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(57)【要約】
マルチチャンネル並列デジタルビデオ記録システムは、
ユーザのお気に入りチャンネルを同時かつ連続的に記録
する。記録システムは、ユーザが後で視聴できるよう番
組コンテンツを保存する。マルチメディア制御システム
は、記録システムに接続されて、視聴に利用可能な保存
された番組コンテンツを行列形式で表示してもよい。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数チャンネル並列式ビデオ記録システムであって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサに接続されるデータ記憶媒体と、１つ又はそれ以上の番組フィードを受
信するように構成されるとともに、前記プロセッサに接続される複数のチューナと、
　前記プロセッサに接続される通信インターフェースと、を備え、ここにおいて、前記プ
ロセッサは、前記複数のチューナから複数の番組コンテンツデータ信号を受信するように
構成され、前記プロセッサは、前記複数の番組コンテンツデータ信号を前記データ記憶媒
体に保存するように構成され、更に、前記プロセッサは、前記複数の番組コンテンツデー
タ信号を前記データ記憶媒体に保存されている最も古い保護されていないデータに上書き
保存するように構成される、複数チャンネル並列式ビデオ記録システム。
【請求項２】
　前記プロセッサは、リモートサーバからコマーシャル情報を受信するように構成され、
更に、前記プロセッサは、前記コマーシャル情報を前記番組コンテンツデータの中のコマ
ーシャルコンテンツを削除、又はタグ付けするために処理するよう構成される、請求項１
に記載の複数チャンネル並列式ビデオ記録システム。
【請求項３】
　前記複数のチューナは、テレビ放送を受信するよう構成される複数のチューナを備える
、請求項１に記載の複数チャンネル並列式ビデオ記録システム。
【請求項４】
　前記複数のチューナは、デジタルテレビを受信するよう構成される複数のチューナを備
える、請求項１に記載の複数チャンネル並列式ビデオ記録システム。
【請求項５】
　前記複数のチューナは、ラジオ放送を受信するよう構成される複数のチューナを備える
、請求項１に記載の複数チャンネル並列式ビデオ記録システム。
【請求項６】
　前記複数のチューナは、インターネット・テレビを受信するよう構成される複数のチュ
ーナを備える、請求項１に記載の複数チャンネル並列式ビデオ記録システム。
【請求項７】
　前記複数のチューナは、衛星テレビを受信するよう構成される複数のチューナを備える
、請求項１に記載の複数チャンネル並列式ビデオ記録システム。
【請求項８】
　前記複数のチューナは、ケーブルテレビを受信するよう構成される複数のチューナを備
える、請求項１に記載の複数チャンネル並列式ビデオ記録システム。
【請求項９】
　複数の番組チャンネルを記録する方法であって、
　複数のチューナーから番組コンテンツデータを受信する工程と、前記番組コンテンツデ
ータを記憶領域に保存するとともに、前記記憶領域が全て使用されているとき前記記憶領
域の最も古い番組コンテンツに新しい番組コンテンツデータを上書き保存する工程と、
　前記記憶領域に保存されている番組コンテンツに関連する番組情報をダウンロードする
工程と、を含み、ここにおいて、前記番組情報は、前記番組コンテンツ中の各種多数の番
組の番組開始時間を含み、
　更に、前記番組コンテンツ中のコマーシャルの開始及び終了時間を決定する工程と、を
含む、複数の番組チャンネルを記録する方法。
【請求項１０】
　前記番組コンテンツを、コマーシャルを除外して再生する工程を更に含む、請求項９に
記載の方法。
【請求項１１】
　前記記憶領域に保存されている番組コンテンツのリストを表示する工程を更に含む、請
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求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記番組コンテンツと共に保存されているコマーシャルを削除する工程を更に含む、請
求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　前記番組コンテンツ中のコマーシャルの開始及び終了時間を決定する工程は、サーバか
らコマーシャルの開始及び終了時間をダウンロードする工程を含む、請求項９に記載の方
法。
【請求項１４】
　前記番組コンテンツ中のコマーシャルの開始及び終了時間を決定する工程は、ユーザ入
力を受信する工程を含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１５】
　前記番組コンテンツ中のコマーシャルの開始及び終了時間を決定する工程は、コマーシ
ャル早送りのユーザ制御からユーザ入力を受信する工程を含む、請求項９に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のチャンネルのビデオまたはオーディオ番組を同時に記録するシステム
および方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ビデオカセットレコーダー、ＤＶＤプレイヤー、ＭＰ３プレイヤー、カセットプレーヤ
ー、ＣＤプレイヤー、ケーブル・衛星・インターネットテレビ用のセットトップボックス
（ＳＴＢ）、新しいパーソナルビデオレコーダー（ＰＶＲ）などのマルチメディア機器は
、消費者の間で大流行している。合衆国のほとんどどの家庭にも、少なくとも１台はこう
した機器がある。
【０００３】
　別の一般的な不満として、ユーザは、所望の番組コンテンツを見直しているときに、コ
マーシャルをもう一度見たいとは思わないことがある。さらに、コマーシャルが流れると
きの音量は所望の番組コンテンツの音量よりもずっと大きいことが多く、そのため、ユー
ザはスピーカーの音量を下げなくてはならない。
【０００４】
　別の一般的なユーザの不満として、ユーザは、あらかじめ何を記録するのかを知ってお
かなければならず、そのため、ユーザは番組スケジュールまたは番組ガイドを参照するこ
とが必要となる。現在、ユーザが選択した好みに基づいて番組を記録するＰＶＲがある。
しかしながら、こうした番組記録スキームであっても、記録スキームは主題に基づいて記
録するため、ＰＶＲ機器があらかじめ特定の興味ある番組の番組スケジュールを知ってい
なければならない。例えば、ＰＶＲ機器がユーザは戦争映画を見るのが好きであることを
検知した場合、ＰＶＲは次回の番組スケジュールで戦争に関するテーマの今後の映画を検
索することになる。このスキームが動作するためには、ＰＶＲが今後の番組スケジュール
を知っていなければならない。
【０００５】
　別の一般的な問題として、特定の関心番組を記録するようＰＶＲの登録をするにはユー
ザが忙しすぎる場合が多いということがある。加えて、特定の関心番組を記録するようＰ
ＶＲの登録をする方法を理解することがユーザには難しい場合も多い。さらに、ＰＶＲの
登録をわずらわしいと考えるユーザもいる。単にＰＶＲの登録が面倒で、ＰＶＲが自分で
登録をしてくれればよいと考えるユーザもいる。
【０００６】
　別の一般的な不満として、ユーザは昨日または以前に放送された番組をみたいと思う場
合がある。ユーザが事前に番組スケジュールを知っていれば、ユーザは関心番組を記録し
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たことだろう。あるいは、ユーザがユーザのＰＶＲの登録ができるほど知識があれば、ユ
ーザはＰＶＲの登録をして関心番組を記録したことだろう。また、ユーザにＰＶＲの登録
をする時間があれば、ユーザは関心番組を記録したかもしれない。
【０００７】
　通常、このような番組はユーザ好みや習慣で常に視聴するユーザのお気に入りチャンネ
ルで放送される。ユーザは時にランダムなチャンネルを見るかもしれないが（チャンネル
サーフィン）、通常のユーザは、普通、ユーザのお気に入りチャンネルの間でチャンネル
を切り替え、ユーザが利用可能なそのほかの全てのチャンネルを無視する。ユーザは２０
０を超えるチャンネルにアクセスすることができるのであるが、ユーザは、習慣や好みで
、利用可能なチャンネルのうち１０程度のチャンネルのみを常に見る。例えば、ユーザは
最新のニュースにしか興味が無いかもしれず、そのため、ユーザは常に２４時間ニュース
チャンネルしか見ない。
【０００８】
　別の一般的な不満としては、ＰＶＲの記憶空間が小さすぎることがある。これに関連す
る不満としては、記憶空間が一杯になるとユーザが所望の関心番組を記録することができ
ないことがある。別の関連する不満としては、ユーザがＰＶＲに記録された番組コンテン
ツを見る機会がなかったが、その番組を消去するには、ユーザは積極的に番組コンテンツ
をＰＶＲライブラリで検索して番組を削除しなければならない。ユーザがそのような番組
コンテンツを削除しなければ、ユーザはより望ましい番組コンテンツを記録することがで
きない。加えて、通常のＰＶＲは、記憶空間の制限により、興味のあるチャンネルを連続
して記録することができない。
【０００９】
　別の一般的な不満としては、ユーザが関心番組を見つけにくいために、ユーザがユーザ
のＰＶＲに保存された番組を見ることが難しいということがある。ユーザのＰＶＲに保存
された所望の番組を見るためには、ユーザは、通常、ＰＶＲに利用可能な保存された番組
を表すテキストベースのメニューで検索しなければならない。このようなメニューの検索
は、ユーザにとってわずらわしく、時間がかかるものである。さらに、ＰＶＲの記憶空間
が増加すると、ＰＶＲはますます多くの番組コンテンツを保存できるようになり、そのた
め、このようなメニューの長さやサイズも大きくなる。メニューが長くなると、ユーザに
とっては所望の番組コンテンツを検索して発見することがますます難しくなる。
【００１０】
　別の一般的な不満としては、通常、ユーザにはＰＶＲに保存された番組をすべて見る十
分な時間がないことがある。ユーザには番組をすべて見る十分な時間がないかもしれない
が、それでも、ユーザはそのテーマに精通するために番組コンテンツを十分に知りたいと
考えている。もしくは、それでも、ユーザは適切に精神的な価値を得るために番組コンテ
ンツを十分に知りたいと考えている。ＰＶＲに記録された番組コンテンツのタイトルを表
示するだけでは、こうしたユーザのニーズを適切に満たすことはできない。
【００１１】
