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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツ情報を受信する情報受信部と、
　受信されたコンテンツ情報を記録する記録部と、
　前記コンテンツ情報を表示する表示部と、
　操作信号を入力する入力部と、
　これらを統括的に制御する制御部と、を備え、
　前記制御部は、
　前記表示部に、選択された一の前記コンテンツ情報の時刻前後のコンテンツ情報を、所
定の時間間隔で時系列に並べた複数のコンテンツ画像として選択可能に表示するように制
御し、
　前記時間間隔の変更操作の信号を前記入力部から受け付けて、変更後の時間間隔におけ
る前記一のコンテンツ情報の時刻前後のコンテンツ情報を時系列的にコンテンツ画像とし
て設定し、変更後の時間間隔ごとに小画面のコンテンツ画像として選択可能に同時に複数
表示し、
　前記時間間隔の変更操作の信号は、時間間隔を「フレームモード」、「秒モード」、「
分モード」、「時間モード」、「日付モード」またはその間における任意の時間に設定す
るものである
　ことを特徴とするコンテンツ情報表示装置。
【請求項２】
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　請求項１に記載のコンテンツ情報表示装置において、前記複数のコンテンツ画像は、所
定の静止画または前記選択された時刻および前記所定の時間間隔で決定される該コンテン
ツ画像の表示時刻から始まる動画像であることを特徴とするコンテンツ情報表示装置。
【請求項３】
　請求項１に記載のコンテンツ情報表示装置において、前記複数のコンテンツ画像の並ぶ
方向と直交方向に複数のチャンネルまたはカテゴリのコンテンツ画像を並べて表示するこ
とを特徴とするコンテンツ情報表示装置。
【請求項４】
　請求項１に記載のコンテンツ情報表示装置において、前記複数のコンテンツ画像の中か
ら選択されたコンテンツ画像を表示する選択画像ウィンドウをさらに表示し、前記選択画
像ウィンドウ内の表示を動画像としたことを特徴とするコンテンツ情報表示装置。
【請求項５】
　請求項４に記載のコンテンツ情報表示装置において、前記選択ウィンドウ内に、前記所
定時刻を設定するための時刻設定エリアおよび前記時間間隔を選択するための時間間隔選
択エリアを表示することを特徴とするコンテンツ情報表示装置。
【請求項６】
　請求項１に記載のコンテンツ情報表示装置において、現在時刻以前の前記コンテンツ画
像として前記記録部から読み出した録画情報を表示し、現在時刻より後の前記コンテンツ
画像として番組ガイド情報を表示することを特徴とするコンテンツ情報表示装置。
【請求項７】
　請求項１に記載のコンテンツ情報表示装置において、前記複数のコンテンツ画像を、時
刻の経過に伴って、横軸の時間経過方向に移動して表示することを特徴とするコンテンツ
情報表示装置。
【請求項８】
　請求項１に記載のコンテンツ情報表示装置において、前記時間間隔を変更するための時
間間隔変更エリアを表示することを特徴とするコンテンツ情報表示装置。
【請求項９】
　複数種類のコンテンツ情報を同時に受信する複数の情報受信部と、
　前記複数の情報受信部で同時に受信された複数種類のコンテンツ情報を記録する記録部
と、
　前記記録部に記録された前記複数種類のコンテンツ情報をコンテンツ画像として表示画
面に同時に表示する表示部と、
　操作信号を入力する入力部と、
　これらを統括的に制御する制御部と、を備え、
　前記制御部は、
　前記表示画面に、縦横の一方を前記コンテンツ情報の種類軸とし縦横の他方を時間軸と
して、前記操作信号に基づいて選択された一の前記コンテンツ情報の時刻前後の複数種類
のコンテンツ情報を、その時間軸の方向に所定の時間間隔で時系列に並べ且つ種類軸方向
に種類別に並べた複数のコンテンツ画像として選択可能に表示するように制御し、
　前記時間間隔の変更操作の信号を前記入力部から受け付けて、変更後の時間間隔におけ
る前記一のコンテンツ情報の時刻前後のコンテンツ情報を時系列的にコンテンツ画像とし
て設定し、変更後の時間間隔ごとに小画面のコンテンツ画像として選択可能に同時に複数
表示し、
　前記時間間隔の変更操作の信号は、時間間隔を「フレームモード」、「秒モード」、「
分モード」、「時間モード」、「日付モード」またはその間における任意の時間に設定す
るものである
　ことを特徴とするコンテンツ情報表示装置。
【請求項１０】
　コンテンツ情報を受信する情報受信部と、
　受信されたコンテンツ情報を記録する記録部と、
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　操作信号を入力する入力部と、
　これらを統括的に制御する制御部と、を備え、
　前記制御部は、
　選択された一の前記コンテンツ情報の時刻前後のコンテンツ情報を所定の時間間隔で時
