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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　現在装置を使用しているユーザのユーザ情報を取得するユーザ情報取得手段と、
　前記取得したユーザ情報と、記憶媒体の再生停止位置情報とを関連付けて前記記録媒体
上に記録する記録手段と、
　前記記録媒体から読み出された再生停止位置情報群の中から前記取得したユーザ情報に
対応する再生停止位置情報を選択し、当該選択した再生停止位置情報に基づき前記記録媒
体の再生を再開する再生開始制御手段と、を備え、
　前記再生開始制御手段は、再生開始時に、前記記録媒体に記録されたユーザ情報を参照
し、記録媒体を再生するユーザ以外のユーザに関連する再生停止位置情報のみが前記記録
媒体上に記録されている場合は、ノーマル再生、又は、当該記録媒体を最後に使用したユ
ーザについて記録されている再生停止位置情報に基づく再生のいずれかの１つの選択を促
す選択画面を生成して表示する選択画面表示手段を有し、
　前記再生開始制御手段は、ユーザが前記選択画面を参照して、当該記録媒体を最後に使
用したユーザについて記録されている再生停止位置情報に基づく再生を選択した場合に、
当該記録媒体を再生するユーザ以外のユーザに関連する再生停止位置情報を利用して再生
を行い、
　前記記録手段は、前記ユーザが再生を停止した日時を示す日時情報を前記ユーザ情報及
び前記再生停止位置情報と関連付けて前記記録媒体に記録し、
　前記選択画面表示手段は、前記日時情報を参照して、前記記録媒体を最後に使用したユ
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ーザについて記録されている再生停止位置情報を決定することを特徴とする情報記録再生
装置。
【請求項２】
　前記記録手段は、再生停止時において、前記装置を使用しているユーザに対応する再生
停止位置情報が前記記録媒体に記録されている場合には、当該再生停止位置情報を更新す
ることを特徴とする請求項１に記載の情報記録再生装置。
【請求項３】
　前記記録手段は、再生停止時において、前記装置を使用しているユーザに対応する再生
停止位置情報が前記記録媒体に記録されていない場合には、新たなユーザとしてそのユー
ザのユーザ情報及び再生停止位置情報を記録することを特徴とする請求項１又は２に記載
の情報記録再生装置。
【請求項４】
　前記再生開始制御手段は、再生開始時に、前記記録媒体に記録されたユーザ情報を参照
し、記録媒体を再生するユーザに関連付けられた再生停止位置情報が前記記録媒体に記録
されている場合は、ノーマル再生、又は、当該ユーザについて記録されている再生停止位
置情報に基づく再生のいずれか１つの選択をユーザに促す選択画面を生成して表示する選
択画面表示手段を有することを特徴とする請求項１に記載の情報記録再生装置。
【請求項５】
　前記再生開始制御手段は、再生開始時に、前記記録媒体に記録されたユーザ情報を参照
し、記録媒体を再生するユーザ及び他のユーザに関連する再生停止位置情報が前記記録媒
体上に記録されている場合は、ノーマル再生、当該ユーザについて記録されている再生停
止位置情報に基づく再生、又は、当該記録媒体を最後に使用したユーザについて記録され
ている再生停止位置情報に基づく再生のいずれか１つの選択をユーザに促す選択画面を生
成して表示する選択画面表示手段を有することを特徴とする請求項１に記載の情報記録再
生装置。
【請求項６】
　前記ユーザ情報は、ユーザが使用する情報記録再生装置にあらかじめ登録されるユーザ
名、情報記録再生装置の製造番号、又は、情報記録再生装置との間であらかじめ定義され
、ユーザにより設定される任意の情報であることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか
一項に記載の情報記録再生装置。
【請求項７】
　記録媒体から情報を再生する手段、
　現在装置を使用しているユーザのユーザ情報を取得するユーザ情報取得手段、
　前記取得したユーザ情報と、前記記録媒体の再生停止位置情報とを関連付けて前記記録
媒体上に記録する記録手段、及び、
　前記記録媒体から読み出された再生停止位置情報群の中から前記取得したユーザ情報に
対応する再生停止位置情報を選択し、当該選択した再生停止位置情報に基づき前記記録媒
体の再生を再開する再生開始制御手段、としてコンピュータを機能させ、
　前記再生開始制御手段は、再生開始時に、前記記録媒体に記録されたユーザ情報を参照
し、記録媒体を再生するユーザ以外のユーザに関連する再生停止位置情報のみが前記記録
