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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報の記録／再生が可能な端末装置と番組情報の提供が可能なサーバとが通信回線によ
り接続され、前記端末装置から前記サーバに番組情報の検索を要求することにより、前記
端末装置で番組情報を得ることができるように構成された番組検索支援システムにおいて
、
　前記端末装置は、検索したい人物の顔を選ぶために表示された静止画から選択された人
物の顔の特徴点データと、再生経過時間と記録開始日時から得られた再生中の映像の放映
日時と、チャンネル周波数とを、前記サーバに送信し、前記サーバによる検索で該当者が
有った場合にタレント名を画面に表示させ、
　前記サーバは、タレント名鑑を元に得られたタレントの名前と顔の特徴点データが登録
されていると共に、検索効率を高めるために各時間帯で出演しているタレント名が登録さ
れたメモリと、前記端末装置から検索要求が有った場合に放映時間に該当する出演者リス
トから前記特徴点データの一致する人物を検索する人物検索手段と、前記特徴点データの
一致する該当者が無かった場合に全データから特徴点データの一致する人物を検索する全
データ人物検索手段と、前記人物検索手段または前記全データ人物検索手段による検索で
前記特徴点データの一致する該当者が有った場合にタレント名を前記端末装置に返信する
タレント名返信手段と、前記全データ人物検索手段による検索で前記特徴点データの一致
する該当者が無かった場合に前記端末装置に該当者が無いことを示すメッセージを返信す
るメッセージ返信手段と、前記特徴点データの一致する該当者が無かった場合に該当者の
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無い特徴点データを前記メモリの該当者無しリストに登録する該当者無しリスト登録手段
と、前記該当者が無かった特徴点データについて放映日時とチャンネル周波数と顔の特徴
点データを用いて後日に調査されたタレント名を前記メモリに登録するタレント名登録手
段と有することを特徴とする番組検索支援システム。
【請求項２】
　前記端末装置は、番組を記録した際に記録開始時刻とチャンネル周波数を記録媒体に記
録させる番組関連情報記録手段と、検索したい人物の顔を選ぶために表示された静止画か
ら選択された人物の顔の特徴点データを取得する特徴点データ取得手段と、再生経過時間
と記録開始日時から再生中の映像の放映日時を取得する放映日時取得手段と、前記取得さ
れた放映日時と前記チャンネル周波数と前記特徴点データを前記サーバに送信する送信手
段と、前記サーバからの検索が終了して前記特徴点データの該当者があるか否かを判定す
る該当者判定手段と、前記該当者が有った場合にタレント名を画面に表示させるタレント
名表示手段と、前記該当者が無かった場合に後日検索し直すように指示するメッセージを
画面に表示させるメッセージ表示手段とを有することを特徴とする請求項１に記載の番組
検索支援システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報の記録／再生が可能な端末装置と番組情報の提供が可能なサーバとが通
信回線により接続され、前記端末装置から前記サーバに番組情報の検索を要求することに
より、前記端末装置で番組情報を得ることができるように構成された番組検索支援システ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタル技術の発達によりテレビ放送の分野でもデジタル信号を用いた放送が可
能になり、広く実用化されてきている。デジタル放送では、ＭＰＥＧ２などのデジタル圧
縮技術を利用して、予め定めた一つの周波数帯域に複数のチャンネルを割り当てるように
している。このようにデジタル放送では、一つの周波数帯域に複数のチャンネルを割り当
てるようにしているので、番組数を増やすことができ、視聴者にとっては番組の選択肢が
増えて好ましいことである。
【０００３】
　その反面、番組情報が膨大となり、新聞や雑誌など印刷物に掲載される番組表では、充
分な番組情報を得ることが困難になっている。そこで、一般的なデジタル放送受信装置に
はＥＰＧと呼ばれる電子番組案内の機能が備えられ、視聴者がＥＰＧを利用してテレビ画
面上で番組選択や番組録画予約などを行うことができるようにしている。例えば、各番組
