
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に固定されたケース内外に移動自在に設けられた表示装置と、少なくとも前記表示
装置に表示される映像情報を記録した記録媒体を再生する再生装置とを備えた再生表示装
置であって、
　前記表示装置をケース内外に移動させる移動手段と、
　前記再生装置内に された記録媒体が前記映像情報を記録した記録媒体であると判別
したときにケース内に収納されている表示装置をケースの外に移動させ

移動させるべく前記移動手段を制御する制御手段と、
　を備えたことを特徴とする再生表示装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、

ケースの外に移動された状態にある表示装置をケ
ース内に移動させるべく前記移動手段を制御することを特徴とする請求項 に記載の再生
表示装置。
【請求項３】
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装着
、前記記録媒体の

前記再生装置内への装着が解除されてから所定時間内に再度、前記記録媒体の装着がなさ
れない場合には、前記ケースの外に移動された状態にある前記表示装置を前記ケース内に

所定時間以内に再度、前記記録媒体が装着された場合に当該記録媒体
に前記映像情報が記録されているかを判別し、前記映像情報が記録されていると判別した
ときには前記ケースの外に移動された状態にある表示装置を保持させ、前記映像情報が記
録されていないと判別したときには前記

１



　前記再生装置は、前記映像情報以外の他の情報のみを記録した記録媒体の再生が可能で
あることを特徴とする請求項 に記載の再生表示装置。
【請求項４】
　車両に固定されたケース内外に移動自在に設けられた表示装置と、少なくとも前記表示
装置に表示される映像情報を記録した記録媒体を再生する再生装置とを備えた再生表示装
置の再生表示方法であって、
　前記再生装置内に装着された記録媒体が映像情報を記録した記録媒体であるかを判別す
る工程と、
　前記記録媒体が映像情報を記録した記録媒体であると判別したときに前記ケース内に収
納されている表示装置をケース外に移動させる工程と、
　前記移動された表示装置に前記記録媒体に記録された映像情報を表示させる工程と、
　

　を含むことを特徴とする再生表示方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、映像情報を表示する表示装置とその映像情報を記録した記録媒体を再生する再
生装置とで構成される再生表示装置に関する。
【０００２】
従来の再生表示装置としては、例えば、移動体である車両の運転席近傍に搭載され、映像
情報を記録した記録媒体（例えば、ＤＶＤ（ Digital Versatile Disc）－ＶｉｄｅｏやＶ
ｉｄｅｏ－ＣＤ）と映像情報以外の情報のみを記録した記録媒体（例えば、ＣＤ－ＤＡ（
Compact Disc-Digital Audio）との各々を再生可能とするマルチメディアプレーヤと、そ
のマルチメディアプレーヤにより再生された映像情報を表示するモニタとを備えたものが
ある。
【０００３】
そのモニタとしては、例えば、車両のダッシュボード内に設けられたケーシング内に収納
されるとともにそのケーシングに対して進退自在に保持される車載用モニタが存在する。
つまり、モニタを使用する際には、モニタをケーシング外に移動させ、モニタを使用しな
いときにはモニタをケーシング内に収納させるというものである。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上述した従来の再生表示装置では、マルチメディアプレーヤ内に記録媒体が装着されると
、ケーシング内に収納されているモニタを自動的にケーシング外に移動させている。つま
り、ケーシング外にモニタを移動させるための移動指令等の操作を削減して利便性の向上
を図っている。しかしながら、従来の再生表示装置では、単に記録媒体の装着をトリガー
としてモニタをケーシング外に移動させているため、モニタに表示するための映像情報が
記録されていない記録媒体が装着された場合でもモニタが移動されている。そうなると、
例えば、利用者がＣＤ等の記録媒体を再生させようとしてマルチメディアプレーヤ内に挿
入した場合、すなわち、モニタの利用を必要としない記録媒体を挿入した場合でもケーシ
ング内に収納されているモニタが自動的にケーシング外に移動されることになり、そのケ
ーシング外に移動されたモニタをケーシング内に収納させるという煩わしい操作が発生し
てしまうという問題があった。
【０００５】
本発明は、少なくとも上述した課題を解決するためになされたものであって、再生装置内
に装着された記録媒体の種類に応じて、その表示装置の起動状態を制御する再生表示装置
及び再生表示方法を提供することにある。
【０００６】
