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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の種類のコンテンツおよび第２の種類のコンテンツを再生する機能を有する電子機
器において、
　再生可能なコンテンツの一覧表示を指示するため、および、一覧表示対象とするコンテ
ンツの種類の切り換えを指示するための操作手段と、
　前記第１の種類のコンテンツの再生中に前記一覧表示が指示された場合、そのコンテン
ツの再生をそのまま維持させながら、前記第１の種類のコンテンツ一覧を再生中のコンテ
ンツの画像上に重畳させて表示し、この第１の種類のコンテンツ一覧の表示中に前記切り
換えが指示された場合、再生中のコンテンツの画像上に重畳させて表示するコンテンツ一
覧を前記第２の種類のコンテンツ一覧に切り換える制御手段と、
　を具備することを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記一覧が重畳された再生中のコンテンツの画像部分を当該一覧の表
示部分を透過して観賞できるように画像の合成を実行制御することを特徴とする請求項１
記載の電子機器。
【請求項３】
　前記操作手段は、一覧表示されたコンテンツの中のいずれかのコンテンツを任意に選択
して再生開始を指示する手段を含み、
　前記制御手段は、前記一覧表示されたコンテンツの再生開始が指示された場合、再生中



(2) JP 4177731 B2 2008.11.5

10

20

30

40

50

のコンテンツの再生を停止し、新たに指示されたコンテンツの再生を開始することを特徴
とする請求項１記載の電子機器。
【請求項４】
　コンテンツの詳細情報を取得する詳細情報取得手段をさらに具備し、
　前記操作手段は、一覧表示されたコンテンツの中のいずれかのコンテンツを任意に選択
してその詳細情報を表示する旨を指示する手段を含み、
　前記制御手段は、前記詳細情報の表示が指示された場合、前記詳細情報取得手段により
取得された当該コンテンツの詳細情報を、再生中のコンテンツの画像表示をそのまま維持
させながら、その再生中のコンテンツの画像上に重畳させて表示することを特徴とする請
求項１記載の電子機器。
【請求項５】
　第１の種類のコンテンツおよび第２の種類のコンテンツを再生する機能を有する電子機
器に適用される画面制御方法であって、
　再生可能なコンテンツの一覧表示の指示を受け付けるステップと、
　前記第１の種類のコンテンツの再生中に前記一覧表示が指示された場合、そのコンテン
ツの再生をそのまま維持させながら、前記第１の種類のコンテンツ一覧を再生中のコンテ
ンツの画像上に重畳させて表示するステップと、
　一覧表示対象とするコンテンツの種類の切り換えの指示を受け付けるステップと、
　前記第１の種類のコンテンツ一覧の表示中に前記切り換えが指示された場合、再生中の
コンテンツの画像上に重畳させて表示するコンテンツ一覧を前記第２の種類のコンテンツ
一覧に切り換えるステップと、
　を具備することを特徴とする画面制御方法。
【請求項６】
　前記表示ステップは、前記一覧が重畳された再生中のコンテンツの画像部分を当該一覧
の表示部分を透過して観賞できるように画像の合成を実行制御することを特徴とする請求
項５記載の画面制御方法。
【請求項７】
　一覧表示されたコンテンツの中のいずれかのコンテンツの選択および再生開始の指示を
受け付けるステップと、
　前記一覧表示されたコンテンツの再生開始が指示された場合、再生中のコンテンツの取
り扱いを停止し、新たに指示されたコンテンツの再生を開始するステップと
　をさらに具備することを特徴とする請求項５記載の画面制御方法。
【請求項８】
　コンテンツの詳細情報を取得するステップと、
　前記一覧表示されたコンテンツの中のいずれかのコンテンツの選択およびその詳細情報
の表示の指示を受け付けるステップと、
　前記詳細情報の表示が指示された場合、前記取得した当該コンテンツの詳細情報を、再
生中のコンテンツの画像表示をそのまま維持させながら、その再生中のコンテンツの画像
上に重畳させて表示するステップと
　をさらに具備することを特徴とする請求項５記載の画面制御方法。
