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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーバ装置と端末装置とを備えるデータ送受信システムにおいて、
　上記サーバ装置は、
　複数のデータと上記複数のデータにそれぞれ対応し所定期間内に新たに記憶されたデー
タかを識別する識別データとが記憶されている第１の記憶部と、
　上記端末装置が送信するユーザからの要求情報に基づいて上記第１の記憶部に記憶され
ているデータを検索する検索部と、
　上記ユーザからの要求情報を受信して上記検索部に供給し、上記検索部によって検索さ
れたデータと上記識別データとを送信する第１の送受信部と
を備え、
　上記端末装置は、
　上記ユーザからの要求情報を送信し、上記第１の送受信部が送信したデータと識別デー
タとを受信する第２の送受信部と、
　上記識別データに基づいて、上記第２の送受信部が受信したデータが所定期間内に新た
に上記第１の記憶部に記憶されたデータであるかを判別する判別部と、
　上記判別部による判別結果に基づいて、上記第２の送受信部が受信したデータのうち、
上記所定期間内に新たに上記第１の記憶部に記憶されたデータを記憶する第２の記憶部と
、
　上記判別部による判別結果に基づいて、上記所定期間内に新たに上記第１の記憶部に記
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録されたデータは上記第２の記憶部に記憶させた後、上記所定期間内に新たに記録された
データではないデータは上記第２の記憶部に記憶させずに、上記第２の送受信部が受信し
たデータを順次再生する再生部と、
を備える
　ことを特徴とするデータ送受信システム。
【請求項２】
　上記端末装置は、ユーザが課金を支払う意志を示すデータを含む上記ユーザからの要求
情報を生成し、上記第２の送受信部を制御して上記第１の送受信部へ送信させる
ことを特徴とする請求項１記載のデータ送受信システム。
【請求項３】
　上記第１の送受信部は、上記第２の送受信部から送信されてきたユーザが課金を支払う
意志を示すデータに基づいて、上記検索部によって検索されたデータの上記第２の送受信
部への送信モードを切り換える
　ことを特徴とする請求項２記載のデータ送受信システム。
【請求項４】
　上記第１の送受信部は、上記検索部によって検索されたデータのうち上記新たに上記第
１の記憶部に記憶されたデータを送信するときに、上記ユーザが課金を支払う意志を示す
データに基づいて、上記第２の送受信部への送信モードを切り換える
　ことを特徴とする請求項３記載のデータ送受信システム。
【請求項５】
　上記第１の送受信部は、上記ユーザが課金を支払う意志を示すデータが課金の支払い意
志を示しているときには、上記新たに上記第１の記憶部に記憶されたデータを、上記第１
の記憶部に記憶されている他のデータを送信するときと同じデータ品質で上記第２の送受
信部に送信する
　ことを特徴とする請求項４記載のデータ送受信システム。
【請求項６】
　上記第１の送受信部は、上記ユーザが課金を支払う意志を示すデータが課金の支払い意
志を示していないときには、上記新たに上記第１の記憶部に記憶されたデータを、上記第
１の記憶部に記憶されている他のデータを送信するときのデータ品質よりも低いデータ品
質で上記第２の送受信部に送信する
　ことを特徴とする請求項５記載のデータ送受信システム。
【請求項７】
　上記端末装置は、ジャンル指定情報を含むユーザからの要求情報を生成し、上記第２の
送受信部を制御して上記第１の送受信部へ送信させ、
　上記第１の送受信部は、上記第１の送受信部から送信されてきた上記ジャンル指定情報
を含むユーザからの要求情報を上記検索部に供給し、
　上記検索部は上記ジャンル指定情報を含むユーザからの要求情報に基づいて上記第１の
記憶部に記憶されているデータを検索する
　ことを特徴とする請求項１記載のデータ送受信システム。
【請求項８】
　上記再生部は、上記第２の記憶部に記憶されているデータを再生するときに、ユーザが
課金を支払う意志を示すデータが課金の支払い意志を示している場合は、上記新たに上記
第１の記憶部に記憶されたデータ以外のデータを再生する場合と同様の再生状態で、上記
新たに上記第１の記憶部に記憶されたデータを再生する
　ことを特徴とする請求項７記載のデータ送受信システム。
【請求項９】
　上記第２の送受信部は、上記再生部が上記第２の記憶部に記憶されているデータを再生
するときに、所定の操作入力があった場合は、課金に関する情報を上記第１の送受信部に
送信する
　ことを特徴とする請求項８記載のデータ送受信システム。
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【請求項１０】
　上記サーバ装置は、上記第２の送受信部から送信されてきた課金に関する情報に基づい
て課金処理を行う
　ことを特徴とする請求項９記載のデータ送受信システム。
【請求項１１】
　上記第１の送受信部は、上記課金処理が終了したこと示すデータを上記第２の送受信部
に送信し、
　上記端末装置は、上記課金処理が終了したこと示すデータに基づいて、上記所定期間内
に第１の記憶部に新たに記憶されたデータに課金処理が終了していることを示す課金デー
タを付加する
　ことを特徴とする請求項１０記載のデータ送受信システム。
【請求項１２】
　上記再生部は、上記課金データに基づいて上記第２の記憶部に記憶されているデータの
再生状態を切り換える
　ことを特徴とする請求項１１記載のデータ送受信システム。
【請求項１３】
　上記再生部は、上記所定期間内に第１の記憶部に新たに記憶されたデータを再生すると
きに、ユーザが課金を支払う意志を示すデータが課金の支払い意志を示していない場合に
は、再生を中止する
　ことを特徴とする請求項８記載のデータ送受信システム。
【請求項１４】
　ユーザからの要求情報をホスト側装置に送信し、上記ホスト側装置が送信する複数のデ
ータと上記複数のデータにそれぞれ対応し所定期間内に上記ホスト側装置が新たに記憶し
たデータかを識別する識別データとを受信する送受信部と、
　複数のデータを記憶する記憶部と、
　上記複数のデータ所定期間内に新たに上記ホスト側装置が記憶したデータであるかを、
上記識別データに基づいて判別する判別部と、
　上記複数のデータを再生する再生部と、
　上記複数のデータのうち、上記判別部が上記所定期間内に新たに上記ホスト側装置が記
憶したデータであると判別したデータは上記記憶部に記憶させ、上記判別部が上記所定期
間内に新たに上記ホスト側装置が記憶したデータではないと判別したデータは上記記憶部
に記憶させずに、上記複数のデータを順次上記再生部に再生させる制御部と
　を備えるデータ受信装置。
【請求項１５】
　上記送受信部は、ユーザが課金を支払う意志を示すデータを含む上記ユーザからの要求
情報を生成して上記ホスト側装置に送信することを特徴とする請求項１４記載のデータ受
信装置。
【請求項１６】
　上記送受信部は、ジャンル指定情報を含むユーザからの要求情報を生成して上記ホスト
側装置に送信することを特徴とする請求項１４記載のデータ受信装置。
【請求項１７】
　上記制御部は、上記再生部が上記記憶部に記憶されているデータを再生するときに、ユ
ーザが課金を支払う意志を示すデータが課金の支払い意志を示している場合は、上記新た
に上記第１の記憶部に記憶されたデータ以外のデータを再生する場合と同様の再生状態で
、上記新たに上記記憶部に記憶されたデータを再生する
　ことを特徴とする請求項１６記載のデータ受信装置。
【請求項１８】
　上記制御部は、上記再生部が上記記憶部に記憶されているデータを再生するときに、所
定の操作入力があった場合は、課金に関する情報を上記送受信部より上記ホスト側装置に
送信することを特徴とする請求項１７記載のデータ受信装置。
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【請求項１９】
　上記制御部は、上記課金に関する情報に基づいて、課金処理が終了した後に上記記憶部
に記憶されているデータに課金処理が終了していることを示す課金データを付加すること
