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(57)【要約】
【課題】放送番組の視聴機会の支援に優れた番組検索装
置を提供すること。
【解決手段】実施形態の番組検索装置は、通信手段と、
検索手段と、出力制御手段とを備える。通信手段は、ネ
ットワーク上のサーバと通信可能に構成されている。検
索手段は、前記ネットワークを介して、番組表から指定
された指定番組に対応した対応番組を検索する。出力制
御手段は、検索結果を出力するように制御する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して外部と通信するように構成された通信手段と、
　前記ネットワークを介して、番組表から指定された指定番組に対応した対応番組を検索
する検索手段と、
　検索結果を出力するように制御する出力制御手段と、
　を備えた番組検索装置。
【請求項２】
　前記出力制御手段は、前記対応番組が存在することを示す案内情報を出力するように制
御する請求項１に記載の番組検索装置。
【請求項３】
　前記出力制御手段は、前記対応番組へアクセスするためのアクセス情報を出力するよう
に制御する請求項１に記載の番組検索装置。
【請求項４】
　前記出力制御手段は、前記対応番組へアクセスするためのアクセス情報を含む動画視聴
サイトを出力するように制御する請求項１に記載の番組検索装置。
【請求項５】
　前記アクセス情報を登録する登録手段を備えた請求項３に記載の番組検索装置。
【請求項６】
　前記登録手段は、再生リストを管理し、前記再生リストに対して前記アクセス情報を登
録し、
　前記出力制御手段は、前記再生リストを出力するように制御する請求項５に記載の番組
検索装置。
【請求項７】
　前記検索手段は、指定検索対象サイトの中から前記対応番組を検索する請求項１に記載
の番組検索装置。
【請求項８】
　前記検索手段は、前記指定番組の録画失敗に対応して、前記対応番組を検索する請求項
１に記載の番組検索装置。
【請求項９】
　前記検索手段は、前記指定番組に関する情報を含む紹介サイトを検索する請求項１に記
載の番組検索装置。
【請求項１０】
　ネットワークを介して、番組表から指定された指定番組に対応した対応番組を検索し、
　検索結果を出力するように制御する番組検索方法。
【請求項１１】
　前記対応番組は、前記指定番組と実質的に同一内容の番組を含む請求項１０に記載の番
組検索方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、番組を検索する番組検索装置及び番組検索方法
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタルテレビ放送信号を受信し、受信したデジタルテレビ放送信号に基づく番
組を記録したり、再生したりすることが可能なテレビ放送受信装置が普及している。例え
ば、テレビ放送受信装置は、デジタルテレビ放送信号からサービス情報を取得し、このサ
ービス情報に基づき番組表の表示を制御することができる。番組表上には、チャンネル軸
と時間軸に沿って複数チャンネルに対応した複数放送番組が表示される。このような番組
表は、電子番組案内（ＥＰＧ）と呼ばれている。デジタル放送受信装置は、番組表から選
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択された選択番組の録画予約を受け付け、ＨＤＤ、ＤＶＤ、又はＢＤ（Blu-ray）（登録
商標）などを使って選択番組を記録することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－６７５８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記したように、ユーザは、デジタル放送受信装置により表示される番組表を介して、
放送予定番組を知ることができる。しかしながら、放送予定番組を放送前に視聴すること
はできないし、また放送予定番組の録画に失敗した場合には、放送後も視聴することがで
きない。つまり、放送番組の視聴機会が十分ではないという課題がある。
【０００５】
　本発明の目的は、放送番組の視聴機会の支援に優れた番組検索装置及び番組検索方法を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態の番組検索装置は、通信手段と、検索手段と、出力制御手段とを備える。通信