の番組ジャンルや出演者などの番組に関するキーワードをリモコンなどを用いて入力する
ことにより、視聴者は所望の番組を検索することができる。
【特許文献１】特開２００５－１０２１０９号公報
【特許文献２】特開２００４－２２２０３０号公報
【特許文献３】特開２００３－１２２７８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、情報の記録／再生が可能な端末装置としての例えばＤＶＤレコーダと番組情
報の提供が可能なサーバとがインターネットにより接続され、ユーザ側のＤＶＤレコーダ
からサーバに番組情報の検索を要求することにより、ユーザ側のＤＶＤレコーダで番組情
報を得ることができるように構成された番組検索支援システムが知られている。
【０００５】
　このような従来の番組検索支援システムでは、ユーザが番組情報を得るためには、例え
ばＤＶＤレコーダをリモコンで操作して、所望の番組を検索する場合、例えば、出演者の
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名前と放映開始日時とチャンネル周波数をサーバに送り、所望の番組を検索して、ＤＶＤ
レコーダで記録（録画）の予約などを行っているが、ユーザが検索したい番組の出演者（
タレント）の名前を忘れて思い出せない場合には、所望の番組を検索することができない
と言う課題が生じる。
【０００６】
　特許文献１の従来技術では、ユーザが所望の番組を検索する場合、次回放送予定、出演
者、タイトル、ジャンルなどによって行っているが、ユーザが検索したい番組の出演者の
名前を忘れて思い出せない場合には、所望の番組を検索することができなくなる。
【０００７】
　特許文献２の従来技術では、ユーザが所望の番組を検索する場合、出演者やスタッフ名
などによって行っているが、この従来技術も、ユーザが検索したい番組の出演者の名前を
忘れて思い出せない場合には、所望の番組を検索することができなくなる。
【０００８】
　特許文献３の従来技術では、ユーザが所望の番組を検索する場合、番組のジャンルや出
演者などによって行っているが、この従来技術も、ユーザが検索したい番組の出演者の名
前を忘れて思い出せない場合には、所望の番組を検索することができなくなる。
【０００９】
　本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、ユーザ側の端末装置で
記録した映像を再生して視聴している際に、今映し出されている人物が誰であるかを知る
ことができる機能を有する番組検索支援システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、請求項１の発明は、情報の記録／再生が可能な端末装置と
番組情報の提供が可能なサーバとが通信回線により接続され、前記端末装置から前記サー
バに番組情報の検索を要求することにより、前記端末装置で番組情報を得ることができる
ように構成された番組検索支援システムにおいて、前記端末装置は、番組を記録した際に
記録開始時刻とチャンネル周波数を記録媒体に記録させる番組関連情報記録手段と、検索
したい人物の顔を選ぶために表示された静止画から選択された人物の顔の特徴点データを
取得する特徴点データ取得手段と、再生経過時間と記録開始日時から再生中の映像の放映
日時を取得する放映日時取得手段と、前記取得された放映日時と前記チャンネル周波数と
前記特徴点データを前記サーバに送信する送信手段と、前記サーバからの検索が終了して
前記特徴点データの該当者があるか否かを判定する該当者判定手段と、前記該当者が有っ
た場合にタレント名を画面に表示させるタレント名表示手段と、前記該当者が無かった場
合に後日検索し直すように指示するメッセージを画面に表示させるメッセージ表示手段と
を有し、前記サーバは、タレント名鑑を元に得られたタレントの名前と顔の特徴点データ
が登録されていると共に、検索効率を高めるために各時間帯で出演しているタレント名が
登録されたメモリと、前記端末装置から検索要求が有った場合に放映時間に該当する出演
者リストから前記特徴点データの一致する人物を検索する人物検索手段と、前記特徴点デ
ータの一致する該当者が無かった場合に全データから特徴点データの一致する人物を検索
する全データ人物検索手段と、前記人物検索手段または前記全データ人物検索手段による
検索で前記特徴点データの一致する該当者が有った場合にタレント名を前記端末装置に返
信するタレント名返信手段と、前記全データ人物検索手段による検索で前記特徴点データ
