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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の記録装置が接続され、入力された映像データを前記複数の記録装置に対して出力
し、該出力された映像データを記録するように前記記録装置を制御する記録制御装置であ
って、
　前記複数の記録装置の各記録媒体の記録容量残量情報を記憶する手段と、
　前記記憶容量残量情報にもとづいて、前記各記録媒体の記録容量残量をスケール表示と
し、前記各記録媒体への書込み可能時間を数値表示として、前記スケール表示と前記数値
表示とを互いに対応付けて、表示手段の表示画面上に一覧表示するための表示データを生
成する生成手段と、
　前記一覧表示された表示画面上でのユーザの操作により、前記複数の記録装置から特定
の記録装置を選択する選択手段と、
　前記選択手段により選択された記録装置に対して前記映像データを出力する出力手段と
を有することを特徴とする記録制御装置。
【請求項２】
　複数の記録装置が接続され、入力された映像データを前記複数の記録装置に対して出力
し、該出力された映像データを記録するように前記記録装置を制御する記録制御方法であ
って、
　前記複数の記録装置の各記録媒体の記録容量残量情報を記憶するステップと、
　前記記憶容量残量情報にもとづいて、前記各記録媒体の記録容量残量をスケール表示と
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し、前記各記録媒体への書込み可能時間を数値表示として、前記スケール表示と前記数値
表示とを互いに対応付けて、表示手段の表示画面上に一覧表示するための表示データを生
成するステップと、
　前記一覧表示された表示画面上でのユーザの操作により、前記複数の記録装置から特定
の記録装置を選択するステップと、
　選択された記録装置に対して前記映像データを出力するステップとを有することを特徴
とする記録制御方法。
【請求項３】
　デジタルＴＶ放送に係る番組データを受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信した番組データを記録する複数の記録手段と、
　前記複数の記録手段の各記録媒体の記録容量残量をスケール表示とし、前記各記録媒体
への書込み可能時間を数値表示として、前記スケール表示と前記数値表示とを互いに対応
付けて、表示画面上に一覧表示する表示手段と、
　前記一覧表示された表示画面上でのユーザの操作により、前記複数の記録装置から特定
の記録装置を選択する選択手段と、
　前記選択手段により選択された記録手段に対して前記番組データを出力するように制御
する制御手段とを備えることを特徴とする放送受信装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は記録動作を制御する制御装置に関し、特には、デジタルＴＶ放送のデータ記録制
御に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、ビデオシステムのデジタル化が進められ、ＤＶ方式のデジタルＶＴＲや、ＨＤＤや
ＣＤ－ＲＷ等の記録媒体に画像データや音声データを記録するシステム等が知られている
。
【０００３】
また、現在行われている通信衛星（ＣＳ；Communication Satellite）を用いたデジタル
衛星ＴＶ放送や、今後予定されている放送衛星（ＢＳ；Broadcast Satellite）を用いた
デジタル衛星ＴＶ放送、地上波デジタルＴＶ放送等、放送方式においてもデジタル化が進
められている。
【０００４】
これらのデジタルTV放送においては、番組データをMPEG2等の圧縮方式で圧縮して伝送す
るため、該番組データを記録する場合、該番組データを圧縮された状態のまま記録するこ
とができ、前述の如くHDD等の記録装置に多くの番組を記録することができる。更に、デ
ジタルTV放送では多種多様の多くの番組が伝送されるため、ユーザが記録を指示する番組
の数は増加し、デジタルＴＶ放送の番組データを夫々複数の記録装置に対して記録するこ
とが考えられる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、従来の番組記録システムでは、番組データを夫々複数の記録装置に対して記録す
る際、記録媒体に記録された番組データの記録内容や記録位置、記録媒体の記録可能容量
等の記録装置の状態をユーザが明確に認識できずに番組データの記録先を指定していた。
【０００６】
このため、番組データ記録時に記録可能領域を探索するための煩雑な操作が必要であった
り、記録媒体の記録領域を効率よく使用することができなかったりした。
【０００７】
また、従来の番組記録システムでは、特に番組データを夫々複数の記録装置に対して記録
するシステムにおいて、各記録装置に様々な内容の番組データが記録されている上、複数
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のユーザで共通のシステムを使用している場合には、更に各ユーザが記録した番組データ
