
JP 4705786 B2 2011.6.22

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テレビ放送を受信し番組を表示する映像表示装置の表示部上またはテレビ放送を受信し
番組を録画する映像録画装置の表示部上に、前記番組のビデオクリップを表示するビデオ
クリップ表示装置であって、
　前記映像表示装置または映像録画装置は、前記テレビ放送を視聴するためのＴＶモード
、ＥＰＧによる操作を行うためのＥＰＧモード、および前記番組のビデオクリップを表示
するためのクリップモードの３つの表示モードを有しており、
　前記番組に対するビデオクリップを、前記番組の次回予告の部分または前記番組を宣伝
するために作成された番組ＣＭから取得するビデオクリップ取得部と、
　前記ビデオクリップ取得部により取得された前記ビデオクリップと前記番組の番組情報
とを関連づけて保存する記憶保持部と、
　前記番組のビデオクリップを再生し、前記表示部上に表示するためのクリップモード処
理を行う制御部とを備え、
　前記制御部は、放送中の前記番組を表示している前記ＴＶモードから、前記クリップモ
ードに移ったとき、前記ＴＶモードで選択されていたチャンネルの現在時刻の番組のビデ
オクリップを最初に表示し、前記番組の電子番組情報を表示する前記ＥＰＧモードから、
前記クリップモードに移ったとき、前記ＥＰＧモードで選択されていた番組のビデオクリ
ップを最初に表示し、前記クリップモードによる前記ビデオクリップの表示の際、前記Ｅ
ＰＧの情報に基づいて、再生中のビデオクリップの表示が終わったときに、同時間帯の前
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のチャンネルまたは次のチャンネルの番組のビデオクリップを順次再生する自動チャンネ
ルモード、または同じチャンネルの一定時間前の番組または一定時間後の番組のビデオク
リップを再生する自動時間帯更新モードで順次ビデオクリップを表示することを特徴とす
るビデオクリップ表示装置。
【請求項２】
　請求項１記載のビデオクリップ表示装置において、
　前記制御部は、前記クリップモードによる前記ビデオクリップの表示の際、前記表示部
上に前記クリップモードを示す文字または記号を表示することを特徴とするビデオクリッ
プ表示装置。
【請求項３】
　請求項１または２記載のビデオクリップ表示装置において、
　前記記憶保持部は、前記ビデオクリップを取得できなかった番組に対する、前記番組の
ジャンルに対応したデフォルト画像またはデフォルト動画を保存し、
　前記制御部は、前記クリップモードによる前記ビデオクリップの表示の際、前記番組に
対する前記ビデオクリップが取得できない場合は、前記番組のジャンルに対応したデフォ
ルト画像またはデフォルト動画を表示することを特徴とするビデオクリップ表示装置。
【請求項４】
　請求項３記載のビデオクリップ表示装置において、
　前記制御部は、前記クリップモードによる前記ビデオクリップの表示の際、前記番組に
対する前記ビデオクリップが取得できず、前記番組のジャンルが特定できない場合は前記
番組の番組情報を表示することを特徴とするビデオクリップ表示装置。
【請求項５】
　請求項１、２、３または４記載のビデオクリップ表示装置において、
　前記制御部は、前記クリップモードによる前記ビデオクリップの表示の際、再生中のビ
デオクリップの表示が終わったときに、次に再生するビデオクリップとして、同じチャン
ネルの前の時間帯または次の時間帯の番組のビデオクリップを再生することを特徴とする
ビデオクリップ表示装置。
【請求項６】
　請求項１、２、３、４または５記載のビデオクリップ表示装置において、
　前記制御部は、前記クリップモードによる前記ビデオクリップの表示の際、スキップの
指示があると、現在再生中のビデオクリップの再生を終え、次に再生するビデオクリップ
を再生することを特徴とするビデオクリップ表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テレビ放送を受信するテレビ、テレビ放送の録画機能を有するテレビ、およ
びテレビ放送を受信するテレビチューナを内蔵した映像録画装置などにおいて、テレビ放
送の番組の一部の映像、または一部の映像・音声を用いて作成されたダイジェストや予告
など（以下、ビデオクリップと呼ぶ）を表示するビデオクリップ表示装置に関し、特に、
