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(57)【要約】
【課題】ユーザにとって自分の趣向に合ったチャプター
設定が無意識のうちにでき、従来のような意識的なチャ
プター設定によるわずらわしさがなくなる記録再生装置
を提供する。
【解決手段】ハードディスクに記録された映像情報の通
常再生開始後、リモコン９において一時停止キー、ＣＭ
スキップキー、早送り再生キー、逆送り再生キー、早送
り再生および逆送り再生を解除する再生キー、停止キー
が入力されると、メモリに再生位置情報が記憶され、ハ
ードディスクドライブ５がメモリに記憶された再生位置
情報をハードディスクに記録させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体に記録された映像情報を通常再生する記録再生装置において、
　通常再生動作から一時停止動作または停止動作へ移行するための操作が操作手段におい
てされたときの再生位置を表す再生位置情報を前記記録媒体に記録させる記録手段を備え
ることを特徴とする記録再生装置。
【請求項２】
　記録媒体に記録された映像情報を通常再生する記録再生装置において、
　通常再生動作からＣＭスキップ動作へ移行するための操作が操作手段においてされたと
き、および、該ＣＭスキップ動作が終了し通常再生動作が開始するときの再生位置を表す
再生位置情報を前記記録媒体に記録させる記録手段を備えることを特徴とする記録再生装
置。
【請求項３】
　記録媒体に記録された映像情報を通常再生する記録再生装置において、
　通常再生動作から早送り再生動作または逆送り再生動作へ移行するための操作が操作手
段においてされたとき、および、該早送り再生動作または該逆送り再生動作から通常再生
動作へ移行するための操作が操作手段においてされたときの再生位置を表す再生位置情報
を前記記録媒体に記録させる記録手段を備えることを特徴とする記録再生装置。
【請求項４】
　記録媒体に記録された映像情報を通常再生する記録再生装置において、
　通常再生動作から通常再生動作とは異なる所定の動作へ移行するための操作が操作手段
においてされたときと、
　通常再生動作から通常再生動作とは異なる所定の動作へ移行するための操作が操作手段
においてされた後、該所定の動作から通常再生動作へ移行するための操作が操作手段にお
いてされたときと、
　のうち少なくとも一つのときの再生位置を表す再生位置情報を前記記録媒体に記録させ
る記録手段を備えることを特徴とする記録再生装置。
【請求項５】
　記録媒体に記録された映像情報を通常再生する記録再生装置において、
　通常再生動作から通常再生動作とは異なる所定の動作へ移行するための操作が操作手段
においてされたときと、
　通常再生動作から通常再生動作とは異なる所定の動作へ移行するための操作が操作手段
においてされた後、該所定の動作が終了し通常動作が開始されるときと、
　のうち少なくとも一つのときの再生位置を表す再生位置情報を前記記録媒体に記録させ
る記録手段を備えることを特徴とする記録再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハードディスクレコーダ等の記録再生装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、ハードディスクレコーダやＤＶＤレコーダ等の記録再生装置は映像情報にチ
ャプターを設定できるチャプター設定機能を有するものが多い。その中で、既に記録媒体
に記録された映像情報にチャプターを設定する際は、通常に再生を開始させてから、また
は、編集モードに入って再生を開始させてから、リモコンが有するチャプター設定ボタン
がユーザにより押されることでチャプターが設定されていた（編集モードに入ってのチャ
プター設定については例えば特許文献１を参照）。
【特許文献１】特開２００２－１５２６３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００３】
　しかし、上記従来のチャプター設定方法では、例えば、通常再生中に早送り再生、逆送
り再生、ＣＭスキップ等させる前にユーザがチャプター設定用ボタンを押し、早送り再生
、逆送り再生、ＣＭスキップ等させた後、再びユーザがチャプター設定用ボタンを押す等
、意識的にチャプター設定する必要があり、わずらわしいという問題があった。
【０００４】
　上記問題点を鑑み、本発明は、ユーザにとって自分の趣向に合ったチャプター設定が無
意識のうちにでき、従来のような意識的なチャプター設定によるわずらわしさがなくなる
記録再生装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために本発明の記録再生装置は、記録媒体に記録された映像情報を
通常再生する記録再生装置において、
