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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信した映像情報を圧縮して記憶する映像記録装置の録画制御方法において、
　前記映像情報に関する番組情報を取得するステップと、
　前記映像情報を当該映像記録装置に録画する指示を受けるステップと、
　前記番組情報が有効なときは、前記番組情報から当該映像情報の番組終了時刻を取得し
、前記番組終了時刻に所定の時間を加算して録画終了時刻とし、前記番組情報が有効でな
いときは、現在時刻に所定の時間を加算して録画終了時刻とするステップと、前記録画指
示を受けたときから前記録画終了時刻まで、前記映像情報を記録するステップを含むこと
を特徴とする録画制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、TV放送等の映像情報を録画する映像記録装置に係り、特に録画制御に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　近年、TV放送等の映像情報を、MPEG等の画像圧縮技術を利用して帯域圧縮をおこない、
圧縮した映像情報を内蔵するハードディスクやDVD-RAM等の媒体に記録する映像記録装置
が普及しつつある。
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【０００３】
　これらの映像記録装置では、VTRと同様にチャンネルと録画時間帯を指定する録画予約
機能をもち、さらに、TV放送やネットワークを介して電子番組表（EPG）を入手して、EPG
を基に容易に録画予約をおこなうものがある。このEPGを応用した録画方法が種種考案さ
れている。例えば、特許文献１には、EPGの番組種別情報により、録画モードを選択する
方法が示されている。また、これらの映像記録装置では、従来どおりに、視聴中にリモコ
ン等により録画開始を指示して、番組録画をおこなうことも可能となっている。
【０００４】
　ところで、TV放送は、番組の放送時間が延長されたり、放送内容が放送直前に変更され
たりすることがあり、予め録画予約された放送番組の録画を正常におこなえないことがあ
る。このため、例えば特許文献２に記載されているように、録画終了時刻の誤設定がある
場合や、放送終了時刻が延長された場合に、リモコンの延長設定部を操作して、操作回数
に応じて録画時間を延長する方法が考案されている。
【０００５】
【特許文献１】特開2001-36861号公報
【特許文献２】特開平8-306097号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記従来技術では予約録画の利便性の向上は図られるが、視聴中に手動
で録画をおこなう場合については考慮されていない。特許文献２に開示されているように
、視聴中に録画ボタンを押したときに、録画ボタンの押下回数に応じて、録画時間を設定
する方法がある。この方法では、予め定められた単位の録画時間しか設定できないために
、録画したい放送番組だけでなく、終了後の不要番組まで録画してしまう問題がある。ま
た、録画時間の設定回数が少ない場合には、録画したい放送番組を終了時刻まで録画でき
ない問題がある。
【０００７】
　また、上記特許文献２に記載されている従来技術では、放送番組の延長時間が不明の場
合には、リモコンの延長設定部の操作回数が分からず、一旦操作した後に、再操作をおこ
なう必要なことがあり、操作性が悪いという問題がある。
【０００８】
　本発明の目的は、上記問題を解決するもので、視聴中に手動で録画をおこなう場合でも
、容易に番組の終了まで録画をおこなえる映像記録装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明の映像記録装置は、放送番組の電子番組表データを
取得し、視聴中の放送番組の録画指示があったときに、前記電子番組表データから録画す
る放送番組の放送終了時刻を取得して、録画指示されたときから前記番組終了時刻まで、
当該映像情報の記録をおこなうようにした。
【００１０】
　また、放送番組に遅延がある場合には、録画する放送番組の放送終了時刻に所定の遅延
時間を加算した時刻を録画終了時刻として、録画指示されたときから前記番組終了時刻ま
で、当該映像情報の記録をおこなうようにした。
【００１１】
　さらに、上記電子番組表から取得した放送終了時刻まで録画するか、上記所定の遅延時
間を電子番組表から取得した放送終了時刻に加算した時刻まで録画するか、所定の時間録
画するかを順次選択する表示をおこなうようにし、さらに、前記電子番組表の有効性を判
