
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 組選択条件を設定するために使用するキーワードを記憶するキーワード記憶手段と、
　上記キーワード記憶手段に記憶するキーワードを所定のサーバから通信回線を介してダ
ウンロードするダウンロード手段と、
　上記ダウンロード手段でダウンロードされたキーワードを上記キーワード記憶手段に書
き込むキーワード書き込み手段と、
　上記キーワード記憶手段に記憶されているキーワードを使用して設定された番組選択条
件に合致した番組の番組情報を取得する番組情報取得手段 備え
　

　

　ことを特徴とする番組情報 装置。
【請求項２】
　

　ことを特徴とする請求項１に記載の番組情報 装置。
【請求項３】
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番

とを 、
上記キーワード記憶手段は、所定数のキーワードが記憶される固定領域と、所定数のキ

ーワードが記憶される変更領域とを有し、
上記ダウンロード手段でダウンロードされるキーワードは、上記キーワード記憶手段の

変更領域に記憶されるキーワードである
取得

上記番組情報取得手段で取得された番組情報に対応した番組データを記録メディアに記
録するように制御する記録制御手段をさらに備える

取得

上記キーワード記憶手段に記憶されているキーワードを使用して上記番組選択条件を設



　

　ことを特徴とする請求項１に記載の番組情報 装置。
【請求項４】
　上記番組選択条件設定手段は、
　ジャンル毎に、優先度を持つ複数の番組選択条件候補を有しており、
　ユーザの上記ジャンルの選択操作に応じて、選択されたジャンルに対応する、優先度を
持つ複数の番組選択条件候補を番組選択条件として設定する第１の設定手段を有する
　ことを特徴とする請求項３に記載の番組情報 装置。
【請求項５】
　上記番組選択条件設定手段は、上記第１の設定手段で設定された優先度を持つ複数の番
組選択条件を変更し、あるいは上記第１の設定手段で設定された優先度を持つ複数の番組
選択条件に新たな番組選択条件を追加する第２の設定手段を有する
　ことを特徴とする請求項４に記載の番組情報 装置。
【請求項６】
　上記ダウンロード手段でダウンロードされるキーワードの少なくとも一部は、季節性を
持つキーワードである
　ことを特徴とする請求項１に記載の番組情報 装置。
【請求項７】
　上記ダウンロード手段は、ユーザの操作に基づいて、上記サーバから上記キーワードを
ダウンロードする
　ことを特徴とする請求項１に記載の番組情報 装置。
【請求項８】
　上記ダウンロード手段は、所定時間間隔をもって、自動的に、上記サーバから上記キー
ワードをダウンロードする
　ことを特徴とする請求項１に記載の番組情報 装置。
【請求項９】
　

　

　

　

　

　
【請求項１０】
　少なくともキーワードを含む番組選択条件を設定する番組選択条件設定手段と、
　上記番組選択条件設定手段で番組選択条件を設定するために使用するキーワードを記憶
するキーワード記憶手段と、
　上記キーワード記憶手段に記憶するキーワードを所定のサーバから通信回線を介してダ
ウンロードするダウンロード手段と、
　上記ダウンロード手段でダウンロードされたキーワードを上記キーワード記憶手段に書
き込むキーワード書き込み手段と、
　上記番組選択条件設定手段で設定された番組選択条件に合致した番組の番組情報を取得
する番組情報取得手段 備え
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定する番組選択条件設定手段をさらに備え、
上記番組情報取得手段は、上記番組選択条件設定手段で設定された番組選択条件に合致

した番組の番組情報を取得する
取得

取得

取得

取得

取得

取得

キーワード記憶手段に記憶するためのキーワードを所定のサーバから通信回線を介して
ダウンロードするダウンロードステップと、

上記ダウンロードステップでダウンロードされたキーワードを上記キーワード記憶手段
に書き込むキーワード書き込みステップと、

上記キーワード記憶手段に記憶されているキーワードを使用して設定された番組選択条
件に合致した番組の番組情報を取得する番組情報取得ステップとを備え、

上記キーワード記憶手段は、所定数のキーワードが記憶される固定領域と、所定数のキ
ーワードが記憶される変更領域とを有し、

上記ダウンロードステップでダウンロードされるキーワードは、上記キーワード記憶手
段の変更領域に記憶されるキーワードである

ことを特徴とする番組情報取得方法。

とを 、
上記番組選択条件設定手段は、



　
　

　ことを特徴とする番組情報 装置。
【請求項１１】
　上記番組選択条件設定手段は、
　上記第１の設定手段で設定された優先度を持つ複数の番組選択条件を変更し、あるいは
上記第１の設定手段で設定された優先度を持つ複数の番組選択条件に新たな番組選択条件
を追加する第２の設定手段をさらに有する
　ことを特徴とする請求項１０に記載の番組情報 装置。
【請求項１２】
　

　
【請求項１３】
　上記ダウンロード手段でダウンロードされるキーワードの少なくとも一部は、季節性を
持つキーワードである
　ことを特徴とする請求項１０に記載の番組情報 装置。
【請求項１４】
　上記ダウンロード手段は、ユーザの操作に基づいて、上記サーバから上記キーワードを
ダウンロードする
　ことを特徴とする請求項１０に記載の番組情報 装置。
【請求項１５】
　上記ダウンロード手段は、所定時間間隔をもって、自動的に、上記サーバから上記キー
ワードをダウンロードする
　ことを特徴とする請求項１０に記載の番組情報 装置。
【請求項１６】
　
　

　

　

　
　

　
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、例えば放送受信装置等に適用して好適な番組情報 装置

に関する。詳しくは、番組選択条件を設定するために使用するキーワードを所定のサー
バから通信回線を介してダウンロードすることによって、装置にキーワードを入力するた
めのキーボード等の入力手段を設けなくとも新たなキーワードによる番組選択条件の設定
を可能とし、装置を安価に構成できるようにした番組情報 装置 に係るものである。
【０００２】
【従来の技術】
例えば、アナログ地上波放送システムにおいては、各放送局からそれぞれ提供される番組
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ジャンル毎に、優先度を持つ複数の番組選択条件候補を有しており、
ユーザの上記ジャンルの選択操作に応じて、選択されたジャンルに対応する、優先度を

