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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　供給されるコンテンツデータを記録媒体に記録する機能と前記記録媒体に記録されたコ
ンテンツデータを再生する機能とを備えた記録再生装置と、コンテンツデータの提供を受
けてこれを再生する機能を備えた携帯端末装置とが、所定のネットワークを通じて接続さ
れて構成されるコンテンツ利用システムであって、
　前記記録再生装置は、
　供給される前記コンテンツデータを出力するようにしている場合に、あるいは、前記記
録媒体に記録された前記コンテンツデータを出力するようにしている場合に、転送して利
用するコンテンツデータであることの指示入力を受け付ける受付手段と、
　前記受付手段を通じて前記指示入力を受け付けた場合に、出力するようにしている前記
コンテンツデータを、前記受付手段を通じて前記指示入力を受け付けた時点を基準とする
位置から、前記携帯端末装置に転送する転送用のコンテンツデータに変換する変換手段と
、
　前記変換手段により変換された前記転送用のコンテンツデータを前記記録媒体に記録す
るようにする記録手段と、
　前記記録媒体に記録される前記転送用のコンテンツデータに対して、当該コンテンツデ
ータが転送用のものであることを示す情報を含むメタデータを生成して付加する付加手段
と、
　前記携帯端末装置からの転送用のコンテンツデータの一覧リストの提供要求を受信する
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一覧リスト提供要求受信手段と、
　前記一覧リスト提供要求受信手段を通じて、前記一覧リストの提供要求を受信した場合
に、前記付加手段により各転送用のコンテンツデータに付加するようにされている前記メ
タデータに基づいて、転送用のコンテンツデータの一覧リストを生成する一覧リスト生成
手段と、
　前記一覧リスト生成手段により生成された転送用のコンテンツデータの前記一覧リスト
を要求元の前記携帯端末装置に対して送信する一覧リスト送信手段と、
　前記携帯通信端末からの転送用のコンテンツデータの提供要求を受信するコンテンツデ
ータ提供要求受信手段と、
　前記コンテンツデータ提供要求受信手段を通じて、転送用のコンテンツデータの前記提
供要求を受信した場合に、前記記録媒体に記録されている要求された前記転送用のコンテ
ンツデータを要求元の前記携帯端末装置に送信するコンテンツデータ送信手段と
　を備え、
　前記携帯端末装置は、
　前記記録再生装置に対して、転送用のコンテンツデータの一覧リストの提供要求を送信
する一覧リスト提供要求送信手段と、
　前記記録再生装置から送信されてくる転送用のコンテンツデータの前記一覧リストを受
信する一覧リスト受信手段と、
　前記一覧リスト受信手段で受信した前記一覧リストを表示素子の表示画面に表示するよ
うに制御する表示制御手段と
　前記表示制御手段の制御により、前記表示素子の表示画面に表示された転送用のコンテ
ンツデータの前記一覧リストの中から、目的とする転送用のコンテンツデータの選択入力
を受け付ける選択受付手段と、
　前記選択受付手段を通じて受け付けた前記選択入力により選択された転送用のコンテン
ツデータの提供要求を送信するコンテンツデータ提供要求送信手段と、
　前記記録再生装置から送信されてくる転送用のコンテンツデータを受信して利用できる
ようにするコンテンツデータ受信手段と
　を備えることを特徴とするコンテンツ利用システム。
【請求項２】
　請求項１に記載のコンテンツ利用システムであって、
　前記記録再生装置の前記変換手段は、前記コンテンツデータが、映像データを含む場合
には、前記映像データの画サイズの送信先の携帯端末装置に応じた変換を含むことを特徴
とするコンテンツ利用システム。
【請求項３】
　請求項１に記載のコンテンツ利用システムであって、
　前記記録再生装置の前記変換手段は、コンテンツデータについてのデータ圧縮方式の変
換を含むことを特徴とするコンテンツ利用システム。
【請求項４】
　請求項１に記載のコンテンツ利用システムであって、
　前記記録再生装置は、
　転送用のコンテンツデータの転送先の携帯端末装置を設定するための当該携帯端末装置
の識別情報を含む設定入力を受け付ける設定入力受付手段と、
　前記設定入力受付手段を通じて受け付けた設定入力に応じた情報を記憶保持する設定情
報保持手段と
　を備え、
　前記変換手段は、前記設定情報保持手段に保持されている情報に基づいて、転送先の携
帯端末装置として設定された携帯通信端末に応じてコンテンツデータの変換を行うもので
あり、
　前記記録手段は、前記設定情報保持手段に保持されている情報に基づいて、前記変換手
段からの前記転送用のコンテンツデータを、転送先の携帯端末装置として設定された携帯
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通信端末用のものとして前記記録媒体に記録するものであり、
　前記一覧リスト提供要求受信手段は、要求元の前記携帯端末装置の識別情報を含む、一
覧リストの前記提供要求を受信するものであり、
　前記一覧リスト生成手段は、前記一覧リスト提供要求受信手段を通じて受信した要求元
の前記携帯端末装置の識別情報に基づいて、前記識別情報により特定される前記携帯端末
装置用に変換された転送用のコンテンツデータのメタデータを参照し、転送用のコンテン
ツデータの前記一覧リストを生成するものであり、
　前記携帯端末装置の前記一覧リスト提供要求送信手段は、自機の識別情報をも含む、転
送用のコンテンツデータの一覧リストの前記提供要求を送信するものである
　ことを特徴とするコンテンツ利用システム。
【請求項５】
　供給されるコンテンツデータを記録媒体に記録する機能と前記記録媒体に記録されたコ
ンテンツデータを再生する機能とを備えた記録再生装置と、コンテンツデータの提供を受
けてこれを再生する機能を備えた携帯端末装置とが、所定のネットワークを通じて接続さ
れて構成されるコンテンツ利用システムで用いられるコンテンツ利用方法であって、
　前記記録再生装置においては、
　供給される前記コンテンツデータを出力するようにしている場合に、あるいは、前記記
録媒体に記録された前記コンテンツデータを出力するようにしている場合に、転送して利
用するコンテンツデータであることの指示入力を受け付ける受付工程と、
　前記受付工程において前記指示入力を受け付けた場合に、出力するようにしている前記
コンテンツデータを、前記受付工程において前記指示入力を受け付けた時点を基準とする
位置から、前記携帯端末装置に転送する転送用のコンテンツデータに変換する変換工程と
、
　前記変換工程において変換した前記転送用のコンテンツデータを前記記録媒体に記録す
るようにする記録工程と、
　前記記録媒体に記録する前記転送用のコンテンツデータに対して、当該コンテンツデー
タが転送用のものであることを示す情報を含むメタデータを生成して付加する付加工程と
、
　前記携帯端末装置からの転送用のコンテンツデータの一覧リストの提供要求を受信する
一覧リスト提供要求受信工程と、
　前記一覧リスト提供要求受信工程において、前記一覧リストの提供要求を受信した場合
に、前記付加工程において各転送用のコンテンツデータに付加した前記メタデータに基づ
いて、転送用のコンテンツデータの一覧リストを生成する一覧リスト生成工程と、
　前記一覧リスト生成工程において生成した転送用のコンテンツデータの前記一覧リスト
を要求元の前記携帯端末装置に対して送信する一覧リスト送信工程と、
　前記携帯通信端末からの転送用のコンテンツデータの提供要求を受信するコンテンツデ
ータ提供要求受信工程と、
　前記コンテンツデータ提供要求受信工程において、転送用のコンテンツデータの前記提
供要求を受信した場合に、前記記録媒体に記録されている要求された前記転送用のコンテ
ンツデータを要求元の前記携帯端末装置に送信するコンテンツデータ送信工程と
　を有し、
　前記携帯端末装置においては、
　前記記録再生装置に対して、転送用のコンテンツデータの一覧リストの提供要求を送信
する一覧リスト提供要求送信工程と、
　前記記録再生装置から送信されてくる転送用のコンテンツデータの前記一覧リストを受
信する一覧リスト受信工程と、
　前記一覧リスト受信工程において受信した前記一覧リストを表示素子の表示画面に表示
するように制御する表示制御工程と
　前記表示制御工程においての制御により、前記表示素子の表示画面に表示した転送用の
コンテンツデータの前記一覧リストの中から、目的とする転送用のコンテンツデータの選
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択入力を受け付ける選択受付工程と、
　前記選択受付工程において受け付けた前記選択入力により選択した転送用のコンテンツ
データの提供要求を送信するコンテンツデータ提供要求送信工程と、
　前記記録再生装置から送信されてくる転送用のコンテンツデータを受信して利用できる
ようにするコンテンツデータ受信工程と
　を有することを特徴とするコンテンツ利用方法。
【請求項６】
　請求項５に記載のコンテンツ利用方法であって、
　前記記録再生装置の前記変換工程においては、前記コンテンツデータが、映像データを
含む場合には、前記映像データの画サイズの送信先の携帯端末装置に応じた変換を含むこ
とを特徴とするコンテンツ利用方法。
【請求項７】
　請求項５に記載のコンテンツ利用方法であって、
　前記記録再生装置の前記変換工程においては、コンテンツデータについてのデータ圧縮
方式の変換を含むことを特徴とするコンテンツ利用方法。
【請求項８】
　請求項５に記載のコンテンツ利用方法であって、
　前記記録再生装置においては、
　転送用のコンテンツデータの転送先の携帯端末装置を設定するための当該携帯端末装置
の識別情報を含む設定入力を受け付ける設定入力受付工程と、
　前記設定入力受付工程において受け付けた設定入力に応じた情報を設定保持手段に記録
する設定情報記録工程と
　を有し、
　前記変換工程においては、前記設定情報保持手段に記録された情報に基づいて、転送先
の携帯端末装置として設定された携帯通信端末に応じてコンテンツデータの変換を行うよ
うにし、
　前記記録工程においては、前記設定情報保持手段に記録された情報に基づいて、前記変
換工程において変換された前記転送用のコンテンツデータを、転送先の携帯端末装置とし
て設定された携帯通信端末用のものとして前記記録媒体に記録するようにしており、
　前記一覧リスト提供要求受信工程においては、要求元の前記携帯端末装置の識別情報を
含む、一覧リストの前記提供要求を受信し、
　前記一覧リスト生成工程においては、前記一覧リスト提供要求受信工程において受信し
た要求元の前記携帯端末装置の識別情報に基づいて、前記識別情報により特定される前記
携帯端末装置用に変換された転送用のコンテンツデータのメタデータを参照し、転送用の
コンテンツデータの前記一覧リストを生成し、
　前記携帯端末装置の前記一覧リスト提供要求送信工程においては、自機の識別情報をも
含む、転送用のコンテンツデータの一覧リストの前記提供要求を送信する
　ことを特徴とするコンテンツ利用方法。
【請求項９】
　供給されるコンテンツデータを記録媒体に記録する機能と前記記録媒体に記録されたコ
ンテンツデータを再生する機能とを備えた記録再生装置と、コンテンツデータの提供を受
けてこれを再生する機能を備えた携帯端末装置とが、所定のネットワークを通じて接続さ
れて構成されるコンテンツ利用システムで用いられる前記記録再生装置であって、
　供給される前記コンテンツデータを出力するようにしている場合に、あるいは、前記記
録媒体に記録された前記コンテンツデータを出力するようにしている場合に、転送して利
用するコンテンツデータであることの指示入力を受け付ける受付手段と、
　前記受付手段を通じて前記指示入力を受け付けたときに、出力するようにしている前記
コンテンツデータを、前記受付手段を通じて前記指示入力を受け付けた時点を基準とする
位置から、前記携帯端末装置に転送する転送用のコンテンツデータに変換する変換手段と
、
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　前記変換手段により変換された前記転送用のコンテンツデータを前記記録媒体に記録す
るようにする記録手段と、
　前記記録媒体に記録される前記転送用のコンテンツデータに対して、当該コンテンツデ
ータが転送用のものであることを示す情報を含むメタデータを生成して付加する付加手段
と、
　前記携帯端末装置からの転送用のコンテンツデータの一覧リストの提供要求を受信する
一覧リスト提供要求受信手段と、
　前記一覧リスト提供要求受信手段を通じて、前記一覧リストの提供要求を受信した場合
に、前記付加手段により各転送用のコンテンツデータに付加するようにされている前記メ
タデータに基づいて、転送用のコンテンツデータの一覧リストを生成する一覧リスト生成
手段と、
　前記一覧リスト生成手段により生成された転送用のコンテンツデータの前記一覧リスト
を要求元の前記携帯端末装置に対して送信する一覧リスト送信手段と、
　前記携帯通信端末からの転送用のコンテンツデータの提供要求を受信するコンテンツデ
ータ提供要求受信手段と、
　前記コンテンツデータ提供要求受信手段を通じて、転送用のコンテンツデータの前記提
供要求を受信した場合に、前記記録媒体に記録されている要求された前記転送用のコンテ
ンツデータを要求元の前記携帯端末装置に送信するコンテンツデータ送信手段と
　を備えることを特徴とする記録再生装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の記録再生装置であって、
　前記変換手段は、前記コンテンツデータが、映像データを含む場合には、前記映像デー
タの画サイズの送信先の携帯端末装置に応じた変換を含むことを特徴とする記録再生装置
。
【請求項１１】
　請求項９に記載の記録再生装置であって、
　前記変換手段は、コンテンツデータについてのデータ圧縮方式の変換を含むことを特徴
とする記録再生装置。
【請求項１２】
　請求項９に記載の記録再生装置であって、
　転送用のコンテンツデータの転送先の携帯端末装置を設定するための当該携帯端末装置
の識別情報を含む設定入力を受け付ける設定入力受付手段と、
　前記設定入力受付手段を通じて受け付けた設定入力に応じた情報を記憶保持する設定情
報保持手段と
　を備え、
　前記変換手段は、前記設定情報保持手段に保持されている情報に基づいて、転送先の携
帯端末装置として設定された携帯通信端末に応じてコンテンツデータの変換を行うもので
あり、
　前記記録手段は、前記設定情報保持手段に保持されている情報に基づいて、前記変換手
段からの前記転送用のコンテンツデータを、転送先の携帯端末装置として設定された携帯
通信端末用のものとして前記記録媒体に記録するものであり、
　前記一覧リスト提供要求受信手段は、要求元の前記携帯端末装置の識別情報を含む、一
覧リストの前記提供要求を受信するものであり、
　前記一覧リスト生成手段は、前記一覧リスト提供要求受信手段を通じて受信した要求元
の前記携帯端末装置の識別情報に基づいて、前記識別情報により特定される前記携帯端末
装置用に変換された転送用のコンテンツデータのメタデータを参照し、転送用のコンテン
ツデータの前記一覧リストを生成するものであり、
　ことを特徴とする記録再生装置。
【請求項１３】
　供給されるコンテンツデータを記録媒体に記録する機能と前記記録媒体に記録されたコ
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ンテンツデータを再生する機能とを備えた記録再生装置と、コンテンツデータの提供を受
けてこれを再生する機能を備えた携帯端末装置とが、所定のネットワークを通じて接続さ
れて構成されるコンテンツ利用システムの前記記録再生装置で用いられるコンテンツ提供
方法であって、
　供給される前記コンテンツデータを出力するようにしている場合に、あるいは、前記記
録媒体に記録された前記コンテンツデータを出力するようにしている場合に、転送して利
用するコンテンツデータであることの指示入力を受け付ける受付工程と、
　前記受付工程において前記指示入力を受け付けたときに、出力するようにしている前記
コンテンツデータを、前記受付手段を通じて前記指示入力を受け付けた時点を基準とする
位置から、前記携帯端末装置に転送する転送用のコンテンツデータに変換する変換工程と
、
　前記変換工程において変換した前記転送用のコンテンツデータを前記記録媒体に記録す
る記録工程と、
　前記記録媒体に記録される前記転送用のコンテンツデータに対して、当該コンテンツデ
ータが転送用のものであることを示す情報を含むメタデータを生成して付加する付加工程
と、
　前記携帯端末装置からの転送用のコンテンツデータの一覧リストの提供要求を受信する
一覧リスト提供要求受信工程と、
　前記一覧リスト提供要求受信工程において前記一覧リストの提供要求を受信した場合に
、前記付加工程において各転送用のコンテンツデータに付加するようにされている前記メ
タデータに基づいて、転送用のコンテンツデータの一覧リストを生成する一覧リスト生成
工程と、
　前記一覧リスト生成工程において生成した転送用のコンテンツデータの前記一覧リスト
を要求元の前記携帯端末装置に対して送信する一覧リスト送信工程と、
　前記携帯通信端末からの転送用のコンテンツデータの提供要求を受信するコンテンツデ
ータ提供要求受信工程と、
　前記コンテンツデータ提供要求受信工程において、転送用のコンテンツデータの前記提
供要求を受信した場合に、前記記録媒体に記録されている要求された前記転送用のコンテ
ンツデータを要求元の前記携帯端末装置に送信するコンテンツデータ送信工程と
　を有することを特徴とするコンテンツ提供方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のコンテンツ提供方法であって、
　転送用のコンテンツデータの転送先の携帯端末装置を設定するための当該携帯端末装置
の識別情報を含む設定入力を受け付ける設定入力受付工程と、
　前記設定入力受付工程において受け付けた設定入力に応じた情報を設定情報保持手段に
記録する設定情報記録工程と
　を有し、
　前記変換工程においては、前記設定情報保持手段に記録された情報に基づいて、転送先
の携帯端末装置として設定された携帯通信端末に応じてコンテンツデータの変換を行うよ
うにし、
　前記記録工程においては、前記設定情報保持手段に記録された情報に基づいて、前記変
換工程において変換された前記転送用のコンテンツデータを、転送先の携帯端末装置とし
て設定された携帯通信端末用のものとして前記記録媒体に記録するようにしており、
