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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の記録媒体に記録されている動画像データを第２の記録媒体にコピーする情報処理
装置において、
　前記第１の記録媒体上において前記動画像データが分類されているキャビネットに対応
するキャビネットアイコン、前記第１の記録媒体上のキャビネットに分類されている前記
動画像データに対応する動画像データアイコン、および、前記第２の記録媒体に対応する
記録媒体アイコンが少なくとも含まれるコピー操作用ウィンドウの表示を制御する表示制
御手段と、
　ユーザからの操作に応じ、前記コピー操作用ウィンドウ上の前記動画像データアイコン
を選択し、前記キャビネットアイコン上または前記記録媒体アイコン上に移動させる移動
手段と、
　コピーの対象とされた前記動画像データのデータフォーマットの変換の有無を設定する
第１の設定手段と、
　選択されて移動された前記動画像データアイコンの移動先が前記記録媒体アイコンであ
る場合、
　　選択されて移動された前記動画像データアイコンに対応する前記動画像データを前記
第１の記録媒体から読み出す読み出し手段と、
　　データフォーマットの変換の有無の設定結果に対応して、読み出された前記動画像デ
ータのデータフォーマットを変換する変換手段と、
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　　データフォーマットの変換の有無の設定結果に対応して、読み出された前記動画像デ
ータ、またはデータフォーマットが変換された前記動画像データを前記第２の記録媒体に
書き込む書き込み手段と、
　選択されて移動された前記動画像データアイコンの移動先が前記キャビネットアイコン
である場合、
　　選択されて移動された前記動画像データアイコンに対応する前記動画像データの前記
第１の記録媒体上における分類を変更する変更手段と
　を含む情報処理装置。
【請求項２】
　前記第１の記録媒体は、前記情報処理装置に内蔵されている記録媒体であり、
　前記第２の記録媒体は、前記情報処理装置に対して脱着可能な外部の記録媒体である
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記変換手段は、前記動画像データのデータフォーマットを、MPEG２方式からMPEG１方
式に変換する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　コピーの対象とされたオリジナルの前記動画像データの削除の有無を設定する第２の設
定手段と、
　コピーの対象とされたオリジナルの前記動画像データの削除の有無の設定結果に対応し
て、前記動画像データの前記第２の記録媒体に対する書き込みが終了した後、前記第１の
記録媒体に記録されている前記コピーの対象とされたオリジナルの前記動画像データを削
除するか、または利用不可の状態にする削除手段と
　をさらに含む請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　第１の記録媒体に記録されている動画像データを第２の記録媒体にコピーする情報処理
装置の情報処理方法において、
　前記第１の記録媒体上において前記動画像データが分類されているキャビネットに対応
するキャビネットアイコン、前記第１の記録媒体上のキャビネットに分類されている前記
動画像データに対応する動画像データアイコン、および、前記第２の記録媒体に対応する
記録媒体アイコンが少なくとも含まれるコピー操作用ウィンドウの表示を制御する表示制
御手段と、
　ユーザからの操作に応じ、前記コピー操作用ウィンドウ上の前記動画像データアイコン
を選択し、前記キャビネットアイコン上または前記記録媒体アイコン上に移動させる移動
ステップと、
　コピーの対象とされた前記動画像データのデータフォーマットの変換の有無を設定する
第１の設定ステップと、
　選択されて移動された前記動画像データアイコンの移動先が前記記録媒体アイコンであ
る場合、
　　選択されて移動された前記動画像データアイコンに対応する前記動画像データを前記
第１の記録媒体から読み出す読み出しステップと、
　　データフォーマットの変換の有無の設定結果に対応して、読み出された前記動画像デ
ータのデータフォーマットを変換する変換ステップと、
　　データフォーマットの変換の有無の設定結果に対応して、読み出された前記動画像デ
ータ、またはデータフォーマットが変換された前記動画像データを前記第２の記録媒体に
書き込む書き込みステップと、
　選択されて移動された前記動画像データアイコンの移動先が前記キャビネットアイコン
である場合、
　　選択されて移動された前記動画像データアイコンに対応する前記動画像データの前記
第１の記録媒体上における分類を変更する変更ステップと
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　を含む情報処理方法。
【請求項６】
　第１の記録媒体に記録されている動画像データを第２の記録媒体にコピーする情報処理
装置の制御用のプログラムであって、
　前記第１の記録媒体上において前記動画像データが分類されているキャビネットに対応
するキャビネットアイコン、前記第１の記録媒体上のキャビネットに分類されている前記
動画像データに対応する動画像データアイコン、および、前記第２の記録媒体に対応する
記録媒体アイコンが少なくとも含まれるコピー操作用ウィンドウの表示を制御する表示制
御手段と、
　ユーザからの操作に応じ、前記コピー操作用ウィンドウ上の前記動画像データアイコン
を選択し、前記キャビネットアイコン上または前記記録媒体アイコン上に移動させる移動
ステップと、
　コピーの対象とされた前記動画像データのデータフォーマットの変換の有無を設定する
第１の設定ステップと、
　選択されて移動された前記動画像データアイコンの移動先が前記記録媒体アイコンであ
る場合、
　　選択されて移動された前記動画像データアイコンに対応する前記動画像データを前記
第１の記録媒体から読み出す読み出しステップと、
　　データフォーマットの変換の有無の設定結果に対応して、読み出された前記動画像デ
ータのデータフォーマットを変換する変換ステップと、
　　データフォーマットの変換の有無の設定結果に対応して、読み出された前記動画像デ
ータ、またはデータフォーマットが変換された前記動画像データを前記第２の記録媒体に
書き込む書き込みステップと、
　選択されて移動された前記動画像データアイコンの移動先が前記キャビネットアイコン
である場合、
　　選択されて移動された前記動画像データアイコンに対応する前記動画像データの前記
第１の記録媒体上における分類を変更する変更ステップと
　を含む処理を情報処理装置のコンピュータに実行させるプログラムが格納されているプ
ログラム格納媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、情報処理装置および方法、並びにプログラム格納媒体に関し、例えば、所定の
記録媒体に記録されている画像を他の記録媒体にコピーする場合に用いて好適な情報処理
装置および方法、並びにプログラム格納媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
パーソナルコンピュータに、チューナを内蔵し、テレビジョン放送局から画像および音声
の信号を受信し、受信した画像および音声を所定のデジタルデータに変換して、内蔵する
ハードディスクや他の記録媒体に記録し、必要に応じて再生する技術がある。
【０００３】
そのようなパーソナルコンピュータを用いて、画像および音声のデジタルデータを記憶さ
せるときには、通常、情報量を少なくするために所定の方式に従って、画像および音声の
デジタルデータを圧縮符号化して記憶させている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、画像等のデジタルデータを光磁気ディスクのような複数のパーソナルコンピュ