持つ複数の番組選択条件候補を番組選択条件として設定する第１の設定手段を有する
取得

取得

上記番組情報取得手段で取得された番組情報に対応した番組データを記録メディアに記
録するように制御する記録制御手段をさらに備える

ことを特徴とする請求項１０に記載の番組情報取得装置。

取得

取得

取得

少なくともキーワードを含む番組選択条件を設定する番組選択条件設定ステップと、
上記番組選択条件設定ステップで番組選択条件を設定するために使用するキーワードを

記憶するキーワード記憶手段に記憶するためのキーワードを所定のサーバから通信回線を
介してダウンロードするダウンロードステップと、

上記ダウンロードステップでダウンロードされたキーワードを上記キーワード記憶手段
に書き込むキーワード書き込みステップと、

上記番組選択条件設定ステップで設定された番組選択条件に合致した番組の番組情報を
取得する番組情報取得ステップとを備え、

上記番組選択条件設定ステップでは、
ユーザのジャンルの選択操作に応じて、選択されたジャンルに対応する、優先度を持つ

複数の番組選択条件候補を番組選択条件として設定する
ことを特徴とする番組情報取得方法。

の取得 および取得方
法

取得 等



を視聴者に知らせることを目的として、電子番組ガイド情報（以下、「ＥＰＧ（ Electron
ic Program Guide）データ」という）と呼ばれる各番組の内容を示すデータを、特定の放
送局から定期的に配信することが提案されている。このＥＰＧデータは、番組タイトル、
放送日時、放送チャンネル、番組の説明などの情報からなり、視聴者が視聴する番組を決
定する際の判断材料となるものである。
【０００３】
この場合、ＩＲＤ (Integrated Receiver Decoder)は、ＥＰＧデータを送信する放送局か
ら定期的に送られてくるＥＰＧデータを受信してメモリに記憶しておき、視聴者の表示操
作に応じて、このＥＰＧデータをメモリから読み出して外部のモニタに表示する。これに
より視聴者は、モニタに表示されたＥＰＧデータを目視して、視聴する番組を決定するこ
とができる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで従来、上述のようにＥＰＧデータを受信してメモリに記憶しておくものにあって
、例えばジャンル、キーワード、時間帯からなる番組選択条件をユーザが予め設定してお
いたときは、その番組選択条件に合致した番組をＥＰＧデータから検索し、合致した番組
の番組情報をハードディスクドライブ（ＨＤＤ )等の記録メディアに予約録画することが
提案されている。
【０００５】
この番組選択条件を設定するために使用するキーワードが固定されている場合には、ユー
ザ所望の番組を選択するための適切な番組選択条件を設定することが難しくなる。番組を
選択するためにユーザが使用したいキーワードは季節によっても異なってくる。例えば、
春であれば、「春」、「花粉症」、「桜」、「花見」等、夏であれば、「夏」、「甲子園
」、「ダイエット」等のキーワードを使用する頻度は高くなると思われる。
【０００６】
この番組選択条件を設定するために使用するキーワードを取得するために、キーボード等
の入力手段を設けることが考えられる。しかし、その場合には、キーボードの他に漢字変
換などを行うための辞書機能を持たせる等、装置本体が高価となってしまう等の問題があ
る。
【０００７】
　そこで、この発明では、装置にキーワードを入力するためのキーボード等の入力手段を
設けなくとも新たなキーワードによる番組選択条件の設定を可能とし、装置を安価に構成
し得る番組情報 装置 を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　この発明に係る番組情報 装置は、 組選択条件を設定するために使用するキーワー
ドを記憶するキーワード記憶手段と、キーワード記憶手段に記憶するキーワードを所定の
サーバから通信回線を介してダウンロードするダウンロード手段と、このダウンロード手
段でダウンロードされたキーワードをキーワード記憶手段に書き込むキーワード書き込み
手段と、キーワード記憶手段に記憶されているキーワードを使用して設定された番組選択
条件に合致した番組の番組情報を取得する番組情報取得手段 備え

ものである。
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取得 等

取得 番

とを 、キーワード記憶手
段は、所定数のキーワードが記憶される固定領域と、所定数のキーワードが記憶される変
更領域とを有し、ダウンロード手段でダウンロードされるキーワードは、キーワード記憶
手段の変更領域に記憶されるキーワードである

また、この発明に係る番組情報取得方法は、キーワード記憶手段に記憶するためのキー
ワードを所定のサーバから通信回線を介してダウンロードするダウンロードステップと、
このダウンロードステップでダウンロードされたキーワードをキーワード記憶手段に書き
込むキーワード書き込みステップと、キーワード記憶手段に記憶されているキーワードを
使用して設定された番組選択条件に合致した番組の番組情報を取得する番組情報取得ステ
ップとを備え、キーワード記憶手段は、所定数のキーワードが記憶される固定領域と、所



【０００９】
この発明においては、番組選択条件を設定するために使用するキーワードがキーワード記
憶手段に記憶される。このキーワードは所定のサーバから通信回線を介してダウンロード
される。これにより、装置にキーワードを入力するためのキーボード等の入力手段を設け
なくとも新たなキーワードによる番組選択条件の設定が可能となる。
【００１０】
　 、キーワード記憶手段は所定数のキーワードが記憶される固定領域と所定数のキー
ワードが記憶される変更領域とを有するもの 、ダウンロードされるキーワードはそ
の変更領域に記憶され これにより、全てを変更する場合のようにユーザが混乱するこ
とがなくなる。
【００１１】
また、ダウンロードされるキーワードの少なくとも一部は、季節性を持つキーワードとし
てもよい。これにより、ユーザは、ある季節における番組選択条件の設定に使用したいキ
ーワードをキーワード記憶手段に持つ確率が高くなり、ユーザの使い勝手が向上する。
【００１２】
また、ダウンロード手段は、サーバからキーワードをダウンロードすることを、ユーザの
操作に基づいて、あるいは所定時間間隔をもって自動的に、行うようにしてもよい。ユー
ザの操作に基づいて行うことにより、季節が変わるなどしてダウンロードされるサーバ内
のキーワードに変更があり、ユーザが必要とするときのみダウンロードを行うことができ
、無駄なダウンロード動作を回避して通信費を節約できると共に、使用したいキーワード
がユーザの意に反して無くなったりすることを回避できる。一方、所定時間間隔をもって
自動的に行うことにより、季節が変わるなどしてダウンロードされるサーバ内のキーワー
ドに変更があったとき、直ちにそのキーワードをダウンロードしてキーワード記憶手段に
記憶でき、ユーザはそのキーワードを使用できる。
【００１３】
また、番組選択条件設定手段は、ジャンル毎に、優先度を持つ複数の番組選択条件候補を
有しており、ユーザのジャンルの選択操作に応じて、選択されたジャンルに対応する優先
度を持つ複数の番組選択条件候補を番組選択条件として設定する第１の設定手段を有する
ようにしてもよい。これにより、ユーザは、ジャンルを選択するだけで、優先度を持つ複
数の番組選択条件を設定することが可能となり、番組選択条件の設定の煩わしさを軽減で
きる。
【００１４】
　また、番組選択条件設定手段は、第１の設定手段で設定された優先度を持つ複数の番組
選択条件を変更し、あるいは第１の設定手段で設定された優先度を持つ複数の番組選択条
件に新たな番組選択条件を追加する第２の設定手段を有するようにしてもよい。これによ
り、ユーザは、ユーザ所望の番組を選択するための番組選択条件をより適切に設定できる
。
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定数のキーワードが記憶される変更領域とを有し、ダウンロードステップでダウンロード
されるキーワードは、キーワード記憶手段の変更領域に記憶されるキーワードであるもの
である。