が混在していた。
【０００８】
そのため、番組データ再生時に、記録された番組データ中より所望の番組データを検索す
るための煩雑な操作が必要であったり、他ユーザが記録した番組データの再生・削除等の
処理が可能であったりした。
【０００９】
本発明は前述のような問題を解決する処にある。
【００１０】
本発明の更に他の目的は、番組データを夫々複数の記録装置に対して記録する際、容易な
操作で該番組データを記録するのに最適な記録領域を見つけることができ、記録媒体の記
録領域を効率よく使用可能とする処にある。
【００１１】
本発明の更に他の目的は、番組データを夫々複数の記録装置に対して再生する際、記録さ
れた番組データ中より所望の番組データを容易に検索可能とする処にある。
【００１２】
本発明の更に他の目的は、番組データが夫々複数の記録装置に記録され、複数のユーザで
共通の番組記録システムを使用する場合、番組データの再生・削除等の処理を各ユーザ毎
に行えるようにする処にある。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　本発明の記録制御装置は、複数の記録装置が接続され、入力された映像データを前記複
数の記録装置に対して出力し、該出力された映像データを記録するように前記記録装置を
制御する記録制御装置であって、
　前記複数の記録装置の各記録媒体の記録容量残量情報を記憶する手段と、
　前記記憶容量残量情報にもとづいて、前記各記録媒体の記録容量残量をスケール表示と
し、前記各記録媒体への書込み可能時間を数値表示として、前記スケール表示と前記数値
表示とを互いに対応付けて、表示手段の表示画面上に一覧表示するための表示データを生
成する生成手段と、
　前記一覧表示された表示画面上でのユーザの操作により、前記複数の記録装置から特定
の記録装置を選択する選択手段と、
　前記選択手段により選択された記録装置に対して前記映像データを出力する出力手段と
を有することを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明の記録制御方法は、複数の記録装置が接続され、入力された映像データを
前記複数の記録装置に対して出力し、該出力された映像データを記録するように前記記録
装置を制御する記録制御方法であって、
　前記複数の記録装置の各記録媒体の記録容量残量情報を記憶するステップと、
　前記記憶容量残量情報にもとづいて、前記各記録媒体の記録容量残量をスケール表示と
し、前記各記録媒体への書込み可能時間を数値表示として、前記スケール表示と前記数値
表示とを互いに対応付けて、表示手段の表示画面上に一覧表示するための表示データを生
成するステップと、
　前記一覧表示された表示画面上でのユーザの操作により、前記複数の記録装置から特定
の記録装置を選択するステップと、
　選択された記録装置に対して前記映像データを出力するステップとを有することを特徴
とする。
【００２５】
【発明の実施の形態】
以下、図面を用いて本発明の実施形態について詳細に説明する。
【００２６】
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まず、本発明の第一の実施形態について説明する。図１は本発明が適用される番組データ
記録再生システムの構成を示した図である。
【００２７】
図１において、デジタルＴＶ放送受信装置１０１は、アンテナ１０２、モニタ１０３、記
録装置Ａ１０４、記録装置Ｂ１０５と夫々IEEE1394等のバスラインで接続している。更に
、記録装置Ｂ１０５は記録装置Ｃ１０６とIEEE1394等のバスラインで接続している。ここ
で、記録装置Ａ１０４はＨＤＤ、記録装置Ｂ１０５及び記録装置Ｃ１０６はＶＴＲである
とする。
【００２８】
アンテナ１０２により受信したデジタルTV放送の番組データは、デジタルTV放送受信装置
１０１に入力され、後述の如く信号処理等を施された後、モニタ１０３、記録装置Ａ１０
４、記録装置Ｂ１０５に出力される。モニタ１０３は、入力した番組データに基づいて番
組の映像データに係る映像の表示及び番組の音声データの出力を行う。
【００２９】
一方、記録装置Ａ１０４、記録装置Ｂ１０５、記録装置Ｃ１０６は、デジタルTV放送受信
装置１０１からの指示により、入力された番組データを記録・再生する。なお、記録装置
Ｃ１０６は、記録装置Ｂ１０５と接続しているIEEE1394等のバスラインを介して番組デー
タの記録・再生等の処理を行う。
【００３０】
次に、図１のデジタルＴＶ放送受信装置１０１の構成を図２に示し、その構成を説明する
。
【００３１】
図２において、不図示のアンテナ若しくはケーブルにより受信された信号はチューナー部
２０１に入力される。チューナー部２０１は、入力された信号に対して、復調、誤り訂正
等の処理を施し、トランスポートストリームと呼ばれる形式のデジタルデータを生成する
。更に、生成したトランスポートストリーム（ＴＳ）データをデスクランブラ２０２に出
力する。
【００３２】
デスクランブラ２０２は、視聴制限の為のスクランブルがかけられているＴＳデータがチ
