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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツ信号の受信処理を行う少なくとも第１、第２の受信処理部と、
　上記第１，第２の受信処理部で得られる各コンテンツ信号を同時に記録媒体に記録又は
再生処理を行う記録再生処理部と、
　上記受信処理部から出力されるコンテンツ信号、又は上記記録媒体から再生されるコン
テンツ信号を所定の出力部に出力させる出力処理部と、
　ユーザー操作のための操作部と、
　上記操作部で指示されたチャンネルのコンテンツ信号を、上記第１の受信処理部で得て
上記出力部に出力させながら、第１のコンテンツファイルとして上記記録媒体へ記録して
おり、また、上記第２の受信処理部で得られる或るチャンネルのコンテンツ信号を第２の
コンテンツファイルとして上記記録媒体に記録している、同時記録実行中に、上記操作部
により頭出しサーチ、早戻しサーチ、早送りサーチ又は変速再生である再生関連操作が行
われた場合、上記第１、第２の受信処理部が同一チャンネルの受信処理を行っているので
あれば、上記第２のコンテンツファイルに対する上記再生関連操作に係る再生関連処理を
実行させ、上記第１、第２の受信処理部が異なるチャンネルの受信処理を行っているので
あれば、上記第１のコンテンツファイルに対する上記再生関連操作に係る再生関連処理を
実行させる制御部と、
　を備えたことを特徴とする記録再生装置。
【請求項２】
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　上記コンテンツ信号の記録は、放送コンテンツを録画することを特徴とする請求項１に
記載の記録再生装置。
【請求項３】
　上記コンテンツ信号の記録は、オーディオ放送を録音することを特徴とする請求項１に
記載の記録再生装置。
【請求項４】
　上記第１のコンテンツファイルとして上記記録媒体への記録は、上記操作部の操作に応
じて開始されることを特徴とする請求項１に記載の記録再生装置。
【請求項５】
　上記操作部の操作に応じて、チャンネル切り換え時点からのコンテンツを上記第１のコ
ンテンツファイルとして上記記録媒体への記録することを特徴とする請求項１に記載の記
録再生装置。
【請求項６】
　上記第２のコンテンツファイルとして上記記録媒体への記録は、予約録画、自動録画、
又は手動録画としての通常録画による記録であることを特徴とする請求項１に記載の記録
再生装置。
【請求項７】
　上記自動録画は、ユーザーの視聴履歴又は録画履歴から自動的にコンテンツを選択して
行う録画であることを特徴とする請求項８に記載の記録再生装置。
【請求項８】
　上記記録媒体に記録される上記第１、第２のコンテンツファイルには各々ユニークなコ
ードが付されることを特徴とする請求項１に記載の記録再生装置。
【請求項９】
　コンテンツ信号の受信処理を行う少なくとも第１、第２の受信処理部と、
　上記第１，第２の受信処理部で得られる各コンテンツ信号を同時に記録媒体に記録又は
再生処理を行う記録再生処理部と、
　上記受信処理部から出力されるコンテンツ信号、又は上記記録再生処理部によって記録
媒体から再生されるコンテンツ信号を所定の出力部に出力させる出力処理部と、
　ユーザー操作のための操作部と、
　を備える記録再生装置における再生処理方法として、
　上記操作部で指示されたチャンネルのコンテンツ信号を、上記第１の受信処理部で得て
上記出力部に出力させながら、第１のコンテンツファイルとして記録媒体へ記録する第１
の受信及び記録ステップと、
　上記第２の受信処理部で得られる或るチャンネルのコンテンツ信号を第２のコンテンツ
ファイルとして記録媒体に記録する第２の受信及び記録ステップと、
　上記第１，第２の受信及び記録ステップが同時に実行されているときに上記操作部によ
り頭出しサーチ、早戻しサーチ、早送りサーチ又は変速再生である再生関連操作が行われ
た場合、上記第１、第２の受信処理部が同一のチャンネルの受信処理を行っていれば上記
第２のコンテンツファイルに対する上記再生関連操作に係る再生関連処理を実行させ、上
記第１、第２の受信処理部が異なるチャンネルの受信処理を行っているのであれば、上記
第１のコンテンツファイルに対する上記再生関連操作に係る再生関連処理を実行させる再
生ステップと、
　を備えることを特徴とする再生処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放送コンテンツ等のコンテンツ信号を受信し、また記録再生することのでき
る記録再生装置、及びその再生処理方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　近年、ＨＤＤ（Hard Disc Drive）やＤＶＤ（Digital Versatile Disc）等の記録媒体
を用いたビデオレコーダのように、放送コンテンツ（番組等）を記録する記録装置が開発
されている。
　そしてこれらの機器にも適用できる技術として、例えば下記特許文献のように、テレビ
ジョン放送等の録画に関する処理が各種提案され、ユーザーの操作性、利便性の向上など
が図られている。特に特許文献にも記載されているように放送の受信処理手段としてのチ
ューナを複数搭載したものも知られている。
【特許文献１】特開２００２－１５２６３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　これらの放送受信／録画用途の機器では、例えばテレビジョン放送の受信チューナを複
数搭載することで、或る番組を見ながら、他の番組を録画するという機能が実現されてい
る。
　また近年、同時に２つ以上の録画処理を行うことができる機器も開発されている。
