
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
各々複数の情報要素で表される一定期間分の放送番組を含む放送番組ガイド情報を取得す
る機能を備えた放送受信装置と、通信網を介してホームページとの間で通信を行う機能を
備えた番組予約端末とを備えた放送受信システムであって、
前記番組予約端末は、
前記ホームページに対し通信網を介してアクセスして、当該ホームページから前記放送番
組ガイド情報、又は各放送番組を前記放送番組ガイド情報より少数の情報要素により表し
た簡易ガイド情報を前記通信網を介して受信し記憶保持するガイド情報受信手段と、
このガイド情報受信手段により受信されたガイド情報を選択的に表示するガイド情報表示
手段と、
このガイド情報表示手段に表示されたガイド情報をもとに、ユーザが視聴を希望する放送
番組を個別に指定入力する入力手段と、
可搬型記憶媒体が着脱自在に装着される第１のスロットと、
前記入力手段により指定入力された放送番組を表す情報要素を予約データとして前記第１
のスロットを介して前記可搬型記憶媒体に記憶させるための外部記憶制御手段とを備え、
前記放送受信装置は、
取得した前記放送番組ガイド情報を記憶するガイド情報記憶手段と、
前記可搬型記憶媒体が着脱自在に装着される第２のスロットと、
この第２のスロットに可搬型記憶媒体が装着された場合に、この可搬型記憶媒体から前記
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予約データを読み込むための手段と、
この読み込んだ予約データをもとに、前記ガイド情報記憶手段に記憶されている放送番組
ガイド情報の中から対応する放送番組を選択し、この放送番組を表す各情報要素をもとに
当該放送番組の予約処理を実行する予約処理手段とを備えたことを特徴とする放送受信シ
ステム。
【請求項２】
前記番組予約端末は、ホームページとの間で移動通信網を介して通信を行う移動通信端末
からなり、前記ホームページに対し移動通信網を介してアクセスして、当該ホームページ
から放送番組ガイド情報、又は各放送番組を放送番組ガイド情報より少数の情報要素によ
り表した簡易ガイド情報を前記移動通信網を介して受信し記憶保持することを特徴とする
請求項１記載の放送受信システム。
【請求項３】
ユーザが視聴を希望する放送番組の指定情報を入力するとこの番組指定情報を第１のビッ
ト列からなる予約データに変換し、この予約データを可搬型記憶媒体に記憶させる機能を
備える番組予約端末と共に使用される放送受信装置であって、
各々複数の情報要素で表される一定期間分の放送番組を含む放送番組ガイド情報を取得し
て記憶手段に記憶するガイド情報取得手段と、
前記可搬型記憶媒体が着脱自在に装着されるスロットと、
このスロットに前記可搬型記憶媒体が装着された場合に、この可搬型記憶媒体から予約デ
ータを読み込む手段と、
前記読み込まれた予約データをもとに予約処理を行う予約処理手段とを具備し、
前記予約処理手段は、
前記可搬型記憶媒体から読み込まれた予約データの第１のビット列を、前記放送番組ガイ
ド情報で規定された第２のビット列にフォーマット変換する変換手段と、
この変換手段によりフォーマット変換された第２のビット列からなる予約データをもとに
、前記記憶手段に記憶されている放送番組ガイド情報の中から対応する放送番組を選択し
、この放送番組を表す各情報要素をもとに当該放送番組の予約処理を実行する手段とを備
えたことを特徴とする放送受信装置。
【請求項４】
各々複数の情報要素で表される一定期間分の放送番組を含む放送番組ガイド情報を取得し
て記憶し、可搬型記憶媒体から読み込んだ予約データをもとに上記放送番組ガイド情報の
中から対応する放送番組を選択して、この放送番組を表す各情報要素をもとに当該放送番
組の予約処理を実行する機能を備えた放送受信装置と共に使用される番組予約端末であっ
て、
前記可搬型記憶媒体が着脱自在に装着されるスロットと、
ホームページに対し通信網を介してアクセスして、当該ホームページから前記放送番組ガ
イド情報、又は各放送番組を前記放送番組ガイド情報より少数の情報要素により表した簡
易ガイド情報を前記通信網を介して受信し記憶するガイド情報受信手段と、
このガイド情報受信手段により受信されたガイド情報を選択的に表示するガイド情報表示
手段と
前記ガイド情報表示手段により表示されたガイド情報をもとに、ユーザが視聴を希望する
放送番組の指定情報を入力するための番組予約入力手段と、
この番組予約入力手段により入力された番組指定情報を第１のビット列からなる予約デー
タに変換し、この予約データを前記スロットを介して前記可搬型記憶媒体に記憶させる外
部記憶制御手段とを具備したことを特徴とする番組予約端末。
【請求項５】
前記ガイド情報受信手段は、前記ホームページに対し移動通信網を介してアクセスして、
当該ホームページから放送番組ガイド情報、又は各放送番組を放送番組ガイド情報より少
数の情報要素により表した簡易ガイド情報を前記移動通信網を介して受信し記憶保持する
ことを特徴とする請求項４記載の番組予約端末。
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【請求項６】
前記外部記憶制御手段は、
前記予約データの第１のビット列を前記放送番組ガイド情報で規定された第２のビット列
にフォーマット変換する変換手段と、
この変換手段によりフォーマット変換された第２のビット列からなる予約データを、前記
スロットを介して前記可搬型記憶媒体に記憶させる手段とを備えることを特徴とする請求
項４記載の番組予約端末。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、例えばテレビジョン受信機又はビデオテープレコーダに対しリモートコント
ローラ等の番組予約機能を有する端末を用いて、録画予約等の予約設定を行う機能を備え
た放送受信システムとその放送受信装置及び番組予約端末に関する。
【０００２】
【従来の技術】
テレビジョン受信機やビデオテープレコーダに対し録画予約等を設定する場合、ユーザは
一般にリモートコントローラを使用する。しかし、リモートコントローラは、一般に赤外
線通信（ＩｒＤＡ：ＩｎｆｒａＲｅｄ　Ｄａｔａ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）を使用して
いるため、赤外線がテレビジョン受信機やビデオテープレコーダ等の本体機器に到達可能
な範囲内でしか使用できない。このため、例えば別室に設置されたパーソナル・コンピュ
ータにおいてインターネット上のホームページから番組ガイド情報を受信し、この情報を
見ながら番組予約操作を行おうとしても、リモートコントローラでは番組予約操作を行う
