
JP WO2008/026262 A1 2008.3.6

10

(57)【要約】
【課題】ＤＶＤなどの記録媒体において、例えば同名の
タイトルや曲がチャンネル数が異なるだけで複数記録さ
れていた場合に全てを再生してしまい、また、ＤＶＤ作
成者のミスがあっても再生する必要のないコンテンツ情
報を再生してしまう。
【解決手段】ＤＶＤ‐Ａｕｄｉｏの場合１つ以上のトラ
ックを含むグループを再生する条件（最も再生時間が長
いグループ、最も再生数（トラック数）が多いグループ
、最もデータ容量が多いグループのうちいずれか）を設
定し、その条件に合致したグループのみを再生する。Ｄ
ＶＤ－Ｖｉｄｅｏの場合はタイトル、ＣＤなどの場合は
フォルダをグループ代わりにすることでＤＶＤ－Ａｕｄ
ｉｏと同様に再生することができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つ以上のコンテンツ情報が含まれるグループが複数記録されている記録媒
体から、記録されているコンテンツ情報を読み取る読み取り手段と、前記読み取り手段が
読み取ったコンテンツ情報を再生する再生手段と、を備えた記録媒体再生装置において、
　複数の前記グループのうち、一つの前記グループを再生するための条件を設定する条件
設定手段と、
　複数の前記グループのうち、前記条件設定手段において設定された条件に合致するグル
ープを選択する選択手段と、
　前記選択手段が選択した前記グループを前記読み取り手段に読み取らせ、前記再生手段
に再生させる制御手段と、を備えたことを特徴とする記録媒体再生装置。
【請求項２】
　前記条件設定手段に設定する条件が、該記録媒体の中で最も再生時間の長いグループを
再生するものであることを特徴とする請求項１に記載の記録媒体再生装置。
【請求項３】
　前記条件設定手段に設定する条件が、該記録媒体の中で最も前記コンテンツ情報の数が
多いグループを再生するものであることを特徴とする請求項１または２に記載の記録媒体
再生装置。
【請求項４】
　前記条件設定手段に設定する条件が、該記録媒体の中で最もデータ容量の多いグループ
を再生するものであることを特徴とする請求項１乃至３のうちいずれか一項に記載の記録
媒体再生装置。
【請求項５】
　前記読み取り手段が、複数の前記記録媒体のうち任意に選択された前記記録媒体から前
記コンテンツ情報を読み取ることを特徴とする請求項１乃至４のうちいずれか一項に記載
の記録媒体再生装置。
【請求項６】
前記制御手段が、前記選択手段が選択した前記グループの最後まで前記再生手段による再
生を行わせた後に、前記読み取り手段に他の記録媒体を読み取らせ、該他の記録媒体につ
いて前記条件設定手段で設定した条件に基づいて前記選択手段に前記グループを選択させ
、前記選択手段が選択したグループを前記読み取り手段で読み取り、前記再生手段に再生
させることを特徴とする請求項５に記載の記録媒体再生装置。
【請求項７】
　前記制御手段が、前記選択手段が選択した前記グループの最後まで前記再生手段による
再生を行わせた後に、再生していた該グループを再度再生手段に再生させることを特徴と
する請求項１乃至５のうちいずれか一項に記載の記録媒体再生装置。
【請求項８】
　少なくとも１つ以上のコンテンツ情報が含まれるグループが複数記録されている記録媒
体から、記録されているコンテンツ情報を読み取り再生する記録媒体再生方法において、
　複数の前記グループのうち、一つの前記グループを再生するための条件を設定し、複数
の前記グループのうち、設定された前記条件に合致するグループを選択して、読み取り再
生することを特徴とする記録媒体再生方法。
【請求項９】
　少なくとも１つ以上のコンテンツ情報が含まれるグループが複数記録されている記録媒
体から、記録されているコンテンツ情報を読み取る読み取り手段を備えた記録媒体再生装
置のコンピュータを、前記読み取り手段が読み取ったコンテンツ情報を再生する再生手段
として機能させる記録媒体再生プログラムにおいて、
　複数の前記グループのうち、一つの前記グループを再生するための条件を設定する条件
設定手段と、
　複数の前記グループのうち、前記条件設定手段において設定された条件に合致するグル
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ープを選択する選択手段と、
　前記選択手段が選択した前記グループを前記読み取り手段に読み取らせ、前記再生手段
に再生される制御手段と
　してコンピュータに機能させることを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体
再生プログラム。
【請求項１０】
　請求項９に記載の記録媒体再生プログラムを格納したことを特徴とするコンピュータ読
み取り可能な記録媒体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像や音声などの複数の情報が記録された記録媒体を再生する情報再生装置
、記録媒体再生方法、記録媒体再生プログラムおよび記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、映像や音声などのコンテンツ情報が記録されている記録媒体としてＤＶＤ（Digi
tal Versatile Disc）が用いられることが多い。ＤＶＤは、大きく複数のグループ（また
はタイトル）に分けられて記録されている。そして、これらのグループ各々においては、
複数のトラック（またはチャプタ）が設けられており、それぞれのグループ内の映像や音
声などのコンテンツ情報は、当該グループ内における複数のトラックに分けられて記録さ
れている。
【０００３】
　また、ＤＶＤ－Ａｕｄｉｏなどでは、音声が従来の２チャンネル以外に、マルチチャン
