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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記憶媒体上に記憶された情報を処理するシステムを制御する方法であって、
（Ａ）プレー動作モードの期間中、複数のリピート・モードのうちの１つを使用して前記
記憶媒体上の情報を再生するステップと、
（Ｂ）前記記憶媒体上の選択したプログラムについてどのリピート・モードが使用可能で
あるかを検知し、ユーザの入力に応答してオンスクリーン・メニューを生成して前記選択
したプログラムのビデオ表示の上に重畳して表示し、前記オンスクリーン・メニュー上で
、プレー動作モードの期間中、ユーザが前記ビデオ表示の背景部分で前記選択したプログ
ラムを見続けながら、前記選択したプログラムについて使用可能なリピート・モードの選
択用の一覧の中からリピート・モードを選択する機会をユーザに提供するステップと、
（Ｃ）プレー動作モードの期間中、ユーザの入力に応じて、前記選択したリピート・モー
ドに従って前記記憶媒体上の前記情報の再生を変更するステップと、
を備えた前記方法。
【請求項２】
　プレー動作モード期間中、ユーザが複数のリピート・モードのうちの１つのリピート・
モードを選択することを可能にする第１の動作モードが使用可能にされているか否かを検
知するステップが前記ステップ（Ｂ）に先行し、
　前記第１の動作モードが使用可能にされている場合のみ、前記ステップ（Ｂ）と前記ス
テップ（Ｃ）を実行する、請求項１記載の方法。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
（産業上の利用分野）
この発明は、ディジタル・ビデオ装置用のユーザ・インタフェースに関し、特に、ユーザ
が選択したシーケンスに従って複数のデータ・ブロックを処理できるディジタル・ビデオ
装置に用いられるユーザ・インタフェースに関する。
【０００２】
ディジタル的に圧縮されたビデオ情報およびオーディオ情報が記憶された記憶媒体を使用
するビデオ信号処理システムの場合、そのような媒体に記憶されたビデオ・タイトルの再
生を制御するためのオプションが非常に数多くユーザに用意されている。現在急速に普及
しつつあるそのようなシステムのうち、或る種のシステムには、ディジタル・ビデオ・デ
ィスク（ＤＶＤ）仕様に従って記憶された情報を処理することが出来るビデオ・ディスク
・プレーヤが含まれている。ＤＶＤフォーマット化されたディスクに載せる情報は、当該
ビデオ／オーディオ・データ圧縮規格に従って、個々のデータ・パケットとして記憶され
る。この場合、指定パケットには、例えば、選択ビデオ・アングル（ａｌｔｅｒｎａｔｉ
ｖｅ　ｖｉｄｅｏ　ａｎｇｌｅ）、オーディオ・トラック、サブピクチャ（ｓｕｂｐｉｃ
ｔｕｒｅ：副画像）ストリーム等の様々なデータ・ストリームに関連したデータが載せら
れている。ＤＶＤフォーマット化されたディスクを読み出しているディスク・プレーヤは
、或る特定のパケットのデータを表示し、他のデータをスキップする（読み飛ばす）よう
に制御できる。このように、ＤＶＤシステムは、ユーザ・コマンド（ユーザが指定した命
令）に従って、マルチプル・カメラ・アングル（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｃａｍｅｒａ　ａｎ
ｇｌｅｓ）やストーリー（ｓｔｏｒｙ）のエンディング等、ビデオ・タイトルの数多くの
様々な場面を切れ目なしに表示する他に、或る特定のディスクに載せた情報に対する無許
可のアクセスを防止するのにも使用できる。
【０００３】
ＤＶＤシステムの利点の１つは、ユーザが複数あるリピート・モードのうちの１つを使用
してディスクのコンテンツ（ｃｏｎｔｅｎｔ：内容）を再生できることである。ＤＶＤフ
ォーマット化されたディスクは、一般に、１つ或いはそれ以上のビデオ・タイトルを含む
ように編集され、その各ビデオ・タイトルは指定されたプログラム単位、例えば、映画或
いはテレビ番組の一遍に対応している。更に、各ビデオ・タイトルは、１つ或いはそれ以
上のタイトル部分（ｐａｒｔ　ｏｆ　ｔｉｔｌｅ：タイトルのー部分）の単位（「チャプ
タ：ｃｈａｐｔｅｒ」とも呼ばれる）に分割され、このチャプタの各単位はそのビデオ・
