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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の複数のチャンネルを受信可能な第１のチューナ部と、
　第２の複数のチャンネルを受信可能な第２のチューナ部を備える外部受信装置から前記
第２の複数のチャンネル情報を取得し、当該チャンネル情報を格納するための第１のメモ
リと、
　前記第１のチューナ部によって受信可能な前記第１の複数のチャンネル情報を格納する
ための第２のメモリと、
　前記第１の複数のチャンネルまたは前記第２の複数のチャンネルの中から１つのチャン
ネルを指定するための信号を受け付ける受付手段と、
　前記第１のメモリ及び前記第２のメモリに格納された情報に基づいて、前記信号によっ
て指定されたチャンネルの映像データを受信するチューナ部を、前記第１のチューナ部ま
たは前記第２のチューナ部から選択する制御手段と、を有し、
　前記制御手段は前記第１のメモリに格納される前記第２の複数のチャンネル情報を所定
のタイミングで獲得し、獲得した情報で前記第１のメモリを更新することを特徴とする記
録装置。
【請求項２】
　前記制御手段は前記記録装置と前記外部受信装置間の接続が確立されているか否かを判
定し、前記外部受信装置との接続が確立されていないと判断した場合には前記第１のメモ
リに格納されていた前記第２の複数のチャンネル情報をクリアすることを特徴とする請求
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項１に記載の記録装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記第１のメモリをクリアした場合、前記第１のメモリがクリアされ
た状態であることを示すフラグ情報をセットすることを特徴とする請求項２に記載の記録
装置。
【請求項４】
　前記記録装置で番組の録画を予約する録画予約モードの設定を受ける設定手段を有し、
前記制御手段は、前記録画予約モードが設定され、かつ前記フラグ情報が前記第１のメモ
リがクリアされた状態を示している場合、前記外部受信装置の電源をＯＮにするコマンド
を送信することを特徴とする請求項３に記載の記録装置。
【請求項５】
　第１の複数のチャンネルを受信可能な第１のチューナ部を有する記録装置の制御方法で
あって、
　第２の複数のチャンネルを受信可能な第２のチューナ部を備える外部受信装置から前記
第２の複数のチャンネル情報を取得し、当該チャンネル情報を第１のメモリに格納する第
１の格納工程と、
　前記第１のチューナ部によって受信可能な前記第１の複数のチャンネル情報を第２のメ
モリに格納する第２の格納工程と、
　前記第１の複数のチャンネルまたは前記第２の複数のチャンネルの中から１つのチャン
ネルを指定するための信号を受け付ける受付工程と、
　前記第１のメモリ及び前記第２のメモリに格納された情報に基づいて、前記信号によっ
て指定されたチャンネルの映像データを受信するチューナ部を、前記第１のチューナ部ま
たは前記第２のチューナ部から選択する制御工程と、を有し、
　前記制御工程では前記第１のメモリに格納される前記第２の複数のチャンネル情報を所
定のタイミングで獲得し、獲得した情報で前記第１のメモリを更新することを特徴とする
記録装置の制御方法。
【請求項６】
　前記制御工程では前記記録装置と前記外部受信装置間の接続が確立されているか否かを
判定し、前記外部受信装置との接続が確立されていないと判断した場合には前記第１のメ
モリに格納されていた前記第２の複数のチャンネル情報をクリアすることを特徴とする請
求項４に記載の記録装置の制御方法。
【請求項７】
　前記制御工程では、前記第１のメモリをクリアした場合、前記第１のメモリがクリアさ
れた状態であることを示すフラグ情報をセットすることを特徴とする請求項６に記載の記
録装置の制御方法。
【請求項８】
　前記記録装置で番組の録画を予約する録画予約モードの設定を受ける設定を有し、前記
制御工程では、前記録画予約モードが設定され、かつ前記フラグ情報が前記第１のメモリ
がクリアされた状態を示している場合、前記外部受信装置の電源をＯＮにするコマンドを
送信することを特徴とする請求項７に記載の記録装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は記録装置に関し、特には、デジタルTV放送の記録に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、次世代のＴＶ放送方式として、デジタルＴＶ放送が注目されている。そのため、デ
ジタルＴＶ放送用受信デコーダ（以下ＳＴＢ；セットトップボックスと呼ぶ）の開発が進
められると共に、日本においても通信衛星（ＣＳ；Communication Satellite）を用いた
デジタルＴＶ放送が開始されている。
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【０００３】
そして、デジタルＶＴＲ等の記録装置とＳＴＢとを接続してデジタルＴＶ放送を記録する