テレビ放送の番組の選択、テレビ放送の番組の予約録画をする際の番組の選択、保存され
たテレビ放送の番組の複数の映像データ中から、再生するデータの選択を容易にする技術
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、テレビなどで視聴する番組や録画予約する番組を選択する技術としては、新聞、
テレビガイド等の雑誌に掲載されている番組表を用い、チャンネルを選択する方法や、そ
の番組表に掲載されたＧコードを用いて録画予約する方法が一般的に用いられている。
【０００３】
　また、近年電子的な番組表（ＥＰＧやｉＥＰＧなど、以下、単にＥＰＧと呼ぶ）を放送
波やインターネットから受け、これを用いて番組を選択する方法や録画予約する方法が実
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用化されている。
【０００４】
　また、現在放送中の番組を選択する方法として、次々にチャンネルを換えて各チャンネ
ルを短い時間だけ視聴し、どんな番組があるかを確認して、気に入った番組を選択すると
いう方法（以下、チャンネル連続切り替え法と呼ぶ）が一般的に用いられている。
【０００５】
　この方法は新聞やテレビガイドの番組欄を見て番組を選択する方法やＥＰＧを見て番組
を選択する方法に比べ、直観的に番組を選択できるため、簡単確実に番組を選択する方法
として広く用いられている。
【０００６】
　また、画面を縦横４×４の１６に分割し、受信可能なチャンネルを最大１６チャンネル
分サムネイル表示し、この中から番組を選択する方法もあり、この機能をチャンネルサー
フィンと呼んでいる。
【０００７】
　さらに、特許文献１では、ダイジェスト映像をインターネット経由で受け、ＥＰＧの画
面内にダイジェスト映像を映す部分を設ける方法や、ＥＰＧ画面内にダイジェスト再生を
指示するボタンを設け、この指示に従ってダイジェスト映像を再生する方法が示されてお
り、このダイジェスト映像を利用して番組を選択する方法や録画予約する方法が、文字だ
けからなるＥＰＧ情報より内容を理解し易く、的確に選択できる方法として紹介されてい
る。
【特許文献１】特開２００３－１６９３１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、従来のチャンネル連続切り替え法においては、特にデジタル放送に対応
する際に以下に述べる問題がある。
【０００９】
　テレビ放送では１秒に３０フレーム分の画像情報を送る必要があるが、デジタル放送で
はこの画像情報をＭＰＥＧなどに符号化（エンコード）して送られる。例えばＭＰＥＧで
は秒３０フレーム中には１画面分の画像情報を持つフレーム（Ｉフレーム）もあるが、前
後の画像との差分情報のみが送られ、前後の画像情報を元に生成（復号、デコード）され
るフレーム（Ｂフレーム）もある。
【００１０】
　このため、チャンネルを切り替えてもＩフレームが送られてくるまでは画像を生成する
ことができないため、Ｉフレームが送られてくるまでの待ち時間と、送られてきた画像情
報をデコードするための時間分だけ遅延が生じる。この結果、チャンネルを切り替えても
すぐには画像を見ることができない、即ちスムースにチャンネルを切り替えることができ
ないという第１の問題がある。
【００１１】
　また、チャンネル連続切り替え法を使う場合、放送中の映像を用いているため、たまた
まＣＭ中であればどんな番組をやっているのかわからない、さらに、番組が切り替わる間
のＣＭ中であればこれから始まる番組の情報を取ることはできないため、少し時間をおい
てから再度そのチャンネルに切り替えて確認しなければならないという第２の問題がある
。
【００１２】
　また、チャンネルサーフィンにおいては、１つのチューナで複数のチャンネルの映像を
映すためには、時分割でチャンネルを切り替えながら画像情報を取り込まなくてはならな
いため、１６チャンネル分の映像を映す場合には、本来１秒に３０フレームの画像を映す
ところ、高々２フレーム程度しか映すことができないため、滑らかな動画像にはできない
という第３の問題がある。
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【００１３】
　デジタル放送では１画面分の画像情報を持つフレーム（Ｉフレーム）を待つ時間とデコ
ード時間のための遅延が加わり、１秒に２フレームを映すことも困難である。
