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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テレビジョン放送を受信して、受信された映像情報を格納する放送記録装置であって、
　テレビジョン放送を受信する受信手段と、
　前記受信手段を介して受信された複数の番組に対応する映像情報を、それぞれ、番組名
称情報及び録画日時情報と対応付けて予め格納する映像記憶手段と、
　外部からの操作入力を受け付けて、受け付けられた操作入力に基づいて、予め設定され
た所定期間内に録画された番組に対応する番組を一括して録画予約する旨の操作入力であ
る一括録画予約を受け付ける一括録画受付手段と、
　前記一括録画受付手段によって、一括録画予約が受け付けられた場合に、前記映像記憶
手段に格納された映像情報の内、前記所定期間内に録画された番組の番組名称情報である
録画済名称情報を、前記映像記憶手段から抽出する名称抽出手段と、
　前記受信手段を介して、電子番組表情報を取得する番組表取得手段と、
　前記番組表取得手段によって取得された電子番組表に、前記名称抽出手段によって抽出
された録画済名称情報と一致する番組名称情報が含まれているか否かを判定する番組判定
手段と、
　前記番組判定手段によって録画済名称情報と一致する番組名称情報が含まれていると判
定された場合に、前記番組表取得手段によって取得された電子番組表を介して、該番組名
称情報に対応する番組の録画を予約する録画予約手段と、
　を備えることを特徴とする放送記録装置。
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【請求項２】
　複数のキーを有するリモートコントローラと通信可能に接続され、
　前記一括録画受付手段は、前記リモートコントローラに配設された予め設定された特定
キーが押下された場合に、一括録画予約を受け付けることを特徴とする請求項１に記載の
放送記録装置。
【請求項３】
　外部から視認可能に映像情報を表示するモニタと通信可能に接続され、
　前記名称抽出手段によって少なくとも１の録画済名称情報が抽出された場合に、前記名
称抽出手段によって抽出された録画済名称情報と対応付けて、前記録画予約手段によって
録画が予約されたか否かを示す情報である録画予約可否情報を前記モニタに表示する予約
状態表示手段を備えることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の放送記録装置。
【請求項４】
　前記予約状態表示手段は、前記録画予約手段によって録画が予約された場合に、前記名
称抽出手段によって抽出された録画済名称情報と対応付けて、録画が予約された番組の録
画予定日時情報、及び、放送されるチャンネル番号であるチャンネル番号情報の少なくと
も一方を表示することを特徴とする請求項３に記載の放送記録装置。
【請求項５】
　外部からの操作入力を受け付けて、受け付けられた操作入力に基づいて、前記所定期間
を設定する期間設定手段を備えることを特徴とする請求項１～請求項４のいずれかに記載
の放送記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テレビジョン放送を受信して、受信された映像情報を格納する放送記録装置
に関する。特に、複数のキーを有するリモートコントローラ及び外部から視認可能に映像
情報を表示するモニタと通信可能に接続され、テレビジョン放送を受信して、受信された
映像情報を格納する放送記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、テレビジョン放送を受信して、受信された映像情報を格納するＨＤＤ（Ｈａｒｄ
　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）レコーダ等の放送記録装置は、ＨＤＤ等の記録媒体の大容量化
に伴い、多数の番組を予約録画することが可能となっている。
【０００３】
　一方、番組には、予め設定された所定曜日の所定時刻に放送されるシリーズ番組の形態
がある。シリーズ番組としては、連続ドラマ、アニメーション番組等があり、シリーズ番
組の予約録画を所望する場合に、利便性良好に予約録画を行う種々の装置、方法等が提案
されている。
【０００４】
　上記課題を解消するべく、例えば、放送波又はネットワークを介して送られてくる番組
表を取得する取得部と、取得部で取得された番組表の任意の番組について、反復的に予約
を行うシリーズ予約を設定する設定部と、設定部がシリーズ予約を設定した番組名につい
て、１週間のうち複数曜日について同一時間に放送予定の番組があれば、これを帯番組と
判定する帯番組判定部と、取得部が取得した番組表の中から番組名を検索し、設定部がシ
リーズ予約を設定した番組名の内、帯番組判定部が帯番組と判定した番組名については、
この番組名と一部又は全部が同一の番組名について自動的に予約登録を行う自動予約部と
を有する録画予約装置が開示されている（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００７－８８８９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　しかしながら、上記録画予約装置等の従来の放送記録装置においては、番組毎に録画予
