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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送される番組の録画予約登録要求を送信する録画予約登録装置と、
　前記録画予約登録要求を受信し、その録画予約登録要求に対応して録画予約を設定する
、録画可能な録画装置とを備えた録画予約登録システムであって、
　前記録画予約登録装置は、
　前記録画装置に録画予約する番組の録画予約情報を入力する予約情報入力部と、
　入力された前記録画予約情報によって特定される時間帯と、前記録画装置の録画予約設
定の可能期限とを比較し、前記録画装置において録画予約設定できるときには、前記録画
予約情報から前記録画予約登録要求を生成し、前記録画装置において録画予約設定できな
いときには、前記録画装置において録画予約設定が可能になるまで前記録画予約情報を保
持しておき、前記録画装置において録画予約設定が可能になったときに、保持しておいた
前記録画予約情報から前記録画予約登録要求を生成する制御部と、
　前記制御部で生成された前記録画予約登録要求を前記録画装置に送信する予約情報送信
部とを有する、録画予約登録システム。
【請求項２】
　放送される番組の録画予約登録要求を受信してその録画予約登録要求に対応して録画予
約を設定し、録画可能な録画装置に、前記録画予約登録要求を送信する録画予約登録装置
であって、
　前記録画装置に録画予約する番組の録画予約情報を入力する予約情報入力部と、
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　入力された前記録画予約情報によって特定される時間帯と、前記録画装置の録画予約設
定の可能期限とを比較し、前記録画装置において録画予約設定できるときには、前記録画
予約情報から前記録画予約登録要求を生成し、前記録画装置において録画予約設定できな
いときには、前記録画装置において録画予約設定が可能になるまで前記録画予約情報を保
持しておき、前記録画装置において録画予約設定が可能になったときに、保持しておいた
前記録画予約情報から前記録画予約登録要求を生成する制御部と、
　前記制御部で生成された前記録画予約登録要求を前記録画装置に送信する予約情報送信
部とを備えた、録画予約登録装置。
【請求項３】
　放送される番組の録画予約登録要求を送信する録画予約登録装置と、
　前記録画予約登録要求を受信し、その録画予約登録要求に対応して録画予約を設定する
、録画可能な録画装置とを備えた録画予約登録システムであって、
　前記録画予約の種類が２つあり、それらの録画予約設定の可能期限は互いに異なってお
り、
　前記録画予約登録装置は、
　前記録画装置に録画予約する番組の、録画予約種類の情報を含む録画予約情報を入力す
る予約情報入力部と、
　入力された前記録画予約情報によって特定される時間帯と、前記録画装置の２つの前記
録画予約設定の可能期限のうち前記録画予約情報の録画予約種類に対応する可能期限とを
比較し、前記録画装置において録画予約設定できるときには、前記録画予約情報の録画予
約種類に対応した録画予約登録要求を生成し、前記録画装置において録画予約設定できな
いときには、さらに、入力された前記録画予約情報によって特定される時間帯と、前記録
画装置の２つの前記録画予約設定の可能期限のうち前記録画予約情報の録画予約種類とは
異なる録画予約種類に対応する可能期限とを比較し、前記録画装置において前記異なる録
画予約種類によって録画予約設定できるときには、入力された前記録画予約情報から前記
異なる録画予約種類に対応した録画予約登録要求を生成する制御部と、
　前記制御部で生成された前記録画予約登録要求を前記録画装置に送信する予約情報送信
部とを有する、録画予約登録システム。
【請求項４】
　放送される番組の録画予約登録要求を受信してその録画予約登録要求に対応して録画予
約を設定し、録画可能な録画装置に、前記録画予約登録要求を送信する録画予約登録装置
であって、
　前記録画予約の種類が２つあり、それらの録画予約設定の可能期限は互いに異なってお
り、
　前記録画装置に録画予約する番組の、録画予約種類の情報を含む録画予約情報を入力す
る予約情報入力部と、
　入力された前記録画予約情報によって特定される時間帯と、前記録画装置の２つの前記
録画予約設定の可能期限のうち前記録画予約情報の録画予約種類に対応する可能期限とを
比較し、前記録画装置において録画予約設定できるときには、前記録画予約情報の録画予
約種類に対応した録画予約登録要求を生成し、前記録画装置において録画予約設定できな
いときには、さらに、入力された前記録画予約情報によって特定される時間帯と、前記録
画装置の２つの前記録画予約設定の可能期限のうち前記録画予約情報の録画予約種類とは
異なる録画予約種類に対応する可能期限とを比較し、前記録画装置において前記異なる録
画予約種類によって録画予約設定できるときには、入力された前記録画予約情報から前記
異なる録画予約種類に対応した録画予約登録要求を生成する制御部と、
　前記制御部で生成された前記録画予約登録要求を前記録画装置に送信する予約情報送信
部とを備えた、録画予約登録装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記録画装置において前記異なる録画予約種類によっても録画予約設定
できないときには、前記録画装置において可能期限が長い方の録画予約種類によって録画
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予約設定が可能になるまで入力された前記録画予約情報を保持しておきその録画予約設定
が可能になったときに、保持しておいた前記録画予約情報から前記可能期限が長い方の録
画予約種類に対応した録画予約登録要求を生成する、請求項４に記載の録画予約登録装置
。
【請求項６】
　前記制御部は、前記可能期限が長い方の録画予約種類が、入力された前記録画予約情報
の録画予約種類ではない場合には、前記可能期限が長い方の録画予約種類に対応した録画
予約登録要求を生成した後、前記可能期限が短い方の録画予約種類によって録画予約設定
が可能になったときに、入力された前記録画予約情報の録画予約種類に対応した録画予約
登録要求と、前記可能期限が長い方の録画予約種類の録画予約登録要求によって設定され
た録画予約の取り消し指令とを生成し、
　前記予約情報送信部は、前記制御部で生成された前記録画予約の取り消し指令と、入力
された前記録画予約情報の録画予約種類に対応した録画予約登録要求とを前記録画装置に
送信する、請求項５に記載の録画予約登録装置。
【請求項７】
　放送される番組の録画予約登録要求を送信する録画予約登録装置と、
　前記録画予約登録要求を受信し、その録画予約登録要求に対応して録画予約を設定する
、録画可能な録画装置とを備えた録画予約登録システムであって、
　前記録画予約の種類が２つあり、それらの録画予約設定の可能期限は互いに異なってお
り、
　前記録画予約登録装置は、
　前記録画装置に録画予約する番組の、録画予約種類の情報を含む録画予約情報を入力す
る予約情報入力部と、
　入力された前記録画予約情報によって特定される時間帯と、前記録画装置の２つの前記
録画予約設定の可能期限のうち前記録画予約情報の録画予約種類に対応する可能期限とを
比較し、前記録画装置において録画予約設定できるときには、前記録画予約情報の録画予
約種類に対応した録画予約登録要求を生成し、前記録画装置において録画予約設定できな
いときで、かつ前記録画予約情報の録画予約種類とは異なる録画予約種類に対応する可能
期限の方が前記録画予約情報の録画予約種類の可能期限よりも長い場合には、さらに、入
力された前記録画予約情報によって特定される時間帯と、前記異なる録画予約種類に対応
する可能期限とを比較し、前記録画装置において前記異なる録画予約種類によって録画予
約設定できるときには、入力された前記録画予約情報から前記異なる録画予約種類に対応
した録画予約登録要求を生成する制御部と、
　前記制御部で生成された前記録画予約登録要求を前記録画装置に送信する予約情報送信
部とを有する、録画予約登録システム。
【請求項８】
　放送される番組の録画予約登録要求を受信してその録画予約登録要求に対応して録画予
約を設定し、録画可能な録画装置に、前記録画予約登録要求を送信する録画予約登録装置
であって、
　前記録画予約の種類が２つあり、それらの録画予約設定の可能期限は互いに異なってお
り、
　前記録画装置に録画予約する番組の、録画予約種類の情報を含む録画予約情報を入力す
る予約情報入力部と、
　入力された前記録画予約情報によって特定される時間帯と、前記録画装置の２つの前記
録画予約設定の可能期限のうち前記録画予約情報の録画予約種類に対応する可能期限とを
比較し、前記録画装置において録画予約設定できるときには、前記録画予約情報の録画予
約種類に対応した録画予約登録要求を生成し、前記録画装置において録画予約設定できな
いときで、かつ前記録画予約情報の録画予約種類とは異なる録画予約種類に対応する可能
期限の方が前記録画予約情報の録画予約種類の可能期限よりも長い場合には、さらに、入
力された前記録画予約情報によって特定される時間帯と、前記異なる録画予約種類に対応
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する可能期限とを比較し、前記録画装置において前記異なる録画予約種類によって録画予
約設定できるときには、入力された前記録画予約情報から前記異なる録画予約種類に対応
した録画予約登録要求を生成する制御部と、
　前記制御部で生成された前記録画予約登録要求を前記録画装置に送信する予約情報送信
部とを備えた、録画予約登録装置。
【請求項９】
　前記制御部は、前記録画装置において前記異なる録画予約種類によっても録画予約設定
できないときには、前記録画装置において入力された前記録画予約情報の録画予約種類に
よって録画予約設定が可能になるまで入力された前記録画予約情報を保持しておきその録
画予約設定が可能になったときに、保持しておいた前記録画予約情報の録画予約種類に対
応した録画予約登録要求を生成する、請求項４または８に記載の録画予約登録装置。
【請求項１０】
　前記２つの録画予約の種類とは、絶対時間による時間帯で設定される時間指定予約と、
番組情報に含まれる番組識別子に基づいて設定される番組予約であり、
　前記制御部は、前記時間指定予約で入力された前記録画予約情報から前記番組予約に対
応した録画予約登録要求を生成するときには、入力された前記録画予約情報で特定される
時間帯を含むような、一または連続した複数の番組に対応する前記録画予約登録要求を生
成する、請求項４または８に記載の録画予約登録装置。
【請求項１１】
　前記制御部は、前記録画装置において入力された前記録画予約情報の録画予約種類によ
って録画予約設定できないときで、かつ前記録画予約情報の録画予約種類とは異なる録画
予約種類に対応する可能期限の方が前記録画予約情報の録画予約種類の可能期限よりも短
い場合には、前記録画装置において入力された前記録画予約情報の録画予約種類によって
録画予約設定が可能になるまで入力された前記録画予約情報を保持しておきその録画予約
設定が可能になったときに、保持しておいた前記録画予約情報の録画予約種類に対応した
録画予約登録要求を生成する、請求項８に記載の録画予約登録装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、前記録画装置において前記異なる録画予約種類によっても録画予約設定
できないときには、前記録画装置において前記異なる録画予約種類によって録画予約設定
が可能になるまで入力された前記録画予約情報を保持しておきその録画予約設定が可能に
なったときに、保持しておいた前記録画予約情報から前記異なる録画予約種類に対応した
録画予約登録要求を生成する、請求項８に記載の録画予約登録装置。
【請求項１３】
　前記制御部は、前記異なる録画予約種類に対応した録画予約登録要求を生成した後、入
力された前記録画予約情報の録画予約種類によって録画予約設定が可能になったときに、
入力された前記録画予約情報の録画予約種類に対応した録画予約登録要求と、前記異なる
録画予約種類の録画予約登録要求によって設定された録画予約の取り消し指令とを生成し
、
　前記予約情報送信部は、前記制御部で生成された前記録画予約の取り消し指令と、入力
された前記録画予約情報の録画予約種類に対応した録画予約登録要求とを前記録画装置に
送信する、請求項１２に記載の録画予約登録装置。
【請求項１４】
　前記録画予約情報によって特定される時間帯とは、絶対時間で決められた時間帯、また
は、番組情報に含まれる番組識別子で決まる時間帯であり、
　前記録画予約設定の可能期限とは、絶対時間で決まる期限、または、前記録画装置が前
記録画予約登録要求を受信するときからの相対時間で決まる期限として定められている、
請求項２、４および８のいずれかに記載の録画予約登録装置。
【請求項１５】
　ユーザが前記録画装置の録画予約設定の可能期限を入力する期限情報入力部を備えた、
請求項２、４および８のいずれかに記載の録画予約登録装置。
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【請求項１６】
　前記録画予約設定の可能期限の情報を前記録画装置から取得する期限情報受信部を備え
た、請求項２、４および８のいずれかに記載の録画予約登録装置。
【請求項１７】
　前記期限情報受信部は、前記録画予約設定の可能期限の情報を、入力された前記録画予
約情報によって特定される時間帯を比較する毎に前記録画装置から取得する、または、予
め前記録画装置から取得しておく、請求項１６に記載の録画予約登録装置。
【請求項１８】
　前記制御部による処理結果を表示する表示部を備えた、請求項２、４および８のいずれ
かに記載の録画予約登録装置。
【請求項１９】
　放送される番組の録画予約登録要求を受信してその録画予約登録要求に対応して録画予
約を設定する録画可能な録画装置に、前記録画予約登録要求を送信する録画予約登録装置
の録画予約登録方法であって、
　前記録画装置に録画予約する番組の録画予約情報を入力する予約情報入力ステップと、
　入力された前記録画予約情報によって特定される時間帯と、前記録画装置の録画予約設
定の可能期限とを比較し、前記録画装置において録画予約設定できるときには、前記録画
予約情報から前記録画予約登録要求を生成し、前記録画装置において録画予約設定できな
いときには、前記録画装置において録画予約設定が可能になるまで前記録画予約情報を保
