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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　視聴環境を測定するセンサを有し、前記センサにより測定された値と、表示手段に現在
表示されている視聴映像の音量に対して所定の音量比率を有する音量に応じた第１の閾値
とを比較することにより視聴環境の変化を検出する検出手段と、
　前記表示手段に現在表示されている視聴映像から一定期間前の視聴映像までを一時的に
記録し、前記検出手段により視聴環境の変化が検出された場合、一時的に記録している視
聴映像を記録媒体に記録するとともに、前記一時的に記録している視聴映像以後の視聴映
像を前記記録媒体に記録していく記録手段と、
　前記検出手段により視聴環境の変化を検出した時点に表示手段で表示されている視聴映
像の位置情報を保持する保持手段と、
　再視聴指示を受け付けることにより、前記保持手段に保持されている位置情報に該当す
る視聴映像を前記記録媒体から読み出して再生する再生手段と、
を有し、
　前記記録手段は、前記記録媒体に記録した視聴映像が一定期間内に前記再生手段により
再生されない場合、前記記録媒体に記録した視聴映像を削除することを特徴とする再生装
置。
【請求項２】
　前記再生手段は、前記保持手段に保持されている位置情報を基準に０秒以上前から視聴
映像を再生することを特徴とする請求項１に記載の再生装置。
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【請求項３】
　前記検出手段は、所定の音量に応じた第２の閾値を前記センサにより測定された値が超
えた場合、前記センサにより測定された値と前記第１の閾値とを比較することにより、視
聴環境の変化を検出することを特徴とする請求項１又は２に記載の再生装置。
【請求項４】
　前記再生手段は、再視聴指示を受ける毎に、現在から過去に遡る順序で前記保持手段か
ら位置情報を選択し、選択した位置情報に該当する視聴映像を再生することを特徴とする
請求項１乃至３の何れか１項に記載の再生装置。
【請求項５】
　前記保持手段に保持される位置情報を提示する提示手段を更に有し、
　前記再生手段は、前記提示手段により提示された位置情報のうちから選択された位置情
報に該当する視聴映像を再生することを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の
再生装置。
【請求項６】
　視聴環境を測定するセンサにより測定された値と、表示手段に現在表示されている視聴
映像の音量に対して所定の音量比率を有する音量に応じた第１の閾値とを比較することに
より視聴環境の変化を検出する検出ステップと、
　前記表示手段に現在表示されている視聴映像から一定期間前の視聴映像までを一時的に
記録し、前記検出ステップにより視聴環境の変化が検出された場合、一時的に記録してい
る視聴映像を記録媒体に記録するとともに、前記一時的に記録している視聴映像以後の視
聴映像を前記記録媒体に記録していく記録ステップと、
　前記検出ステップにより視聴環境の変化を検出した時点に表示手段で表示されている視
聴映像の位置情報を保持手段において保持する保持ステップと、
　再視聴指示を受け付けることにより、前記保持手段に保持されている位置情報に該当す
る視聴映像を前記記録媒体から読み出して再生する再生ステップと、
を含み、
　前記記録ステップでは、前記記録媒体に記録した視聴映像が一定期間内に前記再生ステ
ップにより再生されない場合、前記記録媒体に記録した視聴映像を削除することを特徴と
する再生装置の制御方法。
【請求項７】
　視聴環境を測定するセンサにより測定された値と、表示手段に現在表示されている視聴
映像の音量に対して所定の音量比率を有する音量に応じた第１の閾値とを比較することに
より視聴環境の変化を検出する検出ステップと、
　前記表示手段に現在表示されている視聴映像から一定期間前の視聴映像までを一時的に
