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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主たる放送を受信する第一放送受信手段と、
　前記第一放送受信手段で受信している放送の関連放送を受信する、一つあるいは複数の
第二放送受信手段と、
　前記放送受信手段のそれぞれが受信する放送の全てを同時に映像データストリームとし
て記録する映像記録手段と、
　前記同時に記録される一部または全ての映像データストリームについて、当該映像デー
タストリームの受信時における受信品質に関する情報を併せて記録する受信品質情報記録
手段と、
　前記第一放送受信手段と前記第二放送受信手段による関連放送の受信、並びに前記記録
した映像データストリームの再生を制御する制御手段と、を有し、前記同時に記録される
複数の映像データストリームを再生する際、
　併せて記録された当該映像データストリームの受信時における受信品質に関する情報を
再生中に参照し、参照した情報に基づいて再生すべき映像データストリームを決定し、再
生する映像データストリームを切り替えながら出力する第一映像再生手段と、
　併せて記録された当該映像データストリームの受信時における受信品質に関する情報を
再生開始前に参照し、参照した情報に基づいて再生すべき映像データストリームを決定し
、再生する映像データストリームを切り替えずに出力する第二映像再生手段と、
　併せて記録された当該映像データストリームの受信時における受信品質に関する情報を
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再生開始前に参照し、前記同時に記録された複数の映像データストリームについて、その
部分又は全体を抽出して再生することを示す再生管理情報を生成した上で、当該再生管理
情報に基づいて出力する第三映像再生手段のうち、少なくとも二種類以上の映像再生手段
を有することを特徴とする記録再生装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の記録再生装置において、前記第一映像再生手段乃至前記第三映像再生
手段のいずれかを選択する選択手段を有することを特徴とする記録再生装置。
【請求項３】
　コンピュータを、請求項１に記載の記録再生装置の制御手段として機能させるためのプ
ログラム。
【請求項４】
　請求項３に記載のプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、受信した放送映像データを記録媒体に記録し、また当該記録媒体から放送映
像データを読み出して出力する記録再生装置、その方法、記録再生装置の機能を実行する
ためのプログラムおよびそのプログラムを格納したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日では放送のデジタル化が進み、２０００年のＢＳデジタル放送開始、２００２年の
１１０°ＣＳデジタル放送開始に続き、２００３年１２月には関東・中京・近畿の三大広
域圏において地上デジタル放送が開始された。地上デジタル放送は他地域においても順次
開始され、２００６年末までに全国主要都市での放送開始が予定されている。
　このデジタル放送においては、ハイビジョン放送をはじめとした高画質・高音質放送や
、データ放送、双方向放送を用いた新しい放送形態が実現できるため、その普及が期待さ
れている。
【０００３】
　しかしながら、放送インフラの整備やデジタル放送受信機の普及は短期間には完了しな
いため、当面は従来のアナログ放送と並行しての運用となる。そこでアナログ放送視聴者
に影響を与えないため、またデジタル放送への移行を促進するため、デジタル放送とアナ
ログ放送で同一の番組を同一時間帯に放送する、いわゆるサイマル放送が行われているこ
とが多い。
【０００４】
　ところで、デジタル放送はその強力な誤り訂正機能を生かし、降雨や電界強度低下など
の受信状況が悪化したとしても、ある程度の範囲であればエラーを訂正することができる
ため、ゴーストやノイズが発生しにくいという特長があり、デジタル放送の高画質化に貢
献している。しかしながら、受信状況がさらに悪化し誤り訂正能力の限界を超えると、ブ
ロックノイズの発生など受信画質が急激に低下するという欠点を併せ持っている。
【０００５】
　一方のアナログ放送では、受信状態が悪化すると容易にゴーストやノイズが受信画像に
発生し、受信状態の悪化に伴って受信画質の低下程度は増大する。しかしながら、デジタ
ル放送のように受信画質の急激な低下は発生せず、ある程度の画質での視聴が可能である
。
　そこで、選局中のデジタル放送の受信状態が悪化した場合に、サイマル放送が存在すれ
ば自動的にアナログ放送へ切り替えて受信を続行する技術が提案されている。
【０００６】
　例えば、特許文献１においては、デジタル放送用チューナおよびアナログ放送用チュー
ナの両チューナを備えており、サイマル放送が存在する場合にはあらかじめ両チューナの
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選局を行っている。また、デジタル放送受信における誤り訂正のエラーレートを監視して
おき、このエラーレートが予め設定したあった基準値を超えた場合に、アナログ放送に切
り替えて受信を続行するようにしている。アナログ放送に切り替えた後でも、エラーレー
トが基準値を下回れば元のデジタル放送へ切り替えなおしている。
　この特許文献１では、サイマル放送が行われているか否かの判定は、デジタル放送波に
よって送出されている、デジタル放送と同じ内容の番組を放送しているアナログ放送のチ
ャンネルの対応関係を表すチャンネルマップ情報に基づく方法、また、工場出荷時に設定
されたチャンネルマップ情報に基づく方法、およびアナログ放送からの映像・音声信号と
デジタル放送からの映像・音声信号のそれぞれの信号の相関度を検出し、同じ番組である
かどうかを判定する方法が開示されている。
【０００７】
　また、特許文献２においては、各局には同番組をデジタル放送とアナログ放送のサイマ
ルキャストで行うために２チャンネル分の周波数が割り当てられており、デジタル放送と
同じ内容を放送しているアナログ放送との対応付けは電子番組ガイドにより取得できるも
のとしている。そして、ユーザが選局したデジタル放送番組と、同時に放送を行っている
アナログ放送番組を出力可能にしておいて、デジタル放送受信における誤り訂正のエラー
レートが閾値を超えた場合に、アナログ放送に切り替えて受信を続行するとともに、その
後エラーレートが低下した場合にはデジタル放送の受信状況が復帰したとしてデジタル放
送に再度切り替えて受信している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００１－１２８０７８号公報
【特許文献２】特開２００１－３０９２７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上述した特許文献１および特許文献２の技術では、デジタル放送の受信状態に応じて、
デジタル放送とアナログ放送のうち、より良好な映像を出力することを目的としているの
で、放送映像の録画を行うときには、特許文献１あるいは特許文献２の放送受信機と、既
存の映像記録装置を組み合わせることによって実現される装置によって映像データを記録
することになる。
【００１０】
　しかし、この装置で記録される映像データは、デジタル放送とアナログ放送が切り替え
られた時点で分断されたものとなってしまう。特に、昨今普及が進んでいるＨＤＤレコー
ダなど、ランダムアクセスが可能な媒体への記録を行った場合には、次のような問題が生
じる。
【００１１】
　記録した映像を再生視聴する際に、放送の切替点で再生が停止してしまい、続きを視聴
するためには、記録された映像データの中から続きのコンテンツを探し出し、改めて再生
操作をしなければならない。
　すなわち、サイマル放送という同一の番組を録画したにもかかわらず、再生するときに
ひとつながりの一貫したコンテンツとして視聴することができない。