持しておき、前記録画装置において録画予約設定が可能になったときに、保持しておいた
前記録画予約情報から前記録画予約登録要求を生成する制御ステップと、
　前記制御ステップで生成された前記録画予約登録要求を前記録画装置に送信する予約情
報送信ステップとを備えた、録画予約登録方法。
【請求項２０】
　放送される番組の録画予約登録要求を受信してその録画予約登録要求に対応して録画予
約を設定する録画可能な録画装置に、前記録画予約登録要求を送信する録画予約登録装置
の録画予約登録方法であって、
　前記録画予約の種類が２つあり、それらの録画予約設定の可能期限は互いに異なってお
り、
　前記録画装置に録画予約する番組の、録画予約種類の情報を含む録画予約情報を入力す
る予約情報入力ステップと、
　入力された前記録画予約情報によって特定される時間帯と、前記録画装置の２つの前記
録画予約設定の可能期限のうち前記録画予約情報の録画予約種類に対応する可能期限とを
比較し、前記録画装置において録画予約設定できるときには、前記録画予約情報の録画予
約種類に対応した録画予約登録要求を生成し、前記録画装置において録画予約設定できな
いときには、さらに、入力された前記録画予約情報によって特定される時間帯と、前記録
画装置の２つの前記録画予約設定の可能期限のうち前記録画予約情報の録画予約種類とは
異なる録画予約種類に対応する可能期限とを比較し、前記録画装置において前記異なる録
画予約種類によって録画予約設定できるときには、入力された前記録画予約情報から前記
異なる録画予約種類に対応した録画予約登録要求を生成する制御ステップと、
　前記制御ステップで生成された前記録画予約登録要求を前記録画装置に送信する予約情
報送信ステップとを備えた、録画予約登録方法。
【請求項２１】
　放送される番組の録画予約登録要求を受信してその録画予約登録要求に対応して録画予
約を設定する録画可能な録画装置に、前記録画予約登録要求を送信する録画予約登録装置
の録画予約登録方法であって、
　前記録画予約の種類が２つあり、それらの録画予約設定の可能期限は互いに異なってお
り、
　前記録画装置に録画予約する番組の、録画予約種類の情報を含む録画予約情報を入力す
る予約情報入力ステップと、
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　入力された前記録画予約情報によって特定される時間帯と、前記録画装置の２つの前記
録画予約設定の可能期限のうち前記録画予約情報の録画予約種類に対応する可能期限とを
比較し、前記録画装置において録画予約設定できるときには、前記録画予約情報の録画予
約種類に対応した録画予約登録要求を生成し、前記録画装置において録画予約設定できな
いときで、かつ前記録画予約情報の録画予約種類とは異なる録画予約種類に対応する可能
期限の方が前記録画予約情報の録画予約種類の可能期限よりも長い場合には、さらに、入
力された前記録画予約情報によって特定される時間帯と、前記異なる録画予約種類に対応
する可能期限とを比較し、前記録画装置において前記異なる録画予約種類によって録画予
約設定できるときには、入力された前記録画予約情報から前記異なる録画予約種類に対応
した録画予約登録要求を生成する制御ステップと、
　前記制御ステップで生成された前記録画予約登録要求を前記録画装置に送信する予約情
報送信ステップとを備えた、録画予約登録方法。
【請求項２２】
　請求項１９に記載の録画予約登録方法の、入力された前記録画予約情報によって特定さ
れる時間帯と、前記録画装置の録画予約設定の可能期限とを比較し、前記録画装置におい
て録画予約設定できるときには、前記録画予約情報から前記録画予約登録要求を生成し、
前記録画装置において録画予約設定できないときには、前記録画装置において録画予約設
定が可能になるまで前記録画予約情報を保持しておき、前記録画装置において録画予約設
定が可能になったときに、保持しておいた前記録画予約情報から前記録画予約登録要求を
生成する前記制御ステップをコンピュータに実行させるプログラム。
【請求項２３】
　請求項２０に記載の録画予約登録方法の、入力された前記録画予約情報によって特定さ
れる時間帯と、前記録画装置の２つの前記録画予約設定の可能期限のうち前記録画予約情
報の録画予約種類に対応する可能期限とを比較し、前記録画装置において録画予約設定で
きるときには、前記録画予約情報の録画予約種類に対応した録画予約登録要求を生成し、
前記録画装置において録画予約設定できないときには、さらに、入力された前記録画予約
情報によって特定される時間帯と、前記録画装置の２つの前記録画予約設定の可能期限の
うち前記録画予約情報の録画予約種類とは異なる録画予約種類に対応する可能期限とを比
較し、前記録画装置において前記異なる録画予約種類によって録画予約設定できるときに
は、入力された前記録画予約情報から前記異なる録画予約種類に対応した録画予約登録要
求を生成する前記制御ステップをコンピュータに実行させるプログラム。
【請求項２４】
　請求項２１に記載の録画予約登録方法の、入力された前記録画予約情報によって特定さ
れる時間帯と、前記録画装置の２つの前記録画予約設定の可能期限のうち前記録画予約情
報の録画予約種類に対応する可能期限とを比較し、前記録画装置において録画予約設定で
きるときには、前記録画予約情報の録画予約種類に対応した録画予約登録要求を生成し、
前記録画装置において録画予約設定できないときで、かつ前記録画予約情報の録画予約種
類とは異なる録画予約種類に対応する可能期限の方が前記録画予約情報の録画予約種類の
可能期限よりも長い場合には、さらに、入力された前記録画予約情報によって特定される
時間帯と、前記異なる録画予約種類に対応する可能期限とを比較し、前記録画装置におい
て前記異なる録画予約種類によって録画予約設定できるときには、入力された前記録画予
約情報から前記異なる録画予約種類に対応した録画予約登録要求を生成する前記制御ステ
ップをコンピュータに実行させるプログラム。
【請求項２５】
　請求項２２～２４のいずれかに記載のプログラムを記録した記録媒体であって、コンピ
ュータにより処理可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、録画予約登録システム、録画予約登録装置、および録画予約登録方法等に関
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する。例えば、選択された番組の番組情報から録画装置に対して録画予約登録要求を行う
録画予約登録装置と、録画予約登録装置からの録画予約登録要求に応じて録画予約設定を
行い録画予約を実行する録画装置とから構成される録画予約登録システム、録画予約登録
装置、および録画予約登録方法等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　家庭内にあるＡＶ（オーディオ・ビジュアル）機器をネットワークで相互に接続してＡ
Ｖ機器間でコンテンツを共有する等の、他のＡＶ機器を制御する技術が普及するようにな
ってきた。例えばＰＣやＴＶ等の録画予約登録装置が、録画予約登録要求をＨＤＤレコー
ダ等の録画装置に送信することで、リモートで録画予約登録を行う録画予約登録システム
が存在する。
【０００３】
　このような従来の録画予約登録システムの録画予約登録時の処理フロー例を図１６に示
す。ここでは、デジタルテレビ（ＤＴＶ）１００が、ネットワークで接続されたデジタル
ビデオレコーダ（ＤＶＲ）１０１の録画予約登録を行う例を示している。
【０００４】
　まず、録画予約登録装置としてのＤＴＶ１００において、ＤＶＲ１０１に予約登録する
情報（録画予約情報）を入力し、決定する（ステップＳ１００）。ユーザは、ＤＴＶ１０
０が取得した番組情報を画面に表示させ、ＤＴＶ１００に付属のリモコン１０２を操作し
て、録画予約を希望する番組を選択する。ＤＴＶ１００は、その選択された番組の番組情
報と、ユーザが希望した録画モード等から、録画予約に必要なパラメータを含む録画予約
登録要求１０３を生成し、ネットワークを介してＤＶＲ１０１に送信する。
【０００５】
　ＤＶＲ１０１は、受信した録画予約登録要求１０３とＤＶＲ１０１自身が保持している
情報と自身の録画予約能力から録画予約可否判定を行い（ステップＳ１１０）、録画予約
が可能である場合には、録画予約の設定を行う（ステップＳ１１１）と共に、録画予約設
定が完了したことを示す応答１０４を、ＤＴＶ１００に返送する。ステップＳ１１０で、
録画予約が不可であると判断した場合には、録画予約設定処理（ステップＳ１１１）を行
わずに、録画予約設定が不可であることを示す応答１０４をＤＴＶ１００に返送する。
【０００６】
　そして、ＤＴＶ１００は、ＤＶＲ１０１から応答（登録結果）１０４を受信すると、Ｄ
ＶＲ１０１における予約登録結果を画面に表示して、ユーザは予約登録結果を知ることが
できる（ステップＳ１０１）。
【０００７】
　このようにして、ネットワークで接続された録画予約登録装置から録画装置に対する録
画予約設定処理を実現していた。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記従来の録画予約登録システムでは、録画装置側の録画予約設定可能
な期限よりも先の番組や時間を指定した録画予約情報を録画予約登録装置に入力した場合
には、録画装置に録画予約を設定することができなかった。
【０００９】
　この問題について、以下に具体的に説明する。
【００１０】
　録画装置は通常、例えば開始日時や録画時間のみを指定した時間指定予約なら１か月先
まで、また放送に含まれる番組識別子を指定することにより、番組に追従して録画予約を
実行する番組予約の場合なら、番組情報が取得可能な１週間先まで、といった具合に録画
予約種別毎に録画予約設定可能な期限をもっている。そのため、録画予約登録装置側で入
力される録画予約情報が、録画装置側の録画予約設定可能な期限よりも先の番組や時間を



(8) JP 5007364 B2 2012.8.22

10

20

30

40

50

指定する内容の場合には、録画装置側では録画予約の設定に失敗してしまう。
【００１１】
　図１７に、録画装置側の録画予約設定可能な期限と録画予約登録装置側で入力する録画
予約要求期間の関係を示す。図１７は、番組予約による録画予約設定可能な期限の例を示
しており、この場合、録画装置側には、現在から８日後までの録画予約しか設定すること
ができない。一方、録画予約登録装置では、録画装置が参照可能な日時よりも先の日時ま
での番組情報が参照でき、録画装置側で録画予約設定可能な期間（８日後まで）よりも先
の期間（例えば、現在から３０日後までの期間）における時間帯の番組の予約設定の入力
ができるものとする。
【００１２】
　この場合に、例えば、録画予約登録装置側で録画予約要求期間Ａを特定する録画予約情
報を入力した場合には、録画予約要求期間Ａは現在から３日後の時間帯であり、録画装置
の録画予約設定可能期間内の時間帯なので、録画装置にその録画予約が設定される。しか
し、録画予約登録装置側で録画予約要求期間Ｂを特定する録画予約情報を入力した場合に
は、録画予約要求期間Ｂは現在から１０日先の時間帯であり、録画装置の録画予約の設定
ができない期間なので、その録画予約を設定できず、録画予約登録装置側に「録画予約設
定できなかった」旨の通知が返される。つまり、録画予約要求期間Ｂを指定した場合には
、ユーザは、録画予約登録をしたいと思った時点には、録画予約の入力処理を完了できな
かった。
【００１３】
　その結果、ユーザが、録画予約要求期間Ｂの番組を録画予約するためには、録画予約要
求期間Ｂが、録画装置の録画予約設定可能期限１０５以前の時間帯となるまで待ち、再度
その録画予約情報を入力しなければならない、という不便さがあった。
【００１４】
　本発明は、上記従来の課題を考慮して、録画装置の録画予約設定可能期限を超える録画
予約を可能にする録画予約登録システム、録画予約登録装置および録画予約登録方法等を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上述した課題を解決するために、第１の本発明は、
　放送される番組の録画予約登録要求を送信する録画予約登録装置と、
　前記録画予約登録要求を受信し、その録画予約登録要求に対応して録画予約を設定する
、録画可能な録画装置とを備えた録画予約登録システムであって、
　前記録画予約登録装置は、
　前記録画装置に録画予約する番組の録画予約情報を入力する予約情報入力部と、
　入力された前記録画予約情報によって特定される時間帯と、前記録画装置の録画予約設
定の可能期限とを比較し、前記録画装置において録画予約設定できるときには、前記録画
予約情報から前記録画予約登録要求を生成し、前記録画装置において録画予約設定できな
いときには、前記録画装置において録画予約設定が可能になるまで前記録画予約情報を保
持しておき、前記録画装置において録画予約設定が可能になったときに、保持しておいた
前記録画予約情報から前記録画予約登録要求を生成する制御部と、
　前記制御部で生成された前記録画予約登録要求を前記録画装置に送信する予約情報送信
部とを有する、録画予約登録システムである。
【００１６】
　また、第２の本発明は、
　放送される番組の録画予約登録要求を受信してその録画予約登録要求に対応して録画予
約を設定し、録画可能な録画装置に、前記録画予約登録要求を送信する録画予約登録装置
であって、
　前記録画装置に録画予約する番組の録画予約情報を入力する予約情報入力部と、
　入力された前記録画予約情報によって特定される時間帯と、前記録画装置の録画予約設
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定の可能期限とを比較し、前記録画装置において録画予約設定できるときには、前記録画
予約情報から前記録画予約登録要求を生成し、前記録画装置において録画予約設定できな
いときには、前記録画装置において録画予約設定が可能になるまで前記録画予約情報を保
持しておき、前記録画装置において録画予約設定が可能になったときに、保持しておいた
前記録画予約情報から前記録画予約登録要求を生成する制御部と、
　前記制御部で生成された前記録画予約登録要求を前記録画装置に送信する予約情報送信
部とを備えた、録画予約登録装置である。
【００１７】
　また、第３の本発明は、
　放送される番組の録画予約登録要求を送信する録画予約登録装置と、
　前記録画予約登録要求を受信し、その録画予約登録要求に対応して録画予約を設定する