ューナー部２０１より入力された場合、ＴＳデータに含まれるデスクランブルの為の鍵情
報とＩＣカード制御部２１５より出力される鍵情報とに基づいて、スクランブル解除を行
い、デマルチプレクサ２０３に出力する。
【００３３】
ＩＣカード制御部２１５は、ユーザの契約情報及びＴＳデータに含まれるデスクランブル
の為の鍵情報を解く為の鍵情報が格納されているＩＣカードを含み、デスクランブラ２０
２より入力されたデスクランブルの為の鍵情報を解く為の鍵情報があった場合、その鍵情
報をデスクランブラ２０２に出力する。
【００３４】
また、デスクランブラ２０２は、チューナー部２０１よりスクランブルがかけられていな
いＴＳデータを入力した場合には、ＴＳデータをそのまま、デマルチプレクサ２０３に出
力する。
【００３５】
デマルチプレクサ２０３は、デスクランブラ２０２より入力された複数チャンネル分の映
像、音声データ、及びＥＰＧデータ等が時分割多重化されているＴＳデータの中から、操
作部２１４の操作により選択されたチャンネルにおいて現在放送中の番組に係る映像デー
タＤ１及び音声データＤ２を取り出し、それぞれをビデオデコーダ２０４、オーディオデ
コーダ２０５に出力する。ここで、操作部２１４は、本体側に設置されている操作部の他
、リモコン及び受光部を含む。
【００３６】
また、デマルチプレクサ２０３は、前述のＴＳデータよりＥＰＧ（ＥＰＧ；ElectricProg
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ram　Guide）データＤ３を取り出し、ＥＰＧデコーダ２０６及びＥＰＧメモリ２０７に出
力する。ＥＰＧメモリ２０７は、デマルチプレクサ２０３よりのＥＰＧデータＤ３を記憶
する。
【００３７】
また、ＥＰＧデータはチューナ部２０１により定期的に受信され、ＥＰＧメモリ２０７で
は常に最新のＥＰＧデータが更新される。更に、ユーザの操作部２１４の操作によるＥＰ
Ｇデータ受信指示に応じてＥＰＧデータを受信し、受信したＥＰＧデータをＥＰＧメモリ
２０７に記憶する。
【００３８】
また、ＴＳデータはパケット単位で伝送され、パケットの先頭部分には、ＰＩＤ（Packet
 Identification）が付加されている。デマルチプレクサ２０３は、このＰＩＤを読み取
ることで、映像データＤ１、音声データＤ２、ＥＰＧデータＤ３の識別を行う。
【００３９】
また、図２に示す如く、各ブロックは共通のバス２１３に接続されている。
【００４０】
まず、映像データについて説明する。ビデオデコーダ２０４は、デマルチプレクサ２０３
より入力された映像データＤ１に対して、ＭＰＥＧ２のデコード処理を施し、復号した映
像データを表示制御部２０９に出力する。
【００４１】
表示制御部２０９は、ビデオデコーダ２０４、ＥＰＧ画面構成部２０８、UI画面構成部２
１１より入力された映像データに係る映像を操作部２１４の操作に応じて画面を切り換え
たり、多重したりしてモニタ１０３に表示させるべく映像データをモニタ１０３に出力す
る。
【００４２】
ここで、UI画面構成部２１１は、操作部２１４の操作に応じて、ユーザ操作を支援する画
面等を作成し、表示制御部２０９に出力する。ＥＰＧ画面構成部２０８は後述する。
【００４３】
次に、音声データについて説明する。オーディオデコーダ２０５は、デマルチプレクサ２
０３より入力された音声データＤ２に対して、ＭＰＥＧ２のデコード処理を施し、復号し
た音声データをＤＡＣ２１０に出力する。ＤＡＣ２１０は、オーディオデコーダ２０５よ
り入力された音声データに対して、Ｄ／Ａ変換の処理を施し、モニタ１０３に出力する。
【００４４】
そして、ＥＰＧデータについて説明する。ＥＰＧを構成するのに必要なデータは、「IEC1
3818-1 MPEG2 SYSTEM」や社団法人 電波産業会（通称ＡＲＩＢ）における標準規格「ディ
ジタル放送に使用する番組陳列情報」等で規定されるデータ構造で伝送される。主要な構
成データとして、編成チャンネルの名称、放送事業者の名称など、編成チャンネルに関す
る情報を伝送するＳＤＴ（Service Description Table）、ブーケ（編成チャンネルの集
合）の名称、含まれる編成チャンネルなど、ブーケに関する情報を伝送するBAT（Bouquet
 Association Table）、番組の名称、放送開始日時、内容の説明など、番組に関する情報
を伝送するEIT（Event Information Table）、現在の日付、時刻の情報を伝送するTDT（T
ime Date Table）等が挙げられる。
【００４５】
操作部２１４において、ＥＰＧを表示させる為の操作がなされると、操作部２１４からの
ＥＰＧ表示指示はシステム制御部２１６に入力される。
【００４６】
システム制御部２１６は、操作部２１４からＥＰＧ表示指示が入力された場合に、ＥＰＧ
メモリ２０７より必要な情報を読み出し、ＥＰＧデコーダ２０６に出力する。ＥＰＧデコ
ーダ２０６は、ＥＰＧデータＤ３に対してデコード処理を施し、復号されたＥＰＧデータ
Ｄ４をＥＰＧ画面構成部２０８に出力する。
【００４７】