また
とされ

る。

この発明に係る番組情報取得装置は、少なくともキーワードを含む番組選択条件を設定
する番組選択条件設定手段と、この番組選択条件設定手段で番組選択条件を設定するため
に使用するキーワードを記憶するキーワード記憶手段と、このキーワード記憶手段に記憶
するキーワードを所定のサーバから通信回線を介してダウンロードするダウンロード手段
と、このダウンロード手段でダウンロードされたキーワードをキーワード記憶手段に書き
込むキーワード書き込み手段と、番組選択条件設定手段で設定された番組選択条件に合致
した番組の番組情報を取得する番組情報取得手段とを備え、番組選択条件設定手段は、ジ
ャンル毎に、優先度を持つ複数の番組選択条件候補を有しており、ユーザのジャンルの選
択操作に応じて、選択されたジャンルに対応する、優先度を持つ複数の番組選択条件候補
を番組選択条件として設定する第１の設定手段を有するものである。



　

　

【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しながら、この発明の実施の形態について説明する。図１は実施の形態
としてのＩＲＤ (Integrated Receiver Decoder)５の構成を示している。このＩＲＤ５は
、アナログ地上波放送システムにおける受信装置を構成するものである。
【００１６】
このＩＲＤ５は、装置全体の動作を制御するシステムコントローラとしてのＣＰＵ (Centr
al Processing Unit)１１を有している。このＣＰＵ１１はバス１４に接続されている。
ＣＰＵ１１にはリモートコマンダ受信部１０が接続されている。受信部１０は、リモート
コマンダから赤外線に重畳されて送信される命令信号Ｓ１を受信し、この命令信号Ｓ１を
電気信号に変換して命令信号Ｓ２を生成し、この命令信号Ｓ２をＣＰＵ１１に送出する。
【００１７】
また、ＩＲＤ５は、ＣＰＵ１１の動作を制御するための制御プログラム等を格納したＲＯ
Ｍ (read only memory)１２と、ＣＰＵ１１のワーキングエリア等として機能するＲＡＭ (r
andom access memory)１３とを有している。これらＲＯＭ１２およびＲＡＭ１３もそれぞ
れバス１４に接続されている。ＣＰＵ１１は、ＲＯＭ１２に格納されている制御プログラ
ムを必要に応じて読み出し、読み出した制御プログラムをＲＡＭ１３に転送して展開する
。そしてＣＰＵ１１は、このようにＲＡＭ１３に展開された制御プログラムを読み出して
実行することによりＩＲＤ５の各回路を制御する。
【００１８】
また、ＩＲＤ５は、受信アンテナで捕らえられた複数の放送信号から所定の放送信号を選
択的に取り出し、当該所定の放送信号に復調処理を施して音声信号および映像信号を得る
チューナ１５を有している。
【００１９】
ＣＰＵ１１は、リモートコマンダ受信部１０から送出された命令信号Ｓ２を解析し、その
結果、ユーザがリモートコマンダにおいて選局操作を行ったと判断した場合には、当該選
局操作に応じたチャンネル選択信号Ｓ３を生成し、これをチューナ１５に送出する。
【００２０】
チューナ１５は、受信アンテナによって受信した複数の放送信号の中からチャンネル選択
信号Ｓ３に応じたチャンネル（放送局）の放送信号を抽出し、その抽出された放送信号に
対して復調処理を施すことにより、音声信号Ｓ５および映像信号Ｓ６を生成する。
【００２１】
また、ＩＲＤ５は、音声信号に対して圧縮符号化処理を施して音声符号化データを得る音
声処理部１６と、映像信号に対して圧縮符号化処理を施して映像符号化データを得る映像
処理部１７とを有している。これら音声処理部１６および映像処理部１７もそれぞれバス
１４に接続されている。
【００２２】
音声処理部１６には、チューナ１５で生成された音声信号Ｓ５が供給される。音声処理部
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また、この発明に係る番組情報取得方法は、少なくともキーワードを含む番組選択条件
を設定する番組選択条件設定ステップと、この番組選択条件設定ステップで番組選択条件
を設定するために使用するキーワードを記憶するキーワード記憶手段に記憶するためのキ
ーワードを所定のサーバから通信回線を介してダウンロードするダウンロードステップと
、このダウンロードステップでダウンロードされたキーワードを上記キーワード記憶手段
に書き込むキーワード書き込みステップと、番組選択条件設定ステップで設定された番組
選択条件に合致した番組の番組情報を取得する番組情報取得ステップとを備え、番組選択
条件設定ステップでは、ユーザのジャンルの選択操作に応じて、選択されたジャンルに対
応する、優先度を持つ複数の番組選択条件候補を番組選択条件として設定するものである
。

