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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の情報処理装置に対して、番組に関する情報である番組情報を要求する情報要求制
御信号を送信する送信手段と、
　前記情報要求制御信号に応じて前記情報処理装置から送信されてくる前記番組情報を取
得する取得手段と、
　前記取得手段が取得した前記番組情報を表示装置に出力する出力手段と、
　前記表示装置に表示された前記番組情報のなかから所定の番組情報を選択する選択手段
と
　を備え、
　前記送信手段は、さらに、前記選択手段により選択された所定の番組情報が表す番組を
予約する予約制御信号を、所定の電気機器に送信し、
　前記出力手段は、前記情報処理装置または前記電気機器と通信を行っている間、情報の
転送中であることを示す点灯表示も行う
　ことを特徴とする制御装置。
【請求項２】
　前記番組情報は、ＥＰＧ情報である
　ことを特徴とする請求項１に記載の制御装置。
【請求項３】
　前記番組情報は、広告情報を含む
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　ことを特徴とする請求項１に記載の制御装置。
【請求項４】
　前記選択手段によって選択された前記所定の番組情報を記憶する記憶手段を更に備える
　ことを特徴とする請求項１に記載の制御装置。
【請求項５】
　前記記憶手段は脱着可能である
　ことを特徴とする請求項４に記載の制御装置。
【請求項６】
　前記取得手段が取得した前記番組情報を記憶する第２の記憶手段を更に備える
　ことを特徴とする請求項１に記載の制御装置。
【請求項７】
　前記所定の電気機器は記録再生装置であり、
　前記記録再生装置は、前記送信手段により送信された予約制御信号に基づいて、前記選
択手段により選択された前記所定の番組情報が表す番組を予約する予約処理を実行する
　ことを特徴とする請求項１に記載の制御装置。
【請求項８】
　前記取得手段が前記番組情報を取得した場合に、これを通知する通知手段を更に備える
　ことを特徴とする請求項１に記載の制御装置。
【請求項９】
　所定の情報処理装置に対して、番組に関する情報である番組情報を要求する情報要求制
御信号を送信する第１の送信ステップと、
　前記情報要求制御信号に応じて前記情報処理装置から送信されてくる前記番組情報を取
得する取得ステップと、
　前記取得ステップの処理が取得した前記番組情報を表示装置に出力する出力ステップと
、
　前記表示装置に表示された前記番組情報のなかから所定の番組情報を選択する選択ステ
ップと、
　前記選択ステップの処理により選択された所定の番組情報が表す番組を予約する予約制
御信号を、所定の電気機器に送信する第２の送信ステップとを備え、
　前記出力ステップの処理では、前記情報処理装置または前記電気機器と通信を行ってい
る間、情報の転送中であることを示す点灯表示も行う
　ことを特徴とする制御方法。
【請求項１０】
　所定の情報処理装置に対して、番組に関する情報である番組情報を要求する情報要求制
御信号を送信する第１の送信ステップと、
　前記情報要求制御信号に応じて前記情報処理装置から送信されてくる前記番組情報を取
得する取得ステップと、
　前記取得ステップの処理が取得した前記番組情報を表示装置に出力する出力ステップと
、
　前記表示装置に表示された前記番組情報のなかから所定の番組情報を選択する選択ステ
ップと、
　前記選択ステップの処理により選択された所定の番組情報が表す番組を予約する予約制
御信号を、所定の電気機器に送信する第２の送信ステップとを含み、
　前記出力ステップの処理では、前記情報処理装置または前記電気機器と通信を行ってい
る間、情報の転送中であることを示す点灯表示も行う
　処理をコンピュータに実行させるためのプログラムを記憶したコンピュータ読み取り可
能な記録媒体。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の記録媒体に記録されたプログラムを用いて制御を行う制御方法。
【請求項１２】
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　情報処理装置、電気機器、および制御装置により構成される電気機器システムにおいて
、
　前記制御装置は、
　　前記情報処理装置に対して、番組に関する情報である番組情報を要求する情報要求制
御信号を送信する第１の送信手段と、
　　前記情報要求制御信号に応じて前記情報処理装置から送信されてくる前記番組情報を
取得する取得手段と、
　　前記取得手段が取得した前記番組情報を表示装置に出力する出力手段と、
　　前記表示装置に表示された前記番組情報のなかから所定の番組情報を選択する選択手
段と
　を備え、
　前記第１の送信手段は、さらに、前記選択手段により選択された所定の番組情報が表す
前記番組を予約する予約制御信号を、前記電気機器に送信し、
　前記出力手段は、前記情報処理装置または前記電気機器と通信を行っている間、情報の
転送中であることを示す点灯表示も行い、
　前記情報処理装置は、
　　前記制御装置から送信されてくる、前記番組情報を要求する情報要求制御信号を受信
する第１の受信手段と、
　　前記第１の受信手段により受信された前記情報要求制御信号に応じて前記番組情報を
前記制御装置に対して送信する第２の送信手段と
　を備え、
　前記電気機器は、
　　前記予約制御信号を、前記制御装置から受信する第２の受信手段と、
　　前記第２の受信手段により受信された前記予約制御信号に基づいて、前記所定の番組
情報が表す番組を予約する予約処理を実行する予約処理手段と
　を備える
　ことを特徴とする電気機器システム。
【請求項１３】
　情報処理装置、電気機器、および制御装置により構成される電気機器システムの制御方
法において、
　前記制御装置は、
　　前記情報処理装置に対して、番組に関する情報である番組情報を要求する情報要求制
御信号を送信する第１の送信ステップと、
　　前記情報要求制御信号に応じて前記情報処理装置から送信されてくる前記番組情報を
取得する取得ステップと、
　　前記取得ステップの処理が取得した前記番組情報を表示装置に出力する出力ステップ
と、
　　前記表示装置に表示された前記番組情報のなかから所定の番組情報を選択する選択ス
テップと、
　　前記選択ステップの処理により選択された所定の番組情報が表す前記番組を予約する
予約制御信号を、前記電気機器に送信する第２の送信ステップとを備え、
　前記出力ステップの処理では、前記情報処理装置または前記電気機器と通信を行ってい
る間、情報の転送中であることを示す点灯表示も行い、
　前記情報処理装置は、
　　前記制御装置から送信されてくる、前記番組情報を要求する情報要求制御信号を受信
する第１の受信ステップと、
　　前記第１の受信ステップの処理により受信された前記情報要求制御信号に応じて前記
