
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
モニタレシーバ（２２’）により表示されるローカルプログラム信号を決定するためのシ
ステム（４４）であり、
このモニタレシーバ（２２’）は家庭（１４）に配置されると共に、該プログラム信号が
供給され該システムは更に家庭にある ローカルプログラム源を含む参照信号源（６
６、９４、２８、９８あるいは２６）を有し、該システムは該モニタレシーバ（２２’）
により表示されるプログラム信号の

を決定することが出来る様に、該参照信号源（６６、９４、２８、９８ある
いは２６）を該モニタレシーバ（２２’）の出力と相関するコリレータ（７１）を有し、
前記コリレータ（７１）は前記参照信号源の出力とモニタレシーバの出力を相関するため
に、 ことを特徴とするシステム
。
【請求項２】
該コリレータ（７１）は該家庭（１４）に配置されるプログラムサイン抽出器（７０’）
を有し、該コリレータ（７１）は信号源相関器（７０）を有し、該プログラム信号抽出器
（７０’）は該モニタレシーバ（２２’）の出力を表すレシーバプログラムサインを抽出
すると共に、参照信号源（６６、９４、２８、９８、あるいは２６）の出力を表す参照プ
ログラムサインを抽出し、該信号源相関器（７０）はプログラムを相関するために設けら
れていると共に、該参照信号源（６６、９４、２８、あるいは２６）の出力を表す参照プ
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複数の

前記複数のローカルプログラム源の何れかのローカル
プログラム源

デジタルプログラムサインとデジタル補助コードを用いる



ログラムサインを抽出し、該信号源相関器（７０）は該レシーバプログラムサインと該参
照プログラムサインに応答して該プログラム信号のプログラム信号源と確認するために配
置されていることを特徴とする請求項１記載のシステム。
【請求項３】
該信号源相関器（７０）は該デジタルレシーバプログラムサインと該デジタル参照プログ
ラムサインを相関するためのサイン相関部（７０”）を有することを特徴とする請求項２
記載のシステム。
【請求項４】
該信号源相関器（７０）は、該デジタルレシーバプログラムサインと該デジタル参照プロ
グラムサインが適合するならば、プログラムが該信号源に関係するものと相関する様に設
けられたプログラム相関部（７０”／１１４”）を有することを特徴とする請求項３記載
のシステム。
【請求項５】
該プログラム相関部（７０”／１１４”）は該参照信号源（６６、９４、２８、９８ある
いは２６）に機能的に結ばれると共に、該参照信号源（６６、９４、２８、９８あるいは
２６）の出力からデジタル補助コードを読みとる様に配置されるコードリーダ（１１４”
）を有することを特徴とする請求項４記載のシステム。
【請求項６】
該プログラム相関部（７０”／１１４”）は該デジタル補助コードからのプログラムを相
関することを特徴とする請求項５記載のシステム。
【請求項７】
該プログラム相関部（７０”／１１４”）は該デジタルプログラムサインの一つからプロ
グラムを相関することを特徴とする請求項４記載のシステム。
【請求項８】
該プログラム相関部（７０”）は家庭（１４）に配置され、且つ該信号源相関器（７０）
は信号源表示信号を中央所在地（１８）に伝送する様に設けられた伝送器（３８）を有す
ることを特徴とする請求項３記載のシステム。
【請求項９】
該参照信号源（６６、９４、２８、９８、あるいは２６）は走査チューナ（６６）であり
、該プログラム信号抽出器（７０’）は該走査チューナ（６６）の出力からデジタル参照
プログラムサインを抽出し、該走査チューナ（６６）は家庭（１４）に配置されており、
該デジタル信号確認器（７０）は該デジタルレシーバプログラムサインとデジタル参照プ
ログラムサインとに応答して、該モニタレシーバ（２２’）のチューナが該プログラム信
号のプログラム信号源であると確認するために配置されていることを特徴とする請求項２
記載のシステム。
【請求項１０】
該参照信号源（６６、９４、２８、９８あるいは２６）はＶＣＲ（９４あるいは２８）で
あり、プログラム信号抽出器（７０’）は該ＶＣＲ（９４あるいは２８）の出力からデジ
タル参照プログラムサインを抽出し、該ＶＣＲ（９４あるいは２８）は家庭（１４）に配
置され、該信号源確認器（７０）は該デジタルレシーバプログラムサインと該デジタル参
照プログラムサインとに応答して該ＶＣＲ（９４あるいは２８）を該プログラム信号のプ
ログラム信号源であると確認することを特徴とする請求項２記載のシステム。
【請求項１１】
該参照信号源（６６、９４、２８、９８あるいは２６）がゲーム（２６）であり、該プロ
グラムサイン抽出器（７０’）は該ゲーム（２６）の出力から該デジタル参照プログラム
サインを抽出し、該ゲーム（２６）は該家庭（１４）に配置され、該デジタルレシーバプ
ログラムサインと該デジタル参照プログラムサインに応答して、該ゲーム（２６）が該プ
ログラム信号の信号源であると確認することを特徴とする請求項２記載のシステム。
【請求項１２】
該参照信号源（６６、９４、２８、９８あるいは２６）は走査チューナ（６６）を有し、
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該コリレータ（７１）は該モニタレシーバ（２２’）のチューナが該プログラム信号のプ
ログラム信号源と決定出来る様に該走査チューナの出力を該モニタレシーバ（２２’）の
出力と相関する様に配置されていることを特徴とする請求項１記載のシステム。
【請求項１３】
コリレータ（７１）は該走査チューナ（６６）の出力と、該モニタレシーバ（２２’）の
出力とが好ましく相関されるならば、該走査チューナ（６６）に機能的に接続されると共
に該走査チューナ（６６）の出力からのデジタル補助コードを読みとる様に配置されるコ
ードリーダ（１１４”）を有することを特徴とする請求項１２記載のシステム。
【請求項１４】
該参照信号源（６６、９４、２８、９８あるいは２６）はＶＣＲ（９４あるいは２８）を
有し、該ＶＣＲ（９４あるいは２８）が、該プログラム信号のプログラム信号源であると
決定される様に、該ＶＣＲ（９４あるいは２８）の出力を該モニタレシーバ（２２’）の
出力と相関させることを特徴とする請求項１記載のシステム。
【請求項１５】
該参照信号源（６６、９４、２８、９８あるいは２６）はゲーム（２６）を有し、コリレ
ータ（７１）は該ゲーム（２６）が該プログラム信号のプログラム信号源であることを決
定出来る様に、該ゲーム（２６）の出力をモニタレシーバ（２２’）と相関する様に配置
されていることを特徴とする請求項１記載のシステム。
【請求項１６】
該参照信号源が第１参照信号源及び第２参照信号源を含み、コリレータ（７１）はプログ
ラム信号のプログラム信号源を決定出来る様に該第１参照信号源及び第２参照信号源の出
力を該モニタレシーバ（２２’）の出力と相関するために配置されることを特徴とする請
求項１記載のシステム。
【請求項１７】
該コリレータ（７１）は該第１参照信号源と機能的に接続されると共に該モニタレシーバ
（２２’）の出力が該第１参照信号源の出力と好ましく相関されるならば該第１参照信号
源の出力からデジタル補助コードを読みとる様に配置されていることを特徴とする請求項
１６記載のシステム。
【請求項１８】
プログラム信号により送られたプログラムは該デジタル補助コードから確認されることを
特徴とする請求項１７記載のシステム。
【請求項１９】
該コリレータ（７１）は家庭（１４）の設置されるプログラムサイン抽出器（７０’）を
有し、該プログラムサイン抽出器（７０’）は該モニタレシーバ（２２’）の出力を表す
デジタルレシーバプログラムサインを抽出すると共に該第１、第２参照信号源の出力を表
す第１、第２デジタル参照プログラムサインを抽出し、該コリレータ（７１）は該デジタ
ルプログラムサインと該第１及び該第２デジタル参照プログラムサインに応答して該第１
及び該第２参照信号源のいずれが該プログラム信号のプログラム信号源であるかを確認す
る様に配置されていることを特徴とする請求項１６記載のシステム。
【請求項２０】
該コリレータ（７１）は該デジタルレシーバプログラムサインを該第１及び該第２デジタ
ル参照プログラムサインと相関することを特徴とする請求項１９記載のシステム。
【請求項２１】
該コリレータ（７１）は該デジタルレシーバプログラムサインと該第１及び該第２デジタ
ル参照プログラムサインのうち何れか対応する一つのデジタル参照プログラムサインと適
合するならば、該第１及び該第２参照信号源の何れかを確認する様に配置されることを特
徴とする請求項２０記載のシステム。
【請求項２２】
該コリレータ（７１）は該第１参照信号源と機能的に接続されると共に、該第１参照信号
源の出力から得られるデジタル補助コードを読みとる様に配置されるコードリーダ（１１
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４”）を有することを特徴とする請求項２１記載のシステム。
【請求項２３】
該コリレータ（７１）はデジタル補助コードから該プログラム信号に含まれるプログラム
を確認することを特徴とする請求項２２記載のシステム。
【請求項２４】
該コリレータ（７１）は該サインのうちの一つから該プログラム信号に含まれるプログラ
ムを確認することを特徴とする請求項１９記載のシステム。
【請求項２５】
該コリレータ（７１）は家庭（１４）に配置されており、プログラム源表示信号を該中央
所在地（１８）に伝送する様に配置されるトランスミッタ（３８）を含むことを特徴とす
る請求項１６記載のシステム。
【請求項２６】
該第１参照信号源は走査チューナ（６６）であり、該コリレータ（７１）は該モニタレシ
ーバ（２２’）のチューナが該プログラム信号のプログラム信号源であることを決定する
ことが出来る様に該走査チューナの出力を該モニタレシーバ（２２’）の出力と相関する
ことを特徴とする請求項１６記載のシステム。
【請求項２７】
該第２参照信号源がＶＣＲ（９４あるいは２８）であり、該コリレータ（７１）は該ＶＣ
Ｒ（９４あるいは２８）が該プログラム信号のプログラム信号源であることを決定するこ
とが出来る様に、該ＶＣＲ（９４あるいは２８）の出力を該モニタレシーバ（２２’）の
出力と相関するように配置されることを特徴とする請求項２６記載のシステム。
【請求項２８】
該第２参照信号源がゲーム（２６）であり該コリレータ（７１）は該ゲーム（２６）が該
プログラム信号のプログラム信号源であると決定することが出来る様に該モニタレシーバ
（２２’）の出力と相関する様に配置されることを特徴とする請求項２６記載のシステム
。
【請求項２９】
該第１参照信号源がＶＣＲ（９４あるいは２８）であり、該コリレータ（７１）は該ＶＣ
Ｒ（９４あるいは２８）が該プログラム信号のプログラム信号源であることを決定するこ
とが出来る様に該ＶＣＲ（９４あるいは２８）の出力を該モニタレシーバ（２２’）の出
力と相関するように配置されることを特徴とする請求項１６記載のシステム。
【請求項３０】
該第１参照信号源がゲーム（２６）であり、該コリレータ（７１）は該ゲーム（２６）が
該プログラム信号の信号源であることを決定することが出来る様に該ゲーム（２６）の出
力を該モニタレシーバ（２２’）の出力と相関することを特徴とする請求項１６記載のシ
ステム。
【請求項３１】
該第１及び該第２参照信号源のうちの一つからの参照 信号を検出すると共に、該モニ
タレシーバ（２２’）からのレシーバ 信号を検知するために配置される 検知器を
更に有し、該コリレータ（７１）は該参照 信号を該レシーバ 信号と相関し、（Ｉ
）該参照 信号がレシーバ 信号と適合するならば、該コリレータ（７１）は該モニ
タレシーバ（２２’）の出力を表すデジタルレシーバサインを抽出すると共に、該第１及
び該第２参照信号源のうちの一つの出力を表すデジタル参照信号を抽出し、該レシーバサ
イン及び該参照信号が適合するならば該第１及び該第２参照信号源のうちの一つをプログ
ラム信号源であると確認し、（ＩＩ）該参照 信号が該レシーバ 信号と適合しない
ならば、該コリレータは該第１及び該第２信号源の他の出力からの参照 信号を該レシ
ーバ 信号と相関し、（Ｉ）の条項を繰り返すことを特徴とする請求項１６記載のシス
テム。
【請求項３２】
信号源チューナ（６６）を有する参照信号源（６６、９４、２８、９８あるいは２６）に
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おいて該信号源チューナ（６６）は該モニタレシーバ（２２’）のチューナから分離して
おり、該ソースチューナ（６６）は該モニタレシーバ（２２’）により選択可能とされる
プログラムに選局され、該信号源チューナ（６６）は家庭（１４）に配置され、プログラ
ムサイン抽出器（７０’）は該モニタレシーバ（２２’）に機能的に結ばれていると共に
該信号源チューナ（６６）に結ばれており該モニタレシーバ（２２’）の出力を表すデジ
タルレシーバプログラムサインを抽出すると共に、該信号源チューナ（６６、９４、２８
、９８あるいは２６）の出力を表すデジタル参照プログラムサインを抽出し、サイン相関
器（７０”）が該デジタルレシーバプログラムサインと該デジタル参照プログラムサイン
とを相関し、コードリーダ（１１４”）が該信号源チューナ（６６）に機能的に結ばれて
いると共に、該サイン相関器（７０”）が該デジタルレシーバプログラムサインと該デジ
タル参照プログラムサインとの間の適合を検知するならば、該信号源チューナ（６６）の
出力からデジタル補助コードを読みとる様に配置されていることを特徴とする請求項１記
載のシステム。
【請求項３３】
該信号源チューナ（６６）は走査チューナを有することを特徴とする請求項３２記載のシ
ステム。
【請求項３４】
該参照信号源は第１参照信号源及び第２参照信号源を有し、該コリレータはモニタレシー
バ（２２’）に結合されると共に該第１及び該第２参照信号源に結合され、該コリレータ
は該第１及び該第２参照信号源が該プログラム信号源であることを検知することが出来る
様に該モニタレシーバ（２２’）の出力と、該第１及び該第２参照信号源（６６、９４、
２８、９８あるいは２６）の出力とを相関することを特徴とする請求項１記載のシステム
。
【請求項３５】
該コリレータは該第１参照信号源の出力と該モニタレシーバ（２２’）の出力と相関する
ように配置されると共に、該第１参照信号源の出力と該モニタレシーバ（２２’）の出力
が好ましく相関されない場合のみに該第２参照信号源の出力を該モニタレシーバ（２２’
）の出力と相関することを特徴とする請求項３４記載のシステム。
【請求項３６】
該コリレータ（７１）はコードリーダ（１１４’）を有し、該コードリーダ（１１４”）
は該第１参照信号源の出力が該モニタレシーバ（２２’）と適合するならば該第１参照信
号源の出力からデジタル補助コードを読みとることを特徴とする請求項３４記載のシステ
ム。
【請求項３７】
該第１参照信号源が走査チューナであり、該第２参照信号源がプレーヤであることを特徴
とする請求項３４記載のシステム。
【請求項３８】
該第１参照信号源が走査チューナであり、該第２参照信号源がゲームであることを特徴と
する請求項３４記載のシステム。
【請求項３９】
該第１参照信号源がプレーヤであり、該第２参照信号源がゲームであることを特徴とする
請求項３４記載のシステム。
【請求項４０】
該第１参照信号源がチューナであり、該第２参照信号源がプレーヤであることを特徴とす
る請求項３４記載のシステム。
【請求項４１】
該第１参照信号源が該モニタレシーバ（２２’）のチューナであり、該第２参照信号源は
ゲームであることを特徴とする請求項３４記載のシステム。
【請求項４２】
該第１参照信号源はプレーヤであり、該第２参照信号源はゲームであることを特徴とする
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請求項３４記載のシステム。
【請求項４３】

ことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】

本発明はテレビジョン視聴者調査の分野に関連し、更に詳細には、統計的に抽出された家
庭内における信号源から発生するテレビジョン信号の検知に関するものである。

本件発明と同一の出願人に譲渡され、その開示が本件に参考までに組み入れられたトーマ
スらによる米国特許５４８１２９４に開示されている如く、統計的に選択された家庭にお
いて、テレビジョン或いはラジオレシーバの視聴者により見られたり、聞かれたりして選
択された信号（例えばテレビジョン或いはラジオ）がテレビジョン或いはラジオが選択さ
れたチャンネルを決定することにより決められる。
このチャンネル情報は中央データ収集オフィスにより検索のために地域的に蓄積される。
中央データ収集オフィスは、視聴者が選択したテレビジョン或いはラジオプログラムを決
定することが出来る様に、検索されたチャンネル情報をどの局がどのチャンネルに一致す
るのかを示すケーブル /ステーション記録に適合させると共に /域いはチャンネル情報を、
チャンネル上を伝送されるテレビジョン或いはプログラム記録リストに適合させる。
トーマスらによる米国特許５４８１２９４に記載される如く信号源の数、チャンネルの数
、チャンネル番組表示の変更及び /或いはテレビジョンやラジオのプログラム数の増加に
より、この過程は取り扱いにくいものと成っており、チャンネルとプログラムとの間の一
致を提供するプログラム記録リストにおいて不具合が有る場合、使用出来るデータを作成
することが困難となる。
抽出された家庭内の信号及びチャンネルから入手されるプログラム及び /又は局のトラッ
クを維持することにより電線 /局の記録及び /又はプログラム記録リストの複雑化を防止す
るように、いくつかの試みが提案されている。一例として、プログラムに組み込まれた確
認コードを読みとると共に、テレビジョンやラジオが選局されているプログラムを確認す
るための補助コードを用いるプログラムモニター機構が採用されている。
他の例によれば、抽出された家庭で使用（即ち、信号がテレビジョン信号であれば見るた
めに、或いは信号がラジオ信号であれば聞くために）のために、選択されたプログラム信
号から抽出されるプログラムは選択されたプログラムを確認することが出来る様に、プロ
グラムサインを先に抽出された参照サインと適合させるという効果において、先に抽出さ
れた参照サインと後に比較される。
従って、このサインの一致はプログラム信号の周波数より少ないサンプル周波数を用いる
相互関係システムである。
選択された家庭におけるその様なモニター装置は補助コード或いはプログラムサインに付
加した時間的刻印を収納している。時間的刻印は選択されたプログラムに関する見る及び
/又は聞く時間及び日付を決定するために用いられる。
両者共に本件発明と同一出願人に譲渡されるトーマスらによる米国特許５４２５１００及
び米国特許５５２６４２７は、プログラム分配ネットワークの様な過程を通過する様にプ
ログラムに連続的に付加される。補助プログラム認識コードを読みとることにより伝送さ
れるプログラムを認識するためにヘラシカル、マルチレベルエンコード装置を教示してい
る。米国特許５４２５１００及び米国特許５５２６４２７は参考までに本件に組み入れら
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モニタレシーバにより表示されるローカルプログラム信号を決定するための方法であり、
前記モニタレシーバは家庭に配置されると共に、前記プログラム信号が供給され、家庭に
ある複数のローカルプログラム源を含む参照信号源を有し、
該モニタレシーバにより表示されるプログラム信号の前記複数のローカルプログラム源の
何れかのローカルプログラム源を決定することが出来る様に、コリレータにより該参照信
号源を該モニタレシーバの出力と相関し、前記コリレータは前記参照信号源の出力とモニ
タレシーバの出力を相関するために、デジタルプログラムサインとデジタル補助コードを
用いる