　前記一覧リスト提供要求受信工程においては、要求元の前記携帯端末装置の識別情報を
含む、一覧リストの前記提供要求を受信し、
　前記一覧リスト生成工程においては、前記一覧リスト提供要求受信工程において受信し
た要求元の前記携帯端末装置の識別情報に基づいて、前記識別情報により特定される前記
携帯端末装置用に変換された転送用のコンテンツデータのメタデータを参照し、転送用の
コンテンツデータの前記一覧リストを生成する
　ことを特徴とするコンテンツ提供方法。
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【請求項１５】
　供給されるコンテンツデータを記録媒体に記録する機能と前記記録媒体に記録されたコ
ンテンツデータを再生する機能とを備えた記録再生装置と、コンテンツデータの提供を受
けてこれを再生する機能を備えた携帯端末装置とが、所定のネットワークを通じて接続さ
れて構成されるコンテンツ利用システムの前記記録再生装置に搭載されたコンピュータが
実行するプログラムであって、
　供給される前記コンテンツデータを出力するようにしている場合に、あるいは、前記記
録媒体に記録された前記コンテンツデータを出力するようにしている場合に、転送して利
用するコンテンツデータであることの指示入力を受け付ける受付ステップと、
　前記受付ステップにおいて前記指示入力を受け付けた場合に、出力するようにしている
前記コンテンツデータを、前記受付手段を通じて前記指示入力を受け付けた時点を基準と
する位置から、前記携帯端末装置に転送する転送用のコンテンツデータに変換する変換ス
テップと、
　前記変換ステップにおいて変換した前記転送用のコンテンツデータを前記記録媒体に記
録する記録ステップと、
　前記記録媒体に記録される前記転送用のコンテンツデータに対して、当該コンテンツデ
ータが転送用のものであることを示す情報を含むメタデータを生成して付加する付加ステ
ップと、
　前記携帯端末装置からの転送用のコンテンツデータの一覧リストの提供要求を受信する
一覧リスト提供要求受信ステップと、
　前記一覧リスト提供要求受信ステップにおいて前記一覧リストの提供要求を受信した場
合に、前記付加工程において各転送用のコンテンツデータに付加するようにされている前
記メタデータに基づいて、転送用のコンテンツデータの一覧リストを生成する一覧リスト
生成ステップと、
　前記一覧リスト生成ステップにおいて生成した転送用のコンテンツデータの前記一覧リ
ストを要求元の前記携帯端末装置に対して送信する一覧リスト送信ステップと、
　前記携帯通信端末からの転送用のコンテンツデータの提供要求を受信するコンテンツデ
ータ提供要求受信ステップと、
　前記コンテンツデータ提供要求受信ステップにおいて、転送用のコンテンツデータの前
記提供要求を受信した場合に、前記記録媒体に記録されている要求された前記転送用のコ
ンテンツデータを要求元の前記携帯端末装置に送信するコンテンツデータ送信ステップと
　を前記記録再生装置の前記コンピュータが実行することを特徴とするコンテンツ提供プ
ログラム。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のコンテンツ提供プログラムであって、
　転送用のコンテンツデータの転送先の携帯端末装置を設定するための当該携帯端末装置
の識別情報を含む設定入力を受け付ける設定入力受付ステップと、
　前記設定入力受付ステップにおいて受け付けた設定入力に応じた情報を設定情報保持手
段に記録する設定情報記録ステップと
　を前記記録再生装置の前記コンピュータが実行し、
　前記変換ステップにおいては、前記設定情報保持手段に記録された情報に基づいて、転
送先の携帯端末装置として設定された携帯通信端末に応じてコンテンツデータの変換を行
うようにし、
　前記記録ステップにおいては、前記設定情報保持手段に記録された情報に基づいて、前
記変換工程において変換された前記転送用のコンテンツデータを、転送先の携帯端末装置
として設定された携帯通信端末用のものとして前記記録媒体に記録するようにしており、
　前記一覧リスト提供要求受信ステップにおいては、要求元の前記携帯端末装置の識別情
報を含む一覧リストの前記提供要求を受信し、
　前記一覧リスト生成ステップにおいては、前記一覧リスト提供要求受信工程において受
信した要求元の前記携帯端末装置の識別情報に基づいて、前記識別情報により特定される
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前記携帯端末装置用に変換された転送用のコンテンツデータのメタデータを参照し、転送
用のコンテンツデータの前記一覧リストを生成する
　ことを特徴とするコンテンツ提供プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば、携帯電話端末や携帯型ゲーム機などの携帯端末装置を用いて、種
々のコンテンツデータを利用できるようにするシステム、装置、方法、プログラムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話端末、携帯型音楽再生機、携帯型ゲーム機など、ユーザーによって持ち運ばれ
て利用される種々の携帯端末装置が広く利用されるようになってきている。これら携帯端
末装置においては、当該携帯端末装置が通信機能を備える場合には、当該携帯端末装置が
直接に、また、通信機能を備えない場合には、パーソナルコンピュータを介して、コンテ
ンツ配信サーバにアクセスして目的とする音楽コンテンツデータなどの種々のコンテンツ
データを携帯端末装置に予めダウンロードしておくことにより、当該コンテンツデータを
いつでも利用することができるようにされる。
【０００３】
　また、コンテンツ配信サーバからダウンロードするだけでなく、パーソナルコンピュー
タが備える記録媒体や装填するようにされた記録媒体に存在する種々のコンテンツデータ
についても、当該パーソナルコンピュータから携帯端末装置にダウンロードしてきて利用
することも行われている。
【０００４】
　しかしながら、多数のコンテンツデータの中から、目的とするコンテンツデータを探し
出して携帯端末装置にダウンロードするには、手間や時間がかかる場合がある。このため
、特許文献１には、ユーザーが好みのコンテンツデータを自動的に携帯型音楽再生装置や
携帯型映像音響再生装置で利用可能にするために、携帯型音楽再生装置や携帯型映像音響
再生装置においてコンテンツデータの利用履歴を取るようにし、コンテンツデータの利用
履歴に応じて、ユーザーの好みに合致したコンテンツデータを自動的に携帯型音楽再生装
置や携帯型音響再生装置に搭載されている記録媒体に記録して利用できるようにする技術
が開示されている。
【０００５】
　なお、上述の特許文献１は、以下の通りである。
【特許文献１】特開２００６－１４８２８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、特許文献１に記載の発明の場合、携帯型音楽再生装置や携帯型映像音響再生
装置でコンテンツデータを日常的に利用している場合には、非常に有効な技術である。し
かしながら、コンテンツデータを携帯端末装置で利用できるようにしたいとユーザーが考
えるのは、家庭などにおいて、コンテンツデータを利用している場合が多い。
【０００７】
　例えば、テレビ放送番組を視聴していて、このコーナーは面白いから携帯端末装置でも
利用できるようにしておこうとか、テレビ放送番組で重要な情報が提供された場合に、こ
の情報は重要だからいつでも確認できるように携帯端末装置でも利用できるようにしてお
こうなどというよう場合である。
【０００８】
　そして、音楽コンテンツデータの場合には、楽曲単位で利用できるようにするのが通常
であるが、テレビ放送番組などの音声（Audio）と映像（Visual）とが同期を取って再生
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されるコンテンツデータであるいわゆるＡＶ（Audio/Visual）コンテンツ場合には、その
ＡＶコンテンツの全部という場合もあれば、そのＡＶコンテンツの特定の部分だけという
場合もある。
【０００９】
　また、ユーザーがコンテンツデータについて、携帯端末装置でも利用できるようにして
おきたいと考えても、実際に利用されない場合もあることを考えると、ユーザーが端末装
置でも利用できるようにしておきたいと考えたコンテンツデータの全てを携帯端末装置に
ダウンロードするようにしたのでは、携帯端末装置の内蔵メモリが大容量のものであって
も容量不足になる可能性が高い。
【００１０】
　以上のことにかんがみ、この発明は、手間や時間をかけることなく、ユーザーが利用し
たいと考えたコンテンツデータだけを携帯端末装置において簡単かつ迅速に利用できるよ
うにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の発明のコンテンツ利用システムは、
　供給されるコンテンツデータを記録媒体に記録する機能と前記記録媒体に記録されたコ
ンテンツデータを再生する機能とを備えた記録再生装置と、コンテンツデータの提供を受
けてこれを再生する機能を備えた携帯端末装置とが、所定のネットワークを通じて接続さ
れて構成されるコンテンツ利用システムであって、
　前記記録再生装置は、
　供給される前記コンテンツデータを出力するようにしている場合に、あるいは、前記記
録媒体に記録された前記コンテンツデータを出力するようにしている場合に、転送して利
用するコンテンツデータであることの指示入力を受け付ける受付手段と、
　前記受付手段を通じて前記指示入力を受け付けた場合に、出力するようにしている前記
コンテンツデータを、前記受付手段を通じて前記指示入力を受け付けた時点を基準とする
位置から、前記携帯端末装置に転送する転送用のコンテンツデータに変換する変換手段と
、
　前記変換手段により変換された前記転送用のコンテンツデータを前記記録媒体に記録す
るようにする記録手段と、
　前記記録媒体に記録される前記転送用のコンテンツデータに対して、当該コンテンツデ
ータが転送用のものであることを示す情報を含むメタデータを生成して付加する付加手段
と、
　前記携帯端末装置からの転送用のコンテンツデータの一覧リストの提供要求を受信する
一覧リスト提供要求受信手段と、
　前記一覧リスト提供要求受信手段を通じて、前記一覧リストの提供要求を受信した場合
に、前記付加手段により各転送用のコンテンツデータに付加するようにされている前記メ
タデータに基づいて、転送用のコンテンツデータの一覧リストを生成する一覧リスト生成
手段と、
　前記一覧リスト生成手段により生成された転送用のコンテンツデータの前記一覧リスト
を要求元の前記携帯端末装置に対して送信する一覧リスト送信手段と、
　前記携帯通信端末からの転送用のコンテンツデータの提供要求を受信するコンテンツデ
ータ提供要求受信手段と、
　前記コンテンツデータ提供要求受信手段を通じて、転送用のコンテンツデータの前記提
供要求を受信した場合に、前記記録媒体に記録されている要求された前記転送用のコンテ
ンツデータを要求元の前記携帯端末装置に送信するコンテンツデータ送信手段と
　を備え、
　前記携帯端末装置は、
　前記記録再生装置に対して、転送用のコンテンツデータの一覧リストの提供要求を送信
する一覧リスト提供要求送信手段と、
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　前記記録再生装置から送信されてくる転送用のコンテンツデータの前記一覧リストを受
信する一覧リスト受信手段と、
　前記一覧リスト受信手段で受信した前記一覧リストを表示素子の表示画面に表示するよ
うに制御する表示制御手段と
　前記表示制御手段の制御により、前記表示素子の表示画面に表示された転送用のコンテ
ンツデータの前記一覧リストの中から、目的とする転送用のコンテンツデータの選択入力
を受け付ける選択受付手段と、
　前記選択受付手段を通じて受け付けた前記選択入力により選択された転送用のコンテン
ツデータの提供要求を送信するコンテンツデータ提供要求送信手段と、
　前記記録再生装置から送信されてくる転送用のコンテンツデータを受信して利用できる
ようにするコンテンツデータ受信手段と
　を備えることを特徴とする。
【００１２】
　この請求項１に記載の発明のコンテンツ利用システムによれば、記録再生装置において
は、コンテンツデータを自機から出力するようにしている場合に、受付手段を通じて転送
して利用するコンテンツデータであることの指示入力を受け付けると、出力するようにし
ている当該コンテンツデータについて、当該指示入力を受け付けた時点を基準とする位置
から、変換手段により携帯端末装置に転送する転送用のコンテンツデータに変換され、こ
れが記録手段によって記録媒体に記録される。また、この転送用のコンテンツデータに対
しては、付加手段によって、転送用のものであることを示すメタデータが付加される。
【００１３】
　そして、記録再生装置において、一覧リスト提供要求受信手段を通じて、携帯端末装置
からの転送用のコンテンツデータの一覧リストの提供要求を受信すると、一覧リスト生成
手段により、各転送用のコンテンツデータのメタデータに基づいて、転送用のコンテンツ
データの一覧リストが生成され、これが一覧リスト送信手段を通じて要求元の携帯端末装
置に送信される。
【００１４】
　携帯端末装置においては、記録再生装置からの転送用のコンテンツデータの一覧リスト
を表示制御手段によって表示素子の表示画面に表示し、この表示した一覧リストから、選
択受付手段を通じて目的とする転送用のコンテンツデータの選択を受け付け、この選択さ
れた転送用のコンテンツデータの提供要求を、コンテンツデータ提供要求送信手段を通じ
て記録再生装置に送信する。
【００１５】
　記録再生装置においては、コンテンツデータ提供要求受信手段を通じて、携帯端末装置
からのコンテンツデータの提供要求を受信すると、その要求された転送用のコンテンツデ
ータを記録媒体から読み出して、コンテンツデータ送信手段を通じて携帯端末装置に送信
する。この転送用のコンテンツデータが、携帯端末装置の受信手段を通じて受信され、利
用することができるようにされる。
【００１６】
　これにより、ユーザーが転送することを希望したコンテンツデータの部分だけを、転送
先の携帯端末装置に応じて変換した転送用のコンテンツデータとして記録媒体に記憶保持
するようにし、転送用のコンテンツデータの一覧リストを携帯端末装置に提供することが
できるようにされる。そして、携帯端末装置においては、転送用のコンテンツデータの一
覧リストに基づいて、目的とする転送用のコンテンツデータを迅速に見つけ出して提供を
要求し、記録再生装置から提供を受けることができるようにされる。したがって、手間や
時間をかけることなく、ユーザーが利用したいと考えたコンテンツデータだけを携帯端末
装置において簡単かつ迅速に利用できるようにすることができるようにされる。
【００１７】
　また、請求項２に記載の発明のコンテンツ利用システムは、請求項１に記載のコンテン
ツ利用システムであって、
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　前記記録再生装置の前記変換手段は、前記コンテンツデータが、映像データを含む場合
には、前記映像データの画サイズの送信先の携帯端末装置に応じた変換を含むことを特徴
とする。
【００１８】
　この請求項２に記載の発明のコンテンツ利用システムによれば、記録再生装置の変換手
段により、コンテンツデータが映像データを含むコンテンツデータである場合には、当該
映像データの画サイズが提供先の携帯端末装置に応じて変換することができるようにされ
る。
【００１９】
　これにより、携帯端末装置において、画サイズの変換などを行うことなく、転送用のコ
ンテンツデータの提供を受けて、これを利用することができるようにされる。したがって
、ユーザーが携帯端末装置において利用を希望したコンテンツデータを携帯端末装置にお
いて簡単かつ迅速に利用することができるようにされる。
【００２０】
　また、請求項３に記載の発明のコンテンツ利用システムは、請求項１に記載のコンテン
ツ利用システムであって、
　前記記録再生装置の前記変換手段は、コンテンツデータについてのデータ圧縮方式の変
換を含むことを特徴とする。
【００２１】
　この請求項３に記載の発明のコンテンツ利用システムによれば、記録再生装置の変換手
段により、コンテンツデータのデータ圧縮方式が提供先の携帯端末装置に応じて変換する
ことができるようにされる。
【００２２】
　これにより、携帯端末装置において、データ圧縮方式の変換などを行うことなく、転送
用のコンテンツデータの提供を受けて、これを利用することができるようにされる。した
がって、ユーザーが携帯端末装置において利用を希望したコンテンツデータを携帯端末装
置において簡単かつ迅速に利用することができるようにされる。
【００２３】
　また、請求項４に記載の発明のコンテンツ利用システムは、請求項１に記載のコンテン
ツ利用システムであって、
　前記記録再生装置は、
　転送用のコンテンツデータの転送先の携帯端末装置を設定するための当該携帯端末装置
の識別情報を含む設定入力を受け付ける設定入力受付手段と、
　前記設定入力受付手段を通じて受け付けた設定入力に応じた情報を記憶保持する設定情
報保持手段と
　を備え、
　前記変換手段は、前記設定情報保持手段に保持されている情報に基づいて、転送先の携
帯端末装置として設定された携帯通信端末に応じてコンテンツデータの変換を行うもので
あり、
　前記記録手段は、前記設定情報保持手段に保持されている情報に基づいて、前記変換手
段からの前記転送用のコンテンツデータを、転送先の携帯端末装置として設定された携帯
通信端末用のものとして前記記録媒体に記録するものであり、
　前記一覧リスト提供要求受信手段は、要求元の前記携帯端末装置の識別情報を含む、一
覧リストの前記提供要求を受信するものであり、
　前記一覧リスト生成手段は、前記一覧リスト提供要求受信手段を通じて受信した要求元
の前記携帯端末装置の識別情報に基づいて、前記識別情報により特定される前記携帯端末
装置用に変換された転送用のコンテンツデータのメタデータを参照し、転送用のコンテン
ツデータの前記一覧リストを生成するものであり、
　前記携帯端末装置の前記一覧リスト提供要求送信手段は、自機の識別情報をも含む、転
送用のコンテンツデータの一覧リストの前記提供要求を送信するものである
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　ことを特徴とする。
【００２４】
　この請求項４に記載の発明のコンテンツ利用システムによれば、記録再生装置において