を特徴とする請求項１８記載のデータ受信装置。
【請求項２０】
　上記制御部は、上記課金データに基づいて上記記憶部に記憶されているデータの上記再
生部による再生状態を切り換えることを特徴とする請求項１９記載のデータ受信装置。
【請求項２１】
　上記制御部は、上記所定期間内に記憶部に新たに記憶されたデータを再生するときに、
ユーザが課金を支払う意志を示すデータが課金の支払い意志を示していない場合には、上
記再生部による再生を中止することを特徴とする請求項１７記載のデータ受信装置。
【請求項２２】
　サーバ装置と端末装置とを備えるデータ送受信システムにおけるデータ送受信方法であ
って、
　上記サーバ装置は、複数のデータと上記複数のデータにそれぞれ対応し所定期間内に新
たに記憶されたデータかを識別する識別データとを第１の記憶部に記憶しておき、上記端
末装置から送信されてきたユーザからの要求情報を受信し、受信した要求情報に基づいて
上記第１の記憶部に記憶されているデータを検索し、検索されたデータと上記識別データ
とを端末装置に送信し、
　上記端末装置は、上記ユーザからの要求情報を上記サーバ装置に送信し、上記サーバ装
置から送信されてきたデータと識別データとを受信し、上記識別データに基づいて、受信
したデータが所定期間内に新たに上記第１の記憶部に記憶されたデータであるか否かを判
別し、その判別結果に基づいて、受信したデータのうち、上記所定期間内に新たに上記第
１の記憶部に記憶されたデータを第２の記憶部に記憶し、上記所定期間内に新たに記録さ
れたデータではないデータは上記第２の記憶部に記憶させずに、受信したデータを順次再
生する
　ことを特徴とするデータ送受信方法。
【請求項２３】
　上記端末装置は、ユーザが課金を支払う意志を示すデータを含む上記ユーザからの要求
情報を生成して、上記サーバ装置に送信することを特徴とする請求項２２記載のデータ送
受信方法。
【請求項２４】
　上サーバ装置は、上記端末装置から送信されてきたユーザからの課金を支払う意志を示
すデータに基づいて、上記検索されたデータの送信モードを切り換えることを特徴とする
請求項２３記載のデータ送受信方法。
【請求項２５】
　上記サーバ装置は、上記検索されたデータのうち上記新たに上記第１の記憶部に記憶さ
れたデータを送信するときに、上記端末装置から送信されてきたユーザからの課金を支払
う意志を示すデータに基づいて、上記端末装置への送信モードを切り換えることを特徴と
する請求項２４記載のデータ送受信方法。
【請求項２６】
　上記サーバ装置は、上記端末装置から送信されてきた上記ユーザが課金を支払う意志を
示すデータが課金の支払い意志を示しているときには、
上記新たに上記第１の記憶部に記憶されたデータを、上記第１の記憶部に記憶されている
他のデータを送信するときと同じデータ品質で上記端末装置に送信することを特徴とする
請求項２５記載のデータ送受信方法。
【請求項２７】
　上記サーバ装置は、上記端末装置から送信されてきた上記ユーザが課金を支払う意志を
示すデータが課金の支払い意志を示していないときには、
上記新たに上記第１の記憶部に記憶されたデータを、上記第１の記憶部に記憶されている
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他のデータを送信するときのデータ品質よりも低いデータ品質で上記端末装置に送信する
ことを特徴とする請求項２６記載のデータ送受信方法。
【請求項２８】
　上記端末装置は、ジャンル指定情報を含むユーザからの要求情報を生成して上記サーバ
装置に送信し、
　上記サーバ装置は、上記端末装置から送信されてきた上記ジャンル指定情報を含むユー
ザからの要求情報を受信して、上記ジャンル指定情報を含むユーザからの要求情報に基づ
いて上記第１の記憶部に記憶されているデータを検索する
　ことを特徴とする請求項２２記載のデータ送受信方法。
【請求項２９】
　上記端末装置は、上記第２の記憶部に記憶されているデータを再生するときに、ユーザ
が課金を支払う意志を示すデータが課金の支払い意志を示している場合は、上記新たに上
記第１の記憶部に記憶されたデータ以外のデータを再生する場合と同様の再生状態で、上
記新たに上記第１の記憶部に記憶されたデータを再生する
　ことを特徴とする請求項２８記載のデータ送受信方法。
【請求項３０】
　上記端末装置は、上記第２の記憶部に記憶されているデータを再生するときに、所定の
操作入力があった場合は、課金に関する情報を上記サーバ装置に送信することを特徴とす
る請求項２９記載のデータ送受信方法。
【請求項３１】
　上記サーバ装置は、上記端末装置から送信されてきた課金に関する情報に基づいて課金
処理を行うことを特徴とする請求項３０記載のデータ送受信方法。
【請求項３２】
　上記課金処理が終了したこと示すデータを上記サーバ装置から上記端末装置に送信し、
　上記端末装置で上記課金処理が終了したこと示すデータに基づいて、上記所定期間内に
第１の記憶部に新たに記憶されたデータに課金処理が終了していることを示す課金データ
を付加することを特徴とする請求項３１記載のデータ送受信方法。
【請求項３３】
　上記端末装置は、上記課金データに基づいて上記第２の記憶部に記憶されているデータ
の再生状態を切り換えることを特徴とする請求項３２記載のデータ送受信方法。
【請求項３４】
　上記端末装置は、上記所定期間内に第１の記憶部に新たに記憶されたデータを再生する
ときに、ユーザが課金を支払う意志を示すデータが課金の支払い意志を示していない場合
には、再生を中止することを特徴とする請求項３１記載のデータ送受信方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、データ送受信システム、データ受信装置及びデータ送受信方法に関し、例え
ばデジタルデータの配信を行うデータサービスシステム等に好適に用いられる。
【０００２】
【従来の技術】
映像、音声などの圧縮技術や放送、通信分野でのデジタル信号処理技術の向上により、所
謂ＶＯＤ（Ｖｉｄｅｏ Ｏｎ Ｄｅｍａｎｄ）やＭＯＤ（Ｍｕｓｉｃ Ｏｎ Ｄｅｍａｎｄ）
等のデジタルデータを配信するサービスの実現が可能となった。
【０００３】
また、従来から、デジタルデータを供給するサービス形態の一例としては、例えばインタ
ーネット等で受信側がホスト側に特定のジャンルを指定することにより、ホスト側が当該
ジャンルについてのデータをデータベースから検索して受信側に次々に転送する所謂プッ
シュ式のサービスが行われていた。
【０００４】
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【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来のデータ送受信システムでは、例えば発売あるいは公開されて間もな
いような新情報のデータについて受信側で自動的にダウンロードするようなシステムは存
在しなかった。例えば、従来のＭＯＤのシステムでは、受信側で自動的に新譜についての
データをダウンロードできるようなシステムがなかった。また、従来のＭＯＤのシステム
では、新譜についてのデータを低品質再生と高品質再生とで受信側で切り換えて再生でき
るようなシステムがなかった。さらには、従来のＭＯＤのシステムでは、ユーザ側が画一
的に課金を払ってデータを取得するというシステムに留まり、例えば新譜についての一部
を試し聴きして、ユーザの気に入ったもののみ課金を払ってその新譜に関するデータの全
てを取得する、といったシステムが存在しなかった。
【０００５】
　本発明は、上述のような実情に鑑みて提案されたものであり、新情報のデータについて
受信側で自動的にダウンロードすることのできるデータ送受信システム、データ受信装置
及びデータ送受信方法を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、上述の課題を解決するため、サーバ装置と端末装置とを備えるデータ送受信
システムにおいて、上記サーバ装置は、複数のデータと上記複数のデータにそれぞれ対応
し所定期間内に新たに記憶されたデータかを識別する識別データとが記憶されている第１
の記憶部と、上記端末装置が送信するユーザからの要求情報に基づいて上記第１の記憶部