発明の分野

先行技術の開示



れている。
伝送されるプログラムに付加される補助コードを採用する他のプログラムモニターはＨａ
ｓｅｌｗｏｏｄらによる米国特許４０２５８５１及Ｃｒｏｓｂｙによる米国特許３８４５
３９１に教示されている。
一方的に補助コードに依存するプログラムモニターシステムは補助コードが故意や偶然に
よりプログラム信号から除外された時は不正確な結果となる。原プログラム信号に補助コ
ードが付加される時でも、プログラム信号が見られたり聞かれたりする前に補助コードが
故意に取り除かれる危険がある。
例えば補助コードは、それらが視聴者に見つからない様に、或いはそれらが視聴者により
最小限見えるよりも少なく目に付く様に、ビデオ或いはオーディオプログラムニ組み入れ
られており、ビデオ或いはオーディオプログラム信号が圧縮（例えば、デジタルテレビジ
ョン信号を用いるＭＰＥＧ II圧縮構成により圧縮される）される時、ビデオ或いはオーデ
ィオプログラム信号から抽出される。
さらに、プログラム信号のうちのビデオプログラムの垂直ブランク間隔（ＶＢＩ）に挿入
され、及び、使用者のテレビジョンレシーバにより受信される様に信号伝達回路を通る補
助コードはビデオがテレビジョンのＣＲＴに供給される前にビデオから取り除かれる。
その結果ＶＢＩ補助コードがビデオから取り除かれた後、チューナによりＣＲＴに送られ
たビデオを送信するプローブを通常要求するものであり、非現実的なものとなる。
それ故に、モニター装置のコードが補助コードが存在するテレビジョンレシーバのビデオ
テスト部に結線されることが可能である様にモニタテレビジョンレシーバが開かれるなら
ば、垂直ブランク領域にある補助コードはさらに簡単に検知される。しかしながら、その
様な取り決めは押しつけがましく、統計的に抽出された家庭の人々による拒絶を招くこと
になる。
上記した様なサイン照合システム以外の信号照合プログラムモニタシステムは見たり聞い
たりされるプログラムの信号源（即ち、チャンネル）を決定することが出来る様に用いら
れている。
周知の信号比較プログラムモニタシステムは、テレビジョンチューナにより選択されたテ
レビジョンプログラム信号を、参照チューナにより選択されたプログラム信号にある同期
成分と比較する。この様な信号比較プログラムモニタシステムは２つの同期成分を多少の
所定誤差の中に適合させる時、、参照チューナにより選択された信号源に視聴を貸与する
。
この目的のための垂直同期信号の位相比較によるプログラムモニタシステムの教示がＣｕ
ｒｒｅｙの米国特許３３７２２３３ににてなされている。Ｃｕｒｒｅｙの方針は異なる信
号源からの垂直同期成分が、時々適合してしまう時があるということより完全に充分なも
のではない。この様な形での適合はプログラム源計測を曖昧なものとしてしまう。
Ｓｏｌａｒによる米国特許４７６４８０８及びＧａｌｌによる米国特許４８４７６８５は
改良された同期成分計測システムを提供するものであるが、Ｃｕｒｒｅｙの試みの基本的
な欠点を全て克服するものではない。
米国特許５２９４９７７においてＦｉｓｈｅｒらはその様な位相一致を妨げる制限された
環境における同期成分計測システムを開示している。他の信号比較プログラムモニタシス
テムはモニタされているレシーバから抽出されるレシーバ信号を、モニタレシーバが選局
されている信号と比較される。この比較システムはモニターされているレシーバからの信
号と、参照チューナからの参照信号との間の比較が所定値を越える時、見たり聞いたりさ
れているチャンネルと決定される。
Ｋｉｅｗｉｔらによる米国特許４６９７２０９によれば見られているテレビジョンプログ
ラムの家庭での認識という目的にとって最初に用いられるものであり、この開示は本件に
参考までに取り入れられている。このＫｉｅｗｉｔらの教示はビデオ成分或いはレシーバ
信号のうちオーディオ成分から抽出されるサインの使用と、成分を入手するための非侵入
センサーの使用による操作利点を議論するトーマスらによる米国特許５４８１２９４によ
り拡張されている。
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さらなる比較プログラムモニタシステムはＡ．Ｃ　Ｎｉｅｌｓｅｎ株式会社により１９８
４年に販売されＲｅａｌ　Ｔｉｍｅ　Ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ（ＲＴＣ）システムに本質
的に属するものである。ＲＴＣシステムは（１）垂直同期成分の一致と（２）未知の信号
の一致のためのオーディオ相関の組み合わせを用いている。ＲＴＣシステムは垂直同期成
分の適合を基にして予備相関を最初に作成することによりそれを行っていた。
しかしながら、この予備相関は、もし未知の信号が例えばローカルケーブル端末において
生じるいくつかの同期信号の一つであれば目新しいものではない。
それ故に、モニターテレビジョンから選択され伝達される信号を、参照チューナからの参
照信号のオーディオ成分と相関し、それらの同期成分が伝達される信号の同期成分に適合
することによりＰＣＴシステムは暖昧さを解消する。
相関プログラムモニタシステムはコード読みとりプログラムモニタシステムに対し、さら
に強く又信号減衰による影響がより少なくなる。それにより、２つの信号（例えば統計的
に抽出された家庭におけるテレビジョン視聴地にあるモニタテレビジョンにより選択され
たレシーバ信号、及び異なる地域の照合地での参照チューナにより選択された参照信号）
は２つの信号が実際に伝送された両者が高品質の写しとして相関される時、最高に機能す
る。
もし仮にモニターテレビジョンにより選択されたレシーバ信号の様な相関信号の内の一つ
がテレビジョン視聴地において非侵入センサーにより抽出されるならば、また、参照チュ
ーナにより選択された参照信号の様な他に相関信号が異なる地域の参照サイトにおけるチ
ューナのオーディオ或いはビデオ回路から受け取られるとするならばテレビジョン視聴サ
イトにおける非侵入計測により導入された構成が、レシーバと参照信号との間の相関に不
運な衝撃を持つであろう。
その様な構成を減じるために、上記した米国特許５４８１２９４において上記したトーマ
スはレシーバ視聴サイトにおける非侵入のマイクロフォンによって入手したオーディオ信
号からのバックグラウンドノイズを押さえたり、取り除くことを教示している。
信号相関システムに対する他の問題として信号相関システムは計測される地方マーケット
がどの様なマーケットであるにしろ、各々のプログラム信号源から伝送される信号をモニ
タする装置による参照サインの進行相関を要しサインベースプログラムモニタシステムの
操作コストが補助コードによる比較プログラムモニタシステムの操作コストよりも極めて
高いことである。
すべてに対する、或いはすべてに近い問題としてプログラムモニタシステムは家庭内にお
いて生じる信号源から立ち上がることである。この様な信号源はモニタテレビジョン表示
を使用するコンピュータ、ビデオゲームを含むこともあり、また、先だって記録されるか
或いはレンタルカセット（或いはテープ）に記録されているプログラム信号を表示するビ
デオカセット（或いはゲーム）レシーバを有することもある。
地方的に作成された信号を受信するテレビジョンレシーバの使用は、従来のテレビジョン
視聴者計測に対応しないという理由より地方信号源の使用が下記の一つの例外で“Ｈｏｕ
ｓｅｈｏｌｄｓ　ｒｅｃｅｉｖｅｒ”（ＨＵＴ）と呼ばれる長く築かれていた視聴者計測
パラメータから機能的に除外される。
さらに仮に地方的信号源が確認されないならば、プログラムモニタシステムは（１）リモ
ート信号源を基にして視聴を間違って計数するであろうし（２）非確認としてのローカル
信号源に基づいた視聴を番号付けするであろう。
いずれにしろ、ローカル信号源に基づく視聴は暖昧さを作るであろう方向にあるプログラ
ムモニタシステムにより報告されるＨＵＴ値に貢献する様に含まれるであろう。上記され
た例外は後に視聴するであろうＶＣＲｓによるプログラムに関している。
報告ＨＶＴ値は記録時或いは巻き戻し時の何れかにおける時間移行回数を概略的に計数す
るものであり、記録及び巻き戻しを両方計数しない。記録及び巻き戻しの両方を計数しな
いことによりダブル計数が防がれる。
計数が記録時或いは巻き戻し時に行われ、プログラムモニタシステムは伝送されたプログ
ラムのみに対抗し、且つ、レンタルした映画の様な非伝送プログラムの計数を防ぐ。また
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ＶＣＲは非記録モードにおけるモードの数を有する。例えば、モニタモードにおいてＶＣ
Ｒは連続的に選択された伝送プログラム信号を通す様に使用され、これにより信号が、テ
レビジョンで見られしかしながらＶＣＲは信号を連続的に記録しない。
選局 /記録モードにおいてＶＣＲは見るか聞くかの両方のために連続的に選択伝送される
プログラムを通すために使用される。
非選局 /記録モードにおいて、ＶＣＲはテレビジョン上でのプログラムの連続的視聴なし
にプログラムの記録のために使用され、これによりプログラムは時間移行再生のために記
録される。再生モードにおいて、ＶＣＲは選局移行記録の様な伝送された媒体や、レンタ
ルされた映画の様な非伝送媒体を再生するために使用される。オフモードにおいてはＶＣ
Ｒはオフされている。この様なモードの数により、ＶＣＲは困難なプログラムモニタチャ
レンジの一つである。
抽出された家庭におけるＶＣＲｓの早期計測はコントロールスイッチ及びＶＣＲｓのチュ
ーナのモニタを改良した。
このモニターは記録される時にプログラム評価に繋がる記録計数に結果とされることに加
えて、プログラム評価に寄与しないすべての他の使用の確認に結果とされる。
この様に例えば記録がＨＵＴ画像として計数される時、すべての再生動作が非ＨＵＴ使用
であるとして計数される。肉体的にスイッチモニタ機器をＶＣＲスイッチに連結出来る様
に、ＶＣＲｓの早期計測は複雑で高価な分解と消費部品の変形を改良した。続いてＶＣＲ
計測の改良は悪さを言われなく、且ついくつかの全体的に悪さを言われない不可欠の信号
を得る方法を提供した。
米国特許４６３３３０２においてＤａｍｏｃｉは計測されたＶＣＲは選局した信号を記録
することが出来る様にＶＣＲの消去ヘッドの出力からの構成品を集める方法を教示してい
る。
Ｖｉｔｔらは米国特許５１６５０６９において身分情報（３０及び７５ＫＨｚの間にある
連続周波数（ＣＷ）となる異なる製品により通常選択される感知された消去ヘッド出力を
含む）が、それに近接しているがＶＣＲのハウヂングに配置されるセンサ或いはピックア
ップから得られる。Ｖｉｔｔらの開示はここでは参考までに組み入れられる。
Ｍｏｓｔａｆａは米国特許５４９５２８２においてＶＣＲに記号化された同一信号を注入
し、ＶＣＲからのＲＦ出力にある信号を検索することにより、ＶＣＲの動作を監視する非
侵入構成を教示している。まだＶＣＲｓの監視はこれまでも難しい問題となっている。
本発明は上記した問題のいくつかを解消するものである。