は、設定入力受付手段は、転送先の携帯端末装置の設定入力を受け付け、この設定入力に
応じた情報が、設定情報保持手段に記録される。そして、変換手段においては、設定され
た転送先の携帯端末装置に応じた変換処理が行われる。また、記録手段は、設定された転
送先の携帯端末装置用のものとして転送用のコンテンツデータを記録媒体に記録する。
【００２５】
　そして、携帯端末装置からは、自己の識別情報を含む転送用のコンテンツデータの一覧
リストの提供要求が送信されてくるので、これが記録再生装置の一覧リスト提供要求受信
手段により受信され、一覧リスト生成手段は、一覧リストの提供要求に含まれる識別情報
に基づいて、要求元の携帯端末装置用に変換された転送用のコンテンツデータの一覧リス
トを生成し、これが一覧リスト送信手段を通じて、要求元の携帯端末装置に送信するよう
にされる。
【００２６】
　これにより、携帯端末装置は、自機用に変換された転送用のコンテンツデータの一覧リ
ストを得て、自機用に変換された転送用のコンテンツデータの提供を迅速に受けることが
できるようにされる。したがって、記録再生装置を例えば複数のユーザーが利用するよう
にしている場合であっても、ユーザー毎に、各ユーザーが利用したいと考えたコンテンツ
データだけを各ユーザーの携帯端末装置において簡単かつ迅速に利用できるようにするこ
とができるようにされる。
【発明の効果】
【００２７】
　この発明によれば、手間や時間をかけることなく、ユーザーが利用したいと考えたコン
テンツデータだけを携帯端末装置において簡単かつ迅速に利用できるようにすることがで
きる。すなわち、コンテンツの持ち出し視聴等が手軽にでき、コンテンツデータの携帯通
信端末を通じて利用形態を拡大することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、図を参照しながら、この発明の一実施の形態について説明する。以下に説明する
実施の形態においては、記録再生装置としてはハードディスクレコーダを用い、携帯端末
装置としては携帯電話端末を用いる場合を例にして説明する。
【００２９】
　［コンテンツ利用システムの概要］
　図１は、この実施の形態のコンテンツ利用システムの概要について説明するための図で
ある。図１に示すように、この実施の形態のコンテンツ利用システムは、家庭などに設置
されて利用されるハードディスクレコーダ１００と携帯電話端末３００とが、電話網やイ
ンターネットなどの広域ネットワーク５００を通じて接続される構成となっている。
【００３０】
　ハードディスクレコーダ１００に対しては、モニタ受像機２００が接続するようにされ
ている。ハードディスクレコーダ１００は、詳しくは後述もするが、テレビ放送信号を受
信、選局して、これを自機のハードディスクに記録したり、受信、選局したテレビ放送信
号を復調して出力用の信号（音声信号、映像信号）を形成してモニタ受像機２００に供給
したりすることができるものである。
【００３１】
　また、ハードディスクレコーダ１００は、広域ネットワーク５００を通じて広域ネット
ワーク上のコンテンツ提供サーバにアクセスし、当該コンテンツ提供サーバから目的とす
るコンテンツデータの提供を受けて、これを自機のハードディスクに記録したり、このよ
うにして提供を受けたコンテンツデータを復調して出力用の信号（音声信号、映像信号）
を形成してモニタ受像機２００に供給したりすることができるものである。
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【００３２】
　また、ハードディスクレコーダ１００は、外部機器との接続端を備えており、外部機器
から種々のコンテンツデータの供給を受けて、これを自機のハードディスクに記録したり
、このようにして提供を受けたコンテンツデータを復調して出力用の信号（音声信号、映
像信号）を形成してモニタ受像機２００に供給したりすることができるものである。
【００３３】
　また、ハードディスクレコーダ１００は、自機のハードディスクレコーダに記録されて
いるコンテンツデータを読み出して復調し、出力用の信号を形成してモニタ受像機２００
に供給することもできるものである。
【００３４】
　このように、この実施の形態のハードディスクレコーダは、種々の経路を通じて供給を
受けるコンテンツデータを自機のハードディスクに記録したり、供給を受けているコンテ
ンツデータを復調して出力用の信号を形成して、これをモニタ受像機２００に供給したり
、また、自機のハードディスクに記録されているコンテンツデータを復調して出力用の信
号を形成し、これをモニタ受像機２００に供給したりすることができものである。
【００３５】
　また、モニタ受像機２００は、例えば、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）、有機ＥＬ
パネル（Organic Electroluminescence Panel）、ＣＲＴ（Cathode Ray Tube）などの表
示素子と、スピーカーとを備え、供給される映像信号に応じた映像を自機の表示素子の表
示画面に表示し、供給される音声信号に応じた音声を自機のスピーカーから放音すること
ができるものである。
【００３６】
　そして、ハードディスクレコーダ１００を通じて出力するようにされるコンテンツデー
タに応じた映像や音声を、モニタ受像機２００を通じて利用するようにしている場合に、
携帯電話端末３００においても利用するようにしたいコンテンツが提供された場合には、
ユーザーは、ハードディスクレコーダ１００の遠隔操作装置であるリモートコマンダ（以
下、リモコンと略称する。）１７０に設けられている所定の操作キー（転送マークキー）
を操作することにより、携帯電話端末３００に転送して利用するコンテンツデータである
ことの指示を入力する。
【００３７】
　当該指示入力を受け付けるとハードディスクレコーダ１００は、出力するようにしてい
るコンテンツデータを、携帯電話端末３００に転送する形式の転送用のコンテンツデータ
に変換して、自己のハードディスクに記録する。この場合、ハードディスクレコーダ１０
０においては、転送用のコンテンツデータに対して、転送用のコンテンツデータであるこ
とを示す情報を有するメタデータを付加するようにする。このようにしてハードディスク
レコーダ１００においては、携帯電話端末３００に対して提供する転送用のコンテンツデ
ータを形成し、自己のハードディスクに記憶保持することができるようにしている。
【００３８】
　そして、携帯電話端末３００のユーザーが、携帯電話端末３００を通じてハードディス
クレコーダ１００に記憶保持されている転送用のコンテンツデータを利用する場合には、
まず、携帯電話端末３００は、広域ネットワーク５００を通じてハードディスクレコーダ
１００にアクセスし、転送用のコンテンツデータの一覧リストの提供要求をハードディス
クレコーダ１００に送信する。
【００３９】
　これに応じて、ハードディスクレコーダ１００は、自機のハードディスクに記憶保持し
ているコンテンツデータの内、転送用のコンテンツデータであることを示す情報が付加さ
れているメタデータを有する転送用のコンテンツデータの一覧リストを形成して、要求元
の携帯電話端末３００に送信する。
【００４０】
　携帯情報端末３００は、自機からの要求に応じてハードディスクレコーダ１００から送
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信されてくる転送用のコンテンツデータの一覧リストを受信し、これを自機に搭載されて
いる表示素子の表示画面に表示することによって、携帯電話端末３００のユーザーは、提
供を受けることが可能な転送用のコンテンツデータを把握することができるようにされる
。
【００４１】
　そして、携帯電話端末３００においては、表示される転送用のコンテンツデータの一覧
リストを通じて、ユーザーがハードディスクレコーダ１００から提供を受けたい転送用の
コンテンツデータを選択するようにするので、携帯電話端末３００は、その選択された転
送用のコンテンツデータの提供要求を形成してハードディスクレコーダ１００に送信する
。
【００４２】
　ハードディスクレコーダ１００は、携帯電話端末３００からの転送用のコンテンツデー
タの提供要求を受信すると、要求された転送用のコンテンツデータを自機のハードディス
クから読み出し、これを要求元の携帯電話端末３００に送信する。そして、要求元の携帯
電話端末３００においては、ハードディスクレコーダ１００から送信されてくる自機が要
求した転送用のコンテンツデータを順次に受信して復調して、自機の表示素子やスピーカ
ーを通じて再生してユーザーが利用できるようにする。
【００４３】
　このように、この実施の形態のコンテンツ利用システムにおいては、ハードディスクレ
コーダ１００を通じてコンテンツデータを利用しているユーザーが、携帯電話端末に転送
して利用したいコンテンツデータであると判断した場合に、リモコン１７０を通じて所定
の操作を行った場合に、利用しているコンテンツデータから携帯電話端末に転送するため
の転送用のコンテンツデータを生成して記憶保持し、携帯電話端末１００からの要求に応
じて提供することができるものである。
【００４４】
　この場合、ハードディスクレコーダ１００は、携帯電話端末３００に対して、転送用の
コンテンツデータの一覧リストを生成して提供することができるので、ハードディスクレ
コーダ１００のハードディスクに、多数のコンテンツデータが記録されている場合であっ
ても、転送用のコンテンツデータだけを対象として、携帯電話端末３００に対して情報を
提供し、目的とする転送用のコンテンツデータの迅速な提供を実現するようにしている。
【００４５】
　［ハードディスクレコーダ１００の構成例］
　次に、図１に示したハードディスクレコーダ１００の構成例について説明する。図２は
、この実施の形態のハードディスクレコーダ１００の構成例を説明するためのブロック図
である。図２に示すように、この実施の形態のハードディスクレコーダ１００は、入出力
系として、デジタル入出力端子１０１、デジタルインターフェース回路（以下、デジタル
Ｉ／Ｆ回路と略称する。）１０２を備えている。
【００４６】
　また、この実施の形態のハードディスクレコーダ１００は、入力系として、デジタル放
送の受信アンテナ１０３及びデジタルチューナ１０４と、アナログ放送の受信アンテナ１
０５及びアナログチューナ１０６とを備えている。そして、アナログチューナ１０６に対
しては、音声処理部１０７、音声エンコーダ１０８、映像処理部１０９、映像エンコーダ
１１０が設けられている。
【００４７】
　また、出力系として、音声デコーダ１２１、出力音声処理部１２２、音声出力端子１２
３、映像デコーダ１２４、出力映像処理部１２５、映像合成回路１２６、映像出力端子１
２７を備えている。そして、データの分離／多重処理を行う多重／分離回路１１１を備え
ると共に、例えば、数百ギガバイト以上の記憶容量のハードディスクを備えたハードディ
スクドライブ（ＨＤＤ）１３０を備えている。
【００４８】
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　さらに、この実施の形態のハードディスクレコーダ１００は、例えば、インターネット
などの広域ネットワークに接続するための通信インターフェース回路（以下、通信Ｉ／Ｆ
回路と略称する。）１４１及び接続端子１４２を備え、広域ネットワークを通じて種々の
情報を取得したり、広域ネットワークを通じて情報を送信したりすることもできるように
している。また、詳しくは後述するが、この実施の形態のハードディスクレコーダ１００
で利用される通常のコンテンツデータを転送用のコンテンツデータに変換するための変換
処理部１４３も設けられている。
【００４９】
　また、この実施の形態のハードディスクレコーダ１００は、当該ハードディスクレコー
ダ１００の各部を制御する制御部１５０を備えている。ここで、制御部１５０は、図２に
示すように、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１５１、ＲＯＭ（Read Only Memory）
１５２、ＲＡＭ（Random Access Memory）１５３、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasabl
e and Programmable ROM）１５４が、ＣＰＵバス１５５を通じて接続されて構成されたマ
イクロコンピュータである。
【００５０】
　ここで、ＣＰＵ１５１は、後述するＲＯＭ１５２等に記憶されているプログラムを実行
し、制御信号を形成して、これを各部に供給したり、各部からのデータを受け付けてこれ
を処理したりするなど、制御の主体となるものである。ＲＯＭ１０２は、上述のように、
ＣＰＵ１５１において実行する各種のプログラムや処理に必要になるデータなどを記憶保
持するものである。
【００５１】
　ＲＡＭ１５３は、各種の処理の結果を一時記憶するなど、主に作業領域として用いられ
るものである。ＥＥＰＲＯＭ１５４は、いわゆる不揮発性メモリであり、この実施の形態
のハードディスクレコーダ１００の電源が落とされても保持しておくべきデータ、例えば
、各種の設定パラメータや処理結果、あるいは、機能強化のためにネットワーク等を通じ
て新たに提供されたプログラムなどが記憶保持されるものである。
【００５２】
　また、制御部１５０に対しては、一覧リスト生成部１６１、辞書データメモリ１６２、
時計回路１６３、キー操作部１６４、リモコン信号受光部１６５が接続されている。ここ
で、一覧リスト生成部１６１は、上述もしたように、当該ハードディスクレコーダ１００
が携帯電話端末３００から転送用のコンテンツデータの一覧リストの提供要求を受けた場
合に、制御部１５０の制御に応じて、ＨＤＤ１３０のハードディスクに記憶保持されてい
るコンテンツデータのメタデータを参照し、転送用のコンテンツデータの一覧リストを生
成するものである。ここで生成された一覧リストが要求もとの携帯電話端末に提供される
。
【００５３】
　また、辞書データメモリ１６２は、例えば、人名辞書、地名辞書等、種々の辞書データ
が記憶保持されているものである。時計回路１６３は、カレンダ機能を備え、現在年月日
、現在曜日及び現在時刻を提供すると共に、期間の計測（カウント）が可能なものである
。キー操作部１６４は、各種の操作キー、操作スイッチ、操作つまみなどを備え、ユーザ
ーからの種々の操作入力（指示入力）を受け付けて、受け付けた操作入力を電気信号に変
換して制御部１５０に供給することができるものである。
【００５４】
　リモコン信号受光部１６５は、リモコン１７０からの例えば赤外線のリモコン信号を受
光し、これを電気信号に変換して制御部１５０に供給することができるものである。なお
、リモコン１７０は、詳しくは後述もするが、各種の操作キーを備え、ユーザーの操作に
応じた例えば赤外線の遠隔操作信号（以下、リモコン信号という。）を生成して送出する
ものである。
【００５５】
　　［記録時の動作について］
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　次に、この第１の実施の形態のハードディスクレコーダにおいてのコンテンツの記録時
の動作について説明する。上述もしたように、この実施の形態のハードディスクレコーダ
は、（１）デジタル入出力端子１０１及びデジタルＩ／Ｆ回路１０２を通じて受け付けた
デジタルコンテンツ、（２）デジタルチューナ１０４を通じて受信、選局したデジタル放
送番組、（３）アナログチューナ１０６を通じて受信、選局したアナログ放送番組をＨＤ
Ｄ１３０のハードディスクに記録することができるものである。
【００５６】
　　　［（１）デジタルＩ／Ｆ回路１０２を利用する場合］
　デジタル入出力端子１０１及びデジタルＩ／Ｆ回路１０２は、例えば、ＩＥＥＥ（Inst
itute of Electrical and Electronics Engineers,Inc）１３９４規格やＵＳＢ（Univers
al Serial Bus）規格等に合致したものである。これらデジタル入出力端子１０１及びデ
ジタルＩ／Ｆ回路１０２に対しては、同じ規格のインターフェースを備える例えばデジタ
ルスチルカメラやデジタルビデオカメラなどの外部機器を接続することができるようにさ
れる。
【００５７】
　そして、デジタル入出力端子１０１及びデジタルＩ／Ｆ回路１０２を通じて、これに接
続される外部機器からのコンテンツデータを受け付けて、これをハードディスク１２０に
記録したり、アナログビデオ信号、アナログオーディオ信号を形成して、出力したりする
ことができるようにしている。なお、コンテンツデータは、静止画像データ、動画像デー
タ、音声データ、同期を取って再生すべき音声データと映像データとからなるＡＶ（Audi
o/Video）データ等である。
【００５８】
　ここでは外部機器からＡＶデータの供給を受けて処理する場合を例にして説明する。デ
ジタル入出力端子１０１を通じて供給を受けたＡＶデータは、デジタルＩ／Ｆ回路１０２
に供給される。デジタルＩ／Ｆ回路１０２は、これに供給されたＡＶデータについて、こ
の実施の形態のハードディスクレコーダ１００が用いている方式に適合するようにフォー
マット変換等の処理を施し、必要なデータがパケット化されて多重化されたいわゆるＴＳ
（Transport Stream）信号を生成して、これを多重／分離回路１１１に供給する。
【００５９】
　多重／分離回路１１１では、更に制御信号等の解析や生成を行い、ハードディスクに記
録する形式のＴＳ信号を形成し、これをＨＤＤ１３０に内蔵されたハードディスクに記録
することができるようにしている。なお、ＴＳ信号の具体例としては、例えば、コンテン
ツデータが、ＡＶデータである場合には、音声データと映像データと制御データなどの付
加データとがパケット化されて多重化されたものである。
【００６０】
　また、多重／分離回路１１１は、デジタルＩ／Ｆ回路１０２から供給されたＴＳ信号か
ら音声パケットと映像パケットとを抽出し、これら抽出した音声パケットから音声ＥＳ（
Elementary Stream）を形成すると共に、映像パケットから映像ＥＳを形成する。ここで
形成された音声ＥＳは、音声デコーダ１２１に供給され、映像ＥＳは映像デコーダ１２４
に供給される。なお、各パケットには、識別子（ＩＤ）が付加するようにされており、こ
の識別子に基づいて、上述したように、音声データや映像データ、その他の制御データな
どを区別して抽出することができるようにされている。
【００６１】
　音声デコーダ１２１は、これに供給された音声ＥＳを復号化（デコード）処理して、ベ
ースバンドの音声データを得て、これを出力音声処理部１２２に供給する。出力音声処理
