
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 遠隔地における録画機器の録画予約
を含む番組情報を受信する受信手段と、
　上記受信手段で受信した上記番組情報に基づいて、番組表をディスプレイ上に表示する
ための表示制御手段と、
　上記番組表上の所定部を選択する選択手段と、
　上記選択手段により選択された所定部に対応する上記データに基づいて、上記録画機器
の録画予約動作を設定するための設定信号を送信する送信手段と
　を有する外部機器と、
　所望の番組を録画する録画機器と
　

　からなり、
　 上記録画機器の録画予約の動
作を設定するようにした
ことを特徴とする録画予約制御システム。
【請求項２】
　上記番組情報は、ハイパーテキストで記述されている
　ことを特徴とする請求項１に記載の録画予約制御システム。
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【請求項３】
　上記所定部は、上記録画機器の録画予約設定に用いられる部分であることが識別可能と
なるように上記番組表上に表示される
　ことを特徴とする請求項１に記載の録画予約制御システム。
【請求項４】
　上記所定部は、アイコンとして表示される
　ことを特徴とする請求項１に記載の録画予約制御システム。
【請求項５】
　外部機器において、遠隔地における録画機器の録画予約 を含
む番組情報を 受信し、
　 受信した上記番組情報に基づいて、番組表をディスプレイ上に表示し
、
　上記番組表上の所定部が選択された場合、選択された所定部に対応する上記データに基
づいて、上記遠隔地における録画機器の録画予約動作を設定するための設定信号を送信し
、
　

、
　 上記録画機器の録画予約の動
作を設定するようにした
　ことを特徴とする録画予約制御方法。
【請求項６】
　上記番組情報は、ハイパーテキストで記述されている
　ことを特徴とする請求項５に記載の録画予約制御方法。
【請求項７】
　上記所定部は、上記録画機器の録画予約設定に用いられる部分であることが識別可能と
なるように上記番組表上に表示される
　ことを特徴とする請求項５に記載の録画予約制御方法。
【請求項８】
　上記所定部は、アイコンとして表示される
ことを特徴とする請求項５に記載の録画予約制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、ＶＴＲ等のオーディオビジュアル機器を操作するのに用いて好適な遠隔制
御装置に関するもので、特に、コンピュータネットワークを介して放送番組予定を伝送す
るようなシステムに用いて好適な に係わる。
【０００２】
【従来の技術】
ＶＴＲには番組予約機能が設けられており、設定された時間になると設定されたチャンネ
ルの番組が自動的に記録できるようになっている。このような番組予約機能を使うと、例
えば、外出中にも所望の番組を録画することができ、非常に便利である。従来のＶＴＲの
番組予約は、新聞や雑誌等に掲載されている番組表を参照して、録画開始時間や録画終了
時間、録画チャンネルを入力するものであり、ユーザにとって非常に分かりにくく、手間
のかかる操作であった。そこで、各番組毎に割り付けられたコード（Ｇコード）を入力す
ることで、番組予約を行なえるようにしたものが登場してきている。このようなコードを
用いると、新聞や雑誌等に掲載されているコードを入力するだけで、番組の開始時刻や終
了時刻、チャンネル等設定が簡単に行え、非常に便利である。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、従来のＶＴＲの番組予約は、開始時刻、終了時刻、チャンネル等を個々に入力
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して番組予約を行う場合も、コード入力により番組予約を行う場合も、新聞や雑誌等に掲
載されている番組予定を参照して番組の予約を行っているため、放送番組の予定が変更に
なった場合に対応できないという問題がある。
【０００４】
例えば、野球中継が行われる場合、試合時間が長引いて、以後の放送番組が予定時刻より
数分から数時間遅れて放映されるようなことが良くある。従来では、このように放送番組
の放映時刻が変更になったような場合には、番組予約を取り消して、新たに、番組予約を
設定し直さなければならない。
【０００５】
更に、近年、ＣＡＴＶや衛星放送の普及に伴って、チャンネル数が飛躍的に増大している
。ＣＡＴＶや衛星放送が普及によりチャンネル数が増大すると、新聞や雑誌等を使って全
てのチャンネルの番組を掲載することは困難である。ＣＡＴＶチャンネルの中には、ロー
カルな放送チャンネルや、特定の視聴者だけに放送を行う専門チャンネルもある。このよ
うなローカルなチャンネルや専門チャンネルの場合には、新聞や雑誌等では番組情報を提
供し難い。また、衛星放送の場合には、サービスエリアが広く、サービスエリアが国境を
越えるような場合がある。新聞や雑誌では、このような国境を越えたサービスエリアの場
合に、サービスエリアの全ての視聴者に対して番組情報を提供することは困難である。
【０００６】
　したがって、この発明の目的は、番組予約等の設定がより簡単に行なえると共に、番組
の予定変更に柔軟に対応できる を提供するこ
とにある。
【０００７】
　この発明の他の目的は、放送チャンネル数の増大やサービスエリアの拡大に係わらず、
番組予約が簡単に行なえる を提供することに
ある。
【０００８】
　この発明の更に他の目的は、オーディオビジュアルシステムや電子機器システムを統合
的に管理できる を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　この発明は、 遠隔地における録画機器の録画予約