場合、従来のデジタルＶＴＲ等の記録装置はアナログ入出力端子しか備えていない為、受
信したデジタル信号を一旦Ｄ／Ａ変換して記録していた。
【０００４】
しかし、デジタルＴＶ放送においては、デジタル信号で伝送及び記録することで、信号の
劣化を低減することができる。そこで、デジタルＶＴＲ等の記録装置とＳＴＢとの接続に
おいて、従来のアナログ入出力による接続だけでなく、IEEE1394等のデジタルインターフ
ェイスによる接続が提案されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、ＳＴＢと記録装置を接続してデジタルＴＶ放送を記録する場合には、ＳＴＢ、記
録装置、表示装置、それぞれの操作部若しくはリモコンによって、それぞれの装置を操作
する為、操作が煩雑であった。
【０００６】
特に、録画予約を行う場合には、表示装置の画面をＳＴＢ操作用や記録装置操作用に切換
えて表示させる為、操作はより一層煩雑なものであった。
【０００７】
本発明は前述の如き問題を解決することを目的とする。
【０００８】
本発明の更に他の目的は、容易な操作でデジタルＴＶ放送の記録を可能とする処にある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するために、本発明の記録装置では、第１の複数のチャンネルを受信
可能な第１のチューナ部と、第２の複数のチャンネルを受信可能な第２のチューナ部を備
える外部受信装置から前記第２の複数のチャンネル情報を取得し、当該チャンネル情報を
格納するための第１のメモリと、前記第１のチューナ部によって受信可能な前記第１の複
数のチャンネル情報を格納するための第２のメモリと、前記第１の複数のチャンネルまた
は前記第２の複数のチャンネルの中から１つのチャンネルを指定するための信号を受け付
ける受付手段と、前記第１のメモリ及び前記第２のメモリに格納された情報に基づいて、
前記信号によって指定されたチャンネルの映像データを受信するチューナ部を、前記第１
のチューナ部または前記第２のチューナ部から選択する制御手段と、を有し、前記制御手
段は前記第１のメモリに格納される前記第２の複数のチャンネル情報を所定のタイミング
で獲得し、獲得した情報で前記第１のメモリを更新する構成とした。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、図面を用いて本発明の実施形態について詳細に説明する。
【００１１】
図１は本発明が適用されるデジタルＴＶ放送記録システムにおける、デジタルＶＴＲ及び
デジタルＶＴＲに接続された受信装置の構成を示した図である。
【００１２】
図１において、ＳＴＢ部１００とＶＴＲ部２００はIEEE1394に従うＡＶバス１５０で接続
されている。
【００１３】
最初に、ＳＴＢ部１００の構成を説明する。
【００１４】
まず、チューナ部１０１により受信した信号を外部表示装置に表示させ、番組を視聴する
場合について説明する。ＳＴＢ部１００において、不図示のアンテナ若しくはケーブルに
より供給された信号はチューナ部１０１に入力される。ここで、チューナ部１０１は、本
発明の特許請求の範囲における請求項２５若しくは３１記載の受信手段に相当する。チュ



(4) JP 4046886 B2 2008.2.13

10

20

30

40

50

ーナ部１０１は、受信した信号に対して、復調、誤り訂正等の処理を施し、トランスポー
トストリームと呼ばれる形式のデジタルデータを生成する。更に、生成したトランスポー
トストリーム（ＴＳ）データをデスクランブラ１０２に出力する。
【００１５】
デスクランブラ１０２は、視聴制限の為のスクランブルがかけられているＴＳデータがチ
ューナ部１０１より入力された場合、ＴＳデータに含まれるデスクランブルの為の鍵情報
と不図示のＩＣカード制御部より出力される鍵情報とに基づいて、スクランブル解除を行
い、デマルチプレクサ１０３に出力する。
【００１６】
また、デスクランブラ１０２は、チューナ部１０１よりスクランブルがかけられていない
ＴＳデータを入力した場合には、ＴＳデータをそのまま、デマルチプレクサ１０３に出力
する。
【００１７】
デマルチプレクサ１０３は、デスクランブラ１０２より入力された複数チャンネル分の映
像データや音声データ等が時分割多重化されているＴＳデータの中から、操作部１１３の
操作により選択されたチャンネルにおいて現在放送中の番組に係る映像データＤ１及び音
声データＤ２を取り出し、それぞれをビデオデコーダ１０５、オーディオデコーダ１０８
に出力する。ここで、デマルチプレクサ１０３は、本発明の特許請求の範囲における請求
項３０記載の抽出手段に相当する。
【００１８】
ここで、デマルチプレクサ１０３は、操作部１１３の操作により選択されたチャンネルの
チャンネル情報をチャンネルメモリ１０４より読み出し、それに基づいて、ＴＳデータか
ら映像データＤ１及び音声データＤ２を抽出する。また、チャンネルメモリ１０４は、無
料チャンネルや契約中のチャンネル等の視聴可能なチャンネルに関するチャンネル情報が
