
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像情報または音声情報または文字等の情報で構成された各種情報を
通信によって受信し、 単位情報ごとに関連づけられた関連情報を

蓄積する関連情報蓄積部を備える情報管理システムを
構成する前記情報管理装置であって、
　前記各種情報を放送又は通信によって情報提供装置より受信して出力する情報受信装置
を用いて情報受領者によって選択され 力され
た前記各種情報 位情報に対す 位情報固有の識別データ及び前記情報受領者の個人
認証データ 信するデータ受信部と、
　前記データ受信部が受信した前記識別データ

前記識別データで特定される前記単位情報 と前記個人認証デ
ータを関連づけて登録蓄積する個人データベースと、
　前記情報受領者が利用する前記情報受信装置と異なる通信端末から前記個人認証データ
と前記識別データを受付けるデータ送受信部と、
　前記個人認証データに関連づけられて個人 登録蓄積された前記識別デー
タに対応づけられた、前記単位情報 もしくは前記関連情報蓄積部に蓄積されて
い 連情報を読み出して、前記通信端末に送信するデ
ータ送信部と、
　を備えることを特徴とする、情報管理装置。
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【請求項２】
　前記関連情報蓄積部を備えていることを特徴とする、請求項１に記載の情報管理装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の情報管理装置と共に情報管理システムを構成する情報受信装置
であって、映像情報または音声情報または文字等の情報で構成される各種情報を放送また
は通信により受信し、前記受信した各種情報を出力し、前記出力した各種情報 位情報
に対する選択をリモートコントローラから選択情報として受け付け、選択情報で特定され
た単位情報に固有の識別データ を前記
に送信する情報受信装置。
【請求項４】
　各種情報 位情報および前記単位情報の詳細情報である参照データを付加した参照デ
ータ付き情報を受信し、前記受信した参照データ付き情報を出力し、前記出力した参照デ
ータ付き情報に対する選択をリモートコントローラから受け付け、当該選択を受け付けた
参照データ付き情報に固有の識別データ を前記

に送信する請求項３に記載の情報受信装置。
【請求項５】
　前記識別データは、（１）前記情報受領者が選択した時を示す情報、及び、（２）前記
情報受領者が選択した情報を受信したチャンネルを示す情報、を少なくとも含んでいるこ
とを特徴とする請求項３又は請求項４いずれか記載の情報受信装置。
【請求項６】
　請求項３から請求項５のいずれか１つに記載の情報受信装置の操作に用いられるリモー
トコントローラであって、ユーザの指示により、前記単位情報または前記参照データ付き

情報に対する選択を示す信号を、請求項３から請求項５のいずれか１つに記載の情
報受信装置に送 るリモートコントローラ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、データ管理方法及び装置並びにこれらを用いたデータ管理システム、とりわ
けテレビ放送や雑誌、カタログ等によって案内された各種情報のうち視聴者や雑誌購入者
などの情報受領者が興味を持った情報について、簡便にデータ管理をし、情報受領者がい
つでも通信端末を使って参照データを呼び出せるようにするデータ管理方法、或いはシス
テムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　近年、通信技術およびデータ処理技術の発展によりオーディオ情報やビジュアル情報と
いったマルチメディア情報がデジタル化されて利用者に提供されるようになり、これによ
り各種の情報を放送や通信の設備を使って送付し、ユーザ、すなわち情報受領者側の受信
端末装置で受信し、時には蓄積し、視聴するという放送システムが可能な状況になってき
ている。また、同様の各種情報は、上記放送に限らず雑誌、カタログ等の印刷物、その他
のマスメディアによっても情報受領者に提供されるようになっている。
【０００３】
　このような各種情報の提供手法について、すでに実現されている方式は、テレビ放送で
は、映像情報や音声情報等で構成され、放送手段により伝送される各種番組のサービスの
内容データ（各種情報、すなわちコンテンツ）と、これらの情報に付加的に用意され上記
各種情報に関連する参照データなどの情報（付加情報）とを作成し、センター、すなわち
情報提供者の情報提供装置から、前記情報および参照データを前記各種情報のデータとし
て放送し、放送された前記参照データ付きの各種情報を情報受領者の情報放送受信端末装
置で受信、表示する。また、場合によっては放送された参照データ付きの各種情報を蓄積
し、所定の時間経過後その情報を再生し表示する。参照データの内容は、具体的にはレス
トランのメニュー表示、住所、電話番号等、或いは音楽グループ等のイベント開催案内と

10

20

30

40

50

(2) JP 4020562 B2 2007.12.12

の単

及び前記情報受領者の個人認証データ 情報管理装置

の単

及び前記情報受領者の個人認証データ 情報
管理装置

の単位
信す



しての開催場所、開催日時、チケット売場案内等である。視聴者はこれらの表示された情
報から参照データを見て、興味を引いた案内があればその内容および電話番号などのデー
タを手帳などにメモ書きし保管しておく。そして、後日上記メモ書きにしたがって問い合
わせを行なったり、注文を行なったりする。参照データが雑誌等の印刷物である場合は、
情報受領者である雑誌購入者はその記載内容を見て興味を引いた案内があれば、上記の場
合と同様にその内容および電話番号などのデータを手帳などにメモ書きし保管しておく。
そして、後日上記メモ書きにしたがって問い合わせを行なったり、注文を行なったりする
。また、上記案内データとともにクーポン券が付いている場合はそのクーポン券を切り取
って財布やカバン或いはポケットに入れておき、後日機会があったときに使用する。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、このような従来から行なわれている参照データ付き情報の送付方法およ
びそれに対する視聴者等の対処の仕方によれば、例えば必要事項を手帳などにメモ書きす
る場合は、その手間がかかるからついメモしないままにしておくことが多いとともに、時
にどこにメモ書きしたのかを忘れてしまうことがある。また、クーポン券を財布やカバン
等に入れておいてもいつの間にか紛失しまう等の事態が起こる。さらに、各種案内書（ガ
イドブック等）を持ち歩くのは重たくて不便である等の不具合があった。
【０００５】
　本発明は前記問題点に鑑みてなされたもので、その第１の目的は、テレビ、ラジオの放
送や雑誌、カタログ、パンフレット等によって案内、紹介された各種情報を管理すること
により、前記情報の利用者の利便を図ることである。
【０００６】
　本発明の第２の目的は、見本市、各種イベント会場において、場内の放送或るいは通信
システムによって案内、紹介された各種情報を管理することにより、前記情報の利用者の
利便を図ることである。
【０００７】
　本発明の第３の目的は、各種情報のうち視聴者や雑誌購入者などの情報受領者が興味を
持った情報について、簡便にデータ管理をし、情報受領者がいつでも通信端末を使って参
照データを呼び出せるようにすることである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明は前記目的を達成するために、映像、音声或いは文字等の情報で構成され、放送
により伝送される参照データ付きの各種情報を、情報提供者から情報受領者および情報管
理者へ送付し、前記情報管理者へ送付された各種情報を情報管理者が蓄積管理するととも
に、情報受領者へ伝送された前記各種情報のうち情報受領者が選択した情報を表すデータ
を情報管理者へ送付してこの情報管理者が登録管理し、情報受領者が通信手段により情報
管理者を呼び出して必要な参照データを取得し活用できるようにしたものである。
【０００９】
　かかる特徴を有する発明において、本発明の請求項１に記載の発明は、
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映像情報または
音声情報または文字等の情報で構成された各種情報を情報提供装置より通信によって受信
し、前記各種情報の単位情報ごとに関連づけられた関連情報を前記単位情報固有の識別デ
ータと関連づけて蓄積する関連情報蓄積部を備える情報管理システムを構成する前記情報
管理装置であって、
　前記各種情報を放送又は通信によって情報提供装置より受信して出力する情報受信装置
を用いて情報受領者によって選択され、前記情報受信装置から送信された、前記出力され
た前記各種情報の単位情報に対する単位情報固有の識別データ及び前記情報受領者の個人
認証データを受信するデータ受信部と、
　前記データ受信部が受信した前記識別データと前記個人認証データを関連づけて、又は
前記識別データと前記識別データで特定される前記単位情報の関連情報と前記個人認証デ
ータを関連づけて登録蓄積する個人データベースと、



