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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１又は複数のコンテンツのプレイリストを記憶する記憶部と、
　上記コンテンツのバーチャルプレイリストを生成し当該コンテンツに対応付けて上記記
憶部に記憶させるバーチャルプレイリスト生成部と、
　ユーザの指示を受け付ける受付部と、
　上記コンテンツに対する編集指示を受け付けた場合、当該コンテンツに対応付けられて
いる最新及び過去の上記バーチャルプレイリストを保持すると共に、当該最新のバーチャ
ルプレイリストに対し当該編集指示に従った編集処理を施した場合と同等の新たなバーチ
ャルプレイリストを生成する編集部と、
　上記コンテンツのタイトルを所定の表示部に表示させるタイトル表示指示を受け付けた
場合、当該コンテンツに対応付けられている最新の上記バーチャルプレイリストに基づき
当該コンテンツのタイトルを表示させるタイトル表示制御部と
　を有する情報処理装置。
【請求項２】
　上記編集部は、
　上記コンテンツに対し所定の復元指示を受け付けた場合、当該復元指示に対応する過去
のバーチャルプレイリストを上記最新のバーチャルプレイリストに置き換える
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
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　上記編集部は、
　上記復元指示を受け付けた場合、直前のバーチャルプレイリストを上記最新のバーチャ
ルプレイリストに置き換える
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　上記編集部は、
　上記復元指示を受け付けた場合、過去のバーチャルプレイリストを複数提示し、復元す
べき過去のバーチャルプレイリストを上記ユーザに選択させる
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　上記編集部は、
　差分表示指示を受け付けた場合、ユーザに指定された複数の上記過去のバーチャルプレ
イリストにおける差分を上記表示部に表示させる
　請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　上記編集部は、
　上記バーチャルプレイリストに対し識別用のラベルが付されていた場合、上記過去のバ
ーチャルプレイリストに当該ラベルをそれぞれ対応付けて提示する
　請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　上記編集部は、
　上記復元指示に対応する過去のバーチャルプレイリストと上記最新のバーチャルプレイ
リストとの差分を提示する
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　上記編集部は、
　上記コンテンツに対応付けられた過去のバーチャルプレイリストを基に新規タイトルを
作成する新規作成指示を受け付けた場合、ユーザに選択された過去のバーチャルプレイリ
ストを、新たなタイトルを表す最新の上記バーチャルプレイリストとする
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　所定のプレイリスト生成部により、１又は複数のコンテンツのバーチャルプレイリスト
を生成し当該コンテンツに対応付けて所定の記憶部に記憶させるバーチャルプレイリスト
生成ステップと、
　ユーザの指示を受け付ける受付ステップと、
　上記コンテンツに対する編集指示を受け付けた場合、所定の編集部により、当該コンテ
ンツに対応付けられている最新及び過去の上記バーチャルプレイリストを保持すると共に
、当該最新のバーチャルプレイリストに対し当該編集指示に従った編集処理を施した場合
と同等の新たなバーチャルプレイリストを生成する編集ステップと、
　上記コンテンツのタイトルを所定の表示部に表示させるタイトル表示指示を受け付けた
場合、所定のタイトル表示制御部により、当該コンテンツに対応付けられている最新の上
記バーチャルプレイリストに基づき当該コンテンツのタイトルを上記表示部に表示させる
タイトル表示ステップと
　を有する編集方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は情報処理装置及び編集方法に関し、例えば放送されるテレビジョン番組を録画
し、また再生する録画再生装置に適用して好適なものである。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、テレビジョン放送により放送されるテレビジョン番組をハードディスクドライブ
（ＨＤＤ）等に録画し、ユーザの操作に応じて再生する録画再生装置が普及しつつある。
【０００３】
　かかる録画再生装置のなかには、録画したテレビジョン番組（以下コンテンツと呼ぶ）
に対し、ユーザの操作指示に基づいて編集操作を行い得るようになされたものも提案され
ている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　この編集操作としては、例えばコンテンツにおける不要な部分を削除する操作や、複数
のコンテンツから必要な部分をそれぞれ抽出して連結し、新たなタイトルとする操作等が
ある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－１７９８６４公報（第４図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながらこの録画再生装置では、例えばコンテンツの一部を削除した後にユーザが
元に戻したい場合であっても、既に削除した部分については復元することができない。
【０００７】
　またユーザは、予め保存用のタイトル及び編集用のタイトルを用意しておき、バックア
ップを適宜作成しながら編集することにより、編集操作のやり直しを実現できる。しかし
ながらこのような編集作業は、ユーザに綿密な操作や管理を要求する。
【０００８】
　このため録画再生装置では、編集操作のやり直しができず、或いはそのために煩雑な操
作を必要とするため、作業性が悪いという問題があった。
【０００９】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、コンテンツの編集作業における作業性を
向上し得る情報処理装置及び編集方法を提案しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　かかる課題を解決するため本発明の情報処理装置においては、１又は複数のコンテンツ
のプレイリストを記憶する記憶部と、コンテンツのバーチャルプレイリストを生成し当該
コンテンツに対応付けて記憶部に記憶させるバーチャルプレイリスト生成部と、ユーザの
指示を受け付ける受付部と、コンテンツに対する編集指示を受け付けた場合、当該コンテ
ンツに対応付けられた最新及び過去のバーチャルプレイリストを保持すると共に、当該最
新のバーチャルプレイリストに対し当該編集指示に従った編集処理を施した場合と同等の
新たなバーチャルプレイリストを生成する編集部と、コンテンツのタイトルを所定の表示
部に表示させるタイトル表示指示を受け付けた場合、当該コンテンツに対応付けられてい
る最新のバーチャルプレイリストに基づき当該コンテンツのタイトルを表示させるタイト
ル表示制御部とを設けるようにした。
【００１１】
　これにより本発明の情報処理装置は、ユーザに対しバーチャルプレイリストをコンテン
ツそのものと同様に認識させることができ、編集処理後であっても、オリジナルのコンテ
ンツ及びリアルプレイリスト並びに途中の各編集過程を表すバーチャルプレイリストを改
変することなく保持し続け、必要に応じてこれらを再利用することができる。
【００１２】
　また本発明の編集方法においては、所定のプレイリスト生成部により、1又は複数のコ
ンテンツの再生指示を表すバーチャルプレイリストを生成し当該コンテンツに対応付けて
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所定の記憶部に記憶させ、ユーザの指示を受け付け、コンテンツに対する編集指示を受け
付けた場合、所定の編集部により、当該コンテンツに対応付けられた最新及び過去のバー
チャルプレイリストを保持すると共に、当該最新のバーチャルプレイリストに対し当該編
集指示に従った編集処理を施しした場合と同等の新たなバーチャルプレイリストを生成し
、コンテンツのタイトルを所定の表示部に表示させるタイトル表示指示を受け付けた場合
、所定のタイトル表示制御部により、当該コンテンツに対応付けられている最新のバーチ
ャルプレイリストに基づき当該コンテンツのタイトルを表示部に表示させるようにした。
【００１３】
　これにより本発明の編集方法では、ユーザに対しバーチャルプレイリストをコンテンツ
そのものと同様に認識させることができ、編集処理後であっても、オリジナルのコンテン
ツ及びリアルプレイリスト並びに途中の各編集過程を表すバーチャルプレイリストを改変
することなく保持し続け、必要に応じてこれらを再利用することができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、ユーザに対しバーチャルプレイリストをコンテンツそのものと同様に
認識させることができ、編集処理後であっても、オリジナルのコンテンツ及びリアルプレ
イリスト並びに途中の各編集過程を表すバーチャルプレイリストを改変することなく保持
し続け、必要に応じてこれらを再利用することができる。かくして本発明は、コンテンツ
の編集作業における作業性を向上し得る情報処理装置及び編集方法を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】録画再生装置の構成を示す略線図である。
【図２】クリップ、ＡＶストリーム及びプレイリストの関係を示す略線図である。
【図３】バーチャルプレイリストの生成の説明に供する略線図である。
【図４】タイトル表示画面を示す略線図である。
【図５】タイトルの編集とバーチャルプレイリストとの関係（１）を示す略線図である。
【図６】タイトルの編集とバーチャルプレイリストとの関係（２）を示す略線図である。
【図７】タイトルの編集とバーチャルプレイリストとの関係（３）を示す略線図である。
【図８】録画再生装置の機能ブロック構成（１）を示す略線的ブロック図である。
【図９】自動抽出処理の指示画面を示す略線図である。
【図１０】抽出プレイリストの構成（１）を示す略線図である。
【図１１】自動抽出処理後のタイトル表示画面（１）を示す略線図である。
【図１２】タイトル選択画面を示す略線図である。
【図１３】抽出プレイリストの構成（２）を示す略線図である。
【図１４】自動抽出処理後のタイトル表示画面（２）を示す略線図である。
【図１５】抽出プレイリストの構成（３）を示す略線図である。
【図１６】自動抽出処理後のタイトル表示画面（３）を示す略線図である。
【図１７】録画再生装置の機能ブロック構成（２）を示す略線的ブロック図である。
【図１８】抽出プレイリスト生成処理手順を示すフローチャートである。
【図１９】プレイリスト再生処理手順を示すフローチャートである。
【図２０】タイトルの編集作業によるバーチャルプレイリストの変化の説明に供する略線
図である。
【図２１】復元処理前のタイトル表示画面を示す略線図である。
【図２２】復元処理の指示画面を示す略線図である。
【図２３】復元処理後のタイトル表示画面を示す略線図である。
【図２４】ガイド表示画面を示す略線図である。
【図２５】編集履歴の表示指示画面を示す略線図である。
【図２６】編集履歴選択画面（１）を示す略線図である。
【図２７】復元処理後のタイトル表示画面を示す略線図である。
【図２８】編集履歴選択画面（２）を示す略線図である。
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【図２９】差分表示画面を示す略線図である。
【図３０】編集履歴の再利用とバーチャルプレイリストとの相関関係を示す略線図である
。
【図３１】再利用処理後のタイトル表示画面を示す略線図である。
【図３２】消去履歴の表示指示画面を示す略線図である。
