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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　予定表を管理する機能を有する携帯型情報端末装置において、
　番組情報を取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得された前記番組情報を表示する表示手段と、
　前記表示手段に表示されている前記番組情報から、ユーザが実行した操作の入力に基づ
いて、所定の番組の録画予約を行うための予約情報を設定する設定手段と、
　前記設定手段により設定された前記予約情報が、前記予定表に書き込まれるように前記
ユーザにより設定されているか否かを判定し、前記予定表に書き込まれるように設定され
ていると判定された場合、さらに新たな前記予約情報が前記設定手段により設定されてい
るか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段により新たな前記予約情報が設定されていると判定された場合、前記設定
手段により設定された新たな前記予約情報を前記予定表に書き込む書き込み手段と
　を備え、
　前記表示手段は、前記書き込み手段により書き込まれた前記予約情報を含む前記予定表
をさらに表示する
　ことを特徴とする携帯型情報端末装置。
【請求項２】
　前記表示手段は、前記予約情報を、前記予定表で管理されている予定情報と区別できる
ような所定のマークとともに表示する
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　ことを特徴とする請求項１に記載の携帯型情報端末装置。
【請求項３】
　前記表示手段は、前記予約情報を、前記予定表で管理されている予定情報と区別できる
ように、前記予定情報を異なる色で表示する
　ことを特徴とする請求項１に記載の携帯型情報端末装置。
【請求項４】
　予定表を管理する機能を有する携帯型情報端末装置の情報処理方法において、
　番組情報を取得する取得ステップと、
　前記取得ステップの処理により取得された前記番組情報の表示を制御する表示制御ステ
ップと、
　前記表示制御ステップの処理により表示が制御されている前記番組情報から、ユーザが
実行した操作の入力に基づいて、所定の番組の録画予約を行うための予約情報を設定する
設定ステップと、
　前記設定ステップの処理により設定された前記予約情報が、前記予定表に書き込まれる
ように前記ユーザにより設定されているか否かを判定し、前記予定表に書き込まれるよう
に設定されていると判定された場合、さらに新たな前記予約情報が前記設定ステップの処
理により設定されているか否かを判定する判定ステップと、
　前記判定ステップの処理により新たな前記予約情報が設定されていると判定された場合
、前記設定ステップの処理により設定された新たな前記予約情報の前記予定表への書き込
みを制御する書き込み制御ステップと
　を含み、
　前記表示制御ステップは、前記書き込み制御ステップの処理により書き込みが制御され
た前記予約情報を含む前記予定表の表示をさらに制御する
　ことを特徴とする情報処理方法。
【請求項５】
　予定表を管理する機能を有する携帯型情報端末装置を制御するコンピュータに、
　番組情報を取得する取得ステップと、
　前記取得ステップの処理により取得された前記番組情報の表示を制御する表示制御ステ
ップと、
　前記表示制御ステップの処理により表示が制御されている前記番組情報から、ユーザが
実行した操作の入力に基づいて、所定の番組の録画予約を行うための予約情報を設定する
設定ステップと、
　前記設定ステップの処理により設定された前記予約情報が、前記予定表に書き込まれる
ように前記ユーザにより設定されているか否かを判定し、前記予定表に書き込まれるよう
に設定されていると判定された場合、さらに新たな前記予約情報が前記設定ステップの処
理により設定されているか否かを判定する判定ステップと、
　前記判定ステップの処理により新たな前記予約情報が設定されていると判定された場合
、前記設定ステップの処理により設定された新たな前記予約情報の前記予定表への書き込
みを制御する書き込み制御ステップと
　を含む処理を実行させ、
　前記表示制御ステップにおいて、前記書き込み制御ステップの処理により書き込みが制
御された前記予約情報を含む前記予定表の表示をさらに制御させる
　ことを特徴とするコンピュータが読み取り可能なプログラムが格納されているプログラ
ム格納媒体。
【請求項６】
　予定表を管理する機能を有するコンピュータに、
　番組情報を取得する取得ステップと、
　前記取得ステップの処理により取得された前記番組情報の表示を制御する表示制御ステ
ップと、
　前記表示制御ステップの処理により表示が制御されている前記番組情報から、ユーザが
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実行した操作の入力に基づいて、所定の番組の録画予約を行うための予約情報を設定する
設定ステップと、
　前記設定ステップの処理により設定された前記予約情報が、前記予定表に書き込まれる
ように前記ユーザにより設定されているか否かを判定し、前記予定表に書き込まれるよう
に設定されていると判定された場合、さらに新たな前記予約情報が前記設定ステップの処
理により設定されているか否かを判定する判定ステップと、
　前記判定ステップの処理により新たな前記予約情報が設定されていると判定された場合
、前記設定ステップの処理により設定された新たな前記予約情報の前記予定表への書き込
みを制御する書き込み制御ステップと
　を含む処理を実行させ、
　前記表示制御ステップにおいて、前記書き込み制御ステップの処理により書き込みが制
御された前記予約情報を含む前記予定表の表示をさらに制御させる
　ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、携帯型情報端末装置および情報処理方法、プログラム格納媒体、並びにプログ
ラムに関し、特に、ＰＤＡなどの携帯型情報端末装置を用いて、所望の番組を録画予約す
ることができるようにした携帯型情報端末装置および情報処理方法、プログラム格納媒体
、並びにプログラムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来のテレビジョン番組の録画装置であるＶＴＲ（Video Tape Recorder）においては、
例えば、ユーザが、Ｇコード（Gemstar Development社の商標）を用いて、番組の録画予
約を設定する技術がある。この技術は、例えばユーザが、リモートコマンダを用いて、録
画したい番組に対応付けられているＧコードを入力し、赤外線信号としてＶＴＲ（Video 
Tape Recorder）に送出する。赤外線信号を受信したＶＴＲは、Ｇコードを復号し、放送
日、放送局名、番組名、開始時刻、終了時刻などを分析し、録画予約を設定する。
【０００３】
このような技術が、例えば、ＵＳＰ５３３５０７９またはＵＳＰ５３０７１７３に開示さ
れている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記公報に開示されているＧコードを用いる録画予約設定方法は、例えば
、新聞や雑誌などに掲載されている番組表から、所望の番組に対応付けられている最大８
桁のＧコードを手動入力する必要があり、操作が煩雑であった。
【０００５】
また、最近、インターネット上の番組予約サイトを利用して、テレビジョン番組の録画予
約を行うシステムのサービスが開始されている。この録画システムにおいては、ユーザが
、例えば、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）などの携帯型情報端末装置や、パーソ
ナルコンピュータを用いて番組情報（いわゆる番組表）を提供するサービスを行う番組予
約サイトにアクセスし、番組情報を確認しながら、所望の番組を検索する。そして、所望
の番組が検索されたとき、予約ボタンを操作し、放送局名、番組名、開始時刻、終了時刻
などが記述された番組情報をダウンロードすることができる。
【０００６】
しかしながら、上述した録画予約システムでは、ユーザが、いわゆる番組表を、ＰＤＡも
しくはパーソナルコンピュータなどに表示させ、その番組表を確認しながら所望の番組を
検索するまで、番組予約サイトにアクセスし続けなければならず、オンラインの検索では
、時間がかかり、かつ、通信費が嵩む課題があった。
【０００７】
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本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、携帯型情報端末装置を用いて、情
報を予め取得して記録し、ユーザが希望した時にオフラインで所望の番組を検索し、番組
の録画予約を設定することができるようにするものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明の携帯型情報端末装置は、番組情報を取得する取得手段と、取得手段により取得
された番組情報を表示する表示手段と、表示手段に表示されている番組情報から、ユーザ
が実行した操作の入力に基づいて、所定の番組の録画予約を行うための予約情報を設定す
る設定手段と、設定手段により設定された予約情報が、予定表に書き込まれるようにユー
ザにより設定されているか否かを判定し、予定表に書き込まれるように設定されていると
判定された場合、さらに新たな予約情報が設定手段により設定されているか否かを判定す
る判定手段と、判定手段により新たな予約情報が設定されていると判定された場合、設定
手段により設定された新たな予約情報を予定表に書き込む書き込み手段とを備え、表示手
段は、書き込み手段により書き込まれた予約情報を含む予定表をさらに表示することを特
徴とする。
【００１０】
表示手段には、予約情報を、予定表で管理されている予定情報と区別できるような所定の
マークとともに表示させることができる。
【００１１】
表示手段には、予約情報を、予定表で管理されている予定情報と区別できるように、予定
情報を異なる色で表示させることができる。
【００１２】
　本発明の情報処理方法、プログラム格納媒体のプログラム、またはプログラムは、番組
情報を取得する取得ステップと、取得ステップの処理により取得された番組情報の表示を
制御する表示制御ステップと、表示制御ステップの処理により表示が制御されている番組
情報から、ユーザが実行した操作の入力に基づいて、所定の番組の録画予約を行うための
予約情報を設定する設定ステップと、設定ステップの処理により設定された予約情報が、
予定表に書き込まれるようにユーザにより設定されているか否かを判定し、予定表に書き
込まれるように設定されていると判定された場合、さらに新たな予約情報が設定ステップ
の処理により設定されているか否かを判定する判定ステップと、判定ステップの処理によ
り新たな予約情報が設定されていると判定された場合、設定ステップの処理により設定さ
れた新たな予約情報の予定表への書き込みを制御する書き込み制御ステップとを含み、表
示制御ステップは、書き込み制御ステップの処理により書き込みが制御された予約情報を
含む予定表の表示をさらに制御することを特徴とする。
【００１５】
　本発明の携帯型情報端末装置および情報処理方法、並びにプログラムにおいては、番組
情報が取得され、取得された番組情報が表示され、表示されている番組情報から、ユーザ
が実行した操作の入力に基づいて、所定の番組の録画予約を行うための予約情報が設定さ
れ、設定された予約情報が、予定表に書き込まれるようにユーザにより設定されているか
否かが判定され、予定表に書き込まれるように設定されていると判定された場合、さらに
新たな予約情報が設定されているか否かが判定され、新たな予約情報が設定されていると
判定された場合、設定された新たな予約情報が予定表に書き込まれる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、図を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
【００１７】
図１は、本発明を適応した番組データ取得システムの一実施の形態の構成例を示す図であ
る。
【００１８】
ＰＤＡ１－１およびＰＤＡ１－２は、Palm OS（商標）を搭載した携帯型情報端末装置で
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あり、デジタル携帯電話機２、パーソナルコンピュータ９、およびＶＣＲ（Video Casset
te Recorder）１３と、有線、もしくは無線で接続可能になされている。図１においては
、ＰＤＡ１－１が、図示しない通信モジュールを介して、デジタル携帯電話機２と有線で
接続され、ＰＤＡ１－２がクレードル７を介してパーソナルコンピュータ９と有線で接続
され、ＶＣＲ１３と無線で接続されている状態であるものとして図示しているが、ＰＤＡ
１－１およびＰＤＡ１－２は、デジタル携帯電話機２、パーソナルコンピュータ９、もし
くはＶＣＲ１３の、いずれの装置とも接続が可能であり、また、これらと接続せずに動作
することが可能であることは言うまでもない。
【００１９】
以下、ＰＤＡ１－１およびＰＤＡ１－２を個々に区別する必要がない場合、単にＰＤＡ１
と総称する。
【００２０】
クレードル７とは、ＰＤＡ１とパーソナルコンピュータ９とを接続し、ホットシンクと称
される処理を実行するためのインターフェース装置である。ホットシンクとは、２つの異
なるコンピュータの間でファイルやデータをシンクロナイズさせるものであり、Palm OS
を搭載しているＰＤＡ１と、パーソナルコンピュータ９とで、機種を選ばず、ファイルや
データをシンクロナイズさせることが可能である。クレードル７とＰＤＡ１のインターフ
ェースには、例えば、ＲＳ－２３２Ｃが用いられ、クレードル７とパーソナルコンピュー
タ９のインターフェースには、シリアルバスインターフェースやＵＳＢ（Universal Seri
al Bus）などが用いられる。
【００２１】
デジタル携帯電話２は、通信サービスの提供エリアを所望の広さに分割したセルにそれぞ
れ配置されている、固定無線端末である基地局３を介して、公衆回線網４に接続されてい
る。また、公衆回線網４には、パーソナルコンピュータ９が接続されている。
【００２２】
基地局３は、移動無線端末であるデジタル携帯電話機２を、例えば、W-CDMA（Wideband-C
ode Division Multiple Access）と呼ばれる符号分割多元接続により無線接続し、デジタ
ル携帯電話機２と、2GHzの周波数帯域を利用して最大2Mbpsのデータ転送速度で大容量デ
ータを高速にデータ通信できる。
【００２３】
また、基地局３は、有線回線を介して、公衆回線網４に接続されている。公衆回線網４は
、インターネットサービスプロバイダのアクセスサーバ６を介してインターネット８に接
続されているほか、図示せぬ加入者有線端末装置、コンピュータネットワーク、および企
業内ネットワーク等に接続されている。
【００２４】
デジタル携帯電話機２は、基地局３とW-CDMA方式により大容量データを高速にデータ通信
できるので、ＰＤＡ１は、デジタル携帯電話機２を介して、電子メールの送受信、簡易ホ
ームページの閲覧、画像の送受信等の多種に及ぶデータ通信を実行することができる。
【００２５】
ＰＤＡ１－１は、デジタル携帯電話機２、基地局３、公衆回線網４、アクセスサーバ６、
およびインターネット８を介して、番組情報サービスプロバイダ１４に接続されており、
いわゆる番組表を閲覧したり、その番組表を用いて、所定のテレビジョン放送局の所定の
番組の録画を予約するための番組情報の送信を要求することができる。パーソナルコンピ
ュータ９は、ＰＤＡ１－１と同様に、公衆回線網４、アクセスサーバ６、およびインター
ネット８を介して、番組情報サービスプロバイダ１４に接続されており、いわゆる番組表
を閲覧したり、その番組表を用いて、所定のテレビジョン放送局の所定の番組の録画を予
約するための番組情報の送信を要求することができる。
【００２６】
図１においては、ＰＤＡ１－１がデジタル携帯電話機２および基地局３を介して、公衆回
線網４と接続可能であるとして説明しているが、ＰＤＡ１－１は、デジタル携帯電話機２
