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(57)【要約】
【課題】プリストップ機能に対応していないＢＤ－Ｊタ
イトルを視聴しているときであっても、プリストップ機
能と同様な機能を提供することが可能な「ディスク再生
装置及びディスク再生方法」を提供すること。
【解決手段】プリストップ機能に対応していないディス
クを再生するディスク再生装置は、操作手段と、表示手
段と、映像処理手段と、音声処理手段と、制御手段とを
有する。制御手段は、ディスクが再生されている状態で
操作手段を介してストップキーの信号を受信したとき、
映像処理手段に対して映像を停止させ、音声処理手段に
対して音声を停止させてポーズ状態に遷移させると共に
、表示手段の画面にポーズ画面を表示させて擬似プリス
トップ状態にする。制御手段は、ポーズ状態に遷移させ
たとき、映像処理手段に対し、表示されているポーズ画
面に黒画又はブルーバックを重ねて表示させるようにし
てもよい。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくともプリストップ機能に対応していないタイトル情報を記憶しているディスクか
ら信号を読み取り、読み取った信号をデコードして再生するディスク再生装置であって、
　ユーザの指示を入力する操作手段と、
　表示手段と、
　前記ディスクに記憶されている信号に応じた出力映像信号を生成する映像処理手段と、
　前記ディスクに記憶されている信号に応じた出力音声信号を生成する音声処理手段と、
　前記操作手段を介して前記ディスクに対する指示信号に応じて前記ディスクの制御を行
う制御手段と、
を有し、
　前記制御手段は、前記ディスクが再生されている状態で、前記操作手段を介してストッ
プキーの信号を受信したとき、前記映像処理手段に対して映像を停止させ、前記音声処理
手段に対して音声を停止させてポーズ状態に遷移させると共に、前記表示手段の画面にポ
ーズ画面を表示させて擬似プリストップ状態にすることを特徴とするディスク再生装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、ポーズ状態に遷移させたとき、前記映像処理手段に対し、前記表示手
段の画面に表示されているポーズ画面に所定の画像を重ねて表示させることを特徴とする
請求項１に記載のディスク再生装置。
【請求項３】
　前記所定の画像は、黒画又はブルーバックであることを特徴とする請求項２に記載のデ
ィスク再生装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記擬似プリストップ状態のときに、前記操作手段を介してプレイキ
ーの信号を受信したとき、前記擬似プリストップ状態で停止している再生位置から再生を
開始させることを特徴とする請求項３に記載のディスク再生装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記擬似プリストップ状態のときに、前記操作手段を介してストップ
キーの信号を受信したとき、ストップ状態に遷移させることを特徴とする請求項４に記載
のディスク再生装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記擬似プリストップ状態のときに、前記操作手段を介して、プレイ
キー又はストップキー以外のキーの信号を受信したとき、当該信号を受け付けない旨の禁
止表示を前記表示手段の画面に重ねて表示させることを特徴とする請求項５に記載のディ
スク再生装置。
【請求項７】
　前記所定の画像は、黒画又はブルーバックであり、前記制御手段は、黒画又はブルーバ
ックを重ねて表示すると共に、状態遷移の説明を表示させることを特徴とする請求項２に
記載のディスク再生装置。
【請求項８】
　前記所定の画像は、黒画又はブルーバックであり、前記制御手段は、黒画又はブルーバ
ックを重ねて表示すると共に、メーカーのロゴ画面を重ねて表示させることを特徴とする
請求項２に記載のディスク再生装置。
【請求項９】
　前記プリストップ機能に対応していないタイトルは、ＢＤ－Ｊタイトルであることを特
徴とする請求項１に記載のディスク再生装置。
【請求項１０】
　少なくともプリストップ機能に対応していないタイトル情報を記憶しているディスクか
ら信号を読み取り、読み取った信号をデコードして再生するディスク再生方法であって、
　前記ディスクの再生中に操作手段を介してストップキーの信号を受信するステップと、
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　受信したストップキーの信号の回数を検出するステップと、
　ストップキーの信号を１度受信したと判定したとき、再生中の状態をポーズ状態に遷移
させると共に、表示手段の画面にポーズ画面を表示させて擬似プリストップ状態にするス
テップと、
　前記擬似プリストップ状態において受信する操作信号に応じてディスクを再生又は停止
させるステップと、
　を有することを特徴とするディスク再生方法。
【請求項１１】
　前記擬似プリストップ状態にするステップは、前記表示手段の画面に表示されているポ
ーズ画面に所定の画像を重ねて表示させるステップを含むことを特徴とする請求項１０に
記載のディスク再生方法。
【請求項１２】
　前記所定の画像は、黒画又はブルーバックであることを特徴とする請求項１１に記載の
ディスク再生方法。
【請求項１３】
　前記擬似プリストップ状態において受信する操作信号に応じてディスクを再生又は停止
