
JP 4280949 B2 2009.6.17

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の通信手段を介して通信端末装置に接続される情報受信装置において、
　所定の番組供給手段から供給される番組の内容を示す番組ガイド情報を予め記憶する番
組ガイド情報記憶手段と、
　上記通信端末装置を使用するユーザの嗜好を示す嗜好情報を上記通信端末装置に割り当
てられている識別情報に対応付けて予め記憶する嗜好情報記憶手段と、
　上記通信手段に接続される携帯端末から送信される上記識別情報を受信する受信手段と
、
　上記受信した上記識別情報に対応する上記嗜好情報を上記嗜好情報記憶手段から読み出
し、当該読み出した上記嗜好情報に基づいて上記番組ガイド情報から上記ユーザの嗜好に
合致する番組を検索して当該検索された番組からなる検索番組ガイド情報を生成する検索
手段と、
　上記検索番組ガイド情報を上記携帯端末に送信する送信手段と、
　上記受信手段及び上記送信手段と情報を直接送受信する第１の送受信手段と上記通信端
末装置と上記通信手段を介して情報を送受信する第２の送受信手段とを有する携帯端末と
　を具える情報受信装置。
【請求項２】
　上記番組供給手段から供給される複数の番組のうち上記通信端末装置において指定され
た番組を記録手段に記録する記録制御手段
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　を具える請求項１に記載の情報受信装置。
【請求項３】
　所定の通信手段を介して通信端末装置及び情報受信装置が接続される遠隔操作システム
において、
　上記情報受信装置は、
　所定の番組供給手段から供給される番組の内容を示す番組ガイド情報を予め記憶する番
組ガイド情報記憶手段と、
　上記通信端末装置を使用するユーザの嗜好を示す嗜好情報を上記通信端末装置に割り当
てられている識別情報に対応付けて予め記憶する嗜好情報記憶手段と、
　上記通信手段に接続される携帯端末から送信される上記識別情報を受信する受信手段と
、
　上記受信した上記識別情報に対応する上記嗜好情報を上記嗜好情報記憶手段から読み出
し、当該読み出した上記嗜好情報に基づいて上記番組ガイド情報から上記ユーザの嗜好に
合致する番組を検索して当該検索された番組からなる検索番組ガイド情報を生成する検索
手段と、
　上記検索番組ガイド情報を上記携帯端末に送信する送信手段と、
　上記受信手段及び上記送信手段と情報を直接送受信する第１の送受信手段と上記通信端
末装置と上記通信手段を介して情報を送受信する第２の送受信手段とを有する携帯端末と
　を具え、
　上記通信端末装置は、
　上記通信端末装置に割り当てられている上記識別情報を上記携帯端末に送信する送信手
段と、
　上記携帯端末から送信される上記検索番組ガイド情報を受信する受信手段と、
　上記受信した上記検索番組ガイド情報をユーザに通知する通知手段と
　を具える遠隔操作システム。
【請求項４】
　上記情報受信装置は、
　上記番組供給手段から供給される複数の番組のうち上記通信端末装置において指定され
た番組を記録手段に記録する記録制御手段
　を具える請求項３に記載の遠隔操作システム。
【請求項５】
　所定の通信手段を介して通信端末装置に接続される情報受信装置の番組ガイド情報提供
方法において、
　所定の番組供給手段から供給される番組の内容を示す番組ガイド情報を予め上記情報受
信装置の番組ガイド情報記憶手段に記憶し、
　上記通信端末装置を使用するユーザの嗜好を示す嗜好情報を上記通信端末装置に割り当
てられている識別情報に対応付けて予め上記情報受信装置の嗜好情報記憶手段に記憶し、
　上記通信端末装置から送信される上記識別情報を上記通信手段に接続される携帯端末に
よって受信し、
　上記受信した上記識別情報を上記携帯端末から上記情報受信装置に送信し、
　上記携帯端末から送信される上記識別情報を上記情報受信装置によって受信し、
　上記受信した上記識別情報に対応する上記嗜好情報を上記嗜好情報記憶手段から読み出
し、当該読み出した上記嗜好情報に基づいて上記番組ガイド情報から上記ユーザの嗜好に
合致する番組を検索して当該検索された番組からなる検索番組ガイド情報を生成し、
　上記検索番組ガイド情報を上記情報受信装置から上記携帯端末に送信し、
　上記情報受信装置から送信される上記検索番組ガイド情報を上記携帯端末によって受信
し、
　上記受信した上記検索番組ガイド情報を上記携帯端末から上記通信端末装置に送信する
　情報受信装置の番組ガイド情報提供方法。
【請求項６】
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　上記情報受信装置は、
　上記番組供給手段から供給される複数の番組のうち上記通信端末装置において指定され
た番組を記録手段に記録する
　請求項５に記載の情報受信装置の番組ガイド情報提供方法。
【請求項７】
　所定の通信手段を介して通信端末装置及び情報受信装置が接続される遠隔操作システム
の遠隔操作方法において、
　所定の番組供給手段から供給される番組の内容を示す番組ガイド情報を予め上記情報受
信装置の番組ガイド情報記憶手段に記憶し、
　上記通信端末装置を使用するユーザの嗜好を示す嗜好情報を上記通信端末装置に割り当
てられている識別情報に対応付けて予め上記情報受信装置の嗜好情報記憶手段に記憶し、
　上記通信端末装置から上記識別情報を上記通信手段に接続される携帯端末に送信し、
　上記通信端末装置から送信される上記識別情報を上記携帯端末によって受信し、
　上記受信した上記識別情報を上記携帯端末から上記情報受信装置に送信し、
　上記携帯端末から送信される上記識別情報を上記情報受信装置によって受信し、
　上記受信した上記識別情報に対応する上記嗜好情報を上記嗜好情報記憶手段から読み出
し、当該読み出した上記嗜好情報に基づいて上記番組ガイド情報から上記ユーザの嗜好に
合致する番組を検索して当該検索された番組からなる検索番組ガイド情報を生成し、
　上記検索番組ガイド情報を上記情報受信装置から上記携帯端末に送信し、
　上記情報受信装置から送信される上記検索番組ガイド情報を上記携帯端末によって受信
し、
　上記受信した検索番組ガイド情報を上記携帯端末から上記通信端末装置に送信し、
　上記携帯端末から送信される上記検索番組ガイド情報を上記通信端末装置によって受信
し、
　上記受信した検索番組ガイド情報を通知手段を介してユーザに通知する
　遠隔操作システムの遠隔操作方法。
【請求項８】
　上記情報受信装置は、
　上記番組供給手段から供給される複数の番組のうち上記通信端末装置において指定され
た番組を記録手段に記録する
　請求項７に記載の遠隔操作システムの遠隔操作方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は情報受信装置、遠隔操作システム、情報受信装置の番組ガイド情報提供方法及
