
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像情報とこの映像情報の録画の可否を示すコピー情報とを含む情報が供給されて少な
くとも前記映像情報を記録媒体に記録する映像情報記録装置であって、
　決められた時間に放送される所望の映像情報を前記記録媒体に記録するために予め行っ
た録画予約の予約内容を記憶しておく録画予約手段と、
　録画予約された前記映像情報の前記コピー情報が録画禁止を示すものであるかを検出す
る検出手段と、
　録画予約された前記映像情報が 録画できなかったことを示す未録
画情報を記憶している記憶手段とを備え、
　前記検出手段によって録画予約された前記映像情報の前記コピー情報が録画禁止を示す
ものであると検出された場合には、前記記憶手段に記憶している前記未録画情報を前記記
録媒体に記録することを特徴とする映像情報記録装置。
【請求項２】
　映像情報とこの映像情報の録画の可否を示すコピー情報とを含む情報が供給されて少な
くとも前記映像情報を記録媒体に記録する映像情報記録装置であって、
　前記映像情報が供給されたときに前記映像情報の前記コピー情報が録画禁止を示すもの
であるかを検出する検出手段と、
　前記映像情報が 録画できなかったことを示す未録画情報を記憶し
ている記憶手段とを備え、
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　前記検出手段により、供給される前記映像情報の前記コピー情報が録画禁止を示すもの
であると検出された場合には、前記記憶手段に記憶している前記未録画情報を前記記録媒
体に記録することを特徴とする映像情報記録装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、デジタル放送等により送信されてくる映像情報を記録媒体に記録する映像情報
記録装置に係り、特に、所望の映像情報（番組）の録画を予約する録画予約機能を有する
映像情報記録装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、デジタル放送が注目を浴びており、特に通信衛星（ＣＳ）を使ったデジタル放送は
市場で急速な勢いで普及している。また、放送衛星（ＢＳ）や地上波を使用したデジタル
放送も数年内に開始する計画がある。
【０００３】
ところで、このようなデジタル放送においては、デジタル信号が何回コピーしても画質劣
化がほとんどないなどの理由からコピー情報を付加して放送しており、著作権者の希望に
より録画は許さないが視聴のみは許すといった番組には、コピー情報として録画不可（禁
止）を示すものを付加して放送している。そして、このように録画不可を示すコピー情報
を有する番組を受信したデジタル放送受信機では、映像信号にコピーガード信号を付加し
て出力することにより、放送時にＴＶでの視聴は可能だが、映像信号記録装置で記録再生
して番組を視聴することができないようにしている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の映像信号記録装置では、録画不可を示すコピー情報が付加された視
聴のみの番組であっても、録画のための録画予約の設定は行うことができたので、その番
組を正常に録画できないにもかかわらず、映像信号記録装置でその番組の録画を行ない、
後から再生したときに正常に再生できない（もしくは何も記録されていない）ために、予
約ミスや機器の故障などと勘違いしてしまうなどの不具合を発生させていた。
【０００５】
そこで本出願人は、特開平１１－３２２６６号「デジタル放送受信機」にて、番組が視聴
のみで録画禁止の番組であった場合に、確実に録画のための番組予約の設定を禁止するこ
とができるデジタル放送受信機を提案している。しかしながら、この方法は、予めデジタ
ル放送受信機に記憶されている番組予約のための番組表をオンスクリーン表示させながら
録画予約を行わなければならず、この番組表に録画禁止の検出可能なデータが記録されて
いなかったり、この番組表を使用せずに録画予約を行う場合などでは、録画予約が可能と
なり、予約したにもかかわらず録画できていないという前述のような不都合が生じること
があった。
【０００６】
本発明はこのような問題点に鑑みてなされたものであり、どのような方法で録画予約を行
った場合でも、予約した番組が視聴のみで録画不可である場合には、故障などではなく録
画不可のために録画できなかったことを確実に知らせることのできる映像信号記録装置を
提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するための手段として、本発明は、
　映像情報とこの映像情報の録画の可否を示すコピー情報とを含む情報が供給されて少な
くとも前記映像情報を記録媒体に記録する映像情報記録装置であって、
　決められた時間に放送される所望の映像情報を前記記録媒体に記録するために予め行っ
た録画予約の予約内容を記憶しておく録画予約手段と、
