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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デジタルチューナと、ＨＤＭＩ信号処理部と、制御部と、リモコン受光部と、記憶部と
、ＨＤＭＩインターフェイス部と、電子番組表取得部と、を有しデジタル放送を録画可能
な記録再生装置と、デジタル放送のチューナを含むデジタル放送受信部と、ＨＤＭＩイン
ターフェイス部と、ＨＤＭＩ信号処理部と、映像信号の処理を行う映像信号処理部と、処
理後の映像信号に基づく映像を出力するディスプレイと、制御部と記憶部とを有し、デジ
タル放送を受信可能なテレビジョン装置であって前記記録再生装置と接続されることによ
り両装置間で予め定められたプロトコルにより機器間での双方向通信が可能なテレビジョ
ン装置と、を有するデジタル機器システムにおいて、前記テレビジョン装置側において記
録再生装置で予約録画する機能を起動させる操作を契機にして、
　前記ＨＤＭＩインターフェイス部を介して前記予め定められたプロトコルにより機器間
において双方向通信を行うことにより、前記記録再生装置が前記電子番組表取得部におい
て取得した電子番組表の表示要求を前記テレビジョン装置が受けて、該表示要求のあった
前記テレビジョン装置に入力切替する処理を行い、前記記録再生装置の電子番組表を前記
テレビジョン装置の前記ディスプレイにおいて表示させる一連の動作を行い、
　前記一連の動作が終了し、前記テレビジョン装置側における前記電子番組表における番
組録画の予約動作のための操作を前記記録再生装置側での番組録画の予約動作の制御信号
に変換して前記通信により送信することを特徴とするデジタル機器システム。
【請求項２】
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　前記予約処理が完了すると、前記記録再生装置からの指示により、前記テレビジョン装
置は元のテレビジョン側になるように入力切り替えを行うとともに、前記記録再生装置の
電源をオフにする処理を行うことを特徴とする請求項１に記載のデジタル機器システム。
【請求項３】
　デジタル放送を録画可能な記録再生装置と、デジタル放送を受信可能なテレビジョン装
置であって前記記録再生装置と接続されることにより両装置間で予め定められたプロトコ
ルにより機器間での双方向通信が可能なテレビジョン装置と、を有するデジタル機器シス
テムにおいて、前記テレビジョン装置側におけるメニュー表示又はリモコン操作において
、前記記録再生装置側で番組予約を行うためのメニュー又は操作ボタンが設けられている
ことを特徴とする請求項１又は２に記載のデジタル機器システム。
【請求項４】
　デジタルチューナと、ＨＤＭＩ信号処理部と、制御部と、リモコン受光部と、記憶部と
、ＨＤＭＩインターフェイス部と、電子番組表取得部と、を有しデジタル放送を録画可能
な記録再生装置と、デジタル放送のチューナを含むデジタル放送受信部と、ＨＤＭＩイン
ターフェイス部と、ＨＤＭＩ信号処理部と、映像信号の処理を行う映像信号処理部と、処
理後の映像信号に基づく映像を出力するディスプレイと、制御部と記憶部とを有し、デジ
タル放送を受信可能なテレビジョン装置であって前記記録再生装置と接続されることによ
り両装置間で予め定められたプロトコルにより機器間での双方向通信が可能なテレビジョ
ン装置と、を有するデジタル機器システムにおいて、前記テレビジョン装置側に設けられ
前記記録再生装置側での番組予約を行うためのメニュー又は操作ボタンにより、前記記録
再生装置の前記電子番組表取得部により取得された情報に基づく電子番組表を前記テレビ
ジョン装置側のディスプレイにおいて表示させるための情報を前記記録再生装置側から取
得するテレビジョン装置において、
　録画予約操作を前記テレビジョン装置で行ったか前記記録再生装置で行ったかを識別可
能な情報を、前記電子番組表に表示することを特徴とするテレビジョン装置。
【請求項５】
　デジタルチューナと、ＨＤＭＩ信号処理部と、制御部と、リモコン受光部と、記憶部と
、ＨＤＭＩインターフェイス部と、電子番組表取得部と、を有しデジタル放送を録画可能
な記録再生装置と、デジタル放送のチューナを含むデジタル放送受信部と、ＨＤＭＩイン
ターフェイス部と、ＨＤＭＩ信号処理部と、映像信号の処理を行う映像信号処理部と、処
理後の映像信号に基づく映像を出力するディスプレイと、制御部と記憶部とを有し、デジ
タル放送を受信可能なテレビジョン装置であって前記記録再生装置と接続されることによ
り両装置間で予め定められたプロトコルにより機器間での双方向通信が可能なテレビジョ
ン装置と、を有するデジタル機器システムにおいて、前記テレビジョン装置側において記
録再生装置で予約録画する機能を起動させる操作を契機にして、
　前記ＨＤＭＩインターフェイス部を介して前記予め定められたプロトコルにより機器間
において双方向通信を行うことにより、操作対象機器を判定し、該操作対象となる記録再
生装置からの録画予約番組のリストの表示要求を受けて該表示要求のあった前記テレビジ
ョン装置に入力切替をする処理を行い、前記記録再生装置の録画番組のリストを前記テレ
ビジョン装置において表示させる一連の動作を行うデジタル機器システムにおいて、
　前記一連の動作が終了し、前記テレビジョン装置側に表示された前記録画予約番組のリ
