
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デジタルテレビ放送の録画にインデックスを付すためのシステムにおいて、
　前記システムは、録画中の前記デジタルテレビ放送とともに伝送される情報を受信する
ように設定されたプロセッサを備え、
　前記情報は、前記デジタルテレビ放送に関する項目を含む記述子フィールドを備え、
　前記プロセッサは、前記情報に基づいてフィルタリング方法を選択し、前記録画に、前
記フィルタリング方法を用いて選別されるイベントの記録箇所に関連するインデックスを
提供することを特徴とするシステム。
【請求項２】
　請求項１に記載のシステムにおいて、
　前記デジタル放送とともに伝送される前記情報がサービス情報を含むことを特徴とする
システム。
【請求項３】
　請求項１に記載のシステムにおいて、
　前記デジタルテレビ放送とともに伝送される前記情報が、ＡＴＶＥＦ技術で伝送される
情報を含むことを特徴とするシステム。
【請求項４】
　請求項１に記載のシステムにおいて、
　前記プロセッサは、前記デジタルテレビ放送とともに伝送される情報の記述子フィール
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ドに含まれる情報から適切なフィルタ設定を決定するよう設定されており、
　前記デジタルテレビ放送とともに伝送される情報は、Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｔｅｌｅｃｏ
ｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｔａｎｄａｒｄ（ヨーロッパ電気通信規格）３００　４６８
の“Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｄｅｏ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ；　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔ
ｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　（ＳＩ）　ｉｎ　ＤＶＢ　
Ｓｙｓｔｅｍｓ（デジタルビデオ放送；ＤＶＢシステムにおける番組配列情報（ＳＩ）の
ための標準規格）”で番組配列情報（ＳＩ）と定義される情報であることを特徴とするシ
ステム。
【請求項５】
　請求項４に記載のシステムであって、
　前記デジタルテレビ放送とともに伝送される前記情報の前記記述子フィールド内の項目
が、前記放送の表題、前記放送の主題および前記放送に関連したキーワードのうち少なく
とも１つを含むことを特徴とするシステム。
【請求項６】
　請求項１に記載のシステムにおいて、
　前記プロセッサは、時間遅延型の自動録画開始に応じ、選択されたイベントに関連した
情報に基づいて最適なフィルタ設定を選択するよう設定されていることを特徴とするシス
テム。
【請求項７】
　請求項１に記載のシステムにおいて、
　前記プロセッサは、デジタルテレビシステムのセットトップボックスの内部に配置され
ていることを特徴とするシステム。
【請求項８】
　請求項１に記載のシステムにおいて、
　前記プロセッサは、デジタルテレビシステムのサービスプロバイダ装置の内部に配置さ
れていることを特徴とするシステム。
【請求項９】
　請求項１に記載のシステムにおいて、
　前記システムは、セットトップボックスと前記デジタルテレビシステムのディスプレイ
との間に接続されたコンピュータを備え、
　前記プロセッサは、前記コンピュータの内部に配置されていることを特徴とするシステ
ム。
【請求項１０】
　請求項１に記載のシステムにおいて、
　前記システムは、ユーザに対してフィルタリング方法のリストを表示するための手段を
備え、
　ユーザは、前記リストから任意の１つの前記フィルタリング方法を選択し、用いられる
フィルタリング基準に関してさらに情報を得るとともに／または、前記フィルタリング方
法を好みに応じて編集することを特徴とするシステム。
【請求項１１】
　デジタルテレビ放送の録画におけるイベントのインデックス作成の方法であって、
　前記デジタルテレビ放送に関する項目を含む記述子フィールドを有する、前記デジタル
テレビ放送とともに伝送される情報を受信する段階と、
　前記情報の記述子フィールド内の項目に基づいてフィルタリング方法を選択する段階と
、
　前記選択したフィルタリング方法を用いて選別されたイベントの記録箇所に関連したイ
ンデックスを提供する段階と、
を備えることを特徴とする方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の方法において、
