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(57)【要約】
【課題】注目度の高い、録画コンテンツの部分を、時間
をロスすることなく、ユーザが好きなときにいつでも観
ることが可能な録画装置を提供する。
【解決手段】番組受信部１６と、番組コンテンツを上書
き録画可能な第１記憶部１４と、番組コンテンツの部分
を録画するための第２記憶部１５と、番組コンテンツを
第１記憶部１４に上書き録画させる制御部１０と、番組
コンテンツに関する書き込みを、通信ネットワークＮを
介して不特定多数の装置から受け付ける番組サイトを提
供している第１情報通信機器から、少なくとも書き込み
の書き込み数を表す第１書き込み情報を取得する取得部
１１と、第２記憶部１４に記憶されている部分を再生す
るための表示部１２及び音声出力部１３と、を備え、制
御部１０は、取得部１１によって取得された第１書き込
み情報に基づいて、注目度の高い番組コンテンツの部分
を特定し、第１記憶部１４から読み出して第２記憶部１
５に録画させる。
【選択図】図２



(2) JP 2015-41815 A 2015.3.2

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　番組コンテンツを受信する番組受信部と、
　前記番組コンテンツを録画するために設けられ、前記番組コンテンツを上書き録画する
ことが可能な第１記憶部と、
　前記番組コンテンツの部分を録画するための第２記憶部と、
　前記番組受信部によって受信された前記番組コンテンツを、前記第１記憶部に録画させ
、前記第１記憶部の空き容量が所定の容量を下回った際には、新たに受信された前記番組
コンテンツを、前記第１記憶部に記憶されている前記番組コンテンツに代えて上書き録画
させる制御部と、
　前記番組コンテンツに関する書き込みを、通信ネットワークを介して不特定多数の装置
から受け付ける番組サイトを提供している第１情報通信機器に、前記通信ネットワークを
通じて接続され、前記第１情報通信機器から前記通信ネットワークを通じて、少なくとも
前記書き込みの書き込み数を表す第１書き込み情報を取得する取得部と、
　前記第２記憶部に記憶されている前記部分を再生するための再生部と、を備え、
　前記制御部は、前記取得部によって取得された前記第１書き込み情報に基づいて、注目
度の高い前記番組コンテンツの部分を特定し、特定された前記部分を、前記第１記憶部か
ら読み出して前記第２記憶部に録画させる
　録画装置。
【請求項２】
　前記制御部は、
　（１）前記取得部によって、所定時間間隔で前記番組サイトにアクセスさせて前記第１
書き込み情報を取得させ、（２）前記第１書き込み情報で表される前記書き込み数から、
前記番組サイトへの直前のアクセス時に前記取得部によって取得された前記第１書き込み
情報で表される前記書き込み数を減じて得られる差を求め、（３）前記差が初めて予め定
められた第１値を超えた時刻を第１時刻とし、前記第１時刻が経過してから初めて前記差
が予め定められた第２値未満となった時刻を第２時刻とし、（４）前記第１記憶部に記憶
されている前記番組コンテンツのうち、前記第１時刻から前記第２時刻までの部分を、前
記注目度の高い前記部分と特定する
　請求項１に記載の録画装置。
【請求項３】
　前記制御部は、
　（１）前記取得部によって、所定時間間隔で前記番組サイトにアクセスさせて前記第１
書き込み情報を取得させ、（２）前記第１書き込み情報で表される前記書き込み数が予め
設定された第１閾値を初めて超えた時刻を第１時刻とし、前記第１時刻が経過してから初
めて前記書き込み数が予め定められた第２閾値未満となった時刻を第２時刻とし、（３）
前記第１記憶部に記憶されている前記番組コンテンツのうち、前記第１時刻から前記第２
時刻までの部分を、前記注目度の高い前記部分と特定する
　請求項１に記載の録画装置。
【請求項４】
　前記第２記憶部は、さらに、前記番組コンテンツ全体を記憶可能であり、
　前記取得部は、さらに、前記通信ネットワークを通じて、前記番組コンテンツに関する
視聴率情報を提供する第２情報通信機器に接続されており、前記第２情報通信機器から前
記通信ネットワークを通じて前記視聴率情報を取得し、
　前記制御部は、さらに、
　（１）前記取得部によって、前記第２情報通信機器から前記通信ネットワークを通じて
前記視聴率情報が取得された際に、前記視聴率情報に基づいて、前記注目度の高い前記番
組コンテンツを特定し、特定された前記番組コンテンツを、第１記憶部から読み出して第
２記憶部に記憶させ、或いは、
　（２）前記取得部によって、前記第２情報通信機器から前記通信ネットワークを通じて
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前記視聴率情報が取得された際に、前記視聴率情報に基づいて、前記注目度の高い前記番
組コンテンツの部分を特定し、特定された前記部分を、前記第１記憶部から読み出して、
前記第２記憶部に記憶させる
　請求項１～３のいずれか１項に記載の録画装置。
【請求項５】
　さらに、
　前記番組コンテンツの検索対象を特定するための項目であって、少なくともユーザの嗜
好を表す嗜好項目を含む検索対象項目の入力を受け付ける検索対象項目受付部を備え、
　前記取得部は、ＳＮＳ（Social Networking Service）サイトを提供している第３情報
通信機器に通信ネットワークを通じて接続されており、前記第３情報通信機器から前記通
信ネットワークを介して、前記ＳＮＳサイトに書き込まれた情報である第２書き込み情報
を取得し、
　前記制御部は、前記検索対象項目受付部によって前記検索対象項目の入力が受け付けら
れた際に、前記取得部によって、前記第２書き込み情報を取得させ、当該第２書き込み情
報のうち、入力された前記検索対象項目に関する書き込みの数が所定数以上の前記番組コ
ンテンツを特定し、特定された前記番組コンテンツを、前記第１記憶部から読み出して、
前記再生部によって再生させる
　請求項１～３のいずれか１項に記載の録画装置。
【請求項６】
　さらに、ユーザによって入力された情報を第１検索キーワードとして受け付ける検索キ
ーワード受付部を備え、
　前記第２記憶部は、さらに、前記番組コンテンツの全てを記憶可能であり、
　前記取得部は、ＳＮＳ（Social Networking Service）サイトを提供している第３情報
通信機器、或いは、所定の情報が記載された電子メールを保存するメールサーバを提供し
ている第４情報通信機器に接続されており、前記第３情報端末から前記通信ネットワーク
を介して、前記ＳＮＳサイトに書き込まれた情報である第２書き込み情報を取得し、或い
は、前記第４情報通信機器装置から前記通信ネットワークを介して、前記メールサーバに
保存された前記電子メールを取得し、
　前記制御部は、前記取得部によって、前記第２書き込み情報或いは前記電子メールが取
得された際に、前記書き込み情報或いは前記電子メールに記載されている情報の中に、前
記第１検索キーワードが存在する際に、当該第１検索キーワードを含む前記書き込み情報
或いは前記電子メールに記載されている情報の中に、少なくとも番組コンテンツを表す情
報が存在する場合には、前記情報で表された前記番組コンテンツを、前記第１記憶部から
読み出して前記第２記憶部に記憶させる
　請求項１～３のいずれか１項に記載の録画装置。
【請求項７】
　さらに、前記番組コンテンツ或いは当該番組コンテンツの部分に対応する番組情報を取
得する番組情報取得部を備え、
　前記第２記憶部は、さらに、前記番組コンテンツの全てを記憶可能であり、
　前記取得部は、ＳＮＳ（Social Networking Service）サイトを提供している第３情報
通信機器、或いは、所定の情報が記載された電子メールを保存するメールサーバを提供し
ている第４情報通信機器に接続されており、前記第３情報端末から前記通信ネットワーク
を介して、前記ＳＮＳサイトに書き込まれた情報である第２書き込み情報を取得し、或い
は、前記第４情報通信機器装置から前記通信ネットワークを介して、前記メールサーバに
保存された前記電子メールを取得し、
　前記制御部は、前記取得部によって、前記第２書き込み情報或いは前記電子メールが取
得され、且つ、前記番組情報取得部によって前記番組情報が取得された際に、前記第２書
き込み情報或いは前記電子メールに記載されている情報の中から第２検索キーワードを抽
出し、抽出した第２検索キーワードが含まれている前記番組情報を特定し、特定された前
記番組情報に対応する、前記番組コンテンツ、或いは、当該番組コンテンツの部分を、前
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記第１記憶部から読み出して前記第２記憶部に記憶させる
　請求項１～３のいずれか１項に記載の録画装置。
【請求項８】
　前記第２記憶部は、さらに、前記番組コンテンツの全てを記憶可能であり、
　前記取得部は、さらに、前記通信ネットワークを通じて、前記番組コンテンツに関する
視聴率情報を提供する第２情報通信機器に接続されており、前記第２情報通信機器から前
記通信ネットワークを通じて前記視聴率情報を取得し、
　前記制御部は、
　（１）前記取得部によって、前記第１情報通信機器から前記通信ネットワークを通じて
前記第１書き込み情報が取得されるとともに、前記第２情報通信機器から前記通信ネット
ワークを通じて前記視聴率情報が取得された際に、前記第１書き込み情報と前記視聴率情
報とに基づいて、前記注目度の高い前記番組コンテンツを特定し、特定された前記番組コ
ンテンツを、第１記憶部から読み出して第２記憶部に記憶させ、或いは、
　（２）前記取得部によって、前記第１情報通信機器から前記通信ネットワークを通じて
前記第１書き込み情報が取得されるとともに、前記第２情報通信機器から前記通信ネット
ワークを通じて前記視聴率情報が取得された際に、前記第１書き込み情報と前記視聴率情
報とに基づいて、前記注目度の高い前記番組コンテンツの部分を特定し、特定された前記
部分を、前記第１記憶部から読み出して、前記第２記憶部に記憶させる
　請求項１～３のいずれか１項に記載の録画装置。
【請求項９】
　前記制御部は、さらに、前記部分に連続する所定時間分の前記番組コンテンツである連
続部分を前記第１記憶部から読み出して、前記第１記憶部から読み出された前記部分に前
記連続部分を付加して、前記第２記憶部に記憶させる
　請求項１～４、７、及び８のいずれか１項に記載の録画装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のチャネルを通じて番組コンテンツを受信し、同時に複数のチャネルの
番組コンテンツを録画することが可能な録画装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、１２時間単位や２４時間単位で、複数のチャネルを通じて番組コンテンツを受信
し、ハードディスクなどの大容量の記憶装置に録画することができる録画装置が存在する
（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－０１２８５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、ユーザが、注目度の高い番組コンテンツの部分、例えば、サッカーのワール
ドカップの得点シーンを観たい場合があるが、２４時間分の録画コンテンツの中からその
部分を再生させるには、ユーザは、チャネルを特定し、さらに、早送りや巻き戻しをする
ことによって、その部分を見つける必要がある。この作業は、比較的時間がかかるので、
時間的に効率的ではない。
【０００５】
　また、記憶装置は、たとえ大容量だとはいえ、一定の容量制限があるため、空き容量が
所定の容量を下回った場合には、新たな番組コンテンツが、最先に録画装置に録画された
番組コンテンツに代えて上書き録画される。
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【０００６】