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ＥＰＧ画面構成部２０８は、ＥＰＧデコーダ２０６より入力したＥＰＧデータＤ４及びシ
ステム制御部２１６からの制御信号に基づいて、不図示のＥＰＧ画面を構成する為のキャ
ラクタ信号等、各種の信号を生成して、表示制御部２０９に出力する。表示制御部２０９
は、映像画面、ＥＰＧ画面等の切り換え表示をするべくモニタ１０３に映像信号を出力す
る。
【００４８】
また、システム制御部２１６は、マイクロプロセッサーを含み、チャンネル選択、電源Ｏ
Ｎ等の各種操作スイッチを有する操作部２１４の操作に応じて、チューナ部２０１、デス
クランブラ２０２、デマルチプレクサ２０３、各デコーダ部２０４～２０６、ＥＰＧ画面
構成部２０８、表示制御部２０９、ＤＡＣ２１０、ＵＩ画面構成部２１１、IEEE1394イン
ターフェース２１２等を制御する。
【００４９】
更に、システム制御部２１６は、不図示のメモリを含み、該メモリは記録装置Ａ１０４、
記録装置Ｂ１０５、及び記録装置Ｃ１０６のメモリ容量及びメモリ残量を記憶する。
【００５０】
そして、図３に操作部２１４の一部であるリモコンの構成例を示す。但し、本図は本実施
形態を説明する為に必要な機能を実現する為の操作を行うボタンのみを表すものであり、
実際の受信装置に必要な操作ボタンは、この限りではない。また、図３に示したものの他
、マウス等のポインティングデバイスを用いることも可能である。
【００５１】
図３において、３０１はリモコンとデジタル放送受信装置本体に備わる受光部との赤外線
通信を行う為の発光部、３０２は電源をＯＮ／ＯＦＦする為の電源ボタン、３０３は表示
ＥＰＧの切換設定や予約変更設定等の各動作を設定する為の項目をメニュー表示するメニ
ュー画面を表示させるメニューボタン、３０４はＥＰＧ画面を表示させる為のＥＰＧボタ
ン、３０５はタイマ予約を行うためのタイマ予約ボタン、３０６は番組録画を行うための
録画ボタン、３０７は記録装置Ａ１０４、Ｂ１０５、Ｃ１０６等に記録された番組データ
を再生するための再生ボタン、３０８は選択カーソルを上下左右に移動させる為のカーソ
ルボタン、３０９は選択カーソルによって指定されている領域選択の決定を行う為の決定
ボタン、３１０はチャンネル番号を入力する為のテンキーである。
【００５２】
次に、デジタルＴＶ放送受信装置１０１で受信した番組データを記録する際の動作につい
て説明する。
【００５３】
まず、番組視聴中に操作部２１４の録画ボタン３０６を押下した場合について説明する。
【００５４】
システム制御部２１６は、操作部２１４の録画ボタン３０６の押下に応じて、視聴中番組
の放送終了時刻と現在時刻とを比較して録画に要する録画時間を算出し、システム制御部
２１６に備えられた前述のメモリに記憶されている各記録装置のメモリ容量及びメモリ残
量を読み出し、該読み出したデータに基づき図４に示すメモリ残量表示画面を作成するべ
くUI画面構成部２１１を制御する。
【００５５】
更に、システム制御部２１６は、操作部２１４の操作によりメモリ残量表示画面において
何れかの記録装置が選択されたことに応じて、選択された記録装置のメモリ残量と番組記
録に要するメモリ容量とを比較する。容量が足りる場合は、メモリ残量表示画面の表示を
終了して選択された記録装置に録画を開始する旨を所定時間表示するべくＵＩ画面構成部
２１１及び表示制御部２０９を制御するとともに、選択された記録装置に対して視聴番組
の記録を開始する。
【００５６】
なお、記録装置に記録される番組データは、チューナ部２０１、デスクランブラ２０２、
デマルチプレクサ２０３、IEEE1394インターフェース２１２を介して選択された記録装置
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に出力される。つまり、ＴＳデータ中より記録する番組の番組データを抽出した後、デコ
ード処理を行わずに記録装置に記録する。
【００５７】
更に、各記録装置に記録する番組のタイトル名、記録日時、記録アドレス等の記録番組デ
ータをシステム制御部２１６に備えられた不図示のメモリに記憶する。
【００５８】
一方、容量が足りない場合は、番組記録に要するメモリ容量に対して選択された記録装置
のメモリ残量が足りない旨を所定時間表示し、メモリ残量表示画面を再び表示するべくＵ
Ｉ画面構成部２１１及び表示制御部２０９を制御する。
【００５９】
ここで、図４に示すメモリ残量表示画面について説明する。
【００６０】
４０１は録画しようとする番組の録画時間を示すスケール表示と録画時間の数値とを多重
して示すインジケータ、４０２は記録装置Ａ１０４のメモリ容量を全体スケールとし、書
き込み可能メモリ量（メモリ残量）と書き込み不可メモリ量とを全体のメモリ容量に対す
る割合としてスケール表示し、書き込み可能時間の数値を多重して示すインジケータであ
る。
【００６１】
ここで、システム制御部２１６は、書き込み可能メモリ量をＴＳデータの平均伝送速度（
ビットレート）で割算して書き込み可能時間を算出することとする。なお、フレーム画像
間で差分の少ないニュース番組等の番組とフレーム画像間で差分の多いサッカー中継番組
