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DVD(DigitalVersatileDisc)

*i.LINKは,ソニー株式会社

の商標である｡

エンターテインメントデス

クトップパソコン``prius

DECK”

タイムシフトテレビ棚恵,電

子番組ガイドを用いた番組情報

の表示･検索機能,動画･音楽

の編集機能,高画質･高音質で

のDVD再生機能を実現した｡

パソコンとAVの融合と協調を目指して,エンターテインメントデスクトップパソコン"Pr山sDECK”を開発した｡

P仙S DECKは,インターネットヘのアクセス､情報の加工,検索,編集などのパソコンとしての基本機能に加え,テレビ

放送の受信,録画,DVDの再生などの機能を付加した,新しいコンセプトのパソコンである｡ハードディスクヘの映像情報の

圧縮録画と伸長再生を並行して行えるソフトウエアを採用することにより,時間差再生機能や一時停止機能などの｢タイムシフ

ト+機能を実現し,テレビの新しい楽しみ方を提供する｡また｢電子番組ガイド+により,番組情朝を多様な形態で表示できると

ともに,見たい番組を検索し,検索結果から指定した番組を録画予約できる機能を実現した｡

はじめに

情報提供環境の変化に伴い,テレビに代表される放送

′受信機と,パソコンに代表されるインターネットアクセ

ス機器との融合が進展しつつある｡

｢PC(パソコン)とAV(Audioand Video)との融合と協

調+を目指して開発した,エンターテインメント デスク

トップパソコン"Prius DECK(プリウスデッキ)”は,イ

ンターネットヘのアクセスや情報の加工,検索,編集な

どのパソコンとしての基本機能に加え,テレビ放送の受

信,録画,DVD(DigitalVersatile Disc)の再生などの

AV機器の機能を付加した新しいコンセプトのパソコン

である｡

ここでは,Prius DECKの基本機能であるタイムシフ

ト機能,電子番組ガイドを用いた番組検索機能および予

約録画機能,ならびに2000年9月から販売しているPrius

DECK3モデルの概要について述べる｡

タイムシフトテレビ視聴機能

2.1 タイムシフトの概要

｢タイムシフト+とは,あらかじめ決められた時間に放

送される番組情報を一時的に記録することによl),個人

が好きな時間に番組を視聴できるという概念を表すこと

ばである｡家庭に広く普及しているVTRでタイムシフト

を実現することができる｡近年では,ハードディスクに

番組を記録することによって可能となる新しい録画･再

生機能のことを｢タイムシフト+と表現する場合が多い｡

ハードディスクに番組を記録することにより,録画終

了を待たずに録画中の番組を再生したり,視聴中の番組

の大事なシーンを繰り返して再生するなど,普通のテレビ
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ではできない便利で楽しいテレビ視聴機能を実現できる｡

2.2 PrjusDECKのタイムシフト機能

Prius DECKでは,テレビチューナから取り込んだ映

像･音声情報を,MPEG2方式に基づく独自のデータ圧

縮方式で旺縮し,これをハードディスク上に記録する｡

記録したデータの再生は,ハードディスク上の記録デー

タを読み出し,伸長表示することで行う｡什縮記録と伸

長再生を,ソフトウェアで並行処理することにより,以

下のようなタイムシフト機能を実現している｡

(1)時間差再生機能:録t叫終了を待たずに録画中の番組

を再生する機能であり,再生中に早送り機能を用いるこ

とにより,リアルタイムの放送に追いつくこともできる

(図1参照)｡

(2)一時停止機能:放送中の番組を一時停】l二する機能で

あり,停止中もハードディスクヘの録l由は継続するので,

一時停_1r二解除後は,停止した部分から続きを見ることが

できる｡

(3)リバース再生機能:一一度再生したシーンを,もう一

度リバース(逆回し)して再生する機能である｡放送中の

番組を視聴している問も,あらかじめ設定した自動保存

時間分のデータを常にハードディスクに記録しており,

自動保存時間内であれば,任意の場所から何度でも再生

ができる｡また,茅剥朝一した番組の好みのシーンにブック

マーク(しおり)を付けることができ,ブックマークを付

けたシーンに直接ジャンプすることができる｡

アンテナ入力
テレビチューナボード

ロ

⊂]