【請求項９】
　第１の種類のコンテンツおよび第２の種類のコンテンツを再生するためのコンピュータ
を、
　再生可能なコンテンツの一覧表示を指示するため、および、一覧表示対象とするコンテ
ンツの種類の切り換えを指示するための操作手段、
　前記第１の種類のコンテンツの再生中に前記一覧表示が指示された場合、そのコンテン
ツの再生をそのまま維持させながら、前記第１の種類のコンテンツ一覧を再生中のコンテ
ンツの画像上に重畳させて表示し、この第１の種類のコンテンツ一覧の表示中に前記切り
換えが指示された場合、再生中のコンテンツの画像上に重畳させて表示するコンテンツ一
覧を前記第２の種類のコンテンツ一覧に切り換える制御手段
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　として機能させるための画面制御プログラム。
【請求項１０】
　前記制御手段に、前記一覧が重畳された再生中のコンテンツの画像部分を当該一覧の表
示部分を透過して観賞できるように画像の合成を実行制御させることを特徴とする請求項
９記載の画面制御プログラム。
【請求項１１】
　前記操作手段に、一覧表示されたコンテンツの中のいずれかのコンテンツを任意に選択
して再生開始を指示する手段を設け、
　前記制御手段に、前記一覧表示されたコンテンツの再生開始が指示された場合、再生中
のコンテンツの再生を停止し、新たに指示されたコンテンツの再生を開始させることを特
徴とする請求項９記載の画面制御プログラム。
【請求項１２】
　前記コンピュータを、コンテンツの詳細情報を取得する詳細情報取得手段としてさらに
機能させ、
　前記操作手段に、一覧表示されたコンテンツの中のいずれかのコンテンツを任意に選択
してその詳細情報を表示する旨を指示する手段を設け、
　前記制御手段に、前記詳細情報の表示が指示された場合、前記詳細情報取得手段により
取得された当該コンテンツの詳細情報を、再生中のコンテンツの画像表示をそのまま維持
させながら、その再生中のコンテンツの画像上に重畳させて表示させることを特徴とする
請求項９記載の画面制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えばテレビ番組の視聴、録画および再生など、画像データを含むコンテ
ンツを再生する機能を有する電子機器、同機器に適用される画面制御方法および画面制御
プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の情報処理技術および通信技術の向上に伴い、大量のコンテンツが多種多様な形態
で製作・流通されている。また、これに伴い、この多種多様なコンテンツすべてを１台で
利用可能な多機能タイプの電子機器が普及し始めている。
【０００３】
　この多機能タイプの電子機器では、取り扱うコンテンツの種類が多岐に渡るので、ユー
ザの使い勝手を考慮すれば、現在利用可能なコンテンツの情報を分かり易く提示するため
の仕組みが必須である。例えば特許文献１に記載のＡＶ機器は、論理フォーマットが異な
るといったような各種ディスクを混在させて複数枚連装することができ、かつ、その収納
した各種ディスクのフォーマットの種類や記録されたコンテンツのタイトルなどを、ユー
ザが視覚的に容易に把握できるように提示する仕組みを備えている。
【特許文献１】特開平８－３６８２５号公報。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、通常、この多機能タイプの電子機器で何らかのコンテンツを利用しようとし
た場合、まず、上位のメニューでどの種類（カテゴリ）のコンテンツを利用するのかを選
択して下位のメニューに進み、そのメニューで一覧表示される当該カテゴリ内のコンテン
ツのタイトル（タイトルリスト）から所望のタイトルを選択してコンテンツの利用を開始
することになる。つまり、このコンテンツのタイトルリストの表示は、コンテンツを利用
する前、すなわち、いずれのコンテンツも利用されていない状態で行われることが前提と
なっている。これは、多機能タイプに限らず、単機能タイプの電子機器でタイトルリスト
を表示する場合も同様である。
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【０００５】
