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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メモリと、
　第１の番組を録画するための通常予約と、周期的に第２の番組を録画するための周期予
約とを受け付けるための受付手段と、
　前記通常予約に基づいて前記第１の番組を受信し、前記周期予約に基づいて前記第２の
番組を周期的に受信するための受信手段と、
　受信した前記第１の番組を、第１の番組名に対応付けて前記メモリに記録し、受信した
前記第２の番組を、同一の周期で録画された複数の前記第２の番組に共通する識別情報と
第２の番組名とに対応付けて前記メモリに記録するための制御手段とを備え、
　前記受付手段は、前記第１の番組名と複数の前記第２の番組名とを選択可能に表示する
ことによって、１つの前記第１または第２の番組名を選択するための命令を受け付け、
　前記制御手段は、
　複数の前記第２の番組名のいずれかが選択されたときに、選択された前記第２の番組名
に対応する前記識別情報を取得し、
　前記識別情報に対応する複数の前記第２の番組名を検索し、
　前記選択可能に表示された前記第１の番組名を表示させずに、検索された複数の前記第
２の番組名を一覧表示する、番組記録装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、
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　受信した前記第１の番組毎に、通常予約用の識別情報として、予め定められた第１の範
囲の数値群から１つの数値を決定し、
　受信した前記第１の番組を、前記通常予約用の識別情報と前記第１の番組名とに対応付
けて前記メモリに記録し、
　前記同一の周期で録画された複数の前記第２の番組に共通して、周期予約用の識別情報
として、前記第１の範囲の数値群とは異なる予め定められた第２の範囲の数値群から１つ
の数値を決定する、請求項１に記載の番組記録装置。
【請求項３】
　メモリと受付手段と受信手段と制御部とを含む番組記録装置における番組記録方法であ
って、
　前記制御部が、前記受付手段を介して、第１の番組を録画するための通常予約を受け付
けるステップと、
　前記受信手段が、前記通常予約に基づいて前記第１の番組を受信するステップと、
　前記制御部が、受信した前記第１の番組を、第１の番組名に対応付けて前記メモリに記
録するステップと、
　前記制御部が、前記受付手段を介して、周期的に第２の番組を録画するための周期予約
を受け付けるステップと、
　前記受信手段が、前記周期予約に基づいて前記第２の番組を周期的に受信するステップ
と、
　前記制御部が、受信した前記第２の番組を、同一の周期で録画された複数の前記第２の
番組に共通する識別情報と第２の番組名とに対応付けて前記メモリに記録するステップと
、
　前記制御部が、前記第１の番組名と複数の前記第２の番組名とを選択可能にディスプレ
イに表示させるステップと、
　前記制御部が、受付手段を介して、１つの前記第１または第２の番組名を選択するため
の命令を受け付けるステップと、
　前記制御部が、複数の前記第２の番組名のいずれかが選択されたときに、選択された前
記第２の番組名に対応する前記識別情報を取得するステップと、
　前記制御部が、前記識別情報に対応する複数の前記第２の番組名を検索するステップと
、
　前記制御部が、前記選択可能に表示された前記第１の番組名を表示させずに、検索され
た複数の前記第２の番組名を前記ディスプレイに一覧表示するステップとを備える、番組
記録方法。
【請求項４】
　前記制御部が、受信した前記第１の番組毎に、通常予約用の識別情報として、予め定め
られた第１の範囲の数値群から１つの数値を決定するステップと、
　前記制御部が、前記同一の周期で録画された複数の前記第２の番組に共通して、周期予
約用の識別情報として、前記第１の範囲の数値群とは異なる予め定められた第２の範囲の
数値群から１つの数値を決定するステップとをさらに備え、
　前記第１の番組を記録するステップでは、前記制御部が、受信した前記第１の番組を、
前記通常予約用の識別情報と前記第１の番組名とに対応付けて前記メモリに記録する、請
