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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　電子メールサーバおよびコンテンツデータを格納する情報サーバとネットワークを介
して相互に接続されて、電子メールを含む情報を交換する情報交換システムにおいて、当
該コンテンツデータのネットワークにおけるアドレス情報を提供する情報提供装置であっ
て、
　前記電子メールを送受信するための電子メール送受信プロトコル処理手段と、
　放送波を受信して、当該放送波に重畳されているＵＲＬ情報を取得するＵＲＬ情報取得
手段と、
　前記ＵＲＬ情報を格納する電子メールの送信先のアドレスを記憶するＵＲＬ送信先メモ
リと、
　少なくとも自身の端末ＩＤを含むユーザ識別情報を記憶するＩＤメモリと、
　前記電子メールにＵＲＬ情報が格納されていることを識別するためのＵＲＬ識別情報を
記憶するＵＲＬ識別情報メモリと、
　前記ＵＲＬ情報を受信した際に、前記ＵＲＬ送信先メモリに記憶されているアドレスを
送信先にして、少なくとも当該ＵＲＬ情報と前記ＵＲＬ識別情報と前記ユーザ識別情報と
を格納した電子メールデータを作成する電子メール作成手段と、
　前記電子メール送受信プロトコル処理手段に、前記作成された電子メールを前記電子メ
ールサーバに送信させる制御手段と、
　　前記電子メールサーバに受信予定の電子メールが存在する場合、当該電子メールから
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データを取得するデータ取得手段と、
　　取得した前記データを解析して、前記ユーザ識別情報を検出する解析手段と、
　　検出した前記ユーザ識別情報に基づいて、前記電子メールの送信者を認証するメール
送信者認証手段と、
　　検出した前記ユーザ識別情報に含まれる端末ＩＤが、それぞれ、前記ＩＤメモリに記
憶された自身のユーザ識別情報に含まれる端末ＩＤと一致する場合には、前記電子メール
の受信を禁止する電子メール受信制御手段とを備える情報提供装置。
【請求項２】
　さらに、前記電子メールの送信先に対して前記ＵＲＬ情報を格納するフォルダを指定す
るフォルダ識別情報を記憶するフォルダメモリを備え、
　前記電子メール作成手段は、前記フォルダ識別情報をさらに格納した電子メールデータ
を作成することを特徴とする、請求項１に記載の情報提供装置。
【請求項３】
　さらに、外部からの指示を受け付ける指示受付手段と、
　送信先の名称を記憶する送信先名称メモリと、
　前記送信先名称メモリに記憶されている前記名称と前記フォルダメモリに記憶されてい
る送信先の前記フォルダ識別情報とを一覧表示する送信先表示手段とを備え、
　前記送信先メモリと前記フォルダメモリと前記ＵＲＬ送信先メモリには、ユーザが前記
指示受付手段を用いて登録した送信先の前記名称と前記フォルダ識別情報とアドレスとが
関連付けられて記憶されることを特徴とする、請求項２に記載の情報提供装置。
【請求項４】
　　前記制御手段は、さらに、
　　前記ＵＲＬ情報が取得された場合は、前記送信先表示手段を用いて前記一覧を表示す
るように制御し、
　　ユーザが前記指示受付手段を用いて、当該ＵＲＬ情報を電子メールで送信する送信先
を選択指示する場合は、関連付けられたアドレス情報と当該ＵＲＬ情報とに基づいて電子
メールデータを作成し送信するように制御することを特徴とする、請求項３に記載の情報
提供装置。
【請求項５】
　さらに、前記指示受付手段が押下操作を受け付けることが可能なボタンを含むＯＳＤ（
オンスクリーンディスプレイ）を表示する手段を備え、
　前記制御手段は、
　前記送信先名称メモリに記憶されている前記名称と前記フォルダメモリに記憶されてい
る送信先の前記フォルダ識別情報とを、同時に押下可能なボタンとしてＯＳＤ表示するよ
うに制御し、
　前記指示受付手段が前記ボタンの押下操作を受け付けた場合、ユーザが当該ボタンに表
示された前記名称および前記フォルダ識別情報に対応する送信先を選択したと認識するこ
とを特徴とする、請求項４に記載の情報提供装置。
【請求項６】
　前記電子メール作成手段は、所定の文字列を、前記ＵＲＬ識別情報として、前記ＵＲＬ
情報の前に付加して、電子メールデータを作成することを特徴とする請求項１に記載の情
報提供装置。
【請求項７】
　電子メールサーバおよびコンテンツデータを格納する情報サーバとネットワークを介し
て相互に接続されて、電子メールを含む情報を交換する情報交換システムであって、
　当該コンテンツデータのネットワークにおけるアドレス情報を提供する情報提供装置と
、
　当該コンテンツデータを取得する情報取得装置とからなり、
　前記情報提供装置は、
　　前記電子メールを送受信するための電子メール送受信プロトコル処理手段と、
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　　放送波を受信して、当該放送波に重畳されているＵＲＬ情報を取得するＵＲＬ情報取
得手段と、
　　前記ＵＲＬ情報を格納する電子メールの送信先のアドレスを記憶するＵＲＬ送信先メ
モリと、
　　少なくとも自身の端末ＩＤを含むユーザ識別情報を記憶するＩＤメモリと、
　　前記ＵＲＬ情報を受信した際に、前記ＵＲＬ送信先メモリに記憶されているアドレス
を送信先にして、少なくとも当該ＵＲＬ情報と前記ユーザ識別情報とを格納した電子メー
ルデータを作成する電子メール作成手段と、
　　前記電子メール送受信プロトコル処理手段に、前記作成された電子メールを前記電子
メールサーバに送信させる制御手段と、
　　前記電子メールサーバに受信予定の電子メールが存在する場合、当該電子メールから
データを取得するデータ取得手段と、
　　取得した前記データを解析して、前記ユーザ識別情報を検出する解析手段と、
　　検出した前記ユーザ識別情報に基づいて、前記電子メールの送信者を認証するメール
送信者認証手段と、
　　検出した前記ユーザ識別情報に含まれる端末ＩＤが、それぞれ、前記ＩＤメモリに記
憶された自身のユーザ識別情報に含まれる端末ＩＤと一致する場合には、前記電子メール
の受信を禁止する電子メール受信制御手段とを備え、
　前記情報取得装置は、
　　電子メールサーバより電子メールを送受信するための電子メール送受信プロトコル処
理手段と、
　　前記電子メールサーバに受信予定の電子メールが存在する場合、前記電子メールから
データを取得するデータ取得手段と、
　　取得した前記データを解析して、前記ユーザ識別情報を検出するとともに、当該デー
タ中の所定の文字列に続く文字列を、前記ＵＲＬ情報として検出する解析手段と、
　　検出した前記ＵＲＬ情報を、前記コンテンツデータのネットワークにおけるアドレス
を示す所在情報として記憶する所在情報メモリと、
　　少なくとも自身の端末ＩＤを含むユーザ識別情報を、記憶しておくＩＤメモリと、
　　検出した前記ユーザ識別情報に基づいて、前記電子メールの送信者を認証するメール
送信者認証手段とを備える、情報交換システム。
【請求項８】
　前記所定の文字列は、ｈｔｔｐ：／／であることを特徴とする、請求項７に記載の情報
交換システム。
【請求項９】
　前記所在情報メモリは、前記電子メール送信者が認証された場合に、検出した前記所在
情報を記憶することを特徴とする、請求項７に記載の情報交換システム。
【請求項１０】
　前記電子メール受信制御手段は、前記認証の結果に応じて、前記電子メールの受信許可
および受信禁止のいずれかを行うことを特徴とする、請求項９に記載の情報交換システム
。
【請求項１１】
　前記電子メール受信制御手段は、前記検出したユーザ識別情報が前記情報提供装置自身
のユーザ識別情報と異なる場合には、前記電子メールの受信を許可することを特徴とする
請求項１０に記載の情報交換システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インターネット等のネットワーク上の電子メールサーバや情報サーバに接続
して電子メールを受信するとともにホームページのような情報を取得する、または放送波
を受信するとともに電子メール送信機能を持ったデジタルテレビジョン放送受信機やパー
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ソナルコンピュータや携帯電話器や携帯情報端末機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特開２００２－５６０２８号公報（特許文献１）にも、一例が提案されているように、
ブックマークを携帯情報端末にダウンロードして使用することについては従来知られてい
る。以下に従来の情報取得装置および情報提供装置について説明する。図２８は、従来の
情報取得装置および情報提供装置の構成を示すブロック図である。
【０００３】
　図２８に示すように、２１はモデムで、図示していない通信会社の通信回線やサービス
プロバイダを介してインターネット網に接続されており、後述するマイコン２２の制御で
通信回線からのデータを受信して復調し出力することと、送信データを変調して通信回線
に出力する。
【０００４】
　モデム２１においては電話回線を使用するいわゆるモデムのみでなく、電話線を使用す
るＡＤＳＬモデムや光ファーバー網を使用するＦＴＴＨのＯＮＵやケーブルテレビ回線を
使用するケーブルモデム等あらゆる通信端末でも良く、接続方式はダイヤルアップ接続の
みでなく常時接続の方式でも良い。２２はマイコンで、情報取得装置２３の各要素の制御
を行うと共に、後述するホームページプロトコル処理やＷＷＷブラウザ機能をソフトウェ
アプログラムにより実現している。２４はいわゆるマウスで左右キーやポインティングす
る為の移動情報取得手段等を有する情報取得装置２３のユーザインターフェースである。
【０００５】
　マイコン２２はマウス２４の出力するデータを受信しユーザの指示を解釈する。２５は
ホームページ受信プロトコル処理部であり、ＴＣＰ／ＩＰやＨＴＴＰ等の通信プロコトル
処理を行う部分でモデム２１を介したホームページに関するデータ通信を行う。２６はＷ
ＷＷブラウザ部であり、パソコンでのインターネットエキスプローラーと同様の処理を行
うソフトウェアであり、ホームページ受信プロトコル処理部２５が出力する個々のデータ
である画像ファイルやテキストファイル等を入力し、ファイルの属性に応じて適当にデコ
ードすると共に、同様に入力するＨＴＭＬファイルの内容に応じてデコードしたコンテン
ツを組み立ててホームページを再生し画素データに変換するとともにＨＴＭＬファイルを
解釈しホームページのＵＲＬやタイトルを取得する。
【０００６】
　再生されたホームページはグラフィック部２７の表示プレーンに画素データで描画され
た後映像データとして出力される。グラフィック部２７はマイコン２２の指示により描画
データの表示サイズ縮小や拡大のスケーリング処理も行う。グラフィック部２７には画素
変換やスケーリング処理のためのメモリが通常接続されているが本従来の形態に直接関係
しないので省略している。２８はメール受信／送信プロトコル処理部であり、モデム２１
が受信した電子メール関係のデータを入力しＴＣＰ／ＩＰやＰＯＰ等のプロトコル処理を
行い出力することと入力する電子メールデータをＳＭＴＰ等のプロトコル処理を行いモデ
ム２１から送信する。
【０００７】
　２９はメール取得／作成部であり、メール受信／送信プロトコル処理部２８が出力した
データを入力し受信メールのデータを抜き出すこととマウス２４を用いてドラッグしてコ
ピーした後述するＵＲＬ情報ＩＵＲＬを貼り付けた電子メールデータを作成し出力する。
３３はタイトルメモリであり、ユーザの登録したブックマークのタイトルを記憶する為の
メモリである。ＷＷＷブラウザ部が表示している現在閲覧中のホームページのタイトルを
マイコン２２の制御で書き込む事ができる。ユーザが登録したブックマークのタイトル一
覧（以後ブックマーク一覧とも言う）を表示する指示をマウス２４を用いて行った場合は
、マイコン２２の制御により書き込まれているタイトルを読み出して、グラフィック部２
７を使用して一覧表示する。
【０００８】
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　３２はＵＲＬメモリであり、ユーザが登録したブックマークのＵＲＬを記憶する為のメ
モリである。ＷＷＷブラウザ部が表示している現在閲覧中のホームページのＵＲＬをマイ
コン２２の制御で書き込む事が可能である。タイトルメモリ３３とＵＲＬメモリ３２に書
き込まれているタイトルとＵＲＬは同一のホームページについては関連付けられている。
詳細は後述する。前述したブックマーク一覧の中からユーザが閲覧するホームページのタ
イトルを選択した場合には、マイコン２２の制御で関連付けられているＵＲＬを読み出し
、ＷＷＷブラウザ部２６とホームページ受信プロトコル処理部２５とモデム３１を使用し
て該当する情報サーバ３４に接続し、読み出したＵＲＬで指定されるファイルを受信する
。
【０００９】
　次に図２９と図３０を用いて動作の説明をする。図２９、図３０は従来の形態における
動作フローチャートである。図２９においてユーザがＷＷＷブラウザで特定のホームペー
ジを閲覧中であるとし、ユーザがそのホームページをブックマーク登録したいと欲した場
合、ユーザはマウス２４を用いてブックマーク登録の操作を行う（ステップＳ３１）。操
作は画面上のＯＳＤに応じて行って良い。図３１は従来の形態におけるブックマーク登録
を確認する表示を示した図である。図３１においては現在閲覧しているホームページをブ
ックマーク登録する際、確認するためのＯＳＤが表示されている。
【００１０】
　図２９でその後マイコン２２はその指示を解釈しＷＷＷブラウザ部２６が取得している
