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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の情報データ片が記録されている記録媒体から記録情報の再生を行う情報再生装置
であって、
　検索条件を入力する検索条件入力手段と、
　前記記録媒体に記録されている前記情報データ片各々の内から前記検索条件に適合する
情報データ片を検索する検索手段と、
　前記検索手段によって検索された前記情報データ片各々を所定再生順番にて連続再生さ
せるべき再生順序情報を生成する再生順序情報生成手段と、
　前記検索条件を表す語句に基づき情報データ片の名称を示す名称情報を作成する名称作
成手段と、前記名称情報と前記再生順序情報とを対応づけして記憶する記憶手段と、前記
記憶手段に記憶されている前記名称情報の中から再生対象とすべき名称情報を指定する再
生指定手段と、前記再生対象に指定された前記名称情報に対応づけされた前記再生順序情
報に従って前記記録媒体から前記情報データ片の各々を連続再生する再生手段と、を備え
たことを特徴とする情報再生装置。
【請求項２】
　前記所定再生順番は、前記情報データ片が前記記録媒体に記録された日付順であること
を特徴とする請求項１記載の情報再生装置。
【請求項３】
　前記所定再生順番は、前記情報データ片が前記記録媒体に記録された時間順であること
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を特徴とする請求項１記載の情報再生装置。
【請求項４】
　前記所定再生順番を指定する再生順番指定手段を更に備えたことを特徴とする請求項１
記載の情報再生装置。
【請求項５】
　前記検索条件を表す語句が入力される検索条件入力欄と、前記記録媒体に記録されてい
る前記情報データ片各々を示す情報又は前記検索手段によって検索された前記情報データ
片各々を示す情報と、を表す編集画像を表示画面上に表示する編集画像表示手段を、更に
有することを特徴とする請求項１記載の情報再生装置。
【請求項６】
　前記情報データ片はテレビジョン放送された番組に対応した映像データであり、
　前記検索条件は、前記番組の名称、前記番組が属するジャンル、又は前記番組の出演者
を示す語句であることを特徴とする請求項１記載の情報再生装置。
【請求項７】
　テレビジョン放送された番組各々に対応した複数の映像データ片が記録されている記録
媒体から記録情報の再生を行う情報再生装置であって、
　検索条件を表す語句を入力する検索条件入力欄と共に前記記録媒体に記録されている前
記番組各々を示す番組名称のリストを表示画面上に表示する編集画像表示手段と、
　前記表示画面上に表示されている前記番組名称各々に対応した番組の中から前記検索条
件に適合する番組を夫々検索する検索手段と、
　前記検索手段によって検索された前記番組各々を所定再生順番にて連続再生させるべき
再生順序情報を生成する再生順序情報生成手段と、
　前記検索条件入力欄に入力された語句に基づき番組名称を示す番組名称情報を作成する
番組名称作成手段と、
　前記番組名称情報と前記再生順序情報とを対応づけして前記記録媒体に記録する手段と
、
　前記記録媒体に記録されている前記番組名称情報の中から再生対象とすべき番組に対応
した前記番組名称情報を指定する再生指定手段と、
　前記再生対象に指定された前記番組名称情報に対応づけされた前記再生順序情報に従っ
て前記記録媒体から前記番組の各々を担う前記映像データ片各々を順次再生する再生手段
と、を備えたことを特徴とする情報再生装置。
【請求項８】
　前記再生順序情報には、前記番組各々が記録されている前記記録媒体上の領域を示す記
録領域情報を含むことを特徴とする請求項７記載の情報再生装置。
【請求項９】
　複数の情報データ片が記録されている記録媒体から記録情報の再生を行う情報再生装置
における情報編集方法であって、
　前記記録媒体に記録されている前記情報データ片各々の内から検索条件に適合した情報
データ片を検索する検索行程と、
　前記検索行程によって検索された前記情報データ片各々を所定再生順番にて連続して再
生させるべき再生順序情報を生成する再生順序情報生成行程と、
　前記検索条件を表す語句に基づき情報データ名称を作成する名称作成行程と、　前記情
報データ名称と、前記再生順序情報とを対応づけして記憶する新規情報データ生成行程と
、を有することを特徴とする情報編集方法。
【請求項１０】
　テレビジョン放送された番組各々に対応した複数の映像データ片が記録されている記録
媒体から記録情報の再生を行う情報再生装置における情報編集方法であって、
　検索条件を表す語句を入力する検索条件入力欄と共に前記記録媒体に記録されている前
記番組各々を示す番組名称のリストを表示画面上に表示する編集画像表示行程と、
　前記表示画面上に表示されている前記番組名称各々に対応した番組の中から前記検索条