ータで利用できる記録媒体に記録することを考慮すると、画像等のデータのデータフォー
マットは、多くのパーソナルコンピュータがサポートしている圧縮符号化方式に対応して
いることが望ましい。
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【０００５】
また、著作権が存在する画像情報等のデジタルデータに関しては、複製が容易に製造され
ないように配慮する必要がある。
【０００６】
本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、画像等のデジタルデータを異なる
記録媒体の間でコピーする場合、圧縮符号化方式の変換の有無と、オリジナルデータの削
除の有無を設定できるようにすることにより、データの共有化とデータの著作権保護に対
応できるようにすることを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明の情報処理装置は、第１の記録媒体上において動画像データが分類されているキ
ャビネットに対応するキャビネットアイコン、第１の記録媒体上のキャビネットに分類さ
れている動画像データに対応する動画像データアイコン、および、第２の記録媒体に対応
する記録媒体アイコンが少なくとも含まれるコピー操作用ウィンドウの表示を制御する表
示制御手段と、ユーザからの操作に応じ、コピー操作用ウィンドウ上の動画像データアイ
コンを選択し、キャビネットアイコン上または記録媒体アイコン上に移動させる移動手段
と、コピーの対象とされた動画像データのデータフォーマットの変換の有無を設定する第
１の設定手段と、選択されて移動された動画像データアイコンの移動先が記録媒体アイコ
ンである場合、選択されて移動された動画像データアイコンに対応する動画像データを第
１の記録媒体から読み出す読み出し手段と、データフォーマットの変換の有無の設定結果
に対応して、読み出された動画像データのデータフォーマットを変換する変換手段と、デ
ータフォーマットの変換の有無の設定結果に対応して、読み出された動画像データ、また
はデータフォーマットが変換された動画像データを第２の記録媒体に書き込む書き込み手
段と、選択されて移動された動画像データアイコンの移動先がキャビネットアイコンであ
る場合、選択されて移動された動画像データアイコンに対応する動画像データの第１の記
録媒体上における分類を変更する変更手段とを含む。
【０００８】
　前記変換手段は、動画像データのデータフォーマットを、MPEG２方式からMPEG１方式に
変換するようにすることができる。
【０００９】
　本発明の情報処理装置は、コピーの対象とされたオリジナルの動画像データの削除の有
無を設定する第２の設定手段と、コピーの対象とされたオリジナルの動画像データの削除
の有無の設定結果に対応して、動画像データの第２の記録媒体に対する書き込みが終了し
た後、第１の記録媒体に記録されているコピーの対象とされたオリジナルの動画像データ
を削除するか、または利用不可の状態にする削除手段とをさらに含むことができる。
【００１０】
　本発明の情報処理方法は、第１の記録媒体上において動画像データが分類されているキ
ャビネットに対応するキャビネットアイコン、第１の記録媒体上のキャビネットに分類さ
れている動画像データに対応する動画像データアイコン、および、第２の記録媒体に対応
する記録媒体アイコンが少なくとも含まれるコピー操作用ウィンドウの表示を制御する表
示制御手段と、ユーザからの操作に応じ、コピー操作用ウィンドウ上の動画像データアイ
コンを選択し、キャビネットアイコン上または記録媒体アイコン上に移動させる移動ステ
ップと、コピーの対象とされた動画像データのデータフォーマットの変換の有無を設定す
る第１の設定ステップと、選択されて移動された動画像データアイコンの移動先が記録媒
体アイコンである場合、選択されて移動された動画像データアイコンに対応する動画像デ
ータを第１の記録媒体から読み出す読み出しステップと、データフォーマットの変換の有
無の設定結果に対応して、読み出された動画像データのデータフォーマットを変換する変
換ステップと、データフォーマットの変換の有無の設定結果に対応して、読み出された動
画像データ、またはデータフォーマットが変換された動画像データを第２の記録媒体に書
き込む書き込みステップと、選択されて移動された動画像データアイコンの移動先がキャ
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ビネットアイコンである場合、選択されて移動された動画像データアイコンに対応する動
画像データの第１の記録媒体上における分類を変更する変更ステップとを含む。
【００１１】
　本発明のプログラム格納媒体は、第１の記録媒体上において動画像データが分類されて
いるキャビネットに対応するキャビネットアイコン、第１の記録媒体上のキャビネットに
分類されている動画像データに対応する動画像データアイコン、および、第２の記録媒体
に対応する記録媒体アイコンが少なくとも含まれるコピー操作用ウィンドウの表示を制御
する表示制御手段と、ユーザからの操作に応じ、コピー操作用ウィンドウ上の動画像デー
タアイコンを選択し、キャビネットアイコン上または記録媒体アイコン上に移動させる移
動ステップと、コピーの対象とされた動画像データのデータフォーマットの変換の有無を
設定する第１の設定ステップと、選択されて移動された動画像データアイコンの移動先が
記録媒体アイコンである場合、選択されて移動された動画像データアイコンに対応する動
画像データを第１の記録媒体から読み出す読み出しステップと、データフォーマットの変
換の有無の設定結果に対応して、読み出された動画像データのデータフォーマットを変換
する変換ステップと、データフォーマットの変換の有無の設定結果に対応して、読み出さ
れた動画像データ、またはデータフォーマットが変換された動画像データを第２の記録媒
体に書き込む書き込みステップと、選択されて移動された動画像データアイコンの移動先
がキャビネットアイコンである場合、選択されて移動された動画像データアイコンに対応
する動画像データの第１の記録媒体上における分類を変更する変更ステップとを含む処理
を情報処理装置のコンピュータに実行させるプログラムが格納されている。
【００１２】
　本発明においては、選択されて移動された動画像データアイコンの移動先が記録媒体ア
イコンである場合、選択されて移動された動画像データアイコンに対応する動画像データ
が第１の記録媒体から読み出され、データフォーマットの変換の有無の設定結果に対応し
て、読み出された動画像データのデータフォーマットが変換され、データフォーマットの
変換の有無の設定結果に対応して、読み出された動画像データ、またはデータフォーマッ
トが変換された動画像データが第２の記録媒体に書き込まれる。また、選択されて移動さ
れた動画像データアイコンの移動先がキャビネットアイコンである場合、選択されて移動
された動画像データアイコンに対応する動画像データの第１の記録媒体上における分類が
変更される。
【００１３】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明を適用した画像記録再生システムの一実施の形態を示している。パーソナ
ルコンピュータ１(PC)は、アンテナ２が受信した所定のテレビジョン放送局からの放送信
号から、所定の画像および音声（いわゆる、番組の画像および音声）を再生し、その画像
および音声を記録する。また、パーソナルコンピュータ１は、VCR(Video Cassette Recor
der)３から供給されたアナログ信号、またはIEEE（Institute of Electrical and Electr
onic Engineers）1394バスなどのネットワーク６を介してDVCR(Digital Video Cassette 
Recorder)４から供給されたデジタルデータに対応する画像および音声を再生し、その画
像および音声を記録する。
【００１４】
パーソナルコンピュータ１は、記録している音声および画像に対応するアナログ信号（例
