
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送番組自身や各放送番組を構成する番組要素を認識するための

　 の内容を
とにより表わすと共に、

識別データで表わした番組予定情
報を生成し、
　 番組予定情報

識別データと
文字表示するためのデータとの対応表データを放送するようにした番組情報放送

方式。
【請求項２】
　前記番組予定情報には、各放送予定の番組毎の放送開始時刻および放送終了時刻を認識
するための情報が含まれてなる請求項１に記載の番組情報放送方式。
【請求項３】
　前記番組予定情報には、各放送予定の番組を構成する前記番組要素単位毎の放送開始時
刻および放送終了時刻を認識するための情報が含まれてなる請求項１に記載の番組情報放
送方式。
【請求項４】
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項目として、複数個の
小分類項目および前記小分類項目の複数個からなる大分類項目の複数個を用意し、

放送予定の複数個の放送番組の、それぞれ 、前記大分類項目と前記小分類項目
前記大分類項目および前記小分類項目のそれぞれを、当該大分類

項目および前記小分類項目のそれぞれに割り当てられた

前記生成した を放送すると共に、前記大分類項目および前記小分類項目の
それぞれに割り当てられた 前記小分類項目および大分類項目のそれぞれの項
目内容を



　受信した放送波信号から、
　放送予定の の内容が、放送番組自身や各放送番組を構成
する番組要素を認識するための

とにより表わされ、かつ、
識別データで表わされた番組

予定情報と、
　 識別データと

文字表示するためのデータとの対応表
データとを抽出し、
　前記抽出した前記対応表データを用いて、前記抽出した前記番組予定情報の前記識別デ
ータを、対応する文字表示するためのデータに置き換えて、番組予定表データを生成し、
　この番組予定表データに基づいてディスプレイに、前記放送予定の を文
字表示する番組予定表を表示するようにしたことを特徴とする番組情報表示方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の番組情報表示方法において、
　ユーザにより指定された前記 分類項目あるいは 項目と同じものを番組情報とし
て備える番組を、前記番組予定情報から抽出し、当該抽出した番組を、ユーザが認識でき
る状態でディスプレイに表示するようにしたことを特徴とする番組情報表示方法。
【請求項６】
　請求項４に記載の番組情報表示方法において、
　ユーザにより指定された前記 分類項目あるいは 項目と同じものを備える番組要
素を、前記番組予定情報から抽出し、当該抽出した番組要素のみからなる番組予定表デー
タを生成し、当該番組予定表データに基づく番組予定表をディスプレイに表示するように
したことを特徴とする番組情報表示方法。
【請求項７】
　前記受信した放送波信号から各放送予定の番組の放送開始時刻および放送終了時刻を認
識するための情報を抽出し、前記番組予定表において、それぞれ対応する番組に対応して
、放送開始時刻のみでなく放送終了時刻をも識別できる態様で、その番組の放送時間に関
する情報を表示するようにしたことを特徴とする請求項４または請求項５に記載の番組情
報表示方法。
【請求項８】
　請求項５に記載の番組情報表示方法において、
　前記受信した放送波信号から各放送予定の番組の各番組要素の放送開始時刻および放送
終了時刻を認識するための情報を抽出し、これら放送開始時刻および放送終了時刻に関す
る情報を、前記番組予定表において、それぞれ番組要素に対応して表示するようにしたこ
とを特長とする番組情報表示方法。
【請求項９】
　番組情報抽出手段と、
　番組予定表データ生成手段と、
　表示制御手段と
を備える受信装置であって、
　前記番組情報抽出手段は、
　受信した放送波信号から、
　放送予定の の内容が、放送番組自身や各放送番組を構成
する番組要素を認識するための

とにより表わされ、かつ、
識別データで表わされた番組

予定情報と、
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複数個の放送番組の、それぞれ
項目として用意された、複数個の小分類項目および前記小

分類項目の複数個からなる大分類項目の中から選択された前記小分類項目および大分類項
目 前記大分類項目および前記小分類項目のそれぞれを、当該大
分類項目および前記小分類項目のそれぞれに割り当てられた

前記大分類項目および前記小分類項目のそれぞれに割り当てられた 前記小
分類項目および大分類項目のそれぞれの項目内容を

放送番組の内容

大 小分類

大 小分類

複数個の放送番組の、それぞれ
項目として用意された、複数個の小分類項目および前記小

分類項目の複数個からなる大分類項目の中から選択された前記小分類項目および大分類項
目 前記大分類項目および前記小分類項目のそれぞれを、当該大
分類項目および前記小分類項目のそれぞれに割り当てられた



　 識別データと
文字表示するためのデータとの対応表

データとを抽出し、
　前記番組予定表データ生成手段は、
　前記番組情報抽出手段により抽出した前記対応表データを用いて、前記番組予定情報の
前記識別データを、対応する文字表示するためのデータに置き換えて、番組予定表データ
を生成し、
　前記表示制御手段は、前記番組予定表データ生成手段で生成された番組予定表データに
基づく番組予定表を表示画面に表示する
　ことを特徴とする受信装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の受信装置において、
　前記 分類項目や 項目を選択指定するためのキー入力手段が設けられ、
　前記番組予定表データ生成手段は、前記キー入力手段での選択指定に応じて、選択指定
された 分類項目あるいは 項目と同じものを備える番組あるいは番組要素
を前記番組予定情報から抽出して、当該抽出した番組あるいは番組要素をユーザが認識で
きる状態にする表示データを生成し、
　前記表示制御手段は、この表示データに基づく表示を行なうようにしたことを特徴とす
る受信装置。
【請求項１１】
　前記番組情報抽出手段は、放送予定の各番組の放送予定時刻に関する時刻情報をも抽出
する機能を有し、
　前記キー入力手段は、表示画面に表示された番組予定表を参照してユーザが希望する番
組や番組要素を指定するためのキー入力部を備え、
　前記キー入力部により指定された番組あるいは番組要素を、前記抽出された放送予定時
刻に関する時刻情報を用いて、当該番組あるいは番組要素の放送予定時間に受信選択する
ようにする制御手段を備えることを特徴とする請求項９または請求項１０に記載の受信装
置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の受信装置において、
　記録再生装置部を内蔵し、
　前記キー入力部により指定されて、前記放送予定時間に 制御手段により受信選択さ
れた番組あるいは番組要素が、前記記録再生装置部に記録されることを特徴とする受信装
置。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の受信装置において、
　前記記録再生装置部は、記録された内容に関する情報を、主記録データとは別の記録エ
リアに記録するものであり、
　前記キー入力部により指定されて、放送予定時刻に 制御手段により受信選択された
番組あるいは番組要素の受信信号を、前記記録再生装置部により記録媒体の主記録データ
エリアに記録すると共に、当該記録した受信信号に関する情報を前記記録媒体の前記主記
録データエリアとは別の記録エリアに記録する記録手段と、
　前記受信信号に関する情報を前記記録媒体から再生して、表示画面に表示するようにす
る再生手段とを設けたことを特徴とする受信装置。
【請求項１４】
　前記キー入力手段は、前記表示画面に表示された前記記録された内容に関する情報を参
照して、ユーザが前記記録媒体から再生する番組あるいは番組要素単位を任意に選択する
ためのキー入力部を備えており、
　前記キー入力部により選択された番組あるいは番組要素単位を、前記記録媒体から抽出
して再生する機能を備えることを特徴とする請求項１３に記載の受信装置。
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前記大分類項目および前記小分類項目のそれぞれに割り当てられた 前記小
分類項目および大分類項目のそれぞれの項目内容を

大 前記小分類

前記大 前記小分類

前記

前記



【請求項１５】
　請求項１４に記載の受信装置において、
　前記キー入力部により、選択した番組あるいは番組要素単位の再生順序を指定すること
が可能であり、
　前記指定された再生順序にしたがって、前記選択された番組あるいは番組要素単位を再
生する機能を備えることを特徴とする受信装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
この発明は、放送予定の各番組の種類の情報、出演者などの番組を構成する要素の情報を
放送する番組情報放送方式、この放送方式により放送された番組情報を受信してディスプ
レイ画面に表示する番組情報表示方法およびテレビ受像機などの受信装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
通常、視聴者がテレビ受像機やラジオ受信機などの受信装置で放送番組を視聴する場合、
新聞や雑誌のテレビ／ラジオ欄などの番組予定表により放送予定の番組内容およびその放
送予定時刻を知り、それを参照するようにしている。
【０００３】
そして、予約録音や予約録画などのために番組予約をする場合には、前記新聞や雑誌に記
載されている放送予定番組の放送チャンネル、放送予定時刻などを入力設定するようにす
る。このため、新聞や雑誌などが手元にない場合には、参照する番組予定表がないため、
番組予約入力操作を行なうことができなかった。
【０００４】
　このような事情から、例えばテレビ放送の場合に、番組予定表を、文字多重方式等で、
映像信号に多重して放送し、文字多重デコーダを搭載するテレビ受像機で、番組予定表を
テレビ受像機の画面に表示することができるようにすることが一部では行なわれている。
また、北米で放送が開始されたデジタル 放送（例えば、雑誌「日経エレクトロニクス
」１９９４．３．１４（ｎｏ．６０３）、１０１頁～１１０頁参照）においても、所定の
チャンネルにおいて、放送番組予定表の情報を放送するようにしている。
【０００５】
なお、文字を主体とした情報番組を提供する高機能テレテキストの伝送法において、受信
側での番組検索の便を計るために、放送局側で、各番組の検索のためのインデックスとな
るデータ（伝送される番組のメニュー表や伝送される番組を検索するためのキーワード表
）を、番組内容の情報と共に伝送することも提案されている（テレビジョン学会技術報告
　 ITEJ Technical Report Vol.16. No.71 pp.1　～ 6, BCS’ 92-38(Oct..1992)および同、
pp.7　～ 12, BCS ’ 92-38(Oct..1992)参照）。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、前述の高機能テレテキストの伝送法で使用されるインデックス検索方式の場合の
メニュー表は検索のためのみのものであって、テレビ番組やラジオ番組の番組情報として
は情報が少ない。しかも、文字情報をそのまま伝送するものであり、データ伝送量が比較
的多い。
【０００７】
また、文字多重方式や、デジタル衛星放送のように放送番組とは別チャンネルで番組予定
表が放送される方式の場合、放送される番組予定表は、従来の新聞や雑誌に記載されてい
るものとほぼ同じものであり、しかも、当該番組予定表のデータそのものを送信するよう
にしている。
【０００８】
このため、放送チャンネルが非常に多いに場合には、伝送データ量が非常に多くなり、放
送局名、番組名、放送開始時刻などの番組表情報として必須である情報の他の、放送番組
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衛星



の詳細内容に関する情報を十分に伝送することが困難であった。
【０００９】
また、上述した従来の番組予定表の情報は、各番組を構成する要素に関しての情報、例え
ば音楽番組であれば歌手名、曲名などの情報も有していても、その歌手名や曲名などの番
組要素を検索する場合には、各番組毎の情報をユーザが読み取る必要があり、例えばある
歌手が出演するすべての番組を予約するなどという対応は、非常に手間が掛かり、困難で
あった。
【００１０】
また、予約録画などの番組予約の場合には、番組表から得た放送開始時刻と、類推した終
了時刻を入力する必要があり、番組予約操作が非常に厄介である。
【００１１】
また、従来の番組予定表においては、表示される放送時刻は放送予定番組の開始時刻だけ
で、終了時刻は次の番組の開始時刻から類推するしか術がなかった。その上、従来は、各
番組を構成する番組要素単位の放送時刻に関する情報はまったくなかったので、例えば音
楽番組中の１～数曲のみを抽出して予約することはできなかった。また、ある歌手の曲は
すべて録音するなどという予約操作を行なうことは不可能であった。
【００１２】
この発明は、以上の点にかんがみ、放送局数や番組数が多量になっても比較的少ないデー
タ容量で番組情報を放送することができる番組情報放送方式を提供することを目的とする
。
【００１３】
また、この発明の番組情報放送方式で放送された番組情報を用いて番組予定表をディスプ
レイ画面に表示する番組情報表示方法を提供することを目的とする。
【００１４】
また、この発明の番組情報表示方法により表示された番組予定表データを用いて、番組予
約を容易に行なえるようにした受信装置を提供することを目的とする。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、この発明による番組情報放送方式は、
　放送番組自身や各放送番組を構成する番組要素を認識するための

　 の内容を
とにより表わすと共に、

識別データで表わした番組予定情
報を生成し、
　 番組予定情報

識別データと
文字表示するためのデータとの対応表データを放送するようにしたことを特徴と

する。
【００１６】
また、前記番組予定情報には、各放送予定番組毎あるいは各放送予定番組を構成する要素
単位毎の放送開始時刻および放送終了時刻を認識するための時刻情報を含むことを特徴と
する。
【００１７】
　この発明による番組情報表示方法は、
　受信した放送波信号から、
　放送予定の の内容が、放送番組自身や各放送番組を構成
する番組要素を認識するための

とにより表わされ、かつ、
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項目として、複数個の
小分類項目および前記小分類項目の複数個からなる大分類項目の複数個を用意し、