系列に並べた複数のコンテンツ画像として選択可能に表示部に表示されるように出力し、
　前記時間間隔の変更操作の信号を前記入力部から受け付けて、変更後の時間間隔におけ
る前記一のコンテンツ情報の時刻前後のコンテンツ情報を時系列的にコンテンツ画像とし
て設定し、変更後の時間間隔ごとに小画面のコンテンツ画像として選択可能に同時に複数
表示されるように出力し、
　前記時間間隔の変更操作の信号は、時間間隔を「フレームモード」、「秒モード」、「
分モード」、「時間モード」、「日付モード」またはその間における任意の時間に設定す
るものである
　ことを特徴とする記録再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツ情報表示装置に係り、特にコンテンツ情報から所望のコンテンツ
情報を簡単に抽出することができるコンテンツ情報表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、放送衛星や通信衛星あるいはケーブルＴＶなどの普及にともない、デジタル化し
た映像情報と電子番組ガイド情報などを受信できるデジタル放送サービスが普及してきて
いる。また、近年の映像記録技術の発展により、多量の映像情報をＨＤＤ（ハードデイス
ク装置）やＤＶＤ（デジタルビデオデイスク装置）に記録することができるようになって
いる。これらの記録機器は大容量であるがゆえに、記録されたコンテンツ情報の中から任
意のコンテンツ情報を抽出することが困難である。
【０００３】
　そこで、従来技術においては、特開２００５－６０４２号公報（特許文献１）に示され
ているように、コンテンツをリスト状に表示するコンテンツ表示エリアと、コンテンツの
上位階層の検索項目を表示する第１、第２検索エリアを１つの画面に表示し、第１、第２
検索エリアではそれぞれのスクロールキーの操作で選択された選択項目にしたがって下層
の検索エリアの表示内容を変化させ、コンテンツ表示エリアでは、スクロールキーの操作
で複数のコンテンツを選択して、決定キーの操作で当該コンテンツを次の決定操作に移行
させるようにするものがある。
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－６０４２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前記従来例によれば、階層構造の検索項目を選択するものであるため、
面倒な操作を必要としていた。
【０００６】
　そこで、この発明の目的とするところは、所望のコンテンツ情報を簡単に抽出すること
ができるコンテンツ情報表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前述の目的を達成するための本発明の第１の態様は、コンテンツ情報を受信する情報受
信部と、受信されたコンテンツ情報を記録する記録部と、前記コンテンツ情報を表示する
表示部と、操作信号を入力する入力部と、これらを統括的に制御する制御部と、を備え、
前記制御部は、前記表示部に、選択された一の前記コンテンツ情報の時刻前後のコンテン
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ツ情報を、所定の時間間隔で時系列に並べた複数のコンテンツ画像として選択可能に表示
するように制御し、前記時間間隔の変更操作の信号を前記入力部から受け付けて、変更後
の時間間隔における前記一のコンテンツ情報の時刻前後のコンテンツ情報を時系列的にコ
ンテンツ画像として設定し、変更後の時間間隔ごとに小画面のコンテンツ画像として選択
可能に同時に複数表示し、前記時間間隔の変更操作の信号は、時間間隔を「フレームモー
ド」、「秒モード」、「分モード」、「時間モード」、「日付モード」またはその間にお
ける任意の時間に設定するものであるようにしたコンテンツ情報表示装置である。
【０００８】
　係る本発明の第１の態様におけるより好ましい具体的構成例は次の通りである。
（１）前記複数のコンテンツ画像は、所定の静止画または前記選択された時刻および前記
所定の時間間隔で決定される該コンテンツ画像の表示時刻から始まる動画像であること。
（２）前記複数のコンテンツ画像の並ぶ方向と直交方向に複数のチャンネルまたはカテゴ
リのコンテンツ画像を並べて表示すること。
（３）前記複数のコンテンツ画像の中から選択されたコンテンツ画像を表示する選択画像
ウィンドウをさらに表示し、前記選択画像ウィンドウ内の表示を動画像としたこと。
（４）前記選択ウィンドウ内に、前記所定時刻を設定するための時刻設定エリアおよび前
記時間間隔を選択するための時間間隔選択エリアを表示すること。
（５）現在時刻以前の前記コンテンツ画像として前記記録部から読み出した録画情報を表
示し、現在時刻より後の前記コンテンツ画像として番組ガイド情報を表示すること。