チャンネル番号に対応付けて書き込まれており、その詳細は後述する。
【００１９】
ビデオデーコーダ１０５は、デマルチプレクサ１０３より入力された映像データＤ１に対
して、ＭＰＥＧ２のデコード処理を施し、復号した映像データをＤ／Ａ変換部１０６に出
力する。Ｄ／Ａ変換部１０６は、ビデオデコーダ１０５より入力されたデジタル映像デー
タをアナログ信号に変換し、映像出力端子１０７に出力する。映像信号出力端子１０７は
、Ｄ／Ａ変換部１０６より入力された映像信号を外部表示装置に出力する。
【００２０】
オーディオデコーダ１０８は、デマルチプレクサ１０３より入力された音声データＤ１に
対して、ＭＰＥＧ２のデコード処理を施し、復号した音声データをＤ／Ａ変換部１０９に
出力する。Ｄ／Ａ変換部１０９は、オーディオデコーダ１０８より入力されたデジタル音
声データをアナログ信号に変換し、音声出力端子１１０に出力する。音声出力端子１１０
は、Ｄ／Ａ変換部１０９より入力された音声信号を外部オーディオ機器に出力する。
【００２１】
次に、チューナ部１０１により受信された信号をＶＴＲ部２００において記録する場合の
ＳＴＢ部１００の動作について説明する。デスクランブラ１０２迄の動作は前述の動作と
同様であるので、省略する。
【００２２】
デマルチプレクサ１０３は、ＶＴＲ部２００より番組データ送信の要求があった場合に、
デスクランブラ１０２より入力されたＴＳデータの中から、送信要求のあったチャンネル
において現在放送中の番組に係る映像データ及び音声データを取り出し、それらをＩＦ部
１１５に出力する。
【００２３】
ここで、ＶＴＲ部２００からは、番組データ送信要求コマンドと共に、送信要求するチャ
ンネルのチャンネル情報が、ＩＦ部１１５を介して制御部１１２へ入力される。ここで、
ＩＦ部１１５は、本発明の特許請求の範囲における請求項２９若しくは３０記載の入力手
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段に相当する。制御部１１２は、入力されたチャンネル情報に基づいて、ＴＳデータから
映像データ及び音声データを抽出するべくデマルチプレクサ１０３を制御する。
【００２４】
また、デマルチプレクサ１０３は、不図示のスイッチを備え、前記スイッチは、ＶＴＲ部
２００より番組データ送信の要求があった場合に、前述の如く抽出された映像データ及び
音声データをＩＦ部１１５に出力する様に接続されている。
【００２５】
ＩＦ部１１５は、デマルチプレクサ１０３より入力されたＴＳデータを処理してIEEE1394
に従うフォーマットに変換し、ＶＴＲ部２００のＩＦ部２１５に出力する。ここで、ＩＦ
部１１５は、本発明の特許請求の範囲における請求項２５若しくは３１記載の出力手段に
相当する。
【００２６】
また、制御部１１２は、マイクロコンピュータを含み、チャンネル選択、電源ＯＮ等の各
種操作スイッチを有する操作部１１３の操作に応じて、デマルチプレクサ１０３、表示部
１１４、ＩＦ部１１５等を制御する。
【００２７】
更に、ＳＴＢ部１００がデジタルＶＴＲ部２００に接続している間にＳＴＢ部１００の電
源がＯＮされた場合、ＳＴＢ部１００が電源ＯＮ状態の間にＶＴＲ部２００へ接続した場
合、若しくは、チャンネル情報が更新された場合に、制御部１１２は、チャンネルメモリ
１０４よりチャンネル情報を読み出し、読み出されたチャンネル情報をＩＦ部１１５を介
してＶＴＲ部２００におけるＩＦ部２１５に出力する。また、その諸動作は所定時間毎に
繰り替えされ、詳細は後述する。
【００２８】
また、表示部１１４は、操作部１１３の操作に応じて、チャンネル番号や現在時刻等を表
示する。
【００２９】
次に、ＶＴＲ部２００の構成を説明する。ＶＴＲ部２００は、内蔵チューナ部２０１によ
り受信した信号を記録する内部記録モード、ＳＴＢ部１００のチューナ部１０１により受
信した信号を記録する外部記録モード、内蔵チューナ部２０１により受信した信号を外部
表示装置に表示すると共にＳＴＢ部１００のチューナ部１０１により受信した信号を記録
する裏録モードとを備える。
【００３０】
ＶＴＲ部２００において、制御部２１２は、ユーザにより指定されたチャンネルに応じて
外部記録モード及び内部記録モードの切換えを行う。つまり、操作部２１３の操作に応じ
て録画動作若しくは録画予約動作が開始されると共に、制御部２１２は、ユーザにより指
定されたチャンネルが、ＶＴＲ部２００に内蔵のチューナ部２０１において受信可能なチ
ャンネルであれば内部記録モードに、ＳＴＢ部２００において受信可能なチャンネルであ
れば外部記録モードにモードを切換える。
【００３１】
更に、操作部２１３は不図示の裏録モードボタンを備え、制御部２１２は、ユーザによる
裏録モードボタンの押下に応じて、モードの切換えを行う。ＳＴＢ部１００において受信
可能なチャンネルが指定されている時に、ユーザにより裏録モードボタンが押下されると
、制御部２１２は、裏録モードにモードを切換える。また、ＶＴＲ部２００に内蔵のチュ
ーナ部２０１において受信可能なチャンネルが指定されている時に、ユーザにより裏録モ
ードボタンが押下されると、制御部２１２は、内部記録モードにモードを切換える。
