
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　
　 の放送 についての

に基づく であって、
前記 が入力される
と、

　

前記

情報管理手
段と、
　前記情報管理手段 に従って された前記

を記録蓄積する とを具備したことを特徴とする情報蓄積装置。
【請求項２】
　前記 によって受信された前記

前記 情報蓄積手段に蓄積されている前記
の読出しを行って、読み出した前記 に基づく提示を行う提示情報生成手
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コマーシャル情報を含む放送信号を受信する放送受信部と、
前記コマーシャル情報 スケジュール 情報であるコマーシャル放送スケ

ジュール情報 コマーシャルプログラムガイド 広告費に応じた優先度の
情報を含む コマーシャルプログラムガイド コマーシャルプログラムガイ
ド受信手段

前記コマーシャルプログラムガイド受信手段によって受信された前記コマーシャルプロ
グラムガイドに基づいて、放送される前記コマーシャル情報の録画候補が録画予約に必要
な情報と共に記述された録画候補リストを作成すると共に、前記録画候補リスト中に同一
時簡帯の複数の録画候補が存在する場合には、 コマーシャルプログラムガイドに含ま
れる優先度の情報を用いて、前記複数の録画候補のうち優先度が他の録画候補よりも低い
録画候補については録画時間を変更するように前記録画候補リストを変更する

が作成した前記録画候補リスト 、放送 コマーシャ
ル情報 放送情報蓄積手段

コマーシャルプログラムガイド受信手段 コマーシャルプロ
グラムガイドに基づいて、 放送 コマーシャル情報

コマーシャル情報



段を更に具備したことを特徴とする請求項１に記載の情報蓄積装置。
【請求項３】
　

【請求項４】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、テレビコマーシャルの配信に好適な情報配信システム、情報提供装置、情報蓄
積装置及び情報提供方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、商品等を購入する際の事前の比較検討を自宅など商店以外で行う場合、雑誌などの
記事、カタログ、インターネットを用いＷＷＷにより製品情報を閲覧するといった方法が
とられる。様々な媒体で提供される広告はその出現を事前に知ることが困難であるため比
較検討といった目的で用いるのは難しい。特に宣伝効果の高いテレビコマーシャルにおい
ても比較検討といった目的で用いるのは同様に困難である。
【０００３】
さらに、放送をリアルタイムで視聴している場合には映出された広告から商品等を把握す
ることすら困難なことがある。そこで、テレビコマーシャルも他のテレビ番組と同様に予
約録画することによって繰り返し視聴等が可能となる。しかし、事前にコマーシャルの放
送日時を知ることは困難であり、また、たとえ、事前にコマーシャルの放送日時を知り得
たとしてもＶＴＲ（ビデオテープレコーダ）は分単位での予約しか指定できないため、放
送時間が１５秒から３０秒ほどの短時間の番組だけをねらって録画することは難しい。ま
た、再生視聴の際も所望のコマーシャルを系統立てて見ることは困難であった。
【０００４】
また、テレビコマーシャルは商品等を印象付ける上で極めて有効であり、消費者の消費行
動に大きな影響を持つ。しかし、テレビコマーシャルから得られる情報は商品などの印象
を与える程度のものであり、商品の仕様など広告対象の詳細な情報を得ることは困難であ
る。
【０００５】
また、商品等を提供する広告主はより多くの時間、コマーシャルが視聴者の目に触れるこ
とを望んでいるが、商品等の情報を望む消費者が視聴している時間に該当するコマーシャ
ルが放送されるとは限らない。必要の無い情報は視聴者にとって雑音としかならないため
、録画済番組を見る際にはコマーシャルの飛ばし見などが行われることもある。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
このように、従来、視聴者が希望する商品についての広告がいつどのように放送されるか
を知ることができないことから、所望のテレビコマーシャルの記録は困難であるという問
題点があった。また、テレビコマーシャルは系統立てて放送されているのではないことか
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前記コマーシャルプログラムガイドに含まれるジャンル、出演者及びカテゴリの情報中
の少なくとも１つの情報を指定して前記コマーシャルプログラムガイド中の情報を検索す
るための情報が各個人毎に登録された個人情報管理テーブルを更に具備し、
　前記情報管理手段は、前記個人情報管理テーブルに含まれる情報と前記コマーシャルプ
ログラムガイドの情報との比較に基づいて、前記録画候補リストを作成することを特徴と
する請求項１に記載の情報蓄積装置。

前記コマーシャルプログラムガイドに含まれるジャンル、出演者及びカテゴリの情報中
の少なくとも１つの情報を指定して前記コマーシャルプログラムガイド中の情報を検索す
るための情報が各個人毎に登録された個人情報管理テーブルを更に具備し、
　前記提示情報生成手段は、前記個人情報管理テーブルに含まれる情報と前記コマーシャ
ルプログラムガイドの情報との比較に基づいて、提示を行う前記コマーシャル情報を決定
することを特徴とする請求項１に記載の情報蓄積装置。



