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(57)【要約】
【課題】ユーザーのニーズに合ったコンテンツのみを自
動的に記録して、記憶手段の容量を有効に節約する。
【解決手段】先ず、送出装置により、コンテンツデータ
と共に、一番組としての上記コンテンツデータを形成す
る、それぞれ異なった内容を有するとされるデータ部分
に対応してその内容を示す分類識別情報を送出する。そ
の上で、記録装置側において、受信される分類識別情報
と指定された分類識別情報との一致を検出し、受信され
るコンテンツデータのうち、このように一致が検出され
た分類識別情報に対応するデータ部のみが記憶手段に対
して記録されるようにする。或いは、操作により所要の
データをキー情報として設定可能にする。そして、受信
されるコンテンツデータのうちの上記設定されたキー情
報と一致するデータ部分についての検出を行うようにし
、このように受信されるコンテンツデータから、上記キ
ー情報と一致するデータ部分が検出されるのに応じ、こ
のデータ部分より以降の所要のデータ部分のみが記憶手
段に対して記録されるようにする。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも、コンテンツデータを送出する送出装置と上記コンテンツデータを記録するこ
とができる記録装置とから成る放送システムであって、
上記送出装置は、
上記コンテンツデータを送出するコンテンツ送出手段と、
一番組としての上記コンテンツデータおける、それぞれ異なったコンテンツ内容を有する
とされるデータ部分に対応した所定の分類識別情報を生成する分類情報生成手段と、
上記コンテンツ送出手段により送出されるべき上記データ部分に対応させるようにして、
上記分類情報生成手段により生成された対応する分類識別情報を送出する分類情報送出手
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段とを備え、
上記記録装置は、
上記コンテンツデータと上記分類識別情報とを受信する受信手段と、
上記受信手段により受信される分類識別情報と、予め指定された分類識別情報との一致を
検出する検出手段と、
上記受信手段により受信されるコンテンツデータのうち、上記検出手段により一致が検出
された分類識別情報に対応するデータ部分のみが記憶手段に対して記録されるよう制御す
る記録制御手段と、
を備えることを特徴とする放送システム。
【請求項２】
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コンテンツデータと、一番組としての上記コンテンツデータを形成する、それぞれ異なっ
た内容を有するとされるデータ部分に対応してその内容を示す分類識別情報とを受信する
受信手段と、
上記受信手段により受信される分類識別情報と、予め指定された分類識別情報との一致を
検出する検出手段と、
上記受信手段により受信されるコンテンツデータのうち、上記検出手段により一致が検出
された分類識別情報に対応するデータ部分のみが記憶手段に対して記録されるよう制御す
る記録制御手段と、
を備えることを特徴とする記録装置。
【請求項３】
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記憶手段に記憶されているコンテンツデータのうち、指定された分類識別情報に対応する
データ部分以外のデータ部分を消去することのできる分類別消去手段をさらに備える、
ことを特徴とする請求項２に記載の記録装置。
【請求項４】
上記記録制御手段は、
上記検出手段により一致が検出された分類識別情報に対応するデータ部分を記憶手段に対
して新規に記録するときに、この新規に記録すべきデータ部分と同じ分類識別情報が対応
づけられて記憶手段に記憶済とされているデータのうちから所要のデータを消去するよう
にされている、
ことを特徴とする請求項２に記載の記録装置。
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【請求項５】
コンテンツデータと、一番組としての上記コンテンツデータを形成する、それぞれ異なっ
た内容を有するとされるデータ部分に対応してその内容を示す分類識別情報とを受信する
受信処理と、
上記受信処理により受信される分類識別情報と、予め指定された分類識別情報との一致を
検出する検出処理と、
上記受信処理により受信されるコンテンツデータのうち、上記検出処理により一致が検出
された分類識別情報に対応するデータ部分のみを記憶手段に対して記録させる記録制御処
理とから成る記録方法。
【請求項６】
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コンテンツデータと、一番組としての上記コンテンツデータを形成する、それぞれ異なっ
た内容を有するとされるデータ部分に対応してその内容を示す分類識別情報とを受信する
受信処理と、
上記受信処理により受信される分類識別情報と、予め指定された分類識別情報との一致を
検出する検出処理と、
上記受信処理により受信されるコンテンツデータのうち、上記検出処理により一致が検出
された分類識別情報に対応するデータ部分のみを記憶手段に対して記録させる記録制御処
理と、
を記録装置に実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項７】
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コンテンツデータと、一番組としての上記コンテンツデータを形成する、それぞれ異なっ
た内容を有するとされるデータ部分に対応してその内容を示す分類識別情報とを受信する
受信処理と、
上記受信処理により受信される分類識別情報と、予め指定された分類識別情報との一致を
検出する検出処理と、
上記受信処理により受信されるコンテンツデータのうち、上記検出処理により一致が検出
された分類識別情報に対応するデータ部分のみを記憶手段に対して記録させる記録制御処
理と、
を記録装置に実行させるプログラムを記録した記録媒体。
【請求項８】
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放送番組としてのコンテンツデータを受信することのできる受信手段と、
操作により、所要のデータをキー情報として設定することのできるキー情報設定手段と、
上記受信手段において受信される上記コンテンツデータから、上記キー情報設定手段によ
り設定された上記キー情報と一致するデータ部分を検出する検出手段と、
上記受信手段により受信されるコンテンツデータのうち、上記検出手段により一致が検出
されたデータ部分より以降の所要のデータ部分のみが記憶手段に対して記録されるように
制御する記録制御手段と、
を備えることを特徴とする記録装置。
【請求項９】
上記キー情報設定手段は、上記キー情報として画像データを設定可能に構成されているこ
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とを特徴とする請求項８に記載の記録装置。
【請求項１０】
放送番組としてのコンテンツデータを受信する受信処理と、
操作により、所要のデータをキー情報として設定するキー情報設定処理と、
上記受信処理により受信される上記コンテンツデータから、上記キー情報設定処理により
設定された上記キー情報と一致するデータ部分を検出する検出処理と、
上記受信処理により受信されるコンテンツデータのうち、上記検出処理により一致が検出
されたデータ部分より以降の所要のデータ部分のみを記憶手段に対して記録させる記録制
御処理とから成る記録方法。
【請求項１１】
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放送番組としてのコンテンツデータを受信する受信処理と、
操作により、所要のデータをキー情報として設定するキー情報設定処理と、
上記受信処理により受信される上記コンテンツデータから、上記キー情報設定処理により
設定された上記キー情報と一致するデータ部分を検出する検出処理と、
上記受信処理により受信されるコンテンツデータのうち、上記検出処理により一致が検出
されたデータ部分より以降の所要のデータ部分のみを記憶手段に対して記録させる記録制
御処理と、
を記録装置に実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項１２】
放送番組としてのコンテンツデータを受信する受信処理と、
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操作により、所要のデータをキー情報として設定するキー情報設定処理と、
上記受信処理により受信される上記コンテンツデータから、上記キー情報設定処理により
設定された上記キー情報と一致するデータ部分を検出する検出処理と、
上記受信処理により受信されるコンテンツデータのうち、上記検出処理により一致が検出
されたデータ部分より以降の所要のデータ部分のみを記憶手段に対して記録させる記録制
御処理と、
を記録装置に実行させるプログラムを記録した記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、少なくとも、コンテンツデータを送出する送出装置と上記コンテンツデータを
記録することができる記録装置とから成る放送システムに関するものである。また、コン
テンツデータを記録することのできる記録装置、及びこの記録装置における記録方法、及
び記録装置が実行するプログラム、及びこのプログラムを記録した記録媒体に関するもの
である。
【０００２】
【従来の技術】
放送番組として提供されるオーディオデータ、映像データなどのコンテンツを記録・再生
することのできるＡＶ機器として、近年においてはデジタル放送に対応した番組録画機能
を有するものが普及している。
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このようなデジタル放送に対応した記録装置としては、例えばＨＤＤ（ハードディスクド
ライブ）等の大容量記憶媒体を備えるものがあり、受信したコンテンツを大量に記録する
ことが可能とされている。
【０００３】
このようにコンテンツを大量に記録可能であることを利用し、上記のような記録装置にお
いては、放送コンテンツを自動的に記憶媒体に対して取り込んでおく自動録画が行われて
いる。そして、このように自動録画を行うことで、ユーザーの手動による録画予約の手間
を省き、利便性を高めている。
【０００４】
このような自動録画機能としては、従来より、デジタル放送における電子番組表（ＥＰＧ
：Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ

Ｐｒｏｇｒａｍ
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Ｇｕｉｄｅ）を利用した各種のものが提案さ