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１又は２

前記記録媒体の前記再生装置内への装着が解除されてから所定時間内に再度、前記記録
媒体の装着がなされない場合には、前記ケースの外に移動された状態にある前記表示装置
を前記ケース内に移動させる工程と、



【課題を解決するための手段】
　前述した目的を達成するために、本発明に係る再生表示装置は、請求項１に記載したよ
うに、

を備えたことを特徴とする。
【０００８】
　本発明に係る再生表示方法は、請求項 に記載したように、

を含むことを特徴とする。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明における再生表示装置の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
なお、本実施の形態では、ＤＶＤとＣＤの各記録媒体を再生可能とする再生装置、特に、
映像情報を記録した記録媒体としてＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ、ＤＶＤ－Ａｕｄｉｏ、Ｖｉｄｅ
ｏ－ＣＤが再生可能な再生装置と、ケーシングに対して進退自在に保持された表示装置と
を備えた車載用再生表示装置を一実施例として説明する。
【００１１】
図１は、一実施例に係る車載用再生表示装置の外観構成を示す外観図である。図１に示す
車載用再生表示装置１は、車両の運転席と助手席との間に位置するダッシュボード４内に
設置された表示装置であるモニタ２と再生装置であるマルチメディアプレーヤ３とで構成
されている。モニタ２は、映像情報を表示する表示画面２ａを有するとともに、ダッシュ
ボード４内に埋設されたケーシング５に対しその内外方向に進退自在に保持されている。
【００１２】
また、このモニタ２は、ケーシング５内に設けられた図示せぬ駆動モータ等からなる移動
機構により進退移動される。さらに、モニタ２は、移動機構によりそのま表示画面２ａが
下方向に向いた状態でケーシング５内外に移動され、モニタ２がケーシング５内からケー
シング５外に向けて移動される際には、表示画面２ａが下方向に向いた状態で移動された
後にその表示画面２ａが移動方向に向くようにして回動される。図１では、モニタ２がケ
ーシング外に移動され、表示画面２ａがその移動方向に向くようにして回動された状態を
示している。この状態を「立ち上げ状態」と称して以下を説明する。
【００１３】
マルチメディアプレーヤ３は、操作パネル３ａを有し、その操作パネル３ａには、ＤＶＤ
やＣＤの各記録媒体が挿入される挿入口３ｂとマルチメディアプレーヤ３内に装着された
記録媒体を挿入口３ｂを介してマルチメディアプレーヤ３外に排出させるためのイジェク
ト釦等の各種操作釦３ｃ，３ｃ・・と記録媒体の再生経過情報等を表示する表示部３ｄが
設けられている。
【００１４】
また、このマルチメディアプレーヤ３内には、挿入口３ｂから挿入された記録媒体を所定
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車両に固定されたケース内外に移動自在に設けられた表示装置と、少なくとも前記
表示装置に表示される映像情報を記録した記録媒体を再生する再生装置とを備えた再生表
示装置であって、前記表示装置をケース内外に移動させる移動手段と、前記再生装置内に
装着された記録媒体が前記映像情報を記録した記録媒体であると判別したときにケース内
に収納されている表示装置をケースの外に移動させ、前記記録媒体の前記再生装置内への
装着が解除されてから所定時間内に再度、前記記録媒体の装着がなされない場合には、前
記ケースの外に移動された状態にある前記表示装置を前記ケース内に移動させるべく前記
移動手段を制御する制御手段と、

４ 車両に固定されたケース内
外に移動自在に設けられた表示装置と、少なくとも前記表示装置に表示される映像情報を
記録した記録媒体を再生する再生装置とを備えた再生表示装置の再生表示方法であって、
前記再生装置内に装着された記録媒体が映像情報を記録した記録媒体であるかを判別する
工程と、前記記録媒体が映像情報を記録した記録媒体であると判別したときに前記ケース
内に収納されている表示装置をケース外に移動させる工程と、前記移動された表示装置に
前記記録媒体に記録された映像情報を表示させる工程と、前記記録媒体の前記再生装置内
への装着が解除されてから所定時間内に再度、前記記録媒体の装着がなされない場合には
、前記ケースの外に移動された状態にある前記表示装置を前記ケース内に移動させる工程
と、



の再生位置まで搬送する搬送モータ等を備えた搬送機構やその搬送機構により所定の再生
位置に搬送された記録媒体を装着してその記録媒体に記録された情報を読み取り再生する
再生機構が設けられている。
この再生機構は、映像情報を記録したＤＶＤ等の記録媒体や音楽情報を記録したＣＤ等の
