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(57)【要約】
【課題】録画済み番組の番組表を効率的に表示し、視聴
者が録画番組を視聴する際に容易に録画番組を選択でき
るデジタル放送受信機および録画番組表示方法を提供す
る。
【解決手段】デジタル放送受信機は、録画指定されたチ
ャンネルの番組を録画指定された時間に亘って録画する
録画装置と、録画された前記番組を前記録画装置とは別
の録画機器にアーカイブ処理するアーカイブ処理部と、
録画指定された前記チャンネルと録画指定された前記時
間における録画番組だけを表示する録画番組表を生成す
る共に、前記録画番組表内においてアーカイブ処理に関
する処理情報を表示する録画番組表生成部とを有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　録画指定されたチャンネルの番組を録画指定された時間に亘って録画する録画装置と、
　録画された前記番組を前記録画装置とは別の記録機器にアーカイブ処理するアーカイブ
処理部と、
　録画指定された前記チャンネルと録画指定された前記時間における録画番組だけを表示
する録画番組表を生成すると共に、前記録画番組表内においてアーカイブ処理に関する処
理情報を表示する録画番組表生成部と
を有することを特徴とするデジタル放送受信機。
【請求項２】
　前記処理情報は、アーカイブ処理されたことを表示するマークまたは文字であることを
特徴とする請求項１記載のデジタル放送受信機。
【請求項３】
　前記処理情報は、アーカイブ処理中であることを表示するマークまたは文字であること
を特徴とする請求項１記載のデジタル放送受信機。
【請求項４】
　前記処理情報は、アーカイブ処理が予約済みであることを表示するマークまたは文字で
あることを特徴とする請求項１記載のデジタル放送受信機。
【請求項５】
　録画指定されたチャンネルの番組を録画指定された時間に亘って録画する録画ステップ
と、
　録画された前記番組を前記録画装置とは別の記録機器にアーカイブ処理するアーカイブ
処理ステップと、
　録画指定された前記チャンネルと録画指定された前記時間における録画番組だけを表示
する録画番組表を生成する共に、前記録画番組表内においてアーカイブ処理に関する処理
情報を表示する録画番組表生成ステップと、
　前記録画番組表を表示装置の画面に表示する表示制御ステップと
を有することを特徴とする録画番組表示方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタル放送によって受信した番組を録画することが可能なデジタル放送受
信機および録画済み番組の録画番組表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、地上デジタル放送、ＢＳ／ＣＳデジタル放送が本格的に運用され、多くの番組が
高画質、高音質で視聴できる環境が整ってきた。デジタル放送は、電子番組表（ＥＰＧ：
Electronic Program Guide）の仕組みが備えられており、受信機のリモコンのボタンを押
すだけで、当日あるいは１週間先までの番組表が表示され、放送時間や出演者など、番組
内容の表示や知りたい情報の検索、番組の視聴予約や録画予約を行うことができる。
【０００３】
　チャンネル数の増加に伴い、視聴者が視聴したい番組の放送時間が増大し、また放送時
間が重複したりすることが起きるため、番組を録画して視聴者の都合に合わせて番組を視
聴する機会が増えてきた。
【０００４】
　このような背景から、テレビ放送を受信するテレビ放送受信部と、録画を予約された放
送番組を録画する番組記録部と、番組記録部が録画する番組の放送チャンネルおよび放送
時間を録画番組情報として記録する録画番組情報記録部と、録画番組情報に基づき、録画
済の番組情報を、放送チャンネル・放送時間を横軸・縦軸とする一覧表形式で表示する録
画済番組表示処理を実行する表示制御部と、を備えたテレビ番組記録再生装置が考案され
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ている（例えば特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－０３３７０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に示されたテレビ番組記録再生装置において、番組一覧表は、電子番組表デ
ータを基に作成した番組一覧表にさらに、放送が終了した過去の番組の表示を同じ形式で
表示している。録画をしていない番組については表示を行わないようにしたり、あるいは
視覚的に目立たなく表示するようにしているが、録画をしていない番組の表示領域は依然
