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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　番組コンテンツをコンテンツ再生装置に送信するコンテンツ記録装置であって、
　互いに異なる複数のデータレートのそれぞれで前記番組コンテンツをエンコードして複
数のデータレートのそれぞれでエンコードされた番組コンテンツを生成するエンコード手
段と、
　前記複数のデータレートのそれぞれでエンコードされた番組コンテンツを格納する番組
コンテンツ記憶手段と、
　前記複数のデータレートのそれぞれでエンコードされた番組コンテンツのうちの第１の
データレートの番組コンテンツを前記コンテンツ再生装置に伝送路を介して送信し、前記
伝送路の状態に応じて変化する前記コンテンツ再生装置との間で伝送可能な、または伝送
不能なデータレートを示す結果情報を受信する送受信手段と、
　前記結果情報に基づいて伝送可能と判断された複数のデータレートを前記エンコード手
段に設定するデータレート設定手段とを備え、
　前記データレート設定手段は、前記結果情報に基づいて、前記第１のデータレートの番
組コンテンツの送信の途中で前記第１のデータレートとは異なる第２のデータレートの番
組コンテンツの送信へと切り替える、コンテンツ記録装置。
【請求項２】
　前記結果情報は、送信中の番組コンテンツが正常に再生されているか否かを示す情報で
ある、請求項１記載のコンテンツ記録装置。
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【請求項３】
　前記結果情報は、伝送可能なデータレートを示す情報である、請求項１記載のコンテン
ツ記録装置。
【請求項４】
　前記データレート設定手段は、前記結果情報に基づいて前記第１のデータレートの番組
コンテンツが伝送不可であると判断した場合に、前記第１のデータレートよりも低い前記
第２のデータレートの番組コンテンツの送信に切り替える、請求項１～３のいずれか１つ
に記載のコンテンツ記録装置。
【請求項５】
　前記データレート設定手段は、前記結果情報に基づいて前記第１のデータレートの番組
コンテンツが伝送可能であると判断した場合に、前記第１のデータレートよりも高い前記
第２のデータレートの番組コンテンツの送信に切り替える、請求項１～４のいずれか１つ
に記載のコンテンツ記録装置。
【請求項６】
　前記データレート設定手段は、送信開始時に前記複数のデータレートのうち最高のデー
タレートの番組コンテンツの送信を行う、請求項４記載のコンテンツ記録装置。
【請求項７】
　前記エンコード手段は、前記番組コンテンツの全時間長のうちの一部の時間にわたる部
分のみをエンコードする、請求項１記載のコンテンツ記録装置。
【請求項８】
　前記コンテンツ記録装置は、
　少なくとも１つの番組コンテンツについて、当該番組コンテンツをエンコードしたとき
のデータレートと、当該番組コンテンツを一意的に示す属性情報とを記憶するデータレー
ト記憶手段をさらに備え、
　前記データレート設定手段は、エンコードする番組コンテンツの属性情報と実質的に同
じ属性情報が前記データレート記憶手段に記憶されているとき、前記データレート記憶手
段に記憶された属性情報に関連付けられた複数のデータレートを前記エンコード手段に設
定する、請求項１記載のコンテンツ記録装置。
【請求項９】
　前記属性情報は、前記番組コンテンツの名前及び放送日時の少なくとも１つを含む、請
求項８記載のコンテンツ記録装置。
【請求項１０】
　番組コンテンツをコンテンツ再生装置に送信するコンテンツ記録装置において実施され
る方法であって、
　前記コンテンツ記録装置が備えるエンコード手段が、互いに異なる複数のデータレート
のそれぞれで番組コンテンツをエンコードして複数のデータレートのそれぞれでエンコー
ドされた番組コンテンツを生成するステップと、
　前記複数のデータレートのそれぞれでエンコードされた番組コンテンツを前記コンテン
ツ記録装置が備える番組コンテンツ記憶手段に格納するステップと、
　前記複数のデータレートのそれぞれでエンコードされた番組コンテンツのうちの第１の
データレートの番組コンテンツを前記コンテンツ再生装置に伝送路を介して送信するステ
ップと、
　前記伝送路の状態に応じて変化する前記コンテンツ再生装置との間で伝送可能な、また
は伝送不能なデータレートを示す結果情報を前記コンテンツ再生装置から受信するステッ
プと、
　前記結果情報に基づいて伝送可能と判断された複数のデータレートを前記エンコード手
段に設定するステップと、
　前記結果情報に基づいて、前記第１のデータレートの番組コンテンツの送信の途中で前
記第１のデータレートとは異なる第２のデータレートの番組コンテンツの送信へと切り替
えるステップとを含む方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線伝送路を介して接続されたコンテンツ記録装置及びコンテンツ再生装置
を含むコンテンツ伝送システムにおいて、ＴＶ番組や映画などの映像及び／又は音声を含
むコンテンツ（以下、「番組コンテンツ」という）を記録し、記録した番組コンテンツを
、無線伝送路を介してコンテンツ再生装置に送信するコンテンツ記録装置に関する。本発
明はまた、そのようなコンテンツ記録装置に係るコンテンツ記録方法に関し、さらに、そ
のようなコンテンツ記録装置を含むコンテンツ伝送システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネット、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）などのネットワー
クを介したデータ通信の普及に伴い、家庭内においても、家電機器やコンピュータ、その
他の周辺機器をネットワークを介して接続して機器間通信を実現したホームネットワーク
が多く利用されてきている。ホームネットワークは、ネットワークを介して接続された機
器間でコンテンツを送受信することを可能とし、ユーザに利便性及び快適性を提供するも
のである。また、機器間を接続する方法として、設置場所の自由性や接続する機器間の配
線を無くすことができるという観点で、無線接続の機能を搭載したネットワーク機器が、
今後、ますます普及することが予測される。
【０００３】
　無線接続を含むホームネットワークの例として、ＴＶチューナなどのコンテンツ受信手
段及びハードディスクドライブ（ＨＤＤ）などのコンテンツ記憶手段を有するコンテンツ
記録装置と、デジタルＴＶやパーソナルコンピュータ（ＰＣ）などのコンテンツ再生手段
を有するコンテンツ再生装置とを、無線伝送路を介して接続したコンテンツ伝送システム
がある。このようなコンテンツ伝送システムによれば、コンテンツ記録装置は、そのハー
ドディスクドライブに格納した番組コンテンツを、無線伝送路を介してコンテンツ再生装
置に送信し、コンテンツ再生装置は番組コンテンツを受信しながら再生し、これにより、
番組コンテンツのいわゆるタイムシフト再生が可能となる。
【０００４】
　コンテンツ記録装置からコンテンツ再生装置に無線伝送路を介して番組コンテンツを送
信するとき、無線の特性により、装置間の距離が遠い場合や装置の設置場所の環境により
伝送帯域が不足し、コンテンツ再生装置が番組コンテンツの映像及び／又は音声を正常に
再生できないという問題が発生する。
【０００５】
　この問題に対処するために、例えば特許文献１は、コンテンツ記録装置及びコンテンツ
再生装置の双方に映像記録装置を備え、再生する映像コンテンツをコンテンツ再生装置の
映像記憶装置に予め格納しておく方法や、再生する映像コンテンツを送信するために十分
な伝送レートを算出し、そのレートで映像コンテンツをダウンコンバートして送信する方
法を提案している。
【０００６】
　図１５は、従来のコンテンツ伝送システムの構成を示すブロック図である。図１５のコ
ンテンツ伝送システムは、無線伝送路１０３を介して互いに接続されたコンテンツ記録装
置１０１及びコンテンツ再生装置１０２を備え、コンテンツ記録装置１０１は、他の装置
（図示せず）から取得した番組コンテンツを録画するとともにコンテンツ再生装置１０２
に無線伝送路１０３を介して送信し、コンテンツ再生装置１０２は、コンテンツ記録装置
１０１から番組コンテンツを受信して再生する。
【０００７】
