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(57)【要約】
【課題】コンテンツを受信する受信装置、このコンテン
ツを記録する記録装置、これらを用いたコンテンツ受信
方法及び記録方法において、ユーザの嗜好ごとに分類し
てコンテンツを自動的に記録するとともに、記録装置の
コンポーネント化を実現する。
【解決手段】本発明の受信装置は、受信したコンテンツ
情報を記録可能な機器をネットワーク上で検索するデバ
イス検索部と、検索要求に応答した機器からそのデバイ
ス情報を取得するデバイス情報取得部と、デバイス情報
を送信した機器から当該機器において設定されたコンテ
ンツ情報の保存先を規定した保存先情報を取得する保存
先情報取得部と、記録部に記録されたコンテンツ情報の
中から、保存先情報と関連するコンテンツ情報を検索す
るコンテンツ検索部と、保存先情報と関連するコンテン
ツ情報が検出された場合には、当該コンテンツ情報を該
当する保存先情報を有する機器に提供するコンテンツ提
供部と、を備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送または外部のネットワークを介して、コンテンツ及びコンテンツのメタ情報からな
るコンテンツ情報を受信可能な受信装置であって、
　受信した前記コンテンツ情報を記録可能な機器である適合機器の検索要求をネットワー
ク上にマルチキャスト送信し、前記適合機器がネットワーク上に存在するか否かを検索す
るデバイス検索部と、
　前記検索要求に応答した１又は２以上の機器から、当該機器が前記適合機器であること
を示す適合機器情報を含むデバイス情報を取得するデバイス情報取得部と、
　前記デバイス情報に基づいて、当該デバイス情報を送信した１又は２以上の機器が前記
適合機器であるか否かを判断する機器適合判断部と、
　前記デバイス情報を送信した１又は２以上の機器が前記適合機器であると判断された場
合に、当該適合機器から、当該適合機器において設定された前記コンテンツ情報の保存先
を規定した保存先情報を取得する保存先情報取得部と、
　前記受信装置における記録部に記録された前記コンテンツ情報、または、受信中もしく
は受信予定の前記コンテンツ情報の中から、前記保存先情報と関連するメタ情報を有する
コンテンツ情報を検索するコンテンツ検索部と、
　前記保存先情報と関連するメタ情報を有するコンテンツ情報が検出された場合には、当
該コンテンツ情報を、前記メタ情報と関連した保存先情報を有する前記適合機器に提供す
るコンテンツ提供部と、
を備えることを特徴とする、受信装置。
【請求項２】
　前記適合機器から取得した前記デバイス情報及び前記保存先情報に基づいて、前記適合
機器に関する情報を記録した適合機器リストを作成するリスト作成部をさらに備え、
　前記リスト作成部は、
　前記機器適合判断部が、前記デバイス情報を送信した１又は２以上の機器が前記適合機
器であると判断した場合には、前記デバイス情報を送信した１又は２以上の機器を、前記
適合機器リストに記録し、
　前記保存先情報取得部が、前記適合機器リストに記録された機器から当該機器において
設定された前記保存先情報を取得した場合には、取得した当該保存先情報を有する前記適
合機器と関連付けて前記適合機器リストに記録することを特徴とする、請求項１に記載の
受信装置。
【請求項３】
　前記適合機器において前記保存先情報の内容が変化した場合であって、前記保存先情報
取得部が、前記適合機器によりネットワーク上にマルチキャスト送信された前記保存先情
報の変化後の内容を示す状態変化情報を取得した場合には、
　前記状態変化情報に基づいて、前記保存先情報の更新を行うことを特徴とする、請求項
１に記載の受信装置。
【請求項４】
　前記保存先情報は、リムーバブルメディアの名称、該リムーバブルメディア内のフォル
ダの名称または該フォルダの構成の少なくともいずれか１つを含み、
　前記保存先情報取得部が、前記適合機器によりネットワーク上にマルチキャスト送信さ
れた前記リムーバブルメディアに関する保存先情報を取得した場合には、
　前記コンテンツ検索部は、前記記録部に記録された前記コンテンツ情報の中から、前記
リムーバブルメディアに関する保存先情報と関連するメタ情報を有するコンテンツ情報を
検索し、
　前記コンテンツ提供部は、前記リムーバブルメディアに関する保存先情報と関連するメ
タ情報を有するコンテンツ情報が検出された場合には、当該コンテンツ情報を、前記メタ
情報と関連した保存先情報を有する前記適合機器に提供することを特徴とする、請求項１
に記載の受信装置。
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【請求項５】
　前記保存先情報取得部が、前記適合機器によりネットワーク上にマルチキャスト送信さ
れた前記保存先情報に基づいて、当該適合機器が有するコンテンツが再生済みであること
を示すメタ情報を取得した場合には、
　前記コンテンツ検索部は、前記再生済みであることを示すメタ情報が付加されたコンテ
ンツに関連するコンテンツを含むコンテンツ情報を検索し、
　前記コンテンツ提供部は、前記再生済みであることを示すメタ情報が付加されたコンテ
ンツに関連するコンテンツを含むコンテンツ情報が検出された場合には、前記再生済みで
あることを示すメタ情報を送信した前記適合機器に対して、当該コンテンツ情報を他のコ
ンテンツ情報よりも優先して提供することを特徴とする、請求項１に記載の受信装置。
【請求項６】
　前記適合機器にお勧めのコンテンツ情報を記録するためのフォルダが設けられている場
合に、
　前記保存先情報は、少なくとも前記フォルダの名称を含み、
　前記コンテンツ検索部は、前記お勧めのコンテンツ情報を検索し、
　前記コンテンツ提供部は、前記フォルダ内のファイルの削除及び前記フォルダへの前記
お勧めのコンテンツ情報の提供を行うことを特徴とする、請求項１に記載の記録装置。
【請求項７】
　前記お勧めのコンテンツ情報は、コンテンツを構成する複数の分割単位のうち一部の前
記分割単位を組み合わせたダイジェスト情報であり、
　前記適合機器において、前記ダイジェスト情報が再生された場合には、
　前記コンテンツ提供部は、前記ダイジェスト情報に対応する前記お勧めのコンテンツ情
報を自動的に提供するか、あるいは、前記お勧めのコンテンツ情報が有料である場合には
当該コンテンツ情報の購入手続処理を行うことを特徴とする、請求項６に記載の記録装置
。
【請求項８】
　放送または外部のネットワークを介して他の機器が受信したコンテンツ及び該コンテン
ツのメタ情報からなるコンテンツ情報を記録可能な記録装置であって、
　前記コンテンツ情報の保存先を規定した保存先情報を設定する保存先情報設定部と、
　前記他の機器からネットワーク上にマルチキャスト送信された、当該他の機器が有する
前記コンテンツ情報を記録可能な機器である適合機器の検索要求を受信した場合には、前
記検索要求に対する応答を前記他の機器へ送信する検索要求応答部と、
　自身が適合機器であることを示す適合機器情報を含むデバイス情報を前記他の機器に提
供するデバイス情報提供部と、
　前記デバイス情報に基づいて、自身が前記コンテンツ情報を記録可能な機器であると前
記他の機器により判断された場合に、前記他の機器からの要求に応じて前記保存先情報を
前記他の機器に提供する保存先情報提供部と、
　前記保存先情報を受信した他の機器から、当該保存先情報と関連するメタ情報を有する
コンテンツ情報がある場合には、当該コンテンツ情報を取得するコンテンツ取得部と、
　取得した前記コンテンツ情報を、前記保存先情報に対応する保存先に記録する記録部と
、
を備えることを特徴とする、記録装置。
【請求項９】
　前記保存先情報は、前記コンテンツ情報が記録されるメディアの名称、前記メディア内
のフォルダの名称、又は前記メディア内のフォルダの構成の少なくともいずれか１つを含
むことを特徴とする、請求項８に記載の記録装置。
【請求項１０】
　前記保存先情報提供部は、前記保存先情報の内容が変化した場合には、前記保存先情報
の変化後の内容を示す状態変化情報をネットワーク上にマルチキャスト送信することを特
徴とする、請求項８に記載の記録装置。
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【請求項１１】
　前記保存先情報は、リムーバブルメディアの名称、該リムーバブルメディア内のフォル
ダの名称または該フォルダの構成の少なくともいずれか１つを含み、
　前記保存先情報提供部は、前記リムーバブルメディアが挿入されたことを検知した場合
には、前記リムーバブルメディアに関する保存先情報をネットワーク上にマルチキャスト
送信することを特徴とする、請求項８に記載の記録装置。
【請求項１２】
　前記保存先情報提供部は、前記記録部に記録されたコンテンツの再生が終了した場合に
は、再生が終了した前記コンテンツが再生済みであることを示すメタ情報を前記コンテン
ツに付加し、前記再生済みであることを示すメタ情報を前記他の機器からの要求に応じて
提供することを特徴とする、請求項８に記載の記録装置。
【請求項１３】
　前記保存先情報は、前記コンテンツ情報が記録されるメディアの内のフォルダの名称、
又は前記メディア内のフォルダの構成を含み、
　前記保存先情報設定部は、前記保存先情報の設定時に、前記フォルダの制限容量を指定
し、
　前記保存先情報提供部は、前記指定した前記フォルダの制限容量をもとに算出した残容
量を前記他の機器からの要求に応じて提供することを特徴とする、請求項８に記載の記録
装置。
【請求項１４】
　放送または外部のネットワークを介してコンテンツ及び該コンテンツのメタ情報からな
るコンテンツ情報を受信し、受信した前記コンテンツ情報を他の機器に転送するコンテン
ツ受信方法であって、
　受信した前記コンテンツ情報を記録可能な機器である適合機器の検索要求をネットワー
ク上にマルチキャスト送信し、前記適合機器がネットワーク上に存在するか否かを検索す
るデバイス検索ステップと、
　前記検索要求に応答した１又は２以上の機器から、当該機器が前記適合機器であること
を示す適合機器情報を含むデバイス情報を取得するデバイス情報取得ステップと、
　取得した前記デバイス情報に基づいて、当該デバイス情報を送信した１又は２以上の機
器が前記適合機器であるか否かを判断する機器適合判断ステップと、
　前記デバイス情報を送信した１又は２以上の機器が前記適合機器であると判断された場
合に、当該適合機器から、当該適合機器において設定された前記コンテンツ情報の保存先
を規定した保存先情報を取得する保存先情報取得ステップと、
　前記記録ステップで記録された前記コンテンツ情報、または、受信中もしくは受信予定
の前記コンテンツ情報の中から、前記保存先情報と関連するメタ情報を有するコンテンツ
情報を検索するコンテンツ検索ステップと、