【図３３】消去履歴表示画面を示す略線図である。
【図３４】復活処理後のタイトル表示画面を示す略線図である。
【図３５】従来のプレイリストの構成を示す略線図である。
【図３６】第２の実施の形態による情報処理装置の構成を示す略線的ブロック図である。
【図３７】他の実施の形態による抽出プレイリストの構成を示す略線図である。
【図３８】他の実施の形態による自動抽出処理後のタイトル表示画面を示す略線図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、発明を実施するための形態（以下実施の形態とする）について、図面を用いて説
明する。なお、説明は以下の順序で行う。
　１．第１の実施の形態（録画再生装置）
　２．第２の実施の形態（情報処理装置）
　３．他の実施の形態
【００１７】
＜１．第１の実施の形態＞
［１－１．録画再生装置の構成］
　図１において、録画再生装置１は、全体としてテレビジョン番組の録画及び再生を行い
得るようになされており、また録画したテレビジョン番組に対し編集操作を行い得るよう
にもなされている。
【００１８】
　録画再生装置１は、制御部２により全体を統括制御するようになされており、当該制御
部２と各部とがバス３を介して接続されている。制御部２は、ＣＰＵ（Central Processi
ng Unit）２Ａを中心に構成され、各種プログラムが格納されたＲＯＭ（Read Only Memor
y）及びＣＰＵ２Ａのワークエリアとして利用されるＲＡＭ（Random Access Memory）２
Ｃが設けられている。
【００１９】
　制御部２は、ＲＯＭ２Ｂから読み出した録画プログラムや編集プログラム等をＲＡＭ２
Ｃに展開して実行することにより、テレビジョン番組の録画処理や編集処理等の各種処理
を行い得るようになされている。
【００２０】
　リモートコントローラ４は、放送チャンネルを指定するチャンネルボタン、録画、再生
、早送り等の操作ボタン、ＧＵＩ（Graphical User Interface）メニュー等を操作するた
めの方向ボタン及び決定ボタン等が設けられている。このリモートコントローラ４は、ユ
ーザによる各ボタンの押下操作に応じて無線信号を送信するようになされている。
【００２１】
　操作部５は、リモートコントローラ４から送信される無線信号を所定の受信部（図示せ
ず）により受信して電気信号でなる指示命令に変換し、バス３を介して当該指示命令を制
御部２へ送出する。制御部２は、指示命令に応じて各種処理を実行するようになされてい
る。
【００２２】
　例えば、リモートコントローラ４のチャンネルボタンが押下された場合、無線信号を受
信した操作部５から制御部２に対してチャンネルを指示するチャンネル指示命令が送出さ
れる。これに応じて制御部２は、チューナ部１１に対しチャンネル指示命令に従ったチャ
ンネルを指示する。
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【００２３】
　チューナ部１１は、地上ディジタル放送波、ＢＳ（Broadcasting Satellite）ディジタ
ル放送波及びＣＳ（Communication Satellite）ディジタル放送波に対応している。チュ
ーナ部１１は、アンテナ１２を介して受信した受信信号のうち制御部２から指示されたチ
ャンネルに相当する搬送周波数帯を選択する。続いてチューナ部１１は、選択した受信信
号に対しＱＰＳＫ（Quadrature Phase Shift Keying）復調処理等や誤り訂正処理等を施
すことによりトランスポートストリームを生成する。
【００２４】
　さらにチューナ部１１は、トランスポートストリームのうち映像を表すビデオストリー
ム及び音声を表すオーディオストリームを分離し、これらをエンコーダ／デコーダ１３等
へ供給する。以下、説明の都合上、ビデオストリーム及びオーディオストリームをまとめ
てＡＶストリームＳＴと呼ぶ。
【００２５】
　またチューナ部１１は、トランスポートストリームＴＳのうちＥＰＧ（Electronic Pro
gram Guide）等のデータ放送用の付加情報、コピー制御情報、暗号化のための鍵データと
なるライセンス情報等（以下これらを番組情報と呼ぶ）を分離して制御部２へ供給する。
【００２６】
　エンコーダ／デコーダ１３は、ＭＰＥＧ（Motion Pictures Expert Group）方式等の符
号化方式に従ってビデオデータ及びオーディオデータの圧縮符号化処理及び伸張復号化処
理を行うようになされている。
【００２７】
　実際上エンコーダ／デコーダ１３は、チューナ部１１から供給されるビデオストリーム
及びオーディオストリームをそれぞれデコードしてビデオデータ及びオーディオデータと
し、これらをビデオ処理部１４及びオーディオ処理部１５へそれぞれ供給する。
【００２８】
　ビデオ処理部１４は、ビデオデータを例えばアナログのビデオ信号に変換し、さらに所
定の映像処理を施して外部のテレビジョン受像機（図示せず）等へ送出する。またオーデ
ィオ処理部１５は、オーディオデータを例えばアナログのオーディオ信号に変換し、これ
を当該テレビジョン受像機や他のオーディオ機器（図示せず）等へ送出する。
【００２９】
　この結果、録画再生装置１は、外部のテレビジョン受像機等を介してテレビジョン番組
の映像及び音声をユーザに視聴させることができる。
【００３０】
　ＨＤＤ（Hard Disc Drive）１６は、例えば５００［ＧＢ］や１［ＴＢ］といった比較
的大きな記憶容量を有しており、制御部２の制御に基づき各種データの書込及び読出を行
うようになされている。
【００３１】
　制御部２は、テレビジョン番組の受信中にリモートコントローラ４の録画ボタンが押下
された場合、テレビジョン番組をＨＤＤ１６に記憶させる録画処理を実行するようになさ
れている。因みに制御部２は、予め指定された予約録画時刻になった場合にも、同様の録
画処理（以下これを予約録画処理と呼ぶ）を実行するようになされている。
【００３２】
　このとき制御部２は、録画処理として、チューナ部１１により抽出されたＡＶストリー
ムＳＴをＨＤＤ１６に記憶させる。　以下、このときＨＤＤ１６に記憶されたテレビジョ
ン番組をコンテンツと呼ぶ。
【００３３】
　これと共に制御部２は、ＡＶストリームＳＴに対し所定の特徴量検出処理を実行するこ
とにより特徴量ＤＳを生成し、これをＨＤＤ１６に格納するようになされている。ここで
特徴量ＤＳとは、例えばオーディオデータに所定の解析処理を施すことにより得られる、
コンテンツの再生時間と共に変動する値であり、コンテンツ（テレビジョン番組）におけ
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る盛り上がりの度合いやシーンの切り替わりが表れた値となっている。
【００３４】
　因みに制御部２は、例えば特許文献２に開示された技術を用いることにより、特徴量Ｄ
Ｓを生成することができる。
【００３５】
【特許文献２】国際公開ＷＯ２００６／０１６６０５号公報
【００３６】
　さらに制御部２は、当該コンテンツ（すなわちテレビジョン番組）について、番組情報
に含まれているタイトル名、ジャンル及び出演者等の情報並びに録画日時等でなるタイト
ル情報ＴＦを生成し、これを当該コンテンツと対応付けてＨＤＤ１６に記憶させる。
【００３７】
　因みにＨＤＤ１６には、コンテンツを格納・管理するコンテンツデータベースＤＢＣ、
タイトル情報ＴＦを格納・管理するタイトルデータベースＤＢＴ、及び特徴量ＤＳを格納
・管理する特徴量データベースＤＢＳが設けられている。
【００３８】
　不揮発性メモリ１７は、例えばＥＥＰＲＯＭ（Electronically Erasable and Programm
able Read Only Memory）等でなり、ＣＰＵ２Ａが実行すべき各種プログラム、暗号化処
理や復号化処理に必要なデータ等が格納されるようになされている。因みに不揮発性メモ
リ１７は、記憶容量が比較的小さいものの、データ等の書込及び読出をＨＤＤ１６よりも
高速で行い得るようになされている。
【００３９】
　光ディスクドライブ１８は、例えばＢＤ（Blu-ray Disc、登録商標）方式の光ディスク
１００に各種データを書き込み、また当該光ディスク１００から各種データを読み出し得
るようになされている。
【００４０】
　メモリカードインタフェース（Ｉ／Ｆ）１９は、例えばメモリースティック（登録商標
）等の規格に準拠したメモリカード１０１に各種データを書き込み、また当該メモリカー
ド１０１から各種データを読み出し得るようになされている。
【００４１】
　ネットワークインタフェース２０は、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）等のネットワーク
を介して外部機器（図示せず）と通信し、各種データの送受信を行い得るようになされて
いる。
【００４２】
　制御部２は、ユーザの操作指示に従い、ＨＤＤ１６、光ディスク１００、メモリカード
１０１、或いはネットワークインタフェース２０を介して接続された外部機器との間でコ
ンテンツを相互に移動又は複写させ得るようにもなされている。
【００４３】
　このとき制御部２は、暗号処理回路２１により、著作権保護されたコンテンツの移動や
複写を行う際に必要な暗号化処理及び復号化処理を行わせるようになされている。
【００４４】
　一方制御部２は、ユーザによりタイトルの再生指示がなされた場合、再生処理として、
ＨＤＤ１６から当該タイトルにより表されるコンテンツのＡＶストリームＳＴを読み出し
、これをエンコーダ／デコーダ１３へ供給させる。
【００４５】
　因みに制御部２は、後述するタイトル表示画面等においてタイトルが選択された状態で
リモートコントローラ４の再生ボタンが押下され、操作部５により生成された再生指示命
令を取得したときに、再生指示がなされたと判断する。
【００４６】
　エンコーダ／デコーダ１３は、テレビジョン番組を受信した場合と同様、ＡＶストリー
ムＳＴをデコードしてビデオデータ及びオーディオデータを生成し、これらをビデオ処理
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部１４及びオーディオ処理部１５へそれぞれ供給する。
【００４７】
　ビデオ処理部１４は、ビデオデータを例えばアナログのビデオ信号に変換して外部へ送
出する。またオーディオ処理部１５は、オーディオデータを例えばアナログのオーディオ
信号に変換して外部へ送出する。これにより録画再生装置１は、選択されたタイトルの映
像及び音声を、外部のテレビジョン受像機（図示せず）等を介してユーザに視聴させるこ
とができる。
【００４８】
　因みに制御部２は、光ディスク１００又はメモリカード１０１に格納されたコンテンツ
のタイトルが選択され再生指示がなされた場合にも、同様の再生処理を行うようになされ
ている。
【００４９】
　このように録画再生装置１は、ユーザの操作指示に従い、テレビジョン番組をコンテン
ツとしてＡＶストリームＳＴ、タイトル情報ＴＩ及び特徴量ＤＳを互いに対応付けてＨＤ
Ｄ１６に記憶させるようになされている。
【００５０】
［１－２．プレイリストの構成］
［１－２－１．プレイリスト及びクリップの構成］
　ところで録画再生装置１の制御部２は、録画処理によりコンテンツ（テレビジョン番組
）のＡＶストリームＳＴをＨＤＤ１６に記憶させる際、当該コンテンツについてプレイリ
ストを作成し、当該ＡＶストリームＳＴと対応付けるようになされている。
【００５１】
　図２は、ＡＶストリームＳＴ、クリップ及びプレイリストの関係を模式的に示したもの
である。図２に示すように、各ＡＶストリームＳＴには、当該ＡＶストリームＳＴに関す
る情報を表すクリップインフォメーション（Clip Information）ＣＬＩがそれぞれ対応付
けられている。さらに、互いに対応するＡＶストリームＳＴ及びクリップインフォメーシ
ョンＣＬＩは、ひとまとまりのオブジェクトと見なされ、クリップＣＬを構成している。
【００５２】
　一方プレイリストは、ＡＶストリームＳＴの一部又は全部の範囲を指定し、必要な部分
だけを再生する指示を表しており、ユーザからはコンテンツのタイトルとして取り扱い得
るようになされている。すなわちプレイリストは、ユーザから見て、コンテンツの再生が
連続して行われることを暗黙に期待する映像及び音声の単位となっている。
