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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のマルチメディア機能が搭載された情報処理装置において、
　対向機器から無線通信を介してリモコンコマンドを受信したときに、前記複数のマルチ
メディア機能の中から１つのマルチメディア機能を起動する方法を設定する設定手段と、
　前記対向機器から無線通信を介して送信されてきたリモコンコマンドを受信したとき、
前記設定手段により設定されているマルチメディア機能を起動する方法に基づいてマルチ
メディア機能の起動を制御する制御手段とを備え、
　マルチメディア機能を起動する方法がオート設定であると判定された場合、前記制御手
段は、直近で起動されたマルチメディア機能を起動するように制御することを特徴とする
情報処理装置。
【請求項２】
　直近で起動されたマルチメディア機能が地上波デジタルワンセグ放送波に関する機能で
ある場合、前記制御手段は、前記地上波デジタルワンセグ放送波に関する機能を起動する
ように制御し、直近で起動されたマルチメディア機能が地上波デジタルラジオ放送波に関
する機能である場合、前記制御手段は、前記地上波デジタルラジオ放送波に関する機能を
起動するように制御し、直近で起動されたマルチメディア機能がＦＭラジオ放送波に関す
る機能である場合、前記制御手段は、前記ＦＭラジオ放送波に関する機能を起動するよう
に制御し、直近で起動されたマルチメディア機能が音楽プレーヤに関する機能である場合
、前記制御手段は、前記音楽プレーヤに関する機能を起動するように制御することを特徴
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とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　直近で起動されたマルチメディア機能が所定の放送波に関する機能である場合に、前記
所定の放送波の受波状況に応じて、直近で起動されたマルチメディア機能またはそれ以外
のマルチメディア機能を起動するように制御することを特徴とする請求項１に記載の情報
処理装置。
【請求項４】
　直近で起動されたマルチメディア機能が地上波デジタルワンセグ放送波に関する機能、
地上波デジタルラジオ放送波に関する機能、またはＦＭラジオ放送波に関する機能である
場合に、前記地上波デジタルワンセグ放送波、前記地上波デジタルラジオ放送波、または
前記ＦＭラジオ放送波が受信可能ではないとき、予め設定された優先度に従い、優先度が
高いマルチメディア機能を起動するように制御することを特徴とする請求項３に記載の情
報処理装置。
【請求項５】
　直近で起動されたマルチメディア機能が所定の放送波に関する機能である場合に、前記
所定の放送波が受信可能ではないときであっても、直近で起動されたマルチメディア機能
を起動するように制御することを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　直近で起動されたマルチメディア機能が音楽プレーヤに関する機能である場合に、前記
音楽プレーヤを用いて再生可能なオーディオデータがないとき、予め設定された優先度に
従い、優先度が高いマルチメディア機能を起動するように制御することを特徴とする請求
項１に記載の情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は情報処理装置に係り、特に、マルチメディア機能をリモコンにより制御するこ
とができるようにした情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、情報処理装置としての携帯電話機には、単なる通話による通信機能だけでなく、
アドレス帳機能、基地局やインターネットなどのネットワークを介したメール機能や、Ｗ
ｅｂページなどを閲覧することが可能なブラウザ機能だけでなく、オーディオデータを聞
くことができる音楽制御機能や、地上波デジタル放送波、地上波デジタルラジオ放送波、
およびＦＭラジオ放送波を受信することができる機能などのマルチメディア機能が搭載さ
れるようになってきている。
【０００３】
　なお、マルチメディア機能が搭載された携帯電話機に関する技術として、例えばユーザ
がブルートゥース（Bluetooth（登録商標））接続されている機器で音楽を聴いている間
においても、割り込んだ着信を容易に気づかせることができる技術が知られている（例え
ば特許文献１参照）。
【０００４】
　このようなマルチメディア機能に関しては、例えばユーザの頭部などに装着されたヘッ
ドセットに設けられたリモコンによって制御することが可能である。マルチメディア機能
をリモコン制御する場合、各マルチメディア機能を有するアプリケーションプログラムが
、携帯電話機においてリモコンから受信された所定のコマンド（共通化されたコマンド）
をそれぞれ解釈し、解釈されたコマンドに基づいて所定の動作を実行する。
【特許文献１】特開２００６－３１９５７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　しかしながら、従来、ヘッドセットに設けられたリモコンを用いてマルチメディア機能
を起動する場合、複数のマルチメディア機能の中から、リモコンと携帯電話機との間で予
め決められたいずれか１つのマルチメディア機能（例えば音楽制御機能や、地上波デジタ
ル放送波を受信することができる機能など）しか起動することができないという課題があ
った。
【０００６】
　勿論、ヘッドセットに設けられたリモコンを用いて、複数のマルチメディア機能の中か
ら、任意のマルチメディア機能を起動することができるようにするために、リモコンに、
任意のマルチメディア機能を選択することが可能な制御機構を新たに設けることも可能で
はあるが、この場合、リモコンのみならず、携帯電話機においても新たな制御機構を搭載
したリモコンに対応させる必要がある。そして、たとえこれから新たに市場に出荷するリ
モコンと携帯電話機にこの新たな制御機構を搭載するようにしたとしても、任意のマルチ
メディア機能を選択することが可能な制御機構が搭載されていないすでに出荷済みの既存
のリモコンに関しては、依然として、いずれか１つのマルチメディア機能しか起動するこ
とができない。
【０００７】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、既存のリモコンを用いたとし
ても、複数のマルチメディア機能の中からいずれかの好適な機能を起動することができる
情報処理装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の情報処理装置は、上述した課題を解決するために、複数のマルチメディア機能
が搭載された情報処理装置において、対向機器から無線通信を介してリモコンコマンドを
受信したときに、前記複数のマルチメディア機能の中から１つのマルチメディア機能を起
動する方法を設定する設定手段と、前記対向機器から無線通信を介して送信されてきたリ
モコンコマンドを受信したとき、前記設定手段により設定されているマルチメディア機能
を起動する方法に基づいてマルチメディア機能の起動を制御する制御手段とを備え、マル
チメディア機能を起動する方法がオート設定であると判定された場合、前記制御手段は、
直近で起動されたマルチメディア機能を起動するように制御することを特徴とする。
【０００９】
　本発明の情報処理装置においては、複数のマルチメディア機能が搭載された情報処理装
置において、対向機器から無線通信を介してリモコンコマンドが受信されたときに、複数
のマルチメディア機能の中から１つのマルチメディア機能を起動する方法が設定され、対
向機器から無線通信を介して送信されてきたリモコンコマンドが受信されたとき、設定さ
れているマルチメディア機能を起動する方法に基づいてマルチメディア機能の起動が制御
され、更に、マルチメディア機能を起動する方法がオート設定であると判定された場合、
直近で起動されたマルチメディア機能を起動するように制御される。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る情報処理装置によれば、既存のリモコンを用いたとしても、複数のマルチ
メディア機能の中からいずれかの好適な機能を起動することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。図１は、本発明に
係るネットワークシステム１の全体の構成を表している。図１に示されるように、ネット
ワークシステム１には、放送局８が所定の場所に設置されており、この放送局８は、所定
の範囲内において地上波デジタルワンセグ放送波や地上波デジタル放送波、地上波デジタ
ルラジオ放送波を送信する。本発明に係る情報処理装置に適用可能な携帯電話機２は、内
蔵される地上波デジタルワンセグ・ラジオ受信部（例えば図４の地上波デジタルワンセグ
・ラジオ受信部４９）を介して、この放送局８からの地上波デジタルワンセグ放送波や地
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上波デジタル放送波、地上波デジタルラジオ放送波を受信する。
【００１２】
　また、ネットワークシステム１には、固定無線局である基地局３が設置されており、こ
の基地局３には、移動無線局である携帯電話機２が例えばＷ－ＣＤＭＡ（Wideband-Code 
Division Multiple Access）と呼ばれる符号分割多元接続方式によって無線接続される。
【００１３】
