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(57)【要約】
【課題】ユーザが興味のある箇所を明示的に特定した単
位であるチャプターの利用度を集計して、視聴すべき箇
所を精度よく特定し、記録再生装置を用いて視聴すべき
箇所のみを短縮再生できるようにすること。
【解決手段】チャプター利用度集計サーバ５０は、記録
再生装置にてチャプターの設定手段５４で設定選定され
たチャプター利用度元データｘをネットワークＡを介し
て受信する受信手段５２ａと、受信したチャプター利用
度元データｙを演算処理して、チャプター利用度データ
ｙを生成する演算処理手段５２ｂと、この生成されたチ
ャプター利用度データｙを送信する送信手段５２ａとを
備える。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
記録再生装置にてチャプターの設定手段で設定選定されたチャプター利用度元データをネ
ットワークを介して受信する受信手段と、
　受信したチャプター利用度元データを演算処理して、チャプター利用度データを生成す
る演算処理手段と、
　この生成されたチャプター利用度データを送信する送信手段と、を具備したことを特徴
とするチャプター利用度集計サーバ。
【請求項２】
前記演算手段は、チャプターに対する操作種別に応じて、利用度データを加減乗除する演
算を行うようにしたことを特徴とする請求項１記載のチャプター利用度集計サーバ。
【請求項３】
記録済の任意の番組からチャプターを設定する設定手段と、
　前記設定手段で設定された一つ乃至複数のチャプターに基づくチャプター利用度元デー
タを、ネットワーク上の利用度集計サーバ側へ送信するデータ送信手段と、
　前記利用度集計サーバから前記利用度データを受信するデータ受信手段と、
　前記データ受信手段により受信した前記利用度データを表示する表示手段と、
　前記表示手段に表示された利用度データ上に短縮再生のため閾値を表示する表示手段と
、
　前記表示手段により表示された閾値を越えた部分のみ再生するチャプター再生手段と、
を具備したことを特徴とする記録再生装置。
【請求項４】
前記データ送信手段は、チャプターの始点，終点，番組およびチャプターに対する選定種
別情報を利用度集計サーバ側へ送信する送信機を備えたことを特徴とする請求項３記載の
記録再生装置。
【請求項５】
前記データ送信手段は、特定のチャプターに対して一定の興味度以上の選定データが得ら
れたときに当該チャプターデータを利用度集計サーバ側へ送信するようにしたことを特徴
とする請求項３記載の記録再生装置。
【請求項６】
前記データ送信手段は、特定のチャプターをプレイリストに登録操作することにより得ら
れるチャプターデータを利用度集計サーバ側へ送信するようにしたことを特徴とする請求
項３記載の記録再生装置。
【請求項７】
前記データ送信手段は、特定のチャプターをダビング操作することにより得られるチャプ
ターデータを利用度集計サーバ側へ送信するようにしたことを特徴とする請求項３記載の
記録再生装置。
【請求項８】
前記データ送信手段は、特定のチャプターを削除操作することにより得られるチャプター
データを利用度集計サーバ側へ送信するようにしたことを特徴とする請求項３記載の記録
再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、録画済み番組を視聴するにあたって、再生箇所を他ユーザの興味が集中し
ている箇所のみとすることで、実際の番組の長さより短縮して再生することができるよう
にしたチャプター利用度集計サーバおよびこのサーバに用いられる記録再生装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
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　従来、この種の録画映像利用度集計サーバおよびこのサーバに用いられる記録再生装置
は、ビデオ，ＣＤ，ＤＶＤ等の記録媒体に映像，音声を記録した録画映像で一般的に視聴
率の高い番組や好きなものを視聴したり、限られた時間内で視聴する場合に、自分自身で
装置を備えたり、他人（他社）にて備えたシステムを利用してそのニーズに応えられるよ
うにしている。
【０００３】
　すなわち、映像配信サーバを備えた映像提供者と、映像表示装置を備えたユーザとの間
で映像データのやり取りを行い、そのデータを、何れかの側にて保有する視聴解析サーバ