放送予定の複数個の放送番組の、それぞれ 、前記大分類項目と前記小分類項目
前記大分類項目および前記小分類項目のそれぞれを、当該大分類

項目および前記小分類項目のそれぞれに割り当てられた

前記生成した を放送すると共に、前記大分類項目および前記小分類項目の
それぞれに割り当てられた 前記小分類項目および大分類項目のそれぞれの項
目内容を

複数個の放送番組の、それぞれ
項目として用意された、複数個の小分類項目および前記小

分類項目の複数個からなる大分類項目の中から選択された前記小分類項目および大分類項
目 前記大分類項目および前記小分類項目のそれぞれを、当該大



識別データで表わされた番組
予定情報と、
　 識別データと

文字表示するためのデータとの対応表
データとを抽出し、
　前記抽出した前記対応表データを用いて、前記抽出した前記番組予定情報の前記識別デ
ータを、対応する文字表示するためのデータに置き換えて、番組予定表データを生成し、
　この番組予定表データに基づいてディスプレイに、前記放送予定の を文
字表示する番組予定表を表示するようにしたことを特徴とする。
【００１８】
　この発明による受信装置は、
　受信した放送波信号から、放送予定の番組の内容が複数個の 分類項目と、各 分類項
目毎の 項目とにより表わされ、かつ、これら 分類項目と 項目とが、それぞ
れ識別データで表わされた番組予定情報と、前記識別データとその識別データに対応する
前記 分類項目と 項目を文字表示するためのデータとの対応表データとを抽出する
番組情報抽出手段と、
　前記番組情報抽出手段により抽出した前記対応表データを用いて、前記番組予定情報の
前記識別データを、対応する文字表示するためのデータに置き換えて、番組予定表データ
を生成する番組予定表データ生成手段と、
　前記番組予定表データ生成手段で生成された番組予定表データに基づく番組予定表を表
示画面に表示する表示制御手段と
　を備えることを特徴とする。
【００１９】
　この発明による受信装置は、
　番組情報抽出手段と、
　番組予定表データ生成手段と、
　表示制御手段と
を備える受信装置であって、
　前記番組情報抽出手段は、
　受信した放送波信号から、
　放送予定の の内容が、放送番組自身や各放送番組を構成
する番組要素を認識するための

とにより表わされ、かつ、
識別データで表わされた番組

予定情報と、
　 識別データと

文字表示するためのデータとの対応表
データとを抽出し、
　前記番組予定表データ生成手段は、
　前記番組情報抽出手段により抽出した前記対応表データを用いて、前記番組予定情報の
前記識別データを、対応する文字表示するためのデータに置き換えて、番組予定表データ
を生成し、
　前記表示制御手段は、前記番組予定表データ生成手段で生成された番組予定表データに
基づく番組予定表を表示画面に表示する
　ことを特徴とする。
【００２０】
また、この発明による受信装置において、
前記番組情報抽出手段は、放送予定の各番組の放送予定時刻に関する時刻情報をも抽出す
る機能を有し、
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分類項目および前記小分類項目のそれぞれに割り当てられた

前記大分類項目および前記小分類項目のそれぞれに割り当てられた 前記小
分類項目および大分類項目のそれぞれの項目内容を

放送番組の内容

大 大
小分類 大 小分類

大 小分類

複数個の放送番組の、それぞれ
項目として用意された、複数個の小分類項目および前記小

分類項目の複数個からなる大分類項目の中から選択された前記小分類項目および大分類項
目 前記大分類項目および前記小分類項目のそれぞれを、当該大
分類項目および前記小分類項目のそれぞれに割り当てられた

