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(57)【要約】
【課題】複数の発光ダイオードを表示部として備える再
生装置において、表示部での消費電力を削減する。
【解決手段】映像及び／又は音声を示す映像音声情報の
再生装置は、映像音声情報の再生に関連した状態を表示
可能な表示部と、表示部を制御する表示制御部とを備え
る。表示制御部は、複数の表示制御モードを有し、映像
音声情報の再生動作の制御状態に応じて複数の表示制御
モードから１つのモードを選択し、選択した表示制御モ
ードで表示部を制御する。複数の表示制御モードは、複
数の発光ダイオードの全ての点灯状態を制御することに
より、映像音声情報の再生に関連する時間情報を表示部
に表示させる第１の表示モードと、複数の発光ダイオー
ドのうちの一部の発光ダイオードの点灯状態を制御する
ことにより、自装置が映像音声情報の再生動作中である
ことを表す情報を表示部に表示させる第２の表示モード
とを有する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像及び／又は音声を示す映像音声情報を再生することが可能な再生装置であって、
　複数の発光ダイオードを備え、前記映像音声情報の再生に関連した状態を表示すること
が可能な表示部と、
　各発光ダイオードに対する電力の供給を制御して各発光ダイオードの点灯状態を制御す
ることにより、前記表示部を制御する表示制御部と、
を備え、
　前記表示制御部は、複数の表示制御モードを有し、前記映像音声情報の再生動作の制御
状態に応じて前記複数の表示制御モードから１つのモードを選択し、前記選択した表示制
御モードで前記表示部を制御し、
　前記複数の表示制御モードは、
　　前記複数の発光ダイオードの全ての点灯状態を制御することにより、映像音声情報の
再生に関連する時間情報を前記表示部に表示させる第１の表示モードと、
　　前記複数の発光ダイオードのうちの一部の発光ダイオードの点灯状態を制御すること
により、自装置が映像音声情報の再生動作中であることを表す情報を前記表示部に表示さ
せる第２の表示モードと、を有する、
再生装置。
【請求項２】
　前記第１の表示モードは、前記複数の発光ダイオードに対し並列に電力を供給するモー
ドであり、
　前記第２の表示モードは、前記複数の発光ダイオードの中の一つの発光ダイオードにの
み電力を供給するモードである、
請求項１に記載の再生装置。
【請求項３】
　前記第１の表示モードは、一時点において、前記複数の発光ダイオードのうちの２つ以
上の発光ダイオードを点灯させるモードであり、
　前記第２の表示モードは、一時点において、前記複数の発光ダイオードのうちの１つの
みの発光ダイオードを点灯させるモードである、
請求項１に記載の再生装置。
【請求項４】
　前記表示部は、８の字状に配置された複数の発光ダイオードの組が複数配置され、
　前記第２の表示モードは、一時点において、前記複数の発光ダイオードの組に含まれる
発光ダイオードの中の１つの発光ダイオードのみを順に発光させるモードである、
請求項１に記載の再生装置。
【請求項５】
　前記表示制御部は、
　　前記映像音声情報の再生開始時において、前記表示部を前記第１の表示モードで制御
し、
　　前記映像音声情報の再生開始から所定時間経過後において、前記表示部を前記第２の
表示モードで制御する、
請求項１に記載の再生装置。
【請求項６】
　ユーザからの再生制御の指示を受け付ける受付部をさらに備え、
　前記表示制御部は、
　　前記ユーザからの再生指示を受け付けた時に、前記表示部を前記第１の表示モードで
制御し、
　　前記ユーザからの再生指示を受け付けてから所定時間経過後において、前記表示部を
前記第２の表示モードで制御する、
請求項１に記載の再生装置。
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【請求項７】
　前記表示制御部は、自装置の電源がＯＮである場合、前記表示部が情報を表示するよう
に制御する、
請求項１に記載の再生装置。
【請求項８】
　前記第２の表示モードは、前記第２の表示モード以外の表示制御モードよりも、単位時
