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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　番組データを含む放送波を受信するチューナ手段と、
　前記番組データを表示する表示手段と、
　前記表示手段の表示面が向いている方向に存在する物体を赤外線を用いて検知する検知
手段と、
　前記検知手段からの検知信号に基づいて視聴者の存否を判定する判定手段と、
　前記判定手段により前記視聴者が不在と判定された場合に、前記番組データの録画を開
始するとともにこの録画開始位置を再生開始位置に設定し、当該番組データの録画中に前
記視聴者が存在と判定された場合に、録画状態を維持しつつ前記再生開始位置から再生を
開始するとともに、前記判定手段により前記視聴者が不在と判定されている間に前記番組
データの録画を完了した場合に、自己の装置を一部の構成に電力が供給され、他の構成に
電力が供給されておらず、通常の電力状態よりも電力の消費量が小さい省電力状態に移行
させる録画再生制御手段と、
　前記番組データの録画を完了した場合の省電力状態への移行後に、前記判定手段が前記
検知手段からの検知信号に基づいて、視聴者が存在と判定すると前記省電力状態から通常
の電力状態に復帰させる復帰手段と、
を備え、
　前記録画再生手段は、前記復帰手段による復帰後、前記省電力状態へ移行する直前に録
画した番組データを、前記再生開始位置から再生することを特徴とする録画再生装置。
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【請求項２】
　前記録画再生制御手段は、前記番組データの再生中に前記視聴者が再度不在と判定され
た場合に、当該番組データの再生を停止するとともにこの再生停止位置を前記再生開始位
置に設定することを特徴とする請求項１に記載の録画再生装置。
【請求項３】
　前記復帰手段は、前記検知手段からの検知信号に基づいて、前記省電力状態から通常の
電力状態に復帰させることを特徴とする請求項１に記載の録画再生装置。
【請求項４】
　前記録画再生手段は、前記番組データの再生が当該番組データの終端に到達すると、前
記再生開始位置をクリアすることを特徴とする請求項１～３の何れか一項に記載の録画再
生装置。
【請求項５】
　前記検知手段は、反射型又は焦光型の赤外線センサであって、
　前記録画再生制御手段は、前記検知手段により検知される物体の距離又は動きが第１所
定時間の間変化がない場合に前記視聴者が不在と判定し、前記検知手段により検知される
物体の距離又は動きの変化が第２所定時間以上あった場合に前記視聴者が存在と判定する
ことを特徴とする請求項１～４の何れか一項に記載の録画再生装置。
【請求項６】
　チューナ手段が、番組データを含む放送波を受信する受信工程と、
　表示手段が、前記番組データを表示する表示工程と、
　検知手段が、前記表示手段の表示面が向いている方向に存在する物体を赤外線を用いて
検知する検知工程と、
　判定手段が、前記検知工程による検知信号に基づいて視聴者の存否を判定する判定工程
と、
　録画再生制御手段が、前記判定工程で前記視聴者が不在と判定された場合に、前記番組
データの録画を開始するとともにこの録画開始位置を再生開始位置に設定し、当該番組デ
ータの録画中に前記視聴者が存在と判定された場合に、録画状態を維持しつつ前記再生開
始位置から再生を開始するとともに、前記判定工程で前記視聴者が不在と判定されている
間に前記番組データの録画を完了した場合に、自己の装置を一部の構成に電力が供給され
、他の構成に電力が供給されておらず、通常の電力状態よりも電力の消費量が小さい省電
力状態に移行させる録画再生制御工程と、
　を含み、
　前記省電力状態から復帰後、
前記録画再生制御手段は前記録画再生制御工程において、前記番組データの録画を完了し
た場合の省電力状態への移行後に、前記判定工程で前記検知工程による検知信号に基づい
て、視聴者が存在と判定すると前記省電力状態へ移行する直前に録画した番組データを、
前記再生開始位置から再生することを特徴とする録画再生方法。
【請求項７】
　番組データを含む放送波を受信するチューナ手段と、前記番組データを表示する表示手
段と、前記表示手段の表示面が向いている方向に存在する物体を赤外線を用いて検知する
検知手段と、
を備える録画再生装置を、
　前記検知手段からの検知信号に基づいて、視聴者の存否を判定する判定手段と、