【００１０】
　本発明の請求項２に記載の発明は、

【００１１】
　本発明の請求項３に記載の発明は、

【００１２】
　本発明の請求項４に記載の発明は、

【００１３】
　本発明の請求項５に記載の発明は、

【００１４】
　本発明の請求項６に記載の発明は、

【００１５】
【発明の実施の形態】
（実施の形態１）
　以下、図面に基づいて本発明の第１の実施の形態を説明する。図１は本発明の第１の実
施の形態によるデータ管理システムの基本的な概念構成を示す概略ブロック図である。こ
の図では番組情報に、その番組情報の全体または一部の情報単位（一連の複数フレームご
と等）ごとにその内容を案内或いは紹介するデータである参照データを付けて放送データ
として情報提供者である放送局で制作し、その放送データを放送局から放送し、また上記
参照データ、或いは参照データをさらに詳しくもしくは詳しくなくても参照データの内容
に関連した関連データを管理するまでの過程を概略的に表している。図１において、符号
１は放送局に設置された放送設備すなわち情報提供装置およびこの放送局で制作され放送
される番組情報（各種情報）の一例を表している。２は情報受領者である視聴者の手元に
置かれた情報受信装置としての情報放送受信端末装置を示す。この情報放送受信端末装置
２は一般的にはテレビジョン受信機であり、デジタル放送などを受信でき、さらに多機能
の放送受信機である。３は情報管理者によって運営され、放送された情報のデータベース
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　前記情報受領者が利用する前記情報受信装置と異なる通信端末から前記個人認証データ
と前記識別データを受付けるデータ送受信部と、
　前記個人認証データに関連づけられて個人データベースに登録蓄積された前記識別デー
タに対応づけられた、前記単位情報の関連情報もしくは前記関連情報蓄積部に蓄積されて
いる前記識別データに対応づけられた関連情報を読み出して、前記通信端末に送信するデ
ータ送信部と、
　を備えることを特徴とする、情報管理装置を提供する。

前記関連情報蓄積部を備えていることを特徴とする
、請求項１に記載の情報管理装置を提供する。

請求項１又は２に記載の情報管理装置と共に情報管
理システムを構成する情報受信装置であって、映像情報または音声情報または文字等の情
報で構成される各種情報を放送または通信により受信し、前記受信した各種情報を出力し
、前記出力した各種情報の単位情報に対する選択をリモートコントローラから選択情報と
して受け付け、選択情報で特定された単位情報に固有の識別データ及び前記情報受領者の
個人認証データを前記情報管理装置に送信する情報受信装置を提供する。

各種情報の単位情報および前記単位情報の詳細情報
である参照データを付加した参照データ付き情報を受信し、前記受信した参照データ付き
情報を出力し、前記出力した参照データ付き情報に対する選択をリモートコントローラか
ら受け付け、当該選択を受け付けた参照データ付き情報に固有の識別データ及び前記情報
受領者の個人認証データを前記情報管理装置に送信する請求項３に記載の情報受信装置を
提供する。

前記識別データは、（１）前記情報受領者が選択し
た時を示す情報、及び、（２）前記情報受領者が選択した情報を受信したチャンネルを示
す情報、を少なくとも含んでいることを特徴とする請求項３又は請求項４いずれか記載の
情報受信装置を提供する。

請求項３から請求項５のいずれか１つに記載の情報
受信装置の操作に用いられるリモートコントローラであって、ユーザの指示により、前記
単位情報または前記参照データ付きの単位情報に対する選択を示す信号を、請求項３から
請求項５のいずれか１つに記載の情報受信装置に送信するリモートコントローラを提供す
る。



