
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テレビジョン受像機（以下テレビという）との間で電波または赤外線信号を送受信する
信号送受信部と、この信号送受信部に接続された制御部と、この制御部に接続された操作
部とを備え、前記制御部に、前記信号送受信部を介して受信したテレビからのデータを記
憶する記憶部と、上記操作部の操作によって上記記憶部から読み出したデータを表示する
表示部を接続したリモコン送受信機

。
【請求項２】
　音声出力部を設けると共に、制御部が記憶部から読み出したデータをこの音声出力部に
出力し、音声として出力する請求項１記載のリモコン送受信機

。
【請求項３】
　制御部が記憶部から読み出したデータを信号送受信部から所定の電子機器に送信する請
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とテレビ、及び各種データを保有する基地局からなり
、第三者が上記基地局に送信した所定のデータを上記リモコン送受信機の操作部の操作に
よって、上記基地局から上記テレビにデータを入力し、このデータを上記リモコン送受信
機が上記テレビから受信して記憶することができると共に、上記基地局が所定の電子機器
のリモコン信号のデータを提供した上記テレビの識別番号を記憶し管理することによって
、上記基地局が登録しているリモコン信号のデータに変更や追加等が発生した場合に、そ
の内容を提供した上記テレビの使用者に通信できるリモコン送受信機を用いたデータ通信
システム

を用いたデータ通信システ
ム



求項１記載のリモコン送受信機 。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、テレビ等の各種電子機器を遠隔操作するリモコン送受信 用いたデータ通
信システムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、様々な情報通信サービスが展開される中、リモコン送信機によって遠隔操作される
家庭用のテレビも、通常の放送局からの映像音声受信に加え、インターネット等の基地局
からの各種情報を受信できるものが増えている。
【０００３】
　このような従来のリモコン送信 用いたデータ通信システムについて、図９及び図１
０を用いて説明する。
【０００４】
　図９は従来のリモコン送信 用いたデータ通信システムのブロック図であり、同図に
おいて、１はリモコン送信機、２はテレビで、テレビ２は有線または無線によって放送局
３及び基地局４に接続されている。
【０００５】
そして、リモコン送信機１は、複数の操作キーが配列された操作部５と、この操作部５の
操作内容を表示するＬＣＤ等の表示部６、テレビ２のリモコン信号を記憶した記憶部７、
テレビ２に赤外線によるリモコン信号を送信する信号送信部８、操作部５の操作により記
憶部７のリモコン信号を読み出す制御部９から構成されている。
【０００６】
以上の構成において、リモコン送信機１の操作部５の操作キー、例えば、選局キーや音量
キーを押圧操作すると、この操作に基づいて制御部９が、記憶部７からこれらの操作を行
うための、あらかじめ記憶されたリモコン信号を読み出し、信号送信部８に出力する。
【０００７】
そして、信号送信部８から赤外線によるリモコン信号が送信されることによって、例えば
、テレビ２の放送局３のチャンネルが切換わったり、音量の増減がなされたりし、離れた
箇所からリモコン送信機１によるテレビ２の遠隔操作が行われる。
【０００８】
また、操作部５の例えば入力切換キーを押圧操作すると、同様にこの信号が送信されて図
１０のごとくテレビ２の画面２Ａに、基地局４からのデータにもとづく画像が表示される
。
【０００９】
そして、操作部５のカーソルキー等を操作して、このメニューの中から所望のメニュー、
例えば、天気予報２Ｂを選択した後、確定キーを押圧操作すると、基地局４から選択した
メニューのデータが送信され、テレビ２の画面にこれらの情報にもとづく画像が表示され
る。
【００１０】
このように、通常の放送局３からの映像音声受信に加え、リモコン送信機１の遠隔操作に
よって基地局４からの各種情報を受信して、テレビ２の画面に表示できるようにデータ通
信システムが構成されているものであった。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら上記従来のリモコン送信機 用いたデータ通信システムにおいては、選
局を基地局４から放送局３の通常の映像音声受信に切換えると、基地局４から送信された
各種データはテレビ２の画面から消えてしまい、データの記録保存が不可能なため、これ
らのデータを保存したい場合には、ビデオ等の別個の記録するための機器を用意し、これ
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をテレビ２に接続する必要があるという課題があった。
【００１２】
　本発明は、このような従来の課題を解決するものであり、簡易な構成で、テレビに入力
された各種データを記録保存することが可能なリモコン送受信 用いたデータ通信シス
テムを提供することを目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために本発明は、以下の構成を有するものである。
【００１４】
　本発明の請求項１に記載の発明は、