　さらに、ユーザに対するマルチメディア機器により実現されるオプションのガイドに用
いられるメニューも、わかりにくく不可解である。メニューは過度に単純化され、テキス
トベースである。カーソルの見た目や動作は初歩的で洗練されておらず、ユーザはメニュ
ー選択肢の非直感的な使用により簡単に混乱させられる。
【００１２】
　ケーブルおよび衛星、ならびにインターネットテレビ事業者により提供されるマルチメ
ディア番組スケジュール情報は、時代遅れの表示方式に物理的にとらわれてきた。サービ
ス事業者は、視聴者は新聞などの印刷メディアから発生したテレビ番組スケジュール提示
方法を読み取り理解することに慣れているという間違った思い込みを有している。
【００１３】
　テレビ番組スケジュール情報は、従来、縦カラム式または表形式で表示されてきた。表
形式では、番組スケジュール情報は２次元の表で表示される。縦軸はテレビのチャンネル
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番号を、横軸は時間枠を表す。各チャンネルのテレビ番組の名称は、表の横方向にリスト
される。各番組はその番組が放映される時間枠にリストされる。
【００１４】
　縦カラム式では、チャンネルと番組名は、時間見出の下に表示される。縦カラム式表示
の例に、ＴＶガイドがある。これは印刷物に用いると効果がある。読み手はカラム全体に
目を通して所望の時間枠を見つけ、その時間に始まる番組のチャネルと番組名を全て見る
ことができるからである。
【００１５】
　テレビ番組スケジュールの主たる形式は、グリッド型である。この形式は、テレビ画面
上でのテレビ番組スケジュール情報の表示に一般的である。テレビ番組スケジュール情報
は、表形式に大変似た形式で表示される。２次元表形式で提示される。縦軸にはチャンネ
ル番号またはＩＤを表示し、横軸には３０分単位で増加する時間を表示する。番組は表に
は表示されない。番組は四角い色つきのブロックで表現される。このブロックは、番組の
開始時間から終了時間まで横方向に延びている。
【００１６】
　視聴者はチャンネルリストをスクロールする。または、チャンネルリストは自動的にロ
ーテーションする。時間枠以上の情報は表示されず、時間が進むにつれて右方向にシフト
するだけである。
【００１７】
　このグリッド型の問題として、テレビの解像度、画面のサイズ、見る距離による制限が
ある。グリッド型では、表示される情報が１、２時間分に制限され、チャンネルリストは
７チャンネルほどに制限される。加えて、用途によっては、グリッド内に広告情報を入れ
ようとするものもある。これは、視聴者に対する情報の視覚的負荷につながり、見た目が
雑然とする。
【００１８】
　ＳＴＢおよびＰＶＲでは、番組編成情報の表示にテレビ画面を用いる。ユーザは、リモ
ートコントロールまたはその他の機器を用いて画面上のカーソルを操作し、番組を選択し
なければならない。これは面倒で苛立たしい処理であり、ユーザは、番組編成リストをス
クロールする間は番組または映像を視聴することができない。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　これらおよびその他の問題点は、複数のチャンネルを連続して記録するマルチチャンネ
ル並列デジタルビデオ記録システムにより解決される。この装置は、ユーザがこの装置を
設定して関心番組を記録する必要がないよう、複数のチャンネルのビデオまたはオーディ
オ番組を同時かつ連続的に記録する。加えて、この装置は連続的に記録することができ、
またはユーザが連続記録と登録の組み合わせで登録することができるため、ユーザは番組
スケジュールを参照してこの装置をいつ登録するかを決める必要がない。
【００２０】
　一実施形態において、記録システムは、複数のチャンネルのテレビ番組を同時かつ連続
的に記録することができる。一実施形態において、記録システムは、複数のラジオチャン
ネルを同時かつ連続的に記録するよう構成されてもよい。一実施形態において、記録シス
テムは、ラジオおよびテレビチャンネルの両方を同時かつ連続的に記録することができる
。一実施形態において、記録システムは、ビデオ番組よりも多くのラジオ番組を記録する
ことができる。
【００２１】
　一実施形態において、記録システムは、ユーザが記録システムの登録をして、複数のチ
ャンネルで異なる時間枠に放送される複数の所望の番組コンテンツを記録することができ
るよう構成される。一実施形態において、記録システムは、ユーザが記録システムの登録
をして、同時に複数のチャンネルで放送される複数の番組コンテンツを記録することがで
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きるよう構成される。一実施形態において、記録システムは、ユーザが連続的および周期
的な記録設定の組み合わせの登録をすることができるよう構成される。
【００２２】
　一実施形態において、記録システムは、ユーザが後で見ることができるように番組コン
テンツを記録する記憶媒体を含む。一実施形態において、記録システムは、記録システム
が連続的に記録できるように、システムが記憶媒体の終わりに達すると記憶媒体の最初か
ら記録を開始する。一実施形態において、記録システムは、記憶媒体が満杯であるとユー
ザに警告を出す。一実施形態において、記憶媒体が満杯である警告は、音声である。一実
施形態において、記憶媒体が満杯である警告は、視覚的信号である。一実施形態において
、記憶媒体が満杯である警告は、音声と視覚的信号の組み合わせである。一実施形態にお
いて、記録システムは、記録システムが記憶媒体の全ての利用可能な空き領域を使い切る
前に、ユーザが記録された番組コンテンツを選択的に削除できるようにし、これにより記
録システムがすでに保存されたコンテンツを上書きすることなく連続的に新たな番組コン
テンツを記録することができるようにする。
【００２３】
　一実施形態において、ユーザは、遠隔地から通信ネットワークを介して記録システムに
アクセスし、すでに保存された番組コンテンツを上書きすることなく追加の番組コンテン
ツを記録するために記憶媒体内でメモリが開放されるように、記録された番組コンテンツ
を削除することができる。一実施形態において、記録システムは、通信ネットワークを介
して遠隔地のユーザに「ストレージが満杯」である警告を送信する。一実施形態において
、記録システムは、ｅメールプロトコルを介して遠隔地のユーザにストレージが満杯であ
る警告を送信する。一実施形態において、記録システムは、テキストメッセージプロトコ
ルを介して遠隔地のユーザにストレージが満杯である警告を送信する。一実施形態におい
て、記録システムは、過去の視聴の好みに基づいて、ユーザが記憶媒体内に保存された特
定の番組を見る可能性を予測することができる。一実施形態において、記録システムは、
自動的にユーザが見る可能性が低い番組コンテンツを削除することができる。
【００２４】
　一実施形態において、記録システムは、同時かつ連続的にユーザのお気に入りチャンネ
ルを記録するよう構成されてもよく、ユーザは番組スケジュールを参照して記録システム
の設定方法を決める必要がない。一実施形態において、ユーザは、この装置が、ユーザの
視聴の好みと習慣をある期間にわたってモニタして、ユーザが頻繁に見るチャンネルトッ
プ１０を記録することにより、自動的にお気に入りチャンネルリストを構築するように設
定してもよい。自動的にお気に入りチャンネルリストを構築することにより、記録システ
ムはＰＶＲ機器の設定が伴うことが多い困難や煩わしさや混乱からユーザを解放する。一
実施形態において、ユーザは、主題を選択することにより、記録システムが選択された主
題に対応する所定のチャンネルのリストを有するように、お気に入りチャンネルリストを
構築することができる。一実施形態において、ユーザは、野球のシーズンなどの季節を選
択することにより、お気に入りチャンネルリストを構築することができる。一実施形態に
おいて、ユーザは、記録システムが複数のお気に入りチャンネルのリストを有するように
設定することができる。
【００２５】
　一実施形態において、記録システムは、ユーザが所望の番組コンテンツを記録するよう
記録システムを登録したときは、ユーザのお気に入りチャンネルリストの複数のチャンネ
ルを記録しないよう構成される。一実施形態において、記録システムは、連続的に記録さ
れるチャンネルからの番組コンテンツを保存するために割り当てられるメモリ空間が減少
するように、ユーザが記録するよう記録システムに登録した番組コンテンツを記録するメ
モリ空間を記憶媒体内に割り当てるよう構成される。一実施形態において、記録システム
は、ユーザが特に記録するよう記録システムに登録した記録された番組コンテンツを削除
しない。一実施形態において、記録システムは、ユーザが記録するよう記録システムに登
録した番組コンテンツを、ユーザが設定した期間、保存するよう構成される。一実施形態



(7) JP 2009-528720 A 2009.8.6

10

20

30

40

50

において、記録システムは、ユーザが記録するよう記録システムに登録した番組コンテン
ツを、記録システムの初期セットアップの際にユーザが設定した、または記録システムの
製造時にメーカーによって設定されたデフォルト期間、保存するよう構成される。
【００２６】
　一実施形態において、記録システムは、ユーザが後で複数のチャンネルを記録するよう
記録システムを登録するときに、記録システムがユーザのお気に入りチャンネルリストか
ら優先順位の高いチャンネルのみを連続的に記録するように、ユーザのお気に入りチャン
ネルリストの優先順位を付け直すよう構成される。一実施形態において、記録システムは
、お気に入りチャンネルリストの設定の際にユーザが指定する優先順位に基づいて、ユー
ザのお気に入りチャンネルリストの優先順位を付け直す。一実施形態において、記録シス
テムは、ユーザの過去の視聴習慣に基づいて、ユーザのお気に入りチャンネルリストの優
先順位を付け直す。一実施形態において、記録システムは、ランダムな選択に基づいて、
ユーザのお気に入りチャンネルリストの優先順位を付け直す。一実施形態において、記録
システムは、ユーザの過去の視聴習慣とランダムな選択とユーザ指定との組み合わせに基
づいて、ユーザのお気に入りチャンネルリストの優先順位を付け直す。一実施形態におい
て、記録システムは、リモートサーバから取得した好みに基づいて、ユーザのお気に入り
チャンネルリストの優先順位を付け直す。一実施形態において、記録システムは、リモー
