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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報処理装置であり、
　放送番組に関連する記事情報を含み記事識別子および記事の関連する番組の番組識別子
を持つ記事管理情報を入力するデータ入力手段と、
　前記記事管理情報を格納する記憶部と、
　前記記憶部に格納された記事管理情報を取得し、前記番組識別子ごとに前記記事識別子
を分類する処理を行い、番組単位で番組関連記事を分類した集計データを生成するデータ
集計手段と、
　前記データ集計手段の生成した集計データに基づいて、番組に対応する記事数の多い順
に番組情報を並べて関連記事の多い番組を識別可能としたリスト態様の表示データ生成処
理を実行するとともに、各番組対応の記事情報を番組情報と併せて提示する表示データを
生成する表示制御手段と、
　を有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記データ集計手段は、
　前記集計データに基づいて、番組ごとの記事数が予め定めた閾値以上であるか否かを、
判定する処理を実行する構成であり、
　前記表示制御手段は、
　前記閾値以上である番組情報の表示を識別可能な表示態様とした表示データの生成を実
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行する構成であることを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、
　前記閾値以上である番組情報を識別可能とするアイコンを表示する制御処理を実行する
構成であることを特徴とする請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　情報処理方法であり、
　放送番組に関連する記事情報を含み記事識別子および記事の関連する番組の番組識別子
を持つ記事管理情報を取得し、前記番組識別子ごとに前記記事識別子を分類する処理を行
い、番組単位で番組関連記事を分類した集計データを生成するデータ集計ステップと、
　前記データ集計ステップにおいて生成した集計データに基づいて、番組に対応する記事
数の多い順に番組情報を並べて関連記事の多い番組を識別可能としたリスト態様の表示デ
ータ生成処理を実行するとともに、各番組対応の記事情報を番組情報と併せて提示する表
示データを生成する表示制御ステップと、
　を有することを特徴とする情報処理方法。
【請求項５】
　前記データ集計ステップは、
　前記集計データに基づいて、番組ごとの記事数が予め定めた閾値以上であるか否かを、
判定する処理を実行するステップを含み、
　前記表示制御ステップは、
　前記閾値以上である番組情報の表示を識別可能な表示態様とした表示データの生成を実
行するステップを含むことを特徴とする請求項４に記載の情報処理方法。
【請求項６】
　前記表示制御ステップは、
　前記閾値以上である番組情報を識別可能とするアイコンを表示する制御処理を実行する
ステップを含むことを特徴とする請求項５に記載の情報処理方法。
【請求項７】
　表示情報生成処理を実行するコンピュータ・プログラムであり、
　放送番組に関連する記事情報を含み記事識別子および記事の関連する番組の番組識別子
を持つ記事管理情報を取得し、前記番組識別子ごとに前記記事識別子を分類する処理を行
い、番組単位で番組関連記事を分類した集計データを生成するデータ集計ステップと、
　前記データ集計ステップにおいて生成した集計データに基づいて、番組に対応する記事
数の多い順に番組情報を並べて関連記事の多い番組を識別可能としたリスト態様の表示デ
ータ生成処理を実行するとともに、各番組対応の記事情報を番組情報と併せて提示する表
示データを生成する表示制御ステップと、
　を有することを特徴とするコンピュータ・プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放送局によってオンエアされる番組情報を提示する処理を実行する情報処理
装置、および情報処理方法、並びにコンピュータ・プログラムに関する。特に、各放送局
によってオンエアされる番組に関連する記事情報を取得し、取得した記事情報を関連する
番組単位で集計することにより、ユーザの興味の高い番組の識別を容易とした情報表示処
理を行なう情報処理装置、および情報処理方法、並びにコンピュータ・プログラムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　デジタル技術の発達により、映像や音声からなるＡＶデータを劣化なく大量に蓄積する
ことが可能になってきた。最近では、数十ＧＢあるいはそれ以上の容量を持つＨＤＤやＤ
ＶＤなどの記録媒体が比較的安価になり、ＨＤＤベースの録画機やＤＶＤベースの録画機
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も登場してきている。これらの記録メディアの大容量化に伴い、録画処理装置では、多く
の番組を録画し蓄積することが可能となる。
【０００３】
　記録メディアの大容量化により多数の番組を録画、蓄積することが可能になるに伴い、
録画番組の選択や録画予約処理のユーザ負担が大きくなるという問題が発生してきている
。ユーザの負担を軽減するために、近年、ユーザの嗜好やプロファイル情報などを記憶、
蓄積し、これらの情報に基づいて番組の録画や録画予約を自動的に行うシステムが開発さ
れている。
【０００４】
　自動録画予約処理は、例えば、放送局等から配信されるＥＰＧ（電子番組ガイド）に基
づいて実行される。ＥＰＧ（電子番組ガイド）は、各放送コンテンツについての放送日時
、放送チャンネル、出演者情報、番組概要等、放送コンテンツに対応した属性情報から構
成される。録画処理装置は、ＥＰＧ（電子番組ガイド）を受信し、記憶部に格納されたユ
ーザの嗜好やプロファイル情報との照合処理を行なって、予約対象コンテンツを自動選択
する。なお、ＥＰＧおよび嗜好情報に基づく自動録画予約処理については、例えば特許文
献１に記載されている。
【０００５】
　ＥＰＧ（電子番組ガイド）を受信したユーザの装置では、ＥＰＧに含まれるコンテンツ
情報、例えば出演者情報や、番組の概要などをディスプレイに表示することが可能となり
、ユーザは放送予定コンテンツの概要を知ることが可能となる。
【０００６】
　しかし、記憶部に蓄積した嗜好情報のみに基づく録画対象選択のみでは、かならずしも
ユーザの希望に従った録画が実行されるとは限らない。従って、放送予定の番組などの番
組情報をディスプレイに表示して、ユーザ自身によって番組選択を行ないたいという要求
がなくなることはなく、このようなユーザによる番組選択処理を行なう場合の効率化が求
められている。
【特許文献１】特開２００２－２４８６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上述の問題点に鑑みてなされたものであり、放送予定の番組などの番組情報
をディスプレイに表示して、ユーザ自身によって番組選択を行なう場合に、ユーザの興味
の高い番組と判断される番組を容易に識別可能として効率的な番組選択処理を可能とした
情報処理装置、および情報処理方法、並びにコンピュータ・プログラムを提供することを
目的とする。
【０００８】
　特に、本発明は、各放送局によってオンエアされる番組に関連する記事情報を取得し、
取得した記事情報を関連する番組単位で集計することにより、ユーザの興味の高い番組の
識別を容易とした表示データを生成して提示することにより、ユーザによる効率的な番組
選択処理を実現する情報処理装置、および情報処理方法、並びにコンピュータ・プログラ
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】
【０００９】
　本発明の第１の側面は、
　情報処理装置であり、
　放送番組に関連する記事情報を含み記事識別子および記事の関連する番組の番組識別子
を持つ記事管理情報を入力するデータ入力手段と、
　前記記事管理情報を格納する記憶部と、
　前記記憶部に格納された記事管理情報を取得し、前記番組識別子ごとに前記記事識別子
を分類する処理を行い、番組単位で番組関連記事を分類した集計データを生成するデータ
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集計手段と、
　前記データ集計手段の生成した集計データに基づいて、番組に対応する記事数の多い順
に番組情報を並べて関連記事の多い番組を識別可能としたリスト態様の表示データ生成処
理を実行するとともに、各番組対応の記事情報を番組情報と併せて提示する表示データを
生成する表示制御手段と、
　を有することを特徴とする情報処理装置にある。
【００１０】
　さらに、本発明の情報処理装置の一実施態様において、前記データ集計手段は、前記集
計データに基づいて、番組ごとの記事数が予め定めた閾値以上であるか否かを、判定する
処理を実行する構成であり、前記表示制御手段は、前記閾値以上である番組情報の表示を
識別可能な表示態様とした表示データの生成を実行する構成であることを特徴とする。
【００１１】
　さらに、本発明の情報処理装置の一実施態様において、前記表示制御手段は、前記閾値
以上である番組情報を識別可能とするアイコンを表示する制御処理を実行する構成である
ことを特徴とする。
【００１４】
　さらに、本発明の第２の側面は、
　情報処理方法であり、
　放送番組に関連する記事情報を含み記事識別子および記事の関連する番組の番組識別子
を持つ記事管理情報を取得し、前記番組識別子ごとに前記記事識別子を分類する処理を行
い、番組単位で番組関連記事を分類した集計データを生成するデータ集計ステップと、
　前記データ集計ステップにおいて生成した集計データに基づいて、番組に対応する記事
数の多い順に番組情報を並べて関連記事の多い番組を識別可能としたリスト態様の表示デ
ータ生成処理を実行するとともに、各番組対応の記事情報を番組情報と併せて提示する表
示データを生成する表示制御ステップと、
　を有することを特徴とする情報処理方法にある。
【００１５】
　さらに、本発明の情報処理方法の一実施態様において、前記データ集計ステップは、前
記集計データに基づいて、番組ごとの記事数が予め定めた閾値以上であるか否かを、判定
する処理を実行するステップを含み、前記表示制御ステップは、前記閾値以上である番組
情報の表示を識別可能な表示態様とした表示データの生成を実行するステップを含むこと
を特徴とする。
【００１６】
　さらに、本発明の情報処理方法の一実施態様において、前記表示制御ステップは、前記
閾値以上である番組情報を識別可能とするアイコンを表示する制御処理を実行するステッ
プを含むことを特徴とする。
【００１９】
　さらに、本発明の第３の側面は、
　表示情報生成処理を実行するコンピュータ・プログラムであり、
　放送番組に関連する記事情報を含み記事識別子および記事の関連する番組の番組識別子
を持つ記事管理情報を取得し、前記番組識別子ごとに前記記事識別子を分類する処理を行
