
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体に記録された情報を再生する再生装置であって、
　前記記録媒体に記録されている記録媒体識別情報を読み取る識別情報読取手段と、
　前記識別情報読取手段が読み取った前記記録媒体識別情報の再生を行う信号処理手段と
、
　前記信号処理が行われた記録媒体識別情報を複数記憶する記憶手段と、
　前記再生装置を制御する制御手段と

を有し、
　前記制御手段は、前記記憶手段に記憶された記録媒体識別情報に基づいて、前記記録媒
体に記録された特定の情報を再生するか否かを選択する処理を行わせ、

ることを特徴とする再生装置
。
【請求項２】
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、
　前記再生装置にメニュー画面を出力する出力手段と

　前記出力手段は、ボーナス映像選択画面を前記メニュー画面に表示し、かつ、前記記録
媒体が複数枚数の記録媒体からなる所定のシリーズのうちの一つである場合には、前記複
数枚数の記録媒体それぞれを示すタイトルを前記メニュー画面に表示し、前記複数枚数の
記録媒体のうち前記記録媒体識別情報が記憶済みのものがある場合には当該記憶済みの記
録媒体識別情報に対応する前記タイトルを視聴済みのものに変更し、前記複数枚数の記録
媒体全てについて前記記録媒体識別情報が記憶済みになった場合に、前記ボーナス映像選
択画面にボーナス映像を表示しボーナス映像を選択可能にす



　請求項１に記載の再生装置であって、
　前記記憶手段は脱着可能であることを特徴とする再生装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の再生装置であって、
　前記選択処理に必要なプログラムを前記記録媒体から入手することを特徴とする再生装
置。
【請求項４】
　請求項１に記載の再生装置であって、
　前記制御手段は、ネットワークを介して外部機器から情報を入手することができ、前記
選択処理に必要なプログラムを前記ネットワークを介して前記外部機器から入手すること
を特徴とする再生装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の再生装置であって、
　前記記録媒体識別情報を前記特定の情報を再生するのに必要な数前記記憶手段に記憶し
た場合に、前記特定の情報を再生することを特徴とする再生装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の再生装置であって、
　前記記録媒体識別情報を前記特定の情報を再生するのに必要な数前記記憶手段に記憶し
ていない場合には、前記特定の情報を再生しないことを特徴とする再生装置。
【請求項７】
　記録媒体に記録された情報を再生する再生方法であって、以下のステップを有する：
　前記記録媒体に記録されている記録媒体識別情報を再生し、
　前記再生された記録媒体識別情報を複数記憶し、
　前記記憶された記録媒体識別情報に基づいて、前記記録媒体に記録された特定の情報を
再生するか否かを選択

する。
【請求項８】
　請求項７に記載の再生方法であって、
　前記選択処理に必要なプログラムを前記記録媒体から入手することを特徴とする再生方
法。
【請求項９】
　請求項７に記載の再生方法であって、
　前記選択処理に必要なプログラムをネットワークを介して外部機器から入手することを
特徴とする再生方法。
【請求項１０】
　請求項７に記載の再生方法であって、
　前記記録媒体識別情報を前記特定の情報を再生するのに必要な数記憶した場合に、前記
特定の情報を再生することを特徴とする再生方法。
【請求項１１】
　請求項７に記載の再生方法であって、
　前記記録媒体識別情報を前記特定の情報を再生するのに必要な数記憶していない場合に
は、前記特定の情報を再生しないことを特徴とする再生方法。
【請求項１２】
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し、
　メニュー画面を出力し、
　ボーナス映像選択画面を前記メニュー画面に表示し、
　前記記録媒体が複数枚数の記録媒体からなる所定のシリーズのうちの一つである場合に
は、前記複数枚数の記録媒体それぞれを示すタイトルを前記メニュー画面に表示し、
　前記複数枚数の記録媒体のうち前記記録媒体識別情報が記憶済みのものがある場合には
