
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の端末と、各端末に要求に応じた映像音声情報等を配信する装置とからなるディジ
タル専用回線システムであって、
　　前記装置は、
　装置が保有している配信可能な映像音声情報を示す配信リストを、端末に送信する配信
リスト送信手段と、
　前記各端末からの配信要求により指定された映像音声情報を、要求した端末に配信する
配信手段と

を備え、
　　前記各端末は、
　配信リスト送信手段から配信リストを取得する配信リスト取得手段と、
　取得した配信リストの中からユーザの入力により指定された、複数の映像音声情報のＩ
Ｄと、配信順序とを含む 配信予約表を作成する 配信予約表作成手段と、
　作成された 配信予約表に基づいて、指定された配信順序で、指定されたＩＤの映
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、
　前記各端末からの個別情報の登録要求に対し、当該個別情報が登録条件を満足するか否
かを判定する登録判定手段と、
　前記個別情報が登録条件を満足していると判定されたときには、登録を要求した端末に
対して登録許可を送信し、そうでなければエラーメッセージを送信する登録許可手段と、
　登録が許可された個別情報を記憶する個別情報記憶手段と、
　個別情報記憶手段内の個別情報を配信する個別情報配信手段と

端末側 端末側
端末側



像音声情報の配信要求を配信手段に送信する配信要求手段と
　

備えることを特徴とするディジタル専用回線システム。
【請求項２】
　 ディジタル専用回線システム
　　前記装置は、
　装置が保有している配信可能な映像音声情報を示した、配信リストを記憶している配信
リスト記憶手段と、
　前記配信リスト中の映像音声情報のＩＤを含んだメニュー表示用データを、前記各端末
に送信するメニューデータ送信手段と、
　前記各端末から送信されてきた選択情報に従って、端末毎に 配信予約表を作成す
る 配信予約表作成手段と、
　作成された 配信予約表を端末毎に記憶する 配信予約表記憶手段と、
　 配信予約表記憶手段に記憶されている 配信予約表に基づいて、各端末に対
し、選択された映像音声情報を指定された順序で配信する配信手段とを備え、
　　前記各端末は、
　前記メニュー表示用データを受信するメニューデータ受信手段と、
　受信されたメニュー表示用データに基づいて、入力用メニュー画面を表示して、映像音
声情報の選択とその配信順序の指定とを含むユーザからの入力を受け付ける入力手段と、
　選択された映像音声情報のＩＤとその配信順序の指定とを含む選択情報を装置に送信す
る選択情報送信手段とを備えることを特徴とするディジタル専用回線システム。
【請求項３】
　 記載のディジタル専用回線システムにおいて、
　前記 配信予約表は、前記映像音声情報の配信時刻の指定情報を含み、
　　前記 は、さらに、
　 配信予約表に基づいて、指定された配信時刻になると、

信を開始させる配信タイマー手段
　 記装置からの配信による映像音声情報を一時記憶するための記憶領域を有した端末側
映像音声情報記憶手段と、
　前記 配信予約表に従って配信された映像音声情報を、端末側映像音声情報記憶手
段に格納する格納手段とを備えることを特徴とするディジタル専用回線システム。
【請求項４】
　請求項 記載のディジタル専用回線システムにおいて、
　　前記配信リスト記憶手段は、
　前記配信リスト中の映像音声情報の前記ＩＤとして、当該映像音声情報の題名をリスト
にして記憶する題名リスト記憶手段を備え、
　　前記装置は、さらに、
　前記各端末からの題名検索要求に応じて、送信されてきたキーワードにより題名リスト
記憶手段を検索し、検索結果として得られた題名を、対応する端末に送信する題名検索手
段と、
　　前記各端末は、さらに、
　前記入力手段へのユーザからの入力に従って、前記装置に題名検索要求と、入力された
キーワードとを送信する題名検索要求手段を備え、
　前記入力手段は、題名検索要求に応じて装置から送信されてきた検索結果を、前記入力
用メニュー画面に表示し、前記選択情報に関する入力を受け付けることを特徴とするディ
ジタル専用回線システム。
【請求項５】
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、
ユーザからの入力に従って、個別情報の登録判定用情報を含む登録要求を送信する登録

要求手段と、
　登録要求に対して登録が許可された個別情報を前記装置に送信する個別情報送信手段と
を

請求項１記載の において、
更に、

装置側
装置側

装置側 装置側
装置側 装置側

更に、

請求項２
端末側

各端末
前記端末側 前記配信要求手段に

より送 と、
前

端末側

３

複数の端末と、各端末に要求に応じた映像音声情報等を配信する装置とからなるディジ



　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、 と、複数の端末とから構
成されるディジタル システムおよびその送受信方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来のＣＡＴＶシステムでは、ネットワークの回線に同軸ケーブルが使用されていた。こ
のＣＡＴＶシステムにおいて、センターは、契約したユーザに対し、有料放送を、センタ
ー側で予め編成した番組編成に従って一方的に配信するのが一般的であった。このような
場合、ユーザが視聴したい番組が複数あって、それらが同時刻に別々のチャネルで放送さ
れるような場合には、ユーザは、電波によるＴＶ放送を視聴する場合と同様、どちらか一
方の番組を視聴するか、または、裏で放送された番組をビデオ等に収録して後で見るとい
う方法でしか視聴することできなかった。
【０００３】
また、光伝送技術の向上により、信号の減衰が小さい光ファイバーを用いてアナログ信号
を伝送することができるようになり、この光ファイバーをネットワークの回線として使用
することにより、ネットワークの伝送周波数帯域を同軸ケーブルに比べて大きく拡張する
ことができるようになった。さらに、デジタル変調技術の向上により、デジタルデータの
高速伝送が可能になるとともに、データ圧縮技術の向上により、データ量の大きな情報を
よりコンパクトにして伝送することが可能になった。この結果、ディジタルＣＡＴＶシス
テムにおいて、センターは、双方向の通信および、映像音声情報などのデータ量の大きな
情報を、各ユーザに対して個別に複数同時に配信することができるようになった。
【０００４】
従来、各ユーザに対して、要求された映像音声情報を個別に提供するＶＯＤ（ Video on D
emmand）システムが知られている。
【０００５】
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タル専用回線システムの送受信方法であって、
　　前記装置において、
　装置が保有している配信可能な映像音声情報を示す配信リストを、端末に送信する配信
リスト送信ステップと、
　前記各端末からの配信要求により指定された映像音声情報を、要求した端末に配信する
配信ステップと、
　前記各端末からの個別情報の登録要求に対し、当該個別情報が登録条件を満足するか否
かを判定する登録判定ステップと、
　前記個別情報が登録条件を満足していると判定されたときには、登録を要求した端末に
対して登録許可を送信し、そうでなければエラーメッセージを送信する登録許可ステップ
と、
　登録が許可された個別情報を記憶する個別情報記憶ステップと、
　個別情報記憶手段内の個別情報を配信する個別情報配信ステップとを有し、
　　前記各端末において、
　配信リスト送信手段から配信リストを取得する配信リスト取得ステップと、
　取得した配信リストの中からユーザの入力により指定された、複数の映像音声情報のＩ
Ｄと、配信順序とを含む端末側配信予約表を作成する端末側配信予約表作成ステップと、
　作成された端末側配信予約表に基づいて、指定された配信順序で、指定されたＩＤの映
像音声情報の配信要求を配信手段に送信する配信要求ステップと、

ユーザからの入力に従って、個別情報の登録判定用情報を含む登録要求を送信する登録
要求ステップと、
　登録要求に対して登録が許可された個別情報を前記装置に送信する個別情報送信ステッ
プとを有することを特徴とする送受信方法。

各端末に要求に応じた映像音声情報等を配信する装置
専用回線



【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このＶＯＤシステムでは、ユーザは、視聴したい１つ１つの映像音声情報
に対して、個別のサービス要求を送信しなければならなかった。
また、伝送回線の混雑や、センターの負荷が重いときなどには、受信側では、サービス要
求の送信から所望の映像音声情報の受信、再生までにかなりの待ち時間を生じることがあ
り、ユーザにとっては煩わしいという問題点があった。
【０００６】
また、ディジタルＣＡＴＶシステムにおいては、実用化に向かって、双方向通信によるユ
ーザからの要求に応じた、さらに多様なサービスを提供することが望まれている。
本発明の目的は、センターから各端末に、より個別化されたサービスを提供することがで
きるディジタルＣＡＴＶシステムおよびその送受信方法を提供することである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記ディジタル専用回線システムは、複数の端末と、各端末に要求に応じた映像音声情
報等を配信する装置とからなるディジタル専用回線システムであって、前記装置は、装置
が保有している配信可能な映像音声情報を示す配信リストを、端末に送信する配信リスト
送信手段と、前記各端末からの配信要求により指定された映像音声情報を、要求した端末
に配信する配信手段と

を備
え、前記各端末は、配信リスト送信手段から配信リストを取得する配信リスト取得手段と
、　取得した配信リストの中からユーザの入力により指定された、複数の映像音声情報の
ＩＤと、配信順序とを含む 配信予約表を作成する 配信予約表作成手段と、作
成された 配信予約表に基づいて、指定された配信順序で、指定されたＩＤの映像音
声情報の配信要求を配信手段に送信する配信要求手段と

備える。
【０００８】
従って、上記の本発明によれば、配信要求手段は、予め作成された配信予約表に従って順
次、配信要求を送信するので、ユーザは、１つの映像音声情報の配信が終了する毎に次の
所望の映像音声情報の配信要求のための入力操作を行う必要がなく、複数の所望の映像音
声情報を、所望の順序で、連続的に視聴することができる。
【０００９】
【発明の実施の形態】
（実施の形態１）
以下、本発明の第１の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成、番組編成の
作成手順、および作成した番組編成に従った送受信手順について、図１～図８を用いて説
明する。
【００１０】
図１は、本発明の第１の実施の形態におけるディジタルＣＡＴＶシステムの構成を示すブ
ロック図である。
本実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムは、センターと、専用回線を介してセン
ターに接続されている複数の端末とからなる。
端末は、入力部１０１、表示部１０２、音声出力部１０３、再生部１０４、サービス要求
部１０５、メニューテンプレート記憶部１０６、番組編成部１０７および番組編成記憶部
１０８を備える。
【００１１】
センター側は、サービス処理部１１１、番組抽出部１１２、番組情報記憶部１１３および
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、前記各端末からの個別情報の登録要求に対し、当該個別情報が登
録条件を満足するか否かを判定する登録判定手段と、前記個別情報が登録条件を満足して
いると判定されたときには、登録を要求した端末に対して登録許可を送信し、そうでなけ
ればエラーメッセージを送信する登録許可手段と、登録が許可された個別情報を記憶する
個別情報記憶手段と、個別情報記憶手段内の個別情報を配信する個別情報配信手段と