媒体上に記録されている場合は、ノーマル再生、又は、当該記録媒体を最後に使用したユ
ーザについて記録されている再生停止位置情報に基づく再生のいずれかの１つの選択を促
す選択画面を生成して表示する選択画面表示手段を有し、
　前記再生開始制御手段は、ユーザが前記選択画面を参照して、当該記録媒体を最後に使
用したユーザについて記録されている再生停止位置情報に基づく再生を選択した場合に、
当該記録媒体を再生するユーザ以外のユーザに関連する再生停止位置情報を利用して再生
を行い、
　前記記録手段は、前記ユーザが再生を停止した日時を示す日時情報を前記ユーザ情報及
び前記再生停止位置情報と関連付けて前記記録媒体に記録し、
　前記選択画面表示手段は、前記日時情報を参照して、前記記録媒体を最後に使用したユ
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ーザについて記録されている再生停止位置情報を決定することを特徴とするコンピュータ
プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光ディスクなどの記録媒体のための情報記録再生装置の分野に属し、特に再生
停止時に記録媒体に再生停止位置情報を記録し、再生開始時にはその再生停止位置から再
生を再開する、いわゆるリジューム機能を有する情報記録再生装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＤＶＤ（Digital　Versatile　Disk）等、光ディスクを記録媒体とする情報記録再生装置
においては、装置の電源オフ時、あるいは再生停止時に、その時点における再生停止位置
情報を覚えておき、再生再開時、以前に再生を停止した位置から再生を開始できるいわゆ
るリジューム機能を有するものが知られている。
【０００３】
従来は、ユーザが光ディスクなどの情報記録媒体の再生を停止した時に、その位置を示す
再生停止位置情報（以下、「リジューム情報」とも呼ぶ。）を、そのディスクの識別情報
などとともに情報記録再生装置側の内部メモリなどに記録していた。従って、ユーザは、
自己の情報記録再生装置を使用している限り、光ディスクを他人と貸し借りしても他人の
リジューム情報を参照することはなかった。なお、このようなリジューム機能を備えた情
報記録再生装置は、例えば特開２０００－３３１４６６号公報に記載されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
一方、このようなリジューム情報を光ディスク側に記録する装置が例えば特開平１１－１
４６３２７号公報などに提案されている。この場合、光ディスクの貸し借りによって他人
のリジューム情報が参照されることになる。つまり、ある人が他人から借りた光ディスク
を再生した場合、持ち主が以前に再生を停止した位置から再生が開始されてしまう。さら
には、その人が再生を停止した位置がリジューム情報としてその光ディスクに記録され、
その結果、持ち主のリジューム情報が書き換えられてしまうといった不都合が生じる。
【０００５】
　本発明は、以上の点に鑑みてなされたものであり、リジューム機能を有する情報記録再
生装置において、ユーザ情報を利用してリジューム情報をユーザ毎に管理することにより
、記録媒体の貸し借りによって生じる他人のリジューム情報の書き換えを禁止することを
課題とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明の１つの観点では、情報記録再生装置は、現在装置を使用しているユーザのユー
ザ情報を取得するユーザ情報取得手段と、前記取得したユーザ情報と、記憶媒体の再生停
止位置情報とを関連付けて前記記録媒体上に記録する記録手段と、前記記録媒体から読み
出された再生停止位置情報群の中から前記取得したユーザ情報に対応する再生停止位置情
報を選択し、当該選択した再生停止位置情報に基づき前記記録媒体の再生を再開する再生
開始制御手段と、を備え、　前記再生開始制御手段は、再生開始時に、前記記録媒体に記
録されたユーザ情報を参照し、記録媒体を再生するユーザ以外のユーザに関連する再生停
止位置情報のみが前記記録媒体上に記録されている場合は、ノーマル再生、又は、当該記
録媒体を最後に使用したユーザについて記録されている再生停止位置情報に基づく再生の
いずれかの１つの選択を促す選択画面を生成して表示する選択画面表示手段を有し、前記
再生開始制御手段は、ユーザが前記選択画面を参照して、当該記録媒体を最後に使用した
ユーザについて記録されている再生停止位置情報に基づく再生を選択した場合に、当該記