　前記保存先情報と関連するメタ情報を有するコンテンツ情報が検出された場合には、当
該コンテンツ情報を、前記メタ情報と関連した保存先情報を有する前記適合機器に送信す
るコンテンツ送信ステップと、
を含むことを特徴とする、コンテンツ受信方法。
【請求項１５】
　放送または外部のネットワークを介して他の機器が受信したコンテンツ及び該コンテン
ツのメタ情報からなるコンテンツ情報を記録するコンテンツ記録方法であって、
　前記他の機器からネットワーク上にマルチキャスト送信された、当該他の機器が有する
前記コンテンツ情報を記録可能な機器である適合機器の検索要求を受信した場合には、前
記検索要求に対する応答を前記他の機器へ送信する検索要求応答ステップと、
　自身が適合機器であることを示す適合機器情報を含むデバイス情報を前記他の機器に送
信するデバイス情報送信ステップと、
　前記デバイス情報に基づいて、自身が前記コンテンツ情報を記録可能な機器であると前
記他の機器により判断された場合に、前記他の機器からの要求に応じて、予め設定された
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前記コンテンツ情報の保存先を規定した保存先情報を前記他の機器に送信する保存先情報
送信ステップと、
　前記保存先情報と関連するメタ情報を有するコンテンツ情報がある場合には、前記保存
先情報を受信した他の機器から、当該コンテンツ情報を受信するコンテンツ情報受信ステ
ップと、
　受信した前記コンテンツ情報を、前記保存先情報に対応する保存先に記録する記録ステ
ップと、
を含むことを特徴とする、コンテンツ記録方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツを受信する機能を有する受信装置、この受信装置から転送された
コンテンツを記録する機能を有する記録装置、及び、これらの装置を用いたコンテンツ受
信方法とコンテンツ記録方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタルテレビジョン放送等のデジタルコンテンツを受信し、これをハードディ
スクドライブ（ＨＤＤ：Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）等の大容量のメディアを有す
る録画機等の記録装置を用いてＨＤＤやＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　
Ｄｉｓｋ）等に記録（録画）したり、録画したコンテンツを再生したりすることが広く行
われるようになってきている。このようなデジタルコンテンツの録画を行う際、放送やネ
ットワークを介して受信した電子番組表（ＥＰＧ：Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐｒｏｇｒａ
ｍ　Ｇｕｉｄｅ）の中から、所望のコンテンツを選択して録画予約を行い、自動的にコン
テンツの録画を行うことが可能となっている。
【０００３】
　このようなコンテンツの自動録画を行う方法として、例えば、ＥＰＧから得られる番組
情報に基づき、番組単位より細かい単位で分類して録画する方法がある（例えば、特許文
献１を参照）。この方法によれば、例えば、歌番組を録画する際に、アーティスト毎の分
類フォルダを自動で作成し、自動録画を行った番組の中から当該アーティストの曲を１曲
単位で抽出し、これを分類フォルダ内に保存することができる。
【０００４】
　しかし、特許文献１に記載の方法では、録画予約はＥＰＧを用いて手動で行うことが前
提であり、また、録画機のユーザの嗜好により分類して自動録画を行うようなことはでき
ない。
【０００５】
　これに対して、例えば、同一の録画機を使用する複数のユーザがいる場合に、ＨＤＤの
記録領域に、複数のユーザに対応した個人領域を含み、各個人領域ごとにユーザの個人情
報が登録され、個人情報に関連するコンテンツを自動的に検索して、該当するコンテンツ
を各個人領域に保存する方法がある（例えば、特許文献２を参照）。この方法によれば、
個人情報をもとに個人フォルダごとに分類して録画することができるので、各ユーザの嗜
好により分類してコンテンツを自動録画することができる。
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－１３７２７号公報
【特許文献２】特開２００６－２６８９６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記特許文献２に記載の方法では、コンテンツのジャンル、タイトル、
キーワード等が各個人領域に登録されるだけであるため、ユーザごとに分類して自動録画
することはできても、例えば、コンテンツをユーザが定めたジャンルやキーワード毎に整
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理して記録することはできず、ユーザが所望のコンテンツが記録されている場所を確認す
ることが容易ではない、という問題があった。従って、ユーザの嗜好に応じて、その嗜好
ごとに分類してコンテンツを自動的に記録することはできなかった。
【０００８】
　また、コンテンツの自動録画は、ＥＰＧの受信機能とコンテンツの録画機能とが一体と
なって機能する必要があるため、コンテンツ及びＥＰＧの受信機能のみを有する機器（受
信装置）とコンテンツの録画機能のみを有する機器（記録装置）をネットワークを介して
接続する場合には、コンテンツの自動録画を行うことは困難である、という問題もあった
。従って、コンテンツの自動録画機能を有する記録装置のコンポーネント化を実現するこ
とはできなかった。
【０００９】
　そこで、本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、コンテンツを受信する機
能を有する受信装置、この受信装置から転送されたコンテンツを記録する機能を有する記
録装置、及び、これらの装置を用いたコンテンツ受信方法とコンテンツ記録方法において
、ユーザの嗜好に応じて、その嗜好ごとに分類してコンテンツを自動的に記録するととも
に、記録装置のコンポーネント化を実現することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、放送または外部のネットワー
クを介して、コンテンツ及びコンテンツのメタ情報からなるコンテンツ情報を受信可能な
受信装置であって、受信した前記コンテンツ情報を記録可能な機器である適合機器の検索
要求をネットワーク上にマルチキャスト送信し、前記適合機器がネットワーク上に存在す
るか否かを検索するデバイス検索部と、前記検索要求に応答した１又は２以上の機器から
、当該機器が前記適合機器であることを示す適合機器情報を含むデバイス情報を取得する
デバイス情報取得部と、前記デバイス情報に基づいて、当該デバイス情報を送信した１又
は２以上の機器が前記適合機器であるか否かを判断する機器適合判断部と、前記デバイス
情報を送信した１又は２以上の機器が前記適合機器であると判断された場合に、当該適合
機器から、当該適合機器において設定された前記コンテンツ情報の保存先を規定した保存
先情報を取得する保存先情報取得部と、前記受信装置における記録部に記録された前記コ
ンテンツ情報、または、受信中もしくは受信予定の前記コンテンツ情報の中から、前記保
存先情報と関連するメタ情報を有するコンテンツ情報を検索するコンテンツ検索部と、前
記保存先情報と関連するメタ情報を有するコンテンツ情報が検出された場合には、当該コ
ンテンツ情報を、前記メタ情報と関連した保存先情報を有する前記適合機器に提供するコ
ンテンツ提供部と、を備える受信装置が提供される。
【００１１】
　前記受信装置は、前記適合機器から取得した前記デバイス情報及び前記保存先情報に基
づいて、前記適合機器に関する情報を記録した適合機器リストを作成するリスト作成部を
さらに備え、前記リスト作成部は、前記機器適合判断部が、前記デバイス情報を送信した
１又は２以上の機器が前記適合機器であると判断した場合には、前記デバイス情報を送信
した１又は２以上の機器を、前記適合機器リストに記録し、前記保存先情報取得部が、前
記適合機器リストに記録された機器から当該機器において設定された前記保存先情報を取
得した場合には、取得した当該保存先情報を有する前記適合機器と関連付けて前記適合機
器リストに記録するようにしてもよい。
【００１２】
　前記適合機器において前記保存先情報の内容が変化した場合であって、前記保存先情報
取得部が、前記適合機器によりネットワーク上にマルチキャスト送信された前記保存先情
報の変化後の内容を示す状態変化情報を取得した場合には、前記状態変化情報に基づいて
、前記保存先情報の更新を行うようにしてもよい。
【００１３】
　前記保存先情報は、リムーバブルメディアの名称、該リムーバブルメディア内のフォル
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ダの名称または該フォルダの構成の少なくともいずれか１つを含み、前記保存先情報取得
部が、前記適合機器によりネットワーク上にマルチキャスト送信された前記リムーバブル
メディアに関する保存先情報を取得した場合には、前記コンテンツ検索部は、前記記録部
に記録された前記コンテンツ情報の中から、前記リムーバブルメディアに関する保存先情
報と関連するメタ情報を有するコンテンツ情報を検索し、前記コンテンツ提供部は、前記
リムーバブルメディアに関する保存先情報と関連するメタ情報を有するコンテンツ情報が
検出された場合には、当該コンテンツ情報を、前記メタ情報と関連した保存先情報を有す
る前記適合機器に提供するようにしてもよい。
【００１４】
　前記保存先情報取得部が、前記適合機器によりネットワーク上にマルチキャスト送信さ
れた前記保存先情報に基づいて、当該適合機器が有するコンテンツが再生済みであること
を示すメタ情報を取得した場合には、前記コンテンツ検索部は、前記再生済みであること
を示すメタ情報が付加されたコンテンツに関連するコンテンツを含むコンテンツ情報を検
索し、前記コンテンツ提供部は、前記再生済みであることを示すメタ情報が付加されたコ
ンテンツに関連するコンテンツを含むコンテンツ情報が検出された場合には、前記再生済
みであることを示すメタ情報を送信した前記適合機器に対して、当該コンテンツ情報を他
のコンテンツ情報よりも優先して提供するようにしてもよい。
【００１５】
　前記適合機器にお勧めのコンテンツ情報を記録するためのフォルダが設けられている場
合に、前記保存先情報は、少なくとも前記フォルダの名称を含み、前記コンテンツ検索部
は、前記お勧めのコンテンツ情報を検索し、前記コンテンツ提供部は、前記フォルダ内の
ファイルの削除及び前記フォルダへの前記お勧めのコンテンツ情報の提供を行うようにし
てもよい。
【００１６】
