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(57)【要約】
【課題】高い視聴率を有するテレビ番組の少なくとも一
部をダビング候補として抽出する際のユーザの負担を軽
減することが可能な録画装置を提供する。
【解決手段】このＤＶＤ／ＢＤレコーダ１０（録画装置
）は、複数のテレビ番組を記録可能なＨＤＤ１３と、Ｈ
ＤＤ１３に記録されたテレビ番組の視聴率情報をネット
ワークを介して取得可能なＬＡＮ通信部１６と、ＬＡＮ
通信部１６により取得された視聴率に基づいて、ＨＤＤ
１３に記録された複数のテレビ番組から、テレビ番組の
少なくとも一部をダビング候補として抽出するレコーダ
制御部１１とを備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のテレビ番組を記録可能な記録部と、
　前記記録部に記録された前記テレビ番組の視聴率情報をネットワークを介して取得可能
な通信部と、
　前記通信部により取得された視聴率に基づいて、前記記録部に記録された複数の前記テ
レビ番組から、前記テレビ番組の少なくとも一部をダビング候補として抽出する制御部と
を備える、録画装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記記録部に記録された複数の前記テレビ番組のうち、予め設定された
所定のしきい値以上の視聴率を有する前記テレビ番組の少なくとも一部をダビング候補と
して抽出するように構成されている、請求項１に記載の録画装置。
【請求項３】
　ダビング候補として抽出される前記テレビ番組の少なくとも一部は、前記テレビ番組の
全体または前記テレビ番組内のシーンであり、
　前記制御部は、録画された前記テレビ番組の番組毎の視聴率情報または録画された前記
テレビ番組内のシーン毎の視聴率情報を前記通信部を介して取得することが可能なように
構成されている、請求項１または２に記載の録画装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記通信部により番組毎の視聴率が取得された場合において、予め設定
された第１しきい値以上の視聴率を有する前記テレビ番組の全体をダビング候補として抽
出するとともに、前記通信部によりシーン毎の視聴率が取得された場合において、ユーザ
により選択された前記テレビ番組内の複数のシーンのうち、予め設定された第２しきい値
以上の視聴率を有する前記シーンをダビング候補として抽出するように構成されている、
請求項３に記載の録画装置。
【請求項５】
　ダビング候補として抽出された前記テレビ番組の少なくとも一部は、複数のテレビ番組
または複数のシーンを含み、
　前記制御部は、ダビング候補として抽出された前記テレビ番組または前記シーンのダビ
ングを、前記複数のテレビ番組または前記複数のシーンの各々に対応する視聴率の値の大
きい順に行うように構成されている、請求項１～４のいずれか１項に記載の録画装置。
【請求項６】
　前記制御部は、ユーザの操作に基づいて、前記テレビ番組または前記シーンのいずれを
ダビング候補として抽出するかをユーザに選択させる画面を前記表示装置に表示させるよ
うに構成されている、請求項３～５のいずれか１項に記載の録画装置。
【請求項７】
　前記制御部は、ユーザにより前記テレビ番組内のシーンをダビング候補として抽出する
ことが選択された場合において、前記記録部に記録された複数の前記テレビ番組から、前
記シーンの抽出の対象とする前記テレビ番組をユーザに選択させる画面を前記表示装置に
表示させるように構成されている、請求項６に記載の録画装置。
【請求項８】
　前記制御部は、ダビング候補として抽出された前記テレビ番組または前記シーンの一覧
を前記表示装置に表示させるように構成されている、請求項６または７に記載の録画装置
。
【請求項９】
　前記制御部は、ダビング候補として抽出された複数の前記テレビ番組または複数の前記
シーンの一覧を、前記複数のテレビ番組または前記複数のシーンの各々に対応する視聴率
の値の大きい順に前記表示装置に表示させるように構成されている、請求項８に記載の録
画装置。
【請求項１０】
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　前記制御部は、ダビング候補としてのテレビ番組またはシーンが前記記録部に記録され
ていなかった場合において、ユーザに対してダビング候補としてのテレビ番組またはシー
ンが存在しないことを通知する画面を前記表示装置に表示させるように構成されている、
請求項６～９のいずれか１項に記載の録画装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、録画装置に関し、特に、通信部を備える録画装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、通信部を備える録画装置が知られている（たとえば、特許文献１参照）。上記特
許文献１に記載の録画装置では、ネットワークを介してネットワークインタフェースカー
ド（通信部）により取得されたテレビ番組の視聴率情報に基づいて、高い視聴率を有して