　したがって、せっかく、録画装置に、注目度が高い部分が録画されていても、所定の期
間が経過すれば、その部分を含む番組コンテンツが消去されて、別の番組コンテンツが録
画されるので、所定の期間が経過した後には、ユーザは、その部分を観ることが不可能と
なる。
【０００７】
　本発明は、上述の課題を解決するためになされたものであり、注目度の高い、録画コン
テンツの部分を、時間をロスすることなく、ユーザが好きなときにいつでも観ることが可
能な録画装置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】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様に係る録画装置は、番組コンテンツを受信
する番組受信部と、前記番組コンテンツを録画するために設けられ、前記番組コンテンツ
を上書き録画することが可能な第１記憶部と、前記番組コンテンツの部分を録画するため
の第２記憶部と、前記番組受信部によって受信された前記番組コンテンツを、前記第１記
憶部に録画させ、前記第１記憶部の空き容量が所定の容量を下回った際には、新たに受信
された前記番組コンテンツを、前記第１記憶部に記憶されている前記番組コンテンツに代
えて上書き録画させる制御部と、前記番組コンテンツに関する書き込みを、通信ネットワ
ークを介して不特定多数の装置から受け付ける番組サイトを提供している第１情報通信機
器に、前記通信ネットワークを通じて接続され、前記第１情報通信機器から前記通信ネッ
トワークを通じて、少なくとも前記書き込みの書き込み数を表す第１書き込み情報を取得
する取得部と、前記第２記憶部に記憶されている前記部分を再生するための再生部と、を
備え、前記制御部は、前記取得部によって取得された前記第１書き込み情報に基づいて、
注目度の高い前記番組コンテンツの部分を特定し、特定された前記部分を、前記第１記憶
部から読み出して前記第２記憶部に録画させる。
【０００９】
　この構成によると、通信ネットワークを通じて情報通信機器から第１書き込み情報を取
得した際に、その第１書き込み情報に基づいて、注目度の高い、番組コンテンツの部分を
特定する。そして、その部分を第１記憶部とは別に設けられた第２記憶部に記憶させる。
【００１０】
　そのため、第１記憶部の空き容量が不足して、第１記憶部に記憶された番組コンテンツ
に代えて、別の番組コンテンツが上書き録画されたとしても、第２記憶部に記憶された前
記部分については当該部分のデータ量が小さいため、別の録画コンテンツが第２記憶部に
おいて上書き録画される可能性が極めて小さい。
【００１１】
　その結果、ユーザは、注目度の高い、番組コンテンツの部分については、いつでも好き
なときに観ることができるので、利便性に優れている。
【００１２】
　また、注目度の高い部分のみ、第１記憶部とは別に第２記憶部に記憶させるので、ユー
ザは、巻き戻しや早送りの必要なく、注目度の高い部分のみを再生することができる。よ
って、時間的な効率化が可能となる。
【００１３】
　例えば、前記制御部は、（１）前記取得部によって、所定時間間隔で前記番組サイトに
アクセスさせて前記第１書き込み情報を取得させ、（２）前記第１書き込み情報で表され
る前記書き込み数から、前記番組サイトへの直前のアクセス時に前記取得部によって取得
された前記第１書き込み情報で表される前記書き込み数を減じて得られる差を求め、（３
）前記差が初めて予め定められた第１値を超えた時刻を第１時刻とし、前記第１時刻が経
過してから初めて前記差が予め定められた第２値未満となった時刻を第２時刻とし、（４
）前記第１記憶部に記憶されている前記番組コンテンツのうち、前記第１時刻から前記第
２時刻までの部分を、前記注目度の高い前記部分と特定してもよい。
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【００１４】
　この構成によると、所定時間間隔で番組サイトにアクセスして第１書き込み情報を取得
し、第１書き込み情報で表される書き込み数と、直前の番組サイトへのアクセス時に取得
した第１書き込み情報で表される書き込み数との差が初めて予め定められた第１値を超え
た時刻を第１時刻とし、第１時刻が経過してから前記差が初めて予め定められた第２値未
満となった時刻を第２時刻とし、第１記憶部に記憶されている番組コンテンツのうち、第
１時刻から第２時刻までの部分を、注目度の高い部分と特定する。
【００１５】
　これにより、録画コンテンツのうち、注目度の高い部分を特定する処理を具現化するこ
とができる。
【００１６】
　或いは、前記制御部は、（１）前記取得部によって、所定時間間隔で前記番組サイトに
アクセスさせて前記第１書き込み情報を取得させ、（２）前記第１書き込み情報で表され
る前記書き込み数が予め設定された第１閾値を初めて超えた時刻を第１時刻とし、前記第
１時刻が経過してから初めて前記書き込み数が予め定められた第２閾値未満となった時刻
を第２時刻とし、（３）前記第１記憶部に記憶されている前記番組コンテンツのうち、前
記第１時刻から前記第２時刻までの部分を、前記注目度の高い前記部分と特定してもよい
。
【００１７】
　この構成によると、所定時間間隔で番組サイトにアクセスして第１書き込み情報を取得
し、第１書き込み情報で表される書き込み数が初めて第１閾値を超えた時刻を第１時刻と
し、第１時刻が経過してから書き込み数が初めて第２閾値未満となった時刻を第２時刻と
し、第１記憶部に記憶されている番組コンテンツのうち、第１時刻から第２時刻までの部
分を、注目度の高い部分と特定する。
【００１８】
　これにより、録画コンテンツのうち、注目度の高い部分を特定する処理を具現化するこ
とができる。
【００１９】
　また、前記第２記憶部は、さらに、前記番組コンテンツ全体を記憶可能であり、前記取
得部は、さらに、前記通信ネットワークを通じて、前記番組コンテンツに関する視聴率情
報を提供する第２情報通信機器に接続されており、前記第２情報通信機器から前記通信ネ
ットワークを通じて前記視聴率情報を取得し、前記制御部は、さらに、（１）前記取得部
によって、前記第２情報通信機器から前記通信ネットワークを通じて前記視聴率情報が取
得された際に、前記視聴率情報に基づいて、前記注目度の高い前記番組コンテンツを特定
し、特定された前記番組コンテンツを、第１記憶部から読み出して第２記憶部に記憶させ
、或いは、（２）前記取得部によって、前記第２情報通信機器から前記通信ネットワーク
を通じて前記視聴率情報が取得された際に、前記視聴率情報に基づいて、前記注目度の高
い前記番組コンテンツの部分を特定し、特定された前記部分を、前記第１記憶部から読み
出して、前記第２記憶部に記憶させてもよい。
【００２０】
　この構成によると、視聴率サイトから提供される視聴率情報に基づいて、注目度の高い
番組コンテンツ或いはその部分を特定するので、注目度の高い番組コンテンツ或いはその
部分を特定するに際し、不特定多数の注目度を客観的に反映させることができる。よって
、注目度の高い番組コンテンツ或いはその部分の特定を、精度よく行うことができる。
【００２１】
　また、さらに、前記番組コンテンツの検索対象を特定するための項目であって、少なく
ともユーザの嗜好を表す嗜好項目を含む検索対象項目の入力を受け付ける検索対象項目受
付部を備え、前記取得部は、ＳＮＳ（Social Networking Service）サイトを提供してい
る第３情報通信機器に通信ネットワークを通じて接続されており、前記第３情報通信機器
から前記通信ネットワークを介して、前記ＳＮＳサイトに書き込まれた情報である第２書
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き込み情報を取得し、前記制御部は、前記検索対象項目受付部によって前記検索対象項目
の入力が受け付けられた際に、前記取得部によって、前記第２書き込み情報を取得させ、
当該第２書き込み情報のうち、入力された前記検索対象項目に関する書き込みの数が所定
数以上の前記番組コンテンツを特定し、特定された前記番組コンテンツを、前記第１記憶
部から読み出して、前記再生部によって再生させてもよい。
【００２２】
　この構成によると、少なくともユーザの嗜好を表す嗜好項目を含む検索対象項目に関す
る書き込みの数が所定数以上の番組コンテンツを、第１記憶部から読み出して再生させる
ので、第１記憶部に記憶されている番組コンテンツのうち、注目度に加えてユーザの嗜好
を反映させた番組コンテンツを、時間的なロスがなく、いつでも好きなときに観ることが
できる。そのため、利便性に優れている。
【００２３】
　さらに、さらに、ユーザによって入力された情報を第１検索キーワードとして受け付け
る検索キーワード受付部を備え、前記第２記憶部は、さらに、前記番組コンテンツの全て
を記憶可能であり、前記取得部は、ＳＮＳ（Social Networking Service）サイトを提供
している第３情報通信機器、或いは、所定の情報が記載された電子メールを保存するメー
ルサーバを提供している第４情報通信機器に接続されており、前記第３情報端末から前記
通信ネットワークを介して、前記ＳＮＳサイトに書き込まれた情報である第２書き込み情
報を取得し、或いは、前記第４情報通信機器装置から前記通信ネットワークを介して、前
記メールサーバに保存された前記電子メールを取得し、前記制御部は、前記取得部によっ
て、前記第２書き込み情報或いは前記電子メールが取得された際に、前記書き込み情報或
いは前記電子メールに記載されている情報の中に、前記第１検索キーワードが存在する際
に、当該第１検索キーワードを含む前記書き込み情報或いは前記電子メールに記載されて
いる情報の中に、少なくとも番組コンテンツを表す情報が存在する場合には、前記情報で
表された前記番組コンテンツを、前記第１記憶部から読み出して前記第２記憶部に記憶さ
せてもよい。
【００２４】
　一般に、電子番組表（ＥＰＧ（Electronic Program Guide））に含まれる番組情報は、
一般的に使用されている用語を含む場合が多い。これに対して、ＳＮＳサーバにおける書
き込みや、電子メールの情報の中には、一般的にあまり使用されていないニッチな用語を
含む場合が多い。
【００２５】
　この構成によると、ＳＮＳサイトに書き込まれた第２書き込み情報、或いは、所定の情
報が記載された電子メールが取得された際に、第２書き込み情報或いは電子メールに書き
込まれた情報の中に、ユーザによって入力された第１キーワードが存在する際に、第２書
き込み情報或いは電子メールに書きこまれた情報の中に、少なくとも番組コンテンツを表
す情報が存在する場合には、当該情報で表されたる番組コンテンツを、第１記憶部から読
み出して、第２記憶部に記憶させる。
【００２６】
　これにより、書き込み情報や、電子メールに記載された情報に、個々人によって使用さ
れうるニッチな用語である検索キーワードが含まれていれば、その電子メールの情報に存
在する、番組コンテンツを表す情報で表される番組コンテンツを、第２記憶部１５に記憶
させることができる。
【００２７】
　その結果、第２書き込み情報或いは電子メールに記載された情報の中のニッチな内容を
用いて、注目度の高い番組コンテンツを特定することができるので、電子番組表だけでは
特定することができなかった番組コンテンツを、注目度の高い番組情報として特定するこ
とができるので、利便性に優れている。
【００２８】
　また、さらに、前記番組コンテンツ或いは当該番組コンテンツの部分に対応する番組情
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報を取得する番組情報取得部を備え、前記第２記憶部は、さらに、前記番組コンテンツの
全てを記憶可能であり、前記取得部は、ＳＮＳ（Social Networking Service）サイトを
提供している第３情報通信機器、或いは、所定の情報が記載された電子メールを保存する
