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(57)【要約】
【課題】番組の自動予約において、視聴者の意図を正確
に反映させることが可能な放送受信装置及び番組予約方
法を提供することを目的としている。
【解決手段】本発明の放送受信装置は、電子番組ガイド
情報から、視聴者により設定された文字列を含む番組情
報を検索して抽出し、設定された優先度に基づき抽出さ
れた番組情報に対応する番組の予約を行った後、抽出さ
れた番組情報のうち、予約されていない番組に対応する
番組情報から予約されていない番組のリストを作成し、
保存する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テレビジョン放送を受信する放送受信装置であって、
　複数の番組の番組情報が含まれる電子番組ガイド情報を取得する電子番組ガイド情報取
得手段と、
　検索文字列を設定する文字列設定手段と、
　前記番組情報に対する優先度を設定する優先度設定手段と、
　前記電子番組ガイド情報を前記検索文字列で検索し、検索された前記番組情報を前記優
先度に基づき抽出する抽出手段と、
　前記抽出手段により抽出された前記番組情報に基づき、前記番組情報と対応した番組の
視聴又は録画を予約するための予約テーブルを作成する予約テーブル作成手段と、
　検索された前記番組情報のうち、前記抽出手段により抽出されなかった番組情報と対応
した番組のリストを作成するリスト作成手段と、を有する放送受信装置。
【請求項２】
　前記予約テーブルに含まれる番組情報を、前記リストに含まれる番組情報に変更する変
更手段を有し、
　前記予約テーブル作成手段は、前記変更手段による変更に基づき、前記予約テーブルを
作成する請求項１記載の放送受信装置。
【請求項３】
　前記予約テーブル作成手段は、
　前記予約テーブルにおいて番組の視聴又は録画の予約がされていない空き時間が存在す
る場合、前記リストに含まれる番組情報に対応する番組のうち、前記空き時間内に放送さ
れる番組の番組情報を用いて前記予約テーブルを作成する請求項２記載の放送受信装置。
【請求項４】
　テレビジョン放送を受信する放送受信装置における番組予約方法であって、
　複数の番組の番組情報が含まれる電子番組ガイド情報を取得する電子番組ガイド情報取
得手順と、
　検索文字列を設定する文字列設定手順と、
　前記番組情報に対する優先度を設定する優先度設定手順と、
　前記電子番組ガイド情報を前記検索文字列で検索し、検索された前記番組情報を前記優
先度に基づき抽出する抽出手順と、
　前記抽出手順により抽出された前記番組情報に基づき、前記番組情報と対応した番組の
視聴又は録画を予約するための予約テーブルを作成する予約テーブル作成手順と、
　検索された前記番組情報のうち、前記抽出手順により抽出されなかった番組情報と対応
した番組のリストを作成するリスト作成手順と、を有する番組予約方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テレビジョン放送を受信する放送受信装置及びこの放送受信装置で受信した
テレビジョン放送の番組予約方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、地上デジタルテレビジョン放送やケーブルテレビジョン放送、インターネッ
トテレビジョン放送等の複数の放送メディアを受信する、いわゆるセットトップボックス
と呼ばれる放送受信装置がある。
【０００３】
　この放送受信装置では、放送電波に重畳されたEPG（Electronic Program Guide）等の
電子番組ガイド情報を取得し、番組表等を表示させることができる。また従来の放送受信
装置は、ユーザが設定したキーワードで電子番組ガイド情報を検索し、該当する番組が自
動的に録画されるようにする自動録画予約機能を備えるものがある。
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【０００４】
　例えば特許文献１には、電子番組表データからキーワードに対応する番組情報を有する