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以外にも、例えば、ＰＨＳ（Personal Handyphone System）もしくはデータカード型ＰＨ
Ｓと、それらの通話サービスを提供するための所定の基地局を介して、公衆回線網４と接
続することが可能である。
【００２７】
因みに、デジタル携帯電話機２と接続されたＰＤＡ１－１は、基地局３までを2Mbpsの簡
易トランスポートプロトコルで通信し、基地局３から、インターネット８を介して、番組
情報サービスプロバイダ１４および図示しないＷＷＷ（World Wide Web）サーバまでを、
TCP/IP（Transmission Control Protocol/Internet Protocol）で通信する。
【００２８】
管理制御装置５は、公衆回線網４を介して、加入者有線端末装置、パーソナルコンピュー
タ９、またはデジタル携帯電話機２に接続され、加入者有線端末装置、パーソナルコンピ
ュータ９、またはデジタル携帯電話機２に対する認証処理や課金処理などを実行する。
【００２９】
パーソナルコンピュータ９は、所定のテレビジョン放送局から送信された電波を受信した
アンテナ８から供給される信号を入力し、所定の画像および音声（いわゆる、番組の画像
および音声）を再生し、その画像および音声を記録する。パーソナルコンピュータ９はま
た、ＶＣＲ１０から供給されたアナログ信号、またはIEEE（Institute of Electrical an
d Electronic Engineers）1394などのネットワーク１２を介してＤＶＣＲ（Digital Vide
o Cassette Recorder）１１から供給されたデジタルデータに対応する画像および音声を
再生し、その画像および音声を記録する。
【００３０】
また、パーソナルコンピュータ９は、記録している音声および画像に対応するアナログ信
号をＶＣＲ１０に供給し、または、記録している音声および画像に対応するデジタルデー
タをＤＶＣＲ１１に供給する。さらに、パーソナルコンピュータ９は、番組情報サービス
プロバイダ１４より、インターネット８を介して送信される番組情報を受信し、その番組
情報をＰＤＡ１－２に出力したり、その番組情報を基に、所定の番組の録画予約を実行す
る。
【００３１】
番組情報サービスプロバイダ１４は、インターネット８を介して、いわゆる番組表および
番組毎の詳細な紹介などをユーザに提示するサービスを提供する。番組情報サービスプロ
バイダ１４は、その内部に構築されているデータベースに、ＥＰＧ（Electronic Program
 Guide）情報（電子番組表）、および所定のテレビジョン放送局の所定の番組の録画を予
約するための番組情報、番組情報とともに配布される広告情報、並びに、登録ユーザのユ
ーザ情報を記録している。
【００３２】
番組情報サービスプロバイダ１４は、デジタル携帯電話機２に接続されたＰＤＡ１－１、
もしくはパーソナルコンピュータ９から送信されてくる、所定のテレビジョン放送局の所
定の番組の録画を予約するための、所定の日付けの番組情報の送信を要求するメッセージ
を受信して、インターネット８、アクセスサーバ６、および公衆回線網４を介して、番組
情報を、デジタル携帯電話機２に接続されたＰＤＡ１－１、もしくはパーソナルコンピュ
ータ９に送信する。
【００３３】
番組情報サービスプロバイダ１４は、パーソナルコンピュータ９およびＰＤＡ１からの要
求に対応して、番組情報を、ｐｄｂ（Palm Database）方式のファイルとして提供する。
従来の番組情報サービスプロバイダが提供していたウェブベースの番組情報は、例えば、
ＨＴＭＬ（HyperText Markup Language）、ＸＭＬ（eXtensible Markup Language）、あ
るいは、Compact HTMLなどのページ記述言語で記述されていた。しかしながら、従来のペ
ージ記述言語で記述された番組情報は、汎用性はあるがデータ量が多く、更に、タグによ
り階層構造を表現しているため、柔軟なフォーマットである半面、データを読み込むには
、まず解析作業が必要であるので、ＰＤＡ１を用いて閲覧するのには適していない。
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【００３４】
それに対して、ｐｄｂ形式は、PalmOS で扱える汎用的なＤＢフォーマットであり、バイ
ナリデータおよびテキストデータを混在させて格納する事が出来るものである。また、そ
のフォーマットは、Palm OSのアプリケーションに依存する。ｐｄｂ形式のデータは、コ
ンバータで指定されたフォーマットに変換するものであるので、データ解析が必要ないの
みならず、余計なタグ情報もないので、データ量を最小に抑える事が出来る。
【００３５】
従来の地上波放送においては、放送される番組のチャンネル数は限られたものであった。
しかしながら、現在では、衛星放送やケーブルテレビジョン放送などの普及により、放送
の多チャンネル化が進んでいる。番組情報サービスプロバイダ１４が、衛星放送やケーブ
ルテレビジョン放送などの、多チャンネルの放送サービスに対応して、全てのチャンネル
の番組情報をユーザに提供してしまうと、そのデータ量は膨大なものとなり、表示画面の
小さいＰＤＡ１を用いて番組情報を閲覧し、所望の番組を検索するのが、非常に困難とな
ってしまう。
【００３６】
そこで、番組情報サービスプロバイダ１４は、ユーザから、希望するチャンネルの登録を
予め受け付けておき、希望チャンネルが登録されているユーザに対しては、それぞれのユ
ーザが必要としているチャンネルの番組情報を、登録されたユーザに送信するものとする
。番組情報サービスプロバイダ１４は、希望チャンネルを登録しているユーザに対して、
それぞれ固有のユーザＩＤを発行する。
【００３７】
番組情報サービスプロバイダ１４は、パーソナルコンピュータ９およびＰＤＡ１－１から
、ユーザＩＤを含む番組情報送信要求を受けた場合、そのユーザが登録されているユーザ
か否かを判断し、登録されているユーザである場合、ユーザＩＤから登録内容を検索し、
登録内容に基づいたチャンネルの番組情報を選択して、選択された番組情報を、指定され
た日付けに従って送信する。また、番組情報サービスプロバイダ１４は、ユーザＩＤを含
まない番組情報送信要求を受けた場合、最も一般的に利用され、データの総量が比較的少
ない地上波の番組情報を、指定された日付けに従って送信する。
【００３８】
これにより、番組情報サービスプロバイダ１４は、衛星放送やケーブルテレビジョン放送
などの、多チャンネルの放送サービスに対応して、ユーザが所望する番組情報の提供を行
うことが可能となる。
【００３９】
インターネット８にはまた、企業１５が有するパーソナルコンピュータ１６や、図示しな
い多数のＷＷＷサーバが接続されている。ここでは、企業１５が有するパーソナルコンピ
ュータ１６を１つしか図示していないが、複数のパーソナルコンピュータ１６が接続され
ることは言うまでもない。図示しないＷＷＷサーバは、TCP/IPのプロトコルに従って、デ
ジタル携帯電話機２と接続されたＰＤＡ１－１、パーソナルコンピュータ９、もしくは、
企業１５が有するパーソナルコンピュータ１６からアクセスされる。
【００４０】
企業１５は、番組情報サービスプロバイダ１４が提供する番組情報に付随して配布される
広告の広告主である。企業１５は、パーソナルコンピュータ１６を用いて、番組情報サー
ビスプロバイダ１４に対して広告の掲載を依頼したり、広告費の請求を受ける。
【００４１】
また、企業１５は、パーソナルコンピュータ１６を用いて、インターネット８を介して、
番組情報サービスプロバイダ１４に広告の掲載を依頼したり、広告費の請求を受けるのみ
ならず、郵送、その他の方法を用いて（すなわち、オフラインで）、番組情報サービスプ
ロバイダ１４に広告の掲載を依頼したり、広告費の請求を受けるようにしてもよい。
【００４２】
図２および図３は、ＰＤＡ１の外観の構成例を説明する図である。図２は、ユーザに把持
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されたときのＰＤＡ１の斜視図である。図３は、ＰＤＡ１の正面図である。
【００４３】
ＰＤＡ１は、片手で把持および操作が可能な大きさに、その筐体が形成されている。ＰＤ
Ａ１の上部には、半導体メモリが内蔵されているメモリカード２１が挿入されるスロット
、および赤外線通信を用いて、他の装置と情報を授受するための赤外線通信部２２が設け
られている。更に、ＰＤＡ１には、図示しない無線ＬＡＮ（Local Area Network）通信部
６４（図５）が設けられている。
【００４４】
ＰＤＡ１の下面には、公衆回線網４と接続するための図示せぬモデムおよび各種データを
授受するＵＳＢポートもしくはＲＳ－２３２Ｃポート（図示せず）等が設けられている。
ここでは、ＰＤＡ１には、ＲＳ－２３２Ｃポートが設けられているものとする。また、Ｐ
ＤＡ１には、表示部３１、キー３２、およびジョグダイヤル３３などが設けられている。
【００４５】
表示部３１は、液晶表示装置などの薄型の表示装置で構成され、アイコン、サムネイル、
またはテキストなどの画像を表示する。表示部３１の下側には、タッチパッド３１ａが設
けられている。ユーザは、表示部３１およびタッチパッド３１ａを指またはペンなどで押
圧することにより、ＰＤＡ１に所定のデータまたは動作指示を入力する。
【００４６】
キー３２は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）４１（図４）に各種の指令を入力する
とき、ユーザにより操作される。
【００４７】
ジョグダイヤル３３は、例えば、表示部３１に表示されたアイコン、サムネイルまたはテ
キストなどがユーザによって選択されるとき、回転操作または本体側への押圧操作を受け
る。例えば、表示部３１に複数のアイコンが表示されている状態で、ジョグダイヤル３３
が回転操作を受けた場合、複数のアイコンの中から、所望のアイコンが選択され、ジョグ
ダイヤル３３が本体側に押圧されたとき、選択されているアイコンが確定される。そして
、確定されたアイコンがアプリケーションプログラムに対応している場合、そのアプリケ
ーションプログラムが起動される。
【００４８】
また、ジョグダイヤル３３を本体側に押圧操作したまま回転させる操作を、通常の回転操
作と異なる命令に対応させるようにしても良い。例えば、表示部３１に、所定のチャンネ
ルの番組一覧が表示されている状態で、ジョグダイヤル３３が回転操作を受けた場合、複
数の番組名の中から、所定の番組名が選択され、ジョグダイヤル３３が本体側に押圧操作
されたまま回転された場合、表示部３１に表示されている番組一覧のチャンネルが変更さ
れる。
【００４９】
なお、ジョグダイヤル３３への操作と、その操作に対応する命令の内容は、この限りでは
ない。
【００５０】
また、ＰＤＡ１は、クレードル７に装着可能なようになされている。ＰＤＡ１とクレード
ル７とは、例えば、ＲＳ－２３２Ｃなどのインターフェースを用いて接続され、ＰＤＡ１
は、クレードル７に接続されている状態か否かを判断することができる。クレードル７は
、ホットシンクボタン３５を有しており、ＰＤＡ１がクレードル７に接続されている状態
で、ホットシンクボタン３５が押下された場合、ＰＤＡ１とパーソナルコンピュータ９は
、ホットシンク処理を実行して、ファイルやデータをシンクロナイズさせる。
【００５１】
図４は、ＰＤＡ１の電気的な構成例を示すブロック図である。
【００５２】
ＣＰＵ４１は、発振器４２から供給されるクロック信号に同期して、Flash ROM（Read-on
ly Memory）４３またはEDO DRAM（Extended Data Out Dynamic Random-Access Memory）
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４４に格納されているオペレーティングシステム、またはアプリケーションプログラムな
どの各種のプログラムを実行する。
【００５３】
Flash ROM４３は、EEPROM（Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory）の
一種であるフラッシュメモリで構成され、一般的には、ＣＰＵ４１が使用するプログラム
や演算用のパラメータのうちの基本的に固定のデータを格納する。EDO DRAM４４は、ＣＰ
Ｕ４１が実行するプログラムや、プログラムの実行に必要なデータ、あるいは、その実行
において適宜変化するパラメータを格納する。
【００５４】
メモリカードインターフェース（I/F）４５は、ＰＤＡ１に装着されているメモリカード
２１からデータを読み出すとともに、ＣＰＵ４１から供給されたデータをメモリカード２
１に書き込む。
【００５５】
メモリカード２１は、例えば、メモリースティック（商標）と呼ばれる、本出願人によっ
て開発されたフラッシュメモリカードの一種である。このメモリカード２１は、縦21.5×
横50×厚さ2.8[mm] の小型薄型形状のプラスチックケース内に電気的に書換えや消去が可
能な不揮発性メモリであるEEPROM（Electrically Erasable and Programmable Read Only
 Memory ）の一種であるフラッシュメモリ素子を格納したものであり、１０ピン端子を介
して画像や音声、音楽等の各種データの書き込み及び読み出しが可能となっている。
【００５６】
また、メモリースティックは、大容量化等による内蔵フラッシュメモリの仕様変更に対し
ても、使用する機器で互換性を確保することができる独自のシリアルプロトコルを採用し
、最大書込速度1.5[MB/S] 、最大読出速度2.45[MB/S]の高速性能を実現しているとともに
、誤消去防止スイッチを設けて高い信頼性を確保している。
【００５７】
従って、ＰＤＡ１は、このようなメモリカード２１を装着可能に構成されているために、
メモリカード２１を介して、他の電子機器との間でデータの共有化を図ることができる。
【００５８】
ＵＳＢインターフェース（I/F）４６は、発振器４７から供給されるクロック信号に同期
して、接続されているＵＳＢ機器であるドライブ６１からデータまたはプログラムを入力
するとともに、ＣＰＵ４１から供給されたデータをドライブ６１に供給する。
【００５９】
ドライブ６１は、必要に応じて装着される磁気ディスク７１、光ディスク７２、光磁気デ
ィスク７３、または半導体メモリ１２４に記録されているデータまたはプログラムを読み
出して、そのデータまたはプログラムを、ＵＳＢインターフェース４６を介して、ＣＰＵ
４１またはEDO DRAM４４に供給する。また、ドライブ６１は、装着されている磁気ディス
ク７１、光ディスク７２、光磁気ディスク７３、または半導体メモリ１２４にデータまた
はプログラムを記録させる。
【００６０】
Flash ROM４３，EDO DRAM４４、メモリカードインターフェース４５、およびＵＳＢイン
ターフェース４６は、アドレスバスおよびデータバスを介して、ＣＰＵ４１に接続されて
いる。
【００６１】
表示部３１は、ＬＣＤバスを介して、ＣＰＵ４１からデータを受信し、受信したデータに
対応する画像または文字などを表示する。タッチパッド制御部４８は、表示部３１もしく
はタッチパッド３１ａが操作されたとき、操作に対応したデータ（例えば、タッチされた
座標を示す）を表示部３１もしくはタッチパッド３１ａから受信し、受信したデータに対
応する信号を、シリアルバスを介してＣＰＵ４１に供給する。
【００６２】
EL（Electro luminescence）ドライバ４９は、表示部３１の液晶表示部の裏側に設けられ
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ている電界発光素子を動作させ、表示部３１の表示の明るさを制御する。
【００６３】
赤外線通信部２２は、UART（Universal asynchronous receiver-transmitter）を介して
、ＣＰＵ４１から受信したデータを赤外線信号として、図示せぬ他の機器に送信するとと
もに、他の機器から送信された赤外線信号を受信して、ＣＰＵ４１に供給する。ＰＤＡ１
はまた、UARTを介して、他の機器と通信することができる。
【００６４】
