
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

動画再生装
置。
【請求項２】
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入力ポート（３２）と、動画保持手段と、再生手段（４４）と、制御手段（３４）とを備
える動画再生装置であって、
　入力ポート（３２）は、動画出力要求装置（１０）からのジャンル指定を受信可能とし
、
　動画保持手段は、複数のジャンルに分けて動画を保持し、
　再生手段（４４）は、動画保持手段中の動画を再生を可能とし、
　制御手段（３４）は、入力ポート（３２）がジャンル指定を受信していると検出してい
るときは第１の処理を、受信していないと検出しているときは第２の処理を行い、
　第１の処理は、検出しているジャンル指定に対応したジャンル中の動画を再生手段（４
４）に再生させ、
　第２の処理は、全ジャンル中の任意の動画を再生手段（４４）に再生させる

入力ポート（３２）と、動画保持手段と、再生手段（４４）と、制御手段（３４）とを備
える動画再生装置であって、
　入力ポート（３２）は、動画出力要求装置（１０）からのジャンル指定を受信可能とし
、
　動画保持手段は、複数のジャンルに分けて動画を保持し、



動画再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、歌詞表示の背景用に再生動画を供給し、伴奏音楽に合わせて歌唱して楽しむこ
とが可能な動画再生装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、所謂カラオケ用の動画再生装置においては、曲毎に映像データと歌詞の内容及び演
奏データとを記憶したビデオディスク等を再生する、即ち、１曲毎に固有の背景画を再生
する方式のものと、曲データと別個に映像データを記憶させ、曲とは直接対応関係のない
背景画を再生する方式のものがある。この曲データと別個に映像データを保持する方式は
、映像用のデータがコンパクトになる利点がある。
【０００３】
この曲データと別個に映像データを保持する方式の中に、映像データを保持する動画再生
装置に、動画を自動的に連続再生させる方式のものがある。この方式では、曲データを保
持しているコマンダに利用者が歌いたい曲を選択すると、該コマンダは、歌詞を該動画再
生装置の再生した背景画にスーパインポーズさせモニタテレビに表示し、これと共に伴奏
曲を再生する。
【０００４】
更に、上記曲データと別個に映像データを保持する方式の中で、背景画を演歌用とポップ
ス用とに分けて２種類用意しておくと共に、演奏曲が予め演歌かポップスかを識別するジ
ャンル情報を曲データ側に含ませておき、リクエストされた曲が演歌かポップスかをこの
ジャンル情報に基づき識別し、演奏曲のジャンルに合わせた背景画を表示するＢＧＶ（バ
ックグランドビデオ）方式が一部で用いられている。
【０００５】
このＢＧＶ方式のカラオケ装置では、利用者が、コマンダにて歌いたい曲を選択すると、
該コマンダは、選択された曲が演歌かポップスかを動画再生装置側へ通知する。動画再生
装置は、通知された演歌又はポップス用の背景画をコマンダ側へ出力する。該コマンダで
は、歌詞を該演歌又はポップスの背景画にスーパインポーズさせモニタテレビに表示する
。
【０００６】
動画再生装置には、上述した動画を連続再生する方式のカラオケ装置でも、また、上記Ｂ
ＧＶ方式のカラオケ装置でも動画を出力し得るように、切換スイッチを備えるものがある
。この種の動画再生装置は、この切換スイッチを操作することで、ジャンル指示を行わな
い該連続再生方式のコマンダに対してジャンル分けされていない動画を連続再生するモー
ド（以下自動再生モードと称する）と、ジャンル指示を行うＢＧＶ方式のコマンダに対し
て該コマンダから指定されたジャンルの動画を再生するモード（以下再生制御モード）と
