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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の記憶部に記憶されている番組ファイルを第２の記憶部へ転送する転送手段と、
　条件を設定する条件設定手段と、
　前記転送手段による転送が前記条件設定手段により設定された条件を満たす場合、前記
第２の記憶部へ転送された前記番組ファイルに削除禁止属性を与える属性付与手段と、
　を具備する記憶番組制御装置。
【請求項２】
　前記転送手段による転送がコピーであるか移動であるかを指定する転送指定手段をさら
に具備し、
　前記条件設定手段は、前記転送手段による転送が移動であるという条件を設定する請求
項１に記載の記憶番組制御装置。
【請求項３】
　前記条件設定手段は、前記記憶番組制御装置に内蔵された記憶部から前記記憶番組制御
装置に外付けされた記憶部に前記番組ファイルを転送するという条件を設定する請求項１
に記載の記憶番組制御装置。
【請求項４】
　前記条件設定手段は、前記第２の記憶部へ転送された前記番組ファイルがコピー制限さ
れているという条件を設定する請求項１に記載の記憶番組制御装置。
【請求項５】



(2) JP 5019209 B2 2012.9.5

10

20

30

40

50

　前記転送手段による転送がコピーであるか移動であるかを指定する転送指定手段と、
　前記転送指定手段が移動を指定した場合、前記転送手段による転送の後、前記第１の記
憶部に記憶されている前記番組ファイルを削除する番組削除手段と、
　をさらに具備する請求項１に記載の記憶番組制御装置。
【請求項６】
　複数の記憶部の中から前記第１の記憶部及び前記第２の記憶部を選択する選択手段を更
に具備する請求項１、請求項２、請求項３、請求項４、または請求項５に記載の記憶番組
制御装置。
【請求項７】
　第１の記憶部に記憶されている番組ファイルを第２の記憶部に転送する転送ステップと
、
　条件を設定する条件設定ステップと、
　前記転送が前記条件を満たす場合、前記第２の記憶部に転送された前記番組ファイルに
削除禁止属性を付与する属性付与ステップと、
　を具備する記憶番組制御方法。
【請求項８】
　前記転送がコピーであるか移動であるかを指定する転送指定ステップをさらに具備し、
　前記条件設定ステップは、前記転送ステップによる転送が移動であるという条件を設定
する請求項７に記載の記憶番組制御方法。
【請求項９】
　前記条件設定ステップは、内蔵の記憶部から外付けの記憶部に前記番組ファイルを転送
するという条件を設定する請求項７に記載の記憶番組制御方法。
【請求項１０】
　前記条件設定ステップは、前記第２の記憶部へ転送された前記番組ファイルがコピー制
限されているという条件を設定する請求項７に記載の記憶番組制御方法。
【請求項１１】
　前記転送ステップによる転送がコピーであるか移動であるかを指定する転送指定ステッ
プと、
　前記転送指定ステップが移動を指定した場合、前記転送ステップによる転送の後、前記
第１の記憶部に記憶されている番組ファイルを削除する番組削除ステップと、
　をさらに具備する請求項７に記載の記憶番組制御方法。
【請求項１２】
　複数の記憶部の中から前記第１の記憶部及び前記第２の記憶部を選択する選択ステップ
を更に具備する請求項７、請求項８、請求項９、請求項１０、または請求項１１に記載の
記憶番組制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は記憶番組制御装置及び記憶番組制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　放送番組を受信して記憶媒体に記憶する放送番組記憶装置では、記憶の際に記憶媒体の
記憶容量を十分に確保しておく必要がある。記憶媒体の記憶容量が不足していると、番組
の記憶が中断されてその後の記憶ができなくなってしまうためである。このような記憶の
失敗を防ぐために、記憶媒体の記憶容量が不足する場合には、記憶媒体から不要なデータ