約を行う必要があるため、利便性が充分ではない場合があった。また、番組情報を格納す
るＨＤＤ等の記録媒体の大容量化は進展しているものの、ユーザが視聴を所望するシリー
ズ番組を全てシリーズ予約すると、膨大な記憶容量が必要となる場合がある。
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであって、利便性良好に録画予約することの
可能な放送記録装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために請求項１に記載の放送記録装置は、テレビジョン放送を受信
して、受信された映像情報を格納する放送記録装置であって、テレビジョン放送を受信す
る受信手段と、前記受信手段を介して受信された複数の番組に対応する映像情報を、それ
ぞれ、番組名称情報及び録画日時情報と対応付けて予め格納する映像記憶手段と、外部か
らの操作入力を受け付けて、受け付けられた操作入力に基づいて、予め設定された所定期
間内に録画された番組に対応する番組を一括して録画予約する旨の操作入力である一括録
画予約を受け付ける一括録画受付手段と、前記一括録画受付手段によって、一括録画予約
が受け付けられた場合に、前記映像記憶手段に格納された映像情報の内、前記所定期間内
に録画された番組の番組名称情報である録画済名称情報を、前記映像記憶手段から抽出す
る名称抽出手段と、前記受信手段を介して、電子番組表情報を取得する番組表取得手段と
、前記番組表取得手段によって取得された電子番組表に、前記名称抽出手段によって抽出
された録画済名称情報と一致する番組名称情報が含まれているか否かを判定する番組判定
手段と、前記番組判定手段によって録画済名称情報と一致する番組名称情報が含まれてい
ると判定された場合に、前記番組表取得手段によって取得された電子番組表を介して、該
番組名称情報に対応する番組の録画を予約する録画予約手段と、を備えることを特徴とし
ている。
【０００８】
　請求項２に記載の放送記録装置は、請求項１に記載の放送記録装置であって、複数のキ
ーを有するリモートコントローラと通信可能に接続され、前記一括録画受付手段が、前記
リモートコントローラに配設された予め設定された特定キーが押下された場合に、一括録
画予約を受け付けることを特徴としている。
【０００９】
　請求項３に記載の放送記録装置は、請求項１又は請求項２に記載の放送記録装置であっ
て、外部から視認可能に映像情報を表示するモニタと通信可能に接続され、前記名称抽出
手段によって少なくとも１の録画済名称情報が抽出された場合に、前記名称抽出手段によ
って抽出された録画済名称情報と対応付けて、前記録画予約手段によって録画が予約され
たか否かを示す情報である録画予約可否情報を前記モニタに表示する予約状態表示手段を
備えることを特徴としている。
【００１０】
　請求項４に記載の放送記録装置は、請求項３に記載の放送記録装置であって、前記予約
状態表示手段が、前記録画予約手段によって録画が予約された場合に、前記名称抽出手段
によって抽出された録画済名称情報と対応付けて、録画が予約された番組の録画予定日時
情報、及び、放送されるチャンネル番号であるチャンネル番号情報の少なくとも一方を表
示することを特徴としている。
【００１１】
　請求項５に記載の放送記録装置は、請求項１～請求項４のいずれかに記載の放送記録装
置であって、外部からの操作入力を受け付けて、受け付けられた操作入力に基づいて、前
記所定期間を設定する期間設定手段を備えることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１に記載の放送記録装置によれば、受信手段を介して受信された複数の番組に対
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応する映像情報が、それぞれ、番組名称情報及び録画日時情報と対応付けて予め映像記憶
手段に格納されており、外部からの操作入力が受け付けられて、受け付けられた操作入力
に基づいて、予め設定された所定期間内に録画された番組に対応する番組を一括して録画
予約する旨の操作入力である一括録画予約が受け付けられる。そして、一括録画予約が受
け付けられた場合に、映像記憶手段に格納された映像情報の内、所定期間内に録画された
番組の番組名称情報である録画済名称情報が、映像記憶手段から抽出される。また、受信
手段を介して、電子番組表情報が取得され、取得された電子番組表に、抽出された録画済
名称情報と一致する番組名称情報が含まれているか否かが判定され、録画済名称情報と一
致する番組名称情報が含まれていると判定された場合に、取得された電子番組表を介して
、該番組名称情報に対応する番組の録画が予約されるため、利便性良好に録画予約するこ
とができる。
【００１３】
　すなわち、一括録画予約が受け付けられた場合に、映像記憶手段に格納された映像情報
の内、所定期間内に録画された番組の番組名称情報である録画済名称情報が、映像記憶手