録媒体を再生するユーザ以外のユーザに関連する再生停止位置情報を利用して再生を行い
、前記記録手段は、前記ユーザが再生を停止した日時を示す日時情報を前記ユーザ情報及
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び前記再生停止位置情報と関連付けて前記記録媒体に記録し、前記選択画面表示手段は、
前記日時情報を参照して、前記記録媒体を最後に使用したユーザについて記録されている
再生停止位置情報を決定することを特徴とする。
【０００７】
　上記の情報記録再生装置によれば、ユーザによる情報記録再生装置の使用時に、現在装
置を使用しているユーザのユーザ情報が取得される。ユーザが記録媒体の情報を再生し、
再生を停止したときに、再生停止位置情報が取得され、取得されたユーザ情報と関連付け
て記録媒体上に記録される。一方、その記録媒体の再生開始時には、記録媒体から再生停
止位置情報群が読み出され、取得されたユーザ情報に対応する再生停止位置情報に基づい
て再生が開始される。よって、同一の記録媒体を複数ユーザで使用した場合に、他のユー
ザの再生位置情報から自動的に再生が行われたり、他のユーザの再生位置情報を書き換え
てしまったりという不具合を防止することができる。
　また、再生をしようとするユーザ以外のユーザについても過去の再生停止位置情報が記
録されている場合には、そのユーザは、自分が過去に再生を停止した位置からの再生、ノ
ーマル再生、又は、最後にその記録媒体を使用したユーザが再生を停止した位置からの再
生を選択することができる。ユーザ情報及び再生停止位置情報と関連付けされて記録媒体
に記録されている日時情報を参照することにより、最後にその記録媒体を使用したユーザ
の再生停止位置情報が特定される。
【０００８】
上記情報記録再生装置の一態様では、前記記録手段は、再生停止時において、前記装置を
使用しているユーザに対応する再生停止位置情報が前記記録媒体に記録されている場合に
は、当該再生停止位置情報を更新する。
【０００９】
この態様によれば、複数のユーザで同一の記録媒体を使用しても、ユーザ毎に再生停止位
置情報が記録され、更新される。
【００１０】
前記情報記録再生装置の他の一態様では、前記記録手段は、再生停止時において、前記装
置を使用しているユーザに対応する再生停止位置情報が前記記録媒体に記録されていない
場合には、新たなユーザとしてそのユーザのユーザ情報及び再生停止位置情報を記録する
。
【００１１】
この態様によれば、新たなユーザが記録媒体を使用した場合は、そのユーザについても再
生停止位置情報が記録される。
【００１２】
上記の情報記録再生装置のさらに他の一態様では、前記再生開始制御手段は、再生開始時
に、前記記録媒体に記録されたユーザ情報を参照し、記録媒体を再生するユーザに関連付
けられた再生停止位置情報が前記記録媒体に記録されている場合は、ノーマル再生、又は
、当該ユーザについて記録されている再生停止位置情報に基づく再生のいずれか１つの選
択をユーザに促す選択画面を生成して表示する選択画面表示手段を有する。
【００１３】
この態様によれば、再生をしようとするユーザについて過去の再生停止位置情報が記録さ
れている場合には、そのユーザは、過去に再生を停止した位置からの再生か、又はノーマ
ル再生のいずれかを選択することができる。
【００１６】
上記の情報記録再生装置のさらに他の一態様では、前記再生開始制御手段は、再生開始時
に、前記記録媒体に記録されたユーザ情報を参照し、記録媒体を再生するユーザ以外のユ
ーザに関連する再生停止位置情報のみが前記記録媒体上に記録されている場合は、ノーマ
ル再生、又は、当該記録媒体を最後に使用したユーザについて記録されている再生停止位
置情報に基づく再生のいずれかの１つの選択を促す選択画面を生成して表示する選択画面
表示手段を有する。
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【００１７】
この態様によれば、再生をしようとするユーザについて過去の再生停止位置情報が記録さ
れていない場合には、そのユーザは、ノーマル再生、又は、最後にその記録媒体を使用し
たユーザが再生を停止した位置からの再生を選択することができる。
【００２０】
上記の情報記録再生装置のさらに他の一態様では、前記ユーザ情報は、ユーザが使用する
情報記録再生装置にあらかじめ登録されるユーザ名、情報記録再生装置の製造番号、又は
、情報記録再生装置との間であらかじめ定義され、ユーザにより設定される任意の情報と
することができる。これにより、様々な情報をユーザ情報として使用することができる。