間当たりに制御する発光ダイオードの数が少ない、
請求項１に記載の再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像及び／又は音声を示す映像音声情報を再生可能な再生装置であって、特
に、再生制御状態に関する情報を表示可能な表示部を備えた再生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、消費者の地球温暖化防止やＣＯ２削減の意識が益々高まり、種々の電気製品にお
いて省エネ性能の向上が求められている。映像音声の再生装置においてもこのような省エ
ネ性能の向上が求められている。一般に映像音声の再生装置は、再生制御状態を示すディ
スプレイ部を有しており、従来、このようなディスプレイ部における消費電力の削減のた
めの技術も研究、開発されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１の再生装置は表示部の消費電力を削減することを目的としている。
特許文献１の再生装置は、表示部としてＦＬ（蛍光管）ディスプレイ１４を備えている。
この再生装置は、再生開始時と、再生開始から一定時間経過後に、ＦＬディスプレイ１４
の輝度を変更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２００５－１０９９５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　再生装置で用いられる表示手段として、蛍光管（ＦＬ）で構成されるディスプレイの他
に、複数の発光ダイオード（ＬＥＤ）で構成されるディスプレイがある。蛍光管（ＦＬ）
と発光ダイオード（ＬＥＤ）では、その発光メカニズムが異なることから、表示のための
制御も異なる。発光ダイオード（ＬＥＤ）で構成されるディスプレイにおいても、消費電
力をより削減する技術が要望されている。
【０００６】
　本発明は、複数の発光ダイオード（ＬＥＤ）で構成される表示部を備える映像音声の再
生装置において、表示部での消費電力をより削減することができる再生装置を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る再生装置は、映像及び／又は音声を示す映像音声情報を再生することが可
能な再生装置である。再生装置は、複数の発光ダイオードを備え、映像音声情報の再生に
関連した状態を表示することが可能な表示部と、各発光ダイオードに対する電力の供給を
制御して各発光ダイオードの点灯状態を制御することにより、表示部を制御する表示制御
部とを備える。表示制御部は、複数の表示制御モードを有し、映像音声情報の再生動作の
制御状態に応じて複数の表示制御モードから１つのモードを選択し、選択した表示制御モ
ードで前記表示部を制御する。複数の表示制御モードは、複数の発光ダイオードの全ての
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点灯状態を制御することにより、映像音声情報の再生に関連する時間情報を表示部に表示
させる第１の表示モードと、複数の発光ダイオードのうちの一部の発光ダイオードの点灯
状態を制御することにより、自装置が映像音声情報の再生動作中であることを表す情報を
表示部に表示させる第２の表示モードとを有する。
【０００８】
　この構成により、再生装置は、映像音声情報の再生制御の状態に応じて、表示制御モー
ドから１つのモードを選択して表示部を制御できる。このため、映像音声情報の再生時に
おいて、一のタイミング（例えば、再生開始から所定時間経過後）では、他のタイミング
（例えば、再生開始時）よりも発光ダイオードの点灯数を少なくでき、表示に要する電力
を削減できる。
【０００９】
　なお、映像音声情報には、映像のみ又は音声のみのコンテンツも含まれる。つまり、本
発明の対象とする再生装置は、少なくとも映像又は音声を再生できればよい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、再生動作時の制御状態に応じて、発光ダイオードの点灯数を減らすこ
