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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一の階層で伝送されるデータストリームと第二の階層で伝送されるデータストリーム
とを含むデジタル放送を受信する受信手段と、
　前記受信手段で受信したデジタル放送信号に含まれる第一の階層で伝送されるデータス
トリームと第二の階層で伝送されるデータストリームとを共に記録する記録手段と、
　前記記録手段に記録された第一の階層で伝送されるデータストリームと第二の階層で伝
送されるデータストリームとのいずれか一方を再生する再生手段とを備え、
　前記記録手段は前記受信手段で受信するデジタル放送の受信品質の情報を記録し、
　前記再生手段は前記記録手段に記録されたデジタル放送の受信品質の情報に基づいて第
一の階層で伝送されるデータストリームと第二の階層で伝送されるデータストリームとの
いずれか一方を再生する受信装置。
【請求項２】
　第一の階層で伝送されるデータストリームと第二の階層で伝送されるデータストリーム
とを含むデジタル放送を受信する受信手段と、
　前記受信手段で受信したデジタル放送の受信品質を解析する受信品質解析手段と、
　前記受信手段で受信したデジタル放送信号に含まれる第一の階層で伝送されるデータス
トリームと第二の階層で伝送されるデータストリームと前記受信品質解析手段で解析され
たデジタル放送の受信品質とを記録する記録手段と、
　前記記録手段に記録されたデジタル放送の受信品質に基づいて、前記記録手段に記録さ
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れた第一の階層で伝送されるデータストリームと第二の階層で伝送されるデータストリー
ムとのいずれか一方を選択して再生する再生手段とを備える受信装置。
【請求項３】
　請求項２の受信装置であって、
　前記受信品質解析手段は、前記受信手段で受信したデジタル放送の電解強度、C／N値、
誤り率又はエラーインジケータ情報に基づいて受信品質を判断する受信装置。
【請求項４】
　第一の階層で伝送されるデータストリームと第二の階層で伝送されるデータストリーム
とを含むデジタル放送を受信する受信手段と、
　前記受信手段で受信したデジタル放送の受信品質を解析する受信品質解析手段と、
　前記受信手段で受信したデジタル放送信号に含まれる第一の階層で伝送されるデータス
トリームと第二の階層で伝送されるデータストリームとを共に記録する記録手段と、
　前記記録手段に記録された第一の階層で伝送されるデータストリームと第二の階層で伝
送されるデータストリームとのいずれか一方を選択して再生する再生手段とを備え、
　前記記録手段は前記受信品質解析手段で解析されたデジタル放送の受信品質を示す受信
品質パケットを記録するデータストリームに挿入し、
　前記再生手段は前記記録手段で挿入された受信品質パケットに基づいて前記第一の階層
で伝送されるデータストリームと第二の階層で伝送されるデータストリームとのいずれか
一方を選択して再生する受信装置。
【請求項５】
　請求項４の受信装置であって、
　前記記録手段は記録するデータストリームのトランスポートパケットのアダプテーショ
ンフィールド又はペイロードに受信品質テーブルを作成することにより前記受信品質パケ
ットを挿入する受信装置。
【請求項６】
　請求項１～３の受信装置であって、
　前記再生手段は、前記記録手段に記録されたデジタル放送の受信品質の情報が第一の階
層で伝送されるデータストリームと第二の階層で伝送されるデータストリームとの双方が
受信可能であることを示す場合は前記第一の階層で伝送されるデータストリームを再生し
、第二の階層で伝送されるデータストリームが受信可能であることを示す場合は前記第二
の階層で伝送されるデータストリームを再生し、第一の階層で伝送されるデータストリー
ムと第二の階層で伝送されるデータストリームとの双方が受信不可であることを示す場合
はいずれのデータストリームも再生しない受信装置。
【請求項７】
　請求項６の受信装置であって、
　前記再生手段は、いずれのデータストリームも再生しない場合に、記録時の受信不具合
によりデータストリームが再生できない旨を表示させる受信装置。
【請求項８】
　請求項１～７の受信装置であって、
　前記第一の階層は固定受信向けの階層である弱階層であり、
　前記第二の階層は移動受信向けの階層である強階層である受信装置。
【請求項９】
　第一の階層で伝送されるデータストリームと第二の階層で伝送されるデータストリーム
とを含むデジタル放送を受信し、
　前記受信したデジタル放送信号に含まれる第一の階層で伝送されるデータストリームと
第二の階層で伝送されるデータストリームとを共に記録し、
　前記記録した第一の階層で伝送されるデータストリームと第二の階層で伝送されるデー
タストリームとのいずれか一方を再生する受信方法であって、
