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(57)【要約】
【課題】簡単操作でソフトウェアを適切なタイミングで
自動更新することが可能なソフトウェア更新装置を提供
すること。
【解決手段】ソフトウェア更新装置は、コンテンツ処理
の終了時間を検出する検出手段と、前記終了時間に基づ
き、ソフトウェアの更新の実行可否を確認するための確
認情報の出力タイミングを制御する制御手段と、前記制
御手段による前記確認情報の出力タイミングの制御に基
づき、前記確認情報を出力する出力手段と、前記ソフト
ウェアの更新の実行指示に基づき、前記ソフトウェアを
更新する更新処理手段と、を備えている。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツ処理の終了時間を検出する検出手段と、
　前記終了時間に基づき、ソフトウェアの更新の実行可否を確認するための確認情報の出
力タイミングを制御する制御手段と、
　前記制御手段による前記確認情報の出力タイミングの制御に基づき、前記確認情報を出
力する出力手段と、
　前記ソフトウェアの更新の実行指示に基づき、前記ソフトウェアを更新する更新処理手
段と、
　を備えたことを特徴とするソフトウェア更新処理装置。
【請求項２】
　前記検出手段は、前記コンテンツの放送終了時間を検出し、
　前記制御手段は、前記放送終了時間に基づき、前記確認情報の出力タイミングを制御す
る、
　ことを特徴とする請求項１に記載のソフトウェア更新処理装置。
【請求項３】
　前記検出手段は、前記コンテンツの再生終了時間を検出し、
　前記制御手段は、前記再生終了時間に基づき、前記確認情報の出力タイミングを制御す
る、
　ことを特徴とする請求項１に記載のソフトウェア更新処理装置。
【請求項４】
　前記検出手段は、前記コンテンツの録画終了時間を検出し、
　前記制御手段は、前記録画終了時間に基づき、前記確認情報の出力タイミングを制御す
る、
　ことを特徴とする請求項１に記載のソフトウェア更新処理装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記ソフトウェアの更新の準備完了後、前記ソフトウェアの更新が実
行されない場合に、前記終了時間に基づき、前記確認情報の出力タイミングを制御するこ
とを特徴とする請求項１に記載のソフトウェア更新処理装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記ソフトウェアの更新の準備完了後、前記確認情報を出力し、前記
ソフトウェアの更新の実行否定の指示を受けた後、前記コンテンツ処理の終了時間に基づ
き、再び前記確認情報を出力することを特徴とする請求項１に記載のソフトウェア更新処
理装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記検出手段により前記終了時間が検出できない場合、現在時間から
所定時間経過後に前記確認情報を出力することを特徴とする請求項１に記載のソフトウェ
ア更新処理装置。
【請求項８】
　動作状態切換指示に基づいて、コンテンツ処理操作を受け付けない第１の動作状態と、
前記コンテンツ処理操作を受け付ける第２の動作状態とを切り換える切換手段を備え、
　前記更新処理手段は、前記第２の動作状態での前記ソフトウェアの更新の実行指示に基
づき、前記切換手段により前記第２の動作状態を第１の動作状態へ切り換えて、前記ソフ
トウェアを更新する、
　ことを特徴とする請求項１に記載のソフトウェア更新処理装置。
【請求項９】
　前記更新処理手段は、前記ソフトウェアの更新処理後、前記第１の動作状態を前記第２
の動作状態へ戻すことを特徴とする請求項８に記載のソフトウェア更新処理装置。
【請求項１０】
　コンテンツ処理の終了時間を検出し、
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　前記終了時間に基づき、ソフトウェアの更新の実行可否を確認するための確認情報の出
力タイミングを制御し、
　前記ソフトウェアの更新の実行指示に基づき、前記ソフトウェアを更新する、
　ことを特徴とするソフトウェア更新処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ソフトウェアを更新するソフトウェア更新処理装置及びソフトウェア更新処
理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）を筆頭に、デジタルビデオレコーダ（ＤＶＲ）