【００３２】
まず、内部記録モードにおいての動作について説明する。ＶＴＲ部２００において、不図
示のアンテナ若しくはケーブルにより供給された信号は、チューナ部２０１に入力される
。但し、チューナ部１０１とチューナ部２０１は、異なる種類の伝送路で伝送される信号
をそれぞれ受信するものである。例えば、チューナ部１０１はＣＳからの信号を受信し、
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チューナ部２０１は地上波からの信号を受信する。また、チューナ部２０１は、本発明の
特許請求の範囲における請求項９若しくは２２に記載の内部受信手段に相当する。
【００３３】
ここで、ＶＴＲ部２００における２０１～２１０の構成は、ＳＴＢ部１００における１０
１～１１０の構成と同様であり、同様の動作については、説明を省略する。
【００３４】
ただし、デマルチプレクサ２０３は前述のデマルチプレクサ１０３とは多少異なる構成と
なっている。デマルチプレクサ２０３は、不図示のスイッチ及びバッファを備え、前記ス
イッチは、内部記録モード時に、デスクランブラ２０２から入力された信号がビデオデコ
ーダ２０５、オーディオデコーダ２０８、記録再生処理回路２１６に出力される様に接続
される。
【００３５】
デマルチプレクサ２０３は、前述の如くデスクランブラ２０２より入力されたＴＳデータ
中より、操作部２１３の操作により指定されたチャンネルにおいて現在放送中の番組に係
る映像データＤ１及び音声データＤ２を取り出し、それぞれビデオデコーダ２０５及びオ
ーディオデコーダ２０８、記録再生回路２１６に出力する。ここで、デマルチプレクサ２
０３は、本発明の特許請求の範囲における請求項１３に記載の抽出手段に相当する。
【００３６】
記録再生処理回路２１６は、デマルチプレクサ２０３より入力された映像データＤ１及び
音声データＤ２に対して、同期、ＩＤ等の付加、誤り訂正符号化、デジタル変調等の記録
する為に必要な処理を施し、記録再生回路２１７に出力する。
【００３７】
記録再生回路２１７は、記録再生処理回路２１６より入力された映像データ及び音声デー
タを磁気テープ上に記録する。ここで、記録再生回路２１７は、本発明の特許請求の範囲
における請求項１、１２若しくは３１記載の記録手段に相当する。
【００３８】
次に、外部記録モードにおいての動作について説明する。
【００３９】
まず、ＩＦ部２１５は、前述の如くＩＦ部１１５より入力されたチャンネルメモリ１０４
に書き込まれているチャンネル情報をチャンネルメモリ２１９に出力する。ここで、ＩＦ
部２１５は、本発明の特許請求の範囲における請求項１、１２若しくは３１記載の入力手
段及び請求項１４記載の出力手段に相当する。チャンネルメモリ２１９は、ＩＦ部２１５
より入力されたチャンネル情報を記憶する。
【００４０】
すなわち、チャンネルメモリ２１９は、ＳＴＢ部１００において視聴可能なチャンネルの
チャンネル番号と、チャンネル番号に対応したチャンネル情報とを記憶する。また、チャ
ンネルメモリ２１９は、記憶しているチャンネル情報を、所定時間毎に繰り返されるチャ
ンネル情報の入力に応じて更新する。
【００４１】
そして、ＩＦ部２１５は、前述の如くデマルチプレクサ１０３よりＩＦ部１１５を介して
入力された映像データ及び音声データをデマルチプレクサ２０３に出力する。デマルチプ
レクサ２０３は、ＩＦ部２１５より入力された映像データ及び音声データをそれぞれビデ
オデコーダ２０５及びオーディオデコーダ２０８、更に、記録再生回路２１６に出力する
。
【００４２】
ここで、デマルチプレクサ２０３内の不図示のスイッチは、外部記録モード時に、ＩＦ部
２１５から入力された信号がビデオデコーダ２０５、オーディオデコーダ２０８、記録再
生処理回路２１６に出力される様に接続される。
【００４３】
以下、ＶＴＲ部２００における２０５～２１０の構成はＳＴＢ部１００における１０５～
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２１０の構成と同様である為、説明を省略する。記録再生処理回路２１６及び記録再生回
路２１７は前述の如く動作を行う。
【００４４】
そして、裏録モードにおいての動作について説明する。制御部２１２は、前述の如く裏録
モードボタンの押下により裏録モードにモードを切換えると共に、指定されていたＳＴＢ
部１００で受信可能なチャンネルを記録するべく記録チャンネルに設定する。更に、制御
部２１２は、視聴チャンネルとして、ＶＴＲ部２００に内蔵のチューナ２０１において受
信可能なチャンネル中より、所望のチャンネルを選択できるように表示部２１４を制御す
る。表示部２１４は、記録チャンネルとして設定されたＳＴＢ部１００のチャンネルを固
定的に表示し、別の領域において、ＶＴＲ部２００に内蔵のチューナ２０１において受信
可能なチャンネルを選択的に表示する。
【００４５】
チューナ部２０１で受信された信号は、前述の如く、デスクランブラ２０２を介して、デ
マルチプレクサ２０３に入力される。一方、チューナ部１０１で受信された信号も、前述
の如くＩＦ部２１５を介してデマルチプレクサ２０３に入力される。