端末側 端末側
端末側

、ユーザからの入力に従って、個
別情報の登録判定用情報を含む登録要求を送信する登録要求手段と、登録要求に対して登
録が許可された個別情報を前記装置に送信する個別情報送信手段とを



映像音声情報記憶部１１４を備える 。
入力部１０１は、リモコン、コントロールパッド、マウス、キーボード等によって実現さ
れ、ユーザのメニューの選択、各種処理の実行の開始などを指示する入力を受け付ける。
【００１２】
表示部１０２は、再生部１０４によって作成された番組メニュー等の各種メニュー画面や
、受信した映像音声情報等から後述の再生部１０４によって再生された映像を表示する。
音声出力部１０３は、センターから受信した映像音声情報等から再生部１０４によって再
生された音声を出力する。
【００１３】
再生部１０４は、例えば、デコーダなどであって、サービス要求部１０５を介して入力さ
れる映像音声情報から、映像情報と音声情報とを再生し、それぞれ表示部１０２と音声出
力部１０３とに出力する。また、再生部１０４は、後述のメニューテンプレート記憶部１
０６に記憶されているテンプレート情報に従って、各種のメニュー画面表示データを作成
し、表示部１０２に出力する。
【００１４】
サービス要求部１０５は、端末が起動されると、メニューテンプレート記憶部１０６から
所定のメニュー、例えば、番組メニューのテンプレートを読み出し、再生部１０４にメニ
ュー画面を作成させる。さらに、サービス要求部１０５は、例えば、前記メニュー画面か
らユーザが選択した、ユーザの指示内容に応じたサービス要求を、後述の図２に示すよう
なテーブルに従って、センター側に送信する。また、サービス要求部１０５は、入力部１
０１から入力された指示に従って、番組編成部１０７に番組編成の作成指示を与えるとと
もに、メニュー画面からユーザが選択した番組番号などからなる選択情報を、番組編成部
１０７に出力する。
【００１５】
図２は、サービス要求部１０５が種々のサービス要求としてセンター側に送信する送信内
容の一例を示す説明図である。
サービス要求部１０５が送信するサービス要求の種類は、図２に示す通りである。それぞ
れのサービス要求には、必ず、センターの宛て先番号と、発信元である各端末の端末番号
とがヘッダとして付される。また、サービス要求として送信する内容は、サービス名と、
それに付随する情報である。サービス名は、そのサービス要求によって要求するサービス
の内容を示している。なお、図２においては、サービス名を可読な文字列で示しているが
、文字列である必要はなく、実際に送信するデータは、サービスの内容を特定できるもの
であれば何でも良い。例えば、所定のコードや番号で表されていても良い。
【００１６】
メニューテンプレート記憶部１０６は、後述の図３に示すような、種々の情報をメニュー
画面として表示するための予め作成されたテンプレート情報を記憶している。
図３は、メニューテンプレート記憶部１０６に記憶されているテンプレート情報の一例を
示す説明図である。
【００１７】
図３に示すように、番組メニュー等の各メニューは、それぞれに対応するメニュー生成関
数に従って作成される。また、各メニュー画面内に表示される情報は、各メニュー内容に
対応した引数として示されている。
番組編成部１０７は、サービス要求部１０５の番組編成作成指示に従って、前記選択情報
から番組編成を作成する。
【００１８】
図４は、番組編成部１０７によって作成される番組編成の一例を示す説明図である。
図４に示すように、番組編成は、再生順を示す再生番号と、選択情報との組からなる。前
記選択情報は、再生すべき番組番号と、その番組タイトル名および番組再生時間とからな
る。なお、番組編成に記述される選択情報については、すべての項目がユーザに選択入力
されている必要はなく、例えば、ユーザが番組番号を選択したときに、その番組番号に対
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装置を有する