【００２１】
　本発明の他の観点では、コンピュータプログラムは、記録媒体から情報を再生する手段
、現在装置を使用しているユーザのユーザ情報を取得するユーザ情報取得手段、前記取得
したユーザ情報と、前記記録媒体の再生停止位置情報とを関連付けて前記記録媒体上に記
録する記録手段、及び、前記記録媒体から読み出された再生停止位置情報群の中から前記
取得したユーザ情報に対応する再生停止位置情報を選択し、当該選択した再生停止位置情
報に基づき前記記録媒体の再生を再開する再生開始制御手段、としてコンピュータを機能
させ、前記再生開始制御手段は、再生開始時に、前記記録媒体に記録されたユーザ情報を
参照し、記録媒体を再生するユーザ以外のユーザに関連する再生停止位置情報のみが前記
記録媒体上に記録されている場合は、ノーマル再生、又は、当該記録媒体を最後に使用し
たユーザについて記録されている再生停止位置情報に基づく再生のいずれかの１つの選択
を促す選択画面を生成して表示する選択画面表示手段を有し、前記再生開始制御手段は、
、ユーザが前記選択画面を参照して、当該記録媒体を最後に使用したユーザについて記録
されている再生停止位置情報に基づく再生を選択した場合に、当該記録媒体を再生するユ
ーザ以外のユーザに関連する再生停止位置情報を利用して再生を行い、前記記録手段は、
前記ユーザが再生を停止した日時を示す日時情報を前記ユーザ情報及び前記再生停止位置
情報と関連付けて前記記録媒体に記録し、前記選択画面表示手段は、前記日時情報を参照
して、前記記録媒体を最後に使用したユーザについて記録されている再生停止位置情報を
決定する。
【００２２】
このコンピュータプログラムをコンピュータ上で実行することにより、上述の情報記録再
生装置をコンピュータ上で実現することができる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の好適な実施の形態について説明する。
【００２４】
［１］装置構成
図１に、本発明の実施形態にかかる情報記録再生装置の内部構成をブロック図で示してい
る。
【００２５】
図１に示される情報記録再生装置１００は、光ディスクＤの記録再生に好適に用いられる
ものであり、アナログの映像入力信号Ｓｖｉをアナログ／ディジタル（以下、「Ａ／Ｄ」
という）変換してディジタルの映像データＳ１１を生成して出力するＡ／Ｄコンバータ１
１を有している。Ａ／Ｄコンバータ１１の出力側には、映像圧縮回路１２が接続されてい
る。
【００２６】
映像圧縮回路１２は、映像データＳ１１を入力して所定のフレーム数毎に単位映像ブロッ
ク（ＶＯＢＵ）を形成し、このＶＯＢＵに含まれる映像データを制御信号Ｓ４１－１に基
づいて指定される第１の圧縮率で圧縮（例えば、ＭＰＥＧ２方式に基づく可変長符号化）
して所定の情報量単位、例えば、２０４８バイトでパッケージ化することにより、圧縮映
像データＳ１２を生成して出力する回路である。
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【００２７】
また、情報記録再生装置１００は、アナログの音声入力信号ＳａｉをＡ／Ｄ変換してディ
ジタルの音声データＳ１３を生成して出力するＡ／Ｄコンバータ１３を有している。Ａ／
Ｄコンバータ１３の出力側には、音声圧縮回路１４が接続されている。
【００２８】
音声圧縮回路１４は、音声データＳ１３を入力して所定のサンプル数毎に単位音声ブロッ
ク（ＡＡＵ）を形成し、各ＡＡＵに含まれる音声データを制御信号Ｓ４１－１に基づいて
指定される第２の圧縮率で圧縮（例えば、ＡＣ－３方式に基づく固定長符号化）して前記
所定の情報量単位でパッケージ化することにより、圧縮音声データをＳ１４生成して出力
する回路である。
【００２９】
映像圧縮回路１２及び音声圧縮回路１４の各出力側には、マルチプレクサ１５が接続され
ている。マルチプレクサ１５は、制御信号Ｓ４１―２に基づいて指定されるタイミングで
圧縮映像データＳ１２と圧縮音声データＳ１４とを入力して時分割多重し、多重化データ
Ｓ１５を生成して出力する機能を有している。また、マルチプレクサ１５は、圧縮音声デ
ータＳ１４と与えられた映像データＳ３４ｖとを制御信号Ｓ１４－２に基づいて指定され
るタイミングで入力して時分割多重し、多重化データＳ１５を生成して出力する機能も有
している。マルチプレクサ１５の出力側には、記録バッファメモリ１６が接続されている
。
【００３０】
記録バッファメモリ１６は、第３の制御信号Ｓ４１－３に基づいて多重化データＳ１５を
書き込み、かつ、該多重化データＳ１５の蓄積量を示すデータ量信号Ｓ１６ｂを出力する