　通常再生動作から通常再生動作とは異なる所定の動作へ移行するための操作が操作手段
においてされたときと、
　通常再生動作から通常再生動作とは異なる所定の動作へ移行するための操作が操作手段
においてされた後、該所定の動作から通常再生動作へ移行するための操作が操作手段にお
いてされたときと、
　のうち少なくとも一つのときの再生位置を表す再生位置情報を前記記録媒体に記録させ
る記録手段を備えることを特徴としている。
【０００６】
　また、上記目的を達成するために本発明の記録再生装置は、記録媒体に記録された映像
情報を通常再生する記録再生装置において、
　通常再生動作から通常再生動作とは異なる所定の動作へ移行するための操作が操作手段
においてされたときと、
　通常再生動作から通常再生動作とは異なる所定の動作へ移行するための操作が操作手段
においてされた後、該所定の動作が終了し通常動作が開始されるときと、
　のうち少なくとも一つのときの再生位置を表す再生位置情報を前記記録媒体に記録させ
る記録手段を備えることを特徴としている。
【０００７】
　このような構成によれば、ユーザにとって自分の趣向に合ったチャプター設定が無意識
のうちにでき、従来のような意識的なチャプター設定によるわずらわしさがなくなる。
【０００８】
　より具体的には、例えば、本発明の記録再生装置は、記録媒体に記録された映像情報を
通常再生する記録再生装置において、通常再生動作から一時停止動作または停止動作へ移
行するための操作が操作手段においてされたときの再生位置を表す再生位置情報を前記記
録媒体に記録させる記録手段を備えるようにすればよい。
【０００９】
　また、本発明の記録再生装置は、記録媒体に記録された映像情報を通常再生する記録再
生装置において、通常再生動作からＣＭスキップ動作へ移行するための操作が操作手段に
おいてされたとき、および、該ＣＭスキップ動作が終了し通常再生動作が開始するときの
再生位置を表す再生位置情報を前記記録媒体に記録させる記録手段を備えるようにすれば
よい。
【００１０】
　また、本発明の記録再生装置は、記録媒体に記録された映像情報を通常再生する記録再
生装置において、通常再生動作から早送り再生動作または逆送り再生動作へ移行するため
の操作が操作手段においてされたとき、および、該早送り再生動作または該逆送り再生動
作から通常再生動作へ移行するための操作が操作手段においてされたときの再生位置を表
す再生位置情報を前記記録媒体に記録させる記録手段を備えるようにすればよい。
【発明の効果】
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【００１１】
　本発明の記録再生装置によれば、ユーザにとって自分の趣向に合ったチャプター設定が
無意識のうちにでき、従来のような意識的なチャプター設定によるわずらわしさがなくな
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照し説明する。図１に、本発明に係るハード
ディスクレコーダ１のブロック図を示す。なお、本発明はハードディスクレコーダに限ら
ずＤＶＤレコーダ、ＢＤレコーダ等にも適用可能である。
【００１３】
　アンテナ２は、放送電波を受信し高周波信号に変換しチューナ３に出力する。チューナ
３は、アンテナ２から入力される高周波信号から制御部６により指示されるチャンネルの
高周波信号を抽出し映像情報を出力する。
【００１４】
　ＭＰＥＧコーデック４は、チューナ３からの映像情報を圧縮したり、ハードディスクド
ライブ５がハードディスクから読み出した圧縮された映像情報を伸長したりする。ハード
ディスクドライブ５は、ＭＰＥＧコーデック４が圧縮した映像情報を内蔵するハードディ
スクに記録させたり、ハードディスクから圧縮された映像情報を読み出したりする。
【００１５】
　ＯＳＤ（Ｏｎ　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ）部８は、制御部６からの指示に基づき
図形情報や文字情報を生成し、該図形情報や文字情報をチューナ３やＭＰＥＧコーデック
４から入力される映像情報と合成して合成信号を生成し、該合成信号をビデオ信号に変換
し、該ビデオ信号を不図示のテレビ等の表示装置に送出する。また、ＯＳＤ部８は、図形
情報や文字情報のみをビデオ信号に変換して表示装置に出力することも行う。
【００１６】
　リモコン受信部７は、リモコン９から赤外線信号を受信しコード信号を制御部６に送出
する。
【００１７】
　このような構成の本発明に係るハードディスクレコーダ１における、既にハードディス
クに記録されている映像情報へのチャプター設定動作について以下、図２のフローチャー
トに沿って説明する。
【００１８】
　まず、ステップＳ１で、リモコン９において通常再生操作がされ、制御部６が通常再生
操作を受け付けると、ステップＳ２で、ハードディスクドライブ５が制御部６の指示によ