えば、NTSC(National Television System Committee)方式のアナログ信号など）をVCR３
に供給し、または、記録している音声および画像に対応するデジタルデータを、DVCR４や
LAN(Local Area Network)７を介して接続されているパーソナルコンピュータ５に供給す
る。
【００１５】
パーソナルコンピュータ１はまた、記録している音声および画像を編集することができる
。
【００１６】
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パーソナルコンピュータ１はさらに、リモートコントローラ１０から送信される操作信号
に対応して各種の処理を実行することができる。リモートコントローラ１０は、CPU２１
に各種の指令を入力するときやディスプレイ３０の画面上のポイントの指示や選択を行う
とき、ユーザにより操作されて、当該操作に対応する操作信号としての赤外線信号を送信
する。
【００１７】
図２は、パーソナルコンピュータ１の構成を説明するブロック図である。CPU(Central Pr
ocessing Unit)２１は、各種アプリケーションプログラムや、基本的なＯＳ(Operating S
ystem)を実際に実行する。ROM(Read Only Memory)２２は、一般的には、CPU２１が使用す
るプログラムや演算用のパラメータのうちの基本的に固定のデータを格納する。RAM(Rand
om Access Memory)２３は、CPU２１の実行において使用するプログラムや、その実行にお
いて適宜変化するパラメータを格納する。これらはCPUバスまたはメモリバスなどから構
成されるホストバス２４により相互に接続されている。
【００１８】
ホストバス２４は、ブリッジ２５を介して、PCI(Peripheral Component Interconnect/In
terface)バスなどの外部バス（以下、PCIバスとも記述する）２６に接続されている。
【００１９】
外部バス２６には、インタフェース２７、画像処理ボード３４、USB(Universal Serial B
us)インタフェース３５、およびLANボード３７が接続されている。
【００２０】
インタフェース２７に続されているキーボード２８は、CPU２１に各種の指令を入力する
とき、ユーザにより操作される。マウス２９は、ディスプレイ３０の画面上のポイントの
指示や選択を行うとき、ユーザにより操作される。ディスプレイ３０は、各種情報をテキ
ストやイメージで表示する。HDD(Hard Disk Drive)３１は、ハードディスクを駆動し、CP
U２１によって実行するプログラムや各種のデータを記録または再生させる。ドライブ３
２は、磁気ディスク４１（フロッピディスクを含む）、光ディスク４２（CD(Compact Dis
c)、DVD(Digital Versatile Disc)を含む）、光磁気ディスク４３（ＭＤ(Mini Disc)を含
む）、もしくは半導体メモリ４４などの脱着可能な記録媒体に、CPU２１によって実行す
るプログラムや各種のデータを記録または再生させる。スピーカ３３は、所定の音声を再
生する。
【００２１】
これらのキーボード２８乃至スピーカ３３は、インタフェース２７に接続されており、イ
ンタフェース２７は、外部バス２６、ブリッジ２５、およびホストバス２４を介してCPU
２１に接続されている。
【００２２】
画像処理ボード３４は、CPU２１からの制御に基づいて、アンテナ２から供給された放送
信号、VCR３から供給される画像または音声のアナログ信号、または、ネットワーク６を
介してDVCR４から供給される画像または音声のデジタルデータを、所定の形式（後述）で
圧縮符号化し、外部バス２６およびインタフェース２７を介して、HDD３１またはドライ
ブ３２に出力する。
【００２３】
画像処理ボード３４はまた、外部バス２６およびインタフェース２７を介して供給される
、HDD３１またはドライブ３２で読み出された画像または音声のデジタルデータ（所定の
形式で圧縮符号化されているデジタルデータ）を伸張し、得られた画像または音声のアナ
ログ信号を、VCR３に供給したり、外部バス２６およびインタフェース２７を介してディ
スプレイ３０に供給する。さらに画像処理ボード３４は、画像または音声のアナログ信号
を、DVCRフォーマットのデジタル信号に変換してネットワーク６を介してDVCR４に供給し
たり、外部バス２６およびLANカード３７を介してパーソナルコンピュータ５に供給する
。
【００２４】
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USBインタフェース３５は、任意のタイミングで受光部３６等を脱着できる、いわゆるホ
ットプラグ機能を有するUSBコネクタを備えている。USBコネクタに接続される受光部３６
は、リモートコントローラ１０から送信される操作信号としての赤外線信号を受信して電
気信号に変換し、USBインタフェース３５、外部バス２６、ブリッジ２５、およびホスト
バス２４を介してCPU２１に供給する。
【００２５】
LANボード３７は、10BASE-Tポート等のデータ通信用のインタフェースを備えており、LAN
７を介して接続されたパーソナルコンピュータ５とデータを通信する。
【００２６】
画像処理ボード３４、USBインタフェース３５、およびLANボード３７は、外部バス２６、
ブリッジ２５、およびホストバス２４を介してCPU２１に接続されている。
【００２７】
次に、画像処理ボード３４の構成例について、図３を参照して説明する。1394インタフェ
ース５１は、IEEE1394の規定に対応する構成を有し、ネットワーク６に接続され、IEEE13
94の規定に対応するプロトコルに基づき、DVCR４から供給される画像または音声のDVCRフ
ォーマットのデジタルデータを受信し、ＤＶ(Degital Video)データインタフェース５２
に供給する。
【００２８】
1394インタフェース５１はまた、ＤＶデータインタフェース５２から供給された画像また
は音声のDVCRフォーマットのデジタルデータを、IEEE1394の規定に対応するプロトコルに
基づき、DVCR４に供給する。
【００２９】
ＤＶデータインタフェース５２は、1394インタフェース５１から供給されたDVCRフォーマ
ットの画像または音声のデジタルデータ、またはデジタルセレクタ５７から供給された画
像または音声のデジタルデータ（例えば、いわゆる、４：１：１などの圧縮されていない
デジタルデータなど）をＤＶデータ圧縮伸張回路５３に出力し、ＤＶデータ圧縮伸張回路
５３から供給されたDVCRフォーマットの画像または音声のデジタルデータを1394インタフ
ェース５１に出力し、ＤＶデータ圧縮伸張回路５３から供給された画像または音声のデジ
タルデータ（圧縮されていない）をデジタルセレクタ５７に出力する。
【００３０】
ＤＶデータ圧縮伸張回路５３は、ＤＶデータインタフェース５２から供給されたDVCRフォ
ーマットの画像または音声のデジタルデータ（圧縮されているデジタルデータ）を伸張し
てＤＶデータインタフェース５２に出力する。ＤＶデータ圧縮伸張回路５３はまた、ＤＶ
データインタフェース５２から供給された圧縮されていない画像または音声のデジタルデ
ータを、DVCRフォーマットの画像または音声のデジタルデータに圧縮し、ＤＶデータイン
タフェース５２に出力する。
【００３１】
チューナ５４は、アンテナ２から供給されたＲＦ(Radio Frequency)信号より所定のチャ
ンネルに対応する画像および音声のアナログ信号を抽出し、アナログセレクタ５２に出力
する。アナログセレクタ５２は、チューナ５４、VCR３、またはＤ／Ａ(Digital/Analog)
変換回路６１から供給された画像または音声のアナログ信号のいずれかを選択し、Ａ／Ｄ
(Analog/Digital)変換回路５６またはVCR３に出力する。
【００３２】
Ａ／Ｄ変換回路５６は、アナログセレクタ５５から供給された画像および音声のアナログ
信号を、デジタルデータ（例えば、いわゆる、４：１：１などの画像データなど）に変換
し、デジタルセレクタ５７に出力する。デジタルセレクタ５７は、ＤＶデータインタフェ
