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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
映像データを取得する映像データ取得部と、
　識別情報により区別される一時録画である映像データとユーザ録画である映像データと
を読み書き自在に構成される記録媒体と、
　前記記録媒体に前記映像データを読み書きする読み書き部と、
　前記ユーザ録画が可能であるかを示すユーザ録画条件入力および前記記録媒体に記録済
みの映像データのモードの変更であるモード変更入力に関するユーザの操作入力を受け付
ける入力部と、
　前記読み書き部、前記映像データ取得部及び前記入力部を制御し、前記入力部により指
示される前記ユーザ録画条件が満たされている場合、前記読み書き部にユーザ録画を行わ
せ、そうでない場合、前記読み書き部に前記映像データ取得部が取得する映像データを一
時録画させ、前記ユーザ録画による映像データと前記一時録画による映像データとに関す
る属性情報を用いてユーザインターフェースとなる画像データを生成する制御部と、
　前記画像データを表示する表示制御部と、を備え
　前記ユーザ録画は、ユーザが録画を希望して記録される映像データであり、前記一時録
画は、録画装置自身で自主的に記録される映像データであり、
　前記記録媒体において、前記ユーザ録画による映像データを記録する領域と、前記一時
録画による映像データを記録する領域が、同じ領域となっており、
　前記記録媒体に記録される映像データは、前記属性情報により管理され、かつ、前記属
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性情報には、ユーザ録画による映像データと一時録画による映像データを区別する前記識
別情報が含まれており、
　前記制御部は、前記画像データを、前記識別情報に基づいて前記ユーザ録画と前記一時
録画とを異なる表形式で生成し、
　前記モード変更入力によって、ユーザ録画による映像データとの属性と一時録画による
映像データとの属性とが相互に変更され、該モード変更入力は、前記ユーザ録画と前記一
時録画とを区別する識別情報を、ユーザが前記入力部を介して書き換えることで行われ、
　前記制御部は、前記記録媒体の空き領域が少なくなり一定条件を満たす場合、前記読み
書き部に、前記記録媒体に記録された映像データの内、一時録画による映像データの情報
量をユーザ録画による映像データの情報量よりも優先して削減する削減処理を行わせる、
録画装置。
【請求項２】
前記属性情報には、映像データの記録時刻の先後を示す情報が含まれており、かつ、前記
削減処理は、記録時刻がより古い映像データを優先して削減するものである、請求項１に
記載の録画装置。
【請求項３】
前記削減処理は、番組単位で行われる、請求項１から２のいずれか記載の録画装置。
【請求項４】
前記削減処理は、番組の一部の単位で行われる、請求項１から２のいずれか記載の録画装
置。
【請求項５】
前記属性情報には、当該映像データについて前記削減処理を禁止／許可する保護情報が含
まれており、かつ、この保護情報は、前記入力部によるユーザ入力により書き換え可能に
構成され、しかも、この保護情報が前記削減処理を禁止することを示している映像データ
は、前記削減処理の対象から除外される、請求項１から４のいずれか記載の録画装置。
【請求項６】
前記削減処理は、該当映像データを削除する処理である、請求項１から５のいずれか記載
の録画装置。
【請求項７】
前記削減処理は、該当映像データを現状よりもより高い圧縮率になるように圧縮する処理
である、請求項１から５のいずれか記載の録画装置。
【請求項８】
前記属性情報は、映像データそのものとは別のテーブルで保持される、請求項１から７の
いずれか記載の録画装置。
【請求項９】
前記属性情報は、映像データそのもののヘッダとして保持される、請求項１から７のいず
れか記載の録画装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ハードディスク、光磁気ディスクなどの、記録媒体へ映像データを記録する録
画装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、シーケンシャルな記録しかできない、ＶＨＳビデオテープ等にかえて、ハードディ