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　前記受信する段階が、前記デジタルテレビ放送とともに伝送されるサービス情報の受信
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１３】
　請求項１１に記載の方法において、
　前記受信の段階が、ＡＴＶＥＦ技術によるデジタルテレビ放送とともに伝送される情報
の受信を含むことを特徴とする方法。
【請求項１４】
　請求項１１に記載の方法において、
　前記選択の段階が、手動入力装置を用いたフィルタリング方法の選択を含むことを特徴
とする方法。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の方法において、
　前記デジタルテレビ放送とともに伝送された情報が、前記放送の表題および主題のうち
少なくとも１つを備えることを特徴とする方法。
【請求項１６】
　請求項１１に記載の方法において、
　前記選択の段階が、イベントに関連した情報に基づいてフィルタリング方法を選択し、
　前記イベントは、時間遅延型の自動録画開始に応じ、選択されたイベントに関連した情
報に基づいてフィルタリング方法を選択するよう設定されていることを特徴とする方法。
【請求項１７】
　請求項１１に記載の方法であって、
　前記受信の段階の前に、前記デジタルテレビ放送のプロバイダによって前記記述子フィ
ールドに前記項目を入力する段階をさらに備えることを特徴とする方法。
【請求項１８】
　請求項１１に記載の方法であって、
ユーザ入力に応答して、前記フィルタリング方法のリストを表示する段階をさらに備える
ことを特徴とする方法。
【請求項１９】
　デジタルテレビシステムであって、
　デジタルテレビ放送を伝送するためのサービスプロバイダ装置と、
　前記デジタルテレビ放送を受信および録画および復号化するためのセットトップボック
スと、
　前記復号化されたデジタルテレビ放送および録画を表示するためのディスプレイと、
　表示および／または録画する前記デジタルテレビ放送のチャネルを選択するためのユー
ザ入力端末と、
　前記デジタルテレビ放送とともに伝送される情報を受信するよう設定されたプロセッサ
と、
を備え、
　前記情報は、前記放送に関する項目を含む記述子フィールドを備え、
　前記プロセッサはさらに、前記情報に基づいてフィルタリング方法を選択し、前記選択
したフィルタリング方法を用いて選別されたイベントの記録箇所と関連したインデックス
を提供することを特徴とするデジタルテレビシステム。
【請求項２０】
　請求項１９に記載のシステムにおいて、
　前記プロセッサは前記セットトップボックスの内部に配置されていることを特徴とする
システム。
【請求項２１】
　請求項１９に記載のシステムにおいて、
　前記プロセッサは前記サービスプロバイダ装置の内部に配置されていることを特徴とす
るシステム。
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【請求項２２】
　請求項１９に記載のシステムであって、
　前記セットトップボックスと前記ディスプレイとの間に配置されたコンピュータを備え
、
　前記プロセッサは前記コンピュータの内部に配置されていることを特徴とするシステム
。
【請求項２３】
　請求項１９に記載のシステムであって、
　前記ユーザ入力端末に応答して前記ディスプレイ上に前記フィルタリング方法のリスト
を表示するための手段をさらに備えることを特徴とするシステム。
【請求項２４】
　デジタルコンピュータの内部メモリに直接ロード可能なコンピュータプログラム

　デジタルテレビ放送とともに伝送され、デジタルテレビ放送に関する項目を含む記述子
フィールドを有する情報を抽出する段階と、
　前記情報の前記記述子フィールド内の項目に基づいてフィルタリング方法を選択する段
階と、
　前記選択したフィルタリング方法に対応してイベントを選別する段階と、
　前記選択したフィルタリング方法を用いて選別されたイベントの記録箇所に関連したイ
ンデックスを前記デジタルテレビ放送の録画に提供する段階と、

を備えることを特徴とするコンピュータプログ
ラム。
【請求項２５】
　コンピュータ読み 可能な記憶媒体に格納されたコンピュータプログラムであって

前記デジタルテレビ放送に関連した項目を含む記述子フィールドを有する、デジタルテ
レビ放送とともに伝送される情報を抽出する段階と、
　前記情報の前記記述子フィールド内の前記項目に基づいてフィルタリング方法を選択す
る段階と、
　前記フィルタリング方法に応じてイベントを選別する段階と、
