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(57)【要約】
【課題】ユーザ登録データ等の入力の手間を省き、的確
な情報をユーザに通知する録画再生装置を提供する。
【解決手段】録画再生装置３は、録画した番組のシーン
毎にメタデータを付加し、視聴履歴とメタデータとに基
づいてキーワードを抽出し、そのキーワードを推薦情報
配信サーバ９に送信し、推薦情報配信サーバ９は、キー
ワードに基づいた推薦情報を録画再生装置３に送信する
。録画再生装置３は、受信した推薦情報に基づいて的確
な情報をユーザに通知することができる。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　番組を録画再生する録画再生部と、
　前記番組の番組データを記憶する記憶部と、
　前記番組をシーンに分割するシーン分割部と、
　前記シーンの特徴を抽出したメタデータを作成し、前記メタデータを前記番組データに
付加するメタデータ作成部と、
　前記シーンの視聴履歴を作成する視聴履歴作成部と、
　前記メタデータと前記視聴履歴とに基づいてキーワードを抽出するキーワード抽出部と
、
　前記キーワードを送信する送信部と、
　前記送信部によって送信された前記キーワードに基づいた推薦情報を受信する受信部と
を有することを特徴とする録画再生装置。
【請求項２】
　前記シーン分割部は、前記番組の音声および画像のうち少なくとも１つに基づいて前記
番組を前記シーンに分割することを特徴とする請求項１に記載の録画再生装置。
【請求項３】
　前記視聴履歴作成部は、前記シーンの視聴回数を含む前記視聴履歴を作成することを特
徴とする請求項１に記載の録画再生装置。
【請求項４】
　前記キーワード抽出部は、前記番組に付随するテキストデータおよび音声分析のうち少
なくとも１つを解析して前記キーワードを抽出することを特徴とする請求項１に記載の録
画再生装置。
【請求項５】
　前記受信部は、接続された外部装置から送信された要求情報を受信し、
　前記送信部は、受信した前記要求情報に基づいて前記推薦情報および前記推薦情報に基
づいた前記シーンに関連するデータのうち少なくとも１つを送信することを特徴とする請
求項５に記載の録画再生装置。
【請求項６】
　番組を録画再生する録画再生部と、
　前記番組の番組データを記憶する記憶部と、
　前記番組をシーンに分割するシーン分割部と、
　前記シーンの特徴を抽出したメタデータを作成し、前記メタデータを前記番組データに
付加するメタデータ作成部と、
　前記番組の任意の再生位置を示すブックマークを作成するブックマーク作成部と、
　前記ブックマークを含む前記シーンに付加された前記メタデータに基づいて前記シーン
のキーワードを抽出するキーワード抽出部と、
　前記キーワードを送信する送信部と、
　前記送信部によって送信された前記キーワードに基づいた推薦情報を受信する受信部と
を有することを特徴とする録画再生装置。
【請求項７】
　前記キーワード抽出部は、前記番組の種類、前記番組のタイトル、前記番組の内容、前
記番組の出演者、前記番組に関連する商品および前記番組に関連する場所のうち少なくと
も１つを含む前記キーワードを抽出することを特徴とする請求項６に記載の録画再生装置
。
【請求項８】
　前記受信部は、前記番組に類似した番組情報、前記タイトルに類似した番組情報、前記
出演者が出演する他の番組情報、前記商品に関連する商品情報および前記場所に関連する
場所情報のうち少なくとも１つを含む前記推薦情報を受信することを特徴とする請求項６
に記載の録画再生装置。



(3) JP 2008-167018 A 2008.7.17

10

20

30

40

50

【請求項９】
　前記受信部は、接続された外部装置から送信された要求情報を受信し、
　前記送信部は、受信した前記要求情報に基づいて前記ブックマークに対応する前記シー
ンに関連するデータおよび前記推薦情報のうち少なくとも１つを送信することを特徴とす
る請求項６に記載の録画再生装置。
【請求項１０】
　番組を録画再生する録画再生部と、
　前記番組をシーンに分割するシーン分割部と、
　前記シーンを特徴付けるメタデータを作成し、前記メタデータを前記番組に付加するメ
タデータ作成部と、
　前記番組の任意の再生位置を示すブックマークを作成するブックマーク作成部と、
　前記ブックマークを含む前記シーンに付加された前記メタデータに基づいてキーワード
を抽出するキーワード抽出部と、
　前記キーワードを送信する送信部と、
　前記送信部が送信した前記キーワードに基づいた推薦情報および前記推薦情報に関連し
た情報を受信する受信部と、
