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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数チャネルの放送映像情報と番組情報とを受信し、番組情報と特定チャネルの映像信
号を選択的に出力する受信機と、上記受信機から出力された映像情報を蓄積するための蓄
積手段と、表示手段と、ユーザによって操作されるデータ入力手段と、上記受信機および
上記各手段に結合された録画制御プロセッサとからなり、
　上記録画制御プロセッサが、
　上記データ入力手段から入力された検索キーワード群を記憶するためのメモリを有し、
　上記データ入力手段から入力された複数組の検索キーワード群をそれぞれ異なる予約識
別子と対応づけて上記メモリに記憶し、
　上記受信機から出力された番組情報と上記検索キーワード群とを照合して自動録画すべ
き映像を選択し、該選択された映像の番組情報に基いて上記受信機と蓄積手段を制御する
ことによって、上記蓄積手段に映像情報を自動的に蓄積し、
　上記蓄積手段に蓄積された映像を上記予約識別子と対応付けられた複数の録画ファイル
として管理し、上記蓄積手段における各画像ファイルの映像蓄積状況を上記予約識別子と
対応づけて上記表示手段に表示することを特徴とする放送映像自動録画装置。
【請求項２】
　複数チャネルの放送映像情報と番組情報とを受信し、番組情報と特定チャネルの映像信
号を選択的に出力する受信機と、上記受信機から出力された映像情報を蓄積するための蓄
積手段と、表示手段と、ユーザによって操作されるデータ入力手段と、上記受信機および
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上記各手段に結合された録画制御プロセッサとからなり、
　上記録画制御プロセッサが、
　上記データ入力手段から入力された検索キーワード群を記憶するためのメモリを有し、
　上記受信機から出力された番組情報と上記検索キーワード群とを照合して自動録画すべ
き映像を選択し、該選択された映像の番組情報に基いて上記受信機と蓄積手段を制御する
ことによって、上記蓄積手段に映像情報を自動的に蓄積し、
　上記データ入力手段から入力された複数組の検索キーワード群をそれぞれ異なる予約識
別子と対応づけて上記メモリに記憶し、上記蓄積手段に蓄積された映像を上記予約識別子
と対応付けられた録画ファイルとして管理し、
　上記蓄積手段における各画像ファイルの映像蓄積状況を前記予約識別子と対応する図形
によってグラフ化して上記表示手段に表示することを特徴とする放送映像自動録画装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は放送映像自動録画装置に関し、特に、ディジタル放送されたテレビ番組の自動録
画に適した放送映像自動録画装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
テレビ番組を予約録画する場合、通常は、視聴者自身が新聞や雑誌等に掲載されたテレビ
番組欄を参照して録画したい番組を選び、ビデオデッキに番組の放送日時とチャネル、ま
たは各番組に割り当てられた識別コードを入力設定することによって行われる。
通信衛星によるディジタル放送では、例えばＥＰＧと呼ばれる電子番組ガイドが放送され
ているため、ＥＰＧ受信機能を備えた特殊な受信機を使うことによって、テレビ画面上で
番組表を見ることができる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
然るに、ＣＳ放送やＣＡＴＶの普及に伴うディジタル放送の本格化により、受信可能なテ
レビチャネル数が１００チャネルを超える時代になると、番組情報が膨大になるため、視
聴者が上述した新聞、雑誌や電子番組ガイド番組表を参照して番組を取捨選択する方式で
は、番組表の見落しにより、見たい番組が予約漏れとなってしまう可能性が高い。また、
現在の地上波放送のように放送チャネル数が少ない場合でも、視聴者自身が事前に番組表
を見なかったため、気づいた時点では既に所望の放送が終わってという事態が多々経験さ
れている。
【０００４】
本発明の第１の目的は、視聴者自身が番組表をその都度参照しなくても所望の番組を自動
的に録画できる放送映像自動録画装置を提供することにある。
