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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デジタル方式のテレビ放送信号を受信して選局された番組やその他の情報を記録媒体に
記録すると共に記録媒体に記録された番組やその他の情報を再生する情報記録再生装置に
おいて、
　録画したい番組に関するチャンネルと録画予約日と録画開始時刻と録画終了時刻と録画
モードとを含む録画予約情報の入力操作によりメモリに前記録画予約情報を格納して所望
の番組を録画予約するタイマ予約が設定されているか否かを判定するタイマ予約判定手段
と、
　前記タイマ予約が設定されていると判定された後、特定の放送局のテレビ放送信号から
取り出した電子番組案内情報に含まれるチャンネルと放送予定日と放送開始時刻と放送終
了時刻と、前記録画予約情報に含まれるチャンネルと録画予約日と録画開始時刻と録画終
了時刻とがそれぞれ一致するか否かを判定する録画予約内容判定手段と、
　前記電子番組案内情報に含まれるチャンネルと放送予定日と放送開始時刻と放送終了時
刻と、前記録画予約情報に含まれるチャンネルと録画予約日と録画開始時刻と録画終了時
刻とがそれぞれ一致すると判定されたとき、その一致する内容を示す一致情報をディスプ
レイ装置に表示させる一致情報表示手段と、
　前記電子番組案内情報に含まれるチャンネルと放送予定日と放送開始時刻と放送終了時
刻と、前記録画予約情報に含まれるチャンネルと録画予約日と録画開始時刻と録画終了時
刻とがそれぞれ比較され、何れかが一致しないと判定されたとき、その不一致する内容を
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示す不一致情報をディスプレイ装置に表示させる不一致情報表示手段と、
　前記一致情報がディスプレイ装置に表示された後、前記所望する番組を前記タイマ予約
による録画予約から前記電子番組案内情報による録画予約に置換する録画予約置換手段と
、を備えたことを特徴とする情報記録再生装置。
【請求項２】
　前記録画予約内容判定手段は、前記タイマ予約が設定されていると判定された後、前記
電子番組案内情報が更新されていき、前記電子番組案内情報が、所定期間後に、前記タイ
マ予約による録画予約情報に含まれるチャンネルと録画予約日と録画開始時刻と録画終了
時刻とにそれぞれ対応するチャンネルと放送予定日と放送開始時刻と放送終了時刻とを示
す番組情報を含むようになって、前記各情報の比較が可能になったとき、前記電子番組案
内情報に含まれるチャンネルと放送予定日と放送開始時刻と放送終了時刻と、前記録画予
約情報に含まれるチャンネルと録画予約日と録画開始時刻と録画終了時刻とがそれぞれ一
致するか否かを判定することを特徴とする請求項１に記載の情報記録再生装置。
【請求項３】
　前記録画予約置換手段は、前記所望する番組を前記タイマ予約による録画予約から前記
電子番組案内情報による録画予約に置換する際、前記録画予約内容判定手段により、前記
電子番組案内情報に含まれるチャンネルと放送予定日と放送開始時刻と放送終了時刻と、
前記録画予約情報に含まれるチャンネルと録画予約日と録画開始時刻と録画終了時刻とが
それぞれ比較され、何れかが一致しないと判定されたとき、前記タイマ予約による録画予
約情報に修正を加えてから、前記タイマ予約による録画予約から前記電子番組案内情報に
よる録画予約に置換することを特徴とする請求項１に記載の情報記録再生装置。
【請求項４】
　前記不一致情報がディスプレイ装置に表示された後、前記タイマ予約による録画予約情
報を修正するか、または前記タイマ予約によるチャンネルと録画開始時刻と録画終了時刻
とを前記電子番組案内情報に含まれるチャンネルと放送開始時刻と放送終了時刻とに一致
させるかの選択が行われたことを検知する選択検知手段と、
　前記タイマ予約による録画予約情報を修正する方が選択されたことを前記選択検知手段
により検知されたとき、再びタイマ予約による録画予約情報を入力することを可能にする
再度予約情報入力可能手段と、
　前記タイマ予約によるチャンネルと録画開始時刻と録画終了時刻とを前記電子番組案内
情報に含まれるチャンネルと放送開始時刻と放送終了時刻とに一致させる方が選択された
ことを前記選択検知手段により検知されたとき、前記タイマ予約によるチャンネルと録画
開始時刻と録画終了時刻とを前記電子番組案内情報に含まれるチャンネルと放送開始時刻
と放送終了時刻とに一致させる情報一致処理手段と、を備えたことを特徴とする請求項１
に記載の情報記録再生装置。
【請求項５】
　前記修正を加えた番組をディスプレイ装置に一覧表示する場合には、前記修正を加えた
番組の表示領域を色分けや印付けを行って前記ディスプレイ装置上の電子番組案内画面に
表示させる一覧表示手段を備えたことを特徴とする請求項３に記載の情報記録再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタル方式のテレビ放送信号を受信して選局された番組やその他の情報を
記録媒体に記録すると共に記録媒体に記録された番組やその他の情報を再生する情報記録
再生装置に関し、特に、番組を録画予約する録画予約機能の処理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、日本においては、放送衛星（ＢＳ）を利用したＢＳデジタル放送や通信衛星（Ｃ
Ｓ）を利用したＣＳデジタル放送によるデジタルテレビ放送が普及しており、更に、２０
０３年１２月からは、一部の地域で地上波デジタル放送によるデジタルテレビ放送が開始
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されている。このようなデジタルテレビ放送においては、放送される番組の情報である放
送局（チャンネル）の指定、放送開始時刻、放送終了時刻、番組名、ジャンル、番組内容
などがＥＰＧ（Electronic Program Guide；電子番組案内）情報が特定の放送局からの放
送電波に多重化されて送信されてくる。
【０００３】
　ところで、デジタル方式のテレビ放送信号を受信して選局された番組やその他の情報を
記録媒体に記録すると共に記録媒体に記録された番組やその他の情報を再生する情報記録
再生装置においては、番組を録画予約する方法としては、ＥＰＧ予約とタイマ予約とＧコ
ード予約が知られている。