により解析して、この解析結果を映像表示装置の取扱者であるユーザに送信して、ユーザ
にて視聴率の高い番組映像を視聴することができるようにしたものがある。
【０００４】
　この種の録画映像利用度集計サーバおよびこの装置に用いられる記録再生装置として、
図１０に示すように、例えば映像配信会社が取扱う映像配信サーバ１から映像配信された
テレビジョン映像を、例えば個人の映像表示装置２にて受信するようになっている（特許
文献１参照）。
【０００５】
　映像配信サーバ１は、例えば映像配信会社が取扱う視聴解析サーバ３にて、テレビジョ
ン映像を保存する記憶媒体である例えばＤＶＤに保存した映像を解析する視聴解析サーバ
３から希望するテレビジョン映像を、映像配信会社の映像配信サーバ１からインターネッ
ト４を介して映像表示装置２に提供されるようになっている。
【０００６】
　映像表示装置２は、受信部２１，送信部２２，指標読取部２３，表示部２４，格納部２
５および比較部２６が設けられている。
【０００７】
　受信部２１は、映像配信サーバ１から送信される番組映像、および視聴解析サーバ３か
ら送信される集中度情報を受信する。送信部２２は、映像表示装置２において視聴される
際の再生、一時停止、早おくり再生等の操作に関する情報を、ユーザのユーザ情報として
視聴解析サーバ３に送信する。指標読取部２３は、受信した集中度情報を読取り、対応す
る映像番組と対応付けする。この指標読取部２３は、映像に関する一般的な指標を読取っ
て表示部２４に送信する。すなわち、番組映像が集中して視聴される度合いを表す視聴集
中度が取り扱われるようになっている。
【０００８】
　この表示部２４は、指標読取部２３によって読取られた視聴集中度に従って番組映像を
表示する。例えば、視聴集中度が比較部２６によって所定の閾値と比較されて、所定の閾
値以上である場合は番組映像を表示し、以下である場合は表示しない。あるいは所定の閾
値ａと閾値ｂの間であると判定された場合は、早おくり再生を選択して表示する。
【０００９】
　格納部２５は、受信した番組映像および視聴集中度情報を格納する。比較部２６は、指
標読取部２３によって読取られた視聴重要度を、所定の閾値と比較するものである。
【００１０】
　また、映像表示装置２には、操作部２７が設けられ、ユーザ（図示せず）が受信部２１
等の各部の操作をすることができるようになっている。視聴解析サーバ３は、受信部３１
，送信部３２，集中解析部３３を備えている。また、この視聴解析サーバ３は、記憶部３
４に対してデータ送信するようになっている。
【００１１】
　集中解析部３３の受信部３１は、映像表示装置２から送信されるユーザが映像表示装置
２を操作した操作にかかわる情報である視聴情報を受信するようになっている。従って、
映像表示装置２側のユーザは、例えばテレビジョン番組の場合、一般的に視聴率の高い番
組の録画映像を集中して視聴することができる。
【特許文献１】特開２００５－２６０５７８号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、一般に、再生操作をしたからといって必ずしも再生箇所全てを視聴して
いない場合や、視聴していても必ずしも再生箇所全てに興味を持っていない場合もあるの
で、従来の視聴解析サーバ３によれば、必ずしも視聴すべき箇所を精度よく特定できず、
ユーザに好適するものでなかった。
【００１３】
　本発明は、以上の点に鑑みてなされたもので、ユーザが興味のある箇所を明示的に特定
した単位であるチャプターの利用度を集計して、視聴すべき箇所を精度よく特定し、記録
再生装置を用いて視聴すべき箇所のみを短縮再生できるようにしたチャプター利用度集計
サーバを提供することを目的とする。
【００１４】
　また、本発明によれば、チャプター利用度集計サーバにチャプター利用度元データを送
信する一方で、チャプター利用度集計サーバから集計済みのチャプター利用度データを受
信し、視聴すべき箇所のみを短縮再生できるようにした記録再生装置を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
上記目的を達成するために、本発明によれば、記録再生装置にてチャプターの設定手段で
設定選定されたチャプター利用度元データをネットワークを介して受信する受信手段と、
受信したチャプター利用度元データを演算処理して、チャプター利用度データを生成する
演算処理手段と、この生成されたチャプター利用度を送信する送信手段と、を具備したこ