番組を検索し、設定された優先度に応じて検索された番組の自動録画予約を行う放送録画
装置及び放送録画方法が記載されている。
【特許文献１】特開２００６－３２４７７７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら特許文献１記載の発明では、自動録画予約された番組の他に、キーワード
に対応した番組が存在するか否か、また仮に存在した場合、どのような内容の番組である
か、即座に確認することができない。
【０００６】
　このため、自動録画予約された番組と、視聴者が実際に予約したい番組とが一致しない
場合がある。この場合、視聴者の意図しない番組が録画されてしまい、視聴者が本当に見
たかった番組を見逃してしまう可能性がある。
【０００７】
　本発明は、上記事情を鑑みて、これを解決すべく成されたものであり、番組の自動予約
において、視聴者の意図を正確に反映させることが可能な放送受信装置及び番組予約方法
を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上記目的を達成するために、以下の如き構成を採用した。
【０００９】
　本発明は、テレビジョン放送を受信する放送受信装置（１００）であって、
　複数の番組の番組情報が含まれる電子番組ガイド情報を取得する電子番組ガイド情報取
得手段（１４１）と、
　検索文字列を設定する文字列設定手段（１４２）と、
　前記番組情報に対する優先度を設定する優先度設定手段（１４３）と、
　前記電子番組ガイド情報を前記検索文字列で検索し（１４４）、検索された前記番組情
報を前記優先度に基づき抽出する抽出手段（１４５）と、
　前記抽出手段（１４５）により抽出された前記番組情報に基づき、前記番組情報と対応
した番組の視聴又は録画を予約するための予約テーブル（Ｔ１）を作成する予約テーブル
作成手段（１４６）と、
　検索された前記番組情報のうち、前記抽出手段（１４５）により抽出されなかった番組
情報と対応した番組のリスト（Ｔ２）を作成するリスト作成手段（１４７）と、を有する
構成とした。
【００１０】
　また本発明の放送受信装置は、前記予約テーブル（Ｔ１）に含まれる番組情報を、前記
リスト（Ｔ２）に含まれる番組情報に変更する変更手段（１４８）を有し、
　前記予約テーブル作成手段（１４６）は、前記変更手段（１４８）による変更に基づき
、前記予約テーブル（Ｔ１－１）を作成する構成とした。
【００１１】
　また本発明の放送受信装置において、前記予約テーブル作成手段（１４６）は、
　前記予約テーブル（Ｔ１）において番組の視聴又は録画の予約がされていない空き時間
（ｔ）が存在する場合、前記リスト（Ｔ２）に含まれる番組情報に対応する番組のうち、
前記空き時間（ｔ）内に放送される番組の番組情報を用いて、前記予約テーブル（Ｔ１－
２）を作成する構成とした。
【００１２】
　本発明は、テレビジョン放送を受信する放送受信装置（１００）における番組予約方法
であって、
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　複数の番組の番組情報が含まれる電子番組ガイド情報を取得する電子番組ガイド情報取
得手順（Ｓ３１）と、
　検索文字列を設定する文字列設定手順（１４２）と、
　前記番組情報に対する優先度を設定する優先度設定手順（１４３）と、
　前記電子番組ガイド情報を前記検索文字列で検索し（Ｓ３２）、検索された前記番組情
報を前記優先度に基づき抽出する抽出手順（Ｓ３３）と、
　前記抽出手順（Ｓ３３）により抽出された前記番組情報に基づき、前記番組情報と対応
した番組の視聴又は録画を予約するための予約テーブル（Ｔ１）を作成する予約テーブル
作成手順（Ｓ３７）と、
　検索された前記番組情報のうち、前記抽出手順（Ｓ３３）により抽出されなかった番組
情報と対応した番組のリスト（Ｔ２）を作成するリスト作成手順（Ｓ３８）と、を有する
方法とした。
【００１３】
　なお、上記括弧内の参照符号は、理解を容易にするために付したものであり、一例にす