　しかしながら、あるコンテンツを利用している最中に、「他に何かいいコンテンツがな
いか？」などと思うことはよくあることである。このような場合、従来では、コンテンツ
の利用を一旦中断してタイトルリストを表示させた後、他にいいコンテンツが見つかった
らそのコンテンツの利用を開始し、一方、見つからなければ、それまでのコンテンツの利
用を再開するといった手順を踏まなければならなかった。これについては、あるカテゴリ
のコンテンツを利用しながら、それとは異なるカテゴリのコンテンツのタイトルリストを
参照するといったことが行えないのはもちろん、同一のカテゴリ同士、つまり、あるコン
テンツを利用しながら、同一カテゴリ内のコンテンツのタイトルリストを参照することさ
え行えないのが現状であった。
【０００６】
　この発明は、このような事情を考慮してなされたものであり、再生可能なコンテンツの
一覧表示を使い勝手を向上させた形で実行可能とした電子機器、同機器に適用される画面
制御方法および画面制御プログラム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】
【０００７】
　前述した目的を達成するために、この発明は、第１の種類のコンテンツおよび第２の種
類のコンテンツを再生する機能を有する電子機器において、再生可能なコンテンツの一覧
表示を指示するため、および、一覧表示対象とするコンテンツの種類の切り換えを指示す
るための操作手段と、前記第１の種類のコンテンツの再生中に前記一覧表示が指示された
場合、そのコンテンツの再生をそのまま維持させながら、前記第１の種類のコンテンツ一
覧を再生中のコンテンツの画像上に重畳させて表示し、この第１の種類のコンテンツ一覧
の表示中に前記切り換えが指示された場合、再生中のコンテンツの画像上に重畳させて表
示するコンテンツ一覧を前記第２の種類のコンテンツ一覧に切り換える制御手段と、を具
備することを特徴とする。
【０００８】
　この発明の電子機器においては、いずれかのコンテンツの画像を見ながら、その時に再
生可能なコンテンツの一覧表示を併せて見ることができるので、例えば録画しておいたテ
レビ番組を再生中にどのようなテレビ番組が放送中かを一覧表示させたい場合にも、その
再生中の画像を見続けることが可能である。その結果、録画したテレビ番組の再生を継続
すると決めた場合には、その再生の一旦停止および再開といった煩わしい操作をユーザに
強いることをなくせることになり、また、いずれのシーンも見逃すことがないので、その
使い勝手を格段に向上させることが可能となる。
【発明の効果】
【０００９】
　このように、この発明によれば、再生可能なコンテンツの一覧表示を使い勝手を向上さ
せた形で実行可能とした電子機器、同機器に適用される画面制御方法および画面制御プロ
グラムを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を参照してこの発明の実施形態を説明する。　
　図１は、この発明の実施形態に係るマルチメディア記録再生装置の動作環境を示す図で
ある。
【００１１】
　マルチメディア記録再生装置１は、テレビジョン放送データ、ビデオデータ、音楽デー
タおよび写真データといった複数の種類のコンテンツを取り扱い可能な多機能タイプの電
子機器であり、各コンテンツの画像データおよび音声データをＴＶ装置２から出力するこ
とができる。また、このマルチメディア記録再生装置１は、リモートコントローラ３を用
いて遠隔操作が行えるようになっている。
【００１２】
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　このマルチメディア記録再生装置１は、放送センタ４から放送されるテレビジョン放送
を受信してＴＶ装置２に表示するテレビ機能を有しており、このテレビ機能の付加機能と
して、インターネット５経由で番組情報提供サイト６が提供するテレビ番組表データを取
得する機能を備えている。このテレビ番組表データには、放送センタ４による各番組の放
送スケジュール（番組名および放送時間）のほか、例えば代表的な１シーンを切り出した
サムネイル画像、その内容の解説や出演者を示すテキスト、ジャンルの識別子など、様々
な情報が含まれている。
【００１３】