び遠隔操作システムの遠隔操作方法に関し、例えば放送局から送られてくる放送波を受信
して当該放送波に応じた画像をモニタに表示する受信機に適用して好適なものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、アナログ地上波放送による放送サービスを行っている放送局は、使用可能な周波数
帯域が予め割り当てられており、当該割り当てられた周波数帯域を用いて自局の番組デー
タを送信するようになされている。視聴者宅に設置されている受信機（以下、これをＩＲ
Ｄ（Integrated Receiver Decoder ）と呼ぶ）は、視聴者が行う選局操作に応じて、各放
送局からそれぞれ送られてくる番組データのうち所望の放送局の番組データを選択し、当
該選択した放送局の番組データをデコードして外部のモニタに表示する。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところでアナログ地上波放送システムにおいては、各放送局からそれぞれ提供される番組
を視聴者に知らせることを目的として、電子番組ガイド情報（以下、これをＥＰＧ（Elec
tronic Program Guide）データと呼ぶ）と呼ばれる各番組の内容を示すデータを、特定の
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放送局から定期的に配信することが提案されている。このＥＰＧデータは、番組タイトル
、放送日時、放送チャンネル、番組の説明などの情報からなり、視聴者が視聴する番組を
決定する際の判断材料となるものである。
【０００４】
この場合、ＩＲＤは、ＥＰＧデータを送信する放送局から定期的に送られてくるＥＰＧデ
ータを受信してメモリに記憶しておき、視聴者の表示操作に応じて、このＥＰＧデータを
メモリから読み出して外部のモニタに表示する。これにより視聴者は、モニタに表示され
たＥＰＧデータを目視して、視聴する番組を決定することができる。
【０００５】
その際、視聴者が所望の番組に対する予約録画の設定操作を行うと、ＩＲＤは、当該番組
の放送日時及びチャンネルなどの番組情報を不揮発性メモリに記憶して当該番組を録画す
るための待機状態に遷移する。そしてＩＲＤは、この不揮発性メモリに記憶された番組情
報に基づいて記録動作を実行し、視聴者が所望する番組を内部の記録メディアに記録する
ようになされている。
【０００６】
ところで、ＥＰＧデータは膨大な数の番組に関する情報を含んでいるが、当該ＥＰＧデー
タを表示するモニタの表示画面は限られていることから、ＩＲＤは膨大な数の番組のうち
一部の番組の情報しかモニタの表示画面に表示することができない。従って視聴者は、膨
大な数の番組の中から所望の番組を検索するようなスクロール操作を行わなければならず
、視聴対象の番組を検索する際の検索効率が悪い問題があった。
【０００７】
また、複数のユーザがＩＲＤを共有して使用する場合、各ユーザが同一の記録メディアに
番組データを記録するため、各ユーザの番組データが記録メディア上に混在することにな
り、任意のユーザが記録メディアに記録されている他のユーザの番組データを誤って消去
してしまうおそれがあった。
【０００８】
さらに、ＩＲＤを遠隔操作する手段としては一般に赤外線を使ったリモートコマンダが採
用されているが、当該リモートコマンダはＩＲＤ周辺の一定範囲内のみでしか使用し得な
いことから、視聴者はＩＲＤを遠隔操作する際には当該ＩＲＤが設置されている視聴者宅
に存在する必要があり、リモートコマンダを使用し得る場所に制約があった。
【０００９】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、通信端末装置を使用するユーザの位置に
かかわらずに当該ユーザの嗜好に合致する番組ガイド情報を当該ユーザに提供し得る情報
受信装置、遠隔操作システム、情報受信装置の番組ガイド情報提供方法及び遠隔操作シス
テムの遠隔操作方法を提案しようとするものである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　かかる課題を解決するため本発明においては、所定の番組供給手段から供給される番組
の内容を示す番組ガイド情報を予め情報受信装置の番組ガイド情報記憶手段に記憶し、所
定の通信手段を介して接続される通信端末装置を使用するユーザの嗜好を示す嗜好情報を
通信端末装置に割り当てられている識別情報に対応付けて予め情報受信装置の嗜好情報記
憶手段に記憶し、通信端末装置から送信される識別情報を通信手段に接続される携帯端末
によって受信し、受信した識別情報を携帯端末から情報受信装置に送信し、携帯端末から
送信される識別情報を情報受信装置によって受信し、受信した識別情報に対応する嗜好情
報を嗜好情報記憶手段から読み出し、当該読み出した嗜好情報に基づいて番組ガイド情報
からユーザの嗜好に合致する番組を検索して当該検索された番組からなる検索番組ガイド
情報を生成し、検索番組ガイド情報を情報受信装置から携帯端末に送信し、情報受信装置
から送信される検索番組ガイド情報を携帯端末によって受信し、受信した検索番組ガイド
情報を携帯端末から通信端末装置に送信することにより、通信端末装置を使用するユーザ
の位置にかかわらずに当該ユーザの嗜好に合致する番組ガイド情報を当該ユーザに提供す
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ることができる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下図面について、本発明の一実施の形態を詳述する。
【００１２】
（１）アナログ地上波放送システムの構成
図１において、１は全体として遠隔操作システムを構築するアナログ地上波放送システム
の構成を示し、各放送局に設置されている番組供給手段としての送信装置２Ａ～２Ｎは、
番組の映像信号及び音声信号を送信アンテナ３Ａ～３Ｎを介してそれぞれ送信する。中継
装置４は、送信装置２Ａ～２Ｎから送信された放送波をそれぞれ中継して、各視聴者宅に
設置されている受信機（以下、これをＩＲＤ（Integrated Receiver Decoder ）と呼ぶ）
５に配信する。
【００１３】
ＩＲＤ５は、複数の放送局からそれぞれ配信される放送波を受信アンテナ６によって受信
し、視聴者（ユーザ）がリモートコマンダ機能付きの携帯電話機（以下、これをリモコン
機能付携帯電話機と呼ぶ）ＭＳ１を介して行う選局操作に応じて、受信した複数の放送局
の番組データの中から指定された放送局の番組データを選択し、当該選択された放送局の
番組データを復調して表示手段としてのモニタ８に出力して表示する。
【００１４】
（２）ＩＲＤの構成
