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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信網を介してサーバおよび他の情報処理装置と通信する情報処理装置であって、他の
情報処理装置のユーザに係わるユーザ情報であって、少なくとも前記他の情報処理装置が
設置されている位置情報を含むユーザ情報を該他の情報処理装置から受信するユーザ情報
受信手段と、該受信したユーザ情報を前記サーバに送信するユーザ情報送信手段と、前記
ユーザ情報に関連したユーザ関連情報として気象情報、ローカルニュースあるいは特定の
分野のニュースのうちの少なくとも１つを前記サーバから受信するユーザ関連情報受信手
段と、該受信したユーザ関連情報を表示する表示手段と、該表示手段で表示したユーザ関
連情報に対応する前記他の情報処理装置との通信により前記他の情報処理装置のユーザと
の通話を開始する通話手段とを備え、前記ユーザ情報受信手段で前記ユーザ情報を受信す
る度に、前記ユーザ情報送信手段が前記サーバに前記ユーザ情報を送信することで、送信
したタイミングに呼応した前記ユーザ関連情報を、前記ユーザ関連情報受信手段が前記サ
ーバから受信し前記表示手段が表示することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　通信網を介してサーバおよび他の情報処理装置と通信する情報処理装置であって、当該
情報処理装置のユーザに係わるユーザ情報であって、少なくとも当該情報処理装置が設置
されている位置情報を含むユーザ情報を取得するユーザ情報取得手段と、該取得したユー
ザ情報を前記サーバに送信するユーザ情報送信手段と、前記ユーザ情報に関連したユーザ
関連情報として気象情報、ローカルニュースあるいは特定の分野のニュースのうちの少な
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くとも１つを前記サーバから受信するユーザ関連情報受信手段と、前記ユーザ関連情報を
他の情報処理装置に送信するユーザ関連情報送信手段と、該ユーザ関連情報送信手段でユ
ーザ関連情報を送信した先の前記他の情報処理装置から通話要求を受け、前記他の情報処
理装置のユーザと通話する通話手段とを備え、前記ユーザ情報送信手段が繰り返し前記サ
ーバに前記ユーザ情報を送信することで、送信したタイミングに呼応した前記ユーザ関連
情報を、前記ユーザ関連情報受信手段が前記サーバから受信し前記ユーザ関連情報送信手
段が前記他の情報処理装置に送信することを特徴とする情報処理装置。
【請求項３】
　通信網を介してサーバおよび他の情報処理装置と通信する情報処理装置であって、他の
情報処理装置のユーザである他ユーザに係わるユーザ情報であって、少なくとも前記他の
情報処理装置が設置されている位置情報を含むユーザ情報を該他の情報処理装置から受信
するユーザ情報受信手段と、該受信した該他ユーザのユーザ情報を前記サーバに送信する
ユーザ情報送信手段と、前記他ユーザのユーザ情報に関連したユーザ関連情報として気象
情報、ローカルニュースあるいは特定の分野のニュースのうちの少なくとも１つを前記サ
ーバから受信するユーザ関連情報受信手段と、該受信した前記他ユーザのユーザ関連情報
を表示する表示手段と、該表示手段で表示したユーザ関連情報に対応する前記他ユーザと
の通話を、前記他ユーザの前記他の情報処理装置との通信により開始する通話手段と、当
該情報処理装置のユーザに係わるユーザ情報であって、少なくとも当該情報処理装置が設
置されている位置情報を含むユーザ情報を取得するユーザ情報取得手段と、該取得したユ
ーザ情報を、前記他の情報処理装置で前記ユーザ情報に関連するユーザ関連情報を表示さ
せるために、前記他の情報処理装置に送信するユーザ情報送信手段とを備えたことを特徴
とする情報処理装置。
【請求項４】
　通信網を介してサーバおよび他の情報処理装置と通信する情報処理装置であって、他の
情報処理装置のユーザである他ユーザに係わるユーザ関連情報を該他の情報処理装置から
受信する他ユーザ関連情報受信手段と、該受信した該他ユーザのユーザ関連情報を表示す
る表示手段と、該表示手段で表示したユーザ関連情報に対応する前記他ユーザとの通話を
、前記他ユーザの前記他の情報処理装置との通信により開始する通話手段と、当該情報処
理装置のユーザに係わるユーザ情報であって、少なくとも当該情報処理装置が設置されて
いる位置情報を含むユーザ情報を取得するユーザ情報取得手段と、該取得したユーザ情報
を前記サーバに送信するユーザ情報送信手段と、前記ユーザ情報に関連したユーザ関連情
報として気象情報、ローカルニュースあるいは特定の分野のニュースのうちの少なくとも
１つを前記サーバから受信するユーザ関連情報受信手段と、前記受信したユーザ関連情報
を前記他の情報処理装置に送信するユーザ関連情報送信手段とを備えたことを特徴とする
情報処理装置。
【請求項５】
　全地球測位システムによる位置検出手段をさらに備え、前記ユーザ情報として情報処理
装置が設置されている位置情報を、前記位置検出手段によって取得することを特徴とする
請求項１～４のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　放送を受信する放送受信手段と、放送受信チャンネルを決めるための地域コード設定手
段とをさらに備え、前記ユーザ情報として情報処理装置が設置されている場所の地域コー
ドを取得することを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記表示手段での表示に関する管理を行う表示管理手段と、前記表示手段での表示の設
定を当該情報処理装置のユーザに入力させる入力手段とをさらに備え、前記表示管理手段
は、前記ユーザ情報または前記ユーザ関連情報を受信した相手の情報処理装置に対応付け
て、前記ユーザ関連情報を管理し、前記表示手段は、前記入力手段でユーザ入力された設
定に基づいて、表示対象の情報処理装置を選択して前記ユーザ関連情報の表示を行うこと
を特徴とする請求項１，３，４のいずれか１項に記載の情報処理装置。
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【請求項８】
　前記入力手段は、前記設定として、受信したユーザ関連情報のうち表示を希望する情報
を、当該情報処理装置のユーザに入力させる手段を有することを特徴とする請求項７に記
載の情報処理装置。
【請求項９】
　当該情報処理装置のユーザ情報および他の情報処理装置のユーザ情報は、ユーザの嗜好
情報を含み、前記ユーザ関連情報は該嗜好情報に関連した分野のニュースを含むことを特
徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　放送を受信する放送受信手段と、該受信した放送の履歴から嗜好を抽出する嗜好抽出手
段とをさらに備え、該抽出した嗜好情報を前記ユーザ情報に含めることを特徴とする請求
項２乃至４のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　通話中は前記他の情報処理装置のユーザ関連情報を前記表示手段で表示することを特徴
とする請求項１，３，４のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　請求項１に記載の情報処理装置である第１の情報処理装置と、他の情報処理装置である
第２の情報処理装置と、第１および第２の情報処理装置に通信網を介して接続されたサー
バとを含んで構成される情報処理システムであって、前記第２の情報処理装置は、該装置
のユーザに係わるユーザ情報であって、少なくとも該装置の情報処理装置が設置されてい
る位置情報を含むユーザ情報を取得するユーザ情報取得手段と、該取得したユーザ情報を
前記第１の情報処理装置に送信するユーザ情報送信手段とを備え、前記サーバは、複数の
ユーザ情報と各ユーザ情報に関連するユーザ関連情報として気象情報、ローカルニュース
あるいは特定の分野のニュースのうちの少なくとも１つとを関連付けて記憶する記憶手段
と、前記第１の情報処理装置から送信されてきたユーザ情報を受信する受信手段と、該受
信したユーザ情報をキーとして前記記憶手段に記憶されたユーザ関連情報を検索する検索
手段と、該検索の結果であるユーザ関連情報を、送信元の第１の情報処理装置に返信する
返信手段とを備えたことを特徴とする情報処理システム。
【請求項１３】
　請求項２に記載の情報処理装置である第１の情報処理装置と、他の情報処理装置である
第２の情報処理装置と、第１および第２の情報処理装置に通信網を介して接続されたサー
バとを含んで構成される情報処理システムであって、前記第２の情報処理装置は、前記第
１の情報処理装置のユーザに係わるユーザ関連情報を該第１の情報処理装置から受信する
他ユーザ関連情報受信手段と、該受信した他ユーザのユーザ関連情報を表示する表示手段
とを備え、前記サーバは、複数のユーザ情報と各ユーザ情報に関連するユーザ関連情報と
して気象情報、ローカルニュースあるいは特定の分野のニュースのうちの少なくとも１つ
とを関連付けて記憶する記憶手段と、前記第１の情報処理装置から送信されてきたユーザ
情報を受信する受信手段と、該受信したユーザ情報をキーとして前記記憶手段に記憶され
たユーザ関連情報を検索する検索手段と、該検索の結果であるユーザ関連情報を、送信元
の第１の情報処理装置に返信する返信手段とを備えたことを特徴とする情報処理システム
。
【請求項１４】
　請求項３または４に記載の情報処理装置を複数、および各情報処理装置に通信網を介し
て接続されたサーバで構成される情報処理システムであって、前記サーバは、複数のユー
ザ情報と各ユーザ情報に関連するユーザ関連情報として気象情報、ローカルニュースある
いは特定の分野のニュースのうちの少なくとも１つとを関連付けて記憶する記憶手段と、
前記情報処理装置のいずれかから送信されてきたユーザ情報を受信する受信手段と、該受
信したユーザ情報に対し、該ユーザ情報をキーとして前記記憶手段に記憶されたユーザ関
連情報を検索する検索手段と、該検索の結果であるユーザ関連情報を、送信元の情報処理
装置に返信する返信手段とを備えたことを特徴とする情報処理システム。
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【請求項１５】
　複数の情報処理装置と、各情報処理装置に通信網を介して接続されたサーバとで構成さ
れる情報処理システムであって、各情報処理装置は、該装置のユーザに係わるユーザ情報
であって、少なくとも該装置の情報処理装置が設置されている位置情報を含むユーザ情報