を切り換え得るように構成されている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
上記自動再生モードと再生制御モードとを切り換え得るように構成され動画再生装置では
、モードの切換スイッチが必要となる他、ジャンル指示を行わないコマンダと、ジャンル
指示を行うコマンダとを使い分ける際に、該切換スイッチを切り換えることが必要となり
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　再生手段（４４）は、動画保持手段中の動画を再生を可能とし、
　制御手段（３４）は、入力ポート（３２）がジャンル指定を受信していることを検出し
ているときは第１の処理を、受信していないことを検出しているときは第２の処理を行い
、
　第１の処理は、検出しているジャンル指定に応じたジャンル中の動画を再生手段（４４
）に再生させ、
　第２の処理は、所定ジャンル中の動画を再生手段（４４）に再生させる



、その操作に手間がかかっていた。
【０００８】
本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは
、切換スイッチを切り換を備えることなく自動再生モードと再生制御モードとを切り換え
得る動画再生装置を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するため、請求項１の動画再生装置においては、

ことを要旨
とする。
【００１１】
また、上記の目的を達成するため請求項 の動画再生装置では、

ことを要旨とす
る。
【００１３】
【作用】
上記のように構成された請求項１の動画再生装置によれば、

ジャンル指定が検出されない場合には 保持されている全てのジャンルの中から
任意に動画を読み出し出力する。他方、 ャンル指定が検出された場合には 保持されて
いる動画の内の当該指定されたジャンルの動画を読み出し出力する。このように、請求項
１の動画再生装置によれば、動画再生装置にスイッチ設けることなく、ジャンル指定を行
う第１の動画出力要求装置と、ジャンル指定を行わない第２の動画出力要求装置とのどち
らにも再生した動画を出力することができる。
【００１５】
更に、上記のように構成された請求項 の動画再生装置によれば、
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入力ポート（３２）と
、動画保持手段と、再生手段（４４）と、制御手段（３４）とを備える動画再生装置であ
って、
　入力ポート（３２）は、動画出力要求装置（１０）からのジャンル指定を受信可能とし
、
　動画保持手段は、複数のジャンルに分けて動画を保持し、
　再生手段（４４）は、動画保持手段中の動画を再生を可能とし、
　制御手段（３４）は、入力ポート（３２）がジャンル指定を受信していると検出してい
るときは第１の処理を、受信していないと検出しているときは第２の処理を行い、
　第１の処理は、検出しているジャンル指定に対応したジャンル中の動画を再生手段（４
４）に再生させ、
　第２の処理は、全ジャンル中の任意の動画を再生手段（４４）に再生させる

２ 入力ポート（３２）と、
動画保持手段と、再生手段（４４）と、制御手段（３４）とを備える動画再生装置であっ
て、
　入力ポート（３２）は、動画出力要求装置（１０）からのジャンル指定を受信可能とし
、
　動画保持手段は、複数のジャンルに分けて動画を保持し、
　再生手段（４４）は、動画保持手段中の動画を再生を可能とし、
　制御手段（３４）は、入力ポート（３２）がジャンル指定を受信していることを検出し
ているときは第１の処理を、受信していないことを検出しているときは第２の処理を行い
、
　第１の処理は、検出しているジャンル指定に応じたジャンル中の動画を再生手段（４４
