再生速度を、前記動画がスロー表示またはポーズ表示される再生速度に
切り替える再生速度制御部とを有することを特徴とするビデオプレイヤ。
【請求項２】
　請求項１記載のビデオプレイヤであって、
　前記選択支援部は、
　前記選択操作発生予測部が前記選択予備動作の発生を検出した場合に、前記アクション
が定義された表示オブジェクトの前記動画上の位置を、前記動画上に表示する表示オブジ
ェクト位置提示手段を有することを特徴とするビデオプレイヤ。
【請求項３】
　請求項１記載のビデオプレイヤであって、
　前記表示オブジェクトに定義されるアクションは、当該表示オブジェクトに関する事項
を表示するアクションである属性表示アクションを含み、
　前記選択支援部は、
　前記選択操作発生予測部が前記選択予備動作の発生を検出した場合に、当該時点におい
て動画に含まれている前記属性表示アクションが定義された表示オブジェクトについて、
当該表示オブジェクトに定義されている前記属性表示アクションが表示する事項を表示す
る属性表示部を有することを特徴とするビデオプレイヤ。
【請求項４】
　請求項１記載のビデオプレイヤであって、
　放送された前記ビデオデータを受信する受信機を備え、
　前記動画再生表示部は、前記受信機が受信している前記ビデオデータに基づいて前記動
画を、前記ビデオデータの受信に対してリアルタイムに再生表示し、
　前記選択支援部の再生速度制御部は、前記動画再生表示部の前記動画の再生速度を、前
記動画がスロー表示またはポーズ表示される再生速度に切り替えるときに、前記受信機が
受信している前記ビデオデータのタイムシフト再生用の記録を開始し、所定の契機で、前
記動画再生表示部に、前記動画がスロー表示またはポーズ表示される再生速度での動画の
再生を終了させ、当該再生を終了させた再生位置からの記録したビデオデータを用いた動
画のタイムシフト再生を開始させることを特徴とするビデオプレイヤ。
【請求項５】
　請求項４記載のビデオプレイヤであって、
　前記選択支援部の再生速度制御部は、前記動画再生表示部に、前記タイムシフト再生を
、再生位置が、前記ビデオデータの受信に対してリアルタイムに動画を再生することにな
る再生位置に達するまで、前記動画が早送り表示される再生速度で行わせることを特徴と
するビデオプレイヤ。
【請求項６】
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　請求項１記載のビデオプレイヤであって、
　ネットワークに接続するネットワーク接続部を有し、
　前記表示オブジェクトに定義されるアクションは、前記ネットワーク上の情報にアクセ
スするネットワークアクセスアクションを含み、
　前記アクション実行部は、前記ネットワークアクセスアクションの実行時に、前記ネッ
トワーク接続部によって前記ネットワークに接続できないときには、当該ネットワークア
クセスアクションの内容を特定するための情報を保存することを特徴とするビデオプレイ
ヤ。
【請求項７】
　動画を再生表示するビデオプレイヤであって、
　アクションが定義された表示オブジェクトを含む動画を表すビデオデータに基づいて、
前記動画を再生表示する動画再生表示部と、
　前記動画再生表示部によって再生表示されている動画に含まれる前記表示オブジェクト
の選択操作をユーザから受け付ける選択操作受付部と、
　前記選択操作受付部が選択操作を受け付けた表示オブジェクトに定義されたアクション
を実行するアクション実行部と、
　選択支援部とを有し、
　前記選択支援部は、
　ユーザの前記選択操作受付部への接近を選択予備動作として、当該選択予備動作の発生
を検出する選択操作発生予測部と、
　前記選択操作発生予測部が前記選択予備動作の発生を検出した場合に、前記動画再生表
示部の前記動画の再生速度を、前記動画がスロー表示またはポーズ表示される再生速度に
切り替える再生速度制御部とを有することを特徴とするビデオプレイヤ。
【請求項８】
　請求項７記載のビデオプレイヤであって、
　前記選択操作受付部はタッチパネルであって、
　当該ビデオプレイヤは、前記タッチパネルへの手の接近を検出する接近センサを備え、
　選択操作発生予測部は、前記タッチパネルへの手の接近を前記接近センサが検出した場
合に、前記選択予備動作の発生を検出することを特徴とするビデオプレイヤ。
【請求項９】
　請求項７記載のビデオプレイヤであって、
　前記選択支援部は、
　前記選択操作発生予測部が前記選択予備動作の発生を検出した場合に、前記アクション
が定義された表示オブジェクトの前記動画上の位置を、前記動画上に表示する表示オブジ
ェクト位置提示手段を有することを特徴とするビデオプレイヤ。
【請求項１０】
　請求項７記載のビデオプレイヤであって、
　前記表示オブジェクトに定義されるアクションは、当該表示オブジェクトに関する事項
を表示するアクションである属性表示アクションを含み、
　前記選択支援部は、
　前記選択操作発生予測部が前記選択予備動作の発生を検出した場合に、当該時点におい
て動画に含まれている前記属性表示アクションが定義された表示オブジェクトについて、
当該表示オブジェクトに定義されている前記属性表示アクションが表示する事項を表示す
る属性表示部を有することを特徴とするビデオプレイヤ。
【請求項１１】
　請求項７記載のビデオプレイヤであって、
　放送された前記ビデオデータを受信する受信機を備え、
　前記動画再生表示部は、前記受信機が受信している前記ビデオデータに基づいて前記動
画を、前記ビデオデータの受信に対してリアルタイムに再生表示し、
　前記選択支援部の再生速度制御部は、前記動画再生表示部の前記動画の再生速度を、前
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記動画がスロー表示またはポーズ表示される再生速度に切り替えるときに、前記受信機が
受信している前記ビデオデータのタイムシフト再生用の記録を開始し、所定の契機で、前
記動画再生表示部に、前記動画がスロー表示またはポーズ表示される再生速度での動画の
再生を終了させ、当該再生を終了させた再生位置からの記録したビデオデータを用いた動
画のタイムシフト再生を開始させることを特徴とするビデオプレイヤ。
【請求項１２】
　請求項１１記載のビデオプレイヤであって、
　前記選択支援部の再生速度制御部は、前記動画再生表示部に、前記タイムシフト再生を
、再生位置が、前記ビデオデータの受信に対してリアルタイムに動画を再生することにな
る再生位置に達するまで、前記動画が早送り表示される再生速度で行わせることを特徴と
するビデオプレイヤ。
【請求項１３】
　請求項７記載のビデオプレイヤであって、
　ネットワークに接続するネットワーク接続部を有し、