を構成したものであり、簡易な構成で、テレ
ビに入力された各種データを記録保存することが

という作用
を有する。
　

【００１５】
請求項２に記載の発明は、請求項１記載の発明において、音声出力部を設けると共に、制
御部が記憶部から読み出したデータをこの音声出力部に出力し、音声として出力するもの
であり、基地局からテレビに入力されたデータが、例えば音楽等の音声を伴うものである
場合、これらのデータの音声としての記録再生が可能となるという作用を有する。
【００１６】
請求項３に記載の発明は、請求項１記載の発明において、制御部が記憶部から読み出した
データを信号送受信部に出力し、このデータを信号送受信部が所定の電子機器に送信する
ものであり、データが所定の電子機器を遠隔操作するためのリモコン信号である場合には
、ひとつのリモコン送受信機によって複数の電子機器の遠隔操作を行うことができると共
に、テレビに入力された各種データを、リモコン送受信機を介して所定の電子機器に記録
保存することができるという作用を有する。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、図１～図８を用いて説明する。
【００２０】
なお、従来の技術の項で説明した構成と同一構成の部分には同一符号を付して、詳細な説
明を簡略化する。
【００２１】
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テレビジョン受像機（以下テレビという）との間で
電波または赤外線信号を送受信する信号送受信部と、この信号送受信部に接続された制御
部と、この制御部に接続された操作部とを備え、前記制御部に、前記信号送受信部を介し
て受信したテレビからのデータを記憶する記憶部と、上記操作部の操作によって上記記憶
部から読み出したデータを表示する表示部を接続したリモコン送受信機とテレビ、及び各
種データを保有する基地局からなり、第三者が上記基地局に送信した所定のデータを上記
リモコン送受信機の操作部の操作によって、上記基地局から上記テレビにデータを入力し
、このデータを上記リモコン送受信機が上記テレビから受信して記憶することができると
共に、上記基地局が所定の電子機器のリモコン信号のデータを提供した上記テレビの識別
番号を記憶し管理することによって、上記基地局が登録しているリモコン信号のデータに
変更や追加等が発生した場合に、その内容を提供した上記テレビの使用者に通信できるリ
モコン送受信機を用いたデータ通信システム

可能なデータ通信システムを実現するこ
とができると共に、第三者の送信したデータを、基地局を介してテレビが受信してリモコ
ン送受信機に記憶させることによって、第三者からの伝言メール等のデータを、テレビ或
いはリモコン送受信機で受信することが可能なデータ通信システムが得られる

さらに、所定の電子機器のリモコン信号のデータを提供したテレビの識別番号を基地局
が記憶し管理するシステムにすれば、基地局が登録しているリモコン信号のデータに変更
や追加等が発生した場合に、その内容を提供したテレビの使用者にメール等で連絡し、上
記提供済みのデータ内容を変更する等のサービスを、容易に行うこともできるという作用
を有する。