記録し、前記検出ステップにより視聴環境の変化が検出された場合、一時的に記録してい
る視聴映像を記録媒体に記録するとともに、前記一時的に記録している視聴映像以後の視
聴映像を前記記録媒体に記録していく記録ステップと、
　前記検出ステップにより視聴環境の変化を検出した時点に表示手段で表示されている視
聴映像の位置情報を保持手段において保持する保持ステップと、
　再視聴指示を受け付けることにより、前記保持手段に保持されている位置情報に該当す
る視聴映像を前記記録媒体から読み出して再生する再生ステップと、
をコンピュータに実行させ、
　前記記録ステップでは、前記記録媒体に記録した視聴映像が一定期間内に前記再生ステ
ップにより再生されない場合、前記記録媒体に記録した視聴映像を削除することを特徴と
するプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、視聴環境の変化のあった位置に該当するデータを再生するための技術に関す
るものである。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）、ＦＬＡＳＨ
メモリ等のランダムアクセス可能な大容量記憶媒体を備えたＴＶやレコーダ機器が普及し
てきている。また、それらを組み合わせたシアターシステム等の映像視聴システムも普及
してきている。
【０００３】
　それら映像視聴システムによって、視聴者は、手軽に映像の録画、蓄積、そして、映像
の途中からでも容易に再生することが可能となる。従って、衛星放送や地上波デジタル放
送に代表される受信映像やＨＤＤ等に蓄積された蓄積映像を問わず、柔軟な映像の視聴ス
タイルが可能となっている。
【０００４】
　従来例として、リアルタイムでＴＶ番組を視聴しているときに、急な来客等の用事がで
きた場合、リモコンのボタン一つで、視聴中のＴＶ番組のＨＤＤへの録画を即座に開始し
、後に録画したところからＴＶ番組を視聴することが可能なものが知られている。
【０００５】
　他の従来例として、ＨＤＤ等に蓄積された映像を視聴中に途中で停止し、他の映像の視
聴後に途中で停止した映像の再生を開始する場合、停止した位置が記憶されており、再生
開始位置を探さなくても停止した位置からの再生が可能なものが知られている。
【０００６】
　また、特許文献１には、蓄積された映像を視聴する際、視聴者の有無を監視しており、
視聴者が視聴エリアから居なくなると映像の再生を停止し、視聴者が視聴エリアに戻って
くると再生を開始する技術が開示されている。
【０００７】
　特許文献２には、蓄積された映像において、映像から複数のインデックス画像を抽出し
、インデックス画像と記録位置とを対応付け、インデックス画像を確認しながら、再生開
始位置を決定する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００１－８４６６２号公報
【特許文献２】特開平０６－１５３１３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、映像を視聴中に周囲の音や光等の変化、即ち、視聴環境の変化により、映像
を満足に視聴できなくなることがある。そして、映像を満足に視聴できなかった場合、再
視聴するために、視聴者自身が再生開始位置を探し出す煩わしさが発生するという問題が
ある。
【００１０】
　例えば、カーテンを閉め、照明を消し、暗い視聴環境を作った上で映画を視聴する例を
考える。近くを救急車等が通った場合、映画の音声が聞こえなくなる、もしくは、聞き取
り難くなることがある。その場合、救急車の音が聞こえなくなるのを待った上で、視聴機
会が失われたところから再視聴を開始する。また、第三者が間違えてカーテンを開けたり
、照明をつけてしまった場合、光や照明がモニタへ写りこみ、映画が見えなくなる等、満
足な視聴機会が失われてしまうことがある。その場合、再びカーテンを閉め、照明を消し
た後、視聴機会が失われたところから再視聴を開始する。どちらの例でも、視聴者自身の
視聴機会が失われたところから再視聴するために、再生開始位置を探し設定する煩わしさ
が発生する。
