
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の番組の映像情報を記録した記録再生装置における映像情報の再生を制御可能な情
報処理端末であって、
　 番組の映像情報と前記番組に関する番組情報とを受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信された前記映像情報を表示する表示手段と、
　前記表示手段に前記映像情報が表示されている場合に、前記情報処理端末のユーザから
記録要求が入力されると、前記番組情報と、前記映像情報の少なくとも一部を含む番組識
別画像情報と、を対応付けて記憶する記憶手段と、
　
　 前記表
示手段に表示された前記番組識別画像情報が前記ユーザにより選択され

場合に、 前記番組識別画像情報に対応した
番組情 前記記録再生装置に送信する を特徴とする情報処理端末。
【請求項２】
　前記情報処理端末のユーザから 記録要求が入力されたとき、前記送信手段は前記番
組情報とともに録画指示コマンドを前記記録再生装置に送信することを特徴とする請求項
１に記載の情報処理端末。
【請求項３】
　前記番組情報は、前記番組のタイトル名または放送チャンネルまたは放送時間帯を示す
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放送局から

前記記録再生装置に情報を送信する送信手段と、を備え、
前記記憶手段により記憶された前記番組識別画像情報を前記表示手段に表示し、

た上で、前記ユー
ザにより再生指示が選択された 前記送信手段が

報を ように制御すること

前記



情報であることを特徴とする請求項１または２に記載の情報処理端末。
【請求項４】
　前記番組識別画像情報は静止画情報であることを特徴とする請求項１ないし３のいずれ
かに記載の情報処理端末。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ユーザが携帯し、通信を行うことが可能な情報処理端末、情報処理装置と通信
可能な記録再生装置、及びこれらから構成される放送記録再生システムに関する。なお、
ここで、情報処理端末とは、例えば、携帯電話、ＰＨＳ、ＰＤＡ（ Personal Digital Ass
istant）やＰＣＳ  (Personal Communications Services)、ＰＣ（ Personal Computer）等
である。
【０００２】
【従来の技術】
特開２０００－５７９５３号公報に、遠隔地の端末からテレビジョン放送受信装置の各種
設定を遠隔の端末から行うテレビジョン放送受信装置の遠隔設定システムが記載されてい
る。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記公知例には、ビデオ装置の録画設定や受信装置の設定変更を遠隔操作
できる端末について記載されているが、端末自身でテレビ放送等を受信する場合の使い勝
手については一切考慮されていない。
【０００４】
そこで、本発明の目的は、端末自身で放送を受信した場合についての使い勝手を向上させ
ることにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　

【０００６】
【発明の実施の形態】
本発明の第１の実施例について説明する。本実施例においては、テレビ放送を受信可能な
携帯端末を用いた記録再生システムについて考える。以下、図面において、同一符号は、
同一の構成部、同一のステップ等を表す。
【０００７】
図１は、本実施例における記録再生システムの構成例である。本システムは、放送受信機
能を有する携帯端末１、番組情報を取得する機能を有する記録再生装置２、テレビ映像等
を放送する放送局３により構成されるものである。
【０００８】
まず、携帯端末１の構成について説明する。携帯端末１は、放送局３により放送された放
送信号を受信するための放送受信手段１１と、外部機器と通信する通信手段１２と、放送
内容等を表示する表示部１３と、操作部１４と、種々のデータを記憶する記憶部１５と、
これらを制御する制御部１６とを有している。放送受信時は、放送受信手段１１を用いて
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本発明にかかる情報処理端末は、複数の番組の映像情報を記録した記録再生装置におけ
る映像情報の再生を制御可能なものであって、番組の映像情報と前記番組に関する番組情
報とを受信する受信手段と、前記受信手段により受信された前記映像情報を表示する表示
手段と、前記表示手段に前記映像情報が表示されている場合に、前記情報処理端末のユー
ザから記録要求が入力されると、前記番組情報と、前記映像情報の少なくとも一部を含む
番組識別画像情報と、を対応付けて記憶する記憶手段と、前記表示手段に表示された前記
番組識別画像情報が前記ユーザにより選択された場合に、前記番組識別画像情報に対応し
た番組情報とともに再生要求を前記記録再生装置に送信する送信手段と、を備えているこ
とを特徴とする。