ース５２、Ａ／Ｄ変換回路５６、またはMPEG(Moving Picture Experts Group)デコーダ６
０から出力された画像および音声のデジタルデータを入力し、いずれかの画像および音声
のデジタルデータを選択し、ＤＶデータインタフェース５２、MPEGエンコーダ５８、また
はＤ／Ａ変換回路６１に出力するとともに、ブリッジ５９に出力し、シーンの切り換えの
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位置の情報をブリッジ５９に出力する。
【００３３】
MPEGエンコーダ５８は、デジタルセレクタ５７から供給された画像および音声のデジタル
データを、MPEG方式（初期設定ではMPEG２方式とされ、適宜、MPEG１方式に変更すること
も可能とされている）を用いて圧縮符号化し、得られる圧縮デジタルデータをブリッジ５
９に出力する。また、MPEGエンコーダ５８は、シーンの切り替わりの画像を、静止縮小画
像（いわゆる、サムネイル画像）に変換し、ブリッジ５９に出力する。さらに、MPEGエン
コーダ５８は、ブリッジ５９から入力されるMPEG２方式の圧縮デジタルデータを、MPEG１
方式の圧縮デジタルデータに変換して、ブリッジ５９に出力する。
【００３４】
なお、以下において、MPEG１方式を用いて圧縮符号化した画像および音声のデジタルデー
タをMPEG１データと記述し、MPEG２方式を用いて圧縮符号化した画像および音声のデジタ
ルデータをMPEG２データと記述し、MPEG１データおよびMPEG２データの両者を包含する語
としてMPEGデータと記述する。
【００３５】
ブリッジ５９は、デジタルセレクタ５７から供給された画像および音声のデジタルデータ
（圧縮されてない）を、PCIバス２６およびインタフェース２７を介して、ディスプレイ
３０に出力する。ブリッジ５９はまた、MPEGエンコーダ５８から供給されたMPEGデータを
、PCIバス２６を介して、HDD３１、ドライブ３２、またはCPU２１に出力する。ブリッジ
５９はさらに、PCIバス２６を介してHDD３１またはドライブ３２から供給されるMPEGデー
タを受信し、MPEGデコーダ６０に出力する。ブリッジ５９はさらに、PCIバス２６を介し
てHDD３１またはドライブ３２から供給されるMPEG２データをMPEGエンコーダ５８に出力
する。
【００３６】
MPEGデコーダ６０は、ブリッジ５９から供給されたMPEGデータを伸張して、得られた画像
または音声のデジタルデータをデジタルセレクタ５７に出力する。
【００３７】
Ｄ／Ａ変換回路６１は、デジタルセレクタ５７から供給された画像および音声のデジタル
データを、アナログ信号に変換してアナログセレクタ５２に出力する。
【００３８】
なお、ハードウェアであるMPEGエンコーダ５８およびMPEGデコーダ６０の処理を、CPU２
１が所定のソフトウェア（プログラム）を実行することで代えるようにしてもよい。
【００３９】
図４は、パーソナルコンピュータ１が実行するアプリケーションプログラムを説明する図
である。録画再生プログラム８１は、画像処理ボード３４に対して、チューナ５４で受信
した所定のチャンネルの画像および音声のアナログ信号、VCR３から供給された画像およ
び音声のアナログ信号、またはネットワーク６を介してDVCR４から供給された画像および
音声のデジタルデータのいずれかを選択させ、選択されたアナログ信号またはデジタルデ
ータを圧縮符号化してMPEGデータを生成し、１以上の所定の形式のファィルから構成され
るＡＶ(Audio Visual)コンテンツとして、HDD３１またはドライブ３２に記録させる。
【００４０】
また、録画再生プログラム８１は、１以上の所定の形式のファイルとしてHDD３１または
磁気ディスク４１乃至半導体メモリ４４に記録されているＡＶコンテンツに含まれるMPEG
データを、画像処理ボード３４に伸張させて、得られた画像のデジタルデータをディスプ
レイ３０に供給して表示させ、得られた音声のデジタルデータをスピーカ３３に供給して
再生させる。
【００４１】
ＡＶコンテンツ管理検索プログラム８２は、HDD３１または磁気ディスク４１乃至半導体
メモリ４４に記録されているＡＶコンテンツの内容または録画された日付などの所定の情
報（図６のＡＶコンテンツ属性レコード１０２に相当する）を表示する。また、ＡＶコン
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テンツ管理検索プログラム８２は、所定のＡＶコンテンツの再生を録画再生プログラム８
１に指示し、編集の対象となるＡＶコンテンツを選択し、その選択されたＡＶコンテンツ
の情報をＡＶコンテンツ編集プログラム８３に供給し、予約録画設定プログラム８４に予
約録画の指示を行う。ＡＶコンテンツ管理検索プログラム８２はさらに、HDD３１に記録
されているＡＶコンテンツを、磁気ディスク４１乃至半導体メモリ４４に移動またはコピ
ーする。
【００４２】
ＡＶコンテンツ編集プログラム８３は、HDD３１または磁気ディスク４１乃至半導体メモ
リ４４に記録されているＡＶコンテンツを基に、選択されたＡＶコンテンツの所定の画像
および音声を編集（所定ＡＶコンテンツにふくまれている画像および音声をつなぎ合わせ
る）し、編集された画像または音声を再生する所定の形式のＡＶコンテンツを生成する。
ＡＶコンテンツ編集プログラム８３が生成した当該所定の形式のＡＶコンテンツは、画像
または音声のデジタルデータを有せず、選択されたＡＶコンテンツを特定する情報および
利用する画像および音声を特定する情報から構成され、録画再生プログラム８１で再生す
ることができる。
【００４３】
予約録画設定プログラム８４は、設定に基づき、予約録画を実行させるＡＶコンテンツを
生成する。当該ＡＶコンテンツは、設定（録画時間、および画質を決定する録画モード）
に対応し、HDD３１または磁気ディスク４１乃至半導体メモリ４４の記憶領域を予め確保
する。
【００４４】
予約監視プログラム８５は、パーソナルコンピュータ１が動作しているとき（ＯＳが動作
しているとき）、常に動作し（いわゆる、常駐している）、予約録画設定プログラム８４
が生成した予約録画を実行させるＡＶコンテンツ、および、図示せぬRTC(Real Time Cloc
k)から供給される時刻に基づいて予約録画を実行する。また、予約監視プログラム８５は
、予約録画を実行させるＡＶコンテンツの設定を変更する。
【００４５】
図５は、パーソナルコンピュータ１が実行するアプリケーションプログラム、ミドルウェ
ア、およびドライバ類の構成を説明する図である。ミドルウェアは、アプリケーションプ
ログラムからの要求に対応し、所定のドライバ類を動作させる。ドライバ類は、画像処理
ボード３４のMPEGエンコーダ５８など、所定のハードウェアのリソースを、実際に動作さ
せる。
【００４６】
ハードウェアインタフェース９１は、録画再生プログラム８１、ＡＶコンテンツ管理検索
プログラム８２、ＡＶコンテンツ編集プログラム８３、予約録画設定プログラム８４、ま
たは予約監視プログラム８５が要求する、ハードウェアリソースの使用を調停し、各種の
優先順位などの設定に基づき、アプリケーションプログラムが所定のハードウェアリソー
スを適切に利用できるようにする。
【００４７】
コンテンツデータベース９２は、ＡＶコンテンツの属性のデータ（後述）などを管理し、
録画再生プログラム８１、ＡＶコンテンツ管理検索プログラム８２、ＡＶコンテンツ編集
プログラム８３、予約録画設定プログラム８４、または予約監視プログラム８５に対し、
ＡＶコンテンツの属性のデータ、またはＡＶコンテンツに対応する画像または音声のデジ
タルデータを記憶しているファイルを特定するデータを提供するデータベースである。
【００４８】
ファイルＩ／Ｏ(Input/Output)９３は、コンテンツデータベース９２を介して、録画再生
プログラム８１、ＡＶコンテンツ管理検索プログラム８２、ＡＶコンテンツ編集プログラ
ム８３、予約録画設定プログラム８４、または予約監視プログラム８５の所定のＡＶコン
テンツ（１以上のファイルから構成される）に対する読み出し、または書き込みの要求に
