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(57)【要約】
【課題】１個のタイトルへ録画することができる時間が
所定時間以内の制限がある場合でも、ディスクを無駄に
消費することなく、かつコマ落ちすることなく録画をす
ることができる録画装置および録画方法を提供する。
【解決手段】記録制御部１４は、録画開始から第１の時
間が経過した時刻から第２の時間だけ遡った時刻から第
２の時間分の番組データを、第１のタイトルだけでなく
、第２のタイトルの先頭部分へも記録する。結合部１５
は、第１のタイトルおよび第２のタイトルへ重複して記
録された番組データの中で同一のＣＭ部分を識別し、第
１のタイトルの識別したＣＭ部分の開始直前と第２のタ
イトルの識別したＣＭ部分の終了直後とを接続して、１
つのタイトルを作成する。編集部１６は、連結後のタイ
トルに記録される番組データの時間が第１の時間を超え
る場合に、連結後のタイトルの長さを短くするような編
集を行なう。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１個のタイトルに記録される番組データの時間を第１の時間以内とする制限がある録画
装置において、
　放送局から番組データを受信する受信部と、
　ユーザからの操作を受付ける操作入力部と、
　少なくとも２つのタイトルを記憶するための領域を有し、前記受信した番組データをい
ずれかのタイトルのデータとして記憶する記憶部と、
　前記操作入力部を通じて、ユーザが前記第１の時間を超える録画時間の録画予約を設定
した場合に、録画開始から前記第１の時間分の番組データを時系列順に第１のタイトルに
記録し、前記録画開始から前記第１の時間が経過した時刻から、さらに前記第１の時間か
ら第２の時間を差し引いた時間以内の番組データを時系列順に第２のタイトルに記録する
記録制御部と、
　前記第１のタイトルと前記第２のタイトルとを連結して１つのタイトルを作成する結合
部と、
　前記連結後のタイトルに記録される番組データの時間が前記第１の時間を超える場合に
、前記連結後のタイトルの長さを短くする編集部とを備え、
　前記記録制御部は、前記録画開始から前記第１の時間が経過した時刻から前記第２の時
間だけ遡った時刻から前記第２の時間分の番組データを、前記第１のタイトルだけでなく
、前記第２のタイトルの先頭部分へも記録し、
　前記受信部が受信する番組データは、ＣＭ部分を含み、前記ＣＭ部分の時間間隔は、前
記第２の時間以内であり、
　前記結合部は、前記第１のタイトルおよび前記第２のタイトルへ重複して記録された番
組データの中で同一のＣＭ部分を識別し、前記第１のタイトルの前記識別したＣＭ部分の
開始直前と、前記第２のタイトルの前記識別したＣＭ部分の終了直後とを接続して、前記
１つのタイトルを作成し、
　前記編集部は、前記連結後のタイトルのＣＭ部分を識別し、前記識別したＣＭ部分を削
除して、前記削除された部分を詰め、
　前記編集部は、さらに、前記操作入力部を通じてユーザが前記連結後のタイトルのカッ
トする部分を指定した場合に、前記連結後のタイトルから前記指定された部分を削除して
、前記削除された部分を詰める、録画装置。
【請求項２】
　１個のタイトルに記録される番組データの時間を第１の時間以内とする制限がある録画
装置において、
　放送局から番組データを受信する受信部と、
　ユーザからの操作を受付ける操作入力部と、
　少なくとも２つのタイトルを記憶するための領域を有し、前記受信した番組データをい
ずれかのタイトルのデータとして記憶する記憶部と、
　前記操作入力部を通じて、ユーザが前記第１の時間を超える録画時間の録画予約を設定
した場合に、録画開始から前記第１の時間分の番組データを時系列順に第１のタイトルに
記録し、前記録画開始から前記第１の時間が経過した時刻から、さらに前記第１の時間か
ら第２の時間を差し引いた時間以内の番組データを時系列順に第２のタイトルに記録する
記録制御部と、
　前記第１のタイトルと前記第２のタイトルとを連結して１つのタイトルを作成する結合
部と、
　前記連結後のタイトルに記録される番組データの時間が前記第１の時間を超える場合に
、前記連結後のタイトルの長さを短くする編集部とを備え、
　前記記録制御部は、前記録画開始から前記第１の時間が経過した時刻から前記第２の時
間だけ遡った時刻から前記第２の時間分の番組データを、前記第１のタイトルだけでなく
、前記第２のタイトルの先頭部分へも記録し、
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　前記受信部が受信する番組データは、ＣＭ部分を含み、前記ＣＭ部分の時間間隔は、前
記第２の時間以内であり、
　前記結合部は、前記第１のタイトルおよび前記第２のタイトルへ重複して記録された番