【００１４】
　そこで、複数のチャンネルの動画像を滑らかに同時に映すために、そのチャンネル数分
のチューナを持つという方法で解決することもできるが、通常の視聴時には必要のないチ
ューナを持たなくてはならず、無駄なコストがかかるという第４の問題がある。
【００１５】
　また、特許文献１には主に、テレビ番組からダイジェスト（ビデオクリップ）を作成す
る方法や番組作成者とダイジェスト作成者とダイジェスト配信者の連携によるダイジェス
ト付ＥＰＧの提供方法に関する技術に関して開示されており、配信されたダイジェスト（
ビデオクリップ）を利用する視聴者の使い勝手についてはあまり考慮されていない。
【００１６】
　特許文献１に開示されている視聴者のビデオクリップの利用方法に関する技術としては
、ＥＰＧ画面の中にビデオクリップを表示する技術、ＥＰＧ画面にビデオクリップ再生を
指示するボタンを設ける技術のふたつが開示されている。
【００１７】
　ＥＰＧ画面の中にビデオクリップを表示する場合、表示される画面が小さくなり、番組
情報が得にくいという第５の問題がある。例えば番組ＣＭをビデオクリップとして提供さ
れた場合、文字情報も重要な情報であり、画面が小さくなると読みにくくなる。
【００１８】
　ＥＰＧ画面にビデオクリップ再生を指示するボタンを設ける場合は、毎回ＥＰＧ画面に
戻らねばならずチャンネル連続切り替え法のようなスムースな操作性を得ることはできな
いという第６の問題がある。
【００１９】
　また、特許文献１では、チャンネル連続切り替え法に代わる操作方法に関する技術につ
いても言及されていない。
【００２０】
　そこで、本発明の目的は、ビデオクリップの作成方法や配信方法にはこだわらず、視聴
者に快適なビデオクリップの利用方法を提供することのできるビデオクリップ表示装置を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明によるビデオクリップ表示装置は、テレビ放送を受信し番組を表示する映像表示
装置の表示部上またはテレビ放送を受信し番組を録画する映像録画装置の表示部上に、番
組のビデオクリップを表示するビデオクリップ表示装置であって、番組に対するビデオク
リップを取得するビデオクリップ取得部と、ビデオクリップ取得部により取得されたビデ
オクリップと番組の番組情報とを関連づけて保存する記憶保持部と、番組のビデオクリッ
プを再生し、表示部上に表示するためのクリップモード処理を行う制御部とを備えたもの
である。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、番組を紹介するビデオクリップをあらかじめビデオクリップ表示装置
内に保存しておき、チャンネル連続切り替え法で用いる放送中の映像の代わりに保存して
あるビデオクリップの映像を用いる新たな映像表示モード（クリップモード）を設けたの
で、スムースにチャンネルを切り替えることができる。
【００２３】
　また、保存されているのは番組を紹介するビデオクリップだけであるため、ＣＭ中で番
組の情報が取得できないということはなく、また、次の時間帯のビデオクリップを見るこ
とができる。
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【００２４】
　また、ビデオクリップ表示装置の記憶保持部にあらかじめ保存されたビデオクリップを
用いるため、複数のチャンネル分のビデオクリップを取得するために複数のチューナが必
要になることはない。
【００２５】
　さらに、ビデオクリップを再生する専用のクリップモードを設けることにより、クリッ
プモード特有の機能や操作方法を設け視聴者の使い勝手を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明
するための全図において、同一の部材には原則として同一の符号を付し、その繰り返しの
説明は省略する。
【００２７】
　＜ビデオクリップ表示装置の構成およびビデオクリップ表示例＞
　図１および図２により、本発明の一実施の形態に係るビデオクリップ表示装置の構成お
よびビデオクリップ表示例について説明する。図１は本発明の一実施の形態に係るビデオ
クリップ表示装置の構成を示す構成図、図２は本発明の一実施の形態に係るビデオクリッ
プ表示装置のビデオクリップ表示例を示す図である。
【００２８】
　図１において、ビデオクリップ表示装置１は、放送波受信部１０、デコード処理部２０