として残っており、限られた表示領域が有効に利用されているわけではない。
【０００７】
　多数のチューナを搭載し比較的大きな録画容量を持つ録画装置を内蔵したりまたは外部
接続したデジタル放送受信機においては、複数の番組について同時に連続録画を行うこと
が可能となった。このような番組録画の場合には、録画された番組を効率的に表示し、視
聴者が録画番組を視聴する際に番組を容易に選択できる表示状態であることが望まれてい
る。
【０００８】
　また、録画された番組の数量が多くなり、中には繰り返して視聴したい番組などが現れ
てある程度の期間保存しておきたいことがある。そのような場合には番組を別の録画機器
にコピーしたり移動したりするようなアーカイブ処理をすることが考えられる。録画され
た多数の番組の中で、すでに別の録画機器にコピーしたり移動したりした番組なのかを簡
単に認識できる表示状態となっていることが望まれている。
【０００９】
　本発明は上記したような事情に鑑み成されたものであって、録画済み番組の番組表を効
率的に表示し、視聴者が録画番組を視聴する際に容易に録画番組を選択できると共にアー
カイブ処理の情報を容易に認識できるデジタル放送受信機および録画番組表示方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明のデジタル放送受信機は、録画指定されたチャンネ
ルの番組を録画指定された時間に亘って録画する録画装置と、録画された前記番組を前記
録画装置とは別の記録機器にアーカイブ処理するアーカイブ処理部と、録画指定された前
記チャンネルと録画指定された前記時間における録画番組だけを表示する録画番組表を生
成すると共に、前記録画番組表内においてアーカイブ処理に関する処理情報を表示する録
画番組表生成部とを有することを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の録画番組表示方法は、録画指定されたチャンネルの番組を録画指定され
た時間に亘って録画する録画ステップと、録画された前記番組を前記録画装置とは別の記
録機器にアーカイブ処理するアーカイブ処理ステップと、録画指定された前記チャンネル
と録画指定された前記時間における録画番組だけを表示する録画番組表を生成する共に、
前記録画番組表内においてアーカイブ処理に関する処理情報を表示する録画番組表生成ス
テップと、前記録画番組表を表示装置の画面に表示する表示制御ステップとを有すること
を特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、録画済み番組の番組表を効率的に表示し、視聴者が録画番組を視聴す
る際に容易に録画番組を選択できると共にアーカイブ処理の情報を容易に認識できる。
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【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明によるデジタル放送受信機１の構成を示すブロック図。
【図２】録画番組表の例を示す図。
【図３】番組の録画処理の動作フローを示した図。
【図４】録画番組表の生成と表示処理の動作フローを示した図。
【図５】アーカイブ処理の動作フローを示した図。
【図６】録画番組表の実施の形態２を示した図。
【図７】アーカイブの表示に関するマークの例を示した図。
【図８】録画番組表の実施の形態３を示した図。
【図９】録画番組表の実施の形態４を示した図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００１５】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明によるデジタル放送受信機１の構成を示すブロック図である。アンテナ
２は、放送局２５から送信された放送電波を受信するための地上デジタル放送あるいは衛
星デジタル放送用のアンテナである。チューナ３ａ～３ｆは、地上デジタル放送あるいは
衛星デジタル放送の放送信号の中から所望のチャンネルの放送信号を選局し、各々のデジ
タル放送の変調方式に対応して復調する。地上デジタル放送の信号は、ＯＦＤＭ（Orthog
onal Frequency Division Multiplexing）復調で、衛星デジタル放送の信号は、ＰＳＫ（
Phase Shift Keying）復調で、デジタルの映像信号及び音声信号に復調され、信号処理部
４に出力される。
【００１６】
　信号処理部４は、チューナ３から供給されたデジタルの映像信号及び音声信号を選択的
に所定のデジタル信号処理を施して、映像処理部５および音声処理部６へ出力する。信号
