
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信した再生データを記録手段に記録しながら、操作に応じて該記録手段に記録された
再生データと受信中の再生データとを任意に選択して再生できる同時記録再生手段を備え
た再生装置において、
　電源オフ操作から所定期間、受信状態を継続して前記記録手段への再生データの記録を
継続する記録継続手段と、
　前記所定期間内に復帰操作がなされた場合、前記所定期間後の記録停止を解除し、

受信状態を継続して前記記録手段への再生データの記録を継続する

記録停止解除手段とを備えていることを特徴とする再生装置。
【請求項２】
　前記所定期間が、所定時間であることを特徴とする請求項１記載の再生装置。
【請求項３】
　前記所定時間のユ－ザ設定を可能にする時間設定手段が装備されていることを特徴とす
る請求項２記載の再生装置。
【請求項４】
　前記所定期間が、電源オフ操作以降に前記記録手段に記録された再生データ容量が所定
容量に達するまでの期間であることを特徴とする請求項１記載の再生装置。
【請求項５】
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前記
所定期間後も 一方、前
記所定期間内に復帰操作がなされなかった場合、前記記録手段に記録された再生データを
削除する



　前記所定容量のユ－ザ設定を可能にする容量設定手段が装備されていることを特徴とす
る請求項４記載の再生装置。
【請求項６】
　前記記録手段の記録容量を検出する記録容量検出手段と、
　該記録容量検出手段により検出された記録容量に基づいて前記所定期間を設定する期間
自動設定手段とを備えていることを特徴とする請求項１～５のいずれかの項に記載の再生
装置。
【請求項７】
　受信した再生データを記録手段に記録しながら、操作に応じて該記録手段に記録された
再生データと受信中の再生データとを任意に選択して再生できる同時記録再生手段を備え
た再生装置において、
　受信放送波の変更操作から所定期間、変更前の受信放送波の再生データを前記記録手段
から消去せずに保持するデータ保持手段と、
　前記所定期間内に変更前の受信放送波への復帰操作がなされた場合、受信放送波変更期
間中に記録された再生データを消去して、受信放送波変更期間前後の再生データを連結す
る再生データ連結処理手段とを備えていることを特徴とする再生装置。
【請求項８】
　前記所定期間が、所定時間であり、
　該所定時間を計測する時間計測手段と、
　該時間計測手段により計測された時間が前記所定時間以下の場合にのみ、前記再生デー
タ連結処理手段に受信放送波変更期間前後の再生データを連結させる連結制限手段を備え
ていることを特徴とする請求項７記載の再生装置。
【請求項９】
　前記再生データ連結処理手段により連結された再生データを再生する場合に、その連結
部分に無再生状態を付加して再生する連結部再生処理手段を備えていることを特徴とする
請求項７又は請求項８記載の再生装置。
【請求項１０】
　前記無再生状態の維持時間のユ－ザ設定を可能にする無再生時間設定手段が装備されて
いることを特徴とする請求項９記載の再生装置。
【請求項１１】
　再生装置が画像再生装置であって、
　前記連結部再生処理手段が、無再生状態として、直前の再生画像の静止画を再生するも
のであることを特徴とする請求項９又は請求項１０記載の再生装置。
【請求項１２】
　前記無再生状態の継続時間が、受信放送波の一時変更時間であることを特徴とする請求
項９記載の再生装置。
【請求項１３】
　前記無再生状態の継続時間が、０であることを特徴とする請求項９記載の再生装置。
【請求項１４】
　前記再生データ連結処理手段により連結された再生データを再生する場合に、その連結
部分の再生時に連結部分であることを報知する連結部分報知手段を備えていることを特徴
とする請求項７～１３のいずれかの項に記載の再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、受信した再生データを記録手段に一時記録しながら、操作に応じて該記録手段
に記録された再生データと受信中の再生データとを任意に選択して再生できる同時記録再
生手段を備えた再生装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
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従来の音声や映像の記録再生装置は、一般的には磁気テープにアナログ信号あるいはデジ
タル信号で記録するものであったが、デジタルデータ技術の向上やデータ記録密度の向上
、あるいは半導体記録素子の高容量化により、磁気ディスク、光ディスクあるいはＲＡＭ
にデジタルデータを記録するタイプの記録再生装置が普及してきた。これらのタイプの記
録再生装置は、記録した音楽や映像を迅速に任意の位置から再生できる利点がある。
【０００３】
また、現在ではデータの記録、読み出し速度が、音声および映像データ（以降両者合わせ
てＡＶデータと称する）の再生速度より十分に速いため、入力されたＡＶデータを記録し
ながら、既に記録された任意のＡＶデータの再生を実質的に同時に行うと言う、所謂同時
記録再生が可能となってきている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
このような同時記録再生ができる記録再生装置の技術を応用し、通常の放送視聴時（記録
操作を行わなくても）に、例えば放送中のＴＶ放送を一時記録しておき、ユーザによる操
作に応じて少し前の放送内容を再生すると言った使い方が可能となり、スポーツ中継放送
等で、ユーザによる視聴の開始がユーザの都合により遅れた場合や、見たい場面を見逃し
てしまった場合等、もう一度その場面を再生したい場合に、過去の放送内容の視聴したい
部分を通常の速度で再生してから生の放送内容に戻る、あるいは過去の放送内容を高速再
生で再生して生の放送内容に時間的に徐々に近づいて行き、最終的に生の放送に追いつく
といった使い方が可能になってきている。
【０００５】
しかし、電源を切ったり、受信放送波を変更する等の操作を行うと、つぎの放送内容の記
録のために一時記録していたデータは消去されてしまうので、すぐに元の放送の受信状態
に戻しても過去の放送内容を視聴できず、ユーザが不満を抱くことがあった。
本発明は上記課題に鑑みなされたものであって、より機能的に充実した同時記録再生手段
を備えた再生装置を提供することを目的としている。
【０００６】
【課題を解決するための手段及びその効果】
　上記課題を解決するため、本発明に係る再生装置（１）は、受信した再生データを記録
手段に記録しながら、操作に応じて該記録手段に記録された再生データと受信中の再生デ
ータとを任意に選択して再生できる同時記録再生手段を備えた再生装置において、電源オ
フ操作から所定期間、受信状態を継続して前記記録手段への再生データの記録を継続する
記録継続手段と、前記所定期間内に復帰操作がなされた場合、前記所定期間後の記録停止
を解除し、 受信状態を継続して前記記録手段への再生データの記録を継
続する