を取得するユーザ情報取得手段と、該取得したユーザ情報を前記サーバに送信するユーザ
情報送信手段と、他の情報処理装置のユーザに係わるユーザ関連情報を前記サーバから受
信するユーザ関連情報受信手段と、該受信したユーザ関連情報を表示する表示手段と、該
表示手段で表示したユーザ関連情報に対応する前記他の情報処理装置との通信により前記
他の情報処理装置のユーザとの通話を開始する通話手段とを備え、前記サーバは、複数の
ユーザ情報と各ユーザ情報に関連するユーザ関連情報として気象情報、ローカルニュース
あるいは特定の分野のニュースのうちの少なくとも１つと各ユーザ関連情報の送付先とな
る情報処理装置の情報とを関連付けて記憶する記憶手段と、前記情報処理装置のいずれか
から送信されてきたユーザ情報を受信する受信手段と、該受信したユーザ情報に対し、該
ユーザ情報をキーとして前記記憶手段に記憶されたユーザ関連情報を検索する検索手段と
、該検索の結果であるユーザ関連情報を、前記記憶手段に記憶された送付先となる情報処
理装置に送信する送信手段とを備えたことを特徴とする情報処理システム。
【請求項１６】
　通信網を介してサーバおよび他の情報処理装置と通信するプログラムであって、
　他の情報処理装置のユーザに係わるユーザ情報であって、少なくとも前記他の情報処理
装置が設置されている位置情報を含むユーザ情報を該他の情報処理装置から受信するユー
ザ情報受信ステップと、該受信したユーザ情報を前記サーバに送信するユーザ情報送信ス
テップと、前記ユーザ情報に関連したユーザ関連情報として気象情報、ローカルニュース
あるいは特定の分野のニュースのうちの少なくとも１つを前記サーバから受信するユーザ
関連情報受信ステップと、該受信したユーザ関連情報を表示する表示ステップと、該表示
したユーザ関連情報に対応する前記他の情報処理装置との通信により前記他の情報処理装
置のユーザとの通話を開始する通話ステップの各ステップに係る処理であって、前記ユー
ザ情報受信ステップで前記ユーザ情報を受信する度に、前記ユーザ情報送信ステップで前
記サーバに前記ユーザ情報を送信することで、送信したタイミングに呼応した前記ユーザ
関連情報を、前記ユーザ関連情報受信ステップで前記サーバから受信し前記表示ステップ
で表示する処理を、コンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項１７】
　通信網を介してサーバおよび他の情報処理装置と通信するプログラムであって、
　前記情報処理装置のユーザに係わるユーザ情報であって、少なくとも当該情報処理装置
が設置されている位置情報を含むユーザ情報を取得するユーザ情報取得ステップと、該取
得したユーザ情報を前記サーバに送信するユーザ情報送信ステップと、前記ユーザ情報に
関連したユーザ関連情報として気象情報、ローカルニュースあるいは特定の分野のニュー
スのうちの少なくとも１つを前記サーバから受信するユーザ関連情報受信ステップと、前
記ユーザ関連情報を他の情報処理装置に送信するユーザ関連情報送信ステップと、該ユー
ザ関連情報を送信した先の前記他の情報処理装置から通話要求を受け、前記他の情報処理
装置のユーザと通話する通話ステップの各ステップに係る処理であって、前記ユーザ情報
送信ステップで繰り返し前記サーバに前記ユーザ情報を送信することで、送信したタイミ
ングに呼応した前記ユーザ関連情報を、前記ユーザ関連情報受信ステップで前記サーバか
ら受信し前記ユーザ関連情報送信ステップで前記他の情報処理装置に送信する処理を、コ
ンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項１８】
　通信網を介してサーバおよび他の情報処理装置と通信するプログラムであって、他の情
報処理装置のユーザである他ユーザに係わるユーザ情報であって、少なくとも前記他の情
報処理装置が設置されている位置情報を含むユーザ情報を該他の情報処理装置から受信す
るユーザ情報受信ステップと、該受信した該他ユーザのユーザ情報を前記サーバに送信す
るユーザ情報送信ステップと、前記他ユーザのユーザ情報に関連したユーザ関連情報とし
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て気象情報、ローカルニュースあるいは特定の分野のニュースのうちの少なくとも１つを
前記サーバから受信するユーザ関連情報受信ステップと、該受信した前記他ユーザのユー
ザ関連情報を表示する表示ステップと、該表示したユーザ関連情報に対応する前記他ユー
ザとの通話を、前記他ユーザの前記他の情報処理装置との通信により開始する通話ステッ
プと、前記情報処理装置のユーザに係わるユーザ情報であって、少なくとも当該情報処理
装置が設置されている位置情報を含むユーザ情報を取得するユーザ情報取得ステップと、
該取得したユーザ情報を、前記他の情報処理装置で前記ユーザ情報に関連するユーザ関連
情報を表示させるために、前記他の情報処理装置に送信するユーザ情報送信ステップの各
ステップに係る処理を、コンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項１９】
　通信網を介してサーバおよび他の情報処理装置と通信するプログラムであって、他の情
報処理装置のユーザである他ユーザに係わるユーザ関連情報を該他の情報処理装置から受
信する他ユーザ関連情報受信ステップと、該受信した該他ユーザのユーザ関連情報を表示
する表示ステップと、該表示したユーザ関連情報に対応する前記他ユーザとの通話を、前
記他ユーザの前記他の情報処理装置との通信により開始する通話ステップと、前記情報処
理装置のユーザに係わるユーザ情報であって、少なくとも該装置の情報処理装置が設置さ
れている位置情報を含むユーザ情報を取得するユーザ情報取得ステップと、該取得したユ
ーザ情報を前記サーバに送信するユーザ情報送信ステップと、前記ユーザ情報に関連した
ユーザ関連情報として気象情報、ローカルニュースあるいは特定の分野のニュースのうち
の少なくとも１つを前記サーバから受信するユーザ関連情報受信ステップと、前記受信し
たユーザ関連情報を前記他の情報処理装置に送信するユーザ関連情報送信ステップの各ス
テップに係る処理を、コンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理システム、およびプログラムに関し、より詳細には
、通話したい相手に関連する情報を取得できる情報処理装置、情報処理システム、および
プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネットなどのネットワークを利用する電話装置では、ユーザが通話操作を行わ
なくてもネットワークに繋がっている相手端末と通信し、情報のやり取りを行うことが可
能となっている。そして、相手端末に動き感知センサやリモコンセンサなどが搭載されて
いる場合には、通話操作前に相手端末からセンサの検知情報を取得しておくよう構成して
おくことで、相手が電話に出ることができるか否かをユーザが通話操作を行う前に確認す
ることができる。
【０００３】
　また、センサ類の搭載の如何に拘わらず、電源のＯＮ／ＯＦＦ時にメールのやり取りを
行うことで、発呼しなくても相手が電話に出ることができるか否かを確認できる通信装置
および通信システムが提案されている（例えば、特許文献１を参照）。
【０００４】
　また、電話で話をする相手の情報の取得に関する従来技術として、相手に電話をしたと
き、あるいは電話が掛ってきたときに、その相手に対応したＷｅｂページを自動的に表示
するコミュニケーションシステムが提案されている（例えば、特許文献２を参照）。
【特許文献１】特開２００４－１５３６４８号公報
【特許文献２】特開平１１－１４６０８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載の技術をはじめとする、相手が通話可能かを判別する
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従来技術においては、相手端末からのみセンサの情報やメールを受信することとなり、現
在その相手が電話に出ることができるか否かがわかるだけで、それ以外の相手の状況を知
ることができない。
【０００６】
　また、特許文献２に記載のシステムでは、相手に電話の通話がつながったときに相手に
対応するＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒｓ）で指定したＷ
ｅｂページが表示されるので、電話がつながる前にはＷｅｂページを参照できない。また
、通話しようとする相手に対応して、Ｗｅｂページを用意しなければ、相手に関する情報
を取得することもできない。さらに、情報の受信側でＷｅｂページを用意すれば、通話し
たい相手すべてのページを作成しなければならず、また、通話したい相手に関する情報が
Ｗｅｂページに記載していても相手側の状況が変化した場合、Ｗｅｂとの齟齬が発生する
可能性がある。また、情報の発信者がＷｅｂページを用意しておく場合、表示エリア内の
配置や配色（以下、配置フォーマットと呼ぶ）が統一されていないことが多いので、電話
がつながったときに素早く会話に必要な情報を読み取ることは難しいという問題がある。
【０００７】
　本発明は、上述のごとき実情に鑑みてなされたものであり、通話しようとする相手の状
況を通話する前に発信者側で知り、それを通話中に容易に通話の話題として取り上げるこ
とが可能な、情報処理装置、情報処理システム、およびプログラムを提供することをその
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上述のごとき課題を解決するために、以下の各技術手段でそれぞれ構成され
る。
　第１の技術手段は、通信網を介してサーバおよび他の情報処理装置と通信する情報処理
装置であって、他の情報処理装置のユーザに係わるユーザ情報であって、少なくとも前記
他の情報処理装置が設置されている位置情報を含むユーザ情報を該他の情報処理装置から
受信するユーザ情報受信手段と、該受信したユーザ情報を前記サーバに送信するユーザ情
報送信手段と、前記ユーザ情報に関連したユーザ関連情報として気象情報、ローカルニュ
ースあるいは特定の分野のニュースのうちの少なくとも１つを前記サーバから受信するユ
ーザ関連情報受信手段と、該受信したユーザ関連情報を表示する表示手段と、該表示手段
で表示したユーザ関連情報に対応する前記他の情報処理装置との通信により前記他の情報
処理装置のユーザとの通話を開始する通話手段とを備え、前記ユーザ情報受信手段で前記
ユーザ情報を受信する度に、前記ユーザ情報送信手段が前記サーバに前記ユーザ情報を送