　前記ブックマークと前記推薦情報とに基づいてＨＴＭＬ（Ｈｙｐｅｒ　Ｔｅｘｔ　Ｍａ
ｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）データを作成するＨＴＭＬデータ作成部と、
　前記ＨＴＭＬデータを前記送信部に送信させる制御部とを有することを特徴とする録画
再生装置。
【請求項１１】
　前記キーワード抽出部は、前記番組の種類、前記番組のタイトル、前記番組の内容、前
記番組の出演者、前記番組に関連する商品および前記番組に関連する場所のうち少なくと
も１つを含む前記キーワードを抽出することを特徴とする請求項１０に記載の録画再生装
置。
【請求項１２】
　前記受信部は、前記番組に類似した番組情報、前記タイトルに類似した番組情報、前記
出演者が出演する他の番組情報、前記商品に関連する商品情報および前記場所に関連する
場所情報のうち少なくとも１つを含む前記推薦情報を受信することを特徴とする請求項１
０に記載の録画再生装置。
【請求項１３】
　前記ＨＴＭＬデータ作成部は、前記ブックマークに対応する前記シーンに関連するデー
タおよび前記推薦情報のうち少なくとも１つにアクセス可能なリンク先情報を含む前記Ｈ
ＴＭＬデータを作成することを特徴とする請求項１０に記載の録画再生装置。
【請求項１４】
　前記受信部は、接続された外部装置から送信された要求情報を受信し、
　前記送信部は、受信した前記要求情報に基づいて前記ブックマークに対応する前記シー
ンに関連するデータおよび前記推薦情報のうち少なくとも１つを前記送信部に送信させる
ことを特徴とする請求項１０に記載の録画再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、録画再生装置に関し、特に録画した番組をシーンに分割し、ユーザが興味を
有するシーンに関連したキーワードを抽出し、そのキーワードに基づいた推薦情報をユー
ザに通知する録画再生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の技術として、ユーザの嗜好を把握してその嗜好に応じた番組をユーザに提供する
嗜好分析装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
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　この嗜好分析装置は、放送番組を受信する受信部と、受信した放送番組およびユーザが
事前に登録したユーザ登録データに基づいてユーザの嗜好を分析する嗜好分析部と、嗜好
分析部によって分析されたユーザの嗜好に応じた番組あるいはコンテンツを提供する情報
案内処理部とを備えている。
【０００４】
　この嗜好分析装置によると、嗜好分析部は、受信部が受信した放送番組の番組コードを
含む視聴履歴データを取得し、当該視聴履歴データに含まれる番組コードおよびユーザが
事前に登録したユーザ登録データによって特定されるコンテンツの特徴を表すキーワード
を取得する。次に情報処理案内部は、当該キーワードに基づいた番組あるいはコンテンツ
をユーザに提供する。
【特許文献１】特開２００５－２５８８７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、従来の嗜好分析装置では、番組単位のキーワードに基づいてユーザに番組ある
いはコンテンツを提供するので、番組中のどの部分にユーザの嗜好があるのかを的確に知
ることができず、的確な情報をユーザに通知することができない。また、事前にユーザが
、ユーザ登録データを入力するといった煩雑さがあった。
【０００６】
　従って、本発明の目的は、ユーザ登録データ等の入力の手間を省き、的確な情報をユー
ザに通知する録画再生装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
（１）本発明は上記目的を達成するため、番組を録画再生する録画再生部と、前記番組の
番組データを記憶する記憶部と、前記番組をシーンに分割するシーン分割部と、前記シー
ンの特徴を抽出したメタデータを作成し、前記メタデータを前記番組データに付加するメ
タデータ作成部と、前記シーンの視聴履歴を作成する視聴履歴作成部と、前記メタデータ
と前記視聴履歴とに基づいてキーワードを抽出するキーワード抽出部と、前記キーワード
を送信する送信部と、前記送信部によって送信された前記キーワードに基づいた推薦情報
を受信する受信部とを有することを特徴とする録画再生装置が提供される。
【０００８】
　この構成によれば、ユーザは、的確な推薦情報を得ることができる。
【０００９】