手段は、ネットワーク上のサーバと通信可能に構成されている。検索手段は、前記ネット
ワークを介して、番組表から指定された指定番組に対応した対応番組を検索する。出力制
御手段は、検索結果を出力するように制御する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】第１～第３の実施形態に共通の映像記録再生装置（番組検索装置）の概略構成を
示すブロック図である。
【図２】検索対象のＷｅｂサイトの一例を示す図である。
【図３】番組表の表示からアーカイブスサイトの表示までの一例を示すフローチャートで
ある。
【図４】アーカイブスサイトの表示の一例を示すフローチャートである。
【図５】記録失敗番組の指定に対応したアーカイブスサイトの表示の一例を示すフローチ
ャートである。
【図６】記録失敗番組のリスト登録の一例を示すフローチャートである。
【図７】番組表の一例を示すフローチャートである。
【図８】アーカイブスサイトの表示又は登録の一例を示すフローチャートである。
【図９】番組記録予約画面の一例を示す図である。
【図１０】サイト表示確認画面の一例を示す図である。
【図１１】視聴サイトの表示の一例を示す図である。
【図１２】記録リストの表示の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を参照し、第１～第３の実施形態について説明する。
【０００９】
　図１は、第１～第３の実施形態に共通の映像記録再生装置（番組検索装置）の概略構成
を示すブロック図である。第１～第３の実施形態では、映像記録再生装置による番組検索
処理について説明する。しかしながら、本発明は、映像記録再生装置による番組検索処理
に限定されるものではない。例えば、第１～第３の実施形態で説明する番組検索処理は、
番組記録機能を備えたデジタル放送受信装置（デジタルＴＶ）にも適用できる。
【００１０】
　図１に示すように、映像記録再生装置１は、ユーザ操作入力部１０１、信号受光部１０
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２、通信モジュール１０３、制御モジュール（コントローラ）１０４、チューナ部１０５
、メモリ部１０６、ＯＳＤ制御モジュール１０７、記録再生信号処理モジュール１０８、
合成処理モジュール１０９、ディスクドライブ部１１１、ハードディスクドライブ部１１
２を備えている。
【００１１】
　制御モジュール１０４は、番組の記録動作及び再生動作を制御したり、また、後述する
番組検索処理の実行を制御したりすることができる。通信モジュール１０３は、通信ネッ
トワークを介して、例えば各種サーバと接続し、各種サーバに対して各種情報を送信した
り、各種サーバから各種情報を受信したりすることができる。
【００１２】
　チューナ部１０５は、指定されたチャンネルの放送信号を選択し、選択した放送信号を
記録再生信号処理モジュール１０８へ入力する。記録処理が指定されている場合には、記
録再生信号処理モジュール１０８は、放送信号に対応した番組コンテンツ（映像信号及び
音声信号）をディスクドライブ部１１１又はハードディスクドライブ部１１２へ入力する
。ディスクドライブ部１１１は、入力された番組コンテンツをＤＶＤ又はＢＤ（Blu-ray
）（登録商標）等の光ディスクへ記録する。或いは、ハードディスクドライブ部１１２は
、入力された番組コンテンツをハードディスクへ記録する。再生処理が指定されている場
合には、記録再生信号処理モジュール１０８は、放送信号に対応した番組コンテンツを、
合成処理モジュール１０９を介して、スピーカ等を備えた映像表示装置Ｍ（デジタルＴＶ
）へ出力する。
【００１３】
　続いて、リモートコントローラ１０２ａを介した各種操作の一例について説明する。ユ
ーザ操作入力部１０１を介した各種操作は、リモートコントローラ１０２ａを介した各種
操作と実質的に同一であるため、その説明は省略する。
【００１４】
　リモートコントローラ１０２ａは、複数のキーを備え、これらキーを介して入力された
指示を送信する。信号受光部１０２は、リモートコントローラ１０２ａからの指示を受信
し、制御モジュール１０４へ通知する。例えば、リモートコントローラ１０２ａは、番組