当該記憶済みの記録媒体識別情報に対応する前記タイトルを視聴済みのものに変更し、
　前記複数枚数の記録媒体全てについて前記記録媒体識別情報が記憶済みになった場合に
、前記ボーナス映像選択画面にボーナス映像を表示しボーナス映像を選択可能に



　情報が記録された記録媒体を再生する再生装置を制御するプログラムであって、以下の
ステップを有する：
　前記再生装置の記憶手段に記憶されている記録媒体識別情報を読み出すステップと、
　前記読み出した記録媒体識別情報に基づいて、前記記録媒体に記録されている特定の情
報を再生するか否かを選択するステップ

するステッ
プ。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のプログラムであって、
　前記記録媒体識別情報を前記特定の情報を再生するのに必要な数読み出せた場合に、前
記特定の情報を再生することを特徴とするプログラム。
【請求項１４】
　請求項１２に記載のプログラムであって、
　前記記録媒体識別情報を前記特定の情報を再生するのに必要な数記憶していない場合に
は、前記特定の情報を再生しないことを特徴とするプログラム。
【請求項１５】
　情報が記録された記録媒体であって、
　前記記録媒体の記録媒体識別情報と、
　所定の条件を満たす場合に再生される特定の情報と、
　再生装置内に記憶されている記録媒体識別情報を読み出すステップと、前記読み出した
記録媒体識別情報に基づいて、前記特定の情報を再生するか否かを選択するステップと

を前記再生装置に実行させるプログラムと、が記録されて
いることを特徴とする記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、情報が記録された記録媒体を再生する技術にかかる。特に画像情報や音声情報
などが記録された記録媒体を再生する技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
いわゆるＤＶＤに代表される光ディスクが広く普及している。これら光ディスクには、高
画質な映像と音声を記録することが可能であり、映画やテレビ番組などを記録したものが
幅広く販売されている。
【０００３】
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と、
　メニュー画面を出力するステップと、
　ボーナス映像選択画面を前記メニュー画面に表示するステップと、
　前記記録媒体が複数枚数の記録媒体からなる所定のシリーズのうちの一つである場合に
は、前記複数枚数の記録媒体それぞれを示すタイトルを前記メニュー画面に表示するステ
ップと、
　前記複数枚数の記録媒体のうち前記記録媒体識別情報が記憶済みのものがある場合には
当該記憶済みの記録媒体識別情報に対応する前記タイトルを視聴済みのものに変更するス
テップと、
　前記複数枚数の記録媒体全てについて前記記録媒体識別情報が記憶済みになった場合に
、前記ボーナス映像選択画面にボーナス映像を表示しボーナス映像を選択可能

、
メニュー画面を出力するステップと、ボーナス映像選択画面を前記メニュー画面に表示す
るステップと、前記記録媒体が複数枚数の記録媒体からなる所定のシリーズのうちの一つ
である場合には、前記複数枚数の記録媒体それぞれを示すタイトルを前記メニュー画面に
表示するステップと、前記複数枚数の記録媒体のうち前記記録媒体識別情報が記憶済みの
ものがある場合には当該記憶済みの記録媒体識別情報に対応する前記タイトルを視聴済み
のものに変更するステップと、前記複数枚数の記録媒体全てについて前記記録媒体識別情
報が記憶済みになった場合に、前記ボーナス映像選択画面にボーナス映像を表示しボーナ
ス映像を選択可能するステップ



ところで、テレビ番組のシリーズものや映画の続編など、同じタイトルのコンテンツが１
作目、２作目というように連続してＤＶＤで発売されることがある。
【０００４】
また、このような連続したタイトルのＤＶＤでは、複数のＤＶＤをひとまとめにして、い
わゆるＤＶＤボックスとして販売することがよくある。ＤＶＤボックスでは、本編の収録
された各々のＤＶＤに記録されたコンテンツ情報とは別に、付録として特典映像を記録し
たスペシャルＤＶＤが付いてくることがある。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来技術においては、ＤＶＤボッスクを購入したものはスペシャルＤＶＤを入手でき