受信した放送内容を

｢韻画エリア+に圧縮記録

タイムシフト視聴の例

午後9:00

録画

再生
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ハードディスク

毒泉画工リア

30分前のデータ

→ 15分前のデータ -→

｢今+のデータ

なお,址縮録画を行うことにより,30.OGバイトのハー

ドディスクで最大約7時間の番組録画を可能とした(プレ

インストールされたソフトウェアが占有する容量を除い

たエリアを,すべて番組録画に使糊できるとした場合)(〕

電子番組ガイドと予約録画機能

3.1電子番組ガイドの概要

Prius DECKでは,電子番組ガイドとして,テレビ朝

日系列全国24局によるデータ放送"ADAMS''べ÷1で放送さ

れている``ADAMS-EPG”を使川している｡ADAMS-

EPGサービスは,新聞のテレビ欄のような各放送局ごと

の番組放送予定情報に加え,各番組のジャンル情報や出

演者情報,番組の詳細情報などを配信している｡

電子番組ガイドを利用することにより,

(1)コマーシャル放映中でも番組の内容を確認できる,

(2)ジャンルを指定して見たい番組を探せる,(3)特定

の出演者がH-1潰する番組を一括して録画予約できるなど

の,多彩な機能を実現できる｡

3.2 PriusDECKの電子番組ガイドの応用

Prius DECKでは,独白アプリケーションである

▲`Prius EPG''により,ADAMS-EPGサービスで配信され

る番組情報を利用した,以下のような機能を実現した｡

※1)ADAMSは,テレビ朝日データ株式会社の登録商標で

ある｡

ディスプレイ

任意の時間から毒泉画蒲みの映像の

伸長再生ができる｡

午後11:00

番組の最初 番組の最後

､＼＼＼､､午

あゝ_

番組の最初 番組の最後

早送り機能を使って午後11:00に

視聴を終えることも可能

等量

後11:30

図1時間差再生機能の例

ソフトウェアで映像･音声

の圧縮記録と伸長再生を並行

して行うことにより,時間差

再生機能を実現した｡
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(1)各放送局の番組放送予定の表示

(2)各チャネルの現在の放送内容と,選択したチャネル

の映像･音声の表示

(3)番組ジャンルや,州演者をキーにした番組情報の検索

(4)番組放送予定表や番組検索結果から選択した番組の

録画予約

3.3 予約鋸画機能

パソコンの動作環境で予約録画機能を実現するため

に,録画スケジュールを管理する常駐プログラム(スケジュ

ーラ)を開発した｡ユーザーがPrius EPGを用いて録画予

約を行うと,Prius EPGでは,指定されたチャネルや録

画開始時刻,終了時刻などの情報を録画スケジュール管

理テーブルに登録する｡スケジューラは,録画スケジュ

ール管理テーブルの内容を常時チェックし,必要な時刻

に録仲けプリケーションを起動する｡番組録画は,録画

アプリケーションの圧縮記録機能を用いて行わ中る｡

また,スケジューラでは,録沖ほ旨定時刻にパソコン本

体が起動していない場合でも録画を可能とする機能を実

現している｡スケジューラでは,次回の番組録画開始時

刻の情報をハードウェアの起動時刻タイマに設定する｡

指定録画時刻にパソコン本体が起動していない場合は,

起動時刻タイマ設定値により,ハードウェアが自動的に

起動する｡ハードウェアの起動後,オペレーティングシ

ステムの初期化が終了すると,スケジューラが録画アプ

リケーションを起動し,番組録画が可能となる｡

PriusDECKの概要

2000年9月から販売しているPrius DECK3モデルの概

要について述べる｡

4.1 ハードウエアの概要

Prius DECKの3モデルの主なハードウェア仕様を表1

に示す｡

Prius DECKは,Intel社のPentium川プロセッサ滋ゴー,

128Mバイトメモリ,および30.OGバイト大容量ハードディ

スク装置を搭載し,地上波アナログ放送を受信できるテ

レビチューナボード,DVD-ROM(Read-Only Memory)

