
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像センタ内の、デジタル化された複数のビデオ映像情報に対して、端末側の操作者が
、対話形式で選択および再生の操作を行うビデオ選択再生システムであって、
　映像センタは、
　各ビデオ映像情報と、各々のビデオ映像情報に付与された識別子を格納する第一格納手
段と、
　前記第一格納手段に格納されているビデオ映像情報を紹介する補助情報を、前記識別子
と対応づけて、それぞれの補助情報の内容を表す項目名とそれぞれの補助情報の番号を格
納する第二格納手段と、
　端末側において、過去に再生されたビデオ映像情報の識別子を記した履歴情報を格納す
る第三格納手段と、
　ビデオ映像情報の識別子の複数の組み合わせと、各組み合わせに最適な補助情報の番号
とを保持するテーブル手段と、
　端末側からの、ビデオ映像情報の再生要求と、補助情報の選択要求および再生終了要求
を受信する第一受信手段と、
　前記第一受信手段が受信したビデオ映像情報の再生要求に従い、再生要求で指定された
ビデオ映像情報を前記第一格納手段から取り出す第一取り出し手段と、
　前記第三格納手段に格納されている履歴情報と、前記テーブル手段の内容とに基づいて
、再生するビデオ映像情報に対して最適な補助情報の番号を決定する決定手段と、
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　前記決定手段の決定した番号を持つ補助情報の項目名を前記第二格納手段から取り出す
第二取り出し手段と、
　前記第一受信手段が受信した補助情報の選択要求に従い、選択された項目名の補助情報
を前記第二格納手段から取り出す第三取り出し手段と、
　前記第一、第二、第三取り出し手段が取り出した、ビデオ映像情報、補助情報、補助情
報の項目名をそれぞれ端末側に送信する第一送信手段と
を備え、
　端末側は、
　操作者からの、ビデオ映像情報の再生要求と、補助情報の再生要求および選択要求およ
び再生終了要求を受け付ける入力手段と、
　前記入力手段が受け付けたビデオ映像情報の再生要求と、補助情報の選択要求および再
生終了要求を映像センタに送信する第二送信手段と、
　映像センタから前記第一送信手段により送信されたビデオ映像情報、補助情報、補助情
報の項目名を受信する第二受信手段と、
　前記第二受信手段が受信したビデオ映像情報、補助情報と、前記第二受信手段が受信し
た補助情報の項目名の一覧表を示す補助情報選択画面を表示する表示手段と、
　前記入力手段が受け付けた補助情報の再生要求に従い、前記第二受信手段が受信した補
助情報の項目名から、前記補助情報選択画面を生成し、前記表示手段に表示させる制御手
段と
を備えることを特徴とするビデオ選択再生システム。
【請求項２】
　前記入力手段はさらに、
　操作者ごとに定義された操作者の識別子の入力を受け付け、
　前記第三格納手段は、
　端末側において、過去に再生されたビデオ映像情報の識別子を記した履歴情報を操作者
の識別子ごとに格納し、
　前記決定手段は、
　前記入力手段が受け付けた操作者の識別子と、前記第三格納手段に格納されている履歴
情報と、前記テーブル手段の内容とに基づいて、再生要求で指定されたビデオ映像情報に
対して最適な補助情報の番号を決定する
　ことを特徴とする請求項１記載のビデオ選択再生システム。
【請求項３】
　操作者の操作する端末側と、対話形式でデジタル化されたビデオ映像情報の授受を行う
映像センタであって、
　各ビデオ映像情報と、各々のビデオ映像情報に付与された識別子を格納する第一格納手
段と、
　前記第一格納手段に格納されているビデオ映像情報を紹介する補助情報を、前記識別子
と対応づけて、それぞれの補助情報の内容を表す項目名とそれぞれの補助情報の番号を格
納する第二格納手段と、
　端末側において、過去に再生されたビデオ映像情報の識別子を記した履歴情報を格納す
る第三格納手段と、
　ビデオ映像情報の識別子の複数の組み合わせと、各組み合わせに最適な補助情報の番号
とを保持するテーブル手段と、
　端末側からの、ビデオ映像情報の再生要求と、補助情報の選択要求および再生終了要求
を受信する受信手段と、
　前記受信手段が受信したビデオ映像情報の再生要求に従い、再生要求で指定されたビデ
オ映像情報を前記第一格納手段から取り出す第一取り出し手段と、
　前記第三格納手段に格納されている履歴情報と、前記テーブル手段の内容とに基づいて
、再生するビデオ映像情報に対して最適な補助情報の番号を決定する決定手段と、
　前記決定手段の決定した番号を持つ補助情報の項目名を前記第二格納手段から取り出す
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第二取り出し手段と、
　前記受信手段が受信した補助情報の選択要求に従い、選択された項目名の補助情報を前
記第二格納手段から取り出す第三取り出し手段と、
　前記第一、第二、第三取り出し手段が取り出した、ビデオ映像情報、補助情報、補助情
報の項目名をそれぞれ端末側に送信する送信手段とを備える
　ことを特徴とする映像センタ。
【請求項４】
　操作者の操作する端末側と、対話形式でデジタル化されたビデオ映像情報の授受を行う
映像センタにおいて用いられるビデオ選択方法であって、
　前記映像センタは、
　各ビデオ映像情報と、各々のビデオ映像情報に付与された識別子を格納する第一格納手
段と、前記第一格納手段に格納されているビデオ映像情報を紹介する補助情報を、前記識
別子と対応づけて、それぞれの補助情報の内容を表す項目名とそれぞれの補助情報の番号
を格納する第二格納手段と、端末側において、過去に再生されたビデオ映像情報の識別子
を記した履歴情報を格納する第三格納手段と、ビデオ映像情報の識別子の複数の組み合わ
せと、各組み合わせに最適な補助情報の番号とを保持するテーブル手段とを備え、
　前記ビデオ選択方法は、
　端末側からの、ビデオ映像情報の再生要求と、補助情報の選択要求および再生終了要求
を受信する受信ステップと、
　前記受信ステップにおいてが受信したビデオ映像情報の再生要求に従い、再生要求で指
定されたビデオ映像情報を前記第一格納手段から取り出す第一取り出しステップと、
　前記第三格納手段に格納されている履歴情報と、前記テーブル手段の内容とに基づいて
、再生するビデオ映像情報に対して最適な補助情報の番号を決定する決定ステップと、
　前記決定ステップにおいて決定した番号を持つ補助情報の項目名を前記第二格納手段か
ら取り出す第二取り出しステップと、
　前記受信ステップにおいて受信した補助情報の選択要求に従い、選択された項目名の補
