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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の記録媒体にコンテンツデータを記録する記録手段と、
　ユーザが各種操作指示を入力するための入力手段と、
　ユーザによる前記入力手段の操作に応じて、前記記録媒体に記録されたコンテンツデー
タを再生したり、早送りしたりする再生手段と、
　前記再生手段により再生されたコンテンツデータに基づく情報を所定の表示部に表示さ
せる表示制御手段と、
　前記記録媒体に記録されたコンテンツデータが、前記再生手段によって再生されたか否
か、また所定の早送りがされたか判断する再生履歴判断手段と、
　前記再生履歴判断手段により前記コンテンツデータが早送りされたと判断されたコンテ
ンツデータの早送り領域の始点位置と終点位置とにチャプタを設定するチャプタ設定手段
と、
　前記チャプタ設定手段により設定されたチャプタに対し、そのチャプタが設定された位
置に対応する前記コンテンツデータに関するサムネイル画像を割り当てるサムネイル割当
手段と、
　前記再生履歴判断手段により判断された結果に基づいて、前記コンテンツデータにおけ
る再生済み領域と、未再生領域と、早送り領域とを色分けしたコンテンツ表示子と、前記
サムネイル割当手段によって前記チャプタに対して割り当てられた前記サムネイル画像と
を前記表示部に表示させるコンテンツ表示制御手段と、
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　前記チャプタが設定された前記早送り領域の始点位置や終点位置に対応する前記コンテ
ンツデータに関する動画を所定時間再生して表示させるチャプタ動画表示制御手段と、
　を備えることを特徴とする情報記録再生装置。
【請求項２】
　所定の記録媒体にコンテンツデータを記録する記録手段と、
　ユーザが各種操作指示を入力するための入力手段と、
　ユーザによる前記入力手段の操作に応じて、前記記録媒体に記録されたコンテンツデー
タを再生したり、早送りしたりする再生手段と、
　前記再生手段により再生されたコンテンツデータに基づく情報を所定の表示部に表示さ
せる表示制御手段と、
　前記記録媒体に記録されたコンテンツデータが、前記再生手段によって再生されたか否
か、また所定の早送りがされたか判断する再生履歴判断手段と、
　前記再生履歴判断手段により前記コンテンツデータが早送りされたと判断されたコンテ
ンツデータの早送り領域の始点位置と終点位置とにチャプタを設定するチャプタ設定手段
と、
　前記チャプタ設定手段により設定されたチャプタに対し、そのチャプタが設定された位
置に対応する前記コンテンツデータに関するサムネイル画像を割り当てるサムネイル割当
手段と、
　前記再生履歴判断手段により判断された結果に基づいて、前記コンテンツデータにおけ
る再生済み領域と、未再生領域と、早送り領域とを色分けしたコンテンツ表示子と、前記
サムネイル割当手段によって前記チャプタに対して割り当てられた前記サムネイル画像と
を前記表示部に表示させるコンテンツ表示制御手段と、
　を備えることを特徴とする情報記録再生装置。
【請求項３】
　前記チャプタが設定された前記早送り領域の始点位置や終点位置に対応する前記コンテ
ンツデータに関する動画を所定時間再生して表示させるチャプタ動画表示制御手段を備え
ることを特徴とする請求項２に記載の情報記録再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録媒体に対するコンテンツデータの記録と、その記録媒体に記録されたコ
ンテンツデータの再生を行う情報記録再生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ハードディスク（ＨＤ；Hard Disc）やＤＶＤ（Digital Versatile Disc）など
の記録媒体に、放送番組などのコンテンツデータを録画して記録したり、他の記録媒体に
記録されている映画などのコンテンツデータをダビングして記録したりする情報記録再生
装置がある。
【０００３】
　そして、所定の記録媒体に記録されたコンテンツデータが、どの程度再生されて視聴さ
れたか視認することができるように、そのコンテンツデータにおける既に再生された部分
と未だ再生されていない部分との割合に応じて色分けされたアイコンを表示する情報記録
再生装置が知られている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００４】
　また、所定の記録媒体に記録されたコンテンツデータにおける、既に再生された部分を
タイムチャートに沿って色分けして表示する情報記録再生装置が知られている（例えば、
特許文献２、特許文献３参照。）。
【特許文献１】特開２００５－２１６３３８号公報
【特許文献２】特開２００５－０９３０３４号公報
【特許文献３】特開２００４－１４７３０３号公報
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【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、上記特許文献１の場合、色分けされて表示されるアイコンによって、記
録媒体に記録されているコンテンツデータ毎に、そのコンテンツデータに基づくコンテン
ツをどの程度視聴したか確認することはできるが、そのコンテンツにおけるどの部分を視
聴し、どの部分を視聴していないかを判断することはできないので、ユーザはコンテンツ
の視聴部分と未視聴部分を確認するために、コンテンツデータを再生してみなければなら
なかった。
【０００６】
　また、上記特許文献２の場合、記録媒体に記録されているコンテンツデータに対応付け
られているメモデータに基づき、ユーザがコンテンツデータにおけるタイムチャートに沿
った内容を判断し、そのコンテンツデータの任意の部分を再生することはできるが、その
メモデータに基づくコンテンツの内容判断であるため、コンテンツデータにおける所望す
る部分を再生することができないこともあった。
【０００７】
　また、上記特許文献３の場合、ユーザはコンテンツデータにおけるタイムチャートに沿
った任意の部分を再生することはできるが、コンテンツデータにおける再生済み領域と未
再生領域との区切り部分の内容がわからないために、コンテンツデータにおける所望する