ドライブを標準で搭載したエンターテインメント デスク

トップパソコンである｡

シリアルインタフェース,パラレルインタフェース,

USB(UniversalSerialBus)インタフェースなど標準的な

インタフェースに加え,TypeIIPCカードスロット,

i.LINK(IEEE1394)インタフェース,光ディジタル オー

ディオ アウト,Sバンド映像出力端子を搭載し,ディジ

タルカメラやディジタル ビデオ カメラ,ディジタル オ

ーディオアンプ(増幅器),MD(Mini-Disc)プレーヤ,テ

レビなどのAV機器と接続することができる｡

PriusDECK610Rは,15彗旦スーパービュアカラー液晶

〔SuperIn-Plane Switching方式TFT(Thin Film Tran-

sistor)液晶〕ディスプレイを搭載したディスプレイー体

※2)Pentiumは,米国IlltelCorp.の常緑商標である｡

表1PriusDECKの主なハードウエア仕様

Pr山SDECK610RとPriusDECK650Rの主なハードウエア仕様を示す｡AV機器と接続するためのインタフェースをサポートしている｡

モデノレ P｢山SDECK610R PriusDECK650R

CPU
lnte】Pent山mlllプロセッサ lntelPentiumlllプロセッサ lntelPent山mlllプロセッサ

700MHz 700MHz 750MHz

メインメモリ 標準:128Mバイト

内蔵ハードテてィスク 30.OGバイト

内蔵ドライブ DVD-ROM,3.5型フロッピーディスク

ディスプレイ 15型スーパービュ77カラー液晶 17型フラットCRT
PriusView

(15型スーパービュアカラーさ夜晶)

テレビ受信機能 PClテレビチューナ(EPG,データ放送対応)

データ通信･ファクシミリ機能 データ最大56,000ビット/S,ファクシミリ14,400ビット/S(K56flex対応.V.90規格準拠)

インタフ工.-ス

赤外線 ワイヤレスキーポートワイヤレスマウス,リモコン対応
USB 2ポート

映像入出力 テレビアンテナ入力端子,Sバンド映像入力端子.コンポジット映像入力端子×各1.Sバンド･コンポジット映像出力端子×1

オーディオ
ラインアウトラインイン,マイクロホン,へ･川ホンアウト.

光ディジタルートディオアウトラインアウト,ラインイン,マイクロホン,光ディジタルオーディオアウト(ヘッドホンアウト兼用)

i.LINK

(lEEE1394)
S400(4ピン)×1

その十也 シリアル,パラレル,キーボード･マウス,アナログRGB,ファクシミリモデム(ライン.電話)

PCカードスロット TvpellXl

キーボード ワンタッチキー付きワイヤレス ワンタッチキー付き

マウス ワイヤレスマルチスクロールマウス ホイールマウス

リモコン 赤外線リモコン PriusView専用リモコン
本体外形寸法 幅376×奥行き190×高さ387(mm) 幅95×奥行き380×高さ300(mm)(縦置き暗:スタンド.ゴム足除く)

注:略語説明 CPU(CentralProcessingUnit),PCl(PeripheralComponen†lnterface),EPG(ElectronicProgramGuide).RGB(Red.Green,B山e)
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型パソコンである｡上下左右170度の広い視野角と,コ