れている。
例えば、ＥＰＧにおけるジャンル情報を利用し、ユーザーにより指定されたジャンルに該
当する番組を一括して録画する、所謂ジャンル指定自動録画を行うことが可能とされてい
る。
また、ユーザーにより指定或いは入力されたキーワードを元にＥＰＧを検索し、番組情報
内にこのキーワードが含まれる番組のみを一括して録画する、所謂キーワード自動録画を
行うことも可能とされている。
このような各種自動録画機能を利用することで、ユーザーは多種多様な放送番組の中から
、自分のニーズに合うとされる番組を効率よく記憶媒体に対して記録させることができる
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。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記のようにしてジャンルやキーワードが指定されて番組の自動録画が行われ
た場合、ユーザーは、必ずしもこのように録画された全ての番組を必要としているとは限
らない。
また、或いは上記のようにして自動録画された一番組のコンテンツについて、必ずしも番
組全体が必要なわけではなく、この一番組中の或る特定の内容部分のみを必要としている
場合が少なくない。例えば、上記したようなジャンル指定自動録画により、ユーザーが「
ニュース」のジャンルを指定して自動録画を行ったとして、実際にはこのようなニュース
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番組中の、例えば株価の情報のみを必要としていることもある。或いは、例えば娯楽番組
についての自動録画を行った場合において、実際は或る一部のコーナーのコンテンツ内容
のみを記憶媒体に対して保持させておきたいとしている場合も考えられる。
【０００６】
しかしながら、このような場合において、上記例示したような自動録画機能が録画対象と
して指定できるのは、現状では番組単位までが限度であり、これ以上詳細な項目を録画対
象として指定することができない。
従って、上記のようにしてジャンルやキーワードを指定して自動録画を行ったと言えども
、これにより記憶媒体に対して記録されるコンテンツデータの中には、実際にはユーザー
が必要とはしていない不要なデータ部分が多分に含まれている可能性がある。
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このため、従来の自動録画は、ユーザーにとって必要とされるコンテンツのみを効率よく
記録媒体に対して記録するという観点からみると、十分な機能であるとはいえない。
【０００７】
また、上記のようにして、記憶媒体に対し実際には不要とされるデータまで記録されてし
まう状態は、たとえＨＤＤのような大容量の記憶媒体が用いられているとしても、その容
量としては有限であることから記憶容量はできるだけ節約されることが好ましい。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
このため、本発明では以上のような問題点に鑑み、少なくとも、コンテンツデータを送出
する送出装置と上記コンテンツデータを記録することができる記録装置とから成る放送シ
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ステムとして、以下のように構成することとした。
すなわち、先ず上記送出装置としては、
上記コンテンツデータを送出するコンテンツ送出手段と、一番組としての上記コンテンツ
データおける、それぞれ異なったコンテンツ内容を有するとされるデータ部分に対応した
所定の分類識別情報を生成する分類情報生成手段と、上記コンテンツ送出手段により送出
されるべき上記データ部分に対応させるようにして、上記分類情報生成手段により生成さ
れた対応する分類識別情報を送出する分類情報送出手段とを備えるようにする。
また、上記記録装置としては、
上記コンテンツデータと上記分類識別情報とを受信する受信手段と、上記受信手段により
受信される分類識別情報と、予め指定された分類識別情報との一致を検出する検出手段と
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、上記受信手段により受信されるコンテンツデータのうち、上記検出手段により一致が検
出された分類識別情報に対応するデータ部分のみが記憶手段に対して記録されるよう制御
する記録制御手段とを備えるようにした。
【０００９】
また、本発明では記録装置として以下のように構成することとした。
すなわち、コンテンツデータと、一番組としての上記コンテンツデータを形成する、それ
ぞれ異なった内容を有するとされるデータ部分に対応してその内容を示す分類識別情報と
を受信する受信手段を備え、さらに、上記受信手段により受信される分類識別情報と、予
め指定された分類識別情報との一致を検出する検出手段と、上記受信手段により受信され
るコンテンツデータのうち、上記検出手段により一致が検出された分類識別情報に対応す

40

るデータ部分のみが記憶手段に対して記録されるよう制御する記録制御手段とを備えるよ
うにした。
【００１０】
また、本発明では記録方法として以下のようにすることとした。
すなわち、コンテンツデータと、一番組としての上記コンテンツデータを形成する、それ
ぞれ異なった内容を有するとされるデータ部分に対応してその内容を示す分類識別情報と
を受信する受信処理を実行し、さらに、上記受信処理により受信される分類識別情報と、
予め指定された分類識別情報との一致を検出する検出処理と、上記受信処理により受信さ
れるコンテンツデータのうち、上記検出処理により一致が検出された分類識別情報に対応
するデータ部分のみを記憶手段に対して記録させる記録制御処理とを実行することとした
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。
【００１１】
さらに、本発明ではプログラムとして以下のようにすることとした。
つまり、コンテンツデータと、一番組としての上記コンテンツデータを形成する、それぞ
れ異なった内容を有するとされるデータ部分に対応してその内容を示す分類識別情報とを
受信する受信処理と、上記受信処理により受信される分類識別情報と、予め指定された分
類識別情報との一致を検出する検出処理と、上記受信処理により受信されるコンテンツデ
ータのうち、上記検出処理により一致が検出された分類識別情報に対応するデータ部分の
みを記憶手段に対して記録させる記録制御処理とを記録装置に実行させることとした。
【００１２】
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また、さらに本発明では記録媒体として以下のようにすることとした。
つまり、コンテンツデータと、一番組としての上記コンテンツデータを形成する、それぞ
れ異なった内容を有するとされるデータ部分に対応してその内容を示す分類識別情報とを
受信する受信処理と、上記受信処理により受信される分類識別情報と、予め指定された分
類識別情報との一致を検出する検出処理と、上記受信処理により受信されるコンテンツデ
ータのうち、上記検出処理により一致が検出された分類識別情報に対応するデータ部分の
みを記憶手段に対して記録させる記録制御処理とを記録装置に実行させるプログラムを記
録するようにした。
【００１３】
上記本発明によれば、送出装置側からは、コンテンツデータと共に、一番組としての上記
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コンテンツデータを形成する、それぞれ異なった内容を有するとされるデータ部分に対応
してその内容を示す分類識別情報が送出されるようになる。その上で、記録装置側では、
受信される分類識別情報と指定された分類識別情報との一致が検出される。そして、受信
されるコンテンツデータのうち、このように一致が検出された分類識別情報に対応するデ
ータ部のみが記憶手段に対して記録されるようになる。
これにより、上記本発明によっては、指定された分類識別子の内容に応じた、放送番組中
の必要とされるデータ部分のみを記録することが可能となる。
【００１４】
また、本発明では、記録装置として以下のようにも構成することとした。
すなわち、先ず、放送番組としてのコンテンツデータを受信することのできる受信手段を
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備え、さらに、操作により、所要のデータをキー情報として設定することのできるキー情
報設定手段と、上記受信手段において受信される上記コンテンツデータから、上記キー情
報設定手段により設定された上記キー情報と一致するデータ部分を検出することのできる
検出手段とを備えるようにする。
その上で、上記受信手段により受信されるコンテンツデータのうち、上記検出手段により
一致が検出されたデータ部分より以降の所要のデータ部分のみが記憶媒体に対して記録さ
れるように制御する記録制御手段を備えるようにした。
【００１５】
また、本発明では記録方法として以下のようにもすることとした。
つまり、先ず、放送番組としてのコンテンツデータを受信する受信処理を実行し、さらに
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、操作により、所要のデータをキー情報として設定するキー情報設定処理と、上記受信処
理により受信される上記コンテンツデータから、上記キー情報設定処理により設定された
上記キー情報と一致するデータ部分を検出する検出処理とを実行するようにする。
その上で、上記受信処理により受信されるコンテンツデータのうち、上記検出処理により
一致が検出されたデータ部分より以降の所要のデータ部分のみを記憶手段に対して記録さ
せる記録制御処理を実行するようにした。
【００１６】
さらに、本発明ではプログラムとして以下のようにもすることとした。
つまり、放送番組としてのコンテンツデータを受信する受信処理と、操作により、所要の
データをキー情報として設定するキー情報設定処理と、上記受信処理により受信される上
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記コンテンツデータから、上記キー情報設定処理により設定された上記キー情報と一致す
るデータ部分を検出する検出処理と、上記受信処理により受信されるコンテンツデータの
うち、上記検出処理により一致が検出されたデータ部分より以降の所要のデータ部分のみ
を記憶手段に対して記録させる記録制御処理とを記録装置に実行させるようにした。
【００１７】
また、本発明では記録媒体として以下のようにもすることとした。
つまり、放送番組としてのコンテンツデータを受信する受信処理と、操作により、所要の
データをキー情報として設定するキー情報設定処理と、上記受信処理により受信される上
記コンテンツデータから、上記キー情報設定処理により設定された上記キー情報と一致す
るデータ部分を検出する検出処理と、上記受信処理により受信されるコンテンツデータの
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うち、上記検出処理により一致が検出されたデータ部分より以降の所要のデータ部分のみ
を記憶手段に対して記録させる記録制御処理とを記録装置に実行させるプログラムを記録
するようにした。
【００１８】
この場合は、先ず、操作により、例えば過去に受信されたコンテンツデータの中から、画
像や音声などの所要のキー情報が設定される。そして、受信されるコンテンツデータのう
ちの上記設定されたキー情報と一致するデータ部分についての検出が行われ、このように
受信されるコンテンツデータから上記キー情報と一致するデータ部分が検出された場合は
、このデータ部分より以降の所要のデータ部分のみが記憶手段に対して記録される。
例えば、上記キー情報として、或る番組中の特定のタイトル画面が設定されていれば、受
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信されるコンテンツデータから該タイトル画面と一致するデータ部分が検出された場合は
、このタイトル画面を含む以降のデータ部分のみが記憶手段に対して記録されるようにな
るものである。
これによっても、放送番組中の必要とされるデータ部分のみを記録することが可能となる
。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について説明する。なお、説明は以下の順序で行うものとする
。
１．第１の実施の形態
１−１．

放送システム

１−２．

記録装置の内部構成例

１−３．

分類コード録画

１―４．

処理動作

１−５．

変形例
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２．第２の実施の形態
２−１．

記録装置の内部構成例

２−２．

キー情報設定時の操作手順例

２−３．

処理動作

【００２０】
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１．第１の実施の形態
１−１．

放送システム

図１に本実施の形態のデジタル衛星放送システムの全体構成を示す。
この図において、先ず図示する事業者Ａ（２）、事業者Ｂ（３）、事業者Ｃ（４）、及び
番組付加情報管理システム５、及び送出システム６は、当該デジタル衛星放送システム１
における放送設備７を構成する。
この放送設備７において、事業者Ａ（２）、事業者Ｂ（３）、事業者Ｃ（４）は放送事業
者（放送局）であり、それぞれ映像・音声によるコンテンツデータを作成し、これを送出
システム６に対して送信する。また、これら事業者Ａ（２）、事業者Ｂ（３）、事業者Ｃ
（４）のそれぞれは、ＥＰＧ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ

ＰｒｏｇｒａｍＧｕｉｄｅ：電子
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番組表）に掲載されるべき自局の放送内容を示す番組情報等、必要な番組付加情報を番組
付加情報管理システム５に対して送出する。
さらに、本実施の形態の場合、これら事業者Ａ（２）、事業者Ｂ（３）、事業者Ｃ（４）
のそれぞれは、現在送信している放送コンテンツの内容に応じた所定の分類コード情報を
番組付加情報管理システム５に対して送信するものとされる。
【００２１】
ここで、この分類コード情報としては、例えば図３に示すように、複数桁の数字によるコ
ード情報とされる。そして、それぞれのコード番号に対応づけてその内容が規定される。
例えば、図示するようにコード番号「１２３９４０５」に対応する内容としては、「株価
ニュース」が規定される。また、例えば「１２３８０００」であれば「天気予報」などの
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内容が規定されるものとなる。
本実施の形態の場合、この分類コードが規定する内容は、１つの放送番組の内容を細分化
するものとなる。すなわち、この図３の例では、それぞれの分類コードは、ニュース番組
の放送内容を細分化しているものとなる。また、この他にも、例えば音楽番組であれば、
歌手別の分類コードが規定される等、それぞれの番組の内容をより細分化した分類コード
情報が規定されるものとなる。
このような分類コード情報を用い、上記した事業者Ａ〜事業者Ｃは、現在放送システム６
に送信しているコンテンツデータの内容（現在の放送内容）として、例えば「株価ニュー
ス」に応じてはこの「株価ニュース」の分類コードを対応させることにより、コンテンツ
の内容に応じた分類コードを番組付加情報管理システム５に対して送出するようにされて
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いる。
【００２２】
図１において、番組付加情報管理システム５では、主にＥＰＧデータの編集や、各事業者
間における共通情報の管理、放送パケットのヘッダ情報の管理等を行う。そして、このよ
うにして編集、管理を行ったＥＰＧデータ、及びヘッダ情報等を送出システム６に対して
送信する。
また、同様に、上記のようにして事業者Ａ（２）、事業者Ｂ（３）、事業者Ｃ（４）のそ
れぞれより受信された分類コードの情報も送出システム６に対して送信する。
【００２３】
送出システム６は、ＭＰＥＧエンコーダやマルチプレクサ、ベースバンド機器等を有して
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構成され、各事業者より供給されたコンテンツデータが、それぞれ個々の放送チャンネル
の放送データとして送出されるように動作する。
例えば、この送出システム６は、上記事業者Ａ（２）、事業者Ｂ（３）、事業者Ｃ（４）
のそれぞれより受信されたコンテンツデータに対し、ＭＰＥＧ２方式による圧縮符号化処
理を施すようにされる。そして、これら圧縮したコンテンツデータ、及び上記番組付加情
報管理システム５より供給される番組付加情報（ヘッダ情報、ＥＰＧ等）を多重化し、例
えば１つのトランスポートストリームに含まれるようにして合成する。その上で、このよ
うにして合成して得られたトランスポンダについて、例えば誤り訂正符号の付加、変調、
及び周波数変換などの処理を施した後、放送衛星８に対して送出出力する。
また、特に本実施の形態の場合、送出システム６は、上記したような多重化処理に際し、
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上記事業者Ａ（２）、事業者Ｂ（３）、事業者Ｃ（４）から番組付加情報管理システム５
を介して受信した分類コードが、対応する放送チャンネルのコンテンツデータに対して付
加されるよう動作する。
なお、この際、上記分類コード情報は、例えばＰＳＩ（Ｐｒｏｇｒａｍ
ｃ

Ｓｐｅｃｉｆｉ

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ：番組特定情報）におけるＰＭＴ（Ｐｒｏｇｒａｍ

Ｍａｐ

Ｔａｂｌｅ）内に格納するものとされる。
【００２４】
放送衛星８を介してパラボラアンテナ９により受信された放送信号は、記録装置１０に対
して供給される。
詳しくは次の図２において説明するが、この記録装置１０は、デジタル衛星放送チューナ
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を備えて上記放送データを受信可能とされると共に、このように受信した放送信号に含ま
れるコンテンツデータを記録することが可能とされる。また、例えば受信された放送信号
から抽出したＥＰＧデータを利用した録画機能として、ＥＰＧのジャンルのうちから指定
された特定のジャンルに属する放送番組を自動的に記録するジャンル指定自動録画機能や
、指定されたキーワードを含む番組を自動的に記録するキーワード指定自動録画機能など
を有するものとされる。
【００２５】
１−２．記録装置の内部構成例
図２は、本実施の形態としての記録装置１０の内部構成を示したブロック図である。
先ず、この図２においても、先の図１に示したパラボラアンテナ９が示されている。この
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パラボラアンテナ９では、放送衛星８からの放送信号を受信し、内蔵のＬＮＢ（Ｌｏｗ
Ｎｏｉｚｅ

Ｂｌｏｃｋ

Ｄｏｗｎ

Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）によって所定の高周波信号に

変換して記録装置１０に対して供給する。
【００２６】
記録装置１０においては、パラボラアンテナ９にて受信され、所定の周波数に変換された
受信信号を、フロントエンド部１１により入力する。
フロントエンド部１１では、バス２１を介して接続されるシステムコントローラ１６から
の伝送諸元等を設定した設定信号に基づいて、この設定信号により決定されるキャリア（
受信周波数）を受信して、例えばビタビ復調処理や誤り訂正処理等を施すことで、ＴＳ（
Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ

Ｓｔｒｅａｍ）を得るようにされる。
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【００２７】
このデジタル衛星放送の規格によるＴＳは、周知のように、例えばＭＰＥＧ２（Ｍｏｖｉ
ｎｇ

Ｐｉｃｔｕｒｅ

Ｅｘｐｅｒｔｓ

Ｇｒｏｕｐ

Ｌａｙｅｒ２）方式によって、複

数のプログラム（映像番組）のビデオ信号及びオーディオ信号を圧縮した圧縮データと、
各種の付加情報が多重化されている。また、本実施の形態の場合、上述もしたようにこの
ＴＳには、図１に示した放送設備７により放送内容に応じて付加された分類コード情報も
多重化されている。
【００２８】
また、上記したビデオ信号及びオーディオ信号を圧縮した圧縮データは、ＥＳ（Ｅｌｅｍ
ｅｎｔａｒｙ

Ｓｔｒｅａｍ）として多重化される。また、放送側が挿入する付加情報と

しては、ＰＡＴ（Ｐｒｏｇｒａｍ
ｒｏｇｒａｍ

Ｍａｐ

Ｓｐｅｃｉｆｉｃ
ｅ

Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ
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Ｔａｂｌｅ）、ＰＭＴ（Ｐ

Ｔａｂｌｅ）などのテーブルを格納するＰＳＩ（Ｐｒｏｇｒａｍ
Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ：番組特定情報）や、ＳＩ（Ｓｅｒｖｉｃ

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ：番組配列情報）などが挙げられる。

そして、上記各情報の多重化は、ＴＳを１８８バイトのトランスポートストリーム・パケ
ット（ＴＳパケット）により形成するようにして、このＴＳパケットに対して、上記した
ＥＳ及び各種付加情報を格納することにより行われる。
フロントエンド部１１にて得られたＴＳは、デスクランブラ１２に対して供給される。
【００２９】
また、フロントエンド部１１では、ＴＳからＰＳＩ（Ｐｒｏｇｒａｍ

Ｓｐｅｃｉｆｉｃ
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Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ：番組特定情報）のパケットを取得し、その選局情報を更新す
ると共に、ＴＳにおける各チャンネルのコンポーネントＰＩＤ（Ｐｒｏｇｒａｍ

ＩＤ）

を得て、例えばシステムコントローラ１６に伝送する。システムコントローラ１６では、
取得したＰＩＤを受信信号処理に利用することになる。
【００３０】
デスクランブラ１２では、予め用意されたデスクランブルキーデータを、バス２１を介し
てシステムコントローラ１６から受け取ると共に、システムコントローラ１６によりＰＩ
Ｄが設定される。そして、このデスクランブルキーデータとＰＩＤとに基づいてデスクラ
ンブル処理を実行する。
また、確認のために述べておくと、デスクランブラ１２から出力されるＴＳとしては、複
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数のプログラムのＥＳが多重化されている可能性があり、また、データ放送用のデータ、
及びＰＳＩをはじめとする付加情報も除去されることなく多重化されているものである。
【００３１】
デマルチプレクサ１３は、バス２１を介して接続されるシステムコントローラ１６により
設定されたフィルタ条件に従って、デスクランブラ１２から供給されたＴＳから必要なＴ
Ｓパケットを分離する。これにより、例えばデマルチプレクサ１３においては、目的とす
る１つのプログラムについてのＴＳパケットとして、例えば映像番組としての、ＭＰＥＧ
２方式により圧縮されたビデオデータのＴＳパケットと、ＭＰＥＧ２方式により圧縮され
たオーディオデータのＴＳパケットを得ることになる。そして、このようにして得られた
圧縮ビデオデータと圧縮オーディオデータをＭＰＥＧデコーダ１４に対して出力する。

10

また、このデマルチプレクサ１３では、上記ＴＳから、必要に応じてＥＰＧデータのＴＳ
パケット、及び先に図３において示したような分類コード等の付加情報が格納されるＴＳ
パケットも抽出するようにされる。
【００３２】
なお、デマルチプレクサ１３により分離され、ＭＰＥＧデコーダ１４に入力される圧縮ビ
デオ／オーディオデータの個別パケットは、ＰＥＳ（Ｐａｃｋｅｔｉｚｅｄ
ｎｔａｒｙ

Ｅｌｅｍｅ

Ｓｔｒｅａｍ）と呼ばれる形式でそれぞれ、ＭＰＥＧデコーダ１４に入力さ

れるようになっている。
また、上記したフィルタ条件の設定は、例えばデマルチプレクサ１３において、ＴＳに含
まれるＰＡＴ、ＰＭＴなどを抽出して、システムコントローラ１６に転送するようにされ
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る。そして、システムコントローラ１６が、転送されてきたＰＡＴ、ＰＭＴなどに記述さ
れている情報内容に基づいて、デマルチプレクサ１３に対してフィルタ条件を設定するよ
うにされる。
【００３３】
ＭＰＥＧデコーダ１４においては、圧縮ビデオデータをＭＰＥＧ２フォーマットに従って
デコード（伸長）処理を行うビデオデコーダと、圧縮オーディオデータについて、ＭＰＥ
Ｇ２フォーマットに従って、上記ビデオデータ出力に同期させるようにしてデコード処理
を行うオーディオデコーダとを備えている。そして、入力された圧縮ビデオデータについ
ては、ビデオデコーダによってデコード処理を施し、また、入力された圧縮オーディオデ
ータについては、オーディオデコーダによってデコード処理を施す。
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そして、この場合には、例えばデコードされたビデオデータについて、例えばＮＴＳＣ方
式などの所定のテレビジョン方式に対応して適正に画像表示が行われるように所要の信号
処理を施して、デジタルビデオ信号として出力するようにされる。
また、デコードされたオーディオデータについては、例えばデジタルオーディオ信号とし
て出力するようにされる。
本実施の形態の場合、ＭＰＥＧデコーダ１４から出力されたデジタルビデオ信号及びデジ
タルオーディオ信号は、図示するオーディオ・ビデオ信号処理部（ＡＶ信号処理部）１５
、及びバス２１を介して接続されるドライブコントローラ１９に対して入力される。
【００３４】
オーディオ・ビデオ信号処理部１５における基本的な動作としては、ＭＰＥＧデコーダ１
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４から入力されてくるデジタルビデオ信号及びデジタルオーディオ信号について、所要の
信号処理を施して、表示出力のためのビデオ信号及びオーディオ信号として出力する。
このようにしてオーディオ・ビデオ信号処理部１５により出力されたビデオ信号について
は、図示するディスプレイ２３に対して供給され、ここにおいて表示出力される。
【００３５】
ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）２０は、プログラムやデータなどを蓄積することがで
きる、ランダムアクセス可能な記憶装置であり、例えば数１０ＧＢ、或いは１００ＧＢ以
上の大容量を備えている。
このＨＤＤ２０は、ドライブコントローラ１９及びバス２１を介してシステムコントロー
ラ１６に接続されており、システムコントローラ１６からの制御に基づいてこのドライブ
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コントローラ１９が動作することにより、各種データの記録／再生が実行される。例えば
、上記ＭＰＥＧデコーダ１４より供給されるデジタルビデオ・オーディオ信号についての
記録、及びその再生が行われる。
このＨＤＤ２０から再生されたコンテンツデータとしてのデジタルビデオ信号及びデジタ
ルオーディオ信号は、ドライブコントローラ１９を介してＡＶ信号処理部１５に供給され
、外部出力される。
【００３６】
システムコントローラ１６は、これまでの説明から理解されるようにして、当該記録装置
１０における所要の動作が得られるように各種の制御処理を実行する。
例えば、このシステムコントローラ１６は、取得されたＥＰＧデータに基づいたジャンル