ストに対する操作を受け付けると、前記記録再生装置側での番組録画の予約動作の制御信
号に変換して前記通信により送信し、
　前記予約処理が完了すると、前記記録再生装置からの指示により、前記テレビジョン装
置は元のテレビジョン側になるように入力切り替えを行うとともに、前記記録再生装置の
電源をオフにする処理を行うことを特徴とするデジタル機器システム。
【請求項６】
　デジタル放送を録画可能な記録再生装置と、デジタル放送を受信可能なテレビジョン装
置であって前記記録再生装置と接続されることにより両装置間で予め定められたプロトコ
ルにより機器間での双方向通信が可能なテレビジョン装置と、を有するデジタル機器シス
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テムにおいて、前記テレビジョン装置側におけるメニュー表示又はリモコン操作において
、前記記録再生装置側で録画予約番組のリスト表示を行うためのメニュー又は操作ボタン
が設けられていることを特徴とする請求項５に記載のデジタル機器システム。
【請求項７】
　デジタルチューナと、ＨＤＭＩ信号処理部と、制御部と、リモコン受光部と、記憶部と
、ＨＤＭＩインターフェイス部と、電子番組表取得部と、を有しデジタル放送を録画可能
な記録再生装置と、デジタル放送のチューナを含むデジタル放送受信部と、ＨＤＭＩイン
ターフェイス部と、ＨＤＭＩ信号処理部と、映像信号の処理を行う映像信号処理部と、処
理後の映像信号に基づく映像を出力するディスプレイと、制御部と記憶部とを有し、デジ
タル放送を受信可能なテレビジョン装置であって前記記録再生装置と接続されることによ
り両装置間で予め定められたプロトコルにより機器間での双方向通信が可能なテレビジョ
ン装置と、を有するデジタル機器システムに用いられるテレビジョン装置において、該テ
レビジョン装置側に設けられ前記記録再生装置側での番組予約を行うためのメニュー又は
操作ボタンにより、前記記録再生装置の録画予約リストを前記テレビジョン装置側におい
て表示させるための情報を前記記録再生装置側から取得し録画予約リストを表示するテレ
ビジョン装置において、
　前記記録再生装置側において録画予約済みの番組のＩＤを前記記録再生装置から受け取
り、録画予約操作を前記テレビジョン装置で行ったか前記記録再生装置で行ったかを識別
可能な前記録画予約リストを表示することを特徴とするテレビジョン装置。
【請求項８】
　デジタルチューナと、ＨＤＭＩ信号処理部と、制御部と、リモコン受光部と、記憶部と
、ＨＤＭＩインターフェイス部と、電子番組表取得部と、を有しデジタル放送を録画可能
な記録再生装置と、デジタル放送のチューナを含むデジタル放送受信部と、ＨＤＭＩイン
ターフェイス部と、ＨＤＭＩ信号処理部と、映像信号の処理を行う映像信号処理部と、処
理後の映像信号に基づく映像を出力するディスプレイと、制御部と記憶部とを有し、デジ
タル放送を受信可能なテレビジョン装置であって前記記録再生装置と接続されることによ
り両装置間で予め定められたプロトコルにより機器間での双方向通信が可能なテレビジョ
ン装置と、を有するデジタル機器システムであって、
　前記テレビジョン装置側において第１の記録再生装置における番組の録画予約を行って
いる場合に、
　予約録画開始のある時間だけ前に、予め設定された条件を満たす録画が前記第１の記録
再生装置において可能か否かを判定し満たされない条件がある場合に前記通信によりエラ
ー通知を前記テレビジョン装置に送り、エラー通知を受け取った前記テレビジョン装置か
ら第２の記録再生装置に対してエラー通知を受けた予約番組に関する選局及び録画指示を
送るデジタル機器システムにおいて、
　前記予約番組に関する番組時間終了にあたって前記テレビジョン装置から前記第２の記
録再生装置に対して録画終了指示を送ることを特徴とするデジタル機器システム。
【請求項９】
　前記選局及び録画指示は、前記予め設定された条件を満たさない部分を補完するように
録画する指示であることを特徴とする請求項８に記載のデジタル機器システム。
【請求項１０】
　前記第２の記録再生装置における録画が成功した場合に、前記第２の記録再生装置から
前記テレビジョン装置に対して録画成功を報知することを特徴とする請求項８又は９に記
載のデジタル機器システム。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタル放送受信装置及びそれに関連したデジタル機器システムに関し、特
に、複数の機器を接続した場合における種々の機能を提供する技術に関する。　
【背景技術】
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【０００２】
　複数のデジタル家電機器を接続するための汎用性のある最新の規格として、ＨＤＭＩ規
格が定められた。ＨＤＭＩ規格においては、ＣＥＣ（Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏ
ｎｉｃｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）プロトコルを利用している。このＣＥＣプロトコルを利用し
て、ＨＤＭＩケーブルで接続された機器同士の連携を図るものである。
【０００３】
【表１】

【０００４】