いるテレビ番組の次回放送分のテレビ番組が自動的に録画されるように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１１１５６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１に記載の録画装置では、自動的に録画されるのは高い視
聴率を有するテレビ番組の次回放送分のテレビ番組である。ここで、テレビ番組の視聴率
情報は、放送終了後でなければ取得することができない。したがって、上記特許文献１の
録画装置において自動的に録画されたテレビ番組は、必ずしも高い視聴率を有していない
場合があるという不都合がある。このため、録画されたテレビ番組の中から真に視聴率の
高い番組をダビング候補として抽出したい場合、ユーザは録画されたテレビ番組の視聴率
情報を一つ一つ確認する必要があるので、ユーザにより高い視聴率のダビング候補を抽出
する際の作業が煩雑になるという問題点がある。
【０００５】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の１つ
の目的は、高い視聴率を有するテレビ番組の少なくとも一部をダビング候補として抽出す
る際のユーザの負担を軽減することが可能な録画装置を提供することである。
【課題を解決するための手段および発明の効果】
【０００６】
　この発明の一の局面による録画装置は、複数のテレビ番組を記録可能な記録部と、記録
部に記録されたテレビ番組の視聴率情報をネットワークを介して取得可能な通信部と、通
信部により取得された視聴率に基づいて、記録部に記録された複数のテレビ番組から、テ
レビ番組の少なくとも一部をダビング候補として抽出する制御部とを備える。
【０００７】
　この一の局面による録画装置では、上記のように、通信部により取得された視聴率に基
づいて、記録部に記録された複数のテレビ番組から、テレビ番組の少なくとも一部をダビ
ング候補として抽出する制御部を設けることによって、録画されたテレビ番組のうち、高
い視聴率を有するテレビ番組の少なくとも一部をダビング候補として自動的に抽出するこ
とができるので、高い視聴率を有するテレビ番組の少なくとも一部をダビング候補として
抽出する際のユーザの負担を軽減することができる。
【０００８】
　上記一の局面による録画装置において、好ましくは、制御部は、記録部に記録された複
数のテレビ番組のうち、予め設定された所定のしきい値以上の視聴率を有するテレビ番組
の少なくとも一部をダビング候補として抽出するように構成されている。このように構成
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すれば、録画された複数のテレビ番組のうち、予め設定された所定のしきい値以上の視聴
率を有するテレビ番組の少なくとも一部をダビング候補として容易に抽出することができ
る。
【０００９】
　上記一の局面による録画装置において、好ましくは、ダビング候補として抽出されるテ
レビ番組の少なくとも一部は、テレビ番組の全体またはテレビ番組内のシーンであり、制
御部は、録画されたテレビ番組の番組毎の視聴率情報または録画されたテレビ番組内のシ
ーン毎の視聴率情報を通信部を介して取得することが可能なように構成されている。この
ように構成すれば、テレビ番組毎の視聴率に基づいて、テレビ番組の全体をダビング候補
として抽出することができるとともに、シーン毎の視聴率に基づいて、テレビ番組内のシ
ーンをダビング候補として抽出することができるので、録画されたテレビ番組のうち、高
い視聴率を有するテレビ番組の全体またはテレビ番組内のシーンをダビング候補として容
易に自動的に抽出することができる。
【００１０】
　この場合、好ましくは、制御部は、通信部により番組毎の視聴率が取得された場合にお
いて、予め設定された第１しきい値以上の視聴率を有するテレビ番組の全体を抽出すると
ともに、通信部によりシーン毎の視聴率が取得された場合において、ユーザにより選択さ
れたテレビ番組内の複数のシーンのうち、予め設定された第２しきい値以上の視聴率を有
するシーンをダビング候補として抽出するように構成されている。このように構成すれば
、録画された複数のテレビ番組のうち、第１しきい値以上の視聴率を有するテレビ番組の
全体をダビング候補として容易に自動的に抽出することができるとともに、ユーザにより
選択されたテレビ番組内の複数のシーンのうち、第２しきい値以上の視聴率を有するシー
ンをダビング候補として容易に自動的に抽出することができる。
【００１１】
　上記一の局面による録画装置において、好ましくは、ダビング候補として抽出されたテ
レビ番組の少なくとも一部は、複数のテレビ番組または複数のシーンを含み、制御部は、
ダビング候補として抽出されたテレビ番組またはシーンのダビングを、複数のテレビ番組
または複数のシーンの各々に対応する視聴率の大きい順に行うように構成されている。こ
のように構成すれば、ダビング候補として抽出された複数のテレビ番組または複数のシー
ンのダビングを行う際に、高い視聴率を有するテレビ番組またはシーンを探す手間が省け
るので、ユーザの負担をより軽減することができる。