段から抽出され、抽出された録画済名称情報と一致する番組名称情報が電子番組表に含ま
れているか否かが判定され、録画済名称情報と一致する番組名称情報が含まれていると判
定された場合に、該番組名称情報に対応する番組の録画が予約されるため、所定期間内に
録画された番組の内、その番組名称情報である録画済名称情報と一致する番組名称情報が
電子番組表に含まれている番組が一括して録画予約されるので、番組毎に録画予約を行う
必要がなく、利便性良好に録画予約することができるのである。
【００１４】
　請求項２に記載の放送記録装置によれば、複数のキーを有するリモートコントローラに
配設された予め設定された特定キーが押下された場合に、一括録画予約が受け付けられる
ため、更に利便性良好に録画予約することができる。
【００１５】
　請求項３に記載の放送記録装置によれば、少なくとも１の録画済名称情報が抽出された
場合に、抽出された録画済名称情報と対応付けて、録画が予約されたか否かを示す情報で
ある録画予約可否情報がモニタに表示されるため、更に利便性良好に録画予約することが
できる。
【００１６】
　すなわち、所定期間内に録画された番組について、録画予約されたか否かを示す情報で
ある録画予約可否情報がモニタに表示されるため、ユーザは予約録画の設定を所望する番
組が録画予約されたか否かを視認することができるので、更に利便性良好に録画予約する
ことができるのである。
【００１７】
　請求項４に記載の放送記録装置によれば、録画が予約された場合に、抽出された録画済
名称情報と対応付けて、録画が予約された番組の録画予定日時情報、及び、放送されるチ
ャンネル番号であるチャンネル番号情報の少なくとも一方が表示されるため、更に利便性
良好に録画予約することができる。
【００１８】
　すなわち、録画が予約された場合に、抽出された録画済名称情報と対応付けて、録画が
予約された番組の録画予定日時情報、及び、放送されるチャンネル番号であるチャンネル
番号情報の少なくとも一方が表示されるため、ユーザは、録画予約された番組が、予約録
画の設定を所望する番組と一致しているか否かを、録画予定日時情報、及び、放送される
チャンネル番号であるチャンネル番号情報の少なくとも一方を介して確認することができ
るので、更に利便性良好に録画予約することができるのである。
【００１９】
　請求項５に記載の放送記録装置によれば、外部からの操作入力が受け付けられて、受け
付けられた操作入力に基づいて、一括録画予約の対象とする番組を抽出する対象の期間で
ある所定期間が設定されるため、ユーザは、所望する所定期間を設定することができるの
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で、更に利便性良好に録画予約することができる。
【００２０】
　すなわち、一括録画予約を行う頻度の多いユーザは、所定期間として比較的短期間（例
えば、３日）を設定し、一括録画予約を行う頻度の少ないユーザは、所定期間として比較
的長期間（例えば、１週間）を設定することによって、更に利便性良好に録画予約するこ
とができるのである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下に本発明の実施形態を、図面を参照しながら説明する。図１は、本発明に係るＨＤ
Ｄレコーダの構成の一例を示すブロック図である。ＨＤＤレコーダ１（放送記録装置に相
当する）は、出力装置２と通信可能に接続されると共に、リモートコントローラ（＝Ｒｅ
ｍｏｔｅｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ：以下、「リモコン」という）３と赤外線通信を介して通
信可能に接続されている。
【００２２】
　ＨＤＤレコーダ１は、リモコン３を介してユーザからの操作入力を受け付けて、受け付
けた操作入力に基づいて、テレビジョン放送を受信し、受信した映像情報、音声情報を含
む番組情報をＨＤＤ１９に格納するものである。また、ＨＤＤレコーダ１は、リモコン３
を介してユーザからの操作入力を受け付けて、受け付けた操作入力に基づいて、ＨＤＤ１
９に格納された番組情報を読み出して再生し、出力装置２に対して映像及び音声を出力す
るものである。
【００２３】
　出力装置２は、ディスプレイ２１及びスピーカ２２を備え、ＨＤＤレコーダ１から入力
された音声情報及び映像情報を出力するものである。ディスプレイ２１（モニタに相当す
る）は、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、ＰＤＰ（Ｐｌａｓ
ｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ）等を備え、ＨＤＤレコーダ１から入力された映像情
報に対応する映像を外部から視認可能に表示するものである。スピーカ２２は、ＨＤＤレ
コーダ１から入力された音声情報に対応する音声を出力するものである。
【００２４】
　リモコン３（一括録画受付手段の一部、期間設定手段の一部に相当する）は、ユーザか
らの操作入力を受け付けて、受け付けられた操作入力に対応する赤外線信号を生成して、
ＨＤＤレコーダ１に対して出力するものである。
【００２５】
　また、ＨＤＤレコーダ１は、ＭＰＵ１１、ＲＡＭ１２、ＲＯＭ１３、操作部１４、受信