【００５３】
　プレイリストは、プレイアイテムＰＩの集合として構成されている。このプレイアイテ
ムＰＩは、あるＡＶストリームＳＴにおける一時点をそれぞれ指す再生開始点及び再生終
了点により指定された範囲を表す。ここでプレイアイテムＰＩは、コンテンツにおける１
シーンを表すものでもある。このため以下の説明では、当該プレイアイテムＰＩをシーン
ＳＣとも呼ぶ。
【００５４】
　またプレイリストには、リアルプレイリストＰＲ及びバーチャルプレイリストＰＶの２
種類がある。リアルプレイリストＲＰは、ＡＶストリームＳＴと１対１で対応するもので
あり、ＡＶストリームＳＴを管理する役割を有している。このため、仮に編集作業等によ
りリアルプレイリストＲＰの一部又は全部が削除された場合、ＡＶストリームＳＴのうち
対応する一部又は全部が実際に削除されることになる。
【００５５】
　一方バーチャルプレイリストＰＶは、任意のＡＶストリームＳＴに対応付けて生成され
るものであり、各ＡＶストリームＳＴの管理とは切り離されている。すなわちバーチャル
プレイリストＰＶが編集作業等により削除や変更等されたとしても、ＡＶストリームＳＴ
及びリアルプレイリストＲＰは、何ら変更されることなくそのままの状態を維持する。
【００５６】
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　このリアルプレイリストＰＲ及びバーチャルプレイリストＰＶは、いずれもＨＤＤ１６
に設けられたプレイリストデータベースＤＢＰに格納・管理されるようになされている。
【００５７】
　因みにこのようなＡＶストリームＳＴ、クリップ及びプレイリストの関係は、ＢＤ－Ｒ
Ｅ（Rewritable）の規格と同等に設定されている。すなわち録画再生装置１では、ＨＤＤ
１６内に記憶するＡＶストリームＳＴについて、ＢＤ－ＲＥメディアの場合と類似したプ
レイリストを用いて管理するようになされている。
【００５８】
［１－２－２．プレイリストの生成及び編集］
　上述したように、録画再生装置１の制御部２は、録画処理によりＡＶストリームＳＴ（
すなわちコンテンツ）をＨＤＤ１６のコンテンツデータベースＤＢＣに格納する。
【００５９】
　このとき制御部２は、図３に示すように、当該ＡＶストリームＳＴと対応するリアルプ
レイリストＰＲを生成して当該ＨＤＤ１６のプレイリストデータベースＤＢＰに格納する
。
【００６０】
　さらに制御部２は、ＡＶストリームＳＴの全範囲を示すバーチャルプレイリストＰＶも
合わせて生成し、ＨＤＤ１６のプレイリストデータベースＤＢＰに格納するようになされ
ている。すなわちバーチャルプレイリストＰＶは、生成された段階では、リアルプレイリ
ストＰＲと同様にＡＶストリームＳＴの全範囲を示している。
【００６１】
　これと共に制御部２は、タイトル名、生成日時、更新日時、再生時間等でなるタイトル
情報ＴＦを生成し、バーチャルプレイリストＰＶと対応付けてＨＤＤ１６のタイトルデー
タベースＤＢＴに格納する。
【００６２】
　ところで制御部２は、バーチャルプレイリストＰＶをコンテンツのタイトルとして扱い
ユーザに直接見せるものの、リアルプレイリストＰＲ及びＡＶストリームＳＴについては
タイトルとして扱わず、ユーザに直接見せないようになされている。
【００６３】
　例えば制御部２は、リモートコントローラ４を介してタイトルＴの一覧を画面上に表示
するタイトル表示指示を受け付けた場合、図４に示すようなタイトル表示画面Ｄ１を外部
のテレビジョン受像機（図示せず）に表示させる。
【００６４】
　タイトル表示画面Ｄ１は、メディアの種類を表すアイコンＩＣ１～ＩＣ８が横方向に配
列されており、ビデオ（映像）コンテンツを表すアイコンＩＣ３が選択された状態となっ
ている。
【００６５】
　因みにアイコンＩＣ１はピクチャ（静止画像）コンテンツを、アイコンＩＣ２はミュー
ジック（音楽）コンテンツをそれぞれ表している。またアイコンＩＣ４及びＩＣ５は地上
波ディジタル放送を、アイコンＩＣ６はＢＳディジタル放送を、アイコンＩＣ７はＣＳデ
ィジタル放送を表し、アイコンＩＣ８はタイトル表示画面Ｄ１の表示終了を表している。
【００６６】
　さらにタイトル表示画面Ｄ１では、各タイトルＴを表すアイコンＩＣ１１～ＩＣ１５が
アイコンＩＣ３の上下に、縦方向に沿って配列されており、カーソル枠ＣＳ１により、ア
イコンＩＣ１３が選択された状態となっている。
【００６７】
　このアイコンＩＣ１３は、ＨＤＤ１６のタイトルデータベースＤＢＴに格納されている
タイトルＴに対応したものであり、当該アイコンＩＣ１３の右側には、当該タイトルＴの
タイトル情報ＴＦに基づいた各種情報がタイトルラベルＴＢ１として表示されている。
【００６８】
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　因みにタイトルラベルＴＢ１としては、タイトル名ＴＮ、日時ＤＴ及び再生時間ＰＴが
表示されている。この日時ＤＴは、タイトルＴ（すなわちバーチャルプレイリストＰＶ）
が生成された日時を表している。
【００６９】
　タイトル表示画面Ｄ１は、いわゆるＧＵＩ画面となっており、リモートコントローラ４
の方向ボタン及び決定ボタン等の操作により、メディア及びタイトルのアイコンＩＣをそ
れぞれ選択できるようになされている。
【００７０】
　ところで制御部２は、タイトルＴの編集作業（詳しくは後述する）が行われた場合、当
該タイトルＴに対応付けられているバーチャルプレイリストＰＶに対し、当該編集作業に
応じた編集処理を施す。
【００７１】
　例えば当該タイトルＴへの編集作業により、バーチャルプレイリストＰＶを構成するシ
ーンＳＣ１～ＳＣ１１（図３）のうち、シーンＳＣ１、ＳＣ３、ＳＣ５、ＳＣ７、ＳＣ９
及びＳＣ１１が削除されたとする。この場合、図５（Ａ）に示すように、残りのシーンＳ
Ｃ２、ＳＣ４、ＳＣ６、ＳＣ８及びＳＣ１０が連結されたようなバーチャルプレイリスト
ＰＶ１が生成される。一方リアルプレイリストＰＲ及びＡＶストリームＳＴについては、
何ら改変されない。
【００７２】
　このため制御部２は、所定の復元処理等が行われた場合、バーチャルプレイリストＰＶ
１で既に削除されているシーンＳＣを、再度バーチャルプレイリストＰＶに加えることも
可能となる（詳しくは後述する）。
【００７３】
　さらに当該タイトルへの編集作業により、バーチャルプレイリストＰＶ１のシーンＳＣ
４及びＳＣ８が削除された場合、図５（Ｂ）に示すように、残りのシーンＳＣ２、ＳＣ６
及びＳＣ１０が連結されたようなバーチャルプレイリストＰＶ２が生成される。
【００７４】
　このとき制御部２は、バーチャルプレイリストＰＶ１を直接更新してバーチャルプレイ
リストＰＶ２とするのではなく、当該バーチャルプレイリストＰＶ１を残したまま、新た
にバーチャルプレイリストＰＶ２を生成するようになされている。
【００７５】
　また制御部２は、最終的にバーチャルプレイリストＰＶ２をタイトルＴと対応付け、当
該タイトルＴをタイトルデータベースＤＢＴにより管理して、ユーザの操作等に応じて当
該タイトルＴをタイトル表示画面Ｄ１（図４）等に表示する。
【００７６】
　しかしながら制御部２は、過去のバーチャルプレイリストＰＶ１については、リアルプ
レイリストＲＰ等と同様、独立したタイトルＴとしては扱わないため、タイトル表示画面
Ｄ１（図４）等には表示しない。
【００７７】
　これを換言すれば、制御部２は、過去のバーチャルプレイリストＰＶを編集履歴として
内部に記憶しておく一方、ユーザに対しては、最新のバーチャルプレイリストＰＶのみが
タイトルＴとして存在しているかのように提示することになる。
【００７８】
　このため制御部２は、例えばバーチャルプレイリストＰＶ２を過去の編集状態であるバ
ーチャルプレイリストＰＶ１に戻す復元処理等を行うこともできる（詳しくは後述する）
。
【００７９】
　ところでバーチャルプレイリストＰＶは、１つのＡＶストリームＳＴにおけるシーンＳ
Ｃのみでなく、複数のＡＶストリームＳＴにおけるそれぞれのシーンＳＣを組み合わせて
構成することも可能である。
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【００８０】
　例えば図６に示すように、タイトル名がそれぞれ「タイトル１」、「タイトル２」及び
「タイトル３」でなるタイトルＴ１、Ｔ２及びＴ３があり、それぞれに対応してＡＶスト
リームＳＴ１、ＳＴ２及びＳＴ３並びにリアルプレイリストＰＲ１、ＰＲ２及びＰＲ３が
あると仮定する。またリアルプレイリストＰＲ１、ＰＲ２及びＰＲ３の一部分がそれぞれ
シーンＳＣ１１、ＳＣ２１及びＳＣ３１として設定されているとする。
【００８１】
　この場合制御部２は、所定の編集作業等により、タイトルＴ１、Ｔ２及びＴ３のシーン
ＳＣ１１、ＳＣ２１及びＳＣ３１を互いに連結したバーチャルプレイリストＰＶ３を構成
することができる。
【００８２】
　また制御部２は、バーチャルプレイリストＰＶにおける一部のシーンＳＣを基に他のバ
ーチャルプレイリストＰＶを生成することも可能である。
【００８３】
　例えば図７（Ａ）に示すように、タイトル名がそれぞれ「タイトル１」及び「タイトル
２」でなるタイトルＴ１及びＴ２のシーンＳＣ１１及びＳＣ２１が連結されることにより
、タイトルＴ３として表されるバーチャルプレイリストＰＶ３が生成されたと仮定する。
【００８４】
　ここで編集作業等により、タイトルＴ３におけるシーンＳＣ１１の一部であるシーンＳ
Ｃ１２とシーンＳＣ２１の一部であるシーンＳＣ２２とが選択された上で連結され、タイ
トルＴ４として表されるバーチャルプレイリストＰＶ４が生成されたとする。
【００８５】
　この場合、タイトルＴ４のシーンＳＣ１２及びＳＣ２２は、図７（Ｂ）に示すように、
バーチャルプレイリストＰＶ３のシーンＳＣ１２及びＳＣ２２ではなく、リアルプレイリ
ストＰＲ１及びＰＲ２のシーンＳＣ１２及びＳＣ２２とそれぞれ対応付けられる。
【００８６】
　すなわち既存のバーチャルプレイリストＰＶを基に生成された新たなバーチャルプレイ
リストＰＶは、当該既存のバーチャルプレイリストＰＶを介さず（間接参照ではなく）、
リアルプレイリストＰＲの該当シーンＳＣを直接参照するようになされている。
【００８７】
　ここで、録画再生装置１におけるプレイリストの生成及び編集に関係する基本的な機能
を機能ブロック図により表すと、図８のようになる。
【００８８】
　図８において、プレイリスト統括管理部３０は、制御部２（図１）と対応しており、当
該制御部２において所定のプログラムが実行されることにより、プレイリスト生成部３１
、編集部３２及びタイトル表示制御部３３の各機能ブロックを実現する。また記憶部３４
はＨＤＤ１６と対応しており、受付部３５は操作部５と対応している。
【００８９】
　プレイリスト生成部３１は、コンテンツ（ＡＶストリームＳＴ）が供給されると、当該
コンテンツに対応したリアルプレイリストＰＲ及びバーチャルプレイリストＰＶを生成し
、これらを互いに対応付けて記憶部３４に記憶させる。
【００９０】
　受付部３５は、ユーザからコンテンツを編集する編集指示を受け付けると、これを編集
部３２へ供給する。編集部３２は、編集指示に基づいてバーチャルプレイリストＰＶに対
し編集処理を施し、再び記憶部３４に記憶させる。
【００９１】
　受付部３５は、ユーザからコンテンツのタイトルＴを表示するタイトル表示指示を受け
付けると、これをタイトル表示制御部３３へ供給する。タイトル表示制御部３３は、タイ
トル表示指示に基づき当該コンテンツに対応付けられているバーチャルプレイリストＰＶ
に基づき当該コンテンツのタイトルＴをテレビジョン受像機（図示せず）等に表示させる
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。
【００９２】
　またタイトル表示制御部３３は、編集対象とすべきコンテンツを選択させるときや編集
処理を完了したとき等、ユーザにコンテンツのタイトルを提示すべき場合にも、当該コン
テンツに対応付けられているバーチャルプレイリストＰＶに基づき当該コンテンツのタイ
トルＴを表示させる。
【００９３】
　このように制御部２は、ＡＶストリームＳＴに対応するリアルプレイリストＰＲ及びバ
ーチャルプレイリストＰＶを生成し、編集指示に応じて、バーチャルプレイリストＰＶを
編集するようになされている。
【００９４】
　また制御部２は、バーチャルプレイリストＰＶを編集する際、過去のバーチャルプレイ