無線ＬＡＮ６４は、他の機器と無線通信（例えば、2.4GHz帯域を用いる無線伝送方式であ
るBluetoothによる無線通信）を行うためのものであり、ＣＰＵ４１から受信したデータ
を、所定の方法で電波に変換して、図示せぬ他の機器に送信するとともに、他の機器から
送信された電波を受信して、ＣＰＵ４１に供給する。
【００６５】
音声再生部５１は、スピーカ、および音声のデータの復号回路などから構成され、予め記
憶している音声のデータ、または他の機器から受信した音声のデータなどを復号して、再
生し、音声を出力する。例えば、音声再生部５１は、バッファ５０を介して、ＣＰＵ４１
から供給された音声のデータを再生して、データに対応する音声を出力する。
【００６６】
電源回路５２は、装着されているバッテリ６２または接続されているＡＣ（Alternating 
current）アダプタ６３から供給される電源の電圧を変換して、必要な電力をＣＰＵ４１
乃至音声再生部５１に、それぞれ供給する。
【００６７】
通信部５３は、例えば、ＲＳ－２３２Ｃなどのインターフェースで、クレードル７や通信
モジュールなどと接続される。通信部５３は、例えば、通信モジュールおよびデジタル携
帯電話機２を介して、インターネット８と接続し、ＣＰＵ４１から供給されたデータ（例
えば、電子メールなど）を、所定の方式のパケットに格納して、インターネット８を介し
て、他の機器に送信する。また、通信部５３は、インターネット８を介して、他の機器か
ら受信したパケットに格納されているデータまたはプログラムをＣＰＵ４１に出力する。
【００６８】
図５は、ＰＤＡ１の機能ブロック図である。ユーザは、ＰＤＡ１を用いて、アドレス帳、
メモ帳、電子メール、予定表などの基本機能のほかに、「Palmware（パームウェア）」と
呼ばれる各種アプリケーションを利用できる。図５に図示されている機能（プログラム）
は、全て、Palm OS上で動作するものである。
【００６９】
データ通信プログラム８１は、ＣＰＵ４１が実行しているアプリケーション（例えば、番
組録画設定プログラム８３）において、通信部５３、赤外線通信部２２、もしくは無線Ｌ
ＡＮ通信部６４を介して、他の装置と情報の通信を行う場合、その通信を制御するプログ
ラムである。
【００７０】
入出力制御プログラム８２は、表示部３１、タッチパッド３１ａ、もしくはキー３２を用
いて、ユーザが入力した操作、または命令を示す信号を、対応するアプリケーションに供
給したり、ＣＰＵ４１が実行しているアプリケーションの処理に基づいて、所定のデータ
を、バッファ５０を介して、音声再生部５１に出力して、音声を再生させたり、表示部３
１に出力して、画像を表示させる処理を制御するプログラムである。
【００７１】
番組録画設定プログラム８３は、ユーザの操作に基づいて、番組の放送地域、リモコンモ
ード、または会員ＩＤを含むユーザ情報とともに、番組情報を取得したい日を設定情報メ
モリ９３に記憶し、所定の番組表１０１－１および１０１－２を番組情報サービスプロバ
イダ１４からダウンロードし、番組表メモリ９１に記憶するプログラムである。また、番
組録画設定プログラム８３は、ユーザの操作によって、番組表メモリ９１に記憶されてい
る番組表１０１－１および１０１－２の中から、所望の番組の録画予約を行うための番組
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情報が選択されると、選択された番組情報を予約情報として予約表９２に設定したり、番
組表メモリ９１に記憶されている番組表１０１、予約表９２に設定されている予約情報、
もしくは、設定情報メモリ９３に記憶されているユーザ情報を、表示部３１に表示させる
。さらに、番組録画設定プログラム８３は、ユーザの操作に基づいて、番組表メモリ９１
乃至設定情報メモリ９３に新たな情報を記憶または設定したり、記憶または設定されてい
る情報を更新する処理を実行する。
【００７２】
予定表プログラム８４は、スケジュール管理用のプログラムであり、ユーザが、自分の行
動予定を、その開始時刻、終了時刻、場所、内容などとともに予定表９４に登録するプロ
グラムである。予定表プログラム８４は、ユーザの操作に基づいて、予定表９４に新たな
情報を登録したり、登録されている情報を更新する処理を実行するプログラムである。ま
た、予定表プログラム８４は、ユーザによって登録された行動予定の開始時間が近づいた
ことを知らせるために、必要に応じて、その開始時刻の例えば５分前や１０分前などにア
ラームを設定することができる。
【００７３】
電子メールプログラム８５は、アクセスサーバ６に対し、電子メールを送受信するソフト
ウェアプログラムである。
【００７４】
ウェブブラウザ８６は、ＷＷＷサーバの情報をクライアント側でブラウズするためのソフ
トウェアプログラムである。ＷＷＷサーバとＷＷＷクライアント間で、所定の通信プロト
コル（HTTPプロトコルやＨＴＭＬ）に基づいて、通信を実行し、更に、セキュリティ機能
や音声／動画などのマルチメディアデータの再生、ＷＷＷサーバとＷＷＷクライアントと
の間でプログラム転送を可能にする拡張言語（例えば、Java）などをサポートするもので
ある。
【００７５】
動画表示プログラム８７は、EDO DRAM４４、メモリカード２１、もしくは、ドライブ６１
に装着されている磁気ディスク７１乃至半導体メモリ７４のうちのいずれかなどに記録さ
れている動画データを、入出力制御プログラム８２の処理により、表示部３１に表示させ
るために、データを変換したり、画像処理を実行するためのプログラムである。
【００７６】
メモ帳８８は、いわゆるテキストエディタであり、ユーザが、タッチパッド３１ａを用い
てテキストデータを入力した場合、入出力制御プログラム８２の処理によりユーザの操作
に対応する信号の供給を受け、その信号を基に、対応するテキストデータを生成し、入出
力管理プログラム８２の処理により、表示部３１に表示させるためのプログラムである。
【００７７】
これらのプログラムは、Palm OS上で動作可能になされている。
【００７８】
番組表１０１は、図６に示されるように、広告データ、番組表、および番組データにより
構成される。広告データとは、企業１５より依頼された広告が記述されたデータである。
広告データには、例えば、企業１５が管理するウェブページのＵＲＬ（Uniform Resource
 Locator）や、企業１５に問い合わせを行うための電子メールアドレスなどの情報、ある
いは、所謂インターネットで用いられているＴＣＰ／ＩＰにとは異なる別のプロトコルで
データを授受するために必要な情報を含ませるようにしても良い。
【００７９】
この広告データは、ＰＤＡ１を有するユーザに対して発信されるものであるから、広告対
象となるユーザ層をある程度特定することができる。従って、例えば、Palm OSのアプリ
ケーションや、新しいモバイルコンピュータ、あるいはパーソナルコンピュータの紹介な
どを、非常に効果的に発信することが可能となる。
【００８０】
番組表とは、所定の日に複数のチャンネルで放送される番組の一覧表である。番組データ
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とは、番組表に記載されている各番組の出演者や、番組の内容などの詳細な説明などが記
述されたデータである。
【００８１】
番組表に対して、広告データおよび番組データがリンクされている。すなわち、番組表と
ともに、複数の広告データが所定の期間毎に変更されながら表示されるようになされ、番
組表の所定の番組名をユーザが選択した場合、その番組の番組データが表示されるように
なされている。また、広告データには、ＰＤＡ１において、連続して表示される表示時間
を示す情報が含まれており、番組録画設定プログラム８３は、広告データに含まれる表示
時間情報を参照して、広告データの表示を切り替える。
【００８２】
しかし、表示時間情報が、非常に短かったり、非常に長い場合には、ユーザに違和感を与
えてしまうので、番組録画設定プログラム８３には、例えば、対応する表示時間情報が、
３～７秒の間でない場合は、対応する広告データの表示時間を５秒間に変更するように制
御させるようにしても良い。
【００８３】
このように、ひとつの番組情報に対して、複数の広告データを添付させることにより、番
組情報サービスプロバイダ１４を運営する事業者は、多くの広告収入を得ることができる
。
【００８４】
また、番組表１０１に記録される広告データ、番組表、および番組データには、必要に応
じて、有効期限、もしくは、そのデータの更新日時やバージョン情報などが含まれている
。
【００８５】
番組表１０１に記録される広告データ、番組表、および番組データに、有効期限が記載さ
れている場合、番組録画設定プログラム８３は、一定の周期で、もしくは、所定の動作（
例えば、番組表１０１に新たなデータを記録させる動作）の実行時に、番組表１０１に期
限が切れているデータがあるか否かを判断し、期限が切れているデータがある場合、その
データの更新を試みる。更新されたデータが、更新前と同じデータであっても、番組表１
０１のデータは、単純に上書き更新される。
【００８６】
番組表１０１に記録される広告データ、番組表、および番組データに、そのデータの更新
日時やバージョン情報などが記載されている場合、番組録画設定プログラム８３は、番組
表１０１に新たなデータを記録させる場合、更新日時やバージョン情報などを基に、デー
タの供給元（例えば、パーソナルコンピュータ９、他のＰＤＡ１、もしくは、番組情報サ
ービスプロバイダ１４など）に、最新の情報が記録されているか否かを判断し、最新の情
報（更新された情報）があれば、それを取得しなおす。
【００８７】
この、２つの方法のうち、いずれが適しているかは、そのデータの更新頻度、あるいはデ
ータサイズによって異なる。例えば、更新されるサイクルが一定であれば、番組表１０１
の各データに有効期限を記載することにより、無駄な通信の発生を抑えることが可能とな
るが、いつ更新されるかが分からない情報である場合、番組表１０１の各データに更新日
時やバージョン情報を記載しておく方が、確実に最新情報を得ることができ、適している
といえる。
【００８８】
また、ＰＤＡ１－１とＰＤＡ１０２、もしくはＰＤＡ１－２とパーソナルコンピュータ９
との間で、番組情報（番組表１０１）が授受される場合、広告データ、番組表、および番
組データのうち、広告データが一番初めに送信される。更に、番組表１０１から、広告デ
ータが削除された場合、あるいは、広告データを含まない番組情報が番組表１０１として
番組表メモリ９１に記録された場合、番組録画設定プログラム８３は、対応する日付けの
番組表１０１を表示部３１に表示しないで、例えば、「この日の番組表を表示することは
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できません。再度ダウンロードしてください」などといったワーニングメッセージを表示
させる。
【００８９】
図７は、パーソナルコンピュータ９の構成例を示している。
【００９０】
ＣＰＵ１３１は、各種アプリケーションプログラムや、基本的なＯＳ（operating system
）を実際に実行する。ＲＯＭ１３２は、一般的には、ＣＰＵ１３１が使用するプログラム
や演算用のパラメータのうちの基本的に固定のデータを格納する。ＲＡＭ１３３は、ＣＰ
Ｕ１３１の実行において使用するプログラムや、その実行において適宜変化するパラメー
タを格納する。これらはＣＰＵバスまたはメモリバスなどから構成されるホストバス１３
４により相互に接続されている。
【００９１】
ホストバス１３４は、ブリッジ１３５を介して、ＰＣＩ（Peripheral Component Interco
nnect/Interface）バスなどの外部バス１３６に接続されている。
【００９２】
キーボード１３８は、ＣＰＵ１３１に各種の指令を入力するとき、ユーザにより操作され
る。マウス１３９は、ＣＲＴ（cathode ray tube）１４０の画面上のポイントの指示や選
択を行うとき、ユーザにより操作される。ＣＲＴ１４０は、各種情報をテキストやイメー
ジで表示する。ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）１４１およびＦＤＤ（Floppy Disk Dr
ive）１４２は、それぞれハードディスクまたはフロッピーディスクを駆動し、それらに
ＣＰＵ１３１によって実行するプログラムや情報を記録または再生させる。スピーカ１４
３は、所定の音声を再生する。これらのキーボード１３８乃至スピーカ１４３は、インタ
ーフェース１３７に接続されており、インターフェース１３７は、外部バス１３６、ブリ
ッジ１３５、およびホストバス１３４を介してＣＰＵ１３１に接続されている。
【００９３】
画像処理ボード１４４は、ＣＰＵ１３１の制御の下、アンテナ８から供給された信号、Ｖ
ＣＲ１０から供給される画像または音声のアナログ信号、または、ネットワーク１２を介
して、ＤＶＣＲ１１から供給される画像または音声のデジタルデータに基づいて、所定の
画像または音声のデータを生成し、外部バス１３６およびインターフェース１３７を介し
て、ハードディスクドライブ１４１に出力する。
【００９４】
また、画像処理ボード１４４は、外部バス１３６およびインターフェース１３７を介して
、ハードディスクドライブ１４１に記録されている画像または音声のデータを入力し、入
力された画像または音声のデータに対応するアナログ信号を生成して、ＶＣＲ１０に供給
し、または入力された画像または音声のデータに対応するデジタルデータを生成して、ネ
ットワーク１２を介して、ＤＶＣＲ１１に供給する。
【００９５】
画像処理ボード１４４は、外部バス１３６、ブリッジ１３５、およびホストバス１３４を
介して、ＣＰＵ１３１に接続されている。
【００９６】
通信ボード１４５は、公衆回線網４もしくはクレードル７と接続するための装置であり、
具体的にはイーサネットボード等で構成され、外部バス１３６、ブリッジ１３５、および
ホストバス１３４を介してＣＰＵ１３１に接続されている。
【００９７】
赤外線通信部１４６は、例えば、ＰＤＡ１から送信された赤外線信号を受信し、外部バス
１３６、ブリッジ１３５、およびホストバス１３４を介して、ＣＰＵ１３１に出力したり
、ＣＰＵ１３１から出力された信号を、赤外線信号に変換して、外部に出力する。
【００９８】
無線ＬＡＮ通信部１４７は、例えば、ＰＤＡ１から送信された電波を受信して、その電波
を所定の方法でＣＰＵ１３１が認識可能なデータに変換し、外部バス１３６、ブリッジ１



(14) JP 4655384 B2 2011.3.23

10

20

30

40

50

３５、およびホストバス１３４を介して、ＣＰＵ１３１に出力したり、ＣＰＵ１３１から
出力された信号を、電波に変換して、外部に出力する。
【００９９】
次に、図８を参照して、画像処理ボード１４４の詳細な構成例について説明する。
【０１００】
1394インターフェース１５１は、IEEE1394の規定に対応する構成を有し、ネットワーク１
２に接続され、IEEE1394の規定に対応するプロトコルに基づき、ＤＶＣＲ１１から供給さ
れる画像または音声のＤＶＣＲフォーマットのデジタルデータを受信し、ＤＶ（Digital 
Video）データインターフェース１５２に供給する。
【０１０１】
また、1394インターフェース１５１は、ＤＶデータインターフェース１５２から供給され
た画像または音声のＤＶＣＲフォーマットのデジタルデータを、IEEE1394の規定に対応す
るプロトコルに基づき、ＤＶＣＲ１１に供給する。
【０１０２】
ＤＶデータインターフェース１５２は、1394インターフェース１５１から供給されたＤＶ
ＣＲフォーマットの画像または音声のデジタルデータ、またはデジタルセレクタ１５７か
ら供給された画像または音声のデジタルデータ（例えば、４：１：１などの圧縮されてい
ないデジタルデータなど）をＤＶデータ圧縮伸張回路１５３に出力し、ＤＶデータ圧縮伸
張回路１５３から供給されたＤＶＣＲフォーマットの画像または音声のデジタルデータを
1394インターフェース１５１に出力し、ＤＶデータ圧縮伸張回路１５３から供給された画
像または音声の非圧縮のデジタルデータをデジタルセレクタ１５７に出力する。
【０１０３】
ＤＶデータ圧縮伸張回路１５３は、ＤＶデータインターフェース１５２から供給されたＤ
ＶＣＲフォーマットの画像または音声のデジタルデータを、圧縮されていない画像または
