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(57)【要約】
【課題】ユーザが特に意識することなく、記録媒体に記
録されたコンテンツの中でユーザにとって不要なコンテ
ンツを適切に抽出・提示可能な記録再生装置を提供する
。
【解決手段】記録再生装置１は、コンテンツリストに対
してユーザが操作した操作情報に基づいて、記録媒体８
に記録されたコンテンツ毎に評価値を算出する評価値算
出部６１と、評価値算出部６１により算出された評価値
に基づいて、記録媒体８に記録されたコンテンツから消
去候補を抽出し、抽出した消去候補を所定の並び順に並
べ替えて消去候補リストを作成する消去候補抽出／ソー
ト部６２と、消去候補抽出／ソート部６２により作成さ
れた消去候補リストを表示出力するリスト表示処理部６
３と、消去候補リストからユーザによる消去指示を受け
付けて、消去指示に基づいて記録媒体８に記録されてい
るコンテンツを消去する消去処理部６６とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体にコンテンツを記録し、該記録媒体に記録されたコンテンツをリスト化したコ
ンテンツリストを表示可能な記録再生装置であって、
　前記コンテンツリストに対してユーザが操作した操作情報に基づいて、前記記録媒体に
記録されたコンテンツ毎に評価値を算出する評価値算出手段と、
　前記評価値算出手段により算出された評価値に基づいて、前記記録媒体に記録されたコ
ンテンツから消去候補を抽出し、該抽出した消去候補を所定の並び順に並べ替えて消去候
補リストを作成する消去候補リスト作成手段と、
　前記消去候補リスト作成手段により作成された消去候補リストを表示出力する消去候補
リスト表示出力手段と、
　前記消去候補リストからユーザによる消去指示を受け付けて、該消去指示に基づいて前
記記録媒体に記録されているコンテンツを消去する消去手段とを備えたことを特徴とする
記録再生装置。
【請求項２】
　前記評価値算出手段は、前記コンテンツリストを構成する各ページの表示時間に基づい
て、該各ページに含まれるコンテンツの評価値を算出することを特徴とする請求項１に記
載の記録再生装置。
【請求項３】
　前記評価値算出手段は、前記コンテンツリストの任意のページを表示中に、該ページの
コンテンツがユーザにより選択操作されたか否かに基づいて、該コンテンツの評価値を算
出することを特徴とする請求項１又は２に記載の記録再生装置。
【請求項４】
　前記評価値算出手段は、前記ページ以外の他のページのコンテンツがユーザにより選択
操作されたか否かに基づいて、前記ページに含まれるコンテンツの評価値を算出すること
を特徴とする請求項３に記載の記録再生装置。
【請求項５】
　前記評価値算出手段は、前記コンテンツリストの任意のページを表示中に、該ページの
コンテンツに所定時間カーソルが当たっていたか否かに基づいて、該コンテンツの評価値
を算出することを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の記録再生装置。
【請求項６】
　前記評価値算出手段は、前記ページ以外の他のページのコンテンツに所定時間カーソル
が当たっていたか否かに基づいて、前記ページに含まれるコンテンツの評価値を算出する
ことを特徴とする請求項５に記載の記録再生装置。
【請求項７】
　前記コンテンツリストは、各コンテンツのサムネイル画像の一覧を表示し、ユーザによ
る操作に従いカーソルが当てられたサムネイル画像を動画表示することを特徴とする請求
項１～６のいずれか１項に記載の記録再生装置。
【請求項８】
　前記記録媒体の空き記録容量が所定値以下であるか否かを判定する判定手段を備え、
　該判定手段により空き記録容量が所定値以下であると判定した場合、前記消去候補リス
ト表示出力手段は、前記消去候補リストを表示出力することを特徴とする請求項１～７の
いずれか１項に記載の記録再生装置。
【請求項９】
　前記コンテンツリストは、前記記録媒体に記録されたコンテンツを再生可能な録画リス
ト、あるいは、前記記録媒体に記録されたコンテンツを消去可能な消去リストのいずれか
であることを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の記録再生装置。
【請求項１０】
　記録媒体にコンテンツを記録し、該記録媒体に記録されたコンテンツをリスト化したコ
ンテンツリストを表示可能な記録再生装置の制御方法であって、
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　前記コンテンツリストに対してユーザが操作した操作情報に基づいて、前記記録媒体に
記録されたコンテンツ毎に評価値を算出する評価値算出ステップと、
　前記評価値算出ステップにて算出された評価値に基づいて、前記記録媒体に記録された
コンテンツから消去候補を抽出し、該抽出した消去候補を所定の並び順に並べ替えて消去
候補リストを作成する消去候補リスト作成ステップと、
　前記消去候補リスト作成ステップにて作成された消去候補リストを表示出力する消去候
補リスト表示出力ステップと、
　前記消去候補リストからユーザによる消去指示を受け付けて、該消去指示に基づいて前
記記録媒体に記録されているコンテンツを消去する消去ステップとを備えたことを特徴と
する記録再生装置の制御方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の記録再生装置の制御方法をコンピュータに実行させるための制御プ
ログラム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録媒体に記録されたデジタル放送番組などのコンテンツのうち、ユーザに
とって不要なコンテンツを提示可能な記録再生装置、該装置の制御方法、プログラム、及
び記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　テレビジョン放送等の映像信号を記録する記録再生装置として、ＨＤ（Hard Disk）、
ＢＤ（Blu-ray Disk）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）等のランダムアクセス可能な
デジタル記録媒体に記録するデジタル記録再生装置が提案されている。