受信した放送信号を制御部１６により表示部１３に表示するように制御される。
【０００９】
放送信号とは、例えば図２のように、放送局３により放送される番組の映像情（映像信号
及び音声信号）に番組情報が付加されて構成されたものである。番組情報とは、放送局３
により放送される番組に関する情報であり、例えば、番組を特定するための情報（以下「
番組特定情報」）であったり、番組の１場面を特定するための情報（以下「番組場面特定
情報」）であったり、各チャンネルの番組プログラムが表構成で表された番組表情報であ
ったり、またはこれらを組み合わせた情報であってもよい。
【００１０】
また、ここでいう番組特定情報とは、例えば、番組 ID、番組タイトル名、放送チャンネル
、放送時間帯、出演俳優及び番組内容等の情報であり、番組を特定できるものであればど
のような情報であってもよい。また、番組場面特定情報とは、例えば、番組開始からの経
過時間であったり、映像情報がセクションごとに区切られたものであるならばセクション
番号であったり、番組中の１場面を特定できるものであればどのような情報であってもよ
い。
【００１１】
一方、記録再生装置２の構成は、放送受信装置４により入力された放送信号を記録する記
録部２３と、番組情報を取得する番組情報取得手段２１と、外部機器と通信する通信手段
２２と、これらを制御する制御部２４とを有している。また、記録部２３に記録された映
像情報の出力は、制御部２４により表示装置５に送られ、記録された映像情報が表示装置
５に表示される。通信手段１２および２２は、携帯端末１と記録再生装置２が直接、ある
いはネットワーク経由で通信するためのものであって、例えば、赤外線通信ポート、ある
いはワイヤレスＬＡＮシステム（ＡＲＩＢ　ＳＴＤ－Ｔ６６）のように外部機器と直接無
線接続が可能なものでも良い。これにより、機器間を有線接続することなく情報の授受が
可能となるので、利用場所の自由度が増すという効果がある。
【００１２】
次に、携帯端末１で放送を視聴しながら番組情報を記録することについて図３を用いて説
明する。放送受信中に、操作部１４により記録要求が入力された場合（Ｔ１０１）、記録
要求信号が制御部１６に入力され、記録要求信号の入力を受信した制御部１６は、放送信
号より受信中の番組情報を抽出し記憶部１５に記憶するとともに放送受信中の番組の映像
情報を記憶部１５により記憶する（Ｔ１０２）。そして、操作部１４により放送受信終了
指示がされると、放送受信終了信号が制御部１６に入力され、制御部１６は放送受信終了
処理を行う（Ｔ１０３）。
【００１３】
図３のＴ１０２において、携帯端末１内に番組情報とともに放送受信中の番組の映像情報
の一部あるいは全部を記憶部１５に履歴情報として記憶するようにすれば、記憶した番組
の内容を番組情報だけでなく映像情報でも再確認できるようになる。番組の映像情報を記
録する処理については、制御部１６は、記録要求信号の入力を受信してから、操作部１４
により記録終了の入力がなされて記録終了指示信号を受信するまで映像情報を記憶部１５
により記憶するように処理しても構わないし、予め設定され記憶部１５に記憶された基準
データに基づいて視聴中の番組の映像情報を抽出し記憶部１５に記憶するように制御して
も構わない。
【００１４】
ここで、基準データとは、例えば、記録要求信号を受信してからどれだけの時間の映像情
報を記録するかを決定する記録時間データ（例えば、 1秒間）、あるいはどれだけの情報
量の映像情報を記録するかを決定する記録情報量データ（例えば、１メガバイト）等を指
定するものであり、制御部１６は、記憶部１５に記憶された上記基準データを参照して番
組の映像情報を記憶部１５に記憶するように処理する。
【００１５】
もちろん、使い勝手向上の観点よりユーザ自身が上記基準データを設定できるように構成
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しても構わない。この場合、ユーザによって設定された設定データは記憶部１５に記憶さ