部１２２は、これに供給された音声データに対して、例えば、フィルタ処理、フェード処
理、話速変換処理、Ｄ／Ａ変換処理等を行って、出力すべきアナログ音声信号を形成し、
これを音声出力端子１２３に供給する。
【００６２】
　これにより、多重／分離回路１１１において、デジタルＩ/Ｆ回路１０２から供給され
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たＴＳ信号から分離された音声ＥＳに応じた音声信号が音声出力端子１２３を通じて出力
され、この実施の形態の場合には、当該音声出力端子１２３に接続されたモニタ受像機２
００のスピーカーから当該音声信号に応じた音声が放音するようにされる。
【００６３】
　また、映像デコーダ１２４は、これに供給された映像ＥＳを復号化（デコード）処理し
て、ベースバンドの映像データを得て、これを出力映像処理部１２５に供給する。出力映
像処理部１２５は、これに供給された映像データに対してフィルタ処理等の必要な処理を
施した後、処理後の映像データを映像合成回路１２６に供給する。
【００６４】
　映像合成回路１２６は、出力映像処理部１２５からの映像データに対して、制御部１５
０から供給されるガイダンスメッセージや警告メッセージなどの文字情報などを重ねたり
、部分的に表示したりするなどの合成処理を行うと共に、ＹＣデータ（色差信号）への変
換処理、Ｄ／Ａ変換処理等を行って、出力用のアナログ映像信号を形成し、これを映像出
力端子１２７に供給する。
【００６５】
　これにより、多重／分離回路１１１において、デジタルＩ/Ｆ回路１０２から供給され
たＴＳ信号から分離された映像ＥＳに応じた映像信号が映像出力端子１２７を通じて出力
され、この実施の形態の場合には、当該映像出力端子１２７に接続されたモニタ受像機２
００の表示画面に当該映像信号に応じた映像が表示するようにされる。
【００６６】
　このようにして、デジタル入出力端子１０１及びデジタルＩ／Ｆ回路１０２を通じて受
け付けたＡＶデータなどのコンテンツデータは、ＨＤＤ１３０のハードディスクに記録し
たり、再生用のアナログ音声信号、再生用のアナログ映像信号を形成し、音声出力端子１
２３、映像出力端子１２７を通じて外部機器に供給し、これらの当該再生用のアナログ音
声信号、再生用のアナログ映像信号に応じた音声、映像を再生したりすることができるよ
うにされる。
【００６７】
　　　［（２）デジタルチューナを利用する場合］
　次に、デジタルチューナ１０４を通じて受信、選局したコンテンツデータを記録したり
、再生したりする場合について説明する。デジタルチューナ部１０４は、この実施の形態
においてはデジタルＢＳ／ＣＳチューナであり、ＢＳデジタル放送信号、ＣＳデジタル放
送信号を受信選局することができるものである。
【００６８】
　なお、地上波デジタルテレビ放送用のチューナ部を設けることによって、地上波デジタ
ルテレビ放送信号についても受信選局して利用できるようにすることももちろん可能であ
る。しかし、その場合の動作はＢＳデジタル放送信号やＣＳデジタル放送信号を受信選局
する場合とほぼ同様の処理となるため、この明細書においては省略する。
【００６９】
　受信アンテナ１０３において受信された衛星からのデジタル放送信号は、デジタルチュ
ーナ１０４に供給される。デジタルチューナ１０４は、制御部１５０から供給されるユー
ザーからの選局指示に応じた選局制御信号に基づいて、目的とするデジタル放送信号を受
信、選局し、この受信、選局したデジタル放送信号を多重／分離回路１１１に供給する。
【００７０】
　デジタル放送信号は、番組伝送路としてのチャンネル毎に、ＰＳＩ（Program Specific
 Information）と呼ばれる選局情報や電子番組案内表を形成するためのＥＰＧ（Electron
ic Program Guide）データなどの種々の制御データと共に、放送番組を構成する映像デー
タや音声データ、その他の種々のデータがパケット化され、多重化されて送信されるもの
であり、いわゆるＴＳ信号の形式とされたものである。
【００７１】
　また、各パケットのそれぞれには、識別子（ＩＤ）が付加されており、この識別子によ
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って、ＰＳＩデータやＥＰＧデータを抽出したり、同じ番組を構成する映像（画像）パケ
ットや音声パケットを抽出したりすることができるようにされている。
【００７２】
　多重／分離回路１１１は、デジタルチューナ１０４からのＴＳ信号からＰＳＩやＥＰＧ
データを抽出し、これを制御部１５０に供給して、番組の選択を可能にすると共に、電子
番組案内表を形成して、これをユーザーからの指示に応じて表示するように出力し、電子
番組案内表を通じての番組選択や録画予約などを可能にする。なお、ＰＳＩやＥＰＧデー
タは、例えば、ＥＥＰＲＯＭ１５４に記憶保持しておくことも可能であるし、必要に応じ
てＨＤＤ１３０のハードディスクの所定の領域に格納し、必要に応じて読み出して制御部
１５０において利用することもできるようにされている。
【００７３】
　また、多重／分離回路１１１は、選択された番組の記録が指示されている場合には、デ
ジタルチューナ１０４からのＴＳ信号からユーザーにより選択された目的とする番組のビ
デオパケットとオーディオパケットとを抽出して、これらと必要な制御データとからなる
新たなＴＳ信号を形成し、これをＨＤＤ１３０に供給してハードディスクに記録する。
【００７４】
　同時に、多重／分離回路部１１１は、デジタルチューナ１０４からのＴＳ信号から抽出
した目的とする番組の音声パケットから音声ＥＳを形成して、これを音声デコーダ１２１
に供給し、また、当該ＴＳ信号から抽出した目的とする番組の映像パケットから映像ＥＳ
を形成し、これを映像デコーダ１２４に供給する。
【００７５】
　以降の処理は上述もしたように、音声ＥＳについては、音声デコーダ１２１において復
号化処理してベースバンドの音声データを得て、これに出力音声処理部１２２においてフ
ィルタ処理等の必要な処理を行うと共に、Ｄ／Ａ変換して出力用のアナログ音声信号を形
成し、これが音声出力端子１２３を通じて出力するようにされる。
【００７６】
　一方、映像ＥＳについては、映像デコーダ１２４において復号化処理してベースバンド
の映像データを得て、これに出力映像処理部１２５においてフィルタ処理等の必要な処理
を施す。この後、出力映像処理部１２５においての処理後の映像データに対して、映像合
成回路１２６において、制御部１５０からの文字情報などの表示用のデータを合成し、合
成後の映像データをＹＣデータに変換すると共に、Ｄ／Ａ変換して出力用のアナログ映像
信号を形成し、これが映像出力端子１２７を通じて出力するようにされる。
【００７７】
　このように、この実施の形態のハードディスクレコーダにおいては、デジタルチューナ
１０４を通じて受信、選局したデジタル放送信号から目的とする番組の映像データと音声
データとを抽出し、これをＨＤＤ１３０のハードディスクに記録すると共に、同時にアナ
ログ映像信号とアナログ音声信号とを形成して、これを出力することができるようにして
いる。つまり、デジタル放送信号として提供される目的とする番組をＨＤＤ１３０のハー
ドディスクに記録しながら、その番組を視聴することもできるようにされている。
【００７８】
　また、上述したように、多重／分離回路１１１において新たに形成するようにしたＴＳ
信号をデジタルＩ／Ｆ回路１０２、デジタル入出力端子１０１を通じて他の機器に供給す
るなどのこともできる。
【００７９】
　　　［テレビチューナ、ラジオチューナを利用する場合］
　次に、アナログチューナ１０６を通じて、アナログ信号の入力を受け付け、これをＨＤ
Ｄ１３０のハードディスクに記録したり、アナログ出力したりする場合の動作について説
明する。なお、アナログチューナとしては、地上波のアナログテレビ放送信号を受信選局
するもの、地上波のＡＭ（Amplitude Modulation）放送、ＦＭ（Frequency Modulation）
放送のラジオ放送信号を受信選局するものがある。この第１の実施の形態のハードディス
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クレコーダにおいて、アナログチューナ１０６は、地上波のアナログテレビ放送信号を受
信選局するものとして説明する。
【００８０】
　すなわち、この第１の実施の形態において、アナログチューナ１０６は、地上波のアナ
ログテレビ放送信号を受信、選局して復調し、アナログ音声信号とアナログ映像信号とを
得て、アナログ音声信号は音声処理部１０７に、アナログ映像信号は映像処理部１０９に
それぞれ供給する。
【００８１】
　音声処理部１０７は、これに供給されたアナログ音声信号をデジタル信号である音声デ
ータに変換し、これを音声エンコーダ１０８と出力音声処理部１２２とに供給する。音声
エンコーダ１０８は、これに供給された音声データを所定のデータ圧縮方式、例えばＭＰ
ＥＧ方式に従ってデータ圧縮処理し、音声ＥＳを形成し、これを多重分離部１１１に供給
する。
【００８２】
　一方、映像処理部１０９は、これに供給された映像信号をＹＣ分離処理、すなわち、輝
度信号Ｙと色差信号Ｃとに分離し、これらに対してＡ／Ｄ変換、クロマデコード等の処理
を施し、デジタルコンポーネントビデオデータ（映像データ）に変換すると共に、プリフ
ィルタ等の各種映像信号処理を施し、処理後の映像データを映像エンコーダ１１０と出力
映像処理部１２５に供給する。
【００８３】
　なお、映像処理部１０９は、これに供給された映像信号から同期分離して得た水平同期
信号、垂直同期信号、フィールド判別信号に基づいて、各回路ブロックにおいて必要なタ
イミングを提供するクロック信号、同期信号を生成し、これを各回路ブロックに供給する
機能をも備えるものである。
【００８４】
　映像エンコーダ１１０は、映像処理部１０９からの映像データを所定のデータ圧縮方式
、例えばＭＰＥＧ方式に従ってデータ圧縮処理し、映像ＥＳを生成して、これを多重／分
離回路１１１に供給する。
【００８５】
　多重／分離回路１１１は、記録時においては、音声エンコーダ１０８からの音声ＥＳと
映像エンコーダ１１０からの映像ＥＳと各種制御信号との多重化処理を行う。つまり、記
録時における多重／分離回路１１１は、これに入力されたＭＰＥＧ音声ＥＳと、ＭＰＥＧ
映像ＥＳと、各種制御信号とを合わせ、多重化処理を施し、例えばＭＰＥＧシステムのＴ
Ｓ信号を生成する。ここで生成されたＴＳ信号が、ＨＤＤ１３０のハードディスクに記録
される。
【００８６】
　また、上述もしたように、音声処理部１０７からの音声データは、音声エンコーダ１０
５に供給されると共に、出力音声処理部１２２にも供給され、また、映像処理部１０９か
らの映像データは、映像エンコーダ１１０に供給されると共に、出力映像処理部１２５に
も供給するようにされている。
【００８７】
　そして、出力音声処理部１２２は、上述もしたように、これに供給された音声データを
Ｄ／Ａ変換するなどして、出力用のアナログ音声信号を形成し、これを出力すると共に、
出力映像処理部１２５は、上述もしたように、出力用のアナログ映像信号を形成し、これ
を映像合成回路１２６を介して出力することができるようにしている。
【００８８】
　すなわち、アナログチューナ１０６を通じて供給されたアナログ信号をデジタル信号に
変換して、これをＨＤＤ１３０のハードディスクに記録する処理と並行して、この記録対
象の音声データや映像データを再生して出力することもできるようにしている。
【００８９】
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　もちろん、アナログチューナ１０６を通じて取得した信号であって、デジタル信号に変
換された信号を、デジタルＩ／Ｆ回路１０２、デジタル入出力端子１０１を通じて出力す
るなどのこともできるようにされている。
【００９０】
　　　　［ハードディスクからの再生について］
　次に、上述のようにしてＨＤＤ１３０のハードディスクに記録された映像データと音声
データとを再生する場合の、この実施の形態のハードディスクレコーダ１００の動作につ
いて説明する。制御部１５０の制御により、ＨＤＤ１３０のハードディスクから再生しよ
うとする目的とするＴＳ信号が読み出され、これが多重／分離回路１１１に供給される。
【００９１】
　再生時において、多重／分離回路１１１は、ＨＤＤ１３０のハードディスクから読み出
されたＴＳ信号から、ビデオＥＳ、オーディオＥＳの分離処理を行い、分離した音声ＥＳ
を音声デコーダ１２１に供給し、映像ＥＳを映像デコーダ１２４に供給する。
【００９２】
　音声デコーダ１２１以降の処理、および、映像デコーダ１２４以降の処理は、例えば、
デジタルチューナ１０４からの信号を記録する場合において説明した通りである。すなわ
ち、音声デコーダ１２１は、これに供給された音声ＥＳの復号化処理を行いベースバンド
の音声データを形成し、これを出力音声処理部１２２に供給し、ここでフィルタ処理など
の必要な処理を行った後に、Ｄ／Ａ変換して、出力用のアナログ音声信号を形成し、これ
を音声出力端子１２３に供給する。
【００９３】
　一方、映像デコーダ１２４は、これに供給された映像ＥＳの復号化処理を行いベースバ
ンドの映像データを形成し、これを出力映像処理部１２５に供給し、ここでフィルタ処理
などの必要な処理を行った後に、映像合成回路１２６に供給する。映像合成回路１２６は
、これに供給される映像データに対して、制御部１５０からの表示情報を合成するように
したのと、ＹＣデータへの変換、Ｄ／Ａ変換を行って、出力用のアナログ映像信号を形成
し、これを映像出力端子１２７に供給する。
【００９４】
　これにより、音声出力端子１２３、映像出力端子１２７の後段に接続されたスピーカー
及びモニタ受像機、或いは、スピーカーを備えたモニタ受像機２００を通じて、ＨＤＤ１
３０のハードディスクから読み出された映像データ、音声データに応じた映像、音声を出
力し、これを視聴することができるようにされる。
【００９５】
　もちろん、ＨＤＤ１３０のハードディスクから読み出された映像データ、音声データを
デジタルＩ／Ｆ回路１０２、デジタル入出力端子１０１を通じて出力するようにすること
も可能である。
【００９６】
　　　　［通信接続端子、通信インターフェースの利用について］
　また、上述もしたように、この実施の形態のハードディスクレコーダ１００には、通信
Ｉ／Ｆ１４１、通信接続端子１４２が設けられており、例えば、電話回線などを経由して
インターネットなどの広域ネットワーク５００に接続し、その広域ネットワーク５００を
通じて、各種のデータを取得したり、また、各種のデータをネットワークに送出したりす
ることができるものである。
【００９７】
　ここで、送受可能な各種のデータとしては、映像データや音声データの他、各種のプロ
グラムやテキストデータなどの送受も可能である。映像データや音声データの場合には、
多重／分離回路１１１を通じて、ＨＤＤ１３０のハードディスクに記録することができる
。
【００９８】
　また、多重／分離回路１１１と、音声デコーダ１２１、出力音声処理部１２２、オーデ
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ィオ出力端子１２３からなるオーディオ信号の再生系と、映像デコーダ１２４、出力映像
処理部１２５、映像合成回路１２６、映像出力端子１２７からなる映像信号の再生系を用
いることによって、広域ネットワーク５００を通じて取得した映像データや音声データを
再生し、これらを利用することもできるようにされる。
【００９９】
　また、通信Ｉ／Ｆ１４１、通信接続端子１４２を通じて取得した映像データや音声デー
タをデジタルＩ／Ｆ回路１０２、デジタル入出力端子１０１を通じて、出力することもで
きるようにされている。
【０１００】
　さらに、この実施の形態のハードディスクレコーダ１００において用いられるプログラ
ムや制御データなどの提供を、ネットワークを通じて受けて、これをＥＥＰＲＯＭ１５４
などに記録保持し、必要に応じてこれを利用するようにするなどのこともできる。
【０１０１】
　例えば、通信ネットワークを通じて、この実施の形態のハードディスクレコーダ１００
の機能をアップさせるようにしたり、ＥＰＧデータなどを事前に得て、予め電子番組案内
表を作成したりしておくなどのこができるようにされる。
【０１０２】
　また、図１を用いて説明したように、広域ネットワーク５００を通じて接続するように
される携帯電話端末３００との間における通信処理もまた、通信Ｉ／Ｆ１４１、通信接続
端子１４２を通じて行われるようにされている。
【０１０３】
　なお、この実施の形態において、音声エンコーダ、映像エンコーダは、例えば、ＭＰＥ
Ｇ方式のデータ圧縮方式に従って、音声データ、映像データのデータ圧縮処理を行うもの
であり、音声デコーダ１２１、映像デコーダ１２４は、ＭＰＥＧ方式でデータ圧縮されて
いる音声ＥＳ、映像ＥＳの復号化処理を行うものである。
【０１０４】
　このように、この実施の形態のハードディスクレコーダ１００において、用いるデータ
圧縮方式は、ＭＰＥＧ方式を用いるものとして説明するが、その他の圧縮方式を用いるこ
とも可能であるし、また、データ圧縮することなく、非圧縮のまま処理するように構成す
ることももちろん可能である。
【０１０５】
　　　　［他の処理部等について］
　また、図２にも示し、上述もしたように、この実施の形態のハードディスクレコーダ１
００は、一覧リスト生成部１６１を備え、携帯電話端末３００からの要求に応じて、ＨＤ
Ｄ３００のハードディスクに記憶保持されている転送用のコンテンツデータの一覧リスト
を生成し、これを通信Ｉ／Ｆ回路１４１、接続端子１４２を通じて出力し、広域ネットワ
ーク５００を通じて携帯電話端末３００に送信することもできるようにしている。
【０１０６】
　また、この実施の形態のハードディスクレコーダ１００は、図２に示したように、変換
処理部１４３を備えている。この変換処理部１４３は、後述もするが、この実施の形態の
ハードディスクレコーダ１００を通じてコンテンツデータを利用しているユーザーが、当
該コンテンツデータを携帯電話端末３００に転送して利用するようにした場合に、当該コ
ンテンツデータを、携帯電話端末３００に転送する転送用のコンテンツデータに変換する
処理を行うものである。
【０１０７】
　具体的に、変換処理部１４３においては、コンテンツデータが映像データを含む場合に
は、当該映像データを携帯電話端末３００の表示素子に適切に表示することができるよう
に画サイズの調整を行ったり、コンテンツデータについてのデータ圧縮方式を、携帯電話
端末３００で用いられるデータ圧縮方式に従って変換したりするなどの処理が行われる。