音声のデジタルデータに伸張して、ＤＶデータインターフェース１５２に出力し、または
、ＤＶデータインターフェース１５２から供給された圧縮されていない画像または音声の
デジタルデータを、ＤＶＣＲフォーマットの画像または音声のデジタルデータに圧縮し、
ＤＶデータインターフェース１５２に出力する。
【０１０４】
チューナ１５４は、アンテナ８から供給されたＲＦ（radio Frequency）信号を入力し、
所定のチャンネルの画像および音声のアナログ信号をアナログセレクタ１５５に出力する
。アナログセレクタ１５５は、チューナ１５４、ＶＣＲ１０、またはＤ／Ａ（Digital/An
alog）変換回路１６１から供給された画像または音声のアナログ信号のいずれかを選択し
、Ａ／Ｄ（Analog/Digital）変換回路１５６またはＶＣＲ１０に出力する。
【０１０５】
Ａ／Ｄ変換回路１５６は、アナログセレクタ１５５から供給された画像および音声のアナ
ログ信号を、デジタルデータに変換し、デジタルセレクタ１５７に出力する。デジタルセ
レクタ１５７は、ＤＶデータインターフェース１５２、Ａ／Ｄ変換回路１５６、またはMP
EGデコーダ１６０から出力された画像および音声のデジタルデータを入力し、いずれかの
画像および音声のデジタルデータを選択し、ＤＶデータインターフェース１５２、MPEGエ
ンコーダ１５８、またはＤ／Ａ変換回路１６１に出力するとともに、ブリッジ１５９に出
力する。
【０１０６】
MPEGエンコーダ１５８は、デジタルセレクタ１５７から供給された画像および音声のデジ
タルデータを、MPEG方式のデジタルデータに圧縮し、ブリッジ１５９に出力する。また、
MPEGエンコーダ１５８は、シーンの切り替わりの画像を、静止画像に変換し、ブリッジ１
５９に出力する。
【０１０７】
ブリッジ１５９は、デジタルセレクタ１５７から供給された画像および音声の非圧縮のデ
ジタルデータを、画像処理ボード１４４が装着されているパーソナルコンピュータ９の外
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部バス１３６およびインターフェース１３７を介して、ＣＲＴ１４０に出力する。ブリッ
ジ１５９は、MPEGエンコーダ１５８から供給されたMPEG方式の画像または音声のデジタル
データを、画像処理ボード１４４が装着されているパーソナルコンピュータ９の外部バス
１３６を介して、ハードディスクドライブ１４１、またはＣＰＵ１３１に出力する。さら
に、ブリッジ１５９は、外部バス１３６を介して、パーソナルコンピュータ９のハードデ
ィスクドライブ１４１から、MPEG方式の画像または音声のデジタルデータを受信し、MPEG
デコーダ１６０に出力する。
【０１０８】
MPEGデコーダ１６０は、ブリッジ１５９から供給されたMPEG方式の画像または音声のデジ
タルデータを伸張して、圧縮されていない画像または音声のデジタルデータとし、デジタ
ルセレクタ１５７に出力する。
【０１０９】
Ｄ／Ａ変換回路１６１は、デジタルセレクタ１５７から供給された画像および音声のデジ
タルデータを、アナログ信号に変換し、アナログセレクタ１５５に出力する。
【０１１０】
なお、MPEGエンコーダ１５８またはMPEGデコーダ１６０に対応する処理は、所定のプログ
ラムにより、ＣＰＵ１３１が実行するようにしてもよい。
【０１１１】
図９は、パーソナルコンピュータ９の機能ブロック図である。
【０１１２】
入出力管理プログラム１７１は、キーボード１３８、もしくはマウス１３９を用いて、ユ
ーザが入力した操作、または命令を示す信号を、対応するアプリケーションに供給したり
、各種アプリケーションの処理に基づいて、所定のデータを赤外線通信部１４６に出力し
て、対応する赤外線信号を他の機器に送信させたり、所定のデータを無線ＬＡＮ通信部１
４７に出力して、対応する電波を出力させたり、画像データを画像処理ボード１４４に出
力して、所定の画像処理を実行させたり、音声データをスピーカ１４３に出力して、音声
を再生させたり、画像データをＣＲＴ１４０に出力して、画像を表示させたり、所定のデ
ータをハードディスクドライブ（ＨＤＤ）１４１に供給して、そこに記録させる処理を管
理するプログラムである。
【０１１３】
ホットシンクマネージャ１７２は、Palm OSを搭載しているＰＤＡ１と情報を授受するた
めのプログラムであり、２つの異なるコンピュータの間でファイルやデータをシンクロナ
イズさせるものであり、Palm OSを搭載しているＰＤＡと、パーソナルコンピュータ９と
で、機種を選ばず、ファイルやデータをシンクロナイズさせる。
【０１１４】
Palmデスクトップ１７３は、ホットシンクマネージャ１７２の処理により、Palm OSを搭
載しているＰＤＡ１と情報を授受した場合、ＰＤＡ１と、パーソナルコンピュータ９とで
、情報を共有化するために必要なプログラムである。
【０１１５】
予約監視プログラム１７４は、図５７を用いて後述するホットシンクマネージャ１７２の
処理により、コンテンツデータをＰＤＡ１から受信する番組情報、もしくは、後述する録
画予約設定プログラム１７８により設定された録画予約情報に基づき、番組の録画予約の
実行を監視するプログラムである。
【０１１６】
ＡＶコンテンツ変換プログラム１７５は、図３６を用いて後述するホットシンクマネージ
ャ１７２の処理によりＰＤＡ１へ送信するために、MPEGなどの通常の画像フォーマットで
ＨＤＤ１４１に記録されているＡＶコンテンツ（すなわち、録画された番組データ）を、
画像処理能力の低い携帯端末装置（例えば、ＰＤＡ１）などが表示するのに適した所定の
フォーマットに変換するプログラムである。
【０１１７】
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ＡＶコンテンツ管理検索プログラム１７６は、入出力管理プログラム１７１の処理により
ユーザの操作に対応する信号、または他の機器から送信された指令（コマンド）に対応す
る信号の供給を受け、その信号を基に、対応するＡＶコンテンツをハードディスクドライ
ブ１４１から検索し、ＡＶコンテンツ変換プログラム１７５に出力して、データ変換を要
求したり、録画再生プログラム１７７に出力し、再生を要求するプログラムである。
【０１１８】
録画再生プログラム１７７は、ＡＶコンテンツ管理検索プログラム１７６により検索され
たＡＶコンテンツを再生するプログラムである。
【０１１９】
録画予約設定プログラム１７８は、入出力管理プログラム１７１の処理によりユーザの操
作に対応する信号、または他の機器から送信された指令（コマンド）に対応する信号の供
給を受け、その信号を基に、所定の放送チャンネルの所定の番組の録画予約を設定するプ
ログラムである。
【０１２０】
図１０は、図１の番組情報サービスプロバイダ１４の構成例を示すブロック図である。番
組情報サーバ１９１は、インターネット８を介して受信した情報に基づいて、コンバータ
１９３、もしくは課金サーバ１９７を制御したり、番組情報データベース１９２、ｐｄｂ
形式番組情報データベース１９４、ユーザ情報データベース１９５、もしくは、広告情報
データベース１９６に情報を登録したり、あるいは、登録されている情報から、所定の情
報を検索して読み出す。
【０１２１】
番組情報データベース１９２には、所望の番組を検索するためのＥＰＧ情報、および所定
のテレビジョン放送局の所定の番組の録画を予約するためなどに利用される番組情報が、
データベース形式で蓄積されている。番組情報には、少なくとも放送チャンネル、放送日
、番組名、番組の放送開始時刻および放送終了時刻、並びに、番組に関する番組詳細情報
が関連付けられている。また、番組詳細情報には、必要に応じて、その番組の番組制作会
社が管理するウェブページのＵＲＬや、問い合わせを行うための電子メールアドレスなど
が含まれる。
【０１２２】
ここでは、ユーザが、更に詳細な関連情報を得ようとした場合に、インターネットを介し
て、その番組の番組制作会社が管理するウェブページにアクセスしたり、電子メールを用
いて問い合わせを行うものとして、番組詳細情報にＵＲＬや電子メールアドレスを記載す
るものとしているが、これらの情報の授受には、所謂インターネットで用いられているTC
P／ＩＰを用いても良いし、TCP／ＩＰとは異なる別のプロトコルを用いることも可能であ
る。
【０１２３】
広告情報データベース１９６には、企業１５より取得した広告に関する広告情報が、デー
タベース形式で蓄積されている。広告情報には、必要に応じて、その広告の広告主（企業
１５）が管理するウェブページのＵＲＬや、問い合わせを行うための電子メールアドレス
などが含まれる。広告情報データベース１９６においても、番組情報データベース１９２
と同様に、広告情報にＵＲＬや電子メールアドレスを記載するものとしているが、これら
の情報の授受には、所謂インターネットで用いられているTCP／IPを用いても良いし、TCP
／IPとは異なる別のプロトコルを用いることも可能である。
【０１２４】
コンバータ１９３は、番組情報サーバ１９１の制御に基づいて、番組情報データベース１
９２から、番組情報を読み出すとともに、広告情報データベース１９６から、広告情報を
読み出し、ｐｄｂ形式のデータにコンバートする。変換されたｐｄｂ形式の広告情報が付
随された番組情報は、ｐｄｂ形式番組情報データベース１９４に蓄積される。
【０１２５】
ユーザ情報データベース１９５には、ユーザＩＤおよび登録チャンネルなどのユーザに関
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するユーザ情報が蓄積されている。各ユーザＩＤには、ユーザが必要としているチャンネ
ル情報が関連付けられている。
【０１２６】
課金サーバ１９７は、広告主である企業１５に対する課金処理を行うものである。
【０１２７】
番組情報サーバ１９１は、インターネット８を介して番組情報の送信要求の入力を受ける
。番組情報サーバ１９１は、受信された番組情報の送信要求が、本発明を適応した番組デ
ータ取得システムによるものである場合、番組情報の送信要求に含まれる情報に基づいて
、ユーザが所望する番組情報、およびそれに付随して送付される広告情報をｐｄｂ形式番
組情報データベース１９４から選択し、対応するユーザに送信する処理を実行する。
【０１２８】
また、番組情報サーバ１９１は、番組情報の送信要求に、ユーザＩＤが含まれていた場合
、ユーザ情報データベース１９５から、対応するユーザの登録情報を検索し、検索された
登録情報および番組情報の送信要求に含まれている日付けの情報を基に、ユーザが所望す
る番組情報およびそれに付随して送付される広告情報をｐｄｂ形式番組情報データベース
１９４から選択し、対応するユーザに送信する処理を実行する。
【０１２９】
また、番組情報サーバ１９１には、受信された番組情報の送信要求が、例えば、ＨＴＭＬ
などのページ記述言語によって記述されている番組情報の送信要求であった場合、番組情
報の送信要求に含まれる情報に基づいて、番組情報データベース１９２に記録されている
番組情報データから、ユーザが所望するものを検索し、ＨＴＭＬなどの所定のデータに変
換させ、対応するユーザに送信する、いわゆる従来のウェブベースの番組情報の提供処理
を実行させるようにしてもよい。
【０１３０】
すなわち、番組情報サービスプロバイダ１４は、従来のウェブベースの番組情報提供サー
ビスを行っている番組情報サーバ１９１を用いて、ｐｄｂ形式の番組情報をユーザに送信
することができるようにしてもよいし、あるいは、ｐｄｂ形式に変換された番組情報のみ
を提供するものであっても良い。
【０１３１】
更に、番組情報サーバ１９１は、インターネット８を介して、企業１５が有するパーソナ
ルコンピュータ１６と接続され、広告の申し込みを受け、広告情報を、広告情報データベ
ース１９６に登録したり、課金サーバ１９７が算出する広告主となった企業１５に対する
課金処理結果の入力を受け、インターネット８を介して、企業１５が有するパーソナルコ
ンピュータ１６に送信する処理を実行する。
【０１３２】
図１１は、ＰＤＡ１の電源を投入した場合の初期表示画面を示す図である。表示部３１に
は、図５を用いて説明した各種プログラムに対応するアイコンが表示され、ユーザは、ペ
ン２０１を用いて、アイコンを選択することにより、所望のプログラムを起動させること
ができる。
【０１３３】
例えば、番組表メモリ９１に番組表１０１が記録されていない状態で、番組録画設定プロ
グラム８３が起動された場合（ユーザによって、図中番組予約と記載されているアイコン
が選択された場合）、表示部３１には、例えば、図１２に示されるように、番組情報の取
得を促すメッセージが記載されたウィンドウ２１１が表示される。ウィンドウ２１１を確
認したユーザは、ＯＫボタン２１３を選択することにより、番組情報の取得のためのオペ
レーションに進むことができる。
【０１３４】
ＰＤＡ１が、番組情報サービスプロバイダ１４から番組情報を取得するには２通りの方法
がある。１つは、デジタル携帯電話機２、基地局３、公衆回線網４、アクセスサーバ６お
よびインターネット８を介して、番組情報サービスプロバイダ１４に直接接続して番組情
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報を取得する方法であり、もう一方は、クレードル７を介してパーソナルコンピュータ９
に接続し、パーソナルコンピュータ９が、公衆回線網４、アクセスサーバ６、およびイン
ターネット８を介して、番組情報サービスプロバイダ１４に接続して番組情報を取得し、
ＰＤＡ１は、クレードル７を介して、パーソナルコンピュータ９から、番組情報を取得す
る方法である。
【０１３５】
次に、図１３のフローチャートを参照して、ＰＤＡ１が、デジタル携帯電話機２、基地局
３、公衆回線網４、アクセスサーバ６およびインターネット８を介して、番組情報サービ
スプロバイダ１４に直接接続して番組情報を取得する場合の、ＰＤＡ１－１および番組情
報サービスプロバイダ１４の番組情報サーバ１９１の処理について説明する。
【０１３６】
ステップＳ１において、ＰＤＡ１－１のＣＰＵ４１が実行するPalm OSは、電源が投入さ
れたことを検出し、図１１を用いて説明した初期画面を、表示部３１に表示させる。
【０１３７】
ステップＳ２において、Palm OSは、番組録画設定プログラム８３の起動を指示する入力
を受け（すなわち、図１１に示される状態において、ユーザによって、図中番組予約と記
載されているアイコンの選択を受け）、番組録画設定プログラム８３を起動させる。ここ
で、番組表メモリ９１に番組表が記録されていない場合、図１２を用いて説明した表示画
面が表示される。
【０１３８】
ステップＳ２において、番組録画設定プログラム８３は、入出力制御プログラム８２の処
理により入力されるユーザの操作に基づいて、設定情報メモリ９３に、番組情報取得予定
日などを登録する。以下、図１４乃至図１９を参照して、設定処理について説明する。
【０１３９】
例えば、図１２に示される状態において、ＯＫボタン２１２が押下された場合、図１４に
示される番組情報管理画面が表示される。番組情報管理画面には、番組情報取得予定日を
表示する表示エリア２２１、ＯＫボタン２２２、新規登録ボタン２２３、変更ボタン２２
４、削除ボタン２２５、およびメニューを表示させる場合に選択されるタグ２２６が表示
されている。
【０１４０】
ＯＫボタン２２２は、設定された内容が正しい場合に選択され、ＯＫボタン２２２が選択
された場合、表示部３１には、番組情報管理画面が表示される一つ前の表示画面が表示さ
れる。新規登録ボタン２２３は、番組取得予定日を新規に登録したい場合に選択される。
変更ボタン２２４は、設定された番組情報取得予定日を変更したい場合に選択される。削
除ボタン２２５は、設定された番組情報取得予定日を削除したい場合に選択され、表示エ
リア２２１に番組情報取得予定日が表示されている場合、そのうちの任意の情報を選択し
て、削除ボタン２２５が選択された場合、対応する番組情報取得予定日の情報は、削除さ
れる。
【０１４１】
タグボタン２２６が選択された場合、図１５に示されるように、番組表タグ２３１および
オプションタグ２３２が表示される。オプションタグ２３２が選択された場合、ドロップ
ダウンリストボックス２３３が表示される。
【０１４２】
ドロップダウンリストボックス２３３のうち、「設定」の項目が選択された場合、図１６
