
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
任意の情報再生媒体に関連する関連情報を記憶する一又は複数の情報サーバと、
前記関連情報の格納場所を示すアドレス情報とキーワード情報とを対応付けた検索情報を
記憶する第１のデータベースを有すると共に、装填される情報再生媒体の記憶情報を再生
する情報再生装置と、
前記情報サーバに格納されている前記関連情報の格納場所を示すアドレス情報とキーワー
ド情報とが対応付けられて成る検索情報を記憶すると共に、前記第１のデータベースとは
別個の第２のデータベースとを備え、
前記情報サーバと情報再生装置と第２のデータベースとを情報通信可能に接続するネット
ワークシステムにおける情報処理方法であって、
前記情報再生装置に情報再生媒体が装填されると、

アドレス情報を、前記
第１のデータベースから検索する第１のアドレス情報検索工程と、
前記第１のアドレス情報検索工程における検索に際し、 に対応するア
ドレス情報が得られないと、当該キーワード情報を前記第２のデータベースに伝送し、当
該キーワード情報に対応するアドレス情報を前記第２のデータベースから検索する第２

10

20

JP 3798213 B2 2006.7.19

その装填された情報再生媒体に記憶さ
れている記憶情報の読み取りを開始する読取工程と、
前記読取工程により読み取られた前記記憶情報の中から、前記装填された情報再生媒体に
記憶されているキーワード情報を取得するキーワード情報取得工程と、
前記キーワード情報取得工程で取得したキーワード情報に対応する

前記キーワード情報

の



アドレス情報検索工程と、
前記第１のアドレス情報検索工程で検索されたアドレス情報、又は前記第２のアドレス情
報検索工程で検索されたアドレス情報の何れかのアドレス情報に基づいて、当該アドレス
情報に対応する前記一又は複数の何れかの前記情報サーバを前記情報通信によってアクセ
スし、前記装填された情報再生媒体に関連する関連情報を

前記情報再生装置へ伝送する関連情報伝送工程と、
を備えることを特徴とする情報処理方法。
【請求項２】
前記情報サーバはインターネット上にあることを特徴とする請求項１に記載の情報処理方
法。
【請求項３】
前記関連情報伝送工程により前記情報再生装置へ伝送された前記関連情報を表示する表示
制御工程をさらに備えることを特徴とする請求項１又は２に記載の情報処理方法。
【請求項４】
任意の情報再生媒体に関連する関連情報を記憶する一又は複数の情報サーバと、
前記関連情報の格納場所を示すアドレス情報とキーワード情報とを対応付けた検索情報を
記憶する第１のデータベースを有すると共に、装填される情報再生媒体の記憶情報を再生
する情報再生装置と、
前記情報サーバに格納されている前記関連情報の格納場所を示すアドレス情報とキーワー
ド情報とが対応付けられて成る検索情報を記憶すると共に、前記第１のデータベースとは
別個の第２のデータベースとを備え、
前記情報サーバと情報再生装置と第２のデータベースとを情報通信可能に接続するネット
ワークシステムにおける 情報取得方法であって、
前記情報再生装置に情報再生媒体が装填されると、

アドレス情報を、前記
第１のデータベースから検索する第１のアドレス情報検索工程と、
前記第１のアドレス情報検索工程における検索に際し、 対応するア
ドレス情報が得られないと、当該キーワード情報 前記第
２のデータベースに伝送し、当該キーワード情報に対応するアドレス情報を前記第２のデ
ータベースから検索する第２ アドレス情報検索工程と、
前記第１のアドレス情報検索工程で検索されたアドレス情報、又は前記第２のアドレス情
報検索工程で検索されたアドレス情報の何れかのアドレス情報に基づいて、当該アドレス
情報に対応する前記一又は複数の何れかの前記情報サーバを前記情報通信によってアクセ
スし、前記装填された情報再生媒体に関連する関連情報として前記情報再生装置に取得さ
せる と、
を備えることを特徴とする情報取得方法。
【請求項５】
前記情報サーバはインターネット上にあることを特徴とする請求項４に記載の情報取得方
法。
【請求項６】

をさらに備えることを特徴とする請求項４又は５に記載の情報取得方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、情報処理方法及び情報取得方法に関し、特に、再生媒体に関する関連情報を再
生媒体の再生にあわせて表示などで告知する機能を有する情報処理方法及び情報取得方法
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前記アクセスされた情報サーバ
から

前記情報再生装置の
その装填された情報再生媒体に記憶さ

れている記憶情報の読み取りを開始する読取工程と、
前記読取工程により読み取られた前記記憶情報の中から、前記装填された情報再生媒体に
記憶されているキーワード情報を取得するキーワード情報取得工程と、
前記キーワード情報取得工程で取得したキーワード情報に対応する