　前記判定手段により前記視聴者が不在と判定された場合に、前記番組データの録画を開
始するとともにこの録画開始位置を再生開始位置に設定し、当該番組データの録画中に前
記判定手段により前記視聴者が存在と判定された場合に、録画状態を維持しつつ前記再生
開始位置から再生を開始するとともに前記判定手段により前記視聴者が不在と判定されて
いる間に前記番組データの録画を完了した場合に、自己の装置を一部の構成に電力が供給
され、他の構成に電力が供給されておらず、通常の電力状態よりも電力の消費量が小さい
省電力状態に移行させる録画再生制御手段と、
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　前記番組データの録画を完了した場合の省電力状態への移行後に、前記判定手段が前記
検知手段からの検知信号に基づいて、視聴者が存在と判定すると前記省電力状態から通常
の電力状態に復帰させる復帰手段と
して機能させ、
　前記録画再生制御手段は、前記復帰手段による復帰後、前記省電力状態へ移行する直前
に録画した番組データを、前記再生開始位置から再生する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、録画再生装置、録画再生方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＴＶ局から放送される番組データの録画及び再生を行う録画再生装置が知られて
いる。この種の録画再生装置としては、例えば、チューナ装置を内蔵又は外付けし、該チ
ューナ装置が受信した番組データを、ハードディスク等の記録装置に記録（録画）できる
ようにしたＰＣ（パーソナルコンピュータ）やレコーダ装置、さらには、ハードディスク
等の記録装置を外付け又は内蔵し、該記録装置に番組データを記録するテレビジョン受像
機がある。
【０００３】
　また、従来、上述した録画再生装置に係る技術として、視聴者が番組の視聴中に中座し
た場合であっても、見逃した場面の視聴を可能とする技術が提案されている。例えば、特
許文献１には、撮影手段によって撮影された視聴者の顔画像から個人を認識する機能を有
した放送信号受信システムにおいて、一定時間以上顔画像が検出できない場合に、その時
刻の録画位置を記録するとともに、簡易録画機能を無効とした通常録画状態で受信番組の
録画を継続し、顔画像が再び検出され且つその認識結果が最初の人物と同じ人物である場
合に、通常録画状態を継続しつつ、録画しておいた番組を前記録画位置に戻って再生する
技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３８６２０２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示の技術では、視聴者の存否を撮像手段（カメラ）を用
いて行うため、装置構成が複雑化し消費電力が高くなるという問題がある。また、撮像手
段による撮像範囲は、ＬＣＤ等の表示装置で表示が正常に見える範囲（以下、視野角とい
う）よりも一般に狭くなるため、視聴者が表示装置の視野角内に存在する場合であっても
、その視聴者を検出できない可能性がある。
【０００６】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、視聴者が番組の途中で中座した場合の
視聴支援を、より簡易な構成で行うことが可能な録画再生装置、録画再生方法及びプログ
ラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は番組データを含む放送波を受
信するチューナ手段と、前記番組データを表示する表示手段と、前記表示手段の表示面方
向が向いているに存在する物体を赤外線を用いて検知する検知手段と、前記検知手段から
の検知信号に基づいて視聴者の存否を判定する判定手段と、前記判定手段により前記視聴
者が不在と判定された場合に、前記番組データの録画を開始するとともにこの録画開始位
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置を再生開始位置に設定し、当該番組データの録画中に前記視聴者が存在と判定された場
合に、録画状態を維持しつつ前記再生開始位置から再生を開始するとともに、前記判定手
段により前記視聴者が不在と判定されている間に前記番組データの録画を完了した場合に
、自己の装置を一部の構成に電力が供給され、他の構成に電力が供給されておらず、通常