させるステップは、
　プレイキーの信号を受信するステップと、
　当該プレイキーの信号を受信したとき、前記黒画又はブルーバック画面を解除するステ
ップと、
　ポーズ状態にした時点の再生位置から再生を再開するステップと、
　を含むことを特徴とする請求項１２に記載のディスク再生方法。
【請求項１４】
　前記擬似プリストップ状態において受信する操作信号に応じてディスクを再生又は停止
させるステップは、
　ストップキーの信号を受信するステップと、
　当該ストップキーの信号を受信したとき、再生位置をディスクの先頭に移動させるステ
ップと、
　を含むことを特徴とする請求項１０に記載のディスク再生方法。
【請求項１５】
　前記擬似プリストップ状態において受信する操作信号に応じてディスクを再生又は停止
させるステップは、
　プレイキー又はストップキー以外のキーの信号を受信するステップと、
　当該信号を受信したとき、当該信号を受け付けない旨の禁止表示を表示画面に重ねて表
示させるステップと、
　を含むことを特徴とする請求項１０に記載のディスク再生方法。
【請求項１６】
　前記禁止表示は、所定の時間経過後に消去されることを特徴とする請求項１５に記載の
ディスク再生方法。
【請求項１７】
　前記所定の画像は、黒画又はブルーバックであり、
　前記擬似プリストップ状態にするステップは、
　前記黒画又はブルーバックを重ねて表示すると共に、状態遷移の説明表示画面をさらに
重ねて表示させるステップを含むことを特徴とする請求項１１に記載のディスク再生方法
。
【請求項１８】
　前記所定の画像は、黒画又はブルーバックであり、
　前記擬似プリストップ状態にするステップは、
　前記黒画又はブルーバックを重ねて表示すると共に、メーカーのロゴ画面をさらに重ね
て表示させるステップを含むことを特徴とする請求項１１に記載のディスク再生方法。
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【請求項１９】
　前記プリストップ機能に対応していないタイトルは、ＢＤ－Ｊタイトルであることを特
徴とする請求項１０に記載のディスク再生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、BD-ROM(Blu-Ray Disc Read Only Memory)等の記録媒体に記録されている映
像コンテンツを再生するディスク再生装置及びディスク再生方法に関し、特に、プリスト
ップ機能に対応していない記録媒体に対してプリストップと同等の動作を実現可能なディ
スク再生装置及びディスク再生方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＣＤプレーヤーやＤＶＤプレーヤー等のディスク再生装置は、ディスクから音声や映像
データを読み取って音声又は映像信号を生成しスピーカーやディスプレイに出力すること
でディスクに記録されているデータを再生している。
【０００３】
　このようなディスク再生装置では、特許文献１に記載されているように、再生を停止し
た後、その再生停止位置から音声や映像の再生を行う、いわゆるレジューム機能を有する
ものがある。このレジューム機能では、再生中に停止ボタンが操作されると、停止したと
きの時間情報やトラック情報等をバックアップ用のメモリに記憶しておき、再生するとき
にメモリに記憶された情報を参照して前回の続きの位置（レジューム位置）から再生する
ようにしている。また、特許文献１に記載された技術では、再生停止処理が終了した後に
さらに停止ボタンが操作されると、レジューム位置を破棄するようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１６４８０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年、高精細画像データを記録再生するメディアとして、Blu-ray Disc（登録商標）が
利用されている。Blu-ray Disc Read Only Memory (BD-ROM)に記録されるアプリケーショ
ンとしては、ＨＤＭＶタイトルとＢＤ－Ｊタイトルの２つのタイプが存在している。ＨＤ
ＭＶタイトルは、従来のＤＶＤを拡張させたものであり、ＢＤ－ＪタイトルはＪａｖａ（
登録商標）のプログラムで構成されている。ＢＤ－Ｊタイトルでは、コンテンツプロバイ
ダーが自由にコンテンツを作成することができる。なお、タイトルとは、ディスクコンテ
ンツの再生単位であり、タイトルに関連したビデオやオーディオなどのストリームファイ
ルが再生されることによってディスクが再生される。
【０００６】
　ＨＤＭＶタイトルでは上述のレジューム機能（プリストップ機能）を有しているが、Ｂ
Ｄ－Ｊタイトルではプリストップ機能を有していない。従って、ＢＤ－Ｊタイトルを視聴
している状態で、ユーザがプリストップ機能を使用するために停止の指示をしたとしても
、次にプレイの指示をするとディスクの先頭から再生を開始するようになってしまう。
【０００７】
　ユーザがＨＤＭＶタイトルかＢＤ－Ｊタイトルかを認識せずに視聴している場合、一時
的に視聴を中止し再度停止した位置から続けて視聴しようとしても、ＢＤ－Ｊタイトルの
ときにはそれができないことになり、利便性が低下する。
【０００８】
　本発明は、かかる従来技術の課題に鑑みなされたものであり、プリストップ機能に対応
していないＢＤ－Ｊタイトルを視聴しているときであっても、プリストップ機能と同様な