　例えばＨＤＤを記録媒体として利用する機器では、チューナ及び記録用のエンコードを
行う回路系が２系統あれば、１つのＨＤＤを用いて、時分割処理などで複数の放送コンテ
ンツの録画を同時に実行できる。もちろん複数のＨＤＤを備えていたり、ＨＤＤとＤＶＤ
ドライブ部を備える機器などでも同様である。
【０００４】
　ところで複数のチューナを備えた受信／録画機器においては、一般的には一方のチュー
ナ（録画用チューナ）では例えば予約録画などに応じた録画のために使用され、他方のチ
ューナ（リアルタイムのライブ視聴に用いるチューナ：以下「ライブ用チューナ」）では
、ユーザーのチャンネル操作に応じた視聴のために用いられる。
　そして、さらに各チューナで得られた放送コンテンツを同時に録画できる受信／録画装
置では、録画用チューナの受信番組とライブ用チューナの受信番組を同時に並行して録画
できることから、ライブ用チューナでユーザーのチャンネル操作に応じて受信し、視聴の
ためにディスプレイに出力している放送コンテンツを、同時に録画することも行われてい
る。
【０００５】
　この様子を図５に示す。
　図５（ａ）（ｂ）（ｃ）では、ライブ用チューナで受信された放送コンテンツの出力や
録画の様子を示し、また図５（ｄ）（ｅ）では録画用チューナで受信された放送コンテン
ツの録画の様子を示している。
　図５（ｄ）（ｅ）のように例えば録画用チューナでは、録画予約、或いはユーザーの操
作に応じて、ｔ０時点からチャンネル１（以下、放送局のチャンネルを「ｃｈ」として記
す）の録画を行っているものとする。即ち録画用チューナの選局チャンネルはｃｈ１とさ
れ、ｃｈ１の放送コンテンツを復調する。その放送コンテンツは録画処理のために所定の
エンコードが施され、例えばＨＤＤ等の記録部に供給される。即ちｃｈ１の放送映像が録
画される。
【０００６】
　一方、ライブ用チューナでは、ユーザーのチャンネル操作に応じて受信復調処理を行う
。そしてライブ用チューナで得られた放送コンテンツの映像は、ユーザの視聴のためにデ
ィスプレイに出力されるとともに、例えばＨＤＤ等に記録される。なお、このような視聴
している映像の録画を、上記録画用チューナを用いた録画と区別するため、説明上「ライ
ブ録画」と言うこととする。また、上記録画用チューナを用いた録画を「通常録画」とす
る。
　図５（ａ）（ｂ）（ｃ）に示すように、例えばｔ０時点でユーザーがｃｈ１０を選局操
作したとすると、ライブ録画としてｃｈ１０の映像が録画され、また出力映像としてｃｈ
１０のライブ映像がディスプレイに表示されてユーザーの視聴に供される。
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　もし、ｔ１時点でユーザーがｃｈ４に切り換える操作を行うと、ｔ１時点からはライブ
録画としてはｃｈ４の映像が録画され、また出力映像としてｃｈ４のライブ映像がディス
プレイに表示される。さらにｔ２時点でユーザーがｃｈ１に切り換える操作を行うと、ｔ
２時点からはライブ録画としてはｃｈ１の映像が録画され、また出力映像としてｃｈ１の
ライブ映像がディスプレイに表示される。
【０００７】
　このような機器では、ライブ映像の視聴中にライブ録画を行っていることにより、ユー
ザーが再生関連操作を行うと、ライブ録画した映像を再生させることができるようにされ
ている。なお、再生関連操作とは、例えば頭出し、早戻し、早送り等のサーチ、通常再生
、変速再生など、記録媒体からの再生映像をディスプレイに表示させる状況にかかる操作
のことである。
　例えばライブ用チューナでｃｈ４を受信しているｔ１～ｔ２の期間内のある時点でユー
ザーが早戻し等の操作を行えば、ｃｈ４のライブ映像に代わってｃｈ４のライブ録画の再
生映像をディスプレイに表示させることができる。これによって、例えば見ている番組の
直前のシーンなどを見直すことができる。
【０００８】
　ところでライブ録画は、あくまでチャンネル操作に応じて開始される。つまり或るチャ
ンネルの番組を見ている場合、そのチャンネルに切り換えられた時点からの映像がライブ
録画されており、その時点からの映像が任意に再生できるものである。
　例えばｃｈ１の番組を視聴しているｔ３時点でユーザーが頭出し操作を行ったとすると
、ｔ２時点からライブ録画されていたファイル（例えばＨＤＤに現在記録を行っているコ
ンテンツファイル）が再生されることになり、頭出し操作でそのファイルの先頭を再生さ
せようとしたわけであるから、ｔ２時点からの映像が再生されることになる。
　従って、図５（ｃ）に示すように、ディスプレイに表示される映像は、ｔ３時点での頭
出し操作によっては、ｃｈ１の番組のその時点の映像から、ライブ録画されていたｃｈ１
の番組のｔ２時点からの映像に切り替わることになる。
【０００９】
　ここで、図示するように、録画用チューナを使用した通常録画として、ｔ０時点から始
まったｃｈ１の番組を録画していたとする。つまりユーザーは、ｔ０時点から録画してい
る番組を、途中のｔ２時点からライブ視聴している状況を想定する。この場合、ユーザー
からすれば、番組を途中から見るのではなく、番組を最初から（つまりｔ０時点の番組内
容から）見たいと思うことが多い。
　そこでライブ視聴から再生視聴に切り換えて最初から見ようとしても、頭出し操作によ
っては上記のようにライブ録画されたファイルが再生される。このためｔ２時点からの番
組内容しか見ることができない。
【００１０】
　上記のように、ライブ視聴中に再生関連操作が行われた際に、そのライブ視聴中にライ
ブ録画された映像ファイルについての操作であると機器が認識して、ライブ録画された映
像の再生処理がなされるのは、通常、それがユーザーの使用上で好適であるとされるため
である。換言すれば、例えばライブ視聴中の番組の直前のシーンを見たいときに、複雑な
メニュー操作やモード操作等を行わなければライブ録画映像が見られないようでは、非常