　また基地局３は、有線回線を介して公衆回線網４に接続されており、公衆回線網４には
、インターネットサービスプロバイダのアクセスサーバ５が接続されている。アクセスサ
ーバ５には、ネットワーク６を介して放送用コンテンツサーバ７などが接続されている。
【００１４】
　携帯電話機２の近傍には、本発明に係る対向機器として適用可能なヘッドセット９が配
置されている。ヘッドセット９は、携帯電話機２から無線通信を用いて転送されたオーデ
ィオデータ（地上波デジタルワンセグ放送波や地上波デジタルラジオ放送波によるオーデ
ィオデータも含む）を受信し、リアルタイムに再生することができる。なお、ヘッドセッ
ト９には、携帯電話機２に対して無線通信を介してリモート操作することが可能なリモコ
ン１０が設けられている。
【００１５】
　図２は、本発明に係る情報処理装置として適用可能な携帯電話機２の外観の構成を表し
ている。なお、図２（Ａ）は、携帯電話機２を約１８０度に見開いたときの正面から見た
外観の構成を表しており、図２（Ｂ）は、携帯電話機２を見開いたときの側面から見た外
観の構成を表している。
【００１６】
　図２（Ａ）および（Ｂ）に示されるように、携帯電話機２は、中央のヒンジ部１１を境
に第１の筐体１２と第２の筐体１３とがヒンジ結合されており、ヒンジ部１１を介して矢
印Ｘ方向に折り畳み可能に形成される。携帯電話機２の内部の所定の位置には、送受信用
のアンテナ（後述する図４のアンテナ４４）が設けられており、内蔵されたアンテナを介
して基地局３との間で電波を送受信する。
【００１７】
　第１の筐体１２には、その表面に「０」乃至「９」の数字キー、発呼キー、リダイヤル
キー、終話・電源キー、クリアキー、および電子メールキーなどの操作キー１４が設けら
れており、操作キー１４を用いて各種指示を入力することができる。
【００１８】
　第１の筐体１２には、操作キー１４として上部に十字キーと確定キーが設けられており
、ユーザが十字キーを上下左右方向に操作することにより当てられたカーソルを上下左右
方向に移動させることができる。具体的には、第２の筐体１３に設けられた液晶ディスプ
レイ１７に表示されている電話帳リストや電子メールのスクロール動作、簡易ホームペー
ジのページ捲り動作および画像の送り動作などの種々の動作を実行する。
【００１９】
　また、確定キーを押下することにより、種々の機能を確定することができる。例えば第
１の筐体１２は、ユーザによる十字キーの操作に応じて液晶ディスプレイ１７に表示され
た電話帳リストの複数の電話番号の中から所望の電話番号が選択され、確定キーが第１の
筐体１２の内部方向に押圧されると、選択された電話番号を確定して電話番号に対して発
呼処理を行う。
【００２０】
　さらに、第１の筐体１２には、十字キーと確定キーの左隣に電子メールキーが設けられ
ており、電子メールキーが第１の筐体１２の内部方向に押圧されると、メールの送受信機
能を呼び出すことができる。十字キーと確定キーの右隣には、ブラウザキーが設けられて
おり、ブラウザキーが第１の筐体１２の内部方向に押圧されると、Ｗｅｂページのデータ
を閲覧することが可能となる。なお、十字キーと確定キーの左右隣に設けられた電子メー
ルキーおよびブラウザキーは、液晶ディスプレイ１７に表示される画面により例えば「Ye
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s」や「No」などの種々の機能をもつことが可能であるため、それぞれ、soft１キーおよ
びsoft２キーと呼ばれる。
【００２１】
　また、第１の筐体１２には、操作キー１４の下部にマイクロフォン１５が設けられてお
り、マイクロフォン１５によって通話時のユーザの音声を集音する。また、第１の筐体１
２には、携帯電話機２の操作を行うサイドキー１６が設けられている。
【００２２】
　一方、第２の筐体１３には、その正面に液晶ディスプレイ１７（メインディスプレイ）
が設けられており、電波の受信状態、電池残量、電話帳として登録されている相手先名や
電話番号及び送信履歴等の他、電子メールの内容、簡易ホームページ、ＣＣＤ（Charge C
oupled Device）カメラ（後述する図３のＣＣＤカメラ２０）で撮像した画像、外部のコ
ンテンツサーバ（図示せず）より受信したコンテンツ、メモリカード（後述する図４のメ
モリカード４６）に記憶されているコンテンツを表示することができる。また、液晶ディ
スプレイ１７の上部の所定の位置にはスピーカ１８が設けられており、これにより、ユー
ザは音声通話することが可能である。
【００２３】
　図３は、本発明に係る情報処理装置として適用可能な携帯電話機２の他の外観の構成を
表している。図３の携帯電話機２の状態は、図２の携帯電話機２の状態から矢印Ｘ方向に
回動させた状態である。なお、図３（Ａ）は、携帯電話機２を閉じたときの正面から見た
外観の構成を表しており、図３（Ｂ）は、携帯電話機２を閉じたときの側面から見た外観
の構成を表している。
【００２４】
　第２の筐体１３の上部には、ＣＣＤカメラ２０が設けられており、これにより、所望の
撮影対象を撮像することができる。ＣＣＤカメラ２０の下部には、サブディスプレイ２１
が設けられており、現在のアンテナの感度のレベルを示すアンテナピクト、携帯電話機２
の現在の電池残量を示す電池ピクト、現在の時刻などが表示される。
【００２５】
　サブディスプレイ２１の下部には、さらに、静電タッチパッド２３が設けられる。静電
タッチパッド２２は、見かけ上一枚のタッチパッドになっているが、図示せぬセンサが複
数個所に設けられており、ユーザがセンサの付近をタッチすると、センサがそれを検知し
、巻戻し機能、早送り機能、音量ダウン動作、音量アップ動作、再生動作、および一時停
止動作などが実行される。
【００２６】
　図４は、本発明に係る情報処理装置として適用可能な携帯電話機２の内部の構成を表し
ている。図４に示されるように、携帯電話機２は、第１の筐体１２及び第２の筐体１３の
各部を統括的に制御する主制御部３１に対して、電源回路部３２、操作入力制御部３３、
画像エンコーダ３４、カメラインタフェース部３５、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）
制御部３６、多重分離部３８、変復調回路部３９、音声コーデック４０、および記憶部４
７がメインバス４１を介して互いに接続されるとともに、画像エンコーダ３４、画像デコ
ーダ３７、多重分離部３８、変復調回路部３９、音声コーデック４０、および記録再生部
４５が同期バス４２を介して互いに接続されて構成される。
【００２７】
　主制御部３１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Memory）
、およびＲＡＭ（Random Access Memory）などからなり、ＣＰＵは、ＲＯＭに記憶されて
いるプログラムまたは記憶部４７からＲＡＭにロードされた各種のアプリケーションプロ
グラムに従って各種の処理を実行するとともに、種々の制御信号を生成し、各部に供給す
ることにより携帯電話機２を統括的に制御する。ＲＡＭは、ＣＰＵが各種の処理を実行す
る上において必要なデータなどを適宜記憶する。なお、主制御部３１には、現在の日付と
時刻を正確に計測するタイマが内蔵されている。
【００２８】
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　携帯電話機２は、主制御部３１の制御に基づいて、音声通話モード時にマイクロフォン
１５で集音した音声信号を音声コーデック４０によってデジタル音声信号に変換、圧縮し
、これを変復調回路部３９でスペクトラム拡散処理し、送受信回路部４３でデジタルアナ
ログ変換処理及び周波数変換処理を施した後にアンテナ４４を介して送信する。
【００２９】
　また、携帯電話機２は、音声通話モード時にアンテナ４４で受信した受信信号を増幅し
て周波数変換処理及びアナログデジタル変換処理を施し、変復調回路部３９でスペクトラ
ム逆拡散処理し、音声コーデック４０によって伸張し、アナログ音声信号に変換した後、
変換されたアナログ音声信号をスピーカ１８を介して出力する。
【００３０】
　さらに、携帯電話機２は、データ通信モード時に電子メールを送信する場合、操作キー
１４の操作によって入力された電子メールのテキストデータを操作入力制御部３３を介し
て主制御部３１に送出する。主制御部３１は、テキストデータを変復調回路部３９でスペ
クトラム拡散処理し、送受信回路部４３でデジタルアナログ変換処理及び周波数変換処理
を施した後にアンテナ４４を介して基地局３へ送信する。
【００３１】
　これに対して携帯電話機２は、データ通信モード時に電子メールを受信する場合、アン
テナ４４を介して基地局３から受信した受信信号を変復調回路部３９でスペクトラム逆拡
散処理して元のテキストデータを復元した後、ＬＣＤ制御部３６を介して液晶ディスプレ
イ１７に電子メールとして表示する。
【００３２】
　携帯電話機２は、データ通信モード時に画像信号を送信する場合、ＣＣＤカメラ２０で
撮像された画像信号をカメラインタフェース部３５を介して画像エンコーダ３４に供給す
る。
【００３３】
　画像エンコーダ３４は、ＣＣＤカメラ２０から供給された画像信号を、例えばＭＰＥＧ
（Moving Picture Experts Group）４などの所定の符号化方式によって圧縮符号化するこ
とにより符号化画像信号に変換し、変換された符号化画像信号を多重分離部３８に送出す
る。このとき同時に携帯電話機２は、ＣＣＤカメラ２０で撮像中にマイクロフォン１５で
集音した音声を音声コーデック４０を介してデジタルの音声信号として多重分離部３８に
