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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定のネットワーク網を介して連結される複数のセットトップボックスから受信される
推薦番組情報と、前記推薦番組情報に基づいて算出された各番組に対する推薦頻度によっ
て生成された別の推薦番組情報とを画面に表示するデジタルセットトップボックス。
【請求項２】
　前記推薦番組情報は、該当番組のスチールカットと、前記推薦番組情報を送信したセッ
トトップボックスを識別できる付加情報を含むことを特徴とする請求項１に記載のデジタ
ルセットトップボックス。
【請求項３】
　前記推薦番組情報は、ネットワーク網を介して複数のセットトップボックスに連結され
るサーバから受信されることを特徴とする請求項２に記載のデジタルセットトップボック
ス。
【請求項４】
　前記ネットワーク網を介して連結される複数のセットトップボックスを含むセットトッ
プボックスリストを前記サーバから受信することを特徴とする請求項３に記載のデジタル
セットトップボックス。
【請求項５】
　前記セットトップボックスリストから推薦番組情報を送信しようとするセットトップボ
ックスを選択し、前記選択されたセットトップボックスに前記推薦番組情報を送信するこ
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とを特徴とする請求項４に記載のデジタルセットトップボックス。
【請求項６】
　推薦しようとする放送番組に関する推薦番組情報を送信する送信側セットトップボック
スと、
　ネットワーク網を介して複数のセットトップボックスに連結され、前記送信側セットト
ップボックスから送信された推薦番組情報を格納するサーバと、
　前記サーバに格納された推薦番組情報を受信し、画面上に表示する受信側セットトップ
ボックスとを含み、
　前記サーバは、前記推薦番組情報に基づいて各番組に対する推薦頻度を算出し、前記算
出結果によって別の推薦番組情報を生成することを特徴とする推薦番組情報の共有装置。
【請求項７】
　前記推薦番組情報は、推薦しようとする放送番組のスチールカットと、送信側セットト
ップボックスを識別できる付加情報を含むことを特徴とする請求項６に記載の推薦番組情
報の共有装置。
【請求項８】
　前記サーバは、前記ネットワーク網を介して連結される複数のセットトップボックスを
含むセットトップボックスリストを生成し、これを前記複数のセットトップボックスに送
信することを特徴とする請求項７に記載の推薦番組情報の共有装置。
【請求項９】
　前記送信側セットトップボックスは、前記セットトップボックスリストから前記推薦番
組情報を送信しようとするセットトップボックスを選択することを特徴とする請求項８に
記載の推薦番組情報の共有装置。
【請求項１０】
　前記受信側セットトップボックスは、受信しようとする番組を分類し、
　前記サーバは、前記分類に符合する推薦番組情報を送信することを特徴とする請求項６
に記載の推薦番組情報の共有装置。
【請求項１１】
　前記サーバは、前記番組の分類を前記送信側セットトップボックスから送信し、
　前記送信側セットトップボックスは、前記分類に符合する推薦番組情報を受信側セット
トップボックスに送信することを特徴とする請求項１０に記載の推薦番組情報の共有装置
。
【請求項１２】
　所定のネットワーク網を介して連結される複数のセットトップボックスから推薦番組情
報を受信する第１の段階と、
　前記受信された推薦番組情報を画面上に表示する第２の段階とを含み、
　前記複数のセットトップボックスから送信された推薦番組情報が格納される第１の過程
と、
　前記格納された推薦番組情報に基づいて各番組に対する推薦頻度を算出し、前記算出結
果によって別の推薦番組情報を生成する第２の過程とを含む第３の段階をさらに含むこと
を特徴する推薦番組情報の共有方法。
【請求項１３】
　前記推薦番組情報は、該当番組のスチールカットと、前記推薦番組情報を送信したセッ
トトップボックスを識別できる付加情報を含むことを特徴とする請求項１２に記載の推薦
番組情報の共有方法。
【請求項１４】
　前記第１の段階は、受信しようとする番組を分類する過程をさらに含むことを特徴とす
る請求項１３に記載の推薦番組情報の共有方法。
【請求項１５】
　前記第１の段階で、前記推薦番組情報は、複数のセットトップボックスに連結されるサ
ーバから受信されることを特徴とする請求項１４に記載の推薦番組情報の共有方法。
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【請求項１６】
　前記第１の段階は、前記ネットワーク網を介して連結される複数のセットトップボック