　前記表示オブジェクトに定義されるアクションは、前記ネットワーク上の情報にアクセ
スするネットワークアクセスアクションを含み、
　前記アクション実行部は、前記ネットワークアクセスアクションの実行時に、前記ネッ
トワーク接続部によって前記ネットワークに接続できないときには、当該ネットワークア
クセスアクションの内容を特定するための情報を保存することを特徴とするビデオプレイ
ヤ。
【請求項１４】
　動画を再生表示するビデオプレイヤであって、
　アクションが定義された表示オブジェクトを含む動画を表すビデオデータに基づいて、
前記動画を再生表示する動画再生表示部と、
　前記動画再生表示部によって再生表示されている動画に含まれる前記表示オブジェクト
の選択をユーザから受け付ける選択受付部と、
　前記選択受付部が選択を受け付けた表示オブジェクトに定義されたアクションを実行す
るアクション実行部と、
　選択支援部とを有し、
　前記表示オブジェクトに定義されるアクションは、当該表示オブジェクトに関する事項
を表示するアクションである属性表示アクションを含み、
　前記選択支援部は、
　所定の条件を満たす事項を表示する前記属性表示アクションが定義された表示オブジェ
クトの前記動画再生表示部が再生表示する動画上での出現を検出する表示オブジェクト検
出部と、
　前記表示オブジェクト検出部が前記出現を検出した場合に、前記動画再生表示部の前記
動画の再生速度を、前記動画がスロー表示またはポーズ表示される再生速度に切り替える
再生速度制御部と、
　表示オブジェクト検出部が前記出現を検出した場合に、当該時点において動画に含まれ
ている、前記所定の条件を満たす事項を表示する属性表示アクションが定義された表示オ
ブジェクトについて、当該表示オブジェクトに定義されている前記属性表示アクションが
表示する事項を表示する属性表示部を有することを特徴とするビデオプレイヤ。
【請求項１５】
　請求項１４記載のビデオプレイヤであって、
　放送された前記ビデオデータを受信する受信機を備え、
　前記動画再生表示部は、前記受信機が受信している前記ビデオデータに基づいて前記動
画を、前記ビデオデータの受信に対してリアルタイムに再生表示し、
　前記選択支援部の再生速度制御部は、前記動画再生表示部の前記動画の再生速度を、前
記動画がスロー表示またはポーズ表示される再生速度に切り替えるときに、前記受信機が
受信している前記ビデオデータのタイムシフト再生用の記録を開始し、所定の契機で、前
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記動画再生表示部に、前記動画がスロー表示またはポーズ表示される再生速度での動画の
再生を終了させ、当該再生を終了させた再生位置からの記録したビデオデータを用いた動
画のタイムシフト再生を開始させることを特徴とするビデオプレイヤ。
【請求項１６】
　請求項１５記載のビデオプレイヤであって、
　前記選択支援部の再生速度制御部は、前記動画再生表示部に、前記タイムシフト再生を
、再生位置が、前記ビデオデータの受信に対してリアルタイムに動画を再生することにな
る再生位置に達するまで、前記動画が早送り表示される再生速度で行わせることを特徴と
するビデオプレイヤ。
【請求項１７】
　請求項８記載のビデオプレイヤであって、
　ネットワークに接続するネットワーク接続部を有し、
　前記表示オブジェクトに定義されるアクションは、前記ネットワーク上の情報にアクセ
スするネットワークアクセスアクションを含み、
　前記アクション実行部は、前記ネットワークアクセスアクションの実行時に、前記ネッ
トワーク接続部によって前記ネットワークに接続できないときには、当該ネットワークア
クセスアクションの内容を特定するための情報を保存することを特徴とするビデオプレイ
ヤ。
【請求項１８】
　アクションが定義された表示オブジェクトを含む動画を表すビデオデータに基づいて、
前記動画を再生するビデオプレイヤにおいて、当該動画の再生を制御するビデオ再生制御
方法であって、
　前記動画上に表示される移動操作可能なカーソルを用いた、前記再生表示されている動
画に含まれる前記表示オブジェクトの選択をユーザから受け付けるステップと、
　選択を受け付けた表示オブジェクトに定義されたアクションを実行するステップと、
　ユーザのカーソルの移動操作を選択予備動作として、当該選択予備動作の発生を検出す
るステップと、
　前記選択予備動作の発生を検出した場合に、前記動画の再生速度を、前記動画がスロー
表示またはポーズ表示される再生速度に切り替えるステップとを有することを特徴とする
ビデオ再生制御方法。
【請求項１９】
　アクションが定義された表示オブジェクトを含む動画を表すビデオデータに基づいて、
前記動画を再生すると共に、ユーザの操作を受けつける操作部を備えたビデオプレイヤに
おいて、当該動画の再生を制御するビデオ再生制御方法であって、
　前記操作部を用いた、前記再生表示されている動画に含まれる前記表示オブジェクトの
選択をユーザから受け付けるステップと、
　選択を受け付けた表示オブジェクトに定義されたアクションを実行するステップと、
　ユーザの前記操作部への接近を選択予備動作として、当該選択予備動作の発生を検出す
るステップと、
　前記選択予備動作の発生を検出した場合に、前記動画の再生速度を、前記動画がスロー
表示またはポーズ表示される再生速度に切り替えるステップとを有することを特徴とする
ビデオ再生制御方法。
【請求項２０】
　アクションが定義された表示オブジェクトを含む動画を表すビデオデータに基づいて、
前記動画を再生するビデオ再生制御方法であって、
　前記表示オブジェクトに定義されるアクションは、当該表示オブジェクトに関する事項
を表示するアクションである属性表示アクションを含み、
　前記ビデオ再生制御方法は、
　再生表示されている動画に含まれる前記表示オブジェクトの選択をユーザから受け付け
るステップと、
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　選択を受け付けた表示オブジェクトに定義されたアクションを実行するステップと、
　前記属性表示アクションが定義された表示オブジェクトの、前記再生表示する動画上で
の出現を検出するステップと、
　前記出現を検出した場合に、前記動画の再生速度を、前記動画がスロー表示またはポー
ズ表示される再生速度に切り替えるステップと、
　前記出現を検出した場合に、当該時点において動画に含まれている前記属性表示アクシ
ョンが定義された表示オブジェクトについて、当該表示オブジェクトに定義されている前
記属性表示アクションが表示する事項を表示するステップとを有することを特徴とするビ