前記キーワード情報に
をネットワークシステムを介して

の

取得工程

前記取得工程において前記情報再生装置が取得した前記関連情報を表示する制御を行う表
示制御工程



に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、ＣＤメディアを利用した色々な種類の情報再生媒体が市場に登場するようになって
きた。
ＣＤは当初音楽用のＣＤオーディオを中心に普及したが、現在ではＣＤ－ＲＯＭもコンピ
ュータ用途を中心に普及している。ＣＤ－ＲＯＭはフォトＣＤ、エンハンスドミュージッ
クＣＤ（以下ＣＤエクストラと称する）、ビデオＣＤなどを含み、特にＣＤエクストラ、
フォトＣＤは複数のリードインエリアを持つマルチセッションＣＤにも含まれる。
また、近年のパーソナルコンピュータは、フォトＣＤ，ビデオＣＤの再生のための再生プ
ログラムのみならず音楽ＣＤの再生も可能なようにＣＤオーディオの再生プログラムをも
有するものが多く多機能化が著しい。
【０００３】
他方、パーソナルコンピュータと外部機器とをネットワークで接続し相互に情報のやりと
りを行うことも比較的容易に行えるようになってきた。
インターネットを例にとると、使用者はブラウザーソフトを起動して希望する情報を有す
る情報サーバのアドレス情報を入力することで自由に該当する情報サーバにアクセスでき
る。
また、キーワード情報から前述のアドレス情報を検索する機能を有する情報サーバもあり
、仮に求めるアドレス情報が直接的にわからなくても、まず、検索機能を有するアドレス
情報の情報サーバにアクセスし、その情報サーバの検索機能を用いて間接的に求めるアド
レス情報を得ることもできる。
【０００４】
さらに、処理の高速化に伴い、複数のプログラムを時分割で起動させ、複数の機能を並列
的に実現することも可能となっている。
例えば、音楽ＣＤの再生プログラムとブラウザープログラムとを起動させ、音楽ＣＤを聞
きつつ、さらに音楽ＣＤに関連する情報の表示を行うことができる。
【０００５】
しかし、この場合、使用者がまず再生しようとする音楽ＣＤから歌手名といったキーワー
ド情報を想定し、ブラウザープログラムを起動させそのキーワード情報を入力して前述の
検索する機能を有する情報サーバから対応するアドレス情報を得、さらにそのアドレス情
報を指定して関連する情報を得るという繁雑な操作が必要であるという問題があった。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、かかる問題を解決すべくなされたものであり、その目的とするところは、セッ
トされた再生媒体に関連する関連情報を自動的に表示などで告知する情報処理方法及び情
報取得方法を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため、請求項１記載の発明は、任意の情報再生媒体に関連する関連情
報を記憶する一又は複数の情報サーバと、前記関連情報の格納場所を示すアドレス情報と
キーワード情報とを対応付けた検索情報を記憶する第１のデータベースを有すると共に、
装填される情報再生媒体の記憶情報を再生する情報再生装置と、前記情報サーバに格納さ
れている前記関連情報の格納場所を示すアドレス情報とキーワード情報とが対応付けられ
て成る検索情報を記憶すると共に、前記第１のデータベースとは別個の第２のデータベー
スとを備え、前記情報サーバと情報再生装置と第２のデータベースとを情報通信可能に接
続するネットワークシステムにおける情報処理方法であって、前記情報再生装置に情報再
生媒体が装填されると、
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その装填された情報再生媒体に記憶されている記憶情報の読み取
りを開始する読取工程と、前記読取工程により読み取られた前記記憶情報の中から、前記
装填された情報再生媒体に記憶されているキーワード情報を取得するキーワード情報取得



アドレス情報
を、前記第１のデータベースから検索する第１のアドレス情報検索工程と、前記第１のア
ドレス情報検索工程における検索に際し、 に対応するアドレス情報が
得られないと、当該キーワード情報を前記第２のデータベースに伝送し、当該キーワード
情報に対応するアドレス情報を前記第２のデータベースから検索する第２ アドレス情報
検索工程と、前記第１のアドレス情報検索工程で検索されたアドレス情報、又は前記第２
のアドレス情報検索工程で検索されたアドレス情報の何れかのアドレス情報に基づいて、
当該アドレス情報に対応する前記一又は複数の何れかの前記情報サーバを前記情報通信に
よってアクセスし、前記装填された情報再生媒体に関連する関連情報を

前記情報再生装置へ伝送する関連情報伝送工程と、を備えることを特徴
とする。
【０００８】
請求項１記載

その検索工程においてアドレス情報が検索できなかった場合に、情報通信可能に接
続されている第２のデータベースからアドレス情報
そして、第１のデータベースからアドレス情報が検索された場合には、そのアドレス情報
に基づいて情報サーバをいわゆるアクセスし、上記装填された情報記憶媒体に関連する関
連情報を情報再生装置側へ伝送する。
また、第２のデータベースからアドレス情報を検索した場合には、そのアドレス情報に基
づいて情報サーバをいわゆるアクセスし、上記装填された情報記憶媒体に関連する関連情
報を情報再生装置側へ伝送する。

アドレス情報が第１のデータベース内に無い場合には、自動的に第２のデータベースを
検索して を行うことによって第１のデータベースにおける検索情報の
不足を補

【０００９】
また、請求項２記載の発明は、請求項１に記載の情報処理方法において、前記情報サーバ
はインターネット上にあることを特徴とする。
請求項２記載の発明によれば、情報サーバは、インターネット上に存在するので、該イン
ターネットで使用される膨大にあるホームページのような関連情報でも、使用者は取得し
たアドレス情報に基づいてインターネット上にある情報サーバにアクセスして関連情報を
簡易的に取得することが出来、操作性の向上が可能となる。
【００１０】
また、請求項３記載の発明は、請求項１又は２に記載の情報処理方法において、前記関連
情報伝送工程により前記情報再生装置へ伝送された前記関連情報を表示する表示制御工程
をさらに備えることを特徴とする。
請求項３記載の発明によれば、キーワード情報に基づいて第１のデータベースからアドレ
ス情報を する工程で、アドレス情報が取得できなかった場合に自動的に別の第２のデ
ータベースからアドレス情報を取得するので、取得したアドレス情報に基づいて情報サー