番組情報を前記制御装置に対して送信する第３の送信ステップと
　を備え、
　前記電気機器は、
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　　前記予約制御信号を、前記制御装置から受信する第２の受信ステップと、
　　前記第２の受信ステップの処理により受信された前記予約制御信号に基づいて、前記
所定の番組情報が表す番組を予約する予約処理を実行する予約処理ステップと
　を備えることを特徴とする電気機器システムの制御方法。
【請求項１４】
　情報処理装置、電気機器、および制御装置により構成される電気機器システムで用いら
れる処理をコンピュータに実行させるためのプログラムを記憶したコンピュータ読み取り
可能な記録媒体において、
　前記制御装置は、
　　前記情報処理装置に対して、番組に関する情報である番組情報を要求する情報要求制
御信号を送信する第１の送信ステップと、
　　前記情報要求制御信号に応じて前記情報処理装置から送信されてくる前記番組情報を
取得する取得ステップと、
　　前記取得ステップの処理が取得した前記番組情報を表示装置に出力する出力ステップ
と、
　　前記表示装置に表示された前記番組情報のなかから所定の番組情報を選択する選択ス
テップと、
　　前記選択ステップの処理により選択された所定の番組情報が表す前記番組を予約する
予約制御信号を、前記電気機器に送信する第２の送信ステップとを備え、
　前記出力ステップの処理では、前記情報処理装置または前記電気機器と通信を行ってい
る間、情報の転送中であることを示す点灯表示も行い、
　前記情報処理装置は、
　　前記制御装置から送信されてくる、前記番組情報を要求する情報要求制御信号を受信
する第１の受信ステップと、
　　前記第１の受信ステップの処理により受信された前記情報要求制御信号に応じて前記
番組情報を前記制御装置に対して送信する第３の送信ステップと
　を備え、
　前記電気機器は、
　　前記予約制御信号を、前記制御装置から受信する第２の受信ステップと、
　　前記第２の受信ステップの処理により受信された前記予約制御信号に基づいて、前記
所定の番組情報が表す番組を予約する予約処理を実行する予約処理ステップと
　を含む処理をコンピュータに実行させるためのプログラムを記憶したコンピュータ読み
取り可能な記録媒体。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の記録媒体に記録されたプログラムを用いて電気機器システムを制御
する電気機器システムの制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、制御装置、制御方法、電気機器システム、電気機器システムの制御方法、お
よび、記録媒体に関し、特に、番組情報を授受し、所定の処理を実行する制御装置、制御
方法、電気機器システム、電気機器システムの制御方法、および、記録媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来において、ＶＴＲ（Video Tape Recorder）により所望の番組を録画しようとする場
合には、例えば、新聞や雑誌などの番組欄などを参照して、目的の番組の放送開始時刻と
終了時刻、並びに、放送チャンネルをＶＴＲの操作部などから入力する必要があった。
【０００３】
また、テレビジョン受像機が受信した広告（コマーシャル）などに有用な情報が含まれて
いる場合に、これを保存しようとすると、ユーザが紙などにメモする必要があった。
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【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
従って、以上に述べた何れの場合においても、所望の情報をユーザが一旦記憶した後、Ｖ
ＴＲの操作部に対して入力するか、または、紙などにメモする必要があるので、間違った
情報をうっかり入力してしまったり、有用な情報を忘れてしまう場合があるという課題が
あった。
【０００５】
本発明は以上のような状況に鑑みてなされたものであり、ユーザが情報を一旦記憶するこ
となしに、ＶＴＲやテレビジョン受像機などの電気機器を制御したり、有用な情報を記録
することを可能とするものである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載の制御装置は、所定の情報処理装置に対して、番組に関する情報である
番組情報を要求する情報要求制御信号を送信する送信手段と、情報要求制御信号に応じて
情報処理装置から送信されてくる番組情報を取得する取得手段と、取得手段が取得した番
組情報を表示装置に出力する出力手段と、表示装置に表示された番組情報のなかから所定
の番組情報を選択する選択手段とを備え、送信手段は、さらに、選択手段により選択され
た所定の番組情報が表す番組を予約する予約制御信号を、所定の電気機器に送信し、出力
手段は、所定の情報処理装置または所定の電気機器と通信を行っている間、情報の転送中
であることを示す点灯表示も行うことを特徴とする。
【０００７】
　請求項９に記載の制御方法は、所定の情報処理装置に対して、番組に関する情報である
番組情報を要求する情報要求制御信号を送信する第１の送信ステップと、情報要求制御信
号に応じて情報処理装置から送信されてくる番組情報を取得する取得ステップと、取得ス
テップの処理が取得した番組情報を表示装置に出力する出力ステップと、表示装置に表示
された番組情報のなかから所定の番組情報を選択する選択ステップと、選択ステップの処
理により選択された所定の番組情報が表す番組を予約する予約制御信号を、所定の電気機
器に送信する第２の送信ステップとを備え、出力ステップの処理では、所定の情報処理装
置または所定の電気機器と通信を行っている間、情報の転送中であることを示す点灯表示
も行うことを特徴とする。
【０００８】
　請求項１０に記載の記録媒体は、所定の情報処理装置に対して、番組に関する情報であ
る番組情報を要求する情報要求制御信号を送信する第１の送信ステップと、情報要求制御
信号に応じて情報処理装置から送信されてくる番組情報を取得する取得ステップと、取得
ステップの処理が取得した番組情報を表示装置に出力する出力ステップと、表示装置に表
示された番組情報のなかから所定の番組情報を選択する選択ステップと、選択ステップの
処理により選択された所定の番組情報が表す番組を予約する予約制御信号を、所定の電気
機器に送信する第２の送信ステップとを含み、出力ステップの処理では、情所定の報処理
装置または所定の電気機器と通信を行っている間、情報の転送中であることを示す点灯表
示も行う処理をコンピュータに実行させるためのプログラムを記憶する。
【００１２】
　請求項１２に記載の電気機器システムは、情報処理装置、電気機器、および制御装置に
より構成される電気機器システムにおいて、制御装置は、情報処理装置に対して、番組に