求項３に記載の番組記録方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、番組記録装置に関し、特に、テレビジョン用の番組記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、放送元から放送されるコンテンツごとに、それが録画済みかどうかを
示す情報である録画ステータス情報が登録されたシリーズ管理テーブルを格納する記憶部
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と、放送元から一定期間に定期的に放送されるシリーズコンテンツについて、シリーズコ
ンテンツを特定する情報を示すシリーズＩＤおよびシリーズコンテンツの第何回目の放送
分であるかを示すエピソード番号をシリーズ管理テーブルに登録し、録画ステータス情報
をシリーズ管理テーブルへエピソード番号ごとに登録する制御部とを備えたコンテンツ録
画再生管理装置が開示されている。特許文献１に開示された発明によると、シリーズコン
テンツの録画／再生時にユーザの操作を煩雑にすることなく、シリーズコンテンツを容易
に管理できる。
【０００３】
　特許文献２には、記憶媒体に記録する番組を予め設定する入力部と、予約された番組の
情報を一覧表示したり、記録された番組の情報を一覧表示したりする表示部とを備え、表
示部は、予約された番組に対して付与された固有の識別マークを表示し、更新録画が設定
された番組に対して識別マークを表示することを特徴とする記録再生装置が開示されてい
る。特許文献２に開示された発明によると、更新録画が設定された番組を容易に識別でき
る。
【０００４】
　特許文献３には、符号化された映像データを少なくとも含むコンテンツを記録する記録
媒体を有し、映像データの記録および再生および編集を行なうことが可能なデータ記録再
生装置が開示されている。特許文献３に開示された発明によると、録画を１度予約すると
、ユーザ操作の手間をかけることなく、任意の間隔で番組を録画でき、かつ記録媒体に記
録されたコンテンツを更新できる。
【特許文献１】特開２００４－３４３５２０号公報
【特許文献２】特開２００３－３１９３０７号公報
【特許文献３】特開２００４－１８００６１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、前述の特許文献１に開示された発明では、所定の周期で放送する番組について
情報のグループを構成することが難しいという問題点がある。
【０００６】
　特許文献２および特許文献３に開示された発明では、記録された番組について情報のグ
ループを構成すること自体について考慮がなされていないという問題点がある。
【０００７】
　本発明は上述の問題点を解決するためになされたものであって、その目的は、所定の周
期で放送する番組について情報のグループを容易に構成できる番組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】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明のある局面に従うと、番組記録装置は、受付手段と
、判断手段と、決定手段と、受信手段と、選局手段と、記録手段と、検索手段と、作成手
段と、出力手段とを含む。受付手段は、ユーザの指示を受付ける。判断手段は、受付手段
が受付けた番組を記録すべき旨の指示が、番組を記録する周期の指定を含む指示か否かを
判断する。決定手段は、番組を記録すべき旨の指示が番組を記録する周期の指定を含む指
示の場合、番組を記録する周期の指定を含む指示により記録する番組であるグループ番組
について共通するように、所定の情報のいずれかにより番組を識別する識別情報を決定す
る。受信手段は、番組の放送信号を受信する。選局手段は、受信手段が受信した番組の放
送信号から、番組を記録すべき旨の指示が表わす番組の放送信号を選局する。記録手段は
、識別情報、選局手段が選局した番組に関する所定の情報、および選局手段が選局した番
組の放送信号を対応付けて記録する。検索手段は、識別情報が共通するか否かに基づいて
、所定の情報のうち、グループ番組に対応する情報を検索する。作成手段は、検索手段が
検索した情報を含むように、情報のグループを作成する。出力手段は、記録手段が記録し