を持ちそれに関する管理を行なう情報管理装置（情報管理装置）を示している。番組の放
送は、例えば放送衛星４などのネットワーク設備を使用したＢＳ放送、ＣＳ放送或いは地
上波デジタル信号を使ったデジタル放送などによって行なわれる。
【００１６】
　放送局の情報提供装置１は一例として番組情報５を制作し放送する。この番組情報５は
料理案内番組を示し、５ａはレストランを紹介する映像、５ｂはコーヒーショップを紹介
する映像、・・・といったように各種の飲食店の名称および店内映像、或いは外観映像が
情報として表示されている。そして、これらの情報に対して、参照データ６が制作され、
この参照データ６としては、それぞれの店舗（５ａ、５ｂ・・・）に対応してその得意料
理や品目、開店時刻、閉店時刻、住所、電話番号など、ユーザがその店を訪れるのに必要
な情報、或いはユーザにその店を訪れる気持ちを喚起する情報が６ａ、６ｂに示すごとく
文字情報（あるいは写真、音声、映像の場合もあり得る）により表示されている。この参
照データ６は番組情報５とともに放送されたり伝送されたりする。
【００１７】
　また、場合によっては、その番組を見て来店した視聴者に対して料金割り引きやプレゼ
ントの贈呈を行うクーポン情報を付加していることもある。また、場合によっては、この
参照データ６の一つ一つに固有の識別データ（例えば、通し番号）が予め付与されている
。この参照データ６は番組情報５とともに、情報提供装置１から情報放送受信端末２へ、
放送または伝送される。
【００１８】
　また、情報提供装置１から情報管理装置３に対しても情報を送付する場合があるが、こ
の場合にはいろいろな態様があり得る。まず、送付手段としては、放送、通信による送付
手段でも良いし、情報提供装置１が所有する情報を光ディスク等の情報記録媒体に記録し
て、情報管理装置３へこの情報記録媒体を渡すことでも良い。
【００１９】
　また、送付する情報としては、識別データのみでも良いし、参照データ付きの番組情報
もしくは参照データでも良い。さらに参照データとは別の関連データ（参照データをさら
に詳細に説明した情報もしくは詳細ではなくても参照データに関連する情報、その他にも
関連する音楽データ、映像データ、電子データ等のいずれかを含むもの）を送付しても良
い。ただし、このような情報管理装置３への情報の送付は、必ずしも情報提供装置１から
だけに限らず、他の外部装置で情報を管理しておき、そこから送付するようにしても良い
。
【００２０】
　なお、図１の番組情報５および参照データ６はイメージを模式的に示したものであり、
番組情報５のワンフレームだけに参照データ６を付与するよりは、番組情報５のうちの一
連の複数フレームごとに同じ参照データ６を付与する方が好ましい。
【００２１】
　放送受信端末装置２はマルチメディア端末装置により構成され、放送番組を表示すると
ともに、放送情報以外のデータベースを受信する受信機能と、必要な情報を通信回線を通
して送付する送信機能を備えている。また、視聴者が操作するリモートコントローラ７（
或いは後出の５１）からのデータ入力を受け付ける機能も有している。
【００２２】
　情報管理装置３は、情報提供装置１または外部装置から送られた放送番組のデータ（参
照データや関連データ）を蓄積したデータベース８を有し、これらの情報を個々の情報に
固有の識別データに関連付けて管理する。ただし、このデータベース８については必ずし
も情報管理装置３が持っている必要はなく、例えば、情報提供装置１あるいは外部装置が
データベース８を管理していても良い。
【００２３】
　また情報管理装置３には個人データベース９が備えられており、各視聴者が選択し指定
した情報に固有の識別データをその視聴者と関連付けて登録管理する、もしくは指定した
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情報そのもの（参照データまたは参照データ付きの番組情報または関連データ）をその視
聴者と関連付けて登録管理するようになっている。
【００２４】
　また、この情報管理装置３は通信回線を通してアクセス可能になっており、個人データ
ベース９に登録されているデータを基にして参照データや関連データを直接に送信したり
、外部装置等に対して送信命令を出すことができる。
【００２５】
　情報受領者は、携帯電話１５やパーソナルコンピュータ１６などの通信端末により、情
報管理装置３にアクセスすることができ、自分の個人データベース９に登録した識別デー
タに基づいて、データベース８で管理されている情報（参照データや関連データなど）を
自由に呼び出すことができる。このデータ管理システムには最低２つのデータベースを必
要とする。それは個人の趣味嗜好を貯めておく個人データベース９と、コンテンツプロバ
イダが用意する参照・関連情報のためのデータベース８である。このことにより、データ
ベース８をサービス運営上サービスプロバイダが保有することなくともサービスができる
、個人データベース９の容量が抑えられることなどのメリットがある。但し、分離した２
つのデータベースを繋ぐために、関連付けるデータが必要であり、これを識別データと呼
ぶ。この識別データは、通し番号でも良いし、ＴＶの場合は、日時とチャンネルで定義す
ることが出来る。データベースには、この識別データ、効率的に検索するための基本キー
ワード、そして参照データや関連データがある。そのデータのそれぞれのデータベースで
の持ち合い方は３種類ある。
【００２６】
　それを図８に示す。パターン１の場合は個人データベース９には識別データのみが登録
され、データベース８には識別データ毎に基本キーワード、参照データ、関連データが登
録されている。ここで、個人データベース９とデ―タベース８の事例として一例を示す。
個人データベース９には、各ユーザ単位に割当てられたユーザＩＤに従い過去登録した識
別データが記憶されている。例えば、ユーザＩＤ００２３４の人は、過去３回登録してお
り、その識別データは２３４５１７８７１、１１２９５７４０８、０９３２２２８０８で
ある。また、データベース８には各識別データ毎に、基本キーワード、参照データ、関連
データが記憶されている（データは文字情報、静止画情報、映像、音声など）。このよう
に両データベースに少なくとも識別データを基準にしてデータが整理されていることによ
り、各ユーザがどの情報を登録したかを結果的に引き出すことが可能である。この場合の
メリットは個人データベース９でのデータが非常にコンパクトとなるため、本サービス会
員が増大した場合にも比較的小規模なサーバーと記憶装置により管理蓄積が可能である。
【００２７】
　パターン２の場合は、個人データベース９に識別データと基本キーワードを登録してい
る。この際に、基本キーワードは識別データ毎に管理される場合と、識別データとは関係
なくデータベース化する場合とがある。ここでいう基本キーワードは後述するようにより
ユーザが簡便に検索を行うために必要となってくる。識別データに基本キーワードを含む
場合は、検索の際により簡易に検索が可能であるがトータルのデータ量が増す。逆に、識
別データとは別に基本キーワードをデータベース化すると、データ量を抑えられる代りに
、検索手段が煩雑になる。また、パターン３の場合は、識別データ、基本キーワード、参
照データ、関連データを全て個人別に管理するもので、登録の際にデータベース８から該
当の関連データを引き出し登録する。
【００２８】
　図２は本実施形態に係る情報提供装置１の一例の構成を示すブロック図である。図２に
おいて、２１はカメラで撮影したライブ映像やビデオテープ等で記録されたアナログもし
くはデジタルの映像素材を取り込み各種のエフェクト等をかけられるようにしている映像
取り込み・制作部、２２はマイクで録音したライブ音声や音楽テープ等で記録されたアナ
ログもしくはデジタルの音声素材を取り込み各種のエフェクト等をかけられるようにして
いる音声取り込み・制作部、２３はそれらの映像や音声の素材を時系列に並び替えを行っ
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たり編集のできる映像・音声編集部、２４はそれらの映像・音声素材に参照データ等を加
える作業を行うデータ添付部、２５は一連のコンテンツを放送する際に適当なデータに変
換し送信する放送送信部である。
【００２９】
　また、２６はデータ放送のデータ素材となる文字情報、静止画等を取り込んだりキーボ
ード入力をするための参照データ取り込み・制作部、２７はそれらの素材を編集しＴＶ画
面上で見られるように編集するための参照データ編集部、２８は参照データ並びに関連デ
ータに固有の識別データを付加するための識別データ付加部（個々の参照データに固有の
識別データを付加せず、その代わりに放送日時（受信日時）と放送チャンネル（受信チャ
ンネル）を識別データとして用いて参照データを特定する場合には識別データ付加部は不
要である）、２９は放送で流す参照データより詳細な情報や関連の情報素材を取り込んだ
り、キーボード入力をするための関連データ取り込み・制作部、３０はそれらの素材を編
集しＰＣや携帯電話の画面上で見られるように編集するための関連データ編集部、３１は
関連データ編集部で編集したデータを光ディスクなどの各種メディアやインターネット、
衛星放送手段により渡すデータ渡し部、３２は情報提供装置２から放送を送信するアンテ
ナである。
【００３０】
　この図２は、通常のＴＶ放送の際に参照データ及び関連データに識別データを加えるた
めに識別データ付加部２８を持つことを特徴とする情報提供装置２の例である。識別デー
タ付加部２８はＴＶ放送で流す参照データと、後からユーザがＰＣ、携帯電話でアクセス
することになる関連データの双方に識別データを付加する。このことにより、放送でユー
ザが興味を持ったデータと関連付けて、後からＰＣ、携帯電話でアクセスすることが可能
となる。ここで、関連データに関する部分は情報提供装置２の外部にあっても良い。
【００３１】
　図３は視聴者によって所有され、情報提供装置１から放送された番組情報、或いは参照
データなどの情報を受信する情報受信装置としての情報放送受信端末装置２の一構成例を
表すブロック図である。
【００３２】
　この情報放送受信端末装置２としては、例えば、電話回線に接続され通信機能を持った
テレビなどが用いられる。図３において、４１はアンテナであり情報提供装置２からの放
送を受信する。４２はチューナーであり指定された周波数の電波を受信し、復調処理や誤
り訂正などを行う。４３はデスクランブラーであり暗号化された情報を復号する。４４は
トランスポートデコーダーであり映像・音声に多重化されたデータを抜き出し、また抜き
出したデータ（ここでは、識別データ、参照データ）をＭＰＵに送り込む。また指定され