）に再生させ、
　第２の処理は、所定ジャンル中の動画を再生手段（４４）に再生させる

制御手段（３４）は、入力ポ
ート（３２）がジャンル指定を受信していると検出しているとき、検出しているジャンル
指定に対応したジャンル中の動画を再生手段（４４）に再生させる第１の処理を行う。一
方、制御手段（３４）は、入力ポート（３２）がジャンル指定を受信してないと検出して
いるとき、全ジャンル中の任意の動画を再生手段（４４）に再生させる第２の処理を行う
。即ち、 、

ジ 、

２ 制御手段（３４）は、



ジャンル指定が検出されない場合には 保持されている動画の内 選
択された特定の動画を読み出し出力する。他方 ジャンル指定が検出された場合には 保
持されている動画の内の当該指定されたジャンルの動画を読み出し出力する。このように
、請求項３の動画再生装置によれば、動画再生装置のスイッチ設けることなく、ジャンル
指定を行う第１の動画出力要求装置と、ジャンル指定を行わない第２の動画出力要求装置
とのどちらにも再生した動画を出力することができる。また、ジャンル指定を行わない第
２の動画出力要求装置に対して動画選択手段によって選択された特定ジャンルの動画を出
力することができる。
【００１７】
【実施例】
以下、本発明の実施例について図を参照して説明する。
図１は、本発明の動画再生装置を具現化したカラオケ装置の構成を示すブロック図である
。図１（Ａ）は、動画のジャンルを指定しないコマンダ１０Ａ（以下第１コマンダと称す
る）に対して、本実施例のディスクプレーヤ３０が映像データを出力する場合を示してい
る。他方、図１（Ｂ）は、ＢＧＶ（バックグランドビデオ）方式によってジャンル指定を
行うコマンダ１０Ｂ（以下第２コマンダと称する）に対して、本実施例のディスクプレー
ヤ３０が映像データを出力する場合を示している。
【００１８】
図１（Ａ）に示すとおり該カラオケ装置は、コマンダ（カラオケ演奏装置）１０Ａ、ディ
スクプレーヤ（カラオケ用背景動画装置）３０、アンプミキサ６２、マイク６６、モニタ
テレビ６０、スピーカ６４を備えて成る。
【００１９】
このカラオケ装置にて、利用者は、第１コマンダ１０Ａを操作することで歌いたい曲を選
択する。第１コマンダ１０Ａには、曲データとして歌詞データ及び演奏データが格納され
ており、曲が選択されると、第１コマンダ１０はこれら歌詞データおよび演奏データを同
期させて出力する。そして、曲を選択した利用者は、モニタテレビ６０に映し出された歌
詞を参照しながら演奏に合わせて歌を歌うことになる。
【００２０】
第１コマンダ１０Ａから出力される演奏データは、アナログの演奏信号に変換された後、
アンプミキサ６２へ送られて電気的に増幅されるとともに、マイク６６を介して入力され
る利用者の歌声と適当な割合でミキシングされる。ミキシングされた音声信号は、スピー
カ６４によって演奏音として外部へ出力される。
【００２１】
一方、演奏データと同期して第１コマンダ１０Ａにより出力される歌詞データは、ディス
クプレーヤ３０から送られるＮＴＳＣ信号と合成（スーパーインポーズ）されモニタテレ
ビ６０に表示される。ディスクプレーヤ３０から送られるＮＴＳＣ映像信号は、ディスク
プレーヤ３０によりＣＤ－ＲＯＭディスクを再生することで生成される。このＮＴＳＣ映
像信号は、利用者が歌詞を参照しながら歌う際にモニタテレビ６０の背景画となるもので
あり、第１コマンダ１０Ａが接続されている場合には、後述する予め設定されたジャンル
の背景画が出力されるようになっている。
【００２２】
ここで、図１（Ａ）に示す第１コマンダ１０Ａの構成について説明する。第１コマンダ１
０Ａは、コントローラ１２と、操作パネル１４と、モデム１８と、ハードディスク２０Ａ
と、ＭＩＤＩ音源２２と、ビデオミキサ２４とから主として成る。
【００２３】
コントローラ１２は、第１コマンダ１０Ａを制御するためのマイクロコンピュータであっ