とともに、この制御信号Ｓ４１－３に基づいて多重化データＳ１５を読み出して多重化デ
ータＳ１６aを出力する機能を有している。
【００３１】
記録バッファメモリ１６の出力側には、制御信号Ｓ１４－４に基づいて多重化データＳ１
６ａを所定のエンコード方式で符号化してエンコードデータＳ１７を生成（例えば、多重
化データＳ１６ａに対して８／１６変調を行う）して出力するエンコーダ１７が接続され
ている。エンコーダ１７の出力側には、記録回路１８が接続されている。記録回路１８は
、制御信号Ｓ４１－５に基づいてエンコードデータＳ１７を入力して電力増幅等の処理を
行い、記録用データＳ１８を生成して出力する回路である。記録回路１８の出力側には、
ピックアップ２１が接続されている。
【００３２】
ピックアップ２１は、制御信号Ｓ２３ａに基づき、記録媒体、例えば、光ディスクＤに対
して光学的に記録用データＳ１８を記録し、かつ、記録された記録用データＳ１８を読み
出して検出信号Ｓ２１を出力する機能を有している。
【００３３】
光ディスクＤは、制御信号Ｓ２３ｂに基づいて制御されるモータ２２によって回転駆動さ
れるようになっている。ピックアップ２１及びモータ２２には、制御信号Ｓ４１－６に基
づいて制御信号Ｓ２３ａ，Ｓ２３ｂを生成して出力するサーボ回路２３が接続されている
。
【００３４】
ピックアップ２１の出力側には、再生回路３１が接続されている。再生回路３１は、検出
信号Ｓ２１を制御信号Ｓ４１－７に基づいて波形整形して２値の再生データＳ３１を出力
する回路である。再生回路３１の出力側には、デコーダ３２が接続される。
【００３５】
デコーダ３２は、制御信号Ｓ４１－８に基づいて再生データＳ３１をエンコーダ１７のエ
ンコーダ方式に対応したデコード方式で復号（例えば、再生データＳ３１に対して８／１
６復調を行う）してデコードデータＳ３２を生成して出力する機能を有している。デコー
ダ３２の出力側には、再生バッファメモリ３３が接続されている。
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【００３６】
再生バッファメモリ３３は、制御信号Ｓ４１－９に基づいてデコードデータＳ３２を入力
して書き込み、かつ、該デコードデータＳ３２の蓄積量を示すデータ量信号Ｓ３３ｂを出
力する機能を有している。また、再生バッファメモリ３３は、制御信号Ｓ４１－９に基づ
いてデコードデータＳ３２を読み出し、デコードデータＳ３３ａを出力する機能も有して
いる。再生バッファメモリ３３の出力側にはデマルチプレクサ３４が接続されている。デ
マルチプレクサ３４は、制御信号Ｓ４１－１０に基づいてデコードデータＳ３３ａを入力
して映像データＳ３４ｖと音声データＳ３４ａとに分離して出力するものである。
【００３７】
デマルチプレクサ３４の第１の出力側には、映像伸張回路３５及びマルチプレクサ１５が
接続されている。映像伸張回路３５は、映像データＳ３４ｖを格納する図示しない映像伸
張用バッファを有し、制御信号Ｓ４１－１０に基づき、この映像データＳ３４ｖを前記第
１の圧縮率に対応した伸張率で伸張して伸張映像データＳ３５を生成して出力する回路で
ある。
【００３８】
映像伸張回路３５の出力側には、伸張映像データＳ３５をＤ／Ａ変換して映像出力信号Ｓ
３６を生成して出力するディジタル／アナログ（以下、「Ｄ／Ａ」という）コンバータ３
６が接続されている。デマルチプレクサ３４の第２の出力側には、音声伸張回路３７が接
続されている。
【００３９】
音声伸張回路３７は、音声データＳ３４ａを格納する図示しない音声伸張用バッファを有
し、制御信号Ｓ４１－１０に基づき、この音声データＳ３４ａを前記第２の圧縮率に対応
した伸張率で伸張して伸張音声データＳ３７を生成して出力する回路である。音声伸張回
路３７の出力側には、伸張音声データＳ３７をＤ／Ａ変換して音声出力Ｓ３８を生成して
出力するＤ／Ａコンバータ３８か接続されている。
【００４０】
これらの映像圧縮回路１２、音声圧縮回路１４、マルチプレクサ１６、エンコーダ１７、
記録回路１８、サーボ回路２３、再生回路３１、デコーダ３２、再生バッファメモリ３３
、デマルチプレクサ３４、映像伸張回路３５及び音声伸張回路３７には、制御部４１が接
続されている。
【００４１】
制御部４１は、ＭＰＵ（Micro Processing Unit）などを含んで構成され、予め用意され
たプログラムを実行することにより、情報記録再生装置１００の各部の制御を行う。制御
部４１には、使用者の操作に基づいて動作を指示するための指示信号Ｓ４２を出力する操
作部４２が接続されている。また、制御部４１には、この情報記録再生装置１００の動作
