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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テレビジョン信号、及びテレビジョン番組情報を伝送することができる情報信号を受信
する受信手段と、テレビジョン番組の受信され処理されたテレビジョン信号を記録する記
録手段と、前記テレビジョン番組情報に含まれる題名情報が少なくとも１つの所与のキー
ワードを含む少なくとも１つのテレビジョン番組を選択する選択手段とを備えた記録装置
であり、
　受信され処理されたテレビジョン信号として前記記録手段により記録されたテレビジョ
ン番組の題名情報の題名片情報の少なくとも１つを、前記選択手段により前記所与のキー
ワードとして使用可能なキーワードとして、検出するキーワード検出手段と、
　前記キーワード検出手段により検出された少なくとも１つの前記キーワードを記憶する
ためのキーワードメモリとを更に備えた記録装置であって、
　前記キーワードメモリが、更に、各キーワードに対する反復カウントを記憶するように
適合され、該反復カウントは、前記キーワード検出手段による該キーワードの別の検出毎
にインクリメントされることができ、
　前記選択手段は、反復カウントが、前記キーワードメモリに記憶された少なくとも１つ
の他の反復カウントの値に依存する選択しきい値を超える値を有するようなキーワードの
みを、テレビジョン番組の選択のために使用することが出来る記録装置。
【請求項２】
　反復カウントが最小しきい値より小さな値を有するようなキーワードを、前記キーワー
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ド検出手段により前記キーワードメモリから定期的に消去することができることを特徴と
する請求項１に記載の記録装置。
【請求項３】
　受信された情報信号から導出されたテレビジョン番組情報を記憶することができるテレ
ビジョン番組メモリを備えたことを特徴とする請求項１に記載の記録装置。
【請求項４】
　選択されたテレビジョン番組のテレビジョン番組情報を表す表示信号の発生が手動で活
性化するようにも適合された表示信号発生手段を備え、
　前記表示信号は、少なくとも１つの選択されたテレビジョン番組のテレビジョン番組情
報を含む記録推奨のリストを表示することができる表示手段に供給されることができ、
　選択され且つ表示されたテレビジョン番組のうちの１つのテレビジョン番組情報が、記
録プログラミング手段により手動的にマークされ、前記記録装置はこのようにしてマーク
されたテレビジョン番組を記録するようにプログラムされることを特徴とする請求項１に
記載の記録装置。
【請求項５】
　前記キーワード検出手段が、キーワードとして最低限の文字数を有する題名片情報のみ
を検出することを特徴とする請求項１に記載の記録装置。
【請求項６】
　少なくとも、前記キーワード検出手段によりキーワードとして除外されるべきである題
名片情報を記憶するように適合された除外メモリを備えたことを特徴とする請求項１に記
載の記録装置。
【請求項７】
　前記記録手段が、前記選択手段により選択されたテレビジョン番組を自動的に記録する
ことを特徴とする請求項１に記載の記録装置。
【請求項８】
　前記受信手段が、コンピュータデータネットワークからの情報信号を受信するように適
合されたことを特徴とする請求項１に記載の記録装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、テレビジョン信号、及びテレビジョン番組情報を伝送する情報信号を受信する
受信手段と、テレビジョン番組の受信され処理されたテレビジョン信号を記録する記録手
段と、テレビジョン番組情報に含まれる題名情報が少なくとも１つの所与のキーワードを
含む少なくとも１つのテレビジョン番組を選択する選択手段とを備えた記録装置に関する
。
【０００２】
冒頭で規定されたような型式の記録装置はＷＯ９３／０５６１８（ＰＣＴ／ＤＥ９２／０
０７３３）から既知であり、ビデオレコーダと、このビデオレコーダを操作するリモコン
とにより構成される。この既知の装置はテレビジョン信号を受信する受信手段を有してお
り、このテレビジョン信号は、テレビジョン番組として、この記録装置に接続されるテレ
ビジョンセットに再生される。信号処理手段で処理された後、テレビジョン番組の受信さ
れたテレビジョン信号は、記録装置の記録手段により、受信され処理されたテレビジョン
信号として記録されることができる。
【０００３】
受信手段はさらに、テレビジョン信号のブランキング期間に伝送される情報信号を受信す
るように適合されている。この情報信号は電子番組ガイドを表すデジタルデータを伝送す
るものであり、このデジタルデータは、例えば次の週内に、テレビジョンチャンネルを介
してテレビ局からのテレビジョン信号として受信することができる、日付、開始時間、終
了時間、及びテレビジョン番組の題名等のテレビジョン番組情報を含んでいる。このよう
な電子番組ガイドは、例えば”電子番組ガイド（欧州通信規格３００７０７）”として知
られている。
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【０００４】
既知のビデオレコーダで受信された情報信号はリモコンに適合されている。リモコンは、
この情報信号から得られる将来のテレビジョン番組のテレビジョン番組情報が記憶される
テレビジョン番組メモリを含んでいる。このリモコンはさらに、それぞれが例えば”ウェ
スタン”、”オペラ”、”ニュース”、又は”ショウ”のような所与のテーマに相当する
複数のキーにより形成される選択手段を有している。それらキーのうちの何れか１つのキ
ーを実行することにより、テレビジョン番組メモリに記憶され、実行されたキーのテーマ
に相当するテレビジョン番組を選択することが可能となる。さらに、キーワード入力モー
ドにおいて、１文字はリモコンの各キーに割り当てられ、それら各キーにより、ビデオレ
コーダのユーザは手動でキーワードを入力することができる。それ故に、テレビジョン番
組メモリに記憶され、例えばテーマ”コメディ”に割り当てられその題名がキーワード”
エルビス”を含むテレビジョン番組を選択するために、テーマ”コメディ”に割り当てら
れたリモートコントロールキーを操作することに加えて、キーワード入力モードにおいて
手動でキーワード”エルビス”を入力することができる。１つ以上の選択されたテレビジ
ョン番組を、既知の記録装置に接続されたテレビジョンセットに表示することができる。
【０００５】
この方法では、テレビジョンセットは、既知の記録装置のユーザが興味のありそうなテレ
ビジョン番組のための記録推奨のリストを表示することができる。記録推奨のリストを表
示することにより、記録装置で記録するときに、ユーザにとって興味のあるテレビジョン
番組の選択を非常に簡単に行うことができる。さらに、記録推奨のリストにより、時間的
にシフトした記録に対して、記録装置のプログラミングを容易に行うことができる。
【０００６】
しかしながら、既知の記録装置では、記録装置の製造者によりリモコンのキーに割り当て
られたテーマは、ユーザにとって興味のあるテーマをほとんど適切に表してはいない。一
方では、例えば”サッカー”、”テニス”、”コンバットスポーツ”、及び”水泳”のよ
うなキーに割り当てられたテーマはスポーツに興味のないユーザによってはほとんど使用
されず、”シリアルズ”のような別のテーマがあらかじめセットされている場合、テレビ
ジョンセットは非常に長い記録推奨のリストを示し、これではテレビジョン番組の選択は
簡略化されない。それ故に、ユーザの興味に適合する記録推奨のリストを得るために、手
動でキーワードを入力することも必要である。テーマをあらかじめセットするためにリモ
コンの多数のキーのうちの１つのキーを操作したり、ユーザのためのキーワードをあらか
じめセットするために多数のキーのうちの１つのキーを操作するのは、簡単で確かなやり
方とはいえず、その結果として、既知の記録装置の操作の簡便性はそれほど高くはない。
その上、テーマの数はリモコンのキーの数で制限を受け、不便でもある。さらに、放送局
は各テレビジョン番組にふさわしいテーマを割り当てるべきであり、各テレビジョン番組
に対して、このテーマに相当する特性コードは、各テレビジョン番組に対する情報信号で
伝送され、記録装置でデコードされるべきであり、このようなやり方はかなりの費用を必
要とする。さらに、逐一キーワードを手動で入力する必要があり、さらに操作の簡便性が
低下する。
【０００７】
本発明は、上記の問題を除去し、冒頭で規定されたような形式の改良された記録装置を提
供することを目的とする。冒頭で規定された型式の記録装置において、この目的は、キー
ワード検出手段が、受信され処理されたテレビジョン信号として記録手段により記録され
たテレビジョン番組の題名情報の題名片情報の少なくとも１つの項目を検出し、少なくと
も１つの検出されたキーワードは前記選択手段により所与のキーワードとして使用される
ことができるようにして達成される。それ故に、ユーザが興味をもっていることから記録
装置によってそのユーザにより記録されたテレビジョン番組の題名を表す題名情報は、こ
のユーザの興味を特徴付ける少なくとも１つのキーワードを決定するために使用されるこ
とができるようになる。例えばＶＰＴプログラミング又はショウビュープログラミング等
のテレビジョン番組を記録するために、キーワードは、ユーザが操作しなくても、又は、
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記録装置のプログラミングの所与の型式に縛られずに、適切に自動的に決定される。自動
的に決定されたキーワードは、それ故に、ユーザの現在の興味にぴったり一致するという
利点がある。
【０００８】
請求項１に記載の記録装置においては、請求項２に記載の構成をとると有利であることが
分かった。これは、全ての自動的に決定されたキーワードは記憶され、それ故にキーワー
ドのデータベースが得られ、これにより、ユーザにより記録されたテレビジョン番組、及
びそのユーザが将来興味をもちそうなテレビジョン番組に関して、ユーザの興味のプロフ
ァイルを非常に正確に表すという利点を有している。記録されたキーワードのうちの少な
くとも１つのキーワードを題名が含むようなテレビジョン番組の記録推奨のリストは、そ
れ故に、ユーザが興味のある多数のテレビジョン番組を含む。
【０００９】
請求項２に記載の記録装置においては、請求項３に記載の構成をとると有利であることが
分かった。この結果として、選択手段が、既に比較的頻繁に検出されそれ故にユーザが特
に興味をもつキーワードを題名に含むようなテレビジョン番組を選択するのみということ
ができるようになる。例えば”マグナム”のようなキーワードの発生のカウントは、もし
次の”マグナム”のさらなるインストールが記録されなければ、インクリメントされない
ため、ユーザの興味の変化が自動的に考慮される。
【００１０】
請求項３に記載の記録装置においては、請求項４に記載の構成をとると有利であることが
分かった。この結果として、まれにしか検出されないキーワードは、キーワードメモリか
ら定期的に（例えば１ヶ月）消去され、それ故に、キーワードメモリの記憶容量は有効に
利用されることができるようになる。さらに、それほど長期間が経過しない間に検出され
たキーワードのみが、ユーザが興味のありそうなテレビジョン番組を決定するために使用
されることがきるようになる。
【００１１】
請求項１に記載の記録装置においては、請求項５に記載の構成をとると有利であることが