スク、光ディスク、フラッシュメモリ等のように、ランダムに映像データを記録できる、
不揮発性の記録媒体を備えた録画装置が増えている。
【０００３】
この種の録画装置では、ユーザが、明示的な録画操作を行ったり、予約録画操作を行った
りすることにより、ユーザが希望する映像データを記録媒体に記録することができる。こ
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のような録画を、本明細書では、ユーザ録画という。
【０００４】
また、この録画装置には、ユーザによる、明示的な録画操作や予約録画操作なしに、録画
装置自身で、自主的に記録媒体に映像データを記録するものもある。このような録画を、
本明細書では、一時録画という。
【０００５】
この一時録画は、チューナ等の映像データ取得部が取得する、映像データを記録するよう
にされることが多い。そして、この一時録画を行うことにより、例えば、ユーザが、ある
番組の途中から視聴を開始したような場合、その番組の先頭部分（ユーザが視聴していな
い部分）が、記録媒体に一時記録されていれば、ユーザがこの部分を、後で見直せるよう
にする機能（ニア・ビデオ・オン・デマンド機能）を、録画装置に追加し、ユーザの利便
性を向上することができる。
【０００６】
しかしながら、記録媒体の記憶容量は有限であり、一時録画を続けると、いずれ記録媒体
の記憶容量が足りなくなり、一時録画を継続できなくなる。
【０００７】
この点に着目した従来技術として、特開平７－１３５６３２号公報、特開２０００－１８
４３２０号公報を挙げることができる。
【０００８】
ところが、これらの従来技術では、一時録画用の領域と、ユーザ録画用の領域とが、明確
に分けられている。
【０００９】
この関係を、模式的に示すと、図６（ａ）のようになる。図６（ａ）において、記録媒体
の有効領域１００（サイズＳ）は、ユーザ録画専用領域１０１（サイズＳ１）と、一時録
画専用領域１０２（サイズＳ２）とに、分けられる。ここで、Ｓ＝Ｓ１＋Ｓ２である。
【００１０】
一時録画専用領域１０２は、図６（ｂ）に示すように、ロールバッファを構成する。図６
（ｂ）の状態では、このロールバッファの第１セグメント２０１と、第２セグメント２０
２には、既に映像データが記録（一時録画）されており、第３セグメント２０３は、空で
ある。
【００１１】
次に、一時録画される映像データは、第３セグメント２０３に記録され、このロールバッ
ファは、一杯になる。その後に、一時録画される映像データは、第１セグメント２０１に
上書きされるものであり、この上書きにより、上書き前に第１セグメント２０１に存在し
た映像データは、失われてしまう。
【００１２】
以上において、上述のように、領域１０１，１０２は、固定的、かつ、明確に分けられて
いるため、一時録画専用領域１０２のサイズＳ２（＝Ｓ－Ｓ１）は、ユーザ録画専用領域
１０１のサイズＳ１によって圧迫されてしまい、ロールバッファの容量が不足しがちとな
る。
【００１３】
特に、ユーザ録画専用領域１０１に、未だ十分な空きがある場合でも、一時録画された映
像データを、一杯になった一時録画専用領域１０２ではなく、ユーザ録画専用領域１０１
に記録することは、許されないため、有効領域１００のサイズＳの全体を、有効活用しに
くい。
【００１４】
より具体的には、サイズＳあたりの、一時録画できる時間が短くなるという問題点がある
。
【００１５】
また、従来技術では、一時録画された映像データと、ユーザ録画された映像データとは、
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その記録された領域によって区別されている。したがって、例えば、一時録画された映像
データを、ユーザ録画された映像データとして扱うなどの、変換を行いたい場合、対象と
なる映像データを、一時録画専用領域１０２からユーザ録画専用領域１０２へ、強引に移
動させる他はなく、映像データの取り扱いが煩雑かつ困難であるという問題点がある。
【００１６】
ここで、録画装置に、このような映像データの領域間移動をサポートする、ユーザインタ
ーフェイスが装備されていなければ、このような映像データの取り扱いの変更は、事実上
不可能である。
【００１７】
【発明が解決しようとする課題】
そこで本発明は、記録媒体の全体を有効に活用して一時録画可能時間を、より長くするこ
とができ、かつ、映像データを柔軟に取り扱える、録画装置を提供することを、目的とす