に操作性が悪いものとなってしまうためである。
　このようなことから、ライブ視聴中の再生関連操作によっては、ライブ録画されたファ
イルの再生処理が行われるが、すると上述の通り、録画用チューナを用いた通常録画によ
り、例えばｃｈ１の番組を始めから録画しているにもかかわらず、ライブ視聴中の頭出し
操作によって番組の始めからの再生映像を見ることができないものとなる。
　例えばユーザーが見たい番組の途中から視聴を開始したが、せっかく録画しているので
、やはり始めから見たいと思った場合などは、頭出し操作のワンタッチで番組の最初から
の映像が再生されると、非常に好適であるが、そのような再生処理はなされないことにな
る。



(5) JP 4244752 B2 2009.3.25

10

20

30

40

50

【００１１】
　もちろん、ユーザーの操作によっては、録画用チューナ側で録画された（もしくは録画
中の）放送コンテンツの再生を行わせることは可能である。
　例えばメニュー操作などにより、録画された（もしくは録画中の）タイトル一覧画面等
を開き、現在録画用チューナ側で受信して録画中であるタイトル（ｔ０時点から通常録画
を開始したｃｈ１の録画映像のファイル）を選択して再生操作をすることで、上記の場合
にユーザーが見たいと思った番組の最初からの再生映像を見ることができる。
　しかしながらこのような操作は、面倒で煩わしいものとなりユーザーにとって好ましく
ない。
【００１２】
　以上のことをまとめると、録画用チューナを利用した通常録画と、視聴中のチャンネル
の番組のライブ録画を同時に行う機器においては、ユーザーの操作性を考えると、視聴中
の再生関連操作は、その時点でライブ録画されているファイルを対象とする操作と認識し
て再生処理を行うことが好適である。ところが、もし録画用チューナを利用した通常録画
と、視聴中のチャンネルの番組のライブ録画が、同一のチャンネルの録画という状況にな
った場合は、再生関連操作によってライブ録画のファイルの再生処理が行われることは、
ユーザーにとって好適な操作性とはならない場合がある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　そこで本発明は、複数の受信処理手段を備え、各受信処理手段で受信された放送コンテ
ンツ信号等を同時に記録再生できるビデオレコーダのような記録再生装置において、ユー
ザーの操作性を良好とし、利便性を向上させることを目的とする。
【００１４】
　本発明の記録再生装置は、コンテンツ信号の受信処理を行う少なくとも第１、第２の受
信処理部と、上記第１，第２の受信処理部で得られる各コンテンツ信号を同時に記録媒体
に記録又は再生処理を行う記録再生処理部と、上記受信処理部から出力されるコンテンツ
信号、又は上記記録媒体から再生されるコンテンツ信号を所定の出力部に出力させる出力
処理部と、ユーザー操作のための操作部と、上記操作部で指示されたチャンネルのコンテ
ンツ信号を、上記第１の受信処理部で得て上記出力部に出力させながら、第１のコンテン
ツファイルとして上記記録媒体へ記録しており、また、上記第２の受信処理部で得られる
或るチャンネルのコンテンツ信号を第２のコンテンツファイルとして上記記録媒体に記録
している、同時記録実行中に、上記操作部により頭出しサーチ、早戻しサーチ、早送りサ
ーチ又は変速再生である再生関連操作が行われた場合、上記第１、第２の受信処理部が同
一チャンネルの受信処理を行っているのであれば、上記第２のコンテンツファイルに対す
る上記再生関連操作に係る再生関連処理を実行させ、上記第１、第２の受信処理部が異な
るチャンネルの受信処理を行っているのであれば、上記第１のコンテンツファイルに対す
る上記再生関連操作に係る再生関連処理を実行させる制御部とを備える。
　上記コンテンツ信号の記録とは、放送コンテンツを録画や、オーディオ放送の録音等で
ある。
【００１５】
　本発明の再生処理方法は、コンテンツ信号の受信処理を行う少なくとも第１、第２の受
信処理部と、上記第１，第２の受信処理部で得られる各コンテンツ信号を同時に記録媒体
に記録又は再生処理を行う記録再生処理部と、上記受信処理部から出力されるコンテンツ
信号、又は上記記録再生処理部によって記録媒体から再生されるコンテンツ信号を所定の
出力部に出力させる出力処理部と、ユーザー操作のための操作部とを備える記録再生装置
における再生処理方法である。そして、上記操作部で指示されたチャンネルのコンテンツ
信号を、上記第１の受信処理部で得て上記出力部に出力させながら、第１のコンテンツフ
ァイルとして記録媒体へ記録する第１の受信及び記録ステップと、上記第２の受信処理部
で得られる或るチャンネルのコンテンツ信号を第２のコンテンツファイルとして記録媒体
に記録する第２の受信及び記録ステップと、上記第１，第２の受信及び記録ステップが同
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時に実行されているときに上記操作部により頭出しサーチ、早戻しサーチ、早送りサーチ
又は変速再生である再生関連操作が行われた場合、上記第１、第２の受信処理部が同一の
チャンネルの受信処理を行っていれば上記第２のコンテンツファイルに対する再生関連処
理を実行する再生ステップとを実行させ、上記第１、第２の受信処理部が異なるチャンネ
ルの受信処理を行っていれば上記第１のコンテンツファイルに対する再生関連処理を実行
する。
【００１６】
　このような本発明では、第１の受信処理部で受信復調されるコンテンツの映像等をライ
ブ視聴中のユーザーが、頭出しサーチ、早戻しサーチ、早送りサーチ又は変速再生である
再生関連操作を行った場合に、記録されたコンテンツファイルの内でユーザーにとって最
も適切なコンテンツファイルの再生処理が行われる。