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た放送信号および作成手段が作成した情報のグループのいずれかを出力する。
【０００９】
　本発明の他の局面に従うと、番組記録装置は、受付手段と、判断手段と、決定手段と、
受信手段と、選局手段と、記録手段と、検索手段と、作成手段と、出力手段とを含む。受
付手段は、ユーザの指示を受付ける。判断手段は、受付手段が受付けた番組を記録すべき
旨の指示が、番組を記録する周期の指定を含む指示か否かを判断する。決定手段は、番組
を記録すべき旨の指示が番組を記録する周期の指定を含む指示の場合、番組を記録する周
期の指定を含む指示により記録する番組であるグループ番組について少なくとも一部が共
通するように、番組を識別する識別情報を決定する。受信手段は、番組の放送信号を受信
する。選局手段は、受信手段が受信した番組の放送信号から、番組を記録すべき旨の指示
が表わす番組の放送信号を選局する。記録手段は、識別情報、選局手段が選局した番組に
関する所定の情報、および選局手段が選局した番組の放送信号を対応付けて記録する。検
索手段は、識別情報の少なくとも一部が共通するか否かに基づいて、所定の情報のうち、
グループ番組に対応する情報を検索する。作成手段は、検索手段が検索した情報を含むよ
うに、情報のグループを作成する。出力手段は、記録手段が記録した放送信号および作成
手段が作成した情報のグループのいずれかを出力する。
【００１０】
　また、上述の識別情報は、番組を記録する時期から独立して番組を識別する情報を含む
ことが望ましい。
【００１１】
　また上述の番組を記録する時期から独立して番組を識別する情報は、所定の情報のいず
れかにより番組を識別する情報を含むことが望ましい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る番組記録装置は、所定の周期で放送する番組について情報のグループを容
易に構成できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、同
一の部品には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同一である。したがっ
て、それらについての詳細な説明は繰返さない。
【００１４】
　図１のハードディスクレコーダ１０は、２種類のデジタル記録メディア再生装置を内蔵
し、記録メディアから再生されたコンテンツなど供給される各種コンテンツを、装置外部
に予め接続されたテレビ受像機１４に映像信号または音声信号として視聴可能なように出
力する番組記録装置である。リモコン（リモートコントローラの略）１２は、ユーザが各
種の指令を入力するために操作される装置であり、その指令に対応する赤外線信号を発信
する。
【００１５】
　ハードディスクレコーダ１０は、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）読取部２０と、Ｈ
Ｄ（Hard Disk）装置２２と、放送局から送信されるデジタル放送信号を受信する外部の
アンテナ６０を接続するチューナ２４と、ＯＳＤ（On Screen Display)５０を内蔵するデ
コーダ２６と、メモリ２８と、映像出力部３０と、音声出力部３２と、リモコン受信部３
４と、制御部３６と、外部からデジタル情報を供給するための外部装置７０を接続する外
部Ｉ／Ｆ（Inter Face）３８とを備える。
【００１６】
　ＤＶＤ読取部２０は光ディスク（本実施の形態の場合ＤＶＤディスク）に記録されたデ
ジタルコンテンツの情報を読出す装置である。本実施の形態の場合、ＤＶＤディスクには
、任意の情報（本実施の形態の場合、デジタルコンテンツの情報）が記録されている。
【００１７】
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　ＨＤ装置２２は、少なくとも３種類の情報を記録し、その記録した信号を読出す装置で
ある。第１の情報は、ＩＤの属性の情報である。ＩＤの属性の情報の具体的な内容は後述
する。第２の情報は、録画の対象となった番組のタイトル名と、番組のジャンルと、シリ
ーズＩＤと、番組の放送信号と、録画時間とを含む情報である。第３の情報は、後述する