ら、テレビコマーシャルを録画した場合でも、録画したテレビコマーシャルを十分に活用
することは困難であるという問題点があった。また、広告主が支払った広告料に見合うだ
けの広告視聴率を得ることができるとは限らないという問題点もあった。
【０００７】
本発明はかかる問題点に鑑みてなされたものであって、テレビコマーシャルの放送日時及
びチャンネル等の録画に必要な情報、並びに、コマーシャルによって広告される商品等の
詳細情報を消費者に提供することを可能にすることによりコマーシャルの有効利用を促進
することができる情報配信システム、情報提供装置、情報蓄積装置及び情報提供方法を提
供することを目的とする。
【０００８】
また、本発明は、消費者が商品等の詳細情報を取得することができる情報配信システム、
情報提供装置、情報蓄積装置及び情報提供方法を提供することを目的とする。
【０００９】
また、本発明は、消費者に提供されたコマーシャルを自動的に記録することができる情報
配信システム、情報提供装置、情報蓄積装置及び情報提供方法を提供することを目的とす
る。
【００１０】
また、本発明は、記録されたコマーシャルを所定の分類毎に提示することができる情報配
信システム、情報提供装置、情報蓄積装置及び情報提供方法を提供することを目的とする
。
【００１１】
また、本発明は、広告主が支払った広告料に相当する広告視聴率を得やすくすることがで
きる情報配信システム、情報提供装置、情報蓄積装置及び情報提供方法を提供することを
目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係る情報蓄積装置は、コマーシャル情報を含む放送信号を受信する放送受信部
と、前記コマーシャル情報の放送スケジュールについての情報であるコマーシャル放送ス
ケジュール情報に基づくコマーシャルプログラムガイドであって、広告費に応じた優先度
の情報を含む前記コマーシャルプログラムガイドが入力されるコマーシャルプログラムガ
イド受信手段と、前記コマーシャルプログラムガイド受信手段によって受信された前記コ
マーシャルプログラムガイドに基づいて、放送される前記コマーシャル情報の録画候補が
録画予約に必要な情報と共に記述された録画候補リストを作成すると共に、前記録画候補
リスト中に同一時簡帯の複数の録画候補が存在する場合には、前記コマーシャルプログラ
ムガイドに含まれる優先度の情報を用いて、前記複数の録画候補のうち優先度が他の録画
候補よりも低い録画候補については録画時間を変更するように前記録画候補リストを変更
する情報管理手段と、前記情報管理手段が作成した前記録画候補リストに従って、放送さ
れた前記コマーシャル情報を記録蓄積する放送情報蓄積手段とを具備したことを特徴とす
る。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態について詳細に説明する。図１は本発明に係る
情報配信システムの一実施の形態を示すブロック図である。
【００１９】
図１において、放送局１は放送網３を介して放送信号を送信する。消費者側の情報蓄積装
置７Ａ，７Ｂ，…は放送網３を介して伝送された放送信号を受信して、放送信号に基づく
画像表示等が可能である。
【００２０】
本実施の形態においては、放送局１は通信網５を介して情報提供装置４とデータの通信が
可能である。更に、情報提供装置４は、通信網６を介して情報蓄積装置７Ａ，７Ｂ，…と
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データの通信が可能である。
【００２１】
なお、情報提供装置４が放送局１内に組込まれることもあり、この場合には、情報提供装
置４は放送網３を介しても情報蓄積装置７Ａ，７Ｂ，…とデータの通信が可能である。
【００２２】
本実施の形態においては、後述するように、情報提供装置４は、放送局１から放送される
コマーシャルを消費者が十分に活用するための情報（コマーシャルプログラムガイド）を
作成して、情報蓄積装置７Ａ，７Ｂ，…に提供することができるようになっている。そし
て、情報蓄積装置７Ａ，７Ｂ，…は、情報提供装置４からのコマーシャルプログラムガイ
ドに基づいてコマーシャル放送を蓄積することができるようになっている。更に、情報蓄
積装置７Ａ，７Ｂ，…は、コマーシャルプログラムガイドを利用することで、コマーシャ
ルを系統立てて表示させることもできるようになっている。
【００２３】
図２は図１のネットワークによるデータ等の流通関係を示す説明図である。また、図３は
図１のネットワークにおけるビジネス上の関係（費用負担）を説明するための説明図であ
る。
【００２４】
情報蓄積装置７Ａ，７Ｂ，…は、サービス情報の消費者側、即ち、一般家庭等のユーザで
あるサービス受信者２１が夫々所有又は設置するものである。図２のサービス発信者２２
は、図１の放送局１に対応する。放送網３は、放送衛星、通信衛星、地上波又はケーブル
等によって構成される。サービス発信者２２は、各種番組及びコマーシャルを放送信号に
よって伝送する。
【００２５】
サービス発信者２２が発信するコマーシャルの情報は、広告主２３の依頼によって作成さ
れる。広告主２３は、自らの商品の宣伝、告知、啓蒙等の目的でテレビ番組の合間等にコ
マーシャル番組の放送をサービス発信者２２に依頼する。この場合には、広告主２３から
サービス発信者２２に対して広告料（２Ｂ）が支払われる。一般にコマーシャル番組の放
送時間帯やコマーシャルを放送する延べ時間等の各種の条件は広告料（２Ｂ）によって決
まる。
【００２６】
各サービス受信者２１は、情報蓄積装置７Ａ，７Ｂ，…によって、コマーシャル番組等の
特定情報番組を受信して蓄積する。本実施の形態においては、情報蓄積装置７Ａ，７Ｂ，
…は、コマーシャル等の特定情報番組を記録再生するために、サービス情報提供者２４の
情報提供装置４からの情報、即ち、コマーシャルプログラムガイドを利用するようになっ
ている。
【００２７】
コマーシャルプログラムガイドは、サービス情報提供者２４から通信網６である電話回線
やインターネット等を介してサービス受信者２１に直接的（２Ｅ）に伝送されるか、又は
、サービス情報提供者２４から通信網５（２Ｋ）を介して放送局１に伝送されて、放送番
組等と共に放送網３（２Ａ）を介してサービス受信者２１に間接的に伝送される。
【００２８】
コマーシャルプログラムガイドを提供する条件として、サービス情報提供者２４に対する
有償の依頼が必要であることもある。広告主２３からサービス情報提供者２４に対してコ
マーシャルプログラムガイドへの出稿の依頼に関して広告主２３とサービス情報提供者２
４が個別契約を結んでいれば出稿の内容等に応じた広告料（２Ｇ）が支払われる。
【００２９】
また、コマーシャルプログラムガイドの出稿依頼に関して広告主２３がサービス発信者２
２と包括契約を結んでいれば、コマーシャル放送のための広告料（２Ｂ）の一部が広告料
（２Ｊ）としてサービス情報提供者２４に支払われる。
【００３０】
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コマーシャルプログラムガイドを提供する条件としてサービス情報提供者２４に対する有
償の依頼が必要でないこともある。この場合には、サービス情報提供者２４又はサービス
発信者２２の判断によって、コマーシャルプログラムガイドを配信する。更に、サービス
受信者２１がコマーシャルプログラムガイドの提供依頼（２Ｆ）をサービス情報提供者２
４に対して行うことも考えられる。この依頼は有償又は無償で行われる。
【００３１】
サービス情報提供者２４はサービス発信者２２からコマーシャルプログラムガイドを作成
するためのデータ、即ち、コマーシャル番組の放送予定に関する情報（ＣＭ放送スケジュ
ール情報）をＣＭ放送よりも前に入手する（２Ｊ）。サービス受信者２１によってコマー
シャル番組が視聴され、購買等の消費行動（２Ｄ）が生じると、その対価としての収入（
２Ｃ）が広告主２３に入る。
【００３２】
サービスの授受に関してまとめると、図３に示すように、広告主２３は広告料をサービス
発信者２６に支払い（２Ｂ）、コマーシャルの放映を依頼する。サービス発信者２２は広
告料収入により放送番組を制作・配信すると共にコマーシャルの配信も行う（２Ａ）。一
方、サービス情報提供者２４はサービス発信者２２より無償又は有償でコマーシャルの放
送スケジュール情報を予め取得（２Ｊ）しておき、広告主２３からコマーシャルプログラ
ムガイド掲載の依頼を得て（２Ｇ）、電話回線やインターネット等の通信路を介してサー
ビス受信者２１にコマーシャルプログラムガイドを配信する（２Ｅ）。
【００３３】
図４は図１中の放送局１の具体的な構成を示すブロック図である。
【００３４】
放送局１は放送、ケーブル等の媒体（通信網３）により映像等を送信する機能を有する。
放送網３への送信処理を行う構成は既存システムと同様であり、図示及び説明を省略する
。
【００３５】
データ入力部１６１は、図示しないキーボード等を有しており、オペレータによるキーボ
ード等の操作によって、ＣＭ放送スケジュールの入力を受ける。ＣＭ放送スケジュール蓄
積部１６２は、データ入力部１６１によって入力されたＣＭ放送のスケジュール情報を格
納する。
【００３６】
蓄積部１６２は、例えばハードディスクで構成されて、コンピュータで利用可能なファイ
ルシステムを記憶する。即ち、蓄積部１６２は、放送日毎に１つのファイルであるＣＭ放
送スケジュール情報を作成して蓄積する。ＣＭ放送スケジュール情報のファイル中には、
放送日にＣＭが放送される順番に対応するコマーシャルプログラムの情報が含まれる。
【００３７】
図５はＣＭ放送スケジュール蓄積部１６２に蓄積されるＣＭ放送スケジュール情報のフォ
ーマットを示す説明図である。
【００３８】
図５に示すように、ＣＭ放送スケジュール情報は、各ＣＭ毎の領域（図５の各列）を有す
る。各列には、少なくとも該システムにおいて一意となるＣＭ　ＩＤ、同一コマーシャル
で異なるバージョンが発生した場合に変更されるバージョン情報、ユーザがコマーシャル
を識別する際の指標となるコマーシャルタイトル（ＣＭ名）、該コマーシャルを依頼した
企業名又は団体名等を示す広告主、所定のフォーマットでコマーシャルの放送日時やチャ
ンネルを表すインデックスのリストである放送情報が記述されている。
【００３９】
図５の例では、例えば、１７１列において、ＣＭ　ＩＤが“ 04-12-05-00050321”である
ＣＭは、バージョンが“１．００”で、ＣＭ名は“いつでも氷　パーティー編”で、広告
主は“Ａ社”で、放送情報として“ 1026-20000206183115-15”，…，…が設定されている
ことが示されている。放送情報によって、このコマーシャルの放送日時分及び放送チャン
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ネル等が分かるようになっている。
【００４０】
データ選択部１６３は、ＣＭ放送スケジュール蓄積部１６２に蓄積されたデータの中から
送信すべきデータを選択する。例えば、前回ＣＭ放送スケジュールを送信した日時を記録
しておき、この日時よりも新しくＣＭ放送スケジュール蓄積部１６２に記録されたファイ
ルを選択すればよい。
【００４１】
通信部１６４は、サービス情報提供者２４の情報提供装置４に対して、データ選択部１６
３によって選択されたデータを送信する。送信部１６４からのデータは通信網５を介して
情報提供装置４に供給される。通信網５としては、専用回線、電話線又は放送等、媒体を
問わず利用可能である。
【００４２】
なお、通信部１６４は、データを送信する際のフォーマットとして、選択されたファイル
名に続き図５に示す各ＣＭ放送スケジュール情報の内容である文字列をそのまま順に送っ
てもよいし、暗号化してもよい。更に、ＣＭ放送スケジュール情報を圧縮してデータ量の
削減を図ってもよい。
【００４３】