　また、このマルチメディア記録再生装置１は、受信したテレビジョン放送を記録するビ
デオ機能を有しており、このビデオ機能の主要な機能として、番組情報提供サイト６から
取得したテレビ番組表データを利用した録画予約機能を備えている。ある番組を録画した
場合、マルチメディア記録再生装置１は、テレビ番組表データに含まれる当該番組の情報
を記録映像の付属情報として記録する。このビデオ機能と前述のテレビ機能とは、同時に
稼働させることが可能であり、例えばＡチャンネルのテレビジョン放送の視聴中にＢチャ
ンネルのテレビジョン放送を録画することができる。つまり、このマルチメディア記録再
生装置１は、いわゆるマルチチューナ型の電子機器である。
【００１４】
　さらに、このマルチメディア記録再生装置１は、サーバ機能を有しており、家庭内に敷
設されたＬＡＮ（Local Area Network）７を介してオーディオ・ビジュアル（ＡＶ）機器
８やパーソナルコンピュータ（ＰＣ）９などと接続可能である。このサーバ機能は、ＡＶ
機器８から送信された音楽データやＰＣ９から送信された写真データを一元的に保管する
ためのものであり、この保管した音楽データまたは写真データは、リモートコントローラ
３からの再生指示を受けてＴＶ装置２から出力される。
【００１５】
　なお、音楽データや写真データの取り込みは、ＬＡＮ７経由のほか、マルチメディア記
録再生装置１に搭載された周辺装置を用いることにより、スタンドアロンな環境で実施す
ることも可能である。また、保管したデータの再生は、リモートコントローラ３からの指
示のほか、ＡＶ機器８やＰＣ９からの指示をＬＡＮ７経由でも受け付け、この場合、マル
チメディア記録再生装置１は、その要求されたデータを、要求元のＡＶ機器８やＰＣ９に
ＬＡＮ７経由で送信する。前述のテレビ機能およびビデオ機能についても、このＬＡＮ７
経由による指示の受け付けが可能であり、ユーザは、例えばマルチメディア記録再生装置
１が設置された部屋とは別の部屋で、ＰＣ９を使ってテレビジョン放送を視聴したり、あ
るいは録画予約や録画番組の視聴等を行うことができる。
【００１６】
　図２は、このマルチメディア記録再生装置１の機器構成を示す図である。　
　ＣＰＵ１０１は、このマルチメディア記録再生装置１全体の制御を司り、ノースブリッ
ジ１０２によってアクセス制御される主メモリ１０３に格納された各種プログラムを実行
する。この主メモリ１０３には、このマルチメディア記録再生装置１のユーザインタフェ
ースの一部を担う画面制御プログラムＡが格納されており、この画面制御プログラムＡに
よって、このマルチメディア記録再生装置１の特徴である画面制御が実現されるが、その
動作原理については後述する。
【００１７】
　ノースブリッジ１０２には、さらにサウスブリッジ１０４が接続されており、ＣＰＵ１
０１や主メモリ１０３は、ノースブリッジ１０２およびサウスブリッジ１０４を経由して
システムバスに接続されている。また、このサウスブリッジ１０４は、ハードディスクド
ライブ装置（ＨＤＤ）１０５や光ディスクドライブ装置（ＯＤＤ）１０６など、様々な周
辺装置を駆動制御する。テレビ番組表データ、ビデオデータ、音楽データおよび写真デー
タ等は、このＨＤＤ１０５やＯＤＤ１０６に記録される。
【００１８】
　屋上などに設置されるＴＶアンテナは、ＴＶアンテナコネクタ１０７を介してマルチメ
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ディア記録再生装置１と接続され、このＴＶアンテナコネクタ１０７から入力されたＴＶ
放送信号は、ＴＶチューナ１０８へ転送される。ＴＶチューナ１０８は、リモートコント
ローラ３またはＬＡＮ７経由のＰＣ９から視聴要求されたチャンネルのＴＶ放送番組デー
タを受信するためのものであり、この視聴要求に基づき、ＴＶ放送信号の受信およびチャ
ンネル選択を行う。
【００１９】
　ＴＶチューナ１０８によって受信された、あるチャネルのＴＶ放送番組データのビデオ
信号は、ＮＴＳＣデコーダ１０９に送られ、デジタルデータへの変換処理が施される。ま
た、オーディオ信号は、音声多重デコーダ１１０からオーディオＡ／Ｄコンバータ１１１
へ送られデジタル信号へ変換される。ＴＶチューナ１０８とオーディオＡ／Ｄコンバータ