処理部４は、ＭＰＥＧ（Moving Picture Experts Group）エンコーダ、ＭＰＥＧデコーダ
、映像音声デコーダ等の機能を有する。
【００１７】
　映像処理部５は、信号処理部４から入力されたデジタルの映像データと、バスを介して
転送されるデータ放送やＧＵＩ（Graphical User Interface)によるウィンドウ描画をプ
レーン管理して、映像データとの重ね合わせを行い、表示処理部７に送る。
【００１８】
　表示処理部７は、表示装置８で表示可能なフォーマット（画素数、フレーム周波数、走
査方式）に変換したり、表示色を任意に調整したりして、表示装置８に出力して映像を表
示させる。音声処理部６は、信号処理部４から入力されたデジタルの音声データを、スピ
ーカ９で再生可能なアナログ音声信号に変換した後、スピーカ９に出力して音声を再生さ
せる。
【００１９】
　映像表示装置１は、上記した受信動作を含むその全ての動作を制御部１１によって統括
的に制御されている。制御部１１はＭＰＵ（Micro Processing Unit）１２が搭載されて
おり、バス１０を介して接続された各構成要素を制御する。
【００２０】
　ＲＡＭ（Random Access Memory）１３は、制御部１１のデータ処理に必要な各種データ
を格納するリード／ライトメモリであり、映像データ等を格納するバッファメモリとして
動作する。ＲＯＭ（Read Only Memory）１４は読出し専用メモリであり、制御部１１が実
行する制御のプログラムなどを格納している。
【００２１】
　フラッシュメモリ１５は、書き換え可能であり、電源を切ってもデータが消えない不揮
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発性の半導体メモリである。フラッシュメモリ１５は、視聴者による各種映像設定や音声
設定、録画や視聴予約等のデータを記憶する機能を有する。録画の際の指定チャネルや指
定時間等のデータについては一旦ＲＡＭ１３に記憶された後フラッシュメモリ１５に記憶
される。
【００２２】
　デジタル放送受信機１は、録画装置１６を備えている。録画装置１６は、ＨＤＤ（Hard
 Disk Drive）あるいはＳＳＤ（Solid State Drive）等を含む記録装置である。録画装置
１６は、データバス１０に接続しているが、録画装置１６には情報を記録再生するための
インターフェース手段が搭載されており、該インターフェース手段を介してＨＤＤあるい
はＳＳＤに放送番組等を録画し、また再生する。録画装置１６には、録画指定された複数
のチャンネルの番組を録画指定された時間に亘って同時に録画することができる。
【００２３】
　外部インターフェース１７は、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）、ＩＥＥＥ１３９４（
Institute of Electrical and Electronic Engineers 1394）、あるいはｅＳＡＴＡ(exte
rnal Serial ATA(AT Attachment)）等のインターフェースであり、ＵＳＢメモリやＵＳＢ
外部機器、ＨＤＤ、ＳＳＤ、ＣＤ－Ｒ／ＲＷ、ＤＶＤライター等のドライブ類を含む外部
記録装置１８が接続される。外部インターフェース１７を介して外部記録装置１８に番組
を録画することができる。番組を録画装置１６または外部記録装置１８のどちらに録画す
るかを視聴者が選択できる。
【００２４】
　デジタル放送には、通常コピー制御が施されており、１回だけ録画可能な番組について
は、コピーはできないが、移動（ムーブ）は可能である。移動（ムーブ）とはＨＤＤまた
はＳＳＤに録画した番組の保存場所を変える（移動する）ことである。移動後はＨＤＤま
たはＳＳＤに録画されていた番組は自動的に消去される。ダビング１０と呼ばれるような
ＨＤＤまたはＳＳＤに録画した番組について９回コピーが可能で１０回目が移動（ムーブ
）となる番組については、他のＨＤＤまたはＳＳＤ（同一のＨＤＤまたはＳＳＤの別パー
ティションを含む）にコピーしたり、ＤＶＤ等の光ディスクにコピーすることができる。
本発明においては、録画装置１６のＨＤＤまたはＳＳＤに録画した番組を外部記録装置１
８にコピーしたり移動（ムーブ）することをアーカイブと称することとする。また、外部
記録装置１８のＨＤＤまたはＳＳＤに録画した番組を録画装置１６にコピーしたり移動（
ムーブ）することをアーカイブと称することとする。
【００２５】
　デジタル放送受信機１は、制御部１１、録画装置１６、外部インターフェース１７によ
って構成されたアーカイブ処理部２４を備えている。アーカイブ処理部２４は、視聴者の
操作を受けて、録画装置１６のＨＤＤあるいはＳＳＤに録画された番組を別の録画機器で