関する情報である番組情報を要求する情報要求制御信号を送信する第１の送信手段と、情
報処理装置から送信されてくる番組情報を取得する取得手段と、取得手段が取得した番組
情報を表示装置に出力する出力手段と、表示装置に表示された番組情報のなかから所定の
番組情報を選択する選択手段とを備え、第１の送信手段は、さらに、選択手段により選択
された所定の番組情報が表す番組を予約する予約制御信号を、電気機器に送信し、出力手
段は、情報処理装置または電気機器と通信を行っている間、情報の転送中であることを示
す点灯表示も行い、情報処理装置は、制御装置から送信されてくる、番組情報を要求する
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情報要求制御信号を受信する第１の受信手段と、第１の受信手段により受信された情報要
求制御信号に応じて番組情報を制御装置に対して送信する第２の送信手段とを備え、電気
機器は、予約制御信号を、制御装置から受信する第２の受信手段と、第２の受信手段によ
り受信された予約制御信号に基づいて、所定の番組情報が表す番組を予約する予約処理を
実行する予約処理手段とを備えることを特徴とする。
【００１３】
　請求項１３に記載の電気機器システムの制御方法は、情報処理装置、電気機器、および
制御装置により構成される電気機器システムの制御方法において、制御装置は、情報処理
装置に対して、番組に関する情報である番組情報を要求する情報要求制御信号を送信する
第１の送信ステップと、情報処理装置から送信されてくる番組情報を取得する取得ステッ
プと、取得ステップの処理が取得した番組情報を表示装置に出力する出力ステップと、表
示装置に表示された番組情報のなかから所定の番組情報を選択する選択ステップと、選択
ステップの処理により選択された所定の番組情報が表す番組を予約する予約制御信号を、
電気機器に送信する第２の送信ステップとを備え、出力ステップの処理では、情報処理装
置または電気機器と通信を行っている間、情報の転送中であることを示す点灯表示も行い
、情報処理装置は、制御装置から送信されてくる、番組情報を要求する情報要求制御信号
を受信する第１の受信ステップと、第１の受信ステップの処理により受信された情報要求
制御信号に応じて番組情報を制御装置に対して送信する第３の送信ステップとを備え、電
気機器は、予約制御信号を、制御装置から受信する第２の受信ステップと、第２の受信ス
テップの処理により受信された予約制御信号に基づいて、所定の番組情報が表す番組を予
約する予約処理を実行する予約処理ステップとを備えることを特徴とする。
【００１４】
　請求項１４に記載の記録媒体は、情報処理装置、電気機器、および制御装置により構成
される電気機器システムで用いられる処理をコンピュータに実行させるためのプログラム
を記憶したコンピュータ読み取り可能な記録媒体において、制御装置は、情報処理装置に
対して、番組に関する情報である番組情報を要求する情報要求制御信号を送信する第１の
送信ステップと、情報処理装置から送信されてくる番組情報を取得する取得ステップと、
取得ステップの処理が取得した番組情報を表示装置に出力する出力ステップと、表示装置
に表示された番組情報のなかから所定の番組情報を選択する選択ステップと、選択ステッ
プの処理により選択された所定の番組情報が表す番組を予約する予約制御信号を、電気機
器に送信する第２の送信ステップとを備え、出力ステップの処理では、情報処理装置また
は電気機器と通信を行っている間、情報の転送中であることを示す点灯表示も行い、情報
処理装置は、制御装置から送信されてくる、番組情報を要求する情報要求制御信号を受信
する第１の受信ステップと、第１の受信ステップの処理により受信された情報要求制御信
号に応じて番組情報を制御装置に対して送信する第３の送信ステップとを備え、電気機器
は、予約制御信号を、制御装置から受信する第２の受信ステップと、第２の受信ステップ
の処理により受信された予約制御信号に基づいて、所定の番組情報が表す番組を予約する
予約処理を実行する予約処理ステップとを含む処理をコンピュータに実行させるためのプ
ログラムを記憶する。
【００１５】
　請求項１に記載の制御装置、請求項９および１１に記載の制御方法、並びに、請求項１
０に記載の記録媒体においては、所定の情報処理装置に対して、番組に関する情報である
番組情報を要求する情報要求制御信号が送信され、情報要求制御信号に応じて情報処理装
置から送信されてくる番組情報が取得され、取得された番組情報が表示装置に出力される
。また、表示装置に表示された番組情報のなかから所定の番組情報が選択され、選択され
た所定の番組情報が表す番組を予約する予約制御信号が、所定の電気機器に送信される。
また、所定の情報処理装置または所定の電気機器と通信を行っている間は、情報の転送中
であることを示す点灯表示が行われる。
【００１７】
　請求項１２に記載の電気機器システム、請求項１３および１５に記載の電気機器システ
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ムの制御方法、並びに請求項１４に記載の記録媒体においては、制御装置において、所定
の情報処理装置に対して、番組に関する情報である番組情報を要求する情報要求制御信号
が送信され、情報処理装置から送信されてくる番組情報が取得され、取得された番組情報
が表示装置に出力される。また、表示装置に表示された番組情報のなかから所定の番組情
報が選択され、選択された所定の番組情報が表す番組を予約する予約制御信号が、所定の
電気機器に送信される。また、所定の情報処理装置または所定の電気機器と通信を行って
いる間は、情報の転送中であることを示す点灯表示が行われる。情報処理装置において、
番組情報を要求する情報要求制御信号が受信され、受信された情報要求制御信号に応じて
番組情報が制御装置に対して送信される。電気機器において、所定の番組情報が表す番組
を予約する予約制御信号が、制御装置から受信され、受信された予約制御信号に基づいて
、所定の番組情報が表す番組を予約する予約処理が実行される。
【００１８】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明の実施の形態の構成例を示すブロック図である。
【００１９】
この図において、リモートコントローラ（以下、リモコンと略記する）１は、後述する操
作部から入力された制御信号を赤外線信号に変換して、制御対象となる電気機器（パーソ
ナルコンピュータ３、テレビジョン受像機９、または、ＶＴＲ１３）に送信するとともに
、これらの電気機器から送信された付加情報を受信するようになされている。
【００２０】
ＩＣカード２（記憶手段）は、リモコン１に装着され、広告情報であるクーポン情報など
が供給された場合には、これを記憶するようになされている。
【００２１】
パーソナルコンピュータ３は、例えば、インターネットなどのネットワーク７を介してサ
ーバ８に接続されており、このサーバ８との間で所定の情報を授受するようになされてい