助情報を前記第二格納手段から取り出す第三取り出しステップと、
　前記第一、第二、第三取り出しステップにおいて取り出された、ビデオ映像情報、補助
情報、補助情報の項目名をそれぞれ端末側に送信する送信ステップとを備える
　ことを特徴とするビデオ選択方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、映像センタ内の、デジタル化された複数のビデオ映像情報に対して、端末側の
操作者が、対話形式で選択および再生の操作を行うビデオ選択再生システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、ハードディスク等の二次記憶装置の大容量化、低価格化、およびビデオ映像情報の
圧縮技術の進歩により、ビデオ・オン・デマンド・システムのように、映像センタなどの
施設にデジタル化したビデオ映像情報を複数蓄積して中央で一括管理し、それに対してユ
ーザが家庭その他の場所からの操作により、対話的に選択・再生が可能なビデオ選択再生
システムが実用化されつつある。
【０００３】
図２１は、従来のビデオ選択再生システムの構成を示すブロック図である。
同図におけるビデオ選択再生システムは、ビデオ映像データベース２１１、ビデオ映像表
示部２１３、入力部２１４、端末側制御部２１５、映像センタ側制御部２１６を備える。
ビデオ映像データベース２１１、映像センタ側制御部２１６は映像センタに備えられ、ビ
デオ映像表示部２１３、入力部２１４、端末側制御部２１５は端末側に備えられる。
【０００４】
ビデオ映像データベース２１１は、デジタル化された複数のビデオ映像情報を格納する。
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ビデオ映像表示部２１３は、ユーザから入力部２１４を通じて要求されたビデオ映像情報
を表示する。
入力部２１４は、ユーザが視聴したいビデオ映像情報の選択、再生などの要求を受け付け
る。
【０００５】
端末側制御部２１５は、端末側送信部２１５１と端末側受信部２１５２を有し、入力部２
１４が受け付けた要求を端末側送信部２１５１を通じて映像センタ側制御部２１６に送信
する他、映像センタ側制御部２１６から送信されたビデオ映像情報を端末側受信部２１５
２を通じて受信し、ビデオ映像情報表示部２１３に送る。
【０００６】
映像センタ側制御部２１６は、映像センタ側送信部２１６１と映像センタ側受信部２１６
２を備え、端末側制御部２１５からの要求を映像センタ側受信部２１６２を通じて受信し
、ビデオ映像データベース２１１から選択されたビデオ映像情報を取り出し、映像センタ
側送信部２１６１を通じて端末側制御部２１５に送信する。
【０００７】
以上のように構成されたビデオ選択再生システムについて、以下その動作を説明する。
ユーザが入力部２１４から視聴したいビデオ映像の選択または名称の入力を行う。端末側
制御部２１５は入力された要求を受け付け、端末側送信部２１５１を通じ、映像センタ側
制御部２１６に送信する。
【０００８】
映像センタ側制御部２１６は、映像センタ側受信部２１６２を通じて、送信された要求を
受信し、ビデオ映像データベース２１１から選択されたビデオ映像情報を取り出し、映像
センタ側送信部２１６１を通じて端末側制御部２１５に送信する。
端末側制御部２１５は、映像センタ側制御部２１６から送信されたビデオ映像情報を端末
側受信部２１５２を通じて受信し、ビデオ映像表示部２１３に送る。ビデオ映像表示部２
１３は、送られてきたビデオ映像情報を表示する。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら上記従来のビデオ選択再生システムでは、ビデオ映像情報を紹介するような
補助情報、例えば、連続物のビデオ映像情報を視聴する際の「前回までのあらすじ」とい
った要約情報、視聴する際に参考となる裏話情報、配役情報等が通常提供されておらず、
たとえ提供されていても独立したビデオ映像情報として提供されていたために、補助情報
を視聴した後で、ビデオ映像情報の選択を一からやりなおさなければならないという問題
点を有していた。
【００１０】
また、ビデオ映像情報の再生を途中で中断した場合に、中断した時点の状態から再生を再
開する手段が提供されていないので、ユーザは再びビデオ映像情報の選択を一からやりな
おさなければならないという問題点があった。
さらに、例えば外国映画の英語版、字幕版、吹替え版などのように、同一作品であっても
複数種類の表示形態のビデオ映像情報が存在する場合に、ユーザがそれらの切替えを行お
うとしても、ビデオ映像情報の選択を一からやりなおさなければならないという問題点も
あった。
【００１１】
以上に述べたように、従来のビデオ選択再生システムには、ユーザの操作が繁雑になり使
いにくいという問題を有していた。
本発明は、上記問題点に鑑み、ビデオ映像情報を紹介する補助情報をユーザが容易に得る
ことができ、また補助情報の視聴後にはビデオ映像情報の視聴を継続できるビデオ選択再
生システム、およびユーザがビデオ映像情報の希望する時点の状態を保存することや、保
存した状態から視聴を再開することが可能なビデオ選択再生システム、および同一作品で
あっても複数種類の表示形態のビデオ映像情報が存在する場合に、ユーザがそれを容易に
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切り替えて視聴することが可能なビデオ選択再生システムを提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　この目的を達成するために、本発明の請求項１の発明のビデオ選択再生システムは、映
像センタに、各ビデオ映像情報と、各々のビデオ映像情報に付与された識別子を格納する
第一格納手段と、前記第一格納手段に格納されているビデオ映像情報を紹介する補助情報
を、前記識別子と対応づけて、それぞれの補助情報の内容を表す項目名とそれぞれの補助
情報の番号を格納する第二格納手段と、端末側において、過去に再生されたビデオ映像情
報の識別子を記した履歴情報を格納する第三格納手段と、ビデオ映像情報の識別子の複数
の組み合わせと、各組み合わせに最適な補助情報の番号とを保持するテーブル手段と、端
末側からの、ビデオ映像情報の再生要求と、補助情報の選択要求および再生終了要求を受
信する第一受信手段と、前記第一受信手段が受信したビデオ映像情報の再生要求に従い、
再生要求で指定されたビデオ映像情報を前記第一格納手段から取り出す第一取り出し手段
と、前記第三格納手段に格納されている履歴情報と、前記テーブル手段の内容とに基づい