図２に示すように、ＩＲＤ５は、リモコン機能付携帯電話機ＭＳ１（図１）から赤外線に
重畳されて送信される命令信号Ｓ１を赤外線送受信部１０において受信し、当該命令信号
Ｓ１を電気信号に変換して命令信号Ｓ２を生成した後、これをＣＰＵ（Central Processi
ng Unit ）１１に送出する。
【００１５】
ＣＰＵ１１は、ＲＯＭ（Read Only Memory）１２に格納されている制御プログラムを必要
に応じて読み出し、当該読み出した制御プログラムをＲＡＭ（Random Access Memory）１
３に転送して展開する。そしてＣＰＵ１１は、このＲＡＭ１３に展開された制御プログラ
ムを読み出して実行することによりＩＲＤ５の各回路を制御するようになされている。
【００１６】
ＣＰＵ１１は、赤外線送受信部１０から送出された命令信号Ｓ２を解析し、その結果、視
聴者がリモコン機能付携帯電話機ＭＳ１（図１）において選局操作を行ったと判断した場
合には、当該選局操作に応じたチャンネル選択信号Ｓ３を生成し、これをチューナ１５に
送出する。
【００１７】
チューナ１５は、受信アンテナ６（図１）によって受信した放送波の中からチャンネル選
択信号Ｓ３に応じたチャンネル（放送局）の放送波を抽出し、当該抽出したチャンネルの
放送波を復調することにより音声信号Ｓ５及び映像信号Ｓ６を生成し、このうち音声信号
Ｓ５を音声処理部１６に送出する一方、映像信号Ｓ６を映像処理部１７に送出する。
【００１８】
音声処理部１６は、音声信号Ｓ５をアナログディジタル変換した後、ＭＰＥＧ（Moving P
icture Experts Group）規格に基づく符号化方式によって圧縮符号化し、その結果得られ
る音声符号化データＳ７を多重／分離部１８を介して音声デコーダ１９に送出する。映像
処理部１７は、映像信号Ｓ６をアナログディジタル変換した後、ＭＰＥＧ規格に基づく符
号化方式によって圧縮符号化し、その結果得られる映像符号化データＳ８を多重／分離部
１８を介して映像デコーダ２０に送出する。
【００１９】
音声デコーダ１９は、音声符号化データＳ７を伸長復号化し、その結果得た音声データＳ
９をディジタルアナログ（Ｄ／Ａ）変換回路２１に送出する。Ｄ／Ａ変換回路２１は、こ
の音声データＳ９をディジタルアナログ変換することにより音声処理部１６に入力される
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前の音声信号Ｓ１０を復元し、これをモニタ８（図１）に出力する。
【００２０】
映像デコーダ２０は、映像符号化データＳ８を伸長復号化し、その結果得た映像データＳ
１１をＲＧＢエンコーダ２２に送出する。ＲＧＢエンコーダ２２は、映像データＳ１１を
ＮＴＳＣ（National Television System Committee）方式の輝度信号及び色差信号に変換
すると共にディジタルアナログ変換することにより映像信号Ｓ１２を生成し、これをモニ
タ８（図１）に送出する。
【００２１】
かくしてモニタ８（図１）の表示画面８Ａには、視聴者が選択した番組の映像が表示され
ると共に、当該モニタ８のスピーカから、視聴者が選択した番組の音声が出力される。
【００２２】
ところでアナログ地上波放送システム１においては、各放送局からそれぞれ提供される番
組を視聴者に知らせることを目的として、電子番組ガイド情報（以下、これをＥＰＧ（El
ectronic Program Guide）データと呼ぶ）と呼ばれる番組の説明データを、特定の放送局
から定期的に配信するようになされている。
【００２３】
このＥＰＧデータは、番組毎に生成されるものであり、図３に示すように、番組固有の番
組ＩＤ（IDentification）、送信元の放送局番号、送信元の放送局名、番組の開始時間、
番組の長さ（又は終了時間）、番組タイトル、当該番組タイトルを補完する番組サブタイ
トル、番組説明及び番組のジャンルのような情報からなり、視聴者が視聴する番組を決定
する際の判断材料となっている。因みに、番組ＩＤ、放送局番号及びジャンルはコードデ
ータで表され、放送局名、番組タイトル、番組サブタイトル及び番組説明はテキストデー
タで表され、開始時間及び長さは時間データで表される。
【００２４】
特定の放送局に設置されている送信装置２は、例えば１週間分のＥＰＧデータを映像信号
の垂直帰線消去期間（ＶＢＩ：Vertical Blanking Interval）に重畳して、例えば深夜や
早朝などの時間帯を使って毎日定期的に送信する。
【００２５】
この場合、ＩＲＤ５のチューナ１５は、受信アンテナ６（図１）によって受信した放送波
の中からＥＰＧデータが重畳されているチャンネルの放送波を抽出し、当該抽出したチャ
ンネルの放送波を復調することにより映像信号Ｓ１５を生成してこれをＶＢＩスライサ２
５に送出する。
【００２６】
ＶＢＩスライサ２５は、映像信号Ｓ１５からＥＰＧデータＳ１６を抽出し、これをバスＢ
ＵＳを介して番組ガイド情報記憶手段としてのＲＡＭ１３に転送して記憶する。このよう
にしてＩＲＤ５は、ＲＡＭ１３に記憶されているＥＰＧデータＳ１６を毎日更新し、常に
最新のＥＰＧデータＳ１６をＲＡＭ１３に蓄積しておくようになされている。
【００２７】
この状態において、視聴者がリモコン機能付携帯電話機ＭＳ１（図１）においてＥＰＧ画
面を表示するための操作を行うと、リモコン機能付携帯電話機ＭＳ１はＥＰＧ画面を表示
するための命令信号Ｓ１を赤外線送受信部１０に送信する。赤外線送受信部１０は、この
命令信号Ｓ１を電気信号でなる命令信号Ｓ２に変換して、これをＣＰＵ１１に送出する。
【００２８】
ＣＰＵ１１は、命令信号Ｓ２が供給されたことを検出すると、ＲＯＭ１２に格納されてい
る文字や記号等の辞書データを基にＲＡＭ１３上でＥＰＧデータＳ１６に対してグラフィ
ック処理を施すことによりＥＰＧ画面データＳ１７を生成し、これをバスＢＵＳを介して
グラフィックエンジン２６に送出する。
【００２９】
グラフィックエンジン２６は、ＥＰＧ画面データＳ１７をＮＴＳＣ方式の輝度信号及び色
差信号に変換すると共にディジタルアナログ変換することによりＥＰＧ画像信号Ｓ１８を
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生成し、これをＲＧＢエンコーダ２２に送出する。ＲＧＢエンコーダ２２は、映像信号Ｓ
１２とＥＰＧ画像信号Ｓ１８とを混合してモニタ８（図１）に出力し、当該ＥＰＧ画像信
号Ｓ１８に応じたＥＰＧ画面をモニタ８の表示画面８Ａに表示する。
【００３０】
ところで、視聴者がリモコン機能付携帯電話機ＭＳ１（図１）において番組の映像及び音
声を記録するための操作を行うと、リモコン機能付携帯電話機ＭＳ１は記録動作を行うた
めの命令信号Ｓ１を赤外線送受信部１０に送信する。赤外線送受信部１０は、この命令信
号Ｓ１を電気信号でなる命令信号Ｓ２に変換してＣＰＵ１１に送出する。
【００３１】