記録媒体等、多メディアの再生が可能となる。また、その再生機構により読み取られた映
像情報は、モニタ２の表示画面２ａに表示される。
【００１５】
次に、一実施形態における車載用再生表示装置１の詳細な構成について図２に示すブロッ
ク図を用いて説明する。まず、車載用再生表示装置１におけるモニタ２の構成について説
明する。モニタ２は、上述した表示画面２ａとモニタ２全体の制御を司る制御部２ｂとに
大別される。
【００１６】
表示画面２ａは、液晶表示素子等で構成されマルチメディアプレーヤ３により表示画面２
ａに表示される映像データとして変換された映像信号を表示する。制御部２ｂは、モニタ
２全体の制御を司るとともに移動機構６の動作制御を司る役割を担い、例えば、表示画面
２ａに表示される映像を切換える処理やマルチメディアプレーヤ３から通信ライン８を介
して供給される信号に基づき上述した移動機構６を動作させる処理等を行う。
【００１７】
また、モニタ２には電源スイッチ７が設けられており、その電源スイッチ７を介して車両
のバッテリーから電源電圧が供給されることにより、モニタ２が起動状態となる。なお、
その電源スイッチ７は、制御部２ｂの制御によりオン／オフされる。
【００１８】
次に、車載用再生表示装置１におけるマルチメディアプレーヤ３の構成について説明する
。マルチメディアプレーヤ３は、上述した挿入口３ｂから挿入された記録媒体Ｄを搬送す
る搬送ローラ等からなる搬送機構３ｅと、搬送機構３ｅにより搬送された記録媒体Ｄを所
定の再生位置にて装着する図示せぬクランパとターンテーブルとにより記録媒体Ｄが装着
されたこと、又はその装着が解除されたことを検知するメカスイッチ等からなる検知部と
、所定の再生位置に装着された記録媒体Ｄを線速度一定に回転するスピンドルモータ３Ｆ
と、記録媒体Ｄに記録された情報を読み取るピックアップ３Ｇを備える。
【００１９】
ピックアップ３Ｇは、所定の再生位置に装着された記録媒体Ｄの種類に応じて異なる波長
のレーザ光を発射するＬＤ（ Laser Diode）（図示せず）やそのＬＤから発射されたレー
ザ光を収束して記録媒体の情報記録面に照射する対物レンズ（図示せぬ）やその対物レン
ズをトラッキング方向とフォーカス方向に駆動するアクチュエータ（図示せず）とを有し
、そのＬＤから発射されるレーザ光により記録媒体Ｄに記録された情報を読み取る。
【００２０】
また、マルチメディアプレーヤ３は、所定の再生位置に装着された記録媒体Ｄの径方向に
ピックアップ３Ｇを移動させるキャリッジモータ３Ｈ等からなるキャリッジ機構と、ピッ
クアップ３Ｇにより読み取られた信号を増幅するＲＦアンプ３Ｉを備え、ＲＦアンプ３Ｉ
から供給されるトラッキングエラー信号ＴＥ、フォーカスエラー信号ＦＥや再生信号ＲＦ
によりトラッキングサーボ、フォーカスサーボ、キャリッジサーボ、スピンドルサーボ等
の各種サーボの制御を司るサーボ制御部３Ｊと、ＲＦアンプ３Ｉから供給される再生信号
ＲＦに対し、所定の誤り訂正処理や信号復調処理（映像情報の場合は、ＭＰＥＧ復調処理
）等の信号処理を施すとともに再生信号ＲＦをビデオ（映像）信号とオーディオ（音声）
信号とに分離する信号処理部３Ｋを備える。
【００２１】
さらに、マルチメディアプレーヤ３は、信号処理部３Ｋにより分離されたオーディオ（音
声）信号をアナログテータに変換するＤ／Ａ変換部３Ｌと、Ｄ／Ａ変換部３Ｌにより変換
されたアナログオーディオ信号を増幅して出力するスピーカ３Ｎとを備え、信号処理部３
Ｋにより分離されたビデオ（映像）信号をデコードするとともにモニタ２の表示画面２ａ
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に表示される表示用の映像データとして変換する映像変換部３Ｍとを備える。
【００２２】
映像変換部３Ｍにより変換された映像テータは、通信ライン８によりモニタ２の制御部２
ｂを介して表示画面２ａに供給され映像表示される。制御部３Ｐは、マルチメディアプレ
ーヤ３全体の制御を司る役割を担い、例えば、操作パネル３ａに設けられた各種操作釦３
ｃ，３ｃ・・が操作されることにより供給される操作信号に基づきサーボ制御部や搬送機
構を制御する。
【００２３】
また、制御部３Ｐは、所定の再生位置に装着された記録媒体Ｄの種類を示す信号を通信ラ
イン８を介してモニタ２の制御部２ｂに供給する。そして、その信号が少なくともモニタ
２の表示画面２ａに表示される映像情報を記録した記録媒体を示す信号である場合にはそ
の信号を記憶する内蔵メモリを有する。さらに、記録媒体の装着が解除されたとき（例え
ば、イジェクト釦が操作されたとき）から所定時間を計測するタィマーが備えられており
、そのタイマーによる計測中に再度少なくともモニタ２の表示画面２ａに表示される映像
情報を記録した記録媒体であることを示す信号が得られない場合には、タイマーによる所
定時間の計数が終了した後内蔵メモリに記憶された信号をクリアする。なお、クランパ、