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機能を提供することが可能なディスク再生装置及びディスク再生方法を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した従来技術の課題を解決するため、本発明の基本形態によれば、少なくともプリ
ストップ機能に対応していないタイトル情報を記憶しているディスクから信号を読み取り
、読み取った信号をデコードして再生するディスク再生装置であって、ユーザの指示を入
力する操作手段と、表示手段と、前記ディスクに記憶されている信号に応じた出力映像信
号を生成する映像処理手段と、前記ディスクに記憶されている信号に応じた出力音声信号
を生成する音声処理手段と、前記操作手段を介して前記ディスクに対する指示信号に応じ
て前記ディスクの制御を行う制御手段と、を有し、前記制御手段は、前記ディスクが再生
されている状態で、前記操作手段を介してストップキーの信号を受信したとき、前記映像
処理手段に対して映像を停止させ、前記音声処理手段に対して音声を停止させてポーズ状
態に遷移させると共に、前記表示手段の画面にポーズ画面を表示させて擬似プリストップ
状態にすることを特徴とするディスク再生装置が提供される。
【００１０】
　この形態に係るディスク再生装置において、前記制御手段は、ポーズ状態に遷移させた
とき、前記映像処理手段に対し、前記表示手段の画面に表示されているポーズ画面に所定
の画像を重ねて表示させるようにしてもよく、前記所定の画像は、黒画又はブルーバック
であるようにしてもよい。
【００１１】
　また、この形態に係るディスク再生装置において、前記制御手段は、前記擬似プリスト
ップ状態のときに、前記操作手段を介してプレイキーの信号を受信したとき、前記擬似プ
リストップ状態で停止している再生位置から再生を開始させるようにしてもよく、前記制
御手段は、前記擬似プリストップ状態のときに、前記操作手段を介してストップキーの信
号を受信したとき、ストップ状態に遷移させるようにしてもよく、前記制御手段は、前記
擬似プリストップ状態のときに、前記操作手段を介して、プレイキー又はストップキー以
外のキーの信号を受信したとき、当該信号を受け付けない旨の禁止表示を前記表示手段の
画面に重ねて表示させるようにしてもよい。
【００１２】
　また、この形態に係るディスク再生装置において、前記所定の画像は、黒画又はブルー
バックであり、前記制御手段は、黒画又はブルーバックを重ねて表示すると共に、状態遷
移の説明を表示させるようにしてもよく、前記所定の画像は、黒画又はブルーバックであ
り、前記制御手段は、黒画又はブルーバックを重ねて表示すると共に、メーカーのロゴ画
面を重ねて表示させるようにしてもよい。
【００１３】
　また、本発明の他の形態によれば、少なくともプリストップ機能に対応していないタイ
トル情報を記憶しているディスクから信号を読み取り、読み取った信号をデコードして再
生するディスク再生方法であって、前記ディスクの再生中に操作手段を介してストップキ
ーの信号を受信するステップと、受信したストップキーの信号の回数を検出するステップ
と、ストップキーの信号を１度受信したと判定したとき、再生中の状態をポーズ状態に遷
移させると共に、表示手段の画面にポーズ画面を表示させて擬似プリストップ状態にする
ステップと、前記擬似プリストップ状態において受信する操作信号に応じてディスクを再
生又は停止させるステップと、を有することを特徴とするディスク再生方法が提供される
。
【００１４】
　この形態に係るディスク再生方法において、前記擬似プリストップ状態にするステップ
は、前記表示手段の画面に表示されているポーズ画面に所定の画像を重ねて表示させるス
テップを含むようにしてもよく、前記所定の画像は、黒画又はブルーバックであるように
してもよい。
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【００１５】
　また、この形態に係るディスク再生方法において、前記擬似プリストップ状態において
受信する操作信号に応じてディスクを再生又は停止させるステップは、プレイキーの信号
を受信するステップと、当該プレイキーの信号を受信したとき、前記黒画又はブルーバッ
ク画面を解除するステップと、ポーズ状態にした時点の再生位置から再生を再開するステ
ップと、を含むようにしてもよく、前記擬似プリストップ状態において受信する操作信号
に応じてディスクを再生又は停止させるステップは、ストップキーの信号を受信するステ
ップと、当該ストップキーの信号を受信したとき、再生位置をディスクの先頭に移動させ
るステップと、を含むようにしてもよく、前記擬似プリストップ状態において受信する操
作信号に応じてディスクを再生又は停止させるステップは、プレイキー又はストップキー
以外のキーの信号を受信するステップと、当該信号を受信したとき、当該信号を受け付け
ない旨の禁止表示を表示画面に重ねて表示させるステップと、を含むようにしてもよい。
【００１６】
　また、前記所定の画像は、黒画又はブルーバックであり、前記擬似プリストップ状態に
するステップは、前記黒画又はブルーバックを重ねて表示すると共に、状態遷移の説明表
示画面をさらに重ねて表示させるステップを含むようにしてもよく、前記擬似プリストッ
プ状態にするステップは、前記黒画又はブルーバックを重ねて表示すると共に、メーカー
