
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも、 番組のタイトル、前記番組の放送時刻情報
、および広告情報を含む番組表データを受信し、
　受信された番組表データを記憶手段に記憶し、
　前記記憶手段に記憶されている番組表データを番組単位毎に順次再生し、
　再生された番組表データに対応する 番組のタイトルおよび広
告、並びに予約するとき操作されるアイコンからなる番組表を番組単位で表示し、
　１つの番組単位の番組表が表示されている間に前記アイコンが操作されたか否かを判定
し、
　１つの番組単位の番組表が表示されている間に前記アイコンが操作されたと判定された
場合、表示されている番組表に対応する番組の放送時刻情報を、前記記憶手段に記憶され
ている前記番組表データから読み出し、予約テーブルに記録する
　ことを特徴とするテレビジョン放送の予約記録方法。
【請求項２】
　前記番組表データには、前記番組を解説する音声情報も含まれ、
　前記番組表の表示中に、再生された番組表データに対応する番組を解説する音声を番組
単位で出力する
　ことを特徴とする請求項１に記載のテレビジョン放送の予約記録方法。
【請求項３】
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　少なくとも、 番組のタイトル、前記番組の放送時刻情報
、および広告情報を含む番組表データを受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信された番組表データを記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶されている番組表データを番組単位毎に順次再生する再生手段と、
　前記再生手段により再生された番組表データに対応する 番組
のタイトルおよび広告、並びに予約するとき操作されるアイコンからなる番組表を番組単
位で表示するように制御する表示制御手段と、
　１つの番組単位の番組表が表示されている間に前記アイコンが操作されたか否かを判定
する判定手段と、
　前記判定手段により１つの番組単位の番組表が表示されている間に前記アイコンが操作
されたと判定された場合、表示されている番組表に対応する番組の放送時刻情報を、前記
記憶手段に記憶されている前記番組表データから読み出し、予約テーブルに記録するよう
に制御する記録制御手段と
　を備えることを特徴とするテレビジョン放送の予約記録装置。
【請求項４】
　前記番組表データには、前記番組を解説する音声情報も含まれ、
　前記番組表の表示中に、再生された番組表データに対応する番組を解説する音声を番組
単位で出力するように制御する出力制御手段をさらに備える
　ことを特徴とする請求項 に記載のテレビジョン放送の予約記録装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、例えば衛星を介してテレビジョン放送を行い、受信側において、この放送を予
約記録する場合に用いて好適なテレビジョン放送 予約記録方法及び装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
テレビジョン放送されている番組を予約録画するのに、従来２つの方法が用いられている
。
【０００３】
１つの方法は、使用者が、新聞や小冊子などに印刷された状態で配布される番組表から所
望の番組の放送時刻を知り、その時刻情報を、リモコン装置などからＶＴＲに入力する方
法である。
【０００４】
他の１つの方法は、例えばいわゆるＧコードに代表されるように、新聞や小冊子などに印
刷されて配布される番組表に記載されている７桁乃至８桁程度の数字（Ｇコード）を入力
する方法である。この方法によれば、その番組に対応するＧコードを入力するだけで、放
送開始時刻や終了時刻を考慮せずに予約入力を行うことができる利便性がある。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、Ｇコードを利用する方法は、放送開始時刻と終了時刻を入力する方法に較
べて、予約のための操作がより簡略化されてはいるが、入力する数字の桁数が比較的大き
いため、その数字を一度に記憶することができず、その数字を確認するために番組表を何
回も見直ししなければならない場合があった。また、このＧコードが、狭い番組表の中に
多数記載されているため、隣の番号を読んでしまい、誤った数字を入力してしまうような
ことがあった。
【０００６】
本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、より簡単にテレビジョン放送の予
約記録を行うことができるようにするものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