の電力状態よりも電力の消費量が小さい省電力状態に移行させる録画再生制御手段と、前
記番組データの録画を完了した場合の省電力状態への移行後に、前記判定手段が前記検知
手段からの検知信号に基づいて、視聴者が存在と判定すると前記省電力状態から通常の電
力状態に復帰させる復帰手段と、を備え、前記録画再生手段は、前記復帰手段による復帰
後、前記省電力状態へ移行する直前に録画した番組データを、前記再生開始位置から再生
することを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明は、チューナ手段が、番組データを含む放送波を受信する受信工程と、表
示手段が、前記番組データを表示する表示工程と、検知手段が、前記表示手段の表示面が
向いている方向に存在する物体を赤外線を用いて検知する検知工程と、判定手段が、前記
検知工程による検知信号に基づいて視聴者の存否を判定する判定工程と、録画再生制御手
段が、前記判定工程で前記視聴者が不在と判定された場合に、前記番組データの録画を開
始するとともにこの録画開始位置を再生開始位置に設定し、当該番組データの録画中に前
記視聴者が存在と判定された場合に、録画状態を維持しつつ前記再生開始位置から再生を
開始するとともに、前記判定工程で前記視聴者が不在と判定されている間に前記番組デー
タの録画を完了した場合に、自己の装置を一部の構成に電力が供給され、他の構成に電力
が供給されておらず、通常の電力状態よりも電力の消費量が小さい省電力状態に移行させ
る録画再生制御工程と、を含み、 前記省電力状態から復帰後、前記録画再生制御手段は
前記録画再生制御工程において、前記番組データの録画を完了した場合の省電力状態への
移行後に、前記判定工程で前記検知工程による検知信号に基づいて、視聴者が存在と判定
すると前記省電力状態へ移行する直前に録画した番組データを、前記再生開始位置から再
生することを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明は、番組データを含む放送波を受信するチューナ手段と、前記番組データ
を表示する表示手段と、前記表示手段の表示面が向いている方向に存在する物体を赤外線
を用いて検知する検知手段と、を備える録画再生装置を、前記検知手段からの検知信号に
基づいて、視聴者の存否を判定する判定手段と、前記判定手段により前記視聴者が不在と
判定された場合に、前記番組データの録画を開始するとともにこの録画開始位置を再生開
始位置に設定し、当該番組データの録画中に前記判定手段により前記視聴者が存在と判定
された場合に、録画状態を維持しつつ前記再生開始位置から再生を開始するとともに前記
判定手段により前記視聴者が不在と判定されている間に前記番組データの録画を完了した
場合に、自己の装置を一部の構成に電力が供給され、他の構成に電力が供給されておらず
、通常の電力状態よりも電力の消費量が小さい省電力状態に移行させる録画再生制御手段
と、前記番組データの録画を完了した場合の省電力状態への移行後に、前記判定手段が前
記検知手段からの検知信号に基づいて、視聴者が存在と判定すると前記省電力状態から通
常の電力状態に復帰させる復帰手段として機能させ、前記録画再生制御手段は、前記復帰
手段による復帰後、前記省電力状態へ移行する直前に録画した番組データを、前記再生開
始位置から再生することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、視聴者が番組の途中で中座した場合の視聴支援を、より簡易な構成で
行うことが可能な録画再生装置、録画再生方法及びプログラムを提供することできる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本実施形態の録画再生装置に係るコンピュータの一例を示す斜視図であ
る。
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【図２】図２は、人感センサの検知範囲を説明するための図である。
【図３】図３は、人感センサの検知範囲を説明するための図である。
【図４】図４は、図１に示したコンピュータのシステム構成の一例を示すブロック図であ
る。
【図５】図５は、視聴支援処理の手順を示すフローチャートである。
【図６】図６は、復帰処理の手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、添付図面を参照して、本発明にかかる録画再生装置、録画再生方法及びプログラ