とを特徴とするチャプター利用度集計サーバを提供する。
【００１６】
　上記目的を達成するために、本発明によれば、記録済の任意の番組からチャプターを設
定する設定手段と、前記設定手段で設定された一つ乃至複数のチャプターに基づくチャプ
ター利用度元データを、ネットワーク上の利用度集計サーバ側へ送信するデータ送信手段
と、前記利用度集計サーバから前記利用度データを受信するデータ受信手段と、前記デー
タ受信手段により受信した前記利用度データを表示する表示手段と、前記表示手段に表示
された利用度データ上に短縮再生のため閾値を表示する表示手段と、前記表示手段により
表示された閾値を越えた部分のみ再生するチャプター再生手段と、を具備したことを特徴
とする記録再生装置を提供する。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、記録再生装置のユーザが録画済み番組を視聴するにあたって、他ユー
ザの興味が集中している箇所のみを優先的に、実際の番組の長さより短縮して、再生する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明のチャプター利用度集計サーバおよびこのサーバに用いられる記録再生装置に係
る実施形態について、添付図面を参照して説明する。
【００１９】
　図１は、本発明のチャプター利用度集計サーバと、このサーバに用いられる記録再生装
置の概要を示すブロック図である。図２は、本発明の記録再生装置の概要を示すブロック
構成図である。
【００２０】
　図１に示すチャプター利用度集計サーバ（以下、集計サーバという。）５０に、インタ
ーネットＣを介して複数人（Ａ～Ｎさん）の利用者の記録再生装置５１ａ～５１ｎが接続
されて構成される。
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【００２１】
　集計サーバ５０は、例えば電子番組表配信業者が保有しており、利用度集計サーバ本体
５２および表示装置５３を備えている。
【００２２】
　利用度集計サーバ本体５２は、記録再生装置５１ａ～５１ｎにてチャプター選定手段で
選定されたチャプター利用度元データをネットワークを介して受信する送・受信手段５２
ａと、受信したチャプター利用度元データを演算処理して、チャプター利用度データを生
成するコンピュータ機能を有する演算処理手段５２ｂと、この生成されたチャプター利用
度データを記録再生装置へ送信する送・受信手段５２ａを備えている。
【００２３】
　記録再生装置５１ａ～５１ｎ側から送信されるチャプター利用度元データｘを、送・受
信手段５２ａにて受信して、演算処理手段５２ｂにより演算処理されてチャプターの利用
度が計算される。すなわち、記録再生装置５１ａ～５１ｎ側にて入力されるチャプターの
利用に基づくチャプター利用度元データｘは、記録再生装置５１ａ～５１ｎの図示しない
リモートコントローラあるいは画面への入力操作により出力され、集計サーバ５０側にお
いてチャプター利用度データｙが計算されるようになっている。そして、この計算された
チャプター利用度データｙを記録再生装置５１ａ～５１ｎ側に送信する送・受信手段５２
ａを備えている。
【００２４】
　ここで、ユーザＡ～Ｎにて選定（入力）するチャプター利用度元データｘは、プレイリ
スト登録の場合のプレイリスト登録信号ｘ１，ダビングの場合のダビング信号ｘ２および
一括削除の場合の削除信号ｘ３の種別に区分されたデータである。
【００２５】
　また、図２に示すように、記録再生装置５１ａ～５１ｎは、番組映像を記録する記録装
置Ｍと、記録済の任意の番組からリモートコントローラ（図示せず）あるいは画面への入
力操作により好みのチャプターを設定するキー操作入力部等の設定手段５４と、この設定
手段５４で設定された一つ乃至複数のチャプターに基づくチャプター利用度元データｘを
、ネットワーク上の利用度集計サーバ側へ送信するデータ送信手段であるネットワークＩ
／Ｆ５６と、前記利用度集計サーバから前記利用度データｙを受信するデータ受信手段で
あるネットワークＩ／Ｆ５６と、前記データ受信手段により受信した前記利用度データｙ
を人気シーン情報Ｚ２として表示するモニター５７と、前記モニター５７に表示された利
用度データｙに対して短縮再生のため閾値αを演算する閾値演算手段と、この演算処理手
段により演算された閾値αを越えた部分のみ再生する短縮再生制御部８５とを備えている
。
【００２６】
　また、記録装置として用いられる記録媒体は、例えば２種類のディスクドライブ部を有