た映像・音声データを AVデコーダへ出力する。４５はＡＶデコーダーであり映像・音声の
圧縮を伸長し、映像・音声をそれぞれの出力装置に送る。また４６は映像を表示する表示
装置、４７は音声を出力するスピーカである。また４８はＭＰＵ＆主記憶部でありリモコ
ン等の入力装置により入力された「トリガー」により必要なデータをとりまとめ、送信す
る。４９は補助記憶部であり、ここではこのテレビの所有者（情報受領者）の個人認証デ
ータ（コード）を記憶している。５１は視聴者がテレビを操作するためのリモートコント
ローラ（リモコン）であり、リモコン・インターフェース５０を介してＭＰＵ＆主記憶部
４８に指示信号を送る。
【００３３】
　この図３は、情報提供装置１から送られる各種情報（映像と音声に参照データが付加さ
れた情報）に、予め、個々の参照データに固有の識別データが付加された状態で放送され
てくる場合に用いる情報受信装置の例である。この識別データ付きの各種情報をアンテナ
４１で受信する。受信した信号はデスクランブラー４３を介してトランスポートデコーダ
ー４４で識別データと参照データが抜き出されＭＰＵ＆主記憶部４８へ送られる。一方、
放送内容はＡＶデコーダ４５を介して表示装置４６とスピーカー４７から放送され、視聴
者はこれを視聴することができる。視聴者は、映像を見ている途中に、任意にリモコン５
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１を操作し、詳細情報である参照データを表示装置に表示させる。このとき、もし視聴者
が興味を持った参照データがあればリモコン５１を操作して登録指定する。この登録指定
の信号は、リモコン・インターフェース５０を介してＭＰＵ＆主記憶部４８へ送られる。
ＭＰＵ＆主記憶部４８は登録指定の信号を受け取ると、その時点に放送されている参照デ
ータに固有の識別データを特定し、補助記憶部４９に記憶された個人認証データといっし
ょにモデム５２、電話回線５３を介して情報管理装置３へ送信する。なお、ここでは登録
指定の手段としてリモコンを用いたが、このように情報提供装置と別体のものに限らず、
情報提供装置と一体に操作部を設け、これを操作することにより登録指定を行うようにし
ても良い。また、情報受信装置として、テレビを例に挙げて説明したが、これに限らず、
セットトップボックス（ＳＴＢ）でも良い。この場合は、表示装置が情報受信装置にはな
く、別に設けられることになる。ＳＴＢを情報受信装置とした場合の構成を図１１に示す
。図３と同じ構成要素については説明を省略する。図３の構成と異なる点は、表示装置４
６とスピーカー４７が無く、代わりに映像出力端子２０１と音声出力端子２０２を有して
いる点で、表示装置とスピーカーは別途外部に設けられている。その他の構成については
図３と同じである。また、情報受信装置が情報管理装置へ識別データなどを送信するタイ
ミングについては、情報受領者（視聴者）が登録指定した時、または登録指定後一定時間
が経過した時、または登録指定後の一定時刻など、の態様があり、また、登録指定回数と
しても一回に限られず、例えば登録指定の操作を一定回数（複数）行ったときのみ送信す
るようにしても良い。また、個人認証データとしては、テレビまたはＳＴＢなどの情報受
信装置に固有のコードを設けておきこれを用いても良いし、登録指定手段（例えばリモコ
ンや携帯電話、ＰＨＳ、等）に固有のコードを用いても良い。また、電話番号そのものあ
るいは電話番号に対応した固有のコードでも良い。あるいは、このようなサービス利用開
始に際して、情報受領者に固有のコードを新たに設け、これを用いるようにしても良い。
また、個人認証データの送信方法としては、個人認証データをテレビまたはＳＴＢなどに
予め登録しておき、これを登録指定操作に伴って呼び出し、情報管理装置に送信しても良
いし、あるいは、登録指定時に情報受領者が登録指定手段に個人認証データを入力し、こ
れを情報管理装置に送信しても良い。あるいは、個人認証データを情報受領者の側から積
極的には送信せず、識別データを受け取った情報管理装置がナンバーディスプレイ等の機
能を用いて電話番号を特定し、この情報を情報受領者の個人認証データとしても良い。
【００３４】
　また、図４は、情報提供装置１から送られる各種情報（映像と音声に参照データが付加
された情報）に、個々の参照データに固有の識別データが付加されておらず、その代わり
に放送日時（受信日時）と放送チャンネル（受信チャンネル）を識別データとして用いて
参照データを特定する場合に用いる情報受信装置の例である。図３と異なるのは、年月日
時分をカウントする内部時計５４を備えている点である。その他の点は概ね図３と同じで
あるので説明を省略する。この例でも、視聴者が興味を持った参照データがあり、リモコ
ン５１を操作して登録指定すると、この登録指定の信号は、リモコン・インターフェース
５０を介してＭＰＵ＆主記憶部４８へ送られる。なお、予め、ＭＰＵ＆主記憶部４８は、
視聴者がリモコン５１を操作してチャンネルを指定したときにチャンネルを特定する信号
を受けて記憶している。ＭＰＵ＆主記憶部４８は、登録指定の信号を受け取ると、予め記
憶したチャンネルを特定する信号と内部時計５４が示す時間（年月日時分）、さらに補助
記憶部４９に記憶された個人認証データとをいっしょにモデム５２、電話回線５３を介し
て情報管理装置３へ送信する。
【００３５】
　また、図５は登録指定をリモコン５１を操作して行うのではなく、例えば携帯電話など
の外部通信端末５６を操作して行う場合に用いる情報受信装置の例である。図３と異なる
のは、登録指定のために外部通信端末５６を用いる点と、外部通信端末５６と双方向でデ
ータのやり取りができる通信端末・インターフェース５５を備える点である。このことに
よって、個人認証を補助記憶を用いて行わなくとも外部通信端末５６により行え（例えば
、携帯電話の電話番号）、また、識別データの送信をモデム５２を用いなくとも、この外
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部通信端末５６（外部通信端末５６については後述）に繋がる電話線を用いることで可能
なため、補助記憶４９とモデム５２については必要としない。その他の点は概ね図３と同
じであるので説明を省略する。この例でも、視聴者が興味を持った参照データがあり、外
部通信端末５６を操作して登録指定すると、この登録指定の信号は、通信端末・インター
フェース５５を介してＭＰＵ＆主記憶部４８へ送られる。ＭＰＵ＆主記憶部４８は、登録
指定の信号を受け取ると、識別データを通信端末・インターフェース５５を介して外部通
信端末５６に送信する。外部通信端末５６は、この識別データを、個人認証データといっ
しょに電話回線５３を介して情報管理装置３へ送信する。この個人認証データは、ＭＰＵ
＆主記憶部４８に登録しておいて、識別データとともに外部通信端末５６に送信しても良
いし、予め外部通信端末５６に登録しておき、外部通信端末５６が識別データを受信する
と登録されている個人認証データとともに情報管理装置３へ送信するようにしても良い。
【００３６】
　また、図６は登録指定を外部通信端末５６を操作して行い、かつ、情報提供装置１から
送られる各種情報（映像と音声に参照データが付加された情報）に、個々の参照データに
固有の識別データが付加されておらず、その代わりに放送日時（受信日時）と放送チャン
ネル（受信チャンネル）を識別データとして用いて参照データを特定する場合に用いる情
報受信装置の例である。図５と異なるのは、年月日時分をカウントする内部時計５４を備
えている点である。その他の点は概ね図５と同じであるので説明を省略する。この例でも
、視聴者が興味を持った参照データがあり、外部通信端末５６を操作して登録指定すると
、この登録指定の信号は、通信端末・インターフェース５５を介してＭＰＵ＆主記憶部４
８へ送られる。なお、予め、ＭＰＵ＆主記憶部４８は、視聴者が外部通信端末５６を操作
してチャンネルを指定したときにチャンネルを特定する信号を受けて記憶している。ＭＰ
Ｕ＆主記憶部４８は、登録指定の信号を受け取ると、予め記憶したチャンネルを特定する
信号と内部時計５４が示す時間（年月日時分）を外部通信端末５６に送信し、外部通信端
末５６は持っている個人認証データとをいっしょに電話回線５３を介して情報管理装置３
へ送信する。ここで、内部時計５４は本情報受信装置になくても良く、年月日時分をカウ
ントする内部時計を外部通信端末５６に備えていれば、ここでの情報を使用して送信して
も良い。
【００３７】
　このように、携帯電話等の通信端末をリモートコントローラ５１として用いるときは、
この携帯電話等に赤外線などによる送受信機能を持たせ、この赤外線発信により情報放送
受信端末装置２へ情報指定の信号を送付する。すると情報放送受信端末装置２が指定され
た情報についての識別データを携帯電話等に返信し、その識別データを受け取った携帯電
話等は、情報管理装置３に対して発呼を行ない、携帯電話等からデータ管理装置３の個人
データベース９へ指定された情報の識別データおよび個人認証データが送付され登録され
る。なお、外部通信端末がチャンネル切り換え機能を持っており、かつ、内部時計を有し
ている場合には、チャンネル情報と時刻情報を外部通信端末が独自に持っていることにな
るので、必ずしも登録指定操作に伴って情報受信装置と通信を行う必要はなく、外部通信
端末に対して登録指定操作が行われるとそのまま持っているチャンネル情報と時刻情報を
情報管理装置に送信するようにしても良い。また、外部通信端末がチャンネル切り換え機
能を有するが、内部時計を有していない場合には、時刻情報のみを情報受信装置から受信
するようにしても良い。また、外部通信端末が内部時計を有するが、チャンネル切り換え
機能を有しない場合には、チャンネル情報のみを情報受信装置から受信するようにしても
良い。このように、携帯電話等をリモートコントローラとして用いることにより、他人の
家、或いは外出先にいても他人の所有する情報放送受信端末装置の画面を見て登録したい
映像（情報）があれば自己の所有する携帯電話等などで情報を指定し登録することもでき
るようになる。
【００３８】
　またリモートコントローラ５１は単一のユーザが使用できるようにユーザＩＤが設定さ
れていてもよいし、また家族など複数のユーザが使用できるようにそれぞれのユーザのユ
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ーザＩＤが設定されていてもよい。例えば、リモートコントローラ５１に、お父さん用ボ
タン、お母さん用ボタン、子供用ボタンなどの個人別の操作ボタンを設け、これらの個人
別ボタンを押すことにより情報管理装置３へのデータの登録指示は、それぞれのボタンで
特定される個人の個人データベース９に対して行なわれる。これにより、情報放送受信端