定し、電子番組表が有効でないときには、上記電子番組表から取得した放送終了時刻まで
録画するかの選択表示はおこなわないようにした。
【発明の効果】
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【００１２】
　本発明によれば、視聴中の手動録画であっても、EPG情報が有効な場合には、録画する
放送番組の番組終了まで録画処理をおこなうので、無駄に記憶領域を使うことがなく、装
置の記憶効率を向上できる。
【００１３】
　また、放送番組の放送時間の変更があった場合でも、録画したい放送番組の終了時刻を
越えて録画をおこなえるので、録画番組が途中で途切れることがない。
【００１４】
　また、視聴中に録画する際の録画終了時刻の設定を、順次表示するようにしたので、従
来の操作性を変更されることがなく、機能向上による操作の複雑化を防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の一実施形態について、図面を参照しながら説明する。
  図１は、本実施例の映像記録装置の構成を示すブロック図である。テレビジョン信号受
信部5は、アンテナから受信したTV放送波に含まれる映像・音声情報を取得し、図示しな
い表示部に放送番組を表示し、また、映像・音声圧縮記録制御部6で、MPEG等の映像圧縮
技術により帯域圧縮されて、蓄積記録メディア７記録される。蓄積記録メディア7は、ハ
ードディスクやDVD-RAM等のリムーバブルディスクにより構成され、放送番組をMEPG圧縮
することにより、複数の放送番組が記録可能になっている。
【００１６】
　EPGデータ取得部1は、アンテナから受信したTV放送波に含まれる番組情報データを取得
し、放送チャネル情報や時間情報や番組情報を求める。
【００１７】
　映像記録装置は、リモコン8からの操作指示がリモコン受信部3で受信され、操作指示内
容により、タイマー制御部2や記録制御部4や映像・音声圧縮記録制御部6が制御され、放
送番組の録画や視聴表示等がおこなわれる。
【００１８】
　タイマー制御部2では、EPGデータ取得部1で求めた番組表をラテ欄表示し、リモコン8か
らの操作指示によって録画予約設定をおこない、録画予約情報を録画予約情報記録部9に
格納する。タイマー制御部2では、前記録画予約情報により、所定の時刻に記録制御部4に
録画開始指示を与えて、放送番組の録画を開始する。設定された終了時刻になると、記録
制御部4に録画終了指示を与えて、放送番組の録画を終了する。ここで、録画予約情報記
録部9は、蓄積記録メディア7の一部に含まれるようにしてもよい。
【００１９】
　記録制御部4は、リモコンからの録画モード指示により、映像・音声圧縮記録制御部6で
おこなわれるMPEG等の帯域圧縮の圧縮モードを設定する。録画モードは、長時間モード（
ＬＰ）、標準モード（ＳＰ）、高画質モード（ＨＱ）を設け、それぞれに応じてMPEG圧縮
であればビットレートを変えるようにする。ＬＰモードでは、ビットレートを低く設定し
、長時間録画可能な条件とし、ＨＱモードでは録画可能時間は短くなるが、高画質な録画
が可能となる。これら画質モードは、視聴中録画のたびに設定するようにしてもよいし、
固定値としてもよい。また、録画予約番組ごとに録画モードを設定できるようにし、タイ
マー制御部2で、録画予約する際に番組単位に録画モードを設定できるようにし、録画予
約情報の一部として録画予約情報記録部9に格納してもよい。
【００２０】
　また記録制御部4は、番組視聴中にリモコンからの録画指示により、テレビジョン信号
受信部5で受信し、図示しない表示部に表示している放送番組を、映像・音声圧縮記録制
御部6で圧縮して、蓄積記録メディア7に記録する。このとき、記録制御部4は、詳細を後
述するが、図示しない表示部に、録画時間を表示し、視聴者に録画時間を設定可能にする
。
【００２１】
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　また、映像記録装置の操作指示は、リモコン8以外に、装置本体の操作パネルや、ネッ
トワーク接続機能を有するものであれば、映像記録装置にネットワークを介して接続する
ＰＣ等の端末から設定するようにしてもよい。
【００２２】
　つぎに、図2によりEPGデータの構成の一例を説明する。EPGデータは、放送チャンネル
ごとに、そのチャンネルで放送される放送番組の放送時間と番組名、放送内容の概要から
構成される。EPGデータは、当日の放送番組だけでなく、今後の放送予定を配信しており
、映像記録装置では、録画予約に利用している。上記のように、放送電波の一部にEPGデ
ータが含まれている場合には、一日に数回、データ配信がおこなわれる。これ以外に、イ