等の番組は同じ放送時間でも伝送されるデータ量が異なるため、記録番組の変更に応じて
書き込み可能時間は変化する。
【００６２】
また、高画質モードやハイライト録画モード等を備える場合は、所定の記録条件に応じて
記録するデータ量が異なり、設定モードに応じて書き込み可能時間が変化する。ここで、
前述の記録条件は、不図示の画面において設定可能であり、例えば、VTRに記録する際の
標準モードと3倍モードや、HDDに記録する際の高画質モードや標準モード等の設定に応じ
た条件である。
【００６３】
４０３は記録装置Ｂ１０５のメモリ容量を全体スケールとし、書き込み可能メモリ量と書
き込み不可メモリ量とを全体のメモリ容量に対する割合としてスケール表示し、書き込み
可能時間の数値を多重して示すインジケータ、４０４は記録装置Ｃ１０６のメモリ容量を
全体スケールとし、書き込み可能メモリ量と書き込み不可メモリ量とを全体のメモリ容量
に対する割合としてスケール表示し、書き込み可能時間の数値を多重して示すインジケー
タ、４０５は記録装置を選択するための選択カーソルである。
【００６４】
図４において、記録装置のインジケータの斜線部は書き込み可能メモリ量、白い部分は書
き込み不可メモリ量を表している。
【００６５】
即ち、記録装置Ａのインジケータ４０２は、メモリ容量の大部分が書き込み禁止であり、
録画しようとする番組の録画時間よりも書き込み可能時間が少ない状態を示し、記録装置
Ｂのインジケータ４０３は、メモリ容量の半分程が書き込み禁止であるが録画しようとす
る番組の録画時間よりも書き込み可能時間が多い状態を示し、記録装置Ｃのインジケータ
４０４は、メモリ容量のほとんどが書き込み可能領域である状態を示す。
【００６６】
次に、番組視聴中に操作部２１４のタイマ予約ボタン３０５を押下した場合について説明
する。
【００６７】
システム制御部２１６は、操作部２１４のタイマ予約ボタン３０５の押下に応じて、タイ
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マ予約する番組を選択するための不図示のタイマ予約設定画面を表示するべくＵＩ画面構
成部２１１、表示制御部２０９を制御する。更に、タイマ予約設定画面において予約番組
の放送日時やチャンネル等が入力された後、決定ボタン３０９が押下されたことに応じて
、前述の如くメモリ残量表示画面を表示するべく各部を制御する。
【００６８】
また、システム制御部２１６は、操作部２１４の操作によりメモリ残量表示画面において
何れかの記録装置が選択されたことに応じて、選択された記録装置のメモリ残量と番組記
録に要するメモリ容量とを比較する。容量が足りる場合は、メモリ残量表示画面の表示を
終了して選択された記録装置にタイマ録画を設定した旨を所定時間表示するべくＵＩ画面
構成部２１１及び表示制御部２０９を制御するとともに、設定された録画開始日時や録画
番組の番組情報等をシステム制御部２１６に備えられた不図示のメモリに出力し、録画開
始日時になったか否かの監視を開始する。
【００６９】
一方、容量が足りない場合は、番組記録に要するメモリ容量に対して選択された記録装置
のメモリ残量が足りない旨を所定時間表示し、メモリ残量表示画面を再び表示するべくＵ
Ｉ画面構成部２１１及び表示制御部２０９を制御する。
【００７０】
なお、ＥＰＧ画面表示中、ＥＰＧ画面上で所望の番組を選択カーソルにより選択し、タイ
マ予約ボタン３０５を押下することにより予約設定を行うことも可能である。また、前述
のタイマ予約設定画面において、予約番組の放送日時やチャンネル等を入力するだけでな
く、ＥＰＧ画面を表示する為の指示も可能とする。
【００７１】
次に、各記録装置に記録した番組データを再生する際の動作について説明する。
【００７２】
システム制御部２１６は、操作部２１４の操作による再生ボタン３０７の押下に応じて、
前述の如く不図示のメモリに記憶された記録番組データに基づき不図示の記録番組一覧表
示画面を表示するべくＵＩ画面構成部２１１、表示制御部２０９を制御する。
【００７３】
該記録番組一覧表示画面においては、操作部２１４の操作により各記録番組を選択決定可
能であり、システム制御部２１６は操作部２１４の操作による該記録番組の選択決定に応
じて、指定された番組が記録されている記録装置より番組データを読み出す。
【００７４】
その映像データは、IEEE1394インターフェス２１２、ビデオデコーダ２０４、表示制御部
２０９を介してモニタ１０３に出力される。
【００７５】
一方、記録装置より読み出された音声データは、IEEE1394インターフェス２１２、オーデ
ィオデコーダ２０５、DAC２１０を介してモニタ１０３に出力される。
【００７６】
この様に、本実施形態では、番組データを夫々複数の記録装置に対して記録する際、各記
録装置の記録容量及び記録可能容量をユーザに明確に認識させるようにしたので、容易な
操作で該番組データを記録するのに最適な記録装置を見つけることができ、各記録媒体の
記録領域を効率よく使用可能とする。
【００７７】
なお、本実施形態では、各記録装置のメモリ残量情報を一覧表示し、ユーザが該一覧表示