本発明の第２の目的は、テレビチャネル数が増加した場合でも、視聴者が所望する番組を
自動的に録画できる放送映像自動録画装置を提供することにある。
本発明の第３の目的は、互いに関連性の高い複数の番組を時系列的に再生するのに適した
放送映像自動録画装置を提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記第１、第２の目的を達成するために、本発明による放送映像自動録画装置は、ユーザ
が予め指定した検索キーワードを記憶するための手段と、上記放送映像に関する番組情報
を収集するための手段と、上記番組情報と上記検索キーワードと照合することによって録
画対象となる番組を自動的に選択し、受信機を制御して、上記録画対象となった番組の受
信映像を画像ファイルに蓄積するための制御手段とを備えたことを特徴とする。
【０００６】
また、上記第３の目的を達成するために、本発明による放送映像自動録画装置では、上記
検索キーワード記憶手段が、検索キーワードを予約識別子と対応して記憶し、上記制御手
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段が、録画対象となった番組の番組情報を上記予約識別子と関係づけて記憶しておき、画
像ファイルに蓄積された各映像を上記予約識別子と対応づけて管理することを特徴とする
。
【０００７】
更に具体的に述べると、本発明による放送映像自動録画装置は、例えば、複数チャネルの
放送映像情報と番組情報とを受信し、番組情報と特定チャネルの映像信号を選択的に出力
する受信機と、上記受信機から出力された映像情報を蓄積するための蓄積手段と、表示手
段と、ユーザによって操作されるデータ入力手段と、上記受信機および上記各手段に結合
された録画制御プロセッサとからなり、上記録画制御プロセッサが、上記データ入力手段
から入力された検索キーワードを記憶するためのメモリを有し、上記受信機から出力され
た番組情報と上記検索キーワードとを照合して自動録画すべき映像を選択し、該選択され
た映像の番組情報に基いて上記受信機と蓄積手段を制御することによって、上記蓄積手段
に映像情報を自動的に蓄積することを特徴とする。
【０００８】
本発明の１実施例によれば、上記録画制御プロセッサは、選択映像の番組情報を記憶する
ためのメモリを有し、上記番組情報として含まれるチャネル識別情報と放送時刻情報との
基いて上記受信機および蓄積手段を制御する。また、上記録画制御プロセッサは、映像の
蓄積状況を予約識別子と対応づけて表示手段に表示するための機能を有し、例えば、上記
蓄積手段における映像の蓄積状況を上記予約識別子と対応した図形でグラフ化して表示す
ることによって、ユーザによる録画状況の把握を容易にしている。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施例を図面を参照して説明する。
図１は、本発明による放送映像自動録画装置の１実施例を示すブロック図であり、図にお
いて、１はアンテナ２からテレビ放送を受信するための受信機、３は、上記受信機１から
信号線Ｌ１、Ｌ２に出力される映像信号と音声信号とを受信し、受信ＡＶ（映像および音
声）として出力するＡＶ出力装置である。本実施例では、図２で詳述するように、映像、
音声情報と共にアンテナ２から受信される放送番組情報を受信機１で分離し、信号線Ｌ３
を介して抽出回路４に入力する。抽出回路４は、上記放送番組情報からチャネル番号、放
送日時、各番組を特徴づけるキーワード（以下、メタデータという）等の番組データを抽
出し、信号線Ｌ４に出力する。
【００１０】
　５は、上記抽出回路４で抽出された番組データをテーブル形式で蓄積するための番組情
報ファイル、６Ａ、６Ｂは、それぞれ受信機１から出力された映像信号と音声信号をディ
ジタル化するためのＡ／Ｄ変換回路、７は、上記Ａ／Ｄ変換器でディジタル化された映像
と音声を蓄積するための画像ファイル、８Ａ、８Ｂは、それぞれ上記画像ファイル７から
読み出されたディジタル化された映像と音声をアナログ信号に変換するためのＤ／Ａ変換
器であり、 Ｄ／Ａ変換器８Ａ、８Ｂから出力された映像信号と音声信号はＡＶ出力装置
３に入力され、録画映像として出力される。
【００１１】
９は、自動録画に必要な制御動作を行うプロセッサ、１０は、上記プロセッサが実行する
各種のプログラムを格納するためのプログラムメモリ、１１は、後述する各種のデータテ
