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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送予定の番組を紹介するスポットコンテンツ及びＣＭコンテンツを含むスポット・Ｃ
Ｍコンテンツと番組コンテンツとを受信し、再生するコンテンツ再生装置であって、
　視聴者により予め設定された初期設定内容に基き、受信したスポット・ＣＭコンテンツ
のうち視聴者の嗜好にあったものを抽出するコンテンツ抽出手段と、
　前記コンテンツ抽出手段にて抽出された前記スポット・ＣＭコンテンツと、受信した前
記番組コンテンツのうち番組コンテンツを録画するための視聴者の操作入力により録画対
象となる前記番組コンテンツとを蓄積するコンテンツ蓄積手段と、
　前記コンテンツ蓄積手段に蓄積された前記番組コンテンツを視聴者の指示により再生す
るとき、前記番組コンテンツ内に挿入されていたスポット・ＣＭコンテンツの本来の再生
タイミングに、前記コンテンツ蓄積手段に蓄積されたスポット・ＣＭコンテンツを挿入し
て再生すると共に、前記挿入されたスポット・ＣＭコンテンツがスポットコンテンツの場
合、当該スポットコンテンツで紹介される番組の録画予約画面を同一画面上に再生するコ
ンテンツ再生制御手段と、
　を有することを特徴とするコンテンツ再生装置。
【請求項２】
　前記コンテンツ蓄積手段は、
　過去に蓄積したスポット・ＣＭコンテンツを新たに蓄積するスポット・ＣＭコンテンツ
で上書きすることを特徴とする請求項１記載のコンテンツ再生装置。
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【請求項３】
　コンテンツを受信し再生するコンテンツ再生装置を、
　放送予定の番組を紹介するスポットコンテンツ及びＣＭコンテンツを含むスポット・Ｃ
Ｍコンテンツと番組コンテンツとを受信する手段、
　視聴者により予め設定された初期設定内容に基き、前記受信したスポット・ＣＭコンテ
ンツのうち前記視聴者の嗜好に合ったものを抽出する手段、
　前記抽出された前記スポット・ＣＭコンテンツと、受信した前記番組コンテンツのうち
番組コンテンツを録画するための視聴者の操作入力により録画対象となる前記番組コンテ
ンツとを蓄積する手段、及び、
　前記蓄積された前記番組コンテンツを視聴者の指示により再生するとき、前記番組コン
テンツ内に挿入されていたスポット・ＣＭコンテンツの本来の再生タイミングに、前記蓄
積されたスポット・ＣＭコンテンツを挿入して再生すると共に、前記挿入されたスポット
・ＣＭコンテンツがスポットコンテンツの場合、当該スポットコンテンツで紹介される番
組の録画予約画面を同一画面上に再生する手段、
　として機能させるコンテンツ再生プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、コンテンツ提供者が視聴者に対してコンテンツを提供するためのコンテンツ提
供装置、コンテンツ提供者から提供されるコンテンツを再生するコンテンツ再生装置、コ
ンテンツ再生装置がコンテンツを受信し再生するためのコンテンツ再生プログラム及び、
コンテンツ提供装置がコンテンツを生成し送出するためのコンテンツ提供プログラムに関
する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、放送局が視聴者向けに提供するコンテンツとしては、ドラマやスポーツなどの番
組、広告を目的としたＣＭ、放送予定の番組を紹介する番組（以下、スポットという）な
どが知られている。図８は、従来技術における放送局側からのコンテンツの送出順序を時
間軸と対応させて示した図である。図８に示されるように、従来、スポットコンテンツや