　前記デジタルテレビ放送の録画に、前記選択されたフィルタリング方法を用いて選別さ
れたイベントの記録箇所に関連したインデックスを提供する段階と、
をコンピュータに実行させる

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】
　本発明はデジタルビデオ録画および再生システムに係り、特にデジタルビデオ信号の記
録中に自動的に番組内容のインデックスを付す方法および装置に関する。デジタルビデオ
信号の記録は、磁気ディスク、書き込み可能な光ディスクあるいはスタティックメモリ回
路などの映像記録媒体を用いて行われる。
【背景技術】
【０００２】
【特許文献１】ヨーロッパ特許公開ＥＰ０９６９３９９号公報　アメリカを含む多くの国
では、アナログテレビ放送システムからデジタルテレビ（ＤＴＶ）放送システムへの切り
替えが進行中である。ＤＴＶ放送システムはデジタル信号を用いてテレビ番組を放送する
。既にＤＴＶ放送が実施されている地域（例えばヨーロッパやアメリカの一部）において
は、セットトップボックスを用いることにより、アナログテレビであってもＤＴＶ放送を
受信および復号化することができる。
【０００３】
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であっ
て、
　前記コンピュータプログラムは、前記デジタルコンピュータにおいて動作するときに、

を実行するためのソフトウェアコード部分

取り 、
　

ためのコンピュータ読み取り可能なプログラムコードを備え
る



　セットトップボックスは１つ以上のマイクロプロセッサを備え、デジタル信号をアナロ
グ信号に変換するとともに、ユーザの利便性を高めるために補助的機能を提供する。ＤＴ
Ｖ放送のプロバイダすなわち送信機は、ＤＴＶ放送とともに別の情報を伝達してもよい。
この情報には、番組を受信するセットトップボックスの自動設定に関する詳細な情報が含
まれる。
【０００４】
　含まれる情報は、自動設定に関する詳細情報と、ユーザにとって便利な、放送自体につ
いての情報とである。こうした情報は、Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａ
ｔｉｏｎ　Ｓｔａｎｄａｒｄ（ヨーロッパ電気通信規格）３００　４６８の“Ｄｉｇｉｔ
ａｌ　Ｖｉｄｅｏ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ；　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｆｏｒ
　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　（ＳＩ）　ｉｎ　ＤＶＢ　Ｓｙｓｔｅｍｓ
（デジタルビデオ放送；ＤＶＢシステムにおける番組配列情報の標準規格）”に定義され
る番組配列情報（ＳＩ）などの規格によって定義される。あるいは、この情報はＡｄｖａ
ｎｃｅｄ　ＴＶ　Ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔ　Ｆｏｒｕｍ（先進テレビ拡張フォーラム、Ａ
ＴＶＥＦ）が開発した技術を用いて伝送されてもよい。
【０００５】
　営利的に放送されるテレビ番組をビデオテープレコーダ（ＶＴＲ、ビデオカセットレコ
ーダ（ＶＣＲ）とも称す）で録画し、後で視聴することは、ごく一般的に行われている。
市販のＶＣＲの中には、録画中に、重要な部分に手動でインデックスを付すことができる
ものもある。録画した番組を後で視聴するとき、視聴者は、ＶＣＲに特定のインデックス
を検索させたり、全インデックスを調査させたりして、これを手がかかりに重要な部分を
見つけることができる。
【０００６】
　ある従来技術における半自動式のインデックス作成方法は、重要なシーンやイベントの
一部分あるいは全体を任意のメディア（すなわちビデオ、映画、再生用音声）から自動的
に選択するマルチメディア検索およびインデックス作成システムを備える。こうしたビデ
オ、映画、音声等の形で記録されたイベントの音声トラックの全体を分析することにより
、一定の周波数レンジ内にある音声レベルが割り出される。この周波数レンジ内の音声ク
リップレベルは、トラック内の重要なイベントを代表する音声キューとして選定され、選
択基準として適用される。
【０００７】
　こうした音声トラックの分析を基に作成される編集決定リスト（ＥＤＬ）は、重要なシ
ーンや音声を再利用時のクリップとして表示する。これらのクリップは見直され、再利用
のため承認されるかまたは拒絶される。クリップは、一度選択されると、業界標準の音声
および映像編集技術を用いて編集される。この種のシステムは、特許文献１に記載されて