て、再生するビデオ映像情報に対して最適な補助情報の番号を決定する決定手段と、前記
決定手段の決定した番号を持つ補助情報の項目名を前記第二格納手段から取り出す第二取
り出し手段と、前記第一受信手段が受信した補助情報の選択要求に従い、選択された項目
名の補助情報を前記第二格納手段から取り出す第三取り出し手段と、前記第一、第二、第
三取り出し手段が取り出した、ビデオ映像情報、補助情報、補助情報の項目名をそれぞれ
端末側に送信する第一送信手段とを備え、端末側に、操作者からの、ビデオ映像情報の再
生要求と、補助情報の再生要求および選択要求および再生終了要求を受け付ける入力手段
と、前記入力手段が受け付けたビデオ映像情報の再生要求と、補助情報の選択要求および
再生終了要求を映像センタに送信する第二送信手段と、映像センタから前記第一送信手段
により送信されたビデオ映像情報、補助情報、補助情報の項目名を受信する第二受信手段
と、前記第二受信手段が受信したビデオ映像情報、補助情報と、前記第二受信手段が受信
した補助情報の項目名の一覧表を示す補助情報選択画面を表示する表示手段と、前記入力
手段が受け付けた補助情報の再生要求に従い、前記第二受信手段が受信した補助情報の項
目名から、前記補助情報選択画面を生成し、前記表示手段に表示させる第三制御手段とを
備える。
【００１４】
　また、請求項２の発明は、前記入力手段はさらに、操作者ごとに定義された操作者の識
別子の入力を受け付け、前記第三格納手段は、端末側において、過去に再生されたビデオ
映像情報の識別子を記した履歴情報を操作者の識別子ごとに格納し、前記決定手段は、前
記入力手段が受け付けた操作者の識別子と、前記第三格納手段に格納されている履歴情報
と、前記テーブル手段の内容とに基づいて、再生要求で指定されたビデオ映像情報に対し
て最適な補助情報の番号を決定する。
【００２０】
【作用】
　上記の手段により、請求項１の発明に係るビデオ選択再生システムでは、第一格納手段
は、各ビデオ映像情報と、各々のビデオ映像情報に付与された識別子を格納する。第二格
納手段は、前記第一格納手段に格納されているビデオ映像情報を紹介する補助情報を、前
記識別子と対応づけて、それぞれの補助情報の内容を表す項目名とそれぞれの補助情報の
番号を格納する。第三格納手段は、端末側において、過去に再生されたビデオ映像情報の
識別子を記した履歴情報を格納する。テーブル手段は、ビデオ映像情報の識別子の複数の
組み合わせと、各組み合わせに最適な補助情報の番号とを保持する。第一受信手段は、端
末側からの、ビデオ映像情報の再生要求と、補助情報の選択要求および再生終了要求を受
信する。第一取り出し手段は、ビデオ映像情報の再生要求に従い、再生要求で指定された
ビデオ映像情報を前記第一格納手段から取り出す。決定手段は、前記第三格納手段に格納
されている履歴情報と、前記テーブル手段の内容とに基づいて、再生するビデオ映像情報
に対して最適な補助情報の番号を決定する。第二取り出し手段は、前記決定手段の決定し
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た番号を持つ補助情報の項目名を前記第二格納手段から取り出す。第三取り出し手段は、
補助情報の選択要求に従い、選択された項目名の補助情報を前記第二格納手段から取り出
す。第一送信手段は、前記第一、第二、第三取り出し手段が取り出した、ビデオ映像情報
、補助情報、補助情報の項目名をそれぞれ端末側に送信する。
【００２１】
　入力手段は、操作者からのビデオ映像情報の再生要求と、補助情報の再生要求および選
択要求および再生終了要求を受け付ける。第二送信手段は、前記入力手段が受け付けたビ
デオ映像情報の再生要求と、補助情報の選択要求および再生終了要求を映像センタに送信
する。第二受信手段は、映像センタから送信されたビデオ映像情報、補助情報、補助情報
の項目名を受信する。表示手段は、前記第二受信手段が受信したビデオ映像情報、補助情
報と、補助情報の項目名を一覧表示する補助情報選択画面を表示する。制御手段は、補助
情報の再生要求に従い、補助情報の項目名から前記補助情報選択画面を作成し、前記表示
手段に表示させる。
【００２３】
　また請求項２の発明に係るビデオ選択再生システムでは、入力手段はさらに操作者ごと
に定義された操作者の識別子の入力を受け付ける。第三格納手段は、端末側において、過
去に再生されたビデオ映像情報の識別子を記した履歴情報を操作者の識別子ごとに格納す
る。決定手段は、入力手段が受け付けた操作者の識別子と、第三格納手段に格納されてい
る履歴情報と、テーブル手段の内容とに基づいて、ビデオ映像情報に対して最適な補助情
報の番号を決定する。
【００３２】
【実施例】
以下、本発明の実施例について説明する。
（実施例１）
図１は、本発明の第一の実施例におけるビデオ選択再生システムの構成を示すブロック図
である。
【００３３】
本実施例のビデオ選択再生システムは、ビデオ映像データベース１１、補助情報データベ
ース１２、ビデオ映像表示部１３、入力部１４、端末側制御部１５、映像センタ側制御部
１６を備える。
映像センタは、ビデオ映像データベース１１、補助情報データベース１２、映像センタ側
制御部１６を備え、端末側は、ビデオ映像表示部１３、入力部１４、端末側制御部１５を
備える。
【００３４】
ビデオ映像データベース１１は、デジタル化された複数のビデオ映像情報を作品単位等の
論理構造ごとに識別子を付与して格納している。また、ビデオ映像情報はＭＰＥＧ等の方
法により圧縮されて格納される。
図３は、ビデオ映像データベース１１のデータ構造を示す。同図に示されるように、ビデ
オ映像情報は各識別子ごとにタイトル情報とビデオ映像情報を関連付けて格納される。
【００３５】
補助情報データベース１２は、ビデオ映像データベース１１に格納されたビデオ映像情報
に関係する要約映像情報や、要約文等のテキストデータなど、ビデオ映像情報を紹介する
補助情報を格納している。
図４は、補助情報データベース１２のデータ構造を示す。同図に示されるように、各種補
助情報は補助情報の番号子に対応して、各番号ごとに各種補助情報の「あらすじテキスト
データ」、「要約ビデオ映像データ」、「要約用静止画データ」、「裏話テキストデータ
」等の項目名とともに格納される。本実施例においては、補助情報の番号はビデオ映像情
報の識別子と一致する。
【００３６】
ビデオ映像表示部１３は、ビデオ映像データベース１１および補助情報データベース１２
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に格納されているビデオ映像情報および補助情報と、ビデオ映像情報のタイトル、補助情