信することで、送信したタイミングに呼応した前記ユーザ関連情報を、前記ユーザ関連情
報受信手段が前記サーバから受信し前記表示手段が表示することを特徴としたものである
。
【０００９】
　第２の技術は、通信網を介してサーバおよび他の情報処理装置と通信する情報処理装置
であって、当該情報処理装置のユーザに係わるユーザ情報であって、少なくとも当該情報
処理装置が設置されている位置情報を含むユーザ情報を取得するユーザ情報取得手段と、
該取得したユーザ情報を前記サーバに送信するユーザ情報送信手段と、前記ユーザ情報に
関連したユーザ関連情報として気象情報、ローカルニュースあるいは特定の分野のニュー
スのうちの少なくとも１つを前記サーバから受信するユーザ関連情報受信手段と、前記ユ
ーザ関連情報を他の情報処理装置に送信するユーザ関連情報送信手段と、該ユーザ関連情
報送信手段でユーザ関連情報を送信した先の前記他の情報処理装置から通話要求を受け、
前記他の情報処理装置のユーザと通話する通話手段とを備え、前記ユーザ情報送信手段が
繰り返し前記サーバに前記ユーザ情報を送信することで、送信したタイミングに呼応した
前記ユーザ関連情報を、前記ユーザ関連情報受信手段が前記サーバから受信し前記ユーザ
関連情報送信手段が前記他の情報処理装置に送信することを特徴としたものである。
【００１０】
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　第３の技術手段は、通信網を介してサーバおよび他の情報処理装置と通信する情報処理
装置であって、他の情報処理装置のユーザである他ユーザに係わるユーザ情報であって、
少なくとも前記他の情報処理装置が設置されている位置情報を含むユーザ情報を該他の情
報処理装置から受信するユーザ情報受信手段と、該受信した該他ユーザのユーザ情報を前
記サーバに送信するユーザ情報送信手段と、前記他ユーザのユーザ情報に関連したユーザ
関連情報として気象情報、ローカルニュースあるいは特定の分野のニュースのうちの少な
くとも１つを前記サーバから受信するユーザ関連情報受信手段と、該受信した前記他ユー
ザのユーザ関連情報を表示する表示手段と、該表示手段で表示したユーザ関連情報に対応
する前記他ユーザとの通話を、前記他ユーザの前記他の情報処理装置との通信により開始
する通話手段と、当該情報処理装置のユーザに係わるユーザ情報であって、少なくとも当
該情報処理装置が設置されている位置情報を含むユーザ情報を取得するユーザ情報取得手
段と、該取得したユーザ情報を、前記他の情報処理装置で前記ユーザ情報に関連するユー
ザ関連情報を表示させるために、前記他の情報処理装置に送信するユーザ情報送信手段と
を備えたことを特徴としたものである。
【００１１】
　第４の技術手段は、通信網を介してサーバおよび他の情報処理装置と通信する情報処理
装置であって、他の情報処理装置のユーザである他ユーザに係わるユーザ関連情報を該他
の情報処理装置から受信する他ユーザ関連情報受信手段と、該受信した該他ユーザのユー
ザ関連情報を表示する表示手段と、該表示手段で表示したユーザ関連情報に対応する前記
他ユーザとの通話を、前記他ユーザの前記他の情報処理装置との通信により開始する通話
手段と、当該情報処理装置のユーザに係わるユーザ情報であって、少なくとも当該情報処
理装置が設置されている位置情報を含むユーザ情報を取得するユーザ情報取得手段と、該
取得したユーザ情報を前記サーバに送信するユーザ情報送信手段と、前記ユーザ情報に関
連したユーザ関連情報として気象情報、ローカルニュースあるいは特定の分野のニュース
のうちの少なくとも１つを前記サーバから受信するユーザ関連情報受信手段と、前記受信
したユーザ関連情報を前記他の情報処理装置に送信するユーザ関連情報送信手段とを備え
たことを特徴としたものである。
【００１５】
　第５の技術手段は、第１～第４のいずれかの技術手段において、全地球測位システムに
よる位置検出手段をさらに備え、前記ユーザ情報として情報処理装置が設置されている位
置情報を、前記位置検出手段によって取得することを特徴としたものである。
【００１６】
　第６の技術手段は、第１～第４のいずれかの技術手段において、放送を受信する放送受
信手段と、放送受信チャンネルを決めるための地域コード設定手段とをさらに備え、前記
ユーザ情報として情報処理装置が設置されている場所の地域コードを取得することを特徴
としたものである。
【００１７】
　第７の技術手段は、第１，第３，第４のいずれかの技術手段において、前記表示手段で
の表示に関する管理を行う表示管理手段と、前記表示手段での表示の設定を当該情報処理
装置のユーザに入力させる入力手段とをさらに備え、前記表示管理手段は、前記ユーザ情
報または前記ユーザ関連情報を受信した相手の情報処理装置に対応付けて、前記ユーザ関
連情報を管理し、前記表示手段は、前記入力手段でユーザ入力された設定に基づいて、表
示対象の情報処理装置を選択して前記ユーザ関連情報の表示を行うことを特徴としたもの
である。
【００１８】
　第８の技術手段は、第７の技術手段において、前記入力手段は、前記設定として、受信
したユーザ関連情報のうち表示を希望する情報を、当該情報処理装置のユーザに入力させ
る手段を有することを特徴としたものである。
【００１９】
　第９の技術手段は、第１乃至第４のいずれかの技術手段において、当該情報処理装置の
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ユーザ情報および他の情報処理装置のユーザ情報は、ユーザの嗜好情報を含み、前記ユー
ザ関連情報は該嗜好情報に関連した分野のニュースを含むことを特徴とする請求項１乃至
４のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【００２０】
　第１０の技術手段は、第２乃至第４のいずれかの技術手段において、放送を受信する放
送受信手段と、該受信した放送の履歴から嗜好を抽出する嗜好抽出手段とをさらに備え、
該抽出した嗜好情報を前記ユーザ情報に含めることを特徴としたものである。
【００２１】
　第１１の技術手段は、第１，第３，第４のいずれの技術手段において、１通話中は前記
他の情報処理装置のユーザ関連情報を前記表示手段で表示することを特徴としたものであ
る。
【００２２】
　第１２の技術手段は、第１の技術手段の情報処理装置である第１の情報処理装置と、他
の情報処理装置である第２の情報処理装置と、第１および第２の情報処理装置に通信網を
介して接続されたサーバとを含んで構成される情報処理システムであって、前記第２の情
報処理装置は、該装置のユーザに係わるユーザ情報であって、少なくとも該装置の情報処
理装置が設置されている位置情報を含むユーザ情報を取得するユーザ情報取得手段と、該
取得したユーザ情報を前記第１の情報処理装置に送信するユーザ情報送信手段とを備え、
前記サーバは、複数のユーザ情報と各ユーザ情報に関連するユーザ関連情報として気象情
報、ローカルニュースあるいは特定の分野のニュースのうちの少なくとも１つとを関連付
けて記憶する記憶手段と、前記第１の情報処理装置から送信されてきたユーザ情報を受信
する受信手段と、該受信したユーザ情報をキーとして前記記憶手段に記憶されたユーザ関
連情報を検索する検索手段と、該検索の結果であるユーザ関連情報を、送信元の第１の情
報処理装置に返信する返信手段とを備えたことを特徴としたものである。
【００２３】
　第１３の技術手段は、第２の技術手段の情報処理装置である第１の情報処理装置と、他
の情報処理装置である第２の情報処理装置と、第１および第２の情報処理装置に通信網を
介して接続されたサーバとを含んで構成される情報処理システムであって、前記第２の情
報処理装置は、前記第１の情報処理装置のユーザに係わるユーザ関連情報を該第１の情報
処理装置から受信する他ユーザ関連情報受信手段と、該受信した他ユーザのユーザ関連情
報を表示する表示手段とを備え、前記サーバは、複数のユーザ情報と各ユーザ情報に関連
するユーザ関連情報として気象情報、ローカルニュースあるいは特定の分野のニュースの
うちの少なくとも１つとを関連付けて記憶する記憶手段と、前記第１の情報処理装置から
送信されてきたユーザ情報を受信する受信手段と、該受信したユーザ情報をキーとして前
記記憶手段に記憶されたユーザ関連情報を検索する検索手段と、該検索の結果であるユー
ザ関連情報を、送信元の第１の情報処理装置に返信する返信手段とを備えたことを特徴と
したものである。
【００２４】
　第１４の技術手段は、第３または第４の技術手段の情報処理装置を複数、および各情報
処理装置に通信網を介して接続されたサーバで構成される情報処理システムであって、前
記サーバは、複数のユーザ情報と各ユーザ情報に関連するユーザ関連情報として気象情報
、ローカルニュースあるいは特定の分野のニュースのうちの少なくとも１つとを関連付け
て記憶する記憶手段と、前記情報処理装置のいずれかから送信されてきたユーザ情報を受
信する受信手段と、該受信したユーザ情報に対し、該ユーザ情報をキーとして前記記憶手
段に記憶されたユーザ関連情報を検索する検索手段と、該検索の結果であるユーザ関連情
報を、送信元の情報処理装置に返信する返信手段とを備えたことを特徴としたものである
。
【００２５】
　第１５の技術手段は、複数の情報処理装置と、各情報処理装置に通信網を介して接続さ
れたサーバとで構成される情報処理システムであって、各情報処理装置は、該装置のユー
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ザに係わるユーザ情報であって、少なくとも該装置の情報処理装置が設置されている位置
情報を含むユーザ情報を取得するユーザ情報取得手段と、該取得したユーザ情報を前記サ
ーバに送信するユーザ情報送信手段と、他の情報処理装置のユーザに係わるユーザ関連情
報を前記サーバから受信するユーザ関連情報受信手段と、該受信したユーザ関連情報を表
示する表示手段と、該表示手段で表示したユーザ関連情報に対応する前記他の情報処理装
置との通信により前記他の情報処理装置のユーザとの通話を開始する通話手段とを備え、
前記サーバは、複数のユーザ情報と各ユーザ情報に関連するユーザ関連情報として気象情
報、ローカルニュースあるいは特定の分野のニュースのうちの少なくとも１つと各ユーザ
関連情報の送付先となる情報処理装置の情報とを関連付けて記憶する記憶手段と、前記情
報処理装置のいずれかから送信されてきたユーザ情報を受信する受信手段と、該受信した
ユーザ情報に対し、該ユーザ情報をキーとして前記記憶手段に記憶されたユーザ関連情報
を検索する検索手段と、該検索の結果であるユーザ関連情報を、前記記憶手段に記憶され
た送付先となる情報処理装置に送信する送信手段とを備えたことを特徴としたものである
。
