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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の信号を同時に受信可能な受信部と、
　前記受信部にて受信された信号を記録媒体に記録可能な記録部と、
　複数の前記信号を同時に録画するとき、前記記録媒体の先頭アドレスに最も近い空き領
域の先頭から個々の前記信号を記録するための領域を交互に確保し、前記記録媒体にしき
い値以上の空き領域が存在する場合には、予め決められた第１のサイズとこれより小さい
第２のサイズとの範囲でとり得る最大限の空き領域を前記信号を記録するための領域とし
て確保し、前記しきい値以上の空き領域が存在しないとき、前記第２のサイズで前記信号
を記録するための領域を確保する制御部と
　を具備することを特徴とする録画装置。
【請求項２】
　前記空き領域のしきい値が、選択可能な録画モードの中での最大のビットレートの値を
Ｒmax 、最小のビットレートの値をＲmin 、前記第１のサイズの上限をＢとして、(（Ｒm
ax＋Ｒmin）／Ｒmin）×Ｂの計算によって求まる値であることを特徴とする請求項１に記
載の録画装置。
【請求項３】
　前記制御部は、同時に録画する複数の信号のそれぞれのビットレートの情報を取得して
、これらのビットレートの情報に基づき、前記空き領域のしきい値を可変することを特徴
とする請求項１に記載の録画装置。
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【請求項４】
　前記制御部は、同時に録画する複数の信号のそれぞれのビットレートの情報を取得して
、これらのビットレートの情報に基づき、前記第１のサイズを増減調整することを特徴と
する請求項１に記載の録画装置。
【請求項５】
　同時に受信した複数の信号を記録媒体に録画するにあたり、前記記録媒体の先頭アドレ
スに最も近い空き領域の先頭から個々の前記信号を記録するための領域を交互に確保し、
この際、前記記録媒体にしきい値以上の空き領域が存在する場合には、予め決められた第
１のサイズとこれより小さい第２のサイズとの範囲でとり得る最大限の空き領域を前記信
号を記録するための領域として確保し、前記しきい値以上の空き領域が存在しないとき、
前記第２のサイズで前記信号を記録するための領域を確保することを特徴とする録画装置
の同時録画方法。
【請求項６】
　前記空き領域のしきい値が、選択可能な録画モードの中での最大のビットレートの値を
Ｒmax 、最小のビットレートの値をＲmin 、前記第１のサイズの上限をＢとして、(（Ｒm
ax＋Ｒmin）／Ｒmin）×Ｂの計算によって求まる値であることを特徴とする請求項５に記
載の録画装置の同時録画方法。
【請求項７】
　同時に録画する複数の信号のそれぞれのビットレートの情報を取得して、これらのビッ
トレートの情報に基づき、前記空き領域のしきい値を可変することを特徴とする請求項５
に記載の録画装置の同時録画方法。
【請求項８】
　同時に録画する複数の信号のそれぞれのビットレートの情報を取得して、これらのビッ
トレートの情報に基づき、前記第１のサイズを増減調整することを特徴とする請求項５に
記載の録画装置の同時録画方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放送信号を受信して記録媒体に録画する放送受信録画装置およびその同時録
画方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、放送信号である番組のストリーム信号をＨＤＤやＤＶＤなどの記録媒体に記録し
て再生することの可能な放送受信録画装置が普及している。この種の放送受信録画装置に
おいては、複数の地上アナログチューナとともにＢＳアナログチューナなどを内蔵するこ
とで、地上アナログ放送の２番組、あるいは地上アナログ放送とＢＳアナログ放送の２番
組といったような複数の番組の同時録画を行うことが可能である。複数のチューナを設け
て、ディスクへの２番組の同時録画を可能とした録画装置に関連する技術は特許文献１な
どに記載されている。
【０００３】