10

指定自動録画やキーワード指定自動録画など、各種録画動作を行うための必要な処理を行
う。また、特に本実施の形態の場合、デマルチプレクサ１３により抽出された分類コード
情報に基づいた記録制御動作のための各種制御処理を行うようにもされている。なお、こ
のような本実施の形態としての処理動作については後述する。
【００３７】
上記システムコントローラ１６に対しては、図示するようにしてＲＯＭ１７、及びＲＡＭ
１８が備えられている。
ＲＯＭ１７には、上記した各種制御処理を実現するためにシステムコントローラ１６が実
行すべきプログラムや、各種の初期設定情報が格納される。また、特に本実施の形態の場
合、このＲＯＭ１７には、後述する図５、図６に示すような分類コード録画のための動作

20

を実現するためのプログラムも記録される。
本実施の形態の場合、このＲＯＭ１７としては、例えばフラッシュメモリなど、電源供給
が停止してもデータ記憶が維持され、かつ、書き換え可能な不揮発性のメモリ素子を備え
ている。そして、この不揮発性メモリとしての領域に対しては、例えば上記した各種録画
動作を行う際に必要となる録画予約リスト等が保持されるものとなる。
また、ＲＡＭ１８には、システムコントローラ１６が各種制御処理を実行するにあたって
必要なデータが適宜保持される。
【００３８】
また、上記システムコントローラ１６に対しては、操作部２２が接続される。この操作部
２２には、当該記録装置１０に対する操作を行うための各種操作子が設けられている。そ

30

して、これら操作子に対して行われた操作に応じた操作信号がシステムコントローラ１６
に出力される。システムコントローラ１６では、入力した操作コマンドに応じた動作が得
られるように所要の制御処理を実行する。なお、このような操作部２２の他に、リモート
コントローラ等を用いたユーザーインターフェイス手段を備えるようにしてもよい。
【００３９】
１−３．

分類コード録画

上述もしたように、本実施の形態のデジタル衛星放送システム１では、図１に示した放送
設備７側において、送出する放送コンテンツに対してその放送内容に応じた分類コードを
付すようにされている。そして、このようにして分類コードの付加された放送コンテンツ
を、放送衛星８を介して記録装置１０側に受信させるようにしている。

40

このような放送システムを構築した上で、本実施の形態では、記録装置１０側において、
予め指定された分類コードが付加された放送コンテンツのみを記録する、分類コード録画
を実現しようとするものである。
【００４０】
本実施の形態において、このような分類コード録画を行うにあたっては、ＥＰＧデータに
基づくジャンル指定自動録画やキーワード指定自動録画などの、いわゆる自動録画機能を
併用することとする。
つまり、本実施の形態における分類コードは、上述もしたように、放送設備側が送出する
コンテンツの内容に応じてコンテンツに付すものとしている。このため、記録装置１０側
は実際に放送信号を受信しなければその内容を把握することはできない。つまり、どの放
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送チャンネルのどの時間帯に、目的とする分類コードの付加されたコンテンツが放送され
るかを事前に知ることができない。このため、分類コードが指定されたのみでは、効率よ
く目的とする内容のデータ部分のみを記録することは困難となる。
そこで本実施の形態としては、上記のようにしてジャンルやキーワードの指定による自動
録画を行って、受信する番組を絞った上で、該当する分類コードの付加されたコンテンツ
部分のみを録画するという動作を実行させることととする。つまり、分類コード録画を行
うに先立ち、先ずユーザーは自動録画を行うための録画予約設定を行って、番組単位によ
る予約録画設定を行う。そして、このような番組単位での予約録画が設定されている下で
、所望の分類コードを選択指定するものである。
【００４１】

10

そこで先ず、分類コード録画のためのユーザーの設定操作の手順例について、図４を参照
して説明することとする。
上記もしているように、分類コード録画を行うのにあたっては、先ず、例えばＥＰＧデー
タに基づいたジャンル、キーワード等を指定した自動番組録画の設定などによって番組単
位での録画予約が行われることとしている。そこで、この図４の説明にあたっては、番組
単位の録画予約として、ジャンル指定による自動番組録画予約を行う場合を例に挙げるこ
ととする。
【００４２】
図４において、先ず、ユーザーは、図１に示した操作部２２に対する所定操作を行うこと
により、例えば図４（ａ）に示すようなジャンル指定自動録画を行うためのジャンル指定
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画面をディスプレイ２３上に表示させる。
このジャンル指定画面としては、例えば図４（ａ）に示すように、ＥＰＧにおいて規定さ
れるジャンルが各々示された操作ボタンが表示されるものとなる。また、これと共に、こ
れらの操作ボタンに示されたジャンルを選択するためのカーソルＣＲも表示されている。
ユーザーは、このようなジャンル指定画面に対し、操作部２２を介した操作を行うことに
より、図示するカーソルＣＲを移動させてこれらのジャンルが示された操作ボタンの内か
ら所望のボタンを選択することができる。そして、所望のボタンにカーソルＣＲを移動さ
せた上で、操作部２２を介した決定操作を行うことで、このボタンに示されるジャンルを
指定することができる。
この場合、例えば図示するようにして「ニュース」のジャンルが指定されたとする。

30

【００４３】
このようにしてユーザーによりジャンルが指定されるのに応じては、記録装置１０におい
て、先ずＥＰＧ上のこのジャンルに属する番組が検索される。そして、検索した番組の番
組情報（放送チャンネルや放送時間）を取得して、これを例えばＲＯＭ１７に保持されて
いる録画予約リストに登録することにより、ジャンル指定自動録画のための録画予約が行
われる。
【００４４】
このようにして、ジャンル指定自動録画のための予約を行った上で、ユーザーは、例えば
操作部２２に対する所定操作を行うことによって次の図４（ｂ）に示すような分類コード
指定画面をディスプレイ２３上に表示させる。
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この分類コード指定画面としては、例えば放送設備７側でコンテンツデータに対して付加
可能な全ての分類コードが、その内容を示す分類項目として表示される。
この場合も、これら各分類項目は操作ボタンとして表示される。そして、ユーザーは図示
するカーソルＣＲを移動させることにより各項目（分類コード）を選択することができる
。その上で、カーソルＣＲを所望の項目項目が示されたボタンに合わせ、ここで決定操作
を行うことにより、この分類項目の示す内容に対応した分類コードを指定することができ
きる。
なお、この場合、上記ジャンル指定自動録画により録画されるべき「ニュース」のジャン
ルに属する番組のうち、例えば図示するように「株価ニュース」に対応する分類コードが
ユーザーにより選択されたものとする。
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【００４５】
このようにしてジャンル指定自動録画の予約が行われた上で、本実施の形態としての分類
コード録画の予約が行われることに応じ、記録装置１０では、以下のような分類コード録
画のための動作が行われることとなる。
先ず、記録装置１０においては、図４（ａ）に示したようにして指定された「ニュース」
のジャンルに応じたジャンル指定自動録画が行われることにより、この「ニュース」のジ
ャンルに属する番組のみについて受信動作が行われるようになる。その上で、受信される
番組のコンテンツデータから抽出される分類コードと、上記指定された「株価ニュース」
に対応する分類コードとの一致を検出するようにされる。
そして、受信されるコンテンツデータから抽出される分類コードが、上記分類コードと一

10

致するのに応じて録画動作を開始するようにする。また、抽出される分類コードが別の分
類コードに変更される（つまり、分類コードレベルで番組内容が変化する）のに応じて録
画動作を終了するようにする。
これにより、上記のようにしてユーザーにより指定された分類コードに対応する内容のコ
ンテンツデータのみを、ＨＤＤ２０に対して記録することができるようになるものである
。
【００４６】
１―４．

処理動作

上記したような分類コード録画動作を実現するために、図２において示したシステムコン
トローラ１６が行うべき処理動作について、以下の図５、図６を用いて説明する。
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先ず、図５のフローチャートを用い、上記図４（ｂ）において説明したような分類コード
録画予約操作に対応した処理動作について説明する。
図５において、システムコントローラ１６は、図示するステップＳ１０１の処理により、
分類コード録画のための予約を開始する操作が行われるのを監視する。そして、図１に示
した操作部２２に対する所定操作が行われ、予約開始操作が行われたとされた場合には、
ステップＳ１０２において、先に図４（ｂ）で示したような分類コード指定画面をディス
プレイ２３上に表示出力させる。
【００４７】
続くステップＳ１０３においては、このようにして表示出力させた分類コード指定画面を
もとに、ユーザーに分類コードを選択させる。すなわち、図４（ｂ）において説明したよ
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うにして、ユーザーによる操作に応じ、例えばカーソルＣＲの移動等の必要な処理を行う
ことにより、分類項目（分類コード）の選択を行わせるものである。
【００４８】
ステップＳ１０４においては、上記ステップＳ１０３において選択された分類項目につい
て決定する操作があったか否かを判別する。
このステップＳ１０４において、操作部２２に対する所定操作が行われず、決定操作がな
いとされる場合には、ステップＳ１０３に処理を進めて再び分類コードを選択させる。
また、操作部２２に対する所定操作が行われ、決定操作があったとされた場合にはステッ
プＳ１０５に進む。
【００４９】