【００２６】
　第１６の技術手段は、通信網を介してサーバおよび他の情報処理装置と通信するプログ
ラムであって、他の情報処理装置のユーザに係わるユーザ情報であって、少なくとも前記
他の情報処理装置が設置されている位置情報を含むユーザ情報を該他の情報処理装置から
受信するユーザ情報受信ステップと、該受信したユーザ情報を前記サーバに送信するユー
ザ情報送信ステップと、前記ユーザ情報に関連したユーザ関連情報として気象情報、ロー
カルニュースあるいは特定の分野のニュースのうちの少なくとも１つを前記サーバから受
信するユーザ関連情報受信ステップと、該受信したユーザ関連情報を表示する表示ステッ
プと、該表示したユーザ関連情報に対応する前記他の情報処理装置との通信により前記他
の情報処理装置のユーザとの通話を開始する通話ステップの各ステップに係る処理であっ
て、前記ユーザ情報受信ステップで前記ユーザ情報を受信する度に、前記ユーザ情報送信
ステップで前記サーバに前記ユーザ情報を送信することで、送信したタイミングに呼応し
た前記ユーザ関連情報を、前記ユーザ関連情報受信ステップで前記サーバから受信し前記
表示ステップで表示する処理を、コンピュータに実行させるためのプログラムである。
【００２７】
　第１７の技術手段は、通信網を介してサーバおよび他の情報処理装置と通信するプログ
ラムであって、前記情報処理装置のユーザに係わるユーザ情報であって、少なくとも当該
情報処理装置が設置されている位置情報を含むユーザ情報を取得するユーザ情報取得ステ
ップと、該取得したユーザ情報を前記サーバに送信するユーザ情報送信ステップと、前記
ユーザ情報に関連したユーザ関連情報として気象情報、ローカルニュースあるいは特定の
分野のニュースのうちの少なくとも１つを前記サーバから受信するユーザ関連情報受信ス
テップと、前記ユーザ関連情報を他の情報処理装置に送信するユーザ関連情報送信ステッ
プと、該ユーザ関連情報を送信した先の前記他の情報処理装置から通話要求を受け、前記
他の情報処理装置のユーザと通話する通話ステップの各ステップに係る処理であって、前
記ユーザ情報送信ステップで繰り返し前記サーバに前記ユーザ情報を送信することで、送
信したタイミングに呼応した前記ユーザ関連情報を、前記ユーザ関連情報受信ステップで
前記サーバから受信し前記ユーザ関連情報送信ステップで前記他の情報処理装置に送信す
る処理を、コンピュータに実行させるためのプログラムである。
【００２８】
　第１８の技術手段は、通信網を介してサーバおよび他の情報処理装置と通信するプログ
ラムであって、他の情報処理装置のユーザである他ユーザに係わるユーザ情報であって、
少なくとも前記他の情報処理装置が設置されている位置情報を含むユーザ情報を該他の情
報処理装置から受信するユーザ情報受信ステップと、該受信した該他ユーザのユーザ情報
を前記サーバに送信するユーザ情報送信ステップと、前記他ユーザのユーザ情報に関連し
たユーザ関連情報として気象情報、ローカルニュースあるいは特定の分野のニュースのう
ちの少なくとも１つを前記サーバから受信するユーザ関連情報受信ステップと、該受信し
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た前記他ユーザのユーザ関連情報を表示する表示ステップと、該表示したユーザ関連情報
に対応する前記他ユーザとの通話を、前記他ユーザの前記他の情報処理装置との通信によ
り開始する通話ステップと、前記情報処理装置のユーザに係わるユーザ情報であって、少
なくとも当該情報処理装置が設置されている位置情報を含むユーザ情報を取得するユーザ
情報取得ステップと、該取得したユーザ情報を、前記他の情報処理装置で前記ユーザ情報
に関連するユーザ関連情報を表示させるために、前記他の情報処理装置に送信するユーザ
情報送信ステップの各ステップに係る処理を、コンピュータに実行させるためのプログラ
ムである。
【００２９】
　第１９の技術手段は、通信網を介してサーバおよび他の情報処理装置と通信するプログ
ラムであって、他の情報処理装置のユーザである他ユーザに係わるユーザ関連情報を該他
の情報処理装置から受信する他ユーザ関連情報受信ステップと、該受信した該他ユーザの
ユーザ関連情報を表示する表示ステップと、該表示したユーザ関連情報に対応する前記他
ユーザとの通話を、前記他ユーザの前記他の情報処理装置との通信により開始する通話ス
テップと、前記情報処理装置のユーザに係わるユーザ情報であって、少なくとも該装置の
情報処理装置が設置されている位置情報を含むユーザ情報を取得するユーザ情報取得ステ
ップと、該取得したユーザ情報を前記サーバに送信するユーザ情報送信ステップと、前記
ユーザ情報に関連したユーザ関連情報として気象情報、ローカルニュースあるいは特定の
分野のニュースのうちの少なくとも１つを前記サーバから受信するユーザ関連情報受信ス
テップと、前記受信したユーザ関連情報を前記他の情報処理装置に送信するユーザ関連情
報送信ステップの各ステップに係る処理を、コンピュータに実行させるためのプログラム
である。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明によれば、通話しようとする相手の状況を通話する前に発信者側で知り、それを
通話中に容易に通話の話題として取り上げることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　図１は、本発明の一実施形態に係る情報処理システムのネットワーク構成例を示す図で
、図中、１はサーバ、２は通信網（通信ネットワーク）、３，４，５，６は情報処理装置
である。
【００３４】
　図１で例示する情報処理システムは、複数の情報処理装置３，４，５，６が通信網２を
介してサーバ１に接続されたネットワーク構成をもつ。情報処理装置３～６は、それぞれ
本発明の実施形態に係わる情報処理装置である。これらの情報処理装置は、それぞれの装
置を利用するユーザの情報（以下、ユーザ情報と呼ぶ）を互いに送受信する。尚、情報処
理装置の数には制限はなく、２台以上であればサーバ１を介してまたは直接、互いに情報
を送受信することが可能である。
【００３５】
　本実施形態において、ユーザ情報は、ユーザが使用する情報処理装置が設置された位置
の情報とそのユーザの嗜好を示す情報とを含むものとする。尚、ユーザ情報はこれに限っ
たものではない。このユーザ情報を受信した側の情報処理装置は、そのユーザ情報に関連
するユーザ関連情報をサーバ１で検索することで取得することができる。具体的には、情
報処理装置が設置された位置に関するユーザ関連情報として天気予報やローカルニュース
を、嗜好情報に関するユーザ関連情報としてその嗜好の分野のニュースをサーバ１で検索
することで取得する。また、情報処理装置内の設定によっては、他者にその設置した位置
や嗜好を知られたくないときは、位置情報や嗜好情報の送受信をしないように設定するこ
とができる。また、情報処理装置３～６の装置の間で、送信側の情報処理装置がユーザ情
報をサーバ１に送信してサーバ１でユーザ関連情報を検索し、そのユーザ関連情報を他の
情報処理装置に送信することで、受信した装置（該他の情報処理装置）でそのまま表示す
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るという設定もすることができる。
【００３６】
　ユーザ情報が他の情報処理装置が設置されている位置情報であれば、他の情報処理装置
が設置されている場所に関連する情報（例えば、天気予報やローカルニュース）をサーバ
から検索することができ、相手の住所に詳しくなくても相手の身近なことを話題にするこ
とができる。また、ユーザ情報が嗜好情報であり、ユーザ関連情報は嗜好に関連した分野
のニュースであれば、自分が相手の興味のある分野に詳しくなくても、その分野のニュー
スについて知ることができ、電話をかけたときに話題にすることができる。
【００３７】
　サーバ１は、気象情報や、ローカルニュースあるいは、特定の分野のニュースなどが保
存されている。この保存されている気象情報やニュースは誰が更新しても良いが、多くの
場合、新聞社などの報道機関により随時更新される。情報処理装置３～６は位置情報や嗜
好情報をキーに、気象情報やローカルニュース、特定の分野のニュースなどを検索し、取
得することができる。このように、ユーザ関連情報が気象情報であれば、他の情報処理装
置が設置されている場所の気象を知ることができ、ユーザ関連情報がローカルニュースで
あれば、他の情報処理装置が設置されている場所のローカルニュースを知ることができる
。
【００３８】
　図２は、図１のサーバに保存されている位置情報と位置関連情報の一例を説明するため
の図で、図中、７は気象情報およびローカルニュースを格納した都市別情報テーブルであ
る。都市別情報テーブル７は、左列７ａに都市名、中央列７ｂに左列７ａに対応する気象
情報、右列７ｃに左列７ａに対応するローカルニュースが格納されている。サーバ１では
、情報処理装置３～６から都市名をキーとして検索要求され、それに対応した気象情報や
ローカルニュースが中央列７ｂおよび右列７ｃから選択され、検索要求した情報処理装置
へ返される。尚、保存している形式は、図２のような１枚の表になっているものだけでな
く、複数の表の形式やＲＤＢ（Ｒｅｌａｔｉｏｎａｌ　Ｄａｔａｂａｓｅ）など何でもよ
い。
【００３９】
　例えば、情報処理装置３がそのユーザ情報として「青森」をサーバ１に送信して気象情
報「晴れ」並びにローカルニュース「ねぶた祭りが華やかに・・・」というユーザ関連情
報を取得し、それを情報処理装置５に送信して、情報処理装置５で表示させる。その他の
方法として、情報処理装置３がそのユーザ情報として「青森」を情報処理装置５に送信し
て、情報処理装置５がユーザ情報「青森」をサーバ１に送信して気象情報「晴れ」並びに
ローカルニュース「ねぶた祭りが華やかに・・・」というユーザ関連情報を取得し、それ
を情報処理装置５で表示する、といった処理も可能である。
【００４０】
　図３は、サーバに保存されている嗜好情報と嗜好関連情報の一例を説明するための図で
、図中、８は嗜好情報および特定分野のニュースを格納した特定分野情報テーブルである
。特定分野情報テーブル８は、検索のキーとなるスポーツのチーム名や選手名、あるいは
ドラマのタイトルなどが左列８ａに格納され、右列８ｂには、左列に対応したスポーツの
成績や、ドラマの内容などが格納されている。情報処理装置３～６からスポーツのチーム
名や選手名あるいはドラマのタイトルをキーとして検索要求されるとそれに対応したスポ
ーツの成績やドラマの内容などが右列８ｂから選択され、検索要求した情報処理装置へ返
される。もちろん、嗜好情報は図３にあげたスポーツのチーム名や選手名、ドラマのタイ