に記憶されているデータを検索する検索部と、上記ユーザからの要求情報を受信して上記
検索部に供給し、上記検索部によって検索されたデータと上記識別データとを送信する第
１の送受信部とを備え、上記端末装置は、上記ユーザからの要求情報を送信し、上記第１
の送受信部が送信したデータと識別データとを受信する第２の送受信部と、上記識別デー
タに基づいて、上記第２の送受信部が受信したデータが所定期間内に新たに上記第１の記
憶部に記憶されたデータであるかを判別する判別部と、上記判別部による判別結果に基づ
いて、上記第２の送受信部が受信したデータのうち、上記所定期間内に新たに上記第１の
記憶部に記憶されたデータを記憶する第２の記憶部と、上記判別部による判別結果に基づ
いて、上記所定期間内に新たに上記第１の記憶部に記録されたデータは上記第２の記憶部
に記憶させた後、上記所定期間内に新たに記録されたデータではないデータは上記第２の
記憶部に記憶させずに、上記第２の送受信部が受信したデータを順次再生する再生部と、
備えることを特徴とする。
【０００８】
　さらに、本発明は、サーバ装置と端末装置とを備えるデータ送受信システムにおけるデ
ータ送受信方法であって、上記サーバ装置は、複数のデータと上記複数のデータにそれぞ
れ対応し所定期間内に新たに記憶されたデータかを識別する識別データとを第１の記憶部
に記憶しておき、上記端末装置から送信されてきたユーザからの要求情報を受信し、受信
した要求情報に基づいて上記第１の記憶部に記憶されているデータを検索し、検索された
データと上記識別データとを端末装置に送信し、上記端末装置は、上記ユーザからの要求
情報を上記サーバ装置に送信し、上記サーバ装置から送信されてきたデータと識別データ
とを受信し、上記識別データに基づいて、受信したデータが所定期間内に新たに上記第１
の記憶部に記憶されたデータであるか否かを判別し、その判別結果に基づいて、受信した
データのうち、上記所定期間内に新たに上記第１の記憶部に記憶されたデータを第２の記
憶部に記憶し、上記所定期間内に新たに記録されたデータではないデータは上記第２の記
憶部に記憶させずに、受信したデータを順次再生することを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明に係るデータ受信装置は、ユーザからの要求情報をホスト側装置に送信し
、上記ホスト側装置が送信する複数のデータと上記複数のデータにそれぞれ対応し所定期
間内に上記ホスト側装置が新たに記憶したデータかを識別する識別データとを受信する送
受信部と、複数のデータを記憶する記憶部と、上記複数のデータ所定期間内に新たに上記
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ホスト側装置が記憶したデータであるかを、上記識別データに基づいて判別する判別部と
、上記複数のデータを再生する再生部と、上記複数のデータのうち、上記判別部が上記所
定期間内に新たに上記ホスト側装置が記憶したデータであると判別したデータは上記記憶
部に記憶させ、上記判別部が上記所定期間内に新たに上記ホスト側装置が記憶したデータ
ではないと判別したデータは上記記憶部に記憶させずに、上記複数のデータを順次上記再
生部に再生させる制御部とを備えることを特徴とする。
【００１３】
　さらに、本発明は、サーバ装置と端末装置とを備えるデータ送受信システムにおけるデ
ータ送受信方法であって、上記サーバ装置は、複数のデータと上記複数のデータにそれぞ
れ対応し所定期間内に新たに記憶されたデータかを識別する識別データとを第１の記憶部
に記憶しておき、上記端末装置から送信されてきたユーザからの要求情報を受信し、受信
した要求情報に基づいて上記第１の記憶部に記憶されているデータを検索し、検索された
データと上記識別データとを端末装置に送信し、上記端末装置は、上記ユーザからの要求
情報を上記サーバ装置に送信し、上記サーバ装置から送信されてきたデータと識別データ
とを受信し、上記識別データに基づいて、受信したデータが所定期間内に新たに上記第１
の記憶部に記憶されたデータであるか否かを判別し、その判別結果に基づいて、受信した
データのうち、上記所定期間内に新たに上記第１の記憶部に記憶されたデータを第２の記
憶部に記憶し、上記所定期間内に新たに記録されたデータではないデータは上記第２の記
憶部に記憶させずに、受信したデータを順次再生することを特徴とする。
【００１６】
【発明の実施の形態】
本発明を適用した実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。本発明を適用
した図１に示すデータ送受信システム１は、所謂ミュージック・オン・デマンドのための
システムであり、サーバ側の端末装置であるデータ送信装置２が通信網３を介してデータ
受信装置４と接続される構成となっている。ここで、データ受信装置４は、端子２１ａを
介して通信網３と接続されるデータ中継装置５と、このデータ中継装置５に対して着脱自
在に接続されるユーザ側の端末装置である携帯端末６とから構成されている。
【００１７】
具体的には、図２に示すように、携帯端末６の筐体の各側面部がデータ中継装置５の筐体
に凹設された取付部７に嵌入するように装着されることによって、データ中継装置５と携
帯端末６との接続が図られるようになっている。すなわち、データ送受信システム１は、
データ送信装置２が通信網３を介してデータ中継装置５と接続され、さらにこのデータ中
継装置５と携帯端末６とが接続されることによりデータ送信装置２と携帯端末６とが接続
される構成となっている。
【００１８】
ここで、データ送信装置２は、サーバ側の例えばデータ管理センター等に備えられるもの
であり、ユーザに対して所定の課金処理を行うため、課金通信網１０とアクセスするよう
になっている。また、データ中継装置５は、上記携帯端末６からのリクエスト情報を中継
して上記データ送信装置２に供給するとともに、上記データ送信装置２から送信されるデ
ータを中継して携帯端末６に供給する装置であり、例えば各駅にある売店、コンビニエン
スストア、公衆電話、各家庭等に設置される。さらに、携帯端末６は、各ユーザが所有す
るものであり、持ち運びに便利な携帯型の端末となっている。
【００１９】
なお、図１では説明の便宜上データ中継装置５及び携帯端末６を１つずつしか示していな
いが、実際には複数のデータ中継装置５及び携帯端末６が通信網３を介してサーバ側のデ
ータ送信装置２と接続されることになる。
【００２０】
通信網３，課金通信網１０としては、ＩＳＤＮ（Integrated Services Digital Network
）や電話回線等が用いられる。なお、この実施の形態では、通信網３とデータ送信装置２
との間、及び通信網３とデータ中継装置５との間を、通信ケーブルや光ファイバ等の有線
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により接続した例を示しているが、電波等の無線により接続を図ることとしてもよい。さ
らに、データ送受信システム１においては、データ送信装置２からデータ受信装置４側へ
のデータ伝送を、通信網３を用いずに例えば放送用衛星を用いることとしても良い。なお
、この場合には、通信網３はデータ受信装置４側からの後述するリクエスト情報をデータ
送信装置２に送信するために用いられることとなる。
【００２１】
サーバ側のデータ送信装置２は、データ中継装置５及び通信網３を介してユーザ側の携帯
端末６から供給されるリクエスト情報を受信し、受信したリクエスト情報に基づいて該当
するデータを検索し、検索したデータを所定の方式で通信網３を介して上記データ中継装
置５及び／又は携帯端末６に転送する装置である。
【００２２】
このデータ送信装置２は、図３に示すように、通信網３を介してデータ中継装置５と接続
し、データの送受信を行うモデム１１と、複数の音楽等のデータが格納された大容量のハ
ードディスクアレイ１２と、このハードディスクアレイ１２から上記該当するデータを検
索するデータ検索処理部１３と、上記課金通信網１０とアクセスして課金徴収対象となる
ユーザに対して所定の課金処理を行う課金処理部１４と、装置全体の制御を行う制御部（