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件入力欄に入力された検索条件に適合する番組を夫々検索する検索行程と、
　前記検索行程によって検索された前記番組各々を所定再生順番にて連続して再生させる
べき再生順序情報を生成する再生順序情報生成行程と、
　前記検索条件入力欄に入力された語句に基づき番組名称を示す番組名称情報を作成する
番組名称作成行程と、
　前記番組名称情報と前記再生順序情報とを対応づけして前記記録媒体に記録する新規番
組生成行程と、を有することを特徴とする情報編集方法。
【請求項１１】
　記録媒体に記録されている複数の情報データ片に基づく情報編集を行うべく制御装置に
よって実行される編集プログラムであって、
　前記記録媒体に記録されている前記情報データ片各々の内から検索条件に適合した情報
データ片を検索する検索ステップと、
　前記検索ステップによって検索された前記情報データ片各々を所定再生順番にて連続し
て再生させるべき再生順序情報を生成する再生順序情報生成ステップと、
　前記検索条件を表す語句に基づき情報データ名称を作成する名称作成ステップと、
　前記情報データ名称と前記再生順序情報とを対応づけして記憶する新規情報データ生成
ステップと、を有することを特徴とする編集プログラム。
【請求項１２】
　記録媒体に記録されているテレビジョン放送番組各々に対応した複数の映像データ片に
基づく情報編集を行うべく制御装置によって実行される編集プログラムであって、
　検索条件を表す語句を入力する検索条件入力欄と共に前記記録媒体に記録されている前
記テレビジョン放送番組各々を示す番組名称のリストを表示画面上に表示する編集画像表
示ステップと、
　前記表示画面上に表示されている前記テレビジョン放送番組各々の内から前記検索条件
入力欄に入力された検索条件に適合した番組を夫々検索する検索ステップと、
　前記検索ステップによって検索された前記テレビジョン放送番組各々を所定再生順番に
て連続して再生させるべき再生順序情報を生成する再生順序情報生成ステップと、
　前記検索条件入力欄に入力された語句に基づき番組名称を示す番組名称情報を作成する
番組名称作成ステップと、
　前記番組名称情報と前記再生順序情報とを対応づけして前記記録媒体に記録する新規番
組生成ステップと、を有することを特徴とする編集プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、記録媒体に記録されている複数の情報データ片に基づいて、新規な情報データ
片を編集制作する情報編集方法に関する。
【０００２】
【従来技術】
現在、テレビション放送等によって提供される番組をビデオテープに代わりハードディス
クに記録するようにしたハードディスクレコーダが着目されている。ハードディスクレコ
ーダには、そのハードディスクに録画された複数の番組の内から、使用者が任意に選択し
た番組の各々を連結させて新たな１番組を編集制作する編集機能が搭載されている。
【０００３】
ところが、かかる編集機能を利用するには、予め、使用者が、ハードディスクに録画され
ている複数の番組の中から連結対象とすべき番組各々を１つずつ選択する必要があり、そ
の操作が煩わしいという問題があった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、かかる問題点を解決すべく為されたものであり、容易な操作で、記録媒体に記
録されている複数の情報データ片を連結させた新たな情報データ片を仮想的に制作するこ
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とが可能な情報再生装置及び情報編集方法を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　請求項１記載による情報再生装置は、複数の情報データ片が記録されている記録媒体か
ら記録情報の再生を行う情報再生装置であって、検索条件を入力する検索条件入力手段と
、前記記録媒体に記録されている前記情報データ片各々の内から前記検索条件に適合する
情報データ片を検索する検索手段と、前記検索手段によって検索された前記情報データ片
各々を所定再生順番にて連続再生させるべき再生順序情報を生成する再生順序情報生成手
段と、前記検索条件を表す語句に基づき情報データ片の名称を示す名称情報を作成する名
称作成手段と、前記名称情報と前記再生順序情報とを対応づけして記憶する記憶手段と、
前記記憶手段に記憶されている前記名称情報の中から再生対象とすべき名称情報を指定す
る再生指定手段と、前記再生対象に指定された前記名称情報に対応づけされた前記再生順
序情報に従って前記記録媒体から前記情報データ片の各々を連続再生する再生手段と、を
備え。
【０００６】
　又、請求項９記載による情報編集方法は、複数の情報データ片が記録されている記録媒
体から記録情報の再生を行う情報再生装置における情報編集方法であって、前記記録媒体
に記録されている前記情報データ片各々の内から検索条件に適合した情報データ片を検索