スを含むセットトップボックスリストが前記サーバから受信される過程を含むことを特徴
とする請求項１５に記載の推薦番組情報の共有方法。
【請求項１７】
　前記受信されたセットトップボックスリストから推薦番組情報を送信しようとするセッ
トトップボックスを選択する過程をさらに含むことを特徴とする請求項１６に記載の推薦
番組情報の共有方法。
【請求項１８】
　任意のセットトップボックスに推薦しようとする番組に関する推薦番組情報を送信する
第１の段階と、
　前記送信された推薦番組情報を格納する第２の段階と、
　前記格納された推薦番組情報を受信し、画面上に表示する第３の段階とを含み、
　前記第２の段階は、前記推薦番組情報に基づいて各番組に対する推薦頻度を算出し、前
記算出結果によって別の推薦番組情報を生成する過程をさらに含むことを特徴とする推薦
番組情報の共有方法。
【請求項１９】
　前記推薦番組情報は、該当番組のスチールカットと、前記推薦番組情報を送信したセッ
トトップボックスを識別できる付加情報を含むことを特徴とする請求項１８に記載の推薦
番組情報の共有方法。
【請求項２０】
　前記第１の段階は、
　ネットワーク網を介して連結される複数のセットトップボックスを含むセットトップボ
ックスリストを受信する第１の過程と、
　前記セットトップボックスリストから所望のセットトップボックスを選択する第２の過
程とをさらに含むことを特徴とする請求項１９に記載の推薦番組情報の共有方法。
【請求項２１】
　前記第３の段階は、受信しようとする番組を分類する過程をさらに含むことを特徴とす
る請求項１９に記載の推薦番組情報の共有方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタルセットトップボックスを利用した推薦番組情報の共有装置及び方法
に関するもので、より詳しくは、所定のネットワーク網を介して連結される複数のセット
トップボックスの間で番組を互いに推薦することができるようにするデジタルセットトッ
プボックスを利用した推薦番組情報の共有装置及び方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、ＭＰＥＧ規格に準拠したデジタル放送は、１つのビットストリーム上に複数の
チャンネルに対応する放送番組を多重化して伝送し、前記伝送されたビットストリームか
らユーザが視聴しようとするチャンネルに対応する放送番組を分離し、これをデコードし
た後、テレビ画面上に表示するようになる。このようなデジタル放送は、前記ビットスト
リーム内にチャンネル別又は時間別放送番組に関するＥＰＧ（電子番組表）を共に伝送す
ることによって、ユーザが前記ＥＰＧを通じてユーザの望む放送番組を容易に検索できる
ようにしている。
【０００３】
 このようなＥＰＧは、放送番組に関する時間及びタイトル情報と、該当放送番組に関す
る詳細情報を含んでいるから、前記ユーザは、テレビ画面上に表示されるＥＰＧを通じて
所望の放送番組の番組情報を検索できる。
【０００４】
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 また、前記テレビに接続して、インターネットなどの双方向通信機能を行うことができ
るので、インターネット通信技術が広く普及するに伴って、テレビを介してのインターネ
ット接続に広く使われている。
【０００５】
 すなわち、図１に示されているように、放送番組の視聴中に、メール１０、所定のユー
ザコミュニティ内のメッセージ伝送のためのバディリスト２０、動映像視聴３０及びチャ
ット３０などのような機能が提供され、ユーザは、前記ＥＰＧと一緒に付加機能を使用で
きる。
【０００６】
 一方、ケーブルや衛星放送などの普遍化に応じて、ユーザが視聴できるチャンネル数が
増加し、ユーザの望むチャンネルで放送される番組を検索するに所要される時間が増加す
るようになり、これにより、ケーブルや衛星放送事業者などは、前記ＥＰＧに推薦番組情
報を含ませている。
【０００７】
 例えば、図２に示されているように、従来のＥＰＧ５０の一端に推薦番組情報６０が一
緒に表示される。
【０００８】
 この際、前記推薦番組情報６０は、該当番組のスチールカット（Steel Cut）６１と番組
名６２などを含み、ユーザは、前記推薦番組情報６０を通じて予約録画及びお知らせ録画
などを行うことができる。
【０００９】
 しかし、前記推薦番組情報は、ユーザの趣向とは関係なく、一方的に表示されるため、
所望の番組がない場合には、前記推薦番組情報に含まれた番組を視聴するようになるので
、ユーザの便宜が阻害されるという問題点がある。
　また、韓国公開特許2003-0010992はデジタル放送環境でのインタラクティブ広告参与者
にアバタと交互チャットを通じた放送コミュニティを提供して参与率によったサイバーマ