本発明の第１の局面によれば、モニタレシーバにプログラム信号を供給する信号源を確認
するシステムはプログラムサイン抽出手段と、信号原確認手段を有する。該モニタレシー
バは家庭に配置される。
該プログラムサイン抽出手段は該モニタレシーバの出力を表す参照プログラムサインを抽
出し、且つ信号源により供給されたプログラム信号を表す原プログラムサインを抽出する
。プログラムサイン抽出手段は家庭に配置される。
信号源確認手段は、参照プログラムサインと原プログラムサインとに応答して信号源がプ
ログラム信号源と確認する。
本発明の他の局面によれば、第１及び第２信号のうちいずれがモニタレシーバにプログラ
ム信号を供給するのかを確認するためのシステムがプログラムサイン抽出手段と、信号源
確認手段とを有する。該第１及び該第２信号源及びモニタレシーバは家庭に配置されてい
る。
サイン抽出手段はモニタレシーバの出力を表す参照プログラムサインを抽出すると共に該
第１及び該第２信号源の出力を表す第１及び第２原プログラムサインを抽出する。プログ
ラムサイン抽出手段は家庭に配置される。該信号源確認手段は、該参照プログラムサイン
及び該第１、第２原プログラムサインに応答して該第１及び該第２信号源のいずれがプロ
グラム信号源であるかを確認する。
本発明の更に他の局面によれば、モニタレシーバにより選択されたプログラムの確認のた
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めのシステムは選局手段、プログラムサイン抽出手段、信号相関手段及びコード読みとり
手段を有する。該モニタレシーバは家庭に配置される。該選局手段は該モニタレシーバの
チューナから分離していると共に、該モニタレシーバにより選局可能なプログラムを選局
する。該チューナ手段は家庭に配置されている。
該プログラム抽出手段は、モニタレシーバ及び該チューニング手段に機能的に結合され、
該モニタレシーバの出力から第１プログラムサインを抽出すると共に、該チューニング手
段の出力から第２プログラムサインを抽出する。該サイン相関部は該第１及び該第２プロ
グラムサインを相関する。
該コード読みとり手段は機能的に該チューニング手段に接続され、該サイン相関手段が該
第１及び該第２プログラムサインの間に適合を検知するならば、該チューニング手段の出
力から補助コードを読みとる。
本発明の更に他の局面によれば、記録 /再生装置の動作モードを決定するためのシステム
がチューニング手段、第１、第２、第３、第４信号獲得手段と決定手段を有する。該記録
/再生装置は記録の間記録指示信号を生成し、レシーバに関連付けられて動作する。該チ
ューニング手段は該レシーバのチューナから分離しており、プログラム信号に選局される
。
該第１信号獲得手段は該記録 /再生装置の出力から第１信号を獲得する。該第２信号獲得
手段は該チューニング手段の出力から第２信号を獲得する。該第３信号獲得手段は該レシ
ーバの出力から第３信号を獲得する。該第４信号獲得手段は記録表示信号を獲得する。
該決定手段は第１、第２、第３、第４信号獲得手段に結合されており、該第１、該第２、
該第３信号と該記録表示信号に基づいて該記録 /再生装置の動作モードを決定する。
テレビジョンレシーバに機能的に結合されるビデオレコーダの使用を計測するためのシス
テムは、信号源選局手段とテレビジョンレシーバ信号獲得手段及び第１、第２比較手段を
有している。
該信号源選局手段は伝送されるテレビジョン信号に一致する原プログラム信号を選局する
。該テレビジョンレシーバ信号獲得手段は該テレビジョンレシーバに表示される信号を獲
得する。該第２比較手段は該ビデオレコーダからの信号を該テレビジョンレシーバ信号獲
得手段により得られる信号と比較する。
本発明の更に他の局面によれば、家庭にあるモニタレシーバで使用者により使用される様
に選択された信号源を検知するための方法であり、この方法は（ａ）原レシーバ手段によ
りチャンネルに一致する原信号を選択し、（ｂ）該モニタレシーバに近接して配置される
非侵入センサーの使用により、該使用者により選択された信号の表示を獲得し、（ｃ）該
表示と原信号との間の相違を決定することが出来る様に該使用者により選択された信号の
表示を原信号と比較し、（ｄ）該相違が所定量よりも少ないならば、該表示を原信号と認
識し、（ｅ）該相違が所定量より少なくないならば、該レシーバを他のチャンネルに対応
する原信号を受ける様に制御し、工程（ｃ）及び工程（ｄ）を繰り返すという工程を有す
る方法である。
本発明の更に他の局面によれば、多数のプログラムチャンネルのうちの一つから家庭にあ
るレシーバが選局されることにより選択されたプログラム信号に機能的に連結される補助
コードを読みとるための方法であり、該方法は（ａ）家庭にあるレシーバから使用者が選
択したプログラム信号を獲得し（ｂ）多数のプログラムチャンネルのうちの一つから原プ
ログラムサインを獲得し（ｃ）原プログラム信号を使用者が選択したプログラム信号と比
較し、原プログラムサインと使用者が選択したプログラム信号と比較し、原プログラムサ
インと使用者が選択したプログラムサインが所定量よりも少なく異なるならば、原プログ
ラム信号から補助コードを読みとる工程を有する方法である。
本発明の更に他の局面によれば、第１及び第２信号源がモニタレシーバにプログラム信号
を供給していることを確認する方法であり、該第１及び該第２信号源及びモニタレシーバ
は家庭にある確認方法が（ａ）該第１及び該第２信号源のうちの一つからの同時信号を該
モニタレシーバの出力からの同時信号と比較し（ｂ）該第１及び該第２信号源の出力から
の同時信号が該モニタレシーバの出力からの同時信号と適合するならば、該モニタレシー
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バの出力を表す参照プログラムサインサイン及び該第１及び該第２信号源のうちの一つの
出力を表すサインを抽出し（ｃ）参照プログラムサインと、該第１及び該第２の信号源の
うちの一つの出力を表すサインが適合するならば、該第１及び該第２信号源が該プログラ
ム信号の信号源であると確認し（ｄ）該第１及び該第２信号源のうちの一つの出力からの
同時信号が該モニタレシーバの出力からの同時信号と適合しないならば、該第１及び該第
２の信号源とは異なる出力からの同時信号を該モニタレシーバの出力からの同時信号と比
較し、工程（ｂ）及び工程（ｃ）を必要に応じて繰り返す方法である。

図１は本発明により改良された先行技術の構成要素を概略的に示す図である。
図２は先行技術に従って明確化された図１の統計的に選択された家庭を極めて詳細に示す
図である。
図３は本発明の好ましい具体例の概略ブロック図である。
図４は図３の装置の使用がなされるＶＣＲ計測を要約化した図である。

