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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＤＶＤの内容を表す情報を発生するシステムであって、前記ＤＶＤは、前記情報が、ビ
デオ内容と、１つ以上の汎用ＤＶＤパラメータレジスタ（ＧＰＲＭ）へ挿入するための埋
め込まれている命令とを含むように既に構成されていて、前記システムは、
　前記ＤＶＤを再生して前記ＤＶＤの内容を表す前記情報を発生するものであって、前記
情報に埋め込まれている特定の命令を受信すると、現在表示されているメニュのインデッ
クスを１つ以上の前記ＧＰＲＭへ書き込むＤＶＤ装置と、
　前記ＤＶＤ装置によって発生された前記情報を受信して、前記ＤＶＤに関連するテキス
トデータ・マネージャー（ＴＸＴＤＴ　ＭＧ）データ構造を抽出し、さらに、前記情報に
含まれている前記ビデオ内容を抽出して表示するメディア装置と、
　ユニバーサルリソースロケータ（ＵＲＬ）によって指定された内容を表示するためのブ
ラウザとを具備し、
　前記ＵＲＬは、前記ＧＰＲＭ内の前記インデックスを使用して前記ＴＸＴＤＴ　ＭＧデ
ータ構造を指し示し、１つ以上のＵＲＬの位置を特定することによって導出されるシステ
ム。
【請求項２】
　前記ＵＲＬは、ＤＶＤテキストデータパーサと、前記ＴＸＴＤＴ　ＭＧデータ構造を指
し示す前記インデックスとを使用して導出される請求項１記載のシステム。
【請求項３】
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　前記ＵＲＬによって指定された内容はＨＴＭＬコードである請求項１記載のシステム。
【請求項４】
　前記ＵＲＬによって指定された内容はストリーミングメディア内容である請求項１記載
のシステム。
【請求項５】
　前記メディア装置は前記ＤＶＤからの前記情報により特定されたメニューボタンを表示
するものであって、その表示されるメニューボタンは前記ＵＲＬと関連付けられ、前記メ
ニューボタンと前記ＵＲＬとの関連付けは、前記ＧＰＲＭ内の前記現在表示されているメ
ニュのインデックスに基づいてなされていて、
　前記ブラウザは前記メニューボタンをユーザが選択することに応答して前記ＵＲＬによ
り特定された内容を表示する請求項２記載のシステム。
【請求項６】
　前記メディア装置は前記メニューボタンをユーザが選択することに応答してボタン番号
メッセージを発生し、システムはそのボタン番号メッセージを受信してそれに応答して前
記ＤＶＤテキストデータパーサを呼出すイベントスクリプトをさらに含む請求項５記載の
システム。
【請求項７】
　前記ＤＶＤテキストデータパーサは、さらに、前記ＤＶＤが初期化されるたびに、前記
ＵＲＬを含む前記ＴＸＴＤＴ　ＭＧデータ構造を前記ＤＶＤから受信し、
　前記ＤＶＤテキストデータパーサは、ボタン番号メッセージを使用して、前記ＴＸＴＤ
Ｔ　ＭＧデータ構造を指し示し、前記ＵＲＬを得る請求項５記載のシステム。
【請求項８】
　ＤＶＤの内容を表す情報を発生するシステムであって、前記ＤＶＤは、前記情報が、汎
用ＤＶＤパラメータレジスタ（ＧＰＲＭ）の複数の要素へ挿入するための埋め込まれてい
る命令を既に含むように構成されていて、
　前記ＤＶＤを再生して前記情報を発生し、ある特定の埋め込まれている命令を受信する
と、現在表示されているメニュのインデックスを前記ＧＰＲＭへ書き込むＤＶＤ装置と、
　前記ＤＶＤ装置によって発生された前記情報を受信し、前記情報内のＴＸＴＤＴ　ＭＧ
データ構造をパースし、そこから、ユニバーサルリソースロケータ（ＵＲＬ）を含んでい
るデータを導出するＤＶＤテキストデータパーサと、
　前記ＵＲＬに対応するハイパーリンクを表示し、その選択に応答してこのＵＲＬによっ
て指定された内容を表示するブラウザと、
　前記情報を受信し、前記情報からビデオ内容を抽出し、ビデオ内容を表示するように構
成されたメディア再生装置とを具備しているシステム。