する検索行程と、前記検索行程によって検索された前記情報データ片各々を所定再生順番
にて連続して再生させるべき再生順序情報を生成する再生順序情報生成行程と、前記検索
条件を表す語句に基づき情報データ名称を作成する名称作成行程と、前記情報データ名称
と、前記再生順序情報とを対応づけして記憶する新規情報データ生成行程と、を有する。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下に本発明の実施例を図面を参照しつつ詳細に説明する。
図１は、本発明による情報再生装置としてのハードディスクレコーダ１００の内部構成を
示す図である。
図１において、チューナ１１は、システム制御回路１０からアナログテレビジョン放送波
(NTSC方式、PAL方式、又はSECAM方式)のチャンネルを指定するチャンネル指定信号ＣＨが
供給された場合には、この指定されたチャンネルのアナログテレビジョン放送波を受信す
る。そして、チューナ１１は、受信したアナログテレビジョン放送波を復調して得たテレ
ビジョン信号をＭＰＥＧエンコーダ１４に供給する。ＭＰＥＧエンコーダ１４は、かかる
テレビジョン信号に対してＭＰＥＧ(Moving Picture Experts Group)符号化処理を施して
得た信号をＭＰＥＧ信号Ｍ１としてハードディスク装置１２に供給する。又、チューナ１
１は、システム制御回路１０からディジタル放送波のチャンネルを指定するチャンネル指
定信号ＣＨが供給された場合には、この指定されたチャンネルのディジタル放送波を受信
する。そして、チューナ１１は、受信したディジタル放送波を復調することによりＭＰＥ
Ｇ信号を得て、これをＭＰＥＧ信号Ｍ２としてハードディスク装置１２及びセレクタ１３
の各々に供給する。
【０００８】
更に、チューナ１１は、受信した放送波から電子番組案内情報を抽出し、この電子番組案
内情報に基づき、現時点において受信した放送番組に関する番組情報ＰＩを生成して、シ
ステム制御回路１０に供給する。尚、番組情報ＰＩは、例えば、受信した放送番組の名称
、放送日、放送時間帯、番組ジャンル、出演者及びチャンネル番号等を示す情報である。
システム制御回路１０は、チューナ１１から供給された上記番組情報ＰＩを受信番組情報
メモリ３０に記憶させる。
【０００９】
ハードディスク装置１２は、システム制御回路１０から供給された番組情報ＰＩ及び番組
録画指令信号に応じて、上述した如く受信した放送番組を担う上記ＭＰＥＧ信号Ｍ１又は
Ｍ２をハードディスク１２０のデータ領域に記録する。尚、ハードディスク１２０内は、
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図２に示す如く管理領域とデータ領域とに区分されており、上記ＭＰＥＧ信号はデータ領
域に記録される。ここで、１つの放送番組の記録が全て完了すると、ハードディスク装置
１２は、その番組の記録されたハードディスク１２０内での領域を示す記録領域情報と、
上記番組情報ＰＩに基づく番組情報とからなる図３に示す如き録画番組情報を上記ハード
ディスク１２０の管理領域に追記する。尚、上記番組情報ＰＩに基づく番組情報とは、図
３に示すように、番組名称、録画日、録画時間帯、ジャンル、出演者、及びチャンネル番
号を夫々示すものである。
【００１０】
又、ハードディスク装置１２は、番組指定を伴う番組再生指令信号がシステム制御回路１
０から供給された場合には、その指定され番組に対応したＭＰＥＧ信号をハードディスク
１２０から読み出し、これを再生ＭＰＥＧ信号ＲＭとしてセレクタ１３に供給する。
セレクタ１３は、上記ハードディスク装置１２から供給された再生ＭＰＥＧ信号ＲＭ、及
びチューナ１１から供給されたＭＰＥＧ信号Ｍ２の内から、システム制御回路１０から供
給された選択信号に応じた方を択一的に選択し、これをＭＰＥＧデコーダ１７に供給する
。ＭＰＥＧデコーダ１７は、セレクタ１３から供給されたＭＰＥＧ信号に対してＭＰＥＧ
復号処理を施すことにより音声及び映像信号を得てこれを音声映像信号ＤAVとしてセレク
タ１８に供給する。ＯＳＤ(On Screen Display)画像生成回路１９は、システム制御回路
１０から供給された各種制御画面表示指令に応じた画像を表示させるべき画像信号ＤCを
生成し、これをセレクタ１８に供給する。セレクタ１８は、上記音声映像信号ＤAV及び画
像信号ＤCの内から、システム制御回路１０から供給された選択信号に応じた方を択一的
に選択し、これをディスプレイ装置２００に供給する。ディスプレイ装置２００は、ハー
ドディスクレコーダ１００から供給された上記音声映像信号ＤAVに基づく映像表示及び音
声出力、又は上記画像信号ＤCに基づく画像表示を行う。
【００１１】
操作装置２０は、例えば、図４に示す如き操作パネルを有するリモートコントロールであ
る。かかる操作パネルには、ハードディスクレコーダ１００の電源をオン／オフする為の
電源ボタンＧ、チャンネル指定又は各種数値入力の為の数字ボタン群ＮＧ、ディスプレイ
