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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　番組を表す放送デジタル信号としてのデジタルテレビジョン信号及びＩＰＴＶ（インタ
ーネットプロトコルテレビジョン）信号を記録可能な記録部を有するデジタル放送メディ
ア記録装置であって、
　放送が予定されているデジタルテレビジョン番組またはＩＰＴＶ番組を識別する識別子
と、当該番組を表す前記デジタルテレビジョン信号またはＩＰＴＶ信号の少なくとも一つ
の属性を識別する属性データとを有し、前記デジタルテレビジョン信号及びＩＰＴＶ信号
で表されるシグナリングデータをそれぞれ読み取る読み取り手段と、
　放送が予定されている一つのデジタルテレビジョン番組またはＩＰＴＶ番組が既に録画
されているか否かを、前記放送が予定されている一つの番組の識別子と、録画された前記
デジタルテレビジョン番組及びＩＰＴＶ番組のそれぞれの識別子とを比較することによっ
て判定し、当該番組が録画されていると判定された場合、前記放送が予定されている番組
を表す前記デジタルテレビジョン信号またはＩＰＴＶ信号の前記属性を識別する前記読み
取られた属性データと、前記録画された番組を表すデジタルテレビジョン信号またはＩＰ
ＴＶ信号の前記属性を識別する前記読み取られた属性データとを比較することによって、
前記放送が予定されている番組を録画すべきか否かを、ユーザとの対話処理無しに決定す
る判定手段と、
　前記判定手段により前記放送が予定されている番組が録画すべきであると決定された場
合に、前記記録部に前記放送が予定されている番組を表す前記デジタルテレビジョン信号
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またはＩＰＴＶ信号を記録させるよう制御する制御手段と
　を具備するデジタル放送メディア記録装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のデジタル放送メディア記録装置であって、
　デジタルテレビジョン信号を受信してデコードする受信機／デコーダ手段をさらに具備
し、
　前記記録部で記録される前記放送デジタル信号は前記受信機／デコーダ手段により受信
されデコードされる
　デジタル放送メディア記録装置。
【請求項３】
　請求項２に記載のデジタル放送メディア記録装置であって、
　前記シグナリングデータは、前記受信機／デコーダ手段により受信されデコードされる
　デジタル放送メディア記録装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載のデジタル放送メディア記録装置であって、
　前記番組を表す前記デジタル信号の前記属性は、前記放送デジタル信号の少なくとも一
つのビデオ属性を有する
　デジタル放送メディア記録装置。
【請求項５】
　請求項４に記載のデジタル放送メディア記録装置であって、
　前記少なくとも一つのビデオ属性は、ビデオ画像解像度である
　デジタル放送メディア記録装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載のデジタル放送メディア記録装置であって、
　前記シグナリングデータは、デジタルビデオ放送規格に準拠したテーブルで構成される
　デジタル放送メディア記録装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載のデジタル放送メディア記録装置であって、
　前記シグナリングデータはTV-Anytime Forum（ティー・ブイ・エニータイム・フォーラ
ム）の仕様に準拠し、前記識別子はコンテンツ参照識別子（ＣＲＩＤ）である
　デジタル放送メディア記録装置。
【請求項８】
　請求項７に記載のデジタル放送メディア記録装置であって、
　前記読み取り手段は、予定されている番組の前記コンテンツ参照識別子を識別するため
に番組ロケーションテーブル（ＰＬＴ）を検索する
　デジタル放送メディア記録装置。
【請求項９】
　請求項７または８に記載のデジタル放送メディア記録装置であって、
　前記読み取り手段は、予定されている番組のコンテンツ参照識別子を事前に設定された
時刻に検索するよう設定されている
　デジタル放送メディア記録装置。
【請求項１０】
　請求項６乃至９のいずれか一項に記載のデジタル放送メディア記録装置であって、
　前記読み取り手段は、前記番組を表す前記放送デジタル信号の前記少なくとも一つの属
性を番組情報テーブル（ＰＩＴ）から抽出する
　デジタル放送メディア記録装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０のいずれか一項に記載のデジタル放送メディア記録装置であって、
　前記番組を表す前記デジタル信号の前記少なくとも一つの属性は、前記放送デジタル信
号の少なくとも一つのオーディオ属性を有する
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　デジタル放送メディア記録装置。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のいずれか一項に記載のデジタル放送メディア記録装置であって、
　前記記録部に放送デジタル信号を記録させる前記手段は、さらに前記番組を表す前記記
録されたデジタル信号を削除させる
　デジタル放送メディア記録装置。
【請求項１３】
　請求項１乃至１２のいずれか一項に記載のデジタル放送メディア記録装置であって、
　前記制御手段は、さらに前記番組を表す前記放送デジタル信号の前記属性の一つ以上を
記録させる
　デジタル放送メディア記録装置。
【請求項１４】
　請求項１乃至１３のいずれか一項に記載のデジタル放送メディア記録装置であって、
　前記判定手段は、
　放送が予定されている前記番組の中から、その番組については前記装置が違う放映を録
画するという命令を記憶した番組の更なる放映があるか否かを、前記放送が予定されてい
る番組の識別子と、前記装置が前記命令を記憶したそれぞれの番組の識別子とを比較する
ことによって判定し、更なる放映があると判定されると、前記放送が予定されている番組