【００１２】
　上記抽出されるダビング候補がテレビ番組の全体またはシーンである録画装置において
、好ましくは、制御部は、ユーザの操作に基づいて、テレビ番組またはシーンのいずれを
ダビング候補として抽出するかをユーザに選択させる画面を表示装置に表示させるように
構成されている。このように構成すれば、テレビ番組またはシーンのいずれをダビング候
補として抽出するかをユーザが画面を見ながら容易に選択することができる。
【００１３】
　この場合、好ましくは、制御部は、ユーザによりテレビ番組内のシーンをダビング候補
として抽出することが選択された場合において、記録部に記録された複数のテレビ番組か
ら、シーンの抽出の対象とするテレビ番組をユーザに選択させる画面を表示装置に表示さ
せるように構成されている。このように構成すれば、録画された複数のテレビ番組のうち
、いずれのテレビ番組からダビング候補としてのシーンを抽出するかをユーザが画面を見
ながら容易に選択することができる。
【００１４】
　上記制御部を備えた構成において、好ましくは、制御部は、ダビング候補として抽出さ
れたテレビ番組またはシーンの一覧を表示装置に表示させるように構成されている。この
ように構成すれば、表示装置により、どのテレビ番組またはどのシーンがダビング候補と
して抽出されたかをユーザが容易に視覚的に確認することができる。
【００１５】
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　この場合、好ましくは、制御部は、ダビング候補として抽出された複数のテレビ番組ま
たは複数のシーンの一覧を、複数のテレビ番組または複数のシーンの各々に対応する視聴
率の大きい順に表示装置に表示させるように構成されている。このように構成すれば、ユ
ーザは、ダビング候補として抽出された複数のテレビ番組または複数のシーンの視聴率の
大きさの順番を容易に視覚的に確認することができる。
【００１６】
　上記制御部を備えた構成において、好ましくは、制御部は、ダビング候補としてのテレ
ビ番組またはシーンが記録部に記録されていなかった場合において、ユーザに対してダビ
ング候補としてのテレビ番組またはシーンが存在しないことを通知する画面を表示装置に
表示させるように構成されている。このように構成すれば、録画されたテレビ番組中にダ
ビング候補となるテレビ番組またはシーンが存在しないことをユーザが画面を見ながら容
易に認識することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態によるＤＶＤ／ＢＤレコーダが外部に接続されている状態を
示した図である。
【図２】本発明の一実施形態によるＤＶＤ／ＢＤレコーダの構成を示したブロック図であ
る。
【図３】本発明の一実施形態によるＤＶＤ／ＢＤレコーダのタイトルダビング実行時の制
御動作を説明するためのフローチャートである。
【図４】本発明の一実施形態によるＤＶＤ／ＢＤレコーダのダビングモード選択画面を示
した図である。
【図５】本発明の一実施形態によるＤＶＤ／ＢＤレコーダのしきい値入力画面を示した図
である。
【図６】本発明の一実施形態によるＤＶＤ／ＢＤレコーダのタイトルダビング実行時に抽
出されたダビング候補のテレビ番組の一覧を表示する画面を示した図である。
【図７】本発明の一実施形態によるＤＶＤ／ＢＤレコーダのタイトルダビング実行時にお
けるダビング候補が存在しないことをユーザに通知する画面を示した図である。
【図８】本発明の一実施形態によるＤＶＤ／ＢＤレコーダのシーンダビング実行時の制御
動作を説明するためのフローチャートである。
【図９】本発明の一実施形態によるＤＶＤ／ＢＤレコーダのシーンダビング実行時のタイ
トル選択画面を示した図である。
【図１０】本発明の一実施形態によるＤＶＤ／ＢＤレコーダのシーンダビング実行時に抽
出されたダビング候補のシーンの一覧を表示する画面を示した図である。
【図１１】本発明の一実施形態によるＤＶＤ／ＢＤレコーダのシーンダビング実行時にお
けるダビング候補が存在しないことをユーザに通知する画面を示した図である。
【図１２】本発明の一実施形態の変形例によるＤＶＤ／ＢＤレコーダのしきい値設定画面
を示した図である。
【図１３】本発明の一実施形態の変形例によるＤＶＤ／ＢＤレコーダのタイトルダビング
実行時に抽出されたダビング候補のテレビ番組の一覧を表示する画面を示した図である。
【図１４】本発明の一実施形態の変形例によるＤＶＤ／ＢＤレコーダのシーンダビング実
行時に抽出されたダビング候補のシーンの一覧を表示する画面を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１９】
　まず、図１および図２を参照して、本発明の一実施形態によるＤＶＤ／ＢＤレコーダ１
０（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ／Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃレコー
ダ）の構成について説明する。なお、ＤＶＤ／ＢＤレコーダ１０は、本発明の「録画装置
」の一例である。