ーブルを格納するためのデータメモリ、１２は、データおよびコマンド入力のために使用
されるキーボード、１３は、上記出力装置３の表示画面上でカーソルを移動し、画面上に
表示されたアイコンあるいはコマンドを選択するために使用されるマウス装置であり、１
４は、上述した各種の要素を接続する内部バス１４を示す。
【００１２】
図２は、放送映像自動録画装置に適用される受信機１の１例を示す。
ここでは、受信機１が選局する各搬送周波数において、番組情報と複数チャネル分の映像
と音声情報がそれぞれパケット多重して放送される場合について説明する。
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受信機１は、アンテナ２に接続されたチューナ２１と、チューナ２１の出力信号をディジ
タル信号に変換するＡ／Ｄ変換器２２と、上記Ａ／Ｄ変換器２２の出力信号を復調（例え
ば、ＱＰＳＫ復調）し、誤り訂正する復調・訂正回路２３と、上記復調・訂正回路２３か
ら出力されたデータストリーム中に含まれる暗号化されたパケットについて、スクランブ
ルを解除するためのデスクランブル回路２４と、スクランブル解除されたデータ（パケッ
ト）ストリームの中から、番組情報パケットと、目的とする番組の映像、音声パケットを
取り出すためのパケット分離回路２５とを備える。
【００１３】
上記パケット分離回路２５で取り出された番組情報パケットは、信号線Ｌ３に出力され、
目的番組の映像パケットと音声パケットは復号回路２６に供給され、上記復号回路２６に
おいて、これらのパケット中に含まれる、例えばＭＰＥＧ規格で符号化された映像、音声
データが復号化される。上記復号回路２６から出力されたディジタル映像信号と音声信号
は、それぞれ映像用および音声用のＤ／Ａ変換器２７、２８でアナログ信号に変換された
後、信号線Ｌ１、Ｌ２に出力される。
【００１４】
受信機１は、更に、上述した要素２１～２６を接続する内部バス２９と、上記内部バスに
接続された受信機プロセッサ３０、プログラムメモリ３１、データメモリ３２およびイン
タフェース３３を有し、図１に示したプロセッサ９からの指令が、上記インタフェース３
３を介して受信機プロセッサ３０に与えられ、プロセッサ９が指定する任意チャネルの映
像、音声信号を信号線Ｌ１、Ｌ２に取り出せるようになっている。尚、図２と同様の構成
を持つ受信機については、例えば、映像情報メディア学会誌　Vol.51、No.9、pp 1364～1
369に紹介されている。
【００１５】
次に、データメモリ１１と番組情報ファイル５に形成される各種のデータテーブルについ
て説明する。
図３は、メモリ１１に形成される検索キーワードテーブル６０を示す。
検索キーワードテーブル６０は、複数のレコード６０－１、６０－２、．．．からなり、
各レコードは、予約番号６１と、これと対応する複数の検索キーワード６２とを含む。こ
の場合の検索キーワードとしては、例えば、番組のジャンルを示す用語、映画やドラマの
タイトル名、歌手や俳優の名前、スポーツの種類、チーム名などが挙げられる。
上記検索キーワードテーブル６０は、キー入力処理プログラム１００によって生成された
入力画面上で、ユーザがキーボード１２またはマウス２３を操作し、予約番号と検索キー
ワードを入力することによって作成される。
【００１６】
図４は、番組ファイル５に形成される番組情報テーブル７０を示す。
番組情報テーブル７０の各レコード７０－１、７０－２、．．．は、チャネル番号７１と
、放送日時（開始時刻と終了時刻）データ７２と、番組の内容を示す複数の用語（メタデ
ータ）７３とからなり、これらのデータは、抽出回路４によって番組情報パケットから抽
出される。
【００１７】
番組情報は、各データストリームの番組情報パケットによって、例えば、１週間分の情報
を日毎に更新する形式で繰り返して放送される。放送周波数帯域をｍ分割し、各周波数で
パケット多重によってＮチャネル分の映像が放送された場合、合計でＮ×ｍチャネルの映
像が受信可能となる。ここで、１つの周波数で搬送されるデータストリーム中の番組情報
パケットが、そのデータストリームで放送されるＮチャネル分の番組情報を含む場合、上
記周波数帯域の全てのチャネルの番組情報を収集するためには、チューナ２１で受信周波
数を切替ながら番組情報を抽出する必要がある。これに対して、どの周波数のデータスト