　前記お勧めのコンテンツ情報は、コンテンツを構成する複数の分割単位のうち一部の前
記分割単位を組み合わせたダイジェスト情報であり、前記適合機器において、前記ダイジ
ェスト情報が再生された場合には、前記コンテンツ提供部は、前記ダイジェスト情報に対
応する前記お勧めのコンテンツ情報を自動的に提供するか、あるいは、前記お勧めのコン
テンツ情報が有料である場合には当該コンテンツ情報の購入手続処理を行うようにしても
よい。
【００１７】
　上記課題を解決するために、本発明の他の観点によれば、放送または外部のネットワー
クを介して他の機器が受信したコンテンツ及び該コンテンツのメタ情報からなるコンテン
ツ情報を記録可能な記録装置であって、前記コンテンツ情報の保存先を規定した保存先情
報を設定する保存先情報設定部と、前記他の機器からネットワーク上にマルチキャスト送
信された、当該他の機器が有する前記コンテンツ情報を記録可能な機器である適合機器の
検索要求を受信した場合には、前記検索要求に対する応答を前記他の機器へ送信する検索
要求応答部と、自身が適合機器であることを示す適合機器情報を含むデバイス情報を前記
他の機器に提供するデバイス情報提供部と、前記デバイス情報に基づいて、自身が前記コ
ンテンツ情報を記録可能な機器であると前記他の機器により判断された場合に、前記他の
機器からの要求に応じて前記保存先情報を前記他の機器に提供する保存先情報提供部と、
前記保存先情報を受信した他の機器から、当該保存先情報と関連するメタ情報を有するコ
ンテンツ情報がある場合には、当該コンテンツ情報を取得するコンテンツ取得部と、取得
した前記コンテンツ情報を、前記保存先情報に対応する保存先に記録する記録部と、を備
える記録装置が提供される。
【００１８】
　前記保存先情報は、例えば、前記コンテンツ情報が記録されるメディアの名称、前記メ
ディア内のフォルダの名称、又は前記メディア内のフォルダの構成の少なくともいずれか
１つを含むことができる。
【００１９】
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　前記保存先情報提供部は、前記保存先情報の内容が変化した場合には、前記保存先情報
の変化後の内容を示す状態変化情報をネットワーク上にマルチキャスト送信するようにし
てもよい。
【００２０】
　前記保存先情報は、リムーバブルメディアの名称、該リムーバブルメディア内のフォル
ダの名称または該フォルダの構成の少なくともいずれか１つを含み、前記保存先情報提供
部は、前記リムーバブルメディアが挿入されたことを検知した場合には、前記リムーバブ
ルメディアに関する保存先情報をネットワーク上にマルチキャスト送信するようにしても
よい。
【００２１】
　前記保存先情報提供部は、前記記録部に記録されたコンテンツの再生が終了した場合に
は、再生が終了した前記コンテンツが再生済みであることを示すメタ情報を前記コンテン
ツに付加し、前記再生済みであることを示すメタ情報を前記他の機器からの要求に応じて
提供するようにしてもよい。
【００２２】
　前記保存先情報は、前記コンテンツ情報が記録されるメディアの内のフォルダの名称、
又は前記メディア内のフォルダの構成を含み、前記保存先情報設定部は、前記保存先情報
の設定時に、前記フォルダの制限容量を指定し、前記保存先情報提供部は、前記指定した
前記フォルダの制限容量を前記他の機器からの要求に応じて提供するようにしてもよい。
【００２３】
　上記課題を解決するために、本発明のさらに他の観点によれば、放送または外部のネッ
トワークを介してコンテンツ及び該コンテンツのメタ情報からなるコンテンツ情報を受信
し、受信した前記コンテンツ情報を他の機器に転送するコンテンツ受信方法であって、受
信した前記コンテンツ情報を記録可能な機器である適合機器の検索要求をネットワーク上
にマルチキャスト送信し、前記適合機器がネットワーク上に存在するか否かを検索するデ
バイス検索ステップと、前記検索要求に応答した１又は２以上の機器から、当該機器が前
記適合機器であることを示す適合機器情報を含むデバイス情報を取得するデバイス情報取
得ステップと、取得した前記デバイス情報に基づいて、当該デバイス情報を送信した１又
は２以上の機器が前記適合機器であるか否かを判断する機器適合判断ステップと、前記デ
バイス情報を送信した１又は２以上の機器が前記適合機器であると判断された場合に、当
該適合機器から、当該適合機器において設定された前記コンテンツ情報の保存先を規定し
た保存先情報を取得する保存先情報取得ステップと、前記記録ステップで記録された前記
コンテンツ情報、または、受信中もしくは受信予定の前記コンテンツ情報の中から、前記
保存先情報と関連するメタ情報を有するコンテンツ情報を検索するコンテンツ検索ステッ
プと、前記保存先情報と関連するメタ情報を有するコンテンツ情報が検出された場合には
、当該コンテンツ情報を、前記メタ情報と関連した保存先情報を有する前記適合機器に送
信するコンテンツ送信ステップと、を含むコンテンツ受信方法が提供される。
【００２４】
　上記課題を解決するために、本発明のさらに他の観点によれば、放送または外部のネッ
トワークを介して他の機器が受信したコンテンツ及び該コンテンツのメタ情報からなるコ
ンテンツ情報を記録するコンテンツ記録方法であって、前記他の機器からネットワーク上
にマルチキャスト送信された、当該他の機器が有する前記コンテンツ情報を記録可能な機
器である適合機器の検索要求を受信した場合には、前記検索要求に対する応答を前記他の
機器へ送信する検索要求応答ステップと、自身が適合機器であることを示す適合機器情報
を含むデバイス情報を前記他の機器に送信するデバイス情報送信ステップと、前記デバイ
ス情報に基づいて、自身が前記コンテンツ情報を記録可能な機器であると前記他の機器に
より判断された場合に、前記他の機器からの要求に応じて、予め設定された前記コンテン
ツ情報の保存先を規定した保存先情報を前記他の機器に送信する保存先情報送信ステップ
と、前記保存先情報と関連するメタ情報を有するコンテンツ情報がある場合には、前記保
存先情報を受信した他の機器から、当該コンテンツ情報を受信するコンテンツ情報受信ス
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テップと、受信した前記コンテンツ情報を、前記保存先情報に対応する保存先に記録する
記録ステップと、を含むコンテンツ記録方法が提供される。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、このような問題に鑑みてなされたもので、コンテンツを受信する機能
を有する受信装置、この受信装置から転送されたコンテンツを記録する機能を有する記録
装置、及び、これらの装置を用いたコンテンツ受信方法とコンテンツ記録方法において、
ユーザの嗜好に応じて、その嗜好ごとに分類してコンテンツを自動的に記録することが可
能になるとともに、記録装置のコンポーネント化を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２７】
＜第１実施形態＞
（自動記録システムの構成）
　まず、図１Ａ及び図１Ｂに基づいて、本発明の第１の実施形態に係るコンテンツの自動
録画機能を有する自動記録システムについて説明する。なお、図１Ａは、本発明の第１の
実施形態に係る自動記録システムの構成を示す説明図であり、１つの記録装置に複数の受
信装置がネットワーク接続されている例である。また、図１Ｂは、同実施形態に係る自動
記録システムの構成を示す説明図であり、１つの受信装置に複数の記録装置がネットワー
ク接続されている例である。
【００２８】
　図１Ａ及び図２Ｂに示すように、本実施形態に係る自動記録システムは、受信装置１０
（１０－１、１０－２）と録画装置２０（２０－１、２０－２）とがイーサネット（登録
商標）等のネットワークを介して接続されている。受信装置１０及び録画装置２０の個数
は特に限定されず、少なくとも、それぞれ１つずつ備えられていればよく、図１Ａのよう
に、１つの記録装置２０に２つの受信装置１０－１、１０－２が接続されていてもよく、
図１Ｂのように、１つの受信装置１０に２つの記録装置２０－１、２０－２が接続されて
いてもよい。
【００２９】
　また、出力インターフェース（ＩＦ：Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）として、本実施形態におい
ては、各受信装置及び記録装置に１つずつＴＶモニタ（１０２、１０２－１、１０２－２
、２０２、２０２－１、２０２－２）が接続されているが、必ずしも全ての機器にＴＶモ
ニタが接続されていなくても良く、複数の受信装置または記録装置のうち、少なくともい
ずれか１台にＴＶモニタが接続され、コンテンツの再生をネットワーク経由で行ってもよ
い。
【００３０】
　受信装置１０、１０－１、１０－２は、放送または外部のネットワークを介して、コン
テンツ及びコンテンツのメタ情報からなるコンテンツ情報を受信可能な機器である。具体
的には、受信装置１０等としては、例えば、ＢＳデジタル放送、ＣＳデジタル放送、地上
波デジタル放送等による放送コンテンツやインターネット配信されるインターネットコン
テンツ等を受信可能な機器（いわゆるセットトップボックス（ＳＴＢ：Ｓｅｔ　Ｔｏｐ　
Ｂｏｘ）と呼ばれる機器）や、インターネット配信される音楽やラジオ等の音声コンテン
ツなどのデジタルコンテンツを受信可能な機器がある。
【００３１】
　記録装置２０、２０－１、２０－２は、ネットワークを介して受信装置１０等が受信し
たコンテンツ情報を記録可能な機器（以下、「適合機器」という場合がある）である。具
体的には、記録装置２０等としては、例えば、上述したＳＴＢと接続可能なＵＰｎＰ（Ｕ
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ｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｐｌｕｇ　ａｎｄ　Ｐｌａｙ）等のネットワークプロトコルに準拠し
た機器がある。
【００３２】
　また、最近では、音楽、写真、動画のようなデジタルコンテンツが家電、パーソナルコ
ンピュータ（ＰＣ：Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）、モバイル機器間でシームレ
スに共有される、相互互換性の高い家庭内のネットワーク（以下、「ホームネットワーク
」という）の実現を目指して、ＤＬＮＡ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｌｉｖｉｎｇ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ　Ａｌｌｉａｎｃｅ）のような非営利団体が設立されている。このＤＬＮＡが規格する
ホームネットワークによれば、例えば、デジタルメディアサーバ（ＤＭＳ：Ｄｉｇｉｔａ