ＣＭコンテンツは、番組コンテンツに予め挿入されることで放送されており、そのときの
挿入条件は、放送局側が一方的に定めていた。そのため、視聴者は、番組コンテンツを視
聴するとき、放送局側で挿入したＣＭコンテンツやスポットコンテンツ（以下、汎用スポ
ット・ＣＭコンテンツという）も併せて視聴しなければならない環境下にあった。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
このように、視聴者にとって全く関心のない内容の汎用スポット・ＣＭコンテンツが画面
上に表示されることがあるため、番組コンテンツの視聴時において汎用スポット・ＣＭコ
ンテンツは視聴者にとって煩わしい存在となり得る。同じく、視聴者が番組コンテンツを
ビデオなどで録画してタイムシフト再生するときでも、その番組コンテンツに挿入されて
いる汎用スポット・ＣＭコンテンツは必ずしも視聴者の嗜好に沿ったものではなく、視聴
者が汎用スポット・ＣＭコンテンツをスキップすることがよく見うけられていた。これは
、スポット・ＣＭコンテンツを視聴者に効果的に鑑賞させる観点から好ましくない。
【０００４】
さらに、番組コンテンツをタイムシフト再生したときは、例えばその再生時期が録画時か
らある程度の期間が経過した等、その再生時期次第では、番組コンテンツに挿入された汎
用スポット・ＣＭコンテンツが内容的に陳腐化してしまうことがある。これも、スポット
・ＣＭコンテンツを視聴者に効果的に鑑賞させる観点から好ましくない。さらに、陳腐化
したＣＭやスポットを再生することはその再生時間自体が無駄なものとなる。
【０００５】
　本発明は、前記問題点に鑑みてなされたものであり、放送局から受信したスポット・Ｃ
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Ｍコンテンツのうち視聴者の嗜好にあったもののみを蓄積し、番組コンテンツが画面上に
表示される際に、その番組コンテンツ内の汎用スポット・ＣＭコンテンツに代わって視聴
者の嗜好に合ったスポット・ＣＭコンテンツを挿入再生するコンテンツ再生装置及びコン
テンツ再生プログラムを提供することを目的とする。
【０００６】
　また、本発明は、蓄積される視聴者の嗜好に合ったスポット・ＣＭコンテンツを自動更
新し、視聴者が番組コンテンツをタイムシフト再生したときでも、常に新鮮なスポット・
ＣＭコンテンツを挿入再生することができるコンテンツ再生装置及びコンテンツ再生プロ
グラムを提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　かかる目的を達成するために、請求項１記載のコンテンツ再生装置は、放送予定の番組
を紹介するスポットコンテンツ及びＣＭコンテンツを含むスポット・ＣＭコンテンツと番
組コンテンツとを受信し、再生するコンテンツ再生装置であって、視聴者により予め設定
された初期設定内容に基き、受信したスポット・ＣＭコンテンツのうち視聴者の嗜好にあ
ったものを抽出するコンテンツ抽出手段と、前記コンテンツ抽出手段にて抽出された前記
スポット・ＣＭコンテンツと、受信した前記番組コンテンツのうち番組コンテンツを録画
するための視聴者の操作入力により録画対象となる前記番組コンテンツとを蓄積するコン
テンツ蓄積手段と、前記コンテンツ蓄積手段に蓄積された前記番組コンテンツを視聴者の
指示により再生するとき、前記番組コンテンツ内に挿入されていたスポット・ＣＭコンテ
ンツの本来の再生タイミングに、前記コンテンツ蓄積手段に蓄積されたスポット・ＣＭコ
ンテンツを挿入して再生すると共に、前記挿入されたスポット・ＣＭコンテンツがスポッ
トコンテンツの場合、当該スポットコンテンツで紹介される番組の録画予約画面を同一画
面上に再生するコンテンツ再生制御手段と、を有する構成とした。
【０００８】