記録停止解除手段とを備えていることを特徴としている。
【０００７】
　上記再生装置（１）によれば、電源を切る操作（電源オフ操作）を行っても所定期間、
再生データの記録が継続され、前記所定期間内に復帰操作がなされた場合、前記所定期間
後の記録停止が解除され、受信状態を継続して前記記録手段への再生データの記録が継続
されるので、前記所定期間中に元の受信状態に戻せば、電源オフ状態中の放送内容も視聴
（聴取）することが可能となる。

【０００８】
　また、本発明に係る再生装置（２）は、上記再生装置（１）において、前記所定期間が
、所定時間であることを特徴としている。
　上記再生装置（２）によれば、所定時間以内の 状態であればその 状態
中の放送内容 視聴あるいは聴取（以下、両者まとめて視聴と記す）することができる。
【０００９】
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前記所定期間後も
一方、前記所定期間内に復帰操作がなされなかった場合、前記記録手段に記録され

た再生データを削除する

また、前記所定期間内に復帰操作がなされなかった場合
、前記記録手段に記録された再生データが削除されるので、次回の再生データの記録の際
に前記記録手段を有効に使用することができる。

電源オフ 電源オフ
も



　また、本発明に係る再生装置（３）は、上記再生装置（２）において、前記所定時間の
ユ－ザ設定を可能にする時間設定手段が装備されていることを特徴としている。
　上記再生装置（３）によれば、ユーザの好みに応じて元の放送内容を視聴できる

状態の上限時間を設定することができ、例えば次の受信放送の一時記録開始時刻とのバ
ランスをとることができる。
【００１０】
　また、本発明に係る再生装置（４）は、上記再生装置（１）において、前記所定期間が
、 以降に前記記録手段に記録された再生データ容量が所定容量に達するまで
の期間であることを特徴としている。
　上記再生装置（４）によれば、記録手段へのデータ記録容量に応じた時間以内の

状態であればその 状態中の放送内容を視聴することができ、記録手段の有効活
用を図ることができる。
【００１１】
　また、本発明に係る再生装置（５）は、上記再生装置（４）において、前記所定容量の
ユ－ザ設定を可能にする容量設定手段が装備されていることを特徴としている。
　上記再生装置（５）によれば、ユーザの好みに応じて元の放送内容を視聴できる