ことができず、大変不便である。
【０００３】
一方、特開平２０００－５９７１７号公報にはテレビジョン受像機にＩＣカードスロット
を設け、テレビジョン受像機においてＥＰＧ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｇｕ
ｉｄｅ）をもとに選択指定された録画予約データをＩＣカードに記憶するようにした技術
が開示されている。
【０００４】
しかしこの技術は、録画予約データを記憶したＩＣカードをビデオカセットに装着し、こ
のビデオカセットをビデオテープレコーダに挿入した際に、ビデオテープレコーダ内のＩ
ＣカードリーダがＩＣカードから録画予約データを読み込んで予約設定を行うものである
。このため、録画予約操作は依然としてテレビジョン受像機の画面を見ながら行わなけれ
ばならず、例えば別室や外出先では予約操作を行うことができない。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
以上述べたように従来のシステムでは、番組予約操作を行う場所がテレビジョン受像機や
ビデオテープレコーダを直接見通せる場所に限られるという問題点がある。
【０００６】
この発明は上記事情に着目してなされたもので、その目的とするところは、場所を限定さ
れることなく任意の場所で番組予約操作を行えるようにし、これによりユーザの利便性を
高めた放送受信システムとその放送受信装置及び番組予約端末を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために第１の発明は、ユーザが視聴を希望する放送番組の指定情報を
入力するとこの番組指定情報を第１のビット列からなる予約データに変換し、この予約デ
ータを可搬型記憶媒体に記憶させる機能を備える番組予約端末と共に使用される放送受信
装置にあって、各々複数の情報要素で表される一定期間分の放送番組を含む放送番組ガイ
ド情報を取得して記憶手段に記憶するガイド情報取得手段と、上記可搬型記憶媒体が着脱
自在に装着されるスロットと、このスロットに上記可搬型記憶媒体が装着された場合に、
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この可搬型記憶媒体から予約データを読み込む手段と、上記読み込まれた予約データをも
とに予約処理を行う予約処理手段とを備える。
そして、上記予約処理手段により、上記可搬型記憶媒体から読み込まれた予約データの第
１のビット列を上記放送番組ガイド情報で規定された第２のビット列にフォーマット変換
し、このフォーマット変換された第２のビット列からなる予約データをもとに、上記記憶
手段に記憶されている放送番組ガイド情報の中から対応する放送番組を選択し、この放送
番組を表す各情報要素をもとに当該放送番組の予約処理を実行するようにしたものである
。
【０００８】
したがって第１の発明によれば、番組予約端末において入力された予約データは可搬型記
憶媒体に記憶され、ユーザがこの可搬型記憶媒体を放送受信装置のスロットに装着すれば
この記憶媒体から上記予約データが読み出され、この予約データに基づいて番組予約処理
が行われる。すなわち、番組予約端末から放送受信装置への予約データの転送が可搬型記
憶媒体を介して行われることになる。このため、別室や外出先においても番組予約操作を
行うことが可能となり、これによりユーザの利便性は大幅に改善される。
【０００９】
また、指定入力された番組予約情報を、可搬型記憶媒体を介して放送受信装置へ転送設定
することで、番組予約端末に大容量の不揮発性メモリを設けることなく、多数の番組予約
情報を一度に転送設定できる利点もある。
【００１１】
また、放送受信装置又は番組予約端末に、予約データのデータフォーマットをＥＰＧ等の
放送番組ガイド情報のデータフォーマットに変換する機能を持たせる。このようにすると
、番組予約端末では決められたデータフォーマットで予約データを入力する必要はなくな
り、変換可能な範囲で任意のデータフォーマットを使用可能となる。したがって、如何な
るタイプの番組予約端末を使用しても、放送受信装置にはＥＰＧ等の標準的な放送番組ガ
イド情報に応じて正確な番組予約設定を行うことができる。
【００１６】
また第２の発明は、各々複数の情報要素で表される一定期間分の放送番組を含む放送番組
ガイド情報を取得する機能を備えた放送受信装置と、通信網を介してホームページとの間
で通信を行う機能を備えた番組予約端末とを備えた放送受信システムにあって、
上記番組予約端末に、上記ホームページに対し通信網を介してアクセスして、当該ホーム
ページから上記放送番組ガイド情報、又は各放送番組を上記放送番組ガイド情報より少数
の情報要素により表した簡易ガイド情報を通信網を介して受信し記憶保持するガイド情報
受信手段と、このガイド情報受信手段により受信されたガイド情報を選択的に表示するガ
イド情報表示手段と、このガイド情報表示手段に表示されたガイド情報をもとに、ユーザ
が視聴を希望する放送番組を個別に指定入力する入力手段と、可搬型記憶媒体が着脱自在
に装着される第１のスロットと、上記入力手段により指定入力された放送番組を表す情報
要素を予約データとして上記第１のスロットを介して上記可搬型記憶媒体に記憶させるた
めの外部記憶制御手段とを備え、
上記放送受信装置には、上記取得した放送番組ガイド情報を記憶するガイド情報記憶手段
と、上記可搬型記憶媒体が着脱自在に装着される第２のスロットと、この第２のスロット
に可搬型記憶媒体が装着された場合に、この可搬型記憶媒体から上記予約データを読み込
むための手段と、この読み込んだ予約データをもとに、上記ガイド情報記憶手段に記憶さ
れている放送番組ガイド情報の中から対応する放送番組を選択し、この放送番組を表す各
情報要素をもとに当該放送番組の予約処理を実行する予約処理手段とを備えたことを特徴
とするものである。
【００１７】
したがって第２の発明においても、前記第１の発明と同様、番組予約端末から放送受信装
置への番組予約指定情報の転送設定が可搬型記憶媒体を介して行われることになる。この
ため、別室や外出先においても番組予約操作を行うことが可能となり、これによりユーザ
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の利便性は大幅に改善される。
【００１８】
また第２の発明では、番組予約端末として、例えば携帯電話機やＰＨＳ（ Personal Handy
 phone System；登録商標）端末等の移動通信端末を使用し、移動通信端末から移動通信
網を介してホームページに対しアクセスして、当該ホームページから番組ガイド情報を移