の前記更なる放映を表す前記放送デジタル信号の前記属性を識別する前記読み取られた属
性データと、前記装置が前記命令を記憶した前記番組の前記違う放映を表す前記デジタル
信号の前記属性を識別する前記読み取られた識別データとを比較することによって、前記
番組の前記更なる放映を録画すべきか否かを決定するようにさらに設定されている
　デジタル放送メディア記録装置。
【請求項１５】
　請求項１乃至１４のいずれか一項に記載のデジタル放送メディア記録装置であって、
　電子番組ガイドを提供する手段をさらに具備し、
　前記番組ガイドを提供する手段は、
　放送が予定されている番組を表示し、
　ユーザが前記予定から録画用の番組の一回の放映を選択することを可能にし、
　前記ユーザが前記選択された番組に関して今後の更なる放映の録画の設定をすることを
可能にするものであり、
　前記判定手段及び制御手段は、前記設定がされたことに応じて作動する
　デジタル放送メディア記録装置。
【請求項１６】
　請求項１乃至１５のいずれか一項に記載のデジタル放送メディア記録装置であって、
　前記記録部は、前記装置に一体化しているハードドライブ、外部ハードドライブ、フラ
ッシュメモリカード、フラッシュメモリスティック、ＣＤ、ＤＶＤ、または任意の他の適
当なデータ記憶媒体のいずれか一つに記録することができる
　デジタル放送メディア記録装置。
【請求項１７】
　番組を表す放送デジタル信号としてのデジタルテレビジョン信号及びＩＰＴＶ（インタ
ーネットプロトコルテレビジョン）信号を記録部を用いて記録するか否かを決定する方法
であって、
　放送が予定されているデジタルテレビジョン番組またはＩＰＴＶ番組を識別する識別子
と、当該番組を表す前記デジタルテレビジョン信号またはＩＰＴＶ信号の少なくとも一つ
の属性を識別する属性データとを有し、前記デジタルテレビジョン信号及び前記ＩＰＴＶ
信号で表されるシグナリングデータをそれぞれ読み取り、
　放送が予定されている一つのデジタルテレビジョン番組またはＩＰＴＶ番組が既に録画
されているか否かを、前記放送が予定されている一つの番組の識別子と、録画された前記
デジタルテレビジョン番組及びＩＰＴＶ番組のそれぞれの識別子とを比較することによっ
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て判定し、当該番組が録画されていると判定された場合、前記放送が予定されている番組
を表す前記デジタルテレビジョン信号またはＩＰＴＶ信号の前記属性を識別する前記読み
取られた属性データと、前記録画された番組を表すデジタルテレビジョン信号またはＩＰ
ＴＶ信号の前記属性を識別する前記読み取られた属性データとを比較することによって、
前記放送が予定されている番組を録画すべきか否かを、ユーザとの対話処理無しに決定し
、
　前記放送が予定されている番組が録画すべきであると決定された場合に、前記記録部に
前記放送が予定されている番組を表す前記デジタルテレビジョン信号またはＩＰＴＶ信号
を、ユーザとの対話処理無しに記録させるよう制御する
　記録方法。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の記録方法であって、
　前記記録部で記録される前記放送デジタルテレビジョン信号を受信しデコードするステ
ップをさらに具備する
　記録方法。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の記録方法であって、
　前記シグナリングデータを受信しデコードするステップをさらに具備する
　記録方法。
【請求項２０】
　請求項１７乃至１９のいずれか一つに記載の記録方法であって、
　前記番組を表す前記デジタル信号の前記属性は、前記放送デジタル信号の少なくとも一
つのビデオ属性を有する
　記録方法。
【請求項２１】
　請求項２０に記載の記録方法であって、
　前記少なくとも一つのビデオ属性は、ビデオ画像解像度である
　記録方法。
【請求項２２】
　請求項１７乃至２１のいずれか一項に記載の記録方法であって、
　前記シグナリングデータは、デジタルビデオ放送規格に準拠したテーブルで構成される
　記録方法。
【請求項２３】
　請求項１７乃至２２のいずれか一項に記載の記録方法であって、
　前記シグナリングデータはTV-Anytime Forum（ティー・ブイ・エニータイム・フォーラ
ム）の仕様に準拠し、
　前記識別子はコンテンツ参照識別子（ＣＲＩＤ）である
　記録方法。
【請求項２４】
　請求項２３に記載の記録方法であって、
　前記シグナリングデータを読み取るステップは、予定されている番組の前記コンテンツ
参照識別子を識別するために、番組ロケーションテーブル（ＰＬＴ）を検索する
　記録方法。
【請求項２５】
　請求項２３または２４に記載の記録方法であって、
　前記シグナリングデータを読み取るステップは、予定されている番組のコンテンツ参照
識別子を、事前に設定された時間間隔で検索するステップを有する
　記録方法。
【請求項２６】
　請求項２２乃至２５のいずれか一項に記載の記録方法であって、



(5) JP 5433143 B2 2014.3.5

10

20

30

40

50

　前記シグナリングデータを読み取るステップは、前記予定されている番組を表す前記放
送デジタル信号の前記少なくとも一つの属性を、番組情報テーブル（ＰＩＴ）から抽出す
る
　記録方法。
【請求項２７】
　請求項１７乃至２６のいずれか一項に記載の記録方法であって、
　前記番組を表す前記デジタル信号の前記少なくとも一つの属性は、前記放送デジタル信
号の少なくとも一つのオーディオ属性を有する
　記録方法。
【請求項２８】
　請求項１７乃至２７のいずれか一項に記載の記録方法であって、
　前記録画された番組を表す前記デジタル信号を削除するステップをさらに具備する
　方法。
【請求項２９】
　請求項１７乃至２８のいずれか一項に記載の記録方法であって、
　前記番組を表す前記放送デジタル信号の前記属性の一つ以上を記録するステップをさら
に具備する
　記録方法。
【請求項３０】
　記請求項１７乃至２９のいずれか一項に記載の記録方法であって、
　前記判定するステップは、さらに