のロゴ画面をさらに重ねて表示させるステップを含むようにしてもよい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明のディスク再生装置及びディスク再生方法によれば、ＢＤ－Ｊタイトルの再生中
にもＨＤＭＶタイトルの再生中と同様に、プリストップ機能と同等の動作を行うことを可
能としている。すなわち、ＢＤ－Ｊタイトルを再生中にストップキーが押下されると、ポ
ーズ状態にするとともに、黒画又はブルーバックを画面に重ねて表示するようにしている
。この状態からプレイキーが押下されればポーズ状態を解除して続けてＢＤ－Ｊタイトル
を再生し、ストップキーが押下されれば、ストップ状態に移行する。
【００１８】
　このように、元々プリストップ機能に対応していないＢＤ－ＪタイトルであってもＨＤ
ＭＶタイトルと同等なプリストップ機能の動作を行うことができ、ユーザにとってディス
クの種別を意識することなく同一機能を利用でき、利便性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態に係るディスク再生装置の構成を示すブロック図である。
【図２】Blu-ray Discに記録される各種コンテンツのディレクトリ構成を示した図である
。
【図３】ディスクに記録されるＢＤフォーマットに従って記録されたコンテンツの構成例
を示す図である。
【図４】従来のＢＤ－Ｊタイトルの再生中におけるストップキー押下による画面遷移を示
す図である。
【図５】ＢＤ－Ｊタイトル再生時の疑似プリストップ処理の一例を示すフローチャートで
ある。
【図６】擬似プリストップ処理を説明する画面遷移の一例（その１）である。
【図７】擬似プリストップ処理を説明する画面遷移の一例（その２）である。
【図８】擬似プリストップ処理を説明する画面遷移の一例（その３）である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施形態について、添付の図面を参照して説明する。
【００２１】
　図１は、本発明の一実施形態に係るディスク再生装置１００のブロック構成図を示して
いる。
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【００２２】
　本実施形態に係るディスク再生装置１００は、基本的には、ディスク１の情報を読み取
って出力する記録情報読取装置２と、操作部３と、読み取った情報及び操作部３からの指
示を基に出力情報を生成する出力情報生成部４と、映像出力部５及び音声出力部６で構成
されている。
【００２３】
　出力情報生成部４は、復号・信号処理部１１、Ｊａｖａ（登録商標）仮想マシン１２ａ
を含むＭＰＵ１２、ＡＶデコーダ１３、ＲＡＭ１４、ＭＰＵ１２に接続されるＲＡＭ１５
、ＭＰＵ１２に接続されるＲＯＭ１６、映像処理部１７及び音声処理部１８で構成されて
いる。
【００２４】
　記録情報読取装置２では、モータによって一定の線速度で回転されるディスク１にレー
ザービームを照射してディスク１から反射される反射光量に該当する記録された信号をピ
ックアップし、ＲＦアンプにより増幅して出力情報生成部４の復号・信号処理部１１に出
力する。なお、ディスク１はＢｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ（登録商標）を対象としている。
【００２５】
　復号・信号処理部１１では、記録情報読取装置２から再生信号を受信し、再生信号のノ
イズや歪み等の除去処理を施して、信号をデジタル化し、記録データを再生する。また、
ディスク１（ＢＤ－ＲＯＭ）に保存されているトランスポートストリームの多重分離を行
い、ビデオフレームとオーディオフレームを抽出してＲＡＭ１４に一時格納する。
【００２６】
　ＡＶデコーダ１３は、復号・信号処理部１１で再生されたデータから映像信号及び音声
信号をデコードし、映像信号を映像処理部１７に供給し、音声信号を音声処理部１８に供
給する。映像処理部１７又は音声処理部１８ではそれぞれ供給されるデータ信号がＤ／Ａ
変換や増幅処理が施され映像出力部５又は音声出力部６に供給される。
【００２７】
　具体的には、ＡＶデコーダ１３のうちのビデオデコーダは、復号・信号処理部１１で再
生されＲＡＭ１４に格納されたビデオフレームを伸長し、伸長したピクチャをＲＡＭ１４
に一時格納する。映像処理部１７は一画面分の領域を持ったメモリを備え、ＲＡＭ１４に
一時格納されたピクチャをそのメモリに格納する。また、ＡＶデコーダ１３のうちのオー
ディオデコーダは、ＲＡＭ１４に格納されたオーディオフレームを伸長し、伸長したオー
ディオデータをＲＡＭ１４に一時格納する。音声処理部１８はＲＡＭ１４に一時格納され
たオーディオデータを入力し、音声出力部６に供給する。
【００２８】
　操作部３は、ディスク再生装置１００のフロントパネルに設けられ、ユーザが行う入力
操作を受け付ける。また、リモコンも操作部３として機能する。例えば、ディスクの再生
を開始させるプレイキーや再生中のディスクを停止させるストップキーの押下等のユーザ
操作（ＵＯ(User Operation)と呼ぶ）を検出し、その信号を受け付け、ＭＰＵ１２に出力
する。
【００２９】
　ＭＰＵ（制御部）１２は、ＲＯＭ１６に記録されたプログラムに従って所定の動作を行
う。例えば、操作部３を介して受信する操作信号を検出し、停止信号の情報をＲＡＭ１５
に一時保存したり、復号・信号処理部１１やＡＶデコーダ１３に対して停止信号の回数に
応じた処理を指示する。
【００３０】
　Ｊａｖａ（登録商標）仮想マシン１２ａは、Ｊａｖａ（登録商標）アプリの実行部であ