応する番組タイトル名、番組再生時間などの項目が、番組編成部１０７によって自動的に
付加されるようにしておいてもよい。
【００１９】
番組編成記憶部１０８は、番組編成部１０７によって作成された番組編成を記憶する。
サービス処理部１１１は、各端末からのサービス要求を受信すると、その端末に対してサ
ービスを提供できるか否かを判断するとともに、提供できる場合には、受信したサービス
要求の内容に応じた処理を行う。また、サービスを提供できない場合には、サービス要求
の送信元である端末に対し、エラーメッセージを送信する。
【００２０】
具体的には、サービス処理部１１１は、サービスを提供できると判断した端末からのサー
ビス要求の内容が番組の再生要求である場合には、番組抽出部１１２に対し、サービス要
求により指定された番組を映像音声情報記憶部１１４から抽出するよう指示し、指示に従
って抽出された映像音声情報を、当該端末に配信する。また、前記サービス要求の内容が
番組情報の要求である場合には、番組抽出部１１２に対し、番組情報記憶部１１３に記憶
されている番組情報リストから番組タイトル名と番組番号とを抽出するよう指示し、指示
に従って抽出された項目の情報を、当該端末に送信する。
【００２１】
番組抽出部１１２は、サービス処理部１１１の指示に従って、番組情報記憶部１１３およ
び映像音声情報記憶部１１４から、指定された情報を抽出する。
番組情報記憶部１１３は、センターが各端末に対して配信することができるすべての番組
について、各番組に対応して配信する映像音声情報との関係等を示した番組情報リストを
記憶している。
【００２２】
図５は、番組情報記憶部１１３の記憶内容である番組情報リストの一例を示す説明図であ
る。
図５に示すように、番組情報リストには、センターが各端末に対して配信することができ
るすべての番組について、番組番号、番組ジャンル、番組タイトル名、番組再生時間およ
びそのデータファイル名などの項目が記述される。なお、前記データファイル名は、番組
の内容である映像音声情報が格納されているファイル名を示している。
【００２３】
映像音声情報記憶部１１４は、センターが各端末に対して配信する各番組の内容として予
め各ファイルに格納された映像音声情報そのものと、前記各ファイルが記憶されている内
部のアドレスを示したアドレス情報とを記憶する。
図６は、映像音声情報記憶部１１４のアドレス情報の一例を示す説明図である。
【００２４】
図６に示すように、アドレス情報には、各番組に対応した映像音声情報を収録している、
各データファイル名と、そのデータサイズ、および映像音声情報記憶部１１４内の格納位
置が示されている。
図７は、各端末の番組編成作成処理および番組編成に従う再生処理の手順の一例を示すフ
ローチャートである。
【００２５】
サービス要求部１０５は、センター側のサービス処理部１１１に対してコネクション要求
を送信する（ステップＳ７０１）。サービス要求としての送信内容は、図２のサービス要
求表に示したように、端末番号、コネクション要求である。サービス要求部１０５は、コ
ネクション要求に対して、センターからエラーメッセージを受信したときは、そのエラー
メッセージを表示部１０２に表示させ、処理を終了する（ステップＳ７０２）。
【００２６】
コネクションが張られると、サービス要求部１０５は、サービス処理部１１１に対して番
組情報要求を送信する。送信内容は、要求するサービス名である番組情報送信である。サ
ービス要求部１０５は、さらに、番組情報を受信すると、メニューテンプレート記憶部１
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０６から番組タイトル表示用のメニューを抽出し、送信された番組タイトル名をメニュー
欄に入力し、再生部１０４に番組メニューを作成させる（ステップＳ７０３）。
【００２７】
作成された番組メニューは、表示部１０２に表示される。ユーザは、リモコン等の入力部
１０１からメニュー選択を行ない、再生される番組の順番を決定する。サービス要求部１
０５は、メニュー選択によって決定された番組再生の順番を、番組編成部１０７に出力し
、番組編成を作成させる。作成された番組編成は、番組編成記憶部１０８に格納される（
ステップＳ７０４）。
【００２８】
サービス要求部１０５は、番組再生用のメニューをメニューテンプレート記憶部１０６か
ら抽出し、再生部１０４にメニュー画面を作成させ、表示部１０２に表示させる。さらに
、サービス要求部１０５は、最初に再生する番組番号を番組情報記憶部１１３内の番組編
成から抽出し、番組再生要求とともに番組再生のサービス名と抽出した番組番号とをサー
ビス処理部１１１に送信する（ステップＳ７０５）。
【００２９】
サービス要求部１０５は、センターから受信した映像音声情報を再生部１０４に出力し、
再生指示を与える。前記再生部１０４は、入力された映像音声情報から映像情報と音声情
報とを分離、デコードし、表示部１０２に表示している番組再生用メニューに番組の映像
を表示させ、音声出力部１０３に音声を出力させる（ステップＳ７０６）。
【００３０】
番組の再生が終了すると、ステップＳ７０５の処理に戻り、番組編成が終了するまで続け
る。
図８は、各サービス要求に対するサービス処理部１１１の一部処理手順を示すフローチャ
ートである。
サービス処理部１１１は、サービス要求のヘッダ内の宛て先番号を照合し、各端末からの
サービス要求を受信する。端末からのサービス要求がコネクション要求である場合には、
当該端末番号を有する端末からのサービス要求に応じるか否かを判断し、当該サービス要
求に応じられる場合には、図示しないサービス許可テーブルに当該端末の端末番号を登録
し、その端末とのコネクションを張る。サービス要求に応じられない場合は、その旨のエ
ラーメッセージを送信して処理を終了する。また、コネクション要求以外のサービス要求
を受信した場合には、その端末がサービス許可テーブルに登録されているか否かを調べ、
登録されていない場合には、その旨のエラーメッセージを送信して処理を終了する（ステ
ップＳ８０１）。
【００３１】
サービス処理部１１１は、受信したサービス要求がサービス終了要求であれば、サービス
許可テーブルの当該端末の登録を削除してサービスを終了し、コネクションを切る（ステ
ップＳ８０２）。
サービス処理部１１１は、受信したサービス要求が番組情報要求であれば、前記番組情報
を送信する。サービス処理部１１１は、番組抽出部１１２に番組情報記憶部１１３から番
組タイトル名と番組番号を抽出させ、サービス要求部１０５に送信する（ステップＳ８０
３）。
【００３２】
サービス処理部１１１は、送信されたサービス名を調べる。サービス名は、番組再生であ
るので、送信された番組番号を取り出し、番組抽出部２０２に対して番組番号の再生要求
を出力する。番組抽出部２０２は、送信された番組番号から番組情報記憶部２０３から映
像音声情報の記録されているファイル名を抽出し、そのファイル名から映像音声情報記憶
部２０４の映像音声情報を抽出し、サービス処理部２０１に出力する。サービス処理部２
０１は、出力された映像音声情報を端末側のサービス要求部１０５に送信する（ステップ
Ｓ８０４）。
【００３３】
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なお、サービス処理部１１１は、図８に示すステップＳ８０１およびステップＳ８０２の
処理を必ず行う。従って、以下の実施の形態においては、特に断らない限り、すべての処
理について行うものとし、説明を省略する。また、サービス処理部１１１は、サービス要
求毎に対応する処理を行うので、ステップＳ８０３以降の処理は、どのような順序で行わ
れても良く、必ずしもすべての処理が行われる必要はない。ステップＳ８０５の処理につ
いては、後述の第１０の実施の形態において説明する。
【００３４】
以上のように、本実施の形態によれば、ディジタルＣＡＴＶシステムは、端末側で作成し
た個別の番組編成にしたがって、ＶＯＤを行う。これにより、ユーザは、一つ一つの番組
に対して入力操作を行うことなく、連続的に番組を視聴することができる。
（実施の形態２）
以下では、本発明の第２実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成、番組編成
の作成手順、および作成した番組編成に従った送受信手順について、図９～図１１を用い
て説明する。
【００３５】
図９は、本発明の第２の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成を示すブロ
ック図である。
本実施の形態において、第１の実施の形態のディジタルＣＡＴＶシステムとの構成の相違
点は、端末側に、さらに、印刷部２０１、番組欄情報出力部２０２および番組欄テンプレ
ート記憶部２０３を付加したことである。なお、図９および以下の構成図において、第１
の実施の形態のディジタルＣＡＴＶシステムと同一の構成要素については、すでに説明し
ているので、同一の参照符号を付し、説明を省略する。
【００３６】
なお、サービス要求部１０５は、さらに、入力部１０１からの入力に応じて、番組欄情報
出力部２０２に番組編成の印字を指示するとともに、番組名のリストを番組欄情報出力部
２０２に出力する。
印刷部２０１は、番組欄情報出力部２０２からの番組欄印字情報に従って、番組編成部１
０７によって作成された番組編成を印字出力する。
【００３７】
番組欄情報出力部２０２は、番組欄テンプレート記憶部２０３から番組欄テンプレート情
報を読み出し、サービス要求部１０５から入力される番組名のリストを引数として、読み
出した番組欄テンプレート情報中の番組欄印字関数に従って、印刷部２０１に印字させる
ための番組欄印字情報を作成し、印刷部２０１に出力する。
【００３８】
番組欄テンプレート記憶部２０３は、作成された番組編成をメニュー印字するためのテン
プレート情報である、予め作成された番組欄テンプレート情報をリストにして記憶してい
る。
図１０は、番組欄テンプレート記憶部２０３の記憶内容である番組欄テンプレート情報リ
ストの一例を示す説明図である。
【００３９】
図１０に示すように、番組欄テンプレート情報リストには、番組欄表示関数で示される番
組メニューの表示の種類に応じて、複数の番組欄印字関数が記述されている。
図１１は、本実施の形態のディジタルＣＡＴＶシステムにおける端末の送受信処理の手順
の一例を示すフローチャートである。
【００４０】
図１１のフローチャートにおいて、図７に示したフローチャートにおけるステップと同一
の処理内容については、すでに説明しているので、同一ステップ番号を付し、説明を省略
する。以下のフローチャートについても、同様である。
前記サービス要求部１０５は、前記番組編成記憶部１０８で一時記憶された番組の再生番
号と番組番号と番組タイトルと番組再生時間を番組欄情報出力部２０２に出力し、前記番
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組欄情報出力部２０２は、番組欄テンプレート記憶部２０３から番組欄テンプレートを読
み込み、前記表示部１０２に表示する。前記入力部１０１で、実行メニューが選択される
と、前記サービス要求部１０５は番組欄情報出力部２０２に印刷の指示を出力し、前記番
組欄情報出力部２０２は、プリンター等の印刷部２０１に番組印字情報を出力し、番組編
成が印刷される（ステップＳ１１０１）。
【００４１】
以上のように、本実施の形態によれば、ユーザは、各端末において、個別に作成した番組
編成を印字出力することができる。
（実施の形態３）
以下では、本発明の第３実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成および送受
信方法について、図１２～図１４を用いて説明する。
【００４２】
図１２は、本発明の第３の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成を示すブ
ロック図である。
図１２において、第１の実施の形態の構成との相違点は、端末側の番組編成部１０７と番
組編成記憶部１０８との代わりに、番組抽出部３０１、番組情報記憶部３０２および映像
音声情報記憶部３０３を付加したことである。
【００４３】
サービス要求部１０５は、入力部１０１からの入力に応じて、センターに番組登録許可要
求を送信し、登録が許可されると、番組登録要求と当該番組の内容である映像音声情報と
をセンターに送信して、ユーザ番組のセンターへの登録処理を行う。
番組抽出部３０１は、サービス要求部１０５の指示に従って、番組情報を番組情報記憶部
３０２に格納／抽出するとともに、後述の映像音声情報を映像音声情報記憶部３０３に格
納／抽出する。
【００４４】
番組情報記憶部３０２は、後述の映像音声情報記憶部３０３に格納されている映像音声情
報に関する番組情報を記憶する。
映像音声情報記憶部３０３は、例えば、ユーザによって予め作成されたコマーシャルフィ
ルムや、ベンダー情報などであって、センターからの配信を目的としたユーザ番組登録用
の映像音声情報を記憶する。
【００４５】
図１３は、サービス要求部１０５による番組登録処理の手順の一例を示すフローチャート
である。図１３のフローチャートにおいて、第１の実施の形態におけるサービス要求部１
０５との処理内容の相違点は、ステップＳ１３０１以降の処理である。
前記サービス要求部１０５は、番組抽出部３０１を使って登録する番組の番組情報を読み
込み、前記メニューテンプレート記憶部１０６のメニューテンプレートを用いて表示部１
０２に番組メニューを表示する（ステップＳ１３０１）。
【００４６】
前記サービス要求部１０５は、ユーザが入力部１０１により、番組メニューの中から登録
したい番組を選択すると、前記サービス処理部１１１に対して、番組登録要求を送信する
。送信内容は、端末の端末番号、番組登録のサービス名、登録する映像音声情報のサイズ
である（ステップＳ１３０２）。
登録が許可されない場合には、サービス要求部１０５は、センターから受け取った登録不
可メッセージを表示部１０２に表示させ、処理を終了する。また、登録可能な場合は、前
記番組抽出部３０１に、登録する映像音声情報とその番組情報とを番組情報記憶部３０２
と映像音声情報記憶部３０３とから抽出させる。前記サービス要求部１０５は、端末番号
と番組登録のサービス名と抽出された前記映像音声情報とその番組情報とを前記サービス
処理部１１１に送信する（ステップＳ１３０３）。
【００４７】
図１４は、サービス処理部１１１のユーザ番組登録処理の手順の一例を示すフローチャー
