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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の記録再生装置と接続され、当該記録再生装置が再生した映像コンテンツデータを
受信し、受信した映像コンテンツデータを端末装置に送信するデジタルテレビ放送受信装
置であって、
　前記記録再生装置に蓄積され、蓄積された映像コンテンツデータを再生して前記端末装
置に送信可能な映像コンテンツデータのリスト情報を生成する生成手段と、
　前記端末装置から前記リスト情報の取得要求が発生したことに従って当該リスト情報を
前記端末装置に送信する第１の送信手段と、
　前記端末装置から送信された、映像コンテンツデータを指定する指定情報を受信する第
１の受信手段と、
　受信した指定情報に基づいて、当該指定情報で指定された映像コンテンツデータを記録
した記録再生装置に対して当該映像コンテンツデータの再生を要求する再生要求コマンド
を送信し、再生された当該映像コンテンツデータを受信して前記端末装置に送信する第２
の送信手段と、
　前記端末装置で視聴する映像コンテンツデータを再生する記録再生装置を操作するため
の指示を入力するために、記録再生装置の種別毎に予め定められた操作用データから、前
記指定情報で指定された映像コンテンツデータを記録した記録再生装置に対応する操作用
データを選択して前記端末装置に送信する第３の送信手段と、
　前記端末装置で前記操作用データを用いて入力された指示に対応する操作コマンド情報
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を前記端末装置から受信する第２の受信手段と、
　受信した操作コマンド情報に基づいて、前記第２の送信手段で送信した映像コンテンツ
データを再生している記録再生装置に対して、再生中の映像コンテンツデータの再生動作
を操作するための制御コマンドを前記記録再生装置に送信する処理を実行する実行手段と
、
　を有することを特徴とするデジタルテレビ放送受信装置。
【請求項２】
　前記操作用データは前記端末装置の少なくとも１つのキーに、前記映像コンテンツデー
タの操作情報を割り当てるための設定情報と、当該キーに割り当てられた操作機能に対応
する操作コマンド情報を含むことを特徴とする請求項１に記載のデジタルテレビ放送受信
装置。
【請求項３】
　複数の記録再生装置と接続され、当該記録再生装置が再生した映像コンテンツデータを
受信し、受信した映像コンテンツデータを端末装置に送信するデジタルテレビ放送受信装
置の制御方法であって、
　前記記録再生装置に蓄積され、蓄積された映像コンテンツデータを再生して前記端末装
置に送信可能な映像コンテンツデータのリスト情報を生成する生成ステップと、
　前記端末装置から前記リスト情報の取得要求が発生したことに従って当該リスト情報を
前記端末装置に送信する第１の送信ステップと、
　前記端末装置から送信された、映像コンテンツデータを指定する指定情報を受信する第
１の受信ステップと、
　受信した指定情報に基づいて、当該指定情報で指定された映像コンテンツデータを記録
した記録再生装置に対して当該映像コンテンツデータの再生を要求する再生要求コマンド
を送信し、再生された当該映像コンテンツデータを受信して前記端末装置に送信する第２
の送信ステップと、
　前記端末装置で視聴する映像コンテンツデータを再生する記録再生装置を操作するため
の指示を入力するために、記録再生装置の種別毎に予め定められた操作用データから、前
記指定情報で指定された映像コンテンツデータを記録した記録再生装置に対応する操作用
データを選択して前記端末装置に送信する第３の送信ステップと、
　前記端末装置で前記操作用データを用いて入力された指示に対応する操作コマンド情報
を前記端末装置から受信する第２の受信ステップと、
　受信した操作コマンド情報に基づいて、前記第２の送信手段で送信した映像コンテンツ
データを再生している記録再生装置に対して、再生中の映像コンテンツデータの再生動作
を操作するための制御コマンドを前記記録再生装置に送信する処理を実行する実行ステッ
プと、
　を有することを特徴とするデジタルテレビ放送受信装置の制御方法。
【請求項４】
　前記操作用データは前記端末装置の少なくとも１つのキーに、前記映像コンテンツデー
タの操作情報を割り当てるための設定情報と、当該キーに割り当てられた操作機能に対応
する操作コマンド情報を含むことを特徴とする請求項３に記載のデジタルテレビ放送受信
装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は映像コンテンツを携帯情報端末などにおいて快適に視聴でき、かつ映像コンテ
ンツに対する操作を実行可能なデジタルテレビ放送受信装置及びデジタルテレビ放送受信
装置の制御方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
デジタルハイビジョン放送が開始され、ハイビジョン対応のテレビ受信機の普及により、
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従来よりも高画質で迫力のある映像を家庭で楽しめるようになってきている。
【０００３】
一方、移動体通信機器として広く普及している携帯電話機や携帯情報端末（ＰＤＡ）にお
いてもデジタル放送コンテンツを受信できるようにして、ユーザーが外出中であってもデ
ジタル放送コンテンツが楽しめるようにする試みが進んでいる。
【０００４】
ところでデジタル放送コンテンツを受信し、所望の番組を録画し、あとで視聴するといっ
た場合、録画する為の装置が必要であるが、その録画装置を含めて携帯可能なサイズに小
型化するのは困難であった。
【０００５】
携帯機器においてユーザーが個人で録画したコンテンツを楽しむ為の方法としては、たと
えば特開２００２－０７７８３９号公報（例えば、特許文献１参照）において、デジタル
テレビ放送を一旦録画サーバーへ記録した後、録画サーバーから携帯電話機に対しコンテ
ンツを送信して携帯電話機で受信したコンテンツを再生するというシステムの提案がなさ
れている。
【０００６】
【特許文献１】
特開２００２－７７８３９号公報
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記提案を含む従来の技術では、携帯機器でのコンテンツ視聴中にユーザ
ーが行なうさまざまな「操作」を快適に行なえる環境は提供されていなかった。
【０００８】
たとえば、ユーザーがテレビ放送コンテンツ、および録画済みの番組コンテンツを視聴す
る際には、さまざまな操作をテレビ受信装置もしくは録画装置に対して行なっている。テ
レビ放送であれば、チャンネルの切り替え操作、また録画番組コンテンツであれば一時停
止、再生、早送り、巻き戻しといった操作、さらには録画装置がＨＤＤ記録装置の場合に
はインスタントリプレイ・追っかけ再生などの操作、さらは２カ国語放送であれば音声切
替、マルチアングル番組であればアングルの切替操作、画面の縦横比が４：３のテレビで
縦横比率が１６：９番組コンテンツを視聴する際には画面表示方法（上下枠付き／横方向
圧縮）の選択操作、等々非常にさまざまな操作を行なっている。これらの操作は通常、た
くさんのボタンを持ったテレビ、もしくは録画装置のリモコンを操作することによって実
行されるものである。
【０００９】
ところが携帯機器はその性質上、ボタンを数多く設けることができず、上記のような番組
コンテンツ視聴中に行なうさまざまな操作のために新たにボタンを設けたりすることは現
実的ではなかった。また上記全ての機能を携帯機器が予め持っているボタンにそれぞれ割
り振っておく方法も考えられるが、ユーザーはどの機能がどのボタンに割り付けられてい
るかを全て覚えておくことは困難であった。また仮に画面に各ボタンに割り付けられた機
能を画面上にガイド表示することで、ユーザーが一つ一つのキーの機能を覚えなくても使
えるようにしたとしても、上記のような操作機能を全て表示すると、それだけで画面が埋
まってしまい、特に画面の大きさに制約のある携帯機器においてはコンテンツ視聴が妨げ
られるという問題もあった。
【００１０】