、録画可能な録画装置とを備えた録画予約登録システムであって、
　前記録画予約の種類が２つあり、それらの録画予約設定の可能期限は互いに異なってお
り、
　前記録画予約登録装置は、
　前記録画装置に録画予約する番組の、録画予約種類の情報を含む録画予約情報を入力す
る予約情報入力部と、
　入力された前記録画予約情報によって特定される時間帯と、前記録画装置の２つの前記
録画予約設定の可能期限のうち前記録画予約情報の録画予約種類に対応する可能期限とを
比較し、前記録画装置において録画予約設定できるときには、前記録画予約情報の録画予
約種類に対応した録画予約登録要求を生成し、前記録画装置において録画予約設定できな
いときには、さらに、入力された前記録画予約情報によって特定される時間帯と、前記録
画装置の２つの前記録画予約設定の可能期限のうち前記録画予約情報の録画予約種類とは
異なる録画予約種類に対応する可能期限とを比較し、前記録画装置において前記異なる録
画予約種類によって録画予約設定できるときには、入力された前記録画予約情報から前記
異なる録画予約種類に対応した録画予約登録要求を生成する制御部と、
　前記制御部で生成された前記録画予約登録要求を前記録画装置に送信する予約情報送信
部とを有する、録画予約登録システムである。
【００１８】
　また、第４の本発明は、
　放送される番組の録画予約登録要求を受信してその録画予約登録要求に対応して録画予
約を設定し、録画可能な録画装置に、前記録画予約登録要求を送信する録画予約登録装置
であって、
　前記録画予約の種類が２つあり、それらの録画予約設定の可能期限は互いに異なってお
り、
　前記録画装置に録画予約する番組の、録画予約種類の情報を含む録画予約情報を入力す
る予約情報入力部と、
　入力された前記録画予約情報によって特定される時間帯と、前記録画装置の２つの前記
録画予約設定の可能期限のうち前記録画予約情報の録画予約種類に対応する可能期限とを
比較し、前記録画装置において録画予約設定できるときには、前記録画予約情報の録画予
約種類に対応した録画予約登録要求を生成し、前記録画装置において録画予約設定できな
いときには、さらに、入力された前記録画予約情報によって特定される時間帯と、前記録
画装置の２つの前記録画予約設定の可能期限のうち前記録画予約情報の録画予約種類とは
異なる録画予約種類に対応する可能期限とを比較し、前記録画装置において前記異なる録
画予約種類によって録画予約設定できるときには、入力された前記録画予約情報から前記
異なる録画予約種類に対応した録画予約登録要求を生成する制御部と、
　前記制御部で生成された前記録画予約登録要求を前記録画装置に送信する予約情報送信
部とを備えた、録画予約登録装置である。
【００１９】
　また、第５の本発明は、
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　前記制御部は、前記録画装置において前記異なる録画予約種類によっても録画予約設定
できないときには、前記録画装置において可能期限が長い方の録画予約種類によって録画
予約設定が可能になるまで入力された前記録画予約情報を保持しておきその録画予約設定
が可能になったときに、保持しておいた前記録画予約情報から前記可能期限が長い方の録
画予約種類に対応した録画予約登録要求を生成する、第４の本発明の録画予約登録装置で
ある。
【００２０】
　また、第６の本発明は、
　前記制御部は、前記可能期限が長い方の録画予約種類が、入力された前記録画予約情報
の録画予約種類ではない場合には、前記可能期限が長い方の録画予約種類に対応した録画
予約登録要求を生成した後、前記可能期限が短い方の録画予約種類によって録画予約設定
が可能になったときに、入力された前記録画予約情報の録画予約種類に対応した録画予約
登録要求と、前記可能期限が長い方の録画予約種類の録画予約登録要求によって設定され
た録画予約の取り消し指令とを生成し、
　前記予約情報送信部は、前記制御部で生成された前記録画予約の取り消し指令と、入力
された前記録画予約情報の録画予約種類に対応した録画予約登録要求とを前記録画装置に
送信する、第５の本発明の録画予約登録装置である。
【００２１】
　また、第７の本発明は、
　放送される番組の録画予約登録要求を送信する録画予約登録装置と、
　前記録画予約登録要求を受信し、その録画予約登録要求に対応して録画予約を設定する
、録画可能な録画装置とを備えた録画予約登録システムであって、
　前記録画予約の種類が２つあり、それらの録画予約設定の可能期限は互いに異なってお
り、
　前記録画予約登録装置は、
　前記録画装置に録画予約する番組の、録画予約種類の情報を含む録画予約情報を入力す
る予約情報入力部と、
　入力された前記録画予約情報によって特定される時間帯と、前記録画装置の２つの前記
録画予約設定の可能期限のうち前記録画予約情報の録画予約種類に対応する可能期限とを
比較し、前記録画装置において録画予約設定できるときには、前記録画予約情報の録画予
約種類に対応した録画予約登録要求を生成し、前記録画装置において録画予約設定できな
いときで、かつ前記録画予約情報の録画予約種類とは異なる録画予約種類に対応する可能
期限の方が前記録画予約情報の録画予約種類の可能期限よりも長い場合には、さらに、入
力された前記録画予約情報によって特定される時間帯と、前記異なる録画予約種類に対応
する可能期限とを比較し、前記録画装置において前記異なる録画予約種類によって録画予
約設定できるときには、入力された前記録画予約情報から前記異なる録画予約種類に対応
した録画予約登録要求を生成する制御部と、
　前記制御部で生成された前記録画予約登録要求を前記録画装置に送信する予約情報送信
部とを有する、録画予約登録システムである。
【００２２】
　また、第８の本発明は、
　放送される番組の録画予約登録要求を受信してその録画予約登録要求に対応して録画予
約を設定し、録画可能な録画装置に、前記録画予約登録要求を送信する録画予約登録装置
であって、
　前記録画予約の種類が２つあり、それらの録画予約設定の可能期限は互いに異なってお
り、
　前記録画装置に録画予約する番組の、録画予約種類の情報を含む録画予約情報を入力す
る予約情報入力部と、
　入力された前記録画予約情報によって特定される時間帯と、前記録画装置の２つの前記
録画予約設定の可能期限のうち前記録画予約情報の録画予約種類に対応する可能期限とを
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比較し、前記録画装置において録画予約設定できるときには、前記録画予約情報の録画予
約種類に対応した録画予約登録要求を生成し、前記録画装置において録画予約設定できな
いときで、かつ前記録画予約情報の録画予約種類とは異なる録画予約種類に対応する可能
期限の方が前記録画予約情報の録画予約種類の可能期限よりも長い場合には、さらに、入
力された前記録画予約情報によって特定される時間帯と、前記異なる録画予約種類に対応
する可能期限とを比較し、前記録画装置において前記異なる録画予約種類によって録画予
約設定できるときには、入力された前記録画予約情報から前記異なる録画予約種類に対応
した録画予約登録要求を生成する制御部と、
　前記制御部で生成された前記録画予約登録要求を前記録画装置に送信する予約情報送信
部とを備えた、録画予約登録装置である。
【００２３】
　また、第９の本発明は、
　前記制御部は、前記録画装置において前記異なる録画予約種類によっても録画予約設定
できないときには、前記録画装置において入力された前記録画予約情報の録画予約種類に
よって録画予約設定が可能になるまで入力された前記録画予約情報を保持しておきその録
画予約設定が可能になったときに、保持しておいた前記録画予約情報の録画予約種類に対
応した録画予約登録要求を生成する、第４または第８の本発明の録画予約登録装置である
。
【００２４】
　また、第１０の本発明は、
　前記２つの録画予約の種類とは、絶対時間による時間帯で設定される時間指定予約と、
番組情報に含まれる番組識別子に基づいて設定される番組予約であり、
　前記制御部は、前記時間指定予約で入力された前記録画予約情報から前記番組予約に対
応した録画予約登録要求を生成するときには、入力された前記録画予約情報で特定される
時間帯を含むような、一または連続した複数の番組に対応する前記録画予約登録要求を生
成する、第４または第８の本発明の録画予約登録装置である。
【００２５】
　また、第１１の本発明は、
　前記制御部は、前記録画装置において入力された前記録画予約情報の録画予約種類によ
って録画予約設定できないときで、かつ前記録画予約情報の録画予約種類とは異なる録画
予約種類に対応する可能期限の方が前記録画予約情報の録画予約種類の可能期限よりも短
い場合には、前記録画装置において入力された前記録画予約情報の録画予約種類によって
録画予約設定が可能になるまで入力された前記録画予約情報を保持しておきその録画予約
設定が可能になったときに、保持しておいた前記録画予約情報の録画予約種類に対応した
録画予約登録要求を生成する、第８の本発明の録画予約登録装置である。
【００２６】
　また、第１２の本発明は、
　前記制御部は、前記録画装置において前記異なる録画予約種類によっても録画予約設定
できないときには、前記録画装置において前記異なる録画予約種類によって録画予約設定
が可能になるまで入力された前記録画予約情報を保持しておきその録画予約設定が可能に
なったときに、保持しておいた前記録画予約情報から前記異なる録画予約種類に対応した
録画予約登録要求を生成する、第８の本発明の録画予約登録装置である。
【００２７】
　また、第１３の本発明は、
　前記制御部は、前記異なる録画予約種類に対応した録画予約登録要求を生成した後、入
力された前記録画予約情報の録画予約種類によって録画予約設定が可能になったときに、
入力された前記録画予約情報の録画予約種類に対応した録画予約登録要求と、前記異なる
録画予約種類の録画予約登録要求によって設定された録画予約の取り消し指令とを生成し
、
　前記予約情報送信部は、前記制御部で生成された前記録画予約の取り消し指令と、入力
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された前記録画予約情報の録画予約種類に対応した録画予約登録要求とを前記録画装置に
送信する、第１２の本発明の録画予約登録装置である。
【００２８】
　また、第１４の本発明は、
　前記録画予約情報によって特定される時間帯とは、絶対時間で決められた時間帯、また
は、番組情報に含まれる番組識別子で決まる時間帯であり、
　前記録画予約設定の可能期限とは、絶対時間で決まる期限、または、前記録画装置が前
記録画予約登録要求を受信するときからの相対時間で決まる期限として定められている、
第２、第４および第８のいずれかの本発明の録画予約登録装置である。
【００２９】
　また、第１５の本発明は、
　ユーザが前記録画装置の録画予約設定の可能期限を入力する期限情報入力部を備えた、
第２、第４および第８のいずれかの本発明の録画予約登録装置である。
【００３０】
　また、第１６の本発明は、
　前記録画予約設定の可能期限の情報を前記録画装置から取得する期限情報受信部を備え
た、第２、第４および第８のいずれかの本発明の録画予約登録装置である。
【００３１】
　また、第１７の本発明は、
　前記期限情報受信部は、前記録画予約設定の可能期限の情報を、入力された前記録画予
約情報によって特定される時間帯を比較する毎に前記録画装置から取得する、または、予
め前記録画装置から取得しておく、第１６の本発明の録画予約登録装置である。
【００３２】
　また、第１８の本発明は、
　前記制御部による処理結果を表示する表示部を備えた、第２、第４および第８のいずれ
かの本発明の録画予約登録装置である。
【００３３】
　また、第１９の本発明は、
　放送される番組の録画予約登録要求を受信してその録画予約登録要求に対応して録画予
約を設定する録画可能な録画装置に、前記録画予約登録要求を送信する録画予約登録装置
の録画予約登録方法であって、
　前記録画装置に録画予約する番組の録画予約情報を入力する予約情報入力ステップと、
　入力された前記録画予約情報によって特定される時間帯と、前記録画装置の録画予約設
定の可能期限とを比較し、前記録画装置において録画予約設定できるときには、前記録画
予約情報から前記録画予約登録要求を生成し、前記録画装置において録画予約設定できな
いときには、前記録画装置において録画予約設定が可能になるまで前記録画予約情報を保
持しておき、前記録画装置において録画予約設定が可能になったときに、保持しておいた
前記録画予約情報から前記録画予約登録要求を生成する制御ステップと、
　前記制御ステップで生成された前記録画予約登録要求を前記録画装置に送信する予約情
報送信ステップとを備えた、録画予約登録方法である。
【００３４】
　また、第２０の本発明は、
　放送される番組の録画予約登録要求を受信してその録画予約登録要求に対応して録画予
約を設定する録画可能な録画装置に、前記録画予約登録要求を送信する録画予約登録装置
の録画予約登録方法であって、
　前記録画予約の種類が２つあり、それらの録画予約設定の可能期限は互いに異なってお
り、
　前記録画装置に録画予約する番組の、録画予約種類の情報を含む録画予約情報を入力す
る予約情報入力ステップと、
　入力された前記録画予約情報によって特定される時間帯と、前記録画装置の２つの前記
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録画予約設定の可能期限のうち前記録画予約情報の録画予約種類に対応する可能期限とを
比較し、前記録画装置において録画予約設定できるときには、前記録画予約情報の録画予
約種類に対応した録画予約登録要求を生成し、前記録画装置において録画予約設定できな
いときには、さらに、入力された前記録画予約情報によって特定される時間帯と、前記録
画装置の２つの前記録画予約設定の可能期限のうち前記録画予約情報の録画予約種類とは
異なる録画予約種類に対応する可能期限とを比較し、前記録画装置において前記異なる録
画予約種類によって録画予約設定できるときには、入力された前記録画予約情報から前記
異なる録画予約種類に対応した録画予約登録要求を生成する制御ステップと、
　前記制御ステップで生成された前記録画予約登録要求を前記録画装置に送信する予約情
報送信ステップとを備えた、録画予約登録方法である。
【００３５】
　また、第２１の本発明は、
　放送される番組の録画予約登録要求を受信してその録画予約登録要求に対応して録画予
約を設定する録画可能な録画装置に、前記録画予約登録要求を送信する録画予約登録装置