部分を再生することができないこともあった。
【０００８】
　本発明の目的は、記録媒体に記録されたコンテンツデータを好適に再生することができ
る情報記録再生装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　以上の課題を解決するため、請求項１に記載の発明は、情報記録再生装置であって、所
定の記録媒体にコンテンツデータを記録する記録手段と、ユーザが各種操作指示を入力す
るための入力手段と、ユーザによる前記入力手段の操作に応じて、前記記録媒体に記録さ
れたコンテンツデータを再生したり、早送りしたりする再生手段と、前記再生手段により
再生されたコンテンツデータに基づく情報を所定の表示部に表示させる表示制御手段と、
前記記録媒体に記録されたコンテンツデータが、前記再生手段によって再生されたか否か
、また所定の早送りがされたか判断する再生履歴判断手段と、前記再生履歴判断手段によ
り前記コンテンツデータが早送りされたと判断されたコンテンツデータの早送り領域の始
点位置と終点位置とにチャプタを設定するチャプタ設定手段と、前記チャプタ設定手段に
より設定されたチャプタに対し、そのチャプタが設定された位置に対応する前記コンテン
ツデータに関するサムネイル画像を割り当てるサムネイル割当手段と、前記再生履歴判断
手段により判断された結果に基づいて、前記コンテンツデータにおける再生済み領域と、
未再生領域と、早送り領域とを色分けしたコンテンツ表示子と、前記サムネイル割当手段
によって前記チャプタに対して割り当てられた前記サムネイル画像とを前記表示部に表示
させるコンテンツ表示制御手段と、前記チャプタが設定された前記早送り領域の始点位置
や終点位置に対応する前記コンテンツデータに関する動画を所定時間再生して表示させる
チャプタ動画表示制御手段と、を備えることを特徴とする。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、情報記録再生装置であって、所定の記録媒体にコンテンツデ
ータを記録する記録手段と、ユーザが各種操作指示を入力するための入力手段と、ユーザ
による前記入力手段の操作に応じて、前記記録媒体に記録されたコンテンツデータを再生
したり、早送りしたりする再生手段と、前記再生手段により再生されたコンテンツデータ
に基づく情報を所定の表示部に表示させる表示制御手段と、前記記録媒体に記録されたコ
ンテンツデータが、前記再生手段によって再生されたか否か、また所定の早送りがされた
か判断する再生履歴判断手段と、前記再生履歴判断手段により前記コンテンツデータが早
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送りされたと判断されたコンテンツデータの早送り領域の始点位置と終点位置とにチャプ
タを設定するチャプタ設定手段と、前記チャプタ設定手段により設定されたチャプタに対
し、そのチャプタが設定された位置に対応する前記コンテンツデータに関するサムネイル
画像を割り当てるサムネイル割当手段と、前記再生履歴判断手段により判断された結果に
基づいて、前記コンテンツデータにおける再生済み領域と、未再生領域と、早送り領域と
を色分けしたコンテンツ表示子と、前記サムネイル割当手段によって前記チャプタに対し
て割り当てられた前記サムネイル画像とを前記表示部に表示させるコンテンツ表示制御手
段と、を備えることを特徴とする。
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の情報記録再生装置において、前記チャプタ
が設定された前記早送り領域の始点位置や終点位置に対応する前記コンテンツデータに関
する動画を所定時間再生して表示させるチャプタ動画表示制御手段を備えることを特徴と
する。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１に記載の発明によれば、情報記録再生装置は、所定の記録媒体にコンテンツデ
ータを記録することと、その記録媒体に記録されたコンテンツデータを再生することがで
きるとともに、再生手段によって再生されたコンテンツデータに基づく映像などの情報を
所定の表示部に表示させることができる。
　そして、情報記録再生装置は、記録媒体に記録されているコンテンツデータが、再生手
段によって再生されたか否か、また所定の早送りがされたか、つまり、そのコンテンツデ
ータにおけるデータ領域が、再生手段によって再生された領域か否か、また所定の早送り
がされた領域か判断し、早送りされた領域であると判断されたコンテンツデータの早送り
領域の始点位置と終点位置とにチャプタを設定し、チャプタが設定された位置に対応する
コンテンツデータに関するサムネイル画像をそのチャプタに対して割り当てることができ
る。
　更に、情報記録再生装置は、コンテンツデータの再生履歴に基づいて、コンテンツデー
タにおける再生済み領域と、未再生領域と、早送り領域とを色分けしたコンテンツ表示子
とともに、チャプタに対して割り当てられたサムネイル画像を表示部に表示させることが
できる。
【００１３】
　つまり、情報記録再生装置は、テレビやモニタなどの表示部に、記録媒体に記録されて
いるコンテンツデータにおける再生領域と未再生領域と早送り領域とを色分けしたコンテ
ンツ表示子を表示することができるので、ユーザは、記録媒体に記録されているコンテン
ツを、どの程度視聴したか確認することが可能になる。また、情報記録再生装置はその表
示部に、コンテンツ表示子とともに、そのコンテンツ表示子に対応するコンテンツデータ
に設定されたチャプタに割り当てられたサムネイル画像を表示することができるので、ユ
ーザは、そのコンテンツの視聴時に早送りした範囲（早送り領域）の前後におけるコンテ
ンツの内容をサムネイル画像によって確認することが可能になる。
　従って、ユーザは、記録媒体に記録したコンテンツをどの程度視聴したか確認すること
や、そのコンテンツの視聴時に早送りした範囲の前後におけるコンテンツの内容を確認す
ることにより、記録媒体に記録されているコンテンツデータを、以後再生して視聴すべき
ものであるか、以後再生することはないものであるかを判断しやすくなる。
　このように、ユーザは、情報記録再生装置における記録媒体に記録されたコンテンツデ
ータの視聴状況やコンテンツの内容を確認してから、そのコンテンツデータの再生を行う
ことができるので、ユーザが所望するコンテンツデータや、そのコンテンツデータの任意