ネーを通じて実際の該当商品の支払いを行う視聴者参与誘導方法を開示しているが、ここ
では放送コミュニティを通じたプログラム推薦が成されないから参与者の趣向に合ったプ
ログラム情報の提供を受けられないという問題点がある。
【特許文献１】韓国公開特許第2001-0010992号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、前記問題点を解決するためになされたもので、本発明の目的は、所定のネッ
トワーク網を介して連結される複数のセットトップボックスの間で互いに番組を推薦し推
薦されることができるようにして、推薦番組情報を共有できるので、ユーザの趣向に符合
する番組を推薦できるデジタルセットトップボックスを利用した推薦番組情報の共有装置
及び方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記目的を達成するために、本発明によるデジタルセットトップボックスは、所定のネ
ットワーク網を介して連結される複数のセットトップボックスから受信される推薦番組情
報を画面に表示する。
【００１２】
　好ましくは、前記推薦番組情報は、該当番組のスチールカットと、前記推薦番組情報を
送信したセットトップボックスを識別できる付加情報を含む。
【００１３】
 好ましくは、前記推薦番組情報は、前記ネットワーク網を介して連結される任意のセッ
トトップボックスから受信される。
【００１４】
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 好ましくは、前記推薦番組情報は、ネットワーク網を介して複数のセットトップボック
スに連結されるサーバから受信される。
【００１５】
 好ましくは、前記ネットワーク網を介して連結される複数のセットトップボックスを含
むセットトップボックスリストを前記サーバから受信する。
【００１６】
　好ましくは、前記セットトップボックスリストから推薦番組情報を送信しようとするセ
ットトップボックスを選択し、該当推薦番組情報を送信する。
【００１７】
 また、本発明による推薦番組情報の共有装置は、推薦しようとする放送番組に関する推
薦番組情報を送信する送信側セットトップボックスと、ネットワーク網を介して複数のセ
ットトップボックスに連結され、前記送信側セットトップボックスから送信された推薦番
組情報を格納するサーバと、前記サーバに格納された推薦番組情報を受信し、画面上に表
示する受信側セットトップボックスとを含む。
【００１８】
 好ましくは、前記サーバは、前記推薦番組情報に基づいて各番組に対する推薦頻度を算
出し、前記算出結果によって別の推薦番組情報を生成する。
【００１９】
　好ましくは、前記受信側セットトップボックスは、受信しようとする番組を分類し、前
記サーバは、前記分類に符合する推薦番組情報を送信する。
【００２０】
　好ましくは、前記サーバは、前記番組の分類を前記送信側セットトップボックスに送信
し、前記送信側セットトップボックスは、前記分類に符合する推薦番組情報を受信側セッ
トトップボックスに送信する。
【００２１】
　また、本発明による推薦番組情報の共有方法は、所定のネットワーク網を介して連結さ
れる複数のセットトップボックスから推薦番組情報を受信する第１の段階と、前記受信さ
れた推薦番組情報を画面上に表示する第２の段階とを含む。
【００２２】
　好ましくは、前記第１の段階は、受信しようとする番組を分類する過程をさらに含む。
【００２３】
 好ましくは、前記第１の段階で、前記推薦番組情報は、ネットワーク網を介して連結さ
れる任意のセットトップボックスから受信される。
【００２４】
 好ましくは、前記第１の段階で、前記推薦番組情報は、複数のセットトップボックスに
連結されるサーバから受信される。
【００２５】
　好ましくは、前記第１の段階は、前記ネットワーク網を介して連結される複数のセット
トップボックスを含むセットトップボックスリストを受信する過程をさらに含む。
【００２６】
　好ましくは、前記第１の段階は、前記セットトップボックスリストから推薦番組情報を
送信しようとするセットトップボックスを選択する。
【００２７】
 また、本発明による推薦番組情報の共有方法は、任意のセットトップボックスに推薦し
ようとする番組に関する推薦番組情報を送信する第１の段階と、前記送信された推薦番組
情報を格納する第２の段階と、前記格納された推薦番組情報を受信し、画面上に表示する
第３の段階とを含む。
【００２８】
　好ましくは、前記第１の段階は、ネットワーク網を介して連結される複数のセットトッ
プボックスを含むセットトップボックスリストを受信する第１の過程と、前記セットトッ
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プボックスリストから所望のセットトップボックスを選択する第２の過程とをさらに含む