を削除するなどして記憶容量を確保する必要がある。従来の放送番組記憶装置には、番組
記憶に際して不要なデータを自動的に削除できる機能が設けられているものもある。
【０００３】
　例えば特許文献１には、番組を録画予約する際に、あるいは実際に録画する際に、録画
番組の保持期限をユーザが設定しておき、その期限が来たら自動的に番組を削除する映像
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記憶装置が開示されている。
【特許文献１】特開２００３－２８９４９０号公報（００２０段落、第３頁、図２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　いったん内蔵ハードディスク装置等に記憶した放送番組を長期的に保存するためには、
記憶した放送番組をＤＶＤメディア等の保存用の記憶媒体に移動させることが多い。しか
しながら、上述のような不要データを自動的に削除する機能をもつ放送番組記憶装置が当
該保存用の記憶媒体に別の放送番組を新たに記憶する場合に、保存用の記憶媒体の記憶容
量が不足すれば、長期保存用に移動した番組が自動削除されてしまいかねない。
【０００５】
　本発明は、前記のような問題に鑑みなされたもので、記憶部間で転送された番組に削除
禁止属性を付与することが可能になる記憶番組制御装置及び記憶番組制御方法を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る記憶番組制御装置は、第１の記憶部に記憶されている番組ファイルを第２
の記憶部へ転送する転送手段と、条件を設定する条件設定手段と、前記転送手段による転
送が前記条件設定手段により設定された条件を満たす場合、前記第２の記憶部へ転送され
た前記番組ファイルに削除禁止属性を与える属性付与手段とを具備する。
　本発明に係る記憶番組制御方法は、第１の記憶部に記憶されている番組ファイルを第２
の記憶部に転送する転送ステップと、条件を設定する条件設定ステップと、前記転送が前
記条件を満たす場合、前記第２の記憶部に転送された前記番組ファイルに削除禁止属性を
付与する属性付与ステップと、を具備する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の記憶番組制御装置は、記憶された番組ファイルが記憶部間で転送されると、削
除禁止属性を付与する。このため、保存用に転送された番組ファイルが不用意に自動削除
されるのを防ぐことができる。また、削除禁止属性を付与する条件をユーザが設定できる
ため、使用目的に合わせて削除禁止属性を付与できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下図面により本発明の一実施形態について説明する。
【０００９】
　図１は本発明の一実施形態に係る記憶番組転送機能を有するデジタル放送番組記憶装置
の電子的構成を示すブロック図である。
【００１０】
　この放送番組記憶装置は、システム制御部１０を備え、このシステム制御部１０には、
ＲＯＭ１１、ＲＡＭ１２、放送受信部１３、操作制御部１４、再生処理部１５、記憶制御
部１６が接続されている。
【００１１】
　アンテナ１３ａは、ＢＳデジタル放送や地上デジタル放送等のデジタル放送信号を受信
する。アンテナ１３ａで受信されたデジタル放送信号は、放送受信部１３に転送される。
放送受信部１３は、アンテナ１３ａが受信したデジタル放送信号のチューニングおよび復
調を行い、トランスポートストリーム（ＴＳ）として出力する。
【００１２】
　操作制御部１４は、リモコン１７を介したユーザの操作を受け付ける。リモコン１７か
らの赤外光信号を受信すると、操作制御部１４はユーザの操作に応じた操作信号をシステ
ム制御部１０に送信する。リモコン１７には、カーソルキー等の各種の操作キーが備えら
れている。
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【００１３】
　システム制御部１０は、図示しないＣＰＵを備えている。
【００１４】
　システム制御部１０は、操作制御部１４から入力される操作信号に応じて、ＲＯＭ１１