ンターネットから配信されることもある。
【００２３】
　視聴中の放送番組のチャンネル番号と現在時刻からEPGデータを参照すれば、今視聴し
ている放送番組を特定することができ、さらに、EPGデータから当該放送番組の終了時刻
を知ることができる。
【００２４】
　つぎに、図３により、視聴中の放送番組をリモコン等から録画する場合の録画終了時刻
を設定方法の概要を説明する。
  図３(a)は、現在の放送に合ったEPGデータが存在する場合を示している。21：00から番
組（映画）が放送され、視聴者が、21：10にリモコンにより録画指示をおこなったとする
。映像記録装置の記録制御部4は、現在視聴中の放送番組の放送チャンネルと現在時刻を
認識して、EPGデータを参照する。これにより記録制御部4は、EPGデータの放送番組を特
定し、当該番組が放送開始時刻21：00と放送終了時刻23：00を検出する。記録制御部4は
、リモコンからの録画指示により、映像・音声圧縮記録制御部6に視聴中番組の録画を指
示し、タイマー制御部2に対して、前記放送終了時刻に録画停止するようにタイマーを設
定する。記録制御部4は、放送終了時刻になるとタイマー制御部6から録画停止指示を受け
、映像・音声圧縮記録制御部6に録画終了を指示する。
【００２５】
　つぎに、録画終了時刻を設定するユーザインターフェイスについて説明する。記録制御
部4は、視聴者に対して録画終了時刻を設定させるために、図4(a)の録画終了時刻表示を
おこなう。記録制御部4は、視聴中にリモコンの録画ボタンが押下されたことを通知され
ると、表示部の一部に「通常録画」と表示し、“決定”ボタンの押下を待つ。ここで、「
通常録画」は、視聴者がリモコンの停止ボタンを押下するまで、映像録画をおこなう動作
モードを表している。以降、本実施例では、“決定”ボタンの押下は、視聴者の選択入力
とする。ここで、視聴者がリモコンの録画ボタンを再押下した場合、記録制御部4は、上
記EPGデータから取得した放送終了時刻を録画終了時刻とする「この番組の終わりまで」
を表示する。この表示に対して、視聴者が“決定”ボタンを押下すると、記録制御部4は
、上述したように、録画終了時刻をEPGの放送終了時刻とする。
【００２６】
　「この番組の終わりまで」の表示後、さらに視聴者が録画ボタンを押下すると、記録制
御部4は、現在から30分の間録画をおこなうことを表す「30分で録画終了」を表示する。
ここで、視聴者が“決定”ボタンを押下すると、記録制御部4は、タイマー制御部2に対し
て、現在から30分後に録画終了するようにタイマーを設定する。
【００２７】
　「30分で録画終了」の表示後、さらに視聴者が録画ボタンを押下すると、記録制御部4
は、現在から60分の間録画をおこなうことを表す「60分で録画終了」を表示する。上記と
同様に、ここで、視聴者が“決定”ボタンを押下すれば、記録制御部4は、現在から60分
後に録画終了するようにタイマーを設定し、視聴者が録画ボタンを押下すると、記録制御
部4は、現在から120分の間録画をおこなうことを表す「120分で録画終了」を表示する。
「120分で録画終了」の表示後、視聴者が録画ボタンを押下すると、再び「通常録画」を
表示し、上記の処理を繰り返す。
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【００２８】
　図3(a)と図4(a)により説明した実施例は、EPGデータを正常に取得できた場合を説明し
たものである。しかし、EPGデータは、正常に取得できないことがある。例えば、EPGデー
タを配信している放送チャネルを受信しない場合や、ネットワーク障害によりEPGデータ
を提供するサーバにアクセスできなかった場合である。特に、放送波からEPGデータを取
得する場合には、一日に数回の配信しか行われず、EPGデータの取得にも時間がかかるた
め、正常に取得できないことが起こる。
【００２９】
　このように、EPGデータを正常に取得できなかった場合には、図3(c)と図4(b)に示すよ
うにして、録画終了時刻を決定する。この場合には、図4(b)に示すように、EPGデータか
ら視聴中の放送番組の放送終了時刻を取得できないので、「この番組の終わりまで」の表
示をおこなうステップを除いている。
【００３０】
　より具体的には、記録制御部4は、視聴中にリモコンの録画ボタンが押下されたことを
通知されると、表示部の一部に「通常録画」と表示し、“決定”ボタンの押下を待つ。こ
こで、EPGデータの有効性を判断し、無効と判断した場合には、次に視聴者が録画ボタン
の押下したとき、「この番組の終わりまで」の表示（EPGデータから番組終了時刻を検出
し、録画終了時刻とする処理）をおこなわずに、記録制御部4は、現在から30分の間録画