ある録画装置１６の別パーティションまたは外部記録装置１８にアーカイブ処理する。ま
た、アーカイブ処理部２４は、視聴者の操作を受けて、外部記録装置１８のＨＤＤあるい
はＳＳＤに録画された番組を録画装置１６にアーカイブすることも可能である。
【００２６】
　操作受信部１９は、操作機器２０から送信される操作信号を受信し、制御部１１に転送
する。操作機器２０は、例えば、赤外線あるいはBluetooth（登録商標）等による無線通
信を利用したリモコン（リモートコントローラ、remote controller）、有線式あるいは
無線式キーボード、マウス等であり、操作信号を送出する。操作受信部１９は、そのリモ
コン、キーボード、マウス等から操作信号を受信する。
【００２７】
　デジタル放送受信機１は、送受信部２１を介してインターネット２６に接続されている
。これにより、映像表示装置１は、インターネット２６のネットワーク上にあるサーバ等
の機器と送受信部２１を介して情報伝送を行なうことができる。
【００２８】
　制御部１１は、録画番組表生成部２２の機能を有する。デジタル放送受信機１は、多数
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のチューナ３を搭載しており、複数の番組について同時に連続録画の録画指定を行うこと
が可能である。録画番組表生成部２２は、視聴者により録画指定された複数のチャンネル
と録画指定された時間における録画番組表を生成する。
【００２９】
　視聴者は画面８ａ上のＥＰＧデータによる番組表を見ながら、番組を選択して録画また
は録画予約することができる。ＥＰＧは多チャンネル化が進む中で視聴者が容易に番組を
選択することを目的に提供されている。新聞などにおけるテレビ番組欄の表示様態を真似
てデジタル放送受信機１の表示装置８の画面８ａ上に表示している。視聴者は、画面８ａ
の番組表を見ながらリモコンを使って番組選択や詳細情報の表示、録画予約に利用する。
【００３０】
　ＥＰＧデータによる番組表の表示様態は放送受信機メーカや放送受信機の機種によって
異なっているが、デジタル放送受信機１においては、上述した新聞などにおけるテレビ番
組欄のように横方向にチャンネル軸、縦方向に時間軸として表示し現在時刻以降に放送さ
れる番組が並ぶように表示されている。番組を選択するとその番組の番組名、放送日時以
外に、番組のジャンル、出演者や番組内容等の詳細情報が表示される。
【００３１】
　ＥＰＧデータは映像・音声などと同様にパケット化され、多重されて送信されている。
番組情報のデータは、ＳＩ(Service Information、番組配列情報)のＥＩＴ(Event Inform
ation Table)に含まれており、信号処理部４からの出力された情報を制御部１１が解析し
て番組表を生成する。生成された番組表は、映像処理部５、表示処理部７と制御部１１に
よって構成された表示制御部２３によって表示装置８の画面８ａに表示される。
【００３２】
　図２は、録画番組表の例を示す図である。録画番組表３０は表示装置８の画面８ａ上に
ほぼ画面８ａ一杯に表示される場合と画面８ａの中の範囲を指定して録画番組表の一部が
表示される場合があるが、図２においては、ほぼ画面８ａ一杯に表示された場合を示して
いる。録画番組表３０は録画番組表生成部２２によって生成され、表示制御部２３によっ
て画面８ａに表示される。
【００３３】
　録画番組表３０の基本的な表示様態はＥＰＧデータによる番組表の表示形態と同様に、
画面８ａの横方向にチャンネルを示すチャンネル軸３１、縦方向に時間を示す時間軸３２
が配置されている。番組表については、デジタル放送受信機１が受信可能なチャンネル全
体および現在時刻以降の連続した時間を対象としているが、これに対して録画番組表３０
は、録画指定された複数のチャンネルと録画指定された時間における録画番組を対象とし
て表示する。
【００３４】
　デジタル放送受信機１の録画機能の一つに、一つまたは複数のチャンネルと時間を指定
し、録画指定された一つまたは複数のチャンネルの番組を録画指定された時間に亘って同
時に録画する機能がある。録画番組表３０は、録画指定されたチャンネルと録画指定され
た時間だけを表示する。受信可能なチャンネル数が数十チャンネルに及ぶと録画番組表に
録画指定してないチャンネルを表示すると視聴者は視聴したい番組を検索するのに時間を
要してしまう。また現在時刻以前の番組表全体を表示すると数日あるいはそれ以上経過す
ると表示サイズが大きくなり検索が面倒である。従って録画指定されたチャンネルと録画
指定された時間だけを番組表の様式で表示することは視聴者にとってたいへん便利である
。
【００３５】
　図２において、チャンネル軸３１には録画指定したチャンネルが表示されている。８チ