状態の上限時間を設定でき、例えば次の受信放送の一時記録開始時刻とのバランスをと
ることができ、また他の機能による記録手段の使用量とのバランスをとることができる。
【００１２】
また、本発明に係る再生装置（６）は、上記再生装置（１）～（５）のいずれかにおいて
、前記記録手段の記録容量を検出する記録容量検出手段と、該記録容量検出手段により検
出された記録容量に基づいて前記所定期間を設定する期間自動設定手段とを備えているこ
とを特徴としている。
上記再生装置（６）によれば、記録手段の記録容量を効率よく使用することができ、記録
手段の有効活用を図ることができる。
【００１３】
　また、本発明に係る再生装置（７）は、受信した再生データを記録手段に記録しながら
、操作に応じて該記録手段に記録された再生データと受信中の再生データとを任意に選択
して再生できる同時記録再生手段を備えた再生装置において、

受信放送波変更期間前後の再生デ
ータを連結する再生データ連結処理手段 を備えていることを特徴としている。
【００１４】
　上記再生装置（７）によれば、受信回路が１回路しかない再生装置等の場合等、受信放
送の切り換えにより一時受信が中断した場合でも、

中断前後の放送内容が接続され、同じ放送を連続し
た状態（内容的には非連続ではあるが）で再生することができ、ユーザはできるだけ自然
な状態で放送内容を視聴することが可能となる。
【００１５】
　また、本発明に係る再生装置（８）は、上記再生装置（７）において、

計測する時間計測手段と、該時間計測手段により計測さ
れた時間が前記所定時間以下の場合にのみ、前記再生データ連結処理手段に受信放送波変
更期間前後の再生データを連結させる連結制限手段を備えていることを特徴としている。
【００１６】
上記再生装置（８）によれば、中断時間が短い場合に中断前後の放送内容を実質的に隙間
無く連結するので、中断時間が長い場合の放送内容連結処理において起こる急に放送内容
が変わり、不自然な再生になると言った事態の発生を阻止することができる。尚、中断時
間が長い場合には、連結処理を止める、あるいは間に隙間（無画像、無音あるいは所定の
画面や音声）を挿入して連結すると言ったことが可能である。
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受信放送波の変更操作から
所定期間、変更前の受信放送波の再生データを前記記録手段から消去せずに保持するデー
タ保持手段と、前記所定期間内に変更前の受信放送波への復帰操作がなされた場合、受信
放送波変更期間中に記録された再生データを消去して、