ネルによる記録も可能となり、より高音質で臨場感のある再生が可能となっている（例え
ば、特許文献１）。
【特許文献１】特開２００４－１０３２０７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述した２種類の音声（２チャンネルとマルチチャンネル）はそれぞれ別のグループと
して記録されており、１つのグループが再生終了すると、メニュー画面を表示するように
制御情報が記録されていることが多いので、２種類の音声はどちらか一方のみが再生され
ることが多いが、例えば車載機器などで音声のみを連続して再生し続けるような動作を再
生装置に行わせた場合、上述した２種類の音声、すなわち同名のタイトル、同名の曲が２
度再生されることがあり、ユーザの混乱を招いてしまう。
【０００５】
　特に、車載機器においては、ユーザは、通常、自動車の運転に集中しなければならない
ことから、再生中のメニュー操作の機会は極力減らした方が好ましい。
【０００６】
　また、音声のみを連続して再生し続けるような動作を再生装置が行った際に、ＤＶＤ作
成者のミスにより本来再生する必要がないメニューなどの制御情報のトラックやメニュー
操作用の効果音などのコンテンツ情報が再生されることがある。そのような場合、無音期
間が発生したり音楽でない意味不明な効果音が再生されてしまうために、ユーザにとって
無意味な動作となってしまうことがあった。
【０００７】
　そこで、本発明は、例えば映像や音声などのコンテンツ情報を複数記録した記録媒体を
再生する際に、同名のタイトルや曲が複数記録されていても複数回再生されず、さらに、
再生する必要のないコンテンツ情報も再生させないようにするとともに、極力メニュー表
示を行わず再生を継続できる記録媒体再生装置、記録媒体再生方法、記録媒体再生プログ
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ラムおよび記録媒体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】
【０００８】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、少なくとも１つ以上のコンテン
ツ情報が含まれるグループが複数記録されている記録媒体から、記録されているコンテン
ツ情報を読み取る読み取り手段と、前記読み取り手段が読み取ったコンテンツ情報を再生
する再生手段と、を備えた記録媒体再生装置において、複数の前記グループのうち、一つ
の前記グループを再生するための条件を設定する条件設定手段と、複数の前記グループの
うち、前記条件設定手段において設定された条件に合致するグループを選択する選択手段
と、前記選択手段が選択した前記グループを前記読み取り手段に読み取らせ、前記再生手
段に再生させる制御手段と、を備えたことを特徴としている。
【０００９】
　請求項８記載の発明は、少なくとも１つ以上のコンテンツ情報が含まれるグループが複
数記録されている記録媒体から、記録されているコンテンツ情報を読み取り再生する記録
媒体再生方法において、複数の前記グループのうち、一つの前記グループを再生するため
の条件を設定し、複数の前記グループのうち、設定された前記条件に合致するグループを
選択して、読み取り再生することを特徴としている。
【００１０】
　請求項９に記載の発明は、少なくとも１つ以上のコンテンツ情報が含まれるグループが
複数記録されている記録媒体から、記録されているコンテンツ情報を読み取る読み取り手
段を備えた記録媒体再生装置のコンピュータを、前記読み取り手段が読み取ったコンテン
ツ情報を再生する再生手段として機能させる記録媒体再生プログラムにおいて、複数の前
記グループのうち、一つの前記グループを再生するための条件を設定する条件設定手段と
、複数の前記グループのうち、前記条件設定手段において設定された条件に合致するグル
ープを選択する選択手段と、前記選択手段が選択した前記グループを前記読み取り手段に
読み取らせ、前記再生手段に再生される制御手段としてコンピュータに機能させることを
特徴としている。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施例にかかる光ディスクチェンジャーのブロック図である。
【図２】図１に示された光ディスクチェンジャーの特定のグループの再生動作を示したフ
ローチャートである。
【図３】条件選択画面の説明図である。
【図４】ＤＶＤ－Ａｕｄｉｏにおける記録内容の一例の説明図である。
【図５】ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ（映画が記録）における記録内容の一例の説明図である。
【図６】ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ（音楽が記録）における記録内容の一例の説明図である。
【図７】ＣＤにＭＰ３やＷＭＡを記録した際における記録内容の一例の説明図である。
【符号の説明】
【００１２】
　　１        光ディスクチェンジャー（記録媒体再生装置）
　　３　      光ピックアップ（読み取り手段）
　　７        音声／映像信号処理部（再生手段）
　　１０      マイクロコンピュータ（選択手段、制御手段）
　　１１      光ディスク（記録媒体）
　　１３      操作部（条件設定手段）
　　Ｓ１      条件設定（条件設定手段）
　　Ｓ３      設定された条件に合致するグループの先頭トラックを再生（選択手段、再
生手段）
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