の一致する該当者が無かった場合に前記端末装置に該当者が無いことを示すメッセージを
返信するメッセージ返信手段と、前記特徴点データの一致する該当者が無かった場合に該
当者の無い特徴点データを前記メモリの該当者無しリストに登録する該当者無しリスト登
録手段と、前記該当者が無かった特徴点データについて放映日時とチャンネル周波数と顔
の特徴点データを用いて後日に調査されたタレント名を前記メモリに登録するタレント名
登録手段と有することを特徴とする番組検索支援システムを提供する。
【００１１】
　この構成において、ユーザが検索したい人物が現われた時に静止画を表示させ、静止画
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の中からユーザが検索したい人物の顔を選択する。この後、特徴点データ取得手段は、前
記選択された顔の輪郭や目の位置等を取得し、特徴点データとする。次に、放映日時取得
手段は、再生経過時間と記録開始日時から再生中の映像がいつ放映されていたものかを得
る。この後、送信手段は、検索映像の放映日時とチャンネル周波数と特徴点データをサー
バへ送信する。そして、サーバから検索終了の応答があり、該当者判定手段は前記特徴点
データの該当者が有ると判定した場合は、タレント名表示手段はタレント名を画面に表示
させる。該当者が無いと判定した場合は、メッセージ表示手段は、「後日検索し直してく
ださい」と言うメッセージを画面に表示させる。
【００１２】
　サーバは、インターネットを介してユーザ側の端末装置からタレント名の検索依頼が有
ると、人物検索手段は、メモリ内の放映時間に該当する出演者リストから特徴点データの
一致する人物を検索する。検索の結果、該当者無しの場合、全データ人物検索手段は、全
データから特徴点データの一致する人物を検索する。前記検索で特徴点データの一致する
該当者が無かった場合は、タレント名送信手段は、ユーザ側の端末装置に対して該当者無
しと返し、該当者無しの特徴点データをメモリの該当者無しリストへ登録する。全データ
人物検索手段による検索で、前記特徴点データの一致する該当者が無かった場合には、メ
ッセージ返信手段は、ユーザ側の端末装置に該当者が無いことを示すメッセージを返信す
る。
【００１３】
　また、前記特徴点データの一致する該当者が無かった場合に、該当者無しリスト登録手
段は、該当者の無い特徴点データを前記メモリの該当者無しリストに登録する。また、タ
レント名登録手段は、前記該当者が無かった特徴点データについて放映日時とチャンネル
周波数と顔の特徴点データを用いて後日に調査されたタレント名を前記メモリに登録する
。タレント名返信手段は、前記人物検索手段または前記全データ人物検索手段による検索
で前記特徴点データの一致する該当者が有った場合にタレント名を前記端末装置に返信す
る。
【００１４】
　この構成によれば、ユーザ側の端末装置で記録した映像を再生して視聴している際に、
例えばリモコンの検索キーを押すだけで、今映し出されている人物が誰であるかをすぐに
知ることができるので、ユーザが検索したい番組の出演者（タレント）の名前を忘れて思
い出せない場合でも、所望の番組を検索することができる。タレント名が表示された後は
、そのタレント名を利用して、そのタレントの出演番組を検索し、予約すると言ったシス
テムに役立てることができる。
【００１５】
　請求項２の発明は、情報の記録／再生が可能な端末装置と番組情報の提供が可能なサー
バとが通信回線により接続され、前記端末装置から前記サーバに番組情報の検索を要求す
ることにより、前記端末装置で番組情報を得ることができるように構成された番組検索支
援システムにおいて、前記端末装置は、検索したい人物の顔を選ぶために表示された静止
画から選択された人物の顔の特徴点データと、再生経過時間と記録開始日時から得られた
再生中の映像の放映日時と、チャンネル周波数とを、前記サーバに送信し、前記サーバに
よる検索で該当者が有った場合にタレント名を画面に表示させることを特徴とする番組検
索支援システムを提供する。
【００１６】
　この構成において、検索したい人物の顔を選ぶために表示された静止画から選択された
人物の顔の特徴点データと、再生経過時間と記録開始日時から得られた再生中の映像の放
映日時と、チャンネル周波数とが、端末装置からサーバに送信され、前記サーバによる検
索で該当者が有った場合に、端末装置においてタレント名が画面に表示される。
【００１７】
　この構成によれば、ユーザ側の端末装置で記録した映像を再生して視聴している際に、