（６）前記複数のコンテンツ画像を、時刻の経過に伴って、横軸の時間経過方向に移動し
て表示すること。
（７）前記時間間隔を変更するための時間間隔変更エリアを表示すること。
【０００９】
　また、本発明の第２の態様は、複数種類のコンテンツ情報を同時に受信する複数の情報
受信部と、前記複数の情報受信部で同時に受信された複数種類のコンテンツ情報を記録す
る記録部と、前記記録部に記録された前記複数種類のコンテンツ情報をコンテンツ画像と
して表示画面に同時に表示する表示部と、操作信号を入力する入力部と、これらを統括的
に制御する制御部と、を備え、前記制御部は、前記表示画面に、縦横の一方を前記コンテ
ンツ情報の種類軸とし縦横の他方を時間軸として、前記操作信号に基づいて選択された一
の前記コンテンツ情報の時刻前後の複数種類のコンテンツ情報を、その時間軸の方向に所
定の時間間隔で時系列に並べ且つ種類軸方向に種類別に並べた複数のコンテンツ画像とし
て選択可能に表示するように制御し、前記時間間隔の変更操作の信号を前記入力部から受
け付けて、変更後の時間間隔における前記一のコンテンツ情報の時刻前後のコンテンツ情
報を時系列的にコンテンツ画像として設定し、変更後の時間間隔ごとに小画面のコンテン
ツ画像として選択可能に同時に複数表示し、前記時間間隔の変更操作の信号は、時間間隔
を「フレームモード」、「秒モード」、「分モード」、「時間モード」、「日付モード」
またはその間における任意の時間に設定するものであるようにしたコンテンツ情報表示装
置である。
【００１０】
　また、本発明の第３の態様は、コンテンツ情報を受信する情報受信部と、受信されたコ
ンテンツ情報を記録する記録部と、操作信号を入力する入力部と、これらを統括的に制御
する制御部と、を備え、前記制御部は、選択された一の前記コンテンツ情報の時刻前後の
コンテンツ情報を所定の時間間隔で時系列に並べた複数のコンテンツ画像として選択可能
に表示部に表示されるように出力し、前記時間間隔の変更操作の信号を前記入力部から受
け付けて、変更後の時間間隔における前記一のコンテンツ情報の時刻前後のコンテンツ情
報を時系列的にコンテンツ画像として設定し、変更後の時間間隔ごとに小画面のコンテン
ツ画像として選択可能に同時に複数表示されるように出力し、前記時間間隔の変更操作の
信号は、時間間隔を「フレームモード」、「秒モード」、「分モード」、「時間モード」
、「日付モード」またはその間における任意の時間に設定するものであるようにした記録
再生装置である。
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【発明の効果】
【００１１】
　本発明のコンテンツ情報表示装置によれば、所望のコンテンツ情報を簡単に抽出するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図１から図１２を参照して、本発明に係るコンテンツ情報表示装置の実施の形態
を詳細に説明する。
【００１３】
　先ず、図１及び図２を参照して、このコンテンツ情報表示装置１の概略を説明する。図
１はこの実施の形態に係るコンテンツ情報表示装置１の構成図、図２はコンテンツ情報表
示装置１の操作における入力部１３０の平面図である。
【００１４】
　図１において、コンテンツ情報表示システムは、コンテンツ情報を記録再生するコンテ
ンツ情報表示装置１と、電子番組ガイド情報（ＥＰＧ情報）などの各種コンテンツ情報を
提供するコンテンツ管理サーバ３００と、映画やアニメーションなどのコンテンツ情報を
提供するＷＷＷサーバ４００と、が通信回線２００を介して接続されることにより構成さ
れる。通信回線２００は、インターネットや、インターネット以外の公衆回線や、専用回
線などで構成される。
【００１５】
　コンテンツ情報表示装置１は、例えば、パーソナルコンピュータや、テレビジョン受像
機などで構成され、コンテンツ情報を記録再生するための記録再生装置１００と、コンテ
ンツ情報を表示するための表示部１２０と、操作信号を入力するための入力部１３０と、
外部機器との通信機能を持たせるための通信部１０４と、を備えて構成されている。
【００１６】
　記録再生装置１００は、情報受信部１０１、記録部１０２、制御部１０３及び通信部１
０４を内蔵しており、このコンテンツ情報表示装置１の中核をなすものである。情報受信
部１０１は、チューナ１０５及びカメラ情報読み取り部１０６を備えて構成されている。
記録部１０２は、ＨＤＤ１０７及びＤＶＤ１０８を備えて構成されている。ＨＤＤ１０７
には情報閲覧プログラム１０９が付属されている。
【００１７】
　また、記録再生装置１００は、チューナ１０５に、地上波アンテナ１１０を接続するこ
とで地上波放送を受信することができるとともに、衛星放送アンテナを接続することで衛
星放送を受信でき、ケーブルテレビを接続することでケーブルテレビ放送を受信できる。
そして、記録再生装置１００は、デジタル放送に対応した機能を備えており、デジタル放