【００１２】
　本発明は、上記の実情を考慮してなされたものであって、録画しようとする主たる放送
の受信状態が悪化して録画不可能となっても、サイマル放送中の副たる放送の映像を活用
し、コンテンツ再生の際にひとつながりの一貫したコンテンツとして視聴できるような記
録再生装置、その方法、記録再生装置の機能を実行するためのプログラムおよびそのプロ
グラムを格納したコンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供することを目的とする。
【００１３】
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　以下、「主たる放送」とは、例えば高画質のデジタルハイビジョン放送などであって、
通常視聴あるいは記録しようとする放送のことをさすものとする。
　また「副たる放送」とは、例えばサイマル放送中のデジタル、アナログ放送や１セグメ
ント地上デジタル放送などであって、主たる放送の受信状況が悪化している際に代替的に
利用する放送をさす。「副たる放送」は、「主たる放送」に比べて画質・付加価値等の面
で劣っていることもありうる。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題を解決するために、本発明は次のような構成とした。
　本発明の記録再生装置は、主たる放送を受信する第一放送受信手段と、前記第一放送受
信手段で受信している放送の関連放送を受信する、一つあるいは複数の第二放送受信手段
と、前記放送受信手段のそれぞれに対応する映像記録手段と、前記第一放送受信手段で受
信している放送の関連放送が前記第二放送受信手段によって受信可能か否かに応じて前記
第一放送手段および前記第二放送受信手段を制御する制御手段とを有し、前記それぞれの
映像記録手段は、映像記録時には前記関連放送の全てを同時に映像データストリームとし
て記録する。
【００１５】
　また、この記録再生装置は、前記同時に記録される複数の映像データストリームについ
て、その部分または全体を抽出して連続的に再生することを示す再生管理情報を併せて記
録する再生管理情報記録手段を有し、映像データストリームの再生時には前記再生管理情
報に従って記録されたストリームを再生する。
【００１６】
　また、この記録再生装置の、前記再生管理情報記録手段は、前記再生管理情報として、
前記第一放送受信手段および前記第二放送受信手段の、受信品質および受信番組に基づい
て生成する。
【００１７】
　また、この記録再生装置は、前記同時に記録される一部または全ての映像データストリ
ームについて、当該映像データストリームの受信時における受信品質に関する情報を併せ
て記録する受信品質情報記録手段を有するものであってもよい。
　この場合、前記同時に記録される複数の映像データストリームを再生する際に、併せて
記録された当該映像データストリームの受信時における受信品質に関する情報を再生中に
参照し、参照した情報に基づいて再生すべき映像データストリームを決定し、再生する映
像データストリームを切り替えながら出力する映像再生手段を有するものとする。
　または、前記同時に記録される複数の映像データストリームを再生する際に、併せて記
録された当該映像データストリームの受信時における受信品質に関する情報を再生開始前
に参照し、参照した情報に基づいて再生すべき映像データストリームを決定し、再生する
映像データストリームを切り替えずに出力する映像再生手段を有するものとする。
　または、前記同時に記録される複数の映像データストリームを再生する際に、併せて記
録された当該映像データストリームの受信時における受信品質に関する情報を再生開始前
に参照して再生管理情報を生成した上で、当該再生管理情報に基づいて出力する映像再生
手段を有するものとする。
　または、前記同時に記録される複数の映像データストリームを再生する際に、併せて記
録された当該映像データストリームの受信時における受信品質に関する情報を再生中に参
照し、参照した情報に基づいて再生すべき映像データストリームを決定し、再生する映像
データストリームを切り替えながら出力する第一映像再生手段と、併せて記録された当該
映像データストリームの受信時における受信品質に関する情報を再生開始前に参照し、参
照した情報に基づいて再生すべき映像データストリームを決定し、再生する映像データス
トリームを切り替えずに出力する第二映像再生手段と、併せて記録された当該映像データ
ストリームの受信時における受信品質に関する情報を再生開始前に参照して再生管理情報
を生成した上で、当該再生管理情報に基づいて出力する第三映像再生手段のうち、少なく
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とも二種類以上の映像再生手段を有するものとする。
　さらに、前記第一映像再生手段乃至前記第三映像再生手段のいずれかを選択する選択手
段を有するものとしてもよい。
【００１８】
　また、上記の記録再生装置において、前記第一放送受信手段および前記第二放送受信手
段がともに受信している番組が同一番組であるときに、前記第一放送受信手段と前記第二
放送受信手段が受信する映像データストリームの時間差を測定する測定手段と、記録した
映像データストリームを切り替えながら再生する際に、前記測定手段で測定された時間差
を相殺するように切り替えを行って出力する映像再生手段を有するものである。
【００１９】
　また、本発明は、上述した構成の記録再生装置の制御手段として機能させるためのプロ
グラムまたはそのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体によっても
構成することができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、録画しようとする主たる放送の受信状態が悪化して録画不可能となっ
ても、主たる放送の関連放送で放送中の、当該放送に関連する番組の映像を活用し、コン
テンツ再生の際にひとつながりの一貫したコンテンツとして視聴することが可能となる。
　また、関連放送を主たる放送のサイマル放送とした場合、録画しようとする主たる放送
の受信状態が悪化して録画不可能のときには、関連放送の映像を録画するようにして、主
たる放送と関連放送の記録品質の良好な部分をつないだ形の映像により、放送の切り替わ
りを意識することなくあたかも連続したコンテンツであるかのように視聴することが可能
となる。
　また、主たる放送およびサイマル放送中の関連放送の記録と記録品質とをともに記録し
ておき、再生しようとするコンテンツの種類によって、記録品質のよい方を再生するよう
にして、視聴時の切り替わりによる記録品位の低下を引き起こすことなく出力することが
可能となる。
　また、放送番組と別の放送番組を関連付けておき、録画しようとする主たる放送の受信
状態が悪化して録画不可能となった場合、当該番組と関連付けられた別の番組を関連放送
として記録するようにして、より受信品質の良好な放送を代替放送として用いることが可
能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施形態１に係る記録再生装置の記録部分の構成を示したブロック図で
ある。
【図２】本発明の実施形態１における、録画に際して生じるストリームを録画終了後に合
成する処理を示したフローチャートである。
【図３】本発明の実施形態１において一時記憶領域に記憶する、ストリームＩＤリストを
示した図である。
【図４】本発明の実施形態１における、最終的に生成される映像データストリームを示し
た図である。
【図５】本発明における、再生管理情報に記載される情報を示した図である。
【図６】本発明の実施形態１における、録画時に再生管理情報を作成する処理を示したフ
ローチャートである。
【図７】本発明の実施形態１における、録画に際して映像データを単一のストリームとし
て記録する処理を示したフローチャートである。
【図８】本発明の実施形態２に係る記録再生装置の記録部分の構成を示したブロック図で
ある。
【図９】本発明の実施形態２における、生成されるストリームと測定されるＣＮＲ、再生