プレイリストを表わす情報である。ここで、ハードディスクに記録される放送信号として
は、たとえばＭＰＥＧ２（Motion Picture Experts Group 2）規格に準拠する映像ファイ
ルやＭＰ３（MPEG-1 Audio Layer3）規格に準拠する音声ファイルなどの信号が挙げられ
る。
【００１８】
　チューナ２４は、アンテナ６０が放送局から発信される番組のデジタル放送信号を受信
すると、制御部３６により指定されるチャンネルの放送信号（デジタルコンテンツの信号
）を選局して出力する。
【００１９】
　デコーダ２６は、ＤＶＤ読取部２０により再生されたデジタルコンテンツの信号、ＨＤ
装置２２がハードディスクから読出した放送信号、チューナ２４が選局した放送信号およ
び外部Ｉ／Ｆ３８を介して外部装置７０から入力されたデジタルコンテンツの信号のいず
れかが制御部３６の切換制御により与えられると、与えられたその信号を入力して復号（
デコード）して出力する。デコーダ２６が内蔵するＯＳＤ５０は、制御部３６により与え
られた情報に基づいて画像データを作成し、それを映像出力部３０に対して出力する。テ
レビ受像機１４の画面に可視表示するためである。
【００２０】
　メモリ２８には、チューナ２４が選局可能な放送チャンネルが予めチャンネルスキャン
（オートスキャン）して取得されて格納され、また、制御部３６の動作プログラムが格納
される。メモリ２８には、後述する情報の処理のためのフラグやデータも格納されている
。
【００２１】
　映像出力部３０は、デコーダ２６が復号した映像信号（この信号は、ＨＤ装置２２が記
録した放送信号および制御部３６が作成したプレイリストのいずれかを含む）をテレビ受
像機１４が出力可能な映像信号に変換してテレビ受像機１４に対して出力する。
【００２２】
　音声出力部３２は、デコーダ２６が復号した音声信号をテレビ受像機１４が出力可能な
音声信号に変換してテレビ受像機１４に対して出力する。
【００２３】
　リモコン受信部３４は、赤外線を介してリモコン１２から発信される各種の指令信号を
受信して、その指令信号を制御部３６に伝送する。これにより、リモコン受信部３４は、
ユーザの指示を受付ける装置となる。制御部３６は、メモリ２８に格納された動作プログ
ラムに基づいて装置各部の制御を行なう。
【００２４】
　図２を参照して、ハードディスクレコーダ１０で実行されるプログラムは、録画に関し
、以下のような制御を実行する。
【００２５】
　ステップ１００（以下、ステップをＳと略す。）にて、制御部３６は、メモリ２８を参
照して、次に実施する録画が所定の周期（所定の周期で放送する番組の例として、連続ド
ラマや１つのシリーズを構成する番組群がある）で放送する番組に対する予約（周期予約
）に基づく録画か否かを判断する。周期予約に基づく録画と判断した場合には（Ｓ１００
にてＹＥＳ）、処理はＳ１０２へと移される。もしそうでないと（Ｓ１００にてＮＯ）、
処理はＳ１０８へと移される。
【００２６】
　Ｓ１０２にて、制御部３６は、ＨＤ装置２２が記憶したＩＤの属性の情報を参照するこ
とにより、周期予約の対象となった番組が、初めての録画か否かを判断する。本実施の形
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態の場合、制御部３６は、シリーズＩＤ（周期予約の対象となった番組を識別する、識別
情報の一種）が設定されているか否かに基づき、初めての録画か否かを判断する。初めて
の録画と判断した場合（Ｓ１０２にてＹＥＳ）、処理はＳ１０４へと移される。もしそう
でないと（Ｓ１０２にてＮＯ）、処理はＳ１０６へと移される。本実施の形態の場合、実
際には一連の番組を録画するとしても、いったん予約の内容が変更された場合（現に録画
をしている最中にその録画を終了する時間のみが変更された場合は除く）、それ以降の予
約は初めて録画する番組についての録画であるとみなす。
【００２７】
　Ｓ１０４にて、制御部３６は、ＩＤの属性の情報を参照することにより、未だ使用され
ていないシリーズＩＤを検索する。シリーズＩＤが検索されると、制御部３６は、検索さ
れたシリーズＩＤを、Ｓ１０２にて初めての録画か否かを判断した番組のシリーズＩＤと
するように、ＩＤの属性の情報を更新する。これにより、未だ使用されていないシリーズ