動通信網を介して受信し表示するようにしている。このため、ユーザは番組情報誌や新聞
のテレビ欄等を別途用意する必要がなく、また可搬型記憶媒体に放送番組記憶情報を予め
記憶させておくこともなく、いつでもどこでも手軽に番組ガイド情報を取得し、この取得
されたガイド情報を使用して簡単かつ正確に番組予約操作を行うことができる。
【００１９】
【発明の実施の形態】
（第１の実施形態）
この発明に係わる放送受信システムの第１の実施形態は、テレビジョン受信機及びそのリ
モートコントローラに記憶媒体用スロットをそれぞれ設け、リモートコントローラにおい
てユーザが入力した番組予約データを上記記憶媒体用スロットを介して外部メモリに記憶
する。そして、この外部メモリをテレビジョン受信機の記憶媒体用スロットに挿着するこ
とで、テレビジョン受信機がこの外部メモリから予約データを読み込み、この予約データ
と予め受信し記憶してあるＥＰＧ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｇｕｉｄｅ）デ
ータとをもとに放送番組を特定して、この放送番組を表す情報要素をもとに予約設定を行
うようにしたものである。
【００２０】
図１は、この発明に係わる放送受信システムの第１の実施形態を示す概略構成図である。
【００２１】
このシステムは、放送受信装置としてのテレビジョン受信機１Ａと、番組予約端末として
のリモートコントローラ２Ａとから構成される。これらのテレビジョン受信機１Ａ及びリ
モートコントローラ２Ａにはそれぞれ記憶媒体スロット２５，４１が設けてあり、外部メ
モリ３が着脱自在に挿着可能になっている。外部メモリ３は、随時書き込み読み出しが可
能な不揮発性記憶素子を使用したカード状或いはスティック状のメモリであり、例えば４
Ｍバイト、１６Ｍバイト或いは６４Ｍバイト等の記憶容量を有する。この外部メモリ３は
、リモートコントローラ２Ａにおいてユーザが入力した番組予約データを記憶し、この予
約データをテレビジョン受信機１Ａに読み込ませるために使用する。
【００２２】
ところで、上記テレビジョン受信機１Ａは次のように構成される。図２はその構成を示す
回路ブロック図である。
【００２３】
同図において、図示しない放送局から放送された放送信号は、アンテナ１１で受信された
のち復調部１２で復調されてトランスポートストリーム（ＴＳ）となり、このトランスポ
ートストリームはＴＳ処理部１３に入力される。ＴＳ処理部１３は、受信トランスポート
ストリームに多重化されている映像データ、音声データ及び制御データに分離する。
【００２４】
このうち映像データは、映像処理部１４で復号処理されてアナログ映像信号となったのち
ＣＲＴドライバ１５に入力され、このＣＲＴドライバ１５からＣＲＴ１６に供給される。
また、映像同期信号が上記ＣＲＴドライバ１５から偏向系ドライバ１７に入力され、この
偏向系ドライバ１７により偏向コイルが駆動される。したがって、ＣＲＴ１６には受信映
像が表示される。音声データは、音声回路１８において復号されてアナログ音声信号とな
ったのち、左右の各スピーカ１９Ｌ，１９Ｒに供給されて拡声出力される。
【００２５】
一方受信制御データは、ＴＳ処理部１３からバス２３を介して制御部２１に取り込まれ、
ここで種類別に分離されたのち必要に応じてＲＡＭ２２に記憶される。例えば、トランス
ポートストリーム内のＥＩＴ（Ｅｖｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔａｂｌｅ）には
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ＥＰＧ表示に必要な情報（以後ＥＰＧ情報と称する）が記述されており、このＥＰＧ情報
はＲＡＭ２２に記憶される。
【００２６】
ＥＰＧは、例えば１週間分の番組情報を含んでいる。各番組情報はそれぞれ複数の情報要
素により表される。情報要素としては、例えば放送日付、チャネル番号に相当するサービ
スＩＤ、イベントＩＤ、番組開始予定時刻、番組継続予定時刻、番組名称、ビデオ／オー
ディオのタイプ（アスペクト比が４：３であるか１６：９であるか、音声チャネルがステ
レオであるかモノラルであるかを指定する情報）、番組ジャンル、ＰＰＶ（Ｐａｙ　Ｐｅ
ｒ　Ｖｉｅｗ）料金、番組内容（最大４００文字）、及びコピーコントロール情報がある
。
【００２７】
制御部２１Ａは、ユーザの指定に従い、上記１週間分の番組情報の中から指定された番組
情報を選択し、さらにこの番組情報を表す複数の情報要素の中から指定された情報要素を
抽出してＣＲＴ１６にＯＳＤ（Ｏｎ　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ）表示する。
【００２８】
また、テレビジョン受信機１Ａには、リモートコントローラ２Ａからの赤外線信号を受信
するためのＩＲ受信部２４に加え、記憶媒体スロット２５及び外部インタフェース２６が
設けてある。記憶媒体スロット２５には外部メモリ３が着脱自在に挿着される。外部イン
タフェース２６は、制御部２１Ａの指示に従い、上記記憶媒体スロット２５に挿着された
外部メモリ３から記憶データを読み出して制御部２１Ａに供給する。
【００２９】
制御部２１Ａは、放送信号の受信表示動作に係わる通常の制御機能に加え、この発明に係
わる新たな機能として、予約受付制御機能２１ａ及びデータフォーマット変換制御機能２
１ｂを備えている。
【００３０】
予約受付制御機能２１ａは、ＩＲ予約受付モードと、外部メモリ予約受付モードとを備え
る。ＩＲ予約受付モードは、リモートコントローラ２Ａから赤外線信号を使用して番組予
約データが送られた場合に、この予約データと、ＣＲＴ１６に表示中のＥＰＧの番組情報
とに基づいて、番組予約処理を実行する。
【００３１】
外部メモリ予約受付モードは、記憶媒体スロット２５に外部メモリ３が挿着された場合に
、この外部メモリ３に記憶されている予約データを外部インタフェース２６を介して読み
込み、この予約データと、予めＲＡＭ２２に記憶されているＥＰＧ中の上記予約データに
対応する放送番組の情報要素とに基づいて、番組予約処理を実行する。
【００３２】
データフォーマット変換手段２１ｂは、上記番組予約処理に際し、入力された予約データ
のデータフォーマットがＥＰＧのデータフォーマットではない場合に、このＥＰＧのデー
タフォーマットへのフォーマット変換を行う。
【００３３】
一方、リモートコントローラ２Ａは次のように構成される。図３はその構成を示す回路ブ
ロック図である。
【００３４】
このリモートコントローラ２Ａは、マイクロコンピュータからなる制御部３１Ａと、ＲＡ
Ｍ３２と、入力部３４と、液晶表示器（ＬＣＤ）３５と、ＩＲ発光部３６と、タイマ３７
と、これらの間を接続するインタフェース（ＩＦ）３３とを備え、さらに記憶媒体スロッ