例えばリモコンの検索キーを押すだけで、今映し出されている人物が誰であるかをすぐに
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知ることができるので、ユーザが検索したい番組の出演者（タレント）の名前を忘れて思
い出せない場合でも、所望の番組を検索することができる。タレント名がディスプレイ装
置に表示された後は、そのタレント名を利用して、そのタレントの出演番組を検索し、予
約すると言ったシステムに役立てることができる。
【００１８】
　請求項３の発明では、請求項２の発明において、前記端末装置は、番組を記録した際に
記録開始時刻とチャンネル周波数を記録媒体に記録させる番組関連情報記録手段と、検索
したい人物の顔を選ぶために表示された静止画から選択された人物の顔の特徴点データを
取得する特徴点データ取得手段と、再生経過時間と記録開始日時から得られた再生中の映
像の放映日時を取得する放映日時取得手段と、前記取得された放映日時と前記チャンネル
周波数と前記特徴点データを前記サーバに送信する送信手段と、前記サーバからの検索が
終了して前記特徴点データの該当者があるか否かを判定する該当者判定手段と、前記該当
者が有った場合にタレント名を画面に表示させるタレント名表示手段と、前記該当者が無
かった場合に後日検索し直すように指示するメッセージを画面に表示させるメッセージ表
示手段とを有する。
【００１９】
　したがって、前記端末装置は、番組関連情報記録処理、特徴点データ取得処理、放映日
時取得処理、送信処理、該当者判定処理、タレント名表示処理、およびメッセージ表示処
理を実現でき、これにより、ユーザが名前を知らないタレント名でも知ることが可能にな
る。
【００２０】
　請求項４の発明では、請求項２の発明において、前記サーバは、タレント名鑑を元に得
られたタレントの名前と顔の特徴点データが登録されていると共に、検索効率を高めるた
めに各時間帯で出演しているタレント名が登録されたメモリと、前記端末装置から検索要
求が有った場合に放映時間に該当する出演者リストから前記特徴点データの一致する人物
を検索する人物検索手段と、前記特徴点データの一致する該当者が無かった場合に全デー
タから特徴点データの一致する人物を検索する全データ人物検索手段と、前記人物検索手
段または前記全データ人物検索手段による検索で前記特徴点データの一致する該当者が有
った場合にタレント名を前記端末装置に返信するタレント名返信手段と、前記全データ人
物検索手段による検索で前記特徴点データの一致する該当者が無かった場合に前記端末装
置に該当者が無いことを示すメッセージを返信するメッセージ返信手段と、前記特徴点デ
ータの一致する該当者が無かった場合に該当者の無い特徴点データを前記メモリの該当者
無しリストに登録する該当者無しリスト登録手段と、前記該当者が無かった特徴点データ
について放映日時とチャンネル周波数と顔の特徴点データを用いて後日に調査されたタレ
ント名を前記メモリに登録するタレント名登録手段と有する。
【００２１】
　したがって、前記サーバは、人物検索処理、タレント名返信処理、全データ人物検索手
処理、メッセージ返信処理、該当者無しリスト登録処理、およびタレント名登録処理を実
現でき、これにより、端末装置からの検索要求に対応するタレント名を端末装置に返信さ
せることが可能になる。
【発明の効果】
【００２２】
　以上のように本発明によれば、情報の記録／再生が可能な端末装置と番組情報の提供が
可能なサーバとが通信回線により接続され、前記端末装置から前記サーバに番組情報の検
索を要求することにより、前記端末装置で番組情報を得ることができるように構成された
番組検索支援システムにおいて、前記端末装置は、番組を記録した際に記録開始時刻とチ
ャンネル周波数を記録媒体に記録させる番組関連情報記録手段と、検索したい人物の顔を
選ぶために表示された静止画から選択された人物の顔の特徴点データを取得する特徴点デ
ータ取得手段と、再生経過時間と記録開始日時から再生中の映像の放映日時を取得する放
映日時取得手段と、前記取得された放映日時と前記チャンネル周波数と前記特徴点データ
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を前記サーバに送信する送信手段と、前記サーバからの検索が終了して前記特徴点データ
の該当者があるか否かを判定する該当者判定手段と、前記該当者が有った場合にタレント