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【００２０】
　本発明の一実施形態によるＤＶＤ／ＢＤレコーダ１０は、図１に示すように、テレビジ
ョン装置２０に接続されている。なお、テレビジョン装置２０は、本発明の「表示装置」
の一例である。テレビジョン装置２０は、図２に示すように、テレビ内臓チューナ２１と
、表示部２２と、テレビ制御部２３と、ＨＤＭＩ接続部２４（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔ
ｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ接続部）とを備えている。また、Ｄ
ＶＤ／ＢＤレコーダ１０は、ルータ３０に接続されており、ルータ３０は、インターネッ
トを介して視聴率サーバ４０に接続されている。また、ＤＶＤ／ＢＤレコーダ１０は、リ
モコン５０により操作可能である。なお、視聴率サーバ４０は、テレビ番組の視聴率情報
を公開しているサーバである。
【００２１】
　また、ＤＶＤ／ＢＤレコーダ１０は、レコーダ制御部１１と、レコーダ内臓チューナ１
２と、ＨＤＤ１３（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）と、ＤＶＤ／ＢＤドライブ１４と
、ＨＤＭＩ接続部１５と、ＬＡＮ通信部１６と、リモコン５０からの操作信号を受信する
赤外線通信部１７とを備えている。なお、レコーダ制御部１１は、本発明の「制御部」の
一例であり、ＨＤＤ１３は本発明の「記録部」の一例であり、ＬＡＮ通信部１６は、本発
明の「通信部」の一例である。レコーダ制御部１１は、レコーダ内臓チューナ１２と、Ｈ
ＤＤ１３と、ＤＶＤ／ＢＤドライブ１４と、ＨＤＭＩ接続部１５と、ＬＡＮ通信部１６と
に接続されている。レコーダ制御部１１は、制御信号を伝送することによってＤＶＤ／Ｂ
Ｄレコーダ１０全体の制御を行うように構成されている。また、レコーダ制御部１１は、
ＨＤＭＩ接続部１５、ＨＤＭＩ接続部２４およびテレビ制御部２３を介してテレビジョン
装置２０の表示内容を制御可能なように構成されている。
【００２２】
　レコーダ内臓チューナ１２は、テレビジョン放送の放送信号波を受信可能に構成されて
いる。ＨＤＤ１３は、レコーダ内臓チューナ１２およびテレビ内臓チューナ２１により受
信されたテレビ番組を記録（録画）可能に構成されている。ＤＶＤ／ＢＤドライブ１４は
、ＤＶＤまたはＢＤを挿入可能に構成されている。ＤＶＤ／ＢＤレコーダ１０は、ＨＤＤ
１３に録画されたテレビ番組をＤＶＤ／ＢＤドライブ１４に挿入されたメディアに複製し
て記録（ダビング）可能に構成されている。
【００２３】
　ここで、本実施形態では、ＬＡＮ通信部１６は、ルータ３０に接続されている。ＬＡＮ
通信部１６は、インターネットを介して視聴率サーバ４０に接続されており、ＨＤＤ１３
に記録されたテレビ番組の視聴率情報を視聴率サーバ４０から取得可能に構成されている
。また、ＬＡＮ通信部１６は、ＨＤＤ１３に録画されたテレビ番組の番組毎の視聴率情報
またはシーン毎の視聴率情報を取得することが可能なように構成されている。なお、シー
ン毎の視聴率とは、たとえばテレビ番組の分単位で分割した場合における、毎分０秒の時
の視聴率である。また、番組毎の視聴率とは、１つのテレビ番組におけるシーン毎の視聴
率の平均値である。なお、視聴率サーバ４０は、たとえばテレビ局などに設置されている
。
【００２４】
　ＤＶＤ／ＢＤレコーダ１０は、ＬＡＮ通信部１６により取得された視聴率情報に基づい
て、ＨＤＤ１３に録画された複数のテレビ番組から、テレビ番組の少なくとも一部をダビ
ング候補として抽出することが可能なように構成されている。また、ＤＶＤ／ＢＤレコー
ダ１０は、所定のしきい値を設定可能に構成されており、ＨＤＤ１３に録画された複数の
テレビ番組のうち、しきい値以上の視聴率を有するテレビ番組の少なくとも一部をダビン
グ候補として抽出することが可能なように構成されている。なお、テレビ番組の少なくと
も一部とは、テレビ番組の全体またはテレビ番組内のシーンである。
【００２５】
　また、ＤＶＤ／ＢＤレコーダ１０は、ＬＡＮ通信部１６により番組毎の視聴率が取得さ
れた場合において、しきい値以上の視聴率を有するテレビ番組の全体をダビング候補とし
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て抽出するように構成されている。また、ＤＶＤ／ＢＤレコーダ１０は、ＬＡＮ通信部１
６によりシーン毎の視聴率が取得された場合において、ユーザにより選択されたテレビ番
組内の複数のシーンのうち、しきい値以上の視聴率を有するシーンをダビング候補として
抽出するように構成されている。
【００２６】
　また、ＤＶＤ／ＢＤレコーダ１０は、ダビング候補として複数のテレビ番組または複数
のシーンが抽出された場合において、テレビ番組またはシーンのダビングを、複数のテレ
ビ番組または複数のシーンの各々に対応する視聴率の大きい順に行うように構成されてい
る。なお、シーンのダビングを行う際には、抽出された複数のシーンの各々の前後約１分