デオ再生制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インタラクティブな表示オブジェクトを含むビデオコンテンツを再生するビ
デオプレイヤにおいて、表示オブジェクトに対するユーザ操作を支援する技術に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、インタラクティブな表示オブジェクトを含むビデオコンテンツを再生するビ
デオプレイヤが知られている（たとえば、特許文献１）。
　また、このようなビデオプレイヤにおいて、表示オブジェクトに対するユーザ操作を支
援する技術としては、動画中に含まれる個々の被写体を表示オブジェクトとし、表示オブ
ジェクトに対する操作を受け付けるためのカーソルが、当該動画の表示に用いられる表示
ウインドウ内に移動したときに、動画中のインタラクティブな表示オブジェクトを強調表
示したり、動画の再生速度を低下させることにより、ユーザが表示オブジェクトを簡易に
選択操作できるように支援する技術が知られている（特許文献２）。
【特許文献１】特開2002-63103号公報
【特許文献２】特開2004-54435号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　前記特許文献２の技術によれば、表示オブジェクトが短期間しか動画中に表示されない
ものである場合、ユーザがカーソルを動画の表示に用いられる表示ウインドウ内に移動す
る前に、当該表示オブジェクトの再生が終了してしまい、この結果、当該表示オブジェク
トの選択操作を支援できないことがある。
【０００４】
　そこで、本発明は、短期間しか動画中に表示されない表示オブジェクトについても、当
該表示オブジェクトの選択操作を支援することができるビデオプレイヤを提供することを
課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記課題達成のために、本発明は、動画を再生表示するビデオプレイヤに、アクション
が定義された表示オブジェクトを含む動画を表すビデオデータに基づいて、前記動画を再
生表示する動画再生表示部と、前記動画上に表示される移動操作可能なカーソルを用いた
、前記動画再生表示部によって再生表示されている動画に含まれる前記表示オブジェクト
の選択をユーザから受け付ける選択受付部と、前記選択受付部が選択を受け付けた表示オ
ブジェクトに定義されたアクションを実行するアクション実行部と、選択支援部とを備え
ると共に、前記選択支援部をユーザのカーソルの移動操作を選択予備動作として、当該選
択予備動作の発生を検出する選択操作発生予測部と、前記選択操作発生予測部が前記選択
予備動作の発生を検出した場合に、前記動画再生表示部の前記動画の再生速度を、前記動
画がスロー表示またはポーズ表示される再生速度に切り替える再生速度制御部とを含めて
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構成したものである。
【０００６】
　このようなビデオプレイヤによれば、表示オブジェクトの選択のためにユーザがカーソ
ルの移動操作を開始すると、カーソルの位置によらずに、直ちに、動画の再生速度がスロ
ー表示またはポーズ表示される再生速度に切り替えられる。したがって、ユーザが選択し
ようとした表示オブジェクトが短期間しか動画中に表示されない表示オブジェクトであっ
ても、当該表示オブジェクトの表示期間の終了前に動画の再生速度をスロー表示またはポ
ーズ表示される再生速度に切り替えることができ、ユーザは、スロー表示またはポーズ表
示された動画上で、当該表示オブジェクトの選択を容易に行うことができる。
【０００７】
　また、前記課題達成のために、本発明は、動画を再生表示するビデオプレイヤに、アク
ションが定義された表示オブジェクトを含む動画を表すビデオデータに基づいて、前記動
画を再生表示する動画再生表示部と、前記動画再生表示部によって再生表示されている動
画に含まれる前記表示オブジェクトの選択操作をユーザから受け付ける選択操作受付部と
、前記選択操作受付部が選択操作を受け付けた表示オブジェクトに定義されたアクション
を実行するアクション実行部と、選択支援部とを設けると共に、前記選択支援部を、ユー
ザの前記選択操作受付部への接近を選択予備動作として、当該選択予備動作の発生を検出
する選択操作発生予測部と、前記選択操作発生予測部が前記選択予備動作の発生を検出し
た場合に、前記動画再生表示部の前記動画の再生速度を、前記動画がスロー表示またはポ
ーズ表示される再生速度に切り替える再生速度制御部とを含めて構成したものである。こ
こで、より具体的には、前記選択操作受付部は、たとえば、タッチパネルであってよく、
この場合には、当該ビデオプレイヤは、前記タッチパネルへの手の接近を検出する接近セ
ンサを設け、選択操作発生予測部において、前記タッチパネルへの手の接近を前記接近セ
ンサが検出した場合に、前記選択予備動作の発生を検出するようにする。
【０００８】
　このようなビデオプレイヤによれば、表示オブジェクトの選択のためにユーザが手をタ
ッチパネル等の選択操作受付部に接近させると、直ちに、動画の再生速度がスロー表示ま
たはポーズ表示される再生速度に切り替えられる。したがって、ユーザが選択しようとし
た表示オブジェクトが短期間しか動画中に表示されない表示オブジェクトであっても、当
該表示オブジェクトの表示期間の終了前に動画の再生速度をスロー表示またはポーズ表示
される再生速度に切り替えることができ、ユーザは、スロー表示またはポーズ表示された
動画上で、当該表示オブジェクトの選択を容易に行うことができる。
【０００９】
　ここで、以上のような各ビデオプレイヤの前記選択支援部は、さらに、前記選択操作発
生予測部が前記選択予備動作の発生を検出した場合に、前記アクションが定義された表示
オブジェクトの前記動画上の位置を、前記動画上に表示する表示オブジェクト位置提示手
段を含めて構成することも、ユーザの表示オブジェクトの選択をさらに容易化する上で好
ましい。また、前記表示オブジェクトに定義されるアクションが、当該表示オブジェクト
に関する事項を表示するアクションである属性表示アクションを含む場合には、前記選択
支援部を、前記選択操作発生予測部が前記選択予備動作の発生を検出した場合に、当該時
点において動画に含まれている前記属性表示アクションが定義された表示オブジェクトに
ついて、当該表示オブジェクトに定義されている前記属性表示アクションが表示する事項
を表示する属性表示部を含めて構成することも、ユーザの表示オブジェクト選択操作の省
力化または容易化の上で好ましい。
【００１０】
　また、前記課題達成のために、本発明は、動画を再生表示するビデオプレイヤに、アク