ｌ　Ｍｅｄｉａ　Ｓｅｒｖｅｒ）と呼ばれるサーバ機器が有するコンテンツ（動画、静止
画、音楽）を、別の部屋に置かれたデジタルメディアプレーヤー（ＤＭＰ：Ｄｉｇｉｔａ
ｌ　Ｍｅｄｉａ　Ｐｌａｙｅｒ）と呼ばれるクライアント機器で視聴することができる。
【００３３】
　本実施形態では、受信装置１０等を、ＤＬＮＡによるホームネットワークにおけるＤＭ
Ｓとして機能させ、記録装置２０等を、ＤＬＮＡによるホームネットワークにおけるＤＭ
Ｐとして機能させてもよい。
【００３４】
　このようなホームネットワークを実現するための具体的な機器としては、パーソナルコ
ンピュータ（ＰＣ；Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）、ハードディスクレコーダ（
ＰＶＲ；Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｖｉｄｅｏ　Ｒｅｃｏｒｄｅｒ）、テレビチューナ、セット
トップボックス（ＳＴＢ；Ｓｅｔ　Ｔｏｐ　Ｂｏｘ）、デジタルカメラ、デジタルビデオ
カメラ、携帯電話、携帯型情報端末（ＰＤＡ；Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓ
ｓｉｓｔａｎｔｓ）、ゲーム機、ステレオセット、又はデジタル音楽デバイス等が挙げら
れる。
【００３５】
（受信装置１０及び記録装置２０のハードウェア構成）
　次に、図２Ａ及び図２Ｂに基づいて、受信装置１０及び記録装置２０のハードウェア構
成について説明する。ここで、図２Ａ及び図２Ｂは、本実施形態に係る受信装置１０及び
記録装置２０のハードウェア構成を示す説明図である。なお、図２Ａ及び図２Ｂでは、１
台の受信装置１０に１台の記録装置２０が接続している例を示しているが、上述したよう
に、１台の受信装置１０に複数の記録装置２０が接続していてもよく、１台の記録装置２
０に複数の受信装置１０が接続していてもよい。
【００３６】
　図２Ａ及び図２Ｂに示すように、受信装置１０は、ネットワークを介して、コンテンツ
及びコンテンツのメタ情報からなるコンテンツ情報を受信可能な機器であり、受信したコ
ンテンツを他の機器へ転送する機能も有する。この受信装置１０は、チューナ１０４と、
ＨＤＤ１０６と、デコーダ１０８と、入出力ＩＦ１１０と、ネットワーク接続部１１２と
、ＣＰＵ１１４と、を有する。
【００３７】
　チューナ１０４は、ＢＳデジタル放送、ＣＳデジタル放送、地上波デジタル放送等によ
る放送コンテンツ、インターネット配信されるインターネットコンテンツ、インターネッ
ト配信される音楽やラジオ等の音声コンテンツ等のデジタルコンテンツをリアルタイムで
受信する。チューナ１０４は、コンテンツとともにそのメタ情報を受信することができる
。このようなメタ情報としては、放送コンテンツの場合にはＥＰＧ等の番組情報、その他
の映像コンテンツの場合には、そのコンテンツの題名、圧縮形式、上映時間等の情報、音
楽コンテンツの場合には、アーティスト名、曲名、演奏時間等の情報が挙げられる。チュ
ーナ１０４は、受信装置１０がＨＤＤ１０６等の記憶媒体を有する場合には、当該記憶媒
体に伝送してもよい。また、チューナ１０４が受信するコンテンツはエンコードされてい
る場合が多いので、ＴＶモニタ１０２等の表示手段で表示するために、デコーダ１０８に
伝送してもよい。
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【００３８】
　ＨＤＤ１０６は、受信装置１０においては必ずしも設けられていなくてもよいが、設け
られている場合には、チューナ１０４が受信したコンテンツ、さらには、デコーダ１０８
によりデコードされたコンテンツ等を記録することができる。なお、受信装置１０には、
通常、リムーバブルメディアのドライブは設けられないことが多い。
【００３９】
　デコーダ１０８は、チューナ１０４が受信したエンコードされたコンテンツ情報をデコ
ードしてＴＶモニタ１０２等の表示手段により表示できる形式に変換する。デコーダ１０
８とＴＶモニタ１０２とは、例えば、ＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕ
ｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）ケーブル等により接続されている。
【００４０】
　入出力ＩＦ１１０は、ユーザによる入力を行ったり、ユーザがコンテンツを視聴するた
めに出力を行ったりするためのインターフェースであり、例えば、ＰＣのモニタ、ＴＶモ
ニタ、キーボード、マウス、リモートコントローラ等が考えられる。
【００４１】
　ネットワーク接続部１１２は、イーサネット（登録商標）等のネットワークを介して記
録装置２０のネットワーク接続部２０４（後述）との間で接続を確立する。この受信装置
１０と記録装置２０との間の接続は、一般に、ＴＣＰ／ＩＰにより確立される。本実施形
態において、受信装置１０と記録装置２０との間の情報のやりとり、例えば、受信装置１
０からのコンテンツ情報の提供、記録装置２０からの保存先情報及びデバイス情報の取得
等は、このネットワーク接続部１１２を通じて行われる。また、受信装置１０は、ネット
ワーク接続部１１２を通じてネットワーク経由で記録装置２０と情報のやり取りを行うこ
とにより、例えば、ネットワーク経由で記録装置２０内のフォルダ構成を知ることができ
る。
【００４２】
　ＣＰＵ１１４は、上述したチューナ１０４、ＨＤＤ１０６、デコーダ１０８、入出力Ｉ
Ｆ１１０、ネットワーク接続部１１２等の動作を全般的に制御する。
【００４３】
　図２Ａ及び図２Ｂに示すように、記録装置２０は、ネットワークを介して他の機器が受
信したコンテンツ及び該コンテンツのメタ情報からなるコンテンツ情報を記録可能な機器
である。この記録装置２０は、ネットワーク接続部２０４と、ＨＤＤ２０６と、リムーバ
ブルメディアドライブ２０８と、デコーダ２１０と、入出力ＩＦ２１２と、ＣＰＵ２１４
と、を有する。
【００４４】
　ネットワーク接続部２０４は、イーサネット（登録商標）等のネットワークを介して受
信装置１０のネットワーク接続部１１２との間で接続を確立する。この記録装置２０と受
信装置１０との間の接続は、一般に、ＴＣＰ／ＩＰにより確立される。本実施形態におい
て、記録装置２０と受信装置１０との間の情報のやりとり、例えば、受信装置１０からの
コンテンツ情報の取得、記録装置２０からの保存先情報及びデバイス情報の提供等は、こ
のネットワーク接続部２０４を通じて行われる。
【００４５】
　ＨＤＤ２０６は、受信装置１０からネットワーク接続部１１２、２０４を通じて提供さ
れたコンテンツ情報を記録する。受信装置１０が受信したコンテンツは、通常、記録装置
２０で記録された後に、記録装置２０において再生されることが多いため、ＨＤＤ２０６
は、コンテンツを記録装置２０に転送する受信装置１０のＨＤＤ１０６よりも大容量であ
ることが一般的である。
【００４６】
　リムーバブルメディアドライブ２０８は、ＨＤＤ２０６と同様に、受信装置１０から提
供されたコンテンツ情報を記録するが、通常は、ＨＤＤ２０６とは異なり、コンテンツの
永久保存や持ち運び用として使用される。ただし、このような用途に使用する必要がない
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場合等は、記録装置２０には、必ずしも、リムーバブルメディア２０８のドライブが設け
られていなくてもよい。ここで、本実施形態におけるリムーバブルメディアとしては、例
えば、ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｋ）、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌ
ｅ　Ｄｉｓｋ）、ＢＤ（Ｂｌｕ－Ｒａｙ　Ｄｉｓｋ）、ＨＤ－ＤＶＤ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆ
ｉｎｉｔｉｏｎ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）等が挙げられる。
【００４７】
　デコーダ２１０は、受信装置１０のデコーダ１０８と同様に、受信装置１０が受信した
エンコードされたコンテンツ情報をデコードしてＴＶモニタ２０２等の表示手段により表
示できる形式に変換する。デコーダ２１０とＴＶモニタ２０２とは、例えば、ＨＤＭＩ（
Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）ケーブ
ル等により接続されている。
【００４８】
　入出力ＩＦ２１２は、受信装置１０の入出力ＩＦ１１０と同様に、ユーザによる入力を
行ったり、ユーザがコンテンツを視聴するために出力を行ったりするためのインターフェ
ースであり、例えば、ＰＣのモニタ、ＴＶモニタ、キーボード、マウス、リモートコント
ローラ等が考えられる。
【００４９】
　ＣＰＵ２１４は、上述したネットワーク接続部２０４、ＨＤＤ２０６、リムーバブルメ
ディアドライブ２０８、デコーダ２１０、入出力ＩＦ２１２等の動作を全般的に制御する
。
【００５０】
　なお、ＴＶモニタ１０２、２０２は、例えば、受信装置１０と記録装置２０とが異なる
部屋に設置されている場合には、通常、図２Ａに示すように、受信装置１０と記録装置２
０のそれぞれに接続されている。一方、受信装置１０と記録装置２０とが同じ部屋に設置
されている場合には、図２Ｂに示すように、ＴＶモニタ１０２（２０２）は、受信装置１
０と記録装置２０に共通のＴＶモニタとして、それぞれのデコーダ１０８、２１０の両方
に接続されていてもよい。
【００５１】
（受信装置１０及び記録装置２０の機能構成）
　次に、図３に基づいて、受信装置１０及び記録装置２０の機能構成について説明する。
なお、図３は、本実施形態に係る受信装置１０及び記録装置２０の機能構成を示す説明図
である。
【００５２】
（受信装置１０の機能構成）
　図３に示すように、受信装置１０は、記録部１２４と、デバイス検索部１２６と、デバ
イス情報取得部１２８と、機器適合判断部１３０と、保存先情報取得部１３２と、コンテ
ンツ検索部１３４と、コンテンツ提供部１３６と、を有する。
【００５３】
　記録部１２４は、主に、上述したチューナ１０４により受信されたコンテンツやそのメ
タ情報（例えば、ＥＰＧ）をＨＤＤ１０６等の記憶媒体に記録する。また、記録部１２４
は、後述するデバイス情報取得部１２８が取得した記録装置２０のデバイス情報や、保存
先情報取得部１３２が取得した記録装置２０の保存先情報等を記録してもよい。
【００５４】
　デバイス検索部１２６は、記録部１２４によりＨＤＤ１０６に保存されたコンテンツ情
報を記録可能な機器である適合機器（例えば、ＵＰｎＰ規格に対応した機器）の検索要求