る。ＣＲＴモニタ４は、パーソナルコンピュータ３本体で生成された情報や、ネットワー
ク７を介してサーバ８から供給された情報などを表示するようになされている。
【００２２】
マウス５は、ユーザが所定の情報を入力する際に操作されるようになされている。赤外線
送受信部６（第１の受信、送信手段、第１の送信手段）は、リモコン１との間で制御信号
や付加情報を赤外線により送受信するようになされている。
【００２３】
テレビジョン受像機９は、放送局のアンテナ１２から送信されてきた電波をアンテナ１１
により受信し、所望のチャンネルの信号を抽出して表示するようになされている。また、
テレビジョン受像機９は、赤外線送受信部１０（第１の受信手段、送信手段、第１の送信
手段）によりリモコン１との間で、制御信号や付加情報を赤外線により送受信するように
なされている。
【００２４】
ＶＴＲ１３は、テレビジョン受像機９より供給されるビデオ信号を、ビデオテープ（以下
、ＶＴと略記する）に記録するとともに、ＶＴに記録されているビデオ信号を再生するよ
うになされている。また、ＶＴＲ１３は、赤外線送受信部１４（第１の受信手段、送信手
段、第１の送信手段）によりリモコン１との間で、制御信号や付加情報を赤外線により送
受信するようになされている。
【００２５】
図２は、図１に示すリモコン１の外観を示す外観図である。
【００２６】
スピーカ１ｊ（通知手段）は、ビープ音などを発生して、ユーザの注意を喚起するように
なされている。ＬＣＤ１ｆは、パーソナルコンピュータ３やテレビジョン受像機９から送
信された付加情報などを表示するようになされている。
【００２７】
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ＬＥＤ（Light Emitting Diode）１００は、電気機器との間で情報通信がなされている場
合に点灯され、情報通信中にユーザがリモコン１を電気機器（パーソナルコンピュータ３
、テレビジョン受像機９、または、ＶＴＲ１３）から外れた方向に向けて通信が不能とな
ることを防止するようになされている。
【００２８】
電源ボタン１０１は、対象となる電気機器の電源を遠隔操作によりＯＮまたはＯＦＦの状
態にする場合に操作されるボタンである。
【００２９】
転送ボタン１０２は、電気機器に対して所定の情報を転送（送信）する場合に操作される
。取得ボタン１０３は、電気機器の表示部に表示されている所望の情報を取得（受信）す
る場合に操作されるようになされている。
【００３０】
消去ボタン１０４は、ＩＣカード２に記録されている情報を消去する場合に操作される。
保存ボタン１０５は、逆に、ＩＣカード２に対して所定の情報を記録する場合に操作され
る。
【００３１】
予約ボタン１０８は、ＶＴＲ１３に対して録画予約を行う場合に操作される。
修正ボタン１０７は、一旦録画予約がなされた情報を修正する場合に操作される。確認ボ
タン１０６は、録画予約がなされた情報を再度確認する場合に操作されるようになされて
いる。
【００３２】
数字ボタン１１１乃至１２０は、例えば、テレビジョン受像機９の受信チャンネルを変更
したりする場合に操作されるようになされている。
【００３３】
Ｒボタン１０９は、設定内容を変更する場合に操作されるようになされている。また、Ｌ
ボタン１１０は、入力されたコマンド等を確定する場合に操作される。更に、十字ボタン
１２１は、カーソルを上下左右に移動する場合に操作される。
【００３４】
図３は、図１に示すリモコン１の詳細な構成例を示すブロック図である。
【００３５】
この図において、ＣＰＵ１ａは、装置の各部を制御するとともに、各種演算等を行うよう
になされている。ＲＯＭ１ｂは、各種プログラムやデータなどを格納するようになされて
いる。ＲＡＭ１ｃ（第２の記憶手段）は、ＣＰＵ１ａが各種演算を行う場合の途中経過の
データやプログラム等が一時的に格納されるようになされている。
【００３６】
インタフェース（ＩＦ）１ｄ（出力手段）は、これに接続されている装置（赤外線送受信
部１ｅ等）とＣＰＵ１ａとの間でデータの授受が可能となるように、データの表現形式の
変換を行うようになされている。
【００３７】
赤外線送受信部１ｅ（送信手段、受信手段、第２の送信手段、第３の受信手段）は電気機
器との間で赤外線により情報を授受するようになされている。即ち、赤外線送受信部１ｅ
は、ＩＦ１ｄから供給されたデータに応じて赤外線を送信するとともに、電気機器から送
信された赤外線を受信し、対応する電気信号に変換した後、ＩＦ１ｄを介してＣＰＵ１ａ
に出力するようになされている。
【００３８】
ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）１ｆは、ＩＦ１ｄから供給された画像信号を表示出力
するようになされている。タイマ１ｇは、年月日や時刻を計時するようになされている。
【００３９】
入力部１ｈ（選択手段、第２の選択手段）は、ユーザが所定の制御コマンドなどを入力す
る際に操作されるようになされており、具体的には、図２に示す操作ボタン等である。Ｉ
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Ｃカード記録再生部１ｉは、ＩＣカード２に対して情報を記録したり、記録された情報を
読み出すようになされている。
【００４０】
図４は、図１に示すパーソナルコンピュータ３の構成例を示すブロック図である。
【００４１】
この図において、ＣＰＵ３ａ（制御手段、抽出手段）は、装置の各部を制御するとともに
、各種演算等を行うようになされている。ＲＯＭ３ｂは、各種プログラムやデータなどを
格納するようになされている。ＲＡＭ３ｃは、ＣＰＵ３ａが各種演算を行う場合の途中経
過のデータやプログラム等を一時的に格納するようになされている。
【００４２】
インタフェース（ＩＦ）３ｅは、これに接続されている装置（ＣＲＴモニタ４、入力装置
５、赤外線送受信部６）とＣＰＵ３ａとの間でデータの授受が可能となるように、各装置
内部のデータ表現形式に応じてデータ変換を行うようになされている。
【００４３】
ＣＲＴモニタ４は、パーソナルコンピュータ３から出力されたＲＧＢ信号を画像として表
示出力するようになされている。入力装置５は、図１に示すようなマウス（または、キー
ボード）などにより構成され、ユーザが所定の情報を入力する場合に操作されるようにな
されている。
【００４４】
赤外線送受信部６はリモコン１との間で赤外線により情報を授受するようになされている
。即ち、赤外線送受信部６は、ＩＦ３ｅから供給されたデータに応じた赤外線を発生して
送信するとともに、リモコン１から送信された赤外線を受信し、対応する電気信号に変換
した後、ＩＦ３ｅを介してＣＰＵ３ａに出力するようになされている。
【００４５】
図５は、図１に示すテレビジョン受像機９の詳細な構成例を示すブロック図である。
【００４６】
この図において、ＣＰＵ９ａ（制御手段、抽出手段）は、装置の各部を制御するとともに
