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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報の送受信が可能となるように接続された複数の記録装置のうち、少なくともいずれ
か一つの記録装置にコンテンツを記録するように、当該記録装置へ記録の指示を行う記録
制御装置であって、
　前記複数の記録装置はそれぞれ、コンテンツを記録するための記録部と、前記記録制御
装置から指示されたコンテンツを前記記録部に一次記録した後、当該コンテンツを前記記
録部とは異なる可搬型記録媒体にコピーまたはムーブすることにより二次記録する機能と
、を備えており、
　前記記録制御装置は、
　コンテンツを受信する受信手段と、
　各記録装置で二次記録可能な可搬型記録媒体の記録画質に関する情報を少なくとも含む
属性情報を管理する管理手段と、
　少なくともいずれか一つの記録装置に記録させる前記受信手段で受信したコンテンツの
画質情報を取得する取得手段と、
　前記受信手段で受信したコンテンツの画質情報と、前記可搬型記録媒体の記録画質に関
する情報とに基づいて、前記受信手段で受信したコンテンツの画質以上の記録画質で記録
が可能な可搬型記録媒体へ二次記録可能な記録装置を、前記受信手段で受信したコンテン
ツを一次記録する記録装置として選択する選択手段と、
　前記選択した記録装置が備える記録部に対して、前記受信手段で受信したコンテンツを
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、該コンテンツの画質を変換せずに一次記録するように、前記選択した記録装置へ指示す
る指示手段と、を有することを特徴とする記録制御装置。
【請求項２】
　前記記録制御装置はさらに、前記受信手段で受信したコンテンツのデータ量を算出する
算出手段を有し、
　前記管理手段は前記各記録装置で二次記録可能な可搬型記録媒体の記録可能容量に関す
る情報を管理するとともに、
　前記受信手段で受信したコンテンツの画質以上の記録画質で記録が可能な可搬型記録媒
体へ二次記録可能な記録装置が複数接続されている場合、前記選択手段は、前記可搬型記
録媒体の記録可能容量が前記算出手段で算出された前記受信手段で受信したコンテンツの
データ量以上である可搬型記録媒体へ二次記録可能な記録装置が存在するか否かを判定し
、前記可搬型記録媒体の記録可能容量が前記受信手段で受信したコンテンツのデータ量以
上である可搬型記録媒体へ二次記録可能な記録装置が存在する場合に、当該記録装置を前
記受信手段で受信したコンテンツを一次記録する記録装置として選択することを特徴とす
る請求項１に記載の記録制御装置。
【請求項３】
　前記可搬型記録媒体の記録可能容量が前記受信手段で受信したコンテンツのデータ量以
上である可搬型記録媒体へ二次記録可能な記録装置が複数存在する場合に、前記選択手段
は、記録部の記録可能容量が最も多い記録部を備える記録装置を、前記受信手段で受信し
たコンテンツを一次記録する記録装置として選択することを特徴とする請求項２に記載の
記録制御装置。
【請求項４】
　情報の送受信が可能となるように接続された複数の記録装置のうち、少なくともいずれ
か一つの記録装置にコンテンツを記録するように、当該記録装置へ記録の指示を行う記録
制御装置であって、
　前記複数の記録装置はそれぞれ、コンテンツを記録するための記録部と、前記記録制御
装置から指示されたコンテンツを前記記録部に一次記録した後、当該コンテンツを前記記
録部とは異なる可搬型記録媒体にコピーまたはムーブすることにより二次記録する機能と
、を備えており、
　コンテンツを受信する受信手段と、
　各記録装置で二次記録可能な可搬型記録媒体の種別に関する情報を少なくとも含む属性
情報を管理する管理手段と、
　少なくともいずれか一つの記録装置に記録させるコンテンツに関連付けられて定められ
た、当該コンテンツの記録が可能な可搬型記録媒体の種別を示す記録制限情報を取得する
取得手段と、
　前記受信手段で受信したコンテンツの記録制限情報と、前記可搬型記録媒体の種別に関
する情報とに基づいて、前記受信手段で受信したコンテンツの記録が可能な可搬型記録媒
体に当該コンテンツを二次記録可能な記録装置を、前記受信手段で受信したコンテンツを
一次記録する記録装置として選択する選択手段と、
　前記選択した記録装置が備える記録部に対して、前記受信手段が受信したコンテンツを
、該コンテンツの画質を変換せずに一次記録するように指示する指示手段と、
を有することを特徴とする記録制御装置。
【請求項５】
　情報の送受信が可能となるように接続された複数の記録装置のうち、少なくともいずれ
か一つの記録装置にコンテンツを記録するように、当該記録装置へ記録の指示を行う記録
制御装置の制御方法であって、
　前記複数の記録装置はそれぞれ、コンテンツを記録するための記録部と、前記記録制御
装置から指示されたコンテンツを前記記録部に一次記録した後、当該コンテンツを前記記
録部とは異なる可搬型記録媒体にコピーまたはムーブすることにより二次記録する機能と
、を備えており、
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　コンテンツを受信する受信ステップと、
　各記録装置で二次記録可能な可搬型記録媒体の記録画質に関する情報を少なくとも含む
属性情報を記憶部に管理する管理ステップと、
　少なくともいずれか一つの記録装置に記録させる前記受信ステップで受信したコンテン
ツの画質情報を取得する取得ステップと、
　前記受信ステップで受信したコンテンツの画質情報と、前記可搬型記録媒体の記録画質
に関する情報とに基づいて、前記受信ステップで受信したコンテンツの画質以上の記録画
質で記録が可能な可搬型記録媒体へ二次記録可能な記録装置を、前記受信ステップで受信
したコンテンツを一次記録する記録装置として選択する選択ステップと、
　前記選択した記録装置が備える記録部に対して、前記受信手段で受信したコンテンツを
、該コンテンツの画質を変換せずに一次記録するように、前記選択した記録装置へ指示す
る指示ステップと、
を有することを特徴とする記録制御装置の制御方法。
【請求項６】
　前記受信ステップで受信したコンテンツのデータ量を算出する算出ステップを有し、
　前記管理ステップでは前記各記録装置で二次記録可能な可搬型記録媒体の記録可能容量
に関する情報を管理するとともに、
　前記受信ステップで受信したコンテンツの画質以上の記録画質で記録が可能な可搬型記
録媒体へ二次記録可能な記録装置が複数接続されている場合、前記選択ステップでは、前
記可搬型記録媒体の記録可能容量が前記算出ステップで算出された前記受信ステップで受
信したコンテンツのデータ量以上である可搬型記録媒体へ二次記録可能な記録装置が存在
するか否かを判定し、前記可搬型記録媒体の記録可能容量が前記受信ステップで受信した
コンテンツのデータ量以上である可搬型記録媒体へ二次記録可能な記録装置が存在する場
合に、当該記録装置を前記受信ステップで受信したコンテンツを一次記録する記録装置と
して選択することを特徴とする請求項５に記載の記録制御装置の制御方法。
【請求項７】
　前記可搬型記録媒体の記録可能容量が前記受信手段で受信したコンテンツのデータ量以
上である可搬型記録媒体へ二次記録可能な記録装置が複数存在する場合に、前記選択ステ
ップでは、記録部の記録可能容量が最も多い記録部を備える記録装置を、前記受信ステッ
プで受信したコンテンツを一次記録する記録装置として選択することを特徴とする請求項
６に記載の記録制御装置の制御方法。
【請求項８】
　情報の送受信が可能となるように接続された複数の記録装置のうち、少なくともいずれ
か一つの記録装置にコンテンツを記録するように、当該記録装置へ記録の指示を行う記録
制御装置の制御方法であって、
　前記複数の記録装置はそれぞれ、コンテンツを記録するための記録部と、前記記録制御
装置から指示されたコンテンツを前記記録部に一次記録した後、当該コンテンツを前記記
録部とは異なる可搬型記録媒体にコピーまたはムーブすることにより二次記録する機能と
、を備えており、
　コンテンツを受信する受信ステップと、
　各記録装置で二次記録可能な可搬型記録媒体に関する情報を少なくとも含む属性情報を
記憶部に管理する管理ステップと、
　少なくともいずれか一つの記録装置に記録させる受信ステップで受信したコンテンツを
可搬型記録媒体に記録する際の制限情報を取得する取得ステップと、
　前記受信ステップで受信したコンテンツの制限情報と、前記記録媒体に関する情報とに
基づいて、前記受信ステップで受信したコンテンツの画質以上の記録画質で記録が可能な
可搬型記録媒体へ二次記録可能な記録装置を、前記受信ステップで受信したコンテンツを
一次記録する記録装置として選択する選択ステップと、
　前記選択した記録装置が備える記録部に対して、前記受信手段で受信したコンテンツを
、該コンテンツの画質を変換せずに一次記録するように、前記選択した記録装置へ指示す
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る指示ステップと、
を有することを特徴とする記録制御装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、接続される複数の記録装置を制御する記録制御装置及び記録制御装置の制御
方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年の記録装置は、記録媒体としてのＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　
Ｄｉｓｋ）やＢＤ（Ｂｌｕｅ－ｒａｙ　Ｄｉｓｋ：登録商標）、ＨＤ－ＤＶＤ（Ｈｉｇｈ
　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　ＤＶＤ）へ、コンテンツを記録する記録部を備えている。また