ャンネル分のチャンネル表示部３３ａ～３３ｈが表示されている。リモコンのカーソルボ
タンを操作することにより、画面８ａに表示されていない他のチャネルを右スクロールま
たは左スクロールすることにより閲覧することができる。
【００３６】
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　時間軸３２には、録画指定した時間が表示されている。６時間分の時間表示部３４ａ～
３４ｆが表示されている。時間表示部３４ａは１２月１２日の午前１０時から午前１１時
までの１時間の時間帯、時間表示部３４ｂは１２月１２日の午前１１時から午後０時まで
の１時間の時間帯、時間表示部３４ｃは１２月１２日の午後０時から午後１時までの１時
間の時間帯を表し、時間表示部３４ａ～３４ｃは３時間連続した時間帯を示している。時
間表示部３４ｄは１２月１３日の午後１時から午後２時までの１時間の時間帯、時間表示
部３４ｅは１２月１４日の午後１時から午後２時までの１時間の時間帯、時間表示部３４
ｆは１２月１５日の午後１時から午後２時までの１時間の時間帯が表示されている。リモ
コンのカーソルボタンを操作することにより、画面８ａに表示されていない他の時間帯を
上スクロールまたは下スクロールすることにより閲覧することができる。尚、時間軸３２
は画面右側にも表示されている。
【００３７】
　図２において、番組表示部３５の領域の部分は、図面の簡単化のため番組の分類名だけ
を記載しているが、チャンネル、時間別に録画番組名と簡単な番組紹介が記載されている
。この記載内容はＥＰＧデータによる番組表の表示と同様である。番組が録画されるとき
には、ＥＰＧによる番組情報データも同時に記録され、録画番組表生成部２１が録画番組
表３０を生成する際に利用される。
【００３８】
　図２において、チャンネル表示部３３ａ～３３ｈの内部にサムネイル表示部３６ａ～３
６ｈが配置されている。サムネイルとは、多数の画像を一覧表示するために縮小された画
像のことである。画像は動画または静止画である。サムネイル表示部３６ａ～３６ｈには
、録画番組表３０を画面に表示した直後は、画面８ａに表示された最上部の時間表示部３
４ａにおける各チャンネルの番組のサムネイルが表示されている。
【００３９】
　図３は、番組の録画処理の動作フローを示した図である。一つまたは複数のチャンネル
と時間を指定し、録画指定された一つまたは複数のチャンネルの番組を録画指定された時
間に亘って同時に録画する場合の動作フローを説明する。図３（ａ）のＳ１１において、
制御部１１は視聴者から録画チャンネルが指定されたかを判定する。視聴者は番組表を見
ながらリモコン等にて録画したいチャンネルを指定する。制御部１１は、操作受信部１９
からの信号を受けて録画チャンネルを設定する。
【００４０】
　録画チャンネルが指定されない場合には図３（ｂ）に示す動作フローのＳ２１に移る。
Ｓ２１においてリモコン等により「戻る」が選択されかどうかを判定する。選択されたな
らば、Ｓ２２へ移って前の状態に戻る。この場合の前の状態とは、録画処理に入る前の状
態に復帰することである。「戻る」が選択されなかった場合には、Ｓ２３へ移って「終了
」が選択されたかを判定する。「終了」が選択されたならば終了する。終了が選択されな
かった場合には、Ｓ２４へ移って、所定時間が経過したかを判定する。所定時間が経過し
たならば終了する。所定時間は通常１分から２分の間で設定されている。所定時間が経過
していない場合には、Ｓ１１に戻る。
【００４１】
　Ｓ１２において、制御部１１は視聴者から録画時間が指定されたかを判定する。制御部
１１は、操作受信部１９からの信号を受けて録画時間を設定する。録画時間が指定されな
い場合には図３（ｂ）に示す動作フローのＳ２１に移る。図３（ｂ）の動作については前
述したので省略するが、所定時間が経過していない場合には、Ｓ１２に戻る。
【００４２】
　Ｓ１３において、制御部１１は視聴者から録画機器、即ち録画装置１６または外部記録
装置１８の指定がなされたかを判定する。制御部１１は録画機器を録画装置１６または外
部記録装置１８に設定する。録画機器が指定されない場合には図３（ｂ）に示す動作フロ
ーのＳ２１に移る。図３（ｂ）の動作については前述したので省略するが、所定時間が経
過していない場合には、Ｓ１３に戻る。
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【００４３】
　Ｓ１４において、制御部１１は録画指定された複数のチャンネルの番組を録画指定され
た時間に亘って指定された録画機器に同時に録画する。
【００４４】
　図４は、録画番組表の生成と表示処理の操作フローを示した図である。Ｓ３１において