の領域を選択して再生することが可能になる。
　よって、この情報記録再生装置は、記録媒体に記録されたコンテンツデータを好適に再
生することができる情報記録再生装置であるといえる。
【００１４】
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　また、情報記録再生装置は、チャプタが設定された早送り領域の始点位置や終点位置に
対応するコンテンツデータに関する動画を所定時間再生して表示部に表示させることがで
きる。つまり、情報記録再生装置は、コンテンツデータに設定されたチャプタに割り当て
られたサムネイル画像とともに、そのチャプタが設定された早送り領域の始点位置や終点
位置に対応する動画を表示部に表示することができるので、ユーザは、その早送り領域の
始点位置や終点位置のタイミングにおけるコンテンツの内容を所定時間再生される動画に
よって、サムネイル画像よりも詳しく確認することが可能になる。
【００１５】
　請求項２に記載の発明によれば、情報記録再生装置は、所定の記録媒体にコンテンツデ
ータを記録することと、その記録媒体に記録されたコンテンツデータを再生することがで
きるとともに、再生手段によって再生されたコンテンツデータに基づく映像などの情報を
所定の表示部に表示させることができる。
　そして、情報記録再生装置は、記録媒体に記録されているコンテンツデータが、再生手
段によって再生されたか否か、また所定の早送りがされたか、つまり、そのコンテンツデ
ータにおけるデータ領域が、再生手段によって再生された領域か否か、また所定の早送り
がされた領域か判断し、早送りされた領域であると判断されたコンテンツデータの早送り
領域の始点位置と終点位置とにチャプタを設定し、チャプタが設定された位置に対応する
コンテンツデータに関するサムネイル画像をそのチャプタに対して割り当てることができ
る。
　更に、情報記録再生装置は、コンテンツデータの再生履歴に基づいて、コンテンツデー
タにおける再生済み領域と、未再生領域と、早送り領域とを色分けしたコンテンツ表示子
とともに、チャプタに対して割り当てられたサムネイル画像を表示部に表示させることが
できる。
【００１６】
　つまり、情報記録再生装置は、テレビやモニタなどの表示部に、記録媒体に記録されて
いるコンテンツデータにおける再生領域と未再生領域と早送り領域とを色分けしたコンテ
ンツ表示子を表示することができるので、ユーザは、記録媒体に記録されているコンテン
ツを、どの程度視聴したか確認することが可能になる。また、情報記録再生装置はその表
示部に、コンテンツ表示子とともに、そのコンテンツ表示子に対応するコンテンツデータ
に設定されたチャプタに割り当てられたサムネイル画像を表示することができるので、ユ
ーザは、そのコンテンツの視聴時に早送りした範囲（早送り領域）の前後におけるコンテ
ンツの内容をサムネイル画像によって確認することが可能になる。
　従って、ユーザは、記録媒体に記録したコンテンツをどの程度視聴したか確認すること
や、そのコンテンツの視聴時に早送りした範囲の前後におけるコンテンツの内容を確認す
ることにより、記録媒体に記録されているコンテンツデータを、以後再生して視聴すべき
ものであるか、以後再生することはないものであるかを判断しやすくなる。
　このように、ユーザは、情報記録再生装置における記録媒体に記録されたコンテンツデ
ータの視聴状況やコンテンツの内容を確認してから、そのコンテンツデータの再生を行う
ことができるので、ユーザが所望するコンテンツデータや、そのコンテンツデータの任意
の領域を選択して再生することが可能になる。
　よって、この情報記録再生装置は、記録媒体に記録されたコンテンツデータを好適に再
生することができる情報記録再生装置であるといえる。
【００１７】
　請求項３に記載の発明によれば、請求項２に記載の発明と同様の効果が得られることは
無論のこと、情報記録再生装置は、チャプタが設定された早送り領域の始点位置や終点位
置に対応するコンテンツデータに関する動画を所定時間再生して表示部に表示させること
ができる。
　つまり、情報記録再生装置は、コンテンツデータに設定されたチャプタに割り当てられ
たサムネイル画像とともに、そのチャプタが設定された早送り領域の始点位置や終点位置
に対応する動画を表示部に表示することができるので、ユーザは、その早送り領域の始点
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位置や終点位置のタイミングにおけるコンテンツの内容を所定時間再生される動画によっ
て、サムネイル画像よりも詳しく確認することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、図面を参照して本発明に係る情報記録再生装置の実施形態について説明する。
　なお、本実施の形態においては情報記録再生装置として、装置本体１に内蔵された記録
媒体であるハードディスク８１と、装置本体１に着脱可能な記録媒体であるＤＶＤ９１と
に対してコンテンツデータの記録を行うＨＤＤ内蔵ＤＶＤレコーダ１００を例に挙げて説
明する。
【００１９】
　図１に示すように、情報記録再生装置としてのＨＤＤ内蔵ＤＶＤレコーダ１００は、映
像データや音声データ等から成るコンテンツデータを、ハードディスク８１又はＤＶＤ９
１に記録するとともに、ハードディスク８１或いはＤＶＤ９１に記録されたコンテンツデ
ータの再生を行う装置本体１と、ユーザが各種操作指示を入力するためのキー入力部２等
を備えて構成されている。
　なお、装置本体１において再生されたコンテンツデータに基づく情報を表示させる表示
部としてのテレビジョン受像機２００が、装置本体１に接続されている。
【００２０】
　このＨＤＤ内蔵ＤＶＤレコーダ１００は、例えば、記録、再生及びダビング等の処理が
可能であり、キー入力部２の操作に応じてそれぞれの処理が選択されて実行されることと
なる。
　ここで、記録処理とは、外部より配信されたコンテンツデータを受信して、そのコンテ
ンツデータをハードディスク８１或いはＤＶＤ９１に記録する処理を指す。
　また、再生処理とは、ハードディスク８１又はＤＶＤ９１に記録されたコンテンツデー
タを再生し、外部機器であるテレビジョン受像機２００に出力する処理を指す。
　また、ダビング処理とは、一方の記録媒体（例えば、ハードディスク８１）に記録され
たコンテンツデータを、他方の記録媒体（例えば、ＤＶＤ９１）へ転送して記録させる処
理を指す。
【００２１】