【００４６】
ここで、デマルチプレクサ２０３は、デスクランブラ２０２からのTSデータとIF部２１５
からのTSデータとをそれぞれ所定量記憶可能なバッファメモリを有し、これら各バファメ
モリに記憶されたデータを所定時間毎に切換えて読み出すことにより、デスクランブラ２
０２からの入力データと、ＩＦ部２１５からの入力データとをビデオデコーダ２０５及び
オーディオデコーダ２０８と、記録再生処理回路２１６とに出力する。
【００４７】
以下、ＶＴＲ部２００における２０５～２１０の構成はＳＴＢ部１００における１０５～
２１０の構成と同様である為、説明を省略する。記録再生処理回路２１６及び記録再生回
路２１７は前述の如く動作を行う。
【００４８】
そして、この様に記録された映像データ及び音声データは、操作部２１３の操作に応じて
、記録再生回路２１７により再生され、記録再生処理回路２１６に出力される。記録再生
処理回路２１６は、記録再生回路２１７より入力された映像データ及び音声データに対し
て、復調、誤り訂正等の処理を施し、それぞれビデオデコーダ２０５、オーディオデコー
ダ２０８に出力する。
【００４９】
以下、ＶＴＲ部２００における２０５～２１０の構成はＳＴＢ部１００における１０５～
２１０の構成と同様である為、説明を省略する。
【００５０】
また、制御部２１２は、マイクロコンピュータを含み、記録、再生、停止、モード設定、
チャンネル設定等各種操作スイッチを有する操作部２１３の操作に応じて、デマルチプレ
クサ２０３、表示部２１４、ＩＦ部２１５、記録再生回路等を制御する。その詳細な動作
は後述する。ここで、制御部２１２は、本発明の特許請求の範囲における請求項１若しく
は３１記載の制御手段に相当する。
【００５１】
また、表示部２１４は、操作部２１３の操作に応じて、チャンネル番号、現在時刻、設定
モード、動作状態等を表示する。ここで、操作部２１３は、本発明の特許請求の範囲にお
ける請求項１２記載の指定手段に相当する。
【００５２】
ここで、チャンネルメモリ１０４及びチャンネルメモリ２１９に書き込まれるチャンネル
情報について説明する。
【００５３】
デジタルＴＶ放送において、ユーザにより選択されたチャンネルを受信するには、主に、
ＰＡＴ(Program Association Table）、ＰＭＴ(Program Map Table)、ＮＩＴ(Network In
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formation Table)と呼ばれるＰＳＩ(Program Spesific Information)データが必要である
。
【００５４】
また、これらのＰＳＩデータ、エレメンタリーデータと呼ばれる音声データ及び映像デー
タ、EPG(Electric Program Guide)データ等を含むＴＳデータはパケット単位で伝送され
、パケットの先頭部分には、ＰＩＤ（Packet Identification）が付加されている。
【００５５】
ある番組を構成する映像データ及び音声データのパケットのＰＩＤはＰＭＴに記述され、
ＰＭＴのＰＩＤはＰＡＴに記述されている。ＰＡＴに記述されているＰＭＴのＰＩＤは、
各ＴＳに含まれるチャンネルのチャンネル番号に対応づけられている。ＮＩＴは、各ＴＳ
における伝送路に関する物理的な情報、例えば、衛星の軌道、偏波、ＴＳごとの伝送周波
数などが記述されている。また、ＮＩＴには、それぞれのＴＳに含まれるチャンネルを認
識する為の情報も記述されている。
【００５６】
ＳＴＢ部１００において、制御部１１２は、チューナ部１０１により受信したＴＳに含ま
れるＮＩＴより、現在受信しているＴＳに含まれるチャンネルのチャンネル番号と、その
ＴＳの伝送周波数を抽出する。
【００５７】
そして、チューナ部１０１により受信したＴＳに含まれるＰＡＴより、現在受信している
ＴＳに含まれるチャンネルのチャンネル番号と、チャンネル番号に応じたＰＭＴのＰＩＤ
を抽出する。ここで、制御部１１２は、本発明の特許請求の範囲における請求項２５若し
くは３１記載の作成手段に相当する。
【００５８】
この様に抽出された各ＴＳの伝送周波数及びＰＭＴのＰＩＤは、チャンネル番号に対応づ
けてチャンネルメモリ１０４に記憶される。つまり、制御部１１２は、ユーザにより選択
されたチャンネルを受信するのに必要最小限のデータをチャンネル情報としてチャンネル
メモリ１０４に書き込む。
【００５９】
また、ＶＴＲ部２００においても、制御部２１２は、前述の如く動作を行う。そして、制
御部２１２は、抽出された各ＴＳの伝送周波数及びＰＭＴのＰＩＤをチャンネル番号に対
応づけてチャンネルメモリ２０４に書き込む。
【００６０】
次に、ＳＴＢ部１００における制御部１１２の詳細な動作を説明する。図２は制御部１１
２の動作の流れを示すフローチャートである。図２(a)は、ＳＴＢ部１００において通常
行われる処理動作について、図２(b)は、チャンネル情報更新時の動作について、図２(c)
は、チャンネル情報のＶＴＲ部２００側への送信時の動作について示している。制御部１
１２は、内蔵メモリに記憶されたプログラムに従い、これらの動作を並列的に行うように