　前記受信したデジタル放送の受信品質の情報を記録し、
　前記記録したデジタル放送の受信品質の情報に基づいて第一の階層で伝送されるデータ
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ストリームと第二の階層で伝送されるデータストリームとのいずれか一方を再生する受信
方法。
【請求項１０】
　第一の階層で伝送されるデータストリームと第二の階層で伝送されるデータストリーム
とを含むデジタル放送を受信し、
　前記受信したデジタル放送の受信品質を解析し、
　前記受信したデジタル放送信号に含まれる第一の階層で伝送されるデータストリームと
第二の階層で伝送されるデータストリームと前記解析したデジタル放送の受信品質とを記
録し、
　前記記録したデジタル放送の受信品質に基づいて、前記記録した第一の階層で伝送され
るデータストリームと第二の階層で伝送されるデータストリームとのいずれか一方を選択
して再生する受信方法。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放送番組の録画、再生が可能なデジタル放送受信装置に関する。　
【背景技術】
【０００２】
　近年、世界的にＴＶ放送のアナログ方式からデジタル方式への移行が推進されている。
既に日本においても、デジタル方式によるＣＳ放送及び、ＢＳ放送が開始され、また、地
上デジタル放送も一部の地域において開始された。
【０００３】
　日本国内の地上デジタル放送の特徴は、伝送方式としてＯＦＤＭ(Orthogonal Frequenc
y Division Multiplex)方式が用いられ、最大３階層までの階層伝送が可能であるなど、
固定受信のみならず、移動・携帯受信の実現が可能なことである。
階層伝送を利用することで、携帯受信向け放送(強階層)と固定受信向け放送(弱階層)の相
互の同期が取れた放送が可能となる(例えば、非特許文献１参照)。
【０００４】
　このような階層伝送を利用した放送を受信する技術が開示されている(例えば、特許文
献１参照)。
【０００５】
　また、ハードディスクドライブ(ＨＤＤ)の低価格・大容量化を背景に、デジタル放送受
信機にＨＤＤを内蔵してデジタル放送をＭＰＥＧ２－ＴＳ(Moving Picture Experts Grou
p Phase 2 - Transport Stream)形式のままで記録・再生する技術が開示されている(例え
ば、特許文献２参照)。
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－１６５７６６号公報 (第５頁、第１図)
【特許文献２】特開２００３－９０８５号公報 (第１７頁、第１図)
【非特許文献１】ARIB－TR１４ １.５版 ： 地上デジタルテレビジョン放送運用規定 第
七編 地上デジタルテレビジョン放送 送出運用規定 (平成１５年１０月１６日)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところが、従来のＨＤＤを内蔵したデジタル放送受信機において以下の課題がある。つ
まり、ＨＤＤを内蔵したデジタル放送受信機においてデジタル放送を携帯端末、或いは自
動車などの携帯・移動体で受信しているとき、地上デジタル放送ではＯＦＤＭ方式、且つ
周波数・時間インターリーブ技術が用いられるなど、携帯・移動体受信が考慮された方式
・技術が採用されているものの、受信品質が劣化し受信ストリームにエラーが発生するこ
とがある。これは、携帯・移動体によるデジタル放送の受信では、フェージング、マルチ
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パス、或いはＣ／Ｎ劣化などにより受信品質が大きく変動し、受信品質が大幅に劣化した
場合には誤り訂正が不可能となり、その結果、受信ストリームにエラーが発生する。
このように、受信品質が大幅に劣化した状態において、階層伝送を利用した放送を受信す
る場合、弱階層から強階層へ切替えることで良好な受信が可能である。この切替えるタイ
ミングは、例えば、特許文献１において、電界強度、Ｃ／Ｎ値、或いはＢＥＲ(Bit Error
 Rate：誤り率)等、フロントエンド部における入力信号特性の時間的変動量を検出するこ
とにより、その入力信号の受信品質を判定し、最適な受信階層に切換えるようにしている
。このようにすることで、携帯端末、或いは自動車などの携帯・移動体で階層伝送されて
いる地上デジタル放送を受信する場合において、良好な受信品質の映像・音声を再生・表
示することが可能である。
【０００８】
　しかしながら、上記従来の受信機において受信ストリームをＨＤＤに記録して再生する
場合、例えば、弱階層と強階層のストリームを同時に記録し、このストリームを再生する
には、記録時の受信品質が大幅に劣化した状態における階層を切替えるタイミングが不明
なため、良好な再生・表示ができない。