　（実施の形態１）
　実施の形態１を用いて、本発明の特に請求項 載の発明について説明する。
【００２２】
　図１は本発明の第１の実施の形態によるリモコン送受信 用いたデータ通信システム
のブロック図、図２は同リモコン送受信機の外観図である。同図において、１１はリモコ
ン送受信機、１２はテレビで、テレビ１２が有線または無線によって放送局３及び基地局
４に接続されていることは従来の技術と同様であるが、リモコン送受信機１１には上記テ
レビ１２からのデータを送受信する信号送受信部１８、テレビ１２には上記リモコン送受
信機へデータを送信する信号送信部２０が設けられている。
【００２３】
リモコン送受信機１１は、複数の操作キーが配列された操作部５と、この操作部５の操作
内容を表示するＬＣＤ等の表示部６、テレビ１２のリモコン信号を記憶すると共に、テレ
ビ１２から送信された各種データを記憶する記憶部１７、テレビ１２との間で電波または
赤外線信号を送受信する信号送受信部１８、操作部５の操作により記憶部１７のリモコン
信号やデータを読み出す制御部１９から構成されている。
【００２４】
以上の構成において、リモコン送受信機１１の操作部５の操作キー、例えば、選局キーや
音量キーを押圧操作すると、この操作に基づいて制御部１９が、記憶部１７からこれらの
操作を行うための、あらかじめ記憶されたリモコン信号を読み出して信号送受信部１８に
出力し、信号送受信部１８からリモコン信号が送信されて、例えば、テレビ１２の放送局
３のチャンネルが切換わったり、音量の増減がなされたりし、離れた箇所からリモコン送
受信機１１によるテレビ１２の遠隔操作が行われることは従来の技術と同様である。
【００２５】
また、操作部５の例えば入力切換キー５Ｆ等を押圧操作すると、同様にこの信号が送信さ
れてテレビ１２の選局が基地局４に切換わり、テレビ１２の画面１２Ａに、図３（ａ）に
示すような画像が表示され、操作部５のカーソルキー５Ａ等を操作して、このメニューの
中から所望のメニュー、例えば、天気予報１２Ｂを選択した後、確定キー５Ｂを押圧操作
すると、選択したメニューである天気予報のデータが送信され、図３（ｂ）に示すような
、天気予報画像が表示されることは従来の技術と同様である。
【００２６】
しかしながら本発明においては、次に所定の操作をすることにより、上記各種データを記
憶部１７に記憶させたり、操作部５の操作によって制御部１９が記憶部１７に記憶させた
データを読み出して、信号送受信部１８または表示部６に出力することができる。
【００２７】
例えば、図３（ｂ）のテレビ１２の画面が表示されている時に図２のメモリーキー５Ｃを
押すとテレビ１２の信号送信部２０からそのテレビ１２の画面１２Ａのデータが送信され
、リモコン送受信機１１の信号送受信部１８がそのデータを受信し、制御部１９がそのデ
ータを記憶部１７に記憶させることができる。
【００２８】
そして、呼出しキー５Ｄを押すと、制御部１９が記憶部１７に記憶させたデータを読み出
して、そのデータを表示部６に出力し、表示部６に図３（ｂ）と同じテレビ１２の画面１
２Ａのデータを表示させることができるため、記録保存した各種データをいつでも、どこ
でも取り出すことができる。
【００２９】
このように本実施の形態によれば、基地局４からテレビ１２に入力された各種データを信
号送受信部１８が受信し、このデータを記憶部１７が記憶すると共に、操作部５の操作に
よって制御部１９がこのデータを読み出して、信号送受信部１８または表示部６に出力さ
せるようにリモコン送受信機１１を構成することによって、簡易な構成で、テレビに入力
された各種データを記録保存することが可能なリモコン送受信機を得ることができるもの
である。
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【００３０】
（実施の形態２）
実施の形態２を用いて、本発明の特に請求項２及び３記載の発明について説明する。
【００３１】
なお、実施の形態１の構成と同一構成の部分には同一符号を付して、詳細な説明を簡略化
する。
【００３２】
　図４は本発明の第２の実施の形態によるリモコン送受信 用いたデータ通信システム
のブロック図、図５は同リモコン送受信機の外観図であり、同図において、３１はリモコ
ン送受信機、１２はテレビで、リモコン送受信機３１には操作部５、表示部６、記憶部１
７、信号送受信部１８、制御部１９等が設けられていることは実施の形態１の場合と同様
であるが、リモコン送受信機３１にはこれらに加えて、音声出力部３２が設けられている
。
【００３３】
次に、このリモコン送受信機３１を使用して、基地局４からのデータを送受信する方法に
ついて説明する。
【００３４】
まず、実施の形態１と同様にして入力切換キー５Ｆを押圧操作すると、テレビ１２の画面
１２Ａに図６（ａ）の表示図に示すような画像が表示される。
【００３５】
次に、操作部５のカーソルキー５Ａ等を押圧操作して、このメニューの中から所望のメニ
ュー、例えば、音楽１２Ｃを選択した後、確定キー５Ｂを押圧操作すると、基地局４から