（２）本発明は上記目的を達成するため、番組を録画再生する録画再生部と、前記番組の
番組データを記憶する記憶部と、前記番組をシーンに分割するシーン分割部と、前記シー
ンの特徴を抽出したメタデータを作成し、前記メタデータを前記番組データに付加するメ
タデータ作成部と、前記番組の任意の再生位置を示すブックマークを作成するブックマー
ク作成部と、前記ブックマークを含む前記シーンに付加された前記メタデータに基づいて
前記シーンのキーワードを抽出するキーワード抽出部と、前記キーワードを送信する送信
部と、前記送信部によって送信された前記キーワードに基づいた推薦情報を受信する受信
部とを有することを特徴とする録画再生装置を提供する。
【００１０】
　この構成によれば、ユーザは、ユーザが興味を有するシーンに関連した的確な推薦情報
を得ることができる。
【００１１】
（３）本発明は上記目的を達成するため、番組を録画再生する録画再生部と、前記番組を
シーンに分割するシーン分割部と、前記シーンを特徴付けるメタデータを作成し、前記メ
タデータを前記番組に付加するメタデータ作成部と、前記番組の任意の再生位置を示すブ
ックマークを作成するブックマーク作成部と、前記ブックマークを含む前記シーンに付加
された前記メタデータに基づいてキーワードを抽出するキーワード抽出部と、前記キーワ
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ードを送信する送信部と、前記送信部が送信した前記キーワードに基づいた推薦情報を受
信する受信部と、前記推薦情報に基づいてＨＴＭＬデータを作成するＨＴＭＬデータ作成
部と、前記ＨＴＭＬデータを前記送信部に送信させる制御部とを有することを特徴とする
録画再生装置を提供する。
【００１２】
　この構成によれば、ユーザは、ユーザが興味を有するシーンに関連した的確な推薦情報
をネットワークに接続された外部装置から閲覧することができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、ユーザ登録データの入力の手間を省き、的確な情報をユーザに通知す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下に本発明の録画再生装置の実施の形態を図面を参考にして詳細に説明する。
【００１５】
［実施の形態］
（推薦情報受信システム）
　図１は、本発明の実施の形態に係る推薦情報通信システムの概略図の一例である。
【００１６】
　推薦情報通信システム１は、屋内の通信機能を有する装置同士で構成されるホームネッ
トワーク２と、通信機能を有し、放送された番組等を録画・再生する録画再生装置３と、
録画再生装置３のインターフェース（Ｉ／Ｆ）部に作用して録画再生装置３を遠隔操作可
能なリモコン４と、録画再生装置３で再生した番組を表示する画像表示装置５と、通信機
能を有し、録画再生装置３が作成したＷｅｂページを表示する外部装置としてのＰＣ（Ｐ
ｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）６と、ネットの集合体であるインターネット７と、
映像コンテンツを配信する映像コンテンツ配信サーバ８と、録画再生装置３が抽出したキ
ーワードに基づいて推薦情報を作成し、配信する推薦情報配信サーバ９と、推薦情報に基
づいて推薦された商品等を購入することができるＥＣ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｍｍ
ｅｒｃｅ）サーバ１０とを有する。
【００１７】
　図２は、本発明の実施の形態に関する録画再生装置の概略構成を示すブロック図である
。
【００１８】
　録画再生装置３は、デジタル映像を処理するシステムＬＳＩ（Ｌａｒｇｅ　Ｓｃａｌｅ
　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ）３０と、デジタル映像信号を受信、復調する信号受信部３１
とからなる。デジタル映像以外の受信機能としては、映像信号を輝度信号と色信号とに分
離する３次元ＹＣ分離３８、アナログチューナーからの出力信号を受信するためのＡ／Ｄ
部３９ａ、また外部映像装置を接続するためのアナログ・デジタル変換を行うＡ／Ｄ部３
９ｂ、および画面上に発生するゴーストを軽減するゴーストリダクション３９ｃを有する
。
【００１９】
　システムＬＳＩ３０は、信号受信部３１からのデジタル信号やデジタル化されたアナロ
グ信号を受信し、映像、音声、および番組情報に分離するＤＥＭＵＸ（Ｄｅ－ＭＵｌｔｉ
ｐｌｅＸｅｒ）３００と、デジタル放送やＤＶＤ等に使用されている規格であるＭＰＥＧ