トーマスによる米国特許５４８１２９４により教示される性能を有するテレビジョン視聴
測定機構１０が第１図に模式的に示されている。
多数のプログラム送信器１２（ここでは地上波を示しているが、これに加えてＣＡＴＶや
衛生放送などのプログラム信号を伝送するものであっても良い）は、統計的に選択された
家庭に受信される。
同一のプログラム送信器１２からの同一プログラムは特定の場所にある傍受所在地１６で
も受信される。
概略的に見て、テレビジョン視聴者計測システム１０の狭い土地の傍受所在地１６は計測
される市場領域に対応して位置付けられる必要は無いと共に、広い範囲にわたる市場内に
位置する統計的に選択される家庭１４のような多数の選択された家庭に機能するものであ
っても良い。
また、対応する狭い土地の測定所在地１６を有すると共に、複数の統計的に選択された家
庭１４として機能する狭い領域の測定所在地１６が存在する。
統計的に選択された全ての家庭及び狭い土地にある全ての傍受所在地はデータを中央所在
地１８に伝達する。
プログラム送信器１２により送信されるプログラムと共に、送信される認識コードあるい
はその様なプログラムに特有のプログラム信号を有するデータは統計的に選択された家庭
１４及び狭い領域の測定所在地１６の両者により受け取られた送信プログラムから抽出さ
れると共に、統計的に選択された家庭１４及び狭い領域の傍受所在地１６から送られた抽
出データは中央所在地１８に送信される。
中央所在地１８は統計的に選択された家庭１４及び狭い領域の傍受所在地１６からのデー
タ及び、狭い領域の傍受所在地１６の受信領域内に配置される、他の統計的に選択された
全ての家庭からのデータや、全ての他の狭い領域の傍受所在地内にある全ての統計的に選
択された家庭、及び、すべての他の狭い領域の傍受地からのデータに基づいたテレビジョ
ン視聴者レポートを編集する。
米国特許５４８１２９４におけるトーマスの教示に従えば、統計的に選択された家庭１４
内に配置されるテレビジョン視聴者計測システム１０の一部が第２図にさらに詳細に図示
されている。
ここで図示される如く、プログラム送信器１２は概略的にアンテナで示されるもののみな
らず、ケーブル入力、衛星アンテナ等の他のタイプのプログラム入力器２０にプログラム
信号を伝達する。
信号入力器２０により受け取られたプログラム信号は多数のチャンネルのテレビジョンプ
ログラムを含んでおり、統計的に選択された家庭１４に有る１個或いはそれ以上のテレビ
ジョン受信器２２、２２｀に送られる。
テレビジョン受信器２２、２２｀の各々は対応する（即ち、非伝送の）ビデオ信号源２４
、２４｀を有する。
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例えば、テレビジョン受信器２２に関連する局所的なビデオ信号源２４はビデオゲーム２
６であり、テレビジョン受信器２２｀に関してはＶＣＲ２８である。
ビデオ信号源２４、２４｀はそれらの出力ビデオ信号を対応するテレビジョン受信器２２
、２２｀に送る。
マイクロフォン、光検知器、誘電ピックアップやその他の非侵入信号検知器３０がテレビ
ジョン受信器２２に選択されたプログラム信号の画像を得るために配置されている。
それらの画像は、例えば米国特許５４８１２９４に記載される様に処理回路３２により処
理される。
処理された画像はコードリーダ３４及び信号抽出器３６へと送られる。
コードリーダ３４及び信号抽出器３６は処理された画像からデータを識別するプログラム
作成する。
このようにして、例えば、コードリーダ３４は処理された画像からの補助コードを読みと
り、また、信号抽出器３６は処理された画像からの信号を抽出する。
コードリーダ３４及び信号抽出器３６により抽出されたデータは、搬送媒体４０を通って
中央所在地１８への伝達のためにデータ貯蔵および遠隔通信処理器３８に送られる。
搬送媒体４０上を統計的に選択された家庭１４と中央所在地１８との間にデータが伝達さ
れる時は必ず、データ貯蔵および遠隔通信処理器３８に関連するローカルクロック４２は
中央所在地１８にあるマスタークロックと通常同期している。
搬送媒体４０は例えば、一般的に交換される電話網である。
同様にして、テレビジョン受信器２２｀を見るために選択されたプログラム信号の画像を
得るために、非侵入信号検出器３０｀が配置されている。
それらの画像は処理回路３２｀により処理される。処理された画像はコードリーダ３４｀
および信号抽出器３６｀へと伝達される。コードリーダ３４｀および信号抽出器３６は処
理された画像からのデータを認識するためのプログラムを作成する。
この様に、例えばコードリーダ３４｀は処理画像からの補助コードを読みとり、信号抽出
器３６｀は処理画像から信号を抽出する。コードリーダ３４｀により読みとられ、且つ信
号抽出器３６｀により抽出されたデータを認識するプログラムは中央所在地１８へ伝達さ
れる様にデータ貯蔵および遠隔通信処理器３８へと伝送される。
ピープルメータ４３がテレビジョン受信器２２に関連して設けられている。このピープル
メータ４３はテレビジョン受信器２２の視聴者の見るチャンネルの決定や認識などの回答
者の習慣を計測するものであれば、Ｎｉｅｌｓｅｎ　Ｍｅｄｉａ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｉ
ｎｃにより使われるどのようなピープルメータであれば良い。
第３図は第２図で示される様に統計的に選択された家庭１４内に配置されるテレビジョン
視聴者計測システム１０の一部として用いられ、テレビジョン受信器２２’の様な部分信
号源を正確に決定するのに適している。もし必要であれば、狭い領域の測定所在地は省略
することが可能である。
しかしながら、統計的に選択された家庭１４が存在する市場において通用するすべての信
号を統計的に選択される家庭のすべてが受信出来ない市場においては必要となるであろう
。
第３図に示される如く、信号入力器４６でアンテナとして概略的に示されているが、例え
ばケーブル入力、衛星アンテナやその他、プログラム受信器１２により送られるプログラ
ム信号を受けるものであれば良い。
信号入力器４６により受信されるプログラム信号は分配器４８により家庭にある娯楽設備
５０およびチャンネル選択装置５２に伝送される様に分配される。
テレビジョン受信器２２｀により表示されるビデオやオーディオという部分的信号源を決
定することにおいて、テレビジョン受信器２２｀出力信号は信号源となる。
家庭にある娯楽機器５０およびチャンネル選択装置５２は、統計的に選択された家庭１４
内に配置されている。知られている様に、家庭にある娯楽機器５０の使用者は、テレビジ
ョンやその他の機器へ選択された信号を伝送することが出来るように極めて多数の接続か
ら選択する。しかしながら、表現の簡潔性のために、使用者によりなされた複数の接続は
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第３図には示されてはいない。
多くの場合、選択された信号はＶＣＲ２８を通って接続されるテレビジョンレシーバ２２
｀へと供給される。
この伝送は通常ＶＣＲ２８のＲＦ出力部からテレビジョンレシーバ２２｀のＲＦ入力部へ
の適宜のケーブルにより達成されるが、この信号はＶＣＲ２８のＶＣＲ基本周波数オーデ
ィオ出力からの基本周波数オーディオ信号および、ＶＣＲ２８のＶＣＲ基本周波数ビデオ
出力からの基本周波数ビデオ信号としてテレビジョンレシーバ２２｀へと伝送される。
しかしながら、プログラム信号源検知器４４のためにＶＣＲ２８のＶＣＲオーディオ出力
５６はＶＣＲ２８の基本周波数オーディオ出力であってもよく、またＶＣＲ２８のＶＣＲ
ビデオ出力５８はＶＣＲ２８の基本ビデオ出力であっても良い。
ここでは“ＴＶ　ｍｏｄｅ”と呼ぶが、ＶＣＲ２８の一つの操作モードにおいて、信号入
力４６からのＲＦ信号はテレビジョンレシーバ２２｀へと直接伝送され、そしてＶＣＲ２
８は通過過程には含まれてはいない。ＶＣＲ２８がこのモードにある時は必ずこのＶＣＲ
２８は電源投入されていない。
ここでは“ＶＣＲ  ＴＵＮＥ”と呼ぶが、他のモードにおいてＶＣＲ２８内にあるチュー
ナは信号入力４６により受けられる多数のプログラム信号のうち一つのプログラムを選択
し、且つＶＣＲ２８の出力としての選択された信号をテレビジョンレシーバ２２へと供給
する。
ここでは“ＰＬＡＹ”と呼ぶ他のモードにおいて、ビデオカセット（或いはテープ）に記
録されている信号はＶＣＲ２８によりテレビジョンレシーバ２２｀へと供給される。
ここでは“ＲＥＣＯＲＤ”と呼ぶさらに他のモードにおいて、後に見るためにＶＣＲ２８
により記録される。
ＶＣＲ２８がＲＥＣＯＲＤモードにある時、新しい信号が記録される前にカセット（或い
はテープ）に記録されている古い信号を消去するために、消去ヘッドが電力付勢される。
消去ヘッドの動作はいくつかの消去ヘッドの作動音を検出することにより検知される。
Ｖｉｔｔらによる米国特許５１６５０６９に述べられている如く、この検知はＶＣＲ２８
に近接して組み入れられた誘導センサーによる非侵入方法によりなされる。消去ヘッド信
号の変化は、ＶＣＲ２８のいくつかのモデルのＶＣＲオーディオ出力５６から直接検知さ
れることもある。消去ヘッド信号の検知手法は監視されるＶＣＲ２８の特定モデルに依存
する。
消去ヘッドの信号変化がＶＣＲ２８のＶＣＲオーディオ出力５６から直接検知出来ないな
らば、プログラム信号源４４は、Ｖｉｔｔらにより開示される種類の放射信号ピックアッ
プ（図示していない）からの入力を採用する様にしても良い。
第３図に示される如く、テレビジョンレシーバ２２｀が電力付勢されている時は必ずテレ
ビジョンレシーバ２２｀からの多種類信号成分から成る画像を得るために３種類の非接触
センサー３０｀が採用されている。それらの３種類の非接触センサーは（１）１９９６年
５月２８日に出願された出願番号０８ /６５４３０９に開示される型式のテレビ信号ピッ
クアップ６０であり、このピックアップはテレビジョンレシーバ２２｀に近接して配置さ
れ、テレビジョンレシーバ２２｀の垂直および水平同期パルスの画像を抽出するテレビ信
号ピックアップ６０と（２）１９９６年５月２８日に出願された出願番号０８ /６５４３
０９に開示され、テレビジョンレシーバ２２｀により表示されるビデオ信号の画像を抽出
するビデオ信号ピックアップ６２と（３）米国特許５４８１２９４においてトーマスらに
教示され、次の適合動作のための表示されたプログラム信号のオーディオ部分を抽出する
ために使用されるオーディオ信号ピックアップ６４から成る。
ビデオ信号ピックアップ６２は全てのビデオ信号を補足出来ないが、ここに示される適合
動作が、多種類のビデオ信号の中間周波数成分のみを使用出来るために、本件発明の全体
計測システムにおいてはビデオ信号ピックアップ６２が全てのビデオ信号を計測出来ない
ことは問題ではない。
また、ビデオ信号ピックアップ６２はテレビジョンレシーバ２２｀の近くに配置され、ま
た、垂直ブランク領域は通常テレビジョンレシーバ２２｀のＣＲＴビデオに供給されるこ
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とが無いために、ビデオ信号ピックアップ６２はビデオ信号の垂直ブランク領域に含まれ
る画像を補足出来ない。
従って垂直ブランク領域に設けられる補助コードはビデオ信号ピックアップ６２の出力か
ら読みとることは不可能である。ビデオ信号ピックアップ６２とオーディオ信号ピックア
ップ６４の両者は、それらの出力レベルを両者が適合されることに対してＶＣＲビデオ出
力５８とＶＣＲオーディオ出力５６から得られる工業的に標準となる出力レベルに合わせ
られることが当業者においては容易に理解される。
もし仮に、テレビジョンレシーバ２２｀が外部ビデオジャックを有するものであれば、そ
のビデオジャックはビデオ信号ピックアップ６２及び画像ピックアップ６０の代わりに使
用することが可能である。
同様にして、仮にテレビジョンレシーバ２２｀に外部オーディオオジャックが設けられて
いると、この外部オーディオジャックはオーディオ信号ピックアップ６４の代わりに使用
されることが可能である。
プログラム信号源４４であるチャンネル選択装置５２は信号走査チューナ６６を採用する
。信号走査チューナ６６は分配器４８とゆう手段により信号入力器４６への通信手段を有
すると共に、信号走査チューナ６６はコントローラ６８の制御の基に全ての可能なプログ