送出する。
【００３４】
　多重分離部３８は、画像エンコーダ３４から供給された符号化画像信号と音声コーデッ
ク４０から供給された音声信号とを所定の方式で多重化し、その結果得られる多重化信号
を変復調回路部３９でスペクトラム拡散処理し、送受信回路部４３でデジタルアナログ変
換処理及び周波数変換処理を施した後にアンテナ４４を介して送信する。これに対して、
携帯電話機２では、データ通信モード時に、Ｗｅｂページのデータを受信することができ
る。
【００３５】
　また、携帯電話機２は、データ通信モード時に例えばＷｅｂページなどにリンクされた
動画像ファイルのデータを受信する場合、アンテナ４４を介して基地局３から受信した受
信信号を変復調回路部３９でスペクトラム逆拡散処理し、その結果得られる多重化信号を
多重分離部３８に送出する。
【００３６】
　多重分離部３８は、多重化信号を分離することにより符号化画像信号と音声信号とに分
け、同期バス４２を介して符号化画像信号を画像デコーダ３７に供給すると共に音声信号
を音声コーデック４０に供給する。画像デコーダ３７は、符号化画像信号をＭＰＥＧ４な
どの所定の符号化方式に対応した復号化方式でデコードすることにより再生動画像信号を
生成し、生成された再生動画像信号をＬＣＤ制御部３６を介して液晶ディスプレイ１７に
供給する。これにより、例えば、Ｗｅｂページなどにリンクされた動画像ファイルに含ま
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れる動画像データが表示される。
【００３７】
　このとき同時に音声コーデック４０は、音声信号をアナログ音声信号に変換した後、こ
れをスピーカ１８に供給し、これにより、例えば、Ｗｅｂページなどにリンクされた動画
像ファイルに含まる音声信号が再生される。
【００３８】
　記憶部４７は、例えば、電気的に書換えや消去が可能な不揮発性メモリであるフラッシ
ュメモリ素子やＨＤＤ（Hard Disc Drive）などからなり、主制御部３１のＣＰＵにより
実行される種々のアプリケーションプログラムや種々のデータ群を格納している。
【００３９】
　音楽制御部４８は、記憶部４７に記憶されているオーディオデータの再生動作および一
時停止動作や、巻戻し機能、早送り機能、音量ダウン動作、音量アップ動作などの実行を
制御する。
【００４０】
　リモコン通信部４９は、例えばブルートゥース（Bluetooth（登録商標））による無線
通信を行うモジュールなどからなり、携帯電話機２の近傍に存在するヘッドセット９（特
に、ヘッドセット９に設けられたリモコン１０）などと無線通信を行う。勿論、ブルート
ゥース以外の無線通信（例えば赤外線通信）を用いるようにしてもよい。
【００４１】
　地上波デジタルワンセグ受信部５０は、放送局８からの地上波デジタルワンセグ放送波
や地上波デジタルラジオ放送波を受信し、受信された地上波デジタルワンセグ放送波や地
上波デジタルラジオ放送波を多重分離部３８または記憶部４７に供給する。ＦＭラジオ受
信部５１は、図示せぬ放送局から送信されてきたＦＭラジオを受信する。
【００４２】
　次に、図５のフローチャートを参照して、図４の携帯電話機２におけるマルチメディア
機能起動設定処理について説明する。このマルチメディア機能起動設定処理は、ユーザに
より操作キー１４が操作されることにより、マルチメディア機能起動設定処理を開始する
との指示が受け付けられたときに、開始される。
【００４３】
　ステップＳ１において、主制御部３１は、ユーザにより操作キー１４が操作されること
により、マルチメディア機能起動設定処理を開始するとの指示が受け付けられたか否かを
判定し、マルチメディア機能起動設定処理を開始するとの指示が受け付けられたと判定す
るまで待機する。
【００４４】
　ステップＳ１においてマルチメディア機能起動設定処理を開始するとの指示が受け付け
られたと判定された場合、主制御部３１はステップＳ２で、ＬＣＤ制御部３６を制御し、
ユーザがヘッドセット９に設けられたリモコン１０を操作することで携帯電話機２にてマ
ルチメディア機能を起動させる際の起動方法を設定するためのマルチメディア機能起動設
定画面を液晶ディスプレイ１７に表示させる。液晶ディスプレイ１７は、ＬＣＤ制御部３
６の制御に従い、例えば図６に示されるように、このマルチメディア機能起動設定画面５
５－ａを表示する。
【００４５】
　例えば図６のマルチメディア機能起動設定画面５５－ａの場合、ユーザがヘッドセット
９に設けられたリモコン１０を操作することで携帯電話機２にてマルチメディア機能を起
動させる際の起動方法として、「固定設定」、「優先度設定」、および「オート設定」が
表示される。このとき、ユーザがその後に操作キー１４のうちの例えば確定キーなどを操
作することでマルチメディア機能を起動させる起動方法として「固定設定」にすることが
可能であることを示すために、マルチメディア機能起動設定画面５５－ａ上においては、
「固定設定」、「優先度設定」、および「オート設定」のうちの「固定設定」の近傍にそ
の旨の指示アイコンが表示される。勿論、マルチメディア機能起動設定画面上において、
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「固定設定」、「優先度設定」、および「オート設定」のうちの「固定設定」がフォーカ
スされるようにしてもよい。
【００４６】
　なお、「固定設定」は、ユーザがリモコン１０を操作することで携帯電話機２にてマル
チメディア機能を起動させる際に、携帯電話機２に搭載されている複数のマルチメディア
機能のうち、ユーザの操作によって予め固定されたいずれか１つのマルチメディア機能を
起動させる起動方法の設定を意味している。「優先度設定」は、ユーザがリモコン１０を
操作することで携帯電話機２にてマルチメディア機能を起動させる際に、ユーザの操作に
よって予め設定された優先度に応じて、携帯電話機２に搭載されている複数のマルチメデ
ィア機能のうち、いずれか１つのマルチメディア機能を起動させる起動方法の設定を意味
している。「オート設定」は、ユーザがリモコン１０を操作することで携帯電話機２にて
マルチメディア機能を起動させる際に、起動時の電波状況などに応じて、携帯電話機２に
搭載されている複数のマルチメディア機能のうち、いずれか１つのマルチメディア機能を
自動的に起動させる起動方法の設定を意味している。
【００４７】
　その後、マルチメディア機能起動設定画面５５－ａ上においてユーザにより操作キー１
４のうちの例えば下キーが押下されると、マルチメディア機能起動設定画面５５－ａは、
マルチメディア機能起動設定画面５５－ｂに遷移するとともに、マルチメディア機能起動
設定画面５５－ｂ上においては、「固定設定」、「優先度設定」、および「オート設定」
のうちの「優先度設定」の近傍に指示アイコンが表示される。なお、同様に、ユーザによ
り操作キー１４のうちの例えば上キーまたは下キーが再度押下されると、その操作に伴っ
て、液晶ディスプレイ１７に表示される表示画面がマルチメディア機能起動設定画面５５
－ａ乃至５５－ｃの間を適宜遷移する。
【００４８】
　ステップＳ３において、主制御部３１は、操作入力制御部３３を介して、ユーザにより
操作キー１４のうちの例えば確定キーなどが操作されることにより、液晶ディスプレイ１
７に表示されるマルチメディア機能起動設定画面（マルチメディア機能起動設定画面５５
－ａ）上において固定設定の選択が受け付けられたか否かを判定する。ステップＳ３にお
いて液晶ディスプレイ１７に表示されるマルチメディア機能起動設定画面（マルチメディ
ア機能起動設定画面５５－ａ）上において固定設定の選択が受け付けられたと判定された
場合、主制御部３１はステップＳ４で、ＬＣＤ制御部３６を制御し、ユーザがリモコン１
０を操作することで携帯電話機２にてマルチメディア機能を起動させる際に、複数のマル
チメディア機能の中から固定して起動させるいずれかのマルチメディア機能を選択するた
めの固定設定機能選択画面５５－ｄを液晶ディスプレイ１７に表示させる。液晶ディスプ
レイ１７は、ＬＣＤ制御部３６の制御に従い、例えば図６に示されるように、この固定設
定機能選択画面５５－ｄを表示する。
【００４９】
　例えば図６の固定設定機能選択画面５５－ｄの場合、ユーザがリモコン１０を操作する
ことで携帯電話機２にてマルチメディア機能を起動させる際に、複数のマルチメディア機
能の中から固定して起動させるいずれかのマルチメディア機能として、「地デジ（地上波
デジタルワンセグ放送波に関する機能）」、「デジタルラジオ（地上波デジタルラジオ放
送波に関する機能）」、「ＦＭラジオ（ＦＭラジオに関する機能）」、および「音楽プレ
ーヤ」が表示される。このとき、ユーザがその後に操作キー１４のうちの例えば確定キー
などを操作することで固定して起動させるマルチメディア機能として「地デジ（地上波デ
ジタルワンセグ放送波に関する機能）」を選択することが可能であることを示すために、
固定設定機能選択画面５５－ｄ上においては、「地デジ」、「デジタルラジオ」、「ＦＭ
ラジオ」、および「音楽プレーヤ」のうちの「地デジ」の近傍にその旨の指示アイコンが
表示される。
【００５０】
　その後、固定設定機能選択画面５５－ｄ上においてユーザにより操作キー１４のうちの
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例えば下キーが押下されると、固定設定機能選択画面５５－ｄは固定設定機能選択画面５
５－ｅに遷移するとともに、固定設定機能選択画面５５－ｅ上においては、「地デジ」、
「デジタルラジオ」、「ＦＭラジオ」、および「音楽プレーヤ」のうちの「デジタルラジ