前記大分類項目および前記小分類項目のそれぞれに割り当てられた 前記小
分類項目および大分類項目のそれぞれの項目内容を



前記キー入力手段は、表示画面に表示された番組予定表を参照してユーザが希望する番組
や番組要素を指定するためのキー入力部を備えると共に、
前記キー入力部により指定された番組あるいは番組要素を、前記抽出された放送予定時刻
に関する時刻情報を用いて、当該番組あるいは番組要素の放送予定時間に受信選択するよ
うにする制御手段と
を備えることを特徴とする。
【００２１】
さらに、この発明による受信装置は、
記録再生装置部２００を内蔵し、
この記録再生装置部２００は、記録された内容に関する情報を、主記録データとは別の記
録エリア（ＵＴＯＣエリア）に記録するものであり、
前記キー入力部により指定されて、放送予定時刻に制御手段により受信選択された番組あ
るいは番組要素の受信信号を、前記記録再生装置部により記録媒体の主記録データエリア
に記録すると共に、当該記録した受信信号に関する情報を前記記録媒体の前記主記録デー
タエリアとは別の記録エリアに記録する記録手段と、
前記受信信号に関する情報を前記記録媒体から再生して、表示画面に表示するようにする
再生手段とを備えることを特徴とする。
【００２２】
また、前記キー入力手段は、前記表示画面に表示された前記記録された内容に関する情報
を参照して、ユーザが前記記録媒体から再生する番組あるいは番組要素単位を任意に選択
するためのキー入力部を備えており、
このキー入力部により選択された番組あるいは番組要素単位を前記記録媒体から抽出して
、指定した順序で再生する機能を受信装置が備えることを特徴とする。
【００２３】
【作用】
この発明による番組情報放送方式においては、各放送番組の内容を複数の分類項目と、各
分類項目毎の細項目との組み合わせにより表わすと共に、これら分類項目と細項目とを、
それぞれ識別データで表わして番組予定情報とするものであり、この番組予定情報と、前
記識別データと、その識別データに対応する前記分類項目および前記細項目を文字表示す
るためのデータとの対応表データとを加えたとしても、番組表文字データをそのまま伝送
する場合に比べて、情報量が少なくなる。特に、放送局数や番組数が多量になったときに
、情報量の減少の効果は著しい。
【００２４】
情報量が少なくなった分、放送番組終了時刻を認識するための時刻情報を付加したり、番
組詳細情報を放送することが容易である。
【００２５】
識別データと、その識別データに対応する前記分類項目および細項目を文字表示するため
のデータとの対応表データとは、常に番組情報として放送されるので、番組の種類や番組
を構成する番組要素が減ったり、増えたり、変更になったときにも、ダイナミックに対応
することが容易である。例えば番組の種類に関し、同じ識別データであっても、あるとき
の番組情報では、それをニュース番組と対応させ、別のあるときの番組情報では、それを
映画番組と対応させるようにすることができる。
【００２６】
番組予定情報には、各放送予定番組毎あるいは各放送予定番組を構成する要素単位毎の放
送開始時刻および放送終了時刻を認識するための情報を含むので、番組単位で放送終了時
刻をも確実に知ることができると共に、番組を構成する要素単位毎にも、その放送開始時
刻および放送終了時刻を知ることができるようになる。
【００２７】
この発明による番組情報表示方法においては、前記番組情報放送方式により放送される番
組情報の対応表データを用いて、識別データからなる番組予定表データを文字表示するた
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めのデータで表された番組予定表データに作り変え、ディスプレイに表示する。このとき
、ユーザにより番組の分類項目や細項目が選択指定されれば、その指定された分類項目、
例えばスポーツ番組のみの番組予定が、ディスプレイに表示される。
【００２８】
また、ユーザにより番組を構成する要素を認識するための細項目、例えば、ある歌手名が
選択指定されれたときには、その歌手が出演する番組に関する番組予定表が作成され、デ
ィスプレイに表示される。これら番組予定表には、放送開始時刻および放送終了時刻ある
いは放送開始時刻から放送終了までの時間を表示することができる。
【００２９】
以上の番組予定表において、これを参照しながら、あるいは、この番組予定表中において
、希望する番組あるいは番組要素をユーザが番組予約選択すると、この発明による受信装
置では、その選択された番組および番組要素が、その放送開始時刻から放送終了時刻まで
の間、選択受信される。
【００３０】
そして、受信装置が記録再生装置部を内蔵している場合には、その選択受信された番組あ
るいは番組要素が記録媒体に記録される。このとき、記録された番組あるいは番組要素に
関するデータが主記録データエリアとは別の記録エリアに記録される。そして、その別の
記録エリアに記録されたデータが再生されて、画面に主記録データに関する情報、例えば
、番組名や歌手名などが表示される。
【００３１】
この画面に表示された主記録データに関する情報を参照して、ユーザは、再生順序を記録
順序に関係なく、変えて再生したり、一部のみを抽出して再生することができる。
【００３２】
【実施例】
［番組情報放送方式の説明］
まず、この発明による番組情報放送方式の一実施例について説明する。
この例は、米国で放送が開始されたデジタル衛星放送に、この発明を適用した場合である
。従来のアナログ地上波放送では、例えば６ＭＨｚ毎に周波数帯域が分割され、各分割周
波数帯域を放送チャンネルとして、１つの放送チャンネルに１つの放送局が１対１に対応
するようにされていたので、１つの放送チャンネルを選択することで、特定の放送局の番
組を選択受信することができる。
【００３３】
これに対して、この例のデジタル衛星放送においては、チャンネル（この例では放送局に
対応、以下同じ）の概念はあるものの、チャンネルは特定の周波数帯域を示すものとはな
らない。これは、放送周波数帯域を有効利用するためである。
【００３４】
すなわち、デジタル衛星放送では、映像や音声は、ＭＰＥＧ１あるいはＭＰＥＧ２などの
方式によって、データ圧縮して放送するものであり、画面の動きの少ない番組であれば、
放送する情報量は少なてよく、一方、スポーツ番組などの動きの激しい映像の場合には、
これを画質を落とさずに放送するためには、情報量が多く必要である。そこで、ある番組
を放送するとき、放送する情報量に応じて使用する放送周波数あるいは周波数群を変更す
ることにより、放送周波数帯域を有効利用するようにしているのである。つまり、情報量
が少ない場合には、複数の番組を、１つの周波数あるいは１つの周波数群で放送が可能で
あり、情報量が多量である場合には、１つの番組であっても複数の周波数あるいは複数の
周波数群を使用して放送する必要がある場合もある。
【００３５】
デジタル衛星放送では、このように、チャンネルに対して、放送波の使用状況が固定的で
ないので、ある特定の周波数群の放送信号として、他の放送波周波数あるいは周波数群が
、チャンネルに対してどのように使用されているかについての情報を放送するようにして
いる。この明細書では、これをインデックスチャンネルと呼ぶ。
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【００３６】
図１は、放送信号として送信されるデータの例を示すものであり、実線で囲まれる部分が
それぞれデータパケットである。各パケットは、可変長であり、後述するチャンネル選択
に必要なチャンネル割り当て情報などのデータパケットは、ある一定時間内に１回、必ず
存在するように、周期的に送信される。また、各パケットは、その先頭にそれぞれのパケ
ットを識別するためのパケット識別データを有している。
【００３７】
図１Ａは、１つの放送周波数あるいは周波数群として１つのチャンネルについて放送され
る主放送信号を示すものである。この主放送信号は、この例では、映像データパケット１
１と、音声データパケット１２と、番組予定情報パケット１３と、番組付属情報パケット
１４と、その他のパケット１５とで構成される。
【００３８】
そして、映像データパケット１１は、ＭＰＥＧ１やＭＰＥＧ２などの圧縮形式で圧縮され
た動画データで構成される。この映像データパケット１１は、一定周期に必ず一つ存在す
る。ただし、映像データパケット１１は、音楽専用チャンネルの場合には存在しない。
【００３９】
音声データパケット１２は、ＭＰＥＧ／ａｕｄｉｏなどの圧縮形式で圧縮された音声デー
タで構成される。この音声データパケット１２も、一定周期に必ず一つ存在する。
【００４０】
番組予定情報パケット１３は、この場合、当該チャンネルで放送予定の番組予定情報を含
む。次の番組付属情報パケット１４には、当該チャンネルで現在放送している番組の番組
タイトルや放送開始時刻、放送終了時刻、また、字幕放送用の情報など番組に付属する情
報が含まれる。
【００４１】
次に、図１Ｂは、インデックスチャンネルで放送されるインデックスデータを示すもので
ある。この例では、このインデックスデータには、現在時刻情報パケット２１と、チャン
ネル割り当て情報パケット２２と、番組予定情報パケット２３と、ＩＤ対応一覧データパ
ケット２４と、その他のパケット２５とが、含まれている。
【００４２】
　現在時刻情報パケット２１の現在 は現在の時刻を示すものである。ただし、衛星を
使用したデジタル放送の場合、放送範囲が広域に渡ることから、地域によって時差が存在
する場合があることにかんがみ、放送側からはこの現在時刻情報としては基準時刻を放送
する。
【００４３】
そして、この例の場合には、受信装置には、その受信装置が存在する地域を示す情報、例
えば郵便番号（ ZIP CODE）を設定しておく。そして、受信装置では、その地域を示す情報
に基づいて、その地域の前記基準時刻からの時差を求め、この時差を受信した基準時刻に
対して加減算して、その地域における現在時刻を算出する。そして、さらに、受信装置で
は、例えば電源オンのときに、または一定周期で、この受信した、あるいは算出した現在
時刻と内蔵タイマー（時計）が示す時刻との比較を行ない、時刻のずれがあれば、あるい
は時刻ずれが許容誤差以上あれば、受信した、あるいは算出した現在時刻の情報を用いて
、内蔵タイマーの示す時刻の校正を行なうようにする。
【００４４】
チャンネル割り当て情報パケット２２は、受信装置がチャンネル選択および切り換え時な
どに参照する情報であり、その時点でどの番組がどの伝送波（周波数あるいは周波数群）
をどのように利用しているかを示す情報である。
【００４５】
インデックスチャンネルとして放送される番組予定情報パケット２３は、全チャンネルの
番組予定情報である。このパケット２３の番組予定情報は、放送時間やタイトルだけでな
く、その他の付属情報も含む番組予定表データからなる。後述するように、受信装置では
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、この番組予定表データに基づき番組予定表を作成し、受信装置の画面に選択表示するも
のである。
【００４６】
番組予定表データは、この場合、放送時間の情報を除き、番組予定表として表示すべき文
字データそのものからなるのではなく、放送側で次のようにして作成される。
【００４７】
まず、放送側においては、放送番組自身や各放送番組を構成する番組要素を認識するため
の情報として、それぞれ複数個の細項目からなる分類項目を設定して用意する。分類項目
が大分類、細項目がその小分類の関係になる。これら分類項目と細項目とは、放送しよう
とする番組の内容に応じて変える。そして、これら分類項目および細項目をそれぞれ識別
データ（識別データを以下ＩＤという）で表わし、この識別データと、その識別データに
対応する前記分類項目および前記細項目を文字表示するためのデータとの対応表データと
を用意する。
【００４８】
放送側では、番組予定情報を構成する放送予定の各番組の内容を、上記の分類項目と、そ
の細項目とで一旦表現する。そして、これらの分類項目と細項目を、前記の対応表データ
を用いて、すべてＩＤで表現したものに置き換える。そして、このＩＤで表現された各番
組情報により、番組予定情報を構成し直し、これをインデックスデータ中の番組予定情報
パケット２３として放送する。
【００４９】
また、各ＩＤと、そのＩＤに対応する前記分類項目および前記細項目を文字表示するため
のデータとの対応表データを、ＩＤ対応一覧データパケット２４として放送する。
【００５０】
このインデックスチャンネルとして放送される番組予定情報は、全チャンネルの番組予定
情報である。この番組予定表データは、時刻情報として各番組全体の放送開始時刻、放送
終了時刻のほかに、番組が、それを構成する番組要素毎に分割できる場合には、その番組
要素単位の放送開始時刻および放送終了時刻が含まれる。分割可能な番組の例としては、
例えば音楽専門番組が挙げられる。すなわち、音楽専門番組は、全体で１つの番組を構成
するものの、楽曲の単位で分割が可能であるからである。
【００５１】
図２は、この番組予定情報パケット２３の番組予定表データの一例である。図２に示すよ
うに、この番組予定表データの先頭には、番組予定情報パケット２３のデータであること
を示すパケットＩＤを含むパケットヘッダＰＨが放送される。次のパケットサイズＰＳは
、このパケット２３の全体の長さを示すものである。パケットサイズＰＳの次には、各種
ポインターＰＩが続く。そして、各種ポインターＰＩの後には、第１チャンネルの放送局
の番組情報群ＣＨ１、第２チャンネルの放送局の番組情報群ＣＨ２、…、第ｎチャンネル
の放送局の番組情報群ＣＨｎが順次に放送される。
【００５２】
番組情報群ＣＨ１～ＣＨｎのそれぞれは、チャンネル情報ヘッダＨｃｈと、ｍ個（ｍは任
意の整数）の番組情報（番組情報１～番組情報ｍ）ＰＧとからなる。チャンネル情報ヘッ
ダＨｃｈは、例えばＣＮＮ、ＡＢＣなどの放送局名のテキストデータと、対応するチャン
ネル番号などからなる。
【００５３】
各番組情報ＰＧは、当該番組を識別するための番組ＩＤの情報５１と、番組分割フラグ５
２と、放送開始時刻ＳＴの情報５３と、放送終了時刻ＥＤの情報５４と、前述したように
予め設定されて用意されている複数個の分類項目の種類うちから選定された当該番組を分
類するための分類項目の情報（ＩＤで表現されている。以下、この分類項目の情報を、項
目種類の情報と称する）５５およびそれぞれの項目種類の情報５５の細項目（これも前述
したように予め用意されているものから選択されたものである）をＩＤで表現した細項目
５６とからなる。項目種類の情報５５およびその細項目ＩＤ５６は、当該番組を構成する
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番組要素ともなる情報である。
【００５４】
番組分割フラグ５２は、１ビットのフラグＦからなり、放送時間（放送開始時刻から放送
終了時刻まで）内で１つの番組単位となるような、例えば、映画、ドラマ、ニュースなど
の通常の番組の場合には、フラグＦ＝［０］とされ、番組情報は、図２の右上に示すよう
に、後述する番組サブ情報ＳＢを有しない。
【００５５】
そして、前述したように、音楽専門番組のように、全体で１つの放送番組を構成すると共
に、例えば曲単位や、歌手単位で番組を分割することが可能な番組の場合には、番組分割
フラグＦは、Ｆ＝［１］とされ、分割番組単位についての情報が番組情報ＰＧに含められ
る。図２の右下の番組情報ＰＧがその例であり、複数個の番組サブ情報ＳＢを含んでいる
。
【００５６】
各番組サブ情報ＳＢも、メインの番組情報５１～５６とほぼ同じデータ構造を有しており
、それぞれの分割サブ番組単位の識別情報である番組サブＩＤの情報６１と、当該分割サ
ブ番組単位の放送開始時刻ＳＴの情報６２と、当該分割サブ番組単位の放送終了時刻ＥＤ
の情報６３と、当該分割サブ番組単位を分類するための複数個の項目種類の情報６４およ
びそれぞれの項目種類の情報６４に対する細項目ＩＤとからなる。通常、図の例のように
、番組サブ情報ＳＢには番組分割フラグは含まないが、番組サブ情報ＳＢにも番組分割フ
ラグを設けて、さらに細かく番組を分類できるようにすることも勿論できる。
【００５７】
項目種類の情報５５および６４としては、１番組について、あるいは１つの分割番組単位
について、第１項目種類から第ｋ（ｋ＝１，２，…）項目種類までの任意数ｋ個の複数個
の項目種類を設定可能であるが、前述したように、各項目種類の情報はテキストデータか
らなるのではなく、ＩＤ対応一覧表データのパケット２４中において伝送される項目種類
一覧テーブルのＩＤデータ（後述する項目種類一覧データ）により表現されている。
【００５８】
また、各項目種類の情報５５あるいは６４毎の細項目ＩＤのそれぞれは、ＩＤ対応一覧表
データのパケット２４中において伝送される当該項目種類毎の細項目についてのＩＤ対応
一覧データ（この具体例については後述する）に表されるＩＤにより表現されている。
【００５９】
メインの番組情報の項目種類の情報５５としては、番組タイトル、サブタイトル、番組カ
テゴリー、主演者、助演者、ゲストスター、出演者、演奏者などがある。また、番組サブ
情報ＳＢの項目種類の情報６４の例としては、上記の例の他に、例えば音楽専門番組の場
合であれば、出演者（歌手名）、楽曲名、所属レコード会社などが挙げられる。
【００６０】
通常、番組サブ情報ＳＢの項目種類の少なくとも一つは、そのメインの番組情報の項目種
類５５の一つと同じものとなっており、メインの番組情報の項目種類から、番組サブ情報
ＳＢの項目種類を検索するときのリンクの役割をする。
【００６１】
ＩＤ対応一覧データ２４は、この例では、図１Ｃに示すように、複数個の項目種類の一覧
データと、当該複数の項目種類のそれぞれの細項目に対応するＩＤ一覧データからなる構
成とされている。すなわち、まず、先頭が、当該パケットがＩＤ対応一覧データ２４であ
ることを示す識別情報を含むヘッダ情報３１とされる。このヘッダ情報３１の後には、そ
のときのインデックスデータとして放送されている番組予定情報中の各種の分類項目種類
の一覧データ３２が続き、その後に、各項目種類毎の細項目のＩＤ対応一覧データ３３～
３６…が続く。
【００６２】
図１Ｃの例では、一覧データ３３は番組タイトル対応ＩＤ一覧データ、一覧データ３４は
番組サブタイトル対応ＩＤ一覧データ、一覧データ３５は出演者対応ＩＤ一覧データ、一
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覧データ３６は番組カテゴリー対応ＩＤ一覧データ、…とされている。その他、ＩＤ対応
一覧データは、楽曲名ＩＤ対応一覧データ、所属レコード会社に対応するライセンスＩＤ