に予め記憶されたシステム制御プログラム及び各種処理プログラムを起動させる。システ
ム制御部１０は、起動したプログラムに従って、ＲＡＭ１２をワークメモリとして回路各
部の動作の制御を行う。
【００１５】
　ＲＯＭ１１には、本放送番組記憶装置の電子回路における全体の処理を司るシステム制
御プログラム及び図３に示す転送制御処理プログラム等のプログラムデータが予め記憶さ
れる。
【００１６】
　ＲＡＭ１２には、後述する指示フラグ格納領域、設定テーブル１２ａ（図８参照）等の
記憶領域が確保される。
【００１７】
　放送受信部１３から送られた信号は、システム制御部１０によってＴＳ（トランスポー
ト・ストリーム）にデコードされる。デコードされたＴＳは、さらにシステム制御部１０
によって逆多重化され、映像、音声及びデータの各ストリームに分離される。分離された
各ストリームは再生処理部１５に転送される。
【００１８】
　再生処理部１５は、転送されてきたストリームに適切なデコード処理をする。デコード
された映像信号及びデータ放送やＵＩ（ユーザ・インタフェース）画面などのＯＳＤ（オ
ン・スクリーン・ディスプレイ）表示は、たとえばＬＣＤ等の表示装置からなる表示部１
８に出力される。またデコードされた音声信号はスピーカ１９に伝送される。
【００１９】
　記憶制御部１６は、システム制御部１０の制御に従って、複数の内蔵記憶装置２０及び
複数の外部記憶装置２１へのデータ書き込み及び読み出しを行う。記憶装置２０、２１は
、例えばハードディスクドライブ、フラッシュメモリ等である。外部記憶装置２１として
は、上記以外にも、記憶制御部１６に着脱自在に装着可能な外付けのＤＶＤドライブ、Ｄ
ＶＤ録画装置やハードディスク装置等がある。また、ＤＶＤドライブ、ＤＶＤ録画装置の
場合は、１枚のＤＶＤ（光ディスク）が１つの記憶装置と見なされる。したがって、内蔵
ＤＶＤドライブのＤＶＤも、外部記憶装置とみなされる。なお、内蔵記憶装置２０、外部
記憶装置２１は単数でもよい。また、上記ではＤＶＤと表現しているが、次世代ＤＶＤな
どのような他のリムーバブルメディアでもよい。
【００２０】
　内蔵記憶装置２０や外部記憶装置２１等の記憶装置への放送番組の記憶は、以下のよう
に行われる。すなわち、記憶制御部１６が記憶装置に番組ファイルを作成し、作成された
ファイルの中にＴＳを書き込む。番組ファイルの書き込みに伴い、記憶制御部１６は記憶
した番組ファイルの情報を記憶装置内に確保された図２に示す管理テーブルに格納する。
あるいは、記憶制御部１６が管理データとともにパーシャルＴＳなどの番組内容を外部記
憶装置に送信し、外部記憶装置側で記録番組と管理データを関連付けて記憶する。図２は
、記憶装置内に確保された管理テーブルに記憶されるデータ内容の一例を示す図である。
管理テーブルにはファイル名、ファイルサイズ、番組名、記憶日時、チャンネル等の情報
が書き込まれる。なお、ここでは例としてファイルという表現を使用しているが、記憶装
置によりデータの管理方法は異なってもよい。
【００２１】
　放送番組を記憶する際には、自動的に、あるいはユーザが手動で、当該放送番組の保持
条件（保持する期限や削除優先度）を設定することができる。この保持条件のデータも管
理テーブルに書き込まれる。記憶装置または記憶制御部は、記憶装置の記憶容量が不足し
ている場合は、保持条件に基づいて削除可能な番組ファイルを記憶装置から削除して、十
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分な記憶容量を確保してから受信した放送番組を記憶する。
【００２２】
　記憶制御部１６は、接続された記憶装置間で番組ファイルの転送を行うこともできる。
すなわち内蔵記憶装置２０に記憶されている番組ファイルを読み出して外部記憶装置２１
に転送する、あるいは逆に、外部記憶装置２１に記憶されている番組ファイルを読み出し
て内蔵記憶装置２０に転送することができる。転送後に転送元の番組ファイルが削除され
る場合は、この転送処理は番組ファイルの「移動」と呼ばれる。元の番組ファイルを削除
しない場合の転送処理は、番組ファイルの「コピー」と呼ばれる。