、ビデオクリップ取得部３０、記憶保持部４０、映像選択部５０、表示部６０、制御部７
０、リモコン受信部８０から構成されている。
【００２９】
　また、ビデオクリップ表示装置１は、テレビ放送を受信するテレビ、テレビ放送の録画
機能を有するテレビなどの映像表示装置、およびテレビ放送を受信するテレビチューナを
内蔵した映像録画装置などに内蔵または接続されており、ビデオクリップ表示装置１内の
構成において、テレビや映像録画装置などと共有できるものは、共有される構成となって
いる。
【００３０】
　放送波受信部１０は、放送波を受信し、デコード処理部２０に出力する。
【００３１】
　デコード処理部２０は、放送波受信部１０で受信された放送波をデコード処理し、ビデ
オクリップや放送信号を生成する。
【００３２】
　ビデオクリップ取得部３０は、デコード処理部２０でデコード処理されたビデオクリッ
プを取得する。
【００３３】
　記憶保持部４０は、ビデオクリップやＥＰＧデータなどを保存する。
【００３４】
　映像選択部５０は、デコード処理された放送信号または記憶保持部４０に保存されたビ
デオクリップを選択し、表示部６０に表示させる。
【００３５】
　制御部７０は、放送波受信部１０、デコード処理部２０、ビデオクリップ取得部３０、
記憶保持部４０、映像選択部５０、表示部６０を制御し、ビデオクリップ表示装置１全体
の制御を行う。
【００３６】
　リモコン受信部８０は、リモコンからの信号を受信し、そのリモコン信号を制御部７０
に出力する。
【００３７】
　図１に示すビデオクリップ表示装置１は、放送波、またはインターネットを通じて、ビ
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デオクリップを取得し、記憶保持部４０に保存している。
【００３８】
　まず、放送波は、放送波受信部１０で受信し、デコード処理部２０でデコードした後、
デコードされたビデオクリップをビデオクリップ取得部３０で取得し、記憶保持部４０で
保存する。
【００３９】
　しかし、インターネットからでは、デコード処理部２０でのデコード処理は必要なく、
受信後、すぐにビデオクリップ取得部３０でビデオクリップを取得し、記憶保持部４０に
保存する。
【００４０】
　また、記憶保持部４０で保存されたビデオクリップを表示させるには、映像選択部５０
により選択され、表示部６０に表示される。
【００４１】
　このビデオクリップの表示例としては、例えば、クリップモードとしての表示の場合は
、図２に示すように、表示されたビデオクリップの表示内に、クリップモードの表示であ
ることを示す「クリップモード」２１、現在表示しているクリップモードの「チャンネル
」２２、「時間帯（開始時間と終了時間）」２３が表示されている。
【００４２】
　＜記憶保持部の保存データ＞
　次に、図３および図４により、本発明の一実施の形態に係るビデオクリップ表示装置の
記憶保持部の保存データについて説明する。図３は本発明の一実施の形態に係るビデオク
リップ表示装置の記憶保持部の保存データを説明するための説明図、図４は本発明の一実
施の形態に係るビデオクリップ表示装置の記憶保持部のビデオクリップ情報蓄積配列の一
例を示す図である。
【００４３】
　図３に示すように、記憶保持部４０には、ＥＰＧの情報から取得された、番組表、時間
帯、チャンネルなどの番組情報や、ビデオクリップ取得部３０で取得されたビデオクリッ
プが保存されている。これらの番組情報およびビデオクリップが随時保存されると共に、
ビデオクリップがない場合にビデオクリップの代わりに表示されるデフォルト画面なども
保存されている。
【００４４】
　また、記録保持部４０内の蓄積配列の一例としては、図４に示すように「日にち」「開
始時間」「終了時間」「ｃｈ（チャンネル）」「ジャンル」「タイトル」「その他のＥＰ
Ｇデータ」などのＥＰＧから取得される情報と共にビデオクリップデータへのポインタま
たはデフォルト画像データへのポインタを記憶する。
【００４５】
　これらのポインタとしては記録保持部４０をメモリで構成する場合にはアドレス、ファ
イルシステムで構成される場合にはパス名を含むファイル名やｉノード番号を用いればよ
い。
【００４６】
　これらのポインタはＥＰＧ情報の取得時かクリップデータ取得時に、既に取得されてい
るビデオクリップのデータあるいはＥＰＧ情報のデータ、デフォルト画像のデータを「日