ト４１と、外部インタフェース４２とを備えている。
【００３５】
このうち、記憶媒体スロット４１には外部メモリ３が着脱自在に挿着される。外部インタ
フェース４２は、制御部３１Ａの指示に従い、ＲＡＭ３２から読み出された予約データを
、上記記憶媒体スロット２５に挿着された外部メモリ３に書き込む。
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【００３６】
制御部３１Ａは、番組予約に関する機能として、ＩＲ予約制御機能３１ａと、外部メモリ
予約制御機能３１ｂとを備えている。ＩＲ予約制御機能３１ａは、ユーザが入力部３４を
操作することで入力した予約データを、ＩＲ発光部３６から赤外線信号により送信する。
【００３７】
外部メモリ予約制御機能３１ｂは、記憶媒体スロット４１に外部メモリ３が挿着された状
態で番組予約操作が行われた場合に、入力された予約データを外部メモリ３に記憶させる
。
【００３８】
次に、以上のように構成されたシステムによる番組予約動作を説明する。図４はリモート
コントローラ２Ａによる予約制御手順及びその内容を示すすフローチャート、図３はテレ
ビジョン受信機１Ａによる予約受付制御の手順及びその内容を示すフローチャートである
。
【００３９】
番組予約を行う際に、ユーザはリモートコントローラ２Ａにおいて入力部３４を操作する
ことで先ず番組予約モードを設定する。リモートコントローラ２Ａの制御部３１Ａは、ス
テップ４ａでこの番組予約モードの設定を検出すると、続いてステップ４ｂで外部メモリ
３の挿着の有無を判定する。そして、外部メモリ３が挿着されていなければ、以後ＩＲ予
約モードによる予約制御を実行する。
【００４０】
さて、いま例えばユーザが、テレビジョン受信機１Ａが設置されている部屋以外の部屋で
番組予約を行うべく、リモートコントローラ２Ａの記憶媒体スロット４１に外部メモリ３
を装着したとする。そうするとリモートコントローラ２Ａの制御部３１Ａは、ステップ４
ｂからステップ４ｃに移行し、ここでユーザによる予約データの入力を受け付ける。
【００４１】
このときユーザは、例えば日付と番組番号、或いは日付とチャネル番号と番組開始時刻を
入力する。制御部３１Ａは、上記入力された番組指定情報を任意のリモコン用データフォ
ーマットからなるビット列に変換し、これを予約データとしてＲＡＭ３２に保持する。ま
たそれと共に、上記入力された番組指定情報をＬＣＤ３５に表示する。この状態でユーザ
が入力部３４において確定操作を行うと、制御部３１Ａはステップ４ｄからステップ４ｅ
に移行し、ここで上記予約データをＲＡＭ３２から読み出して外部インタフェース４２を
介して外部メモリ３に書き込む。
【００４２】
以後、ユーザが入力部３４において予約終了操作を行うまで、制御部３１Ａは上記ステッ
プ４ｃからステップ４ｅによる予約データの入力受付及びその記憶制御を繰り返す。
【００４３】
そうして予約入力した番組をテレビジョン受信機１Ａに設定するべく、ユーザが上記番組
予約データが記憶された外部メモリ３をリモートコントローラ２Ａから取り外してテレビ
ジョン受信機１Ａの記憶媒体スロット２５に装着したとする。そうするとテレビジョン受
信機１Ａの制御部２１Ａは、ステップ５ａでこの外部メモリ３の挿着を検出すると外部メ
モリ予約受付モードとなり、以後その制御を実行する。
【００４４】
すなわち、制御部２１Ａは先ずステップ５ｂにおいて、外部インタフェース２６を介して
上記外部メモリ３から予約データを読み込み、ＲＡＭ２２に記憶する。そしてステップ５
ｄにおいて、この読み込んだ予約データのデータフォーマットをＥＰＧのデータフォーマ
ットに変換する。例えば、読み込んだ予約データのリモコン用データフォーマットが日付
・開始時刻ａａビット、チャネル番号ｂｂビットからなっていれば、これらをＥＰＧで規
定された日付・開始時刻ｘｘビット、サービスＩＤｙｙビットのビット列にフォーマット
変換する。
【００４５】
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すなわち、予約データのデータフォーマットがリモートコントローラ２Ａごとに異なる場
合、これらのデータフォーマットとＥＰＧのデータフォーマットとの対応を表す変換テー
ブルを制御部２１Ａ内のメモリに予め用意しておくことで、制御部２１Ａでは読み込んだ
予約データをすべてＥＰＧの統一されたデータフォーマットに変換することができる。
【００４６】
次に制御部２１Ａは、ステップ５ｄにおいて上記フォーマット変換された予約データをも
とにＲＡＭ２２に記憶されているＥＰＧ情報をアクセスし、これにより予約データに対応
する放送番組が存在するか否かをステップ５ｅで判定する。そして、該当する放送番組が
存在すれば、ステップ５ｆにおいてこの放送番組を表す複数の情報要素をもとに当該番組
の予約設定処理を行う。
【００４７】
また、この予約設定処理を終了すると制御部２１Ａは、ステップ５ｇにおいて上記設定し
た放送番組の情報要素をＣＲＴ１６にＯＳＤ表示し、これによりユーザに設定がなされた
ことを知らせる。なお、予約データに該当する放送番組がＥＰＧ情報の中になかった場合
には、その旨のメッセージと予約データの内容をＣＲＴ１６にＯＳＤ表示する。
【００４８】
以上のように第１の実施形態によれば、リモートコントローラ２Ａにおいて予約入力操作
した予約データを、外部メモリ３を使用してテレビジョン受信機１Ａに読み込ませて予約
設定を行うようにしている。このため、ユーザはリモートコントローラ２Ａを別室に持ち
込んで、例えば新聞のテレビ欄やパーソナル・コンピュータによりインターネット上のホ
ームページから取得した番組ガイド情報を見ながら、番組の予約入力操作を行うことが可
能となる。
【００４９】
またテレビジョン受信機１Ａに、予約データのデータフォーマット変換機能２１ｂを設け
、リモートコントローラ２Ａで入力された予約データのデータフォーマットをＥＰＧのデ
ータフォーマットに変換するようにしたことによって、予約データのデータフォーマット
がリモートコントローラ２Ａごとに異なる場合でも、予約データをすべてＥＰＧのデータ
フォーマットに統一することができる。
【００５０】
（第２の実施形態）
この発明に係わる放送受信システムの第２の実施形態は、テレビジョン受信機及びそのリ
モートコントローラに記憶媒体用スロットをそれぞれ設け、テレビジョン受信機において
予め受信し記憶しておいたＥＰＧ情報を上記記憶媒体用スロットを介して外部メモリに記
憶する。そして、この外部メモリをリモートコントローラの記憶媒体スロットに装着して
上記ＥＰＧ情報をリモートコントローラに表示させ、この状態でユーザが入力した番組予