、上記の記録媒体への記録部とは別に、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）を備
えたものが一般的である。
【０００３】
　ＤＶＤレコーダは、ＨＤＤとＤＶＤ記録部（ＤＶＤドライブ）とを備えており、ＨＤＤ
にＨＤ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ）画質でコンテンツを記録することができる。
ユーザはコンテンツをダウンコンバートしてＤＶＤへＳＤ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｄｅｆｉ
ｎｉｔｉｏｎ）画質で記録することができる。
【０００４】
　また、ＢＤレコーダは、ＨＤＤとＢＤ記録部（ＢＤドライブ）とを備えており、コンテ
ンツをＨＤ画質のままＨＤＤ及びＢＤに記録できる。
【０００５】
　ところで、上記のような記録装置とデジタルテレビ受信装置とを接続するデジタルイン
タフェース規格にＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　
Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）がある。
【０００６】
　ＨＤＭＩは、デジタル映像伝送技術であるＴＭＤＳ（Ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ－Ｍｉｎｉ
ｍｉｚｅｄ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）をベースに構成された規
格である。ＨＤＭＩでは、ＤＤＣ（Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｄａｔａ　Ｃｈａｎｎｅｌ）により
機器間認証を行い、ＣＥＣ（Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ）によりコマンドを送受信することで接続機器間で動作を制御することが可能である。
【０００７】
　従って、ユーザは、ＨＤＭＩを用いることでデジタルテレビ受信装置から記録装置への
録画制御及び再生制御を行うことができる。
【０００８】
　最近では、複数のＨＤＭＩコネクタを備えたデジタルテレビ受信装置も登場しており、
デジタルテレビ受信装置に複数の記録装置を接続して使用するケースも増えている。
【０００９】
　デジタルテレビ受信装置に複数の記録装置が接続できることは、ユーザにとって複数の
録画先候補からコンテンツの録画先を選択できるという自由度がある反面、どの装置に録
画すれば良いかを録画実行時や録画予約時に選択しなければならないという課題がある。
【００１０】
　こうした課題に対して、いくつかの解決手法が提示されている。特許文献１には、デジ
タルテレビ受信装置に複数の記録装置を接続した構成において、コンテンツを録画する記
録装置を自動で選択する方法が開示されている。具体的には、ユーザが予め設定した記録
装置の優先度と、各装置の状態情報を用いる。状態情報とは、夫々の記録装置が録画実行
可能か否か、記録媒体が装填されているか否か、記録可能な記録媒体であるか否か（読み
取り専用か否か）、記録媒体の記録容量が録画予約番組容量より大きいか否か、といった
ものである。
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【００１１】
　また、特許文献２には、同一の記録装置内に同等の画質性能を満たす複数の記録媒体を
備える構成において、どちらの記録媒体に記録するかをユーザが予め設定し、固定的に録
画先を選択する方法が記載されている。
【特許文献１】特開２００６－５４０２２号公報
【特許文献２】特開２００６－１６５９２５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、上記特許文献１及び特許文献２では、１次記録として最適な録画先を選
択する方法を対象としている。１次記録とは放送波などから受信した映像コンテンツを最
初に記録する動作を指すものである。これに対して、１次記録として一旦ＨＤＤに記録し
たコンテンツをＤＶＤやＢＤにコピーやムーブすることを、以後、２次記録と称する。
【００１３】
　ユーザは２次記録するか否かを録画前に決定することなく、番組をＨＤＤに１次記録す
るケースが多い。従って、一度ＨＤＤに記録した番組を記録媒体に記録して保存したいと
いう要求が生じた時点で、ユーザが望む画質や、望む記録媒体に記録できない記録装置に
１次記録してしまっていたことに気づくことが多々ある。
【００１４】
　例えば、保存したい番組がＨＤ画質だった場合でも、１次記録したレコーダがＤＶＤレ
コーダだった場合は、ＳＤ画質に低下させなければ記録媒体に２次記録できない。また、
２層記録に対応しているＤＶＤレコーダと、１層記録のみに対応しているＤＶＤレコーダ
がある場合、ユーザが１層記録のみに対応しているＤＶＤレコーダに１次記録した番組の
データ量が１層記録の記録容量よりも大きかった、というケースも考えられる。この場合
、画質を低下させて１枚のＤＶＤに２次記録するか、２枚のＤＶＤに番組を分割して記録
することになる。しかし、番組のデータ量が２層記録のＤＶＤ１枚に記録できる容量であ
った場合は、２層記録対応のＤＶＤレコーダに１次記録しておけば、画質の低下や番組の
分割といった不都合は避けることができる。
【００１５】
　特許文献１や特許文献２に開示された技術は、１次記録として最適な記録装置を選択す
ることを考慮しているが、１次記録に最適な記録装置が２次記録に対しても適しているか
は考慮していない。従って、特許文献１や特許文献２に開示の技術を単純に適用すると、
ユーザが２次記録を所望した際に、２次記録には適していない記録装置が選択される可能
性が生じる。
【００１６】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、ユーザが画質や記録媒体の記録
容量、記録媒体の制限などを意識することなく、コンテンツを適切に２次記録することの
できる記録装置を自動で選択可能な記録制御装置及び記録制御装置の制御方法を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記目的を達成するために、本発明にかかる記録制御装置は、情報の送受信が可能とな
るように接続された複数の記録装置のうち、少なくともいずれか一つの記録装置にコンテ
ンツを記録するように、当該記録装置へ記録の指示を行う記録制御装置であって、前記複
数の記録装置はそれぞれ、コンテンツを記録するための記録部と、前記記録制御装置から
指示されたコンテンツを前記記録部に一次記録した後、当該コンテンツを前記記録部とは
異なる可搬型記録媒体にコピーまたはムーブすることにより二次記録する機能と、を備え
ており、前記記録制御装置は、コンテンツを受信する受信手段と、各記録装置で二次記録
可能な可搬型記録媒体の記録画質に関する情報を少なくとも含む属性情報を管理する管理
手段と、少なくともいずれか一つの記録装置に記録させる前記受信手段で受信したコンテ
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ンツの画質情報を取得する取得手段と、前記受信手段で受信したコンテンツの画質情報と
、前記可搬型記録媒体の記録画質に関する情報とに基づいて、前記受信手段で受信したコ
ンテンツの画質以上の記録画質で記録が可能な可搬型記録媒体へ二次記録可能な記録装置
を、前記受信手段で受信したコンテンツを一次記録する記録装置として選択する選択手段
と、前記選択した記録装置が備える記録部に対して、前記受信手段で受信したコンテンツ
を、該コンテンツの画質を変換せずに一次記録するように、前記選択した記録装置へ指示
する指示手段と、を有する。
【００１８】
　また、上記目的を達成するために、本発明にかかる記録制御装置は、情報の送受信が可
能となるように接続された複数の記録装置のうち、少なくともいずれか一つの記録装置に
コンテンツを記録するように、当該記録装置へ記録の指示を行う記録制御装置であって、
前記複数の記録装置はそれぞれ、コンテンツを記録するための記録部と、前記記録制御装
置から指示されたコンテンツを前記記録部に一次記録した後、当該コンテンツを前記記録
部とは異なる可搬型記録媒体にコピーまたはムーブすることにより二次記録する機能と、
を備えており、コンテンツを受信する受信手段と、各記録装置で二次記録可能な可搬型記
録媒体の種別に関する情報を少なくとも含む属性情報を管理する管理手段と、少なくとも
いずれか一つの記録装置に記録させるコンテンツに関連付けられて定められた、当該コン
テンツの記録が可能な可搬型記録媒体の種別を示す記録制限情報を取得する取得手段と、
前記受信手段で受信したコンテンツの記録制限情報と、前記可搬型記録媒体の種別に関す
る情報とに基づいて、前記受信手段で受信したコンテンツの記録が可能な可搬型記録媒体
に当該コンテンツを二次記録可能な記録装置を、前記受信手段で受信したコンテンツを一
次記録する記録装置として選択する選択手段と、前記選択した記録装置が備える記録部に
対して、前記受信手段が受信したコンテンツを、該コンテンツの画質を変換せずに一次記
録するように指示する指示手段と、を有する。
【００１９】
　また、上記目的を達成するために、本発明にかかる記録制御装置の制御方法は、情報の
送受信が可能となるように接続された複数の記録装置のうち、少なくともいずれか一つの
記録装置にコンテンツを記録するように、当該記録装置へ記録の指示を行う記録制御装置
の制御方法であって、前記複数の記録装置はそれぞれ、コンテンツを記録するための記録
部と、前記記録制御装置から指示されたコンテンツを前記記録部に一次記録した後、当該
コンテンツを前記記録部とは異なる可搬型記録媒体にコピーまたはムーブすることにより
二次記録する機能と、を備えており、コンテンツを受信する受信ステップと、各記録装置
で二次記録可能な可搬型記録媒体の記録画質に関する情報を少なくとも含む属性情報を記