るのに対し、１枚ずつＤＶＤを買い求めているユーザーは、スペシャルＤＶＤを入手する
ことは出来ない。
【０００６】
そのため、どうしても入手したい場合、再度ＤＶＤボックスを買い直すしかなく、非常に
悔しい思いをすることが多かった。
【０００７】
本発明は、上記従来の課題を解決することを目的とする。また、使い勝手の良い再生技術
や再生システムを提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために、本発明は、
【０００９】
また、画像情報が記録された記録媒体であって、再生装置で再生する際に実行されるプロ
グラムが記録されており、上記プログラムは、再生装置内の記憶装置に記憶されている記
録媒体識別情報を読み出し、上記記録媒体識別情報に応じて処理が分岐するように構成さ
れているプログラムを記録したことを特徴とする記録媒体を提供する。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の第１の実施形態について説明をする。
【００１１】
本実施形態において、記録媒体は光ディスクであるものとして説明をするが、本発明は、
光ディスクに限らず、磁気ディスク、磁気テープ、半導体メモリ、ハードディスク等、情
報を記録する記録媒体を再生する技術に適用することができる。
【００１２】
また、本実施形態において、光ディスクには、映画情報が記録されているものとして説明
をするが、本発明は、映画情報に限らず音楽情報、ゲームソフト等のプログラムにも適用
することができる。
【００１３】
また、本実施形態において、映画情報は、１作目から５作目があるシリーズものであると
して説明をするが、本発明は、必ずしもシリーズものに限らず、複数の記録媒体に記録さ
れた情報を再生する技術に適用できる。また、インターネットでダウンロードした情報を
再生する技術などにも適用できる。
【００１４】
図１に、本実施形態にかかる再生装置のブロック図を示す。
【００１５】
図１中、光ディスク１０１には、映画情報、前記映画情報を再生するためのプログラム、
ディスクＩＤ情報などが記録されている。ディスクＩＤ情報については後述する。また、
１０２は光ディスクから信号を読み出す光ピックアップ、１０３は光ディスクから再生さ
れた信号に所定の復調処理を行いデータを再生する再生信号処理回路、１０４は再生され
たデータを所定のタイミングで出力する出力制御部、１０５は光ディスクの回転速度や光
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例えば特許請求の範囲記載の構成を用いる。



ピックアップの位置制御を行うサーボ部、１０６はサーボ部および再生信号処理回路を制
御するドライブ制御部、１０７は音声信号をデコードする音声デコーダ、１０８はデコー
ドされた音声信号を出力する音声出力端子、１０９は映像信号をデコードする映像デコー
ダ、１１０はデコードされた映像信号を出力する映像出力端子、１１１は再生装置全体を
制御するシステム制御部、１１２はリモコンからの信号を受信するリモコン受信部、１１
３はメモリ－である。
【００１６】
まず、ユーザーは、再生したい光ディスク１０１を再生装置にセットし、リモコン（図示
せず）の再生ボタンを押す。リモコンからの信号は、リモコン受信部１１２で受信され、
システム制御部１１１に入力される。システム制御部は、リモコンからの再生開始指令に
したがい、光ディスクの再生を開始する。
【００１７】
再生開始時には、再生装置によって自動的にライブラリ登録が行われる。ライブラリ登録
は、光ディスク上に記録されているディスクの識別情報等（以下、ディスクＩＤと呼ぶ）
を読み出し、その情報を記録しておくものである。ここでは、ＢＣＡを用いたディスクＩ
Ｄを用いてディスク識別する方法を例に取り説明する。
【００１８】
ここで、ライブラリ登録の方法について詳しく説明する。
【００１９】
まず、１作目の映画情報が記録された記録媒体のライブラリ登録を説明する。
【００２０】
図２は、光ディスクの外形図であり、２０１はＢＣＡ（Ｂｕｒｓｔ　Ｃｕｔｔｉｎｇ　Ａ
ｒｅａ）と呼ばれるデータ記録領域である。
【００２１】
通常、読み出し専用の光ディスクでは、ディスク上にピットと呼ばれる凹凸の有無でデー
タを記録しており、凸凹のついた原盤を用いてプレスすることにより、同じ情報を記録し
た光ディスクを大量に生産している。