報の項目名を選択するための画面とを表示する。
入力部１４は、ユーザからの、視聴したいビデオ映像情報の選択やビデオ映像情報のタイ
トルの入力、および補助情報の再生要求、視聴したい補助情報の項目の選択、補助情報の
再生終了の要求等を受け付ける。入力部１４は、キーボード、マウス、リモコンなどが用
いられる。
端末側制御部１５は、端末側送信部１５１と端末側受信部１５２を備え、ユーザから入力
部１４が受け付けた要求や入力を、端末側送信部１５１を通じて映像センタ側制御部１６
に送信する。また、映像センタ側制御部１６から送信されたビデオ映像情報、補助情報を
端末側受信部１５２を通じて受信し、ビデオ映像表示部１３に送る。
【００３７】
ユーザから補助情報の再生要求があったときには、映像センタから送信された補助情報の
項目名から、補助情報の選択を促す画面を生成し、ビデオ映像表示部１３に表示させる。
映像センタ側制御部１６は、映像センタ側送信部１６１と映像センタ側受信部１６２を備
え、端末側制御部１５から映像センタ受信部１６２を通じて受信した要求に基づいて、ビ
デオ映像データベース１１または補助情報データベース１２からビデオ映像情報、補助情
報、補助情報の項目名を取り出し、映像センタ側送信部１６１を通じて端末側制御部１５
に送信する。また、補助情報の項目名の選択要求を受信した時点で、取り出されているビ
デオ映像情報のアドレスをアドレス保持部１６３に保持し、ビデオ映像情報の取り出しを
中断し、補助情報の再生終了の要求を受信した時点で、前記アドレス保持部１６３が保持
するアドレスからビデオ映像情報の取り出しを再開する。
【００３８】
上記のように構成された本実施例のビデオ選択再生システムについて、以下、その動作を
説明する。
図２は、本実施例のビデオ選択再生システムを用いてビデオ映像情報を視聴する際の処理
を示すフローチャートである。
まず、ユーザはビデオ選択再生システムで視聴したいビデオ映像情報を選択する。具体的
には、ビデオ映像データベース１１に含まれているビデオ映像情報のタイトルをビデオ映
像表示部１３に一覧表示し、ユーザは、選択の結果を入力部１４として設置されたリモコ
ンから入力する。図５はビデオ映像情報を選択する画面の一例である。同図のビデオ映像
情報選択画面は以下のように生成される。
【００３９】
映像センタ側制御部１６は、図３で示したビデオ映像データベース１１の識別子とタイト
ル情報とを端末側制御部１５に送信する。ビデオ映像情報の識別子とタイトル情報を受信
した端末側制御部１５が、ビデオ映像選択画面を生成する。ユーザの選択に従い、入力部
１４は、選択されたビデオ映像情報の識別子を端末側制御部１５に返す（ステップ２０１
）。
【００４０】
端末側制御部１５は、入力部１４から返されたビデオ映像情報の識別子を映像センタ側制
御部１６に送信する。映像センタ側制御部１６は、受信した識別子に対応するビデオ映像
情報をビデオ映像データベース１１から取り出し、端末側制御部１５に送信する（ステッ
プ２０２）。
端末側制御部１５は、受信したビデオ映像情報をビデオ映像表示部１３に送る。ビデオ映
像表示部１３は送られたビデオ映像情報を表示する。
【００４１】
ビデオ映像情報を再生している間、映像センタ側制御部１６は再生中のビデオ映像情報の
識別子と対応する補助情報の項目名とを保持する。
本実施例においては、補助情報の番号はビデオ映像情報の識別子と一致するので、映像セ
ンタ側制御部１６は、既に保持されているビデオ映像情報の識別子に基づいて補助情報デ
ータベース１２から補助情報の項目名を取り出す。

10

20

30

40

50

(7) JP 3790569 B2 2006.6.28



【００４２】
ユーザからの補助情報の再生要求に応じて、映像センタ側制御部１６は補助情報の項目名
を端末側制御部１５に送信する。端末側制御部１５は補助情報の選択画面を生成してビデ
オ映像表示部１３に表示し（ステップ２０３）、ユーザに視聴したい補助情報の項目の選
択を促す。図６は補助情報の項目選択画面の一例である。端末側制御部１５は、選択要求
を受けた補助情報の項目名を映像センタ側制御部１６に送信する。
【００４３】
映像センタ側制御部１６は、保持しているビデオ映像情報の識別子と、受信した補助情報
の項目名に基づき、補助情報データベース１２から補助情報を取り出し端末側制御部１５
に送信する。この時映像センタ側制御部１６は、ビデオ映像情報の取り出しを中断すると
ともに、補助情報の項目名を受信した時点で取り出されているビデオ映像情報のビデオ映
像データベース１１上でのアドレスをアドレス保持部１６３に保持する（ステップ２０４
）。
【００４４】
端末側制御部１５は受信した補助情報をビデオ映像表示部１３に送る。ビデオ映像表示部
１３は送られた補助情報を表示する。図７はその画面の一例である。
ユーザは、入力部１４を通じて補助情報の再生終了を端末側制御部１５に指示する。端末
側制御部１５は、入力部１４からの再生終了要求を映像センタ側制御部１６に送信する。
映像センタ側制御部１６は受信した要求を受け、アドレス保持部１６３に保持されたアド
レスから再びビデオ映像情報を取り出し、端末側制御部１５に送信する（ステップ２０５
）。
【００４５】
ビデオ映像表示部１３は、端末側制御部１５が受信したビデオ映像情報により、ビデオ映
像情報の表示を再開する。
以上のように本実施例のビデオ選択再生システムは、ユーザに対して要約、裏話等の各種
補助情報を容易に提供するとともに、補助情報の再生の後、再びビデオ映像情報の表示を
再開することを可能とする。
【００４６】
なお、本実施例では、映像センタ側制御部１６は、ビデオ映像情報の送信開始後に補助情
報の項目名を取り出し、補助情報の再生要求に従って、補助情報の項目名を端末側に送信
しているが、端末側制御部１５に補助情報の項目名を保持する項目名保持部を設けること
により、補助情報の項目名の取り出し、および端末側への送信時期を変更することも可能
である。例えば、ビデオ映像情報の取り出し開始前に補助情報の項目名を取り出し、端末
側に送信しても良い。
【００４７】
また、補助情報の項目名については、図４に示されるように補助情報の番号ごとに異なっ
ている場合もあれば、全ての番号の補助情報が、同一の種類の項目名の補助情報を格納し
ている場合もある。後者の場合には、映像センタ側制御部に補助情報の項目名保持部を設
け、補助情報の項目名を映像センタ側制御部で保持させておいても良い。この場合、補助
情報の項目名を補助情報データベース１２から取り出す操作は不要となる。
（実施例２）