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　以下、本発明の一実施形態にかかる記録媒体再生装置を説明する。本発明の一実施形態
にかかる記録媒体再生装置は、条件設定手段で特定のグループを再生するための条件を設
定し、選択手段で条件設定手段において設定された条件に合致するグループを選択して、
制御手段が選択手段において選択されたグループを読み取り手段に読み取らせ再生手段に
再生させる。このようにすることにより、ユーザ等が予め設定した条件に合致するグルー
プのみを再生することができるので、同名のタイトルや曲が複数回再生されたり、再生す
る必要のないコンテンツ情報が再生されたりすることを無くすことができる。
【００１４】
　また、条件設定手段に設定する条件が、該記録媒体の中で最も最も再生時間の長いグル
ープとしても良い。このようにすることにより、再生する記録媒体中のグループのうち最
も再生時間の長いグループのみを再生することができるので、再生する必要のないコンテ
ンツ情報が再生されたりすることを無くすことができる。
【００１５】
　また、条件設定手段に設定する条件が、該記録媒体の中で最もコンテンツ情報の数が多
いグループとしても良い。このようにすることにより、再生する記録媒体中のグループの
うち最もコンテンツ情報の数（トラック数やチャプタ数）が多いグループのみを再生する
ことができるので、同名のタイトルや曲が複数回再生されたり、再生する必要のないコン
テンツ情報が再生されたりすることを無くすことができる。
【００１６】
　また、条件設定手段に設定する条件が、該記録媒体の中で最もデータ容量の多いグルー
プとしても良い。このようにすることにより、再生する記録媒体中のグループのうち最も
データ容量の多いグループのみを再生することができるので、同名のタイトルや曲が複数
回再生されたり、再生する必要のないコンテンツ情報が再生されたりすることを無くすこ
とができる。
【００１７】
　また、読み取り手段が、複数の記録媒体のうち任意に選択された記録媒体からコンテン
ツ情報を読み取ることようにしても良い。このようにすることにより、所謂チェンジャー
機能を搭載することができるので、記録媒体が１つのみの再生装置だけでなく複数の記録
媒体を交換しながら再生するチェンジャーにおいても、同名のタイトルや曲が複数回再生
されたり、再生する必要のないコンテンツ情報が再生されたりすることを無くすことがで
きる。
【００１８】
　また、制御手段が、選択手段が選択したグループの最後まで再生手段による再生が終了
したときには、読み取り手段に他の記録媒体を選択させ、該他の記録媒体について条件設
定手段で設定した条件に基づいて選択手段にグループを選択させ、選択手段が選択したグ
ループを読み取り手段で読み取り、再生手段に再生させるようにしてもよい。このように
することにより、チェンジャーにおいて、グループの再生が終了したときにメニュー画面
を表示せずに自動的に他のディスクを再生するため、メニュー等を表示せずに再生を継続
させることができる。
【００１９】
　また、制御手段が、選択手段が選択したグループの最後まで前記再生手段による再生が
終了したときには、再生していた該グループを再度再生手段に再生させる。このようにす
ることにより、グループの再生が終了したときにメニュー画面を表示せずに自動的に再度
該グループの再生（所謂リピート再生）を行うため、メニュー等を表示せずに再生を継続
させることができる。
【００２０】
　また、本発明の一実施形態にかかる記録媒体再生方法は、特定のグループを再生するた
めの条件を設定し、複数のグループのうち、設定された条件に合致するグループを選択し
て、読み取り再生する。このようにすることにより、ユーザ等が予め設定した条件に合致
するグループのみを再生することができるので、同名のタイトルや曲が複数回再生された
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り、再生する必要のないコンテンツ情報が再生されたりすることを無くすことができる。
【００２１】
　また、本発明の一実施形態にかかる記録媒体再生プログラムは、条件設定手段で特定の
グループを再生するための条件を設定し、選択手段で条件設定手段において設定された条
件に合致するグループを選択して、制御手段が選択手段において選択されたグループを読
み取り手段に読み取らせ再生手段に再生させるようにコンピュータを機能させる。このよ
うにすることにより、ユーザ等が予め設定した条件に合致するグループのみを再生するこ
とができるので、同名のタイトルや曲が複数回再生されたり、再生する必要のないコンテ
ンツ情報が再生されたりすることを無くすことができる。さらにコンピュータに実行させ
るプログラムであるため、専用ハードウェアで構成するよりも汎用性が増す。
【００２２】
　また、請求項９に記載の記録媒体再生プログラムを記録媒体に格納してもよい。このよ
うにすることにより、記録媒体再生プログラムを機器に組み込む以外に単体でも流通させ
ることができる。
【実施例１】
【００２３】
　本発明の第１の実施例にかかる記録媒体再生装置としての光ディスクチェンジャー１を
図１ないし図４を参照して説明する。光ディスクチェンジャー１は、記録媒体としてのＣ
Ｄ、ＤＶＤ等の光ディスクを複数収納できその中から任意のディスクを選択的に再生可能
な装置である。また、光ディスクチェンジャー１は、通常のＣＤ、ＤＶＤフォーマットの
データ以外にＭＰ３やＷＭＡなどのフォーマットのデータの再生も可能となっている。光
ディスクチェンジャー１は図１に示すようにディスクモータ２と、光ピックアップ３と、
ＲＦアンプ４と、サーボ信号処理部５と、ドライバ６と、音声／映像信号処理部７と、Ｄ
Ａコンバータ８と、音声信号／映像信号出力端子９と、マイクロコンピュータ１０と、デ