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入力ポート（３２）がジャンル指定を受信していることを検出しているとき、検出してい
るジャンル指定に応じたジャンル中の動画を再生手段（４４）に再生させる第１の処理を
行う。他方、制御手段（３４）は、入力ポート（３２）がジャンル指定を受信していない
ことを検出しているとき、所定ジャンル中の動画を再生手段（４４）に再生させる第２の
処理を行う。即ち、 、 の

、 、



て、曲の演奏に対応させてハードディスク２０Ａから曲データ（演奏データ及び歌詞デー
タ）を読み出し、ＭＩＤＩ音源２２へ演奏データを、また、ビデオミキサ２４へ歌詞デー
タを送る等の制御動作を行う。
【００２４】
操作パネル１４は、利用者が歌いたい曲を選択したり、演奏音の音程を調整したり、演奏
と歌との音量バランスを調整したり、その他、エコー、音量、トーン等の各種調整を行う
ための装置である。この実施例のカラオケ装置には、リモコン１４ａが備えられ、利用者
による曲の選択を遠隔操作によって行い得るようにしている。
【００２５】
モデム１８は、図示しないホストコンピュータ側から送られてくる曲データを受信し、反
対に、どのような曲がリクエストされているかのデータ、及び、カラオケ装置側の状態（
例えば、ＣＤ－ＲＯＭディスクの障害、ＣＤ－ＲＯＭドライブの故障）等をホストコンピ
ュータ側へ送信する際に、電話回線を利用するための変復調装置である。本実施例のカラ
オケ装置は、運用において、常に新しい曲を提供し得る状態を保つため、夜間に電話回線
にて新曲のデータが、ホストコンピュータ側からモデム１８を介してコマンダ１０に送ら
れる。そして、これをハードディスク２０Ａに記憶させるよう構成されている。
【００２６】
ハードディスク２０Ａは、曲データとして演奏データ及び歌詞データを記憶するための記
憶装置である。演奏データとしてはＭＩＤＩ（ミュージカル・インストゥルメント・ディ
ジタル・インタフェイス）規格に基づいたデータが格納されている。
【００２７】
ＭＩＤＩ音源２２は、各種楽器の演奏音を格納しており、ハードディスク２０Ａから送ら
れる演奏データに基づき、楽器の演奏信号を生成する音源である。生成された楽器の演奏
信号は、アンプミキサ６２に送られる。
【００２８】
ビデオミキサ２４は、ハードディスク２０Ａから送られる歌詞データと、ディスクプレー
ヤ３０から送られるＮＴＳＣ映像信号とを合成する装置である。第２コマンダ１０Ｂは、
音楽の演奏に同期させて、歌詞データに基づき歌詞部分を指示する。
【００２９】
次に、図１（Ｂ）を参照してＢＧＶ（バックグランドビデオ）方式の制御信号を送出する
第２コマンダ１０Ｂの構成について説明する。ここで、上述した第１コマンダ１０Ａと同
一の部材については、同一の参照符号を用いると共に説明を省略する。第１コマンダ１０
Ａでは、電話回線を介して送られた曲データがハードデッスク２０Ａに保持されたが、こ
の第２コマンダ１０Ｂにおいては、曲データを保持しているＣＤ－ＲＯＭを駆動するＣＤ
－ＲＯＭドライブ２０Ｂが設けられている。この曲データには、歌詞データ及び演奏デー
タの他に、曲のジャンルを指示するジャンルデータが含まれている。また、この第２コマ
ンダ１０Ｂには、出力ポート１６が設けられ、ディスクプレーヤ３０へ演奏曲固有のジャ
ンルを指示するようになっている。
【００３０】
利用者は、第２コマンダ１０Ｂを操作することで歌いたい曲を選択する。第２コマンダ１
０Ｂは、曲が選択されると当該曲の歌詞データおよび演奏データを同期させて出力し、そ
して、ディスクプレーヤ３０へ演奏曲固有のジャンルデータの指示を行う。これに応じて
、ディスクプレーヤ３０は、指示されたジャンルの背景画を出力する。第２コマンダ１０
Ｂは、歌詞データと、ディスクプレーヤ３０から送られるＮＴＳＣ映像信号とを合成し、