　即ち、ユーザーの視聴中の再生関連操作は、通常、視聴中の番組の再生映像を求めるも
のであるため、第１の受信処理部で得られるコンテンツのライブ録画と、第２の受信処理
部で得られるコンテンツの通常録画が異なるチャンネルの番組である場合は、ライブ録画
された映像（第１のコンテンツファイル）を再生処理することが適切である。一方、もし
、第１の受信処理部で得られるコンテンツのライブ録画と、第２の受信処理部で得られる
コンテンツの通常録画が同じチャンネルの番組である場合は、通常録画した映像（第２の
コンテンツファイル）は、番組の最初から録画されているものであることが多いため、ユ
ーザーが再生を求めた場合は、第２のコンテンツファイルの再生処理を行うことが適切と
なる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、第１の受信処理部で得られるコンテンツの視聴及びライブ録画（第１
のコンテンツファイルの録画）と、第２の受信処理部で得られるコンテンツの通常録画（
第２のコンテンツファイルの録画）が同時に実行されている場合、ユーザーが頭出しサー
チ、早戻しサーチ、早送りサーチ又は変速再生である再生関連操作を行った場合は、もし
第１，第２の受信処理部の受信チャンネルが異なれば、第１のコンテンツファイルの再生
処理が行われ、第１，第２の受信処理部の受信チャンネルが同一であれば、第２のコンテ
ンツファイルの再生処理が行われる。これによって、ユーザーが視聴中に再生を希望する
操作を行った場合に、適切なコンテンツファイルを対象として再生処理できることになる
。つまりユーザーにとっては、視聴中に、視聴中の番組についての直前の映像や番組の最
初からの映像を簡易な操作で見ることができるようになり、操作性や利便性を大きく向上
させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態として、アナログテレビジョン放送の番組をデジタル録画す
ることのできる記録再生装置（デジタルビデオレコーダ）を例に挙げて説明する。
　図１は、本実施の形態の、アナログ放送を受信し、デジタル録画できるるデジタルビデ
オレコーダのハードウェア構成例を示すブロック図である。
【００１９】
　チューナ１，２は、それぞれアナログテレビジョン放送に対応するチューナである。な
お、実施の形態ではアナログテレビジョン放送に対応する装置として説明するが、もちろ
ん地上波、衛星放送等としてのデジタル放送に対応するものとされてもよい。
　チューナ１、２は、図示せぬアンテナにより受信された複数の番組（放送コンテンツ）
の信号から、ＣＰＵ１５の制御に基づいて、ユーザが所望した番組の信号を抽出し、それ
ぞれＭＰＥＧ（Moving Picture Experts Group ）エンコーダ３，４に出力する。
【００２０】
　この場合、チューナ１はリアルタイムのライブ視聴に用いられるライブ用チューナとさ
れている。
　従って、ライブ用チューナ１はユーザーのチャンネル操作に応じて選局、受信、復調を
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行うものとなり、受信した番組の音声信号および映像信号を、ユーザーの視聴に供するた
めに音声信号処理回路９および映像信号処理回路１１にそれぞれ出力する。
　またライブ用チューナ１で得られる番組の映像信号および音声信号は、上記のようにＭ
ＰＥＧエンコーダ３にも出力され、録画のための処理が施されるが、これは視聴されてい
る番組が、そのままライブ録画されるようにしているためである。
【００２１】
　一方、チューナ２は、ライブ視聴ではない通常録画、即ち予約録画、自動録画（詳述し
ないが例えばユーザーの視聴履歴や録画履歴などから自動的に番組を選択して行う録画）
或いは手動録画（ユーザーの操作によって開始される録画）などを行うために設けられて
いる録画用チューナである。
　この録画用チューナ２で得られる番組の映像信号および音声信号は、上記のようにＭＰ
ＥＧエンコーダ３にも出力され、録画のための処理が施される。
【００２２】
　なお、この例ではライブ用チューナ１と録画用チューナ２を明確に分けるものとしてい
るが、複数のチューナがフレキシブルに一方がライブ用、他方が録画用として用いられる
用にすることもできる。
　その場合、構成的には、両方のチューナにより得られる映像信号、音声信号が、記録の
ためのエンコーダ系、及びユーザーの視聴のための音声／映像信号処理回路系に供給でき
るようにすればよい。
【００２３】
　ＭＰＥＧエンコーダ３，４は、それぞれチューナ１、２より供給された番組の信号に対
して、MPEG 方式に基づいて圧縮処理するなどしてエンコードする。すなわち映像記録（
録画）のためのエンコードを行う。
　圧縮等のエンコードが施されたデータは、バス２０を介してストレージ１８に供給され
記録される。例えば１つの番組が１つのビデオコンテンツのファイル（コンテンツファイ
ル）として記憶される。
　なお、記録されるコンテンツファイルは、それぞれにタイトルＩＤが付加される。これ
については後述する。
【００２４】
　ＭＰＥＧデコーダ５は、ストレージ１８に記憶されているMPEG 方式で圧縮されたコン
テンツファイルを再生した際に、その再生データストリームを、バス２０を介して読み出
し、そのデータストリームをデコードする。デコードされた音声信号および映像信号は、
音声信号処理回路９および映像信号処理回路１１に、それぞれ出力される。
　付加音発生回路６は、ユーザによりリモートコマンダ１４が操作された場合、その操作
音や付加音を生成し、音声信号処理回路９に出力する。
　映像デコーダ８は、ＶＲＡＭ（Video RAM ）７に蓄積されている表示用のイメージデー
タを読み出し、それを映像信号に変換する。変換された映像信号は、映像信号処理回路１
１に供給される。
【００２５】