送を通じてテレビ画像情報の他にＥＰＧ情報などの各種コンテンツ情報を受信して、これ
らを記録部１０２に格納し、これらのコンテンツ情報から各種検索を行なうことができる
。なお、チューナ１０５は、テレビアンテナからデジタルテレビ放送波を受信し、映像信
号に変換することができると共に、制御部１０３の制御によってチューニング処理が行な
われる。
【００１８】
　また、記録再生装置１００は、通信部１０４を通して通信回線２００に接続され、通信
回線２００を介して、コンテンツ管理サーバ３００からＥＰＧ情報などの各種コンテンツ
情報を受信することができると共に、ＷＷＷサーバ４００から映画などのコンテンツ情報
を受信することができるように構成されている。
【００１９】
　また、記録再生装置１００は、カメラ情報読み取り部１０６に監視カメラ１５０を接続
することで、監視カメラ１５０で撮影した映像をコンテンツ情報として受信することがで
きる。カメラ情報読み取り部１０６には、複数の監視カメラ１５０を接続することが可能
であり、複数の撮影した映像をコンテンツ情報として同時に受信することができるように
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なっている。
【００２０】
　また、記録再生装置１００は、少なくとも、筐体面に入力部１３０の赤外線信号を受信
するためのリモコン受光部と、ＤＶＤなどの記録媒体を出し入れするＤＶＤ出入テーブル
を備えている。なお、記録再生装置１００の筐体面には、状態表示部や各種の操作スイッ
チ類などが配置されている。
【００２１】
　また、記録再生装置１００では、通信部１０４にＵＳＢ端子を備えており、増設記録部
１４１や増設パーソナルコンピュータ１４１などの増設機器１４０との接続が可能である
。増設記録部１４１を増設し、ＨＤＤ１０７及びＤＶＤ１０８と同様に制御することによ
って、より多くの種類のコンテンツ情報を記録再生することができる。さらには、記録部
及び表示部を備えた増設パーソナルコンピュータ１４１を増設し、ＨＤＤ１０７及びＤＶ
Ｄ１０８と同様に制御することによって、より多くの種類のコンテンツ情報を記録再生す
ることができると共に、表示部１２０と同様の制御をすることにより、表示部１２０の代
わりとすることができる。
【００２２】
　表示部１２０は、例えば、液晶ディスプレイ装置や、ＣＲＴディスプレイ装置などで構
成され、記録再生装置１００とコードを介して接続されて記録再生装置１００で生成され
るコンテンツ画像を表示画面に表示する。
【００２３】
　入力部１３０は、この実施の形態ではリモコンで構成されており、赤外線信号を介して
記録再生装置１００の図示しない赤外線受光部に操作信号を送信して、コンテンツ情報表
示装置１の操作を統括的に行なうことができる。なお、リモコン受光部を表示部１２０に
備えるようにし、表示部１２０を介してコンテンツ情報表示装置１の操作を行なうように
してもよい。
【００２４】
　リモコン１３０は、図２に示すように、カーソルを上下に移動して所定のチャンネルの
コンテンツ画像を選択するための一対の上下移動キー１３１と、カーソルを左右に移動し
て所定の時刻のコンテンツ画像を選択するための一対の左右移動キー１３２と、選択され
た状態を決定する決定ボタン１３３と、放送中の表示画面に戻すためのオンエアボタン１
３４と、画面に並べて表示するコンテンツ情報の時間間隔の設定を変更するための時間ス
ケール変更ダイアル１３５と、を備えている。なお、左右移動キー１３２を操作すると、
表示画面におけるカーソルの位置は変わらずに表示されているコンテンツ画像が左右に移
動される。時間スケール変更ダイアル１３５を右回転すると時間間隔が短く設定され、左
回転すると時間間隔が長く設定される。時間スケール変更ダイアル１３５は、「フレーム
モード」、「秒モード」、「分モード」、「時間モード」、「日付モード」の設定が可能
であると共に、その間における任意の時間設定も可能である。
【００２５】
　次に、図１及び図３を参照して、コンテンツ情報表示装置１の具体的な構成に関して説
明する。図３はこの実施の形態のＨＤＤ１０７のデータベースの概念図である。
【００２６】
　この実施の形態では、入力部１３０の赤外線による操作指示信号をリモコン受光部で受
信し、この操作指示信号を制御部１０３に入力し、この操作指示信号に基づいて制御部１
０３がこのコンテンツ情報表示装置１を統括的に制御する。制御部１０３は、マイコンで
構成され、現在時刻を計数する時計機能を有している。
【００２７】
　チューナ１０５は、ＥＰＧ情報を重複した放送波を受信できる公知のものである。この
ＥＰＧ情報は、チャンネル番号、番組の放送時間（開始時間～終了時間）、番組名（タイ
トル）、番組内容（ジャンル）、出演者、それら複数の番組が多重化されたストリームか
ら所望の番組を抜き出すために必要なプログラムＩＤとプログラムテーブルなどが含まれ