憶部に管理する管理ステップと、少なくともいずれか一つの記録装置に記録させる前記受
信ステップで受信したコンテンツの画質情報を取得する取得ステップと、前記受信ステッ
プで受信したコンテンツの画質情報と、前記可搬型記録媒体の記録画質に関する情報とに
基づいて、前記受信ステップで受信したコンテンツの画質以上の記録画質で記録が可能な
可搬型記録媒体へ二次記録可能な記録装置を、前記受信ステップで受信したコンテンツを
一次記録する記録装置として選択する選択ステップと、前記選択した記録装置が備える記
録部に対して、前記受信手段で受信したコンテンツを、該コンテンツの画質を変換せずに
一次記録するように、前記選択した記録装置へ指示する指示ステップと、を有する。
【００２０】
　また、上記目的を達成するために、本発明にかかる記録制御装置の制御方法は、情報の
送受信が可能となるように接続された複数の記録装置のうち、少なくともいずれか一つの
記録装置にコンテンツを記録するように、当該記録装置へ記録の指示を行う記録制御装置
の制御方法であって、前記複数の記録装置はそれぞれ、コンテンツを記録するための記録
部と、前記記録制御装置から指示されたコンテンツを前記記録部に一次記録した後、当該
コンテンツを前記記録部とは異なる可搬型記録媒体にコピーまたはムーブすることにより
二次記録する機能と、を備えており、コンテンツを受信する受信ステップと、各記録装置
で二次記録可能な可搬型記録媒体に関する情報を少なくとも含む属性情報を記憶部に管理



(7) JP 5142554 B2 2013.2.13

10

20

30

40

50

する管理ステップと、少なくともいずれか一つの記録装置に記録させる受信ステップで受
信したコンテンツを可搬型記録媒体に記録する際の制限情報を取得する取得ステップと、
前記受信ステップで受信したコンテンツの制限情報と、前記記録媒体に関する情報とに基
づいて、前記受信ステップで受信したコンテンツの画質以上の記録画質で記録が可能な可
搬型記録媒体へ二次記録可能な記録装置を、前記受信ステップで受信したコンテンツを一
次記録する記録装置として選択する選択ステップと、前記選択した記録装置が備える記録
部に対して、前記受信手段で受信したコンテンツを、該コンテンツの画質を変換せずに一
次記録するように、前記選択した記録装置へ指示する指示ステップと、を有する。
【発明の効果】
【００２１】
　以上説明したように、本発明によれば、ユーザが画質や記録媒体の記録容量、記録媒体
の制限などを意識することなく、コンテンツを適切に２次記録することのできる記録装置
を自動で選択可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　（実施例１）
　以下図面を参照して、この発明を実施するための形態を例示的に詳しく説明する。ただ
し、この実施例に記載されている構成部品の機能、形状、その相対配置などは、特に特定
的な記載がない限りは、この発明の範囲をそれらのみに限定する趣旨のものではない。ま
た、以下の説明で一度説明した構成や部品についての機能、形状などは、特に改めて記載
しない限り初めの説明と同様のものである。
【００２３】
　図１は、本発明を適用可能なデジタルテレビ受信装置と記録装置のシステム構成を示す
図である。ここで、デジタルテレビ受信装置は本発明における記録制御装置に相当する。
但し、本発明の記録制御装置はデジタルテレビ受信装置に限定されるものではなく、以下
、説明するデジタルテレビ受信装置の制御を実行可能な装置であれば、装置形態はどのよ
うなものであってもよい。また、ＤＶＤレコーダやＢＤレコーダは本発明における記録装
置に相当する。もちろん、記録装置がこれらのレコーダに限定されるものではない。
【００２４】
　図１では、デジタルテレビ受信装置１００とともにＤＶＤレコーダ１０１、ＢＤレコー
ダ１０２と各機器のリモコン（図１の１０３、１０４、１０５）が示されている。
【００２５】
　ＤＶＤレコーダ１０１は、記録部としてのＨＤＤに記録した映像コンテンツ（例えば番
組）をＤＶＤにＳＤ画質で２次記録可能な記録装置である。ＢＤレコーダ１０２は、記録
部としてのＨＤＤに記録した映像コンテンツをＢＤにＨＤ画質で２次記録可能な記録装置
である。
【００２６】
　デジタルテレビ受信装置１００とＤＶＤレコーダ１０１、ＢＤレコーダ１０２はＨＤＭ
Ｉ規格に対応するデジタルインタフェースにより接続され、各機器間はＨＤＭＩを介して
相互制御が可能である。
【００２７】
　図１において、デジタルテレビ受信装置１００と各レコーダの関係はそれぞれＨＤＭＩ
規格におけるＳｉｎｋとＳｏｕｒｃｅに対応する。つまり、デジタルテレビ受信装置１０
０はＳｉｎｋ機器となり、デジタルテレビ受信装置１００に接続されている各レコーダが
それぞれＳｏｕｒｃｅ機器となる。
【００２８】
　Ｓｏｕｒｃｅ機器である各レコーダは、Ｓｉｎｋ機器に接続されるとＳｉｎｋの保持す
るＥＤＩＤ（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｄａ
ｔａ）をＤＤＣを使用して読み込む。ＥＤＩＤは、ＶＥＳＡで策定されたＥＤＩＤ規格に
準拠し、ＥＩＡ／ＣＥＡ－８６１Ｂで規定されるデータ形式で格納された表示装置に関す
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る情報である。例えば、デジタルテレビ受信装置が表示可能な解像度や、アスペクト比等
の映像に関する情報や、音声に関する情報、メーカ情報、製品情報などのデータである。
各レコーダは、ＥＤＩＤに基づいてデジタルテレビ受信装置１００に適した映像及び音声
信号を出力する。
【００２９】
　Ｓｉｎｋ機器であるデジタルテレビ受信装置１００は、接続されたレコーダのアドレス
情報やベンダー情報等をＤＤＣを使用して取得できると共に、各レコーダに対して情報取
得や動作制御をＣＥＣを使用して指示することが可能である。また、ＣＥＣは、接続され
た機器を動作制御する基本的な制御コマンドの他にベンダー独自の制御コマンドを拡張す
ることが可能である。
【００３０】
　本発明の各実施の形態では、ユーザはデジタルテレビ受信装置１００のリモコン１０３
を使ってデジタルテレビ受信装置１００から接続されたレコーダ（図１の１０１、１０２
）の録画動作および再生動作を制御できるものとする。また、デジタルテレビ受信装置１
００が各レコーダを制御する場合の制御コマンドの送信にはＣＥＣを使用する。
【００３１】
　図２はデジタルテレビ受信装置１００の構成例を示す図である。図２において、アンテ
ナ２０１により受信された信号は、チューナ部２０２に入力される。チューナ部２０２は
、入力され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（
以下、ＴＳと記す）を生成する。更に、生成したＴＳをデコーダ部２０３に出力する。
【００３２】
　デコーダ部２０３は、チューナ部２０２から入力された複数チャンネル分の映像データ
、音声データ、及び番組情報データ等が時分割多重されているＴＳをデコードする。具体
的には、デコーダ部２０３はリモコン２１８及びリモコン受信部２１９を介して指示され
たチャンネルの映像データ、音声データ及び番組情報データをＴＳから取り出し、それぞ
れデコード処理する。
【００３３】
　本実施例において、ＴＳはパケット単位で構成されており、パケットの先頭部分にはビ
デオ、オーディオ、データの種別を識別するためのＰＩＤ（ｐａｃｋｅｔ　Ｉｄｅｎｔｉ
ｆｉｅｒ）が付加されている。
【００３４】
　映像処理／合成部２０４は、デコーダ部２０３から入力された映像データと後述のＥＰ
Ｇ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｇｕｉｄｅ）生成部２１０によって作成さ
れた画像データとを必要に応じて合成して表示部２０５へ出力する。音声処理部２０６は
、デコーダ部２０３から入力された音声データに対してＤ／Ａ変換処理を施し、音声出力
部２０７に出力する。
【００３５】
　なお、本実施例では、表示部２０５及び音声出力部２０７はデジタルテレビ受信装置１
００内に備えているように図示しているが、本発明はこれら表示部や音声出力部が受信装
置１００の外部に存在する構成であっても良い。
【００３６】
　データ取得部２０８は、デコーダ部２０３から入力された映像信号に関する情報や番組
情報データから所望の情報を取得し、記憶部２０９へ出力する。映像信号に関する情報に
は、例えば映像データのシーケンスヘッダに記載されている番組画質に関連する情報や、
信号フォーマットや、走査方式、フレームレート、色空間情報等が含まれる。
【００３７】
　番組情報データには、社団法人電波産業会標準規格（ＡＲＩＢ　ＳＴＤ－Ｂ１０）「デ
ジタル放送に使用する番組配列情報」に従ったＳＤＴ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄｅｓｃｒｉｐ
ｔｉｏｎ　Ｔａｂｌｅ）、ＥＩＴ（Ｅｖｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔａｂｌｅ）
等のデータが含まれている。
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【００３８】
　ＳＤＴには、放送チャンネルに相当するサービス名、サービス提供者等の情報が含まれ
ている。ＥＩＴには、番組に相当するイベント名、イベントの開始時刻、継続時間等に関
する情報が含まれている。
【００３９】
　ＥＰＧ生成部２１０は、データ取得部２０８もしくは記憶部２０９から入力された番組
情報データを用いてＥＰＧ表示データを生成する。生成されたＥＰＧ表示データは映像処
理／合成部２０４へ出力される。
【００４０】
　なお、本発明の各実施例では、記憶部２０９は後述する接続機器リストも格納するよう
に構成されている。しかしながら、接続機器リストは、記憶部２０９とは物理的に異なる
メモリに格納するように構成してもよい。
【００４１】