40

ステップＳ１０５においては、上記ステップＳ１０４において選択された分類項目に対応
する分類コードを、当該分類コード録画のための分類コードとして設定する。そして、こ
のようにして設定した分類コードの情報を、例えば図２に示したＲＯＭ１７に保持するこ
とにより、この分類コードの情報を録画予約リストと対応づけるようにする。
このステップＳ１０５における処理を実行すると、図示するようにして処理動作を終了す
る。
【００５０】
続いて、図６のフローチャートを用い、上記のような分類コード録画予約の内容に基づい
た分類コード録画を実現するための処理動作について説明する。
先ず、ステップＳ２０１においては、現在録画予約リスト内に登録されている情報の内容
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に基づき、録画スタンバイ状態が得られるように各部を制御する。
つまり、このステップＳ２０１の処理としては、例えば、先ず予約リストに登録されてい
る、時間的に最も早い放送時間の放送開始時刻（日時）の監視を行う。そして、例えば当
該システムコントローラ１６内部において生成される現在日時の情報が、上記放送開始時
刻に一致するのに応じ、この放送時間に対応づけられて登録される放送チャンネルのコン
テンツデータが受信されるよう各部を制御する。
但し、この場合には、ユーザーの操作によって、この録画スタンバイの対象となっている
番組を視聴するように設定していない限りは、表示出力させる必要は無いものとされる。
従って、通常は、上記のようにして受信されたデータについて、ＭＰＥＧデコーダ１４に
よりデコードして出力する処理は実行させないようにされる。

10

【００５１】
続くステップＳ２０２においては、上記ステップＳ２０１の処理により受信されたＴＳに
付加されている分類コード情報の検出を開始する。
上述もしたように、本実施の形態の場合、受信ＴＳに付加される分類コード情報は、例え
ばＰＳＩ（番組特定情報）におけるＰＭＴ内において格納される。このため、このステッ
プＳ２０２の処理としては、デマルチプレクサ１３によりＰＴＭを抽出させることで行う
。
【００５２】
ステップＳ２０３においては、検出される分類コード情報と、録画予約リストに登録され
ている分類コードとの一致が検出されたか否かを判別する。
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このステップＳ２０３の判別処理により、否定結果が得られた場合は、ステップＳ２０４
に処理を進め、現在の時刻が予約リストに登録された放送終了時刻となったか否かの判別
を行う。現在時刻が放送終了時刻に未だ達していないと判別した場合は、ステップＳ２０
３に処理を進めて再び分類コードの一致が検出されたかを判別する。また、現在時刻が放
送終了時刻になったと判別した場合は、図示するようにステップＳ２０５に進んで録画ス
タンバイ状態を解除した上で、ステップＳ２０１に進むようにされる。
【００５３】
なお、これらステップＳ２０４からステップＳ２０５に進む処理動作によっては、予約リ
ストに登録されて今回受信された番組内に、指定された分類コードに対応する内容を有す
るデータ部分がなかったものとされ、該番組についての録画が行われないものとなる。
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しかしながら、このようにして番組内に指定された内容を有するデータ部分がなかった場
合にも、この番組を録画しておきたいとする場合が考えられる。
このような場合には、ここでの図示による説明は省略するが、予約リストに登録された各
番組について、このような分類コード録画を適用させない番組を、予めユーザーにより選
択・設定可能にするなどしてもよい。
【００５４】
一方、上記ステップＳ２０３において、肯定結果が得られた場合は、ステップＳ２０６に
進んで現在受信中のコンテンツデータについての録画動作を開始させる。つまり、ステッ
プＳ２０３において肯定結果が得られた場合は、現在受信されているコンテンツデータの
内容は指定された分類コードの示す内容と一致するのものであるとし、図１に示したドラ
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イブコントローラ１９を制御してコンテンツデータのＨＤＤ２０への書き込みを開始させ
るものである。
【００５５】
続くステップＳ２０７においては、ＴＳに付加される分類コードが他の分類コードに更新
されるのを監視する。そして、分類コードが更新され、受信されるコンテンツデータの内
容が予約時に指定された分類コードの示す内容とは異なるものであるとされた場合は、ス
テップＳ２０８において、ドライブコントローラ１９によるＨＤＤ２０に対するコンテン
ツデータの書き込み動作を終了させ、このコンテンツデータに基づいた録画ファイルを生
成させる。
これにより、ＨＤＤ２０に対しては、先の図５に示したステップＳ１０４の処理において
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指定された分類コードに対応する内容のコンテンツデータのみが記録されることになる。
例えば、上記図４において説明したようにして、ジャンル指定自動録画により「ニュース
」のジャンルが指定された上で、例えば「株価ニュース」に対応する分類コードが指定さ
れた場合には、「ニュース」のジャンルに属する番組のうちの「株価ニュース」の内容を
有するデータ部分のみがＨＤＤ２０に対して記録されるようになるものである。
【００５６】
なお、このような分類コード録画時において、ユーザーにより複数の分類コードが設定さ
れていた場合は、上記ステップＳ２０３の処理により、これら設定された複数の分類コー
ドについての一致を判別すればよい。但し、この場合、設定された複数の分類コードごと
に一致するデータ部分が、受信中の同一番組内に存在することも考えられる。このため、
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この場合は、１つの分類コードについての録画ファイルが生成された場合にも、引き続き
受信中の番組についての録画スタンバイ状態を維持するようにすれば、設定された全ての
分類コードのうちから、一致する内容のデータ部分をもれなく録画することができる。
【００５７】
このように、本実施の形態の衛星放送システム１においては、図１に示した放送設備７に
より、一番組の内容を細分化する分類コードが放送コンテンツに対して付加される。
そして、このような分類コードの情報が付加された放送コンテンツが受信される記録装置
１０側においては、このように付加された分類コードと、予め指定された分類コードとの
一致をみることにより、上記指定された分類コードの示す内容を有するデータ部分のみを
記録することができるようになる。
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【００５８】
これにより、本実施の形態のデジタル衛星放送システム１においては、従来の予約録画を
行う場合と比較して、より詳細な内容区分による録画対象コンテンツについての指定が可
能となる。
そしてこの結果、本実施の形態によっては、一番組分のコンテンツにおける不要なデータ
部分についての記録を省略することが可能となる。
【００５９】
また、上述もしたように、上記分類コードは、送出設備７（各事業者）側で放送内容に応
じて付加されるものであるため、本実施の形態のデジタル衛星放送システム１においては
、記録装置１０側で受信される分類コードを常に放送内容と一致したものとすることが可
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能となる。
例えば、従来において、ニュース番組等にみられるいわゆる生番組のように、放送内容の
時間的編成が不規則となる放送コンテンツに対しては、ＥＰＧ上で一番組の内容をより詳
細な内容まで区切って掲載することは困難であった。そして、このような理由から、従来
では一番組を形成するコンテンツから、特定の内容を有するデータ部分のみを録画時に指
定し、このデータ部分のみを記録することが困難であった。
これに対し、上記したようにして分類コードを確実に現在の放送内容とリンクさせること
ができる本実施の形態では、記録装置１０側において、この分類コードの情報に基づいた
録画を行うことにより、上記のような一番組中の特定内容のデータ部分のみを記録すると
いったことを確実に行えるものとなる。
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【００６０】
また、これまでにおいて説明したような記録装置１０の動作は、ＲＯＭ１７に格納される
プログラムによって実現されるものである。また、このようなプログラムを記録媒体に記
録して例えばパッケージメディアとすれば、第１の実施の形態としての記録装置１０の動
作を実現するプログラムの提供が容易となり、装置設計やシステム構築に好適である。
なお、該プログラムを記録する記録媒体は、ＣＤ方式、ＤＶＤ方式、ＭＤ方式の光ディス
ク、光磁気ディスクや、フレキシブルディスクのような磁気ディスク、さらにはＨＤＤ（
ハードディスクドライブ）や、固体メモリを用いたメモリカードなどによっても実現でき
るものでもある。
【００６１】
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１−５．変形例
ここで、第１の実施の形態の変形例について説明しておく。
この変形例としては、上記のような分類コード録画により記録される、例えば天気予報等
のコンテンツデータについて、既に録画されたデータに対し新しく録画されるデータを上
書きしていくことにより、録画ごとにコンテンツデータが順次更新されていくようにする
ものである。そして、これにより、同一分類コードが付加されるコンテンツについて、最
も新しく録画されたもののみがＨＤＤ２０に保持されるようにするものである。
なお、この変形例による録画は、例えばニュース番組における株価の情報や上記した天気
予報等、情報鮮度が高いほど情報価値があるとされるコンテンツデータを自動録画する際
に有効となる。つまり、これらの情報内容は、最新のものがユーザーにとって有用であり
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、最新よりも過去のものは、ユーザーにとっては不要であると考えることができる。そこ
で、この変形例としての分類コード録画を行えば、例えば株価に関して、常に、ＨＤＤ２
０には、最新の情報のみが録画ファイルとして記憶され、これより過去の録画ファイルは
消去されていることになるから、ＨＤＤ２０の記憶容量をより有効に節約することが可能
となるものである。
【００６２】
このような変形例の動作を実現するにあたり、システムコントローラ１６が行うべき処理
動作を次の図７のフローチャートを用いて説明する。
先ず、この変形例においても、基本的な動作として、先に図６において説明した分類コー
ド録画の動作を行うものとなる。このため、図示するステップＳ３０１〜ステップＳ３０
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８までの処理動作としては、図６に示したステップＳ２０１〜ステップＳ２０８までの処
理と同等のものとなる。つまり、この場合も、ユーザーにより指定された分類コードが付
加されたコンテンツデータのみを記録する動作については、上記第１の実施の形態と共通
となる。
但し、この場合、ステップＳ３０８における録画終了処理（図６に示したステップＳ２０
８と同等の処理）により録画ファイルが生成された後の処理として、図示するステップＳ
３０９〜ステップＳ３１１までの処理動作を行うようにされる。
【００６３】
先ず、ステップＳ３０９においては、上記ステップＳ３０８において生成され、ＨＤＤ２
０に記憶させた録画ファイルについて、該当する分類コードを対応させて管理する。
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これは、例えば、このＨＤＤ２０に対応するファイルシステムにおいて、ファイルの属性
情報の１つとして分類コードを示す情報を定義した上で、この分類コードの属性情報に対
して、今回生成された録画ファイルに対応する分類コードを書き込むようにすればよい。
あるいは、録画ファイルのヘッダ部分に対し、該録画ファイルに対応する分類コードを書
き込むようにしてもよい。
つまり、この場合の、分類コード録画によりＨＤＤ２０に記憶された録画ファイルについ
ては、所定の形式により、その内容を示す分類コードが対応付けられるようにして管理さ
れるものとなる。
【００６４】
そして、続くステップＳ３１０においては、ＨＤＤ２０に記憶されている録画ファイルの
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うちから、今回のステップＳ３０６以降の処理によって録画された録画ファイルの分類コ
ードと一致する分類コードが対応付けられている録画ファイルが存在するか否かを判別す
る。
同一の分類コードが対応づけられた録画ファイルが存在しないと判別した場合は、図示す
るようにステップＳ３０１に処理を進め、再び予約リストの内容に基づいた録画スタンバ
イ処理を行うようにされる。
また、同一分類コードが対応づけられた録画ファイルが存在すると判別した場合は、ステ
ップＳ３１１に処理を進め、該当する録画ファイルを消去させる処理を実行する。これに
より、分類コード録画により記録されるコンテンツデータは、録画ごとに順次更新されて
いくこととなり、分類コードの区分において同一内容とされるコンテンツデータについて
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、最も新しく録画されたもののみをＨＤＤ２０に保持させることができるようになる。
【００６５】
なお、ここでは、分類コードの区分において同一内容とされるコンテンツデータについて
、最も新しく録画されたもののみをＨＤＤ２０に保持させるようにしたが、これに代え、
この変形例により録画されるコンテンツのうち、例えば最も新しく録画された２以上のコ
ンテンツを保持するようにしてもよい。また、この際、このようにＨＤＤ２０に保持させ
る同一分類コードのコンテンツデータの個数を、ユーザー操作により可変設定可能に構成
されてもよい。
【００６６】
また、本実施の形態では、第２の変形例として、以下のような動作を行うことも可能であ
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る。
この第２の変形例としては、これまで説明してきたように、受信されるコンテンツデータ
（放送番組）から、指定された分類コードの付加されるデータ部分のみを記録するのでは
なく、既に録画されているコンテンツデータのうちから、指定された分類コードの付加さ
れたデータ部分のみを残すことにより、結果的に指定された分類コードの付加されたデー
タ部分のみを保持できるようにするものである。
すなわち、ＨＤＤ２０に対して既に記録されたコンテンツデータのうちの、指定された分
類コードが付加された以外のデータ部分を消去することで、該当するデータ部分のみを保
持できるようにする、分類別消去動作を行うものである。
【００６７】
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このような分類別消去動作を実現するために、先ずこの第２の変形例では、録画ファイル
としてＨＤＤ２０に記録される、例えば番組単位の各コンテンツデータについて、録画時
に当該コンテンツと共に受信された分類コードの情報が、その番組を形成するデータ部分
ごと（再生時間）に対応付けられて管理されるようにしている。これは、先の第１の変形
例の場合と同様に、ＨＤＤ２０のファイルシステム上で管理されるようにしてもよいし、
録画ファイルのヘッダに対して、この情報を格納するようにしてもよい。
これにより、各録画ファイルとしてのコンテンツデータを構成する各データ部分のうちか
ら、指定された分類コードに対応する内容を有するデータ部分を認識することが可能とな
る。
【００６８】
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このようにした上で、この第２の変形例では、次の図８に示すような処理動作を実行する
ようにする。
図８において、システムコントローラ１６は、先ずステップＳ４０１の処理により、上記
したような分類別消去動作を開始するための操作が行われたか否かを監視するようにされ
る。そして、例えば図２において示した操作部２２に対する所定操作が行われ、開始操作
があったとされた場合は、ステップＳ４０２において、分類コード指定画面をディスプレ
イ２３上に表示させる。
なお、この分類コード指定画面は、先に図４（ｂ）において説明したものと同様のものと
される。
【００６９】
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上記のようにして分類コード指定画面をディスプレイ２３上に表示させた上で、続くステ
ップＳ４０３においては、ユーザーに分類コードを選択させる。すなわち、先に図４（ｂ
）において説明したのと同様にして、ユーザーによる操作に応じ、例えばカーソルＣＲの
移動等の必要な処理を行うことにより、分類項目（分類コード）の選択を行わせるもので
ある。
【００７０】
ステップＳ４０４においては、上記ステップＳ４０３において選択された分類項目につい
て決定する操作があったか否かを判別する。
このステップＳ４０４において、操作部２２に対する所定操作が行われず、決定操作がな
いとされる場合には、ステップＳ４０３に処理を進めて分類コードを選択させる。
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また、操作部２２に対する所定操作が行われ、決定操作があったとされた場合にはステッ
プＳ４０５に進む。
【００７１】
ステップＳ４０５においては、上記ステップＳ４０４において決定された分類項目に対応
する分類コードを認識した上で、ＨＤＤ２０に記録されているコンテンツデータのうちか
ら、この決定された分類コードに対応するデータ部分を認識する。つまり、このステップ
Ｓ４０５においては、例えば上記したＨＤＤ２０の管理情報、或いは各録画ファイルのヘ
ッダ部分を参照することにより、上記決定された分類コードに対応づけられて管理される
データ部分を認識するものである。
【００７２】
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続くステップＳ４０６においては、ＨＤＤ２０において記録されているコンテンツデータ
のうちの、上記ステップＳ４０５において認識したデータ部分以外のデータ部分を消去す
る。すなわち、録画ファイルから上記認識したデータ部分以外のデータ部分が消去される
よう、例えばＨＤＤ２０のファイルシステムにおけるファイル管理情報テーブルの内容を
更新する。
これにより、ＨＤＤ２０には、上記ステップＳ４０４において決定された分類コードの示
す内容を有するデータ部分のみが保持されるようになる。
【００７３】
なお、ここでは上記ステップＳ４０５において認識したデータ部分以外のデータ部分を全
て消去するようにしたが、例えばユーザーにより予め消去防止ファイルとして設定されて
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いる録画ファイルについては、このような指定分類コード消去の対象外とするようにして
もよい。
また、上記手法とは逆に、ユーザーに消去させたい内容を示す分類コードを指定させ、こ
の分類コードに対応するデータ部分を消去するようにしてもよい。
【００７４】
２．第２の実施の形態
２−１．