(7) JP 4778253 B2 2011.9.21

10

20

30

40

50

る。放送波は、地上波、衛星放送波、有線放送波の何れでも良い。
【００２８】
　この実施の形態では、チューナ１０５が複数（図示例では８つ）のチューナで構成され
ており、複数の放送波を複数のチューナ１０５で同時に受信して複数種類のコンテンツ情
報として記録部１０２に格納できるようになっている。大容量の記録部１０２としてＨＤ
Ｄ１０７とＤＶＤ１０８とが備えられており、放送波で受信したコンテンツ情報をＤＶＤ
１０８やＨＤＤ１０７に格納することができると共に、ＨＤＤ１０７やＤＶＤ１０８に格
納されたコンテンツ情報を再生することができる。
【００２９】
　各チューナ１０５で受信された放送波は、番組情報抽出部（図示せず）で映像情報とＥ
ＰＧ情報とに分離され、記録部１０２のＨＤＤ１０７やＤＶＤ１０８へ格納される。ＨＤ
Ｄ１０７に格納されるコンテンツ情報は、図３に示すように、映像情報が録画映像データ
ベース１０７ａに格納され、ＥＰＧ情報がＥＰＧ情報データベース１０７ｂに格納される
。ＤＶＤ１０８へのコンテンツ情報の格納は、前述のＨＤＤ１０７への格納と同様に行な
われるので、その説明を省略する。
【００３０】
　そして、記録再生装置１００では、検索情報や格納時刻やＥＰＧ情報から各種の検索を
行って、その検索結果に基づいて、ＤＶＤ１０８あるいはＨＤＤ１０７に格納したコンテ
ンツ情報をコンテンツ画像として表示部１２０に表示することができる。
【００３１】
　一方、カメラ情報読み取り部１０６で受信された映像は、放送波と同様に、コンテンツ
情報として記録部１０２に格納され、前述のコンテンツ情報の取り扱いと同様に取り扱わ
れる。
【００３２】
　次に、この実施の形態の特徴であるコンテンツ情報を所定の時間間隔で時系列に並べた
複数のコンテンツ画像として選択可能に表示部１２０に表示することについて、図４から
図１２を参照して詳細に説明する。
【００３３】
　図４はこの実施の形態におけるコンテンツ情報の抽出を行なうための画面表示形態（グ
ラフィカル・ユーザ・インターフェイス：ＧＵＩ）の切り分けを説明する概念図である。
この実施の形態のＧＵＩでは、制御部１０３の制御により、表示部１２０に、選択された
時刻前後のコンテンツ情報を、所定の時間間隔で時系列に並べた複数のコンテンツ画像１
５０として選択可能に表示する。これによって、所望のコンテンツ情報を極めて簡単に抽
出することができる。具体的には、この実施の形態のＧＵＩでは、制御部１０３の制御に
より、表示画面に、縦軸をコンテンツ情報の種類軸とし且つ横軸を時間軸として、操作信
号に基づいて選択された時刻前後の複数種類のコンテンツ情報を、その時間軸の方向に所
定の時間間隔で時系列に並べ且つ種類軸方向に種類別に並べた複数のコンテンツ画像１５
０として選択可能に表示する。これによって、複数種類のコンテンツ情報の中から所望の
コンテンツ情報を極めて容易に抽出することができる。なお、表示されるコンテンツ画像
１５０は小画面単位で表示画面に表示される。また、図４では、コンテンツ情報の種類を
テレビチャンネルとしているが、ジャンル別やその他の種類別であってもよい。
【００３４】
　この実施の形態のＧＵＩでは、各テレビチャンネルに対して、時間軸上に、映像情報と
ＥＰＧ情報とが並んでコンテンツ画像として選択可能に表示される。これによって、映像
情報とＥＰＧ情報とを時系列的に視認しつつ何れかを選択することができるので、使い勝
手がよいものとなっている。なお、過去分については録画映像情報とＥＰＧ情報とが含ま
れており、現在分については現在放映中の映像情報とＥＰＧ情報とが含まれており、未来
についてはＥＰＧ情報が含まれている。
【００３５】
　図５はこの実施の形態のＧＵＩにおける選択された時刻にかかわる切り分けを説明する
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概念図である。この実施の形態のＧＵＩでは、図５（ａ）の中央部に拡大して分かり易く
例示するように、リモコン１３０からの操作信号により選択された時刻前後におけるコン
テンツ情報が時系列的にコンテンツ画像１５０として設定されて取り扱われる。換言すれ
ば、この実施の形態のＧＵＩでは、図５（ｂ）に示すように、リモコン１３０からの操作
信号により選択されたある時刻Ｔの前後時間ΔＴにおけるコンテンツ情報が時系列的にコ
ンテンツ画像１５０として設定されて取り扱われる。この前後時間ΔＴは、リモコン１３
０の時間スケール変更ダイアル１３５を操作することにより、容易に変更することができ
る。すなわち、時間スケール変更ダイアル１３５を右回転すると、前後時間ΔＴが短く設
定される。換言すれば、表示画面の時間軸の長さ及び表示されるコンテンツ画像１５０の
大きさが変わらない場合、表示されるコンテンツ画像１５０の時間間隔が短く設定される
。また、時間スケール変更ダイアル１３５を左回転すると、前後時間ΔＴが長く設定され
る。換言すれば、表示されるコンテンツ画像１５０の時間間隔が長く設定される。このよ
うに表示するコンテンツ画像１５０の時間的範囲を拡大、縮小することによって、所望の