ターンテーブル、ピックアップ３Ｇ、スピンドルモータ３Ｆ、キャリッジ機構、サーボ制
御部３Ｊ、ＲＦアンプ３Ｉ、信号処理部３Ｋ、制御部３Ｐ、映像変換部３Ｍ、Ｄ／Ａ変換
部３Ｌ、スピーカ３Ｎにより再生機構が構成される。
【００２４】
以上のように構成された車載用再生表示装置１における再生装置であるマルチメディアプ
レーヤ３の動作及びその制御について図３及び図４に示すフローチャートを用いて説明す
る。まず、利用者により記録媒体が挿入口３ｂを介してマルチメディアプレーヤ３内に挿
入されると、搬送機構３ｅにより所定の再生位置に位置付けられ、クランパとターンテー
ブルにより装着される。そして、所定の再生位置への記録媒体の装着が完了されると、制
御部３Ｐは、先ず、装着された記録媒体がＤＶＤであることを想定して、上述した各種サ
ーボをＤＶＤに記録された情報を読み取るために必要なサーボとして設定する。そして、
サーボ制御部による各種サーボ制御により記録媒体に記録された情報の読み取りが開始さ
れる（ステップＳ１）。
【００２５】
次に、制御部３Ｐは、ステップ１にて設定されたサーボ制御により記録媒体に記録された
情報が正常に読み取れたかを判断する（ステップＳ２）。このとき、上述したＬＤからは
ＤＶＤに記録された情報を読み取るために必要な波長（短波長）のレーザ光が発射されて
いる。つまり、所定の再生位置に装着された記録媒体がＤＶＤの情報記録密度とは異なる
情報記録密度を有する記録媒体（例えば、ＣＤ等）であった場合、又は記録媒体の情報記
録面がピックアップ３Ｇと対向しない状態であった場合には、記録媒体からの正常な反射
光が得られないため各種サーボは正常に機能しなくなり各種サーボが適切にクローズでき
なくなる。その様な事情を鑑みて各種サーボが適切にクローズされたかの判断を行う。各
種サーボのクローズが適切に行えなかった場合（ステップＳ２：ＮＯ）には、ＤＶＤ以外
の記録媒体であるか、又は正常な状態で記録媒体が装着されていないとして、図４に示す
ステップＳ１１に移行する。各種サーボのクローズが適切に行われた場合、すなわち、ピ
ックアップ３ＧのＬＤから発射されたレーザ光により記録媒体に記録された情報が適切に
読み取れた場合（ステップＳ２：ＹＥＳ）には、装着された記録媒体の種別がＤＶＤであ
るとして、その記録媒体に記録された所定の情報を読み取る（ステップＳ３）。
【００２６】
ここで読み取られる所定の情報とは、ＤＶＤのボリューム空間における「 Volume and Fil
e structure」ゾーンに記録されている情報であり、ここには、例えば、ＤＶＤ－Ｖｉｄ
ｅｏの場合には、ＶＭＧ（ Video Manager）のインフォメーション等が格納された「ＶＩ
ＤＥＯ＿ＴＳ．ＩＦＯ」のファイルが記億されている。また、例えば、ＤＶＤ－Ａｕｄｉ
ｏの場合には、ＡＭＧ（ Audio Manager）のインフォメーション等が格納された「ＡＵＤ
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ＩＯ＿ＴＳ．ＩＦＯ」のファイルが記録されている。なお、例えば、ＤＶＤ－ＲＯＭ（ Re
ad Only Memory）の場合には、「ＶＩＤＥＯ＿ＴＳ．ＩＦＯ」のファイルと「ＡＵＤＩＯ
＿ＴＳ．ＩＦＯ」のファイルのどちらのファイルも記録されていない。
【００２７】
ステップＳ３にて読み取られた所定の情報は、ＲＦアンプ３Ｉを介して信号処理部３Ｋに
供給されるとともに、信号処理部３Ｋにて信号処理が施されて制御部３Ｐに供給される。
そして、制御部３Ｐは、マルチメディアプレーヤ３内の所定の再生位置に装着された記録
媒体の種類を判別する（ステップＳ４）。所定の再生位置に装着された記録媒体がＤＶＤ
－Ｖｉｄｅｏであると判別した場合、すなわち、ボリューム空間における「 Volume and F
ile structure」ゾーンに「ＶＩＤＥＯ＿ＴＳ．ＩＦＯ」のファイルが記憶されているこ
とを確認した場合（ステップＳ４：ＹＥＳ）には、マルチメディアプレーヤ３内に装着さ
れた記録媒体が少なくともモニタ２の表示画面２ａに表示される映像情報を記録した記録
媒体であると確定する（ステップＳ５）。
【００２８】
そして、制御部３Ｐは、記録媒体の種類を示す信号を通信ライン８を介してモニタ２の制
御部２ｂに供給するとともに、内蔵メモリにその信号を記憶する。その後、ＤＶＤ－Ｖｉ
ｄｅｏに記録された映像情報等の再生が行われる。すなわち、ピックアップ３Ｇにより読
み取られた再生信号ＲＦがＲＦアンプ３Ｉにて増幅されるとともに，信号処理部３Ｋにて
所定の信号処理が施され、ビデオ（映像）信号とオーディオ（音声）信号とに分離される
。
【００２９】
そして、ビデオ（映像）信号は、映像変換部３Ｍに供給されてモニタ２の表示画面２ａに
表示される映像データに変換されるとともに、通信ライン８を介してモニタ２の制御部２
ｂに供給され表示画面２ａに映像表示される。また、オーディオ（音声）信号は、Ｄ／Ａ