タイトルの各１つの所定部分に対応している。この様式を利用して、複数あるリピート・
モードのうちの１つを使用してディスクのコンテンツの再生をリピートさせるようにディ
スク・プレーヤを構成することが出来る。使用できるリピート・モードには、通常、１）
「タイトル」(現在のタイトルがリピートされる)、２）「タイトル部分」（現在のタイト
ル部分（チャプタ）がリピートされる）、３）「Ａ／Ｂ」（ユーザが選択した２点Ａ、Ｂ
の間でディスク・プレーヤをリピートさせる）、４）「ＯＦＦ」が含まれる。
【０００４】
ディスク・プレーヤのリピート・モードの設定を変更するには、ユーザは、通常、ディス
ク・プレーヤを止め、プレーヤの適当なセットアップ・メニューを呼び出し、必要な選択
をして、ディスク・プレーヤを再スタートさせなければいけない。たとえユーザがディス
ク・プレーヤを止めて再びスタートさせる必要が直接なくとも、ユーザがプレー・モード
を選択した時は、ディスク・プレーヤは自動的にディスクの再生を停止し、再びディスク
の再生をスタートする。もしユーザがリピート・モードを頻繁に変更したい場合、その都
度ディスク・プレーヤを止めてディスク・プレーヤのセットアップ・メニューをナビゲー
ション（ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ：各項目を見て回ること）しなければいけないことは、す
ぐに煩わしくなる可能性がある。この発明は、ユーザがディスク・プレーヤのリピート・
モードの設定を動的（ｄｙｎａｍｉｃ）に変更できるようなユーザ・インタフェース、方
法および装置を提供して上述のような不便さを解消しようとするものである。
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【０００５】
（発明の概要）
この発明に従えば、ユーザがディジタル・ビデオ装置、特に、ＤＶＤフォーマット化され
たディスクを処理するように構成されたディスク・プレーヤのリピート・モードの設定を
動的に変更できるようなユーザ・インタフェース、方法および装置を提供することが出来
る。この発明の利点として、ユーザは、プレーヤのセットアップ・メニューを呼び出して
ナビゲーションする（項目を見て回る）必要なしに、プレーヤのリピート・モードの設定
を動的に変更することが出来る。
【０００６】
（発明の実施の形態）
以下、この発明の具体例としての実施例を説明する。この実施例は、ディスクから、圧縮
されたビデオ・データおよびオーディオ・データを読み出してそれらのデータをＤＶＤ仕
様に従って処理するように構成されたディジタル・ビデオ装置に関して説明する。しかし
、この発明は、ディジタル・ビデオ・データおよびディジタル・オーディオ・データを処
理できる如何なるディジタル・ビデオ装置、即ち、それらのデータが個々のデータ・ブロ
ックとして既に記憶されており、或いは、それらのデータが個々のデータ・ブロックとし
て受信されて、そのデータ・ブロックが、選択された再生シーケンスに従って再生される
ような任意のディジタル・ビデオ装置に適用できる。
【０００７】
図１は、この発明の特徴である動的選択を実施するのに適した、具体例としてのディジタ
ル・ビデオ・ディスク・プレーヤの基本素子を示している。これらの素子の構造および動
作は、当業者に周知であり、ここでは詳しく述べない。モータとピックアップのアセンブ
リ（ａｓｓｅｍｂｌｙ：集合体）２６を含むディスク・プレーヤ２４が、サーボ・プロセ
ッサ２９による制御によって、ディスクを回転させてディスク上に記憶された情報を読み
出す。プリアンプ（前置増幅器）２７とＤＶＤデータ処理装置２８とが、モータとピック
アップのアセンブリ２６からの電気パルスを、後段のディジタル・オーディオ／ビデオ復
号装置３０が処理できるようなディジタル・データに変換する。ＤＶＤデータ処理装置２
８は、代表的な例では、ディスクから読み出された生データの復調、エラー補正およびデ
スクランブル（ｄｅｓｃｒａｍｂｌｅ）のような作用を行い、そのデータが復号装置３０
に適するフォーマットに成るようにする。
【０００８】
復号装置３０は、復調され、エラー補正され、デスクランブルされたデータを受け取り、
そのデータを処理し、適切なビデオ信号およびオーディオ信号をテレビジョン受像機のよ