【００２２】
これに対し、ＢＣＡ２０１は、光ディスク１０１の通常のデータ領域の内側に、特殊なレ
ーザー光線を用いて傷を付け、ディスク固有のＩＤを記録したものである。これにより、
ディスク１枚ごとに異なったＩＤを記録することが可能である。ＢＣＡの情報は、光反射
率の違いで読み出すことができ、従来の光ピックアップ１０２を用いて読み出すことが可
能である。
【００２３】
ここで、ＢＣＡには、ディスクに記録されているコンテンツ（内容）の作成メーカー、タ
イトル、シリーズ名、シリアル番号などの情報を記録しておく。
【００２４】
ディスク再生時には、再生装置により、ＢＣＡ２０１を使ったディスクＩＤが読み出され
る。具体的には、再生処理開始時に、システム制御部１１１からドライブ制御部１０６に
対し、ＢＣＡの読み出し指令が発効される。ドライブ制御部１０６は、このＢＣＡ読み出
し指令に従い、サーボ１０５を制御して光ディスク１０１を所定の速度で回転させるとと
もに、光ピックアップ１０２を光ディスク中心付近の所定のＢＣＡ記録位置に移動させる
。光ピックアップ１０２から読み出されたＢＣＡ情報は、再生信号処理回路１０３を介し
てドライブ制御部１０６に入力され、システム制御部１１１に戻される。
【００２５】
システム制御部１１１は、読み出されたＢＣＡ情報から、再生対象である光ディスク１０
１のメーカーＩＤ、タイトルＩＤ、シリーズＩＤなどを取り出す。取り出されたこれらの
情報は、メモリー１１３にライブラリ情報として再生日時とともに記録する。
【００２６】
なお、同じディスクＩＤ情報が既にメモリに記録されている場合には、再度記録をしなく
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てもよい。このような構成にすることにより、メモリの容量を低減することができる。
【００２７】
また、ここでは、ディスクＩＤの検出にはＢＣＡ領域に書き込まれた情報を利用した例を
挙げているが、これは限定されるものではなく、ディスクの判別が可能な情報であれば、
その種類に関わらず利用することが出来る。例えば、ディスク上の所定セクターに書き込
まれた情報を利用してもよいし、ディスク上にファイルとして書かれている情報の一部を
ディスク判別に用いてもよい。さらには、ディスク上にバーコードのような情報を書き込
み、専用の読み取り部を設けて読み取り、制御部に入力することもできる。もちろん、半
導体チップをディスク上に埋め込み、これから情報を読み出しディスクＩＤとして利用し
てもよい。また、外部からＩＤ情報を入力される構成としてもよい。
【００２８】
図３に、メモリー上に記録されるライブラリ情報の一例を示す。
【００２９】
図３中、３０１はメーカーＩＤ、３０２はタイトルＩＤ、３０３はシリーズＩＤ、３０４
は再生日時、３０５は再生終了位置である。
このライブラリ情報は、ユーザーが再生を行ったディスクの情報を記録しているものであ
り、これを用いることにより、ユーザーがどのようなディスクを再生したか、最後に再生
を行ったのはいつか、ディスクのどの位置まで再生を行ったかなどの情報を得ることが出
来る。
【００３０】
なお、ここでは、１作目の映画情報が記録されたディスクを再生しているので、シリーズ
ＩＤは「１」となる。
【００３１】
同様にして、２作目の映画情報が記録されたディスクを再生する場合には、シリーズＩＤ
は「２」となる。
【００３２】
次に、上記ライブラリ登録完了後、どのようにしてディスクＩＤ情報を用いるかについて
説明をする。
【００３３】
例えば、１作目の映画情報が記録されたディスクと２作目の映画情報が記録されたディス
クのライブラリ登録が完了したあとで、５作目の映画情報が記録されたディスクを再生す
る場合を考える。そして、５作目のディスクには、ボーナス情報と１作目から５作目まで
の映画のライブラリ登録がされているかを判断するためのプログラムが記録されているも
のとする。
【００３４】
ます。光ディスク１０１中からデータの読み出しが行われ、ライブラリ登録が行われる。
即ち、シリーズＩＤの「５」が追加される。
【００３５】
次に、光ディスク１０１上に記録されているファイルを識別するため、ファイル管理情報
が読み出される。具体的には、所定のセクターに書かれているアンカー情報を読み出して
ファイル管理情報の記録位置を求め、ファイル管理情報を読み出す。ファイル管理情報の
記録方法は、例えば、ＵＤＦ（ＵｎｉｖｅｒｓａｌＤｉｓｃ　Ｆｏｒｍａｔ）に代表され