い、番組単位で番組関連記事を分類した集計データを生成するデータ集計ステップと、
　前記データ集計ステップにおいて生成した集計データに基づいて、番組に対応する記事
数の多い順に番組情報を並べて関連記事の多い番組を識別可能としたリスト態様の表示デ
ータ生成処理を実行するとともに、各番組対応の記事情報を番組情報と併せて提示する表
示データを生成する表示制御ステップと、
　を有することを特徴とするコンピュータ・プログラムにある。
【００２０】
　なお、本発明のコンピュータ・プログラムは、例えば、様々なプログラム・コードを実
行可能なコンピュータ・システムに対して、コンピュータ可読な形式で提供する記憶媒体
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、通信媒体、例えば、ＣＤやＦＤ、ＭＯなどの記録媒体、あるいは、ネットワークなどの
通信媒体によって提供可能なコンピュータ・プログラムである。このようなプログラムを
コンピュータ可読な形式で提供することにより、コンピュータ・システム上でプログラム
に応じた処理が実現される。
【００２１】
　本発明のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する本発明の実施例や添付する図面に基
づくより詳細な説明によって明らかになるであろう。なお、本明細書においてシステムと
は、複数の装置の論理的集合構成であり、各構成の装置が同一筐体内にあるものには限ら
ない。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の構成によれば、放送番組に関連する記事情報を含み記事識別子および記事の関
連する番組の番組識別子を持つ記事管理情報を取得する情報処理装置において、番組識別
子に基づいて番組単位で番組関連記事を分類した集計データを生成し、生成した集計デー
タに基づいて、関連記事の多い番組順のリストを生成して表示したり、あるいは関連記事
の多い番組についてのみアイコンを表示するなど、ユーザの取得記事の数に応じてユーザ
の興味度の高い番組を判別して、これらの番組を識別可能とした表示データを生成して表
示する構成としたので、膨大な番組の中からユーザの興味の高い番組を効率的に選択する
ことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、図面を参照しながら本発明の情報処理装置、および情報処理方法、並びにコンピ
ュータ・プログラムの詳細について説明する。説明は、以下の項目順に行なう。
　１．録画処理装置のハードウェア構成
　２．録画予約、録画処理の詳細
　３．取得記事の集計処理およびユーザに対する番組ガイド提示処理
　４．その他の実施例
【００２４】
　　［１．録画処理装置のハードウェア構成］
　まず、図１を参照して本発明の情報処理装置である録画処理装置１００のハードウェア
構成について説明する。
【００２５】
　本実施例に係る録画処理装置１００は、各放送局から時々刻々と放映される放送番組（
放送コンテンツ）の録画を行う。また、録画予約処理や、録画コンテンツおよび録画予定
コンテンツの検索・提示サービスを行う。録画処理装置１００は、ＡＶ機器として実装す
ることができ、例えば、セットトップボックス（ＳＴＢ）のようなテレビ受信機と一体で
構成することができる。
【００２６】
　録画処理装置１００内では、メイン・コントローラとしてのＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　
Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１１１が、バス１０１を介して各ハードウェア・コン
ポーネントと相互接続して、各コンポーネントに対して統括的な制御を実行するようにな
っている。以下、この録画処理装置１００の各部について説明する。
【００２７】
　アンテナ（図示しない）で受信された放送波は、チューナ１０２に供給される。放送波
は、規定のフォーマットに従っており、例えば番組ガイド情報（ＥＰＧ：Ｅｌｅｃｔｒｉ
ｃ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｇｕｉｄｅ）等を含んでいてもよい。放送波は、地上波、衛星波、
有線、無線の区別を特に問わない。
【００２８】
　チューナ１０２は、ＣＰＵ１１１からの指示に従い、所定チャネルの放送波のチューニ
ングすなわち選局を行い、後続の復調器１０３に受信データを出力する。復調器１０３で
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は、デジタル変調されている受信データを復調する。なお、送信されてくる放送波がアナ
ログかデジタルかに応じて、チューナ１０２の構成を適宜変更又は拡張することができる
。
【００２９】
　例えばデジタル衛星放送の場合、放送波から受信・復調されたデジタル・データは、Ｍ
ＰＥＧ２（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ　２）圧縮され
たＡＶデータと、データ放送用データとが多重化されて構成される「トランスポート・ス
トリーム」である。前者のＡＶデータは、放送コンテンツ本体を構成する映像及び音声情
報である。また、後者のデータ放送用データは、この放送番組本体に付随するデータであ
り、例えばＥＰＧ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｇｕｉｄｅ：電子番組ガイド）
を含む。なお、トランスポート・ストリームは、ＯＳＩ（Ｏｐｅｎ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｉ
ｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）参照モデルで言う「トランスポート層」で規定されてい
る。
【００３０】
　デコーダ１０４は、このトランスポート・ストリームを解釈して、ＭＰＥＧ２圧縮され
たＡＶデータとデータ放送用データとに分離する。さらに、ＭＰＥＧ２方式で圧縮された
リアルタイムＡＶデータを、圧縮映像データと圧縮音声データとに分離する。そして、映
像データに対してはＭＰＥＧ２伸長処理して元の映像信号を再生し、音声データに対して
はＰＣＭ（Ｐｕｌｓｅ　Ｃｏｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）デコードした後に付加音と合
成して再生音声信号とする。デコーダ１０４は、作業データ保管用のメモリ１０５を自己
のローカルに備えていてもよい。再生映像信号は、コンポーザ１０８を介してディスプレ
イ１２１に表示出力され、また、再生音声信号は、ミキサ１０６を介してスピーカ１２２
に音声出力される。
【００３１】
　デコーダ１０４は、トランスポート・ストリームから分離されたデータ放送用データを
、バス１０１経由でＣＰＵ１１１に転送する。ＣＰＵ１１１では、所定のアプリケーショ
ンによって処理を行い、ＥＰＧ画面の作成などに利用することができる。
【００３２】
　また、デコーダ１０４は、ＣＰＵ１１１からの要求により、伸張処理前のＭＰＥＧ２ス
トリームをバス１０１経由でＣＰＵ１１１又は他の機器（例えばＨＤＤ１１５など）に転
送することができる。
【００３３】
　ユーザインタフェース制御部１０７は、ユーザからの入力操作を処理するモジュールで
あり、例えば、ユーザが直接マニュアル操作するための操作ボタン／スイッチ（図示しな
い）や、赤外線（ＩＲ）などを介したリモコン１３１からの遠隔操作を受容する機能を備
えている。また、現在の設定内容を表示するための表示パネルやＬＥＤインジケータ（図
示しない）を含んでいてもよい。
【００３４】
　ＣＰＵ１１１は、録画処理装置１００全体の動作を統括するメイン・コントローラであ
り、例えばオペレーティング・システム（ＯＳ）によって提供されるプラットフォーム上
で各種のアプリケーションを実行することができる。
【００３５】
　ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１１２は、ＣＰＵ１１１の実行
プログラム・コードをロードしたり、実行プログラムの作業データを書き込むために使用
される、書き込み可能な揮発性メモリである。また、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅ
ｍｏｒｙ）１１３は、録画処理装置１００の電源投入時に実行する自己診断・初期化プロ
グラムや、ハードウェア操作用の制御コードなどを恒久的に格納する読み出し専用メモリ
である。
【００３６】
　通信インタフェース１１６は、ＬＡＮ、インターネット等の各種ネットワークに接続し
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たインタフェースであり、ＬＡＮ接続された各種の機器や、外部ネットワークに接続され
たサーバとの通信が可能な構成を持つ。
【００３７】
　ハードディスク装置（ＨＤＤ）１１５は、プログラムやデータなどを所定フォーマット
のファイル形式で蓄積することができる、ランダム・アクセス可能な外部記憶装置であり
、例えば数十ＧＢ程度（又は１００ＧＢ以上）の大容量を持つ。ハードディスク上の記憶
空間は、例えば、オペレーティング・システムによって管理される。
【００３８】
　ＨＤＤ１１５は、ハードディスク・インタフェース１１４を介してバス１０１に接続さ
れている。本実施例では、ハードディスク装置１１５は、放送番組コンテンツの録画領域
であり、またＥＰＧ（電子番組ガイド）情報の格納領域としても利用される。さらに、後
段で詳細に説明する番組情報、記事情報など、各種情報の格納領域として利用される。本
発明を実現する上で、大容量の外部記憶装置はハードディスク装置に特に限定されず、例
えばメディアインタフェース１１７を介してアクセス可能なＤＶＤなどの記録媒体１３２
であってもよい。ただしこれらの記録媒体は、ランダム・アクセス可能であることがより
好ましい。
【００３９】
　ＣＰＵ１１１は、オペレーティング・システム（ＯＳ）の制御下で、各種のアプリケー
ションを実行することができる。ＣＰＵ１１１は、例えば、リモコン１３１やＵ／Ｉ制御
部１０７を介したユーザ・コマンドに応答して、コンテンツの録画指示や再生指示を発行
する（あるいは、明示的なユーザ・コマンドの有無に関わらず、常時録画動作を行っても
よい）。
【００４０】
　録画動作時には、ＣＰＵ１１１からの指令によって、伸張処理前のＭＰＥＧ２ストリー
ムがデコーダ１０４からＨＤＤ１１５に転送される。データ転送方式は、ＰＩＯ（プログ
ラムＩＯ）転送方式、ＤＭＡ（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ）転送方式な
ど、特に限定されない。ＨＤＤ１１５上では、仮想チャンネル毎に、時系列に従って各放
送コンテンツが蓄積される。
【００４１】
　録画コンテンツを再生するときには、ＣＰＵ１１１からの指令によって、ＨＤＤ１１５