各部を制御する。
【００６１】
図２(a)について説明する。Ｓ２０１において、ＳＴＢ部１００の電源がＯＮされたか否
かを判断し、電源がＯＮされたと判断した場合、Ｓ２０２に進む。電源がＯＮされなかっ
たと判断した場合には、Ｓ２０１において電源がＯＮされるのを待つ。
【００６２】
Ｓ２０２において、ＶＴＲ部２００側より番組データ要求コマンドが送信されたか否かを
判断し、送信されたと判断した場合には、Ｓ２０３へ進む。送信されていないと判断した
場合には、チャンネル切換等の通常の操作に基づく処理を行い(Ｓ２０９)、Ｓ２０８へ進
む。
【００６３】
Ｓ２０３において、チャンネル設定を変更する必要があるか否かを判断し、必要ありと判
断した場合、即ち、番組データ要求コマンドにより要求されたチャンネルと現在設定され
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ているチャンネルが違うと判断した場合は、現在設定されているチャンネルをコマンドに
より要求されたチャンネルに変更し(Ｓ２０４)、Ｓ２０５に進む。また、Ｓ２０３におい
てチャンネル設定の変更が必要ないと判断した場合は、Ｓ２０５に進む。
【００６４】
Ｓ２０５において、チューナ部１０１により受信したＴＳデータ中より、送信要求されて
いるチャンネルにおいて現在放送中の番組の映像データ及び音声データを抽出し、ＶＴＲ
部２００側へ送信する。Ｓ２０６において、ＶＴＲ部２００よりチャンネル変更コマンド
が送信されたか否かを判断し、送信されたと判断した場合には、Ｓ２０３に戻り、チャン
ネル変更の手順を踏む。送信されていないと判断した場合には、Ｓ２０７へ進む。
【００６５】
Ｓ２０７において、ＶＴＲ部２００側より番組データ送信停止コマンドが送信されたか否
かを判断し、送信されていないと判断した場合は、Ｓ２０５へ戻り、映像データ及び音声
データをＶＴＲ部２００側へ送信する。一方、送信されたと判断した場合は、Ｓ２０８へ
進む。
【００６６】
Ｓ２０８において、ＳＴＢ部１００の電源がＯＦＦされたか否かを判断し、電源がＯＦＦ
されたと判断した場合、一連の動作を終了する。一方、電源がＯＦＦされなかったと判断
した場合、Ｓ２０２に戻り、前述の動作を繰り返す。
【００６７】
図２(ｂ)について説明する。Ｓ２１１において、ＳＴＢ部１００の電源がＯＮされたか否
かを判断し、電源がＯＮされたと判断した場合、チャンネルメモリ１０４をクリアし、チ
ャンネルメモリ１０４の状態を示すフラグをＦ１＝０にし(Ｓ２１２)、Ｓ２１３に進む。
ここで、Ｆ１＝０の場合は、チャンネルメモリ１０４が何も記憶していない状態、Ｆ１＝
１の場合は、チャンネルメモリ１０４に情報が記憶されている状態をそれぞれ示す。一方
、電源がＯＮされなかった場合には、Ｓ２０１において電源がＯＮされるのを待つ。
【００６８】
Ｓ２１３において、ＰＳＩデータが受信されたか否かを判断し、受信されたと判断した場
合には、Ｓ２１４に進む。受信されていないと判断した場合は、Ｓ２１３において、ＰＳ
Ｉデータが受信されるのを待つ。Ｓ２１４において、フラグがＦ１＝０であるか否かを判
断し、Ｆ１＝０であった場合は、受信したＰＳＩデータより伝送周波数及びＰＭＴのＰＩ
Ｄを抽出し、チャンネル情報を作成する。作成されたチャンネル情報をメモリ１０４へ書
き込み、Ｆ１＝１にし(Ｓ２１５)、Ｓ２１６へ進む。
【００６９】
一方、フラグがＦ１＝０でない場合は、Ｓ２１７に進む。Ｓ２１７において、Ｓ２１３に
おいて受信したＰＳＩデータが更新されているか否かの判断をする。つまり、Ｓ２１３に
おいて受信したＰＳＩデータに記述されているバージョン番号と、現在記憶しているチャ
ンネル情報を抽出してきたＰＳＩデータのバージョン番号とが異なるか否かを判断する。
【００７０】
バージョン番号が更新されていると判断した場合には、受信したＰＳＩデータより新たに
チャンネル情報を作成し、作成したチャンネル情報をチャンネルメモリ１０４へ上書きし
、Ｓ２１６へ進む。一方、バージョン番号が更新されていないと判断した場合には、Ｓ２
１６へ進む。
【００７１】
Ｓ２１６において、ＳＴＢ部１００の電源がＯＦＦされたか否かの判断をし、電源がＯＦ
Ｆされたと判断した場合には、一連の動作を終了する。電源がＯＦＦされなかったと判断
した場合、Ｓ２１３に戻り、前述の動作を繰り返す。
【００７２】
図２(ｃ)について説明する。Ｓ２２１において、ＳＴＢ部１００の電源がＯＮされたか否
かを判断し、電源がＯＮされたと判断した場合、ＩＦ部１１５の状態を示すフラグをＦ２
＝０にし(Ｓ２２２)、Ｓ２２３に進む。ここで、Ｆ２＝０の場合は、ＩＦ部１１５がＶＴ
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Ｒ部２００と接続していない状態、Ｆ２＝１の場合は、ＩＦ部１１５がＶＴＲ部２００と
接続されている状態をそれぞれ示す。
【００７３】
一方、電源がＯＮされなかったと判断した場合には、Ｓ２０１において電源がＯＮされる
のを待つ。
【００７４】
Ｓ２２３において、ＶＴＲ部２００と接続されているか否かを判断し、接続されている場