を参照して記録先の記録装置を選択決定するものであったが、記録先の記録装置を選択す
る際には、ユーザのマニュアル指定ではなく、予め記録装置の優先順位を設定しておき、
番組データを記録可能な記録装置中より優先順位の高い記録装置を自動的に選択するよう
にしてもよい。
【００７８】
なお、番組記録指定の際、選択する記録装置は一つに限ることなく、複数の記録装置を選
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択可能である。
【００７９】
なお、本実施形態では、番組記録時、ＴＳデータ中より指定された番組の番組データを抽
出して記録しているが、ＴＳデータをそのまま記録してもよい。
【００８０】
なお、本実施形態では、デジタルＴＶ放送受信装置が表示部を備えない構成としているが
、表示部を備えるデジタルＴＶ放送受信装置としてもよい。
【００８１】
なお、本実施形態では、各記録装置とデジタルＴＶ放送受信装置とが外部接続されている
が、デジタルＴＶ放送受信装置が例えばＨＤＤ等の記録装置を複数備える構成としてもよ
い。
【００８２】
次に、本発明の第二の実施形態について詳細に説明する。
【００８３】
本実施形態における番組データ記録再生システムは、第一の実施形態の番組データ記録再
生システムと同様の構成を備え、以下の点で異なる。なお、第一の実施形態と同様の構成
については、同一番号を付し、説明を省略する。
【００８４】
本実施形態が第一の実施形態と違う点は、各記録装置毎に記録する番組のジャンルを設定
可能であり、番組データ記録時に、設定されたジャンル別に記録装置を決定して番組デー
タを記録する点である。
【００８５】
まず、各記録装置のジャンルを設定するためのジャンル設定画面について説明する。ジャ
ンル設定画面は、図３におけるメニューボタン３０３を押下することにより表示されるメ
ニュー画面より表示可能である。
【００８６】
図５にジャンル設定画面の表示例を示す。５０１は記録装置Ａ１０４のジャンル設定イン
ジケータ、５０２は記録装置Ｂ１０５のジャンル設定インジケータ、５０３は記録装置Ｃ
１０６のジャンル設定インジケータ、５０４はインジケータ５０３のプルダウンメニュー
ボタンである。
【００８７】
図５において、インジケータ５０１には「その他」のジャンルが、インジケータ５０２に
は「音楽」のジャンルが、インジケータ５０３には「スポーツ」のジャンルが夫々設定さ
れている。
【００８８】
ここで、各記録装置に対するジャンル設定を変更する場合は、例えばインジケータ５０３
の変更については、プルダウンメニューボタン５０４を操作部２１４の操作により指示す
ることで、図５に示す如くプルダウンメニューが表示され、選択カーソルの選択決定によ
りジャンルを選択・設定することができる。
【００８９】
この様に設定されたジャンル情報は、システム制御部２１６に備えられた不図示のメモリ
に各記録装置に対応付けて記憶される。
【００９０】
次に、デジタルＴＶ放送受信装置１０１で受信した番組データを記録する際の動作につい
て説明する。
【００９１】
システム制御部２１６は、図３の録画ボタン３０６やタイマ予約ボタン３０５の押下によ
り操作部２１４から番組録画指示が入力されると、録画を指示された番組のジャンル情報
をＥＰＧメモリ２０７に記録されているＥＰＧデータ中より読み出す。
【００９２】
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ＥＰＧメモリより読み出した録画指示番組のジャンル情報と前述の如く不図示のメモリに
記憶された各記録装置に設定されたジャンル情報とを比較し、ジャンルの合致する記録装
置を判別する。ジャンルが合致すると判別された記録装置に対して録画開始、若しくはタ
イマ録画設定を行う。
【００９３】
例えば、図５の表示例において、録画指示された番組のジャンルが「音楽」であれば記録
装置Ｂ１０５に録画を行い、録画指示された番組のジャンルが「スポーツ」ならば記録装
置Ｃ１０６に録画を行い、それ以外のジャンルならば記録装置Ａ１０４に録画を行う。
【００９４】
なお、ジャンル設定インジケータ５０１、５０２、５０３の何れにも「その他」のジャン
ル設定がされていなく、且つ、録画指示された番組のジャンルが設定ジャンルの何れにも
該当しない場合は、システム制御部２１６はユーザにどの記録装置に録画を行うかを指示
させる為の不図示の指示画面を表示するべくＵＩ画面構成部２１１、表示制御部２０９を
制御する。そして、該指示画面において指示された記録装置に対して録画開始、若しくは
タイマ録画設定を行う。
【００９５】
また、前述の如くジャンル情報に基づいて記録装置を決定する際に、ジャンル情報が合致
すると判断された記録装置のメモリ残量をシステム制御部２１６に備えた不図示のメモリ
より読み出し、第一の実施形態で述べたように記録しようとする番組の録画時間と書き込
み可能時間とを比較する。
【００９６】
録画に充分なメモリ残量がない場合は、その旨を所定時間表示した後、図５のジャンル設
定画面を表示し、ユーザのマニュアル操作により不図示の選択カーソルを移動させて選択