状態、例えば再生状態、記録状態、光ディスク上の記録／再生位置（アドレス）を表示す
るための表示部４３が接続されている。
【００４２】
さらに、制御部４１には、後述する再生の動作モード（ノーマル／リジューム）のユーザ
による選択入力を促がすためのＧＵＩ画面（図５参照）を生成するＧＵＩ画面生成部４７
が接続されている。
【００４３】
ＧＵＩ画面生成部４７の出力はスイッチＳＷの一方の入力端子に接続され、スイッチＳＷ
の他方の入力端子にはＤ／Ａコンバータ３６の出力が供給されている。これにより、スイ
ッチＳＷは、Ｄ／Ａコンバータ３６から供給される光ディスクＤの再生映像信号と、ＧＵ
Ｉ画面生成部４７から供給されるＧＵＩ画面とのいずれかを選択し、図示しないモニタに
出力する。
【００４４】
また、制御部４１は、内蔵のメモリ４１ａに記録されたプログラムに従い、指示信号Ｓ４
２に基づき制御信号Ｓ４１－１、Ｓ４１－２、Ｓ４１－５、４１－６、４１－７、４１－
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８、４１－９、４１－１０を生成出力し、データ量信号Ｓ１６ｂに基づいて制御信号Ｓ４
１－３を出力し、且つデータ量信号Ｓ３３ｂに基づいて制御信号Ｓ４１－９を出力する機
能を有している。制御部４１は、更に、以下に詳述するリジューム処理を制御するための
制御中枢としても機能する。
【００４５】
［２］リジューム管理情報
図２に、光ディスクＤに記録されるリジューム管理情報の例を示す。リジューム情報とは
、ユーザがその光ディスクを過去に再生したことがある場合の、再生を停止した光ディス
ク上の位置情報（再生停止位置情報）をいう。図示のように、リジューム管理情報は、ユ
ーザ情報毎に分類されて記録されている。また、ユーザ毎に、そのユーザのリジューム情
報がいつの時点で作成されたかを示す日時情報が記録されている。なお、リジューム情報
は、ユーザが再生を停止した時点における当該光ディスク上の位置情報であり、通常は光
ディスク上のアドレスなどとすることができる。
【００４６】
リジューム管理情報は、光ディスク上の所定の管理情報記録領域内に記録される。リジュ
ーム管理情報は、ユーザがその光ディスクを再生するために情報記録再生装置１００に挿
入すると、その後の適当なタイミングで光ディスクから読み出されて、情報記録再生装置
１００の制御部４１内のメモリ４１ａなどに一時的に読み込まれる。また、ユーザが光デ
ィスクの再生を終了する時、あるいは光ディスクを情報記録再生装置１００から取り出す
時や装置の電源をオフにする時、メモリ４１ａなどから光ディスクＤの上記の管理情報記
録領域内に記録される。
【００４７】
［３］リジューム機能
次に、本発明によるリジューム機能を用いた再生処理について説明する。本発明のリジュ
ーム機能を用いた処理は、再生停止時処理と、再生開始時処理とに大別される。再生停止
時処理は、光ディスクＤを再生していたユーザが再生を停止した時に、リジューム情報を
保存し、記録媒体に書き込む処理である。一方、再生開始時処理は、あるユーザがディス
クＤの再生を開始する時の処理である。以下、順に説明する。
【００４８】
なお、以下の処理は、ＭＰＵなどを含む制御部４１が予め用意されたプログラムを実行す
ることにより実現される。
【００４９】
まず、図３を参照して、再生停止時処理について説明する。図３は、再生停止時処理のフ
ローチャートである。なお、図３の処理が開始する際には、その時点で情報記録再生装置
１００を使用しているユーザ（以下、「使用中ユーザ」とも呼ぶ。）のユーザ情報を情報
記録再生装置１００側が認識しているものとする。これは、例えば、ユーザが情報記録再
生装置１００を使用する際に（具体的には、例えば電源をオンした時に）、ユーザに対し
てユーザ情報（ＩＤ番号や名前等）の入力を促し、入力されたユーザ情報を制御部４１内
のメモリ４１ａに一時的に記憶することにより行うことができる。
【００５０】
いま、情報記録再生装置１００により光ディスクＤが再生中であるとし、ユーザにより再
生の停止指示が入力されると（ステップＳ１）、制御部４１は使用中ユーザのユーザ情報
と、当該光ディスクＤから読み出されメモリ４１ａに記録されたリジューム管理情報とを
比較し、使用中ユーザのリジューム情報がリジューム管理情報中に含まれるか否かを判定
する（ステップＳ２）。
【００５１】
使用中ユーザのリジューム情報がリジューム管理情報に含まれている場合、その使用中ユ
ーザはその光ディスクを過去に使用したことがあることになり、制御部４１はそのリジュ
ーム管理情報中の当該ユーザのリジューム情報及び日時情報を更新する（ステップＳ４）