ぎず、図示の態様に限定されるものではない。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、番組の自動予約において、視聴者の意図を正確に反映させることがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明では、電子番組ガイド情報から、視聴者により設定された文字列を含む番組情報
を検索して抽出し、設定された優先度に基づき抽出された番組情報に対応する番組の予約
を行う。その後、抽出された番組情報のうち、予約されていない番組に対応する番組情報
から予約されていない番組のリストを作成し、保存する。
【００１６】
　尚以下の実施形態で説明する予約に係る処理は、番組の録画予約に適用されても良いし
、視聴予約に適用されても良い。録画予約に適用された場合には、予約された番組の放送
開始時刻になると録画を開始し、番組の放送終了時刻になると録画を終了する。尚本発明
の放送受信装置１００が録画機能を備えていない場合には、放送受信装置１００の外部に
接続された録画装置へ録画開始指示及び録画終了指示を行っても良い。視聴予約に適用さ
れた場合には、予約された番組の放送開始時刻になると予約された番組を放送する放送局
を選局する。
（実施形態）
　以下に図面を参照して本発明の実施形態について説明する。図１は、本実施形態の放送
受信装置１００の構成を説明する図である。
【００１７】
　本実施形態の放送受信装置１００は、デジタルＴＶチューナ１１０、映像配信通信モジ
ュール１２０、ＴＶ対応ＬＳＩ（Large Scale Integration）１３０を有している。
【００１８】
　デジタルＴＶチューナ１１０は、アンテナ入力を供給され、所望のチャンネルの地上デ
ジタルテレビジョン放送信号を受信して、受信チャンネルのＭＰＥＧ２－ＴＳ（MPEG2-Tr
ansport Stream)パケットを得て、ＴＶ対応ＬＳＩ１３０に供給する。
【００１９】
　映像配信通信モジュール１２０は、ＩＰネットワークに接続されており、ＩＰネットワ
ークにおいてイーサネット（登録商標）で通信するのに適した信号を後述するＣＰＵ１４
０におけるデジタル信号に変換する。また映像配信通信モジュール１２０は、その逆変換
を行う。映像配信通信モジュール１２０は、例えばプロバイダからＩＰネットワークを介
して情報を受信し、受信情報から得たＴＳパケット及び通信メッセージ（制御情報を含む
）をＴＶ対応ＬＳＩ１３０に供給する。また映像配信通信モジュール１２０は、ＴＶ対応
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ＬＳＩ１３０から供給される通信メッセージ（制御情報を含む）等の送信情報を例えばプ
ロバイダに向けてＩＰネットワークに送信する。
【００２０】
　ＴＶ対応ＬＳＩ１３０は、多重分離部１３１、デコーダ部１３２、画像重畳部１３３、
ＣＰＵ（Central Processing Unit）１４０を有する。ＴＶ対応ＬＳＩ１３０はデジタル
ＴＶチューナ１１０又は映像配信通信モジュール１２０から供給される多重されたＴＳパ
ケットを多重分離部１３１で多重分離してデコーダ部１３２に供給する。
【００２１】
　デコーダ部１３２は、ＭＰＥＧ２－ＴＳパケットをデコードして映像信号と音声信号に
変換する。変換された映像信号は画像重畳部１３３を経て映像出力部１５０からテレビジ
ョン受像機に供給され、変換された音声信号は音声出力部１６０からテレビジョン受像機
に供給される。
【００２２】
　ＣＰＵ１４０は、リモコン等の操作部１７０からの入力に応じて通信メッセージ（制御
情報を含む）等の送信情報を生成し、この送信情報を例えばプロバイダに送信するために
映像配信通信モジュール１２０に供給する。これと共に、ＣＰＵ１４０は例えばプロバイ
ダからの通信メッセージに応じた制御を行う。
【００２３】
　また、ＣＰＵ１４０はプロバイダからの通信メッセージ（制御情報を含む）又は操作部
１７０から選局指示等の入力に応じたスーパーインポーズ表示を行うためのスーパーイン
ポーズ映像信号を生成して画像重畳部１３３に供給し、画像重畳部１３３でデコーダ部１