ＣＰＵ１１は、この命令信号Ｓ２が供給されたことを検出すると、バスＢＵＳを介して各
回路の動作を制御することにより、リモコン機能付携帯電話機ＭＳ１（図１）において指
定された番組の映像及び音声を記録させるようになされている。このとき多重／分離部１
８は、チューナ１５及び音声処理部１６を順次介して得られる音声符号化データＳ７と、
チューナ１５及び映像処理部１７を順次介して得られる映像符号化データＳ８とを多重化
して多重化データＳ２０を生成し、これを記録メディア部３０に転送して内蔵する記録メ
ディア（図示せず）に記録する。
【００３２】
その際、ＣＰＵ１１は、視聴者によって指定された番組の記録が終了したと判断すると、
ＲＡＭ１３に予め格納されているＥＰＧデータＳ１６を基に、記録メディア部３０に記録
されている番組のタイトルの一覧でなる記録タイトルリストデータＳ２１を生成し、これ
をフラッシュメモリ３１に格納する。ＣＰＵ１１は、記録メディア部３０に新たに番組が
記録される毎に記録タイトルリストデータＳ２１を更新することにより、常に最新の記録
タイトルリストデータＳ２１をフラッシュメモリ３１に蓄積するようになされている。
【００３３】
この状態において、視聴者がリモコン機能付携帯電話機ＭＳ１（図１）において記録タイ
トルリスト画面を表示するための操作を行うと、リモコン機能付携帯電話機ＭＳ１は記録
タイトルリスト画面を表示するための命令信号Ｓ１を赤外線送受信部１０に送信する。赤
外線送受信部１０は、この命令信号Ｓ１を電気信号でなる命令信号Ｓ２に変換して、これ
をＣＰＵ１１に送出する。
【００３４】
ＣＰＵ１１は、命令信号Ｓ２が供給されたことを検出すると、記録タイトルリストデータ
Ｓ２１をＲＡＭ１３に転送し、ＲＯＭ１２に格納されている文字や記号等の辞書データを
基にＲＡＭ１３上で記録タイトルリストデータＳ２１に対してグラフィック処理を施すこ
とにより記録タイトルリスト画面データＳ２２を生成し、これをバスＢＵＳを介してグラ
フィックエンジン２６に送出する。
【００３５】
グラフィックエンジン２６は、記録タイトルリスト画面データＳ２２をＮＴＳＣ方式の輝
度信号及び色差信号に変換すると共にディジタルアナログ変換することにより記録タイト
ルリスト画像信号Ｓ２３を生成し、これをＲＧＢエンコーダ２２に送出する。ＲＧＢエン
コーダ２２は、映像信号Ｓ１２と記録タイトルリスト画像信号Ｓ２３とを混合してモニタ
８（図１）に出力し、当該記録タイトルリスト画像信号Ｓ２３に応じた記録タイトルリス
ト画面をモニタ８の表示画面８Ａに表示する。
【００３６】
ここで、視聴者が、モニタ８の表示画面８Ａに表示される記録タイトルリスト画面を目視
しながら、リモコン機能付携帯電話機ＭＳ１（図１）において所望の番組の映像及び音声
を再生するための操作を行うと、リモコン機能付携帯電話機ＭＳ１は再生動作を行うため
の命令信号Ｓ１を赤外線送受信部１０に送信する。赤外線送受信部１０は、この命令信号
Ｓ１を電気信号でなる命令信号Ｓ２に変換してＣＰＵ１１に送出する。
【００３７】
ＣＰＵ１１は、この命令信号Ｓ２が供給されたことを検出すると、バスＢＵＳを介して各
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回路の動作を制御することにより、リモコン機能付携帯電話機ＭＳ１（図１）において指
定された番組の映像及び音声を再生するようになされている。すなわち記録メディア部３
０は、内蔵する記録メディア（図示せず）に記録されている複数の番組の多重化データの
中から指定された番組の多重化データＳ２５を読み出し、これを多重／分離部１８に送出
する。
【００３８】
多重／分離部１８は、多重化データＳ２５を音声符号化データＳ２６と映像符号化データ
Ｓ２７とに分離し、このうち音声符号化データＳ２６を音声デコーダ１９及びＤ／Ａ変換
回路２１を順次介して音声信号Ｓ２８を生成し、これをモニタ８（図１）に出力すると共
に、映像符号化データＳ２７を映像デコーダ２０及びＲＧＢエンコーダ２２を順次介して
映像信号Ｓ２９を生成し、これをモニタ８に送出する。
【００３９】
なおＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disc-Read Only Memory ）３５には、定番番組の番組ロゴや
当該定番番組の代表的な出演者の顔写真でなる顔写真アイコンが格納されており、ＣＤ－
ＲＯＭデコーダ３６にセットされると、当該ＣＤ－ＲＯＭデコーダ３６は、これら番組ロ
ゴや顔写真アイコンのデータを番組を連想させる番組連想データＳ３５としてＣＤ－ＲＯ
Ｍ３５から読み出し、これをＣＰＵ１１を介してフラッシュメモリ３１に転送して格納す
る。また操作入力部３７は、各種設定操作を行うためのものであり、当該設定された操作
情報をＣＰＵ１１に通知する。
【００４０】
（３）ユーザの登録処理手順
ところで、この実施の形態の場合、ＩＲＤ５を使用するユーザが複数存在し、当該複数の
ユーザそれぞれに自分専用の携帯電話機ＭＳが与えられている。この場合、各ユーザはそ
れぞれ自分専用の携帯電話機ＭＳを用いてリモコン機能付携帯電話機ＭＳ１を介してＩＲ
Ｄ５を遠隔操作することにより、１台のＩＲＤ５を共有して使用し得ると共に、外出先か
らＩＲＤ５を遠隔操作し得るようになされている。
【００４１】
各携帯電話機ＭＳには、それぞれ固有の識別情報としての電話番号が割り当てられており
、ＩＲＤ５のＣＰＵ１１は、各携帯電話機ＭＳの電話番号が操作入力部３７を介して入力
されると、当該入力された各携帯電話機ＭＳの電話番号をフラッシュメモリ３１に記憶し
て登録する。
【００４２】
従って、リモコン機能付携帯電話機ＭＳ１が、携帯電話機ＭＳから送られてくる命令情報
に電話番号を付加したものを命令信号Ｓ１としてＩＲＤ５に送信すれば、ＩＲＤ５は、フ
ラッシュメモリ３１に記憶されている各携帯電話機ＭＳの電話番号に基づいて命令情報を
発行した携帯電話機ＭＳすなわちユーザを特定することができる。
【００４３】
ここで、この実施の形態の場合、ＩＲＤ５は、各ユーザの放送番組の嗜好情報（以下、こ
れを番組嗜好情報と呼ぶ）を嗜好情報記憶手段としてのフラッシュメモリ３１に予め記憶
して登録するようになされている。すなわち、ユーザがＩＲＤ５に設けられている操作入
力部３７のユーザ登録画面キーを操作すると、ＩＲＤ５のＣＰＵ１１は、ＲＡＭ１３に展
開されている制御プログラムに基づいてＲＡＭ１３上でユーザ登録画面データを生成し、
当該生成したユーザ登録画面データに基づく所定のユーザ登録画面をモニタ８の表示画面
８Ａに表示する。
【００４４】
そして、ユーザ登録画面の案内に従って、ユーザが嗜好するチャンネルやジャンルなどの
情報でなる番組嗜好情報が各ユーザ毎に操作入力部３７を介して順次入力されると、ＣＰ
Ｕ１１は、各ユーザの番組嗜好情報を当該各ユーザが使用する携帯電話機ＭＳの電話番号