【０００３】
　このようなデジタル記録再生装置の中には、デジタル記録媒体としてＨＤを用いると共
に、ＨＤのランダムアクセス性を利用して、保存期間を過ぎた記録ストリームあるいは視
聴済みの記録ストリームを自動的に消去して、使用済み記録領域を新たなデータストリー
ムを記録可能な空き領域として開放する機能を有したものが知られている（例えば、特許
文献１、２を参照）。
【０００４】
　上記特許文献１には、データを記録してからの経過時間、データの検索ヒット回数、最
後の検索ヒットからの経過時間、データの再生回数、最後の再生からの経過時間などに基
づいてデータの重要度を自動判別し、これに応じてデータの自動消去を行うようにした記
録再生装置が記載されている。
【０００５】
　また、特許文献２には、記録媒体の空き領域が不足すると判定した場合に、記録済みコ
ンテンツの中から削除対象コンテンツを選択し、その削除対象コンテンツが記録されてい
る記録媒体における領域の中で、削除対象コンテンツの視聴済み領域などを削除領域とし
て決定する記録再生装置が記載されている。
【特許文献１】特開２００３－２１７２６４号公報
【特許文献２】特開２００４－３０３３６８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献１，２に記載の記録再生装置の場合、ユーザに消去確認をすることなしに
、自動的にコンテンツあるいはコンテンツの一部を消去してしまうため、ユーザの意図し
ないコンテンツが勝手に消去されてしまう場合がある。
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【０００７】
　これに対して、ユーザによる選択に基づいてコンテンツの消去を行うようにすれば、ユ
ーザ自身が消去対象を選択するため、意図しないコンテンツが勝手に消去されることを防
止することができる。
【０００８】
　しかしながら、近年、ＨＤに代表される記録媒体が大容量化したことにより、多くのコ
ンテンツを記録媒体に記録できるようになってきたため、この中から消去候補が多数表示
されてしまうと、ユーザが消去するコンテンツを選択するのに手間がかかるという問題が
ある。特に、放送番組を記録したコンテンツを長期間に渡ってＨＤに保存していた場合は
、ユーザ自身がどのコンテンツを消去してよいのか把握できなくなる可能性があり、余計
に手間取ってしまう。
【０００９】
　さらに、ユーザによる操作に従って、記録再生装置に通常録画や予約録画等を行う際に
、空き記録容量が不足すると推定される場合には、上記のように、ユーザが消去するコン
テンツを選択するのに手間取っていると、通常録画や予約録画等に基づく新たなコンテン
ツを記録できなくなってしまう可能性がある。
【００１０】
　本発明は、上述のごとき実情に鑑みてなされたものであり、ユーザが特に意識すること
なく、記録媒体に記録されたコンテンツの中でユーザにとって不要なコンテンツを適切に
抽出・提示可能な記録再生装置、該装置の制御方法、プログラム、及び記録媒体を提供す
ること、を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために、第１の技術手段は、記録媒体にコンテンツを記録し、該記
録媒体に記録されたコンテンツをリスト化したコンテンツリストを表示可能な記録再生装
置であって、前記コンテンツリストに対してユーザが操作した操作情報に基づいて、前記
記録媒体に記録されたコンテンツ毎に評価値を算出する評価値算出手段と、前記評価値算
出手段により算出された評価値に基づいて、前記記録媒体に記録されたコンテンツから消
去候補を抽出し、該抽出した消去候補を所定の並び順に並べ替えて消去候補リストを作成
する消去候補リスト作成手段と、前記消去候補リスト作成手段により作成された消去候補
リストを表示出力する消去候補リスト表示出力手段と、前記消去候補リストからユーザに
よる消去指示を受け付けて、該消去指示に基づいて前記記録媒体に記録されているコンテ
ンツを消去する消去手段とを備えたことを特徴としたものである。
【００１２】
　第２の技術手段は、第１の技術手段において、前記評価値算出手段は、前記コンテンツ
リストを構成する各ページの表示時間に基づいて、該各ページに含まれるコンテンツの評
価値を算出することを特徴としたものである。
【００１３】
　第３の技術手段は、第１又は第２の技術手段において、前記評価値算出手段は、前記コ
ンテンツリストの任意のページを表示中に、該ページのコンテンツがユーザにより選択操
作されたか否かに基づいて、該コンテンツの評価値を算出することを特徴としたものであ
る。
【００１４】
　第４の技術手段は、第３の技術手段において、前記評価値算出手段は、前記ページ以外
の他のページのコンテンツがユーザにより選択操作されたか否かに基づいて、前記ページ
に含まれるコンテンツの評価値を算出することを特徴としたものである。
【００１５】
　第５の技術手段は、第１～第４のいずれか１の技術手段において、前記評価値算出手段
は、前記コンテンツリストの任意のページを表示中に、該ページのコンテンツに所定時間
カーソルが当たっていたか否かに基づいて、該コンテンツの評価値を算出することを特徴
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としたものである。
【００１６】
　第６の技術手段は、第５の技術手段において、前記評価値算出手段は、前記ページ以外
の他のページのコンテンツに所定時間カーソルが当たっていたか否かに基づいて、前記ペ
ージに含まれるコンテンツの評価値を算出することを特徴としたものである。
【００１７】
　第７の技術手段は、第１～第６のいずれか１の技術手段において、前記コンテンツリス
トは、各コンテンツのサムネイル画像の一覧を表示し、ユーザによる操作に従いカーソル
が当てられたサムネイル画像を動画表示することを特徴としたものである。
【００１８】
　第８の技術手段は、第１～第７のいずれか１の技術手段において、前記記録媒体の空き
記録容量が所定値以下であるか否かを判定する判定手段を備え、該判定手段により空き記
録容量が所定値以下であると判定した場合、前記消去候補リスト表示出力手段は、前記消
去候補リストを表示出力することを特徴としたものである。
【００１９】
　第９の技術手段は、第１～第８のいずれか１の技術手段において、前記コンテンツリス