　表１は、ＣＥＣコマンドの例を示すものであり、ＣＥＣコマンドは、汎用性を維持する
ために設けられ各機器又はベンダに依存せずに共通の共通コードと、ベンダが固有に規定
することができる自由度をもたせるためのベンダに固有の固有コードと、に大別される。
【０００５】
　例えば、ＨＤＭＩのベンダ固有コード（コマンド）を利用し機器に機能を持たせる連携
システムも発表されてきている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、現在までに発表されている製品においては、例えば液晶テレビと記録再
生装置とをＨＤＭＩケーブルで接続した場合において、以下のような問題点がある。
１）記録再生装置（レコーダ）で番組等の予約を行う際に、レコーダの機器をオンし、テ
レビにおいて入力切り替えボタンによりレコーダの外部入力画面を表示させ、このＴＶ画
面においてレコーダに外部入力を合わせた後に、リモコン操作モードに切り替えてから改
めて予約機能をメニューキーなどで予約機能を起動する必要があり、特に、ＴＶにおける
入力切り替えステップに時間と手間がかかる。
２）機器間の連動が行われるのは予約を登録したときだけであり、レコーダでエラーが発
生して録画ができなくなった場合でも何ら対策の施しようがない。
３）テレビと複数のレコーダを接続した場合に、テレビ本体及び複数のレコーダにおいて
、別々に予約を管理しているため、どの番組を予約済みなのかを把握することが難しくな
り操作や確認が面倒である。
【０００７】
　本発明は、複数のデジタル機器を接続した場合における種々の便利な機能を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
　本発明においては、ＴＶ側のリモコンで予約等の機能を起動・実行させる機能を備える
。例えば、ベンダ固有コマンドを利用した予約手法として、デジタル放送を録画可能なレ
コーダ装置と双方向通信が可能なテレビジョン装置において、両装置間で予め定められた
プロトコルで機器内部の情報を通信することにより、予約機能の利便性を高める。また、
テレビ(メニューまたはリモコン)に「レコーダで予約」ボタンを設けておく。このボタン
を押した際に、レコーダ電源がオンされる＞レコーダ番組表が表示される。＞ＴＶ入力切
替の処理を通信でタイミングを取りながら行う。＞予約処理完了時には入力切替を元に戻
し、レコーダの電源をオフにする。このような作業を一括して行う。
【０００９】
　「録画リスト表示」ボタンにおいても同様の処理を行うことができる。そのまま再生を
始めた場合には電源オンの状態を継続し、再生せずに終了した場合には予約と同様に電源
をオフにする。レコーダでの録画開始時にレコーダからのエラー通知を監視し、エラーが
通知された場合には別の録画手段で自動的に録画を行う。テレビで番組表・予約リストを
表示する際に、レコーダ側で予約済みの番組情報(Event ID)をテレビに送信し、番組表に
反映する。
【００１０】
　すなわち、本発明の一観点によれば、デジタル放送を録画可能な記録再生装置と、デジ
タル放送を受信可能なテレビジョン装置であって前記記録再生装置と接続されることによ
り両装置間で予め定められたプロトコルにより機器間での双方向通信が可能なテレビジョ
ン装置と、を有するデジタル機器システムにおいて、前記テレビジョン装置側において記
録再生装置で予約する機能を起動させる操作を契機にして、前記予め定められたプロトコ
ルによる機器間において双方向通信を行うことにより、操作対象機器を判定し、該操作対
象となる記録再生装置からの電子番組表の表示要求を受けて該表示要求のあった機器に入
力変換を行い、前記記録再生装置の電子番組表を前記テレビジョン装置において表示させ
る一連の動作を行うことを特徴とするデジタル機器システムが提供される。
【００１１】
　前記一連の動作が終了し、前記テレビジョン装置側における前記電子番組表に関連する
操作を前記記録再生装置側での番組録画の予約動作の制御信号に変換して前記通信により
送信するようにしても良い。
【００１２】
　また、前記予約処理が完了すると、前記記録再生装置からの指示により前記テレビジョ
ン装置の入力切り替えを元のテレビジョン側に切り替えるとともに、前記記録再生装置の
電源をオフにする処理を行うようにしても良い。
【００１３】
　本発明の他の観点によれば、デジタル放送を録画可能な記録再生装置と、デジタル放送
を受信可能なテレビジョン装置であって前記記録再生装置と接続されることにより両装置
間で予め定められたプロトコルにより機器間での双方向通信が可能なテレビジョン装置と
、を有するデジタル機器システムにおいて、前記テレビジョン装置側におけるメニュー表
示又はリモコン操作において、前記記録再生装置側で番組予約を行うためのメニュー又は
操作ボタンが設けられていることを特徴とするデジタル機器システムが提供される。
【００１４】
　さらに、デジタル放送を受信可能なテレビジョン装置であって記録再生装置と接続され
ることにより両装置間で予め定められたプロトコルにより機器間での双方向通信が可能な
テレビジョン装置において、該テレビジョン装置側に設けられ前記記録再生装置側での番
組予約を行うためのメニュー又は操作ボタンにより、前記記録再生装置の電子番組表を前
記テレビジョン装置側において表示させるための情報を前記記録再生装置側から取得し電