に対応付けてフラッシュメモリ３１に記憶して登録する。
【００４５】



(9) JP 4280949 B2 2009.6.17

10

20

30

40

50

（４）携帯電話システムの構成
リモコン機能付携帯電話機ＭＳ１は、視聴者宅の所定位置に配置され、ＩＲＤ５との間で
赤外線を送受信するようになされている。図４はリモコン機能付携帯電話機ＭＳ１の構成
を示す。リモコン機能付携帯電話機ＭＳ１は、マイクロホン４０から入力されるユーザの
音声信号を送受信回路部４１に入力する。送受信回路部４１は、この音声信号に対してデ
ィジタル化処理、圧縮符号化処理及び変調処理などを順次施すことにより送信信号を生成
し、これをアンテナ４２を介して送信する。
【００４６】
これに対して受信時、リモコン機能付携帯電話機ＭＳ１は、アンテナ４２によって受信し
た受信信号を送受信回路部４１に入力する。送受信回路部４１は、この受信信号に対して
復調処理、伸長復号化処理及びアナログ化処理などを順次施すことにより音声信号を復元
し、これをスピーカ４３から出力する。これによりユーザは通話相手の音声をスピーカ４
３を介して聞くことができる。
【００４７】
ＣＰＵ４４は、メモリ４５に格納されている制御プログラムを必要に応じて読み出し、当
該読み出した制御プログラムを実行することにより各回路の動作を制御する。またＣＰＵ
４４は、操作入力部４６を介して入力される操作情報に基づいて各回路の動作を制御する
と共に、必要に応じて所定の情報をディスプレイ４７に表示する。
【００４８】
赤外線送受信部４８は、ＣＰＵ４４から供給される命令信号Ｓ１を赤外線に重畳してＩＲ
Ｄ５に送信すると共に、ＩＲＤ５から赤外線に重畳されて送信されてくる送信信号を受信
し、当該受信した受信信号を電気信号に変換してＣＰＵ４４に送出する。
【００４９】
図１に示すように、リモコン機能付携帯電話機ＭＳ１は、携帯電話システムによる通信サ
ービスが提供されるエリアを所望の大きさに分割してなるセルＣ１内に存在し、当該セル
Ｃ１内に設置された基地局ＢＳ１と無線通信するようになされている。基地局ＢＳ１は、
さらに上位階層の移動通信制御局５０に接続され、当該移動通信制御局５０は、基地局Ｂ
Ｓ１から送られてくる信号を基にリモコン機能付携帯電話機ＭＳ１がセルＣ１に存在する
ことを示す位置情報をホームメモリ５１に記憶する。
【００５０】
この状態において、ユーザが自分の携帯電話機ＭＳ２を携帯して外出し、視聴者宅から例
えば基地局ＢＳ２が設置されているセルＣ２内まで移動したとする。この場合、携帯電話
機ＭＳ２は、セルＣ２内の基地局ＢＳ２と無線通信するようになされ、移動通信制御局５
０は、基地局ＢＳ２から送られてくる信号を基に携帯電話機ＭＳ２がセルＣ２内に存在す
ることを示す位置情報をホームメモリ５１に記憶する。
【００５１】
ここで図５は携帯電話機ＭＳ２の構成を示す。携帯電話機ＭＳ２は、マイクロホン５５か
ら入力されるユーザの音声信号を送受信回路部５６に入力する。送受信回路部５６は、こ
の音声信号に対してディジタル化処理、圧縮符号化処理及び変調処理などを順次施すこと
により送信信号を生成し、これをアンテナ５７を介して送信する。
【００５２】
これに対して受信時、携帯電話機ＭＳ２は、アンテナ５７によって受信した受信信号を送
受信回路部５６に入力する。送受信回路部５６は、この受信信号に対して復調処理、伸長
復号化処理及びアナログ化処理などを順次施すことにより音声信号を復元し、これをスピ
ーカ５８から出力する。これによりユーザは通話相手の音声をスピーカ５８を介して聞く
ことができる。
【００５３】
ＣＰＵ５９は、メモリ６０に格納されている制御プログラムを必要に応じて読み出し、当
該読み出した制御プログラムを実行することにより各回路の動作を制御する。またＣＰＵ
５９は、操作入力部６１を介して入力される操作情報に基づいて各回路の動作を制御する
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と共に、必要に応じて所定の情報をディスプレイ６２に表示する。音声合成部６３は、Ｃ
ＰＵ５９の指示に基づいて音声信号を生成してこれをスピーカ５８から出力することによ
り、ユーザに所望の情報を伝達する。
【００５４】
（５）番組予約設定処理手順
図１に示すように、携帯電話機ＭＳ２がセルＣ２に存在する場合、ユーザが操作入力部６
１の発呼キーを操作してリモコン機能付携帯電話機ＭＳ１の電話番号を入力すると、携帯
電話機ＭＳ２のＣＰＵ５９は、図６及び図７に示すような、ＩＲＤ５からＥＰＧデータを
取得する場合の番組予約設定処理手順ＲＴ１を実行する。
【００５５】
すなわち図６及び図７において携帯電話機ＭＳ２のＣＰＵ５９は、ＩＲＤ５からＥＰＧデ
ータを取得する場合の番組予約設定処理手順ＲＴ１に入ると、ステップＳＰ１に移って、
送受信回路部５６の動作を制御してリモコン機能付携帯電話機ＭＳ１に電話をかけ、続く
ステップＳＰ２において、当該携帯電話機ＭＳ２とリモコン機能付携帯電話機ＭＳ１が回
線接続されたか否かを判断し、肯定結果が得られるまで処理ステップＳＰ１及びＳＰ２を
順次繰り返す。
【００５６】
ステップＳＰ２において肯定結果が得られると、このことは携帯電話機ＭＳ２とリモコン
機能付携帯電話機ＭＳ１が回線接続されたことを表しており、このとき携帯電話機ＭＳ２
のＣＰＵ５９は、ステップＳＰ３に移って、操作入力部６１の予約キーが押下されると、
これを検出し、続くステップＳＰ４に移って、メモリ６０から当該押下された予約キーに
対応する予約命令データを読み出し、当該読み出した予約命令データを送受信回路部５６
及びアンテナ５７を順次介してリモコン機能付携帯電話機ＭＳ１に送信する。
【００５７】
そしてリモコン機能付携帯電話機ＭＳ１は、続くステップＳＰ５において、携帯電話機Ｍ
Ｓ２から送られてきた予約命令データを受信し、当該受信した予約命令データに携帯電話
機ＭＳ２の電話番号を付加したものを命令信号Ｓ１として赤外線に重畳してＩＲＤ５に送
信する。ＩＲＤ５のＣＰＵ１１は、続くステップＳＰ６において、赤外線送受信部１０に
よって受信した命令信号Ｓ１を解析し、その解析結果が示す携帯電話機ＭＳ２の電話番号
がフラッシュメモリ３１に記憶されているか否かを判断する。
【００５８】
ステップＳＰ６において肯定結果が得られると、このことは携帯電話機ＭＳ２の電話番号
がフラッシュメモリ３１に記憶されていることを表しており、このときＩＲＤ５のＣＰＵ
１１は、続くステップＳＰ７に移って、検索手段として動作し、フラッシュメモリ３１か
ら携帯電話機ＭＳ２の電話番号に対応する番組嗜好情報を読み出す。そしてＩＲＤ５のＣ
ＰＵ１１は、この番組嗜好情報に基づいてＲＡＭ１３に記憶されているＥＰＧデータＳ１
６からユーザの嗜好に合致した番組を検索して当該検索された番組からなるＥＰＧデータ