に示される設定画面が表示される。設定画面には、地域設定リストボックス２４１、リモ
コンモード設定ボックス２４２、チェックボックス２４３、テキストボックス２４４、テ
キストボックス２４５、ＯＫボタン２４６、およびキャンセルボタン２４７が設けられて
いる。
【０１４３】
地域設定リストボックス２４１は、番組情報を取得したい地域を設定するためのものであ
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る。リモコンモード設定ボックス２４２は、リモコンモードを設定するためのものである
。チェックボックス２４３は、予定表プログラム８４の処理により設定される予定表９４
に予約情報を反映するか否かを設定するためのものである。テキストボックス２４４は、
予定表９４に予約情報を反映する場合に、他の予定と、番組予約予定とを区別するための
挿入キーワードを設定するためのものである。
【０１４４】
テキストボックス２４５は、番組情報サービスプロバイダ１４に登録しているユーザに予
め与えられている会員ＩＤを設定するためのものである。ＯＫボタン２４６は、地域設定
リストボックス２４１乃至テキストボックス２４５に入力された登録内容が正しい場合に
選択されるものである。キャンセルボタン２４７は、登録内容をキャンセルしたい場合に
選択されるものである。
【０１４５】
ドロップダウンリストボックス２３３のうち、「ＣＨ設定」の項目が選択された場合、図
１７に示されるチャンネル設定画面が表示される。チャンネル設定画面は、表示チャンネ
ル、受信チャンネル、およびチャンネル名（放送局名）との対応が表形式で表示され、そ
の地域に対応するように、チャンネル名などを変更することが可能なようになされている
。チャンネル設定画面には、さらに、チャンネル設定が正しい場合に選択されるＯＫボタ
ン２４８、およびチャンネル設定をキャンセルしたい場合に選択されるキャンセルボタン
２４９が設けられている。
【０１４６】
図１４の番組情報管理画面において、新規登録ボタン２２４が選択された場合、図１８に
示される新規登録用の番組取得予定日設定画面が表示される。ユーザは、所望の年、月を
、表示画面から選択して、所望の月のカレンダーを表示させ、その中から、番組情報を取
得したい日を選択する。ユーザが、本日の番組情報を選択したい場合、「今日」ボタン２
５２を選択すれば、本日が番組情報を取得したい日であることが指令される。操作を終了
させたい場合は、キャンセルボタン２５１が選択される。
【０１４７】
ここで、ユーザが、本日より前の日付を選択した場合、図１９に示されるように、例えば
、「過去の番組情報のダウンロード予約はできません」というメッセージが記載されたウ
ィンドウ２５５が表示される。
【０１４８】
図１８の番組取得予定日設定画面において、ユーザが選択した日付けが、図２０に示され
るように表示エリア２２１に表示され、設定情報メモリ９３に設定される。図２０に示さ
れる状態では、番組取得予定日が設定されているだけであり、番組情報は、まだ取得され
ていない。
【０１４９】
ユーザが、番組取得予定日の設定を変更したい場合、表示エリア２２１に表示されている
番組取得予定日のうち、所望の日付けを選択し、変更ボタン２２４を選択することにより
、図２１に示される変更ウィンドウ２６１が表示される。
【０１５０】
変更ウィンドウ２６１には、取得予定日を変更するための日付け設定ボックス２６１、地
域の設定を変更するための地域設定リストボックス２６３、変更内容が正しい場合に選択
されるＯＫボタン２６４、および変更内容をキャンセルしたい場合に選択されるキャンセ
ルボタン２６５が設けられている。ユーザが、変更ウィンドウ２６１のＯＫボタン２６２
を選択した場合、その日および地域が、設定情報メモリ９３に設定される。
【０１５１】
ユーザは、図２０の番組情報管理画面に表示されている番組情報取得予定日の中から、番
組情報を直接取得したい日付けを選択し（番組取得予定日は、複数設定することが可能で
ある）、デジタル携帯電話機２、基地局３、公衆回線網４、アクセスサーバ６およびイン
ターネット８を介して、番組情報サービスプロバイダ１４に接続することにより、所望の
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日付の番組情報を得ることができる。
【０１５２】
再び、図１３のフローチャートの説明に戻る。ステップＳ４において、番組録画設定プロ
グラム８３は、入出力制御プログラム８２の処理により入力されるユーザの操作に基づい
て、番組情報を直接取得したい日付けの選択および情報の取得命令を受ける。
【０１５３】
具体的には、ユーザは、番組情報を取得したい場合、図２０の番組情報管理画面に表示さ
れている番組情報取得予定日の中から、番組情報を直接取得したい日付けを選択する。番
組取得予定日は、複数選択することも可能である。そして、ユーザは、タグ２２６を選択
して、番組表タグ２３１およびオプションタグ２３２を表示させ、番組表タグ２３１を選
択する。ユーザの操作を受けた番組録画設定プログラム８３は、図２２に示されるドロッ
プダウンリストボックス２６８を表示させる。ここでは、ユーザが、「情報を取得する」
の項目を選択して、デジタル携帯電話機２、基地局３、公衆回線網４、アクセスサーバ６
およびインターネット８を介して、番組情報サービスプロバイダ１４に接続することによ
り、所望の日付の番組情報を得る場合について説明する。
【０１５４】
ステップＳ５において、番組録画設定プログラム８３は、データ通信プログラム８１の処
理により入力される情報を基に、ＰＤＡ１－１とデジタル携帯電話機２、もしくはＰＨＳ
やデータカード型ＰＨＳなどの、公衆回線網４と通信するための装置とを接続するための
通信モジュールが接続されているか否かを判断する。
【０１５５】
ステップＳ５において、通信モジュールが接続されていないと判断された場合、ステップ
Ｓ６において、番組録画設定プログラム８３は、通信モジュールが接続されていないこと
をユーザに通知するためのエラーメッセージを生成し、入出力制御プログラム８２に出力
する。入出力制御プログラム８２は、入力されたエラーメッセージを、表示部３１に出力
して表示させ、処理は、ステップＳ４に戻り、それ以降の処理が繰り返される。
【０１５６】
ステップＳ５において、通信モジュールが接続されていると判断された場合、ステップＳ
７において、番組録画設定プログラム８３は、通信モジュールを介して通信を開始するた
めに、データ通信プログラム８１を制御し、デジタル携帯電話機２、基地局３、公衆回線
網４、アクセスサーバ６、およびインターネット８を介して、番組情報サービスプロバイ
ダ１４の番組情報サーバ１９１に接続する。
【０１５７】
ステップＳ８において、番組録画設定プログラム８３は、入力された番組情報取得要求（
取得したい番組情報の地域および日付情報、あるいは、番組情報サービスプロバイダ１４
に予め登録されているユーザＩＤおよび日付情報）を、番組情報サービスプロバイダ１４
の番組情報サーバ１９１に送信する。
【０１５８】
ステップＳ９において、番組情報サーバ１９１は、ＰＤＡ１－１から、番組情報取得要求
を受信し、ステップＳ１０において、受信した番組情報取得要求に、ユーザＩＤが含まれ
ているか否かを判断する。
【０１５９】
ステップＳ１０において、受信した番組情報取得要求に、ユーザＩＤが含まれていると判
断された場合、ステップＳ１１において、番組情報サーバ１９１は、ユーザ情報データベ
ース１９５から、受信した番組取得要求に含まれる日付け情報、およびユーザＩＤに対応
する登録内容を読み込む。
【０１６０】
ステップＳ１０において、受信した番組情報取得要求に、ユーザＩＤが含まれていないと
判断された場合、もしくは、ステップＳ１１の処理の終了後、番組情報サーバ１９１は、
ステップＳ１２において、ｐｄｂ形式番組情報データベース１９４から、入力された番組
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情報取得要求（取得したい番組情報の地域および日付情報、あるいは、番組情報サービス
プロバイダ１４に予め登録されているユーザＩＤおよび日付情報）に対応する番組情報を
検索し、ステップＳ１３において、検索された番組情報を、番組情報取得要求を送信した
ＰＤＡ１－１に送信する。
【０１６１】
ＰＤＡ１の番組録画設定プログラム８３は、ステップＳ１４において、データ通信プログ
ラム８１の処理により、ステップＳ１３において、番組情報サーバ１９１が送信した番組
情報を受信し、番組表メモリ９１に記録し、ステップＳ１５において、インターネットと
の接続を切断して、処理が終了される。
【０１６２】
図１３のフローチャートを用いて説明した処理により、ＰＤＡ１－１の番組表メモリ９１
には、ユーザが所望する日の番組情報が記録される。そして、図２０を用いて説明した番
組情報管理画面に表示されている番組情報取得予定日のうち、番組表メモリ９１に番組情
報が記録されたものには、図２３に示されるように、番組情報取得済みであることを示す
アイコン２７１が表示される。
【０１６３】
次に、図２４のフローチャートを参照して、ＰＤＡ１－２がクレードル７を介してパーソ
ナルコンピュータ９に接続し、パーソナルコンピュータ９が、公衆回線網４、アクセスサ
ーバ６およびインターネット８を介して、番組情報サービスプロバイダ１４に接続して番
組情報を取得し、ＰＤＡ１－２は、パーソナルコンピュータ９から、番組情報を取得する
場合の、ＰＤＡ１－２、パーソナルコンピュータ９および番組情報サービスプロバイダ１
４の番組情報サーバ１９１の処理について説明する。
【０１６４】
ステップＳ２１乃至ステップＳ２３において、図１３のステップＳ１乃至ステップＳ３と
同様の処理が実行される。
【０１６５】
番組録画設定プログラム８３は、ステップＳ２４において、データ通信プログラム８１の
処理により、通信部５３を介して、クレードル７からホットシンクボタン３５が押下され
たことを示す信号の入力を受け、ステップＳ２５において、クレードル７を介して、パー
ソナルコンピュータ９と通信を開始する。
【０１６６】
ステップＳ２６において、パーソナルコンピュータ９のＣＰＵ１３１は、ホットシンクマ
ネージャ１７２を起動し、Palmデスクトップ用のインターフェースを確立する。そして、
ステップＳ２７において、ホットシンクマネージャ１７２は、例えば、番組録画履歴など
の情報を、ＰＤＡ１に送信する。
【０１６７】
ホットシンクとは、２つの異なるコンピュータの間でファイルやデータをシンクロナイズ
させるものであり、Palm OSを搭載しているＰＤＡと、パーソナルコンピュータとで、機
種を選ばず、ファイルやデータをシンクロナイズさせることが可能である。
【０１６８】
ＰＤＡ１－２の番組録画設定プログラム８３は、ステップＳ２８において、クレードル７
を介して、番組情報取得要求をパーソナルコンピュータ９に送信し、パーソナルコンピュ
ータ９から、番組録画履歴などの情報を受信し、ステップＳ２９において、パーソナルコ
ンピュータ９が、ステップＳ２７において送信した番組録画履歴などを、予定表９４に記
録する。
【０１６９】
ステップＳ３０において、ホットシンクマネージャ１７２は、ＰＤＡ１－２から、クレー
ドル７を介して、番組情報取得要求を受信し、ステップＳ３１において、入出力管理プロ
グラム１７１の処理により、インターネット８を介して、番組情報サービスプロバイダ１
４に接続し、ステップＳ３２において、ステップＳ３０において受信した番組情報取得要
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求を、番組情報サービスプロバイダ１４に送信する。
【０１７０】
番組情報サービスプロバイダ１４の番組情報サーバ１９１は、ステップＳ３３において、
インターネット８を介して、パーソナルコンピュータ９から、番組情報取得要求を受信し
、ステップＳ３４において、受信した番組情報取得要求に、ユーザＩＤが含まれているか
否かを判断する。
【０１７１】
ユーザＩＤとは、ＰＤＡ１－２のユーザが、番組情報サービスプロバイダ１４に対して、
取得する番組情報のチャンネルなどの詳細情報を予め登録している場合（すなわち、図１
０を用いて説明したユーザ情報データベース１９５に、対応するユーザが取得する番組情
報の詳細情報が登録されている場合）に与えられるＩＤであり、図１６を用いて説明した
設定画面により設定される。
【０１７２】
ステップＳ３４において、番組情報取得要求に、ユーザＩＤが含まれていると判断された
場合、ステップＳ３５において、番組情報サーバ１９１は、ユーザ情報データベース１９
５から、対応する登録内容を読み込む。
【０１７３】
ステップＳ３４において、番組情報取得要求に、ユーザＩＤが含まれていないと判断され
た場合、もしくはステップＳ３５の処理の終了後、ステップＳ３６において、番組情報サ
ーバ１９１は、ｐｄｂ形式番組情報データベース１９４から、番組情報取得要求に記載さ
れているユーザが要求する番組情報に対応する日付け、地域、もしくはチャンネルなどで
指定される番組情報を検索する。
【０１７４】
ステップＳ３７において、番組情報サーバ１９１は、ステップＳ３６において検索された
番組情報を、インターネット８を介してパーソナルコンピュータ９に送信する。
【０１７５】
ステップＳ３８において、パーソナルコンピュータ９の入出力管理プログラム１７１は、
インターネット８を介して、番組情報サービスプロバイダ１４から番組情報を受信する。
ホットシンクマネージャ１７２は、受信された番組情報を、入出力管理プログラム１７１
の処理により、クレードル７を介して、ＰＤＡ１－２に送信する。
【０１７６】
ステップＳ３９において、パーソナルコンピュータ９の入出力管理プログラム１７１は、
インターネット８との接続を切断する。
【０１７７】
ステップＳ４０において、ＰＡＤ１－２の番組録画設定プログラム８３は、クレードル７
を介して、パーソナルコンピュータ９から番組情報を受信し、番組表メモリ９１に記録し
て、処理を終了する。
【０１７８】
図２４を用いて説明した処理により、例えば、デジタル携帯電話機２を保有していないユ
ーザであっても、パーソナルコンピュータ９を用いて番組情報を取得したり、所定時刻か
ら所定時刻の間（例えば、午後１１時から午前８時）に所定の電話番号に何時間接続して
も、通話料が一定であるようなサービスの時間内に、パーソナルコンピュータ９を用いて
番組情報サービスプロバイダ１４に接続し、番組情報を取得することができる。
【０１７９】
図１３を用いて説明した処理、もしくは図２４を用いて説明した処理により、ＰＤＡ１の
番組表メモリ９１には、番組表１０１が記録される。番組表メモリ９１に番組表１０１が
記録されている状態における番組録画設定プログラム８３の初期画面、すなわち、ユーザ
が、図１１の初期画面において、番組録画設定プログラム８３を示すアイコンを、ペン２
０１を用いて選択した場合に表示部３１に表示される番組表画面を図２５に示す。
【０１８０】
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表示部３１には、番組表２８１、広告バナー２８３、およびタグ２８２が表示される。番
組表２８１には、チャンネル２８４、日付け２８５、時間２８６が表示される。広告バナ
ー２８３は、例えば、広告データに含まれる表示時間情報に従って、表示が自動的に変更
されるようになされている。タグ２８２には、現在時刻（ここでは２１：２２）が表示さ
れている。
【０１８１】
タグ２８２が選択された場合、表示部３１には、図２６に示されるように、番組表タグ２
９１およびオプションタグ２９２が表示される。ユーザにより、番組表タグ２９１が選択
された場合、ドロップダウンリストボックス２９３が表示される。ドロップダウンリスト
ボックス２９３において、「予約表」の項目が選択された場合、図３８を用いて後述する
予約表画面が表示される。また、ドロップダウンリストボックス２９３において、「情報
管理画面」の項目が選択された場合、図２３を用いて説明した情報管理画面が表示され、
番組表２８１内に表示されている所望の番組の開始時間が選択されたあと、「時間帯番組
一覧」の項目が選択された場合、図３５を用いて後述する指定時間帯番組一覧が表示され
る。
【０１８２】
また、ユーザによって、オプションタグ２９２が選択された場合、図２７に示されるよう