１１１との間に介在する音声多重デコーダ１１０は、ＴＶ放送番組データに重畳されてい
る副音声などの音声多重信号の復調を必要に応じて実行するものである。
【００２０】
　ＮＴＳＣデコーダ１０９は、ビデオ入力端子１１６にも接続されており、例えばＤＶＤ
プレイヤなどの外部のビデオ機器からビデオ信号を入力することもできる。また、オーデ
ィオＡ／Ｄコンバータ１１１も、オーディオ入力端子１１７にも接続されており、外部の
オーディオ（ビデオ）機器からオーディオ信号を入力することもできる。
【００２１】
　ＭＰＥＧエンコーダ１１２は、入力されたビデオおよびオーディオデータをそれぞれ圧
縮符号化する。この圧縮符号化にはＭＰＥＧ２が用いられている。ＴＶチューナ１０８に
よって受信されたＴＶ放送番組データは、このＭＰＥＧエンコーダ１１２によって圧縮符
号化されてＭＰＥＧ２ストリームに変換される。この圧縮符号化されたＴＶ放送番組デー
タは、ＴＶ装置２による視聴の場合はＭＰＥＧデコーダ１１３に、ＬＡＮ７経由のＰＣ９
等による視聴の場合は後述する制御プロセッサ１２０に、ビデオ録画の場合はＨＤＤ１０
５にそれぞれ転送される。
【００２２】
　一方、ＭＰＥＧデコーダ１１３は、ＭＰＥＧ２形式に圧縮符号化されたＴＶ放送番組デ
ータを復号する。例えばＨＤＤ１０５に記録されている圧縮符号化されたＴＶ放送番組デ
ータをＴＶ装置２で視聴する場合には、ＨＤＤ１０５から読み出された、圧縮符号化され
たＴＶ放送番組データがＭＰＥＧデコーダ１１３に送られて復号される。
【００２３】
　ＭＰＥＧデコーダ１１３によって復号されたビデオデータは、グラフィックス部１１５
を経由した後ビデオ出力端子１１９を介してＴＶ装置２に送られ、また、同じくＭＰＥＧ
デコーダ１１３によって復号されたオーディオデータは、オーディオＤ／Ａコンバータ１
１４にてアナログ信号に変換された後、オーディオ出力端子１１８を介してＴＶ装置２に
送られる。グラフィックス部１１５は、ＭＰＥＧデコーダ１１３によって復号されたビデ
オデータにＣＰＵ１０１が作成した画像データを重畳させることができる。また、このグ
ラフィック部１１５は、ＣＰＵ１０１からの指示に応じて、その重畳させる画像データの
透過度を設定することができる。つまり、ＣＰＵ１０１が作成した画像データをＭＰＥＧ
デコーダ１１３によって復号されたビデオデータに重畳させるべく画像合成を行う際、そ
の透過度をコントロールすることにより、ＣＰＵ１０１が作成した画像データを透かして
ＭＰＥＧデコーダ１１３によって復号されたビデオデータを観賞できる画像を作成するこ
とが可能である。
【００２４】
　ＷＡＮコネクタ１２２は、インターネット５との間のデータ送受信に用いられる端子で
あり、一方、ＬＡＮコネクタ１２３は、ＬＡＮ７との間のデータ送受信に用いられるに端
子である。ネットワークコントローラ１２１は、ＷＡＮコネクタ１２２を介したインター
ネット５との間のデータ送受信と、ＬＡＮコネクタ１２３を介したＬＡＮ７との間のデー
タ送受信とを制御するネットワーク制御デバイスである。そして、制御プロセッサ１２０
は、このネットワークコントローラ１２１を、ＣＰＵ１０１からの指示に応じて駆動制御
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するものである。
【００２５】
　赤外線受信部１２４は、リモートコントローラ３が送出する赤外線信号を受信し、その
赤外線信号が示す操作内容をＣＰＵ１０１に伝達する。より具体的には、赤外線信号の受
信時、赤外線受信部１２４は、その操作情報を内蔵レジスタに格納するとともに、ＣＰＵ
１０１に対する割り込みを発生させ、この割り込みに応答してＣＰＵ１０１が内蔵レジス
タの参照を要求してきたら、その操作情報をシステムバスに出力する。
【００２６】
　次に、図３乃至図５を参照して、このマルチメディア記録再生装置１が実行する画面制
御の流れについて説明する。図３および図４は、このマルチメディア記録再生装置１にお
ける画面の遷移を示す図、図５は、このマルチメディア記録再生装置１の遠隔操作に用い
るリモートコントローラ３の外観を示す図である。
【００２７】
　前述したように、このマルチメディア記録再生装置１は、テレビジョン放送データ、ビ