から取り出されたＭＰＥＧ２ストリームがバス１０１経由でデコーダ１０４に転送される
。デコーダ１０４では、受信時と同様に、圧縮映像データと圧縮音声データとに分離し、
ＭＰＥＧ２伸長処理して元の映像並びに音声データに復元して、再生処理する。
【００４２】
　ＣＰＵ１１１が行う処理としては、放送番組コンテンツの録画及び再生指示以外に、以
下の事柄が挙げられる。
　（１）ＥＰＧ解析例えばデジタル衛星放送などにおいて、放送コンテンツに付帯して配
信されるデータ放送用データに書き込まれているＥＰＧ（電子番組ガイド）を取り出して
、これを解析する。
　（２）後段で説明する記事管理システムから取得した記事情報に基づいて録画予約リス
トを生成する。
　（３）記事情報に基づいて生成した録画予約リストと、ＥＰＧ解析結果、ならびに時刻
情報を基にして、録画及び再生のスケジュールを組む。生成されたスケジュールは、録画
処理装置１００における放送番組表（Ｔｉｍｅ　Ｔａｂｌｅ）として、ハードディスク装
置１１５に保管される。
【００４３】
　グラフィック処理コントローラ１０９は、ＣＰＵ１１１が発行する描画命令に従ってコ
ンピュータ画面を生成する専用コントローラであり、例えばＳＶＧＡ（Ｓｕｐｅｒ　Ｖｉ
ｄｅｏ　Ｇｒａｐｈｉｃ　Ａｒｒａｙ）又はＸＧＡ（ｅＸｔｅｎｄｅｄ　Ｇｒａｐｈｉｃ
　Ａｒｒａｙ）相当の描画能力を持つ。グラフィック処理コントローラ１０９は、例えば
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ＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）操作画面やＥＰＧ画面を
描画する。
【００４４】
　デコーダ１０４によってＭＰＥＧ２伸長処理して復元された再生映像と、グラフィック
処理コントローラ１０９によって生成されたコンピュータ画像を重ね合わせて処理すると
きには、コンポーザ１０８によって合成処理が行われる。
【００４５】
　　［２．録画予約、録画処理の詳細］
　次に、図２以下を参照して本発明の録画処理装置が実行する処理、すなわち放送日時の
決定していないコンテンツについての録画予約を実行するためのシステム構成について説
明する。
【００４６】
　図２には、放送されるコンテンツの制作の概要、すなわち番組を制作する処理の概要と
、そのコンテンツ制作処理過程での生成データおよびデータの蓄積、管理構成を説明する
図である。
【００４７】
　本発明の録画処理装置では、コンテンツに関連する関係者の提供する記事情報を集積し
、これらの記事情報をユーザの録画処理装置が取得し、取得した記事情報の対応する番組
を特定し、記事情報に基づいて番組の録画予約を行なう。
【００４８】
　図２に示すように、放送番組を作成する場合、その番組には様々な人が関わることにな
る。具体的には、放送局の製作者（プロデューサ）２５１の指揮管理の下、番組の監督（
ディレクターなど）、その他の関係者（スタッフ）と、出演者である。
【００４９】
　図２には、番組の監督（ディレクターなど）、その他の関係者（スタッフ）の代表とし
て監督２５２、１人の出演者２５３を示しているが、番組内容に応じてこれらの監督、そ
の他のスタッフ、出演者は多数存在し、以下において説明する処理が、これらの監督、そ
の他のスタッフ、出演者において共通に実行される。
【００５０】
　放送局では、番組管理システム２１１を適用して放送局で放送する番組の管理を行なう
。番組管理システム２１１はデータベースを有し、番組識別子（番組ＩＤ）によって各番
組を識別可能に登録し、台本、監督、出演者などの情報を管理する。これらの情報は、監
督２５２、出演者２５３等の番組関係者に提供される。
【００５１】
　図３に番組管理システム２１１において管理する情報の例を示す。番組管理システム２
１１のデータベースには、番組毎に設定された番組識別子（番組ＩＤ）と、番組識別子（
番組ＩＤ）に対応付けられた各種の番組管理情報、すなわち以下の情報が格納される。
　ａ）属性情報：タイトル、番組概要、台本などの各種の番組属性情報
　ｂ）関係者情報：出演者、監督、スタッフなど番組関係者情報
　ｃ）スケジュール：撮影日時、放送日時等、未定、予定情報の場合もある
　ｄ）記事識別子：記事管理システムに登録された監督２５２の作成した記事２２１、あ
るいは、出演者２５３の作成した記事２３１など、番組関係者が生成し、記事管理システ
ムに登録された記事の識別情報である。この記事識別子は、記事管理システムから通知さ
れて登録される。
【００５２】
　番組識別子（番組ＩＤ）は、個々の番組に対して設定されるユニークなＩＤであり、例
えば放送局の識別情報等も含むＵＲＬなどが利用可能である。例えば、［ｈｔｔｐ：／／
ｗｗｗ．ｔｖ．ｃｏｍ／ｐｒｏｇｒａｍ／０００００１］などのＵＲＬが番組識別子（番
組ＩＤ）として各番組に設定する。
【００５３】
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　この番組識別子に対応する情報として、ａ）属性情報、ｂ）関係者情報、ｃ）スケジュ
ール情報が、逐次入力され登録される。なお、撮影日時、放送日時等は未定の場合には未
定とし、また確定でない場合は、予定情報として記録される場合もある。
【００５４】
　これらのａ）属性情報、ｂ）関係者情報、ｃ）スケジュール情報等の番組管理情報は、
放送局において入力され管理されるとともに、番組関係者、すなわち、監督２５２、出演
者２５３に逐次提供される。提供手段は、ネットワークを介するデータ配信、あるいは記
録媒体に格納して郵便で送付するなど、様々な手段が適用可能である。
【００５５】
　ｄ）記事識別子は、記事管理システムに登録された監督２５２の作成した記事２２１、
あるいは、出演者２５３の作成した記事２３１など、番組関係者が生成し、記事管理シス
テムに登録された記事の識別情報である。この記事識別子は、記事管理システムから通知
されて登録される。
【００５６】
　図２に戻り、番組制作処理および管理データの詳細について説明する。監督２５２、出
演者２５３等の番組関係者は、番組識別子の設定された番組管理情報を受領すると、その
番組に対応する記事を任意のタイミングで生成し、これを記事管理システムに登録する。
登録処理に際しては、番組識別子を記事に併せて記事管理システムに送信する。
【００５７】
　図２には、監督２５２の作成した記事２２１を格納したデータベースを有する記事管理
システム２２３と、出演者２５３の作成した記事２３１を格納したデータベースを有する
記事管理システム２３３の２つの記事管理システムを示しているが、これらは、監督の所
属するプロダクションに設置されたサーバ、あるいは出演者２５３の所属するプロダクシ
ョンに設置されたサーバなどに対応する。
【００５８】
　監督２５２の作成した記事２２１、あるいは、出演者２５３の作成した記事２３１とは
、番組の制作状況の説明文書や、例えば番組制作に伴うロケなどを行なった場合には、そ
れらのロケ情報を説明する写真や文章などから構成される記事であり、監督２５２や出演
者２５３は任意のタイミングで記事を作成し、それぞれの記事管理システム２２３、２３
３に格納する。データ格納処理は、携帯端末の入力情報をネットワークを介して記事管理
システム２２３、２３３に送信したり、あるいは記録媒体に入力して郵送などでシステム
管理者に送信し、システム管理者が記事管理システム２２３、２３３に入力するなどの方
法がとられる。
【００５９】
　図４を参照して記事管理システム２２３，２３３において管理する情報の例を示す。記
事管理システム２２３，２３３のデータベースには、記事毎に設定された記事識別子（記
事ＩＤ）と、記事識別子（記事ＩＤ）に対応付けられた各種情報、すなわち以下の情報が
格納される。
　ａ）記事情報：更新日時、タイトル、文章、写真などの各種の記事情報
　ｂ）番組識別子：記事に対応する番組の識別子情報
　ｃ）スケジュール：放送日時が確定し、番組管理システムに登録された後、番組管理シ
ステムから通知されて登録される。放送日時が確定する以前は、放送日時データは格納さ
れない。
【００６０】
　記事識別子（記事ＩＤ）は、個々の記事に対して設定されるユニークなＩＤであり、例
えば記事管理システム２２３，２３３にアクセスするためのＵＲＬなどが利用可能である
。例えば、［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｒｏｆｉｌｅ．ｃｏｍ／ｋｉｊｉ／０００００１
］などのＵＲＬが記事識別子（記事ＩＤ）として利用される。
【００６１】
　この記事識別子に対応する情報として、ａ）記事情報、ｂ）番組識別子が格納され登録
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される。ａ）記事情報は、番組の制作状況の説明文書や、ロケ情報を説明する写真や文章
などから構成される。ｂ）番組識別子は、先に、図３を参照して説明した番組識別子であ
り、放送局の番組管理システムに登録された番組識別子である。
【００６２】
　図４に示す記事識別子に対応する記事管理情報中には、ｂ）番組識別子として２つの番
組識別子Ａ，Ｂが示されている。これは、２つの番組に対応する記事であることを示して
いる。図４に示すように、記事管理システム２２３，２３３に新規に登録された記事に対
応する記事識別子は、番組管理システム２１１に逐次、通知され、番組管理システム２１
１の一致する番組識別子を持つ番組管理情報として各記事識別子が記録される。
【００６３】
　なお、記事管理システム２２３，２３３に登録される情報のデータ形式は、例えばＸＭ
Ｌ，ＨＴＭＬ，Ｓｔｙｌｅ　Ｓｈｅｅｔなどの形式が利用される。
【００６４】
　ｃ）スケジュールは、記事に対応する番組の放送日時が確定し、番組管理システム２１
１に放送日時がスケジュール情報として登録された後、番組管理システムから通知されて
記録される。
【００６５】
　記事管理システム２２３，２３３は、記事管理システムに格納された記事に対応する記
事識別子を番組管理システム２１１に通知する処理を実行し、番組管理システム２１１は
、記事管理システム２２３，２３３から通知された記事識別子を番組管理情報中に格納す
る。
【００６６】
　番組管理システム２１１は、番組管理情報中に、例えば放送局の製作者やその他の担当
者から放送日時情報が入力された場合に、登録された記事識別子に対応する記事を格納し
た記事管理システムに対して放送日時情報の通知処理を実行する。
【００６７】
　記事管理システム２１１の構成の概略について説明する。記事管理システム２１１は、
放送予定の番組に関連する記事情報を格納し管理するシステムであり、放送予定の番組に
関連する記事情報の識別子としての記事識別子に対応付けて記事情報および番組識別子を
記事管理情報として記録したデータベースを有する。
【００６８】
　さらに、番組識別子に対応付けて番組管理情報を格納した番組管理システム、および録
画処理装置とのデータ通信を実行するデータ通信部と、データベースに格納した記事管理
情報に対応する番組の放送日時情報を番組管理システムから受信し、対応する記事管理情