そこで本発明における課題は、上記問題点を解決し携帯機器においてコンテンツを視聴す
る場合においても、ユーザーがコンテンツ視聴中に行なうさまざまな操作を快適に行なえ
るテレビジョン受信装置及びシステムを提供することを目的としている。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために、本願における請求項１に記載の発明は、複数の記録再生装
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置と接続され、当該記録再生装置が再生した映像コンテンツデータを受信し、受信した映
像コンテンツデータを端末装置に送信するデジタルテレビ放送受信装置であって、前記記
録再生装置に蓄積され、蓄積された映像コンテンツデータを再生して前記端末装置に送信
可能な映像コンテンツデータのリスト情報を生成する生成手段と、前記端末装置から前記
リスト情報の取得要求が発生したことに従って当該リスト情報を前記端末装置に送信する
第１の送信手段と、前記端末装置から送信された、映像コンテンツデータを指定する指定
情報を受信する第１の受信手段と、受信した指定情報に基づいて、当該指定情報で指定さ
れた映像コンテンツデータを記録した記録再生装置に対して当該映像コンテンツデータの
再生を要求する再生要求コマンドを送信し、再生された当該映像コンテンツデータを受信
して前記端末装置に送信する第２の送信手段と、前記端末装置で視聴する映像コンテンツ
データを再生する記録再生装置を操作するための指示を入力するために、記録再生装置の
種別毎に予め定められた操作用データから、前記指定情報で指定された映像コンテンツデ
ータを記録した記録再生装置に対応する操作用データを選択して前記端末装置に送信する
第３の送信手段と、前記端末装置で前記操作用データを用いて入力された指示に対応する
操作コマンド情報を前記端末装置から受信する第２の受信手段と、受信した操作コマンド
情報に基づいて、前記第２の送信手段で送信した映像コンテンツデータを再生している記
録再生装置に対して、再生中の映像コンテンツデータの再生動作を操作するための制御コ
マンドを前記記録再生装置に送信する処理を実行する実行手段と、を有することを特徴と
する。
【００１２】
　また、上記課題を解決するために、本願における請求項３に記載の発明は、複数の記録
再生装置と接続され、当該記録再生装置が再生した映像コンテンツデータを受信し、受信
した映像コンテンツデータを端末装置に送信するデジタルテレビ放送受信装置の制御方法
であって、前記記録再生装置に蓄積され、蓄積された映像コンテンツデータを再生して前
記端末装置に送信可能な映像コンテンツデータのリスト情報を生成する生成ステップと、
前記端末装置から前記リスト情報の取得要求が発生したことに従って当該リスト情報を前
記端末装置に送信する第１の送信ステップと、前記端末装置から送信された、映像コンテ
ンツデータを指定する指定情報を受信する第１の受信ステップと、受信した指定情報に基
づいて、当該指定情報で指定された映像コンテンツデータを記録した記録再生装置に対し
て当該映像コンテンツデータの再生を要求する再生要求コマンドを送信し、再生された当
該映像コンテンツデータを受信して前記端末装置に送信する第２の送信ステップと、前記
端末装置で視聴する映像コンテンツデータを再生する記録再生装置を操作するための指示
を入力するために、記録再生装置の種別毎に予め定められた操作用データから、前記指定
情報で指定された映像コンテンツデータを記録した記録再生装置に対応する操作用データ
を選択して前記端末装置に送信する第３の送信ステップと、前記端末装置で前記操作用デ
ータを用いて入力された指示に対応する操作コマンド情報を前記端末装置から受信する第
２の受信ステップと、受信した操作コマンド情報に基づいて、前記第２の送信手段で送信
した映像コンテンツデータを再生している記録再生装置に対して、再生中の映像コンテン
ツデータの再生動作を操作するための制御コマンドを前記記録再生装置に送信する処理を
実行する実行ステップと、を有することを特徴とする。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明におけるテレビ受信装置及びテレビ受信システムを各図を参照しながらその
実施形態について詳細に説明する。
【００１７】
（実施例１）
以下に本発明の第１の実施例について説明する。図１は本発明を適用したテレビ受信シス
テムの一実施例の構成を示した図である。図１においては１０１は携帯情報端末、１０２
は接続されているネットワークシステムである。
【００１８】
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１０３，１０４は通信サービスの提供エリアを所望の大きさに分割したセルと呼ばれる範
囲内にそれぞれ設置されている固定無線基地局である基地局である。これらの基地局１０
３、１０４には、移動無線局である携帯情報端末１０１、１０２が無線接続され、大容量
データを高速にデータ通信をすることができる。
【００１９】
また基地局１０３、１０４は有線回線を介して公衆回線網１０５に接続されており、公衆
回線網１０５にはインターネットアクセスサーバ１０８を介してインターネット１０７が
接続されている。インターネット１０７にはＷＷＷサーバー１０６やデジタルテレビ受信
装置２００が接続されている。デジタルテレビ受信装置２００には放送を受信する為のア
ンテナ、そしてＶＴＲ装置やＨＤＤ（ハードディスクドライブ）録画装置が、ホームネッ
トワーク１１２（たとえばＩＥＥＥ１３９４シリアルバス）を介して接続されている。
【００２０】
図２はデジタルテレビ受信装置２００の構成を示した図である。同図において、アンテナ
により受信された信号はチューナ部２０１に入力される。チューナ部２０１は、入力され
た信号に対して、復調、誤り訂正等の処理を施し、トランスポートストリームと呼ばれる
形式のデジタルデータを生成する。チューナ部は更に、生成したトランスポートストリー
ム（ＴＳ）データに対しデスクランブル解除処理を行い、デマルチプレクサ２０２に出力
する。
【００２１】
デマルチプレクサ部２０２は、チューナ部２０１より入力された複数チャンネル分の映像
データ、音声データ、および番組情報データ、データ放送データ等が時分割多重化されて
いるＴＳデータの中から、映像データおよび音声データを取り出し、映像・音声デコーダ
２０３に出力する。映像・音声デコーダで処理された映像データ・音声データは映像音声
メモリ２０４に書き込まれ、映像情報は映像出力部２０７を介して、表示器２１０へと出
力される。一方音声データは音声出力部２０５にて出力される。
【００２２】
２０６はＡＶ機器インターフェースであり、外部にＩＥＥＥ１３９４シリアルバスによっ
て接続されたＶＴＲ装置１１１、ＨＤＤ録画装置１１０との間で映像データ、音声データ
および制御コマンドの送受信を行なう。ＶＴＲ装置１１１やＨＤＤ録画装置１１０に対し
て映像・音声信号を出力する場合には、デマルチプレクサ部２０２は前述のＴＳデータを
一部加工して蓄積用ＴＳデータとした上でＡＶ機器インターフェースに対して出力する、
そしてＡＶ機器インターフェース２０６でＩＥＥＥ１３９４規格のアイソクロナス伝送デ
ータに変換され、ＶＴＲ装置やＨＤＤ録画装置へと出力される。
【００２３】
反対にＶＴＲ装置１１１やＨＤＤ録画装置１１０が再生動作を行い、ＩＥＥＥ１３９４を
介してアイソクロナス伝送データがＡＶ機器インターフェースに入力した場合、ＡＶ機器
インターフェース２０６で蓄積用ＴＳデータへと変換され、さらにデマルチプレクサによ
って、映像データ・音声データとして映像・音声デコーダ２０３へと供給される。
【００２４】
２０９は映像・音声エンコーダであり、映像・音声メモリの内容をＭＰＥＧ（Ｍｏｖｉｎ
ｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）２やＭＰＥＧ４等の所定の符号化方
式によって圧縮符号化することにより、符号化画像データに変換し、これを通信部２１３
へと送る。通信部２１３はインターネット回線を通して、映像・音声エンコーダ部からの
情報を携帯情報端末（１０１または１０２）へと送信し、さらに携帯情報端末との間での