メールサーバを提供している第４情報通信機器に接続されており、前記第３情報端末から
前記通信ネットワークを介して、前記ＳＮＳサイトに書き込まれた情報である第２書き込
み情報を取得し、或いは、前記第４情報通信機器装置から前記通信ネットワークを介して
、前記メールサーバに保存された前記電子メールを取得し、前記制御部は、前記取得部に
よって、前記第２書き込み情報或いは前記電子メールが取得され、且つ、前記番組情報取
得部によって前記番組情報が取得された際に、前記第２書き込み情報或いは前記電子メー
ルに記載されている情報の中から第２検索キーワードを抽出し、抽出した第２検索キーワ
ードが含まれている前記番組情報を特定し、特定された前記番組情報に対応する、前記番
組コンテンツ、或いは、当該番組コンテンツの部分を、前記第１記憶部から読み出して前
記第２記憶部に記憶させてもよい。
【００２９】
　この構成によると、番組情報を特定するための第２検索キーワードを、ＳＮＳサイトか
ら取得した第２書き込み情報、或いは、所定の情報が記載された電子メールから自動抽出
し、自動抽出した第２検索キーワードが含まれている番組情報を特定し、特定された番組
情報に対応する、番組コンテンツ或いはその部分を第２記憶部に別保存させる。これによ
り、番組コンテンツ或いはその部分を別保存するに際し、第２検索キーワードをユーザが
入力する必要がなくなるので、利便性に優れている。
【００３０】
　また、前記第２記憶部は、さらに、前記番組コンテンツの全てを記憶可能であり、前記
取得部は、さらに、前記通信ネットワークを通じて、前記番組コンテンツに関する視聴率
情報を提供する第２情報通信機器に接続されており、前記第２情報通信機器から前記通信
ネットワークを通じて前記視聴率情報を取得し、前記制御部は、（１）前記取得部によっ
て、前記第１情報通信機器から前記通信ネットワークを通じて前記第１書き込み情報が取
得されるとともに、前記第２情報通信機器から前記通信ネットワークを通じて前記視聴率
情報が取得された際に、前記第１書き込み情報と前記視聴率情報とに基づいて、前記注目
度の高い前記番組コンテンツを特定し、特定された前記番組コンテンツを、第１記憶部か
ら読み出して第２記憶部に記憶させ、或いは、（２）前記取得部によって、前記第１情報
通信機器から前記通信ネットワークを通じて前記第１書き込み情報が取得されるとともに
、前記第２情報通信機器から前記通信ネットワークを通じて前記視聴率情報が取得された
際に、前記第１書き込み情報と前記視聴率情報とに基づいて、前記注目度の高い前記番組
コンテンツの部分を特定し、特定された前記部分を、前記第１記憶部から読み出して、前
記第２記憶部に記憶させてもよい。
【００３１】
　この構成によると、番組コンテンツ或いはその一部に関する第１書き込み情報と、視聴
率情報とに基づいて、注目度の高い番組コンテンツ或いはその一部を特定するので、第２
記憶部に記憶させるべき番組コンテンツ或いはその一部を記憶させるにあたり、より如実
に、注目度を反映させることができる。
【００３２】
　また、前記制御部は、さらに、前記部分に連続する所定時間分の前記番組コンテンツで
ある連続部分を前記第１記憶部から読み出して、前記第１記憶部から読み出された前記部
分に前記連続部分を付加して、前記第２記憶部に記憶させてもよい。
【００３３】
　一般に、ユーザは、サッカーのゴールシーンなどについては、注目すべき部分の前後一
定時間の部分も観たい場合が多い。
【００３４】
　この構成によると、注目度が高いと特定された部分に、前後一定時間の連続部分を付加
して、第２記憶部に記憶させる。
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【００３５】
　これにより、注目すべき部分に加えて、その前後一定時間分の番組コンテンツを観るこ
とができるので、ユーザのニーズを反映させることができる。
【００３６】
　なお、本発明は、録画装置として実現できるだけでなく、その録画装置を構成する処理
手段をステップとする方法として実現したり、それらステップをコンピュータに実行させ
るプログラムとして実現したり、そのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な
ＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体として実現したり、そのプログラムを示す情報、データ又は
信号として実現したりすることもできる。そして、それらプログラム、情報、データ及び
信号は、インターネット等の通信ネットワークを介して配信してもよい。
【発明の効果】
【００３７】
　本発明によると、注目度の高い、録画コンテンツの部分を、時間をロスすることなく、
ユーザが好きなときにいつでも観ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の実施の形態１に係るテレビジョン受像機を用いた録画システムのシステ
ム構成の一例を示したシステム構成図である。
【図２】実施の形態１におけるテレビジョン受像機の機能構成の一例を示したブロック図
である。
【図３】実施の形態１に係るテレビジョン受像機１の動作の一例について示したフローチ
ャートである。
【図４】番組サイトにおける書き込み数と、番組コンテンツの受信時刻との関係を表し、
番組コンテンツの部分のうち第２記憶部に記憶させるべき部分を特定する動作について説
明するためのタイムチャートである。
【図５】実施の形態１における変形例に示すテレビジョン受像機１Ａの動作について示し
たフローチャートである。
【図６】番組サイトにおける投稿数と、番組コンテンツの受信時刻との関係を表し、番組
コンテンツの部分のうち第２記憶部に記憶させるべき部分を特定する動作について説明す
るためのタイムチャートである。
【図７】番組サイトにおける投稿数と、番組コンテンツの受信時刻との関係を表し、番組
コンテンツの部分のうち第２記憶部に記憶させるべき部分を特定する動作について説明す
るためのタイムチャートである。
【図８】本発明の実施の形態２に係るテレビジョン受像機を用いた録画システムのシステ
ム構成の一例を示したシステム構成図である。
【図９】実施の形態２に係るテレビジョン受像機の動作の一例を示したフローチャートで
ある。
【図１０】実施の形態２における変形例に示すテレビジョン受像機の動作について示した
フローチャートである。
【図１１】本発明の実施の形態３に係るテレビジョン受像機の動作について示したフロー
チャートである。
【図１２】実施の形態３における変形例に示すテレビジョン受像機の動作について示した
フローチャートである。
【図１３】本発明の実施の形態４に係るテレビジョン受像機の動作について示したフロー
チャートである。
【図１４】実施の形態４における変形例に示すテレビジョン受像機の動作について示した
フローチャートである。
【図１５】本発明の実施の形態５に係るテレビジョン受像機を用いた録画システムのシス
テム構成の一例を示したシステム構成図である。
【図１６】実施の形態５におけるテレビジョン受像機の機能構成の一例を示したブロック
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図である。
【図１７】本発明の実施の形態５に係るテレビジョン受像機の動作について示したフロー
チャートである。
【図１８Ａ】検索対象項目入力画像の一例を示した図である。
【図１８Ｂ】高注目度番組コンテンツ一覧画像の一例を示した図である。
【図１９】本発明の実施の形態６に係るテレビジョン受像機を用いた録画システムのシス
テム構成の一例を示したシステム構成図である。
【図２０】実施の形態６におけるテレビジョン受像機の機能構成の一例を示したブロック
図である。
【図２１】実施の形態７に係るテレビジョン受像機の動作の一例を示したフローチャート
である。
【図２２Ａ】メールサーバから受信した電子メールの一例を示した図である。
【図２２Ｂ】メールサーバから受信した電子メールの他例を示した図である。
【図２３Ａ】第１記憶部の構成の一例を示した図である。
【図２３Ｂ】第１記憶部の構成の一例を示した図である。
【図２４】本発明の実施の形態７に係るテレビジョン受像機を用いた録画システムのシス
テム構成の一例を示したシステム構成図である。
【図２５】実施の形態７におけるテレビジョン受像機の機能構成の一例を示したブロック
図である。
【図２６】実施の形態７におけるテレビジョン受像機の動作について示したフローチャー
トである。
【図２７】図２６に示す動作を補足的に説明するための図である。
【図２８】本発明の実施の形態８に係るテレビジョン受像機を用いた録画システムのシス
テム構成の一例を示したシステム構成図である。
【図２９】実施の形態８に係るテレビジョン受像機の動作について示したフローチャート
である。
【図３０】実施の形態８における変形例に示すテレビジョン受像機１Ｅの動作について示
したフローチャートである。
【図３１】実施の形態９に係るテレビジョン受像機の動作の一例について示したフローチ
ャートである。
【図３２】実施の形態９における変形例に示すテレビジョン受像機の動作について示した
フローチャートである。
【図３３】実施の形態１０に係るテレビジョン受像機の動作の一例を示したフローチャー
トである。
【図３４】実施の形態１０における変形例に示すテレビジョン受像機の動作を示したフロ
ーチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。なお、以下で説明
する実施の形態は、いずれも包括的または具体的な例を示すものである。以下の実施の形
態で示される構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態などは、一例であり、本発明を
限定する主旨ではない。また、以下の実施の形態における構成要素のうち、最上位概念を
示す独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明され
る。
【００４０】
　さらに、以下の各実施の形態によれば、録画装置として、録画機能を備えたテレビジョ
ン受像機を例示しているが、本発明は、この例には限られず、時間帯及びチャネル毎に番
組コンテンツを録画することができる装置全般に適用される。
【００４１】
　（実施の形態１）
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　＜録画装置の構成＞
　図１は、本発明の実施の形態１に係るテレビジョン受像機１を用いた録画システムのシ
ステム構成の一例を示したシステム構成図である。図２は、実施の形態１におけるテレビ
ジョン受像機１の機能構成の一例を示したブロック図である。
【００４２】
　テレビジョン受像機１は、通信ネットワーク（例えば、インターネット）Ｎを通じて、
例えばサーバ装置からなる第１情報通信機器２Ａに接続されている。第１情報通信機器２
Ａは、放送局が放送する番組コンテンツに関する情報を提供する番組サイト２０を備える
。番組サイト２０は、番組コンテンツに関する情報のほかに、掲示板を表す掲示板情報を
有する。
【００４３】
　掲示板情報で表される掲示板には、通信ネットワークＮを通じて、不特定多数の装置か
ら、番組コンテンツに関する書き込みを行うことができる。書き込みは、その書き込みが
書き込まれた時刻を表す時刻とともに、掲示板情報の中に含まれる。
【００４４】
　テレビジョン受像機１は、第１情報通信機器２Ａとの間で、所定のプロトコル（例えば
、ＨＴＴＰ（Hypertext Transfer Protocol）に従った通信を行う。テレビジョン受像機
１は、例えば、少なくとも、番組コンテンツに関する書き込みの書き込み数を表す第１書
き込み情報を、番組コンテンツ或いはその部分に対する世間の注目度情報として、第１情
報通信機器２Ａから取得する。
【００４５】
　テレビジョン受像機１は、制御部１０と、取得部１１と、表示部１２と、音声出力部１
３と、第１記憶部１４と、第２記憶部１５と、番組受信部１６と、を備える。そして、制