時に選択されるストリームの関係を示した図である。
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【図１０】本発明の実施形態２において、録画時に再生管理情報を作成する処理を示した
フローチャートである。
【図１１】本発明の実施形態２において、録画時に測定されたＣＮＲに基づいて生成され
た再生管理情報を示す図である。
【図１２】本発明の実施形態２において、ＣＮＲファイルに記録される情報を示した図で
ある。
【図１３】本発明の実施形態２において、ＣＮＲファイルに記録される情報に基づいて再
生する処理を示したフローチャートである。
【図１４】本発明の実施形態２において、ＣＮＲファイルに記録されるＣＮＲ情報の典型
的な２パターンを示すグラフである。
【図１５】本発明の実施形態３において、放送間の時間のずれを吸収する仕組みを示す図
である。
【図１６】本発明の実施形態３において、放送間の時間のずれを考慮して作成された再生
管理情報を示す図である。
【図１７】本発明の実施形態３において、ＣＮＲファイルに記録される情報に基づき、放
送間の時間のずれを考慮して再生する処理を示したフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図面を参照して、本発明の好適な実施形態について説明する。
　なお、以下に説明する実施形態の記録再生装置は、デジタル放送とアナログ放送とで同
一の番組を同時間帯に放送する、いわゆるサイマル放送の記録・再生に対応した記録再生
装置である。
【００２３】
　すなわち、高画質・高付加価値のデジタル放送を「主たる放送」とし、画質・付加価値
の面ではデジタル放送に劣るアナログ放送を「副たる放送」とし、デジタル放送の受信状
況の悪化によって良好なデジタル放送映像が記録できない場合に、アナログ放送映像を代
替的に利用する装置のことである。
【００２４】
　下記の実施形態において、記録媒体に記録されるコンテンツは１つとして説明するが、
もちろん複数のコンテンツであってもかまわない。この場合には、作成するファイル（映
像データストリームファイル、再生管理情報ファイル、ＣＮＲファイル等）は別々に作成
するが、これらのファイル群とコンテンツとの関連付けは次のようにするが、関連付け方
法はこれに限定されるものではない。
【００２５】
（１）記録媒体に固有の管理ファイルを作成し、コンテンツごとにそれぞれの映像データ
ストリームファイル、再生管理情報ファイル、ＣＮＲファイル等の参照（例えば、ファイ
ル名）を登録しておく。
（２）ファイル命名規則を定めておき、ファイル名で区別する。例えば、コンテンツ番号
１に対して、２種類の映像ストリームがあれば、
　　映像データストリームファイルについて、１－１．ｓｔｒｍ、１－２．ｓｔｒｍ、
　　ＣＮＲファイルについて、１－１．ｃｎｒ、１－２．ｃｎｒ、
　　再生管理情報ファイルについて、１．ｐｌ
のように名前をつける。または、上記の（１）と（２）を組み合わせて使用してもよい。
【００２６】
　記録媒体にコンテンツを記録する際には、番組表等から選択したコンテンツに対して、
上記（１）の場合には、管理ファイルへ選択したコンテンツを登録するとともに、記録中
に作成した各ファイルをこの管理ファイルへコンテンツと関連付けて登録する。
　また、記録媒体に記録されたコンテンツを再生する場合には、記録されているコンテン
ツ一覧（所謂、「録画リスト」）を表示させて、ユーザが選択したコンテンツに上記のよ
うに関連付けられた各ファイル（映像データストリームファイル、再生管理情報ファイル
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、ＣＮＲファイル等）を参照するようにする。
【００２７】
＜実施形態１＞
　図１は、本発明の実施形態１に係る記録再生装置のうち、記録部分の構成を示した図で
ある。
　本実施形態１の記録再生装置の記録部分は、デジタル放送受信部１、アナログ放送受信
部２、放送映像切替スイッチ３、映像記録部４、再生管理情報記録部５、記録媒体６、受
信品質測定部７、サイマル放送判定部８、システムコントローラ９、ストリーム管理部１
０から構成される。
【００２８】
　デジタル放送受信部１およびアナログ放送受信部２へは、それぞれデジタル放送信号、
アナログ放送信号が入力され、記録媒体６へ記録する形式の映像信号（例えば、ＭＰＥＧ
２－ＴＳ形式、ＭＰＥＧ２－ＰＳ形式など）となって放送映像切替スイッチ３へ出力され
る。
　放送映像切替スイッチ３は、デジタル放送映像もしくはアナログ放送映像を選択的に映
像記録部４へ出力し、映像記録部４が映像データとして記録媒体６に記録する。
　また、再生管理情報記録部５は、システムコントローラ９からの指示に基づき、後述す
る再生管理情報を記録媒体６に記録する。
【００２９】
　また、受信品質測定部７は、デジタル放送受信部１が受信している放送の受信品質を随
時監視し、システムコントローラ９へ通知する。ここで言う放送受信品質とは、例えば受
信信号のＣＮＲ（Carrier to Noise Ratio：搬送波と雑音との電力比）、受信信号復調時
の誤り訂正におけるエラーレート、映像デコード時のデコードエラー率などによって表現
されるが、特定の表現方法あるいは基準に限定されるものではない。
【００３０】
　サイマル放送判定部８は、録画中のデジタル放送番組にサイマル放送が存在するか否か
を判定し、システムコントローラ９へサイマル放送が存在することを通知する。サイマル
放送の有無を判定する具体的手段としては、例えば特許文献１あるいは特許文献２におい
て開示された技術、具体的には、工場出荷時にデジタル放送チャンネルとアナログ放送チ
ャンネルを対応付ける、放送波にサイマル放送情報を重畳する、波形の比較を行う等の技
術を利用することができる。またその他、放送記録再生装置が備えるネットワーク機能に
よって、例えばインターネット経由でサイマル放送情報を取得する、といった手法が考え
られるが、本発明で利用する手段としてはこれらに限定されるものではない。
【００３１】
　システムコントローラ９は、記録再生装置全体の制御を受け持つ装置であり、受信品質
測定部７およびサイマル放送判定部８からの情報に基づいて映像ソース切り替えや選局の
判断などを行い、また、放送映像切替スイッチ３、映像記録部４、再生管理情報記録部５
に動作指令を発する。
【００３２】
　ストリーム管理部１０は、これから記録する、あるいは既に記録された映像データスト
リームに関する情報の管理を行う。後述するストリームＩＤはここで付与される。
　本実施形態１においては、デジタル放送受信部１とアナログ放送受信部２のうち、受信
品質が良好なものを選択的に記録する。すなわち、デジタル放送の電波状態が悪化するな
どして良好な画質が得られなくなった場合に、アナログ放送に切り替えて代替的な記録を
行う。
【００３３】
　ストリーム管理部１０は、こうして生成される映像データストリームをひとつながりの
連続したコンテンツとして視聴するために、生成された映像データストリームを、一連の
記録動作完了後にすべて結合させる。この動作を、図２のフローチャートを用いて説明す
る。ここでは、受信品質測定部７で測定する受信品質の基準はＣＮＲとする。このＣＮＲ
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値が大きいほど受信状態が良好であることを示している。
【００３４】
　予約録画開始時刻の到来やユーザ操作によって録画動作が開始された場合、アナログ放
送受信部２をサイマル放送受信チャンネルに選局した上で、映像記録部４によって記録媒
体６への映像データストリームの記録が開始される（ステップＳ１）。このとき、システ
ムコントローラ９は、ストリーム管理部１０からストリームＩＤの付与を受ける。
【００３５】
　ここで、ストリームＩＤとは記録された映像データストリームそれぞれに付与される番
号のことであり、記録の度に新しいストリームＩＤが生成され、別のストリームには別の
ストリームＩＤが付与される。ここでは、デジタル放送を記録したストリームにはストリ