に、ドロップダウンリストボックス２９４が表示される。ドロップダウンリストボックス
２９４において、「フォント」の項目が選択された場合、表示部３１に表示されるフォン
トを設定する設定画面が表示され、「設定」の項目が選択された場合、図１６を用いて説
明した設定画面が表示される。
【０１８３】
ドロップダウンリストボックス２９４において、番組情報の削除が選択された場合、図２
８に示されるような、番組情報の削除を確認するメッセージが記載されたウィンドウ２９
５が表示される。ユーザは、番組情報を削除したくない場合、キャンセルボタン２９６を
選択し、番組情報を削除してもよい場合、ＯＫボタン２９７を選択する。このようにする
ことにより、操作を誤った場合においても、データを間違えて削除することを未然に防ぐ
ことができる。
【０１８４】
ドロップダウンリストボックス２９４において、「バージョン情報」の項目が選択された
場合、番組録画設定プログラム８３のバージョン情報が表示される。
【０１８５】
ドロップダウンリストボックス２９４において、「リモートコマンダ」の項目が選択され
た場合、図４８を用いて後述するリモートコマンダ表示画面が表示部３１に表示され、図
４７乃至図５０を用いて後述するリモートコントロール処理が実行される。
【０１８６】
表示部３１に表示されている番組表２８１の、チャンネル２８４が選択された場合、図２
９に示されるように、チャンネル一覧３０１が表示される。ユーザは、表示されたチャン
ネル一覧３０１のうち、表示部３１に表示させたいチャンネルを選択する。
【０１８７】
表示部３１に表示されている番組表２８１の日付け２８５が選択された場合、図３０に示
されるように、現在、番組表メモリ９１に記録されている番組表１０１の日付けの一覧が
表示されている日付け一覧３１１が表示される。ユーザは、表示された日付一覧３１１の
うち、表示部３１に番組表を表示させたい日付を選択する。
【０１８８】
表示部３１に表示されている番組表２８１の時間２８６が選択された場合、図３１に示さ
れるように、表示部３１に表示される番組表の表示開始時刻を設定するためのリストボッ
クス３２１が表示される。ユーザは、リストボックス３２１から、番組を調べたい時間に
対応するものを選択する。
【０１８９】
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広告バナー２８３は、上述したように、一定の時間で自動的に表示が変更される。ユーザ
が広告バナー２８３をクリックすることにより、図３２に示されるような広告詳細画面が
表示される。広告詳細画面には、必要に応じて、ＵＲＬが記載されたリンクテキスト３３
１、もしくは、メールアドレスが記載されたメイル・トゥ・テキスト３３２が表示され、
一つ前の表示画面に戻るためのＯＫボタン３３３が備えられている。
【０１９０】
ユーザによって、リンクテキスト３３１が選択された場合、図３３に示されるように、ウ
ェブブラウザ８６が起動され、ウェブブラウザ８６の処理により、データ通信プログラム
８１が起動され、所定の処理により、インターネット８を介して、図示しないＷＷＷサー
バに接続され、リンクテキスト３３１のＵＲＬにより指定されるウェブページが表示され
る。
【０１９１】
ユーザによって、メイル・トゥ・テキスト３３２が選択された場合、図３４に示されるよ
うに、電子メールプログラム８５が起動され、メイル・トゥ・テキスト３３２により指定
されるアドレスに送信するメールを作成するためのメール作成画面が表示される。作成さ
れたメールの送信が指令された場合、電子メールプログラム８５の処理により、データ通
信プログラム８１が起動され、所定の処理により、アクセスサーバ６の図示しないメール
サーバに接続され、インターネット８を介して、指定されたあて先に、電子メールが送信
される。
【０１９２】
また、ユーザが実際に録画予約を設定する場合、同一時間帯において、他のチャンネルに
どのような番組があるかを知り、その中で、最も自分の嗜好に合致した番組を選択したい
と考える。そのような場合、ユーザは、図２５の番組表の中に表示されている所望の番組
の開始時刻を選択し、図２６に示されるドロップダウンリストボックス２９３を表示させ
て「時間帯番組一覧」の項目を選択することにより、図３５に示される指定時間帯番組一
覧３３５を表示させる。
【０１９３】
番組録画設定プログラム８３は、入出力制御プログラム８２の処理により、ユーザが選択
した所望の番組の開始時刻の入力を受ける。ここでは、ユーザが選択するのは番組の開始
時刻であるが、番組録画設定プログラム８３は、ユーザの選択した時刻ではなく、対応す
る番組の開始時刻および終了時刻を番組表メモリ９１から抽出し、検索された開始時刻乃
至終了時刻の間に放送される全ての番組情報を検索して、図３５に示される指定時間帯番
組一覧３３５を生成し、入出力制御プログラム８２の処理により、表示部３１に出力させ
て表示させる。
【０１９４】
図２５を用いて説明した番組表２８１もしくは図３５を用いて説明した指定時間帯番組一
覧３３５のうち、ユーザは、所望の番組を選択して、パーソナルコンピュータ９に、録画
予約を設定することができる。
【０１９５】
次に、図３６のフローチャートを参照して、パーソナルコンピュータ９に、録画予約を設
定する処理について説明する。
【０１９６】
ＰＤＡ１の番組録画設定プログラム８３は、ステップＳ５１において、入出力制御プログ
ラム８２の処理により、番組表２８１において、ユーザが所望する番組の選択を示す信号
の入力を受け、ステップＳ５２において、図３７に示される選択された番組に対応する番
組詳細画面を表示する。
【０１９７】
具体的には、番組表２８１のうち、ユーザが任意の番組を選択することにより（もしくは
、図３５を用いて説明した指定時間帯番組一覧３３５のうち、ユーザが任意の番組を選択
することにより）、図３７に示されるように、番組詳細画面が表示される。
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【０１９８】
番組詳細画面には、対応する番組の詳細情報（図６を用いて説明した番組表１０１の番組
データに含まれる詳細情報）、前の表示画面（番組表２８１もしくは指定時間帯番組一覧
３３５）に戻る場合に押下されるＯＫボタン３４１、および、この番組を予約表９２に追
加する場合に押下される「予約表へ追加」ボタン３４２が表示される。番組詳細画面には
、また、対応する放送局が管理するウェブページのＵＲＬ、もしくは、対応する番組に関
する情報が記載されているウェブページのＵＲＬを表示させるようにしても良い。
【０１９９】
ＰＤＡ１の番組録画設定プログラム８３は、ステップＳ５３において、入出力制御プログ
ラム８２の処理により、「予約表に追加」ボタン３４２の選択を受け、ステップＳ５４に
おいて、番組表メモリ９１から対応する番組の番組表１０１を検索し、検索された番組表
１０１の番組データを、予約表９２にコピーする。
【０２００】
図３７を用いて説明した番組詳細画面において、「予約表に追加」ボタン３４２が選択さ
れ、予約表９２に対応する番組のデータがコピーされることにより、図３８に示される予
約表画面が表示される。予約表画面には、予約表９２にコピーされた番組データの放送日
時およびタイトルが表示され、番組表２８１に表示を戻すための番組表ボタン３５１、お
よび過去の予約データであって、予約表９２からまだ削除されていないデータも表示させ
るか否かを設定するためのチェックボックス３５２が備えられている。
【０２０１】
予約表画面において、ユーザが所望の番組名を選択した場合、図３９に示される予定の詳
細画面が表示される。予定の詳細画面には、選択された番組の放送予定日時、チャンネル
、タイトル、コメントなどの詳細情報が表示され、一つ前の表示画面である図３８の予約
表画面に戻るためのＯＫボタン３６１、この番組の予約を取り消す場合に選択される削除
ボタン３６２、および、図４６を用いて後述する、対応する番組の録画指令を、パーソナ
ルコンピュータ９（もしくいはＶＣＲ１３）に送出する処理を行う場合に選択される送信
ボタン３６３が備えられている。
【０２０２】
削除ボタン３６２が選択された場合、図４０に示されるように、例えば、「この予定を削
除しますか」というメッセージが表示され、選択された予定を削除する場合に押下される
ＯＫボタン３６６および予定を削除しない場合に押下されるキャンセルボタン３６７を備
えた確認ウィンドウ３６５が表示される。
【０２０３】
ＰＤＡ１の番組録画設定プログラム８３は、ステップＳ５５において、データ通信プログ
ラム８１の処理により、通信部５３を介して、クレードル７からホットシンクボタン３５
が押下されたことを示す信号の入力を受け、ステップＳ５６において、データ通信プログ
ラム８１の処理により、通信部５３およびクレードル７を介して、パーソナルコンピュー
タ９と通信を開始させる。
【０２０４】
パーソナルコンピュータ９のＣＰＵ１３１は、ステップＳ５７において、通信ボード１４
５、外部バス１３６、ブリッジ１３５、およびホストバス１３４を介して、クレードル７
から通信開始の入力を受け、図９を用いて説明したホットシンクマネージャ１７２を起動
し、Palmデスクトップ１７３用のインターフェースを確立し、ステップＳ５８において、
前回のホットシンクの実施以降に実行された番組録画の履歴などの情報を、入出力管理プ
ログラム１７１の処理により、通信ボード１４５およびクレードル７を介して、ＰＤＡ１
に送信する。
【０２０５】
ＰＤＡ１の番組録画設定プログラム８３は、ステップＳ５９において、データ通信プログ
ラム８１の処理により、予約表９２の登録内容を、クレードル７を介して、パーソナルコ
ンピュータ９に送信し、パーソナルコンピュータ９から、番組録画履歴などの情報（パー
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ソナルコンピュータ９がステップＳ５８において送信した情報）を受信し、ステップＳ６
０において、受信した番組録画履歴を基に、予約表９２を更新する。
【０２０６】
例えば、現在、予約表９２に記録されている番組データのうち、ステップＳ５８において
パーソナルコンピュータ９が送信した番組録画履歴には、パーソナルコンピュータ９の予
約監視プログラム１７４による予約録画の状態を示す情報が含まれている。番組録画設定
プログラム８３は、受信した情報を基に、予約表９２を更新するので、それ以降、ユーザ
が予約表画面を表示させた場合には、図４１に示されるように、録画済であることを示す
アイコン３７１、録画予約設定中であることを示すアイコン３７２、もしくは、例えば二
重予約などの、何らかのエラーが発生していることを示すアイコン３７３が、予約表９２
の内容に基づいて表示される。ユーザは、これらのアイコンによって、パーソナルコンピ
ュータ９において実行されている予約録画の状況を、ＰＤＡ１で知ることができる。
【０２０７】
パーソナルコンピュータ９のホットシンクマネージャ１７２は、ステップＳ６１において
、入出力管理プログラム１７１の処理により、ＰＤＡ１から、クレードル７および通信ボ
ード１４５を介して、予約表９２の登録内容を受信し、ステップＳ６２において、予約監
視プログラム１７４に、新たな録画予約情報を登録する。
【０２０８】
ステップＳ６３において、予約監視プログラム１７４は、録画予約に登録されている時刻
になったか否かを判断する。ステップＳ６３において、録画予約に登録されている時刻に
なっていないと判断された場合、録画予約に登録されている時刻になったと判断されるま
で、ステップＳ６３の処理が繰り返される。
【０２０９】
ステップＳ６３において、録画予約に登録されている時刻になったと判断された場合、ス
テップＳ６４において、予約監視プログラム１７４は、自動録画処理を実行して、処理が
終了される。
【０２１０】
このような処理により、ＰＤＡ１において予約表９２に登録された録画予約のための情報
が、パーソナルコンピュータ９に送信され、パーソナルコンピュータ９において、ユーザ
が所望する番組が録画される。
【０２１１】
ＰＤＡ１には、図５を用いて説明したように、予定表プログラム８４がインストールされ
、実行可能な状態になされている。予定表プログラム８４は、ユーザの予定を管理するた
めのプログラムである。
【０２１２】
ユーザにとって、番組の録画予約の予定も、自分の予定表に組み入れたい項目である場合
がある。その場合、図１６を用いて説明した設定画面のチェックボックス２４３にチェッ
クすることにより、予約表９２の登録内容を予定表９４に反映させるようにしても良い。
【０２１３】
次に、図４２のフローチャートを参照して、ＰＤＡ１の予定表９４の変更処理について説
明する。
【０２１４】
ステップＳ７１において、ＰＤＡ１の番組録画設定プログラム８３は、設定情報メモリ９
３に設定されている内容を基に、予定表プログラム８４の予定表９４に、予約表９２の予
約情報を反映するように設定されているか否か、すなわち、チェックボックス２４３がチ
ェックされているか否かを判断する。
【０２１５】
ステップＳ７１において、予定表９４に、予約表９２の予約情報を反映するように設定さ
れていると判断された場合、ステップＳ７２において、番組録画設定プログラム８３は、
予約表９２に新規に録画予約されている番組があるか否かを判断する。ステップＳ７１に
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おいて、予定表９４に、予約表９２の予約情報を反映するように設定されていないと判断
された場合、処理が終了される。
【０２１６】
ステップＳ７２において、予約表９２に新規に録画予約されている番組があると判断され
た場合、ステップＳ７３において、番組録画設定プログラム８３は、新規の録画予約は、
０時００分をまたぐ（すなわち、日付けをまたぐ）番組の録画予約であるか否かを判断す
る。ステップＳ７２において、予約表９２に新規に録画予約されている番組がないと判断
された場合、処理は、ステップＳ７９に進む。
【０２１７】
ステップＳ７３において、新規の録画予約は、０時００分をまたぐ番組の録画予約である
と判断された場合、ステップＳ７４において、番組録画設定プログラム８３は、予定表９
４に反映される録画終了時刻を、予約開始と同一の日の２３時５９分とする。
【０２１８】
ステップＳ７３において、新規の録画予約は、０時００分をまたぐ番組の録画予約ではな
いと判断された場合、もしくはステップＳ７４の処理の終了後、番組録画設定プログラム
８３は、ステップＳ７５において、新規の録画予約設定に対応する番組毎に固有に割り当
てられるＵＩＤを作成し、ステップＳ７６において、予約表９２から、対応するデータを
コピーして、作成したＵＩＤとともに、予定表プログラム８４の予定表９４に登録する。
【０２１９】
ステップＳ７７において、予定表プログラム８４は、予定開始時刻に対して所定の時間だ
け先にアラームが鳴るように設定されているか否かを判断する。
【０２２０】
ステップＳ７７において、アラームが設定されていると判断された場合、ステップＳ７８
において、予定表プログラム８４は、新規の録画予約の時刻を基に、アラームを設定する
。例えば、イベントの開始時刻の１０分前にアラームが鳴るように設定されている場合、
予定表プログラム８４は、新規の録画予約の開始時刻の１０分前にアラームをセットする
。
【０２２１】
ステップＳ７９において、番組録画設定プログラム８３は、以前実行された予約表９２の
変更処理以降、予約表９２から録画予約を削除された番組があるか否かを判断する。
【０２２２】
ステップＳ７９において、予約表９２から録画予約を削除された番組があると判断された
場合、ステップＳ８０において、番組録画設定プログラム８３は、録画予約を削除された
番組のＵＩＤを、予定表プログラム８４に供給する。予定表プログラム８４は、供給され
た番組のＵＩＤを基に、対応する番組を予定表９４から削除する。
【０２２３】
ステップＳ７９において、予約表９２から録画予約を削除された番組がないと判断された
場合、もしくは、ステップＳ８０の処理の終了後、処理が終了される。
【０２２４】
図４２のフローチャートを用いて説明した処理により、予定表９４に記録されているデー
タに、予約表９２のデータが反映されるので、図１１を用いて説明した初期画面において
、予定表プログラム８４の起動を指令するアイコンが選択された場合に表示される予定表