及びデジタルＴＶ（ＤＴＶ）など各種デジタル機器の普及が目覚しい。これらデジタル機
器の動作は、不揮発性メモリに書き込まれた動作プログラム（ソフトウェア）により制御
される。
【０００３】
　デジタル機器の出荷後に、動作の不具合が見つかった場合には、動作不具合解消に対応
するために、現在の動作プログラムをバージョンアップ（修正又は更新）するためのデー
タがネットワーク又は放送信号により提供される。また、デジタル機器の出荷後に、新た
な機能の搭載が決まった場合には、新たな機能に対応するための新規動作プログラムがネ
ットワーク又は放送信号により提供される。
【０００４】
　デジタル機器は、ネットワーク又は放送信号から、バージョンアップデータ又は新規動
作プログラムをダウンロードし、バージョンアップデータに基づき現在の動作プログラム
をバージョンアップしたり、新規動作プログラムを追加し有効化したりする。
【０００５】
　しかしながら、デジタル機器は、いつでも現在の動作プログラムをバージョンアップし
たり、新規動作プログラムを有効化することができるわけではない。バージョンアップ等
を実行するためには現在の動作プログラムの書換え等が発生する。このため、デジタル機
器が動作中の間は、バージョンアップ等は実行できない。例えば、デジタル機器がコンテ
ンツを再生したり、コンテンツを録画したりしている間は、バージョンアップ等は実行で
きない。
【０００６】
　具体例を挙げると、動作プログラムの更新と録画予約に基づく録画動作とが重なる場合
には、動作プログラムの更新又は録画動作のどちらか一方しか実行することはできない。
このような場合に、動作プログラムの更新と録画動作のどちらか一方の優先指定を可能に
する技術、及び動作プログラムの更新日時を指定可能にする技術が開示されている（特許
文献１参照）。例えば、ユーザが、録画動作を優先指定すれば、動作プログラムの更新と
録画動作とが重なっても、動作プログラムの更新が実行されてしまい録画動作が実行され
なかったという事態を防ぐことができる。また、ユーザが、動作プログラムの更新日時を
指定することにより、指定した日時に動作プログラムを更新することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００８－１９７８１１号公報（段落番号００２７、図５）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記特許文献１に開示された技術では、ユーザによる優先指定のための
操作、又はユーザによる動作プログラムの更新日時の入力操作が必要となり、ユーザの手
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を煩わせることになる。
【０００９】
　本発明の目的は、簡単操作でソフトウェアを適切なタイミングで自動更新することが可
能なソフトウェア更新装置及びソフトウェア更新方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一実施形態に係るソフトウェア更新装置は、コンテンツ処理の終了時間を検出
する検出手段と、前記終了時間に基づき、ソフトウェアの更新の実行可否を確認するため
の確認情報の出力タイミングを制御する制御手段と、前記制御手段による前記確認情報の
出力タイミングの制御に基づき、前記確認情報を出力する出力手段と、前記ソフトウェア
の更新の実行指示に基づき、前記ソフトウェアを更新する更新処理手段と、を備えている
。
【００１１】
　本発明の一実施形態に係るソフトウェア更新方法は、コンテンツ処理の終了時間を検出
し、前記終了時間に基づき、ソフトウェアの更新の実行可否を確認するための確認情報の
出力タイミングを制御し、前記ソフトウェアの更新の実行指示に基づき、前記ソフトウェ
アを更新する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、簡単操作でソフトウェアを適切なタイミングで自動更新することが可
能なソフトウェア更新装置及びソフトウェア更新方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】ソフトウェアバージョンアップ処理を構成するソフトウェアバージョンアップ実
行確認画面の表示タイミング制御の一例を示すフローチャートである。
【図２】ソフトウェアバージョンアップ処理を構成する動作状態制御の一例を示すフロー