　装置本体１は、放送信号を受信し、その放送信号から所定の放送チャンネルの放送番組
に応じた信号を選局するチューナ部３と、チューナ部３から出力された放送信号を構成す
るコンテンツデータにおける映像データから同期信号を分離する分離部４と、分離部４か
ら入力されたコンテンツデータ或いはハードディスク８１やＤＶＤ９１に記録されたコン
テンツデータから、それらコンテンツデータを識別する複数の識別情報を抽出する抽出部
５と、抽出部５から入力されたコンテンツデータに対して所定の圧縮処理を行うエンコー
ダ６と、コンテンツデータの入出力経路を設定して、エンコーダ６から入力されたコンテ
ンツデータをＨＤＤ部８或いはＤＶＤドライブ部９に送給するとともに、ＨＤＤ部８或い
はＤＶＤドライブ部９から取り込んだコンテンツデータをＤＶＤドライブ部９或いはＨＤ
Ｄ部８または装置の各部に出力するデータプロセッサ７と、装置本体１に内蔵されたハー
ドディスク８１に対してコンテンツデータの記録及び再生を行うＨＤＤ部８と、装置本体
１に着脱可能なＤＶＤ９１に対してコンテンツデータの記録及び再生を行うＤＶＤドライ
ブ部９と、ＨＤＤ部８及びＤＶＤドライブ部９から出力されたコンテンツデータに所定の
復元処理を行うデコーダ１０と、デコーダ１０から出力されたコンテンツデータに対して
所定の信号出力処理を行う出力インターフェース部１１と、コンテンツデータにおける映
像データに対してＯＳＤデータを付加するＯＳＤ（On Screen Display）回路１２と、キ
ー入力部２からの入力操作信号を受信するとともに、その入力操作信号を制御部１４に出
力するリモコン信号受光部１３と、装置本体１の各部を統括制御する制御部１４と、装置
各部を接続する制御バス１５等を備えている。
【００２２】
　キー入力部２は、例えば、装置本体１に対して遠隔操作を行うリモートコントロール装
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置（リモコン）である。
【００２３】
　チューナ部３は、例えば、図示は省略するが、高周波増幅回路と、局部発振回路及び混
合回路から成る周波数変換回路等を備えて構成されている。
　チューナ部３は、記録処理において、装置本体１に接続されたアンテナ（図示省略）等
を介して装置本体１に入力されたテレビジョン放送信号と、局部発振回路から出力される
局部発振信号とを混合回路により混合し、その放送信号の周波数を選局するための制御部
１４からの制御出力に応じて、特定周波数帯の放送信号を受信する。そしてチューナ部３
は、受信した放送信号を所定の中間周波数を有するＩＦ（中間周波：Intermediate Frequ
ency）信号に変換して分離部４に出力する。
【００２４】
　分離部４は、放送信号であるコンテンツデータを抽出部５に出力するとともに、チュー
ナ部３より入力されたコンテンツデータであるＩＦ信号を構成する映像データから、同期
信号を分離して装置の各部に出力する。この同期信号に基づいて、ＨＤＤ部８及びＤＶＤ
ドライブ部９において、ハードディスク８１又はＤＶＤ９１に対してコンテンツデータの
記録、再生及びダビング等が行われる際の同期がとられることとなる。
【００２５】
　抽出部５は、後述するＣＰＵ１４２からの制御出力に基づいて、分離部４より入力され
たコンテンツデータから、そのコンテンツデータを識別する複数の識別情報を抽出すると
ともに、ハードディスク８１及びＤＶＤ９１に記録されたコンテンツデータを識別する複
数の識別情報を抽出する。
　具体的には、抽出部５は、例えば、放送番組データ等のコンテンツデータ毎に「記録日
」「曜日」「記録開始時刻」「放送チャンネル」「ジャンル」「放送番組名」等のコンテ
ンツデータを識別する複数の識別情報をそれぞれ抽出し、抽出した複数の識別情報を制御
部１４に対して出力する。
【００２６】
　エンコーダ６は、例えば、図示は省略するが、Ａ／Ｄ変換器と、ビデオエンコーダと、
オーディオエンコーダと、フォーマット部等を備えて構成されている。
　Ａ／Ｄ変換器は、抽出部５を介して入力されたコンテンツデータがアナログデータであ
る場合に、そのアナログのコンテンツデータをデジタル変換する。また、ビデオエンコー
ダは、コンテンツデータを構成する映像データをＭＰＥＧ（Motion Picture Expert Grou
p）方式に従って圧縮し、オーディオエンコーダは、コンテンツデータを構成する音声デ
ータをＭＰＥＧオーディオ方式に従って圧縮する。さらに、フォーマット部は、後述する
ＣＰＵ１４２からの制御出力に基づいて、映像データや音声データ等から成るコンテンツ
データを、ＤＶＤドライブ部９においてＤＶＤ９１に書き込み可能なフォーマット形式或
いはＨＤＤ部８においてハードディスク８１に書き込み可能な所定のフォーマット形式に
変換する。
　なお、エンコーダ６は、ダビング処理の実行において、記録媒体同士のフォーマット形
式が異なる場合には、デコーダ１０により一旦復元されたコンテンツデータを再エンコー
ドする処理を行い、記録可能な所定のフォーマット形式に変換する処理を行う。
　そして、このエンコーダ６において生成されたコンテンツデータは、データプロセッサ
７を介してＨＤＤ部８或いはＤＶＤドライブ部９に出力されることとなる。
【００２７】
　データプロセッサ７は、後述するＣＰＵ１４２からの制御出力に基づいて、コンテンツ
データの入出力経路を設定し、データの入力及び出力を制御する。
　具体的には、例えば、記録処理において、ユーザによるキー入力部２の操作によりハー
ドディスク８１に対する記録の指示がなされた場合には、エンコーダ６から入力されたコ
ンテンツデータをＨＤＤ部８に出力し、一方、ユーザによりＤＶＤ９１に対する記録の指
示がなされた場合には、エンコーダ６から入力されたコンテンツデータを、ＤＶＤドライ
ブ部９に出力する。
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　また、例えば、ダビング処理において、ユーザによるキー入力部２の操作によりハード
ディスク８１に記録されたコンテンツデータをＤＶＤ９１にダビングする指示がなされた
場合には、ＨＤＤ部８からコンテンツデータを取り込んで、フォーマット形式が同じ場合
にはそのままＤＶＤドライブ部９に対して出力するとともに、フォーマット形式が異なる
場合には、一旦デコーダ１０及びエンコーダ６において再エンコード処理を行わせた後に
、ＤＶＤドライブ部９に対して出力する。
【００２８】