とができるので、消費電力を削減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施の形態に係る再生装置の構成例を示す図
【図２】本実施の形態に係る表示部の発光ダイオードの配置例を示す図
【図３】本実施の形態に係る表示制御部の表示制御モード毎の表示例を示す図
【図４】再生中表示モードの別の表示例を示す図
【図５】本実施の形態に係る表示制御部の表示制御モードの遷移を示す状態遷移図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
（実施の形態１）
　本発明の一実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１３】
１．概要
　本実施の形態の映像音声情報の再生装置は、複数の発光ダイオードを備える表示部を有
する。再生装置は、光ディスクに記録された映像音声情報を再生する際、再生の制御状態
に応じて表示部の表示を切り替える。具体的には、再生装置１００は、再生開始時の表示
よりも、再生開始から所定時間経過後の表示の方が、発光ダイオードの点灯数が少なくな
るように表示制御を切り替える。これによって再生装置は、消費電力をより削減できるよ
うになる。なお、以下では、映像音声情報は、映像情報及び音声情報の少なくともいずれ
かの情報を含むとする。
【００１４】
２．構成
　本実施形態の映像音声情報の再生システムの構成を説明する。図１に映像音声情報の再
生システムの構成を示す。再生システムは、再生装置１００と表示装置２００を含む。再
生装置１００はＡＶケーブル３００を介して表示装置２００と接続されている。表示装置
２００は、再生装置１００から出力される映像音声信号に基づき、映像や音声をディスプ
レイやスピーカーから出力するモニタ装置である。ＡＶケーブル３００は、ＨＤＭＩ（Hi
gh Definition Multimedia Interface）ケーブルで実現可能であり、映像信号と音声信号
を伝送する。再生装置１００は、リモコン４００から操作信号を受信することが可能であ
る。リモコン４００は、ユーザからの操作に応じて操作信号を出力する。リモコン４００
は、電源ボタン、再生ボタン、停止ボタン、一時停止ボタン、早送りボタン、巻き戻しボ
タン、スキップボタン等が配置された操作部を有する。
【００１５】
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　再生装置１００の構成例を説明する。再生装置１００は、光ディスクドライブ１０４と
、ＬＳＩ１０９が実装されたメイン基板１０３と、前面パネル１０５と、入出力インタフ
ェース１０１と、電源回路１０２と、を備える。
【００１６】
　光ディスクドライブ１０４は、光ディスクを挿入可能であり、挿入された光ディスクか
ら情報を読み出すことが可能である。光ディスクドライブ１０４は、光ディスクから読み
出した映像音声信号を、ＬＳＩ１０９に出力することが可能である。
【００１７】
　ＬＳＩ１０９は、光ディスクドライブ１０４で再生された映像音声情報を映像音声信号
にデコードすると共に、自装置の各部を制御するコントローラである。なお、映像音声情
報のデコード処理と各部の制御処理は別個のＬＳＩチップを組み合わせて実現することも
可能である。ＬＳＩ１０９による各部の制御については、後述する。
【００１８】
　前面パネル１０５は、自装置の外装の前面側に設けられるパネルである。前面パネル１
０５には、操作ボタン１０６と、リモコン受光部１０７と、表示部１０８と、が設けられ
ている。
【００１９】
　操作ボタン１０６は、自装置に設けられた操作部である。操作ボタン１０６には、電源
ボタン、再生ボタン、停止ボタン、一時停止ボタン、早送りボタン、巻き戻しボタン等が
配置されている。操作ボタン１０６は、ユーザから操作されると、操作信号をＬＳＩ１０
９に送信する。
【００２０】
　リモコン受光部１０７は、リモコン４００からの操作信号を受光する受光部である。
【００２１】
　表示部１０８は、図２に示すように、複数の発光ダイオード（５０１～５３８）が配置
されたディスプレイである。複数の発光ダイオード（５０１～５３８）において、７個の