トは、前記記録媒体に記録されたコンテンツを再生可能な録画リスト、あるいは、前記記
録媒体に記録されたコンテンツを消去可能な消去リストのいずれかであることを特徴とし
たものである。
【００２０】
　第１０の技術手段は、記録媒体にコンテンツを記録し、該記録媒体に記録されたコンテ
ンツをリスト化したコンテンツリストを表示可能な記録再生装置の制御方法であって、前
記コンテンツリストに対してユーザが操作した操作情報に基づいて、前記記録媒体に記録
されたコンテンツ毎に評価値を算出する評価値算出ステップと、前記評価値算出ステップ
にて算出された評価値に基づいて、前記記録媒体に記録されたコンテンツから消去候補を
抽出し、該抽出した消去候補を所定の並び順に並べ替えて消去候補リストを作成する消去
候補リスト作成ステップと、前記消去候補リスト作成ステップにて作成された消去候補リ
ストを表示出力する消去候補リスト表示出力ステップと、前記消去候補リストからユーザ
による消去指示を受け付けて、該消去指示に基づいて前記記録媒体に記録されているコン
テンツを消去する消去ステップとを備えたことを特徴としたものである。
【００２１】
　第１１の技術手段は、第１０の技術手段における記録再生装置の制御方法をコンピュー
タに実行させるための制御プログラムである。
【００２２】
　第１２の技術手段は、第１１の技術手段における制御プログラムを記録したコンピュー
タ読み取り可能な記録媒体である。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、コンテンツリストに対してユーザ自身が行った操作の操作情報に基づ
いて、消去候補コンテンツのソート処理を行うことにより、ユーザが特に意識することな
く、記録媒体に記録されたコンテンツの中でユーザにとって不要なコンテンツを適切に抽
出・提示することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、添付図面を参照しながら、本発明の記録再生装置、該装置の制御方法、プログラ
ム、及び記録媒体に係る好適な実施の形態について説明する。なお、本実施形態では、放
送番組を記録・再生する記録再生装置を代表例として説明を行うが、放送番組の記録再生
装置に限定したものではなく、音声信号のみや、文字情報のみを記録する記録再生装置で
あっても構わない。
【００２５】
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　図１は、本発明の一実施形態に係る記録再生装置の構成例を示すブロック図で、図中、
１は記録再生装置を示す。記録再生装置１は、図示しないアンテナおよびアンテナケーブ
ルを介して外部入力されたテレビ放送信号に対して同調選択を行うチューナ部２と、チュ
ーナ部２に入力されたテレビ放送信号の受信処理を行う受信処理部３と、受信処理部３で
受信処理されたテレビ放送信号に基づいて映像信号を再生処理する再生処理部４と、再生
処理部４で再生処理された映像信号をディスプレイ１０に出力する再生出力部５と、記録
再生装置１の制御を行うシステム制御部６と、テレビ放送信号に対応するコンテンツを記
録処理するコンテンツ記録処理部７と、コンテンツ記録処理部７によりコンテンツを記録
するための記録媒体８とを備える。
【００２６】
　本実施形態では、記録媒体８として内蔵ＨＤＤを想定して説明を行うが、記録媒体８は
、リムーバブルメディア（ＢＤやＤＶＤに代表される大容量光ディスク、あるいは、リム
ーバブルハードディスクなど）や、記録再生装置１とｅＳＡＴＡやｉ.ＬＩＮＫなどのイ
ンターフェイスを介して外部接続された記録媒体であっても構わない。
【００２７】
　システム制御部６は、記録再生装置１を構成する各部を統括的に制御するためのＣＰＵ
やメモリなどで構成される。本実施形態におけるシステム制御部６は、コンテンツリスト
（図２，３に示す録画リストに相当）に対してユーザが操作した操作情報に基づいて、記
録媒体８に記録されたコンテンツ毎に評価値を算出する評価値算出手段に相当する評価値
算出部６１と、評価値算出部６１により算出された評価値に基づいて、記録媒体８に記録
されたコンテンツから消去候補を抽出し、抽出した消去候補を所定の並び順に並べ替えて
消去候補リスト（図８に示す）を作成する消去候補リスト作成手段に相当する消去候補抽
出／ソート部６２と、消去候補抽出／ソート部６２により作成された消去候補リストを表
示出力する消去候補リスト表示出力手段に相当するリスト表示処理部６３とを備える。
【００２８】
　また、システム制御部６は、テレビ番組などの録画予約の設定処理を行う予約部６４と
、外部のリモコン９や記録再生装置１に設けられたボタンやスイッチなどのユーザによる
操作の受付処理を行う操作受付部６５と、消去候補リストからユーザによる消去指示を受
け付けて、消去指示に基づいて記録媒体８に記録されているコンテンツを消去する消去手
段に相当する消去処理部６６とを備える。
【００２９】
　これらの各部（評価値算出部６１，消去候補抽出／ソート部６２，リスト表示処理部６
３，予約部６４，操作受付部６５，消去処理部６６）は、システム制御部６により実行可
能な制御プログラムとして図示しないメモリに格納されており、必要に応じてメモリから
読み出されて実行される。
【００３０】
　図１において、記録媒体８（以下、ＨＤＤ８という）に記録されている録画リストが再
生処理部４，再生出力部５を介してディスプレイ１０に表示された際に、評価値算出部６
１は、録画リストに対してユーザが操作した操作時間などの操作情報に基づいて、ＨＤＤ
８に記録されたコンテンツ毎に評価値を算出し、その評価値をメモリ（図示しない）に保
持する。評価値算出部６による評価値の具体的な算出例については後述の図４～図７にて
説明する。
【００３１】
　消去候補抽出／ソート部６２は、評価値算出部６１により算出された評価値に基づいて
、録画リストから消去候補を抽出して消去候補リストを作成し、また、この消去候補リス
ト上で消去候補の表示順番の並び替えを行う。
【００３２】
　リスト表示処理部６３は、消去候補抽出／ソート部６２で作成された消去候補リストに
基づいて、ユーザに消去候補リストを提示するための表示処理を行う。リスト表示処理部
６３から出力された消去候補リストは、再生出力部５を介してディスプレイ１０に表示さ