コマンド通信を実行するものである。
【００２５】
なお、本実施例で用いた映像・音声エンコーダはコンテンツのビデオフォーマット（例、
１６：９や４：３など）に関わらず、全て縦横比４：３で携帯情報端末へと送信するもの
とする。
【００２６】
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２０８はＣＰＵ（中央演算処理装置）であり、記憶部２１２に格納されたプログラムに従
い上記各部に対して設定および制御を行い、本実施形態のデジタルテレビ受信装置の動作
を制御するものである。また記憶部２１２はＣＰＵ２０８からの要求に従い必要な情報を
保存するものである。また２１４はデジタルテレビ受信装置を遠隔制御するためのリモコ
ンで４ある。
【００２７】
図３は携帯情報端末１０２をより詳細に示した図である。携帯情報端末１０２は携帯電話
とも呼ばれるものであり、前面に液晶ディスプレイ３０１が設けられており、登録されて
いる相手先名や電波の状態、通話時間、電池残量の表示、そして電子メールの内容やＷＷ
Ｗコンテンツ、そして、静止画、動画コンテンツの再生が行なわれる。またディスプレイ
の下には発呼キー３０２、終話および電源キー３０４、「０」～「９」の数字キー３０５
が設けられている。また３０３は上下左右の方向キーおよび押下による決定キーが一つに
なった「カーソル＆決定」キーである。
【００２８】
図４は携帯情報端末１０２の構成を示したブロック図である。アンテナを介して基地局よ
り受信したデータは送受信回路４０１、変復調回路部４０２にて復調処理される。音声デ
ータの場合には音声コーデック４０３に入力され、スピーカー３０６にて出力される。映
像データの場合には映像デコーダに入力され、ビデオメモリ４０９に一旦蓄えられた後、
映像出力部４１０を介して、液晶ディスプレイ３０１によって出力される。また文字デー
タまたはプログラムデータの場合には、一旦ＣＰＵ４０８に供給され、ＣＰＵ上で動作す
るソフトウェアによって所定のデコード処理またはプログラムの実行が行なわれ、その動
作結果が表示データとしてビデオメモリ４０９に書き込まれ、前述の映像信号と共に液晶
ディスプレイ３０１に出力される。
【００２９】
なお本実施例においてはＣＰＵ４０８ではＸＭＬ（ｅＸｔｅｎｄａｂｌｅ　Ｍａｒｋｕｐ
　Ｌａｎｇｕａｇｅ）およびスクリプトを実行するブラウザアプリケーションが動作する
。
【００３０】
（処理動作説明）
次に本実施形態のテレビ受信システムの動作について説明する。図５はデジタルテレビ受
信装置２００のＣＰＵ２０８、携帯情報端末１０２のＣＰＵ４０８、およびＨＤＤ録画装
置１１０の動作の流れ、およびその関係を示した図である。
【００３１】
なお、本実施形態では予めＨＤＤ録画装置１１０、およびＶＴＲ装置１１１に複数の番組
コンテンツが蓄積されている状態を前提として説明を行なう。
【００３２】
先ず、携帯情報端末１０２に対しユーザーがテレビ視聴の指示をすると（Ｓ５０１）、携
帯情報機器のＣＰＵ４０８はデジタルテレビ受信装置２００に対してコンテンツリスト要
求コマンドを送信する（Ｓ５０２）。デジタルテレビ受信装置のＣＰＵ２０８では、通信
部２１３よりコマンド受信通知を受けると（Ｓ５１１）、現在視聴可能な録画済みコンテ
ンツのリストを作成し（Ｓ５１２）、通信部２１３を介して携帯情報端末へと送信する（
Ｓ５１３）。携帯情報端末のＣＰＵ４０８では受信したリスト情報をブラウザアプリケー
ションに供給すると共に，ブラウザアプリケーションはリスト情報に従って文字や図形情
報へと変換し、ビデオメモリ４０９に対して描画を行なう（Ｓ５０３～Ｓ５０４）。図６
はこのときの液晶ディスプレイ３０１の表示を示した図である。
【００３３】
携帯情報端末１０２で図６のような表示がなされているときに、ユーザーが前述の「カー
ソル＆決定キー」を操作して、リスト上のカーソルを移動し、番組コンテンツを一つ選択
すると（Ｓ５０５）、携帯情報端末のＣＰＵ４０８からデジタルテレビ受信装置２００に
対してコンテンツ指定情報がコマンドとして通知される（Ｓ５０６）。デジタルテレビ受
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信装置のＣＰＵ２０８はコンテンツ指定情報の通知を受けると（Ｓ５１４）、図７に示す
コンテンツリスト情報に従い指定されたコンテンツの蓄積されたメディアを調査する。
【００３４】
図７に示すコンテンツリスト情報はデジタルテレビ受信装置が現在再生可能な蓄積済み（
録画済）コンテンツの情報を示したリストであり、各コンテンツの番組名、再生時間、蓄
積先装置の種別情報（蓄積メディア）、そしてそのコンテンツの頭だし再生を実行する為
に必要な情報が記されている。例えば図７のインデックス１番のコンテンツはＶＴＲ装置
に蓄積されており、この番組コンテンツを再生する為にはＶＴＲ装置に対しトラック番号
３４０５５にテープを移動し、そこから９０分間再生するように指示すればよいことが分
かる。またインデックス３番のコンテンツはＨＤＤ録画装置に蓄積されており、再生する
ためには２３４３というＩＤをＨＤＤ録画装置に送信すればよいことが分かる。
【００３５】
デジタルテレビ受信装置のＣＰＵ２０８は、携帯情報端末から指定されたコンテンツが外
部装置つまり本実施形態におけるＨＤＤ録画装置１１０またはＶＴＲ装置１１１に記録さ
れたコンテンツであった場合には（Ｓ５１４）、その装置に対してＡＶ機器インターフェ
ースを介してコマンド送信を行う（Ｓ５１５）。例えば図７のインデックス３に示したコ
ンテンツの場合には、ＨＤＤ録画装置に対してＩＤ＝２３４３という記録コンテンツの再
生要求がＡＶ機器インターフェースを介して送信される。そしてＨＤＤ録画装置はこのコ
ンテンツの再生を開始する（Ｓ５２２）。
【００３６】
デジタルテレビ受信装置のＣＰＵ２０８はＨＤＤ録画装置から再生通知を受けると（Ｓ５
１７）、ＡＶ機器インターフェースおよびデマルチプレクサ部を制御して、ＨＤＤ録画装
置からのアイソクロナス伝送データを受信し、映像・音声デコーダに供給、その処理結果
をデータを映像・音声メモリ２０４へと出力されるようにする。そしてデジタルテレビ受
信装置のＣＰＵ２０８はさらに、映像・音声エンコーダ部２０９を制御して映像・音声メ
モリの内容をＭＰＥＧ圧縮符号化処理して通信部を介して携帯情報端末へと送信する。
【００３７】
一方、携帯情報端末のユーザーが図７のインデックス１に示したコンテンツを指定した場
合には、同様にデジタルテレビ受信装置からＶＴＲ装置に対して、コンテンツの再生コマ
ンドが送信される。その後の処理はＨＤＤ録画装置の場合と同じである。
【００３８】
また、図７のインデックス５に示した「ライブ番組」をユーザーが指定した場合には、デ
ジタルテレビ受信装置のＣＰＵ２０８はチューナ部２０１を制御して現在放送中の番組の
受信を開始すると共に、チューナ部からストリームがデマルチプレクサ、映像・音声デコ
ーダへと供給され、映像・音声メモリへと出力されるようにする。
【００３９】
さらにデジタルテレビ受信装置のＣＰＵ２０８は、映像・音声エンコーダ２０９および通
信部２１３を制御して、映像・音声メモリの内容をＭＰＥＧ圧縮符号化を施した上で携帯
情報端末に対して送信する（Ｓ５１８）。
【００４０】
携帯情報端末のＣＰＵ４０８は、デジタルテレビ受信装置から送信されたＭＰＥＧデータ
を受信すると（Ｓ５０８）、これを音声コーデック４０３、および映像デコーダ４０５へ
と供給し、コンテンツの再生を開始する（Ｓ５０９）。
【００４１】
次にデジタルテレビ受信装置のＣＰＵ２０８は、視聴補助用ＸＭＬデータの選択処理を行
なう（Ｓ５０９）。この処理は予めコンテンツの蓄積装置（蓄積メディア）の種別ごとに
決められたＸＭＬデータを選択する処理であり、本実施例においては図８に示したテーブ
ルを用いている。例えば、ＨＤＤ録画装置のコンテンツを携帯情報端末に送信したならば
、ＸＭＬ＿ＡというＸＭＬデータを、またＶＴＲ装置のコンテンツを携帯情報端末に送信
したならば、ＸＭＬ＿ＢというＸＭＬデータを、さらにチューナ経由で入力したライブ番
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組を携帯情報端末に送信したならば、ＸＭＬ＿Ｃを選択する。