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　本発明のテレビジョン放送の予約記録方法は、少なくとも、
番組のタイトル、番組の放送時刻情報、および広告情報を含む番組表データを受信し、受
信された番組表データを記憶手段に記憶し、記憶手段に記憶されている番組表データを番
組単位毎に順次再生し、再生された番組表データに対応する 番組の
タイトルおよび広告、並びに予約するとき操作されるアイコンからなる番組表を番組単位
で表示し（例えば、図９のステップＳ２）、１つの番組単位の番組表が表示されている間
にアイコンが操作されたか否かを判定し（例えば、図９のステップＳ３）、１つの番組単
位の番組表が表示されている間にアイコンが操作されたと判定された場合、表示されてい
る番組表に対応する番組の放送時刻情報を、記憶手段に記憶されている番組表データから
読み出し、予約テーブルに記録する (例えば、図９のステップＳ５ )ことを特徴とする。
　番組表データには、番組を解説する音声情報も含まれ、番組表の表示中に、再生された
番組表データに対応する番組を解説する音声を番組単位で出力するようにすることができ
る。
【０００９】
　本発明のテレビジョン放送の予約記録装置は、少なくとも、
番組のタイトル、番組の放送時刻情報、および広告情報を含む番組表データを受信する受
信手段と、受信手段により受信された番組表データを記憶する記憶手段と、記憶手段に記
憶されている番組表データを番組単位毎に順次再生する再生手段と、再生手段により再生
された番組表データに対応する 番組のタイトルおよび広告、並びに
予約するとき操作されるアイコンからなる番組表を番組単位で表示するように制御する表
示制御手段（例えば、図９のステップＳ２の処理を実行する制御回路８２）と、１つの番
組単位の番組表が表示されている間にアイコンが操作されたか否かを判定する判定手段（
例えば、図９のステップＳ３の処理を実行する制御回路８２）と、判定手段により１つの
番組単位の番組表が表示されている間にアイコンが操作されたと判定された場合、表示さ
れている番組表に対応する番組の放送時刻情報を、記憶手段に記憶されている番組表デー
タから読み出し、予約テーブルに記録するように制御する記録制御手段（例えば、図９の
ステップＳ５の処理を実行する制御回路８２）とを備えることを特徴とする。
【００１０】
　番組表データには、番組を解説する音声情報も含まれ、番組表の表示中に、再生された
番組表データに対応する番組を解説する音声を番組単位で出力するように制御する出力制
御手段をさらに備えるようにすることができる。
【００１２】
【作用】
　本発明のテレビジョン放送の予約記録方法および予約記録装置においては、少なくとも
、 番組のタイトル、番組の放送時刻情報、および広告情報を含
む番組表データが受信され、受信された番組表データが記憶手段に記憶される。そして、
記憶手段に記憶されている番組表データが番組単位毎に順次再生され、再生された番組表
データに対応する 番組のタイトルおよび広告、並びに予約するとき
操作されるアイコンからなる番組表が番組単位で表示される。１つの番組単位の番組表が
表示されている間にアイコンが操作されたか否かが判定され、１つの番組単位の番組表が
表示されている間にアイコンが操作されたと判定された場合、表示されている番組表に対
応する番組の放送時刻情報が、記憶手段に記憶されている番組表データから読み出されて
、予約テーブルに記録される。
【００１３】
【実施例】
図１は、本発明のテレビジョン放送方法の原理を表している。同図に示すように、放送局
側の送信装置１にはアンテナ２が備えられており、このアンテナ２より、電波が、通信衛
星、放送衛星などの衛星１１に送られる。衛星１１は、この電波を受信し、所定の変換処
理を行った後、各家庭に配置されている受信装置２２に伝送する。受信装置２２は、アン
テナ２１によりこの電波を受信し、復調する。
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【００１４】
送信装置１は、衛星１１に対して、ビデオ信号とオーディオ信号を、それぞれ異なるチャ
ンネルで伝送する。
【００１５】
図２は、このうちのオーディオ信号の伝送フォーマットを表している。同図に示すように
、このオーディオデータのためのチャンネルは、１．７Ｍｂｐｓのビットレートとされ、
このビットレートの中に、オーディオ１乃至オーディオ４の４チャンネルのオーディオデ
ータと、その他のデータのためのデータチャンネルが割り当てられている。そして、これ
らのオーディオ１乃至オーディオ４とデータチャンネルに対して、ヘッダと、エラー訂正
のためのコード（ＥＣＣ）も割り当てられている。
【００１６】
オーディオ１とオーディオ２には、放送されるビデオ信号に付随するステレオのオーディ
オデータが配置される。また、オーディオ３とオーディオ４には、音楽専用放送用のステ