うな表示装置に供給する。復号装置３０には、デマルチプレクサ（ｄｅｍｕｌｔｉｐｌｅ
ｘｅｒ）３２が含まれている。このデマルチプレクサ３２は、ＤＶＤデータ処理装置２８
からのデータをビデオ・ストリーム、オーディオ・ストリームおよびサブピクチャ・スト
リームを含む複数の個別データ・ストリームにデマルチプレクス（ｄｅｍｕｌｔｉｐｌｅ
ｘ）し、それらのデータ・ストリームをそれぞれのデータ・デコーダに供給する。ビデオ
・デコーダ３１は、ビデオ・ストリームを受け取り、ビデオ信号をミクサ３３に供給する
。サブピクチャ・デコーダ３４は、サブピクチャ・ストリームを受け取り、データをオン
スクリーン表示（ｏｎ‐ｓｃｒｅｅｎ　ｄｉｓｐｌａｙ：ＯＳＤ）制御装置３５に供給し
、このＯＳＤ制御装置３５は、ＯＳＤビデオ信号をミクサ３３に供給する。ミクサ３３で
合成されたビデオ信号は、ＮＴＳＣ／ＰＡＬエンコーダ４２に供給される。このＮＴＳＣ
／ＰＡＬエンコーダ４２は、適切なビデオ信号方式に従うビデオ信号をビデオ表示装置に
供給する。一方、オーディオ・デコーダ３６は、データ・ストリーム・デマルチプレクサ
３２からオーディオ・ストリームを受け取り、適切なオーディオ信号をオーディオ・シス
テムに供給する。
【０００９】
また、マイクロコントローラ４０が設けられており、ディスク・プレーヤ２４の動作を制
御する。このマイクロコントローラ４０は、例えば赤外線（ＩＲ）リモートコントロール
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装置或いはフロント・パネル・ボタン等から成るユーザ・コントロール装置４１に結合さ
れており、そのユーザ・コントロール装置４１からのデータを変換して、上述したディス
ク・プレーヤ２４の種々の素子の動作を制御する。プログラムのプレゼンテーション（ｐ
ｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ：出力、呈示）を制御するのに使われる種々のテーブル（ｔａｂ
ｌｅ：表）を記憶するためのメモリをマイクロコントローラ４０内に設けるか、或いは、
それをマイクロコントローラ４０に結合してもよい。上記テーブルは、ディスクからロー
ドするか、或いは、ユーザの入力に応じて作成するようにしてもよい。代表的な例では、
マイクロコントローラ４０は、また、ディスク・プレーヤ２４の種々のアクセス機能、例
えば、パレンタル・ロックアウト（ｐａｒｅｎｔａｌ　ｌｏｃｋ　ｏｕｔ）機能、暗号化
されたディスクの解読機能、暗号化されたディスクにアクセスするダイアル・リモート・
コントローラの機能等（これらの機能に限定するものでない）を制御するようにも構成で
きる。また、マイクロコントローラ４０は、種々の形態で、例えば、専用集積回路、或い
は、デコーダ／コントローラ装置の一部等（これらに限定するものではない）として実施
できる。
【００１０】
図２には、ＤＶＤ仕様に従ってディスクに記憶された、ディスク・プレーヤ２４と共に使
用するのに適したプログラム・データおよび制御データの構造が示されている。これらの
データの構造は階層構造であり、各データ・ブロックはコンポーネント・データ・ブロッ
ク（ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｄａｔａ　ｂｌｏｃｋ）に分割され、更に、それらのコンポー
ネント・データ・ブロックは、それより小さなコンポーネント・データ・ブロックに分割
されている。指定されたプログラム単位、例えば、映画１本或いはテレビのショー番組の
一遍のようなプログラム単位に相当する各ビデオ・タイトル・セットは、複数のビデオ・
オブジェクト・セットで構成されており、各ビデオ・オブジェクト・セット（Ｖｉｄｅｏ
　Ｏｂｊｅｃｔ　Ｓｅｔ）は、複数のビデオ・オブジェクトから成っている。
【００１１】
各ビデオ・オブジェクトは複数のセルで構成されており、このセルは、例えば、ビデオ、
オーディオ、サブピクチャ等の複数のデータ単位タイプを持つプレゼンテーション用デー
タ単位と見なすことが出来、プログラム・セグメントに相当する。更に、各セルは、複数
のビデオ・オブジェクト単位（Ｖｉｄｅｏ　Ｏｂｊｅｃｔ　Ｕｎｉｔ：ＶＯＢＵ）で構成