決定することで、所望の記録装置を選択することができる。若しくは、ジャンル設定画面
上で記録装置のジャンル設定を変更することが可能である。
【００９７】
そして、番組データを再生する際には、各記録装置と設定ジャンルの対応表を表示する。
更に、記録した番組がどの記録装置のどこに記録されているかを検索する番組検索の際に
も、各記録装置と設定ジャンルの対応表を表示し、該番組検索において検索条件にジャン
ルが設定された場合は、検索条件として設定されたジャンルと各記録装置に設定されたジ
ャンルとを比較して検索を行う。
【００９８】
なお、記録番組の検索の際、システム制御部２１６は、前述の如くシステム制御部２１６
の不図示のメモリに記憶された記録番組データに基づいて検索条件に該当する番組の検索
処理を行う。
【００９９】
この様に、本実施形態では、番組データを夫々複数の記録装置に対して記録する際、各記
録装置毎にジャンルを設定し、ジャンル別に番組データを記録するようにしたので、番組
データ再生時に、記録された番組データ中より所望の番組データを容易に見つけることが
でき、所望の番組データの検索処理を迅速に行うことができる。
【０１００】
なお、番組記録指定の際、選択する記録装置は一つに限ることなく、複数の記録装置を選
択可能である。
【０１０１】
なお、本実施形態では、番組記録時、ＴＳデータ中より指定された番組の番組データを抽
出して記録しているが、ＴＳデータをそのまま記録してもよい。
【０１０２】
なお、本実施形態では、デジタルＴＶ放送受信装置が表示部を備えない構成としているが
、表示部を備えるデジタルＴＶ放送受信装置としてもよい。
【０１０３】
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なお、本実施形態では、各記録装置とデジタルＴＶ放送受信装置とが外部接続されている
が、デジタルＴＶ放送受信装置が例えばＨＤＤ等の記録装置を複数備える構成としてもよ
い。
【０１０４】
次に、本発明の第三の実施形態について詳細に説明する。
【０１０５】
本実施形態における番組データ記録再生システムは、第一の実施形態及び第二の実施形態
の番組データ記録再生システムと同様の構成を備え、以下の点で異なる。なお、第一の実
施形態及び第二の実施形態と同様の構成については、同一番号を付し、説明を省略する。
【０１０６】
本実施形態が第一の実施形態及び第二の実施形態と違う点は、各記録装置毎に使用するユ
ーザを設定可能であり、各記録装置に対して設定されたユーザのみ記録・再生処理の指示
を行うことができる点である。
【０１０７】
まず、各記録装置に設定されたユーザに対して記録・再生指示を許可するためのユーザ設
定画面について説明する。
【０１０８】
図６にユーザ設定画面の表示例を示す。６０１は記録装置Ａ１０４に設定されているユー
ザのユーザ名を示す領域、６０２は記録装置Ａ１０４に設定されているユーザのユーザＩ
Ｄを入力するための領域、６０３は記録装置Ｂ１０５に設定されているユーザのユーザ名
を示す領域、６０４は記録装置Ｂ１０５に設定されているユーザのユーザＩＤを入力する
ための領域、６０５は記録装置Ｃ１０６に設定されているユーザのユーザ名を示す領域、
６０６は記録装置Ｃ１０６に設定されているユーザのユーザＩＤを入力するための領域、
６０７は入力設定する記録装置を選択するための選択カーソルである。
【０１０９】
図６においては、記録装置Ａ１０４にはユーザが設定されていない状態、記録装置Ｂ１０
５にはユーザ名「パパ」が設定されている状態、記録装置Ｃ１０６にはユーザ名「ママ」
が設定されている状態を表している。
【０１１０】
図６に示す設定状態において、記録装置Ａ１０４はデジタルＴＶ放送受信装置１０１の操
作部２１４の操作により誰もが操作可能である。一方、記録装置Ｂ１０５に対しては「パ
パ」のユーザＩＤを入力することにより記録・再生等の処理が可能であり、記録装置Ｃ１
０６に対しては「ママ」のユーザＩＤを入力することにより記録・再生等の処理を行うこ
とができる。
【０１１１】
そして、ユーザ設定を変更する場合について説明する。まず、図３におけるメニューボタ
ン３０３を押下することにより表示されるメニュー画面より「ユーザ設定変更」の項目を
選択し、図６のユーザ設定画面を表示する。
【０１１２】
この様に表示されたユーザ設定画面において、操作部２１４のカーソルボタン３０８の押
下により選択カーソル６０７を移動させて決定ボタン３０９を押下することにより、設定
変更する記録装置を選択決定する。選択決定された記録装置の設定領域はハイライト表示
され、ユーザＩＤを入力可能な状態となる。
【０１１３】
該指定された記録装置において現在設定されているユーザ名に対応したユーザＩＤを入力
することにより、不図示のユーザ設定変更画面が表示され、新たなユーザ名とユーザＩＤ
を設定することができる。
【０１１４】
ここで、文字入力処理時、システム制御部２１６は、モニタ１０３に不図示の文字入力キ
ーを表示し、操作部２１４のカーソルボタン３０８及び決定ボタン３０９の操作により文