れ、番組視聴中に操作部１４により記録要求が入力されると、記憶要求信号を受信した制
御部１６は、上述したように、記憶部１５に記憶された基準データに基づいて視聴中の番
組の映像情報を抽出して記憶部１５に記憶するように制御する。記憶部１５に記憶された
映像情報は、操作部１４により再生指示が入力されると、再生指示信号が制御部１６に入
力され、再生指示信号の入力を受けた制御部１６により再生される。以下、このように携
帯端末１において記憶部１５に記憶された映像情報を再生することを「端末再生」と呼び
、一方、後述するように、記録再生装置２の記録部２３に記憶された映像情報を表示装置
５を介して再生することを単に「再生」と呼ぶこととする。
【００１６】
以上により、ユーザは、記憶した番組内容を思い出す際に番組情報だけでなく映像情報も
参考にできるため、例えば、会議と会議の合間等のすきまの時間に何気なく記録していた
番組がどのようなものであったかを確実に思い出すことができる。また、ユーザ自ら記録
する映像情報の基準データを設定することができ、使い勝手が向上する。
【００１７】
なお、操作部１４により記録要求が入力され、制御部１６が記録要求信号を受信したとき
に上記基準データを設定するための設定画面等を表示部１３に出力するように制御すれば
、ユーザはその都度好みに応じて記録する映像情報の時間等を適時設定でき、更に使い勝
手の向上が図られる。
【００１８】
図４（１）は、番組情報等を記録する際の携帯端末１における表示部１３の表示例である
。 A１０１は、視聴中に表示部１３に表示された映像情報を示し、操作部１５により「記
録」操作（ A１０２）が行われると、番組情報が記憶部１５に記憶される。記憶された番
組情報は、例えば、 A１０３又は A１０４のように、クリップ番号、番組タイトル名、記録
した日時及び時刻、チャンネル名等であり、 T１０２において記憶された番組の映像情報
より作成された番組内容を簡易に識別するための番組識別画像情報（ A１０７）とともに
表示する。そして、ユーザが操作部１５の操作によりスクロールして選択できるようにす
る（Ａ１０５）。また、記憶済みの番組情報と番組識別画像情報とを取消し（Ａ１０６）
できるようにする。
【００１９】
以上のように、番組を視聴しながら番組情報を記憶設定できるので、ユーザの利便性が高
い。また、番組情報とともに番組識別画像情報を表示することにより、ユーザは記録した
番組内容を容易に識別できる。
【００２０】
なお、上記例では、記録した番組情報に応じて自動的に番組タイトル等が表示されるもの
としたが、ユーザが番組タイトル等を自分の好きなものに変更できるように構成しても構
わない。この場合の表示画面例を図４（２）に示す。制御部１６は、放送局３により放送
される放送信号より番組情報、例えば番組 ID等の番組特定情報や場面（シーン）に関する
番組場面特定情報等（ A１１３）を抽出して表示する (A１１０ )。現在の視聴時刻や番組開
始からの経過時間等を表示させるようにしても良い (A１１１ )。そして、ユーザ入力欄 A１
１４において、操作部１４のキー操作によって所望のタイトルを入力する。この際、不必
要な入力手間を省くために A１１０に表示された番組情報をコピーしてタイトル入力欄に
ペーストできるようにしても良い。以上のように、番組情報が表示されている同一画面で
タイトル入力操作を行えば、番組情報を参考にしながらタイトル等の入力を行うことがで
きて便利である。
【００２１】
また、ここでは、番組情報を上下にスクロール（ A１０５）させて表示させるように構成
したが、もちろんこれに限定されるものではなく、例えば、アイコン等を利用してコンパ
クトに表示させるようにしてもよい。これにより、携帯端末の表示部１３が小さな場合で
も１画面内により多くの情報を表示することができ、ユーザは記録した内容を容易に把握