－２をデコードするためのＭＰＥＧ－２デコーダ３０１と、デコードされた画像信号を描
画するためのグラフィックエンジン３０２と、画像表示装置５に出力する出力信号を最適
化するためのデジタルフォーマットコンバータ３０３とを有する。
【００２０】
　ＣＰＵ３０４は、システムＬＳＩ３０上の各部に接続されており各部をそれぞれ制御す
る。また、ＣＰＵ３０４より、映像や内部処理のためのプログラムを記憶するハードディ
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スク３２と、リモコン４の操作命令受信や外部装置との接続、および本体機能部に備えら
れた図示しない操作スイッチに使用されるＩ／Ｆ部３３と、図示しない外部記憶装置と接
続するためのコントローラＬＳＩ３４と、ホームネットワーク２およびインターネット７
を介して外部と通信するためのＬＡＮ処理ＬＳＩ３５と、図示しない外部記憶装置等のデ
ータをコピーして保存するフラッシュメモリ３６と、ＣＰＵ３０４の処理中のデータを一
時的に保存するＳＲＡＭ３７とが拡張して接続されている。
【００２１】
　信号受信部３１は、図示しない外部アンテナに接続されて地上波デジタル放送を受信す
るデジタルチューナＡ３１０と、デジタルチューナＡ３１０からの出力を復調する復調部
Ａ３１２と、図示しない外部アンテナに接続されてＢＳおよびＣＳ放送を受信するデジタ
ルチューナＢ３１１と、デジタルチューナＢ３１１からの出力を復調する復調部Ｂ３１３
とを有する。
【００２２】
（本体ソフトウェアの構成）
　図３は、本発明の実施の形態に係る本体ソフトウェアの構成を表す概略図の一例である
。
【００２３】
　録画再生装置３を制御するための本体ソフトウェア３２０および各部に関連するデータ
は、図２に示すハードディスク３２中に記憶され、図３に示す構成を有する。本体ソフト
ウェア３２０の動作は図２に示すＣＰＵ３０４により制御される。
【００２４】
　本体ソフトウェア３２０は、信号受信部３１等で受信された放送局のパケットをフィル
タリングする等のＴＳ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｓｔｒｅａｍ）分離処理を行うＴＳＰ（Ｔ
ｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｓｔｒｅａｍ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）部３２０Ａと、ＥＰＧ（Ｅｌｅ
ｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｇｕｉｄｅ）データ３２１を管理するＥＰＧ管理部３
２１Ａと、番組としてのコンテンツの録画および録画コンテンツ３２２の再生を制御する
録画再生部３２２Ａと、コンテンツを特徴づけるメタデータ３２３を作成し、対応するコ
ンテンツに付加するメタデータ作成部３２３Ａと、録画コンテンツ３２２を所定の条件で
分析し、シーンに分割し、シーンデータ３２４を作成するシーン分割部３２４Ａと、ユー
ザが気に入った番組の再生位置または録画位置でリモコン４を操作することで、再生時間
等を記録するブックマークデータ３２５を作成するブックマーク作成部３２５Ａと、ユー
ザが視聴したシーンの操作履歴から学習用メタデータ３２６を作成し、学習用メタデータ
３２６からユーザの嗜好を反映するキーワード３２６ｂを作成する嗜好学習部３２６Ａと
、推薦情報配信サーバ９からの推薦情報３２７を管理する推薦情報管理部３２７Ａと、推
薦情報３２７からＨＴＭＬデータ３２８を作成し、ＨＴＭＬデータ３２８に基づいてＷｅ
ｂページを作成するＷｅｂページ作成部３２８Ａと、ブックマークした再生位置を中心に
前後所定の区間のシーンを自動登録したプレイリストデータ３２９を作成するプレイリス
ト作成部３２９Ａとを有する。
【００２５】
（リモコンの構成）
　図４は、本発明の実施の形態に係るリモコンの構成を示す平面図の一例である。
【００２６】
　リモコン４は、テレビの電源やチャンネル操作等を行えるテレビ機能操作スイッチ群４
００と、ビデオ表示とルーター表示の切り替えを行うルータービデオ切替スイッチ４０１
と、画面表示モードを切替え可能な表示機能操作スイッチ４０２、ユーザが登録したい場
面で押されることによってブックマーク作成部３２５Ａにブックマークデータ３２５の作
成を指示するブックマークスイッチ４０３Ａと、シーンを表示させるシーン表示スイッチ
４０３Ｂと、推薦情報配信サーバ９から送信された推薦情報３２７を表示させる推薦情報
表示スイッチ４０３Ｃと、Ｗｅｂページを表示させるＷｅｂページ表示スイッチ４０３Ｄ