音楽の演奏に同期させ、歌詞を反転させながら利用者に該当する歌詞部分を指示する。
【００３１】
引き続き、図２を参照してディスクプレーヤ３０の構成について説明する。
ディスクプレーヤ３０は、背景画をＮＴＳＣ映像信号として第１コマンダ１０Ａ、第２コ
マンダ１０Ｂ、又は、第３コマンダ（図示せず）側へ送る装置である。該ディスクプレー
ヤ３０は、ＣＤ－ＲＯＭディスク（図示せず）をＣＤ－ＲＯＭドライブ４４で再生するこ
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とによりＮＴＳＣ映像信号を生成する。このＣＤ－ＲＯＭディスクは、１２ｃｍのＣＤ（
コンパクトディスク）サイズのビデオディスクであり、映像データがＭＰＥＧ規格で圧縮
され記憶されている。データ圧縮することにより、ＣＤサイズのディスク板一枚に、約１
時間分の動画（背景画）が記憶されている。
【００３２】
なお、本実施例のカラオケ装置では、１枚のＣＤ－ＲＯＭディスクに、Ａ～Ｅの５つのジ
ャンルの動画が記憶されている。ここでは、カラオケ曲を演歌（Ａジャンル、Ｂジャンル
）とポップス（Ｃジャンル、Ｄジャンル、Ｅジャンル）とに分けている。即ち、演歌で主
に冬に対応する内容の動画をＡジャンルに、そして、演歌で冬以外の内容の動画をＢジャ
ンルとして構成している。更に、ポップスを、アップテンポな曲に対応する内容の動画を
Ｃジャンルとし、ポップスでアップテンポな曲以外に対応する内容の動画をＤジャンルと
し、更に、童謡やアニメ等に対応する内容の動画をＥジャンルとして構成している。なお
、実際のディスクプレーヤにおいては、現在更に多数のジャンルに分けて動画を構成して
いるが、ここでは説明の便宜上５つのジャンルにより動画が構成されているものとして以
下説明を行う。
【００３３】
さらに、この１枚のＣＤ－ＲＯＭディスクには、Ａ～Ｅジャンルの動画が、１本の編集動
画を３０秒として２４本の編集動画群として記憶されている。即ち、本実施例では、各ジ
ャンルについて１２分の動画が保持されている。以降、この３０秒の各編集動画を再生用
チャプターと呼ぶことにし、チャプター番号として、Ａジャンルに属する１番目をＡ－１
とし、２４番目をＡ－２４として表す。なお、それぞれのジャンル内における２４本の動
画は、特定のストーリ性を持たせないことにより、ランダムに繋ぎ合わせても違和感のな
いよう構成してある。
【００３４】
次に、このように構成されたＣＤ－ＲＯＭディスクを再生するディスクプレーヤ３０の構
成について図２を参照して説明する。ディスクプレーヤ３０は、図１（Ｂ）に示した第２
コマンダ１０Ｂからのジャンルデータを受けるための入力ポート３２Ａと、ＲＳ２３２Ｃ
の信号線を用いる第３コマンダ（図示せず）からのジャンルデータを受けるための入力ポ
ート３２Ｂと、信号の電送経路であるバス４０と、種々の制御を行うＣＰＵ３４と、該Ｃ
ＰＵ３４の実行命令等が保持されているＲＯＭ３６と、該ＣＰＵ３４の作業領域として用
いられるＲＡＭ３８と、ＳＣＳＩバス制御部４２と、動画用のＣＤ－ＲＯＭディスクを駆
動するＣＤ－ＲＯＭドライブ４４と、ビデオデコーダ４６と、ＮＴＳＣコンバータ４８、
第２コマンダ１０Ｂからの入力により動作させるか、上述したＲＳ２３２Ｃの信号線を用
いる第３コマンダからの入力により動作させるかを切り換える入力切換スイッチ５０と、
から主として成る。
【００３５】
ＳＣＳＩバス制御部４２は、ＣＤ－ＲＯＭドライブ４４に対してＣＤ－ＲＯＭディスク中
の画像データの読み取り命令を発する。そして、ＣＤ－ＲＯＭドライブ４４から送られた
映像データを一旦ＲＡＭ３８に格納し、映像信号の出力にあわせてビデオデコーダ４６へ
送る。
【００３６】
ビデオデコーダ４６は、ＣＤ－ＲＯＭドライブ４４から読み出される動画データ（圧縮さ
れたデェジタルデータ）を映像信号に復号する電気回路である。
【００３７】