組データの中で同一のＣＭ部分を識別し、前記第１のタイトルの前記識別したＣＭ部分の
開始直前と、前記第２のタイトルの前記識別したＣＭ部分の終了直後とを接続して、前記
１つのタイトルを作成する、録画装置。
【請求項３】
　前記編集部は、前記連結後のタイトルのＣＭ部分を識別し、前記識別したＣＭ部分を削
除して、前記削除された部分を詰める、請求項２記載の録画装置。
【請求項４】
　前記編集部は、前記操作入力部を通じてユーザが前記連結後のタイトルのカットする部
分を指定した場合に、前記連結後のタイトルから前記指定された部分を削除して、前記削
除された部分を詰める、請求項２記載の録画装置。
【請求項５】
　１個のタイトルに記録される番組データの時間を第１の時間以内とする制限がある録画
装置の録画方法において、
　前記録画装置は、
　少なくとも２つのタイトルを記憶するための領域を有し、前記受信した番組データをい
ずれかのタイトルのデータとして記憶する記憶部を備え、
　前記録画方法は、
　放送局からＣＭ部分を含み、かつ前記ＣＭ部分の時間間隔が第２の時間以内であるよう
な番組データを受信するステップと、
　ユーザが第１の時間を超える録画時間の録画予約を設定した場合に、録画開始から前記
第１の時間が経過した時刻から第２の時間だけ遡った時刻までの番組データを時系列順に
第１のタイトルに記録するステップと、
　前記録画開始から前記第１の時間が経過した時刻から前記第２の時間だけ遡った時刻か
ら前記第２の時間分の番組データを、前記第１のタイトルに時系列順に記録するとともに
、第２のタイトルに時系列順に記録するステップと、
　前記録画開始から前記第１の時間が経過した時刻から、さらに前記第１の時間から前記
第２の時間を差し引いた時間以内の番組データを時系列順に前記第２のタイトルに記録す
るステップと、
　前記第１のタイトルおよび前記第２のタイトルへ重複して記録された番組データの中で
同一のＣＭ部分を識別し、前記第１のタイトルの前記識別したＣＭ部分の開始直前と、前
記第２のタイトルの前記識別したＣＭ部分の終了直後とを接続して、１つのタイトルを作
成するステップと、
　前記連結後のタイトルに記録される番組データの時間が前記第１の時間を超える場合に
、前記連結後のタイトルの長さを短くする編集ステップとを含み、
　前記編集ステップは、前記連結後のタイトルのＣＭ部分を識別し、前記識別したＣＭ部
分を削除して、前記削除された部分を詰め、さらに、ユーザが前記連結後のタイトルのカ
ットする部分を指定した場合に、前記連結後のタイトルから前記指定された部分を削除し
て、前記削除された部分を詰める、録画方法。
【請求項６】
　１個のタイトルに記録される番組データの時間を第１の時間以内とする制限がある録画
装置の録画方法において、
　前記録画装置は、
　少なくとも２つのタイトルを記憶するための領域を有し、前記受信した番組データをい
ずれかのタイトルのデータとして記憶する記憶部を備え、
　前記録画方法は、
　放送局からＣＭ部分を含み、かつ前記ＣＭ部分の時間間隔が第２の時間以内であるよう
な番組データを受信するステップと、
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　ユーザが第１の時間を超える録画時間の録画予約を設定した場合に、録画開始から前記
第１の時間が経過した時刻から第２の時間だけ遡った時刻までの番組データを時系列順に
第１のタイトルに記録するステップと、
　前記録画開始から前記第１の時間が経過した時刻から前記第２の時間だけ遡った時刻か
ら前記第２の時間分の番組データを、前記第１のタイトルに時系列順に記録するとともに
、第２のタイトルに時系列順に記録するステップと、
　前記録画開始から前記第１の時間が経過した時刻から、さらに前記第１の時間から前記
第２の時間を差し引いた時間以内の番組データを時系列順に前記第２のタイトルに記録す
るステップと、
　前記第１のタイトルおよび前記第２のタイトルへ重複して記録された番組データの中で
同一のＣＭ部分を識別し、前記第１のタイトルの前記識別したＣＭ部分の開始直前と、前
記第２のタイトルの前記識別したＣＭ部分の終了直後とを接続して、１つのタイトルを作
成するステップと、
　前記連結後のタイトルに記録される番組データの時間が前記第１の時間を超える場合に
、前記連結後のタイトルの長さを短くする編集ステップとを含む、録画方法。
【請求項７】
　前記編集ステップは、前記連結後のタイトルのＣＭ部分を識別し、前記識別したＣＭ部
分を削除して、前記削除された部分を詰める、請求項６記載の録画方法。
【請求項８】
　前記編集ステップは、ユーザが前記連結後のタイトルのカットする部分を指定した場合
に、前記連結後のタイトルから前記指定された部分を削除して、前記削除された部分を詰