と、シーン単位で巻き戻しと早送りができるシーンスキップスイッチ４０４と、映像の録
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画および再生を制御する記録再生操作スイッチ群４０５と、数値入力を行う数値入力スイ
ッチ群４０６とを有する。
【００２７】
（実施の形態の動作）
　以下に本発明の実施の形態に係る推薦情報受信システムの動作を図１から図４を参照し
つつ、図５から図７のフローチャートを参照しながら説明する。
【００２８】
（受動型の嗜好学習による推薦）
　図５は、本発明の実施の形態に係る受動型の嗜好学習による推薦に関するフローチャー
トである。録画再生部３２２Ａは、ＥＰＧ管理部３２１Ａより取得したＥＰＧデータ３２
１に基づき所望の番組のストリームをＴＳＰ部３２０Ａより取得して、番組データを作成
する。
【００２９】
　シーン分割部３２４Ａは、番組データを解析してシーンに分割し、メタデータ作成部３
２３Ａは、シーンの分割情報とシーンを特徴付けるメタデータを番組データに付加し、録
画コンテンツ３２２としてハードディスク３２に蓄積する（Ｓ１）。なお、録画コンテン
ツ３２２は、映像データ、画像データおよび音楽データ等であり、シーンは、本実施の形
態においては、映像データとするが、これに限定されない。
【００３０】
　ここで、番組データのシーンの分割の方法は、一例として、歓声らしさを番組データよ
り抽出して解析、また、歓声らしさだけでなく、番組データの輝度や色相や音声レベルや
拍手らしさや盛り上がり指数等から抽出しても良く、それらを組み合わせて抽出するよう
にしても良いし、これに限定されない。また、シーンを特徴付けるメタデータは、音声認
識、字幕およびテロップ情報等の解析により抽出され、分割されたシーンに付加される。
【００３１】
　視聴履歴作成部としての嗜好学習部３２６Ａは、ユーザが、録画コンテンツ３２２に対
して操作を行う度に視聴履歴を記録し、学習用メタデータ３２６ａを作成する。（Ｓ２）
。
【００３２】
　視聴履歴とは、一例として、再生・早送り・巻き戻し等の操作であり、その操作が行わ
れた時間位置が含まれるシーンのメタデータ３２３も同時に記録される。
【００３３】
　嗜好学習部３２６Ａは、一例として、所定の回数以上の再生がなされた複数のシーンを
分析・学習して、そのシーンに含まれるメタデータ３２３からキーワード３２６ｂを抽出
する（Ｓ３）。また、嗜好学習部３２６Ａは、録画コンテンツ３２２に対して操作が行わ
れる度に分析・学習し、キーワード３２６ｂを更新する。
【００３４】
　また、学習用メタデータ３２６ａは、ベイジアンネットワーク等の手法に基づいて学習
させて作成したものでも良い。
【００３５】
　ここで、キーワード３２６ｂは、一例として、番組の種類、番組のタイトル、番組の内
容、番組の出演者、番組に関連する商品および番組に関連する場所等であるが、これに限
定されない。
【００３６】
　ユーザは、録画コンテンツ３２２の再生中に、リモコン４の推薦情報表示スイッチ４０
３Ｃを押し下げして推薦情報３２７を要求する（Ｓ４）。
【００３７】
　ＣＰＵ３０４は、リモコン４からの操作信号をＩ／Ｆ部３３で受信し、操作信号に従っ
て、キーワード３２６ｂをＬＡＮ処理ＬＳＩ部３５から推薦情報配信サーバ９に送信する
。
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【００３８】
　推薦情報配信サーバ９は、録画再生装置３から送信されたキーワード３２６ｂに基づい
て、一例として、番組関連情報、商品情報等との適合処理（マッチング）をして推薦情報
３２７を作成し（Ｓ５）、録画再生装置３に推薦情報３２７を送信する。なお、推薦情報
３２７は、番組に類似した番組情報、タイトルに類似した番組情報、出演者が出演する他
の番組情報、商品に関連する商品情報および場所に関連する場所情報等であるが、これに
限定されない。
【００３９】
　録画再生装置３のＣＰＵ３０４は、推薦情報３２７をＬＡＮ処理ＬＳＩ部３５で受信す
ると、ＤＥＭＵＸ３００等を介して、画像表示装置５に推薦情報３２７を現在表示されて
いる画像とともに表示させる（Ｓ６）。
【００４０】
　録画再生装置３は、推薦情報３２７を画像表示装置５に表示させるだけでなく、推薦情
報３２７をＷｅｂページ作成部３２８Ａに送信し、Ｗｅｂページ作成部３２８Ａは、推薦
情報３２７からＨＴＭＬデータ３２８を作成し、ＨＴＭＬデータ３２８に基づいてＷｅｂ
ページを作成する（Ｓ７）。
【００４１】
　ユーザは、リモコン４のＷｅｂページ表示スイッチ４０３Ｄを押し下げすることによっ