図６は図１中の情報提供装置４の具体的な構成を示すブロック図である。
【００４４】
通信部１５１は、放送局１の通信部１６４との間で通信を行い、通信網５を介してサービ
ス発信者２２が作成したＣＭ放送スケジュール情報（図５参照）を受信する。
【００４５】
ＣＭ放送スケジュール蓄積部１５２は、通信部１５１が受信したＣＭ放送スケジュール情
報を蓄積する。例えばＣＭ放送スケジュール蓄積部１５２は、受信したファイル名に等し
い名前のファイルを作成し、そのファイルの中に各ＣＭ放送スケジュール情報の内容であ
る文字列を順に記録すればよい。
【００４６】
関連情報管理部１５３は、サービス発信者２２である放送局から受信して蓄積したＣＭ放
送スケジュール情報に対して付加するＣＭ関連情報を管理する。
【００４７】
図７は関連情報管理部１５３が管理するＣＭ関連情報の例を示す説明図である。
【００４８】
関連情報管理部１５３は、例えば広告主２３からオンライン又はオフラインで供給された
コマーシャルについてのＣＭ関連情報を管理する。図７に示すように、関連情報管理部１
５３が管理するＣＭ関連情報は、各ＣＭ毎の領域（図７の各列）を有する。各列には、図
５と同様のＣＭ　ＩＤ、バージョン情報、コマーシャルタイトル（ＣＭ名）、広告主の情
報が記述されていると共に、コマーシャルの対象製品又は商品、その他の対象を分類する
際に用い、対象によっては階層的又は複数記載されるカテゴリ、コマーシャルに出演して
いるタレント名等の出演者、製品の仕様や特徴といった製品又は商品をより詳細に知るた
めに広告主等が提供する詳細情報、コマーシャル製品のＷＷＷホームページを示すＵＲＬ
や、シリーズコマーシャルである場合の他のシリーズコマーシャルのＣＭ　ＩＤ等の該コ
マーシャルの関連情報資源の所在、インデックス等を示す関連情報、並びに、該システム
においてコマーシャル以外の放送番組等を含めた優先度の定義であり該システムにおいて
統一的に用いられる優先度の情報が記述される。
【００４９】
なお、本実施の形態においては、関連情報管理部１５３はＣＭ　ＩＤ、バージョン、ＣＭ
名、広告主についての情報も管理しているが、放送局１から送信されるＣＭ放送スケジュ
ール情報との対応がとれれば、ＣＭ放送スケジュール情報に含まれる情報については、例
えばＣＭ　ＩＤやＣＭ名等だけの情報を管理するようにしてもよい。
【００５０】
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図７の列２１１の例は、図５の列１７１の情報に対応したものであり、図５と同様のＣＭ
　ＩＤ、バージョン、ＣＭ名及び広告主の情報が記述されている。更に、図７の列２１１
では、カテゴリとして“１：家電製品　２：冷蔵庫”を記述して、第１分類が家電製品で
第２分類が冷蔵庫であることを示し、出演者が“松本たかこ”であることを示し、詳細情
報として、“ FR-A321、 321リットル、 128000円、３ドア、自動製氷、抗菌仕上、、、”と
いう情報を示し、関連情報として、“  URL　 http://www.a-sya.co.jp/fra321/　 LINK　 04
-12-05-00050322”を示し、優先度が“３”であることを示す。
【００５１】
コマーシャルプログラムガイド作成部１５４は、ＣＭ放送スケジュール蓄積部１５２に蓄
積されたＣＭ放送スケジュール情報に対して、関連情報管理部１５３において管理される
ＣＭ関連情報を付加し、サービス受信者２１に提供するためのコマーシャルプログラムガ
イドを作成する。
【００５２】
即ち、コマーシャルプログラムガイド作成部１５４は、図７に示される関連情報管理部が
管理するデータの中からＣＭ　ＩＤ及びバージョンが一致するデータを検索する。そして
、ＣＭ関連情報の各項目の値を基に、ＣＭ　ＩＤ等が一致したＣＭ放送スケジュール情報
に、放送日時等の情報を付加して新たにコマーシャルプログラムガイドを作成し、コマー
シャルプログラムガイド蓄積部１５５に記録する。
【００５３】
図８はコマーシャルプログラムガイド蓄積部１５５に蓄積されるコマーシャルプログラム
ガイドの例を示す説明図である。
【００５４】
図８に示すように、コマーシャルプログラムガイドは、各ＣＭ毎の領域（図８の各列）を
有する。各列には、図５及び図７と同様のＣＭ　ＩＤ、バージョン情報、コマーシャルタ
イトル（ＣＭ名）、カテゴリ、出演者、広告主、詳細情報、関連情報、放送情報及び優先
度の情報が記述されている。
【００５５】
例えば、図８の３１列では、放送情報として、“ 1026-20000206183115-15　 2069-2000020
7210100-15”が記述されている。この放送情報は予め定められたフォーマットによってコ
マーシャルの放送日時やチャンネルを表すインデックスのリストであり、記述するインデ
ックスの数や順番等は別途に定められる。
【００５６】
ユーザ情報管理部１５７は、本システムを利用可能と登録されたユーザの識別子とパスワ
ードの対が記載されたユーザ情報を備えている。通信部１５６は、ユーザ情報管理部１５
７が保持しているユーザ情報を参照して、コマーシャルプログラムガイド蓄積部１５５に
蓄積されているコマーシャルプログラムガイドを通信網６を介してサービス受信者２１の
情報蓄積装置７Ａ，７Ｂ，…に送信する。送信網６としては、電話、ＩＳＤＮ、無線等の
いかなる媒体を利用してもよい。
【００５７】
情報提供装置４から情報蓄積装置７Ａ，７Ｂ，…に対するコマーシャルプログラムガイド
の提供は、ＷＷＷサーバからＷＷＷクライアントに対するデータ転送と同様に行うことが
できる。即ち、サービス受信者２１はユーザの識別子とパスワードをサービス情報提供者
２４の情報提供装置４に送信する。情報提供装置４の通信部１５６はユーザからのデータ
を受け取り、ユーザ情報管理部１５７は受信したデータと記録しているデータとを照合す
る。ユーザからの識別子及びパスワードが一致した場合には、通信部１５６によってコマ
ーシャルプログラムガイドを情報蓄積装置７Ａ，７Ｂ，…に送信するのである。
【００５８】
なお、図６の例では、ＣＭ放送スケジュール蓄積部１５２とコマーシャルプログラムガイ
ド蓄積部１５５とを別体に構成したが、物理的には同一の蓄積機器を用いてもよい。
【００５９】
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また、放送局１が提供するＣＭ放送スケジュール情報は、１つのサービス発信者２２から
提供されるＣＭのみを対象としてもよく、また、複数のサービス発信者２２から提供され
るＣＭを対象としてもよい。
【００６０】
本実施の形態においては、コマーシャルプログラムガイド作成部１５４は、広告主２３と
サービス発信者２２又はサービス情報提供者２４間の契約に応じてコマーシャルプログラ
ムガイドを作成するようになっている。例えば、契約の際に、広告主２３がサービス発信
者２２又はサービス情報提供者２４に支払う契約金（広告費）の額によって、コマーシャ
ルプログラムガイド作成部１５４は、コマーシャルプログラムガイドのコンテンツに変更
を加える。
【００６１】
例えば、コマーシャルプログラムガイド作成部１５４は、契約に応じたオペレータの手入
力又はオンライン経由で伝送された契約に関する情報に応じて、コンテンツの変更を行う
ようになっている。
【００６２】
図９及び図１０はコマーシャルプログラムガイド作成部１５４による変更例を示している
。図９及び図１０のコマーシャルガイドプログラムは図８に対応したものである。
【００６３】
図９は図８に示すコマーシャルプログラムガイド作成時の契約金（広告料）が増減した場
合の例を示している。
【００６４】
いま、広告主２３であるＡ社が図８の列３１に示すコマーシャルについて広告料を増やし
、Ｂ電気が図８の列３２に示すコマーシャルについての広告料を減らしたものとする。こ
の場合には、コマーシャルプログラムガイド作成部１５４は、広告料に応じて優先度を変
更する。広告料を増やしたＡ社の列３１のコマーシャルについては、図９の列３３の項目
３Ｌに示すように、優先度を“２”に高くし、広告料を減らしたＢ電気の列３２のコマー
シャルは、列３４の項目３Ｍに示すように、優先度を“５”に下降させる。
【００６５】
優先度は、後述するように、情報蓄積装置７Ａ，７Ｂ，…において、コマーシャルの記録
可能性に対応させることができ、優先度が高い（数値が少ない）ほど、そのコマーシャル
はサービス受信者２１側で記録されやすくなる。これにより、広告料に応じた情報の提供
が可能である。
【００６６】
また、図１０は広告料に応じて放送情報や関連情報を変更した例である。図５に示すよう
に、図８のコマーシャルプログラムガイドの元となったＣＭ放送スケジュール情報には、
図８よりも多くの放送情報が記述されている。コマーシャルプログラムガイド作成部１５
４は、広告料に応じた数だけ放送時間を示す放送情報を記述する。広告料を増やしたＡ社
の列３１のコマーシャルについては、図１０の列３５の項目３Ｑに示すように、放送情報
の数を増やし、広告料を減らしたＢ電気の列３２のコマーシャルは列３６の項目３Ｎ，３
Ｐに示すように、関連情報及び放送情報の項目を削除する。
【００６７】
例えば、放送情報は、後述するように、情報蓄積装置７Ａ，７Ｂ，…において、コマーシ
ャルの記録を行う時間の情報として用いることができる。従って、項目３Ｐが削除された
Ｂ電気のコマーシャルについては記録されず、関連情報に対するアクセスもできない。
【００６８】
図１１は図１中の情報蓄積装置７Ａ，７Ｂ，…の具体的な構成を示すブロック図である。
情報蓄積装置７Ａ，７Ｂ，…は同一構成である。
【００６９】
情報蓄積装置７Ａ，７Ｂの放送受信部１１には、放送網３を介して伝送された放送データ
、即ち、デジタル又はアナログの放送番組の標準的な動画像音声データが入力される。放
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送受信部１１は入力された放送データを受信し、表示データ生成部１６に出力する。表示
データ生成部１６は、受信した放送の動画像音声データを表示可能なデータ及び信号形式
に変換して表示部１８に出力する。
【００７０】
表示部１８は、入力されたデータに基づく映像を映出すると共に音声を音声出力する。こ
のように、放送受信部１１の受信データを表示データ生成部１６に直接供給することで、
リアルタイムで放送番組を視聴することができる。
【００７１】
放送受信部１１が受信した放送データは、受信データ解析部１２を介してデータ蓄積部１
４に供給して、記録・蓄積させることができるようになっている。受信データ解析部１２
は、放送受信部１１が受信した受信データを解析し、情報管理部１５によって記録が指定
された番組をデータ蓄積部１２に供給する。データ蓄積部１２は、情報管理部１５に制御
されて入力された受信データを記録・蓄積するようになっている。また、データ蓄積部１
２は、情報管理部１５に制御されて、記録・蓄積したデータを読み出して表示データ生成
部１６に出力するようになっている。
【００７２】
一般的には、放送番組を記録する場合には、放送信号等に含まれる電子プログラムガイド
（ＥＰＧ）等を用いることによって、簡便に行うことができる。また、通常の放送番組の
ように事前に放送予定時刻等が判明している場合には、ユーザが時間や放送局等を指定す
ることで録画予約が可能である。
【００７３】
ユーザ操作部１９は、ユーザ操作に基づく信号をユーザインタフェース部１７に出力する
。ユーザインタフェース部１７は、ユーザ操作に基づく信号を表示データ生成部１６に出
力すると共に、情報管理部１５にも出力するようになっている。これにより、情報管理部
１５は、ユーザの録画予約操作に応じて、受信データ解析部１２及びデータ蓄積部１４を
制御して、ユーザが指定した番組の録画予約を可能にする。
【００７４】
しかしながら、コマーシャルのように、事前に放送予定時刻等を知ることが困難であるか