リストＰＶを履歴として内部に保存しながら、編集後の内容でなる新たなバーチャルプレ
イリストＰＶを生成するようになされている。
【００９５】
［１－３．抽出プレイリストの生成］
　ところで制御部２は、上述した特徴量ＤＳを用いることにより、ＡＶストリームＳＴの
全範囲を表すバーチャルプレイリストＰＶに加えて、その一部分のみを抽出したバーチャ
ルプレイリストＰＶを生成し得るようになされている。
【００９６】
　因みに説明の都合上、ＡＶストリームＳＴの一部のみを抽出したバーチャルプレイリス
トＰＶを抽出プレイリストＰＶＳと呼び、また当該ＡＶストリームＳＴの全範囲を表すバ
ーチャルプレイリストＰＶを全範囲プレイリストＰＶＡと呼ぶ。
【００９７】
　以下では、制御部２が種々の抽出プレイリストＰＶＳを生成する処理（以下これを自動
抽出処理と呼ぶ）について説明する。
【００９８】
［１－３－１．１つのタイトルからの抽出］
　制御部２は、図４に示したタイトル表示画面Ｄ１において、カーソルＣＳ１によりタイ
トルＴ１が選択された上でユーザにより所定のメニュー表示操作がなされると、図９に示
すように、画面右側にメニュー領域ＭＡを表示する。また制御部２は、ユーザにより所定
のメニュー階層を辿る操作がなされると、メニュー領域ＭＡ内にメニューリストＭＬ１、
ＭＬ２及びＭＬ３を順次展開して階層的に表示する。
【００９９】
　因みに図９は、タイトル名「ドラマ　第１話」の全範囲プレイリストＰＶＡでなるバー
チャルプレイリストＰＶがタイトルＴ１１として表示され、且つカーソルＣＳ１により選
択されている様子を表している。
 
【０１００】
　メニューリストＭＬ３には、「オート」と表示されたメニュー項目ＭＴ３１を含む複数
のメニュー項目ＭＴが表示されている。因みにメニュー項目ＭＴ３１は、このときカーソ
ルＣＳ１により選択されているコンテンツ（すなわちタイトルＴ１１）について特徴量Ｄ
Ｓが生成されていない場合には、表示されず選択できないようになされている。
【０１０１】
　続いて制御部２は、メニュー項目ＭＴ３１が選択されると、図１０に示すように、特徴
量ＤＳを基にリアルプレイリストＰＲ１を本編のシーンＳＣ１１、ＳＣ１３、ＳＣ１５及
びＳＣ１７並びにコマーシャル（ＣＭ）のシーンＳＣ１２、ＳＣ１４、ＳＣ１６及びＳＣ
１８に区別する。
【０１０２】
　そのうえで制御部２は、本編のシーンＳＣ１１、ＳＣ１３、ＳＣ１５及びＳＣ１７を抽
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出して連結した抽出プレイリストＰＶＳ１を生成する。この抽出プレイリストＰＶＳ１は
、リアルプレイリストＰＲ１と対応する全範囲プレイリストＰＶＡとは別に生成される。
【０１０３】
　また制御部２は、タイトルＴ２として抽出プレイリストＰＶＳ１に対応するタイトル情
報ＴＦを生成し、これをタイトルデータベースＤＢＴに格納する。
【０１０４】
　その後制御部２は、抽出プレイリストＰＶＳ１の生成が完了した時点、又はユーザから
タイトル表示指示を受け付けたとき等、コンテンツのタイトルをユーザに提示する場合に
、図９と対応する図１１に示すようなタイトル表示画面Ｄ３を表示させる。
【０１０５】
　このタイトル表示画面Ｄ３では、タイトル名「ドラマ　第１話」について、全範囲プレ
イリストＰＶＡを表すタイトルＴ１に加えて、抽出プレイリストＰＶＳ１を表すタイトル
Ｔ２が表示される。因みにタイトルＴ２については、タイトルＴ１と同一のタイトル名Ｔ
Ｎ及び録画日時ＤＴが示されるものの、再生時間ＰＴが当該タイトルＴ１よりも短いこと
が示されている。
【０１０６】
　このように制御部２は、メニュー項目ＭＴ３１（図９）が選択されると、１つのタイト
ルＴ１から本編のみを抽出した抽出プレイリストＰＶＳ１を生成し、独立したタイトルＴ
２としてユーザに提示することができる。
【０１０７】
［１－３－２．複数のタイトルからの抽出］
　制御部２は、抽出処理の指示画面Ｄ２（図９）においてメニュー項目ＭＴ３１が選択さ
れ、さらに所定の操作指示がなされると、図１２に示すタイトル選択画面Ｄ４を表示し、
複数のタイトルＴをユーザに提示した上で選択させる。
【０１０８】
　タイトル選択画面Ｄ４は、タイトル表示画面Ｄ１と同様にＧＵＩ画面となっており、画
面上部には「プレイリストを作成するタイトルを選択してください。」といったメッセー
ジＭＳＧ１が表示され、ユーザにタイトルＴの選択を促すようになっている。
【０１０９】
　タイトル選択画面Ｄ４の左寄りにはタイトルＴを表すアイコンＩＣ１１～ＩＣ１５が縦
に配列されており、当該アイコンＩＣ１１～ＩＣ１５の右側にはタイトルＴ１１～Ｔ１５
のタイトル情報ＴＦに基づくタイトルラベルＴＢがそれぞれ表示されている。また各アイ
コンＩＣ１１～ＩＣ１５の左側には、各タイトルＴ１１～Ｔ１５が選択されたか否かを表
すチェック欄ＣＭ１１～ＣＭ１５が表示されている。
【０１１０】
　制御部２は、このタイトル選択画面Ｄ４において、ユーザにカーソルＣＳ１を上下に移
動させタイトルＴを指示させた状態でリモートコントローラ４の選択ボタン等を押下させ
ることにより、各タイトルＴを選択させ又は選択解除させる。
【０１１１】
　またタイトル選択画面Ｄ４の右寄りには、タイトルＴの指定を確定する確定ボタンＢ１
、タイトルＴの選択を中止する中止ボタンＢ２、全てのタイトルＴを選択する全選択ボタ
ンＢ３、及び全ての選択を解除する全選択解除ボタンＢ４が縦方向に配列されている。
【０１１２】
　制御部２は、２以上のタイトルＴが選択された状態で確定ボタンＢ１の押下操作がなさ
れると、抽出プレイリストＰＶＳの生成を開始する。ここでは、図１２に示したように、
タイトルＴ１１～Ｔ１３の３タイトルが選択されたものと仮定する。
【０１１３】
　まず制御部２は、図１３に示すように、各タイトルＴについて、それぞれの特徴量ＤＳ
を基に、リアルプレイリストＰＲを本編のシーンＳＣとコマーシャル（ＣＭ）のシーンＳ
Ｃとに分割し区別する。
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【０１１４】
　具体的にリアルプレイリストＰＲ１は、本編のシーンＳＣ１１、ＳＣ１３、ＳＣ１５及
びＳＣ１７並びにコマーシャルのシーンＳＣ１２、ＳＣ１４、ＳＣ１６及びＳＣ１８に区
別される。またリアルプレイリストＰＲ２は、本編のシーンＳＣ２１、ＳＣ２３、ＳＣ２
５及びＳＣ２７並びにコマーシャルのシーンＳＣ２２、ＳＣ２４、ＳＣ２６及びＳＣ２８
に区別される。さらにリアルプレイリストＰＲ３は、本編のシーンＳＣ３１、ＳＣ３３、
ＳＣ３５及びＳＣ３７並びにコマーシャルのシーンＳＣ３２、ＳＣ３４、ＳＣ３６及びＳ
Ｃ３８に区別される。
【０１１５】
　続いて制御部２は、各タイトルＴの本編のシーンＳＣのみを抽出して連結させることに
より、抽出プレイリストＰＶＳ２を新たに生成する。
【０１１６】
　すなわち抽出プレイリストＰＶＳ２は、本編のシーンＳＣ１１、ＳＣ１３、ＳＣ１５、
Ｃ１７、ＳＣ２１、ＳＣ２３、ＳＣ２５、ＳＣ２７、ＳＣ３１、ＳＣ３３、ＳＣ３５及び
ＳＣ３７が順次連結されたバーチャルプレイリストＰＶとなる。
【０１１７】
　また制御部２は、タイトルＴ２２として抽出プレイリストＰＶＳ２に対応するタイトル
情報ＴＦを生成し、これをタイトルデータベースＤＢＴに格納する。
【０１１８】
　この結果、図１１と対応する図１４に示すように、コンテンツのタイトルをユーザに提
示するタイトル表示画面Ｄ５において、全範囲プレイリストＰＶＡを表すタイトルＴ１１
及びＴ１２に加えて、抽出プレイリストＰＶＳ２を表すタイトルＴ２２が表示される。
【０１１９】
　因みにタイトルＴ２２については、タイトルＴ１１～Ｔ１３に共通するタイトル名ＴＮ
、タイトルＴ１１～Ｔ１３のうち最初の録画日時ＤＴ、本編シーンＳＣの合計時間である
再生時間ＰＴが示される。なおタイトル名ＴＮはユーザに任意に指定させても良く、また
録画日時ＤＴは抽出処理を行った日時を表示しても良い。
【０１２０】
　このように制御部２は、抽出処理において複数のタイトルＴが選択されると、選択され
たタイトルＴから本編のみを抽出し連結した抽出プレイリストＰＶＳを生成し、タイトル
表示画面等において、独立したタイトルＴとしてユーザに提示するようになされている。
【０１２１】
［１－３－３．ジャンル別の抽出］
　また制御部２は、指定した時刻にテレビジョン番組の録画処理を行う予約録画の設定が
なされる際、当該録画処理と共に抽出プレイリストＰＶＳを生成する旨の設定（以下これ
を予約抽出設定と呼ぶ）を受け付け得るようになされている。
【０１２２】
　一方制御部２は、テレビジョン番組のジャンル（スポーツ、ニュース、ドラマ、音楽等
）ごとに、特徴量ＤＳからどのようにシーンＳＣを区切り、またどのシーンＳＣを抽出す
るかといった抽出パターンをそれぞれ設定している。
【０１２３】
　そこで制御部２は、テレビジョン番組について予約録画が設定されると共に予約抽出設
定がなされていた場合、放送時刻となり当該テレビジョン番組の録画を完了した時点で、
当該テレビジョン番組（すなわちコンテンツ）の抽出処理を行う。
【０１２４】
　このとき制御部２は、当該テレビジョン番組の番組情報を基に、当該テレビジョン番組
（コンテンツ）のジャンルを識別し、当該ジャンルに応じた抽出パターンに従って、当該
コンテンツの抽出処理を行う。
【０１２５】
　例えば当該テレビジョン番組（タイトルＴ１５）のジャンルが「スポーツ」であった場
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合、制御部２は、ジャンル「スポーツ」用の抽出パターンに従い、ハイライト（盛り上が
った）シーンＳＣと他のシーンＳＣとを区別する。
【０１２６】
　具体的に制御部２は、図１５に示すように、タイトルＴ１５のリアルプレイリストＲＰ
４におけるハイライトシーンＳＣ５２、ＳＣ５４、ＳＣ５６、ＳＣ５８及びＳＣ６０と、
他のシーンＳＣ５１、ＳＣ５３、ＳＣ５５、ＳＣ５７、ＳＣ５９及びＳＣ６１とを区別す
る。因みにタイトルＴ１５については、リアルプレイリストＲＰ４に対応するバーチャル
プレイリストＰＶ（すなわち全範囲プレイリストＰＶＡ４）も生成されているが、図１５
では省略している。
【０１２７】
　続いて制御部２は、タイトルＴ１５（タイトル名「ワールドスポーツ」）のハイライト
シーンＳＣのみを抽出し連結することにより、抽出プレイリストＰＶＳ５を生成する。
【０１２８】
　また制御部２は、抽出プレイリストＰＶＳ５に対応しタイトル名を「ワールドスポーツ
　ハイライト」とするタイトル情報ＴＦを生成し、これを独立したタイトルＴ２５として
タイトルデータベースＤＢＴに格納して抽出処理を完了する。
【０１２９】
　その後制御部２は、コンテンツのタイトルを表示する指示を受け付けた場合、図１６に
示すようなタイトル表示画面Ｄ６を表示させる。このタイトル表示画面Ｄ６では、全範囲
プレイリストＰＶＡ４に対応するタイトルＴ１５が表示されると共に、抽出プレイリスト
ＰＶＳ５に対応するタイトルＴ２５が表示される。
【０１３０】
　このように制御部２は、録画予約と共に予約抽出設定がなされた場合、テレビジョン番
組の全範囲プレイリストＰＶＡに加えて、当該テレビジョン番組のジャンルに応じた抽出
パターンに従い抽出プレイリストＰＶＳを生成するようになされている。
【０１３１】
［１－３－４．プレイリスト生成時の機能ブロック構成］
　ここで、録画再生装置１の制御部２が抽出プレイリストＰＶＳを生成する際における機
能ブロック構成を図１７に示す。
【０１３２】
　制御部２は、所定の抽出プレイリスト生成プログラム等が実行されることにより、内部
に抽出シーンリスト生成部４１、タイトル情報生成取得部４２、特徴量取得部４３及び抽
出プレイリスト生成部４４といった各機能ブロックを構成する。
【０１３３】
　ＨＤＤ１６の内部には、タイトルデータベースＤＢＴ、特徴量データベースＤＢＳ及び
プレイリストデータベースＤＢＰが設けられている。
【０１３４】
　操作部５は、ユーザから抽出プレイリストＰＶＳの生成指示を受け付けると、これを抽
出シーンリスト生成部４１へ供給する。
【０１３５】
　抽出シーンリスト生成部４１は、タイトル情報生成取得部４２により、生成指示に応じ
たタイトルＴに関するタイトル情報ＴＦをＨＤＤ１６のタイトルデータベースＤＢＴから
読み出させる。また抽出シーンリスト生成部４１は、特徴量取得部４３により、選択され