て、推薦情報３２７がＷｅｂページとして画像表示装置５の画面に表示される。
【００４２】
　ユーザは、画面上に目的の情報が表示されているとき、リモコン４を操作して更に詳細
な推薦情報３２７の情報を表示させることができる。
【００４３】
　ここで、ユーザが、ホームネットワーク２で録画再生装置３と接続するＰＣ６を操作し
ているとき、録画再生装置３から推薦情報３２７を受け取ることができる。ユーザは、Ｐ
Ｃ６を操作して、推薦情報３２７を録画再生装置３に要求する。
【００４４】
　録画再生装置３のＣＰＵ３０４は、録画再生装置３のＬＡＮ処理ＬＳＩ部３５で要求情
報を受信し、要求情報に基づいてハードディスク３２からＨＴＭＬデータ３２８を読出し
、ＬＡＮ処理ＬＳＩ部３５からＰＣ６に送信する（Ｓ８）。
【００４５】
　ＰＣ６は、ＨＴＭＬデータ３２８を受信し、ＨＴＭＬデータ３２８を例えば、Ｗｅｂブ
ラウザによって表示する（Ｓ９）。
【００４６】
　ＨＴＭＬデータ３２８は、一例として、関連商品情報を含み、その関連商品情報が配信
されているＥＣサーバ１０に対するリンク先情報を有している。
【００４７】
　ユーザは、ＰＣ６に表示される関連情報のリンクを選択すると（Ｓ１０）、ＰＣ６は、
選択されたリンク先であるＥＣサーバ１０から対応するＷｅｂページを読出し、Ｗｅｂペ
ージを画面に表示する（Ｓ１１）。
【００４８】
　ユーザは、一例として、ＰＣ６の画面に表示された関連商品のＷｅｂページを見て、そ
の商品の購入をしたり、更に、その商品に関連する商品を検索したりできるが、これに限
定されない。
【００４９】
　ユーザは、録画再生装置３だけでなく、ＰＣ６によっても推薦情報３２７を確認できる
ので、操作性が良く、推薦情報３２７に基づいた関連情報を確認しやすい。
【００５０】
（能動型のブックマークに対応した推薦）
　図６は、本発明の実施の形態に係る能動型のブックマークに対応した推薦に関するフロ
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ーチャートである。録画再生部３２２Ａは、ＥＰＧ管理部３２１Ａより取得したＥＰＧデ
ータ３２１に基づき所望の番組のストリームをＴＳＰ部３２０Ａより取得して、番組デー
タを作成する。
【００５１】
　シーン分割部３２４Ａは、番組データを解析してシーンに分割し、メタデータ作成部３
２３Ａは、シーンの分割情報としてのメタデータを番組データに付加し、録画コンテンツ
３２２としてハードディスク３２に蓄積する（Ｓ２０）。
【００５２】
　ユーザは、録画コンテンツ３２２を再生または録画中に、気になった情報を有する場面
を記憶させるため、リモコン４のブックマークスイッチ４０３Ａを押し下げして、ブック
マーク登録を行う（Ｓ２１）。
【００５３】
　ここで、ユーザは、嗜好にあうシーンをブックマーク登録することで、いつでもブック
マークしたシーンを視聴することができ、また、シーンに関連した推薦情報３２７を得る
ことができる。ユーザは、番組の視聴終了後に、ブックマークしたシーンを呼び出して、
推薦情報３２７を確認することができる。
【００５４】
　録画再生装置３のＣＰＵ３０４は、リモコン４からの指示情報をＩ／Ｆ部３３で受信し
、ブックマーク作成部３２５Ａは、指示情報に基づいてブックマークデータ３２５を作成
する。
【００５５】
　嗜好学習部３２６Ａは、ブックマーク登録された時間位置を含むシーンを分析して、キ
ーワード３２６ｂを抽出する。
【００５６】
　また、プレイリスト作成部３２９Ａは、ブックマーク登録された録画コンテンツ３２２
の再生時間等からプレイリストデータ３２９を作成する（Ｓ２２）。
【００５７】
　プレイリストとは、一例として、画像表示装置５に一覧表示され、リモコン４によって
指示選択することによって、プレイリストデータ３２９に記録された時間位置まで再生を
スキップさせたりすることができる。
【００５８】
　ユーザは、一例として、録画コンテンツ３２２の再生中に、リモコン４の推薦情報表示
スイッチ４０３Ｃを押し下げして推薦情報３２７を要求する（Ｓ２３）。
【００５９】
　ＣＰＵ３０４は、リモコン４からの操作信号をＩ／Ｆ部３３で受信し、操作信号に従っ
て、キーワード３２６ｂをＬＡＮ処理ＬＳＩ部３５から推薦情報配信サーバ９に送信する
。
【００６０】
　推薦情報配信サーバ９は、録画再生装置３から送信されたキーワード３２６ｂに基づい
て、一例として、番組関連情報、商品情報等との適合処理（マッチング）をして推薦情報
３２７を作成し（Ｓ２４）、録画再生装置３に推薦情報３２７を送信する。
【００６１】
　録画再生装置３のＣＰＵ３０４は、推薦情報３２７をＬＡＮ処理ＬＳＩ部３５で受信す