、各種演算等を行うようになされている。ＲＯＭ９ｂは、各種プログラムやデータなどを
格納するようになされている。ＲＡＭ９ｃは、ＣＰＵ９ａが各種演算を行う場合の途中経
過のデータやプログラム等を一時的に格納するようになされている。
【００４７】
インタフェース（ＩＦ）９ｄは、これに接続されている装置（ＴＶチューナ９ｅ、入力部
９ｇ、または、赤外線送受信部１０）とＣＰＵ９ａとの間でデータの授受が可能となるよ
うに、各装置内部の表現形式に応じてデータ変換を行うようになされている。
【００４８】
ＴＶチューナ９ｅ（第２の受信手段）は、放送局より送信されてアンテナ１１により受信
された電波から所定のチャンネルの信号を抽出して表示部（ＣＲＴ：Cathode Ray Tube）
９ｆに表示させる。また、ＴＶチューナ９ｅは、放送電波に含まれているＥＰＧ（Electr
onic Program Guide）や広告情報（クーポン情報やＵＲＬなどから構成される情報）など
を抽出し、文字データとしてＩＦ９ｄに供給する。また、ＴＶチューナ９ｅが受信するチ
ャンネルは、ＣＰＵ９ｅがＩＦ９ｄを介して供給する制御信号に応じて選択される。
【００４９】
入力部９ｇは、例えば、チャンネル選択ボタンや音量ボタン（図示せず）などにより構成
され、ユーザが所定の情報を入力する際に操作されるようになされている。
【００５０】
赤外線送受信部１０は、リモコン１との間で赤外線により情報を授受するようになされて
いる。即ち、赤外線送受信部１０は、ＩＦ９ｄから供給されたデータに応じた赤外線を発
生して送信するとともに、リモコン１から送信された赤外線を受信し、対応する電気信号
に変換した後、ＩＦ９ｄを介してＣＰＵ９ａに出力するようになされている。
【００５１】



(10) JP 4596495 B2 2010.12.8

10

20

30

40

50

図６は、図１に示すＶＴＲ１３の詳細な構成例を示すブロック図である。
【００５２】
この図において、ＣＰＵ１３ａ（制御手段、抽出手段）は、装置の各部を制御するととも
に、各種演算等を行うようになされている。ＲＯＭ１３ｂは、各種プログラムやデータな
どを格納するようになされている。ＲＡＭ１３ｃは、ＣＰＵ１３ａが各種演算を行う場合
の途中経過のデータやプログラム等を一時的に格納するようになされている。
【００５３】
インタフェース（ＩＦ）１３ｄは、これに接続されている装置（ＶＴ記録再生部１３ｅ、
入力部１３ｆ、タイマ１３ｇ、または、赤外線送受信部１４）とＣＰＵ１３ａとの間でデ
ータの授受が可能となるように、各装置内部の表現形式に応じてデータ変換を行うように
なされている。
【００５４】
ＶＴ記録再生部１３ｅ（第２の受信手段）は、例えば、テレビジョン受像機９から供給さ
れるビデオ信号をＶＴ１３ｈに記録するとともに、ＶＴ１３ｈに記録されているビデオ信
号を再生して、テレビジョン受像機９に出力するようになされている。
【００５５】
入力部１３ｆは、例えば、録画ボタン、再生ボタン、および、停止ボタン（図示せず）な
どにより構成されており、ユーザが所定の情報を入力する際に操作されるようになされて
いる。
【００５６】
タイマ１３ｇは、年月日や時刻を計時するようになされている。
【００５７】
赤外線送受信部１４は、リモコン１との間で赤外線により情報を授受するようになされて
いる。即ち、赤外線送受信部１４は、ＩＦ１３ｄから供給されたデータに応じた赤外線を
発生して送信するとともに、リモコン１から送信された赤外線を受信し、対応する電気信
号に変換した後、ＩＦ１３ｄを介してＣＰＵ１３ａに出力するようになされている。
【００５８】
次に、図７に示すフローチャートを参照して以上の実施の形態の動作について説明する。
【００５９】
図７は、放送局のアンテナ１２より送信されてテレビジョン受像機９により受信されたＥ
ＰＧをリモコン１により取得する場合に、リモコン１のＣＰＵ１ａにより実行される処理
の一例を説明するフローチャートである。
【００６０】
この処理が実行されると、リモコン１のＣＰＵ１ａは、ステップＳ１において、取得ボタ
ン１０３が押されたか否かを判定する。その結果、取得ボタン１０３が押されていない（
ＮＯ）と判定した場合にはステップＳ１に戻り、取得ボタン１０３が押されるまで前述の
場合と同様の処理を繰り返す。また、取得ボタン１０３が押された（ＹＥＳ）と判定した
場合には、ステップＳ２に進む。
【００６１】
ステップＳ２では、ＣＰＵ１ａは、ＬＥＤ１００を点灯し、情報を転送中であることを示
す。そして、ステップＳ３に進む。
【００６２】
ステップＳ３では、ＣＰＵ１ａは、赤外線送受信部１ｅに対して所定の制御信号を供給す
る。その結果、赤外線送受信部１ｅは、制御信号に対応する赤外線信号を発生してテレビ
ジョン受像機９に送信する。テレビジョン受像機９は、赤外線送受信部１０より送信され
た赤外線を受信して制御信号を再生する。テレビジョン受像機９のＣＰＵ９ａは、赤外線
送受信部１０が受信した制御信号に応じて、ＴＶチューナ９ｅにより受信されているＥＰ
Ｇを、ＲＡＭ９ｃなどに一旦格納した後、赤外線送受信部１０を介してリモコン１に対し
て送信する。
【００６３】
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図８は、ＥＰＧのデータ構造の一例を示す図である。この図に示すように、ＥＰＧは、複
数（この例では４つ）のデータブロックが相互にリンクされて形成されている。第１番目
のブロック（図の左端のブロック）は、放送番号を示す放送タグＮｏ．２００、放送時間
とチャンネルを示すデータ２０１、および、これに続くブロックを示す放送番組タグＮｏ
．２０２により構成されている。
【００６４】
第２番目のブロックは、第１番目のブロックとリンクするための番号タグＮｏ．２０３、
番組のタイトルを示すデータ２０４、第３番目のブロックを示すための出演者タグＮｏ．
２０５、および、第４番目のブロックを示す内容タグＮｏ．２０６により構成されている
。
【００６５】
第３番目のブロック（図の右上）は、第２番目のブロックとリンクするための出演者タグ
Ｎｏ．２０７、出演者名を示すデータ２０８、および、出演者情報を示すデータ２０９か
ら構成されている。
【００６６】
第４番目のブロック（図の右下）は、第２番目のブロックとリンクするための内容タグＮ
ｏ．２１０、および、番組の内容を示すデータ２１１から構成されている。
【００６７】
このような情報は、例えば、映像信号の垂直帰線消去期間に重畳されて放送局側から伝送
されてくる。
【００６８】
図７に戻って、ステップＳ４では、リモコン１のＣＰＵ１ａは、受信したＥＰＧをＲＡＭ
１ｃの所定の領域に格納する。そして、全てのＥＰＧの格納が終了すると、ステップＳ５
に進む。
【００６９】
ステップＳ５では、ＣＰＵ１ａは、ＬＥＤ１００を消灯させ、情報の転送が終了したこと
を示す。そして、ステップＳ６に進む。
【００７０】
ステップＳ６では、ＣＰＵ１ａは、テレビジョン受像機９が現在受信しているチャンネル