した記録装置が設けられる。
【００２７】
　すなわち、ビデオファイルを構築できる情報記録媒体である第１のメディアとしての光
ディスク（ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＷ、またはＤＶＤ－Ｒ）６０を回転駆動し、情報
の読み書きを実行するディスクドライブ部６１を有する。
【００２８】
　また、第２のメディアとしてのハードディスク（ＨＤＤ）を駆動するＨＤＤ部６２を有
する。データプロセッサ部６３は、ディスクドライブ部６１及びＨＤＤ部６２に記録デー
タを供給することができ、また、再生された信号を受け取ることができる。ディスクドラ
イブ部６１は、光ディスク６０に対する回転制御系、レーザ駆動系、光学系などを有する
。データプロセッサ部６３は、記録または再生単位のデータを取り扱うもので、バッファ
回路、変調・復調回路、エラー訂正部などを含む。
【００２９】
　更に、記録再生装置５１ａ～５１ｎは、例えば図１に示すように、録画側を構成するエ
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ンコーダ部６５と、再生側を構成するデコーダ部６６と、装置本体の動作を制御するコン
ピュータ機能を有するコンピュータブロックＣとを主たる構成要素としている。
【００３０】
　エンコーダ部６５は、入力されたアナログビデオ信号やアナログオーディオ信号をデジ
タル化するビデオ用及びオーディオ用のアナログデジタルコンバータと、ビデオエンコー
ダと、オーディオエンコーダとを有する。
【００３１】
　更に、エンコーダ部６５の出力は、バッファメモリを含むフォーマッタにて所定のＤＶ
Ｄ－ＲＡＭのフォーマットに変換され、先のデータプロセッサ部６３に供給される。
【００３２】
　エンコーダ部６５は、直接圧縮されたデジタルビデオ信号やデジタルオーディオ信号が
直接入力されるときは、圧縮デジタルビデオ信号やデジタルオーディオ信号を直接フォー
マッタに供給することもできる。またエンコーダ部６５は、アナログデジタル変換された
デジタルビデオ信号やオーディオ信号を、ビデオミキシング部６８やオーディオセレクタ
６９に直接供給することもできる。エンコーダ部６５に含まれるビデオエンコーダでは、
デジタルビデオ信号はＭＰＥＧ２（Moving Picture Experts Group2）またはＭＰＥＧ１
規格に基づいた可変ビットレート（所定の伝送速度）で圧縮されたデジタルビデオ信号に
変換される。デジタルオーディオ信号は、ＭＰＥＧまたはＡＣ－３（デジタルオーディオ
コンプレッション－オーディオ圧縮方式）規格に基づいて固定ビットレートで圧縮された
デジタルオーディオ信号、あるいはリニアＰＣＭ（pulsu code modulation）のデジタル
オーディオ信号に変換される。
【００３３】
　映像信号がＡＶ入力部７０から入力された場合（例えば副映像信号の独立出力端子付Ｄ
ＶＤビデオプレーヤからの信号など）、または、このようなデータ構成のＤＶＤビデオ信
号が放送されて、それが図示しないＴＶチューナ部７１で受信された場合は、ＤＶＤビデ
オ信号中の映像信号が映像エンコーダでエンコード（ランレングス符号化）されて映像の
ビットマップ（bit map）となる。
【００３４】
　エンコードされたデジタルビデオ信号、デジタルオーディオ信号、映像データは、フォ
ーマッタ７３にてパック化され、ビデオパック、オーディオパック、副映像パックとなり
、さらにこれらが集合されて、ＤＶＤ-ビデオ規格で規定されたフォーマット（ＤＶＤビ
デオフォーマット）や、ＤＶＤ-レコーディング規格で規定されたフォーマット（ＤＶＤ
－ＶＲフォーマット）に変換される。
【００３５】
　フォーマッタ７３でフォーマット化された情報（ビデオ、オーディオ、映像データなど
のパック）及び作成された管理情報を、データプロセッサ部６３を介してディスクドライ
ブ部６１に供給し、ＨＤＤ部６２あるいは光ディスク７６に記録することができる。
【００３６】
　またＨＤＤ部６２あるいは光ディスク７６に記録されたビデオオブジェクトを、一部削
除したり、異なる番組のオブジェクトを繋げたりする編集処理を行うことができる。
【００３７】
　コンピュータブロックＣは、ＭＰＵ（micro processor unit）またはＣＰＵ（central 
processing unit）と、制御プログラム等が書き込まれたＲＯＭ（read only memory）と
、プログラム実行に必要なワークエリアを提供するためのＲＡＭとを含んでいる。このコ