合は、Ｓ２２４に進む。接続されていない場合は、Ｓ２２９に進む。Ｓ２２４において、
ＩＦ部１１５のフラグがＦ２＝０であるか否かを判断し、Ｆ２＝０であると判断した場合
は、Ｆ２＝１にし(Ｓ２２５)、チャンネルメモリ１０４に記憶されているチャンネル情報
をＶＴＲ部２００側に送信し(Ｓ２２６)、Ｓ２２７に進む。一方、Ｆ２＝０ではないと判
断した場合には、Ｓ２２７に進む。
【００７５】
Ｓ２２７において、前回、Ｓ２２６においてチャンネル情報をＶＴＲ部２００側に送信し
てから所定時間が経過したか否かの判断をする。所定時間が経過していないと判断した場
合は、Ｓ２２８へ進む。所定時間が経過していると判断した場合には、Ｓ２２６へ戻り、
再び、チャンネル情報をＶＴＲ部２００側に送信する。
【００７６】
Ｓ２２８において、ＶＴＲ部２００と接続されているか否かを判断し、接続されていると
判断した場合にはＳ２２９へ進む。接続されていないと判断した場合には、ＩＦ部１１５
のフラグをＦ２＝０にし(Ｓ２３０)、Ｓ２２３へ戻る。Ｓ２２９において、ＳＴＢ部１０
０の電源がＯＦＦされたか否かの判断をし、電源がＯＦＦされたと判断した場合には、一
連の動作を終了する。電源がＯＦＦされなかったと判断した場合、Ｓ２２３に戻り、前述
の動作を繰り返す。
【００７７】
このような動作の流れにすることで、ＳＴＢ部１００の電源ＯＮ動作及びＳＴＢ部１００
の電源ＯＮ中におけるＶＴＲ部２００の接続開始に応じてチャンネル情報をＶＴＲ部２０
０側に送信することができる。
【００７８】
そして、ＶＴＲ部２００部２００における制御部２１２の詳細な動作を説明する。Ｓ３０
１において、ＶＴＲ部２００の電源がＯＮされたか否かを判断し、電源がＯＮされたと判
断した場合は、Ｓ３０２に進む。ＶＴＲ部２００の電源がＯＮされなかったと判断した場
合には、Ｓ３０１に戻り、ＶＴＲ部２００の電源がＯＮされるのを待つ。
【００７９】
Ｓ３０２において、ＳＴＢ部１００が接続されているか否かを判断し、接続されていると
判断した場合は、Ｓ３０３に進む。接続されていないと判断した場合は、チャンネルメモ
リ２１９をクリアし(Ｓ３０９)、チャンネルメモリ２１９の状態を示すフラグをＦ３＝０
にし(Ｓ３１０)、Ｓ３０５に進む。Ｆ３＝０の場合は、チャンネルメモリ２１９が何も記
憶していない状態、Ｆ３＝１の場合は、チャンネルメモリ２１９に情報が記憶されている
状態をそれぞれ示す。
【００８０】
Ｓ３０３において、所定時間内にＳＴＢ部１００よりチャンネル情報が送信されたか否か
を判断し、送信されたと判断した場合には、ＳＴＢ部１００から送信されたチャンネル情
報をチャンネルメモリ２１９に記憶し、フラグをＦ３＝１にし(Ｓ３０４)、Ｓ３０５に進
む。送信されなかったと判断した場合には、Ｓ３０９、Ｓ３１０にいてチャンネルメモリ
２１９をクリアし、フラグをＦ３＝０にする。
【００８１】
Ｓ３０５において、録画予約モードであるか否かを判断し、録画予約モードではないと判
断した場合は、記録、再生、チャンネル切換等の録画予約以外の通常の処理を行い(Ｓ３
０６)、Ｓ３０７に進む。一方、録画予約モードであると判断した場合は、Ｓ３１１にお
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いて、後述の録画予約モードにおける処理を行い、一連の動作を終了する。
【００８２】
Ｓ３０７において、ＶＴＲ部２００の電源がＯＦＦされたか否かの判断をし、電源がＯＦ
Ｆされたと判断した場合には、一連の動作を終了する。一方、ＶＴＲ部２００の電源がＯ
ＦＦされなかったと判断した場合、Ｓ３０２に戻り、前述の動作を繰り返す。
【００８３】
図４は、ＶＴＲ部２００において、録画予約モードが設定された場合の制御部２１２の動
作の流れを示すフローチャートである。ＶＴＲ部２００の電源がＯＮされてから録画予約
モードが設定される迄の動作については、図３のＳ３０１～３０５、Ｓ３０９、及びＳ３
１０に示す通りであり、図４に示す動作は図３におけるＳ３１１からの動作である。
【００８４】
Ｓ４０１において、チャンネルメモリ２１９の状態を示すフラグがＦ３＝０であるか否か
の判断をし、Ｆ３＝０であると判断した場合は、Ｓ４１２に進む。Ｆ３＝０ではないと判
断した場合は、Ｓ４０２に進む。
【００８５】
Ｓ４１２において、ＳＴＢ部１００が接続されているか否かの判断をし、接続されていな
い場合は、Ｓ４０２に進む。接続されていると判断した場合は、ＳＴＢ部１００の電源を
ＯＮし(Ｓ４１３)、ＳＴＢ部１００のチャンネルメモリ１０４に記憶されているチャンネ
ル情報を受信する(Ｓ４１４)。そして、受信したチャンネル情報をチャンネルメモリ２１
９に記憶し、フラグをＦ３＝１にし(Ｓ４１５)、Ｓ４０２に進む。
【００８６】
Ｓ４０２において、所望の番組の放送開始時間、放送終了時間、チャンネル等を設定し、
Ｓ４０３に進む。この時、チャンネルメモリ２１９にＳＴＢ部１００のチャンネル情報が
記憶されている場合には、このチャンネル情報を用いてＳＴＢ部１００にて受信可能なチ
ャンネルの番組も予約可能である。
【００８７】
Ｓ４０３において、設定が終了したか否かの判断をし、設定終了と判断した場合は、ＶＴ