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れる。
【００３３】
　ディスプレイ１０に消去候補リストが表示された状態で、消去処理部６６は、リモコン
１０などのユーザ操作による消去指示を、操作受付部６５を介して受け付ける。そして、
消去処理部６６は、ＨＤＤ８に記録されたコンテンツの消去処理のための制御信号をコン
テンツ記録処理部７に出力する。
【００３４】
　図２，図３は、コンテンツ記録処理部７によってＨＤＤ８に記録されているコンテンツ
一覧を録画リストとしてディスプレイ１０に表示した場合の表示例を示す図である。この
録画リストは、ユーザがリモコン９に設けられた「録画リスト」キーを押下することで、
画面表示させることができる。
【００３５】
　図２において、２０は録画リストで、該録画リスト２０は、前頁送りキー２１，録画コ
ンテンツ一覧２２，次頁送りキー２３を含む。本例の録画コンテンツ一覧２２はサムネイ
ル画像により１２個の録画コンテンツをリスト表示したものである。録画コンテンツが１
２個以内の場合は１ページだけですべてを表示する。１２個を越える場合は複数ページに
亘って表示され、ユーザはリモコン９のカーソルキーなどを操作することで、録画リスト
のページ間を移動して、希望の録画コンテンツの録画リストを見ることができる。
【００３６】
　図２（Ａ）に示すように、ユーザがリモコン９のカーソルキーを操作して、録画コンテ
ンツ一覧２２のサムネイル画像にカーソルを当てると、そのカーソルの当たったサムネイ
ル画像（ここではタイトル２）の動画及び音声がサムネイルサイズのまま再生される。さ
らに、ユーザはタイトル２にカーソルを当てた状態でリモコン９の「決定」キーを押下す
ると、タイトル２の再生を行うことができる。また、このように録画コンテンツとしてタ
イトル１～１２を表示させた状態で、ユーザが次頁送りキー２３にカーソルを当てると、
図２（Ｂ）に示すように、次頁の１２個の録画コンテンツ（タイトル１３～２４）が表示
される。
【００３７】
　図３において、３０は録画リストで、該録画リスト３０は、前頁送りキー３１，録画コ
ンテンツ一覧３２，詳細情報表示欄３３，次頁送りキー３４を含む。本例の録画コンテン
ツ一覧３２は録画コンテンツの内容（タイトル、録画日時、録画時間など）をテキスト情
報として９個の録画コンテンツをリスト表示したものである。録画コンテンツが９個以内
の場合は１ページだけですべてを表示する。９個を越える場合は複数ページに亘って表示
され、ユーザはリモコン９のカーソルキーなどを操作することで、録画リストのページ間
を移動して、希望の録画コンテンツの録画リストを見ることができる。
【００３８】
　なお、録画コンテンツ一覧３２の左側に表示されている数字は、ＨＤＤ８に記録されて
いる録画コンテンスの通し番号である。図３（Ａ）の例では、トータルで２１０個記録さ
れている録画コンテンツの内、Ｎｏ．７３～８１の９個の録画コンテンツが画面表示され
、Ｎｏ．７４の録画コンテンツの表示欄上にカーソルが当っている状態を示している。ま
た、詳細情報表示欄３３にはカーソルの当たっているＮｏ．７４の録画コンテンツの詳細
情報が表示される。詳細情報としては、録画コンテンツの番組情報に相当し、例えば、番
組の（省略のない正式な）タイトル名、出演者、番組紹介などが含まれる。なお、図２の
例と同様に、ユーザはタイトル２（Ｎｏ．７４）にカーソルを当てた状態でリモコン９の
「決定」キーを押下すると、タイトル２の再生を行うことができる。
【００３９】
　図３（Ｂ）に示す例についても上記と同様であるが、録画リストの次頁に移動して、Ｎ
ｏ.８１以降のＮｏ．８２～９０が画面表示されている状態を示している。図３（Ａ）に
示すように、録画コンテンツとしてタイトル１～９（Ｎｏ．７３～８１）を表示させた状
態で、ユーザが次頁送りキー３４にカーソルを当てると、図３（Ｂ）に示すように、次頁
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の９個のタイトル１０～１８（Ｎｏ．８２～９０）が表示される。
【００４０】
　上記のような構成の記録再生装置１における評価値算出部６１による評価値算出方法の
具体例について以下に説明する。以下の例では、図２に示した録画リストの録画コンテン
ツに対して評価値を算出する場合について説明するものとし、評価値が大きいほど消去の
優先度が高い（消去されるべき）録画コンテンツであるとする。
【００４１】
　例えば、第１の方法として、録画リストを構成する各ページの表示時間に基づいて、各
ページに含まれる録画コンテンツの評価値を算出する。評価値算出部６１は、ユーザによ
る録画リストのページ切替操作に従って、録画リストのページを切り替えた際に、各ペー
ジが表示されていた表示時間を計測・保持しておく。この表示時間が設定値を超える場合
には、ユーザにとって必要な録画コンテンツを含むページであると推定される。従って、
この場合には、評価値算出部６１は当該ページに含まれる録画コンテンツの評価値を加算
せずそのまま保持する。一方、表示時間が設定値を超えない場合には、ユーザにとって不
要な録画コンテンツを含むページである可能性が高いと推定される。従って、この場合に
は、評価値算出部６１は当該ページに含まれる録画コンテンツの評価値を加算（例えば、
１を加算）して保持する。
【００４２】
　第２の方法として、録画リストの任意のページを表示中（以下、表示中のページを対象
ページという）に、対象ページの録画コンテンツがユーザにより選択操作されたか否かに
基づいて、当該録画コンテンツの評価値を算出する。この選択操作とは、録画リスト上で
録画コンテンツを選択して各種操作を実行するものであり、例えば、編集メニューへの移
行操作や、詳細情報の表示操作、再生操作などが含まれる。評価値算出部６１は、対象ペ
ージに含まれる録画コンテンツ毎に選択操作されたか否かを示す情報とその操作内容（編
集メニュー移行操作，詳細情報表示操作，再生操作など）をメモリ（図示せず）に保持し
ておく。この選択操作されたか否かを示す情報としては、例えば、選択操作された録画コ
ンテンツに対して選択操作フラグを付与することが考えられる。
【００４３】
　上記において、ユーザにより選択操作された録画コンテンツは、ユーザにとって必要な
録画コンテンツである可能性が高いと推定される。従って、この場合には、評価値算出部