表の表示指示を送信すると、制御モジュール１０４は、番組表の表示指示を受け取り、番
組表の表示を制御する。
【００１５】
　例えば、映像記録再生装置１は、チューナ部１０５に入力される放送信号から番組表を
表示するための番組表情報を取得することができる。また、映像記録再生装置１は、ネッ
トワーク経由で通信モジュール１０３を介して番組表情報を取得することもできる。メモ
リ部１０６は、取得された番組表情報を記憶し、また、制御モジュール１０４は、記憶さ
れた番組表情報に基づき番組表を生成し、ＯＳＤ制御モジュール１０７へ出力する。ＯＳ
Ｄ制御モジュール１０７は、番組表を合成処理モジュール１０９へ出力する。合成処理モ
ジュール１０９は、ＯＳＤ制御モジュール１０７のＯＳＤ制御に基づき、番組表の映像だ
けを出力することもできるし、所定番組の映像上に番組表の映像を重ねた映像を出力する
こともできるし、所定番組の映像と番組表の映像とを出力することもできる。これにより
、映像表示装置Ｍは、番組表を表示する。
【００１６】
　図７は、番組表の表示の一例を示す図である。図７に示すように、番組表は、チャンネ
ル軸（例えばチャンネル１０１～１０７のチャンネル軸）と時間軸（例えば１９：００～
０：００の時間軸）に沿って複数チャンネル（例えばチャンネル１０１～１０７）に対応
した複数放送番組（Ｐ１０８６～Ｐ１０９１、Ｐ２０８６～Ｐ２０９１、Ｐ３０８６～Ｐ
３０９１、Ｐ４０８６～Ｐ４０９１、Ｐ５０８６～Ｐ５０９１、Ｐ６０８６～Ｐ６０９１
、Ｐ７０８６～Ｐ７０９１）を表示するものである。
【００１７】
　以下、映像記録再生装置１による番組検索処理について説明する。
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【００１８】
　（第１の実施形態）
　例えば、映像記録再生装置１は、番組表上で指定された指定番組に対応した対応番組を
検索し、検索結果を出力することができる。対応番組とは、指定番組と実質的に同一の内
容の番組（同一の内容を含む番組）である。例えば、指定番組が通常放送の所定のドラマ
番組であり、対応番組は非放送の所定のドラマ番組であり（対応番組はストリーミング再
生又はダウンロード再生可能な所定のドラマ番組である）、指定番組が本編とＣＭを含む
所定のドラマ番組であり、対応番組は本編を含むがＣＭは含まない所定のドラマ番組であ
る。また、指定番組の画質等と対応番組の画質等は同一でなくてもよい。図３及び図４の
フローチャートを参照し、対応番組へアクセス可能なアーカイブスサイト（ライブラリサ
イト）の表示の一例を説明する。
【００１９】
　例えば、ユーザは、リモートコントローラ１０２ａを介して、図７に示す番組表の表示
を指示し、さらに、表示された番組表上から記録予約対象又は視聴予約対象の番組を指定
することができる（ＳＴ１０１、ＹＥＳ）。
【００２０】
　この指定に対応して、例えば、制御モジュール１０４は、指定番組のメタデータから番
組名、番組ＩＤ（イベントＩＤ）、放送開始日時、及び放送終了日時などの検索キーデー
タを抽出する（ＳＴ１０２）。さらに、制御モジュール１０４は、検索キーデータに基づ
き、指定番組に対応した対応番組（例えば指定番組と実質的に同一の番組）を検索する。
例えば、制御モジュール１０４は、通信モジュール１０３を介して、１又は複数の検索対
象のＷｅｂサイト（動画視聴サイトなど）から、対応番組を検索する。
【００２１】
　メモリ部１０６は、検索対象のＷｅｂサイトのアドレスを記憶することができる。例え
ば、図２に示すように、メモリ部１０６は、受信可能な各チャンネルに対応したＷｅｂサ
イトのアドレスを記憶することができる。制御モジュール１０４は、チャンネル１０１の
番組の指定に対応して、メモリ部１０６に記憶されたアドレスに基づき、検索対象のうち
のチャンネル１０１に対応したＷｅｂサイト（チャンネル１０１を放送する放送局のサー
バにより管理されたＷｅｂサイト）から、対応番組を検索することができる。或いは、制
御モジュール１０４は、チャンネル１０１の番組の指定に対応して、メモリ部１０６に記
憶されたアドレスに基づき、検索対象の全てのＷｅｂサイトから、対応番組を検索するこ
とができる。
【００２２】
　以上により、例えば、チャンネル１０１を放送する放送局が運営するアーカイブスサイ
トが存在する場合であって、このアーカイブスサイトに指定番組に対応した対応番組が存