約データを外部メモリに記憶する。そして、この外部メモリをテレビジョン受信機の記憶
媒体用スロットに挿着することで、テレビジョン受信機がこの外部メモリから予約データ
を読み込み、この予約データと上記ＥＰＧ情報とをもとに放送番組を特定して、この放送
番組を表す情報要素をもとに予約設定を行うようにしたものである。
【００５１】
図６及び図７は、それぞれこの第２の実施形態におけるテレビジョン受信機１Ｂ及びリモ
ートコントローラ２Ｂの構成を示す回路ブロック図である。なお、同図において前記図２
及び図３と同一部分には同一符号を付して詳しい説明は省略する。
【００５２】
テレビジョン受信機１Ｂの制御部２１Ｂは、この発明に係わる制御機能として、予約受付
制御機能２１ｃと、ＥＰＧ書込制御機能２１ｄとを備えている。
【００５３】
予約受付制御機能２１ｃは、ＩＲ予約受付モードと、外部メモリ予約受付モードとを備え
る。ＩＲ予約受付モードは、リモートコントローラ２Ａから赤外線信号を使用して番組予
約データが送られた場合に、この予約データと、ＣＲＴ１６に表示中のＥＰＧの番組情報
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とに基づいて、番組予約処理を実行する。
【００５４】
外部メモリ予約受付モードは、記憶媒体スロット２５に外部メモリ３が挿着され、かつメ
モリ読み出しモードが設定されている場合に、この外部メモリ３に記憶されている予約デ
ータを外部インタフェース２６を介して読み込み、この予約データと、予めＲＡＭ２２に
記憶されているＥＰＧ中の上記予約データに対応する放送番組の情報要素とに基づいて、
番組予約処理を実行する。
【００５５】
ＥＰＧ書込制御機能２１ｄは、記憶媒体スロット２５に外部メモリ３が挿着され、かつメ
モリ書込モードが設定されている場合に、ＲＡＭ２２に記憶されているＥＰＧ情報を読み
出して上記外部メモリ３に書き込む。なお、この場合全ＥＰＧ情報を書き込むことも、ま
たユーザがＥＰＧ情報中の日付や時間帯、チャネル等を指定入力することで、ＥＰＧ情報
を日付や時間帯、チャネル単位で書き込むことも可能である。
【００５６】
一方、リモートコントローラ２Ｂの制御部３１Ｂは、番組予約に関する機能として、ユー
ザが入力部３４を操作することで入力した予約データをＩＲ発光部３６から赤外線信号に
より送信するＩＲ予約制御機能３１ａと、外部メモリ予約制御機能３１ｂと、ＥＰＧ選択
表示制御機能３１ｄとを備えている。
【００５７】
ＥＰＧ選択表示制御機能３１ｄは、記憶媒体スロット４１に、ＥＰＧ情報が記憶された外
部メモリ３が挿着された場合に、ユーザのスクロール操作に従い、この外部メモリ３から
ＥＰＧ情報を一定量ずつ読み込んでＬＣＤ３５に表示させる。
【００５８】
外部メモリ予約制御機能３１ｂは、記憶媒体スロット４１に外部メモリ３が挿着された状
態で、上記表示中のＥＰＧ情報をもとにユーザが予約する番組を指定した場合に、この指
定された番組のＥＰＧ情報を予約データとして外部メモリ３に記憶させる。
【００５９】
次に、以上のように構成されたシステムによる番組予約動作を説明する。図８はリモート
コントローラ２Ｂによる予約制御手順及びその内容を示すすフローチャート、図９はテレ
ビジョン受信機１Ｂによる予約受付制御の手順及びその内容を示すフローチャートである
。
【００６０】
テレビジョン受信機１Ｂの制御部２１Ｂは、ステップ９ａにおいて、受信したトランスポ
ートストリームからＥＩＴに記述されているＥＰＧ情報を抽出し、このＥＰＧ情報をＲＡ
Ｍ２２に記憶する。この動作は、ＥＰＧ情報がバージョンアップされるごとに行われる。
【００６１】
また、テレビジョン受信機１Ｂの制御部２１Ｂは、ステップ９ｂで記憶媒体スロット２５
に外部メモリ３が挿着されたか否かを監視しており、挿着されていなければＩＲ予約受付
処理を実行する。これに対し外部メモリ３が挿着されると、制御部１Ｂはステップ９ｃに
おいて書込モードが指定されているか読出モードが指定されたかを判定する。
【００６２】
この状態でユーザが、外部メモリ３にＥＰＧ情報を書き込むべく書込モードを指定したと
する。そうすると、制御部２１Ｂはメモリ書込モードとなってステップ９ｄに移行し、こ
こでＲＡＭ２２に記憶されているＥＰＧ情報を読み出してＣＲＴ１６に表示する。ここで
ユーザが外部メモリ３に書き込むＥＰＧ情報の範囲を指定すると、この指定されたＥＰＧ
情報をステップ９ｅにおいてＲＡＭ２２から読み出して外部メモリ３に書き込む。
【００６３】
さて、そうしてＥＰＧ情報を書き込まれた外部メモリ３を、ユーザがリモートコントロー
ラ２Ｂの記憶媒体スロット４１に装着したとする。そうすると、リモートコントローラ２
Ｂの制御部３１Ｂは、ステップ８ａで番組予約モードが設定されていることを確認し、か
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つステップ８ｂで外部メモリ３が挿着されたことを検出すると、ステップ８ｃ，８ｄにお
いてユーザの操作に従い上記外部メモリ３からＥＰＧ情報を一定量ずつ、例えば１番組分
ずつ読み出し、このＥＰＧ情報をＬＣＤ３５にスクロール表示させる。すなわち、これに
よりＥＰＧ情報の選択表示が行われる。
【００６４】
この状態でユーザが、ＬＣＤ３５に表示中の番組の中から予約したい番組を選び、この番
組をカーソル等により指定したとする。そうすると制御部３１Ｂは、ステップ８ｅでこの
指定された番組のＥＰＧ情報をＲＡＭ３２に一旦保持する。そして、入力部３４において
ユーザによる確定操作が行われると、ステップ８ｆからステップ８ｇに移行し、ここで上
記保持したＥＰＧ情報を予約データとして外部メモリ３に書き込む。このとき確定された
ＥＰＧ情報をそのまま外部メモリ３に書き込むようにしてもよいが、外部メモリ３には該
当するＥＰＧ情報が元々記憶されているので、予約されたことを表すフラグ情報をこのＥ
ＰＧ情報に対応付けて記憶するようにしてもよい。
【００６５】
以後、ユーザが入力部３４において予約終了操作を行うまで、制御部３１Ｂは上記ステッ
プ８ｃからステップ８ｇにおいてＥＰＧ情報の表示、予約番組の指定受付及びその書込制
御を繰り返す。
【００６６】
そうして予約指定した番組をテレビジョン受信機１Ｂに設定するべく、ユーザが上記外部
メモリ３をリモートコントローラ２Ｂから取り外してテレビジョン受信機１Ｂの記憶媒体
スロット２５に装着したとする。そうするとテレビジョン受信機１Ｂの制御部２１Ｂは、
ステップ９ｂでこの外部メモリ３の挿着を検出し、かつステップ９ｃでユーザが読出モー
ドを指定したことを検出すると、外部メモリ予約受付モードとなり、以後その制御を実行
する。
【００６７】
すなわち、制御部２１Ｂは先ずステップ９ｆにおいて、外部インタフェース２６を介して