【０００４】
　ＥＰＧ予約は、ＥＰＧ画面をテレビジョン受像機などのディスプレイ装置に表示させ、
そのＥＰＧ画面から録画したい番組の番組名などが表示されている表示領域を選択して決
定操作を行うことにより、録画したい番組の番組名、録画する予約日、録画したい番組が
放送されるチャンネル、録画開始時刻、録画終了時刻、および録画モードを示す録画予約
情報をフラッシュメモリに設定し、所望の番組の録画予約を行うものである。
【０００５】
　タイマ予約は、録画予約画面をディスプレイ装置に表示させ、その録画予約画面に対し
て、録画したい番組を録画する予約日、録画したい番組が放送されるチャンネル、録画開
始時刻、録画終了時刻、および録画モードを示す録画予約情報を入力してフラッシュメモ
リに設定し、所望の番組の録画予約を行うものである。
【０００６】
　Ｇコード予約は、録画予約画面をディスプレイ装置に表示させ、録画したい番組を新聞
の番組表から選び、その番組に対応するＧコードを見て、このＧコードをその録画予約画
面に入力してフラッシュメモリに設定し、所望の番組の録画予約を行うものである。
【特許文献１】特開２００５－２４４６６１号公報
【特許文献２】特開２００５－３０３７７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、ＥＰＧ情報は、後でも述べるように、特定の放送局から送信されてくるが、
規格で定めされているように現在の日から長くて８日（約１週間）までの番組表しか含ん
でいないので、ＥＰＧ画面には、現在の日から長くて８日までの番組表しか表示させるこ
とができない。
【０００８】
　したがって、デジタル方式のテレビ放送信号を受信して選局された番組やその他の情報
を記録媒体に記録すると共に記録媒体に記録された番組やその他の情報を再生する従来の
情報記録再生装置においては、ＥＰＧ情報での規格内の期日（通常は約１週間の期日）を
超えた日時の番組の録画予約を行う場合はＥＰＧ予約では録画予約ができないので、通常
のタイマ予約により録画予約を行うことになる。
【０００９】
　このように、従来の情報記録再生装置においては、ＥＰＧ情報での規格内の期日を越え
る日時の番組の録画予約では、タイマ予約による録画予約が行われるが、録画したい番組
の放送開始時刻や放送終了時刻の変更があった場合、録画したい番組に対する録画開始時
刻や録画終了時刻がずれてしまい、録画したい番組の前の時間帯の番組を録画されたり、
あるいは録画したい番組の後の時間帯の番組を録画されたりして、本来録画したい番組が
全部録画できないと言う課題が生じる。また、タイマ予約の場合、装置内のタイマにより
時計の時間が計時されているので、時間が遅れたり進んだりすることもあるので、正確な
録画開始時刻および録画終了時刻を得ることができないと言う課題も生じる。
【００１０】
　なお、特許文献１の従来技術では、電子番組案内情報（ＥＰＧ情報）から設定した予約
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番組情報を定期的あるいは特定のタイミングでチェックし、内容が不一致の場合には、そ
の旨を表示するようにしているが、ＥＰＧ情報での規格内の期日を越える日時の番組の録
画予約に対して、タイマ予約による録画予約を行った場合の前記課題を解決するものでは
ない。
【００１１】
　また、特許文献２の従来技術では、受信したＥＰＧ情報に拠らずに入力された任意の放
送情報について録画予約情報とＥＰＧ情報とを比較し、内容が不一致の場合に、その旨を
表示するようにしているが、この従来技術も、ＥＰＧ情報での規格内の期日を越える日時
の番組の録画予約に対して、タイマ予約による録画予約を行った場合の前記課題を解決す
るものではない。
【００１２】
　本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、ＥＰＧ情報での規格内
の期日を越える日時の番組の録画予約に対して、タイマ予約による録画予約を行った場合
でも、番組名などを付加する編集が不要で、録画したい番組を漏れなく録画を行うことが
できる情報記録再生装置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】
【００１３】
　上記目的を達成するために、請求項１の発明は、デジタル方式のテレビ放送信号を受信
して選局された番組やその他の情報を記録媒体に記録すると共に記録媒体に記録された番
組やその他の情報を再生する情報記録再生装置において、録画したい番組に関するチャン
ネルと録画予約日と録画開始時刻と録画終了時刻と録画モードとを含む録画予約情報の入
力操作によりメモリに前記録画予約情報を格納して所望の番組を録画予約するタイマ予約
が設定されているか否かを判定するタイマ予約判定手段と、前記タイマ予約が設定されて
いると判定された後、特定の放送局のテレビ放送信号から取り出した電子番組案内情報に
含まれるチャンネルと放送予定日と放送開始時刻と放送終了時刻と、前記録画予約情報に
含まれるチャンネルと録画予約日と録画開始時刻と録画終了時刻とがそれぞれ一致するか
否かを判定する録画予約内容判定手段と、前記電子番組案内情報に含まれるチャンネルと
放送予定日と放送開始時刻と放送終了時刻と、前記録画予約情報に含まれるチャンネルと
録画予約日と録画開始時刻と録画終了時刻とがそれぞれ一致すると判定されたとき、その
一致する内容を示す一致情報をディスプレイ装置に表示させる一致情報表示手段と、前記
電子番組案内情報に含まれるチャンネルと放送予定日と放送開始時刻と放送終了時刻と、
前記録画予約情報に含まれるチャンネルと録画予約日と録画開始時刻と録画終了時刻とが
それぞれ比較され、何れかが一致しないと判定されたとき、その不一致する内容を示す不
一致情報をディスプレイ装置に表示させる不一致情報表示手段と、前記一致情報がディス
プレイ装置に表示された後、前記所望する番組を前記タイマ予約による録画予約から前記
電子番組案内情報による録画予約に置換する録画予約置換手段とを備えたことを特徴とす
る情報記録再生装置を提供する。
【００１４】
　この構成において、タイマ予約が設定されていると判定された後、電子番組案内情報に
含まれるチャンネルと放送予定日と放送開始時刻と放送終了時刻と、録画予約情報に含ま
れるチャンネルと録画予約日と録画開始時刻と録画終了時刻とがそれぞれ一致すると判定
されたとき、一致情報がディスプレイ装置に表示される。一方、何れかが一致しないと判