分かった。この結果として、次の週内に受信チャンネルを介してテレビ局から受信したテ
レビジョン番組の全てのテレビジョン番組情報は、ユーザが興味のあるテレビジョン番組
を遅れずに選択するように、選択手段に有効に利用できるようになる。
【００１２】
請求項１に記載の記録装置においては、請求項６に記載の構成をとると有利であることが
分かった。ユーザは記録装置の推奨プログラミングキーを操作することができる。この推
奨プログラミングキーは、表示信号発生手段に記録推奨のリストを表す表示信号を発生さ
せることができ、この表示信号は、表示手段を構成するテレビジョンセットに記録推奨の
リストとして表示されることができる。マーキングキーの操作により、記録推奨のリスト
に与えられ選択されたテレビジョン番組の１つは、ユーザにより手動でマークされ、記録
装置はそれ故にこのマークされたテレビジョン番組を記録するようにプログラミングされ
ることができる。これにより、選択されたテレビジョン番組を記録するように記録装置を
プログラミングする特に簡単な方法が得られる。
【００１３】
請求項１に記載の記録装置においては、請求項７に記載の構成をとると有利であることが
分かった。それ故に、題名に使用され、例えば“ｔｈｅ”、“ａｓ”、又は“ｉｎ”等の
題名片情報を形成する単語は、もしそれら単語が文字を例えば３個以下しか有さず、複数
の単語に別の意味も生じ、それ故にユーザの興味分野を表すのに適さなければ、キーワー
ドを決定するためには使用されないようになる。
【００１４】
請求項１に記載の記録装置においては、請求項８に記載の構成をとると有利であることが
分かった。それ故に、例えば”いつ”又は”おそらく”等の題名片情報を形成するある単
語は、これら単語がユーザの興味分野を表すものとして適さないため、キーワードとして
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定義されないようになる。
【００１５】
請求項１に記載の記録装置においては、請求項９に記載の構成をとると有利であることが
分かった。それ故に、記録装置は、ユーザが興味のあるテレビジョン番組を自動的に記録
し、例えば毎晩、このユーザは、日中に記録されそのユーザが大部分に興味をもつテレビ
ジョン番組の選択枝から選択するようになる。これにより、大記憶容量をもつデジタル記
憶メディアにおいてデジタルテレビジョン信号を記録する場合に特に利点がある。
【００１６】
請求項１に記載の記録装置においては、請求項１０に記載の構成をとると有利であること
が分かった。それ故に、テレビジョン番組情報を含む情報信号は、インターネットのよう
なコンピュータデータネットワーク、ケーブルテレビシステムから、又はデータリンクを
経由して記録装置により受信されることができるようになる。
【００１７】
本発明の上述の及び別の形態は、例として以下に記載された実施例から明らかにされ、こ
の実施例を参照して詳細に説明されるだろう。
【００１８】
図１は、記録装置を構成するビデオレコーダ１を示している。該ビデオレコーダ１の出力
端子２からは、該出力端子２に接続された表示手段を形成するテレビジョン装置３に表示
信号Ａを供給することができる。表示信号Ａは、テレビジョン装置３の表示スクリーン４
上にテレビジョン番組として表示することが可能なテレビジョン信号Ｆと、適用可能なら
、表示スクリーン４上に所謂オンスクリーン表示５として表示することができると共にテ
キスト情報を含むＯＳＤ信号とを有している。
【００１９】
放送局６は送信信号Ｕを送信することができ、該信号は受信アンテナ７により受信するこ
とができる。送信信号Ｕは異なるテレビジョン局からの複数のテレビジョン信号Ｆを有し
、これら信号は各々受信チャンネルＥを介して伝送される。送信信号Ｕの周波数帯域によ
り識別される受信チャンネルＥは、例えば、テレビジョン局ＯＲＦ１からのテレビジョン
番組を伝送し且つテレビジョン信号識別情報ＦＫＩにより識別されるテレビジョン信号Ｆ
を伝送する。テレビジョン局ＯＲＦ２、ＡＲＤ、ＺＤＦ及び他のテレビジョン局からのテ
レビジョン番組を伝送し、且つ、それらの幾つかは他のテレビジョン信号識別情報ＦＫＩ
により識別されるテレビジョン信号Ｆは、他の受信チャンネルＥを介して伝送される。
【００２０】
放送局６により送信されるテレビジョン信号Ｆの幾つかにおいて、情報信号Ｉは該テレビ
ジョン信号Ｆのブランキング期間において伝送され、該ブランキング期間においては画像
又は音声情報は伝送されない。情報信号Ｉは、ＶＰＳ（ビデオ番組システム）情報及びテ
レテキスト情報を含むデジタルデータを伝送する。テレビジョン信号Ｆとして受信される
各テレビジョン番組は、与えられたＶＰＳ情報により識別される。更に、情報信号Ｉの該
ＶＰＳ情報は、当該テレビジョン信号Ｆを識別するテレビジョン信号識別情報ＦＫＩも含
んでいる。テレテキスト情報ＴＩは、略３０ないし６０秒毎に繰り返す同一内容を持つ順
次の受信サイクルにおいて、テレテキスト頁として知られているデータブロックの形態の
データブロック情報として受信することができる。テレビジョン信号Ｆのテレテキスト情
報ＴＩは、例えばニュース情報、気象情報及び、なかでも、１以上のテレビジョン局から
のテレビジョン番組のテレビジョン番組情報ＦＰＩのような多数の情報を含むことができ
る。上記テレビジョン番組情報ＦＰＩは、所与のテレビジョン番組の日付、開始時間及び
終了時間、題名を表す題名情報並びにＶＰＳ情報のようなテレビジョン信号識別情報ＦＫ
Ｉを含むような情報であり得る。規則として、テレテキスト情報ＴＩは、例えば次の週に
テレビジョンチャンネルＥを介してテレビジョン信号Ｆとして受信することが可能なテレ
ビジョン番組のテレビジョン番組情報ＦＰＩを含むものとし、該テレビジョン信号はテレ
テキスト情報ＴＩ内に含まれるテレビジョン信号識別情報ＦＫＩにより識別される。受信
アンテナ７により受信される送信信号Ｕは、当該ビデオレコーダ１の入力端子８に供給す
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ることができる。
【００２１】
コンピュータ９は、他のテレビジョン番組情報ＦＰＩを含む他の情報信号Ｉをコンピュー
タデータネットワークのデータリンク１０を介して当該ビデオレコーダ１の情報信号端子
１１に供給することができる。この場合、コンピュータ９は、インターネットに接続され
ると共に多数のテレビジョン局からのテレビジョン番組に関する現在のテレビジョン番組
情報ＦＰＩをデジタルの形態で記憶する所謂サーバを形成する。該コンピュータ９に記憶
されたテレビジョン番組情報ＦＰＩは、当該ビデオレコーダ１によりデータリンク１０を
介して情報信号Ｉとして取り出すことができる。この目的のため、ビデオレコーダ１は呼
び出し情報ＡＢを情報信号端子１１からコンピュータ９を識別するインターネットアドレ
スに対して伝送することができる。呼び出し情報ＡＢが現れた場合、コンピュータ９は、
該コンピュータ９に記憶されたテレビジョン番組情報ＦＰＩを、データリンク１０を介し
て当該ビデオレコーダ１の情報信号端子１１に伝送するようになされる。
【００２２】
ビデオレコーダ１はテレビジョン信号処理装置１２と、記録手段１３とを有している。テ
レビジョン信号処理装置１２は、入力端子８において受信される送信信号Ｕ及び情報信号
端子１１に供給される情報信号Ｉを処理すると共に、受信された情報信号Ｉから独立して
テレビジョン番組情報ＦＰＩを導出するように構成されている。該テレビジョン信号処理
装置１２は、チューナ１５とインターフェース手段１６とにより形成される受信手段１４
を含んでいる。該受信手段１４のインターフェース手段１６は、情報信号端子１１に接続
されると共に、先に説明したように、コンピュータデータネットワークから情報信号Ｉを
受信するようになっている。
【００２３】
チューナ１５は、入力端子８に接続され、受信手段１４により受信可能な少なくとも１つ
の受信チャンネルを介して送信信号Ｕに含まれる少なくとも１つのテレビジョン信号Ｆを
受信すると共に、テレビジョン信号Ｆのブランキング期間において伝送される情報信号Ｉ
を受信するように構成されている。該情報信号はデータブロック情報を含むデータブロッ
クを有すると共に、反復する受信サイクルにおいて受信することができる。この場合、上
記データブロック情報はテレテキスト情報ＴＩにより形成され、上記データブロックはテ
レテキスト頁により形成される。
【００２４】
所謂チューナ電圧ＴＵは、チューナ入力端１７及び１８を介してチューナ１５に供給する
ことができる。チューナ電圧ＴＵが現れた場合、送信信号Ｕにおいて該チューナ電圧によ
り規定される受信チャンネルを介して伝送されるテレビジョン信号Ｆが、該テレビジョン
信号Ｆに含まれ得る情報信号Ｉと共に、チューナ１５のチューナ出力端１９に供給される
。
【００２５】
記録手段１３は記録信号処理段２０を含み、該記録信号処理段にはチューナ出力端１９に
供給された受信テレビジョン信号Ｆを供給することができる。該記録信号処理段２０にお
いて処理された受信テレビジョン信号Ｆは、当該記録手段１３の制御段２１に供給するこ
とができる。記録手段１３は、更に、当該ビデオレコーダ１を制御するための複数のキー
を有するキーパッド２２を含んでいる。これらキーは、記録駆動信号ＡＩを制御段２１に
供給して当該ビデオレコーダ１の記録モードを活性化することができる記録キー２３を含
んでいる。記録手段１３は、記録モードにおいて、テレビジョン番組の受信され且つ処理
されたテレビジョン信号Ｆを記録するように構成されている。この目的のため、制御段２
１からの受信され且つ処理されたテレビジョン信号Ｆは、記録及び再生ライン２４を介し
て磁気テープカセット２６の磁気テープ２５上に記録することができる。ＶＨＳ規格に準
拠した螺旋走査記録及び再生法に従って受信且つ処理されたテレビジョン信号Ｆを記録及
び再生することができる斯様な記録及び再生ライン２４は、古くから知られている。
【００２６】
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キーパッド２２は、ここではショウビュー（Show-View）プログラミングキー２７として
表すキーを有し、該キーにより記録手段１３は、後の時点で受信することができるテレビ
ジョン番組を記録するために周知のショウビュープログラミング法に従ってプログラムす
ることができる。該ショウビュープログラミング法によれば、テレビジョン番組の日付、
開始及び終了時間及びテレビジョン信号識別情報ＦＫＩを識別する所与の数値組合せを、
該テレビジョン番組を記録すべく記録手段１３をプログラムするように入力することがで
きる。ショウビュープログラミングキー２７により記録プログラミング情報ＡＰＩとして
入力された数値組合せは、記録手段１３の記録プログラミング段に供給することができる
。図１には図示しない態様で、記録プログラミング段２８は、計画されたテレビジョン番
組を記録するために、この計画されたテレビジョン番組がビデオレコーダ１により受信さ
れる正確な時点で記録駆動信号ＡＩを制御段２１に供給するように構成されている。
【００２７】
キーパッド２２は、更に、ここでは推奨プログラミングキー２９として示されたキーを有
し、該キーは以下に更に詳細に説明するように、簡単な態様でテレビジョン番組を記録の
ためにプログラミングするのを可能にし、該テレビジョン番組に関しては題名が表示スク
リーン４のオンスクリーン表示５上に表示され、該テレビジョン番組は当該ビデオレコー
ダ１のユーザにより印を付けられる。
【００２８】
キーパッド２２は、更に、ここではマーキングキー３０として示されるキーを有し、該キ