対応一覧データなど、放送予定の番組に応じて放送側で、その都度、必要なものが設定さ
れて、放送される。
【００６３】
図３～図８は、各一覧データ３２～３６の例を示すもので、それぞれテーブルヘッダＨｔ
ｂと、そのテーブルの大きさを示すサイズ情報ＳＺと、ＩＤ情報３７と、文字表示のため
のデータの例としてのテキストデータ３８とからなる。ＩＤ情報３７とテキストデータ３
８とは参照対応情報となる。
【００６４】
ＩＤ情報３７は、この例では４桁の１６進コードで表現されている。テキストデータ３８
は、図示のように、文字コードデータであり、サイズは、可変である。このため、各テキ
ストデータ３８の最後には、エンドコード（図では＼ｎで表現されている）が必ず挿入さ
れている。また、各ＩＤ対応一覧データの最後には、テーブルストッパ（テーブルの最後
を示す情報）として、例えば［ＦＦＦＦ］が挿入されている。
【００６５】
図３は、項目種類一覧データの例で、「タイトル（ＴＩＴＬＥ）」、「サブタイトル（Ｓ
ＵＢ　ＴＩＴＬＥ）」、「カテゴリー（ＣＡＴＥＧＯＲＹ）」などのテキストデータ３８
と、その対応ＩＤ３７との対応テーブルのデータである。図２の番組情報ＰＧや番組サブ
情報ＳＢの第１～第ｋ項目種類の情報５５や６４のそれぞれには、この項目種類一覧デー
タの対応ＩＤ３７のいずれかが記述されることになる。
【００６６】
図４は、項目種類「タイトル」についてのＩＤ対応一覧データであり、そのテーブルヘッ
ダＨｔｂは、図３の項目種類一覧データのテキストデータ「タイトル（ＴＩＴＬＥ）」の
ＩＤ（＝００００）で表されている。そして、項目種類「タイトル」についての細項目の
テキストデータ３８、例えば「今日のニュース（Ｔｏｄａｙ’Ｎｅｗｓ）」、「Ｃｏａｓ
ｔ　ｔｏ　Ｃｏａｓｔ」、「Ｍｒ．Ｐｏｓｔｍａｎ」のテキストデータと、その対応ＩＤ
３７とが、テーブル形式で表現されて、このタイトルＩＤ対応一覧データが構成される。
【００６７】
図２の番組情報ＰＧあるいは番組サブ情報ＳＢの第１～第ｎ項目種類の情報５５あるいは
６４の内で、「タイトル」とされた項目種類の右横の項目ＩＤは、この図４の対応ＩＤ３
７のいずれかで表現される。番組情報ＰＧや番組サブ情報ＳＢの項目種類の情報と項目Ｉ
Ｄとの上記の関係は、他の項目種類についても同様である。
【００６８】
なお、図５は項目種類「サブタイトル」についてのＩＤ対応一覧データ、図６は項目種類
「出演者」についてのＩＤ対応一覧データ、図７は項目種類「番組カテゴリー」について
のＩＤ対応一覧データ、図８は項目種類「ライセンス」に対するＩＤ対応一覧データであ
る。
【００６９】
図７に示した番組カテゴリーＩＤ対応一覧データの例の場合には、その４桁のＩＤコード
の内、上位の２桁が「ニュース」、「映画（ＭＯＶＩＥ）」などの一般名称的なもので、
これはカテゴリーの大分類を示すものとなる。そして、ＩＤコードの下２桁が、それぞれ
の大分類のカテゴリー中の小分類となり、具体的なカテゴリー、例えば大分類のカテゴリ
ー「ニュース」の場合であれば、「政治ニュース」、「スポーツニュース」などとされて
いる。
【００７０】
なお、図２の番組予定表データでは、放送終了時刻を認識するための情報としては、放送
終了時刻そのものを放送するようにしたが、放送開始時刻からの放送時間長を、放送終了
時刻を認識するための情報として放送するようにしてもよい。
【００７１】
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この発明による番組情報表示方法においては、以上のような放送信号を受信し、インデッ
クスデータとして放送された、ＩＤコードと放送時刻情報とで構成された番組予定情報パ
ケット２３のデータと、パケット２４のＩＤ対応一覧データを用いることにより、放送予
定の番組表（番組予定表）を作成してディスプレイ画面に表示するようにする。
【００７２】
また、この発明による受信装置においては、前記の番組情報表示方法を実施して、放送信
号を受信し、番組予定表を作成して、ディスプレイ画面に表示すると共に、前記の項目種
類やその細項目を検索用データとして、視聴者が視聴したい番組検索や、予約記録（録画
や録音）処理を行なうようにする。
【００７３】
［受信装置の構成の説明］
この発明による番組情報表示方法を実行するこの発明による受信装置の一実施例を図９以
下を参照しながら、次に説明する。デジタル放送波は衛星だけでなく、光ケーブルを用い
て伝送される場合もあるが、以下に説明する例は、衛星を使用したデジタル放送波を受信
する受信装置の場合の例である。
【００７４】
図９は、この例の受信装置７０と、この受信装置７０用のリモートコマンダ９０との外観
図である。この例の受信装置７０は、記録再生装置部を内蔵している。この記録再生装置
部は、後述するように、この例では、オーバーライトの可能な光磁気ディスクの例である
、いわゆるミニディスクを記録再生媒体とした記録再生装置の構成とされている。受信装
置７０は、その画面７５Ｄの下方右隅に、前後にスライドしてディスクを装置内に取り込
み、あるいはイジェクトするディスク装填部２３０を備えており、ミニディスク２０１が
この装填部２３０に対して脱着されるように構成されている。
【００７５】
図１０は、この例の受信装置のブロック構成例を示している。７１は衛星放送アンテナで
、このアンテナ７１で受信した図１に示したようなデータ構成を有するデジタル放送波は
、プログラムセレクタ７２に供給される。プログラムセレクタ７２は、後述するように、
システムコントロール部１００からの制御信号を受けて、いわゆるチャンネル選択を行な
い、放送信号からインデックスデータを抽出するとともに、ユーザにより指定されたチャ
ンネルの映像データパケットと、音声データパケットを抽出する。
【００７６】
プログラムセレクタ７２で抽出されたＭＰＥＧ１あるいはＭＰＥＧ２方式で圧縮された映
像データは、映像データデコード部７３に供給され、デコード、データ伸長処理、補間処
理が行なわれる。映像データデコード部７４は、その出力映像データをフレームイメージ
の形式で映像表示処理部７４に出力する。映像表示処理部７４は、この処理部７４に内蔵
のフレームメモリに、フレームイメージを規定された周期で書き込み、ディスプレイ、こ
の例ではＣＲＴディスプレイ７５に出力する。こうして、ユーザにより選択指定された番
組の映像がＣＲＴディスプレイ７５の画面に再生表示される。
【００７７】
また、プログラムセレクタ７２で抽出されたＭＰＥＧ／オーディオの形式で圧縮された音
声データは、音声データデコード部７６に供給され、デコード、データ伸長処理等されて
、デジタル信号あるいはアナログ信号の形で出力され、音声出力処理部７７を介してスピ
ーカ７８に供給され、番組音声が再生される。音声出力処理部７７では、リモートコマン
ダ９０を通じてのユーザの音量調節操作、音質調整操作に応じたシステムコントロール部
１００からの制御信号を受けて、音量調節、音質調整等が行なわれるが、音声データデコ
ード部７６から音声信号がデジタル信号の形で出力される場合には、Ｄ／Ａ変換も行なわ
れる。
【００７８】
システムコントロール部１００は、マイクロコンピュータの構成とされており、システム
バス１０１に対して、ＣＰＵ１０２と、実行するプログラムや番組表などを表示するため
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のイメージデータや文字フォントデータなどの固定データが格納されているＲＯＭ１０３
と、ワークエリア用などに使用される揮発性メモリとしてのＲＡＭ１０４と、保持が必要
なデータ用の不揮発性メモリとしてのＳＲＡＭ１０５と、ビデオＲＡＭ１０６と、Ｉ／Ｏ
ポート１０７を介してタイマー（時計）１０８とが接続されている。
【００７９】
また、ユーザが、リモートコマンダ９０に対して操作を行なうと、このリモートコマンダ
９０は、ユーザの操作に応じたリモコン信号を例えば赤外線としてリモコン受信／デコー
ド部８３に送信する。リモコン受信／デコード部８３は、受信したリモコン信号をデコー
ドし、システムコントロール部１００にＩ／Ｏポート（図示せず）を介して入力する。シ
ステムコントロール部１００は、入力されたデジタルリモコン信号を解釈し、ユーザのリ
モコン操作に応じた制御を行なうようにＲＯＭ１０３のプログラムを実行する。
【００８０】
リモートコマンダ９０で、チャンネル選択操作（番組選択操作）が行なわれたときには、
そのチャンネルの映像データパケットおよび音声データパケットなどが抽出される。
【００８１】
このデータパケットの抽出に当たっては、システムコントロール部１００は、前述したよ
うに、プログラムセレクタ７２からインデックスチャンネルのインデックスデータを受け
取り、チャンネル割り当て情報パケット２２のチャンネル割り当て情報を参照して、リモ
ートコマンダ９０でユーザにより選択されたチャンネルが、どの周波数あるいは周波数群
に割り当てられているかを認識する。そして、システムコントロール部１００は、この認
識結果に応じた選択制御信号をプログラムセレクタ７２に送り、プログラムセレクタ７２
で、ユーザにより指定されたチャンネルの映像データパケット、音声データパケット等を
選択するように制御する。
【００８２】
前述したように、チャンネルに対する周波数あるいは周波数群の割り当て情報は、インデ
ックスチャンネルによって、そのときの放送波に応じて順次変更されたものが、一定周期
で、チャンネル割り当て情報パケット２２として放送されているので、システムコントロ
ール部１００は、この例では、プログラムセレクタ７２に一定周期でインデックスデータ
のデータパケットの要求を依頼する。プログラムセレクタ７２は、このシステムコントロ
ール部１００からの要求を受けると、インデックスチャンネルのデータパケットをシステ
ムコントロール部１００に返送する。これにより、システムコントロール部１００は、常
時、チャンネルに対する周波数あるいは周波数群の割り当てを監視することができる。
【００８３】
同様に、システムコントロール部１００は、プログラムセレクタ７２に、インデックスチ
ャンネルの、現在時刻情報２１、番組予定情報パケット２３、ＩＤ対応一覧表データ２４
の転送要求を、例えば一定周期で行ない、この要求に応じてプログラムセレクタ７２は、
要求のあったデータパケットをシステムコントロール部１００に転送する。
【００８４】
なお、インデックスデータのデータパケットの取得要求を一定周期で、システムコントロ
ール部１００からプログラムセレクタ７２に出すのではなく、予め、プログラムセレクタ
７２で、インデックスチャンネルの上記のデータパケット２１～２４等の情報パケットを
見付けたときに、これをシステムコントロール部１００に通知（転送）するように設定し
ておいたり、あるいは、システムコントロール部１００の要求に関係なく、一定周期でプ
ログラムセレクタ７２から、それまでに見付けた指定のあったデータパケットをシステム
コントロール部１００に通知するようにしておいてもよい。
【００８５】
そして、この例の受信装置７０は、図１０に示すように、記録再生装置部２００を備える
。この記録再生装置部２００は、この例では、前述したように、記録再生可能な光磁気デ
ィスクである、いわゆるミニディスクの記録再生装置部の構成とされている。
【００８６】
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システムコントロール部１００は、リモートコマンダ９０を通じて、この記録再生装置部
２００への記録要求操作が行なわれたときに、映像データデコード部７３からの映像デー
タを映像エンコード／デコード部８１に送り、また、音声データデコード部７６からの音
声データを音声エンコード／デコード部８２に送る。
【００８７】
映像エンコード／デコード部８１は、映像データデコード部７３からの映像データを記録
再生装置部２００に記録する形式にエンコードする。この例では、前記の光磁気ディスク
へ記録するために、例えばＭＰＥＧ１のデータ形式にエンコードする。
【００８８】
また、音声エンコード／デコード部８２は、ミニディスクに記録する形式のデータに、音
声データデコード部７６からの音声データをエンコードする。つまり、音声データを高域
ほど帯域幅が広くなるように複数の帯域に分割し、分割された各帯域毎に複数のサンプル
（サンプル数は各帯域で同数とする方が良い）からなるブロックを形成し、各帯域のブロ
ックごとに直交変換を行ない、係数データを得、この係数データに基づいて各ブロックご
とのビット割り当てを行なうようにする方法を用いる。この場合のデータ圧縮方法は、音
に対する人間の聴感特性を考慮しており、高能率でデータ圧縮ができる（特願平１－２７
８２０７号参照）。例えば、音声データは約１／５にデータ圧縮される。
【００８９】
映像エンコード／デコード部８１および音声エンコード／デコード部８２は、記録再生装
置部２００が再生モードにされたとき、この記録再生装置部２００からの再生映像データ
および再生音声データをそれぞれ受けてデコードし、デコードした再生映像データは、映
像表示処理部７４を介してＣＲＴディスプレイ７５に表示し、デコードした再生音声デー
タは、音声処理部７７を介してスピーカ７８にて音声を再生する。
【００９０】
記録再生装置部２００の具体的構成例を図１１に示す。
図１１において、２０１は光磁気ディスク（ミニディスク）である。この例のミニディス
ク２０１は、防塵及び傷付着防止のため、カートリッジ２０１Ａ内に直径６４ｍｍのディ
スク２０１Ｂを収納して構成されている。ディスク２０１Ｂには、予め、光スポット制御
用（トラッキング制御用）のプリグルーブが形成されているが、特に、この例の場合には
、このプリグルーブにトラッキング用のウォブリング信号に重畳して絶対アドレスデータ
が記録されている。
【００９１】
ディスク２０１Ｂは、スピンドルモータ２０２により回転される。スピンドルモータ２０
２の回転は、サーボ制御回路２０５により制御され、ディスク２０１Ｂが線速度一定の状
態で回転するように制御される。ディスクカートリッジ２０１Ａにはシャッターが設けら
れており、ディスクカートリッジ２０１Ａがディスク装着トレイ上に載置されて、装置に
装填されると、シャッターが開かれる。そして、ディスク２０１Ｂのシャッター開口部の
上部には記録用の磁気ヘッド２０３が対向して配置され、ディスク２０１Ｂのシャッター
開口部の下部には光ピックアップ２０４が対向して配置される。
【００９２】
光ピックアップ２０４は、送りモータ２０６により、ディスク２０１Ｂの径方向に移動制
御される。また、サーボ制御回路２０５により、光ピックアップ２０４のフォーカス及び
トラッキング制御がなされる。
【００９３】
記録再生装置部２００に内蔵されるシステムコントローラ２１０は、マイクロコンピュー
タを搭載して構成されており、システムコントローラ部１００との間で制御データや後述
するＵＴＯＣのデータなどの通信を通信インターフェース２１１を介して行い、装置２０
０全体の動作を管理している。
【００９４】
図１１の実施例の記録再生装置部２００の信号系の構成は、ＩＣ化によりできるだけ構成
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を簡略化できるように工夫されている。なお、記録時と再生時とでは、システムコントロ
ーラからのモード切換信号により、各部がモード切り換えされるようにされている。
【００９５】
映像エンコーダ／デコード部８１および音声エンコーダ／デコード部８２と、記録再生装
置部２００の信号系とは、インターフェース２２０を介して接続され、記録再生信号のや
り取りを行なう。
【００９６】
インターフェース２２０を介して入力された記録データは、メモリコントローラ２２１を
介して、このメモリコントローラ２２１により制御されるバッファメモリ２２２に一度蓄
えられる。この例の場合、バッファメモリ２２２は、データ容量が、１Ｍ～４Ｍビットの
ＤＲＡＭが用いられる。
【００９７】
メモリコントローラ２２１は、記録中に振動等によりディスク２０１Ｂ上の記録位置が飛
んでしまうトラックジャンプが生じなければ、バッファメモリ２２２から圧縮データを書
き込み速度の約５倍の転送速度で順次読み出し、読み出したデータを、セクタ構造のデー
タエンコード／デコード回路２２３に転送する。
【００９８】
また、記録中にトラックジャンプが生じたことを検出したときは、メモリコントローラ２
２１は、データエンコード／デコード回路２２３へのデータ転送を停止し、インターフェ
ース２２０からの圧縮データをバッファメモリ２２２に蓄積する。そして、記録位置が修
正されたとき、バッファメモリ２２２からデータエンコード／デコード回路２２３へのデ
ータ転送を再開するようにする制御を行う。
【００９９】
トラックジャンプが生じたか否かの検出は、例えば振動計を装置に設け、振動の大きさが
トラックジャンプが生じるようなものであるか否かを検出することにより行うことができ
る。また、この例のディスク２０１Ｂには、前述したように、プリグルーブに絶対アドレ
スデータが記録されているので、その絶対アドレスデータを記録時に読み取り、そのデコ
ード出力からトラックジャンプを検出することもできる。また、振動計と絶対アドレスデ
ータのオアを取ってトラックジャンプを検出するようにしても良い。なお、トラックジャ
ンプが生じたときには、光磁気記録のためのレーザ光のパワーを下げる、あるいはパワー
を零とするようにしておくものである。
【０１００】
そして、トラックジャンプが生じたときの記録位置の修正は、前記の絶対アドレスデータ
を用いて行うことができる。また、この場合のバッファメモリ２２２のデータ容量として
は、上述から理解されるように、トラックジャンプが生じてから記録位置が正しく修正さ
れるまでの間の時間分に相当する圧縮データを蓄積できる容量が最低必要である。この例
では、バッファメモリ２２２の容量としては、前記のように１Ｍ～４Ｍビット有し、この
容量は前記の条件を十分に満足するように余裕を持ったものとして選定されているもので
ある。
【０１０１】
また、この場合、メモリコントローラ２２１は、この記録時において、正常動作時は、で
きるだけバッファメモリ２２２に蓄積されるデータが少なくなるようにメモリ制御を行う
。すなわち、バッファメモリ２２２のデータ量が予め定められた所定量以上になったら、
所定量のデータ、例えば３２セクタ分（１セクタは１ＣＤ－ＲＯＭセクタ（約２Ｋバイト
））のデータだけバッファメモリ２２２から読み出して、常に所定データ量以上の書込み
空間を確保しておくようにメモリ制御を行う。
【０１０２】
データエンコード／デコード回路２２３は、バッファメモリ２２２から転送されてきた圧
縮データをＣＤ－ＲＯＭのセクタ構造のデータにエンコードする。なお、３２セクタ分の
データを含む３６セクタのデータを以下クラスタと称する。後述するように、記録再生は