レオオーディオデータが配置されている。
【００１７】
一方、４８０Ｋｂｐｓのビットレートを有するデータチャンネルは、図３に示すように、
パケット０乃至パケット１４の１５個のパケットにより構成されており、パケット単位で
所定のデータを伝送することができるようになされている。
【００１８】
この実施例においては、この１５個のパケットのうち、所定の数のパケットを用いて、番
組表データが伝送されるようになされている。
【００１９】
図４は、番組表データの構造の例を表している。同図に示すように、所定の放送局におい
て、例えば１日に１５本のテレビ番組を放送する場合、各番組ごとに、番組表１乃至番組
表１５が形成される。各番組表は、対応する番組を紹介するものであり、例えば図５に示
すように、そのテレビ番組を紹介するための所定のシーンの静止画像３枚と、最大１５秒
間の解説のためのオーディオ信号と、テキストデータ、ジャンル分けデータ、時刻情報、
その他の番組情報を含むその他のデータにより構成される。
【００２０】
静止画像は、１枚の画像を６４０×４８０画素で構成し、２５６色のカラーで表示するも
のとすると、例えばＷｉｎｄｏｗｓ（商標）の標準のＢＭＰフォーマットに従えば、１枚
の画像の容量は、３００ＫＢｙｔｅとなる。従って、３枚の静止画像を表すのに必要な容
量は、９００ＫＢｙｔｅとなる。
【００２１】
一方、オーディオ信号は、Ｗｉｎｄｏｗｓの標準のＷＡＶフォーマットに従って、１サン
プルを８ビットで表し、サンプリング周波数を、２２．１ｋＨｚとし、モノラルの音声と
すると、その容量は３００ＫＢｙｔｅとなる。
【００２２】
テキストデータに代表されるその他のデータの容量を、２ＫＢｙｔｅとすると、１つの番
組の番組表を表現するのに必要な容量は、約１．２ＭＢｙｔｅとなる。
【００２３】
この番組表データは、毎日、翌日の分を前日の夜に伝送したり、１週間分、１ヶ月分など
のまとまったデータを事前に伝送するようにする。
【００２４】
１日分の番組数を１５とした場合、この番組表の１日分の全転送データ量は、１８ＭＢｙ
ｔｅ（＝１．２×１５）となるので、約１６分で転送することができる。１週間分あるい
は１ヶ月分伝送する場合においては、その分だけ時間がかかることになるため、転送時間
を考慮して、事前に伝送される。
【００２５】
図６は、１つの番組の番組表の表示例を表している。この実施例においては、画面左上方
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部に１枚の静止画が表示されている。この静止画は、図５に示した３枚の静止画のうちの
１枚である。また、その静止画の上方には、この番組のタイトル「エイリアン」がテキス
トデータに対応して表示されている。さらにまた、静止画像の下側には、この番組の原作
、脚本、監督の人物名と、この番組を紹介する文字が表示されている。
【００２６】
さらに、画面の右下方には、この番組を提供するスポンサーのための広告表示部が設けら
れている。この広告表示部には、この番組を提供するスポンサーの他、この番組表を提供
するスポンサーの広告を表示するようにすることも可能である。
【００２７】
また、画面の右上方には予約のためのアイコンが表示される。
【００２８】
番組表としては、このような画像と文字の表示の他、その番組を解説する音声が付随して
出力されることになる。
【００２９】
図７は、送信装置１の構成例を示している。この実施例においては、テレビ番組を構成す
るビデオ信号がスクランブル回路３２に供給されるようになされている。そして、スクラ
ンブル回路３２の出力が、変調回路３３に供給されている。また、このビデオ信号に付随
するオーディオ信号が、Ａ／Ｄ変換器３４を介して合成回路３５に入力され、合成回路３
５から変調回路３３に供給されている。
【００３０】
一方、図６に示した番組表を構成するためのビデオ信号が、Ａ／Ｄ変換器４１を介して合
成回路４３に供給されているとともに、それに付随するオーディオ信号が、Ａ／Ｄ変換器
４４を介して合成回路４３に供給されている。さらにまた、テキストデータに代表される
その他のデータが、合成回路４３に供給されている。そして合成回路４３の出力が、合成
回路３５に供給され、Ａ／Ｄ変換器３４から供給されるオーディオデータと合成されるよ
うになされている。
【００３１】
次に、その動作について説明する。番組を構成するビデオ信号は、スクランブル回路３２
に入力され、スクランブルされた後、変調回路３３に供給される。
【００３２】
一方、この番組を構成するビデオ信号に付随するオーディオ信号が、Ａ／Ｄ変換器３４に
よりＡ／Ｄ変換された後、合成回路３５に供給される。この合成回路３５にはまた、合成
回路４３から出力された番組表のデータも供給されている。
【００３３】
即ち、番組表を構成するビデオ信号は、Ａ／Ｄ変換器４１によりＡ／Ｄ変換された後、合
