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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツの録画予約の投入を行う情報処理装置において、
　所定の配信元から配信されるコンテンツを所定の期間だけ録画するという第１の録画予
約から、前記所定の期間に配信予定の各コンテンツのそれぞれを個別に録画するというコ
ンテンツ毎の第２の録画予約のそれぞれに分割する分割手段と、
　前記分割手段により前記第１の録画予約から分割されたコンテンツ毎の前記第２の録画
予約のそれぞれについて、対応するコンテンツが所定の条件を満たすか否かを判定し、前
記所定の条件を満たすと判定されたコンテンツの第２の録画予約について、前記所定の条
件と予め対応付けられている変更手法で、所定の設定内容を変更する変更手段と、
　前記変更手段により前記所定の設定内容が変更された前記第２の録画予約を含む、前記
分割手段により前記第１の録画予約から分割されたコンテンツ毎の前記第２の録画予約の
それぞれを投入する投入手段と
　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記所定の条件は複数存在し、複数の前記所定の条件のそれぞれには優先順位が予め決
定されており、
　前記変更手段は、コンテンツ毎の前記第２の録画予約のそれぞれについて、対応するコ
ンテンツが複数の前記所定の条件のうちの少なくとも１つを満たすか否かを判定し、複数
の前記所定の条件のうちの少なくとも１つを満たすと判定されたコンテンツの第２の録画
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予約について、満たすと判定された１以上の前記所定の条件のうちの最も優先順位が高い
ものと予め対応付けられている変更手法で、所定の設定内容を変更する
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　複数の前記所定の条件のうちの、所定の優先順位の所定の条件に予め対応付けられてい
る変更手法とは、前記所定の優先順位の前記所定の条件を満たすコンテンツについて、録
画を行うという第１の設定内容から、録画を禁止するという第２の設定内容に変更する手
法であり、
　前記投入手段は、コンテンツ毎の前記第２の録画予約のうちの、前記変更手段により前
記第２の設定内容に変更された前記第２の録画予約の投入を禁止する
　ことを特徴とする請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　複数の前記所定の条件自体、複数の前記所定の条件のそれぞれの優先順位、および、複
数の前記所定の条件に対応付けられる変更手法のうちの少なくとも１つを、ユーザの指示
により設定する設定手段
　をさらに備えることを特徴とする請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　コンテンツの録画予約の投入を行う情報処理装置の情報処理方法において、
　所定の配信元から配信されるコンテンツを所定の期間だけ録画するという第１の録画予
約から、前記所定の期間に配信予定の各コンテンツのそれぞれを個別に録画するというコ
ンテンツ毎の第２の録画予約のそれぞれに分割する分割ステップと、
　前記分割ステップの処理により前記第１の録画予約から分割されたコンテンツ毎の前記
第２の録画予約のそれぞれについて、対応するコンテンツが所定の条件を満たすか否かを
判定し、前記所定の条件を満たすと判定されたコンテンツの第２の録画予約について、前
記所定の条件と予め対応付けられている変更手法で、所定の設定内容を変更する変更ステ
ップと、
　前記変更ステップの処理により前記所定の設定内容が変更された前記第２の録画予約を
含む、前記分割ステップの処理により前記第１の録画予約から分割されたコンテンツ毎の
前記第２の録画予約のそれぞれを投入する投入ステップと
　を含むことを特徴とする情報処理方法。
【請求項６】
　コンテンツの録画予約の投入を行う処理を制御するコンピュータに実行させるプログラ
ムであって、
　所定の配信元から配信されるコンテンツを所定の期間だけ録画するという第１の録画予
約から、前記所定の期間に配信予定の各コンテンツのそれぞれを個別に録画するというコ
ンテンツ毎の第２の録画予約のそれぞれに分割する分割ステップと、
　前記分割ステップの処理により前記第１の録画予約から分割されたコンテンツ毎の前記
第２の録画予約のそれぞれについて、対応するコンテンツが所定の条件を満たすか否かを
判定し、前記所定の条件を満たすと判定されたコンテンツの第２の録画予約について、前
記所定の条件と予め対応付けられている変更手法で、所定の設定内容を変更する変更ステ
ップと、
　前記変更ステップの処理により前記所定の設定内容が変更された前記第２の録画予約を
含む、前記分割ステップの処理により前記第１の録画予約から分割されたコンテンツ毎の
前記第２の録画予約のそれぞれを投入する投入ステップと
　を含むことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置および方法並びにプログラムに関し、特に、コンテンツ記録の
有無や、記録後のコンテンツの消去タイミング等の各種設定の自由度を高めることができ
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る、情報処理装置および方法並びにプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、放送番組（それを構成する映像信号と音声信号）の記録と再生が可能な記録再生
装置、例えば、ハードディスクビデオレコーダ等の普及が著しい。また、その放送番組を
記録する記録媒体、例えば、ハードディスク等の記録容量の増大も著しい。
【０００３】
　従って、このような記録容量が増大した記録再生装置は、その分だけ多数の放送番組を
記録できるようになっている。そこで、ユーザは、可能な限り多くの放送番組を一旦録画
しておき、録画後、所望する放送番組だけを視聴する、といった使い方をするようになっ
てきている。
【０００４】
　ただし、記録容量が増大したと言っても、ハードディスク等の記録媒体の記録容量は無
限ではなく有限であることには何等変わりは無く、無限個の放送番組を記録できるように
なった訳ではない。このため、ユーザが上述したような使い方をした結果、ハードディス
ク等の記録媒体に一定以上の放送番組が記録された場合には、幾つかの放送番組を消去し
ないと、新たな放送番組の記録ができなくなってしまう。このため、特許文献１乃至５に
は、放送番組の消去手法が幾つか開示されている。
【特許文献１】特開２００１－２５７９８６号公報
【特許文献２】特開２００２－３１４９１１号公報
【特許文献３】特開２００４－３０４８３５号公報
【特許文献４】特開２００４－１７２６８２号公報
【特許文献５】特開２００４－８６２８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、次のような要望が多数のユーザから近年挙げられているが、特許文献１
乃至５等に開示された従来の技術では、その要望に応じることは困難であった。
【０００６】
　即ち、従来の技術で応じることが困難な要望とは、放送番組の録画の有無や、録画後の
放送番組の消去タイミング等の各種設定の自由度を高めたいという要望である。例えば、
ユーザの嗜好に合致しない放送番組は録画自体行わないという要望である。また例えば、
録画後の放送番組についても、ユーザの嗜好の度合い等に応じて消去タイミングを異なら
せたいという要望、具体的には例えば、嗜好の度合いが高い放送番組はより長く記録媒体
に保存しておきたいが、ニュースなどの放送番組は早く消去させたいといった要望である
。
【０００７】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、放送番組の録画の有無や、録
画後の放送番組の消去タイミング等の各種設定の自由度を高めることができるようにする
ものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の情報処理装置は、コンテンツの録画予約の投入を行う情報処理装置であって、
所定の配信元から配信されるコンテンツを所定の期間だけ録画するという第１の録画予約
から、所定の期間に配信予定の各コンテンツのそれぞれを個別に録画するというコンテン
ツ毎の第２の録画予約のそれぞれに分割する分割手段と、分割手段により第１の録画予約
から分割されたコンテンツ毎の第２の録画予約のそれぞれについて、対応するコンテンツ
が所定の条件を満たすか否かを判定し、所定の条件を満たすと判定されたコンテンツの第
２の録画予約について、所定の条件と予め対応付けられている変更手法で、所定の設定内
容を変更する変更手段と、変更手段により所定の設定内容が変更された第２の録画予約を



(4) JP 4131271 B2 2008.8.13

10

20

30

40

50

含む、分割手段により第１の録画予約から分割されたコンテンツ毎の第２の録画予約のそ
れぞれを投入する投入手段とを備えることを特徴とする。
【０００９】
　所定の条件は複数存在し、複数の所定の条件のそれぞれには優先順位が予め決定されて
おり、変更手段は、コンテンツ毎の第２の録画予約のそれぞれについて、対応するコンテ
ンツが複数の所定の条件のうちの少なくとも１つを満たすか否かを判定し、複数の所定の
条件のうちの少なくとも１つを満たすと判定されたコンテンツの第２の録画予約について
、満たすと判定された１以上の所定の条件のうちの最も優先順位が高いものと予め対応付
けられている変更手法で、所定の設定内容を変更するようにすることができる。
【００１０】
　複数の所定の条件のうちの、所定の優先順位の所定の条件に予め対応付けられている変
更手法とは、所定の優先順位の所定の条件を満たすコンテンツについて、録画を行うとい
う第１の設定内容から、録画を禁止するという第２の設定内容に変更する手法であり、投
入手段は、コンテンツ毎の第２の録画予約のうちの、変更手段により第２の設定内容に変
更された第２の録画予約の投入を禁止するようにすることができる。
【００１１】
　複数の所定の条件自体、複数の所定の条件のそれぞれの優先順位、および、複数の所定
の条件に対応付けられる変更手法のうちの少なくとも１つを、ユーザの指示により設定す
る設定手段をさらに設けるようにすることができる。
【００１２】
　本発明の情報処理方法は、コンテンツの録画予約の投入を行う情報処理装置の情報処理
方法であって、所定の配信元から配信されるコンテンツを所定の期間だけ録画するという
第１の録画予約から、所定の期間に配信予定の各コンテンツのそれぞれを個別に録画する
というコンテンツ毎の第２の録画予約のそれぞれに分割する分割ステップと、分割ステッ
プの処理により第１の録画予約から分割されたコンテンツ毎の第２の録画予約のそれぞれ
について、対応するコンテンツが所定の条件を満たすか否かを判定し、所定の条件を満た
すと判定されたコンテンツの第２の録画予約について、所定の条件と予め対応付けられて
いる変更手法で、所定の設定内容を変更する変更ステップと、変更ステップの処理により
所定の設定内容が変更された第２の録画予約を含む、分割ステップの処理により第１の録
画予約から分割されたコンテンツ毎の第２の録画予約のそれぞれを投入する投入ステップ
とを含むことを特徴とする。
【００１３】
　本発明のプログラムは、上述した本発明の情報処理方法に対応するプログラムである。
【００１４】
　本発明の情報処理装置および方法、並びに、プログラムにおいては、所定の配信元から
配信されるコンテンツを所定の期間だけ録画するという第１の録画予約から、所定の期間
に配信予定の各コンテンツのそれぞれを個別に録画するというコンテンツ毎の第２の録画
予約のそれぞれに分割される。次に、第１の録画予約から分割されたコンテンツ毎の第２
の録画予約のそれぞれについて、対応するコンテンツが所定の条件を満たすか否かが判定
され、所定の条件を満たすと判定されたコンテンツの第２の録画予約について、所定の条
件と予め対応付けられている変更手法で、所定の設定内容が変更される。そして、所定の
設定内容が変更された第２の録画予約を含む、第１の録画予約から分割されたコンテンツ
毎の第２の録画予約のそれぞれが投入される。
【００１５】
　コンテンツの録画先は、本発明の情報処理装置自身であってもよいし、他の装置であっ
てもよい。同様に、コンテンツ毎の第２の録画予約の投入先も、本発明の情報処理装置自
身であってもよいし、他の装置であってもよい。さらに、コンテンツの録画先と、コンテ
ンツ毎の第２の録画予約の投入先とが一致する必要は特に無い。
【発明の効果】
【００１６】
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　以上のごとく、本発明によれば、コンテンツの録画予約の投入を行うことがきる。特に
、その録画予約の設定内容を適切に変更することで、コンテンツの録画の有無や、録画後
のコンテンツの消去タイミング等の各種設定の自由度を高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下に本発明の実施の形態を説明するが、請求項に記載の構成要件と、発明の実施の形
態における具体例との対応関係を例示すると、次のようになる。この記載は、請求項に記
載されている発明をサポートする具体例が、発明の実施の形態に記載されていることを確
認するためのものである。従って、発明の実施の形態中には記載されているが、構成要件
に対応するものとして、ここには記載されていない具体例があったとしても、そのことは
、その具体例が、その構成要件に対応するものではないことを意味するものではない。逆
に、具体例が構成要件に対応するものとしてここに記載されていたとしても、そのことは
、その具体例が、その構成要件以外の構成要件には対応しないものであることを意味する
ものでもない。
【００１８】
　さらに、この記載は、発明の実施の形態に記載されている具体例に対応する発明が、請
求項に全て記載されていることを意味するものではない。換言すれば、この記載は、発明
の実施の形態に記載されている具体例に対応する発明であって、この出願の請求項には記
載されていない発明の存在、すなわち、将来、分割出願されたり、補正により追加される
発明の存在を否定するものではない。
【００１９】
　本発明によれば、情報処理装置が提供される。この情報処理装置（例えば図１のコンテ
ンツ記録再生装置１であって、図５の分割予約投入部８２を含むコンテンツ記録再生装置
１）は、
　コンテンツの録画予約の投入を行う情報処理装置であって、
　所定の配信元（例えば後述する所定のチャンネルが割り当てられた所定の放送局）から
配信されるコンテンツ（例えば後述する放送番組）を所定の期間だけ録画するという第１
の録画予約（例えば図６の領域１０４乃至１０９に示されるような、後述する流し録り予
約であって、具体的には例えば図１１のＡチャンネル予約内容に黒色の領域で示される８
時から１５時までの流し録り予約）から、前記所定の期間に配信予定の各コンテンツのそ
れぞれを個別に録画するというコンテンツ毎の第２の録画予約（例えば図１５のＡ予約乃
至Ｄ予約）のそれぞれに分割する分割手段（例えば図５の番組予約分割部９１）と、
　前記分割手段により前記第１の録画予約から分割されたコンテンツ毎の前記第２の録画
予約のそれぞれについて、対応するコンテンツが所定の条件（例えば図７に示される条件
）を満たすか否かを判定し、前記所定の条件を満たすと判定されたコンテンツの第２の録
画予約について、前記所定の条件と予め対応付けられている変更手法（例えば図７に示さ
れる変更属性）で、所定の設定内容を変更する変更手段（例えば図５の予約属性変更部９
２）と、
　前記変更手段により前記所定の設定内容が変更された前記第２の録画予約を含む、前記
分割手段により前記第１の録画予約から分割されたコンテンツ毎の前記第２の録画予約の
それぞれを投入する投入手段（例えば図５の番組予約投入部９３）と
　を備えることを特徴とする。
【００２０】
　この情報処理装置において、
　前記所定の条件は複数存在し（例えば図７の例では、上から順に「世界遺産」乃至「ド
キュメント」といった９つの条件が存在し）、複数の前記所定の条件のそれぞれには優先
順位（例えば図７の各条件の左方の数値、即ち、各条件の配置順番）が予め決定されてお
り、
　前記変更手段は、コンテンツ毎の前記第２の録画予約のそれぞれについて、対応するコ
ンテンツが複数の前記所定の条件のうちの少なくとも１つを満たすか否かを判定し、複数
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の前記所定の条件のうちの少なくとも１つを満たすと判定されたコンテンツの第２の録画
予約について、満たすと判定された１以上の前記所定の条件のうちの最も優先順位が高い
ものと予め対応付けられている変更手法で、所定の設定内容を変更する
　ようにすることができる。
【００２１】
　この情報処理装置において、