ィスクチェンジャー部１２と、操作部１３とを備えている。
【００２４】
　ディスクモータ２は、光ディスクチェンジャー１にセットされた光ディスク１１を回転
させるためのモータであり、スピンドルモータなどで構成されている。
【００２５】
　読み取り手段としての光ピックアップ３は、光ディスク１１に照射する光を発生させる
図示しないレーザダイオードや、光ディスク１１上にレーザダイオードからのレーザ光を
照射するための対物レンズ、サーボ信号処理部５からの指示によりフォーカスやトラッキ
ングを合わせるために対物レンズを駆動するアクチュエータおよび光ディスク１１から反
射された反射光を受ける受光器等を備え、受光器の出力から光ディスク１１に記録されて
いるコンテンツ情報としての映像や音楽などのトラックを含むＲＦ信号やフォーカスエラ
ー信号など反射光の強度などから生成される各種制御信号を生成し出力する。コンテンツ
情報とは、映像や音声において、トラックやチャプタやファイルまたは曲や番組などの１
つの単位を示す。
【００２６】
　ＲＦアンプ４は、光ピックアップ３から入力される信号を所定の値に増幅し、サーボ信
号処理部５へ出力する。
【００２７】
　サーボ信号処理部５は、ＲＦアンプ４から入力されるフォーカスエラー信号などの制御
信号を基に光ピックアップ３の対物レンズを駆動させてフォーカスおよびトラッキングの
制御などを行い、光ディスク１１に記録された情報を正確に読めるようにすることや光デ
ィスク１１の種別としての物理メディアの判別を行う。さらに、光ディスク１１に記録さ
れた映像や音楽などを含む信号をアナログ／デジタル変換して音声／映像信号処理部７へ
出力する。
【００２８】
　ドライバ６は、サーボ信号処理部５から入力された信号を増幅し、ディスクモータ２お
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よび光ピックアップ３へ出力する。
【００２９】
　再生手段としての音声／映像信号処理部７は、サーボ信号処理部５から入力された信号
をエラー訂正および復調を行った後に、復調された光ディスク１１の管理情報はマイクロ
コンピュータ１０へ出力し、音声または映像信号は復号化後ＤＡコンバータ８へ出力する
。
【００３０】
　ＤＡコンバータ８は、音声／映像信号処理部７から入力されたデジタル信号をアナログ
信号に変換し音声出力端子９ａおよび映像出力端子９ｂから出力する。
【００３１】
　選択手段、制御手段としてのマイクロコンピュータ１０は、ＣＰＵ（Central Processi
ng Unit）と、ＲＡＭ（Random Access Memory）と、ＲＯＭ（Read Only Memory）とを内
蔵し、ディスクチェンジャー部１２の制御や、通常再生やランダム再生および停止などの
各動作における光ディスクチェンジャー１全体の制御および、後述する操作部１３で設定
した再生するグループの条件に基づいて再生するグループの決定などを行う。
【００３２】
　ディスクチェンジャー部１２は、ＣＤ、ＤＶＤの複数種の光ディスク１１を複数収納す
ることができ、マイクロコンピュータ１０からの制御によって収納している光ディスク１
１を再生位置にローディングまたは再生位置からディスクチェンジャー部１２内へ収納す
る。
【００３３】
　条件設定手段としての操作部１３は、ユーザが光ディスクチェンジャー１の再生、ラン
ダム再生、停止などの指示を行うためのボタンや光ディスクチェンジャー１の動作状態を
表示するＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等を備え、再生するグループの条件の設定な
ども行うことができる。
【００３４】
　次に、図１に示すような構成からなる光ディスクチェンジャー１において、複数のトラ
ックを含むグループに分けて記録されているＤＶＤを再生する際の動作を図２に示すフロ
ーチャートを参照して説明する。図２に示したフローチャートは、マイクロコンピュータ
１０のＲＯＭに記憶されている制御プログラムをマイクロコンピュータ１０のＣＰＵが実
行することで実現される。グループとは、少なくとも１以上のコンテンツ情報（トラック
）が含まれている記録媒体内に作成されたまとまりや分類を示す。
【００３５】
　まず、ステップＳ１において、ユーザ等が、操作部１３から再生したいグループの条件
を選択してステップＳ２へ進む。グループの条件は、例えば図３に示すような画面を操作
部１３の表示部分等に表示して選択して設定する。図３は、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ、ＤＶＤ
－Ａｕｄｉｏ、ＭＰ３／ＷＭＡのそれぞれについて、最も再生時間の長いグループ、最も
再生数が多いグループ（最も再生するコンテンツ情報としてのトラックの数が多いグルー
プ）、最もデータ容量の多いグループ、ＯＦＦ（全て再生）の条件の中から選択して予め
設定しておくことができる。設定された条件は、操作部１３からマイクロコンピュータ１
０へ送られマイクロコンピュータ１０内のＲＡＭに記憶される。すなわち、複数のグルー
プのうち、一つのグループを再生するための条件を設定している。
【００３６】
　次に、ステップＳ２において、操作部１３から再生開始の指示があったか否かを判断し
、再生開始の指示があった場合（ＹＥＳの場合）は、ディスクチェンジャー部１２から先
頭の光ディスク１１を選択し、ディスクモータ２により回転され光ピックアップ３に情報
を読み取らせることができる再生位置までローディングさせるようにディスクチェンジャ
ー部１２へ指示し、ステップＳ３に進む。再生開始の指示がない場合（ＮＯの場合）は再
度判断する。
【００３７】
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　次に、ステップＳ３において、ステップＳ１で設定した条件に合致するグループの先頭