この発明においては、ユーザは、ジャンルを選択するだけで、優先度を持つ複数の番組
選択条件を設定することが可能となり、番組選択条件の設定の煩わしさを軽減できる。



１６は、音声信号Ｓ５をアナログ信号からデジタル信号に変換した後、ＭＰＥＧ（ Moving
 Picture Experts Group）規格に基づく符号化方式によって圧縮符号化を行って、音声符
号化データＳ７を得る。
【００２３】
映像処理部１７には、チューナ１５で生成された映像信号Ｓ６が供給される。映像処理部
１７は、映像信号Ｓ６をアナログ信号からデジタル信号に変換した後、ＭＰＥＧ規格に基
づく符号化方式によって圧縮符号化を行って、映像符号化データＳ８を得る。
【００２４】
また、ＩＲＤ５は、多重／分離部１８と、例えばハードディスクドライブ (ＨＤＤ )で構成
される記録メディア部３０とを有している。これら多重／分離部１８および記録メディア
部３０もそれぞれバス１４に接続されている。
【００２５】
　多重／分離部１８には、音声処理部１６で得られる音声符号化データＳ および映像処
理部１７で得られる映像符号化データＳ が供給される。多重／分離部１８は、記録時に
は、これら音声符号化データＳ７および映像符号化データＳ８を多重化して多重化データ
Ｓ２０を生成し、これを記録メディア部３０に送出する。記録メディア部３０では、その
多重化データＳ２０を内蔵する記録メディアに記録する。一方、再生時には、多重／分離
部１８には、記録メディア部３０で再生された所定番組の多重化データＳ２５が供給され
る。多重／分離部１８は、この多重化データＳ２５から音声符号化データおよび映像符号
化データを分離する。
【００２６】
なお、記録メディア部３０に内蔵される記録メディアには、キーワードを記憶するための
キーワード記憶手段を構成するキーワード記憶領域が設けられている。このキーワードは
、例えば自動録画のための番組選択条件を設定するために使用される。本実施の形態にお
いて、キーワード記憶領域には、図２に示すように、２４個のキーワードを記憶できる。
この場合、１６個のキーワードの記憶領域はキーワードの変更が不可能な固定領域とされ
、残りの８個のキーワードの記憶領域はキーワードの変更が可能な変更領域とされている
。
【００２７】
これらキーワード記憶領域には、例えば工場出荷時に、２４個のキーワードが書き込まれ
る。その後は、変更領域に記録される８個のキーワードに関しては、後述するように、イ
ンターネット上のサーバからダウンロードされたキーワードによって変更される。なお、
この変更領域に記憶されるキーワードの少なくとも一部は、例えば旬の話題や季節を反映
した、つまり季節性を有するキーワードとされる。
【００２８】
また、ＩＲＤ５は、多重／分離部１８から出力される音声符号化データＳ２６に対して伸
長復号化処理を施して音声データＳ９を得る音声デコーダ１９と、多重／分離部１８から
出力される映像符号化データＳ２７に対して伸長復号化処理を施して映像データＳ１１を
得る映像デコーダ１９とを有している。
【００２９】
また、ＩＲＤ５は、Ｄ／Ａ変換回路２１と、ＲＧＢエンコーダ２２とを有している。ＲＧ
Ｂエンコーダ２２はバス１４に接続されている。Ｄ／Ａ変換回路２１は、音声デコーダ１
９より出力される音声データＳ９をデジタル信号からアナログ信号に変換してアナログの
音声信号Ｓ１０を生成する。ＲＧＢエンコーダ２２は、映像デコーダ２０より出力される
映像データＳ１１を例えばＮＴＳＣ（ National Television System Committee）方式の輝
度信号および色差信号に変換し、さらにそれらをデジタル信号からアナログ信号に変換し
て映像信号Ｓ１２を生成する。これらＤ／Ａ変換回路２１およびＲＧＢエンコーダ２２で
生成された音声信号Ｓ１０および映像信号Ｓ１２はそれぞれモニタに供給される。モニタ
の画面には映像信号Ｓ１２による映像が表示され、モニタのスピーカから音声信号Ｓ１０
による音声が出力される。
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【００３０】
ところで、アナログ地上波放送システムにおいては、各放送局からそれぞれ提供される番
組を視聴者に知らせることを目的として、ＥＰＧ (Electronic Program Guide)データと呼
ばれる番組の説明データを、特定の放送局から定期的に配信するようになされている。
【００３１】
このＥＰＧデータは、番組毎に生成されるものであり、図３に示すように、番組固有の番
組ＩＤ（ identification）、送信元の放送局番号、送信元の放送局名、番組の開始時間、
番組の長さ（または終了時間）、番組タイトル、当該番組タイトルを補完する番組サブタ
イトル、番組説明及び番組のジャンルのような情報からなり、視聴者が視聴する番組を決
定する際の判断材料となっている。因みに、番組ＩＤ、放送局番号およびジャンルはコー
ドデータで表され、放送局名、番組タイトル、番組サブタイトル及び番組説明はテキスト
データで表され、開始時間および長さは時間データで表される。
【００３２】
上述の特定の放送局は、例えば１週間分のＥＰＧデータを映像信号の垂直帰線消去期間（
ＶＢＩ： Vertical Blanking Interval）に重畳して、例えば深夜や早朝などの時間帯を使
って毎日定期的に送信する。
【００３３】
ＩＲＤ５は、ＶＢＩスライサ２５を有している。このＶＢＩスライサ２５は、バス１４に
接続されている。チューナ１５は、受信アンテナによって捕らえられた複数の放送信号の
中からＥＰＧデータが重畳されているチャンネルの放送信号を抽出し、当該抽出した放送
信号を復調することにより映像信号Ｓ１５を生成し、この映像信号Ｓ１５をＶＢＩスライ
サ２５に送出する。
【００３４】
ＶＢＩスライサ２５は、映像信号Ｓ１５からＥＰＧデータＳ１６を抽出し、これをバス１
４を介してＲＡＭ１３に転送して記憶する。このようにして、ＩＲＤ５は、ＲＡＭ１３に
記憶されているＥＰＧデータＳ１６を毎日更新し、常に最新のＥＰＧデータＳ１６をＲＡ
Ｍ１３に蓄積しておく。
【００３５】
また、ＩＲＤ５は、自動録画設定画面等の種々の設定画面やＥＰＧ画面を表示するための
グラフィックエンジン２６を有している。このグラフィックエンジン２６はバス１４に接
続されている。
【００３６】
例えば、視聴者がリモートコマンダにおいてＥＰＧ画面を表示するための操作を行うと、
リモートコマンダはＥＰＧ画面を表示するための命令信号Ｓ１をリモートコマンダ受信部
