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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送番組の録画、再生を実行することができ、テレビ画面を使ってリモコンで対話的に
操作する録画機器において、
　録画済タイトルの表示画面から前記リモコンの選局用のボタンの押下操作に応答して、
リモコンの選局操作ボタンのうち数字ボタン、放送切換ボタン、及び、チャンネル上下ボ
タンのいずれかが押下操作された場合に、数字ボタンであれば該数字ボタンに登録された
チャンネルを録画したタイトルだけを、放送切換ボタンであれば該放送切換ボタンに該当
する放送種別のチャンネルを録画したタイトルだけを、チャンネル上下ボタンであれば数
字ボタンで選択した対象チャンネルを上下に変更させたチャンネルを録画したタイトルだ
けを表示対象として選択的に絞り込むことによって録画済タイトルの表示を更新する手段
を備えたことを特徴とする録画機器。
【請求項２】
　ＩＥＥＥ１３９４バスに接続することができ、前記ＩＥＥＥ１３９４バスにＩＥＥＥ１
３９４規格準拠の録画機器を接続してＭＰＥＧ２ストリームをパケットに変換して流し、
同時にＡＶ／Ｃコマンドによって録画機器をコントロールして放送番組の録画を実行でき
るＩＥＥＥ１３９４規格準拠のデジタル放送受信装置において、
　録画済タイトルの表示画面からデジタルチューナーもしくはテレビのリモコン上の選局
用のボタンの押下操作に応答して、リモコンの選局操作ボタンのうち数字ボタン、放送切
換ボタン、及び、チャンネル上下ボタンのいずれかが押下操作された場合に、数字ボタン
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であれば該数字ボタンに登録されたチャンネルを録画したタイトルだけを、放送切換ボタ
ンであれば該放送切換ボタンに該当する放送種別のチャンネルを録画したタイトルだけを
、チャンネル上下ボタンであれば数字ボタンで選択した対象チャンネルを上下に変更させ
たチャンネルを録画したタイトルだけを表示対象として選択的に絞り込むことによって録
画済タイトルの表示を更新する手段を備えたことを特徴とするデジタル放送受信装置。
【請求項３】
　放送番組を受信するチューナーおよび放送番組の録画、再生を実行するビデオキャプチ
ャー用のハードウェアをコントロールし、放送番組の録画、再生を行なう手順を備えたコ
ンピュータプログラムにおいて、
　録画済タイトルの表示画面から放送番組の選局操作に用いるボタンの押下操作に応答し
て、リモコンの選局操作ボタンのうち数字ボタン、放送切換ボタン、及び、チャンネル上
下ボタンのいずれかが押下操作された場合に、数字ボタンであれば該数字ボタンに登録さ
れたチャンネルを録画したタイトルだけを、放送切換ボタンであれば該放送切換ボタンに
該当する放送種別のチャンネルを録画したタイトルだけを、チャンネル上下ボタンであれ
ば数字ボタンで選択した対象チャンネルを上下に変更させたチャンネルを録画したタイト
ルだけを表示対象として選択的に絞り込むことによって録画済タイトルの表示を更新する
手順を有することを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項４】
　ＤＴＣＰｏｖｅｒＩＰ、あるいはそれに準じた、有線あるいは無線のネットワークを介
して放送番組の映像コンテンツを録画、再生するシステムにおいて、録画済タイトルの表
示画面からリモコンの選局用のボタンの押下操作に応答して、リモコンの選局操作ボタン
のうち数字ボタン、放送切換ボタン、及び、チャンネル上下ボタンのいずれかが押下操作
された場合に、数字ボタンであれば該数字ボタンに登録されたチャンネルを録画したタイ
トルだけを、放送切換ボタンであれば該放送切換ボタンに該当する放送種別のチャンネル
を録画したタイトルだけを、チャンネル上下ボタンであれば数字ボタンで選択した対象チ
ャンネルを上下に変更させたチャンネルを録画したタイトルだけを表示対象として選択的
に絞り込むことによって録画済タイトルの表示を更新する手段を備えたことを特徴とする
映像コンテンツを録画、再生するシステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ビデオデッキ、ＤＶＤ／ＨＤＤレコーダーなどの録画機器において録画した
タイトルを選択する方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　民生用の録画機器は現在一般家庭に広く普及しており、ユーザーが録画機器を使って放
送を録画し、保存したタイトルを再生するために使われている。
【０００３】
　一般に、録画機器が放送を録画するメディア（テープ、ＤＶＤ、ハードディスクなど）