以下ＣＰＵという。）１５とが備えられ、これら各ブロックがバス２０を介して相互に接
続される構成となっている。
【００２３】
モデム１１は、通信網３を介してデータ中継装置５と接続し、上記携帯端末６から送信さ
れるデータ指定情報，ユーザＩＤ情報等からなるリクエスト情報を受信して、このリクエ
スト情報をＣＰＵ１５に供給する。また、モデム１１は、詳細を後述するデータ検索処理
部１３から出力される音楽等のデータを通信網３を介してデータ中継装置５に送信する。
なお、モデム１１の上記各動作は、ＣＰＵ１５からの制御信号に基づいて実行される。
【００２４】
ハードディスクアレイ１２には、ミュージック・オン・デマンドを実現するための種々の
ジャンルの音楽データ、音楽ガイドのデータ、その他の音声データ等が圧縮データの形態
で格納される。また、ハードディスクアレイ１２には、新譜についての音楽データ（以下
、新譜データという。）が、新譜であることを示す識別子（以下、新譜識別子という。）
を付されて格納される。ここで、新譜データとは、例えば発売されてから所定期間内（例
えば１ヶ月以内）である新譜についての音楽データを言い、その具体的な定義については
ホスト側で適宜決定や変更がされることとなる。
【００２５】
データ検索処理部１３は、モデム１１によって受信した携帯端末６からのリクエスト情報
をＣＰＵ１５を介して受信し、このリクエスト情報に基づいて、ハードディスクアレイ１
２に格納された数多くの音楽等のデータの中から該当するデータを検索する検索処理を行
う。そして、データ検索処理部１３は、データを一旦記憶するためのメモリを備えており
、検索したデータをハードディスクアレイ１２から読み出してこのメモリに一時記憶する
。さらに、データ検索処理部１３は、上記メモリに記憶したデータをモデム１１に供給す
る。
【００２６】
また、データ検索処理部１３は、例えば上記新譜識別子を検索することにより、ハードデ
ィスクアレイ１２から新譜データのみを読み出すことができるようになっている。なお、
データ検索処理部１３の上記各動作は、ＣＰＵ１５からの制御信号に基づいて行われる。
【００２７】
課金処理部１４は、モデム１１によって受信した携帯端末６からのリクエスト情報をＣＰ
Ｕ１５を介して受信し、このリクエスト情報に基づいて、課金徴収対象者を特定するとと
もに、課金通信網１０にアクセスしてこの課金徴収対象者に対する所定の課金処理を行う
。
【００２８】
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ＣＰＵ１５は、データ中継装置５及び通信網３を介して送られてくる携帯端末６からの上
記リクエスト情報に基づいて、該当する音楽等のデータをデータ中継装置５に送信するた
めの送信制御プログラムを備えており、この送信制御プログラムに基づいてモデム１１，
ハードディスクアレイ１２，データ検索処理部１３，及び課金処理部１４の制御を行う。
【００２９】
具体的には、ＣＰＵ１５は、データ中継装置５及び通信網３を介して携帯端末６から送信
されるリクエスト情報を受信して、受信したリクエスト情報をＣＰＵ１５に供給するよう
にモデム１１を制御する。ＣＰＵ１５は、モデム１１から供給されたリクエスト情報を一
旦記憶するとともに、このリクエスト情報をデータ検索処理部１３及び課金処理部１４に
供給する。
【００３０】
また、ＣＰＵ１５は、リクエスト情報のうちの上記データ指定情報に基づいて上述した検
索処理を行い、検索したデータをハードディスクアレイ１２から読み出してデータ検索処
理部１３のメモリに一旦記憶するようにこのデータ検索処理部１３を制御する。
【００３１】
そして、ＣＰＵ１５は、リクエスト情報のうちの上記ユーザＩＤ情報を参照することによ
り、データ検索処理部１３のメモリに一旦記憶したデータをモデム１１に供給し、このデ
ータを携帯端末６が接続されたデータ中継装置５に送信するようにデータ検索処理部１３
及びモデム１１を制御する。これにより、データ送受信システム１においては、データ送
信装置２から携帯端末６に対して音楽等のデータが転送されることになる。
【００３２】
なお、送信制御プログラムには、そのサブルーチンとして、所謂プッシュ式のサービスを
行うプログラムが組み込まれている。このプッシュ式のサービスを行うプログラムとして
は、携帯端末６から送られてくる特定のジャンルを指定するためのジャンル指定情報に基
づき、当該ジャンルにおける音楽データを順次携帯端末６に送信するためのジャンル別送
信プログラムが設けられている。
【００３３】
また、プッシュ式のサービスを行うプログラムとしては、携帯端末６から送られてくる新
譜データのみの転送を指示する新譜要求情報に基づき、新譜データのみを順次携帯端末６
に送信するための新譜データ送信プログラムが組み込まれている。なお、これらのプッシ
ュ式のサービスを行う場合においてＣＰＵ１５が行う制御の詳細については後述する。
【００３４】
この実施の形態におけるデータ送受信システム１では、パケット交換方式を用いており、
データパケット単位でデータを伝送する。そして、データ送信装置２からデータ受信装置
４側に送る各データパケットのフォーマットは、図４に示すように、本体となる音楽等の
データがＡＴＲＡＣ（Adaptive Transform Acoustic Coding：オーディオ用適応変化符号
化方式）２等で圧縮したフォーマットによる圧縮データとなっており、この圧縮データに
新譜フラグ、曲ＩＤ等が付加されたフォーマットとなっている。
【００３５】
ここで、新譜フラグとは、当該圧縮データが新譜であるか否かについて示すフラグであり
、各データパケットのヘッダとして付加されるものである。また、曲ＩＤとしては、例え
ば音楽のジャンル、演奏しているアーティスト名、曲の題名、等を示すデータが含まれて
いる。このようなデータフォーマットとすることにより、データ送受信システム１では、
データ送信装置２からデータ受信装置４側に上述の如く放送衛星を用いてデータを送信す
る場合やプッシュ方式によってデータを送信する場合にも、支障が生じないようになって
いる。
【００３６】
データ中継装置５は、図３に示すように、モデム２１と、ハードディスクドライブ（ＨＤ
Ｄ）２２と、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）２３と、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ
）２４と、操作入力部２５と、表示部２６と、インタフェース（Ｉ／Ｆ）２７と、充電部
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２８と、制御部（以下ＣＰＵという。）２９とが備えられ、これら各ブロックがバス３０
を介して相互に接続される構成となっている。
【００３７】
モデム２１は、通信網３を介してデータ送信装置２と接続し、データ送信装置２から送信
されるデータを受信する。受信したデータは、一旦ＲＡＭ２４に記憶される。なお、デー
タ中継装置５においては、図１乃至図３に示すように、その筐体上部に設けられた端子２
１ａがモデム２１の入出力端子となっている。
【００３８】
ＨＤＤ２２は、図示しないハードディスクを備えており、ＣＰＵ２９の制御に基づいて、
ＲＡＭ２４に記憶したデータをこのハードディスクに記録する。
【００３９】
ＲＯＭ２３には、データ中継装置５の動作を制御するための中継制御プログラムが格納さ
れている。データ中継装置５においては、ＣＰＵ２９がＲＯＭ２３に格納されたこの中継
制御プログラムを読み出して実行することにより、データ中継装置５の各ブロックが制御
される。
【００４０】
ＲＡＭ２４は、通信網３を介してデータ送信装置２から供給されるデータを一時記憶する
。また、ＲＡＭ２４は、Ｉ／Ｆ２７を介して携帯端末６から供給されるリクエスト情報を
一時記憶する。
【００４１】
操作入力部２５は、ＣＰＵ２９に対して操作入力信号を供給するものであり、図２に示す
ように、複数の操作ボタン２５ａが備えられている。
【００４２】
表示部２６は、例えばＬＣＤパネルからなり、図２に示すように、筐体の上部に設けられ
ている。この表示部２６は、操作ボタン２５ａの操作による操作入力部２５からの操作入