ムの実施形態を詳細に説明する。なお、本発明は以下の実施形態に限定されないものとす
る。
【００１３】
　本発明の実施の一形態を図１乃至図６に基づいて説明する。本実施の形態は録画再生装
置としてノートブック型のパーソナルコンピュータ（ＰＣ）を適用した例である。なお、
以下の説明ではＰＣをコンピュータと称する。
【００１４】
　図１は、コンピュータ１０のディスプレイユニット１２を開いた状態における斜視図で
ある。コンピュータ１０は、本体１１と、ディスプレイユニット１２とから構成されてい
る。ディスプレイユニット１２には、ＬＣＤ（Liquid　Crystal　Display）１３等から構
成される表示装置が組み込まれており、そのＬＣＤ１３の表示画面はディスプレイユニッ
ト１２のほぼ中央に位置されている。
【００１５】
　ディスプレイユニット１２は、本体１１に対して開放位置と閉塞位置との間を回動自在
に取り付けられている。また、ディスプレイユニット１２におけるＬＣＤ１３の外枠部に
は人感センサ１４が取付けられている。人感センサ１４は、焦電型や反射型の赤外線セン
サであって、ＬＣＤ１３の表示面方向に赤外線を照射することで表示面方向に存在する物
体の検知を行う。
【００１６】
　ここで、図２及び図３を参照して、人感センサ１４の検知可能な範囲（以下、検知範囲
という）について説明する。図２は、コンピュータ１０の上面方向から見た、人感センサ
１４の検知範囲Ａを概略的に示す図である。また、図３は、コンピュータ１０の左側面方
向から見た、人感センサ１４の検知範囲Ａを概略的に示す図である。
【００１７】
　図２及び図３に示すように、人感センサ１４の検知範囲は、ディスプレイユニット１２
が開閉された状態で、ディスプレイユニット１２と対向する方向、即ちＬＣＤ１３の表示
面方向に広がりを有するよう設計されている。人感センサ１４は、この検知範囲に存在す
る物体を検知し、その検知信号をＥＣ／ＫＢＣ１２２、サウスブリッジ１１６及びノース
ブリッジ１１２を介してＣＰＵ１１１へ出力する。
【００１８】
　なお、人感センサ１４の検知範囲は、ＬＣＤ１３の表示画面を正常に観察することが可
能な視野角と対応させることがより好ましい。また、人感センサ１４が取付けられる位置
は本実施形態の例に限らず、本体１１の側面部等、ＬＣＤ１３の表示面方向に検知範囲を
実現することが可能な位置であれば、特に問わないものとする。
【００１９】
　図１に戻り、本体１１は、薄い箱形の筐体を有しており、その上面にはキーボード１５
、コンピュータ１０を電源オン／オフするためのパワーボタン１６、入力操作パネル１７
、タッチパッド１８及びスピーカ１９等が設けられている。
【００２０】
　入力操作パネル１７は、ユーザにより押下されたボタンに対応するイベントをシステム
に入力するものであり、複数の機能をそれぞれ起動するための複数のボタンを備えている
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。入力操作パネル１７が備えるボタンには、例えばＴＶ放送（番組）の視聴や録画／再生
を行う機能を起動するためのＴＶ起動ボタンがある。この、ＴＶ起動ボタンがユーザによ
り押下されると、ＴＶ機能を実現させるための後述するＴＶ機能プログラムが自動的に起
動される。
【００２１】
　次に、図４を参照して、コンピュータ１０のシステム構成について説明する。ここで、
図４は、コンピュータ１０のシステム構成の一例を示すブロック図である。
【００２２】
　図４に示すように、コンピュータ１０は、ＣＰＵ１１１、ノースブリッジ１１２、メモ
リ１１３、ビデオコントローラ１１４、オーディオコントローラ１１５、サウスブリッジ
１１６、ＢＩＯＳ－ＲＯＭ１１７、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）１１８、光ディス
クドライブ（ＯＤＤ）１１９、ネットワークコントローラ１２０、ＴＶチューナ１２１及
びエンベデッドコントローラ／キーボードコントローラＩＣ（ＥＣ／ＫＢＣ）１２２を備
えている。なお、同図では、ＣＰＵ１１１と各部とが、ノースブリッジ１１２及びサウス
ブリッジ１１６を介して接続される構成としたが、これに限らず、例えばＣＰＵ１１１と
各部とが一のバスを介して接続される構成としてもよい。
【００２３】
　ＣＰＵ１１１は、コンピュータ１０の動作を制御するために設けられたプロセッサであ