デオデータ、音楽データおよび写真データといった複数の種類のコンテンツを取り扱い可
能な多機能タイプの電子機器である。そこで、その電源投入が指示された場合、画面制御
プログラムＡは、どのカテゴリのコンテンツを利用するのかを選択させるための画面ａ１
を初期画面として表示する。
【００２８】
　この電源投入は、図５に示すリモートコントローラ３のボタンｂ１を押下することによ
って指示する。また、どのカテゴリのコンテンツを利用するかは、ボタンｂ２～ｂ５のい
ずれを押下するかによって選択する。そして、これらのボタンが押下されると、画面制御
プログラムＡは、初期画面である画面ａ１から各カテゴリ別の画面ａ２１～ａ２３へと画
面の切り換えを実行する。
【００２９】
　この画面ａ２１～ａ２４の各画面では、そのカテゴリ内で現在利用可能なコンテンツの
タイトルリストが一覧表示される。このタイトルリストには、各コンテンツの内容を視覚
的に容易に把握できるように、タイトルのほか、サムネイル画像等の種々の情報が提示さ
れるようになっている。そして、このタイトルリストを参照したユーザは、上下左右の４
方向を移動可能なボタンｂ６を操作して所望のコンテンツを選択し、ボタンｂ７またはボ
タンｂ８を押下することによりその利用の開始を指示する。一方、この操作を受けた画面
制御プログラムＡは、画面ａ２１～ａ２４から選択されたコンテンツの画像表示を行う画
面ａ３１～ａ３４－２へと画面の切り換えを実行する。このように、ユーザは、テレビジ
ョン放送データ、ビデオデータ、音楽データおよび写真データの各カテゴリのコンテンツ
を任意に選択して利用することができる。
【００３０】
　次に、この画面ａ３１～ａ３４－２のいずれかの画面でコンテンツを利用中、「他に何
かいいコンテンツがないか？」などとユーザが考えた場合を考えてみる。この場合、この
マルチメディア記録再生装置１では、リモートコントローラ３のボタンｂ９を押下するこ
とにより、利用中のコンテンツの画像表示を維持しながら、指定されたカテゴリ内で現在
利用可能なコンテンツのタイトルリストを一覧表示することが可能である。
【００３１】
　いま、画面ａ３１でテレビ番組を視聴中、ボタンｂ９が押下されたとすると、画面制御
プログラムＡは、図４中の画像ａ４１に示すごとく、視聴中のテレビ番組の画像に重畳さ
せて、現在放送中のテレビ番組のタイトルリストを一覧表示する。この画像合成は、グラ
フィック部１１５によってなされるが、この時、画面制御プログラムＡは、この重畳させ
るタイトルリストの透過度を適切に設定することによって、当該タイトルリストを透かし
てテレビ番組の画像を観賞できるように制御する。
【００３２】
　同様に、画面ａ３２で録画番組を再生中、ボタンｂ９が押下されたとすると、画面制御
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プログラムＡは、図４中の画像ａ４２に示すごとく、現在再生可能な録画番組のタイトル
リストを一覧表示する。音楽データおよび写真データの再生中におけるボタンｂ９の押下
についても同様である（画面ａ４３，ａ４４）。
【００３３】
　図６は、ある録画番組の再生中にリモートコントローラ３のボタンｂ９が押下された場
合の画面の一例を示す図である。図６に示すように、ユーザは、再生中の録画番組の画像
表示を見続けながら、録画番組のタイトルリストを併せて見ることができる。また、画面
制御プログラムＡは、ボタンｂ６による上下方向への移動指示に応じて、このタイトルリ
ストをスクロールすることにより、多数のタイトルを限られた表示スペースで提示するこ
とを実現している。そして、このボタンｂ６の操作によりいずれかのタイトルが選択され
た状態でボタンｂ７またはボタンｂ８が押下されると、画面制御プログラムＡは、再生中
の録画番組の画像表示を停止し、その選択指示された録画番組の再生、つまり画像表示を
開始する。また、この選択指示された録画番組の画像表示が開始された場合には、画面制
御プログラムＡは、タイトルリストの一覧表示を消去する。一方、再生中の録画番組と切
り換えてでも見たいと思わせる録画番組が特に存在しなかった場合には、ボタンｂ１１を
押下することにより、このタイトルリストをそのまま消去することができる。
【００３４】