ると、ＤＥＭＵＸ３００等を介して、画像表示装置５に推薦情報３２７を現在表示されて
いる画像とともに表示させる（Ｓ２３）。
【００６２】
　録画再生装置３は、推薦情報３２７を画像表示装置５に表示させるだけでなく、推薦情
報３２７をＷｅｂページ作成部３２８Ａに送信し、Ｗｅｂページ作成部３２８Ａは、推薦
情報３２７からＨＴＭＬデータ３２８を作成し、ＨＴＭＬデータ３２８に基づいてＷｅｂ
ページを作成する（Ｓ２６）。
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【００６３】
　ユーザは、リモコン４のＷｅｂページ表示スイッチ４０３Ｄを押し下げすることによっ
て、推薦情報３２７がＷｅｂページとして画像表示装置５の画面に表示される。
【００６４】
　ユーザは、画面上に目的の情報が表示されているとき、リモコン４を操作して更に詳細
な推薦情報３２７の情報を表示させることができる。
【００６５】
　ここで、ユーザが、ホームネットワーク２で録画再生装置３と接続するＰＣ６を操作し
ているとき、録画再生装置３から推薦情報３２７を受け取ることができる。ユーザは、Ｐ
Ｃ６を操作して、推薦情報３２７を録画再生装置３に要求する。
【００６６】
　録画再生装置３のＣＰＵ３０４は、録画再生装置３のＬＡＮ処理ＬＳＩ部３５で要求情
報を受信し、要求情報に基づいてハードディスク３２からＨＴＭＬデータ３２８を読出し
、ＬＡＮ処理ＬＳＩ部３５からＰＣ６に送信する（Ｓ２７）。
【００６７】
　ＰＣ６は、ＨＴＭＬデータ３２８を受信し、ＨＴＭＬデータ３２８を例えばＷｅｂブラ
ウザによって表示する（Ｓ２８）。
【００６８】
　ＨＴＭＬデータ３２８は、一例として、関連商品情報を含み、その関連商品情報が配信
されているＥＣサーバ１０に対するリンク先情報を有している。
【００６９】
　ユーザは、ＰＣ６に表示される関連情報のリンクを選択すると（Ｓ２９）、ＰＣ６は、
選択されたリンク先であるＥＣサーバ１０から対応するＷｅｂページを読出し、Ｗｅｂペ
ージを画面に表示する（Ｓ３０）。
【００７０】
（シーンをＰＣ側で再生するための処理）
　図７は、本発明の実施の形態に係るシーンをＰＣ側で再生するための処理に関するフロ
ーチャートである。
【００７１】
　録画再生装置３の嗜好学習部３２６Ａは、推薦情報３２７、プレイリストデータ３２９
およびアクセス先データを付加した推薦情報プレイリストデータアクセス先情報３３０を
作成し、これをＷｅｂページ作成部３２８Ａに送信し、Ｗｅｂページ作成部３２８Ａは、
推薦情報プレイリストデータアクセス先情報３３０からＨＴＭＬデータ３２８を作成し、
ＨＴＭＬデータ３２８に基づいてＷｅｂページを作成する（Ｓ４０）。
【００７２】
　ここで、ユーザが、ホームネットワーク２で録画再生装置３と接続するＰＣ６を操作し
ているとき、録画再生装置３から推薦情報３２７を受け取ることができる。ユーザは、Ｐ
Ｃ６を操作して、Ｗｅｂブラウザを起動し、ＨＴＭＬデータ３２８の送信を録画再生装置
３に要求する。
【００７３】
　Ｗｅｂサーバ機能を有する録画再生装置３のＣＰＵ３０４は、録画再生装置３のＬＡＮ
処理ＬＳＩ部３５で要求情報を受信し、要求情報に基づいてハードディスク３２からＨＴ
ＭＬデータ３２８を読出し、ＬＡＮ処理ＬＳＩ部３５からＰＣ６に送信する（Ｓ４１）。
【００７４】
　ＰＣ６は、ＨＴＭＬデータ３２８を受信し、ＨＴＭＬデータ３２８に基づいてＷｅｂブ
ラウザによってＷｅｂページを表示する（Ｓ４２）。
【００７５】
　ここで、録画再生装置３は、ＤＬＮＡ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｌｉｖｉｎｇ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ　Ａｌｌｉａｎｃｅ）およびＤＬＮＡ規格に対応したＤＭＳ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍｅｄ
ｉａ　Ｓｅｒｖｅｒ）機能を有し、映像サーバとして機能する。また、ＰＣ６は、ＤＬＮ
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Ａ規格に対応したＤＭＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍｅｄｉａ　Ｐｌａｙｅｒ）機能を有するＷ
ｅｂビューアを有している。
【００７６】
　ＤＬＮＡは、加盟各社の製品が互いに互換性を持ち、家庭内で電子装置間のネットワー
クを可能にする規格のことであり、ＤＬＮＡに対応する録画再生装置３は、サーバとして