【００１１】
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　上述した問題点に対し、上記従来例を適用した場合、視聴環境の変化に対して視聴者自
身が瞬時に再視聴することを判断し、録画の開始や再生の停止等を操作することは困難で
ある。
【００１２】
　また、特許文献１に開示される技術を適用したとしても、視聴者の有無だけでは視聴環
境の変化に伴う視聴機会の損失までは救えない。視聴者が視聴エリアにいたとしても、周
りの音が大きく映像の音声が聞こえなくなることがある。従って、再視聴するために視聴
者自身が再生開始位置を探し出す煩わしさが発生する。
【００１３】
　さらに、特許文献２に開示される技術を適用したとしても、インデックス画像の作成ポ
イントが視聴環境の変化にまでは対応していない。従って、再視聴個所を探し出す助けに
はなるが、再生位置を探し出す煩わしさそのものは発生する。
【００１４】
　そこで、本発明の目的は、視聴環境の変化のあった再生開始位置を探す煩わしさを解消
することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の再生装置は、視聴環境を測定するセンサを有し、前記センサにより測定された
値と、表示手段に現在表示されている視聴映像の音量に対して所定の音量比率を有する音
量に応じた第１の閾値とを比較することにより視聴環境の変化を検出する検出手段と、前
記表示手段に現在表示されている視聴映像から一定期間前の視聴映像までを一時的に記録
し、前記検出手段により視聴環境の変化が検出された場合、一時的に記録している視聴映
像を記録媒体に記録するとともに、前記一時的に記録している視聴映像以後の視聴映像を
前記記録媒体に記録していく記録手段と、前記検出手段により視聴環境の変化を検出した
時点に表示手段で表示されている視聴映像の位置情報を保持する保持手段と、再視聴指示
を受け付けることにより、前記保持手段に保持されている位置情報に該当する視聴映像を
前記記録媒体から読み出して再生する再生手段と、を有し、前記記録手段は、前記記録媒
体に記録した視聴映像が一定期間内に前記再生手段により再生されない場合、前記記録媒
体に記録した視聴映像を削除することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、リアルタイムに受信しながらデータを視聴する場合、不要なデータが
記録媒体に残ることがなくなり、必要最小限の記録媒体だけで視聴システムを構築するこ
とが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施形態に係る映像視聴システムの概略構成を示す図である。
【図２】縦軸を音量、横軸を視聴映像の時間とし、映像データを視聴した際の時間と視聴
映像及び視聴環境の音量との推移を示した図である。
【図３】縦軸を明るさ、横軸を視聴映像の時間とし、映像を視聴した際の時間と周辺環境
の明るさとの推移を示した図である。
【図４】再生開始位置の遷移を具体的に説明するための図である。
【図５】図１におけるリモコンの外観構成を示す図である。
【図６】視聴環境が変化した視聴位置情報の一覧を示すテーブルを示す図である。
【図７】映像視聴システムがアンテナで電波を受信する場合の処理を示すフローチャート
である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明を適用した好適な実施形態を、添付図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１９】
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　図１は、本発明の実施形態に係る映像視聴システムの概略構成を示す図である。
　１０１は、映像視聴システムである。映像視聴システム１０１は、変化検出部１０２、
視聴位置保持部１０３、再生制御部１０４、記録部１０６、記憶媒体１０７、指示受信部