ーにより、以下に更に詳細に説明するように、オンスクリーン表示５上に示されたテキス
ト情報のキャラクタ列に印を付けることができる。
【００２９】
キーパッド２２は、更に、ここでは受信チャンネル選択キー３１として示されるキーを有
し、該キーにより図１には図示しない態様でチューナ電圧ＴＵを発生させてチューナ１５
のチューナ入力端１７に供給することができる。該受信チャンネル選択キー１３の操作は
、当該ビデオレコーダ１のユーザが、受信チャンネルＥを介して送信信号Ｕで伝送される
テレビジョン信号Ｆから１つのテレビジョン信号Ｆを選択することを可能にし、該テレビ
ジョン信号はチューナ１５のチューナ出力端１９に得られる。
【００３０】
チューナ出力端１９上のテレビジョン信号Ｆ及び該テレビジョン信号Ｆのブランキング期
間に存在し得る情報信号Ｉは、当該テレビジョン信号処理装置１２のデコーダ段３２に供
給することができる。該デコーダ段３２は、上記情報信号Ｉ中に存在し得るＶＰＳ情報を
検出するように構成されている。
【００３１】
チューナ出力端１９上のテレビジョン信号Ｆ及び該テレビジョン信号Ｆのブランキング期
間に存在し得る情報信号Ｉは、更に、所謂テレテキストＩＣにより形成される情報検出段
３３にも供給することができる。該情報検出段３３は、受信情報信号Ｉの各受信サイクル
における所与のデータブロックアドレスにより識別されるデータブロック情報を検出し、
かくして該情報信号Ｉに含まれるテレテキスト情報ＴＩを検出するように構成されている
。情報検出段３３は、テレテキスト頁番号ＴＳＮにより形成されるデータブロックアドレ
スを用いてプリセットすることができ、その際には、該情報検出段３３は、受信される情
報信号Ｉの受信サイクルにおいて、該テレテキスト頁番号ＴＳＮにより識別されるテレテ
キスト頁及び該テレテキスト頁に含まれるテレテキスト情報ＴＩを検出するように構成さ
れる。
【００３２】
テレビジョン信号処理装置１２は、更に、少なくとも１つの受信可能なチャンネルＥのテ
レビジョン送信におけるテレビジョン信号Ｆに関して１以上の情報信号Ｉに含まれるテレ
ビジョン番組情報ＦＰＩを検出及び記録し、かくして上記情報検出段３３により検出され
たデータブロック情報に含まれるテレビジョン番組情報ＦＰＩを検出するテレビジョン番
組情報決定手段３４を有している。該テレビジョン番組情報決定手段３４は、更に、情報
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信号Ｉに含まれる他のテレビジョン番組情報ＦＰＩを検出するために情報検出段３３に対
して少なくとも１つの他のデータブロックアドレスをプリセットするようにも構成されて
いる。この目的のため、デコーダ段３２により検出されるＶＰＳ情報及び情報検出段３３
により検出されるテレテキスト情報ＴＩは、テレビジョン番組情報決定手段３４に供給す
ることができる。
【００３３】
テレビジョン番組情報決定手段３４は番組情報決定アルゴリズムを使用し、該アルゴリズ
ムによりテレビジョン番組情報ＦＰＩを、情報検出段３３によりテレビジョン番組情報決
定手段３４に供給されるテレテキスト情報ＴＩから決定することができるが、該アルゴリ
ズムは後で図２に示すフローチャートを参照して説明する。テレビジョン番組情報決定手
段３４はスイッチング段３６を含み、該スイッチング段は、上記テレビジョン番組情報決
定アルゴリズムの実行の間に、前記受信手段１４をテレビジョン信号Ｆのブランキング期
間において少なくとも１つの他の情報信号Ｉを受信するように独立して切り換えることが
でき、これにより他のテレビジョン番組情報Ｉを当該テレビジョン信号処理装置１２によ
り独立して決定することができるようにする。この目的のため、スイッチング段３６はチ
ューナ１５のチューナ入力端１８に接続されると共に、該チューナ１５を制御するチュー
ナ電圧ＴＵを供給することができるようになっている。この構成は、テレビジョン番組情
報決定アルゴリズムの説明において詳述する。
【００３４】
テレビジョン信号処理装置１２は更にデータブロックアドレスメモリ３７を有し、該メモ
リは受信されたテレビジョン信号Ｆを識別するテレビジョン信号識別情報ＦＫＩ又は受信
チャンネル識別情報ＥＫＩの少なくとも１つの項目を、受信チャンネルＥを介して受信さ
れたテレビジョン信号Ｆに含まれる情報信号Ｉのデータブロックを識別する少なくとも１
つの関連するデータブロックアドレスと共に記憶することができる。チューナ１５により
受信することが可能な各受信チャンネルＥは、受信チャンネル識別情報ＥＫＩにより識別
される。例えば、現在市販されているビデオレコーダにおいては、９９の受信チャンネル
Ｅを、その番号が受信チャンネル識別情報ＥＫＩを形成する所謂番組位置に記憶すること
ができる。データブロックアドレスメモリ３７は、テレビジョン信号Ｆを受信することが
可能な受信チャンネルを識別する受信チャンネル識別情報ＥＫＩの各項目に対してテレテ
キスト頁番号ＴＳＮにより形成されるデータブロックアドレスを記憶することができる。
ビデオレコーダ１の製造の間に、受信チャンネル識別情報ＥＫＩの各項目に対してテレテ
キスト頁番号ＴＳＮ＝３０１がデータブロックアドレスメモリ３７に記憶される。何故な
ら、このテレテキスト頁番号ＴＳＮは、現在知られている情報信号Ｉに対して非常にしば
しばテレビジョン番組情報ＦＰＩを含むテレテキスト情報ＴＩを識別するからである。ビ
デオレコーダ１の製造の間に、テレビジョン番組情報ＦＰＩを含むテレテキスト情報ＴＩ
に関係するテレテキスト頁番号ＴＳＮが、テレビジョン信号識別情報ＦＫＩを含むような
情報信号Ｉのテレビジョン信号識別情報ＦＫＩと相関されて、データブロックアドレスメ
モリ３７に記憶される。テレビジョン番組情報決定手段３４は、受信されたテレビジョン
信号Ｆに対する記憶されたテレテキスト頁番号ＴＳＮを、デコーダ段３２により決定され
たテレビジョン信号Ｆのテレビジョン信号識別情報ＦＫＩとデータブロックアドレスメモ
リ３７に記憶されたテレビジョン信号識別情報ＦＫＩとを比較することにより決定するよ
うに構成されている。この構成はフローチャート３５を参照して明らかにされるであろう
。
【００３５】
テレビジョン信号処理装置１２は更に追加情報メモリ３８を含み、該メモリには情報信号
Ｉに関する追加情報ＺＵが、テレビジョン信号Ｆのテレビジョン信号識別情報ＦＫＩ又は
受信チャンネルＥの受信チャンネル識別情報ＥＫＩと相関されて記憶することができる。
斯かる追加情報は、テレビジョン番組情報決定アルゴリズムにおいて受信チャンネルＥを
介して受信されたテレビジョン信号Ｆの情報信号Ｉから既に導出されており、後のテレビ
ジョン番組情報決定アルゴリズムのために有利に使用することができる。該追加情報ＺＵ
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は、例えば、ＶＰＳ情報、ＶＰＴ情報又は時間情報が既にテレテキスト頁のテレテキスト
情報ＴＩにおいて見つかっているという情報か、又はテレテキスト頁がテレテキスト副頁
を有するかについての情報であり得る。テレテキスト副頁は、情報信号Ｉの各受信サイク
ルにおいては受信することのできないテレテキスト情報ＴＩを含んでいる。テレテキスト
頁番号ＴＳＮ＝３０１を有するテレテキスト頁は、例えば、２つのテレテキスト副頁を有
している。この場合、テレテキスト副頁３０１／１のテレテキスト情報のみが情報信号Ｉ
の１以上の受信サイクルにおいて受信され、続いて、テレテキスト副頁３０１／２のテレ
テキスト情報ＴＩのみが１以上の受信サイクルにおいて送信される。追加情報ＺＵは、ど
のテレテキスト頁番号ＴＳＮが情報信号Ｉで送信されたかを示す送信情報とすることもで
きる。
【００３６】
ビデオレコーダ１の製造の間に、テレビジョン信号識別情報ＦＫＩを含む情報信号Ｉに関
する追加情報ＺＵが、該テレビジョン信号識別情報ＦＫＩと相関されて追加情報メモリ３
８に記憶される。テレビジョン番組情報決定手段３４は、受信されたテレビジョン信号Ｆ
に関する記憶された追加情報ＺＵを、デコーダ段３２により検出されたテレビジョン信号
Ｆのテレビジョン信号識別情報ＦＫＩと追加情報メモリ３８に記憶されたテレビジョン信
号識別情報ＦＫＩとを比較することにより決定するよう構成されている。情報信号Ｉに関
する追加情報ＺＵは、前記テレビジョン番組情報決定アルゴリズムにおけるテレビジョン
番組情報ＦＰＩの決定を容易化すると共に高速化する。このことは、フローチャート３５
を参照して、より詳細に説明されるであろう。
【００３７】
テレビジョン信号処理装置１２は更にテレビジョン番組メモリ３９を含み、該メモリには
受信された情報信号Ｉから導出されるテレビジョン番組情報ＦＰＩを記憶することができ
る。該テレビジョン番組情報は、例えば次の週に１以上の受信チャンネルＥを介して１以
上のテレビジョン局から受信することができるテレビジョン番組に関するものである。
【００３８】
以下、テレビジョン番組情報決定手段３４において実行されるテレビジョン番組情報決定
アルゴリズムをフローチャート３５を参照して説明する。フローチャート３５に従う処理
は、ブロック４０において、例えば毎日の午前９：００に、開始する。この時間には殆ど
の受信チャンネルＥが既にテレビジョン信号Ｆを受信することができ、この時間にはビデ
オレコーダは殆ど使用されないことが知られている。先に既に説明したように、テレビジ
ョン番組情報決定アルゴリズムはビデオレコーダ１がユーザにより使用されいない場合に
のみ実行され、結果として、テレビジョン信号処理装置１２は該テレビジョン番組情報決
定アルゴリズムをフローチャート３５に従って独立に実行することができる。
【００３９】
ブロック４０に続いて実行されるブロック４１においては、ビデオレコーダ１が待機モー
ドであるか、又はビデオレコーダ１がユーザにより例えば記録されたテレビジョン番組を
カセット２６から再生するために使用されているか、が確かめられる。ビデオレコーダ１
が待機モードでない場合は、テレビジョン番組情報決定アルゴリズムはブロック４２にお
いて終了される。逆に、ビデオレコーダ１が待機モードである場合は、テレビジョン番組
情報決定アルゴリズムはブロック４３に進む。
【００４０】
ブロック４３においては、スイッチング段３６がチューナ電圧ＴＵをチューナ入力端１８
に供給し、これによりチューナ１５が、受信チャンネルＥ＝１を介して受信することがで
きるテレビジョン信号Ｆをチューナ出力端１９に伝送するようにする。
【００４１】
ブロック４３に続いて実行されるブロック４４においては、チューナ出力端１９に得られ
た上記テレビジョン信号Ｆが該テレビジョン信号Ｆのブランキング期間にテレテキスト情
報ＴＩを含んでいるかが確かめられる。この場合、テレビジョン番組情報決定手段３４は
頁要求情報ＳＡを情報検出段３３に供給し、該情報検出段３３がテレテキスト情報ＴＩを
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検出することができるかをチェックする。該テレビジョン信号Ｆにおいて情報信号Ｉが伝
送されていないため情報検出段３３がテレテキスト情報ＴＩを検出することができない場
合は、フローチャート３５の処理はブロック４５で継続される。
【００４２】
ブロック４５においては、スイッチング段３６がチューナ電圧ＴＵをチューナ入力端１８
に供給し、これによりチューナ１５が、受信チャンネルＥ＝２を介して受信することがで
きるテレビジョン信号Ｆをチューナ出力端１９に伝送するようにする。
【００４３】
ブロック４５に続いて実行されるブロック４６においては、フローチャート３５による処
理において、テレビジョン信号Ｆを受信するために選択することができる全ての受信チャ