間のシーンも含めてダビングが行われる。前後に約１分間の余裕を持たせてダビングを行
うことにより、シーンが途中で切れてしまうのを抑制することが可能となる。
【００２７】
　また、レコーダ制御部１１は、ユーザの操作（リモコン５０の操作）に基づいて、テレ
ビ番組の全体またはシーンのいずれをダビング候補として抽出するかをユーザに選択させ
る画面（図４参照）をテレビジョン装置２０の表示部２２に表示させるように構成されて
いる。また、レコーダ制御部１１は、ユーザによりテレビ番組内のシーンをダビング候補
として抽出することが選択された場合において、ＨＤＤ１３に録画された複数のテレビ番
組から、シーンの抽出の対象とするテレビ番組をユーザに選択させる画面（図９参照）を
テレビジョン装置２０の表示部２２に表示させるように構成されている。
【００２８】
　また、レコーダ制御部１１は、ダビング候補として抽出されたテレビ番組またはシーン
の一覧（図６および図１０参照）をテレビジョン装置２０の表示部２２に表示させるよう
に構成されている。また、レコーダ制御部１１は、ダビング候補として抽出された複数の
テレビ番組または複数のシーンが抽出された場合において、複数のテレビ番組または複数
のシーンの一覧を、複数のテレビ番組または複数のシーンの各々に対応する視聴率の大き
い順にテレビジョン装置２０の表示部２２に表示させるように構成されている。また、レ
コーダ制御部１１は、ダビング候補としてのテレビ番組またはシーンがＨＤＤ１３に録画
されていなかった場合において、ユーザに対してダビング候補としてのテレビ番組または
シーンが存在しないことを通知する画面（図７および図１１参照）をテレビジョン装置２
０の表示部２２に表示させるように構成されている。
【００２９】
　次に、図３～図７を参照して、テレビ番組の全体のダビング（タイトルダビング）が実
行される場合におけるＤＶＤ／ＢＤレコーダ１０のレコーダ制御部１１の制御動作につい
て説明する。なお、ＨＤＤ１３には、ユーザにより複数のテレビ番組が録画されている。
【００３０】
　図３に示すように、タイトルダビングが実行される場合においては、まず、ステップＳ
１において、ユーザがリモコン５０（図１参照）を用いてメニュー画面（図示せず）をテ
レビジョン装置２０の表示部２２に表示させた後、リモコン５０の十字キー５０ａを用い
てメニュー画面のカーソルを移動させてメニューの中からダビングモードを選択し、リモ
コン５０の決定ボタン５０ｂを押下することによって、図４に示すようなダビングモード
選択画面２２ａがテレビジョン装置２０の表示部２２に表示される。次に、ステップＳ２
において、ユーザによりタイトルダビングモードが選択されたか否かが判断される。ステ
ップＳ２においては、ユーザによりタイトルダビングモードが選択されるまでこの判断が
繰り返され、ユーザによりタイトルダビングモードが選択されたと判断された場合に、ス
テップＳ３に進む。図４では、ユーザによりタイトルダビングモードが選択されている。
【００３１】
　次に、ステップＳ３において、ＨＤＤ１３に録画されているテレビ番組の番組毎の視聴
率がＬＡＮ通信部１６およびインターネットを介して取得され、ステップＳ４に進む。次
に、ステップＳ４において、図５に示すようなしきい値入力画面２２ｂがテレビジョン装
置２０の表示部２２に表示されるとともに、ユーザによりリモコン５０を用いてしきい値
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が入力されたか否かが判断される。ステップＳ４においては、ユーザによりしきい値が入
力されるまでこの判断が繰り返され、ユーザによりしきい値が入力されたと判断された場
合に、ステップＳ５に進む。図５では、たとえばユーザによりリモコン５０を用いて２桁
のしきい値が入力されるとともに、ＯＫボタンが選択された場合に、ステップＳ５に進む
。
【００３２】
　次に、ステップＳ５において、ＨＤＤ１３に録画されたテレビ番組の中に、ステップＳ
４において入力されたしきい値以上の視聴率を有するテレビ番組が存在するか否かが判断
される。ステップＳ５においては、ＨＤＤ１３に録画されたテレビ番組の中に、しきい値
以上の視聴率を有するテレビ番組が存在すると判断された場合に、しきい値以上の視聴率
を有するテレビ番組がダビング候補として抽出され、ステップＳ６に進む。次に、ステッ
プＳ６において、ステップＳ５においてダビング候補として抽出されたテレビ番組を視聴
率の大きい順に一覧表示するタイトル表示画面２２ｃ（図６参照）が、テレビジョン装置
２０の表示部２２に表示され、ステップＳ７に進む。図６では、テレビ番組ＡＡＡ、ＢＢ
ＢおよびＣＣＣが一覧表示されている。
【００３３】
　次に、ステップＳ７において、ユーザによるリモコン５０（図１参照）を用いたタイト
ルダビング実行の指示があるか否かが判断される。ステップＳ７においては、ユーザによ
るリモコン５０を用いたタイトルダビング実行の指示がないと判断された場合に、レコー
ダ制御部１１の制御動作が終了する。また、ステップＳ７においては、ユーザによるリモ
コン５０を用いたタイトルダビング実行の指示があると判断された場合に、ステップＳ８