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トである。
前記サービス処理部１１１は、受信したサービス要求が番組登録許可要求である場合、そ
の送信内容を確認し、番組登録可能であるなら前記サービス要求部１０５に対して登録許
可メッセージを送信する。番組登録不可能であるなら前記サービス要求部１０５に対して
登録不可メッセージを送信する（ステップＳ１４０１）。
【００４８】
前記サービス処理部１１１は、端末番号、サービス名を確認し、前記映像音声情報とその
番組情報とを番組抽出部１１２に出力する。前記番組抽出部１１２は、入力された前記番
組情報を前記番組情報記憶部１１３に、入力された前記映像音声情報を前記映像音声情報
記憶部１１４に格納する（ステップＳ１４０２）。以上のように本実施の形態によれば、
ユーザは、ユーザ側で予め作成したユーザ番組を、各端末から回線を介して、直接センタ
ーに登録することができる。
（実施の形態４）
以下では、本発明の第４の実施の形態によるディジタルＣＡＴＶシステムの構成および送
受信方法について、図１５～図１７を用いて説明する。
【００４９】
図１５は、本発明の第４の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成を示すブ
ロック図である。本実施の形態において、第１の実施の形態のディジタルＣＡＴＶシステ
ムとの構成上の相違点は、端末側に番組編成部１０７および番組編成記憶部１０８を備え
る代わりに、センター側に番組編成部４０１と番組編成記憶部４０２とを備えたことであ
る。
【００５０】
番組編成部４０１は、サービス処理部１１１からの番組編成作成指示に従って、サービス
処理部１１１から入力される番組情報をもとに番組編成を作成し、作成した番組編成を、
端末毎に番組編成記憶部４０２に格納する。
番組編成記憶部４０２は、番組編成部４０１によって作成された番組編成を、端末毎に記
憶する。
【００５１】
図１６は、端末毎の番組編成をセンター側で作成する場合のサービス要求部１０５の処理
手順の一例を示すフローチャートである。
サービス要求部１０５は、番組メニューを表示部１０２に表示させ、番組メニューに従っ
て入力部１０１から選択入力された再生番号、番組番号、番組タイトル名、番組再生時間
のリストを、番組編成要求とともに、センターに送信する（ステップＳ１６０１）。
【００５２】
サービス要求部１０５は、番組再生用のメニューを表示部１０２に表示させ、サービス処
理部１１１からの映像音声情報を受信する。さらに、サービス要求部１０５は、受信した
映像音声情報を再生指示とともに、再生部１０４に出力する（ステップＳ１６０２）。再
生部に入力された映像音声情報は、再生部１０４によって、デコードされ、映像情報と音
声情報とに分離再生される。
【００５３】
図１７は、各端末からの番組編成要求に対するサービス処理部１１１の処理の手順の一例
を示すフローチャートである。
サービス処理部１１１は、番組編成要求を受信すると、サービス要求部１０５の前記送信
内容である選択情報を調べ、番組編成部４０１に前記端末番号、前記番組番号、番組名の
リストなどを出力する。番組編成部４０１は、前記端末番号と前記番組番号、番組名のリ
ストなどから番組編成を作成し、作成した番組編成を番組編成記憶部４０２に格納する。
さらに、サービス処理部１１１は、最初に再生される番組番号に再生番号を指すポインタ
ーをセットする。サービス処理部１１１は、前記番組編成部４０１に対して第１に再生す
べき番組番号を読み込む。この際、番組編成記憶部４０１で前記ポインターは次の番組番
号を指す。サービス処理部１１１は、前記番組番号を番組抽出部１１２に出力し、出力さ
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れる前記番組の映像音声情報をサービス要求部１０５に送信する。サービス要求部１０５
は、受信した映像音声情報を再生部１０４に出力する。再生部１０４は、再生した映像情
報および音声情報を表示部１０２、音声出力部１０３に出力する。
【００５４】
以上のように本実施の形態によれば、センター側の番組編成部４０１によって番組編成を
作成しておくことにより、ユーザは、１つの番組の再生が終了する都度、次の番組を要求
するために入力操作を行わなくても、所望の番組を連続して視聴することができる。
なお、上記実施の形態において、端末側に印刷部２０１、番組欄情報出力部２０２を備え
、選択情報を印字テンプレートの引数としておくことにより、センター側で作成された番
組編成を印字することができる。また、番組編成中の番組編成をセンター側から受信する
こととしても良い。
（実施の形態５）
以下では、本発明の第５の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成および送
受信方法について、図面に基づいて説明する。
【００５５】
図１８は、本発明の第５の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成を示すブ
ロック図である。本実施の形態と第３の実施の形態と構成上の相違点は、タイマー部５０
１を端末側に付加したことである。
タイマー部５０１は、リセットされる都度、一定時間をカウントし、タイムアウトすると
、サービス要求部１０５に対して割込みを行う。
【００５６】
図１９は、サービス要求部１０５によるお知らせ用番組の表示処理の手順の一例を示すフ
ローチャートである。
サービス処理部１１１に番組登録許可要求を送信すると、サービス要求部１０５は、タイ
マー部５０１をセット（または、リセット）する。番組登録許可要求の送信から所定の時
間が経過しても、サービス処理部１１１から番組登録許可に関するメッセージが受信され
ない場合、サービス要求部１０５は、前記メッセージが送信されるまで、映像音声情報抽
出部３０３に対して、お知らせ用の番組抽出を行なうよう指示し、前記お知らせ番組を表
示部１０２に表示する。前記登録許可メッセージが送信されると、サービス要求部１０５
は、お知らせ番組の再生を中止し、お知らせ番組再生用メニューを削除する。
【００５７】
尚、実施の形態５では、番組登録許可についての応答遅延の例をあげたが、映像音声情報
や他の応答が遅いときにも同様に行なえる。また、本実施の形態では、タイマー部５０１
により、サービス要求に対するサービス処理部１１１の応答の遅延時間を測定し、一定時
間以上の応答遅延を生じたときにお知らせ番組を表示することとした。しかし、各端末は
、必ずしもタイマー部５０１を備える必要はなく、サービス要求を送信する都度、お知ら
せ番組の再生を行うようにし、サービス要求に対する応答があれば、その応答の内容を再
生するようにしてもよい。
【００５８】
以上のように本実施の形態によれば、サービス要求を送信してからセンターからの応答が
あるまで、視聴者に対し、サービス要求送信後のシステム内の状態を知らせる情報や、端
末内部に記憶している映像音声情報を再生することができる。
（実施の形態６）
以下では、本発明の第６の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成および送
受信方法について、図２０～図２２を用いて説明する。
【００５９】
図２０は、本発明の第６の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成を示すブ
ロック図である。本実施の形態と第５の実施の形態との構成上の相違点は、タイマー割り
込み処理記憶部６０１およびタイマー部６０２を端末側に付加したことである。サービス
処理部１１１の応答遅延によるお知らせ用番組の再生は、第５の実施の形態と同じである
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ので、ここでは、センターから予めお知らせ用映像音声情報を送信して、端末側の映像音
声情報記憶部３０３に格納しておく処理について説明する。
【００６０】
タイマー割り込み処理記憶部６０１は、サービス処理部１１１からのサービス要求部１０
５に対するタイマー設定命令によって、またはユーザの入力によって設定された、タイマ
ー割り込み処理リストを記憶する。
図２１は、タイマー割り込み処理記憶部６０１の記憶内容の一例を示す説明図である。
【００６１】
図２１に示すように、タイマー割り込み処理リストには、設定時刻に応じて行う処理の内
容が、タイマー設定時刻毎に格納される。なお、「番組番号＊」は、番組編成記憶部１０
８に記憶されている番組編成から読み出される。
タイマー部６０２は、一定時間を計測するほか、さらに、現在時刻を計測する時計機能を
有し、後述のタイマー割り込み処理記憶部６０１内のタイマー割り込み処理リストに設定
されている時刻になると、サービス要求部１０５に割り込み命令を出力する。
【００６２】
図２２は、第６の実施の形態におけるサービス要求部１０５のタイマー割り込み処理の手
順の一例を示すフローチャートである。
サービス要求部１０５は、タイマー部６０２によるタイマー割り込みが発生すると（ステ
ップＳ２２０１）、タイマー割り込み記憶部６０１から割り込み処理の内容を抽出する。
例えば、９５／０９／２８／８：００における割り込み処理の内容は、コネクション要求
と番組再生要求であるので、サービス要求部１０５は、まずセンターに対してコネクショ
ン要求を送信する（ステップＳ２２０２）。
【００６３】
送信結果がＯＫの場合、サービス要求部１０５は、お知らせ番組番号と番組再生要求とを
センターに送信する（ステップＳ２２０３）。
次いで、サービス要求部１０５は、お知らせ用番組情報を番組抽出部３０１に入力する。
番組抽出部３０１は、前記番組情報を番組情報記憶部３０２に記憶させる。なお、この場
合、番組情報は固定で端末側では既に分かっているものとしたが、センターに番組情報要
求を送信し、受信した番組情報を一時記憶してもよいものとする。次にサービス要求部１
０５は、センターから送信された映像音声情報を番組抽出部３０１に入力し、番組抽出部
３０１は、前記映像音声情報を映像音声情報記憶部３０３に格納する。次にサービス要求
部１０５は、サービス終了要求をセンターに送信する（ステップＳ２２０４）。
（実施の形態７）
以下では、本発明の第７の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成および送
受信方法について、図２３～図２５を用いて説明する。
【００６４】
図２３は、本発明の第７の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成を示すブ
ロック図である。本実施の形態と、第１の実施の形態との構成上の相違点は、タイマー割
り込み処理記憶部６０１とタイマー部６０２とを端末側に付加したことである。
タイマー割り込み処理記憶部６０１は、図２１に示したようなタイマー割り込み処理リス
トを記憶する。
【００６５】
タイマー部６０２は、既存のビデオ装置で見られるような方法で、ユーザから入力された
番組受信開始時刻と番組受信終了時刻とを、サービス要求部１０５を介して入力し、記憶
する。タイマー部６０２は、記憶している番組受信開始時刻になると、割り込み命令をサ
ービス要求部１０５に出力する。
図２４は、第７の実施の形態におけるサービス要求部１０５のタイマー割り込み処理の手
順の一例を示すフローチャートである。
【００６６】
タイマー部６０２は、番組受信開始時刻になると、割り込み命令をサービス要求部１０５
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に入力する（ステップＳ２２０１）。タイマー部６０２による割り込みが発生すると、サ
ービス要求部１０５は、センターにコネクション要求を送信する（ステップＳ２２０２）
。送信結果がＯＫなら番組編成記憶部１０８から番組番号を取得し（ステップＳ２４０１
）、サービス処理部１１１に対して前記番組番号の再生要求を送信し（ステップＳ２４０
２）、番組を再生する（ステップＳ２４０３）。
【００６７】
図２５は、第７の実施の形態におけるサービス要求部１０５の他のタイマー割り込み処理
の手順の一例を示すフローチャートである。
番組受信終了時刻になると、タイマー部６０２から再度割り込み命令が発生しする（ステ
ップＳ２５０１）。
サービス要求部１０５は、サービス処理部１１１に対して、サービスの終了要求を送信す
る（ステップＳ２５０２）。送信される内容は、サービス終了のサービス名である。前記
サービス処理部１１１は、端末番号とサービス終了番号とを読み込み、番組抽出部１１２
に対して番組再生の終了処理を行ない、送信結果を送信し、サービス要求部１０５とのコ
ネクションを切る。
【００６８】
サービス要求部１０５は、送信結果がＯＫの場合（ステップＳ２５０３）、番組再生用メ
ニューを削除する（ステップＳ２５０４）。それ以外の場合、再度サービス終了要求をセ
ンターに送信する。
以上のように、本実施の形態によれば、ユーザは、タイマー予約した時刻になると、サー
ビス要求を送信するための入力操作を一つ一つ行わなくても、予め作成した番組編成に従
って、所望の番組を連続して受信し、再生することができる。
（実施の形態８）
以下では、本発明の第８の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成および送
受信方法について、図２６および図２７を用いて説明する。
【００６９】
図２６は、本発明の第８の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成を示すブ
ロック図である。本実施の形態と、第７の実施の形態との構成上の相違点は、端末側に番
組抽出部８０１と、映像音声情報記憶部８０２とを付加したことである。
番組抽出部８０１は、映像音声情報記憶部８０２に対して映像音声情報の読み出し／書き
込みを行う。
【００７０】
映像音声情報記憶部８０２は、映像音声情報を一時記憶する。
図２７は、第８の実施の形態におけるサービス要求部１０５のタイマー割り込み処理の手
順の一例を示すフローチャートである。図２７において、第７の実施の形態との相違点は
、ステップＳ２７０１の処理内容である。
サービス要求部１０５は、再生される番組情報を番組抽出部８０１に出力する。番組抽出
部８０１は、番組情報を番組情報記憶部１０８に格納する。次にサービス要求部１０５は
、センターから送信されてきた映像音声情報を、番組抽出部８０１に出力する。番組抽出
部８０１は、前記映像音声情報を映像音声情報記憶部８０２に一時記憶する（ステップＳ
２７０１）。
【００７１】