上記外部メモリ３から予約データを読み込み、ＲＡＭ２２に記憶する。そしてステップ９
ｇにおいて、上記予約データをもとにＲＡＭ２２に記憶されているＥＰＧ情報をアクセス
し、これにより予約データに対応する放送番組が存在するか否かをステップ９ｈで判定す
る。この判定の結果、該当する放送番組が存在すれば、ステップ９ｉにおいてこの放送番
組を表すＥＰＧ情報をもとに当該番組の予約設定処理を行う。また、この予約設定処理を
終了すると制御部２１Ｂは、ステップ９ｊにおいて上記設定した放送番組の情報要素をＣ
ＲＴ１６にＯＳＤ表示し、これによりユーザに設定がなされたことを知らせる。なお、予
約データに該当する放送番組がＥＰＧ情報の中になかった場合には、その旨のメッセージ
と予約データの内容をＣＲＴ１６にＯＳＤ表示する。
【００６８】
なお、前記リモートコントローラ２Ｂでは、外部メモリ３から読み込んだＥＰＧ情報をも
とに番組の予約指定が行われるため、外部メモリ３に記憶された予約データはＥＰＧのデ
ータフォーマットとなる。このため、テレビジョン受信機１Ｂでは、予約設定処理に際し
予約データをＥＰＧ情報フォーマットにフォーマット変換する処理は不要となる。
【００６９】
以上のように第２の実施形態によれば、前記第１の実施形態と同様、リモートコントロー
ラ２Ｂにおいて予約入力操作した予約データを、外部メモリ３を使用してテレビジョン受
信機１Ｂに読み込ませて予約設定を行うようにしている。このため、ユーザはリモートコ
ントローラ２Ｂを別室に持ち込んで、例えば新聞のテレビ欄やパーソナル・コンピュータ
によりインターネット上のホームページから取得した番組ガイド情報を見ながら、番組の
予約入力操作を行うことが可能となる。
【００７０】
しかも第２の実施形態では、テレビジョン受信機１Ｂにおいて予め受信したＥＰＧ情報を
外部メモリ３に記憶し、この外部メモリ３をリモートコントローラ２Ｂに装着してＥＰＧ
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情報を読み込むことでＬＣＤ３５に表示させるようにしている。このためユーザは、リモ
ートコントローラ２ＢのＬＣＤ３５に表示されたＥＰＧ情報を指定するだけで、誤ること
なく簡単に番組の予約操作を行うことができる。
【００７１】
さらに、外部メモリ３にはＥＰＧ情報が既に記憶されているため、予約データをＥＰＧ情
報で表すことができる。したがって、テレビジョン受信機１Ｂにおいて予約データのフォ
ーマット変換処理は不要にできる。
【００７２】
（第３の実施形態）
この発明に係わる放送受信システムの第３の実施形態は、テレビジョン受信機及び携帯電
話端末に記憶媒体用スロットをそれぞれ設け、携帯電話端末において例えばインターネッ
ト上のホームページから簡易番組ガイド情報を取得して表示し、この簡易ガイド情報をも
とにユーザが番組を指定してその予約データを上記記憶媒体用スロットを介して外部メモ
リに記憶する。そして、この外部メモリをテレビジョン受信機の記憶媒体用スロットに挿
着することで、テレビジョン受信機がこの外部メモリから予約データを読み込み、この予
約データと予め受信し記憶してあるＥＰＧ情報とをもとに放送番組を特定して、この放送
番組を表す情報要素をもとに予約設定を行うようにしたものである。
【００７３】
図１０は、この第３の実施形態に係わる放送受信システムにおいて番組予約端末として使
用する携帯電話端末の構成を示す回路ブロック図である。なお、テレビジョン受信機の構
成については前記図２と同一構成であるため、ここでの説明は省略する。
【００７４】
この携帯電話端末は、無線部１００と、ベースバンド部２００と、入出力部３００と、電
源部４００とから構成される。
【００７５】
図示しない基地局から無線チャネルを介して到来した無線周波信号は、アンテナ１１１で
受信されたのちアンテナ共用器（ＤＵＰ）１１２を介して受信回路（ＲＸ）１１３に入力
される。受信回路１１３は、高周波増幅器、周波数変換器及び復調器を備える。そして、
上記無線信号を低雑音増幅器で低雑音増幅したのち、周波数変換器において周波数シンセ
サイザ（ＳＹＮ）１１４から発生された受信局部発振信号とミキシングして受信中間周波
信号又は受信ベースバンド信号に周波数変換し、その出力信号を復調器でディジタル復調
する。復調方式としては、例えばＱＰＳＫ方式に対応した直交復調方式が用いられる。な
お、上記周波数シンセサイザ１１４から発生される受信局部発振信号周波数は、ベースバ
ンド部２００に設けられた主制御部２２１から指示される。
【００７６】
上記復調器から出力された復調信号はベースバンド部２００に入力される。ベースバンド
部２００は、主制御部２２１と、多重分離部２２２と、音声符号復号部（以後音声コーデ
ックと呼称する）２２３と、マルチメディア処理部２２４と、ＬＣＤ制御部２２５と、メ
モリカード・インタフェース部（メモリカードＩ／Ｆ）２３０と、記録媒体スロット２３
１とを備えている。
【００７７】
上記復調信号は、主制御部２２１において制御情報であるかマルチメディア情報であるか
が識別され、マルチメディア情報であれば多重分離部２２２に供給されてここで音声デー
タと画像データとに分離される。そして、音声データは音声コーデック２２３に供給され
てここで音声復号され、これにより再生された音声信号は入出力部３００のスピーカ３３
２から拡声出力される。これに対し画像データは、マルチメディア処理部２２４に供給さ
れてここで画像復号処理され、これにより再生された画像信号はＬＣＤ制御部２２５を介
して入出力部３００のＬＣＤ３３４に供給され表示される。
【００７８】
なお、上記受信画像データは必要に応じて主制御部２２１内のＲＡＭに格納される。また
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ＬＣＤ３３４には、主制御部２２１から出力された自装置の動作状態を表す種々情報、例
えば電話帳や受信電界強度検出値、バッテリの残量なども表示される。
【００７９】
一方、入出力部３のマイクロホン３３１から出力されたユーザの送話音声信号は、ベース
バンド部２００の音声コーデック２２３に入力され、ここで音声符号化されたのち多重分
離部２２２に入力される。またカメラ（ＣＡＭ）３３３から出力された画像信号は、ベー
スバンド部２００のマルチメディア処理部２２４に入力され、ここで画像符号化処理が施
されたのち上記多重分離部２２２に入力される。多重分離部２２２では、上記符号化され
た音声データと画像データとが所定のフォーマットで多重化され、この多重化された送信
データは主制御部２２１から無線部１の送信回路（ＴＸ）１１５に入力される。
【００８０】