力信号、データ送信装置２からのデータの受信状態、携帯端末６からのリクエスト情報等
を表示する。
【００４３】
Ｉ／Ｆ２７は、携帯端末６に対する入出力インタフェースであり、携帯端末６のＩ／Ｆ３
１と接続されることにより、このＩ／Ｆ３１を介して携帯端末６からリクエスト情報を受
信する。また、Ｉ／Ｆ２７は、データ送信装置２から転送される音楽等のデータを上記Ｉ
／Ｆ３１を介して携帯端末６に供給する。なお、データ中継装置５のＩ／Ｆ２７と携帯端
末６のＩ／Ｆ３１とは、図２及び図３に示すように、それぞれのＩ／Ｆと接続されたデー
タ中継装置５側の端子２７ａ及び携帯端末６側の端子３１ａを介して接続が図られる。
【００４４】
充電部２８は、携帯端末６のバッテリー３９を充電するためのものである。具体的には、
データ中継装置５と携帯端末６が接続された場合に、図２及び図３に示すように、充電部
２８の出力端子２８ａとバッテリー３９の入力端子３９ａとが接触することにより、ＣＰ
Ｕ２９の制御により充電部２８からバッテリー３９に電源が供給されるようになっている
。
【００４５】
ＣＰＵ２９は、ＲＯＭ２３に格納された中継制御プログラムを読み出して実行することに
より、上述のように各ブロックの制御を行う。
【００４６】
携帯端末６は、図３に示すように、インタフェース（Ｉ／Ｆ）３１と、ハードディスクド
ライブ（ＨＤＤ）３２と、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）３３と、ランダムアクセスメ
モリ（ＲＡＭ）３４と、操作入力部３５と、表示部３６と、インタフェース（Ｉ／Ｆ）３
７と、データ伸張部３８と、バッテリー３９と、Ｄ／Ａ変換部４１と、ＣＰＵ４２とが備
えられ、これら各ブロックがバス４０を介して相互に接続される構成となっている。
【００４７】
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Ｉ／Ｆ３１は、データ中継装置５に対する入出力インタフェースであり、データ中継装置
５のＩ／Ｆ２７と接続されることにより、データ中継装置５に対してリクエスト情報を出
力する。また、Ｉ／Ｆ３１は、上記Ｉ／Ｆ２７を介してデータ中継装置５から供給される
データ送信装置２からの音楽等のデータを受信する。受信した音楽等のデータは、一旦Ｒ
ＡＭ３４に記憶される。
【００４８】
ＨＤＤ３２は、図示しないハードディスクを備えており、ＣＰＵ４２の制御に基づいて、
ＲＡＭ３４に記憶されたデータ送信装置２からの音楽等のデータをこのハードディスクに
記録する。
【００４９】
ＲＯＭ３３には、携帯端末６の動作を制御するための制御プログラムが格納されている。
携帯端末６においては、ＣＰＵ４２がＲＯＭ３３に格納されたこの制御プログラムを読み
出して実行することにより、携帯端末６の各ブロックが制御される。
【００５０】
ＲＡＭ３４は、データ中継装置５から供給されるデータやＣＰＵ４２から供給される各種
データを一時記憶するものである。
【００５１】
操作入力部３５は、ＣＰＵ４２に対して操作入力信号を供給するものであり、図１及び図
２に示すように、各種の操作ボタン３５ａ乃至３５ｄが備えられている。具体的には、操
作ボタン３５ａ及び３５ｂが表示部３６に表示されるカーソルを移動させたり各種機能に
ついて選択するための選択キーであり、操作ボタン３５ｃが種々の設定について決定を行
うための決定キーとなっている。また、複数の操作キーからなる操作ボタン３５ｄは、ハ
ードディスクに記録したデータを再生する場合の再生、停止、一時停止、キューアンドレ
ビュ－等の基本操作を行うための各種操作キーからなっている。携帯端末６においては、
これら各種操作ボタンを押圧することにより、当該押圧に対応した操作入力信号がバス４
０を介してＣＰＵ４２に供給される。
【００５２】
表示部３６は、例えばＬＣＤパネルからなり、図１及び図２に示すように、筐体の主面上
部に設けられている。この表示部３６は、上記各種操作ボタン３５ａ乃至３５ｄの押圧操
作に基づく操作入力部２５からの操作入力信号によりＣＰＵ４２で生成されたリクエスト
情報や、データ送信装置２からのデータの受信状態、さらにはデータ中継装置５との接続
状態等を表示する。
【００５３】
Ｉ／Ｆ３７は、キーボード、モデム、あるいはディスプレイ等の外部の入出力装置に対す
る入出力インタフェースである。携帯端末６においては、図２に示すように、その筐体側
面部下方側にＩ／Ｆ３７と上記外部の入出力装置とを接続するための接続端子３７ａが設
けられている。
【００５４】
データ伸張部３８は、ＲＡＭ３４あるいはＨＤＤ３２から供給される圧縮データに伸張処
理を施す。
【００５５】
バッテリー３９は、携帯端末６の各ブロックに電源を供給するものであり、例えばニッケ
ルカドミウム電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池等の繰り返し充放電が可能な
電池が用いられる。この実施の形態では、バッテリー３９は、電携帯端末６がデータ中継
装置５に接続された場合に、データ中継装置５の充電部２８から電源が供給されて自動的
に充電されるようになっている。
【００５６】
Ｄ／Ａ変換部４１は、データ伸張部３８から出力されるデジタルのデータをアナログの再
生信号に変換する。Ｄ／Ａ変換部４１により変換されて生成した再生信号は、端子４１ａ
に供給され、この端子４１ａと接続された外部のスピーカ４３等から音声や音楽として出
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力される。
【００５７】
ＣＰＵ４２は、ＲＯＭ３３に格納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
、携帯端末６の各ブロックに制御信号を出力して所定の処理を行う。具体的には、ＣＰＵ
４２は、操作入力部３５からの操作入力信号に基づいてリクエスト情報を生成し、このリ
クエスト情報をデータ中継装置５に送信する制御を行う。また、ＣＰＵ４２は、データ中
継装置５を介して供給されるデータ送信装置２からの音楽等のデータをデコードしてＲＡ
Ｍ３４に記憶させる制御を行う。さらに、ＣＰＵ４２は、ＲＡＭ３４に格納したデコード
済みのデータをデータ伸張部３８及びＤ／Ａ変換部４１を介して外部のスピーカ４３等に
出力する再生処理の制御を行う。さらにまた、ＣＰＵ４２は、ＲＡＭ３４に格納したデコ
ード済みのデータをＨＤＤ３２に供給して、このＨＤＤ３２内のハードディスクに記録す
る制御を行う。
【００５８】
なお、携帯端末６がデータ送信装置２に送るリクエスト情報としては、図３に示すように
、ユーザを識別するためのユーザＩＤ情報、取得したいデータを特定するためのデータ指
定情報、課金を払う意思の有無について示すための課金支払情報などが含まれる。ここで
、ユーザＩＤ情報を自動的に生成させるため、ユーザのＩＤは、予めＣＰＵ４２のメモリ
等に登録しておくようにする。
【００５９】
さらに、リクエスト情報としては、上述のジャンル別送信プログラムをデータ送信装置２
に実行させる場合には、上記データ指定情報に代えて、取得したい音楽データのジャンル
を特定するためのジャンル指定情報をデータ送信装置２に送るようにする。また、上述の
新譜データ送信プログラムをデータ送信装置２に実行させる場合には、上記データ指定情
報に代えて、新譜データのみを転送すべきことを要求するための新譜要求情報をデータ送
信装置２に送るようにする。このとき、特定ジャンルにおける新譜データのみを取得する
ために、新譜要求情報とともに上述のジャンル指定情報を併せて送ってもよい。
【００６０】
次に、このデータ送受信システム１において所謂ＭＯＤの方式によってユーザが音楽デー
タ等を取得する場合の各装置における基本動作について説明する。ユーザは、携帯端末６
の操作入力部３５を構成する各操作ボタン３５ａ乃至３５ｃ等を操作して、所望のデータ
を単数あるいは複数指定し、さらに指定したデータに新譜データが含まれている場合には
、上述の課金支払情報を入力することにより課金を支払うか否かについて決定する。これ
により、携帯端末６においては、ＣＰＵ４２によってリクエスト情報が生成され、このリ
クエスト情報がＲＡＭ３４に記憶される。
【００６１】