。即ち、ユーザがステップＳ１で再生停止指示を入力した時点での再生位置を新たなリジ



(9) JP 4362248 B2 2009.11.11

10

20

30

40

50

ューム情報とし、その日時を日時情報として、メモリ４１ａに一時的に記憶されているリ
ジューム管理情報を変更する。
【００５２】
一方、使用中ユーザのリジューム情報がリジューム管理情報に含まれていない場合は、そ
の使用中ユーザはそのＤＶＤを初めて使用したユーザであるので、そのユーザのユーザ情
報と、再生停止指示時点における再生位置情報と、再生停止日時をリジューム管理情報に
含める（ステップＳ３）。
【００５３】
そして、メモリ４１ａに一時的に記録されているリジューム管理情報をディスクＤの管理
情報記録領域に記録して再生を停止し（ステップＳ５）、処理を終了する。こうして、再
生停止時処理が終了する。
【００５４】
このように、再生停止時処理により、その光ディスクを過去に使用したことがあるユーザ
については、新たなリジューム情報及び日時情報がリジューム管理情報として記録される
。一方、その光ディスクを初めて使用するユーザについては、ユーザ情報、リジューム情
報及び日時情報が新たにリジューム管理情報に含められる。なお、リジューム管理情報を
ユーザがディスクイジェクト指示を行った時やパワーオフ指示を行った時、ディスクに記
録するようにしても良い。
【００５５】
次に、図４及び５を参照して、再生開始時処理について説明する。図４は再生開始時処理
のフローチャートであり、図５は再生開始時処理中にモニタ上に表示される表示画面例で
ある。なお、図５に示す表示画面例は再生方法の選択画面である。
【００５６】
まず、使用中ユーザのユーザ情報が予め取得される（ステップＳ１０）。これは、例えば
先に述べたように、ユーザにユーザＩＤの入力を促すことにより行うことができる。次に
、制御部４１は、ユーザにより再生指示が入力されたか否かを判定する（ステップＳ１１
）。再生指示が入力されると、制御部４１はステップＳ１０で取得したユーザ情報と、予
め光ディスクＤから読み出してメモリ４１ａに記憶されたリジューム管理情報とを比較し
、使用中ユーザについてのリジューム情報がリジューム管理情報に含まれているか否かを
判定する（ステップＳ１２）。
【００５７】
含まれていない場合（ステップＳ１２；No）、そのユーザはそのＤＶＤを初めて再生する
ことになり、制御部４１はＧＵＩ画面生成部４７を制御して図５（ａ）に示す選択画面１
を表示させる（ステップＳ１３）。選択画面１においては、ノーマル再生とリジューム再
生とが表示され、ユーザはいずれかを選択できる。ここで、ノーマル再生とは、通常通り
光ディスクの先頭、又は、ユーザが指定した場所から光ディスクを再生する方法である。
一方、選択画面１におけるリジューム再生は、当該光ディスクを最後に再生したユーザの
リジューム情報を使用して行われる。この際、制御部４１は、図２に示すリジューム管理
情報を参照して、日時情報が最も新しいリジューム情報に基づいてリジューム再生を行う
ことになる。
【００５８】
一方、使用中ユーザについてのリジューム情報がリジューム管理情報に含まれている場合
（ステップＳ１２；Yes）、制御部４１は、使用中ユーザ以外の他のユーザのリジューム
情報がリジューム管理情報中に含まれているか否かを判定する（ステップＳ１４）。
【００５９】
含まれていない場合（ステップＳ１４；No）、その光ディスクには使用中ユーザのリジュ
ーム情報のみが記録されていたことになり、制御部４１はＧＵＩ画面生成部４７を制御し
て図５（ｃ）に示す選択画面３を表示する（ステップＳ１５）。選択画面３は、ノーマル
再生とリジューム再生を含んでいる。ここでのリジューム再生は、使用中ユーザが過去に
再生を中止した位置から再生を再開することになる。
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【００６０】
一方、使用中ユーザ以外のユーザについてのリジューム情報がリジューム管理情報に含ま
れている場合（ステップＳ１４；Yes）、制御部４１はＧＵＩ画面生成部４７を制御して
図５（ｂ）に示す選択画面２を表示する（ステップＳ１６）。選択画面２は、ノーマル再
生と２種類のリジューム再生を含む。１つのリジューム再生は当該ユーザのリジューム情
報を使用して再生を行うものであり、もう１つのリジューム再生はその光ディスクを最後
に使用したユーザのリジューム情報を使用して再生を行うものである。
【００６１】
こうして、選択画面１乃至３のいずれかが表示された状態で、ユーザが再生方法を選択す