　外部ＩＦ部２１１は、ＨＤＭＩ規格に準拠したデジタルインタフェースであり、ＤＶＤ
レコーダ１０１やＢＤレコーダ１０２といった例えば記録装置のような外部機器とデータ
の送受信を行う。具体的には、ＤＶＤレコーダ１０１やＢＤレコーダ１０２から送信され
る映像データや音声データの入力を受ける。また、ＤＶＤレコーダ１０１やＢＤレコーダ
１０２に対してＣＥＣを用いて制御コマンドを出力する。なお、外部機器はデジタルテレ
ビ受信装置１００に関連する情報をＥＤＩＤ　ＲＯＭ２２０から読み出すことができる。
【００４２】
　コマンド制御部２１２は、前述の外部機器の動作を制御する制御コマンドを生成し、外
部ＩＦ部２１１を介して外部機器へ制御コマンドを送信する制御を行う。
【００４３】
　分離部２１３は、外部ＩＦ部２１１から入力された映像データや音声データとコマンド
とを分離し、映像データをＨＤＣＰ（Ｈｉｇｈ－ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）復号部２１４、コマンドをコマ
ンド制御部２１２へそれぞれ出力する。
【００４４】
　ＨＤＣＰ復号部２１４は、メモリ部２１５からＨＤＣＰ鍵データを取得して暗号化され
た映像データ及び音声データのデコード処理を行う。デコード処理された映像データ及び
音声データは入力切替部２１６へ出力される。入力切替部２１６は、デコーダ部２０３か
ら入力された映像データ及び音声データと、ＨＤＣＰ復号部２１４から入力された外部機
器の映像データ及び音声データのどちらか一方を選択して映像処理／合成部２０４へ出力
する。
【００４５】
　制御部２１７は、図２では記憶部２０９及びコマンド制御部２１２へ接続されているよ
うに図示してあるが、前述した各構成要素を統括的にコントロールするものである。
【００４６】
　続いて、本実施例における処理フローのうち、デジタルテレビ受信装置１００に記録装
置としてのレコーダ（１０１、１０２）を接続した場合の処理フローを図３を用いて説明
する。本処理フローはデジタルテレビ受信装置１００の動作を説明するものである。なお
、以下で説明する各ステップはデジタルテレビ受信装置１００の制御部２１７によって実
行される。
【００４７】
　まず、ステップＳ３０１では、制御部２１７がレコーダの接続を検知する。具体的には
、ＨＤＭＩにて接続されたレコーダからデジタルテレビ受信装置１００の外部ＩＦ部２１
１に対して電力の供給がなされる。電力の供給がなされたことを検知した外部ＩＦ部２１
１はレコーダに対して接続されたことを示すコマンドを返す。これに応じて、レコーダは
ＥＤＩＤ　ＲＯＭ２２０からデジタルテレビ受信装置１００の機器情報を読み出す。この
一連の処理が実行されることで、制御部２１７はレコーダの接続が行われたことを検知す
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る。
【００４８】
　続いて、ステップＳ３０２では、制御部２１７は接続が検知されたレコーダの機器情報
を取得する。ＨＤＭＩでは機器の物理アドレス、機器属性、メーカ情報については接続機
器間で識別できるように規格化されている。そのため、レコーダとデジタルテレビ受信装
置１００を接続することにより、デジタルテレビ受信装置１００はレコーダの機器情報を
取得することができる。
【００４９】
　また、ＨＤＭＩではＣＥＣのベンダーコマンドを独自に定義することが可能である。そ
こで、レコーダが対応している記録媒体（記録メディア）の情報や記録媒体の画質情報と
いった機器情報については、ベンダーコマンドを定義することにより、デジタルテレビ受
信装置１００が取得することが可能となる。
【００５０】
　なお、本発明は、上述したＨＤＭＩによる機器情報の取得方法によって限定されるもの
ではない。例えば、ユーザが手動で機器情報をデジタルテレビ受信装置１００に入力する
ことで、接続機器の情報を取得する方法を採用することも可能である。
【００５１】
　ここで、デジタルテレビ受信装置１００に接続したレコーダ（図１の１０１、１０２）
から取得した機器情報を元に生成した接続機器リストの一例を図４に示す。接続機器リス
トは、デジタルテレビ受信装置１００に接続された外部機器に関する各種の情報を管理す
るための管理情報である。本実施例では、記録装置であるＤＶＤレコーダ１０１とＢＤレ
コーダ１０２が接続された外部機器となるため、これらのレコーダに関する各種の属性情
報が接続機器リストとして管理される。なお、上述したように接続機器リストは記憶部２
０９に格納される。
【００５２】
　接続機器リストに関して説明を行う。「入力先」項目はデジタルテレビ受信装置１００
が有する外部ＩＦ部２１１の入力系統に対応する。「Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ａｄｄｒｅｓｓ
」項目はレコーダが有する固有の識別情報を管理する項目である。「機器属性」項目は例
えばＣＥＣで定義される論理アドレスなどにより区分される機器種別を管理する項目であ
る。「Ｖｅｎｄｏｒ　ＩＤ」項目は機器の製造メーカ毎に設定されたＩＤ情報を管理する
項目である。「Ｖｅｎｄｏｒ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｄａｔａ」項目は機器の製品コードや
機種名といった情報を管理する項目である。
【００５３】
　「ＨＤＤ記録画質」項目は、接続機器に搭載されたＨＤＤへ映像信号を記録する場合の
画質レベルの情報を管理する項目である。図４の例では、ＤＶＤレコーダ１０１及びＢＤ
レコーダ１０２とも、ＨＤＤへはＨＤ画質で映像信号を記録することができるため、ＨＤ
画質を示す情報が管理されている。つまり、本実施例では記録可能な画質レベルのうち、
最も高い画質レベルを管理している。
【００５４】
　「メディア記録」項目は、接続機器が記録媒体（記録メディア）への記録に対応してい
るか否かを示す情報を管理する項目である。図４の例では、ＤＶＤレコーダ１０１及びＢ
Ｄレコーダ１０２とも、それぞれＤＶＤ、ＢＤといった記録メディアへの記録が可能であ
るので、メディア記録項目には記録可能を示す「Ｙ」というフラグが管理されることにな
る。
【００５５】
　「対応メディア」項目は接続機器が対応している記録媒体（記録メディア）の種類に関
する情報を管理する項目である。「メディア記録画質」項目は各接続機器の記録メディア
へコンテンツを記録する場合の記録画質に関する情報を管理する項目である。図４の例で
は、ＤＶＤレコーダ１０１は対応メディアがＤＶＤのため、メディア記録画質はＳＤ画質
という情報が管理されている。また、ＢＤレコーダ１０２は対応メディアがＢＤのため、
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メディア記録画質はＨＤ画質という記録画質に関する情報が管理されている。
【００５６】
　本実施例では、メディア記録画質として直接的に「ＳＤ画質」などの情報を管理するよ
うに記載している。しかし本発明においては、間接的にメディア記録画質が判断可能な情
報を管理しておくことでも成り立つ。例えば、対応メディアとしてＤＶＤという情報が管
理されることで、対応メディアがＤＶＤであれば、メディア記録画質はＳＤ画質であると
判定可能である。このような判定ロジックをデジタルテレビ受信装置１００の制御部で実
行することが可能であれば、メディア記録画質を直接管理する必要はない。本発明では、
間接的にメディア記録画質が判断可能な情報形態であっても、記録画質に関する情報とし
て扱うものである。
【００５７】
　なお、本実施例における接続機器リストの各項目は以上とするが、本発明は上記項目に
限定されるものではない。例えば、各接続機器が対応する音声フォーマット情報など、そ
の他の情報を管理するように構成することもできる。
【００５８】
　以上、ステップＳ３０２の処理を実行することにより、接続機器の情報をデジタルテレ
ビ受信装置１００が取得することができる。
【００５９】
　続いて、ステップＳ３０３では、接続された機器が既に接続機器リストにて管理されて
いるか否かを制御部２１７が判定する。この判定はステップＳ３０２で取得した機器情報
と記憶部２０９に格納されている接続機器リストとを比較することにより実行される。
【００６０】
　ステップＳ３０３において、制御部２１７がステップＳ３０２で取得した機器情報に対
応する機器が接続機器リストに管理されていないと判定した場合は、ステップＳ３０４へ
移行する。なお、ステップＳ３０３において、ステップＳ３０２で取得した機器情報に対
応する機器が接続機器リストに既に登録されていると制御部２１７が判定した場合は、本
処理フローを終了する。
【００６１】
　ステップＳ３０４では、ステップＳ３０２で取得した機器情報に基づいて、制御部２１
７が接続機器リストの生成処理を行う。既に接続機器リストが存在している状況であれば
、制御部２１７は取得した機器情報を接続機器リストに追加する。また、接続機器リスト
が存在していない状況であれば、制御部２１７は接続機器リスト自体を生成し、取得した
機器情報をリストに書き込む処理を行う。
【００６２】
　次に、デジタルテレビ受信装置１００に複数の記録装置が接続されている場合に、映像
、例えば放送番組を録画する記録装置を選択するための処理フローについて説明する。以
下、本処理フローを図示した図５を用いて説明する。
【００６３】
　なお、本処理フローでは、映像コンテンツとして放送番組を想定している。そのため、
ユーザがＥＰＧを表示するための指示を行い、表示されたＥＰＧから番組の録画を設定す
るシーンを想定している。
【００６４】
　まず、ステップＳ５０１では、ユーザがリモコン２１８などを用いてＥＰＧの表示指示
をデジタルテレビ受信装置１００に入力すると、デジタルテレビ受信装置１００はＥＰＧ
を表示する（Ｓ５０１）。
【００６５】
　続いて、ステップＳ５０２では、表示されたＥＰＧを介して、ユーザは録画する番組を
選択するための指示を入力する。この指示入力を受けて、制御部２１７は録画対象番組を
認識する。