１０８、映像受信部１０９、アンテナ１１２及びモニタ１１１を備える。なお、映像視聴
システム１０１は、本発明の再生装置の適用例となる構成である。また、変化検出部１０
２は、本発明の検出手段の適用例となる構成であり、視聴位置保持部１０３は、本発明の
保持手段の適用例となる構成であり、再生制御部１０４は、本発明の再生手段の適用例と
なる構成である。さらに、記録部１０６は、本発明の記録手段の適用例となる構成である
。
【００２０】
　１０５は、変化検出部１０２が備える視聴環境の音や光を測定するセンサである。１１
１は、映像データを表示するモニタである。１１４は、モニタ１１１に表示された映像デ
ータを視聴する視聴者である。１１３は、リモコンであり、視聴者１１４が映像視聴シス
テム１０１に対して、映像の選択、ボリューム調整、再生・停止等の指示を送る。
【００２１】
　１０８は、リモコン１１３からの指示を受信する指示受信部である。１０７は、映像デ
ータを蓄積したＨＤＤやＦＬＡＳＨメモリ等の記憶媒体である。１１２は、地上デジタル
放送や衛星放送等の電波を受信するアンテナである。１０９は、アンテナ１１２によって
受信した電波から映像データを取り出す映像受信部である。１０６は、受信した映像デー
タの記憶媒体１０７への記録制御を行う記録部である。１１０は、圧縮された映像データ
をデコードし、モニタ１１１へ出力する映像出力部である。
【００２２】
　先ず、記憶媒体１０７に蓄積された映像データを視聴する例を説明する。リモコン１１
３からの指示を受けると、記録部１０６は、記憶媒体１０７に蓄積されている映像データ
を映像出力部１１０へ送る。映像出力部１１０は、受け取った映像データをデコードし、
モニタ１１１へ出力する。
【００２３】
　視聴者１１４は、モニタ１１１に表示された映像データを視聴する。センサ１０５は、
映像データを視聴中、常に視聴環境の音や光を測定する。変化検出部１０２は、センサ１
０５での測定結果から音や光の変化を監視し、予め設定された閾値を超えた場合には、視
聴環境が変化したと判定し、視聴位置保持部１０３へ通知する。
【００２４】
　視聴位置保持部１０３は、変化検出部１０２より通知を受ける毎に、視聴位置情報とし
て、当該通知を受けた時点に表示されている映像データの時刻、当該映像データを視聴し
ている時刻、視聴環境の変化要因及び変化レベルを保持する。
【００２５】
　視聴者１１４は、視聴環境の変化により、もしくは視聴環境の変化に対応したことによ
り、満足に映像データを視聴することができず、視聴環境の変化があったところから再視
聴を望む場合、リモコン１１３にある再視聴用ボタンを押す。再生制御部１０４は、指示
受信部１０８を通して再視聴指示を受ける。すると、再生制御部１０４は、視聴位置保持
部１０３が保持している視聴位置情報を探索し、直近の視聴位置を基準とし、その基準と
した視聴位置の映像時刻から０秒以上前を再生開始位置として設定し、記憶媒体１０７か
ら映像データを映像出力部１１０へ送る。よって、視聴者１１４は、視聴環境に変化が合
った０秒以上前からの映像データを素早く再生し、視聴することができる。
【００２６】
　また、リモコン１１３の再視聴用ボタンを連続して押した場合、再生制御部１０４は、
視聴位置保持部１０３が保持している視聴位置情報において、押された回数分、直近の視
聴位置から古い視聴位置へと順に視聴位置情報を探索する。換言すると、再視聴用ボタン
が押される毎に、現在から過去に遡る順序で視聴位置保持部１０３から視聴位置情報が順
次選択される。そして、再生制御部１０４は、選ばれた視聴位置を基準として、その基準
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とした視聴位置の映像時刻から０秒以上前を再生開始位置として設定する。何秒前からを
再生開始位置とするかは、予め視聴者が設定することが可能である。
【００２７】
　次に、アンテナ１１２で電波を受信し、リアルタイムにサッカーや野球の映像を視聴す
る例を説明する。指示受信部１０８がリモコン１１３からの指示を受けると、アンテナ１