　複数の前記所定の条件のうちの、所定の優先順位の所定の条件（例えば図７の例では、
優先順位第７位乃至第９位のそれぞれの条件である、「番組情報がありません」、「その
他」、「ドキュメント」）に予め対応付けられている変更手法とは、前記所定の優先順位
の前記所定の条件を満たすコンテンツについて、録画を行うという第１の設定内容から、
録画を禁止するという第２の設定内容に変更する手法（例えば図７の例では、「有効期限
」という予約属性を、「０日間」に変更する手法）であり、
　前記投入手段は、コンテンツ毎の前記第２の録画予約のうちの、前記変更手段により前
記第２の設定内容に変更された前記第２の録画予約の投入を禁止する（例えば図１５のＤ
予約参照）
　ようにすることができる。
【００２２】
　この情報処理装置は、
　複数の前記所定の条件自体、複数の前記所定の条件のそれぞれの優先順位、および、複
数の前記所定の条件に対応付けられる変更手法のうちの少なくとも１つを、ユーザの指示
により設定する設定手段（例えば図４の設定部６４）
　をさらに設けるようにすることができる。
【００２３】
　本発明によれば、情報処理方法が提供される。この情報処理方法（例えば図９の分割予
約投入処理）は、
　コンテンツの録画予約の投入を行う情報処理装置の情報処理方法であって、
　所定の配信元から配信されるコンテンツを所定の期間だけ録画するという第１の録画予
約から、前記所定の期間に配信予定の各コンテンツのそれぞれを個別に録画するというコ
ンテンツ毎の第２の録画予約のそれぞれに分割する分割ステップ（例えば図９のステップ
Ｓ４）と、
　前記分割ステップの処理により前記第１の録画予約から分割されたコンテンツ毎の前記
第２の録画予約のそれぞれについて、対応するコンテンツが所定の条件を満たすか否かを
判定し、前記所定の条件を満たすと判定されたコンテンツの第２の録画予約について、前
記所定の条件と予め対応付けられている変更手法で、所定の設定内容を変更する変更ステ
ップ（例えば図９のステップＳ５乃至Ｓ９）と、
　前記変更ステップの処理により前記所定の設定内容が変更された前記第２の録画予約を
含む、前記分割ステップの処理により前記第１の録画予約から分割されたコンテンツ毎の
前記第２の録画予約のそれぞれを投入する投入ステップ（例えば図９のステップＳ１０）
と
　を含むことを特徴とする。
【００２４】
　本発明によれば、プログラムが提供される。このプログラムは、上述した本発明の情報
処理方法に対応するプログラムであって、例えば、図２のようなハードウエア構成を有す
るコンピュータにより実行される。
【００２５】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
【００２６】
　図１は、本発明を適用した情報処理装置としてのコンテンツ記録再生装置のハードウエ
ア構成例を示す図である。
【００２７】
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　図１の例では、コンテンツ記録再生装置１は、主制御部１１、および、コンテンツ記録
部１３Ａ，１３Ｂのそれぞれがネットワーク１２を介して相互に接続されることで構成さ
れている。
【００２８】
　なお、ネットワーク１２の形態は特に限定されず、例えば、イーサネット（登録商標）
等で構成することが可能である。また、ネットワーク１２は省略可能である。即ち、主制
御部１１、および、コンテンツ記録部１３Ａ，１３Ｂのそれぞれは、ネットワーク１２を
介在することなく直接通信を行ってもよい。
【００２９】
　また、以下、コンテンツ記録部１３Ａ，１３Ｂのそれぞれを個々に区別する必要がない
場合、それらをまとめて、コンテンツ記録部１３と称する。
【００３０】
　さらに、図１の例では、コンテンツ記録再生装置１には２台のコンテンツ記録部１３が
搭載されているが、コンテンツ記録部１３の搭載数は、図１の例に限定されず任意の数で
よい。同様に、主制御部１１の搭載数も任意の数でよい。
【００３１】
　主制御部１１とコンテンツ記録部１３のそれぞれの詳細なハードウエア構成例が、図２
と図３のそれぞれに示されている。そこで、以下、図２と図３のそれぞれを参照して、主
制御部１１とコンテンツ記録部１３のそれぞれの詳細なハードウエア構成例についてその
順番で個別に説明していく。
【００３２】
　図２の例の主制御部１１において、CPU２１は、ROM２２に記憶されているプログラム、
または記憶部２８からRAM２３にロードされたプログラムに従って各種の処理を実行する
。RAM２３にはまた、CPU２１が各種の処理を実行する上において必要なデータなども適宜
記憶される。
【００３３】
　CPU２１、ROM２２、およびRAM２３は、バス２４を介して相互に接続されている。この
バス２４にはまた、入出力インタフェース２５も接続されている。
【００３４】
　入出力インタフェース２５には、キーボード、マウス、リモートコントローラ（受光部
含む）などよりなる入力部２６、スピーカ、ディスプレイなどよりなる出力部２７、ハー
ドディスクなどより構成される記憶部２８、並びに、ネットワーク１２を介しての他のブ
ロック（図１の例では、コンテンツ記録部１３Ａや１３Ｂ）との通信処理を制御する通信
部２９が接続されている。なお、図２には図示されていないが、通信部２９は、ネットワ
ーク１２とは異なる形態のネットワーク（例えば、後述する図１７のネットワーク３０４
等）とも接続可能である。
【００３５】
　入出力インタフェース２５にはまた、必要に応じてドライブ３０が接続され、磁気ディ
スク、光ディスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモリなどのリムーバブル記録媒体３
１が適宜装着され、それらから読み出されたコンピュータプログラムが、必要に応じて記
憶部２８にインストールされる。
【００３６】
　なお、主制御部１１のハードウエアの構成は、図２の例に限定されず、後述する図４の
機能的構成を少なくとも有していれば任意でよい。
【００３７】
　次に、図３を参照して、コンテンツ記録部１３のハードウエア構成例について説明する
。
【００３８】
　図３の例のコンテンツ記録部１３において、CPU４１は、ROM４２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。或いは、CPU４１は、図１の主制御部１１からネ
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ットワーク１２を介して送信されてきたプログラムを、ネットワーク通信制御部４８とバ
ス４７とを介して受信してRAM４３にロードする。そして、CPU４１は、そのプログラムに
従って各種の処理を実行することもできる。RAM４３にはまた、CPU４１が各種の処理を実
行する上において必要なデータなども適宜記憶される。
【００３９】
　CPU４１、ROM４２、およびRAM４３は、バス４４を介して相互に接続されている。この
バス４４にはまた、コンテンツ取得部４５、および、HDD（Hard Disk Drive）４６が接続
されている。
【００４０】
　コンテンツ取得部４５は、複数の放送局から同時間帯に放送される各放送番組（コンテ
ンツ）のそれぞれを同時に受信（取得）できるように構成されている。具体的には例えば
図３の例では、コンテンツ取得部４５は、３つの放送局のそれぞれから放送される３つの
放送番組を同時に受信できるように構成されている。即ち、コンテンツ取得部４５には、
３つのチューナ５１－１乃至５１－３、３つのA/D変換（Analog to Digital変換）部５２
－１乃至５２－３、および、３つのエンコーダ５３－１乃至５３－３が設けられている。
【００４１】
　なお、以下、３つのチューナ５１－１乃至５１－３のそれぞれを個々に区別する必要が
ない場合、それらをまとめてチューナ５１と称する。同様に、３つのA/D変換部５２－１
乃至５２－３のそれぞれを個々に区別する必要がない場合、それらをまとめてA/D変換部
５２と称する。また、３つのエンコーダ５３－１乃至５３－３のそれぞれを個々に区別す
る必要がない場合、それらをまとめてエンコーダ５３と称する。
【００４２】
　チューナ５１は、図示せぬアンテナに受信された地上波または衛星波のテレビジョン放
送の放送電波を復調し、その結果得られる映像信号と音声信号をA/D変換部５２に供給す
る。
【００４３】
　即ち、CPU４１により指定されたチャンネル（正確には例えば、後述する図４の録画管
理部７１Ａまたは７１Ｂにより指定されたチャンネル）の放送電波、より正確には、その
チャンネルが割り当てられた放送局から放送された放送番組を構成する電波がアンテナに
受信されると、チューナ５１は、それを復調して、その結果得られるアナログの映像信号
と音声信号をA/D変換部５２に供給する。
【００４４】
　なお、このように、放送番組は放送局から放送されるものであるが、以下、説明の簡略
上、（その放送局が割り当てられている）チャンネルから放送番組が放送されるといった
表現で説明していく。例えば、「Ａチャンネルから放送された放送番組」等の表現で、以
下、説明していく。
【００４５】
　A/D変換部５２は、チューナ５１から供給されたアナログの映像信号と音声信号に対し
てA/D変換を施し、その結果得られるデジタルの映像信号と音声信号をエンコーダ５３に
供給する。なお、以下、A/D変換部５２から出力されるデジタル信号、即ち、所定の放送
番組を構成するデジタルの映像信号と音声信号とをまとめて、コンテンツデータと称する
。
【００４６】
　エンコーダ５３は、A/D変換部５２から供給されるコンテンツデータを、例えばMPEG（M
oving Picture Experts Group）方式でエンコード（圧縮符号化）した上で、記録制御部
５４に供給する。なお、以下、エンコーダ５３から出力されるエンコード済みのコンテン
ツデータを、圧縮コンテンツデータと称する。
【００４７】
　記録制御部５４は、エンコーダ５３－１乃至５３－３のそれぞれから供給される圧縮コ
ンテンツデータのそれぞれを、ファイル形式でＨＤＤ４６に記憶させる。
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【００４８】
　即ち、ＨＤＤ４６には、圧縮コンテンツデータを含むファイルが記憶される。なお、以
下、「ＨＤＤ４６に圧縮コンテンツデータが記憶される」といった動作を、「（その圧縮
コンテンツデータに対応する）放送番組が録画される」と表現する。換言すると、放送番
組と、その放送番組を構成するコンテンツデータや圧縮コンテンツデータとを個々に区別
する必要がない場合、以下、単に放送番組と称する。
【００４９】
　また、ＨＤＤ４６の録画単位は必ずしも１つの放送番組とはならず、正確には、後述す
る１つの録画予約で特定される所定のチャンネルの放送内容となる。この放送内容には、
１以上の放送番組が含まれ得る。さらに、後述するように、必ずしも放送番組の全てが含
まれるとは限らず、放送番組の一部分のみが含まれることもある。従って、ＨＤＤ４６に
記録される１つのファイルには、所定のチャンネルから放送された１つの放送番組が含ま
れることもあるし、そのチャンネルから放送された２以上の放送番組が含まれることもあ
る。
【００５０】
　なお、以下、このようなファイルをビデオカプセルと称する。即ち、ビデオカプセルに
は、１以上の放送番組のそれぞれの少なくとも一部分（圧縮コンテンツデータ）が含まれ
る。
【００５１】
　さらに、ＨＤＤ４６には、録画された放送番組の番組情報（メタデータ）も記憶される
。
【００５２】
　なお、本実施の形態では例えば、ＨＤＤ４６に記憶される番組情報は、ネットワーク１
２に接続される他のサーバ（図示せず）から供給される。即ち、本実施の形態においては
例えば、CPU４１が、ネットワーク１２とネットワーク通信制御部４８を介して各放送番
組の番組情報を適宜取得し、ＨＤＤ４６に記憶させる。
【００５３】
　ただし、番組情報の取得方法は、本実施の形態の例に限定されず任意の方法でよい。例
えば、コンテンツ取得部４５が、受信された地上波のテレビジョン放送信号の垂直ブラン
キング期間から番組情報を抽出したり、受信された衛星波のテレビジョン放送信号から番
組情報を抽出するといった方法でもよい。
【００５４】
　ところで、CPU４１はまたバス４７に接続されており、このバス４７にはまたネットワ
ーク通信制御部４８が接続されている。ネットワーク通信制御部４８は、ネットワーク１
２を介しての他のブロック（図１の例では、主制御部１１等）との通信処理を制御する。
【００５５】
　なお、コンテンツ記録部１３のハードウエアの構成は、図３の例に限定されず、後述す
る図４の機能的構成を少なくとも有していれば任意でよい。
【００５６】
　ところで、以下の説明においては、コンテンツ記録部１３Ａと１３Ｂとを再度区別する
必要が生じる場合もある。そこで、このような場合、コンテンツ記録部１３Ａに搭載され
るCPU４１乃至ネットワーク通信制御部４８のそれぞれを、それらの符号の最後にアルフ
ァベットＡを付加して、CPU４１Ａ乃至ネットワーク通信制御部４８Ａのそれぞれと称す
る。同様に、コンテンツ記録部１３Ｂに搭載されるCPU４１乃至ネットワーク通信制御部
４８のそれぞれを、それらの符号の最後にアルファベットＢを付加して、CPU４１Ｂ乃至
ネットワーク通信制御部４８Ｂのそれぞれと称する。
【００５７】
　また、上述した例では、コンテンツ記録再生装置１に搭載されるチューナの台数は６台
とされた。即ち、コンテンツ記録部１３Ａに３台のチューナ５１－１Ａ乃至５１－３Ａが
搭載され、コンテンツ記録部１３Ｂに３台のチューナ５１－１Ｂ乃至５１－３Ｂが搭載さ
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れるとされた（そのように図示されている）。しかしながら、コンテンツ記録再生装置１
に搭載されるチューナの台数は、上述した例に限定されず任意の台数でよい。また、チュ
ーナの搭載場所も特に限定されず、例えば、主制御部１１に任意の台数のチューナが搭載
されてもよい。
【００５８】
　以上、図１乃至図３を参照して、本発明が適用されるコンテンツ記録再生装置１のハー
ドウエア構成例について説明した。
【００５９】
　次に、図４を参照して、かかるコンテンツ記録再生装置１の機能的構成例について説明
する。即ち、図４は、コンテンツ記録再生装置１の機能的構成例を表している。
【００６０】
　なお、本実施の形態では、主制御部１１は上述した図２のハードウエア構成を有してい
るので、予約属性変更情報記憶部６３を除く情報呈示統合制御部６１乃至過去番組表管理
部６５のそれぞれは、例えば、図２のCPU２１が実行するアプリケーションソフトウエア
として構成されている。ただし、主制御部１１のハードウエア構成を図２の構成とは異な
らせることで、予約属性変更情報記憶部６３を除く情報呈示統合制御部６１乃至過去番組
表管理部６５のそれぞれは、ハードウエア単体として構成することもできるし、ソフトウ
エアとハードウエアの組合せとして構成することもできる。また、予約属性変更情報記憶
部６３は、本実施の形態では図２の記憶部２８の一領域として構成されるが、その他、図
示はしないが各種メモリの一領域として構成することもできる。
【００６１】
　同様に、本実施の形態では、コンテンツ記録部１３Ａ，１３Ｂは上述した図３のハード
ウエア構成を有しているので、録画管理部７１Ａおよびコンテンツ/メタデータ提供部７
２Ａ、並びに、録画管理部７１Ｂおよびコンテンツ/メタデータ提供部７２Ｂのそれぞれ
は、例えば、図３のCPU４１が実行するアプリケーションソフトウエアとして構成されて
いる。ただし、コンテンツ記録部１３Ａ，１３Ｂのそれぞれのハードウエア構成を図３の
構成とは異ならせることで、録画管理部７１Ａおよびコンテンツ/メタデータ提供部７２
Ａ、並びに、録画管理部７１Ｂおよびコンテンツ/メタデータ提供部７２Ｂのそれぞれは
、例えば、ハードウエア単体として構成することもできるし、ソフトウエアとハードウエ
アの組合せとして構成することもできる。
【００６２】
　図４の主制御部１１において、情報呈示統合制御部６１は、予約投入部６２、設定部６
４、または過去番組表管理部６５から供給される各種情報を、適宜必要な処理を施した上
で出力部２７から出力させる制御を実行する。
【００６３】
　具体的には、例えば、後述する図６、図７、図８、および図１６のうちの何れかに示さ
れる画像（これらの画像の詳細については後述する）に対応する画像データが、予約投入
部６２、設定部６４、または過去番組表管理部６５から情報呈示統合制御部６１に供給さ
れてくる場合がある。このような場合、情報呈示統合制御部６１は、供給された画像デー
タに対して適宜必要な画像処理を施し、さらに、A/D変換処理を施し、その結果得られる
アナログの画像信号を出力部２７に供給する。すると、出力部２７は、情報呈示統合制御
部６１から供給された画像信号に対応する画像、即ち例えば、図６、図７、図８、および
図１６のうちの何れかに示される画像を表示する。
【００６４】
　さらに、例えば、所定のビデオカプセルが、コンテンツ記録部１３Ａまたは１３Ｂから