を取得する。即ち、ＣＰＵ１ａは、赤外線送受信部１ｅから所定の制御信号を送信し、そ
の結果として、テレビジョン受像機９から送信されてくる情報（現在受信しているチャン
ネルを示す情報）を参照して、現在受信されているチャンネルを取得する。
【００７１】
なお、テレビジョン受像機９に対して直接問い合わせるのではなく、直前に押された数字
ボタン１１１乃至１２０を参照して、現在受信されているチャンネルを取得するようにし
てもよい。
【００７２】
ステップＳ７では、ＣＰＵ１ａは、現在の時刻を取得する。即ち、ＣＰＵ１ａは、ＩＦ１
ｄを介してタイマ１ｇから現在の時刻を取得する。そして、ステップＳ８に進む。
【００７３】
ステップＳ８では、ＣＰＵ１ａは、現在受信しているチャンネルのこれから放送される番
組のＥＰＧをＬＣＤ１ｆに表示させる。即ち、ＣＰＵ１ａは、ステップＳ６，７において
取得した現在の受信チャンネルと時刻を参照し、ＲＡＭ１ｃに格納されているＥＰＧ（全
てのチャンネルのその日に放映される番組のガイド）から、現在受信しているチャンネル
において、これから放映される番組に関するデータを検索し、得られたデータをＬＣＤ１
ｆに表示させる。
【００７４】
図９は、以上の処理によりＬＣＤ１ｆに表示されるＥＰＧの一例を示す図である。
【００７５】
この例では、１０チャンネルにおいてこれから放送される番組のＥＰＧが表示されている
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。即ち、６：００から６：３０までは「ＡＢＢニュース」が放送され、６：３０から７：
００までは「クイズで赤恥」が放送されることが示されている。以下、７：００から８：
００までは「ＴＶスクランブル」が、８：００から９：００までは「モニコグランプリ」
が、９：００から１０：００までは「万物創世記」が、１０：００から１１：３０までは
「ニュースステーションアイ」が、また、１１：３０から１２：００は「世界の車掌たち
」が放送されることが示されている。
【００７６】
以上の実施の形態によれば、テレビジョン受像機９により受信されたＥＰＧをリモコン１
により取得してＬＣＤ１ｆに表示することが可能となるので、例えば、テレビジョン受像
機９により所定の放送を視聴中であっても、画面表示を妨げることなく、ＥＰＧにより今
後の番組を確認することが可能となる。
【００７７】
なお、以上の実施の形態においては、現在受信中のチャンネルであって、これから放送さ
れる番組に関するＥＰＧのみを表示するようにしたが、例えば、全てのチャンネルの全て
の番組に関するＥＰＧを表示するようにしてもよい。また、所定の操作に応じて、表示さ
れるＥＰＧを適宜選択できるようにしてもよい。
【００７８】
次に、図１０のフローチャートを参照して、図９に示す表示例を用いて、ＶＴＲ１３の録
画予約を行う場合の処理の一例について説明する。
【００７９】
図１０は、ＥＰＧを取得したリモコン１により、ＶＴＲ１３の録画予約を行う場合の処理
の一例を説明するフローチャートである。
【００８０】
図１０に示す処理が実行されると、ステップＳ３０において、リモコン１のＣＰＵ１ａは
、図９に示す表示画面において、所定の番組が選択されたか否かを判定する。即ち、ＣＰ
Ｕ１ａは、図２に示す十字ボタン１２１が操作され、図９に示す表示画面上において所定
の番組が図示せぬカーソルにより選択された後、選択を確定することを示すＬボタン１１
０が押されたか否かを判定する。その結果、所定の番組が選択されていない（ＮＯ）と判
定した場合には、ステップＳ３０に戻り、前述の場合と同様の処理を繰り返す。また、ス
テップＳ３０において、所定の番組が選択された（ＹＥＳ）と判定した場合には、ステッ
プＳ３１に進む。
【００８１】
いま、図９に示す表示画面において、第６番目に表示されている「１０：００～１１：３
０　ニュースステーションアイ」が十字ボタン１２１により選択され、Ｌボタン１１０が
押されたとすると、ステップＳ３０においてＹＥＳと判定されてステップＳ３１に進む。
【００８２】
ステップＳ３１では、番組名と時間とが表示される。即ち、ＣＰＵ１ａは、ステップＳ３
０において指定された番組に対応する番組名、開始時刻、終了時刻、出演者、および、内
容を、ＲＡＭ１ｃから読み出してＬＣＤ１ｆに表示させる。
【００８３】
図１１は、図９に示す表示例において、第６番目に表示されている番組「１０：００～１
１：３０　ニュースステーションアイ」が選択された場合に表示される画面の表示例を示
す図である。この表示例では、画面の最上部に、選択された番組の番組名である「ニュー
スステーションアイ」が表示されている。また、その下には、放送の開始時刻である「１
０：００」と終了時刻である「１１：３０」とが表示されている。その下には、出演者で
ある「久米哲也」と「小宮悦雄」とが表示されている。更にその下には、番組の内容であ
る「選挙速報」、「Ｏ１５８の予防策」、および、「火星に生物はいるか？」が表示され
ている。
【００８４】
図１０に戻って、ステップＳ３２では、ＣＰＵ１ａは、転送ボタン１０２が押されたか否
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かを判定する。その結果、転送ボタン１０２が押されていない（ＮＯ）と判定した場合は
ステップＳ３２に戻り、転送ボタン１０２が押されるまで同様の処理を繰り返す。また、
転送ボタン１０２が押された（ＹＥＳ）と判定した場合にはステップＳ３３に進む。
【００８５】
ステップＳ３３では、ＣＰＵ１ａは、録画予約を指示する所定の制御信号と、ステップＳ
３０において選択された番組の放送開始時刻、放送終了時刻、および、放送チャンネルを
赤外線送受信部１ｅを介して、ＶＴＲ１３に送信する。その結果、ＶＴＲ１３のＣＰＵ１
３ａは、赤外線送受信部１４により受信された信号をＩＦ１３ｄを介して取得し、ＲＡＭ
１３ｃに格納する。
【００８６】
いま、転送ボタン１０２が押されたとすると、ステップＳ３２においてＹＥＳと判定され
、ステップＳ３３に進む。ステップＳ３３では、録画予約を指示する制御コマンドと、図
９において指定された第６番目の番組「ニュースステーションアイ」に関する情報（放送
開始時刻、放送終了時刻、および、放送チャンネル）がＶＴＲ１３に対して送信されるこ
とになる。
【００８７】
続くステップＳ３４では、予約ボタン１０８が押されたか否かが判定される。その結果、
予約ボタン１０８が押されていない（ＮＯ）と判定された場合はステップＳ３４に戻り、
予約ボタン１０８が押されるまで同様の処理を繰り返す。また、予約ボタン１０８が押さ
れた（ＹＥＳ）と判定された場合には、ステップＳ３５に進む。
【００８８】
ステップＳ３５では、ＣＰＵ１ａは、ステップＳ３３において送信した録画予約を確定す
るための確定コマンドを赤外線送受信部６を介してＶＴＲ１３に送信する。その結果、Ｖ
ＴＲ１３のＣＰＵ１３ａは、このコマンドを赤外線送受信部１４を介して受信し、ＲＡＭ