を、イーサネット（登録商標）等のネットワーク上にマルチキャスト送信することにより
、適合機器がネットワーク上に存在するか否かを検索する。このデバイス検索部１２６は
、上記検索要求を受信した記録装置２０の検索要求応答部２２４（詳細は後述する）から
の応答を受信した場合には、デバイス情報取得部１２８にその旨を通知する。
【００５５】
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　デバイス情報取得部１２８は、デバイス検索部１２６から検索要求に応答した１又は２
以上の機器（例えば、記録装置２０）がある旨の通知を受けると、当該機器から（例えば
、後述する記録装置２０のデバイス情報提供部２２６から）適合機器情報を含むデバイス
情報を取得する。ここで、適合機器情報とは、検索要求に応答した機器が適合機器である
ことを示す情報であり、例えば、その機器がＵＰｎＰ規格に対応した機器である等の受信
装置１０に接続可能であることを示す表示である。また、デバイス情報としては、上記適
合機器情報のほかに、検索要求に応答した機器の名称、当該機器の詳細な機能等を示す情
報などが挙げられる。
【００５６】
　機器適合判断部１３０は、上述したデバイス情報取得部１２８が取得したデバイス情報
に基づいて、当該デバイス情報を送信した１又は２以上の機器が適合機器であるか否かを
判断する。具体的には、機器適合判断部１３０は、デバイス情報を送信した機器が受信装
置１０に接続可能な機器（例えば、ＵＰｎＰに対応した機器）であるか否かや、受信装置
１０が受信したコンテンツの種別（例えば、Ｉｍａｇｅ、Ｐｈｏｔｏ、ＡＶ等）に対応し
た機器であるか否かなどを判断する。
【００５７】
　保存先情報取得部１３２は、上述した機器適合判断部１３０により、デバイス情報を送
信した１又は２以上の機器が適合機器であると判断された場合に、当該適合機器から（例
えば、後述する記録装置２０の保存先情報提供部２２８から）、当該適合機器において設
定されたコンテンツ情報の保存先を規定した保存先情報を取得する。この保存先情報とし
ては、例えば、コンテンツが記録されるメディアの名称、メディア内に作成されたフォル
ダの名称、当該フォルダの構造等が挙げられるが、詳細については後述する。
【００５８】
　コンテンツ検索部１３４は、記録部１２４によりＨＤＤ１０６に保存されたコンテンツ
情報、あるいは、受信中または受信予定のコンテンツ情報の中から、保存先情報取得部１
３２が取得した保存先情報と関連するメタ情報を有するコンテンツを検索する。具体的に
は、例えば、ＨＤＤ１０６に記録されたコンテンツ情報がデジタル放送コンテンツ及びそ
のＥＰＧ情報からなり、保存先情報がメディアやフォルダの名称である場合には、コンテ
ンツ検索部１３４は、ＥＰＧ情報とメディアやフォルダの名称とを比較し、受信したＥＰ
Ｇ情報の中に、記録装置２０から取得したメディアやフォルダの名称と一致する（または
関連する）番組名を有するコンテンツがあるか否かを検索する。また、保存先情報と関連
するメタ情報を有するコンテンツの他の検索方法としては、例えば、ＥＰＧ情報から得ら
れる出演者や字幕などのメタ情報とフォルダ名称とが一致するコンテンツを検索する方法
、記録装置２０のメディア内のフォルダに記録済みのコンテンツとＥＰＧ情報から得られ
るコンテンツ（番組）のメタ情報とを比較する方法等、各種の方法が考えられる。
【００５９】
　コンテンツ提供部１３６は、保存先情報と関連するメタ情報を有するコンテンツ情報が
検出された場合には、当該コンテンツ情報を、上記メタ情報と関連した保存先情報を有す
る適合機器（例えば、受信装置１０）に提供する。この際、コンテンツ提供部１３６は、
例えば、予め記録装置２０から取得したフォルダのＩＤを指定する等して、提供するコン
テンツ情報の保存先を指定して、記録装置２０における該当する保存先にコンテンツ情報
が記録されるようにしている。
【００６０】
　ここで、受信装置１０は、適合機器（例えば、記録装置２０）から取得したデバイス情
報及び保存先情報に基づいて、適合機器に関する情報を記録した適合機器リストを作成す
るリスト作成部（図示せず）を備えていてもよい。ここで、適合機器に関する情報とは、
適合機器の名称、適合機器により設定された保存先情報等の情報である。
【００６１】
　このリスト作成部は、機器適合判断部１３０が、デバイス情報を送信した１又は２以上
の機器が適合機器であると判断した場合には、デバイス情報を送信した１又は２以上の機
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器を上記適合機器リストに記録する。また、リスト作成部は、保存先情報取得部１３２が
、適合機器リストに記録された機器（例えば、記録装置２０）から当該機器において設定
された保存先情報を取得した場合には、取得した当該保存先情報を有する適合機器の名称
等と関連付けて適合機器リストに記録する。なお、リスト作成部が作成するリストの作成
例については後述する。
【００６２】
（記録装置２０の機能構成）
　また、図３に示すように、記録装置２０は、保存先情報設定部２２２と、検索要求応答
部２２４と、デバイス情報提供部２２６と、保存先情報提供部２２８と、コンテンツ取得
部２３０と、記録部２３２と、を有する。
【００６３】
　保存先情報設定部２２２は、コンテンツ情報の保存先を規定した保存先情報を設定する
。この保存先情報としては、上述したように、例えば、コンテンツが記録されるメディア
の名称、メディア内に作成されたフォルダの名称、当該フォルダの構造、メディアやフォ
ルダの種別、メディアやフォルダの残容量、メディアやフォルダに記録されたコンテンツ
及びそのメタ情報の内容等が挙げられる。
【００６４】
（保存先情報の例）
　ここで、図４に基づいて、保存先情報設定部２２２が設定する保存先情報の一例として
、メディア／フォルダ情報を例に挙げて説明する。なお、図４は、本実施形態に係るメデ
ィア及びその内部に設定されたフォルダの構成を示す説明図である。
【００６５】
　図４（ａ）に示すように、例えば、記録装置２０のＨＤＤ２０６には、記録装置２０の
ユーザの嗜好に基づいて複数のフォルダが作成されている。具体的には、ドラマフォルダ
２５２、その下位のフォルダとして海外フォルダ２５２ａ、ラーメンフォルダ２５４、サ
ッカーフォルダ２５６、その下位のフォルダとしてワールドカップフォルダ２５６ａ及び
Ｊリーグフォルダ２５６ｂ、お勧めフォルダ２５８が作成されている。このようなフォル
ダ名やフォルダの構成は、任意に定めることができるので、記録装置２０のユーザの嗜好
を反映した保存先情報を設定することができる。
【００６６】
　この例では、フォルダの構成によりＡＮＤ／ＯＲ条件を規定している。すなわち、例え
ば、サッカーフォルダ２５６を例に挙げて説明すると、フォルダ２５６の下位フォルダと
してフォルダ２５６ａ及びフォルダ２５６ｂが作成されており、フォルダ２５６とフォル
ダ２５６ａ、フォルダ２５６とフォルダ２５６ｂは、それぞれ、ＡＮＤ条件でつながれて
いる。従って、フォルダ２５６ａには、「サッカー×ワールドカップ」というキーワード
に合致するコンテンツ、すなわち、サッカーのワールドカップの試合の放送が記録される
。同様に、フォルダ２５６ｂには、「サッカー×Ｊリーグ」のキーワードに合致するコン
テンツであるＪリーグのサッカーの試合の放送が記録されることになる。一方、フォルダ
２５６ａには、サッカー以外の（例えば、バレーボールの）ワールドカップの試合は記録
されない。また、フォルダ２５６ａとフォルダ２５６ｂとは、並列に配置されており、ワ
ールドカップとＪリーグというキーワードがＯＲ条件でつながれている。さらに、このよ
うに、フォルダの構成によりＡＮＤ／ＯＲ条件を規定する以外にも、ＡＮＤ／ＯＲの文字
を含むフォルダ名称にするなどにより、ＡＮＤ／ＯＲ条件を規定することもできる。
【００６７】
　上記のようなフォルダの設定は、通常、記録装置２０のユーザからの入力により行われ
るが、その方法も、フォルダを直接参照して行うことも、キーワードの入力によりフォル
ダを自動生成することも可能である。また、キーワードによる入力の場合は、すでに記録
したコンテンツのメタ情報などから抽出したキーワード候補のようなものを選択すること
などによりユーザ操作を軽減することも可能である。キーワード候補としては、記録装置
２０がはじめからキーワードの辞書を有していてもよい。
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【００６８】
　また、フォルダ２５８のように、「お勧めフォルダ」を作成することも可能である。こ
のフォルダ２５８には、詳しくは後述するが、コンテンツの提供者がお勧めのコンテンツ
が自動的に記録・削除等される。従って、このフォルダ２５８のみに関しては、ユーザの
嗜好とは無関係にコンテンツが記録されることとなる。
【００６９】
　また、図４（ｂ）に示すように、リムーバブルメディア２０８にも同様にフォルダを構
成することが可能である。本実施形態では、例えば、リムーバブルメディア２０８の名称
２６２を「歌番組」とし、この下位概念に該当するフォルダ２７２、２７４、２７６、２
７８として、「歌手Ａ」～「歌手Ｄ」の名称を付している。従って、例えば、フォルダ２
７２には、「歌番組」というキーワードと「歌手Ａ」というキーワードがＡＮＤ条件で与
えられる「歌手Ａが出演している歌番組」が記録されることとなる。このようなリムーバ
ブルメディア２０８は、コンテンツの永久保存や持ち運びに用いられる。
【００７０】
　なお、上述したフォルダ構成は、すべて記録装置２０のユーザからの入力により設定さ
れたものとして説明したが、例えば、ＴＶウォッチャーのような人がいて、その人のお勧
めのフォルダ構成自体をインターネット等を介してダウンロードすることも可能である。
【００７１】
（記録装置２０の機能構成の続き）
　以下、再び図３を参照しながら、記録装置２０の機能構成についての説明を続ける。
【００７２】
　このように、保存先情報は、コンテンツ情報が記録されるメディアの内のフォルダの名
称、又はメディア内のフォルダの構成を含めることができる。そして、このような場合に
、保存先情報設定部２２２は、保存先情報の設定時に、フォルダの制限容量を指定するこ
とが可能である。また、この指定したフォルダの制限容量に関する情報は、例えば、後述
する保存先情報提供部２２８が、保存先情報設定部２２２が指定したフォルダの制限容量
に基づいて算出したフォルダの残容量を、受信装置１０からの要求に応じて、当該受信装
置１０に送信することができる。これにより、記録装置２０のユーザの嗜好に応じて、そ
の嗜好の項目ごとにコンテンツの保存容量を指定できるので、効率よいメディアの利用が
可能となる。
【００７３】
　検索要求応答部２２４は、他の機器（例えば、受信装置１０）からネットワーク上にマ