ダイオードが８の字状に配置されることによって、０～９の１桁の数字の表示を可能とし
ている。以下、１桁の数字の表示を可能とする７個の発光ダイオードの組み合わせを「数
字ＬＥＤセット」ということにする。ＬＥＤとは発光ダイオードの略称である。５桁の数
字が表示可能になるよう、５組の数字ＬＥＤセットが並べて配置されている。また、時間
表示における時／分／秒が区別して認識できるよう、発光ダイオード５０８及び５０９並
びに発光ダイオード５２４が数字ＬＥＤセット間に配置されている。
【００２２】
　入出力インタフェース１０１は、映像音声出力装置２００との間でデータの伝送を行な
うためのインタフェースである。
【００２３】
　電源回路１０２は、家庭用電源に接続されたＡＣケーブルからの電力を各部に供給する
回路である。電源回路１０２は、ＬＳＩ１０９からの制御信号に応じて各部に電力を供給
する。
【００２４】
３．表示パターン例
　ＬＳＩ１０９は、再生装置１００の動作状態（再生制御状態）に応じて、表示部１０８
を制御するための表示制御モードを切り替える。以下、表示制御モード毎の表示部１０８
の表示例を示す。
【００２５】
　本実施形態の再生装置１００は、「起動表示モード」、「停止表示モード」、「ＲＥＡ
Ｄ表示モード」、「再生時間表示モード」、「再生中表示モード」、「特殊再生表示モー
ド」、「電源ＯＦＦ処理表示モード」等の複数の表示制御モードを有する。
【００２６】
　再生装置の電源ＯＦＦ時には、発光ダイオードに電力が供給されておらず、表示部１０
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８において表示がない状態となる。このような再生装置１００の電源ＯＦＦ時における表
示部１０８の状態を「表示なし」とする。
【００２７】
　以下、図３を用いて表示制御モード毎の表示例を具体的に説明する。
【００２８】
　（０）表示なし
　表示制御モードではないが、再生装置の電源ＯＦＦ時には、発光ダイオードに電力が供
給されておらず、図３（ａ）に示すように、表示部１０８において表示がない状態となる
。
【００２９】
　（１）停止表示モード
　停止表示モードは、再生装置１００が停止状態であることを示す情報を表示する。例え
ば、停止表示モードでは、ＬＳＩ１０９は、図３（ｂ）に示すように発光ダイオードに電
源回路１０２から電力を供給して、表示部１０８で「０：００．００」を表示する。
【００３０】
　（２）ＲＥＡＤ表示モード
　ＲＥＡＤ表示モードは、再生装置１００が光ディスクドライブ１０４により光ディスク
の読み出しがなされている状態にあることを示す情報を表示する。例えば、ＲＥＡＤ表示
モードでは、ＬＳＩ１０９は、図３（ｃ）に示すように発光ダイオードに電源回路１０２
から電力を供給して、表示部１０８で「ＲＥＡＤ」という文字を表示する。
【００３１】
　（３）再生時間表示モード
　再生時間モードは、映像音声情報が再生された経過時間を示す情報を表示する。例えば
、再生時間表示モードでは、ＬＳＩ１０９は、図３（ｄ）に示すように、発光ダイオード
に電源回路１０２から電力を供給して、表示部１０８で、ある時間を示す「１：２３．５
４」を表示する。図３（ｄ）では、時間情報として”１時間２３分５４秒”を示す表示の
一例を示している。再生時間表示モードでは、ＬＳＩ１０９は、再生時間の経過と共に、
時間をカウントしていく。したがって、例えば、図３（ｄ）の表示の１秒後には、ＬＳＩ
１０９は、表示部１０８に「１：２３．５５」を表示させる。なお、図３（ｄ）の例では
、上位の桁が０の場合であっても、全ての数字ＬＥＤセットを点灯させるようにした。例
えば、０時間００分０１秒である場合、表示部１０８で、「０：００．０１」という文字
を表示するようにした。しかし、上位の桁の「０」は、消費電力増大の原因となる。よっ
て、上位の桁の「０」を点灯しないようにしてもよい。つまり、この場合、表示部１０８
では、発光ダイオード５３９及び５３８が点灯されて、「１」という文字が表示される。
【００３２】
　（４）再生中表示モード
　再生中表示モードは、再生装置１００が映像音声情報の再生中の状態にあることを示す
情報を表示する。例えば、再生中表示モードでは、ＬＳＩ１０９は、図３（ｅ）に示すよ