　放送が予定されている前記番組の中から、その番組については前記装置が違う放映を録
画するという命令を記憶した番組の更なる放映があるか否かを、前記放送が予定されてい
る番組の識別子と、前記装置が前記命令を記憶したそれぞれの番組の識別子とを比較する
ことによって判定し、
　更なる放映があると判定されると、前記放送が予定されている番組の前記更なる放映を
表す前記放送デジタル信号の前記属性を識別する前記読み取られた属性データと、前記装
置が前記命令を記憶した前記番組の前記違う放映を表す前記デジタル信号の前記属性を識
別する前記読み取られた識別データとを比較することによって、前記番組の前記更なる放
映を録画すべきか否かを決定する
　記録方法。
【請求項３１】
　請求項１７乃至３０のいずれか一項に記載の記録方法であって、
　電子番組ガイドを提供するステップをさらに具備し、
　前記番組ガイドは、
　放送が予定されている番組を表示し、
　ユーザが前記予定から録画用の番組を選択することを可能にし、
　前記ユーザが前記選択された番組に関して今後の更なる放映の録画の設定をすることを
可能にするものであり、
　前記判定及び制御するステップは、前記設定がされたことに応じて行われるように構成
される
　記録方法。
【請求項３２】
　請求項１７乃至３１のいずれか一項に記載の記録方法であって、
　前記記録部は、前記装置に一体化しているハードドライブ、外部ハードドライブ、フラ
ッシュメモリカード、フラッシュメモリスティック、ＣＤ、ＤＶＤ、または任意の他の適
当なデータ記憶媒体のいずれか一つに記録する
　記録方法。
【請求項３３】
　デジタル信号を記録するデジタル放送メディア記録装置で動作可能なコンピュータプロ
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グラムであって、実行中に前記デジタル放送メディア記録装置を請求項１７乃至３２のい
ずれか一つにしたがって作動させることが可能なコンピュータプログラム。
【請求項３４】
　請求項３３に記載のコンピュータプログラムを記憶するコンピュータ読み取り可能な記
憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、番組を表す放送デジタル信号を記録する記録装置及び記録方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、番組を表す放送デジタル信号は記録装置によって記録されるので、そのデジタル
信号で表される番組をデジタル信号が放送される時以外に見ることができる。番組は、他
の文献ではイベントと呼ばれることがあり、ユーザが従来テレビ番組と呼ぶものである。
例えば、「フレンズ」の一話が一つの番組であり、「トップ・ギア」の一話が別の番組で
ある。
【０００３】
　多くの番組が現在二回以上放送され、録画された番組が別の時間及び／または別のテレ
ビチャンネル（テレビチャンネルはこの意味では他の文献でサービスと呼ばれるものと同
じであり、例えば、ＢＢＣ１が一つのテレビチャンネルであり、ＢＢＣ２が別のテレビチ
ャンネルである）でその後繰り返されることがある。さらに、繰り返された番組を表す放
送デジタル信号は、その番組を表す最初の放送デジタル信号とは異なる一つ以上の属性を
有することがある。例えば、その番組の最初の放送は標準精細度（ＳＤ；Standard Defin
ition）であったが、次の放送は高精細度（ＨＤ；High Definition）である場合がある。
【０００４】
　記録装置のユーザは、属性が異なるという理由で、当初放送されたバージョンに加えて
、またはその代わりにその番組の繰り返されたバージョンを見る方を好むかもしれない。
例えば、上記の例で、ユーザは、その番組の標準精細度バージョンよりはむしろその番組
の高精細度バージョンを見る方を好むかもしれない。
【０００５】
　これにより、一つの番組が繰り返される予定であるか否かを確かめるために利用可能な
チャンネルすべてのスケジュールにまず目を通し、もし繰り返される予定があるならば、
予定されている番組を表すデジタル信号の属性のいずれかが録画された番組を表すデジタ
ル信号の同じ属性より好ましいかどうかをチェックすることをユーザは要求される。ユー
ザが予定されている番組を表すデジタル信号を記録することを決めた場合、デジタル信号
を記録するように記録装置を設定するかまたは次に放送されるときにデジタル信号を忘れ
ずに記録するように記録装置を設定することが必要である。　
【特許文献１】特開２００１－２７５０７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記の処理を行うために必要な情報のいくつか、またはすべては、ユーザが直接利用で
きないかもしれない。さらに、新しい番組をスケジューリングウィンドウに現れるときに
チェックするために、ユーザは定期的に処理を繰り返すことが必要である。この処理は時
間がかかり、ユーザが手動で処理する必要がある大量のデータが原因でエラーをもたらす
可能性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、番組を表す放送デジタル信号を記録可能な記録部を有するデジタル放送メデ
ィア記録装置であって、放送が予定されている番組と、当該番組を表す前記放送デジタル
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信号の少なくとも一つの属性とをそれぞれ識別するシグナリングデータを読み取る読み取
り手段と、放送が予定されている一つの番組が既に録画されているか否かを判定し、当該
番組が録画されていると判定された場合、前記放送が予定されている番組を表す前記放送
デジタル信号の前記属性と前記録画された番組を表すデジタル信号の前記属性との比較に
基づいて、前記放送が予定されている番組を録画すべきか否かを決定する判定手段と、前
記判定手段により前記番組が録画すべきであると決定された場合に、前記記録部に前記番
組を表す前記放送デジタル信号を記録させるよう制御する制御手段とを具備するデジタル
放送メディア記録装置を提供する。
【０００８】
　上記に定義された本発明は、既に録画されている一つの番組が繰り返し放送されること