対応し、実際に、所定のファイルに対しデータの読み出し、または書き込みを実行する。
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【００４９】
エンコード９４は、画像処理ボード３４のMPEGエンコーダ５８に、デジタルセレクタ５７
から入力された画像または音声のデータを、MPEG方式のデジタルデータに圧縮符号化させ
る制御を実行する。
【００５０】
デコード９５は、画像処理ボード３４のMPEGデコーダ６０に、ブリッジ５９から入力され
たMPEG方式の画像または音声のデジタルデータを、伸張させる制御を実行する。
【００５１】
出力切り換え９６は、画像処理ボード３４のアナログセレクタ５２、および１３９４イン
タフェース５１を動作させ、画像処理ボード３４からのアナログ信号またはネットワーク
６を介するデジタルデータの出力を制御する。
【００５２】
入力切り換え９７は、画像処理ボード３４のアナログセレクタ５２、１３９４インタフェ
ース５１、ＤＶデータインタフェース５２、およびデジタルセレクタ５７を動作させ、画
像処理ボード３４に入力されるアナログ信号またはデジタルデータを選択する。
【００５３】
画面表示９８は、デジタルセレクタ５７およびブリッジ５９などを動作させ、ディスプレ
イ３０への画像の表示を制御する。
【００５４】
ドライバ９９は、エンコード９４、デコード９５、出力切り換え９６、入力切り換え９７
、および画面表示９８の要求に対応し、画像処理ボード３４を実際に動作させるプログラ
ムである。
【００５５】
以下において、音声に関する処理については説明を省略する。
【００５６】
図６は、ＡＶコンテンツの構成例を説明する図である。HDD３１または磁気ディスク４１
乃至半導体メモリ４４に記録されているコンテンツデータベース９２には、各ＡＶコンテ
ンツの属性が記録されている。コンテンツデータベース９２に記録されているＡＶコンテ
ンツ属性レコード１０２－１は、ＡＶコンテンツ１０１－１の属性である、名前、ＩＤ(I
dentification Data)、作成日時、変更日時、録画時間、チャンネル名、録画モード、状
態、有効期限（日付および時刻から示される）、誤削除防止の設定、エラーの有無、およ
びメモなどのデータを格納している。コンテンツデータベース９２に記録されているＡＶ
コンテンツ属性レコード１０２－２は、ＡＶコンテンツ１０１－２に対応するものであり
、ＡＶコンテンツ属性レコード１０２－１と同様の情報が格納されている。
【００５７】
ＡＶコンテンツ属性レコード１０２－１に格納されている録画モードのデータは、動画像
データファイル１１１－１－１乃至１１１－１－３が高画質、標準、またはビデオＣＤ互
換（画像のデータがMPEG１方式であること示す）のいずれかであることを示す。同様に、
ＡＶコンテンツ属性レコード１０２－１に格納されている状態のデータは、ＡＶコンテン
ツ１０１－１が予約待ち、録画中、録画・再生中（録画し、録画している画像のデータを
再生している）、未再生、再生中、または再生済のうち、いずれかの状態であるかを示す
。
【００５８】
エラーの有無の情報は、例えば、録画中にパーソナルコンピュータ１が故障し、途中まで
しか録画されなかった、録画中の受信状態が悪く、アンテナ２からの入力された信号で画
像が再生できなかった、または、動画像データファイル１１１－１－１の一部が欠落して
いる等のＡＶコンテンツ１０１－１の状態を示す。
【００５９】
有効期限および誤削除防止の設定は、どちらも設定されない、または、そのいずれかが設
定され、有効期限および誤削除防止の双方が同時に設定されることはない。



(11) JP 4328992 B2 2009.9.9

10

20

30

40

50

【００６０】
ＡＶコンテンツ１０１－１は、HDD３１または磁気ディスク４１乃至半導体メモリ４４に
記録されている動画像データファイル１１１－１－１乃至１１１－１－３、および、静止
画像データファイル１１２－１－１乃至１１２－１－３から構成される。動画像データフ
ァイル１１１－１－１乃至１１１－１－３には、MPEG方式で圧縮されている画像データが
格納されている。動画像データファイル１１１－１－２の先頭に格納されている画像デー
タに対応する画像は、動画像データファイル１１１－１－１の最後に格納されている画像
データに対応する画像に連続している。同様に、動画像データファイル１１１－１－３の
先頭に格納されている画像データに対応する画像は、動画像データファイル１１１－１－
２の最後に格納されている画像データに対応する画像に連続している。
【００６１】
静止画像データファイル１１２－１－１は、動画像データファイル１１１－１－１に格納
されている画像データのシーンの切り替わりの画像を、静止縮小画像に変換した画像デー
タ、および、そのシーンの切り替わりの時刻（または、動画像データファイル１１１－１
－１上のオフセット位置）のデータが格納されている。静止画像データファイル１１２－
１－２は、動画像データファイル１１１－１－２に格納されている画像データのシーンの
切り替わりの画像を、静止縮小画像に変換した画像データ、および、そのシーンの切り替
わりの時刻（または、動画像データファイル１１１－１－２上のオフセット位置）のデー
タが格納されている。静止画像データファイル１１２－１－３は、動画像データファイル
１１１－１－３に格納されている画像データのシーンの切り替わりの画像を、静止縮小画
像に変換した画像データ、および、そのシーンの切り替わりの時刻（または、動画像デー
タファイル１１１－１－３上のオフセット位置）のデータが格納されている。
【００６２】
ＡＶコンテンツ１０１－２は、動画像データファイル１１１－２－１および１１１－２－
２、および静止画像データファイル１１２－２－１および１１２－２－２から構成され、
ＡＶコンテンツ１０１－１の場合と同様なのでその説明は省略する。
【００６３】
以下、ＡＶコンテンツ１０１－１またはＡＶコンテンツ１０１－２を個別に区別する必要
がないとき、単にＡＶコンテンツ１０１と記述する。ＡＶコンテンツ属性レコード１０２
－１またはＡＶコンテンツ属性レコード１０２－２を個別に区別する必要がないとき、単
にＡＶコンテンツ属性レコード１０２と記述する。動画像データファイル１１１－１－１
乃至動画像データファイル１１１－１－３または動画像データファイル１１１－２－１若
しくは動画像データファイル１１１－２－２を個別に区別する必要がないとき、単に動画
像データファイル１１１と記述する。静止画像データファイル１１２－１－１乃至静止画
像データファイル１１２－１－３または静止画像データファイル１１２－２－１若しくは
静止画像データファイル１１２－２－２を個別に区別する必要がないとき、単に静止画像
データファイル１１２と記述する。
【００６４】
ところで、外部の記録媒体である磁気ディスク４１乃至半導体メモリ４４に記録されてい
るコンテンツデータベース９２やＡＶコンテンツ１０１の読み出しに要する時間は、HDD
３１に記録されているコンテンツデータベース９２やＡＶコンテンツの読み出しに要する
時間よりも長くなってしまう。そこで、磁気ディスク４１乃至半導体メモリ４４に記録さ
れているデータを、HDD３１に記録されているデータと時間的に同等に処理できるように
、磁気ディスク４１乃至半導体メモリ４４に記録されているＡＶコンテンツ属性レコード
１０２と、ＡＶコンテンツ１０１のうちの静止画像データファイル１１２を予め読み出し
てキャッシングしておくようにする。
【００６５】
次に、録画再生プログラム８１が、パーソナルコンピュータ１のディスプレイ３０に表示
させるＡＶコンテンツ録画再生ウィンドウについて、図７を参照して説明する。
【００６６】
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ＡＶコンテンツ録画再生ウィンドウには、録画中の画像、または再生中の画像が表示され
る。ＡＶコンテンツ録画再生ウィンドウの下部の録画ウィンドウ１４１には、録画される
チャンネル、録画モードなどが設定される。再生ウィンドウ１４２には、再生するＡＶコ
ンテンツの録画モード等が表示される。ユーザが録画を指示するとき、録画ウィンドウ１