御部１０には、バス１７を通じて、取得部１１と、表示部１２と、音声出力部１３と、第
１記憶部１４と、第２記憶部１５と、番組受信部１６と、が接続されている。このテレビ
ジョン受像機１では、表示部１２と音声出力部１３とで再生部が構成されている。
【００４６】
　制御部１０は、テレビジョン受像機１全体を統括的に制御する。制御部１０は、ＣＰＵ
（Central Processing Unit）、ＲＡＭ（Random Access Memory）、ＲＯＭ（Read Only M
emory）などから構成され、ＣＰＵが所定の制御プログラムを実行することにより実現さ
れる。
【００４７】
　取得部１１は、第１情報通信機器２Ａに通信ネットワークＮを通じて接続されており、
第１情報通信機器２Ａにアクセスして第１書き込み情報を取得する。
【００４８】
　表示部１２は、例えば、液晶パネルによって構成されており、番組コンテンツに含まれ
る映像を表示する。音声出力部１３は、例えば、スピーカによって構成されており、番組
コンテンツに含まれる音声を出力する。
【００４９】
　第１記憶部１４は、例えば、ハードディスクによって構成されており、番組受信部１６
が放送局から受信した番組コンテンツを記憶する。第１記憶部１４には、所定期間分（例
えば、１週間分）の番組コンテンツが、チャネル毎に、月日順、且つ、時間帯順に区分さ
れて録画される（例えば、図２３Ａ、図２３Ｂ、及び図２６参照）。
【００５０】
　第２記憶部１５も、例えば、ハードディスクで構成されており、第１記憶部１４から読
み出された番組コンテンツ或いはその部分を記憶する。なお、第１記憶部１４と第２記憶
部１５とは、本実施の形態１によれば、別途独立して設けられているが、本発明はこの例
には限られず、１つのハードディスクを２つの記憶領域に分割し、分割された２つの領域
を、それぞれ、第１記憶部１４、第２記憶部１５としてもよい。
【００５１】
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　番組受信部１６は、時間帯及びチャネル毎に番組コンテンツを全放送局から受信する。
また、番組受信部１６は、各放送局からチャネル毎に、時間帯毎に放送する番組コンテン
ツと、当該番組コンテンツに対応する情報である番組情報とを含む電子番組表情報（ＥＰ
Ｇ（Electronic Program Guide））を受信する。受信された情報は、例えば、制御部１０
を構成するＲＡＭ内に記憶される。
【００５２】
　＜録画装置の動作＞
　本実施の形態１に係るテレビジョン受像機１の動作説明に入る前に、テレビジョン受像
機１の基本動作について、以下説明する。
【００５３】
　番組受信部１６は、先述したように、時間帯及びチャネル毎に番組コンテンツを全放送
局から受信する。また、番組受信部１６は、先述したように、チャネル毎に電子番組表情
報を受信する。
【００５４】
　制御部１０は、番組受信部１６によって受信された番組コンテンツを、順次、第１記憶
部１４に記憶させる。制御部１０は、第１記憶部１４の空き容量が所定の容量を下回った
際には、例えば、最先に第１記憶部１４に記憶させた番組コンテンツを消去して、消去し
た番組コンテンツに代えて、最新の番組コンテンツを記憶させる。
【００５５】
　また、制御部１０は、番組受信部１６がチャネル毎に受信した電子番組表情報を用いて
、時間帯及びチャネル毎に番組コンテンツが区分された１つの電子番組表情報を生成する
。この電子番組表情報は、例えば、制御部１０内のＲＡＭなどの記憶部にリアルタイムで
記憶される。
【００５６】
　テレビジョン受像機１は、或る番組コンテンツについて、番組サイト２０における投稿
数を基にして、注目度の高い部分を特定し、その部分を、第１記憶部１４とは別に第２記
憶部１５に記憶させる。
【００５７】
　図３は、実施の形態１に係るテレビジョン受像機１の動作の一例について示したフロー
チャートである。図４は、番組サイト２０における書き込み数（以下、投稿数という）と
、番組コンテンツの受信時刻との関係を表し、番組コンテンツの部分のうち第２記憶部１
５に記憶させるべき部分を特定する動作について説明するためのタイムチャートである。
【００５８】
　なお、制御部１０は、以下の処理と並行して、番組受信部１６によって受信された番組
コンテンツを第１記憶部１４に記憶していることを前提とする。
【００５９】
　テレビジョン受像機１では、制御部１０は、番組受信部１６によって或る番組コンテン
ツが受信された際には（ステップＳ１０でＹＥＳ）、番組受信開始時刻ＴＳから、番組コ
ンテンツの番組受信終了時刻ＴＥまでの間、所定時間間隔（例えば、５分間隔）で、取得
部１１によって、録画コンテンツに関する番組サイト２０にアクセスさせる（ステップＳ
１１）。
【００６０】
　そして、制御部１０は、取得部１１によって番組サイト２０にアクセスさせる毎に、取
得部１１によって番組コンテンツに関する第１書き込み情報を取得させ、その第１書き込
み情報に基づいて投稿数をカウントする（ステップＳ１２）。そして、制御部１０は、新
たな投稿数と、直前のアクセス時にカウントされた投稿数との差を求める。当該差が値（
第１値）Ｘを超えるときには（ステップＳ１３でＹＥＳ）、投稿数が増え始めた第１時刻
Ｔ１を特定する（ステップＳ１４）。一方で、前記差が値Ｘ以下の場合には（ステップＳ
１３でＮＯ）、制御部１０は、ステップＳ１１に戻る。
【００６１】
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　そして、制御部１０は、前記差が値Ｘを超えている状態、或いは、前記差が値Ｘの状態
のまま（ステップＳ１３でＹＥＳ、ステップＳ１６でＮＯ）、番組コンテンツの受信が終
了した際には（ステップＳ１５でＹＥＳ）、第１記憶部１４には番組コンテンツが記憶さ
れている。
【００６２】
　そこで、制御部１０は、第１記憶部１４に記憶されている番組コンテンツのうち、第１
時刻Ｔ１のα分前である時刻Ｔ１０から、番組受信終了時刻ＴＥまでの部分を、第１記憶
部１４から読み出して、第２記憶部１５に記憶させる（ステップＳ１９）。
【００６３】
　一方で、制御部１０は、番組コンテンツの受信途中で（ステップＳ１５でＮＯ）、新た
な投稿数と、直前のアクセス時にカウントされた投稿数との差が値（第２値）Ｘ未満であ
る際には（ステップＳ１６でＹＥＳ）、投稿数が減り始めた第２時刻Ｔ２を特定する（ス
テップＳ１７）。
【００６４】
　そして、制御部１０は、第１記憶部１４に番組コンテンツの全てが記憶されるのを待っ
てから、第１記憶部１４に記憶されている番組コンテンツのうち、第１時刻Ｔ１のα分前
である時刻Ｔ１０から、第２時刻Ｔ２のβ分後である時刻Ｔ２０までの部分γを、第１記
憶部１４から読み出して、第２記憶部１５に記憶させる（ステップＳ１８）。
【００６５】
　なお、上述した動作では、新たな投稿数と、新たな投稿数と直前のアクセス時にカウン
トされた投稿数との差に基づいて第１時刻Ｔ１を求めるための第１値と、前記差に基づい
て第２時刻Ｔ２を求めるための第２値とを、同じ値Ｘにしている。しかしながら、本発明
ではこの例には限られず、第１値と第２値とをそれぞれ異なる値にしてもよい。
【００６６】
　＜録画装置の効果＞
　以上のように、この構成によると、番組コンテンツのうち、少なくとも、投稿数が増え
始めた第１時刻Ｔ１から、投稿数が減り始めた第２時刻Ｔ２までの部分を、上書き保存さ
れない第２記憶部１５に記憶させる。
【００６７】
　そのため、第１記憶部１４の空き容量が不足して、第１記憶部１４に記憶された番組コ
ンテンツに代えて、別の番組コンテンツが上書き録画されたとしても、第２記憶部１５に
記憶された前記部分については当該部分のデータ量が小さいため、別の録画コンテンツが
第２記憶部１５において上書き録画される可能性が極めて小さい。
【００６８】
　その結果、ユーザは、注目度の高い、番組コンテンツの部分については、いつでも好き
なときに観ることができるので、利便性に優れている。
【００６９】
　また、注目度の高い部分のみ、第１記憶部１４とは別に第２記憶部１５に記憶させるの
で、ユーザは、巻き戻しや早送りの必要なく、注目度の高い部分のみを再生することがで
きる。よって、時間的な効率化が可能となる。
【００７０】
　（変形例）
　＜変形例の動作＞
　上述した構成によると、番組コンテンツに関する投稿数の増加度合いに基づいて、世間
の注目度が高い部分のみを抜き出して別保存している。しかしながら、以下のように、番
組コンテンツに関する投稿数の数が閾値を超えているか否かに基づいて、世間の注目度が
高い部分を抜き出してもよい。
【００７１】
　図５は、実施の形態１における変形例に示すテレビジョン受像機１Ａの動作について示
したフローチャートである。図６及び図７は、番組サイト２０における投稿数と、番組コ
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ンテンツの受信時刻との関係を表し、番組コンテンツの部分のうち第２記憶部１５に記憶
させるべき部分を特定する動作について説明するためのタイムチャートである。
【００７２】
　なお、制御部１０は、以下の処理と並行して、番組受信部１６によって受信された番組
コンテンツを第１記憶部１４に記憶していることを前提とする。
【００７３】
　テレビジョン受像機１では、制御部１０は、番組受信部１６によって或る番組コンテン
ツが受信された際には（ステップＳ１００でＹＥＳ）、番組受信開始時刻ＴＳから、番組
コンテンツの番組受信終了時刻ＴＥまでの間、所定時間間隔で、取得部１１によって、録
画コンテンツに関する番組サイト２０にアクセスさせる（ステップＳ１０１）。
【００７４】
　そして、制御部１０は、取得部１１によって番組サイト２０にアクセスさせる毎に、取
得部１１によって、番組コンテンツに関する第１書き込み情報を取得させ、その第１書き
込み情報に基づいて投稿数をカウントする（ステップＳ１０２）。そして、制御部１０は
、カウント値が予め設定された閾値（第１閾値）Ｙを超えているか否かを判定する（ステ
ップＳ１０３）。
【００７５】
　そして、投稿数が閾値Ｙを超えた際には（ステップＳ１０３でＹＥＳ）、制御部１０は
、投稿数が初めて閾値Ｙを超えた第１時刻Ｔ１を特定する（ステップＳ１０４）。一方で
、投稿数が閾値Ｙを超えていない場合には（ステップＳ１０３でＮＯ）、制御部１０は、
ステップＳ１０１に戻る。
【００７６】
　そして、制御部１０は、投稿数が閾値Ｙを超えている状態、或いは、投稿数が閾値Ｙと
等しい状態のまま（ステップＳ１０３でＹＥＳ、ステップＳ１０７でＮＯ）、番組コンテ
ンツの受信が終了した際には（ステップＳ１０５でＹＥＳ）、第１記憶部１４には番組コ
ンテンツが記憶されている。
【００７７】
　そこで、制御部１０は、第１記憶部１４に記憶されている番組コンテンツのうち、第１
時刻Ｔ１のα分前である時刻Ｔ１０から、番組受信終了時刻ＴＥまでの部分を、第１記憶
部１４から読み出して、第２記憶部１５に記憶させる（ステップＳ１０６）。
【００７８】
　なお、図７において破線に示すように、番組受信開始時刻ＴＳから番組受信終了時刻Ｔ
Ｅまでの間、投稿数が閾値Ｙ以上を維持していれば、番組受信開始時刻ＴＳから番組受信
終了時刻ＴＥまでの部分、すなわち、録画コンテンツ全てについて、第１記憶部１４に記
憶されている録画コンテンツの全てを読み出し、第２記憶部１５に記憶させる（ステップ
Ｓ１０６）。
【００７９】
　一方で、制御部１０は、番組コンテンツの受信途中で（ステップＳ１０５でＮＯ）、新
たなカウント値が閾値（第２閾値）Ｙ未満となった際には（ステップＳ１０７でＹＥＳ）
、投稿数が初めて閾値Ｙ未満となった第２時刻Ｔ２を特定する（ステップＳ１０８）。
【００８０】
　そして、制御部１０は、第１記憶部１４に番組コンテンツの全てが記憶されるのを待っ
てから、第１記憶部１４に記憶されている番組コンテンツのうち、第１時刻Ｔ１のα分前
である時刻Ｔ１０から、第２時刻Ｔ２のβ分後である時刻Ｔ２０までの部分γを、第１記