されている。各ＶＯＢＵは、１つのナビゲーション・パック（Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｐ
ａｃｋ：ＮＡＶ＿ＰＡＣＫ）と複数のパックとで構成され、これらのパックは、更に細か
く複数のパケットに分けられている。ＶＯＢＵは、一般に、関連した制御データ構造、即
ち、ＮＡＶ＿ＰＡＣＫを持ったＭＰＥＧ－２グループ・オブ・ピクチャ（Ｇｒｏｕｐ　ｏ
ｆ　Ｐｉｃｔｕｒｅｓ：ＧＯＰ）に対応している。各ＶＯＢＵのＮＡＶ＿ＰＡＣＫには、
例えば、現在のＶＯＢＵに相対する別のＶＯＢＵのセクタ・アドレス（時間的なプレゼン
テーションの順番における前方および後方の両方）や、現在のＶＯＢＵに対応するセル・
プレゼンテーションの経過時間などのような情報が含まれている。
【００１２】
ＤＶＤ仕様に従って記憶されたデータは、また、データをプレゼンテーションすることが
出来る様式に順応性を持たせるために、論理的に構成されて１つのプレゼンテーション構
造を形成している。図３には、ＤＶＤ仕様に従った、ディスク・プレーヤ２４と共に使用
するのに適したそのプレゼンテーション構造が示されている。このプレゼンテーション構
造は、図２のデータ構造にオーバレイ（ｏｖｅｒｌａｙ）されている。ベースレベル（ｂ
ａｓｅ　ｌｅｖｅｌ）に於いて、プレゼンテーションのシーケンスはプログラム（Ｐｒｏ
ｇｒａｍ：ＰＧ）９６によって規定され、このＰＧ９６の各々は、セルを示すポインタ（
ｐｏｉｎｔｅｒ）を持った連結リスト（ｌｉｎｋｅｄ　ｌｉｓｔ）から成っている。複数
のＰＧ９６を組み合わせてプログラム・チェーン情報（Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｃｈａｉｎ　Ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ：ＰＧＣＩ）９４にし、更に、このＰＧＣＩ９４を複数組み合わせ
てプログラム・チェーン（ＰＧＣ）９２にすることが出来る。
【００１３】



(5) JP 4392644 B2 2010.1.6

10

20

30

40

50

ビデオ・タイトルのプレゼンテーションの際、ディスク・プレーヤ２４は、例えば、ユー
ザが選択したタイトルやパレンタル・レーティング・プレファランス（ｐａｒｅｎｔａｌ
　ｒａｔｉｎｇ　ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ：親の評価によって選択されたもの）等の基準に
基づいて、主テーブル（ｐｒｉｍａｒｙ　ｔａｂｌｅ）にロードするのに適したＰＧＣを
選択する。その後、ディスク・プレーヤ２４は、ＰＧに含まれるポインタの連結リストに
基づいて、ディスクに記憶されたデータを読み出す。周知のように、ディスク・プレーヤ
は、一般に、切れ目のないプレゼンテーションを行うために実際のプレゼンテーションの
前にデータをディスクから読み出してシステム・バッファに記憶するために、種々のルッ
クアヘッド（ｌｏｏｋ　ａｈｅａｄ）アルゴリズムを利用する。
【００１４】
前述したように、ユーザがディスク・プレーヤのリピート・モードの設定を変更したい場
合は、その都度ディスクの再生を止め、プレーヤのメニューを呼び出し、必要な選択を行
い、ディスク・プレーヤを再びスタートさせる作業を強いられる事に苛立たしさと不便さ
を覚えることを認め、この発明がなされた。たとえユーザが直接ディスク・プレーヤを止
めたり再スタートさせたりする必要がなくても、ユーザがリピート・モードを選択する場
合は、ディスク・プレーヤは自動的にディスクの再生を停止し、再びディスクをスタート
させるのである。
【００１５】
この発明は、上に詳しく述べた作業の繰り返しをユーザに強いることなく、ユーザがディ
スク・プレーヤのリピート・モードの設定を動的に変更することが出来るユーザ・インタ
フェース、方法および装置を提供するものである。
【００１６】
図４には、この発明のユーザ・インタフェースを実施し、ユーザがプレー・モードを動的
に選択できるのに適した表示１１０が示されている。表示１１０は、ユーザがリピート・
モード選択表示を選択した場合に発生されてユーザに示される。このユーザによるリピー
ト・モード選択表示の選択は、例えば、リモートコントロール装置或いはキーボード上の