める、請求項６記載の録画方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、録画装置および録画方法に関し、特に１個のタイトルに記録される番組デー
タの時間に制限がある録画装置および録画方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、録画時間または再生時間などの表示のため、１個のタイトルへ録画すること
ができる時間を所定時間内に制限する録画装置が提供されている。
【０００３】
　このような録画装置において、所定時間を超える録画予約が指定された場合に、複数の
タイトルに分割して記録することにより、指定された録画を行なうことができる。ここで
、問題となるのが、分割部分のつなぎ目でフレームが欠損する、つまりコマ落ちすること
である。
【０００４】
　これに対して、特許文献１－３は、分割記録の際は、隣りあう一部については重複して
記録することによって、分割部分のつなぎ目が目立たないようにしている。
【特許文献１】特開２００１－４５４２５号公報
【特許文献２】特開２００５－１７４３９０号公報
【特許文献３】特開２００３－１９９０１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１および特許文献３では、重複した部分がディスクに存在しつ
づけ、そのためにディスクの容量を無駄に消費するという問題がある。
【０００６】
　また、特許文献２では、重複した部分（のりしろ）を削除した上で、複数のファイルを
１つのファイルに結合しているが、どのようにして、のりしろ部分の位置（つまり、どの



(5) JP 2008-99001 A 2008.4.24

10

20

30

40

50

フレームがのりしろ部分か）を管理して、コマ落ちすることなく結合するのかが開示され
ていない。
【０００７】
　それゆえに、本発明の目的は、１個のタイトルへ録画することができる時間が所定時間
以内の制限があり、所定時間を超える録画予約が指定された場合でも、ディスクを無駄に
消費することなく、かつコマ落ちすることなく、録画をすることができる録画装置および
録画方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明は、１個のタイトルに記録される番組データの時間
を第１の時間以内とする制限がある録画装置において、放送局から番組データを受信する
受信部と、ユーザからの操作を受付ける操作入力部と、少なくとも２つのタイトルを記憶
するための領域を有し、受信した番組データをいずれかのタイトルのデータとして記憶す
る記憶部と、操作入力部を通じて、ユーザが第１の時間を超える録画時間の録画予約を設
定した場合に、録画開始から第１の時間分の番組データを時系列順に第１のタイトルに記
録し、録画開始から第１の時間が経過した時刻から、さらに第１の時間から第２の時間を
差し引いた時間以内の番組データを時系列順に第２のタイトルに記録する記録制御部と、
第１のタイトルと第２のタイトルとを連結して１つのタイトルを作成する結合部と、連結
後のタイトルに記録される番組データの時間が第１の時間を超える場合に、連結後のタイ
トルの長さを短くする編集部とを備え、記録制御部は、録画開始から第１の時間が経過し
た時刻から第２の時間だけ遡った時刻から第２の時間分の番組データを、第１のタイトル
だけでなく、第２のタイトルの先頭部分へも記録し、受信部が受信する番組データは、Ｃ
Ｍ部分を含み、ＣＭ部分の時間間隔は、第２の時間以内であり、結合部は、第１のタイト
ルおよび第２のタイトルへ重複して記録された番組データの中で同一のＣＭ部分を識別し
、第１のタイトルの識別したＣＭ部分の開始直前と、第２のタイトルの識別したＣＭ部分
の終了直後とを接続して、１つのタイトルを作成し、編集部は、連結後のタイトルのＣＭ
部分を識別し、識別したＣＭ部分を削除して、削除された部分を詰め、編集部は、さらに
、操作入力部を通じてユーザが連結後のタイトルのカットする部分を指定した場合に、連
結後のタイトルから指定された部分を削除して、削除された部分を詰める。
【０００９】
　また、本発明は、１個のタイトルに記録される番組データの時間を第１の時間以内とす
る制限がある録画装置において、放送局から番組データを受信する受信部と、ユーザから
の操作を受付ける操作入力部と、少なくとも２つのタイトルを記憶するための領域を有し
、受信した番組データをいずれかのタイトルのデータとして記憶する記憶部と、操作入力
部を通じて、ユーザが第１の時間を超える録画時間の録画予約を設定した場合に、録画開
始から第１の時間分の番組データを時系列順に第１のタイトルに記録し、録画開始から第
１の時間が経過した時刻から、さらに第１の時間から第２の時間を差し引いた時間以内の
番組データを時系列順に第２のタイトルに記録する記録制御部と、第１のタイトルと第２