チャートである。
【図３】バージョンアップ実行確認画面の一例を示す図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る映像記録再生装置を構成する制御モジュールの一例を
示す図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る映像記録再生装置の一例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照し、本発明の実施形態について説明する。
【００１５】
　図５は、本発明の一実施形態に係る映像記録再生装置（ソフトウェア更新処理装置）の
概略構成を示すブロック図である。なお、本実施形態で説明するソフトウェアバージョン
アップ処理は、デジタルビデオレコーダ（ＤＶＲ）等の図５に示す映像記録再生装置１へ
の適用だけに限定されるものではなく、デジタルＴＶ（ＤＴＶ）等の図５に示す映像表示
装置２、或いは各種コンピュータにも適用できる。また、本実施形態では、ソフトウェア
バージョンアップ処理について説明するが、本発明は、ソフトウェアのバージョンアップ
の処理に限定されるものではなく、ソフトウェアを追加、修正、又は更新する各種処理に
適用することができる。また、本実施形態で説明するソフトウェアは、プログラム（例え
ばオペレーティングシステム等のプログラム）に相当する。
【００１６】
　図５に示すように、映像記録再生装置１は、ユーザ操作入力部１０１、信号受光部１０
２、表示部１０３、制御モジュール１０４、チューナ部１０５、メモリ部１０６、ＯＳＤ
制御モジュール１０７、信号処理モジュール１０８、合成処理モジュール１０９、ディス
クドライブ部１１１、ハードディスクドライブ部１１２、ネットワーク部１１３を備えて
いる。
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【００１７】
　さらに、図４に示すように、制御モジュール１０４は、ソフトウェアバージョンアップ
実行確認制御モジュール１０４１、実行確認画面描画制御モジュール１０４２、ダウンロ
ード制御モジュール１０４３、イベント管理モジュール１０４４、番組情報管理モジュー
ル１０４５、ソフトウェアバージョンアップ制御モジュール１０４６を備えている。
【００１８】
　チューナ部１０５は、アンテナ３により受信された受信信号から指定された物理チャン
ネル信号を選択し、選択した物理チャンネル信号を信号処理モジュール１０８へ入力する
。録画処理が指定されている場合には、信号処理モジュール１０８は、物理チャンネル信
号から映像信号及び音声信号を生成し、ディスクドライブ部１１１又はハードディスクド
ライブ部１１２へ入力する。ディスクドライブ部１１１は、入力された映像信号及び音声
信号を光ディスクへ記録する。或いは、ハードディスクドライブ部１１２は、入力された
映像信号及び音声信号をハードディスクへ記録する。再生処理が指定されている場合には
、信号処理モジュール１０８は、物理チャンネル信号から生成された映像信号及び音声信
号を、合成処理モジュール１０９を介して、映像表示装置２（スピーカ有り）へ出力する
。
【００１９】
　次に、ソフトウェアバージョンアップ処理について説明する。
【００２０】
　映像記録再生装置１のメモリ部１０６は、動作プログラム（ソフトウェア）を記憶して
おり、制御モジュール１０４は、ネットワーク部１１３を介してネットワークサーバ等か
ら、動作プログラムをバージョンアップ（修正又は更新）するためのデータをダウンロー
ドしたり、チューナ部１０５を介してデジタル放送信号から、動作プログラムをバージョ
ンアップするためのバージョンアップデータをダウンロードすることができる。或いは、
制御モジュール１０４は、ネットワーク部１１３を介してネットワークサーバ等から、新
規動作プログラムをダウンロードしたり、チューナ部１０５を介して放送信号から、新規
動作プログラムをダウンロードすることができる。例えば、制御モジュール１０４は、処
理負荷が小さいときに上記したデータをダウンロードする。
【００２１】
　制御モジュール１０４が、上記したデータをダウンロードすると、ダウンロードデータ
は、メモリ部１に記憶される。上記したデータのダウンロードが完了すると、制御モジュ
ール１０４は、バージョンアップの実行可否を判定する。
【００２２】
　例えば、制御モジュール１０４は、バージョンアップに必要な時間（以下、バージョン