うに、一部の発光ダイオードに電源回路１０２から電力を供給して、表示部１０８におい
て一時に１つの発光ダイオードのみを点灯させる。図３（ｅ）の例では、発光ダイオード
５３２、５３３、…を含む数字ダイオードセットに含まれる発光ダイオードのみに電力が
供給され得る。ここで、ＬＳＩ１０９は、再生途中であることをユーザに理解しやすくす
るために、表示部１０８で点灯させる発光ダイオードを１秒毎に変化させる。
【００３３】
　例えば、図３（ｆ）に示すように、ＬＳＩ１０９は、発光ダイオード５３２を点灯させ
消灯した後に、発光ダイオード５３３を点灯させ消灯させる。続いて、ＬＳＩ１０９は、
発光ダイオード５３６を点灯させる。その後も、ＬＳＩ１０９は、図３（ｆ）に示すよう
に発光ダイオードを切り替えながら点灯させていく。
【００３４】
４．動作及び表示制御モードの遷移
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　図５を参照して再生装置１００の動作例及び表示制御モードの遷移を説明する。以下の
説明では、再生装置１００が家庭用電源に接続され、かつ、再生装置１００が映像音声出
力装置２００と接続された状態にあるとする。最初、再生装置１００の電源はＯＦＦにさ
れているものとする。つまり、最初、表示部１０８は「表示なし」の状態である（Ｔ１）
。
【００３５】
　この状態で、ユーザにより操作ボタン１０６の電源ボタンが押下されると、ＬＳＩ１０
９は再生装置１００の電源をＯＮにする。再生装置１００の電源がＯＮになると、ＬＳＩ
１０９は、表示制御モードを「停止表示モード」にする（Ｔ２）。この際、表示部１０８
には、「０：００．００」が表示される（図３（ｂ）参照）。
【００３６】
　ＬＳＩ１０９は、光ディスクドライブ１０４に光ディスクが挿入されているか否かを検
出する。ＬＳＩ１０９は、光ディスクドライブ１０４に光ディスクが挿入されていない場
合、「停止表示モード」のまま待機する。一方、光ディスクドライブ１０４に光ディスク
が挿入されている、又は、挿入された場合、ＬＳＩ１０９は光ディスクの読み出しを開始
する。光ディスクの読み出しは、挿入された光ディスクが再生可能かどうか等をチェック
するために行なわれる。ＬＳＩ１０９は、光ディスクの読み出しを開始すると、表示制御
モードを「ＲＥＡＤ表示モード」にする（Ｔ３）。この際、表示部１０８には、「ＲＥＡ
Ｄ」が表示される（図３（ｃ）参照）。
【００３７】
　光ディスクの読み出しが完了すると、ＬＳＩ１０９は、表示制御モードを「停止表示モ
ード」にする（Ｔ４）。この際、表示部１０８には「０：００．００」が表示される（図
３（ｂ）参照）。
【００３８】
　この状態で、ユーザによる再生開始の指示を受け付けると（操作ボタン１０６の再生ボ
タン又はリモコン４００の再生ボタンによる操作信号を受信すると）、ＬＳＩ１０９は、
光ディスクから映像情報を読み出し、デコード処理をして、映像信号を映像音声出力装置
２００に出力する。これによって、光ディスクに記録された映像コンテンツが再生される
。
【００３９】
　再生開始時には、ＬＳＩ１０９は、表示制御モードを「再生時間表示モード」に切り替
える（Ｔ５）。これにより、表示部１０８には、再生時間が表示される。
【００４０】
　再生開始から所定時間（例えば、５秒）経過すると、ＬＳＩ１０９は、表示制御モード
を「再生中表示モード」に切り替える（Ｔ６）。この際、表示部１０８は、図３（ｅ）、
３（ｆ）に示すように、１つの発光ダイオードのみが点灯した状態となる。
【００４１】
　ここで、ＬＳＩ１０９は、ユーザの操作により、スキップ動作（早送り又は巻き戻し等
）が行なわれると、映像コンテンツをスキップすると共に、表示制御モードを「再生時間
表示モード」に戻す（Ｔ５）。そして、ＬＳＩ１０９は、スキップ動作から所定時間経過
すると、再び、表示制御モードを「再生中表示モード」に切り替える（Ｔ６）。
【００４２】
　また、ＬＳＩ１０９は、ユーザの操作により、一時停止動作が行なわれると、映像コン
テンツを一時停止すると共に、表示制御モードを「再生時間表示モード」に戻す（Ｔ７）
。この際、表示部１０８に表示される再生時間は停止した状態である。そして、ＬＳＩ１