トルだけには限らない。尚、保存している形式は、図３のような１枚の表になっているも
のだけでなく、複数の表の形式やＲＤＢなど何でもよい。
【００４１】
　例えば、情報処理装置３がそのユーザ情報として嗜好情報「Ｍ選手」をサーバ１に送信
して特定ニュース「アメリカＸチームに所属するＭ選手は、・・・」というユーザ関連情
報を取得し、それを情報処理装置５に送信して、情報処理装置５で表示させる。その他、
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情報処理装置３がそのユーザ情報として嗜好情報「Ｍ選手」を情報処理装置５に送信して
、情報処理装置５がユーザ情報「Ｍ選手」をサーバ１に送信して特定ニュース「アメリカ
Ｘチームに所属するＭ選手は、・・・」というユーザ関連情報を取得し、それを情報処理
装置５で表示する、といった処理も可能である。
【００４２】
　次に、上述のごとき本発明の概要にふまえ、本実施形態をより詳細に説明する。
　図４は、図１の情報処理システムの一例を詳細に説明するための図である。図４におい
ては、簡略化のため情報処理装置を装置３，４の２つのみ図示し、情報処理装置３が情報
処理装置４のユーザに係わるユーザ情報を受信してユーザ関連情報を表示する側の装置（
第１の情報処理装置）、情報処理装置４がユーザ情報を送信する側の装置（第２の情報処
理装置）であるものとして説明を行う。もちろん、図１の情報処理装置３～６は送信およ
び受信の両方の機能を持っていてもよい。
【００４３】
　情報処理装置３は、通信部３１、通話部３２、機器管理部３３、入力部３４、ユーザ情
報受信部３５、ユーザ情報送信部３６、ユーザ関連情報受信部３７、表示管理部３８、お
よび表示部３９で構成される。
【００４４】
　通信部３１は、通信網（ネットワーク）２を介して他の情報処理装置（ここでは情報処
理装置４で例示）やサーバ１との通信を行う。通信部３１には、ネットワーク２に接続さ
れた通信手段が設けられている。通話部３２は、他の情報処理装置である情報処理装置４
に対する発呼、着呼、音声通話の処理を行う通話手段を有する。機器管理部３３は、ネッ
トワークに接続されている情報処理装置やサーバの装置が複数あるとき、どの情報処理装
置と情報の通信を行うかを管理している。
【００４５】
　ユーザ情報受信部３５は、情報処理装置４から送られてきたユーザ情報（情報処理装置
４のユーザに係わるユーザ情報）を受信する手段を有し、受信したユーザ情報を送ってき
た情報処理装置４に対応付けて管理する。ユーザ情報送信部３６は、ユーザ関連情報を取
得するために、受信したユーザ情報をサーバ１に送信する手段を有する。
【００４６】
　ユーザ関連情報受信部３７は、情報処理装置４あるいはサーバ１から送られてきたユー
ザ関連情報を受信する手段を有する。表示部３９は、受信したユーザ関連情報を表示する
手段を有する。受信したユーザ関連情報は、表示管理部３８に渡され、取得したユーザ関
連情報のうち必要なデータを取捨選択し、表示部３９へ表示する配置フォーマットを決め
、表示部３９に表示する。このように、表示管理部３８は、表示手段での表示に関する管
理を行う手段を有し、入力部３４で表示の設定をユーザに入力させることで、ユーザ情報
またはユーザ関連情報を受信した相手の情報処理装置に対応付けて、ユーザ関連情報を管
理する。そして、表示部３９では、ユーザ入力された設定に基づいて、表示対象の情報処
理装置を選択してユーザ関連情報の表示を行う。複数の情報処理装置と通信可能とし、複
数の他の情報処理装置があるとき、情報処理装置ごとに受信するユーザ情報あるいはユー
ザ関連情報を管理すれば、表示するユーザ関連情報は情報処理装置ごとに表示できる。ま
た、設定として、受信したユーザ関連情報のうち表示を希望する情報を、ユーザに入力さ
せ表示管理部３８で管理しておくことで、上述のごとく、受信したユーザ関連情報から情
報を取捨選択して表示することができる。ユーザ指示により取捨選択した結果の情報を表
示可能とすることで、受信したユーザ情報やユーザ関連情報を自分の情報処理装置で必要
なだけ取捨選択して表示すればよく、ユーザにとって目的の情報を見つけやすくなる。
【００４７】
　ユーザ関連情報の表示の際に、もし、ユーザ情報を送ってくる情報処理装置が複数ある
ときは、機器ごとに表示するなどの制御も行う。さらに、通話部３２が通話中になると、
通話している相手のユーザ関連情報を表示するように制御する。この制御により、情報処
理装置同士で通話でき、通話中に互いに相手のユーザ関連情報を表示すれば、互いに相手
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のユーザ関連情報を話題にしてコミュニケーションをスムーズに行うことができる。
【００４８】
　表示部３９としては、ＣＲＴ，液晶モニタ，プラズマディスプレイパネル，有機ＥＬデ
ィスプレイ等の表示装置とＶＧＡケーブルやＲＧＢケーブル、コンポジットケーブル、Ｓ
端子ケーブル、Ｄ端子ケーブルなどで接続すればよいが、これに限ったものではない。ま
た、入力部３４としては、キーボード，リモコン，マウス等の入力装置を採用すればよい
が、これに限ったものではない。入力部３４は、機器管理部３３あるいは表示管理部３８
に対して設定を入力する。
【００４９】
　このようにして、情報処理装置３は、他の情報処理装置からユーザ情報を受信して、受
信したユーザ情報を元にサーバで検索し、ユーザ関連情報を得ることができ、これを表示
することができる。このことにより他の情報処理装置を使っているユーザの関連情報を知
ることができる。
【００５０】
　情報処理装置４は、通信部４１、通話部４２、機器管理部４３、入力部４４、ユーザ情
報送信部４６、ユーザ関連情報受信部４７、ユーザ関連情報送信部４８、位置情報取得部
４９、全地球測位システム（ＧＰＳ）５０、位置入力部５１、地域コード設定部５２、嗜
好情報取得部５３、嗜好入力部５４、嗜好抽出部５５、履歴記憶部（履歴蓄積部）５６、
および放送受信部５７で構成される。
【００５１】
　通信部４１は、ネットワークを介して他の情報処理装置（ここでは情報処理装置３で例
示）やサーバ１との通信を行う手段を有する。通話部４２は、通話部３２と同じく、他の
情報処理装置である情報処理装置３に対する発呼、着呼、音声通話の処理を行う通話手段
を有する。機器管理部４３は、ネットワークに接続されている情報処理装置やサーバの装
置が複数あるとき、どの情報処理装置と情報の通信を行うかを管理している。
【００５２】
　ユーザ情報送信部４６は、入力されたユーザ情報を情報処理装置３あるいはユーザ関連
情報を取得するためにサーバ１へ送信する手段を有する。ユーザ関連情報受信部４７は、
サーバ１で検索した結果のユーザ関連情報を受信する手段を有する。ユーザ関連情報送信
部４８は、サーバ１から受信したユーザ関連情報を情報処理装置３へ送信する手段を有す
る。
【００５３】
　位置情報取得部４９は、装置が設置されている位置情報を全地球測位システム５０ある
いは、ユーザが入力可能な位置入力部５１あるいは地域コード設定部５２からの情報を元
に、情報処理装置４が設置してある場所をサーバ１で検索できる形態（例えば、都道府県
名や都市名や地域名など検索キーとなる形態）に変換して保存しておく。全地球測位シス
テム５０による位置情報の設定は、ユーザが入力する手間を省くことができる。このよう
に情報処理装置にＧＰＳによる位置検出手段を備えておき、ユーザ情報として情報処理装
置が設置している場所を、位置検出手段によって取得することが好ましい。位置入力部５
１は、ユーザが自分の位置を住所、郵便番号、電話番号の市外局番、緯度と経度などで入
力することができる。特に、郵便番号や電話番号の市外局番などは、ユーザが常に記憶し
ている可能性が高く、リモコンなどでも容易に自分の位置を入力することができる。
【００５４】
　地域コード設定部５２は、放送受信部５７に受信する放送局を選択する地域コードを位
置情報部にも与えることができ、結局、放送受信機能を持ち受信エリアを地域コードで設
定する装置では地域コードの設定は１回で済ますことができる。このように、放送受信部
５７は放送を受信する手段を有し、地域コード設定部５２は放送受信チャンネルを決める
ための設定手段を有し、ユーザ情報として情報処理装置が設置している場所の地域コード
を取得することを可能とする。放送受信可能で、且つ放送受信チャンネルを指定する地域
コードを指定していれば、そのコードをユーザ情報として取得でき、結果として、地域の
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設定は１回で済む。
【００５５】
　嗜好情報取得部５３は、嗜好入力部５４あるいは嗜好抽出部５５からこの情報処理装置
４を使っているユーザの嗜好を取り込む。嗜好抽出部５５は、放送受信部５７でユーザが
視聴している受信履歴を履歴蓄積部５６で保存し、受信履歴からユーザの嗜好を抽出する
手段を有する。抽出した嗜好情報は、ユーザ情報に含めるための情報として利用できる。
このように、放送受信部の視聴履歴を保存し、これら視聴している番組から嗜好を抽出す
れば、別途指定しなくても嗜好情報の入力ができる。
【００５６】
　入力部４４としては、キーボード，リモコン，マウス等の入力装置を採用すればよいが
、これに限ったものではない。入力部４４を使って機器管理部４３に対して設定を入力す
る。また、位置入力部５１および嗜好入力部５４も、キーボード，リモコン，マウス等の
入力装置を採用すればよいが、これに限ったものではなく、また入力部４４と同じ機器を
使用した入力を行うようにしてもよい。
【００５７】
　サーバ１は、通信部１１、検索部１２、データ記憶部１３、および入力部１４で構成さ
れる。通信部１１は、情報処理装置３あるいは情報処理装置４からの検索の要求やその応
答を返す。
【００５８】
　検索部１２は、通信で受信したユーザ情報からそれに対応したユーザ関連情報をデータ
記憶部１３から検索する。記憶部１３には、複数のユーザ情報と各ユーザ情報に関連づけ
られたユーザ関連情報とを記憶する記憶手段が設けられている。具体的には、ユーザ情報
が位置情報であるときはその位置の気象情報とローカルニュースをユーザ関連情報として
返し、ユーザ情報が嗜好情報であるならば嗜好に対応した分野のニュースをユーザ関連情
報として返す。複数のニュースが合った場合は、最近に起こった出来事を優先するなど重
み付けをして優先度の高いニュースのみを返しても良い。
【００５９】
　データ記憶部１３は、図２および図３で例示したテーブルなど、気象情報やローカルニ
ュースや嗜好分野に対応したニュースを保存し、検索部１２からの要求で該当するユーザ