アップ実行時間）を検出し、バージョンアップ実行時間を確保できると判定し、現在の動
作状態がコンテンツ処理操作（放送又は録画コンテンツの再生又は記録等の操作）を受け
付けない第１の動作状態（電力オフ状態）であると判定した場合に、バージョンアップ実
行可能と判定する。なお、第１の動作状態とは、映像記録再生装置に対して完全に電力供
給が断たれた状態ではなく、必要最小限の電力（待機電力）が供給された状態である。制
御モジュール１０４は、実際のバージョンアップに必要な時間＋α（例えば１０分）をバ
ージョンアップ実行時間として検出する。さらに、制御モジュール１０４は、検出された
現在時刻からバージョンアップ実行時間が経過しても、録画予約等が実行されないことを
確認した場合に、バージョンアップ実行時間を確保できると判定する。制御モジュール１
０４が、バージョンアップ実行可能と判定すると、第１の動作状態を内部起動状態へ切り
換えて、ソフトウェアバージョンアップ制御モジュール１０４６は、バージョンアップを
実行する。このように、ソフトウェアバージョンアップは、内部起動状態で実行される。
【００２３】
　ユーザ操作入力部１０１及びリモートコントローラ１０２ａには、パワーオン／オフキ
ーが設けられており、ユーザによるパワーオン／オフキーの操作に対応して、制御モジュ
ール１０４は、第１の動作状態（電力供給オフ状態）と、第２の動作状態（電力供給オン
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状態）とを切り換える。第１の動作状態は、コンテンツ処理操作（放送又は録画コンテン
ツの再生又は記録等の操作）を受け付けない状態である。一方、第２の動作状態は、コン
テンツ処理操作（放送又は録画コンテンツの再生又は記録等の操作）を受け付ける状態で
あり、コンテンツ処理操作に応じてコンテンツ処理を実行するために必要な電力（動作電
力＞待機電力）が供給された状態である。
【００２４】
　ユーザが、パワーオン／オフキーを操作せずに、映像記録再生装置１が第２の動作状態
で放置されると、バージョンアップ実行の機会が得られなくなることがある。つまり、バ
ージョンアップデータのダウンロードが完了しても、映像記録再生装置１が第２の動作状
態で放置されると、制御モジュール１０４は内部起動状態を容易に構築することができな
い。例えば、制御モジュール１０４は、ユーザからのバージョンアップの実行指示が無く
ても第１の動作状態を内部起動状態へ切り換ることはできるが、ユーザからのバージョン
アップの実行指示が無いと第２の動作状態が保持されてしまう。
【００２５】
　映像記録再生装置１が第２の動作状態で放置された場合、例えば、動作状況等に関係な
く定期的にバージョンアップの実行確認を出力（表示）し、実行確認の同意を得た場合、
つまりバージョンアップの実行指示が得られた場合に、第２の動作状態を内部起動状態へ
切り換え、バージョンアップを実行するような単純確認バージョンアップ方法が考えられ
る。
【００２６】
　ところが、このような単純確認バージョンアップ方法を映像記録再生装置１に適用した
場合、映像記録再生装置１は、動作状況に関係なく、定期的にバージョンアップの実行確
認を出力（表示）してしまう。ユーザは、このような定期的な実行確認の出力に対してス
トレスを感じてしまうことがある。例えば、ユーザが、映像記録再生装置１により２時間
番組を視聴している間に、１０分おきにバージョンアップの実行確認が出力（表示）され
てしまうと、ユーザは、このような定期的な実行確認の出力に対してストレスを感じてし
まうことがある。
【００２７】
　また、このような定期的な実行確認に対して、ユーザが同意してしまうと（ユーザ操作
入力部１０１又はリモートコントローラ１０２ａに設けられた決定キー等を操作してしま
うと）、映像記録再生装置１はバージョンアップのために内部起動状態へ移行してしまう
。これにより、ユーザは、番組視聴を継続できなくなってしまう。
【００２８】
　また、映像記録再生装置１が番組を録画している間に、定期的にバージョンアップの実
行確認を出力（表示）し、これに対応してユーザが同意してしまうと、番組録画が中断さ
れてしまうなど深刻な事態になりかねない。
【００２９】
　定期的な実行確認をやめてしまうと、長期にわたりバージョンアップが実行されないこ
とがあり、これによりユーザに不利益を与えてしまうこともある。
【００３０】
　本実施形態では、ユーザに対して上記したようなストレスを与えることなく、適切なタ