10

20

30

40

50

(4) JP 3798213 B2 2006.7.19

工程と、前記キーワード情報取得工程で取得したキーワード情報に対応する

前記キーワード情報

の

前記アクセスされ
た情報サーバから

のネットワークシステムにおける情報処理方法によれば、情報記憶媒体が情
報再生装置に装填されると、その情報記憶媒体に記憶されているキーワード情報が取得さ
れる。
そして先ず、その取得されたキーワード情報に基づいて、情報再生装置側に設けられてい
る第１のデータベースからアドレス情報が検索される。
また、

が検索される。

このように、本情報処理方法においては、装填された情報記憶媒体から再生されたキーワ
ード情報に対応するアドレス情報を検索する検索工程を有している点に特徴を有しており
、この検索工程で、先ず第１のデータベースを検索することでアドレス情報の取得を試み
、

アドレス情報の取得
う。そして、第１又は第２の検索工程で取得したアドレス情報に基づいて情報サ

ーバから情報記憶媒体に関連する関連情報を情報再生装置へ伝送（提供）する。
このように、情報記憶媒体が装填されると、検索工程でキーワード情報に対応するアドレ
ス情報を取得し、その取得したアドレス情報に基づいて自動的に情報サーバーにアクセス
して関連情報の提供を行うことで、使用者に対して所望の関連情報を簡便な方法で提示す
ると共に、操作性の向上を実現する。

検索



バにアクセスして取得した関連情報を自動的に表示することが出来 使用者は操作性の向
上が可能となる。
【００１１】
また、請求項４記載の発明は、任意の情報再生媒体に関連する関連情報を記憶する一又は
複数の情報サーバと、前記関連情報の格納場所を示すアドレス情報とキーワード情報とを
対応付けた検索情報を記憶する第１のデータベースを有すると共に、装填される情報再生
媒体の記憶情報を再生する情報再生装置と、前記情報サーバに格納されている前記関連情
報の格納場所を示すアドレス情報とキーワード情報とが対応付けられて成る検索情報を記
憶すると共に、前記第１のデータベースとは別個の第２のデータベースとを備え、前記情
報サーバと情報再生装置と第２のデータベースとを情報通信可能に接続するネットワーク
システムにおける 情報取得方法であって、前記情報再生装置に情報再
生媒体が装填されると、

アドレス情報
を、前記第１のデータベースから検索する第１のアドレス情報検索工程と、前記第１のア
ドレス情報検索工程における検索に際し、 対応するアドレス情報が
得られないと、当該キーワード情報 前記第２のデータベ
ースに伝送し、当該キーワード情報に対応するアドレス情報を前記第２のデータベースか
ら検索する第２ アドレス情報検索工程と、前記第１のアドレス情報検索工程で検索され
たアドレス情報、又は前記第２のアドレス情報検索工程で検索されたアドレス情報の何れ
かのアドレス情報に基づいて、当該アドレス情報に対応する前記一又は複数の何れかの前
記情報サーバを前記情報通信によってアクセスし、前記装填された情報再生媒体に関連す
る関連情報として前記情報再生装置に取得させる と、を備えることを特徴とする
。
【００１２】
請求項４記載のネットワークシステムにおける 情報取得方法によれば、

その検索工程においてアドレス情報が検索できなかった場合に、情報通信可能に接
続されている第２のデータベースからアドレス情報
そして、第１のデータベースからアドレス情報が検索された場合には、そのアドレス情報
に基づいて情報サーバをいわゆるアクセスし、上記装填された情報記憶媒体に関連する関
連情報を情報再生装置側へ伝送する。
また、第２のデータベースからアドレス情報を検索した場合には、そのアドレス情報に基
づいて情報サーバをいわゆるアクセスし、上記装填された情報記憶媒体に関連する関連情
報を情報再生装置側へ伝送する。

アドレス情報が第１のデータベース内に無い場合には、自動的に第２のデータベースを
検索して を行うことによって第１のデータベースにおける検索情報の
不足を補
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、

前記情報再生装置の
その装填された情報再生媒体に記憶されている記憶情報の読み取

りを開始する読取工程と、前記読取工程により読み取られた前記記憶情報の中から、前記
装填された情報再生媒体に記憶されているキーワード情報を取得するキーワード情報取得
工程と、前記キーワード情報取得工程で取得したキーワード情報に対応する

前記キーワード情報に
をネットワークシステムを介して

の

取得工程

情報再生装置の 情
報記憶媒体が情報再生装置に装填されると、その情報記憶媒体に記憶されているキーワー
ド情報が取得される。
そして先ず、その取得されたキーワード情報に基づいて、情報再生装置側に設けられてい
る第１のデータベースからアドレス情報が検索される。
また、

が検索される。

このように、本情報処理方法においては、装填された情報記憶媒体から取得されたキーワ
ード情報に対応するアドレス情報を検索する検索工程を有している点に特徴を有しており
、この検索工程で、先ず第１のデータベースを検索することでアドレス情報の取得を試み
、