定されたとき、不一致情報がディスプレイ装置に表示される。一致情報がディスプレイ装
置に表示された後、前記所望する番組がタイマ予約による録画予約から電子番組案内情報
による録画予約に置換される。
【００１５】
　この構成によれば、電子番組案内情報での規格内の期日を越える日時の番組の録画予約
では、タイマ予約による録画予約が行われるが、一致情報がディスプレイ装置に表示され
た後、所望する番組がタイマ予約による録画予約から電子番組案内情報による録画予約に
置換される。したがって、録画したい番組の録画予約日が約１週間を超えて先のタイマ予
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約になっているとき、日時が電子番組案内情報の期日内に到達した時点で、電子番組案内
情報による録画予約と同様な処理をさせることができ、これにより、番組名などを付加す
る編集をする必要のない、一律の録画切れや遅れのない録画を可能にし、この結果、番組
名などを付加する編集が不要で、録画したい番組を漏れなく録画を行うことができる。ま
た、一致情報の表示により、録画予約情報の取り込みの確認をでき、不一致情報の表示に
より、録画予約情報の訂正を促すことができ、これにより、録画予約の設定モードを以っ
て気付かない修正エラーを無くすことができる。
【００１６】
　請求項２の発明では、請求項１の発明において、前記録画予約内容判定手段は、前記タ
イマ予約が設定されていると判定された後、前記電子番組案内情報が更新されていき、前
記電子番組案内情報が、所定期間後に、前記タイマ予約による録画予約情報に含まれるチ
ャンネルと録画予約日と録画開始時刻と録画終了時刻とにそれぞれ対応するチャンネルと
放送予定日と放送開始時刻と放送終了時刻とを示す番組情報を含むようになって、前記各
情報の比較が可能になったとき、前記電子番組案内情報に含まれるチャンネルと放送予定
日と放送開始時刻と放送終了時刻と、前記録画予約情報に含まれるチャンネルと録画予約
日と録画開始時刻と録画終了時刻とがそれぞれ一致するか否かを判定するので、録画した
い番組の録画予約日が約１週間を超えて先のタイマ予約になっているとき、日時が電子番
組案内情報の期日内に到達した時点で、電子番組案内情報による録画予約と同様な処理を
させることが可能になる。
【００１７】
　請求項３の発明では、請求項１の発明において、前記録画予約置換手段は、前記所望す
る番組を前記タイマ予約による録画予約から前記電子番組案内情報による録画予約に置換
する際、前記録画予約内容判定手段により、前記電子番組案内情報に含まれるチャンネル
と放送予定日と放送開始時刻と放送終了時刻と、前記録画予約情報に含まれるチャンネル
と録画予約日と録画開始時刻と録画終了時刻とがそれぞれ比較され、何れかが一致しない
と判定されたとき、前記タイマ予約による録画予約情報に修正を加えてから、前記タイマ
予約による録画予約から前記電子番組案内情報による録画予約に置換するようにしたので
、前記タイマ予約による録画予約情報に修正があっても、前記タイマ予約による録画予約
から前記電子番組案内情報による録画予約に置換でき、電子番組案内情報による録画予約
と同様な処理をさせることが可能になる。
【００１８】
　請求項４の発明では、請求項１の発明において、前記不一致情報がディスプレイ装置に
表示された後、前記タイマ予約による録画予約情報を修正するか、または前記タイマ予約
によるチャンネルと録画開始時刻と録画終了時刻とを前記電子番組案内情報に含まれるチ
ャンネルと放送開始時刻と放送終了時刻とに一致させるかの選択が行われたことを検知す
る選択検知手段と、前記タイマ予約による録画予約情報を修正する方が選択されたことを
前記選択検知手段により検知されたとき、再びタイマ予約による録画予約情報を入力する
ことを可能にする再度予約情報入力可能手段と、前記タイマ予約によるチャンネルと録画
開始時刻と録画終了時刻とを前記電子番組案内情報に含まれるチャンネルと放送開始時刻
と放送終了時刻とに一致させる方が選択されたことを前記選択検知手段により検知された
とき、前記タイマ予約によるチャンネルと録画開始時刻と録画終了時刻とを前記電子番組
案内情報に含まれるチャンネルと放送開始時刻と放送終了時刻とに一致させる情報一致処
理手段とを備えた。
【００１９】
　この構成により、前記タイマ予約によるチャンネルと録画開始時刻と録画終了時刻と、
前記電子番組案内情報に含まれるチャンネルと放送開始時刻と放送終了時刻との何れかが
不一致の場合、再びタイマ予約による録画予約情報を入力するか、前記タイマ予約による
チャンネルと録画開始時刻と録画終了時刻とを前記電子番組案内情報に含まれるチャンネ
ルと放送開始時刻と放送終了時刻とに一致させるかが選択できるようになり、また、前記
録画予約情報に含まれるチャンネルと録画開始時刻と録画終了時刻とを、前記電子番組案
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内情報に含まれるチャンネルと放送開始時刻と放送終了時刻とに一致させることが可能に
なる。
【００２０】
　請求項５の発明では、請求項３の発明において、前記修正を加えた番組をディスプレイ
装置に一覧表示する場合には、前記修正を加えた番組の表示領域を色分けや印付けを行っ
て前記ディスプレイ装置上の電子番組案内画面に表示させる一覧表示手段を備えたので、
修正を加えた番組を区別でき、事後も修正を加えた番組が直ぐに分かるので、その番組を
修正し易くなる。
【発明の効果】
【００２１】
　以上のように本発明によれば、電子番組案内情報での規格内の期日を越える日時の番組
の録画予約では、タイマ予約による録画予約が行われるが、一致情報がディスプレイ装置
に表示された後、所望する番組がタイマ予約による録画予約から電子番組案内情報による
録画予約に置換される。したがって、録画したい番組の録画予約日が約１週間を超えて先
のタイマ予約になっているとき、日時が電子番組案内情報の期日内の到達した時点で、電
子番組案内情報による録画予約と同様な処理をさせることができ、これにより、番組名な
どを付加する編集をする必要のない、一律の録画切れや遅れのない録画を可能にし、この
結果、番組名などを付加する編集が不要で、録画したい番組を漏れなく録画を行うことが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、添付図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。デジタル放送受