　なお、この時に一覧表示されるタイトルリストにおいても、画面ａ２１～ａ２４の画面
で一覧表示されるタイトルリストと比較すれば、いわゆる簡略版にはなるものの、各コン
テンツの内容を視覚的に容易に把握できるように、タイトルのほか、サムネイル画像等の
種々の情報が提示される。
【００３５】
　また、このタイトルリストの一覧表示は、利用中のコンテンツと異なるカテゴリ内のコ
ンテンツについても行うことができ、例えば、図６に示した録画番組の再生中における録
画番組のタイトルリストの一覧表示の際に、ボタンｂ６による左方向への移動指示がなさ
れると、画面制御プログラムＡは、この録画番組のタイトルリストに代えて、現在放送中
のテレビ番組のタイトルリストを一覧表示する。そして、この時も、画面制御プログラム
Ａは、再生中の録画番組の画像表示を維持し続ける。つまり、ユーザは、再生中の録画番
組の画像表示を見続けながら、現在放送中のテレビ番組のタイトルリストを併せて見るこ
とができる。また、ボタンｂ６の操作によりいずれかのタイトルが選択された状態でボタ
ンｂ７またはボタンｂ８が押下されると、画面制御プログラムＡは、再生中の録画番組の
画像表示を停止し、その選択指示されたテレビ番組の画像表示を開始する。
【００３６】
　このように、このマルチメディア記録再生装置１は、いずれかのコンテンツの画像を見
ながら、その時に利用可能なコンテンツの一覧表示を併せて見ることができる。また、そ
の一覧表示から所望のコンテンツを見つけた場合には、そのコンテンツの利用に簡単に切
り換えることが可能である。
【００３７】
　また、このタイトルリストの一覧表示中、いずれかのタイトルが選択された状態でボタ
ンｂ１０が押下されると、画面制御プログラムＡは、そのタイトルリストの一覧表示に代
えて、利用中のコンテンツの画像に重畳させて、その選択されたコンテンツの詳細情報を
表示する（図４：画面ａ４１～ａ４４→画面ａ５１）。例えば、図６に示した録画番組の
タイトルリストの一覧表示中、最上段の行に表示されたタイトル「ＸＸＸＸ」のコンテン
ツを選択した状態でボタンｂ１０を押下すると、図７に示すように、ユーザは、再生中の
録画番組の画像表示を見続けながら、このタイトル「ＸＸＸＸ」のコンテンツの詳細情報
を併せて見ることができる。
【００３８】
　この詳細情報の表示は、ボタンｂ１１が押下されるか、あらかじめ定められた時間が経
過するまで（タイムアウト）継続され、このボタンｂ１１の押下またはタイムアウトの発
生時、画面制御プログラムＡは、直前のタイトルリストの一覧表示に復帰する。
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【００３９】
　次に、図８のフローチャートを参照して、いずれかのコンテンツの利用中にタイトルリ
ストの一覧表示が指示された場合の動作手順について説明する。
【００４０】
　例えば録画番組の再生中にタイトルリストの一覧表示が指示されると、画面制御プログ
ラムＡは、まず、同一カテゴリである録画番組のタイトルリストを再生中の録画番組の画
像に重畳させて表示する（ステップＳ１）。このタイトルリストの一覧表示後、その表示
対象とするカテゴリの切り換えを指示されると（ステップＳ２のＹＥＳ）、画面制御プロ
グラムＡは、切り換え先のカテゴリ内におけるコンテンツのタイトルリストの一覧を再生
中の録画番組の画像に重畳させて表示する（ステップＳ３）。
【００４１】
　また、再生中の録画番組の画像に重畳させて表示したタイトルリストの一覧の中からい
ずれかのタイトルのコンテンツの利用を指示されると（ステップＳ４のＹＥＳ）、画面制
御プログラムＡは、再生中のコンテンツの利用を停止するとともに（ステップＳ５）、新
たに選択されたコンテンツの利用を開始する（ステップＳ６）。この切り換え前のコンテ
ンツと切り換え後のコンテンツとは、カテゴリが同一であってもよいし、異なっていても
よい。また、この切り換え時、画面制御プログラムＡは、タイトルリストの一覧表示を消
去する。
【００４２】
　さらに、画面制御プログラムＡは、再生中の録画番組の画像に重畳させて表示したタイ
トルリストの一覧の中からいずれかのタイトルのコンテンツの詳細情報表示が指示される
と（ステップＳ７のＹＥＳ）、そのタイトルリストの一覧に代えて、選択されたコンテン