過去番組表管理部６５を介して情報呈示統合制御部６１に供給されてくる場合がある。こ
のような場合、情報呈示統合制御部６１は、供給されたビデオカプセルに含まれる圧縮コ
ンテンツデータをMPEG方式等でデコードし、その結果得られる映像信号と音声信号を出力
部２７に供給する。すると、出力部２７は、供給された映像信号（動画像信号）に対応す
る映像（動画像）を表示するとともに、供給された音声信号に対応する音声を出力する。
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即ち、出力部２７は、ビデオカプセルに圧縮コンテンツデータの形態で含まれていた放送
番組を再生する。
【００６５】
　情報呈示統合制御部６１はまた、入力部２６から各種指令（例えば、出力部２７の出力
音声のボリューム可変指令や、放送番組の再生、一時停止、停止、早送り等の指令）が入
力された場合、その指令に対応する処理を実行する。
【００６６】
　予約投入部６２は、入力部２６から入力された情報、即ち、ユーザから指示された内容
に基づいて録画予約を設定し、コンテンツ記録部１３Ａの録画管理部７１Ａまたはコンテ
ンツ記録部１３Ｂの録画管理部７１Ｂに通知する。
【００６７】
　ここで、注目すべき点は、入力部２６から入力される情報は「曜日、チャンネル、開始
時刻、および、終了時刻」であり、予約投入部６２は、これらの情報に基づいて録画予約
を設定する点である。即ち、予約投入部６２が設定する録画予約の内容は、「ユーザが所
望する時間帯（毎週、ユーザにより指定された曜日における、ユーザにより指定された開
始時刻から終了時刻までの時間帯）に、ユーザが所望するチャンネルから放送される放送
内容を録画する」といった内容である点である。
【００６８】
　なお、以下、このような予約投入部６２により設定される録画予約、即ち、「曜日、チ
ャンネル、開始時刻、および、終了時刻」といった情報で設定される録画予約を、流し録
り予約と称する。
【００６９】
　また、以下、予約投入部６２の処理のうちの、設定された録画予約（流し録り予約だけ
ではなく、後述するような、流し録り予約から分割された放送番組毎の録画予約も含む）
の内容を録画管理部７１Ａまたは７１Ｂに通知する通知処理を、録画予約の投入と称する
。なお、より正確には、録画予約の投入には、予約投入部６２が実行する通知処理に加え
て、さらに、録画管理部７１Ａ，７１Ｂのうちの通知された方が、通知された録画予約の
内容を保持する処理も含む。
【００７０】
　即ち、予約投入部６２は、ユーザが入力部２６を操作して設定した「曜日、チャンネル
、開始時刻、および、終了時刻」といった情報に基づいて、流し録り予約を設定して投入
する。
【００７１】
　さらに、注目すべき点は、ユーザは、このような流し録り予約の設定操作を、流し録り
予約を設定するためのGUI用画像（以下、流し録り予約画像と称する）を利用して容易に
行うことができる点である。なお、流し録り予約画像の具体例については図６を参照して
後述する。
【００７２】
　予約投入部６２はさらに、各放送番組の番組情報に基づいて、投入された流し録り予約
を放送番組毎の録画予約のそれぞれに分割してそれぞれ投入する処理（以下、分割予約投
入処理と称する）も実行できる。
【００７３】
　このように、予約投入部６２は、流し録り予約の設定と投入の処理（以下、流し録り予
約投入処理と称する）と、分割予約投入処理とのそれぞれを実行できる。このため、本実
施の形態では例えば図５に示されるように、予約投入部６２には、流し録り予約投入処理
を実行する流し録り予約投入部８１と、分割予約投入処理を実行する分割予約投入部８２
とが設けられている。即ち、図５は、予約投入部６２の詳細な機能的構成例を示す機能ブ
ロック図である。
【００７４】
　なお、本実施の形態での録画予約の投入先は、上述したように、図４のコンテンツ記録
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部１３Ａまたは１３Ｂとなるが、図５の例では、説明の簡略上、コンテンツ記録部１３と
されている。即ち、図５の例では、録画管理部７１Ａ若しくは７１Ｂ、および、コンテン
ツ/メタデータ提供部７２Ａ若しくは７２Ｂのそれぞれは、符号の最後のＡ若しくはＢが
省略されて単に、録画管理部７１およびコンテンツ/メタデータ提供部７２のそれぞれと
されている。
【００７５】
　図５の例では、分割予約投入部８２は、番組予約分割部９１、予約属性変更部９２、お
よび番組予約投入部９３から構成されている。
【００７６】
　番組予約分割部９１は、所定のタイミングで、各放送番組のそれぞれの番組情報をコン
テンツ/メタデータ提供部７２から自動的に取得する。そして、番組予約分割部９１は、
録画管理部７１から分割対象の流し録り予約を取得し、それらの番組情報に基づいて、分
割対象の流し録り予約を放送番組毎の録画予約のそれぞれに自動的に分割する。放送番組
毎の録画予約のそれぞれは、番組予約分割部９１から予約属性変更部９２に供給される。
【００７７】
　なお、ここでは、自動的とは、入力部２６等の外部からの入力を介在することなく、即
ち、ユーザ操作を介在することなく、予約投入部６２等のブロック（装置）が自分自身の
判断で所定の処理を実行することをいう。
【００７８】
　予約属性変更部９２は、放送番組毎の録画予約のそれぞれについて、対応する放送番組
が所定の条件を満たすか否かを判定し、さらに、所定の条件を満たすと判定された放送番
組の録画予約について、所定の条件と予め対応付けられている変更手法で、所定の予約属
性（所定の設定内容）を変更する。このとき、予約属性変更部９２は、予約属性変更情報
記憶部６３に記憶されている予約属性変更情報を参照する。そして、予約属性変更部９２
は、予約属性の変更有無に関わらず放送番組毎の録画予約のそれぞれを、番組予約投入部
９３に提供する。
【００７９】
　なお、予約属性の具体例、それらの予約属性の変更の具体例、予約属性情報の具体例等
については、図７以降の図面を参照して後述する。
【００８０】
　番組予約投入部９３は、予約属性変更部９２から提供された放送番組毎の録画予約のそ
れぞれを、録画管理部７１に自動的に投入する。ただし、後述するように、予約属性変更
部９２により所定の予約属性が変更された結果（例えば本実施の形態では後述する「有効
期限」が「０日間」に変更された結果）、投入が禁止された放送番組の録画予約が、予約
属性変更部９２から番組予約投入部９３に供給されてきる場合がある。このような場合、
番組予約投入部９３は、その放送番組の録画予約の投入を行わない（禁止する）。
【００８１】
　分割予約投入部８２について、具体例を挙げてさらに説明する。即ち、例えばいま「火
曜日の午前８時から午後１時までの時間帯にＡチャンネルから放送される放送内容を録画
する」といった内容で流し録り予約が投入されているとする。また、例えば、Ａチャンネ
ルからは、次の火曜日の午前８時から午前１１時までの時間帯に第１の放送番組が放送さ
れ、その後、午前１１時から午後１時までの間に第２の放送番組が放送されることが予定
されているとする。即ち、第１の放送番組と第２の放送番組のそれぞれの番組情報には、
それらの予定内容を特定できる情報が含まれているとする。
【００８２】
　また、例えば、第１の放送番組については、予約属性のひとつである「録画モード」を
「長時間(2.5M)」に変更させるための第１の条件が成立するとする。「録画モード」とは
、画質や音質を設定するためのモードを言う。これに対して、例えば、第２の放送番組に
ついては、予約属性のひとつである「有効期限」を「０日間」に変更させるための第２の
条件が成立するとする。「有効期限」とは、録画番組をＨＤＤ４６に蓄積しておく期間で
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あり、この有効期限が過ぎると自動削除の対象になる。ただし、自動削除の詳細について
は後述する。また、「有効期限」が「０日間」とは、録画予約の投入自体を行わないこと
、即ち、その録画予約の内容（放送番組等）のＨＤＤ４６への録画を禁止させることを意
味する。なお、後述するように、これらの第１の条件および第２の条件や、第１の条件ま
たは第２の条件が成立したときにおける予約属性の変更内容については、予約属性変更情
報として予約属性変更情報記憶部６３に予め記憶されている。
【００８３】
　この場合、番組予約分割部９１は、次の火曜日の午前８時より前の所定のタイミングで
、第１の放送番組と第２の放送番組のそれぞれの番組情報を、コンテンツ/メタデータ提
供部７２から自動的に取得する。そして、予約投入部６２は、それらの番組情報に基づい
て、分割対象の流し録り予約を第１の放送番組の録画予約と第２の放送番組の録画予約と
のそれぞれに自動的に分割する。
【００８４】
　予約属性変更部９２は、第１の放送番組の録画予約については、予約属性変更情報記憶
部６３に記憶されている予約属性変更情報に基づいて、その「録画モード」を「長時間(2
.5M)」に変更する。また、予約属性変更部９２は、第２の放送番組の録画予約については
、予約属性変更情報記憶部６３に記憶されている予約属性変更情報に基づいて、「有効期
限」を「０日」に変更する。
【００８５】
　すると、番組予約投入部９３は、「長時間(2.5M)」で録画するいう設定情報を含む、第
１の放送番組の録画予約を録画管理部７１に対して投入する。
【００８６】
　これに対して、第２の放送番組の録画予約については、その「有効期限」が「０日間」
に変更されているので、番組予約投入部９３による投入は行われないことになる。詳細に
ついては後述するが、このように、「有効期限」を「０日」に変更させるための第２の条
件を満たす放送番組については、その録画予約自体が投入されないので、その結果、その
放送番組はＨＤＤ４６に録画されず、ＨＤＤ４６の限りある容量を有効利用することが可
能になる。
【００８７】
　なお、第１の放送番組の録画予約の投入と、第２の放送番組の録画予約の投入とのそれ
ぞれのタイミングは、同タイミングであってもよいし、タイムラグが存在してもよい。タ
イムラグが存在する場合とは、例えば、先に放送開始予定の第１の放送番組の録画予約の
投入が行われた後、第２の放送番組の録画予約の投入が行われるような場合をいう。
【００８８】
　以上説明した分割予約投入部８２の分割予約投入処理のさらなる詳細については、図９
乃至図１５を参照して後述する。
【００８９】
　図４に戻り、予約属性変更情報記憶部６３には、上述したように、予約属性変更情報が
１以上記憶される。予約属性変更情報とは、所定の条件が満たされたときに所定の予約属
性を所定の変更手法で変更させることを定義した情報をいう。この予約属性変更情報は、
設定部６４により設定される。即ち、設定部６４は、ユーザが入力部２６を操作して設定
した所定の条件や変更対象の予約属性等に基づいて、予約属性変更情報を設定（生成）し
て予約属性変更情報記憶部６３に記憶させる。
【００９０】
　ここで、注目すべき点は、ユーザは、このような予約属性変更情報の設定操作を、その
設定を行うためのGUI用画像（以下、予約属性変更情報設定用画像と称する）を利用して
容易に行うことができる点である。なお、予約属性変更情報設定用画像の具体例について
は、図７や図８を参照して後述する。
【００９１】
　過去番組表管理部６５は、ＨＤＤ４６Ａまたは４６Ｂに現在録画されている放送番組（
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以下、録画番組と称する）の番組情報（メタデータ）を、コンテンツ/メタデータ提供部
７２Ａまたは７２Ｂを介して取得する。
【００９２】
　そして、過去番組表管理部６５は、取得された各種番組情報に基づいて、各録画番組（
正確には、その録画番組を示す欄であって、以下、番組欄と称する）のそれぞれを、対応
するチャンネル毎に放送時間の順に並べたテーブルを画像データの形態で生成し、情報呈
示統合制御部６１に供給する。なお、このようなテーブルを過去番組表と称する。過去番
組表の具体例については図１６を参照して後述する。
【００９３】
　過去番組表の画像データが情報呈示統合制御部６１に供給されると、上述したように、
情報呈示統合制御部６１は、その画像データに対応する画像、即ち、後述する図１６に示
されるような過去番組表を出力部２７に表示させる。
【００９４】
　従って、ユーザは、出力部２７に表示された過去番組表を見ることで、所望の録画番組
を容易に見つけ出すことができる。
【００９５】
　さらに、ユーザは、その録画番組を選択して再生させることができる。即ち、ユーザは
、入力部２６を利用して、所定の録画番組を選択して再生させる操作を行うことができる
。
【００９６】
　このようなユーザの操作の結果、その録画番組の再生指令が入力部２６から過去番組表
管理部６５に供給されてくることになる。そこで、過去番組表管理部６５は、その再生指
令で指定されている録画番組（それを含むビデオカプセル）を、コンテンツ/メタデータ
提供部７２Ａまたは７２Ｂを介して、ＨＤＤ４６Ａまたは４６Ｂから取得し、情報呈示統
合制御部６１に供給する。
【００９７】
　すると、上述したように、情報呈示統合制御部６１は、ビデオカプセルに含まれる録画
番組（圧縮コンテンツデータ）をMPEG方式等でデコードし、その結果得られる映像信号と
音声信号を出力部２７に供給する。出力部２７は、供給された映像信号に対応する映像（
動画像）を表示するとともに、供給された音声信号に対応する音声を出力する。即ち、出
力部２７は、ユーザが選択した録画番組を再生する。
【００９８】
　以上、図４を参照して、主制御部１１の機能的構成例について説明した。
【００９９】
　次に、引き続き図４を参照して、コンテンツ記録部１３Ａ，１３Ｂの機能的構成例につ
いて説明する。なお、図４の例では、コンテンツ記録部１３Ａ，１３Ｂのそれぞれは基本
的に同様の機能的構成を有している。従って、機能的構成例の説明については、コンテン
ツ記録部１３Ａと１３Ｂとを個々に区別する必要がないので、まとめてコンテンツ記録部
１３の機能的構成例として説明していく。この場合、図４中各ブロックの符号の最後に付
されている「Ａ」または「Ｂ」は省略して説明する。
【０１００】
　録画管理部７１は、上述したように、録画予約の投入（そのうちの一部の処理）を実行
する。即ち、録画管理部７１は、予約投入部６２から通知された録画予約の内容を保持す
る。なお、上述したように、予約投入部６２から通知される（投入される）録画予約には
、流し録り予約の他、それから分割された放送番組毎の録画予約等も含まれる。
【０１０１】
　さらに、録画管理部７１は、投入された（保持された）録画予約の内容に従って、ＨＤ
Ｄ４６への録画の制御を実行する。即ち、録画管理部７１は、投入された録画予約で指定
された時間帯（その録画予約の内容に含まれる、開始時刻、および、終了時刻、並びに、
必要に応じて曜日から特定される時間帯）に、その録画予約で指定されたチャンネルから
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放送される放送内容をコンテンツ取得部４５に取得させ、その結果得られるビデオカプセ
ルをＨＤＤ４６に記憶させる制御を実行する。
【０１０２】
　これにより、その録画予約で指定された時間帯にその録画予約で指定されたチャンネル
から放送された放送内容（上述したように、１つの放送番組の場合もあるし、複数の放送
番組の場合もある）を含むビデオカプセルが、ＨＤＤ４６に録画される。
【０１０３】
　コンテンツ/メタデータ提供部７２は、上述したように、予約投入部６２または過去番
組表管理部６５から指示された放送番組の番組情報（メタデータ）をＨＤＤ４６から取得
し、予約投入部６２または過去番組表管理部６５に供給する。
【０１０４】
　また、コンテンツ/メタデータ提供部７２は、上述したように、過去番組表管理部６５
から指示された録画番組（圧縮コンテンツデータ）を含むビデオカプセルをＨＤＤ４６か
ら取得し、過去番組表管理部６５に供給する。
【０１０５】
　以上、コンテンツ記録再生装置１の機能的構成例を説明した。
【０１０６】
　かかる機能的構成を有するコンテンツ記録再生装置１は、上述したように、「毎週、ユ
ーザにより指定された曜日の所定の時間帯に、ユーザにより指定されたチャンネルから放
送される放送内容を録画する」といった内容の流し録り予約を設定して投入することがで
きる。
【０１０７】
　また、ユーザにとっては、このような内容の流し録り予約の設定操作を、例えば後述す
る図６の流し録り予約画像を利用して容易に行うことができる。
【０１０８】
　さらに、コンテンツ記録再生装置１は、各放送番組の番組情報に基づいて、投入された
流し録り予約を放送番組毎の録画予約に分割し、放送番組毎の録画予約のそれぞれを、必
要に応じて所定の予約属性を変更した上で投入することもできる。
【０１０９】
　なお、図５の分割予約投入部８２は、上述した例では予約投入部６２内に設けられたが
、上述した例に限定されず、例えば、コンテンツ記録部１３Ａ，１３Ｂのそれぞれの内部
に設けられてもよい。この場合、予約投入部６２は、コンテンツ記録部１３Ａ，１３Ｂの