関連情報を返す。尚、通話部３２および通話部４２は、音声のみの通話であっても映像付
きの通話であっても良い。また、入力部１４でデータ記憶部１３に保存している気象情報
やローカルニュースや嗜好分野に対応したニュースを更新することができる。
【００６０】
　このように、情報処理装置４は、ユーザ情報を取得して、取得したユーザ情報を元にサ
ーバに検索して自身のユーザ関連情報を得ることができ、これを他の情報処理装置に送信
することができる。このことにより他の情報処理装置を使っているユーザの関連情報を知
ることができる。
【００６１】
　また、情報処理装置３と情報処理装置４の間は、ＳＩＰ（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉ
ａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）プロトコルを用いて行う。具体的には、通話部３２およ
び通話部４２は、ＳＩＰを用いた呼制御と確立された呼に基づくＲＴＰ（Ｒｅａｌ－ｔｉ
ｍｅ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を用いたストリームデータ通信に通話機
能を実現する。また、ユーザ情報送信部４６が送信するユーザ情報やユーザ関連情報送信
部４８が送信するユーザ関連情報は、ＮＯＴＩＦＹメッセージに含まれる情報として、情
報処理装置４から情報処理装置３へ送信する。機器管理部３３および機器管理部４３は、
ＳＵＢＳＣＲＩＢＥメッセージを送信することで、他の情報処理装置にユーザ情報あるい
はユーザ関連情報を送信してもらうことを要求する。逆に、ＳＵＢＳＣＲＩＢＥメッセー
ジを受信した情報処理装置は、ＳＵＢＳＣＲＩＢＥメッセージを発信した情報処理装置を
登録し、その情報処理装置にＮＯＴＩＦＹメッセージを送信することを登録する。
【００６２】
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　情報処理装置３あるいは情報処理装置４は、ＨＴＴＰ（Ｈｙｐｅｒ　Ｔｅｘｔ　Ｔｒａ
ｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）プロトコルによってサーバ１に位置情報や嗜好情報を送
信し、位置関連情報や嗜好関連情報を受信する。尚、本発明は、上記プロトコルに限定し
て実現されるものではなく、プロトコルは何であっても良い。
【００６３】
　次に、図５のフロー図を参照して、図２の情報処理システムにおける第１の情報処理装
置である情報処理装置３の処理例を説明する。
【００６４】
　まず、ステップＳ１で情報処理装置３の電源が切られたか否かを判断し、切られていな
ければステップＳ２へ進む。ステップＳ２では、他の情報処理装置からデータを受信した
か否かを判断し、受信していなければ、ステップＳ１へ戻り、受信するまで待つ。次に、
受信したデータがユーザ関連情報か否か判断する（ステップＳ３）。ここで、受信したデ
ータがユーザ関連情報であればステップＳ６へ進む。一方、受信したデータがユーザ関連
情報でなければ、受信したデータがユーザ情報か否かを判断する（ステップＳ４）。ステ
ップＳ４で、受信したデータがユーザ情報でなければ、ステップＳ１へ戻り、受信したデ
ータがユーザ情報であればステップＳ５へ進む。ステップＳ５では、受信したユーザ情報
をサーバ１に送信し、このユーザ情報から検索されるユーザ関連情報を受信する。ステッ
プＳ５に続き、情報処理装置４あるいはサーバ１から受信したユーザ関連情報を保存する
（ステップＳ６）。次に、ステップＳ７へ進み、ユーザ関連情報を受信した情報処理装置
の表示を行っているか否かを判断し、表示していればステップＳ８へ進み、表示できる配
置フォーマットに整形して表示を更新する。
【００６５】
　以上のフローにより、他の情報処理装置からユーザ関連情報を受信しているときはそれ
を、ユーザ情報を受信したときはそのユーザ情報をキーとしてサーバ１で検索することで
ユーザ関連情報を得ることができる。得たユーザ関連情報はそのユーザ関連情報あるいは
元となるユーザ情報を送ってきた情報処理装置と関連付けて記憶する。記憶したユーザ関
連情報が表示対象になっているときは、表示も同時に更新することができる。
【００６６】
　次に、図６のフロー図を参照して、図２の情報処理システムにおける第２の情報処理装
置である情報処理装置４の処理例を説明する。
【００６７】
　まず、ステップＳ１１で情報処理装置４の電源が切られたか判断し、電源が切られてい
なければステップＳ１２へ進む。ステップＳ１２では、位置情報あるいは位置関連情報あ
るいは嗜好情報あるいは嗜好関連情報を送る時間か否かを判断する。ここで、送る時間で
なければ、ステップＳ１１に戻り送る時間まで待つ。送る時間になればステップＳ１３へ
進み、位置情報を取得する。尚、位置情報の取得手順については後で詳しく述べる。次に
ステップＳ１４へ進み、位置関連情報を検索するか否かを装置の内部フラグでチェックす
る。位置関連情報を検索しないならばステップＳ１７へ進む。ステップＳ１７では、位置
情報を情報処理装置３へ送信する。ステップＳ１４において、位置関連情報を送信すると
いう内部フラグの設定ならばステップＳ１５へ進む。ステップＳ１５では、取得した位置
情報をキーとしてサーバ１でその位置情報に関連した位置関連情報を検索する。ステップ
Ｓ１５で位置関連情報を取得すると、ステップＳ１６で情報処理装置３へ送信する。
【００６８】
　次に、嗜好情報を取得する（ステップＳ１８）。尚、嗜好情報の取得手順については後
で詳しく述べる。次に、嗜好関連情報を検索するか否かを装置の内部フラグでチェックす
る（ステップＳ１９）。ここで、嗜好関連情報を検索しないならばステップＳ２２へ進み
、嗜好情報を情報処理装置３へ送信する。一方、嗜好関連情報を送信するという内部フラ
グの設定ならばステップＳ２０へ進み、取得した嗜好情報をキーにサーバ１で検索する。
ステップＳ２０でサーバ１から嗜好情報に関連した嗜好関連情報を取得すると、ステップ
Ｓ２１で情報処理装置３へ送信する。その後、ステップＳ１１へ戻る。
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【００６９】
　上述の説明において内部フラグについて図示していないが、内部フラグは、ユーザが位
置情報あるいは嗜好情報をユーザ情報として送信するか、サーバを検索して位置関連情報
あるいは嗜好関連情報を取得し、これをユーザ関連情報として送信するかを選択するフラ
グである。以上のフローにより、情報処理装置４は定期的（例えば、１時間ごと）に位置
情報と嗜好情報（内部フラグの設定によっては、位置関連情報や嗜好関連情報）を送信す
ることができる。
【００７０】
　次に、図７のフロー図を参照して、図２の情報処理システムにおけるサーバの処理例を
説明する。
【００７１】
　まず、ステップＳ３１でサーバ１の電源が切られたか否かを判断し、電源が切られてい
なければステップＳ３２へ進む。ステップＳ３２では、サーバ１は位置情報をキーに検索
しているか否かを判断する。ここで、位置情報をキーとしての検索ならばステップＳ３３
へ進み、位置情報に関連する情報として、気象情報とローカルニュースを検索要求した情
報処理装置へ返し、ステップＳ３１に戻る。ステップＳ３２で位置情報をキーとしての検
索でないと判断された場合、ステップＳ３４へ進む。ステップＳ３４では、嗜好情報をキ
ーとして検索しているか否かを判断し、嗜好情報をキーとしているならばステップＳ３５
へ進む。ステップＳ３５では、嗜好情報に関連する情報として、その嗜好にあった分野の
ニュースを検索要求した情報処理装置へ返す。ステップＳ３４で嗜好情報をキーとしての
検索でないと判断された場合、ステップＳ３６へ進む。ステップＳ３６では、気象情報あ
るいはローカルニュースや嗜好分野のニュースの更新要求であるか否かを判断し、そうで
あればステップＳ３７へ進み、要求されているデータを更新する。
【００７２】
　また、上述のフローにおいて、情報処理装置３あるいは情報処理装置４から位置情報や
嗜好情報を受信するとそれに対応した気象情報やローカルニュースや嗜好に対応したニュ
ースを返すことができる。また、データベースの更新も行うことができる。
【００７３】
　次に、図８のフロー図を参照して、図２の情報処理システムにおける第２の情報処理装
置である情報処理装置４が位置情報を取得する手順を説明する。この手順により、全地球
測位システム５０、位置入力部５１、地域コード設定部５２のいずれかから入力があると
、情報処理装置が設置されている位置がわかるようになる。
【００７４】
　まず、ステップＳ４１で、ＧＰＳ５０が位置を取得できているか否かをチェックする。
ステップＳ４１で位置を取得できていると判断された場合、ステップＳ４４へ進み、ＧＰ
Ｓ５０の出力（緯度および経度）を装置が設置された位置とする。ステップＳ４１でＧＰ
Ｓ５０で位置を取得できていないと判断された場合、位置入力部５１からユーザの入力が
あるか否かを調べる（ステップＳ４２）。ステップＳ４２の判断でユーザの入力があれば
ステップＳ４５へ進み、入力された値を装置が設置された位置とする。一方、ユーザの入
力が無ければステップＳ４３へ進み、地域コード設定部５２で地域コードの設定があるか
否かを調べる。ステップＳ４３で設定があると判断された場合、ステップＳ４６へ進み、
設定コードを装置が設定された位置とする。一方、設定が無ければ、ステップＳ４７へ進
み、「位置不明」という値を仮に装置が設定された位置とする。
【００７５】
　次に、図９のフロー図を参照して、図２の情報処理システムにおける第２の情報処理装
置である情報処理装置４が嗜好情報を取得する手順を説明する。この手順により、嗜好入
力部５４から入力および、放送の視聴履歴からの抽出で情報処理装置を利用するユーザの
嗜好を取得できる。
【００７６】
　まず、ステップＳ５１でユーザが嗜好入力部５４から嗜好情報を入力しているか否かを
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判断する。ステップＳ５１でユーザ入力があると判断された場合、ステップＳ５２へ進み
、入れた嗜好情報を取得する。ステップＳ５１でユーザ入力がないと判断された場合、お
よびステップＳ５２に続き、放送を視聴した履歴があるか否かを判断する（ステップＳ５
３）。ステップＳ５３で履歴があると判断された場合、ステップＳ５４へ進み、視聴の履
歴から嗜好を抽出する。
【００７７】
　次に、図１０のフロー図を参照して、図２の情報処理システムの第１の情報処理装置（
情報処理装置３）における、表示を管理するモジュール部（表示管理部３８および表示部
３９）の処理例を説明する。
【００７８】