アドレス情報の取得
う。そして、第１又は第２の検索工程で取得したアドレス情報に基づいて情報サ

ーバから情報記憶媒体に関連する関連情報を情報再生装置へ伝送（提供）する。
このように、情報記憶媒体が装填されると、検索工程でキーワード情報に対応するアドレ
ス情報を取得し、その取得したアドレス情報に基づいて自動的に情報サーバーにアクセス
して関連情報の提供を行うことで、使用者に対して所望の関連情報を簡便な方法で提示す
ると共に、操作性の向上を実現する。



【００１３】
また、 記載の発明は、 記載の情報取得方法において、前記情報サーバ
はインターネット上にあることを特徴とする。

記載の発明によれば、情報サーバは、インターネット上に存在するので、該イン
ターネットで使用される膨大にあるホームページのような関連情報でも、使用者は取得し
たアドレス情報に基づいてインターネット上にある情報サーバにアクセスして関連情報を
簡易的に取得することが出来、操作性の向上が可能となる。
【００１４】
請求項６記載の発明は、請求項４又は５に記載の情報取得方法において、前記関連情報伝
送工程により前記情報再生装置へ伝送された前記関連情報を表示する表示制御工程をさら
に備えることを特徴とする。
請求項６記載の発明によれば、情報再生装置はキーワード情報に基づいて第１のデータベ
ースからアドレス情報を取得する工程で、アドレス情報が取得できなかった場合に自動的
にネットワークシステム上の別の第２のデータベースからアドレス情報を取得するので、
取得したアドレス情報に基づいて情報サーバにアクセスして取得した関連情報を表示する
ことが出来 使用者は操作性の向上が可能となる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施例を図面を参照しつつ詳細に説明する。
図１は、本発明の一実施例であるＣＤ（コンパクトディスク）自動起動機能並びに関連情
報の自動呼び出し機能を有する情報再生装置としてのコンピュータの概略構成を示してい
る。
【００１６】
図１において、コンピュータ１には、セットされたＣＤの再生プログラムを自動的に起動
するための自動起動プログラムとＣＤエクストラの優先再生プログラムを決定するための
選択情報決定プログラム及び関連情報の自動呼び出しプログラムを少なくとも有する制御
部２、ＣＤオーディオ用の再生プログラム３、フォトＣＤ用の再生プログラム４、ビデオ
ＣＤ用の再生プログラム５といった複数のプログラムが既に用意されている。
【００１７】
また、後述の選択情報や上記以外のＣＤ－ＲＯＭの再生プログラムをＣＤ－ＲＯＭからロ
ードし保持するためのＲＡＭ６、セットされたＣＤ８から情報を読み出すための読取り部
７を備えている。読取り部はピックアップといったハード機器並びにそれを駆動するドラ
イバを含んでいる。
さらに、各種情報の入力並びに表示を行うための入力部９、表示部１０、検索のためのデ
ータベース１８を有している。
なお、各部はバスライン１１を介して相互に通信可能となっており、外部の情報サーバ１
３、１４、１５、１８には通信路１２を介して相互に通信可能となっている。
以上が、コンピュータ１の概略構成である。
【００１８】
次に、まず、再生プログラムの自動起動機能について以下に詳細に説明する。かかる機能
は、主として制御部２の自動起動プログラムで実施され、図２にそのフローチャートを示
す。
【００１９】
ＣＤがコンピュータ１にセットされると、まず読取り部７に、セットされたＣＤを駆動し
第１セッション（最内周のセッション）のリードインエリアの情報（ＴＯＣ情報）を読取
ることを指令する。
読取り部７はこの指令を受け、ドライバがピックアップ、モータなどを制御してリードイ
ンエリアの情報を読取り、これを出力する。
【００２０】
次に、ステップ２にて、ＴＯＣ情報中のコントロールビット、アドレスビット、分、秒、
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請求項５ 請求項４に