部１５、音声出力部１６、ＭＰＥＧ２デコード部１７、画像出力部１８、及び、ＨＤＤ１
９を備えている。
【００２６】
　ＭＰＵ（Ｍｉｃｒｏ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１１は、ＨＤＤレコーダ１全
体の動作を制御するものである。ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）
１２は、音声情報、映像情報等の情報を読み書き自在に格納するものである。ＲＯＭ（Ｒ
ｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１３は、ＭＰＵ１１を動作させる制御プログラム等を
格納するものである。
【００２７】
　操作部１４は、電源のＯＮ、ＯＦＦ操作、選局等の各種操作を受け付けるものである。
また、操作部１４は、赤外線通信を介して、リモコン３からの操作信号を受け付けて、各
種操作を受け付けるものである。受信部１５（受信手段に相当する）は、テレビジョン放
送を受信して復調するものであって、アンテナ部１５１、チューナ部１５２、Ａ／Ｄ変換
部１５３、復調部１５４、及び、ＴＳデマルチプレクサ１５５を備えている。
【００２８】
　アンテナ部１５１は、テレビジョン放送波を受信するものである。チューナ部１５２は
、アンテナ部１５１で受信されたテレビジョン放送波から、予め設定されたチャンネルの
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放送を選局するものである。Ａ／Ｄ変換部１５３は、チューナ部１５２からの出力信号（
＝アナログ信号）をデジタル情報に変換するものである。復調部１５４は、Ａ／Ｄ変換部
１５３からの出力情報を復調するものである。ＴＳ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｓｔｒｅａｍ
）デマルチプレクサ１５５は、復調部１５４によって復調された出力情報を種別毎に分離
して出力するものである。
【００２９】
　音声出力部１６は、受信部１５によって受信されたテレビジョン放送に対応する音声信
号をスピーカ２２に対して出力するものであって、Ｄ／Ａ変換部１６１、及び、音声信号
出力部１６２を備えている。Ｄ／Ａ変換部１６１は、ＴＳデマルチプレクサ１５５から出
力された音声情報（＝デジタル情報）をアナログ信号に変換するものである。音声信号出
力部１６２は、Ｄ／Ａ変換部１６１によってアナログ信号に変換された音声信号をスピー
カ２２に対して出力するものである。
【００３０】
　ＭＰＥＧ（Ｍｏｔｉｏｎ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）２デコード
部１７は、ＴＳデマルチプレクサ１５５から出力された映像情報を圧縮前の映像情報に復
号化するものである。
【００３１】
　画像出力部１８は、ＭＰＥＧ２デコード部１７によって復号化された映像信号をディス
プレイ２１に対して出力するものであって、ＮＴＳＣエンコード部１８１、及び、映像信
号出力部１８２を備えている。ＮＴＳＣ（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ　Ｓ
ｔａｎｄａｒｄｓ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ）エンコード部１８１は、ＭＰＥＧ２デコード部
１７によって復号化された映像情報をＮＴＳＣ方式のテレビジョン信号に変換するもので
ある。映像信号出力部１８２は、ＮＴＳＣエンコード部１８１から出力されたＮＴＳＣ方
式のテレビジョン信号をディスプレイ２１に対して出力するものである。
【００３２】
　ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）１９は、ＭＰＵ１１からの指示に従って、
受信部１５を介して受信された映像情報、音声情報等の種々の情報を格納するものである
。
【００３３】
　次に、ＨＤＤレコーダ１が放送を受信する場合の動作について説明する。まず、送信さ
れてきたデジタル放送波がアンテナ部１５１で受信される。操作部１４（又は、リモコン
３）を介して選局操作が受け付けられた場合には、チューナ部１５２によって受信するト
ランスポンダ（Ｔｒａｎｓｐｏｎｄｅｒ）の切換が行われる。受信されたデジタル放送波
は、Ａ／Ｄ変換部１５３によりデジタル情報に変換され、復調部１５４によって復調され
る。
【００３４】
　なお、デジタル放送波は、送信側（送信局）からＴＳ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｓｔｒｅ
ａｍ）パケットとして送信される。このＴＳパケットは、映像情報、音声情報、制御情報
等を含み、これらの情報がＴＳデマルチプレクサ１５５によって、分離して出力され、Ｒ
ＡＭ１２に格納される。そして、ＲＡＭ１２から読み出された音声情報がＤ／Ａ変換部１
６１によってアナログ信号に変換され、音声信号出力部１６２を介してスピーカ２２から
音声が出力される。
【００３５】
　また、ＲＡＭ１２から読み出された映像情報がＭＰＥＧ２デコード部１７によって圧縮