　まず、ステップＳ６１で情報処理装置３の電源が切られたか否か判断する。電源が切ら
れていなければステップＳ６２へ進む。ステップＳ６２では、情報処理装置３が通話中で
あるか否かを判断し、通話中であればステップＳ６６へ進み、通話中でなければステップ
Ｓ６３へ進む。ステップＳ６３では、ユーザが配置フォーマットあるいは表示対象装置の
変更要求をしたか否かを調べる。変更要求していなければステップＳ６１へ戻る。一方、
変更要求していれば、ステップＳ６４で表示対象装置を選択し、ステップＳ６５で配置フ
ォーマットを選択する。
【００７９】
　ステップＳ６６では、通話中は通話している相手を表示対象装置として選択する。ステ
ップＳ６６に続き、ユーザが配置フォーマットの変更要求をしたか否かを調べる（ステッ
プＳ６７）。ここで変更要求がなければ、ステップＳ６９へ進み、変更要求していれば、
ステップＳ６８へ進み、配置フォーマットを選択してからステップＳ６９へ進む。ステッ
プＳ６９では、選択した表示対象装置、および配置フォーマットが以前と変更したか否か
を調べ、変更していればステップＳ７０へ進み、選択している配置フォーマットで表示対
象となった情報処理装置の表示に更新する。
【００８０】
　図１１は、図２の情報処理システムにおける第１の情報処理装置である情報処理装置３
で表示されるユーザ関連情報の一例を示す図で、図１２はその他の表示例を示す図である
。図１１および図１２を参照して、表示部３９の表示画面（表示部３９の表示エリア）６
１に表示されているユーザ関連情報の表示について説明する。尚、図１１および図１２は
、他の情報処理装置１台について表示している例を示したが、ユーザ関連情報を受信する
装置が複数あった場合は、複数の装置すべてを一度に表示しても良い。
ユーザは、ユーザ関連情報を表示する対象の装置を変更したいと思えば、ステップＳ６３
でユーザ関連情報を受信している他の情報処理装置の一覧のリストを表示する。ステップ
Ｓ６４でそのリストの中から１つをリモコンやマウスなどで選択する。
【００８１】
　図１１では、表示画面６１において、表示エリア６２にまとまって、１台分の他の情報
処理装置の情報が表示されている。他の情報処理装置の情報を表示している表示エリア６
２の中で、エリア６３に他の情報処理装置を利用しているユーザ（相手）の写真、エリア
６４に相手の名前、エリア６５に相手が電話に出ることができるか否かを相手の情報処理
装置のセンサ（不図示）の結果を判断して（例えば、１０分以内にセンサに反応したなら
ば、在宅など）、表示している。エリア６６には、他の情報処理装置のユーザ情報（設置
場所）の例である相手の位置情報として、相手端末のある地方名が表示されている。また
、位置関連情報として、エリア６７には、相手の地方の気象情報が表示され、エリア６８
には、相手の地方のローカルニュースが表示されている。これを見ることで、相手に電話
をかける前に相手の状態（電話に出られるか）のほかに、相手の周辺の状況（天気、相手
の身の回りの出来事など）を知ることができる。エリア６２内の情報は、ユーザの変更要
求あるいは通話するかしないかによって図１０のフローに従って、表示しなおされる。ま
た、ユーザは、エリア６２の配置フォーマットも変更することができる。
【００８２】
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　図１２で例示する別の配置フォーマットでは、エリア６９およびエリア７１において、
相手の嗜好を表示している。エリア７０は、エリア６９の嗜好情報に対する嗜好関連情報
（嗜好情報に関連する特定分野のニュース）を表示し、エリア７２は、エリア７１に対す
る嗜好関連情報（嗜好情報に関連する特定分野のニュース：ここではドラマのあらすじ）
を表示している。この配置フォーマットで表示すれば、相手の興味が何であるか、またそ
の興味のあることについてさらに詳細に事前に知ることができ、電話をかけたときにもス
ムーズに話をすることができる。
【００８３】
　図１１や図１２で例示した配置フォーマットは、テンプレートで用意されていて、ユー
ザはステップＳ６５あるいはステップＳ６８でテンプレートを選択（例えば、リモコンで
テンプレートを順送りして見たいユーザ関連情報を表示）することで、相手の位置情報に
関連することの表示や、相手の嗜好に関連する表示を切り替えることができる。尚、もっ
とカスタマイズしたいユーザのために、テンプレートを編集する手段を供給することも可
能である。
【００８４】
　図１３は、図１１とは別のユーザ関連情報表示例を示す図である。図１３で例示する表
示例で、表示部６１にユーザ関連情報を表示する場合としては、通話部３２および通話部
４２によって動画付きの通話で通話中の状態であるときが挙げられる。表示部６１には、
相手の情報処理装置についている撮像部（不図示）で撮影されている相手の姿７３が動画
で表示されていて、動画付き通話中のユーザ関連情報の例として相手のローカルニュース
がエリア７４に表示されている。この配置フォーマットでは、会話（動画つき）をしなが
らローカルニュースも参照できるので、コミュニケーションをとるのに非常に都合が良い
。
【００８５】
　次に、図１４を参照して、図９の嗜好情報取得手順において、視聴した番組（放送の視
聴履歴）から嗜好情報を抽出する手順について説明する。この手順も、図９と同様に情報
処理装置４で実行されることとなる。
【００８６】
　まず、ステップＳ８１で視聴した履歴が保存しているか否かを確認する。ステップＳ８
１で履歴が無いと判断された場合、抽出はできないために処理を終了する。ステップＳ８
１で履歴があると判断された場合には、番組表を参照して、存在する視聴履歴が何である
かを確認する（ステップＳ８２）。番組表は、図示しないがネットワークのサーバから取
得しても良いし、データ放送として送られてくるデータ（不図示）から取得しても良い。
【００８７】
　ステップＳ８２に続き、視聴した番組の中から頻度や履歴の新しさ（最近視聴したもの
は重みが高いなど）により重み付けして、顕著な嗜好を選び出し、この情報処理装置を利
用しているユーザの嗜好とする（ステップＳ８３）。例えば、野球のある特定のチームの
試合ばかりを見ているのなら、そのチームのファンであると判断し、連続ドラマをいつも
見ているのならばそのドラマのファンであると判断できる。
【００８８】
　上述のごとき各処理により、情報処理装置４のユーザの位置情報あるいは嗜好情報から
位置関連情報として気象情報やローカルニュース、嗜好関連情報としての特定分野でのニ
ュースを情報処理装置３で表示して、コミュニケーションに役立てるシステムが構築でき
る。
【００８９】
　また、先に触れたが、他のユーザのユーザ関連情報を取得する方法としては、様々な方
法が採用できる。例えば、主として説明したように、他の情報処理装置で取得されたユー
ザ情報を受信して、受信したユーザ情報からサーバで検索してユーザ関連情報を取得して
表示するようにしてもよい。また、それを機として、あるいは自発的に、自装置のユーザ
情報を取得してこのユーザ情報（あるいはユーザ情報からサーバで検索した結果のユーザ
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関連情報）を他の情報処理装置に送って、他の情報処理装置でサーバから検索させて表示
（受信した情報がユーザ関連情報であればそのまま表示）させてもよい。いずれの方法で
も、ユーザ情報またはユーザ関連情報を複数の情報処理装置間で送受信し、両方の装置で
他の情報処理装置のユーザ関連情報を表示することができる。
【００９０】
　また、ユーザ関連情報の取得および表示は、サーバのみを介したものであってもよい。
各情報処理装置は、そのユーザに係わるユーザ情報を取得し、取得したユーザ情報をサー
バに送信し、他の情報処理装置のユーザに係わるユーザ関連情報をサーバから受信し、受
信したユーザ関連情報を表示するよう構成しておく。そして、サーバは、複数のユーザ情
報と各ユーザ情報に関連するユーザ関連情報と各ユーザ関連情報の送付先となる情報処理
装置の情報とを関連付けて記憶する記憶手段と、情報処理装置のいずれかから送信されて
きたユーザ情報を受信する受信手段と、受信したユーザ情報に対し、ユーザ情報をキーと
して記憶手段に記憶されたユーザ関連情報を検索する検索手段と、検索の結果であるユー
ザ関連情報を、記憶手段に記憶された送付先となる情報処理装置に送信する送信手段とを
備えておく。このようなシステム構成により、例えば、サーバが、第２の情報処理装置か
ら受け取ったユーザ情報に基づき、第１の情報処理装置に第２の情報処理装置のユーザ関
連情報を送信することで、第１の情報処理装置で第２の情報処理装置に関するユーザ関連
情報を表示させるといった処理も可能となる。
【００９１】
　図１５は、本発明の他の実施形態に係る情報処理システムにおける情報処理装置の一構
成例を示す図で、図１６は、図１５の情報処理装置を使った動画付き電話の表示例を示す
図である。
【００９２】
　図１５および図１６を参照して説明する実施形態は、ネットワークにサーバおよび図１
５で説明する情報処理装置５が複数ある形態である。ネットワーク構成は、図１で例示し
たものを採用できる。そして、本実施形態に係る情報処理装置５は、図１乃至図１４を参
照して説明した実施形態で示した、受信した他のユーザ関連情報の表示を行う情報処理装
置３および自分のユーザ情報を他に送信する情報処理装置４の両方の機能を持ち、映像つ
きの通話ができるものとして説明する。
【００９３】
　情報処理装置５の内部ブロックにおいて、図４と同じ部分は同じ符号を付けており、同
じ符号をつけたブロックは同じ機能であるので、ここではその説明を繰り返さない。ただ
し、図４において、２つの情報処理装置の両方に存在したブロックは、共用できるので１
つのブロックになっている。
【００９４】
　撮像部５８は、自分の映像（動画）を撮影するカメラであり、撮影した映像を通信部３
１を介して、通話している相手の装置へ送信する。また、映像表示部５９は、通信部３１
を介して、受信した映像を表示する。
【００９５】
　情報処理装置５の装置内部で実行される処理は、図１乃至図１４を参照して説明した実
施形態における各フローで説明した通りであり、自分のユーザ情報は他の情報処理装置へ
送信、自分のユーザ情報をキーにサーバで検索したユーザ関連情報を取得してから他の情
報処理装置へ送信、他の情報処理装置から受信したユーザ情報をキーにサーバで検索して
表示、他の情報処理装置から受信したユーザ情報を表示ということができる。
【００９６】
　図１６を参照して、本実施の形態の装置を２台で動画つき通話をしている様子を説明す
る。情報処理装置８０および、情報処理装置９０は、図１５で示した情報処理装置５と同