【０００９】
　これは、上記で説明したように従来の受信機では、フロントエンド部における入力信号
特性の時間的変動量の検出結果を利用して階層の切替えるタイミングとしていた。つまり
、フロントエンド部において入力信号の電界強度、Ｃ／Ｎ値、或いはＢＥＲ(誤り率)等を
測定することで入力信号特性を検出していた。ところが、ＨＤＤに記録されるストリーム
は、フロントエンド部の出力であり、具体的にはＭＰＥＧ－ＴＳストリームである。この
ストリームを再生することにより、従来のように電界強度、Ｃ／Ｎ値、或いはＢＥＲ(誤
り率)等を測定することができない。その結果、階層を切替えるタイミングが不明となり
、良好な再生・表示ができない。
【００１０】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、携帯端末、或いは自動車など
の携帯・移動体でデジタル放送を受信し蓄積装置に記録し再生する場合において、記録時
と同等の良好な再生が可能なデジタル放送受信装置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】
【００１１】
　上記目的を達成するために、同一伝送チャンネル内において２以上の映像信号又は音声
信号を異なる階層に分けて伝送するデジタル放送信号を受信し、復調する受信手段と、前
記受信手段において受信されたデジタル放送信号の受信品質を解析する解析手段と、前記
受信手段において受信した映像信号または音声信号をデータストリームとして記録し再生
する記録再生手段と、前記記録再生手段は、前記解析手段において解析された受信品質に
関する情報と、前記記録手段に記録された前記データストリームと関連付けられた管理情
報とに基づき、記録されたデータストリームに含まれる複数の階層に分けられた映像信号
又は音声信号のうちいずれかの階層の映像信号又は音声信号を再生する構成とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、デジタル放送受信装置において、記録した番組の良好な再生が可能と
なる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。本発明は、特に携帯端末
、或いは自動車などの携帯・移動体で放送番組を記録することが可能となる携帯・移動体
用記録装置内蔵デジタル放送受信装置に関するものであるが、携帯・移動体用装置および
記録装置内蔵型のデジタル放送受信装置に限られるものではなく、据え置き型や記録装置
を内蔵しないデジタル放送受信装置にも適用できる。
【００１４】
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　以下の説明において、”階層伝送”とは、同一伝送チャンネル内で２以上の映像及び／
又は音声ＥＳが伝送されており、それぞれのＥＳは異なる伝送路符号・変調化を施し伝送
されている場合をいう。
【実施例１】
【００１５】
　図１は、本発明の第一実施形態に係る記憶出力装置が適用されたデジタル放送受信装置
の構成例を示すブロック図である。
図１において、デジタル放送受信装置１は、チューナ２、伝送路復号部３、分離部(例え
ばデマルチプレクサ)４、受信品質解析部７、リスト生成部８、書き込み部１０、記録媒
体(例えばハードディスク又はメモリ又は光ディスク)１１、読み出し部１２、リスト解析
部１３、選択指示部１４、制御部(例えばＣＰＵ)９及びシステムバス部１５を備える。
また、デジタル放送受信装置１は、復号部(例えばＭＰＥＧデコーダ)５及びユーザインタ
フェース部(例えば入力装置としてキーボード又はマウス又はリモコン、出力装置として
ＣＲＴ又は液晶又はＰＤＰを利用した表示装置及びスピーカ装置)６も備える。
【００１６】
　チューナ１は、図示しない放送局からのデジタル放送ソースから、衛星・地上・ケーブ
ルなどの放送伝送網を介してデジタル放送信号を受信し、ユーザインタフェース部６のリ
モコンなどのユーザ操作部及び制御部９を介して指定されたチャンネルの周波数に選局及
び検波処理を施した後、伝送路復号部３へ出力する。
伝送路復号部３は、チューナ１からの選局及び検波処理後の信号に対してデジタル復調及
び誤り訂正処理を施した後のＭＰＥＧ２―ＴＳを、分離部４へ出力する。
一方、伝送路復号部３は、階層伝送時の階層数情報と、デジタル復調及び誤り訂正処理の
過程における受信ストリームの電界強度、Ｃ／Ｎ値、ＢＥＲ或いはエラーインジケータ情
報とを受信品質解析部７へ出力する。
【００１７】
　デジタル放送は、情報伝達にＭＰＥＧシステムで規格化されているトランスポートスト
リームが用いられているが、トランスポートストリームは１８８バイト固定長のトランス
ポートパケットで構成されている。トランスポートパケットの構成は、最初の１バイトは
同期バイトであり、次の１ビットがエラーインジケータ(誤り表示)を示している。これは
、パケット中のエラーの有無を示すものであり、誤り訂正処理において訂正不可能なエラ