いる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、デジタルビデオ録画および再生装置の動作を制御する方法と装置とを
提供することである。これにより、デジタルテレビ信号の記録中に、重要な部分、シーン
あるいはイベントを表示するインデックスを自動的に挿入することができる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の目的は、デジタルテレビ（ＤＴＶ）放送とともに伝送される情報を用いて達成
される。例えば、デジタルビデオ放送（ＤＶＢ）によるＤＶＢ－ＳＩコンテンツ記述子や
、ＤＶＢシステム、ＥＮ３００４６８　Ｖ１．３．１（１９９８－０２）、ヨーロッパ電
気通信規格協会における番組配列情報（ＳＩ）の規格などがこれにあたる。
　コンテンツ記述子は、現在のイベントのジャンルを特定し、適切なフィルタリング方法
を選択して、記録中のイベントの重要な部分やシーンに自動的にインデックス付す方法を
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決定する。
【００１０】
　記録されるイベントの例としては、スポーツ（全般、あるいはフットボール／サッカー
、モータースポーツ、テニス／スカッシュなど特定のスポーツのサブグループ）が挙げら
れる。その場合、フィルタリング方法は、音声ノイズレベルの増大部分（例えば拍手、観
客の唸り声、笛の音など）、あるいは映像や字幕によるスコアボードの表示でトリガする
よう設定される。
【００１１】
　また、例えば映画／ドラマ（全般）など他のカテゴリで、サブグループが探偵／スリラ
ーの場合は、暗い画面、示唆的な音楽、静かなバックグラウンドでの突然の物音などでト
リガするようフィルタリング方法を予め設定することができる。他のコンテンツ記述子が
特定する他のイベントに対しても、同様の方法で適切なフィルタリング方法をカスタマイ
ズすることができる。
　デジタルテレビシステムは、ＤＴＶ放送を放映する送信機を含むサービスプロバイダ装
置と、サービスプロバイダ装置が放映するデジタルビデオ放送を受信し復号化するための
セットトップボックスと、テレビやモニタなどのディスプレイ装置と、ユーザ入力装置と
を備える。セットトップボックスの機能はディスプレイ装置に組み込まれてもよい。
【００１２】
　本発明によるデジタルテレビシステムはさらに、セットトップボックスまたはＤＴＶサ
ービスプロバイダのいずれかにプロセッサを含む。プロセッサは、ＤＴＶ放送とともに放
映される情報、例えばＤＶＢ－ＳＩコンテンツ記述子を感知する。また、プロセッサはエ
ージェントあるいはコンピュータプログラムを含み、現在視聴／録画中のＤＴＶ放送に関
係のあるトピックスに対応した設定／特徴にフィルタリングを適合させる。
　エージェントは、ＤＴＶ放送とともに放映された情報の記述子フィールドから、適切な
フィルタリング設定を決定する。記述子フィールドには放送の主題、表題、キーワードの
リストなどの記述が含まれてもよい。キーワードは、エージェントがフィルタリング設定
動作の管理に用いる情報に含まれる。
【００１３】
　さらに、情報の形式はＥｕｒｏｐｅａｎ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｔ
ａｎｄａｒｄ（ヨーロッパ電気通信規格）３００　４６８の“Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｄｅ
ｏ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ；　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　（ＳＩ）　ｉｎ　ＤＶＢ　Ｓｙｓｔｅｍｓ（デジタルビデ
オ放送；ＤＶＢシステムにおける番組配列情報の標準規格）”に定義される番組配列情報
（ＳＩ）などの規格によって定義されてもよい。また、この情報はＡＴＶＥＦが開発した
技術を用いて伝送されてもよい。ＡＴＶＥＦに関しては、ウェブサイトｗｗｗ．ａｔｖｅ
ｆ．ｃｏｍを参照されたい。
【００１４】
　別の実施例においては、エージェントあるいはコンピュータプログラムを備えたプロセ
ッサは、セットトップボックスとテレビとの間に配置されたコンピュータの内部に配置さ
れていてもよい。
　本発明のその他の目的および特徴は、以下の詳細な説明および添付図面から明らかにな
る。これらの図面は本発明を説明するためだけに描かれたものであり、特許請求の範囲に
示した本発明の範囲を制限するものではないということは理解されなければならない。ま
た、図面は実物大で描かれているのではなく、特別に指示のない限り、本発明の構造およ