の録画予約登録方法であって、
　前記録画予約の種類が２つあり、それらの録画予約設定の可能期限は互いに異なってお
り、
　前記録画装置に録画予約する番組の、録画予約種類の情報を含む録画予約情報を入力す
る予約情報入力ステップと、
　入力された前記録画予約情報によって特定される時間帯と、前記録画装置の２つの前記
録画予約設定の可能期限のうち前記録画予約情報の録画予約種類に対応する可能期限とを
比較し、前記録画装置において録画予約設定できるときには、前記録画予約情報の録画予
約種類に対応した録画予約登録要求を生成し、前記録画装置において録画予約設定できな
いときで、かつ前記録画予約情報の録画予約種類とは異なる録画予約種類に対応する可能
期限の方が前記録画予約情報の録画予約種類の可能期限よりも長い場合には、さらに、入
力された前記録画予約情報によって特定される時間帯と、前記異なる録画予約種類に対応
する可能期限とを比較し、前記録画装置において前記異なる録画予約種類によって録画予
約設定できるときには、入力された前記録画予約情報から前記異なる録画予約種類に対応
した録画予約登録要求を生成する制御ステップと、
　前記制御ステップで生成された前記録画予約登録要求を前記録画装置に送信する予約情
報送信ステップとを備えた、録画予約登録方法である。
【００３６】
　また、第２２の本発明は、
　第１９の本発明の録画予約登録方法の、入力された前記録画予約情報によって特定され
る時間帯と、前記録画装置の録画予約設定の可能期限とを比較し、前記録画装置において
録画予約設定できるときには、前記録画予約情報から前記録画予約登録要求を生成し、前
記録画装置において録画予約設定できないときには、前記録画装置において録画予約設定
が可能になるまで前記録画予約情報を保持しておき、前記録画装置において録画予約設定
が可能になったときに、保持しておいた前記録画予約情報から前記録画予約登録要求を生
成する前記制御ステップをコンピュータに実行させるプログラムである。
【００３７】
　また、第２３の本発明は、
　第２０の本発明の録画予約登録方法の、入力された前記録画予約情報によって特定され
る時間帯と、前記録画装置の２つの前記録画予約設定の可能期限のうち前記録画予約情報
の録画予約種類に対応する可能期限とを比較し、前記録画装置において録画予約設定でき
るときには、前記録画予約情報の録画予約種類に対応した録画予約登録要求を生成し、前
記録画装置において録画予約設定できないときには、さらに、入力された前記録画予約情
報によって特定される時間帯と、前記録画装置の２つの前記録画予約設定の可能期限のう
ち前記録画予約情報の録画予約種類とは異なる録画予約種類に対応する可能期限とを比較
し、前記録画装置において前記異なる録画予約種類によって録画予約設定できるときには
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、入力された前記録画予約情報から前記異なる録画予約種類に対応した録画予約登録要求
を生成する前記制御ステップをコンピュータに実行させるプログラムである。
【００３８】
　また、第２４の本発明は、
　第２１の本発明の録画予約登録方法の、入力された前記録画予約情報によって特定され
る時間帯と、前記録画装置の２つの前記録画予約設定の可能期限のうち前記録画予約情報
の録画予約種類に対応する可能期限とを比較し、前記録画装置において録画予約設定でき
るときには、前記録画予約情報の録画予約種類に対応した録画予約登録要求を生成し、前
記録画装置において録画予約設定できないときで、かつ前記録画予約情報の録画予約種類
とは異なる録画予約種類に対応する可能期限の方が前記録画予約情報の録画予約種類の可
能期限よりも長い場合には、さらに、入力された前記録画予約情報によって特定される時
間帯と、前記異なる録画予約種類に対応する可能期限とを比較し、前記録画装置において
前記異なる録画予約種類によって録画予約設定できるときには、入力された前記録画予約
情報から前記異なる録画予約種類に対応した録画予約登録要求を生成する前記制御ステッ
プをコンピュータに実行させるプログラムである。
【００３９】
　また、第２５の本発明は、
　第２２～第２４のいずれかの本発明のプログラムを記録した記録媒体であって、コンピ
ュータにより処理可能な記録媒体である。
【発明の効果】
【００４０】
　本発明により、録画装置の録画予約設定可能期限を超える録画予約を可能にする録画予
約登録システム、録画予約登録装置および録画予約登録方法等を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の各実施の形態の録画予約登録システムのブロック図
【図２】本発明の実施の形態１の録画予約登録システムにおいて、ＤＴＶからＤＶＲに録
画予約設定する際の通信シーケンスを示す図
【図３】本発明の実施の形態１のＤＴＶにおける録画予約登録保留送信処理の処理フロー
を示す図
【図４】（ａ）本発明の各実施の形態のＤＶＲにおける予約種別毎の予約可能期日の例を
示す図、（ｂ）本発明の各実施の形態のＤＴＶにおける予約種別毎の予約可能期日の例を
示す図
【図５】本発明の各実施の形態の録画予約登録要求に含まれるパラメータの例を示す図
【図６】本発明の実施の形態１のＤＴＶにおいて、ユーザがＤＶＲ側の録画予約登録可能
期日を超えた時間帯を指定したときの、ディスプレイに表示される表示例を示す図
【図７】本発明の実施の形態２の録画予約登録システムにおいて、ＤＴＶからＤＶＲに録
画予約設定する際の通信シーケンスを示す図
【図８】本発明の実施の形態２のＤＴＶにおける代替録画予約登録処理の処理フローを示
す図
【図９】本発明の実施の形態２のＤＴＶにおいて、ユーザがＤＶＲ側の録画予約登録可能
期日を超えた時間帯を指定して代替予約されたときの、ディスプレイに表示される表示例
を示す図
【図１０】本発明の実施の形態２のＤＴＶにおける別の代替録画予約登録処理の処理フロ
ーを示す図
【図１１】本発明の実施の形態３の録画予約登録システムにおいて、ＤＴＶからＤＶＲに
録画予約設定する際の通信シーケンスを示す図
【図１２】本発明の実施の形態３のＤＴＶにおける録画予約登録代替保留送信処理の処理
フローを示す図
【図１３】（ａ）本発明の実施の形態３のＤＴＶにおいて、ユーザがＤＶＲ側の録画予約
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可能期日を超えた時間帯を指定して予約設定が代替予約されたときの、ディスプレイに表
示される表示例を示す図、（ｂ）本発明の実施の形態３のＤＴＶにおいて、ユーザがＤＶ
Ｒ側の録画予約可能期日を超えた時間帯を指定して予約登録が保留されたときの、ディス
プレイに表示される表示例を示す図
【図１４】本発明の実施の形態３のＤＴＶにおける別の録画予約登録代替保留送信処理の
処理フローを示す図
【図１５】本発明の他の実施の形態の、録画要求および番組データを送信するＤＴＶを備
えた録画予約登録システムにおいて、ＤＴＶからＤＶＲに録画予約設定および録画要求す
る際の通信シーケンスを示す図
【図１６】従来の録画予約登録システムの録画予約登録時の処理フロー例を示す図
【図１７】従来の録画予約登録システムにおける、録画装置側の録画予約設定可能な期限
と録画予約登録装置側で入力する録画予約要求期間の関係を示す図
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　以下に、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。
【００４３】
　（実施の形態１）
　図１に、本発明の実施の形態１の録画予約登録システムのブロック図を示す。
【００４４】
　なお、図１において、実線で示す矢印はデータの流れを示し、破線で示す矢印は制御信
号の流れを示している。
【００４５】
　本実施の形態１の録画予約登録システムは、ケーブル２５によって、デジタルテレビ（
ＤＴＶ）１０とデジタルビデオレコーダ（ＤＶＲ）３０が接続されている。
【００４６】
　なお、ＤＴＶ１０が本発明の録画予約登録装置の一例にあたり、ＤＶＲ３０が本発明の
録画装置の一例にあたる。
【００４７】
　まず、ＤＴＶ１０の構成について説明する。
【００４８】
　ＤＴＶ１０の装置全体を制御する制御部１１は、ＣＰＵによって構成されている。制御
部１１には、記憶部１７および不揮発メモリ１８が接続されている。記憶部１７はＲＡＭ
であり、不揮発メモリ１８はＲＯＭまたはＦＬＡＳＨメモリである。
【００４９】
　放送を受信するためのアンテナ１３が接続された放送受信手段としてのチューナ１４は
、制御部１１からの制御指令によって受信チャンネルの選択を行ない、その受信出力は受
信バッファ１２を介して、信号処理手段としてのデコーダ１５に入力される。そして、デ
コーダ１５は、制御部１１によって制御されてその入力されたデータをデコードする。
【００５０】
　デコーダ１５でデコードされた音声信号は、音声出力手段としてのスピーカ２１から出
力され、デコードされた映像信号は、映像表示部２０から出力されてディスプレイ２２に
表示される。
【００５１】
　操作入力手段として赤外線受光部１９が設けられており、ユーザは、ＤＴＶ１０に付属
のリモコン２３を操作することにより、リモコン２３から発光された赤外線が赤外線受光
部１９で受光されて、制御部１１における制御動作の指令を与えることができる。例えば
、ユーザは、リモコン２３を操作することにより、制御部１１に対して選局を行うための
指令を与えることが可能である。
【００５２】
　制御部１１は、送受信部１６を制御することにより、ケーブル２５で接続されたＤＶＲ
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３０に対して要求を送信すると共に、ＤＶＲ３０からの応答を受信する。
【００５３】
　制御部１１に接続されている記憶部１７には、チューナ１４によって受信され、デコー
ダ１５によって信号処理された伝送制御信号ＰＳ１と番組配列情報ＳＩとから、制御部１
１によって生成された番組情報が保持されている。
【００５４】
　番組情報は、ＤＴＶ１０が受信可能な放送サービス（サービスＩＤ）毎に、番組識別子
（イベントＩＤ）、番組の開始時間、終了時間およびタイトル（番組名）から構成されて
いる。この番組情報を利用してＤＴＶ１０は番組表を作成して、ユーザに番組案内を行う
。また番組情報は、ユーザに選択された番組の録画予約を行う場合の、録画予約登録パラ
メータとして利用される。
【００５５】
　なお、ＤＴＶ１０の制御部１１および送受信部１６が、それぞれ、本発明の制御部およ
び予約情報送信部の一例にあたる。また、リモコン２３から発光された赤外線を受光する
ことによりユーザによる入力を受け付ける赤外線受光部１９が、本発明の予約情報入力部
の一例にあたる。
【００５６】
　次に、ＤＶＲ３０の構成について説明する。
【００５７】
　ＤＶＲ３０の装置全体を制御する制御部３１は、ＣＰＵによって構成されている。制御
部３１には、記憶部３７および不揮発メモリ３８が接続されている。記憶部３７はＲＡＭ
であり、不揮発メモリ３８はＲＯＭまたはＦＬＡＳＨメモリである。
【００５８】
　放送を受信するためのアンテナ３３が接続された放送受信手段としてのチューナ３４は
、制御部３１からの制御指令によって受信チャンネルの選択を行ない、その受信出力はバ
ッファ３２を介して、信号処理手段としてのデコーダ３５に入力される、そして、デコー
ダ３５は、制御部３１によって制御されてその入力されたデータをデコードし出力する。
【００５９】
　操作入力手段として赤外線受光部３９が設けられており、ユーザは、ＤＶＲ３０に付属
のリモコン４２を操作することにより、リモコン４２から発光された赤外線が赤外線受光
部３９で受光されて、制御部３１における制御動作の指令を与えることができる。また、
ユーザは、リモコン４２を操作することにより、選局や記録動作の指令を与えると共に、
予約録画等の動作の指令を与えることも可能である。
【００６０】
　制御部３１には、記録再生部４０が接続されている。記録再生部４０は、指定された番
組等のコンテンツを記録媒体４１に記録し、また、記録媒体４１に記録されたコンテンツ
を再生するように構成されている。また、記録再生部４０は、記録媒体４１への記録時に
は、制御部３１からの要求により、コンテンツだけでなく、コンテンツのタイトルや記録
時間や対応するコンテンツが記録中であるかどうかを示す情報等のコンテンツ情報も併せ
て記録媒体４１に記録する。
【００６１】
　制御部３１は、送受信部３６を制御することにより、ケーブル２５で接続されたＤＴＶ
１０からの要求を受信する。
【００６２】
　制御部３１に接続されている記憶部３７には、チューナ３４によって受信され、デコー
ダ３５によって信号処理された伝送制御信号ＰＳ１と番組配列情報ＳＩとから、制御部３
１によって生成された番組情報が保持されている。
【００６３】
　ＤＶＲ３０もＤＴＶ１０と同様に、この番組情報を利用して番組表を作成して、ユーザ
に番組案内を行う。また、ユーザに選択された番組の録画予約を行う場合の、録画予約登
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録パラメータとしてこの番組情報を利用する。
【００６４】
　次に、本実施の形態１のＤＴＶ１０から、ケーブル２５を介してＤＶＲ３０の録画予約
を設定する際の動作について説明する。
【００６５】
　本実施の形態１のＤＴＶ１０およびＤＶＲ３０で使用可能な録画予約種別には、録画予
約開始時間と録画時間（録画動作を実行させる期間）を基に録画予約を行う時間指定予約
と、番組情報に含まれる番組識別子を基に、指定された番組識別子の番組の放送時間に応
じて録画予約開始時間と録画予約時間とを決定し、番組の開始から終了までの録画予約を
行う番組予約とがある。
【００６６】
　ＤＴＶ１０は、ＤＶＲ３０に対して録画予約種別に応じた録画予約登録要求を送信する
ことによりＤＶＲ３０の録画予約の設定をするが、図５は、その録画予約登録要求に含ま
れるパラメータの例を示している。時間指定予約の場合には、録画予約開始日、録画予約
開始時間、録画時間、地上デジタルやＢＳデジタル等の放送種別、ＣＨ情報、予約種別、
録画モード、および録画予約番組のタイトル名が使用される。番組予約の場合には、これ
らに加えて番組識別子が使用される。
【００６７】
　図４（ａ）および（ｂ）に、ＤＶＲ３０およびＤＴＶ１０のそれぞれにおける予約種別
毎の予約可能期日の例を示している。本実施の形態１のＤＶＲ３０は、８日分の番組情報