１０に送信する。リモートコマンダ受信部１０は、この命令信号Ｓ１を電気信号でなる命
令信号Ｓ２に変換して、これをＣＰＵ１１に送出する。
【００３７】
ＣＰＵ１１は、命令信号Ｓ２が供給されたことを検出すると、ＲＯＭ１２に格納されてい
る文字や記号等の辞書データを基に、ＲＡＭ１３上でＥＰＧデータＳ１６に対してグラフ
ィック処理を施すことによりＥＰＧ画面データＳ１７を生成し、これをバス１４を介して
グラフィックエンジン２６に送出する。
【００３８】
　グラフィックエンジン２６は、ＥＰＧ画面データＳ１７をＮＴＳＣ方式の輝度信号およ
び色差信号に変換すると共にデジタル からアナログ信号に変換することによりＥＰＧ
画像信号Ｓ１８を生成し、これをＲＧＢエンコーダ２２に送出する。ＲＧＢエンコーダ２
２は、映像信号Ｓ１２とＥＰＧ画像信号Ｓ１８とを混合してモニタに出力し、当該ＥＰＧ
画像信号Ｓ１８に応じたＥＰＧ画面をモニタの表示画面に表示する。
【００３９】
また、ＩＲＤ５は、記録メディア部３０に記録されている番組のタイトルの一覧でなる記
録タイトルリストデータ等を蓄積するためのフラッシュメモリ３１を有している。このフ
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ラッシュメモリ３１はバス１４に接続されている。
【００４０】
また、ＩＲＤ５は、電話回線を介してインターネットに接続されているサーバ４０にアク
セスし、上述したように記録メディア部３０のキーワード記憶領域のうち変更領域に記憶
するキーワードをサーバ４０からダウンロードするダウンロード手段としてのモデム３２
を有している。
【００４１】
次に、図１に示すＩＲＤ５の動作を説明する。
まず、通常の受信動作について説明する。
ユーザが、リモートコマンダにおいて選局操作を行うと、リモートコマンダはその選局操
作を示す命令信号Ｓ１をリモートコマンダ受信部１０に送信する。リモートコマンダ受信
部１０は、この命令信号Ｓ１を電気信号でなる命令信号Ｓ２に変換して、これをＣＰＵ１
１に送出する。ＣＰＵ１１は、この命令信号Ｓ２が供給されたことを検出すると、当該選
局操作に応じたチャンネル選択信号Ｓ３を生成し、これをチューナ１５に送出する。
【００４２】
チューナ１５は、受信アンテナによって受信した複数の放送信号の中からチャンネル選択
信号Ｓ３に応じたチャンネル（放送局）の放送信号を抽出し、当該抽出したチャンネルの
放送信号を復調することにより、音声信号Ｓ５および映像信号Ｓ６を生成し、このうち音
声信号Ｓ５を音声処理部１６に送出し、映像信号Ｓ６を映像処理部１７に送出する。
【００４３】
音声処理部１６は、音声信号Ｓ５をアナログ信号からデジタル信号に変換し、その後にＭ
ＰＥＧ規格に基づく符号化方式によって圧縮符号化し、その結果得られる音声符号化デー
タＳ７を多重／分離部１８を介して音声デコーダ１９に送出する。
【００４４】
映像処理部１７は、映像信号Ｓ６をアナログ信号からデジタル信号に変換し、その後にＭ
ＰＥＧ規格に基づく符号化方式によって圧縮符号化し、その結果得られる映像符号化デー
タＳ８を多重／分離部１８を介して映像デコーダ２０に送出する。
【００４５】
　音声デコーダ１９は、音声符号化データＳ を伸長復号化し、その結果得た音声デー
タＳ９をＤ／Ａ変換回路２１に送出する。Ｄ／Ａ変換回路２１は、この音声データＳ９を
デジタル信号からアナログ信号に変換して音声信号Ｓ１０を生成し、この音声信号Ｓ１０
をモニタに出力する。
【００４６】
　映像デコーダ２０は、映像符号化データＳ を伸長復号化し、その結果得た映像デー
タＳ１１をＲＧＢエンコーダ２２に送出する。ＲＧＢエンコーダ２２は、映像データＳ１
１をＮＴＳＣ方式の輝度信号および色差信号に変換し、さらにデジタル信号からアナログ
信号に変換することにより映像信号Ｓ１２を生成し、この映像信号Ｓ１２をモニタに送出
する。
【００４７】
これにより、モニタの表示画面には、ユーザが選択したチャネルの映像が表示され、モニ
タのスピーカから、ユーザが選択したチャネルの音声が出力される。以下、上述したと同
様の動作により、ユーザがリモートコマンダにおいて選局操作を行ってチャネルを変更し
たとき、モニタの表示画面にはその変更したチャネルの映像が表示され、モニタのスピー
カからその変更したチャネルの音声が出力される。
【００４８】
次に、記録動作および再生動作について説明する。
ユーザがリモートコマンダにおいて番組の映像および音声を記録するための操作を行うと
、リモートコマンダは記録動作を行うための命令信号Ｓ１をリモートコマンダ受信部１０
に送信する。リモートコマンダ受信部１０は、この命令信号Ｓ１を電気信号でなる命令信
号Ｓ２に変換してＣＰＵ１１に送出する。
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【００４９】
ＣＰＵ１１は、この命令信号Ｓ２が供給されたことを検出すると、バス１４を介して各回
路の動作を制御することにより、リモートコマンダにおいて指定された映像および音声を
記録するように各部を制御する。この場合、多重／分離部１８は、チューナ１５および音
声処理部１６を順次介して得られる音声符号化データＳ７と、チューナ１５および映像処
理部１７を順次介して得られる映像符号化データＳ８とを多重化して多重化データＳ２０
を生成し、これを記録メディア部３０に転送して内蔵する記録メディア（図示せず）に記
録する。
【００５０】
その際、ＣＰＵ１１は、ユーザによって指定された番組の記録が終了したと判断すると、
ＲＡＭ１３に予め格納されているＥＰＧデータＳ１６を基に、記録メディア部３０に記録
されている番組のタイトルの一覧でなる記録タイトルリストデータＳ２１を生成し、これ
をフラッシュメモリ３１に格納する。ＣＰＵ１１は、記録メディア部３０に新たに番組が
記録される毎に記録タイトルリストデータＳ２１を更新することにより、常に最新の記録
タイトルリストデータＳ２１をフラッシュメモリ３１に蓄積するようになされている。
【００５１】
この状態において、ユーザがリモートコマンダにおいて記録タイトルリスト画面を表示す
るための操作を行うと、リモートコマンダは記録タイトルリスト画面を表示するための命
令信号Ｓ１をリモートコマンダ受信部１０に送信する。リモートコマンダ受信部１０は、
この命令信号Ｓ１を電気信号でなる命令信号Ｓ２に変換して、これをＣＰＵ１１に送出す
る。
【００５２】
ＣＰＵ１１は、命令信号Ｓ２が供給されたことを検出すると、記録タイトルリストデータ