を含む番組情報を受信する受信手段と、
　受信手段で受信した番組情報に基づいて、番組表をディスプレイ上に表示するための表
示制御手段と、
　番組表上の所定部を選択する選択手段と、
　選択手段により選択された所定部に対応するデータに基づいて、録画機器の録画予約動
作を設定するための設定信号を送信する送信手段と
　を有する外部機器と、
　所望の番組を録画する録画機器と
　

　からなり、
　 録画機器の録画予約の動作を設定する
ようにした
ことを特徴とする録画予約制御システムである。
　また、この発明は、外部機器において、遠隔地における録画機器の録画予約

を含む番組情報を 受信し、
　 受信した番組情報に基づいて、番組表をディスプレイ上に表示し、
　番組表上の所定部が選択された場合、選択された所定部に対応するデータに基づいて、
遠隔地における録画機器の録画予約動作を設定するための設定信号を送信し、
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インターネットを介して を設定するた
めのコマンド

、
インターネットを介して外部機器から送られてきた設定信号を受信する受信手段と、受

信された設定信号に基づいて制御信号を出力する出力手段とを有する情報処理機器と

情報処理機器から出力された制御信号に基づいて

を設定する
ためのコマンド インターネットを介して

外部機器は、



　
、

　 録画機器の録画予約の動作を設定する
ようにした
　ことを特徴とする録画予約制御方法である。
【００１０】
インターネットのＷＷＷのサービスにより、テレビジョン放送やラジオ放送の番組情報が
提供される。このＷＷＷのハイパーテキスト中に、電子機器の動作を設定するためのコマ
ンドが埋め込まれる。このコマンドが埋め込まれた部分をクリックすると、そのコマンド
の動作に応じた赤外線信号が送信され、各電子機器の動作が設定される。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。図１はこの発明が
適用されたシステムの一例を示すものである。図１において、１は地上波テレビジョン放
送局、２は衛星テレビジョン放送局、３はＦＭラジオ放送局である。
【００１２】
地上波テレビジョン放送局１は、ＶＨＦ帯やＵＨＦ帯を使って、各家庭に向けてテレビジ
ョン放送を行っている。衛星テレビジョン放送局２は、衛星４を使って、各家庭にテレビ
ジョン放送を行っている。衛星テレビジョン放送の場合には、広いサービスエリアが確保
できることから、サービスエリアが国境を越えるような場合もあり得る。また、衛星テレ
ビジョン放送の場合には、多チャンネル化が図られており、特定の視聴者だけのために放
送が行われる場合もある。ＦＭラジオ放送局３は、ＦＭ放送で各家庭にラジオ放送を行っ
ている。ＦＭラジオ放送局３には、小電力で、地域に根ざした放送を行っている小規模放
送局も含まれる。更に、このようなシステムにＣＡＴＶのテレビジョン放送局を含めるこ
とができる。
【００１３】
５は各家庭のオーディオビジュアルシステムを示すものである。この例では、各家庭のオ
ーディオビジュアルシステム５は、ＶＴＲ１１、ＦＭチューナ１２、ＭＤプレーヤ１３、
テレビジョン受像機１４、オーディオアンプ１５、スピーカ１６Ａ、１６Ｂとからなる。
オーディオビジュアルシステム５を構成している衛星放送チューナ付のＶＴＲ１１、ＦＭ
チューナ１２、ＭＤプレーヤ１３、衛星放送チューナ付のテレビジョン受像機１４、オー
ディオアンプ１５には、夫々、受光部１１、１２Ａ、１３Ａ、１４Ａ、１５Ａが設けられ
ており、これらの機器は、赤外線信号により遠隔操作が可能とされている。
【００１４】
地上波テレビジョン放送局１から送信されたテレビジョン信号は、各家庭のオーディオビ
ジュアルシステム５におけるアンテナ１７で受信される。アンテナ１７の出力は、ＶＴＲ
１１及びテレビジョン受像機１４に供給される。そして、地上波テレビジョン放送局１か
ら送られてきたテレビジョン信号に基づく画面がテレビジョン受像機１４に映出される。
また、地上波テレビジョン放送局１から送信されたテレビジョン信号は、ＶＴＲ１１で磁
気テープに記録することができる。
【００１５】
衛星テレビジョン放送局２から送信され、衛星４を介されたテレビジョン信号は、各家庭
のオーディオビジュアルシステム５におけるパラボラアンテナ１８で受信される。パラボ
ラアンテナ１８の出力は、図示せずもコンバータにより衛星中間周波数に変換され、ＶＴ
Ｒ１１及びテレビジョン受像機に供給される。そして、衛星テレビジョン放送局２から送
信され、衛星４を介されたテレビジョン信号に基づく画面が、テレビジョン受像機１４に
映出される。また、このテレビジョン信号は、ＶＴＲ１１で磁気テープに記録することが
できる。
【００１６】
ＦＭラジオ放送局２から送信されたラジオ放送信号は、ＦＭチューナ１２で受信される。
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ＦＭチューナ１２の出力がオーディオアンプ１５に供給される。オーディオアンプ１５の
出力がスピーカ１６Ａ、１６Ｂから出力される。また、このＦＭラジオ放送局２からのラ
ジオ放送に基づくオーディオ信号は、ＭＤプレーヤ１３でミニディスクに記録することが
できる。
【００１７】
更に、この発明が適用されたシステムでは、地上波テレビジョン放送局１、衛星テレビジ
ョン放送局２、ＦＭラジオ放送局３は、インターネット６を使って、放送する放送予定の
番組の情報をＷＷＷ（ World Wide Web）で提供している。これにより、放送予定の番組を