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　録画予約された前記映像情報の前記コピー情報が録画禁止を示すものであるかを検出す
る検出手段と、
　録画予約された前記映像情報が 録画できなかったことを示す未録
画情報を記憶している記憶手段とを備え、
　前記検出手段によって録画予約された前記映像情報の前記コピー情報が録画禁止を示す
ものであると検出された場合には、前記記憶手段に記憶している前記未録画情報を前記記
録媒体に記録することを特徴とする映像情報記録装置、

【００１１】
【発明の実施の形態】
デジタル放送においては、デジタル映像は何回コピーしても画質劣化がほとんどないなど
の理由から、著作権者の希望により、「視聴のみを許して録画を許さない」や「１回のみ
の録画を許す」などの管理を行うための複製世代管理システム（ＣＧＭＳ）などのコピー
情報を番組に付加して放送している。そして、デジタル放送受信機では、このコピー情報
に基づいて、映像信号にコピーガード信号を付加して出力するなどの動作を適宜選択して
行っている。
【００１２】
以下、本発明の映像信号記録装置の一実施の形態について、添付図面を参照しながら説明
する。なお、ここでは、録画予約を行う場合を中心に説明する。図１は本発明の映像信号
記録装置の一実施の形態の構成を示すブロック図、図２は本発明の映像信号記録装置の一
実施の形態の動作を示すフローチャート図、図３は本発明の映像信号記録装置での記録内
容表示の一例を示す図である。
【００１３】
録画予約手段６は、放送される番組の録画を予約し、その予約内容を記憶しておく手段で
あり、予約された番組の開始時刻・終了時刻、受信チャンネルなどを記憶しておき、図示
せぬタイマーを監視して番組の開始時刻になると（ステップ１１→Ｙ）、デジタル放送受
信機（ＳＴＢ：セットトップボックス）２を受信チャンネルに切り替える（ステップ１２
）と共に録画を開始するよう制御部５に制御信号を送信する。
【００１４】
例えば、通信衛星から１２ＧＨｚ帯で送られてきた電波はアンテナ１で受信され、ＳＴＢ
２によって、選択された受信チャンネルの信号の復調及び誤り訂正を行ってから、ＭＰＥ
Ｇ２などの規格で圧縮された映像データや音声データ及びそれら以外の付随データの分離
処理が行われる。
【００１５】
なお、このＳＴＢ２と録画予約手段６とを別体のＳＴＢ装置にして映像信号記録装置と接
続するようにしても良く、この場合は、ＳＴＢ装置内の録画予約手段６によって録画予約
がされている状態において、予約された番組の開始時刻になると（ステップ１１→Ｙ）、
録画予約手段６はＳＴＢ２を受信チャンネルに切り替える（ステップ１２）と共に映像信
号記録装置の電源を立ち上げて、ＳＴＢ装置から送信されてくる映像・音声データ（番組
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を提供しようとするものである。
　また、本発明は、
　映像情報とこの映像情報の録画の可否を示すコピー情報とを含む情報が供給されて少な
くとも前記映像情報を記録媒体に記録する映像情報記録装置であって、
　前記映像情報が供給されたときに前記映像情報の前記コピー情報が録画禁止を示すもの
であるかを検出する検出手段と、
　前記映像情報が録画禁止であるために録画できなかったことを示す未録画情報を記憶し
ている記憶手段とを備え、
　前記検出手段により、供給される前記映像情報の前記コピー情報が録画禁止を示すもの
であると検出された場合には、前記記憶手段に記憶している前記未録画情報を前記記録媒
体に記録することを特徴とする映像情報記録装置、
を提供しようとするものである。



情報）の録画を開始するよう映像信号記録装置の制御部５に制御信号を送信することにな
る（以下の動作はＳＴＢ２を含む映像信号記録装置と同じとなる）。
【００１６】
そして、映像データや音声データを含むデータは切り替え器７に供給され、付随データの
うち録画の可否を示すコピー情報は、ＣＧＭＳ検出器３に供給される。ＣＧＭＳ検出器３
では、コピー情報の内容が録画可能か否かを検出して、その結果を制御部５に出力する（
ステップ１３）。
【００１７】
制御部５は、ＣＧＭＳ検出器３から供給されるコピー情報の内容が録画可能（許可）であ
る場合には（ステップ１４→Ｙ）、切り替え器７の入力をＳＴＢ２にするよう制御して、
ＳＴＢ２の出力を記録器８に出力し、テープやディスク、ハードディスクなどの記録媒体
に記録するようにする（ステップ１５）。そして、番組の終了時刻になると（ステップ１
６→Ｙ）、録画予約手段６から制御部５に記録停止を行うよう信号を出力し、制御部５は
記録部８での記録を停止させ（ステップ１７）、録画予約を終了する。
【００１８】
一方、制御部５は、ＣＧＭＳ検出器３から供給されるコピー情報の内容が録画不可（禁止
）である場合には（ステップ１４→Ｎ）、切り替え器７の入力をメモリ（記憶手段）４に
切り替える。メモリ４には、「予約された番組が録画禁止のものであったので録画できな
かった」旨の内容（未録画情報）を表示装置で表示することができるデータ（文字のキャ