送信回路１１５は、変調器、周波数変換器及び送信電力増幅器を備える。上記送信データ
は、変調器でディジタル変調されたのち、周波数変換器により周波数シンセサイザ１１４
から発生された送信局部発振信号とミキシングされて無線周波信号に周波数変換される。
変調方式としては、ＱＰＳＫ方式が用いられる。そして、この生成された送信無線周波信
号は、送信電力増幅器で所定の送信レベルに増幅されたのち、アンテナ共用器１１２を介
してアンテナ１１１に供給され、このアンテナ１１１から図示しない基地局に向け送信さ
れる。
【００８１】
なお、電源部４００には、リチウムイオン電池等のバッテリ４４１と、このバッテリ４４
１を充電するための充電回路４４２と、電圧生成回路（ＰＳ）４４３とが設けられている
。電圧生成回路４４３は、例えばＤＣ／ＤＣコンバータからなり、バッテリ４４１の出力
電圧をもとに所定の電源電圧Ｖｃｃを生成する。
【００８２】
また入出力部３００には、操作時及び通信時にＬＣＤ３３４及びキー入力部３３５を照明
するための照明器３３６が設けられている。この照明器３３６は、例えばバックライト又
はイルミネーションと呼ばれる。
【００８３】
ベースバンド部２００に設けられたメモリカードＩ／Ｆ２３０は、記憶媒体スロット２３
１に挿着された外部メモリ３に対するインタフェース機能を備えたもので、外部メモリ３
の装着状態を主制御部２２１に通知する装着状態通知回路を内蔵している。
【００８４】
ところで、上記主制御部２２１はマイクロプロセッサ、ＲＯＭ及びＲＡＭを備えたもので
、無線チャネルの接続制御や通信リンク確立後の通話制御を行う通話制御機能２２１ａと
、インターネット上のホームページ等からデータをダウンロードするデータ伝送制御機能
２２１ｂと、番組予約制御機能２２１ｃとを備えている。
【００８５】
このうち番組予約制御機能２２１ｃは、上記データ伝送制御機能２２１ｂを利用してイン
ターネット上のホームページ等から簡易番組ガイド情報を受信して記憶し、この簡易番組
ガイド情報をユーザの操作に従いＬＣＤ３３４にスクロール表示する。そして、上記表示
中の番組をユーザが予約指定した場合に、この指定された番組を表す情報を予約データと
して外部メモリ３に記憶させる。
【００８６】
次に、以上のように構成されたシステムによる番組予約動作を説明する。図１１は携帯電
話端末による予約制御手順及びその内容を示すすフローチャートである。なお、テレビジ
ョン受信機１Ａによる予約制御手順及びその内容については、前記図５に示したものと同
一なので、以後図５を用いて説明する。
【００８７】
待受状態において携帯電話端末の主制御部２２１は、ステップ１１ａ及びステップ１１ｂ
において、それぞれ通話／データ伝送モードが設定されたか、または番組予約モードが設
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定されたかを監視している。
【００８８】
この状態で、ユーザが例えば外出先で空き時間を利用して番組予約を行うべく番組予約モ
ードを設定したとする。そうすると主制御部２２１は、先ずステップ１１ｃにおいてイン
ターネット上に設けてある放送局等のホームページをアクセスし、このホームページから
簡易番組ガイド情報を受信し記憶する。簡易番組ガイド情報は、放送番組をＥＰＧの情報
要素よりも少数の情報要素を用いて表したもので、例えば一定期間分の各放送番組の各々
を日付、放送開始予定時刻、終了時刻、番組番号及びチャネル番号により表している。
【００８９】
上記簡易番組ガイド情報を取得したのち、ユーザがその表示操作を行うと、主制御部２２
１はステップ１１ｄにおいて上記簡易番組ガイド情報をＲＡＭから順次読み出してＬＣＤ
３３４にスクロール表示する。
【００９０】
この状態でユーザが、ＬＣＤ３３４に表示中の番組の中から予約したい番組を選び、この
番組をカーソル等により指定したとする。そうすると主制御部２２１は、ステップ１１ｅ
でこの指定された番組を表す簡易番組ガイド情報の情報要素をＲＡＭ３２に一旦保持する
。そして、キー入力部３３５においてユーザによる確定操作が行われると、ステップ１１
ｆからステップ１１ｇに移行し、ここで記憶媒体スロット２３１に外部メモリ３が挿着さ
れているか否かを判定する。そして、外部メモリ３が既に挿着されているか、又はこの状
態でユーザが記憶媒体スロット２３１に外部メモリ３を装着すると、ステップ１１ｈにお
いて上記保持した簡易番組ガイド情報を予約データとして外部メモリ３に書き込む。
【００９１】
以後、ユーザがキー入力部３３４において予約終了操作を行うまで、主制御部２２１は上
記ステップ１１ｄからステップ１１ｈによる簡易番組ガイド情報のスクロール表示、予約
対象番組の指定入力の受付及びその記憶制御を繰り返す。
【００９２】
そうして予約入力した番組をテレビジョン受信機１Ａに設定するべく、ユーザが上記予約
データが記憶された外部メモリ３を携帯電話端末から取り外してテレビジョン受信機１Ａ
の記憶媒体スロット２５に装着したとする。そうするとテレビジョン受信機１Ａの制御部
２１Ａは、ステップ５ａでこの外部メモリ３の挿着を検出すると外部メモリ予約受付モー
ドとなり、以後その制御を実行する。
【００９３】
すなわち、制御部２１Ａは先ずステップ５ｂにおいて、外部インタフェース２６を介して
上記外部メモリ３から予約データを読み込み、ＲＡＭ２２に記憶する。そしてステップ５
ｄにおいて、この読み込んだ予約データのデータフォーマットを例えば変換テーブルを用
いてＥＰＧのデータフォーマットに変換する。これにより、携帯電話端末で取得した簡易
番組ガイド情報はＥＰＧの統一されたデータフォーマットに変換される。
【００９４】
次に主制御部２２１は、ステップ５ｄにおいて上記フォーマット変換された予約データを
もとにＲＡＭ２２に記憶されているＥＰＧ情報をアクセスし、これにより予約データに対
応する放送番組が存在するか否かをステップ５ｅで判定する。そして、該当する放送番組
が存在すれば、ステップ５ｆにおいてこの放送番組を表す複数の情報要素をもとに当該番
組の予約設定処理を行う。
【００９５】
また、この予約設定処理を終了すると制御部２１Ａは、ステップ５ｇにおいて上記設定し
た放送番組の情報要素をＣＲＴ１６にＯＳＤ表示し、これによりユーザに設定がなされた
ことを知らせる。なお、予約データに該当する放送番組がＥＰＧ情報の中になかった場合
には、その旨のメッセージと予約データの内容をＣＲＴ１６にＯＳＤ表示する。
【００９６】
以上のように第３の実施形態によれば、携帯電話端末において指定入力した予約データを
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、外部メモリ３を使用してテレビジョン受信機１Ａに読み込ませて予約設定を行うように