前の映像情報に復号化され、ＮＴＳＣエンコード部１８１によってＮＴＳＣ方式のテレビ
ジョン信号に変換されて、映像信号出力部１８２を介してディスプレイ２１に映像が表示
される。
【００３６】
　図２は、リモコン３の一例を示す正面図である。リモコン３は、録画キー３１、一括録
画予約キー３２、方向キー３３、及び、エンターキー３４を備えている。録画キー３１は
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、録画処理を実行する場合に押下されるキーである。一括録画予約キー３２（特定キーに
相当する）は、予め設定された所定期間（例えば、現時点から過去１週間）内に録画され
た番組に対応する番組を一括して録画予約する（＝「一括録画予約」を行う）場合に押下
されるキーである。
【００３７】
　方向キー３３は、ディスプレイ２１に表示された複数の選択肢の中から１の選択肢を選
択する場合等に押下されるキーであって、上方向キー、下方向キー、左方向キー、及び、
右方向キーの４個のキーから構成されている。エンターキー３４は、方向キー３３によっ
て選択された選択肢に決定する場合等に押下されるキーである。
【００３８】
　図３は、本発明に係るＨＤＤレコーダ１における主要部の構成の一例を示すブロック図
である。ＭＰＵ１１は、機能的に、映像記録部１１１、期間設定部１１２、一括録画受付
部１１３、名称抽出部１１４、番組表取得部１１５、番組判定部１１６、録画予約部１１
７、及び、予約状態表示部１１８を備え、ＨＤＤ１９は、機能的に、映像記憶部１９１を
備えている。また、ＲＡＭ１２は、期間記憶部１２１、及び、番組表記憶部１２２を備え
ている。
【００３９】
　ここでは、ＭＰＵ１１が、図１に示すＲＯＭ１３等に予め格納された制御プログラムを
読み出して実行することにより、映像記録部１１１、期間設定部１１２、一括録画受付部
１１３、名称抽出部１１４、番組表取得部１１５、番組判定部１１６、録画予約部１１７
、予約状態表示部１１８等の機能部として機能すると共に、ＨＤＤ１９を、映像記憶部１
９１等の機能部として機能させ、ＲＡＭ１２を、期間記憶部１２１、番組表記憶部１２２
等の機能部として機能させるものである。
【００４０】
　また、ＲＡＭ１２、図１に示すＲＯＭ１３に格納された各種データのうち装着脱可能な
記録媒体に格納され得るデータは、例えばハードディスクドライブ、光ディスクドライブ
、フレキシブルディスクドライブ、シリコンディスクドライブ、カセット媒体読み取り機
等のドライバで読み取り可能にしてもよく、この場合、記録媒体は、例えばハードディス
ク、光ディスク、フレキシブルディスク、ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ）、ＤＶＤ（
Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）、半導体メモリ等である。
【００４１】
　映像記憶部１９１（映像記憶手段に相当する）は、映像記録部１１１によって受信部１
５を介して受信された１のチャンネルの映像情報を、番組名称情報及び録画日時情報と対
応付けて格納するものである。映像記憶部１９１に格納された番組情報は、名称抽出部１
１４によって読み出されるものである。
【００４２】
　期間記憶部１２１は、期間設定部１１２によって設定された、一括録画予約の対象とす
る番組を抽出する対象の期間である所定期間情報を格納するものである。期間記憶部１２
１に格納された所定期間情報は、名称抽出部１１４によって読み出されるものである。
【００４３】
　番組表記憶部１２２は、番組表取得部１１５によって取得された電子番組表情報（＝Ｅ
ＰＧ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｇｕｉｄｅ）情報）を格納するものであ
る。番組表記憶部１２２に格納された番組表情報は、番組判定部１１６、録画予約部１１
７によって読み出されるものである。
【００４４】
　映像記録部１１１は、リモコン３を介してユーザからの操作入力を受け付けて、受け付
けられた操作入力に基づいて、１のチャンネルに対応する放送波を、受信部１５を介して
受信すると共に、受信された１のチャンネルの映像情報を、番組名称情報及び録画日時情
報と対応付けて映像記憶部１９１に記録するものである。
【００４５】
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　具体的には、映像記録部１１１は、リモコン３に配設された録画キー３１（図２参照）
が押下された場合に、受信部１５を介して受信されている１のチャンネルの映像情報を、
番組名称情報及び録画日時情報と対応付けて映像記憶部１９１に記録するものである。ま
た、映像記録部１１１は、録画予約部１１６によって予約録画が設定されている場合には
、予約録画が設定された番組（以下、「予約番組」という）の開始日時に、受信部１５（
チューナ部１５２）を予約番組に対応するチャンネルに設定して予約番組を受信し、受信
された映像情報を、番組名称情報及び録画日時情報と対応付けて映像記憶部１９１に記録
するものである。
【００４６】
　期間設定部１１２（期間設定手段の一部に相当する）は、リモコン３を介してユーザか