在する場合に、制御モジュール１０４は、このアーカイブスサイトで管理されている対応
番組へアクセスするためのアクセス情報を出力するように制御することができる。これに
より、例えば、映像表示装置Ｍは、上記したアクセス情報を含むアーカイブスサイトを表
示することができる（ＳＴ１０３）。
【００２３】
　アーカイブスサイトは、図４のフローチャートに示すように表示することもできる。例
えば、制御モジュール１０４が、インターネットを介して、対応番組へアクセス可能なア
ーカイブスサイトを検索し（ＳＴ２０１）、１又は複数のアーカイブスサイトが検索され
た場合（ＳＴ２０２、ＹＥＳ）、検索された１又は複数のアーカイブスサイトのＵＲＬの
一覧を表示するように制御する。これに対応して、映像表示装置Ｍは、検索された１又は
複数のアーカイブスサイトのＵＲＬの一覧を表示する（ＳＴ２０３）。
【００２４】
　ユーザは、リモートコントローラ１０２ａを介して、１又は複数のアーカイブスサイト
のＵＲＬの一覧から、所望のＵＲＬを選択することができる。所望のＵＲＬが選択される
と（ＳＴ２０４、ＹＥＳ）、制御モジュール１０４は、選択されたＵＲＬへのアクセスを
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制御し、選択されたＵＲＬのアーカイブスサイトを表示するように制御する。これに対応
して、映像表示装置Ｍは、選択されたＵＲＬのアーカイブスサイトを表示する（ＳＴ２０
５）。
【００２５】
　なお、上記したアクセス情報を含むアーカイブスサイトが検索されなかった場合（ＳＴ
２０２、ＮＯ）、検索できなかった旨を示す情報を表示するように制御する。これに対応
して、映像表示装置Ｍは、検索できなかった旨を示す情報を表示する（ＳＴ２０６）。
【００２６】
　上記説明では、アーカイブスサイトの表示の一例について説明したが、映像記録再生装
置１は、アーカイブスサイトに替えてブログサイト（紹介サイト）を表示することもでき
るし、アーカイブスサイトとブログサイトとを表示することもできる。
【００２７】
　ここで、映像記録再生装置１の記録済み番組の情報提供機能について説明する。この情
報提供機能により、指定番組（対応番組）に関する情報が記載されたブログサイトの表示
が可能となる。映像記録再生装置１のメモリ部１０６は、記録済み番組の情報（番組名な
ど）を含む記録リスト（録画リスト）を記憶する。制御モジュール１０４は、通信モジュ
ール１０３を介して、記録済み番組の情報をアップロードすることができる。例えば、制
御モジュール１０４は、通信モジュール１０３を介して、映像記録再生装置１の製造販売
会社により運営されるユーザ別のブログサイト（外部サーバにより管理されたユーザ別の
ブログサイト）に、記録済み番組の情報をアップロードすることができる。例えば、１台
の映像記録装置１（１台の映像記録装置１のＩＤ）に対応して１つのブログサイトが割り
当てられる。これにより、複数の映像記録装置１から提供される記録済み番組の情報が、
複数のブログサイトにアップロードされることになる。また、上記外部サーバは、複数の
ブログサイトのアドレスを各映像記録装置１に配信することができる。これに対応して、
各映像記録装置１のメモリ部１０６は、上記複数のブログサイトのアドレスを記憶するこ
とができる。よって、制御モジュール１０４は、チャンネル１０１の番組の指定に対応し
て、メモリ部１０６に記憶された上記複数のブログサイトのアドレスに基づき、複数のブ
ログサイトから、指定番組に関する情報が記載されたブログサイトを検索することができ
る。
【００２８】
　また、以下のように、指定番組に関する情報が記載されたブログサイトを検索するよう
にしてもよい。例えば、映像記録装置のメモリ部１０６が、ブログサイトを管理している
外部サーバのアドレスを記憶する。通信モジュール１０３は、外部サーバ（外部サーバの
アドレス）に対して、指定番組に対応した検索キーデータを送信する。外部サーバは、検
索キーデータに基づき複数のブログサイトの中から、指定番組に関する情報が記載された
ブログサイトを検索し、指定番組に関する情報が記載されたブログサイトのアドレスを映
像記録装置へ通知する。映像記録装置の制御モジュール１０４は、指定番組に関する情報
が記載されたブログサイトのアドレスに基づきブログサイトの表示を制御する。これに対