３１からの映像信号にスーパーインポーズ映像信号を加算して重畳する。
【００２４】
　更に、ＣＰＵ１４０はデジタルＴＶチューナ１１０と映像配信通信モジュール１２０そ
れぞれに選局するチャネルのチューニング制御を行い、また、デコーダ部１３２の映像信
号及び音声信号の出力制御を行う。ＣＰＵ１４０はリモコン等の操作部１７０からの入力
があったときＬＥＤ（発光ダイオード）１８０を点滅させる。これにより、利用者は操作
部１７０からの入力が確実に入力されたことを認識することができる。
【００２５】
　またＣＰＵ１４０は、デジタルテレビジョン放送信号に重畳されている電子番組ガイド
情報を用いて、以下に説明する番組の視聴予約や録画予約を行うことができる。尚ＣＰＵ
１４０は、放送受信装置１００の有する図示しない記憶装置に格納されたプログラムを実
行することにより、以下に説明する各部の機能を実現することできる。
【００２６】
　図２は、ＣＰＵ１４０の機能構成を説明する図である。
【００２７】
　ＣＰＵ１４０は、番組ガイド情報取得部１４１、文字列設定部１４２、優先度設定部１
４３、番組検索部１４４、抽出部１４５、予約テーブル作成部１４６、リスト作成部１４
７、変更部１４８を有する。
【００２８】
　番組ガイド情報取得部１４１は、デジタルテレビジョン放送信号に重畳されている電子
番組ガイド情報を取得する。電子番組ガイド情報には、各放送局から送信されてくる各局
の番組情報を含む情報である。番組情報には、例えば番組名、放送開始時刻、放送終了時
刻、出演者、番組の概要等の情報が含まれる。
【００２９】
　文字列設定部１４２は、例えば操作部１７０等から視聴者等により入力される検索文字
列を設定する。優先度設定部１４３は、例えば操作部１７０等から視聴者等により入力さ
れた優先度を設定する。
【００３０】
　番組検索部１４４は、番組ガイド情報取得部１４１により取得した電子番組ガイド情報
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を文字列設定部１４２で設定された検索文字列で検索する検索処理を行う。抽出部１４５
は、番組検索部１４４により検索された番組情報を抽出する。予約テーブル作成部１４６
は、抽出部１４５により抽出された番組情報を用いて、設定された優先度にしたがって後
述する予約テーブルを作成する。尚以下の説明では、予約テーブルにより予約された番組
を予約済番組と呼ぶ。
【００３１】
　リスト作成部１４７は、抽出部１４５により抽出され、且つ予約テーブルの作成に使用
されなかった番組情報を用いてリストを作成する。すなわちリスト作成部１４７により作
成されるリストは、予約済番組以外の番組の番組情報である。尚以下の説明において、予
約テーブルにおいて予約されなかった番組を予約候補番組と呼ぶ。変更部１４８は、予約
テーブルの予約済番組を予約候補番組へ変更する。
【００３２】
　次に本実施形態の放送受信装置１００の動作を説明する。始めに放送受信装置１００に
おける予約テーブル及びリストの作成について説明する。図３は、放送受信装置１００に
おける予約テーブル及びリストの作成を説明するフローチャートである。
【００３３】
　放送受信装置１００は、例えば操作部１７０から予約テーブルの作成指示が入力される
と、ステップＳ３１において、番組ガイド情報取得部１４１により電子番組ガイド情報を
取得する。ステップＳ３１に続いてステップＳ３２へ進み、番組検索部１４４は、文字列
設定部１４２により設定された検索文字列で、電子番組ガイド情報を検索する。尚検索文
字列は、予約テーブル作成指示を受ける前に、放送受信装置１００に設定されているもの
とした。
【００３４】
　ステップＳ３２に続いてステップＳ３３へ進み、抽出部１４５は、番組検索部１４４に
より検索された番組情報を電子番組ガイド情報から抽出する。具体的には例えば、文字列
設定部１４１において特定の芸能人の氏名が検索文字列として設定されていた場合、番組
検索部１４４は、特定の芸能人の氏名が含まれる番組情報を検索し、抽出部１４５は特定
の芸能人の氏名が含まれる番組情報（検索された番組情報）を抽出する。
【００３５】