。
【００２９】
 好ましくは、前記第２の段階は、前記推薦番組情報に基づいて各番組に対する推薦頻度
を算出し、前記算出結果によって別の推薦番組情報を生成する過程をさらに含む。
【００３０】
　好ましくは、前記第３の段階は、受信しようとする番組を分類する過程をさらに含む。
【発明の効果】
【００３１】
 本発明によれば、所定のネットワーク網を介して複数のセットトップボックスをコミュ
ニティ化し、前記複数のセットトップボックスの間で互いに番組を推薦し推薦されること
ができるようにして、ユーザの趣向に一層符合する推薦番組情報を提供することができる
という効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、添付の図面を参照して、本発明の好ましい実施例を詳細に説明する。
【００３３】
 本発明による推薦番組情報の共有装置は、図３に示されているように、推薦番組の送受
信を行う複数のセットトップボックス１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、１６０
、１７０、１８０と、ネットワーク網を介して前記複数のセットトップボックス１１０、
１２０、１３０、１４０、１５０、１６０、１７０、１８０に連結され、複数のセットト
ップボックス１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、１６０、１７０、１８０を含む
セットトップボックスリストを生成するサーバ２００とを含む。
【００３４】
 ここで、前記複数のセットトップボックス１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、
１６０、１７０、１８０は、各々異なるセットトップボックスから送信された推薦番組情
報を受信すると同時に、前記推薦番組を所望のセットトップボックスに送信する。
【００３５】
 この際、前記複数のセットトップボックス１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、
１６０、１７０、１８０は、各々前記推薦番組の送受信と関連した全般的な動作を担当す
る推薦番組管理部（Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｍａｎａｇｅｒ、
以下ではＲＰＭという）１１１、１２１、１３１、１４１、１５１、１６１、１７１、１
８１を含む。
【００３６】
 前記サーバ２００は、前記複数のセットトップボックス１１０、１２０、１３０、１４
０、１５０、１６０、１７０、１８０を含むセットトップボックスリストを生成し、前記
セットトップボックスリストには、各セットトップボックスに関する固有情報が含まれて
いる。
【００３７】
 この際、前記固有情報は、前記サーバ２００が自体的に付与する固有ＩＤや、ケーブル
、衛星及び空中波などの放送事業者が放送サービスを提供する前記複数のセットトップボ
ックス１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、１６０、１７０、１８０に付与する固
有ＩＤを意味する。
【００３８】
 ここで、前記サーバ２００は、前記セットトップボックスリストを前記複数のセットト
ップボックス１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、１６０、１７０、１８０に送信
し、前記複数のセットトップボックス１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、１６０
、１７０、１８０は、前記セットトップボックスリストを受信し、ユーザの要請時、前記
セットトップボックスリストを表示する。
【００３９】



(7) JP 4689991 B2 2011.6.1

10

20

30

40

50

 したがって、前記セットトップボックスリストから推薦番組情報を送信しようとするセ
ットトップボックスを選択し、前記選択されたセットトップボックスに推薦番組情報を送
信する。
【００４０】
 また、前記推薦番組情報は、該当番組に関するスチールカットと、前記推薦番組情報を
送信したセットトップボックスを識別できる付加情報を含む。
【００４１】
 前記付加情報は、各セットトップボックスに該当する固有ＩＤ、ユーザ名、ユーザ写真
、アバターなどを使用することができる。
【００４２】
 したがって、前記推薦番組情報を受信したセットトップボックスユーザが前記推薦番組
情報を送信したセットトップボックスを容易に識別できる。
【００４３】
 また、前記付加情報は、前記推薦番組情報を送信するセットトップボックスユーザが入
力した所定のメッセージを含むことができる。