のタイトルとを連結して１つのタイトルを作成する結合部と、連結後のタイトルに記録さ
れる番組データの時間が第１の時間を超える場合に、連結後のタイトルの長さを短くする
編集部とを備え、記録制御部は、録画開始から第１の時間が経過した時刻から第２の時間
だけ遡った時刻から第２の時間分の番組データを、第１のタイトルだけでなく、第２のタ
イトルの先頭部分へも記録し、受信部が受信する番組データは、ＣＭ部分を含み、ＣＭ部
分の時間間隔は、第２の時間以内であり、結合部は、第１のタイトルおよび第２のタイト
ルへ重複して記録された番組データの中で同一のＣＭ部分を識別し、第１のタイトルの識
別したＣＭ部分の開始直前と、第２のタイトルの識別したＣＭ部分の終了直後とを接続し
て、１つのタイトルを作成する。
【００１０】
　好ましくは、編集部は、連結後のタイトルのＣＭ部分を識別し、識別したＣＭ部分を削
除して、削除された部分を詰める。
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【００１１】
　好ましくは、編集部は、操作入力部を通じてユーザが連結後のタイトルのカットする部
分を指定した場合に、連結後のタイトルから指定された部分を削除して、削除された部分
を詰める。
【００１２】
　また、本発明は、１個のタイトルに記録される番組データの時間を第１の時間以内とす
る制限がある録画装置の録画方法において、録画装置は、少なくとも２つのタイトルを記
憶するための領域を有し、受信した番組データをいずれかのタイトルのデータとして記憶
する記憶部を備え、録画方法は、放送局からＣＭ部分を含み、かつＣＭ部分の時間間隔が
第２の時間以内であるような番組データを受信するステップと、ユーザが第１の時間を超
える録画時間の録画予約を設定した場合に、録画開始から第１の時間が経過した時刻から
第２の時間だけ遡った時刻までの番組データを時系列順に第１のタイトルに記録するステ
ップと、録画開始から第１の時間が経過した時刻から第２の時間だけ遡った時刻から第２
の時間分の番組データを、第１のタイトルに時系列順に記録するとともに、第２のタイト
ルに時系列順に記録するステップと、録画開始から第１の時間が経過した時刻から、さら
に第１の時間から第２の時間を差し引いた時間以内の番組データを時系列順に第２のタイ
トルに記録するステップと、第１のタイトルおよび第２のタイトルへ重複して記録された
番組データの中で同一のＣＭ部分を識別し、第１のタイトルの識別したＣＭ部分の開始直
前と、第２のタイトルの識別したＣＭ部分の終了直後とを接続して、１つのタイトルを作
成するステップと、連結後のタイトルに記録される番組データの時間が第１の時間を超え
る場合に、連結後のタイトルの長さを短くする編集ステップとを含み、編集ステップは、
連結後のタイトルのＣＭ部分を識別し、識別したＣＭ部分を削除して、削除された部分を
詰め、さらに、ユーザが連結後のタイトルのカットする部分を指定した場合に、連結後の
タイトルから指定された部分を削除して、削除された部分を詰める。
【００１３】
　また、本発明は、１個のタイトルに記録される番組データの時間を第１の時間以内とす
る制限がある録画装置の録画方法において、録画装置は、少なくとも２つのタイトルを記
憶するための領域を有し、受信した番組データをいずれかのタイトルのデータとして記憶
する記憶部を備え、録画方法は、放送局からＣＭ部分を含み、かつＣＭ部分の時間間隔が
第２の時間以内であるような番組データを受信するステップと、ユーザが第１の時間を超
える録画時間の録画予約を設定した場合に、録画開始から第１の時間が経過した時刻から
第２の時間だけ遡った時刻までの番組データを時系列順に第１のタイトルに記録するステ
ップと、録画開始から第１の時間が経過した時刻から第２の時間だけ遡った時刻から第２
の時間分の番組データを、第１のタイトルに時系列順に記録するとともに、第２のタイト
ルに時系列順に記録するステップと、録画開始から第１の時間が経過した時刻から、さら
に第１の時間から第２の時間を差し引いた時間以内の番組データを時系列順に第２のタイ
トルに記録するステップと、第１のタイトルおよび第２のタイトルへ重複して記録された
番組データの中で同一のＣＭ部分を識別し、第１のタイトルの識別したＣＭ部分の開始直
前と、第２のタイトルの識別したＣＭ部分の終了直後とを接続して、１つのタイトルを作
成するステップと、連結後のタイトルに記録される番組データの時間が第１の時間を超え
る場合に、連結後のタイトルの長さを短くする編集ステップとを含む。
【００１４】
　好ましくは、編集ステップは、連結後のタイトルのＣＭ部分を識別し、識別したＣＭ部
分を削除して、削除された部分を詰める。
【００１５】
　好ましくは、編集ステップは、ユーザが連結後のタイトルのカットする部分を指定した