子番組表を表示することを特徴とするテレビジョン装置が提供される。
【００１５】
　前記記録再生装置側において録画予約済みの番組のＩＤを前記記録再生装置から受け取
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り、録画予約操作の主体が前記テレビジョン装置であるか前記記録再生装置であるかを識
別可能な前記電子番組表を表示することもできる。
【００１６】
　本発明の他の観点によれば、デジタル放送を受信可能なテレビジョン装置と接続可能で
あり、接続されることにより装置間で予め定められたプロトコルにより機器間での双方向
通信が可能な記録再生装置において、前記テレビジョン装置側から前記記録再生装置にお
ける番組予約に基づいて作成された電子番組表における操作により受け付けることができ
る記録再生装置であって、前記記録再生装置側において録画予約済みの番組のＩＤを前記
テレビジョン側に順次送ることを特徴とする記録再生装置が提供される。
【００１７】
　ユーザがリモコンのボタン等を押した際に、レコーダ電源ON＞レコーダ番組表表示＞TV
入力切替の処理を通信でタイミングを取りながら行う。予約処理完了時には入力切替を元
に戻し、レコーダの電源をOFFにする。
【００１８】
　また、デジタル放送を録画可能な記録再生装置と、デジタル放送を受信可能なテレビジ
ョン装置であって前記記録再生装置と接続されることにより両装置間で予め定められたプ
ロトコルにより機器間での双方向通信が可能なテレビジョン装置と、を有するデジタル機
器システムにおいて、前記テレビジョン装置側において記録再生装置で予約する機能を起
動させる操作を契機にして、前記予め定められたプロトコルによる機器間において双方向
通信を行うことにより、操作対象機器を判定し、該操作対象となる記録再生装置からの録
画予約番組のリストの表示要求を受けて該表示要求のあった機器に入力変換を行い、前記
記録再生装置の録画番組のリストを前記テレビジョン装置において表示させる一連の動作
を行うことを特徴とするデジタル機器システムが提供される。
【００１９】
　前記一連の動作が終了し、前記テレビジョン装置側における前記録画予約番組のリスト
に関連する操作を前記記録再生装置側での番組録画の予約動作の制御信号に変換して前記
通信により送信することが好ましい。また、前記予約処理が完了すると、前記記録再生装
置からの指示により前記テレビジョン装置の入力切り替えを元のテレビジョン側に切り替
えるとともに、前記記録再生装置の電源をオフにする処理を行うようにしても良い。
【００２０】
　また、デジタル放送を録画可能な記録再生装置と、デジタル放送を受信可能なテレビジ
ョン装置であって前記記録再生装置と接続されることにより両装置間で予め定められたプ
ロトコルにより機器間での双方向通信が可能なテレビジョン装置と、を有するデジタル機
器システムにおいて、前記テレビジョン装置側におけるメニュー表示又はリモコン操作に
おいて、前記記録再生装置側で録画予約番組のリスト表示を行うためのメニュー又は操作
ボタンが設けられていることを特徴とするデジタル機器システムが提供される。
【００２１】
　また、デジタル放送を受信可能なテレビジョン装置であって記録再生装置と接続される
ことにより両装置間で予め定められたプロトコルにより機器間での双方向通信が可能なテ
レビジョン装置において、該テレビジョン装置側に設けられ前記記録再生装置側での番組
予約を行うためのメニュー又は操作ボタンにより、前記記録再生装置の録画予約リストを
前記テレビジョン装置側において表示させるための情報を前記記録再生装置側から取得し
録画予約リストを表示することを特徴とするテレビジョン装置が提供される。
【００２２】
　前記記録再生装置側において録画予約済みの番組のＩＤを前記記録再生装置から受け取
り、録画予約操作の主体が前記テレビジョン装置であるか前記記録再生装置であるかを識
別可能な前記録画予約リストを表示することが好ましい。
【００２３】
　本発明の他の観点によれば、デジタル放送を受信可能なテレビジョン装置と接続可能で
あり、接続されることにより装置間で予め定められたプロトコルにより機器間での双方向
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通信が可能な記録再生装置において、前記テレビジョン装置側から前記記録再生装置にお
ける録画予約に基づく録画予約リストに基づく操作を受け付けることができる記録再生装
置であって、前記記録再生装置側において録画予約済みの番組のＩＤを前記テレビジョン
側に順次送ることを特徴とする記録再生装置が提供される。
【００２４】
　さらに、デジタル放送を録画可能な第１及び第２の記録再生装置と、デジタル放送を受
信可能なテレビジョン装置であって前記第１及び第２の記録再生装置と接続されることに
より装置間で予め定められたプロトコルにより機器間での双方向通信が可能なテレビジョ
ン装置と、を有するデジタル機器システムにおいて、前記テレビジョン装置側において前
記第１の記録再生装置における番組の録画予約を行っている場合に、予約録画開始のある
時間だけ前に、予め設定された条件を満たす録画が前記第１の記録再生装置において可能
か否かを判定し満たされない条件がある場合に前記通信によりエラー通知を前記テレビジ
ョン装置に送り、エラー通知を受け取った前記テレビジョン装置から前記第２の記録再生