　コンテンツ記録装置１０１において、コンテンツ受信装置１１１は、ＭＰＥＧ２などの
フォーマットを有する、例えばＴＶ放送などの番組コンテンツを受信する。次いで、ダウ
ンコンバート装置１１２は、コンテンツ記録装置１０１及びコンテンツ再生装置１０２の
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間の無線伝送路１０３の伝送レートを算出し、その伝送レートで、コンテンツ受信装置１
１１で受信した番組コンテンツをエンコード（ダウンコンバート）する。ダウンコンバー
ト装置１１２でエンコードされた番組コンテンツは、ＨＤＤ１１３に格納されるとともに
、無線送受信装置１１４により無線伝送路１０３を介してコンテンツ再生装置１０２に送
信される。
【０００８】
　コンテンツ再生装置１０２において、無線送受信装置１２１は、コンテンツ記録装置１
０１から無線伝送路１０３を介して番組コンテンツを受信する。デコード装置１２２は、
無線送受信装置１２１で受信した番組コンテンツを再生のために処理し、処理された番組
コンテンツをディスプレイ１２３及びスピーカ１２４により再生する。
【０００９】
　図１５のコンテンツ伝送システムでは、ダウンコンバート装置１１２でエンコードされ
た番組コンテンツのデータレートが無線伝送路１０３の伝送レートを超える場合には、コ
ンテンツ記録装置１０１は、データレートが伝送レートを超えないように、ＨＤＤ１１３
に格納された番組コンテンツをダウンコンバート装置１１２により再エンコードし、この
再エンコードされた番組コンテンツをコンテンツ再生装置１０２に送信する。これにより
、無線伝送路１０３の帯域が不足することなく、コンテンツ再生装置１０２は番組コンテ
ンツを正常に再生することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００３－１６９２９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、図１５のコンテンツ伝送システムでは、エンコードされた番組コンテン
ツのデータレートが無線伝送路１０３の伝送レートを超える場合に、ＨＤＤ１１３に格納
された番組コンテンツを再エンコードするための時間が必要になる。従って、コンテンツ
記録装置１０１が所定の伝送レートで番組コンテンツをエンコードしてＨＤＤ１１３に格
納する間、エンコードされた番組コンテンツをコンテンツ再生装置１０２でリアルタイム
に再生しようとする場合、番組コンテンツの再エンコードが必要な状況が発生すると、番
組コンテンツのリアルタイム再生が中断されてしまう。
【００１２】
　本発明の目的は、以上の課題を解決し、番組コンテンツを記録しながら、記録した番組
コンテンツを無線伝送路を介してコンテンツ再生装置に送信し、コンテンツ再生装置でリ
アルタイムに再生させることができるコンテンツ記録装置を提供することにある。本発明
の目的はまた、そのようなコンテンツ記録装置に係るコンテンツ記録方法、及び、そのよ
うなコンテンツ記録装置を含むコンテンツ伝送システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の第１の態様に係るコンテンツ記録装置によれば、
　無線伝送路を介してコンテンツ再生装置に接続されたコンテンツ記録装置において、上
記コンテンツ記録装置は、
　番組コンテンツを所定のデータレートでエンコードするエンコード手段と、
　上記エンコードされた番組コンテンツを格納する番組コンテンツ記憶手段と、
　上記エンコードされた番組コンテンツを上記コンテンツ再生装置に送信する無線送受信
手段と、
　上記番組コンテンツをエンコードするデータレートを記憶するデータレート記憶手段と
、
　上記データレート記憶手段に記憶されたデータレートを上記エンコード手段に設定する
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データレート設定手段とを備え、
　上記無線送受信手段は、上記コンテンツ再生装置に送信した上記番組コンテンツが上記
コンテンツ再生装置で正常に再生されたか否かを示す結果情報を、上記コンテンツ再生装
置から受信し、
　上記データレート設定手段は、上記結果情報に基づいて、上記番組コンテンツをエンコ
ードするデータレートを決定して上記データレート記憶手段に記憶することを特徴とする
。
【００１４】
　上記コンテンツ記録装置において、上記データレート設定手段は、上記番組コンテンツ
が正常に再生されなかったことを示す結果情報を受信したとき、上記データレートを下げ
るように決定して上記データレート記憶手段に記憶することを特徴とする。
【００１５】
　上記コンテンツ記録装置において、上記データレート設定手段は、上記番組コンテンツ
が正常に再生されたことを示す結果情報を受信したとき、上記データレートを上げるよう
に決定して上記データレート記憶手段に記憶することを特徴とする。
【００１６】
　上記コンテンツ記録装置において、
　上記データレート記憶手段は、複数のデータレートを記憶し、
　上記エンコード手段は、上記番組コンテンツを上記複数のデータレートでそれぞれエン
コードし、
　上記無線送受信手段は、上記複数のデータレートでそれぞれエンコードされた複数の番
組コンテンツを上記コンテンツ再生装置に送信し、上記コンテンツ再生装置に送信した上
記複数の番組コンテンツのそれぞれが上記コンテンツ再生装置で正常に再生されたか否か
を示す結果情報を、上記コンテンツ再生装置から受信し、
　上記データレート設定手段は、上記複数のデータレートのそれぞれに関連付けて上記結
果情報を上記データレート記憶手段に記憶することを特徴とする。
【００１７】
　上記コンテンツ記録装置において、上記エンコード手段は、上記複数のデータレートの
うち、上記番組コンテンツが正常に再生されたことを示す結果情報に関連付けられたすべ
てのデータレートで、上記番組コンテンツをそれぞれエンコードすることを特徴とする。
【００１８】
　上記コンテンツ記録装置において、上記エンコード手段は、上記複数のデータレートの
うち、上記番組コンテンツが正常に再生されたことを示す結果情報に関連付けられた最高
のデータレートで、上記番組コンテンツをエンコードすることを特徴とする。
【００１９】
　上記コンテンツ記録装置において、上記複数のデータレートのいずれかに関連付けられ
た結果情報が上記データレート記憶手段に記憶されていないとき、上記エンコード手段は
、上記番組コンテンツの全時間長のうちの一部の時間にわたる部分のみをエンコードする
ことを特徴とする。
【００２０】
　上記コンテンツ記録装置において、
　上記データレート記憶手段は、上記コンテンツ再生装置で正常に再生された少なくとも
１つの番組コンテンツのそれぞれに係る、当該番組コンテンツをエンコードしたときのデ
ータレートと、当該番組コンテンツを一意的に示す属性情報とを記憶し、
　上記データレート設定手段は、エンコードする番組コンテンツの属性情報と実質的に同
じ属性情報が上記データレート記憶手段に記憶されているとき、上記データレート記憶手
段に記憶された属性情報に関連付けられたデータレートを上記エンコード手段に設定する
ことを特徴とする。
【００２１】
　上記コンテンツ記録装置において、上記属性情報は、上記番組コンテンツの名前及び放
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送日時の少なくとも１つを含むことを特徴とする。
【００２２】
　本発明の第２の態様に係るコンテンツ記録方法によれば、
　無線伝送路を介してコンテンツ再生装置に接続されたコンテンツ記録装置のためのコン
テンツ記録方法において、上記コンテンツ記録装置は、エンコード手段、番組コンテンツ
記憶手段、及びデータレート記憶手段を備え、
　上記コンテンツ記録方法は、
　上記データレート記憶手段に記憶されたデータレートを上記エンコード手段に設定する
ステップと、
　上記エンコード手段により、上記設定されたデータレートで番組コンテンツをエンコー
ドするステップと、
　上記エンコードされた番組コンテンツを上記番組コンテンツ記憶手段に格納するステッ
プと、
　上記エンコードされた番組コンテンツを上記コンテンツ再生装置に無線送信するステッ
プと、
　上記コンテンツ再生装置に送信した上記番組コンテンツが上記コンテンツ再生装置で正
常に再生されたか否かを示す結果情報を、上記コンテンツ再生装置から無線受信するステ