のトラックの再生を開始してステップＳ４に進む。条件に合致するグループの判別方法は
次のように行う。光ディスク１１から各トラックやグループの再生時間やトラック数など
が記録されている管理情報を読み出す。管理情報は光ピックアップ３から、ＲＦアンプ４
、サーボ信号処理部５、音声／映像信号処理部７を経由してマイクロコンピュータ１０の
ＲＡＭに記憶する。そして、ＲＡＭに記録された管理情報から各グループの再生時間、再
生数（トラック数）、データ容量を算出し、ＲＡＭに記憶されている設定した条件に合致
するグループの再生を開始する。すなわち、複数のグループのうち、設定された条件に合
致するグループを選択し、再生を行っている。
【００３８】
　例えば、再生する光ディスク１１がＤＶＤ－Ａｕｄｉｏであって、図４にようにコンテ
ンツ情報が記録されている場合、すなわち、グループ１と２に同じタイトルのコンテンツ
情報が記録されており、チャンネル数のみが異なる場合、図３のように条件が設定されて
いると、最もデータ容量の多い６チャンネルで記録されたグループが選択されるため、グ
ループ２のトラック１（先頭のコンテンツ情報）の再生が開始される。
【００３９】
　次に、ステップＳ４において、ステップＳ３で再生を開始したグループ内の最終トラッ
ク（最後のコンテンツ情報）の再生が終了したか否かを判断し、最終トラックの再生が終
了した場合（ＹＥＳの場合）はステップＳ５へ進み、そうでない場合（ＮＯの場合）はス
テップＳ７へ進む。
【００４０】
　次に、ステップＳ５において、ディスクチェンジャー部１２に次の光ディスク１２が存
在するか否かを判断し、次の光ディスク１１が存在する場合（ＹＥＳの場合）はステップ
Ｓ６へ進み、そうでない場合（ＮＯの場合）はステップＳ３に戻る。次の光ディスクとは
、現在再生している光ディスク１１以外の他の光ディスク１１を示し、現在再生している
光ディスク１１の次の位置に格納されている光ディスク１１に限らなくとも良い。ここで
、ＮＯとしてステップＳ３に戻ると、再生していたグループが再度再生されることとなる
（リピート再生）。
【００４１】
　次に、ステップＳ６において、光ディスク１１を交換するようにディスクチェンジャー
部１２に指示をしてステップＳ３に戻る。すなわち、再生していた光ディスク１１をディ
スクチェンジャー部１２の再生前に収容していた部分へ戻し、そして、次の光ディスク１
１を選択してディスクモータ２により回転され光ピックアップ３に情報を読み取らせるこ
とができる再生位置までローディングさせるようにディスクチェンジャー部１２へ指示を
する。すなわち、他の記録媒体について設定した条件に基づいて再生するグループを選択
し、再生を行っている。
【００４２】
　ステップＳ７においては、選択されたグループ内の次のトラックの再生を行いステップ
Ｓ４に戻る。
【００４３】
　本実施例によれば、ＣＤ，ＤＶＤの複数種の光ディスクを複数収納することができる光
ディスクチェンジャー１において、予め操作部１３から再生するグループの条件を設定し
、光ピックアップ３から読み込んだ再生する光ディスク１１の管理領域からマイクロコン
ピュータ１０で再生時間やトラック数、データ容量などに基づいて再生するグループを決
定して、サーボ信号処理部５に指示し光ピックアップ３から読み込み、音声／映像信号処
理部７で再生することで、例えば同名のタイトルや曲でチャンネル数が異なるような場合
にどちらか一方のみ再生することができるので、同名のタイトルや曲が複数回再生される
ことがなくなる。さらに、このように条件を設定しているので、ＤＶＤ作成者のミスがあ
っても再生する必要のないコンテンツ情報を再生することもなくなる。
【００４４】
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　また、再生していたグループの再生が終了すると、次のディスクを検索し、次のディス
クがある場合は、次のディスクの設定した条件に合うグループの再生を開始し、次のディ
スクがない場合は、再生していたグループをリピート再生するため、グループの再生が終
了してもメニュー画面が表示されて再生が停止することがなく再生が継続できる。
【００４５】
　なお、上述した実施例では、ＤＶＤ－Ａｕｄｉｏについて説明したが、ＤＶＤ－Ｖｉｄ
ｅｏにも適用できる。ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏでは、図５および６に例を示すようにコンテン
ツ情報が記録されている。すなわち、１つ以上のコンテンツ情報としてのチャプタを含む
グループとしてのタイトルに分けられて記録されている。図３で設定した条件は、各タイ
トルについて合致するか否かを判定し、条件と合致したタイトルが再生される。例えば、
図５において、再生するＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏに映画が記録されている場合に、最も再生時
間の長いグループに設定されていると、タイトル１が再生される。図６において、再生す
るＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏに音楽が記録されている場合に、最も再生数が多いグループに設定
されていると、タイトル１が再生される。
【００４６】
　また、ＣＤにＭＰ３やＷＭＡを記録した場合でも図７に示すようにコンテンツ情報とし
てのトラックや曲をグループとしてのフォルダに含むように記録することで本発明を適用
することができる。
【００４７】
　また、上述した実施例ではマイクロコンピュータ１０以外をハードウェアで構成してい
たが、ディスクモータ２や光ピックアップ３および、ＲＦアンプ４やドライバ６およびＤ
