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2006 年 12 月 27 日
株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイド

『G ガイドモバイル』の地上デジタル番組表がいよいよ全国展開！
全国・全放送局の SI 情報（公式番組情報）に対応
株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイド（本社：東京都中央区、社長：田路圭輔、以下 IPG）は、携帯電
話向けテレビ番組表無料(*1)サービス『G ガイドモバイル』において、放送局の公式番組情報である SI 情報を
利用した、地上デジタル番組表の全国提供を日本で初めて（*2）実現いたしました。
『G ガイドモバイル』では、2005 年 11 月に SI 情報を利用した地上デジタル番組表の提供を、関東・近畿・
中部・東北地域から開始し、全国各地の地上デジタル放送開始に伴い、対応地域を順次拡大してきました。こ
の度、2006 年 12 月 26 日をもって、北は北海道から南は沖縄まで全国 47 都道府県の対応を完了いたし
ました。（別紙 1 参照）この SI 情報を利用した電子番組表（EPG）サービスの全国提供は日本初（*2）になりま
す。
SI 情報では個々の番組情報が ID 管理されているという特性により、スポーツ中継の放送延長や緊急特番
による放送時間変更にもリアルタイムで放送内容と連動することが可能になりました。そのため、SI 情報を利
用している『G ガイドモバイル』では、IPG が提供している「リモート録画予約」機能(*3)を利用した番組録画
予約も録画番組の自動追従が可能となりました。
また、現在、全国・全放送局のテレビ放送をカバーする SI 情報を、放送局から正式に許諾を得てサービス
提供している EPG 事業者は、日本で唯一（*2）、IPG のみであります。
『G ガイドモバイル』は、NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイルの 3 キャリアの 3G 携帯電話に標準搭載
しており、1,150 万人を超える（2006 年 12 月 26 日時点）登録利用者の皆様にご利用いだいております。
今後も引き続き、対応機種の拡大や魅力的な機能開発等を通じて、さらに利便性の高い EPG サービスの
提供を図ってまいります。

*1：ネットワーク通信時の通信料等は別途ユーザ負担となります。
*2：2006 年 12 月 26 日時点、IPG 調べ。
*3：外出先（携帯電話など）から自宅の DVD レコーダー等にインターネットを通じて番組録画予約する機能
※G ガイド、G-GUIDE、G ガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、および G ガイド関連ロゴは、
米 Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社の日本国内における登録商標です。
※記載されている会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

【報道機関からのお問い合わせ】

株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイド
広報担当 : 田中
TEL : 03(3544)2811
FAX : 03(3524)9810
URL : http://www.ipg.co.jp/

別 紙 1
■ 『SI 情報』の特長
1. 放送局が提供しているデジタル放送の公式番組情報
2. 番組毎に放送局が割り当てる ID で管理
3. 緊急特番や番組延長に対してもリアルタイムで放送内容に連動
SI とは、｢Service Information｣の略で、デジタル放送の番組を視聴するために必要な情報やEIT(Event Information Table)と呼ば
れる番組タイトルや放送時間、番組出演者などで構成されます。SI は逐次更新されるため、スポーツ中継の延長や緊急特番による放送時
間の変更にもリアルタイムに近い形で対応できます。

■ 『SI 情報』収集方法

SI

IPG

（地上デジタル）

SI収集サーバ

GGMサーバ

全国54拠点の
SI収集機器から

全国 54 拠点の放送局に、SI 収集機器を設置予定です。現時点で全放送局の許諾を得ており、実際
の機器設置は、北海道の地区別編成を実施していない 6 箇所を除く 48 拠点まで設置完了しておりま
す。
現在は SI 収集から G ガイドモバイルサーバまでの反映に最大約 3 時間掛かっておりますが、今後
システムの改良を行い、来春を目処に放送内容のリアルタイム反映を実現する予定です。
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最終 54拠点（ 2007年 3月完了目標）
現在 48拠点（ 2006年 12月 26日現在）
（日本地図 © Cyber Map Japan Corp.）

別 紙 2
■ 企業概要
〔株式会社 インタラクティブ・プログラム・ガイド〕
Gemstar-TV Guide International, Inc.、株式会社電通、株式会社東京ニュース通信社により 1999
年 4 月に設立された、『G ガイド』の運用および広告業務を行う会社です。IPG は、テレビ・録画機器・パソコ
ン向けに日本全国でＧガイドサービスを幅広く展開しています。また、更なるテレビ視聴者利便を実現すべく、
2004 年 12 月からは携帯電話向けの『G ガイドモバイル』の提供を、2006 年 5 月からは『G ガイド』と『G
ガイドモバイル』をつなぐ第 3 のサービス『G ガイドリモートアクセス』を開始しました。
■ サービス概要
【G ガイド】
『G ガイド』は、Gemstar-TV Guide International, Inc.が知
的財産権を保有する電子番組表（EPG）技術『G-GUIDE』をベ
ースに株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイド（IPG 社）が
サービス開発し、日本国内で運用する電子番組表（EPG）で、
IPG 社が地上波では TBS（株式会社東京放送）系列を中心に全
国 30 地区 30 放送局、衛星波では BS-i（株式会社ビーエス・ア
イ）と提携して全国で展開しています。『G ガイド』は、テレビ画面
でそのまま番組表を見ることができ、プラズマテレビ、液晶テレビ、
DVD レコーダーなどに搭載されています。現在、松下電器産業
株式会社、ソニー株式会社、日本ビクター株式会社、シャープ株
式会社、三菱電機株式会社、パイオニア株式会社、株式会社日立製作所、船井電機株式会社、LG 電子株式会
社が『G ガイド』を採用しています。搭載機所有者は無料で『G ガイド』を利用できます。

【G ガイドモバイル】
『G ガイドモバイル』は、Gemstar-TV Guide International, Inc.が知的財産権を保有
する電子番組表（EPG）技術『G-GUIDE』をベースに株式会社インタラクティブ・プログラ
ム・ガイド（IPG 社）がサービス開発し、IPG 社が携帯電話利用者向けに無料（*1）で提供す
る電子番組表（EPG）です。2004 年 12 月 1 日にＮＴＴドコモ携帯電話ユーザ向けに『G
ガイドモバイル』サービスの提供を開始、ＮＴＴドコモ「901i シリーズ」以降の FOMA®と
2006 年 1 月下旬以降に発売の au WIN 対応機種、2006 年 10 月以降に発売のソフト
バンク ３G シリーズにも対応アプリが標準搭載されております。（*1：番組表情報ダウンロード時
の通信料については、別途ユーザ負担となります。）

【G ガイドリモートアクセス】
『G ガイドリモートアクセス』とは、「G ガイド」と「G ガイドモバイル」をつなぐ
ことにより、「いつでも、どこでも、G ガイド」を実現するサービスです。その
第一弾である「リモート録画予約」機能は、ネットワーク通信を利用して、
携帯電話から家庭の DVD レコーダにテレビ番組の録画予約ができる機
能で、無料（*2）のサービスです。ソニー、パナソニックの DVD レコーダー
が対応、外出先から見たい番組がいつでも録画予約できます。（*2:ネット
ワーク通信時の通信料・プロバイダ契約料等は別途ユーザ負担となりま
す。）
※G ガイド、G-GUIDE、G ガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、および G ガイド関連ロゴは、
米 Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社の日本国内における登録商標です。
※「ＦＯＭＡ」は株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。
※SOFTBANK およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
※記載されている会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