【０１０８】
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　また、この実施の形態のハードディスクレコーダ１００が備える辞書データメモリ１６
２は、上述もしたように、人名辞書、地名辞書などの種々の辞書を有するものであり、例
えば、ＨＤＤ１３０のハードディスクに記録したコンテンツデータに対してタグ情報を付
す場合などにおいて用いることができるものである。
【０１０９】
　また、時計回路１６３は、上述もしたように、カレンダ機能を備え、現在年月日及び現
在時刻を提供するものである。そして、制御部１５０と協働し、目的とする放送番組の予
約録画機能をも実現することができるようにしている。
【０１１０】
　すなわち、キー操作部１６４やリモコン１７０を通じて、例えばＥＰＧデータなどを通
じて目的とする放送番組の録画予約情報（放送日時、放送チャンネルなどの情報）が入力
されると、制御部１５０は、時計回路１６３が提供する現在時刻を監視し、録画予約情報
の録画開始時刻になった場合に、制御部１５０は、各部を制御し、予約された放送番組を
ＨＤＤ１３０のハードディスクに録画するなどのことができるようにしている。
【０１１１】
　また、キー操作部１６４は、この実施の形態のハードディスクレコーダ１００に設けら
れるものであり、電源のオン／オフキー、放送チャンネルの選択キー、録画開始キー、停
止キー、再生開始キー、早送りキー、早戻しキー、一時停止キーなどの操作キーが設けら
れたものである。
【０１１２】
　また、リモコン１７０は、比較的に小型のものであり、当該リモコン１７０を通じて、
この実施の形態のハードディスクレコーダ１００が備える全ての機能を利用することがで
きるようにしている。図３は、この実施の形態のハードディスクレコーダ１００のリモコ
ン１７０の外観例を説明するための図である。
【０１１３】
　図３に示すように、リモコン１７０の先端部分には、リモコン信号発光部（リモコン信
号送信部）１７１が設けられている。そして、リモコン１７０の操作面には、電源のオン
／オフキー１７２、数字キー群１７３、チャンネルのアップ／ダウンキー１７４、音量の
アップ／ダウンキー１７５、カーソル移動キー群１７６として、アップキー１７６Ｕ、ダ
ウンキー１７６Ｄ、ライトキー１７６Ｒ、レフトキー１７６Ｌ、決定キー１７６Ｋが設け
られている。
【０１１４】
　操作キー群として、録画キー１７７ａ、再生キー１７７ｂ、停止キー１７７ｃ、早戻し
キー１７７ｄ、早送りキー１７７ｅ、ポーズ（一時停止）キー１７７ｆ、メニューキー１
７７ｇ、転送マークキー１７７ｈが設けられている。これらの操作キーの打ち、録画キー
１７７ａ～メニューキー１７７ｇまでの各操作キーは、種々のハードディスクレコーダ等
において従来から設けられているものである。
【０１１５】
　すなわち、録画キー１７７ａは、供給を受けているコンテンツデータのＨＤＤ１３０の
ハードディスクへの記録を開始させるためのものである。再生キー１７７ｂは、ＨＤＤ１
３０のハードディスクに記録されているコンテンツデータの中から目的とするコンテンツ
データを選択して再生させることを指示するためのものである。
【０１１６】
　停止キー１７７ｃは、現在実行している処理、例えば、録画、再生、早戻し、早送りな
どの各処理を停止（終了）させるためのものである。早戻しキー１７７ｄは、選択された
コンテンツデータの早戻しを開始させるためのものであり、早送りキー１７７ｅは、選択
されたコンテンツデータの早送りを開始させるためのものである。
【０１１７】
　ポーズキー１７７ｆは、現在実行している処理、例えば、録画、再生、早戻し、早送り
などの各処理を一時停止させるとともに、再度押下操作した場合には、一時停止の解除を
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指示し、一停止するようにされていた処理を再開させるようにすることができるものであ
る。
【０１１８】
　メニューキー１７７ｇは、この実施の形態のハードディスクレコーダ１００において実
行可能な種々の処理を選択可能なメニューを表示させ、目的とする処理の選択を行うこと
ができるようにするためのものである。例えば、時計回路１６３の時刻合わせ、放送チャ
ンネルの設定処理、その他の各種の設定処理などは、メニューキー１７７ｇを押下操作す
ることにより表示されるメニュー項目の中から目的とする処理を選択することにより実行
することができるようにされる。なお、メニュー項目の選択、決定は、カーソル移動キー
群１７６の各キーを操作することにより行うことができる。
【０１１９】
　そして、転送マークキー１７７ｈは、従来のハードディスクレコーダには存在しないも
のであり、この実施の形態のハードディスクレコーダ１００において独自のものである。
上述もしたように、ハードディスクレコーダ１００を通じて出力するようにされるコンテ
ンツデータに応じた映像や音声を、モニタ受像機２００を通じて利用するようにしている
場合であって、携帯電話端末３００においても利用するようにしたいコンテンツが提供さ
れた場合に、ユーザーは、リモコン１７０に設けられている転送マークキー１７７ｈを押
下操作することにより、携帯電話端末３００に転送して利用するコンテンツデータである
ことを指示する。
【０１２０】
　転送マークキー１７７ｈが押下操作されると、ハードディスクレコーダ１００の制御部
１５０は、多重／分離回路１１１、変換処理部１４３を制御して、まず、多重／分離回路
１１１から再生対象のコンテンツデータから形成した映像ＥＳと音声ＥＳとを変換処理部
１４３に供給する。
【０１２１】
　変換処理部１４３においては、制御部１５０の制御により、これに供給された映像ＥＳ
、音声ＥＳを、携帯電話端末３００に供給するのに適した形式のデータに変換して、携帯
電話端末３００に転送する転送用のコンテンツデータを形成する。具体的には、上述もし
たように、携帯電話端末３００に合わせて、画サイズを調整したり、データ圧縮方式を変
更したりするなどして、転送用のコンテンツデータを形成するようにする。
【０１２２】
　このようにして変換処理部１４３において形成された転送用のコンテンツデータは、多
重／分離回路１１１において多重化処理されて、転送用のコンテンツデータとされてハー
ドディスク１３０に記録される。この場合、多重／分離処理部１１１においては、制御部
１５０の制御に応じて、転送用のコンテンツデータに対してメタデータを付加する。
【０１２３】
　なお、転送用のコンテンツデータを形成して、これをＨＤＤ１３０のハードディスクに
記録する処理の終了は、簡単には、転送マークキー１７７ｈを再度押下操作することによ
り、転送用のコンテンツデータの生成、記録の処理を終了させるようにすることができる
。
【０１２４】
　また、転送マークキー１７７ｈが押下操作されて、転送用のコンテンツデータの生成、
記録の処理が開始された後に、そのコンテンツデータの映像データや音声データを解析し
、シーンの変化点が検出された場合に、転送用のコンテンツデータの生成、記録の処理を
終了させるようにすることができる。
【０１２５】
　また、転送マークキー１７７ｈが押下操作されて、転送用のコンテンツデータの生成、
記録の処理が開始された後に、そのコンテンツデータの映像データを解析することにより
、番組終了時のいわゆるエンドロール（出演者等の文字情報）が表示されたことを検出し
た場合に、転送用のコンテンツデータの生成、記録の処理を終了させるようにしたりする
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こともできる。
【０１２６】
　このように、記録対象のコンテンツデータの映像データや音声データを解析することに
より、１つのシーンが終了したり、１つの番組が終了したりしたことを検出した場合に、
転送用のコンテンツデータの生成、記録の処理を自動的に終了されるようにすることもで
きる。
【０１２７】
　また、転送マークキー１７７ｈが押下操作されて、転送用のコンテンツデータの生成、
記録の処理が開始された後に、予め決められた一定時間経過した後に、あるいは、ユーザ
ーによって設定された所定時間分の転送用のコンテンツデータの生成と記録とが終了した
場合に、転送用のコンテンツデータの生成、記録の処理を自動的に終了されるようにする
こともできる。
【０１２８】
　［転送用のコンテンツデータについて］
　図４は、この実施の形態のハードディスクレコーダ１００において、転送マークキー１
７７ｈが押下操作された場合に、多重／分離回路１１１と変換処理部１４３とが協働して
形成し、ＨＤＤ１３０のハードディスクに記録する転送用のコンテンツデータの具体例に
ついて説明するための図である。
【０１２９】
　図４に示すように、転送用のコンテンツデータは、大きく分けると、メタデータ部分と
コンテンツデータ部分とからなっている。メタデータ部分には、ファイル名、取得日時、
提供元、番組タイトル、出演者等の情報、番組詳細情報、ユーザー登録タグ、代表画像デ
ータ、転送マーク情報、録画開始時刻、録画終了時刻の各情報を有している。
【０１３０】
　ここで、ファイル名は、当該転送用のコンテンツデータのファイルに付けられたもので
ある。取得日時は、当該転送用のコンテンツデータを当該ハードディスクレコーダが取得
した日時を示す情報であり、例えば、転送マークキー１７７ｈが押下操作された時にハー
ドディスクレコーダ１００の時計回路１６３から取得される情報である。
【０１３１】
　提供元は、コンテンツデータの提供元を示す情報である。具体的には、コンテンツデー
タが放送メディアを通じて提供されたものである場合には、提供元の放送局（放送会社）
を示す情報であり、例えば、予め提供されて保持するようにしているＥＰＧ（Electronic
 Program Guide）などの情報から得ることができる。また、コンテンツデータが広域ネッ
トワーク上のサーバ装置から提供されたものである場合には、そのサーバ装置のＵＲＬ（
Uniform Resource Locators）などの情報である。また、コンテンツデータが、デジタル
入出力端子１０１、デジタルＩ／Ｆ回路１０２を通じて接続された外部機器である場合に
は、例えば、デジタルＩ／Ｆ回路１０２の機能により認識された相手先の外部機器の識別
情報などの情報である。
【０１３２】
　また、番組タイトル、出演者等、番組詳細情報は、当該コンテンツデータに付加するよ
うにされている情報であり、コンテンツデータが放送メディアを通じて提供されたもので
ある場合には、上述もしたように、予め提供されて保持するようにしているＥＰＧなどの
情報から得ることができるものである。また、コンテンツデータが広域ネットワーク上の
サーバ装置から提供されたものである場合には、そのサーバ装置から提供を受けるように
することができるものである。また、コンテンツデータが、デジタル入出力端子１０１、
デジタルＩ／Ｆ回路１０２を通じて接続された外部機器である場合には、当該外部機器か
ら提供を受けるようにする情報である。
【０１３３】
　また、ユーザー登録タグは、キー操作部１６４やリモコン１７０を通じてユーザーによ
って入力するようにされた種々の情報である。例えば、「視聴後に消去」、「永久保存」
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などのように、ユーザーによって任意の情報を付加することができるようにされる。代表
画像データは、例えば、インデックス情報として用いられるものであり、記録開始時の画
像など、そのコンテンツデータの内容をユーザーが認識するなどのために利用可能なもの
である。
【０１３４】
　また、代表画像データの欄の下の転送マーク情報は、当該コンテンツデータが、録画さ
れた通常のコンテンツデータではなく、携帯電話端末３００に対して転送することを目的
として記憶保持されている転送用のコンテンツデータであることを示すものであり、上述
もしたように、転送マークキー１７７ｈが押下操作されることにより形成されたコンテン
ツデータには必ず付加される情報である。
【０１３５】
　なお、録画キー１７７ａが押下操作された場合にも、コンテンツデータをＨＤＤ１３０
のハードディスクに記録することができ、当該コンテンツデータにもメタデータを付加す
ることもできるようにされるが、この場合のメタデータには、転送マーク情報が付加され
ることは無いようにされる。具体的には、転送マークの欄自体が設けられないか、転送マ
ークの欄は設けられていても、その欄は例えばゼロクリアされいわゆる「ヌル」の状態と
される。
【０１３６】
　録画開始時刻は、当該転送用のコンテンツデータの録画（記録）が開始するようにされ
た時刻であり、録画終了時刻は、当該転送用のコンテンツデータの録画（記録）が終了す
るようにされた時刻であり、いずれも、当該ハードディスクレコーダ１００の動作状態を
把握している制御部１５０が時計回路１６３から取得することができる情報である。
【０１３７】
　そして、コンテンツデータ部分には、上述もしたように、変換処理部１４３において変
換され、多重／分離回路１１１において多重化されて形成されたコンテンツデータ（転送
用のもの）が記録される。
【０１３８】
　このように、転送用のコンテンツデータは、携帯電話端末３００用に変換されて形成さ
れたコンテンツデータ（転送用のもの）と転送用のコンテンツデータであることを示す情
報（転送マーク情報）を含むメタデータとからなるものである。そして、メタデータの転
送マーク情報に基づいて、転送用のコンテンツデータを簡単に抽出することができるよう
にしている。
【０１３９】
　そして、この実施の形態のハードディスクレコーダ１００は、上述もしたように、ユー
ザーからの指示に応じて転送用のコンテンツデータを形成して記憶保持し、携帯電話端末
３００からの要求に応じて、転送用のコンテンツデータの一覧リストや、要求された転送
用のコンテンツデータを携帯電話端末３００に提供することができるものである。
【０１４０】
　［携帯電話端末３００の構成例］
　次に、図１に示した携帯電話端末３００の構成例について説明する。図５は、この実施
の形態の携帯電話端末３００の構成例を説明するためのブロック図である。図５に示すよ
うに、この実施の形態の携帯電話端末３００は、送受信アンテナ３０１、アンテナ共用器
３０２、受信部３０３、ベースバンド処理部３０４、コーデック３０５、受話器（スピー
カ）３０６、送話器（マイクロホン）３０７、送信部３０８、局発部３０９、制御部３１
０、時計回路３２１、キー操作部３２２、リンガ３２３、ＬＣＤ（Liquid Crystal Displ
ay）コントローラ３３１、ＬＣＤ３３２を備えたものである。また、ここでは説明を簡単
にするため、図示しなかったが、着信などを通知するためのバイブレータや、外部機器と
接続するための外部Ｉ／Ｆ部などをも備えたものである。
【０１４１】
　まず、制御部３１０と、これに接続される時計回路３２１、キー操作部３２２、リンガ
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３２３、ＬＣＤコントローラ３３１、ＬＣＤ３３２について説明する。制御部３１０は、
この実施の形態の携帯電話端末３００の各部を制御するものであり、ＣＰＵ３１１、ＲＯ
Ｍ３１２、ＲＡＭ３１３、ＥＥＰＲＯＭ３１４が、ＣＰＵバス３１５を通じて形成された
マイクロコンピュータである。
【０１４２】
　ここで、ＣＰＵ３１１は、制御の主体となるものであり、後述するＲＯＭ３１２などに
記憶保持されているプログラムを実行し、各部に供給する制御信号を形成して、これを各
部に供給したり、各部からの信号を受け付けて、これを処理したりする。ＲＯＭ３１２は
、上述もしたように、ＣＰＵ３１１によって実行される種々のプログラムやフォントデー
タなどの処理に必要になる各種のデータを記憶保持しているものである。
【０１４３】
　ＲＡＭ３１３は、各種の処理において途中結果を一時記憶するなど、主に作業領域とし
て用いられるものである。ＥＥＰＲＯＭ３１４は、いわゆる不揮発性メモリであり、この
携帯電話端末３００の電源が落とされても保持しておくべき情報、例えば、各種の設定パ
ラメータ、電話帳データ、電子メールデータ、新たに提供されたプログラムなどを記憶保
持するものである。
【０１４４】
　そして、制御部３１０に対しては、図５に示すように、時計回路３２１が接続されてい
る。この時計回路３２１は、カレンダ機能を備え、現在年月日、現在曜日、現在時刻を提
供することができるものである。また、制御部３１０には、キー操作部３２２が接続され
ている。キー操作部３２２は、図示しないが、テンキーや各種のファクションキー、さら
には、回動操作と押下操作とが可能ないわゆるジョグダイヤルキーなどの複数の操作キー
が設けられたものであり、ユーザーからの操作入力を受け付けるものである。
【０１４５】
　そして、キー操作部３２２を通じて受け付けた使用者からの操作入力は、電気信号に変
換されて制御部３１０に供給される。これにより、制御部３１０は、ユーザーからの指示
に応じて各部を制御し、ユーザーの指示に応じた処理を行うようにすることができるよう
にされている。
【０１４６】
　また、制御部３１０に対しては、リンガ３２３と、ＬＣＤコントローラ３３１を通じて
ＬＣＤ３３２とが接続されている。リンガ３２３はリンガコントローラを備え、制御部３
１０からの制御信号に応じて、警告音や着信音を放音することができるものである。また
、ＬＣＤ３３２は、制御部３１０によって制御されるＬＣＤコントローラ３３１の制御に
応じて、種々の表示情報を自己の表示画面に表示させることができるものである。
【０１４７】
　具体的には、エラーメッセージやガイダンスメッセージ、着信通知メッセージ、電話帳
の情報、電子メールの情報、後述もするように、自宅のハードディスクレコーダ１００か
ら提供を受ける種々の情報などをＬＣＤ３３２の表示画面に表示することができるように
している。
【０１４８】
　次に、この実施の形態の携帯電話端末３００の受信系について説明する。送受信アンテ
ナ３０１を通じて受信した受信信号は、アンテナ共用器３０２を通じて受信部３０３に供
給される。受信部３０３は、受信信号が適正なレベルになるように、必要な帯域制限、Ａ
ＧＣ（Automatic Gain Control）を行なうとともに、局発部（周波数シンセサイザ）３０
９からの信号に基づいて、受信信号の周波数を一定の周波数にするなどの処理を行って、
処理後の信号をベースバンド処理部３０４に供給する。
【０１４９】
　ベースバンド処理部３０４は、受信部３０３からの信号をＡ／Ｄ変換し、フェージング
などの影響除去や、受信した信号の種別判別、デ・インターリーブ、エラー訂正を行ない