トサーバがユーザの記録システムの優先順位を付け直すよう記録システムを設定したこと
について、例えば現金報酬または商品券などの報酬をユーザに与える。
【００２７】
　一実施形態において、ユーザは、遠隔地から通信ネットワークを介して記録システムに
アクセスすることによりお気に入りチャンネルリストを変更することができる。一実施形
態において、ユーザは複数のお気に入りチャンネルリストのうちリストを設定して、記録
システムの複数のユーザ用のリストができるようにする。一実施形態において、ユーザは
、記録システムを、ある期間にはあるリストのチャンネルを記録するよう設定し、別の期
間に別のリストのチャンネルを記録するよう設定する。
【００２８】
　一実施形態において、記録システムは、ユーザがお気に入りチャンネルリストの特定の
チャンネルの番組コンテンツを見ているかどうかを検出することができる。一実施形態に
おいて、記録システムは、ユーザのお気に入りチャンネルリスト内のあまり見ないチャン
ネルの代わりに別のチャンネルを、ユーザに提案する。一実施形態において、記録システ
ムは、ユーザの視聴習慣または好みの変化の検出に基づいて、ユーザのお気に入りチャン
ネルリストからチャンネルを自動的に追加または削除する。一実施形態において、記録シ
ステムは、ユーザのお気に入りチャンネルリストへの特定のチャンネルの追加についてユ
ーザに報酬を提供する。このプロセスは、アップセルと呼ばれる。一実施形態において、
記録システムは、ユーザが遠隔地の他のユーザまたは個人に番組コンテンツを推薦するこ
とができるようにする。一実施形態において、記録システムは、遠隔地で記録システムを
使用する他の個人へのチャンネルや番組コンテンツの推薦についてユーザに報酬を提供す
る。一実施形態において、記録システムは、別の場所で記録システムを使用する他の個人
の好みに基づいてユーザのお気に入りチャンネルリストにチャンネルを追加することをユ
ーザに提案する。
【００２９】
　一実施形態において、記録システムは、ユーザの過去の視聴習慣および好みをモニタす
ることに基づいて番組コンテンツをユーザに提案するよう構成される。一実施形態におい
て、記録システムは、ユーザの過去の視聴習慣および好みをモニタすることに基づいて番
組コンテンツの優先順位をつける。一実施形態において、記録システムは、まず、優先順
位が高い番組コンテンツを削除または上書きするかわりに、優先順位が低い番組コンテン
ツを削除または上書きする。一実施形態において、記録システムは、フィギュアスケート
女子の優先順位をフィギュアスケート男子よりも高くするなどというように、特定の番組
コンテンツの異なるセグメントの優先順位をつける。一実施形態において、記録システム
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は、番組中の優先順位の高いセグメントのみが保存されるように、番組中の優先順位が低
いセグメントを自動的に削除または上書きする。
【００３０】
　一実施形態において、記録システムは、ユーザがすでに放送された番組を見ることがで
きるように、ユーザのお気に入りチャンネルを同時かつ連続的に記録し、記録された番組
をある程度の期間保存するよう構成される。これにより、ユーザは、番組の放送時には知
ることがなかった番組を見ることができる。一実施形態において、記録システムは、記録
システムがユーザの主お気に入りチャンネルリストを同時かつ連続的に記録するようなデ
フォルト設定で構成される。
【００３１】
　一実施形態において、記録システムは、番組コンテンツから自動的にコマーシャルを除
去するよう構成される。一実施形態において、記録システムは、記録された番組コンテン
ツの音量の変化を検索してコマーシャルを検出することにより、自動的にコマーシャルを
除去する。一実施形態において、記録システムは、音量の変化を検出することにより自動
的にコマーシャルを検出し、この場合記録システムは記録を停止し、記録システムが音量
の増加を検出すると再び記録を開始する。一実施形態において、記録システムは、記録さ
れた番組コンテンツの番組配給業者のロゴの有無を検索し、記録されたコンテンツのうち
番組配給業者のロゴがないものを全て除去することにより、自動的にコマーシャルを除去
する。一実施形態において、記録システムは、番組配給業者のロゴの不在を検出すること
により自動的にコマーシャルを検出し、この場合記録システムは記録を停止し、記録シス
テムが番組配給業者のロゴの存在を検出すると再び記録を開始する。
【００３２】
　一実施形態において、記録システムは、記録された番組から自動的にコマーシャルを除
去するよう構成される。一実施形態において、記録システムは、インターネットなどの通
信ネットワークを介してリモートサーバに接続される。一実施形態において、リモートサ
ーバは、利用可能な番組チャンネル全てについてのコマーシャルの開始時間および終了時
間に関する情報のデータベースを含む。一実施形態において、記録システムは、この情報
を取得し使用して、記録システムに記録され保存された番組から全てのコマーシャルコン
テンツを除去するよう構成される。一実施形態において、記録システムは、この情報をリ
アルタイムでデータベースから取得するよう構成され、これにより、記録システムはコマ
ーシャルが再生されると記録を停止しコマーシャルの再生が終了すると記録を再開するこ
とができる。一実施形態において、記録システムは、ユーザが連続的もしくは選択的に見
ることができるようコマーシャルを全て表示するためにこの情報を使用するよう構成され
る。一実施形態において、記録システムは、リモートサーバから気象情報を取り込むよう
構成される。一実施形態において、記録システムは、システムがお気に入りチャンネルの
かわりのリストを記録するように、取り込んだ気象情報に基づいて厳しい気象状況を検出
するよう構成される。一実施形態において、記録システムは、システムがシステムの記録
スケジュールを変更するように、取り込んだ気象情報に基づいて厳しい気象状況を検出す
るよう構成される。
【００３３】
　一実施形態において、リモートサーバにあるコマーシャル情報のデータベースは、各種
の番組チャンネルを見ている個人によって、コマーシャルが流れるときはいつでもこれら
の個人がコマーシャルの開始時間と終了時間を登録することによって、サーバに登録され
る。一実施形態において、番組チャンネルをモニタする個人は、番組コンテンツに関する
タイトル、説明、および開始時間および終了時間のデータ情報を、リモートサーバにある
番組編成情報データベースに入力する。一実施形態において、これらの個人は、中央位置
に位置する。一実施形態において、これらの個人は個人の家などの遠隔地に位置し、この
場合、個人は、インターネットなどの通信ネットワークを介して、リモートサーバに接続
される。
【００３４】
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　一実施形態において、記録システムは、番組編成情報データベースから受信した、例え
ば番組タイトル、説明、番組開始時間、番組終了時間などの番組編成情報を使用して、記
録システムに保存された番組コンテンツを識別するよう構成される。一実施形態において
、記録システムは、番組情報を記録システムに保存された番組コンテンツと関連付けて、
番組の終わりにジャンプ、番組の始めにジャンプ、コマーシャルのスキップ、番組タイト
ルの表示、などの機能を有効にするよう構成される。一実施形態において、記録システム
は、タイトル、説明、ならびに開始時間および終了時間、ならびに日付データ情報を、マ
ルチメディア制御システムがかかるデータ情報を記録システムに保存された番組コンテン
ツと関連付けることができるように、マルチメディア制御システムに送信する。一実施形
態において、記録システムは、タイトル、説明、ならびに開始時間および終了時間、なら
びに日付データ情報を用いて、記録システムに保存された特定の番組コンテンツの開始時
点および終了時点を判断するよう構成される。
【００３５】
　一実施形態において、記録システムは、記録システムが保存された番組コンテンツの指
示された部分にコマーシャルのタグをつけるように、コマーシャルが現在流れていること
をユーザが記録システムに通知することができるよう構成される。一実施形態において、
記録システムは、ユーザが番組の一部を早送りし、この部分をコマーシャルとしてマーク
することができるよう構成される「コマーシャルの早送り」ボタンを含むマルチメディア
制御システムに接続される。一実施形態において、ユーザは、コマーシャルが始まると「
コマーシャルの早送り」ボタンを押したままにし、コマーシャルが終わるとボタンを離す
。一実施形態において、記録システムは、記録システムが番組コンテンツの部分にコマー
シャルのタグをつけるように、システムが番組コンテンツを記録している間にユーザが「
コマーシャルの早送り」ボタンを選択できるよう構成される。一実施形態において、記録
システムは、ユーザが同時にリアルタイムで見ている特定の番組コンテンツをシステムが
記録している間にユーザが「コマーシャルの早送り」ボタンを押す間、記録を停止するよ
う構成される。一実施形態において、記録システムは、コマーシャルとしてマークされた
番組コンテンツの部分を自動的に削除するよう構成される。
【００３６】
　一実施形態において、記録システムは、このコマーシャルタグ情報を、コマーシャル情
報データベースに保存するために、通信ネットワークを介してリモートサーバに送信する
よう構成される。一実施形態において、リモートサーバは、複数のユーザからの複数のコ
マーシャルタグ情報を、通信ネットワークを介して受信するよう構成される。一実施形態
において、リモートサーバは、異常が排除されるように、複数のユーザから受信したコマ
ーシャルタグ情報を平均するよう構成される。一実施形態において、リモートサーバは、
複数のユーザから受信したコマーシャルタグ情報のうち他のユーザから受信した他の情報
に似ていないものを削除するよう構成される。一実施形態において、リモートサーバは、
アルゴリズムを複数のユーザから受信したコマーシャルタグ情報に適用し、コマーシャル
の開始および終了タイミング情報を判断するよう構成される。
【００３７】
　一実施形態において、リモートサーバは、アップセル情報用のデータベースも含む。一
実施形態において、記録システムは、定期的にリモートサーバに接続してアップセル情報
を取り込むよう構成される。一実施形態において、リモートサーバは、記録システムにア
ップセル情報を自動的に送信する。一実施形態において、記録システムは、ユーザがアッ