ーが存在すると、伝送路復号部３においてエラーインジケータが"１"に設定される（エラ
ーがない場合は"０"）。エラーインジケータ情報とは、上記エラーインジケータの情報の
ことである。
【００１８】
　受信品質解析部７は、伝送路復号部３からの階層数情報と、電界強度、Ｃ／Ｎ値、ＢＥ
Ｒ或いはエラーインジケータ情報とを基に受信品質を判断し、その情報をリスト生成部８
へ出力する。
【００１９】
　分離部４は、ユーザインタフェース部６のリモコンなどのユーザ操作部及び制御部９を
介して指定されたチャンネルの複数のトランスポートパケットを、入力されたＭＰＥＧ２
―ＴＳから分離し、分離された複数のトランスポートパケットを書き込み部１０へ、また
、ユーザインタフェース部６のリモコンなどのユーザ操作部及び制御部９を介して指定さ
れたチャンネルの複数のトランスポートパケットから、映像と音声のＰＥＳ(Packetized 
Elementary Stream)又はＥＳ(Elementary Stream)を抽出し、復号部５へ出力する。
【００２０】
　復号部５は、分離部４からの映像及び／又は音声のＰＥＳ又はＥＳを復号し、復号され
た映像及び／又は音声はユーザインタフェース部６へ出力される。ユーザインタフェース
部６は、復号された映像及び／又は音声を出力装置である表示装置及び／又はスピーカ装
置にて表示及び／又は再生する。
リスト生成部８は、後述する書き込み部１０からの情報を基に位置情報リストを作成する
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と共に、受信品質解析部７からの受信品質情報を基に受信品質リストも作成し、書き込み
部１０へ出力する。
【００２１】
　書き込み部１０は、分離部４で分離されたトランスポートパケットを記録媒体１１に記
録する処理を行うと共に、記録媒体１１におけるリストを作成するための情報をリスト生
成部８へ出力する。また、書き込み部１０は、リスト生成部８で生成された位置情報リス
ト及び受信品質リストを記録媒体１１に記録する。
【００２２】
　位置情報リストとは、記録媒体１１のどの位置にどのような情報が記録されているかを
示す情報である。また、リストを作成するための情報とは、例えば、書き込み部１０が映
像データのトランスポートパケットを記録媒体１１に記録する場合、映像データの動画圧
縮を行うためのグループ単位であるシーケンスヘッダ及び／又はＧＯＰ(Group of Pictur
e)或いはＩ(Intra)ピクチャの位置を、記録開始時の先頭に位置するシーケンスヘッダか
らのデータの転送バイト数で示した位置情報と、各ＧＯＰ及び／又はＩピクチャの記録時
のＳＴＣ(System Time Clock)カウント値を示した時間情報などの情報のことである。
図２は、位置情報リストの具体的な例を示す。尚、位置情報リストの内容で、位置情報を
転送バイト数の代わりに転送トランスポートパケット数で示すようにしてもよい。また、
時間情報は、直前のシーケンスヘッダ或いはＧＯＰ及び／又はＩピクチャにおけるＳＴＣ
カウント数との差分値で示すようにしてもよい。
【００２３】
　位置情報リストにＰＩＤ(Packet Identifier)情報を追加してもよい。これにより、例
えば、記録媒体１１に複数の映像データが多重化されたトランスポートストリームを記録
する場合であっても、そのそれぞれの映像データの記録媒体１１上の位置を管理すること
ができるため、所望の映像データを識別できるため、効率よく特殊再生などの再生が可能
となる。
【００２４】
　受信品質リストとは、受信したデジタル放送信号を記録媒体１１に記録するとき、どの
ような受信品質であったかを示した情報と、上記書き込み部１０からのリストを作成する
ための情報である時間情報と、階層伝送時の階層数により作成されたリストである。
【００２５】
　図３は、受信品質リストの具体的な例を示す。例えば、記録しているデジタル放送信号
が、階層数が２階層であった場合、図３に示すように、受信品質を”０”弱階層受信可能
、”１”強階層受信可能、”２”弱・強階層とも受信不可の３段階で判定し、時間情報と
関連付けてリスト化される。
【００２６】
　読み出し部１２は、まず、位置情報リストと受信品質リストを記録媒体１１から読み出
し、リスト解析部１３へ出力する。
【００２７】
　リスト解析部１３は、位置情報リストを基に、所望のトランスポートパケットの記録場
所をサーチし、読み出し部１２に対して、所望のトランスポートパケットを記録媒体１１
から次々に読込みさせ、読込んだトランスポートパケットを分離部４へ出力するよう制御
する。このように位置情報リスト用いて読み出す処理を行うことで、映像データの動画圧
縮のグループ単位での検索が行えるため、効率よく特殊再生を行うことが可能となる。ま
た、通常再生や特殊再生中にストリーム中の再生時間や残りの再生時間を算出可能となり