、適切な復号処理を行って、音声データとその他の通信データとを分離する。そして、音
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声データは、ＤＳＰ（Digital Signal Processor）の構成とされたコーデック３０５に供
給され、その他の通信データである、例えば、各種の制御情報、文字データ、映像データ
などは、制御部１２０に供給される。
【０１５０】
　コーデック３０５は、ベースバンド処理部３０４からの音声データをＤ／Ａ変換してア
ナログ音声信号を形成し、これをスピーカー３０６に供給する。スピーカー３０６は、コ
ーデック３０５からのアナログ音声信号により駆動され、受信信号に応じた音声を放音す
る。
【０１５１】
　一方、ベースバンド処理部３０４から制御部３１０に供給された通信データは、この実
施の形態の携帯電話端末用の制御データなどの場合には、制御部１２０のＲＡＭ１２３に
一時記憶されて、この携帯電話端末において使用される。また、文字データや映像データ
などの情報は、制御部３１０においてデコードされ、ＬＣＤコントローラ３３１に供給さ
れる。
【０１５２】
　ＬＣＤコントローラ３３１は、これに供給された表示用のデータから、表示用の映像信
号を形成し、これをＬＣＤ３３２に供給する。これにより、例えば、上述もしたように、
自宅のハードディスクレコーダ１００などから提供される転送用のコンテンツデータの一
覧リストや、転送用のコンテンツデータに応じた映像などを、ＬＣＤ３３２の表示画面に
表示して利用することができるようにされる。
【０１５３】
　なお、転送用のコンテンツデータに含まれる音声データは、制御部３１０においてデコ
ードされた後に、図示しないＤ／Ａ（digital/analog）変換器、アンプ（増幅回路）を通
じて図示しないスピーカーや図示しない音声出力端子に供給されて、ユーザーによって利
用することができるようにされる。
【０１５４】
　次に、この実施の形態の携帯電話端末３００の送信系について説明する。マイクロホン
３０７は、収音した音声をアナログ音声信号に変換し、これをコーデック３０５に供給す
る。コーデック３０５は、マイクロホン３０７からのアナログ音声信号をＡ／Ｄ変換して
、デジタル音声信号を形成し、これをベースバンド処理部３０４に供給する。
【０１５５】
　ベースバンド処理部３０４は、コーデック３０５からのデジタル音声信号を所定の符号
化方式で符号化して圧縮し、所定のブロックにまとめる。またベースバンド処理部３０４
は、制御部３１０を通じて供給されるキー操作部３２２を通じて受け付けた送信用のデジ
タルデータ等についても所定のブロックにまとめることができるものである。ベースバン
ド処理部３０４は、圧縮されたデジタル音声信号やキー操作部３２２を通じて受け付けた
送信用のデータをまとめ、送信部３０８に供給する。
【０１５６】
　送信部３０８は、ベースバンド処理部３０４からのデジタルデータから変調信号を形成
し、この変調信号を所定の送信周波数に変換するために、変調信号と、局発部３０９から
の変換用の信号とを混合して、送信用変調信号を形成する。送信部３０８において形成さ
れた送信用変調信号は、アンテナ共用器１０２を経由して、送受信アンテナ３０１から送
信される。
【０１５７】
　このような受信系および送信系を備えたこの実施の形態の携帯電話端末３００において
は、待ち受け受信時（待ち受け時）においては、制御部３１０は、ベースバンド処理部３
０４からの受信信号を監視することにより、自機への着信を検出する。そして、制御部３
１０は、自機への着信を検出した場合には、リンガ３２３を制御して、呼び出し音（リン
ガ音）を放音したり、図示しないバイブレータを振動させたりすることにより、自機への
着信を当該携帯電話端末３００の使用者に通知する。
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【０１５８】
　そして、携帯電話端末３００の使用者が、この実施の形態の携帯電話端末３００に設け
られているテンキーや各種のファンクションキーなどを有するキー操作部３２２に設けら
れている通話開始キーを押下するなどのオフフック操作を行なうことにより、着信に応答
した場合には、制御部３１０は、送信系を通じて、接続応答を送出するなどして通信回線
を接続し、前述したように、受信系、送信系の動作によって通話が可能となる。
【０１５９】
　また、この実施の形態の携帯電話端末３００から発呼する場合には、前述のキー操作部
３２２の通話開始キーを押下するなどのオフフック操作を行った後、キー操作部３２２の
ダイヤルキーを通じて、また、予め登録された電話帳データから相手先の電話番号を選択
することにより、ダイヤル動作を行なうようにする。
【０１６０】
　これにより、制御部３１０は、発呼要求を形成し、送信系を通じて送信することにより
、目的とする相手先の電話端末との間に通信回線を接続するようにする。そして、相手先
からの着信応答が返信されてきて、通信回線の接続を確認すると、前述したように、受信
系、送信系の動作によって通話が可能となる。
【０１６１】
　また、この実施の形態の携帯電話端末３００は、インターネットに接続が可能なもので
あり、例えば、電話会社が提供するプロバイダ機能を通じて、ＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　
Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒｓ）を入力して送信することにより、Ｗｅｂページな
どの情報を得て、この情報を、制御部３１０を通じてＬＣＤ３３２に表示したりすること
もできるようにしている。
【０１６２】
　また、この実施の形態の携帯電話端末３００は、キー操作部３２２、ＬＣＤ３３２を通
じて情報を入力して、送信用の電子メールデータをＥＥＰＲＯＭ３１４に作成し、これを
インターネットを通じて目的とする相手先のメールサーバに送信したり、また、自機宛の
電子メールをメールサーバから受信してＥＥＰＲＯＭ３１４に格納し、これをＬＣＤ３３
２に表示して利用したりするなどのこともできるものである。
【０１６３】
　このように、この実施の形態の携帯電話端末３００は、携帯電話ネットワークやインタ
ーネットなどの広域ネットワーク５００を通じて、電話通信やデータ通信などを行うこと
ができるものである。
【０１６４】
　そして、この実施の形態の携帯電話端末３００は、上述もしたように、広域ネットワー
ク５００を通じて自宅に設置されているハードディスクレコーダ１００にアクセスし、転
送用のコンテンツデータの一覧リストの提供を受け、その一覧リストから選択した転送用
のコンテンツデータの提供を受けて、これを自機において再生し、利用することができる
ようにしている。
【０１６５】
　［転送用のコンテンツデータの利用態様］
　次に、携帯電話端末３００を通じて行う転送用のコンテンツデータの利用態様の具体例
について、図６、図７を参照しながら説明する。図６は、携帯電話端末３００においての
転送用のコンテンツデータの一覧リストの利用態様を説明するための図であり、図７は、
携帯電話端末３００においての転送用のコンテンツデータの利用態様を説明するための図
である。
【０１６６】
　図６に示すように、この実施の形態の携帯電話端末３００は、広域ネットワーク５００
を通じて自宅に設置されているハードディスクレコーダ１００にアクセスし、転送用のコ
ンテンツデータの一覧リストの提供要求を送信すると、ハードディスクレコーダ１００か
らは、転送用のコンテンツデータの一覧リストが送信されてくる。携帯電話端末３００は
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、これを受信し、当該一覧リストを自己のＬＣＤ３３２の表示画面に表示する。
【０１６７】
　図６に示した例の場合、携帯電話端末３００のＬＣＤ３３２の表示画面３３２Ｇには、
「マーク１、クイッククッキング、なすと挽き肉のパスタ」、「マーク２、クイッククッ
キング、みずなすのステーキ」、…というように、転送用のコンテンツデータの一覧リス
トが表示される。
【０１６８】
　この場合、「マーク１」、「マーク２」という表示は、転送用のコンテンツデータのシ
ーケンス番号に相当する。すなわち、「マーク１」は１番目の転送用のコンテンツデータ
であることを意味し、「マーク２」は２番目の転送用のコンテンツデータということを意
味している。また、「クイッククッキング」という表示は番組名である。また、「なすと
挽き肉のパスタ」、「みずなすのステーキ」という表示は、番組の内容を示している。
【０１６９】
　このように提供される転送用のコンテンツデータの一覧リストの中から、携帯電話端末
３００を通じて視聴したい転送用のコンテンツデータを選択することができるようにされ
る。具体的には、携帯電話端末３００に設けられている矢印キーを操作して目的とする転
送用のコンテンツデータの表示欄にカーソルを位置付けて、所定の決定操作を行うように
したり、目的とする転送用のコンテンツデータに対応するシーケンス番号、例えば、「マ
ーク１」の場合には、番号「１」を入力して、所定の決定操作を行うようにしたりするこ
とによって、携帯電話端末３００のユーザーが目的とする転送用のコンテンツデータの提
供要求を携帯電話端末３００がハードディスクレコーダ１００に対して送信することがで
きるようにされる。
【０１７０】
　そして、ハードディスクレコーダ１００からは、携帯電話端末３００から要求された転
送用のコンテンツデータが送信されてくるので、携帯電話端末３００はこれを受信し、上
述もしたように再生するようにする。例えば、図６に示した転送用のコンテンツデータの
一覧リストから、「マーク１、クイッククッキング、なすと挽き肉のパスタ」の提供をハ
ードディスクレコーダ１００に要求したとする。
【０１７１】
　この場合には、図７に示すように、ハードディスクレコーダ１００から送信されてくる
転送用のコンテンツデータを携帯電話端末３００が受信して再生するように処理すると、
携帯電話端末３００のＬＣＤ３３２の表示画面３３２Ｇには、当該転送用のコンテンツデ
ータの映像データに応じた映像（動画像）が表示され、携帯電話端末３００のスピーカー
からは、当該転送用のコンテンツデータの音声データに応じた音声が放音される。
【０１７２】
　このように、この実施の形態のコンテンツ利用システムにおいては、ハードディスクレ
コーダ１００において記憶保持するようにしている転送用のコンテンツデータの提供を携
帯電話端末３００が受けて、携帯電話端末３００を通じて再生してユーザーが利用するこ
とができるようにされる。そして、ここで重要なことは、ハードディスクレコーダ１００
は、携帯電話端末３００に記憶保持している転送用のコンテンツデータしか、携帯電話端
末３００に提供しないようにしている点である。
【０１７３】
　図８は、ハードディスクレコーダ１００に記憶保持されるコンテンツデータと、ハード
ディスクレコーダ１００から携帯電話端末３００に提供されるコンテンツデータとについ
て説明するための図である。
【０１７４】
　図８に示すように、ハードディスクレコーダ１００内には、転送マークを示す情報が付
加された転送用のコンテンツデータ（断片Ａ）と、転送マークを示す情報が付加されてい
ない通常のコンテンツデータ（断片Ｂ）とが記憶保持さされている。ここで、断片Ａ、断
片Ｂという文言は、録画するようにされたコンテンツの意味のあるシーン単位を示してい
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る。
【０１７５】
　すなわち、通常、録画というと、放送番組単位に録画するというイメージがあるが、こ
の実施の形態においては、必ずしも放送番組単位の録画を意図するものではなく、放送番
組の中の１つのコーナーなどの番組の断片（一部分）の録画が行われることも想定してい
る。
【０１７６】
　そして、図８に示した例の場合には、ハードディスクレコーダ１００が記憶保持してい
る転送用のコンテンツデータは、「断片Ａ」だけであるので、携帯電話端末３００には、
図８に示したように、広域ネットワーク５００を通じて、転送用のコンテンツデータの一
覧リスとして、「断片Ａ」だけを項目とする一覧リストが提供され、携帯電話端末３００
は、この「断片Ａ」の提供だけを受けることができるようにされる。
【０１７７】
　換言すれば、ハードディスクレコーダ１００は、転送用に記憶保持している転送用のコ
ンテンツデータだけを、迅速に携帯電話端末３００に対して提供することができるように
されており、従来どおり録画されたコンテンツデータについては、転送対象から除外する
ようにしている。したがって、ユーザーが転送すべきと判断して転送用のコンテンツデー
タとして記憶、保持している転送用のコンテンツデータのみを携帯電話端末３００に迅速
かつ確実に転送することができるようにしている。
【０１７８】
　［コンテンツ利用システムの動作のまとめ］
　次に、この実施の形態のコンテンツ利用システムの動作について、図９、図１０のフロ
ーチャートを参照しながらまとめる。
【０１７９】
　まず、ハードディスクレコーダ１００における転送用のコンテンツデータの記録処理（
転送マーク時の処理）について説明する。図９は、この実施の形態のハードディスクレコ
ーダ１００においての転送マークキーが押下された場合の処理について説明するためのフ
ローチャートである。
【０１８０】
　この図９に示す処理は、ハードディスクレコーダ１００の制御部１５０において実行さ
れる処理であり、ハードディスクレコーダ１００に電源が投入され、自機に供給されるコ
ンテンツデータを自機に接続されたモニタ受像機２００に供給するようにしたり、自機の
ＨＤＤ１３０のハードディスクに記憶保持されているコンテンツデータを再生し、これを
自機に接続されたモニタ受像機２００に供給するようにしたりしている場合において実行
される。
【０１８１】
　図９に示す処理が実行されると、まず、制御部１５０は、リモコン１７０あるいはキー
操作部１６４を通じて、ユーザーからの操作入力を受け付けるようにし（ステップＳ１０
１）、操作入力がされたか否かを判断する（ステップＳ１０２）。ステップＳ１０２の判
断処理において、操作入力を受け付けていないと判断したときには、制御部１５０は、ス
テップＳ１０１からの処理を繰り返し、ユーザーからの操作入力を受け付けるようにする
。
【０１８２】
　ステップＳ１０２の判断処理において、ユーザーからの操作入力を受け付けたと判断し
たときには、制御部１５０は、受け付けた操作入力は、リモコン１７０の転送マークキー
１７７ｈの押下操作か否かを判断する（ステップＳ１０３）。ステップＳ１０３の判断処
理において、受け付けた操作入力は、転送マークキー１７７ｈの押下処理ではないと判断
したときには、当該操作に応じた他の処理を実行し（ステップＳ１０４）、この後、ステ
ップＳ１０１からの処理を繰り返すようにする。
【０１８３】
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　また、ステップＳ１０３の判断処理において、受け付けた操作入力が、転送マークキー
１７７ｈの押下操作であると判断したときには、制御部１５０は、多重／分離回路１１１
、変換処理部１４３、ＨＤＤ１３０などの各部を制御し、出力するようにしているコンテ
ンツデータを、変換処理部１４３の機能を用いて携帯電話端末３００に転送するための転
送用のコンテンツデータに変換し、これに多重／分離回路１１１の機能を用いて、必要な
データを付加して、記録すべき転送用のコンテンツデータを形成してＨＤＤ１３０のハー
ドディスクに記録する処理を開始させる（ステップＳ１０５）。
【０１８４】
　なお、ステップＳ１０５の処理においては、制御部１５０の制御に応じた多重／分離回
路１１１の機能により、転送マーク情報が付加されたメタデータが形成され、これが付加
するようにされる。すなわち、図４を用いて説明したように、出力しているコンテンツデ
ータが、転送用のコンテンツデータに調整されて、これがＨＤＤ１３０のハードディスク
に記録される。
【０１８５】
　そして、制御部１５０は、例えば、再度、転送マークキー１７７ｈが押下操作されるな
どの終了操作を受け付けるようにし（ステップＳ１０６）、その終了操作がなされたり、
コンテンツデータのハードディスクレコーダへの供給やコンテンツデータの再生が停止さ
れたりするなど、転送用のコンテンツデータを生成して記録する処理を終了させるべき終
了事象が発生したか否かを判断する（ステップＳ１０７）。
【０１８６】
　ステップＳ１０７の判断処理において、終了事象は発生していないと判断したときには
、ステップＳ１０６からの処理を繰り返し、終了事象が発生するまで、転送用のコンテン
ツデータの生成及び記録処理を継続させるようにする。
【０１８７】
　ステップＳ１０７の判断処理において、終了事象が発生したと判断したときには、メタ
データの録画終了時刻を更新するなど、転送用のコンテンツデータについてのメタデータ
の更新を行い（ステップＳ１０８）、この後、ステップＳ１０１からの処理を繰り返すよ
うにする。
【０１８８】
　なお、図９に示した処理は、ハードディスクレコーダ１００の電源が落とすように操作
された場合には、使用しているファイル等をクローズするなどの所定の終了処理を行って
、終了するようにされる。
【０１８９】
　このように、この実施の形態のハードディスクレコーダ１００においては、転送マーク
キー１７７ｈが押下操作されると、そのとき利用していたコンテンツデータを、転送用の
コンテンツデータに変換して記録保持することができるようにしている。
【０１９０】
　なお、図９を用いた説明においては、転送マークキー１７７ｈが押下操作され、転送用
のコンテンツデータの生成及び記録処理が開始された後に、再度、転送マークキー１７７
が押下操作された場合に、転送用のコンテンツデータの生成及び記録処理の終了が指示さ
れるものとして説明したが、これに限るものではない。
【０１９１】
　上述もしたように、記録対象のコンテンツデータの映像データや音声データを解析し、
記録対象のコンテンツが終了したことを検出した場合、あるいは、記録対象のコンテンツ
のシーンの変化点を検出した場合に、転送用のコンテンツデータの生成及び記録処理の終
了事象が発生したと判断して、当該処理を終了させるようにすることもできる。
【０１９２】
　次に、この実施の形態のコンテンツ利用システムのハードディスクレコーダ１００と、
携帯電話端末３００との間で行われる転送用のコンテンツデータの送信処理について説明
する。図１０は、ハードディスクレコーダ１００と携帯電話端末３００との間で行われる