成回路４３に供給される。また、この番組表を構成するビデオ信号に付随するオーディオ
信号が、Ａ／Ｄ変換器４４によりＡ／Ｄ変換された後、合成回路４３に供給される。さら
にまた、テキストデータ（その他のデータ）が合成回路４３に供給される。
【００３４】
合成回路４３は、入力されたビデオデータ、オーディオデータ、およびテキストデータを
、同一の番組表の範囲内で、合成する。合成回路４３により合成された番組表データが、
さらに合成回路３５に入力され、Ａ／Ｄ変換器３４より入力されるオーディオデータと合
成される。即ち、番組用のオーディオデータは、図２におけるオーディオ１とオーディオ
２のチャンネルに配置され、合成回路４３より供給された番組表データは、データチャン
ネルの所定のパケット内に配置される。
【００３５】
このようにして、合成回路３５により合成されたオーディオチャンネルのデータが、変調
回路３３に供給される。変調回路３３は、スクランブル回路３２より供給されたビデオ信
号と、合成回路３５より供給されたオーディオデータとを所定の方式で変調し、出力する
。
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【００３６】
この出力が図１に示したアンテナ２を介して衛星１１に伝送されることになる。
【００３７】
図８は、受信装置２２の構成例を示している。この実施例においては、受信された信号が
、復調回路５１に入力され、復調されるようになされている。復調回路５１により復調さ
れたビデオ信号は、デスクランブル回路５２，合成回路５４を介して、ＣＲＴ５５に出力
、表示されるようになされている。
【００３８】
一方、復調回路５１より出力されたビデオデータは、分離回路５６に入力され、そこで番
組用のオーディオデータが分離され、Ｄ／Ａ変換器５７，合成回路５８を介してスピーカ
５９に出力されるようになされている。
【００３９】
また、分離回路５６により分離された番組表データは、分離回路７１に供給され、ビデオ
データ、オーディオデータ、またはテキストデータに分離された後、ハードディスク７５
に供給され、記憶されるようになされている。
【００４０】
このハードディスク７５より読み出されたビデオデータは、Ｄ／Ａ変換器７６，合成回路
５４を介してＣＲＴ５５に供給されるようになされている。また、ハードディスク７５よ
り読み出されたオーディオデータは、Ｄ／Ａ変換器７７，合成回路５８を介してスピーカ
５９に供給されるようになされている。さらに、ハードディスク７５より読み出されたテ
キストデータは、キャラクタジェネレータ７８に供給され、そこにおいて、対応するキャ
ラクタ信号に変換され、合成回路５４に出力されるようになされている。
【００４１】
ハードディスク７５は、入力部８１からの入力に対応して、例えばマイクロコンピュータ
などよりなる制御回路８２により制御されるようになされている。
【００４２】
さらに、制御回路８２にはＲＡＭなどよりなるメモリ９１が接続され、適宜所定のデータ
が記憶されるようになされている。また、ＣＲＴ５５の前面にはタッチセンサ９３が配置
され、使用者が所定の位置をタッチすると、その検出信号が制御回路８２に出力されるよ
うになされている。
【００４３】
また、この制御回路８２は、ＶＴＲ９２を制御し、記録再生動作を実行させるようになさ
れている。ＶＴＲ９２より出力されたビデオ信号とオーディオ信号は、合成回路５４また
は５８を介してＣＲＴ５５またはスピーカ５９にそれぞれ出力されるようになされている
。
【００４４】
次に、図９のフローチャートを参照して、その動作について説明する。入力部８１を操作
して、予約入力を指令すると、制御回路８２は図９のフローチャートに示す処理を開始す
る。
【００４５】
最初に、ステップＳ１において、変数ｉに１が初期設定される。次に、ステップＳ２にお
いて、番組表ｉが再生される。すなわち制御回路８２はハードディスク７５を制御し、そ
こに記録されている番組表１を再生させる。
【００４６】
ハードディスク７５から再生された番組表１のビデオ信号は、Ｄ／Ａ変換器７６によりＤ
／Ａ変換された後、合成回路５４に出力される。また、ハードディスク７５より再生され
た番組表１のテキストデータは、キャラクタジェネレタ７８に供給される。キャラクタジ
ェネレタ７８は、入力されたテキストデータに対応するキャラクタ信号を発生し、合成回
路５４に出力する。合成回路５４はＤ／Ａ変換器７６とキャラクタジェネレタ７８より入
力された信号を合成し、ＣＲＴ５５に出力し、表示させる。これにより、図６に示すよう
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な画像がＣＲＴ５５に表示されることになる。
【００４７】
一方、ハードディスク７５より再生された番組表１のオーディオ信号が、Ｄ／Ａ変換器７