このような構成としたことにより、請求項１記載の発明に係るコンテンツ再生装置では、
受信したスポット・ＣＭコンテンツのうち視聴者の嗜好に合うもののみをコンテンツ抽出
手段で抽出し、コンテンツ蓄積手段で蓄積する。蓄積されたスポット・ＣＭコンテンツは
、コンテンツ再生制御手段によって、視聴者がこれから鑑賞しようとする番組コンテンツ
内の汎用的なスポット・ＣＭコンテンツの箇所に挿入される。従って、視聴者が番組コン
テンツを鑑賞するときには、本来、汎用的なスポット・ＣＭコンテンツが挿入されるべき
期間に、視聴者の嗜好に合ったスポット・ＣＭコンテンツが画面上に表示されることにな
る。ここで、「汎用的なスポット・ＣＭコンテンツ」とは、コンテンツ提供者側で予め番
組コンテンツに挿入されるものであり、一般的に提供されるスポット・ＣＭコンテンツの
ことをいう。
【０００９】
また、請求項２記載の発明に係るコンテンツ再生装置は、請求項１に記載されたコンテン
ツ再生装置の前記コンテンツ蓄積手段が、過去に蓄積したスポット・ＣＭコンテンツを新
たに蓄積するスポット・ＣＭコンテンツで上書きする構成とした。
【００１０】
このように構成されることにより、請求項２記載の発明に係るコンテンツ再生装置では、
コンテンツ蓄積手段でスポット・ＣＭコンテンツを蓄積するときは、そのスポット・ＣＭ
コンテンツによって当該視聴者向けのスポット・ＣＭコンテンツを更新している。
【００１１】
逆に、コンテンツ再生装置内のスポット・ＣＭコンテンツが蓄積時から更新されなければ
、番組コンテンツの再生時期によってはスポット・ＣＭコンテンツの内容が陳腐化してし
まうことがある。具体的には、番組コンテンツの再生時にコンテンツ再生装置内に蓄積さ
れているスポットコンテンツが、既に放送済みの番組の紹介内容であったり、同じくコン
テンツ再生装置内に蓄積されているＣＭコンテンツが、既に出荷を停止している商品の広
告内容であることなどが例として挙げられる。この場合、スポットコンテンツについては
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、新番組の放送が開始される前に当該新番組のスポットコンテンツをコンテンツ再生装置
が受信し、蓄積するスポットコンテンツの内容を更新すればよいし、ＣＭコンテンツにつ
いては、新商品が出荷される前に当該新商品のＣＭコンテンツをコンテンツ再生装置が受
信し、蓄積するＣＭコンテンツの内容を更新すればよい。従って、請求項２に記載された
発明によれば、視聴者は番組コンテンツを視聴するときは、常に新鮮なスポット・ＣＭコ
ンテンツを視聴することが可能となる。
【００１２】
　また、請求項１記載の発明に係るコンテンツ再生装置は、前記コンテンツ再生制御手段
が、前記スポットコンテンツを再生するとき、前記スポットコンテンツで紹介される番組
の録画予約画面を同一画面上に再生する構成とした。
【００１３】
　このような構成とすることにより、請求項１記載の発明に係るコンテンツ再生装置では
、スポットコンテンツと同時にそのスポットコンテンツで紹介される番組の録画予約画面
を表示している。そのため、視聴者は、もし録画したい番組がスポットコンテンツで紹介
されたときには、同一画面上に表示される録画予約画面上で操作を行なうことにより、即
時にその番組の録画予約を行なうことができる。また、スポットコンテンツには当該番組
の録画予約情報が付加されているため、視聴者から録画予約の操作がなされると、コンテ
ンツ再生装置は録画予約情報で当該番組を指定し録画予約を行なう。
【００１６】
　　また、請求項３記載のコンテンツ再生プログラムは、コンテンツを受信し再生するコ
ンテンツ再生装置を、放送予定の番組を紹介するスポットコンテンツ及びＣＭコンテンツ
を含むスポット・ＣＭコンテンツと番組コンテンツとを受信する手段、視聴者により予め