【００４２】
図１０はＸＭＬ＿Ａの内容を示した図であり、このＸＭＬデータには動画コンテンツを表
示する為のレイアウト情報、およびその下に「１」、「２」、「３」各キーに割り当てれ
た機能ガイドをユーザーに示す為の文字列。さらにその下には携帯情報端末において「１
」、「２」、「３」各キーが押下された時の動作を示すスクリプトが示されている。ここ
では携帯情報端末からデジタルテレビ受信装置に対して、「１」、「２」、「３」各キー
ごとに異なる「視聴コンテンツ操作コマンド」が送信される例を示している。
【００４３】
図８には各ＸＭＬデータが持っている機能も一緒に示しており、各ＸＭＬデータには同図
に示した各機能に対応した、機能ガイドの記述、およびスクリプト記述がなされている。
【００４４】
携帯情報端末のＣＰＵ４０８においては、ＸＭＬデータの受信を受けると、ブラウザアプ
リケーションに対してこのデータを供給すると共に、ＸＭＬデータに従ったレイアウト処
理および文字・図形情報の描画を行なう。図９はＸＭＬデータが携帯情報端末の液晶ディ
スプレイに表示された様子を示した図であり、図９（Ａ）は図８のＸＭＬ＿Ａの場合の例
、図中９（Ｂ）は図８のＸＭＬ＿Ｂの場合の例、図中９（Ｃ）は図８のＸＭＬ＿Ｃの場合
の例である。図中上部の四角の領域は動画映像が表示されるエリアであり、下部の文字は
操作ガイドである。
【００４５】
次に、ユーザーがコンテンツ視聴中に携帯電話のボタンを操作した場合の動作について図
１１を用いて説明する。図５の処理の終了後、つまり携帯情報端末の液晶ディスプレイで
図９に示したような、表示がなされた状態で、ユーザーが「１」、「２」または「３」の
何れかのボタンを押すと（Ｓ１１０１）、携帯情報端末のＣＰＵ４０８で動作するブラウ
ザアプリケーションはＸＭＬデータに記述されたスクリプトに従って処理を行なう（Ｓ１
１０２）。
【００４６】
例えば図１０に示したＸＭＬ＿Ａの場合では、「１」キーが押されると、ＤＴＶに対して
「視聴コンテンツ操作コマンドメッセージ」が「ＰＡＵＳＥ」というデータを伴って送信
されることを示している。また「２」キーが押されると視聴コンテンツ操作コマンドメッ
セージ」が「ＲＥＰＬＡＹ」というデータと「１０」というデータを伴って送信され、ま
た「３」キーが押されると視聴コンテンツ操作コマンドメッセージ」が「ＭＡＲＫ」とい
うデータを伴って送信されることを示している（Ｓ１１０３）。
【００４７】
デジタルテレビ受信装置のＣＰＵ２０８は、携帯情報端末より「視聴コンテンツ操作コマ
ンドメッセージ」を受信すると（Ｓ１１１１）、そのコマンドに応じた処理を実行する（
Ｓ１１１２）。そしてその処理が外部の装置に対する操作を必要とする場合には（Ｓ１１
１３）、ＡＶ機器インターフェースを介して、外部機器に対してＩＥＥＥ１３９４のＡＶ
制御コマンドを送信する（Ｓ１１１４）。例えば、ＨＤＤ録画装置に蓄積されたコンテン
ツを携帯情報端末に対して送信中に「ＰＡＵＳＥ」というデータを伴った視聴コンテンツ
操作コマンドを受信するとＨＤＤ録画装置に対するポーズ要求コマンドを送信する。また
「ＲＥＰＬＡＹ」および「１０」というデータを伴った視聴コンテンツ操作コマンドを受
信すると、ＨＤＤ録画装置に対して、現在再生中のコンテンツを１０秒間の戻すコマンド
を送信する。また「ＭＡＲＫ」というデータを伴った視聴コンテンツ操作コマンドを受信
すると、ＨＤＤ録画装置に対して、マーキングコマンドを送信する。本実施例で用いたＨ
ＤＤ録画装置はマーキングコマンドを受信すると、再生中のコンテンツの経過時間を記録
し、後にユーザーがＨＤＤ録画装置に対して指示をすると、マーキングしたコンテンツ個
所の再生が自動的に行なえるものである。
【００４８】
以上説明してきたような処理による動作結果を以下にまとめて記載する。
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【００４９】
図５のＳ５０１～Ｓ５０４、およびＳ５１１～Ｓ５１３の処理によって図６に示すような
リスト表示が携帯情報端末に表示されているときに、ユーザーが「７時のニュース」とい
うコンテンツを指定すると、図５のＳ５０５～Ｓ５０７の処理、およびＳ５１４～Ｓ５１
８の処理、および図７に示したテーブルデータにより、ＨＤＤ録画装置の所定のＩＤ番号
のコンテンツ再生が開始され、その映像・音声データはデジタルテレビ受信装置を経由し
て携帯情報端末へと送信される。そして図５のＳ５０８～Ｓ５０９の処理、およびＳ５１
９～Ｓ５２０の処理、そして図８に示したデータにより、ＸＭＬ＿ＡというＸＭＬデータ
が選択され、携帯情報端末へと送られ、液晶ディスプレイには図９の（Ａ）に示すような
表示がなされる。
【００５０】
ここでユーザーがコンテンツ視聴中に「１」のキーを押すと、Ｓ１１０１～Ｓ１１０３の
処理、Ｓ１１１１～Ｓ１１１３の処理、そしてＳ１１２１～Ｓ１１２２の処理によって、
デジタルテレビ受信装置に視聴コンテンツ操作コマンドが送信され、そのコマンドに対応
しデジタルテレビ受信装置からＨＤＤ録画装置に対してポーズ要求が送られる。また「２
」のキーを押すと、ＨＤＤ録画装置に対して再生中のコンテンツを１０秒分戻すコマンド
が送られ、さらに「３」のキーを押すと、マーキングコマンドが送られる。
【００５１】
また図５のＳ５０１～Ｓ５０４、およびＳ５１１～Ｓ５１３の処理によって図６に示すリ
スト表示が携帯情報端末に表示されているときに、ユーザーが「ライブ番組を見る」を指
定すると、図５のＳ５０５～Ｓ５０７の処理、およびＳ５１４～Ｓ５１８の処理、および
図７に示したデータにより、デジタルテレビ受信装置のチューナ部を経由して映像・音声
ストリームが入力され、その映像・音声データはデジタルテレビ受信装置を経由して携帯
情報端末へと送信される。そして図５のＳ５０８～Ｓ５０９の処理、およびＳ５１９～Ｓ
５２０の処理、そして図８に示したデータにより、ＸＭＬ＿ＣというＸＭＬデータが選択
され、携帯情報端末へと送られ、液晶ディスプレイには図９の（Ｃ）に示すような表示が
なされる。そして、ユーザーコンテンツ視聴中に「１」のキーを押すと、Ｓ１１０１～Ｓ
１１０３の処理、Ｓ１１１１～Ｓ１１１３の処理によって、デジタルテレビ受信装置に視
聴コンテンツ操作コマンドが送信され、そのコマンドに対応しデジタルテレビ受信装置の
チューナ部に対して選局変更指示が送られる。また「２」のキーを押した場合も同様であ
る。
【００５２】
また、図５のＳ５０１～Ｓ５０４、およびＳ５１１～Ｓ５１３の処理によって図６に示す
リスト表示が携帯情報端末に表示されているときに、ユーザーが「サッカーＷＣＡＰ」と
いうコンテンツを指定すると、図５のＳ５０５～Ｓ５０７の処理、およびＳ５１４～Ｓ５
１８の処理、および図７に示したデータにより、ＶＴＲ装置の所定のトラック番号からの
再生が開始され、その映像・音声データはデジタルテレビ受信装置を経由して携帯情報端
末へと送信される。そして図Ｓ５０８～Ｓ５０９の処理、およびＳ５１９～Ｓ５２０の処
理、そして図８に示したデータにより、ＸＭＬ＿ＢというＸＭＬデータが選択され、携帯
情報端末へと送られ、液晶ディスプレイには図９の（Ｂ）に示すような表示がなされる。
そして、ユーザーコンテンツ視聴中に「１」のキーを押すと、Ｓ１１０１～Ｓ１１０３の
処理、Ｓ１１１１～Ｓ１１１３の処理、そしてＳ１１２１～Ｓ１１２２の処理によって、
デジタルテレビ受信装置に視聴コンテンツ操作コマンドが送信され、そのコマンドに対応
しデジタルテレビ受信装置からＶＴＲ装置に対してポーズ要求が送られる。また「２」の
キーを押すと、ＶＴＲ装置に対して１０秒分の巻き戻しと再生のコマンドが送られ、さら
に「３」のキーを押すと、３０秒分の巻き戻しと、再生のコマンドが送られる。
【００５３】
以上説明したように、本発明の第１の実施例によれば、携帯情報端末に対してコンテンツ
と共に視聴補助用のＸＭＬデータが送られ、ユーザーが視聴中に「１」、「２」、「３」
の何れかのキーを押すと、そのコンテンツを再生している装置もしくはデジタルテレビ受
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信装置内の機能部に対して所望の操作が行なえるようになる。
【００５４】
さらに、コンテンツのソースとなる機器、つまりコンテンツを保持している機器の種別に