末装置２を家族で共有していても、データ管理は個人別に行なうことができる。
【００３９】
　ただし、この場合は、予めリモートコントローラ５１もしくは情報放送受信端末装置２
のいずれかまたは両方で個々のボタンと個人認証データとを対応付けて登録しておき、ボ
タンを押すとそのボタンに対応した個人認証データと、視聴者が登録指示したデータに固
有の識別データとが、個人データベース９に送信される。
【００４０】
　また図７は本実施の形態に係る情報管理装置３の一例の構成を示すブロック図である。
図７において、６０は電話回線、６１は情報受信装置２から送信された識別データを受信
するデータ受信部、６２は外部からアクセスしてきた個人に対して、個人認証データ（す
なわちＩＤ）を管理蓄積する個人認証データ管理・蓄積部、６３は個人送信データ管理・
蓄積部であり、これはいわゆる個人データベースであって、個人別に識別データや基本キ
ーワード、場合によってはさらに参照データと関連データなどが蓄積・管理されている。
６４は識別データと参照データ（または関連データ）との照合をしたり、キーワードに基
づいて参照データ（または関連データ）を検索するデータ検索・送出データ生成部である
。６５は、いわゆるデータベースとしての機能を有しており、参照データや関連データを
固有の識別データと対応付けて管理・蓄積する参照・関連データ管理・蓄積部である。
【００４１】
　また、６６は、情報提供装置１あるいは外部装置から参照データや関連データを受け取
る受けとり部であり、受け取りの仕方としては、衛星放送受信などの放送受信や、インタ
ーネットによる通信、光ディスクなどの記録媒体による受け渡しなどいろいろな態様があ
り得る。なお、参照・関連データ管理・蓄積部６５と受けとり部６６は図７に示すように
情報管理装置３の中にあっても良いが、それ以外にも、情報提供装置１の中やその他の外
部装置に設けても良い。また、６７は情報受領者が通信端末を用いてアクセスしたときに
データの送受信を行うデータ送受信部、６８は通信回線として、公衆電話回線、データ通
信回線、或いはＰＨＳなどのデジタル通信が可能な携帯電話回線、さらにはインターネッ
トなどの通信ネットワークである。
【００４２】
　なお情報管理装置３は上記情報提供者（放送局）の下に設置されていてもよく、或いは
情報提供者とは別の情報管理者の下に設置されていてもよい。前者の場合は情報提供者と
情報管理者とは同一主体であり、また後者の場合は情報提供者と情報管理者とは別主体で
ある。
【００４３】
　以上のような構成を有する本実施の形態に係るデータベース管理システムの動作につい
て説明する。放送局の情報提供装置１においては映像・音声編集部２３において各種情報
となる番組情報５を作成する。もしくは外部で作成された番組情報を保有する。番組情報
の例は先に図１を参照して述べた通りの料理案内番組であったり、その他にも旅行記番組
、ドラマ番組、外国映画番組など種々のジャンルに属する番組が制作される。もちろん「
番組」の中にはコマーシャルも含まれる。この番組情報のうちの一部にはデータ添付部２
４において参照データ６が付加される。また、場合によっては、その番組を見て来店した
視聴者に対して料金割り引きを行なうクーポン情報をデータ添付部２４において付加する
こともある。番組情報の中に参照データを付加している事例としては図１において料理案
内番組を例示しているが、その他の番組については例えば次のようなものがある。（１）
旅行記番組の場合：国内、海外の風景を示す映像情報とともに、その地方の説明を述べる
ナレーション情報により番組情報５（コンテンツ）が作成される。そして、参照データ６
として、その地方の説明文、交通手段、付近の名勝地、宿泊情報、名産物などが付けられ
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る。（２）ドラマ、外国映画番組の場合：参照データ６として、その番組の中に出てくる
各種シーンすなわち各種情報の情報単位において、登場人物が身につけている洋服や靴な
どのショッピング情報、ロケーションを行なった場所の説明などが付けられる。
【００４４】
　また、各番組には番組番号等の識別コードが付けられ、また参照データ６には固有の識
別データが付与されている。そして、情報提供装置１は、制作された番組のデータを情報
放送受信端末装置２および情報管理装置３へ放送手段または所定の通信手段を用いて送付
する。
【００４５】
　番組のデータを受信した情報放送受信端末装置２では、通常操作として、視聴者が表示
装置４６に表示されたＥＰＧ画面を操作して番組を検索し（もしくはリモートコントロー
ラを操作してチャンネルを切り換えて）、見たい番組を選択する。そして番組を決定した
ならばその番組を表示する操作を行ない、表示装置４６に映像が表示される。そして映像
を見ているときに、参照データ６が付加されている番組或いはシーンでは、参照データが
存在することを表す参照データ付与マークが表示装置４６に表示される。参照データ６が
付加されていない番組或いはシーンでは、上記のような参照データ付与マークは表示され
ない。視聴者は、参照データ付与マークが表示されているシーンについて、その案内の内
容に興味がある場合は、自己のデータとして登録すべくリモートコントローラ５１の所定
のボタンを押して情報放送受信端末装置２に向けてコマンド信号を送る。このコマンド信
号はリモコン・インターフェース５０を介してＭＰＵ＆主記憶部４８へ送付され、ＭＰＵ
＆主記憶部４８はこれがデータ管理用のコマンドであることを解析し、公衆電話回線５３
を使って情報管理装置３へ登録指示された番組の番組識別データおよび参照データの識別
データなどの情報を顧客の個人認証データとともに送付する。
【００４６】
　なお、参照データ付与マークを用いない場合もある。この場合は、例えば、リモコンの
所定のボタンを押すことで、参照データ６がある時のみ画面上にマーク表示もしくは音声
で知らせる。
【００４７】
　なお、この情報放送受信端末装置２は、ディスク装置（図示せず）に受信した放送デー
タを格納したり、そのデータを２次記憶装置（図示せず）に取り出すことも可能である。
そして、上記のように視聴者が番組を見て参照データの登録を行なうのはディスク装置や
２次記憶装置に格納されていた番組の再生データであってもよい。
【００４８】
　情報管理装置３は、情報提供装置１からの番組のデータをデータ受けとり部６６で受け
取る。情報管理装置３では、番組情報５および参照データ６（さらには関連データ）を管
理するために参照・関連データ管理・蓄積部６５へ格納・管理する。この参照・関連デー
タ管理・蓄積部６５は何種類もの番組を格納することによりデータベース８を構築する。
【００４９】
　ただし、このデータベースは必ずしも情報管理装置３が所有している必要はなく、情報
提供装置１やその他の外部装置が所有していても良い。その場合には、情報管理装置３は
、識別データのみもしくは識別データと基本キーワードのみを管理しており、通信端末か
らのアクセス、呼び出しがあるごとに、情報呼び出しのための中継点となり、情報提供装
置１やその他の外部装置に対して、情報を通信端末へ（もしくは情報管理装置へ）送信す
るように信号を発信する。また、情報放送通信端末装置２から情報管理装置３へ送付され
た識別データはデータ受信部６１において受信され、個人認証データ管理・蓄積部６２で
個人認証を受けた後、個人送信データ管理・蓄積部６３へ送られてここで管理される。
【００５０】
　なお、個人送信データ管理・蓄積部６３で管理する情報としては、識別データのみでも
良いし、また、識別データと必要最小限の基本キーワード、または、選択した情報そのも
の、すなわち参照データや関連データもしくはこれらに映像等の情報が付加されたもので
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あってもよい。
【００５１】
　図９にこのような情報管理装置３での検索事例を示す。例えば、基本キーワード分類を
「年月日時」８５、「番組名」８６、「ジャンル」８７、「地域」８８、「スポンサー」
８９の５つとする。このような分類に対応する基本キーワードは予め全ての参照データや
関連データに含まれているものとする。このとき、過去自分がリモコン等で登録したデー
タを、「年月日時」８５に分類される基本キーワードを用いてその放送日時に従い整列さ
せることができる。同様に、その時放送されていた「番組名」８６、情報の対象としてい
る「ジャンル」８７（例えば喫茶店なのか、旅行情報なのか、知識教養なのか）、情報の
対象としている「地域」８８（例えばお店であればその住所、ニュースであれば取材地な
ど）、最後にその商品の「スポンサー」８９別に同じく整列させることができる。また、
基本キーワードだけでなく、参照データもしくは関連データの参照文９０の全文検索によ
り頻出単語を抽出することも可能である。このようなキーワード毎に整列することにより
、無意識にユーザが登録したデータを後から容易かつ、迅速に引き出すことが可能になる
。この際に各基本キーワード単位で、サーバー登録の多いデータを先に表示したり、アク
セスする頻度の高いデータから先に表示したりすることが可能となる。
【００５２】
　このようなユーザの記憶をたどって欲しい情報にたどり着くために基本キーワードを付
与したが、実際に階層的に情報を見せるためには各通信端末から情報を引き出す際に各端
末（ブラウザ）に合わせた言語で記述した（例えば、ＨＴＭＬで記述したＰＣ用ページ９
１やＣ－ＨＴＭＬで記述した携帯電話用ページ９２）ファイルを生成させる必要がある。
そのためにはそれぞれの分類方法に従って、各ユーザ固有のメニュー画面をあらかじめ作
成しておく方法と検索時に自動生成する方法がある。あらかじめ作成しておく場合は、例
えば、情報管理装置３が識別データを受信したときに、その識別データで特定される参照
データまたは関連データから基本キーワードを抽出し、この基本キーワードをもとにして
受信した識別データが属すべき分類を見つけ振り分けてファイルを作成または更新する。
また、自動生成するには、登録された識別データを基に、基本キーワードを用いて検索を
行い、結果を表示する。
【００５３】
　ここで、実際にどのような画面イメージを経過してユーザが情報にたどり着くのかを示
したのが図１０である。ＰＣもしくは、携帯電話で最初にアクセスする際には本人である
かどうかの認証を受けた後、各ユーザ独自の「ポータルページ」９５からまず入る。図１
０は携帯電話でアクセスした場合のイメージを示す。まず、田中さんの「ポータルページ
」画面９５に入る。その中で時系列を選ぶと過去田中さんが登録したことのある日付で近
い日から順に表示される画面９６に入る。ここで、７／１２（月）を選んだ場合、７／１