リームでも番組情報パケットがＮ×ｍチャネル分の全ての番組情報を含むようにしておけ
ば、周波数を切り替えることなく、任意に選局された周波数で全ての番組情報を収集でき
る。
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【００１８】
番組情報更新プログラム２００は、放送される番組情報の更新頻度に応じた周期で定期的
に実行され、信号線Ｌ７を介して抽出回路４を起動する。１つのデータストリームで全て
の番組情報を提供する放送形式に場合は、一定期間内に上記抽出回路４から出力されるデ
ータを整理することによって、番組情報テーブル７０を編集できる。また、受信周波数の
切替を必要とする放送形式の場合は、信号線Ｌ７を介して受信機１に周波数の切替を指令
し、各周波数毎に上述した動作を繰り返すことによって、番組情報テーブル７０を編集で
きる。
【００１９】
図５は、検索キーワードテーブル６０と番組情報テーブル７０とを照合して生成される録
画予約テーブル８０の構成を示す。
録画予約テーブル８０は複数の予約レコード８０－１、８０－２、．．．からなり、各予
約レコードは、例えば、予約番号８１、チャネル番号８２、放送日時（放送開始時刻と終
了時刻）８３、メタデータ８４、一致率８５、状態コード８６を含む。予約番号８１は、
検索キーワードテーブル６０に登録された予約番号６１と同一のものであり、チャネル番
号８２、放送日時８３およびメタデータ８４等の番組情報は、番組情報テーブル７０から
の複写データされる。なお、上記メタデータ８４に代えて、メタデータと一致した検索キ
ーワードを記憶するようにしてもよい。一致率８５は、検索キーワードテーブル６０に登
録された検索キーワード６２と番組情報テーブル７０に含まれるメタデータ７３との照合
結果を示す。
【００２０】
状態コード８６は、各予約レコードの状態を示し、初期状態では“０”としておく。例え
ば、１つの番組に付随するメタデータが検索キーワードテーブル６０に登録された複数の
予約番号において検索条件を満した場合、録画予約テーブル８０には番組が同一で予約番
号が異なる複数のレコードが形成される。この場合、予約番号の最も小さいレコードを録
画管理対象として残しておき、番組が同一の他のレコードでは、状態コードを“１”「重
複あり」としておく。また、録画予約テーブルの内容を表示した時、ユーザから取り消し
を指定されたレコードについては、状態コードを“２”「録画取り消し」とし、録画中の
番組のレコードは“３”「録画中」、録画を終了したレコードは“４”「録画済み」とす
る。
尚、図５では、予約レコードが予約番号順に配列して示してあるが、予約レコードの配列
は、例えば、放送開始時刻順、予約番号順としてもよい。
【００２１】
図６は、上記録画予約テーブル８０を更新する録画予約更新プログラム３００のフローチ
ャートを示す。
録画予約更新プログラム３００は、検索キーワードテーブル６０の内容が変更された時、
および番組情報テーブル７０が更新された時に自動的に実行され、先ず、録画予約テーブ
ル８０から不要レコードを削除する（ステップ３０１）。ここで、削除対象となるレコー
ドは、録画済みレコード（状態コード“４”）と、重複レコード（状態コード“１”）で
放送終了時刻を過ぎたものである。次に、検索キーワードテーブル６０と番組情報テーブ
ル７０とを照合して、新たに検索された番組について録画予約テーブル８０にレコードを
追加（ステップ３０２）し、録画予約テーブルの修正処理を行う（ステップ３０３）。
【００２２】
修正処理ステップ３０３では、例えば、登録予約テーブル８０のレコードを放送日時順、
予約番号順にソートし、放送時間が他の番組と全面的または部分的に重複するレコードが
あった場合は、番組が同一の場合を除き、そのうちの１つを残して、これと重複する他の
レコードを削除する。
例えば、予約番号が優先度順に設定されている場合は、予約番号の若いレコードを残し、
これと放送時間が重なる他のレコードを削除する。同一予約番号で、時間的に重なる複数
のレコードが存在する場合は、放送開始時刻の速いもの、あるいは一致率の高い番組を優
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先させてもよい。また、予約番号の数値とは無関係に優先度を割り当てた場合は、優先度
情報を検索キーワードテーブル６０に記憶しておき、録画予約テーブル８０の各レコード