なお、データの指定にあたっては、データ送信装置２のハードディスクアレイ１２に登録
されているデータの概要および一覧を例えばＲＯＭ３３或いはＲＡＭ３４にデータベース
メニューとして記憶させておき、操作ボタン３５ａ乃至３５ｃ等の操作により、このデー
タベースメニューから所望のデータを選択するようにすればよい。なお、この時点では、
まだ携帯端末６がデータ中継装置５に接続されている必要はない。
【００６２】
そして、このリクエスト情報が生成された携帯端末６をデータ中継装置５の取付部７に装
着することにより、データ中継装置５のＣＰＵ２９が中継制御プログラムをＲＯＭ２３か
ら読み出して実行を開始する。これにより、携帯端末６は、データ中継装置５及び通信網
３を介してデータ送信装置２と接続されることになる。そして、データ送受信システム１
においては、ＲＡＭ３４に記憶されたリクエスト情報がＣＰＵ４２の制御によりＩ／Ｆ３
１からデータ中継装置５に供給される。さらに、リクエスト情報を受信したデータ中継装
置５は、そのＣＰＵ２９の制御により、このリクエスト情報を通信網３を介してデータ送
信装置２に送信する。
【００６３】
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データ送信装置２においては、このリクエスト情報がモデム１１により入力され、入力さ
れたリクエスト情報がＣＰＵ１５及びデータ検索処理部１３に供給される。データ検索処
理部１３は、ＣＰＵ１５の制御に基づき、このリクエスト情報のうちのデータ指定情報を
参照して、対応するデータをハードディスクアレイ１２から検索して読み出す処理を行う
。そして、ＣＰＵ１５は、リクエスト情報のうちのユーザＩＤ情報に基づき、ハードディ
スクアレイ１２から読み出されたデータを通信網３を介してデータ中継装置５に送信する
ようにモデム１１を制御する。これにより、ユーザによって指定された音楽等のデータが
データ中継装置５によって受信される。
【００６４】
データを受信したデータ中継装置５は、ＣＰＵ２９が、受信したデータを携帯端末６に転
送するように各ブロックを制御する。具体的には、ＣＰＵ２９は、モデム２１により入力
したデータをＩ／Ｆ２７を介して携帯端末６に供給するとともに、このデータをＨＤＤ２
２内のハードディスクに格納するように処理する。これにより、万一データの転送中にデ
ータ中継装置５と携帯端末６との接続が切れた場合であっても、当該データがＨＤＤ２２
によってバックアップされることになる。
【００６５】
次に、データ送受信システム１においてユーザが新譜データを取得する場合の各装置にお
ける基本動作について、フローチャートを参照して説明する。
【００６６】
図５は、携帯端末６がデータ送信装置２に送信したリクエスト情報のデータ指定情報に複
数のデータが指定されている場合であり、かつこのデータ指定情報に新譜データの指定が
含まれている場合におけるデータ送信装置２、データ中継装置５、及び携帯端末６の処理
内容を示したフローチャートである。具体的には、このフローチャートは、新譜データに
対する課金の有無によりデータ送信装置２がデータ受信装置４側に転送する新譜データの
音質を切り換える処理の一例を示すものである。
【００６７】
リクエスト情報を受信したデータ送信装置２のＣＰＵ１５は、ステップＳ１において、リ
クエスト情報の各データ指定情報を参照してデータ検索処理部１３を制御することにより
、ユーザによって指定された各データをハードディスクアレイ１２から検索して読み出す
処理を行う。
【００６８】
ＣＰＵ１５は、続くステップＳ２において、ハードディスクアレイ１２から読み出した各
データについて、新譜データであるか否かの判定を行う。ここで、ＹＥＳすなわち新譜デ
ータであると判定された場合にはステップＳ３に進み、ＮＯすなわち新譜データでないと
判定された場合にはステップＳ５に進む。
【００６９】
ステップＳ３において、ＣＰＵ１５は、リクエスト情報のうちの課金支払情報を参照する
ことにより、ユーザが指定した当該新譜データについて課金を払う意思があるか否かを判
定する。ここで、ＹＥＳすなわち課金を払う意思があると判定した場合にはステップＳ４
に進み、ＮＯすなわち課金を払う意思がないと判定した場合にはステップＳ６に進む。
【００７０】
ステップＳ４において、ＣＰＵ１５は、新譜データについて所定の課金処理を行うように
課金処理部１４を制御してステップＳ５に進む。
【００７１】
ステップＳ５において、ＣＰＵ１５は、課金処理を行った新譜データ或いはその他のデー
タを高音質でデータ受信装置４側に転送する処理を行ってステップＳ７に進む。一方、Ｃ
ＰＵ１５は、ステップＳ６において、ユーザが課金を払う意思のない新譜データを低音質
でデータ受信装置４側に転送する処理を行ってステップＳ７に進む。ここで、ステップＳ
５又はステップＳ６で新譜データを転送する場合には、図４で示したように、各データパ
ケットのヘッダに新譜フラグを立てて転送するようにする。
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【００７２】
なお、これらステップＳ５及びステップＳ６の処理としては、ステップＳ５の処理として
ハードディスクアレイ１２から読み出した新譜データ或いはその他のデータをそのまま転
送するようにし、一方ステップＳ６の処理として新譜データを例えばモノラルの音声によ
る転送、或いはＳ／Ｎ比や周波数の範囲等を制限して転送するようにする。また、ステッ
プＳ６の処理としては、音質を落とさずに例えば１コーラス分の新譜データのみ転送する
こととしてもよい。
【００７３】
このようにステップＳ６の処理を行うことによって、データ送信装置２は、課金を払わな
いユーザに対しても新譜データを所謂サンプルデータとして転送することができる。
【００７４】
このようにしてデータ送信装置２から転送された各データは、データ中継装置５で一旦受
信され（ステップＳ７）、さらにデータ中継装置５のＣＰＵ２９の制御により携帯端末６
に転送される。
【００７５】
ステップＳ８でデータ中継装置５からの各データを受信した携帯端末６は、図４に示した
各データパケットのヘッダをＣＰＵ４２で検出することにより、当該データが新譜データ
であるか否かの判定を行う（ステップＳ９）。ここで、ＹＥＳすなわち新譜データである
と判定した場合にはステップＳ１０に進み、ＮＯすなわち新譜データでないと判定した場
合にはステップＳ１１に進む。
【００７６】
ＣＰＵ４２は、ステップＳ１０において、当該新譜データをＨＤＤ３２に供給し、このＨ
ＤＤ３２内のハードディスクに記録するようにＨＤＤ３２を制御する。
【００７７】
そして、ＣＰＵ４２は、続くステップＳ１１において、新譜データ或いはそれ以外のデー
タをデータ伸張部３８に供給して、各データを順次再生するように制御を行う。これによ
り、携帯端末６においては、ユーザが要求した各データが順次再生されるとともに、新譜
データのみが自動的にハードディスクにダウンロードされる。また、携帯端末６において
は、課金を払った新譜データについては高音質で、課金を払わなかった新譜データについ
ては所謂サンプルデータとしてそれぞれ聴くことができる。
【００７８】
図６は、データ送信装置２が放送に類似した所謂プッシュ式のサービスを行う場合におけ
るデータ送信装置２、データ中継装置５、及び携帯端末６の処理内容を示したフローチャ
ートである。ここで、このフローチャートでは、携帯端末６が特定の音楽のジャンルを指
定することにより、データ送信装置２が上述のジャンル別送信プログラムを起動させて、
当該特定ジャンルにおける音楽データを次々にデータ受信装置４側に転送する場合の処理
を示している。
【００７９】
なお、このようなプッシュ式のサービスを行う場合には、携帯端末６が予めユーザＩＤ情
報と音楽のジャンルを指定する図３に示すジャンル指定情報をデータ送信装置２に送信し
、データ送信装置２から転送される特定ジャンルにおける新譜データに対しては携帯端末
６側でその伸張を各新譜データ毎にコントロールすることになる。
【００８０】
ジャンル指定情報を受信したデータ送信装置２のＣＰＵ１５は、ステップＳ２１において
、リクエスト情報のジャンル指定情報を参照してデータ検索処理部１３を制御することに