、ユーザに対して現在の再生時間や再生番組の終了までの時間を知らせることが可能とな
る。一方、リスト解析部１３は、受信品質リストを基に現在再生している(記録媒体１１
から読込んでいる)データの受信品質を解析し、その結果である受信品質情報を選択指示
部１４へ出力する。
【００２８】
　選択指示部１４は、リスト解析部１３からの受信品質情報を基に、分離部４及び／又は
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復号部５を制御する。例えば、選択指示部１４は、リスト解析部１３からの受信品質情報
が受信品質”０”の場合には弱階層により伝送されてきたトランスポートパケットを、受
信品質が”１”の場合には強階層により伝送されてきたトランスポートパケットを分離及
び／又は復号するように分離部４及び／又は復号部５を制御する。
【００２９】
　制御部９は、デジタル放送受信装置１全体の動作を制御したり、ユーザインタフェース
部６のリモコンなどを介してユーザから種々な命令信号を受け、その命令信号に基づいて
システムバス部１５を介して接続されたブロックを制御することで、種々の処理を実行し
たりする。
【００３０】
　ここで、図４を用いて、階層伝送について説明する。図４は、放送方式として日本の地
上デジタル放送方式ＩＳＤＢ－Ｔにおいて、階層数が２階層(固定受信向け階層+携帯受信
向け階層)の場合の伝送スペクトラムを示す。階層Ｂは１２セグメント、階層Ａは１セグ
メントに割り当てられており、例えば、階層Ｂは、変調方式６４ＱＡＭ(64 Quadrature A
mplitude Modulation)、内符号の符号化率３／４が用いられており、所要Ｃ／Ｎ値は高い
が伝送容量も大きくなり受信品質良好時に受信可能である。一方、階層Ａは、変調方式Ｑ
ＰＳＫ(Quaternary Phase Shift Keying)、内符号の符号化率１／２が用いられており、
所要Ｃ／Ｎ値は低いが伝送容量も小さくなり受信品質良好時は当然ながら、受信品質が劣
化時にも受信可能である。
【００３１】
　次に、リスト生成部８の行う受信品質リスト作成処理について、図５のフローチャート
を用いて説明する。
【００３２】
　番組の記録が開始されると、受信品質解析部７は、階層伝送の総階層数が何階層である
か(ステップ１)、電界強度、Ｃ／Ｎ値、ＢＥＲ、エラーインジケータ情報(ステップ２)を
伝送路復号部３から取得する。その後、受信品質解析部７は、電界強度、Ｃ／Ｎ値、ＢＥ
Ｒ、エラーインジケータ情報から受信品質を評価する(ステップ３)。例えば、総階層数が
弱階層と協会層の２階層である場合、移動体が静止している状態など受信品質が良好で弱
階層の受信が可能となる電界強度、Ｃ／Ｎ値、ＢＥＲ、エラーインジケータ情報の時は、
受信品質”０”と評価する。また、移動体が走行を開始したり、静止状態で受信周囲環境
の変化により受信品質が劣化し、弱階層受信することが困難であるが強階層の受信が可能
となる電界強度、Ｃ／Ｎ値、ＢＥＲ、エラーインジケータ情報の時は、受信品質”１”と
評価する。さらに、トンネルの中など完全に強階層の受信が不可能となる電界強度、Ｃ／
Ｎ値、ＢＥＲ、エラーインジケータ情報の時は、受信品質”２”と評価する。さらに、受
信品質解析部７は、各ＧＯＰ及び／又はＩピクチャの記録時のＳＴＣ(System Time Clock
)カウント数を示した時間情報を取得(ステップ４)する。リスト生成部８は、受信品質解
析部７からの総階層数情報、時間情報、受信品質情報それぞれの情報を基に受信品質リス
トを作成する(ステップ５)。尚、階層伝送されていない場合には、総階層数情報は”１”
となる。
【００３３】
　以上の処理は、番組の記録が停止されるまで実施され、停止された場合には処理を終了
する(ステップ６)。
【００３４】
　次に、リスト解析部１３の行う受信品質解析処理について、図６のフローチャートを用
いて説明する。
【００３５】
　本処理が開始される前に、リスト解析部１３は、読み出し部１２から記録媒体１１に記
録されている位置情報リストを取得し、このリストを基に番組の再生が開始されている。
番組の再生が開始されると、リスト解析部１３は、読み出し部１２から記録媒体１１に記
録されている受信品質リストを取得する(ステップ７)。リスト解析部１３は、受信品質リ
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ストの階層数情報を基に、総階層数がＮの場合、受信品質がＮ－１以下か否かを評価し(
ステップ８)、受信品質がＮ－１以下の場合には、位置情報リスト内の情報、受信品質リ
スト内の時間情報及び受信品質情報を基に、現在再生している階層と現在より先の受信品
質とから階層を切替える必要があるか否かを評価する(ステップ９)。階層を切替える必要
がある場合には、位置情報リスト内の位置情報、受信品質リスト内の情報から、現在の再
生時間と階層を切替える時間とを比較し、切替える時間がくるまで比較する(ステップ１