報中に放送日時情報を記録するとともに、録画処理装置からのアクセス要求に応じて記事
管理情報を前記録画処理装置に対して提示する処理を実行するデータ処理部を有する。
【００６９】
　記事識別子としては、例えばＵＲＬが使用され、記事管理システム２１１のデータ処理
部は、録画処理装置からのＵＲＬ指定によるアクセス要求に従って、ＵＲＬに対応する記
事を録画処理装置に対して提示する処理を実行する。
【００７０】
　図２に戻り、番組制作シーケンスについての説明を続ける。製作者（プロデューサ）２
５１の指揮管理の下、監督２５２、出演者２５３、その他のスタッフの協力によって番組
２１２が完成し、放送日時が確定すると、放送日時が番組管理システム２１１に記録され
るとともに、番組管理システム２１１から各記事管理システム２２３，２３３に通知され
、図４を参照して説明したように、記事管理システム２２３，２３３の管理記事の登録情
報として記録される。
【００７１】
　なお、図３、図４を参照して説明したように、番組管理システム２１１において番組識
別子によって管理されている番組情報には、関連する記事の記事識別子が登録されており
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、また記事管理システム２２３，２３３において記事識別子によって管理されている記事
管理情報には、関連する番組の番組識別子が登録されている。すなわち、記事情報と番組
情報とはリンク（関連づけ）したデータとして設定されているので、番組識別子から関連
する記事を特定し取得することが可能であり、記事識別子から関連する番組を特定するこ
とも可能である。
【００７２】
　番組管理システム２１１と記事管理システム２２３，２３３間で送受信するデータには
、番組識別子または記事識別子のいずれかが設定され、番組管理システム２１１、または
記事管理システム２２３，２３３は、必要なデータの取得先、またはデータの格納先をこ
れらの識別子によって特定する。
【００７３】
　図２に示すように、放送日時が確定すると、放送日時情報を含むＥＰＧ（電子番組ガイ
ド）が生成され、生成されたＥＰＧ２１３がユーザの録画処理装置に提供される。ＥＰＧ
２１３は放送局２６１からの放送波、あるいはネットワークまたは情報記録媒体を介して
提供可能である。
【００７４】
　ユーザの録画処理装置では、記事管理システムから取得した記事管理情報から取得した
記事識別子を格納した録画予約リストを生成して記憶部に格納し、その後、放送日時が確
定した後、放送日時情報を記事管理システムから取得して録画予約リストに追記する。
【００７５】
　ユーザの録画処理装置では、録画予約リストに設定された放送日時情報と、時刻情報を
基にして、録画スケジュールを組み、生成されたスケジュールに従って録画処理を実行す
る。
【００７６】
　ユーザの録画処理装置における処理について、図５以下を参照して説明する。図５は、
番組の制作開始から番組の録画予約完了までのシーケンスを説明する図である。図５にお
いて、ステップＳ１０１～Ｓ１０７の順番で処理が進行する。
【００７７】
　ステップＳ１０１は、放送局等の製作者２５１側で管理する番組管理システム２１１に
おいて管理する番組管理情報に基づいて、番組関係者、例えば監督２５２、出演者２５３
その他のスタッフに番組識別子を含む番組管理情報３０１が通知される。
【００７８】
　ステップＳ１０２において、監督２５２、出演者２５３その他のスタッフが番組に関連
するトピックなどの記事を作成して、作成記事と番組識別子との組データからなる記事情
報３０２を記事管理システム２２３，２３３に格納する。記事管理システム２２３，２３
３では、各格納記事に対して記事識別子（たとえばＵＲＬ）を設定して記事管理システム
２２３，２３３内のデータベースに格納する。
【００７９】
　なお、この図では、１つの記事管理システムを示しているが、前述したように出演者の
属するプロダクション毎など、番組関係者それぞれに異なるサーバを記事管理システム２
２３，２３３として適用することができる。
【００８０】
　ステップＳ１０３では、記事管理システム２２３，２３３から番組管理システム２１１
に対して記事識別子の通知が実行される。これは、記事管理システム２２３，２３３に新
規の記事が登録される毎、あるいは定期的に実行される。番組管理システム２１１では、
記事管理システム２２３，２３３から通知された記事識別子を対応する番組管理情報に登
録する。これは、図３を参照して説明した処理である。
【００８１】
　一方、ユーザ側では、ステップＳ１０４において、録画処理装置１００が記事管理シス
テムに登録された記事管理情報３０３の取得を行なう。情報取得は、図６に示すように例
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えばネットワーク４０２を介したアクセス、あるいはＤＶＤなどの情報記録媒体に格納さ
れ配布されるメディア４０１を介して取得するなどの各種の手法が適用される。なお、ネ
ットワークを介したアクセスを行う場合には、記事識別子としてのＵＲＬを指定すること
によって各種の記事に対するアクセスが可能となる。
【００８２】
　録画処理装置１００によるステップＳ１０４の記事取得処理は、任意のタイミングで実
行可能であり、ユーザは、取得した記事データをディスプレイに表示して記事の内容を確
認することができる。前述したように記事管理システムに登録された記事管理情報は、例
えばＸＭＬ、ＨＴＭＬ、Ｓｔｙｌｅ Ｓｈｅｅｔなどのデータ形式によって記録されてお
り、ユーザの録画処理装置１００はこれらの各種のデータ形式に応じたデータ表示処理を
実行し、記事に含まれる画像、文書データなどを表示する。
【００８３】
　ユーザは、記事を確認して、記事に関連する番組を録画したいと判断すると、図５に示
すステップＳ１０５において録画処理装置１００に設定される録画予約リストに記事識別
子を登録する。録画予約リストの構成を図７に示す。
【００８４】
　録画処理装置１００は記憶部、例えば図１に示すハードディスク（ＨＤＤ）１１５に図
７に示す録画予約リスト４５１を生成して格納する。録画予約リスト４５１には、ユーザ
が興味を持った記事の記事識別子が格納される。
【００８５】
　なお、録画予約リスト４５１に対する記事識別子の格納処理は、ユーザが記事をディス
プレイに表示して確認し、ユーザの入力に基づいて格納する構成としてもよいし、あるい
は予め録画処理装置１００の記憶部に記録されたユーザの嗜好情報に基づいて自動的に登
録する構成としてもよい。ユーザの嗜好情報に基づく自動登録に際しては、例えば嗜好情
報として登録されたジャンル情報や、キーワードなどと記事情報に含まれるジャンル情報
、記事を構成する文書中のワードとの照合処理が実行され照合度の高い記事が選択されて
その記事の記事識別子が登録される。
【００８６】
　録画予約リスト４５１に対する記事識別子の格納処理は、ユーザの入力あるいは嗜好情
報に基づく処理として実行されるいずれの場合も、記事に対応する番組の放送日時が決定
される以前に実行することが可能となる。
【００８７】
　その後、記事に対応する番組の放送日時が決定すると、図５のステップＳ１０６におい
て、番組管理システム２１１の番組管理情報中に放送日時情報が格納され、記事管理シス
テム２２３，２３３に番組管理情報３０４が通知される。記事管理システム２２３，２３
３は、記事管理システム２２３，２３３に格納された記事管理情報に放送日時情報を格納
する。この処理は、先に図４を参照して説明した処理に相当する処理である。
【００８８】
　次に図５に示すステップＳ１０７において、ユーザの録画処理装置１００は、記事管理
システム２２３，２３３の記事管理情報にアクセスして放送日時情報を含む記事管理情報
３０５を取得し、先に生成済みの録画予約リストに取得した放送日時情報を登録する。こ
の処理について図８を参照して説明する。
【００８９】
　図８には、各番組についての番組管理情報を番組識別子に対応づけて格納した番組管理
システム２１１と、監督、出演者などの作成する記事情報を記事識別子に対応付けて管理
する記事管理システム２２３，２３３と、ユーザの所有する録画処理装置１００を示して
いる。録画処理装置１００は、録画予約リスト４５１をＨＤＤ等の記憶手段に格納してい
る。
【００９０】
　録画予約リスト４５１には、ユーザの指示、あるいは録画処理装置１００に格納された
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ユーザの嗜好情報に基づいて選択された記事の記事識別子が格納されている。この記事識
別子が格納される時点では、その記事に対応する番組の放送日時は確定しておらず、スケ
ジュール情報４５２は録画予約リスト４５１に格納されていない。
【００９１】
　その後、録画予約リスト４５１に格納された記事識別子に対応する番組の放送日時が確
定すると、番組管理システム２１１の番組管理情報中に放送日時情報が格納され、記事管
理システム２２３，２３３に通知される。記事管理システム２２３，２３３は、記事管理
システム２２３，２３３に格納された記事管理情報に放送日時を含むスケジュール情報４
５３を格納する。この処理は、先に図４を参照して説明した処理に相当する処理である。
【００９２】
　すなわち、記事管理システム２２３，２３３は、記事管理システムに格納された記事に
対応する記事識別子を番組管理システム２１１に通知する処理を実行し、番組管理システ
ム２１１は、記事管理システム２２３，２３３から通知された記事識別子を番組管理情報
中に格納する。さらに、番組管理システム２１１は、番組管理情報中に、例えば放送局の
製作者やその他の担当者から放送日時情報が入力された場合に、登録された記事識別子に
対応する記事を格納した記事管理システムに対して放送日時情報の通知処理を実行する。
【００９３】
　番組管理システム２１１から記事管理システム２２３，２３３に通知される放送日時情
報には、番組識別子情報、あるいは記事識別子情報のいずれかが設定されており、記事管
理システム２２３，２３３では、これらの識別子のいずれかの情報に基づいて対応する番
組識別子情報を持つ記事管理情報、あるいは対応する記事識別子情報の設定された記事管
理情報中に通知された放送日時情報を格納する。
【００９４】
　その後、ユーザの録画処理装置１００は、記事管理システム２２３，２３３にアクセス
して放送日時の格納されたスケジュール情報を含む記事管理情報を取得し、取得した放送
日時を番組のスケジュール情報４５２として録画予約リスト４５１に登録する。
【００９５】
　なお、録画処理装置１００のスケジュール情報の取得はユーザの記事管理システム２２
３，２３３に対するアクセス処理による新たな記事取得処理として実行してもよいし、記
事管理システム２２３，２３３側からの通知処理として実行してもよい。
【００９６】
　あるいは、他の記事を取得することを目的として録画処理装置１００が記事管理システ
ム２２３，２３３にアクセスした際、記事管理システム２２３，２３３側から放送日時が