より、ユーザによって指定されたジャンルにおける音楽データを順次ハードディスクアレ
イ１２から検索して読み出す処理を行う。なお、ここでは、読み出した音楽データにつき
、新譜データのみならず、それ以外の音楽データも含まれることとなる。
【００８１】
続くステップＳ２２において、ＣＰＵ１５は、読み出した音楽データを順次データ受信装
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置４側に転送する処理を行う。なお、ここでも新譜データを転送する場合には、図３に示
すように、各データパケットのヘッダに新譜フラグを立てて転送するようにする。
【００８２】
このようにしてデータ送信装置２から転送された音楽データは、データ中継装置５で一旦
受信され（ステップＳ２３）、さらにデータ中継装置５のＣＰＵ２９の制御により携帯端
末６に転送される。
【００８３】
ステップＳ２４でデータ中継装置５からの音楽データを受信した携帯端末６は、図４に示
した各データパケットのヘッダをＣＰＵ４２で検出することにより、当該データが新譜デ
ータであるか否かの判定を行う（ステップＳ２５）。ここで、ＹＥＳすなわち新譜データ
であると判定した場合にはステップＳ２６に進み、ＮＯすなわち新譜データでないと判定
した場合にはステップＳ２７に進む。
【００８４】
ＣＰＵ４２は、ステップＳ２６において、当該新譜データをＨＤＤ３２に供給し、このＨ
ＤＤ３２内のハードディスクに記録するようにＨＤＤ３２を制御する。
【００８５】
そして、ＣＰＵ４２は、ステップＳ２７において、新譜データ或いはそれ以外の音楽デー
タをデータ伸張部３８に供給して、各データを順次再生するように制御を行う。これによ
り、携帯端末６においては、ユーザが指定したジャンルにおける音楽データが順次再生さ
れるとともに、新譜データのみが自動的にハードディスクにダウンロードされる。
【００８６】
次のステップＳ２８において、ＣＰＵ４２は、ハードディスクに記録した各新譜データに
ついて課金を払うか否かの入力待ち状態となる。ここで、ＹＥＳすなわち課金を払う旨の
入力を行った場合には、当該新譜データについては高品質の再生を可能とさせるためにス
テップＳ２９の処理を行う。一方、ＮＯすなわち課金を払わない旨の入力を行った場合に
は、高品質の再生を行う意思なしとして処理を終了させる。
【００８７】
ステップＳ２９において、携帯端末６のＣＰＵ４２は、データ中継装置５を介してデータ
送信装置２に対してリクエスト情報を送信する。なお、この場合には、データ指定情報と
して課金を払う対象となる新譜データを特定するための情報を送信するようにする。
【００８８】
このようなリクエスト情報を受信したデータ送信装置２のＣＰＵ１５は、ステップＳ３０
において、特定された新譜データについて所定の課金処理を行うように課金処理部１４を
制御する。
【００８９】
リクエスト情報の送信を完了した携帯端末６のＣＰＵ４２は、ステップＳ３１において、
ＨＤＤ３２のハードディスクに格納された当該音楽データに対して、課金処理が終了して
いることを示す課金フラグをセットする制御を行う。この処理は、例えば、図７に示すよ
うにデータの先頭部分にフラグを付加したり、或いはハードディスクのＴＯＣ領域を書き
換えたり、ハードディスクに格納された当該音楽データのデータ名に対応するテーブルを
ＣＰＵ４２に設定しておき、このテーブルにポインタを設定すること等により行えばよい
。
【００９０】
なお、ステップＳ３０とステップＳ３１との間に新たなステップを設け、ステップＳ３０
による課金処理が終了した場合にデータ送信装置２から携帯端末６に対して課金処理が終
了したことを示すデータを転送し、このデータを携帯端末６が検出することによりステッ
プＳ３１の処理を実行することとしても良い。
【００９１】
以上のような処理により、携帯端末６においては、ＨＤＤ３２内のハードディスクに記録
した新譜データのうち、課金を払った新譜データのみに課金フラグがセットされる。
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【００９２】
なお、上述の説明では、携帯端末６がジャンル指定情報を送信することにより、データ送
信装置２がジャンル別送信プログラムを起動させた場合の処理について説明したが、携帯
端末６が上述の新譜要求情報を送信することによりデータ送信装置２が新譜データ送信プ
ログラムを起動させた場合も同様の処理により実現できる。すなわち、この場合には、新
譜要求情報を受信したデータ送信装置２のＣＰＵ１５が、ステップＳ２１で、例えば上記
新譜識別子を検索することにより、新譜データを順次ハードディスクアレイ１２から検索
して読み出す処理を行えばよい。
【００９３】
さらに、ＣＰＵ１５が新譜要求情報とともにジャンル指定情報をも受信している場合には
、このステップＳ２１で、ユーザによって指定されたジャンルにおける新譜データを順次
ハードディスクアレイ１２から検索して読み出す処理を行えばよい。なお、データ送信装
置２がこのような新譜データ送信プログラムを実行する場合には、携帯端末６側では、新
譜データか否かについて判定するステップＳ２５の処理が不要となる。
【００９４】
次に、この携帯端末６において、ハードディスクに記録した新譜データを再生する場合の
再生処理について説明する。ハードディスクに記録した新譜データを再生する場合には、
図８に示すように、携帯端末６をデータ中継装置５から取り外して、端子４１ａにヘッド
ホン４４を接続することにより、この携帯端末６を持ち運びながら取得した新譜データに
ついての音楽を聴くことができるようになっている。以下、携帯端末６における新譜デー
タの再生処理を、図９に示すフローチャートを参照して説明する。
【００９５】
新譜データの再生モード移行時におけるステップＳ４１において、携帯端末６のＣＰＵ４
２は、新譜データの再生要求を待つ待機状態となり、この再生要求を示す操作入力信号が
操作入力部３５から供給されるまでこのステップＳ４１に留まり、再生要求があるとステ
ップＳ４２に移行する。具体的には、ステップＳ４１では、ハードディスクに格納された
新譜データのデータ名を全て表示部３６に表示して、そのうち再生する単数あるいは複数
の新譜データをユーザが操作入力部３５の操作ボタン３５ａ～３５ｃの操作により選択及
び決定を行う。
【００９６】
ステップＳ４２において、ＣＰＵ４２は、再生要求のあった新譜データについて図７に示
す課金フラグが立っているかどうかについて判定する。ここで、ＹＥＳすなわち課金フラ
グが立っていると判定した新譜データについてはステップＳ４３の処理を行った後にステ
ップＳ４５に進み、ＮＯすなわち課金フラグがないと判定した新譜データについてはステ
ップＳ４４の処理を行った後にステップＳ４５に進む。
【００９７】
ＣＰＵ４２は、ステップＳ４３において高品質再生モードの設定処理を行う。一方、ＣＰ
Ｕ４２は、ステップＳ４４において低品質再生モードの設定処理を行う。ここで、低品質
再生モードの設定処理としては、例えばデータ伸張部３８によるデータの伸張レートを下
げる設定とする。また、低品質再生モードの設定処としては、新譜データがステレオのデ
ータの場合にモノラル再生とする設定としたり、所謂１コーラスのみの再生のような再生
時間を制限する設定としてもよい。
【００９８】
ステップＳ４５において、ＣＰＵ４２は、設定されたそれぞれのモードに従って新譜デー
タの再生処理を行うようにデータ伸張部３８を制御する。これにより、データ送受信シス
テム１においては、ＨＤＤ３２のハードディスクに格納された新譜データを再生する場合
に、課金フラグがセットされた音楽データの再生を行うときには高品質再生を行い、課金
フラグがセットされていない音楽データの再生を行うときには、上述のような低品質再生
を行うことによりサンプル的な再生が行われる。
【００９９】
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次のステップＳ４６では、再生処理が終了したか否かの終了待ち状態となり、指定したす
べての新譜データについての再生処理が終了するまでこのステップＳ４６に留まり、デー
タ再生処理が終了するとステップＳ４１に戻り、上述したステップＳ４１～ステップＳ４