ると（ステップＳ１７）、選択された再生方法に従って光ディスクが再生される（ステッ
プＳ１８）。
【００６２】
　以上に説明のように、本発明は、ユーザ情報を利用してリジューム情報をユーザ毎に管
理することにより、記録媒体の貸し借りによって生じる他人のリジューム情報の書き換え
を回避している。また、記録媒体に記録されているリジューム情報が現在使用しているユ
ーザと異なる場合、ＧＵＩを介してノーマル再生とリジューム再生の選択肢を提示して、
ユーザに選択させることによって、ユーザが意図せずに他人のリジューム情報を利用した
再生を行うことを防止する。
【００６３】
なお、図４に示した再生開始時処理では、使用中ユーザのリジューム情報のみが光ディス
クに記録されている場合に（ステップＳ１４；Yes）、ノーマル再生とそのリジューム情
報によるリジューム再生との選択肢を提示したが（図５（ｃ）参照）、この場合にはユー
ザの選択を待たずに自動的にそのユーザのリジューム情報に基づいて再生を行うように構
成することもできる。
【００６４】
上記の例では、ユーザ情報をユーザ自身が入力したユーザＩＤなどとしているが、ユーザ
情報として情報記録再生装置の機器情報などを使用することもできる。この場合は、各情
報記録再生装置が自身の機器情報を記憶しているので、例えば図４に示したようなユーザ
によるユーザ情報の入力は不要となる。また、ユーザ情報の他の登録方法として、登録画
面でリモコン装置の任意のボタンを入力したり、機器のシリアル番号を使用したり、ラン
ダムな番号を入力することにより、ユーザ情報を登録することもできる。
【００６５】
また、上記の例では、リジューム管理情報中に含まれる日時情報を参照して、最も最近そ
のディスクを利用したユーザのリジューム情報を使用することとしているが、そのかわり
に、制御部４１の内部メモリなどに、常に最も最近そのディスクを使用したユーザのリジ
ューム情報を記憶しておき、これを利用して、最後に光ディスクを使用した人のリジュー
ム情報を使用したリジューム再生を行うこともできる。
【００６６】
また、上記の実施形態はＡＶシステムなどの情報記録再生装置に本発明を適用した場合を
示したが、本発明は、パーソナルコンピュータなどのコンピュータ上の所定のソフトウェ
アを実行することにより実現される情報記録再生装置に対しても適用が可能である。
【００６７】
なお、上記した本実施形態によれば、リジューム機能についてのみ例示して説明したが、
チャプター指定、サムネイル指定、画質、音質等、情報記録再生装置に対する設定をユー
ザ単位で行う全ての用途に応用可能である。
【００６８】
また、本発明は、記録媒体としてＤＶＤの他にＨＤＤにも適用でき、更に、記録再生され
る情報として、映像コンテンツ、音声コンテンツの他に、インターネット等を用いストリ
ーム再生を行うソフトウェア等コンピーュタ上で動作する音声映像再生ソフトウェアにつ
いても同様に応用できる。
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【００６９】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明によれば、複数の再生停止位置情報がユーザ情報と関連付け
られて記録され、ユーザ情報と関連した再生停止位置情報が有効となって再生が再開され
るため、記録媒体の貸し借りによって生じる他人のリジューム情報の書き換えが禁止され
、ユーザの意図しない他人の再生停止位置情報からの再生開始や、他人の再生停止位置情
報が消滅する等の不都合はなくなる。
【００７０】
また、記録媒体に記録されている再生停止位置情報が現在使用しているユーザであった場
合と異なる場合の双方において、ＧＵＩ（Graphic　User　Interface）を介してノーマル
再生とリジューム再生の選択肢を提供することにより、ユーザに利便性を与えることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の情報記録再生装置の内部構成を示すブロック図である。
【図２】ＤＶＤ上に記録されるリジューム管理情報の例を示す。
【図３】本発明のリジューム再生における再生停止時処理のフローチャートである。
【図４】本発明のリジューム再生における再生開始時処理のフローチャートである。
【図５】図４に示す再生開始時処理において表示される再生方法の選択画面の例である。
【符号の説明】
４１　制御部
４２　操作部
４３　表示部
４７　ＧＵＩ画面生成部
１００　情報記録再生装置

【図１】 【図２】

【図３】
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