にち」「開始時間」「終了時間」「ｃｈ」「タイトル」「ジャンル」などをキーにしてサ
ーチする事によって得ることができる。
【００４７】
　図４の例では「ＥＰＧ　Ｎｏ．１」の番組は対応するビデオクリップへのポインタを保
持しているが、「ＥＰＧ　Ｎｏ．２」の番組はデフォルト画像へのポインタを保持してい
る。対応するビデオクリップ、デフォルト画像が共に見つからなかった場合は、表示時に
ＥＰＧ情報自身を表示させるために、たとえばダミーのＮＵＬＬポインタを保持させる。
【００４８】
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　＜ビデオクリップ表示装置の動作＞
　次に、図５～図１０により、本発明の一実施の形態に係るビデオクリップ表示装置の動
作について説明する。図５～図１０は、本発明の一実施の形態に係るビデオクリップ表示
装置の動作を説明するための図であり、それぞれ、図５および図６はビデオクリップ取得
動作を示すフローチャート、図７はビデオクリップ取得処理の動作を示すフローチャート
、図８はクリップモード処理の動作を示すフローチャート、図９はクリップモードへの移
行時の動作を説明するための説明図、図１０は各モードへの継承を説明するための説明図
である。
【００４９】
　インターネットからのビデオクリップ取得動作としては、図５に示すように、まず、イ
ンターネットから送られてくるビデオクリップを一定時間毎にサーチして（Ｓ１００）、
新しく配信されたビデオクリップがあるか否かを判断する（Ｓ１０１）。
【００５０】
　Ｓ１０１で新しく配信されたビデオクリップがあると判断されれば、ビデオクリップ取
得処理を行いＥＰＧデータとビデオクリップをリンクさせる（Ｓ１０２）。
【００５１】
　なお、Ｓ１０２でのビデオクリップ取得処理では、ＥＰＧデータ対応するビデオクリッ
プがない場合には、ＥＰＧデータに関連するデフォルト画像やＥＰＧデータ内の情報をリ
ンクさせる状態で処理を終了し、再度新しく配信されたビデオクリップを取得した際に、
ＥＰＧデータに対応するビデオクリップがあればリンクするようになっている。
【００５２】
　また、Ｓ１０１で新しく配信されたビデオクリップがないと判断されれば、処理を終了
する。
【００５３】
　そして、Ｓ１０２でのビデオクリップ取得処理後、まだＥＰＧデータとリンクさせてい
ないビデオクリップがあるか否かを判断し（Ｓ１０３）、Ｓ１０３でＥＰＧデータとリン
クさせていないビデオクリップがあると判断されれば、Ｓ１０１に戻り、再びインターネ
ットからビデオクリップサーチを行い、ビデオクリップ取得処理を行う。
【００５４】
　また、Ｓ１０３でＥＰＧデータとリンクさせていないビデオクリップがないと判断され
れば、ビデオクリップサーチを終了する。
【００５５】
　また、放送波からのビデオクリップ取得動作としては、図６に示すように、まず、イン
ターネットから送られてくるビデオクリップを随時サーチして（Ｓ１１０）、新しく配信
されたビデオクリップがあるか否かを判断する（Ｓ１１１）。
【００５６】
　Ｓ１１１で新しく配信されたビデオクリップがあると判断されれば、ビデオクリップ取
得処理を行いＥＰＧデータとビデオクリップをリンクさせる（Ｓ１１２）。
【００５７】
　なお、Ｓ１１２でのビデオクリップ取得処理では、ＥＰＧデータ対応するビデオクリッ
プがない場合には、ＥＰＧデータに関連するデフォルト画像やＥＰＧデータ内の情報をリ
ンクさせる状態で処理を終了し、再度新しく配信されたビデオクリップを取得した際に、
ＥＰＧデータに対応するビデオクリップがあればリンクするようになっている。
【００５８】
　また、Ｓ１１１で新しく配信されたビデオクリップがないと判断されれば、処理を終了
する。
【００５９】
　そして、Ｓ１１２でのビデオクリップ取得処理後、まだＥＰＧデータとリンクさせてい
ないビデオクリップがあるか否かを判断し（Ｓ１１３）、Ｓ１１３でＥＰＧデータとリン
クさせていないビデオクリップがあると判断されれば、Ｓ１１１に戻り、再びインターネ
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ットからビデオクリップサーチを行い、ビデオクリップ取得処理を行う。
【００６０】
　また、Ｓ１１３でＥＰＧデータとリンクさせていないビデオクリップがないと判断され
れば、ビデオクリップサーチを終了する。
【００６１】
　また、図５のＳ１０２および図６のＳ１１２でのビデオクリップ取得処理の動作として