【請求項９】
　前記ＵＲＬによって指定された内容はＨＴＭＬコードである請求項８記載のシステム。
【請求項１０】
　前記ＵＲＬによって指定された内容はストリーミングメディア内容である請求項８記載
のシステム。
【請求項１１】
　ＤＶＤの内容を表す情報を発生するシステムであって、前記ＤＶＤは、前記情報が、汎
用ＤＶＤパラメータレジスタ（ＧＰＲＭ）の複数の要素へ挿入するための埋め込まれてい
る命令を既に含むように構成されていて、
　前記ＤＶＤを再生して前記情報を発生し、ある特定の埋め込まれている命令を受信する
と、現在表示されているメニュのインデックスを前記ＧＰＲＭへ書き込むＤＶＤ装置と、
　前記ＧＰＲＭの内容に基づいて、ＤＶＤテキストデータ構造をパースし、そこから、ユ
ニバーサルリソースロケータ（ＵＲＬ）を導出するＤＶＤテキストデータパーサと、
　前記ＵＲＬに対応するハイパーリンクを表示し、その付勢に応答してこのＵＲＬによっ
て指定された内容を表示するブラウザと、
　前記ＤＶＤ装置によって発生された前記情報を受信し、前記情報から前記ＤＶＤテキス
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トデータ構造を抽出し、前記情報からビデオ内容を抽出してビデオ内容を表示するように
構成されたメディア再生装置とを具備し、
　そのビデオ内容は前記ＵＲＬと関連付けられたボタンを含み、
　前記ブラウザはさらに前記ボタンの付勢に応答して前記ＵＲＬによって指定された内容
を表示するように構成されているシステム。
【請求項１２】
　前記ＤＶＤからの前記情報は前記ＵＲＬと関連付けられた位置情報を含んでいる請求項
１１記載のシステム。
【請求項１３】
　前記位置情報は前記ＤＶＤの内容内の前記ボタンの位置を示している請求項１２記載の
システム。
【請求項１４】
　ＤＶＤの内容を表す情報を発生するシステムであって、前記ＤＶＤは、前記情報が、Ｄ
ＶＤに関連する汎用ＤＶＤパラメータレジスタ（ＧＰＲＭ）の複数の要素へ挿入するため
の埋め込まれている命令を既に含むように構成されていて、
　前記ＤＶＤを再生して前記情報を発生し、ある特定の埋め込まれている命令を受信する
と、現在表示されているメニュのインデックスを前記ＧＰＲＭへ書き込むＤＶＤ装置と、
　前記ＤＶＤ装置によって発生された前記情報からデータ構造を導出し、前記ＧＰＲＭの
内容に基づいて、前記情報をパースし、そこから、複数のＵＲＬを導出するＤＶＤテキス
トデータパーサと、
　前記複数のＵＲＬの任意の１つによって指定された内容を表示するブラウザであって、
前記任意の１つのＵＲＬを付勢したときに、内容を表示するブラウザと、
　前記ＤＶＤ装置によって発生された前記情報を受信し、前記情報からビデオ内容を抽出
し、ビデオ内容を表示するように構成されたメディア再生装置であって、さらに、複数の
ボタンを表示するように構成されたメディア再生装置とを具備し、
　前記各ボタンは前記複数のＵＲＬの少なくとも１つと関連付けられ、前記各ボタンと前
記少なくとも１つのＵＲＬとの関連付けは汎用ＤＶＤパラメータレジスタ中の前記現在表
示されているメニュのインデックスに基づいてなされているシステム。
【請求項１５】
　前記情報はＤＶＤテキストデータ構造を含み、
　前記ＤＶＤテキストデータパーサは、前記現在表示されているメニュのインデックスと
前記ＤＶＤテキストデータ構造とを使用して、前記複数のＵＲＬから選択されたＵＲＬを
得る請求項１４記載のシステム。
【請求項１６】
　前記ブラウザは、前記メディア再生装置がビデオ内容を表示するのと同時に指定される
内容を表示する請求項１４記載のシステム。
【請求項１７】
　前記ブラウザは、さらに、任意の１つのＵＲＬに対応するハイパーリンクを表示する請
求項１４記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は対話型マルチメディアシステムに関し、特に，本発明は、ワールドワイドウエエ
ブ等からの内容の処理を選択的に制御することのできるＤＶＤシステムおよびＤＶＤシス