６１は当該録画コンテンツの評価値を加算せずそのまま保持する。一方、ユーザにより選
択操作されない録画コンテンツは、ユーザにとって不要な録画コンテンツである可能性が
高いと推定される。従って、この場合には、評価値算出部６１は当該録画コンテンツの評
価値を加算して保持する。
【００４４】
　第３の方法として、対象ページ以外の他のページの録画コンテンツがユーザにより選択
操作されたか否かに基づいて、対象ページに含まれる録画コンテンツの評価値を算出する
ようにしてもよい。録画リストのページ切替操作により対象ページが他のページに切り替
えられ、他のページの録画コンテンツがユーザにより選択操作された場合、対象ページに
含まれる録画コンテンツは、ユーザにとって不要な録画コンテンツである可能性が高いと
推定される。従って、この場合には、評価値算出部６１は対象ページに含まれる録画コン
テンツの評価値を加算して保持する。
【００４５】
　第４の方法として、録画リストの対象ページを表示中に、対象ページの録画コンテンツ
に所定時間カーソルが当たっていたか否かに基づいて、当該録画コンテンツの評価値を算
出する。評価値算出部６１は録画コンテンツ毎にカーソルの当てられた時間を計測・保持
しておく。ユーザにより所定時間以上（例えば、１秒以上）カーソルが当てられた録画コ
ンテンツは、ユーザにとって必要な録画コンテンツである可能性が高いと推定される。従
って、この場合には、評価値算出部６１は当該録画コンテンツの評価値を加算せずそのま
ま保持する。一方、ユーザによりカーソルが当てられた時間が所定時間未満（例えば、１
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秒未満）の録画コンテンツは、ユーザにとって不要な録画コンテンツである可能性が高い
と推定される。従って、この場合には、評価値算出部６１は当該録画コンテンツの評価値
を加算して保持する。
【００４６】
　第５の方法として、対象ページ以外の他のページの録画コンテンツに所定時間カーソル
が当たっていたか否かに基づいて、対象ページに含まれる録画コンテンツの評価値を算出
するようにしてもよい。録画リストのページ切替操作により対象ページが他のページに切
り替えられ、他のページの録画コンテンツに対してユーザにより所定時間以上カーソルが
当てられた場合、対象ページに含まれる録画コンテンツは、ユーザにとって不要な録画コ
ンテンツである可能性が高いと推定される。従って、この場合には、評価値算出部６１は
対象ページに含まれる録画コンテンツの評価値を加算して保持する。
【００４７】
　記録再生装置１が評価値の算出を行う際に、上記の第１～第５の方法のいずれかの方法
を用いてもよいし、いずれか複数の方法を適宜組み合わせて用いてもよい。
【００４８】
　図４は、本発明に係る記録再生装置１による評価値算出方法の一例を説明するためのフ
ロー図である。本例のフローに基づいて上記の第１の方法について説明する。まず、記録
再生装置１は、ユーザによりリモコン９が操作され、録画リストの表示指示を受け付ける
と、ＨＤＤ８に記録されている録画コンテンツの録画リスト（例えば、図２に示す録画リ
スト）をディスプレイ１０に表示開始する（ステップＳ１）。
【００４９】
　次に、記録再生装置１は、録画リストに対するユーザ操作に従って、複数ページに亘る
録画リストの内、表示中のページを評価値算出の対象ページとする（ステップＳ２）。そ
の後、ユーザ操作により録画リストの別ページに移動したか否かを判定し（ステップＳ３
）、録画リストの別ページに移動したと判定した場合（ＹＥＳの場合）、対象ページが表
示されていた表示時間がシステム制御部６に記憶されている設定値よりも大きいか否かを
判定する（ステップＳ４）。また、ステップＳ３において、録画リストの別ページに移動
していないと判定した場合（ＮＯの場合）、ステップＳ２に戻り処理を繰り返す。ここで
対象ページとは現在表示中のページのことであり、例えば１ページ目を表示させた場合、
１ページ目が評価値算出の対象ページとなり、１ページ以外のページが別ページとなる。
これは、各ページについて同様である。
【００５０】
　次に、記録再生装置１は、ステップＳ４において、対象ページの表示時間が設定値より
も大きいと判定した場合（ＹＥＳの場合）、対象ページにはユーザが必要とする録画コン
テンツが存在するものと推定されるため、対象ページに含まれる録画コンテンツの評価値
を加算せずそのまま保持する（ステップＳ６）。また、対象ページの表示時間が設定値以
下であると判定した場合（ＮＯの場合）、対象ページにはユーザが必要とする録画コンテ
ンツが存在しないものと推定されるため、対象ページに含まれる録画コンテンツの評価値
に“１”を加算して保持する（ステップＳ５）。そして、ユーザのリモコン操作などによ
り録画リスト表示が終了したか否かを判定し（ステップＳ７）、録画リストの表示が終了
したと判定した場合（ＹＥＳの場合）、評価値算出の処理を終了し、一方、録画リストの
表示が継続中と判定した場合（ＮＯの場合）、ステップＳ２に戻り、現在表示中の対象ペ
ージに含まれる録画コンテンツに関して評価値算出の処理を繰り返す。
【００５１】
　図５～図７は、本発明に係る記録再生装置１による評価値算出方法の他の例を説明する
ためのフロー図である。図５及び図６は前述の第２，第３の方法を説明するためのフロー
図で、図５及び図７は前述の第４，第５の方法を説明するためのフロー図である。
【００５２】
　図５及び図６において、まず、記録再生装置１は、ユーザによりリモコン９が操作され
、録画リストの表示指示を受け付けると、ＨＤＤ８に記録されている録画コンテンツの録
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画リスト（例えば、図２に示す録画リスト）をディスプレイ１０に表示開始する（ステッ
プＳ１１）。
【００５３】
　次に、記録再生装置１は、録画リストに対するユーザ操作に従って、複数ページに亘る
録画リストの内、表示中のページを評価値算出の対象ページとする（ステップＳ１２）。
そして、対象ページの録画コンテンツ毎に選択操作されたか否かを判定し（ステップＳ１
３）、対象ページの録画コンテンツが選択操作されたと判定した場合（ＹＥＳの場合）、
対象ページの録画コンテンツに対して選択操作されたことを示す情報とその操作内容をメ