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転送用のコンテンツデータの送受信処理を説明するためのフローチャートである。図１０
Ａは携帯電話端末３００の処理であり、図１０Ｂはハードディスクレコーダ１００の処理
であり、両装置間におけるデータの送受の状態は、点線で示すようにしている。
【０１９３】
　そして、図９を用いて説明したように、ユーザーからの指示に応じて、転送用のコンテ
ンツデータを生成してＨＤＤ１３０のハードディスクに記録した後、転送用のコンテンツ
データの提供が可能な場合には、ハードディスクレコーダ１００は、広域ネットワーク５
００を通じて送信されてくる携帯電話端末３００からの接続要求を受信するように、図１
０Ｂに示す処理を実行するようにする。
【０１９４】
　一方、携帯電話端末３００が、ハードディスクレコーダ１００に記憶保持するようにさ
れた転送用のコンテンツデータの提供を受ける場合には、キー操作部３２２を通じて所定
の操作入力を行うことにより、図１０Ａに示す処理を実行する。そして、携帯電話端末３
００の制御部３１０は、ハードディスクレコーダ１００に対する接続要求を生成し、これ
をベースバンド処理部３０４、送信部３０８、アンテナ共用器３０２、送受信アンテナ３
０１を通じてハードディスクレコーダ１００に送信するようにする（ステップＳ２０１）
。この場合、ハードディスクレコーダ１００側に割り当てられている電話番号を用いたり
、あるいは、ハードディスクレコーダ１００側に割り当てられているＵＲＬを用いたりし
て、ハードディスクレコーダ１００に対して接続要求を送信する。
【０１９５】
　ハードディスクレコーダ１００においては、上述もしたように、携帯電話端末３００か
らの接続要求が送信されてくるのを待っており、ハードディスクレコーダ１００が、接続
端子１４２、通信Ｉ／Ｆ回路１４１を通じて携帯電話端末３００からの接続要求を受信す
ると（ステップＳ３０１）、制御部１５０は、受信した当該接続要求に含まれる端末の識
別ＩＤなどの情報を用いて、自機との間に通信回線が接続可能な携帯電話端末３００から
の接続要求かどうかを確認する認証処理を実行する（ステップＳ３０２）。
【０１９６】
　そして、ハードディスクレコーダ１００の制御部１５０は、ステップＳ３０２の認証処
理により、認証取れたか否かを確認する（ステップＳ３０３）。ステップＳ３０３の判断
処理において、認証が取れなかったと判断した場合には、この図１０Ｂに示す処理を終了
させ、接続要求を送信してきた携帯電話端末へは情報を提供しないようにする（ステップ
Ｓ３０４）。なお、ステップＳ３０４において、接続要求を送信してきた携帯電話端末に
対して、認証が取れないために接続要求に応じられない旨のメッセージを返送するなどの
対処をすることになる。
【０１９７】
　ステップＳ３０３の判断処理において、認証が取れたと判断したときには、ハードディ
スクレコーダ１００の制御部１５０は、携帯電話端末３００に対して送信すべき応答を形
成し、これを通信Ｉ／Ｆ回路１４１、接続端子１４２を通じて出力して、携帯電話端末３
００に送信する（ステップＳ３０５）。
【０１９８】
　携帯電話端末３００においては、自機から送出した接続要求に対するハードディスクレ
コーダ１００からの応答を、送受信アンテナ３０１、アンテナ共用器３０２、受信部３０
３、ベースバンド処理部３０４を通じて受信する（ステップＳ２０２）。ステップＳ２０
２において、接続要求に対する応答を受信することにより、ハードディスクレコーダ１０
０との間に通信回線が接続されたことを確認すると、携帯電話端末３００の制御部３１０
は、転送用のコンテンツデータの一覧リストの提供要求を形成し、これをベースバンド処
理部３０４、送信部３０８、アンテナ共用器３０２、送受信アンテナ３０１を通じて、ハ
ードディスクレコーダ１００に送信する（ステップＳ２０３）。
【０１９９】
　このようにして、携帯電話端末３００から送信された転送用のコンテンツデータの一覧
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リストの提供要求を、ハードディスクレコーダ１００においては、接続端子１４２、通信
Ｉ／Ｆ回路１４１を通じて受信する（ステップＳ３０６）。転送用のコンテンツデータの
一覧リストの提供要求を受信したハードディスクレコーダ１００は、一覧リスト生成部１
６１が、ＨＤＤ１３０のハードディスクに記憶保持されているコンテンツデータのメタデ
ータを参照し、図４を用いて説明したように、転送マーク情報が付加されたメタデータだ
けを抽出し、転送用のコンテンツデータの一覧リストを生成して、これを要求元の携帯電
話端末３００に送信する（ステップＳ３０７）。
【０２００】
　携帯電話端末３００においては、ハードディスクレコーダ１００からの転送用のコンテ
ンツデータの一覧リストを、送受信アンテナ３０１、アンテナ共用器３０２、受信部３０
３、ベースバンド処理部３０４を通じて受信し（ステップＳ２０４）、この受信した転送
用のコンテンツデータの一覧リストをＬＣＤコントローラ３３１を通じてＬＣＤ３３２に
供給するようにして、図６を用いて説明したように、転送用のコンテンツデータの一覧リ
ストを自機のＬＣＤ３３２の表示画面に表示する（ステップＳ２０５）。
【０２０１】
　そして、携帯電話端末３００の制御部３１０は、ＬＣＤ３３２に表示された転送用のコ
ンテンツデータの一覧リストの中から、提供を受けようとする転送用のコンテンツデータ
の選択入力を、キー操作部３２２を通じて受け付けるようにする（ステップＳ２０６）。
この場合、転送用のコンテンツデータの一覧リストに、多数の転送用のコンテンツデータ
の情報が存在する場合には、表示をスクロールさせるようにして、目的とする転送用のコ
ンテンツデータを探すようにすることができるようにされる。
【０２０２】
　ステップＳ２０６において、携帯電話端末３００のユーザーが目的とする転送用のコン
テンツデータの選択入力を受け付けると、携帯電話端末３００の制御部３１０は、ユーザ
ーによって選択された転送用のコンテンツデータの提供要求を生成し、これをベースバン
ド処理部３０４、送信部３０８、アンテナ共用器３０２、送受信アンテナ３０１を通じて
送出し、ハードディスクレコーダ１００に送信する（ステップＳ２０７）。
【０２０３】
　ハードディスクレコーダ１００の制御部１５０は、接続端子１４２、通信Ｉ／Ｆ回路１
４１を通じて、携帯電話端末３００からの転送用のコンテンツデータの提供要求を受信す
る（ステップＳ３０８）。そして、制御部１５０は、ＨＤＤ１３０、多重／分離回路１１
１、通信Ｉ／Ｆ回路１４１を制御し、ＨＤＤ１３０のハードディスクに記憶保持されてい
る要求された転送用のコンテンツデータを読み出し、これを多重／分離回路１１１を通じ
て通信Ｉ／Ｆ回路１４１に供給して、要求元の携帯電話端末３００への送信を開始する（
ステップＳ３０９）。
【０２０４】
　そして、要求された転送用のコンテンツデータを送信し終えるまで、当該転送用のコン
テンツデータの送信を続行するようにし（ステップＳ３１０）、転送し終えた場合には、
ハードディスクレコーダ１００においては、この図１０Ｂに示す処理を終了する。
【０２０５】
　一方、携帯電話端末３００においては、ハードディスクレコーダ１００から送信されて
くる転送用のコンテンツデータを、送受信アンテナ３０１、アンテナ共用器３０２、受信
部３０３、ベースバンド処理部３０４を通じて受信し、これを制御部３１０がＬＣＤコン
トローラ３３１を通じてＬＣＤ３３２に供給することによって、受信した転送用のコンテ
ンツデータに応じた映像を自機のＬＣＤ３３２の表示画面に表示し、また、受信した転送
用のコンテンツデータに応じた音声を自機のスピーカーから放音し、当該転送用のコンテ
ンツデータに応じたコンテンツを利用できるようにする（ステップＳ２０８）。
【０２０６】
　そして、要求した転送用のコンテンツデータの全部を受信して再生するまで、当該コン
テンツデータの受信、再生処理を続行するようにし（ステップＳ２０９）、受信、再生し
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終えた場合には、携帯電話端末３００においては、図１０Ａに示す処理を終了する。
【０２０７】
　このように、この実施の形態のコンテンツ利用システムのハードディスクレコーダ１０
０と携帯電話端末３００との間においては、ハードディスクレコーダ１００に記憶保持さ
れている転送用のコンテンツデータを、携帯電話端末３００の要求に応じて、携帯電話端
末３００に提供し、携帯電話端末３００において再生して利用することができるようにさ
れる。
【０２０８】
　なお、図１０に示した例は、説明を簡単にするため、ハードディスクレコーダ１００か
らの転送用のコンテンツデータの送信、および、携帯電話端末３００における転送用のコ
ンテンツデータの受信、再生は、終了するまで続行するものとして説明したが、これに限
るものではない。
【０２０９】
　例えば、携帯電話端末３００において、ユーザーから転送用のコンテンツデータの再生
を停止させる指示入力を受け付けた場合には、転送用のコンテンツデータの送信停止要求
を携帯電話端末３００からハードディスクレコーダ１００に送信し、送信途中の転送用の
コンテンツデータの転送を終了させるようにすることもできる。
【０２１０】
　また、転送用のコンテンツデータの一覧リストは、転送用のコンテンツデータだけの一
覧リストであり、ハードディスクレコーダが記憶保持する通常のコンテンツデータについ
ての情報は含まないものである。したがって、携帯電話端末３００のユーザーは、目的と
する転送用のコンテンツデータを迅速に選択して、目的とする転送用のコンテンツデータ
の提供を迅速に受けることができるようにされる。また、ハードディスクレコーダ１００
から携帯電話端末３００に対しては、転送用のコンテンツデータしか提供しないようにさ
れる。
【０２１１】
　図１１は、この実施の形態のハードディスクレコーダ１００のＨＤＤ１３０のハードデ
ィスクに記憶保持されるコンテンツデータの記録態様について説明するための図である。
上述もしたように、この実施の形態のハードディスクレコーダ１００は、転送マークキー
１７７ｈが押下された場合に、転送用のコンテンツデータを形成して記憶保持することが
できるだけでなく、通常のハードディスクレコーダの場合と同様に、録画キー１７７ａが
押下操作された場合には、通常通り、コンテンツデータをＨＤＤ１３０のハードディスク
に記憶保持するようにすることもできるものである。
【０２１２】
　したがって、録画キー１７７ａが押下操作された場合には、例えば、図１１に示すよう
に、録画対象のコンテンツデータがスポーツ番組である場合には、スポーツフォルダに、
音楽番組である場合には音楽フォルダに、また、ドラマ番組である場合には、ドラマフォ
ルダに記録することができるようにされる。この場合、録画対象のコンテンツデータが放
送番組である場合には、ＥＰＧデータに基づいて、コンテンツデータの属するジャンルを
判別し、自動的に記録先のフォルダを特定することができるし、その他の場合には、ユー
ザーが指示したり、あるいは、コンテンツデータに付加されているメタデータに基づいて
判別したりすることができるようにされる。
【０２１３】
　そして、転送マークキー１７７ｈが押下操作された場合には、上述もしたように、転送
用のコンテンツデータが形成されて、これがＨＤＤ１３０のハードディスクに記録される
が、この場合には、通常のコンテンツデータは区別可能なように、例えば、リモート視聴
フォルダに記憶保持するようにされる。
【０２１４】
　この場合、リモート視聴フォルダには、上述もしたように、画サイズやデータ圧縮方式
が転送先の携帯電話端末３００に合致するように調整、変換されると共に、メタデータが
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付加された転送用のコンテンツデータが記憶保持するようにされる。ここで、画サイズの
変換は、転送先の携帯端末装置に応じて行うことができるようにされる。例えば、転送先
の携帯端末装置が、上述した実施の形態のように携帯電話端末３００の場合には、画サイ
ズは「小」となるようにされ、転送先の携帯端末装置が、例えば比較的に大きな表示画面
の表示素子を有する携帯ゲーム機の場合には、画サイズは「中」となるようにされる。
【０２１５】
　ここで、転送先の携帯端末装置が、どのような画サイズの表示画面の表示素子を有する
ものであるかは、ユーザーによって、予めハードディスクレコーダ１００に登録しておく
ことにより、対応することができる。
【０２１６】
　そして、図１１に示したように、通常の録画処理により記憶保持するようにされた通常
のコンテンツデータと、転送マークキー１７７ｈが押下操作されることにより形成された
転送用のコンテンツデータとで、記録先のフォルダを変えるようにしておくことによって
、メタデータに付加された転送マーク情報を参照しなくても、転送用のコンテンツデータ
の一覧リストを作成して送信し、その転送用のコンテンツデータだけが記憶保持されてい
るフォルダから要求に応じた転送用のコンテンツデータを迅速に読み出して提供したりす
ることができるようにされる。
【０２１７】
　［コンテンツ利用システムの変形例］
　上述した実施の形態のコンテンツ利用システムは、ハードディスクレコーダ１００に対
して、１つの携帯電話端末３００が広域ネットワーク５００を通じて接続可能な場合を例
にして説明した。しかし、ハードディスクレコーダ１００が、複数のユーザーによって共
用される場合もある。例えば、家族でハードディスク１００を共用する場合である。
【０２１８】
　このような場合には、ユーザー毎に、各ユーザーが用いる携帯端末装置に応じた転送用
のコンテンツデータを形成して、ユーザー毎のフォルダに記憶保持し、各ユーザーからの
提供要求に応じて迅速に要求された転送用のコンテンツデータを提供できるようにしてお
くことが望ましい。
【０２１９】
　そこで、この例のコンテンツ利用システムにおいては、ハードディスクレコーダ１００
が、複数の家族によって利用される場合を想定し、ハードディスクレコーダ１００におい
て、複数のユーザー毎に、各ユーザーが用いる携帯端末装置に応じた転送用のコンテンツ
データを形成して、これをユーザー毎のフォルダに記憶保持して管理できるようにしてい
る。
【０２２０】
　なお、この変形例においても、ハードディスクレコーダ１００は、図１に示した構成を
有するものとして説明する。また、ハードディスクレコーダ１００から転送用のコンテン
ツデータの提供を受ける携帯電話端末などの携帯端末装置は、基本的には、例えば、図５
に示した構成を有するものとして説明するが、搭載された表示素子の表示画面の大きさや
、用いているデータ圧縮方式などが携帯端末装置毎に異なるものである。
【０２２１】
　そして、この変形例の場合には、ハードディスクレコーダ１００において、転送用のコ
ンテンツデータを配信する可能性のある携帯端末装置の識別情報、画サイズ、データ圧縮
方式などの転送用のコンテンツデータを形成するにあたって必要な情報を把握しておく必
要がある。
【０２２２】
　そこで、この変形例のハードディスクレコーダ１００の場合には、ハードディスクレコ
ーダ１００から転送用のコンテンツデータの配信を受けようとするユーザーは、予め自分
が用いる携帯端末装置についての情報をハードディスクレコーダ１００の例えばＥＥＰＲ
ＯＭ１５４に登録しておくようにする。
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【０２２３】
　図１２は、この変形例のハードディスクレコーダ１００において実行される携帯端末装
置の設定入力処理について説明するためのフローチャートである。この図１２に示す処理
は、例えば、リモコン１７０のメニュー１７７ｇを押下操作することにより、ハードディ
スクレコーダ１００において生成され、モニタ受像器２００の表示画面に表示されるメニ
ューリストの中から、「端末情報の設定入力」という項目を選択することにより、ハード
ディスクレコーダ１００の制御部１５０において実行される。
【０２２４】
　この場合、まず制御部１５０は、携帯端末情報の入力画面を形成し、これを自機に接続
されたモニタ受像器２００の表示画面に表示して、目的とする携帯端末装置の識別ＩＤ（
識別情報）、画サイズ、データ圧縮方式、その他の情報の入力を受け付ける（ステップＳ
４０１）。ここで、携帯端末装置の識別ＩＤは、その携帯端末装置の製造番号などのその
携帯端末装置に固有の情報である。また、画サイズやデータ圧縮方式については、ユーザ
ーマニュアルを参照して該当する情報を得て入力することにより対応することができる。
【０２２５】
　この他、画サイズやデータ圧縮方式などの情報については、用いる携帯端末装置の型番
を入力することにより、予め登録されている複数の携帯端末装置についての端末情報から
抽出して用いるようにしたり、あるいは、広域ネットワーク上の所定のサーバ装置にアク
セスして取得してきてこれを用いるようにしたりすることで対応することができる。また
、その他の情報としては、ユーザー名など、種々の任意の情報を入力することができるよ
うにされる。
【０２２６】
　そして、ハードディスクレコーダ１００においては、ステップＳ４０１において受け付
けた情報に基づいて、携帯端末装置テーブルを作成して、これをＥＥＰＲＯＭ１５４に登
録し（ステップＳ４０２）、この図１２に示す処理を終了する。
【０２２７】
　図１３は、図１２に示した処理のステップＳ４０２の処理において、例えば、ＥＥＰＲ
ＯＭ１５４に作成される携帯端末装置テーブルの一例を説明するための図である。識別Ｉ
Ｄ、画サイズ、圧縮方式、他の情報のそれぞれは、図１２に示した処理のステップＳ４０
１において入力するようにされた情報である。また、フォルダ名は、転送用のコンテンツ
データの格納先のフォルダ名であり、この例の場合には、制御部１５０が自動的に特定す
るフォルダのフォルダ名である。なお、フォルダ名については、ユーザーの操作により変
更することもできるようにされる。
【０２２８】
　これにより、図１３に示した携帯端末装置テーブルを参照することにより、ハードディ
スクレコーダ１００の制御部１５０においては、識別ＩＤによって特定される携帯端末装
置毎に、転送用のコンテンツデータの格納先を特定することができると共に、目的とする
コンテンツデータを転送用のコンテンツデータに変換するために必要となる画サイズやデ
ータ圧縮方式がどのようなものであるかをも把握することができるようにされる。
【０２２９】
　そして、この変形例において、ハードディスクレコーダ１００を通じてコンテンツデー
タを利用している場合に、転送用のコンテンツデータを作成する場合には、上述もしたよ
うに、リモコン１７０の転送マークキー１７７ｈを押下操作することになるが、それより