ームＩＤとして１から開始される連番号（１、２、３、・・・）を、アナログ放送を記録
したストリームには１０１から開始される連番号（１０１、１０２、１０３、・・・）を
付与するものとする。
【００３６】
　受信品質測定部７は、記録中常にデジタル放送受信部１を監視してＣＮＲを測定するが
、この値が予め設定された閾値Ｃ０を下回った場合（ステップＳ３がＹＥＳ、且つステッ
プＳ４がＹＥＳ）、デジタル放送の受信状態が悪化したと判断され、サイマル放送が放送
されていれば（ステップＳ６がＹＥＳ）、放送切替処理に移る。この放送切替処理は、ス
テップＳ７、ステップＳ８、ステップＳ９からなる処理である。
【００３７】
　まず、映像記録部４による記録を停止させ、それまで記録していた映像データストリー
ムのストリームＩＤをシステムコントローラ９内の記憶領域に保持しているストリームＩ
Ｄリストへ追加する（ステップＳ７）。
【００３８】
　ストリームＩＤリストとは、切り替えによって生成されたストリームのストリームＩＤ
を順番に記録したものである。ストリームＩＤリストの例を図３に示す。図３の例では、
最初の切り替えまでに記録されたストリームはストリームＩＤ４（デジタル放送）であり
、切り替え後はアナログ放送がストリームＩＤ１０８として記録されている。同様に、記
録されたストリームのストリームＩＤが、列としてリストに記録されており、最後に記録
されたストリーム（ストリームＩＤ７）の次には、リストの終端を示す特別な値（この例
では－１）が記される。
【００３９】
　続いて、放送映像切替スイッチ３をアナログ放送側へ切り替え（ステップＳ８）、改め
て記録を開始するとともに、新たなストリームＩＤの付与を受ける（ステップＳ９）。こ
れによって、アナログ放送の記録が開始される。
【００４０】
　一方、アナログ放送記録中にＣＮＲが予め設定された閾値Ｃ０を超えた場合（ステップ
Ｓ３がＮＯ、且つステップＳ５がＹＥＳ）は、デジタル放送の受信状態が復帰したと判断
され、デジタル放送へ切り替えた上で改めて記録が開始される（放送切替処理）。
【００４１】
　上記の受信放送とＣＮＲの判定および放送切替処理は、録画終了要件が成立するまで繰
り返し行われる（ステップＳ２）。録画終了要件とは、例えば、予約録画の終了時間が到
達する、あるいはユーザによる録画停止動作を受け付ける等である。録画終了要件が成立
した際には、現在記録している録画の停止と、いま録画停止した映像データストリームの
ストリームＩＤをストリームＩＤリストへ追加し（ステップＳ１０）、放送映像の記録が
完了する。
【００４２】
　続いて、ストリームＩＤリストに基づいて、生成された映像データストリームの結合処
理が行われる。
　記録中に作られたストリームＩＤリストを先頭から順番に、ストリームＩＤを取り出す
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（ステップＳ１１）。
【００４３】
　取り出したストリームＩＤがリストの終端であった場合には（ステップＳ１２がＹＥＳ
）、それ以上結合すべきストリームは存在しないため、そこで録画操作完了となる。
　他方、取り出したストリームＩＤがリストの先頭であった場合は（ステップＳ１３がＹ
ＥＳ）、結合すべき相手のストリームが存在しないため、結合処理そのものは行わずにス
テップＳ１１へ戻る。
【００４４】
　また、取り出したストリームＩＤが２番目以降の時には（ステップＳ１２がＮＯ、且つ
ステップＳ１３がＮＯ）、映像データストリームへアクセスし、順次結合を行い（ステッ
プＳ１４）、次のストリームＩＤリストを参照するためにステップＳ１１へ戻る。
【００４５】
　このストリームの結合処理を図３および図４を用いて説明する。
　まず、ストリームＩＤリストの先頭のストリームＩＤ４は結合する相手がないのでその
ままとし、２番目のストリームＩＤ１０８に対しては、ストリームＩＤ４をもつストリー
ムの後にストリームＩＤ１０８のストリームを結合する。さらに、ストリームＩＤリスト
の３番目のストリームＩＤ５のストリームを、先に結合したストリームの後に結合する。
この結合処理を順次繰り返し最終的にストリームＩＤ７のストリームを結合した後、リス
ト終端に達するためその時点で録画処理が終了となる。
【００４６】
　この結果、生成される新たなストリームは、図４の下段に示される通り、ストリームＩ
Ｄ４、１０８、５、１０９、…、７の映像データストリームが順次結合され、一つながり
の新ストリームとなる。
　この映像データストリームを再生することによって、別々に記録されたストリームが連
続して再生され、放送の切り替わりを意識することなくあたかも連続したコンテンツであ
るかのように視聴することが可能となる。
【００４７】
　上で述べた方式は、生成された複数のストリームを最後に結合させるというものである
が、本実施形態１の別の手法の一つとして、ストリームを連続して再生することを示す再
生管理情報を生成することによっても、同様の効果を得ることができる。
　再生管理情報とは、ストリームを再生する順番とその再生する区間をリスト状に記した
ものである（図５参照）。図５の例では、再生すべきストリームＩＤと、再生区間の開始
時間および終了時間の組が、切り替えによって生成されたストリームの順番に記されてい
る。最後のストリームＩＤが（－１）の列は、再生管理情報の終端を示している。
【００４８】
　図５に記された再生管理情報に従ってコンテンツを再生する場合は、まずストリームＩ
Ｄが４のコンテンツを先頭（０：００つまり０分０秒）から５：００まで再生し、続いて
ストリームＩＤが１０８のコンテンツを先頭から２：１０まで再生する。以下同様にコン
テンツを連続して再生し、ストリームＩＤが７のコンテンツを先頭から４：１０まで再生
して終了となる。
【００４９】
　図６は、放送映像データストリームと同時に再生管理情報を作成する手順を説明するフ
ローチャートである。図６では、受信品質の基準をＣＮＲとして説明する。
【００５０】
　予約録画開始時刻の到来やユーザ操作によって録画動作が開始された場合、まず再生管
理情報記録部５によって再生管理情報ファイルが生成され、記録媒体６へ書き込まれる（
ステップＳ１５）。この時点での再生管理情報ファイルの中身は、終端を示す列のみとな
っている。
【００５１】
　続いて、アナログ放送受信部２をサイマル放送受信チャンネルに選局した上で映像記録
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部４によって記録媒体６への映像データストリームの記録が開始され（ステップＳ１６）
、ストリームの録画経過時間計測が開始される。
　デジタル放送記録中に受信品質測定部７で測定されたＣＮＲが予め設定された閾値Ｃ０
を下回った場合（ステップＳ１８がＹＥＳ、且つステップＳ１９がＹＥＳ）、サイマル放
送が放送されていれば（ステップＳ２１がＹＥＳ）、放送切替処理に移る。この放送切替
処理は、ステップＳ２２、ステップＳ２３、ステップＳ２４からなる処理である。
【００５２】
　まず、映像記録部４による記録を停止させ、再生管理情報ファイルの末尾に次の情報を
記録する（ステップＳ２２）。
　・停止前に記録していた映像データストリームのストリームＩＤ、
　・開始時間（０：００）、
　・終了時間（停止直前に録画経過時間が指示していた値、即ちストリームの記録長）。
【００５３】
　再生管理情報ファイルへの情報追加完了後、続いて放送映像切替スイッチ３をアナログ
放送側へ切り替え（ステップＳ２３）、録画経過時間の計測値をリセットした上で改めて
記録を開始する（ステップＳ２４）。これによって、アナログ放送の記録が開始される。
【００５４】
　一方、アナログ放送記録中にＣＮＲが予め設定した閾値Ｃ０を超えた場合（ステップＳ
１８がＮＯ、且つステップＳ２０がＹＥＳ）は、デジタル放送の受信状態が復帰したと判
断され、デジタル放送へ切り替えた上で改めて記録が開始される（放送切替処理）。
【００５５】
　上記の受信放送とＣＮＲの判定および放送切替処理は、録画終了要件が成立するまで繰
り返し行われる（ステップＳ１７）。
　録画終了要件が成立した際には、最後の録画停止と再生管理情報ファイルへ、ストリー