ＩＤが獲得されたことになる。本実施の形態の場合、シリーズＩＤは録画の日時に依存し
ない。その理由は、予約された番組を記録する装置がＨＤ装置２２である（録画された日
時が古いものから前のアドレスに記録されるよう、ハードディスクのデータが定期的に更
新されるので、シリーズＩＤにより録画の日時を特定しなくてもよい）という点にある。
【００２８】
　Ｓ１０６にて、チューナ２４は、録画を予約された時刻が到来すると、アンテナ６０が
受信した番組の放送信号から、予約された番組（番組を記録すべき旨の指示が表わす番組
）の放送信号を選局する。ＨＤ装置２２は、シリーズＩＤまたは通常ＩＤ、チューナ２４
が選局した番組に関する所定の情報（本実施の形態の場合、チャンネル、録画された曜日
、録画が開始された時刻、および予約の際受付けた番組のタイトル名がそれぞれ「チュー
ナ２４が選局した番組に関する所定の情報」に該当する）、およびチューナ２４が選局し
た番組の放送信号を対応付けて記録する。録画が終了すると、制御部３６は、ＨＤ装置２
２に、番組の放送信号に対応付けて、録画が終了した時刻も記録させる。予約の際番組の
ジャンルが受付けている場合、制御部３６は、ＨＤ装置２２に、番組の放送信号に対応付
けて、ジャンルの情報も記録させる。
【００２９】
　Ｓ１０８にて、制御部３６は、ＩＤの属性の情報を参照することにより、未だ使用され
ていない通常ＩＤ（周期予約の対象となっていない番組を識別する、識別情報の一種）を
検索する。通常ＩＤが検索されると、制御部３６は、検索された通常ＩＤを、Ｓ１０２に
て初めての録画か否かを判断した番組の通常ＩＤとするように、ＩＤの属性の情報を更新
する。これにより、ＩＤが通常ＩＤに決定されたこととなる。
【００３０】
　図３を参照して、ハードディスクレコーダ１０で実行されるプログラムは、シリーズＩ
Ｄが同じ番組の表示に関し、以下のような制御を実行する。
【００３１】
　Ｓ１１０にて、リモコン受信部３４は、ユーザからタイトルを表示させるべき旨の指示
を受付ける。タイトルを表示させるべき旨の指示が受付けられると、制御部３６は、ＨＤ
装置２２が記録した情報から、番組のタイトル名の情報を読出す。番組のタイトル名の情
報が読出されると、制御部は、番組のタイトル名の情報をＯＳＤ５０に出力する。ＯＳＤ
５０は、番組のタイトル名の情報に基づき、画像データを作成する。画像データが作成さ
れると、ＯＳＤ５０は、画像データをテレビ受像機１４に出力する。テレビ受像機１４は
番組のタイトル名の情報を表示する。情報が表示されると、リモコン受信部３４は、リモ
コン１２を介して、ユーザから特定の番組を抽出すべき旨の指示を受付ける。
【００３２】
　Ｓ１１２にて、制御部３６は、ＨＤ装置２２が記録した、番組のタイトル名の情報（シ
リーズＩＤとともに記録された情報であればどの情報であってもよいが、本実施の形態の
場合、番組のタイトル名の情報とする）を検索する。検索の対象となる番組は、Ｓ１１０
にて受けた特定の番組を抽出すべき旨の指示が表わす番組である。これにより、制御部３
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６は、シリーズＩＤが共通するか否かに基づいて、番組のタイトル名の情報（すなわちチ
ューナ２４が選局した番組に関する所定の情報）のうち、グループ番組に対応する情報を
検索することとなる。
【００３３】
　Ｓ１１４にて、制御部３６は、ＨＤ装置２２が記録した情報から、Ｓ１１２にて検索し
た番組のタイトル名の情報を読出す。番組のタイトル名の情報が読出されると、制御部３
６は、番組のタイトル名の情報をＯＳＤ５０に出力する。制御部３６は、メモリ２８に、
テレビ受像機１４にタイトルが表示される順序と同じ順序で、番組のタイトル名の情報を
記録する。ＯＳＤ５０は、番組のタイトル名の情報に基づき、画像データを作成する。画
像データが作成されると、ＯＳＤ５０は、画像データをテレビ受像機１４に出力する。テ
レビ受像機１４は番組のタイトル名の情報を表示する。
【００３４】
　図４を参照して、ハードディスクレコーダ１０で実行されるプログラムは、プレイリス
トの作成に関し、以下のような制御を実行する。
【００３５】
　Ｓ１２０にて、リモコン受信部３４は、ユーザから予め定められた手順に沿ってプレイ
リストを作成すべき旨の指示（「一括プレイリスト作成」の指示）を受付ける。本実施の