　音声信号処理回路９は、チューナ１、２またはＭＰＥＧデコーダ５より供給された音声
データをD/A（Digital to Analog）変換し、音響処理、増幅処理等を行った後、接続され
たスピーカ１０に出力する。ただし、付加音発生回路６より付加音が供給されている場合
、音声信号処理回路９は、チューナ１、２またはMPEGデコーダ５より供給された音声デー
タをD/A変換した後、その音声信号と付加音を合成し、スピーカ１０に出力する。
　映像信号処理回路１１は、テレビチューナ１、２またはMPEGデコーダ７より供給された
映像データをD/A変換し、接続されたディスプレイ１２に出力する。ただし、映像デコー
ダ８より表示用のイメージデータが供給されている場合、映像信号処理回路１１は、テレ
ビチューナ１、２またはMPEGデコーダ５より供給された映像データと表示用のイメージデ
ータを合成した後、D/A変換し、ディスプレイ１２に出力する。
　スピーカ１０は、音声信号処理回路９より供給された音声信号を出力する。ディスプレ



(8) JP 4244752 B2 2009.3.25

10

20

30

40

50

イ１２は、映像信号処理回路１１より供給された映像信号を表示（再生）する。
　スピーカ１０，ディスプレイ１２は、当該録画装置としての機器内に一体的に設けられ
ていても良いし、別機器として接続されるものでもよい。
【００２６】
　リモコン受光部１３は、ユーザにより例えば赤外線出力のリモートコマンダー１４が操
作されると、その操作信号を受光し、電気信号による操作コマンド信号に変換してＣＰＵ
１５に出力する。もちろんリモートコマンダー１４は赤外線方式のみでなく、例えば電波
を用いたものでもよい。
　このリモートコマンダー１４およびリモコン受光部が、ユーザーが各種の操作入力を行
う部位となる。例えばチャンネル切換操作や再生関連操作などの各種ユーザー操作はリモ
ートコマンダー１４を用いて行われる。
　また、リモートコマンダー１４を用いた操作の際には、ディスプレイ１２を用いたＧＵ
Ｉとしてメニュー画面等が表示される。そのようなＧＵＩ表示のための映像信号は、上記
ＶＲＡＭ７，映像デコーダ８によって発生される。
　なお、図示していないが、リモートコマンダー１４だけでなく、機器筐体のパネル上に
操作子を形成し、各種操作入力を行うことができるようにしてもよい。
【００２７】
　ＣＰＵ（Central Processing Unit ）１５は、リモコン受光部１３より操作信号（コマ
ンド）が入力されると、ＲＯＭ（Read Only Memory ）１７またはストレージ１８に記憶
されているプログラムに従って、各種の処理を実行する。
　ＲＡＭ１６は、ＲＯＭ１７またはストレージ１８に記憶されている起動モジュールやＯ
Ｓ等のプラットフォームソフトウェアプログラム、アプリケーションプログラム、または
、その実行において適宜変化するパラメータを一時格納する。
　ＲＯＭ１７には、ＣＰＵ１５を動作させるプラットフォームソフトウェアモジュール、
および、起動モジュールが記憶されている。
　不揮発性ＲＡＭ１９は、例えば、メモリカードまたはフラッシュメモリで構成されてお
り、ユーザの認証情報、課金情報、および嗜好情報等を記憶する。
【００２８】
　ストレージ１８は、例えば、磁気ハードディスクまたは記録可能なDVD ディスクで構成
されており、ビデオコンテンツ、ビデオコンテンツに関連するデータ（メタデータ）、EP
G情報等が記憶されている。
　また上記のようにＭＰＥＧエンコーダ３，４によってエンコードされたデータが記録さ
れるものであり、すなわち当該録画装置において受信した放送コンテンツを録画する先の
メディアとなる。
【００２９】
　本例のデジタルビデオレコーダには、この図１に示したように、視聴用チューナ１およ
びMPEGエンコーダ３による系統によりライブ録画を実行できるとともに、録画用チューナ
２およびMPEGエンコーダ4の系統により、例えば予約録画、自動録画、手動録画などの通
常録画を実行できる。例えばＨＤＤを用いたストレージ１８に対するこれらの２系統の録
画は同時に実行できる。また、録画中のコンテンツファイルの再生も実行できる。
【００３０】
　本例において実行されるライブ録画及び通常録画の様子を図２で説明する。
　図２（ａ）（ｂ）（ｃ）では、ライブ用チューナ１での受信チャンネル、ライブ録画、
及びユーザー視聴のための出力映像の様子を示し、また図２（ｄ）（ｅ）では録画用チュ
ーナ２での受信チャンネルと受信された放送コンテンツの通常録画の様子を示している。
　図２（ｄ）（ｅ）のように例えば録画用チューナでは、予約録画、自動録画、又は手動
録画として、ｔ０時点からチャンネル１（ｃｈ１）の録画を行っているものとする。即ち
録画用チューナ２の選局チャンネルはｃｈ１とされ、ｃｈ１の放送コンテンツを復調する
。その復調された映像信号、音声信号はＭＰＥＧエンコーダ４において処理され、ストレ
ージ１８に供給されて１つのコンテンツファイルとして記録されていく。即ちｃｈ１の放
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送映像が録画される。
【００３１】
　一方、ライブ用チューナ１では、ユーザーのチャンネル操作に応じて受信復調処理を行
い、得られた放送コンテンツの映像信号、音声信号は、映像信号処理回路１１，音声信号
処理回路９に供給され、ディスプレイ１２及びスピーカ１０から出力される。それと同時
に、ライブ用チューナ１で得られた映像信号、音声信号はＭＰＥＧエンコーダ３において
処理され、ストレージ１８に供給されて１つのコンテンツファイルとして記録されていく
。即ち現在ユーザーが視聴している映像がライブ録画される。
　図２（ａ）（ｂ）（ｃ）に示すように、例えばｔ０時点でユーザーがｃｈ１０を選局操