ムＩＤ、開始時間および終了時間の追加が行われ（ステップＳ２５）、再生管理情報ファ
イルのクローズを行って（ステップＳ２６）、放送映像の記録は完了する。
【００５６】
　以上の処理が完了した時点で、例えば図５に示されるような再生管理情報ファイルが生
成されている。この再生管理情報ファイルにしたがって再生を行えば、別々に記録された
ストリームが連続して再生され、放送の切り替わりを意識することなくあたかも連続した
コンテンツであるかのように視聴することが可能となる。
【００５７】
　しかしながら、ここに述べた方法で再生管理情報を作成した場合には、記録されたスト
リームそのものは放送切り替わり点で分断された状態で残ってしまうので、この分断され
たストリーム単体ではユーザにとって利用価値が低い。
【００５８】
　また一方で、ＤＶＤレコーダやＨＤＤレコーダなどの映像記録再生装置においては、記
録媒体に記録されているストリームについて、録画チャンネルや時間あるいは番組名など
の番組情報や、記録された映像のうちの代表的なショットの静止画あるいは動画（いわゆ
るサムネイル）とともに一覧表示し、その中から再生したいものを選択できる入力インタ
フェースを備えていることが一般的である。この場合、通常のコンテンツの一覧表示に混
じって、分断されたストリームが多数表示されることとなり、ユーザの操作性を損ねる結
果となる。
【００５９】
　そこで、切り替えによって生じる分断ストリームは、このような一覧表示には表示させ
ないことが有効となる。これは、具体的には以下のような手段によって実現することがで
きる。
　記録されたストリームの一覧表示に際しては、ストリーム管理部１０が、記録した映像
データストリームの情報と再生管理情報ファイルを記録媒体６から読み出す。このとき再
生管理情報ファイルのストリームＩＤの行には、放送切り替えによって分断された映像デ
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ータストリームのストリームＩＤが並んでいる。
　記録ストリームの一覧表示を行う際に、この再生管理情報ファイルのストリームＩＤの
並びの中にストリームＩＤが記載されていないかを各ストリームに対して検索し、記載さ
れていないストリームに関してのみ一覧表示の対象とする。
【００６０】
　ユーザは、（図示しない）入力インタフェースを用い、一覧表示されたコンテンツの中
から視聴を希望するコンテンツを選択する。このとき記録されたストリームの一覧表示に
は、放送切り替えによって分断されたストリームは、上述した手法によって表示されない
こととなり、ユーザは不要な情報の提示を受けることなく選択することができる。
【００６１】
　さらに、本実施形態のさらに別の手法としては、放送映像を記録する際に切り替えが発
生しても、同一のファイルにストリームを記録し、ひとつながりのコンテンツとすること
も可能である。
　図７は、録画するときに映像データを単一のストリームとして記憶するときの処理手順
を示すフローチャートである。
【００６２】
　予約録画開始時刻の到来やユーザ操作によって録画動作が開始された場合、アナログ放
送受信部２をサイマル放送受信チャンネルに選局した上で、映像記録部４によって記録媒
体６への映像データストリームの記録が開始される（ステップＳ２７）。
　受信品質測定部７は、記録中常にデジタル放送受信部１を監視してＣＮＲを測定するが
、この値が予め設定した閾値Ｃ０を下回った場合（ステップＳ２９がＹＥＳ、且つステッ
プＳ３０がＹＥＳ）、デジタル放送の受信状態が悪化したと判断され、サイマル放送が放
送されていれば（ステップＳ３２がＹＥＳ）放送切替処理に移る。この放送切替処理は、
ステップＳ３３、ステップＳ３４、ステップＳ３５からなる処理である。
【００６３】
　まず、映像記録部４による記録を一時停止状態にする（ステップＳ３３）。この記録一
時停止状態とは、映像記録部４は放送映像切替スイッチ３からの映像信号をブロックし、
記録媒体６への記録を停止させてはいるが、ストリームファイルのクローズは行っておら
ず、放送映像切替スイッチ３からの映像信号を通過させればいつでも記録が再開できる状
態のことである。
【００６４】
　この状態から、放送映像切替スイッチ３をアナログ放送側へ切り替え（ステップＳ３４
）、映像記録部４の記録一時停止状態を解除して記録を再開する（ステップＳ３５）。こ
れにより、アナログ放送映像が切り替え前に記録されていたデジタル放送映像に続いて記
録される。
【００６５】
　一方、アナログ放送記録中にＣＮＲが予め設定した閾値Ｃ０を超えた場合（ステップＳ
２９がＮＯ、且つステップＳ３１がＹＥＳ）は、デジタル放送の受信状態が復帰したと判
断され、デジタル放送へ切り替えた上で改めて記録が開始され（放送切替処理）、それま
で記録されていたアナログ放送映像に続いてデジタル放送映像が記録される。
【００６６】
　上記の受信放送とＣＮＲの判定および放送切替処理は、録画終了要件が成立するまで繰
り返し行われる（ステップＳ２８）。
　録画終了要件が成立した時点で記録が停止され（ステップＳ３６）、録画動作が完了す
る。
　以上の処理によって生成されるストリームは、デジタル放送映像とアナログ放送映像が
連続的に一つのファイル上に記録されたものとなり、再生によってひとつながりのコンテ
ンツとして視聴することが可能となる。
【００６７】
＜実施形態２＞
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　図８は、本発明の実施形態２に係る記録再生装置のうち、記録部分の構成を示した図で
ある。
　本実施形態２の記録再生装置の記録部分は、デジタル放送受信部１１、アナログ放送受
信部１２、映像記録部１３、再生管理情報記録部１４、記録媒体１５、受信品質測定部１
６、サイマル放送判定部１７、システムコントローラ１８、ストリーム管理部１９、受信
品質記録部２０から構成される。本発明の実施形態１と異なる部分について、以下に説明
する。
　本実施形態２の記録再生装置の記録部分では、放送映像切替スイッチ３を備えず、デジ
タル放送受信部１１およびアナログ放送受信部１２にそれぞれ対応した２系統の映像記録
部１３を有し、それぞれの映像を同時に記録することができる。
　また、システムコントローラ１８からの指令およびデータ入力により、受信品質記録部
２０が後述する受信品質情報ファイルを記録媒体１５に記録する。
【００６８】
　本発明の実施形態２においては、サイマル放送が存在する場合には、デジタル放送映像
とアナログ映像放送の双方を同時に記録する。再生の段階で、記録した２本の映像データ
ストリームのうちの出力すべき側を判断し、切り替えながら出力する。図９は、この様子
を表した図である。
【００６９】
　図９に示した状況は、デジタル放送とアナログ放送とで存在するサイマル放送を記録（
０：００～２０：００）したものであり、その記録時のデジタル放送のＣＮＲ値をグラフ
にて表している。放送映像記録時にはデジタル放送とアナログ放送の双方を同時に記録し
ており、それぞれストリームＩＤを４および１０８とする。つまり、ストリームＩＤ４の
映像データストリームと、ストリームＩＤ１０８の映像データストリームは、デジタル放
送を記録したものかアナログ放送を記録したものかという違いはあるものの、記録されて
いる映像の内容としては同一のものである。
【００７０】
　再生時には、この２つのストリームを、放送映像受信時の受信品質によって切り替えな
がら再生する。すなわち、記録したストリーム上の時間で０：００から５：００までは受
信品質が良好なので（ＣＮＲ＞Ｃ０）、ストリームＩＤ４の映像を、５：００から６：３
０までは受信品質が悪化しているため（ＣＮＲ≦Ｃ０）、ストリームＩＤ１０８の映像を
選択して再生出力する。以下同様に、ストリームの切り替えを行いながら、２０：００ま
で再生する。
【００７１】
　これを実現するために、具体的には以下の手法をとる。即ち、放送映像記録時に実施形
態１で説明した再生管理情報ファイルを同時に作成・記録し、再生時にその再生管理情報
に従って連続的な再生を実現する。
　図１０は、再生管理情報を作成する処理手順を示すフローチャートである。図１０では