が予定されているならば、自動的に認識でき、その繰り返された番組を表すデジタル信号
の一つ以上の属性または特性が録画されたバージョンの同等の特性よりも優れているとみ
なされるならば、予定されているバージョンもその後放送時に録画することができるとい
う利点を提供する。予定されている番組を録画するか否かの決定は、録画された番組と予
定されている番組を表すデジタル信号の属性の所定の順位付けに基づくことができるので
、決定時にユーザとの対話の必要はない。
【０００９】
　いくつかの実施形態では、判定手段は、放送が予定されている前記番組が既に録画され
ているか否かを判定するために、放送が予定されている一つの番組の識別子を録画された
番組の各々の識別子と比較するように設定されている。これは、録画された番組と予定さ
れている番組の両方を識別子を使って容易に識別できるので、予定されている番組が既に
録画された番組と同一であるか否かをチェックするのが簡単であるという利点を提供する
。
【００１０】
　いくつかの実施形態では、前記放送デジタル信号は、デジタルテレビジョン信号である
。放送デジタル信号は、例えば、無線地上波または衛星方法またはケーブルを介してなど
いかなる方法でも放送できる。同様に、例えば、ＩＰＴＶ信号などは、ネットワークを介
して放送できる。別の実施形態では、放送デジタル信号は、デジタルラジオ信号である。
これは、本発明がテレビ番組とラジオ番組のどちらにも適用できることを意味する。
【００１１】
　デジタルテレビジョン信号に関連するいくつかの実施形態によれば、前記シグナリング
データはTV-Anytime Forum（ティー・ブイ・エニータイム・フォーラム）の仕様に準拠し
、前記識別子はコンテンツ参照識別子（ＣＲＩＤ）である。これは、放送が予定されてい
る番組を表すデジタル信号がすでに録画されているか否かを識別するために、デジタルテ
レビに関連する本発明の適用と併せて従来のシグナリングデータまたはメタデータが使用
できることを意味する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　よりよく理解するために、本発明の一実施形態を非限定的例として添付の図面を参照し
ながら説明する。
【００１３】
　以下の例は、デジタルテレビジョン信号に関する。
【００１４】
　本発明は、放送が予定されている番組及びその番組を表す放送デジタル信号の少なくと
も一つの属性を識別するために、シグナリングデータを使用する。図１及び２に示す実施
形態では、シグナリングデータは、ＤＶＢ規格に準拠している。
【００１５】
　ＤＶＢでは、シグナリングデータはパケットにまとめられ、シグナリングデータの各パ
ケットは特定のテーブルと対応付けられ、その配置と内容はEN 300 468で定義するものに
準拠する。EN 300 468で定義するように、各シグナリングデータパケットはテーブル識別
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子を有し、テーブル識別子はそのパケットが属するテーブルを指定する。各シグナリング
データパケットは、特に番組を表すデジタル信号のオーディオ及び／またはビデオ属性に
関するデータを含む「ペイロード」も含む。
【００１６】
　テーブル識別子は、例えば、どの番組を放送する予定になっているかについての情報、
予定されている番組を表す放送デジタル信号の属性についての情報など必要な情報を含む
シグナリングデータの適切なパケットの位置を示すために使用される。
【００１７】
　図示の実施形態では、シグナリングデータは、コンテンツ参照識別子（ＣＲＩＤ）を得
るために使用され、ＣＲＩＤは予定されている番組及び録画された番組を識別するために
使用される。ＣＲＩＤは、TV-Anytime Forum（ティー・ブイ・エニータイム・フォーラム
）の規格に準拠したシグナリングデータにおいて使用され、固有の番組コンテンツを表す
。したがって、繰り返される番組は、元の番組と同じＣＲＩＤを有することになる。
【００１８】
　しかしながら、繰り返し放送される番組（以下単に、「繰り返される番組」と称する場
合もある）を表すデジタル信号は、たとえ元の番組を表すデジタル信号と同じＣＲＩＤを
有していたとしても、異なる属性を有することがある。例えば、繰り返される番組を表す
デジタル信号は、その番組のビデオ画像解像度がより高いバージョンであるかもしれない
。
【００１９】
　予定されている番組（すなわち、繰り返されている番組）のデジタル信号属性は、シグ
ナリングデータから得られ、繰り返される番組を録画すべきがどうかを判定するために、
録画された番組の対応するデジタル信号属性と比較される。
【００２０】
　図１は、本発明の一実施形態に係る記録装置１の配置を示す。
【００２１】
　図１に示す記録装置１は、チューナー３、デマルチプレクサ４、プロセッサ５、記憶媒
体６、及び記録部７を有する。代替実施形態は、チューナー３、デマルチプレクサ４、記
憶媒体６のうちの一つ以上を備えないこともある。さらに別の代替実施形態では、記録部
は不必要とされるかまたはプロセッサ５に一体化され、予定されている番組を表すデジタ
ル信号を記憶媒体６に出力するために記録命令がプロセッサ５から直接デマルチプレクサ
４に出力される。
【００２２】
　記録装置の実施形態としては、例えば、独立したテレビジョン部または一体となったテ
レビジョン／記録部と共に作動するのに適した記録装置、及び既存の記録部または一体と
なったテレビジョン／記録部と共に用いる独立した記録装置がある。
【００２３】
　チューナー３は、番組を表す多重化されたデジタルテレビジョン信号をアンテナ２を介
して受信し、多重化されたデータストリームをデマルチプレクサ４に出力する。デマルチ
プレクサ４は、チューナー３から出力されたストリームを一つ以上のビデオ信号、一つ以
上のオーディオ信号、及びシグナリングデータに分離する。一つの番組を表すデジタル信
号は、デマルチプレクサ４から出力されたオーディオ信号とビデオ信号とを備える。その
番組を表すデジタル信号は、記録するようにとの命令がプロセッサ５から発せられるか否
かに応じて、記録部７によって記憶媒体６に記録されることが可能である。プロセッサ５