オ」の近傍に指示アイコンが表示される。なお、同様に、ユーザにより操作キー１４のう
ちの例えば上キーまたは下キーが再度押下されると、その操作に伴って、液晶ディスプレ
イ１７に表示される表示画面が固定設定機能選択画面５５－ｄ乃至５５－ｇの間を適宜遷
移する。これにより、ユーザは、操作キー１４のうちの例えば確定キーなどを操作するこ
とで固定して起動させるマルチメディア機能として「地デジ」、「デジタルラジオ」、「
ＦＭラジオ」、または「音楽プレーヤ」を選択することができる。
【００５１】
　ステップＳ５において、主制御部３１は、操作入力制御部３３を介して、ユーザにより
操作キー１４が操作されることにより、固定設定機能選択画面５５－ｄ乃至５５－ｇのい
ずれかの画面上において、複数のマルチメディア機能の中から固定して起動させるいずれ
かのマルチメディア機能の固定設定の選択を受け付ける。すなわち、固定して起動させる
マルチメディア機能として「地デジ」、「デジタルラジオ」、「ＦＭラジオ」、または「
音楽プレーヤ」の選択が受け付けられる。
【００５２】
　ステップＳ６において、主制御部３１は、固定設定機能選択画面５５－ｄ乃至５５－ｇ
のいずれかの画面上において選択が受け付けられたいずれかのマルチメディア機能（例え
ば「地デジ」、「デジタルラジオ」、「ＦＭラジオ」、または「音楽プレーヤ」）に基づ
いて、ユーザがリモコン１０を操作することで携帯電話機２にてマルチメディア機能を起
動させる際に、携帯電話機２に搭載されているマルチメディア機能を起動させる起動方法
の設定を固定設定にする。主制御部３１は、このマルチメディア機能の起動方法の設定に
関する設定情報（固定設定に関する設定情報）を記憶させる。
【００５３】
　例えば固定設定機能選択画面５５－ｄ上において、複数のマルチメディア機能の中から
固定して起動させるマルチメディア機能として「地デジ」の選択が受け付けられた場合、
ユーザがリモコン１０を操作することで携帯電話機２にてマルチメディア機能を起動させ
る際に、携帯電話機２に搭載されているマルチメディア機能を起動させる起動方法の設定
が、マルチメディア機能の起動の際に、携帯電話機２に搭載されている複数のマルチメデ
ィア機能のうち、ユーザの操作によって予め固定された「地デジ」のマルチメディア機能
を起動させる固定設定にされる。なお、複数のマルチメディア機能の中から固定して起動
させるマルチメディア機能として「地デジ」以外の機能の選択が受け付けられた場合につ
いても同様である。その後、処理はステップＳ１３に進む。
【００５４】
　一方、ステップＳ３において液晶ディスプレイ１７に表示されるマルチメディア機能起
動設定画面（マルチメディア機能起動設定画面５５－ａ）上において固定設定の選択が受
け付けられていないと判定された場合、主制御部３１はステップＳ７で、操作入力制御部
３３を介して、ユーザにより操作キー１４のうちの例えば確定キーなどが操作されること
により、液晶ディスプレイ１７に表示されるマルチメディア機能起動設定画面（マルチメ
ディア機能起動設定画面５５－ｂ）上において優先度設定の選択が受け付けられたか否か
を判定する。ステップＳ７において液晶ディスプレイ１７に表示されるマルチメディア機
能起動設定画面（マルチメディア機能起動設定画面５５－ｂ）上において優先度設定の選
択が受け付けられたと判定された場合、主制御部３１はステップＳ８で、ＬＣＤ制御部３
６を制御し、ユーザがリモコン１０を操作することで携帯電話機２にてマルチメディア機
能を起動させる際に、携帯電話機２に搭載されている複数のマルチメディア機能のうち、
どのマルチメディア機能を優先的に起動させるか否かに関する優先度のパターンを選択す
るための優先度パターン選択画面５５－ｈを液晶ディスプレイ１７に表示させる。液晶デ
ィスプレイ１７は、ＬＣＤ制御部３６の制御に従い、例えば図６に示されるように、この
優先度パターン選択画面５５－ｈを表示する。
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【００５５】
　例えば図６の優先度パターン選択画面５５－ｈの場合、ユーザがリモコン１０を操作す
ることで携帯電話機２にてマルチメディア機能を起動させる際に、携帯電話機２に搭載さ
れている複数のマルチメディア機能のうち、どのマルチメディア機能を優先的に起動させ
るか否かに関する優先度のパターンとして、優先度の高い方から順に、「地デジ（地上波
デジタルワンセグ放送波に関する機能）」（優先度１）、「デジタルラジオ（地上波デジ
タルラジオ放送波に関する機能）」（優先度２）、「ＦＭラジオ（ＦＭラジオに関する機
能）」（優先度３）、および「音楽プレーヤ」（優先度４）が表示される。このとき、ユ
ーザがその後に操作キー１４のうちの例えば確定キーなどを操作することで、ユーザがリ
モコン１０を操作することで携帯電話機２にてマルチメディア機能を起動させる際に、携
帯電話機２に搭載されている複数のマルチメディア機能のうち、どのマルチメディア機能
を優先的に起動させるか否かに関する優先度のパターンとして、優先度の高い方から順に
「地デジ」→「デジタルラジオ」→「ＦＭラジオ」→「音楽プレーヤ」のパターンを選択
することが可能となる。
【００５６】
　その後、優先度パターン選択画面５５－ｈ上においてユーザにより操作キー１４のうち
の例えば下キー（または右キー）などが押下されると、優先度パターン選択画面５５－ｈ
は優先度パターン選択画面５５－ｉに遷移するとともに、優先度パターン選択画面５５－
ｉ上においては、複数のマルチメディア機能のうち、どのマルチメディア機能を優先的に
起動させるか否かに関する優先度のパターンとして、優先度の高い方から順に、「地デジ
（地上波デジタルワンセグ放送波に関する機能）」（優先度１）、「デジタルラジオ（地
上波デジタルラジオ放送波に関する機能）」（優先度２）、「音楽プレーヤ」（優先度３
）、および「ＦＭラジオ（ＦＭラジオに関する機能）」（優先度４）が表示される。なお
、複数のマルチメディア機能のうち、どのマルチメディア機能を優先的に起動させるか否
かに関する優先度のパターンに関しては、例えば図７（ａ）および（ｂ）に示されるよう
に、予め２４種類の異なる優先度のパターンが用意されている。例えば図７（ｂ）に示さ
れる優先度のパターン１１の場合、どのマルチメディア機能を優先的に起動させるか否か
に関する優先度のパターンは、優先度の高い方から順に「デジタルラジオ」→「音楽プレ
ーヤ」→「地デジ」→「ＦＭラジオ」のパターンである。以下、他の優先度のパターンに
ついても同様である。
【００５７】
　そして、同様にユーザにより操作キー１４のうちの例えば上・下キー（または左・右キ
ー）が再度押下されると、その操作に伴って、液晶ディスプレイ１７に表示される表示画
面が優先度パターン選択画面５５－ｈ乃至５５－ｋ、…の間を適宜遷移する。これにより
、ユーザは、操作キー１４のうちの例えば確定キーなどを操作することで、ユーザがリモ
コン１０を操作することで携帯電話機２にてマルチメディア機能を起動させる際に、携帯
電話機２に搭載されている複数のマルチメディア機能のうち、どのマルチメディア機能を
優先的に起動させるか否かに関する優先度のパターンとして、予め用意されている２４種
類の異なるパターンの中から所望のパターン（例えば優先度の高い方から順に「地デジ」
→「デジタルラジオ」→「ＦＭラジオ」→「音楽プレーヤ」のパターンなど）を選択する
ことが可能となる。
【００５８】
　ステップＳ９において、主制御部３１は、操作入力制御部３３を介して、ユーザにより
操作キー１４が操作されることにより、優先度パターン画面５５－ｈ乃至５５－ｋ、…の
いずれかの画面上において、携帯電話機２に搭載されている複数のマルチメディア機能の
うち、どのマルチメディア機能を優先的に起動させるか否かに関する優先度のパターンと
して、いずれかの優先度のパターンの選択を受け付ける。すなわち、予め用意されている
２４種類の異なるパターンの中から所望のパターン（例えば優先度の高い方から順に「地
デジ」→「デジタルラジオ」→「ＦＭラジオ」→「音楽プレーヤ」のパターンなど）の選
択が受け付けられる。
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【００５９】
　ステップＳ１０において、主制御部３１は、優先度パターン選択画面５５－ｈ乃至５５
－ｋ、…のいずれかの画面上において選択が受け付けられたいずれかの優先度のパターン
（例えば優先度の高い方から順に「地デジ」→「デジタルラジオ」→「ＦＭラジオ」→「
音楽プレーヤ」のパターンなど）に基づいて、ユーザがリモコン１０を操作することで携
帯電話機２にてマルチメディア機能を起動させる際に、携帯電話機２に搭載されているマ
ルチメディア機能を起動させる起動方法の設定を優先度設定にする。主制御部３１は、こ
のマルチメディア機能の起動方法の設定に関する設定情報（優先度設定に関する設定情報
）を記憶部４７に記憶させる。
【００６０】
　例えば優先度パターン選択画面５５－ｈ上において、携帯電話機２に搭載されている複
数のマルチメディア機能のうち、どのマルチメディア機能を優先的に起動させるか否かに
関する優先度のパターンとして、優先度の高い方から順に「地デジ」→「デジタルラジオ
」→「ＦＭラジオ」→「音楽プレーヤ」のパターンの選択が受け付けられた場合、ユーザ
がリモコン１０を操作することで携帯電話機２にてマルチメディア機能を起動させる際に
、携帯電話機２に搭載されているマルチメディア機能を起動させる起動方法の設定が、マ
ルチメディア機能の起動の際に、携帯電話機２に搭載されている複数のマルチメディア機