、受信品質の基準をＣＮＲとする。
【００７２】
　予約録画開始時刻の到来やユーザ操作によって録画動作が開始された場合、まず再生管
理情報記録部１４によって再生管理情報ファイルが生成され、記録媒体１５へ書き込まれ
る（ステップＳ３７）。この時点での再生管理情報ファイルの中身は、終端を示す列のみ
となっている。
【００７３】
　続いて、アナログ放送受信部１２をサイマル放送チャンネルに選局し、映像記録部１３
によって記録媒体１５への映像データストリームの記録が開始され、ストリームの録画経
過時間計測が開始される（ステップＳ３８）。このとき、デジタル放送受信部１１とアナ
ログ放送受信部１２の双方からの映像データが同時に記録開始され、システムコントロー
ラ１８はストリーム管理部１９からデジタル放送記録ストリーム、アナログ放送記録スト
リーム双方のストリームＩＤの付与を受ける。
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【００７４】
　受信品質測定部１６は、記録中常にデジタル放送受信部１１を監視してＣＮＲを測定し
ており、現在「利用中」の放送がデジタル放送であり（ステップＳ４０がＹＥＳ；その時
点までの受信品質が良好であり、再生に際してはデジタル放送のストリームを利用するこ
とが想定される状態にあった場合）、受信品質測定部７で測定されたＣＮＲが予め設定さ
れた閾値Ｃ０を下回った場合（ステップＳ４１がＹＥＳ）、サイマル放送が放送されてい
れば（ステップＳ４３がＹＥＳ）、デジタル放送の受信状態が悪化したと判断され再生管
理情報ファイルへの書き込み処理（ステップＳ４４およびステップＳ４５）へ移行する。
【００７５】
　再生管理情報ファイルへの書き込み処理では、まず、再生管理情報ファイルの末尾に次
の情報を記録する（ステップＳ４４）。
　・放送受信状況が変化するまで記録していた映像データストリームのストリームＩＤ、
　・開始時間（ステップＳ４５で一時記憶領域に保存する値。初回のみ０：００）、
　・終了時間（録画経過時間が指示している値、即ちその時点までのストリームの記録長
）。
【００７６】
　続いて、録画経過時間が指示している値をシステムコントローラ１８内の一時記憶領域
に保存する（ステップＳ４５）。ここで保存した値は、次に放送受信状況に変化があった
際に、再生管理情報ファイルの「開始時間」として記録するために用いられる。
【００７７】
　一方、アナログ放送を「利用中」に（ステップＳ４０がＮＯ；その時点までの受信品質
が良好でなく、再生に際してはアナログ放送のストリームを利用することが想定される状
態にあった場合）、ＣＮＲが予め設定した閾値Ｃ０を超えた場合（ステップＳ４２がＮＯ
、且つステップＳ４３がＹＥＳ）は、デジタル放送の受信状態が復帰したと判断され、再
生管理情報ファイルへの書き込み処理（ステップＳ４４およびステップＳ４５）へ移行す
る。
【００７８】
　上記の再生管理情報ファイルへの書き込み処理を、図９の８：３０前後を例にとって具
体的に説明する。
　８：３０の時点において、「利用中」の放送はデジタル放送である。これは８：３０よ
り前の時点におけるＣＮＲ値が予め設定した閾値Ｃ０を上回っている、すなわちデジタル
放送の受信状態が良好であるためである。
　しかし、８：３０の時点で、ＣＮＲ値が予め設定した閾値Ｃ０を下回るため、ストリー
ムＩＤ４、開始時間６：３０（前回の切り替わり点で一時記憶領域に記憶した値＝前回の
切り替わり時間）、終了時間８：３０（現時点での記録経過時間）を再生管理情報の末尾
に記録し、現時点での記録経過時間８：３０を一時記憶領域に保存する。この一時記憶領
域に保存された８：３０という値は、次の切り替わり点、すなわちＣＮＲ値が予め設定し
た閾値Ｃ０を上回った時点（１３：４５）で利用される。
【００７９】
　上記の利用放送とＣＮＲの判定および再生管理情報ファイルへの記録処理は、録画終了
要件が成立するまで繰り返し行われる（ステップＳ３９）。
録画終了要件が成立した際には、最後の録画停止と再生管理情報ファイルへ、現在利用中
の放送のストリームＩＤ、一時記憶領域に記憶した開始時間および終了時間の追加が行わ
れ（ステップＳ４６）、再生管理情報ファイルのクローズを行って（ステップＳ４７）、
放送映像の記録は完了する。
【００８０】
　図９に示される受信品質推移に対して、以上の処理が完了した時点で、図１１に示した
再生管理情報ファイルが生成されている。
【００８１】
　このコンテンツを再生する際には、図１１に示される再生管理情報に従い、再生開始か
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ら５：００までデジタル放送の映像データストリーム（ストリームＩＤ＝４）を再生し、
続いて５：００から６：３０までアナログ放送の映像データストリーム（ＩＤ＝１０８）
を再生する。以下同様に、デジタル放送とアナログ放送の映像を交互に出力する。
　これにより、２つの映像データストリームから記録状態の良好な部分を抽出し、ひとつ
ながりの連続したコンテンツであるかのように視聴することが可能となる。
【００８２】
　本実施形態２における別の実現手法としては、映像データストリームの記録時に受信品
質に関わる情報を併せて記録し、再生時にこの記録した受信品質情報に基づいて出力すべ
きストリームを決定することもできる。
【００８３】
　この受信品質情報としては、例えば、すでに述べたＣＮＲやエラーレートなどを用いる
ことができる。この受信品質情報をストリームＩＤと関連付け、時系列に沿ってファイル
に記録する。図１２は、受信品質を示す指標としてＣＮＲを用いた場合の受信品質情報フ
ァイル、即ちＣＮＲファイルに記載される情報の例である。
【００８４】
　ＣＮＲファイルの先頭の「ＳＩＤ＝４」は、このファイルに記録される受信品質がスト
リームＩＤ４の映像データストリーム記録時のものであることを示している。
　「ＳＴＥＰ＝１ｓｅｃ」は、これ以降に記録されるＣＮＲが１秒ごとの値であることを
示している。ここでは、１秒という値を明示したが、仕様として暗黙のうちに規定し、Ｃ
ＮＲファイルには記録しないことにしてもよい。
　続いて、１秒毎（ＳＴＥＰで指定される時間区間毎）のＣＮＲの平均値がＣＮＲファイ
ルの終端まで羅列される。図１２では、２０.５，２２.４，１９.３，１４.４，１２.９
，９.２，７.１，１１.８，１８.３，…，３０.１の順で記録されている。
　ここで、各数値の単位はｄＢ（デシベル）とした。また、各数値は平均値のほかに、中
央値、最大値など各種統計的手法によって得られる値を用いることも可能である。
【００８５】
　このＣＮＲファイルを参照し、ＣＮＲが大きい値の時間ではデジタル放送の映像データ
ストリームを、ＣＮＲが小さい値の時間ではアナログ放送の映像データストリームを選択
しながら出力することで、記録品質の良好な部分をつないだ形の映像を視聴することが可
能となる。
【００８６】
　この再生出力時の処理を、図１３のフローチャートを用いて説明する。
　ユーザからの操作等によって再生動作が開始されると、まず再生しようとする映像に対
応する、デジタル放送およびアナログ放送の双方のストリームＩＤをストリーム管理部１
９より取得し、映像データストリームを記録しているファイル（デジタル放送用およびア
ナログ放送用）をオープンする（ステップＳ４８）。
　続いて対応するＣＮＲファイルをオープンする（ステップＳ４９）。これで再生準備が
完了し、再生のメインループに入る。
【００８７】
　再生のメインループでは、以下のステップＳ５１からＳ５６で構成される処理を繰り返
し行う。繰り返し処理は、再生終了要件が成立するまで行われる（ステップＳ５０）。こ
の再生終了要件とは、例えば、ユーザが再生停止操作をする、ストリーム終端に達する、
などである。
【００８８】
　繰り返し処理においては、まず、ＣＮＲファイルから次に記録されているＣＮＲ値を取
得する（ステップＳ５１）。
　これによって取得したＣＮＲ値が予め設定した閾値Ｃ０を超えていれば（ステップＳ５
２がＹＥＳ）、この部分を記録した時間帯の受信状態は良好であったと判断し、デジタル