１３ｃに格納されている録画予約を確定することになる。その結果、タイマ１３ｇの時刻
がＲＡＭ１３ｃに格納されている放送開始時刻と等しくなると、ＣＰＵ１３ａは、ＶＴ記
録再生部１３ｅに対して制御信号を送り、ＲＡＭ１３ｃに格納されている放送チャンネル
の番組の録画を開始させる。そして、タイマ１３ｇの時刻が、ＲＡＭ１３ｃに格納されて
いる放送終了時刻になると、ＣＰＵ１３ａは、ＶＴ記録再生部１３ｅに対して制御信号を
送り、番組の録画を終了させる。
【００８９】
いま、予約ボタン１０８が押されたとすると、ステップＳ３４においてＹＥＳと判定され
てステップＳ３５に進む。ステップＳ３５では、確定コマンドがリモコン１からＶＴＲ１
３に向けて送信され、先に伝送された番組「ニュースステーションアイ」が録画予約され
ることになる。
【００９０】
以上の実施の形態によれば、リモコン１により取得されたＥＰＧから所望の番組を選択し
、その情報を用いてＶＴＲ１３の録画予約を行うようにしたので、放送開始時刻、放送終
了時刻、および、放送チャンネルなどの情報をＶＴＲ１３またはリモコン１に入力する手
間を省略することが可能となる。
【００９１】
なお、以上の実施の形態においては、ＥＰＧをリモコン１により受信する場合について説
明したが、例えば、広告情報をリモコン１により受信するようにしてもよい。そのような
場合の実施の形態について図１２に示すフローチャートを参照して説明する。
【００９２】
図１２は、テレビジョン受像機９により受信された広告情報をリモコン１に転送する場合
にリモコン１において実行される処理の一例を説明するフローチャートである。
【００９３】
なお、この実施の形態においては、テレビジョン受像機９は、番組の合間などに挿入され
ている広告情報を抽出して、リモコン１に対して自動的に送信するようになされている。
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【００９４】
この処理が実行されると、ステップＳ５０において、リモコン１のＣＰＵ１ａは、広告（
コマーシャル）情報をテレビジョン受像機９から受信したか否かを判定する。即ち、テレ
ビジョン受像機９は、番組の合間などにおいてコマーシャル情報を受信した場合には、赤
外線送受信部１０からコマーシャル情報をリモコン１に対して自動的に送信する。
【００９５】
なお、このコマーシャル情報としては、例えば、商品の製品名、特徴、および、価格など
の情報や、商品を製造または販売している会社のＵＲＬやクーポン情報などを挙げること
ができる。
【００９６】
ステップＳ５１では、コマーシャル情報が受信されたことを示すビープ音が発生される。
即ち、ＣＰＵ１ａは、ＩＦ１ｄを介してスピーカ１ｊに所定の信号を送り、ビープ音を発
生させる。その結果、ユーザは、コマーシャル情報が受信されたことを知る。
【００９７】
ステップＳ５２では、ＣＰＵ１ａは、ステップＳ５０で受信したコマーシャル情報をＲＡ
Ｍ１ｃに格納する。そして、ステップＳ５３に進む。
【００９８】
ステップＳ５３では、ＣＰＵ１ａは、ＲＡＭ１ｃに格納されているコマーシャル情報を読
み出して、ＬＣＤ１ｆに表示させる。
【００９９】
図１３は、ステップＳ５３の処理の結果、ＬＣＤ１ｆに表示される画面の表示例を示して
いる。この例では、ＴＯＮＹのデジタルカメラに関するコマーシャル情報が表示されてい
ることが画面の最上部に示されている。また、その下には、広告の対象となっている商品
の製品名「ＤＳＣ－１００」が表示されている。
【０１００】
更にその下には、商品の特徴が列挙されており、この例では、「名刺サイズ」、「１００
万画素」、「最大１０００枚撮影可能」、および、「音声も録音可能」であることが表示
されている。また、その下には製品の価格である「￥３９，８００」が表示されている。
【０１０１】
その下には、「いまならクーポンにて１割引き！」が表示されており、このコマーシャル
情報がクーポン情報を含んでいることを示している。
【０１０２】
即ち、コマーシャル情報はクーポン情報を付随情報として含んでいる場合があり、そのよ
うな場合には、クーポン情報はコマーシャル情報とともにテレビジョン受像機９から伝送
され、ＲＡＭ１ｃに格納されることになる。
【０１０３】
図１３に戻って、最後の行には、この商品を製造または販売している会社のＵＲＬ「ｗｗ
ｗ．ｔｏｎｙ．ｃｏｍ」が表示されている。なお、このようなＵＲＬ情報も、クーポン情
報と同様に、付随情報としてコマーシャル情報と共にテレビジョン受像機９から伝送され
、ＲＡＭ１ｃに格納される。
【０１０４】
図１２に戻って、ステップＳ５４では、コマーシャル情報に含まれているクーポン情報を
ＩＣカード２に保存する場合に操作される保存ボタン１０５が押されたか否かが判定され
る。その結果、保存ボタン１０５が押されていない（ＮＯ）と判定された場合には、ステ
ップＳ５５の処理をスキップしてステップＳ５６の処理に進む。
【０１０５】
ステップＳ５５では、ＣＰＵ１ａは、ＲＡＭ１ｃに格納されているコマーシャル情報の中
からクーポン情報を抽出し、ＩＣカード記録再生部１ｉに供給する。その結果、ＩＣカー
ド記録再生部１ｉは、供給されたクーポン情報をＩＣカード２の所定の領域に記録するこ
とになる。商品のクーポン情報が記録されたＩＣカード２は、例えば、所定の販売店に持
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って行くことにより、通常よりも安価な価格で商品を購入することが可能となる。
【０１０６】
続くステップＳ５６では、転送ボタン１０２が押されたか否かが判定される。
その結果、転送ボタン１０２が押されていない（ＮＯ）と判定された場合には、ステップ
Ｓ５７の処理をスキップして処理を終了する（エンド）。また、転送ボタン１０２が押さ
れた（ＹＥＳ）と判定した場合には、ステップＳ５７の処理に進む。
【０１０７】
即ち、図１３の最下行に表示されているＵＲＬをアドレスとして有するホームページにア
クセスしようとする場合には、ユーザは、リモコン１をパーソナルコンピュータ３の方向
に向けてから、転送ボタン１０２を操作する。その結果、ステップＳ５６ではＹＥＳと判
定されて、ステップＳ５７に進むことになる。
【０１０８】
ステップＳ５７では、ＣＰＵ１ａは、ＲＡＭ１ｃに格納されているコマーシャル情報に含
まれているＵＲＬを読み出して、赤外線送受信部１ｅに供給する。その結果、赤外線送受
信部１ｅは、供給されたＵＲＬを対応する赤外線信号に変換して送信することになる。
【０１０９】
このようにして送信されたＵＲＬは、パーソナルコンピュータ３の赤外線送受信部６によ
り受信され、ＣＰＵ３ａに供給される。ＣＰＵ３ａは、このＵＲＬをモデム部３ｄ（第２
の受信手段）を介してネットワーク７に対して送出する。その結果、送出されたＵＲＬに
対応するサーバ８との間で通信回線が確保されるので、パーソナルコンピュータ３はサー
バ８との間で通信が可能となる。
【０１１０】