　２つの番組を同時録画する場合、図７に示すように、記録媒体の先頭セクタアドレスに
最も近い空き領域の先頭より、一定サイズ（たとえば４８ＭＢ）ごとに領域を確保して、
それらの領域にそれぞれの番組のストリーム信号を交互に記録する手法を採用していた。
【特許文献１】特開２００３－２２４８１３号公報（段落００１４、図３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、この手法によると、ストリーム信号のファイルが細かい領域（４８ＭＢ
）に分散して記録される断片化の比率が高くなる。１つの番組のストリーム信号か記録媒
体に記録された場合のサイズは、記録時の符号化ビットレートによるが１ＧＢを裕に超え
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ることが多く、このためストリーム信号の断片化は記録媒体上の広範囲に及ぶ。このため
、番組再生の際に、ＨＤＤのヘッドのシークやＤＶＤピックアップのジャンプが頻発して
円滑な再生が困難になり、また、同時録画した複数の番組のうちの１つの番組のデータを
消去する際の時間もかかるという問題があった。
【０００５】
　本発明は、かかる実情に鑑み、複数の信号を同時録画する際の、記録媒体上での各々の
信号の断片化の比率を低減できるとともに、記録媒体にできる未使用の領域を低減して記
録媒体の利用効率を高めることのできる録画装置およびその同時記録方法を提供しようと
するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するために、本発明の録画装置は、複数の信号を同時に受信可能な受
信部と、受信部にて受信された信号を記録媒体に記録可能な記録部と、複数の信号を同時
に録画するとき、記録媒体の先頭アドレスに最も近い空き領域の先頭から個々の前記信号
を記録するための領域を交互に確保し、記録媒体にしきい値以上の空き領域が存在する場
合には、予め決められた第１のサイズとこれより小さい第２のサイズとの範囲でとり得る
最大限の空き領域を信号を記録するための領域として確保し、しきい値以上の空き領域が
存在しないとき、第２のサイズで信号を記録するための領域を確保する制御部とを具備す
ることを特徴とする。
【０００７】
　この発明によれば、記録媒体の空き領域がしきい値以上である場合には、決められた第
１のサイズとこれより小さい第２のサイズとの範囲でとり得る最大限の空き領域を信号を
記録するための領域として確保することによって、１つの信号が記録媒体上に細かい領域
に分散して記録される断片化の比率を低減することができる。また、しきい値以上の空き
領域が存在しないとき、第２のサイズで信号を記録するための領域を確保することによっ
て、記録媒体にできる未使用の領域を低減することができ、記録媒体の利用効率を高める
ことができる。
【０００８】
　また、本発明において、空き領域のしきい値を過度に大きい値にとると、記録媒体の全
容量において第２のサイズを単位とする記録領域が占める割合が高くなり、すなわち断片
化の比率が高くなって好ましくない。また、空き領域のしきい値が過度に小さいと、結果
的に、低いビットレートの信号を記録する領域として確保された、第１のサイズとこれよ
り小さい第２のサイズとの範囲でとり得る最大限の空き領域に、過度の空き領域を残す確
率が高くなり、記録媒体の容量の利用効率を落とすことになる。
【０００９】
　そこで、選択可能な録画モードの中での最大のビットレートの値をＲmax 、最小のビッ
トレートの値をＲmin 、第１のサイズの上限をＢとして、(（Ｒmax＋Ｒmin）／Ｒmin）×
Ｂの計算によって求まる値を空き領域のしきい値として選定しておくことで、低いビット
レートの信号の記録によって第１のサイズとこれより小さい第２のサイズとの範囲で確保
された領域がすべて消費される前に、高いビットレートの信号のストリーム信号の第２の
サイズ単位での記録によって記録媒体の空き領域がすべて消費されることがないようにす
ることができる。
【００１０】
　さらに、本発明において、制御部は、同時に録画する複数の信号のそれぞれのビットレ
ートの情報を取得して、これらのビットレートの情報に基づき、空き領域のしきい値を可
変するようにしてもよい。
【００１１】