カーソル制御キーを押すことによりハイライト（強調表示）を移動させ、オンスクリーン
表示（ｏｎ－ｓｃｒｅｅｎ　ｄｉｓｐｌａｙ：画面表示）上の項目を選択する従来知られ
ている方法のうち任意の１つを使用して行われる。表示（ｄｉｓｐｌａｙ）１１０上の項
目の選択も同様に行うことが出来る。
【００１７】
表示（ｄｉｓｐｌａｙ）１１０上のボタン１１２、１１４、１１６および１１８は、それ
ぞれ、ディスク、タイトル、チャプタ（Ｃｈａｐｔｅｒ：章、セグメント）およびＡ／Ｂ
のリピート・モードに対応している。ボタン１２０は、リピート・モードをターンオフ（
ＯＦＦ）するのに用いることが出来る。ポインタ１２６は、現在のリピート・モード或い
はこれから選択されるリピート・モードを指している。テキスト・ブロック１２２は、選
択されたリピート・モードの呈示とＡ／Ｂリピート・モードにおけるＡ点およびＢ点の設
定を促すユーザに対する指示とを行う。ボタン１２４は、ユーザが表示１１０から抜け出
る、即ち、表示１１０を閉じるのに使用される。
【００１８】
動作時、表示１１０は、ユーザがリピート・モード選択表示を選択した時にマイクロコン
トローラ４０によって発生されてビデオ表示の上の一部に示される。ビデオ・タイトルが
ビデオ表示上の別の部分に再生され続けられている間も、表示１１０が示されてその上の
オプションを動的に選択することが出来る。表示１１０は、現在のリピート・モードとそ
の他の使用可能なリピート・モードとを示す。使用不可能なリピート・モードについては
、それらに関連付けられたボタン・アイコンをグレイ・アウトする（灰色にして消す）こ
とによって示してもよい。ユーザは、ポインタ１２６を希望するプレー・モード・ボタン
の下の所まで移動して、リモートコントロール装置４１上に在る「ＯＫ」キー、或いは、
他の任意の適切なキーを押すことによって新しいリピート・モードを選択する。もしユー
ザがＡ／Ｂリピート・モードを選択すると、表示１１０はユーザにＡ点およびＢ点の設定
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を促す。図４では、「Ａ」の下に在るボタン１１８の色の変化とテキスト・ブロック１２
２とによって、ユーザはリモートコントロール装置４１上の「ＯＫ」キーを押すことによ
ってＡ点を選択できるということが示されている。ユーザがＡ点の選択をした後、「Ｂ」
の下に在るドット（小点）１１９がボタンの形状に変わることとテキスト・ブロック１２
２とによって、ユーザは「ＯＫ」キーを押すことによってＢ点を選択できるということが
示される。一旦Ｂ点が設定されると、ディスク・プレーヤ２４は、選択されたＡ点とＢ点
の間で再生のリピートを始める。或いは、表示１１０が、Ａ／Ｂリピート・モードの開始
の前に、ユーザにリクエストの確認を入力するように要求するようにしてもよい。
【００１９】
前述したように、この発明のユーザ・インタフェース、方法および装置によって、ユーザ
は、ディジタル・ビデオ装置、特に、ＤＶＤフォーマット化されたディスクを処理するよ
うに構成されたディスク・プレーヤのリピート・モードの設定を動的に変更できる。即ち
、ディスク・プレーヤに付加されるべきこの発明の独自の特徴は、ユーザが希望するリピ
ート・モードの選択或いは変更の際に、ディスク・プレーヤを止め、ディスク・プレーヤ
のセットアップ・メニューをナビゲーションし、再びディスク・プレーヤをスタートさせ
るような不便さを取り除けることである。このように、ユーザは、複数のリピート・モー
ドのうち１つを使用してディスク・コンテンツの再生をリピートするように構成されたデ
ィスク・プレーヤに於いて、その選択したリピート・モードでディスク・コンテンツを再
生できる。
【００２０】
現在使用できるリピート・モードは、（１）「タイトル」、（２）「チャプタ」、（３）
「Ａ／Ｂ」および（４）「ＯＦＦ」の４つが在る。最初の「タイトル」のリピート・モー
ドは、現在のタイトルをリピートする。従って、ムービー（ｍｏｖｉｅ：映画等）を何度
もリピートすることが出来る。次の「チャプタ」のリピート・モードは、現在の、タイト
ルの一部分であるチャプタがリピートされる。この例としては、ある種の記録されたテレ
ビジョン番組の一遍、或いは、あるムービー中の一幕が何度もリピートされる。更に次の