と

前記所定期間内に復帰操作がなされた
場合、中断中の放送内容を消去して、

前記所定期間が
、所定時間であり、該所定時間を



【００１７】
また、本発明に係る再生装置（９）は、上記再生装置（７）又は（８）において、前記再
生データ連結処理手段により連結された再生データを再生する場合に、その連結部分に無
再生状態を付加して再生する連結部再生処理手段を備えていることを特徴としている。
上記再生装置（９）によれば、ユーザがその時点で受信中断があったことを認知でき、再
生状態が若干不自然になってもその理由が分かるので、ユーザの不満をおさえることがで
きる。
【００１８】
また、本発明に係る再生装置（１０）は、上記再生装置（９）において、前記無再生状態
の維持時間のユ－ザ設定を可能にする無再生時間設定手段が装備されていることを特徴と
している。
上記再生装置（１０）によれば、ユーザはその好みに応じて無再生状態継続時間を設定す
ることができる。
【００１９】
また、本発明に係る再生装置（１１）は、上記再生装置（９）又は（１０）において、再
生装置が画像再生装置であって、前記連結部再生処理手段が、無再生状態として、直前の
再生画像の静止画を再生するものであることを特徴としている。
上記再生装置（１１）によれば、静止画が再生された時点でユーザは受信中断があったこ
とを認知でき、再生状態が若干不自然になってもその理由が分かるので、ユーザの不満を
おさえることができる。また、視聴中の放送の静止画が表示されるのでその放送内容を若
干ではあるが把握できるので、再生再開時にもより自然に視聴を開始することができる。
【００２０】
また、本発明に係る再生装置（１２）は、上記再生装置（９）において、前記無再生状態
の継続時間が、受信放送波の一時変更時間であることを特徴としている。
上記再生装置（１２）によれば、再生が時間的には実際の放送と同期しているので、時間
的にはより自然な再生が行われる。
【００２１】
また、本発明に係る再生装置（１３）は、上記再生装置（９）において、前記無再生状態
の継続時間が、０であることを特徴としている。
上記再生装置（１３）によれば、内容的には不連続であるが再生状態は連続するので、視
聴時間の無駄が無くなり短時間での視聴が可能になる。
【００２２】
また、本発明に係る再生装置（１４）は、上記再生装置（７）～（１３）のいずれかにお
いて、前記再生データ連結処理手段により連結された再生データを再生する場合に、その
連結部分の再生時に連結部分であることを報知する連結部分報知手段を備えていることを
特徴としている。
上記再生装置（１４）によれば、ユーザはその部分で連結処理が行われたことを明確に把
握でき、ユーザに不満を抱かせることを無くすことができる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態に係る再生装置を図面に基づいて説明する。図１は実施の形態
に係る再生装置の概略構成を示すシステムブロック図である。
図中１は受信部を示しており、受信部１はデジタルテレビ放送波を受信し、受信したテレ
ビ放送波を復調したデジタル信号を出力する。受信部１から出力されたデジタル信号は、
ＲＡＭにより構成された入力バッファ２に順次記録される。データ入出力処理部７は、半
導体論理回路により構成され、入力バッファ２、出力バッファ３、ハードディスク８にお
けるデータの読み出し、書き込みを制御するものである。
【００２４】
ハードディスク８は、磁気ディスクに磁気的にデータを記録する大容量でＡＶデータの受
信・再生より高速で書き換え可能な、そして任意の位置に書き込まれたデータを迅速に読
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み込める記録装置であるが、これら条件をみたす記録装置、例えば光学（あるいは光磁気
）ディスク記録装置や、大容量の半導体メモリ（ＲＡＭ）により実現可能である。ハード
ディスク８から制御部９には、ハードディスク８の記録容量を示す信号が出力されるよう
になっている。
【００２５】
出力バッファ３には、データ入出力処理部７により再生すべきＡＶデータが順次書き込ま
れ、デコーダ４は出力バッファ３に書き込まれたＡＶデータを順次復号化し、画像データ
を画像出力部５に出力し、音声データを音声出力部６に出力するようになっている。画像
出力部５は、液晶表示装置等で構成され、デコーダ４からの画像データに応じた画像を表
示する。また、音声出力部６は、音声増幅回路、スピーカ等を含んで構成され、デコーダ
４からの音声データに応じた音声を出力するようになっている。
【００２６】
制御部９は、マイクロコンピュータで構成され、再生装置の全体動作を制御する。操作部
１０は制御部９に接続され、スイッチやボリューム等から構成され、ユーザの行う各種操
作、例えば再生指令等を制御部９に入力するようになっている。表示部１１は制御部９に
接続され、液晶表示装置や蛍光表示管等により構成され、制御部９からの制御信号に応じ
て再生装置の動作状態、例えば受信チャンネル、音量調整量等を表示するようになってい
る。
【００２７】
また、データ入出力処理部７は、制御部９からの制御信号に基づき、入力バッファ２のデ
ータをハードディスク８に書き込み、ハードディスク８に記録されたデータを出力バッフ
ァ３に書き込み、また、ハードディスク８に記録されたデータを消去する制御を行うよう
になっている。そして、制御部９は、出力バッファ３へのデータ書き込み速度、あるいは
デコーダ４の復号速度を調整することにより、再生速度を制御するようになっている。ま