Ｒ部２００をスリープ状態にし(Ｓ４０４)、Ｓ４０５に進む。Ｓ４０５において、録画予
約した番組の記録開始時刻であるか否かを判断し、記録開始時刻であると判断した場合は
、Ｓ４０６に進む。記録開始時刻でないと判断した場合は、Ｓ４０５に戻り、記録開始時
刻になるのを待つ。
【００８８】
Ｓ４０６において、録画予約した番組がＳＴＢ部１００で受信可能なチャンネルにおける
番組であるか否かを判断し、ＳＴＢ部１００のチャンネルであると判断した場合は、Ｓ４
１６に進む。ＳＴＢ部１００のチャンネルではないと判断した場合は、ＶＴＲ部２００内
蔵のチューナ部２０１を制御して録画予約した番組のチャンネルにチューニングする。
【００８９】
Ｓ４１６において、ＳＴＢ部１００に対してＳＴＢ部１００の電源がＯＮであるか否かの
問い合わせ信号を送信し、ＳＴＢ部１００より応答があるか否かの判断を行う(Ｓ４１７)
。ＳＴＢ部１００より応答があった場合は、Ｓ４１８に進む。ＳＴＢ部１００より応答が
なかった場合は、ＳＴＢ部１００に対して電源ＯＮのコマンドを送信し(Ｓ４１９)、Ｓ４
１８に進む。Ｓ４１８において、ＳＴＢ部１００より録画予約した番組の映像データ及び
音声データを受信するべく、ＳＴＢ部１００に対して番組データ要求コマンドを送信し、
Ｓ４０８に進む。
【００９０】
Ｓ４０８において、録画予約した番組の映像データ及び音声データの記録を開始し、Ｓ４
０９に進む。Ｓ４０９において、記録終了時刻であるか否かを判断し、記録終了時刻であ
る場合は、Ｓ４１０に進む。記録終了時刻ではないと判断した場合は、Ｓ４０９に戻り、
記録終了時刻になるのを待つ。
【００９１】
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Ｓ４１０において、記録番組のチャンネルがＳＴＢ部１００のチャンネルであるか否かを
判断し、ＳＴＢ部１００のチャンネルである場合は、ＳＴＢ部１００に対して番組データ
送信停止コマンドを送信し(Ｓ４２０)、Ｓ４１１に進む。ＳＴＢ部１００のチャンネルで
はないと判断した場合も、Ｓ４１１に進む。Ｓ４１１において、ＶＴＲ部２００の電源を
ＯＦＦし、一連の動作を終了する。
【００９２】
この様に、本形態では、ＳＴＢ部１００で受信可能なチャンネルの情報をＶＴＲ部２００
において記憶する様にしたので、ＶＴＲ部２００の操作だけによりＳＴＢ部１００のチャ
ンネル選択が可能となる。従って、容易な操作によりデジタルＴＶ放送の記録が可能とな
る。
【００９３】
更に、ＳＴＢ部１００で受信可能なチャンネルの情報を所定時間毎にＶＴＲ部２００に送
信するだけでなく、ＳＴＢ部１００の電源ＯＮ動作及びＳＴＢ部１００の電源ＯＮ中にお
けるＶＴＲ部２００の接続に応じて送信する様にしたので、ユーザが前記情報獲得の操作
をする必要がなくなり、より容易な操作によりデジタルＴＶ放送の記録が可能となる。
【００９４】
なお、本形態では、ＳＴＢ部１００で受信したＰＳＩデータより、ＳＴＢ部１００で受信
可能なチャンネルの伝送周波数とＰＭＴのＰＩＤを抽出し、ＶＴＲ部２００において記憶
しているが、ＳＴＢ部１００で受信したＥＰＧデータをＶＴＲ部２００において記憶して
もよい。そして、外部表示装置に前記ＥＰＧデータに係るＥＰＧを表示し、ＶＴＲ部２０
０の操作部の操作による選択カーソルの指定等を用いてＳＴＢ部１００のチャンネル選択
を行うようにしてもよい。
【００９５】
また、本形態では、ＳＴＢ部１００で受信した番組をＶＴＲ部２００で記録する場合に、
ＶＴＲ部２００に記憶されているチャンネル情報をＳＴＢ部１００に送信し、前記チャン
ネル情報に基づいて、ＳＴＢ部１００において所望の番組データの抽出を行っているが、
ＳＴＢ部１００より受信したＴＳデータをそのままＶＴＲ部２００へ送信し、ＶＴＲ部２
００に記憶されているチャンネル情報に基づいて、ＶＴＲ部２００において所望の番組デ
ータの抽出を行うようにしてもよい。
【００９６】
また、本形態では、ＳＴＢ部１００とＶＴＲ部２００間において、IEEE1394に従うフォー
マットのデータを伝送しているが、これ以外のデジタルインターフェースを用いて伝送し
てもよい。
【００９７】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、受信装置において受信可能なチャンネルのチャン
ネル情報を記録装置に出力する様にしたので、記録装置の操作により受信装置のチャンネ
ル選択が可能となる。
【００９８】
従って、容易な操作により外部受信装置において受信したテレビジョン信号を記録するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明が適用される受信装置及び記録装置の構成を示すブロック図である。
【図２】図１における制御部１１２の動作の流れを示すフローチャートである。
【図３】図１における制御部２１２の動作の流れを示すフローチャートである。
【図４】図１における制御部２１２の動作の流れを示すフローチャートである。
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