４１が選択されてアクティブとなる。そのとき、再生ウィンドウ１４２は非アクティブで
ある。反対に、ユーザが再生を指示するとき、再生ウィンドウ１４２が選択されてアクテ
ィブとなる。そのとき、録画ウィンドウ１４１は非アクティブである。
【００６７】
録画ウィンドウ１４１が選択されてアクティブであるとき、録画ボタン１４３および停止
ボタン１４４がアクティブとなり操作が可能になる。すなわち、録画ウィンドウ１４１が
選択されてアクティブである場合、録画再生プログラム８１は、録画ボタン１４３がクリ
ックされたることに対応して録画を開始し、停止ボタン１４４がクリックされることに対
応して録画を停止する。
【００６８】
このとき、再生ボタン１４５および一時停止ボタン１４６は、非アクティブとなり、録画
再生プログラム８１は、再生ボタン１４５または一時停止ボタン１４６がクリックされて
も動作しない。
【００６９】
反対に、再生ウィンドウ１４２が選択されてアクティブであるとき、停止ボタン１４４、
再生ボタン１４５、および一時停止ボタン１４６がアクティブとなり操作が可能になる。
すなわち、再生ウィンドウ１４２が選択されてアクティブである場合、録画再生プログラ
ム８１は、再生ボタン１４５がクリックされることに対応して再生を開始し、一時停止ボ
タン１４６がクリックされることに対応して再生を一時停止し、停止ボタン１４４がクリ
ックされることに対応して再生を停止する。
【００７０】
このとき、録画ボタン１４３は非アクティブとなり、録画再生プログラム８１は、録画ボ
タン１４３がクリックされても動作しない。
【００７１】
以上のように、録画ウィンドウ１４１または再生ウィンドウ１４２の選択に対応して、録
画再生プログラム８１が、録画ボタン１４３、停止ボタン１４４、再生ボタン１４５、ま
たは一時停止ボタン１４６をアクティブまたは非アクティブのいずれかの状態に変更する
ことで、ユーザは、操作できる内容を確実に知ることができるので、迅速に操作ができる
ようになる。更に、誤操作を抑止することができるようになる。
【００７２】
次に、ＡＶコンテンツ管理検索プログラム８２について、図８および図９を参照して説明
する。図８は、ＡＶコンテンツ１０１に対応するアイコン（ＡＶコンテンツアイコン表示
ウィンドウ２０４に表示されているもの）が選択されておらずアクティブでないとき、Ａ
Ｖコンテンツ管理検索プログラム８２が、パーソナルコンピュータ１のディスプレイ３０
に表示させるＡＶコンテンツ管理検索ウィンドウを示している。
【００７３】
ＡＶコンテンツ管理検索ウィンドウのＡＶコンテンツ情報表示ウィンドウ２０１には、ア
クティブであるＡＶコンテンツ１０１に対応するＡＶコンテンツ属性レコード１０２に記
録されている名前、作成日時などの属性のデータ、およびアクティブであるＡＶコンテン
ツ１０１に対応する静止画像データファイル１１２に記録されている所定の静止縮小画像
が表示される。ただし、図８の例では、いずれのＡＶコンテンツ１０１もアクティブでは
ないので、ＡＶコンテンツ情報表示ウィンドウ２０１には属性のデータや静止縮小画像は
表示されない。
【００７４】
録画時間表示ウィンドウ２０２には、HDD３１に対するデータの使用状況（既に記憶され
ているデータ量、および更に記録可能なデータ量）が円グラムにより表示され、さらに、
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各録画モードで録画可能な時間の目安（HDD３１の記録可能なデータ領域と、各録画モー
ドでの単位時間当たりの画像のデータ量から算出される時間）が表示される。
【００７５】
ＡＶコンテンツ分類表示ウィンドウ２０３には、ＡＶコンテンツ１０１が分類されて格納
されている仮想的なキャビネットのアイコンが表示される。全てのＡＶコンテンツ１０１
は、いずれかのキャビネットに格納されるように設定される。図８の例では、一時保管に
分類されたＡＶコンテンツ１０１が格納されるキャビネット（一時保管キャビネット）、
ドラマに分類されたＡＶコンテンツ１０１が格納されるキャビネット（ドラマキャビネッ
ト）、スポーツに分類されたＡＶコンテンツ１０１が格納されるキャビネット（スポーツ
キャビネット）、および、HDD３１以外の外部の記録媒体（例えば、光ディスク４２）に
記録されているＡＶコンテンツ１０１が格納されているキャビネット（外部キャビネット
）のそれぞれに対応するアイコンが表示されている。なお、LAN７を介して接続されてい
るパーソナルコンピュータ５を外部キャビネットとして設定し、そのアイコンを表示させ
ることも可能である。
【００７６】
各キャビネットに対応するアイコンは、マウス２９の操作により、アクティブにすること
ができる。図８に示す例では、ドラマキャビネットのアイコンがアクティブとなっている
。
【００７７】
ＡＶコンテンツアイコン表示ウィンドウ２０４には、ＡＶコンテンツ分類表示ウィンドウ
２０３に表示されているキャビネットのアイコンのうち、アクティブであるキャビネット
に格納されているＡＶコンテンツ１０１のアイコンが表示される。図８に示す例では、Ａ
Ｖコンテンツ分類表示ウィンドウ２０３のドラマキャビネットのアイコンがアクティブと
されているので、ＡＶコンテンツアイコン表示ウィンドウ２０４には、ドラマに分類され
ている”大山脈ドラマ”、”大山脈ドラマ２”、および”大山脈ドラマ３”のＡＶコンテ
ンツ１０１に対応するアイコンが表示される。
【００７８】
図９は、ＡＶコンテンツアイコン表示ウィンドウ２０４に表示されている所定のＡＶコン
テンツ１０１のアイコンがアクティブであるときの表示例を示している。同図においては
、ＡＶコンテンツアイコン表示ウィンドウ２０４に表示されている”大山脈ドラマ２”の
ＡＶコンテンツ１０１のアイコンがアクティブである。このとき、ＡＶコンテンツ情報表
示ウィンドウ２０１には、アクティブである”大山脈ドラマ２”のＡＶコンテンツ１０１
に対応するＡＶコンテンツ属性レコード１０２に記録されている名前、作成日時などの属
性のデータ、およびアクティブであるＡＶコンテンツ１０１に対応する静止画像データフ
ァイル１１２に記録されている所定の静止縮小画像が表示される。
【００７９】
次に、ＡＶコンテンツ１０１を選択して再生させるときのユーザの操作について説明する
。始めにユーザは、ＡＶコンテンツ分類表示ウィンドウ２０３に表示されているキャビネ
ットに対応するアイコンをマウス２９を用いて選択する。この操作に対応して、ＡＶコン
テンツアイコン表示ウィンドウ２０４には、選択されたキャビネットに格納されているＡ
Ｖコンテンツ１０１に対応するアイコンが表示される。次にユーザは、ＡＶコンテンツア
イコン表示ウィンドウ２０４に表示されているＡＶコンテンツ１０１に対応するアイコン
をマウス２９を用いて選択して、図７に示したＡＶコンテンツ録画再生プログラム８１が
表示させるＡＶコンテンツ録画再生ウィンドウにドラッグアンドドロップする。
【００８０】
この操作に対応して、ＡＶコンテンツ録画再生プログラム８１は、ドラッグアンドドロッ
プされたアイコンに対応するＡＶコンテンツ１０１の再生を開始する。このとき、再生ウ
ィンドウ１４２にはドラッグアンドドロップされたＡＶコンテンツ１０１の録画モード等
の属性の情報が表示される。
【００８１】
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以上のように、マウス２９を用いて操作する方法の他、リモートコントローラ１０を用い
て同様の操作を行うことが可能である。次に、リモートコントローラ１０を用いた操作に
ついて説明するが、その前に、リモートコントローラ１０について、図１０を参照して説
明する。
【００８２】
リモートコントローラ１０は、上面に設けられた各種のボタン（数字ボタン２２１乃至一
時停止ボタン２３２）が押下された場合、対応する操作信号を赤外線信号として送信する
。送信された赤外線信号はパーソナルコンピュータ１のUSBインタフェース３５に接続さ
れている受光部３６で受信され、電気信号に変換されて、USBインタフェース３５、PCIバ
ス２６、ブリッジ２５、およびホストバス２４を介してCPU２１に供給される。