10

20

30

40

50

(16) JP 3644455 B2 2005.4.27



、このクラスタ単位で行うものである。
【０１０３】
データエンコード／デコード回路２２３の出力データは、ＥＦＭ及びＣＩＲＣエンコード
／デコード回路２２４に供給される。この回路２２４では、データにエラー検出訂正用の
符号化処理を行うと共に、記録に適した変調処理、この例ではＥＦＭ（８－１４変調）処
理などを施す。エラー検出訂正用の符号は、この例ではＣＤのＣＩＲＣ（クロスインター
リーブ・リード・ソロモン符号）に対してインターリーブを変更したＡＣＩＲＣ（ Add-on
 Interleave ＋ＣＩＲＣ）を用いる。
【０１０４】
記録データが間欠的なデータであり、３２セクタのデータの前後に、クラスタ接続用の合
計４個のセクタ（以下リンキングセクタと称する）が付加され、３６セクタからなる１ク
ラスタの記録データとされる。
なお、回路２２３と回路２２４とは１個のＩＣとして構成することが可能である。
【０１０５】
このようにして形成された記録データは、ヘッド駆動回路２２５を介して記録用磁気ヘッ
ド２０３に供給される。これにより、記録データで変調された磁界がディスク２０１Ｂ（
光磁気ディスク）に印加される。また、光ピックアップ２０４からのレーザービームがデ
ィスク２０１Ｂに照射される。
【０１０６】
光ピックアップ２０４は、例えばレーザダイオード等のレーザ光源、コリメータレンズ、
対物レンズ、偏光ビームスプリッタ、シリンドリカルレンズ等の光学部品及びフォトディ
テクタ等から構成されており、この記録時は、記録トラックには、再生時より大きな一定
のパワーのレーザ光が照射されている。この光照射と、磁気ヘッド２０３による変調磁界
とにより、ディスク２０１Ｂには熱磁気記録によってデータが記録される。そして、磁気
ヘッド２０３と光ピックアップ２０４とは、共に同期してディスク２０１の半径方向に沿
って移動できるように構成されている。
【０１０７】
また、この記録時において、光ピックアップ２０４の出力がＲＦアンプ２２６を介してア
ドレスデコーダ２２７に供給されて、ディスク２０１Ｂのトラックに沿って設けられたプ
リグルーブにウォブル記録されている絶対アドレスデータが抽出され、デコードされる。
そして、その検出された絶対アドレスデータがＥＦＭ及びＣＩＲＣエンコード／デコード
回路２２４に供給され、記録データ中に挿入されて、ディスクに記録される。また、絶対
アドレスデータは、システム制御回路２１０に供給され、記録位置の認識及び位置制御に
用いられる。
【０１０８】
また、ＲＦアンプ２２６からの信号がサーボ制御回路２０５に供給され、ディスク２０１
Ｂのプリグルーブからの信号からスピンドルモータ２０２の線速度一定サーボのための制
御信号が形成され、スピンドルモータ２０２が速度制御される。
【０１０９】
図１２に、このディスク２０１Ｂ上の記録フォーマットについて示す。すなわち、ディス
ク２０１Ｂの最内周はリードインエリアとされ、これに続いてユーザにより記録データ内
容についての書き込みが可能なＵＴＯＣ（Ｕｓｅｒ　Ｔａｂｌｅ　Ｏｆ　Ｃｏｎｔｅｎｔ
ｓ）エリアとされる。このＵＴＯＣの後は、データエリア（Ｄａｔａ　ａｒｅａ）とされ
、ディスク２０１の最外周は、リードアウトエリアとされる。
【０１１０】
ＵＴＯＣには、ディスク２０１上のデータ領域のクラスタ群の使用状況を記憶するセグメ
ントアロケーションテーブル情報が記録され、ディスク２０１に記録されたデータファイ
ルを管理するようにしている。
【０１１１】
セグメントアロケーションテーブルには、ファイル毎にそれぞれエントリーが設けられ、
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各エントリーとしては、図１２に示すように、各ファイルの名称を示す「ファイル名（Ｆ
ｉｌｅ　Ｎａｍｅ）」と、各ファイルの属性を示す「属性（Ａｔｔｒｉｂｕｔｅ）」と、
各ファイルの記録日時を示す「日付（Ｄａｔｅ）」と、各ファイルが記録されている先頭
のクラスタを示す「先頭クラスタ（Ｓｔａｒｔ　Ｃｌｕｓｔｅｒ）」と、各ファイルのデ
ータサイズを示す「クラスタ長（Ｌｅｎｇｔｈ）」、ファイルが連続したクラスタに記録
されない場合に次のクラスタのエントリーを示す「リンクポインター（Ｌｉｎｋ　ｐｏｉ
ｎｔｅｒ）」が、それぞれ記録される。
【０１１２】
ディスク２０１に記録されるファイルには、時間的に連続的なファイル、つまり実時間処
理が必要なファイルと、時間的に不連続で、実時間処理を必要としないファイルとがある
ので、属性の情報には、それを区別するためのフラグ（１ビット）が含まれる。例えば、
このフラグが「１」であるときには、対応するファイルが時間的に連続するファイルであ
ることを示し、フラグが「０」であるときには、対応するファイルが時間的に不連続なフ
ァイルであることを示す。
【０１１３】
この属性のフラグにより、時間的に連続なファイルのときには、割り込み処理等の方法に
より、データが途切れないように連続的に管理し、時間的に不連続なファイルのときには
、１回の読み書きにより、光磁気ディスク２０１Ｂへのアクセスが終了するように管理す
る。
【０１１４】
次に、再生時について説明する。この再生時には、記録時と同様にして、サーボ制御回路
２０５により、スピンドルモータ２０２が、プリグルーブからの信号により、ディスク２
０１Ｂが記録時と同じ線速度一定の回転速度制御される。
【０１１５】
再生時、光ピックアップ２０４は、目的トラックに照射したレーザ光の反射光を検出する
ことにより、例えば非点収差法によりフォーカスエラーを検出し、また、例えばプッシュ
プル法によりトラッキングエラーを検出すると共に、目的トラックからの反射光の偏光角
（カー回転角）の違いを検出して、再生ＲＦ信号を出力する。
【０１１６】
光ピックアップ２０４の出力は、ＲＦアンプ２２６に供給される。ＲＦアンプ２２６は、
光ピックアップ２０４の出力からフォーカスエラー信号やトラッキングエラー信号を抽出
してサーボ制御回路２０５に供給すると共に、再生信号を２値化してＥＦＭ及びＣＩＲＣ
エンコード／デコード回路２２４に供給する。
【０１１７】
サーボ制御回路２０５は、前記フォーカスエラー信号が零になるように、光ピックアップ
２０４の光学系のフォーカス制御を行うと共に、トラッキングエラー信号が零になるよう
に、光ピックアップ２０４の光学系のトラッキング制御を行う。
【０１１８】
また、ＲＦアンプ２２６の出力はアドレスデコーダ２２７に供給され、このアドレスデコ
ーダ２２７において、プリグルーブからの絶対アドレスデータが抽出され、デコードされ
る。そして、このデコーダ２２７からの絶対アドレスデータがＥＦＭ及びＣＩＲＣエンコ
ード／デコード回路２２４を介してシステム制御回路２１０に供給され、サーボ制御回路
２０５による光ピックアップ２０４のディスク半径方向の再生位置制御のために使用され
る。また、システム制御回路２１０は、再生データ中から抽出されるセクタ単位のアドレ
ス情報も、光ピックアップ２０４が走査している記録トラック上の位置を管理するために
用いることができる。
【０１１９】
この再生時、後述するように、ディスク２０１Ｂから読み出された圧縮データはバッファ
メモリ２２２に書き込まれ、読み出されて伸長されるが、両データの伝送レートの違いか
ら、ディスク２０１Ｂからの光ピックアップ２０４によるデータ読み出しは、例えばバッ
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ファメモリ２２２に蓄えられるデータが所定量以下にならないように間欠的に行われる。
【０１２０】
ＥＦＭ及びＣＩＲＣエンコード／デコード回路２２４では、ＲＦアンプ２２６を介して供
給された信号がＥＦＭ復調され、エラー訂正処理される。ＥＦＭ及びＣＩＲＣエンコード
／デコード回路２２４の出力は、セクタ構造のデータエンコード／デコード回路２２３に
供給されて、ミニディスクのセクタ構造を解き、データを圧縮された状態の元データにデ
コードする。
【０１２１】
データエンコード／デコード回路２２３の出力はメモリコントローラ２２１を介して、バ
ッファメモリ２２２に一旦記憶される。そして、メモリコントローラ２２１は、再生中に
振動等により再生位置が飛んでしまうトラックジャンプが生じなければ、回路２２３から
の圧縮された状態のデータを書き込み速度の約１／５倍の転送速度で順次読み出し、読み
出したデータを、インタ－フェース２２０を介して映像エンコード／デコード部８１およ
び／または音声エンコード／デコード部８２に転送する。
【０１２２】
この場合、メモリコントローラ２２１は、正常動作時は、できるだけバッファメモリ２２
２に必要最小限以上の所定データが蓄積されるようにメモリ制御を行う。例えば、バッフ
ァメモリ２２２のデータ量が予め定められた所定量以下になったら、光ピックアップ２０
４によりディスク２０１Ｂからのデータの間欠的な取り込みを行って、データエンコード
／デコード回路２２３からのデータの書き込みを行い、常に所定データ量以上の読み出し
空間を確保しておくようにメモリ制御を行う。
【０１２３】
以上のようにして、記録再生装置部２００で再生され、映像エンコード／デコード部８１
に供給された映像データは、この映像エンコード／デコード部８１で、ＭＰＥＧ１方式に
対応するデコード、伸長処理、補間処理が行なわれ、映像表示処理部７４を介してＣＲＴ
ディスプレイ７５に供給されて、その画面に画像が再生される。
【０１２４】
また、記録再生装置部２００で再生された音声データは、音声エンコード／デコード部８
２でデコード、データ伸長処理が行なわれ、音声処理部７７を介してスピーカ７８に供給
され、音声として出力される。
【０１２５】
［受信装置における番組予定表表示および番組検索、番組予約の説明］
上述した受信装置においては、ユーザのリモートコマンダ９０の操作により、チャンネル
選択、記録再生装置部２００のモード切り換えなどを行なうほか、インデックスデータと
して放送されてくる番組予定情報とＩＤ対応一覧データとに基づいて番組予定表を作成し
、ＣＲＴディスプレイ７５の画面に映出する。また、番組予定情報を構成する多数の項目
種類を用いて、ユーザのリモートコマンダ９０での選択指定操作により、種々の態様の番
組検索および予約録画などの番組予約を行なうことができる。
【０１２６】
リモートコマンダ９０には、以上の機能を実現できるように各種ボタンが設けられている
。図１３は、この例のリモートコマンダ９０の一例のボタン配置を示すものである。図１
３において、９１は電源ボタン、９２はファンクション切り換えボタン、９３はジョイス
ティックボタン、９４はメニューボタン、９５は検索ボタン、９６は記録再生装置部２０
０に対する種々の操作ボタン、９７は番組予約ボタン、９８は取り消しボタンである。な
お、９９はリモコン信号の送信部である。
【０１２７】
ジョイスティックボタン９３は、これを上、下、左、右、斜めの８方向に動かすことによ
り、ジョイスティックとして機能し、画面上に表示されたポインターカーソルや指示マー
クを上、下、左、右、斜めに自由に移動させることができ、また、このボタン９３を押下
するとエンターボタン（決定ボタン）として機能する。
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【０１２８】
図１４は、ユーザの要求に応じて、番組予定表の表示、および番組検索を実行する際の、
システムコントロール部１００の機能をブロックとして示したいわゆる機能ブロック図で
ある。この機能ブロック図を参照しながら、まず、番組予定表の表示動作について説明す
る。
【０１２９】
ユーザが、例えばリモートコマンダ９０のメニューボタン９４と、ジョイスティックボタ
ン９３とを操作することにより、番組予定表の表示要求を入力すると、リモコン送信部９
９より、赤外線としてこの番組予定表の表示要求のリモコン信号を送出する。リモコン受
信／デコード部８３は、このリモコン信号を受信し、デコードして、図１４の制御部１１
０に送る。制御部１１０は、このリモコン信号に応じて次のようにして番組予定表を作成
し、画面７５Ｄに映出する。
【０１３０】
すなわち、前述したように、プログラムセレクタ７２からはシステムコントロール部１０
０に対して、その要求に応じてあるいは一定周期で、インデックスデータが送られ、イン
デックスデータの内の番組予定情報パケット２３のデータ（図２の番組予定表データ参照
）は、番組データ記憶部１１１に、ＩＤ対応一覧表データパケット２４のデータは、ＩＤ
対応一覧データ記憶部１１２に、それぞれ格納される。
【０１３１】
制御部１１０は、前記の番組予定表の表示要求を受け取ると、これを表示データ生成部１
１３に渡す。表示データ生成部１１３は、このときは、ＩＤ対応一覧データ記憶部１１２
に記憶された前述した項目種類一覧データおよび各項目種類毎のＩＤ対応一覧データを参
照して、番組データ記憶部１１１のＩＤからなる番組予定表データを、テキストデータか
らなる番組予定表データに変換し、バッファメモリ（図示せず）に書き込む。
【０１３２】
そして、表示データ生成部１１３は、このテキストデータからなる番組予定表データから
、予めシステムコントロール部１００のＲＯＭ１０３に用意されている文字フォントや番
組表作成用の情報を用いて番組予定表の表示データを形成し、映像表示処理部７４に送る
。この場合、ユーザが容易に読める大きさで番組予定表を表示する場合には、多数チャン
ネルを同時に一画面に表示することができないので、表示されるのは番組予定表の一部で
あり、システムコントロール部１００からは、１画面分の表示分が映像表示処理部７４に
送られる。
【０１３３】
図１５は、受信装置７０のＣＲＴディスプレイ７５の画面７５Ｄに表示された番組予定表