も機能する。
【００７７】
　映像サーバとしての録画再生装置３は、ＰＣ６からのシーンの再生の指示情報を受信し
、プレイリストデータ３２９に基づいて録画コンテンツ３２２から対応するプレイリスト
コンテンツをＰＣ６に送信する（Ｓ４３）。
【００７８】
　ＰＣ６は、プレイリストコンテンツを受信し、画面に表示させ（Ｓ４４）、ユーザは、
プレイリストコンテンツをＰＣ６の画面で視聴することができる。
【００７９】
（実施の形態の効果）
　本実施の形態の録画再生装置３は、録画した番組をシーンに分割し、シーン毎にメタデ
ータを作成することによって、ユーザの嗜好にあったシーンに関連する推薦情報をユーザ
に通知することができる。また、ユーザは、録画再生装置３とホームネットワーク２を介
して接続されるＰＣ６から、推薦情報や関連商品情報を取得することができる。ユーザが
、興味のあるシーンでブックマーク登録することで、その時間位置を含むシーンの推薦情
報を取得することができ、また、番組の視聴の邪魔にならず、いつでも推薦情報を確認で
きる。また、ユーザは、推薦情報と番組およびシーンとの関連がわかりやすい。
【００８０】
　なお、本発明は、上記した実施の形態に限定されず、本発明の技術思想を逸脱あるいは
変更しない範囲内で種々の変形が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本発明の実施の形態に係る推薦情報通信システムの概略図の一例である。
【図２】本発明の実施の形態に関する録画再生装置の概略構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る本体ソフトウェアの構成を表す概略図の一例である。
【図４】本発明の実施の形態に係るリモコンの構成を示す平面図の一例である。
【図５】本発明の実施の形態に係る受動型の嗜好学習による推薦に関するフローチャート
である。
【図６】本発明の実施の形態に係る能動型のブックマークに対応した推薦に関するフロー
チャートである。
【図７】本発明の実施の形態に係るシーンをＰＣ側で再生するための処理に関するフロー
チャートである。
【符号の説明】
【００８２】
１・・・推薦情報通信システム、２・・・ホームネットワーク、３・・・録画再生装置、
４・・・リモコン、５・・・画像表示装置、６・・・ＰＣ、７・・・インターネット、８
・・・映像コンテンツ配信サーバ、９・・・推薦情報配信サーバ、１０・・・ＥＣサーバ
、３１・・・信号受信部、３２・・・ハードディスク、３３・・・Ｉ／Ｆ部、３４・・・
コントローラＬＳＩ、３５・・・ＬＡＮ処理ＬＳＩ、３６・・・フラッシュメモリ、３７
・・・ＳＲＡＭ、３８・・・３次元ＹＣ分離、３９ａ・・・Ａ／Ｄ部、３９ｂ・・・Ａ／
Ｄ部、３９ｃ・・・ゴーストリダクション、３００・・・ＤＥＭＵＸ、３０１・・・ＭＰ
ＥＧ－2デコーダ、３０２・・・グラフィックエンジン、３０３・・・デジタルフォーマ
ットコンバータ、３０４・・・ＣＰＵ、３１０・・・デジタルチューナＡ、３１１・・・
デジタルチューナＢ、３１２・・・復調部Ａ、３１３・・・復調部Ｂ、３２０・・・本体
ソフトウェア、３２０Ａ・・・ＴＳＰ部、３２１・・・ＥＰＧデータ、３２１Ａ・・・Ｅ
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ＰＧ管理部、３２２・・・録画コンテンツ、３２２Ａ・・・録画再生部、３２３・・・メ
タデータ、３２３Ａ・・・メタデータ作成部、３２４・・・シーンデータ、３２４Ａ・・
・シーン分割部、３２５・・・ブックマークデータ、３２５Ａ・・・ブックマーク作成部
、３２６Ａ・・・嗜好学習部、３２６ａ・・・学習用メタデータ、３２６ｂ・・・キーワ
ード、３２７・・・推薦情報、３２７Ａ・・・推薦情報管理部、３２８・・・ＨＴＭＬデ
ータ、３２８Ａ・・・Ｗｅｂページ作成部、３２９・・・プレイリストデータ、３２９Ａ
・・・プレイリスト作成部、３３０・・・推薦情報プレイリストデータアクセス先情報、
４００・・・テレビ機能操作スイッチ群、４０１・・・ルータービデオ切替スイッチ、４
０２・・・表示機能操作スイッチ、４０３Ａ・・・ブックマークスイッチ、４０３Ｂ・・
・シーン表示スイッチ、４０３Ｃ・・・推薦情報表示スイッチ、４０３Ｄ・・・Ｗｅｂペ
ージ表示スイッチ、４０４・・・シーンスキップスイッチ、４０５・・・記録再生操作ス
イッチ群、４０６・・・数値入力スイッチ群

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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