信対応で録画可能な情報記録再生装置においては、デジタル放送規格に従った設定可能な
期間を超えた予約をした場合には、次に述べるような対応により処理を行う。ここで言う
デジタル放送規格とは、例えば、ＵＳＡなどではＡＴＳＣ（Advanced Television System
 Committee）、欧州ではＤＶＢ－Ｔ（Digital Video Broadcasting－Terrestrial）、日
本ではＩＳＤＢ－Ｔ（Integrated Services Digital Broadcast－Terrestrial）の各規格
を言い、これらのデジタル放送規格の方式で扱うＥＰＧを簡易的にここではデジタルＥＰ
Ｇと記述する。
【００２３】
　本実施形態の情報記録再生装置では、デジタルＥＰＧ取得期間（約１週間）内に録画予
約の指定日時が到達した時点で単なるタイマ予約された番組はデジタルＥＰＧ予約（以下
単にＥＰＧ予約と言う）と同様の処理をさせるようにＥＰＧ予約を取り込んで、ＥＰＧ予
約の機能をさせる。
【００２４】
　前記タイマ予約の内容は、装置に備えられているタイマでカウントする時計の時刻と、
装置に設定された予約日とチャンネルと録画開始時刻と録画終了時刻と録画モードとを含
む文字列が、番組の識別を可能にし、タイマ予約をＥＰＧ予約に移行させることができる
。
【００２５】
　情報記録再生装置では、通常は毎日または定時に特定の放送局よりＥＰＧ情報を取得す
るが、このＥＰＧ情報をタイマ予約の内容に該当する内容と比較して、その該当する必要
な番組情報をＥＰＧ情報の該当する番組情報に置き換える。具体的には、録画したい番組
の録画開始時刻と録画終了時刻とを修正し、番組名を付加する。この修正を加えた番組は
、ＥＰＧ画面に一覧表示する場合には、後で他の番組と比較できるように、当該番組名を
表示する表示領域を色分けしたり、当該番組名を矢印で印付けをしたりする。この修正は
、ＥＰＧ情報の該当する内容をタイマ予約の情報としてコピーしたり、タイマ予約の内容
をＥＰＧ情報の該当する内容に置き換えたりするときに、ＥＰＧ画面や録画予約画面を見
ながら簡単にできるように配慮する。
【００２６】
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　録画予約情報をＥＰＧ情報に置き換えるか、または置き換えないかの選択を行う場合、
リモコンや本体操作部の電源キーの操作により装置の電源をオンしたときに、その情報を
ディスプレイ装置に一致情報表示画面または不一致情報表示画面を表示させ、これにより
、ユーザが確認（可否）を促す状態を提供する。否の場合、不一致情報表示画面において
、タイマ予約の修正を行うために元のタイマ予約の情報の入力を可能にする処理に戻すか
、タイマ予約の情報をＥＰＧ予約の情報に一致させるかの選択を可能する。前記確認提供
のオン／オフ機能を設定するモードは、前もって追加しておく。
【００２７】
　以上のような機能を備えた一実施形態の情報記録再生装置としての複合型記録再生装置
について以下説明する。図１は本発明の一実施形態に係る情報記録再生装置としての複合
型記録再生装置の構成を示すブロック図である。なお、本実施形態では、ハードディスク
ドライブ（ハードディスク装置）と光ディスクドライブ（光ディスク装置）とを備えた複
合型記録再生装置における録画予約機能について説明するが、ハードディスクドライブ（
ハードディスク装置）または光ディスクドライブ（光ディスク装置）の単体の装置につい
ても、同様な録画予約機能を採用できることは言うまでもない。
【００２８】
　図１において、この複合型記録再生装置１は、ハードディスク１および光ディスク２に
対してそれぞれ映像音声情報を記録／再生が可能に構成されており、ハードディスクドラ
イブ３、光ディスクドライブ４、ＨＤ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　；高画質）デ
コーダ５、ダウンコンバータ６、ＳＤ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　；標
準画質）エンコーダ７、ＣＰＲＭ（Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｒ
ｅｃｏｒｄａｂｌｅ　Ｍｅｄｉａ）回路８、キーメモリ９，１０、ＳＤデコーダ１１、ス
クランブル回路１２、バッファメモリ１３、ＨＤデコーダ１４、デスクランブル回路１５
、デジタルチューナ１６、フラッシュメモリ１８、リモコン１９、受光部２０、ＯＳＤ回
路２１、タイマ２４、ＥＰＧデコーダ２５、およびシステムコントローラ２２を備えてい
る。
【００２９】
　ハードディスクドライブ３はハードディスク１に対して映像音声情報を記録／再生する
ものであり、光ディスクドライブ４は光ディスク２に対して映像音声情報を記録／再生す
るものである。ＨＤデコーダ５，１４は、ＭＰＥＧ方式で圧縮（エンコード）されている
ＨＤストリームを復号（デコード）するものである。ダウンコンバータ６は、ＨＤサイズ
（１９２０画素×１０８０画素）の映像に係るＨＤ映像データをＳＤサイズ（７２０画素
×４８０画素）の映像に係るＳＤデータに変換する画質変換回路である。ＳＤエンコーダ
７は、ダウンコンバータ６により変換されて出力されたＳＤサイズの映像に係るＳＤデー
タに対してＭＰＥＧ方式で圧縮（エンコード）し、ＳＤストリームを生成するものである
。
【００３０】
　ＣＰＲＭ回路８は、ＣＰＲＭに従ってコピー防止のために光ディスク２に記録される各
種データの暗号化および復号化を行うものである。キーメモリ１０またはキーメモリ９は
、ＨＤストリームのスクランブル処理またはスクランブルデータのデスクランブル処理に
用いられるスクランブルキーを格納するものである。なお、スクランブル処理とは、所定
の映像および音声を示すコンテンツ情報を、当該所定の映像および音声を単体では示すこ
とができない情報、即ちスクランブル情報へと変換する処理のことを言う。即ち、スクラ
ンブル情報は、それ自体がコンテンツ情報を示す情報ではなく、スクランブルキーと共に
データ処理などをすることで、初めて各種映像や音声などを示す情報となる。したがって
、スクランブル情報が生成される限りにおいては、コンテンツの著作権を適切に保護する