【００６６】
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　次に、ステップＳ５０３では、制御部２１７が接続機器リストを参照して、デジタルテ
レビ受信装置１００に接続されている記録装置（レコーダ）が２台以上存在しているか否
かを判定する。上述したように、接続機器リストには機器属性項目が設けられている。機
器属性項目には、接続機器が記録装置なのか、再生専用機器なのかなどを識別するための
情報が管理されている。制御部２１７はこの機器属性項目で管理されている情報を取得し
て判定することで、記録装置が２台以上接続されているかを認識することができる。
【００６７】
　ステップＳ５０３において、レコーダが１台であると判定した場合には、ステップＳ５
０７へ進み、この１台のレコーダを録画対象レコーダとして選択する。なお、本処理フロ
ーでは接続されたレコーダが１台も存在しないケースを省略しているが、ステップＳ５０
３において、制御部２１７がレコーダが１台も存在しないか否かを判定し、１台も存在し
ない場合には、録画処理を終了するように構成すればよい。
【００６８】
　ステップＳ５０３において、デジタルテレビ受信装置１００に接続されているレコーダ
が２台以上存在すると制御部２１７が判定した場合には、ステップＳ５０４へ移行する。
【００６９】
　ステップＳ５０４では、制御部２１７はユーザによって選択された番組の画質情報を取
得する。放送の場合、番組の画質情報は放送波に多重されて送信されるＳＩ（Ｓｅｒｖｉ
ｃｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）に含まれるＰＭＴ（Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｍａｐ　Ｔａｂｌ
ｅ）やＥＩＴ（Ｅｖｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔａｂｌｅ）などに含まれるコン
ポーネント記述子によって記載されている。コンポーネント記述子では、放送番組のアス
ペクト比、解像度（走査線数）、インタレースやプログレッシブといった走査方式が規定
されている。従って、デジタルテレビ受信装置１００ではこのコンポーネント記述子をデ
ータ取得部２０８で取得し、記憶部２０９に記憶することで、ユーザが選択した番組の画
質に関する情報を取得することができる。
【００７０】
　次に、ステップＳ５０５では、制御部２１７は記憶部２０９に格納されている接続機器
リストを参照し、１台のレコーダを選択する。複数のレコーダが接続機器リストにて管理
されているので、制御部２１７は任意の１台のレコーダを選択すれば良い。
【００７１】
　ステップＳ５０６では、制御部２１７は、番組の画質情報とステップＳ５０５で選択し
たレコーダのメディア記録画質に関する情報とに基づいて、これらの情報を比較する。ス
テップＳ５０５で選択したレコーダのメディア記録画質に関する情報は接続機器リストの
メディア記録画質項目に格納されている情報である。
【００７２】
　制御部２１７は、レコーダのメディア記録画質と録画対象番組の画質とが等しい、又は
メディア記録画質の方が番組画質よりも高画質であるか否かを判定する。例えば、選択さ
れた番組の画質情報として、アスペクト比が１６：９、走査線数が１１２５本、走査方式
がインタレースであったとする。また、選択したレコーダのメディア記録画質がＳＤ画質
であったとする。ＳＤ画質の場合、走査線数は５２５本であるため、走査線数１１２５本
の番組は画質を劣化させなければメディアに記録できない。即ち、レコーダのメディア記
録画質より番組の画質の方が高画質であると判定されることになる。
【００７３】
　つまり、メディア記録画質として接続機器リストに管理されているＳＤやＨＤといった
情報から求められる記録画素数（走査線数）やアスペクト比などの情報を用いて番組の画
質情報と比較することになる。
【００７４】
　ステップＳ５０６での判定の結果、選択したレコーダのメディア記録画質が番組の画質
と等しい、又はメディア記録画質の方が番組画質よりも高画質であると判定された場合、
ステップＳ５０７へ移行する。つまり、ステップＳ５０７へ移行するのは、選択したレコ
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ーダのメディア記録画質が番組画質以上である場合となる。
【００７５】
　ステップＳ５０７では、制御部２１７がステップＳ５０５で選択したレコーダをこの番
組の録画対象レコーダとして設定する。つまり、制御部２１７は、番組の画質情報と、メ
ディア記録画質に関する情報とに基づいて、番組を記録するレコーダを複数のレコーダか
ら選択する。
【００７６】
　次に、ステップＳ５０８では、制御部２１７がＨＤＭＩのＣＥＣによる録画制御コマン
ドを利用して、ユーザが選択した番組をＨＤＤに録画するための指示をステップＳ５０７
で設定したレコーダに送信する。録画するための指示として送信されるのは、放送日、ネ
ットワーク、サービス、放送時刻、放送継続時間といった録画に必要な情報である。
【００７７】
　本実施例では、ステップＳ５０８の指示を受けるレコーダは、レコーダに搭載されてい
る記録部としてのＨＤＤ（不図示）に番組を録画する。つまり、レコーダはＨＤＤに放送
番組を１次記録することになる。また、以下後述する各実施例においても、デジタルテレ
ビ制御装置１００からの指示で番組を録画する場合は、まず１次記録先としての記録部で
あるＨＤＤに録画するものとする。ただし、各実施例では１次記録を行うのはＨＤＤとし
ているが、本発明はＨＤＤに限定されるものではない。記録メディアとしての出力を想定
していない記録部であれば、ＲＯＭなどのメモリや、その他の記録機能でも良い。
【００７８】
　ステップＳ５０６において、制御部２１７が選択したレコーダのメディア記録画質が番
組の画質よりも低いと判定した場合は、ステップＳ５０９へ移行する。
【００７９】
　ステップＳ５０９では、制御部２１７が接続機器リストで管理されている全てのレコー
ダについて比較判定したか否かを判断する。全てのレコーダの比較が終了していない場合
は、ステップＳ５０５へ戻り、制御部２１７は新たなレコーダを接続機器リストから選択
する。その後の処理は上述した処理と同様である。
【００８０】
　ステップＳ５０９において、制御部２１７が接続機器リストで管理されている全てのレ
コーダについて比較が終了したと判定した場合は、ステップＳ５１０へ移行する。
【００８１】
　ステップＳ５１０に移行したということは、接続されたレコーダのいずれもが、番組の
画質を低下させなければメディアに記録できないということを意味している。従って、ど
のレコーダを選択してもこの番組をメディアに２次記録する際には、画質が低下してしま
う。
【００８２】
　そのため、ステップＳ５１０では、制御部２１７は接続機器リストにて管理されている
複数のレコーダのうち、最もメディア記録画質が高いレコーダを選択する。上述したよう
に、選択したレコーダであっても２次記録する際には画質が低下してしまうが、最もメデ
ィア記録画質が高いレコーダを制御部２１７が選択することで、画質低下の影響を軽減す
ることができる。
【００８３】
　ステップＳ５１０が終了すると制御部２１７は処理をステップＳ５０８に移行する。ス
テップＳ５０８での処理は上述した内容と同様であるため説明を省略する。
【００８４】
　以上、本実施例で説明したように、複数の記録装置が接続されているデジタルテレビ受
信装置１００において、番組を録画する記録装置を選択する場合、録画対象番組の画質と
、記録装置が備える記録媒体（記録メディア）への記録画質を比較する制御を実行する。
この比較結果に基づいて番組を１次記録する記録装置を選択することにより、ユーザがコ
ンテンツの画質や記録装置の記録可能画質を意識することなく、番組などのコンテンツを
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最適に２次記録することのできる記録装置を自動で選択可能な記録制御装置を提供するこ
とが可能となる。
【００８５】
　これにより、ユーザが番組などのコンテンツを任意の記録装置のＨＤＤに録画した後、
記録メディアへ２次記録する必要が生じた場合になって初めて、選択した記録装置では２
次記録時に画質が低下する不都合に気づくという課題を極力解消することができる。つま
り、本実施例を記録制御装置に適用することで、ユーザは番組を記録装置のＨＤＤに録画
（１次記録）する際に、将来実行するかどうか不明な２次記録も前もって考慮して記録装
置を選択する必要がなくなり、ユーザの利便性を向上することができる。
【００８６】
　なお、本実施例では、画質に関する情報を元に記録装置を選択することとしたが、本実
施例及び後述する他の実施例では、音質に関する情報を用いて記録装置を選択することも
可能である。例えば、放送番組が５．１ｃｈのチャンネル数を有する番組である場合には
、ＢＤレコーダ１０２を録画対象レコーダとして選択する、といった制御が可能である。
【００８７】
　また、画質に関する情報と音質に関する情報とを組み合わせて、記録装置を選択するこ
とも可能である。なお、番組の音質に関する情報も画質に関する情報と同様、ＥＩＴの音
声コンポーネント記述子やｑｕａｌｉｔｙ＿ｉｎｄｉｃａｔｏｒといった情報を参照する
ことで取得可能である。
【００８８】
　また、上述した説明では、メディア記録画質が同じレコーダが複数存在しているケース
について特に考慮していないが、メディア記録画質が同じレコーダが複数存在している場
合には、各種の条件を用いて１台のレコーダを選択すればよい。各種の条件として、例え
ば、ＨＤＤの記録残量が多いレコーダを選択するといった条件や、ユーザの利用頻度の高
いレコーダを選択するといった条件などが考えられる。もちろん、レコーダごとに優先順
位を付与しておき、その優先順位に従って自動的にレコーダを１台選択するといった構成