を利用可能であり、番組予約で指定した場合には８日先までの録画予約の設定が可能であ
り、時間指定予約で指定した場合には３０日先までの録画予約の設定が可能である。一方
、本実施の形態１のＤＴＶ１０は、６０日分の番組情報が利用可能で、番組予約および時
間指定予約のいずれの録画予約種別で指定する場合も、６０日先までの時間帯を指定する
ことが可能である。
【００６８】
　本実施の形態１の録画予約登録システムでは、時間指定予約および番組予約の２種類の
録画予約種類でＤＴＶ１０からＤＶＲ３０の録画予約を設定することができるが、ここで
は、ユーザが番組予約によりＤＶＲ３０の録画予約を設定する場合について説明する。
【００６９】
　図２は、本実施の形態１の録画予約登録システムにおける、ＤＴＶ１０から、ＤＶＲ３
０に録画予約設定する際の通信シーケンスを示している。
【００７０】
　図２に示す録画予約設定可否判断処理（ステップＳ２１）および録画予約設定処理（ス
テップＳ２２）は、それぞれ、図１６に示した従来の録画予約登録システムの録画予約設
定可否判断処理（ステップＳ１１０）および録画予約設定処理（ステップＳ１１１）と同
じ処理である。つまり、本実施の形態１のＤＶＲ３０は、従来のＤＶＲ１０１に対して、
録画予約可能期日応答生成処理（ステップＳ２０）の機能だけが追加された構成であれば
よい。
【００７１】
　まず、ＤＴＶ１０において、ＤＶＲ３０に予約設定したい情報（録画予約情報）を入力
し、決定する（ステップＳ１０）。すなわち、ユーザは、リモコン２３を操作して、ＤＴ
Ｖ１０が取得した番組情報をディスプレイ２２に表示させ、録画予約を希望する番組を選
択し、録画モード等を決定する。決定された録画予約情報には、録画予約種類を示す情報
が含まれる。この場合には、録画予約種類が番組予約であることを示す情報が含まれるこ
とになる。
【００７２】
　このとき、ＤＴＶ１０で受け付けることができない設定内容をユーザが入力した場合に
は、予約登録結果表示処理（ステップＳ１２）によって、ディスプレイ２２に「その入力
は受け付けられない」旨の表示がされる。例えば、時間指定予約で入力する際に、ＤＴＶ
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で指定可能な期限（６０日後まで）を超えた時間帯（例えば、７０日後の時間帯）を指定
するような入力をした場合に、ディスプレイ２２にその旨の表示がされる。
【００７３】
　ＤＴＶ１０の制御部１１は、録画予約情報が決定された（ステップＳ１０）後、ＤＶＲ
３０へ、番組予約に対する録画予約可能期日問い合わせ要求５０を送受信部１６によって
送信させる。
【００７４】
　ＤＶＲ３０は、ＤＴＶ１０からの番組予約に対する録画予約可能期日問い合わせ要求５
０に対して、ＤＶＲ３０における番組予約に対する録画予約可能期日を含む応答５１を生
成し、ＤＴＶ１０に対して送信する（ステップＳ２０）。図４（ａ）に示すように、ＤＶ
Ｒ３０の番組予約に対する録画予約可能期日は「８日先」なので、この場合には、「録画
予約可能期日は８日先まで」という情報が応答５１に含まれて送信される。
【００７５】
　ＤＴＶ１０の制御部１１は、送受信部１６によって録画予約可能期日問い合わせ要求５
０に対する応答５１をＤＶＲ３０から受信し、制御部１１が、その応答５１の内容に基づ
き録画予約登録保留送信処理（ステップＳ１１）を行う。
【００７６】
　なお、このときに録画予約可能期日の情報を含む応答５１を受信する送受信部１６が、
本発明の期限情報受信部の一例にあたる。また、応答５１に含まれる番組予約に対する録
画予約可能期日が、本発明の、録画予約設定の可能期限の一例にあたる。
【００７７】
　次に、本実施の形態１のＤＴＶ１０の録画予約登録保留送信処理（ステップＳ１１）の
処理内容について説明する。
【００７８】
　図３に、ＤＴＶ１０の録画予約登録保留送信処理（ステップＳ１１）における処理フロ
ーを示す。
【００７９】
　制御部１１は、まず、録画予約指定された番組が、指定された予約種別でＤＶＲ３０に
おいて録画予約設定可能か否かを、図２の録画予約可能期日問い合わせ要求５０に対する
応答５１を基に判定する（ステップＳ３０）。この場合に指定された予約種別は番組予約
なので、制御部１１は、番組予約でＤＶＲ３０において録画予約設定可能か否かを判定す
る。
【００８０】
　ここで、ステップＳ３０における具体的な判定方法について説明しておく。
【００８１】
　応答５１によって得られる情報は、図４（ａ）に示したようなＤＶＲ３０の録画予約可
能期日を示す情報（本実施の形態１の場合には、番組予約に対する「８日先まで」という
情報）であり、図１７に示した録画予約設定可能期限１０５に相当する情報である。
【００８２】
　一方、ステップＳ１０においてユーザから指定された録画予約情報には、録画予約開始
時間や録画時間の情報が含まれており、その録画予約情報によって録画処理を実行する期
間（時間帯）を特定できる。この特定される時間帯は、図１７に示した録画予約要求期間
Ａや録画予約要求期間Ｂに相当する期間である。
【００８３】
　制御部１１は、ユーザに指定された録画予約情報によって特定される時間帯が、ＤＶＲ
３０の録画予約種別に応じた録画予約可能期日より以前の期間か否かによって「ＤＶＲ３
０において録画予約設定可能か否か」を判定する。
【００８４】
　例えば、本実施の形態１において、ユーザから指定された録画予約情報によって特定さ
れる時間帯が３日後の場合には、ＤＶＲ３０の録画予約可能期日の「８日先」より以前の
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時間帯なので「録画予約設定可能」と判定される。一方、例えば、録画予約情報によって
特定される時間帯が１０日後の場合には、ＤＶＲ３０の録画予約可能期日の「８日先」よ
りさらに先の時間帯なので「録画予約設定不可」と判定されることになる。
【００８５】
　ここでは、図２のステップＳ１０において、ユーザが、３日後の時間帯の番組の予約を
指定した場合と、１０日後の時間帯の番組の予約を指定した場合の２つの例について説明
する。
【００８６】
　まず、第１の例として、ユーザが３日後の時間帯の番組の予約を指定した場合には、制
御部１１は、ステップＳ３０において、指定された番組予約の録画予約種別で予約設定可
能であると判定し、指定された予約種別である番組予約に対応した録画予約登録要求５２
を生成し（ステップＳ３１）、送受信部１６によってその生成した録画予約登録要求５２
をＤＶＲ３０へ送信させる（ステップＳ３２）。
【００８７】
　ＤＶＲ３０は、送受信部３６で録画予約登録要求５２を受信したときには、図１６に示
した従来のＤＶＲ１０１のステップＳ１１０およびステップＳ１１１と同様の処理を行う
。すなわち、ＤＶＲ３０の制御部３１は、録画予約登録要求５２を受信すると、受信した
録画予約登録要求５２とＤＶＲ３０自身が保持している情報と自身の録画予約能力から録
画予約可否判定を行い（ステップＳ２１）、録画予約が可能である場合には、録画予約の
設定を行う（ステップＳ２２）と共に、録画予約設定が完了したことを示す応答５３を、
送受信部３６からＤＴＶ１０に返送する。
【００８８】
　そして、ＤＴＶ１０の制御部１１は、送受信部１６によってＤＶＲ３０からの応答５３
を受信し（ステップＳ３３）、受信した応答５３に含まれる登録結果をディスプレイ２２
に表示させてユーザに通知する（ステップＳ１２）。
【００８９】
　次に、第２の例として、ユーザが１０日後の時間帯の番組の予約を指定した場合には、
制御部１１は、ステップＳ３０において、指定された番組予約の録画予約種別で予約設定
が不可であると判定し、入力された録画予約情報を記憶部１７に記録して保持しておき、
ディスプレイ２２に「録画予約設定可能な期間になれば録画予約設定する」旨を表示して
ユーザに通知する。図６は、このときにユーザに通知するためにディスプレイ２２上に表
示させる表示例を示している。
【００９０】
　なお、このときに制御部１１の処理結果の情報を表示するディスプレイ２２が、本発明
の表示部の一例にあたる。
【００９１】
　その後、制御部１１は、ユーザにより指定された予約種別での、録画予約設定可能時期
に到達したかの確認を行う（ステップＳ３５）。この場合には、番組予約で指定されてい
るので、ユーザが予約指定した番組の放送時間帯が８日先までの時間帯になったか否かを
判定する。
【００９２】
　指定された予約種別での予約登録可能時期に到達した場合、つまり予約指定された番組
の時間帯が８日先より以前の時間帯となった場合には、制御部１１は、記憶部１７に保持
しておいた録画予約情報から録画予約登録要求５２を生成し（ステップＳ３１）、ＤＶＲ
３０に対して送受信部１６から録画予約登録要求５２を送信させ（ステップＳ３２）、Ｄ
ＶＲ３０からの応答５３を送受信部１６によって受信する（ステップＳ３３）。
【００９３】
　そして、制御部１１は、受信した応答５３に含まれる登録結果をディスプレイ２２に表
示させてユーザに通知する（ステップＳ１２）。
【００９４】
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　従来の録画予約登録システムでは、録画装置の録画予約設定可能期限を超えているため
に録画予約登録装置からの録画予約設定ができない場合には、例えば、録画予約を諦め、
録画予約したかった番組の放送時刻になったときに録画装置に対して録画開始動作を指示
するなどして対応していたが、このように対応した場合には、その他の録画予約登録装置
からの予約が録画装置に設定されたことにより、録画装置に録画予約設定することができ
なくなる、あるいは、その他の番組の録画を実行したために、録画装置の残容量が足りず
に録画予約設定ができなくなる、等の問題が発生する恐れがあった。
【００９５】
　これに対し、本実施の形態１の録画予約登録システムでは、選択された番組の放送日が
録画装置の録画予約可能期限を超えている場合でも、録画予約情報を録画予約登録装置（
ＤＴＶ１０）側で保持しておき、録画予約登録装置が録画装置（ＤＶＲ３０）の録画予約
可能期限情報を取得し、取得したその録画予約可能期限情報を基に、録画予約可能期限に
なった時点で、直ちに録画予約設定を行うことで、他の予約が設定されることによる録画
予約登録失敗や、他の予約が実行されたことによる録画装置の残量不足での録画予約登録
失敗を防止することができる。
【００９６】
　（実施の形態２）
　本発明の実施の形態２の録画予約登録システムの構成は、実施の形態１の録画予約登録
システムと同様の構成であり、そのブロック図は、図１に示す通りである。
【００９７】
　本実施の形態２の録画予約登録システムは、実施の形態１の録画予約登録システムとは
、録画予約登録装置（ＤＴＶ１０）の制御部１１の動作が異なるものである。
【００９８】
　制御部１１は、実施の形態１では、ＤＶＲ３０に対してユーザが指定した録画予約種類
で録画予約の設定ができない場合に、録画予約可能期日になるまで待ってユーザが指定し
た録画予約種類で録画予約の設定を行わせた。それに対し、本実施の形態２の制御部１１
は、ＤＶＲ３０に対してユーザが指定した録画予約種類で録画予約の設定ができない場合
に、他の録画予約種類で録画予約の設定ができるのであれば、他の録画予約種類で録画予
約の設定を行わせるものであり、この点において実施の形態１と異なる。
【００９９】
　本実施の形態２において、ＤＴＶ１０からケーブル２５を介してＤＶＲ３０の録画予約
を設定する際の動作について説明する。
【０１００】
　本実施の形態２においても、実施の形態１の場合と同様に、ＤＴＶ１０およびＤＶＲ３
０で使用可能な録画予約種別には、時間指定予約と番組予約があり、録画予約登録要求に
含まれるパラメータは図５に示す通りであり、ＤＴＶ１０およびＤＶＲ３０における録画
予約種類毎の予約可能期日は、図４（ａ）および（ｂ）に示すものであるとする。
【０１０１】
　また、本実施の形態２の録画予約登録システムにおいても、ユーザが番組予約によりＤ
ＶＲ３０の録画予約を設定する場合について説明する。
【０１０２】
　図７は、本実施の形態２の録画予約登録システムにおける、ＤＴＶ１０から、ＤＶＲ３
０に録画予約設定する際の通信シーケンスを示している。図２と同じ符号で示す部分およ
びステップは、図２と同じ機能を有し、また同じ処理を行うものである。
【０１０３】
　以下には、実施の形態１と異なる部分について説明する。
【０１０４】
　まず、ＤＴＶ１０において、ＤＶＲ３０に予約設定したい情報（録画予約情報）を入力
し、決定する（ステップＳ１０）。
【０１０５】
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　ＤＴＶ１０の制御部１１は、録画予約情報が決定された（ステップＳ１０）後、ＤＶＲ
３０へ、予約種別毎の録画予約可能期日問い合わせ要求５４を送受信部１６によって送信
させる。
【０１０６】
　ＤＶＲ３０は、ＤＴＶ１０からの予約種別毎の録画予約可能期日問い合わせ要求５４に
対して、ＤＶＲ３０が実行することのできる録画予約種別と録画予約種別毎の録画予約可
能期日とを含む応答５５を生成し、ＤＴＶ１０に対して送信する（ステップＳ２３）。
【０１０７】
　図４（ａ）に示すように、ＤＶＲ３０の時間指定予約に対する録画予約可能期日は「３
０日先」であり、番組予約に対する録画予約可能期日は「８日先」なので、この場合には
、「実行することのできる録画予約種別は、時間指定予約および番組予約」であり、「時
間指定予約による録画予約可能期日は３０日先まで、番組予約による録画予約可能期日は
８日先まで」という情報が応答５５に含まれて送信される。
【０１０８】
　ＤＴＶ１０の制御部１１は、送受信部１６によって録画予約種別毎の録画予約可能期日
問い合わせ要求５４に対する応答５５をＤＶＲ３０から受信し、制御部１１が、その応答
５５の内容に基づき代替録画予約登録処理（ステップＳ１３）を行う。
【０１０９】
　次に、本実施の形態２のＤＴＶ１０の代替録画予約登録処理（ステップＳ１３）の処理
内容について説明する。
【０１１０】
　図８に、ＤＴＶ１０の代替録画予約登録処理（ステップＳ１３）における処理フローを
示す。
【０１１１】
　制御部１１は、まず、録画予約指定された番組が、指定された予約種別でＤＶＲ３０に
おいて録画予約設定可能か否かを、図７の録画予約可能期日問い合わせ要求５４に対する
応答５５を基に判定する（ステップＳ４０）。この場合に指定された予約種別は番組予約
なので、制御部１１は、番組予約でＤＶＲ３０において録画予約設定可能か否かを判定す
る。
【０１１２】