ンネルＥが既に選択されたかが確かめられる。テレビジョン信号Ｆを受信するための全て
の受信チャンネルＥが既に選択されている場合は、当該処理はブロック４２で終了する。
逆に、チューナ１５により選択することが可能な全ての受信チャンネルＥが未だ選択され
ていない場合は、処理はブロック４４で継続される。
【００４４】
ブロック４４において、情報信号Ｉが受信チャンネルＥ＝２を介して受信されたテレビジ
ョン信号Ｆにおいて伝送され且つチューナ出力端１９に供給されたことが分かった場合は
、当該処理はブロック４７に進む。ブロック４７においては、テレビジョン番組情報決定
手段３４は、受信された情報信号Ｉに対して情報検出段３３のスイッチング段３６により
規定された優先テレテキスト頁番号ＶＴＳＮにより形成される所与の優先データブロック
アドレスをプリセットすることができる。このような優先テレテキスト頁番号ＶＴＳＮは
、例えばＯＲＦ１、ＯＲＦ２又はＡＲＤのようなテレビジョン局により情報信号Ｉで送信
され、例えば所謂“基本ＴＯＰテーブル”、“マルチ頁テーブル”又は“雑誌目録頁”と
して知られている。ビデオレコーダ１の製造の間に、優先テレテキスト頁番号ＶＴＳＮは
追加情報メモリ３８にテレビジョンチャンネル識別情報ＦＫＩと相関されて記憶される。
ブロック４７の実行の間に、この優先テレテキスト頁番号ＶＴＳＮを含む頁要求情報ＳＡ
が情報検出段３３に供給され、該情報信号Ｉの受信サイクルの終了の際に、又は所与の期
間が経過すると、テレテキスト情報ＴＩが情報検出段３３により検出されたかがチェック
される。情報検出段３３によりテレテキスト情報ＴＩが検出された場合は、この検出され
たテレテキスト情報ＴＩからテレテキスト頁番号ＴＳＮを導出することができる。これら
頁番号は、テレビジョン番組情報ＦＰＩが含まれるような情報信号Ｉのテレテキスト情報
を識別する。本例においては、検出されたテレテキスト頁番号は、情報検出段３３に頁要
求情報ＳＡとして覚えさせることができる。更に、例えばテレテキスト頁のテレテキスト
副頁の数のような追加情報ＺＵを、優先テレテキスト頁番号ＴＳＮにより識別されるテレ
テキスト情報ＴＩから導出することができると共に、追加情報メモリ３８に、選択された
受信チャンネルＥの受信チャンネル識別情報ＥＫＩと相関させて記憶することができる。
次いで、フローチャート３５による処理はブロック４８に進む。
【００４５】
ブロック４７において、所与の優先テレテキスト頁番号に対するテレテキスト情報ＴＩを
情報信号Ｉから導出することができない場合は、フローチャート３５による処理はブロッ
ク４９に進む。ブロック４９においては、スイッチング段３６による受信手段１４の切り
換えの後、テレビジョン番組情報決定手段３４は情報検出段３３を、データブロックアド
レスメモリ３７に記憶され且つテレビジョン信号識別情報ＦＫＩ又は受信されたテレビジ
ョン信号Ｆを識別する受信チャンネル識別情報ＥＫＩに割り当てられたデータブロックア
ドレスに自律的にプリセットし、これにより該データブロックアドレスにより識別される
データブロック情報を決定する。ブロック４９が実行されるにつれて、テレテキスト頁番
号ＴＳＮがデータブロックアドレスメモリ３７から読み出される。該番号は受信チャンネ
ルの番号Ｅ＝２と相関されて記憶されており、その場合に受信チャンネル識別情報ＥＫＩ
を構成し、該番号からはテレビジョン番組情報ＦＰＩが先行するテレビジョン番組情報決
定アルゴリズムにおいて既に導出されている可能性があるか、又は該番号はビデオレコー



(11) JP 4287054 B2 2009.7.1

10

20

30

40

50

ダ１の製造の間に受信チャンネルＥ＝２を介して受信されるテレビジョン信号識別情報Ｆ
ＫＩと相関されて記憶されている。データブロックアドレスメモリ３７から得られたテレ
テキスト頁番号ＴＳＮが情報検出段３３にプリセットされた後、フローチャート３５によ
る処理はブロック４８に進む。
【００４６】
ブロック４８においては、情報検出段３３により検出されるテレテキスト情報ＴＩがテレ
ビジョン番組情報ＦＰＩを含んでいるかがチェックされる。このチェックの第１ステップ
で、該検出されたテレテキスト情報ＴＩがＶＰＴ規格（テレテキストによるビデオレコー
ダのプログラミング）に準拠しているか、及び、更にＶＰＴ情報を含んでいるかが検証さ
れる。該テレテキスト情報ＴＩがＶＰＴ規格に準拠する場合は（これは、例えば、テレビ
ジョン番組情報ＦＰＩを識別する隠された又は可視のＶＰＴ情報がテレテキスト情報ＴＩ
に含まれているようなテレビジョン局ＯＲＦ１、ＯＲＦ２、ＡＲＤ又はＺＤＦにより送信
される情報信号の場合である）、該テレビジョン番組情報ＦＰＩは特に信頼性のある態様
で決定することができる。
【００４７】
ブロック４８のチェックにおける上記第１ステップにおいて、検出されたテレテキスト情
報ＴＩがＶＰＴ規格による隠されたＶＰＴ情報を含んでいないことが分かった場合は、該
チェックの第２ステップにおいて、上記所与のテレテキスト頁番号ＴＳＮに関連付けられ
た隠されたテレテキスト情報ＴＩが所謂“パケット２６”に含まれているかが検証される
。これは、テレテキスト頁番号ＴＳＮにより識別されるテレテキスト情報ＴＩにおけるテ
レビジョン番組情報ＦＰＩを特徴付けるものである。“パケット２６”に含まれる情報は
、ＰＤＣ規格（番組配信コード）で定義されている。
【００４８】
ブロック４８の上記チェックにおける第２ステップにおいて、“パケット２６”がテレテ
キスト頁番号ＴＳＮにより識別されたテレテキスト情報ＴＩ内のテレビジョン番組情報Ｆ
ＰＩの識別のための隠された情報も含んでいないと分かった場合は、第３ステップにおい
て、時間情報に対応するテレテキスト情報ＴＩが情報検出段３３により検出されたテレテ
キスト情報ＴＩに含まれているかがチェックされる。この目的のため、テレテキスト情報
ＴＩは、例えば“ＸＸ：ＸＸ”又は“ＸＸ．ＸＸ”なるフォーマットに従うキャラクタ列
を有するか調査され、ここで、“Ｘ”は“０”ないし“９”の数であり、最初の“Ｘ”は
“０”ないし“２”の数でなければならず、３番目の“Ｘ”は“０”ないし“５”の数で
なければならない。これらのフォーマットは、例えば、“１３：２０”又は“１３．２０
”のような通常の時間表現フォーマットに対応する。これらのフォーマットに従うキャラ
クタ列が、テレテキスト頁にテレビジョン番組の複数の開始時間及び題名を表示する場合
に通常そうであるように、テレテキスト情報ＴＩにおいて所与の時間間隔で反復する時間
情報として検出される場合は、最初の時間情報はテレビジョン番組の開始時間として解釈
され、該数値に続くキャラクタは該テレビジョン番組の題名として解釈され、該テレテキ
スト情報ＴＩ内の後続の時間情報は該テレビジョン番組の終了時間として解釈される。
【００４９】
ブロック４８における前記チェックの第１ステップにおいてテレビジョン番組情報ＦＰＩ
が既に検出されている場合は、該チェックの後続のステップは実行されない。同様に、ブ
ロック４８における前記チェックの第２ステップにおいてテレビジョン番組情報ＦＰＩが
検出される場合は、該チェックの第３ステップは実行されない。
【００５０】
ブロック４８における上記チェックの３つの全てのステップにおいて、情報信号検出段３
３により検出されたテレテキスト情報ＴＩにテレビジョン番組情報ＦＰＩが含まれていな
いことが分かった場合は、フローチャート３５による処理はブロック５０に進む。逆に、
ブロック４８におけるチェックの３つのステップの１つにおいて、テレテキスト情報ＴＩ
内でテレビジョン番組情報ＦＰＩが検出された場合は、フローチャート３５による処理は
ブロック５１に進む。
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【００５１】
ブロック５１においては、テレビジョン番組情報決定手段３４により決定されたテレビジ
ョン番組情報ＦＰＩがテレビジョン番組メモリ３９に記憶される。ブロック５１において
は、テレビジョン番組情報決定手段３４は、データブロック情報がテレビジョン番組情報
ＦＰＩから成功裏に導出された後に、最後にプリセットされたデータブロックアドレスを
データブロックアドレスメモリ３７に、テレビジョン信号識別情報ＦＫＩ又は受信された
テレビジョン信号Ｆを識別する受信チャンネル識別情報ＥＫＩと関連させて自律的に記憶
するようになっている。この場合、情報検出段３３がプリセットされたテレテキスト頁番
号ＴＳＮはデータブロックアドレスメモリ３７に、チューナ１５により受信された受信チ
ャンネルＥの番号に相関されて記憶される。この場合、該番号は受信チャンネル識別情報
ＥＫＩを形成する。次いで、フローチャート３５による処理はブロック５０に進む。
【００５２】
ブロック５０においては、データブロックアドレスメモリ３７から得られた最初のデータ
ブロックアドレスのプリセット後の第１のステップにおいて、テレビジョン番組情報決定
手段３４は、データブロック情報を決定するために、最初のデータブロックアドレスに対
して交互に増加及び減少する番号を有するような他のデータブロックアドレスを順次プリ
セットするようになっている。例えば、データブロックアドレスメモリ３７から得られた
最初のテレテキスト頁番号ＴＳＮ＝３０１のプリセットの後、テレビジョン番組情報決定
手段３４はテレテキスト頁番号ＴＳＮ＝３０２をプリセットし、フローチャート３５のブ
ロック５０における次の動作ではテレテキスト頁番号ＴＳＮ＝３００をプリセットするよ
うになっている。このように、最初のテレテキスト頁番号の周囲のテレテキスト頁番号に
より識別されるテレテキスト情報ＴＩが、既にテレビジョン番組情報ＦＰＩを識別してい
るテレテキスト情報ＴＩが以前のテレビジョン番組情報ＦＰＩを決定する処理で導出され
ているものから決定される。
【００５３】
ブロック５０の第２のステップにおいては、テレビジョン番組情報決定手段３４は、追加
情報メモリ３８が受信された情報信号Ｉに関しプリセットされたテレテキスト頁番号がテ
レテキスト副頁番号を有することを示す追加情報ＺＵを記憶しているなら、上記第１のス
テップにおいてプリセットされたテレテキスト頁番号のテレテキスト副頁番号をプリセッ
トするようになっている。
【００５４】
ブロック５０の第３ステップにおいては、テレビジョン番組情報決定手段３４は、追加情
報メモリ３８が受信された情報信号Ｉで伝送されたテレテキスト頁番号ＴＳＮに関する送
信情報を形成するような追加情報ＺＵを記憶しているかを検証し、答えが肯定的な場合は
ブロック５０の第１ステップにおいてプリセットされたテレテキスト頁番号ＴＳＮが情報
信号Ｉで実際に伝送されたかをチェックし、答えが否定的な場合は他のテレテキスト頁番
号ＴＳＮをプリセットするようになっている。この結果として、データブロック情報の検
出に関し、情報検出段３３は受信される情報信号Ｉで実際に伝送されるデータブロックに
関係するデータブロックアドレスのみにプリセットされるようになる。これは、情報検出
段３３が情報信号Ｉで伝送されないデータブロックアドレスに設定された場合に発生する
であろう待ち時間を防止する。
【００５５】
ブロック５０の第４ステップにおいては、テレビジョン番組情報決定手段３４は、追加情
報メモリ３８に記憶された追加情報ＺＵの評価により当てはまるなら、受信チャンネルＥ
を介してチューナ１５により受信された情報信号Ｉに対し、テレビジョン番組情報ＦＰＩ
を導出することができるようなテレテキスト情報ＴＩを情報信号Ｉにおいて識別する全て
のテレテキスト頁番号ＴＳＮが既にプリセットされているかをチェックするようになって