を生成し、当該生成したＥＰＧデータを赤外線送受信部１０からリモコン機能付携帯電話
機ＭＳ１に送信する。
【００５９】
リモコン機能付携帯電話機ＭＳ１は、続くステップＳＰ８において、ＩＲＤ５から送られ
てくるＥＰＧデータを受信し、当該受信したＥＰＧデータを携帯電話機ＭＳ２に送信する
。そして携帯電話機ＭＳ２は、ステップＳＰ９において、リモコン機能付携帯電話機ＭＳ
１から送られてきたＥＰＧデータをアンテナ５７によって受信し、当該アンテナ５７及び
送受信回路部５６を順次介してＣＰＵ５９に送出する。携帯電話機ＭＳ２のＣＰＵ５９は
、このＥＰＧデータをメモリ６０に記憶すると共に、当該ＥＰＧデータに応じたＥＰＧ画
面を通知手段としてのディスプレイ６２に表示する。
【００６０】
この状態において、ユーザが操作入力部６１の音声ガイドキーを押下すると、ＣＰＵ５９
は、メモリ６０からＥＰＧデータを読み出し、これを音声合成部６３に供給する。音声合
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成部６３は、このＥＰＧデータを基に音声信号を生成して当該音声信号を通知手段として
のスピーカ５８から出力することにより、ＥＰＧ画面に対応する情報を音声でユーザに知
らせる。
【００６１】
そして携帯電話機ＭＳ２のＣＰＵ５９は、ステップＳＰ１０において、ＥＰＧ画面に表示
される複数の番組のうち所望の番組が選択されると、続くステップＳＰ１１に移って、当
該選択された番組の放送日時、チャンネル及び番組タイトル等を予約番組データとしてリ
モコン機能付携帯電話機ＭＳ１に送信する。
【００６２】
リモコン機能付携帯電話機ＭＳ１は、続くステップＳＰ１２において、携帯電話機ＭＳ２
から送られてきた予約番組データを受信し、当該受信した予約番組データをＩＲＤ５に送
信する。そしてＩＲＤ５は、ステップＳＰ１３において、この予約番組データを赤外線送
受信部１０によって受信し、当該受信した予約番組データをフラッシュメモリ３１に記憶
して予約設定を行った後、予約設定が完了したことを示す予約完了データを赤外線送受信
部１０からリモコン機能付携帯電話機ＭＳ１に送信する。
【００６３】
リモコン機能付携帯電話機ＭＳ１は、ステップＳＰ１４において、ＩＲＤ５から送られて
くる予約完了データを受信し、当該受信した予約完了データを携帯電話機ＭＳ２に送信す
る。携帯電話機ＭＳ２は、続くステップＳＰ１５において、アンテナ５７によって予約完
了データを受信し、当該アンテナ５７及び送受信回路部５６を順次介してＣＰＵ５９に送
出する。ＣＰＵ５９は、この予約完了デーに応じたメッセージ情報を生成し、これをディ
スプレイ６２に表示することにより、予約が完了したことをユーザに通知する。
【００６４】
この状態において、ユーザが操作入力部６１の音声ガイドキーを押下すると、携帯電話機
ＭＳ２は、予約が完了したことをスピーカ５８から音声で出力する。そして携帯電話機Ｍ
Ｓ２のＣＰＵ５９はステップＳＰ１６において当該処理手順を終了する。
【００６５】
これに対してステップＳＰ６において否定結果が得られると、このことは携帯電話機ＭＳ
２の電話番号がＩＲＤ５のフラッシュメモリ３１に登録されていないことを表しており、
このときＩＲＤ５のＣＰＵ１１はステップＳＰ１７に移って、予約設定が不可能であるこ
とを示す予約不可能データを生成し、これを赤外線送受信部１０からリモコン機能付携帯
電話機ＭＳ１に送信する。
【００６６】
リモコン機能付携帯電話機ＭＳ１は、続くステップＳＰ１８において、ＩＲＤ５から送ら
れてくる予約不可能データを受信し、当該受信した予約不可能データを携帯電話機ＭＳ２
に送信する。携帯電話機ＭＳ２は、続くステップＳＰ１９において、リモコン機能付携帯
電話機ＭＳ１から送られてきた予約不可能データをアンテナ５７によって受信し、当該ア
ンテナ５７及び送受信回路部５６を介してＣＰＵ５９に送出する。ＣＰＵ５９は、この予
約不可能データに応じたメッセージ情報を生成し、これをディスプレイ６２に表示するこ
とにより、予約が不可能であることをユーザに知らせる。
【００６７】
この状態において、ユーザが操作入力部６１の音声ガイドキーを押下すると、携帯電話機
ＭＳ２は、予約が不可能であることをスピーカ５８から音声で出力する。そして携帯電話
機ＭＳ２のＣＰＵ５９はステップＳＰ１６において当該処理手順を終了する。
【００６８】
その後、ＩＲＤ５のＣＰＵ１１は、記録制御手段として動作し、フラッシュメモリ３１に
記憶されている予約番組データに基づいて記録動作を実行し、上述の番組予約設定処理手
順ＲＴ１によって予約設定された番組を記録メディア部３０に記録する。その際、ＩＲＤ
５のＣＰＵ１１は、ＲＡＭ１３に予め格納されているＥＰＧデータＳ１６を基に、携帯電
話機ＭＳ２を使用するユーザの記録タイトルリストデータＳ２１を携帯電話機ＭＳ２の電
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話番号に対応付けて生成し、これをフラッシュメモリ３１に格納する。
【００６９】
そして、ＩＲＤ５のＣＰＵ１１は、ユーザが携帯電話機ＭＳ２において記録タイトルリス
ト画面を表示するための操作を行うと、記録タイトルリストデータＳ２１をフラッシュメ
モリ３１から読み出し、当該読み出した記録タイトルリストデータＳ２１をリモコン機能
付携帯電話機ＭＳ１を介して携帯電話機ＭＳ２に送信し当該記録タイトルリストデータＳ
２１に対応した記録タイトルリスト画面を携帯電話機ＭＳ２のディスプレイ６２に表示す
る。
【００７０】
（６）実施の形態の動作及び効果
以上の構成において、ＩＲＤ５は、各ユーザの番組嗜好情報を当該各ユーザが使用する携
帯電話機ＭＳの電話番号に対応付けてそれぞれフラッシュメモリ３１に記憶する。
【００７１】
この状態において、ＩＲＤ５のＣＰＵ１１は、ユーザが外出先から携帯電話機ＭＳ２を用
いてＥＰＧ画面の表示操作を行うと、当該携帯電話機ＭＳ２からリモコン機能付携帯電話
機ＭＳ１を介して送られてきた携帯電話機ＭＳ２の電話番号に対応する番組嗜好情報をフ
ラッシュメモリ３１から読み出し、当該読み出した番組嗜好情報に基づいて携帯電話機Ｍ
Ｓ２を使用するユーザの嗜好に合致したＥＰＧデータを生成する。
【００７２】
そしてＩＲＤ５のＣＰＵ１１は、この生成したＥＰＧデータをリモコン機能付携帯電話機
ＭＳ１を介して携帯電話機ＭＳ２に送信し、当該送信したＥＰＧデータに応じたＥＰＧ画
面を携帯電話機ＭＳ２のディスプレイ６２に表示する。
【００７３】
これにより各ユーザは、携帯電話機ＭＳ２を携帯して外出しても、その外出先において当
該携帯電話機ＭＳ２を操作するだけで、ＩＲＤ５に記憶されているＥＰＧデータＳ１６に
含まれる膨大な数の番組の中から自分の嗜好に合致した番組を検索して携帯電話機ＭＳ２
のディスプレイ６２に表示することができる。かくして各ユーザはＩＲＤ５をあたかも自