【００４４】
 一方、前記推薦番組情報は、前記複数のセットトップボックス１１０、１２０、１３０
、１４０、１５０、１６０、１７０、１８０間に直接送受信がなされるばかりでなく、前
記サーバ２００を介して送受信がなされる。
【００４５】
 つまり、任意のセットトップボックスから送信した推薦番組情報が直接他のセットトッ
プボックスに送信されたり、前記サーバ２００に送信して格納した後、前記格納された推
薦番組情報がさらに前記サーバ２００から他のセットトップボックスに送信されたりする
ことができる。
【００４６】
 また、前記サーバ２００は、前記推薦番組を格納するデータベース２１０を含み、前記
データベース２１０に格納された推薦番組情報に基づいて各番組に対する推薦頻度を算出
し、これを基盤に別の推薦番組情報を生成する。
【００４７】
 したがって、前記推薦番組情報を受信するセットトップボックスでは、任意のセットト
ップボックスばかりでなく、前記サーバ２００により別に生成された推薦番組情報を受信
できる。
【００４８】
 一方、前記推薦番組情報を受信するセットトップボックスは、あまり多くの推薦番組情
報を受信することを事前に防止するために、受信を望む番組情報を分類し、前記分類によ
って任意のセットトップボックスやサーバ２００から推薦番組情報を受信する。
【００４９】
 上記のように構成される本発明による推薦番組情報の共有装置の動作を詳細に説明する
。
【００５０】
 本発明による推薦番組情報の送信方法は、図４に示されているように、まず、第１の段
階で、ネットワーク網を介して連結される複数のセットトップボックスを含むセットトッ
プボックスリストが前記サーバ２００から複数のセットトップボックス１１０、１２０、
１３０、１４０、１５０、１６０、１７０、１８０に送信される（Ｓ１）。
【００５１】
 ここで、前記セットトップボックスリストは、前記ネットワーク網に連結される複数の
セットトップボックス１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、１６０、１７０、１８
０及びサーバ２００の固有情報を含む。
【００５２】
 第２の段階で、前記送信されたセットトップボックスリストから推薦番組情報を送信し
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ようとするセットトップボックスを選択する（Ｓ２）。
【００５３】
 第３の段階で、前記選択されたセットトップボックスに推薦番組情報を送信する（Ｓ３
）。
【００５４】
 ここで、前記推薦番組情報は、該当番組のスチールカットと、前記推薦番組情報を送信
したセットトップボックスを識別できる固有情報を含む。
【００５５】
 また、前記付加情報は、セットトップボックス識別のための固有ＩＤ、ユーザ名、ユー
ザ写真及びアバターなどに加えて、前記推薦番組情報を送信したセットトップボックスユ
ーザが入力した所定のメッセージを含むことができる。
【００５６】
 好適な実施例として、前記推薦番組情報は、図５ａに示されているように、現在視聴中
の番組を推薦しようとする場合、番組の視聴中にセットトップボックスリスト３００から
任意のセットトップボックスを選択し、前記選択されたセットトップボックスに推薦番組
情報を送信できる。
【００５７】
 また、図５ｂに示されているように、前記推薦番組情報に加えて、前記推薦番組情報を
送信するセットトップボックスユーザが所定のメッセージ３１０を入力し、前記推薦番組
情報と一緒に送信できる。
【００５８】
 一方、ＥＰＧを通じての前記推薦番組情報は、図６ａに示されているように、ＥＰＧを
通じて推薦しようとする番組を選択した後、セットトップボックスリスト４００から任意
のセットトップボックスを選択し、前記選択されたセットトップボックスに推薦番組情報
を送信できる。
【００５９】
 また、図６ｂに示されているように、前記推薦番組情報に加えて、所定のメッセージ４
１０を共に送信できる。
【００６０】
 第４の段階で、前記送信された推薦番組情報がサーバ２００を経由して選択されたセッ
トトップボックスに送信されたか否かを判断する（Ｓ４）。
【００６１】
 第５の段階で、前記送信された推薦番組情報が前記サーバ２００を経由する場合、前記
送信された推薦番組情報は、前記サーバ２００のデータベース２１０に格納される（Ｓ５
）。
【００６２】
 この際、前記サーバ２００では、前記格納された推薦番組情報に基づいて各番組に対す
る推薦頻度を算出し、前記算出結果によって自体的に別の推薦番組情報を生成する。
【００６３】
 これにより、前記推薦番組情報を受信するセットトップボックスで多様な推薦番組情報
を提供することができると同時に、前記推薦番組情報を送信するセットトップボックスが
存在しない場合に有用に使用することができる。