のデータが送信され、図６（ｂ）の表示図に示すような、音楽関係のデータが表示される
。
【００３６】
以後同様の選択及び確定作業を繰返すことによって、テレビ１２の画面１２Ａに図６（ｃ
）に示すような画像が表示される。
【００３７】
次に、操作部５のカーソルキー５Ａ等を押圧操作して、曲名の中から所望の曲名、例えば
、曲名Ａを選択した後、確定キー５Ｂを押圧操作すると、基地局４からテレビ１２の信号
送信部２０を介して曲名Ａのデータが送信され、リモコン送受信機３１の信号送受信部１
８がそのデータを受信し、制御部１９がそのデータを記憶部１７に記憶させる。
【００３８】
以後同様の選択及び確定作業を繰返し、曲名Ａ以外に曲名Ｂや曲名Ｃ等複数の曲のデータ
を記憶部１７に記憶させることができる。
【００３９】
そして、呼出しキー５Ｄを押圧操作すると、制御部１９が記憶部１７に記憶させたデータ
を読み出して、そのデータを表示部６に出力し、表示部６に図６（ｃ）と同様の記憶済み
の曲名を表示させることもできる。
【００４０】
さらに、操作部５のカーソルキー５Ａ等を操作して、表示させた単数または複数の曲名の
中から所望の曲名、例えば、曲名Ａを選択した後、確定キー５Ｂを押圧操作すると、制御
部１９が記憶部１７に記憶させた曲名Ａのデータを読み出して、そのデータが音声出力部
１８から音声として出力される。
【００４１】
このように本実施の形態によれば、音声出力部３２を設けると共に、制御部１９が記憶部
１７から読み出したデータをこの音声出力部３２に出力し、音声として出力することによ
って、基地局４からテレビ１２に入力されたデータが、例えば音楽等の音声を伴うもので
ある場合、これらのデータの音声としての記録再生が可能となるものである。
【００４２】
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また、これ以外に、記憶部１７に所定の電子機器を遠隔操作するためのリモコン信号を記
憶させることも可能である。
【００４３】
つまり、テレビ１２に図６（ａ）に示すような画像が表示されている時に、メニューの中
からリモコン送受信機３１を選択し、上記と同様の選択及び確定作業を繰返すことによっ
て、所定の電子機器を遠隔操作するためのリモコン信号を記憶部１７に記憶させることが
できる。
【００４４】
そして、呼出しキー５Ｄを押し、記憶させたデータを読み出して、表示部６に記憶済みの
遠隔操作可能な複数の電子機器名を表示させ、所望の電子機器名を選択した後、確定キー
５Ｂを押圧操作すると、制御部１９が記憶部１７に記憶させた所望の電子機器のリモコン
信号のデータを読み出して、そのデータを信号送受信部１８から出力し、所望の電子機器
を遠隔操作することができる。
【００４５】
さらに、同様にして、テレビ１２に入力された各種データを、リモコン送受信機３１を介
して所定の電子機器に記録保存することも可能である。
【００４６】
つまり、メニューの中から料理を選択し、上記と同様の選択及び確定作業を繰返すことに
よって、例えば所定の電子レンジ機器が自動で調理するための所定のデータを記憶部１７
に記憶させることができる。
【００４７】
そして、送信キー５Ｅを押圧操作すると、制御部１９が記憶部１７に記憶させた上記所定
のデータを読み出して、そのデータを信号送受信部１８から送信し、所定の電子レンジ機
器にそのデータ内容を送信することができ、所定の電子レンジ機器が受信したデータを記
録保存可能な機器であれば、所定の電子レンジ機器に上記所定のデータを記録保存させる
こともできる。
【００４８】
以上の様に、制御部１９が記憶部１７から読み出したデータを信号送受信部１８に出力し
、このデータを信号送受信部１８が所定の電子機器に送信することによって、データが所
定の電子機器を遠隔操作するためのリモコン信号である場合には、ひとつのリモコン送受
信機３１によって複数の電子機器の遠隔操作を行うことができると共に、テレビに入力さ
れた各種データを、リモコン送受信機３１を介して所定の電子機器に記録保存することが
できる。
【００４９】
　（実施の形態３）
　実施の形態３を用いて、本発明の特に請求項 記載の発明について説明する。
【００５０】
なお、実施の形態１や２の構成と同一構成の部分には同一符号を付して、詳細な説明を簡
略化する。
【００５１】
　図７は本発明の第３の実施の形態によるリモコン送受信 用いたデータ通信システム
のブロック図であり、同図において、１１はリモコン送受信機、１２はテレビで、テレビ
１２が有線または無線によって放送局３及び基地局４に接続されていることは実施の形態
１や２と同様であるが、基地局４には第三者の通信機器４１が接続されている。
【００５２】
以上の構成において、個人としての第三者が通信機器４１を用いてメールを送信し、基地
局４を介してリモコン送受信機１１にメールの内容が送信される場合の動作について説明
する。
【００５３】
まず、実施の形態１や２と同様にして入力切換キー５Ｆを押圧操作すると、テレビ１２の