ＨＴＭＬファイルよりホームページのＵＲＬとタイトルを抜き出す（ステップＳ３２）。
次にマイコン２２の制御により抜き出したＵＲＬをＵＲＬメモリ３２にタイトルをタイト
ルメモリ３３に記憶する（ステップＳ３３）。この時にタイトルとＵＲＬは関連付けて記
憶される。その関連付けはそれぞれの記憶したアドレスを別途図示しないメモリに予めプ
ログラムにより関連付けている領域を設けて保持することや、予めメモリに保持するアド
レスに相関関係を持たす事で可能である。
　以上の動作によりユーザが現在ＷＷＷブラウザで閲覧中のホームページをブックマーク
登録することが可能である。
【００１１】
　次にブックマーク一覧を表示してホームページを閲覧する場合の動作を図３０を用いて
説明する。図３０は従来の形態における動作フローチャートである。図３０では、ユーザ
がマウス２４を用いてブックマーク一覧表示の指示があった場合（ステップＳ４１）、マ
イコン２２の制御でタイトルメモリ３３に記憶されているタイトルを読み出してグラフィ
クス部２７を使用して一覧表示してユーザの選択を待つ（ステップＳ４２）。
【００１２】
　ブックマーク一覧表示した場合の例を図３２を用いて説明する。図３２は従来の形態に
おけるブックマーク一覧の表示を示した図である。図３２では登録されているホームペー
ジ３つのタイトルが一覧表として表示している事が分かる。一覧表の個々のタイトルはマ
ウス２４で選択し押下できるボタンとなっており、ユーザはマウス２４を用いてタイトル
を選択し決定する事ができる。
【００１３】
　図３０において、ユーザがタイトルを選択し決定した場合（ステップＳ４３）、マイコ
ン２２の制御により選択されたタイトルに関連付けられているＵＲＬをＵＲＬメモリ３２
から読み出す（ステップＳ４４）。次にマイコン２２は読み出したＵＲＬを使用し、ＷＷ
Ｗブラウザ部２６とホームページ受信プロトコル処理部２５とモデム２１を使用して該当
する情報サーバ３４に接続し、読み出したＵＲＬで指定されるコンテンツのＨＴＭＬファ
イルを受信する（ステップＳ４５）。
【００１４】
　次にマイコン２２はＨＴＭＬファイルを解釈し、定義されている個々のデータである画
像ファイルやテキストファイル等をＷＷＷブラウザ部２６とホームページ受信プロトコル
処理部２５とモデム２１を使用して取得し、ファイルの属性に応じて適当にデコードする
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と共に、同様に入力するＨＴＭＬファイルの内容に応じてデコードしたコンテンツを組み
立ててホームページを再生し、画素データに変換してグラフィクス部２７を使用して表示
すると共に、ＨＴＭＬファイルを解釈しホームページのＵＲＬやタイトルを取得する（ス
テップＳ４６）。以上のように登録したホームページをブックマーク一覧で表示すること
や保守する事ができる。
【００１５】
　次に電子メールを用いて現在閲覧中のホームページのＵＲＬを送信する動作を、図３３
を用いて説明する。図３３は従来の形態における動作フローチャートである。閲覧中のホ
ームページのＵＲＬを電子メールに貼り付けて送信する場合（ステップＳ９１）、閲覧中
のブラウザのＵＲＬ欄やブラウザ画面上のＵＲＬをマウス２４を用いてドラッグしてコピ
ーする（ステップＳ９２）。例えば図３１で示したｈｔｔｐ：//ＷＷＷ．ＡＢＣＤＥ．Ｃ
０．ＪＰ／ｔｏｐ．ｃｏｍをドラッグしコピーする。次にメール取得／作成部２９を用い
電子メールの本文のエディタを起動させコピーしたＵＲＬを貼り付けるとともにメール受
信／送信プロトコル処理部２８、モデム２１を用いて送信する（ステップＳ９３）。
【特許文献１】特開２００２－５６０２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　しかしながら上記のような構成では、あるホームページをブックマークに登録する場合
には、ユーザが一旦情報サーバに接続してＨＴＭＬファイルからＵＲＬ情報を取得する操
作をする必要があり、受信した電子メールからＵＲＬを取得して自動的にブックマークに
登録する事ができないため、ＵＲＬ情報を取得する端末から離れた場所の別の端末ではブ
ックマークを登録する事ができないという問題が生じていた。
【００１７】
　また、ブックマークに登録する場合に受信メール内に記載されているＵＲＬをコピーし
てブックマークに貼り付ける操作を手動で行う必要があり、そのためには文字列の範囲を
指定するマウスのようなポインティングデバイスが必要となり、テレビのリモコンのよう
なキーのみのデバイスでは操作できないという問題が生じていた。
　また、ＵＲＬを電子メールで紹介することにより対価を得るビジネスモデルの構築がで
きないという問題が生じていた。
【００１８】
　また、放送波で送信されるＵＲＬ情報ＩＵＲＬを受信してＵＲＬ情報を格納した電子メ
ールを送信することができないことにより受信機端末から離れた場所や別の端末に対して
ブックマークを登録することや受信機端末の蓄積領域を使わずに後に別端末や自端末を用
いＵＲＬで示されている情報を視聴することを実現できない。
【００１９】
　また、電子メールにブラウザで表示されているＵＲＬをコピーしてブックマークに貼り
付ける操作を手動で行う必要があり、そのためには文字列の範囲を指定するマウスのよう
なポインティングデバイスが必要となり、テレビのリモコンのようなキーのみのデバイス
では操作できないという問題が生じていた。また、ＵＲＬを電子メールで紹介することに
より対価を得るビジネスモデルの構築ができないという問題が生じていた。
【００２０】
　さらに、上述の方法では、ユーザがブラウザで表示しているＵＲＬを電子メールにコピ
ーするという作業は、ユーザが時間に余裕のある時にしか行えない。そのために、本来ユ
ーザにとって好ましいＵＲＬが放送されていても、ユーザはそのことに気づかずに入手で
きないというプル型データ配信に固有の問題がある。この意味からは、プル型データ配信
である放送波から、所望のＵＲＬのみをプッシュ型のように取得できることが非常に望ま
しい。
　本発明は上記従来の問題点を解決する情報取得装置および情報提供装置を提供すること
を目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明は、ネットワーク上の電子メールサーバと情報サーバに接続する通信手段と、電
子メールを受信するための電子メール受信プロトコル処理手段と、前記電子メール受信通
信プロトコル処理手段を用いてネットワーク上の別端末から送信された電子メールを電子
メールサーバより受信しデータを取得するメール受信手段と、取得した受信メールのデー
タを解析する解析手段と、情報サーバ内の情報を受信するための情報受信通信プロトコル
手段と、情報サーバ内の定義ファイルやコンテンツを取得し定義ファイルで定義された様
式でコンテンツを表示するブラウザ手段と、前記ブラウザ手段が定義ファイルやコンテン
ツを取得するために使用するネットワーク上の所在情報を記憶する所在メモリと、前記解
析手段の解析により取得した受信メールのデータ内に前記所在情報が存在すると認識した
場合は、認識した所在情報を前記所在メモリに記憶するよう制御する制御手段とを備える
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の情報取得装置は、あるホームページをブックマークに登録する場合には、ユー
ザが一旦情報サーバに接続してＨＴＭＬファイルからＵＲＬ情報を取得する操作をする必
要が無く、受信した電子メールからＵＲＬを取得して自動的にブックマークに登録する事
ができるため、ＵＲＬ情報を取得する端末から離れた場所の別の端末においてもブックマ
ークを登録することを実現できる。また、ブックマークに登録する場合に受信メール内に
記載されているＵＲＬをコピーしてブックマークに貼り付ける操作を手動で行う必要が無
く、テレビのリモコンのようなキーのみのデバイスでも操作を実現できるものである。ま
たＵＲＬを電子メールで紹介することにより対価を得るビジネスモデルの構築も実現でき
る。
【００２３】
　また本発明の情報提供装置は放送波等で送信されるＵＲＬ情報をブックマークに登録す
ることに加えてＵＲＬ情報を格納した電子メールを自動的に作成し予め登録されている登
録先に送信することができるため、簡単に端末から離れた場所や別の端末に対してブック
マークを登録することや自端末の蓄積領域を使わずメールサーバの蓄積領域を利用して後
に別端末や自端末を用いＵＲＬで示されている情報を視聴することを実現できる。
【００２４】
　また、電子メールを送信する場合にＵＲＬをコピーして本文に貼り付ける操作を手動で
行う必要が無く、テレビのリモコンのようなキーのみのデバイスでも操作を実現できるも
のである。またＵＲＬを電子メールで紹介することにより対価を得るビジネスモデルの構
築も実現できる。
【００２５】
　また本発明の情報提供装置と情報取得装置を用いれば、電子メールの受信側で送信者の
認証を行いブックマークの自動登録可否の制御や送信側で受信側におけるブックマーク格
納フォルダの指定もできる。また、送信端末が自端末の場合はＵＲＬ情報Ｉが格納されて
いる電子メールを受信しないようにすることもできる。
【００２６】
　また、本発明による情報取得装置および情報提供装置を用いれば、プル型データ配信サ
ービスである放送波に含まれるＵＲＬ情報のうちで、ユーザの所望するもののみを自動的
に取得して、所得したＵＲＬを電子メールの一部としてユーザに提供すことで、プッシュ
型データ配信サービスのような便宜をユーザに提供できる。さらに、電子メールをＵＲＬ
の提供手段として用いることによって、ユーザが不在等でＵＲＬ情報を取得できない場合
にも、電子メールはメールサーバ上に保存される。それゆえに、ユーザは提供されたＵＲ
Ｌ情報をリアルタイムにピックアップする必要がなく、時間の制約を受けることなく、所
望のＵＲＬを入手できる。また、電子メールを利用できる環境下を満足さえすれば、入手
する場所の制約すら受けない。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
（第１の実施形態）
　以下に、図１、図２、図３、図４、図５、および図６を参照して、本発明の第１の実施
の形態に係る、ＵＲＬ情報蓄積システムについて説明する。図１に示すように、ＵＲＬ情
報蓄積システムＩＳ１は、チューナ１０１、トランスポートストリームデコーダ（図１で
は、「ＴＳＤ」と表示）１０２、ＡＶデコーダ（図１では、「ＡＶＤ」と表示）１０３、
自端末ＩＤメモリ１０４、マイコン１０５、受光器１０７、ＯＳＤコントローラ１０８、
モデム１１０、コネクタ１１１、バッファメモリ１１４、ブックマークメモリ１１７、Ｕ
ＲＬ識別情報メモリ１１８、登録情報メモリ１１９、送信条件情報メモリ１２１、送信書
式情報メモリ１２３、タイトルメモリ１３３を含む。マイコン１０５は、ＵＲＬ情報蓄積
システムＩＳ１の各要素の制御を行う。なお、このように構成されたＵＲＬ情報蓄積シス
テムＩＳ１は、本発明の目的である情報提供装置と情報取得装置の機能を同時に満たすこ
とができることを、後ほど詳しく説明する。
【００２８】
　本実施形態においては、ＵＲＬ情報蓄積システムＩＳ１は、デジタルテレビジョン受信
器に組み込まれて構成されている。つまり、ＵＲＬ情報蓄積システムＩＳ１は、デジタル
放送を受信して、本発明に固有の処理の前後の処理をデジタルテレビジョン受信機に負う
ものである。この意味において、本明細書において、ＵＲＬ情報蓄積システムＩＳ１の動
作で、主にデジタルテレビジョン受信器の機能を利用するものについては、特に誤解を生
じない場合には、デジタルテレビジョン受信機の動作として説明する。
【００２９】
　チューナ１０１で、アンテナ２０１が受信したデジタルテレビジョン放送の選局を行っ
た後、復調したトランスポートストリームＴＳを出力する。トランスポートストリームデ
コーダ１０２は、チューナ１０１から出力されたトランスポートストリームＴＳをデコー
ドして、ユーザが選択した番組の映像／音声ストリームＡＶＳと、データ放送関係のパケ
ットＰＤと、番組表情報ＩＰとをフィルタリングして出力する。
【００３０】
　本発明においては、デジタル放送波に含まれている、放送される番組に関する情報であ
る番組表情報ＩＰには、それぞれの番組に関連するホームページのＵＲＬが組み込まれて
いることを前提としている。番組表情報ＩＰにＵＲＬを組み込んで放送する事は、技術的
には容易であり将来実現が期待されている。また、フィルタリングはＰＡＴパケットやＰ
ＭＴパケット内に記載されているパケットＩＤ（ＰＩＤ）に基づいて行われる事は、デジ
タルテレビジョンにおいて周知の技術である。
【００３１】
　ＵＲＬ情報ＩＵＲＬ取得器１１５と関連情報取得器１２２とは、それぞれ、トランスポ
ートストリームデコーダ１０２から出力される番組表情報ＩＰからＵＲＬ情報ＩＵＲＬと
関連情報ＩＲを取得してマイコン１０５に入力する。マイコン１０５は、関連情報ＩＲを
ＵＲＬ情報ＩＵＲＬ対応づけてバッファメモリ１１４に格納させる。
【００３２】
　バッファメモリ１１４は、トランスポートストリームデコーダ１０２がフィルタリング
したデータ放送のパケットデータＰＤと、ＵＲＬ情報ＩＵＲＬ取得器１１５で取得された
ＵＲＬ情報ＩＵＲＬと、関連情報取得器１２２で取得された関連情報ＩＲと、外部の情報
サーバ（図示せず）から取得するホームページのデータ等を含むデジタルデータＤを記憶
する。
【００３３】
　ＡＶデコーダ１０３は、トランスポートストリームデコーダ１０２から出力される映像
／音声ストリームＡＶＳをデコードして、映音像信号Ａａｖを出力する。リモコン１０６
は、ボタンキー等の操作手段を備えたユーザインターフェースである。リモコン１０６は
、ユーザのボタンキーの操作に基づいて、ユーザの指示を表す指示信号Ｓｃを発生させる