ンピュータブロックＣは、ネットワークＩ／Ｆ（interface）５６を介して、外部ネット
ワークに接続することが可能である。
【００３８】
　更に、マイクロコンピュータのＭＰＵは、そのＲＯＭに格納された制御プログラムに従
い、ＲＡＭをワークエリアとして用いて、欠陥場所検出、未記録領域検出、録画情報記録
位置設定、ＵＤＦ（universal disk format）記録、ＡＶアドレス設定等を実行する。
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【００３９】
　また、コンピュータブロックＣは、記録再生装置の各ブロックを統括して制御するため
に必要な各種の情報処理部を有する。この情報処理部としては、ワークＲＡＭ８０および
ディレクトリ検出部８１の他に、図示しないＶＭＧ（video manager）情報（全体のビデ
オ管理情報）作成部、コピー関連情報検知部、コピーおよびスクランブリング情報（ＲＤ
Ｉ）処理部、パケットヘッダ処理部、アスペクト比情報処理部と、録画を実行する際の編
集時管理情報制御部８２と、編集を実行する際の録画時管理情報制御部８３とを備える。
【００４０】
　また、コンピュータブロックＣは、区画の処理を行う処理部である短縮再生制御部８５
と、履歴情報検索を行うチャプター情報管理部８６およびＧＵＩ（graphical user inter
face）画面制御部８７が設けられる。
【００４１】
　コンピュータブロックＣの実行結果のうち、ユーザに通知すべき内容は、記録再生装置
のモニター５７に表示される。また、コンピュータブロックＣは、この記録再生装置を操
作するために操作信号を与えるキー操作入力部９０を有する。
【００４２】
　また、コンピュータブロックＣが、ディスクドライブ部６１、ＨＤＤ部６２、データプ
ロセッサ部６３、エンコーダ部６５および／またはデコーダ部６６等を制御するタイミン
グは、ＳＴＣ（system time clock）７７からの時間データに基づいて実行されるが、そ
れ以外の処理はＳＴＣ７７とは独立したタイミングで実行してもよい。
【００４３】
　デコーダ部６６は、パック構造を持つＤＶＤフォーマットの信号から各パックを分離し
て取り出すセパレータと、パック分離やその他の信号処理実行時に使用するメモリと、セ
パレータで分離された主映像データ（ビデオパックの内容）をデコードするVデコーダと
、セパレータで分離された副映像データ（副映像パックの内容）のデコードするＳＰデコ
ーダと、セパレータで分離されたオーディオデータ（オーディオパックの内容）のデコー
ドを備えてもよい。
【００４４】
　デコーダ部６６の出力ビデオ信号は、ビデオミキシング部６８に入力される。
【００４５】
　ビデオミキシング部６８では、テキストデータの合成が行われる。またビデオミキシン
グ部６８には、ＴＶチューナ７１やＡ／Ｖ入力部７０からの信号を直接取り込むラインも
また接続されている。ビデオミキシング部６８には、バッファとして用いるフレームメモ
リが接続されている。
【００４６】
　ビデオミキシング部６８の出力がアナログ出力の場合はネットワークＩ／Ｆ（インタフ
ェース）５６を介して外部出力される。
【００４７】
　デコーダ部６６の出力オーディオ信号は、セレクタ６９を介してデジタルアナログ変換
器６７でアナログ変換され外部に出力される。
【００４８】
　セレクタ６９は、コンピュータブロックＣからのセレクト信号により制御される。これ
によりセレクタ６９は、ＴＶチューナ７１やＡ／Ｖ入力部７０からのデジタル信号を直接
モニターする時、エンコーダ部６５をスルーした信号を直接選択することも可能である。
【００４９】
　なお、エンコーダ部６５のフォーマッタ７３では、録画中、各切り分け情報を作成し、
定期的にコンピュータブロックＣのＭＰＵへ送る（ＧＯＰ先頭割り込み時などの情報）。
切り分け情報としては、ＶＯＢＵのパック数、ＶＯＢＵ先頭からのＩピクチャのエンドア
ドレス、ＶＯＢＵの再生時間などである。同時に、アスペクト情報処理部からの情報を録
画開始時にＭＰＵへ送り、ＭＰＵはＶＯＢストリーム情報（ＳＴＩ）を作成する。ここで
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ＳＴＩは、解像度データ、アスペクトデータなどを保存し、再生時、各デコーダ部ではこ
の情報を元に初期設定が行われる。
【００５０】
　また、データプロセッサ部６３は、エンコーダ部６５のフォーマッタ７３からＶＯＢＵ