Ｓ２１をＲＡＭ１３に転送し、ＲＯＭ１２に格納されている文字や記号等の辞書データを
基に、ＲＡＭ１３上で記録タイトルリストデータＳ２１に対してグラフィック処理を施す
ことにより記録タイトルリスト画面データＳ２２を生成し、これをバス１４を介してグラ
フィックエンジン２６に送出する。
【００５３】
グラフィックエンジン２６は、記録タイトルリスト画面データＳ２２をＮＴＳＣ方式の輝
度信号および色差信号に変換すると共にデジタル信号からアナログ信号に変換することに
より記録タイトルリスト画像信号Ｓ２３を生成し、これをＲＧＢエンコーダ２２に送出す
る。ＲＧＢエンコーダ２２は、映像信号Ｓ１２と記録タイトルリスト画像信号Ｓ２３とを
混合してモニタに出力し、当該記録タイトルリスト画像信号Ｓ２３に応じた記録タイトル
リスト画面をモニタの表示画面に表示する。
【００５４】
ここで、ユーザが、モニタの表示画面に表示される記録タイトルリスト画面を目視しなが
ら、リモートコマンダにおいて所望の番組の映像および音声を再生するための操作を行う
と、リモートコマンダは再生動作を行うための命令信号Ｓ１をリモートコマンダ受信部１
０に送信する。リモートコマンダ受信部１０は、この命令信号Ｓ１を電気信号でなる命令
信号Ｓ２に変換してＣＰＵ１１に送出する。
【００５５】
ＣＰＵ１１は、この命令信号Ｓ２が供給されたことを検出すると、バス１４を介して各回
路の動作を制御することにより、リモートコマンダにおいて指定された番組の映像および
音声を再生するようになされている。すなわち記録メディア部３０は、内蔵する記録メデ
ィア（図示せず）に記録されている複数の番組の多重化データの中から指定された番組の
多重化データＳ２５を再生し、これを多重／分離部１８に送出する。
【００５６】
　多重／分離部１８は、多重化データＳ２５を音声符号化データＳ２６と映像符号化デー
タＳ２７とに分離し、このうち音声符号化データＳ２６を音声デコーダ１９およびＤ／Ａ
変換回路２１を順次介して音声信号Ｓ を生成し、これをモニタに出力すると共に、映
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像符号化データＳ２７を映像デコーダ２０およびＲＧＢエンコーダ２２を順次介して映像
信号Ｓ を生成し、これをモニタに送出する。
【００５７】
これにより、ユーザの指定に基づいて記録メディア部３０から所定番組の多重化データＳ
２５が再生されるとき、モニタの表示画面にはその所定番組の映像が表示され、モニタの
スピーカからその所定番組の音声が出力される。
【００５８】
次に、自動録画の動作について説明する。
自動録画の設定は、かんたん設定画面をモニタに表示した状態で行うことができる。ユー
ザがリモートコマンダにおいてかんたん設定の操作を行うと、ＣＰＵ１１は、かんたん設
定画面の画面データＳ２２を生成し、これをバス１４を介してグラフィックエンジン２６
に送出する。グラフィックエンジン２６は、かんたん設定画像信号Ｓ２３を生成して、Ｒ
ＧＢエンコーダ２２に送出し、モニタにかんたん設定画面を表示する。
【００５９】
図４は、モニタに表示されるかんたん設定画面の一例を示している。このかんたん設定で
は、「ドラマ」、「スポーツ」、「音楽」、「バラエティ」、「映画」のジャンル、ある
いは「録画設定しない」を選択できる。「ドラマ」、「スポーツ」、「音楽」、「バラエ
ティ」、「映画」のジャンルのいずれかが選択されるときには、自動録画を行うように設
定され、一方「録画設定しない」が選択されるときには、自動録画を行わないように設定
される。
【００６０】
ここで、「ドラマ」、「スポーツ」、「音楽」、「バラエティ」、「映画」のかんたん設
定で選択し得る各ジャンルに対しては、番組選択条件候補が予め用意されている。この各
ジャンルにおける番組選択条件候補のデータは、例えば工場出荷時に記録メディア部３０
の特定の記憶領域に記憶される。図５は、各ジャンルにおける番組選択条件候補の一例を
示している。
【００６１】
例えば、「ドラマ」に対応して、ジャンルが“ドラマ”、キーワードが“新番組”、時間
帯が“指定なし”の優先度▲３▼（優先順位３）の番組選択条件候補、ジャンルが“ドラ
マ”、キーワードが“再放送”、時間帯が“指定なし”の優先度▲４▼（優先順位４）の
番組選択条件候補、およびジャンルが“ドラマ”、キーワードが“ステレオ”、時間帯が
“夜”の優先度▲５▼（優先順位５）の番組選択条件候補が用意されており、かんたん設
定画面で「ドラマ」が選択されるときには、これらの番組選択条件候補が番組選択条件と
して、例えばフラッシュメモリ３１のおまかせ領域に登録される。
【００６２】
図６は、かんたん設定画面で「ドラマ」が選択された場合におけるフラッシュメモリ３１
のおまかせ領域の登録状態を示している。このフラッシュメモリ３１のおまかせ領域の登
録状態は、ユーザがリモートコマンダにおいておまかせ一覧の操作を行うことで、モニタ
におまかせ一覧表示として表示できる。
【００６３】
ユーザがリモートコマンダにおいておまかせ一覧の操作を行うと、ＣＰＵ１１は、フラッ
シュメモリ３１のおまかせ領域の登録状態を基に、おまかせ一覧の画面データＳ２２を生
成し、これをバス１４を介してグラフィックエンジン２６に送出する。グラフィックエン
ジン２６は、おまかせ一覧画像信号Ｓ２３を生成して、ＲＧＢエンコーダ２２に送出し、
モニタにおまかせ一覧画面を表示する。図７は、おまかせ一覧表示の表示例を示している
。
【００６４】
また、本実施の形態においては、上述のかんたん設定画面で設定された番組選択条件とは
別に、ユーザは番組選択条件を新規に設定することができる。この新規設定は、おまかせ
録画設定画面をモニタに表示した状態で行うことができる。ユーザがリモートコマンダに
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おいて新規設定の操作を行うと、ＣＰＵ１１は、おまかせ録画設定画面の画面データＳ２
２を生成し、これをバス１４を介してグラフィックエンジン２６に送出する。グラフィッ
クエンジン２６は、おまかせ録画設定画像信号Ｓ２３を生成して、ＲＧＢエンコーダ２２
に送出し、モニタにおまかせ録画設定画面を表示する。
【００６５】
図８は、モニタに表示されるおまかせ録画設定画面の一例を示している。この新規設定で
は、「ジャンル」、「キーワード」、「時間帯」のそれぞれの項目を選択して個々に設定
できる。ここで、「キーワード」の設定は、上述したように記録メディア部３０のキーワ
ード記録領域に記録されているキーワードのいずれかを指定することで行われる。