　ＨＤＤ（Hard Disk Drive）部８は、例えば、ＡＴＡ（AT Attachment）規格を採用して
おり、内蔵されたハードディスク８１と、ハードディスク８１に対するデータの記録或い
はハードディスク８１に記録されたデータの読み出しを行う磁気ヘッド８２と、ハードデ
ィスク８１を回転駆動させるとともに、磁気ヘッド８２をハードディスク８１の半径方向
に移動させるための駆動部８３等を備えて構成されている。ハードディスク８１は、非磁
性体のディスク基板（図示省略）と、その上に設けられた磁性層（図示省略）と、を備え
て成り、磁気ヘッド８２とハードディスク８１との間に、電流を供給することにより磁界
を発生する微小なギャップを有している。
【００２９】
　このＨＤＤ部８では、記録処理及びダビング処理において、磁気ヘッド８２をハードデ
ィスク８１の表面に限りなく接触させて相対速度を与え、磁気ヘッド８２に与えられた電
流により発生する磁場により、ハードディスク８１に対するデータの書き込みを行う。つ
まり、ＨＤＤ部８は、チューナ部３等を介して受信した放送信号であるコンテンツデータ
や、ＤＶＤ９１に記録されたコンテンツデータをハードディスク８１に書き込み、記録す
る。
　一方、ＨＤＤ部８では、再生処理及びダビング処理において、磁気ヘッド８２とハード
ディスク８１の間で相対速度を与えることによってハードディスク８１から発生する磁束
の変化により、ハードディスク８１に記録されたデータの読み出しを行う。そして、ＨＤ
Ｄ部８は、ハードディスク８１に記録されたコンテンツデータを読み出して再生し、制御
部１４に出力する。
【００３０】
　このように、ＨＤＤ部８は、ハードディスク８１にコンテンツデータを記録し録画する
記録手段としての機能と、ハードディスク８１に記録されたコンテンツデータを再生する
再生手段としての機能を有する。
【００３１】
　ＤＶＤドライブ部９は、例えば、ＤＶＤドライブ部９に対して着脱自在なＤＶＤ９１と
、ＤＶＤ９１に対するデータの記録及びＤＶＤ９１に記録されたデータの読み出しを行う
光ピックアップ９２と、ＤＶＤドライブ部９に装填されたＤＶＤ９１を回転駆動させると
ともに光ピックアップ９２をＤＶＤ９１の半径方向に移動させるための駆動部９３等を備
えている。
　具体的には、ＤＶＤ９１は、ＤＶＤ－Ｒ（DVD-Recordable）等の追記型ディスクや、Ｄ
ＶＤ－ＲＷ（DVD-ReWritable）、ＤＶＤ－ＲＡＭ（DVD-Random Access Memory）等の書き
換え可能なディスクであり、ディスク基盤（図示省略）と、レーザ光の照射による加熱で
結晶構造が変化する物質によって形成された記録層（図示省略）と、レーザ光を反射する
ための反射層（図示省略）等を備えて成る。
【００３２】
　このＤＶＤドライブ部９では、記録処理及びダビング処理において、光ピックアップ９
２により、ＤＶＤ９１の反射層にレーザ光を照射し、反射光による加熱により記録層の結
晶構造を変化させてピットを形成することにより、ＤＶＤ９１に対するデータの書き込み
を行う。つまり、ＤＶＤドライブ部９は、チューナ部３等を介して受信した放送信号であ
るコンテンツデータや、ハードディスク８１に記録されたコンテンツデータをＤＶＤ９１
に書き込み、記録する。
　一方、ＤＶＤドライブ部９では、再生処理及びダビング処理において、光ピックアップ
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９２によりＤＶＤ９１の反射層にレーザ光を照射し、光電変換及び電流電圧変換によって
反射光に応じた電圧信号を生成することにより、ＤＶＤ９１に記録されたデータの読み出
しを行う。そして、ＤＶＤドライブ部９は、ＤＶＤ９１に記録されたコンテンツデータを
読み出して再生し、制御部１４に出力する。
【００３３】
　このように、ＤＶＤドライブ部９は、ＤＶＤ９１にコンテンツデータを記録し録画する
記録手段としての機能と、ＤＶＤ９１に記録されたコンテンツデータを再生する再生手段
としての機能を有する。
【００３４】
　デコーダ１０は、例えば、図示は省略するが、セパレート部と、ビデオデコーダと、オ
ーディオデコーダ等を備えて構成されている。
　セパレート部は、ＨＤＤ部８又はＤＶＤドライブ部９からデータプロセッサ７を介して
出力されたコンテンツデータを映像データ、音声データ等の複数のデータに分離する。ま
た、ビデオデコーダは、セパレート部において分離された映像データを、ＭＰＥＧ方式に
従って復元し、オーディオデコーダは、セパレート部において分離された音声データをＭ
ＰＥＧオーディオ方式に従って復元する。
　このデコーダ１０において生成されたコンテンツデータは、再生処理においては出力イ
ンターフェース部１１に出力され、ダビング処理においてはエンコーダ６に出力されるこ
ととなる。
【００３５】
　出力インターフェース部１１は、例えば、図示しないＤ／Ａ変換器等を備え、再生処理
においてデコーダ１０から入力されるコンテンツデータに対して各種の出力インターフェ
ース処理を施し、ＮＴＳＣ方式やＰＡＬ方式等のテレビジョン受像機２００に適合した映
像データ、音声データに変換する。具体的には、Ｄ／Ａ変換器は、出力がアナログである
場合に、デコーダ１０より入力されたデジタルのコンテンツデータをアナログデータに変
換する。
　この出力インターフェースにおいて生成されたコンテンツデータに基づく情報である映
像や音声は、装置本体１に接続されたテレビジョン受像機２００の図示しないディスプレ
イ（表示画面２００ａ）やスピーカにそれぞれ出力されることとなる。
【００３６】
　ＯＳＤ回路１２は、コンテンツデータを構成する映像データに対して、後述するメモリ
部１４４やＲＯＭ１４５に格納された図示しないＯＳＤデータを合成する処理を行う。
【００３７】
　リモコン信号受光部１３は、リモコンであるキー入力部２に備わる各種キーがユーザに
より押下操作されることにより出力された赤外線等の入力操作信号を受信し、その入力操
作信号を制御部１４に対して出力する。
【００３８】
　制御部１４は、I／Ｏ（Input/Output）ポート１４１と、ＣＰＵ（Central Processing 
Unit）１４２と、計時部１４３と、メモリ部１４４と、ＲＯＭ（Read Only Memory）１４
５等を備えて構成されている。
【００３９】
　ＣＰＵ１４２は、装置本体１の各部からI／Ｏポート１４１を介して入力された入力信
号や、キー入力部２の各種キーの押下操作によってリモコン信号受光部１３及びI／Ｏポ