は、図７に示すように、まずＥＰＧデータに対応するビデオクリップがあるか否かを判断
する（Ｓ１２０）。
【００６２】
　Ｓ１２０でＥＰＧデータに対応するビデオクリップがあると判断されると、インターネ
ットまたは放送波からビデオクリップを取得し保存し（Ｓ１２１）、ビデオクリップとＥ
ＰＧデータをリンクする（Ｓ１２２）。
【００６３】
　また、Ｓ１２０でＥＰＧデータに対応するビデオクリップがないと判断されると、ＥＰ
Ｇデータ（ジャンル）よりビデオクリップの代わりとなるデフォルト画像があるか否かを
判断する（Ｓ１２３）。
【００６４】
　Ｓ１２３でＥＰＧデータ（ジャンル）よりデフォルト画像があると判断されれば、デフ
ォルト画像とＥＰＧデータをリンクし（Ｓ１２４）、Ｓ１２３でＥＰＧデータ（ジャンル
）よりデフォルト画像がないと判断されれば、ＥＰＧデータにＥＰＧデータ自体をリンク
する（Ｓ１２５）。
【００６５】
　なお、本実施の形態で取得するビデオクリップとしては、例えば、連続物のドラマやア
ニメの最後に流される次回予告の部分や番組を宣伝するために作成される番組ＣＭなどを
用いることができる。また、番組制作者とは別の組織が作成するビデオクリップを用いて
もよい。
【００６６】
　また、ビデオクリップの取得としては、ＥＰＧ情報と共に配信する方法やＥＰＧ情報に
はＵＲＬを配信し、ビデオクリップはそのＵＲＬを用いインターネット経由で取得する方
法を用いてもよい。
【００６７】
　また、本実施の形態では、通常のＴＶを視聴するためのＴＶモード、ＥＰＧによる操作
を行うためのＥＰＧモード、番組のビデオクリップを表示するためのクリップモードの３
つの表示モードを有しており、各モード間の切り替えは、例えば、画面上のメニューによ
る選択操作やリモコンのボタンなどにより行うようになっている。
【００６８】
　なお、リモコンによる操作の場合には、ＴＶモードとＥＰＧモードの切り替えボタンを
クリップモードへの切り替えボタンと共有して、ＴＶモード、ＥＰＧモード、クリップモ
ードの切り替えボタンとして、使用してもいいし、専用のクリップモードボタンなどをリ
モコンに設けるようにしてもよい。
【００６９】
　クリップモードの選択やリモコンのクリップモードボタンを押下した時のクリップモー
ドに移行する動作としては、図８に示すように、まず、クリップモードの選択やリモコン
のクリップモードボタンを押下した時の状況を判別するために、現在の状態がＴＶモード
であるか否かを判断する（Ｓ１３０）。
【００７０】
　Ｓ１３０で現在の状態がＴＶモードであると判断されれば、現在視聴中の番組とリンク
されたビデオクリップまたは、デフォルト画像かＥＰＧデータを表示する（Ｓ１３１）。
【００７１】
　また、Ｓ１３０で現在の状態がＴＶモードでないと判断されれば、現在の状態がＥＰＧ
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モードであるか否かを判断する（Ｓ１３２）。
【００７２】
　Ｓ１３２で現在の状態がＥＰＧモードであると判断されれば、ＥＰＧにより選択された
番組とリンクされたビデオクリップまたは、デフォルト画像かＥＰＧデータを表示する（
Ｓ１３３）。
【００７３】
　また、Ｓ１３２で現在の状態がＥＰＧモードでないと判断されれば、現在の状態はクリ
ップモードであるので、処理を終了し、現在のクリップモードによる表示を継続する。
【００７４】
　この動作によるビデオクリップの再生動作の具体例としては、現在、ＴＶモードで２ｃ
ｈ、８：００の番組を視聴している状態で、例えば、リモコンのクリップモードボタンが
押された場合は、図９（ａ）に示すように、クリップモードに移行した後、２ｃｈ、８：
００の番組に対応したビデオクリップを再生する。
【００７５】
　また、現在、ＥＰＧモードで１ｃｈ、１０：００の番組を選択している状態で、例えば
、リモコンのクリップモードボタンが押された場合は、図９（ｂ）に示すように、クリッ
プモードに移行した後、１ｃｈ、１０：００の番組に対応したビデオクリップを再生する
。
【００７６】
　各モード間の移行も同様に、図１０に示すように、ＴＶモード、ＥＰＧモード、クリッ
プモードに移行する際には、現在、表示または選択している番組が表示または選択した状
態の表示として継承されるようになっている。
【００７７】
　＜ビデオクリップ表示装置の表示例＞