る。
【００１９】
　第１の発明に係る録画装置では、映像データを取得する映像データ取得部と、識別情報
により区別される一時録画である映像データとユーザ録画である映像データとを読み書き
自在に構成される記録媒体と、記録媒体に映像データを読み書きする読み書き部と、ユー
ザ録画が可能であるかを示すユーザ録画条件入力および記録媒体に記録済みの映像データ
のモードの変更であるモード変更入力に関するユーザの操作入力を受け付ける入力部と、
読み書き部、映像データ取得部及び入力部を制御し、入力部により指示されるユーザ録画
条件が満たされている場合、読み書き部にユーザ録画を行わせ、そうでない場合、読み書
き部に映像データ取得部が取得する映像データを一時録画させ、ユーザ録画による映像デ
ータと一時録画による映像データとに関する属性情報を用いてユーザインターフェースと
なる画像データを生成する制御部と、画像データを表示する表示制御部と、を備え、ユー
ザ録画は、ユーザが録画を希望して記録される映像データであり、一時録画は、録画装置
自身で自主的に記録される映像データであり、記録媒体において、ユーザ録画による映像
データを記録する領域と、一時録画による映像データを記録する領域が、同じ領域となっ
ており、記録媒体に記録される映像データは、属性情報により管理され、かつ、属性情報
には、ユーザ録画による映像データと一時録画による映像データを区別する識別情報が含
まれており、制御部は、画像データを、識別情報に基づいてユーザ録画と一時録画とを異
なる表形式で生成し、モード変更入力によって、ユーザ録画による映像データとの属性と
一時録画による映像データとの属性とが相互に変更され、該モード変更入力は、ユーザ録
画と一時録画とを区別する識別情報を、ユーザが入力部を介して書き換えることで行われ
、制御部は、記録媒体の空き領域が少なくなり一定条件を満たす場合、読み書き部に、記
録媒体に記録された映像データの内、一時録画による映像データの情報量をユーザ録画に
よる映像データの情報量よりも優先して削減する削減処理を行わせる。
【００２０】
これらの構成において、ユーザ録画による映像データと、一時録画による映像データとが
、記録媒体の同じ領域に記録されることにより、この領域に空きがある限り、一時録画に
よる映像データを記録し続けることができ、記録媒体を無駄なく活用して一時録画可能時
間を、より長くすることができる。
【００２１】
　また、ユーザ録画による映像データと、一時録画による映像データとが、同じ領域に記
録されるため、映像データを、別の領域へ移動させる必要はなく、映像データを柔軟に取
り扱える。更に、映像データを圧縮し、サイズを小さくした上で、記録媒体に記録できる
ため、記録媒体を、より有効に活用できる。また、属性情報に含まれる識別情報を参照す
れば、ユーザ録画によるものと、一時録画によるものとを、記録媒体の同じ領域に混在す
る形で記録しながら、明瞭に区別できる。
【００２７】
この構成により、ユーザが希望すれば、ユーザ録画による映像データと一時録画による映
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像データとを、入れ替えて取り扱うことができる。
【００２８】
加えて、一般にサイズが大きい、映像データそのものには、何ら変更を加える必要はなく
、映像データに比べると、遙かにデータサイズが小さい識別情報の書き換えという、録画
装置にとって、楽な処理のみによって、ユーザは、目的を果たすことができる。
【００３０】
この構成により、記録媒体の空きが十分ある場合には、映像データの削減なしに、映像デ
ータを記録できる。また、記録媒体の空きが少なくなった場合には、映像データを削減し
て、新たな映像データの記録に備えることができる。
【００３２】
この構成により、ユーザ録画による映像データを、保護することができる。
【００３３】
　第２の発明に係る録画装置では、第１の発明に加え、属性情報には、映像データの記録
時刻の先後を示す情報が含まれており、かつ、削減処理は、記録時刻がより古い映像デー
タを優先して削減するものである。
【００３４】
この構成により、一般に、古くなって新鮮みが少なくなった、映像データから順次削減し
、新しい映像データの記録に備えることができる。
【００３５】
　第３の発明に係る録画装置では、第１から第２のいずれかの発明に加え、削減処理は、
番組単位で行われる。