ションが定義された表示オブジェクトを含む動画を表すビデオデータに基づいて、前記動
画を再生表示する動画再生表示部と、前記動画再生表示部によって再生表示されている動
画に含まれる前記表示オブジェクトの選択をユーザから受け付ける選択受付部と、前記選
択受付部が選択を受け付けた表示オブジェクトに定義されたアクションを実行するアクシ
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ョン実行部と、選択支援部とを備えたものである。ここで、前記表示オブジェクトに定義
されるアクションは、当該表示オブジェクトに関する事項を表示するアクションである属
性表示アクションを含むものであり、前記選択支援部は、所定の条件を満たす事項を表示
する前記属性表示アクションが定義された表示オブジェクトの前記動画再生表示部が再生
表示する動画上での出現を検出する表示オブジェクト検出部と、前記表示オブジェクト検
出部が前記出現を検出した場合に、前記動画再生表示部の前記動画の再生速度を、前記動
画がスロー表示またはポーズ表示される再生速度に切り替える再生速度制御部と、表示オ
ブジェクト検出部が前記出現を検出した場合に、当該時点において動画に含まれている、
前記所定の条件を満たす事項を表示する属性表示アクションが定義された表示オブジェク
トについて、当該表示オブジェクトに定義されている前記属性表示アクションが表示する
事項を表示する属性表示部とを含んで構成されるものである。
【００１１】
　このようなビデオプレイヤによれば、前記所定の条件を設定することにより、ユーザが
興味を持つ事項に関連する表示オブジェクトが出現したときに、自動的に前記動画の再生
速度を、前記事項の閲覧に適した再生速度である、スロー表示またはポーズ表示される再
生速度に切り替えた上で、当該表示オブジェクトに関連したユーザが興味を持つ事項を自
動的に表示することができるようになる。
【００１２】
　ここで、以上のような各ビデオプレイヤは、放送された前記ビデオデータを受信する受
信機を備え、前記動画再生表示部において、前記受信機が受信している前記ビデオデータ
に基づいて前記動画を、前記ビデオデータの受信に対してリアルタイムに再生表示するも
のあってもよく、この場合には、前記選択支援部の再生速度制御部において、前記動画再
生表示部の前記動画の再生速度を、前記動画がスロー表示またはポーズ表示される再生速
度に切り替えるときに、前記受信機が受信している前記ビデオデータのタイムシフト再生
用の記録を開始し、所定の契機で、前記動画再生表示部に、前記動画がスロー表示または
ポーズ表示される再生速度での動画の再生を終了させ、当該再生を終了させた再生位置か
らの記録したビデオデータを用いた動画のタイムシフト再生を開始させることが好ましい
。また、さらに、前記選択支援部の再生速度制御部において、前記動画再生表示部に、前
記タイムシフト再生を、再生位置が、前記ビデオデータの受信に対してリアルタイムに動
画を再生することになる再生位置に達するまで、前記動画が早送り表示される再生速度で
行わせるようにしてもよい。
【００１３】
　このようにすることにより、動画がスロー表示またはポーズ表示される再生速度での動
画の再生による再生位置の、リアルタイムな再生を行う場合の再生位置に対する遅延によ
って、ユーザが試聴できない動画の時間区間が発生してしまうことを排除することができ
る。
　また、以上のような各ビデオプレイヤが、ネットワークに接続するネットワーク接続部
を備え、前記表示オブジェクトに定義されるアクションが、前記ネットワーク上の情報に
アクセスするネットワークアクセスアクションを含む場合には、前記アクション実行部に
おいて、前記ネットワークアクセスアクションの実行時に、前記ネットワーク接続部によ
って前記ネットワークに接続できないときには、当該ネットワークアクセスアクションの
内容を特定するための情報を保存するようにしてもよい。
【００１４】
　このようにすることにより、ネットワークに接続できないために、所期の動作を遂行で
きなかったネットワークアクセスアクションを、後に、ネットワークに接続できる状態と
なったときに、前記保存しておいた情報を用いて実行することができるようになる。
【発明の効果】
【００１５】
　以上のように、本発明に係るビデオプレイヤによれば、短期間しか動画中に表示されな
い表示オブジェクトについても、当該表示オブジェクトの選択操作を支援することができ
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るようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態を説明する。
　図１に、本実施形態に係るビデオプレイヤの構成を示す。
　図示するようにビデオプレイヤ１００は、ＵＩ定義情報メモリ１、HDDなどのストレー
ジ２、HD-DVDなどのＤＶＤディスク２００のリードを行うＤＶＤドライブ３、デジタルＴ
Ｖ放送を受信するデジタルＴＶ受信機４、無線通信を介してインターネットなどのＷＡＮ
３００に接続するネットワークインタフェース５、メモリカード４００のリード/ライト
を行うカードインタフェース６、再生制御部７、マルチメディアデコーダ８、Ｗｅｂブラ
ウザ９、ＵＩ制御部１０、ポインティングデバイス１１、ディスプレイ１２、キーボード
１３、スピーカ１４とを備えている。
【００１７】
　また、マルチメディアデコーダ８は、動画デコーダ８１、静止画デコーダ８１、オーデ
ィオデコーダ８３、その他のデコーダ８４などの各種デジタルメディアのデコーダと、グ
ラフィックス系の各デコーダがデコードした各表示オブジェクトの合成や、オーディオ系
の各デコーダがデコードした各オーディオストリームのミックスを行う合成処理部８５と
を備えている。
【００１８】
　このような構成において、ビデオプレイヤ１００は、ＤＶＤディスク２００から読み出
したタイトルデータ、または、デジタルＴＶ受信機４が受信したタイトルデータが定義す
るタイトルを再生する。
　ここで、タイトルは、複数のコンテンツの再生シーケンスとして定義される。
　そして、タイトルデータは、図２に示すように、タイトル再生制御情報と、コンテンツ
情報と、リソースデータとを含んで構成される。
　そして、リソースデータは、コンテンツの実体（動画データ、静止画データ、オーディ
オデータなど）であるリソースの集合である。
　また、コンテンツ情報は、コンテンツ毎に設けられたコンテンツ定義データを有し、各
コンテンツ定義データは、コンテンツ定義データの識別情報であるコンテンツ識別子と、
コンテンツ再生開始時に実行され、コンテンツ再生時に用いるユーザインタフェースを定
義するユーザインタフェース定義をＵＩ定義情報メモリ１に設定するスクリプトと、コン