(9) JP 4440777 B2 2010.3.24

10

20

30

40

50

。
【００３４】
　受光器１０７は、リモコン１０６で発生された指示信号Ｓｃを受信し、電気信号に変換
して、マイコン１０５に出力する。ＯＳＤコントローラ１０８は、ディスプレイ２０３に
オンスクリーンメッセージＯＳＭとして表示される画像を表す画素データＳｐｘを生成し
てＡＶデコーダ１０３に出力する。オンスクリーンメッセージＯＳＭには、データ放送画
面の画像、外部の情報サーバ（図示せず）から入手したホームページ画面の画像、および
デジタルテレビジョン放送受信機（ＵＲＬ情報蓄積システムＩＳ１）を操作する為の操作
画面の画像を構成する文字やグラフィクスデータが含まれる。
【００３５】
　モデム１１０は、通信会社の通信回線やサービスプロバイダを介してインターネット網
ＮＷに接続されている。そして、モデム１１０は、インターネット網ＮＷから電子メール
やホームページのデータを入手し、入手したデータを復調して、マイコン１０５に出力す
る。さらに、モデム１１０は、マイコン１０５が作成した電子メール等の送信データを変
調して通信回線に出力する。説明の便宜上、モデム１１０がインターネット網ＮＷから入
手してマイコン１０５に渡すデータを受信データＤｎｉと呼び、モデム１１０がマイコン
１０５から入手してインターネット網ＮＷに出力するデータを送信データＤｎｏと呼び、
受信データＤｎｉと送信データＤｎｏをまとめて通信データＤｎと総称する。
【００３６】
　モデム１１０は、電話回線を使用するいわゆるモデムに限定されるものではなく、電話
回線を使用するＡＤＳＬモデムや、光ファーバー網を使用するＦＴＴＨのＯＮＵや、ケー
ブルテレビ回線を使用するケーブルモデム等あらゆる通信端末でも良く、接続方式はダイ
ヤルアップ接続のみでなく常時接続の方式でも良い。要するに、モデム１１０はＵＲＬ情
報蓄積システムＩＳ１とインターネット網ＮＷとの伝送路の違いによる信号形態の違いを
相殺するために、通信データＤｎを変復調できる機能を有していればよい。
【００３７】
　マイコン１０５は、送信条件照合処理部１０５ａ、メール送受信プロトコル処理部１０
５ｂ、メール作成部１０５ｃ、メール解析部１０５ｄ、およびＷＷＷブラウザ部１０５ｅ
を含む。具体的には、送信条件照合処理部１０５ａは、ＵＲＬ情報ＩＵＲＬまたは関連情
報ＩＲ内のデータにおいて、後述する送信条件に合致するデータが存在するか否かを照合
する送信条件照合処理を行うプログラムを備えている。
【００３８】
　メール送受信プロトコル処理部１０５ｂは、モデム１１０を利用して電子メールを送受
信するためのプロトコル処理を実施する。受信した電子メールを解析するプログラム、そ
してデータ放送やホームページをデコードして表示するためのＷＷＷブラウザを備えてい
る。メール作成部１０５ｃは、電子メールを作成するプログラムを含む。メール解析部１
０５ｄは、電子メールに含まれている情報の有無を判断する。ＷＷＷブラウザ部１０５ｅ
は、データ放送やホームページをデコードしてディスプレイ２０３に表示させる。メール
取得制御部１０５ｆは、後述するようにＵＲＬ情報蓄積システムＩＳ１に送られてくる電
子メールの取得動作を制御する。
【００３９】
　メールサーバＡ１２０は、デジタル放送受信機（ＵＲＬ情報蓄積システムＩＳ１）が使
用するメールサーバであり、デジタル放送受信機（ＵＲＬ情報蓄積システムＩＳ１）のメ
ールアドレスが登録されている。デジタル放送受信機（ＵＲＬ情報蓄積システムＩＳ１）
は、電子メールをこのメールサーバＡ１２０から受信する。
【００４０】
　メールサーバＢ１１２は、別のメールアドレスを所有する相手端末（図示せず）が使用
するメールサーバである。つまり、ＵＲＬ情報蓄積システムＩＳ１が２台あり、それぞれ
に別のユーザが互いに相手にＵＲＬ情報を電子メールで送るような場合に、利用されるサ
ーバである。
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【００４１】
　ＵＲＬ識別情報メモリ１１８は、電子メール本体において、ＵＲＬ情報を配信するメー
ルを識別するまたはＵＲＬ情報ＩＵＲＬを識別するために用いるＵＲＬ識別情報Ｕｉｄｘ
が記憶されている。ＵＲＬ識別情報Ｕｉｄｘは複数個あっても良い。ＵＲＬ識別情報Ｕｉ
ｄｘは送受の間で予め取り決められている必要がある。
【００４２】
　タイトルメモリ１３３は、ユーザがブックマーク登録したホームページのタイトルを記
憶する。なお、タイトルメモリ１３３は、マイコン１０５の指示に基づいて、ＷＷＷブラ
ウザ（ＷＷＷブラウザ部１０５ｅ）が表示している閲覧中のホームページのタイトルを記
憶したり、受信したホームページのＨＴＭＬファイルに記載されているタイトルを抜き出
して記憶する。ユーザがブックマーク一覧を表示する指示をリモコン１０６を用いて行っ
た場合は、マイコン１０５は、タイトルメモリ１３３から記憶されているタイトルを読み
出して、ＯＳＤコントローラ１０８を使用して、ディスプレイ２０３にタイトルを一覧表
示させる。
【００４３】
　ＵＲＬメモリ１３２は、マイコン１０５の制御によりユーザがブックマーク登録したホ
ームページのＵＲＬを記憶する。ＵＲＬメモリ１３２は、マイコン１０５の指示に基づい
て、ＷＷＷブラウザが表示している現在閲覧中のホームページのＵＲＬを記憶したり、メ
ール解析部１０５ｄの検出したＵＲＬを記憶する。
【００４４】
　タイトルメモリ１３３に記憶されているタイトルと、ＵＲＬメモリ１３２に記憶されて
いるＵＲＬは、同一のホームページについては、後述するブックマークメモリ１１７を用
いて関連付けられている。そして、ユーザが前述のブックマーク一覧の中から閲覧するホ
ームページのタイトルを選択する場合には、マイコン１０５は選択されたタイトルに関連
付けられているＵＲＬをＵＲＬメモリ１３２から読み出し、ＷＷＷブラウザとモデム１１
０を使用して、該当する情報サーバ（図示せず）からＵＲＬで指定されるファイルを受信
する。なお、メール送受信プロトコル処理部１０５ｂ、メール解析部１０５ｄ、およびＷ
ＷＷブラウザ部１０５ｅ、およびメール取得制御部１０５ｆは、マイコン１０５中のプロ
グラムとして構成できるだけでなく、ハードウェアで構成してもよい。
【００４５】
　自端末ＩＤメモリ１０４は、自端末の端末ＩＤ（図面においては、「Ｔｉｄ」と表記）
が記憶されている。端末ＩＤは、個々の端末に固有に与えられる。ＵＲＬを含ませた電子
メールの送受信時に、マイコン１０５の制御で読み出される。なお、自端末ＩＤメモリ１
０４への端末ＩＤの記憶は、ＯＳＤコントローラ１０８を利用してディスプレイ２０３に
入力用のオンスクリーンメッセージＯＳＭを表示させて、ユーザに自分の所有する端末の
範囲で固有となるリモコン１０６を用いて端末ＩＤを入力することにより実行してもよい
。さらに、予めデジタルテレビジョン放送受信機（ＵＲＬ情報蓄積システムＩＳ１）の出
荷時に、端末ＩＤとして固有の値を記憶させておいても良い。このように、端末ＩＤは、
ユーザの使用範囲で任意に設定しても良いし、出荷時にメーカーの管理によって一義的に
設定しても良い。
【００４６】
　登録情報メモリ１１９は、端末の名称と端末内のフォルダを示すフォルダＩＤと端末に
記憶されているメールアドレスと、端末が自端末であるか否かを表す情報とを関連付けて
記憶している。なお、登録情報メモリ１１９へのこれらの情報の記憶は、ＯＳＤコントロ
ーラ１０８を利用してディスプレイ２０３にオンスクリーンメッセージＯＳＭを表示させ
て、ユーザがリモコン１０６を用いて入力させることにより実行しても良い。
【００４７】
　図２を参照して、上述の登録情報メモリ１１９におけるデータの関連付けについて説明
する。データの関連付けは、端末毎に、端末名、フォルダＩＤ、自端末か他端末かどうか
を表す自他識別、メールアドレス、および端末ＩＤの情報が記憶されることで実現される
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。なお、図２には、説明の便宜上、これらの関連付け情報を模式的に表として表している
。この意味において、登録情報メモリ１１９に記憶されている関連付け情報を、便宜上、
関連付け表と呼ぶ。
【００４８】
　本実施形態においては、４の端末が登録されている関連付け表ＴＲが例示されている。
関連付け表ＴＲの列Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４、およびＣ５はそれぞれ、関連付け情報Ｉｒ
ｄの各項目である、端末名、フォルダＩＤ、自他識別、メールアドレス、および端末ＩＤ
が対応している。そして、列Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３、およびＬ４は、４つの端末の個々に対応
している。つまり、行Ｌ１には、端末名が「自分」であり、フォルダＩＤが「ＭｙＵＲＬ
」、自他識別が「自」、メールアドレスが「ｙａｍａｄａ＠ｘｙｚ．ｃｏ．ｊｐ」、そし
て端末ＩＤが「Ｆ４５６７８９」である端末が登録されている。行Ｌ２には、端末名が「
ＭｙＰＣ」であり、フォルダＩＤが「ＵＲＬ」、自他識別が「他」、メールアドレスが「
ｙａｍａｄａ＠ｘｙｚ．ｃｏ．ｊｐ」、そして端末ＩＤが「Ｊ１２３４５」である端末が
登録されている。列Ｌ３には、端末名が「ＭｙＰＣ」であり、フォルダＩＤが「ＴＥＭＰ
」、自他識別が「他」、メールアドレスが「ｙａｍａｄａ＠ｘｙｚ．ｃｏ．ｊｐ」、そし
て端末ＩＤが「Ｊ１２３４５である端末が登録されている。行Ｌ４には、端末名が「鈴木
」であり、フォルダＩＤが「山田」、自他識別が「他」、メールアドレスが「ｓｕｚｕｋ
ｉ＠ａｂｃ．ｃｏｍ」、そして端末ＩＤが「ＡＧＨＴ７８」である端末の関連付け情報Ｉ
ｒｄが記録されている。
【００４９】
　上述のように、行Ｌ１の端末名が「自分」の端末は、ユーザのメールアドレスおよび自
端末ＩＤが関連付けて記憶されている。また、行Ｌ２の端末名が「ＭｙＰＣ」の端末は、
「自分」とメールアドレスが「ｙａｍａｄａ＠ｘｙｚ．ｃｏ．ｊｐ」と同じであることか
ら、行Ｌ１と行Ｌ２のそれぞれに登録されている端末は、同一のユーザに属することがわ
かる。しかしながら、端末ＩＤが「Ｆ４５６７８９」と「Ｊ１２３４５」と異なることか
ら、行Ｌ１と行Ｌ２には登録されている端末は同一ではないことが分かる。
【００５０】
　また、行Ｌ２と行Ｌ３には、フォルダＩＤが「ＵＲＬ」と「ＴＥＭＰ」と異なる点を除
けば、同一の情報が記録されている。よって、行Ｌ２と行Ｌ３に登録されている端末は同
一であることが分かる。なお、フォルダＩＤは、電子メールに含ませたＵＲＬが示すホー
ムページを記憶するフォルダを指定する為のＩＤであり、受信側で使用される。
【００５１】
　なお、行Ｌ４には、すべての項目が他の行に登録されている端末と異なる情報が記録さ
れている。よって、行Ｌ４に登録されている端末は、行Ｌ１あるいは行Ｌ２（Ｌ３）に登
録されている端末のユーザとは異なるユーザに属する異なる端末であることが分かる。
【００５２】
　なお、端末としては、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、携帯電話機、および携帯型情
報端末等を登録できることは言うまでも無い。また、ＵＲＬ情報ＩＵＲＬと関連情報ＩＲ
の入手は、放送に限定されるものではなく、モデム１１０を用いて通信網より受信しても
良い。また、ＵＲＬを含ませた電子メールを送受信できる構成を示したが、送信あるいは
受信のみの形態においても同様に構成できる。
【００５３】
　図１に戻って、ブックマークメモリ１１７は、ブックマークのフォルダ構造、つまり、
フォルダ名とそれぞれのフォルダ内に記憶されているホームページのタイトルおよびＵＲ
Ｌの所在とを階層的に記憶する。具体的には、ブックマークメモリ１１７には、フォルダ
ＩＤに対応するフォルダ名、およびユーザが設定したフォルダ名が記憶されている。また
、タイトルメモリ１３３に記憶されているタイトルと、ＵＲＬメモリ１３２に記憶されて
いるＵＲＬとについて、それぞれが記憶されているアドレスが関連付けて記憶されている
。
【００５４】
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　送信条件情報メモリ１２１は、取得したＵＲＬ情報ＩＵＲＬを端末に自動的に送信する
ための条件を記憶する。送信条件情報メモリ１２１への自動送信条件の記憶は、ＯＳＤコ
ントローラ１０８を使用してディスプレイ２０３に入力用のオンスクリーンメッセージＯ
ＳＭを表示させて、ユーザがリモコン１０６を用いて送信条件を入力させることにより実
行できる。
【００５５】
　次に、図３を参照して、上述の送信条件情報メモリ１２１において記憶される自動送信
条件について説明する。本例においては、自動送信条件データＩｓｃは、送信先情報と送
信条件情報に大別される。送信先情報は、さらにフォルダＩＤ、メールアドレス、および
端末ＩＤに細分化される。送信条件情報は、ＵＲＬ内の文字列と関連情報ＩＲのキーワー
ドに細分化される。自動送信条件データＩｓｃは、送信先毎に送信先情報と送信条件情報
が記憶されることで実現される。なお、図３には、説明の便宜上、これらの情報が表とし
て表されている。この意味において、送信条件情報メモリ１２１に記憶されている自動送
信条件データＩｓｃを自動送信条件表と呼ぶ。
【００５６】
　本実施形態においては、３つの送信先が、自動送信条件表ＴＳＣに登録されている。自
動送信条件表ＴＳＣの列Ｃ１１、Ｃ１２、Ｃ１３、Ｃ１４、およびＣ１５はそれぞれ、自