じ機能を持っている。
【００９７】
　情報処理装置８０は、表示部に相手の映像を表示エリア８１に表示し、相手のユーザ関
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連情報をエリア８２に表示し、自分の映像を表示エリア８３に表示している。情報処理装
置９０は、表示部に相手の映像を表示エリア９１に表示し、相手のユーザ関連情報をエリ
ア９２に表示し、自分の映像を表示エリア９３に表示している。
【００９８】
　図１６の例では、エリア８２には、情報処理装置９０から受信したユーザ情報として、
位置情報が青森という情報をキーとしてサーバで検索したユーザ関連情報として「青森」
のローカルニュースが表示されている。エリア９２には、情報処理装置８０から受信した
ユーザ情報として位置情報が東京という情報をキーとしてサーバで検索したユーザ関連情
報として「東京」のローカルニュースが表示されている。
【００９９】
　このように表示することで、情報処理装置８０を東京で使っているユーザが、情報処理
装置９０を青森で使っているユーザと映像付き通話をすることができ、さらに青森のロー
カルニュースを参照することができる。また、情報処理装置９０を青森で使っているユー
ザが、情報処理装置８０を東京で使っているユーザと映像付き通話をすることができ、さ
らに東京のローカルニュースを参照することができる。
【０１００】
　また、図１乃至図１６で説明した各実施形態のいずれかを採用することでも実現可能な
ように、本発明に係る情報処理装置は、通信網を介して他の情報処理装置と通話する装置
であって、通話中は他の情報処理装置の設置場所に関する情報及び／又はユーザの嗜好に
関する情報を表示する装置としての形態も採用できる。
【０１０１】
　以上、本発明に係る情報処理装置は、ネットワークに接続された情報処理装置間におい
て、その情報処理装置を主に使用するユーザの周りの状況を知ることができるので、例え
ば電話をかける相手とのコミュニケーションに役立つ情報をすぐに引き出せる通話機とし
て利用できる。
【０１０２】
　図１７は、本発明に係る情報処理装置並びにサーバとして適用可能な、一般的な情報処
理装置の一構成例を示す図で、図中、１０１はＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓ
ｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、１０２はＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、
１０３はＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、１０４は入力装置、１０５は表
示装置、１０６は通信装置、１０７は出力装置、１０８はバスである。
【０１０３】
　情報処理装置としては汎用コンピュータが挙げられ、各種情報を入力するためのキーボ
ード，マウス，記録媒体読取装置，他の機器からの入力用のネットワーク機器などの入力
装置１０４、検索結果やその他の情報を表示するためのＣＲＴ，ＬＣＤなどのディスプレ
イである表示装置１０５、ネットワーク接続装置（ネットワークに接続して通信を行うた
めのネットワークボード等の通信機器）などの通信装置１０６、印刷装置，記録媒体用記
録装置などの出力装置１０７、さらには、プログラムを記録したハードディスクやＲＯＭ
（書き換え可能なＲＯＭでもよい）１０３、そこに格納されたプログラムを実行するため
のＣＰＵ１０１、およびその実行領域としてのＲＡＭ１０２をその主要な構成要素とし、
それらがバス１０８により接続されているものとして例示している。また、上述したサー
バの主たる構成要素も図１７で例示した情報処理装置と同様である。
【０１０４】
　情報処理装置に搭載される場合のこのプログラムは、上述する情報処理装置の各手段（
あるいは各手段の一部）としてコンピュータのＣＰＵ１０１等を制御するプログラム（コ
ンピュータを機能させるプログラム）であり、各ステップに係る処理をコンピュータに実
行させるためのプログラムでもある。同様に、サーバに搭載される場合のプログラムとし
ては、上述するサーバの各手段（あるいは各手段の一部）としてコンピュータのＣＰＵ１
０１等を制御するプログラムであり、サーバの各ステップに係る処理をコンピュータに実
行させるためのプログラムでもある。これらのプログラムは、装置ユーザが使用する際に
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容易となるように、表示装置１０５用のグラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）
を備えるようにするとよい。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一
時的にＲＡＭ１０２に蓄積され、その後、各種ＲＯＭ１０３やハードディスクに格納され
、必要に応じて、ＣＰＵ１０１によって読み出し、修正・書き込みが行われる。
【０１０５】
　また、本明細書におけるネットワーク２等のネットワークとしては、有線，無線に限ら
ず専用回線（光ファイバなどの回線も含む），電話回線などで接続されたインターネット
や、インターネット技術を利用したイントラネット，エクストラネット、さらには専用回
線を使用する場合でもＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）やＭＡＮ（Ｍｅｔ
ｒｏｐｏｌｉｔａｎ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ）で構成される形態も有り得る。また、このネットワークは、専用回線の使
用、伝送データの暗号化、情報処理装置を使用するユーザの認証など様々な方法によるセ
キュリティの強化を本発明の形態に応じて実施することが好ましい。
【０１０６】
　以上、図１乃至図１７を参照しながら、本発明の情報処理システム、情報処理装置、プ
ログラムを中心に各実施形態を説明してきたが、本発明は、上述した各実施形態で処理フ
ローに基づいて説明したように、情報処理方法としての形態も採用でき、さらに、上述し
たようにサーバまたは情報処理装置に組み込むためのプログラム、あるいはそのプログラ
ムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体としての形態も採用可能である。
【０１０７】
　本発明によるユーザ関連情報表示の機能を実現するためのプログラムやデータを記憶し
た記録媒体の実施形態を説明する。記録媒体としては、具体的には、ＣＤ－ＲＯＭ、光磁
気ディスク、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＦＤ、フラッシュメモリ、およびその他各種ＲＯＭやＲＡ
Ｍ等が想定でき、上述したプログラムを、これら記録媒体に記録して流通させることによ
り、当機能の実現を容易にする。そして、図１７で例示したようなコンピュータ等の情報
処理装置に、上述のごとくの記録媒体を装着してプログラムを読み出すか、若しくは情報
処理装置が備えている記録媒体に当プログラムを記憶させておき、必要に応じて読み出す
ことにより、本発明に係わるユーザ関連情報表示の機能を実行することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０８】
【図１】本発明の一実施形態に係る情報処理システムのネットワーク構成例を示す図であ
る。
【図２】図１のサーバに保存されている位置情報と位置関連情報の一例を説明するための
図である。
【図３】図１のサーバに保存されている嗜好情報と嗜好関連情報の一例を説明するための
図である。
【図４】図１の情報処理システムの一例を詳細に説明するための図である。
【図５】図２の情報処理システムにおける第１の情報処理装置の処理例を説明するための
フロー図である。
【図６】図２の情報処理システムにおける第２の情報処理装置の処理例を説明するための
フロー図である。
【図７】図２の情報処理システムにおけるサーバの処理例を説明するためのフロー図であ
る。
【図８】図２の情報処理システムにおける第２の情報処理装置が位置情報を取得する手順
を説明するためのフロー図である。
【図９】図２の情報処理システムにおける第２の情報処理装置が嗜好情報を取得する手順
を説明するためのフロー図である。
【図１０】図２の情報処理システムの第１の情報処理装置における、表示を管理するモジ
ュール部の処理例を説明するためのフロー図である。
【図１１】図２の情報処理システムにおける第１の情報処理装置である情報処理装置３で
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表示されるユーザ関連情報の一例を示す図である。
【図１２】図２の情報処理システムにおける第１の情報処理装置である情報処理装置３で
表示されるユーザ関連情報の他の例を示す図である。
【図１３】図１１とは別のユーザ関連情報表示例を示す図で、第１の情報処理装置が通話
中の状態のとき、表示されるユーザ関連情報の例を示す図である。
【図１４】図９の嗜好情報取得手順において、視聴した番組から嗜好情報を抽出する手順
について説明するためのフロー図である。
【図１５】本発明の他の実施形態に係る情報処理システムにおける情報処理装置の一構成
例を示す図である。
【図１６】図１５の情報処理装置を使った動画付き電話の表示例を示す図である。
【図１７】本発明に係る情報処理装置並びにサーバとして適用可能な、一般的な情報処理
装置の一構成例を示す図である。
【符号の説明】
【０１０９】
１…サーバ、２…通信網（ネットワーク）、３，４，５，６…情報処理装置、３１，４１
…通信部、３２，４２…通話部、３３，４３…機器管理部、３４，４４…入力部、３５…
ユーザ情報受信部、３６，４６…ユーザ情報送信部、３７，４７…ユーザ関連情報受信部
、３８…表示管理部、３９…表示部、４９…位置情報取得部、５０…全地球測位システム
（ＧＰＳ）、５１…位置入力部、５２…地域コード設定部、５３…嗜好情報取得部、５４
…嗜好入力部、５５…嗜好抽出部、５６…履歴蓄積部、５７…放送受信部、５８…撮像部
、５９…映像表示部。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図１０】 【図１１】
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【図１４】 【図１５】
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