形態の場合、制御部３６は、予めテレビ受像機１４が表示したメニューの中から「一括プ
レイリスト作成」を選択した旨の信号をリモコン受信部３４が受信したとき、リモコン受
信部３４が「一括プレイリスト作成」の指示を受付けたとみなす。
【００３６】
　Ｓ１２２にて、リモコン受信部３４は、ユーザからの指示を受付ける。指示が受付けら
れると、制御部３６は、ユーザから受付けた指示がプレイリストに含まれる番組の再生の
順番を変更する旨の指示か否かを判断する。再生の順番を変更する旨の指示と判断した場
合（Ｓ１２２にてＹＥＳ）、処理はＳ１２４へと移される。もしそうでないと（Ｓ１２２
にてＮＯ）、処理はＳ１２８へと移される。
【００３７】
　Ｓ１２４にて、制御部３６は、Ｓ１２２にて受付けた指示（再生の変更を指定する旨の
指示）が表わす番組の順番に対応するように、メモリ２８に記録された番組のタイトル名
の情報（Ｓ１１４にて記録された情報）の順序を更新する。情報の順序が更新されると、
制御部３６は、Ｓ１１４にて情報が記録された番組の、ジャンルの情報と録画時間の情報
とをＨＤ装置２２から読出す。情報が読出されると、制御部３６は、番組のタイトル名の
情報に対応付けて、番組のジャンルの情報と録画時間の情報とをメモリ２８に記録させる
。これにより、プレイリスト（すなわち再生の順番を表わす情報）の一部が作成される。
【００３８】
　Ｓ１２６にて、制御部３６は、既にメモリ２８に記録されたプレイリストの一部をＨＤ
装置２２に複写する。複写が完了すると、制御部３６は、プレイリストの一部を構成する
各情報と、既にＨＤ装置２２に記録されている放送信号とが対応付けられるように、ＨＤ
装置２２に記録された情報を更新する。プレイリストの一部を構成する各情報と、既にＨ
Ｄ装置２２に記録されている放送信号とが対応付けられることにより、プレイリストが完
成する。これにより、制御部３６は、自らが検索した番組のタイトル名の情報を含むよう
に、情報のグループを作成することとなる。
【００３９】
　Ｓ１２８にて、制御部３６は、Ｓ１１４にて情報が記録された番組の、ジャンルの情報
と録画時間の情報とをＨＤ装置２２から読出す。情報が読出されると、制御部３６は、番
組のタイトル名の情報に対応付けて、番組のジャンルの情報と録画時間の情報とをメモリ
２８に記録させる。これにより、プレイリストの一部が作成される。
【００４０】
　以上のような構造およびフローチャートに基づく、ハードディスクレコーダ１０の動作
について説明する。
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【００４１】
　制御部３６は、メモリ２８を参照して、次に実施する録画が周期予約に基づく録画か否
かを判断する（Ｓ１００）。これにより、制御部３６は、リモコン受信部３４が受付けた
番組を記録すべき旨の指示が、番組を記録する周期の指定を含む指示か否かを判断するこ
ととなる。この場合、周期予約に基づく録画とすると（Ｓ１００にてＹＥＳ）、制御部３
６は、ＩＤの属性の情報を参照することにより、周期予約の対象となった番組が、初めて
の録画か否かを判断する（Ｓ１０２）。初めての録画とすると（Ｓ１０２にてＹＥＳ）、
制御部３６は、未だ使用されていないシリーズＩＤを獲得する（Ｓ１０４）。図５は、周
期予約の対象となった番組が初めての録画か否かを判断した時点における、ＩＤの属性の
情報の内容を表わす図である。本実施の形態において、シリーズＩＤはＩＤ番号が「１」
～「３０」であることとする。通常ＩＤはＩＤ番号が「３１」～「３００」であることと
する。この場合、シリーズＩＤはいずれも使用されていないので、制御部３６は、「１」
を次に録画する番組のシリーズＩＤとする。これにより、制御部３６は、番組を記録すべ
き旨の指示が番組を記録する周期の指定を含む指示の場合、番組を記録する周期の指定を
含む指示により記録する番組であるグループ番組について共通するように、所定の情報の
いずれかにより番組を識別するシリーズＩＤを決定することとなる。図６は、シリーズＩ
Ｄを獲得した時点における、ＩＤの属性の情報の内容を表わす図である。ＩＤ「１」に対
応するタイトルとして「プロジェクトＷＺ」が定義されている（図示しないが、この時Ｉ
Ｄ「１」に対応する録画の曜日なども定義される）。これにより、制御部３６は、自らが