　ステップＳ３３に続いてステップＳ３４へ進み、予約テーブル作成部１４６は、抽出さ
れた番組情報に対応する番組が複数あった場合、放送時間が重複した番組があるか否かを
判別する。
【００３６】
　ステップＳ３４において、放送時間が重複した番組があると判定された場合、ステップ
Ｓ３５に進み、優先度設定部１４３により設定された優先度を確認する。ステップＳ３５
に続いてステップＳ３６へ進み、予約テーブル作成部１４６は優先度にしたがって抽出さ
れた番組情報から予約テーブルの作成に使用する番組情報を選択する。
【００３７】
　ステップＳ３５、ステップＳ３６の処理を具体的に説明する。例えばチャンネル３で放
送される番組Ａの放送時間と、チャンネル６で放送される番組Ｂの放送時間とが重複して
いた場合に、優先度設定部１４３により、チャンネルの数が小さい方を優先する設定がさ
れていたとする。この場合予約テーブル作成部１４６はチャンネルの数が小さい番組Ａの
優先度が高いと判断し、番組Ａの番組情報を予約テーブルの作成に使用する番組情報とし
て選択する。
【００３８】
　また、例えば番組Ａの放送が先に開始され、番組Ａの放送中に番組Ｂの放送が開始され
る場合に、優先度設定部１４３において、放送開始時刻が早い番組を優先させる設定がさ
れていたとする。この場合予約テーブル作成部１４６は、番組Ａを優先度の高い番組と判
断し、番組Ａの番組情報を選択する。
【００３９】
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　また、例えば番組Ａの放送時間が１時間であり、番組Ｂの放送時間が２時間である場合
に、優先度設定部１４３において放送時間が長い番組を優先する設定とされていたとする
。この場合予約テーブル作成部１４６は、番組Ｂを優先度の高い番組と判断し、番組Ｂの
番組情報を選択する。
【００４０】
　尚本実施形態の放送受信装置１００では、優先度設定部１４３において複数パターンの
優先度の設定が成されていても良い。また優先度設定部１４３による優先度の設定は、例
えば放送受信装置１００の工場出荷前に初期設定がなされていても良い。また優先度設定
部１４３による優先度の設定は、視聴者により任意に変更されても良い。
【００４１】
　図３に戻って、ステップＳ３６に続いてステップＳ３７へ進み、予約テーブル作成部１
４６は予約テーブルを作成する。ステップＳ３７に続いてステップＳ３８へ進み、リスト
作成部１４７は、予約候補番組のリストを作成する。予約テーブル及び予約候補番組のリ
ストの具体例は後述する。
【００４２】
　具体的にはリスト作成部１４７は、ステップＳ３３で抽出さたれ番組情報から、予約済
番組に対応する番組情報以外の番組情報を取得し、この番組情報に基づきリストを作成す
る。ステップＳ３８に続いてステップＳ３９へ進み、リスト作成部１４７は、作成したリ
ストを放送受信装置１００の有する図示しない記憶装置等に格納する。尚格納されたリス
トは、例えば所定期間が経過した後に削除されるものとした。格納されたリストは、例え
ば予約テーブルに予約された番組が全て放送された後に削除されても良い。
【００４３】
　ここで、図４を参照して予約テーブルと予約候補番組のリストを具体的に説明する。図
４は、予約テーブルと予約候補番組のリストの具体例を説明する図である。
【００４４】
　図４に示すＴ１は、予約テーブル作成部１４６により作成された予約テーブルである。
図４に示すＴ２は、リスト作成部１４７により作成された予約候補番組のリストである。
予約テーブルＴ１では、図３で説明した処理により、１０：００から２０：００までの間
、空き時間がないように番組が予約されていることがわかる。尚図４では、予約テーブル
Ｔ１で予約された番組をＳ－１～Ｓ－８とした。尚図４では番組の予約を行う時間帯を１
０：００から２０：００としたが、これに限定されない。番組の予約を行う時間帯は、操
作部１７０等により任意に設定することができる。
【００４５】
　リストＴ２では、予約テーブルＴ１で予約された予約済番組以外の予約候補番組がリス
トアップされている。放送局Ａにおける予約候補番組は、Ａ－１～Ａ－４である。放送局