テム等に選択的にアクセスすることのできるウエブベースシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
デジタル多能的ディスク（或いは別名ではデジタルビデオディスクまたはＤＶＤ）および
ワールドワイドウエブ（ＷＷＷ）は非常に強力な対話型マルチメディアツールである。し
かしながら、それらは共に欠点を有している。ＤＶＤは高品質のビデオおよびオーディオ
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データを多量に記憶することができるが、一度製造されるとその内容は本質的にスタチッ
クであり、変更することができず、更新または個人化することができない。また限定され
た対話は今日の多くのコンピュータリテレイトユーザの要望には合致しない。さらに、Ｗ
ＷＷはダイナミックで急速に変化するが、限定された帯域幅のために多数のユーザに対し
て実時間で高品質のマルチメディア内容を提供することはできない。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記のような従来の技術の問題を考慮している。本発明の第１の目的は、ＤＶ
ＤシステムおよびＷＷＷのようなスタチックな、対話型マルチメディア配送システムを統
合するシステムを提供することである。
【０００４】
本発明の別の目的は、対話型で容易に変更可能なマルチメディア配送システムを提供する
ことである。
本発明のさらに別の目的は、高品質なマルチメディア内容を提供することのできる高度に
対話型でダイナミックなマルチメディアシステムを提供することである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上述の目的は、本発明の特徴にしたがったシステムを提供することによって達成される。
そのシステムはＤＶＤシステムおよびＨＴＭＬフォーマット化されたマテリアルのような
ＷＷＷ内容または類似の与えられた情報を統合している。ＷＷＷその他の内容配送システ
ムを介してアクセス可能なサイトに対応するユニバーサルリソースロケータ（ＵＲＬ）情
報またはメディアストリームはＤＶＤデータ内のフィールド中に記憶される。ユーザが対
応するＵＲＬを有するＤＶＤ素子を付勢するとき、そのサイトからの情報はウエブブラウ
ザに表示されてＤＶＤ観察経験を強化する。反対にＤＶＤシステムは、ユーザがＨＴＭＬ
情報をウエブページ等から付勢するとき制御されることができる。この構成は２方向制御
を提供し、すなわち、ＨＴＭＬがＤＶＤ内容を制御することができ、およびその反対に制
御することができる。ＤＶＤ中に埋め込まれたＷＷＷ情報を有することによって多くの利
点が得られ、恐らくその最大のものは“１つのサイズが全て”のテンプレートウエブペー
ジに適合する書込み能力であり、それによってＤＶＤにＵＲＬ情報について質問し、ＤＶ
Ｄ情報と同期されたＵＲＬに対応するＷＷＷ内容を提供することができる。
これら、およびその他の本発明の目的、特徴および効果は、添付図面を参照にした以下の
好ましい実施形態の詳細な説明によってさらに良好に理解されるであろう。
【０００６】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明の好ましい実施形態による統合されたＤＶＤ／ＷＷＷシステム（コンバー
ジェンスエネーブルされたシステムとも呼ばれている）を示している。当業者によく知ら
れているように、ウエブブラウザ10はパーソナルコンピュータ等で構成されることが好ま
しい。ブラウザはウエブ内容とＤＶＤ内容とを同時に表示できることが好ましく、あるい
は当業者によって容易に構成されることができる。また、ＤＶＤシステム20はまたＤＶＤ
駆動装置およびコンピュータ内に設置された関連するサポート回路であることが好ましい
が、コンピュータと通信および制御可能である専用のＤＶＤプレイヤーがこの目的に使用