作したとすると、ライブ録画としてｃｈ１０の映像が録画され、また出力映像としてｃｈ
１０のライブ映像がディスプレイ１２に表示されてユーザーの視聴に供される。
　ｔ１時点でユーザーがリモートコマンダー１４を用いてｃｈ４に切り換える操作を行う
と、ｔ１時点からはライブ録画としてはｃｈ４の映像が録画され、また出力映像としてｃ
ｈ４のライブ映像がディスプレイに表示される。
　さらにｔ２時点でユーザーがｃｈ１に切り換える操作を行うと、ｔ２時点からはライブ
録画としてはｃｈ１の映像が録画され、また出力映像としてｃｈ１のライブ映像がディス
プレイに表示される。
【００３２】
　なお、ストレージ１８において記録されるコンテンツファイルは、番組（１つの録画単
位）毎に異なるタイトルＩＤが付与される。
　例えば図２（ｅ）のように予約録画等により録画されるコンテンツファイルは、１つの
タイトルＩＤが設定される。また図２（ｂ）のライブ録画については、チャンネルが切り
換えられる時点で１つのコンテンツファイルが生成されるものとなり、それぞれ１つのタ
イトルＩＤが付与される。
　例えばｔ０～ｔ１時点のｃｈ１０の映像を録画したものが１つのコンテンツファイルと
され、１つのタイトルＩＤが付される。またｔ１～ｔ２時点のｃｈ４の映像を録画したも
のが１つのコンテンツファイルとされ、１つのタイトルＩＤが付される。
【００３３】
　図３には、ｔ２時点以降での、ストレージ１８に形成されるコンテンツファイルの様子
を示している。
　コンテンツファイルＦＬ１，ＦＬ２・・・は、それ以前に録画されたコンテンツファイ
ルを示しており、それぞれタイトルＩＤ（ＩＤ１，ＩＤ２・・・）としてユニークなコー
ドが付与される。
　ｔ２時点以降の期間は、ユーザーがｃｈ１を視聴しているため、ｃｈ１のライブ録画が
行われている。このため、ライブ用チューナ１で得られた映像信号及び音声信号の録画が
図示するコンテンツファイルＦＬｍとして記録されている状態である。
　また、録画用チューナ２により得られる映像信号及び音声信号の通常録画としては、ｔ
０時点以降継続してｃｈ１の番組について行われている。これがコンテンツファイルＦＬ
ｎとして記録されている。
　そしてこの場合、コンテンツファイルＦＬｍにはタイトルＩＤ（ＩＤｍ）が付与され、
コンテンツファイルＦＬｎにはタイトルＩＤ（ＩＤｎ）が付与された状態を示している。
【００３４】
　本例のデジタルビデオレコーダでは、ライブ映像の視聴中にライブ録画を行っているこ
とにより、ユーザーが再生関連操作を行うと、視聴中の番組の再生映像を出力させること
ができるようにされている。上述もしたが、再生関連操作とは、例えば頭出し、早戻し、
早送り等のサーチ、通常再生、変速再生など、記録媒体からの再生映像をディスプレイに
表示させる状況にかかる操作のことである。
　例えばライブ用チューナ１でｃｈ４を受信しているｔ１～ｔ２の期間内のある時点でユ
ーザーが早戻し等の操作を行えば、ｃｈ４のライブ録画によるコンテンツファイルをスト
レージ１８から再生し、その再生映像をｃｈ４のライブ映像に代わってディスプレイ１２
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に表示させることができる。これによって、例えば見ている番組の直前のシーンなどを見
直すことができる。
【００３５】
　但し、このように視聴中の再生関連操作に応じて、ライブ録画されたコンテンツファイ
ルを再生処理するのは、ライブ用チューナ１と録画用チューナ２のチャンネルが同一では
ない場合である。つまりその時点で通常録画しているコンテンツファイルと、ライブ録画
にかかるコンテンツファイルとが異なる番組である場合、もしくは通常録画が行われてい
ない場合である。
　もし再生関連操作が行われた際に、ライブ用チューナ１と録画用チューナ２のチャンネ
ルが同一であった場合、つまりその時点で通常録画しているコンテンツファイルと、ライ
ブ録画にかかるコンテンツファイルが同じ番組であったら、その再生関連操作に応じて再
生処理するコンテンツファイルは、録画用チューナ２を用いて通常録画しているコンテン
ツファイルとする。
【００３６】
　例えばｃｈ１の番組を視聴しているｔ３時点でユーザーが頭出し操作を行ったとする。
この時点では、ｔ２時点からライブ録画されていたコンテンツファイルＦＬｍと、録画用
チューナ２を用いてｔ０時点から通常録画しているコンテンツファイルＦＬｎは、同一の
チャンネルの番組内容である。
　このような場合、頭出し操作に応じては、コンテンツファイルＦＬｎが再生対象として
処理され、例えばコンテンツファイルＦＬｎの先頭から再生が行われるものとなる。
　従って図示するように、頭出し操作が行われたｔ３時点以降は、録画用チューナ２を利
用して通常録画中であるコンテンツファイルＦＬｎの先頭からの再生映像がディスプレイ
１２に表示されることになる。
【００３７】
　つまり本例の場合では、チューナ１、２の両系統を用いた同時録画が行われている場合
において、視聴中に再生関連操作が行われた場合、同時に録画しているコンテンツファイ
ルが異なるチャンネルの番組であるなら、その時点でライブ録画されているコンテンツフ
ァイルを対象として再生処理が行われ、一方、同時に録画しているコンテンツファイルが
同一チャンネルの番組であるなら、録画用チューナ２の系統で通常録画されているコンテ
ンツファイルを対象として再生処理が行われることになる。
　これにより、ユーザーは現在視聴中の番組に関する再生としての適切な再生を、簡易な
操作で実行させることができる。
　即ち、同時録画されているコンテンツファイルが異なる番組である場合は、視聴中の番
組の再生映像は、ライブ録画されているコンテンツファイルを再生することで表示され、
例えば直前のシーンの見直しなどの操作を容易に実行できる。
　一方、同時録画されているコンテンツファイルが同一の番組である場合は、視聴中の番