よって、送信する視聴補助用のＸＭＬデータを選択して送信するので、そのコンテンツを
再生している機器の機能に合った視聴補助が行なえるようになる。
【００５５】
例えばＣＨアップ／ＣＨダウンという操作はチューナ部を介したコンテンツを視聴してい
るときのみ意味を成すという場合、チューナ部で入力したコンテンツを視聴しているとき
だけ、ＣＨアップ／ＣＨダウンの操作ガイドが表示され、機能するようになる。
【００５６】
また例えば、ＨＤＤ録画装置には前述したマーキング機能があるが、ＶＴＲ装置にはマー
キング機能が無い場合、本実施例のようにＨＤＤ録画装置のコンテンツ再生中にのみ「マ
ーキング」という機能が使えることを示すことにより、ユーザーは混乱無く利用可能とな
る。
【００５７】
また、サイズの小さな液晶ディスプレイ上で、コンテンツの再生をしながら操作ガイドの
表示をする場合、図９が示すように文字や図形を表示するスペースが十分でないため、た
くさんのガイド表示が行なえない。このような状況でも、そのコンテンツの蓄積装置に合
った最適なガイド表示およびスクリプトを持ったＸＭＬデータを選択して送ることで、限
られた数の機能しかガイド表示を行なわなくても十分にコンテンツに対する操作を行なう
ことができる。
【００５８】
なお、上記実施例においては、視聴補助のためにＸＭＬデータを使って説明をしたが、携
帯情報端末でのコンテンツ視聴時にユーザーの操作を補助するという本発明の主旨からす
れば、これに限ることはなく、ＸＭＬデータの変わりに複数のＪａｖａ（登録商標）プロ
グラムをコンテンツの蓄積装置に応じて選択して携帯情報端末に送信し、携帯情報端末側
では、ブラウザアプリケーションの変わりにＪａｖａ（登録商標）実行環境を動作させ、
送られたＪａｖａ（登録商標）プログラムを実行するとしても構わない。
【００５９】
（実施例２）
次に本発明の第２の実施例について説明をする。本実施例のテレビ受信システムおよびそ
の中のデジタルテレビ受信装置、そして携帯情報端末の外観図および構成は第１の実施例
と同じであるので、説明を省略する。
【００６０】
なお、本実施例では予めＨＤＤ録画装置１１０のみに図１２に示すような複数の番組コン
テンツが蓄積されている状態を前提として説明を行なう。
【００６１】
本実施例のテレビ受信システムの動作については、基本的に第１の実施例と同様に図５で
示したような動作の流れで実行される。
【００６２】
図１３は本実施例において、デジタルテレビ受信装置のＣＰＵ２０８が視聴補助用ＸＭＬ
データを選択する処理（図５におけるＳ５１９）をさらに詳細に示したフローチャートで
ある。
【００６３】
デジタルテレビ受信装置のＣＰＵ２０８は、外部機器、ここではＨＤＤ録画装置からＩＥ
ＥＥ１３９４を介して送信されたデータをデマルチプレクサ部、映像・音声デコーダ部、
映像・音声メモリ、映像・音声エンコーダを介して携帯情報端末に対して送信中に、デマ
ルチプレクサ部に対して、携帯情報端末に送信中の番組コンテンツのサービス情報を取得
するよう要求する（Ｓ１３０１）。そしてサービス情報を取得すると、その中の番組ジャ
ンル情報を読出す。（Ｓ１３０２）。
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【００６４】
サービス情報とは、放送中（もしくは将来の）サービス（チャンネル）や番組の名前やジ
ャンル、放送ビデオフォーマット等の情報を含んだデータを放送局側から番組コンテンツ
のデータに多重して送信されるものであり、ジャンル情報とは例えば、映画、ドラマ、ス
ポーツ、バラエティ、報道、ショッピングといった番組のカテゴリー分類のことを示して
いる。
【００６５】
本実施例で用いたＨＤＤ録画装置は番組コンテンツの記録処理の際に上記サービス情報も
一緒に多重したストリームの形で記録しており、再生時にも番組コンテンツと共に上記サ
ービス情報が多重されたストリームがデジタルテレビ受信装置に供給される。デマルチプ
レクサ部は多重された信号の中からサービス情報を取り出し、ＣＰＵ８へと供給する。
【００６６】
サービス情報を取得したＣＰＵ２０８は図１４に示すテーブルに従い、番組のジャンルご
とに対応したＸＭＬデータを選択する（Ｓ１３０３）。
【００６７】
例えば、現在携帯情報端末へ送信中のコンテンツのジャンルが映画コンテンツであった場
合には、「１」キーが再生開始、「２」キーがポーズ、「３」キーが正／副音声切替とい
う機能を有したＸＭＬ＿１というＸＭＬデータを選択する。
【００６８】
また、現在携帯情報端末へ送信中のコンテンツのジャンルがドラマであった場合には、「
１」キーが再生開始、「２」キーがポーズ、「３」キーがリプレイという機能を有したＸ
ＭＬ＿２というＸＭＬデータを選択する。
【００６９】
また、現在携帯情報端末へ送信中のコンテンツのジャンルがスポーツであった場合には、
「１」キーが再生開始、「２」キーがリプレイ＆スロー再生、「３」キーが倍速再生とい
う機能を有したＸＭＬ＿３というＸＭＬデータを選択する。
【００７０】
また、現在携帯情報端末へ送信中のコンテンツのジャンルが報道であった場合には、「１
」キーが再生開始、「２」キーがリプレイ、「３」キーが倍速再生という機能を有したＸ
ＭＬ＿４というＸＭＬデータを選択する。
【００７１】
また、現在携帯情報端末へ送信中のコンテンツのジャンルが報道であった場合には、「１
」キーが再生開始、「２」キーがポーズ、「３」キーがマーキングという機能を有したＸ
ＭＬ＿５というＸＭＬデータを選択する。
【００７２】
ＸＭＬ＿１～ＸＭＬ＿５それぞれの記述内容については図示しないが、先の実施例におけ
る図１０に示したように、その番組コンテンツを再生する為のレイアウト情報とボタンキ
ーイベントに対応したスクリプト処理が記述されている。そして、ユーザーがコンテンツ
視聴中に「１」「２」、または「３」キーを押すと、図１１に示した処理に従い、その情
報が視聴コンテンツ操作コマンドとしてデジタルテレビ受信装置へと送信され、ＨＤＤ録
画装置に伝わり、処理が実行される。
【００７３】
以上説明してきたような処理による動作結果を以下に説明する。図５のＳ５０１～Ｓ５０
４、およびＳ５１１～Ｓ５１３の処理によって図６に示すようなリスト表示が携帯情報端
末に表示されているときに、ユーザーが「サッカーＷＣＡＰ」というコンテンツを指定す
ると、図５のＳ５０５～Ｓ５０７の処理、およびＳ５１４～Ｓ５１８の処理、および図１
２に示したデータにより、ＨＤＤ録画装置の所定のＩＤ番号のコンテンツ再生が開始され
、その映像・音声データはデジタルテレビ受信装置を経由して携帯情報端末へと送信され
る。
【００７４】
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そして図５のＳ５０８～Ｓ５０９の処理、Ｓ５１９の処理、図１３のＳ１３０１～１３０
３の処理により携帯情報端末へ送信中のコンテンツのジャンル＝スポーツを取得し、図１
４に示したデータテーブルにより、「ジャンル＝スポーツ」に対応したＸＭＬデータとし
てＸＭＬ＿３というデータが選択され、携帯情報端末へと送られる。携帯情報端末では受
信したＸＭＬデータが表示され、図２２（Ａ）のような表示が行なわれる。
【００７５】
そして、ユーザーコンテンツ視聴中に「３」のキーを押すと、図１１Ｓ１１０１～Ｓ１１
０３の処理、Ｓ１１１１～Ｓ１１１３の処理、そしてＳ１１２１～Ｓ１１２２の処理によ
って、デジタルテレビ受信装置に視聴コンテンツ操作コマンドが送信され、そのコマンド
に対応しデジタルテレビ受信装置からＨＤＤ録画装置に対して倍速再生要求が送られる。
また「２」のキーを押すと、ＨＤＤ録画装置に対して再生中のコンテンツを１０秒分戻し
、その１０秒間をスロー再生する要求コマンドが送られる。
【００７６】
また図５のＳ５０１～Ｓ５０４、およびＳ５１１～Ｓ５１３の処理によって図６に示すよ
うなリスト表示が携帯情報端末に表示されているときに、ユーザーが「ドラマ人間相撲」
というコンテンツを指定すると、図５のＳ５０５～Ｓ５０７の処理、およびＳ５１４～Ｓ
５１８の処理、および図１２に示したデータにより、ＨＤＤ録画装置の所定のＩＤ番号の
コンテンツ再生が開始され、その映像・音声データはデジタルテレビ受信装置を経由して
携帯情報端末へと送信される。