10

20

30

40

50

(4) JP 3991799 B2 2007.10.17



することができる。
【００２２】
また、上記例では、番組内容を容易に確認できるために番組情報とともに番組の映像情報
（映像信号及び音声信号）を記録するようにしたが、番組の映像信号のみ（静止画情報）
もしくは音声信号のみを記録するようにしたり、番組の映像情報は記録せずに番組情報の
み記録するようにしても構わない。これらにより記憶容量の節約に貢献することができる
。
【００２３】
また、番組の映像情報を記録する形態は様々考えられ、本実施例に縛られるものではない
。例えば、静止画で記録するかあるいは動画で記録するかを選択できるようにしたり、静
止画で記録する際には、保存形式（例えば、 JPEGや GIF等）を選択するようにしたり、動
画で記録する際には、予め設定された基準データに基づいて記録するかあるいはユーザが
その際に基準データを設定するかを選択できるように構成したりしてもよい。これにより
、番組の映像情報を記録する形態を嗜好やユーザの気分に応じて選択することができ、更
なる使い勝手の向上が期待できる。
【００２４】
次に、携帯端末１に記憶済みの番組情報等を用いて記録再生装置２に接続された表示装置
５で番組の冒頭もしくは途中の場面から再生する場合の動作について説明する。ここでは
、携帯端末１のユーザが記録再生装置２の近傍から端末操作を行う場合を考える。この場
合のシステム構成における各要素の動作処理を図５を用いて説明する。ユーザによって携
帯端末１の操作部１４への任意入力があったとき、携帯端末１の通信手段１２は、記録再
生装置２の通信手段２２と通信リンクを確立する。通信リンクが確立された後、自動的あ
るいは特定の操作に応じて携帯端末１の記憶部１５に記憶されている番組情報、例えば、
番組特定情報もしくは／及び番組場面特定情報等を記録再生装置２に送出する（ T１０５
）。
【００２５】
本実施例では、記録再生装置２の記録部２３には、予めユーザの嗜好等に合わせて、放送
受信装置４により受信された放送信号（番組情報、映像信号及び音声信号）が記録されて
いるものとする。記録再生装置２が、携帯端末１から番組情報を受信した場合、受信した
番組情報と記録部２３に蓄積されている番組情報とを比較照合し（Ｔ１０６）、該当する
番組もしくは番組の中の１場面が記録されているかどうかを検索し、その結果を表示装置
５に表示するよう処理する（Ｔ１０８）。記録再生装置２は、検索結果が録画情報ありの
場合、該当番組の冒頭あるいは途中場面から再生するよう処理をする（Ｔ１１０、１１１
）。検索結果が録画情報なしの場合は、再生処理を行わない。
【００２６】
この場合の携帯端末１における表示部１３の表示例を図６に示す。同図は、記録再生装置
２との通信リンク確立し、再生の対象を選択する場合の表示例である（Ｔ１０５）。通信
リンクが確立していることを視覚的に確認できるよう、Ａ１０８やＡ１０９のように表示
する。操作部１５の操作によりスクロール（Ａ１０５）して再生対象を選択する。操作部
１５を操作することにより再生（Ａ１２０）を選択した場合、選択された番組情報を記録
再生装置２に送信する。
【００２７】
以上により、例えば、移動中の空いた時間等に視聴した番組の番組情報を携帯端末に記録
しておき、帰宅してから宅内に設置された記録再生装置２に記憶されている当該番組を検
索して再生するときに、ユーザがわざわざ記録再生装置２に記憶された多くの番組の中か
ら該当する番組を検索する必要はなく、 A１２０の再生指示の選択をする等の簡単な操作
で当該番組を検索し視聴することができ、非常に使い勝手がよい。
【００２８】
なお、図６の A１２０による再生指示をした後に、携帯端末１で端末再生するか記録再生
装置２と通信リンクを確立し記録再生装置２に再生要求を出すかを選択させるようにした