又は短時間番組が多数存在するためにユーザによるマニュアル設定が極めて煩雑である番
組もある。本実施の形態においては、このようなコマーシャルの記録には、サービス情報
提供者２４の情報提供装置４が配信したコマーシャルプログラムガイドを用いるようにな
っている。
【００７５】
情報蓄積装置７Ａ，７Ｂ，…の送受信部１３は、通信網６を介して情報提供装置４から配
信されたコマーシャルプログラムガイドを受信する。受信されたコマーシャルプログラム
ガイドは、受信データ解析部１２に供給されるようになっている。
【００７６】
なお、コマーシャルプログラムガイドが放送局１から放送信号として標準的な動画像音声
データに同期又は非同期に放送番組の付加情報データ又は独立情報データとして伝送され
る場合には、放送受信部１１が受信したコマーシャルプログラムガイドを受信データ解析
部１２に供給する。
【００７７】
受信データ解析部１２は、入力されたコマーシャルプログラムガイドを解析し、所定の形
式でデータ蓄積部１４に格納する。また、受信データ解析部１２は、コマーシャルプログ
ラムガイド中の放送情報については情報管理部１５にも供給する。情報管理部１５は、放
送情報によって指定された予定時刻になると放送受信部１１、データ解析部１２及びデー
タ蓄積部１４を適宜設定することで、対応するコマーシャルを自動録画させるようになっ
ている。
【００７８】
また、情報管理部１５は、データ蓄積部１４に記録されているコマーシャルプログラムガ
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イドを用いることで、データ蓄積部１４に記録されているコマーシャル番組の読出しをユ
ーザ操作に応じて制御し、表示データ生成部１６における多彩な表示形態を可能にするよ
うになっている。
【００７９】
次に、このように構成された実施の形態の動作について図１２及び図１３のフローチャー
ト並びに図１４乃至図２２を参照して説明する。
【００８０】
広告主２３の依頼によって、サービス発信者である放送局１はコマーシャルを作成する。
いま、放送局１が放送するコマーシャルの放送スケジュールが図５に示すものであるもの
とする。放送局１は、図５に示すＣＭ放送スケジュール情報をサービス情報提供者２４の
情報提供装置４に送信する。
【００８１】
情報提供装置４は、通信部１５１によってＣＭ放送スケジュール情報を受信し、ＣＭ放送
スケジュール蓄積部１５２に蓄積させる。関連情報管理部１５３は、広告主２３から与え
られた各コマーシャルのＣＭ関連情報を管理している。コマーシャルプロクラムガイド作
成部１５４は、通信部１５１が受信したＣＭ放送スケジュール情報と関連情報管理部１５
３が管理しているＣＭ関連情報とを比較し、対応するコマーシャルについては、ＣＭ放送
スケジュール情報にＣＭ関連情報を追加して、コマーシャルプログラムガイドを作成する
。
【００８２】
この場合には、コマーシャルプログラムガイド作成部１５４は、例えば、広告料に応じて
、優先度や放送情報等を適宜変更する。
【００８３】
作成されたコマーシャルプログラムガイドはコマーシャルプログラムガイド蓄積部１５５
に蓄積される。通信部１５６は、ユーザ情報管理部１５７が管理しているユーザ情報に基
づいて、サービス受信者２１である情報蓄積装置７Ａ，７Ｂ，…に対して、放送局１から
のコマーシャルの放送前に、対応するコマーシャルプログラムガイドを蓄積部１５５から
読み出して配信する。
【００８４】
情報蓄積装置７Ａ，７Ｂ，…は、放送データについては、放送局１から放送網３を介して
受信する。コマーシャルプログラムガイドについては、情報提供装置４から通信網６を介
して直接情報蓄積装置７Ａ，７Ｂ，…に伝送されるか又は情報提供装置４から通信網５、
放送局１及び放送網３を介して伝送される。
【００８５】
これらの伝送路を経由して伝送されたコマーシャルプログラムガイドは、情報蓄積装置７
Ａ，７Ｂ，…の受信データ解析部１２に供給されて、解析が行われる。コマーシャルプロ
グラムガイドデータは所定の形式でデータ蓄積部１４に格納され、コマーシャルプログラ
ムガイド中の放送情報については情報管理部１５にも供給されて管理される。
【００８６】
情報管理部１５は、放送情報によってコマーシャルの放送時刻を判断し、放送予定時刻に
なると、放送受信部１１、データ解析部１２及びデータ蓄積部１４を制御して、コマーシ
ャルを自動録画させる。
【００８７】
コマーシャルの自動録画設定のアルゴリズムは様々考えられる。図１２はその一例を示し
ている。
【００８８】
定期的に又は非定期的にコマーシャルプログラムガイドを受信すると、ステップ４Ｂにお
いて情報管理部１５は、データ中の放送情報よりコマーシャルの放送日時等の記録に関連
した放送情報及び優先度情報を抽出し、所定の規則に従って各コマーシャル番組、及び、
既に録画予約されている放送番組の録画候補リストを作成する（ステップ４Ｃ）。
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【００８９】
次に、作成した録画候補リストに記述されている録画候補の１つをリストから選択し（ス
テップ４Ｄ）、選択した録画候補（照合番組）とリスト中の他の録画候補（被照合番組）
との録画時間、チャンネル等の録画予約に必要な情報を照合する（ステップ４Ｅ）。
【００９０】
図１３は図１２の自動録画設定のアルゴリズム中の予約照合処理（ステップ４Ｅ）のアル
ゴリズムを詳細に示したものである。
【００９１】
図１３のステップ４Ｍに示すように、情報管理部１５は、被照合番組の放送時間候補の１
つと照合番組の放送時間との照合を行う。情報管理部１５は、照合番組が既に録画設定さ
れている場合には、確定している時間との照合を行い、録画設定がまだ行われていない場
合には録画時間候補の１つと照合する。なお、候補選択の方法は別に定める。
【００９２】
照合処理によって、同一時間帯に予約が存在しなければ、被照合番組のうち選択された放
送時間候補を録画時間として確定することができる（ステップ４Ｔ）。照合によって同一
時間帯に既に予約が存在する場合には、被照合番組と照合番組の優先度を比較する（ステ
ップ４Ｐ）。
【００９３】
被照合番組の優先度が照合番組の優先度よりも高い場合には、既に録画が確定していた照
合番組は録画未設定状態に変更され（ステップ４Ｓ）、被照合番組の録画時間を選択され
た時間に確定する。しかし、被照合番組の優先度が照合番組の優先度よりも低い場合には
、現在選択していた被照合番組の放送時間候補とは異なる放送時間候補を選択し（ステッ
プ４Ｒ）、再度照合を行う。
【００９４】
一般的には、コマーシャルは複数回放送されるので、複数の放送時間候補から録画予約が
行われていない放送時間を選択すればよい。以下、同様の手順を繰り返し、最終的に被照
合番組の放送時間候補が無くなれば（ステップ４Ｑ）、この被照合番組に関しては自動録
画不可能であると判断する。
【００９５】
このような予約照合処理によって自動録画可能と判断されると、図１２のステップ４Ｇに
おいて、選択された番組に関しての録画予約が設定される。また、予約照合処理によって
自動録画不可能と判断された場合には、録画予約設定は行われない。
【００９６】
次に、情報管理部１５は、被照合番組と照合番組との組み合わせを変更し（ステップ４Ｈ
）、同様の操作をリスト掲載の録画候補が残る限り繰り返す（ステップ４Ｊ）。
【００９７】
このように、本実施の形態においては、放送局が放送するコマーシャルのスケジュール情
報に広告主からのＣＭ関連情報を付加し、広告主の広告料等に基づいて変更したコマーシ
ャルプログラムガイドを作成する。作成したコマーシャルプログラムガイドを消費者に配
信することで、消費者の情報蓄積装置において、放送されたコマーシャルを自動的に蓄積
させることができる。また、コマーシャルプログラムガイドは、広告主の広告料等に応じ
た情報を有しており、広告料に応じてコマーシャルの記録可能性を制御することができる
。
【００９８】
ところで、図１２の例では、コマーシャル録画の候補が複数がある場合において、いずれ
の候補を録画するかを決定するために優先度を使用したが、優先度の使用方法としてはこ
れに限定されるものではない。
【００９９】
例えば、優先度が低いコマーシャルは重複がなくても録画しないという使用方法もある。
図１４はこの場合の自動記録設定アルゴリズムを示すフローチャートである。図１４にお
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いて図１２と同一の手順には同一符号を付して説明を省略する。
【０１００】
図１４の動作フローが図１２の動作フローと異なる点は、ステップ１８Ｌでコマーシャル
プログラムガイドの優先度を調べ、規定値よりも小さい（優先度が高い）場合にのみ録画
の候補とする点である。この規定値は予め定めた値でもよいし、録画機器の録画容量の空
き領域によって変更してもよいし、ユーザが設定してもよい。なお、ステップ４Ｅの詳細
アルゴリズムは図１３と同一である。
【０１０１】
こうして、コマーシャル番組の映像音声データが自動的に記録蓄積され、各々該当するコ
マーシャルプログラムガイドに記載の情報との関連が情報管理部１５において管理される
。
【０１０２】
図１５は録画されたコマーシャルに対応させて記録するプログラムガイドの記録例を示す
説明図である。
【０１０３】
プログラムガイドはサービス情報提供者２４から提供されたコマーシャルプログラムガイ
ドを基に作成する。例えば、情報蓄積装置７Ａ，７Ｂ，…に図８に示すコマーシャルプロ
グラムガイドが受信された場合には、情報管理部１５は、図１５に示すプログラムガイド
を作成してデータ蓄積部１４に記憶させる。
【０１０４】
図１５のプログラムガイドは、項目１９Ｌを付加した点が図８に示すコマーシャルプログ
ラムガイドと異なる。項目１９Ｌは該当コマーシャルが録画された場合に、その録画ファ
イル名を記載する欄である。情報管理部１５は該当コマーシャル番組を記録蓄積する際に
、ファイルを割り当て、そのファイルにコマーシャル番組を格納する。その場合のファイ
ル名を項目１９Ｌに記述するのである。
【０１０５】
更に、本実施の形態においては、情報管理部１５は、データ蓄積部１４に記憶させたプロ
グラムガイドを利用することで、蓄積部に蓄積させているコマーシャルを効率的に視聴す
ることを可能にする。
【０１０６】
次に、コマーシャル情報を視聴するまでの動作の流れを図１１及び図１６乃至図１９の説
明図を参照して説明する。図１６乃至図１８は表示部１８による画面表示の表示例を示し
ている。図１９はユーザ操作部１９の一例であるリモコンを示している。ユーザはリモコ
ンにより任意のタイミングでコマーシャル情報を視聴することが可能である。
【０１０７】
表示部１８は図示しないテレビ受像機等のディスプレイ装置に接続されており、表示デー
タ生成部１６からの表示データに基づく表示をディスプレイ装置上に映出させることがで
きる。サービス受信者２１の利用者は、図１９に示すリモコン７１によってコマーシャル
の表示を指示することができる。リモコン７１は、情報蓄積装置７Ａ，７Ｂ，…を制御す
るための各種ボタンを有している。
【０１０８】
例えば、ユーザが“ＣＭ情報”ボタン７１Ａを押すと、この操作に基づく指令がユーザイ
ンターフェース部１７によって受信され、ユーザからコマーシャル情報表示の指示が発生
したことが情報管理部１５に伝達される。情報管理部１５は利用者からの指示に対応した
制御信号をデータ蓄積部１４に出力し、データ蓄積部１４に蓄積されたコマーシャルデー
タを読み出させて表示データ生成部１６に供給させる。
【０１０９】
表示データ生成部１６は表示部１８に適応した表示データを生成する。これにより、表示
部１８は、ディスプレイ装置の表示画面上に例えば図１６（ａ）に示すコマーシャル表示
５４を表示させる。コマーシャル表示５４は、「出演者別」「スポンサー別」「カテゴリ