りハードディスクに記録された映像情報の読み出しを開始し、読み出された映像情報はＭ
ＰＥＧコーデック４、ＯＳＤ部８を介してビデオ信号として不図示の表示装置に出力され
、通常再生が開始される。
【００１９】
　そして、ステップＳ３で、制御部６はリモコン９におけるキー入力を受け付ける状態と
なり、ステップＳ４で、制御部６はリモコン９において早送り再生キー、逆送り再生キー
、ＣＭスキップキー、停止キー、一時停止キーのいずれかが入力されたか否かを判定する
。もし、早送り再生キー、逆送り再生キー、ＣＭスキップキー、停止キー、一時停止キー
のいずれも入力されていないと判定された場合は（ステップＳ４のＮ）、ステップＳ３に
戻り、制御部６はキー入力を受け付ける状態となる。
【００２０】
　そしてもし、上記ステップＳ４で、早送り再生キー、逆送り再生キー、ＣＭスキップキ
ー、停止キー、一時停止キーのいずれかが入力されたと判定された場合は（ステップＳ４
のＹ）、ステップＳ５に進む。ステップＳ５で、制御部６は、ＭＰＥＧコーデック４から
取得した現在の再生位置を表す再生位置情報を不図示のメモリに記憶させる。
【００２１】
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　次にステップＳ６で、制御部６は、上記ステップＳ３で制御部６がキー入力受付状態に
なってから入力されたキーが早送り再生キー、逆送り再生キー、ＣＭスキップキー、停止
キー、一時停止キーのいずれであるかを判定する。
【００２２】
　もし、上記ステップＳ６で入力されたキーが早送り再生キー、逆送り再生キー、一時停
止キーのいずれかであると判定された場合、ステップＳ７に進み、各キーに対応する処理
が開始される。入力されたキーが早送り再生キー、または逆送り再生キーであれば、ハー
ドディスクドライブ５は制御部６の指示によりアドレスを飛ばしながらハードディスクに
記録された映像情報を読み出すことを開始し、早送り再生または逆送り再生が開始される
。また、入力されたキーが一時停止キーであれば、ハードディスクドライブ５は制御部６
の指示により読み出しを中止し、ＯＳＤ部８が制御部６の指示により同一のフレームに対
応するビデオ信号を出力し続けることを開始する。これにより、いわゆるスチル再生が開
始され、表示装置には静止画像が表示される。
【００２３】
　そして、上記ステップＳ７の後、ステップＳ８で、制御部６はリモコン９におけるキー
入力を受け付ける状態となり、ステップＳ９で、制御部６はリモコン９において再生キー
が入力されたか否かを判定する。もし、再生キーが入力されていないと判定された場合は
（ステップＳ９のＮ）、ステップＳ８に戻り、制御部６はキー入力受付状態となる。
【００２４】
　そしてもし、再生キーが入力されたと判定された場合は（ステップＳ９のＹ）、ステッ
プＳ１０に進み、制御部６は、上記ステップＳ３で制御部６がキー入力受付状態になって
から入力されたキーが早送り再生キー、逆送り再生キー、一時停止キーのいずれであるか
を判定する。
【００２５】
　もし、上記ステップ１０で一時停止キーが入力されたと判定された場合は、上記ステッ
プＳ２に戻り、ハードディスクドライブ５は制御部６の指示により上記ステップＳ７で読
み出しが中断されたアドレスからの映像情報の読み出しを開始し、通常再生が開始される
。
【００２６】
　またもし、上記ステップＳ１０で早送り再生キーまたは逆送り再生キーが入力されたと
判定された場合は、ステップＳ１１に進み、制御部６は、ＭＰＥＧコーデック４から取得
した現在の再生位置を表す再生位置情報を不図示のメモリに記憶させる。そして、上記ス
テップＳ２に戻り、ハードディスクドライブ５は制御部６の指示により現在のアドレスか
ら映像情報の通常の読み出しを開始し、通常再生が開始される。
【００２７】
　また、上記ステップＳ６で入力されたキーがＣＭスキップキーであると判定された場合
、ステップＳ１３に進み、ハードディスクドライブ５は制御部６の指示により現在の再生
位置から所定時間後（例えば、３０秒後）の再生位置に相当するアドレスにアクセスし、
ステップＳ１４で、ハードディスクドライブ５はアクセスされたアドレスから映像情報の
通常の読み出しを開始し、通常再生が開始される。
【００２８】
　そして、ステップＳ１５で、制御部６は、ＭＰＥＧコーデック４から取得した現在の再
生位置を表す再生位置情報を不図示のメモリに記憶させ、上記ステップＳ３に戻り、制御
部６はキー入力受付状態になる。
【００２９】
　また、上記ステップＳ６で入力されたキーが停止キーであると判定された場合、ステッ
プＳ１２に進み、ハードディスクドライブ５は制御部６の指示により映像情報の読み出し
を停止し再生が停止され、ハードディスクドライブ５は制御部６の指示により不図示のメ
モリに記憶された再生位置情報をハードディスクに記録させる。ハードディスクに記録さ