プセルを受け付けた場合には、アップセルデータベースに保存するためにリモートサーバ
に情報を送り返す。
【００３８】
　一実施形態において、記録システムは、ウォッチリストを保存するよう構成される。一
実施形態において、ユーザは、所望の番組コンテンツのタイトルを入力する。一実施形態
において、記録システムは、特定の番組コンテンツを記憶媒体から削除する前にウォッチ
リストを比較するよう構成される。一実施形態において、記録システムは、特定の番組コ
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ンテンツを、その番組のタイトルがウォッチリストにあれば、保存するよう構成される。
一実施形態において、記録システムは、特定の番組コンテンツを、その番組のタイトルが
ウォッチリストになければ、削除または上書きするよう構成される。
【００３９】
　一実施形態において、記録システムは、ユーザが長期間にわたってシステムを起動して
いないことを検出することができる。一実施形態において、記録システムは、ユーザが長
期間にわたって記録システムを起動していないことをシステムが検出したとき、番組コン
テンツを代替記憶媒体に保存する。一実施形態において、記録システムは、ユーザが長期
間にわたってシステムを起動していないことを記録システムが検出したとき、削除または
上書きされようとする番組コンテンツをＤＶＤディスクに保存する。
【００４０】
　一実施形態において、記録システムは、ユーザが、例えば１週間などの期間に記録され
た番組コンテンツを見ていないことを検出することができる。一実施形態において、記録
システムは、ユーザが例えば１週間などの期間に番組コンテンツを見ていないことを記録
システムが検出したとき、記録された番組コンテンツを自動的に削除する。
【００４１】
　一実施形態において、記録システムは、記憶媒体内に重複して番組が保存されているか
否かを検出する。一実施形態において、記録システムは、記憶媒体内に番組コンテンツの
コピーが１つ残るように、重複した番組コンテンツを削除または上書きする。
【００４２】
　一実施形態において、記録システムは、複数の解像度レベルで番組コンテンツを記録す
るよう構成される。一実施形態において、記録システムは、記録システムがユーザのお気
に入りチャンネルリストを連続的に記録しているとき、低解像度で番組コンテンツを記録
するよう構成される。一実施形態において、記録システムは、記録システムがユーザが特
に記録するよう記録システムに登録した番組コンテンツを記録しているとき、高解像度で
番組コンテンツを記録するよう構成される。一実施形態において、記録システムは、複数
の圧縮アルゴリズムレベルを用いて番組コンテンツを記録するよう構成される。一実施形
態において、記録システムは、記録システムがユーザのお気に入りチャンネルリストを連
続的に記録しているとき、高圧縮のアルゴリズムを用いて番組コンテンツを記録するよう
構成される。一実施形態において、記録システムは、ユーザが特に記録するよう記録シス
テムに登録した番組コンテンツを記録しているとき、低圧縮のアルゴリズムを用いて番組
コンテンツを記録するよう構成される。
【００４３】
　一実施形態において、記録システムは、無線周波数インターフェースを介してマルチメ
ディア制御システムに接続する。一実施形態において、記録システムは、直接配線インタ
ーフェースを介してマルチメディア制御システムに接続する。一実施形態において、記録
システムは、赤外線接続を介してマルチメディア制御システムに接続する。一実施形態に
おいて、記録システムは、上記のインターフェースの組み合わせを介してマルチメディア
制御システムに接続する。
【００４４】
　一実施形態において、マルチメディア制御システムは、プロセッサと、タッチスクリー
ンディスプレイと、少なくとも１つ通信チャンネルを介してタイトルおよび説明情報を受
信する通信インターフェースと、記録システムに接続する１つ以上のインターフェースと
を含む。一実施形態において、マルチメディア制御システムは、記録システムに接続する
赤外線インターフェースを含む。一実施形態において、マルチメディア制御システムは、
記録システムに接続する無線周波数インターフェースを含む。一実施形態において、マル
チメディア制御システムは、直接配線インターフェースを含む。
【００４５】
　一実施形態において、通信チャンネルは、コンピュータネットワークを含む。一実施形
態において、通信チャンネルは、インターネット接続を含む。一実施形態において、通信
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チャンネルは、無線ネットワークチャンネルを含む。一実施形態において、通信インター
フェースは、衛星ラジオ受信機を含む。一実施形態において、通信インターフェースは、
ローカルエリアネットワークインターフェースを含む。一実施形態において、通信インタ
ーフェースは、無線ローカルエリアネットワークインターフェースを含む。
【００４６】
　一実施形態において、マルチメディア制御システムは、記録システムに保存された番組
コンテンツに関する情報を受信し、保存された番組コンテンツ情報をタッチスクリーンデ
ィスプレイに提示する。一実施形態において、保存された番組コンテンツ情報は、単一の
制御画面に比較的多数の番組を表示することができるように、行列形式で表示される。一
実施形態において、行列形式は、記録システムに保存された番組コンテンツに対応する一
連のグラフィカルユーザインターフェースボタンを含む。一実施形態において、各ボタン
は、対応する保存された番組コンテンツのタイトル、説明、開始時間および終了時間、記
録日時、ならびに期間情報を表示する。一実施形態において、各ボタンは、対応する保存
された番組コンテンツのフレームを表示する。一実施形態において、各ボタンは、対応す
る保存された番組コンテンツのビデオセグメントを表示する。一実施形態において、一連
のボタンのあるものはタイトルおよび説明情報を表示し、別のボタンはビデオフレームを
表示し、さらに別のボタンはビデオセグメントを表示する。
【００４７】
　一実施形態において、マルチメディア制御システムプロセッサは、通信インターフェー
スを介して記録システムに保存された特定の番組に関するタイトル、説明、開始時間およ
び終了時間、ならびに日付データ情報を受信し、この情報を上記のようにタッチスクリー
ンディスプレイに表示する。一実施形態において、マルチメディア制御システムプロセッ
サは、記録システムに保存された特定の番組に関するタイトル、説明、開始時間および終
了時間、ならびに日付データ情報を記録システムから受信し、この情報を上記のようにタ
ッチスクリーンディスプレイに表示する。一実施形態において、マルチメディア制御シス
テムプロセッサは、記録システムに保存された特定の番組に関するタイトル、説明、開始
時間および終了時間データ情報をリモートサーバから受信し、この情報を上記のようにタ
ッチスクリーンディスプレイに表示する。一実施形態において、マルチメディア制御シス
テムプロセッサは、タイトル、説明、開始時間および終了時間、ならびに日付データ情報
を用いて、記録システムから取り込むべき必要な番組コンテンツデータ情報を判断するよ
う構成される。
【００４８】
　一実施形態において、ユーザは、保存された関心番組コンテンツに対応するボタンに２
度タッチすることにより、保存された番組を選択して視聴する。一実施形態において、ユ
ーザは、保存された番組に対応するボタンにタッチし、次に同じくマルチメディア制御シ
ステムに配された削除ボタンにタッチすることにより、保存された番組を削除する。一実
施形態において、ユーザは、ユーザのお気に入りチャンネルリストの全チャンネルから記
録された保存された番組コンテンツを、タッチ画面ディスプレイ内の行列形式内で同時に
再生する。一実施形態において、ユーザは、ユーザのお気に入りチャンネルリストの全チ
ャンネルから記録された保存された番組コンテンツを、ユーザのテレビディスプレイの行
列形式内で同時に再生する。一実施形態において、ユーザは、関心番組に対応するボタン
に１度タッチすることにより、再生中の番組の１つの音声を有効化する。
【００４９】
　一実施形態において、ユーザは、所望の番組に対応するボタンにタッチし、次に同じく
マルチメディア制御システムに配されたハイライトボタンにタッチすることにより、ハイ
ライトと呼ばれる保存された番組の短縮版を見る。一実施形態において、ハイライトボタ
ンの選択により、ユーザに保存された番組の大ボリュームセグメントのいくつかを見せる
。一実施形態において、ハイライトボタンの選択により、ユーザに保存された番組の最初
、中間、または終わりの数秒を見せる。一実施形態において、ハイライトは、記録システ
ムが保存された番組のセグメントのどの部分を再生するかを決定するときに生成される。
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一実施形態において、ハイライトは、マルチメディア制御システムが保存された番組のセ
グメントのどの部分を再生するかを決定するときに生成される。
【００５０】
　一実施形態において、マルチメディア制御システムプロセッサは、タッチスクリーンデ
ィスプレイからのユーザ入力に応答して、１つ以上のマルチメディア機器を制御する。一
実施形態において、マルチメディア制御システムプロセッサは、上記のように、マルチチ
ャンネル並列デジタルビデオ記録システムを制御する。一実施形態において、マルチメデ
ィア制御システムプロセッサは、上記のように、行列形式内に表示された保存された番組
のユーザ選択に応答してダイアローグ型ディスプレイを提示する。一実施形態において、
マルチメディア制御システムプロセッサは、タッチスクリーンディスプレイを更新して、
マルチチャンネル並列デジタルビデオ記録システムに現在保存されているコンテンツを示
す。
【００５１】
　一実施形態において、マルチメディア制御システムは、メールボックスボタンを表示す
るよう構成される。一実施形態において、ユーザは、メールボックスボタンを選択して、
利用可能なメールボックスを表示する。一実施形態において、マルチメディア制御システ
ムは、メールボックスをパスワードで保護するよう構成される。一実施形態において、ユ
ーザは、メールボックスを選択して、そのメールボックスに保存されている番組を見る。
一実施形態において、ユーザは、メールボックスを選択して、他のユーザまたは遠隔地の
個人からの推薦メッセージを見る。一実施形態において、ユーザは、メールボックスを選