り、Ｊａｖａ（登録商標）コンテンツの再生を行う。この再生アプリケーションであるＢ
Ｄ－Ｊタイトルは、プリストップ機能を有していない。すなわち、ユーザによる再生停止
処理の入力を検出しても再生位置等の記録は行われない。
【００３１】
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　映像出力部５はディスプレイ装置であり、液晶パネル等で構成され、映像処理部１７で
処理された映像信号を入力して表示する。音声出力部６はスピーカーであり、音声処理部
１８で処理された音声信号に従って音声出力する。
【００３２】
　次に、ディスク再生装置１００で再生するＢｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃに記録されるコン
テンツについて図２及び図３を参照しながら説明する。
【００３３】
　図２は、Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ（ＢＤ－ＲＯＭ）に記録される各種コンテンツのデ
ィレクトリ構成を示している。コンテンツはＢＤフォーマット（Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓ
ｃ用の規定フォーマット）に従って記録される。
【００３４】
　ＢＤ－ＲＯＭは、内周から外周に向けて螺旋状に記憶領域を持ち、内周のリード・イン
と外周のリード・アウトの間に論理データを記録できる論理アドレス空間を有している。
論理アドレス空間には、論理データをファイル・ディレクトリ構造を使って読み出すこと
を可能とするファイルシステムや映像データなどのアプリケーションデータが記録されて
いる。
【００３５】
　ＢＤ－ＲＯＭのファイル・ディレクトリ構造は、ＲＯＯＴディレクトリの下に、ＢＤＭ
Ｖディレクトリが置かれ、ＢＤＭＶディレクトリには、使用者とのインタラクティビティ
を保障するための一般ファイル情報として、インデックスファイル（ｉｎｄｅｘ）とオブ
ジェクトファイル（ＭｏｖｉｅＯｂｊｅｃｔ及びＢＤ－ＪＯｂｊｅｃｔ）を含んでいる。
【００３６】
　ＢＤＭＶディレクトリの下には、ディスク内に記録されたデータに対する情報と、これ
を再生する方法などに対する情報とを有するディレクトリを含んでいる。これらのディレ
クトリは、プレイリストディレクトリ（ＰＬＡＹＬＩＳＴ）、クリップ情報ディレクトリ
（ＣＬＩＰＩＮＦ）、ストリームディレクトリ（ＳＴＲＥＡＭ）、ＢＤ－Ｊオブジェクト
ディレクトリ（ＢＤＪＯ）である。
【００３７】
　ＢＤ－Ｊオブジェクトディレクトリ（ＢＤＪＯ）には、ＢＤ－Ｊタイトルを再生するた
めのＢＤ－Ｊオブジェクトファイルが含まれている。
【００３８】
　ストリームディレクトリ（ＳＴＲＥＡＭ）には、ディスク内に特定フォーマットで記録
されたストリームファイルが含まれている。ストリームのうち、ビデオ／オーディオ／グ
ラフィック情報がすべてマルチプレクスされたストリームをＡＶストリームといい、少な
くとも一つのＡＶストリームファイルでタイトルを構成している。
【００３９】
　クリップ情報ディレクトリ（ＣＬＩＰＩＮＦ）には、ストリームファイルと１対１対応
するクリップ情報ファイルが含まれている。ストリームファイルとストリームファイルに
１対１対応するクリップ情報ファイルをまとめて、クリップと呼ぶ。
【００４０】
　プレイリストディレクトリ（ＰＬＡＹＬＩＳＴ）には、複数のプレイリストファイルが
含まれている。各プレイリストファイルは、一つ以上のプレイアイテムと一つ以上のサブ
プレイアイテムを含んでいる。各プレイアイテムとサブプレイアイテムは、特定クリップ
の再生間隔を指定する。プレイアイテムとサブプレイアイテムは、再生を希望する特定ク
リップの情報、例えば、再生開始時間と再生終了時間に関する情報を有している。
【００４１】
　ＢＤフォーマットではディスク上にタイトルと呼ばれる単位を記録する。タイトルとは
、ディスクコンテンツの状態遷移において１つの状態にあたる再生単位であり、各タイト
ルは特定のオブジェクトとリンクされている。オブジェクト内のコマンド又はプログラム
によってディスク内に記録されているタイトルに関連したストリームが再生される。タイ
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トルにはＨＤＭＶタイトルとＢＤ－Ｊタイトルがあり、両者はＢＤフォーマットにて定義
されるインデックステーブルに記載される。
【００４２】
　ＨＤＭＶタイトルは、ＭＰＥＧ２圧縮方式による映像情報及びインタラクティブ情報が
記録されたタイトルであり、ＢＤ－Ｊタイトルは、Ｊａｖａ（登録商標）プログラムによ
り実行される映像情報及びインタラクティブ情報が記録されたタイトルである。
【００４３】
　図３は、ディスクに記録されるコンテンツの構成例及び動作例を説明する図である。コ
ンテンツは、インデックス、ムービーオブジェクト、プレイリスト、クリップの階層構成
を有している。
【００４４】
　再生されるタイトルを示すインデックスが指定されると、各タイトルに関連付けられた
再生プログラム（ムービーオブジェクト）が指定され、指定されたムービーオブジェクト
に備えられたコマンドやプログラム情報に従ってコンテンツの再生順等を規定したプレイ
リストが選択される。
【００４５】
　プレイリストには、再生対象データ情報としてのプレイアイテムが含まれており、プレ
イアイテムによって規定されるタイトルを再生する少なくとも一つのクリップが再生され