ラムチャンネルの全てを走査する。
コントローラ６８はデジタル信号処理モジュール７１内のデジタル信号プロセッサ７０（
これは、Ｔｅｘａｓ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　ｍｏｄｅｌ　ＴＭＳ３２０Ｃ３２－６０で
あって良い）に機能するＰＩＣ　１６Ｃ６５であって良い。デジタル信号処理器７０はサ
イン抽出器７０｀とサイン相関部７０゛であって良い。
信号走査チューナ６６はビデオ出力７２と２つのオーディオ出力７４及び９５（２番目の
ものはいくつかのテレビジョン伝送信号成分であるＳｅｃｏｎｄａｒｙ　Ａｕｄｉｏ　Ｐ
ｒｏｇｒａｍ（ＳＡＰ）に関連している )はテレビジョンレシーバ２２｀上に表示される
信号源を決定することが出来るように整合操作において続いて使用される。第３図に示さ
れる如く、プログラム信号源検知器は（１）プログラム信号からオーディオプログラムを
抽出し（２）プログラム信号からオーディオプログラムサインを抽出し（３）プログラム
信号からオーディオ補助コードを抽出し（４）プログラム信号からビデオ補助コードを抽
出する。
それらの検知機構の１つ、或いはそれ以上はテレビジョンレシーバ２２｀上に表示される
信号のうち部分信号を認識出来るように使用される。例えば、仮に、テレビジョンレシー
バ２２｀のオーディオ出力から抽出される参照オーディオサインが信号走査チューナ６６
のオーディオ出力から抽出される原オーディオサインと適合するならば、或いは、テレビ
ジョンレシーバ２２｀のビデオ出力から抽出される参照ビデオサインが信号走査チューナ
６６のビデオ出力から抽出されるビデオ信号と適合するならば、テレビジョンレシーバ２
２｀のチューナがテレビジョンレシーバ２２｀により表示される信号源であるとして認識
される。
同様にして、テレビジョンレシーバ２２｀のオーディオ出力から抽出される参照オーディ
オサインがＶＣＲ２８のオーディオ出力から抽出される原オーディオサインと適合するな
らば、また、テレビジョンレシーバ２２｀のビデオ信号ら抽出される参照ビデオサインが
ＶＣＲ２８のビデオ出力から抽出される原ビデオサインと適合するならば、ＶＣＲ２８が
テレビジョンレシーバ２２｀により表示される部分的信号源と認識され、仮に、テレビジ
ョンレシーバ２２｀のオーディオ出力から抽出される参照オーディオサインがゲーム２６
のオーディオ出力から抽出される原オーディオサインと適合するならば、また仮にテレビ
ジョンレシーバ２２｀のビデオ出力から抽出される参照オーディオサインがゲーム２６の
ビデオ出力から抽出される原ビデオ信号に適合するならば、ゲーム２６がテレビジョンレ
シーバ２２｀上に表示される部分的信号源と認識される。
チャンネル選択装置５２は、信号入力器４６により受け取られるプログラム信号ＲＦに付
加される複数のＲＦプログラム信号を受ける。例えば、それらの他のプログラム信号はア
ンテナ４６とは異なるアンテナにより受け取られる放送チャンネルや、ＣＡＴＶケーブル
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（直接受け取られ、或いはケーブル変換器を通して受け取られる）という手段により受け
取られるチャンネル或いは衛星アンテナにより受け取られるチャンネルを含む。
プログラム信号は信号入力器４６に受け取られ、上記した他のプログラム信号はコントロ
ーラ６８の制御のもとに、ＲＦマルチプレクサを通って信号走査チュナー６６の入力に接
続される。
信号操作チューナ６６からのビデオ出力７２は、信号走査チューナ６６からのオーディオ
出力７４及び第２のオーディオプログラム（ＳＡＰ）出力９５がオーディオマルチプレク
サ８６及び参照オーディオマルチプレクサ８８の両者に供給される様に原ビデオマルチプ
レクサ及び参照ビデオマルチプレクサ８４の両者に供給される。
原ビデオマルチプレクサ８２及び参照ビデオマルチプレクサ８４に供給されるのは（１）
ＶＣＲ２８からのＶＣＲビデオ出力５８（２）ビデオゲーム２６からのビデオ出力９０（
３）テレビジョンレシーバ２２｀に使われる第２のＶＣＲ９４からのＶＣＲビデオ出力（
４）広域衛星放送受信器９８からのビデオ出力９６（５）テレビジョンレシーバ２２｀か
らのビデオ出力１００で有る。
同様にして、オーディオマルチプレクサ８６と参照オーディオマルチプレクサ８８に供給
されるのは（１）ＶＣＲ２８からのＶＣＲオーディオ出力５６（２）ビデオゲーム２６か
らのオーディオ出力１０２（３）第２ＶＣＲ９４からのＶＣＲオーディオ出力１０４（４
）広域衛星放送受信器９８からのオーディオ出力１０６（５）テレビジョンレシーバ２２
｀からのオーディオ出力１０８である。
原ビデオマルチプレクサ８２、参照ビデオマルチプレクサ８４、原オーディオマルチプレ
クサ８６及び参照オーディオマルチプレクサ８８は入力マルチプレクサモジュール１１０
を含んでいる。これに加えて、ビデオ信号ピックアップ６２は原ビデオマルチプレクサ８
２と参照ビデオマルチプレクサ８４に供給されると共に、オーディオ信号ピックアップ６
４は原オーディオマルチプレクサ８６と参照オーディオマルチプレクサ８８に供給される
。
原ビデオマルチプレクサ８２からの出力はビデオ信号平滑回路１１１とマルチプレクサ１
１２を通ってデジタイザ１１４｀に送られた後、デジタル信号処理器７０のサイン抽出部
へ送られる。
同様にして、参照ビデオマルチプレクサ８４からの出力は、ビデオ信号調節器１１３及び
マルチプレクサ１１８を通ってデジタイザ１１４｀の一入力部に接続され、その後デジタ
ル信号処理器７０のサイン抽出部へと送られる。サイン抽出部７０｀は第２図の信号抽出
器３６と同様にして、原ビデオマルチプレクサ８２と参照ビデオマルチプレクサ８４のう
ちの選択された一つの信号からビデオプログラムサインを抽出する。
従って、サイン相関部７０゛はテレビジョンレシーバ２２゛、ゲーム２６、ＶＣＲ２８、
第２のＶＣＲ９４或いは広域衛星放送９８のいずれがテレビジョンレシーバ２２゛により
表示されているのかを決定するために、テレビジョンレシーバ２゛のビデオ出力から抽出
される参照ビデオサインを、ゲーム２６、ＶＣＲ２８のビデオ出力、信号走査チューナ６
６、第２のＶＣＲ９４のビデオ出力、広域衛星放送レシーバ９８から抽出される原ビデオ
サインと比較する。
原ビデオマルチプレクサ８２からの出力はマルチプレクサ１１２、デジタイザ１１４｀を
通って直接コードリーダ１１４゛に接続される。同様にして、参照ビデオマルチプレクサ
８４からの出力は、マルチプレクサ１１８及びデジタイザ１１４｀を通ってコードリーダ
１１４゛に接続される。コードリーダ１１４゛は第２図のコードリーダ３４と類似してい
る。
コードリーダ１１４゛は原ビデオマルチプレクサ８２の入力の内選択された一つの入力に
おける信号及び参照ビデオマルチプレクサ８４の入力のうち選択された一つの入力におけ
る信号から補助コードを抽出する。
原オーディオオマルチプレクサノ出力はマルチプレクサ１１２を通ってデジタイザ１１４
｀の一つの入力に接続され、次にデジタル信号処理器７０のサイン抽出部７０｀に接続さ
れる。同様にして、参照オーディオマルチプレクサ８８からの出力は、マルチプレクサ１
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１８を通ってデジタイザ１１４｀の入力に接続され、次いでデジタル信号処理器７０のサ
イン抽出部に接続される。
サイン抽出部７０｀は原オーディオマルチプレクサ８６及び参照オーディオマルチプレク
サのうち選択された一つの入力の信号からオーディオプログラムサインを抽出する。
従って、テレビジョンレシーバ２２｀のチューナ、ゲーム２６、ＶＣＲ２８、第２のＶＣ
Ｒ及び広域衛星放送受信器９８のいずれがテレビジョンレシーバ２２｀に表示されている
信号源であるかを決定出来る様に、テレビジョンレシーバ２２｀のオーディオ出力から抽
出される参照オーディオサインをゲーム２６のオーディオ出力、ＶＣＲ２８のオーディオ
出力、操作チューナ６６のオーディオ出力、第２のＶＣＲ９４のオーディオ出力及び広域
衛星放送受信器９８のオーディオ出力から抽出されるオーディオサインと比較する。
原オーディオマルチプレクサ８６からの出力はマルチプレクサ１１２及びデジタイザ１１
４｀を通ってコードリーダ１１４゛に接続される。同様にして、参照オーディオマルチプ
レクサ８８からの出力はマルチプレクサ１１８及びデジタイザ１１４｀を通ってコードリ
ーダ１１４゛にも接続される。コードリーダ１１４゛は原オーディオマルチプレクサ８６
の入力及び参照マルチプレクサ８８の入力のうち選択された一つの入力における信号から
補助コードを抽出する。
同期信号ピックアップ６０により検知される標準同期信号を参照ビデオマルチプレクサ８
４の入力のうち選択された一つの入力上の信号から抽出される同期信号と比較するために
、参照ビデオマルチプレクサ８４からの出力が同期適合回路１１６に接続される。
同期適合回路１１６は、同期信号ピックアップ６０により検出される標準同期信号と、参
照ビデオマルチプレクサ８４の入力のうち選択された一つの入力における信号から抽出さ
れた同期信号との間の整合をデジタル信号処理モジュール７１に伝達する。
この構成において、テレビジョンレシーバ２２｀により表示される信号の部分信号源を決
定することが出来る様に、テレビジョンレシーバ２２｀のビデオ出力から抽出される参照
ビデオサインをゲーム２６のビデオ出力、ＶＣＲ２８のビデオ出力、信号走査チューナ６
６のビデオ出力、第２のＶＣＲ９４のビデオ出力、広域衛星放送受信器９８のビデオ出力
から抽出される原ビデオサインと比較する。
逆に或いはこれに加えて、テレビジョンレシーバ２２｀により表示される部分信号源を決
定することが出来る様に、テレビジョンレシーバ２２｀のオーディオ出力から抽出される
参照オーディオサインを、ゲーム２６のオーディオ出力、ＶＣＲ２８のオーディオ出力、
信号走査チューナ６６のオーディオ出力、第２のＶＣＲ９４のオーディオ出力、広域衛星
放送受信器９８のオーディオ出力、その他のオーディオ出力から抽出される原オーディオ
サインと比較する。
信号関連は極めて高価なものである為に、信号走査チューナ６６のビデオ出力及び同期信
号ピックアップ６０の適切な同期成分に適合する同期適合回路１１６にデジタル信号処理
チューナ７１は信号走査チューナ６６のビデオ出力７２上のビデオ信号を通すことが出来
る様に、デジタル信号処理モジュール７１は参照ビデオマルチプレクサ８４を制御する。
信号関連は極めて高価なもので有るために、信号走査チューナ６６のビデオ出力７２上の
ビデオ信号を、信号走査チューナ及び同期信号ピックアップ６０からの同期成分に適合す
る同期適合回路１１６に信号走査チューナ６６のビデオ出力上のビデオ信号を通す。
同期成分の間における同期が検出されて時デジタル信号処理モジュール７１は、信号走査
チューナ６６のビデオ出力７２に流れるビデオ信号がビデオ信号平滑回路１１１、マルチ
プレクサ１１２、サイン抽出部７０｀へと通す様に原ビデオマルチプレクサ８２を制御す
ると共に、デジタル信号処理モジュール７１はテレビジョンレシーバ２２｀のビデオ出力
１００（あるいは６７）上のビデオ信号調節器１１３、マルチプレクサ１１８、及びサイ
ン抽出７０｀へと通す様に参照ビデオマルチプレクサ８４を制御する。（ビデオ信号調節
器１１３は、ビデオ信号ピックアップ６２からのビデオ信号を用いる時常に通過される）
デジタル信号処理器のサイン抽出部７０｀とサイン相関部７０゛は信号走査チューナ６６
により選択されたチャンネルに対応するビデオ信号及びテレビジョンレシーバ２２｀によ
り選択されたチャンネルに対応するビデオ信号からビデオサインを抽出、比較する。それ
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らのチャンネルは同期適合回路１１６により同期決定されるチャンネルである。
もし適合が見つからなければ、異なるチャンネルに関連する同期適合回路１１６によりテ
ストされることが決定される。従って、コントローラ６８は同期が見られないならば同期
発見処理を再開するために信号走査チューナ６６を次のチャンネルに合わせる。
ビデオ信号の同期が発見されるならば、テレビジョンレシーバ２２｀のチューナがテレビ
ジョンレシーバ２２｀により表示される信号源として認識される。
これに代えて、同期成分の適合が見られた時、デジタル信号処理モジュール７１は、信号