分専用のＩＲＤのように使用することができる。
【００７４】
また、記録メディア部３０に記録されている番組の中から自分が記録した番組のみを記録
タイトルリスト画面として携帯電話機ＭＳ２のディスプレイ６２に表示することにより、
記録メディア部３０に記録される番組の数が増大しても、番組の管理に必要な手間を低減
することができる。その際、ユーザは自分の記録タイトルリスト画面しかディスプレイ６
２に表示できないことから、他のユーザが記録した番組を誤って消去するような誤操作を
防止することができる。
【００７５】
以上の構成によれば、複数のユーザの番組嗜好情報を当該各ユーザがそれぞれ使用する携
帯電話機ＭＳの電話番号毎にＩＲＤ５に予め登録しておき、複数のユーザのうち任意のユ
ーザが自分の携帯電話機ＭＳを介して番組一覧の表示操作を行うと、当該携帯電話機ＭＳ
からリモコン機能付携帯電話機ＭＳ１を介して送信される電話番号に対応する番組嗜好情
報に基づいて携帯電話機ＭＳを使用するユーザの嗜好に合致した番組の一覧を生成し、こ
れを携帯電話機ＭＳに送信することにより、携帯電話機ＭＳを使用するユーザの位置にか
かわらずに当該ユーザの嗜好に合致する番組一覧をユーザに提供することができる。
【００７６】
（７）他の実施の形態
なお上述の実施の形態においては、携帯電話機ＭＳ２がＩＲＤ５からＥＰＧデータを取得
する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、図１に示すように、移動通信制御局
５０にインターネット７０を介して接続されたＥＰＧサーバ７１のような他の種々の情報
提供装置からＥＰＧデータを取得するようにしても良い。ＥＰＧサーバ７１からＥＰＧデ
ータを取得する場合には、ＩＲＤ５は、ＥＰＧデータＳ１６をＩＲＤ５のＲＡＭ１３に格
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納しておく必要がないため、当該ＲＡＭ１３のメモリ容量を節約することができる。
【００７７】
この場合、ユーザは、自分の番組嗜好情報を識別情報としてのユーザＩＤ（IDentificati
on）に対応付けて予めＥＰＧサーバ７１のデータベース部（図示せず）に登録する。
【００７８】
そして、携帯電話機ＭＳ２のユーザが操作入力部６１の発呼キーを操作してインターネッ
トプロバイダのアクセスポイントの電話番号を入力すると、携帯電話機ＭＳ２のＣＰＵ５
９は、図８及び図９に示すような、ＥＰＧサーバ７１からＥＰＧデータを取得する場合の
番組予約設定処理手順ＲＴ２を実行する。
【００７９】
すなわち図８及び図９において携帯電話機ＭＳ２のＣＰＵ５９は、ＥＰＧサーバ７１から
ＥＰＧデータを取得する場合の番組予約設定処理手順ＲＴ２に入ると、ステップＳＰ２０
に移って、送受信回路部５６の動作を制御してインターネットプロバイダのアクセスポイ
ントに電話をかけ、続くステップＳＰ２１において、ＥＰＧサーバ７１にアクセスする。
【００８０】
そして、ユーザが操作入力部６１を介してユーザＩＤを入力すると、携帯電話機ＭＳ２の
ＣＰＵ５９は、ステップＳＰ２２において、当該入力されたユーザＩＤを送受信回路部５
６及びアンテナ５７を順次介してＥＰＧサーバ７１に送信する。ＥＰＧサーバ７１は、ス
テップＳＰ２３において、携帯電話機ＭＳ２から送られてきたユーザＩＤを受信し、当該
受信したユーザＩＤがデータベース部に登録されているか否かを判断する。
【００８１】
ステップＳＰ２３において肯定結果が得られると、このことは携帯電話機ＭＳ２を使用す
るユーザのユーザＩＤがデータベース部に登録されていることを表しており、このときＥ
ＰＧサーバ７１は、続くステップＳＰ２４に移って、当該ユーザＩＤに対応する番組嗜好
情報をデータベース部から読み出し、当該読み出した番組嗜好情報に基づいてユーザの嗜
好に合致したＥＰＧデータを生成しこれを携帯電話機ＭＳ２に送信する。
【００８２】
携帯電話機ＭＳ２は、ステップＳＰ２５において、ＥＰＧサーバ７１から送られてきたＥ
ＰＧデータをアンテナ５７によって受信し、当該アンテナ５７及び送受信回路部５６を順
次介してＣＰＵ５９に送出する。携帯電話機ＭＳ２のＣＰＵ５９は、このＥＰＧデータを
メモリ６０に記憶すると共に、当該ＥＰＧデータに応じたＥＰＧ画面をディスプレイ６２
に表示する。
【００８３】
この状態において、ユーザが操作入力部６１の音声ガイドキーを押下すると、ＣＰＵ５９
は、メモリ６０からＥＰＧデータを読み出し、これを音声合成部６３に供給する。音声合
成部６３は、このＥＰＧデータを基に音声信号を生成して当該音声信号をスピーカ５８か
ら出力することにより、ＥＰＧ画面に対応する情報を音声でユーザに知らせる。
【００８４】
そして携帯電話機ＭＳ２のＣＰＵ５９は、ステップＳＰ２６において、ＥＰＧ画面に表示
される複数の番組のうち所望の番組が選択されると、続くステップＳＰ２７に移って、当
該選択された番組の放送日時、チャンネル及び番組タイトル等を予約番組データとしてリ
モコン機能付携帯電話機ＭＳ１に送信する。
【００８５】
リモコン機能付携帯電話機ＭＳ１は、続くステップＳＰ２８において、携帯電話機ＭＳ２
から送られてきた予約番組データを受信し、当該受信した予約番組データをＩＲＤ５に送
信する。そしてＩＲＤ５は、ステップＳＰ２９において、この予約番組データを赤外線送
受信部１０によって受信し、当該受信した予約番組データをフラッシュメモリ３１に記憶
して予約設定を行った後、予約設定が完了したことを示す予約完了データを赤外線送受信
部１０からリモコン機能付携帯電話機ＭＳ１に送信する。
【００８６】
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リモコン機能付携帯電話機ＭＳ１は、ステップＳＰ３０において、ＩＲＤ５から送られて
くる予約完了データを受信し、当該受信した予約完了データを携帯電話機ＭＳ２に送信す
る。携帯電話機ＭＳ２は、続くステップＳＰ３１において、アンテナ５７によって予約完
了データを受信し、当該アンテナ５７及び送受信回路部５６を順次介してＣＰＵ５９に送
出する。ＣＰＵ５９は、この予約完了デーに応じたメッセージ情報を生成し、これをディ
スプレイ６２に表示することにより、予約が完了したことをユーザに通知する。
【００８７】
この状態において、ユーザが操作入力部６１の音声ガイドキーを押下すると、携帯電話機
ＭＳ２は、予約が完了したことをスピーカ５８から音声で出力する。そして携帯電話機Ｍ
Ｓ２のＣＰＵ５９はステップＳＰ３２において当該処理手順を終了する。
【００８８】
これに対してステップＳＰ２３において否定結果が得られると、このことは携帯電話機Ｍ
Ｓ２を使用するユーザのユーザＩＤがデータベース部に登録されていないことを表してお
り、このときＥＰＧサーバ７１はステップＳＰ３３に移って、ユーザＩＤが未登録である