【００７７】
そして図５のＳ５０８～Ｓ５０９の処理、Ｓ５１９の処理、図１３のＳ１３０１～１３０
３の処理により携帯情報端末へ送信中のコンテンツのジャンル＝ドラマを取得し、図１４
に示したデータテーブルにより、「ジャンル＝ドラマ」に対応したＸＭＬデータとしてＸ
ＭＬ＿２というデータが選択され、携帯情報端末へと送られる。携帯情報端末では受信し
たＸＭＬデータが表示され、図２２（Ｂ）のような表示が行なわれる。そして、ユーザー
コンテンツ視聴中に「３」のキーを押すと、図１１のＳ１１０１～Ｓ１１０３の処理、Ｓ
１１１１～Ｓ１１１３の処理、そしてＳ１１２１～Ｓ１１２２の処理によって、デジタル
テレビ受信装置に視聴コンテンツ操作コマンドが送信され、そのコマンドに対応しデジタ
ルテレビ受信装置からＨＤＤ録画装置に対してリプレイ再生要求が送られる。また「２」
のキーを押すと、ＨＤＤ録画装置に対して再生中のコンテンツをポーズする為の要求コマ
ンドが送られる。
【００７８】
以上詳記したように、本発明の第２の実施例によれば、携帯情報端末に対してコンテンツ
と共に視聴補助用のＸＭＬデータが送られ、ユーザーが視聴中に「１」、「２」、「３」
の何れかのキーを押すと、そのコンテンツに対する所望の操作が行なえるようになる。さ
らに、コンテンツのジャンルによって、送信する視聴補助用のＸＭＬデータを選択して送
信するので、そのジャンルのコンテンツを視聴するのに適した機能だけが視聴補助として
ユーザーに示され、操作が行なえるようになる。
【００７９】
例えば、スポーツ番組を視聴中の場合、得点シーンなどをリプレイ＆スロー再生して見る
ことは頻繁にあるが、ドラマを視聴中にスロー再生をすることはほとんど無い、また、映
画を視聴中には、俳優や女優の実際の声を聞くために音声切替をすることがあるが、報道
やショッピング番組などで音声切替を行なうことはほとんど無い。
【００８０】
このようにユーザーは視聴するコンテンツのジャンルごとに、視聴中に行なう操作に偏り
があるため、本実施例のように、視聴するコンテンツのジャンルにあわせた視聴補助用Ｘ
ＭＬデータを選択することで、限られたボタンだけでも快適に視聴中の操作が行なえる。
【００８１】
また、サイズの小さな液晶ディスプレイ上で、コンテンツの再生をしながら操作ガイドの
表示をする場合、文字や図形を表示するスペースが十分でないため、たくさんのガイド表
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示が行なえない。このような状況でも、コンテンツのジャンルに合った最適なガイド表示
およびスクリプトを持ったＸＭＬデータを選択して送ることで、例えば図９のように限ら
れた数の機能しかガイド表示を行なわなくても十分にコンテンツに対する操作を行なうこ
とができる。
【００８２】
なお、上記実施例においては、視聴補助のためにＸＭＬデータを使って説明をしたが、携
帯情報端末でのコンテンツ視聴時にユーザーの操作を補助するという本発明の主旨からす
れば、これに限ることはなく、ＸＭＬデータの代わりに複数のＪａｖａ（登録商標）プロ
グラムをコンテンツのジャンルに応じて選択して携帯情報端末に送信し、携帯情報端末側
では、ブラウザアプリケーションの変わりにＪａｖａ（登録商標）実行環境を動作させ、
送られたＪａｖａ（登録商標）プログラムを実行するとしても構わない。
【００８３】
（実施例３）
次に本発明の第３の実施例について説明する。本実施例のテレビ受信システムおよびその
中のデジタルテレビ受信装置、そして携帯情報端末の外観図および構成は第１の実施例と
同じであるので、説明を省略する。
【００８４】
なお、本実施例では予めＨＤＤ録画装置１１０に図１５に示すような複数の番組コンテン
ツが蓄積されている状態を前提として説明を行なう。また図１５の番組中、「サッカーＷ
ＣＡＰ」は縦横比１６：９の番組、また「Ｆ１グランプリ」は４：３の番組でかつ複数の
アングル映像を選択可能なマルチアングル番組であるとする。
【００８５】
本実施例のテレビ受信システムの動作については、基本的に第１の実施例と同様に図５で
示したような動作の流れで実行される。
【００８６】
図１６は本実施例において、デジタルテレビ受信装置のＣＰＵ２０８が視聴補助用ＸＭＬ
データを選択する処理（図５のＳ５１９）をさらに詳細に示したフローチャートである。
デジタルテレビ受信装置のＣＰＵ２０８は、外部機器、ここではＨＤＤ録画装置からＩＥ
ＥＥ１３９４を介して送信されたデータを、デマルチプレクサ部、映像・音声デコーダ部
、映像・音声メモリ、映像・音声エンコーダを介して携帯情報端末に対して送信中に、デ
マルチプレクサ部に対して、携帯情報端末に送信中の番組のサービス情報を取得するよう
要求する（Ｓ１６０１）。そしてサービス情報を取得すると、その中からビデオフォーマ
ット情報、コンポーネントグループ情報を取り出す（Ｓ１６０２）。
【００８７】
サービス情報とは、放送中の番組の名前やジャンル、放送ビデオフォーマット等の情報を
含んだデータを放送局側から番組コンテンツのデータに多重して送信されるものであり、
ビデオフォーマット情報とは番組映像の縦横比が４：３であるか１６：９であるかの情報
を含み、またコンポーネントグループ情報とはマルチビューと呼ばれる形式であるか否か
などの情報を含んでいる。マルチビューとは例えば、例えばカーレース中継番組で先頭の
車を映しつづけるアングル、メインスタンド前だけを映したアングルと、日本のドライバ
の車だけを映したアングルといった複数のアングルの映像をユーザーが選択して切替える
ことができるようにした放送形式の番組のことである。
【００８８】
また本実施例で用いたＨＤＤ録画装置は番組コンテンツの記録処理の際に上記サービス情
報も一緒に多重したストリームの形で記録しており、再生時にも番組コンテンツと共に上
記サービス情報が多重されたストリームがデジタルテレビ受信装置に供給される。デマル
チプレクサ部は多重された信号の中からサービス情報を取り出し、ＣＰＵ２０８へと供給
する。
【００８９】
サービス情報を取得したＣＰＵ２０８は図１７に示すテーブルに従い、番組のビデオフォ
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ーマットおよびマルチビューであるか否かの情報の組合せから、対応したＸＭＬデータを
選択する（Ｓ１６０３）。
【００９０】
以上の処理による動作結果を以下に説明する。図５のＳ５０１～Ｓ５０４、およびＳ５１
１～Ｓ５１３の処理によってユーザーが「サッカーＷＣＡＰ」というコンテンツを指定す
ると、図５のＳ５０５～Ｓ５０７の処理、およびＳ５１４～Ｓ５１８の処理、および図１
５に示したデータにより、ＨＤＤ録画装置の所定のＩＤ番号のコンテンツ再生が開始され
、その映像・音声データはデジタルテレビ受信装置を経由して携帯情報端末へと送信され
る。そして図５のＳ５０８～Ｓ５０９の処理、Ｓ５１９の処理、図１６のＳ１６０１～１
６０３の処理により携帯情報端末へ送信中のコンテンツのビデオフォーマット＝１６：９
を取得し、図１７に示したテーブルにより、「１６：９」に対応したＸＭＬデータとして
ＸＭＬ＿αというデータが選択され、携帯情報端末へと送られる。携帯情報端末では受信
したＸＭＬデータが表示され、図２３（Ａ）のような表示が行なわれる。そして、ユーザ
ーコンテンツ視聴中に「３」のキーを押すと、図１１のＳ１１０１～Ｓ１１０３の処理、
Ｓ１１１１～Ｓ１１１３の処理、そしてＳ１１２１～Ｓ１１２２の処理によって、デジタ
ルテレビ受信装置に視聴コンテンツ操作コマンドが送信され、そのコマンドに対応しデジ
タルテレビ受信装置のＣＰＵは映像・音声デコーダ部を制御して、１６：９の映像を縦横
比を保ったまま映像・音声メモリに書き込むか、もしくは、４：３に変換した上で映像・
音声メモリに書き込むかを切替える処理を実行する。
【００９１】
また図５のＳ５０１～Ｓ５０４、およびＳ５１１～Ｓ５１３の処理によって、ユーザーが
「Ｆ１グランプリ」というコンテンツを指定すると、図５のＳ５０５～Ｓ５０７の処理、
およびＳ５１４～Ｓ５１８の処理、および図１５に示したデータにより、ＨＤＤ録画装置
の所定のＩＤ番号のコンテンツ再生が開始され、その映像・音声データはデジタルテレビ
受信装置を経由して携帯情報端末へと送信される。そして図５のＳ５０８～Ｓ５０９の処