【００３６】
この構成により、番組単位で、切り良く、削減処理を行える。
【００３７】
　第４の発明に係る録画装置では、第１から第２のいずれかの発明に加え、削減処理は、
番組の一部の単位で行われる。
【００３８】
この構成により、番組の一部だけでも削減されていない部分を残すことができる。
【００３９】
　第５の発明に係る録画装置では、第１から第４のいずれかの発明に加え、属性情報には
、当該映像データについて削減処理を禁止／許可する保護情報が含まれており、かつ、こ
の保護情報は、入力部によるユーザ入力により書き換え可能に構成され、しかも、この保
護情報が削減処理を禁止することを示している映像データは、削減処理の対象から除外さ
れる。
【００４０】
この構成において、ユーザは、保護情報を指定することにより、重要な映像データを長く
保存しておくことができる。
【００４１】
　第６の発明に係る録画装置では、第１から第５のいずれかの発明に加え、削減処理は、
該当映像データを削除する処理である。
【００４２】
この構成により、該当映像データは、順次削除され、記録媒体の空きを大きく確保するこ
とができる。
【００４３】
　第７の発明に係る録画装置では、第１から第５のいずれかの発明に加え、削減処理は、
該当映像データを現状よりもより高い圧縮率になるように圧縮する処理である。
【００４４】
この構成により、該当映像データは、圧縮されて小さくなることにより、記録媒体の空き
をとることができ、しかも、ユーザは、圧縮後の映像データにより、映像データの中身を
確認することができる。
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【００４５】
　第８の発明に係る録画装置では、第１から第７のいずれかの発明に加え、属性情報は、
映像データそのものとは別のテーブルで保持される。
【００４６】
この構成により、属性情報の検索・編集を、容易、かつ高速に、行える。
【００４７】
　第９の発明に係る録画装置では、第１から第７のいずれかの発明に加え、属性情報は、
映像データそのもののヘッダとして保持される。
【００４８】
この構成により、映像データと属性情報とを、一体的に、取り扱うことができる。
【００４９】
【発明の実施の形態】
以下図面を参照しながら、本発明の実施の形態を説明する。図１は、本発明の一実施の形
態における録画装置のブロック図である。
【００５０】
図１において、制御部１は、図１に示す各要素を制御するＣＰＵ（中央処理装置）とＲＯ
Ｍ（リードオンリーメモリ）等からなる。ＲＯＭには、ＣＰＵが実行し、図３、図４のフ
ローチャートに沿うプログラムが記憶されている。
【００５１】
記憶部２は、ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）等からなり、記憶部２は、制御部１が処
理上必要な情報を一時記憶するための領域が確保されている。また、記憶部２には、図２
（ｂ）に示す属性情報のテーブルが格納される。その他、記憶部２の一部を、記録媒体９
に対するキャッシュとして利用しても良い。
【００５２】
入力部３は、キーボードやリモコン等からなり、ユーザの操作入力を受け付ける。入力部
３から入力される、操作には、ユーザの明示的な録画操作、ユーザの予約録画操作（チャ
ンネル等のソース情報と録画の開始時間／終了時間を入力するものでも良いし、Ｇコード
又はＥＰＧ情報等で番組を指定するものでも良い）、その他がある。特に、本例では、ユ
ーザは、入力部３を用いて、後述する属性情報の入力、変更等を、入力できるようになっ
ている。
【００５３】
表示制御部４及びモニタ５は、録画装置そのものに含まれていなくても良い。映像データ
の再生時には、チューナ６が出力する映像データ又は記録媒体９から読み出された映像デ
ータが、圧縮／伸長部７に入力され、表示制御部４は、圧縮／伸長部７から映像データの
各フィールド／フレームの画像データを受取り、モニタ５へ映像信号が出力される。モニ
タ５は、例えば、ブラウン管やＬＣＤあるいはプラズマディスプレイ等の表示デバイスで
あり、受取った映像信号に基づいて、ユーザに映像を表示する。
【００５４】
チューナ６は、映像データを取得する映像データ取得部に相当する。チューナ６は、放送
信号経由又はネットワーク経由で映像データを取得する。
【００５５】
圧縮／伸長部７のうち、圧縮を行う部分は、映像データ取得部としてのチューナ６と、読