それぞれに対して流し録り予約の投入のみを行い、コンテンツ記録部１３Ａ，１３Ｂのそ
れぞれが、分割予約投入処理を実行することになる。
【０１１０】
　具体的には例えばいま、上述した例と同様に、「火曜日の午前８時から午後１時までの
時間帯にＡチャンネルから放送される放送内容を録画する」といった内容で流し録り予約
が投入されているとする。また、例えば、Ａチャンネルからは、次の火曜日の午前８時か
ら午前１１時までの時間帯に第１の放送番組が放送され、その後、午前１１時から午後１
時までの間に第２の放送番組が放送されることが予定されているとする。即ち、第１の放
送番組と第２の放送番組のそれぞれの番組情報には、それらの予定内容を特定できる情報
が含まれているとする。
【０１１１】
　また、例えば、第１の放送番組については、予約属性のひとつである「録画モード」を
「長時間(2.5M)」に変更させるための第１の条件が成立するとする。これに対して、例え
ば、第２の放送番組については、予約属性のひとつである「有効期限」を「０日間」に変
更させるための第２の条件が成立するとする。なお、上述したように、これらの第１の条
件および第２の条件や、第１の条件または第２の条件が成立したときにおける予約属性の
変更内容については、予約属性変更情報として予約属性変更情報記憶部６３に予め記憶さ
れている。
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【０１１２】
　この場合、コンテンツ記録部１３Ａまたは１３Ｂ（以下、コンテンツ記録部１３と称す
る）は、次の火曜日の午前８時より前の所定のタイミング、例えばその５分前である午前
７時５５分に、ＨＤＤ４６に記憶されている第１の放送番組の番組情報を自動的に取得す
る。そして、コンテンツ記録部１３は、その番組情報に基づいて、分割対象の流し録り予
約から第１の放送番組の録画予約を自動的に分割する。
【０１１３】
　コンテンツ記録部１３は、予約属性変更情報記憶部６３に記憶されている予約属性変更
情報に基づいて、第１の放送番組の録画予約における「録画モード」を「長時間(2.5M)」
に変更する。
【０１１４】
　すると、コンテンツ記録部１３は、「長時間(2.5M)」で録画すると言う設定情報を含む
、第１の放送番組の録画予約を投入する。
【０１１５】
　そして、次の火曜日の午前８時になると、コンテンツ記録部１３は、第１の放送番組の
ＨＤＤ４６への録画の制御を実行する。これにより、第１の放送番組を含むビデオカプセ
ルがＨＤＤ４６に録画される。
【０１１６】
　その後、次の火曜日の午前１１時の例えば５分前、即ち、午前１０時５５分になると、
今度は、コンテンツ記録部１３は、ＨＤＤ４６に記憶されている第２の放送番組の番組情
報を自動的に取得する。そして、コンテンツ記録部１３は、その番組情報に基づいて、分
割対象の流し録り予約から第２の放送番組の録画予約を自動的に分割する。
【０１１７】
　コンテンツ記録部１３は、予約属性変更情報記憶部６３に記憶されている予約属性変更
情報に基づいて、第２の放送番組の録画予約における「有効期限」を「０日間」に変更す
る。
【０１１８】
　これにより、コンテンツ記録部１３は、第２の放送番組の録画予約の投入を禁止する（
投入しない）。従って、次の火曜日の午前１１時になっても、コンテンツ記録部１３は、
第２の放送番組のＨＤＤ４６への録画の制御を開始しない。その結果、第２の放送番組を
含むビデオカプセルがＨＤＤ４６に録画されないことになる。
【０１１９】
　以上の内容を録画管理部７１の観点から換言すると、録画管理部７１は、Ａチャンネル
についての流し録り予約に対応する連続録画の制御を行っており、第１の番組や第２の番
組といった各放送番組の開始タイミングのそれぞれにおいて、必要に応じて所定の予約属
性の変更を行っている、と捉えることができる。また、「有効期限」を「０日間」に変更
するといった予約属性の変更の場合には、録画管理部７１は、変更対象の放送番組（上述
した例では第２の放送番組）の開始タイミングからその次の放送番組の開始タイミングま
での間、Ａチャンネルについての連続録画の制御を禁止する、と捉えることがてきる。
【０１２０】
　ここで、流し録り予約とは、所定の配信元（放送局）から所定の期間に配信されるコン
テンツの全てを録画するという録画予約であると定義し直し、さらに、この所定の期間と
して無限時間も含むと定義する。このように定義すると、いわゆる２４時間連続録画の予
約もまた流し録り予約の一実施の形態であると言える。従って、録画管理部７１は、２４
時間連続録画についても、各放送番組の開始タイミングのそれぞれにおいて、必要に応じ
て所定の予約属性の変更を行うことができる。また、「有効期限」を「０日間」に変更す
るといった予約属性の変更の場合には、録画管理部７１は、変更対象の放送番組の開始タ
イミングからその次の放送番組の開始タイミングまでの間、２４時間連続録画の制御を禁
止することがてきる。
【０１２１】
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　以上、図１乃至図５を参照して、コンテンツ記録再生装置１の構成例について説明した
。
【０１２２】
　次に、図６を参照して、流し録り予約の設定と投入のために必要なユーザ操作について
説明する。即ち、図６は、図５の流し録り予約投入部８１が流し録り予約投入処理を実行
するときに、図４の情報呈示統合制御部６１の制御により出力部２７から出力される（表
示される）流し録り予約画像の一例を示している。
【０１２３】
　図６の例の流し録り予約画像において、一番上のプルダウンメニュー１０１は、複数の
コンテンツ記録部１３の中から設定対象を選択するメニューである。即ち、本実施の形態
では、プルダウンメニュー１０１は、図１のコンテンツ記録部１３Ａと１３Ｂとのうちの
いずれか一方を選択するメニューとなる。例えば、図６の例では、コンテンツ記録部１３
Ａが設定対象として選択されている。
【０１２４】
　なお、プルダウンメニュー１０１内の表示は、図６の例では「コンテンツ記録部１３Ａ
」とされているが、実際には設定対象の名称（例えば、おど録１２３４等）となる。これ
により、現在の設定対象（ユーザの選択対象）をユーザに明確に意識させることが可能に
なる。
【０１２５】
　また、起動時においては、即ち、流し録り予約投入部８１による流し録り予約投入処理
が開始された直後においては、プルダウンメニュー１０１には、defaultとして、各コン
テンツ記録部１３のうちの所定のひとつが表示される。
【０１２６】
　プルダウンメニュー１０１の下方には、担当チャンネル選択用のメニューとして、３つ
のプルダウンメニュー１０２－１乃至１０２－３が設けられている。これらのプルダウン
メニュー１０２－１乃至１０２－３のそれぞれに対して、現在の設定対象（プルダウンメ
ニュー１０１に現在表示されているコンテンツ記録部１３）に搭載されている図３のチュ
ーナ５１－１乃至５１－３のそれぞれが対応付けられる。従って、プルダウンメニュー１
０２－１乃至１０２－３のそれぞれは、チューナ５１－１乃至５１－３のそれぞれの担当
チャンネルを選択するメニューとなる。
【０１２７】
　図６の例では、プルダウンメニュー１０２－１乃至１０２－３のそれぞれの表示内容か
ら、チューナ５１－１乃至５１－３のそれぞれの担当チャンネルとして、Ａチャンネル、
Ｂチャンネル、および、Ｃチャンネルのそれぞれが設定されていることがわかる。
【０１２８】
　なお、起動時においては、プルダウンメニュー１０２－１乃至１０２－３のそれぞれに
は、defaultとして、その時点で設定されている担当チャンネルのチャンネル名が表示さ
れる。
【０１２９】
　プルダウンメニュー１０２－１の下方には、プルダウンメニュー１０２－１に表示され
たチャンネル、即ち、チューナ５１－１の担当チャンネル（図６の例では、Ａチャンネル
）についての流し録り予約の投入状況を示すテーブル（以下、このようなテーブルをタイ
ムテーブルと称する）が表示される。
【０１３０】
　図６の例では、このタイムテーブルは、例えば、横方向の項目（以下、横軸と称する）
に曜日（月＝Ｍ、火＝Ｔ、水＝Ｗ、木＝Ｔ、金＝Ｆ、土＝Ｓ、日＝Ｓ）が割り当てられ、
縦方向の項目（以下、縦軸と称する）に時間（２４時間のうちの、図６の例では、午前４
時（＝４）乃至次の午前４時（＝４））が割り当てられて構成されている。
【０１３１】
　また、このタイムテーブルを構成する全領域のうちの、所定の色（図６の例では灰色）
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が塗られた領域１０４は、投入済みの流し録り予約を示している。即ち、Ａチャンネルに
ついての投入済みの時間帯（曜日含む）を示すために、その時間帯に対応する領域１０４
が、他の領域（曜日と時間で特定される各マス）とは異なる表示形態で表示される。即ち
、例えば、図６の例では、他の領域は白色表示とされているのに対して、領域１０４は灰
色表示とされている。
【０１３２】
　これにより、ユーザは、この灰色の領域１０４を見ることで、いま現在「毎週、月乃至
日曜日のそれぞれの午後６時から午前１２時までの時間帯にＡチャンネルから放送される
放送内容（放送番組）を録画する」といった内容の流し録り予約が投入済みであることを
容易に認識することができる。
【０１３３】
　同様に、プルダウンメニュー１０２－２の下方には、プルダウンメニュー１０２－２に
表示されたチャンネル、即ち、チューナ５１－２の担当チャンネル（図６の例では、Ｂチ
ャンネル）についての流し録り予約の投入状況を示すタイムテーブルが表示される。
【０１３４】
　このタイムテーブルを構成する全領域のうちの、灰色の領域１０５，１０６も、投入済
みの流し録り予約を示している。これにより、ユーザは、灰色の領域１０５を見ることで
、いま現在「毎週、月乃至金曜日のそれぞれの午前６時から午前７時までの時間帯にＢチ
ャンネルから放送される放送内容（放送番組）を録画する」といった内容の流し録り予約
が投入済みであることを容易に認識することができる。また、ユーザは、灰色の領域１０
６を見ることで、いま現在「毎週月曜日の午後１２時から午後４時までの時間帯にＢチャ
ンネルから放送される放送内容（放送番組）を録画する」といった内容の流し録り予約が
投入済みであることを容易に認識することができる。
【０１３５】
　同様に、プルダウンメニュー１０２－３の下方には、プルダウンメニュー１０２－３に
表示されたチャンネル、即ち、チューナ５１－３の担当チャンネル（図６の例では、Ｃチ
ャンネル）についての流し録り予約の投入状況を示すタイムテーブルが表示される。
【０１３６】
　このタイムテーブルを構成する全領域のうちの、灰色の領域１０７乃至領域１０９も、
投入済みの流し録り予約を示している。これにより、ユーザは、この灰色の領域１０７乃
至１０９のそれぞれを見ることで、いま現在「毎週、月乃至金曜日のそれぞれの午前８時
から午前１０時までの時間帯にＣチャンネルから放送される放送内容（放送番組）を録画
する」、「毎週日曜日の午前１０時から午後２時までの時間帯にＣチャンネルから放送さ
れる放送内容（放送番組）を録画する」、および、「毎週、月乃至日曜日のそれぞれの午
後６時から午前１２時までの時間帯にＣチャンネルから放送される放送内容（放送番組）
を録画する」といった内容の流し録り予約のそれぞれが投入済みであることを容易に認識
することができる。
【０１３７】
　これらの３つのタイムテーブルの下方の領域１１０には、新規の流し録り予約（以下、
新規予約と称する）の設定操作（チャンネル、曜日、および、時間帯等の設定）を行った
り、投入済みの流し録り予約の内容（チャンネル、曜日、および、時間帯等）を更新する
操作を行うための、入力ボックスやプルダウンメニューが配置される。
【０１３８】
　この領域１１０の下方には、４つのソフトボタン１１１乃至１１４が設けられている。
【０１３９】
　なお、以下、ソフトボタン１１１乃至ソフトボタン１１４のそれぞれを、それらの中に
記述された文字を使用して、新規ボタン１１１、適用ボタン１１２、消去ボタン１１３、
および、ヘルプボタン１１４のそれぞれと称する。以下、後述する図７や図８におけるそ
の他のソフトボタンの呼称も同様とされる。
【０１４０】
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　また、図６の例では、適用ボタン１１２と消去ボタン１１３とは点線で示されているが
、このことは、図６に示されている時点で押下操作が不可能であることを示している。
【０１４１】
　領域１１０、および、新規ボタン１１１乃至ヘルプボタン１１４のその他詳細について
は後述する。
【０１４２】
　ユーザは、このような図６の例の流し録り予約画像を利用して、次のような流し録り予
約の新規予約の操作を行うことが可能になる。
【０１４３】
　ただし、図６の例の流し録り予約画像に対する操作については、説明の簡略上、図４の
入力部２６のうちのマウスが利用されるとして説明する。勿論、ユーザは、入力部２６の
うちのリモートコントローラ等他の入力機器を利用しても、以下に説明する操作と全く同
様の操作（或いは、類似の操作）で、新規予約の操作を行うことが可能である。
【０１４４】
　例えばいま、図６の例の流し録り予約画像が出力部２７に表示されている状態で、ユー
ザが、マウスのマウスポインタ（図示せず）を新規ボタン１１１に配置させ、クリック操
作を行たったとする。以下、このような操作を、単に押下操作と称する。即ち、例えばい
ま、新規ボタン１１１の押下操作が行われたとする。この場合、領域１１０において、“
チャンネル”の表示の右方のボックス内には現在選択されているチャンネルの名称が表示
される一方、その他のボックスやプルダウンメニュー内は空欄となる。
【０１４５】
　なお、チャンネルの選択方法は特に限定されないが、ここでは、例えば、次の方法が採
用されているとする。即ち、ユーザがマウスポインタを動かして、所望のチャンネルに対
応するタイムテーブル、即ち、プルダウンメニュー１０２－１乃至１０２－３のうちの所
望のチャンネルが表示されているプルダウンメニューの下方のタイムテーブルの任意の位
置に配置させ、クリック操作を行うといった方法である。
【０１４６】
　具体的には例えばいま、図示はしないが、マウスポインタが、プルダウンメニュー１０
２－１の下方のタイムテーブル内に配置されて、クリック操作がなされたとすると、Ａチ
ャンネルが選択されたとみなされる。この場合、領域１１０には、図６に示されるように
「Ａチャンネル」が表示される。
【０１４７】
　次に、ユーザは、領域１１０のうちの、“予約時間”の表示の右方のプルダウンメニュ
ーを利用することで、即ち、マウスで対応する操作を行うことで、新規予約のうちの「時
間帯（開始時刻と終了時刻）」を設定することができる。また、ユーザは、それらのプル
ダウンメニューの下方の、“月”乃至“日”のそれぞれの表示の左方のボックスを利用す
ることで、即ち、マウスで対応する操作を行うことで、新規予約のうちの「曜日」を設定
することができる。また、ユーザは、それらのボックスの下方の、“録画モード”の表示
の右方のプルダウンメニューを利用することで、即ち、マウスで対応する操作を行うこと
で、新規予約のうちの「録画モード」を設定することができる。録画モードとは、上述し
たように、例えば、いわゆる標準モードや長時間モードといった、画質や音質を設定する
ためのモードを指す。
【０１４８】
　また、ユーザは、上述したように、マウスポインタを、所望のチャンネルに対応するタ
イムテーブル内に移動させた後、クリック操作を行うことで、新規予約のうちの「チャン
ネル」を更新することもできる。
【０１４９】
　なお、領域１１０のうちの“ビデオカプセル名”の表示の右方のボックスには、新規予
約の内容が自動的に（予約投入部６２により製作されて）表示される。この表示内容が、
新規予約の内容に従って録画されるべきビデオカプセルの名称となる。勿論、ユーザは、
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このボックスの入力内容、即ち、ビデオカプセルの名称を変更することも可能である。
【０１５０】
　具体的には例えばいま、ユーザが、「毎週、月乃至金曜日のそれぞれの午前６時から午
前１０時までの時間帯にＡチャンネルから放送される放送内容（放送番組）を録画する」
といった内容で、新規予約を設定（投入）したいと所望したとする。この場合、ユーザは
、マウスを操作して、領域１１０の各ボックスやプルダウンメニューに必要な情報を入力
する。
【０１５１】
　その後、ユーザが適用ボタン１１２の押下操作を行うと、予約投入部６２は、新規予約
の指示がなされたと判定し、領域１１０の表示内容を正式な設定情報として認識する。
【０１５２】
　その後、予約投入部６２は、認識された設定情報の内容に問題ないと判定した場合、指
示された新規予約を投入する。そして、予約投入部６２は、その新規予約を示す灰色の領
域が新たに加えられた流し録り予約画像（データ）を生成する。即ち、予約投入部６２は
、流し録り予約画像を更新する。
【０１５３】
　更新された流し録り予約画像は、予約投入部６２から情報呈示統合制御部６１に供給さ