いる。このような追加情報ＺＵが記憶されていない場合は、情報信号Ｉで伝送される全て
のテレテキスト頁を走査して、これら頁のテレテキスト情報ＴＩに含まれるテレビジョン
番組情報ＦＰＩを探すことも可能である。ブロック５０において、テレビジョン番組情報
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ＦＰＩが成功裏に導出することができるであろうようなテレテキスト情報ＴＩを識別する
テレテキスト頁番号ＴＳＮが見つかった場合は、当該処理はブロック５２で継続される。
【００５６】
ブロック５２においては、ブロック５０において決定されたテレテキスト頁番号ＴＳＮが
情報検出段３３に頁要求情報ＳＡとして供給され、該情報検出段３３により検出されたテ
レテキスト情報ＴＩは、前述したように、ブロック４８においてチェックされる。
【００５７】
ブロック５０において、テレビジョン番組情報ＦＰＩが成功裏に導出することができるで
あろうようなテレテキスト情報ＴＩを識別するテレテキスト頁番号ＴＳＮが検出されない
場合は、当該処理はブロック４５に進む。フローチャート３５による処理を、以下に、一
例を参照して更に詳細に説明する。
【００５８】
記録手段１３の制御段２１は、該記録手段１３が記録モードに設定されている場合に、記
録モード情報ＡＢＩをテレビジョン番組情報決定手段３４に供給する。記録モード情報Ａ
ＢＩが発生する場合、テレビジョン番組情報決定手段３４は、テレビジョン番組情報決定
アルゴリズムの間においてテレビジョン番組メモリ３９に記憶されているテレビジョン番
組情報ＦＰＩを決定するように構成されており、該テレビジョン番組情報ＦＰＩは記録手
段１３によりその時点で記録されるテレビジョン番組に割り当てられるべきである。この
目的のため、テレビジョン番組情報決定手段３４は、記録されるテレビジョン番組を識別
し且つデコーダ段３２により検出されたＶＰＳ情報をテレビジョン番組メモリ３９に記憶
されているＶＰＳ情報と比較するように構成されている。検出されたＶＰＳ情報と記憶さ
れたＶＰＳ情報とが一致する場合は、該記憶されたＶＰＳ情報を含むテレビジョン番組情
報ＦＰＩをテレビジョン番組メモリ３９から読み出すことができる。
【００５９】
テレビジョン信号処理装置１２は更にタイミング段５３を含み、該タイミング段は現在の
時間を表す時間情報ＺＩをテレビジョン番組情報決定手段３４に供給することができる。
この場合、タイミング段５３の時間を初期化するための時間情報ＺＩは、情報検出段３３
により決定されるテレテキスト情報ＴＩから導出することができるか、又はビデオレコー
ダ１のユーザにより図１には図示しない態様で設定することができる。記録モード情報Ａ
ＢＩが発生している場合、ＶＰＳ情報が伝送されていないようなテレビジョン番組のテレ
ビジョン信号Ｆが記録される場合は、テレビジョン番組情報決定手段３４は、テレビジョ
ン番組メモリ３９に記憶され且つ記録手段１３により現在記録されているテレビジョン番
組に関するテレビジョン番組情報ＦＰＩを、タイミング段５３により当該手段に供給され
る時間情報ＺＩと受信された受信チャンネルＥとに基づいて決定するように構成されてい
る。
【００６０】
テレビジョン信号処理装置１２は、更に、記録手段１３により受信され且つ処理されたテ
レビジョン信号Ｆとして記録されるテレビジョン番組の題名情報における題名片情報の少
なくとも１つの項目を決定するキーワード検出手段を有している。この目的のため、キー
ワード検出手段５４は記録手段１３により記録されるテレビジョン番組の題名を受信する
ように構成されており、該題名はテレビジョン番組情報決定手段３４により決定されてい
ると共に前記テレビジョン番組情報に題名情報として含まれている。題名情報は、ワード
又はワードの部分により形成されると共にキーワード検出手段５４によりキーワードとし
て決定することができるような題名片情報に分解される。このことは、後に記載する一例
を参照して更に詳細に説明する。
【００６１】
テレビジョン信号処理装置１２は、更に、キーワード検出手段５４によりキーワード情報
ＳＷＩとして決定された少なくとも１つのキーワードを記憶するためのキーワードメモリ
５５を有している。これにより、全ての自動的に決定されたキーワードが記憶され、かく
してユーザにより記録されたテレビジョン番組に関するユーザの興味の概要及びどの様な
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将来のテレビジョン番組に該ユーザが興味を持ちそうであるかを非常に正確に表すキーワ
ードのデータベースが得られるという利点が得られる。これについては、後に記載する一
例を参照して更に詳細に説明する。
【００６２】
キーワードメモリ５５にはキーワードの発生のカウントを記憶することができ、該カウン
トは該キーワードがキーワード検出手段５４により見付けられる後の各時点においてイン
クリメントされると共に記憶することができる。この場合、キーワード及び関連する反復
カウントはキーワードメモリ５５に図３に示すようなキーワードテーブルとして記憶する
ことができる。その反復カウントが最少しきい値より小さな値を有するようなキーワード
は、キーワード検出手段５４によりキーワードメモリ５５から定期的に消去することがで
きる。キーワード検出手段５４は、題名片情報を、最小数のキャラクタを有する場合は、
キーワードとしてのみ規定するように構成されている。このことは、後に一例を参照して
、より詳細に説明する。
【００６３】
テレビジョン信号処理装置１２は、更に、キーワード検出手段５４によりキーワードとし
て除外されるべき少なくとも題名片情報を記憶するように構成された除外メモリ５７を有
している。ビデオレコーダ１の製造の間に、例えば“もし”又は“多分”又は“対”のよ
うなテキスト情報は除外メモリ５７に記憶される。何故なら、これらワードはユーザの興
味分野を特徴付けないからである。
【００６４】
テレビジョン信号処理装置１２は、更に、テレビジョン番組情報ＦＰＩに含まれる題名が
少なくとも１つの所与のキーワードを含み、且つ、現在受信されている受信チャンネルＥ
とは別のものを介してテレビジョン信号Ｆとして現在若しくは直ぐに受信可能であるか又
は受信可能となるであろう少なくとも１つのテレビジョン番組を選択するための選択手段
５８を有している。この目的のため、選択手段５８はキーワードメモリ５５に記憶された
キーワード情報をテレビジョン番組メモリ３９に記憶されたテレビジョン番組題名情報と
比較するように構成されている。この比較に応答して、選択手段５８は受信推奨又は記録
推奨のリストを発生するようになっており、該リストは、受信手段１４により現在受信さ
れている他の受信チャンネルＥのテレビジョン信号Ｆとして現在若しくは直ぐに受信する
ことができ又は受信することができるであろうテレビジョン番組のテレビジョン番組情報
ＦＰＩを含む。選択手段５８は、その反復カウントが、キーワードメモリ５５に記憶され
た反復カウントの少なくとも１つの他の値に依存する選択しきい値よりも大きな値を有す
るようなキーワードのみをプリセットすることができる。このことは、後に例を参照して
更に詳細に説明する。
【００６５】
テレビジョン信号処理装置１２は、更に、ＯＳＤ挿入手段５９を含んでいる。ＯＳＤ挿入
手段５９は、チューナ１５のチューナ出力端１９に得られるテレビジョン信号Ｆを入力す
るように構成されている。ＯＳＤ挿入手段５９は、磁気テープ２５から記録及び再生ライ
ン２４を介して再生されたテレビジョン信号ＦＷを入力するようにも構成されている。Ｏ
ＳＤ挿入手段５９は、更に、テキスト情報を、選択手段５８により発生された記録推奨の
リストから選択手段５８により決定されたテレビジョン番組情報ＦＰＩの形態で入力する
ようにも構成されている。選択手段５８からＯＳＤ挿入手段５９に供給されるテキスト情
報が発生すると、該ＯＳＤ挿入手段は、該テキスト情報を含む表示信号Ａを発生すると共
に該表示信号を出力端子２に供給するようになっている。このように、選択手段５８及び
ＯＳＤ挿入手段５９は、そのテレビジョン信号が現在受信手段１４により受信されている
テレビジョン番組の検出されたテレビジョン番組情報ＦＰＩを含むような表示信号Ａを自
動的に発生することが可能な表示信号発生手段６０を形成する。更に、表示信号発生手段
６０は、選択手段５８により選択された少なくとも１つのテレビジョン番組のテレビジョ
ン番組情報ＦＰＩを含む表示信号Ａを自動的に発生するようにも構成されている。
【００６６】
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推奨プログラミングキー２９を操作することにより、推奨起動情報ＶＡＩを記録プログラ
ミング段２８と選択手段５８とに供給することができる。推奨起動情報ＶＡＩが発生する
と、このように手動により起動された表示信号発生手段６０は、選択されたテレビジョン
番組のテレビジョン番組情報ＦＰＩを表す表示信号Ａを発生するようになっている。表示
信号発生手段６０により発生される表示信号Ａはテレビジョン装置３により形成される表
示手段に供給され、これにより選択されたテレビジョン番組を含む記録推奨のリストＡＶ
Ｌを表示することができる。ここで、記録プログラミング手段は、推奨プログラミングキ
ー２９として表されたキーにより、マーキングキー３０により、記録プログラミング段２
８により及び表示信号発生手段６０により形成される。該記録プログラミング手段の助け
により、選択され且つ表示されたテレビジョン番組のうちの１つのテレビジョン番組情報
ＦＰＩがユーザにより手動でマーク付けすることができ、これによりビデオレコーダ１を
斯様にマーク付けされた選択されたテレビジョン番組を記録するようにプログラムするこ
とができる。
【００６７】
情報検出段３３により検出されたテレテキスト情報ＴＩは、ＯＳＤ挿入手段５９に供給す
ることができる。ＯＳＤ挿入手段５９に供給されるテレテキスト情報ＴＩが現れると、該
手段はテレテキスト情報ＴＩを含む表示信号Ａを発生すると共に、該表示信号Ａを、テレ
テキスト情報ＴＩを図１には図示しない態様で起動することができるテレテキスト表示モ
ードで表示することができるテレビジョン装置３に供給するようになっている。ビデオレ
コーダ１により、ユーザはテレテキスト情報ＴＩの表示された項目の少なくとも題名片情
報を手動でマーク付けすることができ、これにより該情報をキーワードとして定義すると
共に該キーワードをキーワードメモリ５５に記憶する。
【００６８】
ビデオレコーダ１、従って記録手段１３は、選択手段５８により選択されたテレビジョン
番組を自動的に記録するように構成されている。この目的のために、選択手段５８は記録
プログラミング情報ＡＰＩを記録プログラミング段２８に供給することができる。記録プ
ログラミング情報ＡＰＩは、選択手段５８により選択されたテレビジョン番組の記録をプ
ログラムするのに要する全てのテレビジョン番組情報ＦＰＩを含んでいる。
【００６９】
以下、ビデオレコーダ１の利点を一例を用いて説明する。ここで、ビデオレコーダ１の受
信手段１４は、受信チャンネルＥ＝１においてテレビジョン局ＯＲＦ１からのテレビジョ
ン信号Ｆを、受信チャンネルＥ＝２においてテレビジョン局ＶＯＸからのテレビジョン信
号Ｆを、受信チャンネルＥ＝３においてテレビジョン局ＮＥＤ１からのテレビジョン信号
Ｆを、受信チャンネルＥ＝４においてテレビジョン局ＲＴＬからのテレビジョン信号Ｆを
、及び受信チャンネルＥ＝５においてテレビジョン局Ｃ＋からのテレビジョン信号Ｆを受
信することができるものと仮定する。また、情報信号Ｉはテレビジョン局ＯＲＦ１、ＮＥ
Ｄ１及びＲＴＬからのテレビジョン信号のブランキング期間において送信され、テレビジ