０９は、ユーザから再生開始の指示を受け付けると、表示制御モードを「再生時間表示モ
ード」のまま、状態を遷移させる（Ｔ５）。つまり、表示部１０８には、再生時間が表示
され、カウントが開始される。その後、所定時間経過すると、再び、表示制御モードが「
再生中表示モード」に切り替えられる（Ｔ６）。
【００４３】



(8) JP 2012-53972 A 2012.3.15

10

20

30

40

50

　以上が、再生装置１００の動作及び遷移の一例である。
【００４４】
５．まとめ
　以上のように、本実施形態の再生装置１００は、複数の発光ダイオード５０１、５０２
，…を備え、映像音声情報の再生に関連した状態を表示することが可能な表示部１０８と
、各発光ダイオード５０１、５０２，…に対する電力の供給を制御して各発光ダイオード
５０１、５０２，…の点灯状態を制御することにより表示部１０８を制御するＬＳＩ１０
９とを備える。ＬＳＩ１０９は、複数の表示制御モードを有し、映像音声情報の再生動作
の制御状態に応じて複数の表示制御モードから１つのモードを選択し、選択した表示制御
モードで表示部１０８を制御する。複数の表示制御モードは、複数の発光ダイオード５０
１、５０２，…の全ての点灯状態を制御することにより、映像音声情報の再生に関連する
時間情報を表示部０１８に表示させる再生時間表示モード（第１の表示モード）と、複数
の発光ダイオードのうちの一部の発光ダイオードの点灯状態を制御することにより、再生
装置１００が映像音声情報の再生動作中であることを表す情報を表示部１０８に表示させ
る再生中表示モード（第２の表示モード）とを有する。
【００４５】
　この構成により、再生装置１００は、映像音声情報の再生制御の状態に応じて、表示制
御モードから１つのモードを選択して表示部を制御できる。このため、映像音声情報の再
生時において、一のタイミング（例えば、再生開始から所定時間経過後）では、他のタイ
ミング（例えば、再生開始時）よりも発光ダイオードの点灯数を少なくでき、表示に要す
る電力を削減できる。
【００４６】
　より具体的には、本実施の形態の再生装置１００は、再生開始時に、再生時間表示モー
ド（第１の表示モード）で表示部１０８に再生時間を表示し、その後、再生開始から所定
時間経過後に、再生時間表示を停止し、再生中表示モード（第２の表示モード）で、一部
の発光ダイオードのみを点灯させて再生中を表す情報を表示するようにした。
【００４７】
　このように、再生開始から所定時間経過後に再生中表示モード（第２の表示モード）に
より、再生時間表示を停止させ、より少ない数の発光ダイオードを点灯させるため、発光
ダイオードの消費電力をより削減できる。また、映像音声情報の再生中は、一部の発光ダ
イオードを点灯させておくので、ユーザが、映像音声情報の再生中であることを認識でき
、再生装置１００が電源ＯＦＦの状態であると誤認識してしまうといったことを防止でき
る。
【００４８】
　また、本実施の形態では、再生装置１００の電源がＯＮである間、表示部１０８の一部
の発光ダイオードを点灯させることで表示部１０８に所定の情報を表示させ、電源がＯＮ
であることを表すようにした。このため、ユーザは、再生装置１００の電源がＯＮである
ことを表示部１０８により認識することができる。
【００４９】
　さらに、本実施の形態では、映像音声情報の再生途中（再生開始から所定時間経過後）
に、表示部１０８において発光ダイオードの点灯数を減少させるようにした。このため、
再生装置１００の主機能である再生動作中の消費電力をより削減でき、結果として、製品
自体の定格電力を下げることが可能になる。
【００５０】
（他の実施の形態）
　本発明の実施の形態として、上記実施の形態を例示した。しかし、本発明は、上記実施
の形態に限定されず、他の実施の形態においても実現可能である。そこで、本発明の他の
実施の形態を以下まとめて説明する。
【００５１】
　本実施の形態１では、「再生中表示モード」において、１つの発光ダイオードを点灯さ
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せるようにした。しかしこのような制御に限定されない。「再生中表示モード」において