をおこなうことを表す「30分で録画終了」を表示する。放送番組の放映時間に合わせ「12
0分で録画終了」を選択した場合には、図3(c)に示すように、ユーザによる録画開始指示
（21：10）後、120分間番組録画をおこない、23：10に録画終了する。
【００３１】
　つぎに、EPGデータの有効・無効の判別方法の一例を説明する。通常放送データには、
当該放送データの番組識別をおこなえるように番組識別コードを含んでいるので、番組視
聴・番組録画の空き時間や当該番組の視聴・録画中に、放送番組の番組識別コードを取得
する。この番組識別データは、EPGデータにも含まれているので、受信した番組識別コー
ドとEPGデータの番組識別コードを比較して、取得しているEPGデータのとおりに、番組が
放送されているかを判定する。これにより、EPGデータの有効・無効を判定することがで
きる。
【００３２】
　EPGデータの有効性を定期的に検出するために、特に、映像記録装置を使用していない
とき（視聴中、録画中）でも、適宜各放送チャンネルを受信状態にして、放送番組の番組
識別コードを取得することが望ましい。このように、EPGデータの有効性を定期的にチェ
ックすることにより、無効検知時にEPGデータの取得を能動的におこなってもよい。
【００３３】
　つぎに、上記の方法等によりEPGデータのチェックをおこない、放送番組の遅延や番組
変更があったときの録画終了時刻の設定方法について、図3(b)や図4(c)により説明する。
図3(b)に示す例では、EPGデータが存在するが、前番組の延長などで時刻情報がずれてい
る場合の録画終了時刻の設定を説明している。
【００３４】
　視聴者が、当初21：00から放送される予定の番組（映画）を録画すべく、21：10にリモ
コンにより録画開始指示をおこなったとする。図3(a)と異なり、前の番組（野球）が延長
され、この内容がEPGデータに反映されていないため、EPGデータから取得した番組終了時
間は、実際の放送の番組の終了時刻と異なる。このため、記録制御部4は、EPGデータから
取得できる番組の終了時刻に前の番組（野球）の遅延時間を加えた時刻を録画終了時刻と
して、タイマー制御部2に対して、前記放送終了時刻に録画停止するようにタイマーを設
定する。ここで、前の番組（野球）の遅延時間は、状況によって異なるので、図4(c)に示
すように、「この番組の終わりまで」と「この番組の終わりまで＋30分」と「この番組の
終わりまで＋60分」とを視聴者が選択できるように、順次表示する。この録画終了時刻の
選択表示内容の制御や設定動作は図4(a)、(b)と同様に行えばよい。
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【００３５】
　ここで、野球番組等の頻繁に番組延長がおきる番組では、番組延長があった場合の以降
の番組の予定が定まっていることがある。この場合には、EPGデータに番組延長の場合の
番組予定が含まれているので、「前番組延長時のこの番組の終わりまで」等の選択表示を
おこない、EPGデータを使用するようにしてもよい。
【００３６】
　さらに、図4(d)に示すように、前番組の延長にかかわらず、録画を確実におこなうため
に、EPGデータから録画する番組のつぎの番組の終了時刻を取得し、この終了時刻まで録
画をおこなうことを示す「次の番組の終わりまで」を表示し、視聴者に選択できるように
してもよい。
【００３７】
　つぎに、図４に示したリモコンによる録画終了時刻を設定するユーザインターフェイス
の詳細処理フローを図5により説明する。まず、視聴中の録画指示（クイック録画指示）
か否かを判定する（ステップ10）。これは、予約録画中や既に録画中の場合には、本フロ
ーで説明する処理をおこなわないようにするためである。
【００３８】
　クイック録画指示であれば、「通常録画」の表示と視聴中の番組録画を開始し（ステッ
プ11）、以降、録画終了時刻の設定をおこなう。ここで、“決定”ボタンの押下等の終了
時刻選択がおこなわれたか否かを判定する（ステップ12）。この段階では、「通常録画」
を表示しているので、“決定”ボタンの押下により、“停止”ボタンの押下により録画を
停止する録画状態が設定されたものとし、特に録画終了時刻の設定はおこなわない。
【００３９】
　“決定”ボタンの押下がない場合には、EPGデータが有効か否かを判定する（ステップ1
3）。EPGデータが有効でない場合には、現在時刻から+30分、+60分、+120分で録画終了す
るかを順次表示し（ステップ20、21）、“決定”ボタンの押下があったとき（ステップ21
）に、そのときに表示していた録画時間を現在時刻に加算して録画終了時刻とする（ステ
ップ19）。
【００４０】
　EPGデータが有効な場合には、EPGデータから録画する番組の終了時刻を取得し、「この