、文字だけでなく、静止画や動画、更には、音声を使って紹介できる。
【００１８】
更に、この発明が適用されたシステムでは、後に詳述するように、このＷＷＷのページ中
に、電子機器の動作を設定するためのコマンドを埋め込むことができる。このＷＷＷのペ
ージ中に埋め込まれた電子機器の動作を設定するためのコマンドを使うと、各放送局から
の番組紹介のＷＷＷのページを見ながら、番組予約を簡単に行うことができる。
【００１９】
各家庭には、インターネット６と接続可能なパーソナルコンピュータ２１が備えられる。
このパーソナルコンピュータ２１には、ディスプレイ２２、キーボード２３、マウス２４
が接続される。更に、このパーソナルコンピュータ２１には、ＲＳ２３２ＣやＳＣＳＩ等
のインターフェースを介して、インターフェースボックス２５が取り付けられる。
【００２０】
インターフェースボックス２５は、パーソナルコンピュータ２２からのコマンドに基づい
て、赤外線信号を発生する。このインターフェースボックス２５は、オーディオビジュア
ルシステム５を構成するＶＴＲ１１、ＦＭチューナ１２、ＭＤプレーヤ１３、テレビジョ
ン受像機１４、オーディオアンプ１５と対向して配置され、インターフェースボックス２
５からの赤外線信号により、ＶＴＲ１１、ＦＭチューナ１２、ＭＤプレーヤ１３、テレビ
ジョン受像機１４、オーディオアンプ１５の各機器の動作が設定される。
【００２１】
各家庭のパーソナルコンピュータ２１には、ブラウザと呼ばれるアプリケーションがイン
ストールされており、例えばプロバイダを介して、インターネット６に接続可能とされて
いる。各家庭のパーソナルコンピュータ２１で、ブラウザを使って、各放送局１、２、３
の運営しているＷＷＷのサイトを呼び出し、各放送局１、２、３のＷＷＷのページとリン
クさせると、各放送局１、２、３の放送予定番組に関する情報が得られる。この情報はハ
イパーテキストで送信され、文字だけでなく、静止画や動画、更には、音声を使うことが
できる。
【００２２】
更に、この発明が適用されたテスシムでは、このＷＷＷのページ中に、電子機器の動作を
設定するためのコマンドが埋め込まれる。このＷＷＷのページ中に埋め込まれているコマ
ンドを使うと、ＷＷＷのページを見て、放送予定の番組を確認しながら、見たい番組を簡
単に予約することができる。
【００２３】
例えば、家庭のパーソナルコンピュータ２１で、ブラウザを使って、地上波放送局１のＷ
ＷＷのサイトを呼び出すと、パーソナルコンピュータ２１のディスプレイ２２には、図２
に示すような、そのチャンネルの放送番組予定のＷＷＷのページが映出される。このＷＷ
Ｗのページには、図２に示すように、番組の予定時刻の表示３１Ａ、３１Ｂ、３１Ｃと、
どのような番組かを示す番組の表示３２Ａ、３２Ｂ、３２Ｃが設けられる。そして、各番
組の表示３２Ａ、３２Ｂ、３２Ｃには、番組録画を行うためのコマンドが埋め込まれてい
る。
【００２４】
視聴者は、各家庭のパーソナルコンピュータ２１上で、このＷＷＷのページを見ながら、
その日の放送番組予定を確認する。そして、録画したい番組があれば、その番組の表示３
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２Ａ、３２Ｂ、３２Ｃをマウス２４を使ってクリックする。このようにすると、図１にお
けるインターフェースボックス２５から、その番組をその時間にＶＴＲ１１で録画させる
ための赤外線信号が出力される。この赤外線信号により、ＶＴＲ１１は、その番組を録画
するための録画予約の状態に設定される。
【００２５】
このことについて、更に詳述する。この発明が適用されたシステムでは、ＷＷＷのページ
中に、電子機器の動作を設定するためのコマンドが含められる。例えば、図２に示したよ
うなＷＷＷのページは、図３に示すようなハイパーテキストで記述されている。図３にお
いて、〔と〕で括られた部分の記述３３Ａ、３３Ｂ、３３Ｃが電子機器の動作を設定する
ためのコマンドである。なお、これらのコマンドを使ってスクリプト言語を作成するよう
にしても良い。
【００２６】
図４は、これらのコマンドと、そのコマンドの動作の一例を示すものである。図４に示す
ように、各コマンドは、ＶＴＲ、テレビジョン受像機、ＭＤプレーヤ等の電子機器の動作
に対応して定義される。例えば、１６進数の〔００Ｈ〕のコマンドにより、ＶＴＲの停止
の動作が設定され、１６進数の〔０１Ｈ〕のコマンドにより、ＶＴＲの再生の動作が設定
される。このコマンドにより動作設定できる電子機器は、ＶＴＲやテレビジョン受像機の
ようなオーディオビジュアル機器に限られず、エアーコンディショナ、照明等、種々の電
子機器に渡っている。
【００２７】
図５にパーソナルコンピュータ２１の機能ブロック図で示すように、各放送局１、２、３
のＷＷＷのサイトに接続すると、インターフェース４０を介して、上述した電子機器の動
作を設定するためのコマンドを含むハイパーテキストがパーソナルコンピュータ２１で受
信される。そして、パーソナルコンピュータ２１にインストールされているブラウザのア
プリケーション４１により、ハイパーテキストの処理が行われ、テキストデータと、静止
画や動画データと、音声データ等がリンクされ、マルチメディア画面が形成される。この
マルチメディア画面が表示部４２によりディスプレイ２２に映出される。
【００２８】
また、このハイパーテキスト中に、上述したような電子機器の動作を設定するためのコマ
ンドが含められていると、このブラウザのアプリケーション４１により、このコマンドが
画面中に埋め込まれて表示される。