ップと、
　上記結果情報に基づいて、上記番組コンテンツをエンコードするデータレートを決定し
て上記データレート記憶手段に記憶するステップとを含むことを特徴とする。
【００２３】
　上記コンテンツ記録方法において、上記記憶するステップは、上記番組コンテンツが正
常に再生されなかったことを示す結果情報を受信したとき、上記データレートを下げるよ
うに決定して上記データレート記憶手段に記憶することを含むことを特徴とする。
【００２４】
　上記コンテンツ記録方法において、上記記憶するステップは、上記番組コンテンツが正
常に再生されたことを示す結果情報を受信したとき、上記データレートを上げるように決
定して上記データレート記憶手段に記憶することを含むことを特徴とする。
【００２５】
　上記コンテンツ記録方法において、
　上記データレート記憶手段は、複数のデータレートを記憶し、
　上記コンテンツ記録方法は、
　上記エンコード手段により、上記番組コンテンツを上記複数のデータレートでそれぞれ
エンコードするステップと、
　上記複数のデータレートでそれぞれエンコードされた複数の番組コンテンツを上記コン
テンツ再生装置に無線送信するステップと、
　上記コンテンツ再生装置に送信した上記複数の番組コンテンツのそれぞれが上記コンテ
ンツ再生装置で正常に再生されたか否かを示す結果情報を、上記コンテンツ再生装置から
無線受信するステップと、
　上記複数のデータレートのそれぞれに関連付けて上記結果情報を上記データレート記憶
手段に記憶するステップとを含むことを特徴とする。
【００２６】
　上記コンテンツ記録方法において、上記エンコード手段により、上記複数のデータレー
トのうち、上記番組コンテンツが正常に再生されたことを示す結果情報に関連付けられた
すべてのデータレートで、上記番組コンテンツをそれぞれエンコードするステップを含む
ことを特徴とする。
【００２７】
　上記コンテンツ記録方法において、上記エンコード手段により、上記複数のデータレー
トのうち、上記番組コンテンツが正常に再生されたことを示す結果情報に関連付けられた
最高のデータレートで、上記番組コンテンツをエンコードするステップを含むことを特徴
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とする。
【００２８】
　上記コンテンツ記録方法において、上記エンコードするステップは、上記複数のデータ
レートのいずれかに関連付けられた結果情報が上記データレート記憶手段に記憶されてい
ないとき、上記エンコード手段により、上記番組コンテンツの全時間長のうちの一部の時
間にわたる部分のみをエンコードすることを特徴とする。
【００２９】
　上記コンテンツ記録方法において、
　上記データレート記憶手段は、上記コンテンツ再生装置で正常に再生された少なくとも
１０つの番組コンテンツのそれぞれに係る、当該番組コンテンツをエンコードしたときの
データレートと、当該番組コンテンツを一意的に示す属性情報とを記憶し、
　上記コンテンツ記録方法は、エンコードする番組コンテンツの属性情報と実質的に同じ
属性情報が上記データレート記憶手段に記憶されているとき、上記データレート記憶手段
に記憶された属性情報に関連付けられたデータレートを上記エンコード手段に設定するス
テップを含むことを特徴とする。
【００３０】
　上記コンテンツ記録方法において、上記属性情報は、上記番組コンテンツの名前及び放
送日時の少なくとも１つを含むことを特徴とする。
【００３１】
　本発明の第３の態様に係るコンテンツ伝送システムによれば、
　無線伝送路を介して互いに接続された、第１の態様に係るコンテンツ記録装置と、コン
テンツ再生装置とを含むコンテンツ伝送システムにおいて、
　上記コンテンツ再生装置は、
　上記コンテンツ記録装置から上記エンコードされた番組コンテンツを受信する無線送受
信手段と、
　上記エンコードされた番組コンテンツを再生のためにデコードするデコード手段と、
　上記コンテンツ記録装置から受信した上記番組コンテンツが上記コンテンツ再生装置で
正常に再生されたか否かを示す結果情報を生成する検証手段とを含み、
　上記無線送受信手段は、上記結果情報を上記コンテンツ記録装置に送信することを特徴
とする。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明によれば、番組コンテンツをエンコードするデータレートが無線伝送路の伝送レ
ートを超えることなく、番組コンテンツの再エンコードが必要になることが防止される。
従って、番組コンテンツを記録しながら、記録した番組コンテンツを無線伝送路を介して
コンテンツ再生装置に送信し、コンテンツ再生装置でリアルタイムに再生させることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るコンテンツ伝送システムの構成を示すブロック図
である。
【図２】図１のコンテンツ記録装置１によって実行される番組コンテンツ送信処理を示す
フローチャートである。
【図３】図１のコンテンツ再生装置２によって実行される番組コンテンツ受信処理を示す
フローチャートである。
【図４】本発明の第２の実施形態に係るコンテンツ伝送システムのコンテンツ記録装置１
によって実行される番組コンテンツ送信処理を示すフローチャートである。
【図５】本発明の第３の実施形態に係るコンテンツ伝送システムのコンテンツ記録装置１
によって実行される利用可能データレート決定及び番組コンテンツ送信処理を示すフロー
チャートである。
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【図６】図５の利用可能データレート決定処理Ｓ３３のサブルーチンを示すフローチャー
トである。
【図７】本発明の第３の実施形態に係るコンテンツ伝送システムにおいて、コンテンツ記
録装置１のデータレートメモリ１６に保持されたデータレートテーブルが空きの状態を示
す図である。
【図８】本発明の第３の実施形態に係るコンテンツ伝送システムにおいて、コンテンツ記
録装置１のデータレートメモリ１６に保持されたデータレートテーブルに利用可否情報が
書き込まれた状態を示す図である。
【図９】図５の番組コンテンツ送信処理Ｓ３４のサブルーチンを示すフローチャートであ
る。
【図１０】本発明の第３の実施形態の変形例に係るコンテンツ伝送システムのコンテンツ
記録装置１によって実行される番組コンテンツ送信処理Ｓ３４のサブルーチンを示すフロ
ーチャートである。
【図１１】本発明の第４の実施形態に係るコンテンツ伝送システムの構成を示すブロック
図である。
【図１２】図１１のコンテンツ記録装置１Ａによって実行される番組コンテンツ送信処理
を示すフローチャートである。
【図１３】図１１のデータレートメモリ１６Ａに保持されたデータレートテーブルの第１
の状態を示す図である。
【図１４】図１１のデータレートメモリ１６Ａに保持されたデータレートテーブルの第２
の状態を示す図である。
【図１５】従来のコンテンツ伝送システムの構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。各図面において、同
様の構成要素には同じ符号を付与している。
【００３５】
第１の実施形態．
　図１は、本発明の第１の実施形態に係るコンテンツ伝送システムの構成を示すブロック
図である。図１のコンテンツ伝送システムは、無線伝送路３を介して互いに接続されたコ
ンテンツ記録装置１及びコンテンツ再生装置２を備え、コンテンツ記録装置１は、他の装
置（図示せず）から取得した番組コンテンツを録画するとともにコンテンツ再生装置２に
無線伝送路３を介して送信し、コンテンツ再生装置２は、コンテンツ記録装置１から番組
コンテンツを受信して再生する。
【００３６】
　コンテンツ記録装置１は、コンテンツ受信装置１１、エンコード装置１２、ＨＤＤ１３
、無線送受信装置１４、データレート設定装置１５、及びデータレートメモリ１６を備え
る。コンテンツ記録装置１は、例えば、ＴＶチューナ及びハードディスクドライブを有し
、さらにオプションとしてＢＤ又はＤＶＤなどのリムーバブルメディアのドライブを有す
るハードディスクレコーダ、ＢＤレコーダ、又はＤＶＤレコーダなどである。
【００３７】
　コンテンツ受信装置１１は、ＴＶ放送やＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）