イミングでバージョンアップの実行確認を出力することが可能なソフトウェアバージョン
アップ処理について説明する。
【００３１】
　図１は、ソフトウェアバージョンアップ処理を構成するソフトウェアバージョンアップ
実行確認画面の表示タイミング制御の一例を示すフローチャートである。図２は、ソフト
ウェアバージョンアップ処理を構成する動作状態制御の一例を示すフローチャートである
。
【００３２】
　映像記録再生装置１（制御モジュール１０４）は、ネットワーク部１１３を介してネッ
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トワークサーバ等から、動作プログラムをバージョンアップ（修正又は更新）するための
データをダウンロードしたり、チューナ部１０５を介してデジタル放送信号から、動作プ
ログラムをバージョンアップするためのバージョンアップデータをダウンロードすること
ができる。或いは、制御モジュール１０４は、ネットワーク部１１３を介してネットワー
クサーバ等から、新規動作プログラムをダウンロードしたり、チューナ部１０５を介して
放送信号から、新規動作プログラムをダウンロードすることができる。
【００３３】
　制御モジュール１０４が、上記したデータをダウンロードすると、ダウンロードデータ
は、メモリ部１に記憶される。ダウンロードが完了し（ＳＴ１０１、ＹＥＳ）、第２の動
作状態ならば、制御モジュール１０４は、バージョンアップの実行可否を判定するととも
に、バージョンアップ実行確認情報の出力タイミングを判定する。
【００３４】
　制御モジュール１０４は、イベント管理モジュール１０４４が管理している録画予約情
報等から録画動作等のイベントの発生時刻を予測する。制御モジュール１０４は、バージ
ョンアップ実行時間及びイベント発生予測に基づき、バージョンアップの実行可否を判定
する（ＳＴ１０２）。例えば、制御モジュール１０４は、録画予約に基づく録画動作中で
あったり、録画予約に基づく録画動作がバージョンアップ実行時間より短い時間内に実行
される状況であれば、バージョンアップ実行不能と判定する。
【００３５】
　制御モジュール１０４が、バージョンアップの実行不能と判定すると（ＳＴ１０３、Ｎ
Ｏ）、ソフトウェアバージョンアップ実行確認制御モジュール１０４１は、バージョンア
ップの実行が可能となる最も近い日時を検出し、バージョンアップ実行可能日時＋β（例
えば１～１０分）をバージョンアップの確認実行日時として設定する（ＳＴ１１１）。
【００３６】
　制御モジュール１０４は、確認実行日時への到達を検出すると（ＳＴ１１２、ＹＥＳ）
、再び、バージョンアップ実行時間及びイベント発生予測に基づき、バージョンアップの
実行可否を判定する（ＳＴ１０２）。制御モジュール１０４がバージョンアップの実行可
能と判定すると（ＳＴ１０３、ＹＥＳ）、ソフトウェアバージョンアップ実行確認制御モ
ジュール１０４１はバージョンアップ実行確認を指示し、これに対応して実行確認画面描
画制御モジュール１０４２はバージョンアップ実行確認画面の描画を制御する。これによ
り、ＯＳＤ制御モジュール１０７は、バージョンアップ実行確認画面を表示するための表
示情報を出力し、映像表示装置２はバージョンアップ実行確認画面を表示する（ＳＴ１０
４）。図３に示すように、バージョンアップ実行確認画面は、「ソフトウェアバージョン
アップを行いますか？」などのメッセージを含み、「はい」及び「いいえ」などの実行同
意キー及び実行不同意キーを含む。
【００３７】
　ユーザがバージョンアップの実行に同意すると、つまりユーザ操作入力部１０１又はリ
モートコントローラ１０２ａに設けられた決定キー等の操作により、バージョンアップの
実行が指示されると（ＳＴ１０５、ＹＥＳ）、ソフトウェアバージョンアップ制御モジュ
ール１０４６はソフトウェアバージョンアップ処理を実行する（ＳＴ１０６）。或いは、
ユーザが所定時間内にバージョンアップの実行に同意する又は同意しないを指示せず、ソ
フトウェアバージョンアップ制御モジュール１０４６が、タイムアップと判定した場合に
も、ソフトウェアバージョンアップ処理を実行する（ＳＴ１０６）。
【００３８】
　この場合、図２に示すように、ソフトウェアバージョンアップ制御モジュール１０４６
は、第２の動作状態を第１の動作状態へ切り換えて、さらに第１の動作状態において内部
起動状態を構築し、バージョンアップを実行する（ＳＴ２０１）（ＳＴ２０２、ＮＯ）（
ＳＴ２０３、ＹＥＳ）（ＳＴ２０４、ＹＥＳ）（ＳＴ２０５）。さらに、ソフトウェアバ