設定された初期設定内容に基き、前記受信したスポット・ＣＭコンテンツのうち前記視聴
者の嗜好に合ったものを抽出する手段、前記抽出された前記スポット・ＣＭコンテンツと
、受信した前記番組コンテンツのうち番組コンテンツを録画するための視聴者の操作入力
により録画対象となる前記番組コンテンツとを蓄積する手段、及び、前記蓄積された前記
番組コンテンツを視聴者の指示により再生するとき、前記番組コンテンツ内に挿入されて
いたスポット・ＣＭコンテンツの本来の再生タイミングに、前記蓄積されたスポット・Ｃ
Ｍコンテンツを挿入して再生すると共に、前記挿入されたスポット・ＣＭコンテンツがス
ポットコンテンツの場合、当該スポットコンテンツで紹介される番組の録画予約画面を同
一画面上に再生する手段、として機能させる構成とした。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を添付図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１９】
図１は、本発明の一実施形態におけるコンテンツ再生システムの概略的な構成図である。
図１に示すように、本実施形態におけるコンテンツ再生システムは、コンテンツ提供装置
１とコンテンツ再生装置２で構成され、コンテンツ提供装置１は、コンテンツ提供者が視
聴者に提供するコンテンツを送出し、コンテンツ再生装置２は、コンテンツ提供装置１か
ら送出されたコンテンツを受信し再生する。
【００２０】
図１に示すように、本実施形態におけるコンテンツ提供装置１は、編集された番組情報や
スポット・ＣＭ情報を放送網を介して送出可能なコンテンツデータに変換するコンテンツ
データ変換手段１１、コンテンツデータ変換手段１１から出力されたスポットコンテンツ
に録画予約情報を付加する録画予約情報付加手段１２及び、コンテンツ再生装置２へコン
テンツデータを送出するコンテンツ送出手段１３により構成される。なお、１１～１３は
、ＣＰＵがメモリなどの記録媒体に記録されるプログラムに基く制御を実行することによ
り実現する機能である。ここで、録画予約情報とは、スポットコンテンツで紹介する番組
を録画するための画面情報であり、例えばＢＭＬ（Broadcast Markup Language）で記述
されている。またこの録画予約情報には、録画対象となる番組を特定するための当該番組
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の番組名、番組の概要、放送日時及び、チャンネルなども記述されている。図２は、録画
予約情報によって表示される録画予約画面の具体例を示しており、本図によれば、録画予
約情報が付加されるスポットコンテンツが再生されるときに、同一画面上に録画予約画面
が表示されている。
【００２１】
また図１に示すように、本実施形態におけるコンテンツ再生装置２は、コンテンツ提供装
置１からコンテンツを受信するコンテンツ受信手段２１、コンテンツ受信手段２１にてス
ポット・ＣＭコンテンツを受信すると、受信したスポット・ＣＭコンテンツから視聴者の
初期設定に基づき視聴者の嗜好に合ったもの（以下、嗜好スポット・ＣＭコンテンツとい
う）を抽出するコンテンツ抽出手段２２、コンテンツ抽出手段２２にて抽出されたスポッ
ト・ＣＭコンテンツと、必要に応じて番組コンテンツ及び当該番組コンテンツ内に挿入さ
れる汎用コンテンツを蓄積する情報蓄積手段２３及び、コンテンツの再生制御を行なうコ
ンテンツ再生制御手段２４により構成される。なお、２１～２４は、ＣＰＵがメモリなど
の記録媒体に記録されるプログラムに基く制御を実行することにより実現する機能である
。
【００２２】
図３は、本発明によるスポット・ＣＭコンテンツ挿入方式の第１の実施形態を概略的に説