って、ＢＩＯＳ－ＲＯＭ１１７に格納されたシステムＢＩＯＳ（Basic　Input　Output　
System）を実行する。なお、システムＢＩＯＳはハードウェア制御のためのプログラムで
ある。
【００２４】
　また、ＣＰＵ１１１は、ＨＤＤ１１８からメモリ１１３にロードされるオペレーティン
グシステム１１８１や、ＴＶ機能プログラムを含む各種の制御プログラム１１８２を実行
する。
【００２５】
　ここで、ＴＶ機能プログラムは、ＴＶ局から放送される番組データの視聴に係る各種の
機能（ＴＶ機能）を実現させるためのアプリケーションプログラムである。具体的に、Ｔ
Ｖ機能プログラムは、ＴＶチューナ１２１が受信した番組データ（以下、単に番組という
）を、ノースブリッジ１１２及びサウスブリッジ１１６を介してＨＤＤ１１８の所定の領
域に記録（録画）し、この録画した番組を再生する機能を有している。
【００２６】
　また、ＴＶ機能プログラムは、ＴＶチューナ１２１によって受信された番組や、再生の
対象となった番組に含まれる映像データを、高画質化するための機能を有している。なお
、制御プログラム１１８２によって高画質化された番組は、ノースブリッジ１１２を介し
て、ビデオコントローラ１１４のビデオメモリ（ＶＲＡＭ）１１４１に書き込まれるとと
もに、当該番組に含まれる音声データがオーディオコントローラ１１５に出力される。
【００２７】
　また、ＴＶ機能プログラムは、各番組の放送予定（放送局、放送開始日時、放送終了時
刻等）や番組内容を示した番組表等の付加情報を、ＴＶチューナ１２１を介して取得し、
ノースブリッジ１１２を介してビデオコントローラ１１４に出力することで、ＬＣＤ１３
に表示させる機能を有している。
【００２８】
　さらに、ＴＶ機能プログラムは、後述する視聴支援処理（図５参照）及び復帰処理（図
６参照）を実行する機能を有している。なお、ＴＶ機能プログラムは、オペレーティング
システム１１８１上で実行される形態としてもよいし、オペレーティングシステム１１８
１とは独立して実行される形態としてもよい。
【００２９】
　ノースブリッジ１１２はＣＰＵ１１１のローカルバスとサウスブリッジ１１６との間を
接続するブリッジデバイスである。ノースブリッジ１１２には、メモリ１１３をアクセス
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制御するメモリコントローラが内蔵されている。また、ノースブリッジ１１２は、ＡＧＰ
（Accelerated　Graphics　Port）バス等を介してビデオコントローラ１１４との通信及
びオーディオコントローラ１１５との通信を実行する機能も有している。
【００３０】
　メモリ１１３は、コンピュータ１０の主記憶装置となる揮発性メモリであって、ＣＰＵ
１１１が各種の制御プログラムを実行する際の作業領域として機能する。
【００３１】
　ビデオコントローラ１１４は、コンピュータ１０のディスプレイモニタとして使用され
るＬＣＤ１３を制御する表示コントローラである。ビデオコントローラ１１４は、ＶＲＡ
Ｍ１１４１に書き込まれた映像データをＬＣＤ１３に表示する。
【００３２】
　オーディオコントローラ１１５は、コンピュータ１０のスピーカ１９による音声出力を
制御するオーディオ再生コントローラである。オーディオコントローラ１１５は、ノース
ブリッジ１１２を介して入力される音声データをスピーカ１９から出力する。
【００３３】
　サウスブリッジ１１６は、ＬＰＣ（Low　Pin　Count）バス上の各デバイス及びＰＣＩ
（Peripheral　Component　Interconnect）バス上の各デバイスを制御する。また、サウ
スブリッジ１１６は、ＨＤＤ１１８及びＯＤＤ１１９を制御するためのＩＤＥ（Integrat
ed　Drive　Electronics）やＡＴＡＰＩ（Advanced　Technology　Attachment　Packet　
Interface）等のコントローラを内蔵している。また、サウスブリッジ１１６は、時間の
計時を行うＲＴＣ（Real　Time　Clock）１１６１を内蔵している。さらに、サウスブリ
ッジ１１６は、ネットワークコントローラ１２０やＴＶチューナ１２１を制御する機能及
びＢＩＯＳ－ＲＯＭ１１７をアクセス制御するための機能も有している。
【００３４】
　ＨＤＤ１１８は、コンピュータ１０の補助記憶装置であって、オペレーティングシステ
ム１１８１、制御プログラム１１８２及び設定情報（図示せず）等を格納する。光ディス