【００８３】
リモートコントローラ１０の数字ボタン２２１は、受信または録画するチャンネルを設定
するときに押下される。選択ボタン２２２は、ポップアップメニュー２４１（図１１）を
表示させるときや、カーソルで指定されているアイコンを選択するときに押下される。上
ボタン２２３は、ポップアップメニュー内でカーソルを上に移動させるときに押下される
。下ボタン２２４は、ポップアップメニュー内でカーソルを下に移動させるときに押下さ
れる。左ボタン２２５は、ポップアップメニュー内でカーソルを左に移動させるときに押
下される。右ボタン２２６は、ポップアップメニュー内でカーソルを右に移動させるとき
に押下される。チャンネルボタン２２７は、受信または録画するチャンネルをアップまた
はダウンさせるときに押下される。ボリュームボタン２２８は、音量を上下させるときに
押下される。録画ボタン２２９は録画を開始させるときに押下される。停止ボタン２３０
は録画または再生を停止させるときに押下される。再生ボタン２３１は再生を開始させる
ときに押下される。一時停止ボタン２３２は再生を一時停止させるときに押下される。
【００８４】
次に、再生するＡＶコンテンツ１０１を選択して再生させるときのリモートコントローラ
１０の操作について、図７、図１１、および図１２を参照して説明する。始めにユーザが
、図７に示したＡＶコンテンツ録画再生プログラム８１が表示させるＡＶコンテンツ録画
再生ウィンドウがアクティブである状態のとき、リモートコントローラ１０の選択ボタン
２２２を押下すると、それに対応して、ＡＶコンテンツ録画再生ウィンドウには、図１１
に示すように、キャビネット選択用のポップアップメニュー２４１が表示される。キャビ
ネット選択用のポップアップメニュー２４１には、ＡＶコンテンツ管理検索ウィンドウの
ＡＶコンテンツ分類表示ウィンドウ２０３と同等に、ＡＶコンテンツ１０１が分類されて
格納されている各キャビネットの名前が表示される。キャビネット選択用のポップアップ
メニュー２４１の隣には、ＡＶコンテンツ選択用のポップメニュー２４２が表示される。
ＡＶコンテンツ選択用のポップメニュー２４２には、ＡＶコンテンツ管理検索ウィンドウ
のＡＶコンテンツアイコン表示ウィンドウ２０４と同等に、キャビネット選択用のポップ
アップメニュー２４１で選択されたキャビネットに格納されているＡＶコンテンツ１０１
の名前が表示される。
【００８５】
次にユーザが、リモートコントローラ１０の上ボタン２２３または下ボタン２２４を押下
して、キャビネット選択用のポップアップメニュー２４１内のカーソル（図１１において
は、ドラマキャビネットの上にカーソルが存在している）を移動させてキャビネットを選
択し、その後、右ボタン２２６を押下すると、図１２に示すように、カーソルはＡＶコン
テンツ選択用のポップメニュー２４２に移動される。さらに、上ボタン２２３または下ボ
タン２２４を押下して、ＡＶコンテンツ選択用のポップメニュー２４２内でカーソルを移
動させ、再生したいＡＶコンテンツ１０１の名前をカーソルで指定した後、選択ボタン２
２２を押下すると、その操作に対応して、ＡＶコンテンツ録画再生プログラム８１は、Ａ
Ｖコンテンツ選択用のポップメニュー２４２で選択されたＡＶコンテンツ１０１の再生が
開始される。ＡＶコンテンツ録画再生プログラム８１はまた、再生ウィンドウ１４２に、
選択されたＡＶコンテンツ１０１の録画モード等の属性の情報を表示する。
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【００８６】
以上のように、ＡＶコンテンツを選択して再生させる場合、マウス２９を用いた操作方法
だけでなく、リモートコントローラ１０を用いた操作方法を設けたことにより、パーソナ
ルコンピュータ１から離れた位置において、マウス２９を用いた操作手順（キャビネット
を選択した後にＡＶコンテンツを選択するという手順）に関して互換性がある操作をリモ
ートコントローラ１０を用いて行うことが可能となる。
【００８７】
次に、ＡＶコンテンツ管理検索プログラム８２が表示するＡＶコンテンツ管理検索ウィン
ドウを用いてＡＶコンテンツを移動またはコピーする方法について、図１３および図１４
を参照して説明する。
【００８８】
例えば、一時保管キャビネットに分類されている”大山脈ドラマ４”のＡＶコンテンツ１
０１を、ドラマキャビネットに移動する場合（ドラマに分類する場合）には、図１３の▲
１▼に示すように、ＡＶコンテンツアイコン表示ウィンドウ２０４に表示されている”大
山脈ドラマ４”のアイコンを、ＡＶコンテンツ分類表示ウィンドウ２０３に表示されてい
るドラマキャビネットのアイコンの上にドラッグアンドドロップすればよい。この操作に
対応して、ＡＶコンテンツ管理検索プログラム８２は、”大山脈ドラマ４”のＡＶコンテ
ンツ１０１をドラマに分類する。
【００８９】
また例えば、一時保管キャビネットに分類されている”大山脈ドラマ４”のＡＶコンテン
ツ１０１を、外部の記録媒体（例えば、光ディスク４２）にコピーする場合には、図１４
の▲２▼に示すように、ＡＶコンテンツアイコン表示ウィンドウ２０４に表示されている
”大山脈ドラマ４”のアイコンを、ＡＶコンテンツ分類表示ウィンドウ２０３に表示され
ている外部の記録媒体に対応する外部キャビネットのアイコンの上にドラッグアンドドロ
ップすればよい。ただし、外部の記録媒体（例えば、光ディスク４２）にＡＶコンテンツ
１０１をコピーする場合には、データの互換性や著作権保護を考慮して設定することがで
きるコピーオプションに基づいてコピーが行われる。
【００９０】
具体的には、図１５に示すフローチャートに従って処理が行われる。すなわち、ＡＶコン
テンツアイコン表示ウィンドウ２０４に表示されているいずれかのアイコンが、ＡＶコン
テンツ分類表示ウィンドウ２０３に表示されているいずれかのキャビネットのアイコンの
上にドラッグアンドドロップされた場合、ステップＳ１において、ＡＶコンテンツ管理検
索プログラム８２は、ＡＶコンテンツ１０１のアイコンが外部キャビネットに対してドラ
ッグアンドドロップされたか否かを判定する。ＡＶコンテンツ１０１のアイコンが外部キ
ャビネットに対してドラッグアンドドロップされたと判定された場合、ステップＳ２に進
む。
【００９１】
ステップＳ２において、ＡＶコンテンツ管理検索プログラム８２は、図１６に示すコピー
オプション設定ウィンドウ２５１をディスプレイ３０に表示させる。
【００９２】
コピーオプション設定ウィンドウ２５１のチェックボックス２５２は、ＡＶコンテンツ１
０１をHDD３１から外部の記録媒体にコピーした後、HDD３１に記録されているオリジナル
のＡＶコンテンツ１０１を削除するように設定するとき選択される。チェックボックス２
５３は、MPEG２方式の圧縮データとしてHDD３１に記録されているＡＶコンテンツ１０１
を、ビデオＣＤと互換性があるMPEG１方式の圧縮データに変換して、外部の記録媒体にコ
ピーするように設定するとき選択される。なお、図１６に示した例では、チェックボック
ス２５２は選択されず、チェックボックス２５３が選択されている。
【００９３】
表示されたコピーオプション設定ウィンドウ２５１に対して、ユーザがコピーオプション
の設定を行い、ＯＫボタンを選択すると、ステップＳ３に進む。
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【００９４】
ステップＳ３において、ＡＶコンテンツ管理検索プログラム８２は、コピーオプション設
定ウィンドウ２５１のチェックボックス２５３に基づいて、MPEG１方式への変換が設定さ
れているか否かを判定する。MPEG１方式への変換が設定されていると判定された場合、ス
テップＳ４に進む。
【００９５】
ステップＳ４において、ＡＶコンテンツ管理検索プログラム８２は、コピーの対象とされ
ているＡＶコンテンツ１０１をMPEG１方式に変換させる。
【００９６】
ステップＳ５において、ＡＶコンテンツ管理検索プログラム８２は、コピーの対象とされ
ているＡＶコンテンツ１０１を、また、ステップＳ４の処理を実行している場合には、MP