２（月）放送され登録した番組と情報名が表示される画面９７に入る。ここで「ニュース
○○」を選ぶと、ＴＶで一度見た情報、もしくは更に詳細な、関連した情報が表示される
画面９８に行き着くことができる。
【００５４】
　同様に、番組別の場合は９９～１０１のように、地域別では１０２～１０４のように情
報を検索することができる。この他の検索の仕方としては、検索のキーワードをユーザが
入力し、一致もしくは包含する情報を検索して表示する方法がある。９８、１０１、１０
４のページについては、参照データや関連データでもいいが、単純に企業の広報ページと
リンクを貼っていてもいいし、ショッピングモールや予約システム、リアルタイムに変動
する情報提供サイトでもよい。図１０では携帯電話の表示例を示したが、ＰＣでは更に静
止画像や音声データなどを活用したページ作りをして端末によって表示の仕方を変化させ
ても良い。ＰＣでは一般的にはＣＰＵの性能が高く、画面サイズも大きいので、より詳細
で大量な情報や映像・音声・静止画などの大きなファイルの組み合わせでより見易い画面
作りをすることが可能である。
【００５５】
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　また、例えば「ポータルページ」９５にはバナー広告を貼ることが可能である。本サー
ビス会員が例えば１００万人集まった時に必ず最初に入るページであるため、１００万人
が確実に最初にアクセスするポータルサイトとなり得る。このバナー広告には個人情報デ
ータベースから推察した個人嗜好に合わせた広告提供も可能となる。また、以上のように
個人情報データベースを構築することによって、本人の嗜好に合わせたダイレクトメール
発信や、プッシュ型広告などが可能である。従来、ＴＶでの広告形態は番組視聴率を評価
基準としていたが、今回の方法により、より個人の興味があるかどうかを直接的に知るこ
とができ、データの蓄積度数やアクセス頻度を評価基準とすることができる。識別データ
の活用例として、識別データをユーザ同志が口頭で伝え合い交換したり、各ユーザのサー
バー領域同志で識別データを交換及び送付することで、ブームになっているお店や商品の
情報交換や、待ちあわせ場所を相互に確認することが容易にできる。
【００５６】
　このようなデータ管理を行なっている情報管理装置３に対して、情報受領者である顧客
の通信端末から、データ送付要求があった場合、この要求は、データ送受信部６７におい
て受信され、その内容は個人認証データ管理・蓄積部６２で個人認証を受けた後、データ
検索・送出データ生成部６４へ送付される。なお個人認証については、登録した際に情報
受信装置等から送付した個人認証データ（固有のコード）をそのまま用いても良いし、あ
るいは、この個人認証データに関連したデータを用いてもよい。またデータ検索・送出デ
ータ生成部６４では、図９や図１０で説明した検索手法を用いて参照データや関連データ
を検索し、顧客の通信端末へ送付する。
【００５７】
　なお、通信端末としては、携帯電話（ＰＨＳを含む）、パーソナルコンピュータ、カー
ナビゲーションシステムなどに用いられるナビゲーション用端末、通信機能を備えたテレ
ビ（例えば、本願の情報放送受信端末２であってもよい）やゲーム機、などがあり得る。
 特にナビゲーション用端末もしくはＰＨＳを用いる場合には次のような使用方法も可能
である。情報管理装置３が、個人データベース内に、識別データもしくは参照データ付き
情報もしくは参照データもしくは関連データを登録蓄積する場合に、これらの情報に加え
てさらに地域を示す情報を登録蓄積しておく。一方、ナビゲーション用端末やＰＨＳで情
報管理装置３の個人データベースにアクセスすることにより、ナビゲーション用端末やＰ
ＨＳが持っている現在位置情報（人工衛星等で指定される位置情報）と個人データベース
が登録蓄積している地域を示す情報とを比較する。これら２つの情報が一致もしくはある
一定の距離内で近接する場合に、個人データベースに蓄積した情報を自動的にナビゲーシ
ョン用端末やＰＨＳに表示する。これにより、例えば、自動車の運転中などにカーナビゲ
ーション用端末から個人データベースにアクセスすれば、特に情報の検索操作をしなくて
も自動的に現在移動中の地域の情報を得ることができる。
【００５８】
　したがって図１に示すように、顧客は、街中を移動中に以前に情報放送受信端末装置２
を見ていて興味を持ち参照データ登録を行なったレストラン等の店について情報を得たい
ときは、自己の所有する通信端末である携帯電話機１５からデータ管理装置３を呼び出し
て参照データ６の送付を要求すれば、目的とする参照データ６が携帯電話機１５に送られ
てくるから、道に迷うこともなく目的の店を探すことができ、さらにはその参照データ６
についてクーポンが付けられているときはその利益を享受することができる。また、資料
や文書作成中の顧客がその文書の中に案内情報としてショッピング情報を入れるために、
やはり以前に情報放送受信端末装置２を見ていて興味を持ち参照データ登録を行なった店
舗について情報を得たいときは、自己の所有する通信端末であるパーソナルコンピュータ
１６から情報管理装置３を呼び出して参照データ６の送付を要求すれば、目的とする参照
データ６がパーソナルコンピュータ１６に送られてくるから、そのデータ内容をキーボー
ドから打ち込んだり、或いは送付されてきた案内文書をそのまま作成中の文書にはめ込ん
だりすることができ、確かな情報を迅速に入手できるとともに文書作成のスピードアップ
を図ることができる。
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【００５９】
　また同様に、ニュース番組等で表示された各種の統計データを登録しておけば会議用の
資料作成に大いに役立つ。さらに関連データの一種としてテレビなどで放送された、音楽
、映像、情報などのオリジナルデータ（デジタルデータ）の配信希望情報を設けておき、
これを視聴者が登録しておくことにより、後日、有償または無償で興味を持った音楽、映
像などの配信サービスを受けることができる。これにより、テレビなどの放送をそのまま
録画、録音するよりも高画質、高音質のデータを入手できる。このような関連データの配
信方法としては、次のような態様も可能である。ここでは音楽のデジタルデータを関連デ
ータとして有償で配信する場合を例に説明する。例えば、情報受領者がテレビの音楽番組
の中で好みの曲が放送されているときに登録指定の操作を行うと、関連データ（音楽デジ
タルデータ）については仮登録とし、即時には登録せず、抄録情報（例えば、タイトル名
、歌手名、分数、曲数、価格、等の情報）のみを登録しておく。情報受領者は、後日、こ
の抄録情報を通信端末を用いて呼び出し、改めて関連データの入手を希望する場合には、
通信端末から情報管理装置に対して関連データの送信を要求する。関連データが有償の場
合には、この要求時に、情報受領者から情報管理装置に対して電子決済をするための情報
（クレジットカード番号、もしくはこれと連動したＩＤ番号など）を併せて送信し、電子
決済が行われるとともに音楽デジタルデータが情報受領者に送られる。このような方法に
より、情報受領者が、関連データとして音楽などのデジタルデータを有償で購入する場合
には、テレビ視聴中の登録指定時に即断する必要がなく、とりあえず抄録情報のみを登録
しておき、後日改めて購入手続きをすることができる。これによって最初の登録操作のみ
で誤って有償データを購入してしまうことがなく、情報受領者は安心して登録指定操作を
行うことができる。
【００６０】
　なお、以上で説明した情報放送受信端末２としては、テレビに限らず、ラジオであって
も良い。ただし、この場合には映像を受信し表示する必要はないが、文字放送等の文字デ
ータを受信し、表示する機能を備えたラジオである必要がある。これにより、ラジオの場
合でも参照データの表示が可能となり、受信者は情報を選択指定することが可能になる。
また、情報受領者が通信端末から情報管理装置にアクセスして情報を呼び出す方法だけに
限らず、情報送信要求の有無に関わらず情報管理装置から情報受領者の通信端末に積極的
に情報を送信し続ける、いわゆるプッシュ型のサービスを提供することでも良い。この場
合は、例えば情報管理装置にデータが登録されると、後日、情報管理装置から情報受領者
の通信端末に対して定期的にメールサービスにより登録情報が送信される。あるいは、登
録情報そのものは送信せずに登録情報の目次情報をメールサービスによって送信し、情報
受領者に登録状況を知らせるようにしてもよい。
【００６１】
（参考形態）
　以上の説明では、放送手段或いは通信手段を用いて情報が送られ、それを受信する受信
端末装置からの情報識別データの送付により、データ管理を行ない、必要に応じて参照デ
ータを送付するというシステムについて説明してきたが、このようなシステムに限ること
なく別のシステムにより参照データの管理を行なうこともできる。
【００６２】
　すなわち、情報誌やカタログ、パンフレット或いはダイレクトメールなどの印刷物に参
照データ付きの各種情報および個々の情報の識別情報を印刷して印刷物を配布する。他方
において、上記印刷された各種情報のデータ（電子データ）を、情報提供者から情報管理
者へ所定の通信手段により送付し、前記情報管理者へ送付された参照データ付きの各種情
報のデータを情報管理者が蓄積管理する。そして印刷物を入手した顧客が、この印刷物を
読んでいて、印刷されている参照データについて、その案内の内容に興味がある場合は、
自己の識別データとして登録すべく携帯電話やパーソナルコンピュータ等の通信手段を操
作してデータ管理装置を呼び出し識別データの登録を行なう。識別データの登録のし方と
しては、例えば印刷物などに記載されたコード番号などを、ユーザが見て携帯電話やパー
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ソナルコンピュータなどで入力する方法がある。また、印刷物にバーコードを印刷してお
く一方、携帯電話などにバーコードリーダを備えておき、このバーコードリーダで読み取
る方法がある。さらに携帯電話などにＣＣＤイメージセンサーやカメラを備えておき、こ
れらの読み取り、撮影装置により読み取る方法がある。また、情報受領者が携帯電話に音
声入力し、その音声をデータ化して送信するという方法もある。
【００６３】
　さらにイベント会場などにおいては、会場内に用意されたパンフレットにコード番号な
どを掲載しておき、上記印刷物の場合と同じ手法で識別データを送信することができるよ
うにする。また、イベント管状内に識別コードを載せた微弱電波を飛ばしておき、会場内
において情報受領者の携帯電話で上記微弱電波に載せられたデータを受信し、各情報のう
ち必要なものを指定して個人データベース９へ送信するという方法も採り得る。