る。このクリップ情報によって、コンテンツ実データとしてのＡＶストリームあるいはコ
マンドが選択的に読み出されて、ＡＶストリームの再生、コマンドの実行処理が行われる
。
【００４６】
　ＨＤＭＶタイトルを指定した再生では、ＨＤＭＶタイトルに関連付けられたムービーオ
ブジェクトが読み出され、そのムービーオブジェクトによって特定のプレイリストに従っ
たコンテンツ再生が実行される。
【００４７】
　ＢＤ－Ｊタイトルを指定した再生でも、ＢＤ－Ｊタイトルに関連付けられたＢＤ－Ｊオ
ブジェクトが読み出され、そのＢＤ－Ｊオブジェクトによって指定されるＪａｖａ（登録
商標）アプリケーションが読み出され、Ｊａｖａ（登録商標）アプリケーションによって
指定されるプレイリストに従ってコンテンツ再生が実行される。ただし、ＨＤＭＶタイト
ルを指定した再生ではプリストップ機能を実現可能であるが、ＢＤ－Ｊタイトルを指定し
た再生では、プリストップ機能を実現することはできない。
【００４８】
　図４は、プリストップ機能を有していないＢＤ－Ｊタイトルが再生されているときのス
トップキー押下による画面遷移の状況を示している。図４の左側のディスプレイ装置４１
には、ＢＤ－Ｊタイトルを再生している再生画面４２を示している。この状態でストップ
キーを押下すると、制御部１２はストップキーを発行して右側に示す画面に遷移する。右
側のディスプレイ装置４１には、ストップ状態を示す停止マーク４４が表示されたストッ
プ画面４３が表示されている。この状態で、プレイキーを押下すると、ディスクの先頭か
ら再生されることになる。
【００４９】
　本実施形態では、図１のように構成されたディスク再生装置１００において、ディスク
がローディングされると、制御部（ＭＰＵ）１２は、そのディスクの識別情報をＲＡＭ１
５に保存する。また、再生コンテンツが指定されると、再生コンテンツのタイトルの情報
（ＨＤＭＶタイトルかＢＤ－Ｊタイトルかを識別する情報）がＲＡＭ１５に保存される。
【００５０】
　制御部（ＭＰＵ）１２は再生中のディスクが、ＨＤＭＶタイトルかＢＤ－Ｊタイトルか
を判定し、ＢＤ－Ｊタイトルの場合にＨＤＭＶタイトルの場合と同様なプリストップ動作
を実現するような擬似的な処理を行う。
【００５１】
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　すなわち、ディスク再生中に再生を停止する旨のコマンドを受信すると、ポーズ状態に
遷移させる。ポーズ状態に遷移させると同時に、黒画又はブルーバックを重ねて表示する
。また、ブルーバックになっている画面に一時停止状態であることが分かるような表示を
重ねて表示する。その後、再び停止コマンドを受信したときは停止状態に遷移させ、プレ
イコマンドを受信したときは、ポーズ状態を解除して停止した位置から続けて再生を再開
する。
【００５２】
　以下に、ディスク再生装置１００におけるＢＤ－Ｊタイトルの場合の擬似プリストップ
機能について図５のフローチャート及び図６の画面遷移図を参照しながら説明する。以下
に制御部１２が行う擬似プリストップ機能処理について説明する。
【００５３】
　まず、図５のステップＳ１１において、ＢＤ－Ｊタイトルの再生を開始する。本処理で
は、ＢＤ－Ｊタイトルが再生されるものとしているが、再生中のディスクがＢＤ－Ｊタイ
トルか否かを判定するようにしてもよい。判定の結果、ＢＤ－Ｊタイトルでなければ本処
理は終了し、ＢＤ－Ｊタイトルであれば、次のステップに移行する。
【００５４】
　なお、再生中のディスクがＢＤ－Ｊタイトルか否かの判定は、例えば、ＲＡＭ１５に保
存されている再生中のディスクやファイルの識別情報を参照し、ムービーオブジェクトか
ＢＤ－Ｊオブジェクトかを検出して行う。
【００５５】
　次のステップＳ１２において、ＵＯ操作を受け付ける。ＵＯ操作は操作部３を介して受
信するユーザオペレーションである。ＵＯ操作において、停止ボタンが押下されたときは
、何回目の押下であるかをＲＡＭ１５に記憶しておく。図６（ａ）は、ＢＤ－Ｊタイトル
を再生中のディスプレイ装置６１に表示された再生画面６２を示している。再生画面６２
には、再生マーク６３が表示されている。
【００５６】
　次のステップＳ１３において、ＵＯ操作が停止ボタン押下であり、ストップキーが発行
されたか否かを判定する。ストップキーのときはステップＳ１４に移行し、それ以外のボ
タンが押下されたときは、ステップＳ２４に移行し、押下されたボタンに対応する処理を
実行する。
【００５７】
　ディスク再生中にユーザが停止ボタンを押下した場合、操作部３はそれを検出して、制
御部１２に対してストップの指示を送出する。制御部１２はこの受信した信号によりスト
ップキーが発行されたか否かを判定する。
【００５８】
　次のステップＳ１４において、ＵＯ操作が何回目の停止ボタンの押下によるストップキ
ーの発行であるかを検出する。ストップキーの発行が１回目のときは、ステップＳ１５に
移行し、ストップキーの発行が２回目の場合はステップＳ２１に移行する。ストップキー
の発行が１回目か否かは、ＲＡＭ１５に格納されたストップキー発行回数データを参照し
て判定する。
【００５９】
　次のステップＳ１５において、ストップキーの代わりにポーズキーを発行する。すなわ
ち、Ｊａｖａ（登録商標）仮想マシン１２ａに対してポーズの指示を行う。ポーズの指示
を受けたＪａｖａ（登録商標）仮想マシン１２ａは、制御部１２を介して復号・信号処理
部１１に対して信号読み込み処理の停止や、ＡＶデコーダ１３に対してデコード動作の中
断などを命令する。