名を画面に表示させるタレント名表示手段と、前記該当者が無かった場合に後日検索し直
すように指示するメッセージを画面に表示させるメッセージ表示手段とを有し、前記サー
バは、タレント名鑑を元に得られたタレントの名前と顔の特徴点データが登録されている
と共に、検索効率を高めるために各時間帯で出演しているタレント名が登録されたメモリ
と、前記端末装置から検索要求が有った場合に放映時間に該当する出演者リストから前記
特徴点データの一致する人物を検索する人物検索手段と、前記特徴点データの一致する該
当者が無かった場合に全データから特徴点データの一致する人物を検索する全データ人物
検索手段と、前記人物検索手段または前記全データ人物検索手段による検索で前記特徴点
データの一致する該当者が有った場合にタレント名を前記端末装置に返信するタレント名
返信手段と、前記全データ人物検索手段による検索で前記特徴点データの一致する該当者
が無かった場合に前記端末装置に該当者が無いことを示すメッセージを返信するメッセー
ジ返信手段と、前記特徴点データの一致する該当者が無かった場合に該当者の無い特徴点
データを前記メモリの該当者無しリストに登録する該当者無しリスト登録手段と、前記該
当者が無かった特徴点データについて放映日時とチャンネル周波数と顔の特徴点データを
用いて後日に調査されたタレント名を前記メモリに登録するタレント名登録手段とを有す
るので、ユーザ側の端末装置で記録した映像を再生して視聴している際に、例えばリモコ
ンの検索キーを押すだけで、今映し出されている人物が誰であるかをすぐに知ることがで
き、ユーザが検索したい番組の出演者の名前を忘れて思い出せない場合でも、所望の番組
を検索することができる。タレント名が表示された後は、そのタレント名を利用して、そ
のタレントの出演番組を検索し、予約すると言ったシステムに役立てることができる。
【００２３】
　また、本発明によれば、情報の記録／再生が可能な端末装置と番組情報の提供が可能な
サーバとが通信回線により接続され、前記端末装置から前記サーバに番組情報の検索を要
求することにより、前記端末装置で番組情報を得ることができるように構成された番組検
索支援システムにおいて、前記端末装置は、検索したい人物の顔を選ぶために表示された
静止画から選択された人物の顔の特徴点データと、再生経過時間と記録開始日時から得ら
れた再生中の映像の放映日時と、チャンネル周波数とを、前記サーバに送信し、前記サー
バによる検索で該当者が有った場合にタレント名を画面に表示させるので、ユーザ側の端
末装置で記録した映像を再生して視聴している際に、例えばリモコンの検索キーを押すだ
けで、今映し出されている人物が誰であるかをすぐに知ることができ、ユーザが検索した
い番組の出演者の名前を忘れて思い出せない場合でも、所望の番組を検索することができ
る。タレント名が表示された後は、そのタレント名を利用して、そのタレントの出演番組
を検索し、予約すると言ったシステムに役立てることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、添付図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。図１は本発明の
一実施形態に係る番組検索支援システムの構成を示すブロック図である。この実施形態で
は、ユーザが用いる端末装置としてはＤＶＤレコーダを示し、このＤＶＤレコーダは通信
回線としてのインターネットを介してＷｅｂサーバに接続されている構成について説明す
る。
【００２５】
　図１において、ＤＶＤレコーダ１は、チューナ２、セレクタ３、Ａ／Ｄ変換回路４、Ａ
／Ｄ変換回路・Ｙ／Ｃ分離回路５、ＡＶエンコーダ６、ＳＤＲＡＭ７、ＡＴＡＰＩコント
ローラ８、ＳＤＲＡＭ９、ＡＴＡＰＩインターフェイス１０、フロントエンドブロック１
１、スピンドルモータ１２、光ピックアップ１３、ＡＶデコーダ１４、ＳＤＲＡＭ１５、
フラッシュＲＯＭ１６、モデム１７、操作部１８、リモコン１９、表示部２０、システム
コントローラ２１、ＮＴＳＣ／ＰＡＬビデオエンコーダ２２、およびＤ／Ａ変換回路２３
を備えている。
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【００２６】
　このＤＶＤレコーダ１において、アンテナ２４より入力されたテレビジョン放送信号は
、チューナ２で所望の放送局のアナログ映像音声信号が取り出され、セレクタ３に入力さ
れる。セレクタ３は、チューナ２からのアナログ映像音声信号または映像信号入力端子３