択して、アップセルメッセージを見る。
【００５２】
　一実施形態において、記録システムは、システムを制御するプロセッサを含む。一実施
形態において、記録システムは、番組コンテンツおよびその他のソフトウェアを保存する
複数のハードドライブを含む。一実施形態において、記録システムは、複数のテレビおよ
び／またはラジオチューナを含む。一実施形態において、記録システムは、複数のアナロ
グおよびデジタルチューナを含む。一実施形態において、複数のチューナは、デジタル番
組信号を受信し復号化するセットトップボックスを含む。一実施形態において、記録シス
テムは、複数のマルチチャンネルのケーブル／衛星／インターネットテレビデコーダおよ
び／またはアナログチューナを含む。一実施形態において、インターネットプロトコルス
タックを介してラジオおよびテレビフィードが提供される。一実施形態において、記録シ
ステムは、複数のダイナミックフラッシュメモリを含む。一実施形態において、記録シス
テムは、フラッシュメモリに番組コンテンツを保存する。一実施形態において、記録シス
テムは、ハードドライブに番組コンテンツを保存する。一実施形態において、記録システ
ムは、フラッシュメモリおよびハードドライブの両方に番組コンテンツを保存する。一実
施形態において、記録システムは、ＤＶＤリーダ／ライタドライブを含む。
【００５３】
　一実施形態において、記録システムは、複数のオーディオおよびビデオ出力インターフ
ェースを含む。一実施形態において、記録システムは、通信ネットワークまたはローカル
エリアネットワークへ接続する無線周波数インターフェースを含む。一実施形態において
、記録システムは、ローカルエリアネットワークへ接続するローカルエリアネットワーク
インターフェースを含む。一実施形態において、記録システムは、複数のリモートコント
ロール機器へ接続する赤外線インターフェースを含む。一実施形態において、記録システ
ムは、情報をユーザに提示する出力ディスプレイを含む。一実施形態において、記録シス
テムは、ユーザが記録システムを制御するための複数の入力コントロールを含む。一実施
形態において、記録システムは、携帯メディアストレージ機器または携帯メディア視聴機
器に接続する複数のインターフェースを含む。
【００５４】
　図１Ａは、娯楽システム１０６と接続して用いられるマルチチャンネル並列デジタルビ
デオ記録システム１０１を示す。娯楽システム１０６は、通常、テレビ１１０、オーディ
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オスピーカー１１１、例えばセットトップボックス（ＳＴＢ）１０２などの１つ以上のマ
ルチメディア機器、アナログテープレコーダ１０３、ＤＶＤプレイヤー１０４、ＡＶ受信
機１０５、などを含む。記録システム１０１は、テレビ１１０に表示されるまたはオーデ
ィオスピーカー１１１で再生される番組コンテンツの保存に用いられる。ユーザは、制御
システム１０７を用いて、リモートコントロール型の機能を実行する（例えば、音量制御
、チャンネル制御、入力機器選択、早送り、巻き戻し、スローモーション、など）。一実
施形態において、制御システム１０７は、記録システム１０１の記憶媒体に保存された番
組コンテンツに関する情報を提供するタッチスクリーンディスプレイを備える。一実施形
態において、制御システム１０７は、プログラム可能なタッチスクリーンボタンを備え、
ユーザが娯楽システムの制御ができるようにする。一実施形態において、制御システム１
０７は、ユニバーサルリモートコントロールの機能および通常はオンスクリーンプログラ
ムにより備えられる機能を備える。
【００５５】
　一実施形態において、記録システム１０１は、テレビ１１０に表示される「オンスクリ
ーン」プログラム画面でプログラムされるよう構成される。記録システム１０１は、マル
チメディア制御システム１０７上のタッチスクリーンプログラム画面でプログラムされる
よう構成されてもよい。一実施形態において、記録システム１０１は、記録システム１０
１を直接または通信ネットワークを介して接続する任意のパソコンまたはビデオゲームシ
ステムまたはその他のコンピュータシステム１１２上でプログラムされるよう構成される
。記録システム１０１は、「オンスクリーン」プログラム画面、タッチスクリーンプログ
ラム画面、またはコンピュータシステムの組み合わせでプログラムされるよう構成されて
もよい。
【００５６】
　一実施形態において、マルチメディア制御システム１０７は、無線周波数通信を用いて
記録システム１０１と通信することができる。マルチメディア制御システム１０７は、任
意で、赤外線、超音波、無線周波数通信、その他を介して、記録システム１０１と無線で
通信することができる。一実施形態において、マルチメディア制御システム１０７は、任
意で、ワイヤまたは同軸ケーブルを介して記録システム１０１と通信することができる。
一実施形態において、マルチメディア制御システム１０７は、上記通信インターフェース
の組み合わせを用いて記録システム１０１と通信する。マルチメディア制御システム１０
７と記録システム１０１との間で無線周波数通信を用いるということは、ユーザは、赤外
線機器によくあるようにマルチメディア制御システム１０７を記録システム１０１に「向
ける」必要が無いということである。
【００５７】
　図１Ｂは、マルチチャンネル並列デジタルビデオ記録システム１０１の一実施形態を示
す図である。一実施形態において、記録システム１０１は、システムがオンであるかまた
はオフであるか、システムがユーザが選択した番組コンテンツを再生しているかどうかな
ど、ユーザに対する情報の表示に用いられるディスプレイ出力１２０を含む。記録システ
ム１０１は、ＤＶＤディスクの再生と保存された番組コンテンツのＤＶＤディスクへの記
録に用いられるＤＶＤリーダ／ライタドライブ１２１を含んでもよい。一実施形態におい
て、記録システム１０１は、システムをオン／オフするための電源ボタン１２２を含む。
記録システム１０１は、任意で、記録システム１０１を、ＵＳＢフラッシュメモリスティ
ックなどの携帯型ストレージメディア機器、またはＭＰ３プレイヤーなどの携帯型視聴機
器へ接続するための入力インターフェースおよび出力インターフェースを含む。一実施形
態において、記録システム１０１は、ユーザがディスプレイ出力１２０に提示される様々
なオプションを選択できるようにするために用いられる多目的ダイヤルボタン１２４を含
む。一実施形態において、記録システム１０１は、ユーザがセットアップメニューの選択
などの様々な選択を行うことができるようにする一連の多目的フロントパネルボタン１２
５を含む。
【００５８】
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　図２は、マルチチャンネル並列デジタルビデオ記録システム１０１のブロック図である
。記録システム１０１は、制御モジュール２０４とスクリーンディスプレイ１２０とを含
む。ディスプレイスクリーン１２０は、制御モジュール２０４の一部であるディスプレイ
ドライバ２２２に接続してこれに制御される。ディスプレイドライバ２２２は、プロセッ
サ２０５に接続される。また、多目的フロントパネルボタンインターフェース２００と、
任意の通信インターフェース２０７と、ネットワークインターフェース２０８と、無線周
波数インターフェース２０９と、携帯型ストレージメディアインターフェース２１０と、
任意の有線リモートインターフェース２１１とが、プロセッサ２０５に接続される。複数
のハードドライブや不揮発性フラッシュメモリなどの不揮発性記憶媒体も、プロセッサ２
０５に接続される。また、複数のチューナ２１３と、任意のフラッシュメモリ２１５と、
任意のＤＶＤリーダ／ライタと、オーディオ出力インターフェース２１７と、ビデオ出力
インターフェース２１８とが、プロセッサ２０５に接続される。ネットワークインターフ
ェース２０８は、無線ＬＡＮインターフェースとして構成されてもよい。一実施形態にお
いて、複数のチューナ２１３は、アナログチューナおよび／またはマルチチャンネルケー
ブル／衛星／インターネットテレビデコーダを含む。
【００５９】
　プロセッサ２０５で処理されるオペレーティングシステムは、記録システム１０１の動
作を制御する。オペレーティングシステムは、多目的フロントパネルボタンインターフェ
ース２００を制御し、多目的フロントパネルボタン１２５を介して受信された入力された
情報を処理する。オペレーティングシステムは、また、ディスプレイドライバ２２２を介
してディスプレイスクリーン１２０に表示された情報を制御する。
【００６０】
　複数のチューナ２１３は、番組フィード２１９をケーブル／衛星／インターネットテレ
ビネットワークなどから受信する。複数のチューナ２１３は、番組コンテンツを保存可能
なデータとしてプロセッサ２０５に提供する。複数のチューナ２１３は、記録システム１
０１が複数のチャンネルの番組を平行して記録できるようにする。一実施形態において、
プロセッサ２０５は、記憶媒体２１２内に番組コンテンツを保存する。一実施形態におい
て、記憶媒体２１２は、複数のハードドライブである。一実施形態において、プロセッサ
２０５は、フラッシュメモリ２１５に番組コンテンツを保存する。
【００６１】
　テレビディスプレイは、出力インターフェース２１７および２１８に接続されてもよい
。プロセッサ２０５は、記憶媒体２１２から番組コンテンツデータを取り込み、そのデー
タをテレビ準拠の信号に変換する。
【００６２】
　一実施形態において、プロセッサ２０５は、無線周波数インターフェース２０９を介し
てマルチメディア制御システム１０７から情報を送受信する。プロセッサ２０５は、また
、ネットワークインターフェース２０８を介してマルチメディア制御システム１０７から
情報を送受信してもよい。一実施形態において、プロセッサ２０５は、有線リモートイン
ターフェース２１１を介してマルチメディア制御システム１０７から情報を送受信しても
よい。一実施形態において、プロセッサ２０５は、例えば赤外線インターフェース２０７
などの無線インターフェースを介してマルチメディア制御システム１０７から情報を送受
信する。
【００６３】
　一実施形態において、プロセッサ２０５は、図９に示すように、ネットワークインター
フェース２０８を介してリモートサーバから情報を送受信する。プロセッサ２０５は、図
９に示すように、リモートサーバへ情報を送信してもよい。
【００６４】
　プロセッサ２０５は、記憶媒体２１２から番組コンテンツデータを取り込み、このデー