、制御部１１は、視聴者から録画番組表３０の表示指示があったかを判定する。制御部１
１は、操作受信部１９からの表示指示の信号を受けてＳ２２に移行する。録画番組表３０
の表示指示がない場合には、図３（ｂ）に示す動作フローのＳ２１に移る。図３（ｂ）の
動作については前述したので省略するが、所定時間が経過していない場合には、Ｓ３１に
戻る。
【００４５】
　Ｓ３２において、録画番組表生成部２２は、フラッシュメモリ１５に記憶された録画の
際の指定チャンネルや指定時間等のデータと、録画装置１６または外部記録装置１８に記
録された番組情報等から録画番組表を生成する。
【００４６】
　Ｓ３３において、録画番組表生成部２２は、番組の中にアーカイブ処理の対象となった
番組があるかどうかを判定する。番組がアーカイブ処理済み、アーカイブ処理中、アーカ
イブ処理予約済みであるかどうかを判定する。アーカイブ処理の対象となった番組があれ
ば、Ｓ３４へ移って録画番組表の中の番組表示部３５の領域内の番組欄にアーカイブ処理
の処理情報を付加する。番組の中にアーカイブ処理の対象となった番組が無いならば、Ｓ
３５へ移る。
【００４７】
　Ｓ３５において、表示制御部２３は録画番組表生成部２２によって生成された録画番組
表を表示装置８の画面８ａに表示する。表示制御部２３は、初期設定において、録画番組
表を画面８ａの画面一杯に表示するように設定されている。
【００４８】
　図５は、番組のアーカイブ処理の動作フローを示した図である。Ｓ４１において、制御
部１１は、視聴者から録画番組のアーカイブ処理が指示されたかを判定する。アーカイブ
処理が指示されたと判定された場合にはＳ４２へ移る。アーカイブ処理が指示されない場
合には図３（ｂ）に示す動作フローのＳ２１に移る。図３（ｂ）の動作については前述し
たので省略するが、所定時間が経過していない場合には、Ｓ４１に戻る。
【００４９】
　Ｓ４２において、アーカイブ処理部２４は、アーカイブする録画番組が指定されたかを
判定する。視聴者は録画番組表を見ながら、アーカイブ処理する番組を指定することがで
きる。アーカイブする録画番組が指定されたと判定されたならば、Ｓ４３へ移る。アーカ
イブする録画番組が指定されない場合には、図３（ｂ）に示す動作フローのＳ２１に移る
。図３（ｂ）の動作については前述したので省略するが、所定時間が経過していない場合
には、Ｓ４２に戻る。
【００５０】
　Ｓ４３において、アーカイブ処理部２４は、番組のアーカイブ処理先の録画機器、即ち
録画装置１６または外部記録装置１８が指定されたかを判定する。アーカイブ処理先の録
画機器が指定されたと判定されたならば、Ｓ４４へ移る。アーカイブ処理先の録画機器が
指定されない場合には、図３（ｂ）に示す動作フローのＳ２１に移る。図３（ｂ）の動作
については前述したので省略するが、所定時間が経過していない場合には、Ｓ４３に戻る
。
【００５１】
　Ｓ４４において、アーカイブ処理部２４は、番組をアーカイブ処理する。アーカイブ処
理部２４は、番組のアーカイブ処理を実行するか、または、アーカイブ予約を設定する。
アーカイブ予約が設定された番組は、アーカイブ処理部２４が指定時間にアーカイブ処理
を実行する。
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【００５２】
　（実施の形態２）
　図６は、録画番組表の実施の形態２を示した図である。実施の形態２におけるデジタル
放送受信機の構成を示すブロック図は、図１に示す実施の形態１のデジタル放送受信機１
の各部と同一である。本発明においては、録画装置１６または外部記録装置１８のＨＤＤ
またはＳＳＤに録画した番組を他の録画装置または外部記録装置にコピーしたり移動（ム
ーブ）することをアーカイブと称することとする。アーカイブ済みである番組には、その
番組を録画番組表４０からは再生できない、あるいはそれ以上アーカイブできない等の制
限が発生するため、他の録画番組と区別がつくよう表示すると視聴者の利便が向上する。
【００５３】
　図６において、番組表示部３５の領域の番組４１には、その番組がアーカイブ済みであ
り、その内容が移動済みであることを表示している。番組４２はその番組がアーカイブ済
みであり、ダビング１０の番組であることを表示している。番組４３はその番組がアーカ
イブ済みであり、あと８回アーカイブが可能であることを示している。
【００５４】
　図７は、アーカイブの表示に関するマークの例を示した図である。例えばディスクに類
似したディスクマークをアーカイブに関連するマークとして設定する。このディスクマー
クの後ろにＭ字が付随した表示はアーカイブ済みであり、さらにムーブ済みであることを
表示する。ディスクマークの後ろに１０と矢印を組み合わせたマークを付随した表示はア