には複数タイトルの録画が可能であり、近年の録画機器では録画済のタイトルの中からユ
ーザーが所望するタイトルを選択する手段を持っている。また、このような録画機器の操
作はリモコンとテレビ画面を使ってＯＳＤ（On Screen Display）表示されたＧＵＩ（Gra
phical User Interface）によって対話的に行なうことが一般的であり、上記の録画タイ
トルの選択もリモコンとテレビ画面を用いて行われる。
　例えば、リモコンを用いて録画タイトルの選択を行う映像記録再生装置が特許文献１に
記載されている。
【０００４】
　一般に、従来のアナログの録画機器はテレビの外部入力端子に接続して利用されるため
、録画機器側で放送波の録画ソースを選択するためのチューナーを有し、それに対して選
局操作を行なうためのボタンをリモコン上に持っている。近年では、単体のデジタルチュ
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ーナーもしくはテレビに内蔵したデジタルチューナーにＩＥＥＥ（The Institute of Ele
ctrical and Electronics Engineers）１３９４バスで接続した録画機器を用い、テレビ
側で選局したストリームを、ＡＶ／Ｃ　Command Transaction Set（以下ＡＶ／Ｃコマン
ド）により録画機器をコントロールして録画するものもある。この場合も、コントロール
を行なう側のテレビのリモコンには選局用のボタンが存在し、接続した録画機器の録画、
再生、再生タイトルの選択はテレビ側のソフトウェアで制御される。
【０００５】
　また、近年ではパーソナルコンピュータを用いてチューナーおよびビデオキャプチャー
用のハードウェアをコントロールし、録画、再生などの処理を行なうことが一般的であり
、このために用いられるアプリケーションソフトウェアにはチューナーをコントロールす
るための選局用のボタンがある。
【０００６】
　さらに、ネットワークを介してコンテンツをストリーミング再生するための規格として
ＤＴＣＰｏｖｅｒＩＰ（Digital Transmission Contents Protection over Internet Pro
tocol）が提案されており、ここでもこれまでの例と同様にタイトルを選択する手段が必
要となる。
【特許文献１】特開２００５－１２５２５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ユーザーが録画機器を使って放送を録画し、保存したタイトルの中から所望の番組を再
生するにあたっては、多数の保存済みのタイトルの中から必要なタイトルを選択すること
が必要になる。
【０００８】
　特に、近年になって録画メディアとしてハードディスクを録画に用いることが一般的に
なってからは、録画可能なタイトルの数が激増し、効率のよい検索、選択手段が求められ
ている。このためには、タイトルのリストを画面に表示し、リモコンを使ってＧＵＩを操
作することが必要となるが、現在は専用のＧＵＩ画面をリモコンの方向ボタン、決定ボタ
ンを使って操作する方式をとっており、必ずしも簡単ではない。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明では、ユーザーの指示に従って、テレビ画面に録画タイトルのリストを表示し、
再生するタイトルをリモコンでユーザーに選択させる。その際、ユーザーが通常は選局に
使っているリモコンのボタンによってリストの絞り込みを可能とし、選局と同様な操作で
リストの表示条件を決定してリストに表示する項目を絞り、選択を容易にする。
【００１０】
（例１）
テレビの外部入力端子にアナログ接続して使用する録画機器のリモコンが、主な選局手段
として
・数字ボタン
・「地上Ａ」「地上Ｄ」「ＢＳ」「ＣＳ」
・チャンネル上下ボタン
を持ち、これらを押すことで視聴対象、録画対象であるチャンネルを選択することができ
る。テレビ画面に録画したタイトルの一覧を表示して視聴、コピー、移動、削除等の操作
を行なう対象をリモコンで選択する画面において、上記のキーを押すと、通常視聴状態で
行なう選局動作ではなくタイトルの対象とするリストを、たとえば次のように変更する。
・数字ボタン　→　数字ボタンに登録されたチャンネルを録画したタイトル
・「地上Ａ」「地上Ｄ」「ＢＳ」「ＣＳ」　→　それぞれに該当する録画タイトル
・チャンネル上下ボタン　→　数字ボタンで選択した対象チャンネルの変更
　これにより、たとえば「地上Ａ」を押せば地上アナログ放送の録画タイトル、「地上Ｄ
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」を押せば地上デジタル放送の録画タイトルだけをリストアップし、「ＢＳ」「ＣＳ」を
押せばそれぞれＢＳ放送、ＣＳ放送の録画タイトルだけをリストアップする。