10

20

30

40

50

(12) JP 3718402 B2 2005.11.24



別」の３通りの選択肢が表示されている。
【０１１０】
表示データ生成部１６及びユーザインターフェース部１７によって、各選択肢の表示及び
これらの選択肢に対するユーザ選択操作が行われた場合の動作が表示内容に応じて規定さ
れている。例えば、ユーザがリモコン７１を使用してカテゴリ別の選択操作をした場合に
は、ユーザインターフェース部１７は、表示データ生成部１６に対してコマーシャルをカ
テゴリ毎に分類して表示させるための指示を出力する。同様に、ユーザが出演者別又はス
ポンサー別の選択操作をした場合には、ユーザインターフェース部１７は、表示データ生
成部１６に対してコマーシャルを出演者別又はスポンサー別に分類して表示させるための
指示を出力する。
【０１１１】
いま、ユーザがカテゴリ別のコマーシャル表示を希望するものとする。ユーザはリモコン
のカーソルキー７１Ｅ等によって注目位置を被選択項目５４Ｂ、５４Ｃ、５４Ｄに順次移
動させ、リモコンの決定キー７１Ｆによりカテゴリ別の選択肢を選択する。そうすると、
ユーザの指示はユーザインターフェース部１７を介して表示データ生成部１６に供給され
る。
【０１１２】
表示データ生成部１６は、データ蓄積部１４に格納されているプログラムガイドのカテゴ
リの項目を検索して、カテゴリの一覧を作成し、図１６（ｂ）に示すカテゴリ一覧表示５
５を表示画面上に表示させる。例えば、表示データ作成部１６は、蓄積されたコマーシャ
ルプログラムガイド（図１５）のカテゴリの項目を抽出し、その文字列を配置することで
カテゴリ一覧表示５５を作成する。
【０１１３】
なお、カテゴリ一覧表示５５の最下部の下矢印は、蓄積されているコマーシャルのカテゴ
リが４種よりも多いことを示しており、下矢印を選択すると更に別のカテゴリ名が表示さ
れる。
【０１１４】
ここで、ユーザがカテゴリ一覧表示５５上で家電製品を選択するものとする。そうすると
、表示データ生成部１６は、記録されているプログラムガイドのカテゴリの項目を検索し
て、カテゴリの第１分類が“家電製品”であるコマーシャルをリストアップし、カテゴリ
の第２分類の一覧を作成する。この一覧をカテゴリ第２分類表示５６として画面上に表示
させる（図１６（ｃ））。例えば、表示データ生成部１６は、カテゴリの項目の第２分類
の文字列を配置することで、カテゴリ第２分類表示５６を作成する。
【０１１５】
カテゴリ第２分類表示５６最下部の下矢印は、カテゴリ“家電製品”に含まれる第２分類
が４種よりも多いことを示しており、下矢印を選択することによって、他の家電製品名が
表示されることは同様である。
【０１１６】
ここで、ユーザがサブカテゴリ冷蔵庫５６Ｂを選択するものとする。表示データ生成部１
６は、蓄積されたプログラムガイドを検索して、カテゴリの項目の第１分類が“家電製品
”で、第２分類が“冷蔵庫”であるコマーシャルをリストアップし、その広告主とＣＭ名
を配置して広告主表示５７を作成して画面表示させる（図１６（ｄ））。広告主表示５７
の最下部の下矢印も、選択肢が４つよりも多いことを示しており、下矢印を選択すること
で他の広告主を表示させることができる。
【０１１７】
なお、表示データ生成部１６は、上述した図１６（ａ）乃至（ｄ）の各表示によって表示
すべき分類が１件のみの場合にはその表示を省略して次の選択表示を表示させるようにし
てもよいことは明らかである。
【０１１８】
次に、ユーザが選択肢５７Ｂの“いつでも氷”が選択されている状態でリモコン７１の“
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ＣＭ詳細”ボタン７１Ｂを押すものとする。そうすると、表示データ生成部１６は、プロ
グラムガイドのカテゴリ項目の第１分類が“家電製品”で、第２分類が“冷蔵庫”で、広
告主が“Ａ社”で、ＣＭ名が“いつでも氷”であるコマーシャルを検出して、その詳細情
報の欄を読み出して配置表示する。図１７（ｃ）はこの場合の詳細表示５３を示している
。
【０１１９】
ユーザが再度、リモコン７１の“ＣＭ詳細”ボタン７１Ｂを押すと、詳細表示５３中のウ
ィンドウ５３Ｆを閉じることができる。なお、ウィンドウ５３Ｆについては、ボタン７１
Ｂの操作から一定時間経過後に自動的に閉じる等の設定にしておくことも可能である。
【０１２０】
図１７（ｃ）の詳細表示５３は図１６とは異なるリンクをたどって表示させることも可能
である。例えば、図１６（ａ）に示すコマーシャル表示５４において、選択肢５４Ｂを選
択した場合には、表示データ生成部１６によってプログラムガイドが検索され、出演者の
項目に記載された文字列が配置されて画面表示される。
【０１２１】
この画面表示上には、図１５の例では、少なくとも“松本たかこ”、“大泉きょう子”が
選択肢として表示されている。ここで、ユーザが“松本たかこ”を選択すると、表示デー
タ生成部１６は蓄積されたプログラムガイドの出演者の項目が“松本たかこ”であるコマ
ーシャルについて、広告主とＣＭ名を配置した画面表示を作成して表示させる。
【０１２２】
この画面表示中には少なくとも“Ａ社　いつでも氷”の選択肢が表示されている。ここで
、ユーザがこの選択肢を選択して“ＣＭ詳細”ボタン７１Ｂを押すと、図１７（ａ）に示
す詳細表示５１が表示される。この詳細表示５１中のウィンドウ５１Ｆは、図１５の１９
１列の詳細情報項目の文字列を取得して作成されたものである。
【０１２３】
また、図１６（ａ）のコマーシャル表示５４において選択肢５４Ｃを選択すると、表示デ
ータ生成部１６が蓄積されたプログラムガイドを検索して、項目が広告主の欄に記載され
た文字列を配置してスポンサーの一覧を表示させる（図１７（ｂ））。ここで、ユーザが
“Ａ社”を選択すると、表示データ生成部１６は蓄積されたプログラムガイドの広告主の
欄が“Ａ社”であるコマーシャルについて、カテゴリ項目の第１分類及び第２分類を配置
したスポンサー表示５２を作成して表示させる。この表示５２上で、“Ａ社　いつでも氷
”を選択して“ＣＭ詳細”ボタン７１Ｂを押すとスポンサー表示５２中に詳細情報のウィ
ンドウ５２Ｆが表示される。
【０１２４】
図１７の各詳細表示が行われている状態で、ユーザがリモコン７１の“ＣＭ再生”ボタン
７１Ｃを押すと、表示データ生成部１６は、選択されているコマーシャルのファイルを項
目“録画ファイル名”から取得し、このファイルをデータ蓄積部１４から読み出して、画
面上に映出させる。
【０１２５】
例えば、図１７（ｃ）の詳細表示５３中に、“ＣＭ再生”ボタン７１Ｃが押されると、図
１８（ａ）に示すコマーシャル映像表示６１が表示され、ウィンドウ６１Ｆにおいてコマ
ーシャル映像が映出される。このコマーシャル映像については、表示データ生成部１６に
よって、他の映像コンテンツの再生と同様に各種の特殊再生が可能である。例えば、早送
りボタン７１Ｇ、一時停止ボタン７１Ｈを操作することによって、夫々コマーシャル映像
の早送り、一時停止が行われる。再度、リモコン７１の“ＣＭ再生”ボタン７１Ｃを押す
と、ウィンドウ６１Ｆは閉じるが、１回又は数回繰り返し再生した後ウィンドウ６１Ｆを
閉じたり、映像再生終了後一定時間経過後に自動的に閉じるといった他の動作も予め設定
することで可能である。
【０１２６】
コマーシャル映像の再生に際して、１つのコマーシャルの項目に対して１つのコマーシャ
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ル映像の再生であるとは限らない。例えば、同一の商品等を広告するためのコマーシャル
映像に時間長の相違等の複数のバージョンがある場合には、記録蓄積した複数バージョン
のコマーシャル映像を連続して再生することも可能である。また、画面にサブメニューを
設けることでコマーシャル映像の選択再生も可能となる。このようなコマーシャル映像の
再生を行う場合には、自動記録設定アルゴリズムに変更を加えるか、プログラムガイドの
記述にも変更を加える必要がある。
【０１２７】
また、詳細表示５３が表示されている状態で、リモコン７１の“ＣＭ関連”ボタン７１Ｄ
を押すと、表示データ生成部１６によって関連情報表示６２が作成されて表示される。こ
の表示６２上にはコマーシャル関連情報を示すウィンドウ６２Ｆが表示されている。例え
ば、表示データ生成部１６が、対応するプログラムガイドの関連情報の欄に示されるＵＲ
Ｌにアクセスすることで、ウィンドウ６２Ｆの表示が可能である。例えば、プログラムガ
イドに記載されたＵＲＬで示されるホームページのコンテンツを予め通信又は放送等の手
段によって取得しておき、データ蓄積部１４等に記録蓄積しておくか、または、ボタン７
１Ｄが操作された時点でリアルタイムにインターネットに接続して表示する。
【０１２８】
なお、ホームページ閲覧のための操作は、リモコン７１のカーソルキー７１Ｅ等により位
置を移動し、リモコンの決定キー７１Ｆにより選択することで行われる。また、ＷＷＷ閲
覧用として、リモコン７１に他のキーを割り当てるか、又は、他の操作デバイスを用いて
もよい。再度、リモコン７１の“ＣＭ関連”ボタン７１Ｄを押すと、ウィンドウ６２Ｆは
閉じるが、一定時間経過後に自動的に閉じるといった他の動作も予め設定することで可能
である。
【０１２９】
なお、コマーシャル映像の再生やコマーシャル関連情報の表示は、コマーシャル詳細情報
表示後にのみ可能なわけではなく、図１７の各表示のようにコマーシャルが選択可能な状
態であれば可能である。コマーシャル映像表示６３は広告主表示５７においてリモコン７
１の“ＣＭ再生”ボタン７１Ｃを押した場合の表示である。コマーシャル映像表示６３は