た、制御部９は、画像データあるいは音声データを出力することにより、予め定められた
画像を画像出力部５に表示し、音声を音声出力部６から出力する制御を行うようになって
いる。
【００２８】
次に、制御部９の行う処理について説明する。図２は、制御部９の行うデータ記録処理を
示すフローチャートである。尚、この処理は再生装置の動作中、他の処理と共に繰り返し
行われる。
【００２９】
まずステップＳ１では、再生（放送波受信）状態か否かを判断し、再生状態であると判断
すればステップＳ２に移り、再生状態でないと判断すれば処理を終える。ステップＳ２で
は、受信しているＡＶデータを順次ハードディスク８に記録するデータキャシュを継続し
て行うようにデータ入出力処理部７を制御し、ステップＳ３に移る。ステップＳ３では、
ユーザによる操作部３の操作を判断し、操作が無ければステップＳ２に戻り、再生停止操
作があったと判断すればステップＳ４に移り、また他チャンネルへの切り換え操作があっ
たと判断すればステップＳ７に移る。
【００３０】
ステップＳ４では、データキャシュの停止条件が満たされているか否かを判断し、満たさ
れていると判断すればステップＳ５に移り、満たされていないと判断すればステップＳ２
に戻る。尚、データキャシュの停止条件が満たされる前に、元の再生状態への復帰操作（
再生再開操作）が行われた場合には、再生停止状態が解除され、ステップＳ３からステッ
プＳ２に戻る処理となり、データキャシュの停止条件のためのデータも初期化されること
になる。
【００３１】
ステップＳ５では、データキャシュを停止し、ステップＳ６に移る。ステップＳ６では、
ハードディスク８に記録されたデータ（キャシュデータ）を消去し、処理を終える。ステ
ップＳ４でのデータキャシュの停止条件としては、再生停止操作から所定時間経過してい
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ると判断すれば停止条件を満たすと判断する方法、あるいは再生停止操作からのデータキ
ャシュ量が所定量に達していると判断すれば停止条件を満たすと判断する方法（受信デー
タ速度が一定の場合には所定時間と同じ判断になる）等が適用でき、またこれら時間およ
びデータキャシュ量の判断基準をハードディスク８の記録容量、あるいはデータキャシュ
として利用できる（設定された）記録容量に応じて変更することも可能である。
【００３２】
従って、これらステップＳ３からステップＳ６の処理により、停止操作が行われた場合に
も所定時間はデータキャシュが行われることになる。
【００３３】
ステップＳ７では、チャンネル切り換えから設定時間が経過したか否かを判断し、経過し
ていると判断すればステップＳ１２に移り、経過していないと判断すればステップＳ８に
移る。ステップＳ１２では、チャンネル切り換え前の受信放送データのキャシュデータを
消去し、ステップＳ２に戻る。ステップＳ８では、受信しているＡＶデータを順次ハード
ディスク８に記録するデータキャシュを継続して行うようにデータ入出力処理部７を制御
し、ステップＳ９に移る。ステップＳ９では、ユーザによる操作部３の操作を判断し、切
り換え前の受信チャンネルへの復帰操作があったと判断すればステップＳ１１に移り、復
帰操作がなかったと判断すればステップＳ７に戻る。ステップＳ１１ではキャシュ復帰処
理、つまり受信チャンネル切り換え後のキャシュデータを消去し、受信チャンネル切り換
え前のキャシュデータと、復帰以降の受信放送波のＡＶデータのキャシュデータを連結す
る連結処理を行いステップＳ２に戻る。
【００３４】
尚、連結処理としては、ユーザによる設定操作に応じて次のような処理を行う。図４はキ
ャシュデータ記録状態を示す状態説明図で、（Ａ）は受信チャンネル遷移状態を示し、（
Ｂ）、（Ｃ）は（Ａ）の受信チャンネル遷移状態におけるキャシュデータ記録状態例を示
している。
【００３５】
Ａ：切り換え前のキャシュデータと、復帰後のキャシュデータを隙間無く連結する。この
場合、再生すると無画面・無音部分は実質的に無く、連続して再生される（図４（Ｃ）参
照：但しＤ部は無し）。但し、内容的には他チャンネル受信時間の部分で不連続となる。
【００３６】
Ｂ：切り換え前のキャシュデータと、復帰後のキャシュデータの間に他チャンネル受信時
間分無画像（あるいはデータが途切れていることを示す案内画像）又は切り換え直前の静
止画と、無音（あるいはデータが途切れていることを示す案内音声）部分を挿入して連結
する（図４（Ｂ）参照）。
【００３７】
Ｃ：切り換え前のキャシュデータと、復帰後のキャシュデータの間にユーザが設定した接
続時間分無画像（あるいはデータが途切れていることを示す案内画像）又は切り換え直前
の静止画と、無音（あるいはデータが途切れていることを示す案内音声）部分を挿入して
連結する（図４（Ｂ）参照）。
【００３８】
以上のようなステップＳ３、ステップＳ７からステップＳ１１の処理により、チャンネル
切り換え操作が行われた場合には、所定時間以内に元のチャンネルの受信状態に復帰され
れば元の受信放送波の受信データのデータキャシュが連結されて継続され、所定時間以内
に元のチャンネルの受信状態に復帰されなかったと判断すれば元の受信放送波のキャシュ
データは消去され、新たな受信放送波の受信データのデータキャシュが継続される。
【００３９】
次に、制御部９の行うキャシュ停止条件（図２ステップＳ４の判断容量・時間）設定処理
について説明する。図３は、制御部９の行うキャシュ停止条件設定処理を示すフローチャ