憶部１４から読み出して、第２記憶部１５に記憶させる（ステップＳ１０９）。
【００８１】
　なお、図７において実線で示すように、初回の投稿数のカウント時刻Ｔ３に投稿数が閾
値Ｙ以上であれば、制御部１０は、第１記憶部１４に記憶されている番組コンテンツのう
ち、番組受信開始時刻ＴＳから、時刻Ｔ２０までの間の部分を、第１記憶部１４から読み
出し、第２記憶部１５に記憶させる（ステップＳ１０９）。
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【００８２】
　ここで、上述した動作では、第１時刻Ｔ１を求めるための第１閾値と、第２時刻Ｔ２を
求めるための第２閾値とを、同じ値Ｙにしている。しかしながら、本発明ではこの例には
限られず、第１閾値と第２閾値とをそれぞれ異なる値にしてもよい。
【００８３】
　＜変形例の効果＞
　以上のように、変形例によると、番組コンテンツのうち、当該番組コンテンツに関する
投稿数が閾値Ｙを初めて超えた時刻Ｔ１と、投稿数が閾値Ｙを初めて下回った時刻Ｔ２と
の間の部分に、当該部分と連続する部分を加えて第２記憶部１５に記憶させている。その
ため、実施の形態１と同様の効果を奏することができる。
【００８４】
　（実施の形態２）
　＜録画装置の構成＞
　図８は、本発明の実施の形態２に係るテレビジョン受像機１Ａを用いた録画システムの
システム構成の一例を示したシステム構成図である。この録画システムでは、通信ネット
ワークＮには、第１情報通信機器２Ａに加えて、サーバ装置などからなる第２情報通信機
器２Ｂが接続されている。
【００８５】
　第２情報通信機器２Ｂは、視聴率サイト２１を有している。視聴率サイト２１は、各チ
ャネル、各時間帯の番組コンテンツに関する視聴率及び最大瞬間視聴率を表す視聴率情報
を有している。
【００８６】
　テレビジョン受像機１Ａは、機能構成においては、実施の形態１で示したテレビジョン
受像機１と同様である。
【００８７】
　＜録画装置の動作＞
　このテレビジョン受像機１Ａは、実施の形態１で示したテレビジョン受像機１の動作に
加えて、視聴率サイト２１から取得した視聴率情報に基づいて、注目度の高い番組コンテ
ンツを特定し、特定された番組コンテンツを、第１記憶部１４とは別に第２記憶部１５に
記憶させる。
【００８８】
　図９は、実施の形態２に係るテレビジョン受像機１Ａの動作の一例を示したフローチャ
ートである。
【００８９】
　制御部１０は、取得部１１によって、視聴率サイト２１にアクセスさせ（ステップＳ２
０）、第１記憶部１４に記憶されている番組コンテンツ全てについての平均視聴率を含む
視聴率情報を取得させる（ステップＳ２１）。
【００９０】
　そして、制御部１０は、取得された視聴率情報を参照して、各チャネル、各時間帯にお
ける番組コンテンツの平均視聴率を取得する（ステップＳ２２）。その後、制御部１０は
、各チャネル、各時間帯において、平均視聴率が予め設定された値を超える番組コンテン
ツを、第１記憶部１４から読み出し、第２記憶部１５に記憶させる（ステップＳ２３）。
【００９１】
　＜録画装置の効果＞
　この構成によると、視聴率サイト２１から提供される視聴率情報に基づいて、注目度の
高い番組コンテンツ或いはその部分を特定するので、注目度の高い番組コンテンツ或いは
その部分を特定するに際し、不特定多数の注目度を客観的に反映させることができる。よ
って、注目度の高い番組コンテンツ或いはその部分の特定を、精度よく行うことができる
。
【００９２】
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　（変形例）
　図１０は、実施の形態２における変形例に示すテレビジョン受像機１Ａの動作について
示したフローチャートである。
【００９３】
　制御部１０は、取得部１１によって、視聴率サイト２１にアクセスさせ（ステップＳ２
００）、第１記憶部１４に記憶されている番組コンテンツ全てについての平均視聴率を含
む視聴率情報を取得させる（ステップＳ２０１）。
【００９４】
　そして、制御部１０は、取得された視聴率情報を参照して、或るチャネルについて、所
定の時間帯の番組コンテンツの平均視聴率が、予め設定された閾値Ｙ１を超えているか否
かを判定する（ステップＳ２０２）。
【００９５】
　所定の時間帯の番組コンテンツの平均視聴率が、予め設定された閾値Ｙ１を超えていな
ければ（ステップＳ２０２でＮＯ）、次の時間帯へ移って（ステップＳ２０５）、ステッ
プＳ２０２に戻る。一方で、所定の時間帯の番組コンテンツの平均視聴率が、予め設定さ
れた閾値Ｙ１を超えていれば（ステップＳ２０２でＹＥＳ）、所定の時間帯の番組コンテ
ンツを、第１記憶部１４から読み出して第２記憶部１５に記憶させる（ステップＳ２０３
）。
【００９６】
　制御部１０は、ステップＳ２０２、Ｓ２０３、及び、Ｓ２０５の処理を、全時間帯につ
いて終了するまで継続する（ステップＳ２０４）。
【００９７】
　制御部１０は、或るチャネルについて、ステップＳ２０２からＳ２０５の処理が終了す
れば、全チャネルについて終了するまで（ステップＳ２０６でＮＯ）、他のチャネルにつ
いて同様の処理を行う。
【００９８】
　図１０に示す処理によっても、各チャネル、各時間帯において、平均視聴率が所定の値
を超える番組コンテンツを、第１記憶部１４から読み出して第２記憶部１５に記憶させる
ことができるので、図９に示す処理と同様の効果を奏することができる。
【００９９】
　（実施の形態３）
　実施の形態３におけるテレビジョン受像機１は、視聴率サイト２１から取得された視聴
率情報に基づいて、或る番組の瞬間最大視聴率の高い部分を特定し、特定された部分を、
第１記憶部１４とは別に第２記憶部に記憶させる。
【０１００】
　図１１は、本発明の実施の形態３に係るテレビジョン受像機１Ａの動作について示した
フローチャートである。
【０１０１】
　制御部１０は、取得部１１によって、視聴率サイト２１にアクセスさせ（ステップＳ３
０）、第１記憶部１４に記憶されている番組コンテンツ全てについての最大瞬間視聴率を
含む視聴率情報を取得させる（ステップＳ３１）。
【０１０２】
　そして、制御部１０は、取得された視聴率情報を参照して、各チャネル、各時間帯にお
ける番組コンテンツの最大瞬間視聴率を取得する（ステップＳ３２）。その後、制御部１
０は、各チャネル、各時間帯について、各番組コンテンツにおいて最大瞬間視聴率が予め
設定された値を超える部分と、当該部分の前後一定時間の部分とを、第１記憶部１４から
読み出し、第２記憶部１５に記憶させる（ステップＳ３３）。
【０１０３】
　この構成によると、各チャネル、各時間帯について、或る番組コンテンツのうち、最大
瞬間視聴率が予め設定された値を超える部分を、上書きされる可能性が極めて小さい第２
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記憶部１５に記憶させることができる。そのため、注目度が高い部分が放送されて第１記
憶部１４に記憶されてから所定期間が経過しても、その部分を、ユーザが好きなときにい
つでも観ることができるので、利便性に優れている。
【０１０４】
　また、一般に、ユーザは、サッカーのゴールシーンなどについては、注目すべき部分の
前後一定時間の部分も観たい場合が多い。
【０１０５】
　この構成によると、注目度が高いと特定された部分に、前後一定時間の連続部分を付加
して、第２記憶部１５に記憶させる。
【０１０６】
　これにより、注目すべき部分に加えて、その前後一定時間分の番組コンテンツを観るこ
とができるので、ユーザのニーズを反映させることができる。
【０１０７】
　（変形例）
　図１２は、実施の形態３における変形例に示すテレビジョン受像機１Ａの動作について
示したフローチャートである。
【０１０８】
　制御部１０は、取得部１１によって視聴率サイト２１にアクセスさせ（ステップＳ３０
０）、第１記憶部１４に記憶されている番組コンテンツ全てについての最大瞬間視聴率を
含む視聴率情報を取得させる（ステップＳ３０１）。
【０１０９】
　そして、制御部１０は、取得された視聴率情報を参照して、或るチャネルについて、所
定の時間帯の番組コンテンツの最大瞬間視聴率が、予め設定された閾値Ｙ２を超えている
か否かを判定する（ステップＳ３０２）。
【０１１０】
　所定の時間帯の番組コンテンツの最大瞬間視聴率が、予め設定された閾値Ｙ２を超えて
いなければ（ステップＳ３０２でＮＯ）、次の時間帯へ移って（ステップＳ３０６）、ス
テップＳ３０２に戻る。一方で、所定の時間帯の番組コンテンツの最大瞬間視聴率が、予
め設定された閾値Ｙ２を超えていれば（ステップＳ３０２でＹＥＳ）、その番組コンテン
ツのうち、最大瞬間視聴率が閾値Ｙ２を超える部分と、その部分の前後一定時間の部分と
を、第１記憶部１４から読み出して第２記憶部１５に記憶させる（ステップＳ３０３）。
【０１１１】
　制御部１０は、ステップＳ３０２、Ｓ３０３、Ｓ３０４、Ｓ３０５、及び、Ｓ３０６の
処理を、全時間帯について終了するまで継続する（ステップＳ３０５）。
【０１１２】
　制御部１０は、或るチャネルについて、ステップＳ３０２からＳ３０６の処理が終了す
れば、全チャネルについて終了するまで（ステップＳ３０７でＮＯ）、他のチャネルにつ
いて同様の処理を行う。
【０１１３】
　図１２に示す処理によっても、各チャネル、各時間帯において、或る番組コンテンツの
最大瞬間視聴率が所定の値を超える部分と、当該部分の前後一定時間の連続部分とを、第
１記憶部１４から読み出して第２記憶部１５に記憶させることができるので、図１１に示
す処理と同様の効果を奏することができる。
【０１１４】
　（実施の形態４）
　実施の形態４に係るテレビジョン受像機１Ａは、番組サイト２０における投稿数と、視
聴率サイト２１から取得された視聴率情報とに基づいて、平均視聴率の高い番組コンテン
ツのうち、注目度が高い部分を、第１記憶部１４とは別に第２記憶部１５に記憶させる。
【０１１５】
　図１３は、本発明の実施の形態４に係るテレビジョン受像機１Ａの動作について示した
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フローチャートである。
【０１１６】
　制御部１０は、取得部１１によって視聴率サイト２１にアクセスさせ（ステップＳ４０
）、第１記憶部１４に記憶されている番組コンテンツ全てについての平均視聴率及び最大
瞬間視聴率を含む視聴率情報を取得させる（ステップＳ４１）。
【０１１７】
　そして、制御部１０は、取得された視聴率情報を参照して、各チャネル、各時間帯にお
ける番組コンテンツの平均視聴率を取得する（ステップＳ４２）。その後、制御部１０は
、各チャネル、各時間帯について、平均視聴率が予め設定された値を超える番組コンテン
ツを特定する（ステップＳ４３）。
【０１１８】
　そして、制御部１０は、視聴率情報を参照して、特定された番組コンテンツの最大瞬間
視聴率を取得する（ステップＳ４４）。
【０１１９】
　ついで、制御部１０は、特定された番組コンテンツについて、最大瞬間視聴率が予め設
定された値を超える部分と、当該部分の前後一定時間の部分とを、第１記憶部１４から読
み出し、第２記憶部１５に記憶させる（ステップＳ４５）。
【０１２０】
　この構成によると、各チャネル、各時間帯について、平均視聴率がある程度高い番組コ
ンテンツのうち、最大瞬間視聴率が予め設定された値を超える部分を、上書きされる可能
性の極めて小さい第２記憶部１５に記憶させることができる。そのため、ユーザは、ワー
ルドカップサッカーにおける得点シーンのように、特に注目度の高い部分のみを、ユーザ
が好きなときにいつでも観ることができるので、利便性に優れている。
【０１２１】
　また、この構成によると、注目度が高いと特定された部分に、前後一定時間の連続部分
を付加して、第２記憶部１５に記憶させるので、注目すべき部分に加えて、その前後一定
時間分の番組コンテンツを観ることができるので、ユーザのニーズを反映させることがで
きる。
【０１２２】