み書き部としてのＩ／Ｏ部８との間に介装され、映像データを圧縮する圧縮部に相当する
。なお本例では、圧縮／伸長部７は、ＭＰＥＧ規格に従って、映像データの圧縮／伸長を
行うが、他の方式を使用しても良い。なお、映像データの圧縮が必要でないときや、映像
データが既に圧縮されていることを前提とする場合には、圧縮部を省略することもできる
。
【００５６】
Ｉ／Ｏ部８は、記録媒体９への映像データの読み書きを行う読み書き部に相当する。
【００５７】
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記録媒体９は、ハードディスク、光ディスク、フラッシュメモリ等の不揮発性の媒体であ
り、映像データをランダムに読み書きできるものである。記録媒体９は、制御部１から見
て一連の記憶領域として取扱えるように構成されていれば良く、例えば、ハードディスク
と光ディスクの組合せ等でも差支えない。しかしながら、アクセス速度が異なる媒体を組
合せて、この記録媒体９とするには、アクセス速度差を吸収するキャッシュ等を設けるの
が望ましい。
【００５８】
次に図２を用いて、制御部１から見た映像データの記録例と、属性情報の構成例を説明す
る。
【００５９】
上述のように、記録媒体９は、制御部１から見て一連の記憶領域として取扱えるようにな
っており、例えば、図２（ａ）に示すように、データａ，ｂ，ｃ，ｄ，…という映像デー
タが記録される。ここで、データａ，ｂ，ｃ，ｄ，…は、ユーザ録画による映像データ、
一時録画による映像データのいずれであっても良い。
【００６０】
つまり、ユーザ録画／一時録画による映像データは、同じ一連の領域に記録される。一般
には、ユーザ録画／一時録画による映像データは、順不同に混在した状態で記録されるこ
とになる。ここで、ｐａ，ｐｂ，ｐｃ，ｐｄは、それぞれデータａ，ｂ，ｃ，ｄの先頭を
指すポインタである。
【００６１】
このとき、属性情報は、例えば、図２（ｂ）に示すテーブルで管理される。図２（ｂ）の
例では、属性として、ＩＤ、保護、時間、サイズ、ソース、圧縮、モード、…のフィール
ドが定義されている。
【００６２】
このうち、「ＩＤ」のフィールドは、各映像データの識別子であり、ａ，ｂ，ｃ，ｄ，…
という名前と、そのポインタｐａ，ｐｂ，ｐｃ，ｐｄ，…とからなる。したがって、制御
部１は、このＩＤを得れば、Ｉ／Ｏ部８を介して、記録媒体９の該当映像データに自由に
アクセスできる。なお、このＩＤは、各映像データを識別できれば十分であるから、制御
部１が、各映像データにとってユニークな関係となるように付与して定めると良い。
【００６３】
また「モード」のフィールドは、該当映像データが、一時録画による（“一時”）のか、
ユーザ録画による（“ユーザ”）のかを示すフラグである。制御部は、このフラグに従っ
て一時録画／ユーザ録画のいずれによるのかを区別する。
【００６４】
したがって、ユーザが、一時録画された映像データを、ユーザ録画された映像データとし
て取扱いたいと希望する場合、あるいは、その反対の場合には、図２（ａ）に示す映像デ
ータそのものには、何らの処理を行わず、該当映像データの、このフラグを書き換えさえ
すれば良い。ここでは、入力部３により、このフラグの書き換えを行えるようになってい
るから、ユーザは、簡単に目的を果たせるし、録画装置自体としても、大きな映像データ
の移動のように負荷が重い処理は必要なく、フラグの書き換えだけで足りるから、極めて
、容易、かつ、高速に、処理を完了できる。
【００６５】
属性のうち、保護のフィールドは、あり／なしのフラグにより構成される。この保護のフ
ィールドが、「あり」であるときは、当該映像データについての、削減処理は、禁止され
る。また、この保護のフィールドが、「なし」であるときは、当該映像データについての
、削減処理は許可される。
【００６６】
時間のフィールドは、録画開始時間のデータであり、例えば、秒単位で指定する。
【００６７】
サイズのフィールドは、当該映像データのサイズのデータであり、例えば、バイト単位で
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指定する。
【００６８】
ソースのフィールドは、当該映像データの入手元を示すデータであり、例えば、ＩＤが「
ａ」である映像データは、放送波の４チャンネルからチューナ６が入手したものであるこ
とを示す。また、ＩＤが「ｃ」である映像データは、インターネットの特定のサイトから