が番組を表すデジタル信号を記録する命令を発するか否かについてどのようにして決定に
達するかは、図２を参照して後述する。
【００２４】
　オーディオ及びビデオ信号は、図示されないテレビ画面にも送信されることが可能であ
る。
【００２５】
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　デマルチプレクサ４から出力されたシグナリングデータは、プロセッサ５がそれを用い
て特定の番組を表すデジタル信号を記録するか否かを決定する情報を含む。プロセッサ５
が使用するシグナリングデータは、放送が予定されている番組（以下単に、「予定されて
いる番組」と称する場合もある）及びそれらの番組を表す放送デジタル信号の属性につい
ての情報を含む。それから、予定されている番組を表すデジタル信号をその後続いて記録
すべきか否かの決定をする。したがって、デマルチプレクサ４から出力される番組を表す
デジタル信号を記録するか否かの決定は、その時以前にデマルチプレクサ４からプロセッ
サ５に出力されるシグナリングデータに基づいて下される。予定されている番組を表す放
送デジタル信号を記録するか否かを判定するために行われるステップは、図２を参照して
より詳細に後述する。
【００２６】
　図１に示す記録装置１は、番組を表す放送デジタル信号を記憶媒体６に記録できる。番
組のオーディオ及びビデオ信号を記録するだけでなく、番組を表す放送デジタル信号の属
性情報も記憶媒体６に記録され記憶される。これにより、プロセッサ５は、放送が予定さ
れている番組を表す放送デジタル信号の属性を録画された番組を表すデジタル信号の属性
と比較することができる。
【００２７】
　記憶媒体６は、例えば、装置と一体化しているハードドライブ、外部ハードドライブ、
フラッシュメモリカード、フラッシュメモリスティック、ＣＤ、ＤＶＤ、または他の光学
または磁気光学記憶媒体など任意の適当なデータ記憶媒体でよい。記録装置１は、例えば
ＣＤドライブ、ＤＶＤドライブなど記憶媒体に記録するのに必要な装置も備えることもあ
る。
【００２８】
　記憶媒体６に記録する場合、番組を表すデジタル信号は記憶媒体６に直接記録可能であ
る。あるいは、エンコード／デコード処理を使用可能である。録画がエンコード及びデコ
ードを伴うならば、どのエンコード／デコード処理を使用するかを記録装置のユーザが管
理可能である。エンコード／デコード処理の種類は、録画の（例えば、オーディオまたは
ビデオ品質の点で）所望の品質に基づいて選択できる。
【００２９】
　図２は、図１に示す記録装置が行うステップを示す。
【００３０】
　ステップＳ１０で、プロセッサ５は、デマルチプレクサ４から出力されたシグナリング
データのパケットを受信する。次に、プロセッサ５は、これから予定されている番組のコ
ンテンツ参照識別子（ＣＲＩＤ）を含むデータのパケットを識別するために、受信するシ
グナリングデータのパケットのヘッダー情報を使用する。
【００３１】
　予定されている番組のＣＲＩＤを識別するためには、シグナリングデータの任意の適当
なパケットを使用可能である。例えば、番組ロケーションテーブル（ＰＬＴ）が使用でき
る。
【００３２】
　予定されている番組すべてのＣＲＩＤを識別するためには、プロセッサ５は、ステップ
Ｓ１０で、シグナリングデータのパケットをさらに得るためにチューナー３で再受信する
ことが必要な場合がある。一つのＣＲＩＤが使用可能である予定されている番組すべての
ＣＲＩＤを識別するのに必要なシグナリングデータを得るために必要に応じて何度でもチ
ューナー３で再受信してもよい。
【００３３】
　一つのＣＲＩＤが使用可能である予定されている番組すべてのＣＲＩＤがステップＳ１
０で得られると、プロセッサ５は、ステップＳ２０で、予定されている番組の各ＣＲＩＤ
を順に記憶媒体６に記憶された録画された番組すべてのＣＲＩＤと比較する。プロセッサ
５は、ステップＳ３０で、予定されている番組のＣＲＩＤのいずれかが録画された番組の
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ＣＲＩＤのいずれかと同一であるか否かを判定する。このステップで、プロセッサ５は、
記憶媒体６上の録画された番組のいずれかの更なる放映（すなわち、繰り返し）が録画さ
れる予定であるか否かをステップＳ１０で得られたシグナリングデータの対象のスケジュ
ーリングウィンドウ内で明らかにする。
【００３４】
　予定されている番組のＣＲＩＤのいずれも録画された番組のＣＲＩＤのいずれにも一致
しないと判定される場合（Ｓ３０：ＮＯ）、すなわち、録画された番組のいずれも繰り返
される予定でない場合、プロセッサ５は、次にステップＳ１００に進み、予定されている
番組のＣＲＩＤ用シグナリングデータをさらにチェックする命令を待つ。
【００３５】
　予定されている番組のいずれかのＣＲＩＤが録画された番組のＣＲＩＤのいずれかと同
一であるとステップＳ３０で識別されると（Ｓ３０：ＹＥＳ）、次に、予定されている番
組と録画された番組とで共有されるＣＲＩＤのリストが生成される。
【００３６】
　ステップＳ４０で、プロセッサ５は、録画された番組と同じＣＲＩＤを有するリスト内
の最初の予定されている番組を表す放送デジタル信号の属性を、シグナリングデータから
得る。ステップＳ４０で使用されるシグナリングデータは、予定されている番組を表す放
送デジタル信号の属性の詳細を含む任意の適当なテーブルから取得可能である。例えば、
シグナリングデータは、番組情報テーブル（ＰＩＴ）または番組マップテーブル（ＰＭＴ
）に属するシグナリングデータのパケットである。予定されている番組を表す放送デジタ
ル信号の必要な属性すべての情報を得るためには、二つ以上のテーブルに属するシグナリ
ングデータを使用でき、一つのテーブルから得られる属性もあれば、一つ以上の他のテー
ブルから得られる属性もある。
【００３７】
　ステップＳ５０で、プロセッサ５は、予定されている番組を表す放送デジタル信号の一
つ以上の属性を、予定されている番組と同じＣＲＩＤを有する録画された番組を表すデジ
タル信号の属性と比較する。
【００３８】
　プロセッサ５は、番組を表す二つのデジタル信号の多くの異なる属性を比較可能である