図８は本発明の第二の実施例におけるビデオ選択再生システムの構成を示すブロック図で
ある。
【００４８】
同図におけるビデオ選択再生システムは、ビデオ映像データベース８１、補助情報格納部
８２、ビデオ映像表示部８３、入力部８４、端末側制御部８５、映像センタ側制御部８６
、選択履歴データベース８７を備える。
映像センタは、ビデオ映像データベース８１、補助情報格納部８２、映像センタ側制御部
８６、選択履歴データベース８７を備え、端末側は、ビデオ映像表示部８３、入力部８４
、端末側制御部８５を備える。
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【００４９】
ビデオ映像データベース８１、ビデオ映像表示部８３、入力部８４、端末側制御部８５は
、実施例１における図１で使用したものと同じなので説明を省略する。
補助情報格納部８２は、補助情報データベース８２１と補助情報選択マップ８２２から構
成される。図１０は、補助情報選択マップ８２２のデータ構造を示す。同図に示されるよ
うに、補助情報選択マップ８２２は、再生要求を受けたビデオ映像情報の識別子と、選択
履歴データベース８７に格納されている履歴情報に保持されているビデオ映像情報の識別
子の組み合わせパタンとから、再生要求を受けたビデオ映像情報に最適な補助情報の番号
を決定する対応表の構造を有している。例えば、連続物のドラマのようなビデオ映像情報
の場合、再生要求を受けたビデオ映像情報の識別子が３（第三回）であり、選択履歴デー
タベース８７にビデオ映像情報の識別子１、２が保持されている場合（第一回、第二回は
視聴済み）には１０番の補助情報（予め用意されている）を最適な補助情報として決定す
る。この場合は実施例１の場合と異なり、補助情報の番号は、表示中のビデオ映像情報の
識別子とは必ずしも一致しない。
【００５０】
映像センタ側制御部８６は、実施例１での機能に加えて、選択履歴データベース８７への
再生されたビデオ映像情報の識別子の格納、および選択履歴データベース８７からの履歴
情報の取り出し、最適な補助情報の番号の決定を行う。
選択履歴データベース８７には、ユーザがこれまでに視聴したビデオ映像情報の履歴情報
を保持する。履歴情報は、［３，７，１，８］のような、再生されたビデオ映像情報の識
別子の一次元配列の形で格納される。
【００５１】
以上のように構成された本実施例のビデオ選択再生システムについて、以下その動作を説
明する。
図９は本実施例のビデオ選択再生システムを用いて補助情報を選択する場合の処理手順を
示すフローチャートである。このフローチャートは、実施例１の図２に対して、ステップ
９０２の次にステップ９０２５を、ステップ９０５の次にステップ９０５５を設けた点が
異なっている。以下実施例１の図２と異なる部分についてのみ説明する。
（ステップ９０２５）
映像センタ側制御部８６は、選択されたビデオ映像情報の識別子、選択履歴データベース
８７に格納されている履歴情報、補助情報選択マップ８２２から最適な補助情報の番号を
決定する。
（ステップ９０５５）
映像センタ側制御部８６は、ビデオ映像情報の再生終了時に、ビデオ映像情報の識別子を
選択履歴データベース８７に格納する。
【００５２】
以上のように本発明のビデオ選択再生システムは、連続物のような複数のビデオ映像情報
に関係する補助情報を提供する際に、過去の視聴履歴に基づき、最適な補助情報を自動的
に決定し、ユーザに提供することを可能とする。
（実施例３）
図１１は、本発明の第三の実施例におけるビデオ選択再生システムの構成を示すブロック
図である。
【００５３】
同図におけるビデオ選択再生システムは、ビデオ映像データベース１１１、補助情報デー
タベース１１２１と補助情報選択マップ１１２２から構成される補助情報格納部１１２、
ビデオ映像表示部１１３、入力部１１４、端末側制御部１１５、映像センタ側制御部１１
６、ユーザ別選択履歴格納部１１７を備える。
映像センタは、ビデオ映像データベース１１１、補助情報格納部１１２、映像センタ側制
御部１１６、ユーザ別選択履歴格納部１１７を備え、端末側は、ビデオ映像表示部１１３
、入力部１１４、端末側制御部１１５を備える。
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【００５４】
同図において、ビデオ映像データベース１１１、補助情報格納部１１２、ビデオ映像表示
部１１３、端末側制御部１１５は実施例２における図８で使用されているものと同じもの
なので説明を省略する。
入力部１１４は、ユーザＩＤ入力部１１４１を備え、ユーザＩＤ、パスワード等の入力機
能が加わっている。
【００５５】
映像センタ側制御部１１６は、実施例２における機能に加えて、端末側制御部１１５から
送信されたユーザＩＤごとに、視聴したビデオ映像情報の識別子をユーザ別選択履歴格納
部１１７に格納する機能、およびユーザＩＤに対応する履歴情報をユーザ別選択履歴格納
部１１７から取り出す機能を備え、最適な補助情報の番号の決定を、選択されたビデオ映
像情報の識別子と、操作者のユーザＩＤに対応する履歴情報と、補助情報選択マップ１１
２２から行う。
【００５６】
ユーザ別選択履歴格納部１１７には、ユーザＩＤごとの履歴情報が格納される。例えば、
（ＩＤ１，［１，３，１，２］），・・・，（ＩＤｎ，［４，８，６，１２］）というよ
うな、（ユーザＩＤ，［過去に視聴したビデオ映像情報の識別子の一次元配列］）の構造
で履歴情報が格納されている。
本実施例における動作フローの流れは、実施例２の図９で示されたものと同様であるが、
以下のステップでユーザＩＤを使用する点が異なっている。
（ステップ９０１）
ユーザは、ユーザＩＤをユーザＩＤ入力部１１４１から入力した後に、視聴したいビデオ
映像情報を選択する。
（ステップ９０２５）
映像センタ側制御部１１６は、選択されたビデオ映像情報の識別子と、そのユーザＩＤに
対応する選択履歴情報と、補助情報選択マップ１１２２から最適な補助情報の番号を決定
する。
（ステップ９０７５）
映像センタ側制御部１１６は、再生されたビデオ映像情報の識別子を、ユーザＩＤをキー
としてユーザ別選択履歴格納部１１７に格納する。
【００５７】
以上のように本実施例のビデオ選択再生システムは、ユーザごとの過去の視聴履歴に基づ
いて補助情報を決定し、ユーザごとに最適な補助情報を提供することを可能とする。
（実施例４）
図１２は、本発明の第四の実施例におけるビデオ選択再生システムの構成を示すブロック
図である。
【００５８】
同図におけるビデオ選択再生システムは、ビデオ映像データベース１２１、ビデオ映像状