が上記優先度情報を含むようにすれば、上述したレコード選択を上記優先度情報を利用し
て行うことができる。また、放送時間の長い１つの番組を残して、短時間の多数の番組を
犠牲にするより、１つの番組を犠牲にして多数の番組を見たいユーザもいるため、放送時
間が重なる複数の番組の中でどれを優先させるかの決定ルールは、ユーザ毎に指定できる
ようにすることが望ましい。
上述した放送時間重複チェック後のテーブル８０において、番組が同一のレコードを検出
し、状態コードを「重複」を示す“１”に設定する。これによって、録画可能な番組が放
送開始時刻順にレコード配列された録画予約テーブル８０が得られる。
【００２３】
図７は、上記録画予約更新プログラム２００における検索キーワードテーブル６０と番組
情報テーブル７０との照合ステップ３０２の詳細を示す。
検索キーワードテーブル６０の各レコードは、番組情報テーブル７０の全てのレコードと
照合され、キーワード６２とメタデータ７３との一致率に基いて、録画予約すべき番組か
否かが判定される。
図７において、記号∀は、データあるいはレコードが複数個ある場合に、変数の値を変え
て、これらのデータあるいはレコードを順次に選択することを意味しており、例えば、ス
テップ３１０は、変数ｔの値を変えることによって、検索キーワードテーブル６０に登録
された各レコード（６０－ｔ）を次々と指定し、検索キーワードテーブル６０に登録され
た全てのレコードについて、以下の手順３１１～３１７を繰り返すことを意味している。
【００２４】
先ず、一致率を示す変数ｎの値を初期値０に設定（ステップ３１１）した後、番組情報テ
ーブル７０のレコード７０－ｉに登録された全てのメタデータ７３について（ステップ３
１２）、上記検索キーワードレコード６０－ｔに登録された全てのキーワード６２（ステ
ップ３１３）と順次に比較し（ステップ３１４）、一致した場合は、変数ｎに１を加算す
る（ステップ３１５）。１つの検索キーワードレコード６０－ｔの全てのキーワードにつ
いて、番組情報レコード７０－ｉの全てのメタデータとの照合が完了した時、一致数を示
す変数ｎの値を評価関数によって評価し（ステップ３１６）、評価結果が正の場合に、上
記番組情報レコード７０－ｉを録画予約テーブル８０に登録する（ステップ３１７）。こ
の場合、録画予約テーブル８０をチェックし、同一のレコードが存在しない場合にのみ、
新たなレコードとして登録する。
【００２５】
上記評価関数がｎの場合、検索キーワードと一致するメタデータが１個以上の番組が録画
対象となる。評価関数がｎ－Ｔの場合は、一致個数ｎが閾値Ｔ以上の番組が録画対象とな
る。また、評価関数をｎ／Ｎi－Ｔiまたはｎ／Ｋjt－Ｔjt（但し、Ｎiは番組情報レコー
ド７０－ｉに登録されたメタデータの個数、Ｋjtは検索キーワードレコード６０－ｔに登
録された検索キーワードの個数、Ｔｉ、Ｔjtは閾値）とした場合、メタデータ数またはキ
ーワード数に対して一定比率以上の一致があった番組が登録対象となる。
尚、各検索キーワードに予め重みＷjtを与えておき、これを検索キーワードテーブル６０
に記憶するようにしておき、一致キーワードの重みを加算して一致度ｎを算出するように
してもよい。
【００２６】
図８と図９は、後述する自動録画プログラム４００によってデータメモリ１１に形成され
る録画管理テーブル９０と録画関連情報テーブル９５を示す。
録画管理テーブル９０は、予約番号９１と、画像ファイル７に蓄積された各映像（音声を
含む）のファイル名称９２との関係を示す複数のレコード９０－１、９０－２、．．．か
らなり、レコード９０－２と９０－３が示すように、同一の番組が予約番号の異なる複数
の検索条件に合致した場合、それぞれ別々のレコードが生成される。録画関連情報テーブ
ル９５は、録画ファイル名称９２と番組情報との関係を記憶するためのもので、この例で
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は、番組情報として、録画予約情報テーブル８０から得られる放送日時９３とメタデータ
９４とを含んでいる。
【００２７】
図１０は、自動録画プログラム４００のフローチャートを示す。
自動録画プログラム４００は、録画予約更新プログラム３００の実行終了時、または後述
する録画開始タイマからの割り込み発生時に実行される。先ず、録画終了タイマがセット