タをＤＶＤディスクメディアにデータを保存するＤＶＤリーダ／ライタドライブ１２１へ
送信する。プロセッサ２０５は、記憶媒体２１２から番組コンテンツデータを取り込み、
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このデータをＤＶＤフォーマットに変換する。一実施形態において、プロセッサ２０５は
、変換したデータをＤＶＤディスクメディアにデータを保存するＤＶＤリーダ／ライタド
ライブ１２１へ送信する。
【００６５】
　一実施形態において、プロセッサ２０５は、携帯型メディアインターフェース２１０を
介して、例えばＭＰ３プレイヤーまたはＵＳＢメモリスティックなどの携帯型メディアか
らデータを送受信する。一実施形態において、プロセッサ２０５は、記憶媒体２１２から
番組コンテンツデータを取り込み、このデータを携帯型メディアインターフェース２１０
を介してＵＳＢメモリスティックに送信する。一実施形態において、ユーザは、ＵＳＢメ
モリスティックを番組コンテンツを視聴するための別の機器に接続する。
【００６６】
　一実施形態において、記録システム１０１は、複数の解像度レベルで番組コンテンツを
記録するよう構成される。一実施形態において、プロセッサ２０５は、記録システム１０
１がユーザのお気に入りチャンネルリストを連続的に記録しているとき、低解像度で番組
コンテンツを記録するよう構成される。一実施形態において、プロセッサ２０５は、記録
システム１０１がユーザが特に記録するよう記録システム１０１に登録した番組コンテン
ツを記録しているとき、高解像度で番組コンテンツを記録するよう構成される。一実施形
態において、プロセッサ２０５は、記憶媒体２１２に保存された複数の圧縮アルゴリズム
レベルを用いて番組コンテンツを記録するよう構成される。一実施形態において、プロセ
ッサ２０５は、記録システム１０１がユーザのお気に入りチャンネルリストを連続的に記
録しているとき、高圧縮のアルゴリズムを用いて番組コンテンツを記録するよう構成され
る。一実施形態において、プロセッサ２０５は、記録システム１０１がユーザが特に記録
するよう記録システム１０１に登録した番組コンテンツを記録しているとき、低圧縮のア
ルゴリズムを用いて番組コンテンツを記録するよう構成される。
【００６７】
　図３Ａは、記憶媒体２１２の一実施形態を示すブロック図であり、記録システムはシス
テムが記憶媒体の終わりまでくると記憶媒体の初めから記録を開始する。一実施形態にお
いて、メモリブロック３０１は、第１期間において番組フィード２１９から記録された番
組コンテンツを含み、メモリブロック３０２、３０３などは、第２、第３期間などにおい
て番組フィード２１９から記録された番組コンテンツを含む。プロセッサ２０５は、最後
のメモリブロック３０４が一杯になるまで記憶媒体２１２への番組コンテンツの保存を続
け、このときプロセッサ２０５は記憶媒体２１２の最初に戻って以前に記録されたメモリ
ブロック３０１に上書き記録する。
【００６８】
　図３Ｂは、記憶媒体２１２の一実施形態を示すブロック図であり、プロセッサ２０５は
、最初のメモリブロック３２４を上書き記録するかわりに、削除された番組コンテンツ３
２０を上書き記録する。一実施形態において、ユーザは、メモリブロック３２０に保存さ
れた番組コンテンツを選択的に削除する。これにより、ユーザは番組コンテンツを保存す
ることができ、また、プロセッサ２０５は連続的に追加の番組コンテンツを記録すること
ができる。一実施形態において、番組コンテンツはメモリブロック３２２から削除されず
、メモリブロックが削除対象としてマークされ、これにより、プロセッサ２０５はメモリ
ブロック３２２に含まれたコンテンツを上書き記録することができる。
【００６９】
　一実施形態において、プロセッサ２０５はユーザが視聴するために選択した番組コンテ
ンツの実行中のリストを記憶媒体２１２内に記録する。一実施形態において、プロセッサ
２０５は、ユーザが過去に視聴した番組コンテンツの実行中のリストにある番組コンテン
ツをカテゴリー化する。一実施形態において、プロセッサ２０５は、ユーザが最もよく視
聴する番組のカテゴリーリストを生成して保存する。一実施形態において、プロセッサ２
０５は、ユーザが最もよく視聴する番組のカテゴリーリストと記憶媒体２１２に保存され
た特定の番組のカテゴリーを比較する。一実施形態において、プロセッサ２０５は、記憶
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媒体２１２に保存された特定の番組コンテンツのカテゴリーがユーザが最もよく視聴する
番組のカテゴリーリストにあるカテゴリーのひとつに一致しないとき、その特定の番組を
削除するまたはこれにタグをつける。一実施形態において、プロセッサ２０５は、図９に
示すように、リモートサーバに置かれたタイトルおよび説明データベースから特定の番組
のカテゴリー情報を取り込む。一実施形態において、プロセッサ２０５は、番組の一部の
カテゴリーがユーザが最もよく視聴する番組のカテゴリーリストのカテゴリーに一致しな
い場合に、その番組の部分を削除する。一実施形態において、プロセッサ２０５は、ユー
ザが最もよく視聴する番組のカテゴリーリストに基づいて、記憶媒体２１２に保存された
番組コンテンツの削除の優先順位をつける。
【００７０】
　図４は、タッチスクリーン４０１にディスプレイページ４００を含むマルチメディア制
御システム１０７の一実施形態を示す図である。一実施形態において、ディスプレイペー
ジ４００は保存された番組コンテンツのリストを示し、マルチメディア制御システム１０
７が記録システム１０１から保存された番組コンテンツ情報を受信する。一実施形態にお
いて、ディスプレイページ４００は、記憶媒体２１２に保存された異なる番組コンテンツ
に対応する行列４０２状のグラフィカルユーザインターフェースボタンを含む。グラフィ
カルユーザインターフェースボタンは、タッチスクリーン４０１上の領域に対応する。図
４に示す図では、ボタン４０３は、記憶媒体２１２に保存された特定の番組コンテンツに
対応する。一実施形態において、ボタン４０３は、この番組コンテンツに対応するタイト
ルおよび説明情報を表示する。一実施形態において、この情報は記録システム１０１から
取り込まれる。一実施形態において、マルチメディア制御システム１０７は、図９に示す
ように、リモートサーバからこの情報を取り込む。一実施形態において、記憶媒体２１２
に保存された別の番組に対応するボタン４０４は、ビデオ番組から１つのビデオフレーム
を表示する。一実施形態において、マルチメディア制御システム１０７は、記録システム
１０１からこのビデオフレームに対応する情報を取り込む。
【００７１】
　一実施形態において、行列４０２は、ユーザが視聴して後でもう一度見たい番組コンテ
ンツをマークすることができるように、記録されて利用可能な番組コンテンツを全て表示
する。一実施形態において、ユーザがボタン４０３および４０５にタッチし、その後ボタ
ン４１２にタッチすると、選択された番組コンテンツを後で視聴するためにセーブする。
一実施形態において、記録システム１０１は、ユーザがセーブし上書きから保護するよう
番組コンテンツを選択するとき、番組コンテンツを上書き記録しない。一実施形態におい
て、記録システム１０１は、ユーザがセーブするよう選択した番組コンテンツをセーブす
る期間をユーザが指定することができるよう構成され、この期間が過ぎると、記録システ
ムはセーブされ保護された番組コンテンツを上書き記録する。一実施形態において、記録
システム１０１は、選択された番組コンテンツをユーザが永久保存または無期限にセーブ
することができるようにするよう構成される。一実施形態において、記録システム１０１
は、ユーザが例えばメモリスティックまたはＤＶＤディスクなどの携帯型記憶媒体に選択
された番組コンテンツを保存できるようにするよう構成される。一実施形態において、記
録システム１０１は、記録システム１０１の初期設定の際にユーザが設定した期間の後、
セーブされ保護された番組コンテンツを上書き記録するよう構成される。一実施形態にお
いて、記録システム１０１は、メーカーが設定したデフォルト期間の後、セーブされ保護
された番組コンテンツを上書き記録するよう構成される。
【００７２】
　一実施形態において、記憶媒体２１２内に保存されたさらに別の番組に対応するボタン
４０５は、保存された番組に対応するビデオセグメントを表示する。一実施形態において
、行列４０２のボタン４０３、４０４、４０５などは、その対応するビデオコンテンツを
同時に再生する。一実施形態において、ユーザは、ボタン４０３に１度タッチし、このボ
タン４０３は、マルチメディア制御システム１０７に記録システム１０１へボタン４０３
に対応するオーディオコンテンツを再生する信号を送信させる。一実施形態において、ユ
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ーザは、ボタン４０４を選択して、テレビ１１０上のディスプレイスクリーン４００を見
る。一実施形態において、ユーザは、行列４０２内の、その対応するビデオコンテンツを
同時に再生するボタン４０３、４０４、４０５などを見る。一実施形態において、ユーザ
は、ボタン４０３を２度選択して、ボタン４０３に対応する番組コンテンツを再生する。
一実施形態において、ディスプレイページ４００は、番組フィード２１９から受信された
利用可能な放送中の番組コンテンツをボタン４０３、４０４、４０５などに提示するよう
構成される。一実施形態において、利用可能な放送中の番組コンテンツを提示するディス
プレイページ４００は、マルチメディア制御システム１０７またはテレビ１１０に表示さ
れる。一実施形態において、ユーザは、マルチメディア制御システム１０７のボタン４０
３を２度選択して、ボタン４０３に対応する放送中の番組コンテンツをテレビ１１０に表
示する。一実施形態において、保存されたまたは放送中の番組コンテンツを同時に再生し
ているボタン４０３、４０４、４０５などは、番組コンテンツを低解像度で表示する。
【００７３】
　一実施形態において、行列４０２は、複数のボタン４０３，４０４、４０５などを表示
する。一実施形態において、ユーザは、ボタン４１５および４１６を選択して、スクロー
ルアップまたはスクロールダウンし、これによりユーザがその他の利用可能な番組コンテ
ンツを見ることができる。一実施形態において、ユーザは、ボタン４１５および４１６を
選択して、現在再生されていない番組コンテンツに対応するテンキーボタンをスクロール