たタイトルＴの特徴量ＤＳをＨＤＤ１６の特徴量データベースＤＢＳから読み出させる。
【０１３６】
　抽出シーンリスト生成部４１は、タイトル情報ＴＦ及び特徴量ＤＳを基に、選択された
タイトルＴを複数のシーンＳＣに区切ると共に、抽出すべきシーンＳＣをリストアップし
た抽出シーンリストを生成し、これを抽出プレイリスト生成部４４へ供給する。
【０１３７】
　抽出プレイリスト生成部４４は、抽出シーンリストを基に、抽出すべきシーンＳＣを連



(16) JP 5381297 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

結した抽出プレイリストＰＶＳを生成し、これをＨＤＤ１６のプレイリストデータベース
ＤＢＰに格納する。またタイトル情報生成取得部４２は、当該抽出プレイリストＰＶＳに
対応する新たなタイトルＴを生成してＨＤＤ１６のタイトルデータベースＤＢＴに格納す
る。
【０１３８】
　因みに、このときリアルプレイリストＰＲ及びＡＶストリームＳＴについては、何ら変
更は加えられない。
【０１３９】
　かくして制御部２は、内部の各機能ブロックにより、生成指示に従った抽出プレイリス
トＰＶＳを生成し、これを独立したタイトルＴとしてＨＤＤ１６に記憶させることができ
る。
【０１４０】
［１－３－５．抽出プレイリスト生成処理手順］
　次に、制御部２が抽出プレイリストＰＶＳを生成する際の抽出プレイリスト生成処理手
順ＲＴ１について、図１８のフローチャートに従って説明する。
【０１４１】
　制御部２は、抽出処理の指示画面Ｄ２（図９）においてメニュー項目ＭＴ３１が選択さ
れ、或いは予約抽出設定がなされた予約録画処理が完了すると、抽出プレイリスト生成処
理手順ＲＴ１を開始してステップＳＰ１へ移る。
【０１４２】
　ステップＳＰ１において制御部２は、ユーザの操作指示に従い１又は２以上のタイトル
Ｔを選択し、或いは予約録画処理により生成されたコンテンツのタイトルＴが選択された
ものと見なして、次のステップＳＰ２へ移る。
【０１４３】
　ステップＳＰ２において制御部２は、選択されたタイトルＴについて特徴量ＤＳがＨＤ
Ｄ１６（図１）の特徴量データベースＤＢＳに記憶されているか否かを確認し、ステップ
ＳＰ３へ移る。
【０１４４】
　ステップＳＰ３において制御部２は、選択されたタイトルＴについて特徴量ＤＳがある
か否かを判定する。ここで肯定結果が得られると、このことは当該タイトルＴを基に抽出
プレイリストＰＶＳを生成し得ることを表しており、このとき制御部２は次のステップＳ
Ｐ４へ移る。
【０１４５】
　ステップＳＰ４において制御部２は、選択されたタイトルＴの特徴量ＤＳをＨＤＤ１６
の特徴量データベースＤＢＳから読み出し、次のステップＳＰ５へ移る。因みに制御部２
は、複数のタイトルＴが選択されていた場合には、全てのタイトルＴについての特徴量Ｄ
Ｓをそれぞれ読み出す。
【０１４６】
　ステップＳＰ５において制御部２は、読み出した特徴量ＤＳを基に、選択されたタイト
ルＴのリアルプレイリストＰＲを複数のシーンＳＣに区切ると共に、抽出すべきシーンＳ
Ｃをリストアップした抽出シーンリストを生成し、次のステップＳＰ６へ移る。因みに制
御部２は、複数のタイトルＴが選択されていた場合には、各タイトルＴについての抽出べ
きシーンＳＣを１つの抽出シーンリストにまとめる。
【０１４７】
　ステップＳＰ６において制御部２は、生成した抽出シーンリストを基に抽出プレイリス
トＰＶＳを生成し、これを新たなタイトルＴに対応付けてＨＤＤ１６に記憶させた後、次
のステップＳＰ７へ移って抽出プレイリスト生成処理手順ＲＴ１を終了する。
【０１４８】
　一方、ステップＳＰ３において否定結果が得られると、このことは選択されたタイトル
Ｔについて特徴量ＤＳがないためにシーンＳＣの抽出を行い得ず抽出プレイリストＰＶＳ
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を生成し得ないことを表している。このとき制御部２は、所定のエラーメッセージを表示
するなどした後、ステップＳＰ７へ移って抽出プレイリスト生成処理手順ＲＴ１を終了す
る。
【０１４９】
［１－４．プレイリスト再生処理手順］
　次に、制御部２がタイトルＴとして選択されたプレイリスト（すなわちバーチャルプレ
イリストＰＶ、全範囲プレイリストＰＶＡ又は抽出プレイリストＰＶＳ）を再生する際の
プレイリスト再生処理手順ＲＴ２について、図１９のフローチャートに従って説明する。
【０１５０】
　制御部２は、タイトル表示画面Ｄ１（図４）等においてタイトルＴが選択された状態で
、リモートコントローラ４における再生ボタンの押下操作等により再生指示を受け付ける
と、プレイリスト再生処理手順ＲＴ２を開始し、ステップＳＰ１へ移る。
【０１５１】
　ステップＳＰ１において制御部２は、ＨＤＤ１６（図１）のプレイリストデータベース
ＤＢＰから、選択されたタイトルＴに対応付けられているプレイリストを読み出し、次の
ステップＳＰ１２へ移る。
【０１５２】
　ステップＳＰ１２において制御部２は、読み出したプレイリストに従い、対応するＡＶ
ストリームＳＴの該当するシーンＳＣをＨＤＤ１６のコンテンツデータベースＤＢＣから
順次読み出し、次のステップＳＰ１３へ移る。
【０１５３】
　ステップＳＰ１３において制御部２は、読み出したＡＶストリームＳＴをエンコーダ／
デコーダ１３（図１）へ順次供給して復号化等させた上でビデオ処理部１４へ供給させる
。これにより制御部２は、テレビジョン受像機（図示せず）等を介して、選択されたプレ
イリストに基づいた映像及び音声をユーザに視聴させ、次のステップＳＰ１４へ移ってプ
レイリスト再生処理手順ＲＴ２を終了する。
【０１５４】
［１－５．編集処理］
　ところで録画再生装置１の制御部２は、ユーザの操作指示に基づき、タイトルＴの編集
作業を行い得るようになされている。
【０１５５】
　具体的な編集作業としては、タイトルＴ（実際には最新のバーチャルプレイリストＰＶ
）を複数のシーンＳＣに分割する分割処理、各シーンＳＣを結合する結合処理、一部のシ
ーンＳＣやタイトルＴを削除する削除処理等がある。
【０１５６】
　また制御部２は、上述したように、過去のバーチャルプレイリストＰＶに関し、ユーザ
には独立したタイトルＴとしては認識させないものの、ＨＤＤ１６内のプレイリストデー
タベースＤＢＰに記憶している。このような過去のバーチャルプレイリストＰＶは、最新
のバーチャルプレイリストＰＶと対応付けられたタイトルＴに関する、過去の編集状態を
表したものといえる。
【０１５７】
　そこで制御部２は、過去のバーチャルプレイリストＰＶを利用することにより、タイト
ルＴを以前の編集状態に戻す復元処理や、削除したタイトルＴを復活させる復活処理等を
行い得るようにもなされている。
【０１５８】
　以下では、タイトル表示画面Ｄ１（図４）に示したタイトルＴ１（タイトル名：「タイ
トル１」、再生時間：１時間）が、図２０に模式的に示すバーチャルプレイリストＰＶ７
１に対応付けられたものであったと仮定する。またこのバーチャルプレイリストＰＶ７１
により表される編集状態を編集状態１と呼ぶ。
【０１５９】
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　このタイトルＴ１が所定の編集作業により、再生時間が５５分の編集状態２、再生時間
が５０分の編集状態３及び再生時間が４０分の編集状態４を経て、最終的に再生時間が３
０分の編集状態５になったものとする。また編集状態２、３、４及び５にそれぞれ対応し
てバーチャルプレイリストＰＶ７２、ＰＶ７３、ＰＶ７４及びＰＶ７５が順次生成された
ものとする。
【０１６０】
　この結果、編集作業後におけるコンテンツのタイトルＴを提示するタイトル表示画面Ｄ
７（図２１）では、タイトルＴ１について、最新のバーチャルプレイリストＰＶ７５に基
づいたタイトルラベルＴＢ（再生時間：３０分等）が表示されている。
【０１６１】
［１－５－１．直前復元処理（１）］
　制御部２は、タイトル表示画面Ｄ７（図２１）において、カーソルＣＳ１によりタイト
ルＴ１が選択された上でユーザにより所定のメニュー表示操作がなされると、図２２に示
すように画面右側にメニュー領域ＭＡを表示する。また制御部２は、ユーザにより所定の
メニュー階層を辿る操作がなされると、メニュー領域ＭＡ内にメニューリストＭＬ１及び
ＭＬ２を順次展開して階層的に表示する。
【０１６２】
　メニューリストＭＬ２には、「１つ前に戻る」と表示されたメニュー項目ＭＴ２８及び
「編集履歴」と表示されたメニュー項目ＭＴ２９を含む複数のメニュー項目ＭＴが表示さ
れている。
【０１６３】
　因みにメニュー項目ＭＴ２８及びＭＴ２９は、カーソルＣＳ１により選択されているコ
ンテンツ（タイトルＴ１）について過去のバーチャルプレイリストＰＶ（すなわち編集履
歴）が生成されていない場合には、表示されず選択できないようになされている。
【０１６４】
　制御部２は、メニューリストＭＬ２のメニュー項目ＭＴ２８が選択されると、１つ前の
編集状態に戻す復元処理の指示がなされたものと見なす。このとき制御部２は、選択され
ているタイトルＴ１に対応付けられるバーチャルプレイリストＰＶを、最新のバーチャル
プレイリストＰＶ７５から直前のバーチャルプレイリストＰＶ７４へ戻す。
【０１６５】
　その後制御部２は、図２１と対応する図２３に示すように、復元処理の完了後における
コンテンツのタイトルを提示するタイトル表示画面Ｄ９において、タイトルＴ１を表示す
る。このときタイトルＴ１に対応付けて表示されたタイトルラベルＴＢのうち再生時間Ｐ
Ｔ２は、編集前の４０分となる。
【０１６６】
　かくして制御部２は、ユーザのメニュー操作に従い、選択されているタイトルＴ１を直
前の編集状態に復元する復元処理を行うことができる。
【０１６７】
［１－５－２．直前復元処理（２）］
　ところでリモートコントローラ４には、ディジタル方式のテレビジョン放送において種
々の操作をするためのカラーボタン（青・赤・緑・黄）が設けられている。
【０１６８】
　そこで制御部２は、タイトル表示画面Ｄ７（図２１）において、カーソルＣＳ１により
タイトルＴ１が選択された状態で、リモートコントローラ４の「青」ボタンが押下された
場合、同様の復元処理を行うようになされている。
【０１６９】
　この場合制御部２は、ユーザにメニュー階層を順次辿る操作をさせることなく、「青」
ボタンを押下操作させるのみで、直前の編集状態を表すバーチャルプレイリストＰＶ７４
へ戻す復元処理を完了することができる。
【０１７０】
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　またリモートコントローラ４には、「ガイド」ボタンが設けられている。制御部２は、
例えばガイド表示画面Ｄ７（図２１）の表示中に「ガイド」ボタンが押下されると、図２
４に示すように、上下にガイドウィンドウＧＷ１及びＧＷ２が重畳されたガイド表示画面
Ｄ１０を表示するようになされている。
【０１７１】
　ガイドウィンドウＧＷ１には、そのときの録画再生装置１の状態や選択されている項目
の簡単な説明が表示されている。またガイドウィンドウＧＷ２には、ガイド項目ＧＭ１～
ＧＭ６として、リモートコントローラ４の主なボタンと当該ボタンによる操作の内容とが
対応付けて表示されている。
【０１７２】
　カーソルＣＳ１により選択されているタイトルＴ１について、過去のバーチャルプレイ
リストＰＶ（すなわち編集履歴）がある場合には、ガイド項目ＧＭ４により、「青」ボタ
ンと「１つ前に戻る」との表示とが対応付けて示される。
【０１７３】
　制御部２は、このようにガイドウィンドウＧＷ１及びＧＷ２が表示された状態において
も、同様に「青」ボタンが押下されると、このとき選択されているタイトルＴ１について
復元処理を実行する。
【０１７４】
　かくして制御部２は、「ガイド」ボタンが押下された場合にはガイドウィンドウＧＷ２
によりユーザに操作すべきボタンを案内し、リモートコントローラ４の「青」ボタンが押
下されると、選択されているタイトルＴの復元処理を直ちに行うことができる。
【０１７５】
［１－５－３．選択復元処理］
　また録画再生装置１は、ユーザの操作に基づき、複数の編集履歴のなかから所望の編集
履歴を選択させ、選択された編集履歴の編集状態に直接復元するようになされている。
【０１７６】