動送信条件表ＴＳＣ項目であり、フォルダＩＤ、メールアドレス、端末ＩＤ、ＵＲＬ内の
文字列、および関連情報ＩＲのキーワードがそれぞれ対応している。そして、列Ｌ１１、
Ｌ１２、およびＬ１３は、３つの送信先の個々に対応している。つまり、行Ｌ１１には、
フォルダＩＤが「ＵＲＬ」、メールアドレスが「ｙａｍａｄａ＠ｘｙｚ．ｃｏ．ｊｐ」、
端末ＩＤが「Ｊ１２３４５」である送信先と、ＵＲＬ内の文字列が「ｏｐｑ．ｃｏ．ｊｐ
、ａａａ．ｃｏｍ，ｂｂｂ．ｃｏｍ」、関連情報ＩＲのキーワードが「野球、サッカー」
である自動送信条件データＩｓｃからなる自動送信条件データＩｓｃが登録されている。
【００５７】
　行Ｌ１２には、フォルダＩＤが「ＴＥＭＰ」、メールアドレスが「ｙａｍａｄａ＠ｘｙ
ｚ．ｃｏ．ｊｐ」、端末ＩＤが「Ｊ１２３４５」である送信先と、ＵＲＬ内の文字列が「
ａａａ．ｃｏｍ，ｋｅｙ．ｃｏ．ｊｐ」、関連情報ＩＲのキーワードが「田中　太郎」で
ある自動送信条件データＩｓｃからなる自動送信条件データＩｓｃが登録されている。
【００５８】
　行Ｌ１３には、フォルダＩＤが「山田」、メールアドレスが「Ｓｕｚｕｋｉ＠ａｂｃ．
ｃｏｍ」、端末ＩＤが「ＡＧＨＴ７８」である送信先と、ＵＲＬ内の文字列および関連情
報ＩＲのキーワードが共にブランクである自動送信条件データＩｓｃからなる自動送信条
件データＩｓｃが登録されている。
【００５９】
　本例では、自動送信条件表ＴＳＣに登録されている送信先条件は、図２に例示した関連
付け表ＴＲにおいて記憶されている端末の内で、「自分」以外のものに対応している。マ
イコン１０５は、登録情報メモリ１１９に記憶されている「自分」以外の端末についての
情報を読み出し、送信条件情報メモリ１２１の該当領域に書き込む事ができる。
【００６０】
　自動送信条件データＩｓｃのＵＲＬ内の文字列のデータは、取得するＵＲＬ情報ＩＵＲ
Ｌの文字列と比較する為のデータであり、複数のドメインネームが記憶されている。関連
情報ＩＲのキーワードのデータは、取得する関連情報ＩＲと比較する為のデータであり、
複数のジャンルや俳優名が記憶されている。送信先情報のメールアドレスが「Ｓｕｚｕｋ
ｉ＠ａｂｃ．ｃｏｍ」に対応する自動送信条件データＩｓｃが無いのは、ユーザが自動的
に送信させないように、敢えて設定していないからである。
【００６１】
　ＵＲＬ情報ＩＵＲＬ取得器１１５がＵＲＬ情報ＩＵＲＬを取得した場合、マイコン１０
５は、送信条件情報メモリ１２１に記憶されているＵＲＬ内の文字列のデータ（Ｃ１４）
および関連情報ＩＲのキーワード（Ｃ１５）を読み出す。そして、送信条件照合処理部１
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０５ａによって、ＵＲＬ情報ＩＵＲＬ内にＵＲＬ内の文字列のデータが含まれるかどうか
、またはＵＲＬ情報ＩＵＲＬと関連する関連情報ＩＲ内に関連情報ＩＲのキーワードを一
致する物があるかどうかが照合される。合致した場合は、対応する送信先を認識して、自
動送信条件表ＴＳＣから送信先情報を読み出す。
【００６２】
　送信書式情報メモリ１２３は、ＵＲＬ情報ＩＵＲＬを含む電子メールの書式情報を記憶
する。書式情報Ｆｍｔは、デジタルテレビジョン放送受信機（ＵＲＬ情報蓄積システムＩ
Ｓ１）が出荷される時に予め記憶されている。マイコン１０５は、ＵＲＬ情報ＩＵＲＬを
含む電子メールを送受信する場合に、書式情報Ｆｍｔを読み出す。
【００６３】
　図４を参照して、送信書式情報メモリ１２３に記憶されている書式情報Ｆｍｔについて
説明する。図４には、電子メールの本体が例示されている。「Ｓｕｂｊｅｃｔ：」には、
ＵＲＬを配信するメールである事を示すデータであるＵＲＬの文字、送信先の端末を示す
端末ＩＤ（ＴＯ：ＡＧＨＴ７８）、送信元の端末を示す端末ＩＤ（Ｆｒｏｍ：Ｆ４５６７
８９）が順番に配置されている。本文には、２つの端末ＩＤ（ＡＧＨＴ７８）の間には、
フォルダＩＤ　（Ｆｏｌｄｅｒ＝山田）およびＵＲＬ情報ＩＵＲＬ（ｈｔｔｐ：／／ＷＷ
Ｗ．ｔａｎａｋａｙａ．ｃｏ．ｊｐ／ａａａ．ｈｔｍｌ）が配置されている。これらのデ
ータは、送信時にマイコン１０５によって自動的に配置される。なお、「Ｄａｔｅ：」、
「Ｆｒｏｍ：」、「Ｔｏ：」については、一般的な電子メールと同一の書式であるので説
明は省略する。
【００６４】
　なお、本実施の形態ではデジタルテレビジョン放送受信機について説明したが、アナロ
グのテレビジョン受信機の場合も同様に可能である。
【００６５】
　次に図５を参照して、ＵＲＬ情報蓄積システムＩＳ１における、ＵＲＬ情報ＩＵＲＬを
含ませた電子メールの送信動作について説明する。ＵＲＬ情報蓄積システムＩＳ１に電源
が投入されると、アンテナ２０１を介してテレビジョン放送波の受信が開始される。
【００６６】
　先ず、ステップＳ１０１において、受信したテレビジョン放送波からチューナ１０１お
よびトランスポートストリームデコーダ１０２を経て、パケットデータＰＤおよび番組表
情報ＩＰが抽出される。ＵＲＬ情報ＩＵＲＬ取得器１１５および関連情報取得器１２２は
、それぞれ、番組表情報ＩＰからＵＲＬ情報ＩＵＲＬと関連情報ＩＲを取得する。そして
、制御はステップＳ１０２に進む。
【００６７】
　ステップＳ１０２において、マイコン１０５によって、送信条件情報メモリ１２１から
自動送信条件データＩｓｃが読み出される。そして、送信条件照合処理部１０５ａによっ
て、ステップＳ１０１で取得されたＵＲＬ情報ＩＵＲＬまたは関連情報ＩＲが、ステップ
Ｓ１０２で読み出された自動送信条件データＩｓｃと照合されて、自動送信条件データＩ
ｓｃと合致する情報があるか否かが判断される。合致する情報がある場合は、Ｙｅｓと判
断されて制御は、ステップＳ１０４に進む。一方、合致する情報がない場合は、Ｎｏと判
断されて、ＵＲＬ情報蓄積システムＩＳ１の動作は終了する。
【００６８】
　ステップＳ１０４において、マイコン１０５によって、自動送信条件データＩｓｃが合
致する送信先が認識されると共に、送信書式情報メモリ１２３から電子メールの書式情報
Ｆｍｔが読み出される。そして、ステップＳ１０１で取得したＵＲＬ情報ＩＵＲＬを該当
する認識された送信先に電子メールで送信する処理に移行する。そして、制御はステップ
Ｓ１０５に進む。
【００６９】
　ステップＳ１０５において、ＵＲＬ識別情報メモリ１１８からＵＲＬ識別情報Ｕｉｄｘ
が読み出されると共に、自端末ＩＤメモリ１０４から自端末ＩＤを読み出されて、バッフ
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ァメモリ１１４に記憶される。そして、制御はステップＳ１０６に進む。
【００７０】
　ステップＳ１０６において、ステップＳ１０４において把握した送信先のフォルダＩＤ
および端末ＩＤおよびメールアドレスが、送信条件情報メモリ１２１から読み出されて、
バッファメモリ１１４に記憶される。そして、制御はステップＳ１０７に進む。
【００７１】
　ステップＳ１０７において、ステップＳ１０５で読み出されたＵＲＬ識別情報Ｕｉｄｘ
および自端末ＩＤと、ステップＳ１０６で読み出された送信先のフォルダＩＤおよび端末
ＩＤおよびメールアドレスを用いて、ステップＳ１０４で把握された送信書式（書式情報
Ｆｍｔ）に則り、電子メールの本体が作成される。そして、制御はステップＳ１０８に進
む。
【００７２】
　ステップＳ１０８において、ステップＳ１０７で作成された電子メールがモデム１１０
を介して送信される。そして、ＵＲＬ情報蓄積システムＩＳ１による電子メールの送信動
作が終了する。
【００７３】
　次に図６を参照して、ＵＲＬ情報ＩＵＲＬが含まれた電子メール受信しブックマーク登
録する動作について説明する。本実施の形態ではユーザが現在ＷＷＷブラウザで閲覧中の
ホームページをブックマークに記憶することに加えて、受信した電子メール内に含まれて
いるＵＲＬに関するホームページを、ブックマークに自動登録することができる。また、
前述した２つの方法で記憶したホームページを同一のブックマーク一覧で表示することや
管理する事ができる。
【００７４】
　ユーザがＷＷＷブラウザで特定のホームページを閲覧中であるとし、ユーザがそのホー
ムページをブックマーク登録したいと欲した場合、ユーザは、ステップＳ１１１において
、ユーザはリモコン１０６を用いてブックマーク登録の操作を行う。操作は専用キーを押
しても良いし、画面上のＧＵＩに応じて行っても良い。そして、制御はステップＳ１１２
に進む。
【００７５】
　ステップＳ１１２において、マイコン１０５によって、ユーザの指示が解釈されて、Ｗ
ＷＷブラウザ部が取得しているＨＴＭＬファイルより、ホームページのＵＲＬとタイトル
が抜き出される。そして、制御はステップＳ１１３に進む。
【００７６】
　ステップＳ１１３において、抜き出されたＵＲＬとタイトルがそれぞれＵＲＬメモリ１
３２とタイトルメモリ１３３とに記憶される。この時にタイトルとＵＲＬは、関連付けて
記憶される。その関連付けは、それぞれの記憶したアドレスをブックマークメモリ１１７
に関連付けて保持する事で可能である。以上の動作により、ユーザが現在ＷＷＷブラウザ
で閲覧中のホームページをブックマークに登録することが可能である。そして、制御は終
了する。
【００７７】
　一方、電子メールを受信した場合は、ステップＳ１１４においてＹｅｓと判断される。
この場合、メール送受信プロトコル処理部１０５ｂによって、受信メールの本体が取得さ
れる。さらに、送信書式情報メモリ１２３から電子メールの書式情報Ｆｍｔが読み出され
て、メールの書式が把握される。
【００７８】
　さらに、ステップＳ１１５において、受信電子メール本体の所定の場所において、ＵＲ
Ｌ識別情報Ｕｉｄｘの存在有無が判断される。つまり、ＵＲＬ識別情報メモリ１１８から
ＵＲＬ識別情報Ｕｉｄｘを読み出され、メール解析部１０５ｄにより、受信電子メール本
体の所定の場所において、ＵＲＬ識別情報Ｕｉｄｘの存在有無が解析される。有りと判断
される場合、制御はステップＳ１１６に進む。
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【００７９】
　ステップＳ１１６において、自端末ＩＤメモリ１０４から自端末ＩＤが読み出されて、
受信電子メール本体の所定の送信先の端末ＩＤを示す場所において、自端末ＩＤと一致す
る文字列が存在するか否かが判断される。データの一致があった場合は、Ｙｅｓと判断さ
れると共にブックマークへの自動登録可能と判定される。そして、制御はステップＳ１１
７に進む。
【００８０】
　ステップＳ１１７において、ＵＲＬは検出されたが、自端末ＩＤが不一致あるいは検出
できなかった場合は、ＯＳＤコントローラ１０８を使用して、検出したＵＲＬに関連する
ホームページをブックマークに登録するか否かを確認するオンスクリーンメッセージＯＳ
Ｍがディスプレイ２０３に表示されてユーザの選択を促す。
【００８１】
　図７に、ディスプレイ２０３に表示されるオンスクリーンメッセージＯＳＭを例示する
。同図は、ユーザの操作により電子メールを受信し、内容を表示している例である。受信
メールとオンスクリーンメッセージＯＳＭは画面上に同時に表示されている。受信メール
内にＵＲＬが２つ含まれていることが検出されて、２つのＵＲＬをブックマークに登録す
るＵＲＬを選択するためのオンスクリーンメッセージＯＳＭを表示されている。オンスク
リーンメッセージＯＳＭでは、検出したＵＲＬをボタンとして並べて表示されている。マ
イコン１０５は、リモコン１０６によるボタンの選択や押下を解釈する事ができる。ユー
ザはリモコン１０６の上下キーと決定キーを用いてボタンを押すことにより、登録するＵ
ＲＬを選択決定する事が可能である。検出した全てのＵＲＬを登録しない場合は、戻るボ
タンを選択決定すれば記憶動作を解除する事ができる。
【００８２】
　図６に戻って、ステップＳ１１７において、ユーザがリモコン１０６を用いて登録する
と指示した場合、あるいは、ステップＳ１１６でＹＥＳの場合、制御はステップＳ１１８
に進む。
【００８３】
　ステップＳ１１８において、ステップＳ１１５で検出されたＵＲＬがＵＲＬメモリ１３
２に記憶される。そして、制御はステップＳ１１９に進む。
【００８４】
　ステップＳ１１９において、検出されたＵＲＬを使用して、ＷＷＷブラウザ部とモデム
１１０を使用して、該当する情報サーバ（図示せず）に接続して、検出したＵＲＬで指定
されるコンテンツのＨＴＭＬファイルが受信される。そして、制御は次のステップＳ１２
０に進む。
【００８５】
　ステップＳ１２０において、受信したＨＴＭＬファイルが解釈されて、タイトルが抜き
出される。そして、制御はステップＳ１２６に進む。
【００８６】
　ステップＳ１２６において、受信電子メール本体の所定の場所において、フォルダＩＤ
の文字列が存在するか否かが判断される。フォルダＩＤが検出されなかった場合は、制御
はステップＳ１２１に進む。一方検出された場合は、制御はステップＳ１２７に進む。
【００８７】
　ステップＳ１２１においては、ステップＳ１１３におけるのと同様の方法で、ステップ
Ｓ１２０で抜き出されたタイトルが、ステップＳ１１５において検出されたＵＲＬと関連
付けられてタイトルメモリ１３３に記憶される。そして、制御は終了する。
【００８８】
　ステップＳ１２７においては、送信者が特にＵＲＬを記憶するフォルダを指定しなかっ
たと解釈されて、ステップＳ１２１と同様にタイトルがＵＲＬと関連付けられてタイトル
メモリ１３３に記憶されると共に、デフォルトで決められているブックマークメモリ１１
７内のフォルダに記憶するように登録制御される。デフォルトのフォルダとは例えばルー