「Ａ／Ｂ」のリピート・モードは、ユーザが選択したＡ点とＢ点との間でディスク・プレ
ーヤがリピートする。即ち、ＤＶＤ仕様１．０の下で使用できる所、例えば、「タイトル
」や「チャプタ」、また、ＤＶＤ仕様１．０の下では使用できない所、例えば、タイトル
の途中やチャプタの途中にあるビデオの一部をリピート出来る。従って、ユーザは、２つ
の離れた点をブックマーク（ｂｏｏｋｍａｒｋ）して、この２点間で再生を連続してリピ
ート出来る。この２点としては、例えば、各タイトルのそれぞれの始まり、各チャプタの
それぞれの始まり、１つのタイトル内或いはチャプタ内の選択した箇所、或いは、それら
の組み合わせ等が可能である。リピート・モードのデフォルト設定は、ＯＦＦである。こ
のリピート・モードの動的な変更の大きな利点はプレーヤのセットアップ・メニューを呼
び出してそれをナビゲーション（見て回る）必要がないことである。ディスク・プレーヤ
２４には、このディスク・プレーヤのリピート・モードの動的設定変更の機能を使用可能
にしたり一時的に抑止するような機能を持たせることも出来る。例えば、この動的設定変
更を一時的に抑止することによって、ビデオの全体を中断することなく見ることが出来る
。
【００２１】
この発明の動的選択機能は、例えば次のようにディスク・プレーヤ２４で実施することが
出来る。１つのリピート・モードがユーザによって選択されると、ディスク・プレーヤ２
４は、その１つのリピート・モードが選択されたことを示すモード・フラグ変数（ｍｏｄ
ａｌ　ｆｌａｇ　ｖａｒｉａｂｌｅ）を設定する。ディスク・プレーヤ２４は、プレゼン
テーション・シーケンスに於いて相異なるリピート・モードが指定されている点に関連付
けられたモード・フラグ変数をチェック（検査）して必要なプレゼンテーション・シーケ
ンスを調整する。タイトルのリピート・モードの場合、ディスク・プレーヤ２４は、その
タイトルのプレゼンテーションを終えた後、且つ、最後のＰＧＣＩの最後のポスト・コマ
ンド（ｐｏｓｔ　ｃｏｍｍａｎｄ：後のコマンド）を実行する前にタイトル・リピート・
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モード変数が設定されているかをチェックする。そのポスト・コマンドは、ＰＧＣＩの終
わりに配置されている。若しタイトル・リピート・モード変数が設定されていると、ディ
スク・プレーヤ２４は、タイトル中の残りのポスト・コマンドを無視して、ディスクから
ロードされたナビゲーション情報に基づくタイトルの始まりに戻る。チャプタ・リピート
・モードの場合、ディスク・プレーヤ２４は、チャプタの最後のセルに関連付けられたチ
ャプタ・リピート・モード変数が在るか否かをチェックする。この場合、ユーザがチャプ
タ・リピート・モードを選択すると、ディスク・プレーヤ２４は、チャプタ・リピート・
モード変数を特定のセルに関連付ける補助テーブルを発生する。また、プレゼンテーショ
ンの間、ディスク・プレーヤ２４は、プレゼンテーションすべきセルをルック・アヘッド
（先取り）しながら、近づいて来るセルに関連付けられたチャプタ・リピート・モード変
数が在るか否かをチェックする。それが在る場合、ディスク・プレーヤ２４は、チャプタ
中に在る最後のセルのプレゼンテーションの直後にそのチャプタの始まりに戻る。
【００２２】
Ａ／Ｂリピート・モードの場合、即ち、ディスク・プレーヤ２４がＡ点とＢ点の間でプロ
グラム・マテリアル（ｐｒｏｇｒａｍ　ｍａｔｅｒｉａｌ）のプレゼンテーションをリピ
ートするモードの場合、ディスク・プレーヤ２４は、ＤＶＤ仕様で規定されたレジューム
（ｒｅｓｕｍｅ）機能を拡張してリピート機能を実行する。ＤＶＤ仕様に従えば、ユーザ
がプレゼンテーションを停止すると、ディスク・プレーヤ２４は、停止点に関連した種々
のデータ、例えば、最も近いＮＡＶ＿ＰＡＣＫやチャプタ番号やタイトル番号等のデータ
を記憶する。その後、ユーザがプレゼンテーションを再スタートさせると、ディスク・プ
レーヤは、ナビゲーション情報を含む記憶した情報を使用して停止点から再生を始める。
【００２３】
この発明では、ユーザがＡ点とＢ点を指定すると、ディスク・プレーヤ２４は、停止とレ
ジュームの機能に関連した種々のデータを記憶する。しかし、この発明では、ディスク・
プレーヤ２４は、プレゼンテーションを停止し、再スタートさせることはない。その代わ