【００２９】
例えば、図３に示すようなハイパーテキストが受信されると、ブラウザアプリケーション
４１により、ディスプレイ２２には、図２に示したような表示が現れる。ここで、番組案
内のための表示３２Ａ、３２Ｂ、３２Ｃ中には、電子機器の動作を設定するためのコマン
ド３３Ａ、３３Ｂ、３３Ｃが埋め込まれている。コマンドが埋め込まれている部分には、
例えば、下線が付され、コマンドが埋め込まれていることが識別できるようにされている
。
【００３０】
なお、コマンドが埋め込まれた部分を、他の部分とは異なる色にしたり、フォントの種類
やフォントの大きさを変えるようにして、識別できるようにしても良い。更に、図６に示
すように、この電子機器の動作を設定するためのコマンドの動作に対応するアイコン３５
で表示するようにしても良い。
【００３１】
図５において、マウスやキーボード等の入力部４３により、コマンドが埋め込まれている
部分の表示３２Ａ、３２Ｂ、３２Ｃがクリックされると、この表示３２Ａ、３２Ｂ、３２
Ｃに埋め込まれているコマンド３３Ａ、３３Ｂ、３３Ｃがコマンド送信部４４からインタ
ーフェースボックス２５に向けて送信される。
【００３２】
例えば、図２における表示３２Ａがクリックされたとする。この表示３２Ａの部分には、
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図３に示すように、コマンド３３Ａで示すコマンド〔０７Ｈ，０ＡＨ，０８Ｈ〕が埋め込
まれている。このため、表示３２Ａがクリックされると、ここに埋め込まれていた〔０７
Ｈ，０ＡＨ，０８Ｈ〕がインターフェースボックス２５に向けて送信される。
【００３３】
図４に示すように、このコマンド〔０７Ｈ，０ＡＨ，０８Ｈ〕は、Ｇコードの「１４２」
に対応する。したがって、インターフェースボックス２５には、Ｇコードの「１４２」が
送信されることになる。
【００３４】
図７は、このときのパーソナルコンピュータ２１での動作を示すフローチャートである。
図７に示すように、電子機器の動作を設定するためのコマンドを含むハイパーテキストが
受信されると（ステップＳＴ１）、ブラウザアプリケーション４１により、テキストと、
静止画や動画がリンクされたマルチメディア画面が映出される（ステップＳＴ２）。コマ
ンドが埋め込まれている表示部分がクリックされたかどうかが判断され（ステップＳＴ３
）、コマンドが埋め込まれている表示部分がクリックされたら、そのコマンドがインター
フェースボックス２５に向けて送信される（ステップＳＴ４）。
【００３５】
インターフェースボックス２５は、このようにして送られてきたコマンドを、各電子機器
の機種に応じた赤外線信号に変換し、この赤外線信号をインターフェースボックス２５か
ら、オーディオビジュアルシスムテ５を構成する、ＶＴＲ１１、ＦＭチューナ１２、ＭＤ
プレーヤ１３、テレビジョン受像機１４、オーディオアンプ１５に送信する。これにより
、オーディオビジュアルシステム５を構成する各機器の動作が設定される。
【００３６】
例えば、図２における表示３２Ａがクリックされると、ここに埋め込まれていた〔０７Ｈ
，０ＡＨ，０８Ｈ〕がインターフェースボックス２５で受信される。インターフェースボ
ックス２５は、このコマンドを、ＶＴＲ１１に対するＧコードの「１４２」に設定するた
めの赤外線信号に変換し、この赤外線信号をＶＴＲ１１に向けて送信する。これにより、
ＶＴＲ１１は、Ｇコードの「１４２」に設定される。
【００３７】
図８は、インターフェースボックス２５の構成を示すものである。図８に示すように、イ
ンターフェースボックス２５には、コード記憶部５２が備えられている。コード記憶部５
２には、図９に示すように、各メーカの各機器に対する赤外線信号のコードデータ（コー
ド及び搬送波の情報）が記憶されている。即ち、各機器を赤外線信号で制御する際のコー
ド及び搬送波は、各メーカ毎に異なっている。また、同一メーカであっても、製造年月日
や機種により、コードや搬送波は異なっている。コード記憶部５２には、図９に示すよう
に、各社の各機器のコードデータが全て記憶されている。
【００３８】
図８において、パーソナルコンピュータ２１からインターフェースボックス２５に、ＷＷ
Ｗのページに埋め込まれている電子機器の動作を設定するためのコマンドが送られてくる
。このコマンドがインターフェース５３を介して、コントローラ５１に供給される。コン
トローラ５１で、このコマンドが解釈され、対応するコードデータがコード記憶部５２か
ら読み出される。このコード記憶部５２の出力が赤外線信号発生部５４に供給され、赤外
線信号発生部５４から、このコードデータに応じたコード及び搬送波の赤外線信号が発生
される。
【００３９】
上述のように、各機器を制御するためのコード及び搬送波は、各メーカ毎に異なっており
、また、同一メーカであっても、製造年月日毎や機種毎により、コード及び搬送波が異な
っている。これに対して、インターフェースボックス２５に送られてくるコマンドは、メ
ーカや機種に係わらず、各動作毎に共通なものとされる。このため、上述のように、コマ
ンドを解釈し、各社の各機器に応じたコード及び搬送波に変換する必要がある。このため
、オーディオビジュアルシステム５を構成する、ＶＴＲ１１、ＦＭチューナ１２、ＭＤプ
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レーヤ１３、テレビジョン受像機１４、オーディオアンプ１５の登録が必要になる。
【００４０】
この機器の登録は、例えば、パーソナルコンピュータ２１で行われる。この登録は、オー