アップまたはスクロールダウンする。一実施形態において、ユーザは、ボタン４１７およ
び４１８を選択して、例えばテンキーボタンを左右にスクロールする。
【００７４】
　一実施形態において、ディスプレイページ４００は、図５に示すように、ユーザがお気
に入りチャンネルリストを構築することができるようにするボタン４０６を含む。一実施
形態において、ユーザがボタン４０６を選択することにより、図５に示すように、新しい
ディスプレイページが現れ、この新しいディスプレイページはユーザにお気に入りチャン
ネルリストを構築するオプションを与える。
【００７５】
　一実施形態において、ディスプレイページ４００は、ユーザが遠隔地の他のユーザまた
は個人に番組コンテンツを推薦することができるようにするボタン４０７を含む。一実施
形態において、ユーザＡはユーザにより選択された番組コンテンツに対応するボタン４０
６に１度タッチし、その後ユーザはボタン４０７にタッチして、ダイアローグボックス（
不図示）を表示させる。一実施形態において、ダイアローグボックスは記録システム１０
１のその他のユーザの名前を表示し、これにより、リストから名前を選択することにより
、ユーザＡが他のユーザに選択された番組コンテンツを推薦することができるようにする
。一実施形態において、ダイアローグボックスは、遠隔地のユーザおよびその他の個人の
リストを表示する。一実施形態において、ユーザＡのユーザＢに対する推薦は記録システ
ム１０１により受信されて、ユーザＢを指定する電子メールボックスに保存される。一実
施形態において、ユーザＡの遠隔地の個人Ｃに対する推薦は、電子メールメッセージが記
録システムから通信ネットワークを介して個人Ｃに送信されるようにする。
【００７６】
　一実施形態において、ディスプレイページ４００は、記憶媒体２１２内に、ユーザの電
子メールボックスにユーザがアクセスできるようにするボタン４０８を含む。一実施形態
において、ユーザは、他のユーザから、番組コンテンツ視聴の推薦を受信する。一実施形
態において、ユーザがボタン４０８を選択するとダイアローグボックスが現れ、ダイアロ
ーグボックスは他のユーザより提供された推薦をリストする。一実施形態において、ユー
ザは、番組コンテンツを再生する推薦を選択する。一実施形態において、ユーザは、推薦
の削除を選択する。
【００７７】
　一実施形態において、ディスプレイページ４００は、ユーザが所望の番組コンテンツの
ウォッチリストを生成することができるようにするボタン４０９を含む。一実施形態にお
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いて、ユーザがボタン４０９を選択するとダイアローグボックスが現れ、ダイアローグボ
ックスはユーザが所望の番組コンテンツの名前を入力できるようにする。一実施形態にお
いて、記録システム１０１は、この情報をマルチメディア制御システム１０７から受信し
、この情報を記憶媒体２１２に保存する。一実施形態において、記録システム１０１は、
記憶媒体２１２に保存された番組のタイトルとウォッチリストに入力されたタイトルとを
比較する。この比較は、記録システム１０１が番組を上書き記録または削除しようとする
ときに完了する。一実施形態において、記録システム１０１は、番組のタイトルがウォッ
チリストのタイトルに一致するとき、ユーザの電子メールボックスにメッセージを送信す
る。一実施形態において、記録システムは、番組のタイトルがウォッチリストのタイトル
の１つに一致しないとき、番組を削除または上書き記録する。
【００７８】
　一実施形態において、ディスプレイページ４００は、ユーザが特定の番組の短いセグメ
ントをみることができるようにするボタン４１０を含む。ユーザは、図８Ａおよび図８Ｂ
に示すように、ボタン４０３にタッチして所望の番組コンテンツを選択し、その後ボタン
４１０をタッチして記録システム１０１にコマンドを送信する。
【００７９】
　一実施形態において、ディスプレイページ４００は、ユーザが特定の番組を削除できる
ようにするボタン４１１を含む。ユーザは、ユーザが望まない番組コンテンツに対応する
ボタン４０３にタッチして、ダイアローグボックスを表示させることができる。ダイアロ
ーグボックスは、選択された番組の削除の確認をユーザに促す。一実施形態において、ユ
ーザが削除を確認すると、マルチメディア制御システム１０７から記録システム１０１に
信号が送信される。信号は、記録システム１０１に、選択された番組を記憶媒体２１２か
ら削除または選択された番組に記憶媒体２１２からの削除タグをつけるようにさせる。
【００８０】
　一実施形態において、記録システム１０１は、記録システムが保存された番組コンテン
ツの指示された部分にコマーシャルのタグをつけるように、コマーシャルが現在流れてい
ることをユーザが記録システム１０１に通知することができるよう構成される。一実施形
態において、マルチメディア制御システム１０７は、ユーザが番組の一部を早送りし、こ
の部分をコマーシャルとしてマークすることができるよう構成される「コマーシャルの早
送り」ボタン４１３を含む。一実施形態において、ユーザは、コマーシャルが始まると「
コマーシャルの早送り」ボタン４１３を押したままにし、コマーシャルが終わるとボタン
を離す。一実施形態において、記録システムは、記録システム１０１が番組コンテンツの
部分にコマーシャルのタグをつけるように、記録システム１０１が番組コンテンツを記録
している間にユーザが「コマーシャルの早送り」ボタン４１３を選択できるよう構成され
る。一実施形態において、記録システム１０１は、ユーザが同時にリアルタイムで同じ番
組コンテンツを見ている場合に、ユーザが「コマーシャルの早送り」ボタン４１３を押し
ている間、特定の番組コンテンツの記録を停止するよう構成される。一実施形態において
、記録システム１０１は、コマーシャルとしてマークされた番組コンテンツの部分を自動
的に削除するよう構成される。
【００８１】
　図５は、ユーザが利用可能なチャンネル５０３のリストからお気に入りチャンネルリス
ト５０２を構築できるようにするディスプレイページ５００の一実施形態を示す図である
。ユーザは、利用可能なチャンネルリスト５０３からチャンネルを選択しハイライトして
、その後追加ボタン５０４を選択してお気に入りチャンネルリスト５０２を構築する。ユ
ーザは、お気に入りチャンネルリスト５０２からチャンネルを選択し、その後削除ボタン
５０６を選択してお気に入りチャンネルリスト５０２からチャンネルを削除することがで
きる。ユーザは、保存ボタンを選択してユーザのお気に入りチャンネルリスト５０２を記
憶媒体２１２に保存することができる。一実施形態において、ダイアローグボックス５０
１がディスプレイページ５００に現れて、ユーザが２次的なお気に入りチャンネルリスト
を構築することができるようにする。ユーザは、ボタン５０７を選択して、記録システム
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１０１が自動的にユーザのお気に入りチャンネルリスト５０２を構築するようにさせるこ
とができる。記録システム１０１は、ユーザが見るチャンネルを（記憶媒体２１２に）記
録し、その後記録システム１０１は頻繁に見られるチャンネルを選択することにより自動
的にユーザのお気に入りチャンネルリスト５０２を構築する。
【００８２】
　一実施形態において、ディスプレイページ５００は、ユーザがカテゴリーごとにお気に
入りチャンネルリストを構築することができるようにするボタン５０８を含む。ユーザが
ボタン５０８にタッチすると、ダイアローグボックスが現れて、ユーザに例えば最新のニ
ュースチャンネルまたはスポーツチャンネルなどのカテゴリーの選択を促す。一実施形態
において、ユーザは、例えば野球のシーズンやバスケットボールのシーズンなどの季節を
選択することにより、お気に入りチャンネルリストを構築することができる。一実施形態
において、記録システム１０１は、図９に示すように、ユーザの選択したカテゴリー情報
をリモートサーバから通信ネットワークを介して取り込む。記録システム１０１は、カテ
ゴリー情報を処理してユーザのお気に入りチャンネルリスト５０２を構築する。
【００８３】
　図６は、様々な利用可能なお気に入りチャンネルリスト６０５および６０６をリストす
るディスプレイページ６０１の一実施形態を示す図である。一実施形態において、ユーザ
は、ボタン６０２を選択して、お気に入りチャンネルリスト６０５にリストされたチャン
ネルを連続的かつ同時に記録するよう記録システム１０１を登録する。ユーザは、ボタン
６０３を押して、一定の期間にお気に入りチャンネルリスト６０５にリストされたチャン
ネルを記録するよう記録システム１０１を登録する。ボックス６０３の選択によりダイア
ローグボックス６０４をポップアップさせ、ユーザがお気に入りチャンネルリスト６０５
にリストされているチャンネルを同時に記録するための開始時間および終了時間を入力で
きるようにする。
【００８４】
　図７は、ユーザにアップセルチャンネル推薦を提供するディスプレイページ７０１の一
実施形態を示す図である。一実施形態において、アップセルチャンネル推薦は、特定のチ
ャンネルをユーザのお気に入りチャンネルリスト５０２に追加することについて、ユーザ
に報酬を与える。一実施形態において、ボタン７０３の選択により、ユーザはアップセル
チャンネル推薦を受け付けることができるようになり、ダイアローグボックス７０２をポ
ップアップさせてユーザのお気に入りチャンネルリスト７０４内にチャンネルの更新リス
トをユーザに示す。一実施形態において、ユーザは、このチャンネル追加を受け付る、ま
たはチャンネル追加をキャンセルすることを選択する。
【００８５】
　図８Ａは、記録システム内にユーザ用のハイライト番組セグメントを構築する一実施形
態のフロー図である。一実施形態において、記録システム１０１は、ステップ８０１で、
番組フィード２１９から番組コンテンツを記録し保存する。一実施形態において、記録シ
ステム１０１は、ステップ８０２でコンテンツが保存されたあと記録されたコンテンツを
見る。一実施形態において、記録システム１０１は、ステップ８０２を指定の時間にバッ
チモードで行う。記録システム１０１は、記録システム１０１が番組コンテンツを記憶媒
体２１２に保存した後でステップ８０２を行う。一実施形態において、記録システム１０
１は、記録システム１０１が閾値音量レベルを超える音量レベルを検出したとき、ステッ
プ８０４で記録システム１０１は番組コンテンツのその部分にタグをつけるように、番組
コンテンツ中の音量レベルを検出する。一実施形態において、記録システムは、マルチメ