画面には、図４３に示されるように、録画予約の予定が記載される。
【０２２５】
このとき、予定表画面には、他の予定と番組録画予定とを区別するために、図１６を用い
て説明した挿入キーワード２４４に続いて録画予約された番組名が記載される。挿入キー
ワードを用いる以外にも、例えば、表示色を変更させるなどによって、他の予定と番組録
画予定とを区別することができるようにしても良い。
【０２２６】
また、ＰＤＡ１のデータ通信プログラム８１は、赤外線通信部２２を介して、他の装置と
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赤外線通信を行うか、もしくは、無線ＬＡＮ通信部６４を介して、無線通信を行う。
【０２２７】
例えば、ＰＤＡ１－１からＰＤＡ１－２へ、上述した番組録画設定プログラム８３の処理
により設定された情報を送信する場合の操作について説明する。
【０２２８】
ユーザは、図２０を用いて説明した情報管理画面を表示させ、取得した番組情報、あるい
は録画予約の設定内容を送信したい日付けを選択する。日付けは、複数選択することも可
能である。そして、ユーザは、図２２を用いて説明したドロップダウンリストボックス２
６８を表示させ、「情報の赤外線通信」の項目を選択する。番組録画設定プログラム８３
は、選択された日付けに対応する、取得した番組情報および広告情報、並びに録画予約の
設定内容を、赤外線通信を用いて送信する。このとき、例えば、送信処理を中断すること
などにより、広告情報を除いた情報が送信されるようなことがないように、広告情報が最
初に送信される。
【０２２９】
あるいは、ユーザは、図１１を用いて説明した初期画面において、メニューを表示させる
。図４４に示されるように、アプリケーションタグ３９１およびオプションタグ３９２が
表示されるので、ユーザは、アプリケーションタグ３９１を選択する。
【０２３０】
ＰＤＡ１－１のPalm OSは、ユーザの操作入力を受けて、ドロップダウンリストボックス
３９３を表示させる。ユーザは、表示されたドロップダウンリストボックス３９３から「
赤外線通信」の項目を選択することにより、図４５に示される赤外線通信画面を表示させ
ることができる。
【０２３１】
赤外線通信画面には、ＰＤＡ１－１が有するアプリケーションの一覧が表示され、赤外線
通信モードを終了させるための終了ボタン４０１、および選択したアプリケーションのデ
ータを赤外線通信させるための赤外線通信ボタン４０２が設けられている。
【０２３２】
ユーザは、アプリケーションの一覧の中から、番組予約を選択し、赤外線通信ボタン４０
２を選択する。ＰＤＡ１－１のPalm OSは、ユーザの操作入力を受けて、赤外線通信の受
信先となる装置（ここではＰＤＡ１－２）を探し、対応する装置が見つかった場合、番組
録画設定プログラム８３が保持している情報（例えば、番組表メモリ９１に記録されてい
るダウンロード済みの番組表１０１、あるいは予約表９２に記載されている番組予約予定
など）を、赤外線通信を用いて送信する。この場合も同様に、広告情報が最初に送信され
る。
【０２３３】
ここでは、番組表メモリ９１に記録されているダウンロード済みの番組表１０１、あるい
は予約表９２に記載されている番組予約予定など赤外線通信を用いて送信する場合につい
て説明したが、同様の処理により、無線通信を用いて情報を送出することができるように
してもよいことは言うまでもない。
【０２３４】
ＰＤＡ１－１の番組録画設定プログラム８３によって、予約表９２に記録された番組録画
予約の設定を、赤外線通信あるいは無線通信を用いて、ＰＤＡ１－２に送信することによ
り、例えば、ＰＤＡ１－１を保有するユーザが、ＰＤＡ１－２を保有するユーザに代わっ
て番組情報をダウンロードして、ＰＤＡ１－２を保有するユーザのために、番組録画予約
の予約表を作成することができる。ＰＤＡ１－１を保有するユーザは、作成した予約表９
２をＰＤＡ１－２に赤外線通信を用いて送信し、ＰＤＡ１－２のユーザは、図３６を用い
て説明した方法で、パーソナルコンピュータ９、もしくはＶＣＲ１３へ録画予約設定を行
うことができる。
【０２３５】
また、番組録画設定プログラム８３は、ＰＤＡ１の赤外線通信機能を利用して、予約設定
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した番組の録画指令を、パーソナルコンピュータ９、もしくはＶＣＲ１３に赤外線通信に
より送出することも可能である。図３９を用いて説明した予定の詳細画面において表示さ
れている送信ボタン３６３が、ユーザによって押下された場合、番組録画設定プログラム
８３は、そのとき表示されている番組の録画指令を生成し、データ通信プログラム８１の
処理により、赤外線通信部２２（もしくは、無線ＬＡＮ通信部６４）を介して送出させる
。
【０２３６】
次に、図４６のフローチャートを参照して、赤外線通信を利用して、パーソナルコンピュ
ータ９に録画指令を送出する処理について説明する。なお、パーソナルコンピュータ９で
はなく、ＶＣＲ１３に対して録画指令を送出する場合も、基本的には、同様の処理が実行
されるので、その説明は省略する。
【０２３７】
ステップＳ９１において、番組録画設定プログラム８３は、入出力制御プログラム８２の
処理により、タッチパッド制御部４８、ジョグダイヤル３３、もしくはキー３２から入力
されるユーザの操作に従って、図３８を用いて説明した予定表画面を表示部３１に表示さ
せ、入出力制御プログラム８２の処理により、タッチパッド制御部４８、ジョグダイヤル
３３、もしくはキー３２から、ユーザが所望する番組の選択を示す入力を受ける。
【０２３８】
ステップＳ９２において、番組録画設定プログラム８３は、選択された番組に対応する、
図３９を用いて説明した予定の詳細画面を生成し、入出力制御プログラム８２の処理によ
り、表示部３１に出力して、表示させる。
【０２３９】
ステップＳ９３において、番組録画設定プログラム８３は、入出力制御プログラム８２の
処理により、タッチパッド制御部４８から、送信ボタン３６３の選択を示す信号の入力を
受ける。
【０２４０】
ステップＳ９４において、番組録画設定プログラム８３は、予約表９２に記録されている
番組の番組データを基に、録画指令を生成し、データ通信プログラム８１に供給する。録
画指令には、例えば、録画を実行したい番組のチャンネル、放送開始時間、および放送終
了時間が含まれている。
【０２４１】
ステップＳ９５において、データ通信プログラム８１は、赤外線通信を利用して、パーソ
ナルコンピュータ９に、ステップＳ９４において生成された録画指令を送信する。
【０２４２】
ステップＳ９６において、パーソナルコンピュータ９の録画予約設定プログラム１７８は
、入出力管理プログラム１７１の処理により、赤外線通信部１４６（もしくは、無線ＬＡ
Ｎ通信部１４７）を介して、ＰＤＡ１から、録画指令を受信する。ここで、録画予約設定
プログラム１７８は、ＰＤＡ１に対して録画指令を受信したことを示す返信コマンドを生
成して、入出力管理プログラム１７１の処理により、赤外線通信部１４６（もしくは、無
線ＬＡＮ通信部１４７）を介して、ＰＤＡ１に返信するようにしても良い。
【０２４３】
ステップＳ９７乃至ステップＳ９９において、図３６のステップＳ６２乃至ステップＳ６
４と同様の処理が実行され、処理が終了される。
【０２４４】
このような処理により、例えば、Ｇコードの番号を入力するような煩雑な操作を行うこと
なく、簡単な処理で、パーソナルコンピュータ９もしくはＶＣＲ１３に対して、録画予約
を指令することができる。
【０２４５】
また、番組録画設定プログラム８３は、ＰＤＡ１の赤外線通信機能を利用して、パーソナ
ルコンピュータ９が実行するプログラムに対して、パーソナルコンピュータ９のキーボー
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ド１３８もしくはマウス１３９を用いることなく、ＰＤＡ１を用いて、リモートコントロ
ールにより操作入力するための処理を行うことができる。
【０２４６】
次に、図４７のフローチャートを参照して、録画予約設定プログラム１７８に対するリモ
ートコントロール処理について説明する。ここでは、パーソナルコンピュータ９において
、録画予約設定プログラム１７８が起動され、ＰＤＡ１を用いてリモートコントロールを
行う場合について説明する。
【０２４７】
ステップＳ１１１において、番組録画設定プログラム８３は、入出力制御プログラム８２
の処理により、タッチパッド制御部４８、ジョグダイヤル３３、もしくはキー３２から入
力されるユーザの操作に従って、リモートコマンダ表示画面を表示させる。
【０２４８】
図４８は、リモートコマンダ表示画面である。リモートコマンダ表示画面には、各種指令
を入力するためのキー群４１１およびメニューを表示させるためのタグ４１２が表示され
ている。タグ４１２が選択された場合、図示しないドロップダウンリストボックスが表示
され、リモートコマンダ表示画面の終了を指示することができる。図示しないドロップダ
ウンリストボックスには、終了を指示するメニュー以外にも、例えば、表示のフォントの
設定画面を設定する設定画面に移行するためのコマンドなど、複数のコマンドが用意され
る。
【０２４９】
ステップＳ１１２において、パーソナルコンピュータ９のＣＰＵ１３１は、ユーザの操作
に従って、録画予約設定プログラム１７８を起動させ、入出力管理プログラム１７１の処
理により、ＣＲＴ１４０に、図４９に示される録画予約設定画面４１５を表示させる。
【０２５０】
ステップＳ１１３において、番組録画設定プログラム８３は、入出力制御プログラム８２
の処理により、タッチパッド制御部４８、ジョグダイヤル３３、もしくはキー３２からユ
ーザの操作入力を受ける。
【０２５１】
ステップＳ１１４において、パーソナルコンピュータ９の録画予約設定プログラム１７８
は、入出力管理プログラム１７１の処理により、赤外線通信部１４６（もしくは、無線Ｌ
ＡＮ通信部１４７）を介して、ＰＤＡ１から、ユーザの操作に対応する信号の入力を受け
る。また、録画予約設定プログラム１７８は、録画指令を受信したことを示す返信コマン
ドを生成して、入出力管理プログラム１７１の処理により、赤外線通信部１４６（もしく
は、無線ＬＡＮ通信部１４７）を介して、ＰＤＡ１に返信するようにしても良い。
【０２５２】
ステップＳ１１５において、パーソナルコンピュータ９の録画予約設定プログラム１７８
は、入力された信号に対応する処理を実行する。例えば、ユーザがジョグダイヤル３３を
回転操作した場合、ステップＳ１１２において表示された録画予約設定画面上において、
選択されるメニューバーのタグ、あるいはボタンなどの位置が変更されるといったように
、ＰＤＡ１から入力されるユーザの操作に対応する信号と、録画予約設定プログラム１７
８に対する指令が対応されている。
【０２５３】
ステップＳ１１６において、番組録画設定プログラム８３は、入出力制御プログラム８２
の処理により、操作終了の指示を受けたか否かを判断する。ステップＳ１１６において、
操作終了の指示を受けていないと判断された場合、処理は、ステップＳ１１３に戻り、そ
れ以降の処理が繰り返される。
【０２５４】
ステップＳ１１６において、操作終了の指示を受けたと判断された場合、ステップＳ１１
７において、番組録画設定プログラム８３は、入出力制御プログラム８２の処理により、
図４８を用いて説明したリモートコマンダ表示画面の一つ前に表示されていた表示画面を
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表示させ、処理が終了される。
【０２５５】
図４７を用いて説明した処理により、キーボード１３８やマウス１３９の操作に不慣れな
ユーザでも、ＰＤＡ１を用いて、パーソナルコンピュータ９が実行する録画予約の設定な
どを簡単に行うことができる。
【０２５６】
他の例として、録画再生プログラム１７７の処理により、コンテンツ再生処理を行い、図
５０に示される表示画面をＣＲＴ１４０に表示させている状態で、ＰＤＡ１の処理により
、リモートコントロールを実行する場合について説明する。
【０２５７】
例えば、図５０に示されるビデオレコーダウィンドウ４２２には、ユーザの操作により選
択された動画像データや現在放送中のテレビ番組が表示されるようになされている。ユー
ザは、ビデオレコーダウィンドウ４２２内のコンテンツカプセル選択ウィンドウ４２３に
表示された複数の番組コンテンツの中から、所望のコンテンツを選択して再生させること
もできる。ユーザは、所望のコンテンツを再生させたい場合、図４８のキー群４１１のう
ちの所定の方向を指示するカーソルキーを押下するか、もしくはジョグダイヤル３３を回
転操作することにより、所望のコンテンツを選択することができる。
【０２５８】
パーソナルコンピュータ９の入出力管理プログラム１７１は、赤外線通信部１４６（もし
くは、無線ＬＡＮ通信部１４７）を介して入力された、ユーザの操作を示す信号を基に、
コンテンツカプセル選択ウィンドウ４２３に表示されているコンテンツ名のうち、反転さ
れているテキストを順次変更するように、その表示を制御する。
【０２５９】
そして、入出力管理プログラム１７１は、赤外線通信部１４６（もしくは、無線ＬＡＮ通
信部１４７）を介して入力された、図４８のキー群４１１のうちの再生キーが押下された
ことを示す信号、もしくは、ジョグダイヤル３３が本体側への押圧操作されたことを示す
信号の入力を受け、選択が確定されたことを示す信号を録画再生プログラム１７７に供給
する。録画再生プログラム１７７は、入力された信号に従って、選択されたコンテンツの
再生処理を実行させる。
【０２６０】
図５０においては、パーソナルコンピュータ９において、録画再生プログラム１７７が起
動されていた場合について説明したが、パーソナルコンピュータ９において、他のプログ
ラムが起動されていた場合にも、基本的に同様の処理が実行される。なお、ジョグダイヤ
ル３３の操作と、パーソナルコンピュータ９の表示画面上における操作との対応は、この
限りではない。
【０２６１】
また、番組録画設定プログラム８３は、ＰＤＡ１の赤外線通信機能を利用して、同様の処
理により、ＶＣＲ１３のリモートコントローラとしても機能することができる。
【０２６２】
更に、番組録画設定プログラム８３は、ＰＤＡ１の赤外線通信機能を利用して、パーソナ
ルコンピュータ９がＨＤＤ１４１に記録しているコンテンツデータを受信し、そのコンテ
ンツデータを再生することができる。
【０２６３】
パーソナルコンピュータ９のＨＤＤ１４１には、複数のコンテンツデータが記録されてい
る。コンテンツデータは、ＡＶコンテンツデータ管理検索プログラム１７６の処理により
、管理され、検索される。
【０２６４】
ＡＶコンテンツデータ管理検索プログラム１７６の処理により、ＣＲＴ１４０に表示され
るＡＶコンテンツ管理検索画面４３１を図５１に示す。ＡＶコンテンツ管理検索画面４３
１には、ＨＤＤ１４１に保存されているコンテンツデータの一覧が表示され、コンテンツ
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名とともに、例えば、作成（録画）日時、再生済みか、まだ再生されていないかなどを示
すコンテンツの状態情報、コンテンツの長さ、チャンネル名、録画モードなどが表示され
る。
【０２６５】
ＰＤＡ１は、パーソナルコンピュータ９と比較して、データの記憶容量が少なく、かつ、
動画の表示の性能が低いので、パーソナルコンピュータ９のＡＶコンテンツ変換プログラ
ム１７５は、コンテンツデータを、データ容量が少なく、ＰＤＡ１が表示するのに適した
所定のフォーマットに変換した後、入出力管理プログラム１７１の処理により、赤外線通
信部１４６（もしくは、無線ＬＡＮ通信部１４７）を介して、ＰＤＡ１に送信する。
【０２６６】
ＰＤＡ１の番組録画設定プログラム８３は、データ通信プログラム８１の処理により、赤
外線通信部２２（もしくは、無線ＬＡＮ通信部６４）から受信されたコンテンツデータの
うちの動画像データを動画表示プログラム８７に供給し、ユーザの操作に基づいて、表示
部３１に表示させるとともに、コンテンツデータのうちの音声データを、バッファ５０を
介して、音声再生部５１に出力し、音声を再生させる。
【０２６７】
次に、図５２のフローチャートを参照して、パーソナルコンピュータ９に記録されている
コンテンツデータを、ＰＤＡ１に赤外線通信を利用して送信し、ＰＤＡ１で、コンテンツ