放送の映像データストリームからデータを取得し、ＳＴＥＰ時間分だけ再生する（ステッ
プＳ５３）。
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　続いて、映像データストリーム上の参照位置（その時点におけるファイル読み出し位置
）をデジタル放送とアナログ放送の映像データストリームの間で一致させるため、アナロ
グ放送の映像データストリーム上の参照位置をＳＴＥＰ時間分だけ進める（ステップＳ５
４）。
【００８９】
　一方、ステップＳ５１で取得したＣＮＲ値が予め設定した閾値Ｃ０を下回っていれば（
ステップＳ５２がＮＯ）、デジタル放送のこの時間帯での受信状態が悪化していたと判断
し、アナログ放送の映像データストリームからデータを取得し、ＳＴＥＰ時間分だけ再生
する（ステップＳ５５）。
　さらに、デジタル放送の映像データストリームの参照位置をＳＴＥＰ時間分だけ進める
（ステップＳ５６）。
【００９０】
　再生終了要件が成立した場合には、すべてのファイルをクローズして（ステップＳ５７
）、再生動作を終了する。この動作により、２つの映像データストリームから記録状態の
良好な部分を抽出し、ひとつながりの連続したコンテンツであるかのように視聴すること
が可能となる。
【００９１】
　以上に説明した手法によれば、デジタル放送とアナログ放送の映像データストリームの
うち記録状態が良好な部分を抽出してつなぎ合わせた形で再生するため、継ぎ目を完全に
シームレスに出力することは難しい。
　しかし、再生しようとするコンテンツの種類によっては、デジタル放送の映像を使って
無理に再生せずに、継ぎ目のない映像を視聴したいという場合もある。そのような場合に
対しては、再生開始前にＣＮＲファイルを先頭から終端まで調査し、その結果によってデ
ジタル放送かアナログ放送いずれの映像データストリームを出力するかを事前に決定し、
切り替えを行うことなく再生するという手法が有効である。
【００９２】
　例えば、ＣＮＲファイルに記録されたＣＮＲ値のすべてが閾値Ｃ０を上回っている場合
（例えば、ＣＮＲ値が図１４の（Ａ）に示されるような推移である）は、デジタル放送の
視聴不能部分（映像品質の悪化が許容範囲を超える部分）が存在しないので、デジタル放
送の映像データストリームを出力として選ぶ。
　一方、ＣＮＲファイルに記録されたＣＮＲ値のうちに閾値Ｃ０を下回るものが存在する
場合（例えば、ＣＮＲ値が図１４の（Ｂ）に示されるような推移である）には、デジタル
放送の視聴不能部分が存在するため、アナログ放送の映像データストリームを出力として
選ぶ。
　このようにすることで、視聴時の切り替わりによる映像品位の低下を引き起こすことな
く出力することが可能となる。
【００９３】
　また、デジタル放送とアナログ放送のうちどちらを再生するかの判断基準としては、こ
こで述べたようなＣＮＲ≦Ｃ０の部分が存在するか否かという基準に限らない。
　例えば、ＣＮＲ≦Ｃ０の区間が一定時間以上継続する部分があるか、あるいは記録時間
全体におけるＣＮＲ≦Ｃ０の部分がどれだけの割合を占めるか、という判断基準を採用す
ることも可能であり、用途あるいはユーザがどの程度の映像品質を許容するかによって使
い分けることができる。
【００９４】
　また、再生制御のその他の手法としては、受信品質情報に基づいて再生開始前に再生管
理情報を作成し、作成した再生管理情報にしたがって再生する手法も可能である。この場
合、再生管理情報の作成は、図１０の処理手順と同様の処理にて可能である。
【００９５】
　さらに、再生中にデジタル放送とアナログ放送の映像データストリームを切り替えなが
ら出力する手法と、再生前にいずれの映像データストリームを出力するか切り替える手法
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との、双方の手法を実現する機能を備えた記録再生装置を用意し、いずれの手法を採用す
るかをユーザに選択させるようにすることもできる。
【００９６】
　このようにすれば、通常はストリーム内の部分部分において高画質な映像を視聴するた
めに前者の手法を選択しているが、例えば、音楽番組など切れ目なく視聴したい番組の場
合には切り替えを発生させないように後者の手法を選択する、といった利用法が可能とな
る。
【００９７】
＜実施形態３＞
　上述した実施形態１および実施形態２により、サイマル放送を利用して、デジタル放送
とアナログ放送のうち記録品質が良好な部分をつなぎ合わせて再生視聴が可能となる。
　しかしながら、サイマル放送は完全に同一のタイミングで放送されているわけではなく
、記録される映像データストリームにおいて数秒のずれが生じてしまう。そのため、ある
時間に受信品質の状況が変化したことを受けてデジタル放送とアナログ放送の切り替えを
行った際に、時間差の影響によって同じシーンを繰り返したりシーンの一部がスキップさ
れてしまったりという問題を生じることになる。
【００９８】
　この問題を解決するために、本実施形態３では、受信した映像データ間の時間差を吸収
しながら記録再生処理を行えるようにする。記録再生装置の構成は、実施形態２と同一で
ある（図８参照）。
　この構成の記録再生装置を用いて、図１５に示されるように記録された映像データスト
リームの場合を例にして再生動作を説明する。
　図１５において、デジタル放送およびアナログ放送の映像データストリームはサイマル
放送を同時に記録したものとする。ここで、Ｔは記録した映像自体が持つ時間である（そ
れぞれの放送番組が開始してからの時間）。例えば、映像中に時計が映っていると仮定す
れば、その時計が示す時間に対応する。一方、ｔは記録された映像データストリームの先
頭からの時間である。
【００９９】
　図１５では、ｔ＝０つまりストリーム先頭において、デジタル放送を記録した映像デー
タストリームではＴ＝０、アナログ放送を記録した映像データストリームではＴ＝５とな
っており、アナログ放送がデジタル放送に比べて５秒進んでいることを示している。
　このサイマル放送における時間差（ここでは５秒）を取得する方法としては、工場出荷
時にチャンネルごとに設定しておく、放送信号に番組同士の時間差情報を重畳しておきそ
の情報を取得する、インターネットなどのネットワーク経由で取得する、などが考えられ
る。
　また、図１５の下部に示されているグラフはＣＮＲの推移を示したものである。
【０１００】
　本実施形態３においては、再生時には図１５の太線に示される形で映像を出力する。つ
まり、再生開始から２０秒間はデジタル放送を記録した映像データストリームから再生を
行う。２０秒が経過した時点でＣＮＲ値が閾値Ｃ０を下回り、アナログ放送への切り替え
となるが、ｔ＝２０の地点からアナログ放送を記録した映像データストリームを再生する
と、Ｔ＝２５の時点からの再生となり、５秒分の映像がスキップされてしまう。そこで５
秒前（ｔ＝１５）の時点から再生を行う。
【０１０１】
　デジタル放送の受信状態が復帰するのはＴ＝３５、ｔ＝３５の地点であるが、アナログ
放送をｔ＝３５まで再生していては５秒分の映像が重複されて出力されてしまう。そこで
、アナログ放送をｔ＝３０まで再生したところでデジタル放送に切り替え、且つデジタル
放送の映像データストリーム上の時刻に対して５秒後から再生を開始する。
　これによって、サイマル放送同士の映像間に存在する時間差を吸収した再生が可能とな
る。



(17) JP 4745409 B2 2011.8.10

10

20

30

40

50

【０１０２】
　本実施形態３において使用する再生管理情報を生成する場合は、実施形態２において図
１０に示したフローチャートと同様の処理を行う。但し、ステップＳ４４とステップＳ４
６での処理が実施形態２の場合と若干異なり、再生管理情報に記録する開始時間と終了時
間に対して、映像が持つ時間差に対応した補正を行うように変更する。
【０１０３】
　例えば、アナログ放送がデジタル放送に対して５秒間進んでいる場合は、アナログ放送
ストリームの再生に対応する管理情報を書き込む場合に限り、開始時間と終了時間に対し
て－５秒の補正を行う。逆に、アナログ放送がデジタル放送に対して５秒間遅れている場