【００２３】
　著作権保護の観点から、デジタル放送の番組には「コピーワンス（１回限りコピー可能
）」といったコピー制御が施されていることがある。このようなコピー制御が施された番
組ファイルを記憶装置間で転送する場合、転送元の記憶装置に記憶された元の番組ファイ
ルは削除される（移動のみが可能で、コピーはできない）。
【００２４】
　ユーザが内蔵記憶装置２０に記憶された番組ファイルの長期的な保存を望む場合、当該
番組ファイルを内蔵記憶装置２０から外部記憶装置２１に転送（移動またはコピー）する
ことが考えられる。長期保存したい番組ファイルが外部記憶装置２１に転送されて記憶さ
れたうえで、記憶制御部１６が当該外部記憶装置２１に別の番組ファイルを新たに記憶す
るようなこともありうる。このとき当該外部記憶装置２１の記憶容量が不足していると、
長期保存用に転送した番組ファイルが誤って自動削除されてしまいかねない。例えば、内
蔵記憶装置２０から外部記憶装置２１へ移動させた長期保存したい番組が「コピーワンス
」のコピー制御が施された番組である場合では、転送元の番組ファイルも既に消去されて
しまっている。このため、長期保存したかった番組ファイルが自動削除されて不用意に失
われてしまうことになる。このような不用意な番組ファイルの自動削除を防ぐため、削除
されたくない番組ファイルについては、転送時に削除禁止属性を付与する必要がある。
【００２５】
　以下では、前記構成による放送番組記憶装置の一実施形態の動作について説明する。
【００２６】
　図３は、この放送番組記憶装置の一実施形態による転送制御処理を示すフローチャート
である。
【００２７】
　ユーザはリモコン１７の操作により、記憶制御部１６に接続されている記憶装置（本実
施の形態では、内蔵記憶装置２０及び外部記憶装置２１）から、転送元となる記憶装置を
選択する（ブロックＢ１）。システム制御部１０は、当該転送元記憶装置の管理テーブル
に記憶されているデータを読み出す。そして、読み出したデータに基づいて、転送元記憶
装置に記憶されている番組のリストを表示部１７に表示させる（ブロックＢ２）。ユーザ
はリモコン１７に設けられた各種操作キーを操作して、転送する番組を表示された番組リ
ストから選択する（ブロックＢ３）。図４（Ａ）は、転送元記憶装置に記憶されている番
組リストの一例を示す図である。図４（Ａ）では、番組αが選択されている。
【００２８】
　次いでユーザはリモコン１７を用いて、選択された番組の転送先となる記憶装置を記憶
制御部１６に接続されている記憶装置から選択する（ブロックＢ４）。この際、システム
制御部１０は、転送先記憶装置に記憶されている番組のリストを表示部１７に表示させて
もよい。図４（Ｂ）は、転送先記憶装置に記憶されている番組リストの一例を示す図であ
る。
【００２９】
　システム制御部１０は、選択された番組ファイルを転送先記憶装置に書き込むことが可
能であるかどうかを判断する（ブロックＢ５）。選択された転送先記憶装置の記憶容量が
不足している、転送先記憶装置へのデータの書込みが禁止されている等の場合には、当該
転送先記憶装置には書き込みできない。また、選択された転送元記憶装置と転送先記憶装
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置が同一の記憶装置である場合も当該転送先記憶装置への書き込みはできない。選択され
た転送先記憶装置に書き込みできない場合（ブロックＢ５でＮｏ）、表示部１７にエラー
メッセージを表示する等のエラー処理を行って（ブロックＢ６）、転送制御処理を終了す
る。
【００３０】
　転送先記憶装置が書き込み可能であれば（ブロックＢ５でＹｅｓ）、ユーザはリモコン
１７を操作して、当該選択された番組の移動又はコピーを指示することができる（ブロッ
クＢ７）。ユーザの指示に応じた値が、ＲＡＭ１２に確保された指示フラグ格納領域に指
示フラグとして格納される。ここでは、ユーザが番組ファイルの移動を指示した場合に指
示フラグには「１」がセットされ、番組ファイルのコピーを指示した場合には指示フラグ