入手したものであることを示し、そのソースのフィールドには、インターネット上のアド
レスが記録されている。
【００６９】
圧縮のフィールドは、当該映像データの圧縮の程度を示すデータであり、本例では、「な
し」（圧縮されていない）、「低」（低圧縮）、「高」（高圧縮）の３つの値をとり得る
ようにしている。勿論、これは一例に過ぎず、圧縮値を別の指標で表現しても差し支えな
い。
【００７０】
以上の各フィールドの値は、適宜省略しても良いし、別のフィールドを追加しても良い。
勿論、フィールドの格納順序は、適宜変更しても差し支えない。
【００７１】
ユーザは、これらの各フィールドの値を、入力部３を用いて編集することができる。その
ときのユーザインターフェイスとしては、図２（ｂ）のデータを表で表示すればよい。な
お、このユーザインタフェースの表示例は、図２（ｂ）と殆ど同じで十分であるから、図
の重複を避けるため、図示を省略する。
【００７２】
そして、制御部１は、記憶部２に記憶されている図２（ｂ）の属性情報に基づいて、この
表の画像データを生成し、表示制御部４を介し、モニタ５を用いてユーザに表示する。
【００７３】
さらに、図２（ｂ）の形態ではなく、図２（ｃ）に示すように、１つのファイル又はスト
リームに、ヘッダ部とデータ部とを設け、ヘッダ部に属性情報を格納し、データ部に映像
データのデータ実体を格納するように構成することもできる。こうすると、記録媒体９か
ら、別の媒体へ映像データを複写／移動するような場合、映像データと属性情報とを、一
緒に複写／移動できるから、取り扱いを容易にすることができる。
【００７４】
一方、図２（ｂ）のように、テーブルで属性情報を管理すると、制御部１が、属性情報か
ら、必要な情報を検索したり、属性情報の特定のフィールドを編集したり、特定のＩＤを
持つ映像データそのものにアクセスするような場合に、処理を、容易かつ高速に、完了す
ることができる。
【００７５】
次に、図３、図４を参照しながら、以上のように構成された、録画装置の動作を説明する
。
【００７６】
まず、図３のステップ１において、録画装置の動作が開始すると、制御部１は、チューナ
６が映像データを取得するソースを、初期化する。このソースは、例えば、録画開始装置
の電源が、切断される直前のソースなどにすると良い。
【００７７】
これにより、チューナ６は、初期化されたソースから、映像データを取得し、圧縮／伸長
部７へ、映像データが出力され始める。
【００７８】
また、制御部１は、記憶部２の特定の領域に、一時録画／ユーザ録画を区別するための「
モード」（”一時”／”ユーザ”）を記憶する領域を確保する。
【００７９】
次に、ステップ２において、制御部１は、記憶部２のモードの値を”一時”とし、一時録
画の動作を開始する。
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【００８０】
ステップ３において、制御部１は、ユーザが入力部３から入力しうるユーザ録画の条件（
明示的な録画操作があること、又は、予約録画条件が満足されること）が、満たされてい
るかどうかチェックする。
【００８１】
満たされていないときは、ステップ４へ処理が移り、図４に示す録画処理（後に詳述する
）が実行される。但し、この録画処理は、一時録画のものである。
【００８２】
ステップ４の処理が終了すると、制御部１は、ステップ２に処理を移す。つまり、ステッ
プ３において、ユーザ録画条件が満足されない間は、ステップ４による一時録画が継続し
て実行される。その結果、記録媒体９には、順次一時録画による映像データが蓄積されて
いくことになる。
【００８３】
一方、ステップ３において、ユーザ録画条件が満たされると、制御部１は、ステップ５か
らステップ８の、ユーザ録画の処理を実行する。
【００８４】
即ち、ステップ５にて、その前に実施していた一時録画を停止し、チューナ６が映像デー
タを取得するソースを、ユーザの指定のとおりにする。
【００８５】
制御部１は、ステップ６にて、モードを”ユーザ”とし、ステップ７にて、図４に示す録
画処理を開始する。ここで、ステップ４とは、異なり、ステップ７の録画処理は、ユーザ
録画のものである。
【００８６】
そして、制御部１は、ステップ８にて、ユーザ録画の終了条件が満たされているかどうか
チェックする。この終了条件としては、明示的な録画操作により指定された番組が終了し