　さらに、数字ボタンを押すとその数字ボタンに登録されたチャンネルの録画タイトルを
リストアップし、チャンネル上下で対象チャンネルを変化させたリストを表示が可能であ
る。
【００１１】
（例２）
　テレビと　ＩＥＥＥ１３９４バスで接続した外部録画機器をテレビ側のソフトウェアで
コントロールする場合。テレビのリモコンは選局手段として（例１）と同様に
・数字ボタン
・「地上Ｄ」「ＢＳ」「ＣＳ」
・チャンネル上下ボタン
を持つ。
　テレビ側はＩＥＥＥ１３９４バスを介して録画機器をコントロールすることが可能であ
り、録画機器側に保存された録画タイトルを取得して一覧を表示するＧＵＩを持っている
。録画タイトルの一覧を表示したあとで上記のボタンを押すと、通常視聴状態で行なう選
局動作を実行するのではなく、録画タイトル一覧の対象を、（例１）と同様に変更する。
【００１２】
（例３）
　チューナーおよびビデオキャプチャーのハードウェアをコントロールするパーソナルコ
ンピュータのアプリケーションソフトウェアにおいて、ＧＵＩは選局手段として
・数字ボタン
・チャンネル上下ボタン
を持つ。アプリケーションは録画済のタイトルをリストとしてユーザーに提示し、再生、
コピー、移動、削除などの処理を行なうことができる。このＧＵＩ画面において、上記の
選局ボタンを用いてリストの対象を絞り込むことができる。
【００１３】
（例４）
　家庭内ネットワークに接続されたチューナーユニット、録画およびストリーミング再生
を行なう機器を有線あるいは無線で接続した端末を用いてコントロールし、テレビの視聴
およびタイトルの録画、再生を行なうことができるシステムにおいて、これまでの例と同
様にタイトルの選択を行なう画面で選局用のボタンを用いてリストの対象であるタイトル
を絞り込むことができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、ユーザーがテレビ視聴時に選局に用いているリモコンのボタンをその
まま使って録画タイトルの絞り込みができるため、直感的かつ容易に所望のタイトルを探
すことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明による実施例を説明する。
　これは、地上デジタル放送、ＢＳ／ＣＳ放送を受信可能で、ＩＥＥＥ１３９４バスを持
つテレビジョン受信機において、外部録画機器をコントロールし録画タイトルのリストを
選択する手段として本発明を実施した例である（図１）。
【実施例１】
【００１６】
　図１において、地上波アンテナ１から受信された地上波デジタル放送電波、衛星アンテ
ナ３から受信されたＢＳ／ＣＳ放送電波はそれぞれ地上デジタルチューナー２、ＢＳ／Ｃ
Ｓチューナー４により選局され、デマルチプレクスサ（ＤＥＭＵＸ）７に送られる。デマ
ルチプレクスサ７は多重化されたデータを各チャンネルごとに並び替え、ＣＰＵ９から選
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局指定されたチャンネルだけを取り出し、映像部分のパケットからなるビデオストリーム
をＭＰＥＧデコーダ８に送出する。
【００１７】
　指定手段であるリモコン１４に設けられたキーが押下されるとＣＰＵ９はキーと状況に
対応した処理を行い、必要に応じてＯＳＤ画像を生成してＶＲＡＭ１０に書き込む。
表示手段であるＯＳＤ表示装置１１はＭＰＥＧデコーダ８に送られる画像にＯＳＤ画像を
重畳し、それをモニタ１２に表示する。
【００１８】
　ＤＲＡＭ６は、受信装置の動作中、これらの動作を行なうためのプログラムおよびデー
タを保持している。また、電源を切ってまた起動した時に以前のデータを保持するために
フラッシュメモリ５が外部記憶として用いられる。
【００１９】
　また、この受信機は、ＣＰＵ９とデマルチプレクスサ７に接続されたＩＥＥＥ１３９４
バス１５を介して他のＡＶ機器をコントロールすることが可能であり、バス上に接続され
た他のＡＶ機器１６に対してＡＶ／Ｃコマンドを発行することにより、機器のステータス
（電源の入／切、動作状態）を取得すること、ならびに録画、再生等の機器のコントロー
ル、タイトルリストの取得、さらにＡＶ機器に保存されたタイトルの保護／保護解除設定
、削除等の操作を行なうことが可能である。
【００２０】
　本発明では、モニタ上に表示されるＧＵＩに対してリモコン１４による指示を与え、こ
れをＣＰＵで処理した結果をさらにモニタ上に表示することによって、利用者の操作によ
ってモニタに表示される画像は変化していくので利用者が受信機に対して対話的に指示を
与えることを実現している。
【００２１】
　リモコン（図２）にはダイレクト選局ボタンである数字ボタン、チャンネルＵＰ／ＤＯ
ＷＮボタン、「地上Ａ（アナログ）」「地上Ｄ（デジタル）」「ＢＳ」「ＣＳ」などの選
局操作関連のボタン、映像ソース切り換えのための、ＧＵＩで上下左右にカーソルを移動