るファイルシステムを用いればよい。ファイルシステムを用いることにより、ディスク上
に記録された情報をそれぞれファイルとして扱うことが出来、ファイル識別子（ファイル
名）により、読み出すファイルを指定することが出来る。なお、ライブラリ登録の前に、
ファイル管理情報を読み出す構成としても良い。
【００３６】
光ディスク１０１を再生する際には、最初に実行すべきメニュー表示プログラムの記録さ
れたファイル識別子が規定されており、そのファイルを読み出して実行することにより、
メニュー表示プログラムが動作する。
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【００３７】
ここで、メニュー表示プログラムの具体的な動作を説明する。
【００３８】
図４は、メニュー表示プログラムの動作を表すフローチャートである。
図４中、Ｓ１は開始ステップ、Ｓ２はライブラリー読み出しステップ、Ｓ３はディスク判
別ステップ、Ｓ４は通常メニュー表示ステップ、Ｓ５はボーナスメニュー表示ステップで
ある。
まず、メニュー表示プログラムが開始（Ｓ１）されると、ライブラリー読み出しステップ
（Ｓ２）で、ライブラリー情報の読み出しが行われる。具体的には、システム制御部１１
１によりメモリー１１３中に記録されているライブラリー情報が順次読み出される。ライ
ブラリー情報には、図３に示したようにメーカーＩＤ、タイトルＩＤ、シリーズＩＤ、再
生日時、再生終了位置などの情報が記録されている。ここでは、シリーズＩＤは、「１」
、「２」、「５」が記録されている。
【００３９】
システム制御部１１１は、読み出したライブラリ情報中に、指定されたディスクが含まれ
ているかを判断する（Ｓ３）。即ち、シリーズＩＤが「１」から「５」まであるかを判断
する。
【００４０】
ここで、指定されたディスクがすべて含まれている場合には、ユーザーがすべてのディス
クを有していると判断し、ボーナスメニュー表示動作を行う（Ｓ５）。
【００４１】
しかし、ここでは、読み出したライブラリ情報中に、指定されたディスクが含まれていな
いので、ユーザーが、指定されたディスクを所有していないと判断し、通常のメニュー表
示を行う（Ｓ４）。
【００４２】
ここで、表示するメニュー画面は、システム制御部１１１より映像デコーダ１０９中の画
像メモリーへ情報を書き込むことにより表示が行われる。図１の実施例では、映像デコー
ダ中のメモリーを用いてメニュー画面表示の機能実現したが、メニュー表示画面用のメモ
リーを別に設け、映像デコーダから出力される映像信号と切り替えて出力するように構成
してもよいし、映像デコーダの信号に重ね合わせて表示されるように構成してもよい。
【００４３】
図５に、通常メニュー表示とボーナスメニュー表示の一例を示す。
図５中、上に書かれた画面が通常メニュー表示の例であり、下に書かれた画面がボーナス
メニュー表示の例である。
【００４４】
光ディスクを再生する際、ライブラリ情報中に、所定の映画シリーズの１作目、２作目お
よび５作目が存在するので、ユーザーに対して図５の上部に示したような通常メニューを
表示する。この場合、ユーザーは３作目と４作目を有していないため、所有していないこ
れらタイトルの部分には×印が表示されており、ユーザーに対してその旨をそれとなく提
示する。１作目から５作目までをすべて有しているユーザーのみにボーナス映像の選択を
可能とするため、５０１の如くボーナス映像を選択するメニューボタンには何も表示しな
い。また、このボタンは操作できないようにする。
【００４５】
一方、その後、２作目と３作目のディスクのライブラリ登録が行われ、１作目から５作目
までのディスクＩＤがメモリに記録されている場合、ライブラリ情報中に、すべての作品
の情報が記録されているので、これを判断し、ボーナスメニューの表示を行う。具体的に
は、図５の下部に示した通り、ボーナス映像表示ボタン５０２が選択可能となっており、
ユーザー操作によりボーナス映像の表示が可能である。ユーザーは、表示されたメニュー
画面にしたがい、再生したいプログラムを選択し、再生を行えばよい。
【００４６】
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ここで、上記のライブラリ情報の判別において、レンタル用のディスクのＩＤと販売用の
ディスクのＩＤを分けることにより、実際に購入したユーザーにのみボーナス映像を提供