ＮＴＳＣコンバータ４８は、ビデオデコーダ４６により復号化された映像信号を商用カラ
ーテレビ（ＮＴＳＣ）信号に変換する電気回路である。該ＮＴＳＣコンバータ４８により
変換されたＮＴＳＣ信号は、上述した第１コマンダ１０Ａ、又は、第２コマンダ１０Ｂの
ビデオミキサ２４へ送られる。
【００３８】
入力切換スイッチ５０はディップスイッチから成る。この実施例では、第１コマンダ１０
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Ａによって動作させる場合には、図２（Ａ）に示すよう入力ポート３２Ａ又は入力ポート
３２Ｂへの接続、及び、ディップスイッチから成る入力切換スイッチ５０を操作する必要
がない。他方、第２コマンダ１０Ｂによって動作させる場合には、図２（Ｂ）に示すよう
に第２コマンダ１０Ｂからのコネクタ（図示せず）を入力ポート３２Ａ側に接続すると共
に、ディップスイッチから成る入力切換スイッチ５０を第２コマンダ側へ切り換える。ま
た、上述した第３コマンダからの入力により動作させる場合には、該第３コマンダからの
コネクタ（図示せず）を入力ポート３２Ｂ側に接続すると共に、ディップスイッチを第３
コマンダ側へ切り換える。
【００３９】
次に、ディスクプレーヤ３０における動画再生の処理について図３及び図４を参照して説
明する。
ここでは、先ず、第１コマンダ１０Ａ側に対して再生した映像を出力する場合の動作につ
いて述べる。第１コマンダ１０Ａ側に対して映像を出力する場合には、図２（Ａ）を参照
して上述したように入力ポート３２Ａ又は入力ポート３２Ｂへのコネクタの接続、及び、
入力切換スイッチ５０の操作の必要はない。図３は、該ディスクプレーヤ３０のＣＰＵ３
４による処理のメインルーチンを示している。先ず、ＣＰＵ３４は、電源が投入されると
（Ｓ１０がＹｅｓ）、ＣＤ－ＲＯＭディスクの映像データを検索する（Ｓ１１）。そして
、この検索した映像データからＣＤ－ＲＯＭディスクに記憶されている映像データのテー
ブルをジャンル毎に作成する（Ｓ１２）。即ち、図４（Ａ）、図４（Ｂ）に示すように映
像データ内に含まれるＡジャンル～Ｅジャンルに属する前述した再生用チャプターをテー
ブルにする。なお、図中にはＡジャンル、Ｂジャンルのテーブルのみ示すが、同様にして
Ｃジャンル、Ｄジャンル、Ｅジャンルの各テーブルを作成する。
【００４０】
その後、ＣＰＵ３４は、ＲＯＭ３６に保持されているデフォルトジャンルを選択する（Ｓ
１３）。即ち、自動再生モードにおける再生映像のジャンルを検索し、このジャンルの動
画を再生するためのジャンルテーブルを作成する。ここで 、Ａ～Ｅジャンルの内のＥジ
ャンル（童謡やアニメ等に対応する内容の動画）を除く、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄジャンルがデフ
ォルトジャンルとしてＲＯＭ３６に設定されているものとする。これに応じて、ＣＰＵ３
４は、図４（Ｃ）に示すＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄジャンルに対応するＡＢＣＤジャンル用テーブル
を作成する。その後、該ＡＢＣＤジャンル用テーブルに基づき映像の再生を開始する（Ｓ
１４）。即ち、該ＡＢＣＤジャンル用テーブルに属している各再生用チャプターをランダ
ムに選択し、該選択した再生用チャプターの動画をＮＴＳＣハンバータ４８を介して映像
信号に変換して上記第１コマンダ１０Ａ側へ送出する。該第１コマンダ１０Ａでは、音楽
の演奏を出力するのに同期させて、当該映像信号に歌詞データを合成し、モニタテレビ６
０にて、歌詞を反転させながら利用者に該当する歌詞部分を指示する。ＣＰＵ３４は、コ
マンド（デジタル信号で送られる）の入力があるかを判断するが（Ｓ１５）、第１コマン
ダ１０Ａからはコマンドが送られないので（Ｓ１５がＮｏ）、上述したデフォルトジャン