テンツのリソースの場所を指定するリソースURLとを含む。なお、このリソースURLでは、
タイトルデータに含まれるリソースの他、ＷＡＮ３００上のリソースなどの外部リソース
もコンテンツのリソースとして指定することができる。
【００１９】
　また、タイトル再生制御情報は、各コンテンツの再生制御情報を記述したコンテンツ再
生制御データを、コンテンツ毎に有し、各コンテンツ再生制御データは、対応するコンテ
ンツのコンテンツ定義データのコンテンツ識別子と、コンテンツの動画、静止画、オーデ
ィオなどの種別を表すコンテンツ種別と、コンテンツの再生開始時刻と、コンテンツの再
生終了時刻と、コンテンツ配置情報と、コンテンツ説明情報とを有する。
【００２０】
　そして、コンテンツ配置情報は、コンテンツがディスプレイ１２に表示されるコンテン
ツである場合に、当該コンテンツのディスプレイ１２の表示画面上の配置領域を指定する
。ディスプレイ１２の表示画面は、重畳表示される複数の表示プレーンによって形成され
ており、コンテンツ配置情報は、コンテンツを表示する表示プレーンと、表示プレーン上
の配置領域を指定する。
【００２１】
　また、コンテンツ説明情報は、コンテンツの説明情報であり、説明の種類を表す説明種
別と、説明の内容を表すテキストである説明テキストが登録される。
　さて、ビデオプレイヤ１００の再生制御部７は、このようなタイトルデータに基づいて
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次のようにタイトルの制御を行う。
　すなわち、タイトル制御情報の各コンテンツ再生制御データに基づいて、コンテンツ再
生制御データに記述されている再生開始時刻から再生終了時刻までの間、コンテンツ再生
制御データに記述されているコンテンツ識別子を有するコンテンツ定義データのリソース
URLで示されるリソースを、マルチメディアデコーダ８の、リソースの種別（動画データ
、静止画データ、オーディオデータなど）に対応するデコーダでデコードさせる。
【００２２】
　そして、オーディオデコーダ８３などのオーディオ系のデコーダがデコードした各音声
コンテンツを、合成処理部８５でミックスし、ＵＩ制御部１０を介してスピーカ１４に出
力する。また、動画デコーダ８１や静止画デコーダ８１などのグラフィックス系のデコー
ダがデコードした各表示コンテンツを、各表示コンテンツのコンテンツ再生制御データの
コンテンツ配置情報で指定された配置領域に配置されるように、合成処理部８５で合成し
、ＵＩ制御部１０を介してディスプレイ１２に表示する。
【００２３】
　また、再生制御部７は、コンテンツ再生開始時刻となったコンテンツの再生開始時に、
再生を開始するコンテンツのコンテンツ定義情報のスクリプトを実行し、当該スクリプト
によって、ＵＩ定義情報メモリ１に格納されたユーザインタフェース定義に従った、ユー
ザインタフェースを、当該コンテンツ再生終了まで、ＵＩ制御部１０を介してユーザに提
供する。
【００２４】
　さて、このようなタイトルデータとビデオプレイヤ１００によれば、図３に示すように
インタラクティブな表示オブジェクトを含めたビデオコンテンツの再生を実現することが
できる。
　すなわち、図３ａに示すように動画のコンテンツによって表示される動画オブジェクト
３０上に、図３ｂに示すように、動画オブジェクト３０上に配置した不可視の領域オブジ
ェクト３１、３２、３３を設定する。そして、この領域オブジェクト３１、３２、３３が
、ユーザによって、選択されたときに、不可視の領域オブジェクト３１、３２、３３に対
して定義されたアクションを実行する。
【００２５】
　これにより、動画オブジェクト３０中の各領域オブジェクト３１、３２、３３内の画像
部分を、ユーザに対する論理的な表示オブジェクトとして定義し、この論理的な表示オブ
ジェクトをインタラクティブに機能させることができる。以下、説明の便宜上、このよう
なインタラクティブに機能する論理的な表示オブジェクトを「インタラクティブ論理表示
オブジェクト」と呼ぶこととする。
【００２６】
　ここで、このような不可視の領域オブジェクトの動画オブジェクト上への設定は、たと
えば、コンテンツ再生制御データのコンテンツ配置情報で指定された配置領域を持ち、表
示すべきリソースを持たないコンテンツの再生や、リソースとして透明な静止画を用いる
コンテンツの再生によって実現することができる。
　また、このような領域オブジェクトの選択は次のようにして受け付けることができる。
すなわち、再生制御部７は、ポインティングデバイス１１を用いたユーザの表示画面上の
位置入力が発生したときに、入力された位置を、コンテンツ再生制御データのコンテンツ
配置情報で示される配置領域内に含むコンテンツが表示するオブジェクトを、ユーザによ
って選択されたオブジェクトして受け付ける。ただし、入力された位置を配置領域内に含
むコンテンツが複数存在する場合には、コンテンツ配置情報が最も上の表示プレーン上の
配置領域を示すコンテンツが表示するオブジェクトを、ユーザによって選択されたオブジ
ェクトして受け付ける。そして、これにより、表示画面上の領域オブジェクト内の位置が
、ポインティングデバイス１１を用いてユーザによって入力されたときに、当該領域オブ
ジェクトの選択を受け付けることができるようになる。
【００２７】
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　次に、領域オブジェクトに対するアクションの定義と、領域オブジェクト選択時のアク
ション実行は、たとえば、次のように実現できる。
　すなわち、再生制御部７は、ユーザによって選択されたオブジェクトを表示するコンテ
ンツのコンテンツ再生制御情報のコンテンツ説明情報を一定期間表示する動作（属性表示
アクション）を行う。
　そして、領域オブジェクト３１、３２を表示するコンテンツに図３ｂ３１０、３２０に
示すようにコンテンツ説明情報を設定しておけば、たとえば、図３ｃに示すように、ユー
ザが、領域オブジェクト３１によって規定されるインタラクティブ論理表示オブジェクト
である動画中の人物の画像部分をポインティングデバイス１１でポイントしたときに、図
３ｃに示すように、コンテンツ説明情報に記述しておいた、この人物のプロフィール３１
１を表示するインタラクティブな動作が実現されることになる。
【００２８】
　また、領域オブジェクトのコンテンツのコンテンツ定義データのスクリプトで、当該コ
ンテンツ選択時に、タイトルの再生を一時停止し、Ｗｅｂブラウザ９にＷＡＮ３００上の
特定のＷｅｂページへのアクセスを行わせるユーザインタフェースを定義すれば、領域オ
ブジェクトに対して、領域オブジェクト選択時のアクションとして、タイトルの再生が一