10

20

30

40

50

(5) JP 3991799 B2 2007.10.17



り、図６の A１２０による再生指示をすると、自動的に携帯端末１で端末再生して、その
後に記録再生装置２に再生要求を出すか否かを選択させるように構成してもよい。これに
より、携帯端末１に記録した番組内容を確実に思い出してから再生要求を出すか否かを選
択することができるため、誤再生が少なくなる。
【００２９】
次に、本発明の第２の実施例について説明する。第１の実施例においては、携帯端末１で
記録した番組が記録再生装置２に予め記憶されている場合を扱ったが、当然、記録再生装
置２に記憶されていない場合も考えられる。本実施例では、このような場合に携帯端末１
から記録再生装置２に対し番組の録画指示を行う例を考える。
【００３０】
図７は、本実施例における放送記録再生システムの処理例である。まず、携帯端末１が放
送受信中に操作部１４に任意の入力により録画要求があった場合（Ｔ１１２、１１３）、
録画要求信号が制御部１６に入力され、制御部１６は、図３の T１０２のように、受信中
の放送信号より番組情報と番組識別画像情報とを記憶部１５に記憶するとともに、受信中
の放送信号より番組情報を抽出し、当該番組情報と当該番組を録画するための録画指示コ
マンドを記録再生装置２に送信する（Ｔ１１４）。携帯端末１からの録画指示コマンドを
受信した記録再生装置２の制御部２４は、録画指示コマンドと番組情報に基づいて当該番
組の録画を開始する（ T１１５）。記録再生装置２の制御部２４は、番組情報に基づいて
、番組が終了すると自動的に録画を終了させるように処理する。これにより、ユーザはい
ちいち録画終了の指示する必要がなくなる。
【００３１】
録画を開始した記録再生装置２は、当該番組の録画設定信号を携帯端末１に通知する（ T
１１６）。録画設定信号を受信した携帯端末１は表示部１５に当該番組の録画設定の内容
、例えば、録画開始した旨、録画要求のあった番組情報あるいは残りどれだけの時間記録
できるか等を表示する（ T１１７）。
【００３２】
以上により、携帯端末１で番組視聴中に、宅内に設置した記録再生装置２の録画設定がで
き、携帯端末１を用いて記録再生装置２に当該番組の再生要求したときに記録再生装置２
内に録画情報がないといった不都合を防ぐことができる。
【００３３】
また、ユーザは、録画設定の内容が通知されるので、録画が正しく行われているがどうか
を不安に思う必要はなくなる。また、ユーザは、携帯端末１において受信中に記録した番
組情報を利用して記録再生装置２に録画指示を行うので、無駄な入力手間が省け、使い勝
手がよい。
【００３４】
なお、記録再生装置２は、録画を開始する前に当該番組の録画設定信号を携帯端末１に通
知し、録画設定信号を受信した携帯端末１は表示部１５に当該番組の録画設定の内容を表
示してから録画を行うかどうかを選択させるように構成しても構わない。このようにすれ
ば、ユーザは録画が開始される前に録画設定の内容を見て録画を行うかどうかを選択する
ことができ、例えば、録画指示はしたものの思い直して録画を取りやめたりすることがで
きる等使い勝手がよい。
【００３５】
また、携帯端末１のユーザが、録画を中止する指示をすると、記録再生装置２の録画動作
を強制的に中止させるようにしてもよく、この際、制御部２４は、携帯端末より受信した
録画終了指示信号により、録画指示コマンドに係らず、強制的に番組の録画を終了すれば
、ユーザは、任意の時間に録画を終了できて使い勝手がよい。
【００３６】
また、録画指示の形態は様々考えられ、ユーザがもつ携帯端末１から記録再生装置２に録
画指示コマンドを送信する際に、録画の指示をしてから所定の時間あるいは情報量だけ録
画できるようにしたり、何時何分から何時何分までと録画時間を指定するようにしてもよ
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い。このようにすれば、ユーザは、番組の任意の時間帯を録画することができ、使い勝手
がよい。
【００３７】
次に、本発明の３の実施例について説明する。第２の実施例においては、番組視聴中の録
画要求時点から記録再生装置２は録画を開始するため、記録再生装置２は番組の最初から