らの操作入力を受け付けて、受け付けられた操作入力に基づいて、一括録画予約の対象と
する番組を抽出する対象の期間である所定期間を設定すると共に、設定された所定期間情
報を期間記憶部１２１に記録する（＝書き込む）ものである。
【００４７】
　一括録画受付部１１３（一括録画受付手段の一部に相当する）は、リモコン３を介して
ユーザからの操作入力を受け付けて、受け付けられた操作入力に基づいて、期間記憶部１
２１に格納された所定期間内に録画された番組に対応する番組を一括して録画予約する旨
の操作入力である一括録画予約を受け付けるものである。ここでは、一括録画受付部１１
３は、リモコン３に配設された一括録画予約キー３２が押下されたことが受け付けられた
場合に、一括録画予約を受け付けるものである。
【００４８】
　名称抽出部１１４（名称抽出手段に相当する）は、一括録画受付部１１３によって、一
括録画予約が受け付けられた場合に、映像記憶部１９１に格納された映像情報の内、期間
記憶部１２１に格納された所定期間（例えば、一括録画受付部１１３によって、一括録画
予約が受け付けられた時点から１週間前までの期間）内に録画された番組の番組名称情報
である録画済名称情報を、映像記憶部１９１から抽出するものである。
【００４９】
　番組表取得部１１５（番組表取得手段に相当する）は、受信部１５を介して、電子番組
表情報（＝ＥＰＧ情報）を取得すると共に、取得された電子番組表情報を番組表記憶部１
２２に記録する（＝書き込む）ものである。
【００５０】
　番組判定部１１６（番組判定手段に相当する）は、番組表記憶部１２２に格納された電
子番組表に、名称抽出部１１４によって抽出された録画済名称情報と一致する番組名称情
報が含まれているか否か（＝電子番組表によって今後放送される予定である番組の中に、
録画済名称情報と一致する番組名称情報を有する番組が含まれているか否か）を判定する
ものである。
【００５１】
　録画予約部１１７（録画予約手段に相当する）は、番組判定部１１６によって録画済名
称情報と一致する番組名称情報が含まれている（＝電子番組表によって今後放送される予
定である番組の中に、録画済名称情報と一致する番組名称情報を有する番組が含まれてい
る）と判定された場合に、番組表記憶部１２２に格納された電子番組表を介して、該番組
名称情報に対応する番組の録画を予約するものである。
【００５２】
　予約状態表示部１１８（予約状態表示手段に相当する）は、名称抽出部１１４によって
少なくとも１の録画済名称情報が抽出された場合に、名称抽出部１１４によって抽出され
た録画済名称情報と対応付けて、録画予約部１１７によって録画が予約されたか否かを示
す情報である録画予約可否情報をディスプレイ２１に表示するものである。
【００５３】
　また、予約状態表示部１１８は、名称抽出部１１４によって抽出された録画済名称情報
と対応付けて、録画が予約された番組の録画予定日時情報、及び、放送されるチャンネル
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番号であるチャンネル番号情報をディスプレイ２１に表示するものである。
【００５４】
　図４は、ＨＤＤレコーダ１（主にＭＰＵ１１）の動作の一例を示すフローチャートであ
る。なお、ここでは、便宜上、予め映像記録部１１１によって映像記憶部１９１に受信部
１５を介して受信された番組情報（＝映像情報、番組名称情報、録画日時情報等）が格納
されており、期間設定部１１２によって、予め所定期間が設定され、期間記憶部１２１に
格納されている場合について説明する。
【００５５】
　まず、一括録画受付部１１３によって、リモコン３に配設された一括録画予約キー３２
が押下されたことが受け付けられたか否かの判定が行われる（Ｓ１０１）。一括録画予約
キー３２が押下されたことが受け付けられていないと判定された場合（Ｓ１０１でＮＯ）
には、処理が待機状態とされる。一括録画予約キー３２が押下されたことが受け付けられ
たと判定された場合（Ｓ１０１でＹＥＳ）には、名称抽出部１１４によって、映像記憶部
１９１から録画済名称情報が抽出される（Ｓ１０５）。
【００５６】
　そして、番組表取得部１１５によって、受信部１５を介して電子番組表情報が取得され
る（Ｓ１０５）。次いで、番組判定部１１６によって、ステップＳ１０７において取得さ
れた電子番組表に、ステップＳ１０３において抽出された録画済名称情報と一致する番組
名称情報が含まれているか否かの判定が行われる（Ｓ１０７）。一致する番組名称情報が
含まれていないと判定された場合（Ｓ１０７でＮＯ）には、処理がステップＳ１１１に進
められる。
【００５７】
　一致する番組名称情報が含まれていると判定された場合（Ｓ１０７でＹＥＳ）には、録
画予約部１１７によって、録画済名称情報と一致する番組名称情報に対応する番組の録画
が予約される（Ｓ１０９）。そして、番組判定部１１６によって、ステップＳ１０３にお
いて抽出された全ての録画済名称情報について、電子番組表に一致する番組名称情報が含
まれているか否かの判定（＝ステップＳ１０７で行われる判定）が行われたか否かの判定
が行われる（Ｓ１１１）。
【００５８】
　全ての録画済名称情報についてステップＳ１０７で行われる判定が行われていないと判