コンテンツ画像１５０をより早く抽出することができる。
【００３６】
　図６はこの実施の形態のＧＵＩによる基本的な動作の表示例を示す図である。この実施
の形態では、最初に、図６（ａ）に示すように、複数のコンテンツ画像１５０が表示画面
の小画面内に表示される。図６（ａ）において、現在時刻におけるオンエア画像（映像画
像）１５１が中央の小画面に表示され、過去時刻の映像画像１５２がその左側の小画面に
表示され、将来時刻のＥＰＧ画像１５３がその右側の小画面に表示される。現在時刻にお
けるオンエア画像１５１は放送中の動画であり、過去時刻の映像画像１５２は録画済の静
止画である。係る構成によって、開始時にこれらの小画面を視認するだけで、複数の小画
面の時刻関係を容易に把握することができ、次の操作に容易に移ることができる。なお、
この図示例では、コンテンツ画像１５０を表示する５つの小画面の例で示されているが、
その小画面の数は多くても少なくてもよい。
【００３７】
　図６（ａ）の状態で、例えば時刻が午後３時になると、図６（ｂ）に示すように、各小
画面が左にずれた状態となる。すなわち、中央の小画面には現在時刻におけるオンエア画
像１５１が放送中の動画で継続して表示され、左側の小画面には午後２時と午後３時にお
ける映像画像が静止画で表示され、右側の小画面には午後４時と午後５時のＥＰＧ画像１
５３が表示される。このように、時間が経過しても、現在時刻のオンエア画像１５１を放
送中の動画で継続表示されるので、表示される複数の小画面の時刻関係を継続して容易に
把握することができる。
【００３８】
　また、図６（ａ）の状態で、例えば過去時刻の映像画像（例えば午後２時の映像画像）
を選択すると、図６（ｃ）に示すように、全ての小画面が右にずれ、中央の小画面には選
択された午後２時の映像画像が静止画で表示され、左側の小画面には選択された午後２時
より過去である午後１２時と午後１時とにおける映像画像が静止画で表示され、右側の小
画面には、選択された時刻より将来である現在時刻のオンエア画像１５１が放送中の動画
で継続して表示されると共に、その現在時刻よりも将来である午後３時のＥＰＧ画像１５
３が表示される。このように、過去時刻の小画面を選択しても、複数の小画面に時系列の
関係を維持しているので、表示される複数の小画面の時刻関係を継続して容易に把握する
ことができる。
【００３９】
　なお、図６（ａ）の状態で、例えば午後１時の映像画像を選択すると、図示されていな
いが、全ての小画面が右にずれ、中央の小画面には選択された午後１時の映像画像が静止
画で表示され、左側の小画面には選択された時刻より過去である午前１１と午後１２時と
における映像画像が静止画で表示され、右側の小画面には、選択された時刻より将来（現
在時刻と比較すると過去）である午後２時における映像画像が静止画で表示されると共に
、その午後１時よりも将来である現在時刻のオンエア画像１５１が放送中の動画で継続し
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て表示される。
【００４０】
　また、図６（ａ）の状態で、例えば将来時刻のＥＰＧ画像（例えば午後３時の映像画像
）を選択すると、図示していないが、全ての小画面が左にずれ、左側の小画面には、選択
された午後３時より過去である現在時刻のオンエア画像１５１が放送中の動画で継続して
表示されると共に、それよりも過去である午後２時における映像画像が静止画で表示され
、右側の小画面には、選択された時刻より将来である午後４時と午後５時とのＥＰＧ画像
１５３が表示される。このように、将来時刻の小画面を選択しても、複数の小画面に時系
列の関係を維持しているので、表示される複数の小画面の時刻関係を継続して容易に把握
することができる。
【００４１】
　図７はこの実施の形態のＧＵＩによる表示例のバリエーションを示す図である。
【００４２】
　図７（ａ）は図６と同じ状態を比較のために示すものであり、重複して説明することを
省略する。
【００４３】
　図７（ｂ）は、中央の小画面を他の小画面より大きな画面とし、選択したコンテンツ画
像を表示するようにした表示例を示す。このような画面構成とすることによって、選択さ
れたコンテンツ画像を中央に強調して表示することができ、視認性を良好なものとするこ
とができる。そして、選択されて中央に表示されるコンテンツ情報が映像の場合には、表
示するコンテンツ画像として動画を表示する。これによって、所望のコンテンツ画像の選
択をより一層容易なものとすることができる。
【００４４】
　図７（ｃ）は、コンテンツ画像の小画面を複数段且つ複数行に配列し、中央の小画面を
選択された画面とし、上段左から時系列的に並べて表示するようにした表示例を示す。こ
のような画面構成とすることによって、より幅広くコンテンツ画像を表示することができ
るので、所望のコンテンツ画像の選択をより一層容易なものとすることができる。
【００４５】
　図８はこの実施の形態のＧＵＩによる時間分解能（換言すれば、表示画面にコンテンツ
画像を並べる時間間隔）の違う表示例を説明する図である。
【００４６】
　図８（ａ）は最も細かい分解能の表示例を説明する図である。この実施の形態では、コ