組の再生映像は、どちらのコンテンツファイルの再生によっても見られるが、予約録画、
自動録画、手動録画等により通常録画されているコンテンツファイルは、その番組の開始
時からの映像を含んでいることが多い。従って、録画用チューナ２の系統で通常録画され
ているコンテンツファイルを対象として再生処理が行うようにすれば、直前のシーンの見
直しだけでなく、番組の先頭から見ることもできるものとなる。そしてそのような操作を
、ユーザーは録画系統やコンテンツファイルの別を意識しなくて実現できることとなり、
操作性や利便性の高いものとなる。
【００３８】
　以下、上記の再生処理を実現するためのＣＰＵ１５の制御を図４で説明する。
　図４は、ユーザーがリモートコマンダー１４を用いてチャンネル切換操作を行った時点
からのライブ視聴中に行われる処理としている。なお、このフローチャートでは説明の簡
略化のために処理の終了タイミングを示していないが、図４の処理の実行中には、ユーザ
ーがチャンネル切換操作を行うことで、それまでの処理を終え、ステップＦ１０１からの
処理を再開するものとする。もちろん、他の機能の操作や電源オフ操作などによって図４
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の処理が終了される場合もある。
【００３９】
　ユーザーがチャンネル切換操作を行うと、ＣＰＵ１５はステップＦ１０１からの処理を
開始する。まずステップＦ１０１で、ライブ用チューナの受信チャンネルを、ユーザーが
指示したチャンネルに切り換える。
　これによりライブ用チューナ１ではユーザーが指示したチャンネルでの受信復調を行う
が、ＣＰＵ１５はステップＦ１０２で、受信復調される放送コンテンツの信号についての
ライブ映像表示及びライブ録画を開始させる。従って、ディスプレイ１２及びスピーカ１
０からは、当該チャンネルの番組がユーザーの視聴のために出力される。同時にＭＰＥＧ
エンコーダ３でエンコード処理された映像信号、音声信号が、ストレージにおいて１つの
コンテンツファイルとしてライブ録画されていく。なおこのときＣＰＵ１５は、このライ
ブ録画のコンテンツファイルに付加されるタイトルＩＤを、変数（レジスタ）Ａとして保
持しておく。
【００４０】
　ステップＦ１０３では、上記のように開始したライブ録画と同一チャンネルの通常録画
が実行中であるか否かを確認する。即ち録画用チューナ２を利用しての録画が行われてい
るか、また行われている場合は、その録画用チューナ２のチャンネルが現在のライブ用チ
ューナ１のチャンネルと同一であるか否かを確認する。
　もし録画用チューナ２を利用した通常録画として、ライブ録画と同一チャンネルの番組
の録画が実行されていなければ、ステップＦ１０４に進む。
【００４１】
　ステップＦ１０４では、ユーザーの再生関連操作を監視する。再生関連操作がなされて
いない期間は、ステップＦ１０２で開始されたライブ視聴のための出力及びライブ録画が
継続されることになる。この期間は、ステップＦ１０４からＦ１０３に戻る。従って、再
生関連操作が行われず、また録画用チューナ２を利用した通常録画として同一チャンネル
の録画が開始されない状況においては、ステップＦ１０３，Ｆ１０４のループが繰り返え
される。
　なお、このステップ１０３，Ｆ１０４のループ期間中に、録画用チューナ２を利用した
通常録画として、実行中のライブ録画と同一チャンネルの録画が開始されたら、ステップ
Ｆ１０９側に進むことになる。
【００４２】
　ステップＦ１０４においてユーザーが再生関連操作を行ったことを検出したら、ＣＰＵ
１５の処理はステップＦ１０５に進み、その操作内容（頭出し、サーチ、再生等の別）に
応じて、変数Ａとして保持しているタイトルＩＤのコンテンツファイルに対する処理を実
行させる。即ち現在ライブ録画中のコンテンツファイルに対する処理を実行させるものと
なる。例えば再生関連操作がなされたタイミングが図２の時点ｔ１～ｔ２の期間内のタイ
ミングであったとしたら、ｃｈ４のライブ録画についての操作に応じた再生やサーチ等の
ための処理を、ストレージ１８に指示し、ＭＰＥＧデコーダ５により再生映像及び再生音
声を映像信号処理回路１１及び音声信号処理回路９に供給させて、ディスプレイ１２及び
スピーカ１０から再生映像／音声の出力を実行させる。
　このステップＦ１０５でのユーザーの各種再生関連操作に応じた処理は、ステップＦ１
０６でユーザーの再生停止操作が検出されるまで行われる。従って、ユーザーは頭出し、
早戻し、再生、早送り、一時停止などの操作を行うことで、ライブ録画された映像を任意
に視聴できる。
【００４３】
　ユーザーが再生停止操作を行った場合は、ＣＰＵ１５の処理はステップＦ１０６からＦ
１０７に進み、変数Ａに保持したタイトルＩＤのコンテンツファイルに対する再生処理を
終了させ、ステップＦ１０８でライブ映像の視聴状態に戻す。即ち、映像信号処理回路１
１及び音声信号処理回路９がライブ用チューナ１で受信復調された映像信号、音声信号を
、ディスプレイ１２及びスピーカ１０から出力する状態に復帰させる。
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　そしてステップＦ１０３に戻る。
　なお、ステップＦ１０５～Ｆ１０８までの期間においても、再生対象となっているコン
テンツファイルについてのライブ録画は継続させる。つまりステップＦ１０５での再生処
理は、現在ライブ録画中のコンテンツファイルについて、既に録画された部分の再生処理
となる。
【００４４】
　チャンネル切換操作に応じて処理がステップＦ１０１→Ｆ１０２→Ｆ１０３と進んだ場
合において、或いはステップＦ１０３，Ｆ１０４のループ処理中において、ライブ録画さ
れているチャンネルと同一チャンネルの通常録画が録画用チューナ２を利用して行われて