ディオビジュアルシステムを構築した時点で設定するようにしても良いし、ＷＷＷのペー
ジを見ながら各オーディオビジュアル機器の動作を設定する毎に登録設定するようにして
も良い。また、この登録は、インターフェースボック２５側で行うようにしても良い。
【００４１】
図１０Ａに示すように、機器登録では、先ず、機種の設定メニューが表示される。この機
器の設定メニューで、ＶＴＲ、テレビジョン受像機等のうち対応する機器を選択する。対
応する機器を選択すると、図１０Ｂに示すように、メーカの設定メニューが現れる。この
メーカの設定メニューでメーカを設定すると、図１０Ｃに示すように、製造年月日の入力
画面が現れる。ここで、製造年月日を入力すると、その機器についてのメーカ情報及び製
造年月日情報が入力される。このように、その機器についてのメーカ情報及び製造年月日
情報が入力されると、これらの情報がインターフェースボックス２５に送られ、各機器に
ついてのメーカの情報と製造年月日の情報がインターフェースボックス２５に登録される
。
【００４２】
図１１は、このときの動作を示すフローチャートである。図１１に示すように、機器登録
の際には、先ず、機種の設定メニューが表示される（ステップＳＴ１１）。この機器の設
定メニューで、ＶＴＲ、テレビジョン受像機、ＭＤプレーヤ等の機器が選択されたかどう
かが判断される（ステップＳＴ１２）。機器が選択されたら、次に、メーカ設定メニュー
が表示される（ステップＳＴ１３）。このメーカー設定メニューで、Ａ社、Ｂ社、Ｃ社等
のメーカが選択されたかどうかが判断される（ステップＳＴ１４）。メーカが選択された
ら、次に、製造年月日入力画面が表示される（ステップＳＴ１５）。この製造年月日入力
画面で、製造年月日が入力されたかどうかが判断される（ステップＳＴ１６）。製造年月
日が入力されたら、設定された機器についての、メーカ、製造年月日の情報がインターフ
ェースボックス２５に登録される（ステップＳＴ１７）。
【００４３】
例えば、図１におけるオーディオビジュアルシステム５を構成しているＶＴＲ１１のメー
カがＡ社であり、その製造年月日が１９８５年から１９９０年の間であったとする。そし
て、パーソナルコンピュータ２１のディスプレイ２２に、図２に示したようなＷＷＷの画
面が表示され、表示３２Ａがクリックされたとする。この場合、パーソナコンピュータ２
１からインターフェースボックス２５に、Ｇコードの「１４２」に対応するコマンドが送
られてくる。
【００４４】
Ａ社のＶＴＲで製造年月日が１９８５年から１９９０年のものでは、図９に示すように、
Ｇコードの「１４２」に対応するコードデータは、アドレス「Ａ７，Ａ１０，Ａ８」に記
憶されているコードデータである。したがって、図８におけるコード記憶部５２に記憶さ
れているコードデータのうち、アドレス「Ａ７，Ａ１０，Ａ８」に記憶されているコード
データが読み出される。
【００４５】
このコードデータが赤外線信号発生部５４に送られる。そして、赤外線信号発生部５４か
らの赤外線信号がＶＴＲ１１に向けて送信される。これにより、ＶＴＲ１１に、Ｇコード
の「１４２」がセットされる。
【００４６】
図１２は、このときのインターフェースボックス２５の動作を示すフローチャートである
。図１２に示すように、パーソナルコンピュータ２１からコマンドが送られてきたかどう
かが判断される（ステップＳＴ２１）。コマンドが送られてきたら、そのコマンドが解釈
される（ステップＳＴ２２）。そして、予め登録されている機器のメーカ及び製造年月日
のデータが呼び出される（ステップＳＴ２３）。このメーカの情報と、機器の製造年月日
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の情報に基づいて、コマンドの動作に対応するコードデータが決定される（ステップＳＴ
２４）。このコードデータがコード記憶部５２から読み出され（ステップＳＴ２５）、赤
外線発生部５４から赤外線信号として送信される（ステップＳＴ２６）。
【００４７】
なお、上述の例では、インターフェースボックス２５で、電子機器の動作を設定するため
のコマンドからこれと対応する赤外線コードへの変換を行っているが、この変換を、パー
ソナルコンピュータ２１側で行うようにしても良い。
【００４８】
また、上述の例では、予め機器毎のメーカと製造年月日を登録するようにしたが、各コマ
ンドに対応するコードを、全ての機種について読出すようにすれば、予め機器毎のメーカ
と製造年月日を登録する必要はなくなる。
【００４９】
即ち、図１３に示すように、パーソナルコンピュータ２１からコマンドが送られてきたか
どうかが判断され（ステップＳＴ３１）、コマンドが送られてきたら、そのコマンドが解
釈される（ステップＳＴ３２）。そして、そのコマンドに対応するコードの動作を行うコ
ードデータが全メーカの全機種について順次読み出され（ステップＳＴ３３）、赤外線発
生部５４から赤外線信号として順次送信される（ステップＳＴ３４）。このように、対応
する動作のコードデータを全メーカの全機種について読み出させば、そのうちの１つは、
オーディオビジュアルシステム５を構成している機器に合致するので、これにより、その
機器の動作を設定できる。
【００５０】
なお、赤外線信号は、各メーカ毎に、コード体系と搬送波が異なっているので、このよう
に全メーカの全機種について対応するコードを順次読出すようにしても、機器が誤動作す
る危険性は殆どない。
【００５１】
なお、上述の例では、コード記憶部５２には、各メーカの各機種のコードデータを全て予
め蓄えるようにしているが、全ての電子機器の全ての機種についてのコードを記憶させる