Ａコンバータ８のアナログ信号で動作する箇所以外を全てマイクロコンピュータ１０上で
動作するプログラムとしてもよい。このようにすることによって、ソフトウェア化される
部分が増えるために他の機器へ移植など汎用性が増す。
【００４８】
　また、上述した実施例において設定した条件において優先順位を定めても良い。このよ
うにすることにより、例えば、最も再生数の多いグループを選択したときに、該当するグ
ループが複数あった場合は、残りの条件（最も再生時間の長い、最もデータ容量の多い）
のうち優先順位が高い条件を参照して再生するグループを決定できる。
【００４９】
　また、本発明は光ディスクに限らずハードディスクや半導体メモリを用いた記録媒体な
ど、１つ以上コンテンツ情報（トラック、チャプタ、ファイルなど）が含まれるグループ
（タイトル、フォルダなど）が複数記録されている記録媒体であれば適用できる。
【００５０】
　前述した実施例によれば、以下の記録媒体再生装置、記録媒体再生方法および記録媒体
再生プログラムが得られる。
【００５１】
　（付記１）少なくとも１つ以上のトラックが含まれるグループが複数記録されている光
ディスク１１から、記録されているトラックを読み取る光ピックアップ３と、光ピックア
ップ３が読み取ったトラックを再生する音声／映像信号処理部７と、を備えた光ディスク
チェンジャー１において、複数のグループのうち、一つのグループを再生するための条件
を設定する操作部１３と、複数のグループのうち、操作部１３において設定された条件に
合致するグループを選択するマイクロコンピュータ１０と、マイクロコンピュータ１０が
選択したグループを光ピックアップ３に読み取らせ、音声／映像信号処理部７に再生させ
るマイクロコンピュータ１０と、を備えたことを特徴とする光ディスクチェンジャー１。
【００５２】
　この光ディスクチェンジャー１によれば、ユーザ等が予め設定した条件に合致するグル
ープのみを再生することができるので、同じ内容のトラックが複数回再生されたり、再生
する必要のないトラックが再生されたりすることを無くすことができる。
【００５３】
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　（付記２）少なくとも１つ以上のトラックが含まれるグループが複数記録されている光
ディスク１１から、記録されているトラックを読み取り再生する光ディスク再生方法にお
いて、複数のグループのうち、一つのグループを再生するための条件を設定し、複数のグ
ループのうち、設定された条件に合致するグループを選択して、読み取り再生することを
特徴とする光ディスク再生方法。
【００５４】
　この光ディスク再生方法によれば、ユーザ等が予め設定した条件に合致するグループの
みを再生することができるので、同じ内容のトラックが複数回再生されたり、再生する必
要のないトラックが再生されたりすることを無くすことができる。
【００５５】
　（付記３）少なくとも１つ以上のトラックが含まれるグループが複数記録されている光
ディスク１１から、記録されているトラックを読み取る読み取り手段を備えた光ディスク
チェンジャー１のマイクロコンピュータ１０を、光ピックアップ３が読み取ったトラック
を再生する音声／映像信号処理部７として機能させる光ディスク再生プログラムにおいて
、複数のグループのうち、一つのグループを再生するための条件を設定するステップＳ１
と、複数のグループのうち、ステップＳ１において設定された条件に合致するグループを
選択するステップＳ３と、ステップＳ３が選択したグループを光ピックアップ３に読み取
らせ、音声／映像信号処理部７に再生されるステップＳ３としてマイクロコンピュータ１
０に機能させることを特徴とするコンピュータ読み取り可能な光ディスク再生プログラム
。
【００５６】
　この光ディスク再生プログラムによれば、ユーザ等が予め設定した条件に合致するグル
ープのみを再生することができるので、同じ内容のトラックが複数回再生されたり、再生
する必要のないトラックが再生されたりすることを無くすことができる。
【００５７】
　なお、前述した実施例は本発明の代表的な形態を示したに過ぎず、本発明は、実施例に
限定されるものではない。すなわち、本発明の骨子を逸脱しない範囲で種々変形して実施
することができる。
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【手続補正書】
【提出日】平成20年12月3日(2008.12.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つ以上のコンテンツ情報が含まれるグループが複数記録されている記録媒
体から、記録されているコンテンツ情報を読み取る読み取り手段と、前記読み取り手段が
読み取ったコンテンツ情報を再生する再生手段と、を備えた記録媒体再生装置において、
　複数の前記グループのうち、該記録媒体の中で最もデータ容量の多いグループを再生す
るように条件が設定された条件設定手段と、
　複数の前記グループのうち、前記条件設定手段において設定された条件に合致するグル
ープを選択する選択手段と、
　前記選択手段が選択した前記グループを前記読み取り手段に読み取らせ、前記再生手段
に再生させる制御手段と、を備えたことを特徴とする記録媒体再生装置。
【請求項２】
　前記条件設定手段に設定する条件が、該記録媒体の中で最も再生時間の長いグループを
再生するものであることを特徴とする請求項１に記載の記録媒体再生装置。
【請求項３】
　前記条件設定手段に設定する条件が、該記録媒体の中で最も前記コンテンツ情報の数が
多いグループを再生するものであることを特徴とする請求項１または２に記載の記録媒体
再生装置。
【請求項４】