されることができる。さらにＤＶＤシステム20によって再生されるＤＶＤ70が以下詳細に
説明されるように構成されることが好ましい。
【０００７】
使用において、ブラウザ10は例えばＨＴＭＬコードによって定められたウエブページ30を
表示し、ユーザによって特定されたサイトでブラウザ10に記憶する。ブラウザ10はＤＶＤ
システム20からのビデオ内容、またはＷＷＷからのストリーム内容に対して別々または統
合された再生フィールド40（すなわちウインドウ、フレームその他のフィールド）を表示
することができ、そのビデオ内容は技術的に知られているようにコンピュータのスピーカ
で再生されるＤＶＤシステム20またはストリーム内容から同期されたオーディオを有して
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いる（図２参照）。再生フィールド40はマイクロソフトウインドウズメディア再生装置の
ようなメディア再生装置80によって生成されることが好ましく、それに対する呼出しは技
術的に知られているように表示されるウエブページに対するＨＴＭＬコード中に埋込まれ
る。その他のマルチメディア再生装置もまたこの目的に適合することができる。
【０００８】
技術的に知られているように、ＤＶＤシステムはＤＶＤ70をナビゲートし、種々の部分に
アクセスすることをユーザに可能にするためにボタンまたはその類似物を表示するように
構成されている。専用のＤＶＤプレイヤーでは、これらのボタンはＤＶＤプレイヤーのコ
ンソル上のカーソル指令キーによって制御されたカーソル、または遠隔制御等によってア
クセスされることができる。しかしながらＤＶＤがメディア再生装置80を使用してコンピ
ュータ中で再生されるときには、ボタンは、図３のステップ110 で示されるようにグラフ
ィックユーザインターフェースと共通であるので、メディア再生装置80によって表示され
たボタン上にコンピュータのマウスのカーソルを位置させ、またはクリックすることによ
ってアクセスされる。これが行なわれる場合には、メディア再生装置80はＥＣ　ＤＶＤ　
ボタン　変更のようなウインドウズイベントメッセージを発生し、それは特定のボタンが
選択または付勢されてその番号を与える（ステップ120 ）ことを示す。好ましい実施形態
では、このメッセージはイベントスクリプト50によって変換され、それはＤＶＤテキスト
情報パーサ60を呼出し（ステップ130 ）、カスタムオブジェクトは現在ＤＶＤボタンを使
用し（ＥＣ　ＤＶＤ　ボタン　変更によってメディア再生装置80により与えられる）、Ｕ
ＲＬを得るために以下詳細に説明するようにボタンに対応するＤＶＤ70内の特定のフィー
ルドから抽出される情報（ステップ140 ）を使用し、それはウエブブラウザ10によってア
クセス可能であり、ウエブページ30に表示される（ステップ150 ）。
【０００９】
さらに、詳しく説明すると、当業者に知られているように、メディア再生装置80はその再
生処理の一部としてＤＶＤ70の現在の状態についての情報を発生することが好ましい。Ｄ
ＶＤ70はＤＶＤシステム20に現在の表示されているメニューのインデックスを特定の一般
的ＤＶＤパラメータ（ＧＰＲＭ）中に書込ませ、それは例えば、ＤＶＤ命令をその編集期
間中にＤＶＤデータセット中に挿入させることによって行なわれる。この作業を自動的に
実行するＤＶＤ構成システムの１例は米国特許出願０９／０１０２６７号明細書中に記載
されている。この作業を自動的に実行する市販のシステムはカリフォルニアのサン・ジョ
ーのスプルーステクノロジーのＤＶＤマエストロシステムである。
【００１０】
　ステップ100 において、メディア再生装置80はＤＶＤがプレイしているときこのレジス
タ情報（ＧＰＲＭＳ）をエミュレートし、その方法では、例えばウインドウズのメディア
再生装置がプログラムに対してマイクロソフトの文献に記載されているように動作する。
したがって、ステップ142 でＧＰＲＭＳから得られるメニューインデックスはステップ14