態格納部１２２、ビデオ映像表示部１２３、状態記憶指示部１２４１を含む入力部１２４
、端末側制御部１２５、映像センタ側制御部１２６を備える。
映像センタは、ビデオ映像データベース１２１、ビデオ映像状態格納部１２２、映像セン
タ側制御部１２６を備え、端末側は、ビデオ映像表示部１２３、入力部１２４、端末側制
御部１２５を備える。
【００５９】
ビデオ映像データベース１２１、ビデオ映像表示部１２３は、実施例１における図１で使
用されているものと同じものなので説明を省略する。
ビデオ映像状態格納部１２２は、ビデオ映像情報の再生を中断した時点など、特定の位置
のアドレスを特定するビデオ映像状態情報を格納している。ビデオ映像状態情報はユーザ
の指示により格納される。
【００６０】
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図１４は、ビデオ映像状態格納部１２２に保持されているビデオ映像状態情報のデータ構
造を示す。一列目は格納されているビデオ映像状態情報に対応するビデオ映像情報の識別
子である。二列目は、一列目に保持された識別子で指定されるビデオ映像情報について、
ビデオ映像情報の取り出しを中断した時点のビデオ映像データベース１２１上でのアドレ
スを保持する。三列目は「途中中断」、「再表示」等の格納状態の種類を表している。四
列目は、二列目に保持されるアドレスで指定され位置に関する情報を保持する。例えば、
途中中断なら中断までの経過時間、何曲目か、等の情報が保持されている。五列目は補足
情報であり、ユーザのメモ的な情報を必要に応じて格納する。
【００６１】
入力部１２４は、ユーザが視聴したいビデオ映像情報の選択またはタイトルの入力等の再
生要求、ビデオ映像状態情報の選択要求等の入力を行う。また、状態記憶指示部１２４１
においては、視聴中のビデオ映像情報に対して、ビデオ映像状態情報を前記ビデオ映像状
態格納部１２２に格納したいときに保存要求を入力する。
【００６２】
端末側制御部１２５は、ビデオ映像状態情報の一覧表を示す、ビデオ映像状態情報選択画
面をビデオ映像表示部１２３に表示する。図１５は、ビデオ映像状態情報選択画面の一例
である。ユーザはビデオ映像状態情報として指定した位置からビデオ映像情報を再生した
いときに、この画面でビデオ映像状態情報を選択する。また、端末側制御部１２５は、状
態記憶指示部１２４１からビデオ映像状態情報の保存要求が入力されたときに、メモ的な
補足情報の入力を促すビデオ映像状態情報入力画面をビデオ映像表示部１２３に表示する
。図１６は、ビデオ映像状態情報入力画面の一例である。
【００６３】
映像センタ側制御部１２６は、端末側から再生要求を受けたビデオ映像情報をビデオ映像
データベース１２１から読み出し、端末側制御部１２５に送信する他、ビデオ映像状態情
報の保存要求を受信したときは、ビデオ映像情報の識別子と、保存要求受信の時点におい
て取り出されているビデオ映像情報のビデオ映像データベース１２１上でのアドレス（図
１４における第一列と第二列）をビデオ映像状態格納部１２２に格納する。また、ビデオ
映像状態情報の格納要求を受信したときは、ユーザから指定された補足情報等により、保
存要求の受信時点で挿入されているビデオ映像状態情報を更新する（図１４における第三
列、第四列、第五列が設定される）。
【００６４】
さらに、再生するビデオ映像情報に対応するビデオ映像状態情報がビデオ映像状態格納部
１２２に格納されている場合には、ビデオ映像状態情報を端末側に送信し、ユーザの選択
要求に応じて、ビデオ映像情報をユーザの選択したビデオ映像状態情報で特定されるアド
レスから端末側制御部１２５に送信するように制御を行う。
【００６５】
以上のように構成されたビデオ選択再生システムについて、以下その動作を説明する。
図１３は、本実施例におけるビデオ選択再生システムを使用する場合の処理手順を示すフ
ローチャートである。
ビデオ映像状態格納部１２２に、ビデオ映像状態情報が存在する場合、映像センタ側制御
部１２６は、ビデオ映像状態情報を端末側制御部１２５に送信する（ステップ１３０１：
有、ステップ１３０２）。端末側制御部１２５は、ビデオ映像状態情報選択画面を作成し
、ビデオ映像表示部１２３に表示する。図１５は、ビデオ映像状態情報選択画面の一例で
ある。ユーザが一覧画面からビデオ映像状態情報を選択した場合（ステップ１３０３：Ｙ
ｅｓ）、映像センタ側制御部１２６は、選択されたビデオ映像状態情報で特定される位置
から、ビデオ映像情報を端末側に送信する（ステップ１３０４）。ビデオ映像状態情報が
選択されなかった場合（ステップ１３０３：Ｎｏ）は、ビデオ映像状態情報が存在しない
場合と同様の処理となる。
【００６６】
ビデオ映像状態格納部１２２に、ビデオ映像状態情報が存在しない場合、ユーザは入力部
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１２４を通じて視聴したいビデオ映像情報を選択する。入力部１２４は端末側制御部１２
５に対して、選択されたビデオ映像情報の識別子を返す（ステップ１３０５）。端末側制
御部１２５は、入力部１２４から返された識別子を映像センタ側制御部１２６に送信する
。映像センタ側制御部１２６は受信した識別子に対応するビデオ映像情報をビデオ映像デ
ータベース１２１から読み出し、そのビデオ映像情報の先頭から端末側制御部１２５への
送信を開始する（ステップ１３０６）。ビデオ映像表示部１２３は端末側制御部１２５が
受信したビデオ映像情報を表示する。
【００６７】
ビデオ映像情報再生中に、ユーザから状態記憶指示部１２４１を通じて、ビデオ映像状態
情報の保存要求があると、映像センタ側制御部１２６は、ビデオ映像情報の識別子と、保
存要求受信の時点において取り出されているビデオ映像情報のアドレスを、ビデオ映像状
態情報として、ビデオ映像状態格納部１２２に格納する（ステップ１３０７）。また、端
末側制御部１２５はビデオ映像状態情報保存用の画面をビデオ映像表示部１２３に表示す
る。図１６は、ビデオ映像状態情報保存用画面の一例である。格納する状態（図１６の「
途中中断」と「再表示」のボタン）および指定された内容に応じたメモ内容の入力を行う
。入力終了後、ユーザはビデオ映像状態情報の格納要求を行う。
【００６８】
映像センタ側制御部１２６は、ビデオ映像状態情報の格納要求に応じて、端末側から送信
されたビデオ映像状態情報により、ステップ１３０７で格納されたビデオ映像状態情報を
更新する（ステップ１３０８）。
以上のように、本実施例のビデオ選択再生システムは、ビデオ映像情報の視聴を途中で中
断した場合でも指定したところから再び視聴しなおすことを可能とする。