【００６０】
　次のステップＳ１６において、表示画面をポーズ状態に遷移させる。すなわち、映像処
理部１７に対して画面に表示されている内容はそのまま表示を維持させる。図６（ｂ）は
、図６（ａ）の再生状態からリモコン６６の停止ボタンが１度押下された状態のポーズ画
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面６５を示している。この状態では、ポーズ画面６５にポーズマーク６４が表示されてい
る。
【００６１】
　次のステップＳ１７において、ポーズ状態の画面に黒画又はブルーバックを重ねて表示
する。制御部１２は、映像処理部１７に対してプリストップ用の映像画面（黒画又はブル
ーバック）をポーズ状態で停止している画面の最前面に重ね合わせて出力するように命令
する。また、音声処理部１８に対して、音声の出力を中止するように命令する。図６（ｃ
）は、図６（ｂ）のポーズ画面６５に黒画又はブルーバックを重ねて表示した状態の擬似
プリストップ画面６７を示している。図６（ｃ）では、擬似プリストップ画面６７は、梨
地で表示しているが、実際には、黒やブルーで表示されている。
【００６２】
　このように画面を黒画又はブルーバックの表示状態にすることにより、ユーザにとって
は一度停止ボタンを押下することにより、ＨＤＭＶタイトルと同様な画面の状態となるの
で、プリストップ機能が働いている場合と同様な操作を続けて行うことが可能になる。
【００６３】
　次のステップＳ１８において、ＵＯ操作を受け付ける。図６（ｃ）の画面の状態で、リ
モコン６６によるストップキー又はプレイキーの押下を受け付ける。
【００６４】
　次のステップＳ１９において、ＵＯ操作が停止ボタン押下であり、ストップキーが発行
されたか、ＵＯ操作がプレイボタン押下であり、プレイキーが発行されたか、それ以外の
キーが発行されたかを判定する。ストップキーのときはステップＳ１４に移行し、プレイ
キーのときは、ステップＳ２０に移行し、それ以外の場合はステップＳ２３に移行する。
　　　
【００６５】
　次のステップＳ２０において、停止していた再生位置から再生を開始する。このとき、
ポーズ状態を解除するとともに、画面に表示していた黒画又はブルーバック表示を解除す
る。Ｊａｖａ（登録商標）仮想マシン１２ａに対して、プレイを指示し、ディスクの再生
を再開する。図６（ｅ）は、図６（ｃ）の擬似プリストップ状態から、リモコン６６のプ
レイキーが押下されたときに遷移する再生画面６２を示している。この再生画面６２に示
すように、図６（ａ）の再生中にストップキーが押下されて再生が停止した時点から再生
が再開されている。
【００６６】
　ステップＳ２３では、禁止マーク（禁止表示）を画面に表示する。ステップＳ２３は、
ポーズ状態で停止中にストップキーでもプレイキーでもないキーが発行された場合の処理
である。すなわち、ポーズ状態ではストップキー又はプレイキーのみを受け付けるように
している。この場合、Ｊａｖａ（登録商標）仮想マシン１２ａに対しては何も指示しない
。
【００６７】
　禁止表示は、特に図示はしていないが、「プレイボタン又は停止ボタンのみ有効です」
等のメッセージやその旨を示すマークであり、そのメッセージ等を表示画面上に重ねて表
示する。また、音声処理部に対して、メッセージと同様の音声を出力させるようにしても
よい。
【００６８】
　一方、ステップＳ１４において、ポーズ状態においてストップキーが発行された回数が
２回目であると判定されたときは、ステップＳ２１に移行する。
【００６９】
　なお、３回以上ストップキーが発行されたときも２回ストップキーが発行された場合と
同様であるとして、同様の処理をするようにしてもよい。
【００７０】
　次のステップＳ２１において、ストップキーを発行する。２回目のストップ指示を受け
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た場合であり、この場合には、Ｊａｖａ（登録商標）仮想マシン１２ａに対してストップ
指示をし、Ｊａｖａ（登録商標）プログラムに応じた再生停止処理を行う。例えば、信号
の読み込みの停止、復号動作の停止、ＲＡＭ１５のクリア、再生情報の破棄などを行う。
【００７１】
　次のステップＳ２２において、ストップ状態に遷移させて、本処理は終了する。図６（
ｄ）は、図６（ｃ）の擬似プリストップ状態からリモコン６６のストップキーが押下され
たときに遷移する停止画面６８を示している。図６（ｄ）に示すように、停止画面６８に
は停止マーク６９が表示され、ストップ状態に遷移したことが分かる。
【００７２】
　なお、ストップキーが発行されてからの時間を計測するタイマーを用意しておき、１回
目のストップキーが発行された後、予め定められた所定の時間が経過したときには、スト
ップ状態に移行させるようにしてもよい。
【００７３】
　以上、説明したように、本実施形態のディスク再生装置１００及びディスク再生方法に
よれば、ＢＤ－Ｊタイトルの再生中にもＨＤＭＶタイトルの再生中と同様に、プリストッ
プ機能と同様の動作を行うことを可能としている。すなわち、ＢＤ－Ｊタイトルを再生中
にストップキーが押下されると、ポーズ状態にするとともに、黒画又はブルーバックを画
面に重ねて表示するようにしている。この状態からプレイキーが押下されればポーズ状態
を解除して続けてＢＤ－Ｊタイトルを再生し、ストップキーが押下されれば、ストップ状
態に移行する。
【００７４】
　このように、元々プリストップ機能に対応していないＢＤ－ＪタイトルであってもＨＤ