ことができる。ＳＤデコーダ１１は、ＭＰＥＧ方式で圧縮（エンコード）されているＣＰ
ＲＭ回路８からのＳＤストリームを、復号してＳＤサイズの映像に係るＳＤデータを生成
するものである。
【００３１】
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　デジタルチューナ１６は、図示しないアンテナを介して受信した地上波デジタル放送信
号のうちの所望のテレビジョン放送局からの地上波デジタル放送信号を選局してＨＤ映像
音声信号（ＨＤストリーム）として出力するものである。バッファメモリ１３は、デジタ
ルチューナ１６からのＨＤストリームを一時的に格納できるようになっており、格納して
いるＨＤストリームを所望のタイミング（例えば、スクランブル回路１２に入力されるキ
ーメモリ１０からのスクランブルキーに応じたタイミング）でスクランブル回路１２に出
力可能になっている。
【００３２】
　スクランブル回路１２は、キーメモリ１０より読み出されるスクランブルキーに基づい
て、バッファメモリ１３より読み取られるＨＤストリームに対してスクランブル処理を施
すものである。この結果、スクランブルデータが生成される。デスクランブル回路１５は
、キーメモリ９より読み出されるスクランブルキーに基づいて、ハードディスク１から読
み取られるスクランブルデータに対してデスクランブル処理を施すものである。このデス
クランブル処理とは、スクランブル処理と逆の処理を前記スクランブルデータに対して施
す処理であり、この結果、デスクランブル回路１５からはＨＤストリームが生成されてＨ
Ｄデコーダ１４に入力され、ＨＤデコーダ１４でデコードされる。ＨＤデコーダ１４から
は、ＨＤ画質映像に係るデータがＯＳＤ回路２１に入力され、表示可能な映像信号となっ
てディスプレイ装置２３に供給される。したがって、ディスプレイ装置２３には、高画質
な映像が表示されることになる。
【００３３】
　リモコン１９は、複数の操作キーを有し、赤外線信号により、この複合型記録再生装置
を操作するものである。受光部２０は、リモコン１９からの赤外線信号を受光し、この赤
外線信号を電気信号に変換してシステムコントローラ２２に与えるものである。システム
コントローラ２２は、図示しないＣＰＵなどを含み、ハードディスクドライブ３や光ディ
スクドライブ４など、装置全体を制御するものである。フラッシュメモリ１８は、システ
ムコントローラ２２の制御や処理に必要なプログラムやデータを記憶するものである。
【００３４】
　このシステムコントローラ２２は、本実施形態の特徴として、録画したい番組に関する
チャンネルと録画予約日と録画開始時刻と録画終了時刻と録画モードとを含む録画予約情
報の入力操作によりフラッシュメモリ１８に前記録画予約情報を格納して所望の番組を録
画予約するタイマ予約が設定されているか否かを判定するタイマ予約判定手段と、前記タ
イマ予約が設定されていると判定された後、特定の放送局のテレビ放送信号から取り出し
たＥＰＧ（電子番組案内）情報に含まれるチャンネルと放送予定日と放送開始時刻と放送
終了時刻と、前記録画予約情報に含まれるチャンネルと録画予約日と録画開始時刻と録画
終了時刻とがそれぞれ一致するか否かを判定する録画予約内容判定手段と、前記ＥＰＧ情
報に含まれるチャンネルと放送予定日と放送開始時刻と放送終了時刻と、前記録画予約情
報に含まれるチャンネルと録画予約日と録画開始時刻と録画終了時刻とがそれぞれ一致す
ると判定されたとき、その一致する内容を示す一致情報をディスプレイ装置２３に表示さ
せる一致情報表示手段と、前記ＥＰＧ情報に含まれるチャンネルと放送予定日と放送開始
時刻と放送終了時刻と、前記録画予約情報に含まれるチャンネルと録画予約日と録画開始
時刻と録画終了時刻とがそれぞれ比較され、何れかが一致しないと判定されたとき、その
不一致する内容を示す不一致情報をディスプレイ装置２３に表示させる不一致情報表示手
段と、前記一致情報がディスプレイ装置２３に表示された後、前記所望する番組を前記タ
イマ予約による録画予約から前記ＥＰＧ情報による録画予約に置換する録画予約置換手段
とを備えている。
【００３５】
　前記録画予約内容判定手段は、前記タイマ予約が設定されていると判定された後、前記
ＥＰＧ情報が更新されていき、前記ＥＰＧ情報が、所定期間後に、前記タイマ予約による
録画予約情報に含まれるチャンネルと録画予約日と録画開始時刻と録画終了時刻とにそれ
ぞれ対応するチャンネルと放送予定日と放送開始時刻と放送終了時刻とを示す番組情報を
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含むようになって、前記各情報の比較が可能になったとき、前記ＥＰＧ情報に含まれるチ
ャンネルと放送予定日と放送開始時刻と放送終了時刻と、前記録画予約情報に含まれるチ
ャンネルと録画予約日と録画開始時刻と録画終了時刻とがそれぞれ一致するか否かを判定
する。
【００３６】
　前記録画予約置換手段は、前記所望する番組を前記タイマ予約による録画予約から前記
ＥＰＧ情報による録画予約に置換する際、前記録画予約内容判定手段により、前記ＥＰＧ
情報に含まれるチャンネルと放送予定日と放送開始時刻と放送終了時刻と、前記録画予約
情報に含まれるチャンネルと録画予約日と録画開始時刻と録画終了時刻とがそれぞれ比較
され、何れかが一致しないと判定されたとき、前記タイマ予約による録画予約情報に修正
を加えてから、前記タイマ予約による録画予約から前記ＥＰＧ情報による録画予約に置換
する。
【００３７】
　また、システムコントローラ２２は、前記不一致情報がディスプレイ装置２３に表示さ
れた後、前記タイマ予約による録画予約情報を修正するか、または前記タイマ予約による
チャンネルと録画開始時刻と録画終了時刻とを前記ＥＰＧ情報に含まれるチャンネルと放
送開始時刻と放送終了時刻とに一致させるかの選択が行われたことを検知する選択検知手
段と、前記タイマ予約による録画予約情報を修正する方が選択されたことを前記選択検知
手段により検知されたとき、再びタイマ予約による録画予約情報を入力することを可能に
する再度予約情報入力可能手段と、前記タイマ予約によるチャンネルと録画開始時刻と録
画終了時刻とを前記ＥＰＧ情報に含まれるチャンネルと放送開始時刻と放送終了時刻とに
一致させる方が選択されたことを前記選択検知手段により検知されたとき、前記タイマ予
約によるチャンネルと録画開始時刻と録画終了時刻とを前記ＥＰＧ情報に含まれるチャン