装置２００の画面に表示される選択枠(後述する)を画面内で移動させ、その選択状態を確
定する為のカーソルボタンＣＳＬが設けられている。又、この操作パネルには、ハードデ
ィスクレコーダ１００による各種録画再生動作を受け付ける為の再生ボタンＰ、早送りボ
タンＱ、巻戻しボタンＲ、一時停止ボタンＰＳ、停止ボタンＳ、及び録画ボタンＲＥＣが
設けられている。更に、かかる操作パネルには、上記ハードディスク１２０内に記録され
ている全番組を一覧表示させる為のリスト表示ボタンＬＤ、及び番組編集を実施する為の
編集画面を表示させる編集ボタンＲＥが設けられている。
【００１２】
操作装置２０は、使用者によって押圧操作された上記の如き各種ボタンに対応した操作信
号を発生し、これを赤外線又はBluetooth等の近距離無線インターフェースを用いてシス
テム制御回路１０に送信する。
システム制御回路１０は、操作装置２０から送信された各種操作信号を受信し、その操作
に応じた動作制御を実行する。
【００１３】
以下に、システム制御回路１０によって為されるハードディスクレコーダ１００の各種動
作、つまり、テレビモニタ動作、録画動作、番組編集動作、再生動作について、以下に説
明する。
(１)テレビモニタ動作
放送中の番組をリアルタイムで視聴する場合、使用者は、先ず、上記操作装置２０の数字
ボタン群ＮＧを押圧操作することにより所望チャンネルの指定を行う。かかる操作に応じ
て、システム制御回路１０は、上記所望チャンネルを示すチャンネル指定信号ＣＨをチュ
ーナ１１に供給する。これと同時に、システム制御回路１０は、上記チューナ１１から出
力されたＭＰＥＧ信号Ｍ２を択一的にＭＰＥＧデコーダ１７に導出すべき選択信号をセレ
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クタ１３に供給する。更に、システム制御回路１０は、ＭＰＥＧデコーダ１７から出力さ
れた音声映像信号ＤAVを択一的にディスプレイ装置２００に導出すべき選択信号をセレク
タ１８に供給する。以上の如き動作により、チューナ１１にて受信及び復調して得られた
ＭＰＥＧ信号Ｍ２は、ＭＰＥＧデコーダ１７で音声映像信号ＤAVに復号されてディスプレ
イ装置２００に供給される。これにより、ディスプレイ装置２００は、チューナ１１にて
受信した所望チャンネルのディジタル放送番組をリアルタイムで画像表示することになる
。
【００１４】
(２)録画動作
チューナ１１で受信されている放送番組を録画する場合、使用者は、その放送番組の受信
状態のまま、上記操作装置２０の操作パネルに設けられている録画ボタンＲＥＣを押圧操
作する。かかる操作に応じて、システム制御回路１０は、先ず、現在受信中の放送番組に
対応した番組情報ＰＩを受信番組情報メモリ３０から読み出し、この番組情報ＰＩと共に
番組録画指令信号をハードディスク装置１２に供給する。かかる番組録画指令信号に応じ
てハードディスク装置１２は、チューナ１１から供給されたＭＰＥＧ信号を、ハードディ
スク１２０のデータ領域内における空き領域に記録する。ここで、１番組分の記録が全て
完了すると、ハードディスク装置１２は、その番組の記録されたハードディスク１２０内
の領域を示す記録領域情報と、上記番組情報ＰＩとからなる録画番組情報を、ハードディ
スク１２０の管理領域に追記する。
【００１５】
尚、タイマ録画機能(説明せず)を利用して録画を行う場合にも同様に、チューナ１１で受
信された放送番組を担うＭＰＥＧ信号がハードディスク１２０のデータ領域に記録される
。そして、タイマ録画対象となった番組に関する記録領域情報と、番組情報ＰＩとからな
る録画番組情報が、図３に示す如く、ハードディスク１２０の管理領域に追記される。
【００１６】
(３)番組編集動作
録画された複数の番組を連結して新たな番組を制作したい場合、使用者は、先ず、操作装
置２０に設けられている編集ボタンＲＥを押圧操作する。かかる操作に応じて、システム
制御回路１０は、図５に示す如き編集制御サブルーチンの実行に移る。
【００１７】
図５において、システム制御回路１０は、先ず、図６に示す如き編集画像を表示せしめる
べき編集画面表示指令をＯＳＤ画像生成回路１９に供給すると共に、このＯＳＤ画像生成
回路１９から出力された画像信号ＤCをディスプレイ装置２００に供給すべき選択信号を
セレクタ１８に供給する(ステップＳ５０)。次に、システム制御回路１０は、ハードディ
スク１２０の管理領域に記録されている全ての録画番組情報を読み出すべき指令をハード
ディスク装置１２に供給する(ステップＳ５１)。かかる指令に応じて、ハードディスク装
置１２は、ハードディスク１２０の管理領域に記録されている図３に示す如き録画番組情
報を全て読み出し、これをシステム制御回路１０に供給する。システム制御回路１０は、
かかる録画番組情報を取り込み、この録画番組情報によって示される各録画番組毎の番組
名称各々を、図６に示す如き編集画像中の番組タイトル枠ＴＷ内に表示せしめるべき表示