放送などの番組コンテンツを受信する。コンテンツ受信装置１１は、受信された番組コン
テンツをエンコード装置１２に送る。
【００３８】
　エンコード装置１２には、データレート設定装置１５によって所定のデータレートが設
定されている。エンコード装置１２は、コンテンツ受信装置１１より番組コンテンツが入
力されると、入力された番組コンテンツを、設定されたデータレートでエンコードして、
エンコードされた番組コンテンツをＨＤＤ１３に格納（録画）するとともに、無線送受信
装置１４に送る。
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【００３９】
　ＨＤＤ１３は、エンコード装置１２によりエンコードされた番組コンテンツを格納する
。ＨＤＤ１３は、例えば、フラッシュメモリなどの他の記録装置であってもよい。
【００４０】
　無線送受信装置１４は、エンコード装置１２によりエンコードされた番組コンテンツ、
又は、エンコード装置１２によりエンコードされてＨＤＤ１３に格納された番組コンテン
ツを、無線伝送路３を介してコンテンツ再生装置２に送信する。無線送受信装置１４は、
さらに、コンテンツ再生装置２に送信した番組コンテンツがコンテンツ再生装置２で正常
に再生されたか否かを示す結果情報（後述）を、コンテンツ再生装置２から受信する。無
線送受信装置１４は、例えば、無線ＬＡＮやＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）などの無線
技術に基づくデバイスで構成される。
【００４１】
　データレートメモリ１６は、番組コンテンツをエンコードするデータレートを記憶する
。データレート設定装置１５は、コンテンツ再生装置２から受信した結果情報に基づいて
、番組コンテンツをエンコードするデータレートを決定してデータレートメモリ１６に記
憶し、さらに、データレートメモリ１６に記憶されたデータレートをエンコード装置１２
に設定する。
【００４２】
　本実施形態において、データレートメモリ１６には、データレートの初期値が予め記憶
されている。なお、データレートの初期値は、コンテンツ受信装置１１で受信された元の
番組コンテンツのデータレートであってもよく、元のデータレートに近い所定のデータレ
ート（又は、エンコード装置１２が利用可能なデータレートの最大値）であってもよく、
又は、エンコード装置１２が利用可能なデータレートの最小値であってもよい。また、デ
ータレートメモリ１６が複数のデータレートを保持し、データレート設定装置１５は、そ
れら複数のデータレートのうちの１つを選択してもよい。また、データレートは、コンテ
ンツ記録装置１とコンテンツ再生装置２との位置関係に応じた値を有してもよい。例えば
、コンテンツ記録装置１及びコンテンツ再生装置２の間の距離が遠いときは、距離が近い
ときよりも伝送帯域が不足するので、距離が遠いときに用いるデータレートは、距離が近
いときに用いるデータレートよりも低くする。
【００４３】
　本実施形態において、データレートメモリ１６は、コンテンツ再生装置２に送信した番
組コンテンツがコンテンツ再生装置２で正常に再生されたことを示す結果情報に関連付け
られた１つのデータレートを記憶する。
【００４４】
　コンテンツ再生装置２は、無線送受信装置２１、デコード装置２２、受信データ検証装
置２３、ディスプレイ２４、及びスピーカ２５を備える。コンテンツ再生装置２は、例え
ば、デジタルＴＶやＰＣなどである。また、コンテンツ再生装置２は、メモリ又は他の記
憶装置（図示せず）を備え、そこにコンテンツ記録装置１から受信した番組コンテンツを
記録してもよい。
【００４５】
　無線送受信装置２１は、コンテンツ記録装置１から無線伝送路３を介して送信された番
組コンテンツを受信し、デコード装置２２に送る。無線送受信装置２１は、例えば、無線
ＬＡＮやＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）などの無線技術に基づくデバイスで構成される
。
【００４６】
　デコード装置２２は、無線送受信装置２１で受信された番組コンテンツを再生のために
デコードして、デコードされた番組コンテンツ（すなわち、番組コンテンツの映像及び音
声）をディスプレイ２４及びスピーカ２５に出力するとともに、番組コンテンツが中断な
く正常にデコードされたか否かを示すデコード情報を受信データ検証装置２３に送る。
【００４７】
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　受信データ検証装置２３は、デコード装置２２から入力されたデコード情報に基づいて
、コンテンツ記録装置１から受信した番組コンテンツがコンテンツ再生装置２で正常に再
生されたか否かを示す結果情報を生成し、この結果情報を、無線送受信装置２１により無
線伝送路３を介してコンテンツ記録装置１に送信する。結果情報として、例えば、正常に
再生できた場合は、ＡＣＫ（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）メッセージを使用し、正
常に再生できなかった場合は、ＮＡＣＫ（Ｎｏｔ　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）メ
ッセージを使用してもよい。また、正常に再生できた場合は、再生された番組コンテンツ
をエンコードしたときのデータレートを、結果情報として使用してもよい。なお、本実施
形態では、受信データ検証装置２３からコンテンツ記録装置１へ結果情報を通知するため
に無線伝送路３を介して行っているが、無線伝送路３とは別の伝送路を用いてもよい。
【００４８】
　ディスプレイ２４及びスピーカ２５は、デコード装置２２が再生した番組コンテンツを
出力する。なお、本実施形態では、ディスプレイ２４及びスピーカ２５は、コンテンツ再
生装置２の一構成要素としているが、コンテンツ再生装置２の外部に接続されたディスプ
レイ及びスピーカなどの出力装置であってもよい。
【００４９】
　以下、図２及び図３を参照して、図１のコンテンツ伝送システムの動作を説明する。図
２は、図１のコンテンツ記録装置１によって実行される番組コンテンツ送信処理を示すフ
ローチャートである。図３は、図１のコンテンツ再生装置２によって実行される番組コン
テンツ受信処理を示すフローチャートである。
【００５０】
　まず、図２のステップＳ１において、コンテンツ記録装置１のデータレート設定装置１
５は、データレートメモリ１６に記憶されたデータレートの初期値をエンコード装置１２
に設定する。本実施形態では、データレートの初期値は、エンコード装置１２が利用可能
なデータレートの最大値（又は、利用可能なデータレートのうちの比較的高い値）である
とする。ステップＳ２において、コンテンツ受信装置１１がＴＶ放送やＩＰ放送などの番
組コンテンツを受信すると、ステップＳ３に進む。ステップＳ３において、エンコード装
置１２は、コンテンツ受信装置１１が受信した番組コンテンツを、データレート設定装置
１５が設定したデータレートでエンコードし、エンコードされた番組コンテンツをＨＤＤ
１３に格納するとともに、無線送受信装置１４に送る。ステップＳ４において、無線送受
信装置１４は、エンコード装置１２によりエンコードされた番組コンテンツ、又は、エン
コード装置１２によりエンコードされてＨＤＤ１３に格納された番組コンテンツを、無線
伝送路３を介してコンテンツ再生装置２に送信する。
【００５１】
　次に、図３のステップＳ１１において、コンテンツ再生装置２の無線送受信装置２１は
、コンテンツ記録装置１から無線伝送路３を介して送信された番組コンテンツを受信する
。ステップＳ１２において、デコード装置２２は、無線送受信装置２１で受信した番組コ
ンテンツを再生のためにデコードして、番組コンテンツが正常にデコードされたか否かを
示すデコード情報を受信データ検証装置２３に送る。番組コンテンツが正常にデコードさ
れたときは、ステップＳ１３において、デコード装置２２は、デコードされた番組コンテ
ンツをディスプレイ２４及びスピーカ２５に出力して番組コンテンツを再生し、次いでス
テップＳ１４において、受信データ検証装置２３は、番組コンテンツが正常に再生された
ことを示す結果情報を、無線送受信装置２１により無線伝送路３を介してコンテンツ記録
装置１に通知する。一方、番組コンテンツが正常にデコードされなかったときは、ステッ