１２で電波を受信し、映像受信部１０９を介して映像データが映像出力部１１０へ送られ
る。同時に映像受信部１０９は、受信した映像データを記録部１０６にも送る。
【００２８】
　記録部１０６は、現在表示（視聴）している時刻より一定期間前までの映像データを一
時的に記録、即ちバッファリングし続ける。バッファリングする期間は、再視聴を行う際
に適用される再生開始位置と視聴位置の映像時刻との０秒以上の差分の期間である。再生
開始位置が、基準となる視聴位置の映像時刻の５秒前と設定した場合、記憶部１０６は、
現在視聴している時刻より５秒前までの受信映像をバッファリングし続ける。
【００２９】
　映像出力部１１０は、受け取った映像データをデコードし、モニタ１１１へ出力する。
視聴者１１４は、モニタ１１１に表示される映像データを視聴する。センサ１０５は、視
聴者１１４が映像データを視聴中、常に視聴環境の音や光を測定する。変化検出部１０２
は、センサ１０５での測定結果から音や光の変化を監視し、予め設定された閾値を超えた
場合には、視聴環境が変化したと判定し、視聴位置保持部１０３と記録部１０６とへ通知
する。
【００３０】
　視聴位置保持部１０３は、変化検出部１０２より通知を受ける毎に、視聴位置情報とし
て、当該通知を受けた時点に表示している映像データの時刻、当該映像データを視聴して
いる時刻、視聴環境の変化要因及び変化レベルを保持する。
【００３１】
　記録部１０６は、最初に変化検出部１０２より通知を受けると、記憶媒体１０７に記録
部１０６が持つバッファリングされた映像データを記録すると同時に、当該映像データ以
後に受信する映像データの記憶媒体１０７への記録を開始する。
【００３２】
　再視聴の方法は、蓄積映像の場合と同様である。即ち、視聴者１１４は、視聴環境の変
化により、もしくは視聴環境の変化に対応したことにより、満足に映像を視聴することが
できず、視聴環境の変化があったところから再視聴を望む場合、リモコン１１３の再視聴
用ボタンを押す。
【００３３】
　再生制御部１０４は、指示受信部１０８を通して再視聴指示を受ける。すると、再生制
御部１０４は、視聴位置保持部１０３が保持している視聴位置情報の中から、直近の視聴
位置を基準とし、その基準とした視聴位置の映像時刻から０秒以上前を再生開始位置とし
て設定し、記憶媒体１０７から映像データを映像出力部１１０へ送る。よって、視聴者１
１４は、視聴環境に変化が合った０秒以上前からの映像データを素早く再生し、視聴する
ことができる。
【００３４】
　また、記録部１０６は、視聴が終了するまで映像受信部１０９で受信する映像データを
記憶媒体１０７に記録し続ける。そして、視聴終了後、一定期間内に再生要求がない場合
、記録部１０６は、記憶媒体１０７に記録した映像データは再生されることがないと判断
し、記憶媒体１０７から削除する。ここでいう一定期間は、視聴終了後すぐ、１日、１週
間等、視聴者が任意に設定することが可能である。
【００３５】
　次に、図２を用いて、本実施形態における音の変化を検出する処理について説明する。
図２は、縦軸を音量、横軸を視聴映像の時間とし、映像データを視聴した際の時間と視聴
映像及び視聴環境の音量との推移を示した図である。
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【００３６】
　２０１は、視聴映像の音量である。２０２、２０３及び２０４は、センサ１０５が測定
した視聴環境の音量である。２０５は、変化検出部１０２に設定される判定開始音量であ
る。２０６及び２０７は、変化検出部１０３が視聴環境に変化があったと判定した視聴位
置である。
【００３７】
　変化検出部１０２は、視聴映像の音量／視聴環境の音量の音量比率で視聴環境の変化を
判定する。判定に用いる閾値は、音量比率１（視聴映像の音量＝視聴環境の音量）と、音
量比率２（視聴映像の音量＝視聴環境の音量＊２）の２つを持つ。
【００３８】
　音量比率１は、視聴映像の音量と視聴環境の音量が等しい場合で、視聴映像の音が聞き
取れないと思われる閾値である。音量比率２は、視聴映像の音量が視聴環境の音量の２倍