能のうち、ユーザの操作によって予め設定された優先度（優先度の高い方から順に「地デ
ジ」→「デジタルラジオ」→「ＦＭラジオ」→「音楽プレーヤ」）に応じてマルチメディ
ア機能を起動させる優先度設定にされる。なお、携帯電話機２に搭載されている複数のマ
ルチメディア機能のうち、どのマルチメディア機能を優先的に起動させるか否かに関する
優先度のパターンとして、他の優先度のパターンの選択が受け付けられた場合についても
同様である。その後、処理はステップＳ１３に進む。
【００６１】
　一方、ステップＳ７において液晶ディスプレイ１７に表示されるマルチメディア機能起
動設定画面（マルチメディア機能起動設定画面５５－ｂ）上において優先度設定の選択が
受け付けられていないと判定された場合、主制御部３１はステップＳ１１で、操作入力制
御部３３を介して、ユーザにより操作キー１４のうちの例えば確定キーなどが操作される
ことにより、液晶ディスプレイ１７に表示されるマルチメディア機能起動設定画面（マル
チメディア機能起動設定画面５５－ｃ）上においてオート設定の選択が受け付けられたか
否かを判定する。
【００６２】
　ステップＳ１１において液晶ディスプレイ１７に表示されるマルチメディア機能起動設
定画面（マルチメディア機能起動設定画面５５－ｃ）上においてオート設定の選択が受け
付けられたと判定された場合、主制御部３１はステップＳ１２で、ユーザがリモコン１０
を操作することで携帯電話機２にてマルチメディア機能を起動させる際に、携帯電話機２
に搭載されているマルチメディア機能を起動させる起動方法の設定をオート設定にする。
【００６３】
　すなわち、ユーザがリモコン１０を操作することで携帯電話機２にてマルチメディア機
能を起動させる際に、起動時の電波状況などに応じて、携帯電話機２に搭載されている複
数のマルチメディア機能のうち、いずれか１つのマルチメディア機能が自動的に起動させ
る起動方法の設定になされる。主制御部３１は、このマルチメディア機能の起動方法の設
定に関する設定情報（オート設定に関する設定情報）を記憶部４７に記憶させる。その後
、処理はステップＳ１３に進む。
【００６４】
　ステップＳ１１において液晶ディスプレイ１７に表示されるマルチメディア機能起動設
定画面（マルチメディア機能起動設定画面５５－ｃ）上においてオート設定の選択が受け
付けられていないと判定された場合、処理はステップＳ３に戻り、ステップＳ３以降の処
理が繰り返し実行される。
【００６５】
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　ステップＳ１３において、主制御部３１は、ユーザにより操作キー１４が操作されるこ
とにより、マルチメディア機能起動設定処理を終了するとの指示が受け付けられたか否か
を判定する。ステップＳ１３においてマルチメディア機能起動設定処理を開始するとの指
示が受け付けられていないと判定された場合、処理はステップＳ３に戻り、ステップＳ３
以降の処理が繰り返し実行される。
【００６６】
　一方、ステップＳ１３においてマルチメディア機能起動設定処理を開始するとの指示が
受け付けられたと判定された場合、マルチメディア機能起動設定処理は終了する。
【００６７】
　次に、図８のフローチャートを参照して、図４の携帯電話機２におけるマルチメディア
機能起動制御処理について説明する。このマルチメディア機能起動制御処理は、ユーザに
よりヘッドセット９に設けられたリモコン１０の起動ボタン（図示せず）が操作されるこ
とにより、携帯電話機２にてリモコン通信部４９を介してマルチメディア機能起動制御処
理を開始するとの指示が受け付けられたときに、開始される。
【００６８】
　ステップＳ２１において、主制御部３１は、ユーザによりヘッドセット９に設けられた
リモコン１０の起動ボタン（図示せず）が操作されることにより、リモコン通信部４９を
介してマルチメディア機能起動制御処理を開始するとの指示が受け付けられたか否かを判
定し、マルチメディア機能起動制御処理を開始するとの指示が受け付けられたと判定する
まで待機する。
【００６９】
　ステップＳ２１においてマルチメディア機能起動制御処理を開始するとの指示が受け付
けられたと判定された場合、主制御部３１はステップＳ２２で、記憶部４７に記憶されて
いるマルチメディア機能の起動方法の設定に関する設定情報に基づいて、マルチメディア
機能の起動方法の設定が固定設定であるか否かを判定する。
【００７０】
　ステップＳ２２においてマルチメディア機能の起動方法の設定が固定設定であると判定
された場合、主制御部３１はステップＳ２３で、固定設定におけるマルチメディア機能起
動処理を実行する。この固定設定におけるマルチメディア機能起動処理の詳細については
、図９のフローチャートに示される。
【００７１】
　図９のフローチャートを参照して、図４の携帯電話機２における固定設定におけるマル
チメディア機能起動処理の詳細について説明する。ステップＳ３１において、主制御部３
１は、記憶部４７に記憶されているマルチメディア機能の起動方法の設定に関する設定情
報に基づいて、固定設定されているマルチメディア機能が「地デジ（地上波デジタルワン
セグ放送波に関する機能）」であるか否かを判定する。
【００７２】
　ステップＳ３１において固定設定されているマルチメディア機能が「地デジ（地上波デ
ジタルワンセグ放送波に関する機能）」であると判定された場合、主制御部３１はステッ
プＳ３２で、地上波デジタルワンセグ・ラジオ受信部５０を制御し、地上波デジタルワン
セグ放送波に関する機能を起動させる。これにより、放送局８からの地上波デジタルワン
セグ放送波を受信し、受信された地上波デジタルワンセグ放送波に基づく動画像を液晶デ
ィスプレイ１７に表示するとともに、受信された地上波デジタルワンセグ放送波に基づく
音声（オーディオデータ）を近距離無線通信を介してヘッドセット９に転送することがで
きる。その後、処理は図８に戻り、マルチメディア機能起動制御処理は終了する。
【００７３】
　一方、ステップＳ３１において固定設定されているマルチメディア機能が「地デジ（地
上波デジタルワンセグ放送波に関する機能）」ではないと判定された場合、主制御部３１
はステップＳ３３で、記憶部４７に記憶されているマルチメディア機能の起動方法の設定
に関する設定情報に基づいて、固定設定されているマルチメディア機能が「デジタルラジ
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オ（地上波デジタルラジオ放送波に関する機能）」であるか否かを判定する。
【００７４】
　ステップＳ３３において固定設定されているマルチメディア機能が「デジタルラジオ（
地上波デジタルラジオ放送波に関する機能）」であると判定された場合、主制御部３１は
ステップＳ３４で、地上波デジタルワンセグ・ラジオ受信部５０を制御し、地上波デジタ
ルラジオ放送波に関する機能を起動させる。これにより、放送局８からの地上波デジタル
ラジオ放送波を受信し、受信された地上波デジタルラジオ放送波に基づく音声（オーディ
オデータ）を近距離無線通信を介してヘッドセット９に転送することができる。その後、
処理は図８に戻り、マルチメディア機能起動制御処理は終了する。
【００７５】
　ステップＳ３３において固定設定されているマルチメディア機能が「デジタルラジオ（
地上波デジタルラジオ放送波に関する機能）」ではないと判定された場合、主制御部３１
はステップＳ３５で、記憶部４７に記憶されているマルチメディア機能の起動方法の設定
に関する設定情報に基づいて、固定設定されているマルチメディア機能が「ＦＭラジオ（
ＦＭラジオ放送波に関する機能）」であるか否かを判定する。ステップＳ３５において固
定設定されているマルチメディア機能が「ＦＭラジオ（ＦＭラジオ放送波に関する機能）
」であると判定された場合、主制御部３１はステップＳ３６で、ＦＭラジオ受信部５１を
制御し、ＦＭラジオ放送波に関する機能を起動させる。これにより、図示せぬ放送局から
送信されてきたＦＭラジオを受信し、受信されたＦＭラジオ放送波に基づく音声（オーデ
ィオデータ）を近距離無線通信を介してヘッドセット９に転送することができる。その後
、処理は図８に戻り、マルチメディア機能起動制御処理は終了する。
【００７６】
　ステップＳ３５において固定設定されているマルチメディア機能が「ＦＭラジオ（ＦＭ
ラジオ放送波に関する機能）」ではないと判定された場合、主制御部３１はステップＳ３
７で、記憶部４７に記憶されているマルチメディア機能の起動方法の設定に関する設定情
報に基づいて、固定設定されているマルチメディア機能が「音楽プレーヤ（音楽プレーヤ
に関する機能）」であるか否かを判定する。ステップＳ３７において固定設定されている
マルチメディア機能が「音楽プレーヤ（音楽プレーヤに関する機能）」であると判定され
た場合、主制御部３１はステップＳ３８で、音楽制御部４８を制御し、音楽プレーヤに関
する機能を起動させる。これにより、記憶部４７に予め記憶されているオーディオデータ
を近距離無線通信を介してヘッドセット９に転送することができる。その後、処理は図８
に戻り、マルチメディア機能起動制御処理は終了する。
【００７７】
　ステップＳ３７において固定設定されているマルチメディア機能が「音楽プレーヤ（音
楽プレーヤに関する機能）」ではないと判定された場合、主制御部３１はステップＳ３９
で、エラー処理を実行し、その後、処理は図８に戻り、マルチメディア機能起動制御処理
は終了する。
【００７８】
　図８に戻り、ステップＳ２２においてマルチメディア機能の起動方法の設定が固定設定
ではないと判定された場合、主制御部３１はステップＳ２４で、記憶部４７に記憶されて