請求項５

、



フレーム番号に関する情報をそれぞれ取得する。
コントロールビットからは、そのセッションがＣＤオーディオであるか、ＣＤ－ＲＯＭで
あるかを識別することができる。
また、アドレスビットからは、そのＣＤがシングルセッション（すなわち、第１セッショ
ンのみ）かＣＤエクストラのようなマルチセッションであるかを識別することができる。
【００２１】
ステップ３では、かかるアドレスビットの値を確認し、セットされたＣＤがマルチセッシ
ョンであるかシングルセッションであるかを判定する。
ステップ３にて、セットされたＣＤがマルチセッションであると判定される時には、ステ
ップ２で読み取ったＴＯＣ情報から次のセッションの先頭時間を得られるので、第２セッ
ションのリードインエリアの再生を行うように読取り部に指令する（ステップ４）。
以降、最終セッションまでかかるステップ１、２、３が実行される。
【００２２】
各セッションの情報を得た後に、その情報を利用してセットされたＣＤの種別判別がステ
ップ５以降で実施される。
【００２３】
ステップ５では、読み込んだ第１セッションのコントロールビットから第１セッションが
ＣＤオーディオであるか、ＣＤ－ＲＯＭであるかを判定する。
ステップ５で第１セッションがＣＤオーディオであると識別された時には、セットされた
ＣＤはＣＤオーディオまたはＣＤエクストラであるので、そのどちらであるかをステップ
６にて識別する。
【００２４】
ステップ６では、読み込んだ第１セッションのアドレスビットからセットされたＣＤがシ
ングルセッションであるかマルチセッションであるかを判定する。
シングルセッションであれば、セットされたＣＤはＣＤオーディオであり、マルチセッシ
ョンであればセットされたＣＤはＣＤエクストラであるので、対応する再生プログラムの
起動をステップ７、８で指令する。
【００２５】
ＣＤオーディオの再生プログラムでは、予め指定された曲（例えば１曲目）が再生される
。また、ＣＤエクストラの再生ではオーディオセッションまたはデータセッションのいず
れか１方の再生プログラムが起動されるわけであるが、この点については後述する。
【００２６】
他方、ステップ５で第１セッションがＣＤ－ＲＯＭであると識別された場合はステップ９
に移り、ステップ６と同様に第１セッションのアドレスビットからセットされたＣＤがシ
ングルセッションであるかマルチセッションであるかを識別する。
【００２７】
セットされたＣＤがマルチセッションであれば、フォトＣＤの可能性があるのでステップ
１０にて最終セッションのＬＳＮ１６（物理アドレス００：０２：１６）にあるＶＴＯＣ
（Ｖｏｌｕｍｅ　Ｔａｂｌｅ　ｏｆ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ）の読み込みを読取り部に指令し
、ルートディレクトリの下にあるディレクトリ名を取得する（ステップ１２）。
【００２８】
また、セットされたＣＤがシングルセッションであれば、ビデオＣＤの可能性があるので
、ステップ１１にて同様に第１セッションのＶＴＯＣの読取りを読取り部に指令し（ステ
ップ１１）、ルートディレクトリの下にあるディレクトリ名を取得する（ステップ１２）
。
【００２９】
ＶＴＯＣの読取りが終わると、取得したディレクトリ名の中に特定のディレクトリ名があ
るか否かを識別する（ステップ１３）。
具体的には、ＶＴＯＣを構成するＰＶＤ（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｖｏｌｕｍｅ　Ｄｅｓｃｒｉ
ｐｔｏｒ：基本ボリューム記述子）がルートディレクトリのポインタを有しているので、
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この情報に基づきルートディレクトリの情報を得、その下にＰＨＯＴＯ　ＣＤ，ＶＣＤと
いった名称のディレクトリがあるか否かを検索するのである。
【００３０】
すなわち、ステップ９でマルチセッションと識別された時には、ＰＨＯＴＯ　ＣＤという
ディレクトリ名があるかがさらに検索され、セットされたＣＤがフォトＣＤであるか、そ
の他のＣＤ－ＲＯＭであるかを識別し、ステップ９でシングルセッションと識別された時
には、ＶＣＤというディレクトリ名があるかがさらに検索され、セットされたＣＤがビデ
オＣＤであるか、その他のＣＤ－ＲＯＭであるかを識別するのである。
【００３１】
その結果、セットされたＣＤがビデオＣＤであると識別された時には、ステップ１４にて
対応するビデオＣＤの再生プログラムの起動が指令され、セットされたＣＤがフォトＣＤ
であると識別された時には、ステップ１５にて対応するフォトＣＤの再生プログラムの起
動が指令され、その他のＣＤであると識別された時には、セットされたＣＤ－ＲＯＭから
再生プログラムをＲＡＭ６にロードし、これを起動する（ステップ１６）。この時、実行
可能なプログラムが複数存在する場合は、いずれか１つのプログラムが使用者の選択また
は予め定められた優先度に応じて再生プログラムとして起動される。
以上が自動起動プログラムの詳細である。以上の機能の追加により使い勝手がより一層向
上することになる。
【００３２】
次に、ステップ８のＣＤエキストラの再生プログラムの起動について以下に説明する。
ＣＤエクストラは、一般の音楽用プレーヤで再生でき、且つＣＤ－ＲＯＭドライブで利用
できるようにオーディオトラックを第１セッションに、データトラックを第２セッション
に配置している。
従来、ＣＤ－ＲＯＭドライブはマルチセッションディスクであることを認識すると、最後
のセッション（すなわち、データトラック）から読み込むようになっており、音楽用のＣ
Ｄプレーヤは、マルチセッションの存在を認識できないので最初のセッション（すなわち
、オーディオトラック）から再生するようになっていた。
【００３３】
しかし、本発明のコンピュータのように、音楽ＣＤ，並びにＣＤ－ＲＯＭいずれも再生可
能である場合、いずれのセッションを再生するか使用者が決定可能である方がさらに便利
である。
【００３４】
よって、本発明のＣＤエクストラの起動（図２ステップ８）にあたっては、図３のように
再生セッションの決定行程Ｓ３１、３２が追加されている。
以下図３について説明する。
【００３５】
図２のステップ６にてマルチセッション（すなわちＣＤエクストラ）であると識別された
場合、ステップ３１にて記憶されている選択情報が読み込まれる。この選択情報はＣＤエ
クストラのいずれのセッションを優先して再生するか示す情報でありＲＡＭ６に保持され
ている。例えば選択情報が１であれば、音楽セッションの優先再生を示し、０であればデ
ータセッションの優先再生を示すように定義できる。
【００３６】
ステップ３２ではこの選択情報を識別し、オーディオセッションを優先するかデータセッ
ションを優先するかを判定する。
この判定結果に基づき、オーディオセッションを優先する場合はステップ７のＣＤオーデ
ィオ再生プログラムの起動を指令し、データセッションを優先する場合は、ディスク中の
再生プログラムをＲＡＭにロードしこれを起動する（ステップ１６）。
以上の機能を追加することで、ＣＤエクストラの再生が更に便利なものとなる。
【００３７】
次に、図３で読み込まれた選択情報の決定処理について説明する。図４は選択情報の決定