ＴＢＬの表示部分の一例である。この場合、この番組予定表ＴＢＬにおいて、各番組につ
いての情報の表示枠は限られているため、図２に示した各番組の番組情報ＰＧの複数個の
項目種類の細項目の情報は、すべて番組予定表として表示されるわけではない。
【０１３４】
このため、この種の番組予定表の各番組についての表示項目としては、番組タイトル、サ
ブタイトル、出演者等の項目のみを固定的に指示することも考えられる。しかし、この実
施例では、番組予定表データの番組情報ＰＧあるいはＳＢとして、第１項目種類～第ｋ項
目種類を放送側でそれぞれ指定して放送するようにしているので、番組予定表データの制
作者が意図した種々の表示態様で、番組予定表ＴＢＬ中の各番組の表示内容を決定するこ
とができる。
【０１３５】
すなわち、例えば、メインの番組情報ＰＧの第１項目種類から、順次、表示される番組表
示枠内に入るだけの第ｉ項目種類までを番組予定表に表示することにより、種々の表示態
様で番組内容の表示を行なうことができる。
【０１３６】
例えば、ドラマ（Ｄｒａｍａ）や映画（Ｍｏｖｉｅ）などのカテゴリーの番組の場合には
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、図１５において、「Ｄｒａｍａ　Ｍｒ．Ｐｏｓｔｍａｎ」のように、そのカテゴリー、
番組タイトルの順に表示させたり、音楽番組などのカテゴリーの場合には、図１５におい
て、「ＴＯＰ　 40’ＳＹＵＭＩＮＧ，ＤＲＥＡＭ　ＣＯＭＥＳ　ＴＲＵＥ」のように、タ
イトル、アーティスト（出演者）の順に表示させたりすることができる。また、サブ番組
ＳＢの項目種類に関する情報を番組予定表の表示用データとするように指定しておくよう
にすることもできる。
【０１３７】
そして、項目種別一覧データは、その時々の放送番組についての分類項目種類が放送され
るので、新たな番組カテゴリーが出てきても、その新たな番組カテゴリーを番組予定表Ｔ
ＢＬに表示することが可能である。
【０１３８】
図１５において、表示される番組予定表ＴＢＬの横方向は時間であり、縦方向はチャンネ
ル（放送局）である。ユーザがリモートコマンダ９０のジョイスティックボタン９３を左
右方向に操作すると、表示される番組予定表ＴＢＬは時間方向にスクロールされ、また、
ジョイスティックボタン９３を前後方向に操作すると、番組予定表ＴＢＬはチャンネル方
向にスクロールされるので、ユーザは希望する時間帯、放送局についての番組予定を、こ
のディスプレイ７５に表示された番組予定表ＴＢＬから知ることができる。
【０１３９】
なお、項目種類のデータや項目ＩＤは、後述するように、番組を検索するときの検索用デ
ータともなるものであり、その検索の際には、検索項目（検索キー）として、これらの項
目種類の文字表示やその細項目の文字表示が画面に表示される。つまり、項目種類の情報
５５、６４および項目ＩＤ５６、６５のデータは、表示用データと検索用データとを兼ね
る。
【０１４０】
この番組予定表ＴＢＬを使用した検索の例を、図１４の機能ブロック図、図１６および図
１７の画面表示例を参照しながら説明する。
【０１４１】
このときユーザは、例えば、リモートコマンダ７０の検索ボタン９５を押すと共に、メニ
ューボタン９４を押し、受信装置７０のリモコン受信／デコード部８３に対して送信する
。制御部１１０はこのリモコン信号を受けて、システムコントロール部１００を検索モー
ドにし、表示データ生成部１１３および検索部１１４に知らせる。
【０１４２】
このとき、表示データ生成部１１３は、ＩＤ対応一覧データ記憶部１１２の項目種類一覧
データ（図３参照）を読み出し、すべての項目種類のテキストデータを文字フォントデー
タに変換して初期検索メニューの表示データを生成し、これを映像表示処理部７４を介し
てＣＲＴディスプレイ７５に表示する。
【０１４３】
この結果、画面７５Ｄには、図１６Ａに示すように、項目種類を文字表示した初期検索メ
ニューＭ１が、番組予定表ＴＢＬ上に、重ねて表示される。この初期検索メニューＭ１上
において、文字表示を囲む枠マークＫＳは、ユーザにより選択された項目位置を示すもの
で、ユーザがリモートコマンダ９０のジョイスティックボタン９３を、例えば前後方向に
操作することにより、その位置が変わる。この処理も表示データ生成部１１３で行なわれ
る。図１６Ａの例では、項目種類の内の「出演者（ＡＲＴＩＳＴ）」が選択されているこ
とを示している。
【０１４４】
ユーザがこの「出演者（ＡＲＴＩＳＴ）」を検索項目として決定する場合には、図１６Ａ
の状態において、リモートコマンダ９０のジョイスティックボタン９３を押下する。する
と、制御部１１０はそのリモコン信号に基づく制御信号を表示データ生成部１１３および
検索部１１４に送る。表示データ生成部１１３は、ユーザにより決定された検索キーとな
る検索項目（ＩＤで表現されている）を検索部１１４に知らせる。
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【０１４５】
検索部１１４は、表示データ生成部１１３から知らされた検索項目のＩＤ対応一覧データ
を、記憶部１１２に記憶されているＩＤ対応一覧データから抽出して、それを表示データ
生成部１１３に渡す。
【０１４６】
表示データ生成部１１３は、受け取ったＩＤ対応一覧データのテキストデータを文字フォ
ントデータからなる表示データに変換し、それを映像表示処理部７４を介してＣＲＴディ
スプレイ７５に供給し、その画面７５ＤにメニューＭ２として表示する。
【０１４７】
この例では、検索部１１４は、項目種類一覧データの「出演者（ＡＲＴＩＳＴ）」のＩＤ
を用いて出演者ＩＤ対応一覧データを抽出し、表示データ生成部１１３に渡すので、表示
データ生成部１１３は、図６に示した出演者ＩＤ対応一覧データに含まれるすべての出演
者の文字表示データを生成し、図１６Ｂに示すように、この出演者のメニューＭ２を映像
表示処理部７４を介してＣＲＴディスプレイ７５に表示することになる。
【０１４８】
ユーザは、リモートコマンダ９０のジョイスティックボタン９３を用いて、このメニュー
Ｍ２の中から、視聴したい特定の項目、この例の場合には、出演者の選定を、前述と同様
にして行なう。メニューＭ２において、どの出演者が選択指定されたかは、その選択され
た出演者の文字表示が枠マークＫＳで囲まれることにより表示される。
【０１４９】
ユーザは、特定の出演者の選択指定を前記枠マークＫＳで確認すると、リモートコマンダ
９０のジョイスティックボタン９３を押下して、決定の入力を行なう。すると、制御部１
１０はそのリモコン信号に基づく制御信号を表示データ生成部１１３および検索部１１４
に送り、表示データ生成部１１３は、ユーザにより選択指定された項目、この例の場合に
は、出演者（ＩＤで表されている）を検索部１１４に知らせる。
【０１５０】
検索部１１４は、このユーザにより選択指定された項目ＩＤ（ここでは出演者ＩＤ）を検
索キーとして、その出演者ＩＤを項目種類の細項目ＩＤとして有する番組をサーチする。
番組サブ情報ＳＢがある場合には、その番組サブ情報ＳＢについても同様に検索を行なう
。番組サブ情報ＳＢが存在する場合には、１つの番組の中で、どの時間に選択指定された
出演者が登場するかも検知することができることになる。
【０１５１】
この結果が、図１６Ｃに示すように、番組予定表に反映される。すなわち、検索用のメニ
ューＭ１，Ｍ２は画面７５Ｄから消去される。そして、図１６Ｃにおいて斜線を付して示
すように、検索された結果が表示される。この場合に検索された結果の番組に番組サブ情
報ＳＢがないときには、その検索された番組が表示されている１つの枠全体ＡＬが、モノ
クローム反転表示や、表示色が変えられるなどして示される。また、検索された結果の番
組に番組サブ情報があり、その番組中で、検索対象の出演者が登場する時間帯のみが、図
１６Ｃにおいて斜線を付して示すＰＴのように表示されて示される。
【０１５２】
さらに、検索番組を絞り込みたい場合には、例えば再びリモートコマンダ９０でメニュー
ボタン９４を押下する。すると、図１７Ａに示すように、番組予定表ＴＢＬ上に重ねて、
初期検索メニューＭ１が再度表示される。そこで、ユーザは、リモートコマンダ９０のジ
ョイスティックボタン９３を操作して、上述と同様にして検索キーとすべき項目種類を選
択指定する。図１７Ａの場合には、「カテゴリー」が検索キーとして指定され、決定され
る。
【０１５３】
すると、検索部１１４は、ＩＤ対応一覧データ記憶部１１２からカテゴリーＩＤ一覧デー
タを抽出し、表示データ生成部１１３に渡す。表示データ生成部１１３は、カテゴリーＩ
Ｄ一覧データのテキストデータを文字フォントの表示データに変換し、これを映像表示処
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理部７４を介してＣＲＴディスプレイ７５の画面７５Ｄに、図１７Ｂに示すように、メニ
ューＭ３として表示する。
【０１５４】
ユーザは、このメニューＭ３において、上述と同様にして、リモートコマンダ９０のジョ
イスティックボタン９３を用いて、検索キーとすべき細項目を選択指定する。そして、ジ
ョイスティックボタン９３を押下して、検索キーを決定する入力を行なうと、検索部１１
４は、番組予定表ＢＴＬにおいて、前の検索で求められている複数の番組について、その
選択した細項目を検索キーとして検索を行ない、その検索結果を表示データ生成部１１３
に知らせる。
【０１５５】
表示データ生成部１１３は、メニューＭ１およびＭ２は画面上から消去するように表示デ
ータを処理すると共に、検索で選択された番組のみを、番組予定表ＴＢＬ上において、図
１７Ｃで斜線を付して示すように、モノクローム反転表示や、表示色を変えるなど表示す
る処理を行なう。以上のようにして、検索条件を複合して、番組検索を行なうことができ
る。
【０１５６】
こうして検索して得られた番組を、記録再生装置部２００で録画あるいは録音するように
予約する場合には、検索結果の番組数が複数であって、そのうちの１つを予約する場合に
は、ユーザは、リモートコマンダ９０のジョイスティックボタン９３を操作して、画面７
５Ｄに表示されている検索結果の番組の内の、予約したい番組を選択および決定操作をし
た後に予約ボタン９７を押下する。予約したい番組が複数個ある場合には、ジョイスティ
ックボタン９３による番組選択および決定操作を、その番組数だけ、連続して行なった後
、予約ボタン９７を押下する。さらに、検索結果のすべての番組（検索結果が１番組の場
合を含む）を予約する場合には、例えばファンクションボタン９２を押して、全番組予約
の状態に切り換えた後、リモートコマンダ９０の予約ボタン９７を押下する。
【０１５７】
制御部１１０は、このリモコン信号を受けると、検索部１１４に検索結果を番組予約メモ
リ１１５に転送するように依頼すると共に、番組予約メモリ１１５を書き込み可能状態に
する。
【０１５８】
検索部１１４は、検索により求めた番組のチャンネル情報や、放送開始時刻、放送終了時
刻の情報を番組予約メモリ１１５に書き込む。また、この例の場合、検索部１１４は、予
約した番組タイトル（テキストデータ）も番組予約メモリ１１５に書き込んでおく。その
後、制御部１１０は、予約実行部１１６を駆動状態にする。
【０１５９】
予約実行部１１６は、番組予約メモリ１１５に書き込まれた予約番組の放送開始時刻とタ
イマー１０８の現在時刻との比較を行ない、現在時刻が番組予約メモリ１１５の放送開始
時刻になると、予約記録の起動要求と、予約番組のチャンネル情報などのメモリ１５に蓄
えられていた情報とを制御部１１０に送る。
【０１６０】
制御部１１０は、予約実行部１１６からの予約記録の起動要求を受けて、ＲＯＭ１０３内
の予約記録のプログラムを起動する。すなわち、インデックスデータ中のチャンネル割り
当て情報を参照して、予約番組の放送チャンネルの周波数あるいは周波数群を選定する情
報を生成し、それをプログラムセレクタ７２に送る。これにより受信装置７０は、予約番
組を受信する。そして、映像データデコーダ部７３からの予約番組の映像データおよび／
または音声データデコーダ部７６からの予約番組の音声データが、それぞれエンコード／
デコード部８１、８２を介して記録再生装置部２００に供給される。
【０１６１】
制御部１１０は、また、記録再生装置部２００に対してこれを記録モードにする制御信号
を供給する。この結果、記録再生装置部２００では、前述したようにして、映像データお
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よび／または音声データがディスク２０１に記録される。
【０１６２】
このとき、記録再生装置部２００には、番組予約メモリ１１５から読み出された、当該番
組のタイトルが、予約実行部１１６、制御部１１０を介して供給されており、前述したよ
うに、その番組の記録ファイル情報と関連を持って、この番組タイトルが、ディスク２０
１ＢのＵＴＯＣエリアに記録される。
【０１６３】
なお、予約された番組のチャンネルの放送波信号には、前述の図１Ａに示したように、番
組付属情報パケット１４が含まれ、このパケット１４に番組タイトルの情報が放送されて
いるので、この番組付属情報パケットの番組タイトルを、前述したＵＴＯＣに記録するよ
うにすることもできる。また、ＵＴＯＣに記録する情報としては、番組タイトルに代えて
、あるいは番組タイトルと共に、他の情報、例えば番組カテゴリー名、出演者名などを記
録することも可能である。
【０１６４】
そして、この例においては、各予約番組の放送終了時刻の情報も番組予約メモリ１１５に
記憶されており、予約実行部１１６は、タイマー１０８の現在時刻が、番組予約メモリの
放送終了時刻と一致したと判断すると、制御部１１０にその旨を知らせる。制御部１１０