モリに記憶する。この際、対象ページの録画コンテンツ毎にカーソルの当てられた時間も
メモリに記憶しておく（ステップＳ１４）。一方、ステップＳ１３において、対象ページ
の録画コンテンツが選択操作されないと判定した場合（ＮＯの場合）、ステップＳ１５に
移行する。
【００５４】
　次に、記録再生装置１は、ユーザ操作により録画リストの別ページに移動したか否かを
判定し（ステップＳ１５）、録画リストの別ページに移動したと判定した場合（ＹＥＳの
場合）、別ページの録画コンテンツ毎に選択操作されたか否かを判定する（ステップＳ１
６）。一方、ステップＳ１５において、録画リストの別ページに移動していないと判定し
た場合（ＮＯの場合）、ステップＳ１２に戻り処理を繰り返す。
【００５５】
　次に、記録再生装置１は、ステップＳ１６において、別ページの録画コンテンツが選択
操作されたと判定した場合（ＹＥＳの場合）、別ページの録画コンテンツに対して選択操
作されたことを示す情報とその操作内容をメモリに記憶する。この際、別ページの録画コ
ンテンツ毎にカーソルの当てられた時間もメモリに記憶しておく（ステップＳ１７）。一
方、ステップＳ１６において、別ページの録画コンテンツが選択操作されないと判定した
場合（ＮＯの場合）、ステップＳ１８に移行する。
【００５６】
　次に、記録再生装置１は、対象ページが表示されていた表示時間がシステム制御部６に
記憶されている設定値よりも大きいか否かを判定する（ステップＳ１８）。ここで、対象
ページの表示時間が設定値よりも大きいと判定した場合（ＹＥＳの場合）、メモリに記憶
した選択操作されたことを示す情報及びその操作内容に基づいて、対象ページの中で再生
以外の選択操作（詳細情報表示など）が実行された録画コンテンツが有ったかどうかを判
定する（ステップＳ２０）。また、ステップＳ１８において、対象ページの表示時間が設
定値以下であると判定した場合（ＮＯの場合）、対象ページにはユーザが必要とする録画
コンテンツが存在しないものと推定されるため、対象ページに含まれる録画コンテンツの
評価値に“１”を加算して保持し（ステップＳ１９）、図６のステップＳ３１に移行する
。
【００５７】
　次に、記録再生装置１は、ステップＳ２０において、対象ページの中で再生以外の選択
操作が実行された録画コンテンツが有ったと判定した場合（ＹＥＳの場合）、その録画コ
ンテンツはユーザが必要とする録画コンテンツであると推定されるため、その録画コンテ
ンツの評価値に加算せずそのまま保持し（ステップＳ２１）、図６のステップＳ３１に移
行する。一方、対象ページの中で再生以外の選択操作が実行された録画コンテンツが無か
ったと判定した場合（ＮＯの場合）、すなわち、別ページに含まれる録画コンテンツに対
して再生以外の選択操作が実行された場合や、いずれのページに対しても再生以外の選択
操作が実行されなかった場合には、対象ページにはユーザが必要とする録画コンテンツが
存在しないものと推定されるため、対象ページに含まれる録画コンテンツの評価値に“１
”を加算して保持し（ステップＳ２２）、図６のステップＳ３１に移行する。なお、上記
ステップＳ２０において、対象ページの中で再生以外の選択操作が実行されなかった録画
コンテンツについては、ユーザにとって不要な録画コンテンツである可能性が高いため、
その録画コンテンツの評価値に“１”を加算して保持するようにしてもよい。



(11) JP 2010-79950 A 2010.4.8

10

20

30

40

50

【００５８】
　図６において、記録再生装置１は、ユーザのリモコン操作などにより録画リスト表示が
終了したか否かを判定し（ステップＳ３１）、録画リストの表示が終了したと判定した場
合（ＹＥＳの場合）、メモリに記憶した選択操作されたことを示す情報及びその操作内容
に基づいて、対象ページの中で再生操作が実行された録画コンテンツが有ったかどうかを
判定する（ステップＳ３２）。また、ステップＳ３１において、録画リストの表示が継続
中と判定した場合（ＮＯの場合）、図５のステップＳ１２に戻り、現在表示中の対象ペー
ジに含まれる録画コンテンツに関して評価値算出の処理を繰り返す。
【００５９】
　次に、記録再生装置１は、ステップＳ３２において、対象ページの中で再生操作が実行
された録画コンテンツが有ったと判定した場合（ＹＥＳの場合）、その録画コンテンツは
ユーザが必要とする録画コンテンツであると推定されるため、その録画コンテンツの評価
値に加算せずそのまま保持し（ステップＳ３３）、処理を終了する。一方、対象ページの
中で再生操作が実行された録画コンテンツが無かったと判定した場合（ＮＯの場合）、す
なわち、別ページに含まれる録画コンテンツに対して再生操作が実行された場合や、いず
れのページに対しても再生操作が実行されなかった場合には、対象ページにはユーザが必
要とする録画コンテンツが存在しないものと推定されるため、対象ページに含まれる録画
コンテンツの評価値に“１”を加算して保持し（ステップＳ３４）、処理を終了する。な
お、上記ステップＳ３２において、対象ページの中で再生操作が実行されなかった録画コ
ンテンツについては、ユーザにとって不要な録画コンテンツである可能性が高いため、そ
の録画コンテンツの評価値に“１”を加算して保持するようにしてもよい。
【００６０】
　次に、図５及び図７に基づいて評価値算出フローの別の例について説明する。なお、本
例の場合、図５のステップＳ１９，Ｓ２１，Ｓ２２の処理から、図７のステップＳ４１に
移行する。図５の各ステップについては前述の通りであるため、ここでの説明は省略する
。
【００６１】
　図７において、記録再生装置１は、メモリに記憶した録画コンテンツ毎のカーソルの当
てられた時間に基づいて、対象ページの録画コンテンツ上に所定時間（例えば、１秒）以
上カーソルが当たっていたか否かを判定し（ステップＳ４１）、対象ページの中で所定時
間以上カーソルが当てられた録画コンテンツが存在すると判定した場合（ＹＥＳの場合）
、その録画コンテンツはユーザが必要とする可能性が高いと推定されるため、その録画コ
ンテンツの評価値に加算せずそのまま保持する（ステップＳ４３）。一方、ステップＳ４
１において、対象ページの中で所定時間以上カーソルが当てられた録画コンテンツが存在
しないと判定した場合（ＮＯの場合）、すなわち、別ページに含まれる録画コンテンツに