ートである。尚、この処理はユーザによるキャシュ停止条件の設定操作が選択された時に
行われる。本処理では、記録容量の設定を例に挙げて説明しているが、時間の設定に適用
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する場合には容量を時間で置き換えれば良い。
【００４０】
まずステップＳ２１では、ユーザによる操作を判断し、容量増加操作であると判断すれば
ステップＳ２２に移り、容量減少操作であると判断すればステップＳ２５に移り、またそ
れ以外（操作無しも含む）であると判断すればステップＳ２９に移る。ステップＳ２２で
は、設定容量が上限か否かを判断し、上限であると判断すればステップＳ２４に移り、上
限で無いと判断すればステップＳ２３に移る。尚、設定容量の上限はハードディスク８の
記録容量（あるいはキャシュに利用できる記録容量）により予め定められている。ステッ
プＳ２３では、設定容量を１段階増加させてステップＳ２８に移る。またステップＳ２４
では設定容量が既に上限であることを通知（表示）してステップＳ２８に移る。ステップ
Ｓ２８では設定容量を表示し、ステップＳ２９に移る。ステップＳ２９では、ユーザによ
る容量設定完了操作があったか否かを判断し、容量設定完了操作があったと判断すれば処
理を終え、無かったと判断すればステップＳ２１に戻る。
【００４１】
ステップＳ２５では、設定容量が下限か否かを判断し、下限であると判断すればステップ
Ｓ２７に移り、下限で無いと判断すればステップＳ２６に移る。ステップＳ２６では、設
定容量を１段階減少させてステップＳ２８に移る。またステップＳ２７では設定容量が既
に下限であることを通知（表示）してステップＳ２８に移る。
以上のような処理により、ユーザはキャシュ停止条件を、上限・下限間で自由に設定する
ことができる。
【００４２】
次に、制御部９の行う復帰時間（図２に示したステップＳ７の判断時間）設定処理につい
て説明する。図５は、制御部９の行う復帰時間設定処理を示すフローチャートである。尚
、この処理はユーザによる復帰時間の設定操作が選択された時に行われる。本処理では、
時間の設定を例に挙げて説明しているが、容量の設定に適用する場合には時間を容量で置
き換えれば良い。尚、ユーザが行う接続時間の設定も同様の処理により可能であるが、ユ
ーザによる接続時間の設定操作が選択された時に同様の処理が行われる。
【００４３】
まずステップＳ４１では、ユーザによる操作を判断し、時間増加操作であったと判断すれ
ばステップＳ４２に移り、時間減少操作であったと判断すればステップＳ４５に移り、ま
たそれ以外（操作無しも含む）であったと判断すればステップＳ４９に移る。ステップＳ
４２では、設定時間が上限か否かを判断し、上限であると判断すればステップＳ４４に移
り、上限で無いと判断すればステップＳ４３に移る。尚、設定時間の上限は予め定められ
ている。ステップＳ４３では、設定時間を１段階増加させてステップＳ４８に移る。また
ステップＳ４４では設定時間が既に上限であることを通知（表示）してステップＳ４８に
移る。ステップＳ４８では設定時間を表示し、ステップＳ４９に移る。ステップＳ４９で
は、ユーザによる復帰時間設定完了操作があったか否かを判断し、完了操作があったと判
断すれば処理を終え、無いと判断すればステップＳ４１に戻る。
【００４４】
ステップＳ４５では、設定時間が下限か否かを判断し、下限であると判断すればステップ
Ｓ４７に移り、下限で無いと判断すればステップＳ４６に移る。ステップＳ４６では、設
定時間を１段階減少させてステップＳ４８に移る。またステップＳ４７では設定時間が既
に下限であることを通知（表示）してステップＳ４８に移る。
以上のような処理により、ユーザは復帰時間を、上限・下限間で自由に設定することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係る再生装置の概略構成を示すシステムブロック図である
。
【図２】制御部の行うデータ記録処理を示すフローチャートである。
【図３】制御部の行うキャシュ停止条件設定処理を示すフローチャートである。
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【図４】キャシュデータの記録状態を示す状態説明図である。
【図５】制御部の行う復帰時間設定処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１・・・受信部
２・・・入力バッファ
３・・・出力バッファ
４・・・デコーダ
７・・・データ入出力処理部
８・・・ハードディスク
９・・・制御部 10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

(10) JP 3900853 B2 2007.4.4



フロントページの続き

(56)参考文献  特開平１０－０５６６２０（ＪＰ，Ａ）
              特開平０８－１４００２６（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－１１１９５４（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04N  5/76      -  5/956

(11) JP 3900853 B2 2007.4.4


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