ネルと放送開始時刻と放送終了時刻とに一致させる情報一致処理手段と、前記修正を加え
た番組をディスプレイ装置２３に一覧表示する場合には、前記修正を加えた番組の表示領
域を色分けや印付けを行って前記ディスプレイ装置２３上の電子番組案内画面に表示させ
る一覧表示手段とを備えている。
【００３８】
　図２は本実施形態において録画予約画面の一例を示す図である。図２において、録画予
約画面２００は、録画したい番組が放送される放送予定日に、この番組を録画することを
示す項目「予約日」、この番組が放送される放送局のチャンネル番号を示す項目「チャン
ネル」、この番組が放送される放送開始時刻に対応して設定される項目「録画開始時刻」
、この番組の放送終了時刻に対応して設定される項目「録画終了時刻」、ＸＰ，ＳＰ，Ｌ
Ｐ，ＥＰなどの録画モードが設定される項目「録画モード」、この番組を録画させるディ
スクがハードディスクであるか光ディスクであるかの設定を行う項目「ディスク」を有し
ている。
【００３９】
　図２に示す録画予約画面２００の例では、録画したい番組の予約日が２００７年１０月
８日、チャンネルが６、録画開始時刻がＰＭ０９：００、録画終了時刻がＰＭ１０：００
（正確にはＰＭ９：５９：５９）、録画モードがＳＰ、ディスクがＤＶＤ（光ディスク）
であることを示している。
【００４０】
　図３は本実施形態においてディスプレイ装置に表示されたＥＰＧ画面の一例を示す図で
ある。図３に示すＥＰＧ画面３００の例では、２００７年１０月８日の放送時間帯がＰＭ
９時からＡＭ０時（正確にはＰＭ１１時５９分５９秒）までのＡテレビ～Ｆテレビまでの
番組表が表示されている。例えば、６チャンネルのＤテレビでは、番組名として、「プロ
野球」、「サスペンスドラマ」、「１０時のニュース」、「ミュージック１１」が表示さ
れている。このＥＰＧ画面３００を用いて録画予約した場合には、録画予約された番組の
番組名などを示す表示領域は、例えば、青色などで色分けされる。
【００４１】
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　ここの例では、プロ野球が最初の放送予定よりも３０分だけ放送終了時刻の変更により
延長されるため、プロ野球以降の番組がそれぞれ３０分ずれて放送される予定になってい
る。なお、他のチャンネルの番組名は図示を省略している。また、このＥＰＧ画面３００
には、例えば、リモコンの上下方向キーの操作により、他の時間帯の番組の番組名を表示
させたり、リモコンの左右方向キーの操作により、現在表示されているチャンネルの番組
名以外のチャンネルの番組名を表示させたり、あるいはリモコンのスキップキーの操作に
より、現在の日から長くて８日までの番組表を表示させることができる。
【００４２】
　図４は本実施形態においてディスプレイ装置に表示されたＥＰＧ画面の他の例を示す図
である。図４に示すＥＰＧ画面４００の例では、２００７年１０月８日のプロ野球以降で
の６チャンネルのＤテレビの番組表が表示されている。６チャンネルのＤテレビでは、番
組名として、「プロ野球」、「サスペンスドラマ」、「１０時のニュース」、「ミュージ
ック１１」が表示されている。
【００４３】
　ここの例では、プロ野球が最初の番組表の予定よりも３０分だけ放送終了時刻が変更さ
れたため、プロ野球以降の番組がそれぞれ３０分ずれて放送予定になっている。また、こ
のＥＰＧ画面４００には、例えば、リモコンの上下方向キーの操作により、他の放送時間
帯の番組の番組名およびそれ以降に放送される番組の番組名を表示させたり、リモコンの
左右方向キーの操作により、現在表示されているチャンネルの番組名以外のチャンネルの
番組名を表示させたり、あるいはリモコンのスキップキーの操作により、現在の日から長
くて８日までの番組表を表示させることができる。
【００４４】
　図５は本実施形態においてディスプレイ装置に表示される一致情報表示画面の一例を示
す図である。図５に示す一致情報表示画面５００には、「タイマ予約によるチャンネル（
６）と録画開始時刻（ＰＭ０９：００）と録画終了時刻（ＰＭ１０：００）とはＥＰＧ予
約によるチャンネル（６）と放送開始時刻（ＰＭ０９：００）と放送終了時刻（ＰＭ１０
：００）とに一致しました。タイマ予約からＥＰＧ予約に置換します。」と言うメッセー
ジが表示されている。この一致情報表示画面５００は、タイマ予約によるチャンネルと録
画開始時刻と録画終了時刻と、ＥＰＧ予約によるチャンネルと放送開始時刻と放送終了時
刻とが、それぞれ比較され、一致したときにディスプレイ装置に表示されるものである。
【００４５】
　図６は本実施形態においてディスプレイ装置に表示される不一致情報表示画面の一例を
示す図である。図６に示す不一致情報表示画面６００には、「タイマ予約による録画開始
時刻（ＰＭ０９：００）と録画終了時刻（ＰＭ１０：００）とＥＰＧ予約による放送開始
時刻（ＰＭ０９：３０）と放送終了時刻（ＰＭ１０：３０）とは不一致です。タイマ予約
の情報を修正しますか？　Ｙｅｓ　タイマ予約の情報をＥＰＧ予約の情報に一致させます
か？　Ｙｅｓ　予約を終了させますか？　Ｙｅｓ」と言うメッセージが表示されている。
【００４６】
　この不一致情報表示画面６００は、タイマ予約による録画開始時刻と録画終了時刻と、
ＥＰＧ予約による放送開始時刻と放送終了時刻とが、それぞれ比較され、不一致のときに
ディスプレイ装置に表示されるものである。そして、タイマ予約の情報である録画開始時
刻と録画終了時刻と修正する場合には、Ｙｅｓ６０１が選択され決定されると、タイマ予
約の情報が修正できるように、ディスプレイ装置にタイマ録画予約画面２００（図２参照
）が表示される。また、タイマ予約の情報である録画開始時刻と録画終了時刻とを、ＥＰ
Ｇ予約の情報である放送開始時刻と放送終了時刻とに一致させる場合には、Ｙｅｓ６０２
が選択され決定されると、タイマ予約の情報である録画開始時刻と録画終了時刻とは、修
正され、ＥＰＧ予約の情報である放送開始時刻と放送終了時刻とに一致される。また、前
記タイマ予約の情報の修正や前記ＥＰＧ予約の情報に一致させることを行わず、この録画
予約を終了される場合には、Ｙｅｓ６０３が選択され決定されると、この録画予約は行わ
れずに終了する。
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【００４７】
　図７は本実施形態において録画予約の処理を説明するためのフローチャートである。こ