いるマルチメディア機能の起動方法の設定に関する設定情報に基づいて、マルチメディア
機能の起動方法の設定が優先度設定であるか否かを判定する。ステップＳ２４においてマ
ルチメディア機能の起動方法の設定が優先度設定であると判定された場合、主制御部３１
はステップＳ２５で、優先度設定におけるマルチメディア機能起動処理を実行する。この
優先度設定におけるマルチメディア機能起動処理の詳細については、図１０のフローチャ
ートに示される。
【００７９】
　図１０のフローチャートを参照して、図４の携帯電話機２における優先度設定における
マルチメディア機能起動処理の詳細について説明する。ステップＳ４１において、主制御
部３１は、優先度設定におけるマルチメディア機能起動処理に用いる優先度ｎを１に初期
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設定する（優先度ｎ＝１）。ステップＳ４２において、主制御部３１は、記憶部４７に記
憶されているマルチメディア機能の起動方法の設定に関する設定情報（優先度設定に関す
る設定情報）に含まれる優先度のパターンに基づいて、優先度ｎのマルチメディア機能が
「地デジ（地上波デジタルワンセグ放送波に関する機能）」であるか否かを判定する。す
なわち、優先度ｎ＝１の場合、優先度設定に関する設定情報に含まれる優先度のパターン
に基づいて、優先度１のマルチメディア機能が「地デジ（地上波デジタルワンセグ放送波
に関する機能）」であるか否かが判定される。同様に、優先度ｎ＝２の場合、優先度設定
に関する設定情報に含まれる優先度のパターンに基づいて、優先度２のマルチメディア機
能が「地デジ（地上波デジタルワンセグ放送波に関する機能）」であるか否かが判定され
る。優先度ｎ＝３または４の場合についても同様である。
【００８０】
　ステップＳ４２において優先度ｎのマルチメディア機能が「地デジ（地上波デジタルワ
ンセグ放送波に関する機能）」であると判定された場合、主制御部３１はステップＳ４３
で、地上波デジタルワンセグ・ラジオ受信部５０を制御し、地上波デジタルワンセグ放送
波が受信可能であるか否かを判定する。具体的には、主制御部３１は、例えば地上波デジ
タルワンセグ・ラジオ受信部５０にて放送局８からの地上波デジタルワンセグ放送波の受
信を試行し、そのとき、多重分離部３８にて多重化信号（エレメンタリーストリーム）を
取得したか否か（多重化信号が多重分離部３８に入っているか否か）を判定することによ
り、地上波デジタルワンセグ放送波が受信可能であるか否かを判定し、多重分離部３８に
て多重化信号（エレメンタリーストリーム）を取得したときには、地上波デジタルワンセ
グ放送波が受信可能であると判定する。一方、主制御部３１は、多重分離部３８にて多重
化信号（エレメンタリーストリーム）を取得できないときには、地上波デジタルワンセグ
放送波が受信可能ではないと判定する。
【００８１】
　勿論、たとえ多重分離部３８にて多重化信号（エレメンタリーストリーム）を取得した
ときであったとしても、地上波デジタルワンセグ放送波の受信状況が悪いときにはユーザ
にとって視聴すること困難となることから、例えば地上波デジタルワンセグ・ラジオ受信
部５０にて放送局８からの地上波デジタルワンセグ放送波の受信を試行し、電界強度やＳ
／Ｎ比が所定の基準値以下であるときには、地上波デジタルワンセグ放送波が受信可能で
はないと判定するようにしてもよい。
【００８２】
　ステップＳ４３において地上波デジタルワンセグ放送波が受信可能であると判定された
場合、主制御部３１はステップＳ４４で、地上波デジタルワンセグ・ラジオ受信部５０を
制御し、地上波デジタルワンセグ放送波に関する機能を起動させる。これにより、放送局
８からの地上波デジタルワンセグ放送波を受信し、受信された地上波デジタルワンセグ放
送波に基づく動画像を液晶ディスプレイ１７に表示するとともに、受信された地上波デジ
タルワンセグ放送波に基づく音声（オーディオデータ）を近距離無線通信を介してヘッド
セット９に転送することができる。その後、処理は図８に戻り、マルチメディア機能起動
制御処理は終了する。勿論、受波状況（電波状況）を判断せずに、起動の優先度として設
定された最も優先度の高いマルチメディア機能を起動するようにしてもよい。
【００８３】
　一方、ステップＳ４３において地上波デジタルワンセグ放送波が受信可能ではないと判
定された場合、主制御部３１はステップＳ４５で、優先度設定におけるマルチメディア機
能起動処理に用いる優先度ｎが４よりも小さいか否かを判定する。ステップＳ４５におい
て優先度設定におけるマルチメディア機能起動処理に用いる優先度ｎが４よりも小さいと
判定された場合、主制御部３１はステップＳ４６で、優先度設定におけるマルチメディア
機能起動処理に用いる優先度ｎを１だけインクリメントする（優先度ｎ＝ｎ＋１）。その
後、処理はステップＳ４２に戻り、ステップＳ４２以降の処理が実行される。
【００８４】
　一方、ステップＳ４２において優先度ｎのマルチメディア機能が「地デジ（地上波デジ
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タルワンセグ放送波に関する機能）」ではないと判定された場合、主制御部３１はステッ
プＳ４７で、記憶部４７に記憶されているマルチメディア機能の起動方法の設定に関する
設定情報（優先度設定に関する設定情報）に含まれる優先度のパターンに基づいて、優先
度ｎのマルチメディア機能が「デジタルラジオ（地上波デジタルラジオ放送波に関する機
能）」であるか否かを判定する。すなわち、優先度ｎ＝１の場合、優先度設定に関する設
定情報に含まれる優先度のパターンに基づいて、優先度１のマルチメディア機能が「デジ
タルラジオ（地上波デジタルラジオ放送波に関する機能）」であるか否かが判定される。
同様に、優先度ｎ＝２の場合、優先度設定に関する設定情報に含まれる優先度のパターン
に基づいて、優先度２のマルチメディア機能が「デジタルラジオ（地上波デジタルラジオ
放送波に関する機能）」であるか否かが判定される。優先度ｎ＝３または４の場合につい
ても同様である。
【００８５】
　ステップＳ４７において優先度ｎのマルチメディア機能が「デジタルラジオ（地上波デ
ジタルラジオ放送波に関する機能）」であると判定された場合、主制御部３１はステップ
Ｓ４８で、地上波デジタルワンセグ・ラジオ受信部５０を制御し、地上波デジタルラジオ
放送波が受信可能であるか否かを判定する。具体的な判定方法については、基本的にはス
テップＳ４３における地上波デジタルワンセグ放送波についての場合と同様であり、その
説明は繰り返しになるので省略する。
【００８６】
　ステップＳ４８において地上波デジタルラジオ放送波が受信可能であると判定された場
合、主制御部３１はステップＳ４９で、地上波デジタルワンセグ・ラジオ受信部５０を制
御し、地上波デジタルラジオ放送波に関する機能を起動させる。これにより、放送局８か
らの地上波デジタルラジオ放送波を受信し、受信された地上波デジタルラジオ放送波に基
づく音声（オーディオデータ）を近距離無線通信を介してヘッドセット９に転送すること
ができる。その後、処理は図８に戻り、マルチメディア機能起動制御処理は終了する。
【００８７】
　ステップＳ４８において地上波デジタルラジオ放送波が受信可能ではないと判定された
場合、処理はステップＳ４５に進み、ステップＳ４５において優先度設定におけるマルチ
メディア機能起動処理に用いる優先度ｎが４よりも小さいと判定された場合、優先度ｎが
１だけインクリメントされ、その後、ステップＳ４２以降の処理が同様に繰り返し実行さ
れる。
【００８８】
　一方、ステップＳ４７において優先度ｎのマルチメディア機能が「デジタルラジオ（地
上波デジタルラジオ放送波に関する機能）」ではないと判定された場合、主制御部３１は
ステップＳ５０で、記憶部４７に記憶されているマルチメディア機能の起動方法の設定に
関する設定情報（優先度設定に関する設定情報）に含まれる優先度のパターンに基づいて
、優先度ｎのマルチメディア機能が「ＦＭラジオ（ＦＭラジオ放送波に関する機能）」で
あるか否かを判定する。すなわち、優先度ｎ＝１の場合、優先度設定に関する設定情報に
含まれる優先度のパターンに基づいて、優先度１のマルチメディア機能が「ＦＭラジオ（
ＦＭラジオ放送波に関する機能）」であるか否かが判定される。同様に、優先度ｎ＝２の
場合、優先度設定に関する設定情報に含まれる優先度のパターンに基づいて、優先度２の
マルチメディア機能が「ＦＭラジオ（ＦＭラジオ放送波に関する機能）」であるか否かが
判定される。優先度ｎ＝３または４の場合についても同様である。
【００８９】
　ステップＳ５０において優先度ｎのマルチメディア機能が「ＦＭラジオ（ＦＭラジオ放
送波に関する機能）」であると判定された場合、主制御部３１はステップＳ５１で、ＦＭ
ラジオ受信部５１を制御し、ＦＭラジオ放送波が受信可能であるか否かを判定する。具体
的な判定方法については、基本的にはステップＳ４３における地上波デジタルワンセグ放
送波についての場合と同様であり、その説明は繰り返しになるので省略する。
【００９０】
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　ステップＳ５１においてＦＭラジオ放送波が受信可能であると判定された場合、主制御
部３１はステップＳ５２で、ＦＭラジオ受信部５１を制御し、ＦＭラジオ放送波に関する
機能を起動させる。これにより、図示せぬ放送局から送信されてきたＦＭラジオを受信し
、受信されたＦＭラジオ放送波に基づく音声（オーディオデータ）を近距離無線通信を介
してヘッドセット９に転送することができる。その後、処理は図８に戻り、マルチメディ