4 でＤＶＤのテキストデータ・マネージャー（ＴＸＴＤＴ　ＭＧ）構造中の対応するフィ
ールド中へのインデックスとしてメディア再生装置80によって読取られ、このメディア再
生装置80はＤＶＤ構成システムによりそこに記憶されたＵＲＬを含んでいる。ＤＶＤ明細
についての詳細はＤＶＤデータ内のＴＸＴＤＴ　ＭＧ構造が、プロデューサ名、ボーカリ
スト名、言語等およびＵＲＬに記憶するために使用されるプロバイダ特有フィールドのよ
うな特定された情報を保持している種々の予め定められたフィールドを有している。した
がって、指定されたＧＰＲＭを監視することにより、イベントスクリプト50のような外部
プログラムは現在のメニューインデックスおよび現在のボタンから適切なＵＲＬを容易に
導出することができる。
【００１１】
　マイクロソフトディレクトショーを使用するシステムに対して、ＤＶＤテキスト情報オ
ブジェクト（ＩＤＶＤテキスト情報パーサと呼ばれるＡＴＬ　ＣＯＭに基づく）はディレ
クトショーＤＶＤグラフビルダーインターフェースを使用してＤＶＤ70の再生を容易にす
ることが好ましい。しかしながら他の技術もまた当業者には容易に明らかである。上述の
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ようにＤＶＤテキスト情報パーサはその後ディレクトショーＩＤＶＤ情報インターフェー
スにアクセスしてテキストデータを読出す。この技術は好ましい実施形態で使用されてい
るが、他の技術がディレクトショーを使用できないプラットフォームにより使用されて、
例えばＴＸＴＤＴ　ＭＧ構造がＤＶＤ70から直接読出されることができる。
【００１２】
　好ましくはイベントスクリプト50はＪａｖａ（登録商標）スクリプトであるが、マイク
ロソフトビジュアルベーシックスクリプトのような別の構成が使用されてもよい。また、
ＤＶＤテキスト情報パーサ60はＡＴＬ　ＣＯＭインターフェースを使用するアクチブＸ制
御であることが好ましいが、他のプログラム構成も同様に使用されてもよい。さらに、Ｕ
ＲＬが必要となった都度、ＤＶＤテキスト情報パーサ60はＤＶＤシステム20をアクセスす
るけれども、好ましい実施形態ではＤＶＤ70が初期化される都度、ＴＸＴＤＴ　ＭＧ構造
がメモリ中に読込まれ、メモリ中の情報が参照される。これは、好ましい実施形態でメデ
ィア再生装置80として使用されるウインドウズメディア再生装置は、同じＤＶＤ70に同時
にアクセスインターフェースする他のオブジェクトと良好な動作をしないからである。こ
の問題が将来のディレクトショーのバージョンで解決されれば、必要に応じたアクセス方
式が同様に良好に動作すると考えられる。
【００１３】
　したがって“１つのサイズが全てに適合する”テンプレートウエブページが形成される
ことが可能であり、それにおいて、フィールド40はＤＶＤ再生を表示し、一方ウインドウ
30はウエブ内容を表示する。ユーザがボタンを選択したときメディア再生装置80はＥＣ　
ボタン　変更イベントを生成し、それはイベントスクリプト50によって付勢され、ボタン
番号とメニュータイトルインデックス番号とに基づいてＤＶＤテキスト情報パーサ60を呼
出し、ＤＶＤのＴＸＴＤＴ　ＭＧ構造から対応するＵＲＬを獲得する。検索されたＵＲＬ
対応する内容はその後ウエブページ30において表示される。同様に、ＥＣ　ドメイン　変
化またはＥＣ　チャプター　変化イベントが発生したとき、ＤＶＤテキスト情報パーサ60
は対応するＵＲＬをチェックするために呼出され、ウエブページ30中のウエブ内容を再生
フィールド40中に表示された現在のチャプターに同期させる。対応するＵＲＬの内容がス
トリーミング内容に対する基準を含んでいる場合には、ストリーミングビデオがＤＶＤ内
容と組合わせて、あるいはＤＶＤ内容の代りに表示されることができる。
【００１４】
　同様に、ウエブページ30のＨＴＭＬコードはイベントスクリプト50に呼びを行い、また
は当業者に明らかなようにＵＲＬを検索するための類似のスクリプトがＴＸＴＤＴ　ＭＧ