録画することはできなかった。そこで、本実施例では、記録再生装置２が番組の最初から
録画できるように、視聴中の番組の再放送が近日中（例えば１ヶ月）にあるかどうかを検
索し、再放送があった場合にその再放送の録画予約を行う実施例を考える。
【００３８】
図８は、本実施例のシステムにおける各構成要素の動作処理図である。 T１１２～ T１１５
までの処理は、図７の T１１２～ T１１５と同じである。次に、録画を開始した記録再生装
置２の制御部２４は、録画要求のあった番組の番組情報（例えば、番組 IDや近日中に放送
される予定の番組プログラム等）に基づいて再放送が近い将来放送される予定があるかど
うかを検索する（Ｔ１１８）。ここで、制御部２４が再放送情報を検索する手段としては
、図１０や図１１に示すように、別途外部サーバ８へのアクセス手段を設け、外部サーバ
８に番組情報を送信し、番組情報を受信した外部サーバ８が再放送の予定があるかどうか
を検索して、その結果を記録再生装置２に送信するようにしても良い。これにより、記録
再生装置２の処理負担が軽減され消費電力を節約できるとともに、外部サーバにより高速
に検索結果を取得することができる。その他、放送局などから受信した番組情報を用いる
ようにしても良い。
【００３９】
検索の結果、再放送があった場合は、再放送情報に基づき制御部２４により録画予約が設
定される（ T１２０）。再放送がなかった場合は、録画予約の設定は行われない（ T１２１
）。記録再生装置２は、録画予約を設定した場合、当該番組の録画設定信号及び再放送録
画予約信号を携帯端末１に通知する（ T１２２）。録画設定信号及び再放送録画予約信号
を受信した携帯端末１は、録画設定信号及び再放送録画予約信号を記憶部１５に記憶する
とともに、表示部１５に当該番組の録画設定内容及び再放送の録画予約の設定内容等を表
示する（ T１２３）。なお、再放送がなかった場合はその旨を表示する。再放送により録
画された映像情報を再生する際は、携帯端末１の制御部１６は、記憶部１５により記憶さ
れた再放送録画予約信号を番組情報として扱い、図５の T１０５のように記録再生装置２
に送信する。再放送録画予約信号を受信した記録再生装置２は、記録部２３に記憶された
再放送の映像情報を表示装置５へ表示する。
【００４０】
以上により、簡易な操作で再放送を検索して録画予約するので、番組を最初から見ること
ができ、非常に便利である。また、ユーザは、録画を希望した番組の再放送があるのかど
うかも知ることができる。
【００４１】
なお、ここでも第２の実施例と同様に、記録再生装置２は、録画を開始する前に、当該番
組の録画設定信号を携帯端末１に通知し、録画設定信号を受信した携帯端末１は表示部１
５に当該番組の録画設定の内容及び再放送の録画予約情報を表示してから、即録画を行う
か、再放送録画予約を行うか、あるいは録画を行わないかを選択させるように構成しても
構わない。このようにすれば、ユーザは録画が開始される前に、録画設定内容や再放送の
録画予約情報等を見て、当該番組の録画を行うかどうかを選択することができ、例えば、
再放送が近日中にあるので録画操作は行わないとか、再放送が近日中にはないようなので
ひとまず録画しておこうとか、再放送の状況と比較して視聴中の番組を録画するかどうか
を選択することができ、非常に使い勝手がよい。
【００４２】
ここでは記録再生装置２が再放送情報を検索する場合を考えたが、携帯端末１が再放送情
報を検索してその検索結果を記録再生装置２に送信するようにしてもよい。
【００４３】
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ところで、本実施例において再放送を録画した場合、記録再生装置２には、録画要求（ T
１１３）を行なったときから記録された映像情報（以下、記録要求後映像情報）と、再放
送により番組の最初から記録された映像情報（以下、再放送映像情報）とが存在すること
になる。この場合、当該番組情報は記録要求後映像情報に関するものであり、再放送映像
情報に関するものではないため、ユーザは録画要求（ T１１３）において取得した番組情
報を用いて再放送を視聴することができない。
【００４４】
そこで、図９（Ｔ１３０、１３１）に示すように、再放送が近日中にあった場合、その再