に進む。次に、ステップＳ８において、タイトルダビングが実行される。具体的には、Ｈ
ＤＤ１３に録画されたテレビ番組のうち、ダビング候補として抽出されたテレビ番組の全
体がＤＶＤまたはＢＤにダビングされる。図６では、ユーザがリモコン５０（図１参照）
の十字キー５０ａを用いてダビング実行ボタンを選択し、リモコン５０の決定ボタン５０
ｂを押下した場合に、テレビ番組ＡＡＡ、ＢＢＢおよびＣＣＣの全体がＤＶＤまたはＢＤ
にダビングされる。そして、タイトルダビング実行時のレコーダ制御部１１の制御動作が
終了する。
【００３４】
　また、ステップＳ５においては、ＨＤＤ１３に録画されたテレビ番組の中に、ステップ
Ｓ４において入力されたしきい値以上の視聴率を有するテレビ番組が存在しないと判断さ
れた場合に、ステップＳ９に進む。次に、ステップＳ９において、図７に示すような、ユ
ーザに対してダビング候補としてのテレビ番組が存在しないことを通知する通知画面２２
ｄがテレビジョン装置２０の表示部２２に表示される。そして、タイトルダビング実行時
のレコーダ制御部１１の制御動作が終了する。
【００３５】
　次に、図４、図５および図８～図１１を参照して、テレビ番組内のシーンのダビング（
シーンダビング）が実行される場合におけるＤＶＤ／ＢＤレコーダ１０のレコーダ制御部
１１の制御動作について説明する。
【００３６】
　図８に示すように、シーンダビングが実行される場合においては、まず、ステップＳ１
１において、ユーザがリモコン５０（図１参照）を用いてメニュー画面（図示せず）をテ
レビジョン装置２０の表示部２２に表示させた後、リモコン５０の十字キー５０ａを用い
てメニュー画面のカーソルを移動させてメニューの中からダビングモードを選択し、リモ
コン５０の決定ボタン５０ｂを押下することによって、図４に示すようなダビングモード
選択画面２２ａがテレビジョン装置２０の表示部２２に表示される。次に、ステップＳ１
２において、ユーザによりシーンダビングモードが選択されたか否かが判断される。ステ
ップＳ１２においては、ユーザによりシーンダビングモードが選択されるまでこの判断が
繰り返され、ユーザによりシーンダビングモードが選択されたと判断された場合に、ステ
ップＳ１３に進む。
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【００３７】
　次に、ステップＳ１３において、ＨＤＤ１３に録画されたテレビ番組から、シーンの抽
出の対象とするテレビ番組をユーザに選択させるタイトル選択画面２２ｅ（図９参照）が
テレビジョン装置２０の表示部２２に表示され、ステップＳ１４に進む。図９では、テレ
ビ番組ＡＡＡ、ＢＢＢ、ＣＣＣおよびＤＤＤが表示されている。次に、ステップＳ１４に
おいて、ユーザによりシーンの抽出の対象とするテレビ番組が選択されたか否かが判断さ
れる。ステップＳ１４においては、ユーザによりシーンの抽出の対象とするテレビ番組が
選択されるまでこの判断が繰り返され、ユーザによりシーンの抽出の対象とするテレビ番
組が選択されたと判断された場合に、ステップＳ１５に進む。図９では、テレビ番組ＡＡ
Ａが選択されるとともに、ユーザによりＯＫボタンが選択された場合に、ステップＳ１５
に進む。
【００３８】
　次に、ステップＳ１５において、ＨＤＤ１３に録画されているテレビ番組内のシーン毎
の視聴率がＬＡＮ通信部１６およびインターネットを介して取得され、ステップＳ１６に
進む。次に、ステップＳ１６において、図５に示すようなしきい値入力画面２２ｂがテレ
ビジョン装置２０の表示部２２に表示されるとともに、ユーザによりリモコン５０（図１
参照）を用いてしきい値が入力されたか否かが判断される。ステップＳ１６においては、
ユーザによりしきい値が入力されるまでこの判断が繰り返され、ユーザによりしきい値が
入力されたと判断された場合に、ステップＳ１７に進む。図５では、たとえばユーザによ
りリモコン５０（図１参照）を用いて２桁のしきい値が入力されるとともに、ＯＫボタン
が選択された場合に、ステップＳ１７に進む。
【００３９】
　次に、ステップＳ１７において、ステップＳ１４においてユーザにより選択されたテレ
ビ番組内のシーンの中に、ステップＳ１６において入力されたしきい値以上の視聴率を有
するシーンが存在するか否かが判断される。ステップＳ１７においては、ステップＳ１４
においてユーザにより選択されたテレビ番組内のシーンの中に、しきい値以上の視聴率を
有するシーンが存在すると判断された場合に、しきい値以上の視聴率を有するシーンがダ
ビング候補として抽出され、ステップＳ１８に進む。次に、ステップＳ１８において、ス
テップＳ１７においてダビング候補として抽出されたシーンを視聴率の大きい順に一覧表
示するシーン表示画面２２ｆ（図１０参照）が、テレビジョン装置２０の表示部２２に表
示され、ステップＳ１９に進む。図１０では、シーン１、２、５および８が一覧表示され
ている。
【００４０】
　次に、ステップＳ１９において、ユーザによるリモコン５０（図１参照）を用いたシー
ンダビング実行の指示があるか否かが判断される。ステップＳ１９においては、ユーザに
よるリモコン５０を用いたシーンダビング実行の指示がないと判断された場合に、レコー