ーカイブ済みでありダビング１０の番組であることを表示する。ディスクマークの後ろに
、例えば、８と矢印を組み合わせたマークを付随した表示はアーカイブ済みであり、あと
８回アーカイブが可能であることを表示する。ディスクマークが点滅している場合にはそ
の番組がアーカイブ中であることを示す。ディスクマークの前に時計マークがある場合に
は、その番組がアーカイブ予約されていることを表示する。
【００５５】
　マークはディスクマークに限られるものではなく任意に設定してよい。またアーカイブ
中のマークは点滅ではなく、マークの色を変えたり、マークの色を周期的に変更させても
よい。アーカイブ予約についても時計マークに限られるものではなく、他の相応しいマー
クでもよい。または「アーカイブ済」と表示してもよい。
【００５６】
　（実施の形態３）
　図８は、録画番組表の実施の形態３を示した図である。実施の形態３におけるデジタル
放送受信機の構成を示すブロック図は、図１に示す実施の形態１のデジタル放送受信機１
の各部と同一である。アーカイブ中である番組には、その番組を録画番組表５０からは再
生できない、あるいは重複してアーカイブできない等の制限が発生するため、他の録画番
組と区別がつくよう表示すると視聴者の利便が向上する。
【００５７】
　図８において、番組表示部３５の領域の番組５１には、ディスクマークが点滅し、その
番組がアーカイブ中であることを表示している。アーカイブ中のマークは点滅ではなく、
マークの色を変えたり、マークの色を周期的に変更させてもよい。または「アーカイブ中
」と表示してもよい。
【００５８】
　（実施の形態４）
　図９は、録画番組表の実施の形態４を示した図である。実施の形態４におけるデジタル
放送受信機の構成を示すブロック図は、図１に示す実施の形態１のデジタル放送受信機１
の各部と同一である。アーカイブを事前予約(スケジューリング)中である番組には、その
番組を録画番組表６０からは再生できない、あるいは重複してアーカイブ予約できない等
の制限が発生するため、他の録画番組と区別がつくよう表示すると視聴者の利便が向上す
る。
【００５９】
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　図９において、番組表示部３５の領域の番組６１には、時計マークとディスクマークが
並んで表示されており、その番組がアーカイブ予約されていることを表示している。番組
６２には、時計マークとディスクマークが並んで表示されており、その番組がアーカイブ
予約されていることを表示している。アーカイブ予約を示すマークについては、時計マー
クに限られるものではなく、他の相応しいマークでもよい。または「アーカイブ予約」と
表示してもよい。
【００６０】
　以上のように録画番組表において、番組がアーカイブ済みであった場合には、視聴者が
それを容易に認識できるように番組毎に表示することによって、アーカイブ済みによる制
限を事前に察知することが可能となる。またアーカイブ中あるはアーカイブ予約済みであ
ることについても番組毎に表示することによって視聴者がアーカイブ処理の情報を容易に
認識できる。
【００６１】
　尚、本発明は上記実施形態そのまま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構成要素を変形して具現化できる。また、上記実施形態に開示されて
いる複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実施
形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに異なる実施形
態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【００６２】
１　デジタル放送受信機
２　アンテナ
３ａ～３ｆ　チューナ
４　信号処理部
５　映像処理部
６　音声処理部
７　表示処理部
８　表示装置
９　スピーカ
１０　バス
１１　制御部
１２　ＭＰＵ
１３　ＲＡＭ
１４　ＲＯＭ
１５　フラッシュメモリ
１６　録画装置
１７　外部インターフェース
１８　外部記録装置
１９　操作受信部
２０　操作機器
２１　送受信部
２２　録画番組表生成部
２３　表示制御部
２４　アーカイブ処理部
２５　放送局
２６　インターネット
３０　録画番組表
３１　チャンネル軸
３２　時間軸
３３ａ～３３ｈ　チャンネル表示部
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３４ａ～３４ｆ　時間表示部
３５　番組表示部
３６ａ～３６ｈ　サムネイル表示部
４０　録画番組表
４１　番組
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