ージョンアップ制御モジュール１０４６は、バージョンアップ完了後、再起動を実行し、
動作状態を元に戻す（ＳＴ２０６、ＹＥＳ）（ＳＴ２０１）。つまり、動作状態は、第２
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の動作状態に戻る。
【００３９】
　ユーザがバージョンアップの実行に同意しなければ、つまりユーザ操作入力部１０１又
はリモートコントローラ１０２ａに設けられた決定キー等の操作により、バージョンアッ
プを実行しない旨が指示されると（ＳＴ１０５、ＮＯ）、例えば、ソフトウェアバージョ
ンアップ実行確認制御モジュール１０４１は、番組情報管理モジュール１０４５から番組
情報を取得し（ＳＴ１０７）（ＳＴ１０８、ＹＥＳ）、選択中の放送チャンネルで現在放
送されている番組コンテンツ（視聴されているであろう番組コンテンツ）の放送終了日時
＋β（例えば１～１０分）をバージョンアップの再確認実行日時として設定する（ＳＴ１
０９）。つまり、現在再生されているコンテンツの放送終了日時＋β（例えば１～１０分
）をバージョンアップの再確認実行日時として設定する（ＳＴ１０９）。
【００４０】
　制御モジュール１０４は、再確認実行日時への到達を検出すると（ＳＴ１１２、ＹＥＳ
）、バージョンアップ実行時間及びイベント発生予測に基づき、バージョンアップの実行
可否を判定する（ＳＴ１０２）。制御モジュール１０４がバージョンアップの実行可能と
判定すると（ＳＴ１０３、ＹＥＳ）、ソフトウェアバージョンアップ実行確認制御モジュ
ール１０４１はバージョンアップ実行確認を指示し、これに対応して実行確認画面描画制
御モジュール１０４２はバージョンアップ実行確認画面の描画を制御する。これにより、
ＯＳＤ制御モジュール１０７は、バージョンアップ実行確認画面を表示するための表示情
報を出力し、映像表示装置２はバージョンアップ実行確認画面を表示する（ＳＴ１０４）
。
【００４１】
　なお、ソフトウェアバージョンアップ実行確認制御モジュール１０４１が、番組情報管
理モジュール１０４５から番組情報を取得できなければ（ＳＴ１０７）（ＳＴ１０８、Ｎ
Ｏ）、選択中の放送チャンネルで現在放送されている番組（視聴されているであろう番組
）の放送終了日時を検出することはできない。そのため、ソフトウェアバージョンアップ
実行確認制御モジュール１０４１は、現在日時＋β（例えば１～１０分）をバージョンア
ップの再確認実行日時として設定する（ＳＴ１１０）。
【００４２】
　制御モジュール１０４は、再確認実行日時への到達を検出すると（ＳＴ１１２、ＹＥＳ
）、バージョンアップ実行時間及びイベント発生予測に基づき、バージョンアップの実行
可否を判定する（ＳＴ１０２）。制御モジュール１０４がバージョンアップの実行可能と
判定すると（ＳＴ１０３、ＹＥＳ）、ソフトウェアバージョンアップ実行確認制御モジュ
ール１０４１はバージョンアップ実行確認を指示し、これに対応して実行確認画面描画制
御モジュール１０４２はバージョンアップ実行確認画面の描画を制御する。これにより、
ＯＳＤ制御モジュール１０７は、バージョンアップ実行確認画面を表示するための表示情
報を出力し、映像表示装置２はバージョンアップ実行確認画面を表示する（ＳＴ１０４）
。
【００４３】
　なお、上記説明では、選択中の放送チャンネルで現在放送されている番組（視聴されて
いるであろう番組）の放送終了日時に基づき、バージョンアップの再確認実行日時を設定
するケースについて説明したが、本実施形態はこれに限定されるものではない。例えば、
光ディスク又はハードディスクなどに記憶されたコンテンツを再生している場合には、ソ
フトウェアバージョンアップ実行確認制御モジュール１０４１は、この再生中のコンテン
ツの再生終了日時＋β（例えば１～１０分）をバージョンアップの再確認実行日時として
設定する。
【００４４】
　又は、光ディスク又はハードディスクなどに対してコンテンツを記録している場合には
、ソフトウェアバージョンアップ実行確認制御モジュール１０４１は、この記録中のコン
テンツの記録終了日時＋β（例えば１～１０分）をバージョンアップの再確認実行日時と
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して設定する。つまり、ソフトウェアバージョンアップ実行確認制御モジュール１０４１
は、各種コンテンツの処理終了日時＋＋β（例えば１～１０分）をバージョンアップの再