(16) JP 4440777 B2 2010.3.24

10

20

30

40

50

トフォルダが考えられる。そして、制御は終了する。
【００８９】
　なお、上述のステップＳ１１４でフォルダＩＤを検出した場合は、ステップＳ１１３と
同様な方法で、ステップＳ１２０で抜き出したタイトルを、ステップＳ１１５において検
出したＵＲＬと関連付けてタイトルメモリ１３３に記憶する（ステップＳ１１７）。この
場合は、送信者がＵＲＬを記憶するフォルダを指定したと解釈されて、フォルダＩＤで示
されるブックマークメモリ１１７内のフォルダに、記憶するよう制御する。なお、ＨＴＭ
Ｌファイルにはタイトルが含まれており、その識別方法はＨＴＭＬにおいて一般的である
ので説明は省略する。
【００９０】
　ステップＳ１１５やステップＳ１１７においてユーザが拒否した場合は、受信したメー
ルを削除するか否かを、ＯＳＤコントローラ１０８を使用しオンスクリーンメッセージＯ
ＳＭを表示して、ユーザの判定を待つ（ステップＳ１２２）。ユーザの判定が削除であれ
ば、受信メールを削除する（ステップＳ１２３）。
【００９１】
　次に、図８を参照して、上述のステップＳ１１４における動作について、詳細に説明す
る。本実施の形態においては、ユーザが自分の所有する端末間で、前述したようなＵＲＬ
を含ませた電子メールを送受信することが考えられる。例えばテレビジョン受信機が放送
から取得したＵＲＬ情報ＩＵＲＬを自動的に送信し、後に別の場所において、ＰＣあるい
は携帯電話機で受信するという使用法が考えられる。また、そのような場合、それぞれの
端末においてメールアドレスが同一であることも想定され、ユーザが電子メールを受信す
る際に、その端末が本来受信したい端末であるとは限らない。仮に受信したい端末以外で
受信してしまうと、メールサーバでは消去されてしまい本来受信させたい端末で受信でき
なくなる。従ってそのような場合に対応する例を説明する。
【００９２】
　なお、本図に示すフローチャートは、上述の図４を参照して説明した電子メールを受信
する場合の動作を示している。電子メールを受信した場合（ステップＳ１６１）、マイコ
ン１０５は、モデム１１０、メール受信プロトコル処理部１０５ｂ、メール解析部１０５
ｄを用いて、受信する予定の電子メールの差出人メールアドレス（図４においては「Ｆｒ
ｏｍ：ｙａｍａｄａ＠ｘｆｚ．ｃｏ．ｊｐ」）を認識し、自端末に与えられている図示し
ていない不揮発性のメモリに格納されているメールアドレスと同じかどうかを検証する（
ステップＳ１６２）。同じであれば、次にＳｕｂｊｅｃｔを検証して、送信元端末ＩＤ領
域（図４では「Ｆｒｏｍ：」に続く領域）に、自端末ＩＤメモリ１０４に記憶されている
自端末ＩＤと一致するか否かを検証する（ステップＳ１６３）。
【００９３】
　一致するものがあれば、そのメールは自端末が送信したものと判断し、その電子メール
を受信しない（ステップＳ１６４）。ステップＳ１６２やステップＳ１６３の検証におい
て、差出人のメールアドレスが自端末のメールアドレスと同一でない場合、またはＳｕｂ
ｊｅｃｔの差出人領域に自端末ＩＤと一致するデータが無い場合は、その電子メールを受
信して（ステップＳ１６５）、図６におけるステップＳ１１５に移行する。
【００９４】
　以上のように、従来の電子メールには無い端末ＩＤを用いた受信可否の制御を行うこと
により、メールサーバ内の電子メールの削除を調整する事ができる。このことにより、送
信端末が誤って、自身が送信したＵＲＬ情報ＩＵＲＬを含ませた電子メールを受信するこ
とにより、本来受信したい端末において受信できないという課題を解決している。なお、
端末ＩＤをＳｕｂｊｅｃｔに配置しているのは、ＩＭＡＰ４等の主要な電子メール受信プ
ロトコルにおいて、受信前にＳｕｂｊｅｃｔを読み出す事が可能である為である。
【００９５】
　次にブックマーク一覧を表示して、ホームページを閲覧する場合の動作を図９を用いて
説明する。
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　ユーザがリモコン１０６を用いて、ブックマーク一覧表示指示があった場合（ステップ
Ｓ２２１）、マイコン１０５は、ブックマークメモリ１１７に記憶されているフォルダ名
と、階層構造とタイトルメモリ１３３に記憶されているタイトルを読み出し、ＯＳＤコン
トローラ１０８を使用して、一覧表示する（ステップＳ２２２）。
【００９６】
　ブックマーク一覧表示した場合の例を図２０を用いて説明する。図２０は本発明の第一
の実施の形態におけるブックマーク一覧表示を示した図である。図２０では、記憶されて
いるホームページ３つのタイトルが一覧表として表示している事が分かる。一覧表の個々
のタイトルはリモコン１０６で選択し押下できるボタンとなっており、ユーザはリモコン
１０６を用いてタイトルを選択し決定する事ができる。
【００９７】
　図９において、ユーザがタイトルを選択し決定した場合（ステップＳ２２３）、マイコ
ン１０５は、選択されたタイトルに関連付けられているＵＲＬをＵＲＬメモリ１３２から
読み出す（ステップＳ２２４）。次にマイコン１０５は、読み出したＵＲＬを使用し、Ｗ
ＷＷブラウザ部とモデム１１０を使用して該当する情報サーバ（図示せず）に接続し、読
み出したＵＲＬで指定されるコンテンツのＨＴＭＬファイルを受信する（ステップＳ２２
５）。
【００９８】
　次にマイコン１０５は、ＨＴＭＬファイルを解釈し、定義されている個々のデータであ
る画像ファイルやテキストファイル等をＷＷＷブラウザ部とモデム１１０を使用して取得
し、ファイルの属性に応じて適当にデコードすると共に、同様に入力するＨＴＭＬファイ
ルの内容に応じて、デコードしたコンテンツを組み立ててホームページを再生する。次に
マイコン１０５は、再生したホームページを、画素データに変換してＯＳＤコントローラ
１０８を使用して表示すると共に、ＨＴＭＬファイルを解釈しホームページのＵＲＬやタ
イトルを取得する（ステップＳ２２６）。
【００９９】
　以上のように本発明の実施の形態は、デジタルテレビジョン放送受信機から自動的に送
信された電子メールは、外部のメールサーバに蓄積される。従って、デジタルテレビジョ
ン放送受信機内に取得する情報の蓄積領域を確保する必要は無い。また、放送から逐次的
に送られてくる情報の内、予め決められた条件で選択された情報は、自動的にメールサー
バに蓄積される。従って、ユーザは、様々なメディアから逐次的に送られてくる情報を、
自分の嗜好に則って選択できると共に、携帯電話機やＰＣ等、自分の所有する別の端末を
用いて、電子メールを受信可能な如何なる場所において、いつでも受信して視聴する事や
ブックマーク登録ができる。
【０１００】
　さらに、プル型データ配信サービスである放送波に含まれるＵＲＬ情報のうちで、ユー
ザの所望するもののみを自動的に取得して、所得したＵＲＬを電子メールの一部としてユ
ーザに提供すことで、プッシュ型データ配信サービスのような便宜をユーザに提供できる
。さらに、電子メールをＵＲＬの提供手段として用いることによって、ユーザが不在等で
ＵＲＬ情報を取得できない場合にも、電子メールはメールサーバ上に保存される。それゆ
えに、ユーザは提供されたＵＲＬ情報をリアルタイムにピックアップする必要がなく、時
間の制約を受けることなく所望のＵＲＬを入手できる。また、電子メールを利用できる環
境下を満足さえすれば、入手する場所の制約すら受けない。さらに、端末ＩＤを電子メー
ルに含ませることによって、同端末ＩＤに基づいて、ユーザがＵＲＬの蓄積を望む端末に
集中させることもできる。
【０１０１】
　（第２の実施形態）
　以下本発明の第２の実施の形態を図面を参照しながら説明する。
　図１０は本発明の第２の実施形態の構成を示すブロック図である。第２の実施形態は情
報取得装置の実施形態を示す。図１０において、１はモデムで、図示していない通信会社
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の通信回線やサービスプロバイダを介してインターネット網に接続されており、後述する
マイコン２の制御で通信回線からのデータを受信して復調し出力することと、送信データ
を変調して通信回線に出力する。モデム１においては電話回線を使用するいわゆるモデム
のみでなく、電話線を使用するＡＤＳＬモデムや光ファーバー網を使用するＦＴＴＨのＯ
ＮＵやケーブルテレビ回線を使用するケーブルモデム等あらゆる通信端末でも良く、接続
方式はダイヤルアップ接続のみでなく常時接続の方式でも良い。
【０１０２】
　２はマイコンで、情報取得装置３の各要素の制御を行うと共に、後述するホームページ
受信プロトコル処理やメール受信プロトコル処理やメール取得制御やメール解析やＷＷＷ
ブラウザ機能をソフトウェアプログラムにより実現している。４はリモコンで上下左右の
カーソルキーや決定キーや戻るキーやブックマーク一覧表示キー等を有する情報取得装置
３のユーザインターフェースである。
【０１０３】
　マイコン２は図示していないリモコン受光回路を介してリモコン４の出力する赤外線に
重畳されたデータを受信しユーザの指示を解釈する。５はホームページ受信プロトコル処
理部であり、ＴＣＰ／ＩＰやＨＴＴＰ等の通信プロコトル処理を行う部分でモデム１を介
したホームページに関するデータ通信を行う。６はＷＷＷブラウザ部であり、パソコンで
のＩｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒ（マイクロソフト社の商標）と同様のソフトウェ
アであり、ホームページ受信プロトコル処理部５が出力する個々のデータである画像やテ
キスト等を入力し、入力するデータの属性に応じて適当にデコードすると共に、同様に入
力するＨＴＭＬファイルの内容に応じてデコードしたコンテンツを組み立ててホームペー
ジを再生し画素データに変換すると共に、ＨＴＭＬファイルを解釈しホームページのＵＲ
Ｌやタイトルを取得する。
【０１０４】
　再生されたホームページはグラフィック部７の表示プレーンに画素データで描画された
後映像データとして出力される。グラフィック部７はマイコン２の指示により描画データ
の表示サイズ縮小や拡大のスケーリング処理も行う。グラフィック部７には画素変換やス
ケーリング処理のためのメモリが通常接続されているが本発明に直接関係しないので省略
している。８はメール受信プロトコル処理部であり、モデム１が受信した電子メール関係
のデータを入力しＴＣＰ/ＩＰやＰＯＰ等のプロトコル処理を行い出力する。９はメール
取得部であり、メール受信／送信プロトコル処理部２８が出力したデータを入力し受信メ
ールのデータを抜き出す。
【０１０５】
　１０はメール解析部であり、メール取得部９の抜き出した受信メールのデータを解析し
ＵＲＬ情報ＩＵＲＬやユーザＩＤやフォルダＩＤ等予め決められた文字列を検出しその結
果を出力する。電子メール機能には一般的には送信機能もあるが本発明に直接関係しない
ので説明を省略している。１１は端末ＩＤメモリであり、電子メールの送信者を認証する
ために用いる自端末の端末ＩＤが記憶されている。自分の端末ＩＤを知っている送信者を
認証する。端末ＩＤは複数あっても良い。
【０１０６】
　メール解析部１０において端末ＩＤと同一の文字列が含まれているかどうかを解析する
時にマイコン２の制御で読み出される、端末ＩＤの書き込みは、マイコン２の制御により
グラフィック部７を使用して入力用のＯＳＤ（Ｏｎ　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ）を
表示し、ユーザにリモコン４を用いて端末ＩＤを入力させ決定した上で書き込む事が可能
である。１５はフォルダＩＤメモリであり、後述するが電子メール内に含まれているＵＲ
Ｌに関連するホームページのブックマークへの登録について、登録するフォルダを指定す
る為に送られてくるフォルダＩＤを記憶するためのメモリである。ここで言うフォルダＩ
Ｄとはフォルダ名であっても良い。
【０１０７】
　メール解析部１０においてフォルダＩＤを示す文字列が含まれているかどうかを解析し
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た結果、フォルダＩＤがあった場合はマイコン２の制御により書き込まれる。フォルダＩ
ＤはＵＲＬの数に対応して複数個あってもよい。１６はＵＲＬ識別情報Ｕｉｄｘメモリで
、受信した電子メールがＵＲＬ情報ＩＵＲＬを登録する目的で送信されたものかどうかを
識別するために用いるＵＲＬ識別情報Ｕｉｄｘが記憶されている。
【０１０８】
　ＵＲＬ識別情報Ｕｉｄｘは複数個あっても良い。ＵＲＬ識別情報Ｕｉｄｘは送信者との
間で予め取り決められている必要がある。１３はタイトルメモリであり、ユーザが登録し
たブックマークのタイトルを記憶する為のメモリである。ＷＷＷブラウザ部が表示してい
る現在閲覧中のホームページのタイトルをマイコン２の制御で書き込む場合と、ホームペ
ージ受信プロトコル処理部が受信したＨＴＭＬファイルに記載されているタイトルをマイ
コン２の制御により抜き出して書き込む事ができる。
【０１０９】
　ユーザがブックマーク一覧を表示する指示をリモコン４を用いて行った場合は、マイコ
ン２の制御により書き込まれているタイトルを読み出して、グラフィック部７を使用して
一覧表示する。１２はＵＲＬメモリであり、ユーザが登録したブックマークのＵＲＬを記
憶する為のメモリである。ＷＷＷブラウザ部が表示している現在閲覧中のホームページの
ＵＲＬをマイコン２の制御で書き込む場合と、メール解析部１０の検出したＵＲＬをマイ
コン２の制御で書き込む事が可能である。
【０１１０】
　タイトルメモリ１３とＵＲＬメモリ１２に書き込まれているタイトルとＵＲＬは同一の
ホームページについては関連付けられている。詳細は後述する。前述したブックマーク一
覧の中からユーザが閲覧するホームページのタイトルを選択した場合には、マイコン２の
制御で関連付けられているＵＲＬを読み出し、ＷＷＷブラウザ部６とホームページ受信プ
ロトコル処理部５とモデム１を使用して該当する情報サーバ１４に接続し、読み出したＵ
ＲＬで指定されるファイルを受信する。なお、ホームページプロトコル処理やメール受信
プロトコル処理やメール取得制御やメール解析やＷＷＷブラウザ機能はソフトウェアプロ
グラムでなくハードウェアで実現する場合もある。
【０１１１】
　次に図１１と図１２を用いて動作の説明をする。図１１、図１２は本発明の第２の実施
形態における動作フローチャートである。本実施形態ではユーザが現在ＷＷＷブラウザで
閲覧中のホームページをブックマークに登録することに加えて受信電子メール内に記載さ
れているＵＲＬに関するホームページをブックマークに自動登録することができる。また
、前述した両方法で登録したホームページを同一のブックマーク一覧で表示することや管
理する事ができる。
【０１１２】
　図１１においてユーザがＷＷＷブラウザで特定のホームページを閲覧中であるとし、ユ
ーザがそのホームページをブックマーク登録したいと欲した場合、ユーザはリモコン４を
用いてブックマーク登録の操作を行う（ステップＳ１）。操作は専用キーを押しても良い
し画面上のＧＵＩに応じて行っても良い。その後マイコン２はその指示を解釈しＷＷＷブ
ラウザ部６が取得しているＨＴＭＬファイルよりホームページのＵＲＬとタイトルを抜き
出す（ステップＳ２）。次にマイコン２の制御により抜き出したＵＲＬをＵＲＬメモリ１
２にタイトルをタイトルメモリ１３に記憶する（ステップＳ３）。この時にタイトルとＵ
ＲＬは関連付けて記憶される。その関連付けはそれぞれの記憶したアドレスを別途図示し