れた再生位置情報により映像情報にチャプターが設定されることとなる。
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【００３０】
　ここで図３は、本発明に係るハードディスクレコーダによるチャプター設定の一例を示
す。図３の下段は映像情報である一つのタイトルを表す。
【００３１】
　上記ステップＳ１でリモコン９において通常再生操作がされ、上記ステップＳ２で通常
再生が開始した後、タイミングＡでリモコン９において一時停止キーが入力されると、上
記ステップＳ５で現在の再生位置Ｐ１を表す再生位置情報がメモリに記憶される。そして
、上記ステップＳ７でスチル再生が開始され、その後、タイミングＢでリモコン９におい
て再生キーが入力されると、上記ステップＳ２で通常再生が開始される。
【００３２】
　その後、タイミングＣでリモコン９においてＣＭスキップキーが入力されると、上記ス
テップＳ５で現在の再生位置Ｐ２を表す再生位置情報がメモリに記憶される。そして、上
記ステップＳ１４で所定時間分の映像が飛ばされた箇所から通常再生が開始され、上記ス
テップＳ１５で現在の再生位置Ｐ３を表す再生位置情報がメモリに記憶される。
【００３３】
　その後、タイミングＥでリモコン９において早送り再生キーが入力されると、上記ステ
ップＳ５で現在の再生位置Ｐ４を表す再生位置情報がメモリに記憶される。そして、上記
ステップＳ７で早送り再生が開始される。その後、タイミングＦでリモコン９において再
生キーが入力されると、上記ステップＳ１１で現在の再生位置Ｐ５を表す再生位置情報が
メモリに記憶される。そして、上記ステップＳ２で通常再生が開始される。
【００３４】
　その後、タイミングＧでリモコン９において逆送り再生キーが入力されると、上記ステ
ップＳ５で現在の再生位置Ｐ６を表す再生位置情報がメモリに記憶される。そして、上記
ステップＳ７で逆送り再生が開始される。その後、タイミングＨでリモコン９において再
生キーが入力されると、上記ステップＳ１１で現在の再生位置Ｐ７を表す再生位置情報が
メモリに記憶される。そして、上記ステップＳ２で通常再生が開始される。
【００３５】
　その後、タイミングＩでリモコン９において停止キーが入力されると、上記ステップＳ
５で現在の再生位置Ｐ８を表す再生位置情報がメモリに記憶される。そして、上記ステッ
プＳ１２で再生が停止され、メモリに記憶された再生位置Ｐ１～Ｐ８を表す各再生位置情
報がハードディスクに記録される。これにより、９つのチャプターＣＨ１～ＣＨ９がタイ
トルに設定されることとなる。
【００３６】
　このように本発明によれば、一時停止キー、ＣＭスキップキー、早送り再生キー、逆送
り再生キー、早送り再生および逆送り再生を解除するための再生キー、停止キーをユーザ
が入力するだけで自動的にチャプターが設定されるので、ユーザにとっては自分の趣向に
合ったチャプター設定が無意識のうちにでき、従来のような意識的なチャプター設定によ
るわずらわしさがなくなる。
【００３７】
　なお、上記実施形態では、一時停止キーが入力されたときの再生位置を表す再生位置情
報がハードディスクに記録されたが、代わりに、一時停止を解除するために再生キーが入
力されたときの再生位置を表す再生位置情報をハードディスクに記録するようにしてもよ
い。また、一時停止キーが入力されたとき、および一時停止を解除するために再生キーが
入力されたときの再生位置を表す再生位置情報をハードディスクに記録するようにしても
よい。
【００３８】
　また、上記実施形態では、ＣＭスキップキーが入力されたとき、およびＣＭスキップ動
作が終了して通常再生が開始されるときの再生位置を表す再生位置情報がハードディスク
に記録されたが、ＣＭスキップ動作が終了して通常再生が開始されるときの再生位置を表
す再生位置情報のみをハードディスクに記録するようにしてもよい。
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【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】は、本発明に係るハードディスクレコーダのブロック図である。
【図２】は、本発明に係るハードディスクレコーダのチャプター設定動作についてのフロ
ーチャートである。
【図３】は、本発明に係るハードディスクレコーダによるチャプター設定の一例を示す図
である。
【符号の説明】
【００４０】
　　　１　　ハードディスクレコーダ
　　　２　　アンテナ
　　　３　　チューナ
　　　４　　ＭＰＥＧコーデック
　　　５　　ハードディスクドライブ
　　　６　　制御部
　　　７　　リモコン受信部
　　　８　　ＯＳＤ部
　　　９　　リモコン

【図１】 【図２】
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