装置に対してエラー通知を受けた予約番組に関する選局及び録画指示を送ることを特徴と
するデジタル機器システムが提供される。
【００２５】
　前記予約番組に関する番組時間終了にあたって前記テレビジョン装置から前記第２の記
録再生装置に対して録画終了指示を送っても良い。前記選局及び録画指示は、前記予め設
定された条件を満たさない部分を補完するように指示であることが好ましい。前記第２の
記録再生装置における録画が成功した場合に、前記第２の記録再生装置から前記テレビジ
ョン装置に対して録画成功を報知するようにしても良い。
【００２６】
　本発明の別の観点によれば、デジタル放送を受信可能なテレビジョン装置であって、デ
ジタル放送を録画可能な第１及び第２の記録再生装置と接続されることにより装置間で予
め定められたプロトコルにより機器間での双方向通信が可能なテレビジョン装置において
、前記テレビジョン装置側において前記第１の記録再生装置における番組の録画予約を行
っている場合に、予約録画開始のある時間だけ前に、予め設定された条件を満たす録画が
前記第１の記録再生装置において可能か否かを判定し満たされない条件がある場合に前記
通信によりエラー通知を前記テレビジョン装置に送り、エラー通知を受け取った前記テレ
ビジョン装置から前記第２の記録再生装置に対してエラー通知を受けた予約番組に関する
選局及び録画指示を送ることを特徴とするテレビジョン装置が提供される。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、テレビのリモコンからレコーダの番組表、録画リストを少ないステッ
プで表示、操作することができるという利点がある。また、録画時にエラーが発生したと
きに、テレビを通じて別のレコーダ・テレビ本体に録画指示を送ることができ、録画の失
敗が少なくなる。さらに、複数のレコーダ・テレビ本体での予約状況を、テレビの番組表
で把握できるようになるという利便性を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下に、本発明の実施の形態による電子機器システムについて、ＨＤＭＩ規格に基づく
システムの例にして図面を参照しながら説明を行う。図３は、本実施の形態による電子機
器システムの一構成例を示す図である。図１は、図３に示すシステムのうち接続元電子機
器の一例であるデジタル放送を受信可能な液晶テレビジョン装置（以下、デジタル放送受
信装置と称する。）の一構成例を示す機能ブロック図である。図２は、図３に示すシステ
ムのうち接続先電子機器の一例であるＤＶＤレコーダ（記録再生装置）の一構成例を示す
機能ブロック図である。
【００２９】
　上記表１には、ＣＥＣコマンド（コード）の例を示す。表１に示すように、ＣＥＣコマ
ンドは、ＨＤＭＩ規格において共通コードと、ベンダ固有の固有コードと、を含む。ここ
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で、ベンダ固有コードとしては、メニュー設定の転送、番組情報、特殊なリモコンキー、
詳細なエラー通知などに関するコードがある。すなわち、レコーダの予約機能は、ベンダ
により自由度をもって設定が可能である。
【００３０】
　図１に示すように、デジタル放送受信装置Ａは、アンテナ１と、デジタル放送のチュー
ナを含むデジタル放送受信部３と、ＨＤＭＩインターフェイス部５と、ＨＤＭＩ信号処理
部７と、デコーダ１１と、リモコン受光部１５と、音声信号の処理を行う音声信号処理部
２５と、処理後の音声信号に基づく音声を出力するスピーカ２１と、映像信号の処理を行
う映像信号処理部２７と、処理後の映像信号に基づく映像を出力するディスプレイ２３と
、これらの各機能ブロックについてバスラインを通して制御する制御部（ＣＰＵ）１７と
、下記の処理を行うためのプログラムやその他の情報を記憶する記憶部１８と、有してい
る。
【００３１】
　図２に示すように、ＤＶＤレコーダＢは、アンテナ４１と、デジタルチューナ４３と、
ＨＤＭＩ信号処理部４５と、制御部４７と、リモコン受光部５１と、記憶部（ＨＤＤ）５
３と、ＨＤＭＩインターフェイス部５５と、電子番組表取得部５７と、ＤＶＤなどの光デ
ィスク駆動部６３と、操作部６７と、を有している。
【００３２】
　図３は、図１及び図２に示すデジタル放送受信装置ＡのＨＤＭＩ入力端子５とＤＶＤレ
コーダＢのＨＤＭＩ出力端子５５とをＨＤＭＩケーブルによって接続した様子を示す図で
ある。デジタル放送受信装置ＡとＤＶＤレコーダＢとの間において、矢印に示すように、
ＤＶＤレコーダＢからデジタル放送受信装置Ａに向けて映像信号が流れ、デジタル放送受
信装置ＡとＤＶＤレコーダＢとの間において制御信号（ＣＥＣコード）は双方向に流れる
。機器間におけるＨＤＭＩケーブルを介してＣＥＣコードの制御信号のやり取りに基づい
て、機器間における制御処理を行うことができる。
【００３３】
　以下に、本発明の第１の実施の形態による電子機器システムに関する機能の第１例であ
るレコーダで予約する機能について図面を参照しながら説明を行う。図４は、本実施の形
態によるレコーダで予約する機能における処理の例を示すシーケンス図である。図５は、
リモコン装置の操作部の一部と、操作部の操作に基づくＴＶ側でのＧＵＩによる操作メニ
ューの例を示す図である。尚、操作対象機器の判定基準は、以下の通りである。