　ここでは、図７のステップＳ１０において、ユーザが、３日後の時間帯の番組の予約を
指定した場合、１０日後の時間帯の番組の予約を指定した場合、および４５日後の時間帯
の番組の予約を指定した場合の３つの例について説明する。
【０１１３】
　まず、第１の例として、ユーザが３日後の時間帯の番組の予約を指定した場合には、番
組予約の録画予約可能期日の「８日先」より以前の時間帯の指定なので、制御部１１は、
ステップＳ４０において、指定された番組予約の録画予約種別で予約設定可能であると判
定し、指定された予約種別である番組予約に対応した録画予約登録要求５６を生成し（ス
テップＳ４１）、送受信部１６によってその生成した録画予約登録要求５６をＤＶＲ３０
へ送信させる（ステップＳ４２）。
【０１１４】
　ＤＶＲ３０の制御部３１は、録画予約登録要求５６を受信すると、受信した録画予約登
録要求５６とＤＶＲ３０自身が保持している情報と自身の録画予約能力から録画予約可否
判定を行い（ステップＳ２１）、録画予約が可能である場合には、録画予約の設定を行う
（ステップＳ２２）と共に、録画予約設定が完了したことを示す応答５７を、送受信部３
６からＤＴＶ１０に返送する。
【０１１５】
　そして、ＤＴＶ１０の制御部１１は、送受信部１６によってＤＶＲ３０からの応答５７
を受信し（ステップＳ４３）、受信した応答５７に含まれる登録結果をディスプレイ２２
に表示させてユーザに通知する（ステップＳ１４）。
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【０１１６】
　次に、第２の例として、ユーザが１０日後の時間帯の番組の予約を指定した場合には、
番組予約の録画予約可能期日の「８日先」よりも先の時間帯の指定なので、制御部１１は
、ステップＳ４０において、指定された番組予約の録画予約種別で予約設定が不可である
と判定し、次に指定された番組が異なる予約種別でＤＶＲ３０において録画予約設定可能
であるかの判定を行う（ステップＳ４４）。
【０１１７】
　この場合には、指定された録画予約情報が番組予約によるものなので、ステップＳ４４
では時間指定予約によってＤＶＲ３０において録画予約設定可能か否かの判定をする。ユ
ーザが指定した録画予約は１０日後の時間帯であり、時間指定予約の録画予約可能期日の
「３０日先」より以前の時間帯の指定なので、制御部１１は、ステップＳ４４において、
時間指定予約の録画予約種別で予約設定可能であると判定する。
【０１１８】
　ＤＴＶ１０の制御部１１は、ユーザが指定した予約種別とは異なる予約種別である時間
指定予約による録画予約登録要求５６を生成する（ステップＳ４５）。
【０１１９】
　その後の動作は、指定された予約種別である番組予約に対応した録画予約登録要求を生
成した第１の例の場合と同様であり、制御部１１は、送受信部１６によってその生成した
録画予約登録要求５６をＤＶＲ３０へ送信させ（ステップＳ４２）、送受信部１６によっ
てＤＶＲ３０からの応答５７を受信し（ステップＳ４３）、受信した応答５７に含まれる
登録結果をディスプレイ２２に表示させてユーザに通知する（ステップＳ１４）。
【０１２０】
　このとき、応答５７に含まれる登録結果が「録画予約設定完了」であった場合、制御部
１１は、ステップＳ１４において、「指定した予約種別とは異なる予約種別で録画予約設
定した」旨をディスプレイ２２に表示してユーザに通知する。図９は、このときに制御部
１１の処理結果をユーザに通知するためにディスプレイ２２上に表示させる表示例を示し
ている。
【０１２１】
　なお、このときに制御部１１の処理結果の情報を表示するディスプレイ２２が、本発明
の表示部の一例にあたる。
【０１２２】
　次に、第３の例として、ユーザが４５日後の時間帯の番組の予約を指定した場合には、
番組予約の録画予約可能期日の「８日先」よりも先の時間帯の指定なので、制御部１１は
、ステップＳ４０において、指定された番組予約の録画予約種別で予約設定が不可である
と判定する。さらに、時間指定予約の録画予約可能期日の「３０日先」よりも先の時間帯
の指定なので、制御部１１は、ステップＳ４４において、時間指定予約による予約種別で
も予約設定が不可であると判定する。
【０１２３】
　その結果、制御部１１は、録画予約登録要求を生成せずに、「録画予約設定不可」の旨
をディスプレイ２２に表示して（ステップＳ１４）ユーザに通知して、予約登録処理を終
了する。
【０１２４】
　次に、本実施の形態２のＤＴＶ１０の代替録画予約登録処理（ステップＳ１３）の、別
の処理例の処理内容について説明する。
【０１２５】
　図１０に、ＤＴＶ１０の代替録画予約登録処理（ステップＳ１３）における別の処理例
の処理フローを示す。図８と同じ処理部分は、同じ符号で表わしている。図８に示したフ
ローに対して、ステップＳ４６の処理を追加した点が異なる。
【０１２６】
　ここでは、図８の処理と異なる処理部分について説明する。
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【０１２７】
　制御部１１は、ステップＳ４０においてユーザが指定した録画予約種別で録画予約設定
ができないと判断した場合には、ステップＳ４４においてユーザが指定した録画予約種別
とは異なる録画予約種別による録画予約設定の可否を判断する前に、ユーザが指定した録
画予約種別に対する予約設定可能期限に応じてステップＳ４４の判定処理を行うか否かを
判断する（ステップＳ４６）。
【０１２８】
　すなわち、ステップＳ４６において、制御部１１は、ユーザが指定した録画予約種別お
よび異なる予約種別のそれぞれの予約設定可能期限を比較し、異なる予約種別の予約設定
可能期限の方が長い場合に限りステップＳ４４の処理を行い、ユーザが指定した録画予約
種別の予約設定可能期限の方が長い場合にはステップＳ４４の処理を行わないように判断
処理する。
【０１２９】
　例えば、図４（ａ）に示すように、時間指定予約の録画予約可能期日（３０日先）まで
の期間の方が番組予約の録画予約可能期日（８日先）までの期間よりも長い場合には、ユ
ーザが番組予約で指定したときには、異なる予約種別（時間指定予約）による録画予約可
能期日までの期間の方が長いので、次にステップＳ４４の処理を行うように判断処理され
る。一方、ユーザが時間指定予約で指定したときには、この場合には異なる予約種別（番
組予約）による録画予約可能期日までの期間の方が短いので、ステップＳ４４の処理を行
わずに代替録画予約登録処理（ステップＳ１３）を終了するように判断処理される。
【０１３０】
　例えば、本実施の形態２において、ユーザが時間指定予約で４５日後の時間帯を指定す
る入力をした場合、ステップＳ４０において、「ユーザが指定した予約種別で録画予約設
定できない」と判断される。このとき、図８のフローに示す処理では、この後に、ユーザ
が指定した予約種別と異なる予約種別である番組予約による録画予約設定の可否が判断さ
れる（ステップＳ４４）。一方、図１０のフローに示す処理では、ステップＳ４６におい
て、「ステップＳ４４の処理を行わない」と判断され、ステップＳ４４の処理を行うこと
なく代替録画予約登録処理（ステップＳ１３）を終了する。
【０１３１】
　ユーザが指定した予約種別の録画予約可能期限の方が長い場合には、異なる予約種別に
代替して録画予約設定することは有り得ないため、この場合に、異なる予約種別による録
画予約設定の可否を判断するのは無意味である。図１０のフローに示す処理は、この無意
味なステップＳ４４の処理を行わないようにするものであり、図８のフローに示す処理よ
りも効率的に処理することができる。
【０１３２】
　実施の形態１で説明したように、従来の録画予約登録システムでは、録画装置の録画予
約設定可能期限を超えているために録画予約登録装置からの録画予約設定ができない場合
には、その他の録画予約登録装置からの予約が録画装置に設定されたことにより録画装置
に録画予約設定することができなくなったり、その他の番組の録画を実行したために録画
装置の残容量が足りずに録画予約設定ができなくなる、等の問題が発生する恐れがあった
。
【０１３３】
　これに対し、本実施の形態２の録画予約登録システムでは、録画予約登録装置（ＤＴＶ
１０）が録画装置（ＤＶＲ３０）の録画予約可能期限情報を取得し、取得したその録画予
約可能期限情報を基に、録画予約登録時期、録画予約種別を選択することにより、選択さ
れた番組の放送日が録画装置の録画予約可能期限を超えている場合でも、録画予約設定を
失敗することなく実行することが可能となる。また、これにより、録画装置においてユー
ザが選択した番組の録画に必要な記録領域を事前に確保できるので、他の予約が設定され
ることによる録画予約登録失敗や、他の予約が実行されたことによる録画装置の残量不足
での録画予約登録失敗を防止することができる。
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【０１３４】
　（実施の形態３）
　本発明の実施の形態３の録画予約登録システムの構成は、実施の形態１および２の録画
予約登録システムと同様の構成であり、そのブロック図は、図１に示す通りである。
【０１３５】
　本実施の形態３の録画予約登録システムは、実施の形態１および２の録画予約登録シス
テムとは、録画予約登録装置（ＤＴＶ１０）の制御部１１の動作が異なるものである。
【０１３６】
　本実施の形態３の制御部１１は、実施の形態１における、ＤＶＲ３０に対してユーザが
指定した番組の録画予約の設定ができない場合に録画予約可能期日になるまで待って録画
予約の設定を行わせる機能と、実施の形態２における、ユーザが指定した録画予約種類で
録画予約の設定ができない場合に他の録画予約種類で代替して録画予約の設定を行わせる
機能の、それぞれの効果を合わせ持つようにしたものである。
【０１３７】
　本実施の形態３において、ＤＴＶ１０からケーブル２５を介してＤＶＲ３０の録画予約
を設定する際の動作について説明する。
【０１３８】
　本実施の形態３においても、実施の形態１の場合と同様に、ＤＴＶ１０およびＤＶＲ３
０で使用可能な録画予約種別には、時間指定予約と番組予約があり、録画予約登録要求に
含まれるパラメータは図５に示す通りであり、ＤＴＶ１０およびＤＶＲ３０における録画
予約種類毎の予約可能期日は、図４（ａ）および（ｂ）に示すものであるとする。
【０１３９】
　また、本実施の形態３の録画予約登録システムにおいても、ユーザが番組予約によりＤ
ＶＲ３０の録画予約を設定する場合について説明する。
【０１４０】
　図１１は、本実施の形態３の録画予約登録システムにおける、ＤＴＶ１０から、ＤＶＲ
３０に録画予約設定する際の通信シーケンスを示している。図７と同じ符号で示す部分お
よびステップは、図７と同じ機能を有し、また同じ処理を行うものである。
【０１４１】
　以下には、実施の形態２と異なる部分について説明する。
【０１４２】
　ＤＴＶ１０において、ＤＶＲ３０に予約設定したい情報（録画予約情報）を入力し決定
した（ステップＳ１０）後、ＤＴＶ１０の制御部１１が、送受信部１６によって録画予約
種別毎の録画予約可能期日問い合わせ要求５４に対する応答５５をＤＶＲ３０から受信す
るまでの処理は、図７に示す実施の形態２の処理と同じなので、ここでは、制御部１１が
応答５５を受信した以降の動作について説明する。
【０１４３】
　ＤＴＶ１０の制御部１１は、ＤＶＲ３０から応答５５を受信すると、その応答５５の内
容に基づき録画予約登録代替保留送信処理（ステップＳ１５）を行う。
【０１４４】
　以下に、本実施の形態３のＤＴＶ１０の録画予約登録代替保留送信処理（ステップＳ１
５）の処理内容について説明する。
【０１４５】
　図１２に、ＤＴＶ１０の録画予約登録代替保留送信処理（ステップＳ１５）における処
理フローを示す。
【０１４６】
　制御部１１は、まず、録画予約指定された番組が、指定された予約種別でＤＶＲ３０に
おいて録画予約設定可能か否かを、図１１の録画予約可能期日問い合わせ要求５４に対す
る応答５５を基に判定する（ステップＳ５０）。この場合に指定された予約種別は番組予
約なので、制御部１１は、番組予約でＤＶＲ３０において録画予約設定可能か否かを判定
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する。
【０１４７】
　ここでは、図１１のステップＳ１０において、ユーザが、３日後の時間帯の番組の予約
を指定した場合、１０日後の時間帯の番組の予約を指定した場合、および４５日後の時間
帯の番組の予約を指定した場合の３つの例について説明する。
【０１４８】
　まず、第１の例として、ユーザが３日後の時間帯の番組の予約を指定した場合には、番
組予約の録画予約可能期日の「８日先」より以前の時間帯の指定なので、制御部１１は、
ステップＳ５０において、指定された番組予約の録画予約種別で予約設定可能であると判
定し、指定された予約種別である番組予約に対応した録画予約登録要求６１を生成し（ス
テップＳ５１）、送受信部１６によってその生成した録画予約登録要求６１をＤＶＲ３０
へ送信させる（ステップＳ５２）。
【０１４９】
　ＤＶＲ３０の制御部３１は、録画予約登録要求６１を受信すると、受信した録画予約登
録要求６１とＤＶＲ３０自身が保持している情報と自身の録画予約能力から録画予約可否
判定を行い（ステップＳ２１）、録画予約が可能である場合には、録画予約の設定を行う
（ステップＳ２２）と共に、録画予約設定が完了したことを示す応答６２を、送受信部３
６からＤＴＶ１０に返送する。
【０１５０】
　そして、ＤＴＶ１０の制御部１１は、送受信部１６によってＤＶＲ３０からの応答６２
を受信し（ステップＳ５３）、受信した応答６２に含まれる登録結果をディスプレイ２２
に表示させてユーザに通知する（ステップＳ１６）。
【０１５１】
　次に、第２の例として、ユーザが１０日後の時間帯の番組の予約を指定した場合には、
番組予約の録画予約可能期日の「８日先」よりも先の時間帯の指定なので、制御部１１は
、ステップＳ５０において、指定された番組予約の録画予約種別で予約設定が不可である
と判定し、ユーザに指定された録画予約情報を記憶部１７に記録して保持しておき（ステ
ップＳ５４）、指定された番組が異なる予約種別でＤＶＲ３０において録画予約設定可能
であるかの判定を行う（ステップＳ５５）。
【０１５２】
　この場合には、指定された録画予約情報が番組予約によるものなので、ステップＳ５５
では時間指定予約によってＤＶＲ３０において録画予約設定可能か否かの判定をする。ユ
ーザが指定した録画予約は１０日後の時間帯であり、時間指定予約の録画予約可能期日の