ート１４１を介して入力された入力操作信号等に応じて、ＲＯＭ１４５に格納された各種
プログラムを実行するとともに、実行にかかるプログラムに基づいてI／Ｏポート１４１
を介して装置の各部に出力信号を出力することによって、ＨＤＤ内蔵ＤＶＤレコーダ１０
０の動作全般を統括制御する。
【００４０】
　計時部１４３は、現在時刻を計時し、ＣＰＵ１４２からの制御出力に応じて、計時した
現在時刻データを、ＣＰＵ１４２に対して出力する。
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【００４１】
　メモリ部１４４は、例えば、ＲＡＭ（Random Access Memory）等の揮発性メモリからな
るワークエリア１４４１を備えており、ＣＰＵ１４２によって各種プログラムが実行され
る際に生じる処理結果や、入力されたデータ等がそのワークエリア１４４１に記憶される
。
　また、メモリ部１４４は、ＥＰＲＯＭ（Erasable Programmable ROM）等の不揮発性メ
モリからなるデータエリア１４４２を備えている。
　このデータエリア１４４２には、ハードディスク８１やＤＶＤ９１に記録されているコ
ンテンツデータに関する再生履歴データ１４４２ａ（図２参照）が記録されている。この
再生履歴データ１４４２ａは、図２に示すように、コンテンツデータの識別情報や、その
コンテンツデータが有する所要時間（録画に要した時間、再生に要する時間）に対応する
時系列に沿った、既に再生された範囲や、未だ再生されていない範囲や、早送りされた範
囲などを示すデータなどからなるものである。
　また、データエリア１４４２には、テレビジョン受像機２００の表示画面２００ａに表
示するＯＳＤ表示に関するＯＳＤデータが格納されている。また、データエリア１４４２
には、抽出部５により抽出されるコンテンツデータに関する識別情報が格納された識別情
報格納テーブルが記憶されている。
【００４２】
　ＲＯＭ１４５は、例えば、不揮発性メモリからなるプログラム格納エリアを有し、表示
制御プログラム１４５ａ、判断プログラム１４５ｂ、チャプタ設定プログラム１４５ｃ、
サムネイル割当プログラム１４５ｄ、コンテンツ表示制御プログラム１４５ｅ、チャプタ
動画表示制御プログラム１４５ｆ等の各種プログラムを備えている。
【００４３】
　表示制御プログラム１４５ａは、ＨＤＤ部８やＤＶＤドライブ部９によって再生されて
出力されたコンテンツデータに基づく情報である映像や画像を、テレビジョン受像機２０
０の表示画面２００ａに表示させるためのプログラムである。
　そして、ＣＰＵ１４２が、表示制御プログラム１４５ａを実行することにより、ＨＤＤ
部８やＤＶＤドライブ部９によって再生されたコンテンツデータに基づく映像や画像を、
テレビジョン受像機２００に表示させる表示制御手段として機能する。
【００４４】
　また、表示制御手段としてのＣＰＵ１４２は、ユーザによるキー入力部２の操作に応じ
て、ＨＤＤ部８やＤＶＤドライブ部９によって再生されたり、早送りされたりしたコンテ
ンツデータに対応する再生履歴データ１４４２ａの更新処理を実行し、常に最新の再生履
歴データ１４４２ａをメモリ部１４４（データエリア１４４２）に格納するようになって
いる。
　なお、ユーザによるキー入力部２の操作によって、ＨＤＤ部８やＤＶＤドライブ部９は
コンテンツデータに対して、再生（通常再生）、１．３倍速再生、２倍速早送り、４倍速
早送り、１６倍速早送り等の再生処理を行うことが可能であるので、ＣＰＵ１４２は、そ
れぞれの再生実行、早送り実行を区別して、再生履歴データ１４４２ａを生成して記録す
る。
【００４５】
　判断プログラム１４５ｂは、ハードディスク８１やＤＶＤ９１に記録されているコンテ
ンツデータが、ＨＤＤ部８やＤＶＤドライブ部９によって再生されたか否か、また所定の
早送りがされたか判断するためのプログラムである。
　そして、ＣＰＵ１４２が、判断プログラム１４５ｂを実行することにより、ハードディ
スク８１やＤＶＤ９１に記録されているコンテンツデータにおける領域が、既に再生され
た領域であるか、未だ再生されていない領域であるか、早送りされた領域であるか等を判
断する再生履歴判断手段として機能する。
　なお、再生履歴判断手段としてのＣＰＵ１４２は、メモリ部１４４（データエリア１４
４２）に格納されている再生履歴データ１４４２ａ（図２参照）に基づき、再生済み領域
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や未再生領域や早送り領域等を判断するようになっている。
【００４６】
　チャプタ設定プログラム１４５ｃは、再生履歴判断手段としてのＣＰＵ１４２によって
、ハードディスク８１やＤＶＤ９１に記録されているコンテンツデータにおける早送りさ
れたと判断されたコンテンツデータの早送り領域の始点位置と終点位置とにチャプタを設
定するためのプログラムである。
　そして、ＣＰＵ１４２が、チャプタ設定プログラム１４５ｃを実行することにより、ハ
ードディスク８１やＤＶＤ９１に記録されているコンテンツデータの早送り領域の始点位
置と終点位置とにチャプタを設定するチャプタ設定手段として機能する。
　なお、図２に示す再生履歴データ１４４２ａにおいては、コンテンツデータの早送り領
域の始点位置と終点位置とに、４つのチャプタ（chap.1～chap.4）が設定されている。
【００４７】
　サムネイル割当プログラム１４５ｄは、チャプタ設定手段としてのＣＰＵ１４２によっ
て設定されたチャプタ（例えば、chap.1～chap.4）に対し、そのチャプタが設定された位
置（早送り領域の始点位置、終点位置）に対応するコンテンツデータに関するサムネイル
画像を割り当てるためのプログラムである。
　そして、ＣＰＵ１４２が、サムネイル割当プログラム１４５ｄを実行することにより、
コンテンツデータの早送り領域の始点位置と終点位置とに設定されたチャプタに対し、そ
の位置に対応するコンテンツデータに関するサムネイル画像を割り当てるサムネイル割当
手段として機能する。
　なお、サムネイル割当手段としてのＣＰＵ１４２は、コンテンツデータにおける映像デ
ータから、チャプタが設定された位置（タイミング）に対応するサムネイル画像を抽出す
る処理を実行する。そして、ＣＰＵ１４２が、その抽出したサムネイル画像をチャプタに
割り当てるようになっている。
【００４８】
　コンテンツ表示制御プログラム１４５ｅは、再生履歴判断手段としてのＣＰＵ１４２に