　これにより、低いビットレートの信号の記録によって第１のサイズとこれより小さい第
２のサイズとの範囲で確保された領域がすべて消費される前に、高いビットレートの信号
のストリーム信号の第２のサイズ単位での記録によって記録媒体の空き領域がすべて消費
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されることによって、結果的に第１のサイズとこれより小さい第２のサイズとの範囲で確
保された領域に過度の空き領域を残すといった事態の発生をより確実に規制することがで
きる。
【００１２】
　さらに、制御部は、同時に録画する複数の信号のそれぞれのビットレートの情報を取得
して、これらのビットレートの情報に基づき、前記第１のサイズを増減調整するようにし
てもよい。
【００１３】
　これにより、１つの信号が記録媒体上に細かい領域に分散して記録される断片化の比率
をより効果的に低減することができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の録画装置およびその同時録画方法によれば、複数の信号を同時録画する際の、
記録媒体上での各々の信号の断片化の比率を低減できるとともに、記録媒体にできる未使
用の領域を低減して記録媒体の利用効率を高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００１６】
　図１は本発明の実施形態に係る放送受信録画装置の構成を示すブロック図である。
【００１７】
　同図に示すように、この実施形態に係る放送受信録画装置１００は、チューナ１、復調
器２、再生系のデマルチプレクサ４、再生系のビデオデコーダ５、再生系のオーディオデ
コーダ６、特徴点検出系のデマルチプレクサ９、特徴点検出系のビデオデコーダ１０、特
徴点検出系のオーディオデコーダ１１、特徴点検出器１２、操作部１３、ＨＤＤ１４（Ha
rd Disk Drive）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）ドライブ１５、フラッシュメモリ
１６、ＲＯＭ１７（Read Only Memory）、ＲＡＭ１８（Random Access Memory）、ＣＰＵ
１９（Central Processing Unit）、バス２０などを備えている。
【００１８】
　チューナ１は、アンテナ３を通じて複数の放送信号を同時に受信することのできるチュ
ーナである。チューナ１は、具体的には、ＢＳアナログ放送チューナ、ＢＳデジタル放送
チューナ、地上波アナログ放送チューナ、地上波デジタル放送チューナなどである。
【００１９】
　復調器２は、チューナ１で受信した、アナログ放送の信号およびデジタル放送の信号を
復調する回路である。デジタル放送の信号の場合、復調した信号をユーザから操作部１３
を通じて入力された録画モード（符号化ビットレート）に応じてＶＢＲ制御を用いてＭＰ
ＥＧ符号化処理を行う。
【００２０】
　再生系のデマルチプレクサ４は、復調器２より出力されたストリーム信号をビデオスト
リーム信号とオーディオストリーム信号とに分離して再生系のビデオデコーダ５および再
生系のオーディオデコーダ６に出力する手段である。
【００２１】
　再生系のビデオデコーダ５は、再生系のデマルチプレクサ４より入力されたビデオスト
リーム信号を復号してディスプレイ７に出力する手段である。
【００２２】
　再生系のオーディオデコーダ６は、再生系のデマルチプレクサ４より入力されたオーデ
ィオストリーム信号を復号してスピーカ８に出力する手段である。
【００２３】
　特徴点検出系のデマルチプレクサ９は、復調器２より出力されたストリーム信号をビデ
オストリーム信号とオーディオストリーム信号とに分離して特徴点検出系のビデオデコー
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ダ１０および特徴点検出系のオーディオデコーダ１１に出力する手段である。
【００２４】
　特徴点検出系のビデオデコーダ１０は、特徴点検出系のデマルチプレクサ９より入力さ
れたビデオストリーム信号のＧＯＰの始点、ピクチャタイプ、長さなど、特徴点情報を作
成するために必要な情報を復号して特徴点検出器１２に出力する手段である。