記録装置の内部構成例

図９に、第２の実施の形態としての記録装置５０の内部構成例を示したブロック図を示す
。
なお、この図において、既に図２において説明した部分については同一の符号を付して説
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明を省略する。
図９において、この場合の記録装置５０としても、上記第１の実施の形態における記録装
置１０と同様、ジャンル指定自動録画や、キーワード指定自動録画等、各種自動録画機能
を有するものとされる。
そして、この場合の記録装置５０には、図示するマッチング処理部５１が備えられるもの
となる。
このマッチング処理部５１は、画像信号についての所要の解析処理を行うことにより、後
述するようにしてＭＰＥＧデコーダ１４から入力されるデジタルビデオデータ中から、予
め設定された画像データと一致するデータ部分を検出する、所謂マッチング処理を行う。
そして、このようにして画像データの一致を検出するのに応じ、その検出出力をバス２１
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を介してシステムコントローラ１６に対して供給する。
【００７５】
２−２．

キー情報設定時の操作手順例

上記のようにして記録装置５０を構成することにより、この第２の実施の形態では、受信
される放送コンテンツのうちから、ユーザーにより予め設定されたキー情報と同一とされ
るデータを含むコンテンツ部分のみを記録する、キー情報録画を行おうとするものである
。
すなわち、この第２の実施の形態においても、第１の実施の形態の場合と同様、先ずジャ
ンル指定自動録画やキーワード指定自動録画等の所要の自動録画機能により受信すべき番
組が録画予約されていることが前提となる。そして、このようにして自動録画機能により
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受信される番組から、上記キー情報と一致するデータ部分を含むコンテンツ部分のみを記
録しようとするものである。
【００７６】
このようなキー情報録画を実現するための、上記キー情報を設定する際の操作手順を次の
図１０を用いて説明する。
図１０において、本実施の形態では、ユーザーにより設定される上記キー情報として、画
像データを設定するものとされる。ここでは、このようにしてユーザーによりキー情報録
画の際に設定される画像データとしてのキー情報を、「代表シーン」と呼ぶものとする。
また、本実施の形態では、このような代表シーンは、ＨＤＤ２０において記録されている
録画ファイルとしてのコンテンツデータ中から選出・設定されるものとする。
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【００７７】
このために、ユーザーは、先ず図１０（ａ）に示すようにして、ＨＤＤ２０内に記録され
ている録画ファイルを再生させ、これをディスプレイ２３上に表示出力させるようにする
。そして、このように録画ファイルとしてのコンテンツデータを再生させた上で、この再
生映像から代表シーンを選出・設定するとしたときは、操作部２２に対する所定操作を行
うことで、例えば図１０（ｂ）に示すような、代表シーン設定のためのメッセージ表示Ｍ
を再生映像と共に表示させることができる。
【００７８】
このようにして再生映像と共にメッセージ表示Ｍを表示させた上で、ユーザーは、再生映
像中に代表シーンとして設定すべき画像が現れたときは、操作部２２に対する決定操作を
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行うことによりこの画像を代表シーンとして選出することができる。そして、このように
して代表シーンを選出すると、ディスプレイ２３上には、図１０（ｃ）に示すように上記
選出された画像が静止画として表示されるようになる。また、これと共に、例えば「代表
シーンに設定しますか」等、この画像を代表シーンとして設定することを促すメッセージ
が示されたメッセージ表示Ｍが表示されるようになる。
【００７９】
この図１０（ｃ）に示す状態から、例えば操作部２２に対する決定操作を行うことにより
、ユーザーは上記選出した画像を代表シーンとして設定することができる。そして、これ
に応じては、例えば図１０（ｄ）に示すように、ディスプレイ２３上にこの設定された代
表シーンが表示されると共に、「代表シーンに設定しました」等のメッセージを示したメ
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ッセージ表示Ｍが表示され、この画像を代表シーンに設定したことを確認できるようにさ
れる。
【００８０】
上記のような操作手順により代表シーンが設定されるのに応じ、記録装置５０においては
、以下のような動作が行われることとなる。
先ず、上記のようにしてユーザーにより代表シーンが設定されるのに応じては、システム
コントローラ１６により、この代表シーンが、上記した自動録画機能により登録された番
組情報に対応づけられるようにして録画予約リストに登録される。
【００８１】
そして、このように予約リストに番組情報と代表シーンが登録された以降の動作としては
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、先ず、該予約リストに登録された番組情報の内容に基づいた受信動作を行うようにされ
る。つまり、対応する放送時間、及び放送チャンネルの情報に基づいてコンテンツデータ
を受信することにより、録画スタンバイ状態を得る。
その上で、図９に示したマッチング処理部５１により、受信されるコンテンツデータから
、上記予約リストに登録された代表シーンが検出されるのを待機する。そして、マッチン
グ処理部５１により、上記登録された代表シーンと同一とされる画像データが検出される
のに応じ、受信データについてのＨＤＤ２０に対する記録を開始するようにされる。
これにより、受信される一番組としてのコンテンツデータのうちの、ユーザーにより設定
された代表シーンから以降のデータ部分のみを、ＨＤＤ２０に対して記録することができ
るようにするものである。
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【００８２】
２−３．