Ｂおよび音声信号入力端子３Ａからのアナログ映像音声信号を選択して出力する。Ａ／Ｄ
変換回路４は、セレクタ３で選択されたチューナ２からのアナログ映像音声信号をデジタ
ル映像音声信号に変換する。Ａ／Ｄ変換回路・Ｙ／Ｃ分離回路５は、セレクタ３で選択さ
れた映像信号入力端子３Ｂおよび音声信号入力端子３Ａからのアナログ映像音声信号をデ
ジタル映像信号に変換してスイッチＳＷ１の接点ａに入力すると共に、映像信号入力端子
３Ｂからのアナログ映像信号をＹ／Ｃ分離映像信号としてスイッチＳＷ２＿Ｖの接点ｃに
入力する。
【００２７】
　ＡＶエンコーダ６は、Ａ／Ｄ変換回路４からのデジタル映像音声信号をエンコードする
。ＳＤＲＡＭ７は、ＡＶエンコーダ６のエンコード処理の際に必要なデータを一時的に格
納するためのメモリである。ＡＴＡＰＩコントローラ８は、ＡＴＡＰＩインターフェイス
１０を制御し、フロントエンドブロック１１とのデータの送受信を制御する。ＳＤＲＡＭ
９は、ＡＴＡＰＩコントローラ８の制御の際に必要なデータを一時的に格納するためのメ
モリである。フロントエンドブロック１１は、光ディスク２５を回転させるスピンドル１
２や光ピックアップ１３などを制御して光ディスク２５に映像音声データを記録したり光
ディスク２５から映像音声データを再生したりする。
【００２８】
　ＡＶデコーダ１４は、ＡＴＡＰＩインターフェイス１０およびＡＴＡＰＩコントローラ
８を介して入力されたフロントエンドブロック１１からの再生映像音声データをデコード
する。ＳＤＲＡＭ１５は、ＡＶデコーダ１４のデコード処理の際に必要なデータを一時的
に格納するためのメモリである。システムコントローラ２１は、このＤＶＤレコーダ１の
構成要素全体を制御するものであり、操作部１８やリモコン１９からの操作信号に応答し
て、該当する制御を行う。フラッシュＲＯＭ１６は、システムコントローラ２１の動作に
必要なプログラムやデータを記憶している。表示部２０は、操作部１８やリモコン１９か
らの操作内容や現在の動作状態などを表示する。モデム１７は、インターネット２６を介
してＷｅｂサーバ２７と通信を行うものである。
【００２９】
　ＮＴＳＣ／ＰＡＬビデオエンコーダ２２は、スイッチＳＷ２＿Ｖが接点ｃに接続されて
いるときに、Ａ／Ｄ変換回路・Ｙ／Ｃ分離回路５からのＹ／Ｃ分離映像信号を入力して、
ＮＴＳＣ方式またはＰＡＬ方式の映像信号にエンコードして映像出力端子２２Ｖに出力す
る。また、ＮＴＳＣ／ＰＡＬビデオエンコーダ２２は、スイッチＳＷ２＿Ｖが接点ｄに設
定されているときに、ＡＶデコーダ１４からの映像信号を入力して、ＮＴＳＣ方式または
ＰＡＬ方式の映像信号にエンコードして映像出力端子２２Ｖに出力する。
【００３０】
　Ｄ／Ａ変換回路２３は、スイッチＳＷ２＿Ａが接点ｅに設定されているときに、Ａ／Ｄ
変換回路４からのデジタル音声信号を入力し、アナログ音声信号に変換して、音声出力端
子２２Ａに出力する。また、Ｄ／Ａ変換回路２３は、スイッチＳＷ２＿Ａが接点ｆに設定
されているときに、ＡＶデコーダ１４からのデジタル音声信号を入力し、アナログ音声信
号に変換して、音声出力端子２２Ａに出力する。
【００３１】
　本実施形態の特徴として、端末装置としてのＤＶＤレコーダ１のシステムコントローラ
２１には、番組を記録した際に記録開始時刻とチャンネル周波数を光ディスク２５に記録
させる番組関連情報記録手段と、検索したい人物の顔を選ぶためにディスプレイ装置（図
示せず）に表示された静止画から選択された人物の顔の特徴点データを取得する特徴点デ
ータ取得手段と、再生経過時間と記録開始日時から得られた再生中の映像の放映日時を取
得する放映日時取得手段と、前記取得された放映日時と前記チャンネル周波数と前記特徴
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点データをＷｅｂサーバ２７に送信する送信手段と、Ｗｅｂサーバ２７からの検索が終了
して前記特徴点データの該当者があるか否かを判定する該当者判定手段と、前記該当者が
有った場合にタレント名をディスプレイ装置の画面に表示させるタレント名表示手段と、
前記該当者が無かった場合に後日検索し直すように指示するメッセージをディスプレイ装
置の画面に表示させるメッセージ表示手段とが備えられている。
【００３２】
　一方、Ｗｅｂサーバ２７には、タレント名鑑を元に得られたタレントの名前と顔の特徴
点データが登録されていると共に、検索効率を高めるために各時間帯で出演しているタレ
ント名が登録されたメモリ２８と、ＤＶＤレコーダ１から検索要求が有った場合に放映時