場合に、連結後のタイトルから指定された部分を削除して、削除された部分を詰める。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、１個のタイトルへ録画することができる時間が所定時間以内の制限が
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あり、所定時間を超える録画予約が指定された場合でも、ディスクを無駄に消費すること
なく、かつコマ落ちすることなく、録画をすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明に係る実施の形態について図面を参照して説明する。
　（構成）
　図１は、本発明の実施形態の録画装置の外観を表わす図である。
【００１８】
　図１を参照して、録画装置１は、本体３１と、リモコン３２とを備える。本体３１から
出力された映像データは、テレビジョン４１に表示される。
【００１９】
　本体３１は、リモコン３２からの信号を受信する受光部３３と、ＤＶＤ(Digital Versa
tile Disk)４２を挿入するための挿入口３７と、不揮発性メモリ３５と、ＨＤＤ(Hard Di
sk Drive)３６と、アンテナ４３に接続されるチューナ３４とを含む。
【００２０】
　図２は、本発明の実施形態の録画装置の機能ブロック図である。
　図２を参照して、録画装置１は、受信部１０と、バッファ回路１１と、記憶部１２と、
操作入力部１３と、記録制御部１４と、結合部１５と、編集部１６とを備える。
【００２１】
　操作入力部１３は、ユーザからの操作を受け付ける。操作入力部１３は、ユーザから録
画予約操作などを受け付ける。操作入力部１３は、具体的には、図１のリモコン３２およ
び受光部３３によって実現される。
【００２２】
　受信部１０は、放送局から番組データを受信して、バッファ回路１１のバッファＡ、バ
ッファＢおよびバッファＣのいずれかに出力する。放送局から送信される番組データは、
ＣＭ部分を含む。ＣＭ部分の時間間隔は、第２の時間以内であるものとする。本実施形態
では、第２の時間は１５分であるものとする。受信部１０は、具体的には図１のチューナ
３４によって実現される。
【００２３】
　バッファ回路１１は、３つのバッファＡ、Ｂ、Ｃを含む。バッファＡ、Ｂ、Ｃは、受信
部１０から送られる番組データを一時的に保持し、蓄積した番組データをいずれかのタイ
トル、つまり、記憶部１２内のいずれかのタイトル用の記憶領域に出力する。バッファ回
路１１は、たとえば図１の不揮発性メモリ３５によって実現される。
【００２４】
　記憶部１２は、複数個のタイトルを記憶するための領域を有し、受信した番組データを
いずれかのタイトルのデータとして記録する。各タイトルに含まれるデータは、記憶部１
２内の連続した領域に時系列順に記憶される。記憶部１２は、図１のＤＶＤ４２およびＨ
ＤＤ３６によって実現される。
【００２５】
　記録制御部１４は、操作入力部１３を通じて、ユーザが第１の時間を超える録画時間の
録画予約を設定した場合に、番組データをタイトルＡとタイトルＢに分割して記録する。
本実施の形態では、第１の時間は２４時間であるものとする。より具体的には、記録制御
部１４は、録画開始から第１の時間（＝２４時間）分の番組データを時系列順にタイトル
Ａに記録し、録画開始から第１の時間（＝２４時間）が経過した時刻から、さらに第１の
時間（＝２４時間）から第２の時間（＝１５分）を差し引いた時間（＝２３時間４５分）
以内の番組データを時系列順にタイトルＢに記録する。また、記録制御部１４は、録画開
始から第１の時間（＝２４時間）が経過した時刻から第２の時間（＝１５分）だけ遡った
時刻から第２の時間（＝１５分）分の番組データを、タイトルＡだけでなく、タイトルＢ
の先頭部分へも記録する。
【００２６】
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　結合部１５は、タイトルＡとタイトルＢとを連結して１つのタイトルを作成する。より
具体的には、結合部１５は、タイトルＡおよびタイトルＢへ重複して記録された部分の中
でＣＭ部分を識別し、タイトルＡの識別したＣＭ部分の開始直前と、タイトルＢの識別し
たＣＭ部分の終了直後とを接続して、１つのタイトルを作成する。
【００２７】
　編集部１６は、連結後のタイトルに記録される番組データの時間が第１の時間を超える
場合に、連結後のタイトルの長さを短くなるように編集を行なう。より具体的には、編集
部１６は、連結後のタイトルのＣＭ部分を識別し、識別したＣＭ部分を削除して、削除さ
れた部分を詰める。ＣＭ部分の識別は、公知の手法を用いることができる。たとえば、テ
レビ放送の受信音声が無音となることをもってＣＭの開始又は終了と判断する手法、テレ
ビ放送中のステレオモードの部分をＣＭと判断する手法、テレビジョン信号での輝度、色