で、視聴映像の音が聞き取りにくいと思われる閾値である。また、視聴映像の音量と視聴
環境の音量とが少ない場合において、不要な閾値判定が頻繁に起きることを避けるために
、判定を開始する最低音量である判定開始音量２０５が変化検出部１０２に設定されてい
る。
【００３９】
　視聴環境の音量２０２では、判定開始音量２０５を超えていないので判定は行われない
。視聴環境の音量２０３では、視聴映像の音量、視聴環境の音量ともに判定開始音量２０
５を超えており、また、音量比率２以上、音量比率１以下である。従って、変化検出部１
０２は、視聴環境に変化があったと判定し、視聴位置保持部１０３へ視聴環境の変化要因
：音、変化レベル：音量比率２の情報とともに、２０６において変化が起きたことを通知
する。視聴位置保持部１０３は、通知を受けると２０６の視聴位置情報を保持する。
【００４０】
　視聴環境の音量２０４では、視聴映像の音量、視聴環境の音量ともに判定開始音量２０
５を超えており、また、音量比率１以上である。従って、変化検出部１０２は、視聴環境
に変化があったと判定し、視聴位置保持部１０３へ視聴環境の変化要因：音、変化レベル
：音量比率１の情報とともに、２０７において変化が起きたことを通知する。視聴位置保
持部１０３は、通知を受けると２０７の視聴位置情報を保持する。
【００４１】
　なお、本実施形態では、所定の音量比率を変化判定の比較対象としての閾値に用いてい
るが、単純に視聴環境の音量だけで閾値を設定してもよい。
【００４２】
　次に、図３を用いて、本実施形態における光の変化を検出する処理について説明する。
図３は、縦軸を明るさ、横軸を視聴映像の時間とし、映像を視聴した際の時間と周辺環境
の明るさとの推移を示した図である。
【００４３】
　３０１は、センサ１０５が測定した視聴環境の明るさである。３０２は、変化検出部１
０３が視聴環境に変化があったと判定した視聴位置である。
【００４４】
　変化判定部１０２は、単位時間あたりの明るさ（ルクス）の変化量で、光の変化を判定
する。判定に用いる閾値として、５００００ルクス／ｓｅｃと１０００００ルクス／ｓｅ
ｃとの２つの閾値が変化検出部１０２に設定される。変化検出部１０２は、常に視聴環境
の明るさ３０１の値を監視し、３０２において、５００００ルクス／ｓｅｃ以上、１００
０００ルクス／ｓｅｃ以下の明るさの変化を判定する。そして、変化検出部１０２は、視
聴位置保持部１０３へ視聴環境の変化要因：明るさ、変化レベル：５００００ルクス／ｓ
ｅｃの情報とともに、３０２において変化が起きたことを通知する。視聴位置保持部１０
３は、通知を受けると３０２の視聴位置情報を保持する。
【００４５】
　なお、本実施形態では、音と光の変化の判定においてともに２つの閾値を用いているが
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、１つ若しくはより多くの閾値を設定して用いてもよい。
【００４６】
　以上のように、本実施形態においては、柔軟に複数の基準でもって視聴環境の変化を検
出することが可能となる。
【００４７】
　次に、図４を用いて、再生開始位置の遷移を具体的に説明する。横軸は、視聴映像の時
間である。４０１は、視聴者から再視聴指示が行われた時間である。４０２は、１回の再
視聴指示により再生開始位置に設定されるポイントである。４０３は、２回連続で再視聴
指示がなされた場合に、再生開始位置に設定されるポイントである。４０４は、３回連続
で再視聴指示がなされた場合に、再生開始位置に設定されるポイントである。
【００４８】
　図２、図３を用いて説明した例において、視聴環境が変化したと判定された視聴位置３
０２、２０６、２０７をそれぞれ視聴位置１、視聴位置２、視聴位置３として、視聴位置
保持部１０３に登録されている。
【００４９】
　例えば視聴位置４０１において視聴者が１回再視聴指示を出す。すると、再生制御部１
０４は、視聴位置保持部１０３に登録されている視聴位置情報の中から、直近の視聴位置
である視聴位置３を基準として、その基準の視聴位置の映像時刻から０秒以上前の再生開