処理動作

上記した記録装置５０の動作を実現するために、図９に示したシステムコントローラ１６
が行うべき処理動作について、以下、図１１及び図１２のフローチャートを用いて説明す
る。
なお、これらの図１１及び図１２に示す処理動作は、図９に示すＲＯＭ１７内に格納され
るプログラムに基づいてシステムコントローラ１６により実行されるものである。
【００８３】
先ず、図１１に、上記図１２において説明したようなキー情報としての代表シーン設定の
ための処理動作について示す。なお、この図においては、代表シーンとして設定されるべ

10

きデータが含まれる録画ファイルについての再生が既に行われているものとする。
図１１において、先ず、システムコントローラ１６は、図示するステップＳ５０１の処理
により、代表シーン設定開始操作を監視するようにされる。そして、例えば操作部２２に
対する所定操作が行われ、代表シーン設定開始操作があったとされた場合には、ステップ
Ｓ５０２に処理を進める。
【００８４】
ステップＳ５０２においては、先に図１０において説明したようなユーザー操作に応じた
必要な処理を行うことにより、再生中のコンテンツデータから、代表シーンとして設定す
べき画像データを選出させる。すなわち、先ず図１０（ｂ）に示すようにして、ディスプ
レイ２３上に表示されている現在再生中の録画ファイルの映像と共に、メッセージ表示Ｍ
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を表示させる。そして、操作部２２に対する決定操作が行われるのに応じて、図１０（ｃ
）に示すように、該決定操作の為された時点に対応した画像データを表示すると共に、代
表シーンの設定を促すメッセージを示したメッセージ表示Ｍを施すようにするものである
。
【００８５】
続くステップＳ５０３においては、上記ステップＳ５０２において選出された画像データ
を決定する操作が行われるのを監視する。そして、例えば操作部２２に対する所定操作に
より、ユーザーによる決定操作が行われたとされた場合は、ステップＳ５０４に進み、上
記画像データを代表シーンとして設定し、これを保持する。
つまり、先に図１０（ｄ）に示したようにして、ディスプレイ２３上に上記選出された画
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像データを表示させると共に、例えば該画像データを代表シーンとして設定したことを示
すメッセージを記したメッセージ表示Ｍを表示する。そして、このようにして表示した画
像データを、例えば図９に示したＲＯＭ１７に保持することにより、既に録画予約リスト
に登録されている番組情報と、この代表シーンとを対応づけるようにするものである。
これにより、予約リストには、本実施の形態としてのキー情報録画を行うのに必要な情報
が登録されたことになる。
【００８６】
続いて、図１２のフローチャートを用い、上記のようにして予約リストに登録された情報
に基づく、本実施の形態としてのキー情報録画動作を行う際にシステムコントローラ１６
が行うべき処理動作について説明する。
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先ず、ステップＳ６０１においては、録画予約リスト内に登録されている情報の内容に基
づき、録画スタンバイ状態が得られるように各部を制御する。
つまり、先に図６において説明したステップＳ２０１の処理と同様、先ず予約リストに登
録されている時間的に最も早い放送時間の放送開始時刻（日時）の監視を行う。そして、
例えば当該システムコントローラ１６内部において生成される現在日時の情報が、上記放
送開始時刻に一致するのに応じ、この放送時間に対応づけられて登録される放送チャンネ
ルのコンテンツデータが受信されるよう各部を制御する。その上で、この場合は、このよ
うに受信されたデータについてのデコード処理がＭＰＥＧデコーダ１４において行われる
ようにする。
なお、この場合のＭＰＥＧデコーダ１４におけるデコード処理としては、次に説明するマ
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ッチング処理部５１によるマッチング処理を行うために必要な、比較対象としてのフレー
ム画像を得るための処理を行わせればよい。
【００８７】
続くステップＳ６０２においては、上記録画スタンバイ動作により受信される放送コンテ
ンツと、上記録画予約リストに登録された代表シーンとのマッチング処理を開始する。
すなわち、このステップＳ６０２の処理としては、例えば予約リストに登録されている代
表シーンとしての画像データをマッチング処理部５１に対してセットすることで行う。そ
して、このようにして画像データがセットされることに応じ、上記マッチング処理部５１
では、ＭＰＥＧデコーダ１４から供給されるビデオデータから、上記セットされた画像デ
ータと一致するデータ部分（例えばフレーム画像データ）を検出する動作が開始されるよ
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うになるものである。
【００８８】
ステップＳ６０３においては、上記マッチング処理部５１によるマッチング処理により、
受信中の放送コンテンツから、代表シーンと一致するデータ部分（フレーム画像データ）
が検出されたか否かの判別を行う。
このステップＳ６０３において、上記マッチング処理部５１からの検出出力がなく、代表
シーンと一致するフレーム画像データが未だ検出されていないとされた場合は、ステップ
Ｓ６０４に処理を進め、現在の時刻が予約リストに登録された放送終了時刻となったか否
かの判別を行う。現在時刻が放送終了時刻に未だ達していないと判別した場合は、ステッ
プＳ６０３に進んで再びマッチング処理部５１からの検出出力を監視する。また、現在時
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刻が放送終了時刻になったと判別した場合は、図示するようにステップＳ６０５に処理を
進め、録画スタンバイ状態を解除した後、先に説明したステップＳ６０１に進むようにさ
れる。
【００８９】
なお、この場合も、これらステップＳ６０４からステップＳ６０５に進む処理動作によっ
ては、予約リストに登録されて今回受信された番組内に、代表シーンと一致するデータ部
分がなかったものとされ、該番組についての録画が行われないものとなる。
しかしながら、この場合、先に図６においても説明したように、予約リストに登録された
各番組について、このキー情報録画を適用させない番組を予めユーザーにより選択・設定
可能にするなどしてもよい。
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【００９０】
一方、上記ステップＳ６０３において、マッチング処理部５１からの検出出力があり、代
表シーンと一致するフレーム画像データが検出されたとされる場合は、ステップＳ６０６
において、現在受信中のコンテンツデータについての録画動作を開始させる。つまり、図
１に示したドライブコントローラ１９を制御することにより、コンテンツデータのＨＤＤ
２０への書き込みを開始させるものである。
【００９１】
続くステップＳ６０７においては、録画予約リストに登録された放送終了時刻を監視する
。そして、現在時刻が上記放送終了時刻となった場合には、ステップＳ６０８において、
ドライブコントローラ１９によるＨＤＤ２０対するコンテンツデータの書き込み動作を終
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了させ、このコンテンツデータに基づいた録画ファイルを生成させる。
これにより、ＨＤＤ２０に対しては、先の図１１に示したステップＳ５０３の処理におい
て指定された代表シーンと一致するデータ部分から以降のコンテンツデータのみが記録さ
れることになる。
すなわち、例えば上記代表シーンとして、或る番組中の特定のコーナーのタイトル画面が
設定された場合には、一番組を形成する放送コンテンツの中から、当該コーナーを含む以
降のコンテンツのみを録画することが可能となり、それ以前の不要とされるデータ部分に
ついての記録を省略することができるものである。
【００９２】
なお、上記したステップＳ６０７の他の処理としては、例えば次のようにしてもよい。つ
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まり、録画が開始されたコンテンツデータに付加された分類コードの内容についての監視
を行い、この監視している分類コードの内容に変更があったときに、ステップＳ６０８に
より記録を終了させるものである。つまり、ユーザーが設定する代表シーンとしては、分
類コードにより分類分けされる、番組内における或るコーナーの開始部分であることが多
いと考えられる。そこで、このようにして分類コードの内容変化に応じて記録動作を終了
させれば、代表シーンの画像から開始するとされる番組内のコーナー（データ部分）のみ
を録画できることになるものである。
【００９３】
このように、第２の実施の形態としての記録装置５０では、ユーザーによりキー情報とし
ての代表シーンが指定されるのに応じて、先ず、この代表シーンが録画予約リストに対応
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づけられるようになる。
その上で、この記録装置５０においては、マッチング処理部５１が備えられることにより
、上記予約リストの内容に基づいて受信される放送コンテンツのうちから、上記代表シー
ンと一致するデータ部分についての検出が行われるようになる。そして、放送コンテンツ
から上記代表シーンと一致するフレーム画像データが検出されるのに応じ、受信中のコン
テンツデータについての録画動作が開始されるようになる。
これにより、この記録装置５０においては、一番組全体としての放送コンテンツのうち、
上記指定された代表シーンから以降のコンテンツデータのみを、代表シーンに対応するデ
ータ部分の録画ファイルとしてＨＤＤ２０に記録することが可能となる。
【００９４】
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この結果、この第２の実施の形態の記録装置５０によっても、一番組中の不要なデータ部
分についての記録を省略することが可能となる。
【００９５】
また、この第２の実施の形態におけるキー情報録画は、第１の実施の形態と同様、放送コ
ンテンツに含まれる特定の情報を検出することにより、録画を開始するようにしているも
のである。
このことより、この第２の実施の形態においても、第１の実施の形態の場合と同様、例え
ば録画対象とされるデータ部分を含む番組が生番組であり、当該データ部分が放送される
時間が前後するといった場合にも、指定されるデータ部分を確実に録画することが可能と
なる。
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【００９６】
ところで、上記もしたように、上記キー情報として、特定の一番組において放送される特
定のコーナーのタイトル画面を指定するとによっては、本実施の形態としてのキー情報録
画機能を有効なものとすることができる。
しかしながら、この第２の実施の形態においては、このような特定のコーナーのタイトル
画面を設定する以外にも、例えば以下のようにして代表シーンを設定することによっても
、有効なキー情報録画を行うことが可能となる。
【００９７】
例えば、ニュース番組におけるスポーツニュース等の番組部分では、試合模様を再生した
画面中に特定の色味が多く含まれていたり、或る特徴を有している場合がある。一例とし
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て、例えば相撲の試合を撮影したシーンなどでは、比較的茶系の色味が多く、画質として
はやや暗めの画面が多い。或いは、サッカーであれば、例えば緑系の色味を含んだ画面が
比較的多いものとなる。
このようなことを利用し、例えば上記代表シーンとして、放送番組中における、所望の項