明するための図である。図３に示すように、コンテンツを再生するコンテンツ再生装置２
は、コンテンツ提供者側から放送網や通信網を介してコンテンツを受信する。以下では、
コンテンツ提供者から送出されるコンテンツは放送網を介して伝送されることを前提に説
明していく。コンテンツ提供者側から送出されるコンテンツには、スポット・ＣＭコンテ
ンツや番組コンテンツが含まれ、コンテンツ再生装置は、スポット・ＣＭコンテンツを受
信すると、視聴者による事前の初期設定内容に基づき嗜好スポット・ＣＭコンテンツを抽
出して蓄積する。図４には、視聴者が自らの嗜好を設定するための初期設定画面の具体例
が示されている。視聴者は図４に示したような初期設定画面を画面上に表示させ自らの嗜
好を入力することにより、前記事前の初期設定を行なうことができる。
【００２３】
尚、この抽出・蓄積動作は、コンテンツ再生装置がスポット・ＣＭコンテンツをリアルタ
イム再生しているか否かに拘わらず実行することができる。ただし、視聴者が鑑賞できな
かったスポット・ＣＭコンテンツを優先的に再生することが望ましい。そのため、スポッ
ト・ＣＭコンテンツを蓄積する際に、そのように再生されるよう読み出しの優先順位を付
けるか、あるいはリアルタイム再生がなされていないときに受信したスポット・ＣＭコン
テンツのみを蓄積するよう構成することが好適である。またここでいうリアルタイム再生
とは、コンテンツ提供者から送出されるコンテンツをリアルタイムに画面上に表示させる
動作のことをいう。
【００２４】
次に、視聴者の操作入力によってコンテンツ再生装置２が番組コンテンツのリアルタイム
再生を行なうと、コンテンツ再生装置２はその再生動作とともに、蓄積したスポット・Ｃ
Ｍコンテンツを読み出し、番組コンテンツ内の汎用スポット・ＣＭコンテンツに代わって
嗜好スポット・ＣＭコンテンツを挿入再生する。このスポット・ＣＭコンテンツの挿入再
生動作は、本来の汎用スポット・ＣＭコンテンツの再生開始時に、汎用コンテンツのリア
ルタイム再生制御から嗜好スポット・ＣＭコンテンツの読み出し再生制御に切り替え、ま
た本来の汎用スポット・ＣＭコンテンツの再生終了時に、嗜好スポット・ＣＭコンテンツ
の読み出し再生制御から番組コンテンツのリアルタイム再生制御に切り替えることによっ
て実現する。
【００２５】
ここで、本来の汎用スポット・ＣＭコンテンツの再生終了時に嗜好スポット・ＣＭコンテ
ンツが内容的に未だ途中であった場合、当該嗜好スポット・ＣＭコンテンツの全ての内容
が再生されるのを待って番組コンテンツのリアルタイム再生制御に切り替えてもよい。こ
の場合、コンテンツ再生装置２は、コンテンツ提供者から受信する番組コンテンツをテン
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ポラリファイルとして一時的に退避格納し、本来の汎用スポット・ＣＭコンテンツの再生
終了時から受信した番組コンテンツを退避させ、嗜好スポット・ＣＭコンテンツの再生終
了時にテンポラリファイルから続きの番組コンテンツを読み出すように構成すればよい。
【００２６】
図５は、本発明によるスポット・ＣＭコンテンツ挿入方式の第２の実施形態を概略的に説
明するための図である。図５に示すように、コンテンツ再生装置２は、コンテンツ提供者
側からスポット・ＣＭコンテンツを受信すると、視聴者による初期設定内容に基づき嗜好
スポット・ＣＭコンテンツを抽出して蓄積する。次に、視聴者が番組コンテンツを録画す
るための操作入力を行なうと、コンテンツ再生装置は、対象となる番組コンテンツとその
番組コンテンツに挿入される汎用スポット・ＣＭコンテンツを蓄積する。
【００２７】
その後、録画された番組コンテンツを再生する操作入力が視聴者からあると、当該番組コ
ンテンツ及び当該汎用スポット・ＣＭコンテンツとともに嗜好スポット・ＣＭコンテンツ