ルチキャスト送信された、当該他の機器が有するコンテンツ情報を記録可能な機器である
適合機器の検索要求を受信した場合には、この検索要求に対する応答を他の機器（例えば
、受信装置１０のデバイス検索部１２６）へ送信する。検索要求応答部２２４は、他の機
器からの検索要求に応答した旨をデバイス情報提供部２２６に通知してもよい。
【００７４】
　デバイス情報提供部２２６は、検索要求応答部２２４が応答を送信した他の機器（例え
ば、受信装置１０）からのデバイス情報の提供要求に応じて、記録装置２０自身が適合機
器であることを示す適合機器情報を含むデバイス情報を他の機器（例えば、受信装置１０
のデバイス情報取得部１２８）に提供する。ここで、適合機器情報、デバイス情報につい
ては、上述した受信装置１０の場合と同様であるので、ここでは詳細な説明は省略する。
なお、デバイス情報提供部２２６は、デバイス情報を記録部２３２のＨＤＤ２０６より抽
出して他の機器に提供する。また、デバイス情報提供部２２６は、デバイス情報を提供し
た旨を保存先情報提供部２２８、格納先情報設定部２２２等に通知してもよい。
【００７５】
　保存先情報提供部２２８は、デバイス情報提供部２２６が他の機器（例えば、受信装置
１０）に提供したデバイス情報に基づいて、記録装置２０自身がコンテンツ情報を記録可
能な機器であると他の機器（例えば、受信装置１０）により判断され、当該他の機器から
保存先情報の提供要求を受信した場合に、保存先情報を当該他の機器（例えば、受信装置
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１０の保存先情報取得部１３２）に提供する。ここで、保存先情報については、図４を参
照しながら詳細に説明したので、ここではその説明は省略する。
【００７６】
　また、保存先情報提供部２２８は、保存先情報の内容が変化した場合、例えば、フォル
ダの名称や構成が変更された場合、フォルダの残容量が変化した場合、リムーバブルメデ
ィアを交換した等の場合には、保存先情報の変化後の内容を示す状態変化情報を、その変
化のあった時に、ネットワーク上にマルチキャスト送信することもできる。
【００７７】
　コンテンツ取得部２３０は、保存先情報提供部２２８が提供した保存先情報を受信した
他の機器（例えば、受信装置１０のコンテンツ提供部１３６）から、当該保存先情報と関
連するメタ情報を有するコンテンツ情報がある場合には、当該コンテンツ情報を取得する
。コンテンツ取得部２３０は、コンテンツ情報取得の際に、当該コンテンツ情報の保存先
を示す情報（例えば、コンテンツの保存先となるフォルダのＩＤの指定）を同時に取得す
る。コンテンツ取得部２３０は、取得したコンテンツ情報及びこの保存先を示す情報を記
録部２３２に伝送する。
【００７８】
　記録部２３２は、コンテンツ取得部２３０が取得したコンテンツ情報を、保存先情報提
供部２２８が提供した保存先情報に対応する保存先に記録する。ここで、上記のように、
記録部２３２は、コンテンツ取得部２３０から、コンテンツ情報とともに、当該コンテン
ツ情報の保存先となるフォルダのＩＤの指定など、コンテンツ情報の保存先を示す情報を
伝送されているため、その情報に基づいて、コンテンツ情報を所望の保存先に記録するこ
とができる。
【００７９】
（自動記録システムにおける情報の流れ）
　以上、本実施形態に係る自動記録システム、並びに、このシステムを構成する受信装置
１０及び記録装置２０の構成について詳細に説明した。以下、図５に基づいて、かかる構
成を有する自動記録システムの情報の流れについて説明する。なお、図５は、本実施形態
に係る自動記録システムの情報の流れを示す説明図である。
【００８０】
　図５に示すように、本実施形態に係る自動記録システムでは、受信装置１０と記録装置
２０との間で、デバイス（適合機器）の検索や、メディア／フォルダ情報（保存先情報）
をやりとりするので、これらを通じて、ネットワーク上で記録装置２０のユーザの嗜好（
すなわち、保存先情報）を共有することが可能である。また、該当するフォルダの情報を
取得する手順が備えられており、ユーザの嗜好に基づいて作成された保存先にコンテンツ
を自動的に記録することができる。以下、この自動記録システムの情報の流れについて具
体的に説明する。なお、本システムにおける情報の伝送は、全てＩＰプロトコル上で行わ
れる。また、以下の説明では、保存先情報としてメディアやフォルダの名称や構成を示す
情報であるメディア／フォルダ情報を例に挙げて説明する。
【００８１】
　まず、受信装置１０は、適合機器である（例えば、ＵＰｎＰ規格に対応した機器である
）記録装置２０の存在を確認するために、適合機器である「デバイスの検索」要求情報（
以下、「検索要求」という）をネットワーク上にマルチキャスト送信する（ステップＳ１
２）。このようにしてマルチキャストされた検索要求を受信した全ての記録装置２０は、
自身の存在を示すために、検索要求の送信元である受信装置１０に対して「記録装置であ
る旨の表示」を返送することにより応答する（ステップＳ１４）。
【００８２】
　次に、受信装置１０は、「記録装置である旨の表示」により記録装置２０の存在やその
アドレスを知ると、より詳細な情報を得るために、各記録装置２０に対して、デバイス情
報の要求を送信する（ステップＳ１６）。受信装置１０からのデバイス情報要求を受信し
た記録装置２０は、記録装置２０自身の詳細な機能や機器の名称、接続可能であることを
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示す表示などのデバイス情報を提供する（ステップＳ１８）。
【００８３】
　次に、受信装置１０は、デバイス情報を送信した記録装置２０に対して、「メディア／
フォルダリスト要求」をすることにより、記録装置２０に存在するメディアやフォルダの
リストを要求する（ステップＳ２０）。受信装置１０からの「メディア／フォルダリスト
要求」を受信した記録装置２０は、内部に有するメディアやフォルダのリスト受信装置１
０に提供する（ステップＳ２２）。このメディアやフォルダのリストには、記録装置２０
のユーザの嗜好に基づいて作成されたメディアやフォルダの名称や構成が記録されている
。記録装置２０がサーバとしての機能を備えている場合には、受信装置１０は、さらに各
フォルダの内容に関する情報まで受信可能であり、フォルダのリストだけでなくフォルダ
の構造まで知ることができる。
【００８４】
　次に、受信装置１０は、上記ステップＳ２２により得た各メディアやフォルダの種別や
残要領などのより詳細な情報（メディア／フォルダ情報）を要求する（ステップＳ２４）
。メディア／フォルダ情報の要求を受信した記録装置２０は、この要求に応じて、各メデ
ィアやフォルダの種別などの最新情報を提供する（ステップＳ２６）。
【００８５】
　次に、受信装置１０は、ステップＳ２２で受信したリストやステップＳ２６で受信した
情報に該当するフォルダを指定するためのＩＤを記録装置２０に要求する（ステップＳ２
８）。上記要求を受信した記録装置２０は、この要求に応じて、該当するフォルダのＩＤ
に関する情報を返送する（ステップＳ３０）。受信装置１０は、このＩＤにより、コンテ
ンツを転送する際に、このコンテンツを保存する保存先を指定することができるため、記
録装置２０は、ユーザの嗜好に沿ったフォルダにコンテンツを記録することができる。
【００８６】
　次に、受信装置１０は、別途受信したコンテンツのメタ情報（例えば、ＥＰＧ情報）に
基づいて、記録装置２０が有するメディア／フォルダリストやメディア／フォルダ情報に
関連あるいは合致するコンテンツが存在するかどうかを検索する。その結果、このような
コンテンツが存在する場合には、まず、当該メディア／フォルダ情報に関連または合致す
るコンテンツを該当するフォルダ（保存先）に保存するため、保存先をフォルダのＩＤで
指定する（ステップＳ３２）。保存先の指定を受信した記録装置２０は、この指定に対し
、受信装置１０に応答する（ステップＳ３４）。
【００８７】
　受信装置１０は、保存先を指定した後、該当するコンテンツの転送を行う（ステップＳ
３６－１～Ｓ３６－ｎ）。なお、本実施形態では転送するコンテンツの個数はｎ個とした
。コンテンツの転送は、例えば、ＨＴＴＰ（ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐ
ｒｏｔｏｃｏｌ）またはＲＴＰ（Ｒｅａｌｔｉｍｅ　Ｔｒａｎｐｏｒｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ）により行うことができる。コンテンツの転送が終了すると、受信装置１０はその旨を
記録装置２０に通知して転送を終了する（ステップＳ３８）。
【００８８】
（状態変化通知）
　また、図６に示すように、記録装置２０は、メディアやフォルダの名称や構成、メディ
アの容量の変化があった場合には（ステップＳ５２）、その変化があった時に、上述した
状態変化情報をネットワーク上にマルチキャスト送信することにより、当該ネットワーク
上に存在する受信装置１０－１～１０－４（本実施形態では仮に４つの受信装置が存在す
ることとした）に通知するようにしてもよい（ステップＳ５４）。なお、図６は、本実施
形態に係る記録装置２０による状態変化通知の方法を示す説明図である。
【００８９】
（受信装置１０における処理の流れ）
　次に、図７に基づいて、本実施形態に係る受信装置１０における処理の流れについて詳
細に説明する。なお、図７は、本実施形態に係る受信装置１０における処理の流れを示す
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フローチャートである。
【００９０】
　まず、受信装置１０は、まず初めに、受信したコンテンツ情報を記録可能な適合機器（
例えば、ＵＰｎＰ規格に対応した機器）の検索要求を、イーサネット（登録商標）等のネ
ットワーク上にマルチキャスト送信することにより、適合機器となるデバイスがネットワ
ーク上に存在するか否かを検索する（ステップＳ１０２）。その結果、適合機器となるデ
バイス（記録装置）がネットワーク上に存在する場合には、それらの記録装置のリスト（
適合機器リスト）を作成する（ステップＳ１０４）。
【００９１】
　次に、適合機器リストに含めた各記録装置に対し、デバイス情報の取得要求を送信する
（ステップＳ１０６）。さらに、上記各記録装置の保存先情報（ここでは、メディア／フ
ォルダ情報を例に挙げる）を取得し、取得したメディア／フォルダ情報を適合機器リスト
に当該記録装置と関連付けて記録する（ステップＳ１０８）。
【００９２】
　ここで、図８を参照しながら、適合機器リストの内容について詳細に説明する。なお、
図８は、本実施形態における適合機器リストの内容を示す説明図である。
【００９３】
　図８に示すように、本実施形態に係る適合機器リストは、記録装置のリストを最上位と