１)。切替える時間がきた場合には、選択指示部１４は、分離部４及び／又は復号部５及
び／又はインタフェース部６を制御し階層の選択・再生・表示を行う(ステップ１２)。
【００３６】
　一方、受信品質がＮの場合には、全ての階層において再生が不可能であるので、インタ
フェース部６の表示部に記録時に受信不具合があったことをユーザに知らせるための表示
を行う(ステップ１０)。また、階層を切替える必要がない場合には、ステップ１１～１２
をパスする。以上の処理は、番組の再生が停止されるまで実施され、停止された場合には
処理を終了する(ステップ１３)。
【００３７】
　上記、ステップ１０におけるインタフェース部６の表示部に記録時に受信不具合があっ
たことをユーザに知らせるための表示は、例えば、図７に示すような表示である。図７に
おいて、インタフェース部６の表示部３０、ＯＳＤ(On-screen Display)表示によるメッ
セージ３１である。このように表示することで、ユーザに対して不快感を与えずにすむ。
【００３８】
　以上の説明において、分離部４から書き込み部１０へ出力される分離された複数のトラ
ンスポートパケットは、本装置が階層伝送されているデジタル放送を受信している場合に
は、階層サービスの全て又は一部のトランスポートパケットである。
【００３９】
　尚、記録媒体１１に記録されるトランスポートパケットは、チューナ１、伝送路復号部
３、分離部４によって分離されたものに限らず、図示しないＩＥＥＥ１３９４インターフ
ェース、無線ＬＡＮ、インターネット等を介して外部機器から入力されたトランスポート
パケットであってもよい。この場合も、受信時の受信品質リストを作成することで同様の
動作が可能となる。
【実施例２】
【００４０】
　図８は、本発明の第二実施形態に係る記憶出力装置が適用されたデジタル放送受信装置
の構成例を示すブロック図である。
【００４１】
　この実施の形態の構成は、図１に示した第一実施形態の構成に、挿入部２０、検出部２
１を追加し、さらに、受信品質解析部１６、リスト生成部１７、リスト解析部１８、選択
指示部１９を置き換えた構成となっており、この部分以外の構成は図１と同じであり、動
作も同じであるので、同一部分に同一符号を付してその説明を省略し、上記追加或いは置
き換えた挿入部２０、検出部２１、受信品質解析部１６、リスト生成部１７、リスト解析
部１８、選択指示部１９の部分の動作のみについて説明する。
【００４２】
　受信品質解析部１６は、伝送路復号部３からの階層数情報と、電界強度、Ｃ／Ｎ値、Ｂ
ＥＲ或いはエラーインジケータ情報をもとに受信品質を判断し、その情報を挿入部２０へ
出力する。
【００４３】
　分離部４は、ユーザインタフェース部６のリモコンなどのユーザ操作部及び制御部９を
介して指定されたチャンネルの複数のトランスポートパケットを、入力されたＭＰＥＧ２
―ＴＳから分離し、分離された複数のトランスポートパケットを挿入部２０へ出力する。
【００４４】
　挿入部２０は、受信品質解析部１６からの受信品質情報を基に受信品質テーブルを含む
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トランスポートパケット(以後、受信品質パケット)を作成し、分離部２２で分離されたト
ランスポートパケットに対して挿入し、書き込み部１０へ出力する。
【００４５】
　書き込み部１０は、挿入部２０からの受信品質パケットが挿入されたトランスポートパ
ケットを記録媒体１１に記録する処理を行うと共に、記録媒体１１におけるリストを作成
するための情報をリスト生成部１７へ出力する。また、書き込み部１０は、リスト生成部
１７で生成された位置情報リストを記録媒体１１に記録する。位置情報リストは、上記実
施例１で説明したものと同様のものでよい。
【００４６】
　読み出し部１２は、まず、位置情報リストを記録媒体１１から読み出し、リスト解析部
１８へ出力する。リスト解析部１８は、位置情報リストを基に、所望のトランスポートパ
ケットの記録場所をサーチし、読み出し部１２に対して、所望のトランスポートパケット
を記録媒体１１から次々に読込みさせ、読込んだトランスポートパケットを検出部２１へ
出力するよう制御する。
【００４７】
　検出部２１は、読み出し部１２からのトランスポートパケットから、受信品質パケット
を検出し、現在再生している(記録媒体１１から読込んでいる)データの記録時の受信品質
を解析し、その結果である受信品質情報を選択指示部１９へ出力する。
選択指示部１９は、リスト解析部１８からの受信品質情報を基に、分離部４及び／又は復
号部５を制御する。
【００４８】
　なお、受信品質パケットは、例えば、トランスポートパケットのアダプテーション・フ
ィールド、或いはペイロードに受信品質テーブルを作成し、そのＰＩＤ(Packet Identifi
er)は、既知のユニークな値、或いは記録時に使用されていない値(例えば0xiFFF)を使用