６の処理を繰り返す。
【０１００】
このように、データ送受信システム１においては、ＨＤＤ３２のハードディスクに格納さ
れた新譜データを再生する場合に、課金フラグがセットされた新譜データの再生を行うと
きには高品質再生を行い、課金フラグがセットされていない新譜データの再生を行うとき
には、低品質再生によるサンプル的な再生が行われので、課金しなかった新譜の音楽デー
タに対しても繰り返し試し聴きを行うことができる。また、この試し聴きにより気に入っ
たものがあれば、図５で上述したＭＯＤの処理を行うことにより、高音質で再生できる新
譜データを取得することができる。
【０１０１】
なお、上述した実施の形態においては、携帯端末６とデータ送信装置２とをデータ中継装
置５を介して接続する構成としたが、例えば図１０に示すように、通信網３にアクセス可
能なモデム４６を携帯端末６の上述した接続端子３７ａを介して図３に示すＩ／Ｆ３７と
接続することにより、データ中継装置５を介さずに携帯端末６とデータ送信装置２とを接
続することも可能である。なお、この場合には、上記接続端子３７ａにキーボード４５，
ディスプレイ４７等を併せて接続することにより、入力操作や表示の便宜を図ることがで
きる。
【０１０２】
また、上述した実施の形態においては、１台の携帯端末６とデータ送信装置２とを接続す
る形態のデータ中継装置を示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば図
１１に示すような、複数台の携帯端末６を接続することができるデータ中継装置５０を用
いてもよい。具体的には、このデータ中継装置５０では、携帯端末６を接続するための取
付部７が筐体上に複数設けられており、これに対応した数だけ操作ボタン２５ａ及び表示
部２６が設けられている。すなわち、このデータ中継装置５０では、図３に示すデータ中
継装置５を構成する各ブロック２２乃至３０が内部に複数設けられており、これにより多
くのユーザが一度に新譜データを取得することができる。
【０１０３】
さらに、上述した実施の形態では、発売されてから所定期間内（例えば１ヶ月以内）であ
る新譜についての音楽データを新譜データと定義したが、本発明はこれに限定されるもの
ではなく、ユーザにとっての新情報すなわちユーザがそれまで受信していない音楽データ
を新譜データと定義してもよい。
【０１０４】
この場合には、現在の携帯端末６のＨＤＤ３２に蓄えられているデータのインデックス情
報を、上述したリクエストデータと共にデータ送信装置２側に送信し、データ送信装置２
側で新情報か否かを判別して、携帯端末６のＨＤＤ３２に蓄えられていない音楽データの
みを携帯端末６に転送する構成とすればよい。または、ユーザが要求したデータがデータ
送信装置２から携帯端末６に転送された後に、携帯端末６側がＨＤＤ３２に蓄えられてい
るデータとデータ送信装置２から転送されたデータとを比較して、まだＨＤＤ３２に蓄え
られていない音楽データのみを記録する構成としてもよい。
【０１０５】
【発明の効果】
　以上詳細に説明したように、本発明に係るデータ送受信システムによれば、第１の送受
信部は送信されてきたユーザからの要求情報に基づいて第１の記憶部に記憶されているデ
ータを検索する検索部によって検索されたデータを送信し、第２の送受信部では、上記第
１の送受信部から送信されてきたデータが新たに上記第１の記憶部に記憶されたデータで
あるか否かを判別する判別部による判別結果が新たに上記第１の記憶部に記憶されたデー
タであることを示している場合に上記第１の送受信部から送信されてきたデータを第２の
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記憶部に記憶するので新情報について受信側で自動的にダウンロードすることが可能とな
る。
【０１０６】
　また、本発明に係るデータ受信装置では、ホスト側装置より送信されてきたデータを受
信するとともに、ユーザからの要求情報を上記ホスト側装置に送信する送受信部によって
受信された上記送信されてきたデータを記憶部に記憶する際に、制御部により、上記送信
されてきたデータに付加されている新たに上記ホスト側装置に記憶されたデータであるこ
とを示す付加データに基づいて、上記送信されてきたデータが新たに上記ホスト側装置に
記憶されたデータであるか否かを判別し、判別した結果が新たに上記ホスト側装置に記憶
されたデータである場合には、上記送信されてきたデータを上記記憶部に記憶させるので
、新情報について受信側で自動的にダウンロードすることが可能となる。
【０１０７】
　また、本発明に係るデータ送受信方法によれば、上記ホスト側装置は、送信されてきた
ユーザからの要求情報に基づいて第１の記憶部に記憶されているデータを検索してデータ
を送信する際に、送信するデータが新たに上記第１の記憶部に記憶されたデータである場
合に、上記新たに上記第１の記憶部に記憶されたデータであることを示す付加データを付
加して送信し、上記端末側装置は、送信されてきたデータが新たに上記第１の記憶部に記
憶されたデータであるか否かを上記付加データに基づいて判別する判別部による判別結果
が新たに上記第１の記憶部に記憶されたデータであることを示している場合に上記送信さ
れてきたデータを第２の記憶部に記憶するので、新情報について受信側で自動的にダウン
ロードすることが可能となる。
【０１０９】
　以上のように、本発明によれば、新情報のデータについて受信側で自動的にダウンロー
ドすることのできるデータ送受信装置、データ受信装置、データ送受信方法及びデータ送
信装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用したデータ送受信システムの全体的な構成を示す図である。
【図２】携帯端末をデータ中継装置に装填する場合について説明するための外観斜視図で
ある。
【図３】データ送受信システムの回路構成例を示すブロック図である。
【図４】データ送信装置からデータ受信装置側に送るデータのフォーマットの一例を示し
た図である。
【図５】携帯端末がデータ送信装置に送信したリクエスト情報のデータ指定情報に新譜デ
ータの指定が含まれている場合におけるデータ送信装置、データ中継装置、及び携帯端末
の各処理を示したフローチャートであり、新譜データに対する課金の有無によりデータ送
信装置がデータ受信装置側に転送する新譜データの音質を切り換える処理の一例を示すフ
ローチャートである。
【図６】データ送信装置がプッシュ式のサービスを行う場合におけるデータ送信装置、デ
ータ中継装置、及び携帯端末の処理内容を示したフローチャートである。
【図７】ＨＤＤのハードディスクに格納された当該音楽データに対して課金フラグをセッ
トする場合の一例を示した図である。
【図８】携帯端末においてハードディスクに記録した新譜データを再生する場合について
説明するための外観斜視図である。
【図９】携帯端末においてハードディスクに記録した新譜データを再生する場合の処理内
容を示したフローチャートである。
【図１０】携帯端末がデータ中継装置を用いることなくデータ送信装置とアクセスする場
合について説明する図である。
【図１１】データ中継装置の他の構成例を示した外観斜視図である。
【符号の説明】
１　データ送受信システム、２　データ送信装置、３　通信網、４　データ受信装置、５
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，５０　データ中継装置、６　携帯端末、７　取付部、１１　モデム、１２　ハードディ
スクアレイ、１３　データ検索処理部、１４　課金処理部、１５　ＣＰＵ、２１　モデム
、２２　ＨＤＤ、２３　ＲＯＭ、２４　ＲＡＭ、２５　入力部、２６　表示部、２７　Ｉ
／Ｆ、２８　充電部、２９　ＣＰＵ、３１Ｉ／Ｆ、３２　ＨＤＤ、３３　ＲＯＭ、３４　
ＲＡＭ、３５　操作入力部、３６　表示部、３７　Ｉ／Ｆ、３８　データ伸張部、３９　
バッテリー、４１　Ｄ／Ａ変換部、４２　ＣＰＵ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】
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