変換部３Ｌに供給されてアナログオーディオ信号に変換されるとともに、スピーカ３Ｎに
て増幅され音声として出力される。
【００３０】
ステップＳ４にて、所定の再生位置に装着された記録媒体がＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏではない
と判別した場合、すなわち、ボリューム空間における「 Volume and File structure」ゾ
ーンに「ＶＩＤＥＯ＿ＴＳ．ＩＦＯ」のファイルが記憶されてないことを確認した場合（
ステップＳ４：ＮＯ）には、次に、所定の再生位置に装着された記録媒体がＤＶＤ－Ａｕ
ｄｉｏであるかの判別を行う（ステップＳ６）。
【００３１】
ＤＶＤ－Ａｕｄｉｏであると判別した場合、すなわち、ボリューム空間における「 Volume
 and File structure」ゾーンに「ＡＵＤＩＯ＿ＴＳ」のファイルが記憶されていること
が確認された場合（ステップＳ６：ＹＥＳ）には、マルチメディアプレーヤ３内に装着さ
れた記録媒体が少なくともモニタ２の表示画面２ａに表示される映像情報を記録した記録
媒体であると確定する（ステップＳ７）。
【００３２】
そして、制御部３Ｐは、記録媒体の種類を示す信号を通信ライン８を介してモニタ２の制
御部２ｂに供給するとともに、内蔵メモリにその信号を記憶する。その後、ＤＶＤ－Ａｕ
ｄｉｏに記録された映像情報等の再生が行われる。
すなわち、ピックアップ３Ｇにより読み取られた再生信号ＲＦがＲＦアンプ３Ｉにて増幅
されるとともに、信号処理部３Ｋにて所定の信号処理が施され、ビデオ（映像）信号とオ
ーディオ（音声）信号とに分離される。
【００３３】
そして、ビデオ（映像）信号は、映像変換部３Ｍに供給されてモニタ２の表示画面２ａに
表示される映像データに変換されるとともに、通信ライン８を介してモニタ２の制御部２
ｂに供給され表示画面２ａに映像表示される。
また、オーディオ（音声）信号は、Ｄ／Ａ変換部３Ｌに供給されてアナログオーディオ信
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号に変換されるとともに、スピーカ３Ｎにて増幅され音声として出力される。
【００３４】
ステップＳ６にて、所定の再生位置に装着された記録媒体がＤＶＤ－Ａｕｄｉｏではない
と判別した場合、すなわち、ボリューム空間における「 Volume and File structure」ゾ
ーンに「ＡＵＤＩＯ＿ＴＳ．ＩＦＯ」のファイルが記憶されてないことを確認した場合（
ステップＳ６：ＮＯ）には、その所定の再生位置に装着された記録媒体がＤＶＤ－Ｖｉｄ
ｅｏでもＤＶＤ－Ａｕｄｉｏでもないので、少なくともモニタ２の表示画面２ａに表示さ
れる映像情報を記録した記録媒体ではない（例えば、ＤＶＤ－ＲＯＭ）と確定する（ステ
ップＳ８）。
【００３５】
そして、制御部３Ｐは、記録媒体の種類を示す信号を通信ライン８を介してモニタ２の制
御部２ｂに供給する。その後、所定の再生位置に装着された記録媒体の再生が行われる。
この場合、ピックアップ３Ｇで読み取られＲＦアンプ３Ｉで増幅された再生信号ＲＦには
映像信号が含まれていないため、信号処理部３Ｋでの分離処理は行われず、オーディオ（
音声）信号がＤ／Ａ変換部３Ｌにてアナログオーディオ信号に変換された後、スピーカ３
Ｎにて出力されることになる。
なお、例えば、ＤＶＤ－ＲＯＭの場合には、スピーカから出力される情報も存在しないこ
とになるため、搬送機構３ｅにより強制排出されることになる。
【００３６】
次に、ステップＳ２で各種サーボのクローズが適切に行えなかった場合（ステップＳ２：
ＮＯ）は、図４に示すステップＳ１１に移行し、制御部３Ｐは、上述の設定された各種サ
ーボをＤＶＤに記録された情報を読み取るために必要なサーボからＣＤに記録された情報
を読み取るために必要なサーボの設定に変更する。そして、サーボ制御部３Ｊによる各種
サーボ制御により記録媒体に記録された情報の読み取りが開始される。
【００３７】
次に、制御部３Ｐは、ステップＳ１１にて設定されたサーボ制御により記録媒体に記録さ
れた情報が正常に読み取れたかを判断する（ステップＳ１２）。このとき、上述したＬＤ
からはＣＤに記録された情報を読み取るために必要な波長（ＤＶＤに記録された情報を読
み取るために必要となる波長より長い波長）のレーザ光が発射される。
【００３８】
各種サーボのクローズが適切に行えなかった場合（ステップＳ１２：ＮＯ）には、正常な
状態で記録媒体が装着されていない状態、例えば、記録媒体の情報記録面がピックアップ
３Ｇと対向した状態で所定の再生位置に装着されていない状態であるとして、操作パネル
３ａの表示部３ｄにエラー表示したり、所定の再生位置に装着された記録媒体を搬送機構
３ｅにより強制排出する等の処理を行う（ステップＳ１９）。
【００３９】
各種サーボのクローズが適切に行れた場合、すなわち、ピックアップ３ＧのＬＤから発射