のフローチャートおよび図１～図６を参照して録画予約の処理について説明する。
【００４８】
　ユーザは、リモコン１９を操作して、ディスプレイ装置２３に録画予約画面を表示させ
る指示をシステムコントローラ２２に与えると、システムコントローラ２２は、タイマ予
約による録画予約画面表示指示を検知し（ステップＳ１）、フラッシュメモリ１８から録
画予約画面データを読み出し、その録画予約画面データをＯＳＤ回路２１でＯＳＤ処理し
、表示用の録画予約画面信号としてディスプレイ装置２３に供給することにより、ディス
プレイ装置２３に、例えば、録画予約画面２００（図２参照）を表示する（ステップＳ２
）。ただし、この時点では、タイマ予約による録画予約情報が入力されていない録画予約
画面２００が表示される。
【００４９】
　ここで、ユーザは、録画予約画面２００を見ながら、リモコン１９を操作して、タイマ
予約による録画予約情報を入力する。この例の場合、録画予約情報として、項目「予約日
」に２００７年１０月８日を示す「０７／１０／８」、項目「チャンネル」に「６」、項
目「録画開始時刻」に「ＰＭ０９：００」、項目「録画終了時刻」に「ＰＭ１０：００」
、項目「録画モード」に「ＳＰ」、項目「ディスク」に「ＤＶＤ」が、リモコン１９の操
作により入力される。
【００５０】
　そして、録画予約情報の入力が完了すれば、ユーザがリモコン１９の決定キーを押下す
ると、システムコントローラ２２のタイマ予約判定手段は、録画予約情報が入力されたこ
とを検知し（ステップＳ３）、その録画予約情報をフラッシュメモリ１８に格納して（ス
テップＳ４）、所望の番組を録画予約するタイマ予約が設定されているか否かを判定する
が（ステップＳ５）、この場合、タイマ予約が設定されたと判定する。
【００５１】
　ところで、デジタルチューナ１６の選局動作によって特定の放送局のテレビ放送信号が
デジタルチューナ１６から出力され、そのテレビ放送信号に含まれるＥＰＧ情報がＥＰＧ
デコーダ２５から取り出され、システムコントローラ２２に入力されるが、ＥＰＧ情報に
は、現時点より長くても８日分（約１週間分）の番組情報が含まれ、１日に２回更新され
、そして１日に２回、例えば午前０時と午後０時に送信される。したがって、本実施形態
の複合型記録再生装置が、午前０時と午後０時にＥＰＧ情報を受信する構成になっている
場合、午前０時と午後０時に更新されたＥＰＧ情報がフラッシュメモリ１８に上書きで格
納されることになる。なお、複合型記録再生装置が、午前０時に１回だけＥＰＧ情報を受
信する構成になっている場合、午前０時に更新されたＥＰＧ情報がフラッシュメモリ１８
に上書きされることになる。
【００５２】
　前記タイマ予約が設定されていると判定された後、システムコントローラ２２の録画予
約内容判定手段は、ＥＰＧ情報が更新されていき、ＥＰＧ情報が、所定期間後（比較可能
な番組情報を含むようになったとき）に、前記タイマ予約による録画予約情報に含まれる
チャンネルと録画予約日と録画開始時刻と録画終了時刻とにそれぞれ対応するチャンネル
と放送予定日と放送開始時刻と放送終了時刻とを示す番組情報を含むようになって、前記
各情報の比較が可能になったとき（ステップＳ６）、録画予約情報をフラッシュメモリ１
８から読み出し（ステップＳ７）、ＥＰＧ情報から比較情報である前記録画予約情報に含
まれるチャンネルと録画予約日と録画開始時刻と録画終了時刻とにそれぞれ対応するチャ
ンネルと放送予定日と放送開始時刻と放送終了時刻をＥＰＧ情報から抽出し（ステップＳ
８）、前記ＥＰＧ情報に含まれるチャンネルと放送予定日と放送開始時刻と放送終了時刻
と、前記録画予約情報に含まれるチャンネルと録画予約日と録画開始時刻と録画終了時刻
とがそれぞれ一致するか否かを判定する（ステップＳ９）。
【００５３】
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　前記ＥＰＧ情報に含まれるチャンネルと放送予定日と放送開始時刻と放送終了時刻と、
前記録画予約情報に含まれるチャンネルと録画予約日と録画開始時刻と録画終了時刻とが
それぞれ一致すると判定されたとき、システムコントローラ２２の一致情報表示手段は、
リモコン１９（または図示しない本体操作部）による電源オン操作を検知すると（ステッ
プＳ１０）、その一致する内容を示す一致情報をディスプレイ装置２３に表示させる（ス
テップＳ１１）。
【００５４】
　即ち、システムコントローラ２２の一致情報表示手段は、リモコン１９（または図示し
ない本体操作部）による電源オン操作を検知すると、前記録画予約情報に含まれるチャン
ネルと録画予約日と録画開始時刻と録画終了時刻と、前記ＥＰＧ情報に含まれるチャンネ
ルと放送予定日と放送開始時刻と放送終了時刻とに基づいて一致情報の内容を示す例えば
一致情報表示画面５００（図５参照）をディスプレイ装置２３に表示させる。これは、ユ
ーザに、一致情報の確認と、一致情報表示画面５００に示すように、タイマ予約からＥＰ
Ｇ予約への置換の確認とをさせるためである。
【００５５】
　前記一致情報がディスプレイ装置２３に表示された後、システムコントローラ２２の録
画予約置換手段は、所望する番組をタイマ予約による録画予約からＥＰＧ情報による録画
予約に置換する（ステップＳ１２）。タイマ予約による録画予約からＥＰＧ情報による録
画予約に置換することにより、録画したい番組に関する録画予約情報としては、チャンネ
ルと録画予約日と録画開始時刻と録画終了時刻に加え、番組名も入ることになり、予約録
画した後、録画した番組の番組名も、再生リストに表示され、ユーザにとっては使い勝手
が良くなる。
【００５６】
　一方、ＥＰＧ情報に含まれるチャンネルと放送予定日と放送開始時刻と放送終了時刻と
、録画予約情報に含まれるチャンネルと録画予約日と録画開始時刻と録画終了時刻とがそ
れぞれ比較され（ステップＳ９）、何れかが一致しないと判定されたとき、システムコン
トローラ２２の不一致情報表示手段は、リモコン１９（または図示しない本体操作部）に
よる電源オン操作を検知すると（ステップＳ１３）、前記録画予約情報に含まれるチャン
ネルと録画予約日と録画開始時刻と録画終了時刻と、前記ＥＰＧ情報に含まれるチャンネ
ルと放送予定日と放送開始時刻と放送終了時刻とに基づいて、不一致情報の内容を示す例
えば不一致情報表示画面６００（図６参照）をディスプレイ装置２３に表示させる（ステ
ップＳ１４）。
【００５７】
　なお、前記録画予約情報に含まれるチャンネルと録画予約日と録画開始時刻と録画終了