り、ディスク・プレーヤは、停止機能に必要な情報を記憶し、その情報は補助テーブルに
記憶する。Ａ点およびＢ点の位置は、補助テーブル中のそれぞれのセルと関連付けられる
。再び、プレゼンテーションの間、ディスク・プレーヤ２４は、プレゼンテーションすべ
きセルをルック・アヘッドする。このルック・アヘッド工程で、ディスク・プレーヤ２４
は、また、近づいて来るセルがＡ点或いはＢ点に関連付けられているか否かを検知する。
若し、近づいて来る１つのセルにＢ点が関連付けられており、Ａ／Ｂリピート・モード変
数が設定されているとすると、ディスク・プレーヤ２４は、そのセルを再生した後プレゼ
ンテーションをＡ点が関連付けられているセルにまで再生をジャンプ（ｊｕｍｐ）させる
。
【００２４】
レジューム・モードに類似した態様でデータを記憶してＡ点およびＢ点を設定することに
よって、セルの上部を効果的に切り捨ててセル上の如何なる任意の点にもアクセスするこ
とが出来る。これら３つの場合全てにおいて、特定のリピート・モードを選択することに
よって、ディスク・プレーヤは、モード・フラグ変数を設定し、プレゼンテーションに於
ける様々な点の必要な情報を収集する。そして、その変数がプログラムのプレゼンテーシ
ョンに於ける指定点でチェックされて、動的モード選択が可能となる。
【００２５】
図５のフローチャートは、或る特定のＤＶＤディスクに用いるＤＶＤプレーヤの複数のリ
ピート・モードのうち、特定の幾つかのリピート・モードを表示して動的に選択するステ
ップ（段階）を示している。ステップ１２７に於いて、ディスク・プレーヤ２４は、ユー
ザがプレー・コマンドを送るのを待ち、そのプレー・コマンドを受けるとディスク・プレ
ーヤのデフォルト設定をサーチする。ステップ１２８で、ユーザは、情報表示１１０のボ
タンを押してリピート・モードを選択出来る。ステップ１３０で、ディスク・プレーヤ２
４は、上述の特定のディスクについて全ての可能なリピート・モードを検知する。ステッ
プ１３２で、ディスク・プレーヤ２４は、どのリピート・モードが使用できるかを検知す
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る。即ち、それらのリピート・モードは、タイトル或いはチャプタがペアレント・ブロッ
ク（ｐａｒｅｎｔ　ｂｌｏｃｋ）でブロックされていないものか、或いは、それらがイネ
ーブル（ｅｎａｂｌｅ）されていないものかを検知する。ステップ１３４で、オンスクリ
ーン（ｏｎ-ｓｃｒｅｅｎ）表示１１０が、周知の方法で、ディスク・プレーヤ２４によ
って発生されたビデオ表示の上に載せられる。このオンスクリーン表示１１０によってユ
ーザは、ビデオ表示の背景部分でタイトルの再生を見続けながらリピート・モードの設定
が出来る。メニュー表示は、存在し且つ使用できるリピート・モードと存在するが使用で
きないリピート・モードとを前述したように区別して示す。ステップ１３６で、ユーザは
、使用できるリピート・モードの中から選択することが出来る。メニュー表示は、周知の
方法で、ユーザの使用可能なリピート・モードの変更を探知する。ステップ１３７で、ユ
ーザは、現在のリピート・モードを複数のリピート・モードのうちの他の何れのものにも
変更せずにルーチンを出る選択をすることが出来る。ステップ１３８で、ディスク・プレ
ーヤ２４は、現在のリピート・モードを新しいリピート・モードに切り替えてその選択し
た新しいリピート・モードで上記特定のディスクを再生する。ステップ１４０で、ディス
ク・プレーヤ２４が新しいリピート・モードに切り替えて再生を開始した後、オンスクリ
ーン表示１１０は、もはやディスク・プレーヤ２４によって発生されるビデオ表示の上に
は存在せず、ビデオ信号処理システムは、通常の表示に戻る。
【００２６】
リピート・モードの表示とその動的選択とを実行する手段を使用可能にすることおよび一
時的に停止することは、セットアップ動作モード中に、システムのオンスクリーン表示プ
ロセッサによって作られるセットアップ・オプションに在る希望するモードを選択するこ
とによって行われる。リピート・モードに加えて、ビデオ処理特性、音声特性、クローズ
ドキャプショニング（ｃｌｏｓｅｄ　ｃａｐｔｉｏｎｉｎｇ：耳の不自由な人のための字