単位のデータを受け取り、ＣＤＡ単位のデータをディスクドライブ部６１あるいはＨＤＤ
部６２に供給している。
【００５１】
　コンピュータブロックＣのＭＰＵは、記録したデータを再生するのに必要な管理情報を
作成し、データ記録終了のコマンドを認識すると、作成した管理情報データをデータプロ
セッサ部６３に送信する。
【００５２】
　これにより、管理情報が光ディスク７６またはＨＤＤ部６２に記録される。このため、
エンコーダ部６５が行われているときに、コンピュータブロックＣのＭＰＵは、記録開始
時に、光ディスク７６およびＨＤＤ部６２から読み取った管理情報（ファイルシステム）
を認識して各ディスクの未記録エリアを認識することにより、データプロセッサ部６３を
介してデータの記録エリアをディスクに設定している。
【００５３】
　また、モニター５７には、例えば図５～図８に示すように、「サムネイル／チャプター
編集」欄を表示させることができる。
【００５４】
　図５は、本発明の記録再生装置の表示器に表示されるチャプター編集画面例を示す平面
図である。図６は、本発明の記録再生装置の表示器に表示されるチャプターをプレイリス
ト登録する画面例を示す平面図である。図７は、本発明の記録再生装置の表示器に表示さ
れるチャプターを一括削除する画面例を示す平面図であり、図８は、本発明の記録再生装
置の表示器に表示されるチャプターをダビングする画面例を示す平面図である。
【００５５】
　図５に示すチャプター編集画面例では、１ページ目に、例えば各チャプターを代表する
サムネイル画面ｓ１１～ｓ１６が表示される。
【００５６】
　次に、図６に示すように、例えばサムネイル画面ｓ２１～ｓ３２からユーザの好みのチ
ャプター、例えば、ｓ２２，ｓ２４，ｓ２５，ｓ２７およびｓ３０を選択して、表示画面
の、例えば下欄の登録欄へ移動させてプレイリスト編集を行う。
【００５７】
　また、ユーザにてチャプターが不要となり削除したい場合、図７に示すように、図示し
ない複数のチャプター、例えば、ｓ３１～ｓ３５を一括削除したい場合には、上欄から下
欄へ移動させて行うことができる。
【００５８】
　一方、チャプター一つ乃至複数をダビングしたい場合には、図８に示すように、例えば
、ｓ４１～ｓ４６を上欄から下欄へ移動させ、ダビング操作することによりダビングする
ことができる。
【００５９】
　次に、集計サーバ５０および記録再生装置５１ａ～５１ｎの連携動作について説明する
。
【００６０】
　ユーザＡ～ユーザＮの記録再生装置５１ａ～５１ｎと集計サーバ５０がインターネット
Ａを介して接続されており、記録再生装置５１ａ～５１ｎと集計サーバ５０とは、相互に
通信が可能な状態になっている。記録再生装置５１ａ～５１ｎと集計サーバ５０との接続
は、有線通信または無線通信（光通信や赤外線通信等を含む）等の複数の手段を経由して
接続してもよい。
【００６１】
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　図３は、本発明のチャプター利用度集計サーバでのチャプター利用度集計処理手順を示
すフロー図である。前記フロー図を具体的に説明する。
【００６２】
　チャプター利用度元データｘを受信してこれに含まれる番組チャネルコードと番組開始
時刻により、チャプター利用度集計サーバの記憶装置に保持された番組表から番組を検索
および特定する第１のステップと、検索し得た特定番組に関するチャプター利用度の加減
算処理を開始する第２のステップと、参照箇所の初期値としてチャプター開始時間をセッ
トする第３のステップと、参照箇所がチャプターの終端に到達しているかをチェックする
第４のステップと、到達している場合に、チャプター利用度加減算を終了する第５のステ
ップを踏む。
【００６３】
　また、上記第４のステップにおいて参照箇所がチャプターの終端に到達していない場合
には、記録再生装置でのチャプターに対する操作種別により、プレイリスト登録あるいは
ダビングの場合にチャプター利用度の加算を行う第６´ステップと、参照箇所を時間単位
で進める第７´のステップを加入し、上記第４のステップに戻る。一方、チャプターを削
除した場合にチャプター利用度の減算を行う第６″ステップと、参照箇所を時間単位で進
める第７´のステップを加入し、上記第４のステップに戻る。
【００６４】
　例えば図４のように、ユーザＡ～Ｎ各々が、番組１や番組２の任意のチャプターに対し
てプレイリスト登録やダビングや削除の操作を行うたびに、記録再生装置５１ａ～５１ｎ