クドライブ（ＯＤＤ）１１９は、ビデオコンテンツが格納されたＤＶＤ、ＣＤ等の記憶メ
ディアを駆動するためのドライブユニットである。ネットワークコントローラ１２０は、
例えばインターネット等の外部ネットワークとの通信を実行する通信装置である。ＴＶチ
ューナ１２１は、アナログ又はデジタルで放送されるＴＶ放送波を受信するための受信装
置である。
【００３５】
　ＥＣ／ＫＢＣ１２２は、電力管理のためのエンベデッドコントローラ（ＥＣ）と、キー
ボード１５及びタッチパッド１８を制御するためのキーボードコントローラ（ＫＢＣ）と
が集積されたマイクロコンピュータである。ＥＣ／ＫＢＣ１２２は、ユーザによるパワー
ボタン１６の操作に応じて本コンピュータ１０をパワーオン／パワーオフする機能を有し
ている。また、ＥＣ／ＫＢＣ１２２は、ユーザによる入力操作パネル１７のボタン操作に
応じて、コンピュータ１０をパワーオンする機能を有している。
【００３６】
　上記の構成において、パワーボタン１６がユーザによって押下されると、図示しない電
源装置からコンピュータ１０の各部に電力が供給され、ＣＰＵ１１１によりオペレーティ
ングシステムが起動される。一方、ＣＰＵ１１１は、キーボード１５やタッチパッド１８
に対する操作がない状態で所定の時間が経過した場合、又は、後述する視聴支援処理にお
いて、人感センサ１４による検出結果によりユーザが不在で且つ、番組の録画が終了した
と判断した場合に、電力装置からの電力供給量を制御し、コンピュータ１０をスタンバイ
やハイバネーション等の省電力状態へと移行させる。
【００３７】
　コンピュータ１０の省電力状態では、ＥＣ／ＫＢＣ１２２にのみ電力が供給されるよう
制御され、コンピュータ１０全体の消費電力が通常動作時より低く抑えられる。なお、Ｅ
Ｃ／ＫＢＣ１２２は、省電力動作時において、自己のＥＣ／ＫＢＣ１２２に接続された各
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部（人感センサ１４、キーボード１５、パワーボタン１６、入力操作パネル１７及びタッ
チパッド１８）の検知信号に応じて、電源装置から各部への電力供給を開始させることで
、省電力状態からの復帰（ウェイクアップ）を行う。
【００３８】
　以下、図５を参照して、コンピュータ１０の動作について説明する。ここで、図５は、
ＣＰＵ１１１とＴＶ機能プログラムとの協働により実行される視聴支援処理の手順を示す
フローチャートである。なお、本処理の前提として、入力操作パネル１７のＴＶ起動ボタ
ンがユーザにより押下され、バックグラウンドで番組の視聴が行われているものとする（
ステップＳ１１）。
【００３９】
　まず、ＣＰＵ１１１は、人感センサ１４からの検知信号に基づいて、この人感センサ１
４の検知範囲にユーザが存在するか否か、即ちＬＣＤ１３に表示される番組の視聴者が存
在するか否かを判定する（ステップＳ１２）。
【００４０】
　例えば、人感センサ１４として反射型の赤外線センサを用いた場合、以下の判定指標に
基づきユーザの存否を判定することができる。具体的には、センサ反応距離が第１所定時
間（以下、不在判定時間という）の間変化しなかった場合に、ユーザが不在と判定する。
また、センサ反応距離の変化を第２所定時間（以下、存在判定時間）以上の間確認した場
合に、ユーザが存在する判定する。なお、不在判定時間及び存在判定時間の計時は、ＣＰ
Ｕ１１１のローカルバスに流れるバスクロックや、サウスブリッジ１１６のＲＴＣ１１６
１等から得られる時刻情報に基づいて行われるものとする。
【００４１】
　また、人感センサ１４として焦光型の赤外線センサを用いた場合には、以下の判定指標
に基づきユーザの存否を判定することができる。具体的には、不在判定時間の間動体を検
知できなかった場合にユーザが不在と判定する。また、動体を連続的に検知した時間が存
在判定時間を経過した場合に、ユーザが存在と判定する。
【００４２】
　このように、本実施形態では、撮像素子等と比べて消費電力の低い赤外線センサを人感
センサ１４として用い、この赤外線センサによる検知信号の信号変化を指標に視聴者の存
否を判定するため、簡易な構成で視聴者の存否判定を実現することができる。
【００４３】
　なお、不在判定時間及び存在判定時間には任意の値を設定できるものとする。また、検
知範囲内における検知位置の時間的な変化に基づき、存在判定時間を経過した後も検知範
囲に留まっていると判定した場合にのみ、ユーザが存在と判定することがより好ましい。
【００４４】