と、そのコードの数は膨大になる。また、赤外線信号のコードは、変更されることがある
。
【００５２】
そこで、コード記憶部５２を読出し／書込み可能とし、学習リモコンのように、コード記
憶部５２に、外部からの入力により、コードデータを取り込めるようにしても良い。
【００５３】
また、このコードデータをインターネットのＷＷＷを使って転送するようにしても良い。
例えば、図１４に示すように、番組紹介のＷＷＷのページ中に、ＶＴＲのメーカ及び製造
年月日に関する表示３６が設けられる。この表示３６には、各メーカの機種毎のコードデ
ータを取り込むためのコマンドが埋め込まれる。この表示３６の中から所望のメーカ及び
製造年月日のＶＴＲを選択すると、その機種に応じたコードデータがインターネット６を
介してダウンロードされる。
【００５４】
　図１５は、このときの動作を示すフローチャートである。図１５に示すように、コード
データを設定するための表示がクリックされたかどうかが判断される（ステップＳＴ４１
）。このコードデータを設定するための表示がクリックされたら、そのコードデータの取
込み要求がインターネット６を介して出力される（ステップＳ ４２）。そして、コード
データが受信できるかどうかが判断され（ステップＳＴ４３）、コードデータが受信でき
れば、そのコードデータがダウンロードされる（ステップＳ ４４）。
【００５５】
なお、このとき、コードデータを提供するサーバは、図１における各放送局に置くように
しても良いし、これとは異なるサーバ、例えば機器の製造メーカのサーバに、コードデー
タを置くようにしても良い。即ち、コードデータが機器の製造メーカのサーバに置かれ、
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表示３６で所望のメーカ及び製造年月日のＶＴＲが選択されると、そのメーカのＦＴＰ（
File Transer Protocol ）のサーバにリンクされる。そして、このＦＴＰのサーバから、
そのメーカの電子機器のコードデータがダウンロードされる。
【００５６】
なお、図１の例では、ＶＴＲ１１、ＦＭチューナ１２、ＭＤプレーヤ１３、テレビジョン
受像機１４、オーディオアンプ１５等のオーディオビジュアルシステム５を、インターフ
ェースボックス２５により、赤外線を使って遠隔操作するようにしているが、図１６に示
すように、有線のインターフェースボックス２８を用いるようにしても良い。この場合、
インターフェースボックス２８を介して、パーソナルコンピュータ２１と、ＶＴＲ１１、
ＦＭチューナ１２、ＭＤプレーヤ１３、テレビジョン受像機１４、オーディオアンプ１５
等のオーディオビジュアルシステム５とを双方向で結ぶことができる。
【００５７】
このように、この発明が適用されたシステムでは、各放送局１、２、３の番組がインター
ネットのＷＷＷのサービスを使って送信される。このＷＷＷによる放送番組の予定は、例
えば野球中継が延長になり放送予定が変更になった場合には即座に改められ、常に最新の
情報が得られる。そして、番組予約は、上述したように、対応する表示をクリックするだ
けで簡単に行なえる。
【００５８】
また、衛星放送やＣＡＴＶの普及により、テレビジョン放送のチャンネル数は増大してい
るが、インターネットは国際的なコンピュータネットワークなので、インターネットを使
えば、チャンネル数が多くなったり、サービスエリアが国境を越えても、個々のチャンネ
ルについての番組予定を視聴者に知らせることができる。
【００５９】
なお、このようなシステムの利用は、番組予約等に限られるものではない。このように、
電子機器の動作を設定するためのコマンドがハイパーテキストを使って簡単に作成できる
ことから、このシステムは幅広く応用可能である。
【００６０】
　図１７は、このようなシステムの応用例である。図１７において、１０１はテレビジョ
ン受像機、１０２は照 １０３はエアーコンディショナである。テレビジョン受像機１
０１、照明１０２、エアーコンディショナ１０３には、受光部１０１Ａ、１０２Ａ、１０
３Ａが夫々設けられている。これらのテレビジョン受像機１０１、照明１０２、エアーコ
ンディテョナ１０３は、インターフェースボックス１０４からの赤外線信号により、動作
が設定される。インターフェースボックス１０４は、パーソナルコンピュータ１０５と接
続される。
【００６１】
このようなシステムにおいて、例えば、エアーコンディショナ１０３の冷房強度や照明１
０２の明るさを常に最適に設定したいとする。この場合には、パーソナルコンピュータ１
０５を用いて、エアーコンディショナ１０３の最適な冷房強度設定値や、照明１０２の最
適な明るさの設定値がハイパーテキスト中にコマンドとして記述される。
【００６２】
このようにすると、パーソナルコンピュータ１０５からのハイパーテキスト中のコマンド
がインターフェースボックス１０４に送られ、インターフェースボックス１０４からこの
ハイパーテキスト中のコマンドに応じた赤外線信号が出力される。これにより、照明１０
２、エアーコンディショナ１０３を最適な状態に設定される。
【００６３】
更に、パーソナルコンピュータ１０５を、インターネット１０６を介して、外部の携帯型
コンピュータ１０７と接続可能とすると、外部の携帯型コンピュータ１０７を用いて、テ
レビジョン受像機１０１、照明１０２、エアーコンディショナ１０３等を外部から制御す
ることが可能である。
【００６４】
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明、