以上のように、本実施の形態によれば、サービス要求に対するセンターの応答遅延の有無
にかかわらず、図２１に示したように、端末は、番組編成として、ユーザが指定した番組
をユーザが指定した時刻、例えば深夜に受信し、録画しておくことができる。
（実施の形態９）
以下では、本発明の第９の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成および送
受信方法について、図２８および図２９を用いて説明する。
【００７２】
図２８は、本発明の第９の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成を示すブ
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ロック図である。本実施の形態と、第１の実施の形態との構成上の相違点は、端末側に備
えられていた前記番組編成部１０７と前記番組編成記憶部１０８との代わりに、キーワー
ド変換部９０１、キーワード検索部９０２および番組記憶部９０３を備えたことである。
【００７３】
キーワード変換部９０１は、例えば、かな漢字変換などのコード変換を行うＦＥＰ（フロ
ントエンドプロセッサ）によって実現され、入力部１０１から入力されたキーコード列を
、シフトＪＩＳコードなどからなるキーワードに変換する。なお、本実施の形態および以
下の実施の形態でいう「キーワード」は、特許請求の範囲において記載した「キーワード
」と意味が異なり、コード変換された結果の文字列からなる検索語をいう。
【００７４】
キーワード検索部９０２は、変換された前記キーワードから番組記憶部９０３内の番組情
報を検索する。
番組記憶部９０３は、前記サービス処理部からの番組情報を記憶する。
図２９は、第９の実施の形態におけるサービス要求部１０５のキーワード検索に基づくサ
ービス要求処理の手順の一例を示すフローチャートである。第１の実施の形態との相違点
は、ステップＳ２９０１以降の処理である。
【００７５】
サービス要求部１０５は、サービス処理部１１１から送信された番組情報を番組記憶部９
０３に格納し、メニューテンプレート記憶部１０６からキーワード入力用メニューを読み
込み、表示部１０２に表示させる（ステップＳ２９０１）。入力部１０１に文字列が入力
され、ユーザが変換キーまたは変換メニューを選択すると、キーワード変換部９０２が文
字列をキーワードに変換する。変換されたキーワードは、キーワード検索部９０２に出力
される（ステップＳ２９０２）。キーワード検索部９０２は、番組記憶部９０３に記憶さ
れている番組情報をキーワード検索し、検索結果を一時記憶し、サービス要求部１０５に
出力する。サービス要求部１０５は、検索結果を表示部１０２に表示されている番組メニ
ューに表示する（ステップＳ２９０３）。
【００７６】
以上のように、本実施の形態によれば、ユーザは、番組記憶部９０３内に記憶されている
番組情報をキーワードによって検索することにより、所望の番組を探し出すことができる
。これにより、ユーザは、キーワード検索によって選ばれた番組情報を用いて、所望の番
組をＶＯＤによって視聴することができる。
（実施の形態１０）
以下では、本発明の第１０の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成および
送受信方法について、図３０および図３１を用いて説明する。
【００７７】
図３０は、本発明の第１０の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成を示す
ブロック図である。本実施の形態と、第１の実施の形態との構成上の相違点は、端末側に
備えられていた前記番組編成部１０７と前記番組編成記憶部１０８との代わりに、キーワ
ード変換部１００１および番組記憶部１００２を備え、センター側に新たにキーワード検
索部１００３を付加したことである。
【００７８】
キーワード変換部１００１は、入力されたキーコード列をキーワードに変換する。
番組記憶部１００２は、キーワード検索部１００３による検索結果として、サービス処理
部１１１から送信されてきた番組情報を一時記憶する。
キーワード検索部１００３は、サービス要求部１０５から受信した前記キーワードから前
記番組情報を検索する。
【００７９】
図３１は、第１０の実施の形態におけるサービス要求部１０５のキーワード検索要求処理
の手順の一例を示すフローチャートである。第１の実施の形態との相違点は、ステップＳ
３１０２以降の処理である。
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サービス要求部１０５は、メニューテンプレート記憶部１０６のテンプレートを用いてメ
ニュー画面を表示部１０２に表示させ、キーコードで入力されたキーワードを、キーワー
ド変換部１００１にかな漢字変換させる。さらに、サービス処理部１１１に対して、キー
ワード変換部１００１で変換されたキーワードを用いての番組のキーワード検索要求を送
信する。送信内容は、番組のキーワード検索要求と、キーワードとである（ステップＳ３
１０２）。
【００８０】
サービス処理部１１１は、要求されているサービス名を調べ、前記キーワードでの検索処
理をキーワード検索部１００３に要求する。キーワード検索部１００３は、番組情報記憶
部１１３の番組情報をキーワード検索し、検索結果をサービス処理部１１１に出力する。
サービス処理部１１１は、サービス要求部１０５に対し、検索結果である番組情報を送信
する（図８に示したステップＳ８０５）。
【００８１】
サービス要求部１０５は、表示部１０２に表示している番組メニューに、受信した前記番
組情報を表示する（ステップＳ３１０３）。
以上のように本実施の形態によれば、端末側でかな漢字変換、キーワード検索を行わない
ので、端末側の構成要素および負荷を低減することができる。また、第９の実施の形態の
ように、端末側の番組記憶部９０３に、センター側の番組情報リストと重複する内容の番
組情報を記憶しておく必要がない。従って、ディジタルＣＡＴＶシステム全体のメモリの
利用効率を向上することができる。これにより、上記ディジタルＣＡＴＶシステムは、第
９の実施の形態のようなＶＯＤを提供することができる。
（実施の形態１１）
以下では、本発明の第１１の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成および
その送受信方法について、図３２および図７、図２９を用いて説明する。
【００８２】
図３２は、本発明の第１１の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成を示す
ブロック図である。本実施の形態の、第１の実施の形態との構成上の相違点は、端末側に
キーワード変換部１１０１、キーワード検索部１１０２および番組記憶部１１０３を付加
したことである。
キーワード変換部１１０１は、前記ＦＥＰであり、入力部１０１から入力されたキーコー
ド列をキーワードに変換する。
【００８３】
キーワード検索部１１０２は、キーワード変換部１１０１によって変換されたキーワード
を用いて、番組記憶部１１０３内の番組情報を検索する。
番組記憶部１１０３は、前記サービス処理部１１１から受信した番組情報のリストを一時
記憶する。前記番組情報は、番組番号、番組名などの項目からなる。本実施の形態の端末
は、図２９のフローチャートに示したステップＳ７０１からステップＳ２９０３の処理を
行ない、図７のフローチャートに示したステップＳ７０４からステップＳ７０６の処理を
実行する。
【００８４】
本実施の形態において、キーワードによる番組の検索については、第９の実施の形態と同
じである。サービス要求部１０５は、キーワード検索された番組情報を表示部１０２に表
示させる（ステップＳ２９０３）。
サービス要求部１０５は、メニュー選択による入力部１０１への入力操作を待ち、メニュ
ー選択が実行されると、入力されたメニュー選択情報を番組編成部１０７に出力する。番
組編成部１０７は、前記メニュー選択情報から番組編成を作成し、番組編成記憶部１０８
に格納する（図７のステップＳ７０４）。以下、第１の実施の形態と同じである。
【００８５】
以上のように本実施の形態によれば、ディジタルＣＡＴＶシステムのユーザは、キーワー
ド検索により選択した番組からなる番組編成を作成し、第１の実施の形態と同様にして、
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所望の番組を所望の順序で、連続して視聴することができる。
（実施の形態１２）
以下では、本発明の第１２の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成および
送受信方法について、図３３および図３１、図７を用いて説明する。
【００８６】
図３３は、本発明の第１２の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成を示す
ブロック図である。本実施の形態と、第１の実施の形態との構成上の相違点は、端末側に
キーワード変換部１２０１と、センター側にキーワード検索部１２０２を付加したことで
ある。
キーワード変換部１２０１は、入力部１０１から入力されたキーコード列を、キーワード
に変換する。
【００８７】
キーワード検索部１２０２は、サービス処理部１１１から入力される前記キーワードを用
いて、番組情報記憶部１１３内の番組情報を検索する。
本実施の形態のサービス要求部１０５は、実施の形態１０において図３１のフローチャー
トに示したステップＳ３１０１からステップＳ３１０３の処理を行なった後、第１の実施
の形態において図７のフローチャートに示したステップＳ７０４からステップＳ７０６の
処理を実行する。
【００８８】
キーワードによる番組情報の検索については、第９の実施の形態と同じである。サービス
要求部１０５は、キーワード検索された番組情報を表示部１０２に表示させ（ステップＳ
３１０３）、入力部１０１へのメニュー選択操作を待つ。メニュー選択が実行されると、
サービス要求部１０５は、入力されたメニュー選択情報を、番組編成部１０７に出力する
（図７のステップＳ７０４）。以下、第１の実施の形態と同じである。
【００８９】
以上のように本実施の形態によれば、端末側の構成および負荷を軽減するとともに、第１
１の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
（実施の形態１３）
以下では、本発明の第１３の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成および
送受信方法について、図３４～図３７を用いて説明する。
【００９０】
図３４は、本発明の第１３の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成を示す
ブロック図である。
端末は、入力部１３０１、表示部１３０２、音声出力部１３０３、再生部１３０４、サー
ビス要求部１３０５およびメニューテンプレート記憶部１３０６を備える。
【００９１】
センター側は、サービス処理部１３１１、番組情報抽出部１３１２、番組情報記憶部１３
１３、番組シーン情報抽出部１３１４、シーン抽出部１３１５、シーン情報記憶部１３１
６および映像音声情報記憶部１３１７を備える。
入力部１３０１は、リモコン、キーボード、マウス等のデバイスおよびインターフェイス
によって実現され、ユーザの操作に対応した信号を、データとしてサービス要求部１３０
５に入力する。
【００９２】
表示部１３０２は、再生部１３０４から入力される映像情報から表示データを作成し、当
該表示データをＣＲＴなどの画面上に表示する。
音声出力部１３０３は、再生部１３０４によって再生された音声情報を、音声として出力
する。
再生部１３０４は、サービス要求部１３０５から入力される映像音声情報をデコードし、
映像情報と音声情報とに分離して、映像情報を表示部１０２に、音声情報を音声出力部１
３０３に出力する。
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【００９３】
サービス要求部１３０５は、端末側の各構成要素を制御するとともに、図２に示した各サ
ービス要求をサービス処理部１３１１に送信して、センターからのサービスを受信する。
また、ユーザによるメニュー画面からの選択入力により、映像音声情報の一部であるシー
ンの受信処理を、以下の図３６のフローチャートに説明する手順で行う。
【００９４】
メニューテンプレート記憶部１３０６は、図３に示したテンプレート情報を記憶している
。
サービス処理部１３１１は、センター側の各構成要素を制御するとともに、各端末に対し
、サービス要求に応じた番組およびその他の情報を提供する。
番組情報抽出部１３１２は、サービス処理部１３１１の指示に従って、番組情報を番組情
報記憶部１３１３から抽出する。
【００９５】
番組情報記憶部１３１３は、図５に示した番組情報リストを記憶している。
番組シーン情報抽出部１３１４は、サービス処理部１３１１の指示に従って、番組情報記
憶部１３１３およびシーン情報記憶部１３１６から、指示された番組情報およびシーン情
報を抽出する。
シーン抽出部１３１５は、サービス処理部１３１１の指示に従って、シーン情報記憶部１
３１６および映像音声情報記憶部１３１７から、指示されたシーン情報および映像音声情
報を抽出する。
【００９６】
シーン情報記憶部１３１６は、各番組中のシーンに関する情報を記憶している。
図３５は、シーン情報記憶部１３１６の記憶内容である、シーン情報リストの一例を示す
説明図である。
前記シーン情報は、各映像音声情報に対する番組情報と同様、シーン番号、番組ジャンル
、番組タイトル名、シーン再生時間およびデータファイル名などの項目からなる。
【００９７】
映像音声情報記憶部１３１７は、各番組に対応する映像音声情報を記憶している。なお、
映像音声情報記憶部１３１７に記憶されている映像音声情報には、ハイライトシーン、オ
ープニングシーンなど、前記映像音声情報の一部の抜粋であるシーンを表した映像音声情
報が含まれている。また、これらのシーンは、必ずしもセンターが配信する映像音声情報
の一部である必要はない。
【００９８】
図３６は、第１３の実施の形態におけるサービス要求部１３０５のシーン受信処理の手順
の一例を示すフローチャートである。
サービス要求部１３０５は、サービス処理部１３１１に対してコネクション要求を送信す
る。送信内容は、端末番号、コネクション要求である（ステップＳ３６０１）。
【００９９】
コネクションが張られると、サービス要求部１３０５は、サービス処理部１３１１に対し