放送情報を基に録画予約を行い（ T１２０）、記録再生装置２の制御部２４は携帯端末１
から送信された番組情報と再放送情報とを関連付けて記憶するように設定するとともに（
T１３０）、再放送が近日中にない場合は、記録再生装置２の制御部２４は録画予約を行
わず（ T１２１）、携帯端末から送信された番組情報のみを記憶するように設定する（ T１
３１）。
【００４５】
このようにすれば、記録要求後映像情報と再放送映像情報とが記録再生装置２に存在する
場合において、両者は関連付いて記憶されているので、記録要求後映像情報を再生する指
示が送信されても、記録再生装置２は簡易に再放送映像情報を検索し、再放送映像情報を
表示装置５に表示することができる。これにより、ユーザは、録画要求時に記憶された番
組情報を用いて簡易に再放送映像情報の再生を行うことができる。
【００４６】
なお、図９は、本実施例における放送記録再生システムの処理例である。 T１３０、 T１３
１以外は、図８の処理図と同じであるので詳細な説明は省略する。
【００４７】
また、記録要求後映像情報と再放送映像情報とを選択して再生できるようにすることも可
能であり、このように構成すれば、ユーザとしては、録画要求した続きから視聴したり、
あるいは再放送を初めから視聴することを選択することができ、使い勝手がよい。
【００４８】
次に、本発明の第４の実施例について説明する。図１０は、本実施例における放送記録再
生システム構成例である。本実施例は、携帯端末１および記録再生装置２の通信手段１２
および２２が、外部回線網やネットワークを介して通信リンクを確立できるようにしたも
のである。例えば、通信伝送路が、前述の第二世代小電力データ通信システム／ワイヤレ
スＬＡＮシステム（ＡＲＩＢ　ＳＴＤ－Ｔ６６）である場合を考える。アクセスポイント
と呼ばれる無線基地局６１及び６２は屋外や宅内に設置され、外部ネットワーク７（イン
ターネット）経由で相互接続できる。携帯端末１と記録再生装置２が宅内にある場合は直
接通信し、ユーザが携帯端末１を宅外に持ち出した場合は、外部ネットワーク経由で通信
できるので、携帯端末１から記録再生装置２に対して録画要求をする場合に有効である。
また、外部サーバ８にアクセスし、放送信号から抽出できる情報以外の番組関連情報を取
得することも可能となるので、利用者の利便性が向上する。
【００４９】
次に、本発明の第５の実施例について説明する。図１１は、本実施例における放送記録再
生システムの構成例である。本実施例は、携帯端末１および記録再生装置２に第２の通信
手段１７および２５を設けた例である。第４の実施例と違い、携帯端末１と記録再生装置
２が直接通信する場合は通信手段１２および２２を用い、外部ネットワーク７経由で直接
通信する場合は第２の通信手段１７および２５を用いる。本実施例においても、携帯端末
１から記録再生装置２に対して録画要求をする場合に有効である。また、外部サーバ８に
アクセスし、放送信号から抽出できる情報以外の番組関連情報を取得することも可能とな
るので、利用者の利便性が向上する。
【００５０】
次に、本発明の第６の実施例について説明する。図１２は、本実施例における放送記録再
生システムの処理例である。本実施例は、第１の実施例において携帯端末１から記録再生
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装置２に再生要求があった場合で、記録再生装置２に録画記録がない場合についての処理
例を示すものである。記録再生装置２が、携帯端末１から番組あるいは番組中の特定画面
を特定する情報を受信した場合、制御部２４は、記録部２３に蓄積されている情報を検索
し（Ｔ１０６）、その結果を表示装置５に表示するよう処理する（Ｔ１０８）。記録再生
装置２は、検索結果が録画情報ありの場合、該当番組あるいは場面の先頭から再生するよ
う処理し（Ｔ１１０、１１１）、検索結果が録画情報なしの場合、図１０あるいは図１１
に示す外部サーバ８に接続し、該当番組の番組関連情報の取得要求を行う。記録再生装置
２より番組関連情報の要求を受けた外部サーバ８は、番組関連情報を記録再生装置２に送
る。ここでいう番組関連情報とは、放送内容を記録したデータ、番組の再放送情報、番組