プＳ１５において、受信データ検証装置２３は、番組コンテンツが正常に再生されなかっ
たことを示す結果情報を、無線送受信装置２１により無線伝送路３を介してコンテンツ記
録装置１に通知する。
【００５２】
　コンテンツ記録装置１の無線送受信装置１４は、コンテンツ再生装置２から無線伝送路
３を介して結果情報を受信し、データレート設定装置１５に送る。図２のステップＳ５に
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おいて、データレート設定装置１５は、番組コンテンツが正常に再生されたことを示す結
果情報を受信したとき、ステップＳ２に戻り、一方、番組コンテンツが正常に再生されな
かったことを示す結果情報を受信したとき、ステップＳ６に進み、データレートを下げる
ように決定し、この新たなデータレートをデータレートメモリ１６に記憶し、その後、ス
テップＳ２に戻る。データレート設定装置１５は、ステップＳ６において、データレート
を現在の値から所定量にわたって低下させてもよく、又は、複数のデータレートを保持し
ている場合は、現在のデータレートより低いデータレートを選択してもよい。ステップＳ
２～Ｓ６は、番組コンテンツが正常に再生されたことを示す結果情報をコンテンツ再生装
置２から受信するまで繰り返される。
【００５３】
　図２及び図３の処理は、例えば、コンテンツ受信装置１１で受信される番組コンテンツ
毎に実行される。この場合、エンコード装置１２は、番組コンテンツ毎に、データレート
設定装置１５によって設定された所定のデータレートでエンコードし、データレート設定
装置１５は、コンテンツ再生装置２から受信した結果情報に基づいて、次の番組コンテン
ツをエンコードするデータレートを決定する。
【００５４】
　エンコード装置１２は、データレート設定装置１５により新たなデータレートが設定さ
れると、コンテンツ受信装置１１から入力された番組コンテンツを新たなデータレートで
再エンコードして、再エンコードされた番組コンテンツをＨＤＤ１３に格納するとともに
、無線送受信装置１４に送る。この場合、コンテンツ再生装置２で再生できなかったデー
タレートでエンコードされてＨＤＤ１３に格納された番組コンテンツは、ＨＤＤ１３から
削除されてもよく、又は、新たに格納される番組コンテンツにより上書きされてもよい。
【００５５】
　以上に説明したように、第１の実施形態のコンテンツ伝送システムによれば、番組コン
テンツをエンコードするデータレートが無線伝送路の伝送レートを超えることなく、番組
コンテンツの再エンコードが必要になることが防止される。従って、番組コンテンツを記
録しながら、記録した番組コンテンツを無線伝送路を介してコンテンツ再生装置に送信し
、コンテンツ再生装置でリアルタイムに再生させることができる。
【００５６】
第２の実施形態．
　第１の実施形態では、コンテンツ再生装置２に送信した番組コンテンツがコンテンツ再
生装置２で正常に再生できなかった場合は、番組コンテンツをエンコードするデータレー
トを、正常に再生できるデータレートまで下げる場合について説明した。一方、第２の実
施形態では、データレートの初期値として低いデータレートを設定し、コンテンツ再生装
置２に送信した番組コンテンツがコンテンツ再生装置２で正常に再生できる限りは、番組
コンテンツをエンコードするデータレートを上げる場合について説明する。
【００５７】
　第２の実施形態のコンテンツ伝送システムは、第１の実施形態のコンテンツ伝送システ
ムに対して、コンテンツ記録装置１の動作のみが異なるので、コンテンツ記録装置１の動
作を中心に説明する。
【００５８】
　図４は、本発明の第２の実施形態に係るコンテンツ伝送システムのコンテンツ記録装置
１によって実行される番組コンテンツ送信処理を示すフローチャートである。
【００５９】
　まず、ステップＳ２１において、コンテンツ記録装置１は、エンコード装置１２が利用
可能なデータレートの最小値（又は、利用可能なデータレートのうちの比較的低い値）を
、データレートの初期値としてエンコード装置１２に設定する。ステップＳ２２～Ｓ２４
は、図２のステップＳ２～Ｓ４と同様である。ステップＳ２４において番組コンテンツを
送信した後、コンテンツ再生装置２において、図３の番組コンテンツ受信処理が行われる
。
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【００６０】
　コンテンツ記録装置１の無線送受信装置１４は、コンテンツ再生装置２から無線伝送路
３を介して結果情報を受信し、データレート設定装置１５に送る。ステップＳ２５におい
て、データレート設定装置１５は、番組コンテンツが正常に再生されたことを示す結果情
報を受信したとき、ステップＳ２６に進み、番組コンテンツが正常に再生されなかったこ
とを示す結果情報を受信したとき、ステップＳ２７に進む。ステップＳ２６において、デ
ータレート設定装置１５は、データレートを上げるように決定し、この新たなデータレー
トをデータレートメモリ１６に記憶し、その後、ステップＳ２２に戻る。データレート設
定装置１５は、ステップＳ２６において、データレートを現在の値から所定量にわたって
増大させてもよく、又は、複数のデータレートを保持している場合は、現在のデータレー
トより高いデータレートを選択してもよい。ステップＳ２２～Ｓ２６は、番組コンテンツ
が正常に再生されなかったことを示す結果情報をコンテンツ再生装置２から受信するまで
繰り返される。一方、ステップＳ２７において、データレート設定装置１５は、データレ
ートを下げるように決定し、この新たなデータレートをデータレートメモリ１６に記憶し
、その後、ステップＳ２２に戻る。従って、ステップＳ２２～Ｓ２６を、番組コンテンツ
が正常に再生されなかったことを示す結果情報をコンテンツ再生装置２から受信するまで
繰り返し、番組コンテンツが正常に再生されなかったことを示す結果情報をコンテンツ再
生装置２から受信したとき、ステップＳ２７でデータレートを１段階下げる。
【００６１】
　なお、第２の実施形態では、データレートの初期値として、エンコード装置１２が利用
可能なデータレートの最小値を設定したが、代替として、エンコード装置１２が利用可能
なデータレートの最大値（例えば、コンテンツ受信装置１１で受信された元の番組コンテ
ンツのデータレートに近い所定のデータレート）を初期値とし、番組コンテンツが正常に
再生されたことを示す結果情報を受信するまで、データレートを下げていくようにしても
よい。
【００６２】
　また、第１の実施形態及び第２の実施形態では、エンコード装置１２は常に、エンコー
ドされた番組コンテンツをＨＤＤ１３に格納したが、代替として、番組コンテンツが正常
に再生されたことを示す結果情報（好ましくは、番組コンテンツが正常に再生されたこと
を示す複数の結果情報のうちの最後のもの）をデータレート設定装置１５が受信したとき
にエンコード装置１２に通知し、エンコード装置１２は、この通知を受けてから、エンコ
ードされた番組コンテンツをＨＤＤ１３に格納してもよい。
【００６３】
　以上に説明したように、第２の実施形態のコンテンツ伝送システムによれば、コンテン
ツ記録装置１は、コンテンツ再生装置２に送信した番組コンテンツがコンテンツ再生装置
２で正常に再生されるデータレートのうちで、最高のデータレートで番組コンテンツをエ
ンコードすることができる。従って、高いデータレートで番組コンテンツを記録しながら
、記録した番組コンテンツを無線伝送路を介してコンテンツ再生装置に送信し、コンテン
ツ再生装置でリアルタイムに再生させることができる。
【００６４】
第３の実施形態．
　第１の実施形態及び第２の実施形態では、コンテンツ記録装置１は、１つのデータレー
トでエンコードした番組コンテンツをコンテンツ再生装置２に送信し、番組コンテンツが
正常に再生されたか否かを示す結果情報をコンテンツ再生装置から受信し、この結果情報
に基づいてデータレートを決定した。第３の実施形態では、コンテンツ記録装置１は、複
数のデータレートでそれぞれエンコードされた複数の番組コンテンツをコンテンツ再生装
置２に送信し、コンテンツ再生装置２に送信した複数の番組コンテンツのそれぞれがコン
テンツ再生装置２で正常に再生されたか否かを示す結果情報を、コンテンツ再生装置２か
ら受信し、これらの結果情報に基づいてデータレートを決定する。
【００６５】