ア機能起動制御処理は終了する。
【００９１】
　一方、ステップＳ５１においてＦＭラジオ放送波が受信可能ではないと判定された場合
、処理はステップＳ４５に進み、ステップＳ４５において優先度設定におけるマルチメデ
ィア機能起動処理に用いる優先度ｎが４よりも小さいと判定された場合、優先度ｎが１だ
けインクリメントされ、その後、ステップＳ４２以降の処理が同様に繰り返し実行される
。
【００９２】
　ステップＳ５０において優先度ｎのマルチメディア機能が「ＦＭラジオ（ＦＭラジオ放
送波に関する機能）」ではないと判定された場合、主制御部３１はステップＳ５３で、記
憶部４７に記憶されているマルチメディア機能の起動方法の設定に関する設定情報（優先
度設定に関する設定情報）に含まれる優先度のパターンに基づいて、優先度ｎのマルチメ
ディア機能が「音楽プレーヤ（音楽プレーヤに関する機能）」であるか否かを判定する。
すなわち、優先度ｎ＝１の場合、優先度設定に関する設定情報に含まれる優先度のパター
ンに基づいて、優先度１のマルチメディア機能が「音楽プレーヤ（音楽プレーヤに関する
機能）」であるか否かが判定される。同様に、優先度ｎ＝２の場合、優先度設定に関する
設定情報に含まれる優先度のパターンに基づいて、優先度２のマルチメディア機能が「音
楽プレーヤ（音楽プレーヤに関する機能）」であるか否かが判定される。優先度ｎ＝３ま
たは４の場合についても同様である。
【００９３】
　ステップＳ５３において優先度ｎのマルチメディア機能が「音楽プレーヤ（音楽プレー
ヤに関する機能）」であると判定された場合、主制御部３１はステップＳ５４で、記憶部
４７に、音楽プレーヤ機能を用いて再生するオーディオデータが予め記憶されているか否
か（音楽プレーヤ機能を用いて再生するオーディオデータがあるか否か）を判定する。ス
テップＳ５４において記憶部４７に、音楽プレーヤ機能を用いて再生するオーディオデー
タが予め記憶されていると判定された場合、主制御部３１はステップＳ５５で、音楽制御
部４８を制御し、音楽プレーヤに関する機能を起動させる。これにより、記憶部４７に予
め記憶されているオーディオデータを近距離無線通信を介してヘッドセット９に転送する
ことができる。その後、処理は図８に戻り、マルチメディア機能起動制御処理は終了する
。
【００９４】
　一方、ステップＳ５４において記憶部４７に、音楽プレーヤ機能を用いて再生するオー
ディオデータが予め記憶されていないと判定された場合（再生するオーディオデータが保
持されておらず、音楽プレーヤ機能を再生することができないと判断された場合）、処理
はステップＳ４５に進み、ステップＳ４５において優先度設定におけるマルチメディア機
能起動処理に用いる優先度ｎが４よりも小さいと判定された場合、優先度ｎが１だけイン
クリメントされ、その後、ステップＳ４２以降の処理が同様に繰り返し実行される。
【００９５】
　ステップＳ５３において優先度ｎのマルチメディア機能が「音楽プレーヤ（音楽プレー
ヤに関する機能）」ではないと判定された場合、主制御部３１はステップＳ５６で、エラ
ー処理を実行し、その後、処理は図８に戻り、マルチメディア機能起動制御処理は終了す
る。
【００９６】
　ここで、図８に戻り、ステップＳ２４においてマルチメディア機能の起動方法の設定が
優先度設定ではないと判定された場合、主制御部３１はステップＳ２５で、記憶部４７に



(17) JP 4978349 B2 2012.7.18

10

20

30

40

50

記憶されているマルチメディア機能の起動方法の設定に関する設定情報に基づいて、マル
チメディア機能の起動方法の設定がオート設定であるか否かを判定する。ステップＳ２６
においてマルチメディア機能の起動方法の設定がオート設定であると判定された場合、主
制御部３１はステップＳ２７で、オート設定におけるマルチメディア機能起動処理を実行
する。このオート設定におけるマルチメディア機能起動処理の詳細については、図１１の
フローチャートに示される。
【００９７】
　図１１のフローチャートを参照して、図４の携帯電話機２におけるオート設定における
マルチメディア機能起動処理の詳細について説明する。
【００９８】
　ステップＳ６１において、主制御部３１は、地上波デジタルワンセグ・ラジオ受信部５
０、およびＦＭラジオ受信部５１を制御し、地上波デジタルワンセグ放送波、地上波デジ
タルラジオ放送波、およびＦＭラジオ放送波のそれぞれの受波状況を確認する。具体的に
は、主制御部３１は、例えば地上波デジタルワンセグ・ラジオ受信部５０にて放送局８か
らの地上波デジタルワンセグ放送波または地上波デジタルラジオ放送波の受信を試行し、
そのとき、多重分離部３８における多重化信号（エレメンタリーストリーム）の取得状況
（多重化信号が多重分離部３８に入っているか否かに関する状況）を確認する。また、主
制御部３１は、例えばＦＭラジオ受信部５１にて図示せぬ放送局からのＦＭラジオ放送波
の受信を試行し、そのとき、ＦＭラジオ放送波の受波状況を確認する。
【００９９】
　ステップＳ６２において、主制御部３１は、確認された地上波デジタルワンセグ放送波
、地上波デジタルラジオ放送波、およびＦＭラジオ放送波のそれぞれの受波状況に基づい
て、すべての放送波が受信に耐えないか否かを判定する。すなわち、地上波デジタルワン
セグ放送波、地上波デジタルラジオ放送波、およびＦＭラジオ放送波の受波状況（受信状
況）が悪いために、ユーザにとって視聴すること困難となり、すべての放送波に関してユ
ーザの視聴に耐えないか否かが判定される。このとき、例えばすべての放送波の電界強度
やＳ／Ｎ比が所定の基準値以下であるときには、すべての放送波に関してユーザの視聴に
耐えないと判定され、すべての放送波が受信に耐えないと判定される。
【０１００】
　一方、地上波デジタルワンセグ放送波、地上波デジタルラジオ放送波、およびＦＭラジ
オ放送波のうちいずれか１つの放送波でも受信に耐える場合には、すべての放送波に関し
てユーザの視聴に耐えないとは判定されず、すべての放送波が受信に耐えないことはない
と判定される。
【０１０１】
　ステップＳ６２においてすべての放送波が受信に耐えないと判定された場合、主制御部
３１はステップＳ６３で、記憶部４７に、音楽プレーヤ機能を用いて再生するオーディオ
データが予め記憶されているか否か（音楽プレーヤ機能を用いて再生するオーディオデー
タがあるか否か）を判定する。ステップＳ６３において記憶部４７に、音楽プレーヤ機能
を用いて再生するオーディオデータが予め記憶されていると判定された場合、主制御部３
１はステップＳ６４で、音楽制御部４８を制御し、音楽プレーヤに関する機能を起動させ
る。これにより、記憶部４７に予め記憶されているオーディオデータを近距離無線通信を
介してヘッドセット９に転送することができる。その後、処理は図８に戻り、マルチメデ
ィア機能起動制御処理は終了する。一方、ステップＳ６３において記憶部４７に、音楽プ
レーヤ機能を用いて再生するオーディオデータが予め記憶されていないと判定された場合
（再生するオーディオデータが保持されておらず、音楽プレーヤ機能を再生することがで
きないと判断された場合）、ステップＳ６４の処理はスキップされ、その後、処理は図８
に戻り、マルチメディア機能起動制御処理は終了する。
【０１０２】
　ステップＳ６２においてすべての放送波が受信に耐えないことはないと判定された場合
（すなわち、地上波デジタルワンセグ放送波、地上波デジタルラジオ放送波、およびＦＭ
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ラジオ放送波のうちいずれか１つの放送波でも受信に耐えると判定された場合）、主制御
部３１はステップＳ６５で、確認された地上波デジタルワンセグ放送波、地上波デジタル
ラジオ放送波、およびＦＭラジオ放送波のそれぞれの受波状況に基づいて、地上波デジタ
ルワンセグ放送波、地上波デジタルラジオ放送波、およびＦＭラジオ放送波のうち、受波
状況が最もよい放送波が地上波デジタルワンセグ放送波であるか否かを判定する。ステッ
プＳ６５において受波状況が最もよい放送波が地上波デジタルワンセグ放送波であると判
定された場合、主制御部３１はステップＳ６６で、地上波デジタルワンセグ・ラジオ受信
部５０を制御し、地上波デジタルワンセグ放送波に関する機能を起動させる。これにより
、放送局８からの地上波デジタルワンセグ放送波を受信し、受信された地上波デジタルワ
ンセグ放送波に基づく動画像を液晶ディスプレイ１７に表示するとともに、受信された地
上波デジタルワンセグ放送波に基づく音声（オーディオデータ）を近距離無線通信を介し
てヘッドセット９に転送することができる。その後、処理は図８に戻り、マルチメディア
機能起動制御処理は終了する。
【０１０３】
　一方、ステップＳ６５において受波状況が最もよい放送波が地上波デジタルワンセグ放
送波ではないと判定された場合、主制御部３１はステップＳ６７で、確認された地上波デ
ジタルワンセグ放送波、地上波デジタルラジオ放送波、およびＦＭラジオ放送波のそれぞ
れの受波状況に基づいて、受波状況が最もよい放送波が地上波デジタルラジオ放送波であ
るか否かを判定する。ステップＳ６７において受波状況が最もよい放送波が地上波デジタ
ルラジオ放送波であると判定された場合、主制御部３１はステップＳ６８で、地上波デジ
タルワンセグ・ラジオ受信部５０を制御し、地上波デジタルラジオ放送波に関する機能を
起動させる。これにより、放送局８からの地上波デジタルラジオ放送波を受信し、受信さ
れた地上波デジタルラジオ放送波に基づく音声（オーディオデータ）を近距離無線通信を