【００６４】
　その後の参照データの要求操作およびそのデータ伝送動作については上記第１の実施の
形態におけると同様である。また情報管理装置３におけるデータの管理のし方についても
上記第１の実施の形態におけると同様である。
【００６５】
（実施の形態２）
　また、上記の実施の形態１では、登録指定の操作に伴い、情報受信装置から情報管理装
置に対して識別データと個人認証データを送信することとしたが、他の例として、識別デ
ータを用いずに情報受領者が登録指定した情報（映像情報、音声情報、文字情報や図画情
報等のデータ情報、等のいずれかあるいはこれらいずれかの組み合わせ）そのものを、登
録指定の操作に伴い個人認証データとともに情報管理装置へ送信しても良い。この実施の
形態の場合に、先に説明した実施の形態１と異なってくる点を説明する。まず、この場合
には、放送局等にある情報提供装置１から情報管理装置３に対して予め番組情報や参照デ
ータ等を送付する必要はない。情報受領者が登録指定することにより、情報受信装置から
番組情報や参照データが情報管理装置に対して送信されるからである。ただし、関連デー
タについては放送された内容とは異なる内容のものであるので別途情報管理装置３が受け
取って、蓄積管理する必要がある。その意味で、図７に示した情報管理装置の構成のうち
、データ受けとり部６６と参照・関連データ管理蓄積部６５は、関連データの受け取り及
び管理蓄積のためだけに用いられることになる。また、図７の構成においてデータ受信部
６１は識別データを受信するものではなく、登録指定された生の情報を受け取ることにな
る。また、情報管理装置での管理も、識別データを管理するのではなく個人認証データご
とに生情報を管理することになる。また情報提供装置１の構成については、図１で示した
構成のうち、識別データ付加部２８が不要になり、データ渡し部３１の機能も関連データ
を渡すことだけで足りることになる。また、情報受信装置において番組情報を登録指定す
る方法についても異なってくるので、これを図１２および図１３を用いて説明する。図１
２は、文字や図画情報等のデータ情報を登録指定する方法を示す概念図である。同図にお
いて、（ａ）で示す下向きの大きな矢印は、情報受信装置２が受信したストリームデータ
を表しており、図中の下へいくほど時間的に後に流れるデータであり、この場合はデータ
「Ａ」に続いてデータ「Ｂ」が流れていることを示している。このようなデータは、例え
ば、通常放送されている番組映像の裏に流れており、視聴者の操作指示に応じて画面上に
表れる参照データに相当する。このストリームデータは、例えば図３に示す情報受信装置
のアンテナ４１で受信され、チューナー４２、デスクランブラー４３、トランスポートデ
コーダ４４、ＡＶデコーダ４５を介して、表示装置４６に表示されることになる。また、
図１２の（ｂ）は情報受信装置のＭＰＵ＆主記憶部４８にあるデータ状態を示しており、
これも（ａ）と同様に図中の下へいくほど時間的に後の状態を示している。図１２に基づ
いて動作を説明する。受信するストリームデータは、放送内容に応じて、データ内容も変
わるが、通常、一連の内容が放送されている間は、ストリームデータとしても同じデータ
Ａが繰り返し送信される。ストリームデータの内容がＡからＢに変わるとＭＰＵ＆主記憶
部４８はストリームデータの内容が新しくなったことを示すヘッダ情報を検知し、トラン
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スポートデコーダ４４から新しいストリームデータＢをダウンロードして主記憶部に格納
する。ＭＰＵ＆主記憶部４８は次のヘッダ情報を検知するまでは主記憶部の記憶内容を維
持し、次のヘッダ情報を検知すると新たなデータを読み出して格納する。一方、情報受信
装置２を視ていた情報受領者がリモコン５１により登録指定の操作を行うと、登録指定の
信号を情報受信装置２が受けた時にＭＰＵ＆主記憶部４８に記憶されているデータを読み
出し、通信回線５３を介して情報管理装置へ送信する。図１３は、映像や音声情報を登録
指定する方法を示す概念図である。図１２と共通する部分は説明を省略し、異なる部分の
み説明する。同図の（ａ）は映像や音声のストリームデータを示している。映像や音声の
場合は時間経過と共に内容がＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ…と変化するので、図１２の場合と
は異なり、ＭＰＵ＆主記憶部４８が、常にトランスポートデコーダ４４を流れる映像や音
声のデータをダウンロードして主記憶部に記憶させていくことになる。すなわち主記憶部
にあるデータ状態は時々刻々変化することになる。一方、情報受信装置２を視ていた情報
受領者がリモコン５１により登録指定の操作を行うと、登録指定の信号を情報受信装置２
が受けることに伴いＭＰＵ＆主記憶部４８に記憶されているデータを読み出し、通信回線
５３を介して情報管理装置へ送信する。例えば、静止画を転送する場合は、リモコン５１
に対して１回の操作で登録指定を行う。具体的には、リモコン５１で静止画転送モードを
選択し、登録指定のボタンを押したときに流れているフレーム「Ａ」の次のフレームデー
タ「Ｂ」を主記憶部から読み出して転送する。また、動画を転送する場合には、リモコン
５１で動画転送モードを選択し、登録指定のボタンを２回押すことにより、転送したいデ
ータの最初と最後を特定する。１回目に登録指定のボタンを押したときに流れているフレ
ーム「Ｃ」の次のフレームデータ「Ｄ」を主記憶部から読み出して転送を開始し、２回目
に登録指定のボタンを押したときに流れているフレーム「Ｆ」までを主記憶部から読み出
して転送する。あるいは、登録指定のボタンを押すのは１回として、その登録指定時に流
れているフレームの次のフレームから予め定めた所定枚数のフレームまで（または予め定
めた所定時間経過時までに流れたフレーム）を転送するようにしてもよい。このようにし
て情報受領者が情報を特定して登録指定を行い、識別データを用いずに、登録指定した情
報そのものを情報管理装置に送信する。また、情報受信装置２から情報管理装置３へ生の
情報を送信する場合には、識別データを送信する場合よりも容量が大きくなるので、送信
のために用いる回線の容量として実施の形態１の場合よりも大きなものが必要になる。  
その他の点に関しては、実施の形態１と同様のさまざまな実施態様が考えられることにな
る。このように実施の形態１と多少異なる点はあるが、本実施の形態においても情報受領
者が興味を持った情報に対して簡単に登録、蓄積、管理を行うことができ、後日、その情
報を通信端末を用いて簡単に呼び出すことができるという実施の形態１と同様の効果を得
ることができる。
【００６６】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によれば、情報受領者（または情報受領者）は、テレビ、
ラジオ、雑誌等の印刷物、イベント会場、などにおいて興味を持った情報を手軽に自己の
サーバ（情報管理装置）に登録することができ、また、各種通信端末を用いることにより
簡単にこの登録した情報を呼び出すことができる。
【００６７】
　特に各種情報を選択指定する場合には、選択した情報に固有の識別データを個人と関連
付けて情報管理装置に送信するだけでよいので、通信回線の負荷が軽く、家庭用の電話回
線でも容易に実現可能である。
【００６８】
　さらに、本発明によれば、情報管理装置に視聴者などの嗜好や興味を示す情報が集めら
れることになるので、これを市場分析に用いることも可能である。例えば、情報受領者に
よる識別データの送信、各種情報の要求、呼び出しを集計し、分析することで、情報提供
者の番組制作の指針を提供したり、或いはスポンサーのマーケティングの資料とすること
ができ、どのような番組をどの時間帯にながしたら良いか、どのような番組に対してどの
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ような広告を出したら良いか、どのような時間帯の番組のスポンサーになったら良いかな
どの研究を行なうことができるなど種々の効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態によるデータ管理システムの基本的な概念構成を示す
概略ブロック図
【図２】前記実施の形態における情報提供装置の一例の構成を示すブロック図
【図３】前記実施の形態における情報受信装置の一構成例を表すブロック図
【図４】前記実施の形態における情報受信装置の他の構成例を表すブロック図
【図５】前記実施の形態における情報受信装置の他の構成例を表すブロック図
【図６】前記実施の形態における情報受信装置の他の構成例を表すブロック図
【図７】前記実施の形態における情報管理装置の一例の構成を示すブロック図
【図８】情報管理装置におけるデータ管理手法の分類を示す概念図
【図９】情報管理装置でのデータ管理の例を示す概念図
【図１０】情報管理装置でのデータ管理の例を示す概念図
【図１１】前記第１の実施の形態における情報受信装置の他の構成例を表すブロック図
【図１２】識別データを用いない場合のデータ特定方法を示す概念図
【図１３】識別データを用いない場合のデータ特定方法の他の例を示す概念図
【符号の説明】
１　情報提供装置
２　情報放送受信端末装置（情報受信装置）
３　情報管理装置
４　放送衛星
５　番組情報
６　参照データ
７　リモートコントローラ
８　データベース
９　個人データベース
１５　携帯電話機
１６　パーソナルコンピュータ
２１　映像取り込み・制作部
２２　音声取り込み・制作部
２３　映像・音声編集部
２４　データ添付部
２５　放送送信部
２６　参照データ取り込み・制作部
２７　参照データ編集部
２８　識別データ付加部
２９　関連データ
３０　関連データ編集部取り込み・制作部
３１　データ渡し部
４１　アンテナ
４２　チューナ
４３　デスクランブラー
４４　トランスポートデコーダ
４５　ＡＶデコーダ
４６　表示装置
４７　スピーカー
４８　ＭＰＵ＆主記憶部
４９　補助記憶部
５０　リモコン・インターフェース
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５１　リモコン
５２　モデム
５３　電話回線
５４　内部時計
５５　通信端末・インターフェース
５６　外部通信端末
６０　電話回線
６１　データ受信部
６２　個人認証データ管理・蓄積部
６３　個人送信データ管理・蓄積部
６４　データ検索・送出データ生成部
６５　参照・関連データ管理・蓄積部
６６　データ受けとり部
６７　データ送受信部
６８　電話回線
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