状態か否をチェックする（ステップ４０１）。録画終了タイマは、録画中の番組が終了し
た時点でタイマ割り込みを発生するために使用されるものであり、上記録画終了タイマが
セット状態にあると言うことは、現在、録画ファイル７に映像データが録画中であること
を意味しており、この場合は、何もせずに、このプログラムを終了する。
【００２８】
録画終了タイマがセット状態でない場合は、録画予約テーブル８０を参照して、録画を開
始すべき番組（以下、録画候補と言う）があるか否かをチェックする〈ステップ４０２〉
。録画候補は、録画予約テーブル８０の放送日時８３に記憶されている放送開始時刻と現
在時刻とを比較し、放送開始時刻に至った番組か否かで判断する。録画候補がなければ、
ステップ４０８に進んで次の録画候補を検索する。
ステップ４０２で録画候補があった場合は、チャネル番号８２を指定して、信号線Ｌ８を
介して受信機１に録画開始を指令する。図５では、録画予約された各番組が、チャネル番
号８２と放送日時８３で特定できるものとしているが、受信機１が、番組の特定に選局周
波数指定を必要とする場合は、各録画予約レコード８０－ｉに周波数識別子も記憶してお
き、上記録画開始指令の際に受信機１に受信周波数を指示すればよい。
【００２９】
　受信機１は、上記録画指令を受けると、チューナ２１を目的の周波数に合わせ、パケッ
ト分離回路２５で、受信データストリームから指定チャネルの映像パケットと音声パケッ
トを分離し、信号線Ｌ１、Ｌ２に録画すべき音声信号と映像信号を出力する。これらの信
号は、Ａ／Ｄ変換器６Ａ、６Ｂでディジタル信号に変換され、画像ファイルに記憶される
。
　この時、録画番組に対して新たなファイル名９２が与えられ、録画予約テーブル８０の
上記録画候補に該当したレコードの内容と上記ファイル名９２とに基いて、録画管理テー
ブル９０と録画関連情報テーブル９５に上記録画番組を示す新たなレコードが追加される
（ステップ４０５）。また、上記録画予約テーブル８０において、上記録画候補の状態コ
ード８６が録画中を示すコードに変更され（ステップ４０６）、上記録画候補のレコード
に記憶されている放送終了時刻が録画終了タイマに設定される（ステップ４０７）。
【００３０】
ステップ４０８では、録画予約テーブル８０から、放送開始時刻が現在時刻に最も近い次
の録画候補を検索する。もし、これに該当する録画予約レコードがなければ、このプログ
ラムを終了する。次の録画候補に該当する録画予約レコードがあれば、そのレコードに記
憶されている放送開始時刻を録画開始タイマにセットして（ステップ４１０）、このプロ
グラムを終了する。
上述したように、自動録画プログラム４００を実行したとき、次の録画候補について録画
開始タイマを設定することによって、録画開始時刻にタイマ割り込みを発生させることが
でき、上記録画開始タイマからの割り込み発生時に、ステップ４０４の録画開始指令を実
行するようにすれば、録画予約テーブル８０の登録レコードの中から次々と録画候補を選
択し、且つ、タイマ割り込みで録画指令を発生できる。
【００３１】
録画終了タイマから割り込み発生した場合は、図１１に示すように、受信機１に録画終了
指令を発行し、録画ファイル７でのデータ蓄積動作を停止する（ステップ４５１）。上記
録画終了タイマは、次の録画候補の録画開始時に新たな時刻が設定されるため、番組情報
として提供された放送日時（放送開始時刻と終了時刻）に従って、録画動作の自動的な開
始と終了を交互に繰り返すことができる。
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【００３２】
　録画予約テーブル８０に登録された全てのレコードについて、録画動作を完了した場合
でも、録画予約更新プログラム３３で上記録画予約テーブル８０に新たな予約レコードが
追加された時点で、自動録画プログラム４００が実行されるため、画像ファイル７には次
々と新た番組の映像を蓄積できる。また、上記画像ファイル７への新たな映像（番組）の
蓄積の都度、図８、図９に示した録画管理テーブル９０と録画関連情報テーブル９５に新
たなレコードが追加され、各予約番号と対応して、各ユーザに固有の録画ファイルが構成
される。
【００３３】
画像ファイル７における映像データの蓄積状況は、上記録画管理テーブル９０と録画関連
情報テーブル９５の内容をＡＶ出力装置３の表示画面に適当な表示形式で出力することに