介してヘッドセット９に転送することができる。その後、処理は図８に戻り、マルチメデ
ィア機能起動制御処理は終了する。
【０１０４】
　一方、ステップＳ６７において受波状況が最もよい放送波が地上波デジタルラジオ放送
波ではないと判定された場合、主制御部３１はステップＳ６９で、確認された地上波デジ
タルワンセグ放送波、地上波デジタルラジオ放送波、およびＦＭラジオ放送波のそれぞれ
の受波状況に基づいて、受波状況が最もよい放送波がＦＭラジオ放送波であるか否かを判
定する。ステップＳ６９において受波状況が最もよい放送波がＦＭラジオ放送波であると
判定された場合、主制御部３１はステップＳ７０で、ＦＭラジオ受信部５１を制御し、Ｆ
Ｍラジオ放送波に関する機能を起動させる。これにより、図示せぬ放送局から送信されて
きたＦＭラジオを受信し、受信されたＦＭラジオ放送波に基づく音声（オーディオデータ
）を近距離無線通信を介してヘッドセット９に転送することができる。その後、処理は図
８に戻り、マルチメディア機能起動制御処理は終了する。
【０１０５】
　ステップＳ６９において受波状況が最もよい放送波がＦＭラジオ放送波ではないと判定
された場合、処理は図８に戻り、マルチメディア機能起動制御処理は終了する。
【０１０６】
　図８に戻り、ステップＳ２６においてマルチメディア機能の起動方法の設定がオート設
定ではないと判定された場合、主制御部３１はステップＳ２８で、エラー処理を行い、そ
の後、マルチメディア機能起動制御処理は終了する。
【０１０７】
　本発明の実施形態においては、携帯電話機２に複数のマルチメディア機能が搭載されて
いる場合に、対向機器であるヘッドセット９のリモコン１０から無線通信を介して送信さ
れてきたリモコンコマンドに応じて複数のマルチメディア機能の中からいずれかのマルチ
メディア機能を起動する起動方法を設定し、ヘッドセット９のリモコン１０から無線通信
を介して送信されてきたリモコンコマンドを受信したとき、設定されているマルチメディ
ア機能の起動方法の設定が固定設定、優先度設定、およびオート設定のいずれかであるか
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否かを判定し、その判定結果に基づいて、携帯電話機２に搭載されているマルチメディア
機能の起動を制御することができる。
【０１０８】
　例えば設定されているマルチメディア機能の起動方法の設定が固定設定であると判定さ
れた場合、固定設定におけるマルチメディア機能起動処理を実行することができる。これ
により、ユーザの操作により予め固定設定されたマルチメディア機能を常に起動させるこ
とができる。
【０１０９】
　また、設定されているマルチメディア機能の起動方法の設定が優先度設定であると判定
された場合、優先度設定におけるマルチメディア機能起動処理を実行することができる。
これにより、ユーザの操作により予め設定された起動の優先度と電波の受波状況を組み合
わせて（あるいは、起動の優先度のみに従って）最適なマルチメディア機能を起動させる
ことができる。さらに、設定されているマルチメディア機能の起動方法の設定がオート設
定であると判定された場合、オート設定におけるマルチメディア機能起動処理を実行する
ことができる。これにより、複数存在するマルチメディア機能のうち、例えば受波状況な
どが最もよいマルチメディア機能を起動させることができる。
【０１１０】
　従って、既存のリモコン１０（ヘッドセット９）を用いたとしても、複数のマルチメデ
ィア機能の中からいずれかの好適な機能を起動することができる。従って、リモコン１０
を用いて携帯電話機２に搭載されたマルチメディア機能を起動させる場合における利便性
を向上させることができる。
【０１１１】
　なお、図１１に示されるオート設定におけるマルチメディア機能起動処理においては、
地上波デジタルワンセグ放送波、地上波デジタルラジオ放送波、ＦＭラジオ放送波の受波
状況を確認した上で、受波状況が最もよいマルチメディア機能を起動するようにしたが、
このような場合に限られず、例えば図１２のフローチャートに示されるように、オート設
定におけるマルチメディア機能起動処理において、再度ユーザが利用する可能性の高い直
近で起動された（最後に起動された）マルチメディア機能を起動するようにしてもよい。
このとき、その受波状況がよくないときには、予め設定されている優先度に基づいて図１
０を用いて説明した優先度設定におけるマルチメディア機能起動処理を実行するようにし
てもよい。
【０１１２】
　具体的には、図１２のステップＳ７１、Ｓ７４、Ｓ７７、Ｓ８０の処理において順次、
直近で起動されたマルチメディア機能が地上波デジタルワンセグ放送波に関する機能、地
上波デジタルラジオ放送波に関する機能、ＦＭラジオ放送波に関する機能、または音楽プ
レーヤに関する機能であるか否かを判定する。例えば直近で起動されたマルチメディア機
能が地上波デジタルワンセグ放送波に関する機能であると判定された場合、地上波デジタ
ルワンセグ放送波が受信可能であるか否かを判定し（ステップＳ７２）、地上波デジタル
ワンセグ放送波が受信可能であると判定された場合、地上波デジタルワンセグ放送波に関
する機能を起動する（ステップＳ７３）。一方、地上波デジタルワンセグ放送波が受信可
能ではないと判定された場合、処理は図８のステップＳ２５に進み、図１０に示される優
先度設定におけるマルチメディア機能起動処理が実行される。なお、直近で起動されたマ
ルチメディア機能が地上波デジタルワンセグ放送波に関する機能以外であると判定された
場合についても同様である。
【０１１３】
　これにより、最後に起動された（直近で起動された）マルチメディア機能を起動するこ
とができる。また、さらにその受波状況を組み合わせてより最適なマルチメディア機能を
起動することができる。従って、既存のリモコン１０（ヘッドセット９）を用いたとして
も、複数のマルチメディア機能の中からいずれかのより好適な機能を起動することができ
る。従って、リモコン１０を用いて携帯電話機２に搭載されたマルチメディア機能を起動
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させる場合における利便性をより向上させることができる。勿論、その受波状況に関わら
ず、最後に起動された（直近で起動された）マルチメディア機能を常に起動するようにし
てもよい。
【０１１４】
　なお、本発明は、携帯電話機２以外にも、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、パ
ーソナルコンピュータ、携帯型ゲーム機、携帯型音楽再生機、携帯型動画再生機、その他
の情報処理情報処理装置にも適用することができる。
【０１１５】
　また、本発明の実施形態において説明した一連の処理は、ソフトウェアにより実行させ
ることもできるが、ハードウェアにより実行させることもできる。
【０１１６】
　さらに、本発明の実施形態では、フローチャートのステップは、記載された順序に沿っ
て時系列的に行われる処理の例を示したが、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列
的あるいは個別実行される処理をも含むものである。
【図面の簡単な説明】
【０１１７】
【図１】本発明に係るネットワークシステムの概略的な構成を示す図。
【図２】本発明に係る情報処理装置に適用可能な携帯電話機の外観の構成を示す外観図。
【図３】本発明に係る情報処理装置に適用可能な携帯電話機の他の外観の構成を示す外観
図。
【図４】本発明に係る情報処理装置に適用可能な携帯電話機の内部の構成を示すブロック
図。
【図５】図４の携帯電話機におけるマルチメディア機能起動設定処理を説明するフローチ
ャート。
【図６】マルチメディア機能起動設定時に液晶ディスプレイに表示される表示画面の遷移
図。
【図７】マルチメディア機能の起動方法を優先度設定にする場合における優先度のパター
ンを説明するための説明図。
【図８】図４の携帯電話機におけるマルチメディア機能起動制御処理を説明するフローチ
ャート。
【図９】図８のステップ２３での固定設定におけるマルチメディア機能起動設定処理の詳
細を説明するフローチャート。
【図１０】図８のステップ２５での優先度設定におけるマルチメディア機能起動設定処理
の詳細を説明するフローチャート。
【図１１】図８のステップ２７のオート設定におけるマルチメディア機能起動設定処理の
詳細を説明するフローチャート。
【図１２】図８のステップ２７の他のオート設定におけるマルチメディア機能起動設定処
理の詳細を説明するフローチャート。
【符号の説明】
【０１１８】
　１…ネットワークシステム、２…携帯電話機、３…基地局、４…公衆回線網、５…アク
セスサーバ、６…ネットワーク、７…放送用コンテンツサーバ、８…放送局、９…ヘッド
セット、１０…リモコン、１１…ヒンジ、１２…第１の筐体、１３…第２の筐体、１４…
操作キー、１５…マイクロフォン、１６…サイドキー、１７…液晶ディスプレイ、１８…
スピーカ、１９a乃至１９d…磁気センサ、２０…ＣＣＤカメラ、２１…サブディスプレイ
、２２…静電タッチパッド、３１…主制御部、３２…電源回路部、３３…操作入力制御部
、３４…画像エンコーダ、３５…カメラI/F部、３６…ＬＣＤ制御部、３７…画像デコー
ダ、３８…多重分離部、３９…変復調回路部、４０…音声コーデック、４１…メインバス
、４２…同期バス、４３…送受信回路部、４４…アンテナ、４５…記録再生部、４６…メ
モリカード、４７…記憶部、４８…音楽制御部、４９…リモコン通信部、５０…地上波デ
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