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　第３の実施形態のコンテンツ伝送システムは、第１の実施形態のコンテンツ伝送システ
ムに対して、コンテンツ記録装置１の動作のみが異なるので、コンテンツ記録装置１の動
作を中心に説明する。
【００６６】
　図５は、本発明の第３の実施形態に係るコンテンツ伝送システムのコンテンツ記録装置
１によって実行される利用可能データレート決定及び番組コンテンツ送信処理を示すフロ
ーチャートである。ステップＳ３１において、コンテンツ受信装置１１がＴＶ放送やＩＰ
放送などの番組コンテンツを受信すると、エンコード装置１２は、エンコードする番組コ
ンテンツの存在をデータレート設定装置１５に通知し、ステップＳ３２に進む。ステップ
Ｓ３２において、データレート設定装置１５は、データレートメモリ１６内のデータレー
トテーブルに空きがあるか否かを判断し、ＹＥＳのときはステップＳ３３に進み、ＮＯの
ときはステップＳ３４に進む。
【００６７】
　本実施形態において、データレートメモリ１６は、複数のデータレートを含むデータレ
ートテーブルを保持する。図７は、本発明の第３の実施形態に係るコンテンツ伝送システ
ムにおいて、コンテンツ記録装置１のデータレートメモリ１６に保持されたデータレート
テーブルが空きの状態を示す図である。データレートテーブルは、複数のデータレートを
予め保持しているとともに、複数のデータレートのそれぞれに関連付けて、コンテンツ再
生装置２に送信した番組コンテンツがコンテンツ再生装置２で正常に再生されたか否かを
示す結果情報（すなわち、そのデータレートが、番組コンテンツをエンコードするために
利用可能であるか否かを示す利用可否情報のフラグ）を保持する。図７の例では、利用可
否情報は記憶されていない。
【００６８】
　本実施形態では、データレートテーブルにおける空きの有無に応じて、異なるステップ
Ｓ３３又はＳ３４を行う。ステップＳ３３の利用可能データレート決定処理は、データレ
ートテーブルにおいて利用可否が未定であるすべてのデータレートについて、その利用可
否を決定するために行われる。このとき、コンテンツ記録装置１は、複数のデータレート
で番組コンテンツをエンコードして、エンコードされた番組コンテンツを順々に（例えば
１分ずつ）テスト送信する。ステップＳ３４の番組コンテンツ送信処理は、データレート
テーブルの内容に基づいて番組コンテンツを送信するために行われる。このとき、コンテ
ンツ記録装置１は、データレートテーブルにおいて利用可能なすべてのデータレートのう
ちで最高のデータレートで番組コンテンツをエンコードしてコンテンツ再生装置２に送信
し、コンテンツ再生装置２から、番組コンテンツが正常に再生されなかったことを示す結
果情報を受信すると、データレートテーブルを更新する。
【００６９】
　図６は、図５の利用可能データレート決定処理Ｓ３３のサブルーチンを示すフローチャ
ートである。ステップＳ４１において、データレート設定装置１５は、データレートテー
ブルにおいて利用可否が未定であるすべてのデータレートを、エンコード装置１２に設定
する。次いでステップＳ４２において、エンコード装置１２は、データレート設定装置１
５により設定されたすべてのデータレートで番組コンテンツをエンコードして、ＨＤＤ１
３に格納（録画）する。
【００７０】
　エンコード装置１２は、好ましくは、複数のエンコーダを含み、データレート設定装置
１５により設定された複数のデータレートで同時に番組コンテンツをエンコードする。
【００７１】
　また、エンコード装置１２は、複数のエンコーダではなく１つのエンコーダのみを含ん
でもよい。この場合、まず、データレート設定装置１５は、データレートテーブルにおい
て利用可否が未定であるデータレートのうちの１つのデータレートをエンコード装置１２
に設定する。エンコード装置１２は、設定されたデータレートで番組コンテンツをエンコ
ードして録画し、エンコードが終了したとき、データレート設定装置１５に通知する。デ



(14) JP 5572224 B2 2014.8.13

10

20

30

40

50

ータレート設定装置１５は、エンコード装置１２より録画の終了の通知を受けると、デー
タレートテーブルにおいて利用可否が未定である他のデータレートうちの１つのデータレ
ートを選択して、新しいデータレートとしてエンコード装置１２に設定する。データレー
ト設定装置１５とエンコード装置１２は、すべてのデータレートでエンコードを終了する
まで、ステップＳ４１～Ｓ４２を繰り返す。
【００７２】
　ステップＳ４３において、無線送受信装置１４は、エンコード装置１２によりエンコー
ドされてＨＤＤ１３に格納された複数の番組コンテンツのうちの１つを、無線伝送路３を
介してコンテンツ再生装置２に送信する。ステップＳ４３で送信される番組コンテンツは
、例えば、エンコードされた番組コンテンツの全時間長のうちの一部の時間（例えば１分
間）にわたる部分のみであってもよい。ステップＳ４３において番組コンテンツを送信し
た後、コンテンツ再生装置２において、図３の番組コンテンツ受信処理が行われる。無線
送受信装置１４は、コンテンツ再生装置２から無線伝送路３を介して結果情報を受信し、
データレート設定装置１５に送る。ステップＳ４４において、データレート設定装置１５
は、番組コンテンツが正常に再生されたことを示す結果情報を受信したとき、ステップＳ
４５に進み、番組コンテンツが正常に再生されなかったことを示す結果情報を受信したと
き、ステップＳ４６に進む。ステップＳ４５において、データレート設定装置１５は、ス
テップＳ４３で送信した番組コンテンツをエンコードしたときのデータレートに関連付け
て、「利用可」をデータレートテーブルに書き込む。ステップＳ４６において、データレ
ート設定装置１５は、ステップＳ４３で送信した番組コンテンツをエンコードしたときの
データレートに関連付けて、「利用不可」をデータレートテーブルに書き込む。ステップ
Ｓ４７において、録画したすべてのデータレートの番組コンテンツを送信したか否かを判
断し、ＹＥＳのときは図５のステップＳ３４に進み、ＮＯのときはステップＳ４３に戻る
。
【００７３】
　図８は、本発明の第３の実施形態に係るコンテンツ伝送システムにおいて、コンテンツ
記録装置１のデータレートメモリ１６に保持されたデータレートテーブルに利用可否情報
が書き込まれた状態を示す図である。データレート２０Ｍｂｐｓ及び３０Ｍｂｐｓに関連
付けて「利用可」が保持され、データレート４０Ｍｂｐｓに関連付けて「利用不可」が保
持されている。
【００７４】
　なお、図６では、ステップＳ４３で１つのデータレートの番組コンテンツを送信する毎
に、コンテンツ再生装置２から結果情報を受信しているが、ステップＳ４２でエンコード
されたすべての番組コンテンツを送信した後で、これらの番組コンテンツのすべての結果
情報をコンテンツ再生装置２からまとめて受信してもよい。
【００７５】
　図９は、図５の番組コンテンツ送信処理Ｓ３４のサブルーチンを示すフローチャートで
ある。ステップＳ５１において、データレート設定装置１５は、データレートテーブルに
おいて利用可能なすべてのデータレートを、エンコード装置１２に設定する。次いでステ
ップＳ５２において、エンコード装置１２は、データレート設定装置１５により設定され
たすべてのデータレートで番組コンテンツをエンコードして、ＨＤＤ１３に格納（録画）
する。ステップＳ５３において、無線送受信装置１４は、エンコード装置１２によりエン
コードされてＨＤＤ１３に格納された複数の番組コンテンツのうちで、最高のデータレー
トの番組コンテンツを、無線伝送路３を介してコンテンツ再生装置２に送信する。例えば
、データレートメモリ１６が保持するデータレートテーブルが図８の利用可否情報を含む
場合、データレート設定装置１５は、「利用可」であるデータレート２０Ｍｂｐｓ及び３
０Ｍｂｐｓのうち高い方、すなわち３０Ｍｂｐｓをエンコード装置１２に設定する。ステ
ップＳ５３において番組コンテンツを送信した後、コンテンツ再生装置２において、図３
の番組コンテンツ受信処理が行われる。無線送受信装置１４は、コンテンツ再生装置２か
ら無線伝送路３を介して結果情報を受信し、データレート設定装置１５に送る。ステップ
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Ｓ５４において、データレート設定装置１５は、番組コンテンツの再生に成功したか否か