することで作成可能である。ＰＩＤに記録時に使用されていない値を使用する場合には、
例えば、その値を記録媒体の位置情報リストの一項目として記録させておく必要がある。
検出部２１は、受信品質パケットのＰＩＤを基に検出する。
【００４９】
　次に、挿入部２０の行う受信品質パケット挿入処理について、図９のフローチャートを
用いて説明する。番組の記録が開始されると、受信品質解析部１６は、階層伝送の総階層
数が何階層であるか(ステップ１４)、電界強度、Ｃ／Ｎ値、ＢＥＲ、エラーインジケータ
情報(ステップ１５)を伝送路復号部３から取得する。その後、受信品質解析部１６は、電
界強度、Ｃ／Ｎ値、ＢＥＲ、エラーインジケータ情報から受信品質を評価する(ステップ
１６)。例えば、総階層数が弱階層と協会層の２階層である場合、移動体が静止している
状態など受信品質が良好で弱階層の受信が可能となる電界強度、Ｃ／Ｎ値、ＢＥＲ、エラ
ーインジケータ情報の時は、受信品質”０”と評価する。また、移動体が走行を開始した
り、静止状態で受信周囲環境の変化により受信品質が劣化し、弱階層受信することが困難
であるが強階層の受信が可能となる電界強度、Ｃ／Ｎ値、ＢＥＲ、エラーインジケータ情
報の時は、受信品質”１”と評価する。さらに、トンネルの中など完全に強階層の受信が
不可能となる電界強度、Ｃ／Ｎ値、ＢＥＲ、エラーインジケータ情報の時は、受信品質”
２”と評価する。挿入部２０は、受信品質解析部１６からの総階層数情報、受信品質情報
それぞれの情報を基に受信品質パケットを作成する(ステップ１７)。尚、階層伝送されて
いない場合には、総階層数情報は”１”となる。さらに、挿入部２０は、分離部４からの
分離された複数のトランスポートパケットに、受信品質パケットが挿入可能な期間がある
か否か判断し(ステップ１８)、挿入可能な期間がある場合には、受信品質パケットを挿入
する(ステップ２０)。
【００５０】
　一方、挿入可能な期間がない場合には、ある時間(例えば、１００ｍｓｅｃ)以内にパケ
ットの挿入可能な期間があるか否か判断し(ステップ１９)、ある時間が過ぎても挿入可能
な時間がなかった場合には、ステップ２０をパスする。
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【００５１】
　以上の処理は、番組の記録が停止されるまで実施され、停止された場合には処理を終了
する(ステップ２１)。
【００５２】
　次に、検出部２１の行う受信品質パケット検出処理について、図１０のフローチャート
を用いて説明する。
本処理が開始される前に、リスト解析部１３は、読み出し部１２から記録媒体１１に記録
されている位置情報リストを取得し、このリストを基に番組の再生が開始されている。
番組の再生が開始されると、検出部２１は、読み出し部１２から記録媒体１１に記録され
ている複数のトランスポートパケットから受信品質パケットを検出する(ステップ２２)。
検出部２１は、受信品質パケットの階層数情報を基に、総階層数がＮの場合、受信品質が
Ｎ－１以下か否かを評価し(ステップ２３)、受信品質がＮ－１以下の場合には、現在再生
している階層と取得した受信品質パケットの受信品質とから階層を切替える必要があるか
否かを評価する(ステップ２４)。階層を切替える必要がある場合には、選択指示部１４は
、分離部４及び／又は復号部５及び／又はインタフェース部６を制御し階層の選択・再生
・表示を行う(ステップ２６)。
【００５３】
　一方、受信品質がＮの場合には、全ての階層において再生が不可能であるので、インタ
フェース部６の表示部に記録時に受信不具合があったことをユーザに知らせるための表示
を行う(ステップ２５)。
【００５４】
　また、階層を切替える必要がない場合には、ステップ２６をパスする。以上の処理は、
番組の再生が停止されるまで実施され、停止された場合には処理を終了する(ステップ２
７)。
【００５５】
　上記、ステップ２５におけるインタフェース部６の表示部に記録時に受信不具合があっ
たことをユーザに知らせるための表示は、例えば、図７に示すような表示である。図７に
おいて、インタフェース部６の表示部３０、ＯＳＤ表示によるメッセージ３１である。こ
のように表示することで、ユーザに対して不快感を与えずにすむ。
【００５６】
　以上の説明において、分離部４から挿入部２０へ出力される分離された複数のトランス
ポートパケットは、本装置が階層伝送されているデジタル放送を受信している場合には、
階層サービスの全て又は一部のトランスポートパケットである。
【００５７】
　尚、記録媒体１１に記録されるトランスポートパケットは、チューナ１、伝送路復号部
３、分離部４によって分離されたものに限らず、図示しないＩＥＥＥ１３９４インターフ
ェース、無線ＬＡＮ、インターネット等を介して外部機器から入力されたトランスポート
パケットであってもよい。この場合も、受信時の受信品質リストを作成することで同様の
動作が可能となる。
【００５８】