ツの詳細情報を再生中の録画番組の画像に重畳させて表示する（ステップＳ８）。この詳
細情報の表示後、画面制御プログラムＡは、タイトルリストの一覧表示への復帰指示また
はタイムアウトの発生を待機し（ステップＳ９）、そのいずれかが発生したら（ステップ
Ｓ９のＹＥＳ）、直前に表示していたタイトルリストの一覧を再生中の録画番組の画像に
重畳させて表示する（ステップＳ１０）。
【００４３】
　そして、再生中の録画番組の画像に重畳させて表示したタイトルリストの一覧の中から
いずれのタイトルの利用も指示されることなく、そのまま復帰指示がなされると（ステッ
プＳ１１のＹＥＳ）、画面制御プログラムＡは、このタイトルリストの一覧表示を消去す
る（ステップＳ１２）。
【００４４】
　以上のように、このマルチメディア記録再生装置１によれば、利用中のコンテンツの画
像表示を見続けながら、カテゴリが同一か否かに関わらず、現在利用可能なコンテンツの
タイトル一覧を併せて見ることができ、必要であれば、その一覧表示された各コンテンツ
の詳細情報も見ることができる。さらに、利用中のコンテンツよりも関心の高いコンテン
ツが見つかったような場合、カテゴリが同一か否かに関わらず、その画面上での操作で利
用するコンテンツの切り換えを簡単に行うことができる。これにより、その使い勝手を格
段に向上させることが可能となる。
【００４５】
　なお、前述した実施形態では、テレビ番組の詳細情報をインターネット５経由で番組情
報提供サイト６から取得する例を説明したが、これに限定されるものではなく、例えば放
送センタ４からテレビジョン放送信号に含めて発信される場合には、これを取得するよう
にしてもよい。
【００４６】
　つまり、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体化できる。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
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【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の実施形態に係るマルチメディア記録再生装置の動作環境を示す図
【図２】同実施形態のマルチメディア記録再生装置の機器構成を示す図
【図３】同実施形態のマルチメディア記録再生装置の画面遷移を示す第１の図
【図４】同実施形態のマルチメディア記録再生装置の画面遷移を示す第２の図
【図５】同実施形態のマルチメディア記録再生装置の遠隔操作に用いるリモートコントロ
ーラの外観を示す図
【図６】同実施形態のマルチメディア記録再生装置によるタイトルリストの一覧表示例を
示す図
【図７】同実施形態のマルチメディア記録再生装置によるコンテンツ詳細情報の表示例を
示す図
【図８】同実施形態のマルチメディア記録再生装置における画面制御の動作手順を示すフ
ローチャート
【符号の説明】
【００４８】
　１…マルチメディア記録再生装置、２…テレビジョン（ＴＶ）装置、３…リモートコン
トローラ、４…放送センタ、５…インターネット、６…番組情報提供サイト、７…ローカ
ルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、１０１…ＣＰＵ、１０２…ノースブリッジ、１０３…
主メモリ、１０４…サウスブリッジ、１０５…ハードディスクドライブ装置（ＨＤＤ）、
１０６…光（磁気）ディスクドライブ装置（ＯＤＤ）、１０７…ＴＶアンテナコネクタ、
１０８…ＴＶチューナ、１０９…ＮＴＳＣデコーダ、１１０…音声多重デコーダ、１１１
…オーティオＡ／Ｄコンバータ、１１２…ＭＰＥＧエンコーダ、１１３…ＭＰＥＧデコー
ダ、１１４…オーディオＤ／Ａコンバータ、１１５…グラフィックス部、１１６…ビデオ
入力端子、１１７…オーディオ入力端子、１１８…オーディオ出力端子、１１９…ビデオ
出力端子、１２０…制御プロセッサ、１２１…ネットワークコントローラ、１２２…ＷＡ
Ｎコネクタ、１２３…ＬＡＮコネクタ、１２４…赤外線受信部、Ａ…画面制御プログラム
（ＰＧＭ）。
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