対して所定時間以上カーソルが当てられた場合には、対象ページにはユーザが必要とする
録画コンテンツが存在しないものと推定されるため、対象ページに含まれる録画コンテン
ツの評価値に“１”を加算して保持する（ステップＳ４２）。なお、上記ステップＳ４１
において、対象ページの中でカーソルが当てられた時間が所定時間（１秒）未満の録画コ
ンテンツについては、ユーザにとって不要な録画コンテンツである可能性が高いため、そ
の録画コンテンツの評価値に“１”を加算して保持するようにしてもよい。
【００６２】
　なお、録画リストを最初に表示させる際のデフォルトページでは、通常ページの先頭の
録画コンテンツにカーソルが当たった状態で表示される。前述の図２（Ａ）の例では、先
頭の「タイトル１」にカーソルが当たった状態で表示される。この場合、「タイトル１」
にカーソルが当たっている時間は、他のタイトルに比べて長くなると考えられるため、上
記の所定時間（１秒）を一律に設定すると、カーソルの当たっている時間が所定時間以上
であると判定され易くなり、「タイトル１」が消去対象になりにくくなるという問題があ
る。このため、デフォルトページの先頭のタイトルのみ設定値を長く（例えば、２秒）す
るようにしてもよい。
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【００６３】
　ユーザによるページ切替操作でも上記と同様の問題が起こり得る。すなわち、ページ切
替操作によりカーソルも移動するが、例えば、ページの順送りではページの切替に応じて
次ページの先頭のタイトルにカーソルが当たった状態で表示され、ページの逆送りではペ
ージの切替に応じて前ページの最後のタイトルにカーソルが当たった状態で表示される。
このため、各ページの先頭及び最後のタイトルのみ設定値を長くするようにしてもよい。
【００６４】
　図７において、最後に、記録再生装置１は、ステップＳ４４～Ｓ４７の処理を実行する
が、これら各ステップの処理は図６のステップＳ３１～Ｓ３４の処理と同様であるため、
ここでの説明は省略する。
【００６５】
　上記では、ＨＤＤ８に記録されたコンテンツを再生可能な録画リストを例に評価値算出
処理を説明したが、ＨＤＤ８に記録されたコンテンツを消去可能な消去リストに対して評
価値算出処理を行うようにしてもよい。記録再生装置によっては、録画コンテンツを消去
することを目的とした消去リストを表示できるものがある。この消去リストは、例えば、
ＨＤＤ８に記録されたコンテンツを記録日時の新しいまたは古い順、タイトル名順、デー
タ量の多い順などで並べたものである。
【００６６】
　図８は、コンテンツ記録処理部７によってＨＤＤ８に記録されているコンテンツ一覧を
タイトル選択消去リストとしてディスプレイ１０に表示した場合の表示例を示す図である
。この消去リストは、例えば、ユーザがリモコン９に設けられた「メニュー」キーを押下
した後に表示されるメニュー画面にて「消去」メニューにカーソルを当てた状態でリモコ
ン９の「決定」キーを押下することで、画面表示させることができる。
【００６７】
　図８（Ａ），（Ｂ）において、４０はタイトル選択消去リストで、該タイトル選択消去
リスト４０は、前頁送りキー４１，録画コンテンツ一覧４２，次頁送りキー４３を含む。
本例の録画コンテンツ一覧４２はサムネイル画像（図８（Ａ））またはテキスト情報（タ
イトル、録画日時、録画時間など、図８（Ｂ））により録画コンテンツをリスト表示した
ものである。録画コンテンツが１ページで表示しきれない場合は複数ページに亘って表示
され、ユーザはリモコン９のカーソルキーなどを操作することで、タイトル選択消去リス
トのページ間を移動して、希望の録画コンテンツの消去リストを見ることができる。
【００６８】
　この消去リストに対してユーザが操作した操作情報に基づいて、ＨＤＤ８に記録された
コンテンツ毎に評価値を算出する。例えば、図４の処理フローに消去リストを適用した場
合、録画リストの場合とは逆に、表示時間が長いページであるほど、ユーザにとって不要
な録画コンテンツであると考えられるため、評価値が低いほど消去の優先度が高い（消去
されるべき）録画コンテンツとなる。
【００６９】
　前述の図４～図７に例示した処理フローにおいては、簡単な計算方法の一例として、評
価値に“１”を加算する単純な処理を使って説明を行ったが、この計算方法に限定するも
のではなく、乗算や多項式などを使用したより複雑な計算方法、評価値の正規化による数
字桁数合わせなどを行っても良い。
【００７０】
　図９は、本発明に係る記録再生装置１により作成された消去候補リストをディスプレイ
１０に表示した場合の表示例を示す図である。図中、５０は消去候補リストで、該消去候
補リスト５０は、次頁送りキー５１、消去候補タイトル一覧５２、前頁送りキー５３を含
む。消去候補タイトル一覧５２は、タイトル番号，タイトル名，録画日時，録画時間（分
）などを含み、前述の評価値の算出結果に基づいて、消去の優先度が高いタイトルほど上
位行に配置される。消去候補リスト５０はリスト表示処理部６３によりディスプレイ１０
に表示出力される。
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【００７１】
　この消去候補リスト５０はユーザ操作に従って所望のタイミングで表示させることがで
きるが、ＨＤＤ８の空き記録容量が少ない場合に自動的に表示できるようにしてもよい。
この場合、システム制御部６が、ＨＤＤ８の空き記録容量が所定値以下であるか否かを判
定する判定手段として機能し、システム制御部６により空き記録容量が所定値以下である
と判定された場合に、リスト表示処理部６３が、消去候補リスト５０を表示出力する。ユ
ーザは消去候補リスト５０から不要なタイトルを素早く削除することができるため、ＨＤ
Ｄ８の空き記録容量を確保して、急な録画であっても対応することができる。
【００７２】
　図９（Ａ）の例では、上から順に、Ｎｏ８（タイトル６２），Ｎｏ３０（タイトル５０
），Ｎｏ１５（タイトル８２），Ｎｏ５２（タイトル７３），Ｎｏ４６（タイトル３３）
，Ｎｏ９０（タイトル１８），Ｎｏ８３（タイトル１１），Ｎｏ７４（タイトル２），Ｎ
ｏ７９（タイトル７）の９つのタイトルが消去候補としてリスト表示されている。この消
去候補リスト上の各タイトルの評価値が、上から順に、例えば、７２，６５，６３，６２