定された場合（Ｓ１１１でＮＯ）には、処理がステップＳ１０７に戻され、ステップＳ１
０７以降の処理が繰り返し実行される。全ての録画済名称情報についてステップＳ１０７
で行われる判定が行われたと判定された場合（Ｓ１１１でＹＥＳ）には、予約状態表示部
１１８によって、ステップＳ１０３において抽出された録画済名称情報と対応付けて、ス
テップＳ１０９において録画が予約されたか否かを示す情報である録画予約可否情報がデ
ィスプレイ２１に表示され（Ｓ１１３）、処理が終了される。
【００５９】
　図５（ａ）は、映像記憶部１９１に格納された番組情報の一例を示す図表である。図の
左側から順に、映像記憶部１９１に格納された番組情報の録画月日、録画時刻（録画開始
時刻、録画終了時刻）、チャンネル番号、及び、番組名称を対応付けて表記している。な
お、ここでは、図に表記された番組情報は、録画月日時刻の古いものから順に表記されて
いる。
【００６０】
　図５（ｂ）は、図４に示すフローチャートのステップＳ１１３においてディスプレイ２
１に表示される一括録画予約結果表示画面の一例を示す画面図である。ここでは、便宜上
、図４に示すフローチャートのステップＳ１０１において一括録画予約キー３２が押下さ
れたことが受け付けられた日時が、４月１３日の２０時であって、所定期間が１週間に設
定されている場合について説明する。
【００６１】
　この場合には、図４に示すフローチャートのステップＳ１０３において、抽出される録
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画済名称情報は、４月６日の２０時から４月１３日の２０時までに録画された（＝映像記
憶部１９１に記録された）番組の番組名称情報であるため、図５（ａ）に示す番組の内、
最下欄から４行目までの番組の番組名称情報が録画済名称情報として抽出される。
【００６２】
　一括録画予約結果表示画面４００には、画面下部に、録画予約結果表示部４０１が表示
され、録画予約結果表示部４０１には、左側から順に、録画予約可否表示部４０１ａ、録
画予定月日表示部４０１ｂ、録画予定時刻表示部４０１ｃ、チャンネル番号表示部４０１
ｄ、及び、番組名称表示部４０１ｅが表示されている。
【００６３】
　録画予約可否表示部４０１ａは、録画予約部１１７によって録画が予約されたか否かを
示す情報である録画予約可否情報を表示するものであって、録画が予約された場合には、
○印が表示され、録画が予約されていない場合には、×印が表示されるものである。録画
予定月日表示部４０１ｂ、録画予定時刻表示部４０１ｃ、及び、チャンネル番号表示部４
０１ｄは、それぞれ、録画予約部１１７によって録画が予約された場合に、録画予定月日
、録画予定時刻、及び、チャンネル番号を表示するものである。番組名称表示部４０１ｅ
は、名称抽出部１１４によって抽出された録画済名称に対応する番組名称を表示するもの
である。
【００６４】
　このようにして、受信部１５を介して受信された複数の番組に対応する映像情報が、そ
れぞれ、番組名称情報及び録画日時情報と対応付けて予め映像記憶部１９１に格納されて
おり、リモコン３を介してユーザからの操作入力が受け付けられて、受け付けられた操作
入力に基づいて、予め設定された所定期間（ここでは、一括録画受付部１１３によって、
一括録画予約が受け付けられた時点から１週間前までの期間）内に録画された番組に対応
する番組を一括して録画予約する旨の操作入力である一括録画予約が受け付けられる。そ
して、一括録画予約が受け付けられた場合に、映像記憶部１９１に格納された映像情報の
内、所定期間内に録画された番組の番組名称情報である録画済名称情報が、映像記憶部１
９１から抽出される。また、受信部１５を介して、電子番組表情報が取得され、取得され
た電子番組表に、抽出された録画済名称情報と一致する番組名称情報が含まれているか否
かが判定され、録画済名称情報と一致する番組名称情報が含まれていると判定された場合
に、取得された電子番組表を介して、該番組名称情報に対応する番組の録画が予約される
ため、利便性良好に録画予約することができる。
【００６５】
　すなわち、一括録画予約が受け付けられた場合に、映像記憶部１９１に格納された映像
情報の内、所定期間内に録画された番組の番組名称情報である録画済名称情報が、映像記
憶部１９１から抽出され、抽出された録画済名称情報と一致する番組名称情報が電子番組
表に含まれているか否かが判定され、録画済名称情報と一致する番組名称情報が含まれて
いると判定された場合に、該番組名称情報に対応する番組の録画が予約されるため、所定
期間内に録画された番組の内、その番組名称情報である録画済名称情報と一致する番組名
称情報が電子番組表に含まれている番組が一括して録画予約されるので、番組毎に録画予
約を行う必要がなく、利便性良好に録画予約することができるのである。
【００６６】
　また、複数のキーを有するリモコンに配設された一括録画予約キー３２（図２参照）が
押下された場合に、一括録画予約が受け付けられるため、更に利便性良好に録画予約する
ことができる。
【００６７】
　更に、少なくとも１の録画済名称情報が抽出された場合に、抽出された録画済名称情報