データを再生する処理について説明する。
【０２６８】
ＰＤＡ１の番組録画設定プログラム８３は、ステップＳ１３１において、入出力制御プロ
グラム８２の処理により、タッチパッド制御部４８、ジョグダイヤル３３、もしくはキー
３２から入力される、コンテンツデータの受信・再生モードへの移行指示の入力を受け、
ステップＳ１３２において、図５３に示されるようなコンテンツデータ受信・再生画面を
表示させる。ステップＳ１３２においては、まだ、パーソナルコンピュータ９からコンテ
ンツの一覧を受信していないので、図５３に示されるコンテンツデータ受信・再生画面の
コンテンツ名は表示されていない。
【０２６９】
図５３のコンテンツデータ受信・再生画面には、所望のコンテンツデータをパーソナルコ
ンピュータ９から受信する場合に押下されるコンテンツデータ受信ボタン４４１、および
コンテンツデータの一覧をパーソナルコンピュータ９から受信する場合に押下される一覧
受信ボタン４４２が設けられている。
【０２７０】
ステップＳ１３３において、ＰＤＡ１の番組録画設定プログラム８３は、データ通信プロ
グラム８１の処理により、赤外線通信部２２（もしくは、無線ＬＡＮ通信部６４）を介し
て、コンテンツデータ一覧の送信要求をパーソナルコンピュータ９に送信する。
【０２７１】
ステップＳ１３４において、パーソナルコンピュータ９のＡＶコンテンツ管理検索プログ
ラム１７６は、入出力管理プログラム１７１の処理により、赤外線通信部１４６（もしく
は、無線ＬＡＮ通信部１４７）を介して、コンテンツデータ一覧の送信要求を、ＰＤＡ１
から受信する。
【０２７２】
ステップＳ１３５において、ＡＶコンテンツ管理検索プログラム１７６は、コンテンツデ
ータ一覧を生成し、入出力管理プログラム１７１の処理により、赤外線通信部１４６（も
しくは、無線ＬＡＮ通信部１４７）を介して、ＰＤＡ１に送信する。
【０２７３】
ステップＳ１３６において、ＰＤＡ１の番組録画設定プログラム８３は、データ通信プロ
グラム８１の処理により、赤外線通信部２２（もしくは、無線ＬＡＮ通信部６４）を介し
て、コンテンツデータ一覧を受信し、コンテンツデータ一覧画面に対応する表示画面デー
タを生成して、入出力制御プログラム８２の処理により、表示部３１に出力して表示させ
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る。
【０２７４】
ステップＳ１３６の処理により、コンテンツデータ受信・再生画面には、図５３に示され
るように、パーソナルコンピュータ９が内部に保存しているコンテンツ名の一覧が表示さ
れる。
【０２７５】
ユーザは、一覧表示されているコンテンツデータのうち、所望のコンテンツデータ選択し
、コンテンツデータ受信ボタン４４１を押下する。ステップＳ１３７において、番組録画
設定プログラム８３は、入出力制御プログラム８２の処理により、タッチパッド制御部４
８、ジョグダイヤル３３、もしくはキー３２から入力される、コンテンツ名の選択と、選
択されたコンテンツデータの受信を指令する操作を示す信号（すなわち、コンテンツデー
タ受信ボタン４４１が押下されたことを示す信号）の入力を受ける。
【０２７６】
ステップＳ１３８において、番組録画設定プログラム８３は、対応するコンテンツデータ
のデータ変換および送信要求を生成し、データ通信プログラム８１の処理により、赤外線
通信部２２（もしくは、無線ＬＡＮ通信部６４）から、パーソナルコンピュータ９に送信
する。
【０２７７】
ステップＳ１３９において、パーソナルコンピュータ９の入出力管理プログラム１７１は
、コンテンツデータのデータ変換および送信要求を、赤外線通信部１４６（もしくは、無
線ＬＡＮ通信部１４７）を介して受信し、ＡＶコンテンツ管理検索プログラム１７６に供
給する。ＡＶコンテンツ管理検索プログラム１７６は、対応するコンテンツデータを検索
して、ＡＶコンテンツ変換プログラム１７５に供給する。ＡＶコンテンツ変換プログラム
１７５は、供給されたコンテンツデータを、ＰＤＡ１の動画表示プログラム８７の処理に
よって表示部３１に表示させるのに適した所定のフォーマットに変換し、入出力管理プロ
グラム１７１に供給する。
【０２７８】
ステップＳ１４０において、入出力管理プログラム１７１は、変換されたコンテンツデー
タを、赤外線通信部１４６（もしくは、無線ＬＡＮ通信部１４７）を介して、ＰＤＡ１に
送信する。
【０２７９】
ステップＳ１４１において、ＰＤＡ１の番組録画設定プログラム８３は、データ通信プロ
グラム８１の処理により、赤外線通信部２２（もしくは、無線ＬＡＮ通信部６４）を介し
て、ＰＤＡ１のコンテンツデータを受信し、再生可能なコンテンツデータのアイコンを生
成し、入出力制御プログラム８２の処理により、表示部３１に出力して表示させる。
【０２８０】
図５４に、再生可能なコンテンツデータに対応するアイコンが表示された再生指示画面を
示す。再生指示画面には、再生可能なコンテンツに対応するアイコン群４５１が表示され
、更に、図５３のコンテンツ一覧表示画面に戻るための一覧表示ボタン４５２が備えられ
ている。
【０２８１】
ステップＳ１４２において、番組録画設定プログラム８３は、入出力制御プログラム８２
の処理により、タッチパッド制御部４８、ジョグダイヤル３３、もしくはキー３２から入
力される信号に基づいて、アイコンの選択を受けたか否かを判断する。ステップＳ１４２
において、アイコンの選択を受けていないと判断された場合、アイコンの選択を受けたと
判断されるまで、ステップＳ１４２の処理が繰り返される。
【０２８２】
ステップＳ１４２において、アイコンの選択を受けたと判断された場合、ステップＳ１４
３において、番組録画設定プログラム８３は、ステップＳ１４２において選択されたコン
テンツデータを、動画表示プログラム８７に供給し、入出力制御プログラム８２の処理に
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より、ユーザの操作に従って、対応するコンテンツデータを表示部３１に出力させ、再生
させて、処理が終了される。
【０２８３】
コンテンツデータを表示させた表示画面３１を図５５に示す。表示画面３１には、コンテ
ンツの動画を表示する表示エリア４６１以外に、ユーザが簡単に操作を行えるようなボタ
ン群４６２を表示させるようにしても良い。
【０２８４】
図５２を用いて説明した処理により、パーソナルコンピュータ９に蓄積されたコンテンツ
を、ＰＤＡ１を用いて再生することができるようになるので、例えば、移動中の電車の中
などでも、録画したコンテンツを再生して楽しむことができる。
【０２８５】
また、パーソナルコンピュータ９は、ＰＤＡ１からの操作入力を受けることなく、ＡＶコ
ンテンツ変換プログラム１７５を起動し、コンテンツデータを所定のフォーマットに変換
させることが可能である。例えば、図５６に示されるように、図５１を用いて説明したＡ
Ｖコンテンツ管理検索画面４３１を表示させている状態で、ＡＶコンテンツ変換プログラ
ム１７５を起動させると、コンテンツ変換ウィンドウ４７１が表示される。
【０２８６】
ユーザが、所望のコンテンツを示すアイコンを、ＡＶコンテンツ管理検索画面４３１から
コンテンツ変換ウィンドウ４７１にドロップアンドドラッグするか、もしくは、コピーア
ンドペーストした場合、ＡＶコンテンツ変換プログラム１７５は、ユーザが選択したアイ
コンに対応するコンテンツデータを、ステップＳ１３９において実行する処理と同様にし
て、所定のフォーマットに変換する。
【０２８７】
所定のフォーマットに変換されたＡＶデータは、コンテンツ変換ウィンドウ４７１内に、
アイコン４７２として表示される。
【０２８８】
更に、コンテンツ変換ウィンドウ４７１にメニュー画面を設けることなどにより、パーソ
ナルコンピュータ９への操作入力によって、フォーマットが変換されたコンテンツデータ
を、パーソナルコンピュータ９からＰＤＡ１に対して赤外線通信、あるいは無線通信によ
り送信することができるようにしても良い。
【０２８９】
上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行させることもできるが、ソフトウェアに
より実行させることもできる。一連の処理をソフトウェアにより実行させる場合には、そ
のソフトウェアを構成するプログラムが、専用のハードウェアに組み込まれているコンピ
ュータ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行するこ
とが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、プログラム格納媒体からイン
ストールされる。
【０２９０】
コンピュータにインストールされ、コンピュータによって実行可能な状態とされるプログ
ラムを格納するプログラム格納媒体は、図４に示されるように、磁気ディスク７１（フロ
ッピーディスクを含む）、光ディスク７２（CD-ROM（Compact Disc-Read Only Memory）
、DVD（Digital Versatile Disc)を含む）、光磁気ディスク７３（MD(Mini-Disc)を含む
）、もしくは半導体メモリ１２４などよりなるパッケージメディア、または、プログラム
が一時的もしくは永続的に格納されるFlash ROM４３や、ハードディスクなどにより構成
される。プログラム格納媒体へのプログラムの格納は、必要に応じてルータ、モデムなど
のインターフェースを介して、公衆回線網４、ローカルエリアネットワーク、インターネ
ット８、デジタル衛星放送といった、有線または無線の通信媒体を利用して行われる。
【０２９１】
なお、本明細書において、プログラム格納媒体に格納されるプログラムを記述するステッ
プは、記載された順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に
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処理されなくとも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
【０２９２】
また、本明細書において、システムとは、複数の装置により構成される装置全体を表すも
のである。
【０２９３】
【発明の効果】
本発明の携帯型情報端末装置および情報処理方法、並びにプログラムによれば、番組情報
を取得し、取得された番組情報を表示し、表示されている番組情報から、ユーザが実行し
た操作の入力に基づいて、所定の番組の録画予約を行うための予約情報を設定し、設定さ
れた予約情報を予定表に書き込むようにしたので、ＰＤＡなどの携帯型情報端末装置で管
理されているユーザの予定表に、番組の録画予約の予定を反映させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る番組データ取得システムの一実施の形態の構成例を示す図である。
【図２】図１のＰＤＡの外観の斜視図である。
【図３】図１のＰＤＡの外観の正面図である。
【図４】図１のＰＤＡの電気的な構成例を示すブロック図である。
【図５】図１のＰＤＡの機能ブロック図である。
【図６】図５の番組表メモリに記録される番組表のデータ構成を示す図である。
【図７】図１のパーソナルコンピュータの構成例を示すブロック図である。
【図８】図７の画像処理ボードの構成例を示すブロック図である。
【図９】図１のパーソナルコンピュータの機能ブロック図である。
【図１０】図１の番組情報サービスプロバイダの構成例を示すブロック図である。
【図１１】ＰＤＡの初期表示画面を示す図である。
【図１２】ＰＤＡの表示画面例を示す図である。
【図１３】ＰＤＡが番組情報サービスプロバイダから番組情報を取得する処理を説明する
ためのフローチャートである。
【図１４】番組情報管理画面について説明するための図である。
【図１５】番組情報管理画面のメニュー表示について説明するための図である。
【図１６】設定画面について説明するための図である。
【図１７】チャンネル設定画面について説明するための図である。
【図１８】番組取得予定日設定画面について説明するための図である。
【図１９】メッセージウィンドウの表示例を示す図である。
【図２０】番組情報管理画面の表示例を示す図である。
【図２１】変更ウィンドウの表示例を示す図である。
【図２２】番組情報管理画面のメニュー表示について説明するための図である。
【図２３】番組情報取得後に表示されるアイコンについて説明するための図である。
【図２４】ＰＤＡが、パーソナルコンピュータを介して、番組情報サービスプロバイダか
ら番組情報を取得する処理を説明するためのフローチャートである。
【図２５】番組表画面の表示例を示す図である。
【図２６】番組表画面のメニュー表示について説明するための図である。
【図２７】番組表画面のメニュー表示について説明するための図である。
【図２８】メッセージウィンドウの表示例を示す図である。
【図２９】チャンネル一覧の表示例を示す図である。
【図３０】日付け一覧の表示例を示す図である。
【図３１】番組表の表示開始時間を設定するためのリストボックスの表示例を示す図であ
る。
【図３２】広告詳細画面の表示例を示す図である。
【図３３】ウェブブラウザが起動された場合の表示画面の例を示す図である。
【図３４】電子メールプログラムが起動された場合の表示画面の例を示す図である。
【図３５】指定時間帯番組一覧の表示例を示す図である。
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【図３６】録画予約設定処理を説明するフローチャートである。
【図３７】番組詳細画面の表示例を示す図である。
【図３８】予約表画面の表示例を示す図である。
【図３９】予定の詳細画面の表示例を示す図である。
【図４０】メッセージウィンドウの表示例を示す図である。
【図４１】録画の状態を示すアイコンの表示例を示す図である。
【図４２】予定表の変更処理について説明するためのフローチャートである。
【図４３】番組予約の予定が反映された予定表の表示例を示す図である。
【図４４】メニューの表示について説明するための図である。
【図４５】赤外線通信画面の表示例を示す図である。
【図４６】ＰＤＡが、赤外線通信を利用して、パーソナルコンピュータに録画指令を送出
する処理について説明するためのフローチャートである。
【図４７】ＰＤＡによるリモートコントロール処理について説明するためのフローチャー
トである。
【図４８】リモートコマンダ表示画面の表示例を示す図である。
【図４９】パーソナルコンピュータに表示される録画予約設定画面の表示例を示す図であ
る。
【図５０】パーソナルコンピュータに表示されるビデオレコーダウィンドウの表示例を示
す図である。
【図５１】パーソナルコンピュータに表示されるＡＶコンテンツ管理検索画面の表示例を
示す図である。
【図５２】パーソナルコンピュータからＰＤＡへコンテンツデータを送信する処理につい
て説明するためのフローチャートである。
【図５３】コンテンツデータ受信・再生画面の表示例を示す図である。
【図５４】再生可能なコンテンツデータに対応するアイコンが表示された再生指示画面の
表示例を示す図である。
【図５５】コンテンツの表示例を示す図である。
【図５６】ＡＶコンテンツ管理検索画面から、コンテンツ変換の処理を実行する場合につ
いて説明するための図である。
【符号の説明】
１　ＰＤＡ，　２　デジタル携帯電話機，　３　基地局，　４　公衆回線網，７　クレー
ドル，　８　インターネット，　９　パーソナルコンピュータ，　１３　ＶＣＲ，　１４
　番組情報サービスプロバイダ，　１５　企業，　１６　パーソナルコンピュータ，　３
１　表示画面，　３５　ホットシンクボタン，　４１　ＣＰＵ，　８１　データ通信プロ
グラム，　８３　番組録画設定プログラム，　８４　予定表プログラム，　９１　番組表
メモリ，　９２　予約表，　９４予定表，　１０１　番組表，　１３１　ＣＰＵ，　１７
１　入出力管理プログラム，　１７２　ホットシンクマネージャ，　１７４　予約監視プ
ログラム，　１７５　ＡＶコンテンツ変換プログラム，　１７６　ＡＶコンテンツ検索管
理プログラム，　１９１　番組情報サーバ，　１９３　コンバータ，　１９４　ｐｄｂ形
式番組情報データベース，　１９５　ユーザデータベース，　１９７　課金サーバ
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