ンテンツ情報の映像を１秒間で３０に分解したコンテンツ画像を最小フレームとし、この
コンテンツ画像を表示画面に小画面として表示するようになっている。従って、この実施
の形態では、図８（ａ）に示すように、３０分の１秒まで分解能を高めてコンテンツ画像
を選択することができる。
【００４７】
　図８（ｂ）は１秒間隔の分解能の表示例を説明する図である。１秒間隔の分解能で小画
面を表示する場合には、図８（ｂ）に示すように、最小単位のフレームの配列から３０フ
レーム間隔で小画面を表示する。
【００４８】
　図８（ｃ）は、１分間隔の分解能の小画面を表示画面に表示する例である。この図示例
は、表示される時刻及び時間間隔が図６の場合と相違するが、その他の点では同様であり
、重複する説明を省略する。
【００４９】
　図８（ｄ）は、１日間隔の分解能の小画面を表示画面に表示する例である。この図示例
は、表示される時刻及び時間間隔が図６及び図８（ａ）の場合と相違するが、その他の点
では同様であり、重複する説明を省略する。
【００５０】
　図９はこの実施の形態のＧＵＩによるダイナミックレファレンスモードの表示例を説明
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する図である。
【００５１】
　例えば「時モード」の状態で４時を選択した場合、図９（ａ）に示すように、４時丁度
のコンテンツ画像を中央にして、２時、３時、４時、５時、６時丁度のコンテンツ画像が
表示画面に表示される。この状態から、リモコン１３０の時間スケール変更ダイアル１３
５を用いて「分モード」の状態に変更すると、図９（ｂ）に示すように、４時００分のコ
ンテンツ画像を中央にして、３時５８分、３時５９分、４時００分、４時０１分、４時０
２分丁度のコンテンツ画像が表示されるように切換えられる。この状態から、リモコン１
３０の左右移動キー１３２を用いてコンテンツ画像を移動して４時１４分を選択すると、
図９（ｃ）に示すように、４時１４分のコンテンツ画像を中央にして、４時１２分、４時
１３分、４時１４分、４時１５分、４時１６分丁度のコンテンツ画像が表示される。この
状態から、リモコン１３０時間のスケール変更ダイアル１３５を用いて「時モード」の状
態に変更すると、中央のコンテンツ画像を４時１４分から表示される動画に切換えられる
。このように、ダイナミックレファレンスモードを用いて検索することにより、所望のコ
ンテンツ画像を短時間で容易に抽出することができる。
【００５２】
　なお、図９（ａ）の「時モード」で４時を選択したとき、選択されたコンテンツ画像が
動画で表示されてもよく、この場合、４時を選択してから所定時間経過後に図９（ｂ）に
示すような「分モード」に切り換えた場合には、所定時間経過後のコンテンツ画像が中央
に表示されるように切り換えられる。例えば、図９（ａ）の「時モード」で４時を選択し
てから２３分後に図９（ｂ）の分モードに切り換えた場合には、４時２３分のコンテンツ
画像を中央にして、４時２１分、４時２２分、４時２３分、４時２４分、４時２５分の画
像が表示される。このように、時間スケールの変更の際には、変更前に選択状態にあった
コンテンツ画像の時間経過に応じた画像を変更後のスケールにおける選択状態のコンテン
ツ画像として表示する。これにより、時間スケールの変更の前後で、選択状態にあるコン
テンツ画像の表示が切り換わらない（動画像の場合には連続的に再生される）ので、違和
感のない切り換え表示が可能である。
【００５３】
　図１０はこの実施の形態のＧＵＩにおける選択された時刻にかかわる複数種類のコンテ
ンツ情報の切り分けを説明する概念図である。この図１０では、複数種類のコンテンツ情
報（図示例では、複数チャンネルのコンテンツ情報）を複数段のコンテンツ画像として切
り分けた例である点で図５の場合と異なり、各段のコンテンツ画像の切り分けについては
図５の場合と同様である。この図１０の各チャンネルのコンテンツ画像はそれぞれ連携し
て取り扱われ、あるチャンネルにおいて、あるコンテンツ画像が選択されると、他のチャ
ンエルのコンテンツ画像もそれに伴って連動して変化する。これによって、複数段のコン
テンツ画像を常に所定の時系列関係で視認することができ、所望のコンテンツ画像の抽出
を容易に行なうことができる。
【００５４】
　図１１はこの実施の形態における複数種類のチャンネルのコンテンツ画像を複数段に表
示画面に表示する例を示す。図１１（ａ）は複数のチャンネルのコンテンツ画像が複数段
に表示される画面例を表し、図１１（ｂ）は図１１（ａ）から複数のカテゴリのコンテン
ツ画像が複数段に表示されるように切換えられた画面例を表す。なお、図１１（ｂ）から
図１１（ａ）に切換えることも可能である。
【００５５】
　図１２はこの実施の形態のＧＵＩにおける選択画像が拡大して動画で表示される例を説
明する図である。この実施の形態では、図１１（ａ）で述べたような複数種類のチャンネ
ルのコンテンツ画像を複数段に表示画面に表示する例において、ある時刻、あるチャンネ
ル（図示例では、２チャンネルの午後３）にカーソルを合わせると、そのコンテンツ画像
が拡大して午後３時から午後４時まで繰返されるプレビュー動画として表示される。これ