び手順を概念的に示すだけであるということにも注意が必要である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
「実施例１」
　図１に示すのは、本発明の第１の実施例によるデジタルテレビシステム１０である。デ
ジタルテレビシステム１０は、セットトップボックス（ＳＴＢ）１１０と、ＳＴＢ１１０
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に接続したディスプレイ１２０とを備える。ＳＴＢ１１０は、プロバイダ装置１００が伝
送するＤＴＶ放送を受信し復号化するためのプロセッサ１６０を備える。
　プロバイダ装置１００とＳＴＢ１１０との間の接続は、有線接続または無線接続であっ
てもよい。例えば、地上波放送信号用のアンテナ接続、ケーブル接続あるいは衛星接続で
あってもよい。ここでは、パラボラ衛星アンテナおよび低雑音コンバータ（ＬＮＢ）を用
いて衛星放送を受信する。
【００１６】
　本実施例においては、ディスプレイ１２０はテレビであり、ＳＴＢ１１０から復号化さ
れたＤＴＶ放送を受信し表示する。ユーザ入力端末１３０はＳＴＢ１１０と接続し、チャ
ネルの選択や、ＳＴＢ１１０をユーザの好みに設定するのに用いられる。
　ＳＴＢ１１０とユーザ入力端末１３０との間の接続は、有線接続あるいは無線接続であ
る。例えば、一般にテレビの遠隔操作装置（ＲＣ）に用いられる赤外線接続であってもよ
い。プロバイダ装置１００は、ＤＴＶ放送に加え、ＳＴＢ１１０が使用するＤＴＶ放送デ
ータを含む情報も伝送する。ＳＴＢ１１０は自動設定を行ってＤＴＶ放送情報を受信する
。ＤＴＶ放送情報は記述子フィールドを有する。また、記述子フィールドは、記述子、テ
キストメッセージ、あるいはユーザに放送についての情報を提供するデータを含む。
【００１７】
　記述子フィールドは、放送の表題、主題、主題に関連するキーワードを含んでもよい。
ＤＴＶ放送とともに伝送される情報は、Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａ
ｔｉｏｎ　Ｓｔａｎｄａｒｄ（ヨーロッパ電気通信規格）３００　４６８の“Ｄｉｇｉｔ
ａｌ　Ｖｉｄｅｏ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ；　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｆｏｒ
　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　（ＳＩ）　ｉｎ　ＤＶＢ　Ｓｙｓｔｅｍｓ
（デジタルビデオ放送；ＤＶＢシステムにおける番組配列情報の標準規格）”に定義され
る番組配列情報（ＳＩ）などの規格によって定義されてもよい。また、この情報は、ＡＴ
ＶＥＦが開発した技術を用いて伝送されてもよい。
【００１８】
　本発明によると、ＳＴＢ１１０のプロセッサ１６０は、ＤＴＶ放送とともに伝送される
情報を用いる。この情報の例として挙げられるのは、デジタルビデオ放送（ＤＶＢ）によ
るＤＶＢ－ＳＩコンテンツ記述子や、ＤＶＢシステム、ＥＮ３００　４６８　Ｖ１．３．
１（１９９８－０２）、ヨーロッパ電気通信規格協会におけるＳＩの規格などである。
【００１９】
　規格化されたコンテンツ記述子は、現在のイベントのジャンルを特定する。また、適切
なフィルタリング方法を選択し、記録中のイベントの重要な部分やシーンのインデックス
を自動的に作成する方法を決定する。記録されるイベントの例としては、スポーツ（全般
、あるいはフットボール／サッカー、モータースポーツ、テニス／スカッシュなど特定の
スポーツのサブグループ）が挙げられる。その場合、フィルタリング方法は、音声ノイズ
レベルの増大部分（例えば拍手、観衆の唸り声、笛の音など）、あるいは映像や字幕によ
るスコアボードの表示でトリガするよう設定される。
【００２０】
　また、例えば映画／ドラマ（全般）など他のカテゴリで、サブグループが探偵／スリラ
ーの場合には、暗い画面、示唆的な音楽、静かなバックグラウンドでの突然の物音などで
トリガするようフィルタリング方法を予め設定することができる。
　プロセッサ１６０は、エージェントあるいはコンピュータプログラムを備えてもよい。
そして、このエージェントあるいはコンピュータプログラムが、特定のフィルタリング方
法のフィルタを、現在鑑賞／録画されているＤＴＶ放送に関連したトピックスに対応した
設定／特徴に適応させてもよい。
【００２１】
　エージェントあるいはコンピュータプログラムは、ＤＴＶ放送とともに伝送された情報
の記述子フィールドから適切なフィルタ設定を割り出し、録画中のデジタルテレビ放送と