、表示データ生成部１６が、対応するプログラムガイドの録画ファイル名の欄に示される
ファイルを開いて再生を行うことにより実現される。
【０１３０】
なお、リモコンとして図１９に示すボタン７１Ａ～７１Ｄのような専用ボタンを備えたリ
モコン７１を使用する例について説明したが、図２０に示すように、ユニバーサルなボタ
ン７２Ａを有するリモコン７２による操作も可能である。なお、リモコン７２を使用する
場合には、各操作時点で夫々のボタンがどのような機能を有するかを画面等に表示する必
要がある。
【０１３１】
更に、本実施の形態においては、コマーシャルについての情報を表示するだけでなく、コ
マーシャルに関連した各種処理の実行も可能である。例えば、コマーシャルの表示を見な
がら、コマーシャルで示された商品についての購入のための注文処理を行うことができる
。
【０１３２】
図２１は、この場合に採用される画面表示を示す説明図である。
【０１３３】
図１７（ｃ）に示す詳細表示が表示されている状態で、ユーザがリモコン７１の“ＣＭ関
連”ボタン７１Ｄを押すと、表示データ生成部１６によって、図２１（ａ）に示す関連情
報表示６４が表示される。関連情報表示６４中にはコマーシャルの関連情報を表示したウ
ィンドウ６４Ｆが表示される。例えば、表示データ生成部１６は、対応するプログラムガ
イドの関連情報の欄に示されるＵＲＬにアクセスすることによって、このウィンドウ６４
Ｆを表示可能である。
【０１３４】
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ウィンドウ６４Ｆ中のホームページにおいて、商品購入の注文が可能である。ユーザがリ
モコン７１のカーソルキー７１Ｅ等を用いて商品購入ボタン６４Ｅをクリックすることで
商品購入のための処理が開始される。商品購入処理についての情報は、例えばユーザイン
タフェース部１７及び情報管理部１５によってデータ蓄積部１４に記録蓄積し、別に定め
る手段で注文、決済等を行うか、又は、これらの指示があった時点でリアルタイムにイン
ターネットに接続して注文、決済等を行う。
【０１３５】
この場合には、情報管理部１５は送受信部１３又は図示しないインターネット接続部によ
って、注文、決済等の処理を行う。
【０１３６】
また、詳細情報から商品の購入の処理をすることもできる。図１６（ｄ）に示す広告主表
示５７の選択肢５７Ｂの“いつでも氷”が選択されている状態で、リモコン７１の“ＣＭ
詳細”ボタン７１Ｂを押すと、図２１（ｂ）に示す詳細情報表示６５が表示される。この
表示６５中の詳細情報を表示するウィンドウ６５Ｆによって、商品の購入処理が可能であ
る。
【０１３７】
即ち、リモコンのカーソルキー７１Ｅ等により選択位置を移動させ、リモコンの決定キー
７１Ｆにより商品購入ボタン６５Ｅを選択するのである。商品購入ボタン６５Ｅをクリッ
クすると商品購入のための処理が開始される。この場合の処理も図２１（ａ）の場合と同
様である。
【０１３８】
なお、このような電子的な商取引を行う際には、注文や決済に用いられる個人情報等が第
三者等に知られることなく安全に流通する必要があり、一般には暗号化技術が用いられて
いる。暗号技術を用いる場合には、暗号化又は復号化のための鍵の流通方式が問題となる
。そこで、送受信部１３が通信網６として、電話回線等の専用回線を用いた通信を行うこ
とで、鍵の安全な流通が可能である。これにより、インターネット等の汎用回線を用いた
場合でも、安全な電子取引を行うことができる。また、情報蓄積装置７Ａ，７Ｂ，…に予
め暗号化のための鍵をハードウェア的に又はソフトウェア的に記憶させ、これを利用する
方法も考えられる。
【０１３９】
また、表示データ生成部１６は、放送番組の表示中にコマーシャルに関する表示を表示さ
せることも可能である。図２２はこの場合の表示例を示す説明図である。
【０１４０】
図２２に示すように、画面８１は放送番組等の画像を変形又は縮小した表示８１Ｃとバナ
ー広告表示８１Ａとを表示させたものである。バナー広告表示８１Ａは画面右隅に配置し
、文字データ又はマルチメディアデータによって構成される。バナー広告表示の元となる
画像情報は、放送受信部１１又は送受信部１３において受信し、データ蓄積部１４に記録
蓄積したものである。この場合においても、コマーシャルプログラムガイドに基づく記録
蓄積が行われ、蓄積されたプログラムガイドに基づいて表示が行われることは上述した各
表示形態の場合と同様である。なお、バナー広告データ、コマーシャルプログラムガイド
及びコマーシャル番組の関連は、情報管理部１５によって管理されている。
【０１４１】
画面８１の状態で利用者がリモコン７１の“ＣＭ詳細”ボタン７１Ｂを押すと、表示デー
タ生成部１６によって、図２２（ｂ）に示すように、詳細情報ウィンドウ８２Ｂが表示さ
れ、バナー広告と関連付けられている商品又は製品の詳細情報が表示される。更に、詳細
情報ウィンドウ８２Ｂが表示されている状態で利用者がリモコン７１の“ＣＭ再生”ボタ
ン７１Ｃを押すと、表示データ生成部１６は、図２２（ｃ）に示すように、再生ウィンド
ウ８３Ｂを表示させる。この再生ウィンドウ８３Ｂ内において、バナー広告と関連付けら
れているコマーシャル映像が再生される。
【０１４２】
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詳細情報ウィンドウ８２Ｂ又は再生ウィンドウ８３Ｂの表示の後、再度、リモコン７１の
“ＣＭ詳細”ボタン７１Ｂ又は“ＣＭ再生”ボタン７１Ｃを押すと、これらのウィンドウ
は閉じるが、一定時間経過後に自動的に閉じるといった他の動作も予め設定することで可
能である。また、設定によっては詳細情報ウィンドウ等を放送番組の表示上ではなく、バ
ナー広告表示８１Ａ上に変形又は縮小等の処理の後、表示することも可能である。
【０１４３】
図２３は本発明の他の実施の形態に係る情報蓄積装置を示すブロック図である。図２３に
おいて図１１と同一の構成要素には同一符号を付して説明を省略する。
【０１４４】
本実施の形態における情報蓄積装置９０は、ユーザ情報管理部９８を付加した点が図１１
の情報蓄積装置と異なる。ユーザ情報管理部９８は、ユーザ操作に基づく情報をユーザ毎
に記憶して管理するようになっている。この場合には、ユーザ操作部１９としては、例え
ば、図２６に示すリモコン１２０を採用する。
【０１４５】
リモコン１２０は、ユーザを特定するための複数のボタン１２０Ａ，１２０Ｂ，…を有し
ており、ユーザがこれらのボタンを操作することで、以後のリモコン操作がボタンによっ
て指定されたユーザによるものであることを指示することができる。ユーザ操作部１９は
、ユーザ指定と共にユーザ操作に基づく信号をユーザインタフェース部１７を介して情報
管理部１５に出力するようになっている。こうして、ユーザ情報管理部９８は、情報管理
部１５に制御されて、ユーザ操作に応じたユーザ個別の設定をユーザ毎に管理する。
【０１４６】
図２４はユーザ情報管理部９８が管理する個人情報管理テーブルを示す説明図である。
【０１４７】
図２４に示すように、個人情報管理テーブルは、情報蓄積装置９０において一意なユーザ
識別子であるユーザＩＤ、例えばリモコン１２０のユーザボタン１２０Ａ，１２０Ｂ，…
に割当てられたユーザ名、ユーザボタンを特定するための設定ボタン、好みのジャンル、
好みの出演者、好みのＣＭカテゴリの項目を有する。
【０１４８】
ユーザは、リモコン１２０等のユーザボタン１２０Ａ，１２０Ｂ，…を操作して、個人情
報管理テーブルの各項目に設定を行う。なお、図２４以外の項目についても個人情報管理
テーブルに設定してもよいことは明らかである。
【０１４９】
個人情報管理テーブルはユーザ毎の領域（図２４の各列）を有する。例えば、１０Ｈ列は
、ユーザ名として“ママ”が指定されたユーザについてのものであり、ユーザＩＤとして
“０００２”が割当てられている。なお、ユーザＩＤは、利用者に示されることはなく、
個人情報設定の際に自動的に割り当てられるものである。ユーザＩＤ“０００２”（ユー
ザ名は“ママ”）については、リモコン１２０のユーザボタン“Ｂ”１２０Ｂに割り当て
られており、好みのジャンルが“美術”で、好みの出演者は未設定で、好みのＣＭカテゴ
リは“冷蔵庫”であることが設定されている。
【０１５０】
図２４の例では、項目１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃに複数の事項を設定することはできないが
、項目１０Ｄ，１０Ｅ，１０Ｆには単数又は複数の事項を設定してもよく、また、空きで
もよい。また、この個人情報管理テーブルの設定は必ずしも個人別に行う必要があるわけ
ではない。
【０１５１】
１ユーザが個人情報管理テーブルを使用することで、興味分野毎の管理が可能である。図
２５はこの場合の個人情報管理テーブルを示す説明図であり、１人の利用者が興味分野毎
に設定を行っている例を示している。図２５において、列１０Ｋはビジネス関連、列１０
Ｌは趣味関連、列１０Ｍはスポーツ関連についての情報が夫々設定されている。
【０１５２】
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本実施の形態においては、個人情報管理テーブルは、放送番組又はコマーシャルの記録及
び再生（視聴）時に用いられるようになっている。
【０１５３】
次に、このように構成された実施の形態の動作について図２７のフローチャートを参照し
て説明する。図２７において図１２と同一の手順には同一符号を付して説明を省略する。
【０１５４】
本実施の形態においてもコマーシャル及びコマーシャルプログラムガイドについての処理