間に該当する出演者リストから前記特徴点データの一致する人物を検索する人物検索手段
と、前記特徴点データの一致する該当者が無かった場合に全データから特徴点データの一
致する人物を検索する全データ人物検索手段と、前記人物検索手段または前記全データ人
物検索手段による検索で前記特徴点データの一致する該当者が有った場合にタレント名を
ＤＶＤレコーダ１に返信するタレント名返信手段と、前記全データ人物検索手段による検
索で前記特徴点データの一致する該当者が無かった場合にＤＶＤレコーダ１に該当者が無
いことを示すメッセージを返信するメッセージ返信手段と、前記特徴点データの一致する
該当者が無かった場合に該当者の無い特徴点データをメモリ２８の該当者無しリストに登
録する該当者無しリスト登録手段と、前記該当者が無かった特徴点データについて放映日
時とチャンネル周波数と顔の特徴点データを用いて後日に調査されたタレント名をメモリ
２８に登録するタレント名登録手段とが備えられている。
【００３３】
　さて、例えば、企業側では、先ず、タレント名鑑を元に、タレントの名前と顔の特徴点
データをＷｅｂサーバ２７に入力する。検索効率を高めるために各時間帯で出演している
人物の情報をＷｅｂサーバ２７に入力する。人物が現時点で分らない場合は、入力する必
要はない。ユーザから検索依頼が有ったが、該当者が無かった特徴点データについて、即
ち、該当者無しリストに基いて、後日、放映時間とチャンネル周波数と顔の特徴点データ
を用いて調査し、タレント名をＷｅｂサーバ２７に入力する。
【００３４】
　一方、ユーザ側では、ＤＶＤレコーダ１により光ディスク２５にテレビ番組の映像音声
データを記録した際に、放送開始時刻とチャンネル周波数を光ディスク２５に保存する。
ユーザがＤＶＤレコーダ１により光ディスク２５を再生し、気になる人物がテレビジョン
受信機のディスプレイ装置の画面に映し出され、リモコン１９の検索キーを押すと、出演
者の名前がディスプレイ装置に表示されることになる。
【００３５】
　図２は本実施形態においてユーザ側検索処理を説明するためのフローチャートである。
このフローチャートおよび図１を参照してユーザ側検索処理について説明する。
【００３６】
　ここで、光ディスク２５には、ＤＶＤレコーダ１によりテレビ番組を記録した際に、記
録開始時刻とチャンネル周波数がシステムコントローラ２１の番組関連情報記録手段によ
り記録されているものとする。また、ＤＶＤレコーダ１においては、映像出力端子２２Ｖ
は図示しないテレビジョン受信機の映像入力端子に接続され、音声出力端子２２Ａは同じ
くテレビジョン受信機の音声入力端子に接続されているものとする。また、再生時には、
スイッチＳＷ２＿Ｖが接点ｄに設定され、スイッチＳＷ２＿Ａが接点ｆに設定される。
【００３７】
　光ディスク２５がＤＶＤレコーダ１に装填された後、ユーザは、ＤＶＤレコーダ１の例
えばリモコン１９を操作してユーザ側検索処理を行わせる（ステップＳ１）。即ち、シス
テムコントローラ２１は、フロントエンドブロック１１を駆動させ、光ディスク２５に記
録された映像音声データを読み出し、フロントエンドブロック１１、ＡＴＡＰＩインター
フェイス１０、ＡＴＡＰＩコントローラ８、ＡＶデコーダ１４、ＮＴＳＣ／ＰＡＬビデオ
エンコーダ２２における前述した各処理を行わせ、映像信号を映像出力端子２２Ｖから出
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力させ、テレビジョン受信機のディスプレイ装置に映像を表示させ、ユーザが検索したい
人物が現われた時にリモコン１９を操作してポーズをかけ、ディスプレイ装置に静止画を
表示させる。
【００３８】
　そして、静止画の中からユーザが検索したい人物の顔を選択枠で囲んで、リモコン１９
の決定キーを操作して人物の顔を選択する（ステップＳ２）。この後、システムコントロ
ーラ２１の特徴点データ取得手段は、前記選択された顔の輪郭や目の位置等を取得し、特
徴点データとする（ステップＳ３）。即ち、特徴点データ取得手段は、前記選択された顔
の特徴点データを取得することになる。
【００３９】
　次に、システムコントローラ２２の放映日時取得手段は、再生経過時間と記録開始日時
から再生中の映像がいつ放映されていたものかを得る（ステップＳ４）。この後、システ
ムコントローラ２２の送信手段は、検索映像の放映日時とチャンネル周波数と特徴点デー
タをＷｅｂサーバ２７へ送信する（ステップＳ５）。そして、Ｗｅｂサーバ２７から検索