ともに伝送される情報を抽出するよう設定される。この情報は、デジタルテレビ放送に関
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係する項目を含む記述子フィールドを有するとともに、記述子フィールド内の項目に基づ
いたフィルタリング方法を選択する。その後、エージェントあるいはコンピュータプログ
ラムは、選択されたフィルタリング方法を用いてイベントを選別し、デジタルテレビ放送
の録画に、このイベントの記録箇所に関連するインデックスを提供する。
【００２２】
　フィルタは音声情報と映像情報との両方で作動し、録画中のイベントの重要な部分やシ
ーンを決定する。例えば、音声フィルタリングは、所定の周波数や突然の鋭い音声などで
トリガするよう設定することができる。一方、映像フィルタリングは、例えばスコアボー
ドの表示や、突然の閃光や音（アクションカテゴリのイベントにおける爆発の映像）など
でトリガするよう設定される。音声フィルタリングと映像フィルタリングとの結果を組み
合わせて重要な部分を決定してもよい。例えば、突然の鋭い音と爆発の閃光とを組み合わ
せてもよい。
【００２３】
　エージェントあるいはプログラムは、放送の録画が開始されると即座にフィルタリング
およびインデックス作成を開始するよう設定することができる。あるいは、録画する放送
を後から選択する場合には、プロセッサ１６０は一定時間（例えば予定された録画時刻ま
で）待機してもよい。ユーザ側から見ると、映像プログラムの録画は標準的なＶＣＲでの
録画と変わりない。しかし装置は、ユーザに意識させることなく、録画機能と並行してフ
ィルタリング機能とインデックス作成機能とを実行している。
【００２４】
　フィルタリングおよびインデックス作成は、ＳＴＢ１１０が（手動操作、録画領域の不
足、タイマーあるいはその他の機能によって）録画を停止すると終了する。ＳＴＢ１１０
ではどんな記録媒体に対しても記録を行うことができる。記録媒体とは例えば、磁気ディ
スク、書き込み可能光ディスク、あるいはスタティックメモリ回路などである。
　また、プロセッサ１６０は、録画セッションの開始に対応して自動フィルタリング／イ
ンデックス作成セッションを実行する代わりに、ユーザ入力端末１３０からの「インデッ
クス」命令を待って自動フィルタリングおよびインデックス作成を開始してもよい。プロ
セッサ１６０のユーザまたは製造者は、これらのうちどちらをデフォルトに設定するかを
選択できる。
【００２５】
　ユーザが放送を録画しているとき、その放送の題目／ジャンルやそれに関連したトピッ
クスは、ＤＴＶ放送とともに伝送される情報の記述子フィールドから読み出され、適切な
フィルタ設定を決定するのに用いられる。記述子フィールドは、放送の主題、表題、エー
ジェントあるいはコンピュータプログラムがフィルタ設定動作を管理するのに用いる情報
を含むキーワードのリストの記述を含んでもよい。
【００２６】
　プロセッサ１６０が録画中に用いるフィルタ設定のリストは、ユーザ入力端末１３０を
介してユーザが要求した放送の視聴中に、ディスプレイ１２０に表示されてもよい。ある
いは、ＳＴＢ１１０のメモリ装置に格納されてもよい。
　例えば、ユーザがフットボールの試合を視聴している場合、フィルタは音声ノイズレベ
ルの増大部分（拍手、観衆のうめき声、笛の音など）や、映像または字幕によるスコアボ
ードの表示でトリガする。ユーザがこの試合を録画しているとき、プロセッサ１６０のエ
ージェントあるいはコンピュータプログラムは、ＤＴＶ放送とともに伝送された情報の記
述子フィールドを用いて、適切なフィルタリング方法を選択する。そして、試合情報の中
で重要な出来事の記録箇所を所定のフィルタリング方法に応じて選別するとともに、後か
ら視聴する時にユーザに便利なように多数のインデックスを作成する。
【００２７】
　ユーザ入力端末１３０を介してユーザが要求を行い、ディスプレイ１２０上にフィルタ
リング方法のリストを表示してもよい。リストが表示されると、ユーザはリストから任意
の１つのフィルタリング方法を選択し、フィルタリング基準に関してさらに情報を得ても
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よい。さらに／あるいは、ユーザの好みに応じてフィルタリング基準を編集してもよい。
　上記の例から明らかなように、ＤＴＶ放送とともに伝送される情報の記述子フィールド
の内容は、どのフィルタリング方法を用いるのかを決定する。記述子フィールドはキーワ
ードを含んでいてもよい。キーワードは、適切なフィルタリング方法の選択に用いられる
プロバイダによって記述子フィールドに含まれる。
【００２８】