れ、その結果、出力部２７に表示される。即ち、図示はしないが、図６の流し録り予約画
像に対してさらに、プルダウンメニュー１０２－１の下方のタイムテーブルのうちの、横
軸方向が“M”乃至“F”であり、かつ縦軸方向が“6”乃至“10”である範囲に新たな灰
色の領域が配置された流し録り予約画像が出力部２７に表示されることになる。
【０１５４】
　従って、ユーザは、この新たな灰色の領域を見ることで、新規予約の内容を容易に視認
することができる。即ち、ユーザは、「毎週、月乃至金曜日のそれぞれの午前６時から午
前１０時までの時間帯に、Ａチャンネルから放送される放送内容（放送番組）を録画する
」といった内容の流し録り予約が投入されたこと（設定済みになったこと）を容易に認識
することができる。
【０１５５】
　以上、流し録り予約についての新規予約の操作方法の一例として、「新規ボタン１１１
の押下操作をした後に、領域１１０における個々の項目を入力して適用ボタン１１２の押
下操作をする」といった方法について説明した。
【０１５６】
　ただし、新規予約の操作方法は、この例に限定されず、様々な操作方法が採用可能であ
る。
【０１５７】
　ところで、図示はしないが、本実施の形態では、例えば、投入済みの流し録り予約を示
す灰色の領域（例えば、図６の例では、領域１０４乃至１０９）のうちのいずれかにマウ
スポインタが配置され、クリック操作が行われると、マウスポインタが配置された灰色の
領域が示す流し録り予約の内容が、領域１１０に表示されるとともに、消去ボタン１１３
の押下操作が可能になる。
【０１５８】
　即ち、ユーザは、投入済みの流し録り予約の内容を更新したり、その流し録り予約を消
去したい場合、その流し録り予約を示す灰色の領域の上にマウスポインタを配置させ、ク
リック操作を行えばよい。そして、ユーザは、その流し録り予約の内容を更新したい場合
には、領域１１０の表示内容を更新させ、その流し録り予約を消去したい場合には、消去
ボタン１１３の押下操作をすればよい。
【０１５９】
　なお、ヘルプボタン１１４は、その呼称の通り、ヘルプメニューを表示させるためのソ
フトボタンである。
【０１６０】
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　以上、図６を参照して、流し録り予約の設定と投入のために必要なユーザ操作について
説明した。
【０１６１】
　ただし、流し録り予約画像は、図６の例に限定されず、様々な画像を使用することがで
きる。その他の流し録り予約画像の例については、本明細書では説明が冗長になることか
ら省略するので、例えば本出願人により先に出願された特願２００４－１３８５９３号等
を参照するとよい。
【０１６２】
　次に、図７と図８を参照して、予約属性変更情報の生成のために必要なユーザ操作につ
いて説明する。即ち、図７と図８は、図４の設定部６４が予約属性変更情報を設定（生成
）するときに、情報呈示統合制御部６１の制御により出力部２７から出力される（表示さ
れる）予約属性変更情報設定用画像の一例を示している。
【０１６３】
　図７の例の予約属性変更情報設定用画像１２１において、一番上の「予約属性変更の設
定　・・・　ニュースなら標準で録画するような指定もできます。」という説明文の下方
には、表示領域１３１が設けられている。この表示領域１３１には、予約属性変更情報記
憶部６３に現在記憶されている各予約属性変更情報の一覧が表示される。
【０１６４】
　即ち、表示領域１３１の１行が、１つの予約属性変更情報に対応している。本実施の形
態では、この予約属性変更情報は、優先順位（表示領域１３１の一番左方の数値）、種類
、条件、および、変更対象の予約属性とその変更内容（以下、これらをまとめて変更属性
と称する）を含む情報とされている。
【０１６５】
　優先順位については後述する。
【０１６６】
　種類とは、後述する条件として利用される種類であって、例えば本実施の形態では「キ
ーワード」と「ジャンル」とに大別される。
【０１６７】
　種類として「キーワード」が設定されている場合、条件は、キーワード（シンボル列）
となる。なお、条件としてのキーワード（シンボル列）は、後述するように、ユーザが自
在に設定可能である。種類として「キーワード」が設定されている予約属性変更情報の場
合、条件として設定されているキーワード（シンボル列）を番組情報として含む放送番組
における所定の予約属性が、後述する変更属性の内容に従って変更されることになる。
【０１６８】
　これに対して、種類として「ジャンル」が設定されている場合、条件は、ジャンルとな
る。なお、条件としてのジャンルは、番組情報の中で定義されている複数のジャンルの中
から設定される。例えば本実施の形態では、「メイン」と「サブ」とのジャンルが定義さ
れている。具体的には例えば本実施の形態では、「メイン」のジャンルとして、「洋画」
、「邦画」、「スポーツ１」、「スポーツ２」、「音楽」、「ドラマ／演劇」、「ニュー
ス／報道」、「バラエティー」、「ドキュメント」、「レジャー／趣味」、「こども向け
／教育」、「教養／ドキュメント」、「海外放送」、「アダルト」、「デジタルラジオ」
、「その他」、および「オススメ」が予め定義されており、さらに、将来のために幾つか
の未定義のジャンルも設けられている。種類として「ジャンル」が設定されている予約属
性変更情報の場合、条件として設定されているジャンルを番組情報として含む放送番組に
おける所定の予約属性が、後述する変更属性の内容に従って変更されることになる。
【０１６９】
　変更属性とは、上述したように、変更対象の予約属性と、その変更内容とを含む情報を
言う。
【０１７０】
　例えば本実施の形態では、変更対象の予約属性は次の３つとされている。
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【０１７１】
　即ち、１つ目の変更対象の予約属性は、「有効期限」である。「有効期限」とは、上述
したように、録画番組（ビデオカプセル）を図４のＨＤＤ４６Ａまたは４６Ｂに蓄積して
おく期間を言う。換言すると、この「有効期限」が過ぎると、その録画番組（ビデオカプ
セル）は後述する「自動削除」の対象になる。
【０１７２】
　この「有効期限」として選択可能な種類は、「0日間（予約自体投入せず、その結果、
ＨＤＤ４６Ａまたは４６Ｂに蓄積しない）」、「１日間」、「２日間」、・・・、「６日
間」、「１週間」、「２週間」、・・・、「４週間」の合計１２種類とされている。なお
、defaultは、「１日間」とされている。
【０１７３】
　２つ目の変更対象の予約属性は「自動削除」である。「自動削除」とは、例えば、ＨＤ
Ｄ４６Ａまたは４６Ｂの記録可能な容量（残量）が所定の閾値以下になった場合、その残
量がその所定の閾値を超えるようになるまで、次のような規則に従って、録画管理部７１
Ａまたは７１Ｂが、消去対象の録画番組を決定していき、その消去対象の録画番組をＨＤ
Ｄ４６Ａまたは４６Ｂから自動的に消去していくことを言う。
【０１７４】
　ここで、「自動削除」の規則について説明する。例えば本実施の形態では、次のa）乃
至ｅ)の規則が採用されている。なお、a）乃至ｅ)の順番は優先順位とされている。即ち
、「自動削除」の規則はa）乃至ｅ)の順番で順次適用されていき、その結果、ＨＤＤ４６
Ａまたは４６Ｂの記録可能な容量（残量）が所定の閾値を越えるようになるまで、消去対
象となった録画番組が順次消去されていく。
【０１７５】
　a)ツメが折れている録画番組は、他の状態に依存せず消さない。
【０１７６】
　ここで言う「ツメ」とは、ハードウエアのビデオテープ等の「ツメ」に相当する概念で
ある。即ち、ここで言う「ツメ」の属性として、「ツメが折られている」という属性と、
「ツメが折られていない」という属性とが存在する。「ツメが折られている」の属性を有
する録画番組は、だれも削除することができない。従って、例えば、いわゆる永久保存版
としたい録画番組等については、ユーザは、図示せぬGUI用画像を利用して「ツメが折ら
れている」の属性を設定すればよい。また、録画番組の削除が必要な場合には、ユーザは
、そのGUI用画像を利用して「ツメが折られていない」の属性を設定すればよい。
【０１７７】
　b) 「自動削除しない」が設定されている録画番組は消せない。
【０１７８】
　c) 「自動消去する」が設定されており、かつ、上述した「有効期限」が切れた（経過
した）録画番組は、いち早く消される。
【０１７９】
　なお、ＨＤＤ４６Ａまたは４６Ｂの記録可能な容量（残量）が閾値を超えているときで
も、「有効期限」が切れた時点で消去してしまってもかまわない。従って、その残量が足
りないときには、「自動消去する」が設定されている録画番組のうちの、このc)の条件を
満たすもの、即ち、「有効期限」が切れたものが最初に消去されることになる。
【０１８０】
　d) 「自動消去する」が設定されている録画番組のうちの、「有効期限」が設定されて
いない録画番組は、その放送開始時刻の古いものから順に順次消される。
【０１８１】
　e) 最後に、「自動消去する」が設定されている録画番組のうちの「有効期限」がまだ
過ぎていない録画番組は、その放送開始時刻の古いものから順に順次消される。
【０１８２】
　このような自動削除の規則で定義されている「自動削除する」と「自動削除しない」と
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の２種類が、２つ目の変更対象の予約属性である「自動削除」として選択可能な種類とさ
れている。なお、defaultは「自動削除する」とされている。
【０１８３】
　３つ目の変更対象の予約属性は、「録画モード」とされている。「録画モード」とは、
上述したように、画質や音質を設定するためのモードを言う。
【０１８４】
　この「録画モード」として選択可能な種類は、「高画質」、「標準(4M)」、「長時間(2
.5M)」、「長時間(1.25M)」の合計４種類とされている。なお、defaultは、「長時間(2.5
M)」とされている。
【０１８５】
　具体的には例えば、表示領域１３１の上から１番目の行（種類　条件　変更属性が記述
された行は除く）の予約属性変更情報、即ち、優先順位が第１位の予約属性変更情報とは
、種類として「キーワード」が設定されている予約属性変更情報であって、条件として設
定されている「世界遺産」というキーワードを番組情報として含む放送番組の投入が行わ
れる場合、「自動削除」という予約属性を「自動削除しない」に変更させ、かつ、「録画
モード」という予約属性を「標準(4M)」に変更させる、という定義がなされた情報である
。
【０１８６】
　また例えば、表示領域１３１の上から９番目の行の予約属性変更情報、即ち、優先順位
が第９位の予約属性変更情報とは、種類として「ジャンル」が設定されている予約属性変
更情報であって、条件として設定されている「ドキュメント」というジャンルを番組情報
として含む放送番組の投入が行われる場合、「有効期限」という予約属性を「０日」に変
更させる、という定義がなされた情報である。
【０１８７】
　即ち、所定の放送番組が録画予約の投入対象となっている場合、その投入対象の放送番
組が、表示領域１３１に示される各予約属性変更情報のそれぞれの条件を満たすか否かが
、優先順位の順番に順次判定されていく。そして、条件を満たす予約属性変更情報のうち
の、最も優先順位が高い予約属性変更情報の変更属性に従って、その投入対象の放送番組
における所定の予約属性が変更されることになる。
【０１８８】
　具体的には例えば、番組情報の中に「世界遺産」と「ドキュメント（ジャンル）」とが
含まれる第１の放送番組が、録画予約の投入対象となっている場合、優先順位第１位の予
約属性変更情報の条件を満たさすので、その第１の放送番組の予約属性のうちの、「自動
削除」という予約属性が「自動削除しない」に変更され、かつ、「録画モード」という予
約属性が「標準(4M)」に変更される。この場合、第１の放送番組はまた優先順位第９位の
予約属性変更情報の条件も満たすことになるが、既に優先順位第１位の予約属性変更情報
が適用されて予約属性が変更されているので、優先順位第９位の予約属性変更情報は適用
されない。即ち、第１の放送番組の「有効期限」は「０日」に変更されず、その結果、第
１の放送番組の録画予約の投入は行われて、第１の放送番組はＨＤＤ４６Ａまたは４６Ｂ
には録画されることになる。
【０１８９】
　これに対して、番組情報の中に「ドキュメント（ジャンル）」は含まれるが「世界遺産
」は含まれない第２の放送番組が、録画予約の投入対象となっている場合、優先順位第１
位の予約属性変更情報の条件を満たさないので、優先順位第１位の予約属性変更情報は適
用されない。そして、さらに優先順位第２位乃至第８位の予約属性変更情報の条件を満た
さないとすると、結局、優先順位第９位の予約属性変更情報の条件を満たすと判定され、
優先順位第９位の予約属性変更情報が適用されることになる。即ち、第２の放送番組の「
有効期限」は「０日」に変更されて、その結果、第２の放送番組の録画予約の投入は行わ
れないこと、即ち、第２の放送番組はＨＤＤ４６Ａと４６Ｂの何れにも録画されないこと
になる。
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【０１９０】
　換言すると、基本的には、ジャンルとして「ドキュメント」に分類される放送番組は、
「ドキュメント（ジャンル）」を条件とする予約属性変更情報によって、録画予約の投入
は行われないこと、即ち、ＨＤＤ４６Ａおよび４６Ｂの何れにも録画されないことになる
。ただし、ジャンルとして「ドキュメント」に分類される放送番組であっても、ユーザが
視聴を希望する放送番組が存在する場合、その希望に合致したキーワード（上述した例で
は「世界遺産」）を条件とする予約属性変更情報を生成し、その優先順位を、「ドキュメ
ント（ジャンル）」をキーワードとする予約属性変更情報の優先順位（上述した例では第
９位）よりも上の順位とすればよい。これにより、ユーザが視聴を希望する放送番組の録
画予約を確実に投入させ、その結果、その放送番組をＨＤＤ４６Ａまたは４６Ｂに確実に
録画することが可能になる。
【０１９１】
　なお、図７において、優先順位第７位の予約属性変更情報の条件である「番組情報があ
りません」とは、上述した流し録り予約のうちの、放送番組が放送されない時間帯（例え
ば深夜から早朝にかけての時間帯等）の予約部分を意味する。即ち、優先順位第７位の予
約属性変更情報とは、流し録り予約のうちの、放送番組が放送されない時間帯の録画予約
の投入を禁止するために生成された予約属性変更情報であると言える。このため、その変
更属性は、「有効期限　０日間」とされているのである。
【０１９２】
　このような各予約属性変更情報の一覧が示される表示領域１３１の下方には、予約属性
変更情報の新規登録（図４の予約属性変更情報記憶部６３への新規記憶）を行ったり、既
に登録済みの予約属性変更情報の内容の変更や削除を行うためのソフトボタンとして、上
へボタン１３２、下へボタン１３３、変更ボタン１３４、および、削除ボタン１３５が設
けられている。
【０１９３】
　即ち、ユーザは、これらの上へボタン１３２乃至削除ボタン１３５等の押下操作を伴う
所定の操作を行うことで、予約属性変更情報の新規登録を行ったり、既に登録済みの予約
属性変更情報の内容の変更や削除を行うことが可能になる。以下、かかる所定の操作の一
例について説明する。
【０１９４】
　ただし、図７の例と後述する図８の例の予約属性変更情報設定用画像に対する操作につ
いては、説明の簡略上、図４の入力部２６のうちのマウスが利用されるとして説明する。
勿論、ユーザは、入力部２６のうちのリモートコントローラ等他の入力機器を利用しても
、以下に説明する操作と全く同様の操作（或いは、類似の操作）で、予約属性変更情報の
新規登録を行ったり、既に登録済みの予約属性変更情報の内容の変更や削除を行うことが
可能である。
【０１９５】
　表示領域１３１において、反転表示されている予約属性変更情報（行）が、新規追加、
内容変更、または削除の対象として選択されている予約属性変更情報となる。そこで、以
下、反転表示されている予約属性変更情報を、選択予約属性変更情報と称する。なお、新
規追加のための選択予約属性変更情報とは、図７の表示領域１３１の１０行目にも示され
るように、何の情報も設定されておらず、その結果「未設定」と表示されている行のこと
を言う。即ち、予約属性変更情報の新規登録を行うためには、「未設定」と表示されてい
る行を反転表示させて、選択予約属性変更情報とすればよい。
【０１９６】
　ユーザは、上へボタン１３２または下へボタン１３３を押下操作することで、この選択
予約属性変更情報を自在に可変することができる。具体的には例えば、上へボタン１３２
が１回押下される度に、選択予約属性変更情報（反転表示）は、表示領域１３１において
、１行ずつ上に順次移動していく。これに対して、例えば、下へボタン１３３が１回押下
される度に、選択予約属性変更情報（反転表示）は、表示領域１３１において、１行ずつ
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下に順次移動していく。
【０１９７】