いる状態と判別されたときは、ＣＰＵ１５の処理はステップＦ１０９に進み、まず録画用
チューナ２を利用して通常録画しているコンテンツファイルのタイトルＩＤを変数（レジ
スタ）Ｂに保持する。
　そしてステップＦ１１０では、通常録画が終了したか否かを監視し、またステップＦ１
１１では、ユーザーによる再生関連操作が行われたか否かを監視する。
　ステップＦ１１０，Ｆ１１１での監視ループにおいて、もし再生関連操作が行われない
まま通常録画の終了が検出されたらステップＦ１０３に戻る。
【００４５】
　ステップＦ１１１においてユーザーが再生関連操作を行ったことを検出したら、ＣＰＵ
１５の処理はステップＦ１１２に進み、実行中のライブ録画を停止させる。即ちステップ
Ｆ１０２からストレージ１８において実行されている、変数ＡのタイトルＩＤのコンテン
ツファイルの録画を終了させる。
　そしてステップＦ１１３で、ユーザーの再生関連操作の操作内容（頭出し、サーチ、再
生等の別）に応じて、変数Ｂとして保持しているタイトルＩＤのコンテンツファイルに対
する処理を実行させる。
　これは例えば図２のｔ３時点での処理に相当し、もし時点ｔ３で頭出し操作が行われた
場合、図２に示したように、録画用チューナ２を利用して通常録画されているコンテンツ
ファイルを対象として、再生関連処理（この場合頭出し及びそれに続く再生）を実行させ
るものとなる。このため、ストレージ１８において、通常録画によるタイトルＩＤ「Ｂ」
のコンテンツファイルの頭出し再生が行われ、再生映像及び再生音声がＭＰＥＧデコーダ
５により映像信号処理回路１１及び音声信号処理回路９に供給され、ディスプレイ１２及
びスピーカ１０から再生映像／音声の出力が実行される。
　このステップＦ１１３でのユーザーの各種再生関連操作に応じた処理は、ステップＦ１
１４でユーザーの再生停止操作が検出されるまで行われる。従って、ユーザーは頭出し、
早戻し、再生、早送り、一時停止などの操作を行うことで、録画用チューナ２を利用して
通常録画されていた映像を任意に視聴できる。
【００４６】
　ユーザーが再生停止操作を行った場合は、ＣＰＵ１５の処理はステップＦ１１４からＦ
１１５に進み、変数Ｂに保持したタイトルＩＤのコンテンツファイルに対する再生処理を
終了させ、ステップＦ１１６でライブ映像の視聴状態に戻す。即ち、映像信号処理回路１
１及び音声信号処理回路９がライブ用チューナ１で受信復調された映像信号、音声信号を
、ディスプレイ１２及びスピーカ１０から出力する状態に復帰させる。
　そしてステップＦ１１０に戻る。
　なお、ステップＦ１１２～Ｆ１１６までの期間においても、再生対象となっているコン
テンツファイルについての通常録画（録画用チューナ２を利用した録画）は、その当初の
終了時刻設定に至るまでは継続させる。つまりステップＦ１１３での再生処理は、現在通
常録画中のコンテンツファイルについて、既に録画された部分の再生処理となる。もちろ
んステップＦ１１３での再生関連処理中に、予約録画、自動録画、手動録画等の設定の際
にきめられた録画終了時刻となれば、そのコンテンツファイルの録画は終了されることに
なる。
【００４７】
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　このような図４の処理が、チャンネル切換操作以降において行われることで、図２で説
明したような再生動作が実現される。即ちライブ視聴中にユーザーが再生関連操作を行っ
た場合、もし録画用チューナ２を利用した通常録画が視聴中のチャンネルと同一であれば
、その通常録画されているコンテンツファイルの再生処理が行われ、一方チャンネルが異
なれば、ライブ録画しているコンテンツファイルの再生処理が行われることになり、これ
により上述の通り、ユーザーにとって好適な再生を実現できる。
【００４８】
　以上、実施の形態について説明してきたが、本発明の変形例、応用例は多様に考えられ
る。
　実施の形態では例えば地上はアナログ放送の受信機能を備えたものを想定したが、もち
ろんＢＳ放送やＢＳ或いは地上波のデジタル放送を想定したチューナを備えた装置とされ
てもよい。またケーブルテレビジョン放送その他の各種放送に対応するチューナの搭載も
考えられる。
　また、それらのチューナを用いる録画系統が複数搭載される。従って３系統以上の録画
系統を有する機器として本発明を適用することも可能である。
　さらに、実施の形態では放送コンテンツを記録するストレージを内蔵する装置の例を挙
げたが、例えば外部のＨＤＤやディスクドライブ装置等の記録装置を接続し、接続された
記録装置における記録媒体に放送コンテンツを記録する記録装置としても、本発明は適用
可能である。
　また実施の形態では放送コンテンツを録画する装置としたが、オーディオ放送を録音す
る装置としても本発明は適用できる。即ち各種放送コンテンツを記録再生する記録再生装
置として多様な実現態様が想定可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の実施の形態の記録再生装置のブロック図である。
【図２】実施の形態の録画、映像出力、及び再生処理の説明図である。
【図３】実施の形態の録画されるコンテンツファイルの説明図である。
【図４】実施の形態のチャンネル切換時の処理のフローチャートである。
【図５】従来の録画、映像出力、及び再生処理の説明図である。
【符号の説明】
【００５０】
　１　ライブ用チューナ、２　録画用チューナ、３，４　ＭＰＥＧエンコーダ、５　ＭＰ
ＥＧデコーダ、９　音声信号処理回路、１１　映像信号処理回路、１２　ディスプレイ、
１０　スピーカ、１３　リモコン受光部、１４　リモートコマンダー、１５　ＣＰＵ、１
６　ＲＡＭ、１７　ＲＯＭ、１８　ストレージ、１９　不揮発性ＲＡＭ
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