させるためのカーソルボタン、「決定」ボタンなどが用意されている。
　なお、簡単のために、直接関係のない他のキーは省略してある。
【００２２】
　リモコン上の選局操作のボタンは、通常、特に他の動作を規定されていない場合には選
局動作を行なう。たとえば、数字ボタンはあらかじめ登録されたチャンネルへの選局、チ
ャンネルＵＰ／ＤＯＷＮボタンは現在のチャンネルから上下のチャンネルへの移動、放送
切換ボタンである「地上Ａ（アナログ）」「地上Ｄ（デジタル）」「ＢＳ」「ＣＳ」はそ
れぞれ該当するネットワークの最後に選局したチャンネルへの移動といった動作である。
【００２３】
　ユーザーはリモコンによる操作でＧＵＩをモニタに表示し、ＩＥＥＥ１３９４バス１５
に接続した外部のＡＶ機器のコントロールを行なうことができる。ＡＶ／Ｃコマンドによ
り外部ＡＶ機器に記録されたタイトルのリストを表示し、ユーザーに選択させる画面はた
とえば図３（Ａ）のようになる。
【００２４】
　ここで、リモコン上のカーソルキーと「決定」キーなどによる操作によってタイトルを
選択する操作以外に、このＧＵＩを表示中の場合は選局用のキーに通常とは異なる役割を
持たせることによって、タイトル選択画面において表示タイトルを選択的に絞り込むこと
ができるようにする。
【００２５】
　たとえば、選択可能なすべてのタイトルを表示対象とした状態の図３（Ａ）から、「Ｂ
Ｓ」ボタンを押すと、ＢＳ（デジタル）放送の録画タイトルだけを表示対象とした状態の
図３（Ｂ）となる。この状態からさらに数字ボタンの「９」を押すと、ＢＳ放送の「９」
ボタンとして登録されているチャンネルの録画タイトルだけを表示対象とした状態の図３
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るチャンネルの録画タイトルだけを表示対象とした状態の図３（Ｄ）となる。
【００２６】
　この処理を実現するために、リモコンキー入力部の処理を表したフローチャートが図４
である。この例は「地上Ｄ」「ＢＳ」「ＣＳ」の放送切換ボタンの処理を図示したフロー
チャートである。
【００２７】
　ステップ１において、リモコンキー入力部の処理を開始すると、まず、ステップ２にお
いて、リモコンの押されたキーが放送切換選局ボタンかどうかを判定し、放送切換キーで
無い場合には、ステップ３で他の処理へ移行し、放送切換キーであった場合に処理を行う
。ステップ４において、現在の受信機の状況が録画タイトル選択画面かどうかを判定し、
そうであれば、ステップ６において、押された放送切換キー「地上Ｄ」「ＢＳ」「ＣＳ」
に対して、それぞれに該当する録画タイトルだけを表示対象とするためにＡＶ機器に対し
てＡＶ／Ｃコマンドを送信、応答を得ることで録画タイトルを取得しなおし、録画タイト
ルの表示を更新する。
【００２８】
　現在の受信機の状況が録画タイトル選択画面でない場合は、ステップ５において、通常
そのボタンに割り当てられた選局操作を行なう。数字キー、選局ＵＰ／ＤＯＷＮキーに関
しても、受信機の状況が録画タイトル画面かどうかを判定し、そうであれば、ステップ６
において押されたキーに応じて録画タイトルの表示を更新、そうでなければ、ステップ５
において、通常そのボタンに割り当てられた選局動作を実行するという動作は同様である
。
　ステップ６における録画タイトルの更新の後、ステップ７で処理を終了する。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】図１は、本発明の実施例１を示す図である。
【図２】図２は、本発明で用いられるリモコンを示す図である。
【図３】図３は、録画タイトル選択画面を示す図である。
【図４】図４は、本発明の動作のフローチャートである。
【符号の説明】
【００３０】
　　１　　地上波アンテナ
　　２　　地上デジタルチューナー
　　３　　衛星アンテナ
　　４　　ＢＳ／ＣＳチューナー
　　５　　フラッシュメモリ
　　６　　ＤＲＡＭ
　　７　　デマルチプレクスサ（ＤＥＭＵＸ）
　　８　　ＭＰＥＧデコーダ
　　９　　ＣＰＵ
　　１０　　ＶＲＡＭ
　　１１　　ＯＳＤ表示装置
　　１２　　モニタ
　　１３　　受光部
　　１４　　リモコン
　　１５　　ＩＥＥＥ１３９４バス
　　１６　　外部ＡＶ機器
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【図１】



(8) JP 4799994 B2 2011.10.26

【図２】
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【図３】
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【図４】
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