ダ制御部１１の制御動作が終了する。また、ステップＳ１９においては、ユーザによるリ
モコン５０を用いたシーンダビング実行の指示があると判断された場合に、ステップＳ２
０に進む。次に、ステップＳ２０において、シーンダビングが実行される。具体的には、
ステップＳ１４においてユーザにより選択されたテレビ番組内のシーンのうち、ダビング
候補として抽出されたシーンがＤＶＤまたはＢＤにダビングされる。図１０では、ユーザ
がリモコン５０（図１参照）の十字キー５０ａを用いてダビング実行ボタンを選択し、リ
モコン５０の決定ボタン５０ｂを押下した場合に、シーン１、２、５および８がＤＶＤま
たはＢＤにダビングされる。そして、シーンダビング実行時のレコーダ制御部１１の制御
動作が終了する。
【００４１】
　また、ステップＳ１７においては、ステップＳ１４においてユーザにより選択されたテ
レビ番組の中に、しきい値以上の視聴率を有するシーンが存在しなかった場合に、ステッ
プＳ２１に進む。次に、ステップＳ２１において、図１１に示すような、ユーザに対して
ダビング候補としてのシーンが存在しないことを通知する通知画面２２ｇがテレビジョン
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装置２０の表示部２２に表示される。そして、シーンダビング実行時のレコーダ制御部１
１の制御動作が終了する。
【００４２】
　本実施形態によるＤＶＤ／ＢＤレコーダ１０では、上記のように、ＬＡＮ通信部１６に
より取得された視聴率に基づいて、ＨＤＤ１３に記録された複数のテレビ番組から、テレ
ビ番組の少なくとも一部をダビング候補として抽出するレコーダ制御部１１を設けること
によって、録画されたテレビ番組のうち、高い視聴率を有するテレビ番組の少なくとも一
部をダビング候補として自動的に抽出することができるので、高い視聴率を有するテレビ
番組の少なくとも一部を抽出する際のユーザの負担を軽減することができる。
【００４３】
　また、本実施形態では、上記のように、レコーダ制御部１１を、ＨＤＤ１３に記録され
た複数のテレビ番組のうち、予め設定されたしきい値以上の視聴率を有するテレビ番組の
少なくとも一部をダビング候補として抽出するように構成している。これにより、録画さ
れた複数のテレビ番組のうち、予め設定されたしきい値以上の視聴率を有するテレビ番組
の少なくとも一部をダビング候補として容易に抽出することができる。
【００４４】
　また、本実施形態では、上記のように、ダビング候補として抽出されるテレビ番組の少
なくとも一部は、テレビ番組の全体またはテレビ番組内のシーンであり、レコーダ制御部
１１を、録画されたテレビ番組の番組毎の視聴率情報または録画されたテレビ番組内のシ
ーン毎の視聴率情報をＬＡＮ通信部１６を介して取得することが可能なように構成してい
る。これにより、番組毎の視聴率に基づいて、テレビ番組の全体をダビング候補として抽
出することができるとともに、シーン毎の視聴率に基づいて、テレビ番組内のシーンをダ
ビング候補として抽出することができるので、録画されたテレビ番組のうち、高い視聴率
を有するテレビ番組の全体またはテレビ番組内のシーンをダビング候補として容易に自動
的に抽出することができる。
【００４５】
　また、本実施形態では、上記のように、レコーダ制御部１１を、ＬＡＮ通信部１６によ
りテレビ番組毎の視聴率が取得された場合において、予め設定された第１しきい値以上の
視聴率を有するテレビ番組の全体を抽出するとともに、ＬＡＮ通信部１６によりシーン毎
の視聴率が取得された場合において、ユーザにより選択されたテレビ番組内の複数のシー
ンのうち、予め設定された第２しきい値以上の視聴率を有するシーンをダビング候補とし
て抽出するように構成している。これにより、録画された複数のテレビ番組のうち、第１
しきい値以上の視聴率を有するテレビ番組の全体をダビング候補として容易に自動的に抽
出することができるとともに、ユーザにより選択されたテレビ番組内の複数のシーンのう
ち、第２しきい値以上の視聴率を有するシーンをダビング候補として容易に自動的に抽出
することができる。
【００４６】
　また、本実施形態では、上記のように、ダビング候補として抽出されたテレビ番組の少
なくとも一部は、複数のテレビ番組または複数のシーンを含み、レコーダ制御部１１を、
ダビング候補として抽出されたテレビ番組またはシーンのダビングを、複数のテレビ番組
または複数のシーンの各々に対応する視聴率の大きい順に行うように構成している。これ
により、ダビング候補として抽出された複数のテレビ番組または複数のシーンのダビング
を行う際に、高い視聴率を有するテレビ番組またはシーンを探す手間が省けるので、ユー
ザの負担をより軽減することができる。
【００４７】
　また、本実施形態では、上記のように、レコーダ制御部１１を、ユーザの操作に基づい
て、テレビ番組またはシーンのいずれをダビング候補として抽出するかをユーザに選択さ
せる画面を表示装置に表示させるように構成している。これにより、テレビ番組またはシ
ーンのいずれをダビング候補として抽出するかをユーザが画面を見ながら容易に選択する
ことができる。