ョン局ＯＲＦ１からの情報信号Ｉは優先テレテキスト頁番号ＴＳＮ＝１Ｆ０（１６進）に
おいて該情報信号Ｉに関する追加情報ＺＵを伝送し、並びにテレビジョン局ＮＥＤ１は所
謂“パケット２６”を及びテレビジョン局ＯＲＦ１はＶＰＴ情報を情報信号内のテレビジ
ョン番組情報ＦＰＩを識別するために送信することに注意されたい。テレビジョン局ＲＴ
Ｌも、その情報信号Ｉでテレビジョン番組情報ＦＰＩを送信するが、この情報はＶＰＴ情
報、“パケット２６”内の情報又は他の隠された情報によっては識別されない。
【００７０】
更に、ビデオレコーダ１に設定された時間（例えば午前９：００）に到達し、該時点にお
いてテレビジョン番組情報決定手段３４は図２に示したフローチャートに従って処理を開
始し、これにより情報信号Ｉに含まれるテレビジョン番組情報ＦＰＩを決定すると仮定す
る。既に前述したように、テレビジョン番組情報決定アルゴリズムはブロック４０におい
て開始する。ブロック４１においては、ビデオレコーダ１が待機モードに設定されている
ことが分かり、かくしてフローチャート３５による処理はブロック４３に進む。
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【００７１】
ブロック４３においては、テレビジョン番組情報決定手段３４はチューナ電圧ＴＵをチュ
ーナ入力端１８供給して、受信チャンネルＥ＝１を介して受信可能なテレビジョン局ＯＲ
Ｆ１からのテレビジョン信号Ｆがチューナ出力端１９で受信されるようにする。
【００７２】
ブロック４４では、前述したように、テレビジョン局ＯＲＦ１からのテレビジョン信号Ｆ
のブランキング期間において情報信号Ｉが送信されていることが検出され、その結果、フ
ローチャート３５による処理はブロック４７に進む。この場合、該テレビジョン信号Ｆを
識別するテレビジョン信号識別情報ＦＫＩを含むＶＰＳ情報も、テレビジョン番組情報決
定手段３４に供給される。
【００７３】
ブロック４７においては、デコーダ段３２により決定されたテレビジョン信号識別情報Ｆ
ＫＩと追加情報メモリ３８に記憶されたテレビジョン信号識別情報ＦＫＩとの比較と、選
択された受信チャンネルＥの番号により形成される受信チャンネル識別情報ＥＫＩ＝１と
追加情報メモリ３８に記憶された受信チャンネル識別情報ＥＫＩとの比較とにより、テレ
ビジョン局ＯＲＦ１からのテレビジョン信号Ｆに関して優先テレテキスト頁番号ＶＴＳＮ
が記憶されているかがチェックされる。この場合、テレビジョン番組情報決定手段３４は
、ビデオレコーダ１の製造の間にテレビジョン局ＯＲＦ１のテレビジョン信号識別情報Ｆ
ＫＩと相関させて追加情報メモリ３８に記憶された優先テレテキスト頁番号ＶＴＳＮ＝１
Ｆ０（１６進）を検出する。次いで、テレビジョン番組情報決定手段３４は、該優先テレ
テキスト頁番号ＶＴＳＮ＝１Ｆ０（１６進）を含む頁要求情報ＳＡを情報検出段３３に供
給するようになる。情報検出段３３により検出されるテレテキスト情報ＴＩから、テレビ
ジョン番組情報決定手段３４は情報信号Ｉがテレテキスト頁番号ＴＳＮ＝３１１により識
別されるテレテキスト情報ＴＩにテレビジョン番組情報ＦＰＩを含むことを知り、該テレ
テキスト頁番号ＴＳＮは受信チャンネル識別情報ＥＫ＝１と相関されて追加情報メモリ３
８に追加情報ＺＵとして記憶される。これらのテレテキスト頁番号ＴＳＮにより識別され
るテレテキスト情報ＴＩから、テレビジョン局ＯＲＦ１により送信されるテレビジョン番
組に関するテレビジョン番組情報ＦＰＩを、フローチャート３５による後続の処理の間に
導出することができる。これにより、テレビジョン番組情報の決定を特別に高速且つ信頼
性をもって実行することができるという利点が得られる。何故なら、テレビジョン番組情
報ＦＰＩは、テレビジョン局ＯＲＦ１により優先テレテキスト頁に定義されたテレテキス
ト頁から直接導出されるからである。
【００７４】
情報検出段３３により検出され且つ優先テレテキスト頁番号ＶＴＳＮにより識別されるテ
レテキスト情報ＴＩからは、更に、例えばテレテキスト頁番号ＴＳＮ＝３１５が２つのテ
レテキスト副頁番号ＴＳＮ＝３１５／１及びＴＳＮ＝３１５／２を有することが分かる。
テレビジョン番組情報決定手段３４は、この情報も、追加情報メモリ３８に受信チャンネ
ル識別情報ＥＫＩ＝１と相関させて追加情報ＺＵとして記憶する。これは、テレビジョン
番組情報ＦＰＩを決定する場合に、テレビジョン番組情報ＦＰＩをテレテキスト副頁に関
するテレテキスト情報ＴＩから特別に高速に且つ信頼性をもって決定することができると
いう利点を有している。何故なら、優先テレテキスト頁番号ＶＴＳＮにより識別されるテ
レテキスト情報ＴＩから、どのテレテキスト頁番号に関してテレテキスト情報ＴＩがテレ
テキスト副頁について利用可能であるかが明らかとなるからである。一方においては、こ
の結果として、テレテキスト頁が如何なるテレテキスト副頁も有さないことを知るために
１以上の受信サイクルを待つ必要がなく、他方においては、テレテキスト副頁からのテレ
テキスト情報ＴＩがテレビジョン番組情報ＦＰＩの決定の際に見過ごされるのを防止する
。
【００７５】
更に、送信情報が優先テレテキスト頁番号ＶＴＳＮにより識別されるテレテキスト情報Ｔ
Ｉから導出され、該送信情報は、どのテレテキスト頁番号に関しテレテキスト情報ＴＩが
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情報信号Ｉで送信されるかを規定する。これらのテレテキスト頁番号ＴＳＮも、追加情報
メモリ３８に、受信チャンネル識別情報ＥＫＩ＝１と相関されて追加情報ＺＵとして記憶
される。この結果として、テレビジョン番組情報決定手段３４は、後では、情報信号Ｉで
実際に送信されるテレテキスト頁番号ＴＳＮにより形成される頁要求情報ＳＡのみに情報
検出段３３をプリセットする。このようにして、情報検出段３３が情報信号Ｉで実際に送
信されないテレテキスト頁番号に設定された場合に発生するであろうような待ち時間を防
止することができるという利点が得られ、斯かる事実はさもなければ情報信号Ｉの１以上
の受信サイクルの後にのみ検出することができる。
【００７６】
最終的に、ブロック４７においては情報検出段３３はテレテキスト情報ＴＩを検出するた
めに頁要求情報ＳＡにプリセットされ、該頁要求情報は、例えば、優先テレテキスト頁番
号ＶＴＳＮのテレテキスト情報ＴＩから導出されるテレテキスト頁番号ＴＳＮ＝３１３を
含む。
【００７７】
追加情報メモリ３８を設けたこと及び該追加情報メモリ３８における受信チャンネルＥに
おいて受信可能なテレビジョン信号Ｆの情報信号Ｉについての追加情報ＺＵの記憶により
、情報信号Ｉに関する追加情報ＺＵが一旦導出されると、該情報が、テレビジョン番組情
報決定アルゴリズムの一層速い実行のために、これら情報信号Ｉからのテレビジョン番組
情報ＦＰＩの後の各導出の間で使用されるという利点が得られる。
【００７８】
ブロック４８においては、テレテキスト頁番号ＴＳＮ＝３１３に対して決定されたテレテ
キスト情報ＴＩが、優先テレテキスト頁番号ＶＳＴＮにおいて定義されたように、実際に
テレビジョン番組情報ＦＰＩを含んでいるかがチェックされる。前述したように、ブロッ
ク４８におけるチェックの第１ステップにおいては、検出されたテレテキスト情報ＴＩに
ＶＰＴ情報が含まれているかが確かめられるが、これはテレビジョン局ＯＲＦ１からの検
出されたテレテキスト情報ＴＩの場合である。
【００７９】
例えば同日の午後にテレビジョン局ＯＲＦ１からのテレビジョン信号Ｆにおいて受信可能
であろう例えば該テレビジョン局ＯＲＦ１の４つのテレビジョン番組に関し、斯様にして
決定されるテレビジョン番組情報ＦＰＩはブロック５１においてテレビジョン番組メモリ
３９に記憶される。これにより、テレビジョン番組情報決定アルゴリズムが完了すると、
異なるテレビジョン局の多数のテレビジョン番組のテレビジョン番組情報ＦＰＩがテレビ
ジョン番組メモリ３９に記憶され、後に、これらのテレビジョン番組の個々のものを選択
手段５８により選択することができると共にテレビジョン装置３の表示スクリーン４上に
表示することができるという利点が得られる。更に、テレビジョン番組メモリ３９の記憶
容量は、特別に効率的に使用される。何故なら、テレビジョン番組情報ＦＰＩがテレテキ
スト情報ＴＩから導出され、該テレビジョン番組情報ＦＰＩのみがテレビジョン番組メモ
リ３９に記憶されるからである。
【００８０】
更に、ブロック５１においては、テレテキスト頁番号ＴＳＮ＝３１３が、データブロック
アドレスメモリ３７に受信チャンネル情報ＥＫＩ＝１と相関されて記憶される。これは、
それらの情報信号Ｉで優先テレテキスト頁を送信しない例えばテレビジョン局ＮＥＤ１又
はＲＴＬからのもののような情報信号Ｉの場合に、ブロック４９におけるテレビジョン番
組情報ＦＰＩの決定が、それらのテレテキスト情報ＴＩからテレビジョン番組情報ＦＰＩ
が最後に成功裏に決定されたようなテレテキスト頁番号ＴＳＮで開始されるという利点を
有している。これは、テレビジョン番組情報ＦＰＩが送信されるテレテキスト情報ＴＩを
識別する最初のテレテキスト頁番号ＴＳＮをその都度再び決定する必要がないという利点
を有している。結果として、テレビジョン番組情報ＦＰＩは特別に高信頼度で且つ高速で
決定することができる。
【００８１】
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ブロック５０においては、テレビジョン番組情報ＦＰＩを含むテレテキスト情報ＴＩを検
出するためにテレテキスト頁番号ＴＳＮが次のような態様で情報検出段３３にプリセット
される。即ち、最初のテレテキスト頁番号ＴＳＮ＝３１３がプリセットされた後、テレビ
ジョン番組情報決定手段３４はテレテキスト情報ＴＩを決定するために、続いて、情報検
出段３３を、番号が上記最初のテレテキスト頁番号ＴＳＮ＝３１３に対して交互に増加及
び減少するようなテレテキスト頁番号ＴＳＮ＝３１４、ＴＳＮ＝３１２、ＴＳＮ＝３１５
及びＴＳＮ＝３１１にプリセットする。これは、テレビジョン番組情報ＦＰＩが成功裏に
導出されたテレテキスト情報ＴＩを識別するような最初のテレテキスト頁番号ＴＳＮから
開始して、テレビジョン番組情報ＦＰＩを得るために、隣接するテレテキスト頁が系統だ
って走査されるという利点を有している。
【００８２】
尚、テレビジョン番組情報決定手段３４は、例えばＴＳＮ＝３１５、ＴＳＮ＝３１１、Ｔ
ＳＮ＝３１７及びＴＳＮ＝３０９のように、異なる態様で交互に増加及び減少するような
テレテキスト頁番号ＴＳＮにプリセットすることもできることに注意されたい。
【００８３】
ブロック４８、５１、５０及び５２は、多分テレビジョン番組情報ＦＰＩを含むようなテ
レテキスト情報ＴＩを識別する全てのテレテキスト頁からテレビジョン番組情報ＦＰＩが
導出されたことがブロック５０において検出されるまで、実行される。これが検出された
場合は、ブロック４５において、受信チャンネルＥ＝２でテレビジョン局ＶＯＸからのテ
レビジョン信号Ｆを受信するようにチューナが切り換えられる。ブロック４４においては
、テレビジョン局ＶＯＸからのテレビジョン信号Ｆでは情報信号Ｉが送信されていないこ
とが分かり、この理由により、フローチャート３５による処理はブロック４５において継
続される。
【００８４】
ブロック４５では、チューナは、受信チャンネルＥ＝３でテレビジョン局ＮＥＤ１からの
テレビジョン信号Ｆを受信するように切り換えられる。テレビジョン局ＮＥＤ１により供
給される情報信号Ｉからは、前述したようにテレビジョン番組情報ＦＰＩが導出され、ブ
ロック４７においては、該情報信号Ｉにおいては優先テレテキスト頁が送信されていない