によって、所望のコンテンツ画像の抽出がより一層容易に行なうことができる。なお、こ
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のプレビュー動画の再生時間は、時間モードの変更によって調節可能である。
【００５６】
　また、この実施の形態では、チャンネルをアップダウン操作するとアップダウン移動し
、カーソルを左右に移動させる操作をするとカーソルの左右位置は変わらず、画面全体が
左右に移動する。移動した直後にプレビュー動画の再生が開始される。
【００５７】
　さらには、この実施の形態では、選択画面であるプレビュー画面を決定すると全画面表
示となり、止めるまで再生を続ける。これによって、抽出したコンテンツ画像を容易に閲
覧することができる。
【００５８】
　以上説明したように、この実施の形態によれば、制御部１０３の制御により、表示部１
２０に、選択された時刻前後のコンテンツ情報を、所定の時間間隔で時系列に並べた複数
のコンテンツ画像として選択可能に表示するようにしているので、所望のコンテンツ情報
を簡単に抽出することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明の一実施の形態に係るコンテンツ情報表示装置の構成図である。
【図２】図１のコンテンツ情報表示装置における入力部（リモコン）の平面図である。
【図３】図１のコンテンツ情報表示装置におけるＨＤＤのデータベースの概念図である。
【図４】この実施の形態におけるコンテンツ情報の抽出を行なう画面表示形態（ＧＵＩ）
の切り分け概念図である。
【図５】この実施の形態のＧＵＩの選択された時刻における切り分けの概念図である。
【図６】この実施の形態のＧＵＩによる基本的な動作の表示例を示す図である。
【図７】この実施の形態のＧＵＩによる表示例のバリエーションを示す図である。
【図８】この実施の形態のＧＵＩによる時間分解能の違う表示例を説明する図である。
【図９】この実施の形態のＧＵＩによるダイナミックレファレンスモードの表示例を説明
する図である。
【図１０】この実施の形態のＧＵＩにおける選択された時刻にかかわる複数種類のコンテ
ンツ情報の切り分けを説明する概念図である。
【図１１】この実施の形態における複数種類のチャンネルのコンテンツ画像を複数段に表
示画面に表示する例を示す図である。
【図１２】この実施の形態のＧＵＩにおける選択画像が拡大して動画で表示される例を説
明する図である。
【符号の説明】
【００６０】
　１…コンテンツ情報表示装置、１００…記録再生装置、１０１…情報受信部、１０２…
記録部、１０３…制御部、１０４…通信部、１０５…テレビチューナ、１０６…カメラ情
報読み取り部、１０７…ＨＤＤ、１０７ａ…録画映像データベース、１０７ｂ…電子番組
ガイド情報（ＥＰＧ情報）データベース、１０８…ＤＶＤ、１０９…情報閲覧プログラム
、１１０…テレビアンテナ、１２０…表示部、１３０…入力部（リモコン）、１３１…上
下移動キー、１３２…左右移動キー、１３３…決定ボタン、１３４…オンエアボタン、１
３５…時間スケール変更ダイアル、１４０…増設機器、１４１…増設記録部、１４２…増
設パーソナルコンピュータ、１５０…コンテンツ画像、１５１…オンエア画像、１５２…
過去時刻の映像画像、１５３…将来時刻のＥＰＧ画像、２００…通信回線、３００…コン
テンツ管理サーバ、４００…ＷＷＷサーバ。



(12) JP 4778253 B2 2011.9.21

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(13) JP 4778253 B2 2011.9.21

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(14) JP 4778253 B2 2011.9.21

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(15) JP 4778253 B2 2011.9.21

10

フロントページの続き

(72)発明者  中島　一州
            東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目２８０番地　株式会社日立製作所デザイン本部内
(72)発明者  セルジオ・パオラントニオ
            東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目２８０番地　株式会社日立製作所デザイン本部内

    審査官  三森　雄介

(56)参考文献  特開２００１－２５７９６８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－０８５９４９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　７／１４－７／１７３
              Ｈ０４Ｎ　５／３８－５／４６
              Ｈ０４Ｎ　５／７６－５／９５６


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