１）視聴画面がＣＥＣ対応機器の場合は、視聴中の機器であり、
２）視聴画面がＣＥＣ対応機器以外の場合は、予め登録したＣＥＣ対応機器である。
【００３４】
　例えば、ＴＶ（Ａ）のリモコン３０１に設けた機能選択キーを押すと、２０１で示すメ
ニュー画面がＴＶ側に表示される。このメニュー表示２０１において、新たに、「レコー
ダで予約する」という項目２０３が設けられている。この「レコーダで予約する」という
項目を選択し、決定操作を行うと、ＴＶ側のリモコンによりレコーダで予約する処理の操
作を行うことができる。
【００３５】
　図４に示すように、ＴＶ（Ａ）のリモコン操作によりレコーダで予約を決定する（１０
１）。ＴＶ（Ａ）側において、操作対象機器を、上記１）、２）の基準に基づいて決定す
る（１０２）。決定された操作対象機器（この場合にはレコーダ（Ｂ））に対してＴＶ（
Ａ）からキー送信を行う（１０３）。このキー送信を受けたレコーダ（Ｂ）が、スタンバ
イ中であれば電源をオンにする（１０４）。次いで、レコーダ（Ｂ）は、ＴＶ（Ａ）に対
して電子番組表の表示要求を行う（１０５）。これに基づいて、ＴＶ（Ａ）側において、
レコーダ（Ｂ）側から表示要求のあったＨＤＭＩに入力切替を行う（１０６）。一方、レ
コーダ（Ｂ）の方では番組表表示動作１０７が行われる。
【００３６】
　破線Ｘで囲まれた部分はレコーダ（Ｂ）側の操作となるため、ＴＶ（Ａ）に対して行わ
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れた各種キー操作（１０８）は、キー送信１０９においてレコーダ（Ｂ）側に送られ、レ
コーダ（Ｂ）において各種キー操作１０８に応じてレコーダ（Ｂ）側での各種動作１１０
が行われる。すなわち、破線の領域内におけるＴＶ（Ａ）へのリモコン操作は、レコーダ
（Ｂ）へのスルー操作となる。例えば、表示されている電子番組表に基づいて所望の番組
の録画予約をＴＶ（Ａ）側から行うことができる。
【００３７】
　レコーダ（Ｂ）側の処理が完了すると（１１１）、レコーダ（Ｂ）からＴＶ（Ａ）に対
して完了通知・入力切り替え要求１１２が出され、これを受けたＴＶ（Ａ）は元のＴＶに
なるように入力切り替えを行い（１１３）、レコーダ側では電源をＯＦＦにする（１１４
）。但し、レコーダ（Ｂ）の電源が元々オンであった場合には、元の状態に戻すという意
味で電源オフの処理を行わない。
【００３８】
　以上の説明したように、レコーダで予約する機能においては、予め双方向通信により、
接続元機器と接続先機器との間において調整を行い入力切り替えしておくようにベンダ側
のコードにおいて予め設定しているため、その後の接続元機器における各種キー操作は、
接続先機器への各種操作となり、例えばレコーダで予約を行う操作をＴＶ側の操作に基づ
いて行うことができる。例えば、ＴＶ（Ａ）のリモコンからレコーダ（Ｂ）の電子番組表
を、ＴＶ（Ａ）側のリモコン操作だけの少ないステップで表示させたり、操作したりする
ことができる。尚、ＴＶ側のＧＵＩにレコーダ側で予約する選択メニュー候補を設けてお
く例について説明したが、リモコン３０１にレコーダ予約ボタンを設けておいても、同様
の処理を行うようにしても良い。
【００３９】
　次に、本発明の第２の実施の形態による電子機器システムに関する機能の第２例である
録画リストを表示させる機能について図面を参照しながら説明を行う。図６は、本実施の
形態による「録画リスト」機能における処理の例を示すシーケンス図である。図７は、リ
モコン装置の操作部の一部と、操作部の操作に基づくＴＶ側でのＧＵＩによる操作メニュ
ーの例を示す図である。操作対象機器の判定基準は、第１の実施の形態の場合と同様であ
る。
【００４０】
　例えば、ＴＶ（Ａ）のリモコン３０１に設けた機能選択キーを押すと、２０１で示すメ
ニュー画面がＴＶ側に表示される。このメニュー表示２０１において、新たに、「録画リ
スト」という項目２０５が設けられている。この「録画リスト」という項目を方向キー３
０３、３０５、３０７、３０９により選択し、決定キー３１１により決定操作を行うと、
ＴＶ側のリモコンにより録画リストを表示する処理の操作を行うことができる。
【００４１】
　図６に示すように、ＴＶ（Ａ）のリモコン操作により録画リストを決定する（１２１）
。ＴＶ（Ａ）側において、操作対象機器を、上記１）、２）の基準に基づいて決定する（
１２２）。決定された操作対象機器（この場合にはレコーダ（Ｂ））に対してＴＶ（Ａ）
からキー送信を行う（１２３）。このキー送信を受けたレコーダ（Ｂ）が、スタンバイ中
であれば電源をオンにする（１２４）。次いで、レコーダ（Ｂ）は、ＴＶ（Ａ）に対して
録画リストの表示要求を行う（１２５）。この要求に基づいて、ＴＶ（Ａ）側において、
レコーダ（Ｂ）側から表示要求のあったＨＤＭＩに入力切替を行う（１２６）。一方、レ
コーダ（Ｂ）の方では録画リスト表示動作１２７が行われる。
【００４２】
　破線Ｙで囲まれた部分はレコーダ（Ｂ）側の操作となるため、ＴＶ（Ａ）に対して行わ
れた各種キー操作（１２８）は、キー送信１２９においてレコーダ（Ｂ）側に送られ、レ
コーダ（Ｂ）において各種キー操作１２８に応じてレコーダ（Ｂ）側での各種動作１３０
が行われる。すなわち、破線の領域内におけるＴＶ（Ａ）へのリモコン操作は、レコーダ
（Ｂ）へのスルー操作となる。例えば、表示されている録画リストに基づいて所望の番組