【００２５】
　特徴点検出系のオーディオデコーダ１１は、特徴点検出系のデマルチプレクサ９より入
力されたオーディオストリーム信号からオーディオフレームの始点など、特徴点情報を作
成するために必要な情報を復号して特徴点検出器１２に出力する手段である。
【００２６】
　特徴点検出器１２は、特徴点検出系のビデオデコーダ１０および特徴点検出系のオーデ
ィオデコーダ１１より入力された情報からＣＭの入り／終わり、タイトル画面、シーンチ
ェンジ、ハイライト場面などの特徴的なシーンの位置を特徴点として検出する回路である
。
【００２７】
　操作部１３は、ボタン、スイッチ、キー、操作確認用の表示器などで構成され、ユーザ
による各種設定値や指令を入力してＣＰＵ１９へ出力する手段である。
【００２８】
　ＨＤＤ１４は、復調器２より出力されたストリーム信号を固定ディスク（ハードディス
ク）に記録したり、再生時に読み出したりするドライブ装置である。
【００２９】
　ＤＶＤドライブ１５は、復調器２より出力されたストリーム信号を、ＤＶＤディスク（
たとえばＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ＋Ｒ、ＤＶＤ＋ＲＷなど）
などの着脱自在な光学ディスク２１に記録したり、再生時に読み出したりするドライブ装
置である。
【００３０】
　フラッシュメモリ１６は、復調器２より出力されたストリーム信号を記録可能な着脱自
在な記録媒体である。
【００３１】
　ＲＯＭ１７は、ＣＰＵ１９に実行させるプログラムや各種パラメータなどのファームウ
ェアが固定的に記憶されているメモリである。
【００３２】
　ＲＡＭ１８は、ＣＰＵ１９の作業用領域などとして用いられ、処理データを一時的に保
持するメモリである。
【００３３】
　ＣＰＵ１９は、ＲＯＭ１７に記憶されたファームウェアに基づいて各ブロックを統括的
に制御したり、各種の演算処理を実行する装置である。
【００３４】
　バス２０は各ブロック間での各種情報の入出力を行うための通信路である。
【００３５】
　この実施形態の放送受信録画装置１００では複数の番組の同時録画を行うことが可能で
ある。この場合、ユーザは操作部１３から、録画したい番組、録画先、録画モードなどを
指定し、ＣＰＵ１９にその番組録画命令を入力する操作を録画したい番組ごとに繰り返す
。録画先としては、ＨＤＤ１４、ＤＶＤドライブ１５の光学ディスク２１、フラッシュメ
モリ１６などを指定可能である。録画モードとしては、デジタル放送についてはデジタル
ハイビジョン放送（ＤＲ：Direct Rec）とデジタル標準テレビ放送（ＳＤ）などがあり、
アナログ放送とデジタル放送の録画モードとして、高画質（ＨＱ）、標準（ＳＰ）、長時
間（ＬＰ）、３倍時間（ＥＰ）などがある。録画モードによって番組のストリーム信号の
ビットレートが異なる。
【００３６】
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　ＣＰＵ１９は一回の番組録画命令を受けるごとに、その番組録画のための処理手順を実
行する。複数の番組の放送時間が重なる場合（同時録画の場合）には、各々の番組録画の
ための処理手順が並列に実行される。
【００３７】
　番組のストリーム信号を実際に指定の録画先に録画するための前処理として、指定され
た録画先の記録媒体上の空き領域において、各番組のストリーム信号を記録するための領
域をそれぞれ確保する。この際、従来は、一定サイズごとに領域を確保してそれらの領域
に各番組のストリーム信号を交互に記録していたが、この実施形態では、記録媒体の空き
領域がしきい値未満である（空き領域の残りが少ない）場合には、従来同様に一定サイズ
（第２のサイズ）ごとの領域（最小単位領域）を確保するが、記録媒体の空き領域がしき
い値以上である（十分な空き領域がある）場合には、最小単位領域のサイズ以上の領域（
可変最大単位領域）を確保する。この可変最大単位領域は最大確保量（第１のサイズ）が
予め決められている。すなわち、記録媒体上の空き領域において最大確保量を上限とする
領域の確保が許されている。また、その下限のサイズは最小単位領域とする。たとえば、
最小単位領域のサイズは４８ＭＢ、可変最大単位領域の最大確保量は１．５ＧＢである。