にてチャプター利用度元データｘ（ｘ１～ｘ３）が生成され、集計サーバ５０に送信され
る。集計サーバは、チャプター利用度元データｘを受信するたびに、上記のようなステッ
プの集計処理手順を実行する。その結果、集計サーバ５０には、チャプター利用度データ
ｙが時々刻々と集計される。
【００６５】
　次に、例えばユーザＵ（図示せず）が、記録再生装置に録画済みで未視聴である番組１
を短縮再生する仕組みを説明する。ユーザＵが番組１を選択すると、記録再生装置は集計
サーバから番組１に関する最新のチャプター利用度データｙを取得する。記録再生装置は
、図９に示すように、チャプター利用度データを例えば人気シーン情報として、モニター
５７に表示する。モニター５７には、番組の時間の長さを表現するタイムバーｚ１と、こ
のタイムバーｚ１の方向にほぼ波形状に示す人気シーン情報ｚ２と、この人気シーン情報
ｚ２の波を横切るように所望の高さ位置に閾値αが設けられる。そして、アイコンｚ３を
操作することにより、例えばバー表示した閾値αがユーザにより任意に上下に移動できる
ようになっている。また、この閾値αの位置から人気シーン情報ｚ２の波が越えている部
分の時間に限り再生可能となる。
【００６６】
　従って、ユーザＵにあっては、視聴する時間が限られている場合には、モニター５７を
見ながら閾値αのバーの位置を任意に上下させるだけで、実際の番組の長さより短縮して
、所望の時間で再生することができる。
【００６７】
　このように、各ユーザによるチャプター毎の利用状況がチャプター利用度として時々刻
々集計され、この利用度が反映されつつユーザの限られた視聴時間に応じて短縮再生が可
能となり、ユーザにとって視聴すべきシーンだけを短時間で視聴できるという甚だ便利な
ものとなる。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明のチャプター利用度集計サーバと、このサーバに用いられる記録再生装置
の概要を示す構成図。
【図２】本発明の記録再生装置の概要を示すブロック構成図。
【図３】本発明のチャプター利用度集計サーバでのチャプター利用度集計処理手順を示す
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フロー図。
【図４】複数のユーザによる任意のチャプターへの各種操作とこれらの利用度の集計結果
を説明する図。
【図５】本発明の記録再生装置の表示器に表示されるチャプター編集画面例を示す平面図
。
【図６】本発明の記録再生装置の表示器に表示されるプレイリスト編集画面例を示す平面
図。
【図７】本発明の記録再生装置の表示器に表示されるチャプターを一括削除する画面例を
示す平面図。
【図８】本発明の記録再生装置の表示器に表示されるチャプターをダビングする画面例を
示す平面図。
【図９】本発明の記録再生装置でチャプター利用度データを使って短縮再生を行うことを
説明するための平面図。
【図１０】従来の映像配信サーバおよび映像表示装置および視聴解析サーバを示すブロッ
ク構成図。
【符号の説明】
【００６９】
５０　チャプター利用度集計サーバ
５１ａ～５１ｎ　記録再生装置
５２　集計サーバ本体
５２ａ　送・受信手段
５２ｂ　演算処理手段
５２ｃ　画像作成手段
５３　表示装置
５４　設定手段（キー操作入力部）
５６　ネットワークＩ／Ｆ
５７　表示装置（モニター）
６０　光ディスク
６１　ディスクドライブ部
６２　ＨＤＤ部
６３　データプロセッサ部
６５　エンコーダ部
６６　デコーダ部
６７　デジタルアナログ変換器
６８　ビデオミキシング部
６９　オーディオセレクタ
７０　ＡＶ入力部
７１　ＴＶチューナ部
７３　フォーマッタ
７７　ＳＴＣ
８０　ワークＲＡＭ
８１　ディレクトリ検出部
８２　編集管理情報制御部
８３　録画時管理情報制御部
８５　短縮再生制御部
８６　チャプター情報管理部
８７　ＧＵＩ画面制御部
Ａ　インターネット
Ｃ　コンピュータブロック
Ｍ　記録装置
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ｘ　チャプター利用度元データ
ｘ１　プレイリスト登録信号
ｘ２　ダビング信号
ｘ３　削除信号
ｙ　チャプター利用度データ
α　閾値

【図１】 【図２】
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【図７】

【図８】
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