指令をＯＳＤ画像生成回路１９に供給する(ステップＳ５２)。
【００１８】
上記ステップＳ５０～Ｓ５２の実行により、ディスプレイ装置２００の画面上には、ハー
ドディスク１２０に録画されている全番組の名称が番組タイトル枠ＴＷ内においてリスト
表示された図６に示す如き編集画像が表示される。
次に、システム制御回路１０は、上記編集画面上に表示されている検索ボタンＳＥがクリ
ック操作されたか否かの判定を、検索ボタンＳＥがクリック操作されたと判定されるまで
繰り返し実行する(ステップＳ５３)。
【００１９】
ここで、使用者は、操作装置２０に設けられている数字ボタン群ＮＧを押圧操作すること



(7) JP 4188568 B2 2008.11.26

10

20

30

40

50

により、連結対象とすべき番組の各々を検索する為のキーワードを上記編集画像中のキー
ワード入力欄ＫＷに入力する。例えば、ハードディスク１２０に録画されている各番組の
中から、ある同一ジャンルに属する番組のみを選んでそれらを連結対象とする場合には、
そのジャンル名を上記キーワード入力欄ＫＷに入力する。例えば、"ニュース"、"ドラマ"
、"スポーツ"、"ドキュメンタリ"等のジャンルを示す語句をキーワード入力欄ＫＷに入力
するのである。又、同一番組名称の番組のみを連結対象とする場合には、その番組名称を
上記キーワード入力欄ＫＷに入力する。又、特定の出演者が出演している番組を全て連結
対象とする場合には、その出演者名をキーワード入力欄ＫＷに入力するのである。
【００２０】
そして、上記キーワード入力の終了後、使用者は、操作装置２０に設けられているカーソ
ルボタンＣＳＬにて、上記編集画面上に表示されている検索ボタンＳＥをクリック操作す
る。
かかる検索ボタンＳＥのクリック操作に応じて、システム制御回路１０は、上記ステップ
Ｓ５２にて取り込んだ録画番組情報中から、キーワード入力欄ＫＷに入力されたキーワー
ドを含む番組情報を全て抽出する(ステップＳ５４)。次に、システム制御回路１０は、上
記の如く抽出した番組情報毎に、その情報によって示される番組名称の各々を図６に示す
如き編集画像中の番組タイトル枠ＴＷ内に表示せしめるべき表示指令をＯＳＤ画像生成回
路１９に供給する(ステップＳ５５)。
【００２１】
従って、例えば、"酔って候"なる番組名称がキーワード入力欄ＫＷに入力された場合には
、上記ステップＳ５４及びＳ５５の実行により、図３に示す如き録画番組情報中から"酔
って候(第１話)"～"酔って候(第３話)"なる番組名称が抽出される。そして、これら"酔っ
て候(第１話)"～"酔って候(第３話)"なる番組名称が、図７に示す如く編集画像中の番組
タイトル枠ＴＷ内に表示されるのである。
【００２２】
又、例えば、"ニュース"なる番組ジャンルがキーワード入力欄ＫＷに入力された場合には
、図３に示す如き録画番組情報中から、そのジャンルがニュースに属する全ての番組の名
称、つまり、"７時のニュース"、"１０時のニュース"、及び"今日の事件"が抽出され、こ
れらが番組タイトル枠ＴＷ内に表示される。
又、例えば、"ＭＡ"なる人名がキーワード入力欄ＫＷに入力された場合には、図３に示す
如き録画番組情報中から、上記"ＭＡ"が出演している全ての番組の名称、つまり、"坂の
上の雲"、及び"今日の事件"が抽出され、これらが番組タイトル枠ＴＷ内に表示される。
【００２３】
ここで、使用者は、上記番組タイトル枠ＴＷ内に表示された番組各々の再生順番を指定す
べく、上記編集画像中に表示されている再生順番指定ボタンＤ１～Ｄ４のいずれかを、上
記カーソルボタンＣＳＬを用いてクリック操作する。つまり、使用者は、上記番組タイト
ル枠ＴＷ内に表示された各番組を日付昇順に連結させる場合には再生順番指定ボタンＤ１
をクリック操作し、日付降順に連結させる場合には再生順番指定ボタンＤ２をクリック操
作する。又、上記番組タイトル枠ＴＷ内に表示された各番組を、録画開始の時間昇順に連
結させる場合には再生順番指定ボタンＤ３をクリック操作し、録画開始の時間降順に連結
させる場合には再生順番指定ボタンＤ４をクリック操作するのである。尚、上記番組タイ
トル枠ＴＷ内に表示された順番でそのまま各番組を連結させる場合には、使用者は、カー
ソルボタンＣＳＬを用いて、上記編集画像中に表示されている番組連結実行ボタンＪをク
リック操作する。
【００２４】
この間、システム制御回路１０は、先ず、上記再生順番指定ボタンＤ１がクリック操作さ
れたか否か、つまり、各番組を日付昇順で連結させるべき指定が為されたか否かの判定を
行う(ステップＳ５６)。かかるステップＳ５６において、再生順番指定ボタンＤ１がクリ
ック操作されていないと判定された場合、次に、システム制御回路１０は、上記再生順番
指定ボタンＤ２がクリック操作されたか否か、つまり、各番組を日付降順で連結させるべ
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き指定が為されたか否かの判定を行う(ステップＳ５７)。かかるステップＳ５７において