時停止され、Ｗｅｂブラウザ９がＷＡＮ３００上の特定のＷｅｂページにアクセスしアク
セスしたＷｅｂページを、ディスプレイ１２の表示画面に設定したＷｅｂブラウザウイン
ドウに表示するＷｅｂアクセスアクションを定義することができる。そして、このような
Ｗｅｂアクセスアクションを図３ｂ３３０に示すように領域オブジェクト３３に定義すれ
ば、ユーザが、領域オブジェクト３３によって規定されるインタラクティブ論理表示オブ
ジェクトである動画中のＴシャツの画像部分をポインティングデバイス１１でポイントし
たときに、図３ｄに示すように、タイトルの再生が一時停止し、Ｗｅｂブラウザウインド
ウ３３１に、このＴシャツを販売しているサイトのＷｅｂページが表示される、インタラ
クティブな動作が実現されることになる。
　このように、再生制御部７は、ポインティングデバイス１１による選択を受け付けとき
に、選択された領域オブジェクトに定義されたアクションを実行するアクション実行部と
して機能する。
【００２９】
　以下、このようなビデオプレイヤ１００において、インタラクティブ論理表示オブジェ
クトの、ユーザの選択を支援する動作について説明する。
　再生制御部７は、このような支援のために表示オブジェクト選択支援処理を行う選択支
援部としても機能する。
　図４に、この表示オブジェクト選択支援処理の手順を示す。
　図示するように、この処理では、選択支援モードがユーザによって設定されているかど
うかを調べ（ステップ４０２）、設定されていなければ、アクションが定義された領域オ
ブジェクトを設定中かどうかを調べ（ステップ４４６）、設定中であれば、図６ａに示す
ようにインタラクティブ論理表示オブジェクトが存在することを表す情報マーク６１を動
画オブジェクト６０上に表示し（ステップ４４８）、設定中でなければ情報マーク６１を
非表示とする（ステップ４５０）。そして、ステップ４０２からの処理に戻る。なお、選
択支援モードは、ユーザがオプショナルに設定できるモードである。
【００３０】
　一方、選択支援モードがユーザによって設定されている場合には（ステップ４０２）、
コンテンツ再生制御情報のコンテンツ説明情報の説明種別が、予めユーザによって設定さ
れた種別であるユーザ設定種別と一致するコンテンツによって設定される領域オブジェク
トの新規設定が発生したかどうかを調べ（ステップ４０４）、新規設定が発生していれば
、ステップ４１０に進み、新規設定が発生していなければ、さらに、アクションが定義さ
れた領域オブジェクトを設定中であるかどうかを調べ（ステップ４０６）、設定中でなけ
れば、ステップ４０２からの処理に戻る。なお、ユーザ設定種別は、選択支援モードと後
述する説明情報自動表示モードが設定されているときに、ユーザがオプショナルに設定す
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ることができる。
【００３１】
　一方、アクションが定義された領域オブジェクトを設定中であれば（ステップ４０６）
、ユーザの、領域オブジェクトの選択操作の発生が予測されるかどうかを調べ（ステップ
４０８）、予測される場合にはステップ４１０に進み、予測されない場合にはステップ４
０２からの処理に戻る。
　ここで、ユーザの領域オブジェクトの選択操作の発生の予測は、図５ａのようにディス
プレイ１２に表示したカーソル５１を用いて、ポインティングデバイス１１による、領域
オブジェクト選択のための位置入力を受け付ける場合には、ポインティングデバイス１１
によるカーソル５１の移動操作（ポインティングデバイス１１がマウスである場合のマウ
スの移動操作や、ポインティングデバイス１１がカーソル移動用の方向キーを備えた装置
である場合の当該方向キーの押し込み操作または当該方向キー表面への指の接触操作）が
発生したときに、選択操作支援部として機能する再生制御部７が、領域オブジェクトの選
択操作が発生すると予測することにより行う。なお、ここでは、カーソル５１の位置に関
わらず、カーソル５１の移動操作が発生したときに、領域オブジェクトの選択操作が発生
すると予測する。または、ポインティングデバイス１１としてディスプレイ１２の表示画
面上に配置したタッチパネルを用い、タッチパネルのタッチによって、領域オブジェクト
選択のための位置入力を受け付ける場合には、図５ｂに示すように、ディスプレイ１２の
表示画面の周辺に表示画面へのユーザの手５３の接近を検出する接近センサ５２を設け、
ユーザの領域オブジェクトの選択操作の発生の予測は、接近センサ５２の表示画面へのユ
ーザの手５３の接近の検出が発生したときに、領域オブジェクトの選択操作が発生すると
予測するようにする。なお、このような接近センサ５２としては、静電容量式接近センサ
や光学式接近センサ、または超音波式接近センサなどの各種センサを用いることができる
。
【００３２】
　さて、図４に戻り、再生制御部７は、ステップ４１０に進んだならば、タイトルの再生
速度を通常の再生速度より遅い所定速度に切り替える。ここで、この所定速度は０であっ
てもよい。したがって、このタイトルの再生速度の低下によって、以降、タイトルは、ス
ロー表示またはポーズ表示されることになる。なお、この再生速度の通常の再生速度より
遅い所定速度への切り替えは、たとえば、ビデオプレイヤ１００において再生時刻の基準
として用いるシステムタイマの計時速度を通常再生時の計時速度よりも遅くする、または
、タイマの計時を停止することにより実現できる。
【００３３】
　そして、タイトルの再生速度を通常の再生速度より遅い所定速度に切り替えたならば（
ステップ４１０）、現在再生しているタイトルが、デジタルＴＶ受信機４によって受信し
ているタイトルであるかどうかを調べ（ステップ４１２）、そうでなければステップ４１
４に進み、デジタルＴＶ受信機４によって受信しているタイトルであれば、デジタルＴＶ
受信機４によって以降受信するタイトルデータのストレージ２への記録を開始する。
【００３４】
　そして、ステップ４１４に進んだならば、所定のタイムアウト時間を有するタイマを設
定し、説明情報自動表示モードが設定されているかどうかを調べる（ステップ４１６）。
なお、説明情報自動表示モードは、選択支援モードの設定時に、ユーザがオプショナルに
設定できるモードである。
【００３５】
　そして、説明情報自動表示モードが設定されていれば（ステップ４１６）、さらに、ユ
ーザ設定種別が設定されているかどうかを調べ（ステップ４３０）、設定されていなけれ
ば、設定中の領域オブジェクトの内のコンテンツ再生制御情報にコンテンツ説明情報が設
定されている各領域オブジェクトについて、当該コンテンツ説明情報を一定期間表示し（