ないメモリに関連付けて保持することや、予めメモリに保持するアドレスに相関関係を持
たす事で可能である。
【０１１３】
　一例としてＵＲＬメモリとタイトルメモリを同一メモリ上で領域を分けて記憶し、アド
レスの相関関係で関連付ける例を図１３を用いて説明する。図１３は本発明の第２の実施
形態におけるデータ構造図である。図１３では７個のホームページを登録する事ができ現
在３つのホームページが登録されている例である。アドレスとはタイトルとＵＲＬが記憶
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されているメモリのアドレスであり図１３では１６進で示されている。この場合タイトル
とＵＲＬはアドレス（４ｎ）と（４ｎ＋２）というように関連付けられており、７つのホ
ームページに固有のｎ（０～６）を割り振ることにより固有のホームページのタイトルと
ＵＲＬを関連付けて管理する事ができる。
【０１１４】
　以上の動作によりユーザが現在ＷＷＷブラウザで閲覧中のホームページをブックマーク
にＵＲＬとタイトル登録することが可能である。また、電子メールをユーザの操作で受信
した場合は（ステップＳ４）、マイコン２の制御によりモデム１とメール受信プロトコル
処理部８とメール受信部９とを使用して受信メールのデータを取得する。次にマイコン２
はメール解析部１０を使用してデータ中に予め決められた文字列の存在有無を解析しＵＲ
Ｌを検出する（ステップＳ５）。
【０１１５】
　この解析について図１４と図１５を用いて説明する。図１４、図１５は本発明の第２の
実施形態における受信メールデータを示した図である。図１４と図１５はメール取得部９
が出力した受信メールのテキストデータを示している。図１４ではメール解析部１０にお
いてはｈｔｔｐ：／／という文字列を検索してＵＲＬを検出する例であり、データ内のｈ
ｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔａｎａｋａｙａ．ｃｏ．ｊｐ／ａａａ．ｈｔｍというＵＲＬが検
出可能である事が分かる。ＵＲＬの末尾は改行を持って認識する事が可能である。
【０１１６】
　図１５ではメール解析部１０においてはＪ１２３４５という端末ＩＤとｈｔｔｐ：／／
という文字列を検索してＵＲＬを検出する例であり、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔａｎａｋ
ａｙａ．ｃｏ．ｊｐ／ａａａ．ｈｔｍというＵＲＬが検出可能である事が分かる。ＵＲＬ
の末尾は改行を持って認識する事が可能である。また詳細は後述するがＪ１２３４５とい
う端末ＩＤを用いることにより送信者の認証やブックマークへの登録制御も可能である。
【０１１７】
　図１１において、メール解析部１０は受信メールのデータ内に端末ＩＤメモリ１１に記
憶されている端末ＩＤと一致する文字列が存在するか否かも解析する。マイコン２の制御
により端末ＩＤメモリ中の端末ＩＤは全て読み出され受信メールのデータと照合される。
データの一致があった場合はユーザ認証が通るとともにブックマークへの登録可能と判定
する（ステップＳ６）。なお図１５ではＵＲＬの上下に端末ＩＤは位置しているがＳｕｂ
ｊｅｃｔにあっても良く予め取り決められた位置であれば良い。
【０１１８】
　図１１において、ＵＲＬは検出したが端末ＩＤが不一致あるいは検出できなかった場合
は、マイコン２の制御によりグラフィック部７を使用して検出したＵＲＬに関連するホー
ムページをブックマークに登録するか否かを確認するＯＳＤを表示しユーザの選択を待つ
（ステップＳ７）。この表示について図７を用いて説明する。図７は本発明の第２の実施
形態における受信メールを表示する場合の図である。
【０１１９】
　図７ではユーザの操作で電子メールを受信し内容を表示している例である。受信メール
内にＵＲＬが２つ記載されており、マイコン２は前述した方法で検出して、２つのＵＲＬ
をブックマークに登録するＵＲＬを選択するＯＳＤを表示している。ＯＳＤでは検出した
ＵＲＬをボタンとして並べて表示しており、マイコン２はリモコン４によるボタンの選択
や押下を解釈する事ができる。そのことによりユーザはリモコン４の上下キーと決定キー
を用いてボタンを押して登録するＵＲＬを選択決定する事が可能である。検出した全ての
ＵＲＬを登録しない場合は、戻るボタンを選択決定すれば登録動作を解除する事ができる
。
【０１２０】
　図１１において、ユーザがリモコン４を用いて登録すると指示した場合、ステップＳ５
で検出したＵＲＬをマイコン２の制御によりＵＲＬメモリ１２に記憶する（ステップＳ８
）。そしてメール解析部１０は受信メールのデータ内に予め決められていたフォルダＩＤ
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を示す文字列が存在するか否かも解析する（ステップＳ１４）。図１６を用いて説明する
。図１６は本発明の第２の実施形態における受信メールデータを示した図である。図１６
ではメール解析部１０においてはＪ１２３４５という端末ＩＤとｈｔｔｐ：／／という文
字列を検索してＵＲＬを検出する例であり、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔａｎａｋａｙａ．
ｃｏ．ｊｐ／ａａａ．ｈｔｍというＵＲＬが検出可能である事が分かる。
【０１２１】
　ＵＲＬの末尾は改行を持って認識する事が可能である。またＪ１２３４５という端末Ｉ
Ｄを検出することにより送信者の認証も可能である。また、Ｆｏｌｄｅｒ＝レストランと
いう文字列については、Ｆｏｌｄｅｒ＝は次に続く文字列がフォルダＩＤであることを示
しており、レストランという文字列のフォルダＩＤを検出可能である。送信者はブックマ
ーク一覧内のレストランというフォルダの中に前記ＵＲＬを登録したいためにこのように
してフォルダＩＤも含めている。Ｆｏｌｄｅｒ＝というフォルダＩＤを示す文字列はメー
ル受信事前に送信者との間で取り決められていれば特にどのような文字列であっても良い
。マイコン２は検出したフォルダＩＤを抜き取りステップＳ５において検出したＵＲＬと
関連付けてフォルダＩＤメモリ１５に記憶する（ステップＳ１５）。
【０１２２】
　それとともにマイコン２は検出したＵＲＬを使用しＷＷＷブラウザ部６とホームページ
受信プロトコル処理部５とモデム１を使用して該当する情報サーバ１４に接続し検出した
ＵＲＬで指定されるコンテンツのＨＴＭＬファイルを受信する（ステップＳ９）。次にマ
イコン２はホームページ受信プロトコル処理部５の受信したＨＴＭＬファイルを解釈しタ
イトルを抜き出して（ステップＳ１０）、ステップＳ１４でフォルダＩＤを検出しなかっ
た場合は、タイトルメモリ１３にステップＳ３と同様な方法でステップＳ５において検出
したＵＲＬと関連付けて記憶する（ステップＳ１１）。
【０１２３】
　この場合は送信者が特にＵＲＬを登録するフォルダを指定しなかったと解釈しデフォル
トで決められているフォルダ内に登録するようマイコン２は制御する。デフォルトのフォ
ルダとは例えばルートフォルダが考えられる。
【０１２４】
　ステップＳ１４でフォルダＩＤを検出した場合は、タイトルメモリ１３にステップＳ３
と同様な方法でステップＳ５において検出したＵＲＬと関連付けて記憶する（ステップＳ
１７）。この場合は送信者がＵＲＬを登録するフォルダを指定したと解釈しフォルダＩＤ
メモリ１５に記憶されているフォルダＩＤで示されるフォルダ内に登録するようマイコン
２は制御する。
【０１２５】
　なお、ＨＴＭＬファイルにタイトルが含まれておりその識別方法はＨＴＭＬにおいて一
般的であるので説明は省略する。ステップＳ５やステップＳ７においてユーザが拒否した
場合は受信したメールを削除するかをマイコン２の制御によりグラフィクス部７を使用し
てＯＳＤを表示してユーザの判定を待つ（ステップＳ１２）。ユーザの判定が削除であれ
ば受信メールを削除する（ステップＳ１３）。
【０１２６】
　次にステップＳ４についてより詳細に図１７と図１８を用いて説明する。図１７と図１
８は本発明の第２の実施形態における動作フローチャートである。本実施形態においては
ユーザが自分の所有する端末間で前述したようなＵＲＬを登録する目的の電子メールを送
受信することも考えられる。例えばテレビジョン受信機から送信しＰＣで受信するという
使用法が考えられる。逆の場合も考えられる。そのような場合、それぞれの端末において
メールアドレスが同一であることも想定され、ユーザが電子メールを受信する際にその端
末が本来受信させたい端末であるとは限らない。
【０１２７】
　仮に受信させたい端末以外で受信してしまうとメールサーバでは消去されてしまい本来
受信させたい端末で受信できなくなる。従ってそのような場合に対応する例を説明する。
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図１９は本発明の第２の実施形態における受信メールのデータを示した図である。
【０１２８】
　図１８のフローチャートは図１９で示す電子メールを受信する場合の例である。ユーザ
がある端末を用いて電子メールを受信する指示をした場合（ステップＳ６１）、モデム１
、メール受信プロトコル処理部８、メール取得部９、メール解析部１０を用いてマイコン
は受信する予定の電子メールの差出人メールアドレス（図１９においてはＦｒｏｍ：ｙａ
ｍａｄａ＠ｘｙｚ．ｃｏ．ｊｐ）を認識し自端末に与えられている図示していない不揮発
性のメモリに格納されているメールアドレスと同じかどうかを検証する（ステップＳ６２
）。
【０１２９】
　もし同じであれば次にＳｕｂｊｅｃｔを検証し、差出人領域（図１９ではＦｒｏｍ：に
続く領域）に端末ＩＤメモリ１１に記憶されている端末ＩＤと一致するか否かを検証する
（ステップＳ６３）。一致するものがあればそのメールは自端末が送信したものと判断し
その電子メールを受信しない（ステップＳ６４）。ステップＳ６２やステップＳ６３の検
証で差出人のメールアドレスが自端末のメールアドレスと同一でない場合またはＳｕｂｊ
ｅｃｔの差出人領域に端末ＩＤと一致するデータが無い場合はその電子メールを受信して
（ステップＳ６５）、図１１におけるステップＳ５に移行する。
【０１３０】
　この場合端末ＩＤが書かれている差出人領域は電子メール中のＳｕｂｊｅｃｔ中のＦｒ
ｏｍ：に続く領域でなく図１６のように本文中にあっても良い。また別の例を図１７を用
いて説明する。図１７は本発明の第２の実施形態における動作フローチャートである。図
１７のフローチャートは図１６で示す電子メールを受信する場合の例である。ユーザがあ
る端末を用いて電子メールを受信する指示をした場合（ステップＳ５１）、モデム１、メ
ール受信プロトコル処理部８、メール取得部９、メール解析部１０を用いてマイコンは受
信する予定の電子メールのＳｕｂｊｅｃｔ情報（図１６においてはＵＲＬ）を認識しＵＲ
Ｌ識別情報メモリ１６に格納されているＵＲＬ識別情報Ｕｉｄｘと同じかどうかを検証す
る（ステップＳ５２）。
【０１３１】
　もし同じであれば次に本文を検証し端末ＩＤメモリ１１に記憶されている端末ＩＤと一
致するデータがあるかどうかを検証する（ステップＳ５３）。一致するものがあればその
メールは自端末が送信したものと判断しその電子メールを受信しない（ステップＳ５４）
。
【０１３２】
　ステップＳ５２やステップＳ５３の検証でＵＲＬ識別情報Ｕｉｄｘが検出できない場合
または端末ＩＤを検出できない場合はその電子メールを受信して（ステップＳ５５）図１
１におけるステップＳ５に移行する。この場合ＵＲＬ識別情報ＵｉｄｘはＳｕｂｊｅｃｔ
でなく本文中にあっても良く端末ＩＤはＳｕｂｊｅｃｔにあっても良い。
【０１３３】
　次にブックマーク一覧を表示してホームページを閲覧する場合の動作を図１２を用いて
説明する。
【０１３４】
　図１２では、ユーザがリモコン４を用いてブックマーク一覧表示指示があった場合（ス
テップＳ２１）、マイコン２の制御でタイトルメモリ１３に記憶されているタイトルを読
み出してグラフィクス部７を使用して一覧表示してユーザの選択を待つ（ステップＳ２２
）。
【０１３５】
　ブックマーク一覧表示した場合の例を図２０を用いて説明する。図２０は本発明の第２
の実施形態におけるブックマーク一覧表示を示した図である。図２０では登録されている
ホームページ３つのタイトルが一覧表として表示している事が分かる。一覧表の個々のタ
イトルはリモコン４で選択し押下できるボタンとなっており、ユーザはリモコン４を用い
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てタイトルを選択し決定する事ができる。
【０１３６】
　図１２において、ユーザがタイトルを選択し決定した場合（ステップＳ２３）、マイコ
ン２の制御により選択されたタイトルに関連付けられているＵＲＬをＵＲＬメモリ１２か
ら読み出す（ステップＳ２４）。次にマイコン２は読み出したＵＲＬを使用し、ＷＷＷブ
ラウザ部６とホームページ受信プロトコル処理部５とモデム１を使用して該当する情報サ
ーバ１４に接続し、読み出したＵＲＬで指定されるコンテンツのＨＴＭＬファイルを受信
する（ステップＳ２５）。
【０１３７】
　次にマイコン２はＨＴＭＬファイルを解釈し、定義されている個々のデータである画像
ファイルやテキストファイル等をＷＷＷブラウザ部６とホームページ受信プロトコル処理
部５とモデム１を使用して取得し、ファイルの属性に応じて適当にデコードすると共に、
同様に入力するＨＴＭＬファイルの内容に応じてデコードしたコンテンツを組み立ててホ
ームページを再生し、画素データに変換してグラフィクス部７を使用して表示すると共に
、ＨＴＭＬファイルを解釈しホームページのＵＲＬやタイトルを取得する（ステップＳ２
６）。
【０１３８】
　以上のようにユーザが現在ＷＷＷブラウザで閲覧中のホームページをブックマーク登録
することに加えて、受信電子メール内に記載されているＵＲＬに関するホームページを同
一のブックマークに登録することができるので、両方法で登録したホームページを同一の
ブックマーク一覧で表示することや保守する事ができる。
【０１３９】
　以上のように本発明の情報取得装置は、ユーザが現在ＷＷＷブラウザで閲覧中のホーム
ページをブックマークに登録することに加えて受信電子メール内に記載されているＵＲＬ
に関するホームページをブックマークに自動登録することができる。その場合、送信者の
認証や格納フォルダの指定もできる。また、送信端末が自端末の場合は受信しないように
することもできる。
【０１４０】
　なお、前述した両方法で登録したホームページを同一のブックマーク一覧で表示するこ
とや管理する事ができるため、あるホームページをブックマークに登録する場合には、受
信した電子メールからＵＲＬを取得して自動的にブックマークに登録する事により、端末
から離れた場所や別の端末からブックマークを登録する事ができる。また、ブックマーク
に登録する場合に受信メール内に記載されているＵＲＬをコピーしてブックマークに貼り
付ける操作を手動で行う必要も無く、文字列の範囲を指定するマウスのようなポインティ
ングデバイスを使わずにテレビのリモコンのようなキーのみのデバイスで操作できる。
【０１４１】
　（第３の実施形態）
　以下本発明の第３の実施形態を図面を参照しながら説明する。第３の実施形態は情報提
供装置の例である。
　図２１は本発明の第３の実施形態の構成を示すブロック図である。図２１において、５
３はデジタルテレビジョン放送受信機である。４１はチューナで、アンテナが受信したデ
ジタルテレビジョン放送の選局を行った後復調したトランスポートストリームＴＳを出力