　制御部２は、タイトル表示画面Ｄ７（図２１）において、カーソルＣＳ１によりタイト
ルＴ１が選択された上でユーザにより所定のメニュー表示操作がなされると、図２５に示
すように、画面右側にメニュー領域ＭＡを表示する。また制御部２は、ユーザにより所定
のメニュー階層を辿る操作がなされると、メニュー領域ＭＡ内にメニューリストＭＬ１及
びＭＬ２を順次展開して表示する。
【０１７７】
　制御部２は、メニューリストＭＬ２のメニュー項目ＭＴ２９（編集履歴）が選択される
と、編集履歴の表示指示がなされたものと見なし、図２６に示す編集履歴選択画面Ｄ１２
を表示する。
【０１７８】
　編集履歴選択画面Ｄ１２は、タイトル選択画面Ｄ４（図１２）と類似した画面構成とな
っており、アイコンＩＣ１１～ＩＣ１５及びチェック欄ＣＭ１１～１５が表示されている
。しかしながら編集履歴選択画面Ｄ１２では、タイトルＴ１１～Ｔ１５に代えて編集履歴
Ｈ１～Ｈ５が表示されている。
【０１７９】
　編集履歴Ｈ１～Ｈ５は、それぞれが独立したタイトルＴではなく、いずれも選択中のタ
イトルＴ１に対応する過去のバーチャルプレイリストＰＶ７１～ＰＶ７５（図２０）を表
している。
【０１８０】
　因みに編集履歴選択画面Ｄ１２では、画面上部に選択中のタイトルＴである「タイトル
１」を示すタイトル名ＴＮＳが表示されており、各編集履歴Ｈ１～Ｈ５についてはタイト
ル名は表示されていない。また選択中のタイトルＴについて過去のバーチャルプレイリス
トＰＶが６以上ある場合には、スクロール表示が行われるようになされている。
【０１８１】
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　アイコンＩＣ１１～１５の右側には、編集履歴Ｈ１～Ｈ５の情報として、履歴番号ＮＭ
、日時ＤＴ、再生時間ＰＴ及び容量ＣＰがそれぞれ表示されている。因みに履歴番号ＮＭ
は、最初の編集状態を「１」として順次加算されている。また日時ＤＴは、各編集履歴Ｈ
と対応するバーチャルプレイリストＰＶが作成された日時、すなわち編集日時を表してい
る。
【０１８２】
　このように編集履歴選択画面Ｄ１２は、ユーザに対し、実際には編集履歴Ｈを表す過去
のバーチャルプレイリストＰＶを、独立したタイトルＴと同様の感覚で認識させ得るよう
になされている。制御部２は、この編集履歴選択画面Ｄ１２において、タイトル選択画面
Ｄ４（図１２）の場合と同様に、編集履歴Ｈを選択させ又は選択解除させる。
【０１８３】
　また編集履歴選択画面Ｄ１２の右寄りには、タイトル選択画面Ｄ４と同様の確定ボタン
Ｂ１及び中止ボタンＢ２に加えて、差分表示ボタンＢ１３及び新規タイトルボタンＢ１４
が縦方向に配列されている（詳しくは後述する）。
【０１８４】
　制御部２は、いずれかの編集履歴Ｈが選択された状態で確定ボタンＢ１の押下操作がな
されると、選択された編集履歴Ｈの編集状態に直接戻す指示がなされたものと見なす。こ
こでは、編集履歴Ｈ３が選択されたとする。
【０１８５】
　このとき制御部２は、タイトルＴ１に対応付けるバーチャルプレイリストＰＶを、最新
のバーチャルプレイリストＰＶ７５から、選択された編集履歴Ｈ３と対応する過去のバー
チャルプレイリストＰＶ７３へ戻す。
【０１８６】
　その後制御部２は、図２５と対応する図２７に示すように、復元処理の完了後における
コンテンツのタイトルを提示するタイトル表示画面Ｄ１３において、タイトルＴ１を表示
する。このときタイトルＴ１に対応付けて表示された再生時間ＰＴ３は、編集状態３（図
２０）の５０分となる。
【０１８７】
　かくして録画再生装置１の制御部２は、選択されているタイトルＴ１を、ユーザに選択
された編集履歴に応じた過去の編集状態に直接復元することができる。
【０１８８】
［１－５－４．差分表示］
　また録画再生装置１は、ユーザの操作に基づき、選択された２つの編集履歴における差
分を画面上に表示する差分表示処理を行うようになされている。
【０１８９】
　例えば図２８に示すように、編集履歴選択画面Ｄ１２（図２６）と対応する編集履歴選
択画面Ｄ１４において、チェック欄ＣＭ１３及びＣＭ１５にチェック印が付され、タイト
ルＴ１３及びタイトルＴ１５が選択されているとする。
【０１９０】
　制御部２は、この状態で差分表示ボタンＢ１３が押下操作されると、図２９に示す差分
表示画面Ｄ１５を表示する。差分表示画面Ｄ１５は、画面の中央よりも下側に、左右方向
に細長い時間軸領域ＴＡ１及びＴＡ２を縦方向に配列している。また差分表示画面Ｄ１５
は、背景にコンテンツの映像を表示し得るようになされている。
【０１９１】
　時間軸領域ＴＡ１には、左右方向に時間の経過を表すタイムラインＴＬ１が表示されて
いる。タイムラインＴＬ１は、編集履歴Ｈ３と対応しており、バーチャルプレイリストＰ
Ｖ７３（図２０）を基に、削除された部分（斜線で示す）と残された部分との時間軸上に
おける位置や範囲をそれぞれ視認させ得るよう構成されている。
【０１９２】
　時間軸領域ＴＡ２には、タイムラインＴＬ１と対応するタイムラインＴＬ２が表示され
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ている。タイムラインＴＬ２は、編集履歴Ｈ５と対応しており、バーチャルプレイリスト
ＰＶ７５（図２０）を基に、タイムラインＴＬ１と同様に構成されている。
【０１９３】
　また時間軸領域ＴＡ１及びＴＡ２には、タイムラインＴＬ１及びＴＬ２の下側に、編集
履歴選択画面Ｄ１４（図２８）で表示していた履歴番号ＮＭ、日時ＤＴ及び再生時間ＰＴ
がそれぞれ表示されている。
【０１９４】
　さらに制御部２は、差分表示画面Ｄ１５において所定の再生指示がなされると、バーチ
ャルプレイリストＰＶ７３又はＰＶ７５に従ってコンテンツを再生し、差分表示画面Ｄ１
５の背景にその映像を表示するようになされている。
【０１９５】
　かくして録画再生装置１の制御部２は、差分表示ボタンＢ１３の押下操作に応じて、選
択された２つの編集履歴に基づいたタイムラインＴＬ１及びＴＬ２を表示することができ
る。
【０１９６】
［１－５－５．編集履歴の再利用］
　また録画再生装置１は、ユーザの操作に基づき、既存のタイトルＴの編集履歴Ｈが表す
過去の編集状態を、別途新たなタイトルＴの最新の編集状態として登録する再利用処理を
行い得るようになされている。
【０１９７】
　例えば制御部２は、編集履歴選択画面Ｄ１２（図２６）において、既存のタイトルＴ１
についての編集履歴Ｈ３が選択された状態で新規タイトルボタンＢ１４が押下操作される
と、ＨＤＤ１６のタイトルデータベースＤＢＴに新たなタイトルＴ３１を追加登録する。
【０１９８】
　このとき制御部２は、図３０に模式的な相関図を示すように、当該新たなタイトルＴ３
１と、編集履歴Ｈ３に対応する過去のバーチャルプレイリストＰＶ７３とを対応付けて登
録する。
【０１９９】
　その後制御部２は、図２１と対応する図３１に示すように、再利用処理の完了後におけ
るコンテンツのタイトルを提示するタイトル表示画面Ｄ１６において、既存のタイトルＴ
１に加えて、新たに作成したタイトルＴ３１を表示する。このタイトルＴ３１は、既存の
タイトルＴ１と同様、再生処理や編集処理を行うことが可能となっている。
【０２００】
　かくして録画再生装置１の制御部２は、既存のタイトルＴについての編集履歴Ｈである
バーチャルプレイリストＰＶを再利用して新たなタイトルＴとする再利用処理を行うこと
ができる。
【０２０１】
［１－５－６．復活処理］
　また録画再生装置１は、ユーザの操作に基づき、一度消去されたタイトルＴを再度復活
させるようになされている。
【０２０２】
　実際上制御部２は、ユーザによりタイトルＴを消去する消去指示がなされた場合、指示
されたタイトルＴのタイトル情報ＴＦをタイトルデータベースＤＢＴから抹消し、タイト
ル表示画面Ｄ４（図１２）等に当該タイトルＴを表示しないようにする。
【０２０３】
　これと同時に制御部２は、当該タイトルＴのタイトル情報ＴＦをＨＤＤ１６内の消去タ
イトルデータベースＤＢＴＥに格納するようになされている。また制御部２は、当該タイ
トルＴに対応付けられていたバーチャルプレイリストＰＶについては、そのまま当該タイ
トルＴに対応付けると共に、プレイリストデータベースＤＢＰに格納したままとする。
【０２０４】
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　制御部２は、タイトル表示画面Ｄ７（図２１）においてユーザにより所定のメニュー表
示操作がなされると、図３２に示すように画面右側にメニュー領域ＭＡを表示する。また
制御部２は、ユーザにより所定のメニュー階層を辿る操作がなされると、メニュー領域Ｍ
Ａ内にメニューリストＭＬ４及びＭＬ５を順次展開して表示する。
【０２０５】
　メニューリストＭＬ５には、「消去履歴」と表示されたメニュー項目ＭＴ５４を含む複
数のメニュー項目ＭＴが表示されている。因みにメニュー項目ＭＴ５４は、削除済みのタ
イトルＴが存在しない場合には、表示されず選択できないようになされている。
【０２０６】
　制御部２は、メニューリストＭＬ５のメニュー項目ＭＴ５４が選択されると、消去済み
のタイトルＴを復活させる復活処理の指示がなされたものと見なし、図３３に示す消去履
歴表示画面Ｄ１８を表示する。
【０２０７】
　消去履歴表示画面Ｄ１８は、タイトル表示画面Ｄ４（図１２）と類似した画面構成とな
っており、アイコンＩＣ１１～ＩＣ１５及びチェック欄ＣＭ１１～１５が表示されている
。また編集履歴選択画面Ｄ１８では、既存のタイトルを表すタイトルＴ１１～Ｔ１５に代
えて、消去タイトルデータベースＤＢＴＥにタイトル情報ＴＦが格納されているタイトル
Ｔ４１～Ｔ４５が表示されている。
【０２０８】
　各タイトルＴのタイトルラベルＴＢとしては、タイトル名ＴＮ、日時ＤＴ、再生時間Ｐ
Ｔ及び容量ＣＰが表示される。このうち日時ＤＴは、消去された日時を表している。
【０２０９】
　また消去履歴表示画面Ｄ１８は、画面上部に「元に戻すタイトルを選択してください。
」といったメッセージＭＳＧ４が表示され、ユーザにタイトルＴの選択を促すようになっ
ている。
【０２１０】
　制御部２は、いずれかのタイトルＴが選択された状態で確定ボタンＢ１の押下操作がな
されると、選択されたタイトルＴのタイトル情報ＴＦを消去タイトルデータベースＤＢＴ
Ｅから抹消してタイトルデータベースＤＢＴに再度登録する。このときタイトルＴに対応
付けられていたバーチャルプレイリストＰＶは、引き続き当該タイトルＴに対応付けられ
た状態を維持する。
【０２１１】
　この結果、図２１と対応する図３４に示すように、復活処理の完了後におけるコンテン
ツのタイトルを提示するタイトル表示画面Ｄ１９において、本来存在していたタイトルＴ
１に加えて、復活処理により再登録されたタイトルＴ４３が表示される。因みにタイトル
Ｔ４３のタイトルラベルＴＢにおける日時ＤＴは、他のタイトルＴの場合と同様、当該タ
イトルＴ４３と対応付けられているバーチャルプレイリストＰＶが作成された日時を表す
。
【０２１２】
　また復活したタイトルＴ４３については、既存のタイトルＴ１と同様、再生処理や編集
処理を行うことが可能となっている。
【０２１３】
　かくして録画再生装置１の制御部２は、一度消去処理がなされ消去タイトルデータベー
スＤＢＴＥに管理されているタイトルＴのうち、ユーザに選択されたタイトルＴを再度タ
イトルデータベースＤＢＴに登録して復活させるようになされている。
【０２１４】
［１－６．動作及び効果］
　以上の構成において、録画再生装置１の制御部２は、テレビジョン番組の録画時にＡＶ
ストリームＳＴと対応付けてリアルプレイリストＰＲ及びバーチャルプレイリストＰＶを
生成し、ＨＤＤ１６に記憶させる。
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【０２１５】
　また制御部２は、コンテンツのタイトルＴとして、バーチャルプレイリストＰＶと対応
付けたタイトル情報ＴＦをＨＤＤ１６のタイトルデータベースＤＢＴに格納する。
【０２１６】
　制御部２は、タイトル表示画面Ｄ１（図４）等において、タイトルデータベースＤＢＴ
にタイトル情報ＴＦが登録されているタイトルＴのみを表示し、ユーザに視認させると共
に再生や編集等の指示を受け付ける。
【０２１７】
　その後制御部２は、タイトルＴに対する編集指示を受け付けると、既存のバーチャルプ