よって判断された結果に基づいて、コンテンツデータにおける再生済み領域と未再生領域
と早送り領域とを色分けしたコンテンツ表示子と、サムネイル割当手段としてのＣＰＵ１
４２によってチャプタに対して割り当てられたサムネイル画像とを、テレビジョン受像機
２００の表示画面２００ａに表示させるためのプログラムである。
　そして、ＣＰＵ１４２が、コンテンツ表示制御プログラム１４５ｅを実行することによ
り、コンテンツデータにおける再生済み領域と、未再生領域と、早送り領域と、を色分け
したコンテンツ表示子とともに、チャプタに対して割り当てられたサムネイル画像を、テ
レビジョン受像機２００の表示画面２００ａに表示するコンテンツ表示制御手段として機
能する。
【００４９】
　ここで、図３に示すテレビジョン受像機２００の表示画面２００ａに表示されたコンテ
ンツ表示画面に基づき、コンテンツ表示制御手段としてのＣＰＵ１４２の機能について説
明する。
　図３に示すように、ユーザによるキー入力部２の操作によって、ハードディスク８１（
またはＤＶＤ９１）に記録されているコンテンツに関する様々な表示項目を有するコンテ
ンツ表示画面が、テレビジョン受像機２００の表示画面２００ａに表示される。
　例えば、ハードディスク８１にＰｒ．１からＰｒ．４の４つのプログラムが記録されて
いる場合、図３に示すように、表示画面２００ａの上側に各プログラムの内容を視認可能
にするための、プログラム内容確認用のサムネイル画像２０１が表示される。例えば、Ｐ
ｒ．１は旅行番組、Ｐｒ．２はドラマ番組、Ｐｒ．３はカースポーツ番組、Ｐｒ．４は動
物番組であることを、４つのプログラム内容確認用サムネイル画像２０１によって示され
ている。
【００５０】
　そして、図３に示すように、ユーザによるキー入力部２の操作によってＰｒ．２のサム
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ネイル画像２０１が指示されて選択されると、そのＰｒ．２のドラマ番組のコンテンツデ
ータに関するコンテンツ表示子２０２と、そのコンテンツ表示子２０２に対応する再生履
歴テーブル２０３が表示画面２００ａに表示される。また、コンテンツデータの早送り領
域の始点位置（例えば、chap.1、chap.3）と終点位置（例えば、chap.2、chap.4）とに設
定されたチャプタに対して割り当てられたチャプタ用のサムネイル画像２０４が表示画面
２００ａに表示される。なお、このコンテンツ表示子２０２や再生履歴テーブル２０３や
サムネイル画像２０４は、メモリ部１４４に記憶されている再生履歴データ１４４２ａに
基づいて生成されている。
　例えば、Ｐｒ．２のコンテンツ表示子２０２は、コンテンツデータが有する所要時間で
ある６０分のうち、０～２０分が再生領域、２０～３０分が２倍速早送り領域、３０～４
０分が再生領域、４０～５０分が４倍速早送り領域、５０～６０分が未再生領域であるこ
とが色分けされて表示される帯グラフ状の表示子である。
　そして、このコンテンツ表示子２０２における早送り領域に対応してチャプタ用のサム
ネイル画像２０４が表示されている。
【００５１】
　このようにテレビジョン受像機２００の表示画面２００ａに、ハードディスク８１やＤ
ＶＤ９１に記録されているコンテンツデータにおける再生領域と未再生領域と早送り領域
とを色分けしたコンテンツ表示子２０２を表示することができるので、ユーザは、ハード
ディスク８１やＤＶＤ９１に記録したコンテンツをどの程度視聴したか確認することが可
能になる。
　また、テレビジョン受像機２００の表示画面２００ａに、コンテンツ表示子２０２とと
もに、そのコンテンツ表示子２０２に対応するチャプタ用のサムネイル画像２０４を表示
することができるので、ユーザは、そのコンテンツの視聴時に早送りしたタイミングの前
後における内容を確認することが可能になる。例えば、図３に示すように、chap.1のサム
ネイル画像２０４がコマーシャルに関する画像となっていることによって、そのタイミン
グにコマーシャルが挿入されていることを確認することができ、chap.2～chap.4のサムネ
イル画像２０４に表示されるドラマの場面によって、そのタイミングにおけるドラマ番組
のシーンを確認することができる。
【００５２】
　チャプタ動画表示制御プログラム１４５ｆは、チャプタ設定手段としてのＣＰＵ１４２
によってチャプタが設定されたコンテンツデータの早送り領域の始点位置や終点位置に対
応するコンテンツデータに関する動画を所定時間再生してテレビジョン受像機２００の表
示画面２００ａに表示させるためのプログラムである。
　そして、ＣＰＵ１４２が、チャプタ動画表示制御プログラム１４５ｆを実行することに
より、チャプタが設定された早送り領域の始点位置や終点位置に対応するコンテンツデー
タに関する動画を所定時間再生してテレビジョン受像機２００の表示画面２００ａに表示
するチャプタ動画表示制御手段として機能する。
　なお、チャプタ動画表示制御手段としてのＣＰＵ１４２は、コンテンツデータにおける
映像データから、例えば、チャプタが設定された位置（タイミング）を挟んだ前後５秒ず
つの１０秒分の映像データを取得する処理を実行する。そして、ＣＰＵ１４２が、その取
得した映像データに基づき、１０秒間分の動画を再生してテレビジョン受像機２００に表
示するようになっている。
【００５３】
　ここで、図３に示すテレビジョン受像機２００の表示画面２００ａに表示されたコンテ
ンツ表示画面に基づき、チャプタ動画表示制御手段としてのＣＰＵ１４２の機能について
説明する。
　図３に示すように、ユーザによるキー入力部２の操作によって、ハードディスク８１（
またはＤＶＤ９１）に記録されているコンテンツに関する様々な表示項目を有するコンテ
ンツ表示画面が、テレビジョン受像機２００の表示画面２００ａに表示される。
　このコンテンツ表示画面において、Ｐｒ．２のサムネイル画像２０１が指示されて選択



(13) JP 4835253 B2 2011.12.14

10

20

30

40

50

されたことによって、そのＰｒ．２のドラマ番組のコンテンツデータに関するコンテンツ
表示子２０２や、コンテンツデータのチャプタに対して割り当てられたチャプタ用のサム
ネイル画像２０４が表示画面２００ａに表示される。
【００５４】
　そして、図３に示すように、ユーザによるキー入力部２の操作によってchap.3のサムネ