図１４は、ステップＳ５７の処理が実行された場合に、パーソナルコンピュータ３のＣＲ
Ｔモニタ４に表示される画面の表示例を示している。
【０１１１】
この表示例では、画面の最上部にソフトウエア（ネットワーク７を介して情報を授受する
ためのソフトウエア）の名称である「Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｓｋｉｍｍｅｒ」が表示されて
いる。また、その下部の枠内には、ステップＳ５７の処理によりリモコン１から転送され
たＵＲＬ「ｗｗｗ．ｔｏｎｙ．ｃｏｍ」が表示されている。
【０１１２】
その更に下に表示されているウィンドウには、前述のＵＲＬとの間に通信回線が確保され
た結果、サーバ８から伝送されてきた画像が表示されている。この表示例では、リモコン
１のＬＣＤ１ｆに表示されているのと同一の商品であるＤＳＣ－１００のキャッチコピー
、特徴、名称、価格、および、商品の画像等が表示されている。
【０１１３】
ステップＳ５７の処理が完了すると、ＣＰＵ１ａは処理を終了する（エンド）。
【０１１４】
以上の実施の形態によれば、テレビジョン受像機９により受信された放送電波に含まれて
いるコマーシャル情報をリモコン１に対して自動的に送信するようにしたので、ユーザが
、リモコン１が受信した情報に興味がある場合には、コマーシャル情報を後でゆっくり参
照することができる。また、パーソナルコンピュータ３によりその商品の発売元または製
造元のホームページに接続することで、更に詳細な商品情報を得ることができる。更にま
た、商品を購入する場合には、保存ボタン１０５を押して、クーポン情報をＩＣカード２
に記憶させ、このＩＣカード２を所定の販売店等に持参することにより、通常よりも安価
に商品を購入することが可能となる。
【０１１５】
なお、以上の実施の形態においては、テレビジョン受像機９がコマーシャル情報を自動的
に送信するようにしたが、例えば、リモコン１から転送要求があった場合にのみコマーシ
ャル情報を転送するようにしてもよい。
【０１１６】
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また、コマーシャル情報を複数のカテゴリに分類し、所属するカテゴリを示す情報を付加
したコマーシャル情報を伝送するようにしてもよい。そのような実施の形態によれば、ユ
ーザが頻繁に参照するカテゴリ（ユーザが興味を持っていると推察されるカテゴリ）をＲ
ＡＭ１ｃに記憶させておき、テレビジョン受像機９から伝送されてきたコマーシャル情報
のカテゴリが、ＲＡＭ１ｃに記憶されているカテゴリと同一である場合にのみ、コマーシ
ャル情報を受信して記憶させるようにしてもよい。
【０１１７】
なお、以上の実施の形態においては、アナログの地上波放送を例に挙げて説明を行ったが
、本発明は、これのみに限定されるものではなく、例えば、衛星放送やディジタル放送、
および、ケーブルテレビなどにも適用可能であることはいうまでもない。
【０１１８】
また、以上の実施の形態においては、パーソナルコンピュータ３、テレビジョン受像機９
、または、ＶＴＲ１３とリモコン１との間で通信を行うようにしたが、パーソナルコンピ
ュータ３、テレビジョン受像機９、または、ＶＴＲ１３の間でデータ通信を行うようにし
てもよい。例えば、パーソナルコンピュータ３によりアクセスされたホームページに記載
されているＥＰＧを、赤外線信号に変換して、例えば、ＶＴＲ１３に送信し、録画予約を
行うことも可能である。
【０１１９】
更に、リモコン１から送受信されるコマンドを各社のＳＩＲＣＳコマンドに対応させるこ
とにより、現行の電子機器においても本発明を適用することが可能となる。
【０１２０】
更にまた、明細書中において、伝送媒体は、ＦＤ，ＣＤ－ＲＯＭなどの情報記録媒体の他
、インターネット、ディジタル衛星などのネットワーク伝送媒体も含まれる。
【０１２１】
【発明の効果】
　請求項１に記載の制御装置、請求項９および１１に記載の制御方法、並びに、請求項１
０に記載の記録媒体においては、情報処理装置から取得された番組情報を用いて所定の電
気機器を制御することが可能となる。
【０１２３】
　請求項１２に記載の電気機器システム、請求項１３および１５に記載の電気機器システ
ムの制御方法、並びに請求項１４に記載の記録媒体においては、制御装置が、情報処理装
置から取得された番組情報を用いて所定の電気機器に番組を予約させることが可能となる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態の構成例を示す図である。
【図２】図１に示すリモコン１の外観を示す外観図である。
【図３】図１に示すリモコン１の詳細な構成例を示すブロック図である。
【図４】図１に示すパーソナルコンピュータ３の詳細な構成例を示すブロック図である。
【図５】図１示すテレビジョン受像機９の詳細な構成例を示すブロック図である。
【図６】図１に示すビデオテープレコーダ１３の詳細な構成例を示すブロック図である。
【図７】図３に示すリモコン１において実行される処理の一例を説明するフローチャート
である。
【図８】ＥＰＧのデータ構造を説明する図である。
【図９】図７に示すステップＳ８の処理の結果ＬＣＤ１ｆに表示される画面の表示例であ
る。
【図１０】図３に示すリモコン１において実行される他の処理の一例を説明するフローチ
ャートである。
【図１１】図１０に示すステップＳ３１の処理の結果、ＬＣＤ１ｆに表示される画面の表
示例である。
【図１２】図３に示すリモコン１において実行される更に他の処理の一例を説明するフロ
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【図１３】図１２に示すステップＳ５３の処理の結果、ＬＣＤ１ｆに表示される画面の表
示例である。
【図１４】図１２に示すステップＳ５７の処理の結果、パーソナルコンピュータ３のＣＲ
Ｔモニタ４に表示される画面の表示例である。
【符号の説明】
１ｃ　ＲＡＭ（第２の記憶手段），　１ｄ　ＩＦ（出力手段），　１ｅ　赤外線送受信部
（送信手段、受信手段、第２の送信手段、第３の受信手段），　１ｈ入力部（選択手段、
第２の選択手段），　１ｊ　スピーカ（通知手段），　２ＩＣカード（記憶手段），　３
ａ　ＣＰＵ（制御手段、抽出手段），　３ｄ　モデム部（第２の受信手段），　６　赤外
線送受信部（第１の受信手段、送信手段、第１の送信手段），　９ａ　ＣＰＵ（制御手段
、抽出手段），　９ｅ　ＴＶチューナ（第２の受信手段），　１０　赤外線送受信部（第
１の受信手段、送信手段、第１の送信手段），　１３ａ　ＣＰＵ（制御手段、抽出手段）
，　１３ｅＶＴ記録再生部（第２の受信手段），　１４　赤外線送受信部（第１の受信手
段、送信手段、第１の送信手段）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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