【００６９】
なお、本実施例では１ユーザだけに限定して説明したが、実施例３のようにビデオ映像状
態情報をユーザＩＤごとに格納し、入力部にユーザＩＤの入力機能を備えることにより、
複数のユーザに対応することも可能である。
また、本実施例では、ビデオ映像状態情報を選択するのは、ビデオ映像情報の選択前であ
ったが、ビデオ映像情報の再生中でも、ユーザがビデオ映像状態情報の表示要求を行い、
ビデオ映像状態情報の選択を行うことにより、ビデオ映像状態情報で特定されたアドレス
からの再生を行うことが可能である。
（実施例５）
図１７は、本発明の第五の実施例におけるビデオ選択再生システムの構成を示すブロック
図である。
【００７０】
同図におけるビデオ選択再生システムは、ビデオ映像格納部１７１、ビデオ映像表示部１
７３、入力部１７４、端末側制御部１７５、映像センタ側制御部１７６を備える。
映像センタは、ビデオ映像格納部１７１、映像センタ側制御部１７６を備え、端末側は、
ビデオ映像表示部１７３、入力部１７４、端末側制御部１７５を備える。
【００７１】
ビデオ映像格納部１７１は、デジタル化された複数のビデオ映像情報を作品単位等の論理
構造毎に識別子を付与して格納した複数のビデオ映像データベース（１７１１、１７１２
）と、各データベースに格納されたビデオ映像情報について、外国語、字幕、吹替え等、
映像の一部又は音声の表現形態の種類の異なるビデオ映像情報がある場合に、それらの関
係を規定したビデオ映像関係情報マップ１７１３と、複数の表現形態のビデオ映像情報が
ある場合に、それぞれの表現形態について、先頭からの再生時の経過時間と、データベー
ス上でのアドレスを対応させたテーブルの形式を持つ経過時間アドレス変換マップ１７１
４から構成される。
【００７２】
図１９はビデオ映像関係情報マップ１７１３のデータ構造を示す。第一列はビデオ映像情
報のタイトルを保持している。タイトル一覧はこの列から作成される。第二列はビデオ映
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像情報のタイトルの識別子である。第三列は、「英語版」、「字幕版」、「吹替え版」等
、ビデオ映像格納部１７１に格納されている映像情報の表現形態の種類を保持する。第四
列は、各ビデオ映像情報の識別子である。この例では、それぞれのビデオ映像情報ごとに
、物理的な格納位置を識別子としているが、この識別子の定義方法は、ビデオ映像データ
ベース１７１の格納形式と、その内容を読み出す映像センタ側制御部１７６の機能に依存
する。
【００７３】
図２０は経過時間アドレス変換マップのデータ構造画面を示す。第一列は、図１９の第四
列で定義されたビデオ映像情報の識別子である。第二列は再生開始からの先頭からの経過
時間を保持する。第三列は、経過時間に対応したビデオ映像情報の、ビデオ映像データベ
ース上でのアドレスを示す。
ビデオ映像表示部１７３、入力部１７４は、実施例１の図１で使用されたものと同じもの
なので説明を省略する。
【００７４】
端末側制御部１７５は、入力部１７４が受け付けた表現形態の切替え要求に従い、表現形
態選択画面を生成し、ビデオ映像表示部１７３に表示する。
映像センタ側制御部１７６は、端末側からの要求に基づき、ビデオ映像格納部１７１から
ビデオ映像情報を取り出し端末側制御部１７５に送信する。
また、端末側から再生中のビデオ映像情報の表現形態の種類の切替え要求が送信されたと
きに、そのビデオ映像情報の先頭からの時間を記憶する経過時間保持部１７６３を備え、
端末側から表現形態の選択要求を受信すると、選択された表現形態のビデオ映像情報につ
いて、映像センタ側制御部１７５が、経過時間保持部１７６３と経過時間アドレス変換マ
ップ１７１４を参照し、切替え後の表現形態のビデオ映像情報の再生が、切替え前の表現
形態で行われていた再生と同期して行われるように制御を行う。
【００７５】
以上のように構成されたビデオ選択再生システムについて、以下その動作を説明する。
図１８は、本実施例におけるビデオ選択再生システムを用いてビデオ映像を視聴する場合
の処理手順を示すフローチャートである。
映像センタ側制御部１７６は、ビデオ映像関係情報マップ１７１３からビデオ映像格納部
１７１に格納されたビデオのタイトル一覧を読み出し、端末側制御部１７５に送信する。
端末側制御部１７５は受信したタイトル一覧からビデオ映像情報選択画面を作成し、ビデ
オ映像表示部１７３に表示する。選択画面の画面の形状は実施例１で使用された図５で示
されたものと同一である。
【００７６】
ユーザは入力部１７４を通じて視聴したいビデオ映像情報を選択する。入力部１７４は選
択されたビデオ映像情報の識別子を端末側制御部１７５に返す（ステップ１８０１）。端
末側制御部１７５は、識別子を映像センタ側制御部１７６に送信する。
映像センタ側制御部１７６は端末側制御部１７５から送信されたビデオ映像情報の識別子
に基づき、ビデオ映像関係情報マップ１７１３から、ビデオ映像格納部１７１に格納され
ているビデオ映像情報の表現形態の種類を読み込む（ステップ１８０２）。例えば、図１
９において、タイトル名「ジュラシック・パーク」の場合、同一のタイトルに対して、英
語、字幕、吹替えの３種類の表現形態のビデオ映像情報が提供可能であることを示してい
る。この内容は、ビデオ映像情報の表示中、映像センタ側制御部１７６に保持され、端末
側制御部１７５にも送信される。端末側制御部１７５はビデオ映像情報の表現形態の種類
の一覧画面をビデオ映像表示部１７３に表示し（ステップ１８０３）、ユーザに選択を促
す。
【００７７】
ユーザにより表現形態の選択要求が入力されると、映像センタ側制御部１７６は選択され
た表現形態のビデオ映像情報をビデオ映像格納部１７１から取り出し、端末側制御部１７
５に送信する。この時、経過時間保持部１７６３に表現形態の切替え要求時点の先頭から
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の経過時間に関する情報が保持されている場合には、経過時間アドレス変換マップ１７１
４を参照し、保持された経過時間に対応するアドレスから送信を開始する（ステップ１８
０４）。経過時間保持部１７６３に情報がない場合には、ビデオ映像情報の先頭から送信
を開始する。
【００７８】
端末側から表示ビデオの表現形態の切替え要求があった（ステップ１８０５）場合は、そ
れまで表示していたビデオ映像情報について、先頭からの経過時間を経過時間保持部１７
６３に保持（ステップ１８０６）し、ステップ１８０３に戻る。表現形態変更後のビデオ