て番組情報要求を送信する。送信内容は、サービス名の番組情報送信である（ステップＳ
３６０２）。
サービス要求部１３０５は、メニューテンプレート記憶部１３０６から番組タイトル表示
用のメニューを抽出し、送信された番組タイトル名をメニュー欄に入力し、番組タイトル
メニューを作成する（ステップＳ３６０３）。作成された番組メニューは、表示部１３０
２に表示される。ユーザは、リモコン等による入力部１３０１を用いて、メニュー選択を
行ない、番組タイトルを決定する。
【０１００】
サービス要求部１３０５は、サービス処理部１３１１に対して、シーン情報要求を送信す
る（ステップＳ３６０４）。送信内容は、サービス名であるシーン情報送信と、そのシー
ンの番組番号である。
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サービス要求部１３０５は、メニューテンプレート記憶部１３０６からシーンタイトル表
示用のメニューを抽出し、サービス処理部１３１１から受信したシーンタイトル名をメニ
ュー欄に入力し、シーンタイトルメニューを作成する（ステップＳ３６０５）。作成され
たシーンメニューは、表示部１３０２に表示される。ユーザは、リモコン等による入力部
１３０１を用いて、メニュー選択を行ない、再生されるシーンを決定する。
【０１０１】
サービス要求部１３０５は、シーン再生用のメニューをメニューテンプレート記憶部１３
０６から抽出して、表示部１３０２に表示させ、シーン再生要求をサービス処理部１３１
１に送信する。送信内容は、要求内容であるシーン再生と、再生を要求するシーンのシー
ン番号とである（ステップＳ３６０６）。
サービス要求部１３０５は、受信した映像音声情報を再生部１３０４に出力する。前記再
生部１３０４は、表示されているシーン再生用メニューに、シーンの映像を表示させ、音
声出力部１３０３に音声を出力させる（ステップＳ３６０７）。
【０１０２】
図３７は、第１３の実施の形態のサービス処理部１３１１によるシーン送信処理の手順の
一例を示すフローチャートである。
サービス処理部１３１１は、サービス要求を受信すると、送信元の端末番号と要求れさて
いるサービス名とを調べ、要求が受け入れられるかどうかチェックし、その結果を送信す
る（図８のステップＳ８０１）。
【０１０３】
サービス処理部１３１１は、番組情報要求を受信すると、番組情報記憶部１３１３内の番
組情報リストから番組情報を番組情報抽出部１３１２に抽出させ、抽出された番組情報の
番組タイトル名と番組番号とをサービス要求部１３０５に送信する（図８のステップＳ８
０３）。
サービス処理部１３１１は、シーン情報要求を受信すると、要求とともに受信した番組番
号を番組シーン情報抽出部１３１４に出力し、番組シーン情報抽出部１３１４に、番組情
報記憶部１３１３内の番組情報リストから入力された番組番号の番組タイトル名を調べさ
せる。さらに、シーン情報記憶部１３１６内のその番組タイトル名に対応するシーン情報
から、番組のシーンタイトル名とシーン番号とを抽出させる。サービス処理部１３１１は
、抽出された番組のシーンタイトル名とシーン番号とのリストを当該端末に送信する（ス
テップＳ３７０１）。
【０１０４】
サービス処理部１３１１は、シーン再生要求を受信すると、サービス要求とともに受信し
たシーン番号をシーン抽出部１３１５に出力し、そのシーン番号の映像音声情報の抽出を
指示する。
シーン抽出部１３１５は、シーン情報記憶部１３１６内のシーン情報リストから、そのシ
ーン番号に対応する映像音声情報が記録されているデータファイル名を抽出し、そのファ
イル名を用いて映像音声情報記憶部１３１７から該当する映像音声情報を抽出し、サービ
ス処理部１３１１に出力する。サービス処理部１３１１は、入力された映像音声情報を、
端末側のサービス要求部１３０５に送信する（ステップＳ３７０２）。
【０１０５】
以上のように本実施の形態によれば、ユーザは、所望の映像音声情報の一部であるシーン
を視聴することができる。
（実施の形態１４）
以下では、本発明の第１４の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成および
送受信方法について、図３８～図４０を用いて説明する。
【０１０６】
図３８は、本発明の第１４の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成を示す
ブロック図である。本実施の形態と、実施の形態１３との構成上の相違点は、端末側に、
キーワード変換部１４０１、キーワード検索部１４０２およびシーン情報記憶部１４０３
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を付加したことである。
キーワード変換部１４０１は、入力部１３０１から入力されたキーコード列をキーワード
に変換する。
【０１０７】
キーワード検索部１４０２は、前記キーワードを用いて、シーン情報記憶部１４０３のシ
ーン情報を検索する。
シーン情報記憶部１４０３は、サービス処理部１３１１から受信した番組情報およびシー
ン情報を記憶する。
図３９および図４０は、第１４の実施の形態のサービス要求部１３０５によるシーン受信
処理の手順の一例を示すフローチャートである。
【０１０８】
図３９および図４０のフローチャートにおいて、ステップＳ３９０１からステップＳ３９
０４までの処理およびステップＳ３９０７、ステップＳ３９０８の処理は、図３６に示し
たステップＳ３６０１からステップＳ３６０４までの処理およびステップＳ３６０６、ス
テップＳ３６０７の処理に相当する。実施の形態１３との相違点は、ステップＳ３６０５
およびステップＳ３９０６の処理である。
【０１０９】
サービス要求部１３０５は、サービス処理部１３１１から送信されたシーン情報をシーン
情報記憶部１４０３内に格納し、メニューテンプレート記憶部１３０６からキーワード入
力用メニューを読み込み、表示部１３０２に表示させる。入力部１３０１からキーコード
の文字列が入力され、変換キーまたは変換メニューが選択されると、サービス要求部１３
０５は、入力された文字列をキーワード変換部１４０１に出力し、キーコードからなる前
記文字列をキーワードに変換させる。さらに、サービス要求部１３０５は、キーワード検
索部１４０２に、前記キーワードを用いてシーン情報記憶部１４０３内のシーン情報を検
索させる（ステップＳ３９０５）。
【０１１０】
キーワード検索部１４０２は、シーン情報記憶部１４０３内に記憶されているシーン情報
をキーワード検索し、検索結果を一時記憶し、サービス要求部１３０５に出力する。サー
ビス要求部１３０５は、前記検索結果を、表示部１３０２に表示されているシーンメニュ
ーに表示させる（ステップＳ３９０６）。
以上のように、本実施の形態によれば、端末側で、シーン番号をキーワード検索するので
、ユーザは、所望のシーンを表す映像音声情報をキーワード検索によって選びだし、視聴
することができる。また、これにより、センター側のシーン抽出部１３１５の負荷が軽く
て済む。
（実施の形態１５）
以下では、本発明の第１５実施の形態によるディジタルＣＡＴＶシステムの構成および送
受信方法について、図４１～図４３を用いて説明する。
【０１１１】
図４１は、本発明の第１５の実施の形態におけるディジタルＣＡＴＶシステムの構成を示
すブロック図である。本実施の形態と、実施の形態１３との構成上の相違点は、端末側に
キーワード変換部１５０１を、センター側にキーワード検索部１５０２を付加したことで
ある。
キーワード変換部１５０１は、入力部１３０１から入力されたキーコード列をキーワード
に変換する。
【０１１２】
キーワード検索部１５０２は、サービス要求部１３０５から受信した前記キーワードに基
づいて、シーン情報記憶部１３１６内のシーン情報を検索する。
図４２および図４３は、第１５の実施の形態のサービス要求部１３０５によるシーン受信
処理の手順の一例を示すフローチャートである。
図４２および図４３のフローチャートにおいて、ステップＳ４２０１からステップＳ４２
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０３までの処理、ステップＳ４２０７、ステップＳ４２０８の処理は、実施の形態１３の
図３６に示したステップＳ３６０１からステップＳ３６０３までの処理、ステップＳ３６
０６、ステップＳ３６０７の処理に相当する。実施の形態１３との相違点は、ステップＳ
４２０４、ステップＳ４２０５およびステップＳ４２０６の処理である。
【０１１３】
サービス要求部１３０５は、サービス処理部１３１１に対して、番組メニューで選択され
た番組番号と、キーワード変換部１５０１で変換されたキーワードとによる、シーン検索
要求を送信する。送信内容は、シーンのキーワード検索、番組番号、キーワードである
（ステップＳ４２０４、ステップＳ４２０５）。サービス処理部１３１１は、要求されて
いるサービス名を調べ、番組番号を番組シーン情報抽出部１３１４に出力し、その番組番
号に対応するシーン情報をシーン情報記憶部１３１６から抽出させる。番組のシーン情報
が抽出されると、抽出されたシーン情報内の前記キーワードによる検索処理をキーワード
検索部１５０２に指示する。キーワード検索部１５０２は、前記シーン情報をキーワード
検索し、検索結果をサービス処理部１３１１に出力する。サービス処理部１３１１は、サ
ービス要求部１３０５に検索結果であるシーン情報を送信する（図３７のステップＳ３７
０１）。サービス要求部１３０５は、受信した前記シーン情報を、表示部１３０２に表示
しているシーンメニューに表示させる（ステップＳ４２０６）。
【０１１４】
以上のように、本実施の形態によれば、センター側でキーワード検索を行うので、センタ
ー側と重複した内容の情報であるシーン情報を、端末側で記憶する必要がない。これによ
り、本実施の形態のディジタルＣＡＴＶシステムは、端末側の負荷を軽減するとともに、
システム内のメモリの利用効率を向上し、キーワード検索によるシーン映像情報をユーザ
に提供することができる。
（実施の形態１６）
以下では、本発明の第１６の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成および
送受信方法について、図４４～図４７を用いて説明する。
【０１１５】
図４４は、本発明の第１６の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成を示す
ブロック図である。本実施の形態と、実施の形態１３との構成上の相違点は、端末側に、
再生シーン記憶部１６０１を付加したことである。
再生シーン記憶部１６０１は、連続再生されるシーンの再生順序を示した、再生シーン番
号列を記憶する。
【０１１６】
図４５は、再生シーン記憶部１６０１の記憶内容の一例を示す説明図である。再生シーン
記憶部１６０１には、ユーザに選択された複数のシーン映像音声情報の連続再生の再生順
序を示す、再生順序リストが記憶されている。図４５に示す例では、図３５に示した各シ
ーン情報が、再生順序を示すシリアル番号に対応して再生順に記憶されている。
【０１１７】
図４６は、第１６の実施の形態のサービス要求部１３０５によるシーン受信処理の手順の
一例を示すフローチャートである。
図４６のフローチャートにおいて、ステップＳ４６０１からステップＳ４６０５までの処
理、およびステップＳ４６０７の処理は、実施の形態１３のステップＳ３６０１からステ
ップＳ３６０５の処理、およびステップＳ３６０７の処理に相当する。実施の形態１３と
の相違点は、ステップＳ４６０６の処理である。
【０１１８】
連続再生される複数のシーンがシーンメニューで選択され、選択終了キーが入力部１３０
１に入力されると、サービス要求部１３０５は、メニューの選択状態を抽出し、シーンの
再生順序を示す再生番号と、再生シーン番号列とを再生シーン記憶部１６０１に格納する
。サービス要求部１３０５は、再生シーン番号列を引数にして、サービス処理部１３１１
に対してシーンの連続再生要求を送信する。送信内容は、シーンの連続再生、シーン番号
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列である（ステップＳ４６０６）。
【０１１９】
サービス要求部１３０５は、送信された映像音声情報を再生部１３０４に出力し、シーン
の連続再生を行なう（ステップＳ４６０７）。
図４７は、第１６の実施の形態のサービス処理部１３１１によるシーン送信処理の手順の
一例を示すフローチャートである。
サービス処理部１３１１は、要求されているサービス名がシーンの連続再生であるので、
受信した前記シーン番号列をシーン抽出部１３１５に出力する。前記シーン抽出部１３１
５は、シーン番号列の先頭から順次シーン情報を読みとり、対応する映像音声情報を映像
音声情報記憶部１３１７から抽出して、サービス処理部１３１１に出力する。サービス処
理部１３１１は、前記映像音声情報をサービス要求部１３０５に送信する。
【０１２０】
以上のように、本実施の形態によれば、ユーザは、予め所望のシーンを選択しておくこと
により、連続的に配信されてくる複数のシーンの映像音声情報を所望の再生順序で視聴す
ることができる。
なお、上記実施の形態と同様にして、ユーザが選択入力を行う際の各メニュー画面に、そ
れぞれの番組に対応するシーンの映像音声情報を表示するようにしてもよい。
【０１２１】
なお、上記実施の形態においては、キーワード変換部を端末側に備えたが、端末側の負荷
が大きいときには、センター側にキーワード変換部を備えることとしてもよい。この場合
、変換結果を端末側に送信し、表示部に表示させてユーザによる変換結果の確定の入力を
受信し、その確定結果を用いてキーワード検索をするようにしてもよい。また、ユーザに
よる変換結果の確定の入力を受信せず、すべての変換候補をキーワードとしてキーワード
検索を行うようにしてもよい。
【０１２２】
また、上記のように、センター側にあっても良いし、端末側にあっても良い各構成要素は
、ディジタルＣＡＴＶシステム構築時において、センター側と端末側との負荷のバランス
、および伝送路の状態による応答遅延がある場合の利便性などを考慮して適切に定めれば
良い。
【０１２３】
【発明の効果】
　本発明のディジタル専用回線システムは、複数の端末と、各端末に要求に応じた映像音
声情報等を配信する装置とからなるディジタル専用回線システムであって、前記装置は、
装置が保有している配信可能な映像音声情報を示す配信リストを、端末に送信する配信リ
スト送信手段と、前記各端末からの配信要求により指定された映像音声情報を、要求した
端末に配信する配信手段と