も採用可能である。メディア記録画質が同じレコーダが複数存在している場合に１台のレ
コーダを選択する方法は各種考えられるが、本発明はその方法によって限定されるもので
はなく、如何なる方法を利用することも可能である。
【００８９】
　（実施例２）
　続いて、本発明における第２の実施例について説明する。上述した実施例１ではデジタ
ルテレビ受信装置１００にＤＶＤレコーダ１０１とＢＤレコーダ１０２を接続した構成を
元に説明を行った。対して、本実施例では、実施例１の構成に加えて、記録媒体としての
ＨＤ－ＤＶＤ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　ＤＶＤ）に映像を記録することが可能
なＨＤ－ＤＶＤレコーダ６０１を接続した構成とする。なお、この構成は図６として示し
ている。
【００９０】
　実施例２では、ユーザ（視聴者）が、番組録画を設定する際に、最終的に記録メディア
に番組を記録すると指定した場合に、複数接続された記録装置から最適な記録装置を選択
するものである。また、その選択制御時に、記録メディアの容量を考慮することを特徴と
する。
【００９１】
　デジタルテレビ受信装置１００の構成は上述した実施例１で図２を用いて説明した構成
と同様であるため、説明を省略する。但し、実施例２では、実施例１における接続機器リ
ストで管理されている各種の項目に加え、各接続機器で記録可能な記録メディアの最大対
応容量を管理する。本実施例２における接続機器リストを図７に示す。デジタルテレビ受
信装置１００は、各記憶装置で記録可能な記録メディアの最大対応容量を予め管理してお
くことで、複数の記録装置から適切な記録装置を選択することが可能となる。
【００９２】
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　なお、記録メディアの最大対応容量とは、記録装置に搭載された記録ドライブの記録能
力に関係する。例えば、ＤＶＤレコーダに搭載されたＤＶＤドライブがＤＶＤ－Ｒの片面
１層の記録のみに対応している場合、ＤＶＤレコーダにおける記録メディアの最大対応容
量は４．７ＧＢとなる。しかし、ＤＶＤドライブがＤＶＤ－Ｒの片面２層（Ｄｕａｌ　Ｌ
ａｙｅｒ）の記録に対応している場合には、記録メディアの最大対応容量は８．５ＧＢと
なる。従って、本実施例における記録メディアの最大対応容量とは、その記録装置で記録
することが可能な最も容量の大きい記録メディアの記録容量に相当する。
【００９３】
　デジタルテレビ受信装置１００は、この最大対応容量を接続された機器から取得する。
取得方法は実施例１と同様、ＨＤＭＩのＣＥＣにおけるベンダーの独自コマンドを用いる
ことができる。もちろん、他の取得方法であってもよい。また、実施例１でも記載したよ
うに、ユーザによる入力など、他の手段を用いても良い。また、最大対応容量を直接取得
しなくても、記録ドライブが対応している記録メディアを知ることで、間接的に最大対応
容量を認識することもできる。重要なことは、デジタルテレビ受信装置１００が各記録装
置で記録可能な記録メディアの最大対応容量に対応する情報を何らかの形態で管理してい
るということである。
【００９４】
　図７に示した接続機器リストでは「メディア最大対応容量」項目に、その接続機器（レ
コーダ）で記録することが可能な最も容量の大きい記録メディアの記録容量を数値として
管理しているが、本発明は数値における管理が必須なものではない。
【００９５】
　次に、図８を用いて、デジタルテレビ受信装置１００において表示する設定画面を説明
する。この設定画面は、デジタルテレビ受信装置１００において、接続されているレコー
ダを選択する際の一つの条件となる、優先順位を設定するためのものである。なお、本設
定画面を表示するタイミングは、デジタルテレビ受信装置１００に新たなレコーダが接続
された際に表示するのが好適であるが、表示するタイミングによって本発明が限定される
ものではない。
【００９６】
　図８はデジタルテレビ受信装置１００の表示画面に優先順位の設定画面例である。優先
順位設定欄８０１は、番組を録画する際に選択するレコーダの優先順位を表示・設定する
項目である。また、機器一覧８０２は、デジタルテレビ受信装置１００に接続されたレコ
ーダの一覧が表示される項目である。
【００９７】
　ユーザは、リモコン１０３に設けられた左右キーで、優先順位設定欄８０１と機器一覧
８０２の操作を行う。例えば、優先順位設定欄８０１において、優先度２の項目を選択し
た後、機器一覧８０２から優先度を２としたいレコーダ（ここではＤＶＤレコーダとする
）を選択し、リモコン１０３に設けられた決定キーを押下する。これにより、優先順位設
定欄８０１の優先度２の欄にＤＶＤレコーダが設定される。図８に示した優先順位の設定
画面で設定された優先度は、接続機器リストに設けられた優先度項目（不図示）で管理さ
れる。
【００９８】
　続いて、図９を参照して、本実施例における録画先のレコーダを選択するための処理手
順を説明する。なお、以下で説明する各ステップはデジタルテレビ受信装置１００の制御
部２１７によって実行される。
【００９９】
　ステップＳ９０１からステップＳ９０２は、上述した実施例１におけるステップＳ５０
１からステップＳ５０２と同様の処理を実行するため、説明を省略する。また、ステップ
Ｓ９０３は上述した実施例１におけるステップＳ５０４と同様の処理を実行するため、説
明を省略する。
【０１００】
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　なお、本実施例では、実施例１におけるステップＳ５０３の処理を含めていないが、接
続されているレコーダが複数存在するか否かを確認するステップをステップＳ９０３の前
に実行してもよい。
【０１０１】
　ステップＳ９０４では、制御部２１７は、接続機器リストに含まれているレコーダを、
上述した優先順位に従って選択する。本処理フローの初期段階では、優先順位が最も高い
レコーダが選択される。つまり、制御部２１７は設定された優先度に従って、番組の画質
情報と、記録メディアの記録画質に関する情報を順に比較することで、番組を記録するレ
コーダを選択する。
【０１０２】
　次に、ステップＳ９０５では、制御部２１７が選択したレコーダのメディア記録画質情
報と、ステップＳ９０３で取得した番組画質情報の比較処理を実行する。ステップＳ９０
４で選択したレコーダのメディア記録画質に関する情報は、接続機器リストのメディア記
録画質項目に格納されている情報である。制御部２１７は、レコーダのメディア記録画質
と録画対象番組の画質とが等しい、又はメディア記録画質の方が番組画質よりも高画質で
あるか否かを判定する。本判定は実施例１におけるステップＳ５０６で説明した判定処理
と同等であるため、詳細な説明を省略する。
【０１０３】
　ステップＳ９０５において、選択したレコーダのメディア記録画質が録画対象番組の画
質と等しい、又はメディア記録画質の方が番組画質よりも高画質であると制御部２１７が
判定した場合は、ステップＳ９０６へ移行する。つまり、ステップＳ９０６へ移行するの
は、選択したレコーダのメディア記録画質が番組画質以上である場合となる。
【０１０４】
　ステップＳ９０６では、制御部２１７は比較対象となったレコーダを録画候補機器リス
トに追加する。録画候補機器リストは、本実施例においてユーザが録画を所望する番組を
録画するための候補機器を管理するための情報である。なお、録画候補機器リストは、接
続機器リストとは異なるデータとして管理してもよいし、接続機器リストの項目として録
画候補を示す情報を対象のレコーダに設定する形式で管理してもよい。
【０１０５】
　続いて、ステップＳ９０７では、制御部２１７は接続機器リストにて管理されている全
てのレコーダについて、ステップＳ９０５における比較処理を実行したか否かを判定する
。制御部２１７は、全てのレコーダの比較処理が完了した場合にはステップＳ９０９へ処
理を移行する。また、制御部２１７は、全てのレコーダの比較処理が完了していない場合
は、ステップＳ９０４へ処理を移行する。ステップＳ９０４では、制御部２１７が次の優
先順位に設定されているレコーダを選択し、ステップＳ９０４からの処理を継続する。
【０１０６】
　なお、ステップＳ９０５において、選択したレコーダのメディア記録画質が番組の画質
よりも低いと判定された場合は、制御部２１７がステップＳ９０８へ処理を移行する。ス
テップＳ９０８では、制御部２１７は接続機器リストにて管理されている全てのレコーダ
について、ステップＳ９０５における比較処理を実行したか否かを判定する。全てのレコ
ーダの比較処理が完了していない場合、制御部２１７はステップＳ９０４へ処理を移行す
る。また、全てのレコーダの比較処理が完了したと判定した場合、制御部２１７はステッ
プＳ９０９へ処理を移行する。
【０１０７】
　ステップＳ９０９では、制御部２１７は、ここまでの一連の処理において、候補となっ
ているレコーダの数が２以上であるか否かを判定する。つまり、上述した録画候補機器リ
ストにて管理されているレコーダの数を制御部２１７が判定する処理となる。
【０１０８】
　ステップＳ９０９の判定において、候補となっているレコーダの数が１の場合には、制
御部２１７は処理をステップＳ９１０へ移行する。
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【０１０９】
　ステップＳ９１０に移行するということは、接続されている複数のレコーダのうち、番
組の画質を低下させずに２次記録できるレコーダが１台しか存在していなかったことを意
味している。従って、制御部２１７はステップＳ９１０において、候補となった１台のレ
コーダを、ユーザが録画を所望する番組の録画対象レコーダとして設定する。
【０１１０】
　ステップＳ９０９の判定において、候補となっているレコーダの数が０の場合には、制
御部２１７は処理をステップＳ９１１へ移行する。
【０１１１】
　ステップＳ９１１に移行するということは、接続されている複数のレコーダのうち、番