　プロバイダがＤＴＶ放送とともに伝送する情報は、プロセッサ１６０がフィルタリング
方法の選択に用いる記述子フィールドを読み出すことができるように、明確な構造を有さ
なければならない。当然のことながら、この情報にはフィルタリング方法のリストも含ま
れていてよい。
　フィルタリングとインデックス作成とが行われ、録画が完了した後、ユーザは、ユーザ
入力端末１３０を介して、インデックスを付された部分のプレビュースキャンを要求して
もよい。ユーザがプレビュースキャンを要求すると、ＳＴＢ１１０はインデックスを付さ
れたイベントを所定のプレビュー期間（例えば１０秒間）ディスプレイ１２０上に表示す
る。あるいは、録画の第１インデックスに対応する箇所から再生を開始し、視聴者がユー
ザ装置１３０を介して次のインデックスへのジャンプを要求するまで再生を継続する。ま
た、現在ディスプレイ１２０上に表示されている録画のインデックスのリストを表示する
ようＳＴＢ１１０を設定し、ユーザ１３０からの命令に応答して、リスト中の任意のイン
デックスから別のインデックスへジャンプしてもよい。
「実施例２」
【００２９】
　図２に本発明の第 2の実施例を示す。プロセッサ１６０は、ネットワークにおいて提供
されるフィルタリングおよびインデックス作成プログラムのためのエージェントあるいは
コンピュータプログラムを備える。プロセッサ１６０は、ＳＴＢ１１０に配置される代わ
りに、プロバイダ装置１００に配置されてもよい。本実施例は、ＳＴＢ１１０が放送スト
リームからインデックスを選別し、このインデックスをＤＴＶ放送の受信中に記録に挿入
する場合に用いられてもよい。
「実施例３」
【００３０】
　図３に示すのは、本発明の第３の実施例である。この実施例においては、中央演算処理
機（ＣＰＵ）を有するコンピュータ１５０が、ＳＴＢ１１０とディスプレイ１２０との間
に接続されている。ディスプレイ１２０はモニタであってもよい。また、コンピュータ１
５０はデジタルビデオレコーダであってもよく、例えば、磁気ハードディスクドライブや
、内蔵型書き込み可能光ディスク記憶装置、あるいはそのスタティックメモリ回路を用い
て録画を行ってもよい。
【００３１】
　本実施例においては、ユーザ入力端末１３０はコンピュータ１５０と接続し、キーボー
ドやマウスなど従来型のコンピュータ入力端末を備えてもよい。あるいは、赤外線通信を
行う遠隔操作装置（ＲＣ）のように、特にＳＴＢ１１０の機能を制御するよう設計された
制御装置を備えてもよい。ＳＴＢ１１０、コンピュータ１５０およびディスプレイ１２０
の間の接続は、有線でも無線でもよい。
【００３２】
　コンピュータ１５０は、本発明によるプロセッサ１６０の機能を実行し、ＤＴＶ放送と
ともに伝送される情報を使用する手段を備える。この情報は例えばＤＶＢ－ＳＩコンテン
ツ記述子であり、現在のイベントのジャンルを特定する。また、この情報を用いて、現在
放映されている放送の題目に関係した適切なフィルタリング方法が選択される。この情報
はさらに、記録中のイベントの重要な部分やシーンのインデックスを自動的に作成する方
法を決定する。プロセッサ１６０は、コンピュータ１５０のＣＰＵの不可欠な部分を備え
るか、またはＤＴＶシステム１０専用の追加的なプロセッサであってもよい。
【００３３】
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　以上、本発明を好適な実施例に適用した場合の特徴を述べてきたが、装置の形態や詳細
、動作に関して、本発明の精神を離れることなくさまざまな省略、置換、変更が可能であ
ることは、当業者には明らかである。
　例えば、実質的に同じ結果をもたらすような、実質的に同一の方法および同一の機能を
実行する素子および／または方法段階の組み合わせは、本発明の範囲内にあるものとされ
なければならない。さらに、本発明の実施例のいずれかとの関係において図示および／ま
たは記述された構造および／または素子および／または方法段階は、設計の選択の問題と
して、他のいずれの実施例に含まれてもよい。
　本発明は、添付の特許請求の範囲に記載した範囲によってのみ制限される。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の第１の実施例によるデジタルテレビシステムを示す図である。
【図２】本発明の第２の実施例によるデジタルテレビシステムを示す図である。
【図３】本発明の第３の実施例によるデジタルテレビシステムを示す図である。
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【 図 ３ 】
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