発光ダイオードの点灯数を、「再生時間表示モード」よりも少ない数にするようにすれば
よい。なお、本実施の形態のように、「再生中表示モード」において発光ダイオードの点
灯数を１にした場合、より大きな消費電力の低減が期待できる。
【００５２】
　また、本実施の形態１では、「再生中表示モード」において、図３（ｅ）、（ｆ）に示
すように、発光ダイオードを順次点灯させるようにした。しかしこれに限られず、図４に
示すように発光ダイオードを順次点灯させてもよい。
【００５３】
　すなわち、図３（ｆ）では、１つの数字ＬＥＤセットにおいて、１つの発光ダイオード
を順次切り替えながら点灯させていたのに対して、図４では、複数の数字ＬＥＤセットに
亘って、点灯させる１つの発光ダイオードを順次切り替えている。このように点灯させる
発光ダイオードの位置を順次変化させる理由は、同じ箇所で点灯させると、ユーザが警告
表示と誤って認識してしまう可能性があるからである。また、表示する箇所を変化させる
ことで、表示部１０８の部品寿命を延ばすことが可能になる。また、このような発光位置
の変化により、ユーザは映像音声情報の再生中であることを認識し易くなる。
【００５４】
　図４の場合、以下の順に発光ダイオードを点灯させる。
　発光ダイオード５３２→５２５→５１７→５１０→５０１→５０２→５０５→５０６→
５１５→５２２→５３０→５３７→５３８→５３９→５３２→以下、繰り返し
【００５５】
　また、本実施の形態１では、「再生時間表示モード」において、図３（ｄ）に示すよう
に、再生時間を時分秒で示すようにした。しかしこれに限られず、再生時間の代わりにカ
ウントアップ値で表示してもよい。カウントアップ値とは、秒のみによる表示、または、
０から増加していく自然数による表示のことである。
【００５６】
　また、本実施の形態１の制御に加えて、以下のように制御してもよい。例えば、図５に
示す状態Ｔ４の「停止表示モード」では、「ＳＴＯＰ」を表す表示を行っても良い。また
、状態Ｔ６の「再生中表示モード」から状態Ｔ７の「再生時間表示モード」に遷移する間
に、「ＳＴＩＬＬ表示モード」を設けてもよい。この場合、状態Ｔ７の状態へ遷移する前
に、「ＳＴＩＬＬ」を表す表示を表示部１０８に表示させる。同様に、状態Ｔ７の「再生
時間表示モード」からＴ５の「再生時間表示モード」に遷移する際、「ＰＬＡＹ表示モー
ド」を入れてもよい。この場合、Ｔ５への遷移前に、「ＰＬＡＹ」を表す表示を表示部１
０８に表示させる。
【００５７】
　このように再生装置１００の状態遷移時に「ＳＴＯＰ」や「ＰＬＡＹ」、「ＳＴＩＬＬ
」といった情報を表示することで、ユーザは再生装置１００の動作状態を確認することが
できる。さらに、ユーザが映像音声出力装置２００のモニタ画面上に再生装置１００の再
生状態をＧＵＩ表示させる等の操作をした場合、このＧＵＩ表示に同期して表示部１０８
の表示を「再生時間表示モード」に戻すこともできる。その後、上記と同様に、所定時間
経過後、またはＧＵＩ表示の終了に同期して、表示制御モードを再び「再生中表示モード
」にすることで、表示部１０８の消費電力を削減できる。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
　本発明は、再生状態を示す情報を表示可能な表示部を備えた、映像音声コンテンツを再
生できるプレーヤーやレコーダなどに適用可能である。
【符号の説明】
【００５９】
１００　再生装置
１０１　入出力インタフェース
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１０２　電源回路
１０３　メイン基板
１０４　光ディスクドライブ
１０５　前面パネル
１０６　操作ボタン
１０７　リモコン受光部
１０８　表示部
１０９　ＬＳＩ（コントローラ）
１１０　ＡＣケーブル
２００　映像音声出力装置
２０１　入出力インタフェース
３００　ＡＶケーブル
４００　リモコン
５０１～５３８　発光ダイオード

【図１】 【図２】
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