するツリー構造となっており、各表には、上位の構成物の名称をＩＤとして使用している
。この例では、１つ上位の構成物の名称のみを記載する例を示したが、上位のツリー構造
全てを各表の先頭に記載してもよい。また、フォルダ構成自体がツリー構造であることは
必須ではなく、１つの階層にフォルダが並ぶだけでもよい。この場合は、記録装置のリス
トとフォルダのリストが各々１つだけ存在することとなる。
【００９４】
　より具体的に説明すると、上記ステップＳ１０４において作成する記録装置のリストは
、図８の左側に示すように、例えば、項番と記録装置の名称、この例では、ＤＶＤ　Ｒｅ
ｃ－１、ＤＶＤ　Ｒｅｃ－２（コンテンツを記録するメディアとしてＤＶＤを使用）、Ｈ
ＤＤ　Ｒｅｃ（コンテンツを記録するメディアとしてＨＤＤを使用）という３つの名称を
挙げている。
【００９５】
　また、上記ステップＳ１０８において作成するメディア／フォルダのリストは、図８の
右側に示すように、例えば、Ｎｏ．１のＤＶＤ　Ｒｅｃ－１という記録装置の名称に関連
づけて、ドラマ、ラーメン、サッカー、お勧めという４つのフォルダの名称が記録されて
いる。この４つのフォルダには、そのフォルダを指定するためのＩＤ（例えば、ドラマフ
ォルダのＩＤは、１）も関連づけて記録されている。さらに、この４つのフォルダのうち
下位のフォルダを有する場合には、例えば、ＩＤが１のドラマフォルダについては、この
ドラマという名称に関連づけて海外というフォルダが記録され、ＩＤが３のサッカーフォ
ルダについては、このサッカーという名称に関連づけて、ワールドカップ、Ｊリーグとい
う２つのフォルダが記録され、ツリー構造を形成している。
【００９６】
　次に、再び図７に基づいて、本実施形態に係る受信装置１０における処理の流れの説明
を続ける。
【００９７】
　ステップＳ１０８において、メディア／フォルダ情報を取得した後、受信装置１０は、
受信したコンテンツのメタ情報（例えば、ＥＰＧ情報）と、リストに記録したメディア／
フォルダ情報とを比較して、受信したコンテンツの中に、メディア／フォルダ情報と関連
するコンテンツが存在するか否かを判断する（ステップＳ１１０）。この判断は、受信装
置１０が受信したＥＰＧ情報等のメタ情報の中に、記録装置２０から取得したメディアや
フォルダの名称と一致する（または関連する）番組名を有するコンテンツがあるか否かを
検索する方法、ＥＰＧ情報から得られる出演者や字幕などのメタ情報とフォルダ名称とが
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一致するコンテンツを検索する方法、記録装置２０のメディア内のフォルダに記録済みの
コンテンツとＥＰＧ情報から得られるコンテンツ（番組）のメタ情報とを比較する方法等
、各種の方法が考えられる。このような判断の結果、メディア／フォルダ情報と関連する
コンテンツが存在すると判断された場合には、当該関連コンテンツを該当するメディアあ
るいはフォルダに転送する（ステップＳ１１２）。この際に、保存先のＩＤを指定するこ
とにより、該当するメディアやフォルダに転送できることは上述したとおりである。
【００９８】
　また、図１で示したように、複数の受信装置がネットワークを介して記録装置２０と接
続されている場合には、各受信装置が異なる通信・放送システムからの様々なコンテンツ
を異なるＥＰＧ情報等とともに受信しており、各受信装置は、このコンテンツ情報とメデ
ィア／フォルダ情報を基に、ユーザの嗜好に沿ったコンテンツを転送することで、自動録
画が行われる。
【００９９】
　次に、記録装置２０において、例えば、リムーバブルメディアが交換されたり、視聴後
のコンテンツを削除するなどして、メディア／フォルダ情報が変化した場合には、記録装
置２０は、状態変化情報をマルチキャスト送信し、この状態変化情報を受信装置１０が受
信する場合がある。従って、上記ステップＳ１１０の判断において、関連コンテンツが存
在しなかった場合には、その後に、状態変化情報を受信したか否かの判断を行う（ステッ
プＳ１１４）。この判断の結果、状態変化情報を受信したと判断された場合には、再度記
録装置２０に対し、デバイス情報の取得要求の送信（ステップＳ１０６）、メディア／フ
ォルダ情報の取得（ステップＳ１０８）の各ステップを繰り返し、適合機器リストの更新
を行う。さらに、この更新後の情報を用いて再度、関連コンテンツが存在するか否かの判
断（ステップＳ１１０）、関連コンテンツの転送（ステップＳ１１２）等の処理が行われ
る。
【０１００】
（記録装置２０における処理の流れ）
　以上、受信装置１０における処理の流れについて説明したが、次に、図９及び図１０に
基づいて、記録装置２０における処理の流れについて詳細に説明する。なお、図９は、本
実施形態に係る記録装置２０における処理の流れを示すフローチャートであり、図１０は
、記録装置２０においてリムーバブルメディアが交換された場合の処理の流れを示すフロ
ーチャートである。
【０１０１】
　まず、記録装置２０は、ユーザが入出力ＩＦ２１２を用いて自分の嗜好に応じてフォル
ダの名称や構成等が入力されることにより、保存先情報（例えば、メディア／フォルダ情
報）の設定が行われる。この保存先情報（例えば、メディアやフォルダの名称やフォルダ
の構成等）は、ネットワーク経由で受信装置１０に通知できるようになっている。
【０１０２】
　次に、図９に示すように、まず、受信装置１０からネットワーク上にマルチキャスト送
信された、受信装置１０が有するコンテンツ情報を記録可能な機器である適合機器（デバ
イス）の検索要求を受信した場合には（ステップＳ２０２）、この検索要求に対する応答
を受信装置１０に送信する（ステップＳ２０４）。
【０１０３】
　次に、受信装置１０からの要求に応じて、受信装置１０自身が適合機器であることを示
す適合機器情報を含むデバイス情報を受信装置１０に送信する（ステップＳ２０６）。さ
らに、記録装置２０が送信したデバイス情報に基づいて、受信装置１０によって、記録装
置２０が適合機器であると判断され、かつ、受信装置１０から、記録装置２０において予
め設定された保存先情報の提供要求があった場合には、その要求に応じて、保存先情報（
例えば、メディア／フォルダ情報）を受信装置１０に送信する（ステップＳ２０８）。
【０１０４】
　次に、記録装置２０が送信した保存先情報（メディア／フォルダ情報）と関連するコン
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テンツ情報を、受信装置１０が有している場合には、受信装置１００から、当該コンテン
ツ情報を受信する（ステップＳ２１０）。
【０１０５】
　次に、記録装置２０は、受信したコンテンツ情報とともに送られてきた保存先を指定す
るＩＤに基づいて、受信したコンテンツ情報を該当するメディアまたはフォルダに記録す
る（ステップＳ２１２）。
【０１０６】
　ここで、記録装置２０においてリムーバブルメディアを使用する場合には、図１０に示
すように、まず、リムーバブルメディアの交換が行われたか否かの判断が行われる（ステ
ップＳ２１４）。この判断の結果、リムーバブルメディアの交換が行われたと判断された
場合には、メディアの名称、メディア内部のフォルダの構成、メディアの容量等が変化す
る場合があり、この場合には、状態変化情報をネットワーク上にマルチキャスト送信し、
受信装置１０側の情報の更新を促す（ステップＳ２１６）。この状態変化情報を受信した
受信装置１０は、上述したように、メディア／フォルダ情報等の更新を行う。例えば、記
録装置２０のユーザが、図４（ｂ）に示すような「歌番組」の名称、「歌手名」のフォル
ダの入ったメディアを記録装置２０に挿入すると、自動的に受信装置１０側で情報の更新
が行われるので、ネットワーク上にある好みの歌手のコンテンツを自動的に収集すること
が可能となる。一方、リムーバブルメディアの交換が行われていないと判断された場合に
は、再び、リムーバブルメディアの交換が行われるまで同様の処理（ステップＳ２１４）
を繰り返す。
【０１０７】
　以上説明したような本実施形態に係る自動記録システムによれば、受信装置１０と記録
装置２０との間で、ネットワークを介して保存先情報をやりとりしているので、受信装置
１０を内蔵しない記録装置２０においても、記録装置２０のユーザの嗜好に沿ったキーワ
ードによるコンテンツの自動録画が可能となり、しかも、ユーザの嗜好に沿った保存先に
コンテンツを記録することができる。
【０１０８】
　また、上記ネットワークを介した保存先情報のやりとりにより、１台の受信装置１０か
ら複数の記録装置２０に対して、各装置のユーザの嗜好に応じたコンテンツの転送が可能
となり、逆に、複数の受信装置１０から１台の記録装置２０に対しても、様々な受信装置
１０が受信した様々なコンテンツの中から、記録装置２０のユーザの嗜好に応じたコンテ
ンツの転送が可能となる。
【０１０９】
　また、本実施形態の受信装置１０及び記録装置２０は、ＵＰｎＰのような規格に対応し
ているため、新たに受信装置１０を導入した際にも、その受信装置に何の設定も行うこと
なく、記録装置２０のユーザの嗜好に合ったコンテンツを記録することができる。
【０１１０】
　さらに、本実施形態に係る自動記録システムによれば、受信装置ごとに異なる番組情報
（ＥＰＧ）受信方法を有していたとしても、受信方法に関係なく、同じ機能を実現するこ
とが可能となる。
【０１１１】
（コンテンツの補充処理）
　本実施形態に係る自動記録システムにおいては、上述した関連コンテンツを該当するメ
ディア／フォルダに転送する処理（ステップＳ１１２）を行う際において、視聴済みのコ
ンテンツに関連するコンテンツを自動的に補充する処理も行うことができる。以下、図１
１及び図１２に基づいて、このコンテンツの補充処理の流れについて説明する。なお、図
１１は、本実施形態に係る受信装置１０におけるコンテンツ補充処理の流れを示すフロー
チャートであり、図１２は、本実施形態に係る記録装置２０におけるコンテンツの補充処
理の流れを示すフローチャートである。
【０１１２】
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　まず、受信装置１０側の処理については、受信装置１０が、記録装置２０が有するコン
テンツの中に再生済み（視聴済み）のコンテンツがある旨の情報を、ネットワーク上から
受信した保存先情報に基づいて受信した場合には、図１１に示すように、まず、その視聴
済みコンテンツを有するフォルダの残容量があるか否かを判断する（ステップＳ１２２）
。この判断の結果、フォルダの残容量があると判断された場合には、受信装置１０が保有
するコンテンツの中で、上記視聴済みコンテンツと関連するコンテンツ（例えば、連続ド
ラマの続き、オリンピック放送における異なる種目の競技等）があるか否かの判断がされ