している。このため、ユーザは例えば外出先において携帯電話端末を利用して予約したい
番組を指定入力することが可能となり、大変便利となる。
【００９７】
しかも、インターネット上のホームページ等から取得した簡易番組ガイド情報を表示させ
るようにしているため、ユーザはこの簡易番組ガイド情報を見ながら番組を正確かつ簡単
に予約指定することができる。
【００９８】
またテレビジョン受信機１Ａに、予約データのデータフォーマット変換機能２１ｂを設け
、携帯電話端末において入力された、簡易番組ガイド情報の情報要素からなる予約データ
を、ＥＰＧのデータフォーマットに変換するようにしているので、簡易番組ガイド情報の
データフォーマットが情報提供者ごとに異なる場合でも、予約データをすべてＥＰＧのデ
ータフォーマットに統一することができる。
【００９９】
（その他の実施形態）
前記第１及び第３の実施形態では、予約データのデータフォーマット変換をテレビジョン
受信機１Ａにおいて行うようにしたが、リモートコントローラ２Ａ又は携帯電話端末にお
いて行ってもよい。また、外部メモリ３に予約データとＥＰＧ情報との対応テーブルを設
けておくことで、上記データフォーマットの変換を外部メモリ３上で行うように構成して
もよい。
【０１００】
前記第２の実施形態において、外部メモリに記憶するＥＰＧ情報の情報量を減らすために
、番組名称のみ、ジャンル別、時間帯別、贔屓の出演者が出る番組のみを選択して記憶さ
せるようにしてもよい。
【０１０１】
また前記各実施形態では、放送受信装置としてテレビジョン受信機を使用した場合を例に
とって説明したが、ビデオテープレコーダや、テレビチューナを備えたパーソナル・コン
ピュータ、ＤＶＤレコーダ等でもよい。また番組予約端末についても、リモートコントロ
ーラや携帯電話端末に限らず、外部メモリを装着可能なディジタルカメラやオーディオプ
レーヤ、時計等を使用することが可能である。
【０１０２】
さらに外部メモリとしては、随時読み出し書き込みが可能な不揮発性メモリであれば如何
なる種類のものも使用できる。一例としては、フロッピディスク（登録商標）等の磁気デ
ィスク、ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｋ）やＭＤ（Ｍｉｎｉ　Ｄｉｓｃ）等の光ディス
ク、ＳＳＦＤＣ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｆｌｏｐｐｙ　Ｄｉｓｋ　Ｃａｒｄ：スマー
トメディア）やＳＤメモリ等のフラッシュメモリを使用したＩＣメモリカードが考えられ
る。
【０１０３】
その他、放送受信装置の構成、リモートコントローラや携帯電話端末などの番組予約端末
の構成、番組予約制御手順とその内容等についても、この発明の要旨を逸脱しない範囲で
種々変形して実施できる。
【０１０４】
【発明の効果】
以上詳述したようにこの発明によれば、番組予約端末から放送受信装置への番組予約指定
情報の転送を可搬型記憶媒体を介して行うようにしたことによって、使用場所を限定され
ることなく任意の場所でリモートコントローラ等の番組予約端末を用いて番組予約操作を
行うことができ、これによりユーザの利便性を大幅に高めた放送受信システムとその放送
受信装置及び番組予約端末を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明に係わる放送受信システムの概略構成図。
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【図２】この発明の第１の実施形態における放送受信装置であるテレビジョン受信機の構
成を示す回路ブロック図。
【図３】この発明の第１の実施形態における番組予約端末であるリモートコントローラの
構成を示す回路ブロック図。
【図４】図３に示したリモートコントローラの予約制御手順とその内容を示すフローチャ
ート。
【図５】図２に示したテレビジョン受信機の予約受付制御手順とその内容を示すフローチ
ャート。
【図６】この発明の第２の実施形態における放送受信装置であるテレビジョン受信機の構
成を示す回路ブロック図。
【図７】この発明の第２の実施形態における番組予約端末であるリモートコントローラの
構成を示す回路ブロック図。
【図８】図７に示したリモートコントローラの予約制御手順とその内容を示すフローチャ
ート。
【図９】図６に示したテレビジョン受信機の予約受付制御手順とその内容を示すフローチ
ャート。
【図１０】この発明の第３の実施形態における番組予約端末である携帯電話端末の構成を
示す回路ブロック図。
【図１１】図１０に示した携帯電話端末の予約制御手順とその内容を示すフローチャート
。
【符号の説明】
１Ａ，１Ｂ…テレビジョン受信機
２Ａ，２Ｂ…リモートコントローラ
３…外部メモリ
１１…アンテナ
１２…復調部
１３…ＴＳ処理部
１４…映像処理部
１５…ＣＲＴドライバ
１６…ＣＲＴ
１７…偏向系ドライバ
１８…音声回路
１９Ｌ，１９Ｒ…スピーカ
２１Ａ，２１Ｂ…制御部
２１ａ，２１ｃ…予約受付制御機能
２１ｂ…データフォーマット変換制御機能
２１ｄ…ＥＰＧ書込制御機能
２２…テレビジョン受信機のＲＡＭ
２３…制御バス
２４…ＩＲ受光部
２５…記憶媒体スロット
２６…外部インタフェース
３１Ａ…制御部
３１ａ…ＩＲ予約制御
３１ｂ…外部メモリ予約制御
３１ｃ…外部メモリ予約制御機能
３１ｄ…ＥＰＧ選択表示制御機能
３２…リモートコントローラのＲＡＭ
３３…インタフェース（Ｉ／Ｆ）
３４…入力部

10

20

30

40

50

(15) JP 3544925 B2 2004.7.21



３５…ＬＣＤ
３６…ＩＲ発光部
３７…タイマ
４１…記憶媒体スロット
４２…外部インタフェース
１００…無線部
１１１…アンテナ
１１２…アンテナ共用器（ＤＰＸ）
１１３…受信回路（ＲＸ）
１１４…周波数シンセサイザ（ＳＹＮ）
１１５…送信回路（ＴＸ）
２２１…主制御部
２２１ａ…通話制御機能
２２１ｂ…データ伝送制御機能
２２１ｃ…番組予約制御機能
２２２…多重分離部
２２３…音声コーデック
２２４…マルチメディア処理部
２２５…ＬＣＤ制御部
２３０…メモリカード・インタフェース部（メモリカードＩ／Ｆ）
２３１…記憶媒体スロット
３３１…マイクロホン
３３２…スピーカ
３３３…カメラ
３３４…液晶表示器（ＬＣＤ）
３３５…キー入力部
３３６…照明器
４４１…バッテリ
４４２…充電回路（ＣＨＧ）
４４３…電圧生成回路（ＰＳ）
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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