たこと、予約録画条件により指定された録画終了時刻に達したこと等がある。
【００８７】
ステップ８のチェックの結果、ユーザ録画の終了条件が満たされていない間は、制御部１
は、ステップ７に処理を戻す。これにより、ユーザ録画の終了条件が満足されない間は、
ステップ７によるユーザ録画が継続して実行される。その結果、記録媒体９には、順次ユ
ーザ録画による映像データが蓄積されていくことになる。
【００８８】
そして、ステップ８にて、ユーザ録画の終了条件が満たされると、制御部１は、ステップ
９にて、動作自体の終了命令が無いことを確認した上で、処理をステップ２へ戻し、一時
録画の動作へ移行する。
【００８９】
次に、図４を参照しながら、ステップ４又はステップ７において、実行される録画処理に
ついて説明する。
【００９０】
まず図４のステップ１１に示すように、制御部１は、録画処理が開始される前に、属性（
図２（ｂ）に示す各フィールドの値のいずれか）が変化したものがあるかどうかチェック
する。
【００９１】
変化があれば、制御部１は、該当映像データについて、属性情報の該当フィールドに値を
セットする（ステップ１２）。
【００９２】
なお、本例では、制御部１は、ユーザがモニタ５で見ている番組については、当該番組を
一時録画した映像データの保護のフィールドに「あり」を設定する。
【００９３】
これにより、後述する削減データの対象から、現在再生中の番組を一時録画した映像デー
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タは、除外されることとなり、ユーザが、ある番組の途中から視聴を開始したような場合
、ユーザが視聴していない番組の先頭部分を、保護できる。したがって、ユーザは、ニア
・ビデオ・オン・デマンド機能を、利用でき、利便性が向上する。
【００９４】
さて、図４のステップ１３では、制御部１は、記録媒体９の空き領域が十分にあるかどう
かチェックする。本例では、予め閾値ＴＨが設定されており、制御部１は、この閾値ＴＨ
と空き領域のサイズを大小比較し、空き領域のサイズが、閾値ＴＨを下回ったときに、空
き領域が不足していると判断する。そうでなければ、制御部１は、十分な空き領域がある
ものと判断する。
【００９５】
空き領域が十分あれば、制御部１は、処理をステップ２１へ移行し、録画が継続される。
【００９６】
空き領域が不足してくると、制御部１は、ステップ１４以降の処理を行う。即ち、制御部
１は、ステップ１４において、属性情報を参照し、削減の対象とすべき映像データの選定
作業を行う。なお、この選定作業において、保護のフィールドが「あり」となっている映
像データは、対象から除外される。
【００９７】
まず、ステップ１５にて、モードが”一時”の映像データがあるかどうかをチェックする
。もしあれば、制御部１は、そのうちで、最も古く新鮮みが無くなったであろう、映像デ
ータを削減対象とする（ステップ１６）。
【００９８】
ステップ１５にて、モードが”一時”の映像データが見つからなければ、制御部１は、ユ
ーザ録画の映像データを削減対象とする。そして、そのうちで、最も古く新鮮みが無くな
ったであろう、映像データを削減対象とする（ステップ１７）。
【００９９】
以上のようにして、制御部１は、削減処理の対象を選定する。ここでは、一時録画による
映像データを、ユーザ録画による映像データよりも優先して削減している。また、記録時
刻がより古い映像データを優先して削減する。
【０１００】
そして、ステップ１８にて、削減処理がこの対象に対して実行される。この削減処理とし
ては、番組単位で行ってもよいし、番組の一部の単位（例えば、一定フレーム数毎）で行
ってもよい。
【０１０１】
また、この削減処理として、該当映像データそのものを削除することができる。こうする
と、該当映像データは、順次削除され、記録媒体の空きを大きく確保できる。もちろん、
このときは、該当映像データの属性情報も削除される。
【０１０２】
また、この削減処理として、該当映像データを現状よりもより高い圧縮率になるように圧
縮することができる。こうすると、該当映像データは、圧縮されて小さくなって記録媒体
の空きをとることができ、ユーザは、圧縮後の映像データにより、映像データの中身を確
認できる。
【０１０３】
圧縮するときは、該当映像データの属性情報は削除されず、圧縮のフィールドの値が、「
なし」から「低」へ、また、「低」から「高」へ、変更されることになる。