【００６６】
この新規設定によって設定された番組選択条件は、１つ設定する毎に、フラッシュメモリ
３１のおまかせ領域の優先順位１の記憶部から順に登録される。例えば、１番目に設定さ
れた番組選択条件は、最も順位の高い優先順位１に登録され、２番目に設定された番組選
択条件は、２番目に順位の高い優先順位２に登録される。
【００６７】
図９は、図８に示すおまかせ録画設定画面で、最初に、ジャンルを“バラエティ”、キー
ワードを“スペシャル”、時間帯を“深夜”とした番組選択条件を登録した場合における
、おまかせ一覧表示の表示例を示している。なお、この図において、優先順位３～５は、
上述したかんたん設定画面でユーザが「ドラマ」を選択することで登録されたものである
。
【００６８】
このように、フラッシュメモリ３１のおまかせ領域に番組選択条件が登録されることによ
り、自動録画が行われるように設定されたことになる。したがって、かんたん設定画面で
ユーザが「録画設定しない」を選択して、自動録画を行わないように設定していても、お
まかせ録画設定画面で、番組選択条件が設定登録されるときには、自動録画が行われるよ
うに設定されることとなる。
【００６９】
また、本実施の形態においては、おまかせ一覧表示が行われている状態で、任意の番組選
択条件の項目を選択することで、その項目内容の削除または変更を行って編集できる。
【００７０】
図１０は、例えば図９に示すおまかせ一覧表示の表示例で、優先順位１の番組選択条件の
項目が選択された場合の表示例を示している。この場合、この項目について、設定削除ま
たは設定変更のいずれかの編集項目が選択可能となる。
【００７１】
図１１は、設定削除の編集項目を選択した場合に表示されるおまかせ録画設定削除画面を
示している。この場合、ユーザがリモートコマンダにおいて削除の操作を行うと、ＣＰＵ
１１は、おまかせ録画設定削除画面の画面データＳ２２を生成し、これをバス１４を介し
てグラフィックエンジン２６に送出する。グラフィックエンジン２６は、おまかせ録画設
定削除画像信号Ｓ２３を生成して、ＲＧＢエンコーダ２２に送出し、モニタにおまかせ録
画設定削除画面を表示する。このおまかせ録画設定削除画面において、「ＯＫ」が選択さ
れるとフラッシュメモリ３１のおまかせ領域からその番組選択条件の項目が削除され、一
方「戻る」が選択されると、削除は行わずに、おまかせ一覧表示の表示状態に戻る。
【００７２】
図１２は、設定変更の編集項目を選択した場合に表示されるおまかせ録画設定画面を示し
ている。この場合、ユーザがリモートコマンダにおいて変更の操作を行うと、ＣＰＵ１１
は、おまかせ録画設定画面の画面データＳ２２を生成し、これをバス１４を介してグラフ
ィックエンジン２６に送出する。グラフィックエンジン２６は、おまかせ録画設定画像信
号Ｓ２３を生成して、ＲＧＢエンコーダ２２に送出し、モニタにおまかせ録画設定画面を
表示する。このおまかせ録画設定画面において、「ジャンル」、「キーワード」、「時間
帯」のそれぞれの項目を任意に変更して、それを登録することができる。
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【００７３】
上述したようにフラッシュメモリ３１のおまかせ領域に番組選択条件が登録されて自動録
画を行うように設定されている場合の動作を説明する。
この場合、ＣＰＵ１１は、ＲＡＭ１３に予め格納されているＥＰＧデータＳ１６を基に、
フラッシュメモリ３１のおまかせ領域に登録されている番組選択条件に該当する番組を、
定期的、例えば一日毎に検索する。この場合、複数の番組選択条件に該当する番組の放送
時間が重なるときは、優先順位の高い番組の方が選択される。ＣＰＵ１１は、このように
検索された自動録画番組に関する情報、つまり番組タイトル、放送局番号、開始時間、長
さ（または終了時間）等の情報を、録画予約情報としてＲＡＭ１３に格納しておく。
【００７４】
そして、ＣＰＵ１１は、ＲＡＭ１３に格納された自動録画番組の録画予約情報に基づいて
、該当する日時に、チューナ１５による選局、記録メディア部３０等の動作を制御し、当
該自動録画番組に係る多重化データＳ２０を記録メディア部３０に内蔵する記録メディア
（図示せず）に記録する。その際、ＣＰＵ１１は、その番組の記録が終了したと判断する
と、記録タイトルリストデータＳ２１を更新し、その記録タイトルリストデータＳ２１を
フラッシュメモリ３１に蓄積する。
【００７５】
次に、モデム３２によるキーワードのダウンロード動作について説明する。このキーワー
ドのダウンロード動作は、例えばリモートコマンダからのユーザの操作に基づいて行われ
る。
【００７６】
リモートコマンダにおいてキーワードダウンロード操作を行うと、リモートコマンダはそ
のキーワードダウンロード操作を示す命令信号Ｓ１をリモートコマンダ受信部１０に送信
する。リモートコマンダ受信部１０は、この命令信号Ｓ１を電気信号でなる命令信号Ｓ２
に変換して、これをＣＰＵ１１送出する。ＣＰＵ１１は、この命令信号Ｓ２が供給された
ことを検出すると、モデム３２にキーワードのダウンロードを行うように制御信号を供給
する。
【００７７】
モデム３２は電話回線を通じてインターネットに接続されているサーバ４０にアクセスし
、キーワードをダウンロードする。モデム３２を介してダウンロードされたキーワードは
、上述したように、記録メディア部３０に内蔵される記録メディアのキーワード記憶領域
のうち変更領域に書き込まれる。このように書き込まれたキーワードは、上述したように
例えば自動録画設定のための番組選択条件を設定するために使用される。
【００７８】
なお、上述せずも、この変更領域に記憶されるキーワードを含めて、キーワード記憶領域
の全体に記憶されているキーワードは、ＲＡＭ１３に記憶されているＥＰＧデータに基づ
いて、キーワードに対応した番組を検索する際のキーワードとしても使用される。また、
キーワードのダウンロード動作は、上述したようにリモートコマンダからのユーザの操作
に基づいて行われる代わりに、所定時間間隔、例えば１日間隔をもって、自動的に、行う
ようにしてもよい。各回のダウンロード動作は、上述したユーザの操作に基づいて行われ
る場合と同様とされる。
【００７９】
また、サーバ４０に格納され、ダウンロードされるキーワードは、上述したように、例え
ば旬の話題や季節を反映した、つまり季節性を有するキーワードとされる。そのため、サ
ーバ４０内のキーワードは、例えば２～３ヶ月に一回等という更新頻度によって更新され