することも可能となる。
【００４７】
また、上記のライブラリ情報の判別に、ライブラリ上の再生時刻による判断を加え、最近
１年以内に再生していることを条件にすることにより、ボーナス情報の再生時期を制限す
ることができる。
【００４８】
また、特定のディスクが再生されていないことを判断の基準に加えることで、特定のディ
スクが再生されていないことを表示されることができる。
【００４９】
また、ライブラリ情報からユーザーの嗜好を推測し、ユーザーの好みそうなメニューを優
先的に表示するなどの応用も可能である。
【００５０】
また、１作目から５作目と行った、シリーズものに限らず、ＡとＢとＣの情報が記録され
た場合に、ボーナス情報を再生する構成にしても良い。
【００５１】
また、シリーズＩＤは、「１」、「２」、「３」などには限られない。
【００５２】
また、上記再生装置において、ライブラリ情報を記憶しているメモリー１１３は、再生装
置に内蔵されているものとして説明したが、このメモリーをメモリーカードの如く取り外
し可能とすることも可能である。メモリーカードとすることで、再生装置を買い換えたり
、他の場所で視聴した場合にも、ライブラリ情報の蓄積や利用を行うことが出来る。もち
ろん、メモリーカードを無線などを使用した非接触のメモリーカードとしても構わない。
このメモリーカードをクレジットカードや電子マネーのような代金支払い機能と兼用する
ことで、有料プログラムの視聴に対応したりと様々な応用が可能である。
【００５３】
また、上記のように、所定のシリーズが揃った場合に、ネットワークを介してボーナスコ
ンテンツを取得できるようにしてもよい。この場合は、ディスクにボーナス情報が記録さ
れていなくて良い。
【００５４】
本実施形態では、プログラムや記録媒体を用いることにより、ユーザーの再生した記録媒
体に応じて再生可能なコンテンツを選択することが出来る。したがって、特定の情報を所
有しているユーザーに特典情報などを提供でき、例えば、連続したシリーズの記録媒体を
一つずつ購入したユーザーも、ＤＶＤボックスのようなセットで購入したユーザーも分け
隔てなく特典情報を入手することが出来る。
【００５５】
次に、第２の実施形態について説明をする。
【００５６】
実施例１では、再生装置に内蔵したメモリー１１３を用いてライブラリを保存し、メニュ
ー表示を選択する再生装置を示した。
【００５７】
ところで、インターネットをはじめとするネットワークの発達により、様々な機器でネッ
トワークを利用したサービスが行われている。
【００５８】
図６は、本実施形態にかかる再生装置をネットワーク接続する際の構成を示したブロック
図である。
【００５９】
図６中、１０１から１１２の記号は図１に示したものと同等である。１１４はネットワー
クである。
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【００６０】
図７は、ネットワークに接続されたサーバー側のブロック図である。
【００６１】
図７中、１１４はネットワーク、７０１は制御装置、７０２は記憶装置である。
【００６２】
図６に示した再生装置は、ネットワーク１１４を介して制御装置７０１に接続されている
。
【００６３】
再生装置にて光ディスクの再生を行うと、実施例１に示した再生装置と同様にして、光デ
ィスク１０１上からディスクＩＤが読み出される。システム制御部１１１は、ネットワー
クを介して接続されている制御装置７０１と所定の認証処理を行ない、ネットワークの接
続を行う。このとき、再生装置の識別のために、再生装置固有の装置ＩＤを用いる。認証
処理の終了後、システム制御部１１１は、ネットワーク１１４を介して上記のディスクＩ
Ｄを制御装置７０１に送信する。制御装置７０１は、再生装置から送られてきた装置ＩＤ
とディスクＩＤを合わせて記憶装置７０２上に記憶する。
【００６４】
これにより、実施例１でメモリーにライブラリ情報を記録したのと同じように、記憶装置
７０２上にライブラリ情報を記録することが出来る。
【００６５】
次に、メニュー表示プログラムにより表示メニューの選択を行う際の動作を説明する。
【００６６】
システム制御部１１１は、光ディスク１０１上からメニュープログラムを読み出し、プロ
グラムにしたがって処理を行う。ここで、メニュープログラムの動作は、実施例１と同じ
く、図４に示したフローチャートのものである。
【００６７】