を判断し、ＹＥＳのときは図５のステップＳ３１に戻り、ＮＯのときはステップＳ５５に
進む。ステップＳ５５において、データレート設定装置１５は、ステップＳ５３で送信し
た番組コンテンツをエンコードしたときのデータレートに関連付けて、「利用不可」をデ
ータレートテーブルに書き込む。次いでステップＳ５６において、無線送受信装置１４は
、エンコード装置１２によりエンコードされてＨＤＤ１３に格納された複数の番組コンテ
ンツのうちで、次に高いデータレートの番組コンテンツを送信する。
【００７６】
　図９の番組コンテンツ送信処理によれば、利用可能なすべてのデータレートで番組コン
テンツをそれぞれエンコードしているので（ステップＳ５２）、番組コンテンツの送信の
途中で正常に再生できなくなったとき、即時に次のデータレートの番組コンテンツに切り
換えて送信を続行できる（ステップＳ５６）。
【００７７】
　ステップＳ５４で、いずれかのデータレートでエンコードされた番組コンテンツの再生
に成功したと判断されたとき、ＨＤＤに格納された番組コンテンツのうち、コンテンツ再
生装置２に送信中の番組コンテンツ以外のものは、ＨＤＤ１３から削除されてもよく、又
は、新たに格納される番組コンテンツにより上書きされてもよい。
【００７８】
　なお、エンコード装置１２は、データレートメモリ１６内のデータレートテーブルに空
きがあるとき、番組コンテンツの全時間長のうちの一部の時間（例えば１分間）にわたる
部分のみをエンコードしてもよい（図６のステップＳ４２）。エンコード装置１２は、い
ずれかのデータレートでエンコードされた番組コンテンツの再生に成功したと判断された
とき（図９のステップＳ５４）、番組コンテンツの全体をエンコードする。番組コンテン
ツの一部のみをエンコードすることで、番組コンテンツをエンコードするデータレートを
最終的に決定するまでの時間を短縮することができる。
【００７９】
　また、番組コンテンツを受信する毎にデータレートテーブルをリセットし、データレー
トの利用可否を新たに決定してもよく、又は、最初に受信した番組コンテンツを用いてデ
ータレートの利用可否を決定した後は、同じデータレートテーブルを用いてもよい。また
、周期的にデータレートテーブルをリセットし、データレートの利用可否を新たに決定し
てもよい。
【００８０】
　以上に説明したように、第３の実施形態のコンテンツ伝送システムでは、コンテンツ記
録装置１は、複数のデータレートでそれぞれエンコードされた複数の番組コンテンツをコ
ンテンツ再生装置２に送信し、コンテンツ再生装置２に送信した複数の番組コンテンツの
それぞれがコンテンツ再生装置２で正常に再生されたか否かを示す結果情報を、コンテン
ツ再生装置２から受信し、これらの結果情報に基づいてデータレートを決定する。従って
、番組コンテンツをエンコードするデータレートが無線伝送路の伝送レートを超えること
なく、最も高いデータレートで番組コンテンツを記録しながら、記録した番組コンテンツ
を無線伝送路を介してコンテンツ再生装置に送信し、コンテンツ再生装置でリアルタイム
に再生させることができる。
【００８１】
　なお、第１の実施形態及び第２の実施形態において、複数のデータレートを保持する場
合には、図７のようなデータレートテーブルをデータレートメモリ１６に保持してもよい
。
【００８２】
　図１０は、本発明の第３の実施形態の変形例に係るコンテンツ伝送システムのコンテン
ツ記録装置１によって実行される番組コンテンツ送信処理Ｓ３４のサブルーチンを示すフ
ローチャートである。ステップＳ６１において、データレート設定装置１５は、利用可能
なデータレートのうちで最高のデータレートをエンコード装置１２に設定する。ステップ
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Ｓ６２において、エンコード装置１２は、データレート設定装置１５によって設定された
データレートで番組コンテンツをエンコードして、ＨＤＤ１３に格納（録画）する。ステ
ップＳ６３において、無線送受信装置１４は、エンコード装置１２によりエンコードされ
てＨＤＤ１３に格納された番組コンテンツを、無線伝送路３を介してコンテンツ再生装置
２に送信する。ステップＳ６３において番組コンテンツを送信した後、コンテンツ再生装
置２において、図３の番組コンテンツ受信処理が行われる。無線送受信装置１４は、コン
テンツ再生装置２から無線伝送路３を介して結果情報を受信し、データレート設定装置１
５に送る。ステップＳ６４において、データレート設定装置１５は、番組コンテンツの再
生に成功したか否かを判断し、ＹＥＳのときは図５のステップＳ３１に戻り、ＮＯのとき
はステップＳ６５に進む。ステップＳ６５において、データレート設定装置１５は、ステ
ップＳ６３で送信した番組コンテンツをエンコードしたときのデータレートに関連付けて
、「利用不可」をデータレートテーブルに書き込む。
【００８３】
　図１０の番組コンテンツ送信処理によれば、利用可能なデータレートのうちの最高のデ
ータレートのみで録画しているので、図９の番組コンテンツ送信処理に比較して、余分な
エンコード処理が不要になる。
【００８４】
第４の実施形態．
　図１１は、本発明の第４の実施形態に係るコンテンツ伝送システムの構成を示すブロッ
ク図である。図１１のコンテンツ伝送システムは、無線伝送路３を介して互いに接続され
たコンテンツ記録装置１Ａ及びコンテンツ再生装置２を備え、コンテンツ記録装置１Ａは
、他の装置（図示せず）から取得した番組コンテンツを録画するとともにコンテンツ再生
装置２に無線伝送路３を介して送信し、コンテンツ再生装置２は、コンテンツ記録装置１
Ａから番組コンテンツを受信して再生する。第４の実施形態のコンテンツ伝送システムは
、第１の実施形態に比較してコンテンツ記録装置１Ａの構成が異なるだけであるので、コ
ンテンツ記録装置１Ａの動作を中心に説明する。
【００８５】
　図１１に示すように、コンテンツ記録装置１Ａは、コンテンツ受信装置１１Ａ、エンコ
ード装置１２、ＨＤＤ１３、無線送受信装置１４、データレート設定装置１５Ａ、データ
レートメモリ１６Ａ、及びシステム時刻装置１７を備える。第１の実施形態と同じ動作を
行う構成要素に関しては、同じ符号を付与し、説明を省略する。
【００８６】
　システム時刻装置１７は、日付、曜日、及び時刻を保持し、これらの日時情報をデータ
レート設定装置１５Ａに送る。
【００８７】
　コンテンツ受信装置１１Ａは、受信した番組コンテンツに含まれる当該番組コンテンツ
の属性情報を抽出して、データレート設定装置１５Ａに送る。番組コンテンツの属性情報
は、当該番組コンテンツの番組名、放送日時（開始時刻及び終了時刻）、放送の曜日など
を含む。
【００８８】
　データレート設定装置１５Ａは、コンテンツ再生装置２から受信した結果情報に基づい
て、番組コンテンツをエンコードするデータレートを決定してデータレートメモリ１６Ａ
に記憶し、さらに、データレートメモリ１６Ａに記憶されたデータレートをエンコード装
置１２に設定する。データレート設定装置１５Ａは、データレートに関連付けて、コンテ
ンツ受信装置１１Ａから入力された番組コンテンツの属性情報をデータレートメモリ１６
Ａに記憶する。
【００８９】
　データレートメモリ１６Ａは、コンテンツ再生装置２で正常に再生された少なくとも１
つの番組コンテンツのそれぞれに係る、当該番組コンテンツをエンコードしたときのデー
タレートと、当該番組コンテンツを一意的に示す属性情報とを記憶する。図１３は、図１
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１のデータレートメモリ１６Ａに保持されたデータレートテーブルの第１の状態を示す図
である。図１３の状態では、２つの番組Ａ，Ｂについて、その属性情報及びデータレート
が保持されている。図１３に示すように、データレートテーブルは、例えば、番組コンテ
ンツの番組名、番組コンテンツを録画した録画日（曜日を含む）、番組コンテンツの録画
の開始時刻と終了時刻、及びデータレートを含む。図１３のデータレートテーブルは一例
であるので、図示したすべての要素を含まなくてもよく、又は、これ以外の構成要素を含
んでもよい。
【００９０】
　データレート設定装置１５Ａは、コンテンツ受信装置１１Ａで受信して新たにエンコー
ドする番組コンテンツの属性情報と実質的に同じ属性情報がデータレートメモリ１６Ａに