　（変形例）
　図１４は、実施の形態４における変形例に示すテレビジョン受像機１Ａの動作について
示したフローチャートである。
【０１２３】
　制御部１０は、取得部１１によって視聴率サイト２１にアクセスさせ（ステップＳ４０
０）、第１記憶部１４に記憶されている番組コンテンツ全てについての平均視聴率を含む
視聴率情報を取得させる（ステップＳ４０１）。
【０１２４】
　そして、制御部１０は、取得された視聴率情報を参照して、或るチャネルについて、所
定の時間帯の番組コンテンツの平均視聴率が、予め設定された閾値Ｙ１を超えているか否
かを判定する（ステップＳ４０２）。
【０１２５】
　所定の時間帯の番組コンテンツの平均視聴率が、予め設定された閾値Ｙ１を超えていな
ければ（ステップＳ４０２でＮＯ）、次の時間帯へ移って（ステップＳ４０７）、ステッ
プＳ４０２に戻る。一方で、所定の時間帯の番組コンテンツの平均視聴率が、予め設定さ
れた閾値Ｙ１を超えていれば（ステップＳ４０２でＹＥＳ）、所定の時間帯の番組コンテ
ンツの瞬間最大視聴率が閾値Ｙ２を超えているか否かを判断する（ステップＳ４０３）。
【０１２６】
　瞬間最大視聴率が閾値Ｙ２を超えていれば（ステップＳ４０３でＹＥＳ）、最大瞬間視
聴率が予め設定された閾値Ｙ２を超える部分と、当該部分の前後一定時間の部分とを、第
１記憶部１４から読み出し、第２記憶部１５に記憶させる（ステップＳ４０４、Ｓ４０５
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）。
【０１２７】
　制御部１０は、ステップＳ４０３、Ｓ４０４、Ｓ４０５、Ｓ４０６、及び、Ｓ４０７の
処理を、全時間帯について終了するまで継続する（ステップＳ４０６）。
【０１２８】
　制御部１０は、或るチャネルについて、ステップＳ４０２からＳ４０６の処理が終了す
れば、全チャネルについて終了するまで（ステップＳ４０８でＮＯ）、他のチャネルにつ
いて同様の処理を行う。
【０１２９】
　図１４に示す処理によっても、各チャネル、各時間帯において、平均視聴率が所定の値
を超える番組コンテンツのうち、最大瞬間視聴率が所定の値を超える部分と、当該部分の
前後一定時間の連続部分とを、第１記憶部１４から読み出して第２記憶部１５に記憶させ
ることができるので、図１３に示す処理と同様の効果を奏することができる。
【０１３０】
　（実施の形態５）
　＜録画装置の構成＞
　図１５は、本発明の実施の形態５に係るテレビジョン受像機１Ｂを用いた録画システム
のシステム構成の一例を示したシステム構成図である。図１６は、実施の形態５における
テレビジョン受像機１Ｂの機能構成の一例を示したブロック図である。
【０１３１】
　録画システムでは、通信ネットワークＮには、テレビジョン受像機１Ｂが接続されてい
る。また、通信ネットワークＮには、先述した第１情報通信機器２Ａに加えて、サーバ装
置などからなる第３情報通信機器２Ｃが接続されている。
【０１３２】
　テレビジョン受像機１Ｂは、通信ネットワークＮを介して、先述したプロトコルに従っ
て、第１情報通信機器２Ａ及び第３情報通信機器２Ｃと通信を行う。
【０１３３】
　第３情報通信機器２Ｃは、ＳＮＳ（Social Networking Service）サイト２２を有して
いる。ＳＮＳサイト２２は、例えば、ＭＩＸＩ（登録商標）を提供しているサイトであり
、少なくとも、サッカー、野球、特定の芸能人などに関するジャンルに属するコミュニテ
ィを有している。当該コミュニティには、固有の識別情報（例えば、ＵＲＬ（Uniform Re
source Locator））が割り当てられており、通信ネットワークＮを通じて、不特定多数の
装置から書き込みが可能なように構成されている。
【０１３４】
　テレビジョン受像機１Ｂは、リモコン３から送信された信号に基づいて動作する。例え
ば、リモコン３は、リモコン３における所定の操作に応じて、録画コンテンツ検索モード
の開始指示を行うための信号、録画コンテンツ検索モードの終了指示を行うための信号、
検索対象項目を表す信号、番組コンテンツを選択するための信号などを、テレビジョン受
像機１Ｂに向けて無線信号の形で送信する。
【０１３５】
　テレビジョン受像機１Ｂは、先述したテレビジョン受像機１、１Ａの機能構成に加えて
、検索対象項目受付部１８と、リモコン信号受付部３０と、を備える。
【０１３６】
　検索対象項目受付部１８は、少なくとも、ユーザの嗜好を表す嗜好項目を含む検索対象
項目を受け付ける。リモコン信号受付部３０は、リモコン３から送信された信号を受け付
ける。
【０１３７】
　＜録画装置の動作＞
　図１７は、本発明の実施の形態５に係るテレビジョン受像機の動作について示したフロ
ーチャートである。図１８Ａは、検索対象項目入力画像の一例を示した図である。図１８
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Ｂは、高注目度番組コンテンツ一覧画像の一例を示した図である。
【０１３８】
　制御部１０は、リモコン信号受付部３０が、リモコン３から、録画コンテンツ検索モー
ドの開始指示を行うための信号を受け付けたときには、録画コンテンツ検索モードとなる
。
【０１３９】
　制御部１０は、録画コンテンツ検索モードとなったとき、検索対象項目入力画像を表示
部１２によって表示させる（ステップＳ５０）。
【０１４０】
　検索対象項目入力画像１２Ａは、図１８Ａに示すように、検索対象項目として、ユーザ
の嗜好を表すジャンル“１９８０年代洋楽”の他に、番組コンテンツが放送されていた、
日時、曜日、時間帯、及びチャネルや、検索対象とするＳＮＳ種類や、ＳＮＳサイト２２
における書き込みのうち、検索対象とする書き込みをフィルタにかけるための値である投
稿数制限が、リモコン３における所定の操作により入力することが可能となっている。
【０１４１】
　リモコン３の操作により入力された検索対象項目は、先述したように、検索対象項目を
表す信号として、テレビジョン受像機１Ｂに向けて無線信号の形で送信される。
【０１４２】
　制御部１０は、検索対象項目を表す信号を受信したときには（ステップＳ５１でＹＥＳ
）、取得部１１によって、入力されたＳＮＳ種類のＳＮＳサイト（ここでは、ＭＩＸＩ（
登録商標））のうち、入力されたジャンル“１９８０年代洋楽”に属するコミュニティに
アクセスさせる（ステップＳ５２）。
【０１４３】
　そして、制御部１０は、取得部１１によって、ＳＮＳサイトのジャンル“１９８０年代
洋楽”に属するコミュニティに書き込まれた書き込みを表す情報（第２書き込み情報）を
取得させる。
【０１４４】
　ついで、制御部１０は、入力された検索対象項目を基に、特定の番組コンテンツに関す
る投稿数が所定の値を超えるその番組コンテンツを検索する（ステップＳ５３）。例えば
、制御部１０は、アクセスしたコミュニティに書き込まれた書き込みのうち、検索対象項
目入力画像１２Ａで入力された、日時、曜日、時間帯、チャネル、及び、投稿数制限によ
って、検索すべき書き込みをフィルタにかけ、残った書き込みにおいて、特定の番組コン
テンツに関する書き込みの数が所定の値を超えるその番組コンテンツを検索する。
【０１４５】
　そして、検索された番組コンテンツを、その番組コンテンツに関する書き込みの数が多
い順に、表示部１２によって表示させる（ステップＳ５４）。これにより、図１８Ｂに示
すような、高注目度番組コンテンツ一覧画像１２Ｂが表示される。
【０１４６】
　図１８Ｂでは、“□□□□追悼特集”、“△△△△特集”、“××××特集”、“○○
○○特集”の順に、各々の番組コンテンツに関する書き込みが少なくなっていっているの
で、このような順番で番組コンテンツが表示されている。
【０１４７】
　そして、リモコン３から、番組コンテンツを選択するための信号を受け付けた際には（
ステップＳ５５）、選択された番組コンテンツを第１記憶部１４から読み出して、その番
組コンテンツの映像を表示部１２によって表示させ、その番組コンテンツの音声を音声出
力部１３によって出力させる（ステップＳ５６）。なお、図１８Ｂでは、“□□□□追悼
特集”が選択された例を表している。
【０１４８】
　なお、制御部１０は、リモコン３から、番組コンテンツを選択するための信号を受け付
けず（ステップＳ５５でＮＯ）、検索対象項目が変更された際には（ステップＳ５８でＹ
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ＥＳ）、ステップＳ５２に戻る。
【０１４９】
　その後、制御部１０は、リモコン３から、録画コンテンツ検索モードの終了指示を行う
ための信号を受け付けた際には（ステップＳ５７でＹＥＳ）、録画コンテンツ検索モード
を終了して、先述の処理を行う通常モードになる。
【０１５０】
　＜録画装置の効果＞
　この構成によると、少なくともユーザの嗜好を表す嗜好項目を含む検索対象項目に関す
る書き込みの数が所定数以上の番組コンテンツを、第１記憶部１４から読み出して、当該
番組コンテンツの映像を表示させるとともに、当該番組コンテンツの音声を出力させる。
【０１５１】
　これにより、第１記憶部１４に記憶されている番組コンテンツのうち、注目度に加えて
ユーザの嗜好を反映させた番組コンテンツを、時間的なロスがなく、いつでも好きなとき
に観ることができる。そのため、利便性に優れている。
【０１５２】
　（実施の形態６）
　＜録画装置の構成＞
　図１９は、本発明の実施の形態６に係るテレビジョン受像機１Ｃを用いた録画システム
のシステム構成の一例を示したシステム構成図である。図２０は、実施の形態６における
テレビジョン受像機１Ｃの機能構成の一例を示したブロック図である。
【０１５３】
　録画システムでは、通信ネットワークＮには、テレビジョン受像機１Ｂが接続されてい
る。また、通信ネットワークＮには、先述した第１情報通信機器２Ａ及び第３情報通信機
器２Ｃに加えて、サーバ装置などからなる第４情報通信機器２Ｄが接続されている。
【０１５４】
　テレビジョン受像機１Ｃは、通信ネットワークＮを介して、先述したプロトコルに従っ
て、第１情報通信機器２Ａ、第３情報通信機器２Ｃ、及び、第４情報通信機器２Ｄと通信
を行う。
【０１５５】
　第４情報通信機器２Ｄは、所定の情報が記載された電子メールを保存するメールサーバ
２３を有している。メールサーバ２３は、テレビジョン受像機１からの要求があったとき
に、テレビジョン受像機１Ｃを送信先として指定した電子メールを、テレビジョン受像機
１に送信する。
【０１５６】
　これを可能とするため、メールサーバ２３及びテレビジョン受像機１には固有の識別情
報（例えば、ＩＰアドレス）が割り当てられている。
【０１５７】
　テレビジョン受像機１Ｃは、実施の形態１に係るテレビジョン受像機１の機能構成に、
検索キーワード受付部１９と、検索キーワード記憶部３１とを付加した構成とされている
。
【０１５８】
　検索キーワード受付部１９は、例えば、ユーザによるリモコン３の操作によって入力さ
れた検索キーワード（第１キーワード）を受け付ける。検索キーワード記憶部３１は、検
索キーワード受付部１９によって受け付けられた検索キーワードを記憶する。
【０１５９】
　検索キーワード記憶部３１には、例えば、図２０に示すように、検索キーワード“○○
”、検索キーワード“＊＊”、及び、検索キーワード“ＣＭ”が記憶されている。
【０１６０】
　＜録画装置の動作＞
　図２１は、実施の形態６に係るテレビジョン受像機１Ｃの動作の一例を示したフローチ
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ャートである。制御部１０は、検索キーワード受付部１９によって検索キーワードが受け
付けられた際には（ステップＳ６０でＹＥＳ）、受け付けた検索キーワードを、検索キー
ワード記憶部３１に記憶させる。
【０１６１】
　そして、制御部１０は、メールサーバ２３から電子メールを受信した際には（ステップ
Ｓ６１でＹＥＳ）、受信した電子メールに、検索キーワード記憶部３１に記憶されている
検索キーワードが記載されているか否かを判断する（ステップＳ６２）。