判断した結果に応じて、番組を識別するシリーズＩＤを決定することとなる。また、シリ
ーズＩＤは、所定の周期で放送する番組か否かに応じて予め定められた文字列となる。
【００４２】
　シリーズＩＤが獲得され、かつ録画を予約された時刻が到来すると、チューナ２４は、
アンテナ６０が受信した放送信号から、予約された番組の放送信号を選局する。ＨＤ装置
２２は、シリーズＩＤまたは通常ＩＤ、チャンネル、録画された曜日、録画が開始された
時刻、予約の際受付けた番組のタイトル名、およびチューナ２４が選局した番組の放送信
号を対応付けて記録する。録画が終了すると、制御部３６は、ＨＤ装置２２に、番組の放
送信号に対応付けて、録画が終了した時刻も記録させる。予約の際番組のジャンルが受付
けている場合、番組の放送信号に対応付けて、ジャンルの情報も記録される（Ｓ１０６）
。録画が複数回実施されると、Ｓ１００～Ｓ１０６の処理が繰返される。最終的には複数
の番組が録画されることとなる。図７は、その後のＨＤ装置２２が放送信号として記録し
た番組の内容を表わす図である。
【００４３】
　複数の番組が録画された後、リモコン受信部３４は、ユーザからタイトルを表示させる
べき旨の指示を受付ける。タイトルを表示させるべき旨の指示が受付けられると、制御部
３６は、テレビ受像機１４に番組のタイトル名の情報を表示させる。図８は、このときの
テレビ受像機１４の画面を表わす図である。番組のタイトル名の情報が表示されると、リ
モコン受信部３４は、リモコン１２を介して、ユーザから特定の番組を抽出すべき旨の指
示を受付ける（Ｓ１１０）。
【００４４】
　指示が受付けられると、制御部３６は、ＨＤ装置２２が記録した、番組のタイトル名の
情報を検索する。検索の対象となる番組は、Ｓ１１０にて受けた特定の番組を抽出すべき
旨の指示が表わす番組である（Ｓ１１２）。番組のタイトル名の情報が検索されると、テ
レビ受像機１４はタイトル名の情報を一覧表として表示する（Ｓ１１４）。図９は、この
ときのテレビ受像機１４の画面を表わす図である。
【００４５】
　一覧表が表示されると、リモコン受信部３４は、一括プレイリスト作成の指示を受付け
る（Ｓ１２０）。図１０は、一括プレイリスト作成の指示を受付けた時点のテレビ受像機
１４の画面を表わす図である。編集の対象となっている番組「プロジェクトＷＺ／津軽海
峡大橋（前編）」が破線で囲まれている。
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【００４６】
　指示が受付けられると、リモコン受信部３４は、再びユーザからの指示を受付ける。指
示が受付けられると、制御部３６は、ユーザから受付けた指示がプレイリストに含まれる
番組の再生の順番を変更する旨の指示か否かを判断する（Ｓ１２２）。このとき、リモコ
ン１２のカーソルキー（図示せず）のうち、カーソルを上下に移動させるためのキーが押
されると、制御部３６は、図１０に示す画面において破線により囲まれた番組につき、再
生の順番を変更する旨の指示があったとみなす。カーソルキーのうち、カーソルを左右に
移動させるためのキーが押されると、制御部３６は、編集の対象となる番組（テレビ受像
機１４の画面において破線により囲まれた番組）を変更する旨の指示があったとみなす。
リモコン１２のクリアキー（図示せず）が押されると、制御部３６は、テレビ受像機１４
の画面において破線により囲まれた番組に関する情報をＨＤ装置２２から削除すべき旨の
指示があったとみなす。図１１は、「プロジェクトＷＺ／ピコテクロノジーを追え」が最
初に再生される旨の指示を受付けた場合のテレビ受像機１４の画面を表わす図である。図
１２は、「プロジェクトＷＺ／１００億人の携帯電話」を削除する旨の指示を受付けた後
のテレビ受像機１４の画面を表わす図である。この場合、カーソルキーが押された（ユー
ザから受付けた指示がプレイリストに含まれる番組の再生の順番を変更する旨の指示であ
る）とすると（Ｓ１２２にてＹＥＳ）、制御部３６は、再生の変更を指定する旨の指示が
表わす番組の順番に対応するように、プレイリストの一部を作成する（Ｓ１２４）。
【００４７】
　プレイリストの一部が作成されると、制御部３６は、プレイリストの一部を構成する各
情報と、既にＨＤ装置２２に記録されている放送信号とを対応付けることにより、プレイ