　次に、図１１～図１６により、本発明の一実施の形態に係るビデオクリップ表示装置の
クリップモードの表示モードについて説明する。図１１～図１６は、本発明の一実施の形
態に係るビデオクリップ表示装置のクリップモード表示モードを説明するための図であり
、図１１はクリップモードの自動チャンネル更新モードを説明するための説明図、図１２
はクリップモードの自動チャンネル更新モード（スキップ）を説明するための説明図、図
１３はクリップモードの自動番組更新モードを説明するための説明図、図１４はクリップ
モードの自動番組更新モード（スキップ）を説明するための説明図、図１５はクリップモ
ードの自動時間帯更新モードを説明するための説明図、図１６はクリップモードの自動時
間帯更新モード（スキップ）を説明するための説明図である。
【００７８】
　本実施の形態では、クリップモードに移行した際には、上述したように、ＴＶモードで
視聴されていた番組、またはＥＰＧモードで選択されていた番組のビデオクリップが表示
される。
【００７９】
　そして、その後に表示するビデオクリップについては、クリップモードの表示モードに
より異なるビデオクリップが表示される。
【００８０】
　まず、表示モードが、自動チャンネル更新モードの場合には、図１１に示すように、再
生中のビデオクリップが終了した後に、連続して同時間帯の別チャンネルの番組ビデオク
リップを選択して表示する。
【００８１】
　また、自動チャンネル更新モードによる表示中に、リモコン操作によりチャンネルＵＰ
やチャンネルＤｏｗｎ操作を行うことにより、図１２に示すように、ビデオクリップの表
示中に、ビデオクリップをスキップして次のチャンネルのビデオクリップや前のチャンネ
ルのビデオクリップを表示することができる。
【００８２】
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　このリモコン操作によるチャンネルＵＰやチャンネルＤｏｗｎ操作は、例えば、リモコ
ンの上ボタンおよび下ボタンなどを操作することにより行うことができる。
【００８３】
　また、表示モードが、自動番組更新モードの場合には、図１３に示すように、再生中の
ビデオクリップが終了した後に、連続して同チャンネルの別時間帯の番組ビデオクリップ
を選択して表示する。
【００８４】
　また、自動番組更新モードによる表示中に、リモコン操作により、次の番組や前の番組
操作を行うことにより、図１４に示すように、ビデオクリップの表示中に、ビデオクリッ
プをスキップして次の時間の番組のビデオクリップや前の時間の番組のビデオクリップを
表示することができる。
【００８５】
　このリモコン操作による次の番組や前の番組操作は、例えば、リモコンの左ボタンおよ
び右ボタンなどを操作することにより行うことができる。
【００８６】
　また、表示モードが、自動時間帯更新モードの場合には、図１５に示すように、再生中
のビデオクリップが終了した後に、連続して再生が始まった時間から３０分後に放送され
る番組のビデオクリップを選択して表示する。
【００８７】
　また、自動時間帯更新モードによる表示中に、リモコン操作により、次の時間帯や前の
時間帯操作を行うことにより、図１６に示すように、ビデオクリップの表示中に、ビデオ
クリップをスキップして次の時間帯の番組のビデオクリップや前の時間帯の番組のビデオ
クリップを表示することができる。
【００８８】
　このリモコン操作による次の時間帯や前の時間帯操作は、例えば、リモコンの左ボタン
および右ボタンなどを操作することにより行うことができる。
【００８９】
　以上のように、本実施の形態では、チャンネル連続切り替え法に相当する直感的で簡単
確実に番組を選択する方法を提供するために、番組を紹介するビデオクリップをあらかじ
めビデオクリップ表示装置１内に保存しておき、チャンネル連続切り替え法で用いる放送
中の映像の代わりに保存してあるビデオクリップの映像を用いる新たな映像表示モード（
クリップモード）を設け、ビデオクリップ表示装置１の記憶保持部４０にあらかじめ保存
されたビデオクリップを用いるため、十分に高い処理性能のデコーダを用いるか、より高
速にデコード可能な符号化方法を用いるか、エンコードされたファイルの始めの一部を前
もってデコードしておくことによって、第１の問題は解決される。
【００９０】
　また、保存されているのは番組を紹介するビデオクリップだけであるため、ＣＭ中で番
組の情報が取得できないということはなく、また、次の時間帯のビデオクリップを見るこ