中に記憶される。これらはその後、ハイパーリンクとしてウエブページ30に表示され、Ｄ
ＶＤ70中のＵＲＬに対応するウエブ内容30を表示することができるようにブラウザを制御
し、或いは類似の動作を行う。したがって上述のようにＤＶＤ表示装置40の特徴のアクセ
スによってシステムを制御する以外の、またはそれと共同して、システムはウエブページ
30の特徴のアクセスすることによって制御されることができる。
【００１５】
上述の好ましい実施形態の説明は、説明の目的で行なわれたものであり、本発明はそれら
に限定されるものではない。本発明の変形、修飾、および別の構成は当業者には明白であ
り、本発明の技術的範囲に包含される。
【００１６】
例えば、好ましい実施形態では、ＤＶＤメニューボタンと関連するＵＲＬはウエブページ
またはストリーミングビデオに対して参照される。しかしながら、ＵＲＬは他のタイプの
リソースに向けられてもよく、適当な援助アプリケーションを呼出すためにシステムに依
存し、例えばＵＲＬはアドーブ・アクロバットＰＤＦフォーマットに向けられ、それによ
りブラウザがアクセスするときに、アドーブ・アクロバット読取り装置はそれを表示する
ために自動的に呼出される。さらに、ＵＲＬはデータファイルに指向する必要はなく、対
応するボタンが付勢等をされたとき再生されるプログラムを参照することができる。
【００１７】
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さらに、本発明の多数の実際的な応用は当業者には明白である。例えば、イベントについ
ての情報およびウエブキャストは電子マガジンの形態で分配されることができる。消費者
はＤＶＤにおけるメールで電子マガジンを受取る。ＤＶＤは種々のアーチストのリッチな
ビデオ内容を、イベント、購入される内容（ウエブキャスト等）の高品質のサンプル、イ
ンタービュー、コンサート情報、全て１つのディスクで関連した商品を購入する能力と組
合わせることができる。ディスクは別々のサーバに記憶されたＨＴＭＬテンプレートから
組立てられた高品質のグラフィック素子を使用するから、観察者の経験はＤＶＤ分配者が
欲する頻度で変化されることができる。事実異なった内容はＵＲＬ中のパラメータに基づ
いて異なった消費者にサービスされる。１つのディスクが観察する全ての人に全体として
異なった経験を与えることができることは、システムを非常にフレキシブルで有効な広告
媒体にする。
【００１８】
別の潜在的な応用では、多数の言語のトラックおよび多数のカメラアングルのような多数
のＤＶＤ特徴の利点を得るためのビジネスまたは販売訓練プログラムを含んだＤＶＤが世
界規模で分配される。観察者は直接内容とコンタクトしてそれらの性能に基づいて評価す
ることができる。ＤＶＤはオフライン基準として任意のときに利用可能である。
【００１９】
さらに別の潜在的な応用では、教授は彼のＡＶチームによって学生がそれを得ることがで
きるように複数のＤＶＤに分配する。学生が講義を観察し、世界中で自分の家で最高の教
授からのセミナーを受けることができる。クラスワークおよび試験は教授のウエブサイト
を介して遠隔的に管理されることができる。チャットボードによる時間表は、所定の時間
に行なわれる議論に参加する能力を学生に与え、ＤＶＤは将来の基準として保存される。
【００２０】
このような種々の変形および構成は本発明の技術的範囲に含まれるものと考えられる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の好ましい実施形態による集積されたＤＶＤおよびウエブブラウザシス
テムのブロック図。
【図２】　本発明の好ましい実施形態によるＤＶＤおよびウエブブラウザ再生を示す例示
的なスクリーンの概略図。
【図３】　本発明の好ましい実施形態のＷＷＷまたはストリームメディア内容と関連した
ＤＶＤ内容を表示するステップのフローチャート。
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