Ｂにおける予約候補番組は、Ｂ－１、Ｂ－２である。放送局Ｃにおける予約候補番組は、
Ｃ－１～Ｃ－３である。放送局Ｄにおける予約候補番組は、Ｄ－１～Ｄ－３である。放送
局Ｅにおける予約候補番組は、Ｅ－１～Ｅ－３である。放送局Ｆにおける予約候補番組は
、Ｆ－１である。
【００４６】
　このように本実施形態の放送受信装置１００では、予約テーブルＴ１において予約され
た予約済番組以外の予約候補番組のリストＴ２を作成することにより、設定された検索文
字列を含む全ての番組を視聴者に把握させることができる。本実施形態では、さらに、予
約候補番組のリストＴ２を用いて、予約テーブルＴ１の変更を行うことができる。
【００４７】
　以下に図５を参照して予約テーブルＴ１の変更について説明する。図５は、予約テーブ
ルの変更を説明するフローチャートである。
【００４８】
　ステップＳ５１において、操作部１７０により予約テーブルＴ１の確認指示が入力され
ると、ステップＳ５２へ進み、ＣＰＵ１４０は予約テーブルＴ１を映像出力部１５０を介
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してテレビジョン受像機へ出力し、テレビジョン受像機に表示させる。尚このときＣＰＵ
１４０は、音声出力部１６０を介して予約テーブルＴ１に関するガイダンス音声等をテレ
ビジョン受像機へ供給しても良い。
【００４９】
　ステップＳ５２に続いてステップＳ５３へ進み、操作部１７０によりリストＴ２の参照
要求が入力されると、ステップＳ５４へ進み、ＣＰＵ１４０はリストＴ２をテレビジョン
受像機へ出力し、表示させる。
【００５０】
　ステップＳ５４に続いてステップＳ５５へ進み、操作部１７０から予約済番組を予約候
補番組と変更する指示を受けた場合、ステップＳ５６へ進み、変更部１４８は変更対象と
して指示された予約済番組を予約候補番組と変更する。尚ステップＳ５６の処理の詳細は
後述する。ステップＳ５６に続いてステップＳ５７へ進み、予約テーブル作成部１４６は
、変更部１４８による変更に基づき再度予約テーブルを作成する。
【００５１】
　尚図５の説明では、予約テーブルＴ１を出力した後に、リストＴ２の参照要求があった
場合にリストＴ２を出力するものとしたが、これに限定されない。例えばリストＴ２は、
予約テーブルＴ１の確認要求が入力されたとき、予約テーブルＴ１と同時に出力されても
良い。その場合リストＴ２は、予テレビジョン受像機において予約テーブルＴ１が表示さ
れる時に同時に表示される。
【００５２】
　以下に再度図４を参照して、ステップＳ５６の変更について説明する。図４に示す予約
テーブルＴ１－１は、予約テーブルＴ１が変更されて再作成されたものである。
【００５３】
　予約テーブルＴ１－１は、予約テーブルＴ１の予約済番組Ｓ－１、Ｓ－２をリストＴ２
の予約候補番組Ａ－１、Ｅ－１に変更し、予約済番組Ｓ－４をリストＴ２の予約候補番組
Ｅ－２に変更し、予約済番組Ｓ－７をリストＴ２の予約候補番組Ｅ－３に変更した場合を
示している。変更部１４８は、予約済番組を予約候補番組へ変更する指示を受けると、指
示に従って予約テーブルＴ１の予約済番組に対応する番組情報を予約候補番組に対応する
番組情報へ入れ替える。予約テーブル作成部１４６は、変更部１４８による番組情報の入
れ替え（変更）が完了すると、変更後の番組情報に基づき予約テーブルＴ１－１を作成す
る。
【００５４】
　具体的には予約テーブル作成部１４６は、変更されていない予約済番組Ｓ－３、Ｓ－５
、Ｓ－６、Ｓ－８に対応する番組情報と、予約候補番組から予約済番組へ変更された番組
Ａ－１、Ｅ－１、Ｅ－２、Ｅ－３に対応する番組情報とに基づき、予約テーブルＴ１－１
を作成する。
【００５５】
　図４に示す予約テーブルＴ１－２も、予約テーブルＴ１－１と同様に、予約テーブルＴ
１が変更されて再作成されたものである。予約テーブルＴ１－２では、変更部１４８によ
る変更により、番組と番組との間に空き時間が生じた場合の例を示している。
【００５６】
　本実施形態の予約テーブル作成部１４６は、変更部１４８の変更により空き時間が生じ