、再生順番指定ボタンＤ２がクリック操作されていないと判定された場合、次に、システ
ム制御回路１０は、上記再生順番指定ボタンＤ３がクリック操作されたか否か、つまり、
各番組を録画開始の時間昇順で連結させるべき指定が為されたか否かの判定を行う(ステ
ップＳ５８)。
かかるステップＳ５８において、再生順番指定ボタンＤ３がクリック操作されていないと
判定された場合、次に、システム制御回路１０は、上記再生順番指定ボタンＤ４がクリッ
ク操作されたか否か、つまり、各番組を録画開始の時間降順で連結させるべき指定が為さ
れたか否かの判定を行う(ステップＳ５９)。かかるステップＳ５９において、再生順番指
定ボタンＤ４がクリック操作されていないと判定された場合、次に、システム制御回路１
０は、上記編集画像中に表示されている番組連結実行ボタンＪがクリック操作されたか否
かの判定を行う(ステップＳ６０)。かかるステップＳ６０において、番組連結実行ボタン
Ｊがクリック操作されていないと判定された場合、システム制御回路１０は、上記ステッ
プＳ５６の実行に戻って、前述した如き判定を繰り返し実行する。すなわち、システム制
御回路１０は、上記再生順番指定ボタンＤ１～Ｄ４、及び番組連結実行ボタンＪのいずれ
か１のボタンがクリック操作されるまで、その判定動作を繰り返し実行するのである。
【００２５】
ここで、上記ステップＳ５６において、再生順番指定ボタンＤ１がクリック操作された、
つまり各番組を日付昇順で連結させるべき指定が為されたと判定されたら、システム制御
回路１０は、ステップＳ６１の実行に移る。すなわち、システム制御回路１０は、図７に
示す如き編集画像中の番組タイトル枠ＴＷ内に表示された各番組に対応した番組情報を録
画番組情報中から抽出し、各番組の録画日を示す情報を取得する(ステップＳ６１)。次に
、システム制御回路１０は、各番組の録画日を示す情報に基づき、番組タイトル枠ＴＷ内
に表示された各番組を録画日の新しい順に並べ替えて表示させるべき表示指令をＯＳＤ画
像生成回路１９に供給する(ステップＳ６２)。
【００２６】
又、上記ステップＳ５７において、再生順番指定ボタンＤ２がクリック操作された、つま
り各番組を日付降順で連結させるべき指定が為されたと判定されたら、システム制御回路
１０は、ステップＳ６３の実行に移る。すなわち、システム制御回路１０は、図７に示す
如き編集画像中の番組タイトル枠ＴＷ内に表示された各番組に対応した番組情報を録画番
組情報中から抽出し、各番組の録画日を示す情報を取得する(ステップＳ６３)。次に、シ
ステム制御回路１０は、各番組の録画日を示す情報に基づき、番組タイトル枠ＴＷ内に表
示された各番組を録画日の古い順に並べ替えて表示させるべき表示指令をＯＳＤ画像生成
回路１９に供給する(ステップＳ６４)。
【００２７】
又、上記ステップＳ５８において、再生順番指定ボタンＤ３がクリック操作された、つま
り各番組をその番組の録画開始時間の昇順で連結させるべき指定が為されたと判定された
ら、システム制御回路１０は、ステップＳ６５の実行に移る。すなわち、システム制御回
路１０は、図７に示す如き編集画像中の番組タイトル枠ＴＷ内に表示された各番組に対応
した番組情報を録画番組情報中から抽出し、各番組の録画時間帯を示す情報を取得する(
ステップＳ６５)。次に、システム制御回路１０は、各番組の録画時間帯を示す情報に基
づき、番組タイトル枠ＴＷ内に表示された各番組を録画開始時間の新しい順に並べ替えて
表示させるべき表示指令をＯＳＤ画像生成回路１９に供給する(ステップＳ６６)。
【００２８】
又、上記ステップＳ５９において、再生順番指定ボタンＤ４がクリック操作された、つま
り各番組をその番組の録画開始時間の降順で連結させるべき指定が為されたと判定された
ら、システム制御回路１０は、ステップＳ６７の実行に移る。すなわち、システム制御回
路１０は、図７に示す如き編集画像中の番組タイトル枠ＴＷ内に表示された各番組に対応
した番組情報を録画番組情報中から抽出し、各番組の録画時間帯を示す情報を取得する(
ステップＳ６７)。次に、システム制御回路１０は、各番組の録画時間帯を示す情報に基
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づき、番組タイトル枠ＴＷ内に表示された各番組を録画開始時間の古い順に並べ替えて表
示させるべき表示指令をＯＳＤ画像生成回路１９に供給する(ステップＳ６８)。
【００２９】
従って、例えば、図７に示す如き編集画像中に表示されている再生順番指定ボタンＤ１が
クリック操作されると、その編集画像中の番組タイトル枠ＴＷ内に表示されている番組名
称である"酔って候(第１話)"～"酔って候(第３話)"の並び順が、図８に示す如く、録画日
の新しい順に並び替えられる。
ここで、使用者は、上記カーソルボタンＣＳＬを用いて、図８に示す如き編集画像中に表
示されている番組連結実行ボタンＪをクリック操作する。
【００３０】
一方、システム制御回路１０は、上記ステップＳ６２、Ｓ６４、Ｓ６６、又はＳ６８の実