新たに設定された更新記事が存在することを録画処理装置１００側に通知して、ユーザに
記事取得を促す構成としてもよい。
【００９７】
　あるいは、録画処理装置１００が記事管理システム２２３，２３３にアクセスした際、
録画処理装置１００の録画予約リスト４５１に登録された記事識別子に対応する記事管理
情報に放送日時を含むスケジュール情報の追加更新がなされたか否かをチェックする処理
を自動実行し、スケジュール情報の追加更新がなされた記事管理情報が存在する場合に、
これらの情報の転送を行なう構成としてもよい。
【００９８】
　録画予約リストに放送日時情報が格納された後、図５のステップＳ１０８において、録
画処理装置１００は、ＣＰＵの制御の下に録画予約リストに登録された放送日時情報と内
蔵クロックから入力する時間情報とに基づいて記事に対応する番組の録画処理を実行する
。
【００９９】
　　［３．取得記事の集計処理およびユーザに対する番組ガイド提示処理］
　次に、記事管理システムから番組に関する様々な記事を取得する録画処理装置において
、収集した記事を集計し、記事管理情報に付帯して取得する番組識別子に基づいて記事を
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番組ごとに分類して、収集記事に基づいて判断されるユーザの興味の高い番組を選別して
提示する構成について説明する。
【０１００】
　図９を参照して、録画処理装置の実行する記事集計処理について説明する。録画処理装
置１００は、様々な記事管理システム５０１，５０２、さらに記事管理システムの提供す
る情報に基づいて生成されたＤＶＤなどのメディア（記録媒体）５０３を介して様々な記
事を収集し、これを録画処理装置１００内のハードディスクなどのデータ記憶部５１１に
格納する。
【０１０１】
　データ記憶部５１１に格納される記事管理情報は、先に図４を参照して説明したデータ
構成を持つ。すなわち、例えば記事管理システムにアクセスするためのＵＲＬなどの記事
識別子（記事ＩＤ）に対応付けた情報として、ａ）記事情報、ｂ）番組識別子が格納され
ている。ａ）記事情報は、番組の制作状況の説明文書や、ロケ情報を説明する写真や文章
などから構成される。ｂ）番組識別子は、先に、図３を参照して説明した番組識別子であ
り、放送局の番組管理システムに登録された番組識別子である。
【０１０２】
　図９の録画処理装置１００のデータ記憶部５１１には、３つの記事１－１，２－１，３
－１が格納された例を示している。［記事１－１］、［記事２－１］、［記事３－１］の
それぞれが記事情報を表している。なお、図では３つの記事のみを示しているが、実際に
は多数の記事がデータ記憶部に格納され、データ集計処理は、多数の記事を対象として実
行される。
【０１０３】
　［記事１－１］を含む記事管理情報５２１には、番組識別子として［番組Ａ］、［番組
Ｂ］、［番組Ｃ］が登録されており、［記事１－１］は、［番組Ａ］、［番組Ｂ］、［番
組Ｃ］に関連する記事情報であることを示している。［記事２－１］を含む記事管理情報
５２２には、番組識別子として［番組Ａ］、［番組Ｄ］が登録されており、［記事２－１
］は、［番組Ａ］、［番組Ｄ］に関連する記事情報であることを示している。［記事３－
１］を含む記事管理情報５２３には、番組識別子として［番組Ａ］、［番組Ｃ］が登録さ
れており、［記事３－１］は、［番組Ａ］、［番組Ｃ］に関連する記事情報であることを
示している。
【０１０４】
　録画処理装置１００のデータ集計部５１２は、データ記憶部５１１に格納されたこれら
の記事に関する集計処理を行なう。
【０１０５】
　集計処理は、各記事管理情報に設定された番組識別子ごとに記事識別子を分類する処理
として実行する。
【０１０６】
　この結果として生成される集計データの例として、図９のデータ集計部５１２には、２
つの集計データ５２４、５２５を示している。
【０１０７】
　集計データ５２４は、番組Ａに対応する番組識別子を持つ記事識別子の集合として設定
された集計データである。集計データ５２５は、番組Ｃに対応する番組識別子を持つ記事
識別子の集合として設定された集計データである。
【０１０８】
　この集計データに基づいてデータ表示制御部５１３にデータ表示が実行される。データ
表示制御部５１３において実行するデータ表示処理について、図１０～図１２を参照して
説明する。図１０は、録画処理装置１００のデータ表示制御部５１３の表示する表示デー
タの構成を説明する図であり、図１１、図１２は、具体的な表示例を示す図である。
【０１０９】
　図１０に示すようにデータ表示制御部５１３では、番組一覧画面用データ５３１を用い
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て取得記事に対応する番組についての一覧表示画面を提示する。さらに、おすすめアイコ
ン５３２ようデータを用いて取得記事の多い番組に対しておすすめアイコンを提示する。
さらに、おすすめ番組一覧画面用データ５３３を用いて取得記事の多い順に番組情報を提
示するおすすめ番組一覧画面を提示する。
【０１１０】
　番組一覧画面用データ５３１、おすすめアイコン用データ５３２を適用した具体的な表
示例について図１１を参照して説明する。
【０１１１】
　図１１は、録画処理装置１００のディスプレイに表示される画面の構成を示している。
表示データには、記事情報表示領域５４１と、番組情報表示領域５４２が含まれる。記事
情報表示領域５４１には、番組情報表示領域５４２においてユーザがリモコンなどで選択
している番組に対応する記事の案内情報が提示される。
【０１１２】
　図１１の例では、番組情報表示領域５４２に表示された番組中、２番目の番組［ＡＬＯ
ＨＡ　ＳＴＹＬＥ］が選択状態にあり、記事情報表示領域５４１には、この番組に対応す
る記事の情報が示される。
【０１１３】
　図１０に示す録画処理装置１００のデータ表示部に示すデータ中、番組一覧画面用デー
タ５３１が、図１１に示す番組情報表示領域５４２の表示データとして設定されるデータ
である。図１１に示す記事情報表示領域５４１には、図１０に示すおすすめアイコン用デ
ータ５３２に設定された記事識別子に対応する記事情報が表示されることになる。
【０１１４】
　図１１に示す番組情報表示領域５４２に表示される番組情報に対応付けて示されるアイ
コンは、放送予定アイコン５４４、録画済アイコン５４５であり、それぞれの番組が放送
予定であるか録画済であるかを識別可能としている。矢印アイコン５４６を指定、操作す
ることにより番組情報が上下にスクロールして表示される。
【０１１５】
　図１１に示す番組情報表示領域５４２には、特定の番組表示部におすすめアイコン５４
３が表示される。これは、録画処理装置の収集したある特定の番組に関連する記事の数が
予め定めた閾値以上の数に達している番組である場合にその番組に対して提示されるアイ
コンである。
【０１１６】
　すなわち、録画処理装置が記憶部に格納した各記事管理情報中に設定されている番組識
別子の数を番組識別子ごとにカウントし、そのカウント数が閾値以上である場合に、おす
すめアイコン５４３が表示される。これは、ユーザの録画処理装置１００が収集した記事
がある特定の番組に関連する多くの記事を含むことを示しており、その番組に対するユー
ザの興味が高いと判定し、おすすめアイコン５４３を表示する。ユーザは、おすすめアイ
コン５４３によって、自分の興味のある番組を容易に特定することが可能となる。
【０１１７】
　図１１に示す番組情報表示領域５４２に表示される番組に関する情報をさらに詳しく表
示したい場合には、データ表示部５４７の［詳しく表示］ボタンを操作する。
【０１１８】
　このデータ表示部５４７の［詳しく表示］ボタンを操作することによって、図１２に示
すおすすめ番組一覧画面が提示される。おすすめ番組一覧画面は、録画処理装置１００に
おいて取得した記事を、記事に設定された番組識別子に基づいて集計した結果、各番組に
ついて取得記事数の多いものから順次並べたリストとして提示する画面である。
【０１１９】
　図１２の表示例において、番組情報５５１に示す［ＡＬＯＨＡ　ＳＴＹＬＥ］が、最も
関連記事が多い番組であり、３件の記事情報５６１が番組情報５５１としての［ＡＬＯＡ
　ＳＴＹＬＥ］の下に示されている。番組情報５５２に示す［Ｓｕｒｆ　Ｎｏｗ］が、次
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に関連記事が多い番組であり、２件の記事情報５６２が番組情報５６１としての［Ｓｕｒ
ｆ　Ｎｏｗ］の下に示されている。番組情報５５３に示す［ファッション］も２件の関連
記事があり、２件の記事情報５６３が番組情報５６２としての［ファッション］の下に示
されている。
【０１２０】
　いずれかの記事を指定してボタン５７１を操作することにより、各記事の具体的な内容
が表示される。
【０１２１】
　次に、本発明の録画処理装置の実行する処理および機能について図１３を参照して説明
する。本発明の録画処理装置のハードウェア構成は先に図１を参照して説明したものであ
る。図１３は、本発明に関連する処理を中心として録画処理装置の実行する処理を説明す
る図である。
【０１２２】
　図１３に示す録画処理装置６００には、データ入力部６１０、データ処理部６２０、デ
ータ記憶部６３０を示している。データ入力部６１０は、各放送局６０３からの放送を受
信するチューナ６１１、ＤＶＤなどの記録媒体（メディア）６０２からのデータ入力を行
なうメディアインタフェース６１２、インターネット等のネットワーク６０１を介した通
信を実行する通信インタフェース６１３を有する。
【０１２３】
　データ処理部６２０は、録画処理制御部６２１、記事情報解析部６２２、ユーザインタ
フェース制御部（表示制御部）６２３、集計処理部６２４を有する。データ処理部のデー
タ処理は図１に示すＣＰＵ１１１の制御の下に所定のプログラムに従って実行される処理
である。ユーザインタフェース制御部（表示制御部）６２３はデータ出力部としてのスピ
ーカ６５１、ディスプレイ６５２、さらにデータ入力部としてのリモコン６５３などとの
データ入出力を行なう。
【０１２４】
　データ記憶部６３０には、録画ファイル記憶部６３１、録画予約リスト記憶部６３２、
記事情報記憶部６３３を有する。これらは、例えば図１におけるハードディスク１１５に
相当する。
【０１２５】
　記事管理システム２２３，２３３は、先に説明したように、番組の関係者、例えば監督
、出演者、スタッフなどの作成する記事を格納したデータベースを持つサーバであり、ユ
ーザの録画処理装置６００からアクセスして記事を取得することができる。記事取得は、
例えば記事識別子としてのＵＲＬに基づいて取得可能である。
【０１２６】
　ユーザは、これらの取得した記事管理情報を記事情報解析部６２２においてデータ構造
などのデータ解析を実行し、ユーザインタフェース制御部６２３を介して入力するユーザ
の操作情報に基づいて、ディスプレイ６５２、スピーカを介して画像や音声情報として出
力する。また、取得した記事情報は、記事情報記憶部６３３に記憶される。
【０１２７】