の紹介ホームページ、番組出演者の情報、番組のあらすじなどで良い。番組関連情報を外
部サーバ８より取得した記録再生装置２は、番組関連情報を記憶部２３に一端保存してか
ら表示装置５に再生画面を表示するようにする。この場合、ユーザが記録再生装置２を用
いて検索操作することなく、上記の種々の番組関連情報をサーバ８より取得することがで
きるので、使い勝手が良い。また、記録再生装置２が、サーバ８より放送内容を記録した
データを受信しながら順次表示装置５に再生画面を表示するようなストリーミング形式で
再生しても良い。本実施例によれば、記録再生装置２に録画記録がない場合においても、
携帯端末１からの再生要求に応じて記録再生装置２が外部サーバ８より種々の番組関連情
報を取得し、ユーザに提供することができる
なお、これまで説明した実施例では、放送受信装置４もしくは表示装置５が外部に設けて
あったが、これに限定されるものではなく、例えば、図１３（１）、（２）のように、記
録再生装置２の内部に放送受信装置４もしくは表示装置５を設けたり、または、図１３（
３）のように、放送受信装置４と表示装置５とともに記録再生装置２内に設けるようにし
ても良い。
【００５１】
また、第１の実施例において、当該番組の映像情報を記録するようにしたが、この記録さ
れた映像情報をメールに添付して送信できるようにしても構わないし、映像情報を編集や
加工ができるようにしても良い。これにより、記録した番組の映像情報を他の携帯端末（
他のユーザ）との間で有効利用することができ、使い勝手が向上する。
【００５２】
その他、放送信号を発信する放送局３もしくはそれに代わって放送信号を放送する業者は
、簡単に映像情報を再生もしくは複製されては困る場合もあり得るので、図２のようなデ
ータフォーマットに映像情報の再生もしくは複製を制限する制限情報を付加して送信する
ようにしても構わない。制限情報付きの映像情報を受信した携帯端末において当該映像情
報は、制限情報に基づいて再生もしくは複製される。これにより、個人ユーザによる自由
な再生及び複製を防止し、放送業者等は安心して映像情報を送信することができる。なお
、ここでいう制限情報とは、例えば、映像情報等のコンテンツの再生もしくは複製を完全
に禁止する情報であったり、所定回数もしくは所定時間のみ再生もしくは複製を許可する
情報であったり、メールに添付して他端末に送信させないような情報であったり、あるい
は、自由に再生及び複製を許可する情報等の情報である。
【００５３】
以上、種々説明したが、本発明はこれらに限定されるものではないのは言うまでもない。
【００５４】
【発明の効果】
以上により、本発明によれば、端末自身で放送を受信した場合の使い勝手を向上させるこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第 1の実施例のシステム構成図
【図２】データ構造図例
【図３】第 1の実施例における携帯端末の処理フロー
【図４】第 1の実施例における携帯端末の表示例
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【図５】第 1の実施例における携帯端末、記録再生装置及び表示装置例の処理フロー
【図６】第 1の実施例における携帯端末の表示例
【図７】第２の実施例における処理フロー
【図８】第３の実施例における処理フロー
【図９】第３の実施例における処理フロー
【図１０】第４の実施例のシステム構成図例
【図１１】第５の実施例のシステム構成図例
【図１２】第６の実施例における処理フロー
【図１３】第７の実施例における記録再生装置例
【符号の説明】
１…携帯端末、２…記録再生装置、３…放送局、４…放送受信装置、５…表示装置、６、
６１…無線基地局、７…回線網・ネットワーク、８…サーバ、
１１、２６…放送受信手段、１２、２２…通信手段、１３…表示部、１４…操作部、１５
、２３…記憶部、１６、２４…制御部、１７、２５…第２の通信手段、２１…番組情報取
得手段
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】
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