すなわち、可変最大単位領域は４８ＭＢから１．５ＧＢまでのサイズをとり得る。
【００３８】
　図２は番組の同時録画に関するフローチャートである。
【００３９】
　最初にユーザは操作部１３から、録画先をＨＤＤ１４とする２つの番組の録画命令の入
力を行ったものとする。ＣＰＵ１９は、各々の番組録画命令に対して次のような処理手順
を並列に実行する。
【００４０】
　ＣＰＵ１９は、受け取った最初の番組録画命令に対して、まずＨＤＤ１４の空き容量と
空き領域をＲＡＭ１８に保持されているファイルシステムより取得する（ステップＳ２０
１）。ＣＰＵ１９は、ファイルシステムより取得したＨＤＤ１４の空き容量が上記のしき
い値以上であるか否かを判断する（ステップＳ２０２）。ＣＰＵ１９はＨＤＤ１４の空き
容量がしきい値以上であることを判断した場合（ステップＳ２０２のＹＥＳ）、ＨＤＤ１
４の先頭セクタアドレス（ＳＳＡ）に最も近い空き領域を判定し（ステップＳ２０３）、
その空き領域のサイズを調べる（ステップＳ２０４）。その空き領域のサイズが最小単位
領域のサイズ（たとえば４８ＭＢ）未満ならば（ステップＳ２０５のＮＯ）、その空き領
域を無効として次の空き領域のサイズを調べる。空き領域のサイズが最小単位領域のサイ
ズ（たとえば４８ＭＢ）以上ならば（ステップＳ２０５のＹＥＳ）、ＣＰＵ１９はその空
き領域を番組録画命令の番組のストリーム信号を記録するための可変最大単位領域として
確保する（ステップＳ２０６）。たとえば、このとき空き領域のサイズが１．５ＧＢ以上
であったなら、その空き領域の先頭から１．５ＧＢ分の領域が可変最大単位領域として確
保され、１．５ＧＢ未満であったなら、その空き領域の全体が可変最大単位領域として確
保される。この可変最大単位領域の確保に伴ってファイルシステムが更新される。
【００４１】
　また、ＣＰＵ１９は、ステップＳ２０２でＨＤＤ１４の空き容量が上記のしきい値未満
であることを判断した場合（ステップＳ２０２のＮＯ）、ＨＤＤ１４の先頭セクタアドレ
スに最も近い空き領域を判定し（ステップＳ２０７）、その空き領域のサイズを調べる（
ステップＳ２０８）。その空き領域のサイズが最小単位領域のサイズ（たとえば４８ＭＢ
）未満ならば（ステップＳ２０８のＮＯ）、その空き領域を無効として次の空き領域のサ
イズを調べる。空き領域のサイズが最小単位領域のサイズ（たとえば４８ＭＢ）以上なら
ば（ステップＳ２０８のＹＥＳ）、ＣＰＵ１９はその空き領域を番組録画命令の番組のス
トリーム信号を記録するための最小単位領域として確保する（ステップＳ２１０）。この
最小単位領域の確保に伴ってファイルシステムが更新される。
【００４２】
　続いて、ＣＰＵ１９は、２番目の番組録画命令に対して上記同様の処理手順で、当該番
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組録画命令の番組のストリーム信号を記録するための可変最大単位領域または最小単位領
域を確保する。この際、ファイルシステムは既に一方の番組録画命令に対する一回の記録
領域の確保によって更新されているので、複数の番組録画命令間で確保する領域の競合は
生じ得ない。
【００４３】
　一方、アンテナ３を通じてチューナ１にて同時に受信された２つの番組のストリーム信
号は、それぞれ復調器２にて復調（デジタル放送の場合はさらにＭＰＥＧ符号化）された
後、バス２０を通じてＨＤＤ１４へ送られ、このＨＤＤ１４上の、各番組ごとに確保され
た可変最大単位領域または最小単位領域へそれぞれ記録される。可変最大単位領域または
最小単位領域が記録信号で埋まったなら（ステップＳ２１１）、ステップＳ２０１に戻っ
て、各番組のストリーム信号を記録するそれぞれの領域を確保する処理へと移行する。２
つ番組の全ての録画時間分のストリーム信号の記録が完了したなら（ステップＳ２１２の
ＹＥＳ）、番組録画の処理手順を終了する。
【００４４】
　図３は２つの番組（番組１、番組２）のストリーム信号をＨＤＤ１４に同時録画する様
子を示す図である。
【００４５】
　図３（Ａ）に示すように、ＨＤＤ１４の一部領域には既に他の番組のストリーム信号が
記録済みとする。この記録済みの領域３１の先頭位置３２は、先頭セクタアドレス（ＳＳ