　記事情報記憶部６３３に記憶された記事については、集計処理部６２４において、先に
図９～図１２を参照して説明したように、記事管理情報に設定された番組識別子に基づい
て、番組単位の記事情報を示す記事識別子の集合データとしての集計データが生成され、
図１１に示す番組一覧表示、おすすめアイコン、図１２に示すおすすめ番組一覧画面が、
ユーザインタフェース制御部６２３を介してディスプレイ６５２に表示される。
【０１２８】
　ユーザが、ディスプレイ６５２に表示された記事情報を閲覧し、録画対象としたいと判
断した場合は、ユーザは、記事を指定した録画予約処理を実行する。この処理に基づいて
、記事情報解析部６２２は、先に図７、図８を参照して説明した記事識別子を格納した録
画予約リストを生成し、データ記憶部の録画予約リスト記憶部６３２に格納する。
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【０１２９】
　さらに、記事情報解析部６２２は、録画予約リスト記憶部６３２に格納した記事識別子
に対応する記事管理情報として、記事管理システム２２３，２３３から放送日時情報が設
定された記事管理情報を取得すると、その放送日時情報を録画予約リスト記憶部６３２に
格納された録画予約リストに書き込む処理を実行する。これは、先に図８を参照して説明
した処理である。
【０１３０】
　なお、録画予約リストに対する放送日時情報の登録処理に際し、データ入力部６１０を
介して入力する放送日時情報に対応付けられた記事識別子と、録画予約リスト記憶部６３
２に格納済みの録画予約リストに登録済みの記事識別子との照合を実行し、両識別子が一
致する場合に、録画予約リストに取得した放送日時情報の登録処理を実行する。
【０１３１】
　その後、録画処理制御部６２１は、録画予約リスト記憶部６３２に格納された放送日時
情報の設定された録画予約リストに基づく録画処理を実行し、録画データからなる録画フ
ァイルを生成して録画ファイル記憶部６３１に格納する。
【０１３２】
　次に、図１４を参照して、番組の制作から録画処理終了までの処理シーケンスについて
説明する。図１４には、左側から
　（ａ）ユーザの所有する録画処理装置、
　（ｂ）番組関係者が記事を蓄積するデータベースを持つ記事管理システム、
　（ｃ）監督、出演者、ステッフ等の番組関係者
　（ｄ）番組識別子に対応する各種の番組管理情報を格納する番組管理システム
　（ｅ）番組製作者
　の各処理を示している。
【０１３３】
　まず、ステップＳ２０１において、制作者が制作予定の番組についての番組情報を番組
管理システムに登録する。これは、先に図３を参照して説明した処理であり、番組のタイ
トル、概要などの属性情報、出演者、監督などの関係者情報、撮影日時、放送予定などの
スケジュール情報から構成され、例えばＵＲＬなどの番組識別子に対応付けられてこれら
の情報を設定したデータである。なお、この時点では、放送日時が未確定でよい。
【０１３４】
　次にステップＳ２０２において、制作者または番組管理システムから番組関係者、すな
わち監督、出演者、スタッフなどに番組識別子が通知される。この通知はネットワークを
介してあるいは媒体などによって通知可能である。
【０１３５】
　次にステップＳ２０３において、番組関係者が作成した記事、例えばロケ近況報告など
の様々な記事を記事管理システムに登録する。この登録の際には、番組識別子を設定した
記事として登録がなされ、記事管理システムには、例えばＵＲＬなどの記事識別子に対応
付けられて各記事および番組識別子を含む記事管理情報が格納される。これは、たとえば
先に説明した図４に示すデータ構成を持つ。
【０１３６】
　なお、図１４では、番組関係者、記事管理システムを１つのみ示してあるが、前述した
ように番組関係者は監督、スタッフ、出演者など多数、存在しており、それぞれの所属す
るプロダクションなどに個別の記事管理システムが設定可能である。
【０１３７】
　ステップＳ２０３において、記事管理システムに記事が登録されると、ステップＳ２０
４において記事管理システムから番組管理システムに対して登録された記事に設定された
記事識別子の通知が実行され、番組管理システムは、ステップＳ２０５において、番組管
理情報中に記事識別子の登録を行なう。これは先に図４を参照して説明した処理である。
【０１３８】
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　ステップＳ２０６において、ユーザの録画処理装置は、記事管理システムから記事を取
得する。この記事取得は任意のタイミングにおいて実行可能な処理である。
【０１３９】
　ステップＳ２０７において、ユーザは取得した記事を閲覧し、記事に対応する番組を録
画対象とするために、記事識別子を録画予約リストに登録する。これは図７を参照して説
明した処理に相当する。なお、ユーザの明示的な操作によって記事識別子を録画予約リス
トに登録する構成の他に、録画処理装置に蓄積したユーザの嗜好情報に基づいて、嗜好の
高い記事であるものを自動選択して、選択した記事識別子を録画予約リストに登録する構
成としてもよい。
【０１４０】
　次に、ステップＳ２０８において、番組の放送予定が決定されると、放送局の製作者あ
るいは関係者によって、番組管理システムの番組管理情報中に放送日時情報が記録される
。
【０１４１】
　番組管理システムの番組管理情報中に放送日時情報が記録されると、ステップＳ２０９
において、番組管理システムから記事管理システムに放送日時情報の通知処理がなされ、
記事管理システムは、ステップＳ２１０において、放送日時情報を記事管理情報中に格納
する。なお、番組管理システムから記事管理システムに通知される放送日時情報には、番
組識別子また記事識別子の少なくともいずれかの識別子が設定され、記事管理システムで
はこれらの識別子に基づいて対応する記事管理情報を特定し、その記事管理情報中に放送
日時情報を格納する。これは先に説明した図８の処理に対応する。
【０１４２】
　次に、ステップＳ２１１において、録画処理装置は、記事管理システムにアクセスし、
ステップＳ２１２において、記事管理システムから放送日時情報の格納された記事取得を
実行し、ステップＳ２１３において、対応する記事識別子の設定された録画予約リストに
放送日時を登録する。次にステップＳ２１４において、放送日時情報の設定された録画予
約リストに基づいて録画処理が実行される。
【０１４３】
　このように、本発明の構成によれば、番組の放送日時の確定していない段階で取得可能
な様々な番組関連記事を指定した番組録画予約が可能となり、放送日時の確定を条件とし
て配信されるＥＰＧ（電子番組ガイド）を待つことなく早期の段階で番組の録画予約を行
なうことが可能となる。
【０１４４】
　次に、図１５を参照して、図１３に示す集計処理部６２４、ユーザインタフェース制御
部（表示制御部）６２３の処理を中心として実行する番組リストの提示処理および記事情
報の提示処理シーケンスについて説明する。
【０１４５】
　ステップＳ２５１の処理は、図１３に示すブロック図における集計処理部６２４が実行
する処理であり、図１３に示す記事情報記憶部６３３に格納された記事管理情報を取得し
、記事管理情報に含まれる番組識別子に基づいて、番組ごとの記事識別子を集積した集計
データを生成する。生成する集計データは、例えば図９、図１０に示すデータ集計５１２
の集計データ５２４、５２５に相当する。
【０１４６】
　ステップＳ２５２において、おすすめアイコンを設定する番組の有無を決定する。これ
は各番組ごとの記事数が予め定めた閾値以上であるか否かを、集計データに基づいて判定
する処理として実行される。
【０１４７】
　ステップＳ２５３以下の処理は、ユーザインタフェース制御部（表示制御部）６２３が
、集計処理部６２４の生成した集計データと、ユーザ入力に基づいて実行する処理である
。ステップＳ２５２の判定において、閾値以上の数の番組対応記事を持つ番組がある場合
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は、ステップＳ２５３に進み、おすすめアイコンを設定した番組一覧画面を提示する。こ
の画面は、先に説明した図１１の画面例に相当する。閾値以上の数の番組対応記事のある
番組情報に図１１に示すおすすめアイコン５４３を付加した表示情報をディスプレイに提
示する。
【０１４８】
　閾値以上の数の番組対応記事を持つ番組がないと判定された場合は、ステップＳ２５４
に進み、おすすめアイコンを設定しない番組一覧画面を表示する。この画面は、先に説明
した図１１の画面からおすすめアイコン５４３を削除した画面に相当する。
【０１４９】
　番組一覧画面を提示後、ステップＳ２５５において、おすすめ番組一覧提示の指示入力
がユーザからなされたか否かを判定し、なされた場合には、ステップＳ２５６に進み、お
すすめ番組一覧をディスプレイに表示する。この処理は、図１１の表示画面において、デ
ータ表示部５４７の［詳しく表示］ボタンをユーザが操作して、図１２のおすすめ番組一
覧に表示画面を切り替える処理である。
【０１５０】
　さらに、おすすめ番組一覧の表示後、ステップ２５７において詳細記事提示指示入力が
あった場合は、ステップＳ２５８において詳細記事情報をディスプレイに表示する。
【０１５１】
　以上の処理は、集計処理部６２４、ユーザインタフェース制御部６２３の処理を中心と
して実行される。なお、フローにおいては示していないが、スクロール処理などの指示入
力がなされた場合は、指示に従って表示画面の切り替え処理が実行される。
【０１５２】
　このように本発明の構成では、取得記事がどの番組に対応するかを記事管理情報に含ま
れる番組識別子に基づいて分類を行なって、取得記事の多い番組をリストの上位に設定し
た番組リスト表示を実行したり、あるいは、取得記事の多い番組におすすめアイコンを付
加するなどの処理を行なってユーザに提示する構成としたので、ユーザは即座に自分の興
味の高い番組を識別することが可能となり、このような指針に基づいて番組を選択して録
画予約リストに記事識別子を設定することで、興味の高い番組の録画予約を効率的に行な
うことができる。
【０１５３】
　　［４．その他の実施例］
　次に、本発明のその他の実施例について、図１６～図１８を参照して説明する。
【０１５４】
　まず、図１６を参照して、記事管理システムに格納された記事に対する一般視聴者の提
供する感想などに基づいて録画予約を行なう構成例について説明する。
【０１５５】
　前述した実施例においては、記事管理システムに格納される番組関係者の生成した記事
をユーザの録画処理装置が取得して、この取得記事に基づいて録画予約を行なう構成例を
説明したが、図１６に示す構成例は、記事管理システムに格納された記事を閲覧した一般
視聴者の提供する記事に対する感想などのデータに基づいて録画予約を行なう構成である
。
【０１５６】
　図１６を参照して番組制作から録画開始までの処理シーケンスについて説明する。図１
６において、ステップＳ３０１～Ｓ３１０の順番で処理が進行する。
【０１５７】