始位置４０２を設定する。
【００５０】
　視聴位置４０１において視聴者が２回連続で再視聴指示を出す。すると、再生制御部１
０４は、視聴位置保持部１０３に登録されている視聴位置情報の中から、２番目に近い視
聴位置２を基準として、その基準の視聴位置の映像時刻から０秒以上前の再生開始位置４
０３を設定する。
【００５１】
　視聴位置４０１において視聴者が３回連続で再視聴指示を出す。すると、再生制御部１
０４は、視聴位置保持部１０３に登録されている視聴位置情報の中から、３番目に近い視
聴位置１を基準として、その基準の視聴位置の映像時刻から０秒以上前の再生開始位置４
０４を設定する。
【００５２】
　図５は、図１におけるリモコン１１３の外観構成を示す図である。５０１は、リモコン
であり、電源ボタン、チャンネルボタン及びボリュームボタン等を有する。５０２は、再
視聴ボタンであり、このボタンを押すだけで、これまで説明したように視聴環境の変化が
あった視聴位置の映像時刻から０秒以上前を再生開始位置とし、再生が開始される。
【００５３】
　ここで、再生開始位置を設定するための他の方法について説明する。図６は、視聴環境
が変化した視聴位置情報の一覧を示すテーブルを示す図である。本テーブルには、視聴環
境の変化を検出した視聴位置の通し番号とともに、視聴時刻、表示していた映像の時刻、
視聴環境の変化要因とレベルの情報を文字で示している。図１における視聴位置保持部１
０３が持つ情報を図６のように視聴者に表示し、視聴者から再視聴位置の指示を受け、再
生開始位置を設定するようにしてもよい。また、図６に示すテーブルでは情報を文字で表
示しているが、色や記号等を用いてより直感的に視聴者に情報を把握できるように表示し
てよい。このように視聴者に視聴環境に変化があった視聴位置を示すことで、視聴者に再
生開始位置を選択させることが可能となる。なお、図６に示すテーブルを表示する処理は
、本発明の提示手段の処理例である。
【００５４】
　次に、図７を用いて、映像視聴システム１０１がアンテナ１１２で電波を受信し、リア
ルタイムにサッカーや野球の映像を表示する場合の処理について説明する。図７は、映像
視聴システム１０１がアンテナ１１２で電波を受信する場合の処理を示すフローチャート
である。
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【００５５】
　先ず、映像受信部１０９は、視聴者から指示を受け、映像データの受信を開始する（ス
テップＳ７０１）。
【００５６】
　続いて、映像出力部１１０は、映像受信部１０９で受信した映像データをモニタ１１１
に表示するとともに、映像受信部１０９は、受信した映像データを記録部１０６に送る（
ステップＳ７０２）。
【００５７】
　続いて、記録部１０６は、現在視聴している時刻より一定期間前までの映像データをバ
ッファリングする（ステップＳ７０３）。
【００５８】
　続いて、変化検出部１０２は、最初の視聴環境の変化を検出したか否かを判定する（ス
テップＳ７０４）。最初の視聴環境の変化が検出されない場合、ステップＳ７０３に戻る
。一方、最初の視聴環境の変化が検出された場合、変化検出部１０２は、その旨を記録部
１０６に通知し、ステップＳ７０５に移行する。記録部１０６は、変化検出部１０２から
通知があるまで映像データのバッファリングを行う。
【００５９】
　ステップＳ７０５では、記録部１０６は、映像データのバッファリングを止め、バッフ
ァリングしていた映像データを記憶媒体１０７に記録するとともに、以後に受信する映像
データも記憶媒体１０７への記録を開始する。なお、途中で視聴者により再視聴指示がな
された場合でも、記憶媒体１０７へ記録した再視聴のための映像データをモニタ１１１へ
表示しつつ、映像データの受信と受信した映像データの記憶媒体１０７への記録は続ける
。
【００６０】
　続いて、視聴位置保持部１０３は、現在時刻、映像時刻、視聴環境の変化要因とレベル
を保持する（ステップＳ７０６）。
【００６１】