ＭＶタイトルと同様なプリストップ機能の動作を行うことができ、ユーザにとってディス
クの種別を意識することなく同一機能を利用でき、利便性が向上する。
【００７５】
　なお、上述したように、本実施形態では、ポーズ機能を用いて擬似プリストップ機能を
実現している。従って、実際にポーズキーがユーザにより操作されたときには、擬似プリ
ストップのときとは異なり、ストップキー及びプレイキー以外のキー操作も受け付けるよ
うにしている。その際、擬似プリストップ状態におけるポーズ状態なのか、ポーズキーの
押下によるポーズ状態なのかが明確に区別可能なようにしておく。例えばポーズ状態フラ
グを用意し、フラグが“１”のときは擬似プリストップ状態であり、フラグが“０”のと
きはユーザ操作によるポーズ状態であるように区別する。
【００７６】
　（変形例１）
　変形例１では、ＢＤ－Ｊタイトルを再生中に擬似プリストップ機能を行う際に、１度ス
トップキーが発行されたときに表示される画面に、状態遷移を説明する画面を重ねて表示
するようにしている。
【００７７】
　図７はその一例を示している。図７（ａ）に示すディスプレイ装置６１の再生画面６２
にはＢＤ－Ｊタイトルが再生されて表示されているものとする。この状態で、ユーザがリ
モコン６６の停止ボタンを押下することにより、ストップキーが発行されると、ストップ
キーを受信した制御部１２はストップキーの代わりにポーズキーを発行する。図７（ｂ）
は、図７（ａ）の再生画面６２から遷移したポーズ画面６５を示している。
【００７８】
　ポーズキーが発行されて画面をポーズ状態にするとともに画面を黒画又はブルーバック
にする。さらに、その上に画面の状態遷移を説明する画面を重ねて表示する。図７（ｃ）
の擬似プリストップ画面７１は、図７（ｂ）のポーズ画面６５に状態遷移の説明画面を重
ねて表示させている。
【００７９】
　ユーザは画面に表示された案内に従って、そのまま続けてディスクを再生したいときは
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プレイボタンを押下し、停止するときはストップボタンを押下する。図７（ｄ）は、図７
（ｃ）の擬似プリストップ状態で２回目のストップキーを押下した場合に遷移する停止画
面６８を示している。また、図７（ｅ）は、図７（ｃ）の擬似プリストップ状態からプレ
イキーが押下され、図７（ａ）の再生停止時点の位置から再生を再開した再生画面６２を
示している。
【００８０】
　このように、ＢＤ－Ｊタイトルの場合でも、ストップボタンを２度連続して押下するこ
とにより停止した位置から再び再生を行うことができることになり、ユーザにとってディ
スクの種類にかかわらず、同一のプリストップ操作を行うことが可能になる。
【００８１】
　（変形例２）
　変形例２では、ＢＤ－Ｊタイトルを再生中に擬似プリストップ機能を行う際に、１度ス
トップキーが発行されたときに表示される画面に、メーカーのロゴ画面を重ねて表示する
ようにしている。
【００８２】
　図８はその一例を示している。図８（ａ）に示すディスプレイ装置６１の再生画面６２
にはＢＤ－Ｊタイトルが再生されて表示されているものとする。この状態で、ユーザがリ
モコン６６の停止ボタンを押下することにより、ストップキーが発行されると、ストップ
キーを受信した制御部１２はストップキーの代わりにポーズキーを発行する。図８（ｂ）
は、図８（ａ）の再生画面６２から遷移するポーズ画面６５を示している。
【００８３】
　ポーズキーが発行されて画面をポーズ状態にし、画面を黒画又はブルーバックにすると
ともに、さらに、その上にメーカーのロゴ画面を重ねて表示する。図８（ｃ）の擬似プリ
ストップ画面８１は、図８（ｂ）のポーズ画面６５に、メーカーのロゴ画面を重ねて表示
させている。
【００８４】
　ユーザは、そのまま続けてディスクを再生したいときはプレイボタンを押下し、停止す
るときはストップボタンを押下する。図８（ｄ）は、図８（ｃ）の擬似プリストップ状態
で２回目のストップキーを押下したときに遷移する停止画面８２を示している。この状態
ではメーカーロゴ画面を重ねて表示させたままでもよいし、メーカーロゴ画面をはずすよ
うにしてもよい。
【００８５】
　また、図８（ｅ）は図８（ｃ）の擬似プリストップ状態からプレイキーが押下され、図
８（ａ）の再生停止時点の位置から再生を再開した再生画面６２を示している。
【００８６】
　このように、ＢＤ－Ｊタイトルの場合でも、ストップボタンを２度連続して押下するこ
とにより停止した位置から再生を行うことができることになり、ユーザにとってディスク
の種類にかかわらず、同一のプリストップ操作を行うことが可能になる。
【符号の説明】
【００８７】
１…ディスク、
２…記録情報読取装置、
３…操作部、
４…出力情報生成部、
５…映像出力部、
６…音声出力部、
１１…復号・信号処理部、
１２…ＭＰＵ、
１２ａ…Ｊａｖａ（登録商標）仮想マシン、
１３…ＡＶデコーダ、
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１４、１５…ＲＡＭ、
１６…ＲＯＭ、
１７…映像処理部、
１８…音声処理部、
４１、６１…ディスプレイ装置、
６７、７１、８１…擬似プリストップ画面、
１００…ディスク再生装置。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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