は、これを受けて、記録再生装置部２００を記録状態から、停止状態に制御する制御信号
を記録再生装置部２００のシステムコントロール部２１０に送る。したがって、記録再生
装置部２００は、番組終了と共に、記録を停止する。
【０１６５】
なお、放送信号のインデックスデータに含まれる現在時刻情報のパケット２１の説明の際
に述べたように、受信装置７０のタイマー１０８は、前記インデックスデータ中の現在時
刻情報により時刻の校正が行なわれるため、ユーザはタイマー１０８の時刻補正を行なう
必要はない。
【０１６６】
すなわち、システムコントローラ部１００のＳＲＡＭ１０５には、その受信装置７０が存
在する地域を示す情報として、例えば郵便番号（ ZIP CODE）が登録されている。この地域
を示す情報は、ユーザが設定したり、販売店、サービスマンがＳＲＡＭ１０５に登録する
。地域を示す情報としては、郵便番号の代わりに電話番号の市外局番などを用いることが
できる。
【０１６７】
そして、受信装置７０のシステムコントローラ部１００では、受信信号から抽出したイン
デックスデータのうちからパケット２１の現在時刻情報を取り出す。この現在時刻情報は
前述したように基準時刻として放送されており、システムコントローラ部１００は、ＳＲ
ＡＭ１０５の、その地域を示す情報に基づいて、その地域の前記基準時刻からの時差を求
め、この時差を受信した基準時刻に対して加減算して、その地域における現在時刻を算出
する。そして、例えば電源オンのときに、または一定周期で、この受信した、あるいは算
出した現在時刻と内蔵タイマー（時計）が示す時刻との比較を行ない、時刻のずれがあれ
ば、あるいは時刻ずれが許容誤差以上あれば、受信した、あるいは算出した現在時刻の情
報を用いて、タイマー１０８の示す時刻の校正を行なうようにする。
【０１６８】
なお、この例においては、放送時間の重複がある複数の番組を予約番組として指定した場
合には、放送開始時刻が早い方が優先的に記録され、その番組の記録が終了したときに、
他の重複番組を、その残余の放送時間の間だけ記録するようにする。
【０１６９】
以上のようにして、ユーザは単に検索キーを選択して指定するだけでの操作で、予約した
い番組や分割サブ番組の放送開始時刻などの放送時間の情報を知らなくても番組の予約を
して、予約録画や予約録音をすることができる。
【０１７０】
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以上は、番組予定表ＴＢＬを使用して番組検索を行なうようにした場合の例であるが、番
組予定表ＴＢＬに関係なく、次に説明するようにして番組検索、さらには、サブ番組単位
の検索を行なうことができる。そして、この検索の際には、検索項目に応じた絞り込まれ
た分割サブ番組単位の番組予定表をディスプレイ画面に表示することができる。
【０１７１】
すなわち、図１８および図１９は、それぞれ、その検索方法を説明するための図で、検索
画面の例を示す図である。この例においても、システムコントロール部１００における処
理は、図１４に示した機能ブロック図で表すことができるので、この図１４をも参照しな
がら、まず、図１８の例について説明する。
【０１７２】
この例においては、ユーザがリモートコマンダ９０の検索ボタン９５を押下し、さらにメ
ニューボタン９４を押下すると、リモートコマンダ９０からのそのリモコン信号を受けた
制御部１１０が表示データ生成部１１３に制御信号を送る。すると、表示データ生成部１
１３は、記憶部１１１の番組予定表データと、記憶部１１２のＩＤ対応一覧データとを参
照して、前述した初期検索メニューＭ１に等しい項目種類一覧表Ｍ４の表示データを生成
し、これを映像表示処理部７４を介してＣＲＴディスプレイ７５に送る。これにより、図
１８Ａに示すように、画面７５Ｄには、その項目種類一覧表Ｍ４が表示される。
【０１７３】
ユーザは、リモートコマンダ９０のジョイスティックボタン９３を操作して、この項目種
類一覧表Ｍ４の内から検索キーとする項目種類を選択指定することができる。選択指定さ
れた項目種類は、画面上で、例えばモノクローム反転表示や、表示色が変えられるなどし
て示される。この処理も表示データ生成部１１３で行なわれる。図１８Ａでは、選択指定
された項目種類は、斜線を付して示してあり、「カテゴリー（ＣＡＴＥＧＯＲＹ）」が選
択指定されている状態である。
【０１７４】
ユーザによりリモートコマンダ９０のジョイスティックボタン９３が押下されて、検索キ
ーとなる項目種類の選択指定が決定されると、そのリモコン信号を受けた制御部１１０か
らの制御信号により、表示データ生成部１１３は、ユーザにより決定された検索すべき項
目種類を検索部１１４に知らせる。
【０１７５】
検索部１１４は、その知らされた項目種類のＩＤ対応一覧データを、記憶部１１２に記憶
されているＩＤ対応一覧データから抽出して、それを表示データ生成部１１３に渡す。表
示データ生成部１１３は、そのＩＤ対応一覧データのテキストデータを文字フォントデー
タからなる表示データに変換し、それを映像表示処理部７４を介してＣＲＴディスプレイ
７５に供給し、その画面７５ＤにメニューＭ５として表示する。この例では、カテゴリー
のＩＤ対応一覧データが表示データ生成部１１３に渡され、図１８Ｂに示すように、カテ
ゴリーの一覧表がメニューＭ５として画面７５Ｄに表示される。
【０１７６】
ユーザは、リモートコマンダ９０のジョイスティックボタン９３を用いて、このメニュー
Ｍ５の中から、視聴したい特定の項目、この例の場合には、カテゴリーの選定を、前述と
同様にして行なう。選定されたカテゴリーは、前述と同様にして、表示データ生成部１１
３の処理により、モノクローム反転表示や、表示色が変えられるなどして示される。図１
８Ｂの例では、「株式市場（ＳＴＯＣＫ　ＭＡＲＣＫＥＴ）」が選定されている。
【０１７７】
この状態で、ユーザがリモートコマンダ９０のジョイスティックボタン９３を押下して、
決定の入力を行なうと、制御部１１０はそのリモコン信号に基づく制御信号を表示データ
生成部１１３および検索部１１４に送り、表示データ生成部１１３は、ユーザにより決定
された項目のＩＤを検索部１１４に知らせる。
【０１７８】
検索部１１４は、この知らされた項目ＩＤを検索キーとして、記憶部１１１の番組予定表
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データについて番組検索を行なう。この例の場合であれば、項目種類「カテゴリー」の項
目ＩＤとして、「株式市場（ＳＴＯＣＫ　ＭＡＲＣＫＥＴ）」のＩＤを番組情報ＰＧある
いは番組サブ情報ＳＢに有する番組をサーチする。そして、検索部１１４は、そのサーチ
結果として、例えば、サーチにより見付け出した番組の番組ＩＤ、その放送開始時刻、放
送終了時刻、番組タイトル（ＩＤ）、サブタイトル（ＩＤ）、あるいは番組サブＩＤ、そ
の分割サブ番組の放送開始時刻、放送終了時刻、その分割サブ番組のタイトル（ＩＤ）な
どを表示データ生成部１１３に知らせる。
【０１７９】
表示データ生成部１１３は、このサーチ結果の情報から、記憶部１１２のＩＤ対応一覧デ
ータを参照してテキストデータを文字フォントデータに変換して、見付け出した番組、あ
るいは分割サブ番組を、それらの放送時間と共に、図１８Ｃに示すように項目別番組表ｔ
ｂｌとして表示する。図の例の場合には、放送時間表示は、放送開始時刻と、その番組の
時間長とからなり、放送開始時刻の早いものから順に、表示される。時間長は、放送終了
時刻と放送開始時刻の差として算出される。
【０１８０】
なお、この例の場合には、放送時間帯が重なる番組がある場合を考慮して、検索部１１４
は、検索結果により得られた番組に、放送時間が重なるものがある場合には、その番組に
は放送時間の重なりを示すフラグなどの情報を、表示データ生成部１１３に送る。表示デ
ータ生成部１１３は、この放送時間の重なりの情報に基づいて、放送時間が重なっている
番組については、それらの表示色を変えたり、網かけや下線を付すなどの表示を行なって
、ユーザに放送時間が重なっていることの注意を喚起するようにしている。図１８Ｃの表
示例では、放送時間が重なる番組は、点線で囲んで注意喚起表示を行なっている。
【０１８１】
図１９は、他の検索例の画面表示の例である。この例は、項目種類一覧データに基づく初
期検索メニューＭ４が図１９Ａに示すような場合であって、この初期検索メニューＭ４に
おいて、項目種類「出演者（ＡＲＴＩＳＴ）」がユーザにより検索キーとして選択された
場合である。
【０１８２】
この例の場合には、放送信号中のインデックスデータのＩＤ対応一覧データとして出演者
ＩＤ対応一覧データが含まれているので、メニューＭ５としては、図１９Ｂに示すように
、その出演者ＩＤ一覧データのテキストデータを文字に変換した出演者一覧表が表示され
る。
【０１８３】
そして、このメニューＭ５において、特定の項目、この例の場合には、特定の出演者名が
図１９Ｂで斜線を付して示すように、ユーザにより選択されると、その出演者ＩＤを検索
キーとして、検索部１１４により、メモリ１１１の番組情報について、当該出演者が出演
する番組、あるいは当該出演者により演奏される楽曲が放送される番組あるいは分割サブ
番組がサーチされる。そして、見付け出された番組あるいは分割サブ番組のタイトルある
いはサブタイトルと、その放送開始時刻および放送時間長からなる項目別番組表ｔｂｌが
、図１９Ｃに示すように、ディスプレイ７５の画面７５Ｄに表示される。なお、図１９Ｃ
は、例えば分割サブ番組のタイトル名の例として、曲名が表示された例である。
【０１８４】
以上の例の場合には、ユーザが検索項目キーとして指定したもののみからなる項目別番組
表ｔｂｌを得ることができ、１画面内に、視聴を希望するカテゴリーの番組や視聴したい
演奏者が出演する番組を表示することができるだけでなく、図１９の例のように、その演
奏者による演奏曲単位の番組表を画面に表示させることができ、非常に便利である。すな
わち、番組を構成する番組要素単位の番組表を作成して表示することができる。
【０１８５】
この場合に、番組単位だけでなく、分割サブ単位で放送開始時刻と放送終了時刻の情報が
含まれているので、１つの番組単位でなく、分割サブ番組（番組要素）単位でも放送時間
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の情報を表示することができる。
【０１８６】
そして、この検索結果の番組あるいは番組要素が表示された項目別番組表ｔｂｌを用いて
、その内の１つの番組や番組要素または選択した複数の番組や番組要素もしくは番組表の
すべての番組や番組要素を、記録再生装置部２００で録画あるいは録音するように予約す
ることができる。
【０１８７】
すなわち、前述した図１５の番組予定表ＴＢＬを用いる例の場合と同様にして、ユーザは
、リモートコマンダ９０のジョイスティックボタン９３と予約ボタン９７、さらにはファ
ンクションボタン９２を操作して、画面７５Ｄに表示されている項目別番組表ｔｂｌにお
いて、番組予約操作を行なう。
【０１８８】
すると、この例の場合には、予約番組のチャンネルの情報のほかに、予約された番組の項
目別番組表ｔｂｌの情報が番組予約メモリ１１５に記憶される。そして、前述の例とまっ
たく同様にして、予約した番組や番組要素に関する記録動作が行なわれるものであるが、
この例の場合には、各記録された予約番組や番組要素に関連するデータとして、項目別番
組表ｔｂｌに表示されたテキストデータ部分が、ディスク２０１のＵＴＯＣに記録される
。
【０１８９】
次に、図２０は、以上説明した番組検索および番組予約の際のシステムコントロール部１
００での処理のフローチャートで、以下、このフローチャートについて処理動作を説明す
る。
【０１９０】
リモートコマンダ９０で、検索および番組予約が指定されると、リモコン受信／デコード
部８３でそのリモコン信号を受信し、システムコントロール部１００に通知するので、こ
の例の場合には、システムコントロール部１００は、プログラムセレクタ７２に対してイ
ンデックスチャンネルのインデックスデータの番組予定情報のパケット２３とＩＤ対応一
覧データパケット２４の取得依頼を出し、このＩＤ対応一覧データパケット２４を受け取
り、メモリに記憶する（ステップＳ１）。
【０１９１】
そして、システムコントロール部１００は、このパケット２４の内の項目種類一覧データ
３２を抽出し、ＲＯＭ１０３内のプログラムに従い、同じくＲＯＭ１０３内に記憶されて
いる固定データ（イメージデータやフォントデータ等）によってビデオＲＡＭ１０６上に
図１８、図１９に示した初期検索メニューＭ４を作成し、ディスプレイ７５の画面７５Ｄ
に表示させる（ステップＳ２）。
【０１９２】
前述したように、ユーザは、この初期検索メニューＭ４を見ながら、リモートコマンダ９
０を操作する。システムコントロール部１００は、このリモートコマンダ９０の操作入力
を検知し、それが、検索キーとなる検索項目の選択操作であるのか、選択した検索項目の
決定操作であるのか、取り消しボタン９８の操作であるのかを判断する（ステップＳ３）
。
【０１９３】
検索項目の選択操作であれば、その選択項目の検出およびその選択表示（モノクローム反
転表示、表示色の変更、あるいはポインターカーソルによる表示）を行なう（ステップＳ
４）。また、取り消しボタン９８の操作であれば、ステップＳ１５に飛び、メニュー表示
を消去して処理を終了する。
【０１９４】
そして、ステップＳ３での判断の結果、決定操作であったときには、検索キーとなる項目
を決定し（ステップＳ５）、メモリに記憶したＩＤ対応一覧データのうちのその項目ＩＤ
対応テーブルを読み出し、項目名のメニュー（図１８および図１９のメニューＭ５参照）