ステップ４３４）、表示したコンテンツ説明情報の表示以外のアクションが定義されてい
る領域オブジェクトを一定期間可視表示する（ステップ４１８）。そして、ステップ４２
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０に進む。ここで、領域オブジェクトの可視表示は、再生制御部７が、領域オブジェクト
（コンテンツ配置領域）の輪郭を表す図形を表示することにより行う。
【００３６】
　この結果、図３ｂに示す三つの領域オブジェクト３１、３２、３３が設定されている場
合には、図６ｂに示すように、コンテンツ説明情報が定義されている二つ領域オブジェク
ト３１、３２の、コンテンツ説明情報の表示６２１、６２２と共に、Ｗｅｂアクセスアク
ションが定義されている領域オブジェクト３３の範囲を表す図形６３３が動画オブジェク
ト６０上に表示されることになる。
【００３７】
　一方、ユーザ設定種別が設定されている場合には（ステップ４３０）、コンテンツ再生
制御情報のコンテンツ説明情報にユーザ設定種別が登録されている各領域オブジェクトに
ついて、当該コンテンツ説明情報を一定期間表示し（ステップ４３２）、表示したコンテ
ンツ説明情報の表示以外のアクションが定義されている領域オブジェクトを一定期間可視
表示する（ステップ４１８）。そして、ステップ４２０に進む。
【００３８】
　この結果、図３ｂに示す三つの領域オブジェクト３１、３２、３３が設定されており、
ユーザによってユーザ設定種別「人物」が設定されている場合には、図６ｃに示すように
、説明種別「人物」のコンテンツ説明情報が定義されている領域オブジェクト３１の、コ
ンテンツ説明情報の表示６２１と共に、アクションが定義されている残る領域オブジェク
ト３２、３３の範囲を表す図形６３２、６３３が動画オブジェクト６０上に表示されるこ
とになる。
【００３９】
　一方、ステップ４１６で、説明情報自動表示モードが設定されていないと判定された場
合には、設定中の全てのアクションが定義されている領域オブジェクトの領域を一定期間
可視表示する（ステップ４１８）。そして、ステップ４２０に進む、この結果、図３ｂに
示す三つの領域オブジェクト３１、３２、３３が設定されている場合には、図６ｄに示す
ように、三つの領域オブジェクト３１、３２、３３の範囲を表す図形６３１、６３２、６
３３が動画オブジェクト６０上に表示されることになる。
【００４０】
　なお、ステップ４１８は、アクションが定義されている全ての領域オブジェクトを一定
期間可視表示する処理としてもよい。
　さて、ステップ４２０に進んだならば、ユーザによる領域オブジェクトの選択の発生（
ステップ４２０）と、ステップ４１４でセットしたタイマのタイムアウトの発生（ステッ
プ４２２）とを監視し、いずれかが発生したならば、現在再生しているタイトルが、デジ
タルＴＶ受信機４によって受信しているタイトルであるかどうかを調べ（ステップ４２４
）、そうでなければ、通常再生速度によるタイトルの再生を再開し（ステップ４２６）、
ステップ４０２からの処理に戻る。なお、ステップ４２０で発生した領域オブジェクトの
選択に応じて、再生制御部７は、上述のように当該領域オブジェクトに定義されたアクシ
ョンを実行することになる。
【００４１】
　一方、ステップ４２４で現在再生しているタイトルが、デジタルＴＶ受信機４によって
受信しているタイトルであると判定された場合には、タイトルの再生を停止し（ステップ
４３６）、再生停止時刻位置からの、ストレージ２に記録されているタイトルデータを用
いたタイトルのタイムシフト再生を、再生速度を通常再生速度よりも幾分速めて開始する
（ステップ４３８）。そして、現在時刻までの再生時刻分のタイムシフト再生が終了し、
再生時刻の遅延が解消したならば（ステップ４４０）、デジタルＴＶ受信機４によって受
信しているタイトルの通常再生速度によるタイトルの再生を再開し（ステップ４４２）、
タイトルデータのストレージ２の記録を停止し（ステップ４４４）、ステップ４０２から
の処理に戻る。
【００４２】
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　以上、表示オブジェクト選択支援処理について説明した。
　以上のような表示オブジェクト選択支援処理によれば、ユーザ設定種別が設定されてい
るときに、ユーザ設定種別と一致する説明種別が登録されたコンテンツ説明情報を表示す
るアクションが定義されたインタラクティブ論理表示オブジェクトが発生したときに、タ
イトルの再生状態が一時停止またはスロー再生に変化し、図６ｃに示すようにユーザ設定
種別と一致する説明種別が登録されたコンテンツ説明情報６２１が自動的に表示される。
また、一部または全てのインタラクティブ論理表示オブジェクトの領域が図形６３２、６
３３によって可視化される。
【００４３】
　また、ユーザ設定種別が設定されておらず、選択支援モードが設定されているときに、
ユーザが、インタラクティブ論理表示オブジェクトの操作のために、カーソル５１の移動
操作を開始したり、タッチパネルに手を接近させると、タイトルの再生状態が一時停止ま
たはスロー再生に変化し、説明情報自動表示モードが設定されている場合には、図６ｂに
示すように、全てのインタラクティブ論理表示オブジェクトのコンテンツ説明情報６２１
、６２２が自動的に表示されると共に、一部または全てのインタラクティブ論理表示オブ
ジェクトの領域が図形６３３によって可視化される。また、説明情報自動表示モードが設
定されていない場合には、図６ｄに示すように、全てのインタラクティブ論理表示オブジ
ェクトの領域が図形６３１、６３２、６３３によって可視化される。
【００４４】
　また、デジタルＴＶ受信機４で受信したタイトルを再生している場合には、タイトルの
スロー表示またはポーズ表示の終了後に、再生速度を早めたタイムシフト再生が、再生時
刻が現在時刻に追いつくまで行われることになるので、タイトルのスロー表示またはポー
ズ表示によって、タイトルの一部の時間区間がユーザが試聴できなくなってしまうことが
ない。
【００４５】
　ところで、このようなビデオプレイヤ１００において、再生制御部７は、前述したＷｅ
ｂアクセスアクションの実行を次のように制御する。
　すなわち、再生制御部７は、Ｗｅｂアクセスアクションが定義されたインタラクティブ
論理表示オブジェクトがユーザによって選択されると、図７ａに示すＷｅｂアクション実
行制御処理を行う。なお、インタラクティブ論理表示オブジェクトにＷｅｂアクセスアク
ションが定義されているかどうかは、当該インタラクティブ論理表示オブジェクトを規定
する領域オブジェクトのコンテンツのコンテンツ定義データに登録されているスクリプト
によって定義される、当該インタラクティブ論理表示オブジェクト選択時のアクションが