の再生処理の指示をＴＶ（Ａ）側から行うことができる。
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【００４３】
　レコーダ（Ｂ）側の処理が完了すると（１３１）、レコーダ（Ｂ）からＴＶ（Ａ）に対
して完了通知・入力切り替え要求１３２が出され、これを受けたＴＶ（Ａ）は元のＴＶに
なるように入力切り替えを行い（１３３）、レコーダ側では電源をＯＦＦにする（１１４
）。但し、レコーダ（Ｂ）の電源が元々オンであった場合には、元の状態に戻すという意
味で電源オフの処理を行わない。
【００４４】
　以上の説明したように、録画リスト機能においては、予め双方向通信により、接続元機
器と接続先機器との間において調整を行い入力切り替えしておくようにベンダ側のコード
において予め設定しているため、その後の接続元機器における各種キー操作は、接続先機
器への各種操作となり、例えばレコーダで予約を行う操作をＴＶ側の操作に基づいて行う
ことができる。すなわち、ＴＶ（Ａ）のリモコンからレコーダ（Ｂ）の録画リストを、Ｔ
Ｖ（Ａ）側のリモコン操作だけの少ないステップで表示させたり、操作したりすることが
できる。尚、ＴＶ側のＧＵＩにレコーダ側で予約する選択メニュー候補を設けておく例に
ついて説明したが、リモコン３０１にレコーダ予約ボタンを設けておいても、同様の処理
を行うようにしても良い。　
【００４５】
　次に、本発明の第３の実施の形態による電子機器システムに関する機能の第３例である
録画処理に失敗した場合のリリーフ機能について図面を参照しながら説明を行う。図８は
、本実施の形態によるリリーフ機能における処理の例を示すシーケンス図である。操作対
象機器の判定基準は、第１の実施の形態の場合と同様である。
【００４６】
　本実施の形態によるリリーフ機能は、例えば、ＴＶ（Ａ）と、レコーダ（Ｂ－１）及び
レコーダ（Ｂ－１）のリリーフであるレコーダ（Ｂ－２）とがＨＤＭＩケーブルにより接
続されている。ＴＶ（Ａ）とレコーダ（Ｂ－１）とが予約録画開始時間よりもある時間だ
け前において（１４１）両方の電源がオンされると（１４２、１４３）、レコーダ（Ｂ－
１）において録画準備が行われる（１４４）。ここで、例えば３時間の番組を録画する場
合にレコーダ（Ｂ－１）には１時間分の残り記憶容量しかない場合に、例えば、録画開始
前にエラー通知１４５をレコーダ（Ｂ－１）からＴＶ（Ａ）に対して行う。ＴＶ（Ａ）に
おいては完全な録画処理がレコーダ（Ｂ－１）ではできないことを知り（１４６）、予め
その場合にリリーフとして指定しておいたレコーダ（Ｂ－２）に対して、選局・録画指示
１４７を行う。
【００４７】
　すると、レコーダ（Ｂ－２）の電源がオンし（１４８）、選局１４９・録画開始１５０
が行われる。ＴＶ（Ａ）側で番組時間終了を知ると（１５１）、レコーダ（Ｂ－２）に対
して録画停止指示１５２が送信され、これを受けてレコーダ（Ｂ－２）において録画終了
処理１５３が行われる。さらに、電源ＯＦＦ指示がＴＶ（Ａ）からレコーダ（Ｂ－２）に
出され（１５４）、レコーダ（Ｂ－２）の電源がオフされる（１５５）。
【００４８】
　このように、リリーフ機能を利用すると、第１のレコーダによる録画ができない場合に
予めリリーフとなる第２のレコーダを決めておくことにより、録画の失敗を防止すること
ができる。この際、録画がリリーフにより成功した場合には、その旨をＴＶ側に伝え、Ｔ
Ｖの画面に「録画成功」と表示させるようにしても良い。
【００４９】
　尚、共通コードで決められているエラー通知を利用しても、上記リリーフ機能を実現さ
せることができるが、ベンダ依存のコードを利用した方が、エラー時に迅速に対応可能な
ため、リリーフ機能として優れている。すなわち、共通コードでは録画が始まってからエ
ラー通知が出されるため、その分、対処が遅くなるためである。尚、ＴＶが待機中であっ
てもエラー信号の処理が可能な場合には、上記電源オン１４２は不要である。
【００５０】
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　また、上記機能を利用すると、容量不足の場合に番組すべてをリリーフ側で録画するの
ではなく、途中の容量不足になる時点からリリーフ側において録画させるようにすること
も可能である。又、リリーフ側は、ｉｌｉｎｋ、ビデオコントロールなど、ＨＤＭＩ以外
のインターフェイスでも対応可能であるが種々の制約がある。但し、リリーフ用の機器の
録画方法に関しては予め設定を行って決めておく必要がある。ＨＤＭＩの場合には入力切
替や選局の指示を送ることができるため、制約が少なくなり、より確実に録画を実現でき
る。
【００５１】
　次に、本発明の第４の実施の形態による電子機器システムに関する機能の第４例である
レコーダ側の予約状況の反映機能について図面を参照しながら説明を行う。図９は、本実
施の形態による「レコーダ側の予約状況の反映」機能における処理の例を示すシーケンス
図である。図１０は番組表の表示例を、図１１は予約リストの表示例を、それぞれ示す図
である。
【００５２】
　上記第１又は第２の実施の形態において説明したように、例えば、ＴＶ（Ａ）において
番組表又は予約リストの表示開始１６１を行わせる場合に、レコーダ（Ｂ）に対して、予
約情報送信要求１６２を送信する。これを受けてレコーダ（Ｂ）において、電源がオンさ