に「０」がセットされるものとする。ただし、ブロックＢ３で選択された番組に予め削除
禁止属性が付与されている場合には、コピーの指示のみが可能であり、移動を指示するこ
とはできない。また「コピーワンス」のコピー制御が施された番組は、移動の指示のみが
可能であり、コピーを指示することはできない。
【００３１】
　ユーザが番組ファイルの移動又はコピーを指示すると、当該番組のファイルが転送元記
憶装置から転送先記憶装置へと転送される（ブロックＢ８）。転送先記憶装置の管理テー
ブルには、転送された番組ファイルの情報が書き込まれる。
【００３２】
　システム制御部１０は、後述する設定テーブル１２ａ（図８参照）に記憶されたデータ
に基づき、転送先記憶装置に転送された番組ファイルに対して削除禁止属性を自動的に付
与するよう予め設定されているかどうかを判断する（ブロックＢ９）。番組ファイルの転
送の際に自動的に削除禁止属性を付与するか否かは、後述の条件設定処理によってユーザ
が予め設定しておくことが可能である。
【００３３】
　転送された番組ファイルに、自動的に削除禁止属性を付与するように設定されていれば
（ブロックＢ９でＹｅｓ）、転送先記憶装置の管理テーブルの所定の領域に、削除禁止で
あること示すデータを書き込む（ブロックＢ１０）。この処理を削除禁止属性の付与と称
する。
【００３４】
　転送された番組ファイルに、自動的に削除禁止属性を付与するように設定されていなけ
れば（ブロックＢ９でＮｏ）、ブロックＢ１３でユーザに付与するか否かを問い合わせる
画面を表示し、ユーザが指示した場合のみ、転送先記憶装置の管理テーブルの所定の領域
に、削除禁止であること示すデータを書き込む。
【００３５】
　次にシステム制御部１０は、前述の指示フラグにセットされた値が移動を示す「１」で
あるかを判断する（ブロックＢ１１）。すなわち、ブロックＢ７においてユーザが移動を
指示したかを判断する。指示フラグの値が「１」で、番組ファイルの移動指示を表すもの
であれば、転送元記憶装置から元の番組ファイルを削除する（ブロックＢ１２）。指示フ
ラグの値が「０」で、番組ファイルのコピー指示を表す場合には、元の番組ファイルは削
除されずにそのまま転送元記憶装置に保持される。以上のようにして転送制御処理が終了
する。
【００３６】
　図５（Ａ）は、転送制御処理終了後に、転送元記憶装置に記憶されている番組リストの
一例を示す図である。図５（Ｂ）は、転送制御処理終了後に、転送先記憶装置に記憶され
ている番組リストの一例を示す図である。図５（Ａ）及び図５（Ｂ）は、図４（Ａ）に示
した転送元記憶装置に記憶されていた番組αが、図４（Ｂ）に示した転送先記憶装置記憶
装置に移動され、削除禁止属性を付与された状態を示す。
【００３７】
　上述の転送制御処理において、ブロックＢ９では、転送された番組ファイルに削除禁止
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属性を自動的に付与するかどうかが判断された。削除禁止属性を自動的に付与するかどう
かは、転送条件に応じてユーザが予め設定しておくことができる。例えばコピー制御が施
された番組ファイルを移動する場合には、自動で削除禁止属性を付与し、コピー制御が施
されていない番組ファイルの転送の場合には、削除禁止属性は自動では付与しない等の設
定を予め行っておくことも可能である。また、ユーザが、手動で記憶容量の管理や不要番
組の削除設定を行いたい場合には、削除禁止属性を自動で付与しないように設定しておい
てもよい。このようにユーザの使用目的に合わせた設定を予め行っておくことができる。
【００３８】
　以下では、削除禁止属性を付与する転送条件の設定方法について説明する。
【００３９】
　図６は、条件設定処理を示すフローチャートである。
【００４０】
　条件設定処理が開始されると、システム制御部１０は、図７に示すように、ユーザが選
択可能な条件を表示部１８に表示させる（ブロックＣ１）。ここでは、「常に」、「ファ
イル移動時」、「コピー制御された番組の移動時」、「内蔵→外部の場合」、「行わない
」の５つの条件が選択可能であるとする。
【００４１】