ると、空き時間よりも放送時間の短い予約候補番組を選択し、予約済番組に変更すること
ができる。
【００５７】
　予約テーブルＴ１－２では、予約テーブルＴ１の予約済番組Ｓ－３をリストＴ２の予約
候補番組Ｂ－１、Ｆ－１に変更した場合を示している。
【００５８】
　予約テーブルＴ１－２の場合、予約済番組Ｓ－３を予約候補番組Ｂ－１に変更する指示
の受けた場合の例である。この場合、予約済番組Ｓ－３の放送時間が予約候補番組Ｂ－１
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と比較して長く、変更を行うと予約済番組Ｓ－４の前に空き時間ｔが生じる。本実施形態
の予約テーブル作成部１４６は、空き時間ｔよりも放送時間が短い予約候補番組がリスト
Ｔ２に存在するか否かを判断し、該当する予約候補番組が存在する場合、この予約候補番
組を選択する。予約テーブルＴ１－２では、空き時間ｔよりも放送時間の短い予約候補番
組Ｆ－１が予約済番組へ変更されていることがわかる。
【００５９】
　以上に説明したように、本実施形態では、予約されているいか否かに関わらず、視聴者
が設定した検索文字列により検索されたすべての番組情報を視聴者に把握させることがで
きる。さらに本実施形態では、予約された番組を、予約されていない番組へ変更し、再度
予約テーブルを作成することができる。よって本実施形態によれば、自動予約された番組
の他に、キーワードに対応した番組が存在するか否か、また仮に存在した場合、どのよう
な内容の番組であるかを視聴者に把握させることができ、番組の自動予約において、視聴
者の意図を正確に反映させることができる。
【００６０】
　尚本実施形態の説明では、予約済番組を予約候補番組へ変更する際の指示が操作部１７
０から入力されるものとして説明したが、これに限定されない。本実施形態の変更部１４
８は、例えば予約テーブルＴ１が作成された後に優先度の設定が変更された場合、新たな
優先度にしたがって予約済番組を予約候補番組へ変更しても良い。また本実施形態の変更
部１４８は、例えば予約テーブルＴ１が作成された後に文字列の設定が変更された場合、
新たな検索文字列による検索結果にしたがって予約済番組を予約候補番組へ変更しても良
い。
【００６１】
　以上、各実施形態に基づき本発明の説明を行ってきたが、上記実施形態に示した要件に
本発明が限定されるものではない。これらの点に関しては、本発明の主旨をそこなわない
範囲で変更することができ、その応用形態に応じて適切に定めることができる。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　本発明は、テレビジョン放送を受信する放送受信装置及び番組予約方法において利用可
能である。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】放送受信装置１００の構成を説明する図である。
【図２】ＣＰＵ１４０の機能構成を説明する図である。
【図３】放送受信装置１００における予約テーブル及びリストの作成を説明するフローチ
ャートである。
【図４】予約テーブルと予約候補番組のリストの具体例を説明する図である。
【図５】予約テーブルの変更を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
【００６４】
　１００　放送受信装置　　
　１１０　デジタルＴＶチューナ
　１２０　映像配信通信モジュール
　１３０　ＴＶ対応ＬＳＩ
　１４０　ＣＰＵ
　１４１　番組ガイド情報取得部
　１４２　文字列設定部
　１４３　優先度設定部
　１４４　番組検索部
　１４５　抽出部
　１４６　予約テーブル作成部
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　１４７　リスト作成部
　１４８　変更部
　Ｔ１、Ｔ１－１、Ｔ１－２　予約テーブル
　Ｔ２　リスト

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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