　前記読み取り手段が、複数の前記記録媒体のうち任意に選択された前記記録媒体から前
記コンテンツ情報を読み取ることを特徴とする請求項１乃至３のうちいずれか一項に記載
の記録媒体再生装置。
【請求項５】
前記制御手段が、前記選択手段が選択した前記グループの最後まで前記再生手段による再
生を行わせた後に、前記読み取り手段に他の記録媒体を読み取らせ、該他の記録媒体につ
いて前記条件設定手段で設定した条件に基づいて前記選択手段に前記グループを選択させ
、前記選択手段が選択したグループを前記読み取り手段で読み取り、前記再生手段に再生
させることを特徴とする請求項４に記載の記録媒体再生装置。
【請求項６】
　前記制御手段が、前記選択手段が選択した前記グループの最後まで前記再生手段による
再生を行わせた後に、再生していた該グループを再度再生手段に再生させることを特徴と
する請求項１乃至４のうちいずれか一項に記載の記録媒体再生装置。
【請求項７】
　少なくとも１つ以上のコンテンツ情報が含まれるグループが複数記録されている記録媒
体から、記録されているコンテンツ情報を読み取り再生する記録媒体再生方法において、
　複数の前記グループのうち、該記録媒体の中で最もデータ容量の多いグループを再生す
るように条件を設定し、複数の前記グループのうち、設定された前記条件に合致するグル
ープを選択して、読み取り再生することを特徴とする記録媒体再生方法。
【請求項８】
　少なくとも１つ以上のコンテンツ情報が含まれるグループが複数記録されている記録媒
体から、記録されているコンテンツ情報を読み取る読み取り手段を備えた記録媒体再生装
置のコンピュータを、前記読み取り手段が読み取ったコンテンツ情報を再生する再生手段
として機能させる記録媒体再生プログラムにおいて、
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　複数の前記グループのうち、該記録媒体の中で最もデータ容量の多いグループを再生す
るように条件が設定された条件設定手段と、
　複数の前記グループのうち、前記条件設定手段において設定された条件に合致するグル
ープを選択する選択手段と、
　前記選択手段が選択した前記グループを前記読み取り手段に読み取らせ、前記再生手段
に再生される制御手段と
　してコンピュータに機能させることを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体
再生プログラム。
【請求項９】
　請求項８に記載の記録媒体再生プログラムを格納したことを特徴とするコンピュータ読
み取り可能な記録媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　請求項１の発明は、少なくとも１つ以上のコンテンツ情報が含まれるグループが複数記
録されている記録媒体から、記録されているコンテンツ情報を読み取る読み取り手段と、
前記読み取り手段が読み取ったコンテンツ情報を再生する再生手段と、を備えた記録媒体
再生装置において、複数の前記グループのうち、該記録媒体の中で最もデータ容量の多い
グループを再生するように条件が設定された条件設定手段と、複数の前記グループのうち
、前記条件設定手段において設定された条件に合致するグループを選択する選択手段と、
前記選択手段が選択した前記グループを前記読み取り手段に読み取らせ、前記再生手段に
再生させる制御手段と、を備えたことを特徴としている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　請求項７記載の発明は、少なくとも１つ以上のコンテンツ情報が含まれるグループが複
数記録されている記録媒体から、記録されているコンテンツ情報を読み取り再生する記録
媒体再生方法において、複数の前記グループのうち、該記録媒体の中で最もデータ容量の
多いグループを再生するように条件を設定し、複数の前記グループのうち、設定された前
記条件に合致するグループを選択して、読み取り再生することを特徴としている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　請求項８に記載の発明は、少なくとも１つ以上のコンテンツ情報が含まれるグループが
複数記録されている記録媒体から、記録されているコンテンツ情報を読み取る読み取り手
段を備えた記録媒体再生装置のコンピュータを、前記読み取り手段が読み取ったコンテン
ツ情報を再生する再生手段として機能させる記録媒体再生プログラムにおいて、複数の前
記グループのうち、該記録媒体の中で最もデータ容量の多いグループを再生するように条
件が設定された条件設定手段と、複数の前記グループのうち、前記条件設定手段において
設定された条件に合致するグループを選択する選択手段と、前記選択手段が選択した前記
グループを前記読み取り手段に読み取らせ、前記再生手段に再生される制御手段としてコ
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ンピュータに機能させることを特徴としている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　以下、本発明の一実施形態にかかる記録媒体再生装置を説明する。本発明の一実施形態
にかかる記録媒体再生装置は、条件設定手段で該記録媒体の中で最もデータ容量の多いグ
ループを再生するように設定し、選択手段で条件設定手段において設定された条件に合致
するグループを選択して、制御手段が選択手段において選択されたグループを読み取り手
段に読み取らせ再生手段に再生させる。このようにすることにより、ユーザ等が予め設定
した条件として再生する記録媒体中のグループのうち最もデータ容量の多いグループのみ
を再生することができるので、同名のタイトルや曲が複数回再生されたり、再生する必要