も前に、作成する転送用のコンテンツデータの転送先の携帯端末装置が何かを示す情報を
予め登録しておくようにする。
【０２３０】
　このようにすることによって、転送マークキー１７７ｈが押下操作された場合に、どの
携帯端末装置用の転送用のコンテンツデータを形成し、それをどのフォルダに格納するの
かを、図１３に示した携帯端末装置テーブルの情報に基づいて特定することができるよう
にされる。
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【０２３１】
　図１４は、ハードディスクレコーダ１００を利用するユーザーの１人が、これ以降にお
いて転送用のコンテンツデータの提供を受ける携帯端末装置を設定するための選択入力を
受け付ける処理を説明するためのフローチャートである。この図１４に示す処理も、リモ
コン１７０のメニュー１７７ｇを押下操作することにより、ハードディスクレコーダ１０
０において生成され、モニタ受像器２００の表示画面に表示されるメニューリストの中か
ら、「端末の選択入力」という項目を選択することにより、ハードディスクレコーダ１０
０の制御部１５０において実行される。
【０２３２】
　そして、制御部１５０は、転送マーク機能により録画されるコンテンツの配信を受ける
端末装置の選択入力を受け付ける（ステップＳ５０１）。換言すれば、ステップＳ５０１
の処理は、リモコン１７０の転送マークキー１７７ｈが押下操作された場合に、どの携帯
端末装置用の転送用のコンテンツデータを形成し、それをどのフォルダに格納するのかを
特定する情報を予め入力する処理である。ここで入力される情報は、目的とする携帯端末
装置の識別ＩＤである。
【０２３３】
　そして、ハードディスクレコーダ１００の制御部１５０は、ステップＳ５０１において
受け付けた選択入力に基づいて、選択された携帯端末装置をコンテンツの転送を受ける携
帯端末装置の識別ＩＤを最新の転送先の携帯端末装置を示す情報として例えばＥＥＰＲＯ
Ｍ１５４に設定し（ステップＳ５０２）、この図１４に示す処理を終了する。
【０２３４】
　このようにして、例えばＥＥＰＲＯＭ１５４に設定された携帯端末装置の識別ＩＤに基
づいて、これ以降において、リモコン１７０の転送マークキー１７７ｈが押下操作された
場合には、その識別ＩＤによって特定される携帯端末装置用に、転送用のコンテンツデー
タが形成され、その形成された転送用のコンテンツデータが、当該識別ＩＤによって特定
される携帯端末装置用のフォルダに格納することができるようにされる。
【０２３５】
　図１５は、上述したように、この変形例のハードディスクレコーダ１００において、例
えば複数のユーザー毎に異なる携帯端末装置が用いられることがある場合に、ハードディ
スクレコーダ１００のＨＤＤ１３０のハードディスクに形成されるフォルダの形成例を説
明するための図である。
【０２３６】
　例えば、図１３に示したように、識別ＩＤが「ＡＡＡＡ」の携帯端末装置と、識別ＩＤ
が「ＢＢＢＢ」の携帯端末装置とが、この例のハードディスクレコーダ１００から転送用
のコンテンツデータの配信を受けるものとして予め登録されているとする。この場合には
、図１３に示した携帯端末装置テーブルの情報に基づいて、ハードディスクレコーダ１０
０のＨＤＤ１３０のハードディスクに葉、図１５に示すように、識別ＩＤが「ＡＡＡＡ」
の携帯端末装置用の転送用のコンテンツデータが格納される「リモート視聴１フォルダ」
と、識別ＩＤが「ＢＢＢＢ」の携帯端末装置用の転送用のコンテンツデータが格納される
「リモート視聴２フォルダ」とが生成される。
【０２３７】
　そして、図１４に示した処理により、転送用のコンテンツデータの転送先として選択さ
れた携帯端末装置が、識別ＩＤが「ＡＡＡＡ」の携帯端末装置である場合には、識別ＩＤ
が「ＡＡＡＡ」の携帯端末装置の画サイズやデータ圧縮方式に応じた転送用のコンテンツ
データが形成され、これが、「リモート視聴１フォルダ」に格納される。なお、図１５に
示した例の場合には、識別ＩＤが「ＡＡＡＡ」の携帯端末装置用の転送用のコンテンツデ
ータとして、ＦＬ１１、ＦＬ１２、ＦＬ１３の３つが格納されていることを示している。
【０２３８】
　また、図１４に示した処理により、転送用のコンテンツデータの転送先として選択され
た携帯端末装置が、識別ＩＤが「ＢＢＢＢ」の携帯端末装置である場合には、識別ＩＤが
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「ＢＢＢＢ」の携帯端末装置の画サイズやデータ圧縮方式に応じた転送用のコンテンツデ
ータが形成され、これが、「リモート視聴２フォルダ」に格納される。なお、図１５に示
した例の場合には、識別ＩＤが「ＢＢＢＢ」の携帯端末装置用の転送用のコンテンツデー
タとして、ＦＬ２１、ＦＬ２２の２つが格納されていることを示している。
【０２３９】
　そして、この変形例において、ハードディスクレコーダ１００に対してアクセス可能な
携帯端末装置からは、自機の識別ＩＤを含む各種の要求を形成して送信する。これにより
、ハードディスクレコーダ１００においては、受信した各種の要求に含まれる識別ＩＤに
基づいて、要求元の携帯端末装置を特定する。そして、ハードディスクレコーダ１００に
おいては、その特定した携帯端末装置用の転送用のコンテンツデータの一覧リストを、そ
の特定した携帯端末装置用に形成されたフォルダに格納されている情報に基づいて形成し
て送信したり、その特定した携帯端末装置用の転送用のコンテンツデータを、その特定し
た携帯端末装置用に形成されたフォルダから抽出して送信したりすることができるように
される。
【０２４０】
　すなわち、この変形例においても、ハードディスクレコーダ１００においては、図９を
用いて説明した処理により、各形態端末装置毎の転送用のコンテンツデータが形成されて
記憶保持するようにされる。しかし、この変形例のハードディスクレコーダ１００におい
ては、図９に示したステップＳ１０５の処理においては、図１４に示した処理により設定
され、この設定された情報によって特定される図１３に示した携帯端末装置テーブルの情
報に基づいて、選択された携帯端末装置に応じた転送用のコンテンツデータが形成され、
これが、選択された携帯端末装置用のフォルダに格納するようにされる。ステップＳ１０
５以外の処理は、上述もした通りに実行される。
【０２４１】
　そして、この変形例においても、携帯端末装置とハードディスクレコーダ１００との間
においては、図１０を用いて説明した処理により、転送用のコンテンツデータの一覧リス
トや転送用のコンテンツデータの提供が行われる。ただし、図１０ＡのステップＳ２０１
の処理においては、接続要求の携帯端末装置の識別ＩＤを接続要求に含めて送信するよう
にする。
【０２４２】
　そして、図１０ＢのステップＳ３０７においては、ステップＳ３０１において受信した
接続要求に含まれる識別ＩＤによって特定される携帯端末装置用に形成されたフォルダに
格納されている情報に基づいて、その特定された携帯端末装置用の転送用のコンテンツデ
ータの一覧リストを作成して送信する。
【０２４３】
　同様に、図１０ＢのステップＳ３０９においては、ステップＳ３０１において受信した
接続要求に含まれる識別ＩＤによって特定される携帯端末装置用に形成されたフォルダか
ら、要求された転送用のコンテンツデータを抽出して転送する。
【０２４４】
　なお、ここでは、図１０ＡのステップＳ２０１において携帯端末装置から送信され、図
１０ＢのステップＳ３０１においてハードディスクレコーダ１００において受信される接
続要求に含まれる識別ＩＤを用いて要求元の携帯端末装置を識別するようにしたが、これ
に限るものではない。
【０２４５】
　例えば、ステップＳ３０７においては、図１０ＡのステップＳ２０３において携帯端末
装置から送信され、図１０ＢのステップＳ３０６においてハードディスクレコーダ１００
において受信される転送用のコンテンツデータの提供要求に含まれる識別ＩＤを用いて要
求元の携帯端末装置を識別するようにしてもよい。
【０２４６】
　また、ステップＳ３０９においては、図１０ＡのステップＳ２０７において携帯端末装
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置から送信され、図１０ＢのステップＳ３０８においてハードディスクレコーダ１００に
おいて受信される転送用のコンテンツデータの提供要求に含まれる識別ＩＤを用いて要求
元の携帯端末装置を識別するようにしてもよい。
【０２４７】
　なお、ここでは、家族でハードディスクレコーダ１００を共用する場合として説明した
。このように、複数のユーザーがハードディスクレコーダを供給する場合であっても、各
ユーザーが用いる携帯端末装置毎に、適切に転送用のコンテンツデータを形成して、携帯
端末装置毎のフォルダに格納して管理し、携帯端末装置からの要求に応じて、その携帯端
末装置用に形成された転送用のコンテンツデータだけを、その携帯端末装置だけに提供す
ることができるようにされる。
【０２４８】
　また、上述したように、複数のユーザーがハードディスクレコーダ１００を共用する場
合に限らず、１人のユーザーが、複数の携帯端末装置を用いてハードディスクレコーダ１
００において記録するようにしたコンテンツデータを用いる場合においても、同様に処理
することができる。すなわち、用いる携帯端末装置毎に、転送用のコンテンツデータを形
成して、これを携帯端末装置毎に管理することにより、ユーザーの人数にかかわり無く、
各携帯端末装置毎に適切に転送用のコンテンツデータを形成して管理し、これを携帯端末
装置を通じて利用することができるようにされる。
【０２４９】
　なお、上述した変形例の場合には、携帯端末装置テーブルを事前に作成すると共に、転
送マークキー１７７ｈが押下操作される前に、目的とする携帯端末装置を選択して設定し
ておくことにより、利用される携帯端末装置が何台存在しても対応できるものである。し
かし、用いる携帯端末装置を予め制限してよい場合には、例えば、リモコン１７０に、各
携帯端末装置毎の転送マークキーを設けるようにしておけば、少なくとも、転送マークキ
ー１７７ｈが押下操作される前に、目的とする携帯端末装置を選択して設定する処理をし
なくても済むようにすることができる。
【０２５０】
　なお、上述した実施の形態においては、この発明による記録再生装置をハードディスク
レコーダに適用した場合を例にして説明したが、記録再生装置としては、パーソナルコン
ピュータやビデオテープレコーダなどの種々の記録再生装置に適用することができる。
【０２５１】
　また、上述した実施の形態においては、ハードディスクレコーダ１００から転送用のコ
ンテンツデータの提供を受ける装置としては、携帯電話端末を用いるものとして説明した
が、これに限るものではない。通信機能を備えたＰＤＡ（Personal Digital Assistants
）等と呼ばれる携帯情報処理装置、携帯型ゲーム機、ノートパソコン、電子手帳など、通
信機能を備えた各種の携帯端末装置を用いるようにすることが可能である。
【０２５２】
　また、上述した実施の形態においては、図４に示したように、転送用のコンテンツデー
タと、メタデータとを１ファイル中に設けるものとして説明したが、これに限るものでは
ない。転送用のコンテンツデータとメタデータとを別々のファイルで管理するようにして
ももちろんよい。
【０２５３】
　また、上述した実施の形態においては、転送マークキー１７７ｈが押下操作された場合
に、その時点において、ハードディスクレコーダから出力するようにしているコンテンツ
データから転送用のコンテンツデータに変換するものとして説明したが、これに限るもの
ではない。
【０２５４】
　出力するようにしているコンテンツデータが、バッファ等に蓄えられて出力するように
されているものである場合には、転送マークキー１７７ｈが押下操作された時点よりも、
所定時間分前のコンテンツデータから転送用のコンテンツデータに変換するようにしても
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よい。このようにすることによって、ユーザーが必要と判断した情報をもらさず転送用の
コンテンツデータに変換することができるようにされる。
【０２５５】
　また、既にＨＤＤ１３０のハードディスクに記録されているコンテンツデータを再生し
ている場合には、転送マークキー１７７ｈが押下操作された時点よりも、所定時間分前の
コンテンツデータを再度ＨＤＤ１３０のハードディスクから読み出すようにして、転送用
のコンテンツデータに変換するようにしてもよい。
【０２５６】
　また、ＨＤＤ１３０に録画済のコンテンツデータやダウンロード済みのコンテンツを再
生している場合に、転送マークキー１７７ｈが押下操作された場合には、既にＨＤＤ １
３０のハードディスクに記録されているコンテンツデータに対して、切り出しの開始位置
を示す情報、切り出し終了位置を示す情報を付加するようにしておき、再生終了後に、切
り出しの開始位置を示す情報、切り出し終了位置を示す情報に基づいて、その区間のコン
テンツデータを転送用のコンテンツデータに変換して記憶保持するようにすることももち
ろん可能である。
【０２５７】
　また、この場合にも、転送マークキー１７７ｈが押下操作された時点よりも所定時間分
前の位置、あるいは、転送マークキー１７７ｈが押下操作された時点よりも前のシーン変
化点などの意味のある位置に、切り出しの開始位置を示す情報、切り出し終了位置を示す
情報を付加するようにしてももちろんよい。
【０２５８】
　また、上述した実施の形態においては、携帯端末装置毎の画サイズ、データ圧縮方式に
基づいて、目的とするコンテンツデータから転送用のコンテンツデータを形成する（目的
とするコンテンツデータを転送用のコンテンツデータに変換する）ものとして説明したが
、これに限るものではない。
【０２５９】
　転送用のコンテンツデータは、転送先の携帯端末装置の種々の条件に応じて、適切な転
送用のコンテンツデータに変換することができる。例えば、転送先の携帯端末装置におい
て表現可能な色の階調などに応じて、転送用のコンテンツデータの映像データの画質を調
整するようにしたり、転送先の携帯端末装置のスピーカーの性能に応じて、転送用のコン
テンツデータの音声データの品質を調整したりするなどのこともできる。
【０２６０】
　また、コンテンツデータは、ＡＶ（Audio/Visual）データだけでなく、音楽データなど
の音声データのみのコンテンツデータ、テキストデータ、ゲームプログラムなどの種々の
コンテンツデータを携帯端末装置への転送の対象とすることができる。そして、コンテン
ツデータがゲームプログラムなどの場合には、携帯端末装置のＣＰＵの処理速度に応じて
、機能を制限した転送用のコンテンツデータを形成して提供するなどのこともできる。
【０２６１】
　また、上述した実施の形態のコンテンツ利用システムの場合には、携帯端末装置に事前
に転送用のコンテンツデータをダウンロードする必要もないので、携帯端末装置の記録媒
体を効率よく利用することができる。
【０２６２】
　また、上述した実施の形態のコンテンツ利用システムにおいては、ハードディスクレコ
ーダ１００と携帯電話端末３００とは、広域ネットワーク５００を通じて接続されるもの
として説明したが、これに限るものではない。ＬＡＮ（Local Area Network）等の所定の
ネットワークを通じて接続可能な場合にこの発明を適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０２６３】
【図１】この発明の一実施の形態が適用されたコンテンツ利用システムを説明するための
図である。
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【図２】この発明の記録再生装置の一実施の形態が適用されたハードディスクレコーダを
説明するためのブロック図である。
【図３】図１、図２に示したハードディスクレコーダ１００のリモコン１７０の概観を説
明するための図である。
【図４】ハードディスクレコーダ１００で形成される転送用のコンテンツデータの具体例
を説明するための図である。
【図５】図１に示した携帯電話端末３００の構成例を説明するためのブロック図である。
【図６】携帯電話端末３００においての転送用のコンテンツデータの一覧リストの利用態
様を説明するための図である。
【図７】携帯電話端末３００においての転送用のコンテンツデータの利用態様を説明する
ための図である。
【図８】ハードディスクレコーダ１００から携帯電話端末３００に提供されるコンテンツ
データについて説明するための図である。
【図９】ハードディスクレコーダ１００においての転送マークキーが押下された場合の処
理について説明するためのフローチャートである。
【図１０】ハードディスクレコーダ１００と携帯電話端末３００との間で行われる転送用
のコンテンツデータの送受信処理を説明するためのフローチャートである。
【図１１】ハードディスクに記憶保持されるコンテンツデータの記録態様について説明す
るための図である。
【図１２】携帯端末装置の設定入力処理について説明するためのフローチャートである。
【図１３】携帯端末装置テーブルの一例を説明するための図である。
【図１４】携帯端末装置の選択入力を受け付ける処理を説明するためのフローチャートで
ある。
【図１５】ハードディスクに形成されるフォルダの形成例を説明するための図である。
【符号の説明】
【０２６４】
　１００…ハードディスクレコーダ、１０１…デジタル入出力端子、１０２…デジタルイ
ンターフェース回路、１０３…デジタル放送の受信アンテナ、１０４…デジタルチューナ
、１０５…アナログ放送の受信アンテナ、１０６…アナログチューナ、１０７…音声処理
部、１０８…音声エンコーダ、１０９…映像処理部、１１０…映像エンコーダ、１２１…
音声デコーダ、１２２…出力音声処理部、１２３…音声出力端子、１２４…映像デコーダ
、１２５…出力映像処理部、１２６…映像合成回路、１２７…映像出力端子、１１１…多
重／分離回路、１３０…ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）、１４１…通信Ｉ／Ｆ回路、
１４２…接続端子、１４３…変換処理部、１５０…制御部、１５１…ＣＰＵ、１５２…Ｒ
ＯＭ、１５３…ＲＡＭ、１５４…ＥＥＰＲＯＭ、１５５…ＣＰＵバス、１６１…一覧リス
ト生成部、１６２…辞書データメモリ、１６３…時計回路、１６４…キー操作部、１６５
…リモコン信号受光部、１７０…リモコン、２００…モニタ受像機、３００…携帯電話端
末、５００…広域ネットワーク
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