，５０，３４，３４，３３，３２であったとする。
【００７３】
　ここで、ユーザ操作によって、前述の図３（Ａ）に示した録画リストから、図３（Ｂ）
に示した録画リストの表示へ遷移が行われた場合、前述の図４～図７に示した評価値算出
処理により、図３（Ａ）に示した録画リストのタイトルのうち、Ｎｏ７４（タイトル２）
およびＮｏ７９（タイトル７）の評価値がそれぞれ“３”加算され、一方、Ｎｏ９０（タ
イトル１８）およびＮｏ８３（タイトル１１）の評価値に変化がなかったとする。この場
合、それぞれの評価値は、Ｎｏ９０（タイトル１８）が３４で変化なし、Ｎｏ８３（タイ
トル１１）が３４で変化なし、Ｎｏ７４（タイトル２）が３３から３６に変化し、Ｎｏ７
９（タイトル７）が３２から３５に変化する。
【００７４】
　この結果、Ｎｏ７４（タイトル２）およびＮｏ７９（タイトル７）の評価値が、Ｎｏ９
０（タイトル１８）およびＮｏ８３（タイトル１１）の評価値よりも大きくなる。この場
合、消去候補抽出／ソート部６２は、上記のように更新された評価値に基づいて、消去候
補リストの並べ替えを実行し、リスト表示処理部６３は、図９（Ｂ）に示すような消去候
補リストを表示する。すなわち、図９（Ｂ）の例では、上から順に、Ｎｏ８（タイトル６
２），Ｎｏ３０（タイトル５０），Ｎｏ１５（タイトル８２），Ｎｏ５２（タイトル７３
），Ｎｏ４６（タイトル３３），Ｎｏ７４（タイトル２），Ｎｏ７９（タイトル７），Ｎ
ｏ９０（タイトル１８），Ｎｏ８３（タイトル１１）の９つのタイトルが消去候補として
リスト表示される。なお、本例では並び順の変化した録画コンテンツをハイライト表示し
ている。
　また、図９に例示した消去候補リストは、図８に例示したタイトル選択消去リストと同
様に評価値算出処理に使用してもよく、この消去候補リストに対してユーザが操作した操
作情報に基づいて、ＨＤＤ８に記録されたコンテンツ毎に評価値の更新処理を行うように
してもよい。
【００７５】
　これまで説明した実施形態では、消去候補リストの並べ替えは、録画リストに対してユ
ーザが操作した操作情報に基づいて、録画コンテンツ毎に評価値を算出することで行って
いたが、もちろんこれに限定するものではなく、評価値に加えて、タイトル名、記録日時
、記録長、再生済かどうかのフラグ、所属ジャンルなどのタイトル情報など他の情報も加
味して並べ替えの条件としても良い。
【００７６】
　また、上記評価値の更新を行うタイミングは、録画リスト表示のページ間遷移の際に随
時行っても良いし、記録再生装置１の電源をオフするタイミングでまとめて行っても良い
。また、ユーザによる特定のキー操作（例えば、記録タイトルの再生操作、消去候補の更
新専用キー操作など）が実施されたタイミングや、記録再生装置１の外部インターフェイ
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【００７７】
　また、ユーザに表示した消去候補リストは、単に表示順を並べ替えた結果を表示するだ
けではなく、表示順の変化部分をハイライト表示（図９（Ｂ）の例を参照）したり、並べ
替え処理の前後の消去候補リストを同時に表示しても良い。
【００７８】
　なお、上記においては、記録再生装置の実施形態を中心に説明を行ったが、本発明は記
録再生装置に限定されるものではなく、記録再生装置により消去候補リストを作成・提示
するための制御方法としての形態も、該制御方法をコンピュータに実行させるための制御
プログラムとしての形態も、さらには、該制御プログラムが記録されたコンピュータ読み
取り可能な記録媒体の形態としてもよい。
【００７９】
　本発明による制御方法を実現するためのプログラムやデータを記憶した記録媒体の実施
形態について説明する。記録媒体としては、具体的には、ＣＤ－ＲＯＭ（－Ｒ／－ＲＷ）
、光磁気ディスク、ＤＶＤ－ＲＯＭ（－Ｒ／－ＲＷ／－ＲＡＭ）、ＦＤ、ＨＤ、フラッシ
ュメモリ、メモリカードや、メモリスティック及びその他各種ＲＯＭやＲＡＭ等が想定で
き、これら記録媒体に上述した本発明の制御方法をコンピュータに実行させるための制御
プログラムを記録して流通させることにより、当該制御方法の実現を容易にする。そして
コンピュータ等の情報処理装置に上記のごとくの記録媒体を装着して情報処理装置により
制御プログラムを読み出すか、若しくは情報処理装置が備えている記憶媒体に当該制御プ
ログラムを記憶させておき、必要に応じて読み出すことにより、本発明に係る制御方法を
実行することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明の一実施形態に係る記録再生装置の構成例を示すブロック図である。
【図２】コンテンツ記録処理部によってＨＤＤに記録されているコンテンツ一覧を録画リ
ストとしてディスプレイに表示した場合の表示例を示す図である。
【図３】コンテンツ記録処理部によってＨＤＤに記録されているコンテンツ一覧を録画リ
ストとしてディスプレイに表示した場合の表示例を示す図である。
【図４】本発明に係る記録再生装置による評価値算出方法の一例を説明するためのフロー
図である。
【図５】本発明に係る記録再生装置による評価値算出方法の他の例を説明するためのフロ
ー図である。
【図６】本発明に係る記録再生装置による評価値算出方法の他の例を説明するためのフロ
ー図で、図５のフローの続きである。
【図７】本発明に係る記録再生装置による評価値算出方法の他の例を説明するためのフロ
ー図で、図５のフローの続きである。
【図８】コンテンツ記録処理部によってＨＤＤに記録されているコンテンツ一覧を消去選
択候補リストとしてディスプレイに表示した場合の表示例を示す図である。
【図９】本発明に係る記録再生装置により作成された消去候補リストをディスプレイに表
示した場合の表示例を示す図である。
【符号の説明】
【００８１】
１…記録再生装置、２…チューナ部、３…受信処理部、４…再生処理部、５…再生出力部
、６…システム制御部、７…コンテンツ記録処理部、８…記録媒体、９…リモコン、１０
…ディスプレイ、２０，３０…録画リスト、４０…消去候補リスト、６１…評価値算出部
、６２…消去候補抽出／ソート部、６３…リスト表示処理部、６４…予約部、６５…操作
受付部、６６…消去処理部。
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