行後、上記番組連結実行ボタンＪがクリック操作されたか否かの判定を行う(ステップＳ
６９)。かかるステップＳ６９において番組連結実行ボタンＪがクリック操作されていな
いと判定された場合、システム制御回路１０は、次に、図８に示す如き編集画像中に表示
されているキャンセルボタンＣがクリック操作されたか否かの判定を行う(ステップＳ７
０)。かかるステップＳ７０においてキャンセルボタンＣがクリック操作されていないと
判定された場合、システム制御回路１０は、上記ステップＳ６９の実行に戻って、前述し
た如き判定を繰り返し実行する。
【００３１】
上記ステップＳ６９又はＳ６０において、番組連結実行ボタンＪがクリック操作されたと
判定された場合、システム制御回路１０は、以下のステップＳ７１～Ｓ７４の実行に移る
。すなわち、システム制御回路１０は、先ず、ハードディスク１２０の管理領域に記録さ
れている録画番組情報(図３に示す)中から、編集画像中(図８に示す)の番組タイトル枠Ｔ
Ｗ内に表示されている番組各々が記録されている領域を示す記録領域情報を抽出する(ス
テップＳ７１)。次に、システム制御回路１０は、上記番組タイトル枠ＴＷ内に表示され
ている順に各番組の記録領域を連続して再生させるべき再生順序情報を生成する(ステッ
プＳ７２)。次に、システム制御回路１０は、上記キーワード入力欄ＫＷに入力された語
句に基づく新たな番組名称を作成する(ステップＳ７３)。例えば、キーワード入力欄ＫＷ
に"酔って候"なる番組名称が入力された場合には、"酔って候 総集編"なる番組名称が作
成される。又、キーワード入力欄ＫＷに"ニュース"なる番組名称が入力された場合には、
"ニュース 総集編"なる番組名称が作成される。又、キーワード入力欄ＫＷに"ＭＡ"なる
人名が入力された場合には、"ＭＡ 出演番組"なる番組名称が作成されるのである。
【００３２】
次に、システム制御回路１０は、この新たな番組名称と、上記再生順序情報とを対応付け
させた図３に示す如き編集番組情報を生成し、これをハードディスク１２０の管理領域に
記録せしめるべき指令をハードディスク装置１２に供給する(ステップＳ７４)。
上記ステップＳ７４、又は上記ステップＳ７０においてキャンセルボタンＣがクリック操
作されたと判定された場合、システム制御回路１０は、図５に示す編集制御サブルーチン
を抜けてメインルーチン(図示せぬ)の実行に戻る。
【００３３】
このように、編集制御サブルーチンでは、先ず、連結対象とすべき番組を検索する為のキ
ーワード入力が使用者によって為されると、ハードディスク１２０に記録されている複数
の番組の中から、上記キーワードに該当する番組のみを自動的に選出する(ステップＳ５
０～Ｓ５５)。ここで、選出された番組各々の連結順が使用者によって指定されると(ステ
ップＳ５６～Ｓ５９)、その連結順に従った順番で各番組を連結させて連続再生させるべ
き再生順序情報が生成される(ステップＳ６１～Ｓ７２)。そして、上記キーワードに基づ
いて、新たな番組の名称が自動的に作成され(ステップＳ７３)、この番組名称と上記再生
順序情報とが対応づけされた図３に示す如き編集番組情報が、ハードディスク１２０の管
理領域に追記される(ステップＳ７４)のである。
【００３４】
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よって、かかる番組編集動作によれば、先ず、ハードディスク１２０に記録されている複
数の番組中から、使用者が指定したキーワードに適合する番組各々が検索される。そして
、これら検索された番組各々を連続再生させるべき再生順序情報に、新たに作成された番
組名称を付した編集番組情報がハードディスク１２０の管理領域に記録されるのである。
つまり、この番組編集によれば、ハードディスク１２０に記録されている複数の番組に基
づいて、仮想的に新規な番組が制作されるのである。
【００３５】
(４)番組再生動作
ハードディスク１２０に録画された番組内から所望番組の再生を行う場合、使用者は、先
ず、上記操作装置２０のリスト表示ボタンＬＤを押圧操作する。かかる操作に応じて、シ
ステム制御回路１０は、図３に示す如くハードディスク１２０の管理領域に記録されてい
る録画番組情報及び編集番組情報を読み出して、内蔵メモリ(図示せぬ)に記憶する。次に
、システム制御回路１０は、これら録画番組情報及び編集番組情報によって示される番組
名称の各々をリスト表示せしめるべき番組リスト表示指令をＯＳＤ画像生成回路１９に供
給する。これにより、ディスプレイ装置２００の画面上には、図９に示す如き録画番組リ
ストが表示される。
【００３６】
ここで、使用者は、操作装置２０に設けられているカーソルボタンＣＳＬを操作すること
により再生対象とすべき番組の名称上に図９に示す如き選択枠ＳＢを移動させ、ここで再
生ボタンＰを押圧操作する。かかる操作に応じてシステム制御回路１０は、先ず、上記録
画番組情報又は編集番組情報中から、上記選択枠ＳＢによって選択された番組に対応した