。例えば、属性は、番組が白黒かカラーか、番組のビデオ画像解像度は何か、映画の形式
は何か（例えば、ワイドスクリーン）、字幕はその番組に使用可能か、何のコーディング
がビデオ信号に使用されたかなどの放送デジタル信号のビデオ属性である。ビデオ画像解
像度属性は、例えば、番組が高精細度（ＨＤ）か標準精細度（ＳＤ）かどうかである。異
なる番組については、異なる属性が比較される。
【００３９】
　比較は、予定されている番組を表す放送デジタル信号に特有の属性に割り当てられた値
と、番組を表す記録されたデジタル信号に特有の属性に割り当てられた値（例えば、番組
がＨＤかＳＤかどうか）の比較を含むことが可能である。同じ番組の別々の放映が別々の
識別属性を有することが可能な場合もある。あるいは、またはさらに、比較は、ある特定
の属性に関する情報が放送デジタル信号と記録されたデジタル信号の各々に使用可能であ
るか否かのテストを含むこともできる。
【００４０】
　プロセッサ５は、番組を表すデジタル信号のオーディオ属性を比較することもできる。
例えば、オーディオ属性は、番組がステレオオーディオかどうか、あるいはマルチチャン
ネルオーディオ（例えば、５．１または７．１オーディオ）か、及びオーディオが高精細
度（ＨＤ）か標準精細度（ＳＤ）かを含むことも可能である。
【００４１】
　プロセッサ５は、番組を表すデジタル信号の属性に加えて、またはその代わりに、その
番組自身の属性を比較することも可能である。番組の属性は、例えば、番組のバージョン
がカットされているかカットされていないか、番組がオムニバス版の一部として上映され
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ているか否かを含む。オムニバス版の一部として上映される場合、オムニバス版の番組の
残りを録画する命令を出すことも可能である。
【００４２】
　図１及び２を参照してここで説明される番組を表すデジタル信号の属性と同じように、
番組属性は、シグナリングデータから得られ、記憶され、比較される。
【００４３】
　図示の実施形態では、ユーザが二つのデジタル信号のどの属性を比較すべきかを特定す
ることがある。あるいは、属性のデフォルトリストが自動的に比較されることもある。
【００４４】
　ステップＳ６０で、ステップＳ５０で比較された一つ以上の属性が録画された番組より
も予定されている番組において何らかの基準で優れているか否かを判定する。
【００４５】
　ある属性がより優れていると判定されるか否かは、記録装置のユーザによって決められ
る。一般に、属性の何の構成要素がより優れているか否かは、ユーザの希望により決定さ
れる。例えば、ある番組が標準精細度で録画され、録画された番組と同じＣＲＩＤを有す
る予定されている番組を表すデジタル信号の属性が、予定されている番組が高精細度であ
ることを示し、ユーザが記憶媒体６に記憶された番組の高精細度バージョンを有する方を
好むならば、記録装置１は、番組の高精細度バージョンを表すデジタル信号を記録するよ
うに自動的に設定できる。
【００４６】
　あるいは、ユーザが録画されたファイルのサイズに関心があることがある。これは、例
えば、記憶容量が限られているためであり、録画された番組がプレーステーションポータ
ブル（ＰＳＰ）など手持ち式携帯用機器で使うことが意図されている場合である。この場
合、記録装置は、既に高精細度で録画された番組の標準精細度を表すデジタル信号を記録
するよう自動的に設定される。ユーザは、番組の予定された好ましいバージョンが録画さ
れると、記憶媒体６からその番組の最初に録画されたバージョンを削除するオプションを
プロセッサ５から与えられることもある。あるいは、プロセッサ５は、その番組の両バー
ジョンを記憶媒体６に保存することもある。
【００４７】
　予定されている番組の属性が録画された番組の属性より優れているか否かをプロセッサ
５が決定する基準は、記録装置のユーザによって事前に設定される。他の実施形態では、
ユーザは、予定されている番組を表すデジタル信号の属性が録画された番組を表すデジタ
ル信号の属性より優れているか否かを決定するため、入力するようプロセッサ５にプロン
プトされる。プロンプトは、例えば、画面上のプロンプトであり、ユーザは、例えば、リ
モコン上のボタンを押すことでプロンプトに応じることができる。
【００４８】
　ステップＳ５０では、一つまたは二つ以上の属性が比較される場合がある。
【００４９】
　ステップＳ６０で、予定されている番組を表すデジタル信号の属性のいずれもが録画さ
れたバージョンの対応する属性よりも好ましくないと決定されると、予定されている番組
を録画しない決定がなされ、プロセッサ５は、ステップＳ９０に進み、一つの録画された
番組と同じＣＲＩＤを有する予定されている番組が記載された、ステップＳ３０で生成さ
れたリスト内にさらに番組があるか否かを判定する。
【００５０】
　ステップＳ６０で、予定されている番組を表すデジタル信号の一つの属性が録画された
番組を表すデジタル信号の対応する属性より好ましいと決定されると（Ｓ６０：ＹＥＳ）
、予定されている番組を表すデジタル信号を放送時に記録する命令がステップＳ７０で記
憶される。その番組を表すデジタル信号が放送される時に、番組を表すデマルチプレクサ
４から出力されたデジタル信号を記録する命令がステップＳ７５で記録部７に順に送信さ
れる。次に、記録部７は、番組を表す放送デジタル信号を記憶媒体６に記録する。
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【００５１】
　番組を表すデジタル信号を記録する命令が正確な時間に記録部７に送信されることを保
証するために、プロセッサ５は、デジタル信号の放送の正確な時間を適切なシグナリング
データを用いて更新できる。適切なシグナリングデータは、デジタル信号を記録する決定
がなされてからデジタル信号が実際に放送されるまでのどの時点でもデマルチプレクサ４
からプロセッサ５に出力される。放送時間を更新するために使用されるシグナリングデー
タは、任意の適当なテーブル、例えば、イベント情報テーブル（ＥＩＴ）から得られる。
【００５２】
　ステップＳ８０で、ステップＳ４０でシグナリングデータから得られた番組を表すデジ