【００６４】
 第６の段階で、前記サーバ２００に格納された推薦番組情報が前記選択されたセットト
ップボックスに送信される（Ｓ６）。
【００６５】
 仮に、前記第４の段階で、推薦番組情報が前記サーバ２００を経由しない場合には、前
記推薦番組情報が選択されたセットトップボックスに送信される。
【００６６】
 一方、上記のように送信された推薦番組情報を受信する推薦番組情報の受信方法は、図
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７に示されているように、まず、第１１の段階で、受信しようとする番組を分類する（Ｓ
１１）。
【００６７】
 これは、前記番組を分類しない場合、あまり多くの推薦番組情報を受信することができ
るから、所望の推薦番組情報を探すために不必要な時間を消耗することを事前に防止する
ためである。
【００６８】
 また、前記推薦番組情報の受信を望まない場合には、全ての推薦番組情報が受信される
ことを遮断できる。
【００６９】
 第１２の段階で、前記番組の分類による推薦番組情報を受信する（Ｓ１２）。
【００７０】
 この際、前記推薦番組情報は、任意のセットトップボックスから直接受信したり、前記
サーバ２００により別に生成された推薦番組情報を受信したりすることができる。
【００７１】
 また、前記のような推薦番組を受信されるための対象は、前記推薦番組情報を受信する
セットトップボックスユーザの選択によって決定される。
【００７２】
 第１３の段階で、前記受信された推薦番組情報が画面上に表示される（Ｓ１３）。
【００７３】
 好適な実施例として、前記推薦番組情報が現在放送されている番組である場合には、図
８に示されているように、前記推薦番組情報を送信したセットトップボックスの固有ＩＤ
５１０と番組情報５２０及び前記推薦番組情報を送信したセットトップボックスユーザが
入力した所定のメッセージ５３０が表示される。
【００７４】
 一方、前記推薦番組情報が現在放送されていない番組である場合には、図９に示されて
いるように、画面の一端に、推薦された番組のスチールカット５４０と前記推薦番組情報
を送信したセットトップボックスを識別できるアバター５５０などが表示される。
【００７５】
 ここで、前記アバターの代わりに、前記推薦番組情報を送信したセットトップボックス
の固有ＩＤ、ユーザ名、ユーザ写真などが表示されることができる。
【００７６】
 したがって、前記スチールカット５４０とアバター５５０などを通じて予約録画及びお
知らせ予約などが可能になる。
【００７７】
 以上のように、本発明について詳細に説明したが、本発明の属する技術分野における通
常の知識を有する者なら、本発明の技術的思想から逸脱することなく、本発明の精神と特
許請求の範囲内で、本発明をいろいろと変更して実施することができるものである。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】放送番組の表示中に双方向通信のためのメニューが表示された図である。
【図２】推薦番組情報を含む電子番組表（ＥＰＧ）を示す図である。
【図３】本発明によるデジタルセットトップボックスを利用した推薦番組情報の共有装置
を示す図である。
【図４】本発明によるデジタルセットトップボックスを利用した推薦番組情報の送信方法
を示す図である。
【図５ａ】本発明による推薦番組情報を送信しようとするセットトップボックスを選択す
る画面を示す図である。
【図５ｂ】本発明による推薦番組情報を送信しようとするセットトップボックスを選択す
る画面を示す図である。
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【図６ａ】本発明による電子番組表を通じての推薦番組情報を送信しようとするセットト
ップボックスを選択する画面を示す図である。
【図６ｂ】本発明による電子番組表を通じての推薦番組情報を送信しようとするセットト
ップボックスを選択する画面を示す図である。
【図７】本発明によるデジタルセットトップボックスを利用した推薦番組情報受信方法を
示す図である。
【図８】本発明による推薦番組情報が現在放送される番組に該当する場合に表示される推
薦番組情報を示す図である。
【図９】本発明による推薦番組情報が現在放送される番組に該当しない場合に表示される
推薦番組情報を示す図である。
【符号の説明】
【００７９】
　１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、１６０、１７０、１８０　セットトップボ
ックス
 ２００　サーバ
 ２１０　データベース

【図１】

【図２】

【図３】
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