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【００４８】
　また、本実施形態では、上記のように、レコーダ制御部１１を、ユーザによりテレビ番
組内のシーンをダビング候補として抽出することが選択された場合において、ＨＤＤ１３
に記録された複数のテレビ番組から、シーンの抽出の対象とするテレビ番組をユーザに選
択させる画面をテレビジョン装置２０に表示させるように構成している。これにより、録
画された複数のテレビ番組のうち、いずれのテレビ番組からダビング候補としてのシーン
を抽出するかをユーザが画面を見ながら容易に選択することができる。
【００４９】
　また、本実施形態では、上記のように、レコーダ制御部１１を、ダビング候補として抽
出されたテレビ番組またはシーンの一覧を表示装置に表示させるように構成している。こ
れにより、テレビジョン装置２０によって、どのテレビ番組またはどのシーンがダビング
候補として抽出されたかをユーザが容易に視覚的に確認することができる。
【００５０】
　また、本実施形態では、上記のように、レコーダ制御部１１を、ダビング候補として抽
出された複数のテレビ番組または複数のシーンの一覧を、複数のテレビ番組または複数の
シーンの各々に対応する視聴率の大きい順にテレビジョン装置２０に表示させるように構
成している。これにより、ユーザは、ダビング候補として抽出された複数のテレビ番組ま
たは複数のシーンの視聴率の大きさの順番を容易に視覚的に確認することができる。
【００５１】
　また、本実施形態では、上記のように、レコーダ制御部１１を、ダビング候補としての
テレビ番組またはシーンがＨＤＤ１３に記録されていなかった場合において、ユーザに対
してダビング候補としてのテレビ番組またはシーンが存在しないことを通知する画面をテ
レビジョン装置２０に表示させるように構成している。これにより、録画されたテレビ番
組中にダビング候補となるテレビ番組またはシーンが存在しないことをユーザが画面を見
ながら容易に認識することができる。
【００５２】
　なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範
囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が
含まれる。
【００５３】
　たとえば、上記実施形態では、タイトルダビングとシーンダビングとを選択的に実行可
能な録画装置を示したが、本発明はこれに限らない。本発明では、タイトルダビングまた
はシーンダビングの一方のみを実行可能な録画装置であってもよい。
【００５４】
　また、上記実施形態では、ダビングを実行する毎にしきい値の入力が必要な録画装置を
示したが、本発明はこれに限らない。本発明では、ダビングを実行する前に、予めしきい
値を設定しておくことが可能な録画装置であってもよい。なお、しきい値を予め設定した
場合、タイトルダビング実行時において、図３のステップＳ４が省略される。また、シー
ンダビング実行時において、図８のステップＳ１６が省略される。
【００５５】
　また、上記しきい値を予め設定可能な場合、しきい値を設定する際に、たとえば図１２
に示すような、しきい値を設定するためのしきい値設定画面２２ｈがテレビジョン装置２
０の表示部２２に表示される。この場合、図１２に示すように、テレビ番組のジャンル毎
に異なるしきい値をリモコン５０により設定可能にしてもよい。
【００５６】
　また、上記実施形態では、抽出されたテレビ番組を全てダビングする録画装置を示した
が、本発明はこれに限らない。本発明では、抽出されたテレビ番組からダビングするテレ
ビ番組を選択可能な録画装置であってもよい。たとえば、図１３に示すように、タイトル
表示画面２２ｃにチェックボックス２２ｉを設け、ダビングの対象とするテレビ番組をリ
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モコン５０により選択可能にしてもよい。図１３では、テレビ番組ＡＡＡおよびＢＢＢが
選択されている。
【００５７】
　また、上記実施形態では、抽出されたシーンを全てダビングする録画装置を示したが、
本発明はこれに限らない。本発明では、抽出されたシーンからダビングするシーンを選択
可能な録画装置であってもよい。たとえば、図１４に示すように、シーン表示画面２２ｆ
にチェックボックス２２ｊを設け、ダビングの対象とするシーンをリモコン５０により選
択可能にしてもよい。図１４では、シーン２および５が選択されている。
【００５８】
　また、上記実施形態では、ＨＤＤに録画されたテレビ番組をＤＶＤまたはＢＤにダビン
グする録画装置を示したが、本発明はこれに限らない。本発明では、ＤＶＤまたはＢＤに
録画されたテレビ番組を、新たなＤＶＤまたはＢＤにダビングする録画装置であってもよ
い。
【符号の説明】
【００５９】
　１０　ＤＶＤ／ＢＤレコーダ（録画装置）
　１１　レコーダ制御部（制御部）
　１３　ＨＤＤ（記録部）
　１６　ＬＡＮ通信部（通信部）
　２０　テレビジョン装置（表示装置）

【図１】 【図２】
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