タル信号の属性がプロセッサ５から記憶媒体６に送信され、そこに記憶される。番組を表
すデジタル信号が（ステップＳ７５で与えられた命令に応じて）記録部７によってその後
記録されると、ステップＳ８０で記憶された属性によって参照されることができるように
、記憶媒体６に記憶される。
【００５３】
　代替実施形態では、番組を表すデジタル信号の属性は、デジタル信号自身が記録される
のと同時に記憶される。これは、番組を表すデジタル信号が出力されるのと同時にデマル
チプレクサ４から出力されるシグナリングデータを、属性を抽出し記憶媒体６に記憶する
記録部７にプロセッサ５が送信することによって実現される。
【００５４】
　ステップＳ９０で、プロセッサ５は、既に録画された番組と同じＣＲＩＤを有するが、
それらを表すデジタル信号の属性が、対応する録画された番組を表すデジタル信号と比較
されていない、予定されている番組がさらにあるか否かを判定する。
【００５５】
　ステップ９０で、録画された番組と同じＣＲＩＤを有するが、それらを表すデジタル信
号の属性が比較されていない、予定されている番組がさらにあると判定されると、プロセ
ッサ５は、ステップＳ４０に戻り、上記のように、予定されている番組を表すデジタル信
号の属性をシグナリングデータから得る。それから、プロセッサ５は、録画された番組と
同じＣＲＩＤを有するが、それらを表すデジタル信号の属性が、録画された番組を表すデ
ジタル信号の属性と比較されていない、予定されている番組はこれ以上ないとステップＳ
９０で判定されるまで、必要に応じて、ステップＳ４０、Ｓ５０、Ｓ６０、Ｓ７０、Ｓ７
５、Ｓ８０、及びＳ９０を周期的に繰り返す。これが判定されると（Ｓ９０：ＮＯ）、プ
ロセッサ５は、ステップＳ１００に進む。
【００５６】
　ステップＳ７０で記録するようにという命令が出された二つ以上の番組を表す各デジタ
ル信号の各放送時間のすべてまたは一部が同じである場合、ユーザは、二つ以上の番組を
表す二つ以上の放送デジタル信号のうちのどちらを記録すべきかを決定するようプロセッ
サ５に指示されることがある。あるいは、プロセッサ５は、番組を表す放送デジタル信号
のすべてを同時に記録することもあり得る。
【００５７】
　ステップＳ１００で、プロセッサ５は、受信される次のスケジューリングウィンドウ内
の予定されている番組のＣＲＩＤを判定するためにシグナリングデータをさらに読み取る
ようにという命令を待つが、スケジューリングウィンドウは、どの程度まで前もってシグ
ナリングデータが予定されている番組の情報を提供するかによって決定される。
【００５８】
　プロセッサ５は、シグナリングデータを、例えば一定の間隔で、例えば一日のうちの事
前に設定された時間に、または記録装置のユーザの要求に応じて読み取ることができる（
Ｓ１００：ＹＥＳ）。
【００５９】
　図２のステップＳ１０～Ｓ１００はすべて図１に示すプロセッサ５で実行されるコンピ
ュータプログラムによって行われる。コンピュータプログラムはメモリなどのコンピュー
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タ読み取り可能な記憶媒体に記憶されるか、ネットワークを介してデバイスに送信される
。その間コンピュータプログラムは搬送波によって表される。
【００６０】
　他の実施形態では、前記ステップＳ１０～Ｓ１００で略述された手順が異なることがあ
る。いくつかの非限定的例を以下に説明する。
【００６１】
　第一に、予定されている番組を表すデジタル信号の属性を得るステップ（上記ステップ
Ｓ４０）は、予定されている番組のＣＲＩＤが得られるのと同時に、すなわちステップＳ
１０で行われてもよい。
【００６２】
　第二に、上述の方法がすでに録画された番組に関するのに対して、録画予定である番組
に対して随意にさらに行うことが可能であり、そのために記録装置は、今後放送が予定さ
れている番組の一回の放映を録画する命令を記憶している。この場合、ステップＳ２０で
、プロセッサ５は、放送が予定されている番組のＣＲＩＤを録画予定の番組のＣＲＩＤに
対してさらに比較する。同様に、プロセッサ５は、ステップＳ３０で、同一であるＣＲＩ
Ｄに基づいて、放送が予定されている番組の中から、その番組については違う放映を録画
予定である番組の更なる放映があるか否かを判定する。次に続くステップＳ４０～Ｓ１０
０は、録画予定の番組をさらに参照して、上記のように行われる。
【００６３】
　別の例として、プロセッサ５は、ステップＳ３０で、予定されている番組が録画された
番組と同じＣＲＩＤを有する番組すべてのリストをコンパイルする代わりに、その予定さ
れている番組が識別され次第、録画された番組と同じＣＲＩＤを有する番組を表すデジタ
ル信号の属性に対してステップＳ４０～Ｓ９０を行うことも可能である。この代案では、
ステップＳ９０が完了すると、シグナリングデータ内の次に予定されている番組のＣＲＩ
Ｄが得られ、別の一致が見つかるまで録画された番組すべてのＣＲＩＤと比較され、その
時点で、ステップＳ４０～Ｓ９０をもう一度繰り返す。この代案は、図２に示す手順に適
用するか、または予定されている番組を表すデジタル信号の属性を得るステップを、予定
されている番組用ＣＲＩＤを得るのと同時に行う上記変形手順に適用できる。
【００６４】
　上記記録装置１はアンテナ２で地上波放送テレビジョン信号を受信するが、記録装置１
は、無線衛星放送、ケーブルを介した放送、または例えばインターネットプロトコルテレ
ビジョン（ＩＰＴＶ）といったインターネットなどのネットワークを介した放送を含む何
らかの手段でテレビジョン信号を受信するように同様に構成できる。ＩＰＴＶの場合、放
送デジタル信号は、ＩＰＴＶ信号のいかなる形式でもよい。ＩＰＴＶの場合、ＣＲＩＤま
たは他の同等の番組識別子が番組を識別するためにも使用され、したがって、上記の装置
及び方法はＩＰＴＶで実現可能である。シグナリングデータは、例えば、ストリーム内の
補助データとしてＩＰＴＶ信号に含まれても、別のストリームに含まれても、及び／また
はソースへの特別な要求で得られても（例えば、記録装置からサーバへの、シグナリング
データを提供するようにとの要求に応じて得られても）よい。
【００６５】
　本発明の一実施形態によれば、本発明の記録装置をデジタルＴＶとＩＰＴＶの両方と併