ルとして設定されているジャンルの動画を再生する。
【００４１】
引き続き、ジャンル指定を行う第２コマンダ１０Ｂ側に対して指定されたジャンルの映像
を出力する場合の動作について述べる。第２コマンダ１０Ｂ側に対して映像を出力する場
合には、図２（Ｂ）を参照して上述したように該第２コマンダ１０Ｂの出力ポート１６か
らのコネクタを入力ポート３２Ａへ接続する必要があるが、何ら入力切換スイッチ５０を
操作する必要はない。ＣＰＵ３４は、上述したと同様に電源が投入されると（Ｓ１０がＹ
ｅｓ）、ＣＤ－ＲＯＭディスクから映像データを検索し（Ｓ１１）、そして、映像データ
のテーブルをジャンル毎に作成する（Ｓ１２）。次に、デフォルトジャンルを選択し（Ｓ
１３）、映像の再生を開始する（Ｓ１４）。
【００４２】
ＢＧＶ方式により制御信号を送出する第２コマンダ１０Ｂは、利用者によって選択された
曲に対応させて、ジャンルデータとして演歌を示すＥＮジャンル信号（デジタル信号）又
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は、ポップスを示すＰＯジャンル信号（デジタル信号）のいずれかを送出し続けている。
ここでは、利用者により演歌が第２コマンダ１０Ｂにリクエストされ、該第２コマンダ１
０Ｂは演歌に対応するＥＮジャンル信号を送り続けているものとする。
【００４３】
これにより、コマンド有りかの判断（Ｓ１５）がＹｅｓとなり、ＣＰＵ３４は、現在再生
しているジャンルと、該コマンドにより入力されジャンルとが等しいかを判断する（Ｓ１
６）。即ち、現在再生しているジャンルが、コマンドにより指定されたジャンル〔ここで
は、第２コマンダ１０Ｂ側の演歌を示すＥＮジャンル信号に対応する、ディスクプレーヤ
３０側のＡジャンル（冬を主題とする演歌の画像）及びＢジャンル（冬以外を主題とする
演歌の画像）〕に等しいかを判断する。例えば、現在Ａジャンルに属するチャプター番号
Ａ－３の映像が再生されている場合には、該ステップ１６の判断がＹｅｓとなり、当該映
像の再生を継続する。他方、現在Ｃジャンル（アップテンポなポップスの画像）に属する
チャプター番号Ｃ－３の映像が再生されている場合には、該ステップ１６の判断がＮｏと
なり、ステップ１７へ進み映像の再生を停止する。そして、コマンド入力されたＥＮジャ
ンル信号に対応する上述したＡジャンル又はＢジャンルを選択する（Ｓ１８）。ここでは
、上記ＥＮジャンル信号を上述したＡジャンルとＢジャンルとのジャンルデータであると
解釈し、図４（Ｄ）に示す様にＡジャンルとＢジャンルに属する再生用チャプターのテー
ブル（ＡＢジャンル用テーブル）を用意する。そして、該ＡＢジャンル用テーブルから再
生用チャプターを順次選択することにより、演歌に対応させた映像の再生を開始する（Ｓ
１４）。
【００４４】
その後、利用者によりポップスに属する曲が第２コマンダ１０Ｂにリクエストされると、
該第２コマンダ１０Ｂは出力信号をポップスに対応するＰＯジャンル信号へ切り換え、こ
れに応じて該ディスクプレーヤ３０は、ＣＤジャンル用テーブル（図示せず）に基づきポ
ップス用の映像を再生する。
【００４５】
ここで、ディスクプレーヤ３０側の５つのジャンル分けに対応したジャンル指定を行う第
３コマンダに対して映像を出力させる場合の動作について簡単に述べる。第３コマンダに
対して映像を出力させる場合には、第３コマンダからのコネクタ（図示せず）を入力ポー
ト３２Ｂへ接続し、入力切換スイッチ５０を第３コマンダ側へ切り換える。これにより、
第３コマンダからＡ～Ｅジャンルの内のいずれかのジャンルに属する動画再生のコマンド
（ジャンルデータ）が送られると、ディスクプレーヤ３０は、指定されたジャンルに対応
する動画を再生して該第３コマンダに対して出力する。
【００４６】
なお、このディスクプレーヤ３０は、入力切換スイッチ５０が、第２コマンダ側へ切り換