する。４２はトランスポートデコーダで、チューナ４１が出力するトランスポートストリ
ームＴＳを入力し、ユーザが選択した番組の映像／音声ストリームＡＶＳやデータ放送関
係のパケットをフィルタリングして出力する。そのフィルタリングはＰＡＴパケットやＰ
ＭＴパケット内に記載されているＰＩＤを用いて行われる事はデジタルテレビジョンにお
いて周知の技術であるので詳細説明は省略する。
【０１４２】
　４３はＡＶデコーダでトランスポートストリームデコーダ４２が出力する映像／音声ス
トリームＡＶＳを入力し、ＡＶデコードして出力する。５４はバッファメモリで、トラン
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スポートデコーダ４２がフィルタリングしたデータ放送のパケットや後述するＵＲＬ情報
ＩＵＲＬや後述するモデム５０を用いて図示しない情報サーバから取得するホームページ
のデータ等をマイコン４５の制御により展開して記憶する。
【０１４３】
　４５はマイコンで、デジタルテレビジョン放送受信機５３の各要素の制御を行うととも
にモデム５０を用いて電子メールを送信するためのプロトコル処理や電子メールを作成す
るプログラムそしてデータ放送やホームページをデコードして表示するためのブラウザを
備えている。４６はリモコンで、ユーザインターフェースである。４７は受光回路で、リ
モコン４６からの信号を受信し電気信号をマイコン４５に出力する。４８はＯＳＤコント
ローラで、データ放送画面や図示しない情報サーバから得た情報をマイコン４５の制御に
より、構成する文字やグラフィクスデータを画素データに変換しＡＶデコーダ４３に出力
する。
【０１４４】
　ＡＶデコーダ４３ではビデオデコードした映像とＯＳＤコントローラ４８から入力した
文字やグラフィクスを合成して出力する。５０はモデムで、通信会社の通信回線やサービ
スプロバイダを介してインターネット網に接続されており、マイコン４５の制御で通信回
線から電子メールやホームページのデータを受信して復調しマイコン４５に出力すること
と、電子メール等の送信データを変調して通信回線に出力する。６０はメールサーバＡで
、デジタルテレビジョン放送受信機５３が使用するメールサーバでありデジタルテレビジ
ョン放送受信機５３が送受信するメールはこのメールサーバとやり取りされる。６２はメ
ールサーバＢで、図示しない相手端末が使用するメールサーバである。
【０１４５】
　モデム５０においては電話回線を使用するいわゆるモデムのみではなく、電話回線を使
用するＡＤＳＬモデムや光ファーバー網を使用するＦＴＴＨのＯＮＵやケーブルテレビ回
線を使用するケーブルモデム等あらゆる通信端末でも良く、接続方式はダイヤルアップ接
続のみでなく常時接続の方式でも良い。５５はＵＲＬ情報取得回路で、前述した端末ＩＤ
メモリ４４に展開されている放送波により送信されるホームページ等のＵＲＬ情報ＩＵＲ
Ｌを取得し図示していないメモリに格納するとともにマイコン４５に出力する。
【０１４６】
　例えばＢＳデジタル放送等ではブックマークサービスにより広告主のホームページ等の
ＵＲＬを送信する規格があり、その規格に則って放送されるＵＲＬ情報ＩＵＲＬをデジタ
ルテレビジョン放送受信機５３は取得することができる。５８はＵＲＬ識別情報メモリで
、第２の実施形態で説明したＵＲＬ識別情報Ｕｉｄｘを格納するメモリでありマイコン４
５はＵＲＬ識別情報Ｕｉｄｘを読み出すことができる。ＵＲＬ識別情報Ｕｉｄｘは複数あ
っても良い。ＵＲＬ識別情報Ｕｉｄｘはユーザが登録する場合やデジタルテレビジョン放
送受信機５３のメーカーが予め書き込んで出荷する場合がある。ユーザの登録はマイコン
４５の制御でＯＳＤコントローラ４８を用い登録させるＯＳＤを表示しリモコン４６を用
いてユーザに入力させることで可能である。
【０１４７】
　５９はＵＲＬ送信先情報メモリで、ＵＲＬ情報ＩＵＲＬを電子メールで送信するために
登録している送信先の名称とメールアドレスと送信先が自端末かどうかの情報を関連付け
て記憶している。送信先の登録はマイコン４５の制御でＯＳＤコントローラ４８を用い送
信先の名称およびメールアドレスの入力と自端末かどうかを選択させるＯＳＤを表示しリ
モコン４６を用いてユーザに入力させることで可能である。５６はフォルダＩＤメモリで
、第２の実施形態で説明したフォルダＩＤを格納するためのメモリである。
【０１４８】
　フォルダＩＤはユーザによって送信先と同様に登録され送信先と関連付けられて記憶さ
れている。４４は端末ＩＤメモリで、第２の実施形態で説明した端末ＩＤを格納するため
のメモリである。端末ＩＤはユーザによって送信先と同様に登録され送信先と関連付けら
れて記憶されている。ここでいうフォルダＩＤと端末ＩＤは送信先のフォルダＩＤと端末
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ＩＤであり予め送信先から提供されるものである。ここで図２２を用いて各データの関連
付けについて説明する。図２２は本発明の第３の実施形態におけるデータ構造図である。
【０１４９】
　図２２では送信先名、フォルダＩＤ、自端末かどうかの情報、メールアドレス、端末Ｉ
Ｄのデータが同じメモリに領域を分けてアドレスにより関連付けられている。図２２では
４つの送信先が登録されている。送信先名が自分の送信先は自端末かどうかの情報が自端
末を示すデータとなっており、自端末のメールアドレスや端末ＩＤが関連付けて記憶され
ている。送信先名がＭｙＰＣの送信先は自端末とメールアドレスが同じであることから同
じユーザの端末であるが自端末かどうかの情報が他端末を示すデータとなっており端末Ｉ
Ｄも自端末と異なり他端末であることが分かる。
【０１５０】
　またＭｙＰＣの送信先はＵＲＬとＴＥＭＰの２つのフォルダＩＤが登録されている。送
信先名が鈴木の送信先はメールアドレスと端末ＩＤが自端末と異なる他端末であることが
分かる。関連付けはアドレス（表では１６進表示）の下位４ビットをもってデータ識別を
行い、上位４ビットをもって送信先名識別ができるようになっている。図２１において５
７はブックマークメモリでＵＲＬ情報取得回路５５が取得したＵＲＬ情報ＩＵＲＬのホー
ムページを後に閲覧するためにブックマークとして格納するメモリである。
　なお、本実施形態ではデジタルテレビジョン放送受信機について説明したが、アナログ
のテレビジョン受信機の場合も同様に可能である。
【０１５１】
　次に図２３と図２４を用いてＵＲＬ情報ＩＵＲＬの電子メール送信動作について説明す
る。図２３、図２４は本発明の第３の実施形態における動作フローチャートである。
　図２３と図２４において、放送よりＵＲＬ情報ＩＵＲＬを受信しＵＲＬ情報取得回路５
５が取得すると（ステップＳ７１）、マイコン４５はＯＳＤコントローラ４８を制御して
取得したＵＲＬ情報ＩＵＲＬをＵＲＬ送信先情報メモリ５９に登録されている送信先に電
子メールで送信するか否かを確認するＯＳＤを表示する（ステップＳ７２）。このＯＳＤ
の表示例を図２５に示した。
【０１５２】
　図２５は本発明の第３の実施形態におけるＵＲＬ情報ＩＵＲＬの取扱い確認表示を示し
た図である。図２５では受信したＵＲＬ情報ＩＵＲＬの取り扱い方法を選択できるように
電子メールで登録されている送信先に送信するボタンとブックマークに登録するボタンを
表示してユーザがリモコン４６を用いて選択決定できるようになっている。またどちらも
行わない場合は戻るボタンを選択することもできる。図２３と図２４において、ユーザが
リモコン４６を用いて電子メールで送信する指示を行った場合は、マイコン４５はＵＲＬ
送信先情報メモリ５９とフォルダＩＤメモリ５６に記憶されている図２２で示したデータ
を読み出し、ＯＳＤコントローラ４８を制御して送信先と送信フォルダを選択させるＯＳ
Ｄを表示する。このＯＳＤの例を図２６に示した。
【０１５３】
　図２６は本発明の第３の実施形態におけるＵＲＬ情報ＩＵＲＬの送信先確認表示を示し
た図である。図２６では登録されている送信先と関連付けられているフォルダＩＤがペア
で選択できるボタンが表示されておりユーザがリモコン４６を用いて選択決定できるよう
になっている。図２２における鈴木を選択したい場合は次ページのボタンを選択決定すれ
ば良くどれも選択したくない場合は戻るボタンを選択決定すればよい。図示していないが
次ページボタンを選択決定した場合は前ページのボタンも表示される。
【０１５４】
　図２３と図２４において、ユーザがリモコン４６を用いて送信先と送信フォルダを選択
決定した場合（ステップＳ７３）、図２３の例ではマイコン４５の制御でＵＲＬ情報取得
回路５５の図示しないメモリからＵＲＬを読み出し、ＵＲＬ識別情報メモリ５８からＵＲ
Ｌ識別情報Ｕｉｄｘを読み出すとともに端末ＩＤメモリ４４から該当する送信先の端末Ｉ
Ｄを読み出して電子メールを作成する（ステップＳ７４）。図２７にステップＳ７３で送
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信先に鈴木、フォルダＩＤに山田を選択した場合のマイコン４５が作成する電子メールの
例を示した。
【０１５５】
　図２７は本発明の第３の実施形態における送信メールのデータを示した図である。Ｓｕ
ｂｊｅｃｔにＵＲＬ識別情報ＵｉｄｘであるＵＲＬの文字が書かれ本文に鈴木の端末ＩＤ
であるＡＧＨＴ７８がかかれていることが分かる。この場合ＵＲＬ識別情報ＵｉｄｘはＳ
ｕｂｊｅｃｔでなく本文に書かれても良く端末ＩＤはＳｕｂｊｅｃｔにも書かれても良い
。次に図２４の例ではマイコン４５の制御でＵＲＬ情報取得回路５５の図示しないメモリ
からＵＲＬを読み出し、端末ＩＤメモリ４４から自端末の端末ＩＤと該当する送信先の端
末ＩＤを読み出して電子メールを作成する（ステップＳ８１）。
【０１５６】
　図４にステップＳ７３で送信先に鈴木、フォルダＩＤに山田を選択した場合のマイコン
４５が作成する電子メールの例を示した。図４は本発明の第３の実施形態における送信メ
ールのデータを示した図である。Ｓｕｂｊｅｃｔの送信先識別領域（Ｔｏ：に続く領域）
に鈴木の端末ＩＤであるＡＧＨＴ７８がかかれており差出人識別領域（Ｆｒｏｍ：に続く
領域）に自端末の端末ＩＤであるＪ１２３４５が書かれていることが分かる。この場合そ
れぞれの識別領域はＳｕｂｊｅｃｔでなく本文に書かれても良い。次にマイコン４５の制
御によりモデム５０を用いてメール送信プロトコル処理を行い送信先に送信する（実際は
メールサーバＡに送信してメールサーバＡからメールサーバＢに送信される）。
【０１５７】
　またステップＳ７２でブックマークに登録することをユーザがリモコン４６を用いて指
示した場合は、マイコン４５はＯＳＤコントローラ４８を用いて受信したＵＲＬ情報ＩＵ
ＲＬをブックマークに登録するか否かを確認する図３１で示したようなＯＳＤを表示しユ
ーザに選択させる（ステップＳ７６）。ユーザがＹＥＳを選択決定した場合は受信したＵ
ＲＬ情報ＩＵＲＬをマイコン４５の制御でＵＲＬ情報取得回路の図示しないメモリから読
み出してブックマークメモリ５７に記憶する（ステップＳ７７）。ステップＳ７６でＮＯ
を選択決定した場合は終了する。なお、本第３の実施形態では放送波からＵＲＬ情報ＩＵ
ＲＬを受信する例を示したが、モデム５０を用いて通信網からＵＲＬ情報ＩＵＲＬを受信
する場合も同様に考えられる。
【０１５８】
　以上のように本発明の情報提供装置は、放送波等で送信されるＵＲＬ情報ＩＵＲＬをブ
ックマークに登録することに加えてＵＲＬを確認した電子メールを自動的に作成し用いて
予め登録されている登録先に送信することができる。その場合、受信側において送信者の
認証を可能にすることや格納するフォルダの指定もできる。
　また、端末から離れた場所や別の端末に対しブックマークを登録する事ができる。
【０１５９】
　また、ＵＲＬ情報ＩＵＲＬを格納した電子メールを送信する場合にブラウザ等に記載さ
れているＵＲＬをコピーして電子メールの本文に貼り付ける操作を手動で行う必要も無く
、文字列の範囲を指定するマウスのようなポインティングデバイスを使わずにテレビのリ
モコンのようなキーのみのデバイスで操作できる。
【０１６０】
　また、第２の実施形態に記載した情報取得装置および第３の実施形態に記載した情報提
供装置の組み合わせもありうる。
【産業上の利用可能性】
【０１６１】
　プル型データ配信サービスにおいて、ユーザの所望する情報をプッシュ型データ配信サ
ービスの如く蓄積できるサービス等に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１６２】
【図１】本発明の第１の実施形態にかかるＵＲＬ情報蓄積システムの構成を示すブロック
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図
【図２】図１に示したＵＲＬ情報蓄積システムの登録情報メモリにおけるデータの関連付
けの説明図
【図３】図１に示したＵＲＬ情報蓄積システムの登録情報メモリにおけるデータの関連付
けの説明図
【図４】図１に示したＵＲＬ情報蓄積システムにおける、送信書式情報メモリ１２３に記
憶されている書式情報の説明図
【図５】図１に示したＵＲＬ情報蓄積システムにおける、ＵＲＬ情報を含ませた電子メー
ルの送信動作を表すフローチャート
【図６】図１に示したＵＲＬ情報蓄積システムにおける、ＵＲＬ情報が含まれた電子メー
ル受信しブックマーク登録する動作を表すフローチャート図
【図７】図１に示したＵＲＬ情報蓄積システムにおいて、ディスプレイに表示されるオン
スクリーンメッセージＯＳＭの説明図
【図８】図６に示す、電子メール受信時の処理の詳細を示すフローチャート
【図９】図１に示したＵＲＬ情報蓄積システムにおいて、ブックマーク一覧を表示して、
ホームページを閲覧する場合の動作を表すフローチャート
【図１０】本発明の第２の実施形態におけるブロック図
【図１１】本発明の第２の実施形態における第一の動作フローチャート
【図１２】本発明の第２の実施形態における第二の動作フローチャート
【図１３】本発明の第２の実施形態におけるデータ構造例図
【図１４】本発明の第２の実施形態における第一の受信メールデータ例図
【図１５】本発明の第２の実施形態における第二の受信メールデータ例図
【図１６】本発明の第２の実施形態における第三の受信メールデータ例図
【図１７】本発明の第２の実施形態における第三の動作フローチャート
【図１８】本発明の第２の実施形態における第四の動作フローチャート
【図１９】本発明の第２の実施形態における第四の受信メールデータ例図
【図２０】本発明の第２の実施形態におけるブックマーク一覧表示例図
【図２１】本発明の第３の実施形態におけるブロック図
【図２２】本発明の第３の実施形態におけるデータ構造例図
【図２３】本発明の第３の実施形態における第一の動作フローチャート
【図２４】本発明の第３の実施形態における第二の動作フローチャート
【図２５】本発明の第３の実施形態におけるＵＲＬ情報取り扱い確認表示例図
【図２６】本発明の第３の実施形態におけるＵＲＬ情報送信先確認表示例図
【図２７】本発明の第３の実施の形態における第一の送信メールデータ例図
【図２８】従来の形態のブロック図
【図２９】従来の形態における第一の動作フローチャート
【図３０】従来の形態における第二の動作フローチャート
【図３１】従来の形態におけるブックマーク登録確認表示例図
【図３２】従来の形態におけるブックマーク一覧表示例図
【図３３】従来の形態における第三の動作フローチャート
【符号の説明】
【０１６３】
ＩＳ１　ＵＲＬ情報蓄積システム
１　モデム
２　マイコン
３　情報取得装置
４　リモコン
５　ホームぺージ受信プロトコル処理部
６　ＷＷＷブラウザ
７　グラフィック部