る（ステップＳ１２４）。この判断の結果、視聴済みコンテンツと関連するコンテンツが
あると判断された場合、このコンテンツを他のコンテンツよりも優先して記録装置２０の
当該フォルダに転送する（ステップＳ１２６）。一方、この判断の結果、視聴済みコンテ
ンツと関連するコンテンツがないと判断された場合には、その他のメディア／フォルダ情
報（保存先情報）と関連するコンテンツを当該フォルダに転送する（ステップＳ１２８）
。
【０１１３】
　また、ステップＳ１２２の判断において、フォルダの残容量がないと判断された場合に
は、ステップＳ１２８の処理終了後と同様に、当該フォルダの他に、コンテンツを転送可
能なメディアまたはフォルダが存在するか否かを判断する（ステップＳ１３０）。この判
断の結果、コンテンツを転送可能なメディアまたはフォルダが存在すると判断された場合
には、次のメディアまたはフォルダについての処理に移行し（ステップＳ１３２）、再び
、ステップＳ１２２からＳ１３２までの処理を行う。
【０１１４】
　次に、記録装置２０側の処理については、図１２に示すように、コンテンツの再生が終
了した場合には（ステップＳ２２２）、再生が終了したコンテンツが再生済みであること
を示すメタ情報をコンテンツに付加する。具体的には、例えば、コンテンツ再生終了後に
、ＴＶモニタの画面等に、そのコンテンツの続きを見たいかどうかをユーザに選択させる
ＵＩを表示し、ユーザが入出力ＩＦ等から入力した結果により、ユーザが続きを見ること
を希望しているか否かを判断する（ステップＳ２２４）。この判断の結果、ユーザが続き
を見ることを希望していると判断された場合には、再生済みのコンテンツのファイル名の
みを残してコンテンツを消去する（ステップＳ２２６）。この処理により、コンテンツが
消去されて当該コンテンツのファイルサイズが０（ゼロ）になる一方で、ファイル名のみ
は残存するため、そのコンテンツが再生済みであることを検知することができる。このコ
ンテンツが再生済みであることを示すメタ情報は、受信装置１０からの要求に応じて当該
受信装置１０に提供することができる。なお、上記ステップＳ２２６の処理によりコンテ
ンツのファイルサイズが０（ゼロ）になると、当該視聴済みコンテンツが保存されている
フォルダの容量が変化するため、図１０に示したように、状態変化情報をネットワーク上
にマルチキャスト送信することにより、受信装置１０が視聴済みコンテンツが存在するこ
とを知るようにしてもよい。
【０１１５】
　一方、ステップＳ２２４の判断の結果、ユーザが続きを見ることを希望していないと判
断された場合には、通常の方法で消去する、すなわち、ファイル名も消去する（ステップ
Ｓ２２８）。
【０１１６】
（Ｐｕｓｈ型サービスの提供）
　本実施形態に係る自動記録システムにおいては、上述した関連コンテンツを該当するメ
ディア／フォルダに転送する処理（ステップＳ１１２）を行う際において、お勧めコンテ
ンツの提供等のＰｕｓｈ型サービスの提供も行うことができる。以下、図１３及び図１４
に基づいて、このＰｕｓｈ型サービス提供の処理の流れについて説明する。なお、図１３
及び図１４は、本実施形態に係る受信装置１０におけるＰｕｓｈ型サービス提供の処理の
流れを示すフローチャートである。
【０１１７】
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　このＰｕｓｈ型サービスは、記録装置２０側において、お勧めコンテンツの提供を受け
るためのお勧めフォルダが作成されている場合において行われるものである。図１３に示
すように、まず、本編の配信終了等により期限切れとなったコンテンツを削除する（ステ
ップＳ１４２）。次に、この状態で、フォルダ（またはメディア）の残容量が充分である
か否かを判断する（ステップＳ１４４）。この判断の結果、フォルダの残容量が充分と判
断された場合には、最新のお勧めコンテンツを当該フォルダに転送する（ステップＳ１４
６）。このお勧めコンテンツの転送は、例えば、受信装置１０がお勧めフォルダがあるこ
とを検知すると、「番組宣伝」や「予告編」といったような専用のキーワードでコンテン
ツを検索し、このキーワードと合致したコンテンツをお勧めフォルダに転送する。一方、
この判断の結果、フォルダの残容量が不充分と判断された場合には、古いコンテンツから
順に、フォルダの残容量が充分となるまで削除する（ステップＳ１４８）。本実施形態に
係る自動記録システムにおいては、記録装置２０が有するメディア／フォルダ情報をネッ
トワークを介して受信装置１０が知ることができるため、上記のようにして、受信装置１
０側で、記録装置２０内に作成されたお勧めフォルダに対して、コンテンツ（またはその
予告編）を自動的に配信したり更新したりすることができ、これにより、Ｐｕｓｈ型のサ
ービスを提供することができる。
【０１１８】
　次に、図１４に示すように、例えば、お勧めコンテンツとして映画の予告編が受信装置
１０から記録装置２０のお勧めフォルダに転送されたような場合には（ステップＳ１５２
）、転送された予告編が再生されたか否かの判断が行われる（ステップＳ１５４）。この
判断の結果、予告編が再生されなかった場合には、本編を転送せずに終了する。一方、こ
の判断の結果、予告編が再生されたと判断された場合には、例えば、次に、コンテンツが
有料であるか否かの判断が行われる（ステップＳ１５６）。この判断の結果、コンテンツ
が無料であると判断された場合には、お勧めフォルダに本編を転送する（ステップＳ１５
８）。一方、コンテンツが有料であると判断された場合には、例えば、記録装置２０のＴ
Ｖモニタ等に、購入手続の画面を表示する（ステップＳ１６０）。次に、この購入手続き
の画面に従って、記録装置２０のユーザによる購入手続が選択され、購入処理が行われた
場合には、お勧めフォルダに本編を転送する（ステップＳ１５８）。一方、購入処理が行
われなかった場合には、本編を転送せずに終了する。このように、有料コンテンツの購入
処理を行うというようなサービスも提供できる。
【０１１９】
＜自動記録システムの他の例＞
　以上、本発明の第１の実施形態に係る自動記録システムについて詳細に説明した。ここ
で、図１５を参照しながら、上述した実施形態に係る自動記録システムを応用したものと
して、上述した受信装置と記録装置とが一体化された構成のシステムについて簡単に説明
する。なお、図１５は、この受信装置・記録装置一体型の自動記録システム１００の構成
を示す説明図である。
【０１２０】
　図１５に示すように、自動記録システム１００は、受信装置２００と、録画装置３００
とからなり、記録装置３００には表示装置（ＴＶモニタ）４００が接続されている。
【０１２１】
　受信装置２００及び記録装置３００の構成及び機能については、上述した受信装置１０
及び記録装置２０とほぼ同様であるが、ハードウェア構成においては、ネットワーク接続
部やＣＰＵ等の共通のモジュールは、受信装置２００と記録装置３００のいずれか一方に
おいては不要である。
【０１２２】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
かかる例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載
された範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、そ
れらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
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【図面の簡単な説明】
【０１２３】
【図１Ａ】本発明の第１の実施形態に係る自動記録システムの構成を示す説明図であり、
１つの記録装置に複数の受信装置がネットワーク接続されている例である。
【図１Ｂ】同実施形態に係る自動記録システムの構成を示す説明図であり、１つの受信装
置に複数の記録装置がネットワーク接続されている例である。
【図２Ａ】同実施形態に係る受信装置及び記録装置のハードウェア構成を示す説明図であ
る。
【図２Ｂ】同実施形態に係る受信装置及び記録装置のハードウェア構成を示す説明図であ
る。
【図３】同実施形態に係る受信装置及び記録装置の機能構成を示す説明図である。
【図４】同実施形態に係るメディア及びその内部に設定されたフォルダの構成を示す説明
図である。
【図５】同実施形態に係る自動記録システムの情報の流れを示す説明図である。
【図６】同実施形態に係る記録装置による状態変化通知の方法を示す説明図である。
【図７】同実施形態に係る受信装置における処理の流れを示すフローチャートである。
【図８】同実施形態における適合機器リストの内容を示す説明図である。
【図９】同実施形態に係る記録装置における処理の流れを示すフローチャートである。
【図１０】同実施形態に係る記録装置においてリムーバブルメディアが交換された場合の
処理の流れを示すフローチャートである。
【図１１】同実施形態に係る受信装置におけるコンテンツ補充処理の流れを示すフローチ
ャートである。
【図１２】同実施形態に係る記録装置におけるコンテンツの補充処理の流れを示すフロー
チャートである。
【図１３】同実施形態に係る受信装置におけるＰｕｓｈ型サービス提供の処理の流れを示
すフローチャートである。
【図１４】同実施形態に係る受信装置におけるＰｕｓｈ型サービス提供の処理の流れを示
すフローチャートである。
【図１５】受信装置・記録装置一体型の自動記録システムの構成を示す説明図である。
【符号の説明】
【０１２４】
　１０　　　記録装置
　１０４　　　チューナ
　１０６　　　ＨＤＤ
　１０８　　　デコーダ
　１１０　　　入出力ＩＦ
　１１２　　　ネットワーク接続部
　１１４　　　ＣＰＵ
　１２４　　　記録部
　１２６　　　デバイス検索部
　１２８　　　デバイス情報取得部
　１３０　　　機器適合判断部
　１３２　　　保存先情報取得部
　１３４　　　コンテンツ提供部
　２０　　　受信装置
　２０４　　　ネットワーク接続部
　２０６　　　ＨＤＤ
　２０８　　　リムーバブルメディアドライブ
　２１０　　　デコーダ
　２１２　　　入出力ＩＦ
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　２１４　　　ＣＰＵ
　２２２　　　保存先情報設定部
　２２４　　　検索要求応答部
　２２６　　　デバイス情報提供部
　２２８　　　保存先情報提供部
　２３０　　　コンテンツ取得部
　２３２　　　記録部

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図２Ａ】 【図２Ｂ】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】
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