　以上、実施例１、２について説明したが、図６、図１０のフローチャートの説明におい
て、最強階層にエラーがある場合に全ての階層において再生が不可能であると説明したが
、多少の映像・音声の乱れを許容するのであれば、最強階層を再生することは問題ない。
この場合、インタフェース部６の表示部に記録時に受信不具合があったこと、再生映像・
音声が乱れることをユーザに知らせたほうがよい。例えば、図１１に示すような表示であ
る。図１１において、インタフェース部６の表示部３２、ＯＳＤ表示によるメッセージ３
３である。このように表示することで、再生中に、映像・音声が乱れてもユーザに対する
不快感を軽減できる。
【００５９】
　また、図５、図９のフローチャートの説明における受信品質の評価ステップにおいて、
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受信品質が良好(”０”)以外の場合に、記録後、ユーザにそのことを知らせることが好ま
しい。一般的に、記録媒体に記録されている番組内容を示す、記録番組リストに類する表
示は公知である。つまり、その記録番組リストには、記録媒体に記録されている番組の詳
細内容が記載されており、その内容は、記録日時、記録開始時間、番組の長さ、チャンネ
ル、記録モード、そして番組名である。これらの情報に関連付けて記録時の受信品質を表
示させた、具体的な例が図１２である。図１２において、インタフェース部６の表示部３
４、ＯＳＤ表示による記録番組リスト３５であり、受信品質”０”＝「　」、”１”＝「
×」、”２”＝「××」で左の列に表示さえている。例えば、「12/12(日) PM3:30 2h30m
 011 TS 大相撲冬場所」の番組は、記録時に受信品質が”２”になったことを意味する。
また、「12/10(金) AM6:30 1h00m 061 TS ニュース」の番組は、記録時に受信品質が”１
”になったことを意味する。このように表示することで、ユーザに対し、記録した番組を
再生する前に、記録時の受信品質を知らせることができるため、再生中に、映像・音声が
乱れてもユーザに対する不快感を軽減できる。
【００６０】
　尚、以上、実施例１、２の発明において、日本のＩＳＤＢ－Ｔ規格の階層伝送方式を例
に説明を行ったが、日本のＩＳＤＢ－Ｓ、欧州のＤＶＢ－Ｈ或いは米国、中国、その他の
国の階層伝送可能なデジタル放送規格全てに本発明の技術は対応可能である。
【００６１】
　また、上記で説明した、伝送路復号部、分離部、受信品質解析部、リスト生成部、リス
ト解析部、選択指示部、挿入部、制御部等の機能は、ソフトウエアによる処理にて実現が
可能であり、また、ハードウエアにて構成することも可能である。
【００６２】
　以上、本発明の実施形態及び変形例を説明したが、これらは本発明の説明のための例示
であって、本発明の範囲をこの実施形態及び変形例にのみ限定する趣旨ではない。本発明
は、他の種々のデジタル放送受信装置でも実施することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】蓄積装置内蔵デジタル放送受信装置の構成を示すブロック図である。(実施例１)
【図２】位置情報リストの内容の具体例を示す図である。
【図３】受信品質リストの内容の具体例を示す図である。
【図４】階層伝送について説明する図である。
【図５】リスト生成部８の行う受信品質リスト作成処理を示すフローチャートである。
【図６】リスト解析部１３の受信品質解析処理を示すフローチャートである。
【図７】受信品質”２”のときの具体的なＯＳＤ表示画面を示す図である。
【図８】蓄積装置内蔵デジタル放送受信装置の構成を示すブロック図である。(実施例２)
【図９】挿入部２０の行う受信品質パケット挿入処理を示すフローチャートである。
【図１０】検出部２１の行う受信品質パケット検出処理を示すフローチャートである。
【図１１】受信品質”２”のときの具体的なＯＳＤ表示画面を示す図である。
【図１２】記録番組リストに受信品質を付加したときの具体的なＯＳＤ表示画面を示す図
である。
【符号の説明】
【００６４】
１　デジタル放送受信装置
２　チューナ
３　伝送路復号部
４　分離部
５　復号部
６　ユーザインタフェース部
７、１６　受信品質解析部
８、１７　リスト生成部
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９　制御部
１０　書き込み部
１１　記録媒体
１２　読み出し部
１３、１８　リスト解析部
１４、１９　選択指示部
１５　システムバス部
２０　挿入部
２１　検出部
３０、３２，３４　表示部
３１、３３　ＯＳＤ表示によるメッセージ
３５　ＯＳＤ表示による記録番組リスト

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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