合は、アナログ放送ストリームの再生に対応する管理情報を書き込む場合に限り、開始時
間と終了時間に対して＋５秒の補正を行うようにする。
【０１０４】
　図１６は、図９に示したＣＮＲの推移に対する再生管理情報ファイルを生成する際に、
上記の補正を行った場合に記録される情報である。
　補正を加えない場合の再生管理情報である図１１と比較すると、アナログ放送を記録し
た映像データストリーム（ストリームＩＤ１０８）の開始時間と終了時間がそれぞれ－５
秒の補正がされている。この再生管理情報に従って再生すれば、時間差を吸収したうえで
映像を出力することができる。
【０１０５】
　また、上記の再生の別の手法としては、図１３の処理と同様に、ＣＮＲファイルの情報
をもとに出力する映像データストリームの切り替えを行う手法がある。この際に、ストリ
ーム上の参照位置を時間差に対応する分だけずらすことで、放送間に存在する時間差を吸
収する。この再生動作の処理手順を示すものが図１７のフローチャートである。
【０１０６】
　図１７は、デジタル放送がアナログ放送よりも時間的に進んでいる場合の処理手順であ
るが、この図１７に示される処理は、実施形態２で説明した図１３に示した処理とほぼ同
一であるが、ステップＳ６２およびステップＳ６３からなる処理が追加されている。これ
は、再生開始後最初の時間差分（ステップＳ６２がＹＥＳ）だけは、ＣＮＲの値に関わら
ずデジタル放送を記録した映像データストリームから再生する（ステップＳ６３）。この
ときアナログ放送を記録した映像データストリームの参照位置は変化させない。
【０１０７】
　再生開始後、最初の時間差分が経過した後は（ステップＳ６２がＮＯ）、図１３に示す
処理とまったく同様である。このとき、デジタル放送およびアナログ放送を記録した映像
データストリーム上の参照位置は、時間差に対応した分だけずれているため、切り替え時
に出力される映像では時間差が吸収されることになる。
　一方、アナログ放送がデジタル放送よりも時間的に進んでいる場合であっても同様で、
ステップＳ６３においてアナログ放送を記録した映像データストリームから再生するよう
にすればよい。
【０１０８】
　これにより、放送間に存在する時間差を吸収したうえで映像を出力することができ、放
送の切り替わり点周辺において映像が重複したり欠落したりすることなく視聴が可能とな
る。
　ここで示した手法は、デジタル放送とアナログ放送の双方を同時に記録することを前提
としているが、切替点周辺においてデジタル放送とアナログ放送の双方を記録するような
実施形態とすれば、デジタル放送とアナログ放送を切り替えながら記録する装置に対して
上記の手法を適用することも可能である。
【０１０９】
　以上説明した実施形態１から実施形態３においては、冒頭で述べたとおりデジタル放送
とアナログ放送のサイマル放送に限定して説明したが、本発明を実施するにあたっては、
上記の組み合わせに限定されるものではない。
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　実施形態１から実施形態３で説明したサイマル放送とは、同一内容の番組を同一時間に
異なるチャンネルで放送するものであるが、本発明の実施形態としては必ずしも同一内容
の番組に限定されるものではない。録画しようとする放送番組が記録不能の場合に、当該
番組と関連付けられた別の番組を副たる放送で記録するように構成してもよい。
【０１１０】
　例えば、ワイドショー番組を録画しようとしていたが受信品質の悪化のため記録不可能
であるとき、他局で放送される別のワイドショー番組が関連番組として登録されていれば
、後者のワイドショー番組を録画するように構成することもできる。これは、図１におけ
るサイマル放送判定部８、または図８におけるサイマル放送判定部１７をそれぞれ関連番
組放送判定部に置き換えることで実現可能である。
【０１１１】
　また、実施形態１から実施形態３においては、副たる放送はアナログ放送であるとして
いるが、副たる放送がデジタル放送であっても問題ない。例えば、主たる放送として地上
デジタル放送とした場合に、副たる放送にＢＳデジタル放送、ＣＳデジタル放送、１セグ
メント地上デジタル放送、モバイル放送などを利用し、地上デジタル放送の記録が不可能
な場合にＢＳデジタル放送などの映像を記録するようにしてもよい。
【０１１２】
　さらに、副たる放送は１系統に限られるものではなく、複数系統の副たる放送が設定さ
れていてもかまわない。例えば地上デジタル放送、ＢＳデジタル放送、１１０°ＣＳデジ
タル放送、地上アナログ放送でサイマル放送番組が存在する場合を例にとると、この場合
の動作は次のようになる。なお実施において、すべてのデジタル放送受信部に対応する受
信品質測定部と受信品質情報記録部を備えるものとする。
【０１１３】
　地上デジタル放送のＣＮＲ値が低下した場合、第一候補としてＢＳデジタル放送のＣＮ
Ｒ値を取得する。このＣＮＲ値が閾値以上の場合は、ＢＳデジタル放送を代替放送として
利用する。閾値以下の場合は、第二候補としてＣＳデジタル放送のＣＮＲ値を取得する。
このＣＮＲ値が閾値以上の場合は、ＣＳデジタル放送を代替放送として利用する。閾値以
下の場合は、最終候補として地上アナログ放送を代替放送として利用する。これはＢＳデ
ジタル放送とＣＳデジタル放送の間で代替放送としての利用優先順位を設定したものであ
るが、ＢＳデジタル放送とＣＳデジタル放送のＣＮＲ値をそれぞれ取得して比較し、より
受信品質の良好な放送を代替放送として用いるようにしてもよい。
【０１１４】
　以上に述べた各実施形態により、録画しようとする主たる放送の受信状態が悪化して録
画不可能となっても、副たる放送で放送中の、当該放送に関連する番組の映像を活用し、
コンテンツ再生の際にひとつながりの一貫したコンテンツとして視聴できるような記録再
生装置を提供することが可能となる。
【０１１５】
　以上説明した記録再生装置は、上述した記録再生装置として機能させるためのプログラ
ムでも実現できる。このプログラムはコンピュータで読み取り可能な記録媒体に格納され
ている。この記録媒体としては、メインメモリそのものがプログラム記録媒体であっても
よいし、また外部にプログラムを読み取る読取装置が設けられ、その読取装置に記録媒体
を挿入することでメインメモリへ読み取られるプログラム記録媒体であってもよい。
【０１１６】
　ここで、上記プログラム記録媒体は、本体と分離可能に構成される記録媒体であり、例
えば、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フレキシブルディスクやハードディス
ク等の磁気ディスクやＣＤ－ＲＯＭ／ＭＯ／ＭＤ／ＤＶＤ等の光ディスクのディスク系、
ＩＣカード（メモリカードを含む）／光カード等のカード系、あるいはマスクＲＯＭ、Ｅ
ＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュＲＯＭ等による半導体メモリを含めた固定的にプロ
グラムを記録する記録媒体であってもよい。
【０１１７】
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　あるいは、ネットワーク等の通信網を介して記憶装置に格納された上記プログラムをサ
ーバコンピュータから直接供給を受けるようにしてもよいし、また、放送網を介して上記
プログラムを受信するようにしてもよい。この場合、上記プログラムを記録している配信
もとの記憶装置も本発明の記録媒体に含まれる。
　このように、上述した実施形態の機能をプログラム化して流通させることによって、コ
ストの低廉化、および可搬性や汎用性を向上させることができる。
【符号の説明】
【０１１８】
１，１１…デジタル放送受信部、２，１２…アナログ放送受信部、３…放送映像切替スイ
ッチ、４，１３…映像記録部、５，１４…再生管理情報記録部、６，１５…記録媒体、７
，１６…受信品質測定部、８，１７…サイマル放送判定部、９，１８…システムコントロ
ーラ、１０，１９…ストリーム管理部、２０…受信品質記録部。

【図１】 【図２】
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