応して、映像表示装置Ｍは、指定番組に関する情報が記載されたブログサイトを表示する
ことができる。また、メモリ部１０６が上記外部サーバのアドレスを記憶する代わりに、
外部サーバが各映像記録装置に応じたブログサイトのアドレスを記憶してもよい。
【００２９】
　以上により、映像記録再生装置１は、番組表上で指定された指定番組に対応した対応番
組を視聴可能なアーカイブスサイトを表示（紹介）することができる。例えば、番組表上
でチャンネル１０１の番組Ｐ１０８９（タイトルＡＡＡＡ）を選択すると、インターネッ
ト上のチャンネル１０１のアーカイブスサイトの「タイトルＡＡＡＡ」のストリービング
サイトを表示することができる。
【００３０】
　また、映像記録再生装置１は、番組表上で指定された指定番組に関する情報が記載され
たブログサイトを表示（紹介）することができる。例えば、番組表上でチャンネル１０１
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の番組Ｐ１０８９（タイトルＡＡＡＡ）を選択すると、インターネット上の「タイトルＡ
ＡＡＡ」に関する情報が記載されたブログサイトを表示することができる。
【００３１】
　なお、映像記録再生装置１は、番組表上で指定された指定番組に対応した対応番組を視
聴可能なアーカイブスサイトを表示するとともに、指定番組に関する情報が記載されたブ
ログサイトを表示することもできる。
【００３２】
　また、映像記録再生装置１は、事前に指定された検索対象のアーカイブスサイトから、
対応番組を検索することができる。例えば、指定番組のチャンネル（例えばチャンネル１
０１）に対応したアーカイブスサイト（チャンネル１０１を放送する放送局が運営するア
ーカイブスサイト）を検索対象に指定することができる。これにより検索効率を高めるこ
とができる。同様に、映像記録再生装置１は、事前に指定された検索対象のブログサイト
から、指定番組に関する情報を検索することができる。これにより検索効率を高めること
ができる。
【００３３】
　（第２の実施形態）
　例えば、映像記録再生装置１は、番組表上で記録指定された記録指定番組であって、記
録に失敗した記録失敗番組に対応した対応番組を検索し、検索結果を出力することができ
る。図５及び図６のフローチャートを参照し、記録失敗番組に対応した対応番組へアクセ
ス可能なアーカイブスサイトの表示の一例を説明する。
【００３４】
　例えば、ユーザは、リモートコントローラ１０２ａを介して、図７に示す番組表の表示
を指示し、さらに、表示された番組表上から記録予約対象の番組を指定することができる
。制御モジュール１０４は、記録予約対象の指定番組を記録予約リスト（録画予約リスト
）へ登録し、記録予約リストに基づき指定番組の記録を制御する。この記録制御により、
チューナ１０５は、所定のタイミングで指定番組の放送信号を選択し、記録再生信号処理
モジュール１０８は、指定番組をディスクドライブ部１１１又はハードディスクドライブ
部１１２へ出力する。これに対応して、ディスクドライブ部１１１又はハードディスクド
ライブ部１１２が、指定番組を記録する。
【００３５】
　例えば、図６に示すように、記録予約リストに登録された指定番組の放送開始時間に、
指定番組が放送されれば（ＳＴ４０１、ＹＥＳ）、制御モジュール１０４は、指定番組の
記録を制御し、これに対応して、ディスクドライブ部１１１又はハードディスクドライブ
部１１２は、指定番組を記録する（ＳＴ４０２）。指定番組が正しく記録されると（ＳＴ
４０３、ＮＯ）、制御モジュール１０４は、指定番組の番組名を記録リストに登録する（
ＳＴ４０４）。
【００３６】
　例えば、記録予約リストに登録された指定番組の放送開始時間に、指定番組が放送され
れない場合（ＳＴ４０１、ＹＥＳ）、又は、指定番組が正しく記録されない場合（ＳＴ４
０３、ＹＥＳ）には、制御モジュール１０４は、指定番組の番組名に記録失敗を示す情報
を付加して、記録失敗情報が付加された番組名を記録リストに登録する（ＳＴ４０４）。
【００３７】
　つまり、記録リストには、正しく記録された番組名と、正しく記録されなかった番組名
（記録失敗情報が付加された番組名）とが登録される。ユーザは、リモートコントローラ
１０２ａを介して、記録リストの表示を指示し、さらに、表示された記録リスト上から１
番組名を指定することができる。