されたレーザ光により記録媒体に記録された情報が適切に読み取れた場合（ステップＳ１
２：ＹＥＳ）には、装着された記録媒体の種別がＣＤであるとして、その記録媒体に記録
された所定の情報を読み取る（ステップＳ１３）。
【００４０】
ここで読み取られる所定の情報とは、ＣＤのリードインエリア内に記録されているＴＯＣ
情報である。このＴＯＣ情報は、ＣＤ－ＤＡの場合には全てがオーディオ信号の記録トラ
ックに係る情報になっており、また、それ以外のＣＤ（例えば、ＣＤ－ＲＯＭ（ Read Onl
y Memory）、Ｖｉｄｅｏ－ＣＤ）の場合にはオーディオ信号の記録トラックに係る情報と
ＲＯＭデータに係る情報が混在したもの、又は全てがＲＯＭデータの記録トラックに係わ
る情報になっている。また、Ｖｉｄｅｏ－ＣＤの場合にはトラック番号１の情報に、「ｉ
ｎｆｏ．ｖｃｄ」と「ＫＡＲＩＮＦＯ．ＢＩＨ」のうちのどちらか一方の情報が含まれて
いる。
【００４１】
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ステップＳ１３にて読み取られた所定の情報は、ＲＦアンプ３Ｉを介して信号処理部３Ｋ
に供給されるとともに、信号処理部３Ｋにて信号処理が施されて制御部３Ｐに供給される
。そして、制御部３Ｐは、マルチメディアプレーヤ３内の所定の再生位置に装着された記
録媒体の種類を判別する（ステップＳ１４）。
【００４２】
所定の再生位置に装着された記録媒体がＣＤ－ＤＡであると判別した場合、すなわち、Ｔ
ＯＣ情報が全てオーディオ信号の記録トラックに係る情報であることを確認した場合（ス
テップＳ１４：ＹＥＳ）には、マルチメディアプレーヤ３内に装着された記録媒体がモニ
タ２の表示画面２ａに表示される映像情報を記録していない記録媒体であると確定する（
ステップＳ１５）。
【００４３】
そして、制御部３Ｐは、記録媒体の種類を示す信号を通信ライン８を介してモニタ２の制
御部２ｂに供給する。その後、ＣＤ－ＤＡに記録された映像情報以外の情報（オーディオ
信号）等の再生が行われる。すなわち、ピックアップ３Ｇにより読み取られた再生信号Ｒ
ＦがＲＦアンプ３Ｉにて増幅されるとともに、信号処理部３Ｋにて所定の信号処理が施さ
れ、Ｄ／Ａ変換部３Ｌに供給されてアナログオーディオ信号に変換されるとともに、スピ
ーカ３Ｎにて増幅され音声として出力される。
【００４４】
ステップＳ１４にて、所定の再生位置に装着された記録媒体がＣＤ－ＤＡではないと判別
した場合、すなわち、ＴＯＣ情報にオーディオ信号以外の記録トラックに係る情報が含ま
れていることを確認した場合（ステップＳ１４：ＮＯ）には、次に、所定の再生位置に装
着された記録媒体がＶｉｄｅｏ－ＣＤであるかの判別を行う（ステップＳ１６）。Ｖｉｄ
ｅｏ－ＣＤであると判別した場合、すなわち、トラック番号１の情報に「ｉｎｆｏ．ｖｃ
ｄ」と「ＫＡＲＩＮＦＯ．ＢＩＨ」のうちのどちらか一方の情報が含まれていることを確
認した場合（ステップＳ１６：ＹＥＳ）には、マルチメディアプレーヤ３内に装着された
記録媒体が少なくともモニタ２の表示画面２ａに表示される映像情報を記録した記録媒体
であると確定する（ステップＳ１７）。
【００４５】
そして、制御部３Ｐは、記録媒体の種類を示す信号を通信ライン８を介してモニタ２の制
御部２ｂに供給するとともに内蔵メモリにその信号を記憶する。その後、Ｖｉｄｅｏ－Ｃ
Ｄに記録された映像情報等の再生が行われる。すなわち、ピックアップ３Ｇにより読み取
られた再生信号ＲＦがＲＦアンプ３Ｉにて増幅されるとともに、信号処理部３Ｋにて所定
の信号処理が施され、ビデオ（映像）信号とオーディオ（音声）信号とに分離される。
【００４６】
そして、ビテオ（映像）信号は、映像変換部３Ｍに供給されてモニタ２の表示画面２ａに
表示される映像データに変換されるとともに、通信ライン８を介してモニタ２の制御部２
ｂに供給され表示画面２ａに映像表示される。また、オーディオ（音声）信号は、Ｄ／Ａ
変換部３Ｌに供給されてアナログオーディオ信号に変換されるとともに、スピーカ３Ｎに
て増幅され音声として出力される。
【００４７】
ステップＳ１６にて、所定の再生位置に装着された記録媒体がＶｉｄｅｏ－ＣＤではない
と判別した場合、すなわち、トラック番号１の情報にオーディオ信号以外の記録トラック
に係る情報が含まれており、且つトラック番号１の情報に「ｉｎｆｏ．ｖｃｄ」と「ＫＡ
ＲＩＮＦＯ．ＢＩＨ」のうちのどちらの情報も含まれていないことを確認した場合（ステ
ップＳ１６：ＮＯ）には、その所定の再生位置に装着された記録媒体が少なくともモニタ
２の表示画面２ａに表示される映像情報を記録した記録媒体ではない（例えば、ＣＤ－Ｒ
ＯＭ）と確定する（ステップＳ１５）。
【００４８】
そして、制御部３Ｐは、記録媒体の種類を示す信号を通信ライン８を介してモニタ２の制
御部２ｂに供給する。その後、所定の再生位置に装着された記録媒体の再生が行われる。