る。なおこの場合、ユーザが、例えばパーソナルコンピュータまたは携帯電話などから文
字入力を行って、自己のＩＲＤ５がダウンロードすべきキーワードをサーバ４０内に登録
可能としてもよい。これにより、ユーザが使用したいキーワードを、サーバ４０からダウ
ンロードすることが可能となる。このようにサーバ４０内にキーワードを登録する場合、
ユーザは、自己を特定するためにユーザＩＤやパスワードを入力することとなる。なお、
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上述せずも、モデム３２を通じてキーワードをダウンロードする場合にも、ユーザＩＤや
パスワードの入力が必要とされる。
【００８０】
以上説明したように、本実施の形態においては、例えば自動録画における番組選択条件を
設定するために使用するキーワードは、モデム３２によりインターネットに接続されたサ
ーバ４０からダウンロードし、このダウンロードしたキーワードを記録メディア部３０に
内蔵された記録メディアのキーワード記憶領域に書き込み保持するものである。そのため
、装置にキーワードを入力するためのキーボード等の入力手段を設けなくとも新たなキー
ワードによる番組選択条件の設定が可能となり、装置を安価に構成できる。
【００８１】
また、本実施の形態においては、キーワード記憶領域を、例えば１６個のキーワードが記
憶される固定領域と、例えば８個のキーワードが記憶される変更領域とを有するものとし
、ダウンロードされるキーワードはその変更領域に記憶される。そのため、キーワード記
憶領域に記憶される全てのキーワードをダウンロードしたキーワードに変更する場合のよ
うにユーザが混乱することがなくなる。
【００８２】
また、本実施の形態においては、ダウンロードされるキーワードの少なくとも一部は季節
性を持つキーワードとされる。そのため、ユーザは、ある季節における番組選択条件の設
定に使用したいキーワードをキーワード記憶領域に持つ確率が高くなり、ユーザの使い勝
手が向上する。
【００８３】
また、本実施の形態においては、モデム３２によるキーワードのダウンロード動作は、例
えばリモートコマンダからのユーザの操作に基づいて、あるいは所定時間間隔をもって自
動的に、行われる。ユーザの操作に基づいて行われる場合には、季節が変わるなどしてダ
ウンロードされるサーバ４０内のキーワードに変更があり、ユーザが必要とするときのみ
ダウンロードを行うことができ、無駄なダウンロード動作を回避して通信費を節約できる
と共に、使用したいキーワードがユーザの意に反して無くなったりすることを回避できる
。一方、所定時間間隔をもって自動的に行う場合には、季節が変わるなどしてダウンロー
ドされるサーバ４０内のキーワードに変更があったとき、直ちにそのキーワードをダウン
ロードしてキーワード記憶領域に記憶でき、ユーザはそのキーワードを使用できる。
【００８４】
また、本実施の形態においては、「ドラマ」、「スポーツ」、「音楽」、「バラエティ」
、「映画」のかんたん設定で選択し得る各ジャンルに対しては、それぞれ優先度（優先順
位）を持つ複数の番組選択条件候補（ジャンル、キーワード、時間帯からなる）が予め用
意されている。そのため、ユーザは、ジャンルを選択するだけで、優先度を持つ複数の番
組情報選択条件を設定することができ、番組選択条件の設定の煩わしさを軽減できる。
【００８５】
また、本実施の形態においては、かんたん設定でフラッシュメモリ３１のおまかせ領域に
登録された複数の番組選択条件の他に、新規な番組選択条件を追加でき、またおまかせ一
覧表示の状態において選択された選択された番組選択条件の項目内容を変更できる。その
ため、ユーザは、ユーザ所望の番組を選択するための番組選択条件をより適切に設定でき
る。
なお、上述実施の形態においては、この発明をＩＲＤ５に適用したものであるが、この発
明はその他の番組情報記録装置に同様に適用できることは勿論である。
【００８６】
【発明の効果】
　この発明によれば、番組選択条件を設定するために使用するキーワードを所定のサーバ
から通信回線を介してダウンロードするものであり、装置にキーワードを入力するための
キーボード等の入力手段を設けなくとも新たなキーワードによる番組選択条件の設定が可
能となり、装置を安価に構成できる。
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【図面の簡単な説明】
【図１】実施の形態としてのＩＲＤの構成を示すブロック図である。
【図２】キーワード記憶領域の構成を示す図である。
【図３】ＥＰＧデータを説明するための図である。
【図４】かんたん設定画面を示す図である。
【図５】各ジャンルにおける番組選択条件候補を示す図である。
【図６】おまかせ領域の登録状態を示す図である。
【図７】おまかせ一覧表示の表示例を示す図である。
【図８】おまかせ録画設定画面を示す図である。
【図９】おまかせ一覧表示の表示例を示す図である。
【図１０】おまかせ一覧表示の表示例を示す図である。
【図１１】おまかせ録画設定削除画面を示す図である。
【図１２】おまかせ録画設定画面を示す図である。
【符号の説明】
５・・・ＩＲＤ、１０・・・リモートコマンダ受信部、１１・・・ＣＰＵ、１２・・・Ｒ
ＯＭ、１３・・・ＲＡＭ、１４・・・バス、１５・・・チューナ、１６・・・音声処理部
、１７・・・映像処理部、１８・・・多重／分離部、１９・・・音声デコーダ、２０・・
・映像デコーダ、２１・・・Ｄ／Ａ変換回路、２２・・・ＲＧＢエンコーダ、２５・・・
ＶＢＩスイッチ、３０・・・記録メディア部、３１・・・フラッシュメモリ、３２・・・
モデム、４０・・・サーバ
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また、この発明によれば、キーワード記憶手段は所定数のキーワードが記憶される固定
領域と所定数のキーワードが記憶される変更領域とを有するものとされ、ダウンロードさ
れるキーワードはその変更領域に記憶されるものであり、全てを変更する場合のようにユ
ーザが混乱することがなくなる。

また、この発明によれば、ユーザは、ジャンルを選択するだけで、優先度を持つ複数の
番組選択条件を設定することが可能となり、番組選択条件の設定の煩わしさを軽減できる
。



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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