　つまり、外部の コンピュータ１０７で、テレビジョン受像機１０１、照明１０２
、エアーコンディショナ１０３の設定を行うためのコマンドを含むハイパーテキストが作
成される。そして、このハイパーテキストが、外部の携帯型コンピュータ１０７から、イ
ンターネット１０６を介して、パーソナルコンピュータ１０５に送られる。このようなハ
イパーテキストが送られると、インターフェースボックス１０４から、このハイパーテキ
スト中のコマンドに応じた赤外線信号が出力され、これにより、テレビジョン受像機１０
１、照明１０２、エアーコンディショナ１０３の動作が設定される。
【００６５】
【発明の効果】
この発明によれば、インターネットのＷＷＷのサービスにより、放送番組の情報が提供さ
れる。ＷＷＷは、ハイパーテキストをベースにネットワークを介して情報を転送でき、テ
キストデータばかりでなく、画像データや音声データを含む情報を扱えるので、ＷＷＷで
番組予定を提供すると、文字だけでなく、静止画や動画、或いは音声を使って、番組紹介
をすることが可能である。インターネットは、国際的なコンピュータネットワーク網であ
るから、国境を越えるような広いサービスエリアの衛星放送から、ミニＦＭ局のような非
常にサービスエリアの小さい放送に至るまで、放送番組の紹介をすることができる。更に
、ＷＷＷを使うと、常に最新の番組予定を見ることができる。
【００６６】
　これに加えて、この発明では、各放送局からのＷＷＷのページ中に、