記憶されているとき、データレートメモリ１６Ａに記憶された属性情報に関連付けられた
データレート（すなわち、以前にコンテンツ再生装置２で正常に再生された番組コンテン
ツをエンコードしたときのデータレート）をエンコード装置１２に設定する。
【００９１】
　図１２は、図１１のコンテンツ記録装置１Ａによって実行される番組コンテンツ送信処
理を示すフローチャートである。ステップＳ７１において、コンテンツ受信装置１１Ａが
番組コンテンツを受信すると、エンコード装置１２は、番組コンテンツをエンコードする
データレートを設定するようにデータレート設定装置１５Ａに指示し、ステップＳ７２に
進む。ステップＳ７２において、データレート設定装置１５Ａは、コンテンツ受信装置１
１Ａで受信した番組コンテンツの属性情報と実質的に同じ属性情報及び関連付けられたデ
ータレートがデータレートテーブルに記憶されていて、その記憶されたデータレートを使
用するか否かを判断し、ＹＥＳのときはステップＳ７３に進み、ＮＯのときはステップＳ
７４に進む。ステップＳ７３において、データレート設定装置１５Ａは、例えば、データ
レートテーブルにおいて、コンテンツ受信装置１１Ａが受信した番組コンテンツと番組名
、録画日、開始時刻、及び終了時刻の少なくとも一部が一致するものがあれば、同じ番組
コンテンツであるとみなし、同じデータレートを選択して設定する。
【００９２】
　例えば、図１３のデータレートテーブルを参照すると、コンテンツ受信装置１１Ａが受
信した番組コンテンツの番組名が番組Ｂであり、かつ、現在の日付が２０１１年１月２０
日（木）より１週間後の１月２７日（木）である場合、録画の開始時刻及び終了時刻が一
致していれば、データレートとして３０Ｍｂｐｓを選択して設定する。データレートの選
択基準は、これに限定するものではなく、例えば、録画の開始時刻及び終了時刻が一致し
ていなくても、同じ番組名（同じ番組コンテンツ）を示す場合は、同じデータレートを選
択して設定してもよい。
【００９３】
　一方、ステップＳ７４において、データレート設定装置１５Ａは、データレートテーブ
ルに格納しているデータレートを使用せず、所定のデータレートの初期値を設定する。デ
ータレートの初期値は、例えば、第１の実施形態又は第２の実施形態と同様に設定される
。
【００９４】
　ステップＳ７５において、エンコード装置１２は、コンテンツ受信装置１１Ａが受信し
た番組コンテンツを、データレート設定装置１５Ａが設定したデータレートでエンコード
し、エンコードされた番組コンテンツをＨＤＤ１３に格納するとともに、無線送受信装置
１４に送る。ステップＳ７６において、無線送受信装置１４は、エンコード装置１２によ
りエンコードされた番組コンテンツ、又は、エンコード装置１２によりエンコードされて
ＨＤＤ１３に格納された番組コンテンツを、無線伝送路３を介してコンテンツ再生装置２
に送信する。ステップＳ７６において番組コンテンツを送信した後、コンテンツ再生装置
２において、図３の番組コンテンツ受信処理が行われる。無線送受信装置１４は、コンテ
ンツ再生装置２から無線伝送路３を介して結果情報を受信し、データレート設定装置１５
Ａに送る。
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【００９５】
　ステップＳ７７において、番組コンテンツの再生に成功したか否かを判断し、ＹＥＳの
ときはステップＳ７８に進み、ＮＯのときはステップＳ７１に戻る。ステップＳ７８にお
いて、データレート設定装置１５Ａは、ステップＳ７６で送信した番組コンテンツをエン
コードしたときのデータレート、番組コンテンツの番組名、録画日（曜日）、開始時刻、
及び終了時刻などを、データレートテーブルに格納することにより、データレートテーブ
ルを更新する。
【００９６】
　図１４は、図１１のデータレートメモリ１６Ａに保持されたデータレートテーブルの第
２の状態を示す図である。図１４の状態では、図１３の状態に加えて、さらに番組Ｃにつ
いて、その属性情報及びデータレートが保持されている。例えば、データレートテーブル
が図１３の状態にあったとき、番組Ｃをデータレート２０Ｍｂｐｓで２０１１年１月２４
日（月）の１９時から１９：３０まで録画したと仮定する。この場合、図１３のデータレ
ートテーブルには番組Ｃが未登録であるので、番組Ｃを登録することにより、図１４の状
態が得られる。また、すでに登録された番組については、変更された部分だけ上書きする
か、全体を更新する。
【００９７】
　番組コンテンツの属性情報は、図１３及び図１４に示したものに限定されず、例えば番
組コンテンツの名前及び放送日時の少なくとも１つを含むか、又は他の情報を含む。
【００９８】
　本実施形態のコンテンツ伝送システムは、録画した番組コンテンツを、異なる場所に設
けられた複数のコンテンツ再生装置２で再生する場合や、移動できるコンテンツ再生装置
２で再生する場合（通常はリビングで再生し、深夜は寝室で再生するモバイル機器など）
に適している。例えば、本実施形態のコンテンツ伝送システムが１つのコンテンツ記録装
置１Ａと複数のコンテンツ再生装置２とを含み、家庭内の複数のユーザにより共用される
場合であって、各ユーザが異なる番組コンテンツを毎週の同じ時間にそれぞれ録画して、
録画された番組コンテンツを異なるコンテンツ再生装置２（例えば、異なる部屋に設けら
れたコンテンツ再生装置２）を用いてそれぞれ再生する場合に有用である。
【００９９】
　以上に説明したように、第４の実施形態のコンテンツ伝送システムによれば、コンテン
ツ記録装置１Ａは、コンテンツ再生装置２に送信した番組コンテンツがコンテンツ再生装
置２で正常に再生されるデータレートを、日時などの属性情報とともにデータレートテー
ブルに保持し、番組コンテンツをエンコードする際に、データレートテーブルに保持され
たデータレートを使用することができる。従って、従って、番組コンテンツの属性情報（
例えば、日付、曜日、及び時間帯）に適したデータレートで番組コンテンツを記録しなが
ら、記録した番組コンテンツを無線伝送路を介してコンテンツ再生装置に送信し、コンテ
ンツ再生装置でリアルタイムに再生させることができる。
【０１００】
　なお、各実施形態におけるコンテンツ記録装置とコンテンツ再生装置は、その機能や動
作を実現する手段を含むプログラム及びコンピュータで構成することができる。また、各
実施形態におけるコンテンツ記録装置とコンテンツ再生装置の一部または全部をハードウ
ェアで構成してもよい。
【０１０１】
　また、各実施形態については、すべて本発明を例示的に示すものであり、限定的に示す
ものではない。従って、本発明は他の種々の変形態様及び変更態様で実施することができ
、本発明の範囲は特許請求の範囲によってのみ規定されるものである。
【産業上の利用可能性】
【０１０２】
　本発明に係るコンテンツ伝送システムによれば、以前にコンテンツ再生装置に送信した
番組コンテンツがコンテンツ再生装置で正常に再生されたことを示す結果情報に基づいて
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【０１０３】
　本発明に係るコンテンツ伝送システムによれば、番組コンテンツをエンコードするデー
タレートが無線伝送路の伝送レートを超えることなく、番組コンテンツの再エンコードが
必要になることが防止される。従って、番組コンテンツを記録しながら、記録した番組コ
ンテンツを無線伝送路を介してコンテンツ再生装置に送信し、コンテンツ再生装置でリア
ルタイムに再生させることができる。
【符号の説明】
【０１０４】
１，１Ａ…コンテンツ記録装置、
２…コンテンツ再生装置、
３…無線伝送路、
１１，１１Ａ…コンテンツ受信装置、
１２…エンコード装置、
１３…ＨＤＤ、
１４…無線送受信装置、
１５，１５Ａ…データレート設定装置、
１６，１６Ａ…データレートメモリ、
１７…システム時刻装置、
２１…無線送受信装置、
２２…デコード装置、
２３…受信データ検証装置、
２４…ディスプレイ、
２５…スピーカ。

【図１】 【図２】
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【図９】
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【図１４】

【図１５】
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