、Ｗｅｂアクセスを伴うアクションであるかどうかより識別することができる。
【００４６】
　さて、Ｗｅｂアクション実行制御処理では図示するように、まず、ネットワークインタ
フェース５でＷＡＮ３００にアクセス可能な状態にあるかどうかを調べ（ステップ７０２
）、アクセス可能な状態にあれば、Ｗｅｂアクセスアクションを実行する（ステップ７０
４）。
【００４７】
　一方、ＷＡＮ３００にアクセス可能な状態になければ（ステップ７０２）、現在再生し
ているタイトルがＤＶＤディスク２００のタイトルかどうかを調べ（ステップ７０６）、
ＤＶＤディスク２００のタイトルでなければ、Ｗｅｂアクセスアクションの内容を記述し
たスクリプトを待機スクリプトとしてストレージ２に保存し（ステップ７０８）、保存し
た待機スクリプトを対象待機スクリプトとする待機スクリプト実行処理を起動して（ステ
ップ７１０）、処理を終了する。
【００４８】
　一方、現在再生しているタイトルがＤＶＤディスク２００のタイトルであれば、現在の
再生状態の保存を行うかどうかをユーザに問い合わせ（ステップ７１２）、保存が指示さ
れたならば（ステップ７１４）、現在のタイトルの再生時刻位置などの再生状態をメモリ
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カード４００に保存し（ステップ７１６）、処理を終了する。一方、非保存を指示された
場合には（ステップ７１４）、Ｗｅｂアクセスアクションの内容を記述したスクリプトを
待機スクリプトとしてストレージ２に保存し（ステップ７０８）、保存した待機スクリプ
トを対象待機スクリプトとする待機スクリプト実行処理を起動して（ステップ７１０）、
処理を終了する。
【００４９】
　さて、このようにしてＷｅｂアクション実行制御処理のステップ７１０で起動された待
機スクリプト実行処理では、図７ｂに示す処理を実行する。
　図示するように、この待機スクリプト実行処理では、ネットワークインタフェース５で
ＷＡＮ３００にアクセス可能な状態となるのを監視し（ステップ７５２）、ＷＡＮ３００
にアクセス可能な状態となったならば、ユーザに対象待機スクリプトを実行するかどうか
を問い合わせ（ステップ７５４）、実行が指示されたならば（ステップ７５６）、その時
点で再生しているタイトルの再生を一時停止し（ステップ７５８）、ストレージ２に保存
されている対象待機スクリプトを実行し（ステップ７６０）、対象待機スクリプトをスト
レージ２から消去した上で（ステップ７６２）、処理を終了する。
【００５０】
　一方、対象待機スクリプトの非実行が指示された場合には（ステップ７５６）、そのま
ま対象待機スクリプトをストレージ２から消去した上で（ステップ７６２）、処理を終了
する。
　また、再生制御部７は、ユーザからの要求に応じてメモリカード４００に格納されてい
る再生状態に、ＤＶＤドライブ３に装着されているＤＶＤディスク２００のタイトルの再
生状態を復帰する処理を行う。ただし、メモリカード４００に格納されている再生状態が
対象とするＤＶＤディスク２００が、ＤＶＤドライブ３に装着されていない場合には、メ
モリカード４００に格納されている再生状態が対象とするＤＶＤディスク２００の装着を
求めるメッセージを表示し、そのまま処理を終了する。
【００５１】
　以上の各処理によれば、Ｗｅｂアクセスアクション実行時にＷＡＮ３００にアクセスで
きない状態にあるために、Ｗｅｂアクセスアクションを実行できない場合に、後に、ＷＡ
Ｎ３００にアクセスが可能となった時点で当該Ｗｅｂアクセスアクションを実行するよう
にすることができる。また、ＤＶＤディスク２００のタイトル再生中に発生したＷｅｂア
クセスアクションをビデオプレイヤ１００がＷＡＮ３００にアクセスできない状態にある
ために実行できなかった場合に、ＤＶＤディスク２００とタイトルのＷｅｂアクセスアク
ション実行時点の再生状態を保存したメモリカード４００を、ＷＡＮ３００にアクセス可
能な他のビデオプレイヤ１００に移動して、当該他のビデオプレイヤ１００においてＤＶ
Ｄディスク２００のタイトルの再生状態をＷｅｂアクセスアクション実行時点の再生状態
に復帰することにより、当該他のビデオプレイヤ１００においてＷｅｂアクセスアクショ
ンを実行するようにすることもできる。
【００５２】
　以上、本発明の実施形態について説明した。なお、上記の実施形態においては、ＤＶＤ
ドライブ３（ディスク装置）とデジタルＴＶ受信機４（デジタル放送受信機）の両方を備
え、ＤＶＤディスク２００から読み出したタイトルデータとデジタルＴＶ受信機４が受信
したタイトルデータが定義するタイトルの両方を選択的に再生可能としたビデオプレイヤ
１００を説明したが、ディスク装置とデジタル放送受信機の何れか一方のみを備えるビデ
オプレイヤでも本発明を実施できることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の実施形態に係るビデオプレイヤの構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施形態に係るビデオプレイヤが再生するタイトルデータの内容を示す
図である。
【図３】本発明の実施形態に係るビデオプレイヤが表示するインタラクティブ論理表示オ
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ブジェクトを示す図である。
【図４】本発明の実施形態に係る表示オブジェクト選択支援処理を示すフローチャートで
ある。
【図５】本発明の実施形態に係るビデオプレイヤの、ユーザの選択操作発生予測の手法を
示す図である。
【図６】本発明の実施形態に係るビデオプレイヤの表示画面例を示す図である。
【図７】本発明の実施形態に係るＷｅｂアクセスアクション実行制御処理と待機スクリプ
ト実行処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００５４】
　１…ＵＩ定義情報メモリ、２…ストレージ、３…ＤＶＤドライブ、４…デジタルＴＶ受
信機、５…ネットワークインタフェース、６…カードインタフェース、７…再生制御部、
８…マルチメディアデコーダ、９…Ｗｅｂブラウザ、１０…ＵＩ制御部、１１…ポインテ
ィングデバイス、１２…ディスプレイ、１３…キーボード、１４…スピーカ、５１…カー
ソル、５２…接近センサ、８１…動画デコーダ、８１…静止画デコーダ、８３…オーディ
オデコーダ、８４…他デコーダ、８５…合成処理部、１００…ビデオプレイヤ、２００…
ＤＶＤディスク、３００…ＷＡＮ、４００…メモリカード。
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