走査チューナ６６のオーデイオ出力７４上のオーディオ信号をマルチプレクサ１１２とサ
イン抽出部７０｀へ伝送すると共にデジタル信号処理モジュール７１はオーディオ出力１
０８（あるいはオーデイオ信号ピックアップ６４）上のオーディオ信号をマルチプレクサ
１１８とサイン抽出部７０｀へと伝送する。デジタル信号処理部７０の信号抽出部７０｀
とサイン相関部は信号走査チューナ６６により選択された信号に対応するオーディオ信号
とテレビジョンレシーバ２２｀により選択されたチャンネルに対応するオーディオ信号を
抽出し且つ比較する。
それらのチャンネルは同期適合回路１１６により同期しているチャンネルである。もし同
期が見つからなければ、同期適合回路１１６により見つけられる同期は他のチャンネルの
ものである。従って、コントローラ６８は信号走査ユニット６６を次のチャンネルに合わ
せる。同期が見つかれば、オーディオサインを抽出し比較する。オーデイオサインの同期
が見つかれば、テレビジョンレシーバ２２｀のチューナがテレビジョンレシーバ２２｀に
より表示される信号源として認識される。
信号源の一致が認識された後、信号走査チューナ６６のビデオ出力７７上のビデオ信号が
有れば、このビデオ信号からの補助コードを読みとることにより信号源の一致が確認され
る。
仮にビデオ信号ピックアップ６２がテレビジョンレシーバ２２｀からビデオ信号を抽出す
るために用いられるならば、また、補助コードがビデオ信号の垂直空白部に挿入されてい
るならば、最近の多くのテレビジョンにおいてビデオ信号ピックアップ６２がビデオ信号
を受信する点においてビデオ信号に垂直空白部が存在しないという理由より補助コードは
ビデオ信号ピックアップ６２上のビデオ信号から読みとることは不可能である。
信号走査チューナ６６がテレビジョンレシーバ２２｀が選択されるチャンネルに合わされ
る時、補助コードが信号走査チューナ６６のビデオ出力７２から読みとられる。もし仮に
、ビデオ出力１００がテレビジョンレシーバ２２｀からビデオ信号を抽出するために用い
られるならば、また、ビデオ出力１００が基本周波数に有るならば、また、補助コードが
ビデオ信号の垂直空白領域に有るならば、垂直空白領域が基本周波数帯に存在するという
理由より、補助コードはビデオ出力１００上のビデオ信号から読みとられる。これに代え
て、信号走査チューナ６６のオーディオ出力７４上の、あるいはテレビジョンレシーバ２
２｀のオーディオ出力１０８（あるいは６４）上のオーディオ信号から補助コードを読み
とることにより信号源の一致が確認される。
信号走査チューナ６６が選局される全てのチャンネルから抽出されるサインが、テレビジ
ョンレシーバ２２｀の出力から抽出されるサインと一致しないならば、テレビジョンレシ
ーバ２２｀により表示される地域信号源がどの地域信号源かを決定出来るようにテレビジ
ョンレシーバ２２｀のビデオ及びオーディオ出力から抽出される参照ビデオ及びオーディ
オサインが、ゲーム２６のビデオ及びオーディオサインから抽出されるビデオ及びオーデ
ィオサインと、ＶＣＲ９４のビデオ及びオーディオサインと、広域衛星放送受信器９８の
ビデオ及びオーディオサイン対比される。
また、ＶＣＲ２８（及び第２ＶＣＲ９４）の様々なモードが本件発明の構成により決定さ
れる。
第４図はＶＣＲのモードをモニター出来る本件発明の図表である。第４図に示される如く
、ＶＣＲ２８の消去ヘッドが機能しており、ＶＣＲ２８の出力と信号走査チューナ６６の
出力が一致し、ＶＣＲ２８の出力とテレビジョンレシーバ２２｀の出力とが一致するなら
ば、ＶＣＲ２８はレコードモードであり、記録されるプログラムが同時に見られる。
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ＶＣＲ２８の消去ヘッドの操作がＶＣＲ２８に関連するＶＣＲ消去検知管１１９からのデ
ジタル信号処理モジュールにより検知される。（また、ＶＣＲ消去検知器１２０は第２の
ＶＣＲ９４に連係している。）消去ヘッド検知器１１９はＶｉｔｔらに開示される種類の
ものであっても良い。
言い換えれば、コードリーダ１１４は原オーデイオマルチプレクサ８６あるいは参照オー
デイオマルチプレクサ８８のいずれかの使用によりＶＣＲ２８のＶＣＲオーデイオ出力５
６からＶＣＲ２８の消去信号の作成を検知するために設けられている。ＶＣＲ２８の出力
と信号走査チューナ６６との一致が検出されるように、ＶＣＲ２８のビデオ出力と信号走
査チューナ６６のビデオ出力が関連つけられている。
例えば、デジタル信号処理モジュール７１はビデオ出力７２上のビデオ信号をビデオ信号
調節回路１１１、マルチプレクサ１１２及びサイン抽出部７０｀へと通すように原ビデオ
マルチプレクサ８２を制御し、また、デジタル信号処理モジュール７１はＶＣＲビデオ出
力５８上のビデオ信号を、ビデオ信号調節回路１１３、マルチプレクサ１１８及びサイン
抽出部７０｀へと通すように参照ビデオマルチプレクサ８４を制御する。
デジタル信号処理器７０のサイン抽出部７０｀及びサイン相関部７０゛は信号走査チュー
ナ６６により選択されたチャンネルに対応するビデオ信号から、及び、ＶＣＲ２８により
選択されたチャンネルに対応するビデオ信号の両者からビデオサインを抽出、比較する。
もしそれらのビデオ信号が一致しないならば、コントローラ６８は一致が検出されるまで
信号走査チューナ６６を各チャンネルを通して変える。
言い換えれば、ビデオ信号処理モジュール７１はオーディオ出力７４上のオーディオ信号
をマルチプレクサ１１２及びサイン抽出部７０｀へと送ることが出来るように、原オーデ
ィオマルチプレクサ８３を制御し、また、デジタル信号処理モジュール７１はＶＣＲオー
ディオ出力５６上のオーディオ信号をマルチプレクサ１１８及び信号抽出部７０｀へと送
ることが出来る様に、参照オーディオマルチプレクサ８８を制御する。
デジタル信号処理器７０のサイン抽出部７０｀及びサイン相関部７０゛は信号走査チュー
ナ６６により選択されたチャンネルと対応するオーデイオ信号から、及びＶＣＲ２８によ
り選択されたチャンネルと対応するオーディオ信号からオーディオサインを抽出、比較す
る。
仮に、オーディオサインが一致しないならば、コントローラ６８は信号走査チューナ６６
を一致が見られるまで各々のチャンネルを通して変える。ＶＣＲ２８の出力とテレビジョ
ンレシーバ２２｀のビデオ出力とテレビジョンレシーバ２２｀の出力とが比較される。Ｖ
ＣＲ２８の出力とテレビジョンレシーバ２２｀の比較はデジタル信号処理モジュール７１
により決定されることが可能である。
例えば、デジタル信号処理モジュール７１はテレビジョンレシーバ２２｀からのビデオ出
力１００上のビデオ信号をデジタル信号調節回路１１１、マルチプレクサ１１２及びサイ
ン抽出７０｀へと伝送することが出来るように原ビデオマルチプレクサ８２を制御すると
共に、デジタル信号処理モジュール７１はＶＣＲ２８のビデオ出力５８上のビデオ信号を
ビデオ信号調節器１１３、マルチプレクサ１１８及びサイン抽出部７０｀へと伝達するこ
とが出来る様に参照ビデオマルチプレクサ８４を制御する。
デジタル信号処理器７０のサイン抽出部７０｀とサイン相関部７０゛はＶＣＲ２８により
選択された信号に対応するビデオ信号及びテレビジョンレシーバ２２｀により選択された
チャンネルに対応するビデオ信号の両者からビデオ信号を抽出し比較する。
これに替わり、デジタル信号処理モジュール７１はテレビジョンレシーバ２２｀からのオ
ーディオ出力１０８上のオーディオ信号をマルチプレクサ１１２及びサイン抽出部２２｀
へと伝送し、またデジタル信号処理モジュール７１はＶＣＲ２８のオーディオ出力５６上
のオーディオ信号をマルチプレクサ１１８及びサイン抽出部７０へと伝送する。デジタル
信号処理器７０のサイン抽出部７０｀とサイン相関部７０゛はＶＣＲ２８により選択され
たチャンネルに対応するオーディオ信号からオーディオサインを抽出比較すると共に、テ
レビジョンレシーバ２２｀により選択されたチャンネルに対応するオーディオ信号からオ
ーディオサインを抽出、比較する。
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テレビジョンレシーバ２２｀が出力ジャックを有さず、それ故にビデオ出力１００とオー
ディオ出力１０８が存在せず、また、ビデオ信号ピックアップ６２及びオーディオ信号ピ
ックアップ６４がテレビジョンレシーバ２２｀のビデオ及びオーディオ信号を検知するた
めに代わりに使用されるならば、ＶＣＲ２８のビデオ出力５８上のビデオ信号及びテレビ
ジョンレシーバ２２｀のビデオ信号６２上のビデオ信号からのサインは上記した様に比較
され、あるいは、ＶＣＲ２８のオーディオ出力５６上のビデオ信号及びテレビジョンレシ
ーバ２２｀のオーディオ信号ピックアップ６４上のオーディオ信号からのサインは上記し
た様に比較される。
第４図に示される如く、ＶＣＲ２８の消去ヘッドが機能し、ＶＣＲ２８と信号走査チュー
ナとの出力が一致しＶＣＲ２８とテレビジョンレシーバ２２｀の出力が一致しないならば
、ＶＣＲ２８はレコードモードであるが、記録されるプログラムはテレビジョンレシーバ
２２｀上では同時には見られないと結論付けられる。
ＶＣＲ２８の消去ヘッドの操作は上記した如く検知され、ＶＣＲ２８の出力と信号走査チ
ューナ６６の出力は、両者が一致すると決定される様に比較され、ＶＣＲ２８の出力とテ
レビジョンレシーバ２２｀の出力は両者が一致しないことを決定するために上記した如く
比較される。
第４図に示される如く、ＶＣＲ２８の消去ヘッドが機能しておらず、ＶＣＲ２８の出力と
信号走査チューナ６６の出力が一致しておらず、ＶＣＲ２８の出力とテレビジョンレシー
バ２２｀の両者が一致するならば、ＶＣＲ２８が動作モードであると結論付けられる。Ｖ
ＣＲ２８の消去ヘッドの操作は上記した様に検知され、ＶＣＲ２８の出力と信号走査チュ
ーナ６６の出力が両者が適合していないことを決定することが出来る様に上記した様に比
較され、ＶＣＲ２８の出力とテレビジョンレシーバ２２｀の出力とはこれらが適合してい
ることを決定することが出来る様に上記した如く比較される。
再び第４図に示される如く、ＶＣＲ２８の消去ヘッドが機能しておらず、ＶＣＲ２８の出
力と信号走査チューナの出力が一致しており、ＶＣＲ２８の出力とテレビジョンレシーバ
２２｀の出力が一致していないならばＶＣＲ２８が記録あるいは動作しておらず、ＶＣＲ
２８は代わりにテレビジョンレシーバ２２｀を選局し、カセット（テープ）を巻き戻すた
めに使用される。チューナとしてのＶＣＲ２８の使用はプログラム信号源検知器４４によ
りなされる。
ＶＣＲ２８の消去ヘッドの操作は上記した如く検知され、ＶＣＲ２８の出力及び信号走査
チューナ６６の出力の両者が適合していることを検知することが出来る様に、上記した如
く比較され、ＶＣＲ２８の出力とテレビジョンレシーバ２２｀の出力が、両者が一致して
いることを決定することが出来る様に上記した如く比較される。
デジタル信号処理モジュール７１は、同期信号ピックアップ６０上の同期信号存在、不在
を検知することにより、テレビジョンレシーバ２２｀のＯＮあるいはＯＦＦ状態を検知す
る。また第３図の構成はＶＣＲ２８により表示されるプログラムあるいはテレビジョンレ
シーバ２２｀により表示されるプログラムを認識するために用いられる。
ＶＣＲ２８により記録されるプログラム信号に含まれる補助コードを認識するビデオプロ
グラム、あるいはオーディオプログラムは、コードリーダ１１４゛により読みとられると
共に、デジタル信号処理モジュール７１のメモリに記録される。記録されたビデオプログ
ラム及びオーディオプログラムは、記録されたプログラム信号が逆戻しされる時を決定す
るために、ＶＣＲ２８の次の映像モードの間に、一致補助コードがコードリーダ１１４゛
により読みとられるコードと比較される。
ビデオプログラム認識補助コード及びオーディオプログラム認識補助コードはＶＣＲ２８
の記録モードあるいはそれに続く再生モードの期間内においてコードリーダ１１４゛によ
り読みとられ、上記した米国特許５４８１２９４に従う映像とされるプログラムを認識す
るために用いられる。
ビデオプログラム認識補助コード、あるいはオーディオプログラム認識補助コードが記録
され、あるいは動作される信号に存在しないならば、ＶＣＲ２８により記録されるプログ
ラム信号のビデオサイン及び /あるいはオーディオプログラムサインはサイン抽出部７０