レイリストＰＶを改変することなく保持し、編集指示を反映させた新たなバーチャルプレ
イリストＰＶを生成して当該タイトルＴに対応付ける。またこのとき制御部２は、リアル
プレイリストＰＲ及びＡＶストリームＳＴについても改変することなくそのまま保持する
。
【０２１８】
　これを換言すれば、制御部２は、コンテンツを仮想化してバーチャルプレイリストＰＶ
により取り扱うものとし、実体であるリアルプレイリストＰＲ及びＡＶストリームＳＴは
改変することなく保存することとした、といえる。
【０２１９】
　従って制御部２は、未改変のＡＶストリームＳＴを保存しているため、少なくとも編集
操作後に既に削除してしまった部分（シーンＳＣ）を復元する処理を容易に実現すること
ができる。また制御部２は、以前の編集状態を表すバーチャルプレイリストＰＶを保存し
ているため、以前の編集状態に戻す処理を容易に実現することもできる。
【０２２０】
　このとき制御部２は、タイトルＴに対し最新のバーチャルプレイリストＰＶのみを対応
付けるため、ユーザに対し、タイトル表示画面Ｄ１（図４）等を介して、各タイトルＴに
ついて最新の編集状態が反映されていることを認識させることができる。
【０２２１】
　また制御部２は、タイトルＴに対し最新のバーチャルプレイリストＰＶを自動的に対応
付け、過去のバーチャルプレイリストＰＶとの対応付けを自動的に解除する。
【０２２２】
　従って制御部２は、過去のバーチャルプレイリストＰＶ、リアルプレイリストＰＲ及び
ＡＶストリームＳＴの存在をユーザに意識させることなく、従来と同様、タイトルＴがコ
ンテンツそのものを表しているかのように認識させ、種々の操作をさせることができる。
【０２２３】
　このとき制御部２は、ユーザにバーチャルプレイリストＰＶの作成、更新、対応付けの
変更といった煩わしい管理作業等をさせる必要もない。
【０２２４】
　また各プレイリストの実容量（例えば数ｋＢ～数十ｋＢ程度）は、ＡＶストリームＳＴ
の実容量（例えば数百ＭＢ～数ＧＢ程度）と比較すると、極めて微少で済む。このため、
ＨＤＤ１６の記憶容量に対し各プレイリストが占有する割合も極めて小さく抑えることが
できる。
【０２２５】
　さらに制御部２は、ユーザが所望する場合には、過去の編集履歴であるバーチャルプレ
イリストＰＶや一度削除されたタイトルＴを提示して、復元処理や復活処理、さらには再
利用処理を行うこともできる。
【０２２６】
　このとき制御部２は、所定のメニュー操作がなされた場合（図２２）、或いはリモート
コントローラ４の「青」ボタン等により直接操作がなされた場合（図２４）のいずれも復
元処理を行うことができる。さらに制御部２は、複数の編集履歴を一覧表示して（図２６
）ユーザに選択された編集履歴（編集状態）に直接復元することもできるので、ユーザの
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嗜好に合った操作性・作業性を実現することができる。
【０２２７】
　さらに制御部２は、既存のタイトルＴについての編集履歴を基に新たなタイトルＴを作
成する再利用処理により、過去の編集状態に単純に復元するのみでなく、ユーザが新たな
タイトルＴを作成する際における作業の効率化を図ることもできる。
【０２２８】
　ここで、テレビジョン番組の録画時（すなわちコンテンツの作成時）にバーチャルプレ
イリストＰＶを作成せず、タイトルＴにリアルプレイリストＰＲを対応付けておき、当該
リアルプレイリストＰＲに対し直接編集処理を行う場合を想定する。
【０２２９】
　具体的には、図３と対応する図３５（Ａ）に示すように、リアルプレイリストＰＲの一
部である抽出部分（斜線で示す）を残し、それ以外の削除部分（白色部分）を削除する編
集指示がなされたと仮定する。
【０２３０】
　リアルプレイリストＰＲは、上述したように、ＡＶストリームＳＴと１対１で対応付け
られている。このため、リアルプレイリストＰＲにおける削除部分が削除されると、図３
５（Ｂ）に示すように、ＡＶストリームＳＴのうち当該削除部分に相当する部分も削除さ
れる。
【０２３１】
　この場合、ＡＶストリームＳＴのうち一度削除してしまった部分については、既にデー
タが失われてしまっているため、元に戻す復元処理を行うことも、失われたデータを再度
利用することもできない。
【０２３２】
　これに対し録画再生装置１の制御部２は、上述したようにバーチャルプレイリストＰＶ
に対し編集操作を行う一方、リアルプレイリストＰＲ及びＡＶストリームＳＴを改変せず
、さらに過去のバーチャルプレイリストＰＶをＨＤＤ１６に記憶している。
【０２３３】
　このため制御部２は、上述した復元処理や復活処理、再利用処理等を実現でき、このと
きユーザに煩雑な操作を強いることもない。
【０２３４】
　さらに制御部２は、バーチャルプレイリストＰＶの形式等については、ＢＤメディア等
で用いられているプレイリストを踏襲している。このため制御部２は、例えばタイトルＴ
をＢＤメディアに移動又は複写する場合に、バーチャルプレイリストＰＶを当該タイトル
ＴのリアルプレイリストＰＲとし、ＡＶストリームＳＴのうち当該バーチャルプレイリス
トＰＶに対応する部分のみを抽出すれば良い。このとき制御部２は、複雑な変換処理等を
行う必要なく、ＢＤメディアの規格に合わせてタイトルＴを格納することができる。
【０２３５】
　また制御部２は、特徴量ＤＳを生成すると共に、ユーザの指示や設定等に従い、当該特
徴量ＤＳを基にリアルプレイリストＰＲを複数のシーンＳＣに分割し、所定の条件を満た
すシーンＳＣのみを抽出した抽出プレイリストＰＶＳを生成する。
【０２３６】
　このため制御部２は、ユーザに編集作業をさせることなく、コンテンツ全体のうちユー
ザが視聴したい可能性が高い部分のみを抽出した抽出プレイリストＰＶＳを自動的に生成
することができる。
【０２３７】
　このとき制御部２は、既存のＡＶストリームＳＴ及びリアルプレイリストＰＲを改変す
ることなく、且つ全範囲プレイリストＰＶＡを残したまま抽出プレイリストＰＶＳを生成
する。このため制御部２は、ユーザの希望に応じて、抽出プレイリストＰＶＳにより抽出
したシーンＳＣのみを視聴させることも、全範囲プレイリストＰＶＡによりコンテンツの
全範囲を視聴させることもできる。
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【０２３８】
　さらに制御部２は、テレビジョン番組のジャンルごとに抽出パターンを相違させること
ができるため、例えばスポーツ番組であれば優先的に視聴される可能性が高いハイライト
シーンを抽出するなど、当該ジャンルに応じて適切なシーンを抽出することができる。
【０２３９】
　以上の構成によれば、録画再生装置１は、テレビジョン番組の録画時にＡＶストリーム
ＳＴと対応付けてリアルプレイリストＰＲ及びバーチャルプレイリストＰＶを生成し、コ
ンテンツのタイトルＴとバーチャルプレイリストＰＶとを対応付ける。また録画再生装置
１は、コンテンツとしてタイトルＴを表示し、当該タイトルＴに対する再生等の指示に応
じてバーチャルプレイリストＰＶを用いた再生処理等を実行する。さらに録画再生装置１
は、タイトルＴに対する編集指示を受け付けると、既存のバーチャルプレイリストＰＶを
改変せず、編集指示を反映させた新たなバーチャルプレイリストＰＶを生成して当該タイ
トルＴに対応付ける。これにより録画再生装置１は、タイトルＴを編集操作以前の状態に
復元する処理や削除済みのタイトルＴを復活する処理を容易に実現することができる。
【０２４０】
＜２．第２の実施の形態＞
［２－１．情報処理装置の構成］
　第２の実施の形態では、録画再生装置１に代わる情報処理装置７０によりコンテンツの
記録及び再生が行われ、さらに当該コンテンツに対する編集操作を行い得るようにもなさ
れている。
【０２４１】
　情報処理装置７０は、図３６に示すように、録画再生装置１と比較して、テレビジョン
放送を受信するための回路、すなわちチューナ部１１等を搭載しておらず、外部から所定
形式のコンテンツを取得するようになされている。
【０２４２】
　また情報処理装置７０は、いわゆるパーソナルコンピュータ等と同様に構成されており
、制御部７１により全体を統括制御するようになされている。
【０２４３】
　制御部７１は、録画再生装置１の制御部２（図１）と同様に構成されており、ＣＰＵ２
Ａ、ＲＯＭ２Ｂ及びＲＡＭ２Ｃとそれぞれ対応するＣＰＵ７１Ａ、ＲＯＭ７１Ｂ及びＲＡ
Ｍ７１Ｃがバス７２を介して互いに接続されている。また制御部７１は、所定のプログラ
ムを実行することにより、録画再生装置１におけるエンコーダ／デコーダ１３及び暗号処
理回路２１と同等の機能を実現し得るようにもなされている。
【０２４４】
　バス７２は、データの入出力を管理する入出力インタフェース７３と接続されている。
すなわち制御部７１は、バス７２及び入出力インタフェース７３を介して、入力部７５、
記憶部７６、ドライブ７７、出力部７８及び通信部７９とそれぞれ接続される。
【０２４５】
　入力部７５は、キーボードやマウス等でなり、ユーザの操作指示を受け付けるようにな
されている。この入力部７５は、録画再生装置１のリモートコントローラ４及び操作部５
と対応するものである。
【０２４６】
　記憶部７６は、例えばＨＤＤでなり、コンテンツとしてのＡＶストリームＳＴ、コンテ
ンツデータベースＤＢＣ、タイトルデータベースＤＢＴ、特徴量データベースＤＢＳ、プ
レイリストデータベースＤＢＰ等を記憶するようになされている。この記憶部７６は、録
画再生装置１のＨＤＤ１６及び不揮発性メモリ１７と対応するものである。
【０２４７】
　ドライブ７７は、例えばＢＤドライブでなり、例えばＢＤディスク等でなるリムーバブ
ルメディア１０５に各種データ各種データを書き込み、また当該リムーバブルメディア１
０５から各種データを読み出し得るようになされている。このドライブ７７は、録画再生
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装置１の光ディスクドライブ１８又はメモリカードインタフェース１９と対応するもので
ある。
【０２４８】
　出力部７８は、入出力インタフェース７３を介して供給される映像データ及び音声デー
タをそれぞれビデオ信号及びオーディオ信号に変換し、外部のモニタ装置（図示せず）や
スピーカ（図示せず）へそれぞれ供給するようになされている。この出力部７８は、録画
再生装置１のビデオ処理部１４及びオーディオ処理部１５と対応するものである。
【０２４９】
　通信部７９は、外部の映像機器（図示せず）等と接続し、又は所定のネットワークを介
して外部のサーバ等（図示せず）と接続してコンテンツ等のデータを送受信するようにな
されている。具体的には、有線／無線ＬＡＮ（Local Area Network）インタフェース、Ｕ
ＳＢ（Universal Serial Bus）インタフェース、ＩＥＥＥ１３９４（Institute of Elect
rical and Electronics Engineers）インタフェース等でなる。この通信部７９は、録画
再生装置１のネットワークインタフェース２０と対応するものである。
【０２５０】
　このように情報処理装置７０は、録画再生装置１と比較して、チューナ部１１以外の各
部に相当する機能を実現し得るようになされている。
【０２５１】
［２－２．プレイリストの生成及び編集処理］
　情報処理装置７０の制御部７１は、通信部７９を介して外部の映像機器やサーバ等から
コンテンツとしてのＡＶストリームＳＴの供給を受け、これを記憶部７６のコンテンツデ
ータベースＤＢＣに格納する。
【０２５２】
　因みに制御部７１は、ＡＶストリームＳＴと異なるデータ形式でなるコンテンツの供給
を受けた場合、所定の符号化処理等を行うことにより、当該ＡＶストリームＳＴと同等の
データ形式に変換するようになされている。
【０２５３】
　このとき制御部７１は、録画再生装置１の制御部２がテレビジョン番組の録画処理を行
う場合と同様に、当該コンテンツについてリアルプレイリストＰＲ、バーチャルプレイリ
ストＰＶ及びタイトル情報ＴＦを生成し、それぞれ記憶部７６に記憶させる。
【０２５４】
　その後制御部７１は、ユーザの操作指示等に応じて、タイトル表示画面Ｄ１（図４）等
を外部のモニタ装置等に表示させる。
【０２５５】
　また制御部７１は、コンテンツ（すなわちタイトルＴ）に対する編集指示に従い、新た