10

20

30

40

50

(8) JP 3798213 B2 2006.7.19



処理を示すフローチャートであり、そのプログラムは制御部２に含まれており、定期的に
実行されている。まず、ステップ４１にて、選択リクエスト（例えば、表示画面上の選択
リクエストキーのクリック）がなされたか否かが判定される。リクエストがない場合は今
回の処理は終了する。 リクエストがある場合は選択モードに入ったことを示す表示
を行うように表示部１０に指令する（ステップ４２）。
【００３８】
続いて、いずれのセッションを優先するかについての入力の有無をステップ４３で判定す
る。いずれのセッションを優先するかの入力がない場合は、使用者からのモード解除の入
力がない限りはこの処理を継続する（ステップ４４：Ｎｏ）。　ステップ４３でいずれの
セッションを優先するかについての入力があった場合（ステップ４３：Ｙｅｓ）は、ステ
ップ４５にてＲＡＭ６に保持している選択情報を入力に基づき更新して選択情報の決定処
理を終了する。
以上が、選択情報の決定処理であり、かかる機能を追加することで、ＣＤエクストラのど
のセッションを優先的に再生するかを使用者が自由に決定することが可能となる。
【００３９】
なお、上記実施例ではＣＤエクストラを例にとり再生セッションの選択処理を説明したが
、これに限らず、記録形態が複数のセッションで構成されているマルチセッションディス
ク全般について使用できることはいうまでもない。
【００４０】
次に、関連情報の自動呼び出し機能について説明する。
かかる機能は、主として制御部２の関連情報の自動呼び出しプログラムで実施され、図５
にそのフローチャートを示す。なお、かかるプログラムは図２で示すＣＤの自動起動プロ
グラムと並列的に起動することも可能である。
【００４１】
まず、ステップ５１にてディスクのセットがなされたか否かが検知される。より詳細には
、ディスク８が読取り部７のＣＤ用のトレイに装填されると読取り部７からＣＤのセット
を示す検出信号を検出することができるのでかかる検出信号を定期的に確認することでデ
ィスクのセットがなされたか否かが検知される。
【００４２】
ディスクのセットがなされていない場合は今回の処理を終了する。他方、ディスクのセッ
トが検出された場合はステップ５２にてセットされたディスクの識別情報を取得する。
【００４３】
ここでは、ＴＯＣ部の情報、ＣＤオーディオといったディスク内容を示す情報を識別情報
とした場合について説明する。少なくともＴＯＣ部分の情報はＣＤの識別には必要であり
、分、秒、フレーム番号のデータを本実施例では使用している。
また、ディスク内容を示す情報は必ずしも必要ではないが、後述の検索処理を迅速に行う
ために本実施例では取得することにしている。ディスク内容の識別の具体的なやり方につ
いては再生プログラムの自動起動機能（図２のフローチャート）のところで詳細に説明し
ているのでここでは省略する。
【００４４】
次に、ステップ５３で識別情報に対応するキーワード情報の検索が行われる。具体的には
データベース１８に保持している検索テーブルのデータを検索することで対応するキーワ
ード情報（例えば音楽ＣＤのキーワード情報であればアーティスト名、タイトル名）の検
索がなされる。
検索テーブルの構成例を図６に示す。ここではディスク内容毎のテーブルを構成し、該当
するテーブルのデータのみを検索対象とすることで検索量を減らすように構成している。
また、識別情報とキーワード情報とは必ずしも１対１に対応する必要はなく、１つの識別
情報（例えば識別情報１）を複数のキーワード情報（例えばキーワード１、２）に対応さ
せてもよく、また、逆に複数の識別情報（例えば識別情報２、３）を１つのキーワード情
報（例えばキーワード３）に対応させてもよい。
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【００４５】
かかるデータベースは使用者の入力により作成することができるし、他の再生媒体（例え
ばデータベースを記憶したディスク）から得ることもできる。
また、セットされた再生媒体自体がキーワード情報をさらに記憶することも可能である。
例えばサブコードに記憶されている文字情報であるＣＤテキストをそのまま利用してキー
ワード情報とすることもできる。この場合はステップ５３のキーワード情報の検索処理は
不要となる。
さらに、識別情報からキーワード情報を検索する検索部１６を有する他の情報サーバ１３
にアクセスし、得られたキーワード情報を識別情報と対応させて順次保持していくことで
図６のようなデータベースを構築してもよい。
【００４６】
検索にてキーワード情報が得られた場合（ステップ５４：ＹＥＳ）は、ステップ５５にて
アドレス情報の検索が行われる。このアドレス情報は例えばインターネットで使用される
ホームページのアドレスとすることができる。
この時の検索テーブルの構成例を図７に示す。図７も図６と同様にキーワード情報とアド
レス情報は必ずしも１対１に対応する必要はなく、１つのキーワード情報（例えばキーワ
ード１）を複数のアドレス情報（例えばアドレス１、２）に対応させてもよく、また、逆
に複数のキーワード情報（例えばキーワード２、３）を１つのアドレス情報（例えばアド
レス３）に対応させてもよい。
【００４７】
かかるデータベースも使用者の入力により作成することができるし、他の再生媒体（例え
ばデータベースを記憶したディスク）から得ることもできる。