【００３８】
　或いは、上記説明したように、制御モジュール１０４は、通信モジュール１０３を介し
て、記録リスト（正しく記録された番組名と正しく記録されなかった番組名）をブログサ
イトにアップロードすることができる。このため、ユーザは、リモートコントローラ１０
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２ａを介して、ブログサイト上の記録リストの表示を指示し、ブログサイト上の記録リス
ト上から１番組名を指定することができる。
【００３９】
　例えば、図５に示すように、記録リスト上から番組名が指定され（ＳＴ３０１、ＹＥＳ
）、指定された番組名が正しく記録された番組名である場合（ＳＴ３０２、ＮＯ）、制御
モジュール１０４は、指定された番組名に対応した指定番組の再生を制御する。つまり、
これに対応して、ディスクドライブ部１１１又はハードディスクドライブ部１１２は、指
定番組を再生する（ＳＴ３０４）。
【００４０】
　指定された番組名が正しく記録されなかった番組名である場合（ＳＴ３０２、ＹＥＳ）
、制御モジュール１０４は、指定番組のメタデータから番組名、番組ＩＤ（イベントＩＤ
）、放送開始日時、及び放送終了日時などの検索キーデータを抽出する。さらに、制御モ
ジュール１０４は、検索キーデータに基づき、指定番組に対応した対応番組（例えば指定
番組と実質的に同一の番組）を検索する。例えば、制御モジュール１０４は、通信モジュ
ール１０３を介して、１又は複数の検索対象のＷｅｂサイト（動画視聴サイトなど）から
、対応番組を検索する。
【００４１】
　メモリ部１０６は、検索対象のＷｅｂサイトのアドレスを記憶することができる。制御
モジュール１０４は、チャンネル１０１の番組の指定に対応して、メモリ部１０６に記憶
されたアドレスに基づき、検索対象のうちのチャンネル１０１に対応したＷｅｂサイトか
ら、対応番組を検索することができる。或いは、制御モジュール１０４は、チャンネル１
０１の番組の指定に対応して、メモリ部１０６に記憶されたアドレスに基づき、検索対象
の全てのＷｅｂサイトから、対応番組を検索することができる。
【００４２】
　以上により、例えば、チャンネル１０１を放送する放送局が運営するアーカイブスサイ
トが存在する場合であって、このアーカイブスサイトに指定番組に対応した対応番組が存
在する場合に、制御モジュール１０４は、このアーカイブスサイトで管理されている対応
番組へアクセスするためのアクセス情報を出力するように制御することができる。これに
より、例えば、映像表示装置Ｍは、上記したアクセス情報を含むアーカイブスサイトを表
示することができる（ＳＴ３０３）。
【００４３】
　上記説明では、アーカイブスサイトの表示の一例について説明したが、映像記録再生装
置１は、アーカイブスサイトに替えてブログサイト（紹介サイト）を表示することもでき
るし、アーカイブスサイトとブログサイトとを表示することもできる。
【００４４】
　第１の実施形態で説明した情報提供機能により、指定番組（対応番組）に関する情報が
記載されたブログサイトの表示が可能となる。例えば、制御モジュール１０４は、チャン
ネル１０１の番組（記録失敗番組）の指定に対応して、メモリ部１０６に記憶された上記
複数のブログサイトのアドレスに基づき、複数のブログサイトから、指定番組に関する情
報が記載されたブログサイトを検索することができる。
【００４５】
　以上により、映像記録再生装置１は、記録リスト上で指定された指定番組（記録失敗番
組）に対応した対応番組を視聴可能なアーカイブスサイトを表示（紹介）することができ
る。或いは、映像記録再生装置１は、記録リスト上で指定された指定番組（記録失敗番組
）に対応した対応番組を視聴可能な１又は複数のアーカイブスサイトのＵＲＬの一覧を表
示することもできる。また、映像記録再生装置１は、記録リスト上で指定された指定番組
（記録失敗番組）に関する情報が記載されたブログサイトを表示（紹介）することができ
る。或いは、映像記録再生装置１は、記録リスト上で指定された指定番組（記録失敗番組
）に関する情報が記載された１又は複数のブログサイトのＵＲＬの一覧を表示することも
できる。
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【００４６】
　なお、映像記録再生装置１は、記録リスト上で指定された指定番組（記録失敗番組）に