記録領域情報又は再生順序情報を抽出する。次に、システム制御回路１０は、上記記録領
域情報にて示される記録領域内から記録情報の再生、又は、上記再生順序情報に従った順
序で各記録領域の連続再生を実施させるべき再生指令をハードディスク装置１２に供給す
る。
【００３７】
これにより、例えば、図９に示す如き録画番組リスト中から"坂の上の雲"が再生対象とな
った場合には、図３に示す如き録画番組情報群から、番組名称"坂の上の雲"に対応した記
録領域"20200"～"21700"が抽出される。従って、ハードディスク装置１２は、ハードディ
スク１２０のデータ領域内における上記記録領域"20200"～"21700"に対して記録情報の再
生を行うのである。
【００３８】
又、図９に示す如き録画番組リスト中から"酔って候 総集編"が再生対象となった場合に
は、図３に示す如き編集録画番組情報群から、番組名称"酔って候 総集編"に対応した再
生順序情報("70150"～"70650")：("21700"～"22000")：("10000"～"10500")が抽出される
。この際、ハードディスク装置は、先ず、ハードディスク１２０のデータ領域内における
上記"70150"～"70650"なる領域に対して情報再生を行う。ここで、"70650"までの再生動
作が終了すると、ハードディスク装置１２は、引き続き"21700"～"22000"なる領域に対す
る再生動作を実施する。ここで、"22000"までの再生動作が終了すると、ハードディスク
装置１２は、引き続き"10000"～"10500"なる領域に対する再生動作を実施する。
【００３９】
すなわち、上記編集動作によって編集制作された番組"酔って候 総集編"を再生対象にす
ると、図３に示す如く2001年年1月24日に録画された"酔って候(第３話)"、同年1月17日に
録画された"酔って候(第２話)"、同年1月10日に録画された"酔って候(第１話)"が録画日
付の古い順に連続して再生されるのである。
尚、図３に示す編集番組情報においては、ハードディスク１２０に記録されている複数の
番組を連結させて連続再生させる際に、各番組の記録領域内を全て再生しているが、必ず
しも１番組の全てを再生する必要は無い。例えば、番組のイントロ部及びエンディング部
を除外して連結させたい場合には、この番組のイントロ部及びエンディング部を除外した
記録領域を、図３に示す如き再生順序情報に設定しておけば良いのである。
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又、上記実施例においては、放送番組を記録する記録媒体として磁気記録式のハードディ
スクを例にとって本発明の動作を説明したが、記録媒体としてはＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－
Ｒ、ＤＶＤ－ＲＡＭの如き光学式記録媒体であっても良い。又、上記実施例においては、
その編集対象となる情報コンテンツは複数の放送番組であったが、編集対象となる情報コ
ンテンツとしては放送番組に限定されない。例えば、個人撮影によって得られた複数の映
像データ片であっても良く、あるいは各楽曲に対応した複数の音楽データ片であっても良
い。
【００４１】
【発明の効果】
以上詳述した如く、本発明においては、使用者が入力した検索条件に応じて、その検索条
件に適合する情報データ片のみを記録媒体に記録されている複数の情報データ片の中から
検索し、これらを連続再生させるべき再生手順情報を自動生成するようにしている。
【００４２】
よって、本発明によれば、検索条件の入力の如き容易な操作にて、記録媒体に記録されて
いる複数の情報データ片の中から所望の情報データ片のみを連結させた新規な情報データ
片を仮想的に編集制作することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による情報再生装置としてのハードディスクレコーダ１００の内部構成を
示す図である。
【図２】ハードディスク１２０内の領域の概要を示す図である。
【図３】管理領域に記録された録画番組情報群及び編集番組情報群の一例を示す図である
。
【図４】操作装置２０の操作パネルの一例を示す図である。
【図５】編集制御サブルーチンフローを示す図である。
【図６】ディスプレイ装置２００の画面上に表示された編集画像の一例を示す図である。
【図７】検索実行後に、ディスプレイ装置２００の画面上に表示される編集画像の一例を
示す図である。
【図８】再生順番指定に従って番組名称の並び替えを実行した後に、ディスプレイ装置２
００の画面上に表示される編集画像の一例を示す図である。
【図９】ディスプレイ装置２００の画面上に表示された録画番組リスト画像の一例を示す
図である。
【符号の説明】
１０　システム制御回路
１２　ハードディスク装置
２０　操作装置
１２０　ハードディスク
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