分散、ＶＰＳ（Ｖｉｄｅｏ Ｐｒｏｇｒａｍ Ｓｙｓｔｅｍ）情報等のアナログ映像信号の
特徴を用いることによってＣＭ部分を判断する手法などを用いることができる。
【００２８】
　（動作）
　図３は、本発明の実施形態の録画装置の動作手順を表わすフローチャートである。図４
および図５は、図３のステップＳ１０２の詳細な手順を表わすフローチャートである。
【００２９】
　図３を参照して、まず、記録制御部１４は、操作入力部１３を通じて、ユーザが第１の
時間（＝２４時間）を超える録画時間（たとえば２６時間）の録画予約を設定した場合に
、記憶部１２内に２４時間分のタイトルＡ用の領域を設け、その領域に後続する隣接領域
に２４時間分のタイトルＢ用の領域を設ける（ステップＳ１０１）。
【００３０】
　次に、受信部１０、バッファ回路１１および記録制御部１４は、番組データを受信して
、タイトルＡおよびタイトルＢに記録する（ステップＳ１０２）。
【００３１】
　図４および図５を参照して、ステップＳ１０２の詳細を説明する。
　まず、受信部１０は、放送局から送信される番組データを受信して、受信した番組デー
タをバッファＡに出力する（ステップＳ２０１）。
【００３２】
　録画開始から第１の時間（＝２４時間）が経過した時刻から第２の時間（＝１５分）だ
け遡った時刻、すなわち録画開始から（第１の時間－第２の時間）（＝２３時間４５分）
が経過するまでは（ステップＳ２０２でＮＯ）、バッファＡは、番組データの蓄積量が所
定量に達するごとに（ステップＳ２０３でＹＥＳ）、蓄積した番組データをタイトルＡの
未記録部分の先頭に出力する（ステップＳ２０４）。
【００３３】
　次に、録画開始から第１の時間（＝２４時間）が経過した時刻から第２の時間（＝１５
分）だけ遡った時刻、すなわち録画開始から（第１の時間－第２の時間）（＝２３時間４
５分）が経過したときに（ステップＳ２０２でＹＥＳ）、バッファＡは、蓄積した番組デ
ータをタイトルＡの未記録部分の先頭に出力する（ステップＳ２０５）。
【００３４】
　また、このときから、受信部１０は、受信した番組データをバッファＢに出力する（ス
テップＳ２０６）。
【００３５】
　次に、録画開始から第１の時間（＝２４時間）が経過するまでは（ステップＳ２０７で
ＮＯ）、バッファＢは、番組データの蓄積量が所定量に達するごとに（ステップＳ２０８
でＹＥＳ）、蓄積した番組データをタイトルＡの未記録部分の先頭に出力するとともに、
タイトルＢの未記録部分の先頭に出力する（ステップＳ２０９）。
【００３６】
　次に、録画開始から第１の時間（＝２４時間）が経過したときに（ステップＳ２０７で
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ＹＥＳ）、バッファＢは、蓄積した番組データをタイトルＡの未記録部分の先頭に出力す
るとともに、タイトルＢの未記録部分の先頭に出力する（ステップＳ２１０）。
【００３７】
　また、このときから、受信部１０は、受信した番組データをバッファＣに出力する（ス
テップＳ２１１）。
【００３８】
　次に、録画開始から録画設定時間（＝２６時間）が経過するまでで（ステップＳ２１２
でＮＯ）、かつ録画開始から｛第１の時間＋（第１の時間－第２の時間）｝（＝４７時間
４５分）が経過するまで（ステップＳ２１３でＮＯ）は、バッファＣは、番組データの蓄
積量が所定量に達するごとに（ステップＳ２１４でＹＥＳ）、蓄積した番組データをタイ
トルＣの未記録部分の先頭に出力する（ステップＳ２１５）。
【００３９】
　次に、録画開始から録画設定時間（＝２６時間）が経過したとき（ステップＳ２１２で
ＹＥＳ）、または録画開始から｛第１の時間＋（第１の時間－第２の時間）｝（＝４７時
間４５分）が経過したとき（ステップＳ２１３でＹＥＳ）には、バッファＣは、蓄積した
番組データをタイトルＢの未記録部分の先頭に出力する（ステップＳ２１６）。
【００４０】
　図６（ａ）は、バッファＡ、Ｂ、Ｃに蓄積される番組データの推移を表わす図である。
図６（ｂ）は、タイトルＡおよびタイトルＢに記録される番組データを表わす図である。
【００４１】
　図６（ａ）および図６（ｂ）を参照して、録画開始から２３時間４５分が経過するまで
は、番組データはバッファＡに蓄積される。バッファＡは、所定量に達するごとに、蓄積
した番組データをタイトルＡの未記録部分の先頭に順次出力する。
【００４２】
　バッファＡは、録画開始から２３時間４５分に達すると、蓄積した番組データを所定量
に達していなくてもタイトルＡの未記録部分の先頭に出力する。また、このときから、番
組データは、バッファＢに蓄積される。
【００４３】
　録画開始から２４時間が経過するまでは、バッファＢは、所定量に達するごとに、蓄積
した番組データをタイトルＡの未記録部分の先頭とタイトルＢの未記録部分の先頭に出力
する。
【００４４】