ントラスト比300:1,NTSC比60%以上の色純度を実現

しており,DVDビデオなどの映像コンテンツを色鮮やか

に再現できる｡また,DVD-ROM,フロッピーディスクの

前面アクセス,赤外線方式に基づくワイヤレスキーボー

ド,マウス,リモートコントローラの採用や,各種イン

タフェースコネクタへの側面アクセスなど,省スペース

と高い操作性を実現している｡

PriusDECK650Rは,縦置き時の幅を95mmに抑えた

省スペース型デスクトップ本体と,17型フラットCRTま

たは15型液晶モニタ``priusView''を組み合わせた製品で

ある｡

PriusViewは,スーパービュアカラー液晶を採用した,

アナログ地上波に対応したテレビチューナ機能を内蔵す

るディスプレイである(表2参照)｡8,000K高色温度新パ

ネルを搭載するとともに,高輝度300cd/m2を達成して

おり,明るく自が映える表示を実現した｡テレビチュー

ナ部には,映像の内容によって動的に色を補正する｢ダ

イナミックガンマ補正+,映像のちらつきやノイズを低減

する｢新世紀プログレッシブ変換+,および三次元Y/C

(輝度一色信号)分離回路の特徴を持たせ,液晶テレビと

しての画質向上を図っている｡さらに,高精細画像を受

信できるDl映像人力端子を備え,BS(放送衛星)ディジ

タル放送対応チューナとの接続も可能である｡

4.2 ソフトウェアの概要

Prius DECKでは,オペレーティングシステムに

Microsoft Windows Millennium Edition燦3〉を採用するこ

とにより,最新のパソコン操作環境を提供している｡

※3)MicrosoftおよびWindowsは,米国Microsoft Corp.の米

国およびその他の国における登録商標である｡

※4)Dolby,ドルピーは,ドルピーラボラトリーズの商標である｡

※5)PureDIVAは,MGISoftwareCorp.の商標である｡

表2 PriusViewの主な仕様
高いコントラスト比,高輝度,広視野角を実現している｡

パ ネ ル 15型スーパービュアカラーラ夜晶

最大表示色 1,677万色

最大角引象度 1,024ドット×768ライン

コントラスト比 300:1

輝 度 300cd/m2

視野角 水平･垂直170度
PC入力インタフェース アナログRGB

映像入力

テレビアンテナ入力

ビデオ1:コンポジット映像･音声入九Sバンド映像入力

げオ2:コンポジット映像･音声入札Dl酎象入力

そのイ也インタフェース ヘッドホン出力,ワイヤレス伝送入力
スピーカ 内蔵ステレオスピーカ(2W＋2W)

外形寸法 幅456×奥行き177×高さ347(mm)
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Prius DECKに搭載している主なアプリケーションは,

以下のとおりである｡

(1)テレビのタイムシフト視聴,録画,DVDの再生

(DolbyDigital削;ドルピーヘッドホン削)対応),オーディ

オCD(CompactDisc)の再生ができる``pureDIVA''郎)

(2)1週間分の番組表の表示,ジャンル,出演者情報な

どによる番組検索,Pure DIVAと連動した番組録画予

約機能を提供する``priusEPG''

(3)ディジタルビデオ編集用ソフトウェアやMD編集ソ

フトウェアなどのディジタルコンテンツ(ディジタル形式

の情報の内容)編集用ソフトウェア

(4)ジャンル分けされたホームページヤアプリケーショ

ンが簡単に呼び出せる｢わくわくナビ+機能

上記のほか,百科事典,はがき･年賀状作成ソフトウェ

ア,オフィスアプリケーションなどを搭載している｡

おわりに

ここでは,タイムシフトテレビ視聴機能,電子番組ガ

イド,予約録画機能を中心に,Prius DECKの概要につ

いて述べた｡

Prius DECKは,パソコンにタイムシフトテレビ視聴,

テレビ録画機能,およびDVD再生機能を付加した製品

である｡ソフトウェアで多様な機能を実現することによ

り,従来のAV専用機にはない新しい機能と使い方を提

案している｡今後は,コンテンツのディジタル化に対応

した,新しい操作性とユーザーインタフェースの開発を

推進していく考えである｡
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