Ａ）から可変最大単位領域の最大確保量分までの位置よりも先頭セクタアドレス寄りにあ
るものとする。ＨＤＤ１４の先頭セクタアドレスより空き領域が始まっており、この空き
領域のサイズは最小単位領域より大きいので、番組１を録画するための領域３３として、
まずこの先頭セクタアドレスより始まる空き領域が確保される。次に、記録済みの領域３
１より後はすべて空き領域であるから、番組２を録画するための領域３４として、記録済
みの領域３１の後の最大確保量分の可変最大単位領域が確保される。
【００４６】
　図３（Ｂ）に示すように、続いて、番組２を録画するために確保された領域３４の後に
、番組１を録画するための領域３５として最大確保量分の可変最大単位領域が確保される
。次に番組２を録画するための領域３６を確保しようとした場合、記録媒体の空き容量が
しきい値未満であることが判定される。これによって最小単位領域が確保され、以降、図
３（Ｃ）に示すように、番組ごとに交互に最小単位領域３７、３８が確保される。
【００４７】
　以上、番組の録画先としてＨＤＤ１４を指定した場合について説明したが、ＤＶＤドラ
イブ１５の光学ディスク２１、フラッシュメモリ１６を指定した場合も同様である。但し
、最小単位領域のサイズ、可変最大単位領域の最大確保量、空き領域のしきい値は、それ
ぞれの記録媒体の全体容量などを加味して最適に決められた値が採用される。
【００４８】
　この実施形態の放送受信録画装置１００によれば、記録媒体の空き領域がしきい値以上
である場合には、決められた最大確保量を上限に可変最大単位領域を確保してそこに番組
のストリーム信号を記録することによって、１つの番組のストリーム信号が細かい領域に
分散して記録される断片化の比率を低減することができる。また、空き領域がしきい値未
満になった場合には、可変最大単位領域より小さいサイズの最小単位領域を確保してそこ
に番組のストリーム信号を記録することによって、記録媒体にできる未使用の領域を低減
することができ、記録媒体の利用効率を高めることができる。
【００４９】
　（空き領域のしきい値について）
【００５０】
　空き領域のしきい値については、たとえば次のように算出されたものを採用することが
できる。ここで、Ｒmax は選択可能な録画モードの中での最大のビットレートの値、Ｒmi
n は最小のビットレートの値、Ｂは可変最大単位領域の最大確保量とすると、空き領域の
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しきい値は、
（（Ｒmax＋Ｒmin）／Ｒmin）×Ｂ　　　・・・（１）
の計算式によって求まる値を妥当とすることができる。たとえば、この放送受信録画装置
１００にて扱うことの可能な最大のビットレートの値Ｒmax が２０Ｍｂｐｓ（録画モード
＝ＤＲ）、最小のビットレートの値Ｒmin が２．４８Ｍｂｐｓ（録画モード＝ＳＤ）、可
変最大単位領域の最大確保量Ｂが１．５ＧＢとした場合、空き領域のしきい値は１３．６
ＧＢとなる。
【００５１】
　この空き領域のしきい値を過度に大きい値にとると、全容量において最小単位領域が占
める割合が高くなり、すなわち断片化の比率が高くなって好ましくない。また、空き領域
のしきい値が過度に小さいと、図４に示すように、低いビットレートの番組２に対して最
後の可変最大単位領域が確保された場合に、その可変最大単位領域がすべて消費される前
に、高いビットレートの番組１によってすべての最小単位領域が消費されてしまうことが
ある。この場合、すべての最小単位領域の消費（記録媒体の空き領域がゼロになること）
によって、高いビットレートの番組１の録画は停止する。この時、低いビットレートの番
組用に確保された最後の可変最大単位領域には、まだ未記録領域が存在するが、既に確保
済みであるため、高いビットレート用に転用することはできない。この時点で、低いビッ
トレート側の記録をユーザーによって録画停止したり、録画終了時間になって録画停止し
た場合、可変最大単位領域に過度の空き領域４１を残す結果となる。したがって、低いビ
ットレートの番組２のストリーム信号の記録によって可変最大単位領域がすべて消費され
る前に、高いビットレートの番組１のストリーム信号の記録によって、すべての最小単位