リストを完成させる（Ｓ１２６）。
【００４８】
　以上のようにして、本実施の形態に係るハードディスクレコーダは、ユーザの指示に応
じて、周期予約に基づき録画した複数の番組からなるプレイリストを容易に作成できる。
プレイリストを容易に作成できるので、ユーザの操作が煩雑になる可能性は少なくなる。
周期予約に基づき録画した複数の番組のプレイリストを容易に作成できる理由は、シリー
ズＩＤを用いる点にある。シリーズＩＤはＥＰＧ（Electronic Program Guide）から得る
情報ではない。これにより、デジタル放送でなくても、コンテンツの一覧を表示させるこ
とができる。その結果、所定の周期で放送する番組について情報のグループを容易に構成
できる番組記録装置を提供することができる。
【００４９】
　なお、図９～図１２において、プレイリストはサムネイルを含んでもよい。
【００５０】
　また、識別情報はシリーズＩＤでなくともよい。シリーズＩＤ以外の情報を識別情報と
して用いる場合、識別情報は、番組を記録する時期から独立して番組を識別する情報を含
むことが望ましい。そのような識別情報の例として、１つの指示により記録される番組に
共通する文字列と、１つの番組それぞれに固有の文字列とを含む情報がある。そのような
情報のより具体的な例として、「１２－Ａ」といった文字列がある。この文字列のうち、
数値の部分が１つの指示により記録される番組に共通する文字列である。アルファベット
の部分が１つの番組それぞれに固有の文字列である。このような文字列を識別情報として
用いる場合、制御部３６は、番組を記録する周期の指定を含む指示により記録する番組で
あるグループ番組について少なくとも一部が共通する（この場合「１２」が共通する）よ
うに、識別情報を決定することとなる。制御部３６は、識別情報の少なくとも一部が共通
するか否か（「１２」が含まれるか否か）に基づいて、番組のタイトル名の情報など（す
なわちグループ番組に対応する情報）を検索することとなる。
【００５１】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
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【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の実施の形態に係るハードディスクレコーダの全体構成図である。
【図２】本発明の実施の形態に係るハードディスクレコーダの録画処理の制御の手順を示
すフローチャートである。
【図３】本発明の実施の形態に係るシリーズＩＤが同じ番組の表示処理の制御の手順を示
すフローチャートである。
【図４】本発明の実施の形態に係るプレイリスト作成処理の制御の手順を示すフローチャ
ートである。
【図５】本発明の実施の形態に係る番組が初めての録画か否かを判断した時点におけるＩ
Ｄの属性の情報の内容を表わす図である。
【図６】本発明の実施の形態に係るシリーズＩＤが獲得された時点におけるＩＤの属性の
情報の内容を表わす図である。
【図７】本発明の実施の形態に係るＨＤ装置に記録された番組の内容を表わす図である。
【図８】本発明の実施の形態に係るテレビ受像機がタイトルを表示した画面を表わす図で
ある。
【図９】本発明の実施の形態に係るテレビ受像機が検索された番組のタイトルを表示した
画面を表わす図である。
【図１０】本発明の実施の形態に係る一括プレイリスト作成の指示を受付けた時点のテレ
ビ受像機の画面を表わす図である。
【図１１】本発明の実施の形態に係る番組の再生の順番が変更された場合のテレビ受像機
の画面を表わす図である。
【図１２】本発明の実施の形態に係るハードディスクレコーダが番組を削除する旨の指示
を受付けた後のテレビ受像機の画面を表わす図である。
【符号の説明】
【００５３】
　１０　ハードディスクレコーダ、１２　リモコン、１４　テレビ受像機、２０　ＤＶＤ
読取部、２２　ＨＤ装置、２４　チューナ、２６　デコーダ、２８　メモリ、３０　映像
出力部、３２　音声出力部、３４　リモコン受信部、３６　制御部、３８　外部Ｉ／Ｆ、
５０　ＯＳＤ、６０　アンテナ、７０　外部装置。
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