メニュープログラムが動作を開始すると（Ｓ１）、まずライブラリーの読み出しを行う（
Ｓ２）。ここで、ライブラリー情報は、ネットワーク上のサーバーに記録されているので
、再生装置中のシステム制御部１１１はネットワーク１１４を介してサーバーへの接続を
行い、制御装置７０１との認証作業を行う。システム制御部１１１と制御装置７０１とが
認証を完了すると、再生装置内のシステム制御部１１１は、制御装置７０１に対してライ
ブラリ情報の送信を要求する。
【００６８】
制御装置７０１は、システム制御部１１１からのライブラリ送信要求を受信すると、記憶
装置７０２上から、再生装置に対応したライブラリ情報を読み出し、ネットワーク１１４
を介して送信する。ここで、サーバーは、複数の再生装置に対応したライブラリを記録し
ているが、再生装置の装置ＩＤを使用することで、ライブラリ情報要求元の再生装置を識
別できるので、この装置ＩＤに対応したライブラリ情報を読み出して送信すればよい。
【００６９】
再生装置では、サーバーから送信されたライブラリ情報を元に、指定ディスクがライブラ
リ上に存在するかどうかを判断し（Ｓ３）、その判断に応じて通常メニューの表示（Ｓ４
）ないしボーナスメニューの表示（Ｓ５）を選択すればよい。
【００７０】
選択されるメニューの画面やその後の動作は、第１の実施形態で示した再生装置と同様で
ある。
【００７１】
以上のようにして、ネットワークを利用したライブラリの保存やメニュー画面の選択動作
などを行うことが出来る。
【００７２】
ここで、ネットワークを介してサーバーからライブラリ情報を受信する例を挙げて説明し
たが、これは各種の変形が可能である。
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例えば、メニュー表示画面を光ディスク上に記録しておくのではなく、再生時にサーバー
側でメニュー画面の情報を生成してネットワーク経由で再生装置に送信するように構成し
てもよい。サーバー側では、ライブラリ内に指定ディスクがある場合に、ボーナスメニュ
ーを含んだ画面情報を作成して送信し、再生装置では、サーバー側から送られてきたボー
ナスメニュー画面を表示する。サーバー内のライブラリ情報に指定されたディスクが存在
していない場合には、ボーナスメニューを含まない画面情報を作成して送信し、再生装置
では、サーバー側から送られてきた通常メニュー画面を表示する。
【００７３】
ユーザーは、上記の制御により表示されたメニュー画面を用いて再生するプログラムを選
択する。
【００７４】
以上のような処理により、ユーザーが視聴したディスクの有無により表示されるメニュー
を切り替えて、条件によりボーナスメニューの表示を可能とすることができる。
本実施形態においても、第１の実施形態と同様にレンタルと販売用のディスクを区別した
り、最近１年以内に再生したディスクのみを判断対象とするなど様々な変形が可能である
。
【００７５】
【発明の効果】
以上、本発明は、使い勝手の良い再生技術や再生システムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　再生装置のブロック図
【図２】　光ディスクの外形図
【図３】　ライブラリ情報の内容
【図４】　プログラムの動作を示すフローチャート
【図５】　メニュー表示画面
【図６】　再生装置のブロック図
【図７】　ネットワークを介したサーバ
【符号の説明】
１０１…光ディスク、１０２…光ピックアップ、１０３…再生信号処理回路、１０４…出
力制御部、１０５…サーボ部、１０６…ドライブ制御部、１０７…音声デコーダ、１０８
…音声出力端子、１０９…映像デコーダ、１１０…音声出力端子、１１１…システム制御
部、１１２…リモコン受信部、１１３…メモリー、１１４…ネットワーク、２０１…ＢＣ
Ａ記録部、３０１…メーカーＩＤ、３０２…タイトルＩＤ、３０３…シリーズＩＤ、３０
４…再生日時、３０５…再生終了位置、５０１…ボーナス映像未表示画面、５０２…ボー
ナス映像表示画面、７０１…制御装置、７０２…記憶装置、Ｓ１…開始ステップ、Ｓ２…
ライブラリ読み出しステップ、Ｓ３…ライブラリ内容判別ステップ、Ｓ４…通常メニュー
表示ステップ、Ｓ５…ボーナスメニュー表示ステップ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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