の動作を設定するためのコマンドが埋め込まれる。このコマンドが埋め込まれた部
分をクリックすると、そのコマンドに応じた 信号が送信され、

の動作が設定される。これにより、例えば、ＷＷＷのページを見ながら、簡
単に 番組予約を行うことができ
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明が適用された電子機器システムの一例の説明に用いる略線図である。
【図２】この発明が適用された電子機器システムの一例における表示画面の説明に用いる
略線図である。
【図３】この発明が適用された電子機器システムの一例におけるハイパーテキストの説明
に用いる略線図である。
【図４】この発明が適用された電子機器システムの一例におけるコマンドの説明に用いる
略線図である。
【図５】この発明が適用された電子機器システムの一例におけるコンピュータの動作説明
に用いる機能ブロック図である。
【図６】この発明が適用された電子機器システムの一例における表示画面の説明に用いる
略線図である。
【図７】この発明が適用された電子機器システムの一例におけるコンピュータの動作説明
に用いるフローチャートである。
【図８】この発明が適用された電子機器システムの一例におけるインターフェースボック
スの説明に用いるブロック図である。
【図９】この発明が適用された電子機器システムの一例におけるインターフェースボック
スのコードの説明に用いる略線図である。
【図１０】この発明が適用された電子機器システムの一例におけるインターフェースボッ
クスの説明に用いる略線図である。
【図１１】この発明が適用された電子機器システムの一例におけるインターフェースボッ
クスの動作説明に用いるフローチャートである。
【図１２】この発明が適用された電子機器システムの一例におけるインターフェースボッ
クスの動作説明に用いるフローチャートである。
【図１３】この発明が適用された電子機器システムの一例におけるインターフェースボッ
クスの動作説明に用いるフローチャートである。
【図１４】この発明が適用された電子機器システムの一例におけるインターフェースボッ
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携帯型
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画機器

設定 遠隔地における録画機
器の録画予約

遠隔地における録画機器に対する る。



クスの説明に用いる略線図である。
【図１５】この発明が適用された電子機器システムの一例におけるインターフェースボッ
クスの動作説明に用いるフローチャートである。
【図１６】この発明が適用された電子機器システムの他の例の説明に用いる略線図である
。
【図１７】この発明が適用された電子機器システムの更に他の例の説明に用いる略線図で
ある。
【符号の説明】
１，２，３・・・放送局，６・・・インターネット，１１，１２，１３，１４，１５・・
・機器，２１・・・パーソナルコンピュータ，２５・・・インターフェースボックス 10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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