また、セットされた再生媒体自体がアドレス情報をさらに記憶することも可能である。こ
の場合はキーワード情報並びにアドレス情報の検索処理は不要となる。
さらに、識別情報からアドレス情報を検索する検索部１７を有する他の情報サーバ１５に
アクセスし、得られたアドレス情報をキーワード情報に対応させて順次保持していくこと
で図７のようなデータベースを構築してもよい。
【００４８】
対応するアドレス情報が取得されると（ステップ５６：ＹＥＳ）該当するアドレス情報の
関連情報を取得しこれを表示する（ステップ６１）。
ホームページのような関連情報は通信路１２を介して検索されたアドレス情報の情報サー
バ１４にアクセスすることで取得できる。
また、ネットワークを用いず、関連情報を記憶している再生媒体（例えば関連情報を記憶
したＣＤ－ＲＯＭ）から対応するアドレス情報の関連情報を取得することも可能である。
【００４９】
また、関連情報としては、例えば音楽ＣＤの場合は、そのＣＤのタイトル、曲名の一覧、
ジャケットに使用されている画像、歌詞、歌手のホームページ、といった情報や、歌手名
、作詞家名、作曲家名、演奏者名、といったそのＣＤの作成に関係した人の情報などが適
切である。
【００５０】
対応するアドレス情報が取得できない場合は（ステップ５６：ＮＯ）、このままでは関連
情報が表示できないので追加のキーワード情報を使用者に要求する表示するように表示部
１０を制御する（ステップ５７）。図８にその一例を示す。そして、入力部９を介して入
力された追加のキーワード情報に基づき再度ステップ５５に戻りアドレス情報の検索を行
う。なお、使用者による解除指令がある時は関連情報の表示を中止する。
【００５１】
他方、ステップ５３のキーワード情報の検索にて対応するキーワード情報が取得できなか
った時（ステップ５４：ＮＯ）は、コンピュータ１のデータベースより更に大きなデータ
ベースを有し、且つ、識別情報からキーワード情報を検索する検索部１６を有する外部情
報サーバ１３にアクセスし識別情報を伝送する（ステップ５９）。外部情報サーバ１３は
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検索を行い対応するキーワード情報をコンピュータ１に伝送する。
【００５２】
対応するキーワード情報が取得された場合（ステップ６０：ＹＥＳ）はステップ５５にて
該当するアドレス情報の検索を行う。また、対応するキーワード情報が取得されない場合
（ステップ６０：ＮＯ）は追加のキーワード情報を使用者に要求する表示を行う（ステッ
プ５７）。
【００５３】
以上が関連情報の自動呼び出し処理であり、かかる機能を追加することで自動的に関連情
報の表示を行うことが可能となる。
【００５４】
なお、上記実施例ではアドレス情報の検索をコンピュータ１内のデータベースを用いて行
ったが必ずしもコンピュータ１のデータベースは必要ではない。
例えば、ステップ５６のアドレス情報の検索をキーワード情報から対応するアドレス情報
を検索する検索部１７を有する他の情報サーバ１５にて行うこともできる。この場合、コ
ンピュータ１はキーワード情報を他の情報サーバ１５に伝送し検索を依頼することになる
。
【００５５】
また、ステップ５３、５４、５９のように、コンピュータ１内のデータベースを用いて検
索を行い、アドレス情報が得られない場合に、検索部１７を有する他の情報サーバ１５に
検索を依頼し対応するキーワード情報を得ることも可能である。
【００５６】
さらには、キーワード情報の検索をコンピュータ１内のデータベース１８を用いないで識
別情報から対応するキーワード情報を検索する検索部１６を有する他の情報サーバ１３の
みで行うことも可能であるし、全ての検索を検索部１６、１７を有する他の情報サーバ１
３、１５でおこなうことも可能である。前者の場合コンピュータ１は識別情報を他の情報
サーバ１３に伝送し検索を依頼することになり、後者の場合コンピュータ１はキーワード
情報を他の情報サーバ１５に伝送して検索を依頼することになる。
【００５７】
なお、本実施例では、識別情報からキーワード情報を検索し、さらにキーワード情報から
アドレス情報を検索しているが、これは、他の情報サーバ１３、１５の一般的な検索機能
を利用しやすいようにするためである。
よって、一般的な検索に加えて識別情報から直接アドレス情報を検索する検索部をも有す
る他の情報サーバが一般的になれば、キーワード情報を検索せずに直接アドレス情報を検
索することも可能である。この実施例を図９に示す。
【００５８】
かかる機能は、主として制御部２の関連情報の自動呼び出しプログラムで実施される。な
お、かかるプログラムも図２で示すＣＤの自動起動プログラムと並列的に起動することが
可能である。
【００５９】
まず、ステップ９１にてディスクのセットがなされたか否かが検知される。この点はステ
ップ５１と同様である。
【００６０】
ディスクのセットがなされていない場合は今回の処理を終了する。他方ディスクのセット
が検出された場合はステップ９２にてセットされたディスクの識別情報を取得する。この
点もステップ５２と同様である。
【００６１】
次に、ステップ９３で識別情報に対応するアドレス情報の検索が行われる。具体的にはデ
ータベース１８に保持している検索テーブルのデータを検索することで対応するアドレス
情報（例えば音楽ＣＤの識別情報であればその歌手のホームページのアドレス）の検索が
なされる。