　ユーザは、リモコン１７を制御して、削除禁止属性を付与する条件を選択する（ブロッ
クＣ２）。なお、ここで選択された条件は、枠で囲む等して他の選択されていない条件と
は区別されて表示される。
【００４２】
　「常に」が選択された場合には、番組ファイルをコピーする場合であっても移動する場
合であっても、転送後の番組ファイルには常に削除禁止属性が付与される。「番組ファイ
ルの移動時」が選択されている場合は、番組ファイルの移動が行われた場合にのみ削除禁
止属性を付与して、番組ファイルをコピーする場合には削除禁止属性は付与しない。「コ
ピー制御が施された番組の移動時」が選択されている場合は、コピー制御が施された番組
ファイルの移動が行われた場合にのみ削除禁止属性を付与し、その他の番組ファイルにつ
いては移動時にもコピー時にも削除禁止属性は付与しない。「内蔵→外部の場合」が選択
されている場合は、内蔵記憶装置に記憶された番組ファイルが、外部記憶装置に移動又は
コピーされた場合に削除禁止属性を付与する。「行わない」が選択されている場合には、
いずれの番組ファイルを移動する場合もコピーする場合も、削除禁止属性は付与しない。
【００４３】
　削除禁止属性を付与する条件が選択されたら、システム制御部１０は、ＲＡＭ１２に確
保された設定テーブル１２ａのデータ内容を書き換える（ブロックＣ３）。ブロックＣ２
で選択された条件に対応するフラグの値には「１」がセットされ、それ以外の条件に対応
するフラグの値には「０」がセットされる。図８はこの設定テーブル１２ａの「番組ファ
イルの移動時」が選択された場合のデータ内容の一例を示す図である。
【００４４】
　以上説明したように、本実施形態によれば、転送された番組ファイルに削除禁止属性を
自動で付与することができる。また、削除禁止属性を付与する条件をユーザが設定できる
ため、使用目的に合わせて削除禁止属性を付与できる。
【００４５】
　（変形例）
　図３に示す転送制御処理のブロックＢ４においては、転送先記憶装置が選択されたら、
当該選択された転送先記憶装置に記憶されている番組リストを、図４（Ｂ）に示すように
表示部１７に表示させてもよい。この際に、選択された記憶装置を転送先記憶装置として
確定するかどうかの確認をユーザに対して行ってもよい。ユーザが選択された記憶装置を
転送先記憶装置として確定させれば、ブロックＢ５以降の処理を行う。ユーザが選択を確
定せずに取り消した場合には、再びブロックＢ４で転送先記憶装置を選択し直してもよい
。あるいは、ブロックＢ５において、選択された転送先記憶装置が書き込み不能と判断さ
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れた場合に、ブロックＢ４に戻って再び転送先記憶装置を選択し直してもよい。
【００４６】
　また、図３のブロックＢ５の処理において、選択された転送先記憶装置の記憶容量が不
足していると判断された場合に、ブロックＢ６のエラー処理をおこなった。しかしながら
、記憶容量が不足している場合には、処理を中断し、所定のファイル自動削除処理を行っ
て十分な記憶容量を確保してから、再び本転送制御処理に復帰してもよい。
【００４７】
　また、本実施の形態において、自動削除禁止属性が付与された番組ファイルについては
コピー指示のみが可能であり、当該番組ファイルの移動を指示することはできなかった（
図３のブロックＢ７）。しかしながら、選択された番組に削除禁止属性が付与されていた
としても、移動処理を可能とし、ファイル転送後に、転送元の番組ファイルは削除しても
よい。この場合は、設定テーブル１２ａの設定内容に関わらず、転送先の番組ファイルに
削除禁止属性を付与するようにしてもよい。あるいは、削除禁止属性が付与されたファイ
ルが選択された場合には、所定の処理を行って削除禁止属性取り消してから、本転送制御
処理を行うようにしてもよい。
【００４８】
　また、本実施の形態において、削除禁止属性を自動的に付与しない場合には図３のブロ
ックＢ１３のユーザ問い合わせ処理を行うこととしているが、ユーザ問い合わせを行わな
い、あるいは、ユーザ問い合わせを行うかどうかを設定によって切り換えるようにするこ