番組終わりまで」を表示する（ステップ14）。ここで、“決定”ボタンの押下を判定し（
ステップ15）、“決定”ボタンが押下されれば、EPGデータの番組終了時刻を録画終了時
刻として設定する（ステップ19）。“決定”ボタンが押下されなければ、番組延長等がな
く、番組放送がEPGデータのとおり行われているか判定する（ステップ16）。
【００４１】
　EPGデータのとおり放送されていれば、現在時刻から+30分、+60分、+120分で録画終了
するかを順次表示し（ステップ20、21）、“決定”ボタンの押下があったとき（ステップ
21）に、そのときに表示していた録画時間を現在時刻に加算して録画終了時刻とする（ス
テップ19）。
【００４２】
　放送番組に延長等があれば、EPGデータから取得した録画番組の終了時刻+30分、+60分
で録画終了するかを順次表示する（ステップ17、18）。“決定”ボタンの押下があったと
き（ステップ18）に、EPGデータから取得した録画番組の終了時間にいずれかの延長時間
を加味した時刻を録画終了時刻として設定する（ステップ19）。
【００４３】
　ステップ18で“決定”ボタンが押下されなければ、現在時刻から+30分、+60分、+120分
で録画終了するかを順次表示し（ステップ20、21）、“決定”ボタンの押下があったとき
（ステップ21）に、そのときに表示していた録画時間を現在時刻に加算して録画終了時刻
とする（ステップ19）。
【００４４】
　図5の処理フローは、番組延長を考慮した処理フローになっているが、図4(a)、(b)にし
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めしたように、番組延長を考慮しない場合には、ステップ16～ステップ18の処理をおこな
わなくともよい。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】映像記録装置の構成を示すブロック図
【図２】電子番組表（EPG）の構成の一例
【図３】録画終了時刻設定の概要
【図４】録画終了時刻表示の表示例
【図５】録画終了時刻の設定フロー
【符号の説明】
【００４６】
1…EPGデータ取得部、
2…タイマー制御部、
3…リモコン受信部、
4…記録制御部、
5…テレビジョン信号受信部、
6…映像・音声圧縮記録制御部、
7…蓄積記録メディア、
8…リモコン、
9…録画予約情報記憶部

【図１】

【図２】

【図３】



(8) JP 4474966 B2 2010.6.9

【図４】 【図５】



(9) JP 4474966 B2 2010.6.9

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  阿部　孝希
            神奈川県横浜市戸塚区吉田町２９２番地　株式会社日立アドバンストデジタル内
(72)発明者  町田　芳広
            神奈川県海老名市下今泉８１０番地　株式会社日立製作所　インターネットプラットフォーム事業
            部内
(72)発明者  井上　雅之
            神奈川県海老名市下今泉８１０番地　株式会社日立製作所　インターネットプラットフォーム事業
            部内
(72)発明者  平野　健太郎
            神奈川県海老名市下今泉８１０番地　株式会社日立製作所　インターネットプラットフォーム事業
            部内

    審査官  梅岡　信幸

(56)参考文献  特開２０００－３２２７８６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２６８４８８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１９１００５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１５５３９３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－３０８００４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１６３８４８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　　５／７６－　５／９５６
              Ｈ０４Ｎ　　　７／１４－　７／１７３
              Ｇ１１Ｂ　　２０／１０－２０／１６
              Ｇ１１Ｂ　　２７／００－２７／３４　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