10

20

30

40

50

(27) JP 3644455 B2 2005.4.27



を表示する（ステップＳ６）。
【０１９５】
ユーザは、この項目名のメニューを見ながら、リモートコマンダ９０を操作するので、シ
ステムコントロール部１００は、このリモートコマンダ９０の操作入力を検知し、それが
、項目の選択操作であるのか、選択した項目の決定操作であるのか、取り消しボタン９８
の操作であるのかを判断する（ステップＳ７）。
【０１９６】
項目の選択操作であれば、その選択項目の検出およびその選択表示（モノクローム反転表
示、表示色の変更、あるいはポインターカーソルによる表示）を行なう（ステップＳ８）
。また、取り消しボタン９８の操作であれば、ステップＳ１５に飛び、メニュー表示を消
去して処理を終了する。
【０１９７】
そして、ステップＳ７での判断の結果、決定操作であったときには、選択された項目を決
定し（ステップＳ９）、この項目のＩＤを検索キーとしてメモリに記憶した番組予定情報
をサーチし、そのサーチ結果の予約対象番組（分割サブ番組を含む。以下同じ）の一覧（
図１８および図１９の項目別番組表ｔｂｌ参照）を表示する（ステップＳ１０）。
【０１９８】
ユーザは、リモートコマンダ９０により、この画面７５Ｄ上の予約対象番組の一覧メニュ
ーを見ながら、番組予約のための入力操作するので、システムコントロール部１００は、
このリモートコマンダ９０の操作入力を検知し、それが、予約番組の選択操作であるのか
、選択した予約番組の決定操作であるのか、取り消しボタン９８の操作であるのかを判断
する（ステップＳ１１）。
【０１９９】
予約番組の選択操作であれば、その選択番組の検出およびその選択表示（モノクローム反
転表示、表示色の変更、あるいはポインターカーソルによる表示）を行なう（ステップＳ
１２）。また、取り消しボタン９８の操作であれば、ステップＳ１５に飛び、メニュー表
示を消去して処理を終了する。
【０２００】
そして、ステップＳ１１での判断の結果、決定操作であったときには、選択された予約番
組を決定し（ステップＳ１３）、その番組を予約記録等するための情報をメモリに登録す
る（ステップＳ１４）。そして、次のステップＳ１５に進んで、メニュー表示を消去して
、処理を終了する。
【０２０１】
なお、番組予約した後に、番組の変更等によって、予約した番組の放送時間が変更される
おそれがある場合がある。この例では、メモリに登録する予約番組情報に、番組タイトル
を含めておくことにより、次のようにして、放送時間が変更されても、予約した番組を記
録することができる。
【０２０２】
すなわち、予約した番組の登録した放送開始時刻の時点で、そのときの放送されている指
定されたチャンネルの番組付属情報の番組タイトルと、メモリに登録してある予約番組の
番組タイトルとを比較して、放送が行なわれる番組が、予約された番組であるか否かの確
認を行なう。そして、予約した番組と異なる番組が放送されている場合には、再度、当該
チャンネルの番組予定情報あるいはインデックスチャンネルの番組予定情報により、放送
時間の確認を行なう。そして、放送時間が、その後の時間に変更されている場合には、予
約した番組の放送開始時刻および放送終了時刻を、前記番組予定情報中のそれらに変更し
てメモリに更新登録する。
【０２０３】
このようにすれば、予約した番組の放送時刻が変更され、遅れて放送される場合には、当
該予約した番組を確実に受信したり、記録することができる。
【０２０４】
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以上説明したような番組検索の方法によれば、特定の演奏者や歌手の楽曲のみを放送番組
から抽出して、ディスクに記録することができる。また、株式市況などの特定の番組を、
すべて同一のディスクに記録しておくことができ、便利である。また、夜間に電子新聞な
どの番組が放送される場合には、その番組をディスクに予約録画しておき、適当な時間例
えば通勤途中に、そのディスクを再生する装置を用いて視聴するようにすることも可能で
ある。
【０２０５】
また、ディスクのＵＴＯＣの情報として、番組タイトルなど、記録ファイルに関する情報
を記録するようにしているので、このＵＴＯＣの情報を用いて、前記の株式市況を記録順
ではなく、新しい情報から逆順に再生したりすることが可能になる。
【０２０６】
すなわち、ミニディスク装置では、ＵＴＯＣの情報に従い、通常は、記録日時の古いもの
から順にディスク再生が行なわれる。しかし、各記録番組の再生順序をユーザが指定し、
その指定にしたがってＵＴＯＣの情報を参照しながら再生させるようにすることにより、
ユーザの指定した順序での再生が可能になる。この実施例の受信装置は、このユーザの指
定した順序での再生を可能にする順序並べ換え再生のモードを有している。
【０２０７】
図２１は、この順序並べ換え再生モードのときのシステムコントロール部１００の処理の
フローチャートである。
【０２０８】
ユーザがリモートコマンダ９０を操作して、機能メニューから順序並べ換え再生を選択す
ると、そのプログラムが起動される。そして、まず、ミニディスク２０１から、ＵＴＯＣ
のデータが読み込まれる（ステップＳ２１）。システムコントロール部１００は、この読
み込んだＵＴＯＣ情報を元に、ディスク２０１の記録内容に関する情報の表示データを生
成し、それを映像表示処理部７４を介してＣＲＴディスプレイ７５に供給して表示する（
ステップＳ２２）。
【０２０９】
例えば、前述した図１８の例において、図１８Ｃの項目別番組表ｔｂｌのうちの○印を付
した番組を予約してすべてディスクに記録した場合には、そのＵＴＯＣ情報を元に作成し
た記録内容に関する情報としては、図２２Ａに示すように、各番組のタイトルと、放送時
間に関する情報が一覧表示される。また、図１９の例の場合において、図１９Ｃの項目別
番組表ｔｂｌのうちの○印を付した番組を予約してすべてディスクに記録した場合には、
そのＵＴＯＣ情報を元に作成した記録内容に関する情報としては、図２２Ｂに示すように
、各番組のサブタイトル例えば曲名と、その放送時間（時間長）に関する情報が一覧表示
される。
【０２１０】
ユーザは、この画面７５Ｄに一覧表示された複数の番組あるいは曲において、リモートコ
マンダ９０のジョイスティックボタン９３を用いて、再生したい番組や曲を、その再生し
たい順に、ポインターカーソルにより選択し、決定操作を行なう。このため、システムコ
ントロールはリモートコマンダ９０からのリモコン信号がどの操作であるかを判断する（
ステップＳ２３）。
【０２１１】
再生したい番組の選択操作であれば、その選択番組の検出およびその選択表示（モノクロ
ーム反転表示、表示色の変更、あるいはポインターカーソルによる表示）を行なうと共に
、その選択された順番の数字を、図２２Ａに示すように、各番組あるいは曲の文字表示の
脇に表示する（ステップＳ２４）。リモコン信号が、取り消しボタン９８の操作によるも
のであれば、ステップＳ２７に飛び、ＵＴＯＣ表示を消去して処理を終了する。
【０２１２】
そして、ステップＳ２３での判断の結果、決定操作であったときには、ＵＴＯＣ表示を消
去したのち（ステップＳ２５）、記録再生装置部２００に、選択設定した再生番組あるい
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は再生曲と、その順序の情報を供給すると共に、記録再生装置部２００を再生状態にする
制御信号を送る（ステップＳ２６）。記録再生装置部２００は、選択された番組あるいは
曲と、その順序の指定情報を、システムコントロール部２１０のワークＲＡＭに記憶し、
これに基づいて再生を実行する。この結果、記録再生装置部２００は、選択された番組あ
るいは曲のみを、指定された順序で、再生する。
【０２１３】
以上のような並べ換え再生モードを、この例の受信装置は有しているので、ある条件を検
索キーとしてラフに検索してディスクにすべて記録しておき、後で、その記録されたファ
イルのうち、必要なものを取り出して、指定した順序で再生することが容易にできる。
【０２１４】
なお、以上の例は、記録再生装置部２００がミニディスク対応の光磁気ディスク装置の場
合であるが、いわゆるＷＯ（Ｗｒｉｔｅ　Ｏｎｃｅ）やＭＯと呼ばれる光ディスクの記録
再生装置を用いることもできる。
【０２１５】
また、光ディスクでなく、磁気ディスクや、磁気テープを記録媒体として用いた記録再生
装置を記録再生装置部２００として用いることもできる。
【０２１６】
また、衛星放送の場合の例について説明したが、デジタル放送波をケーブルで伝送するよ
うにする放送の場合にも勿論適用できる。また、従来のようなアナログテレビ放送の場合
であって、例えばテレビジョン信号の垂直ブランキング期間の空きの水平区間に、例えば
文字多重信号と同様の態様で番組予定情報およびＩＤ対応一覧データを多重して放送する
ようにする場合にも、この発明は適用できる。さらに、テレビ放送に限らず、ラジオ放送
の場合にも、この発明は適用可能である。
【０２１７】
また、リモートコマンダは、上述の例のようなものに限られるものではなく、例えば、画
面に操作ボタンをアイコン状に表示し、それをポインターカーソルにより指示するように
するマウス状のものであってもよい。
【０２１８】
また、番組検索を行なう場合に、それぞれ１項目づつを指定して検索する場合について説
明したが、複数の検索条件を同時に設定して検索するようにすることも可能である。また
、複数の検索条件の論理和や論理積により検索するようにすることにより、より詳細な検
索を短時間で行なうことができるようになる。
【０２１９】
また、以上の例では、番組検索した番組を予約録画や予約録音などの予約記録するように
したが、単に、予約した番組を視聴できるようにするだけでもよい。また、受信装置のデ
ィスプレイは、ＣＲＴディスプレイではなく、液晶ディスプレイ、その他のディスプレイ
であってもよい。
【０２２０】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明による番組情報放送方式によれば、番組予定情報を構成す
る各番組の分類項目種類やその細項目などをＩＤで表したものと、ＩＤ対応一覧データと
を放送信号に含めて放送するようにしたので、番組予定情報のすべてをテキストデータ等
の直接的な表示データで構成する場合に比べてデータ量を少なくすることができる。
【０２２１】
そして、ＩＤ対応一覧データを一緒に送ることから、各ＩＤと分類項目種類やその細項目
との対応を一義的に決定する必要がなく、その時々の種々の番組内容に応じた番組情報を
番組予定情報に反映して放送することができる。例えば、出演者や演奏者のように、その
絶対数が多く、しかも、新規参入者などがある場合であっても、ＩＤ一覧データを変更、
追加、削除を行って適切なものにして放送することにより、容易に対応することができる
。
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【０２２２】
また、分類情報となるＩＤを検索キーにして、番組予定情報をサーチすることにより、そ
の検索キーとなる番組要素単位の番組予定表をも容易に作成することができる。
【０２２３】
そして、番組予定情報には、放送開始時刻だけでなく、放送終了時刻に関する情報も含め
られているので、例えば横方向を時間軸の方向とし、縦方向をチャンネル（放送局）とす
るような番組表形式でなくとも、それぞれの番組単位の放送時間を知ることができる。例
えば特定の番組カテゴリーを検索キーとして放送予定番組を検索し、検索の結果見付け出
された番組を、例えば放送時間の早いものから順に、それぞれの放送開始時刻と、放送終
了時刻あるいは放送時間長などの放送終了時刻に関する情報と共に表示する番組表を作成
することができる。
【０２２４】
また、この発明によれば、各番組を構成する番組要素となる項目、例えば出演者などを検
索キーとして、番組検索することができ、ユーザが指定した例えば特定の歌手が出演する
番組のみからなる番組予定表などを作成して表示することが可能である。
【０２２５】
さらに、この発明によれば、各番組を構成する要素単位での放送開始時刻と放送終了時刻
に関する情報をも放送するようにしているので、１番組単位ではなく、番組要素単位での
番組予定表を、表示することができる。すなわち、例えば、音楽専用番組において、各楽
曲単位の放送予定を知ることができる。そして、このように、各番組要素単位での放送予
定の情報が番組予定情報に含まれているため、番組要素単位、例えば特定の歌手が出演す
る番組の部分を抽出した部分番組予定表をも表示することができる。
【０２２６】
また、この発明による受信装置は、記録再生装置部を備え、番組検索により検索した番組
を予約指定して、予約記録を行うことができる。この場合に、検索の際には、放送時間の
情報を知らなくても、分類項目により番組を検索することができるので、従来のように放
送番組の放送時刻を予約設定する場合に比べて予約操作が非常に簡単になる。
【０２２７】
また、ディスクなどの記録媒体に記録データ内容を、例えばディスクのＵＴＯＣエリアの
ような主記録データエリアとは別のエリアに記録するようにするので、この別エリアの情
報を用いて、再生順序を記録順序とは異ならせることが可能である。また、記録された複
数の番組の中から希望する番組のみを選択して再生することもできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明による番組情報放送方式の一実施例による放送信号を説明するための図
である。
【図２】図１の例の放送信号の一部として放送される番組予定表データの例を示す図であ
る。
【図３】図１の例の放送信号の一部として放送される番組分類項目種類の一覧データを示
す図である。
【図４】図１の例の放送信号の一部として放送されるＩＤ対応一覧データの例を示す図で
ある。
【図５】図１の例の放送信号の一部として放送されるＩＤ対応一覧データの例を示す図で
ある。
【図６】図１の例の放送信号の一部として放送されるＩＤ対応一覧データの例を示す図で
ある。
【図７】図１の例の放送信号の一部として放送されるＩＤ対応一覧データの例を示す図で
ある。
【図８】図１の例の放送信号の一部として放送されるＩＤ対応一覧データの例を示す図で
ある。
【図９】この発明による受信装置の一実施例の外観を説明するための図である。
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【図１０】この発明による受信装置の一実施例のブロック図である。
【図１１】この発明による受信装置の一実施例に内蔵の記録再生装置部の例のブロック図
である。
【図１２】この発明による受信装置の一実施例に内蔵の記録再生装置部で記録再生される
ディスクの記録データを説明するための図である。
【図１３】この発明による受信装置の一実施例に使用されるリモートコマンダの例を示す
図である。
【図１４】この発明による受信装置の一実施例における番組検索、予約記録のための機能
ブロック図である。
【図１５】この発明による受信装置の一実施例のディスプレイに表示される番組予定表の
一例を示す図である。
【図１６】この発明による受信装置の一実施例における番組検索の際のディスプレイの表
示例を示す図である。
【図１７】この発明による受信装置の一実施例における番組検索の際のディスプレイの表
示例を示す図である。
【図１８】この発明による受信装置の一実施例における番組検索の際のディスプレイの他
の表示例を示す図である。
【図１９】この発明による受信装置の一実施例における番組検索の際のディスプレイの他
の表示例を示す図である。
【図２０】この発明による受信装置の一実施例における番組検索および番組予約処理の一
例のフローチャートを示す図である。
【図２１】この発明による受信装置の一実施例における記録再生装置部の特殊再生モード
の処理の一例のフローチャートを示す図である。
【図２２】この発明による受信装置の一実施例における記録再生装置部で用いられる記録
媒体に記録された記録内容に関する情報を再生してディスプレイに表示した例を示す図で
ある。
【符号の説明】
２３　　　　番組予定情報パケット
２４　　　　ＩＤ対応一覧データパケット
３２　　　　項目種類一覧データ
３３～３６　各種のＩＤ対応一覧データ
３７　　　　ＩＤコード
３８　　　　対応テキストデータ
５１　　　　番組ＩＤ
５３、６２　放送開始時刻情報
５４、６３　放送終了時刻情報
５５、６４　項目種類の情報
５６、６５　項目ＩＤ
７０　　　　受信装置
７１　　　　衛星放送アンテナ
７５　　　　ディスプレイ
９０　　　　リモートコマンダ
９３　　　　ジョイスティックボタン
９４　　　　メニューボタン
９５　　　　検索ボタン
９７　　　　予約ボタン
１００　　　システムコントロール部
１０８　　　タイマー
１１０　　　制御部
１１１　　　番組情報記録部
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１１２　　　ＩＤ対応一覧データ記憶部
１１３　　　表示データ生成部
１１４　　　検索部
１１５　　　番組予約メモリ
１１６　　　予約実行部
２００　　　記録再生装置部
２０１　　　光磁気ディスク
ＰＧ　　　　番組情報
ＳＢ　　　　番組サブ情報
ＴＢＬ　　　番組予定表
ｔｂｌ　　　項目別番組表
Ｍ１～Ｍ５　番組メニュー
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 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 】
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