とも可能になるため、第２の問題は発生しない。
【００９１】
　また、チャンネルサーフィンに相当する機能を、放送中の映像の代わりに保存してある
ビデオクリップの映像を用いて実現する場合も同様に、ビデオクリップ表示装置１の記憶
保持部４０にあらかじめ保存されたビデオクリップを用いるため、十分に高い処理性能の
デコーダを用いるか、より高速にデコード可能な符号化方法を用いるか、エンコードされ
たファイルの始めの一部を前もってデコードしておくことによって、第３の問題は解決さ
れる。
【００９２】
　また、ビデオクリップ表示装置１の記憶保持部４０にあらかじめ保存されたビデオクリ
ップを用いるため、複数のチャンネル分のビデオクリップを取得するために複数のチュー
ナが必要になることはなく、第４の問題は発生しない。
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【００９３】
　また、ビデオクリップをＥＰＧ画面に表示する方法に対し、ビデオクリップを再生する
専用のモードを設け、放送中の映像の代わりに保存してあるビデオクリップの映像を用い
ることにより、放送中の映像と同様の映像情報を取得することが可能であり第５の問題は
発生しない。
【００９４】
　また、クリップモードでもチャンネル連続切り替え法に相当するスムースな操作が可能
であり、第６の問題も解決される。
【００９５】
　さらに、ビデオクリップを再生する専用のクリップモードを設けることにより、クリッ
プモード特有の機能や操作方法を設け視聴者の使い勝手を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００９６】
【図１】本発明の一実施の形態に係るビデオクリップ表示装置の構成を示す構成図である
。
【図２】本発明の一実施の形態に係るビデオクリップ表示装置のビデオクリップ表示例を
示す図である。
【図３】本発明の一実施の形態に係るビデオクリップ表示装置の記憶保持部の保存データ
を説明するための説明図である。
【図４】本発明の一実施の形態に係るビデオクリップ表示装置の記憶保持部のビデオクリ
ップ情報蓄積配列の一例を示す図である。
【図５】本発明の一実施の形態に係るビデオクリップ表示装置のビデオクリップ取得動作
を示すフローチャートである。
【図６】本発明の一実施の形態に係るビデオクリップ表示装置のビデオクリップ取得動作
を示すフローチャートである。
【図７】本発明の一実施の形態に係るビデオクリップ表示装置のビデオクリップ取得処理
の動作を示すフローチャートである。
【図８】本発明の一実施の形態に係るビデオクリップ表示装置のクリップモード処理の動
作を示すフローチャートである。
【図９】本発明の一実施の形態に係るビデオクリップ表示装置のクリップモードへの移行
時の動作を説明するための説明図である。
【図１０】本発明の一実施の形態に係るビデオクリップ表示装置の各モードへの継承を説
明するための説明図である。
【図１１】本発明の一実施の形態に係るビデオクリップ表示装置のクリップモードの自動
チャンネル更新モードを説明するための説明図である。
【図１２】本発明の一実施の形態に係るビデオクリップ表示装置のクリップモードの自動
チャンネル更新モード（スキップ）を説明するための説明図である。
【図１３】本発明の一実施の形態に係るビデオクリップ表示装置のクリップモードの自動
番組更新モードを説明するための説明図である。
【図１４】本発明の一実施の形態に係るビデオクリップ表示装置のクリップモードの自動
番組更新モード（スキップ）を説明するための説明図である。
【図１５】本発明の一実施の形態に係るビデオクリップ表示装置のクリップモードの自動
時間帯更新モードを説明するための説明図である。
【図１６】本発明の一実施の形態に係るビデオクリップ表示装置のクリップモードの自動
時間帯更新モード（スキップ）を説明するための説明図である。
【符号の説明】
【００９７】
　１…ビデオクリップ表示装置、１０…放送波受信部、２０…デコード処理部、３０…ビ
デオクリップ取得部、４０…記憶保持部、５０…映像選択部、６０…表示部、７０…制御
部、８０…リモコン受信部。
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】
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