ディア制御システム１０７が記録システム１０１に番組コンテンツのハイライトセグメン
トを再生するよう信号を送ると、番組コンテンツのタグがついた部分を再生する。
【００８６】
　図８Ｂは、マルチメディア制御システムを用いてユーザ用のハイライト番組セグメント
を構築するための一実施形態のフロー図である。一実施形態において、記録システム１０
１は、ステップ８２１で、番組フィード２１９から番組コンテンツを記録し保存する。一
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実施形態において、マルチメディア制御システム１０７は、ユーザが番組コンテンツのハ
イライトセグメントの再生を選択すると、ステップ８２２で、ユーザが選択した番組コン
テンツの開始部分の再生を開始するよう記録システム１０１に信号を送る。一実施形態に
おいて、マルチメディア制御システム１０７は、ステップ８２３で、一定期間、例えば２
０秒、待機する。一実施形態において、マルチメディア制御システム１０７は、ステップ
８２４で、記録システムに番組コンテンツの再生を停止するよう信号を送る。
【００８７】
　一実施形態において、記録システム１０１は、マルチメディア制御システム１０７から
信号を受信して、番組コンテンツのハイライトセグメントを再生する。記録システム１０
１は、短時間、例えば最初の２０秒間、選択された番組コンテンツを再生し、その後番組
コンテンツの再生を停止する。
【００８８】
　図９は、インターネットなどの通信ネットワーク９０３を介してリモートサーバ９０１
に接続するマルチチャンネル並列デジタルビデオ記録システム１０１の一実施形態を示す
図である。一実施形態において、リモートサーバ９０１は、コマーシャルの開始時間およ
び終了時間に関する情報を保存するデータベース９０４を含む。一実施形態において、リ
モートサーバ９０１は、世界各地の都市の気象状況に関する情報を保存するデータベース
９０５を含む。一実施形態において、リモートサーバ９０１は、番組配給業者が放送する
各種番組のタイトルおよび説明に関する情報を保存するデータベース９０６を含む。
【００８９】
　一実施形態において、オフィスビルなどの中央位置９１６に位置する個人９０８は、テ
レビ９０７およびラジオ９１１の特定のチャンネルを視聴し、コンピュータ９０９にその
チャンネルで流れるコマーシャルの開始時間および終了時間を入力する。コンピュータ９
０９に入力されるデータは、ローカルエリアネットワーク９１０を介してリモートサーバ
９０１に接続されることにより、コマーシャル情報データベース９０４に保存される。一
実施形態において、遠隔地の個人９１４は、テレビ９１３およびラジオ９１２を視聴し、
コンピュータ９１５にそのチャンネルで流れるコマーシャルの開始時間および終了時間を
入力する。コンピュータ９１５に入力されるデータは、通信ネットワーク９０３を介して
リモートサーバ９０１に送信され、コマーシャル情報データベース９０４に保存される。
個人９０８および９１４は、タイトルおよび説明、日付、ならびに開始時間および終了時
間情報をタイトルおよび説明情報データベース９０６に入力することができる。リモート
サーバ９０１は、通信ネットワーク９０３から、気象情報サービス会社９１７からの世界
各地の都市の気象情報を受信し、リモートサーバ９０１はこの気象情報を気象情報データ
ベース９０５に保存する。記録システム１０１は、リモートサーバ９０１に配されたカテ
ゴリー情報データベース９１８からカテゴリー情報を取り込む。
【００９０】
　一実施形態において、記録システム１０１は、マルチメディア制御システム１０７の「
コマーシャルの早送り」ボタン４１３を押し続けることにより、ユーザから得たコマーシ
ャルタグ情報をリモートサーバ９０１に送信するよう構成される。記録システム１０１は
、コマーシャル情報データベース９０４に保存するためにコマーシャルタグ情報をリモー
トサーバ９０１へ通信ネットワーク９０３を介して送信する。一実施形態において、リモ
ートサーバ９０１は、通信ネットワーク９０３上の複数のユーザから複数のコマーシャル
タグ情報を受信するよう構成される。リモートサーバ９０１は、異常が排除されるよう、
複数のユーザから受信したコマーシャルタグ情報を平均化するよう構成されてもよい。リ
モートサーバ９０１は、複数のユーザから受信したコマーシャルタグ情報のうち、他のユ
ーザから受信した他の情報に似ていない情報を削除するよう構成されてもよい。また、リ
モートサーバ９０１は、コマーシャルの開始時間および終了時間情報を判断するため複数
のユーザから受信した複数のコマーシャルタグ情報にアルゴリズムを適用するよう構成さ
れてもよい。
【００９１】
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　一実施形態において、リモートサーバ９０１は、コマーシャル情報をコマーシャル情報
供給団体９１９から通信ネットワーク９０３を介して受信し、この情報をコマーシャル情
報データベース９０４に保存する。一実施形態において、リモートサーバ９０１は、コマ
ーシャル情報データベース９０４に保存されたコマーシャル情報を記録システム１０１お
よび／またはマルチメディア制御システム１０７に送信するよう構成される。
【００９２】
　一実施形態において、リモートサーバ９０１は、例えば、番組タイトル、説明、番組開
始時間、番組終了時間、番組開示日時などの番組情報を、記録システム１０１および／ま
たはマルチメディア制御システム１０７に送信するよう構成される。記録システム１０１
は、コマーシャル情報および／またはタイトルおよび説明、日時、ならびに開始時間およ
び終了時間データ情報を用いて、記録システム１０１に保存された番組コンテンツを関連
付ける。一実施形態において、マルチメディア制御システム１０７は、コマーシャル情報
および／またはタイトルおよび説明、日付、ならびに開始時間および終了時間データ情報
を用いて、記録システム１０１に保存された番組コンテンツを関連付ける。記録システム
１０１は、コマーシャル情報および／またはタイトルおよび説明、日付、ならびに開始時
間および終了時間データ情報を用いて、記録システム１０１に保存された番組コンテンツ
の開始時点および終了時点を判断してもよい。一実施形態において、マルチメディア制御
システム１０７は、記録システム１０１に保存された番組コンテンツの開始時点および終
了時点に、コマーシャル情報および／またはタイトルおよび説明、日付、ならびに開始時
間および終了時間データ情報を用いる。番組情報を用いることにより、記録システム１０
１は、例えば、コマーシャルのスキップ、番組の始めにジャンプ、次の番組にジャンプ、
番組の終わりにジャンプ、などの、各種のユーザ機能を備えることができる。記録システ
ム１０１は、ディスプレイスクリーン１０７と接続して、番組編成情報を用いて、ユーザ
が保存された番組のリスト（または行列）を見て保存された所望の番組を名称やジャンル
などで選択することができるようにしてもよい。ユーザは、また、ディスプレイスクリー
ン１０７を用いて、削除する番組、セーブする番組などを選択してもよい。一実施形態に
おいて、ユーザは、ディスプレイスクリーン１０７上の番組を選択し、選択された番組を
特定のフォルダにまたはユーザが指定する見出しで保存するよう指示してもよい。
【００９３】
　以上、様々な実施形態を説明してきたが、その他の実施形態も当業者の技術の範囲内と
なる。したがって、本発明は、以下の特許請求項によってのみ限定されるものである。
【図面の簡単な説明】
【００９４】
【図１】マルチメディア娯楽システム及びマルチメディア制御システムと接続して用いる
複数チャンネル並列式デジタル・ビデオ記録システムを示す。
【図１Ｂ】複数チャンネル並列式デジタル・ビデオ記録システムの１つの実施形態を示す
。
【図２】複数チャンネル並列式デジタル・ビデオ記録システムのブロック図を示す。
【図３Ａ】記憶媒体の１つの実施形態を示すブロック図であり、ここでは、記録システム
は、システムが記憶媒体の最後まで来ると記録媒体の最初から記録を開始する。
【図３Ｂ】記憶媒体の１つの実施形態を示すブロック図であり、ここでは、記録システム
は、その時削除される番組コンテンツを記録する、又は削除対象としてマークされて保存
されている番組コンテンツに上書き記録する、従って記憶媒体に保存されていた番組のい
くらかは残される。
【図４】保存された番組コンテンツのリストを表示するディスプレースクリーンの１つの
実施形態を示す。ここで、マルチメディア制御システムは記録システムから保存された番
組コンテンツ情報を受信する。
【図５】ユーザがお気に入りチャンネルリストの作成を行うためのディスプレースクリー
ンの１つの実施形態を示す。又、更に、ユーザが別のお気に入りチャンネルリストの作成
を行うためのダイアログ・ボックスの１つの実施形態を示す。
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【図６】ユーザがそれぞれのお気に入りチャンネルリストを記録する時間を設定するため
のダイアログ・ボックスと共に、お気に入りチャンネルリストとして利用可能な候補リス
トを表示するディスプレースクリーンの１つの実施形態を示す。
【図７】ユーザにユーザのお気に入りチャンネルリストに入っている最新のチャンネルリ
ストを示すダイアログ・ボックスと共に、推薦するアップセルチャンネルを表示するディ
スプレースクリーンの１つの実施形態を示す。
【図８Ａ】記録システム内にユーザ用のハイライト番組セグメントを構築する１つの実施
形態のフロー図である。
【図８Ｂ】マルチメディア制御システムを用いてユーザ用のハイライト番組セグメントを
構築するための１つの実施形態のフロー図である。
【図９】記録システムが通信ネットワークを介してリモートサーバに接続される１つの実
施形態を示す図である。図は、更に、それぞれのユーザがどのようにリモートサーバをプ
ログラミングするかを示す。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図２】 【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４】 【図５】
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【図６】 【図７】

【図８Ａ】

【図８Ｂ】

【図９】
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