７によりＤ／Ａ変換された後、合成回路５８を介してスピーカ５９に出力される。従って
、使用者はＣＲＴ５５に表示された画像と、スピーカ５９より出力される音声による解説
とから、番組表１に対応する番組１の概略を知ることができる。
【００４８】
そして、使用者はこの画像、あるいはこの解説を聞きながら、この番組１を予約記録した
いと思ったときは、図６に示す予約のためのアイコンを例えば指でタッチする。使用者が
アイコンをタッチすると、タッチされたことがタッチセンサ９３により検出され、その検
出信号が制御回路８２に出力される。
【００４９】
制御回路８２は、ステップＳ３において、タッチセンサ９３からの検出信号が入力された
か否かを判定し、入力されていないと判定された場合、ステップＳ４に進み、番組表１の
再生が終了したか否かを判定する。番組表１の再生がまだ終了していないと判定されたと
き、ステップＳ３に戻り、それ以降の処理を繰り返す。すなわち、番組表１が再生されて
いる期間、予約入力を待機する。
【００５０】
そして、ステップＳ３において、予約入力がなされたと判定された場合（予約入力のため
のアイコンがタッチされた場合）、ステップＳ５に進み、番組１の予約処理を実行する。
すなわち、制御回路８２は、今、ＣＲＴ５５とスピーカ５９に出力している番組表に対応
する番組１の放送開始時刻と放送終了時刻を番組表のデータから読み出し、これをメモリ
９１の予約テーブルに記録する。
【００５１】
このように、ステップＳ５において、番組１の予約処理が行われた後、あるいは、ステッ
プＳ４において、番組１の再生が終了したと判定されたとき、次にステップＳ６に進み、
最後の番組表まで再生を行ったか否かが判定される。最後の番組表までまだ再生を行って
いないとき、ステップＳ７に進み、変数ｉを１だけインクリメントし、ステップＳ２に戻
る。そして、それ以降の処理を同様に繰り返す。
【００５２】
すなわち、このような動作が繰り返し実行されることにより、ＣＲＴ５５とスピーカ５９
に各番組ごとに構成した番組表が順次出力されることになる。従って、使用者はこの番組
表を見ながら、予約記録を行いたい番組表が表示されているとき、アイコンをタッチする
だけで、予約入力を行うことができる。
【００５３】
ステップＳ６で、最後の番組表の再生が終了したと判定されたとき、ステップＳ８に進み
、メモリ９１に記憶した予約テーブルの内容をＶＴＲ９２に伝送する。
【００５４】
ＶＴＲ９２は、常に計時動作を行っているタイマ回路を内蔵している。そして、そのタイ
マ回路が計時する時刻が、メモリ９１から伝送されてきた予約テーブルに記憶した時刻に
達したとき、予約記録動作を開始する。そして、予約テーブルに記憶した終了時刻が到来
したとき、その記録動作を停止する。
【００５５】
【発明の効果】
以上の如く 使用者が各家庭において、簡単に記録予約を行うことが可
能になる。
【００５６】
また 使用者は、その番組の放送開始時刻、終了時刻をはじめ、その番組を特定するため
の数字などを確認することなく、単に予約のためのボタンにタッチするだけで、記録予約
を完了することが可能となる。
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【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のテレビジョン放送方法の原理を説明する図である。
【図２】図１の実施例におけるオーディオデータチャンネルのフォーマットを説明する図
である。
【図３】図２におけるデータチャンネルのフォーマットを説明する図である。
【図４】本発明における番組表のデータ構造を説明する図である。
【図５】図４の実施例における番組表のデータ構成を説明する図である。
【図６】図４の１つの番組表の表示例を示す図である。
【図７】図１の送信装置１の構成例を示すブロック図である。
【図８】図１の受信装置２２の構成例を示すブロック図である。
【図９】図８の実施例の動作を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
１　送信装置
２　アンテナ
１１　衛星
２１　アンテナ
２２　受信装置
３２　スクランブル回路
３３　変調回路
３４　Ａ／Ｄ変換器
３５　合成回路
４１　Ａ／Ｄ変換器
４３　合成回路
４４　Ａ／Ｄ変換器
５１　復調回路
５２　デスクランブル回路
５４　合成回路
５５　ＣＲＴ
５６　分離回路
５７　Ｄ／Ａ変換器
５８　合成回路
５９　スピーカ
７１　分離回路
７５　ハードディスク
７６，７７　Ｄ／Ａ変換器
７８　キャラクタジェネレータ
８１　入力部
８２　制御回路
９１　メモリ
９２　ＶＴＲ
９３　タッチセンサ
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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