を読み出し、前記第１の実施形態と同様に、当該汎用スポット・ＣＭコンテンツに代わっ
て当該嗜好スポット・ＣＭコンテンツを挿入再生する。
【００２８】
図６は、本発明の第１の実施形態におけるスポット・ＣＭコンテンツ挿入方式の流れを示
したフローチャートである。以下、本発明の第１の実施形態における動作を、図１のブロ
ック図及び図６のフローチャートを参照しながら詳細に説明する。
【００２９】
送信側となるコンテンツ提供装置１側では、コンテンツデータ変換手段１１によって例え
ばスポットコンテンツを生成すると（Ａ１）、録画予約情報付加手段１２は、生成された
スポットコンテンツに録画予約情報を付加する（Ａ２）。コンテンツ送出手段１３は、録
画予約情報が付加されたスポットコンテンツを放送網を介してコンテンツ再生装置２に送
出する（Ａ３）。
【００３０】
コンテンツ再生装置２側では、コンテンツ提供装置１から送出されたスポットコンテンツ
をコンテンツ受信手段２１で受信し（Ｂ１）、このスポットコンテンツをコンテンツ抽出
手段２２に出力する。コンテンツ抽出手段２２は、視聴者による初期設定に基づき、入力
したスポットコンテンツから視聴者の嗜好に合ったものを抽出する（Ｂ２）。コンテンツ
抽出手段２２で抽出された嗜好スポットコンテンツは情報蓄積手段２３内の嗜好スポット
・ＣＭデータベースに蓄積される（Ｂ３）。
【００３１】
次に、コンテンツ提供装置１が、コンテンツデータ変換手段１１にてある番組コンテンツ
とその番組コンテンツ内に挿入される汎用スポット・ＣＭコンテンツを生成し（Ａ４）、
コンテンツ送出手段１３から送出されたとする（Ａ５）。送出された番組コンテンツと汎
用スポット・ＣＭコンテンツは、コンテンツ再生装置２のコンテンツ受信手段２１によっ
て受信され（Ｂ４）、コンテンツ再生制御手段２４にてリアルタイム再生される。
【００３２】
コンテンツ再生制御手段２４は、当該番組コンテンツをリアルタイムで再生する際に、そ
の再生動作とともに、蓄積した視聴者の操作入力によってコンテンツ再生装置２が番組コ
ンテンツのリアルタイム再生を行なうと、コンテンツ再生装置２はその再生動作とともに
嗜好スポット・ＣＭデータベースから嗜好スポットコンテンツを読み出し、番組コンテン
ツ内の汎用スポット・ＣＭコンテンツが本来再生されるタイミングに、嗜好スポットコン
テンツを挿入して再生する（Ｂ５）。またその際に、嗜好スポットコンテンツで紹介され
る番組の録画予約番組も併せて表示する（Ｂ６）。
【００３３】
図７は、本発明の第２の実施形態におけるスポット・ＣＭコンテンツ挿入方式の流れを示
したフローチャートである。以下、本発明の第２の実施形態における動作を、図１のブロ
ック図及び図７のフローチャートを参照しながら詳細に説明する。
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【００３４】
コンテンツ提供装置１が、コンテンツデータ変換手段１１によって例えばスポットコンテ
ンツを生成すると（Ａ１１）、録画予約情報付加手段１２は、生成されたスポットコンテ
ンツに録画予約情報を付加する（Ａ１２）。コンテンツ送出手段１３は、録画予約情報が
付加されたスポットコンテンツを放送網を介してコンテンツ再生装置２に送出する（Ａ１
３）。
【００３５】
コンテンツ再生装置２側では、コンテンツ提供装置１から送出されたコンテンツをコンテ
ンツ受信手段２１で受信し（Ｂ１１）、このスポットコンテンツをコンテンツ抽出手段２
２に出力する。コンテンツ抽出手段２２は、視聴者による初期設定に基づき、入力したス
ポットコンテンツから視聴者の嗜好に合ったものを抽出する（Ｂ１２）。コンテンツ抽出
手段２２で抽出された嗜好スポットコンテンツは、情報蓄積手段２３内の嗜好スポット・
ＣＭデータベースに蓄積される（Ｂ１３）。
【００３６】