なバーチャルプレイリストＰＶを生成して当該タイトルＴに対応付け、或いは復元処理や
復活処理、再利用処理等を行う。
【０２５６】
　さらに制御部７１は、ユーザの操作指示等に応じて、当該コンテンツの特徴量ＤＳを生
成して記憶部７６に記憶させ、また当該特徴量ＤＳを用いて抽出プレイリストＰＶＳを生
成する。
【０２５７】
　因みに制御部７１は、複数の抽出パターンが予め作成されており、ユーザに指定された
抽出パターンに従って抽出プレイリストＰＶＳを生成するようになされている。
【０２５８】
［２－３．動作及び効果］
　以上の構成において、情報処理装置７０の制御部７１は、外部からのコンテンツの取得
時にＡＶストリームＳＴと対応付けてリアルプレイリストＰＲ及びバーチャルプレイリス
トＰＶを生成し、記憶部７６に記憶させる。
【０２５９】



(27) JP 5381297 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

　また制御部７１は、コンテンツのタイトルＴとして、バーチャルプレイリストＰＶと対
応付けたタイトル情報ＴＦを記憶部７６のタイトルデータベースＤＢＴに格納する。
【０２６０】
　制御部７１は、タイトル表示画面Ｄ１（図４）等において、タイトルデータベースＤＢ
Ｔにタイトル情報ＴＦが登録されているタイトルＴのみを表示し、ユーザに視認させると
共に再生や編集等の指示を受け付ける。
【０２６１】
　その後制御部７１は、タイトルＴに対する編集指示を受け付けると、既存のバーチャル
プレイリストＰＶを改変することなく保持し、編集指示を反映させた新たなバーチャルプ
レイリストＰＶを生成して当該タイトルＴに対応付ける。またこのとき制御部７１は、リ
アルプレイリストＰＲ及びＡＶストリームＳＴについても改変することなくそのまま保持
する。
【０２６２】
　従って制御部７１は、未改変のＡＶストリームＳＴを保存しているため、少なくとも編
集操作後に既に削除してしまった部分（シーンＳＣ）を復元する処理を容易に実現するこ
とができる。また制御部７１は、以前の編集状態を表すバーチャルプレイリストＰＶを保
存しているため、以前の編集状態に戻す処理を容易に実現することもできる。
【０２６３】
　その他、制御部７１は、テレビジョン番組のジャンルに応じた抽出パターンを用いる点
を除いて、第１の実施の形態と同様の作用効果を奏し得る。
【０２６４】
　以上の構成によれば、情報処理装置７０は、コンテンツの取得時にＡＶストリームＳＴ
と対応付けてリアルプレイリストＰＲ及びバーチャルプレイリストＰＶを生成し、当該コ
ンテンツのタイトルＴとバーチャルプレイリストＰＶとを対応付ける。また情報処理装置
７０は、コンテンツとしてタイトルＴを表示し、当該タイトルＴに対する再生等の指示に
応じてバーチャルプレイリストＰＶを用いた再生処理等を実行する。さらに情報処理装置
７０は、タイトルＴに対する編集指示を受け付けると、既存のバーチャルプレイリストＰ
Ｖを改変せず、編集指示を反映させた新たなバーチャルプレイリストＰＶを生成して当該
タイトルＴに対応付ける。これにより情報処理装置７０は、タイトルＴを編集操作以前の
状態に復元する処理や削除済みのタイトルＴを復活する処理を容易に実現することができ
る。
【０２６５】
＜３．他の実施の形態＞
　なお上述した実施の形態においては、編集処理を行う際、過去のバーチャルプレイリス
トＰＶを改変せず保存するようにした場合について述べた。
【０２６６】
　本発明はこれに限らず、例えば過去の編集履歴を利用しない場合に、編集処理により最
新のバーチャルプレイリストＰＶを生成する際に過去のバーチャルプレイリストＰＶを消
去するようにしても良い。この場合、リアルプレイリストＰＲ及びＡＶストリームＳＴは
保存されているので、少なくとも最初の編集状態に戻すことは可能となる。
【０２６７】
　また過去のバーチャルプレイリストＰＶについては、必ずしも全てを保存していなくて
も良く、任意のタイミングで一部を消去しても良い。この場合、保存するバーチャルプレ
イリストＰＶについては、例えば最新から所定数とし、或いは所定間隔ごととし、若しく
は所定の編集操作が行われた直前のものとし、さらにはＨＤＤ１６の空き容量との関係で
定める等、種々の基準で選択することができる。
【０２６８】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、タイトル表示画面Ｄ１（図４）、Ｄ３（
図１１）及びＤ９（図２３）等、タイトル選択画面Ｄ４（図１２）、編集履歴選択画面Ｄ
１２（図２６）及びＤ１４（図２８）、消去履歴表示画面Ｄ１８（図３３）によりユーザ
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にコンテンツのタイトルを提示する場合について述べた。
【０２６９】
　本発明はこれに限らず、ユーザにタイトルＴを認識させるべき種々の場合に、他の種々
のタイトル表示画面等によりユーザにコンテンツのタイトルＴを提示するようにしても良
い。この場合、要は録画再生装置１の内部において記憶しておりタイトルＴと対応付けら
れているバーチャルプレイリストＰＶを、ユーザにタイトルＴそのものとして認識させ得
れば良い。第２の実施の形態についても同様である。
【０２７０】
　さらに上述した第２の実施の形態においては、情報処理装置７０がコンテンツを外部か
ら取得したときにバーチャルプレイリストＰＶを生成するようにした場合について述べた
。
【０２７１】
　本発明はこれに限らず、第１の実施の形態においても、録画再生装置１が光ディスク１
００、メモリカード１０１或いは図示しない外部機器からコンテンツを取得するときに、
同様にバーチャルプレイリストＰＶを生成しても良い。
【０２７２】
　また上述した実施の形態においては、復元処理として、直前の編集状態又はユーザに指
定された任意の編集状態に復元するようにした場合について述べた。
【０２７３】
　本発明はこれに限らず、他の編集状態に直接復元するようにしても良い。例えば、復元
処理の指示画面Ｄ８（図２２）のメニューリストＭＬ２に「最初に戻る」といったメニュ
ー項目ＭＴを追加し、当該メニュー項目が選択されると最初の編集状態に戻るようにして
も良い。
【０２７４】
　さらに上述した実施の形態においては、復元すべき編集状態の選択手法として、「１つ
前に戻る」といったメニュー項目ＭＴ２８（図２２）を選択させるか、編集履歴選択画面
Ｄ１２（図２６）を表示して編集履歴Ｈを選択させるようにした場合について述べた。
【０２７５】
　本発明はこれに限らず、例えばユーザに所望の容量ＣＰを指定させ、当該指定された容
量ＣＰを検索条件として検索する等、復元すべき編集状態を種々の手法により選択するよ
うにしても良い。
【０２７６】
　さらには、編集履歴Ｈ（すなわち過去のバーチャルプレイリストＰＶ）に対し、ユーザ
に任意のコメント等を入力させておき、当該コメントを編集履歴選択画面Ｄ１２（図２６
）に表示し、または当該コメント中の単語をキーワード検索するようにしても良い。
【０２７７】
　さらに上述した実施の形態においては、差分表示処理において、編集履歴選択画面Ｄ１
４（図２８）上で２つの編集履歴Ｈを選択させ、その差分をタイムラインＴＬ１及びＴＬ
２（図２９）により表すようにした場合について述べた。
【０２７８】
　本発明はこれに限らず、例えば最新の編集状態と、ユーザに選択された１つの編集履歴
Ｈとの差分を表しても良く、或いは３以上の編集履歴Ｈを選択させてその差分を各編集履
歴Ｈに応じた数のタイムラインＴＬにより表すようにしても良い。
【０２７９】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、テレビジョン番組の録画処理を完了した
ときに、特徴量ＤＳを生成すると共に、当該特徴量ＤＳを基に抽出プレイリストＰＶＳを
生成するようにした場合について述べた。
【０２８０】
　本発明はこれに限らず、例えば録画完了後にユーザに指示されたときや、制御部２の処
理負荷が軽いとき等、種々のタイミングで特徴量ＤＳを生成し、また抽出プレイリストＰ
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ＶＳを生成するようにしても良い。第２の実施の形態についても、外部からコンテンツを
取得したときに限らず、任意のタイミングで特徴量ＤＳを生成し、また抽出プレイリスト
ＰＶＳを生成するようにしても良い。さらには、例えば予め指定されたジャンルのテレビ
ジョン番組についてのみ特徴量ＤＳ及び抽出プレイリストＰＶＳを生成するようにしても
良い。
【０２８１】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、テレビジョン番組のジャンルに応じた抽
出パターンを用いて抽出プレイリストＰＶＳを生成するようにした場合について述べた。
【０２８２】
　本発明はこれに限らず、例えばテレビジョン番組の放送チャンネルや放送時間に応じた
抽出パターンや、特定のテレビジョン番組に特化した抽出パターンを用いて抽出プレイリ
ストＰＶＳを生成するようにしても良い。
【０２８３】
　さらに上述した実施の形態においては、１回の抽出プレイリスト生成処理において１つ
抽出プレイリストＰＶＳのみを生成するようにした場合について述べた。本発明はこれに
限らず、１回の抽出プレイリスト生成処理において２以上の抽出プレイリストＰＶＳを生
成するようにしても良い。
【０２８４】
　例えば図１０と対応する図３７に示すように、本編のシーンＳＣのみを抽出した抽出プ
レイリストＰＶＳ１に加えて、コマーシャルのシーンＳＣのみを抽出した抽出プレイリス
トＰＶＳ１１を生成するようにしても良い。この場合、図３８に示すように、タイトル表
示画面Ｄ２０に、タイトルＴ１、Ｔ８１及びＴ８２が表示される。
【０２８５】
　或いは、例えば音楽番組において、出演者同士が会話等をする「トーク」のシーンＳＣ
、音楽が演奏される「演奏」のシーンＳＣ、及び「コマーシャル」のシーンＳＣをそれぞ
れ抽出した３種類の抽出プレイリストＰＶＳを生成しても良い。
【０２８６】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、録画再生装置１内のＨＤＤ１６にＡＶス
トリームＳＴ、バーチャルプレイリストＰＶ等を記憶させるようにした場合について述べ
た。本発明はこれに限らず、例えばネットワークを介して接続されたサーバのＨＤＤ等に
当該ＡＶストリームＳＴやバーチャルプレイリストＰＶ等を記憶させるようにしても良い
。
【０２８７】
　さらに上述した実施の形態においては、記憶部としての記憶部３４と、バーチャルプレ
イリスト生成部としてのプレイリスト生成部３１と、受付部としての受付部３５と、編集
部としての編集部３２と、タイトル表示制御部としてのタイトル表示制御部３３とによっ
て情報処理装置としての録画再生装置１を構成する場合について述べた。
【０２８８】
　しかしながら本発明はこれに限らず、その他種々の構成でなる記憶部と、バーチャルプ
レイリスト生成部と、受付部と、編集部と、タイトル表示制御部とによって情報処理装置
を構成するようにしても良い。
【産業上の利用可能性】
【０２８９】
　本発明は、コンテンツを編集し得る種々の映像機器、録画再生装置及びパーソナルコン
ピュータ等でも利用できる。
【符号の説明】
【０２９０】
　１……録画再生装置、２……制御部、４……リモートコントローラ、５……操作部、１
４……ビデオ処理部、１５……オーディオ処理部、１６……ＨＤＤ、２０……ネットワー
クインタフェース、ＳＴ……ＡＶストリーム、ＰＲ……リアルプレイリスト、ＰＶ……バ
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ーチャルプレイリスト、ＰＶＡ……全範囲プレイリスト、ＰＶＳ……抽出プレイリスト、
Ｔ……タイトル、ＴＦ……タイトル情報、ＳＣ……シーン、ＤＳ……特徴量、ＤＢＣ……
コンテンツデータベース、ＤＢＴ……タイトルデータベースＤＢＴ、ＤＢＳ……特徴量デ
ータベース、ＤＢＰ……プレイリストデータベース、ＤＢＴＥ……消去タイトルデータベ
ース、Ｈ……編集履歴。
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【図２７】 【図２８】
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