10

20

30

40

50

(19) JP 3919233 B2 2007.5.23



｀により抽出され、またデジタル信号処理モジュール７１のメモリに記録される。蓄えら
れた特有のビデオ及び /且つオーディオサインは、記録されたプログラム信号が逆戻し再
生されるかを決定することが出来る様に次の再生モードの間において、サイン抽出部７０
｀により抽出される信号とサイン相関部により比較される。
もし一致が見つかれば、上記米国特許５４８１２９４の教示に従い、記録された及び /ま
たは再生されるプログラムを確認することが出来る様に、再生あるいは記録の間において
抽出されるサインを、狭い土地ノ傍受所在地１６により、あるいは信号走査チューナ６６
により知られたプログラムから既に抽出されたサインと比較される。同様にして、テレビ
ジョンレシーバ２２｀により選局されたプログラム信号のビデオ及び /あるいはオーディ
オプログラム確認補助コードはテレビジョンレシーバ２２｀のビデオ及び /あるいはオー
ディオ出力のコードリーダ１１４゛により読みとられる。
ビデオ及び /あるいはオーディオプログラム確認補助コードは前記米国特許５４８１２９
４の教示に従って、テレビジョンレシーバ２２｀により表示されるプログラムを確認する
ために用いられる。
もし仮に、ビデオ及び /あるいはオーディオプログラム確認補助コードがテレビジョンレ
シーバ２２｀の出力にある信号に存在しないならば、テレビジョンレシーバ２２｀の出力
にあるプログラム信号の特徴的なビデオ及び /あるいはオーディオプログラムサインがサ
イン抽出部７０｀により抽出される。
上記米国特許５４８１２９４の教示に従えば、表示されるプログラムを確認出来る様に、
それらのサインは、狭い土地の傍受所在地１６或いは信号走査チューナ６６により知られ
ているプログラムから先に抽出された、知られたサインと比較される。第２ＶＣＲ９４に
より記録及び /或るいは表示されるプログラム、テレビジョンレシーバ２２｀により表示
されるビデオゲーム２６からのプログラム、テレビジョンレシーバ２２｀により表示され
る広域衛星放送受信器９８からのプログラムは、プログラム認識補助コード及び特徴のあ
るプログラムサインを通して認識される。
しかしながらレンタルされた、或いは購入したカセット（或いはテープ）の再生は先に記
録されたプログラムの逆再生よりも度々有るものである。従って、ＶＣＲ２８上に表示さ
れるプログラムが一致を生じない様に認識することが出来る様に、特徴プログラムサイン
を使用することに殆どの試みが待ち望まれている。
しかしながら、プログラム認識補助コードは予め記録されたカセット（或いはテープ）に
周期的に付加されており、それ故に多くの場合、統計的に選択された家庭１４に配置され
るプログラム信号検知器４４はＶＣＲ２８により表示されるプログラムを認識することが
出来る。
本発明のいくつかの変形例は上記した。他の変形例は、本件発明における通常の知識を持
つ者で有れば見つけるであろう。例えば、本件発明はテレビジョン視聴者計測システムに
関して限定的に記載したが、本件はプログラム認識システムに関連しても使用されること
は可能である。
また、本件発明はテレビジョンレシーバの受信に関連して述べたが、本件発明はラジオレ
シーバの様な他のレシーバの受信に関連して使われることも可能である。同様にして、本
件発明はＶＣＲｓの受信に関連して述べたが、本件発明はディスクプレーヤ、オーディオ
カセット及びディスクレコーダ /プレーヤなどの他の記録及び /或るいはプレーヤ装置に関
連して用いられると共に、ＶＣＲｓよりも構成が複雑でない信号源に関連して用いられる
。
さらに上記した如く、デジタル信号処理器７０のサイン相関部７０゛及びコードリーダ１
１４のコード比較部１１４゛が統計的に選択された家庭１４に配置されている。しかしな
がらサイン相関部７０゛及びコードリーダ１１４゛は中央所在地１８に配置されても良い
。
さらに上記した如く、サインがテレビジョンレシーバ２２｀の出力から、また、地域的な
プログラム信号の出力から抽出され、これらのサインはテレビジョンレシーバ２２｀によ
り表示されるサインの基として比較される。
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それらのサインは抽出プログラム信号の必要なしにテレビジョンレシーバ２２｀の出力と
、テレビジョンレシーバ２２｀により表示されるプログラム信号源として確認される信号
源の出力とが、アナログ型式或いはデジタル型式の何れかで直接比較される様に、適切な
プログラム信号のアナログ或いはデジタル表示を要求する。
従って、本件発明の記載は具体例で構成され、当業者には容易に理解される様に本発明を
達成するベストモードである。
詳細部分については本発明の精神から離れること無く変えることが出来、そして本件クレ
ームの範囲内において全ての変形での使用が可能である。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ （ ３ Ａ ） 】 【 図 ３ （ ３ Ｂ ） 】

【 図 ４ 】
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