を備え、前記各端末は、配信リスト送信手段から配信リストを取得する配信リスト取得手
段と、取得した配信リストの中からユーザの入力により指定された、複数の映像音声情報
のＩＤと、配信順序とを含む 配信予約表を作成する 配信予約表作成手段と、
作成された 配信予約表に基づいて、指定された配信順序で、指定されたＩＤの映像
音声情報の配信要求を配信手段に送信する配信要求手段と

備える。
【０１２４】
　従って、本発明のディジタル専用回線システムの前記 において、配信リスト送信手
段は、装置が保有している配信可能な映像音声情報を示す配信リストを、端末に送信する
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、前記各端末からの個別情報の登録要求に対し、当該個別情報
が登録条件を満足するか否かを判定する登録判定手段と、前記個別情報が登録条件を満足
していると判定されたときには、登録を要求した端末に対して登録許可を送信し、そうで
なければエラーメッセージを送信する登録許可手段と、登録が許可された個別情報を記憶
する個別情報記憶手段と、個別情報記憶手段内の個別情報を配信する個別情報配信手段と

端末側 端末側
端末側

、ユーザからの入力に従って、
個別情報の登録判定用情報を含む登録要求を送信する登録要求手段と、登録要求に対して
登録が許可された個別情報を前記装置に送信する個別情報送信手段とを

装置



。配信手段は、前記各端末からの配信要求により指定された映像音声情報を、要求した端
末に配信する。前記各端末において、配信リスト取得手段は、配信リスト送信手段から配
信リストを取得する。配信予約表作成手段は、取得した配信リストの中からユーザの入力
により指定された、複数の映像音声情報のＩＤと、配信順序とを含む 配信予約表を
作成する。配信要求手段は、作成された 配信予約表に基づいて、指定された配信順
序で、指定されたＩＤの映像音声情報の配信要求を前記配信手段に送信するという作用を
有する。
【０１２５】
従って、上記本発明のディジタル システムによれば、ユーザは、 から取得し
た配信リストの中から複数の映像音声情報を選択して、予め配信予約表を作成しておくこ
とによって、視聴したい映像音声情報毎に、配信要求のための入力操作を行わなくても、
指定した映像音声情報を、指定した配信順序で連続して視聴することができるという効果
を奏する。
【０１２６】
　

【０１３３】
　

【０１３４】
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端末側
端末側

専用回線 装置

また、前記装置の登録判定手段は、前記各端末からの個別情報の登録要求に対し、当該
個別情報が登録条件を満足するか否かを判定する。登録許可手段は、前記個別情報が登録
条件を満足していると判定されたときには、登録を要求した端末に対して登録許可を送信
し、そうでなければエラーメッセージを送信する。個別情報記憶手段は、登録が許可され
た個別情報を記憶する。個別情報配信手段は、個別情報記憶手段内の個別情報を配信する
。前記各端末の登録要求手段は、ユーザからの入力に従って、個別情報の登録判定用情報
を含む登録要求を送信する。個別情報送信手段は、登録要求に対して登録が許可された個
別情報を前記装置に送信するという作用を有する。また、視聴者が作成した個別のお知ら
せ情報や商品情報などである個別情報を、オンラインで装置に登録することができるとい
う効果を奏する。  

また、ディジタル専用回線システムにおいて、前記装置は、更に、装置が保有している
配信可能な映像音声情報を示した、配信リストを記憶している配信リスト記憶手段と、前
記配信リスト中の映像音声情報のＩＤを含んだメニュー表示用データを、前記各端末に送
信するメニューデータ送信手段と、前記各端末から送信されてきた選択情報に従って、端
末毎に装置側配信予約表を作成する装置側配信予約表作成手段と、作成された装置側配信
予約表を端末毎に記憶する装置側配信予約表記憶手段と、装置側配信予約表記憶手段に記
憶されている装置側配信予約表に基づいて、各端末に対し、選択された映像音声情報を指
定された順序で配信する配信手段とを備え、前記各端末は、更に、前記メニュー表示用デ
ータを受信するメニューデータ受信手段と、受信されたメニュー表示用データに基づいて
、入力用メニュー画面を表示して映像音声情報の選択とその配信順序の指定とを含むユー
ザからの入力を受け付ける入力手段と、選択された映像音声情報のＩＤとその配信順序の
指定とを含む選択情報を装置に送信する選択情報送信手段とを備えることとしている。

従って、本発明のディジタル専用回線システムにおいて、前記装置では、配信リスト記
憶手段は、装置が保有している配信可能な映像音声情報を示した、配信リストを記憶して
いる。メニューデータ送信手段は、前記配信リスト中の映像音声情報のＩＤを含んだメニ
ュー表示用データを、前記各端末に送信する。装置側配信予約表作成手段は、前記各端末
から送信されてきた選択情報に従って、端末毎に装置側配信予約表を作成する。装置側配
信予約表記憶手段は、作成された装置側配信予約表を端末毎に記憶する。配信手段は、装
置側配信予約表記憶手段に記憶されている装置側配信予約表に基づいて、各端末に対し、
選択された映像音声情報を指定された順序で配信する。前記各端末では、メニューデータ
受信手段は、前記メニュー表示用データを受信する。入力手段は、受信されたメニュー表
示用データに基づいて、入力用メニュー画面を表示して、映像音声情報の選択とその配信
順序の指定とを含むユーザからの入力を受け付ける。選択情報送信手段は、選択された映
像音声情報のＩＤとその配信順序の指定とを含む選択情報を装置に送信するという作用を



【０１３５】
　

【０１３６】
　 ディジタル専用回線システムにおいて、前記 配信予約表は、前記映像音声
情報の配信時刻の指定情報を含み、前記 は、さらに、 配信予約表に基づ
いて、指定された配信時刻になると、 信を開始させる配信タイ
マー手段 記装置からの配信による映像音声情報を一時記憶するための記憶領域を有
した端末側映像音声情報記憶手段と、前記 配信予約表に従って配信された映像音声
情報を、端末側映像音声情報記憶手段に格納する格納手段とを備える
【０１３７】
　従って、本発明のディジタル専用回線システムにおいて、前記 配信予約表は、前
記映像音声情報の配信時刻の指定情報を含み、前記 において、さらに、配信タイマ
ー手段は、 配信予約表に基づいて、指定された配信時刻になると、