「３０日先」より以前の時間帯の指定なので、制御部１１は、ステップＳ５５において、
時間指定予約の録画予約種別で予約設定可能であると判定する。
【０１５３】
　ＤＴＶ１０の制御部１１は、ユーザが指定した予約種別とは異なる予約種別である時間
指定予約による録画予約登録要求５８を生成する（ステップＳ５６）。制御部１１は、送
受信部１６によってその生成した録画予約登録要求５８をＤＶＲ３０へ送信させ（ステッ
プＳ５７）、送受信部１６によってＤＶＲ３０からの応答５９を受信し（ステップＳ５８
）、このときに制御部１１が処理した結果をディスプレイ２２に表示させてユーザに通知
する。図１３（ａ）は、このときにユーザに通知するためにディスプレイ２２上に表示さ
せる表示例を示している。
【０１５４】
　なお、このときに制御部１１の処理結果の情報を表示するディスプレイ２２が、本発明
の表示部の一例にあたる。
【０１５５】
　その後、制御部１１は、ユーザにより指定された予約種別での、録画予約設定可能時期
に到達したかの確認を行う（ステップＳ５９）。この場合には、ユーザから番組予約で指
定されているので、予約指定された番組の放送時間帯が８日先より以前の時間帯になった



(26) JP 5007364 B2 2012.8.22

10

20

30

40

50

か否かを判定する。
【０１５６】
　指定された予約種別での予約登録可能時期に到達した場合、つまり予約指定された番組
の時間帯が８日先より以前の時間帯となった場合には、ＤＴＶ１０の制御部１１は、ＤＶ
Ｒ３０に、先に予約設定処理をした異なる予約種別での録画予約が存在するかの確認を行
う（ステップＳ６０）。ＤＶＲ３０における異なる予約種別での録画予約の設定の有無の
確認は、ＤＶＲ３０に、録画予約情報取得要求を送信し、応答を受信することにより行う
。
【０１５７】
　ステップＳ６０において、先に予約設定処理をした、指定とは異なる予約種別での録画
予約がＤＶＲ３０に設定されていた場合には、制御部１１は、録画予約削除要求６０を生
成し、送受信部１６から送信させることで、ＤＶＲ３０における異なる予約種別による録
画予約の削除を行う（ステップＳ６１）。
【０１５８】
　そして、制御部１１は、記憶部１７に保持しておいた録画予約情報から、ユーザに指定
された予約種別である番組予約による録画予約登録要求６１を生成し（ステップＳ５１）
、ＤＶＲ３０に対して送受信部１６から録画予約登録要求６１を送信させ（ステップＳ５
２）、ＤＶＲ３０からの応答６２を送受信部１６によって受信する（ステップＳ５３）。
【０１５９】
　ステップＳ６０において、先に予約設定処理をした、指定とは異なる予約種別での録画
予約がＤＶＲ３０に設定されていなかった場合には、制御部１１は、録画予約削除要求６
０を送信せずに、ユーザに指定された番組予約による録画予約登録要求６１を生成してＤ
ＶＲ３０へ送信する（ステップＳ５１、Ｓ５２）。
【０１６０】
　なお、上記の説明では、ステップＳ６１において異なる予約種別での録画予約の設定に
対する録画予約削除要求６０を送信する前に、ＤＶＲ３０における異なる予約種別での録
画予約の設定の有無を確認する（ステップＳ６０）こととしたが、ＤＶＲ３０における異
なる予約種別での録画予約の設定の有無の確認（ステップＳ６０の処理）を行わずに録画
予約削除要求６０を送信するようにしてもよい。この場合、例えばリモコン４２によって
ＤＶＲ３０本体を直接操作するなどしてステップＳ５７で設定した異なる予約種別による
録画予約の設定が削除されていたとしても、録画予約削除要求６０に対するＤＶＲ３０か
らの応答で「指定の録画予約が削除できなかった」という通知がされるだけであり、特に
問題は無い。
【０１６１】
　次に、第３の例として、ユーザが４５日後の時間帯の番組の予約を指定した場合には、
番組予約の録画予約可能期日の「８日先」よりも先の時間帯の指定なので、制御部１１は
、ステップＳ５０において、指定された番組予約の録画予約種別で予約設定が不可である
と判定する。さらに、時間指定予約の録画予約可能期日の「３０日先」よりも先の時間帯
の指定なので、制御部１１は、ステップＳ５５において、時間指定予約による予約種別で
も予約設定が不可であると判定する。
【０１６２】
　制御部１１は、ステップＳ５５において異なる予約種別（時間指定予約）でも予約設定
が不可であると判定したときには、このときの制御部１１の処理結果をディスプレイ２２
に表示させてユーザに通知する。図１３（ｂ）は、このときにユーザに通知するためにデ
ィスプレイ２２上に表示させる表示例を示している。
【０１６３】
　制御部１１は、次に、指定された予約種別での録画予約設定可能時期、もしくは異なる
予約種別での録画予約設定可能時期に到達したかの確認を行う（ステップＳ６２）。つま
り、この場合には、制御部１１は、ユーザが指定した録画予約の時間帯が、時間指定予約
および番組予約のうち、いずれか早く録画予約設定が可能になる方の時期を判断する。す
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なわち制御部１１は、ユーザが指定した予約録画の時間帯が、録画予約可能期限の長い方
の録画予約可能期限内となったか否かを判断する。
【０１６４】
　この場合には、番組予約による録画予約可能期日が「８日先」であるのに対し、時間指
定予約による録画予約可能期日が「３０日先」なので、時間指定予約による予約設定可能
時期に先に到達する。
【０１６５】
　制御部１１は、ステップＳ６２において、ユーザが指定した予約録画の時間帯が、時間
指定予約可能な３０日先までとなる時期に到達したと判断した場合、その後、第２の例で
説明したステップＳ５６以降と同様の処理を行う。
【０１６６】
　すなわち、制御部１１は、ユーザが指定した予約種別とは異なる予約種別である時間指
定予約による録画予約登録要求５８を生成してＤＶＲ３０へ送信させ（ステップＳ５６、
Ｓ５７）、その後、番組予約による録画予約設定可能時期に到達する（ステップＳ５９）
と、先に予約設定処理をした時間指定予約による録画予約を削除し（ステップＳ６１）、
ユーザに指定された予約種別である番組予約による録画予約登録要求６１を生成して送信
させ（ステップＳ５１、Ｓ５２）、改めてＤＶＲ３０に対する予約設定をする。
【０１６７】
　ステップＳ６２において、ユーザが指定した録画予約の時間帯が、ユーザが指定した予
約種別による予約設定可能時期に先に到達した場合には、異なる予約種別による録画予約
設定（ステップＳ５６、Ｓ５７）を行わず、ユーザが指定した予約種別により録画予約設
定を行う（ステップＳ５１、Ｓ５２）。
【０１６８】
　本実施の形態３では、時間指定予約よりも予約可能期限の短い番組予約によりユーザが
録画予約の設定をしているので、ステップＳ６２では、異なる予約種別（時間指定予約）
での予約設定可能時期に先に到達するが、例えば、ユーザが時間指定予約により録画予約
の設定をした場合には、ユーザが指定した予約種別（時間指定予約）での予約設定可能時
期に先に到達することになる。
【０１６９】
　次に、本実施の形態３のＤＴＶ１０の録画予約登録代替保留送信処理（ステップＳ１５
）の、別の処理例の処理内容について説明する。
【０１７０】
　図１４に、ＤＴＶ１０の録画予約登録代替保留送信処理（ステップＳ１５）における別
の処理例の処理フローを示す。図１２と同じ処理部分は、同じ符号で表わしている。
【０１７１】
　図１２に示すフローに対して、ステップＳ７０およびステップＳ７１の処理を追加し、
ステップＳ６２の処理をステップＳ７２の処理に置き換えた点が異なる。
【０１７２】
　ここでは、図１２の処理と異なる処理部分について説明する。
【０１７３】
　制御部１１は、ステップＳ５０において、ユーザが指定した録画予約種別で録画予約設
定ができないと判断した場合に、ステップＳ５５においてユーザが指定した録画予約種別
とは異なる録画予約種別による録画予約設定の可否を判断する前に、ユーザが指定した録
画予約種別に対する予約可能設定期限に応じてステップＳ５５の判定処理を行うか否かを
判断する（ステップＳ７０）。
【０１７４】
　すなわち、ステップＳ７０において、制御部１１は、ユーザが指定した録画予約種別お
よび異なる予約種別のそれぞれの予約設定可能期限を比較し、異なる予約種別の予約設定
可能期限の方が長い場合に限りステップＳ５５の処理を行い、ユーザが指定した録画予約
種別の予約設定可能期限の方が長い場合にはステップＳ５５の処理を行わないように判断
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処理する。
【０１７５】
　例えば、図４（ａ）に示すように、時間指定予約の録画予約可能期日（３０日先）まで
の期間の方が番組予約の録画予約可能期日（８日先）までの期間よりも長い場合には、ユ
ーザが番組予約で指定したときには、異なる予約種別（時間指定予約）による録画予約可
能期日までの期間の方が長いので、次にステップＳ５５の処理を行うように判断処理され
る。一方、ユーザが時間指定予約で指定したときには、この場合には異なる予約種別（番
組予約）による録画予約可能期日までの期間の方が短いので、ステップＳ５５の処理を行
わないように判断される。
【０１７６】
　制御部１１は、ステップＳ７０においてユーザが指定した録画予約種別による予約設定
可能期限の方が長いと判断した場合には、次に、指定された予約種別での録画予約設定可
能時期に到達したかの確認を行う（ステップＳ７１）。そして、制御部１１は、指定され
た予約種別での録画予約設定可能時期に到達すると、記憶部１７に保持しておいた録画予
約情報から、ユーザに指定された予約種別である時間指定予約による録画予約登録要求６
１を生成し（ステップＳ５１）、ＤＶＲ３０に対して送受信部１６から録画予約登録要求
６１を送信させ（ステップＳ５２）、ＤＶＲ３０からの応答６２を送受信部１６によって
受信する（ステップＳ５３）。
【０１７７】
　例えば、本実施の形態３において、ユーザが時間指定予約で４５日後の時間帯を指定す
る入力をした場合、ステップＳ５０において、「ユーザが指定した予約種別で録画予約設
定できない」と判断される。このとき、図１２のフローに示す処理では、この後に、ユー
ザが指定した予約種別と異なる予約種別である番組予約による録画予約設定の可否が判断
される（ステップＳ５５）。一方、図１４のフローに示す処理では、ステップＳ７０にお
いて、「ステップＳ５５の処理を行わない」と判断され、次にステップＳ７１の処理を行
う。
【０１７８】
　ユーザが指定した予約種別の録画予約可能期限の方が長い場合には、異なる予約種別に
代替して録画予約設定することは有り得ないため、この場合に、異なる予約種別による録
画予約設定の可否を判断するのは無意味である。図１４のフローに示す処理は、この無意
味なステップＳ５５～ステップＳ６２の一連の処理を行わないようにするものであり、図
１２のフローに示す処理よりも効率的に処理することができる。
【０１７９】
　また、図１２のフローにおけるステップＳ６２では、ユーザが録画予約した時間帯が、
ユーザが指定した録画予約種別および異なる予約種別のいずれかの予約設定可能時期に到
達するのを確認していたのに対し、図１４のフローにおけるステップＳ７２では、ステッ
プＳ７０の処理を追加したことにより、ユーザが指定した録画予約種別に対する予約設定
時期に到達したかについては確認する必要が無いため、ユーザが指定した録画予約種別と
は異なる予約種別に対する予約設定可能時期に到達したかのみを確認すればよい。
【０１８０】
　本実施の形態３の録画予約登録システムは、実施の形態２の録画予約登録システムにお
ける、ユーザが選択した番組の録画に必要な領域を事前に確保しておくという効果が得ら
れるとともに、ユーザが指定した録画予約種別で、すなわちユーザが希望した録画設定で
予約録画が実行されるという効果も得られる。
【０１８１】
　上記したように、各実施の形態の録画予約登録システムでは、異なる予約種別で録画予
約設定を行ったことや、指定された録画予約種別での録画予約設定が不可であり録画予約
設定を保留したことをディスプレイ２２上に表示することにより、ユーザが録画予約設定
を行おうとした際に、録画装置に録画予約設定が直ちに行われなかった場合や、他の録画
予約種別で録画予約設定が行なわれた場合でも、ユーザにその状況を通知することが可能
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である。これにより、ユーザが、録画装置側の録画予約登録状態を確認して、録画予約が
未設定である、あるいは、録画予約種別が誤って設定されている等の、間違った判断を防
止することが可能となる。
【０１８２】
　なお、各実施の形態では、ユーザが録画予約登録操作を行った際の録画予約登録結果状
況をディスプレイ２２に表示させることとしたが、ＤＴＶ１０に付属のリモコン２３を双
方向通信可能なリモコンとし、本発明の表示部としてそのリモコン２３の液晶表示画面な
どにＤＴＶ１０の制御部１１の処理結果を表示させるようにしてもよい。
【０１８３】
　なお、各実施の形態では、図２、図７および図１１に示したように、ＤＴＶ１０は、録
画予約情報入力決定処理（ステップＳ１０）の際に、ＤＶＲ３０に対して録画予約可能期
日を問い合わせることとして説明したが、これ以外のタイミングで、ＤＴＶ１０がＤＶＲ
３０の録画予約可能期日を取得するようにしてもよい。
【０１８４】
　例えば、ＤＶＲ３０との接続が確立したときや、ＤＴＶ１０の電源を入れたとき等に、
１回だけ録画予約可能期日問い合わせ要求を送出してＤＶＲ３０の録画予約可能期日を取
得しておき、その後は、録画予約可能期日問い合わせ要求を送出せずに、その取得した録
画予約可能期日の情報を利用するようにしてもよい。
【０１８５】
　また、ＤＶＲ３０の録画予約可能期日の情報を、ＤＶＲ３０から取得するのではなく、
例えば、ユーザに、リモコン２３などを利用してＤＴＶ１０に入力させるようにしてもよ
い。この場合には、ＤＶＲ３０は、録画予約可能期日応答生成処理（ステップＳ２０また
はＳ２３）を行う必要が無いので、各実施の形態の録画予約登録システムの録画装置とし
て、従来の録画装置をそのまま利用することができる。
【０１８６】
　なお、この場合の、リモコン２３から発光される赤外線を受信することによりユーザが
入力設定する録画予約可能期日の情報を受け付ける赤外線受光部１９が、本発明の期限情
報入力部の一例にあたる。
【０１８７】
　また、各実施の形態では、図４（ａ）に示すように、時間指定予約による予約可能期日
までの期間の方が、番組予約による予約可能期日までの期間よりも長い場合を一例として