(21) JP 4020562 B2 2007.12.12



フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
                        Ｈ０４ＮＨ０４ＮＨ０４ＮＨ０４ＮＨ０４ＮＨ０４ＮＨ０４ＮＨ０４Ｎ   5/445    (2006.01)   5/445    (2006.01)   5/445    (2006.01)   5/445    (2006.01)   5/445    (2006.01)   5/445    (2006.01)   5/445    (2006.01)   5/445    (2006.01)           Ｇ０６Ｆ  17/60    ３１０Ｅ          　　　　　
                        Ｈ０４ＮＨ０４ＮＨ０４ＮＨ０４ＮＨ０４ＮＨ０４ＮＨ０４ＮＨ０４Ｎ   5/76     (2006.01)   5/76     (2006.01)   5/76     (2006.01)   5/76     (2006.01)   5/76     (2006.01)   5/76     (2006.01)   5/76     (2006.01)   5/76     (2006.01)           Ｈ０４Ｎ   5/44    　　　Ａ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０４Ｎ   5/445   　　　Ｚ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０４Ｎ   5/76    　　　Ｂ          　　　　　

    合議体
    審判長  藤内　光武
    審判官  久保田　健
    審判官  田川　泰宏

(56)参考文献  特開平６－１８９２１２（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－１２６２０６（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G06F17/30,H04H9/00,H04N7/10,H04N7/14-7/173

(22) JP 4020562 B2 2007.12.12


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