よって、ユーザに伝えることができる。更には、上記蓄積状況表示画面でユーザが番組を
特定した場合は、その番組に対応したファイル名で画像ファイル７をアクセスすることに
よって、また、ユーザが予約番号を特定した場合は、その予約番号と対応するファイル名
で次々とアクセスすることによって、上記画像ファイル７から蓄積映像を読み出し、これ
を表示画面に出力することができる。
【００３４】
図１２は、画像ファイルにおける映像データの蓄積状況を示す録画状況表示画面の１例を
示す。
図（Ａ）において、１１０は、表示画面あるいは表示画面の１部に形成されたウインドウ
であり、１１１は画面のタイトル、１１２（１１２－１～１１２－６）は、予約番号６１
および９１と対応した録画ファイルの表す円筒図形（アイコン）を示す。
この実施例では、各円筒図形１１２が、図（Ｂ）に示すように、斜線で示した現在のデー
タ蓄積量１１２Ａと白抜きで示したメモリ残量１１２Ｂとからなるグラフ表示となってお
り、各円筒図形１１２には、予約番号を示す数字１１３と、上記円筒の全長１１２Ｃに相
当する録画時間を示す数字１１４Ｃと、データ蓄積量１１２Ａに相当する録画時間を示す
数字１１４Ａが付されている。
【００３５】
このように、画像ファイル７における映像の蓄積状況を予約番号対応の図形でグラフ表示
することによって、ユーザに対して、録画状況を一目で判断し、録画再生すべきファイル
を簡単に指定できる操作環境を提供できる。尚、蓄積データ量を予約番号別のファイルで
グラフ表示する場合、各予約番号毎に予めファイル容量（録画時間）を割り当てておく必
要があるが、これは、検索キーワードの入力画面で画像ファイル７の概略的な録画容量（
録画時間）を表示しておき、検索キーワードの登録の際にユーザに各予約番号毎の録画フ
ァイル容量を指定させ、これを検索キーワードテーブル６０に記憶しておけばよい。これ
に代わる方法として、画像ファイル７の蓄積容量を予約済みの録画ファイル個数で均等に
按分し、各録画ファイルの蓄積データ量を棒グラフ表示してもよい。
新たな予約番号での録画ファイルの形成や、既登録検索キーワードの修正を上記録画状況
表示画面１１０を利用して行うようにしてもよい。例えば、表示された複数の円筒図形（
アイコン）のうちの１つ１１２－ｉをカーソルで指定し、ユーザがマウスをダブルクリッ
クした場合は、指定アイコンが示す予約番号での検索キーワードの入力画面を表示し、マ
ウスをクリックした場合は、上記予約番号を持つ録画ファイルの蓄積映像に関する番組情
報の表示画面を出力するようにすればよい。
【００３６】
検索キーワードの入力画面では、キーボード１２からユーザに任意のキーワードを入力さ
せることができる。キーボードからの入力操作に代えて、図１３に示すように、予め用意
されたキーワード群を入力画面１２０に表示しておき、この中からユーザがマウス操作で
用語選択する方式としてもよい。
図１３において、１２１は予約番号の表示領域、１２２Ａ、１２２Ｂは、上記表示領域１
２１に表示された予約番号をアップ、ダウン操作するためのボタン領域、１２３－１～１
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２３－４はキーワードの一例を示す。この実施例では、最初の入力画面で番組のジャンル
名を表す複数の用語を表示しておき、そのうちの１つが選択された時、そのジャンルに関
係した用語群が次の画面で表示され、必要に応じて画面をスクロールしながら、ユーザに
キーワード用語を次々と指定させる。この場合、例えば、用語１２３－３に示すように、
各入力画面においてユーザが選択した用語を反転表示すれば、ユーザによる入力済みキー
ワードの把握が容易になる。
【００３７】
図１４は、録画ファイルの蓄積映像に関する番組情報の表示画面１３０の１例を示し、１
３１は予約番号の表示領域、１３２は録画された番組情報の表示領域、１３３は録画映像
の再生を指示するためのボタン領域である。
図１２に示した録画状況表示画面１１０において、録画ファイルを示す何れかのアイコン
１１２－ｉがクリックされた場合は、このアイコンと対応する予約番号が番号表示領域１
３１に表示され、録画管理テーブル９０と録画関連情報テーブル９５を検索して得られる
上記予約番号と対応する録画ファイルの番組情報（例えば、放送日時９３とメタデータ９
４）が上記番組情報表示領域１３２に表示される。
【００３８】