ラクタデータや静止画データなど）として記憶されており、この内容を切り替え器７を介
して記録器８に出力して記録媒体に所定時間（例えば１５秒）記録し（ステップ１８）、
録画予約を終了する。
【００１９】
このように録画予約を実行するすることにより、誤って録画禁止の番組を予約しても、再
生時に「予約された番組が録画禁止のものであったので録画できなかった」旨の表示がさ
れるので、視聴者は、機器の故障や予約操作のミスで録画されなかったのではなく、録画
禁止のために録画されなかったことを認識することができ、誤解を招くことがなくなる。
また、メモリ４に記憶しておく未録画情報は、文字コードや圧縮静止画データなどで良い
ので、極めて少ない記憶容量で済み、安価に実現することができる。
【００２０】
そして、録画不可である場合に、録画予約手段６に記憶されている録画予約に関する情報
を文字情報に変換して、制御部５を介して切り替え器７に供給し、メモリ４に記憶されて
いる未録画情報と共に記録器８で記録媒体に記録することにより、再生時には例えば図３
に示すように、どの番組が録画できなかったかを明示することができ、より一層便利であ
る。
【００２１】
以上説明したように、本実施の形態では、録画予約された番組が録画禁止であった場合に
は、未録画情報を記録媒体に記録しているので、その記録媒体を他の再生装置にて再生し
ようとした場合でも、番組が録画禁止であったので録画できなかったことが判る。
【００２２】
さらに、未録画情報を記録器８で記録媒体に記録するのではなく、メモリ（第２の記憶手
段）４に録画できなかったことを記憶しておき、番組の再生操作が行われたときに、メモ
リ４から未録画情報を出力して表示装置に表示し、番組が録画禁止であったので録画でき
なかったことが判るようにしても良い。この場合、記録媒体には何も録画されないことに
なるが、録画予約を行った再生装置で再生を行おうとした場合には、記録媒体に記録した
場合と同様に番組が録画禁止であったので録画できなかったことが判り、また、記録媒体
を無駄に使用することがないという新たな効果がある。
【００２３】
次に、本願発明の映像信号記録装置の他の実施の形態について図面を参照しながら説明す
る。図４は本願発明の他の実施の形態の構成を示すブロック図であり、図５は、録画予約
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を行うときの動作例を説明するためのフローチャート図である。
【００２４】
図４において、メモリ４ａは録画予約された番組が録画禁止であった場合に記録器８で記
録する内容が記憶されている記憶手段であり、メモリ４ｂは番組ガイドを使用して録画予
約しようとした番組が録画禁止であった場合に表示される内容が記憶されている記憶手段
であり、番組ガイドメモリ９はアンテナ１及びＳＴＢ２（又は図示しない電話回線）を介
して送られてきた番組ガイドを記憶しておく記憶手段である。そして、ＭＰＥＧデコーダ
１０は、ＭＰＥＧ圧縮された画像／音声データを復号して出力する復号手段である。そし
て、以上の構成以外は、上記にて図１～図３と共に説明した先の実施の形態と同様の構成
であるのでその説明を省略する。なお、ＳＴＢ２
このような構成の映像信号記録装置にて番組ガイドメモリ９に既に記憶されている番組ガ
イド（ＥＰＧ）を利用しながら録画予約を行うものとして、その操作手順について図５も
参照しながら説明する。なお、別体のＳＴＢ装置と映像信号記録装置と接続するようにし
た場合は、ＳＴＢ２と録画予約手段６及び番組ガイドメモリ９が別体のＳＴＢ装置に内蔵
され、映像信号記録装置には含まれないことになる。
【００２５】
まず、番組録画予約を開始する際に（ステップ２１）、番組ガイドメモリ９に既に記憶さ
れている番組ガイドを制御部５によりＴＶなどの表示装置（図示せず）に表示させ（ステ
ップ２２）、番組ガイドとして表示されている放送日時、チャンネル、番組名、番組のカ
テゴリーなどを参考にしながら、リモコンなどを操作して録画予約しようとする番組を選
択する（ステップ２３）。このとき、番組ガイドメモリ９に記憶されている番組ガイドに
各番組のコピー情報が含まれている場合には、ＣＧＭＳ検出器３によって選択した番組が
録画可能か否かを検出し、その検出結果を制御部５に出力して（ステップ２４）、録画不
可（禁止）である場合には（ステップ２４→Ｙ）、例えば図６に示すような「現在チャン
ネル＊＊で予約しようとしている番組は、録画禁止の番組です。」など、録画ができない
旨の表示を行うように映像信号を出力して（ステップ２５）、終了する。
【００２６】
そして、番組ガイドメモリ９に記憶されている番組ガイドに各番組のコピー情報が含まれ
ていない場合や、あるいはコピー情報が含まれていても選択した番組が録画可能（許可）
である場合には（ステップ２４→Ｎ）、上記のステップ２３で選択した番組を録画予約す
るように設定し（ステップ２６）、録画予約モードに移行する（ステップ２７）。録画予
約モードに移行した後は、図２に示したフローチャートの動作を行うことになる（上記の