【０１０４】
ここにいう圧縮には、以上のような、映像データの物理的圧縮の他に、映像データを再入
手可能な情報を残し、映像データそのものは、削除してしまう場合（いわば論理的圧縮）
も含む。この場合には、例えば、属性情報のソースのフィールドに、再入手先の情報を格
納する。再入手先の例としては、インターネットのサイトのアドレスや、ストレージサー
ビス又はダウンロードサービスの入手先などが考えられる。
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【０１０５】
さらに、削除と圧縮とを組み合わせた削減処理を実行しても良い。
【０１０６】
以上の削減処理が完了したら、ステップ１９にて、制御部１は、該当映像データの属性に
変化がないかどうかチェックする。通常、映像データの削減処理を行うと、その映像デー
タの属性は変化するので、制御部１は、ステップ２０にて、その変化を属性情報に格納す
る。
【０１０７】
以上の処理が完了したら、制御部１は、録画を継続しつつ（ステップ２１）を録画処理の
呼び先へ、処理を戻す。
【０１０８】
次に、図５を参照しながら、本形態による映像データの取り扱いを模式的に説明する。
【０１０９】
図５（ａ）は、従来技術を示す図６（ａ）に対応するものであり、図５（ｂ）は、同様に
図６（ｂ）に対応する。
【０１１０】
ここで、図５（ａ）に示すように、本形態によれば、有効領域１００は、全て一連の録画
領域となっており、一時録画による映像データと、ユーザ録画による映像データは、この
同じ領域Ｓ内に、混在した状態で記録される。
【０１１１】
このように同じ領域に混在した状態で記録されていても、個々の映像データが、一時録画
によるのか、ユーザ録画によるのかは、図２（ｂ）の属性情報により直ちに知ることがで
きる。
【０１１２】
有効領域１００（サイズＳ）の全ての領域が、図５（ｂ）に示すように、大きなロールバ
ッファとなっており、ロールバッファのサイズは、有効領域１００のサイズＳに他ならな
い。
【０１１３】
図５（ｂ）と図６（ｂ）とを比較すれば明らかなように、本形態による取り扱いによれば
、記録媒体９の有効領域１００をフルに活用して、映像データを大量に保存することがで
きる。即ち、サイズＳあたりの一時録画可能時間が、従来技術に対して大幅に長くなって
いるものである。
【０１１４】
【発明の効果】
本発明によれば、一時録画による映像データと、ユーザ録画による映像データとを、同じ
領域に記録するため、記録媒体を、効率的に利用でき、ユーザのニーズに沿った録画が実
現できる。
【０１１５】
また、録画による容量不足が発生した場合に、一時録画による映像データだけではなく、
ユーザ録画による映像データも、削減対象となりうるため、より新しい番組を録画するこ
とが可能となり、ユーザのニーズに沿った録画が実現できる。
【０１１６】
また、ユーザは、一時録画による映像データと、ユーザ録画による映像データとを、属性
情報の変更のみによって、変換でき、データ管理を容易にできる。
【０１１７】
また、属性情報の保護情報によって、ユーザの残しておきたい映像データが保護され、ユ
ーザのニーズに沿った番組蓄積が可能となる。
【０１１８】
また、再生中の映像データについて、削減対象から外すことにより、ユーザは、現在再生
されている映像を、さかのぼって見直すことができる。



(12) JP 4278908 B2 2009.6.17

10

20

【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態における録画装置のブロック図
【図２】（ａ）同記録媒体の領域説明図
（ｂ）同属性情報を保持するテーブルの例示図
（ｃ）同属性情報と映像データとのデータ構成図
【図３】同録画装置のフローチャート
【図４】同録画処理のフローチャート
【図５】（ａ）同記録媒体の領域説明図
（ｂ）同ロールバッファの模式図
【図６】（ａ）従来の記録媒体の領域説明図
（ｂ）従来のロールバッファの模式図
【符号の説明】
１　制御部
２　記憶部
３　入力部
４　表示制御部
５　モニタ
６　チューナ
７　圧縮／伸長部
８　Ｉ／Ｏ部
９　記録媒体

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】
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