説明したが、番組予約による予約可能期日までの期間の方が、時間指定予約による予約可
能期日までの期間よりも長い場合についても、本発明を適用できる。
【０１８８】
　その場合には、時間指定予約による予約可能期日よりも先の録画予約時間帯が指定され
た場合、予約種別を番組予約に置き換えて代替予約することになる。このとき、時間指定
予約による録画予約情報から番組予約による録画予約登録要求を生成する際に、録画予約
開始時間および予約録画時間を同一とした番組識別子を持つ録画予約登録要求を生成でき
ない場合がある。その場合には、指定された時間指定予約による録画予約情報で特定され
る録画時間帯を全て含むような、同じチャンネルで時間的に連続する複数の番組に対応し
た番組識別子を持つ録画予約登録要求を生成する。このようにして、時間的に連続した複
数の録画予約登録要求を生成することにより、指定された時間指定予約による録画予約情
報に対しての録画実行に必要な時間帯を確保しておくことができる。
【０１８９】
　また、各実施の形態では、録画装置の録画予約設定の可能期限として、図４（ａ）に示
すように、ＤＶＲ３０がＤＴＶ１０からの録画予約可能期日問い合わせ要求を受信した時
点からの相対的な時間で決まる期限としたが、例えば「○月○日まで」というように絶対
時間で決まる期限としてもよい。
【０１９０】
　また、各実施の形態において、指定された予約種別での予約登録可能時期、もしくは異
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なる予約種別での録画予約設定可能時期に到達したかの確認を行うこととしたが、これら
の可能時期というのは、期間を示すものであり、その瞬間を示すものではない。予約登録
可能時期、もしくは異なる予約種別での録画予約設定可能時期に到達した時点で、録画装
置の電源が落とされていた場合や、録画装置を操作中で、録画予約登録装置からの要求を
受け付けられない状態にある場合には、所定の時間をおいて再度要求を送るようにするの
が望ましい。このような場合でも、録画装置においてユーザが選択した番組の録画に必要
な記録領域をより早い段階で確保するために、早い段階で所定の時間毎に要求を送るよう
にするのが望ましい。
【０１９１】
　また、各実施の形態では、ＤＴＶ１０、ＤＶＲ３０それぞれが、放送受信手段としての
チューナ１４を保持した構成としているが、この構成に限られるものではない。
【０１９２】
　図１５は、録画要求および番組データを送信するＤＴＶ１０を備えた録画予約登録シス
テムにおける、ＤＴＶ１０からＤＶＲ３０に録画予約設定および録画要求する際の通信シ
ーケンスを示している。
【０１９３】
　図１５に示すような、ＤＴＶ１０から、ＤＶＲ３０に対して録画予約登録要求６３だけ
でなく、録画要求６５や、録画すべき番組データ６７を送信するような構成においても本
発明は適用できる。この場合には、ＤＶＲ３０はチューナ１４を保持することなく、番組
録画を実現することが可能である。
【０１９４】
　この場合、ＤＴＶ１０は、ＤＶＲ３０への録画予約登録６３が完了した後にもユーザが
指定した録画予約情報を保持しておく。この録画予約情報に基づき、録画開始時間が近づ
いた時点で、ＤＴＶ１０は、ＤＶＲ３０に対して録画要求６５を送信し、録画開始時間に
相当する時点からの番組データ６７を送信する。ＤＴＶ１０は、録画予約期間に相当する
時間、番組データ６７の送信を継続し、録画予約期間終了時に番組データ６７の送信を終
了する。
【０１９５】
　一方、ＤＶＲ３０は、予め登録された録画予約情報に基づき、ＤＴＶ１０から送信され
る番組データ６７を受信し、記録する。ＤＶＲ３０は、ＤＴＶ１０から送信された番組デ
ータ６７を全て記録する、あるいは時間指定で予約されている場合には、受信したデータ
のうち、録画予約開始時間から録画予約期間に相当する時間分の番組データを記録する、
あるいは番組予約が指定されている場合には、受信した番組データのうち、録画予約登録
時に指定された番組識別子を持つ番組データのみを記録する等の動作を行うこととなる。
【０１９６】
　またこの場合、ＤＴＶ１０は、録画時に番組の先頭切れや、終端切れを防止するために
、録画開始時間の少し前から録画終了時間の少し後までの期間の番組データをＤＶＲ３０
に送信するようにしても良い。
【０１９７】
　また、各実施の形態において、ＤＶＲ３０に録画予約設定ができなかった場合に、録画
予約情報を保持しておく処理や異なる予約種別に置き換えて予約設定する処理をＤＴＶ１
０側で行うこととしたが、各実施の形態で説明したＤＴＶ１０側におけるこれらの処理を
ＤＶＲ３０側で行わせるようにしても、同様の効果を得ることができる。
【０１９８】
　ＤＶＲ３０側でこれらの処理を行わせる場合、例えば、ＤＴＶ１０から送信されてきた
録画予約登録情報が、ＤＶＲ３０の録画予約可能期日を超えている場合であってもその要
求を拒絶せずに取得し、録画予約可能期日が来るまで保持しておいて録画予約設定可能時
期に到達した時点でＤＶＲ３０自身の録画予約設定を行うようにすればよい。また、異な
る予約種別に置き換えることで予約設定可能になる場合には、ＤＴＶ１０から受信した録
画予約登録情報を基に、ＤＶＲ３０自身で異なる録画予約種別で予約設定するように処理
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すればよい。
【０１９９】
　このようにＤＶＲ３０側でこれらの処理を行わせる場合には、各実施の形態の録画予約
登録システムの録画予約登録装置として、従来の録画予約登録装置をそのまま利用するこ
とができる。
【０２００】
　なお、本発明のプログラムは、上述した録画予約登録方法の、入力された前記録画予約
情報によって特定される時間帯と、前記録画装置の録画予約設定の可能期限とを比較し、
前記録画装置において録画予約設定できるときには、前記録画予約情報から前記録画予約
登録要求を生成し、前記録画装置において録画予約設定できないときには、前記録画装置
において録画予約設定が可能になるまで前記録画予約情報を保持しておき、前記録画装置
において録画予約設定が可能になったときに、保持しておいた前記録画予約情報から前記
録画予約登録要求を生成する前記制御ステップの動作をコンピュータにより実行させるた
めのプログラムであって、コンピュータと協働して動作するプログラムである。
【０２０１】
　また、本発明の記録媒体は、上述した録画予約登録方法の、入力された前記録画予約情
報によって特定される時間帯と、前記録画装置の録画予約設定の可能期限とを比較し、前
記録画装置において録画予約設定できるときには、前記録画予約情報から前記録画予約登
録要求を生成し、前記録画装置において録画予約設定できないときには、前記録画装置に
おいて録画予約設定が可能になるまで前記録画予約情報を保持しておき、前記録画装置に
おいて録画予約設定が可能になったときに、保持しておいた前記録画予約情報から前記録
画予約登録要求を生成する前記制御ステップの動作をコンピュータにより実行させるため
のプログラムを記録した記録媒体であり、コンピュータにより読み取り可能かつ、読み取
られた前記プログラムが前記コンピュータと協働して利用される記録媒体である。
【０２０２】
　また、本発明のプログラムは、上述した録画予約登録方法の、入力された前記録画予約
情報によって特定される時間帯と、前記録画装置の２つの前記録画予約設定の可能期限の
うち前記録画予約情報の録画予約種類に対応する可能期限とを比較し、前記録画装置にお
いて録画予約設定できるときには、前記録画予約情報の録画予約種類に対応した録画予約
登録要求を生成し、前記録画装置において録画予約設定できないときには、さらに、入力
された前記録画予約情報によって特定される時間帯と、前記録画装置の２つの前記録画予
約設定の可能期限のうち前記録画予約情報の録画予約種類とは異なる録画予約種類に対応
する可能期限とを比較し、前記録画装置において前記異なる録画予約種類によって録画予
約設定できるときには、入力された前記録画予約情報から前記異なる録画予約種類に対応
した録画予約登録要求を生成する前記制御ステップの動作をコンピュータにより実行させ
るためのプログラムであって、コンピュータと協働して動作するプログラムである。
【０２０３】
　また、本発明の記録媒体は、上述した録画予約登録方法の、入力された前記録画予約情
報によって特定される時間帯と、前記録画装置の２つの前記録画予約設定の可能期限のう
ち前記録画予約情報の録画予約種類に対応する可能期限とを比較し、前記録画装置におい
て録画予約設定できるときには、前記録画予約情報の録画予約種類に対応した録画予約登
録要求を生成し、前記録画装置において録画予約設定できないときには、さらに、入力さ
れた前記録画予約情報によって特定される時間帯と、前記録画装置の２つの前記録画予約
設定の可能期限のうち前記録画予約情報の録画予約種類とは異なる録画予約種類に対応す
る可能期限とを比較し、前記録画装置において前記異なる録画予約種類によって録画予約
設定できるときには、入力された前記録画予約情報から前記異なる録画予約種類に対応し
た録画予約登録要求を生成する前記制御ステップの動作をコンピュータにより実行させる
ためのプログラムを記録した記録媒体であり、コンピュータにより読み取り可能かつ、読
み取られた前記プログラムが前記コンピュータと協働して利用される記録媒体である。
【０２０４】
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　また、本発明のプログラムは、上述した録画予約登録方法の、入力された前記録画予約
情報によって特定される時間帯と、前記録画装置の２つの前記録画予約設定の可能期限の
うち前記録画予約情報の録画予約種類に対応する可能期限とを比較し、前記録画装置にお
いて録画予約設定できるときには、前記録画予約情報の録画予約種類に対応した録画予約
登録要求を生成し、前記録画装置において録画予約設定できないときで、かつ前記録画予
約情報の録画予約種類とは異なる録画予約種類に対応する可能期限の方が前記録画予約情
報の録画予約種類の可能期限よりも長い場合には、さらに、入力された前記録画予約情報
によって特定される時間帯と、前記異なる録画予約種類に対応する可能期限とを比較し、
前記録画装置において前記異なる録画予約種類によって録画予約設定できるときには、入
力された前記録画予約情報から前記異なる録画予約種類に対応した録画予約登録要求を生
成する前記制御ステップの動作をコンピュータにより実行させるためのプログラムであっ
て、コンピュータと協働して動作するプログラムである。
【０２０５】
　また、本発明の記録媒体は、上述した録画予約登録方法の、入力された前記録画予約情
報によって特定される時間帯と、前記録画装置の２つの前記録画予約設定の可能期限のう
ち前記録画予約情報の録画予約種類に対応する可能期限とを比較し、前記録画装置におい
て録画予約設定できるときには、前記録画予約情報の録画予約種類に対応した録画予約登
録要求を生成し、前記録画装置において録画予約設定できないときで、かつ前記録画予約
情報の録画予約種類とは異なる録画予約種類に対応する可能期限の方が前記録画予約情報
の録画予約種類の可能期限よりも長い場合には、さらに、入力された前記録画予約情報に
よって特定される時間帯と、前記異なる録画予約種類に対応する可能期限とを比較し、前
記録画装置において前記異なる録画予約種類によって録画予約設定できるときには、入力
された前記録画予約情報から前記異なる録画予約種類に対応した録画予約登録要求を生成
する前記制御ステップの動作をコンピュータにより実行させるためのプログラムを記録し
た記録媒体であり、コンピュータにより読み取り可能かつ、読み取られた前記プログラム
が前記コンピュータと協働して利用される記録媒体である。
【０２０６】
　また、本発明の上記「前記制御ステップの動作」とは、前記制御ステップの全部または
一部の動作を意味する。
【０２０７】
　また、本発明のプログラムの一利用形態は、コンピュータにより読み取り可能な、ＲＯ
Ｍ等の記録媒体に記録され、コンピュータと協働して動作する態様であっても良い。
【０２０８】
　また、本発明のプログラムの一利用形態は、インターネット等の伝送媒体、光・電波等
の伝送媒体中を伝送し、コンピュータにより読みとられ、コンピュータと協働して動作す
る態様であっても良い。
【０２０９】
　また、上述した本発明のコンピュータは、ＣＰＵ等の純然たるハードウェアに限らず、
ファームウェアや、ＯＳ、更に周辺機器を含むものであっても良い。
【０２１０】
　なお、以上説明した様に、本発明の構成は、ソフトウェア的に実現しても良いし、ハー
ドウェア的に実現しても良い。
【産業上の利用可能性】
【０２１１】
　本発明に係る録画予約登録システム、録画予約登録装置および録画予約登録方法等は、
録画装置の録画予約設定可能期限を超える録画予約を可能にする効果を有し、ネットワー
クを介して接続された録画装置に対して、選択された番組の番組情報を利用して録画予約
登録要求を行う録画予約登録装置と、録画予約登録装置からのその録画予約登録要求に応
じて録画予約設定を行いその録画予約を実行する録画装置とから構成される録画予約登録
システム、録画予約登録装置、および録画予約登録方法等として有用である。
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【符号の説明】
【０２１２】
　１０　ＤＴＶ
　１１　制御部
　１２　受信バッファ
　１３　アンテナ
　１４　チューナ
　１５　デコーダ
　１６　送受信部
　１７　記憶部
　１８　不揮発メモリ
　１９　赤外線受光部
　２０　映像表示部
　２１　スピーカ
　２２　ディスプレイ
　２３　リモコン
　２５　ケーブル
　３０　ＤＶＲ
　３１　制御部
　３２　バッファ
　３３　アンテナ
　３４　チューナ
　３５　デコーダ
　３６　送受信部
　３７　記憶部
　３８　不揮発メモリ
　３９　赤外線受光部
　４０　記録再生部
　４１　記録媒体
　４２　リモコン
　５０　録画予約可能期日問い合わせ要求
　５１　応答
　５２　録画予約登録要求
　５３　応答
　５４　録画予約可能期日問い合わせ要求
　５５　応答
　５６　録画予約登録要求
　５７　応答
　５８　録画予約登録要求
　５９　応答
　６０　録画予約削除要求
　６１　録画予約登録要求
　６２　応答
　６３　録画予約登録要求
　６４　応答
　６５　録画要求
　６６　応答
　６７　番組データ
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