　ユーザは、このようにして、上へボタン１３２または下へボタン１３３を押下操作する
ことで、所望の予約属性変更情報（表示領域１３１の所望の行）を選択予約属性変更情報
として決定することができる。そして、ユーザは、変更ボタン１３４を押下操作すること
で、選択予約属性変更情報の内容を変更することができる。なお、ここで言う選択予約属
性変更情報の内容の変更とは、既に設定されている内容の更新のみならず、予約属性変更
情報の新規追加のための内容の設定も含まれる。即ち、例えば図７の例では、表示領域１
２１の上から１０番目の未設定と記述された行が選択予約属性変更情報（反転表示）とさ
れている。この状態で、ユーザは、変更ボタン１３４を押下操作することで、属性変更情
報の新規追加を行うことができる。
【０１９８】
　具体的には例えば本実施の形態では、変更ボタン１３４の押下操作が行われると、図４
の設定部６４は、情報呈示統合制御部６１を介して、図８の予約属性変更情報設定用画像
１４１を出力部２７から出力（表示）させる。即ち、図８は、選択予約属性変更情報の各
種設定を行うための予約属性変更情報設定用画像の一例を示している。
【０１９９】
　図８の例の予約属性変更情報設定用画像１４１において、一番上のプルダウンメニュー
１４２は、選択予約属性変更情報の優先順を選択するメニューである。即ち、本実施の形
態では、図７の表示領域１３１に示されるように、優先順位として第１位乃至第２０位ま
で用意されているので、プルダウンメニュー１４２は、１乃至２０のうちのいずれかの数
値を選択するメニューとなる。
【０２００】
　例えば、図８の例では、プルダウンメニュー１４２には、優先順位として第８位が選択
されている。この場合、図７の表示領域１３１の表示内容が、選択予約属性変更情報が上
から８番目に表示され、かつ、その他の予約属性変更情報が１つずつ繰り上げまたは繰り
下げて表示されるように更新されることになる。具体的には例えば、元の優先順位が第４
位であったものが第８位に変更された場合には、元の優先順位のまま記述すると、（1, 2
, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ・・・）という優先順位であったものが、（1, 2, 3, 5, 6, 7,
 8, 4, 9, ・・・）という優先順位に更新され、それに伴い、図７の表示領域１３１の表
示も更新されることになる。
【０２０１】
　プルダウンメニュー１４２の下方には、選択予約属性変更情報の条件の種類を選択する
ためのチェックボックス１４３，１４４，１４７が設けられている。
【０２０２】
　即ち、チェックボックス１４３がチェック（選択）された場合には、選択予約属性変更
情報の条件は設定されないことになる。
【０２０３】
　また、チェックボックス１４３がチェック（選択）された場合には、選択予約属性変更
情報の条件の種類として「ジャンル」が設定（採用）されることになる。この場合、その
右方のプルダウンメニュー１４５，１４６が設定可能になる。即ち、プルダウンメニュー
１４５は、「メイン」のジャンルを選択するメニューであり、プルダウンメニュー１４６
は、「サブ」のジャンルを選択するためのメニューである。図８の例では、「メイン」が
「その他」であって、「サブ」が「ショッピング」であるジャンルが条件として設定（採
用）されることになる。
【０２０４】
　また、チェックボックス１４７がチェック（選択）された場合には、選択予約属性変更
情報の条件の種類として「キーワード」が設定（採用）されることになる。この場合、そ
の右方のテキスト入力ボックス１４８が入力可能になる。即ち、ユーザは、図４の入力部
２６のうちのキーボード等を利用することで、このテキスト入力ボックス１４８内に所望
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のキーワード（図７の例では「世界遺産」や「おしゃべり」等）を入力することができる
。なお、本実施の形態では、テキスト入力ボックス１４８には、最大文字数として漢字１
６文字が入力可能とされており、defaultとして空文字列が表示される（何のシンボルも
表示されない）とされている。
【０２０５】
　チェックボックス１４７の下方には、変更属性を設定するためのチェックボックス１４
９，１５１，１５３が設けられている。
【０２０６】
　即ち、チェックボックス１４９がチェック（選択）された場合には、変更対象の予約属
性として「有効期限」が設定（採用）されることになる。この場合、その右方のプルダウ
ンメニュー１５０が設定可能になる。即ち、プルダウンメニュー１５０は、「有効期限」
の上述した種類を選択するメニューである。図８の例では、「有効期限」を「０日（予約
も入れずに消す）」に変更させることが、設定（採用）されていることになる。
【０２０７】
　チェックボックス１５１がチェック（選択）された場合には、変更対象の予約属性とし
て「自動削除」が設定（採用）されることになる。この場合、その右方のプルダウンメニ
ュー１５２が設定可能になる。即ち、プルダウンメニュー１５２は、「自動削除」の上述
した種類を選択するメニューである。なお、図８の例では、チェックボックス１５１自体
がチェックされていなため、上述したdefaultである「自動削除する」が表示されている
のである。
【０２０８】
　チェックボックス１５３がチェック（選択）された場合には、変更対象の予約属性とし
て「録画モード」が設定（採用）されることになる。この場合、その右方のプルダウンメ
ニュー１５４が設定可能になる。即ち、プルダウンメニュー１５４は、「録画モード」の
上述した種類を選択するメニューである。なお、図８の例では、チェックボックス１５３
自体がチェックされていなため、上述したdefaultである「長時間(2.5M)」が表示されて
いるのである。
【０２０９】
　なお、チェックボックス１４９，１５１，１５３のそれぞれは相互に独立しており、同
時に複数個のチェック（選択）が可能とされている。
【０２１０】
　OKボタン１５５は、上述した各種設定を確定するためにユーザにより押下操作されるソ
フトボタンである。即ち、このOKボタン１５５が押下操作されると、設定部６４は、選択
予約属性変更情報の設定が確定したとと判定し、予約属性変更情報設定用画像１４１の表
示内容を正式な設定情報として認識する。その後、設定部６４は、認識された設定情報の
内容に問題ないと判定した場合、その設定情報の内容に従って、予約属性変更情報の新規
登録、または、登録済みの予約属性の内容の更新を行う。
【０２１１】
　具体的には例えば、図７に示されるような表示領域１３１の上から１０番目の行が選択
予約属性変更情報とされている状態で変更ボタン１３４が押下操作され、さらに、図８の
表示状態でOKボタン１５５が押下操作されたとする。この場合、優先順位として第８位が
、条件の種類として「ジャンル」が、条件のうちの「メイン」として「その他」が「サブ
」として「ショッピング」が、かつ、変更属性として「有効期限　０日」が、それぞれ設
定された予約属性変更情報が、図４の予約属性変更情報記憶部６３に新たに記憶される（
新規追加される）ことになる。
【０２１２】
　そして、図示はしないが、表示領域１３１の表示内容が、上から８行目に「８　ジャン
ル　その他　ショッピング　有効期限　０日」というメッセージが表示され、それに伴い
、図７の上から８行目以降の表示が１行ずつ繰り下げられて表示されるように更新される
ことになる。
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【０２１３】
　このようなOKボタン１５５に対して、キャンセルボタン１５６は、上述した各種設定を
キャンセルするためにユーザにより押下操作されるソフトボタンである。即ち、このキャ
ンセルボタン１５６が押下操作されると、予約属性変更情報設定用画像１４１の表示内容
がdefaultの状態に戻る。
【０２１４】
　図７に戻り、削除ボタン１３５は、その呼称の通り、選択予約属性変更情報を削除する
ためのソフトボタンである。即ち、この削除ボタン１３５が押下操作されると、選択予約
属性変更情報が予約属性変更情報記憶部６３から削除される。また、図示はしないが、表
示領域１３１の表示内容が、選択予約属性変更情報が削除され（上から２０番目の行の未
設定となり）、それ以降の優先順位の予約属性変更情報が1行ずつ繰り上げて表示される
ように更新される。
【０２１５】
　ユーザは、このように、所望の優先順位、所望の条件、および、所望の変更属性を有す
る予約属性変更情報の設定を自在に行うことができる。即ち、ユーザは、例えば、特定の
放送番組の録画予約の投入自体を行わないといった設定（本実施の形態では「有効期限」
を「０日間」に変更させる設定）を行うことができる。さらに、ユーザは、その他、特定
の放送番組だけを画質を上げて録画するという設定（本実施の形態では「録画モード」を
「高画質」に変更させる設定）を行うことができる。また、ユーザは、各録画番組のそれ
ぞれの消去タイミングを、単に古い順から消去するのではなく、例えばニュース番組は早
く消去させお気に入りの番組は長く保存させておきたいたいといったユーザの要望に応じ
て自在に可変する設定（本実施の形態では「自動削除」や「有効期限」を変更させる設定
）を行うことができる。このように、ユーザは様々な設定を自在に行うことができる。
【０２１６】
　換言すると、本実施の形態では、このような予約属性変更情報の設定（新規追加、内容
変更、または削除）がユーザの要望通りに行われ、その設定に従って各放送番組の録画予
約の投入が行われる。その結果、放送番組の録画の有無や、録画後の放送番組の消去タイ
ミング等の各種設定の自由度を高めることができるという効果を奏することが可能になる
。
【０２１７】
　以上、予約属性変更情報の設定（新規追加、内容変更、または削除）の操作方法の一例
について説明した。当然ながら、かかる操作方法は、この例に限定されず、様々な方法が
採用可能である。
【０２１８】
　また、予約属性変更情報設定用画像は、図７や図８の例に限定されず、図示はしないが
様々な画像を使用することができる。
【０２１９】
　次に、図９のフローチャートを参照して、図５の予約投入部６２の分割予約投入部８２
の「分割予約投入処理」の一例について説明する。
【０２２０】
　なお、この「分割予約投入処理」の理解を容易なものとするために、以下、図１０乃至
図１５を適宜参照しながら説明していく。即ち、図１０は、流し録り予約に含まれている
放送番組の番組名とその番組情報との一例を示している。また、図１１乃至図１５は、「
分割予約投入処理」の処理結果の具体例を示している。詳細には、図１１乃至図１５のそ
れぞれには、とある一日の６時から２１時（午後９時）までの時間帯におけるＡチャンネ
ルの番組表（放送予定の放送番組が記述されたテーブル）が示されており、その下方には
、「分割予約投入処理」のうちの所定の処理が終了した時点における、Ａチャンネルにつ
いての録画予約の投入内容を示すテーブル（以下、Ａチャンネル予約内容と称する）が示
されている。
【０２２１】
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　例えば、図１１のＡチャンネル予約内容によると、８時から１５時までの時間帯での流
し録り予約（以下、第１の流し録り予約と称する）、および２０時以降の時間帯での流し
録り予約（以下、第２の流し録り予約と称する）がそれぞれ投入されていることがわかる
。
【０２２２】
　本実施の形態では、図９の「分割予約投入処理」は、第１の流し録り予約の開始時刻で
ある８時よりも前の所定の時点で開始される。
【０２２３】
　この場合、ステップＳ１において、分割予約投入部８２は、図１１に示されるように、
処理時刻を、第１の流し録り予約の開始時刻である８時に設定する。
【０２２４】
　ステップＳ２において、分割予約投入部８２の番組予約分割部９１は、第１の流し録り
予約において、処理時刻後に放送予定の放送番組が存在するか否かを判定する。
【０２２５】
　ステップＳ２において、処理時刻後に放送予定の番組が存在しないと判定された場合、
この「分割予約投入処理」自体が終了となる。
【０２２６】
　これに対して、いまの場合、図１１のＡチャンネル番組表によると、処理時刻後に放送
予定の放送番組は、Ａ番組、Ｂ番組、および、Ｃ番組とされている。このような場合、ス
テップＳ２において、処理時刻後に放送予定の番組が存在すると判定されて、処理はステ
ップＳ３に進む。
【０２２７】
　ステップＳ３において、番組予約分割部９１は、処理時刻後の最初の番組を注目番組と
して、その番組情報をコンテンツ/メタデータ提供部７２から取得する。即ち、いまの場
合、図１１のＡチャンネル番組表によると、Ａ番組が注目番組とされ、その結果、図１０
に示されるように、「ドラマ」、「恋愛」、「俳優Ａ」、・・・といった番組情報が取得
される。
【０２２８】
　なお、図９の例では、説明の簡略上、ステップＳ２とＳ３との処理が分割されているが
、実際には、同一の処理としてもよい。即ち、コンテンツ/メタデータ提供部７２から何
かしらの番組情報が提供されてはじめて、処理時刻後に放送予定の番組が存在すると判定
して、処理をステップＳ４に進めてもよい。
【０２２９】
　ステップＳ４において、番組予約分割部９１は、図１１と図１２に示されるように、第
１の流し録り予約から、注目番組であるＡ番組の録画予約（以下、Ａ予約と称する）を分
割する。Ａ予約が番組予約分割部９１から予約属性変更部９２に提供されると、処理はス
テップＳ５に進む。
【０２３０】
　ステップＳ５において、予約属性変更部９２は、優先順位第１位の予約属性変更情報の
条件（以下、予約属性変更条件と称する）を予約属性変更情報記憶部６３から取得する。
【０２３１】
　具体的には例えばここでは、上述した図７の表示領域１３１に示される優先順位第１位
乃至第９位までの（上から１行目乃至９行目までの）予約属性変更条件が予約属性変更情
報記憶部６３に記憶されているとする。この場合、「世界遺産（キーワード）」という予
約属性変更条件がステップＳ５の処理で取得されることになる。
【０２３２】
　ステップＳ６において、予約属性変更部９２は、予約属性変更条件と番組情報とが一致
するか否かを判定する。
【０２３３】
　いまの場合、図１０に示されるように、Ａ番組の番組情報の中には「世界遺産」が存在
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しないので、ステップＳ６において、予約属性変更条件と番組情報とが一致しないと判定
されて、処理はステップＳ７に進む。
【０２３４】
　ステップＳ７において、予約属性変更部９２は、すべての予約属性変更条件をチェック
したか否かを判定する。
【０２３５】
　いまの場合、優先順位第１位の予約属性変更条件しかチェックされていないので、ステ
ップＳ７において、すべての予約属性変更条件をまだチェックしていないと判定されて、
処理はステップＳ８に進む。
【０２３６】
　ステップＳ８において、予約属性変更部９２は、次の優先順位の予約属性変更条件を予
約属性変更情報記憶部６３から取得する。その後、処理はステップＳ６に戻され、それ以
降の処理が繰り返される。
【０２３７】
　即ち、いまの場合、ステップＳ８の処理で、優先順位第２位の予約属性変更条件である
「おしゃべり（キーワード）」が取得される。この「おしゃべり」もＡ番組の番組情報に
含まれていないので、ステップＳ６の処理でＮＯであると判定されて、ステップＳ７の処
理でＮＯであると判定されて、次のステップＳ８の処理で、優先順位第３位の予約属性変
更条件である「洋画」が取得される。その後、処理はステップＳ６に戻され、それ以降の
処理が繰り返される。
【０２３８】
　いまの場合、図７の表示領域１３１によると、優先順位第１位乃至第９位までの全ての
予約属性変更条件は、Ａ番組の番組情報に含まれていないので、結局、優先順位第１位乃
至第９位までの全ての予約属性変更条件についてのステップＳ６の判定処理ではＮＯであ
ると判定されることになる。従って、優先順位第１位乃至第９位までの予約属性変更条件
のそれぞれについてのステップＳ６乃至Ｓ８のループ処理が、その優先順位の順番で順次
繰り返されることになる。そして、優先順位第９位の予約属性変更条件についてのステッ
プＳ７において、すべての予約属性変更条件をチェックしたと判定されて、処理はステッ
プＳ１０に進む。即ち、Ａ予約（Ａ番組の録画予約）については、予約属性は変更されず
にそのまま、予約属性変更部９２から番組予約投入部９３に提供される。
【０２３９】
　すると、ステップＳ１０において、番組予約投入部９３は、注目番組の録画予約、即ち
いまの場合、図１２に示されるようにＡ予約を録画管理部７１に対して投入する。
【０２４０】
　ステップＳ１１において、分割予約投入部８２は、処理時刻を、注目番組の終了時刻と
流し録り予約の終了時刻とのうちの早い方に変更する。その後、処理はステップＳ２に戻
され、それ以降の処理が繰り返される。
【０２４１】
　即ち、いまの場合、図１１と図１２とに示されるように、ステップＳ１１の処理で、Ａ
番組の終了時刻である９時が処理時刻に設定される。次に、ステップＳ２の処理でＹＥＳ