映像情報はステップ１８０４において、経過時間保持部に格納されている情報と経過時間
アドレス変換マップ１７１４が参照されることにより、切替え前の表現形態で行われてい
た再生と同期して行われる。
【００７９】
以上のように、本実施例のビデオ選択再生システムは、同一タイトルで複数の表現形態の
種類を持つビデオ映像情報について、視聴しながら表現形態の種類を切り替えることを可
能とする。
なお、先頭からの経過時間から、表現形態の変更後の再生開始アドレスを得る方法として
は、本実施例における図２０で示した経過時間アドレス変換マップ１７１４のように単位
時間に対応する絶対アドレスを保持したものでなくても、各ビデオ映像情報の先頭のアド
レスと単位時間ごとのアドレスの変位を保持し、表現形態の切替え時に、絶対アドレスを
算出する方法を用いても構わない。
【００８１】
【発明の効果】
　請求項１の発明に係るビデオ選択再生システムによれば、過去に視聴したビデオ映像情
報の履歴情報によって、選択されたビデオ映像情報に対して最適な補助情報を自動的に決
定できるという効果がある。請求項２の発明に係るビデオ選択再生システムによれば、請
求項１の発明による効果に加え、請求項２の発明による最適な補助情報の自動決定を、そ
れぞれのユーザが持つユーザの識別子ごとに行えるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第一の実施例のビデオ選択再生システムの構成を示すブロック図である
。
【図２】本発明の第一の実施例のビデオ選択再生システムの処理内容を示すフローチャー
トである。
【図３】本発明の第一の実施例のビデオ選択再生システムにおけるビデオ映像データベー
スのデータ構造を示す図である。
【図４】本発明の第一の実施例のビデオ選択再生システムにおける補助情報データベース
のデータ構造を示す図である。
【図５】本発明の第一の実施例のビデオ選択再生システムにおける、ビデオ映像情報選択
画面の一例を示す図である。
【図６】本発明の第一の実施例のビデオ選択再生システムにおける、補助情報項目選択画
面の一例を示す図である。
【図７】本発明の第一の実施例のビデオ選択再生システムにおける、補助情報表示画面の
一例を示す図である。
【図８】本発明の第二の実施例のビデオ選択再生システムの構成を示すブロック図である
。
【図９】本発明の第二の実施例のビデオ選択再生システムの処理内容を示すフローチャー
トである。
【図１０】本発明の第二の実施例のビデオ選択再生システムにおける補助情報選択マップ
のデータ構造を示す図である。
【図１１】本発明の第三の実施例のビデオ選択再生システムの構成を示すブロック図であ
る。
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【図１２】本発明の第四の実施例のビデオ選択再生システムの構成を示すブロック図であ
る。
【図１３】本発明の第四の実施例のビデオ選択再生システムの処理内容を示すフローチャ
ートである。
【図１４】本発明の第四の実施例のビデオ選択再生システムにおけるビデオ映像状態格納
部のデータ構造を示す図である。
【図１５】本発明の第四の実施例のビデオ選択再生システムにおける、ビデオ映像状態情
報選択画面の一例を示す図である。
【図１６】本発明の第四の実施例のビデオ選択再生システムにおける、ビデオ映像状態保
存用画面の一例を示す図である。
【図１７】本発明の第五の実施例のビデオ選択再生システムの構成を示すブロック図であ
る。
【図１８】本発明の第五の実施例のビデオ選択再生システムの処理内容を示すフローチャ
ートである。
【図１９】本発明の第五の実施例のビデオ選択再生システムにおけるビデオ映像関係情報
マップのデータ構造を示す図である。
【図２０】本発明の第五の実施例のビデオ選択再生システムにおける経過時間アドレス変
換マップのデータ構造を示す図である。
【図２１】従来の技術によるビデオ選択再生システムの構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
１１　　　　ビデオ映像データベース
１２　　　　補助情報データベース
１３　　　　ビデオ映像表示部
１４　　　　入力部
１５　　　　端末側制御部
１５１　　　端末側送信部
１５２　　　端末側受信部
１６　　　　映像センタ側制御部
１６１　　　映像センタ側送信部
１６２　　　映像センタ側受信部
１６３　　　アドレス保持部
８１　　　　ビデオ映像データベース
８２　　　　補助情報格納部
８２１　　　補助情報データベース
８２２　　　補助情報選択マップ
８３　　　　ビデオ映像表示部
８４　　　　入力部
８５　　　　端末側制御部
８５１　　　端末側送信部
８５２　　　端末側受信部
８６　　　　映像センタ側制御部
８６１　　　映像センタ側送信部
８６２　　　映像センタ側受信部
８６３　　　アドレス保持部
８７　　　　選択履歴データベース
１１１　　　ビデオ映像データベース
１１２　　　補助情報格納部
１１２１　　補助情報データベース
１１２２　　補助情報選択マップ
１１３　　　ビデオ映像表示部
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１１４　　　入力部
１１４１　　ユーザＩＤ入力部
１１５　　　端末側制御部
１１５１　　端末側送信部
１１５２　　端末側受信部
１１６　　　映像センタ側制御部
１１６１　　映像センタ側送信部
１１６２　　映像センタ側受信部
１１６３　　アドレス保持部
１１７　　　ユーザ別選択履歴格納部
１２１　　　ビデオ映像データベース
１２２　　　ビデオ映像状態格納部
１２３　　　ビデオ映像表示部
１２４　　　入力部
１２４１　　状態記憶指示部
１２５　　　端末側制御部
１２５１　　端末側送信部
１２５２　　端末側受信部
１２６　　　映像センタ側制御部
１２６１　　映像センタ側送信部
１２６２　　映像センタ側受信部
１７１　　　ビデオ映像格納部
１７１１　　ビデオ映像データベース１
１７１２　　ビデオ映像データベースｎ
１７１３　　ビデオ映像関係情報マップ
１７１４　　経過時間アドレス変換マップ
１７３　　　ビデオ映像表示部
１７４　　　入力部
１７５　　　端末側制御部
１７５１　　端末側送信部
１７５２　　端末側受信部
１７６　　　映像センタ側制御部
１７６１　　映像センタ側送信部
１７６２　　映像センタ側受信部
１７６３　　経過時間保持部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】
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