【０１６２】
　図２２Ａは、メールサーバ２３から受信した電子メールの一例を示した図である。図２
２Ｂは、メールサーバ２３から受信した電子メールの他例を示した図である。
【０１６３】
　図２２Ａでは、電子メールＭ１には、“昨日、□□に一瞬だけ○○が映ってた”と記載
されている。電子メールＭ１には、検索キーワード記憶部３１に記憶されている検索キー
ワードとして、“○○”が含まれている。
【０１６４】
　図２２Ｂでは、電子メールＭ２には、“今日の△△で、２０：３０頃に＊＊＊のＣＭを
やってたよ”と記載されている。電子メールＭ２には、検索キーワード記憶部３１に記憶
されている検索キーワードとして、“＊＊”と、“ＣＭ”が含まれている。
【０１６５】
　制御部１０は、電子メールＭ１、Ｍ２における記載に、検索キーワード記憶部３１に記
憶されている検索キーワードが含まれていれば（ステップＳ６２でＹＥＳ）、番組コンテ
ンツに関連する情報である関連情報（例えば、日時を表す情報、及び、番組コンテンツを
表す情報）が含まれているか否かを判断する（ステップＳ６３）。
【０１６６】
　電子メールＭ１には、番組コンテンツを表す情報として、日時を表す情報である“昨日
”と、番組コンテンツ名を表す情報である“□□”が含まれている。電子メールＭ２には
、番組コンテンツを表す情報として、日時を表す情報である“今日”と、番組コンテンツ
名を表す情報である“△△”が含まれている。
【０１６７】
　図２３Ａ及び図２３Ｂは、第１記憶部１４の構成の一例を示した図である。図２３Ｂに
示すように、現在時刻を、“５月７日２３時”とすると、制御部１０は、電子メールＭ１
に含まれる、“昨日”と、“□□”という情報を手がかりにして、第１記憶部１４におい
て、“５月６日”に、“ＭＨＫ　Ｅテレ”チャネルで、１６時～１７時の間に放送された
“□□”という番組コンテンツを検索する（ステップＳ６４）。
【０１６８】
　或いは、制御部１０は、電子メールＭ２に含まれる、“今日”、“△△”、及び“２０
：３０”という情報を手がかりにして、第１記憶部１４において、“５月７日”に、“ブ
ジテレビ”チャネルで２０時～２１時の間に放送された“△△”という番組コンテンツを
検索する（ステップＳ６４）。
【０１６９】
　そして、制御部１０は、検索された番組コンテンツ“□□”或いは“△△”を第１記憶
部１４から読み出して、第２記憶部１５に記憶させる（ステップＳ６５）。
【０１７０】
　なお、本実施の形態６によれば、電子メールＭ１、Ｍ２に記載された検索キーワードに
基づいて番組コンテンツを検索しているが、本発明はこの例には限られず、ＳＮＳサイト
２２において書き込まれた書き込みを表す第２書き込み情報を取得して、取得された第２
書き込み情報で表される書き込みに含まれた検索キーワードに基づいて番組コンテンツを
検索してもよい。
【０１７１】
　＜録画装置の効果＞
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　この構成によると、所定の情報が記載された電子メールＭ１、Ｍ２が取得された際に、
電子メールＭ１、Ｍ２に書き込まれた情報の中に、ユーザによって入力された検索キーワ
ードが存在する際に、電子メールＭ１、Ｍ２に書きこまれた情報の中に、少なくとも番組
コンテンツを表す情報が存在する場合には、当該情報で表された番組コンテンツを、第１
記憶部１４から読み出して、第２記憶部１５に記憶させる。
【０１７２】
　これにより、電子メールＭ１、Ｍ２に記載された情報に、個々人によって使用されうる
ニッチな用語である検索キーワードが含まれていれば、その電子メールの情報に存在する
、番組コンテンツを表す情報で表される番組コンテンツを、第２記憶部１５に記憶させる
ことができる。
【０１７３】
　その結果、電子メールＭ１、Ｍ２に記載された情報の中のニッチな内容を用いて、注目
度の高い番組コンテンツを特定することができるので、電子番組表だけでは特定すること
ができなかった番組コンテンツを、注目度の高い番組情報として特定することができるの
で、利便性に優れている。
【０１７４】
　（実施の形態７）
　＜録画装置の構成＞
　図２４は、本発明の実施の形態７に係るテレビジョン受像機１Ｄを用いた録画システム
のシステム構成の一例を示したシステム構成図である。図２５は、実施の形態７における
テレビジョン受像機１Ｄの機能構成の一例を示したブロック図である。
【０１７５】
　録画システムでは、テレビジョン受像機１Ｄが接続された通信ネットワークＮには、第
１情報通信機器２Ａ、第３情報通信機器２Ｃ、及び、第４情報通信機器２Ｄに加えて、番
組情報サーバ２４を有する第５情報通信機器２Ｅが接続されている。
【０１７６】
　第５情報通信機器２Ｅでは、番組情報サーバ２４は、番組コンテンツに関する情報（例
えば、番組コンテンツが放送されたチャネル、番組コンテンツが放送された日時、番組コ
ンテンツ名、番組コンテンツの中のシーン名（例えば、コーナー名）、当該シーンが放送
された時刻などの情報）が保存されている。このような、番組コンテンツに関する情報と
しては、例えば、株式会社エム・データによって提供されている“ＴＶメタデータ”が挙
げられる。
【０１７７】
　テレビジョン受像機１Ｄは、実施の形態１に係るテレビジョン受像機１の機能構成に、
番組情報取得部３２をさらに付加した構成とされている。
【０１７８】
　番組情報取得部３２は、通信ネットワークＮに接続されており、当該通信ネットワーク
Ｎを通じて、番組情報サーバ２４から、番組コンテンツに関する情報（以下、番組情報と
いう）を取得する。取得された番組情報は、例えば、制御部１０を構成するＲＡＭに記憶
される。
【０１７９】
　＜録画装置の動作＞
　図２６は、実施の形態７におけるテレビジョン受像機１Ｄの動作について示したフロー
チャートである。図２７は、図２６に示す動作を補足的に説明するための図である。
【０１８０】
　テレビジョン受像機１Ｄは、以下の動作を行う。尚、以下の動作を行うに当たり、制御
部１０が、番組情報取得部３２によって番組情報サーバ２４から番組情報を取得している
ことを前提とする。
【０１８１】
　テレビジョン受像機１Ｄでは、制御部１０は、電子メール或いはＳＮＳサイト２２に書
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きこまれた情報である第２書き込み情報を受信した際には（ステップＳ７０でＹＥＳ）、
電子メールＭ３に記載されている情報、或いは、第２書き込み情報である“５／１２のジ
ームイン昼のプロサッカー入れ込み情報にＡさんが出ていたよ！”という情報から、例え
ば、形態素解析により、検索キーワードとして、日時“５／１２”、番組名“ジームイン
昼”、及び、番組コーナー“プロサッカー入れ込み情報”という検索キーワード（第２検
索キーワード）を抽出する（ステップＳ７１）。
【０１８２】
　制御部１０は、番組情報取得部３２によって取得された番組情報の中に、抽出された検
索キーワードが含まれている番組情報が存在するか否かを判断する（ステップＳ７２）。
【０１８３】
　番組情報取得部３２によって取得された番組情報の中に、抽出された検索キーワードが
含まれている番組情報が存在する場合には（ステップＳ７２でＹＥＳ）、制御部１０は、
受信した電子メール或いは第２書き込み情報に時刻を特定する情報があるか否かを判断す
る（ステップＳ７３）。
【０１８４】
　時刻を特定する情報がある場合には（ステップＳ７３でＹＥＳ）、抽出された検索キー
ワードが含まれている番組情報で表される番組コンテンツのうち、特定された時刻の部分
を含む前後一定時間の部分を、第１記憶部１４から読み出し第２記憶部１５に記憶させる
（ステップＳ７４）。
【０１８５】
　一方で、時刻を特定する情報がない場合には（ステップＳ７３でＮＯ）、抽出された検
索キーワードが含まれている番組情報で表される番組コンテンツを、第１記憶部１４から
読み出して第２記憶部１５に記憶させる（ステップＳ７４）。例えば、番組情報に、日時
“５月１２日”、放送局“日の丸テレビ”、番組コンテンツ名“ジームイン昼”、番組コ
ーナー名“プロサッカー入れ込み情報”というそれぞれの情報が含まれている場合には、
５月１２日に日の丸テレビで放送されていたジームイン昼という番組コンテンツの中のプ
ロサッカー入れ込み情報というコーナーの部分を、第１記憶部１４から読み出して第２記
憶部１５に記憶させる。
【０１８６】
　＜録画装置の効果＞
　この構成によると、番組情報を特定するための検索キーワードを、ＳＮＳサイト２２か
ら取得した第２書き込み情報、或いは、所定の情報が記載された電子メールＭ３から自動
抽出し、自動抽出した検索キーワードが含まれている番組情報を特定し、特定された番組
情報に対応する、番組コンテンツ或いはその部分を第２記憶部１５に別保存させる。これ
により、番組コンテンツを別保存するに際し、第２検索キーワードをユーザが入力する必
要がなくなるので、利便性に優れている。
【０１８７】
　（実施の形態８）
　＜録画装置の構成＞
　図２８は、本発明の実施の形態８に係るテレビジョン受像機１Ｅを用いた録画システム
のシステム構成の一例を示したシステム構成図である。なお、録画システムのシステム構
成は、実施の形態２における録画システムのシステム構成（図８参照）と同じであり、テ
レビジョン受像機１Ｅの機能構成は、実施の形態２におけるテレビジョン受像機１Ａと同
じである。但し、テレビジョン受像機１Ｅは、動作において、テレビジョン受像機１Ａと
は異なる。
【０１８８】
　＜録画装置の動作＞
　図２９は、実施の形態８に係るテレビジョン受像機１Ｅの動作について示したフローチ
ャートである。
【０１８９】
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　テレビジョン受像機１Ｅでは、制御部１０は、取得部１１によって視聴率サイト２１に
アクセスさせ（ステップＳ８０）、第１記憶部１４に記憶されている番組コンテンツ全て
についての平均視聴率を含む視聴率情報を取得させる（ステップＳ８１）。
【０１９０】
　そして、制御部１０は、取得された視聴率情報を参照して、各チャネル、各時間帯にお
ける番組コンテンツの平均視聴率を取得する（ステップＳ８２）。その後、制御部１０は
、各チャネル、各時間帯において、平均視聴率が予め設定された値を超える番組コンテン
ツを特定する（ステップＳ８３）。
【０１９１】
　そして、制御部１０は、特定された番組コンテンツに関する番組サイト２０に、取得部
１１によってアクセスさせる（ステップＳ８４）。そして、制御部１０は、書き込み（投
稿）に対応付けられている時刻に沿って、所定時間間隔で、投稿数をカウントする（ステ
ップＳ８５）。
【０１９２】
　投稿数のカウント中において、新たな投稿数と、直前のカウント時の投稿数との差が値
Ｘを超えた際には（ステップＳ８６でＹＥＳ）、値Ｘを超えた時刻を第１時刻Ｔ１とする
（ステップＳ８７）。
【０１９３】
　そして、制御部１０は、新たな投稿数と、直前のカウント時の投稿数との差が値Ｘ未満
とならないまま、全ての書き込みの投稿数のカウントが終了した際には（ステップＳ８８
でＹＥＳ、ステップＳ９０でＮＯ）、第１記憶部１４に記憶されている番組コンテンツの
うち、第１時刻Ｔ１のα分前である時刻Ｔ１０から、番組受信終了時刻ＴＥまでの部分を
、第１記憶部１４から読み出して、第２記憶部１５に記憶させる（ステップＳ８９）。
【０１９４】
　一方で、投稿数のカウント中において、新たな投稿数と、直前のカウント時の投稿数と
の差が値Ｘ未満となった際には（ステップＳ９０でＹＥＳ）、第２時刻を特定する（ステ
ップＳ９１）。
【０１９５】
　そして、制御部１０は、第１記憶部１４に記憶されている番組コンテンツのうち、第１
時刻Ｔ１のα分前である時刻Ｔ１０から、第２時刻Ｔ２のβ分後である時刻Ｔ２０までの
部分γを、第１記憶部１４から読み出して、第２記憶部１５に記憶させる（ステップＳ９
２）。
【０１９６】
　＜録画装置の効果＞