　ステップＳ１２において、ユーザが存在と判定した場合（ステップＳ１２；存在）、Ｃ
ＰＵ１１１は、ステップＳ１２以降を実行せず、人感センサ１４による検知信号の監視を
継続する。一方、ステップＳ１２において、ユーザが不在と判定した場合（ステップＳ１
２；不在）、現在視聴中の番組の録画を開始する（ステップＳ１３）。なお、番組の録画
は、当該番組の番組情報に含まれる放送予定（放送局、放送開始時刻、放送終了時刻）に
基づいて、放送終了時刻まで継続される。
【００４５】
　次いで、ＣＰＵ１１１は、ステップＳ１３で録画を開始した番組の録画開始位置、即ち
録画中の番組の先頭を、当該番組の再生を開始する位置（以下、再生開始位置という）に
設定する（ステップＳ１４）。
【００４６】
　続いて、ＣＰＵ１１１は、人感センサ１４からの検知信号に基づいて、この人感センサ
１４の検知範囲にユーザが存在するか否かを判定する（ステップＳ１５）。ここで、ユー
ザが不在と判定した場合（ステップＳ１５；不在）、ＣＰＵ１１１は録画中の番組が終了
したか否か、即ち、当該番組の放送終了時刻に達したか否かを判定する（ステップＳ１６
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）。ここで、放送終了時刻に達していない場合には（ステップＳ１６；Ｎｏ）、ステップ
Ｓ１５に再び戻る。
【００４７】
　また、ステップＳ１５において、ユーザが存在と判定した場合（ステップＳ１５；存在
）、ＣＰＵ１１１は、直前に設定した再生開始位置から録画中の番組を再生（追っかけ再
生）する、タイムシフト再生を行う（ステップＳ１７）。これにより、ユーザは中座して
いた間の場面（番組）を視聴することができる。なお、タイムシフト再生は、公知公用の
技術を用いることが可能である。
【００４８】
　続いて、ＣＰＵ１１１は、人感センサ１４からの検知信号に基づいて、この人感センサ
１４の検知範囲にユーザが存在するか否かを判定する（ステップＳ１８）。ここで、ユー
ザが存在すると判定した場合（ステップＳ１８；存在）、ＣＰＵ１１１は、タイムシフト
再生による再生位置が番組の終端に到達したか否かを判定する（ステップＳ１９）。番組
の終端に到達したと判定した場合（ステップＳ１９；Ｙｅｓ）、ＣＰＵ１１１は、再生開
始位置をクリアした後（ステップＳ２０）、本処理を終了する。
【００４９】
　また、ステップＳ１９において、再生位置が番組の終端に達していないと判定した場合
（ステップＳ１９；Ｎｏ）、ステップＳ１８に再び戻る。このステップＳ１８において、
ＣＰＵ１１１は、ユーザが不在と判定すると（ステップＳ１８；不在）、タイムシフト再
生を停止し（ステップＳ２１）、この再生停止位置を再生開始位置に設定し直した後（ス
テップＳ２２）、ステップＳ１５に再び戻る。
【００５０】
　一方、ステップＳ１６において、録画対象の番組が終了と判定した場合（ステップＳ１
６；Ｙｅｓ）、ＣＰＵ１１１は、この番組の録画を停止すると（ステップＳ２３）、コン
ピュータ１０を省電力状態に移行させた後（ステップＳ２４）、本処理を終了する。
【００５１】
　これにより、ユーザは番組の視聴中に中座した場合であっても、この番組の終了までに
戻れば中座していた間の場面を視聴することができる。また、番組の終了までに戻らなか
った場合には、コンピュータ１０を省電力状態に移行させることができるため、不要な電
力消費が行われてしまうことを防止することができる。
【００５２】
　次に、図６を参照して、上記ステップＳ２４の処理により省電力状態とされたコンピュ
ータ１０の復帰時の動作について説明する。ここで、図６は、ＣＰＵ１１１とＴＶ機能プ
ログラムとの協働により実行される復帰処理の手順を示すフローチャートである。
【００５３】
　まず、人感センサ１４、キーボード１５、パワーボタン１６、入力操作パネル１７又は
タッチパッド１８からの検知信号に応じ、ＥＣ／ＫＢＣ１２２が各部への電力供給を開始
させることで、コンピュータ１０を省電力状態から復帰する（ステップＳ３１）。省電力
状態からの復帰に伴いＣＰＵ１１１は、再開開始位置が設定されているか否かを判定する
（ステップＳ３２）。ここで、再開開始位置が設定されていないと判定した場合（ステッ
プＳ３２；Ｎｏ）、本処理を直ちに終了し省電力状態に移行する前の動作を復元する。
【００５４】
　一方、ステップＳ３２において、再開開始位置が設定されていると判定した場合（ステ
ップＳ３２；Ｙｅｓ）、ＣＰＵ１１１は、省電力状態に移行する前に録画した番組即ち図