と対応付けて、録画が予約されたか否かを示す情報である録画予約可否情報がディスプレ
イ２１に表示される（図５（ｂ）参照）ため、更に利便性良好に録画予約することができ
る。
【００６８】
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　すなわち、所定期間内に録画された番組について、録画予約されたか否かを示す情報で
ある録画予約可否情報がディスプレイ２１に表示されるため、ユーザは予約録画の設定を
所望する番組が録画予約されたか否かを視認することができるので、更に利便性良好に録
画予約することができるのである。
【００６９】
　加えて、録画が予約された場合に、抽出された録画済名称情報と対応付けて、録画が予
約された番組の録画予定日時情報、及び、放送されるチャンネル番号であるチャンネル番
号情報がディスプレイ２１に表示される（図５（ｂ）参照）ため、更に利便性良好に録画
予約することができる。
【００７０】
　すなわち、録画が予約された場合に、抽出された録画済名称情報と対応付けて、録画が
予約された番組の録画予定日時情報、及び、放送されるチャンネル番号であるチャンネル
番号情報が表示されるため、ユーザは、録画予約された番組が、予約録画の設定を所望す
る番組と一致しているか否かを、録画予定日時情報、及び、放送されるチャンネル番号で
あるチャンネル番号情報を介して確認することができるので、更に利便性良好に録画予約
することができるのである。
【００７１】
　また、リモコン３を介してユーザからの操作入力が受け付けられて、受け付けられた操
作入力に基づいて、一括録画予約の対象とする番組を抽出する対象の期間である所定期間
が設定されるため、ユーザは、所望する所定期間を設定することができるので、更に利便
性良好に録画予約することができる。
【００７２】
　すなわち、一括録画予約を行う頻度の多いユーザは、所定期間として比較的短期間（例
えば、３日）を設定し、一括録画予約を行う頻度の少ないユーザは、所定期間として比較
的長期間（例えば、１週間）を設定することによって、更に利便性良好に録画予約するこ
とができるのである。
【００７３】
　なお、本発明は、以下の形態にも適用可能である。
　（Ａ）本実施形態では、放送記録装置が、デジタル放送を受信してＨＤＤ１９に格納可
能に構成されたＨＤＤレコーダ１である場合について説明したが、放送記録装置が、テレ
ビジョン放送を受信して、受信された映像情報を格納する装置であればよい。例えば、放
送記録装置が、ＤＶＤレコーダ、ビデオテープレコーダ等である形態でもよい。
【００７４】
　（Ｂ）本実施形態では、ＭＰＵ１１が映像記録部１１１、期間設定部１１２、一括録画
受付部１１３、名称抽出部１１４、番組表取得部１１５、番組判定部１１６、録画予約部
１１７、予約状態表示部１１８等の機能部を備える場合について説明したが、映像記録部
１１１、期間設定部１１２、一括録画受付部１１３、名称抽出部１１４、番組表取得部１
１５、番組判定部１１６、録画予約部１１７、及び、予約状態表示部１１８の内、少なく
とも１の機能部が回路等のハードウェアによって実現されている形態でもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】は、本発明に係るＨＤＤレコーダの構成の一例を示すブロック図である。
【図２】は、リモコンの一例を示す正面図である。
【図３】は、本発明に係るＨＤＤレコーダにおける主要部の構成の一例を示すブロック図
である。
【図４】は、ＨＤＤレコーダ（主にＭＰＵ）の動作の一例を示すフローチャートである。
【図５】は、映像記憶手段に格納された番組情報の一例を示す図表、及び、図４に示すフ
ローチャートのステップＳ１１３においてディスプレイに表示される一括録画予約結果表
示画面の一例を示す画面図である。
【符号の説明】
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【００７６】
　　　１　　ＨＤＤレコーダ（放送記録装置）
　　　１１　　ＭＰＵ
　　　１１１　　映像記録部
　　　１１２　　期間設定部（期間設定手段の一部）
　　　１１３　　一括録画受付部（一括録画受付手段の一部）
　　　１１４　　名称抽出部（名称抽出手段）
　　　１１５　　番組表取得部（番組表取得手段）
　　　１１６　　番組判定部（番組判定手段）
　　　１１７　　録画予約部（録画予約手段）
　　　１１８　　予約状態表示部（予約状態表示手段）
　　　１２　　ＲＡＭ
　　　１２１　　期間記憶部
　　　１２２　　番組表記憶部
　　　１５　　受信部（受信手段）
　　　１９　　ＨＤＤ
　　　１９１　　映像記憶部（映像記憶手段）
　　　２　　出力装置
　　　２１　　ディスプレイ（モニタ）
　　　３　　リモコン（一括録画受付手段の一部、期間設定手段の一部）
　　　３１　　録画キー
　　　３２　　一括録画予約キー（特定キー）
　　　３３　　方向キー
　　　３４　　エンターキー

【図１】 【図２】
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【図５】
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