時刻と、前記ＥＰＧ情報に含まれるチャンネルと放送予定日と放送開始時刻と放送終了時
刻とを比較する場合、チャンネルと録画予約日は同じであるが、録画開示時刻と放送開始
時刻とがずれていると共に、録画終了時刻と放送終了時刻とがずれている場合に、録画開
示時刻と録画終了時刻との時間帯と、放送開始時刻と放送終了時刻との時間帯が重なる時
間帯が有るので、録画開示時刻と録画終了時刻との時間帯を用いれば、録画したい番組の
放送開始時刻と放送終了時刻を検出することができるので、録画予約情報に含まれる録画
開始時刻と録画終了時刻と、ＥＰＧ情報に含まれる放送開始時刻と放送終了時刻とがそれ
ぞれ一致するか否かを判定できる。例えば、ある番組をタイマ予約したときの放送開始時
刻がＰＭ９時であり、放送終了時刻がＰＭ１０時であったものが、後日変更されて放送開
始時刻がＰＭ９時３０分、放送終了時刻がＰＭ１０時３０分になった場合、ＰＭ９時３０
分からＰＭ１０時までの時間帯は重なり、前記判定が可能になる。
【００５８】
　次に、ユーザは、不一致情報表示画面６００を見て、リモコン１９の操作により「タイ
マ予約の情報を修正しますか？」の方を選択して決定すると、システムコントローラ２２
の選択検知手段は、タイマ予約の情報を修正する指示を検知し（ステップＳ１５）、ステ
ップＳ２の処理に戻り、再びタイマ予約による予約情報を入力することを可能にし、例え
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ば、図２に示すような録画予約画面２００をディスプレイ装置２３に表示させる。そして
、ユーザは、録画予約画面２００を見て、例えば、録画開始時刻を「ＰＭ９：００」から
「ＰＭ９：３０」に修正し、録画終了時刻を「ＰＭ１０：００」から「ＰＭ１０：３０」
に修正する。この後は、ステップＳ３以降の処理を同様に行う。
【００５９】
　図３に示すＥＰＧ画面３００では、６チャンネルのＤテレビで、放送開始時刻「ＰＭ０
９：３０」から放送終了時刻「ＰＭ１０：３０」の時間帯に放送される番組の番組名「サ
スペンスドラマ」を表示している表示領域が他の表示領域と区別できるように色分けされ
る。この色分けにより、サスペンスドラマが録画予約や録画予約の修正がされていること
が分かる。また、ＥＰＧ画面が図４に示すようなＥＰＧ画面４００である場合は、６チャ
ンネルのＤテレビで、放送開始時刻「ＰＭ０９：３０」から放送終了時刻「ＰＭ１０：３
０」の時間帯に放送される番組の番組名「サスペンスドラマ」に矢印４０１が印付けされ
ている。この矢印４０１により、サスペンスドラマが録画予約や録画予約の修正がされて
いることが分かる。
【００６０】
　また、ユーザは、不一致情報表示画面６００を見て、リモコン１９の操作により「タイ
マ予約の情報をＥＰＧ予約の情報に一致させますか？」の方を選択して決定すると、シス
テムコントローラ２２の選択検知手段は、ＥＰＧ情報に一致させる指示を検知し（ステッ
プＳ１６）、これにより、システムコントローラ２２の情報一致処理手段は、タイマ予約
によるチャンネルと録画開始時刻と録画終了時刻とを、ＥＰＧ情報に含まれるチャンネル
と放送開始時刻と放送終了時刻とに一致させる（ステップＳ１７）。
【００６１】
　この後、システムコントローラ２２の録画予約置換手段は、所望する番組をタイマ予約
による録画予約からＥＰＧ情報による録画予約に置換する（ステップＳ１２）。タイマ予
約による録画予約からＥＰＧ情報による録画予約に置換することにより、録画したい番組
に関する録画予約情報としては、チャンネルと録画予約日と録画開始時刻と録画終了時刻
に加え、番組名も入ることになり、予約録画した後、録画した番組の番組名も、再生リス
トに表示され、ユーザにとっては使い勝手が良くなる。
【００６２】
　以上説明した実施形態によれば、ＥＰＧ情報での規格内の期日を越える日時の番組の録
画予約では、タイマ予約による録画予約が行われるが、一致情報がディスプレイ装置２３
に表示された後、所望する番組がタイマ予約による録画予約からＥＰＧ情報による録画予
約に置換される。したがって、録画したい番組の録画予約日が約１週間を超えて先のタイ
マ予約になっているとき、日時がＥＰＧ情報の期日内に到達した時点で、ＥＰＧ情報によ
る録画予約と同様な処理をさせることができ、これにより、番組名などを付加する編集を
する必要のない、一律の録画切れや遅れのない録画を可能にし、この結果、番組名などを
付加する編集が不要で、録画したい番組を漏れなく録画を行うことができる。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　本発明は、ハードディスク装置や光ディスク装置、あるいはそれらの装置の複合機にお
ける録画予約機能に利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明の一実施形態に係る情報記録再生装置としての複合型記録再生装置の構成
を示すブロック図である。
【図２】前記実施形態において録画予約画面の一例を示す図である。
【図３】前記実施形態においてディスプレイ装置に表示されたＥＰＧ画面の一例を示す図
である。
【図４】前記実施形態においてディスプレイ装置に表示されたＥＰＧ画面の他の例を示す
図である。
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【図５】前記実施形態においてディスプレイ装置に表示される一致情報表示画面の一例を
示す図である。
【図６】前記実施形態においてディスプレイ装置に表示される不一致情報表示画面の一例
を示す図である。
【図７】前記実施形態において録画予約の処理を説明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
【００６５】
１　　ハードディスク（記録媒体）
２　　光ディスク（記録媒体）
１８　　フラッシュメモリ（メモリ）
２２　　システムコントローラ（タイマ予約判定手段、録画予約内容判定手段、一致情報
表示手段、不一致情報表示手段、録画予約置換手段、選択検知手段、再度予約情報入力可
能手段、情報一致処理手段、一覧表示手段）
２３　　ディスプレイ装置

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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