であると判定され、ステップＳ３の処理で、Ｂ番組が注目番組とされて、図１０に示され
るように、「ドキュメント」、「旅行」、「世界遺産」、・・・といった番組情報が取得
される。そして、ステップＳ４の処理で、図１２と図１３に示されるように、第１の流し
録り予約から、注目番組であるＢ番組の録画予約（以下、Ｂ予約と称する）が分割される
。
【０２４２】
　その後、上述したステップＳ５の処理、および、ステップＳ６乃至Ｓ８のループ処理の
繰り返しが実行されて、優先順位第１位乃至第９位のそれぞれの予約属性変更条件が、Ｂ
番組の番組情報に含まれているか否かのチェックが優先順位の順番に順次行われることに
なる。
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【０２４３】
　ただし、いまの場合、優先順位第１位の予約属性変更条件である「世界遺産」がＢ番組
の番組情報に含まれているので、優先順位第１位の予約属性変更条件についてのステップ
Ｓ６の処理の段階でＹＥＳであると判定されて、処理はステップＳ９に進む。
【０２４４】
　ステップＳ９において、予約属性変更部９２は、注目番組の予約属性を、ユーザ指定の
属性に変更する。即ち、いまの場合、図７に示される優先順位第１位の予約属性変更情報
の変更属性の内容「自動削除しない　標準(4M)」に従って、図１３に示されるように、注
目番組のＢ番組である予約属性のうちの、「自動削除」が「自動削除しない」に変更され
、かつ、「録画モード」が「標準(4M)」に変更される。
【０２４５】
　そして、ステップＳ１０の処理で、このようにして予約属性のうちの一部が変更された
Ｂ予約（Ｂ番組の録画予約）が録画管理部７１に対して投入される。
【０２４６】
　ここで、注目すべき点は次の点である。即ち、Ｂ番組の番組情報の中には、優先順位第
９位の予約属性変更条件である「ドキュメント」も含まれているが、優先順位第１位の予
約属性変更条件についてのステップＳ６の処理の段階で既にＹＥＳであると判定されて処
理はステップＳ９に進められるので、結局、優先順位第９位の予約属性変更条件である「
ドキュメント」についてのステップＳ６の判定処理は実行されない点である。換言すると
、ステップＳ９の処理では、上述したように、優先順位第１位の予約属性変更情報が利用
されてＢ予約の予約属性の一部が変更されるので、それ以下の優先順位（第９位等）の予
約属性変更情報は利用されない点である。より一般的に表現すると、予約属性変更条件が
注目番組の番組情報に含まれている予約属性変更情報のうちの、最も優先度の高い予約属
性変更情報のみが利用されて注目番組の所定の予約属性が変更されて、その注目番組の録
画予約が投入される点である。
【０２４７】
　その後、図１２と図１３とに示されるように、ステップＳ１１の処理で、Ｂ番組の終了
時刻である１０時が処理時刻に設定される。次に、ステップＳ２の処理でＹＥＳであると
判定され、ステップＳ３の処理で、Ｃ番組が注目番組とされて、図１０に示されるように
、「洋画」、「アクション」、「俳優Ｂ」、・・・といった番組情報が取得される。そし
て、ステップＳ４の処理で、図１３と図１４に示されるように、第１の流し録り予約から
、注目番組であるＣ番組の録画予約（以下、Ｃ予約と称する）が分割される。
【０２４８】
　そして、上述したステップＳ５の処理、および、ステップＳ６乃至Ｓ８のループ処理の
繰り返しが実行されて、優先順位第１位乃至第９位のそれぞれの予約属性変更条件が、Ｂ
番組の番組情報に含まれているか否かのチェックが優先順位の順に順次行われることにな
る。
【０２４９】
　ただし、いまの場合、優先順位第３位の予約属性変更条件である「洋画」がＣ番組の番
組情報に含まれているので、優先順位第３位の予約属性変更条件についてのステップＳ６
の処理の段階でＹＥＳであると判定されて、処理はステップＳ９に進む。
【０２５０】
　ステップＳ９の処理で、図７に示される優先順位第３位の予約属性変更情報の変更属性
の内容「長時間(2.5M)」に従って、図１４に示されるように、注目番組のＣ番組である予
約属性のうちの、「録画モード」が「長時間(2.5M)」に変更される。
【０２５１】
　そして、ステップＳ１０の処理で、このようにして予約属性のうちの一部が変更された
Ｃ予約（Ｃ番組の録画予約）が録画管理部７１に対して投入される。
【０２５２】
　その後、図１３と図１４とに示されるように、ステップＳ１１の処理で、Ｃ番組の終了
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時刻である１２時３０分が処理時刻に設定される。次に、ステップＳ２の処理でＹＥＳで
あると判定され、ステップＳ３の処理で、Ｄ番組が注目番組とされて、図１０に示される
ように、「ドキュメント」、「生活」、「大家族」、・・・といった番組情報が取得され
る。そして、ステップＳ４の処理で、図１４と図１５に示されるように、第１の流し録り
予約から、注目番組であるＤ番組の録画予約（以下、Ｄ予約と称する）が分割される。
【０２５３】
　そして、上述したステップＳ５の処理、および、ステップＳ６乃至Ｓ８のループ処理の
繰り返しが実行されて、優先順位第１位乃至第９位のそれぞれの予約属性変更条件が、Ｄ
番組の番組情報に含まれているか否かのチェックが優先順位の順に順次行われることにな
る。
【０２５４】
　いまの場合、優先順位第９位の予約属性変更条件である「ドキュメント」がＤ番組の番
組情報に含まれているので、優先順位第９位の予約属性変更条件についてのステップＳ６
の処理の段階でＹＥＳであると判定されて、処理はステップＳ９に進む。
【０２５５】
　ステップＳ９の処理で、図７に示される優先順位第９位の予約属性変更情報の変更属性
の内容「有効期限　０日」に従って、図１５に示されるように、注目番組のＤ番組である
予約属性のうちの、「有効期限」が「０日」に変更される。
【０２５６】
　このように「有効期限」が「０日」に変更された場合には、ステップＳ１０の処理では
、図１５に示されるように、Ｄ予約（Ｄ番組の録画予約）が録画管理部７１に対して投入
されないことになる。換言すると、このような場合には、ステップＳ１０の処理の実行は
禁止されて、処理はステップＳ１１に進む。
【０２５７】
　その後、図１４と図１５とに示されるように、ステップＳ１１の処理で、第１の流し録
り予約の終了時刻である１５時が処理時刻に設定される。従って、このような場合、次の
ステップＳ２の処理で、第１の流し録り予約において、処理時刻後に放送予定の番組は存
在しないと判定されて、この「分割予約投入処理」自体が終了となる。
【０２５８】
　ただし、この「分割予約投入処理」は、次の第２の流し録り予約の開始時刻である２０
時よりも前の所定の時点で再度開始されることになる。
【０２５９】
　以上、図９のフローチャートを参照して、「分割予約投入処理」の一例について説明し
た。さらに、図１０乃至図１５を参照して、「分割予約投入処理」の具体例（具体的な処
理結果の例）についても説明した。
【０２６０】
　なお、繰り返しになるが、「分割予約投入処理」を行う分割予約投入部６２は、上述し
た例では主制御部１１側の予約投入部６２内に設けられていたが、上述した例に限定され
ず、例えば、コンテンツ記録部１３Ａ，１３Ｂ内に設けられてもよい。
【０２６１】
　また、「分割予約投入処理」は、図９の例に特に限定されず、様々な処理を採用するこ
とが可能である。
【０２６２】
　例えば、図１１のＡチャンネル予約内容によると、Ａ予約では、Ａ番組の一部のみが録
画される（最初の部分が録画されない）内容の録画予約となっている。なぜならば、上述
した図９の例の「分割予約投入処理」は、次のことを目的としているからである。即ち、
流し録り予約は、ユーザの設定により投入された録画予約であるという事実、換言すると
、ユーザの意思に基づく私的な録画予約であるという事実を優先させることが目的とされ
ている。このため、上述した図９の例の「分割予約投入処理」では、Ａ番組の開始時刻で
ある７時３０分よりも第１の流し録り予約の開始時刻である８時の方が優先されたＡ予約
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が作成されるからである。
【０２６３】
　以上のことから、上述したように、図９の例の「分割予約投入処理」の例では、Ｄ番組
の終了時刻である１５時３０分よりも第１の流し録り予約の終了時刻である１５時の方が
優先されたＤ予約が作成されることになる。即ち、Ｄ番組の一部のみが録画される（最後
の部分が録画されない）内容のＤ予約が作成されることになる。
【０２６４】
　そこで、このような目的の達成が不要な場合、例えば、放送番組の開始時刻と終了時刻
とを優先させる「分割予約投入処理」の採用も可能である。このような「分割予約投入処
理」が採用された場合には、図示はしないが、Ａ予約は、「Ａ番組の全てを録画する」と
いった内容、即ち、「７時３０分から９時までの時間帯にＡチャンネルから放送される放
送内容（放送番組）を録画する」といった内容で作成されることになる。同様に、Ｄ予約
は、「Ｄ番組の全てを録画する」といった内容、即ち、「１２時３０分から１５時３０分
までの時間帯にＡチャンネルから放送される放送内容（放送番組）を録画する」といった
内容で作成されることになる。
【０２６５】
　ところで、上述した「分割予約投入処理」は、図１のコンテンツ記録再生装置１に搭載
された各チューナのそれぞれについて個別に実行されることになる。即ち、本実施の形態
では、コンテンツ記録部１３Ａに搭載された図３のチューナ５１－１Ａ乃至５１－３Ａの
それぞれ、および、コンテンツ記録部１３Ｂに搭載された図３のチューナ５１－１Ｂ乃至
５１－３Ｂのそれぞれについての「分割予約投入処理」が個別に（独立して）実行される
ことになる。
【０２６６】
　従って、図４のコンテンツ記録部１３Ａの録画管理部７１Ａは、チューナ５１－１Ａ乃
至５１－３Ａのそれぞれ毎に実行された「分割予約投入処理」の結果に従って、即ち、投
入された各録画予約の内容に従って、コンテンツ取得部４５Ａを制御することで、ＨＤＤ
４６Ａへの録画処理を行う。これにより、各録画予約のそれぞれに対応する圧縮済みコン
テンツデータを含むビデオカプセルが１つずつ生成され、ＨＤＤ４６Ａに蓄積（録画）さ
れていくことになる。
【０２６７】
　同様に、図４のコンテンツ記録部１３Ｂの録画管理部７１Ｂは、チューナ５１－１Ｂ乃
至５１－３Ｂのそれぞれ毎に実行された「分割予約投入処理」の結果に従って、即ち、投
入された各録画予約の内容に従って、コンテンツ取得部４５Ｂを制御することで、ＨＤＤ
４６Ｂへの録画処理を行う。これにより、各録画予約のそれぞれに対応する圧縮済みコン
テンツデータを含むビデオカプセルが１つずつ生成され、ＨＤＤ４６Ｂに蓄積（録画）さ
れていくことになる。
【０２６８】
　このため、何の対処も施さないと、ＨＤＤ４６Ａ，４６Ｂには、多くのビデオカプセル
が蓄積されることになる。そこで、ＨＤＤ４６Ａ，４６Ｂの容量を有効に活用するために
、本実施の形態では、上述したように、「有効期限」を「０日」に変更する等の予約属性
の変更を行うようにしている。換言すると、流し録り予約の全てをＨＤＤ４６Ａ，４６Ｂ
に録画するのではなく、ユーザの設定によるフィルタをかけることで、流し録り予約のう
ちの、ユーザが録画を希望しない放送番組の録画を振るい落とし（録画を禁止し）、残り
の放送番組、即ち、ユーザが録画を希望する放送番組のみを、ユーザの設定した条件（「
録画モード」、「自動削除」、および「有効期限」等）でＨＤＤ４６Ａ，４６Ｂに録画す
るようにしている。
【０２６９】
　ただし、近年のＨＤＤ４６Ａ，４６Ｂは大容量となっており、このようなフィルタをか
けてＨＤＤ４６Ａ，４６Ｂに録画する放送番組を絞り込んだとしても、ＨＤＤ４６Ａ，４
６Ｂの録画内容の管理を適切に行わなわければ、所望のビデオカプセルを見つけ出すこと
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はユーザにとって困難となってしまう、という第１の問題が発生してしまう。
【０２７０】
　例えば、従来の過去番組表を利用してＨＤＤ４６Ａ，４６Ｂの録画内容を管理しても、
上述した第１の問題が発生してしまう。即ち、従来の過去番組表とは、過去に放送された
全ての放送番組の番組情報に基づいて作成される表（テーブル）であって、実際に録画さ
れているか否かに関わらず、すべての放送番組（それを示す番組欄）が表示される表であ
った。そのため、従来の過去番組表では、録画番組と、録画されていない放送番組との区
別がつかず、所望の録画番組を見つけ出すことはユーザにとって非常に困難であるという
第１の問題が発生してしまう。
【０２７１】
　また、従来の過去番組表には、表示されている全ての放送番組を再生することができな
いという第２の問題も存在する。
【０２７２】
　そこで、従来においても、過去番組表に含まれる番組（番組欄）のうちの録画番組につ
いては、所定の印をつけたり、表示形態を変化させる技術が提案されている。これにより
、録画番組と、録画されていない放送番組との区別はある程度つくようになった。
【０２７３】
　しかしながら、このような従来の技術でも、すべての放送番組（それを示す番組欄）が
表示される従来の過去番組表を利用することが前提とされている。従って、この従来の技
術では、全ての放送番組欄の中から、印がついたり表示形態が異なる放送番組欄を録画番
組の番組欄であるとして区分した後はじめて、区分された録画番組の番組欄の中から所望
の番組欄を選択する操作をユーザは行う必要がある。このような煩雑な操作が必要とされ
ているようでは、上述した、所望の録画番組を見つけ出すことはユーザにとって非常に困
難であるという第１の問題を充分に解決しているとは言い難い。
【０２７４】
　また、当然ながら、この従来の技術では、表示されている全ての放送番組を再生するこ
とができないという第２の問題が発生する。
【０２７５】
　そこで、本実施の形態では、これらの第１の問題と第２の問題とを同時に解決するため
に、ＨＤＤ４６Ａ，４６Ｂの録画内容（録画番組）は、従来とは異なる過去番組表（以下
、本発明の過去番組表と称する）で管理される。
【０２７６】
　詳細については、図１６を参照して後述するが、本発明の過去番組表は、実際に録画さ
れたビデオカプセルに含まれる録画番組の番組情報から構成される。即ち、録画番組（そ
れを示す番組欄）だけが表示されるので、表示されている全ての放送番組を再生すること
ができる。ただし、より正確に言うと、後述するように、本発明の過去番組表には、「有
効期限」が「０日間」に変更された結果録画されなかった放送番組を示す領域（後述する
図１６の領域２０４）も表示されるので、この領域が示す放送番組については再生できな
いことに注意を要する。
【０２７７】
　従って、ユーザは、本発明の過去番組表を見ることで、所望の録画番組を見つけ出すこ
とが容易にできる。さらに、ユーザは、そのようにして見つけ出した録画番組の再生の指
示操作も、本発明の過去番組表を利用して容易に行うことができる。
【０２７８】
　このような本発明の過去番組表の表示例が図１６に示されている。そこで、以下、図１
６を参照して、本発明の過去番組表の例について説明する。
【０２７９】
　図１６の例の過去番組表において、領域２０１には、紙媒体の新聞のテレビ欄と類似す
る形態で番組欄（表示エリア）が表示される。即ち、領域２０１には、チャンネル毎に、
各録画番組のそれぞれを示す番組欄が、録画された時間帯を示す領域に配置されて表示さ
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れる。即ち、各番組欄のそれぞれは、録画時間に応じた長さで縦方向に長く表示されるこ
とになる。
【０２８０】
　ひとつの録画番組の番組欄には、通常、サムネイル用の画像（動画像または静止画像）
と放送番組のタイトルが表示される。なお、録画時間が短い録画番組の番組欄では、必要
に応じてサムネイルは表示されない。録画時間が短い録画番組の番組欄は、サムネイルを
表示するだけの長さ（サイズ）を有していないからである。
【０２８１】
　具体的には、例えば、図１６の例では、Ａチャンネルの列には、２０時０５分から２０
時５０分以降の時間帯に録画された音楽Ａ番組を示す番組欄が表示されていることから、
この時間帯にＡチャンネルから放送された音楽Ａ番組が録画されていることがわかる。一
方、１９時３０分から２０時０５分までの時間帯を示す領域には番組欄が表示されていな
いので、この時間帯にＡチャンネルから放送された放送内容（放送番組）は録画されてい
ないことがわかる。
【０２８２】
　同様に、Ｂチャンネルの列には、１９時２５分から１９時５０分までの時間帯に録画さ
れた音楽Ｂ番組を示す番組欄２０２と、２０時以降の時間帯に録画された情報Ａ番組を示
す番組欄が表示されていることから、これらの時間帯のそれぞれにＢチャンネルから放送
された音楽Ｂ番組と情報Ａ番組のそれぞれが録画されていることがわかる。一方、１９時
５０分から２０時までの時間帯を示す領域には番組欄が表示されていないので、この時間
帯にＢチャンネルから放送された放送内容（放送番組）は録画されていないことがわかる