理、Ｓ５１９の処理、図１６のＳ１６０１～１６０３の処理により携帯情報端末へ送信中
のコンテンツのビデオフォーマット＝４：３、マルチアングル＝「あり」という情報を取
得し、図１７に示したテーブルにより、「４：３かつマルチアングル有り」に対応したＸ
ＭＬデータとしてＸＭＬ＿γというデータが選択され、携帯情報端末へと送られる。携帯
情報端末では受信したＸＭＬデータが表示され、図２３（Ｂ）のような表示が行なわれる
。そして、ユーザーコンテンツ視聴中に「３」のキーを押すと、図１１のＳ１１０１～Ｓ
１１０３の処理、Ｓ１１１１～Ｓ１１１３の処理、そしてＳ１１２１～Ｓ１１２２の処理
によって、デジタルテレビ受信装置に視聴コンテンツ操作コマンドが送信され、そのコマ
ンドに対応しデジタルテレビ受信装置がデマルチプレクサ部に対して再生する映像コンポ
ーネントを変更し、他のアングルの映像を再生するよう指示が行なわれる。
【００９２】
以上説明したように、本発明の第３の実施例によれば、携帯情報端末に対してコンテンツ
と共に視聴補助用のＸＭＬデータが送られ、ユーザーが視聴中に「１」、「２」、「３」
の何れかのキーを押すと、そのコンテンツに対する所望の操作が行なえるようになる。さ
らに、コンテンツの放送形式、つまりビデオフォーマットやマルチビューか否かによって
、送信する視聴補助用のＸＭＬデータを選択して送信するので、その放送形式のコンテン
ツを視聴するのに適した機能だけが視聴補助としてユーザーに示され、操作が行なえるよ
うになる。
【００９３】
例えば、１６：９の番組を４：３の表示画面で見る場合、上下に枠が付き画面領域は少し
狭くなるものの自然な表示で見たい場合と、縦長になるものの枠なしでなるべく大きめの
表示で見たい場合とがあり、状況により切替えたいという要求はあるが、４：３の番組で
はそのような必要は無い。
【００９４】
また、マルチビュー放送で無い場合に「ビュー切替」という操作ガイドが携帯情報端末の
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液晶ディスプレイに表示されると、ユーザーは何か切替ができるのかと勘違いしてしまう
。
【００９５】
このように番組の放送形式によって、ユーザーがそのコンテンツに対して行なう操作は違
いが有るため、本実施例のように、視聴するコンテンツの放送形式にあわせた視聴補助用
ＸＭＬデータを選択することで、限られたボタンだけでも快適に視聴中の操作が行なえる
。
【００９６】
また、サイズの小さな液晶ディスプレイ上で、コンテンツの再生をしながら操作ガイドの
表示をする場合、文字や図形を表示するスペースが十分でないため、たくさんのガイド表
示が行なえない。このような状況でも、コンテンツの放送形式に合った最適なガイド表示
およびスクリプトを持ったＸＭＬデータを選択して送ることで、例えば図２３のように限
られた数の機能しかガイド表示を行なわなくても十分にコンテンツに対する操作を行なう
ことができる。
【００９７】
なお、上記実施例においては、視聴補助のためにＸＭＬデータを使って説明をしたが、携
帯情報端末でのコンテンツ視聴時にユーザーの操作を補助するという本発明の主旨からす
れば、これに限ることはなく、ＸＭＬデータの代わりに複数のＪａｖａ（登録商標）プロ
グラムをコンテンツの放送形式に応じて選択して携帯情報端末に送信し、携帯情報端末側
では、ブラウザアプリケーションの変わりにＪａｖａ（登録商標）実行環境を動作させ、
送られたＪａｖａ（登録商標）プログラムを実行するとしても構わない。
【００９８】
（実施例４）
（ＢＭＬ加工して送る）
次に本発明の第４の実施例について説明する。本実施例のテレビ受信システムおよびその
中のデジタルテレビ受信装置、そして携帯情報端末の外観図および構成は第１の実施例と
同じであるので、説明を省略する。
【００９９】
なお、本実施例では予めＨＤＤ録画装置１１０に図１２に示すような複数の番組コンテン
ツが蓄積されている状態を前提として説明を行なう。また図１５の番組中「サッカーＷＣ
ＡＰ」は縦横比１６：９の番組であるとする。
【０１００】
本実施例のテレビ受信システムの動作については、基本的に第１の実施例と同様に図５で
示したような動作の流れで実行される。
【０１０１】
図１８は本実施例において、デジタルテレビ受信装置のＣＰＵ２０８が視聴補助用ＸＭＬ
データを選択する処理（図５のＳ５１９）をさらに詳細に示したフローチャートである。
デジタルテレビ受信装置のＣＰＵ２０８は、外部機器、ここではＨＤＤ録画装置からＩＥ
ＥＥ１３９４を介して送信されたデータを、デマルチプレクサ部、映像・音声デコーダ部
、映像・音声メモリ、映像・音声エンコーダを介して携帯情報端末に対して送信中に、デ
マルチプレクサ部に対して、携帯情報端末に送信中の番組のサービス情報を取得するよう
要求する（Ｓ１８０１）。そしてサービス情報を取得すると、その中のジャンル情報、ビ
デオフォーマット情報を読み出す。（Ｓ１８０２）。
【０１０２】
サービス情報を取得したＣＰＵ２０８は図１９（ａ）に示すテーブルに従い、番組のジャ
ンル情報から対応したＸＭＬデータを選択する（Ｓ１８０３）。
【０１０３】
さらにＣＰＵ２０８は図１９（ｂ）に示すテーブルに従い、ビデオフォーマット情報に応
じて、ＸＭＬデータ記述の書換え処理を実行する（Ｓ１８０４）。
【０１０４】
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図２０（ａ）はＳ１８０３において選択された時点でのジャンル＝スポーツの番組に対応
したＸＭＬデータの内容を示している。この中で、
＜ｎａｍｅ拡張＞＜／ｎａｍｅ拡張＞
＜ｇｕｉｄｅ拡張ｋｅｙ＝”４”＞＜／ｇｕｉｄｅ拡張＞
＜ｓｃｒｉｐｔ拡張ｋｅｙ＝”４”＞＜／ｓｃｒｉｐｔ拡張＞
と示された部分は、書換え対象個所を示しており、ＣＰＵ２０８はＳ１８０３の処理でこ
れらの部分を他の文字列で置き換える処理を行なう。＜ｎａｍｅ拡張＞＜／ｎａｍｅ拡張
＞の部分はコンテンツの番組名で書き換える部分であり、ＣＰＵ２０８はデマルチプレク
サ部より取得したサービス情報の「番組名」情報を基にこの部分の書換えを実行する。
【０１０５】
また＜ｇｕｉｄｅ拡張ｋｅｙ＝”４”＞＜／ｇｕｉｄｅ拡張＞そして＜ｓｃｒｉｐｔ拡張
ｋｅｙ＝”４”＞＜／ｓｃｒｉｐｔ拡張＞の部分は番組コンテンツのビデオフォーマット
に応じて書換えられる部分であり、１６：９番組であれば、図１９（ｂ）のテーブルでは
「表示切替」という機能を拡張記述することが示されているので、書換え対象個所に対し
て書換え処理が行なわれ、結果として図２０（ｂ）のようなＸＭＬデータが生成される。
【０１０６】
以上の処理による動作結果を以下に説明する。
【０１０７】
図５のＳ５０１～Ｓ５０４、およびＳ５１１～Ｓ５１３の処理によってユーザーが「サッ
カーＷＣＡＰ」というコンテンツを指定すると、図５のＳ５０５～Ｓ５０７の処理、およ
びＳ５１４～Ｓ５１８の処理、および図１５に示したデータにより、ＨＤＤ録画装置の所
定のＩＤ番号のコンテンツ再生が開始され、その映像・音声データはデジタルテレビ受信
装置を経由して携帯情報端末へと送信される。そして図５のＳ５０８～Ｓ５０９の処理、
Ｓ５１９の処理、図１８のＳ１８０１～１８０３の処理により携帯情報端末へ送信中のコ
ンテンツのジャンルとビデオフォーマットを取得し図１９（ａ）に示したテーブルにより
、「スポーツ」に対応したＸＭＬデータとしてＸＭＬ＿１というデータが選択される。そ
してＣＰＵ２０８はこのＸＭＬ＿１というデータに対して番組名の記述を行い、さらに図
１９（ｂ）のテーブルに従いビデオフォーマット＝１６：９に対応して「表示切替」機能
の記述追加を行い、新たなＸＭＬデータが生成される。このＸＭＬデータは携帯情報端末
へと送られる。
【０１０８】
図２１は携帯情報端末がブラウザアプリケーションを用いて、受信したＸＭＬデータを表
示している画面の例を示した図である。図中上端には番組名が記述され、その下に映像の
表示エリアがあり、その下に、操作ガイドが表示されている。またこの中には記述追加さ
れた「表示切替」というガイドも表示されている。
【０１０９】
そしてユーザーがコンテンツ視聴中に「４」のキーを押すと、図１１のＳ１１０１～Ｓ１
１０３の処理、Ｓ１１１１～Ｓ１１１３の処理、そしてＳ１１２１～Ｓ１１２２の処理に