ことを示す未登録データを生成しこれを携帯電話機ＭＳ２に送信する。
【００８９】
携帯電話機ＭＳ２は、ステップＳＰ３４において、ＥＰＧサーバ７１から送られてきた未
登録データをアンテナ５７によって受信し、当該アンテナ５７及び送受信回路部５６を介
してＣＰＵ５９に送出する。ＣＰＵ５９は、この未登録データに応じたメッセージ情報を
生成し、これをディスプレイ６２に表示することにより、入力されたユーザＩＤが未登録
であることをユーザに知らせる。
【００９０】
この状態において、ユーザが操作入力部６１の音声ガイドキーを押下すると、携帯電話機
ＭＳ２は、入力されたユーザＩＤが未登録であることをスピーカ６３から音声で出力する
。そして携帯電話機ＭＳ２のＣＰＵ５９はステップＳＰ３２において当該処理手順を終了
する。
【００９１】
また上述の実施の形態においては、携帯電話機ＭＳ２から予約録画の設定操作を行う場合
について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば電源のオン・オフ、チャンネルの切換
、再生などの各種設定操作を行うようにしても良い。
【００９２】
また上述の実施の形態においては、ＥＰＧ画面を携帯電話機ＭＳ２のディスプレイ６２に
表示する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、ＥＰＧ画面をモニタ８の表示画
面８Ａに表示するようにしても良い。
【００９３】
また上述の実施の形態においては、携帯電話機ＭＳ２からリモコン機能付携帯電話機ＭＳ
１を介してＩＲＤ５を操作する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、赤外線を
送受信する機能を有していれば、例えば公衆回線に接続された固定電話機のように、所定
の通信手段に接続された他の種々のリモートコマンダを介してＩＲＤ５を操作するように
しても良い。
【００９４】
また上述の実施の形態においては、リモコン機能付携帯電話機ＭＳ１とＩＲＤ５の間を赤
外線を介して接続した場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えばイーサネッ
トを用いて有線接続するようにしても良い。
【００９５】
また上述の実施の形態においては、リモコン機能付携帯電話機ＭＳ１からＩＲＤ５に命令
信号Ｓ１を送信する毎に携帯電話機ＭＳ２の電話番号を送信する場合について述べたが、
本発明はこれに限らず、ＩＲＤ５の電源を立ち上げる際に携帯電話機ＭＳ２の電話番号を
送信して当該電話番号をＩＲＤ５に登録し、電源を切断又は予約設定が完了した際に登録
を解除するようにしても良い。
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【００９６】
また上述の実施の形態においては、放送局から提供される番組の内容を示すＥＰＧデータ
をＩＲＤ５から携帯電話機ＭＳ２に提供する場合について述べたが、本発明はこれに限ら
ず、他の種々の番組の内容を示す番組ガイド情報を番組ガイド情報提供装置から携帯電話
機ＭＳ２に提供するようにしても良い。
【００９７】
また上述の実施の形態においては、通信端末装置として携帯電話機ＭＳ２を用いる場合に
ついて述べたが、本発明はこれに限らず、他の種々の通信端末装置を広く適用することが
できる。
【００９８】
さらに上述の実施の形態においては、本発明をアナログ地上波放送システム１のＩＲＤ５
において受信した情報を表示する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、ディジ
タル衛星放送又は有線放送によって配信される情報を表示する場合に広く適用することが
できる。
【００９９】
【発明の効果】
　上述のように本発明によれば、所定の番組供給手段から供給される番組の内容を示す番
組ガイド情報を予め情報受信装置の番組ガイド情報記憶手段に記憶し、所定の通信手段を
介して接続される通信端末装置を使用するユーザの嗜好を示す嗜好情報を通信端末装置に
割り当てられている識別情報に対応付けて予め情報受信装置の嗜好情報記憶手段に記憶し
、通信端末装置から送信される識別情報を通信手段に接続される携帯端末によって受信し
、受信した識別情報を携帯端末から情報受信装置に送信し、携帯端末から送信される識別
情報を情報受信装置によって受信し、受信した識別情報に対応する嗜好情報を嗜好情報記
憶手段から読み出し、当該読み出した嗜好情報に基づいて番組ガイド情報からユーザの嗜
好に合致する番組を検索して当該検索された番組からなる検索番組ガイド情報を生成し、
検索番組ガイド情報を情報受信装置から携帯端末に送信し、情報受信装置から送信される
検索番組ガイド情報を携帯端末によって受信し、受信した検索番組ガイド情報を携帯端末
から通信端末装置に送信することにより、通信端末装置を使用するユーザの位置にかかわ
らずに当該ユーザの嗜好に合致する番組ガイド情報を当該ユーザに提供することができる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明によるアナログ地上波放送システムを示すブロック図である。
【図２】本発明による情報受信装置の一実施の形態を示すブロック図である。
【図３】ＥＰＧデータの内容を示す略線図である。
【図４】リモコン機能付携帯電話機の構成を示すブロック図である。
【図５】携帯電話機の構成を示すブロック図である。
【図６】ＩＲＤからＥＰＧデータを取得する場合の番組予約設定処理手順を示すフローチ
ャートである。
【図７】ＩＲＤからＥＰＧデータを取得する場合の番組予約設定処理手順を示すフローチ
ャートである。
【図８】ＥＰＧサーバからＥＰＧデータを取得する場合の番組予約設定処理手順を示すフ
ローチャートである。
【図９】ＥＰＧサーバからＥＰＧデータを取得する場合の番組予約設定処理手順を示すフ
ローチャートである。
【符号の説明】
１……アナログ地上波放送システム、２……送信装置、４……中継装置、５……ＩＲＤ、
７……リモートコマンダ、８……モニタ、８Ａ……表示画面、１０……リモートコマンダ
受信部、１１……ＣＰＵ、１２……ＲＯＭ、１３……ＲＡＭ、１５……チューナ、１６…
…音声処理部、１７……映像処理部、１８……多重／分離部、１９……音声デコーダ、２
０……映像デコーダ、２１……Ｄ／Ａ変換回路、２２……ＲＧＢエンコーダ、２５……Ｖ
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ＢＩスライサ、３０……記録メディア部、３１……フラッシュメモリ。

【図１】 【図２】



(17) JP 4280949 B2 2009.6.17

【図３】 【図４】
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