幕をつけること）等の種々の機能に対する制御を可能にするセットアップ動作モードは、
例えば、リモートコントロール装置上の制御ボタンを押すことによって起動させることが
出来る。希望する機能、モードおよび設定は、全て、周知の態様で、リモートコントロー
ル上のボタンを使用して、表示されたセットアップ・メニューから選択できる。
【００２７】
図６は、この発明の原理に従って、或る特定のＤＶＤディスク用のＤＶＤプレーヤについ
て、複数のリピート・モードの表示とその動的選択とを行う方法の別の実施例をフローチ
ャートの形で示している。図６に示すステップのうち図５に示すステップと同じものには
図５と同じ参照番号を付してあり、それらについては、図５について述べたのと同じ態様
で動作するため、説明を省略する。図６には、ユーザが複数の異なるリピート・モードの
うちの１つを選択する動作モードを選択的に使用可能にする構成が示されている。具体的
に言えば、図６には、ステップ１２８に続くステップ１４４が含まれており、リピート・
モードへのアクセスが使用可能にされているか否かを検知する。若しそのリピート・モー
ドへのアクセスが一時的に停止されているならば（ステップ１４４での結果が「ＮＯ」）
、ステップ１４４からステップ１４２に進み、ユーザにリピート・モードを変更する機会
を与えずにルーチンから出る。この場合、リピート・モードの変更は、若しユーザが希望
するなら、前述したように通常のセットアップ・メニューをナビゲーションすることによ
って再生モードの起動の前に行う必要がある。若しユーザがこれを希望しない場合には、
ユーザに、オンスクリーン表示が示され、リピート・モードの動的変更の機会と選択のた
めのユーザ情報とが与えられる。
【００２８】
この発明で使用するブックマーク機能は、幾つかの従来から知られている方法の任意の１
つを使用して或いはその幾つかを組み合わせて使用して実行でき、例えば、マイクロコン
トローラに埋め込まれたソフトウェアを用いて、前述したディスク・プレーヤ２４の素子
の動作を制御するようにしてもよい。また、この発明で使用するオーバライド（ｏｖｅｒ
ｒｉｄｅ）機能は、記憶されたオーディオ・データ、ビデオ・データおよびサブピクチャ
・データと共に入力されたパレンタル・コントロール・レーティング（ｐａｒｅｎｔａｌ
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　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｒａｔｉｎｇ）、或いは、プログラムに関連した他の情報に応じて表
示内容を選択的に制限するように構成できる如何なる信号処理システム、例えば、ＤＶＤ
－ＲＯＭシステムやレーザ・ディスク・システム等にでも実施できる。従って、この発明
は、この発明の真の範囲と精神の内に入る全ての変形形態を包含するものである。
【００２９】
当業者には明らかであるが、ここではこの発明を具体的な実施例として説明したが、ここ
に開示した実施例は、この発明の本質から離れることなく変形および変更を行うことが出
来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明のリピート・モードの動的選択機能を実行するのに適したディジタル
・ビデオ・ディスク・プレーヤのブロック図である。
【図２】　ＤＶＤ仕様に従うデータ構造の図である。
【図３】　ＤＶＤ仕様に従うプレゼンテーション構造のブロック図である。
【図４】　この発明の動的リピート・モード選択機能と共に使用するのに適したオンスク
リーン表示を示す図である。
【図５】　特定のＤＶＤディスク用のＤＶＤプレーヤに於いて複数のリピート・モードの
うち幾つかの特定のリピート・モードを表示し且つその幾つかの特定のリピート・モード
の中で動的選択を行うためのステップを説明するためのフローチャートを示す図である。
【図６】　特定のＤＶＤディスク用のＤＶＤプレーヤに於いて複数のリピート・モードの
うち幾つかの特定のリピート・モードを表示し且つその幾つかの特定のリピート・モード
の中で動的選択を行う方法の別の実施例を説明するためのフローチャートを示す図である
。

【図１】 【図２】
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