EG１方式に変換されたＡＶコンテンツを、それに対応するＡＶコンテンツ属性レコード１
０２とともに外部キャビネットに対応する外部の記録媒体（例えば、光ディスク４２）に
記録させる。
【００９７】
ステップＳ６において、ＡＶコンテンツ管理検索プログラム８２は、コピーオプション設
定ウィンドウ２５１のチェックボックス２５２に基づいて、コピー後のオリジナルの削除
が設定されているか否かを判定する。コピー後のオリジナルの削除が設定されていると判
定された場合、ステップＳ７に進む。
【００９８】
ステップＳ７において、ＡＶコンテンツ管理検索プログラム８２は、コピーの対象とされ
たオリジナルのＡＶコンテンツ１０１とそれに対応するＡＶコンテンツ属性レコード１０
２をHDD３１から削除する。
【００９９】
　なお、ステップＳ７において、コピーの対象とされたオリジナルのＡＶコンテンツ１０
１とそれに対応するＡＶコンテンツ属性レコード１０２を、HDD３１から実際に消去せず
に残した状態で、例えば、利用の可否を示すフラグを設定して当該フラグをオフにするよ
うにしてもよい。
【０１００】
ステップＳ３において、MPEG１方式への変換が設定されていないと判定された場合、ステ
ップＳ４の処理はスキップされる。また、ステップＳ６において、コピー後のオリジナル
の削除が設定されていないと判定された場合、ステップＳ７の処理はスキップされる。
【０１０１】
ステップＳ１において、ＡＶコンテンツ１０１のアイコンが外部キャビネットに対してド
ラッグアンドドロップされていないと判定された場合、ステップＳ８に進む。ステップＳ
８において、ＡＶコンテンツ管理検索プログラム８２は、コピーの対象とされているＡＶ
コンテンツ１０１をドラッグアンドドロップされたキャビネットに移動する（分類を変更
する）。
【０１０２】
以上のように、ＡＶコンテンツ管理検索プログラム８２が表示するＡＶコンテンツ管理検
索ウィンドウを用いれば、HDD３１に仮想的に設けられたキャビネット間でＡＶコンテン
ツ１０１を移動する（ＡＶコンテンツ１０１の分類を変更する）操作と、HDD３１に記録
されているＡＶコンテンツを外部の記録媒体（例えば、光ディスク４２）にコピーする操
作を、ドラッグアンドドロップという共通の操作により実行できるようにしたので、ユー
ザにとって操作性が向上する。
【０１０３】
また、外部の記録媒体（例えば、光ディスク４２）にＡＶコンテンツを１０１を記録する
ときに、MPEG１方式への変換の有無を設定することができるので、MPEG２方式をサポート
しておらず、MPEG１方式だけをサポートする他のパーソナルコンピュータ等に対し、デー
タの互換性を保つことが可能となる。さらに、コピー後のオリジナルの削除の有無を設定
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することができるので、ＡＶコンテンツの著作権保護に対応することが可能となる。
【０１０４】
次に、上述した一連の処理を実行するプログラムをパーソナルコンピュータ１にインスト
ールし、パーソナルコンピュータ１によって実行可能な状態とするために用いられるプロ
グラム格納媒体について説明する。
【０１０５】
プログラム格納媒体は、図２に示すように、コンピュータとは別に、ユーザにプログラム
を提供するために配布される、プログラムが記録されている磁気ディスク４１（フロッピ
ディスクを含む）、光ディスク４２（CD-ROM(Compact Disc-Read Only Memory)、DVD(Dig
ital Versatile Disc)を含む）、光磁気ディスク４３（ＭＤ(Mini Disc)を含む）、もし
くは半導体メモリ４４などよりなるパッケージメディア、または、プログラムが一時的も
しくは永続的に格納されるROM２２やHDD３１などにより構成される。プログラム格納媒体
へのプログラムの格納は、必要に応じてルータ、モデムなどのインタフェースを介して、
ローカルエリアネットワーク、インタネット、ディジタル衛星放送といった、有線または
無線の通信媒体を利用して行われる。
【０１０６】
なお、本明細書において、プログラム格納媒体に格納されるプログラムを記述するステッ
プは、記載された順序に従って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に
処理されなくとも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
【０１０７】
また、本明細書において、システムとは、複数の装置により構成される装置全体を表すも
のである。
【０１０８】
【発明の効果】
　本発明によれば、動画像データを異なる記録媒体の間でコピーする場合、汎用性のある
データフォーマットに変換できるので、複数のパーソナルコンピュータで画像データを共
有して使用することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用した画像記録再生システムの一実施の形態を示す図である。
【図２】パーソナルコンピュータ１の構成例を示すブロック図である。
【図３】図２の画像処理ボード３４の構成例を示す図である。
【図４】パーソナルコンピュータ１が実行するアプリケーションプログラムを説明する図
である。
【図５】パーソナルコンピュータ１が実行するアプリケーションプログラム、ミドルウェ
ア、およびドライバ類の構成を説明する図である。
【図６】ＡＶコンテンツの構成を説明する図である。
【図７】録画再生プログラム８１が表示させるＡＶコンテンツ録画再生ウィンドウを説明
する図である。
【図８】ＡＶコンテンツ管理検索プログラム８２が表示させるＡＶコンテンツ管理検索ウ
ィンドウを説明する図である。
【図９】ＡＶコンテンツ管理検索プログラム８２が表示させるＡＶコンテンツ管理検索ウ
ィンドウを説明する図である。
【図１０】リモートコントローラ１０の外観図である。
【図１１】ＡＶコンテンツ録画再生ウィンドウに表示されたポップアップウィンドウ２４
１，２４２を説明する図である。
【図１２】ＡＶコンテンツ録画再生ウィンドウに表示されるポップアップウィンドウ２４
１，２４２を説明する図である。
【図１３】ＡＶコンテンツ管理検索ウィンドウを用いたＡＶコンテンツの移動、またはコ
ピーについて説明する図である。
【図１４】ＡＶコンテンツ管理検索ウィンドウを用いたＡＶコンテンツの移動、またはコ
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ピーについて説明する図である。
【図１５】ＡＶコンテンツ管理検索ウィンドウを用いたＡＶコンテンツの移動、またはコ
ピーについて説明するフローチャートである。
【図１６】コピーオプション設定ウィンドウ２５１を説明する図である。
【符号の説明】
１　パーソナルコンピュータ，　３　VCR，　４　DVCR，　５　パーソナルコンピュータ
，　６　ネットワーク，　７　LAN，　１０　リモートコントローラ，　２１　CPU，　２
３　RAM，　３４　画像処理ボード，　３５　USBインタフェース，　３６　受光部，　３
７　LANボード，　５８　MPEGエンコーダ，　６０　MPEGデコーダ，　８１　録画再生プ
ログラム，　８２　ＡＶコンテンツ管理検索プログラム，　８３　ＡＶコンテンツ編集プ
ログラム，　９２　コンテンツデータベース，　１０１　ＡＶコンテンツ，　１０２　Ａ
Ｖコンテンツ属性レコード，　１１１　動画像データファイル，　１１２　静止画像デー
タファイル，２０１　ＡＶコンテンツ情報表示ウィンドウ，　２０２　録画時間表示ウィ
ンドウ，　２０３　ＡＶコンテンツ分類表示ウィンドウ，　２０４　ＡＶコンテンツアイ
コン表示ウィンドウ，　２２２　選択ボタン，　２２３　上ボタン，　２２４　下ボタン
，　２２５　左ボタン，　２２６　右ボタン，　２４１，２４２，　ポップアップメニュ
ー，　２５１　コピーオプション設定ウィンドウ，　２５２，２５３　チェックボックス

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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