対応した対応番組を視聴可能なアーカイブスサイトを表示するとともに、指定番組（記録
失敗番組）に関する情報が記載されたブログサイトを表示することもできる。
【００４７】
　また、映像記録再生装置１は、事前に指定された検索対象のアーカイブスサイトから、
対応番組（記録失敗番組）を検索することができる。同様に、映像記録再生装置１は、事
前に指定された検索対象のブログサイトから、指定番組（記録失敗番組）に関する情報を
検索することができる。これにより検索効率を高めることができる。
【００４８】
　なお、映像記録再生装置１は、指定番組（記録失敗番組）に対応した対応番組を視聴可
能なアーカイブスサイトをメールで通知することもできる。例えば、ユーザは、リモート
コントローラ１０２ａを介して、メモリ部１０８に対してメールアドレスを登録すること
ができる。制御モジュール１０４は、アーカイブスサイトのＵＲＬを登録されたメールア
ドレスへ送信するように制御し、通信モジュール１０３が、アーカイブスサイトのＵＲＬ
を登録されたメールアドレスへ送信する。同様に、映像記録再生装置１は、指定番組（記
録失敗番組）に関する情報が記載されたブログサイトをメールで通知することもできる。
【００４９】
　（第３の実施形態）
　例えば、映像記録再生装置１は、番組表上で指定された指定番組に対応した対応番組を
検索し、対応番組の検索に成功した場合に、対応番組へアクセス可能なアーカイブスサイ
ト（視聴サイト）の表示又は指定番組の記録予約を選択可能にすることもできる。
【００５０】
　図８に示すように、例えば、ユーザは、リモートコントローラ１０２ａを介して、図７
に示す番組表上の表示を指示することができ、これに対応して、映像表示装置Ｍは、番組
表を表示する（ＳＴ５０１）。さらに、ユーザは、リモートコントローラ１０２ａを介し
て、表示された番組表上から番組を指定することができる（ＳＴ５０２、ＹＥＳ）。
【００５１】
　この指定に対応して、例えば、制御モジュール１０４は、指定番組のメタデータから番
組名、番組ＩＤ（イベントＩＤ）、放送開始日時、及び放送終了日時などの検索キーデー
タを抽出する（ＳＴ５０３）。さらに、制御モジュール１０４は、検索キーデータに基づ
き、指定番組に対応した対応番組（例えば指定番組と実質的に同一の番組）を検索する（
ＳＴ５０４）。例えば、制御モジュール１０４は、通信モジュール１０３を介して、１又
は複数の検索対象のＷｅｂサイト（動画視聴サイトなど）から、対応番組の視聴サイトを
検索する。
【００５２】
　対応番組の視聴サイトが見つからない場合（ＳＴ５０５、ＮＯ）、制御モジュール１０
４は、記録予約画面の表示を制御する。これにより、例えば、映像表示装置Ｍは、図９に
示すような記録予約画面を表示する（ＳＴ５０６）。リモートコントローラ１０２ａを介
して、記録予約画面から、記録予約の実行が選択されると、制御モジュール１０４は、指
定番組を記録予約リストへ登録し（ＳＴ５０７）、再び、番組表の表示を制御する。これ
により、映像表示装置Ｍは、番組表を表示する（ＳＴ５０１）。
【００５３】
　対応番組の視聴サイトが見つかった場合（ＳＴ５０５、ＹＥＳ）、制御モジュール１０
４は、対応番組へアクセスするためのアクセス情報を含む視聴サイト表示確認画面の表示
を制御する。これにより、例えば、映像表示装置Ｍは、図１０に示すような視聴サイト表
示確認画面を表示する（ＳＴ５０８）。視聴サイト表示確認画面は、指定番組（対応番組
）の視聴サイトが見つかった旨を案内する。
【００５４】
　リモートコントローラ１０２ａを介して、視聴サイトの表示が指示されると（ＳＴ５０
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９、ＹＥＳ）、制御モジュール１０４は、視聴サイトを表示するように制御する。これに
より、映像表示装置Ｍは、図１１に示すように対応番組の視聴サイトを表示する（ＳＴ５
１０）。
【００５５】
　リモートコントローラ１０２ａを介して、視聴サイト上から指定番組（対応番組）の視
聴が選択されると（ＳＴ５１１、ＹＥＳ）、制御モジュール１０４は、通信モジュール１
０３を介して、対応番組の再生を要求し、対応番組の再生データを受信する。これに対応
して、制御モジュール１０４は、受信した再生データの再生を制御し（ＳＴ５１２）、映