一方、上記録画状況表示画面１１０で画面タイトル領域１１１がクリックされた場合は、
上記番号表示領域１３１には、画像ファイル７の全体を意味する文字列、例えば“ＡＬＬ
”が表示され、上記番組情報表示領域１３２には、録画関連情報テーブル９５に記憶され
た全ての録画ファイルの番組情報が表示される。尚、抽出回路４が、アンテナで受信され
る番組情報パケットから、番組タイトルを他の一般のメタデータと区別して抽出できる場
合は、テーブル８０および９５において上記番組タイトルを別項目として記憶しておき、
表示領域１３２にこれを表示するようにすればよい。
【００３９】
ユーザが、上記番組情報表示画面１３０において、表示領域１３２に表示された何れかの
番組レコードを指定して再生ボタン領域１３３をクリックした場合、指定された番組の録
画映像を画像ファイル７から読出し、表示画面に出力する。全ての番組を指定して再生ボ
タンがクリックされた場合、あるいは、番組レコードを指定することなく再生ボタンがク
リックされた場合は、表示領域１３２にある全ての番組を順次に画像ファイルから読み出
して、表示画面に出力する。
尚、再生された映像データについては、画像ファイル７から自動的に消去するようにして
もよいが、上記番組情報表示画面１３０の表示領域１３２に、データ消去を指定するエリ
アを設けておき、再生後にユーザが指定した番組について、画像ファイル７とテーブル９
０、９５から録画データと管理データを削除するようにしてもよい。
【００４０】
以上の実施例では、映像情報（含む音声）と番組情報とが１つの受信機１で受信される場
合について説明したが、番組情報が映像情報とは別の通信媒体あるい搬送周波数で供給さ
れる場合、番組情報専用の受信装置を設ければよい。また、実施例では、映像情報と番組
情報とがアンテナから入力される場合について説明したが、これらの情報はインターネッ
トやＣＡＴＶ等の回線から供給されてもよい。
【００４１】
【発明の効果】
以上の実施例から明らかなように、本発明によれば、予めキーワードを登録しておくこと
によって、所望の番組を自動録画できるため、ユーザが番組表を見て番組別に録画操作す
る不便さがなくなる。また、検索キーワード群を録画ファイル識別子（予約番号）と対応
づけて登録し、検索された各番組を上記録画ファイル識別子と対応づけてデータ管理して
おくことによって、蓄積映像データを上記キーワードで特徴づけられた幾つかの特集ファ
イルとしてユーザに提供でき、ユーザに上記特集ファイル毎の映像再生を可能とする。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による放送映像自動録画装置の１実施例を示すブロック図。
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【図２】上記放送映像自動録画装置の受信機１の構成の一例を示す図。
【図３】検索キーワードテーブル６０の構成の１例を示す図。
【図４】番組情報テーブル７０の構成の１例を示す図。
【図５】録画予約テーブル８０の構成の１例を示す図。
【図６】録画予約プログラム３００の機能を示すフローチャート。
【図７】録画予約プログラム３００における検索ステップ３０２の詳細を示す図。
【図８】録画管理テーブル９０の構成の１例を示す図。
【図９】録画関連情報テーブル９５の構成の１例を示す図。
【図１０】自動録画プログラム４００の機能を示すフレーチャート。
【図１１】録画終了プログラムの機能を示すフローチャート。
【図１２】録画状況表示画面１１０の１例を示す図。
【図１３】検索キーワード入力画面の１例を示す図。
【図１４】蓄積映像に関する番組情報の表示画面の１例を示す図。
【符号の説明】
１：受信機　２：アンテナ　３：ＡＶ出力装置　４：番組情報の抽出回路
５：番組情報（メタデータ）ファイル　６：Ａ／Ｄ変換器　７：Ｄ／Ａ変換器
８：録画ファイル　９：プロセッサ　１０：プログラムメモリ
１１：データメモリ　１２：キーボード　１３：マウス
６０：検索キーワードテーブル　７０：番組情報テーブル
８０：録画予約テーブル　９０：録画管理テーブル
９５：録画関連情報テーブル

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１２】

【図１３】
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