確認実行日時として設定する。
【００４５】
　上記したように本実施形態の映像記録再生装置１は、コンテンツの処理（放送コンテン
ツの再生処理、記録コンテンツの再生処理、コンテンツの記録処理）に応じて適切なタイ
ミングでバージョンアップの実行確認画面を表示するための情報を出力することができる
。これにより、例えば、ユーザが、映像記録再生装置１により２時間番組を視聴している
間に、１０分おきにバージョンアップの実行確認が出力（表示）されてしまうという事態
を防止することもできるし、また、２時間番組の視聴が終了した後、バージョンアップの
実行確認が長期にわたり出力されないという事態も防止できる。
【００４６】
　また、本実施形態の映像記録再生装置１は、バージョンアップ実行確認画面を表示した
にもかかわらず、所定時間内にユーザから同意の指示も不同意の指示も得られない場合に
は、ユーザが機器（映像記録再生装置１）を使用していない状態であると判断し、バージ
ョンアップ処理を実行する（ＳＴ２０５）。しかも、バージョンアップ完了後（ＳＴ２０
５）、再起動して元の状態に戻る（ＳＴ２０６、ＹＥＳ）（ＳＴ２０１）。
【００４７】
　また、本実施形態の映像記録再生装置１は、バージョンアップを実行しない旨が指示さ
れた場合であっても（ＳＴ１０５、ＮＯ）、その後、ユーザによるパワーオン／オフキー
の操作により映像記録再生装置１が第１の動作状態へ移行されると（ＳＴ２０２、ＹＥＳ
）、つまり、内部起動状態を容易に構築できる状況になった場合には、ユーザが機器（映
像記録再生装置１）を使用していない状態であると判断し、第１の動作状態において内部
起動状態を構築し、バージョンアップ処理を実行する（ＳＴ２０５）。この場合、バージ
ョンアップ完了後（ＳＴ２０５）、再起動せずに、第１の動作状態が維持される（ＳＴ２
０６、ＮＯ）（ＳＴ２０７）。
【００４８】
　本実施形態の映像記録再生装置１は、ソフトウェアバージョンアップに必要なデータを
ダウンロードした後、第２の動作状態が継続されるなどして内部起動状態を容易に構築で
きない場合でも、適切なタイミングでユーザにバージョンアップを促すことができ、簡単
操作でバージョンアップの実行を受け付けることができる。即ち、映像記録再生装置１は
、適切なタイミングでユーザにバージョンアップを促すことができ、バージョンアップの
実行機会を増やすことができる。
【００４９】
　なお、上記したモジュールとは、ハードウェアで実現するものであっても良いし、ＣＰ
Ｕ等を使ってソフトウェアで実現するものであってもよい。
【００５０】
　なお、本願発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を
逸脱しない範囲で種々に変形することが可能である。また、各実施形態は可能な限り適宜
組み合わせて実施してもよく、その場合組み合わせた効果が得られる。更に、上記実施形
態には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適当な組み
合わせにより種々の発明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件からい
くつかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決
でき、発明の効果の欄で述べられている効果が得られる場合には、この構成要件が削除さ
れた構成が発明として抽出され得る。
【符号の説明】
【００５１】
１…映像記録再生装置、２…モニター、１０１…ユーザ操作入力部、１０２…信号受光部
、１０３…表示部、１０４…制御モジュール、１０５…チューナ部、１０５１…増幅器、
１０５２…分配器、１０５３…チューナ回路、１０５４…デジタル復調モジュール、１０
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６…メモリ部、１０７…ＯＳＤ制御モジュール、１０８…信号処理モジュール、１０９…
合成処理モジュール、１１１…ディスクドライブ部、１１２…ハードディスクドライブ部
、１１３…ネットワーク部、１０４１…ソフトウェアバージョンアップ実行確認制御モジ
ュール、１０４２…実行確認画面描画制御モジュール、１０４３…ダウンロード制御モジ
ュール、１０４４…イベント管理モジュール、１０４５…番組情報管理モジュール

【図１】 【図２】

【図３】
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