次に、コンテンツ提供装置１が、コンテンツデータ変換手段１１にてある番組コンテンツ
とその番組コンテンツ内に挿入される汎用スポット・ＣＭコンテンツを生成し（Ａ１４）
、コンテンツ送出手段１３から送出されたとする（Ａ１５）。送出された番組コンテンツ
と汎用スポット・ＣＭコンテンツは、コンテンツ再生装置２のコンテンツ受信手段２１に
よって受信され（Ｂ１４）、受信した番組コンテンツ及び汎用スポット・ＣＭコンテンツ
は、情報蓄積手段２３内のコンテンツデータベースに蓄積される（Ｂ１５）。
【００３７】
次に、コンテンツデータベースに蓄積された録画番組コンテンツの再生指示が視聴者から
入力されると、コンテンツ再生制御手段２４は、録画番組コンテンツ及びその番組コンテ
ンツ内の汎用スポット・ＣＭコンテンツとともに、嗜好スポットコンテンツを嗜好スポッ
ト・ＣＭデータベースから読み出し、前記第１の実施形態と同様に、本来の当該汎用スポ
ット・ＣＭコンテンツの再生タイミングに当該嗜好スポットコンテンツを挿入再生する（
Ｂ１６）。またその際に、当該嗜好スポットコンテンツで紹介される番組の録画予約番組
も併せて表示する（Ｂ１７）。
【００３８】
【発明の効果】
以上の説明より明らかなように、本発明によれば、番組コンテンツを再生するときには常
に、番組コンテンツ内に予め挿入される汎用的なスポット・ＣＭコンテンツに代わって、
視聴者の嗜好に合ったスポット・ＣＭコンテンツを再生させることができる。
【００３９】
また、本発明によれば、視聴者が番組コンテンツをタイムシフト再生したときでも、番組
コンテンツの受信時点から再生時点までの期間の長さに拘わらず、常に新鮮なスポット・
ＣＭコンテンツを挿入再生することができる。
【００４０】
また、本発明によれば、もし録画したい番組がスポットコンテンツで紹介されたとき、視
聴者は同一画面上に表示される録画予約画面上で操作を行なうと、即時にその番組の録画
予約を行なうことができる。さらに、本発明によれば、録画予約時には対象となる番組を
指定するための操作を省略することもできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態におけるコンテンツ再生システムの構成と、コンテンツ提供
装置及びコンテンツ再生装置を機能的に示したブロック図である。
【図２】視聴者の嗜好に合ったスポットコンテンツが挿入再生されたときに、同一画面内
に録画予約画面が表示されたときの画面表示例を示した図である。
【図３】本発明によるスポット・ＣＭコンテンツ挿入方式の第１の実施形態を概略的に説
明するための図である。
【図４】視聴者が自らの嗜好に合ったスポット・ＣＭコンテンツを事前に設定するための
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初期設定画面の具体例を示した図である。
【図５】本発明によるスポット・ＣＭコンテンツ挿入方式の第２の実施形態を概略的に説
明するための図である。
【図６】本発明の第１の実施形態におけるスポット・ＣＭコンテンツ挿入方式の流れを示
したシーケンスチャートである。
【図７】本発明の第２の実施形態におけるスポット・ＣＭコンテンツ挿入方式の流れを示
したシーケンスチャートである。
【図８】コンテンツ提供装置による番組コンテンツの一般的な送出方式を、時間軸と対応
させて模式的に示した図である。
【符号の説明】
１　コンテンツ提供装置
２　コンテンツ再生装置
１１　コンテンツデータ変換手段
１２　録画予約情報付加手段
１３　コンテンツ送出手段
２１　コンテンツ受信手段
２２　コンテンツ抽出手段
２３　情報蓄積手段
２４　コンテンツ再生制御手段

【図１】 【図２】
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