　続いて、変化検出部１０５は、視聴が終了したかを判定する（ステップＳ７０７）。終
了している場合は、ステップＳ７０９へ進む。終了していない場合は、ステップＳ７０８
へ進む。
【００６２】
　ステップＳ７０８では、変化検出部１０２は、視聴環境を測定し、視聴環境の変化を判
定する。視聴環境に変化があった場合は、ステップＳ７０６へ進む。視聴環境に変化がな
い場合は、ステップＳ７０７へ進む。
【００６３】
　ステップＳ７０９では、記録部１０６は、記録媒体１０７への映像データの記録を停止
する。
【００６４】
　続いて、記録部１０６は、一定期間視聴指示がないか否かを確認する（ステップＳ７１
０）。一定期間視聴指示がない場合は、ステップＳ７１１へ進む。一方、一定期間内に視
聴指示があった場合、ステップＳ７１０に戻る。
【００６５】
　ステップＳ７１１では、視聴位置保持部１０３は、該当する映像データに関する視聴位
置情報を削除するとともに、記録部１０６は、記憶媒体１０７が記録している映像データ
を削除する。
【００６６】
　このように記憶媒体１０７から映像データを削除することにより、リアルタイムに受信
しながら映像データを視聴する場合、不要な映像データが記憶媒体に残ることがなくなり
、必要最小限の記憶媒体だけで映像視聴システムを構築することが可能となる。
【００６７】
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　なお、本実施形態では、図１の変化検出部１０２が視聴環境の変化を検出するための情
報として音と光を用いているが、それにだけに限定するものではない。
【００６８】
　また、本実施形態では、視聴環境を測定する図１のセンサ１０５は１箇所だけであるが
、より詳細な視聴環境を測定するためにセンサを複数個用いること、また、様々な場所に
センサを設置することが考えられる。
【００６９】
　また、本実施形態では、図１の視聴位置保持部１０３は、視聴位置情報として、表示し
ている映像の時刻、視聴していた時刻、視聴環境の変化要因と変化レベルを保持している
が、それだけに限定するものではない。
【００７０】
　以上のように、本実施形態においては、視聴環境に変化があった場合、視聴映像の視聴
位置を保持し、再視聴を行う際、視聴環境に変化があった個所、もしくは、視聴環境に変
化があった個所の少し前から自動的に再生を開始するように構成している。従って、本実
施形態によれば、再生開始位置を探す煩わしさがなくなるという効果を奏する。
【００７１】
　また、本実施形態においては、蓄積された映像データだけではなく、リアルタイムに受
信しながら映像データを視聴する場合においても、上述した効果と同様の効果を必要最小
限の記憶媒体だけで実現することが可能となる。
【００７２】
　また、本実施形態においては、視聴者が再視聴指示のための操作を行うだけで、視聴環
境に変化があった個所を次々と再生開始個所に設定することが可能となる。
【００７３】
　以上のように、本実施形態においては、視聴環境の変化により、もしくは視聴環境の変
化に対応したことにより、視聴者自身が満足に映像データを視聴する機会を失った場合で
も、見逃したであろう個所から、素早く映像データを再生し視聴することが可能となる。
【００７４】
　上述した本発明の実施形態を構成する各手段及び各ステップは、コンピュータのＲＡＭ
やＲＯＭ等に記憶されたプログラムが動作することによって実現できる。このプログラム
及び前記プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体は本発明に含まれる
。
【符号の説明】
【００７５】
　１０１　映像視聴システム、１０２　変化検出部、１０３　視聴位置保持部、１０４　
再生制御部、１０５　センサ、１０６　記録部、１０７　記憶媒体、１０８　指示受信部
、１０９　映像受信部、１１０　映像出力部、１１１　モニタ、１１２　アンテナ、１１
３、５０１　リモコン、１１４　視聴者、５０２　再視聴ボタン
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