(28) JP 4440777 B2 2010.3.24

10

20

30

40

50

８　メール受信プロトコル処理部
９　メール取得部
１０　メール解析部
１１　端末ＩＤメモリ
１２　ＵＲＬメモリ
１３　タイトルメモリ
１４　情報サーバ
１５　フォルダＩＤメモリ
１６　ＵＲＬ識別情報メモリ
２１　モデム
２２　マイコン
２３　情報取得装置
２４　マウス
２５　ホームページ受信プロトコル処理部
２６　ＷＷＷブラウザ部
２７　グラフィック部
２８　メール受信／送信プロトコル処理部
２９　メール取得／作成部
３２　ＵＲＬメモリ
３３　タイトルメモリ
３４　情報サーバ
４１　チューナ
４２　トランスポートデコーダ
４３　ＡＶデコーダ
４４　端末ＩＤメモリ
４５　マイコン
４６　リモコン
４７　受光回路
４８　ＯＳＤコントローラ
５０　ＵＲＬ送信先情報メモリ
５１　コネクタ
５２　メールサーバＢ
５３　デジタルテレビジョン放送受信機
５４　バッファーメモリ
５５　ＵＲＬ情報取得回路
５６　フォルダＩＤメモリ
５７　ブックマークメモリ
５８　ＵＲＬ識別情報メモリ
５９　ＵＲＬ送信先情報メモリ
６０　メースサーバＢ
１０１　チューナ
１０２　トランスポートストリームデコーダ
１０３　ＡＶデコーダ
１０４　自端末ＩＤメモリ
１０５　マイコン
１０５ａ　送信条件照合処理部
１０５ｂ　メール送受信プロトコル処理部
１０５ｃ　メール作成部
１０５ｄ　メール解析部
１０５ｅ　ＷＷＷブラウザ部
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１０５ｆ　メール取得制御部
１０６　リモコン
１０７　受光器
１０８　ＯＳＤコントローラ
１１０　モデム
１１１　コネクタ
１１２　メールサーバＢ
１１４　バッファメモリ
１１５　ＵＲＬ情報取得器
１１７　ブックマークメモリ
１１８　ＵＲＬ識別情報メモリ
１１９　登録情報メモリ
１２０　メールサーバＡ
１２１　送信条件情報メモリ
１２２　関連情報取得器
１２３　送信書式情報メモリ
２０１　アンテナ
２０３　ディスプレイ

【図１】 【図２】
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