４の視聴支援処理で録画した番組の再生を、この再開開始位置から開始する（ステップＳ
３３）。
【００５５】
　そして、ＣＰＵ１１１は、ステップＳ３３の再生による再生位置が番組の終端に到達し
たと判定すると（ステップＳ３４；Ｙｅｓ）、再生開始位置をクリアした後（ステップＳ
３５）、本処理を終了する。なお、番組の再生途中（ステップＳ３４；Ｎｏ）に、番組切
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り替え等の他の処理が指示された場合には、本処理を直ちに終了し、指示された処理を行
うものとする。
【００５６】
　これにより、ユーザは番組の視聴中に中座し且つ、この番組の終了後に戻ったとしても
、中座していた間の場面を視聴することができる。
【００５７】
　以上のように、本実施形態によれば、赤外線を用いた人感センサ１４の検知信号に基づ
いて視聴者の存否を判定し、視聴者が不在と判定した場合に、番組の録画を開始するとと
もにこの録画開始位置を再生開始位置に設定し、番組の録画中に視聴者が存在と判定した
場合に、再生開始位置からタイムシフト再生を行う。これにより、視聴者が番組の途中で
中座した場合であっても、視聴者が戻り次第見逃した場面の再生を自動的に行うことがで
きるため、視聴者が番組の途中で中座した場合の視聴支援を、より簡易な構成で行うこと
が可能となる。
【００５８】
　以上、本発明に係る実施形態について説明したが、これに限定されるものではなく、本
発明の主旨を逸脱しない範囲での種々の変更、置換、追加、組み合わせ等が可能である。
【００５９】
　例えば、上記実施形態では、ユーザの存在を確認した後、直ちにタイムシフト再生を行
う形態としているが、これに限らず、ユーザにタイムシフト再生を行うか否かを確認する
確認画面をＬＣＤ１３に表示させる形態としてもよい。
【００６０】
　また、上記実施形態では、録画再生装置としてコンピュータ１０を用いた例を説明した
が、これに限らず、チューナ装置が受信した番組データをハードディスク等の記録装置に
記録（録画）できるようにしたレコーダ装置、ハードディスク等の記録装置を外付け又は
内蔵し、該記録装置に番組データを記録するテレビジョン受像機等に適用する形態として
もよい。
【００６１】
　また、上記実施形態では、ＴＶ機能プログラムをＨＤＤ１１８に予め格納する形態とし
たが、これに限らず、インストール可能な形式又は実行可能な形式のファイルでＣＤ－Ｒ
ＯＭ、フレキシブルディスク（ＦＤ）、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ等のコンピュータで読み取り可
能な記録媒体に記録されて提供されてもよい。
【００６２】
　また、上記ＴＶ機能プログラムを、インターネット等のネットワークに接続されたコン
ピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウンロードさせることにより提供するように
構成してもよい。また、上記ＴＶ機能プログラムをインターネット等のネットワーク経由
で提供又は配布するように構成してもよい。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　以上のように、本発明にかかる録画再生装置、録画再生方法及びプログラムは、ＴＶ番
組の録画及び再生を行う装置に有用であり、特に、視聴者の存否に応じて番組の録画及び
再生を行う場合に適している。
【符号の説明】
【００６４】
　１０　コンピュータ
　１１　本体
　１２　ディスプレイユニット
　１３　ＬＣＤ
　１４　人感センサ
　１５　キーボード
　１６　パワーボタン
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　１７　入力操作パネル
　１８　タッチパッド
　１９　スピーカ
　１１１　ＣＰＵ
　１１２　ノースブリッジ
　１１３　メモリ
　１１４　ビデオコントローラ
　１１５　オーディオコントローラ
　１１６　サウスブリッジ
　１１６１　ＲＴＣ
　１１７　ＢＩＯＳ－ＲＯＭ
　１１８　ＨＤＤ
　１１８１　オペレーティングシステム
　１１８２　制御プログラム
　１１９　ＯＤＤ
　１２０　ネットワークコントローラ
　１２１　ＴＶチューナ
　１２２　ＥＣ／ＫＢＣ

【図１】 【図２】
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