よって、デジタルテレビ受信装置に視聴コンテンツ操作コマンドが送信され、そのコマン
ドに対応しデジタルテレビ受信装置のＣＰＵは映像・音声デコーダ部を制御して、１６：
９の映像を縦横比を保ったまま映像・音声メモリに書き込むか、もしくは、４：３に変換
した上で映像・音声メモリに書き込むかを切替える処理を実行する。
【０１１０】
以上説明したように、本発明の第４の実施例によれば、携帯情報端末に対してコンテンツ
と共に視聴補助用のＸＭＬデータが送られ、ユーザーが視聴中に「１」、「２」、「３」
の何れかのキーを押すと、そのコンテンツに対する所望の操作が行なえるようになる。
【０１１１】
さらに、コンテンツのジャンルと放送形式の組合せを考慮した上で新たにＸＭＬデータが
生成して視聴補助用のＸＭＬデータとして携帯情報端末へ送信するので、そのジャンル、
放送形式のコンテンツを視聴するのに適した機能だけが視聴補助としてユーザーに示され
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、操作が行なえるようになる。
【０１１２】
なお、上記各実施例においては、デジタルテレビ受信装置が予め複数のＸＭＬデータを保
持しており、その何れかを選択、もしくは一部変更してＸＭＬデータを携帯情報端末へと
送信するという説明をしたが、携帯情報端末でのコンテンツ視聴時に最適な操作補助環境
を選択して提供するという本発明の主旨からすれば、これに限ることはなく、例えばデジ
タルテレビ受信装置には複数のＸＭＬデータが格納されているＷＷＷサーバーのＵＲＬだ
けを記憶しておき、最適なＸＭＬデータを選択した後、携帯情報端末に対しそのＵＲＬだ
けを送ることとし、さらに携帯情報端末では、受信したＵＲＬを基にＸＭＬデータをＷＷ
Ｗサーバーより取得してからブラウザアプリケーション上で実行するというような処理を
行なうようにしても構わない。
【０１１３】
また上記各実施例においては、携帯情報端末の「１」、「２」、「３」、「４」という数
字キーに対して機能を割り振り、視聴時のコンテンツに対する操作として使用するとした
が、本発明の主旨からすれば当然、これに限ることはなく、他のキーであってもよく、ま
た携帯情報機器に「赤」「緑」「黄」「青」の色分けされたカラーキーが備えられている
場合には、それらを使用するとしても構わない。
【０１１４】
以上述べたように、上記各実施例におけるテレビ受信システムおよびテレビ受信装置によ
れば、携帯機器で番組コンテンツを視聴する際に、視聴しているコンテンツの記録装置の
種類に応じて適した操作補助環境が提供されるので、ユーザーに対してはコンテンツ視聴
中に行なうことのできる操作だけがガイド表示できるので、搭載する機能の異なる記録装
置がシステムに混在していた場合においても混乱することなく、快適に視聴中の操作が行
なえる環境を提供できるようになる。
【０１１５】
また携帯機器で番組コンテンツを視聴する際に、視聴しているコンテンツのジャンルに応
じて適した操作補助環境が提供することができるようになり、例えば、スポーツ番組を視
聴中の場合にはスロー再生、映画を視聴中の場合には音声切替といったようなコンテンツ
のジャンルに応じて頻繁に使用する操作だけをガイド表示し、実行できるので、限られた
ボタンしか持たない携帯機器でも快適に視聴中の操作が行なえるようになる。
【０１１６】
また携帯機器で番組コンテンツを視聴する際に、視聴しているコンテンツの放送形式に応
じて適した操作補助環境が提供することができるようになり、例えば、１６：９の番組を
視聴するときだけ「表示切替」という操作をガイド表示し、実行可能としたり、またマル
チビュー放送の番組を視聴するときだけ「ビュー切替」という操作をガイド表示し、実行
可能とするなどして、コンテンツの放送形式にあわせた必要な操作だけを集めた操作環境
を提供可能となり、限られたボタンだけしか持たない携帯機器でも快適に視聴中の操作が
行なえるようになる。
【０１１７】
また視聴しているコンテンツに応じて「使う」「使える」機能だけを選んで、ガイド表示
行なうので、限られた画面スペースでもガイド表示が多すぎて画面を埋めてしまい、コン
テンツ視聴が妨げられるという問題も防ぐことができるようになる。
【０１１８】
本発明のテレビ受信装置及びテレビ受信システムによれば、携帯機器で番組コンテンツを
視聴する際に、コンテンツを保持している記録再生機器の種別や機能属性、または視聴し
ているコンテンツ属性のジャンルに応じて適した操作補助アプリケーションが携帯機器へ
と送信され、視聴状況にあった操作環境が提供できる。
【０１１９】
【発明の効果】
以上述べたように本発明のテレビジョン受信システムおよびテレビジョン受信装置によれ
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中に行なうさまざまな操作を快適に行なえる環境を提供することができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の各実施例におけるテレビ受信システムの構成を示した図。
【図２】本発明の各実施例におけるデジタルテレビ受像機の構成を示すブロック図。
【図３】本発明の各実施例における携帯情報端末の外観を示した図。
【図４】本発明の各実施例における携帯情報端末の構成を示したブロック図。
【図５】本発明の第１の実施例における携帯情報端末、デジタルテレビ受信装置、ＨＤＤ
録画装置の動作を示したフローチャート。
【図６】本発明の各実施例における携帯情報端末上で表示される番組コンテンツリストの
表示例を示した図。
【図７】本発明の第１の実施例におけるデジタルテレビ受信装置のＣＰＵが管理する再生
可能な番組を示した情報テーブルを示した図。
【図８】本発明の第１の実施例におけるデジタルテレビ受信装置のＣＰＵが携帯情報端末
へ送信するＸＭＬデータを決定する処理において使用するテーブル情報を示した図。
【図９】本発明の第１の実施例における携帯情報端末上での視聴画面の表示例を示した図
。
【図１０】本発明の第１の実施例における携帯情報端末に対して送信されるＸＭＬデータ
の内容の一例を示した図。
【図１１】本発明の第１の実施例における携帯情報端末、デジタルテレビ受信装置、ＨＤ
Ｄ録画装置の動作を示したフローチャート。
【図１２】本発明の第２の実施例におけるデジタルテレビ受信装置のＣＰＵが管理する再
生可能な番組を示した情報テーブルを示した図。
【図１３】本発明の第２の実施例におけるデジタルテレビ受信装置のＣＰＵが携帯情報端
末へ送信するＸＭＬデータを決定する処理の流れを示したフローチャート。
【図１４】本発明の第２の実施例におけるデジタルテレビ受信装置のＣＰＵが携帯情報端
末へ送信するＸＭＬデータを決定する処理において使用するテーブル情報を示した図。
【図１５】本発明の第３の実施例におけるデジタルテレビ受信装置のＣＰＵが管理する再
生可能な番組を示した情報テーブルを示した図。
【図１６】本発明の第３の実施例におけるデジタルテレビ受信装置のＣＰＵが携帯情報端
末へ送信するＸＭＬデータを決定する処理の流れを示したフローチャート。
【図１７】本発明の第３の実施例におけるデジタルテレビ受信装置のＣＰＵが携帯情報端
末へ送信するＸＭＬデータを決定する処理において使用するテーブル情報を示した図。
【図１８】本発明の第４の実施例におけるデジタルテレビ受信装置のＣＰＵが携帯情報端
末へ送信するＸＭＬデータを決定する処理の流れを示したフローチャート。
【図１９】本発明の第４の実施例におけるデジタルテレビ受信装置のＣＰＵが携帯情報端
末へ送信するＸＭＬデータを決定する処理において使用するテーブル情報を示した図。
【図２０】本発明の第４の実施例における携帯情報端末に対して送信されるＸＭＬデータ
の内容の一例を示した図であり、書換え処理前と後の様子を示した図。
【図２１】本発明の第４の実施例における携帯情報端末のコンテンツ視聴画面の表示例を
示した図。
【図２２】本発明の第２の実施例における携帯情報端末のコンテンツ視聴画面の表示例を
示した図。
【図２３】本発明の第３の実施例における携帯情報端末のコンテンツ視聴画面の表示例を
示した図。
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