　この構成によると、番組コンテンツ或いはその一部に関する書き込みと、視聴率情報と
に基づいて、注目度の高い番組コンテンツ或いはその一部を特定するので、第２記憶部１
５に記憶させるべき番組コンテンツ或いはその一部を記憶させるにあたり、より如実に、
注目度を反映させることができる。
【０１９７】
　（変形例）
　図３０は、実施の形態８における変形例に示すテレビジョン受像機１Ｅの動作について
示したフローチャートである。
【０１９８】
　制御部１０は、取得部１１によって視聴率サイト２１にアクセスさせ（ステップＳ８０
０）、第１記憶部１４において、所定の時間帯にある全ての番組コンテンツについての平
均視聴率を含む視聴率情報を取得させる（ステップＳ８０１）。
【０１９９】
　そして、制御部１０は、取得された視聴率情報を参照して、所定の時間帯の番組コンテ
ンツの平均視聴率が、予め設定された閾値Ｙ１を超えているか否かを判定する（ステップ
Ｓ８０２）。
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【０２００】
　所定の時間帯の番組コンテンツの平均視聴率が、予め設定された閾値Ｙ１を超えていな
ければ（ステップＳ８０２でＮＯ）、次の時間帯へ移って（ステップＳ８０３）、ステッ
プＳ８０１に戻る。
【０２０１】
　一方で、所定の時間帯の番組コンテンツの平均視聴率が、予め設定された閾値Ｙ１を超
えていれば（ステップＳ８０２でＹＥＳ）、平均視聴率が閾値Ｙ１を超える番組コンテン
ツを特定し（ステップＳ８０４）、特定された番組コンテンツに関する番組サイト２０に
、取得部１１によってアクセスさせる（ステップＳ８０５）。そして、ステップＳ８５～
Ｓ９２までの同じ処理を行う（ステップＳ８０６～Ｓ８１３）。
【０２０２】
　この構成によると、平均視聴率が閾値Ｙ１を超え、且つ、投稿数が所定の値Ｘを超える
番組コンテンツを、注目度の高い番組コンテンツと特定することができるので、図２９の
処理と同様の効果を奏することができる。
【０２０３】
　（実施の形態９）
　図３１は、実施の形態９に係るテレビジョン受像機１Ｅの動作の一例について示したフ
ローチャートである。
【０２０４】
　制御部１０は、取得部１１によって視聴率サイト２１にアクセスさせ（ステップＳ１０
００）、第１記憶部１４に記憶されている番組コンテンツ全てについての最大瞬間視聴率
を含む視聴率情報を取得させる（ステップＳ１００１）。
【０２０５】
　そして、制御部１０は、取得された視聴率情報を参照して、各チャネル、各時間帯にお
ける番組コンテンツの最大瞬間視聴率を表す情報と、最大瞬間視聴率が得られた時刻を表
す情報とを取得する（ステップＳ１００２）。
【０２０６】
　そして、制御部１０は、各チャネル、各時間帯について、第１記憶部１４に記憶されて
いる各番組コンテンツにおいて、瞬間最大視聴率が所定の値を超える部分及び時刻Ｔ３を
特定する（ステップＳ１００３）。
【０２０７】
　そして、制御部１０は、特定された部分を有する番組コンテンツに関する番組サイト２
０に、取得部１１によってアクセスさせ（ステップＳ１００４）、投稿数が値Ｘを超えた
時刻Ｔ４を特定する（ステップＳ１００５）。
【０２０８】
　そして、時刻Ｔ３と時刻Ｔ４とが同じであれば（ステップＳ１００６でＹＥＳ）、第１
記憶部１４に記憶されている番組コンテンツのうち、特定された時刻Ｔ３（Ｔ４）の部分
を含む、前後所定時間分の番組コンテンツを読み出し、第２記憶部１５に記憶させる（ス
テップＳ１００７）。
【０２０９】
　この構成によると、瞬間最大視聴率が所定の値を超える時刻Ｔ３の部分と、番組サイト
２０における投稿数が所定の値を超える時刻Ｔ４の部分とが一致すれば、その部分を含む
前後所定時間分の番組コンテンツを別保存するので、注目度が高い部分を特定する精度が
向上する。
【０２１０】
　（変形例）
　図３２は、実施の形態９における変形例に示すテレビジョン受像機１Ｅの動作について
示したフローチャートである。
【０２１１】
　制御部１０は、取得部１１によって視聴率サイト２１にアクセスさせ（ステップＳ１０
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０００）、第１記憶部１４に記憶されている全ての番組コンテンツについての瞬間最大視
聴率を含む視聴率情報を取得させる（ステップＳ１０００１）。
【０２１２】
　そして、制御部１０は、取得された視聴率情報を参照して、所定の時間帯の番組コンテ
ンツの最大瞬間視聴率が、予め設定された閾値Ｙ２を超えているか否かを判定する（ステ
ップＳ１０００２）。
【０２１３】
　所定の時間帯の番組コンテンツの瞬間最大視聴率が、予め設定された閾値Ｙ２を超えて
いなければ（ステップＳ１０００２でＮＯ）、次の時間帯へ移って（ステップＳ１０００
８）、ステップＳ１０００２に戻る。
【０２１４】
　一方で、所定の時間帯の番組コンテンツの平均視聴率が、予め設定された閾値Ｙ２を超
えていれば（ステップＳ１０００２でＹＥＳ）、最大瞬間視聴率が閾値Ｙ２を超えた時刻
Ｔ３を取得する（ステップＳ１０００３）。
【０２１５】
　そして、制御部１０は、最大瞬間視聴率が閾値Ｙ２を超えた番組コンテンツに関する番
組サイト２０に、取得部１１によってアクセスさせる（ステップＳ１０００４）。その後
、制御部１０は、ステップＳ１００５～Ｓ１００７と同様の処理を行う（ステップＳ１０
００５～ステップＳ１０００７）。
【０２１６】
　図３２に示す処理によっても、或る番組コンテンツの最大瞬間視聴率が閾値Ｙ２を超え
、且つ、その番組コンテンツに関する番組サイト２０への投稿数が所定の値を超えた部分
を含む前後一定時間分の番組コンテンツを別保存することができるので、図３１に示す処
理と同様の効果を奏することができる。
【０２１７】
　（実施の形態１０）
　図３３は、実施の形態１０に係るテレビジョン受像機１Ｅの動作の一例を示したフロー
チャートである。
【０２１８】
　制御部１０は、取得部１１によって視聴率サイト２１にアクセスさせ（ステップＳ１１
０１）、第１記憶部１４に記憶されている番組コンテンツ全てについての平均視聴率及び
最大瞬間視聴率を含む視聴率情報を取得させる（ステップＳ１１０２）。
【０２１９】
　そして、制御部１０は、取得された視聴率情報を参照して、各チャネル、各時間帯にお
ける番組コンテンツの平均視聴率を取得する（ステップＳ１１０３）。その後、制御部１
０は、各チャネル、各時間帯について、平均視聴率が予め設定された値を超える番組コン
テンツを特定する（ステップＳ１１０４）。
【０２２０】
　そして、制御部１０は、ステップＳ１１０４において特定された番組コンテンツにおい
て、最大瞬間視聴率が所定の値を超えた時刻Ｔ３を特定し（ステップＳ１１０５）、その
後、制御部１０は、ステップＳ１１０４において特定された番組コンテンツに関する番組
サイト２０に、取得部１１によってアクセスさせる（ステップＳ１１０６）。
【０２２１】
　ついで、制御部１０は、投稿数が値Ｘを超えた時刻Ｔ４を特定する（ステップＳ１１０
７）。
【０２２２】
　そして、時刻Ｔ３と時刻Ｔ４とが同じであれば（ステップＳ１１０８でＹＥＳ）、第１
記憶部１４に記憶されている番組コンテンツのうち、特定された時刻Ｔ３（Ｔ４）の部分
を含む、前後所定時間分の番組コンテンツを読み出し、第２記憶部１５に記憶させる（ス
テップＳ１１０９）。
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【０２２３】
　この構成によると、平均視聴率及び瞬間最大視聴率が所定の値を超え、且つ、番組サイ
ト２０における書き込み数が所定の値を超える部分のみを別保存することができるため、
注目度の高い部分を特定するに際し、より精度が向上する。
【０２２４】
　（変形例）
　図３４は、実施の形態１０における変形例に示すテレビジョン受像機１Ｅの動作を示し
たフローチャートである。
【０２２５】
　制御部１０は、取得部１１によって視聴率サイト２１にアクセスさせ（ステップＳ１１
０１０）、第１記憶部１４に記憶されている番組コンテンツ全てについての平均視聴率及
び瞬間最大視聴率を含む視聴率情報を取得させる（ステップＳ１１０１１）。
【０２２６】
　そして、制御部１０は、取得された視聴率情報を参照して、各チャネル、各時間帯にお
ける番組コンテンツの平均視聴率を取得し（ステップＳ１１０１２）、各チャネル、各時
間帯において、平均視聴率が所定の値を超える番組コンテンツを特定する（ステップＳ１
１０１３）。
【０２２７】
　そして、制御部１０は、所定の時間帯の番組コンテンツの最大瞬間視聴率が、予め設定
された閾値Ｙ２を超えているか否かを判定する（ステップＳ１１０１４）。
【０２２８】
　所定の時間帯の番組コンテンツの最大瞬間視聴率が、予め設定された閾値Ｙ２を超えて
いなければ（ステップＳ１１０１４でＮＯ）、次の時間帯へ移って（ステップＳ１１０２
０）、ステップＳ１１０１４に戻る。一方で、所定の時間帯の番組コンテンツの最大瞬間
視聴率が、予め設定された閾値Ｙ２を超えていれば（ステップＳ１１０１４でＹＥＳ）、
制御部１０は、閾値Ｙ２を超えた時刻Ｔ３を特定する（ステップＳ１１０１５）。
【０２２９】
　ついで、制御部１０は、先述したステップＳ１０００４～Ｓ１０００７に示す処理と同
様の処理を行う（ステップＳ１１０１６～Ｓ１１０１９）。
【０２３０】
　この構成によっても、平均視聴率及び瞬間最大視聴率が所定の値を超え、且つ、番組サ
イト２０における書き込み数が所定の値を超える部分のみを別保存することができるため
、図３３に示す処理と同様の効果を奏することができる。
【０２３１】
　なお、本発明は、この実施の形態に限定されるものではない。本発明の趣旨を逸脱しな
い限り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形態に施したものや、異なる実施の形態に
おける構成要素を組み合わせて構築される形態も、本発明の範囲内に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０２３２】
　本発明は、時間帯及びチャネル毎に番組コンテンツを録画することができる装置全般に
適用できる。
【符号の説明】
【０２３３】
１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、１Ｄ、１Ｅ　テレビジョン受像機
２Ａ　第１情報通信機器
２Ｂ　第２情報通信機器
２Ｃ　第３情報通信機器
２Ｄ　第４情報通信機器
１０　制御部
１１　取得部
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１２　表示部
１３　音声出力部
１４　第１記憶部
１５　第２記憶部
１６　番組受信部
１８　検索対象項目受付部
１９　検索キーワード受付部
２０　番組サイト
２１　視聴率サイト
２２　ＳＮＳサイト
２３　メールサーバ
３１　検索キーワード記憶部
Ｎ　通信ネットワーク

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８Ａ】 【図１８Ｂ】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２Ａ】

【図２２Ｂ】
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【図２３Ａ】 【図２３Ｂ】

【図２４】 【図２５】
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【図２６】 【図２７】

【図２８】 【図２９】
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【図３０】 【図３１】

【図３２】 【図３３】
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【図３４】
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