組の画質を低下させずに２次記録できるレコーダが１台も存在していなかったことを意味
している。従って、制御部２１７はステップＳ９１１において、ユーザが設定した優先順
位に従って、最も順位の高いレコーダを、ユーザが録画を所望する番組の録画対象レコー
ダとして設定する。
【０１１２】
　ステップＳ９０９の判定において、候補となっているレコーダの数が２以上の場合には
、制御部２１７は処理をステップＳ９１２へ移行する。
【０１１３】
　ステップＳ９１２では、制御部２１７は、ユーザが録画を所望する番組の放送時間を取
得する。番組の放送時間は記憶部２０９に格納されている番組情報データを参照すること
で取得可能である。
【０１１４】
　続いて、ステップＳ９１３では、制御部２１７が、ユーザが録画を所望する番組のデー
タ量を算出する。番組のデータ量はステップＳ９０３で取得済みの番組画質情報と、当該
番組の放送時間などを用いることで求めることが可能である。なお、ここでは番組のデー
タ量の算出にあたって、符号化方式はＭＰＥＧ－２ビデオによる符号化とし、ビットレー
トも記録メディアによらず同じレートを利用するとした。但し、符号化方式やビットレー
ト、フレームサイズは適宜好適な処理を施すことが可能である。
【０１１５】
　次に、ステップＳ９１４では、録画候補機器リストにて管理されている複数の候補レコ
ーダのうち、制御部２１７が１台のレコーダを選択する。このとき選択するレコーダの選
択順序は、設定された優先順位に従って選択するのが好適である。
【０１１６】
　そして、ステップＳ９１５では、制御部２１７がステップＳ９１３で算出した番組のデ
ータ量と、ステップＳ９１５で選択したレコーダのメディア最大対応容量とを比較する。
メディア最大対応容量は上述の通り、接続機器リストに管理されている情報である。制御
部２１７による判定の結果、番組のデータ量が選択されたレコーダのメディア最大対応容
量と等しいか、又はメディア最大対応容量の方が大きい場合は、ステップＳ９１６へ移行
する。つまり、制御部２１７は記録メディアの最大対応容量（記録可能容量）が番組のデ
ータ量以上である記録メディアへ記録可能なレコーダを選択するための判定を行う。
【０１１７】
　ステップＳ９１６では、制御部２１７は、この選択されたレコーダをユーザが番組を録
画する対象レコーダとして設定する。つまり、ステップＳ９１６で設定されたレコーダは
、ユーザが録画する番組を記録メディアに２次記録するケースにおいても、番組の画質を
低下させることなく、かつ、番組を１枚の記録メディアに記録することが可能なレコーダ
である。
【０１１８】
　ステップＳ９１５において、番組のデータ量が選択されたレコーダのメディア最大対応
容量よりも大きいと判定された場合は、このレコーダでは番組画質を低下させるか、複数
枚の記録メディアを用いないと２次記録できないことを意味している。そこで、ステップ
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Ｓ９１７に移行し、制御部２１７は録画候補となっているレコーダを全て比較したか否か
を判定する。
【０１１９】
　ステップＳ９１７において、制御部２１７が全てのレコーダを比較していないと判定し
た場合は、ステップＳ９１８へ移行して別の候補レコーダを選択し、ステップＳ９１４か
ら同様の処理を繰り返す。
【０１２０】
　ステップＳ９１７において、制御部２１７が全てのレコーダの比較が完了したと判定し
た場合は、ステップＳ９１９へ移行する。ステップＳ９１９では、制御部２１７は候補機
器となった複数のレコーダのうち、メディア最大対応容量が最も大きいレコーダを録画対
象レコーダとして設定する。これは、ＨＤＤに録画した番組を記録メディアに２次記録す
る場合、ユーザが番組の画質を低下させてでも１枚の記録メディアに格納することを望ん
だ際に、画質の低下を極力抑えることが可能となるからである。
【０１２１】
　なお、図示していないが、ステップＳ９１０、ステップＳ９１１、ステップＳ９１６、
ステップＳ９１９の後には、実施例１にて説明したステップＳ５０９の処理を実行するこ
とになる。
【０１２２】
　また、最終的に録画対象レコーダとして決定されたレコーダに番組を録画することにつ
いて、ユーザに確認を促すメッセージを表示するなどの処理を実行しても良い。
【０１２３】
　以上、本実施例で説明したように、複数の記録装置が接続されているデジタルテレビ受
信装置１００において、番組を録画する記録装置を選択する場合、録画対象番組の画質と
、記録装置が備える記録媒体（記録メディア）への記録画質を比較する制御を実行する。
この比較の結果、番組画質を低下させることなく記録媒体へ記録可能な記録装置が複数接
続されている場合は、番組のデータ量を求め、そのデータ量と各記録装置が対応している
記録媒体の最大容量と比較する。この比較結果によって、当該番組を録画するのに最適な
記録装置を１台選択することができる。即ち、ユーザが画質やデータ量、記録装置の記録
可能画質を意識することなく、番組などのコンテンツを最適画質で２次記録することので
きる記録装置を自動で選択可能な記録制御装置を提供することが可能となる。
【０１２４】
　これにより、ユーザが番組などのコンテンツを任意の記録装置のＨＤＤに録画（１次記
録）した後、記録メディアへ２次記録する必要が生じた場合になって初めて、選択した記
録装置では２次記録時に画質が低下する不都合に気づくという課題を極力解消することが
できる。また、同様に画質を低下させることなく１枚の記録メディアに番組を記録できな
いという不都合に気づくという課題も極力解消することができる。つまり、本実施例を記
録制御装置に適用することで、ユーザは番組を記録装置のＨＤＤに１次記録として録画す
る際に、将来実行するかどうか不明な２次記録も前もって考慮して記録装置を選択する必
要がなくなり、ユーザの利便性を向上することができる。
【０１２５】
　（実施例３）
　続いて、本発明における第３の実施例について説明する。本実施例では、上述した実施
例２と同様に、デジタルテレビ受信装置１００に、少なくともＢＤレコーダ１０２とＨＤ
－ＤＶＤレコーダ６０１とが接続されている構成を想定している。
【０１２６】
　ＨＤ－ＤＶＤとＢＤはそれぞれＨＤ画質で映像を記録することが可能な規格であるが、
現在はそれぞれの規格間での互換性がない。また、映画などの映像コンテンツを制作・所
有しているコンテンツホルダーの中には、ＨＤ－ＤＶＤや、ＢＤのどちらか一方の規格の
みを支持しているケースがある。
【０１２７】
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　そのため、ＢＤ規格のみを支持するコンテンツホルダーが所有するコンテンツが放送さ
れた場合、記録メディアに２次記録する場合は、記録メディアをＢＤのみに制限するよう
な状況や、画質を低下させた場合に限ってＨＤ－ＤＶＤへ記録を許可するような状況も考
慮される。
【０１２８】
　そこで、本実施例は、特定の記録メディアにしか記録できないような、制限されたコン
テンツをレコーダに録画する場合に、複数のレコーダの中から最適なレコーダを選択する
方法について説明する。
【０１２９】
　まず、記録メディアへの記録制限を行うための構成について説明する。本実施例では、
記録制限を行うための方法の一例として、「デジタル放送に使用する番組配列情報」（Ａ
ＲＩＢ　ＳＴＤ－Ｂ１０）において規定されているデジタルコピー制御記述子を用いる。
【０１３０】
　デジタルコピー制御記述子は、記録装置などにおけるコピー制御情報を示すものである
。デジタルコピー制御記述子はデジタル記録が可能なコンテンツを放送する放送事業者（
著作権者）が、コンテンツの記録や複製（コピー）に関する情報を記録装置に通知するた
めに用いられる。記録装置では、デジタルコピー制御記述子に記述された内容に従って、
コンテンツの記録やコピーを制御することが要求される。
【０１３１】
　また、デジタルコピー制御記述子には、放送事業者が独自に制限事項を定義することが
できる事業者定義領域が設けられている。そこで、本実施例では、この事業者定義領域に
記録メディアを制限するための情報を定義し、記録装置に通知することとする。事業者定
義領域を利用して通知される情報は、ＨＤ－ＤＶＤのみ記録可能である旨を示す情報、ま
たはＢＤのみ記録可能である旨を示す情報などが想定される。また、画質を低下させるこ
とを条件に、別の記録メディアへの記録を可能とする旨を示す情報なども想定される。な
お、これらの情報を以後、制限情報と称する。
【０１３２】
　制限情報を定めるには著作権保護方式を利用することが考えられる。ＨＤ－ＤＶＤメデ
ィアとＢＤ（Ｂｌｕｅ－ｒａｙ　Ｄｉｓｋ）メディアは、異なる著作権保護方式を利用し
ている。ＨＤ－ＤＶＤメディアではＡＡＣＳ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎ
ｔｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）を採用している。また、ＢＤはＡＡＣＳに加えてＲＯＭ－Ｍａ
ｒｋやＢＤ＋（ＢＤプラス）という独自の保護機能を採用している。
【０１３３】
　そこで、ＡＡＣＳのみに対応している記録メディアにのみ、記録を可能とするコンテン
ツの場合には、デジタルコピー制御記述子に制限情報として「００」といったビット配列
を定義する。また、ＡＡＣＳとＢＤ＋に対応している記録メディアにのみ、記録を可能と
するコンテンツの場合には、デジタルコピー制御記述子に制限情報として「０１」といっ
たビット配列を定義する。
【０１３４】
　例えば、ユーザが録画を所望するコンテンツのデジタルコピー制御記述子の事業者定義
領域には、ＢＤメディアのみに記録可能である旨の制限情報が規定されていたとする。こ
の場合、コンテンツはＨＤ－ＤＶＤレコーダのＨＤＤには記録することが可能であるが、
ＨＤ－ＤＶＤにＨＤ画質のまま２次記録することは上記の情報に従って拒否されることに
なる。
【０１３５】