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画面１２Ａには、図８（ａ）に示すような画像が表示されるが、第三者が通信機器４１を
用いてメールを送信していた場合、基地局４は送信先であるテレビ１２の識別番号と共に
そのメールの内容を登録し、テレビ１２にメールが今届いたことを知らせる信号を送信し
て、その信号を受信したテレビ１２はメールの表示１２Ｄを図８（ｂ）に示すような点滅
表示に変える。
【００５４】
そしてその次に、操作部５のカーソルキー５Ａ等を押圧操作して、メニューの中から点滅
しているメールを選択した後、確定キー５Ｂを押圧操作すると、基地局４から上記登録済
みのメールの内容が送信され、その内容がテレビ１２の記憶部１７に記憶されると共に、
図８（ｃ）に示すように、テレビ１２にメールの内容の一部である文書名や送信者名など
が表示される。
【００５５】
この時、操作部５のカーソルキー５Ａ等を操作して、「内容をテレビに表示１２Ｅ」を選
択した後、確定キー５Ｂを押圧操作すると、文書内容などメールの全ての内容がテレビに
表示される。
【００５６】
或いはこの時、図８（ｃ）に示すような「内容をリモコンに送信１２Ｆ」を選択した後、
確定キー５Ｂを押圧操作すると、テレビ１２の信号送信部２０からメールの内容のデータ
が送信され、リモコン送受信機１１の信号送受信部１８がそのデータを受信し、制御部１
９がそのデータを記憶部１７に記憶させる。
【００５７】
そして、テレビ１２から離れた所で操作部５の呼出しキー５Ｄを押圧操作するなど所定の
操作を行うことで、記憶部１７に記憶させたデータを読み出して、表示部６にそのデータ
の内容を表示させ、リモコン送受信機１１でメールの内容を確認することもできる。
【００５８】
また、これ以外に電子機器メーカを第三者とした場合には、例えば所定の電子機器メーカ
が所定の電子機器のリモコン信号のデータを基地局４に登録及び更新することによって、
基地局４が登録しているリモコン信号のデータに変更や追加等が発生した場合に、タイミ
ングを失することなく、必要なデータを基地局４に登録できる。
【００５９】
さらに、所定の電子機器のリモコン信号のデータを提供したテレビ１２の識別番号を基地
局４が記憶し管理するシステムにすれば、基地局４が登録しているリモコン信号のデータ
に変更や追加等が発生した場合に、その内容を提供したテレビ１２の使用者にメール等で
連絡し、上記提供済みのデータ内容を変更する等のサービスを、容易に行うこともできる
。
【００６０】
このように本実施の形態によれば、第三者が所定のデータを基地局４に送信し、このデー
タをテレビ１２が基地局４から入力することによって、第三者の送信したデータを、基地
局４を介してテレビ１２が受信し、さらにテレビ１２を介してリモコン送受信機１１にそ
のデータを記憶させることによって、第三者からの伝言メールやリモコンデータ等の様々
なデータを、受信することが可能なデータ通信システムが得られるものである。
【００６１】
尚、以上の説明では、放送局３とはテレビ１２へ映像音声の通信を行う局、基地局４とは
テレビ１２へ各種情報のデータの通信を行う局として説明したが、一方が他方を兼ねたり
、或いは経由して通信を行っても本発明の実施は可能である。
【００６２】
【発明の効果】
　以上のように本発明によれば、簡易な構成で、テレビに入力された各種データを記録保
存することが可能なリモコン送受信 用いたデータ通信システムを得ることができると
いう有利な効果が得られる。

10

20

30

40

50

(7) JP 3815253 B2 2006.8.30

機を



【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１の実施の形態によるリモコン送受信 用いたデータ通信システ
ムのブロック図
【図２】　同リモコン送受信機の外観図
【図３】　同画面の表示図
【図４】　本発明の第２の実施の形態によるリモコン送受信 用いたデータ通信システ
ムのブロック図
【図５】　同リモコン送受信機の外観図
【図６】　同画面の表示図
【図７】　本発明の第３の実施の形態によるリモコン送受信 用いたデータ通信システ
ムのブロック図
【図８】　同画面の表示図
【図９】　従来のリモコン送信 用いたデータ通信システムのブロック図
【図１０】　同画面の表示図
【符号の説明】
　３　放送局
　４　基地局
　５　操作部
　５Ａ　カーソルキー
　５Ｂ　確定キー
　５Ｃ　メモリーキー
　５Ｄ　呼出しキー
　５Ｅ　送信キー
　５Ｆ　入力切換キー
　６　表示部
　１１　リモコン送受信機
　１２　テレビ
　１７　記憶部
　１８　信号送受信部
　１９　制御部
　２０　信号送信部
　３１　リモコン送受信機
　３２　音声出力部
　４１　第三者の通信機器
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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