イル画像２０４が指示されて選択されると、そのコンテンツデータにおいてchap.3が設定
された位置（タイミング）を挟んだ前後５秒ずつの１０秒分の映像データに基づく動画が
、サンプル画面２０５に表示される。
　このようにテレビジョン受像機２００の表示画面２００ａに、コンテンツ表示子２０２
における早送り領域の始点位置（例えば、chap.1、chap.3）と終点位置（例えば、chap.2
、chap.4）のチャプタ用サムネイル画像２０４に対応する動画を表示することができるの
で、ユーザは、サムネイル画像２０４よりも詳しく、その早送りした早送り領域の前後に
おけるコンテンツの内容を確認することが可能になる。例えば、そのチャプタの位置（サ
ムネイル画像２０４）がこれからコマーシャルに移る場面か、コマーシャルから番組に戻
る場面かを確認することや、その番組を見続けるつもりであった場面か、その番組の続き
を見ないつもりであった場面かを確認することができる。
【００５５】
　以上説明した本発明に係るＨＤＤ内蔵ＤＶＤレコーダ１００によれば、ＨＤＤ内蔵ＤＶ
Ｄレコーダ１００に接続されたテレビジョン受像機２００の表示画面２００ａに、ＨＤＤ
内蔵ＤＶＤレコーダ１００のハードディスク８１やＤＶＤ９１に記録されているコンテン
ツデータにおける再生領域と未再生領域と早送り領域とを色分けしたコンテンツ表示子２
０２を表示することができるので、ユーザは、ハードディスク８１やＤＶＤ９１に記録し
たコンテンツを、どの程度視聴したか確認することが可能になる。また、テレビジョン受
像機２００の表示画面２００ａに、コンテンツ表示子２０２とともに、そのコンテンツ表
示子２０２に対応するチャプタ用のサムネイル画像２０４を表示することができるので、
ユーザは、そのコンテンツの視聴時に早送りしたタイミング（早送り領域）の前後におけ
るコンテンツの内容を確認することが可能になる。
　また、テレビジョン受像機２００の表示画面２００ａに、コンテンツ表示子２０２にお
ける早送り領域の前後のチャプタ用サムネイル画像２０４に対応する動画を表示すること
ができるので、ユーザは、サムネイル画像２０４よりも詳しく、その早送り領域の始点位
置や終点位置であるタイミングにおけるコンテンツの内容を確認することが可能になる。
【００５６】
　このように、ＨＤＤ内蔵ＤＶＤレコーダ１００によれば、ユーザは、記録媒体であるハ
ードディスク８１やＤＶＤ９１に記録したコンテンツをどの程度視聴したか確認すること
や、そのコンテンツの視聴時に早送りした範囲（早送り領域）の前後におけるコンテンツ
の内容を確認することができるので、ハードディスク８１やＤＶＤ９１に記録されている
コンテンツデータを、以後再生して視聴すべきものであるか、以後再生することはないも
のであるかを判断しやすくなる。
　つまり、ユーザは、ＨＤＤ内蔵ＤＶＤレコーダ１００におけるハードディスク８１やＤ
ＶＤ９１に記録されたコンテンツデータの視聴状況やコンテンツの内容を確認してから、
そのコンテンツデータの再生を行うことができるので、ユーザが所望するコンテンツデー
タや、そのコンテンツデータの任意の領域を選択して再生することが可能になる。
　よって、このＨＤＤ内蔵ＤＶＤレコーダ１００は、ハードディスク８１やＤＶＤ９１に
記録されたコンテンツデータを好適に再生することができる情報記録再生装置であるとい
える。
【００５７】
　なお、以上の実施の形態においては、記録媒体としてハードディスク８１やＤＶＤ９１
を例に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、ハードディ
スク８１以外の磁気ディスクや、ＤＶＤ９１以外の光ディスク、光磁気ディスク、磁気テ
ープ或いは半導体メモリ等の他の記録媒体を用いるようにしてもよく、また、各記録媒体
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に記録を行うデータ記録機器であってもよい。
【００５８】
　また、以上の実施の形態においては、コンテンツデータにおける再生領域と未再生領域
と早送り領域とを色分けしたコンテンツ表示子２０２を表示するとしたが、本発明はこれ
に限定されるものではなく、例えば、各領域を異なる表示形態（模様や形など）で表示す
るようにしてもよい。
【００５９】
　また、コンテンツ表示画面に表示されるコンテンツ表示子２０２や再生履歴テーブル２
０３を参考にして、記録媒体における再生位置を調整し、コンテンツデータの任意の位置
（時間）からの再生を行うことの他、ユーザによるキー入力部２の操作によってコンテン
ツ表示子２０２における任意の位置を指し示すことによって、コンテンツデータの任意の
位置を選択して、そのポイントからの再生を行うようにしてもよい。
【００６０】
　また、その他、具体的な細部構造等についても適宜に変更可能であることは勿論である
。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明に係るＨＤＤ内蔵ＤＶＤレコーダの要部構成を示すブロック図である。
【図２】メモリ部に記録される再生履歴データの一例を示す説明図である。
【図３】テレビジョン受像機２００に表示されるコンテンツ表示画面の一例を示す説明図
である。
【符号の説明】
【００６２】
　１　　　装置本体
　２　　　キー入力部
　８　　　ＨＤＤ部（記録手段、再生手段）
　８１　　ハードディスク（記録媒体）
　９　　　ＤＶＤドライブ部（記録手段、再生手段）
　９１　　ＤＶＤ（記録媒体）
　１４　　制御部
　１４２　ＣＰＵ（表示制御手段、再生履歴判断手段、チャプタ設定手段、サムネイル割
当手段、コンテンツ表示制御手段、チャプタ動画表示制御手段）
　１４４　メモリ部
　１４４２　データエリア
　１４４２ａ　再生履歴データ
　１４５　　ＲＯＭ
　１４５ａ　表示制御プログラム
　１４５ｂ　再生履歴判断プログラム
　１４５ｃ　チャプタ設定プログラム
　１４５ｄ　サムネイル割当プログラム
　１４５ｅ　コンテンツ表示制御プログラム
　１４５ｆ　チャプタ動画表示制御プログラム
　１００　　ＨＤＤ内蔵ＤＶＤレコーダ（情報記録再生装置）
　２００　　テレビジョン受像機（表示部）
　２００ａ　表示画面
　２０１　　プログラム内容確認用サムネイル画像
　２０２　　コンテンツ表示子
　２０３　　再生履歴テーブル
　２０４　　チャプタ用サムネイル画像
　２０５　　サンプル画面
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