実施の形態と同じ動作であるのでその説明は省略する）。なお、ステップ２４→Ｎとなっ
た場合に、番組ガイドメモリ９に記憶されている番組ガイドに各番組のコピー情報が含ま
れていない場合は当然ながら、録画予約した番組が録画不可（禁止）である場合があるの
で、本願発明のように、番組録画時点で録画可能か否かを判断して、録画不可の場合にそ
の旨の記録をしておくことは有用である。
【００２７】
そして、コピー情報が含まれていて選択した番組が録画可能（許可）である場合でも、番
組ガイドのデータ記録ミスや番組ガイド送信時では録画可能としていたが、実際に放送す
る時点で録画不可（禁止）に変更されることは十分にありえることである。したがって、
このような場合でも、本願発明のように、番組録画時点で録画可能か否かを判断して、録
画不可の場合にその旨の記録をしておくことは非常に有効である。
【００２８】
なお、番組ガイドを録画予約した番組が録画不可（禁止）である場合でも、表示装置に図
６のような表示を行った後に、再度録画予約を行うかどうかを操作者にうながし、それで
も録画予約したい場合には、録画予約モード（ステップ２７）に移行するようにしても良
い。この場合、録画予約した番組が録画不可（禁止）であるので、ほとんどの場合は図３
に示したような未録画情報が記録されることになるが、番組ガイドのデータ記録ミスや実
際に放送する時点で録画可能（許可）に変更された場合には、番組を録画することができ
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る。
【００２９】
そして、上記した各実施の形態では、再生操作時に映像情報としての未録画情報を表示す
るようにしているが、未録画情報は音声情報もしくは映像情報と音声情報の両方の情報と
しても良い。さらにこれらの未録画情報は、圧縮映像・音声情報としてメモリ４、４ａ、
４ｂに記憶しておいても良く、その場合には例えば、映像信号記録装置のＭＰＥＧデコー
ダ１０によって復号することで、表示装置やスピーカーへの出力が可能となる。
【００３０】
【発明の効果】
以上詳細に説明したように、本発明の映像信号記録装置は、録画予約された映像情報が録
画不可である場合には、未録画情報を記録媒体に記録するようにしたので、録画予約した
番組が録画禁止のために録画できなかった場合に、視聴者は装置の故障や予約ミスなどで
はないことを確実に知ることができ、誤解を招くことがないという効果がある。また、そ
の記録媒体を他の再生装置にて再生しようとした場合でも、番組が録画禁止であったので
録画できなかったことが容易に判る。
【００３１】
そして、映像情報記録装置内で録画できなかったことを記録しておき、番組を再生しよう
としたときに、映像情報記録装置から未録画情報を出力するように構成した場合には、記
録媒体を無駄に使用することもなく、番組が録画禁止であったので録画できなかったこと
が判るという効果がある。
【００３２】
さらに、番組ガイドなどの情報により録画の可否を決定するのではなく、録画予約された
映像情報が放送されたときに、そのコピー情報を検出して録画の可否を決定しているので
、録画可能な映像情報は確実に録画することができる。
【００３３】
そして、ＳＴＢや録画予約手段を有さない映像情報記録装置として構成した場合でも、別
体のＳＴＢ装置から実際に映像情報が供給されたときに、そのコピー情報を検出して録画
の可否を決定しているので、この場合も後から再生しようとしたときに、番組が録画禁止
であったので録画できなかったことが容易に判るという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の映像信号記録装置の一実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の映像信号記録装置の一実施の形態の動作を示すフローチャート図である
。
【図３】本発明の映像信号記録装置での記録内容表示の一例を示す図である。
【図４】本発明の映像信号記録装置の他の実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図５】本発明の映像信号記録装置の他の実施の形態の録画予約動作を示すフローチャー
ト図である。
【図６】本発明の映像信号記録装置での予約時の内容表示の一例を示す図である。
【符号の説明】
１　アンテナ
２　デジタル放送受信機（ＳＴＢ）
３　ＣＧＭＳ検出器（検出手段）
４　メモリ（記憶手段、第１の記憶手段、第２の記憶手段）
４ａ　メモリ（記録用）
４ｂ　メモリ（表示用）
５　制御部
６　録画予約手段
７　切り替え器
８　記録器
９　番組ガイドメモリ
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１０　ＭＰＥＧデコーダ

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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