　バッファＢは、録画開始から２４時間に達すると、蓄積した番組データを所定量に達し
ていなくてもタイトルＡの未記録部分の先頭と、タイトルＢの未記録部分の先頭に出力す
る。また、このときから、番組データは、バッファＣに蓄積される。
【００４５】
　録画開始から録画予約時間である２６時間を経過するまでは、バッファＣは、所定量に
達するごとに、蓄積した番組データをタイトルＢの未記録部分の先頭に出力する。
【００４６】
　バッファＣは、録画開始から２６時間に達すると、蓄積した番組データを所定量に達し
ていなくてもタイトルＢの未記録部分の先頭に出力する。
【００４７】
　以上の結果、タイトルＡには、録画開始から２４時間分の番組データが記録される。タ
イトルＢには、録画開始から２３時間４５分が経過した時刻から１５分の番組データと、
録画開始から２４時間が経過した時刻から２時間分の番組データとが記録され、合計２時
間１５分の番組データが記録される。したがって、録画開始から２３時間４５分が経過し
た時刻から１５分の番組データは、タイトルＡとタイトルＢに重複して記録されることに
なる。また、タイトルＡは、末尾から１５分以内に第Ｎ番目のＣＭ部分（ＣＭ－Ｎ）を含
み、タイトルＢは、先頭から１５分以内に第Ｎ番目のＣＭ部分（ＣＭ－Ｎ）を含む。
【００４８】
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　再び、図３を参照して、ステップＳ１０３において、結合部１５は、タイトルＡの重複
して記録された番組データの中のＣＭ部分、およびタイトルＢの重複して記録された番組
データの中のＣＭ部分を識別し、タイトルＡのそのＣＭ部分の開始直前と、タイトルＢの
そのＣＭ部分の終了直後とを接続して、タイトルＣを作成する。より具体的には、結合部
１５は、記憶部１２内で、タイトルＡのそのＣＭ部分の開始直前のフレームのデータの直
後に、タイトルＢのそのＣＭ部分の終了直後のフレームのデータが記録されるように、タ
イトルＢのデータを移動させて、新たなタイトルＣを作成する。
【００４９】
　図６（ｃ）は、タイトルＡとタイトルＢの連結によって作成されたタイトルＣを表わす
図である。
【００５０】
　図６（ｃ）を参照して、タイトルＡの重複部分のうちの第Ｎ番目のＣＭ部分（ＣＭ－Ｎ
）の開始直前（Ａ）と、タイトルＢの重複部分のうちの第Ｎ番目のＣＭ部分（ＣＭ－Ｎ）
の終了直前（Ｄ）とが接続されて、タイトルＣが作成される。タイトルＣは、２６時間分
の番組データから１分のＣＭ部分（ＣＭ－Ｎ）が削除された２５時間５９分の番組データ
を含むことになる。
【００５１】
　次に、ステップＳ１０４において、編集部１６は、タイトルＣのＣＭ部分を識別し、識
別したＣＭ部分を削除し、かつ削除した部分を詰めることによって、タイトルＣを編集す
る。より具体的には、編集部１６は、記憶部１２内で、タイトルＣの各ＣＭ部分の開始直
前のフレームのデータの直後に、そのＣＭ部分の終了直後のフレームのデータが記録され
るように、タイトルＣのデータを移動させる。
【００５２】
　図６（ｄ）は、編集後のタイトルＣを表わす図である。
　図６（ｄ）を参照して、タイトルＣからＣＭ部分がカットされる。ＣＭ部分が３時間３
分の番組データを含む場合には、編集後のタイトルＣは、２２時間４５分の番組データを
含むことになる。
【００５３】
　以上のように、本発明の実施形態の録画装置によれば、１個のタイトルへ録画すること
ができる時間が所定時間以内の制限があり、所定時間を超える録画予約が指定された場合
に、番組データを２つのタイトルに重複部分を持たせつつ分割して記録し、重複部分のＣ
Ｍ部分に基づいて２つのタイトルを連結し、さらに連結後のタイトルからＣＭ部分をカッ
トする。したがって、本発明の実施形態の録画装置によれば、ディスクを無駄に消費する
ことなく、かつコマ落ちすることなく、録画をすることができる。
【００５４】
　（変形例）
　本発明は、上記の実施の形態に限定されるものではなく、たとえば以下のような変形例
を含む。
【００５５】
　（１）　重複部分のＣＭの数
　本発明の実施形態では、タイトルＡとタイトルＢに重複して記録される部分には、１個
のＣＭ部分が含まれることとしたが、２個以上のＣＭ部分を含むものであってもよい。こ
の場合、結合部１５は、タイトルＡおよびタイトルＢへ重複して記録された部分の中で同
一のＣＭ部分を識別し、タイトルＡのそのＣＭ部分の開始直前と、タイトルＢのそのＣＭ
部分の終了直後とを接続して、１つのタイトルを作成することができる。同一のＣＭか否
かは、ＣＭを構成するデータにＩＤが含まれる場合には、そのＩＤを参照することによっ
て判断することができる。または、重複部分にＣＭがＮ個含まれる場合に、タイトルＡの
重複部分の第Ｋ番目（１≦Ｋ≦Ｎ）のＣＭと、タイトルＢの重複部分の第Ｋ番目のＣＭを
同一のＣＭと判断することとしてもよい。
【００５６】