　ステップＳ３０１は、放送局等の製作者２５１側で管理する番組管理システム２１１に
おいて管理する番組管理情報に基づいて、番組関係者、例えば監督２５２、出演者２５３
その他のスタッフに番組識別子を含む番組管理情報が通知される。
【０１５８】
　ステップＳ３０２において、監督２５２、出演者２５３その他のスタッフが番組に関連
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するトピックなどの記事を作成して、作成記事と番組識別子との組データを記事管理シス
テム２２３，２３３に格納する。記事管理システム２２３，２３３では、各格納記事に対
して記事識別子（たとえばＵＲＬ）を設定して記事管理システム２２３，２３３内のデー
タベースに格納する。
【０１５９】
　なお、この図では、１つの記事管理システムを示しているが、前述したように出演者の
属するプロダクション毎など、番組関係者それぞれに異なるサーバを記事管理システム２
２３，２３３として適用することができる。
【０１６０】
　ステップＳ３０３では、記事管理システム２２３，２３３から番組管理システム２１１
に対して記事識別子の通知が実行される。これは、記事管理システム２２３，２３３に新
規の記事が登録される毎、あるいは定期的に実行される。番組管理システム２１１では、
記事管理システム２２３，２３３から通知された記事識別子を対応する番組管理情報に登
録する。これは、図３を参照して説明した処理である。
【０１６１】
　一方、一般視聴者（ユーザ）７０１は、ステップＳ３０４において記事管理システムに
登録された情報の取得を行なう。情報取得は、ネットワークを介したアクセス、あるいは
ＤＶＤなどの情報記録媒体に格納され配布されるメディアを介して取得するなどの各種の
手法が適用される。なお、ネットワークを介したアクセスを行う場合には、記事識別子と
してのＵＲＬを指定することによって各種の記事に対するアクセスが可能となる。
【０１６２】
　次に、ステップＳ３０５において、一般視聴者（ユーザ）７０１は、取得した記事を閲
覧し、感想文などを生成して感想文と記事識別子との対データからなる感想データ７０２
を、記事管理システム７０３に格納する。記事管理システム７０３は、ユーザの管理する
サーバ、あるいはサービスプロバイダの管理サーバであってもよく、また、記事管理シス
テム２２３，２３３と同一のデータベース内であってもよい。記事管理システム７０３は
、記事識別子に対応付けて一般視聴者の感想文を格納する。
【０１６３】
　次にステップＳ３０６において、録画処理装置１００が、記事管理システム７０３から
一般視聴者の感想データを取得する。なお、録画処理装置１００のユーザと、感想文を提
供しているユーザとは異なるユーザである。感想文を提供するユーザは不特定多数のユー
ザである。
【０１６４】
　録画処理装置１００のユーザは、ステップＳ３０６で取得した感想文をディスプレイに
表示して内容を確認することができる。記事管理システム７０３に登録された情報は、例
えばＸＭＬ、ＨＴＭＬ、Ｓｔｙｌｅ Ｓｈｅｅｔなどのデータ形式によって記録されてお
り、ユーザの録画処理装置１００はこれらの各種のデータ形式に応じたデータ表示処理を
実行する。
【０１６５】
　ユーザは、感想文を確認して、感想文に関連する番組を録画したいと判断すると、図１
６に示すステップＳ３０７において録画処理装置１００に設定される録画予約リストに記
事識別子を登録する。録画予約リストの構成は、先に図７を参照して説明した構成であり
、録画予約リストには、ユーザが興味を持った記事の記事識別子が格納される。録画予約
リストに対する記事識別子の格納処理は、感想文や記事に対応する番組の放送日時が決定
する以前に行なうことが可能となる。
【０１６６】
　その後、録画処理装置１００に設定される録画予約リストに格納された記事識別子に対
応する番組の放送日時が決定すると、図１６のステップＳ３０８において、番組管理シス
テム２１１の番組管理情報中に放送日時情報が格納され、記事管理システム２２３，２３
３に通知される。記事管理システム２２３，２３３は、記事管理システム２２３，２３３
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に格納された記事管理情報に放送日時情報を格納する。この処理は、先に図４を参照して
説明した処理に相当する処理である。
【０１６７】
　次に図１６に示すステップＳ３０９において、ユーザの録画処理装置１００は、記事管
理システム２２３，２３３の記事管理情報にアクセスして放送日時情報を取得し、先に生
成済みの録画予約リストに取得した放送日時情報を登録する。この処理は、先に図８を参
照して説明したと同様の処理である。
【０１６８】
　その後、ユーザの録画処理装置１００は、取得した放送日時を記事識別子の設定された
録画予約リストに登録する。
【０１６９】
　録画予約リストに放送日時情報が格納された後、図１６のステップＳ３１０において、
録画処理装置１００は、ＣＰＵの制御の下に録画予約リストに登録された放送日時情報と
内蔵クロックから入力する時間情報とに基づいて記事に対応する番組の録画処理を実行す
る。
【０１７０】
　本実施例では、番組関係者の提供する記事ではなく、一般視聴者の提供する感想文など
のユーザ提供情報に基づいて番組を特定して録画予約を可能としたものであり、より多く
のデータ提供者からのデータに基づいて番組内容の把握、録画予約処理を行なうことが可
能となる。
【０１７１】
　次に、図１７を参照してシステム全体を一般視聴者の提供データに基づいて構築した例
について説明する。
【０１７２】
　図５を参照して最初に説明した実施例では、番組管理システムは放送局の製作者の提供
する情報を格納管理し、記事管理システムは番組関係者の提供する情報を格納管理するシ
ステム構成であったが、図１７に示すシステムでは、番組管理システムも記事管理システ
ムもすべて一般視聴者の提供データに基づいて運営されるシステムである。
【０１７３】
　図１７に示すシステム構成に基づく処理シーケンスについて説明する。図１７において
、ステップＳ４０１～Ｓ４１０の順番で処理が進行する。
【０１７４】
　ステップＳ４０１は、一般ユーザとしての一般視聴者Ａ７１１が運営する番組管理シス
テム７２１に対して、他の一般視聴者Ｂ７１２がアクセスし、番組管理システム７２１で
管理する番組の番組識別子（例えばＵＲＬ）が取得される。
【０１７５】
　ステップＳ４０２において、一般視聴者Ｂ７１２が番組に関連するトピックなどの独自
コンテンツとしての記事を作成して、作成記事と番組識別子との組データを記事管理シス
テム７２２に格納する。記事管理システム７２２は、各格納記事に対して記事識別子（た
とえばＵＲＬ）を設定して記事管理システム７２２内のデータベースに格納する。記事管
理システム７２２は、ユーザの管理するサーバ、あるいはサービスプロバイダの管理サー
バなどである。
【０１７６】
　なお、この図では、一般視聴者Ｂ７１２を１つと、１つの記事管理システム７２２を示
しているが、一般視聴者Ｂ７１２は不特定多数、存在しており、また記事管理システム７
２２も多数存在可能である。
【０１７７】
　ステップＳ４０３では、記事管理システム７２２から番組管理システム７２１に対して
記事識別子の通知が実行される。これは、前述した実施例と同様、記事管理システム７２
２に新規の記事が登録された場合、記事管理システム７２２から記事識別子が通知され、
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記事に対応する番組の番組管理情報として登録する。これは、図３を参照して説明した処
理と同様である。
【０１７８】
　一般視聴者Ｃ７１３は、ステップＳ４０４において記事管理システム７２２に登録され
た情報の取得を行ない、ステップＳ４０５において、一般視聴者Ｃ７１３は、取得した記
事を閲覧し、感想文などを生成して感想文と記事識別子との対データを、記事管理システ
ム７２３に格納する。記事管理システム７２３は、ユーザの管理するサーバ、あるいはサ
ービスプロバイダの管理サーバであってもよく、また、記事管理システム７２２と同一の
データベース内であってもよい。記事管理システム７２３は、記事識別子に対応付けて一
般視聴者の感想文を格納する。
【０１７９】
　次にステップＳ４０６において、録画処理装置１００が、記事管理システム７２３から
一般視聴者Ｃ７１３の感想文を取得する。なお、録画処理装置１００のユーザと、一般視
聴者Ａ～Ｃとは異なるユーザである。
【０１８０】
　録画処理装置１００のユーザは、ステップＳ４０６で取得した感想文をディスプレイに
表示して内容を確認することができる。記事管理システム７２３に登録された情報は、例
えばＸＭＬ、ＨＴＭＬ、Ｓｔｙｌｅ Ｓｈｅｅｔなどのデータ形式によって記録されてお
り、ユーザの録画処理装置１００はこれらの各種のデータ形式に応じたデータ表示処理を
実行する。
【０１８１】
　録画処理装置１００のユーザは、感想文を確認して、感想文に関連する番組を録画した
いと判断すると、図１７に示すステップＳ４０７において録画処理装置１００に設定され
る録画予約リストに記事識別子を登録する。録画予約リストの構成は、先に図７を参照し
て説明した構成であり、録画予約リストには、ユーザが興味を持った記事の記事識別子が
格納される。録画予約リストに対する記事識別子の格納処理は、感想文や記事に対応する
番組の放送日時が決定する以前に行なうことが可能となる。
【０１８２】
　その後、録画処理装置１００に設定される録画予約リストに格納された記事識別子に対
応する番組の放送日時が決定すると、一般視聴者Ａ５１１が番組管理システム７２１の番
組管理情報中に放送日時情報を格納し、図１７のステップＳ４０８において、記事管理シ
ステム７２２に通知される。記事管理システム７２２は、記事管理システ７２２に格納さ
れた記事管理情報に放送日時情報を格納する。この処理は、先に図４を参照して説明した
処理に相当する処理である。
【０１８３】
　次に図１７に示すステップＳ４０９において、ユーザの録画処理装置１００は、記事管
理システム７２２の記事管理情報にアクセスして放送日時情報を取得し、先に生成済みの
録画予約リストに取得した放送日時情報を登録する。この処理は、先に図８を参照して説
明したと同様の処理である。
【０１８４】
　その後、ユーザの録画処理装置１００は、取得した放送日時を記事識別子の設定された
録画予約リストに登録する。
【０１８５】
　録画予約リストに放送日時情報が格納された後、図１７のステップＳ４１０において、
録画処理装置１００は、ＣＰＵの制御の下に録画予約リストに登録された放送日時情報と
内蔵クロックから入力する時間情報とに基づいて記事に対応する番組の録画処理を実行す
る。
【０１８６】
　本実施例は、番組管理システム自体を一般視聴者が運営している例であり、放送局等の
番組製先側の運営に頼ることのないシステム運営が可能となる。
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【０１８７】
　次に図１８を参照して記事管理システムの管理する記事をライセンスに基づいて閲覧ま