目に共通して特有となるシーン（画像）を設定するようにすれば、例えば同ジャンルに属
する複数の番組から、指定した共通の項目のデータ部分を録画するといったこともできる
。例えば上記のようにしてサッカーの試合のシーンを設定することによっては、受信され
る複数の番組のうちから、サッカーに関するデータ部分のみを対象とした自動録画を行う
ことが可能となる。
すなわち、上記例のように、特定の一番組中の１コーナーに対応した自動録画を行うので
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はなく、異なる番組にわたって放送される、所望の項目のデータ部分全てを対象として予
約録画を行うといったことも可能となるものである。
【００９８】
また、この第２の実施の形態において説明したような記録装置５０の動作は、ＲＯＭ１７
に格納されるプログラムによって実現されるものである。そして、このようなプログラム
を記録媒体に記録して例えばパッケージメディアとすれば、第２の実施の形態としての記
録装置５０の動作を実現するプログラムの提供が容易となり、装置設計やシステム構築に
好適である。
なお、該プログラムを記録する記録媒体は、ＣＤ方式、ＤＶＤ方式、ＭＤ方式の光ディス
ク、光磁気ディスクや、フレキシブルディスクのような磁気ディスク、さらにはＨＤＤ（
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ハードディスクドライブ）や、固体メモリを用いたメモリカードなどによっても実現でき
るものでもある。
【００９９】
なお、上記第２の実施の形態では、キー情報として代表シーンとしての画像データを指定
する場合を例に挙げたが、このキー情報としては、画像データ以外にも、例えば音声デー
タ等、放送コンテンツに含まれるとされる他のデータが採用されてもよい。なお、この場
合は、マッチング処理部５１に対し、音声解析機能など必要なデータ解析機能を持たせれ
ばよい。
【０１００】
また、上記第２の実施の形態では、キー情報録画を行う際、ジャンル指定自動録画やキー
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ワード指定自動録画等の自動録画機能による録画予約が行われていることを前提としてが
、これに代え、例えばキー情報が含まれるとされる番組枠をユーザーにより手動で入力さ
せることにより、キー情報録画のための録画予約を行うようにしてもよい。
【０１０１】
ここで、これまでで説明してきた上記各実施の形態においては、記録装置１０、記録装置
５０が、デジタル衛星放送に対応した受信機能を有する場合を例に挙げたが、本発明の記
録装置としては、この他にも、例えばデジタル地上波放送、或いは各種アナログ放送に対
応して放送コンテンツを受信可能な構成とされてもよい。
【０１０２】
また、上記各実施の形態の説明によれば、分類コード録画予約、或いは代表シーン（キー
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情報）の指定が、記録装置１０、或いは記録装置５０本体に設けられる操作部２２を介し
て行われる場合を例に挙げたが、このような分類コード録画予約、代表シーンの指定は、
例えばネットワークを介して接続される携帯端末装置などを介した遠隔操作により行われ
るようにしてもよい。
【０１０３】
例えば、第１の実施の形態における分類コード録画予約の場合であれば、記録装置１０側
では、上記携帯端末装置より分類コードの情報が入力されるのに応じ、録画予約リストに
上記入力された分類コードを登録する。これにより、上記のようにネットワークを介して
接続される携帯端末装置を介した分類コード録画予約が実現される。
また、例えば第２の実施の形態における代表シーンの指定を行う場合には、記録装置５０
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において、先ず携帯端末装置からの操作により指定された録画ファイルを再生し、この再
生データをネットワークを介して上記携帯端末に対して送出する。そして、携帯端末側で
は、このようにして供給される再生データ中から、代表シーンを選出・指定するようにし
、指定した代表シーンを記録装置５０に対して送信する。これに応じ、記録装置５０側で
、図１１に示したステップＳ４０４の処理動作を行うようにすれば、上記指定された代表
シーンに基づいた録画を行うための録画予約が実現される。
なお、この場合、当然のことながら上記記録装置１０、記録装置５０に対しては、所定の
ネットワークを介して上記携帯端末との通信を行うためのインターフェイス手段が備えら
れるものとなる。
【０１０４】
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また、上記実施の形態では、分類コードの情報が放送信号にのみ付加される場合を例に挙
げたが、この分類コードの情報を、ＥＰＧを形成する情報として予め含めるようにしても
よい。このようにすることで、記録装置側は、設定された分類コードに対応するデータ部
分が放送されるチャンネルや放送時間の情報を予め得ることができるようになる。従って
この場合は、番組単位の録画予約設定を行うことを前提としなくても、分類コードのみが
設定されれば、先に説明したような分類コード録画を行うことが可能となる。
【０１０５】
【発明の効果】
以上のように本発明では、先ず第１として、送出装置により、コンテンツデータと共に、
一番組としての上記コンテンツデータを形成する、それぞれ異なった内容を有するとされ
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るデータ部分に対応してその内容を示す分類識別情報を送出するようにしている。
その上で、記録装置側において、受信される分類識別情報と指定された分類識別情報との
一致を検出するようにしている。そして、受信されるコンテンツデータのうち、このよう
に一致が検出された分類識別情報に対応するデータ部のみが記憶手段に対して記録される
ようにしている。
これにより、上記本発明によっては、指定された分類識別子の内容に応じた、放送番組中
の必要とされるデータ部分のみを記録することが可能となる。
【０１０６】
つまり、上記本発明によっては、従来の予約録画を行う場合と比較して、録画対象とする
コンテンツの指定を、ユーザーの趣向に合わせた上でより細分化した内容区分により行う
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ことが可能となる。そして、これによっては、一番組のコンテンツ全体において、ユーザ
ーが必要とするデータ部分のみを記憶手段に対して記録していくことが可能となる。
この結果、上記本発明によっては、よりユーザーの趣向に沿った録画結果を得ることが可
能となって、ユーザーにとっての利用価値、利便性が高まることとなる。また、例えば一
番組のコンテンツ全体において、ユーザーにとって内容的に不要なデータ部分については
記録されないことになるから、コンテンツを記録する記憶手段の容量を有効に節約するこ
とが可能となり、この点でも、ユーザーにとっての利用価値は高まるものである。
【０１０７】
また、上記もしたように、上記分類識別情報は、送出装置側において、放送されるコンテ
ンツデータの内容に応じて送出されるものであるため、記録装置側で受信される分類識別
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情報とコンテンツデータとの内容を常に一致したものとすることができる。
これにより、本発明によっては、放送されるコンテンツデータのうちから、確実に指定さ
れた内容のデータ部分のみを記録することが可能となる。
【０１０８】
また、本発明では、第２として、操作により所要のデータをキー情報として設定可能にし
ている。そして、受信されるコンテンツデータのうちの上記設定されたキー情報と一致す
るデータ部分についての検出を行うようにし、このように受信されるコンテンツデータか
ら、上記キー情報と一致するデータ部分が検出された場合は、このデータ部分より以降の
所要のデータ部分のみが記憶手段に対して記録されるようにしている。例えば、上記キー
情報として、或る番組中の特定のタイトル画面が設定されていれば、受信されるコンテン
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ツデータから該タイトル画面と一致するデータ部分が検出された時点から以降のコンテン
ツデータのみが記録されるようになるものである。
【０１０９】
これによっても、受信されるコンテンツデータのうち、このキー情報が検出される以前の
不要なデータ部分についての記録を省略することができ、よりユーザーの趣向に沿った録
画結果を得ることが可能となって、ユーザーにとっての利用価値、利便性を高めることが
できる。
また、この場合も、例えば一番組のコンテンツ全体において、ユーザーにとって内容的に
不要なデータ部分については記録されないことになるから、コンテンツを記録する記憶手
段の容量を有効に節約することが可能となり、この点でも、ユーザーにとっての利用価値
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は高まる。
【０１１０】
また、さらに、この場合も上記第１の場合と同様、受信されるコンテンツデータに含まれ
る特定の情報を検出することにより、録画を開始するようにしている。このことより、こ
の場合においても、上記第１の場合と同様、放送されるコンテンツデータのうちから、確
実に指定された内容のデータ部分を記録することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明における第１の実施の形態としてのデジタル衛星放送システム１の全体構
成を示した図である。
【図２】上記デジタル衛星放送システム１を構成する記録装置１０内部構成例を示すブロ
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ック図である。
【図３】上記デジタル衛星放送システム１における放送コンテンツに付される、分類コー
ドの内容を例示する図である。
【図４】分類コード録画予約時の操作手順を説明するための図である。
【図５】上記記録装置１０において、分類コード録画予約時に対応して得られる動作を示
すフローチャートである。
【図６】上記記録装置１０において、分類コード録画動作時に対応して得られる動作を示
すフローチャートである。
【図７】上記記録装置１０における、変形例としての動作を示すフローチャートである。
【図８】上記記録装置１０における、変形例としての動作を示すフローチャートである。
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【図９】本発明における第２の実施の形態としての記録装置５０の内部構成例を示すブロ
ック図である。
【図１０】キー情報設定時における操作手順を説明するための図である。
【図１１】上記記録装置５０において、キー情報設定時に対応して得られる動作を示すフ
ローチャートである。
【図１２】上記記録装置５０において、キー情報録画時に対応して得られる動作を示すフ
ローチャートである。
【符号の説明】
１

デジタル衛星放送システム、２

付加情報管理システム、６
アンテナ、１０

ＲＯＭ、１８

ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）、２１

イ、５０

記録装置、５１

事業者Ｂ、４

放送設備、８

事業者Ｃ、５

放送衛星、９

マッチング処理部

番組

パラボラ

フロントエンド部、１２デスクランブラ、１３

ＭＰＥＧデコーダ、１５

システムコントローラ、１７
０

送出システム、７

記録装置、１１

ルチプレクサ、１４

事業者Ａ、３

デマ

オーディオ・ビデオ信号処理部、１６
ＲＡＭ、１９
バス、２２

ドライブコントローラ、２
操作部、２３

ディスプレ
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