は図１１と同様であり、コマーシャルの自動録画設定のアルゴリズムとしては様々考えら
れる。例えば、図２７に示すアルゴリズムによってコマーシャルの自動録画を行う。
【０１５５】
即ち、蓄積したプログラムガイドに従って録画候補リストを作成し、非照合番組を選定す
るまでの動作は図１１の実施の形態と同様である。
【０１５６】
本実施の形態においては、次のステップ２２Ｌにおいて、蓄積しているプログラムガイド
のジャンル、出演者、カテゴリのいずれかが個人情報管理テーブルに記載されているか否
かを調べる。記載されていなければ録画の対象とはせずに、処理を次の候補の選択（ステ
ップ４Ｄ）に戻す。記載されていれば、これとリスト掲載の他の録画候補の録画時間、チ
ャンネル等の録画予約に必要な情報を照合する（ステップ４Ｅ）。
【０１５７】
他の作用は図１２と同様である。
【０１５８】
本実施の形態においては、個人情報管理テーブルに設定された個人情報は、コマーシャル
の視聴時にも利用することができる。いま、図２４に示す個人情報管理テーブルがユーザ
情報管理部９８において管理されているものとし、ユーザが装置の起動時又は任意のタイ
ミングで現利用者を設定するために自らに割り当てられたユーザボタンを押すものとする
。例えば、現利用者が“ママ”であるものとする。ユーザは、ユーザ名“ママ”を設定す
るためにユーザボタン１２０Ｂを押す。このユーザ操作は、ユーザインタフェース部１７
から情報管理部１５に伝えられる。情報管理部１５はユーザ情報管理部９８に格納されて
いる情報と照合して、現利用者がユーザＩＤ“０００２”であることを設定する。
【０１５９】
次に、ユーザは図２６に示すリモコン１２０の“ＣＭ情報”ボタン１２０Ｃを押すものと
する。この操作に基づく指令は、ユーザインターフェース部１７によって受信され、ユー
ザからコマーシャル情報表示の指示があったことが情報管理部１５に伝達される。情報管
理部１５は利用者からの指示に対応して、コマーシャル表示を表示させる。
【０１６０】
図２８はこの場合のコマーシャル表示１１５を示す説明図である。
【０１６１】
ユーザは図１１の実施の形態と同様に、コマーシャル情報を探索して視聴するために、ど
のような見方をするかの選択操作を行う。例えば、いま、ユーザがリモコン１２０のカー
ソルキー等を操作して、被選択項目１１５Ｂを選択する。即ち、ユーザがカテゴリ別の表
示を選択するものとする。
【０１６２】
そうすると、ユーザインタフェース部１７は、カテゴリ別の表示が選択されたことを情報
管理部１５に出力する。情報管理部１５は、ユーザ情報管理部９８との間でデータの送受
を行って、個人情報管理テーブル中のユーザＩＤ“０００２”の列の項目“好みのＣＭカ
テゴリ”の内容が“冷蔵庫”であることを判別して、この情報をユーザインタフェース部
１７を介して表示データ生成部１６に出力する。これにより、表示データ生成部１６は、
蓄積されているプログラムガイド（図１５参照）のカテゴリの第２分類が“冷蔵庫”であ
るコマーシャルをリストアップし、これらの広告主とＣＭ名を取り出してその文字列を配
置して、図２８（ｂ）に示すカテゴリ表示１１６を画面上に表示する。
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【０１６３】
更に、選択肢１１６Ｂの“いつでも氷”が選択されている状態で、ユーザがリモコン１２
０の“ＣＭ詳細”ボタン１２０Ｄを押すものとする。そうすると、表示データ生成部１６
は、対応するプログラムガイドの詳細情報の欄に記述された文字列を表示することにより
、図２９（ａ）に示す詳細情報表示１１１を表示する。詳細情報表示１１１中には詳細情
報を示すウィンドウ１１１Ｄが表示されている。
【０１６４】
再度、リモコン１２０の“ＣＭ詳細”ボタン１２０Ｄを押すとウィンドウ１１１Ｄは閉じ
るが、一定時間経過後に自動的に閉じる等他の動作も予め設定しておくことで可能である
。
【０１６５】
次に、詳細情報表示１１１が表示されている状態でリモコン１２０の“ＣＭ再生”ボタン
１２０Ｅを押すものとする。そうすると、図２９（ｂ）に示すコマーシャル映像表示１１
２が表示される。コマーシャル映像表示１１２中には、コマーシャル映像を映出するウィ
ンドウ１１２Ｄが表示されている。
【０１６６】
コマーシャル映像表示１１２を表示するための方法は、図１１の実施の形態と同様である
。
【０１６７】
更に、詳細情報表示１１１が表示されている状態でリモコン１２０の“ＣＭ関連”ボタン
１２０Ｆを押すと、図３０（ａ）に示す関連情報表示１１３が表示される。表示１１３中
には、コマーシャル関連情報を表示したウィンドウ１１３Ｄが表示される。
【０１６８】
関連情報表示１１３を表示するための方法等も、図１１の実施の形態と同様である。
【０１６９】
商品購入等を予定している場合には、ユーザが個人情報の好みのカテゴリ項目に購入予定
の商品に関する事項を設定しておくことで、この商品に関する複数の商品情報、コマーシ
ャル映像及び関連情報等を複数蓄積することができる。これらの情報を図２９に示すよう
な方法で情報及びデータの視聴・閲覧をすることは購入予定商品の比較検討の一助となる
。
【０１７０】
また、図３０（ｂ）はユーザ“パパ”がコマーシャル表示において出演者別を選択した場
合の、詳細情報表示１１４を示している。従来、コマーシャルの放送時間や内容を事前に
知ることは困難であり、好みの芸能人やタレントが出演するコマーシャルや話題となって
いるコマーシャルを視聴しようとする場合には、テレビ番組を長時間録画してその出現確
率を高めるより他無かったが、本実施の形態によって、好みの項目に出演者等を設定して
おくことで、好みの芸能人やタレントが出演するコマーシャルや話題となっているコマー
シャルを自動的に蓄積して視聴することが可能となる。
【０１７１】
図３１及び図３２は本発明の他の実施の形態に係る情報蓄積装置を示すブロック図である
。図３１及び図３２において図２３と同一の構成要素には同一符号を付して説明を省略す
る。本実施の形態は視聴者が録画又は再生したコマーシャルの履歴をサービス情報提供者
に還流して、マーケティング等に利用するようにしたものである。
【０１７２】
図３１及び図３２においては、夫々履歴記録部２３Ａを付加した点が図１１又は図２３と
異なる。
【０１７３】
図１１の実施の形態においては、サービス受信者２１である利用者は、興味あるコマーシ
ャルを選択して視聴等を行い、更に、図２３の実施の形態においては、利用者はコマーシ
ャルの記録蓄積時においても興味あるコマーシャルを選択する。本実施の形態においては
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、利用者によるコマーシャルの選択の履歴データをサービス情報提供者２４に還流するこ
とで、広告主２３、サービス発信者２２又はサービス情報提供者２４が活用することを可
能する。
【０１７４】
履歴記録部２３Ａは、データ蓄積部１４に録画されたコマーシャル又はデータ蓄積部１４
から再生されたコマーシャルの履歴を記録する。例えば、履歴記録部２３Ａは録画又は再
生されたコマーシャルのＣＭ　ＩＤを履歴データとして順に記録すればよい。また、図３
２の履歴記録部２３Ａは、更に詳細なデータとして、ユーザ情報管理部９８によって管理
されている個人情報管理テーブルのジャンル、出演者及びカテゴリ等のデータをＣＭ　Ｉ
Ｄと共に記録してもよい。
【０１７５】
履歴記録部２３Ａが取得した履歴データは、図示しない記録手段によって記録保持され、
所定のタイミング又は情報を収集した時点でリアルタイムに、送受信部１３から通信網６
を介してサービス情報提供者２４に伝送される。
【０１７６】
履歴データは、サービス情報提供者２４との有償又は無償の契約に基づいて、サービス情
報提供者２４、広告主２３又はサービス発信者２２において活用される。
【０１７７】
なお、情報蓄積装置３１，３２内に格納されている個人情報の提供に関しては、サービス
受信者２１とサービス情報提供者２４との有償もしくは無償の契約、又は、その他システ
ムを構成する当事者間の契約に基づいて行われる。また、履歴データを還流させる仕組み
はコマーシャル関連の情報又はデータ以外にも適応可能である。
【０１７８】
例えば、情報蓄積装置３１，３２において記録した放送番組の視聴履歴等もサービス情報
提供者２４を介して各当事者に提供することができる。これにより、コマーシャルの商品
等を提供する広告主２３は、視聴者（消費者）の消費動向を把握することが可能となり商
品作り等に活かすことができる。また、放送番組等を制作及び提供しているサービス発信
者２２は視聴者の消費動向を把握することが可能となり番組作り等に活かすことができる
。
【０１７９】
図３３は本発明の他の実施の形態に係る情報蓄積装置の構成を示すブロック図である。図
３３において図２３と同一の構成要素には同一符号を付して説明を省略する。
【０１８０】
本実施の形態における情報蓄積装置２００は映像検査部２１０を付加した点が図２３の情
報蓄積装置９０と異なる。映像検査部２１０は、コマーシャル画像中に重畳画像が存在す
るか否かの検出や受信状態の良否の判定を行って、ノイズ映像の有無を検査する。
【０１８１】
なお、ノイズ映像とは、映像の一部にコマーシャル等の映像音声データとは無関係なデー
タ又は情報が表示されているような映像や、気象等の影響で受信状態が悪い場合に映像全
体の画質が別に所定の基準を下回っている映像等を指す。ノイズ映像の検査は画像処理的
手法等をとることが考えられるが、その手法については特に限定されない。
【０１８２】
情報管理部１５は、映像検査部２１０の検査結果が与えられ、コマーシャル画像中に重畳