れる（１６３）。ＴＶ（Ａ）側においては、ＴＶ側の番組表／予約リストを表示する（１
６４）。ここで、ＴＶ側（Ａ）とレコード側（Ｂ）との両方において、どの番組が予約済
みであるかをユニークに特定するイベントＩＤを例えばテーブル化して記憶している。レ
コーダ（Ｂ）側においては、予約番組のイベントＩＤをＴＶ（Ａ）側に対して順次送信す
る（１６５・１６６）。イベントＩＤの送信はベンダ依存のコードで送られるものである
。ＴＶ（Ａ）側では、イベントＩＤを受け取り、レコーダ（Ｂ）側での予約番組を順次画
面表示に反映していく。ここで、順次表示に反映させていくのは、通信速度が遅いことも
あり一括して送信するのでは表示が遅れるためである。
【００５３】
　次いで、テレビ側（Ａ）とレコーダ側（Ｂ）とにおいて、レコーダ側の予約変更、取り
消しなどを行う場合は、第１の実施の形態で示した「レコーダで予約」に準じてレコーダ
画面に切り替えて操作する。ＴＶ（Ａ）側で終了キーが押されると（１６９）、ＴＶ（Ａ
）側からレコーダ側（Ｂ）に対して終了通知１７０が送られる。これを受けたレコーダは
、当初電源がオフであった場合には電源をオフする（１７１）。
【００５４】
　図１０に示すように、レコーダの予約は、チャネル軸と時間軸とにより番組を表示させ
た電子番組表４０１を利用して行う。この場合に、電子番組表４０１の番組の領域によっ
て、符号４０３と符号４０５とで示されるようにレコーダでの予約とＴＶでの予約とを、
アイコンの色を異ならせるなどにより識別可能とする。また、通信に時間がかかる場合を
考慮して、符号４０７に示す領域においてイベントＩＤの受信処理の進捗状況を表示して
いる。この際、イベントＩＤは順次メモリなどに記憶しておくのが好ましい。このメモリ
に記憶された情報に基づいて、下記のようなリストを表示させることができる。
【００５５】
　図１１に示すように、予約リスト４１０においては、予約リスト表示された番組４１１
～４２１において、レコーダでの予約とＴＶ側での予約とを識別可能にしておくことがで
きる。
【００５６】
　このように、いずれの機器による予約であるかを識別可能とすることにより、複数のレ
コーダ、テレビでの予約状況を、テレビ側において把握し、一括して管理することができ
るという利点がある。
【００５７】
　以上に説明したように、本発明の各実施の形態による電子機器システムによれば、テレ
ビのリモコンからレコーダの番組表、録画リストを少ないステップで表示、操作できるた
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通じて別のレコーダ・テレビ本体に録画指示を送ることができ、録画の失敗が少なくする
ことができる。さらに、複数のレコーダ・テレビ本体での予約状況を、テレビの番組表で
把握できるという利点がある。
【００５８】
　尚、記録再生装置は、いわゆるレコーダであり、ＨＤＤなどの内蔵記録装置又は記録媒
体の駆動装置の少なくともいずれかを含むことを条件とする装置である。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　本発明は、ＨＤＭＩ接続機器システムに利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】図１は、図３に示すシステムのうち接続元電子機器の一例であるデジタル放送を
受信可能な液晶テレビジョン装置の一構成例を示す機能ブロック図である。
【図２】図２は、図３に示すシステムのうち接続先電子機器の一例であるＤＶＤレコーダ
（記録再生装置）の一構成例を示す機能ブロック図である。
【図３】図３は、本実施の形態による電子機器システムの一構成例を示す図である。
【図４】図４は、本実施の形態によるレコーダで予約する機能に置ける処理の例を示すシ
ーケンス図である。
【図５】図５は、リモコン装置の操作部の一部と、操作部の操作に基づくＴＶ側でのＧＵ
Ｉによる操作メニューの例を示す図である。
【図６】図６は、本実施の形態による「録画リスト」機能における処理の例を示すシーケ
ンス図である。
【図７】図７は、リモコン装置の操作部の一部と、操作部の操作に基づくＴＶ側でのＧＵ
Ｉによる操作メニューの例を示す図である。
【図８】本発明の第３の実施の形態による「リリーフ」機能における処理の例を示すシー
ケンス図である。
【図９】本発明の第４の実施の形態による「レコーダ側の予約状況の反映」機能における
処理の例を示すシーケンス図である。
【図１０】図１０は番組表の表示例を示す図である。
【図１１】図１１は予約リストの表示例を、それぞれ示す図である。
【符号の説明】
【００６１】
Ａ…デジタル放送受信装置、Ｂ…ＤＶＤレコーダ、１…アンテナ、３…デジタル放送受信
部、５…ＨＤＭＩインターフェイス部、７…ＨＤＭＩ信号処理部、１１…デコーダ、１５
…リモコン受光部、１７…制御部（ＣＰＵ）、１８…記憶部、２１…スピーカ、２３…デ
ィスプレイ、２５…音声信号処理部、２７…映像信号処理部、４１…アンテナ、４３…デ
ジタルチューナ、４５…ＨＤＭＩ信号処理部、４７…制御部、５１…リモコン受光部、５
３…記憶部（ＨＤＤ）、５５…ＨＤＭＩインターフェイス部、５７…電子番組表取得部、
６３…光ディスク駆動部、６７…操作部。
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