えられていても、また、第３コマンダ側へ切り換えられていても、即ち、入力切換スイッ
チ５０の設定に係わらず、コマンドの入力が無い限り上記ステップ１５がＹｅｓとなり、
デフォルトジャンルとして選択されているジャンルの映像を再生する自動再生モード（第
１コマンダ１０Ａに対応）として動作することになる。
【００４７】
なお、上述した実施例では、童謡及びアニメに属する背景画の再生を避けるためデフォル
トジャンルとしてＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄジャンルのみを設定し、これに応じてＣＰＵ３４が、ス
テップ１３にて該Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄジャンルを選択したが、上記ＣＤ－ＲＯＭディスクに保
持されている映像データを有効に利用するため、デフォルトジャンルとしてＡ、Ｂ、Ｃ、
Ｄ、Ｅの全てのジャンルを設定し、これら全てのジャンルに属する背景画を再生させるよ
う設定することも可能である。また、その設定は予めＲＯＭ３６にデータを書き込んでお
いたが、この代わりに、ディップスイッチ等により設定し得るようにも構成できる。
【００４８】
また、上述した実施例では、背景画のジャンルを指定しない第１コマンダ１０Ａと、ＢＧ
Ｖ方式で背景画のジャンル指定を行うコマンダ１０Ｂと、ＲＳ２３２Ｃの信号形式で背景
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画のジャンル指定を行う第３コマンダ１０Ａとの３種類のコマンダで動作する例を挙げた
。しかしながら、４種類以上のコマンダ、或いは、２種類のコマンダに対して再生した動
画を出力するよう構成することもできる。
【００４９】
更に、上述した例では、第１コマンダ１０Ａと第２コマンダ１０Ｂとの２種類のコマンダ
に対して、自動再生モードと再生制御モードとを切り換えて映像を出力する例について説
明したが、本実施例のディスクプレーヤ３０は、１台のコマンダが自動再生モードと再生
制御モードとを切り換え得るように構成されている場合にも対応し得る。例えば、コマン
ダ側が自動再生モードに切り換えられ、該コマンダからのジャンル指定のコマンドの入力
が無くなると、該ディスクプレーヤ３０は、自動再生モードに切り換わりジャンル分けを
せず映像の再生を行う。そして、コマンダ側が再生制御モードに切り換えられ、該コマン
ダからのジャンル指定のコマンドが入力されると、該ディスクプレーヤ３０は、再生制御
モードに切り換わり該コマンドにて指定されたジャンルの映像を再生する。
【００５０】
【効果】
以上説明したことから明らかなように、本発明の動画再生装置では、コマンドの有無によ
り自動再生モードと再生制御モードとを切り換え得るように構成されているため、切換ス
イッチが不要となる他、この切換スイッチの操作がいらないという従来にない優れた効果
を奏することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の１実施例に係るディスクプレーヤを適用したカラオケ装置の電気的構成
を示すブロック図である。
【図２】図１に示すディスクプレーヤの電気的構成を示すブロック図である。
【図３】図２に示すディスクプレーヤのＣＰＵによる処理のフローチャートである。
【図４】再生用チャプターのテーブル、及び、変換テーブルを示す説明図である。
【符号の説明】
１０Ａ、１０Ｂ　コマンダ
３０　ディスクプレーヤ
３２Ａ　入力ポート
３２Ｂ　入力ポート
３４　ＣＰＵ
４６　ビデオデコーダ
４８　ＮＴＳＣコンパレータ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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