画像が存在する場合や受信状態が劣悪である場合等には、同一のコマーシャルが放送され
る時には、新たに受信したコマーシャルをデータ蓄積部１４に記憶蓄積させるようになっ
ている。
【０１８３】
次に、このように構成された実施の形態の動作について図３４のフローチャート及び図３
５の説明図を参照して説明する。
【０１８４】
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通信網６（図１参照）又は放送網３を介してコマーシャル及びコマーシャルプログラムガ
イドが伝送され、コマーシャルプログラムガイド等に基づいてコマーシャルの蓄積及びプ
ログラムガイドの蓄積が行われること等は図２３の実施の形態と同様である。また、プロ
グラムガイドに基づいてコマーシャルの再生が行われることも図２３の実施の形態と同様
である。
【０１８５】
図３５はコマーシャル名“いつでも氷”のコマーシャル映像表示１４１を示している。コ
マーシャル映像表示１４１中には、コマーシャル映像を映出するウィンドウ１４１Ｃが表
示されている。
【０１８６】
更に、コマーシャル映像を映出するウィンドウ１４１Ｃ中の左上には時刻表示１４１Ｄが
表示されている。このようなコマーシャルと直接関係無い情報又はデータがコマーシャル
映像に重畳されて放送されることがある。この場合には、コマーシャルの自動録画と同時
にこれらの情報も録画される可能性がある。
【０１８７】
これらのコマーシャルと直接関係無い情報又はデータ（ノイズ映像）は、利用者にとって
目障りであったり、時刻表示の場合等は現在時刻と錯覚して混乱を招く。また、広告主に
とってもコマーシャルによって伝えたい情報の一部が欠落することになる。このようにコ
マーシャルの送り手にとっても受け手にとっても、ノイズ映像は不利益をもたらすことが
ある。
【０１８８】
そこで、本実施の形態においては、映像検査部２１０は、所定のタイミングで、データ蓄
積部１４に記録蓄積されているコマーシャル画像にノイズ映像が含まれるか否かを検査す
る（ステップ１３Ｂ）。蓄積映像の１つを選択してノイズ映像の検査を行い、ノイズ映像
が含まれると判断されない場合には、ステップ１３Ｃから処理を終了し、選択した蓄積映
像に関する処理は行われない（ステップ１３Ｌ）。
【０１８９】
検査映像中にノイズ映像が含まれると判断された場合には、プログラムガイドに記載の放
送情報に基づいて、検査したコマーシャルについて録画時間の候補リストを作成する（ス
テップ１３Ｄ）。なお、リストを作成する場合には、同様のノイズ映像の録画を避けるた
めに、同一時間帯の優先度は下げられる。
【０１９０】
作成した候補リストを用いて、上記各実施の形態と同様のアルゴリズムでコマーシャル映
像の自動録画を行う。この場合には、録画映像は一時的な蓄積エリア又は一時的なファイ
ル識別子を付す等仮の状態で格納される。自動録画が行われると、ノイズ映像の検査が行
われ（ステップ１３Ｆ）、事前に蓄積してある映像よりもノイズの程度が改善されている
場合には（ステップ１３Ｇ）、仮の状態で格納されていた映像を本来の蓄積映像として格
納しなおす（ステップ１３Ｋ）。
【０１９１】
新たに自動録画したコマーシャル映像に対する検査の結果、事前に蓄積されている映像よ
りもノイズの程度が改善されてない場合には、ステップ１３Ｈにおいて自動録画の候補時
間を変更し、代替候補がなくなるまで同様の操作を繰り返す（１３Ｊ）。
【０１９２】
図３５（ｂ）は図３４のアルゴリズムによって差し替えが行われた後のコマーシャル名“
いつでも氷”のコマーシャル映像表示１４２を示している。表示１４２中のウィンドウ１
４２Ｄには時刻表示が１４２Ｄが表示されていない。
【０１９３】
このように、本実施の形態においては、ノイズ映像がなく見やすいコマーシャル映像を表
示することができる。
【０１９４】
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更に、本実施の形態はノイズ映像を検査することで、同一コマーシャルの他の録画時間帯
のコマーシャルを記録蓄積するようにしたが、他の理由によって異なるバージョンのコマ
ーシャルを記録蓄積させるようにすることも可能である。
【０１９５】
一般的には、コマーシャル映像には時間等が異なる複数のバージョンが存在する。広告主
２３（図１参照）はより多くの情報を消費者であるサービス受信者２１に提供したいと考
えられることから、同一バージョンのコマーシャルであれば、より長時間のコマーシャル
映像の記録蓄積が望まれる。記録蓄積されているプログラムガイドに対して関連付け可能
なコマーシャル映像が１つに限定されている場合には、ノイズ映像の検査を行わずに時間
の比較を行うことでより広告主２３の希望に添ったコマーシャル映像を記録蓄積しておく
ことが可能である。即ち、広告主ができるだけ時間が長いバージョンのコマーシャル映像
を提供することが希望である場合には、１５秒コマーシャル映像の蓄積後に３０秒コマー
シャル映像が記録されることによって差し替えが行われる。
【０１９６】
また、利用者が多くの種類のコマーシャルの蓄積を希望しているにも拘わらず、データ蓄
積部１４に記録蓄積される全コマーシャル映像の記録容量が限定されている場合にはノイ
ズ映像の検査を行わずに時間の比較を行うことでより利用者の希望に添ったコマーシャル
映像の記録蓄積が可能である。即ち、この場合には、３０秒コマーシャル映像の蓄積後に
同一コマーシャルについての１５秒コマーシャル映像が記録されれば差し替えが行われる
。
【０１９７】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、テレビコマーシャルの放送日時及びチャンネル等の
録画に必要な情報、並びに、コマーシャルによって広告される商品等の詳細情報を消費者
に提供することを可能にすることによりコマーシャルの有効利用を促進することができる
という効果を有すると共に、消費者が商品等の詳細情報を取得することができるという効
果を有し、更に、消費者に提供されたコマーシャルを自動的に記録することができるとい
う効果を有し、また、記録されたコマーシャルを所定の分類毎に提示することができると
いう効果を有し、また、広告主が支払った広告料に相当する広告視聴率を得やすくするこ
とができるという効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る情報配信システムの一実施の形態を示すブロック図。
【図２】図１のネットワークによるデータ等の流通関係を示す説明図。
【図３】図１のネットワークにおけるビジネス上の関係（費用負担）を説明するための説
明図。
【図４】図１中の放送局１の具体的な構成を示すブロック図。
【図５】ＣＭ放送スケジュール蓄積部１６２に蓄積されるＣＭ放送スケジュール情報のフ
ォーマットを示す説明図。
【図６】図１中の情報提供装置４の具体的な構成を示すブロック図。
【図７】関連情報管理部１５３が管理するＣＭ関連情報の例を示す説明図。
【図８】コマーシャルプログラムガイド蓄積部１５５に蓄積されるコマーシャルプログラ
ムガイドの例を示す説明図。
【図９】コマーシャルプログラムガイド作成部１５４による変更例を示す説明図。
【図１０】コマーシャルプログラムガイド作成部１５４による変更例を示す説明図。
【図１１】図１中の情報蓄積装置７Ａ，７Ｂ，…の具体的な構成を示すブロック図。
【図１２】図１の実施の形態の動作を説明するためのフローチャート。
【図１３】図１２の自動録画設定のアルゴリズム中の予約照合処理（ステップ４Ｅ）のア
ルゴリズムを詳細に示すフローチャート。
【図１４】自動記録設定アルゴリズムを示すフローチャート。
【図１５】録画されたコマーシャルに対応させて記録するプログラムガイドの記録例を示
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す説明図。
【図１６】画面表示の表示例を示す説明図。
【図１７】画面表示の表示例を示す説明図。
【図１８】画面表示の表示例を示す説明図。
【図１９】リモコンを示す説明図。
【図２０】リモコンを示す説明図。
【図２１】画面表示の表示例を示す説明図。
【図２２】画面表示の表示例を示す説明図。
【図２３】本発明の他の実施の形態に係る情報蓄積装置を示すブロック図。
【図２４】図２３中のユーザ情報管理部９８が管理する個人情報管理テーブルを示す説明
図。
【図２５】個人情報管理テーブルを示す説明図。
【図２６】リモコンを示す説明図。
【図２７】図２３の実施の形態の動作を説明するためのフローチャート。
【図２８】画面表示の表示例を示す説明図。
【図２９】画面表示の表示例を示す説明図。
【図３０】画面表示の表示例を示す説明図。
【図３１】本発明の他の実施の形態に係る情報蓄積装置を示すブロック図。
【図３２】本発明の他の実施の形態に係る情報蓄積装置を示すブロック図。
【図３３】本発明の他の実施の形態に係る情報蓄積装置を示すブロック図。
【図３４】図３３の実施の形態の動作を説明するためのフローチャート。
【図３５】図３３の実施の形態の動作を説明するための説明図。
【符号の説明】
１…放送局、３…放送網、４…情報提供装置、５，６…通信網、７Ａ，７Ｂ…情報蓄積装
置。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

(28) JP 3718402 B2 2005.11.24



【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】 【 図 ２ ７ 】
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