領域が消費されることのないように、空き領域のしきい値を選定しておくことが望ましい
。
【００５２】
　（第２の実施形態）
【００５３】
　空き領域のしきい値は、上記のように固定値としてもよいか、同時録画を行うそれぞれ
の番組の録画モードの情報（ビットレートの値）に基づき、ＣＰＵ１９が動的に空き領域
のしきい値を変更するようにしてもよい。また、この場合の空き領域のしきい値の計算方
法は、２番組の同時録画の場合には式（１）に従うが、３つ以上の番組を同時録画する場
合には、それぞれの番組の録画時のビットレートの値をＲ１、Ｒ２、Ｒ３、・・・として
、最小のビットレートの値をＲ１とした場合に、
（（Ｒ１＋Ｒ２＋Ｒ３＋・・・）／Ｒ１）×Ｂ　　　・・・（２）
の計算式によって求めることが可能である。
【００５４】
　これにより、低いビットレートの番組のストリーム信号の記録によって可変最大単位領
域がすべて消費される前に、高いビットレートの番組のストリーム信号の記録によってす
べての最小単位領域が消費されてしまうことによって、結果的に低いビットレートの番組
を録画していた可変最大単位領域に過度の空き領域を残すといった事態の発生をより確実
に規制することができる。
【００５５】
　なお、可変最大単位領域の最大確保量Ｂの値は記録媒体の全体容量に応じて最適に選定
される。すなわち、記録媒体の全体容量が大きいほどＢの値を大きくとるようにしてもよ
い。
【００５６】
　（第３の実施形態）
【００５７】
　上記の実施形態では、番組ごとに１つの可変最大単位領域を確保するものとしたが、録
画する番組のビットレートに応じて、可変最大単位領域の最大確保量Ｂの値を増減調製す
るようにしてもよい。たとえば、ＤＲモードのビットレートの値は２０Ｍｂｐｓ、ＳＤモ
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８倍のレートで可変最大単位領域の最大確保量Ｂを消費する。
【００５８】
　そこで、番組の録画モード（ビットレート）、あるいは番組の録画モードと番組の時間
の長さに基づいて番組１つ分のトータルサイズを予測し、この予想トータルサイズを考慮
して、たとえば図５に示すように、一度に最大確保量Ｎ個分（図５の例ではＮ＝３）の可
変最大単位領域を確保したり、図６に示すように、最大確保量Ｂの値を整数倍以外の倍率
（図６の例では１．５倍）で増減調整することによって、番組ごとのストリーム信号が細
かい領域に分散して記録される断片化をさらに効果的に抑制することができる。
【００５９】
　以上、本発明に係る実施形態を説明したが、本発明は、上述の実施形態にのみ限定され
るものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿
論である。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】図１は本発明の実施形態に係る放送受信録画装置の構成を示すブロック図である
。
【図２】図１の放送受信録画装置による番組同時録画に関するフローチャートである。
【図３】図１の放送受信録画装置による番組同時録画の様子を示す図である。
【図４】空き領域のしきい値の選定に関する図である。
【図５】本発明の他の実施形態を説明するための図である。
【図６】本発明のさらに他の実施形態を説明するための図である。
【図７】従来の番組同時録画に関する図である。
【符号の説明】
【００６１】
　　１　　　チューナ
　　２　　　復調器
　　３　　　アンテナ
　　４　　　再生系のデマルチプレクサ
　　５　　　再生系のビデオデコーダ
　　６　　　再生系のオーディオデコーダ
　　７　　　ディスプレイ
　　８　　　スピーカ
　　９　　　特徴点検出系のデマルチプレクサ
　１０　　　特徴点検出系のビデオデコーダ
　１１　　　特徴点検出系のオーディオデコーダ
　１２　　　特徴点検出器
　１３　　　操作部
　１４　　　ＨＤＤ
　１５　　　ＤＶＤドライブ
　１６　　　フラッシュメモリ
　１７　　　ＲＯＭ
　１８　　　ＲＡＭ
　１９　　　ＣＰＵ
　２０　　　バス
　２１　　　光学ディスク
１００　　　放送受信録画装置
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