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この場合、ピックアップ３Ｇで読み取られＲＦアンプ３Ｉで増幅された再生信号ＲＦには
モニタ２の表示画面２ａで表示される映像信号が含まれていないため、信号処理部３Ｋで
の分離処理は行われず、オーディオ（音声）信号がＤ／Ａ変換部３Ｌにてアナログオーデ
ィオ信号に変換された後、スピーカ３Ｎにて出力されるというＣＤ－ＤＡと同様の再生処
理が行われることになる。
なお、例えば、ＣＤ－ＲＯＭの場合には、スピーカ３Ｎから出力される情報も存在しない
ことになるため、ＣＤ－ＤＡと同様の処理は行われず、搬送機構３ｅにより強制排出され
ることになる。
【００４９】
次に、一実施例における車載用再生表示装置１の再生表示制御処理について図５に示すフ
ローチャートを用いて説明する。図５（ａ）は、記録媒体がマルチメディアプレーヤ３内
に装着されたときのモニタ２の表示制御を示すフローチャートであり、図５（ｂ）は、記
録媒体がマルチメディアプレーヤ３内から排出されたときのモニタ２の制御を示すフロー
チャートである。
【００５０】
　まず、図５（ ）に示すフローチャートを用いて、記録媒体がマルチメディアプレーヤ
３内に装着されたときのモニタ２の表示制御について説明する。制御部３Ｐは、モニタ２
がケーシング５内に収納された状態にあり且つマルチメディアプレーヤ３内に記録媒体が
装着されていない状態から、マルチメディアプレーヤ３の挿入口３ｂから挿入され搬送機
構３ｅにより所定の再生位置に持ち越された記録媒体がクランパとターンテーブルにより
装着されたかを判断する（ステップＳ２０）。
【００５１】
記録媒体が所定の再生位置に装着されていない場合（ステップＳ２０：ＮＯ）には、その
まま記録媒体が装着されるのを待機している。記録媒体が所定の再生位置に装着されたと
判断した場合（ステップＳ２０：ＹＥＳ）には、ピックアップ３Ｇに記録媒体の所定の情
報を読み取らせ、その所定の情報に基づき所定の再生位置に装着された記録媒体が少なく
ともモニタ２の表示画面２ａに表示される映像情報を記録した記録媒体であるかを判別す
る（ステップＳ２１）。
【００５２】
少なくともモニタ２の表示画面２ａに表示される映像情報を記録した記録媒体でないと判
別した場合（ステップＳ２１：ＮＯ）には、モニタ２の制御部２ｂに記録媒体の種類を示
す信号を供給せずその所定の再生位置に装着された記録媒体の再生処理を行う。少なくと
もモニタ２の表示画面２ａに表示される映像情報を記録した記録媒体であると判別した場
合（ステップＳ２１：ＹＥＳ）には、内蔵メモリにその記録媒体の種類を示す信号を記憶
して、その信号を通信ライン８を介してモニタ２の制御部２ｂに供給する。
【００５３】
そして、その信号を受けたモニタ２の制御部２ｂは、移動機構６を制御して、ケーシング
５内に収納されているモニタ２をケーシング５外に移動させるとともに電源スイッチ７を
オンさせる（ステップＳ２２）。
そして、マルチメディアプレーヤ３から供給される映像データが表示画面２ａに表示され
るとともに、スピーカ３Ｎからオーディオ（音声）信号が出力される。
【００５４】
次に、図５（ｂ）に示すフローチャートを用いて、記録媒体がマルチメディアプレーヤ３
内から排出されるときのモニタ２の表示制御について説明する。
モニタ２がケーシング５外から移動された状態にあり且つマルチメディアプレーヤ３内に
装着された記録媒体からの映像情報が表示画面２ａに表示されている状態から、マルチメ
ディアプレーヤ３の制御部３Ｐは、例えば、操作パネル３ａのイジェクト釦が利用者によ
り操作されたかを判断し（ステップＳ３０）、操作パネル３ａのイジェクト釦が利用者に
より操作されていない場合（ステップＳ３０：ＮＯ）には、再生表示動作を継続して行わ
せる。
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【００５５】
操作パネル３ａのイジェクト釦が利用者により操作された場合（ステップＳ３０：ＹＥＳ
）には、所定の再生位置にある少なくともモニタ２の表示画面２ａに表示される映像情報
を記録した記録媒体の再生を停止させ、その装着状態を解除させる。
【００５６】
そして、制御部３Ｐは、タイマーをスタートさせ、所定時間の計測を開始する。そして、
装着状態が解除された記録媒体が搬送機構３ｅにより所定の再生位置から排出される。
次に、タイマーによる計数が終了したかを判断する（ステップＳ３１）。タイマーによる
計数が終了していないとき（ステップＳ３１：ＮＯ）に、新たに所定の再生位置に装着さ
れた記録媒体が少なくともモニタ２の表示画面２ａに表示される映像情報を記録した記録
媒体であるかを判別する（ステップＳ３２）。
【００５７】
所定時間内に、新たに所定の再生位置に装着された記録媒体が少なくともモニタ２の表示
画面２ａに表示される映像情報を記録した記録媒体であると判別しなかった場合、つまり