信を開始させる。前記各端末において、端末側映像音声情報記憶手段は、
前記装置からの配信による映像音声情報を一時記憶するための記憶領域を有する。格納手
段は、前記 配信予約表に従って配信された映像音声情報を、端末側映像音声情報記
憶手段に格納するという作用を有する。
【０１３８】
　従って、本発明のディジタル専用回線システムによれば、ユーザは、 配信予約表
に指定した配信時刻になると、指定した映像音声情報の配信を受けることができ、
配信予約表に従って配信された映像音声情報を端末側映像音声情報記憶手段内に記憶させ
ておくことができるので、例えば、深夜のうちに所望の映像音声情報を受信し、視聴した
い時間になると所望の映像音声情報を端末側映像音声情報記憶手段から読み出して視聴す
ることができる。これにより、装置端末間の伝送路に応答遅延がある場合でも、ユーザは
、所望の映像音声情報を通信状態の影響を受けることなく視聴することができるという効
果を奏する。
【０１３９】
　また、本発明のディジタル専用回線システムによれば、配信された映像音声情報を受信
時に視聴する場合においても、深夜の利用者が少ない時間帯等に番組の映像音声情報の送
信要求をセットすることにより、伝送路の遅延等による番組再生の待ち時間を気にするこ
となく視聴することができるという効果を奏す
【０１４４】
本発明のディジタル システムは、前記ディジタル システムにおいて、前
記配信リスト記憶手段は、前記配信リスト中の映像音声情報の前記ＩＤとして、当該映像
音声情報の題名をリストにして記憶する題名リスト記憶手段を備え、前記 は、さらに
、前記各端末からの題名検索要求に応じて、送信されてきたキーワードにより題名リスト
記憶手段を検索し、検索結果として得られた題名を、対応する端末に送信する題名検索手
段と、前記各端末は、さらに、前記入力手段へのユーザからの入力に従って、前記 に
題名検索要求と、入力されたキーワードとを送信する題名検索要求手段を備え、前記入力
手段は、題名検索要求に応じて から送信されてきた検索結果を、前記入力用メニュー
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有する。

従って、本発明のディジタル専用回線システムによれば、前記各端末では、受信された
メニュー表示用データに基づいて、ユーザからの入力により選択された選択情報を装置に
送信するだけで、後は、装置側の配信予約表作成手段が、端末毎に装置側配信予約表を作
成する。これにより、端末側に端末側配信予約表作成手段の構成を省略することができ、
端末側の負荷を軽減することができるという効果を奏する。また、これにより、装置側で
は、作成した端末毎の装置側配信予約表により、送信すべき映像音声情報が事前にわかる
ので、予め対応する映像音声情報を検索し、送信準備を行なうことができる。従って、１
つ１つの映像音声情報をＶＯＤによって配信するよりも、映像音声情報の配信の際に発生
する、装置と端末との通信における応答遅延を軽減することができるという効果を奏する
。

また、 端末側
各端末 前記端末側

前記配信要求手段により送
と、前
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こととしている。
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画面に表示し、前記選択情報に関する入力を受け付ける。
【０１４５】
従って、本発明のディジタル システムにおいて、前記配信リスト記憶手段は、前
記配信リスト中の映像音声情報の前記ＩＤとして、当該映像音声情報の題名をリストにし
て記憶する題名リスト記憶手段を備える。前記 では、さらに、題名検索手段は、前記
各端末からの題名検索要求に応じて、送信されてきたキーワードにより前記題名リスト記
憶手段を検索し、検索結果として得られた題名を、対応する端末に送信する。前記各端末
では、さらに、題名検索要求手段は、前記入力手段へのユーザからの入力に従って、前記

に題名検索要求と、入力されたキーワードとを送信する。前記入力手段は、題名検索
要求に応じて から送信されてきた検索結果を、前記入力用メニュー画面に表示し、前
記選択情報に関する入力を受け付けるという作用を有する。
【０１４６】
従って、本発明のディジタル システムによれば、視聴者は、 の配信リスト中
の映像音声情報の題名リストをキーワード検索することにより、容易に所望の映像音声情
報の題名を知ることができる。これにより、容易に配信予約表作成のための選択情報を入
力ることができるという効果を奏する。また、 側で題名リストのキーワード検索を行
うので、端末側では、メモリの使用量の制限などにより、検索範囲である前記題名リスト
を一度に格納できない場合でも、容易に題名リストのキーワード検索を行うことができる
という効果を奏する。
【０１６１】
　なお ィジタル専用回線システムの送受信方法について 明の効果は ィジタル
専用回線システム（装置クレーム）と同様の作用効果を奏するので、省略する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態におけるディジタルＣＡＴＶシステムの構成を示すブ
ロック図である。
【図２】サービス要求部１０５が種々のサービス要求としてセンター側に送信する送信内
容の一例を示す説明図である。
【図３】メニューテンプレート記憶部１０６に記憶されているテンプレート情報の一例を
示す説明図である。
【図４】番組編成部１０７によって作成される番組編成の一例を示す説明図である。
【図５】番組情報記憶部１１３の記憶内容である番組情報リストの一例を示す説明図であ
る。
【図６】映像音声情報記憶部１１４のアドレス情報の一例を示す説明図である。
【図７】各端末の番組編成作成処理および番組編成に従う再生処理の手順の一例を示すフ
ローチャートである。
【図８】各サービス要求に対するサービス処理部１１１の一部処理手順を示すフローチャ
ートである。
【図９】本発明の第２の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成を示すブロ
ック図である。
【図１０】番組欄テンプレート記憶部２０３の記憶内容である番組欄テンプレート情報リ
ストの一例を示す説明図である。
【図１１】本実施の形態のディジタルＣＡＴＶシステムにおける端末の送受信処理の手順
の一例を示すフローチャートである。
【図１２】本発明の第３の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成を示すブ
ロック図である。
【図１３】サービス要求部１０５による番組登録処理の手順の一例を示すフローチャート
である。
【図１４】サービス処理部１１１のユーザ番組登録処理の手順の一例を示すフローチャー
トである。
【図１５】本発明の第４の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成を示すブ
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ロック図である。
【図１６】端末毎の番組編成をセンター側で作成する場合のサービス要求部１０５の処理
手順の一例を示すフローチャートである。
【図１７】各端末からの番組編成要求に対するサービス処理部１１１の処理の手順の一例
を示すフローチャートである。
【図１８】本発明の第５の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成を示すブ
ロック図である。
【図１９】サービス要求部１０５によるお知らせ用番組の表示処理の手順の一例を示すフ
ローチャートである。
【図２０】本発明の第６の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成を示すブ
ロック図である。
【図２１】タイマー割り込み処理記憶部６０１の記憶内容の一例を示す説明図である。
【図２２】第６の実施の形態におけるサービス要求部１０５のタイマー割り込み処理の手
順の一例を示すフローチャートである。
【図２３】本発明の第７の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成を示すブ
ロック図である。
【図２４】第７の実施の形態におけるサービス要求部１０５のタイマー割り込み処理の手
順の一例を示すフローチャートである。
【図２５】第７の実施の形態におけるサービス要求部１０５の他のタイマー割り込み処理
の手順の一例を示すフローチャートである。
【図２６】本発明の第８の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成を示すブ
ロック図である。
【図２７】第８の実施の形態におけるサービス要求部１０５のタイマー割り込み処理の手
順の一例を示すフローチャートである。
【図２８】本発明の第９の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成を示すブ
ロック図である。
【図２９】第９の実施の形態におけるサービス要求部１０５のキーワード検索に基づくサ
ービス要求処理の手順の一例を示すフローチャートである。
【図３０】本発明の第１０の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成を示す
ブロック図である。
【図３１】第１０の実施の形態におけるサービス要求部１０５のキーワード検索要求処理
の手順の一例を示すフローチャートである。
【図３２】本発明の第１１の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成を示す
ブロック図である。
【図３３】本発明の第１２の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成を示す
ブロック図である。
【図３４】本発明の第１３の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成を示す
ブロック図である。
【図３５】シーン情報記憶部１３１６の記憶内容である、シーン情報リストの一例を示す
説明図である。
【図３６】第１３の実施の形態におけるサービス要求部１３０５のシーン受信処理の手順
の一例を示すフローチャートである。
【図３７】第１３の実施の形態のサービス処理部１３１１によるシーン送信処理の手順の
一例を示すフローチャートである。
【図３８】本発明の第１４の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成を示す
ブロック図である。
【図３９】第１４の実施の形態のサービス要求部１３０５によるシーン受信処理の手順の
一例を示すフローチャートである。
【図４０】第１４の実施の形態のサービス要求部１３０５によるシーン受信処理の手順の
一例を示すフローチャートである。
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【図４１】本発明の第１５の実施の形態におけるディジタルＣＡＴＶシステムの構成を示
すブロック図である。
【図４２】第１５の実施の形態のサービス要求部１３０５によるシーン受信処理の手順の
一例を示すフローチャートである。
【図４３】第１５の実施の形態のサービス要求部１３０５によるシーン受信処理の手順の
一例を示すフローチャートである。
【図４４】本発明の第１６の実施の形態であるディジタルＣＡＴＶシステムの構成を示す
ブロック図である。
【図４５】再生シーン記憶部１６０１の記憶内容の一例を示す説明図である。
【図４６】第１６の実施の形態のサービス要求部１３０５によるシーン受信処理の手順の
一例を示すフローチャートである。
【図４７】第１６の実施の形態のサービス処理部１３１１によるシーン送信処理の手順の
一例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１０１　入力部
１０２　表示部
１０３　音声出力部
１０４　再生部
１０５　サービス要求部
１０６　メニューテンプレート記憶部
１０７　番組編成部
１０８　番組編成記憶部
１１１　サービス処理部
１１２　番組抽出部
１１３　番組情報記憶部
１１４　映像音声情報記憶部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】
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【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】 【 図 ２ ８ 】
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【 図 ２ ９ 】 【 図 ３ ０ 】

【 図 ３ １ 】 【 図 ３ ２ 】
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【 図 ３ ３ 】 【 図 ３ ４ 】

【 図 ３ ５ 】 【 図 ３ ６ 】
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【 図 ３ ７ 】 【 図 ３ ８ 】

【 図 ３ ９ 】 【 図 ４ ０ 】
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【 図 ４ １ 】 【 図 ４ ２ 】

【 図 ４ ３ 】 【 図 ４ ４ 】
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【 図 ４ ５ 】 【 図 ４ ６ 】

【 図 ４ ７ 】
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