とも可能である。
【００４９】
　本実施の形態では、削除禁止属性を付与するための条件として、「常に」、「ファイル
移動時」、「コピー制御された番組の移動時」、「内蔵→外部」、「行わない」の５つの
条件が選択可能であるとした。しかしながら、条件はこれに限られない。例えば、番組記
憶装置に内蔵された記憶装置から、外部の記憶装置に番組ファイルを移動する場合に削除
禁止属性を付与するなどの条件を設定することも可能である。また、この場合にはいずれ
か１つのフラグのみ値を「１」にするのではなく、「１」とする複数のフラグの組み合わ
せで実現することも可能である。
【００５０】
　また、記憶制御部１６には内蔵記憶装置２０や外部記憶装置２１以外にも、複数の記憶
装置が接続されていてもよい。記憶制御部１６に接続される各記憶装置は、ＤＶＤ装置等
の光ディスク装置や、ハードディスク装置等の記憶装置である。これらの記憶装置は放送
番組記憶装置に内蔵されていてもよいし、着脱可能であってもよい。記憶制御部１６は各
記憶装置に番組ファイルを書き込むことができ、記憶装置間で番組ファイルを転送するこ
とも可能であるとする。
【００５１】
　本実施の形態においては、ユーザは、リモコン１７を介して操作を行った。しかしなが
ら、操作制御部１４にキー入力部やマウス等の他の入力装置が接続されていれば、これら
の入力装置を用いて操作を行ってもよい。
【００５２】
　本実施の形態においては、アンテナ１３ａはデジタル放送を受信するものとした。しか
しながら、デジタル放送に限らず、アナログ放送を受信してもよい。アナログ放送を受信
する場合には、放送受信部１３は、放送信号を所定の形式（例えばＭＰＥＧ２形式など）
にエンコードしてデジタル信号に変換する必要がある。また、本実施の形態における記憶
番組制御装置は、表示部やスピーカを内蔵したテレビジョン受信機であってもよいし、表
示部やスピーカを外部に接続したＨＤＤ・ＤＶＤレコーダやＳＴＢのような機器でもよい
。
【００５３】
　本願発明は、前記各実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱
しない範囲で種々に変形することが可能である。さらに、前記各実施形態には種々の段階
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の発明が抽出され得る。例えば、１つの実施形態に示される全構成要件から幾つかの構成
要件が削除されたり、幾つかの実施形態に示される構成要件が組み合わされても、発明が
解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効果の欄で述べられている効
果が得られる場合には、この構成要件が削除されたり組み合わされた構成が発明として抽
出され得るものである。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の一実施形態に係る記憶番組転送機能を有するデジタル放送番組記憶装置
の電子的構成を示すブロック図。
【図２】記憶装置内に確保された管理テーブルに記憶されるデータ内容の一例を示す図。
【図３】本発明の一実施形態による転送制御処理を示すフローチャート。
【図４】番組ファイル転送前に、転送元記憶装置及び転送先記憶装置に記憶されている番
組のリストの例を示す図。
【図５】番組ファイル転送後に、転送元記憶装置及び転送先記憶装置に記憶されている番
組のリストの例を示す図。
【図６】条件設定処理を示すフローチャート。
【図７】条件設定処理において削除禁止属性を付与する条件の表示例を示す図。
【図８】設定テーブル１２ａのデータ内容の一例を示す図。
【符号の説明】
【００５５】
　１０…システム制御部、１１…ＲＯＭ、１２…ＲＡＭ、１２ａ…設定テーブル、１３…
放送受信部、１３ａ…アンテナ、１４…操作制御部、１５…再生処理部、１６…記憶制御
部、１７…リモコン、１８…表示部、１９…スピーカ、２０…内蔵記憶装置、２１…外部
記憶装置
【図１】 【図２】
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