　従って、ユーザがＨＤＤにコンテンツを録画する時点で、２次記録が可能なレコーダを
適切に選択することがユーザの利便性の向上につながる。
【０１３６】
　そのために、デジタルテレビ受信装置１００では、接続されている記録装置（レコーダ
）から、各レコーダで記録可能な記録メディアの種別に関する情報を事前に把握しておく
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ことが必要となる。例えば、実施例１の図４として示した接続機器リストにおける「対応
メディア」項目に管理されている情報が記録メディアの種別そのものの情報である。また
、各レコーダから、著作権保護方式の情報を取得することでも記録メディアの種別を示す
情報となる。本発明では、各レコーダで記録可能な記録メディアの種別に関する情報の取
得方法は如何なるものであってもよい。本実施例では著作権保護方式の情報も含めて記録
媒体の種別に関する情報として説明を行う。
【０１３７】
　続いて、図１０を参照して、本実施例における録画先のレコーダを選択するための処理
手順を説明する。なお、以下で説明する各ステップはデジタルテレビ受信装置１００の制
御部２１７によって実行される。
【０１３８】
　ステップＳ１００１及びステップＳ１００２は、実施例１のステップＳ５０１及びステ
ップＳ５０２と同等の処理であるため説明を省略する。
【０１３９】
　ステップＳ１００３では、制御部２１７がユーザが選択した番組の制限情報を取得する
。制限情報は記憶部２０９に格納された番組情報データに含まれるデジタルコピー制御記
述子を参照することで取得可能である。
【０１４０】
　続いて、ステップＳ１００４では、接続機器リストからデジタルテレビ受信装置１００
に接続されているレコーダを選択する。複数の接続機器リストから１台のレコーダを選択
するにあたっては、どのような方法を採用しても構わないが、実施例２において説明した
優先順位順に選択するのが好適であろう。
【０１４１】
　ステップＳ１００５では、制御部２１７はステップＳ１００３で取得した制限情報と、
ステップＳ１００４で選択したレコーダの著作権保護方式に関する情報とを比較する。選
択したレコーダの著作権保護方式に関する情報は、上述したように接続機器リストなどで
管理されている情報を参照することになる。
【０１４２】
　ステップＳ１００５で制御部２１７は、選択されたレコーダでユーザが選択した番組（
コンテンツ）が記録メディアに記録可能であるか否かを判定する。番組が記録メディアに
記録できると制御部２１７が判定した場合には、ステップＳ１００６へ移行する。そして
、ステップＳ１００６では、制御部２１７は、選択されたレコーダを番組の録画対象レコ
ーダとして設定する。
【０１４３】
　さらに、ステップＳ１００７に移行し、制御部２１７は録画対象レコーダに対して、録
画予約情報を送信する処理を実行する。録画対象レコーダでは、録画予約情報に従って、
番組を記憶部としてのＨＤＤに１次記録することになる。
【０１４４】
　ステップＳ１００５において、選択されたレコーダでは、ユーザが選択した番組を記録
メディアに記録できないと制御部２１７が判定した場合は、ステップＳ１００８に移行す
る。ステップＳ１００８では、接続機器リストにて管理されている全てのレコーダに対し
て比較を行ったか否かを制御部２１７が判定する。全てのレコーダと比較していなければ
、ステップＳ１００４へ移行し、新たなレコーダを選択して処理を継続する。全てのレコ
ーダと比較したと制御部２１７が判定した場合には、ステップＳ１００９へ移行する。
【０１４５】
　ステップＳ１００９に移行した時点で、番組を記録メディアに記録可能なレコーダが接
続されていないことが決定したことになる。そのため、制御部２１７は、番組を２次記録
することに対しては制限が存在するが、ＨＤＤへの記録は可能であるため、録画対象レコ
ーダとして１台選択する。その後、ステップＳ１００７へ移行する。なお、ステップＳ１
００９で制御部２１７が１台のレコーダを選択するための条件はどのようなものであって
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も良い。
【０１４６】
　また、上記ステップにおいて複数の候補レコーダが存在する場合には、実施例２にて説
明したように、画質情報やデータ量に応じて候補レコーダのなかから最適なレコーダを１
台選択することも可能である。
【０１４７】
　以上、本実施例で説明したように、複数の記録装置が接続されているデジタルテレビ受
信装置１００において、番組を録画する記録装置を選択する場合、録画対象番組を出力可
能な記録メディアを制限するための制限情報と、記録装置が備える記録媒体（記録メディ
ア）の情報とを比較する制御を実行する。この比較結果によって、当該番組を録画するの
に最適な記録装置を１台選択することができる。即ち、番組を記録可能な記録メディアが
特定の規格の記録メディアに制限されていた場合であっても、ユーザはその制限を意識す
ることなく、番組を２次記録することのできる記録装置を自動で選択可能な記録制御装置
を提供することが可能となる。
【０１４８】
　これにより、ユーザが番組を任意の記録装置のＨＤＤに録画（１次記録）した後、記録
メディアへ２次記録する必要が生じた場合になって初めて、選択した記録装置では２次記
録ができない、または画質などを低下させなければ記録メディアに記録できないといった
不都合に気づくという課題を極力解消することができる。つまり、本実施例を記録制御装
置に適用することで、ユーザは番組を記録装置のＨＤＤに録画する際に、将来実行するか
どうか不明な２次記録も前もって考慮して記録装置を選択する必要がなくなり、ユーザの
利便性を向上することができる。
【０１４９】
　［他の実施例］
　上述の各実施例は、システム或は装置のコンピュータ（或いはＣＰＵ、ＭＰＵ等）によ
りソフトウェア的に実現することも可能である。
【０１５０】
　従って、上述の各実施をコンピュータで実現するために、該コンピュータに供給される
コンピュータプログラム自体も本発明を実現するものである。つまり、上述の各実施例の
機能を実現するためのコンピュータプログラム自体も本発明の一つである。
【０１５１】
　なお、上述の各実施例を実現するためのコンピュータプログラムは、コンピュータで読
み取り可能であれば、どのような形態であってもよい。例えば、オブジェクトコード、イ
ンタプリタにより実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等で構成する
ことができるが、これらに限るものではない。
【０１５２】
　上述の各実施例を実現するためのコンピュータプログラムは、記憶媒体又は有線／無線
通信によりコンピュータに供給される。プログラムを供給するための記憶媒体としては、
例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク、磁気テープ等の磁気記憶媒体、ＭＯ、
ＣＤ、ＤＶＤ等の光／光磁気記憶媒体、不揮発性の半導体メモリなどがある。
【０１５３】
　有線／無線通信を用いたコンピュータプログラムの供給方法としては、コンピュータネ
ットワーク上のサーバを利用する方法がある。この場合、本発明を形成するコンピュータ
プログラムとなりうるデータファイル（プログラムファイル）をサーバに記憶しておく。
プログラムファイルとしては、実行形式のものであっても、ソースコードであっても良い
。
【０１５４】
　そして、このサーバにアクセスしたクライアントコンピュータに、プログラムファイル
をダウンロードすることによって供給する。この場合、プログラムファイルを複数のセグ
メントファイルに分割し、セグメントファイルを異なるサーバに分散して配置することも



(22) JP 5142554 B2 2013.2.13

10

20

30

可能である。
【０１５５】
　つまり、上述の各実施例を実現するためのプログラムファイルをクライアントコンピュ
ータに提供するサーバ装置も本発明の一つである。
【０１５６】
　また、上述の各実施例を実現するためのコンピュータプログラムを暗号化して格納した
記憶媒体をユーザに配布し、所定の条件を満たしたユーザに、暗号化を解く鍵情報を供給
し、ユーザの有するコンピュータへのインストールを可能とすることも可能である。鍵情
報は、例えばインターネットを介してホームページからダウンロードさせることによって
供給することができる。
【０１５７】
　また、上述の各実施例を実現するためのコンピュータプログラムは、すでにコンピュー
タ上で稼働するＯＳの機能を利用するものであってもよい。
【０１５８】
　さらに、上述の各実施例を実現するためのコンピュータプログラムは、その一部をコン
ピュータに装着される拡張ボード等のファームウェアで構成してもよいし、拡張ボード等
が備えるＣＰＵで実行するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１５９】
【図１】本発明を適用可能なデジタルテレビ受信装置と記録装置とからなるシステム構成
を示す図である。
【図２】本発明を適用可能なデジタルテレビ受信装置の構成図である。
【図３】本発明を適用可能なデジタルテレビ受信装置に記録装置を接続した場合の処理フ
ローを示す図である。
【図４】本発明の実施例１における接続機器リストを例示する図である。
【図５】本発明の実施例１における記録装置を選択するための処理フローを示す図である
。
【図６】本発明を適用可能なデジタルテレビ受信装置と記録装置とからなるシステム構成
を示す図である。
【図７】本発明の実施例２における接続機器リストの概要を示す図である。
【図８】本発明の実施例２における優先順位設定画面の例を示す図である。
【図９】本発明の実施例２における記録装置を選択するための処理フローを示す図である
。
【図１０】本発明の実施例３における記録装置を選択するための処理フローを示す図であ
る。
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