ことが分かる。ブロック４９においては、データブロックアドレスメモリ３７に受信チャ
ンネル識別情報ＥＫＩ＝３と相関されて記憶され、そのテレテキスト情報ＴＩから当該フ
ローチャート３５による先行する処理の間にテレビジョン番組情報ＦＰＩを成功裏に導出
することができたようなテレテキスト頁番号ＴＳＮ＝２０１が決定される。これにより、
テレビジョン番組情報ＦＰＩをテレビジョン局ＮＥＤ１からの情報信号Ｉから特別に高速
で導出することができるという利点が得られる。
【００８５】
ブロック４９に続くブロック４８においては、該ブロック４８における前記チェックの第
１ステップにおいて、情報検出段３３により検出されたテレテキスト情報ＴＩがＶＰＴ情
報を含まないことが分かる。
【００８６】
ブロック４８の該チェックにおける第２ステップにおいては、検出されたテレテキスト情
報ＴＩのテレビジョン番組情報ＦＰＩが所謂“パケット２６”に含まれる情報により識別
されることが分かる。ブロック５１、５０、５２及び４８の後の繰り返し実行の間に、全
てのテレビジョン番組情報ＦＰＩがテレビジョン番組メモリ３９に記憶される。“パケッ
ト２６”に関連する全てのテレテキスト頁からテレビジョン番組情報ＦＰＩが導出された
後、フローチャート３５による処理はブロック４５において継続される。
【００８７】
ブロック４５においては、テレビジョン番組情報決定手段３４は、チューナ１５を受信チ
ャンネルＥ＝４を介してテレビジョン局ＲＴＬからテレビジョン信号Ｆを受信するように
設定する。更なるブロック４６、４４、４７及び４９は、前述したように実行される。ブ
ロック４８における前記チェックの第１ステップにおいては、情報検出段３３により検出
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されたテレテキスト情報ＴＩがＶＰＴ情報を含まないことが分かり、該チェックの第２ス
テップにおいては、該テレテキスト情報ＴＩが“パケット２６”情報を含まないことが分
かる。ブロック４８における上記チェックの第３ステップにおいては、前述したように、
テレビジョン番組情報ＦＰＩを、テレテキスト情報ＴＩから時間情報を導出することによ
り得ることができることが分かる。続いてブロック４８、５１、５０及び５２において決
定されるテレビジョン番組情報ＦＰＩは、テレビジョン番組メモリ３９に記憶される。
【００８８】
テレビジョン番組情報ＦＰＩが送信されるテレテキスト頁についての追加情報ＺＵをテレ
ビジョン局ＲＴＬからの情報信号Ｉに関して見付けることができず、且つ、如何なる斯様
な追加情報ＺＵも追加情報メモリ３８に記憶されていないので、ブロック４８、５１、５
０及び５２は、ブロック５０において情報信号Ｉで送信される全てのテレテキスト頁番号
ＴＳＮが一度情報検出段に供給されたことが分かるまで繰り返される。続いて、ブロック
４５において、テレビジョン局Ｃ＋からのテレビジョン信号Ｆが受信される受信チャンネ
ルＥ＝５が選択される。ブロック４４においては、該テレビジョン局Ｃ＋からのテレビジ
ョン信号Ｆにおいては情報信号Ｉが送信されていないことが分かり、その理由により、ブ
ロック４５において受信チャンネルＥ＝６が選択される。ブロック４６においては、該受
信チャンネルＥ＝６においてはテレビジョン信号Ｆが受信されないことが分かり、結果と
して、フローチャート３５による該テレビジョン番組情報決定アルゴリズムはブロック４
２において終了される。
【００８９】
ビデオレコーダ１の利点を説明する該例においては、更に、テレビジョン局ＶＯＸ及びＣ
＋のテレビジョン番組に関するテレビジョン番組情報ＦＰＩが、インターネットサーバを
形成するコンピュータ９に記憶されると仮定されている。テレテキスト情報ＴＩからテレ
ビジョン番組情報ＦＰＩを決定するフローチャート３５による処理の完了後、テレビジョ
ン番組情報決定手段３４は、インターネットに接続されたコンピュータからテレビジョン
番組情報ＦＰＩを得るようになっている。この目的のため、テレビジョン番組情報決定手
段３４は、当該ビデオレコーダ１の製造の間に追加情報メモリ３８に記憶されたインター
ネットアドレスを読み出し、斯様にして読み出されたインターネットアドレスをインター
フェース手段１６に伝送するように構成されている。既に前述したように、この場合、イ
ンターフェース手段１６は、供給されるインターネットアドレスにより識別されるコンピ
ュータ９へ呼出情報ＡＢを伝送するように構成されている。呼出情報ＡＢの発生に応じて
コンピュータ９により供給される情報信号Ｉは、当該ビデオレコーダ１の情報信号端子１
１及びインターフェース手段１６を介してテレビジョン番組情報決定手段３４に供給され
る。該情報信号Ｉに含まれるテレビジョン局ＶＯＸ及びＣ＋のテレビジョン番組情報ＦＰ
Ｉはテレビジョン番組情報決定手段３４により決定され、テレビジョン番組メモリ３９に
記憶される。これは、テレビジョン番組情報ＦＰＩを含む情報信号Ｉをインターネットの
ようなコンピュータデータネットワークから又は、例えば、ＴＶケーブルシステムからも
受信することができ、斯様にして受信された情報信号Ｉからテレビジョン番組情報ＦＰＩ
を導出することができるという利点を有している。
【００９０】
ビデオレコーダ１の利点を説明するために記載された上記例においては、図３に示すキー
ワードテーブル５６がキーワードメモリ５５に記憶されていると仮定する。キーワードメ
モリ５５は、例えば“子供”、“サッカー”又は“ダイアナ”のような題名片情報を形成
するキーワードを記憶する。ユーザがテレビジョン番組を記録する毎に、該テレビジョン
番組の題名からキーワードが導出され、これが以下に詳述するように題名情報を形成する
。テレビジョン番組を記録することにより、ビデオレコーダ１のユーザは、このテレビジ
ョン番組に興味があることを示しているので、これらのテレビジョン番組の題名から導出
されるキーワードは、該ユーザの興味分野の特徴である。キーワードテーブル４６におけ
るキーワードに関連付けられた反復カウントは、所与のキーワードが既に何回検出された
かを示している。このキーワードテーブル５６から明らかなように、“サッカー”、“マ
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グナム”、“ダイアナ”及び“ニュース”なるキーワードは、当該ユーザにより記録され
たテレビジョン番組の題名で非常に頻繁に検出されている。これは、“サッカー”、“マ
グナム”なるテレビ続き物、“ダイアナ”に関する報道及び“ニュース”に関する該ユー
ザの興味を示している。
【００９１】
選択手段５８は、将来受信することができ且つユーザに興味のあるテレビジョン番組を自
動的に決定するように構成されている。この目的のため、選択手段５８は、キーワードメ
モリ５５に記憶された例えば“マグナム”なるキーワードのようなキーワードを読み出す
と共に、テレビジョン番組メモリ３９に記憶され且つ該キーワード“マグナム”を含むよ
うな題名のテレビジョン番組に関係するようなテレビジョン番組情報ＦＰＩを決定するよ
うに構成されている。次いで、例えば、該続き物“マグナム”の他の編が、どのテレビジ
ョン局により何時受信可能であるかが決定される。このようにして決定された該続き物“
マグナム”の後続編のテレビジョン番組情報ＦＰＩは、テレビジョン装置３の表示スクリ
ーン４上にオンスクリーン表示５として表示することができる。これにより、当該ビデオ
レコーダ１のユーザの注意が、該ユーザにとり多分興味のあるテレビジョン番組に向けら
れ、かくして、該ユーザは、これら番組を逃すことはないであろう。
【００９２】
選択手段５８は、キーワードメモリ５５に記憶された反復カウントの最も大きな３つの値
の和を形成すると共に（図３に示すキーワードテーブルによれば、これらは値１２＋７＋
７＝２６である）、この和を数１０により除算することにより（２６／１０＝２.６）選
択しきい値を決定するように構成されている。該選択手段は、それ以降、ユーザが興味を
持つであろうテレビジョン番組を決定するために、上記のように決定された２.６なる選
択しきい値を越える値を持つような反復カウントのキーワードのみを使用するようになさ
れる。この結果として、選択手段５８は、それらの題名が既に比較的頻繁に検出されたキ
ーワードを含み、従って当該ユーザにとり特に興味のあるテレビジョン番組のみを選択す
るようになるという利点が得られる。このようにして、ユーザの興味分野の変化は自動的
に見込まれる。何故なら、例えば“マグナム”のようなキーワードの反復カウントは、該
続き物“マグナム”の続編が最早記録されなくなると、インクリメントされないからであ
る。
【００９３】
尚、選択しきい値を決定する他の方法も可能であることに注意されたい。
【００９４】
ユーザにとり興味があり且つ選択手段５８により選択されたテレビジョン番組のテレビジ
ョン番組情報ＦＰＩは、ビデオレコーダ１の第１及び第２の使用状況では自動的に且つ所
与の時間にわたりオンスクリーン表示５上に表示することができ、第３の使用状況ではユ
ーザによる推奨プログラミングキー２９の操作によりオンスクリーン表示５上に記録推奨
のリストとして表示することができる。第１の使用状況を説明するために、ユーザは受信
チャンネル選択キー３１を操作することによりチューナ１５を、受信チャンネルＥ＝４を
介してテレビジョン局ＲＴＬからのテレビジョン信号Ｆを受信するように設定していると
仮定する。前述したように、選択手段は、テレビ続き物“マグナム”の続編がテレビジョ
ン局ＯＲＦ１により例えば開始時間としての１８：００時に送信され、結果として、受信
チャンネルＥ＝１を介して受信することができることを検出している。選択手段５８は、
該手段に供給される時間情報ＺＩを該選択手段５８により選択されたテレビジョン番組の
開始時間と比較するように構成されている。例えば、１７：５９時に上記の選択されたテ
レビジョン番組“マグナム”が受信チャンネルＥ＝１を介してテレビジョン局ＯＲＦ１か
らのテレビジョン信号Ｆとして受信可能であり、且つ、チューナが受信チャンネルＥ＝４
を介してテレビジョン局ＲＴＬからのテレビジョン信号Ｆを受信するように設定されてい
たとすると、表示信号発生手段６０は、この選択されたテレビジョン番組“マグナム”の
テレビジョン番組情報ＦＰＩを含む表示信号を自動的に発生するようになっている。この
ように、例えば１７：５９時において例えば５秒にわたりテレビジョン装置３の表示スク
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リーン４上にオンスクリーン表示５が表示され、これにより受信チャンネルＥ＝１を介し
てのテレビジョン局ＯＲＦ１のテレビジョン続き物“マグナム”の他の編の開始が示され
る。かくして、有利にも、当該ビデオレコーダ１のユーザの注意は、或るテレビジョン局
のテレビジョン番組を見ながら、該ユーザにとり多分興味のある他のテレビジョン局から
のテレビジョン番組の開始に、このテレビジョン番組の開始の僅か前にオンスクリーン表
示５により惹かれることになる。この結果として、ユーザは、自動的に且つ適当な時間に
、該ユーザにとり興味のあるテレビジョン番組の開始を思い出される。
【００９５】
第２の使用状況においては、表示信号発生手段６０は、テレビジョン装置３の表示スクリ
ーン４上にオンスクリーン表示５を可能にするように表示信号Ａを発生するようになって
おり、該オンスクリーン表示は当該ビデオレコーダ１の開始直後、例えば２０秒の間にわ
たり、ユーザに該ユーザにとり興味があり且つその時点で受信することができるか又は直