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字入力キーを選択決定することにより文字入力を行うように各部を制御する。
【０１１５】
また、設定されたユーザ名とユーザＩＤの情報は、システム制御部２１６に備えられた不
図示のメモリに各記録装置に対応付けて記憶される。
【０１１６】
次に、デジタルＴＶ放送受信装置１０１で受信した番組データを記録する際の動作につい
て説明する。
【０１１７】
システム制御部２１６は、図３の録画ボタン３０６やタイマ予約ボタン３０５の押下によ
り操作部２１４から番組録画指示が入力されると、図６に示すユーザ設定画面を表示する
べくＵＩ画面構成部２１１、表示制御部２０９を制御する。
【０１１８】
この様に表示されたユーザ設定画面において、操作部２１４のカーソルボタン３０８の押
下により選択カーソル６０７を移動させて決定ボタン３０９を押下することにより、設定
変更する記録装置を選択決定する。選択決定された記録装置の設定領域はハイライト表示
され、ユーザＩＤを入力可能な状態となる。
【０１１９】
システム制御部２１６は、操作部２１４の操作により指定された記録装置の設定ユーザに
対応したユーザＩＤが入力されたことに応じて、前述の如く不図示のメモリに記憶された
ユーザ名に応じたユーザＩＤと比較し、ユーザＩＤが合致した場合は、指定された記録装
置に対して録画開始、若しくはタイマ録画設定の許可を行う。
【０１２０】
そして、各記録装置に記録した番組データを再生する際の動作について説明する。
【０１２１】
システム制御部２１６は、図３の再生ボタン３０７の押下により操作部２１４から番組再
生指示が入力されると、図６に示すユーザ設定画面を表示するべくＵＩ画面構成部２１１
、表示制御部２０９を制御する。
【０１２２】
この様に表示されたユーザ設定画面において、番組記録時と同様にユーザ設定操作を行う
ことにより、指定された記録装置に記録された番組データの再生処理の許可を行う。
【０１２３】
また、各記録装置に記録した番組データを削除する場合においても同様に、ユーザ設定画
面を表示してユーザ設定操作を行うことにより、指定された記録装置に記録された番組デ
ータの削除処理の許可を行う。
【０１２４】
この様に、本実施形態では、番組データが夫々複数の記録装置に記録され、複数のユーザ
で共通の番組記録システムを使用する際、各記録装置毎に使用するユーザを設定可能とし
、各記録装置に対して設定されたユーザのみ記録・再生等の処理を行えるようにしたので
、他ユーザにより不本意に番組データを消去されたり不必要な番組データを記録されたり
することがなく、各ユーザ毎に記録装置を使い分けることができる。
【０１２５】
なお、本実施形態では、設定されたユーザのＩＤ認識の際、パスワードの入力により認識
を行っているが、ＩＤ認識の方法はこれに限ることなく、音声認識等で自動にＩＤ認識を
行ってもよい。
【０１２６】
なお、番組記録指定の際、選択する記録装置は一つに限ることなく、複数の記録装置を選
択可能である。
【０１２７】
なお、本実施形態では、番組記録時、ＴＳデータ中より指定された番組の番組データを抽
出して記録しているが、ＴＳデータをそのまま記録してもよい。
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【０１２８】
なお、本実施形態では、デジタルＴＶ放送受信装置が表示部を備えない構成としているが
、表示部を備えるデジタルＴＶ放送受信装置としてもよい。
【０１２９】
なお、本実施形態では、各記録装置とデジタルＴＶ放送受信装置とが外部接続されている
が、デジタルＴＶ放送受信装置が例えばＨＤＤ等の記録装置を複数備える構成としてもよ
い。
【０１３０】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、番組データを夫々複数の記録装置に対して記録す
る際、容易な操作で該番組データを記録するのに最適な記録領域を見つけることができ、
記録媒体の記録領域を効率よく使用可能とする。
【０１３１】
また、番組データを夫々複数の記録装置に対して再生する際、記録された番組データ中よ
り所望の番組データを容易に検索可能とする。
【０１３２】
更に、番組データが夫々複数の記録装置に記録され、複数のユーザで共通の番組記録シス
テムを使用する場合、番組データの再生・削除等の処理を各ユーザ毎に行うことができる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明が適用される番組記録システムの構成を示す図である。
【図２】本発明が適用される番組記録システムにおけるデジタルTV放送受信装置の構成を
示すブロック図である。
【図３】図２におけるデジタルTV放送受信装置の操作部２１４に含まれるリモコンの一例
を示す図である。
【図４】本発明の第一の実施形態におけるメモリ残量表示画面の表示例である。
【図５】本発明の第二の実施形態におけるジャンル設定画面の表示例である。
【図６】本発明の第三の実施形態におけるユーザ設定画面の表示例である。
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