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　図７（ａ）は、バッファに蓄積される番組データの推移を表わす図である。図７（ｂ）
は、タイトルＡおよびタイトルＢに記録される番組データを表わす図である。
【００５７】
　図７（ａ）および図７（ｂ）を参照して、タイトルＡの末尾から１５分のデータと、タ
イトルＢの先頭から１５分のデータとが重複して記録されたデータである。タイトルＡの
重複部分には、第（Ｎ－１）番目のＣＭ部分（ＣＭ－（Ｎ－１））および第Ｎ番目のＣＭ
部分（ＣＭ－Ｎ）を含む。また、タイトルＢの重複部分には、第（Ｎ－１）番目のＣＭ部
分（ＣＭ－（Ｎ－１））を含み、第Ｎ番目のＣＭ部分（ＣＭ－Ｎ）を含む。
【００５８】
　図７（ｃ）は、タイトルＡとタイトルＢの連結によって作成されたタイトルＣを表わす
図である。
【００５９】
　図７（ｃ）を参照して、タイトルＡの重複部分の中の第Ｎ番目のＣＭ部分（ＣＭ－Ｎ）
の開始直前（Ｃ）と、タイトルＢの重複部分の中の第Ｎ番目のＣＭ部分（ＣＭ－Ｎ）の終
了直後（Ｇ）とが接続されて、タイトルＣが作成される。
【００６０】
　（２）　連結後のカット
　本発明の実施形態では、編集部１６は、連結後のタイトルに記録される番組データの時
間が第１の時間を超える場合に、連結後のタイトルのＣＭ部分を識別し、識別したＣＭ部
分を削除して、削除された部分を詰めることとしたが、これに限定するものではない。た
とえば、編集部１６は、操作入力部１３を通じて、ユーザが連結後のタイトルのカットす
る部分（たとえば、見る予定のないドラマなど）を指定した場合に、指定された部分を削
除して、削除された部分を詰めることとしてもよい。また、本発明の実施形態によるＣＭ
部分のカットと、この変形例によるユーザ指定部分のカットの両方を行なうものとしても
よい。または、最初に、本発明の実施形態によるＣＭ部分のカットを行ない、それでも、
そのタイトルに記録される番組データの時間が第１の時間を超える場合に、録画装置がそ
の旨のメッセージを表示することによって、カットする部分の指定をユーザに促すものと
してもよい。
【００６１】
　（３）　繰返し
　本発明の実施形態は、録画予約時間が２個のタイトルを用いることによって録画が可能
な時間、すなわち、第１の時間＋（第１の時間－第２の時間））以内（実施の形態では、
４７時間４５分以内）を仮定して説明したが、これに限定するものではない。録画予約時
間がこれを超える場合でも、３個以上のタイトルを用いることによって同様にして録画が
可能である。
【００６２】
　（４）　バッファ
　本発明の実施形態は、３個のバッファＡ、Ｂ、Ｃを用いたが、これに限定するものでは
なく、記録先をタイトルＡからタイトルＢへ変える時点において、コマ落ちが起こらない
のであれば、１個のバッファを用いるものでもよい。
【００６３】
　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
る。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明の実施形態の録画装置の外観を表わす図である。
【図２】本発明の実施形態の録画装置の機能ブロック図である。
【図３】本発明の実施形態の録画装置の動作手順を表わすフローチャートである。
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【図４】図３のステップＳ１０２の詳細な手順を表わすフローチャートである。
【図５】図３のステップＳ１０２の詳細な手順を表わすフローチャートである。
【図６】（ａ）は、バッファＡ、Ｂ、Ｃに蓄積される番組データの推移を表わす図である
。（ｂ）は、タイトルＡおよびタイトルＢに記録される番組データを表わす図である。（
ｃ）は、タイトルＡとタイトルＢの連結によって作成されたタイトルＣを表わす図である
。（ｄ）は、編集後のタイトルＣを表わす図である。
【図７】（ａ）は、バッファに蓄積される番組データの推移を表わす図である。（ｂ）は
、タイトルＡおよびタイトルＢに記録される番組データを表わす図である。（ｃ）は、タ
イトルＡとタイトルＢの連結によって作成されたタイトルＣを表わす図である。
【符号の説明】
【００６５】
　１　録画装置、１０　受信部、１１　バッファ回路、１２　記憶部、１３　操作入力部
、１４　記録制御部、１５　結合部、１６　編集部、３１　本体、３２　リモコン、３３
　受光部、３４　チューナ、３５　不揮発性メモリ、３６　ＨＤＤ、３７　挿入口、４１
　テレビジョン、４２　ＤＶＤ、４３　アンテナ。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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