、映像情報を記録していない記録媒体であることを判別した場合（ステップＳ３２：ＮＯ
）、タイマーの計数を終了させ、その終了したことを示す信号を通信ライン８を介してモ
ニタ２の制御部２ｂに供給して内蔵メモリに記憶された信号をクリアする。
【００５８】
また、所定時間の計数中に新たな記録媒体が所定の再生位置に装着されず、そのまま所定
時間の計数が終了した場合（ステップＳ３１：ＹＥＳ）には、タイマーによる計数が終了
したことを示す信号を通信ライン８を介してモニタ２の制御部２ｂに供給して内蔵メモリ
に記憶された信号をクリアする。
そして、モニタ２の制御部２ｂは、電源スイッチ７をオフさせるとともに移動機構６を制
御して、立ち上げ状態にあるモニタ２をケーシング５内に収納させる（ステップＳ３３）
。
【００５９】
一方、ステップＳ３２にて、所定時間内に、新たに所定の再生位置に装着された記録媒体
が少なくともモニタ２の表示画面２ａに表示される映像情報を記録した記録媒体であるこ
とを判別した場合（ステップＳ３２：ＹＥＳ）には、タイマーの計数を終了させ、内蔵メ
モリに記憶されている信号を再度モニタ２の制御部２ｂに供給する。
【００６０】
そして、その信号の供給を受けたモニタ２の制御部２ｂは、モニタ２の電源スイッチ７の
オン状態に維持させるとともにモニタ２を立ち上げ状態のまま保持させる。つまり、内蔵
メモリに記憶された信号がクリアされていない状態にある間は、モニタ２の電源スイッチ
７のオン状態と立ち上げ状態はそのまま保持される。そして、その記録媒体の再生動作を
開始させ、モニタ２の表示画面２ａに映像情報を表示させる。
【００６１】
以上、詳述したように一実施例における車載用再生表示装置ではマルチメディアプレーヤ
３内に装着された記録媒体がモニタ２の表示画面２ａに表示される映像情報を記録した記
録媒体であるかを判別して、その映像情報を記録した記録媒体であることを判別した場合
に起動状態にないモニタを起動させるようにしている。従って、例えば、モニタの利用を
必要としない記録媒体（例えば、ＣＤ－ＤＡ）が装着されたとしても、起動状態にないモ
ニタが起動されることがないため煩わしい操作を削減することができる。
【００６２】
本発明に係る再生表示装置は、一実施例として車載用再生表示装置について説明したがこ
れに限るものではなく、例えば、家庭用などの再生表示装置にも適用可能である。
【００６３】
また、本発明に係る再生表示装置は、前述の実施例における電源スイッチのみを同様に制
御することなどにより、ケーシングの内外に移動されるモニタのみならず、固定されたモ
ニタにも適用可能である。
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【００６４】
また、前述の実施例においては、再生装置のマルチメディアプレーヤがシングルプレーヤ
（挿入口から挿入された記録媒体をそのまま再生位置まで搬送して再生するプレーヤ）で
ある場合について説明したが、このマルチメディアプレーヤは、複数の記録媒体を内部に
収容し、選択された記録媒体を取り出して再生を行うチェンジャー（マガジン挿入タイプ
や、挿入口を通して一枚毎プレーヤ内に挿入してプレーヤ内の収納部に複数枚収納させる
タイプ）にも適用することができる。
【００６５】
なお、マルチメディアプレーヤがチェンジャーである場合は、複数の記録媒体が収容され
たマガジンあるいは収納部から、選択された記録媒体がチェンジャーの搬送機構によって
所定の再生位置に搬送されて装着され、この選択された記録媒体に対して再生が行われる
。よって、マルチメディアプレーヤがチェンジャーである場合において、再生装置内に装
着された記録媒体とは、この選択された記録媒体を指し、映像情報を記録した記録媒体で
あるか否かの判別等は、この選択された記録媒体に対して行われるものとする。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例に係る再生表示装置の外観構成を示す外観図である。
【図２】本発明の一実施例に係る再生表示装置の制御系の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る再生表示装置の制御系の動作を示すフローチャートで
ある。
【図４】本発明の実施の形態に係る再生表示装置の制御系の動作を示す他のフローチャー
ト（１／２）である。
【図５】本発明の実施の形態に係る再生表示装置の制御系の動作を示す他のフローチャー
ト（２／２）である。
【符号の説明】
１　再生表示装置
２　モニタ（表示装置）
３　マルチメディアプレーヤ（再生装置）
４　ダッシュボード
５　ケーシング
６　移動機構
７　電源スイッチ
８　通信ライン
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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