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検索テーブルの構成例を図１０に示す。ここではディスク内容毎のテーブルを構成し、該
当するテーブルのデータのみを検索対象とすることで検索量を減らすように構成している
。
また、識別情報とアドレス情報とは必ずしも１対１に対応する必要はなく、１つの識別情
報（例えば識別情報１）を複数のアドレス情報（例えばアドレス１、２）に対応させても
よく、また、逆に複数の識別情報（例えば識別情報２、３）を１つのアドレス情報（例え
ばアドレス３）に対応させてもよい。
【００６２】
かかるデータベースは使用者の入力により作成することができるし、他の再生媒体（例え
ばデータベースを記憶したディスク）から得ることもできる。
また、セットされた再生媒体自体がアドレス情報をさらに記憶することも可能である。こ
の場合はステップ９３のアドレス情報の検索は不要となる。
さらに、識別情報からアドレス情報を検索する検索部１９を有する他の情報サーバ１８に
アクセスし、得られたアドレス情報を順次保持していくことで図１０のようなデータベー
スを構築してもよい。
【００６３】
検索にてアドレス情報が得られた場合（ステップ９４：ＹＥＳ）は、該当するアドレス情
報の関連情報を取得しこれを表示する（ステップ９９）。
ホームページのような関連情報は、表示プログラムの一部であるブラウザープログラムを
起動させ、通信路１２を介して、検索されたアドレス情報の情報サーバ１４にアクセスし
、得られた情報を表示部１０で表示可能なように再構成することで表示部１０での表示を
可能とする。
また、ネットワークを用いず、関連情報を記憶している再生媒体（例えば関連情報を記憶
したＣＤ－ＲＯＭ）から検索したアドレス情報についての関連情報を取得することも可能
である。
【００６４】
また、対応するアドレス情報が取得できない場合は（ステップ９４：ＮＯ）、このままで
は関連情報が表示できないのでコンピュータ１のデータベースより更に大きなデータベー
スを有し、且つ、識別情報からアドレス情報を検索する検索部１９を有する外部情報サー
バ１８に識別情報を伝送する（ステップ９５）。外部情報サーバ１８は検索を行い対応す
るアドレス情報をコンピュータ１に伝送する。
【００６５】
対応するアドレス情報が取得された場合（ステップ９６：ＹＥＳ）はステップ９９にて該
当する関連情報を表示する。
また、対応するアドレス情報が取得されない場合（ステップ９６：ＮＯ）は追加のキーワ
ード情報またはアドレス情報を使用者に要求する表示をするように表示部１０を制御する
（ステップ９７）。
【００６６】
入力部９を介してキーワード情報が入力された場合はステップ９３に戻りアドレス情報の
検索を行う。また、入力部９を介してアドレス情報が入力された場合はステップ９９にて
関連情報の表示を行う。
【００６７】
以上が関連情報の自動呼び出し処理であり、かかる機能を追加することで自動的に関連情
報の表示を行うことが可能となる。
なお、本実施例では、アドレス情報の検索をコンピュータ１でもおこなうようにしている
が、検索機能を有する外部情報サーバ１８のみを使用するように構成することも可能であ
る。
【００６８】
また、本発明ではＣＤを例にとり説明したが、これに限らず、ＴＯＣに相当する情報を持
つＤＶＤのような他の再生媒体でも使用可能である。
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【００６９】
【発明の効果】
本発明によれば、再生媒体をセットするだけで自動的にその再生媒体に関連する関連情報
を得ることができるので、操作性の向上が可能となる。
また、普段は簡易にアクセス出来るデータベースからキーワード情報に対応するアドレス
情報を取得するが、アドレス情報が取得できない場合には、外部情報サーバにある更に大
きなデータベースからキーワード情報に対応するアドレス情報を取得することが可能にな
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のコンピュータの概要を示すブロック図である。
【図２】再生制御部が実行する再生プログラム自動起動の手順を示すフローチャートであ
る。
【図３】再生制御部が実行するＣＤエクストラの再生セッションの選択の手順を示すフロ
ーチャートである。
【図４】再生制御部が実行するＣＤエクストラの再生セッションの優先順位を決定する手
順を示すフローチャートである。
【図５】再生制御部が実行する関連情報の自動表示の手順を示すフローチャートである。
【図６】検索テーブルの一例を示す図である。
【図７】検索テーブルの一例を示す図である。
【図８】キーワード情報の入力を要求する表示例である。
【図９】再生制御部が実行する関連情報の自動表示の他の手順を示すフローチャートであ
る。
【図１０】検索テーブルの一例を示す図である。
【符号の説明】
１　コンピュータ
２　制御部
３　ＣＤオーディオ用再生プログラム
４　フォトＣＤ用再生プログラム
５　ビデオＣＤ用再生プログラム
６　ＲＡＭ
７　読取り部
８　ＣＤ
９　入力部
１０　表示部
１１　通信バス
１２　通信路
１３、１４、１５、１８　情報サーバ
１６、１７、１９　検索部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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