。なお、番組欄２０２の表示形態が他の番組欄と異なっている理由については後述する。
【０２８３】
　Ｃチャンネルの列には、１９時２５分よりも前の所定の時刻から１９時５５分までの時
間帯に録画されたニュースＡ番組を示す番組欄が表示されていることから、この時間帯に
Ｃチャンネルから放送されたニュースＡ番組が録画されていることがわかる。一方、１９
時５５分から２０時５０分頃までの時間帯を示す領域には番組欄が表示されていないので
、この時間帯にＣチャンネルから放送された放送内容（放送番組）は録画されていないこ
とがわかる。
【０２８４】
　Ｄチャンネルの列には、２０時３０分から２０時５０分以降までの時間帯に録画された
体育Ａ番組を示す番組欄が表示されていることから、この時間帯にＤチャンネルから放送
された体育Ａ番組が録画されていることがわかる。一方、１９時２５分から２０時までの
時間帯を示す領域には番組欄が表示されていないので、この時間帯にＤチャンネルから放
送された放送内容（放送番組）は録画されていないことがわかる。なお、黒色一色の領域
２０４については後述する。
【０２８５】
　Ｅチャンネルの列には、１９時３５分から１９時５５分までの時間帯に録画された天気
Ａ番組を示す番組欄が表示されていることから、この時間帯にＥチャンネルから放送され
た天気Ａ番組が録画されていることがわかる。一方、１９時５５分から２０時５０分頃ま
での時間帯を示す領域には番組欄が表示されていないので、この時間帯にＥチャンネルか
ら放送された放送内容（放送番組）は録画されていないことがわかる。
【０２８６】
　このような領域２０１においては、これらの番組欄を含む本発明の過去番組表の下に、
現在放送中または再生中の放送番組等の画像（以下、背景画像と称する）が表示される。
ただし、ユーザにとっては、背景画像は、図１６に示されるように領域２０１のうちの番
組欄が表示されていない領域（録画番組が存在しない時間帯の領域）にのみ表示されてい
るように映る。
【０２８７】
　また、Ｂチャンネルの音楽Ｂ番組を示す番組欄２０２は、選択されている番組欄である
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。選択されている番組欄とは、ユーザが、その放送番組（図１６の例では音楽Ｂ番組）の
再生等を指示する場合に、図４の入力部２６を操作して選択（指定）した番組欄を言う。
なお、選択されている番組欄２０２は、図１６の例では灰色表示となっているが、実際に
は、ハイライト表示となる。
【０２８８】
　なお、このような選択されている番組欄２０２（それに対応する録画番組）に関する詳
細な各種情報は、必要に応じて領域２０３に表示される。
【０２８９】
　一方、選択されている番組欄２０２以外の番組欄は、選択されていない番組欄となる。
選択されていない番組欄は、図１６の例では白色の表示となっているが、実際には半透明
の表示とすることができる。この場合、選択されていない番組欄が透けるようにして、そ
の下の背景画像（現在放送中または再生中の放送番組等）が表示されることになる。
【０２９０】
　また、黒色一色の領域２０４は、図５の予約属性変更部９２により少なくとも一部の予
約属性が変更された放送番組の番組欄（以下、予約属性変更番組欄と称する）を示してい
る。即ち、「有効期間」が「０日」に変更され、その結果、録画予約が投入されずにＨＤ
Ｄ４６Ａ，４６Ｂの何れにも録画されなかった放送番組についても、この本発明の過去番
組表上に黒色一色の領域として表示される。
【０２９１】
　そして、ユーザが、図４の入力部２６を操作して予約属性変更番組欄２０４を選択する
と、図示はしないが、放送番組のタイトルや、何れの予約属性がどのように変更されたの
か等を示す情報が、予約属性変更番組欄２０４中または領域２０３等の他の領域に表示さ
れる。ここで言う他の領域とは、図１６の表示領域２０１中であってもよいし、過去番組
表とは独立した新たな画像（図示せず）中の一領域であってもよい。その他、適用された
予約属性変更情報（図７の表示領域１３１の各行のうちの所定の行の表示内容）といった
他の情報を表示させることもできる。
【０２９２】
　即ち、従来の過去番組表では、ＨＤＤ４６Ａ，４６Ｂの何れにも録画されていない放送
番組が存在する場合、その放送番組は、ユーザの視聴が終了したために消去されたのか、
或いは、所定の条件のためにその録画予約の投入自体がなされずに録画されなかったのか
の判断がつかない、という問題が発生してしまう。これに対して、本発明の過去番組表で
は、予約属性変更番組欄は黒色一色の領域として表示されるので、このような問題を解決
することができる。
【０２９３】
　また、ユーザは、予約属性変更番組欄の選択操作（例えばマウスオーバー）を行うこと
で、その放送番組がどのような番組であるのかがわかり、また、どのように予約属性が変
更されたのももわかる。例えば、ユーザは、「有効期限」が「０日」に変更されたことを
視認することで、その放送番組について「予約をしない」という条件が正しく動作してい
ることを確実に確認できる。
【０２９４】
　なお、予約属性変更番組欄の表示形態は、上述した例では黒色一色の表示とされたが、
上述した例に限定されず、録画番組の番組欄とは異なる（ただし、選択されている番組欄
と選択されていない番組欄の何れとも異なる）表示形態であれば足りる。
【０２９５】
　例えば、図示はしないが、予約属性変更番組欄を囲む赤色の枠等を表示させてもよい。
【０２９６】
　また例えば、ユーザによって少なくとも一部の予約属性が変更されたことを示す情報と
して、所定のシンボルやアイコンを、予約属性変更番組欄内に表示させてもよい。さらに
、このシンボルやアイコンは、変更された予約属性或いはその変更内容に応じて、それぞ
れ異なるものを採用することができる。例えば、「有効期限」が「０日」に変更された第
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１の場合、即ち、放送番組が録画されなかった第１の場合と、放送番組は録画されたが所
定の予約属性のみが変更された第２の場合とを区別するために、第１の場合と第２の場合
とのそれぞれについて相異なるシンボルやアイコンを採用することができる。
【０２９７】
　さらにまた、このような他とは異なるシンボルやアイコンを採用することで、「有効期
限」が「０日」に変更された結果として録画自体行われなかった放送番組を示すシンボル
やアイコンを含む１の番組欄と、録画自体は行われたがその後消去された放送番組を示す
シンボルやアイコンを含む第２の番組欄とを、本発明の過去番組表の領域２０１内に同時
に表示させることも可能である。この場合、ユーザは、これらのシンボルやアイコンを見
るだけで、所定の放送番組がＨＤＤ４６Ａ，４６Ｂに録画されていない理由、即ち、録画
自体行われなかったことが理由なのか、或いは、録画後消去されたことが理由なのかを容
易に認識することができる。
【０２９８】
　ところで、「有効期限」が「０日」に変更された放送番組は、上述した例では、その録
画予約の投入自体行われなかったが、録画予約の投入を行って一旦録画させてもよい。こ
の場合、「有効期限」が「０日」に変更された録画番組については、例えば、過去番組表
にはその番組欄の表示はあえて行わず、特別な操作により再生させることもできる。ただ
し、ＨＤＤ４６Ａ，４６Ｂの容量の観点からすると、「有効期限」が「０日」に変更され
た録画番組は、所定期間後に優先的に自動消去の対象とするとよい。
【０２９９】
　以上、本発明が適用される例として、図１のコンテンツ記録再生装置１について説明し
た。
【０３００】
　ところで、本発明は、図１の例に限定されず、様々な形態をとる事が可能である。
【０３０１】
　具体的には、例えば、本発明は、図１７に示されるような情報処理システムにも適用可
能である。即ち、図１７は、本発明が適用される情報処理システムの構成例を示している
。
【０３０２】
　図１７の情報処理システムにおいて、主制御装置３０１、コンテンツ記録装置３０３Ａ
、および、コンテンツ記録装置３０３Ｂのそれぞれは、ネットワーク３０２を介して相互
に接続されている。
【０３０３】
　図１７における、主制御装置３０１、コンテンツ記録装置３０３Ａ、および、コンテン
ツ記録装置３０３Ｂのそれぞれは、図１における、主制御部１１、コンテンツ記録部１３
Ａ、および、コンテンツ記録部１３Ｂのそれぞれに対応する機能を有している。即ち、主
制御装置３０１、コンテンツ記録装置３０３Ａ、および、コンテンツ記録装置３０３Ｂの
それぞれは、主制御部１１、コンテンツ記録部１３Ａ、および、コンテンツ記録部１３Ｂ
のそれぞれの図４や図５の機能的構成と同様の機能的構成を有することができる。
【０３０４】
　なお、図１７における、主制御装置３０１、コンテンツ記録装置３０３Ａ、および、コ
ンテンツ記録装置３０３Ｂのそれぞれのハードウエア構成は、図１における、主制御部１
１、コンテンツ記録部１３Ａ、および、コンテンツ記録部１３Ｂのそれぞれのハードウエ
ア構成と必ずしも同様である必要は無いが、同様であってもよい。即ち、主制御装置３０
１は例えば図２のように構成し、コンテンツ記録装置３０３Ａ，３０３Ｂは例えば図３の
ように構成することも可能である。
【０３０５】
　なお、以下、コンテンツ記録部１３Ａ，１３Ｂを個々に区別する必要がない場合にはそ
れらをまとめてコンテンツ記録部１３と称したように、以下、コンテンツ記録装置３０３
Ａ，３０３Ｂとを個々に区別する必要がない場合、まとめてコンテンツ記録装置３０３と
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称する。
【０３０６】
　以上の内容を換言すると、主制御部１１、および、２つのコンテンツ記録部１３がひと
つの筺体に収められた場合には、その筺体、並びに、その内部に納められた主制御部１１
および２つのコンテンツ記録部１３が、図１のコンテンツ記録再生装置１を構成すること
になる。
【０３０７】
　一方、主制御部１１、および、２つのコンテンツ記録部１３のそれぞれが、主制御装置
３０１、および、２台のコンテンツ記録装置３０３のそれぞれといった独立した装置とし
て異なる場所に配置された場合には、図１７の情報処理システム（の一部）を構成するこ
とになる。
【０３０８】
　即ち、システムとは、複数の処理部や複数の装置により構成される装置全体を表すもの
であると定義すれば、図１も図１７も本発明が適用される情報処理システムの構成例を示
していることになり、結局、筺体に収められるか否かだけが差異となる。
【０３０９】
　従って、コンテンツ記録装置３０３の台数は、図１７の例では２台しか設けられていな
いが、上述したコンテンツ記録部１３と全く同様に、図１７の例に限定されず任意の台数
で構わない。
【０３１０】
　また、ネットワーク３０２の形態は特に限定されないが、図１のネットワーク１２と同
様の形態を取ることが可能である。
【０３１１】
　さらに、図１７の例では、主制御装置３０１には、ネットワーク３０２とは異なるネッ
トワーク３０４が接続されている。これにより、主制御装置３０１は、ネットワーク３０
４に接続された他の装置と各種情報を授受することができる。例えば、図１７の例では、
主制御装置３０１は、テレビジョン受像機３０５、ＡＶ（Audio and Visual）機器３０６
、および、外部機器３０７のそれぞれとネットワーク３０４を介して各種情報を授受する
ことができる。
【０３１２】
　従って、図１には図示されていないが、当然ながら、主制御部１１（正確には図２の通
信部２９）も、ネットワーク３０４と同様のネットワークと接続可能であり、そのネット
ワークに接続された他の装置と各種情報を授受することができる。
【０３１３】
　ところで、上述した一連の処理をソフトウエアにより実行させる場合には、そのソフト
ウエアを構成するプログラムが、専用のハードウエアに組み込まれているコンピュータ、
または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行することが可能
な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、ネットワークや記録媒体からインスト
ールされる。
【０３１４】
　この記録媒体は、装置本体とは別に、ユーザにプログラムを提供するために配布される
、プログラムが記録されている磁気ディスク（フロッピディスクを含む）、光ディスク（
CD-ROM（Compact Disk-Read Only Memory)，DVD（Digital Versatile Disk）を含む）、
光磁気ディスク（ＭＤ（Mini-Disk）を含む）、もしくは半導体メモリなどよりなる図２
のリムーバブル記録媒体３１により構成されるだけでなく、装置本体に予め組み込まれた
状態でユーザに提供される、プログラムが記録されている図２のROM２９または図３のROM
４２や、図２の記憶部２８または図３のＨＤＤ４６に含まれるハードディスクなどで構成
される。
【０３１５】
　また、放送番組（放送番組を構成する映像信号と音声信号）は、上述した例では、無線
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（放送電波）で搬送されたが、ケーブルテレビジョン放送のように有線で搬送されてもよ
い。即ち、本明細書で言う放送番組とは、地上波や衛星波で放送される放送番組のみなら
ず、ネットワーク等を介して配信されるコンテンツまで含む広い概念である。換言すると
、本明細書においては、上述したように、放送番組とコンテンツとは同義語として取り扱
われる。このような観点に立つと、番組情報も、EPG（Electronic Program Guide）情報
に限定されず、一般的なコンテンツのメタデータ等、本明細書で言う放送番組（＝コンテ
ンツ）に関する情報であればよい。
【０３１６】
　また、本明細書において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは、記
載された順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理され
なくとも、並列的または個別に実行される処理をも含むものである。
【図面の簡単な説明】
【０３１７】
【図１】本発明が適用されるコンテンツ記録再生装置のハードウエア構成例を示す図であ
る。
【図２】図１のコンテンツ記録再生装置の主制御部のハードウエア構成例の詳細を示すブ
ロック図である。
【図３】図１のコンテンツ記録再生装置のコンテンツ記録部のハードウエア構成例の詳細
を示すブロック図である。
【図４】図１のコンテンツ記録再生装置の機能的構成例を示す機能ブロック図である。
【図５】図４の予約投入部の機能的構成例を示す機能ブロック図である。
【図６】図５の流し録り予約投入部の流し録り予約投入処理で利用される流し録り予約画
像の例を示す図である。
【図７】図４の設定部の処理で利用される予約属性変更情報設定用画像の例を示す図であ
る。
【図８】図４の設定部の処理で利用される予約属性変更情報設定用画像の例を示す図であ
る。
【図９】図１のコンテンツ記録再生装置が実行する「分割予約投入処理」の例を説明する
フローチャートである。
【図１０】図９の「分割予約投入処理」で分割対象となる流し録り予約に含まれる放送番
組とその番組情報との一例を示す図である。
【図１１】図９の「分割予約投入処理」の処理結果の具体例を示す図である。
【図１２】図９の「分割予約投入処理」の処理結果の具体例を示す図である。
【図１３】図９の「分割予約投入処理」の処理結果の具体例を示す図である。
【図１４】図９の「分割予約投入処理」の処理結果の具体例を示す図である。
【図１５】図９の「分割予約投入処理」の処理結果の具体例を示す図である。
【図１６】図４の過去番組表管理部の処理で利用される過去番組表の一部を示す画像の例
を示す図である。
【図１７】本発明が適用される（図１とは異なる形態の）情報処理システムの構成例を示
す図である。
【符号の説明】
【０３１８】
　１　コンテンツ記録再生装置，　１１　主制御部，　１２　ネットワーク，　１３Ａ，
１３Ｂ　コンテンツ記録部２１，　２１　ＣＰＵ，　２８　記憶部，　３１　リムーバブ
ル記録媒体，　４１　ＣＰＵ，　４５，４５Ａ，４５Ｂ　コンテンツ取得部，　４６，４
６Ａ，４６Ｂ　ＨＤＤ　５１－１乃至５１－３　チューナ，　６１　情報呈示統合制御部
，　６２　予約投入部，　６３　予約属性変更情報記憶部，　６４　設定部，　６５　過
去番組表管理部，　７１Ａ，７１Ｂ　録画管理部，　７２Ａ，７２Ｂ　コンテンツ/メタ
データ提供部，　８１　流し録り予約投入部，　８２　分割予約投入部，　９１　番組予
約分割部，　９２　予約属性変更部，　９３　番組予約投入部，　３０１　主制御装置，
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　３０２　ネットワーク，　３０３Ａ，３０３Ｂ　コンテンツ記録装置
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】
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