像表示装置Ｍは、再生データに基づく映像を表示する。受信した再生データの再生が終了
すると（ＳＴ５１３、ＹＥＳ）、制御モジュール１０４は、再び、番組表の表示を制御す
る。これにより、映像表示装置Ｍは、番組表を表示する（ＳＴ５０１）。
【００５６】
　対応番組の視聴サイトが表示された状態で、リモートコントローラ１０２ａを介して、
対応番組の視聴サイトのリスト登録が選択されると（ＳＴ５１４、ＹＥＳ）、例えば、制
御モジュール１０４は、対応番組の視聴サイトのＵＲＬを記録リスト（又は再生リスト）
に登録する（ＳＴ５１５）。これにより、例えば、記録リスト（又は再生リスト）には、
記録済みの番組名とともに、対応番組の視聴サイトのＵＲＬが登録される。なお、対応番
組の視聴サイトのＵＲＬは、指定番組の番組名に置き換えて登録することもできる。視聴
サイトの登録が完了すると、制御モジュール１０４は、再び、番組表の表示を制御する。
これにより、映像表示装置Ｍは、番組表を表示する（ＳＴ５０１）。或いは、対応番組の
視聴サイトが表示された状態で、リモートコントローラ１０２ａを介して、対応番組の視
聴サイトのリスト登録のキャンセルが指示されると（ＳＴ５１４、ＮＯ）、制御モジュー
ル１０４は、再び、番組表の表示を制御する。これにより、映像表示装置Ｍは、番組表を
表示する（ＳＴ５０１）。
【００５７】
　上記したように、視聴サイトの登録が完了した後、リモートコントローラ１０２ａを介
して、記録リスト表示が指示されると、制御モジュール１０４は、記録リストの表示を制
御し、映像表示装置Ｍは、記録リストに登録された記録済みの番組名及び指定番組の視聴
サイトのＵＲＬ（又は指定番組の番組名）を表示する（図１２参照）。リモートコントロ
ーラ１０２ａを介して、指定番組の視聴サイトのＵＲＬ（又は指定番組の番組名）が選択
されると、制御モジュール１０４は、指定番組の視聴サイトのＵＲＬに基づき、視聴サイ
トへのアクセスを制御する。これにより、映像表示装置Ｍは、指定番組の視聴サイトを表
示することができる。
【００５８】
　以上により、映像記録再生装置１は、番組表上で指定された指定番組の記録を予約した
り、指定番組に対応した対応番組を視聴可能な視聴サイトを表示したりすることができる
。つまり、映像記録再生装置１は、記録を予約しようとした指定番組に対応する対応番組
の視聴サイトが存在している場合には、指定番組が記録されるのを待たずに、対応番組を
視聴することができる。また、映像記録再生装置１は、記録リストに対して、対応番組の
視聴サイトを登録することもできる。これにより、記録リスト中の記録済みの番組名を選
択するのと同様の操作感覚で、対応番組の視聴サイトを選択し、視聴サイトの対応番組を
視聴することができる。
【００５９】
　以下、第１～第３の実施形態の作用効果についてまとめる。
【００６０】
　第１又は第３の実施形態の映像記録再生装置１は、指定番組の放送を待たずに、簡単に
、指定番組に対応した対応番組を視聴することが可能となる。
【００６１】
　また、第２の実施形態の映像記録再生装置１は、指定番組が記録できなかった場合であ
っても、時間を掛けることなく指定番組を探すことができる。
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【００６２】
　さらに、第３の実施形態の映像記録再生装置１は、視聴サイトを記録リスト等へ登録す
ることができ、記録リスト中の記録済みの番組名を選択するのと同様の操作感覚で、視聴
サイトの対応番組を視聴することができる。
【００６３】
　なお、上記したモジュールとは、ハードウェアで実現するものであっても良いし、ＣＰ
Ｕ等を使ってソフトウェアで実現するものであってもよい。
【００６４】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【００６５】
１…映像記録再生装置、１０１…ユーザ操作入力部、１０２…信号受光部、１０３…通信
モジュール、１０４…制御モジュール、１０５…チューナ部、１０６…メモリ部、１０７
…ＯＳＤ制御モジュール、１０８…記録再生信号処理モジュール、１０９…合成処理モジ
ュール、１１１…ディスクドライブ部、１１２…ハードディスクドライブ部

【図１】 【図２】

【図３】
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