たは利用可能とした構成について説明する。
【０１８８】
　ステップＳ５０１において、記事管理システム８０２には番組関係者８０１から提供さ
れる記事が格納される。なお、記事管理システム８０２に格納されるデータは前述の各実
施例と同様である。
【０１８９】
　ステップＳ５０２において、記事管理システム８０２に格納された記事の購読が実行さ
れるが、本実施例では、記事の提供はライセンスに基づいて行なわれる。例えば録画処理
装置がネットワークを介して記事管理システム８０２にアクセスし、ユーザ登録処理や、
所定の利用料金の支払いがなされたことを条件として記事の提供が実行される。あるいは
特定の団体の会員であることを条件とした記事の提供など、何らかのライセンスに基づい
て記事が提供される。
【０１９０】
　なお、記事の取得はネットワークに限らずＤＶＤなどの媒体を介して取得することも可
能である。この場合、ＤＶＤの購入を条件とした一定期間のライセンスや、雑誌の付録と
して提供されるＤＶＤなどの場合には、雑誌の購入を条件とした一定期間のライセンスの
設定などが可能である。
【０１９１】
　ライセンスに基づいて記事を取得したユーザは、記事を閲覧することができる。録画予
約をする場合には、図１８に示すステップＳ５０３において録画処理装置１００に設定さ
れる録画予約リストに記事識別子を登録する。録画予約リストには、ユーザが興味を持っ
た記事の記事識別子が格納される。
【０１９２】
　その後、録画処理装置１００に設定される録画予約リストに格納された記事識別子に対
応する番組の放送日時が決定すると、ステップＳ５０４において、ユーザの録画処理装置
１００は、記事管理システム８０２からライセンスに基づいて放送日時情報を取得し、先
に生成済みの録画予約リストに取得した放送日時情報を登録する。この処理は、先に図８
を参照して説明したと同様の処理である。
【０１９３】
　その後、ユーザの録画処理装置１００は、取得した放送日時を記事識別子の設定された
録画予約リストに登録する。録画予約リストに放送日時情報が格納された後、図１８のス
テップＳ５０５において、録画処理装置１００は、録画予約リストに登録された放送日時
情報に基づいて記事に対応する番組の録画処理を実行する。
【０１９４】
　本実施例では、記事管理システムの管理する記事をライセンスに基づいて閲覧または利
用可能とした構成であり、一般視聴者としてのユーザに対するライセンス提供時のユーザ
登録によるユーザ管理が可能となり、ユーザのＤＶＤ、雑誌の購買意欲の向上などの効果
がもたらされる。
【０１９５】
　以上、特定の実施例を参照しながら、本発明について詳解してきた。しかしながら、本
発明の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実施例の修正や代用を成し得ることは自明であ
る。すなわち、例示という形態で本発明を開示してきたのであり、限定的に解釈されるべ
きではない。本発明の要旨を判断するためには、冒頭に記載した特許請求の範囲の欄を参
酌すべきである。
【０１９６】
　なお、明細書中において説明した一連の処理はハードウェア、またはソフトウェア、あ
るいは両者の複合構成によって実行することが可能である。ソフトウェアによる処理を実
行する場合は、処理シーケンスを記録したプログラムを、専用のハードウェアに組み込ま
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れたコンピュータ内のメモリにインストールして実行させるか、あるいは、各種処理が実
行可能な汎用コンピュータにプログラムをインストールして実行させることが可能である
。
【０１９７】
　例えば、プログラムは記録媒体としてのハードディスクやＲＯＭ（Read Only Memory)
に予め記録しておくことができる。あるいは、プログラムはフレキシブルディスク、ＣＤ
－ＲＯＭ(Compact Disc Read Only Memory)，ＭＯ(Magneto optical)ディスク，ＤＶＤ(D
igital Versatile Disc)、磁気ディスク、半導体メモリなどのリムーバブル記録媒体に、
一時的あるいは永続的に格納（記録）しておくことができる。このようなリムーバブル記
録媒体は、いわゆるパッケージソフトウエアとして提供することができる。
【０１９８】
　なお、プログラムは、上述したようなリムーバブル記録媒体からコンピュータにインス
トールする他、ダウンロードサイトから、コンピュータに無線転送したり、ＬＡＮ(Local
 Area Network)、インターネットといったネットワークを介して、コンピュータに有線で
転送し、コンピュータでは、そのようにして転送されてくるプログラムを受信し、内蔵す
るハードディスク等の記録媒体にインストールすることができる。
【０１９９】
　なお、明細書に記載された各種の処理は、記載に従って時系列に実行されるのみならず
、処理を実行する装置の処理能力あるいは必要に応じて並列的にあるいは個別に実行され
てもよい。また、本明細書においてシステムとは、複数の装置の論理的集合構成であり、
各構成の装置が同一筐体内にあるものには限らない。
【産業上の利用可能性】
【０２００】
　以上、説明したように、本発明の構成によれば、放送番組に関連する記事情報を含み記
事識別子および記事の関連する番組の番組識別子を持つ記事管理情報を取得する情報処理
装置において、番組識別子に基づいて番組単位で番組関連記事を分類した集計データを生
成し、生成した集計データに基づいて、関連記事の多い番組順のリストを生成して表示し
たり、あるいは関連記事の多い番組についてのみアイコンを表示するなど、ユーザの取得
記事の数に応じてユーザの興味度の高い番組を判別して、これらの番組を識別可能とした
表示データを生成して表示する構成としたので、膨大な番組の中からユーザの興味の高い
番組を効率的に選択することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０２０１】
【図１】本発明の録画処理装置の構成を示す図である。
【図２】本発明の録画処理装置を適用した録画処理対象となる番組の制作に伴う各種の情
報の管理構成を説明する図である。
【図３】番組管理システムの管理する番組管理情報について説明する図である。
【図４】記事管理システムの管理する記事管理情報と、記事識別子の番組管理システムに
対する通知処理について説明する図である。
【図５】本発明の録画処理装置を適用した録画処理に至るまでの処理シーケンスを説明す
る図である。
【図６】本発明の録画処理装置による記事管理システムからの記事取得処理について説明
する図である。
【図７】本発明の録画処理装置による録画予約リストの設定処理について説明する図であ
る。
【図８】本発明の録画処理装置の生成した録画予約リストに対する放送日時情報の格納処
理について説明する図である。
【図９】本発明の録画処理装置の実行するデータ集計処理について説明する図である。
【図１０】本発明の録画処理装置の実行するデータ集計処理およびデータ表示処理につい
て説明する図である。
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【図１１】本発明の録画処理装置の実行するデータ表示処理の結果として表示される表示
画面例を示す図である。
【図１２】本発明の録画処理装置の実行するデータ表示処理の結果として表示される表示
画面例を示す図である。
【図１３】本発明の録画処理装置の機能構成を説明するブロック図である。
【図１４】本発明の録画処理装置を適用した録画処理に至るまでの処理シーケンスを説明
するシーケンス図である。
【図１５】本発明の録画処理装置の実行するデータ集計処理およびデータ表示処理のシー
ケンスについて説明するフロー図である。
【図１６】本発明を適用した処理シーケンスの一例を説明する図である。
【図１７】本発明を適用した処理シーケンスの一例を説明する図である。
【図１８】記事管理システムの管理する記事の取得をライセンスに基づいて行なう構成例
を説明する図である。
【符号の説明】
【０２０２】
　１００　録画処理装置
　１０１　バス
　１０２　チューナ
　１０３　復調器
　１０４　デコーダ
　１０５　ＲＡＭ
　１０６　ミキサ（ＭＵＸ）
　１０７　Ｕ／Ｉ制御部
　１０８　コンポーザ
　１１１　ＣＰＵ
　１１２　ＲＡＭ
　１１３　ＲＯＭ
　１１４　ＨＤＤインタフェース
　１１５　ＨＤＤ
　１１６　通信Ｉ／Ｆ
　１１７　メディアＩ／Ｆ
　１２１　ディスプレイ
　１２２　スピーカ
　１３１　リモコン
　１３２　情報記録媒体
　２１１　番組管理システム
　２１２　番組
　２１３　ＥＰＧ（電子番組ガイド）
　２２１，２３１　記事
　２２３，２３３　記事管理システム
　２５１　製作者
　２５２　監督
　２５３　出演者
　２６１　放送局
　３０１　番組管理情報
　３０２　記事情報
　３０３　記事管理情報
　３０４　番組管理情報
　３０５　記事管理情報
　４０１　メディア
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　４０２　ネットワーク
　４５１　録画予約リスト
　４５２，４５３　スケジュール情報
　５０１，５０２　記事管理システム
　５０３　メディア
　５１１　データ記憶部
　５１２　データ集計部
　５１３　データ表示制御部
　５２１，５２２，５２３　記事管理情報
　５２４，５２５　集計データ
　５３１　番組一覧画面用データ
　５３２　おすすめアイコン用データ
　５３３　おすすめ番組一覧画面用データ
　５４１　記事情報表示領域
　５４２　番組情報表示領域
　５４３　おすすめアイコン
　５４４　放送予定アイコン
　５４５　録画済アイコン
　５４６　矢印アイコン
　５４７　データ表示部
　５５１，５５２，５５３　番組情報
　５６１，５６２，５６３　記事情報
　５７１　ボタン
　６００　録画処理装置
　６０１　ネットワーク
　６０２　メディア
　６０３　放送局
　６１０　データ入力部
　６１１　チューナ
　６１２　メディアＩ／Ｆ
　６１３　通信Ｉ／Ｆ
　６２０　データ処理部
　６２１　録画処理制御部
　６２２　記事情報解析部
　６２３　ユーザインタフェース制御部
　６２４　データ集計部
　６３０　データ記憶部
　６３１　録画ファイル記憶部
　６３２　録画予約リスト記憶部
　６３３　記事情報記憶部
　６５１　スピーカ
　６５２　ディスプレイ
　６５３　リモコン
　７０１　一般視聴者
　７０２　感想データ
　７０３　記事管理システム
　７１１～７１３　一般視聴者
　７２１　番組管理システム
　７２２　記事管理システム
　７２３　記事管理システム
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　８０１　番組関係者
　８０２　記事管理システム

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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