のないコンテンツ情報が再生されたりすることを無くすことができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　また、本発明の一実施形態にかかる記録媒体再生方法は、該記録媒体の中で最もデータ
容量の多いグループを再生するように設定し、複数のグループのうち、設定された条件に
合致するグループを選択して、読み取り再生する。このようにすることにより、ユーザ等
が予め設定した条件として再生する記録媒体中のグループのうち最もデータ容量の多いグ
ループのみを再生することができるので、同名のタイトルや曲が複数回再生されたり、再
生する必要のないコンテンツ情報が再生されたりすることを無くすことができる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　また、本発明の一実施形態にかかる記録媒体再生プログラムは、条件設定手段で該記録
媒体の中で最もデータ容量の多いグループを再生するように設定し、選択手段で条件設定
手段において設定された条件に合致するグループを選択して、制御手段が選択手段におい
て選択されたグループを読み取り手段に読み取らせ再生手段に再生させるようにコンピュ
ータを機能させる。このようにすることにより、ユーザ等が予め設定した条件として再生
する記録媒体中のグループのうち最もデータ容量の多いグループのみを再生することがで
きるので、同名のタイトルや曲が複数回再生されたり、再生する必要のないコンテンツ情
報が再生されたりすることを無くすことができる。さらにコンピュータに実行させるプロ
グラムであるため、専用ハードウェアで構成するよりも汎用性が増す。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
　（付記１）少なくとも１つ以上のトラックが含まれるグループが複数記録されている光
ディスク１１から、記録されているトラックを読み取る光ピックアップ３と、光ピックア
ップ３が読み取ったトラックを再生する音声／映像信号処理部７と、を備えた光ディスク
チェンジャー１において、複数のグループのうち、該光ディスク１１の中で最もデータ容
量の多いグループを再生するように条件が設定された操作部１３と、複数のグループのう
ち、操作部１３において設定された条件に合致するグループを選択するマイクロコンピュ
ータ１０と、マイクロコンピュータ１０が選択したグループを光ピックアップ３に読み取
らせ、音声／映像信号処理部７に再生させるマイクロコンピュータ１０と、を備えたこと
を特徴とする光ディスクチェンジャー１。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
　この光ディスクチェンジャー１によれば、ユーザ等が予め設定した条件として再生する
光ディスク１１中のグループのうち最もデータ容量の多いグループのみを再生することが
できるので、同じ内容のトラックが複数回再生されたり、再生する必要のないトラックが
再生されたりすることを無くすことができる。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
　（付記２）少なくとも１つ以上のトラックが含まれるグループが複数記録されている光
ディスク１１から、記録されているトラックを読み取り再生する光ディスク再生方法にお
いて、複数のグループのうち、該光ディスク１１の中で最もデータ容量の多いグループを
再生するように条件を設定し、複数のグループのうち、設定された条件に合致するグルー
プを選択して、読み取り再生することを特徴とする光ディスク再生方法。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５４】
　この光ディスク再生方法によれば、ユーザ等が予め設定した条件として再生する光ディ
スク１１中のグループのうち最もデータ容量の多いグループのみを再生することができる
ので、同じ内容のトラックが複数回再生されたり、再生する必要のないトラックが再生さ
れたりすることを無くすことができる。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５５】
　（付記３）少なくとも１つ以上のトラックが含まれるグループが複数記録されている光
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ディスク１１から、記録されているトラックを読み取る読み取り手段を備えた光ディスク
チェンジャー１のマイクロコンピュータ１０を、光ピックアップ３が読み取ったトラック
を再生する音声／映像信号処理部７として機能させる光ディスク再生プログラムにおいて
、複数のグループのうち、該光ディスク１１の中で最もデータ容量の多いグループを再生
するように条件が設定されたステップＳ１と、複数のグループのうち、ステップＳ１にお
いて設定された条件に合致するグループを選択するステップＳ３と、ステップＳ３が選択
したグループを光ピックアップ３に読み取らせ、音声／映像信号処理部７に再生されるス
テップＳ３としてマイクロコンピュータ１０に機能させることを特徴とするコンピュータ
読み取り可能な光ディスク再生プログラム。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５６】
　この光ディスク再生プログラムによれば、ユーザ等が予め設定した条件として再生する
光ディスク１１中のグループのうち最もデータ容量の多いグループのみを再生することが
できるので、同じ内容のトラックが複数回再生されたり、再生する必要のないトラックが
再生されたりすることを無くすことができる。
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