終了の応答があり（ステップＳ６）、システムコントローラ２１の該当者判定手段は、前
記特徴点データの該当者が有るか否かを判定し（ステップＳ７）、該当者が有ると判定し
た場合は、システムコントローラ２１のタレント名表示手段は、タレント名をディスプレ
イ装置の画面に表示させる（ステップＳ８）。該当者が無いと判定した場合は、システム
コントローラ２１のメッセージ表示手段は、例えば「後日検索し直してください」と言う
メッセージをディスプレイ装置の画面に表示させる（ステップＳ９）。ステップＳ８また
はステップＳ９の処理の後は、このユーザ側検索処理は終了する（ステップＳ１０）。
【００４０】
　このユーザ側検索処理により、タレント名がディスプレイ装置に表示された後は、その
タレント名を利用して、そのタレントの出演番組を検索し、予約すると言ったシステムに
役立てることができる。
【００４１】
　図３は本実施形態においてサーバ側検索処理を説明するためのフローチャートである。
このフローチャートおよび図１を参照してサーバ側検索処理について説明する。
【００４２】
　Ｗｅｂサーバ２７は、サーバ側検索処理が開始し（ステップＮ１）、インターネット２
６を介してユーザ側のＤＶＤレコーダ１からタレント名の検索依頼が有ると（ステップＮ
２）、Ｗｅｂサーバ２７の人物検索手段は、メモリ２８内の放映時間に該当する出演者リ
ストから特徴点データの一致する人物を検索する（ステップＮ３）。検索の結果、該当者
無しの場合（ステップＮ４）、Ｗｅｂサーバ２７の全データ人物検索手段は、全データか
ら特徴点データの一致する人物を検索する（ステップＮ５）。
【００４３】
　前記検索で特徴点データの一致する該当者が無かった場合は（ステップＮ６）、Ｗｅｂ
サーバ２７のメッセージ返信手段は、ユーザ側のＤＶＤレコーダ１に対して該当者無しと
返しと言うメッセージを返信し、該当者無しリスト登録手段は、該当者無しの特徴点デー
タをサーバ２７のメモリ２８の該当者無しリストへ登録する（ステップＮ７）。タレント
名登録手段は、前記該当者が無かった特徴点データについて放映日時とチャンネル周波数
と顔の特徴点データを用いて後日に調査されたタレント名をメモリ２８に登録する。
【００４４】
　人物検索手段（ステップＮ３）または全データ人物検索手段（ステップＮ５）による検
索で、前記特徴点データの一致する該当者が有った場合（ステップＮ４またはステップＮ
６）には、Ｗｅｂサーバ２７のタレント名返信手段は、ユーザ側のＤＶＤレコーダ１にタ
レント（出演者）名を返信する（ステップＮ８）。
【００４５】
　以上説明したように本実施形態によれば、ユーザ側のＤＶＤレコーダ１で記録した光デ
ィスク２５の映像を再生して視聴している際に、例えばリモコン１９の検索キーを押すだ
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けで、今映し出されている人物が誰であるかをすぐに知ることができるので、ユーザが検
索したい番組の出演者（タレント）の名前を忘れて思い出せない場合でも、所望の番組を
検索することができる。タレント名が表示された後は、そのタレント名を利用して、その
タレントの出演番組を検索し、予約すると言ったシステムに役立てることができる。
【００４６】
　なお、本実施形態では、ユーザ側の端末装置としてＤＶＤレコーダを用いた場合につい
て説明したが、これに限らず、映像音声データを記録／再生できるハードディスクレコー
ダやその他の記録再生装置であっても良い。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の一実施形態に係る番組検索支援システムの構成を示すブロック図である
。
【図２】前記実施形態においてユーザ側検索処理を説明するためのフローチャートである
。
【図３】前記実施形態においてサーバ側検索処理を説明するためのフローチャートである
。
【符号の説明】
【００４８】
　１　ＤＶＤレコーダ
　２１　システムコントローラ（番組関連情報記録手段、特徴点データ取得手段、放映日
時取得手段、送信手段、該当者判定手段、タレント名表示手段、メッセージ表示手段）
　２５　光ディスク（記録媒体）
　２６　インターネット（通信回線）
　２７　Ｗｅｂサーバ（人物検索手段、タレント名返信手段、全データ人物検索手段、メ
ッセージ返信手段、該当者無しリスト登録手段、タレント名登録手段）
　２８　メモリ
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