せて使用することが可能である。例えば、記録装置は、図２のステップＳ２０及びＳ３０
のように、予定されているＩＰＴＶ番組の番組識別子またはＣＲＩＤがそこから抽出され
、録画された番組の記憶された識別子またはＣＲＩＤと比較されるシグナリングデータを
受信するＩＰＴＶチューナーと共に使用するかまたはそのＩＰＴＶチューナーを含むこと
ができる。録画された番組及び録画された番組を表すデジタルまたはＩＰＴＶ信号の属性
は、デジタルＴＶまたはＩＰＴＶ上で放送してもよい。
【００６６】
　図２に示すステップＳ４０～Ｓ１００は、ＩＰＴＶ番組及び対応付けられるＩＰＴＶ信
号に対してその後繰り返される。再び、予定されているＩＰＴＶ番組を表すＩＰＴＶ信号
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のいずれかの属性が同じＣＲＩＤを有する録画された番組を表す（録画された番組がデジ
タルテレビかＩＰＴＶで放送されるか否かに応じて）デジタル信号またはＩＰＴＶ信号の
同等の属性よりも優れているとみなされるならば、予定されている番組を録画する命令が
次に出される。
【００６７】
　この場合、記録装置は、デジタルテレビジョン信号とＩＰＴＶ信号の両方からシグナリ
ングデータを受信し、番組を表すデジタルテレビジョン信号と番組を表すＩＰＴＶ信号の
両方を記録する命令を出し、録画された番組を表すデジタルテレビジョン信号またはＩＰ
ＴＶ信号の属性を記憶し比較することができる。
【００６８】
　デジタルテレビに関する実施形態について先に述べた任意の適切な態様または特徴は、
ＩＰＴＶに関する本実施形態に適用可能である。
【００６９】
　本発明の別の態様によれば、電子番組ガイド（ＥＰＧ）を提供する手段が提供される。
図３に示す実施形態では、ＥＰＧグラフィックスは適当なグラフィックス生成部８を用い
て生成され、ＥＰＧ１４がテレビ画面９上でユーザに表示される。図３で、図１に示すも
のと同じ参照符号を有する項目は類似の機能を持ち、よって詳細に説明しない。
【００７０】
　本発明の本実施形態を用いて表示可能なＥＰＧ１４の一例を図４に示す。ＥＰＧ１４は
、リストボックス１１に示すようにユーザに予定されている番組を表示するように構成さ
れる。
【００７１】
　図示の実施形態において、ユーザはリモートコントローラ１０（以下、リモコン１０）
を使って表示されたＥＰＧ１４内のカーソルの位置を操作し、リモコン１０上のボタンを
用いて番組を強調表示できる。図４で、強調表示された番組は、「休日のヒント」という
番組名を有する。それから、ユーザは録画用の強調表示された番組をリモコン１０上のボ
タンを用いて選択し、録画選択ボックス１２にチェック印を付けることできる。次に、リ
モコン１０上のボタンを用いて更なる放映録画ボックス１３にチェック印を付けることが
でき、よって、録画のために選択されていた番組の更なる放映の今後の予定を続いて検索
するように記録装置を設定できる。
【００７２】
　本実施形態によれば、ユーザは録画用番組を多数の形式で選択でき、またはその番組の
多数の放映の録画をその番組の一回の放映を録画する時に設定をすることで選択できる。
ボックス１３の設定に応えて、図２と関連して上述した方法を実行することによって、記
録装置１は、選択された番組が録画された後だけでなく録画される時までも番組の更なる
放映を検索するよう構成されている。
【００７３】
　記録装置１は、ユーザが表示部９と対話するために、リモコン１０の代わりに任意の適
当な入力部を使用できる。例えば、入力部は、マウス、リモコン、キーパッド、またはキ
ーボードである。また、ユーザが番組を強調表示し、録画用及び今後の放映の録画用番組
を選択できるように、任意の適当なＥＰＣ画面形式を使用できる。
【００７４】
　図３に示す実施形態では、ユーザがそれを通じてＥＰＧ１４を見ることができる表示部
９が記録装置１の一部として示される。代替実施形態では、表示部９は記録装置から独立
しており、例えば、表示部９が従来のテレビで記録装置１がセットトップボックスの場合
などである。表示部９は、テレビ画面、モニタ、手持ち式コントローラ上のディスプレイ
などの任意の適当な表示部である。
【００７５】
　他の実施形態に関してここに記載された記録装置１のいかなる態様または特徴もＥＰＧ
を提供する手段を有する実施形態に適用可能である。
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【００７６】
　本発明の別の実施形態によれば、本発明の記録装置は、デジタルラジオまたはデジタル
オーディオ放送（ＤＡＢ）と共に使用できる。デジタルラジオに関するこのような実施形
態では、デジタルラジオチューナーが番組を表すデジタルラジオ信号とシグナリングデー
タを受信するために使用される。シグナリングデータは、番組を識別する（ＣＲＩＤに類
似した）識別子に加えて番組を表すデジタルラジオ信号の属性情報を含む。
【００７７】
　一つ以上の予定されている番組が録画された番組と同一であると識別されると、図２に
示すステップＳ４０～Ｓ１００に類似したステップがラジオ番組及びそれを表すデジタル
信号に対して行われる。
【００７８】
　デジタルテレビジョンに関する実施形態の上記の任意の適切な態様または特徴は、デジ
タルラジオに関する本実施形態に適用可能である。
【００７９】
　本発明の異なる実施形態によれば、記録装置は、デジタルテレビジョン信号、デジタル
ラジオ信号、及びＩＰＴＶ信号のいかなる組み合わせも受信し処理することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明の実施の形態に係るデジタル放送メディア記録装置の概略図である。
【図２】本発明の実施の形態に係るデジタル放送メディア記録装置が行うステップを示す
フローチャートである。
【図３】本発明の実施の形態に係る電子番組ガイドアプリケーション用のデジタル放送メ
ディア記録装置の概略図である。
【図４】本発明の実施の形態が提供する電子番組ガイドの一例である。

【図１】 【図２】
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