ぐに受信することができるようなテレビジョン番組を通知する。これは、ビデオレコーダ
１がオンされた直後に、ユーザの注意が該ユーザにとり興味のあるテレビジョン番組に向
けられるという利点を有している。
【００９６】
次ぎに、テレビジョン装置３の表示スクリーン４上に選択手段５８により選択されたテレ
ビジョン番組Ｆを表示することができるような第３の使用状況を説明する。推奨プログラ
ミングキー２９の操作により、選択手段５８により選択されたテレビジョン番組情報ＦＰ
Ｉを記録推奨のリストの形で示すオンスクリーン表示５がテレビジョン装置３の表示スク
リーン４上に得られる。テレビジョン番組情報決定手段３４により決定され且つテレビジ
ョン番組メモリ３９に記憶されたテレビジョン番組情報ＦＰＩに応じて、上記記録推奨の
リストは、例えば次の週の間にテレビジョン局ＯＲＦ１、ＮＥＤ１、ＲＴＬ、ＶＯＸ及び
Ｃ＋から受信することが可能なテレビジョン番組のテレビジョン番組情報ＦＰＩを含む。
マーキングキー３０の操作により、該オンスクリーン表示５内に示されるカーソルの位置
を変化させることができ、かくして、選択され且つ表示されたテレビジョン番組のうちの
１つをユーザによりマークすることができる。選択され且つ表示されたテレビジョン番組
のうちの１つがユーザによりマークされると、このテレビジョン番組のテレビジョン番組
情報ＦＰＩが選択手段５８から記録プログラミング段２８に伝送され、次いで、ビデオレ
コーダ１は該テレビジョン番組を記録するようにプログラムされる。これにより、選択さ
れたテレビジョン番組を記録するようにビデオレコーダ１をプログラムする特別に簡単な
方法が得られるという利点が得られる。
【００９７】
ビデオレコーダ１の利点を説明するために、該ビデオレコーダ１により記録されたテレビ
ジョン番組の題名情報からキーワードを自動的に決定する一例を以下に述べる。ここで、
ビデオレコーダ１のユーザが、“サッカー世界選手権：オーストリア対ドイツ”なる題名
のテレビジョン番組を記録するためにビデオレコーダ１を起動したと仮定する。この記録
のために、ビデオレコーダ１は、例えばショービュープログラミングにより、ＶＰＴプロ
グラミングにより又は記録キー２３の操作により直接的に等の任意のプログラミング法に
より起動されたものとすることができる。前述したように、記録されるテレビジョン番組
の題名は、記録モード情報ＡＢＩの発生に際してテレビジョン番組情報決定手段３４にお
いて決定され、キーワード検出手段５４に伝送される。該キーワード検出手段５４により
、題名情報を形成する上記題名“サッカー世界選手権：オーストリア対ドイツ”は、題名
片情報“サッカー”、“世界”、“選手権”、“オーストリア”、“対”及び“ドイツ”
に分解される。次いで、キーワード検出手段５４は、上記題名片情報項目の１つが除外メ
モリ５７に記憶されているかを判定する。この場合、キーワード検出手段５４は、題名片
情報“対”が除外メモリ５７に記憶されていることを検出する。何故なら、この題名片情
報はユーザの興味を満足に特徴付けるには適していないからである。この結果、この題名
片情報“対”は、キーワード検出手段５４によってはキーワードとして解釈されない。
【００９８】
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続いて、キーワード検出手段５４は、各題名片情報項目が少なくとも４つの最小数のキャ
ラクタを有しているかをチェックする。これは、例えば“the”、“as”又は“in”等の
題名片情報項目がキーワード検出手段５４によりキーワードとして解釈されないという利
点を有している。何故なら、これらもユーザの興味を充分に特徴付けないからである。
【００９９】
このようにしてキーワード検出手段５４により決定されたキーワードは、キーワードメモ
リ５５に記憶される。キーワード検出手段５４は、例えば“サッカー”等の検出されたキ
ーワードが既に検出されており、結果として既にキーワードメモリ５５に記憶されている
かを判定する。図３に示すキーワードテーブル５６から明らかなように、キーワード“サ
ッカー”は既に７回検出されており、その結果、該キーワード“サッカー”の反復カウン
トの値は値８にインクリメントされ、キーワードメモリ５５に記憶される。同様に、以前
に検出されたキーワード“世界”、“選手権”及び“オーストリア”の反復カウントの値
もインクリメントされ、記憶される。キーワード“ドイツ”は始めて見つかったので、こ
のキーワードは反復カウントの値“１”と共にキーワードテーブル５６に入力され、次い
でキーワードメモリ５５に記憶される。このようにして自動的に決定されるキーワードは
、有利にも、ユーザの興味と非常に正確に一致する。ユーザの興味分野の変化は、これら
反復カウントの値により検出することができ、前述したように、ユーザにとり興味のある
テレビジョン番組の前記選択手段５８による決定に際して考慮に入れることが可能である
。
【０１００】
キーワードメモリ５５に記憶された全てのキーワード及びそれらの反復カウントは、キー
ワード検出手段５４により、例えば月に一度、定期的にチェックされる。この場合、それ
らの反復カウントが最少しきい値より小さい値を持つキーワードは、キーワード検出手段
５４によりキーワードメモリ５５から消去される。これにより、まれにしか検出されない
キーワードはキーワードメモリ５５から定期的に除去され、かくしてキーワードメモリの
記憶容量が有効に利用されるという利点が得られる。更に、あまり昔にではなく且つ充分
に頻繁に検出されたキーワードのみが、ユーザにとり興味がありそうなテレビジョン番組
の決定に使用されるようになる。
【０１０１】
ビデオレコーダ１は、更に、選択手段５８によるテレビジョン番組の自律的及び自動的選
択のために使用されるべきキーワードをユーザ自身が手動で選択するのを可能にする。こ
の目的のために、前述したように、情報検出手段３３により決定されたテレテキスト情報
ＴＩは、ビデオレコーダ１のテレテキスト表示モードにおいてテレビジョン装置３の表示
スクリーン４上に表示することができる。マーキングキー３０の操作により、表示スクリ
ーン４上に示されるカーソルの位置は変化させることができ、表示されたテレテキスト情
報の題名片情報は手動でマークすることができると共に、次いで、図１には図示せぬ態様
においてキーワード検出手段５４によりキーワードメモリ５５に記憶される。キーワード
を手動で選択する該方法は特別に簡単であり、ユーザが、個人的に選択されたキーワード
をキーワードメモリ５５に記憶して付加的に該ユーザの興味分野を規定するのを可能にす
る。
【０１０２】
テレビジョン装置に設けられるテレビジョン信号処理装置は、実際に受信されたテレビジ
ョン番組の題名情報からキーワードを決定するように構成されるようなキーワード検出手
段を含むことができることに注意されたい。これは、ユーザの興味分野が、該ユーザによ
り選択された実際に受信されたテレビジョン番組の題名情報から導出されるという利点を
有している。
【０１０３】
該ビデオレコーダは、前記選択手段によりユーザにとり興味の可能性のあるものとして選
択されたテレビジョン番組を、磁気テープカセット２６の磁気テープ２５上に自動的に記
録するように構成することもできることに注意されたい。このようにして、ユーザは、日
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中に記録され且つ殆どが該ユーザにとり興味のあるようなテレビジョン番組の選択群から
、例えば夜に選択をすることができるようになる。ユーザにとり興味のあるテレビジョン
番組の斯様な自動的な記録は、例えばデジタル記録装置等の、テレビジョン番組を記録す
るための非常に大きなメモリ（例えば、磁気又は光ディスク）を有する記録装置に特に有
利に使用することができる。
【０１０４】
尚、図１に示す実施例におけるテレビジョン装置３により形成される表示手段は、ビデオ
レコーダに設けられる表示器により形成することもできることに注意されたい。
【０１０５】
また、前記テレビジョン番組情報決定手段により決定されたテレビジョン番組情報の記憶
のためにテレビジョン番組メモリを設ける必要はないことに注意されたい。しかしながら
、ユーザにとり興味があり且つ各々が所与のキーワードを含む題名情報を有するようなテ
レビジョン番組を決定するためには、その都度、テレビジョン番組情報決定アルゴリズム
を実行することが必要である。
【０１０６】
また、情報検出段は、前記情報信号の各受信サイクルに関し１つのテレテキスト頁番号Ｔ
ＳＮにより形成されるテレテキスト情報ＴＩを検出するようにのみ構成されているのでは
ないことに注意されたい。該情報検出段が各受信サイクルにおいてテレテキスト情報ＴＩ
を検出するために少なくとも２つのテレテキスト頁番号ＴＳＮにプリセットすることがで
きると有利であることが分かった。この点に関しては、テレビジョン番組情報決定アルゴ
リズムにおいて、テレビジョン番組情報決定手段が上記情報検出段を、優先テレテキスト
頁から得られる、データブロックアドレスメモリに記憶されたテレテキスト頁番号及び受
信された情報信号のテレテキスト頁番号にプリセットすることができると特に有利である
ことが分かった。これにより、テレビジョン番組情報ＦＰＩを２つのテレテキスト頁のテ
レテキスト情報ＴＩから並行して導出することができ、これによりテレビジョン番組情報
を特別に高速に決定することが可能となる。
【０１０７】
本発明によるテレビジョン信号処理装置は、例えば、テレビジョン装置内に設けることも
できることに注意されたい。このようなテレビジョン装置は、デジタルテレビジョン信号
（ＤＶＢ、ＤＴＴＶ）を受信するように構成することもできる。
【０１０８】
キーワードの改善された定期的な消去を可能にするために、各キーワードに対して、該キ
ーワードの最後の検出日付をキーワードテーブルに記憶することも可能であることに注意
されたい。
【０１０９】
また、自動的に決定されたキーワードを用いることにより、ユーザにとり興味があると共
に前記テレテキスト表示モードにおいて表示することが可能であるようなテレテキスト頁
を選択することも可能であることに注意されたい。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、記録装置を構成するビデオレコーダのブロック図であり、このビデオレ
コーダは、該ビデオレコーダのユーザの興味分野を示すキーワードとしての題名のキャラ
クタ列を決定するキーワード検出手段を有するテレビジョン信号処理装置を含んでいる。
【図２】図２は、当該テレビジョン信号処理装置のテレビジョン番組情報決定手段におい
て処理されるテレビジョン番組情報決定アルゴリズムを説明することが可能なフローチャ
ートである。
【図３】図３は当該ビデオレコーダのキーワードメモリに記憶することができるキーワー
ドテーブルを示している。
【符号の説明】
１　ビデオレコーダ
３　テレビジョン装置
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４　表示スクリーン
５　オンスクリーン表示
６　放送局
９　コンピュータ
１２　テレビジョン信号処理装置
１３　記録手段
１４　受信手段
１５　チューナ
３２　デコーダ段
３３　情報検出段
３４　テレビジョン番組情報決定手段
３６　スイッチング段
３７　データブロックアドレスメモリ
３８　追加情報メモリ
３９　テレビジョン番組メモリ
５４　キーワード検出手段
５５　キーワードメモリ
５８　選択手段
５９　ＯＳＤ挿入手段

【図１】 【図２】
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