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(57)【要約】
【課題】メモリの負担もなく、必要な時に必要なシーン
のみを再生することができる遠隔視聴システム及び遠隔
視聴方法を提供すること。
【解決手段】データ変換部１５は、テレビ番組に対応す
るメタデータに基づいて、テレビ番組の録画データを分
割して遠隔視聴用データに変換する。このメタデータは
、テレビ番組の内容の区切りの情報が含まれているので
、その内容の区切り部分でデータを分割する。録画デー
タ２１は、複数の内容のデータを含んでおり、Ｘは、内
容の区切り部分を示す。この区切り部は、メタデータ配
信サーバ２から配信されたメタデータに基づくものであ
る。したがって、データ変換部１５においては、メタデ
ータ配信サーバ２から取得したメタデータを参照して、
メタデータに含まれる内容の区切りで録画データ２１を
分割する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　番組の録画・録音データを、前記番組に対応するメタデータに基づいて分割して遠隔視
聴用データに変換するデータ変換手段、及び前記遠隔視聴用データを送信する送信手段を
有するデータ変換装置と、前記遠隔視聴用データを受信する受信手段、及び前記遠隔視聴
用データを再生する再生手段を有する携帯端末装置と、を具備することを特徴とする遠隔
視聴システム。
【請求項２】
　前記データ変換装置に対してメタデータを配信するメタデータ配信サーバを具備するこ
とを特徴とする請求項１記載の遠隔視聴システム。
【請求項３】
　前記データ変換手段は、前記メタデータに基づいて分割した分割データの長さが前記携
帯端末装置の最大再生時間を超えた場合に、前記分割データを前記最大再生時間でさらに
分割することを特徴とする請求項１又は請求項２記載の遠隔視聴システム。
【請求項４】
　前記データ変換手段は、前記メタデータに基づいて分割した分割データの容量が前記携
帯端末装置の最大再生容量を超えた場合に、前記分割データを前記最大再生容量でさらに
分割することを特徴とする請求項１又は請求項２記載の遠隔視聴システム。
【請求項５】
　前記データ変換手段は、携帯端末装置の機種毎に異なる前記最大再生時間又は前記最大
再生容量に基づいて前記分割データを予め分割する手段であり、前記送信手段は、前記携
帯端末装置の機種に対応する遠隔視聴用データを当該携帯端末装置に送信する手段である
ことを特徴とする請求項３又は請求項４記載の遠隔視聴システム。
【請求項６】
　番組の録画・録音データを、前記番組に対応するメタデータに基づいて分割して遠隔視
聴用データに変換するデータ変換手段と、前記遠隔視聴用データを携帯端末装置へ送信す
る送信手段と、を具備することを特徴とするデータ変換装置。
【請求項７】
　データ変換装置において、録画・録音された番組の録画・録音データを、前記番組に対
応するメタデータに基づいて分割して遠隔視聴用データに変換する工程と、前記遠隔視聴
用データを携帯端末装置に送信する工程と、前記携帯端末装置が前記遠隔視聴用データを
受信しながら再生する工程と、を具備することを特徴とする遠隔視聴方法。
【請求項８】
　メタデータ配信サーバから前記番組に対応するメタデータを前記データ変換装置に配信
する工程を具備することを特徴とする請求項７記載の遠隔視聴方法。
【請求項９】
　前記メタデータに基づいて分割した分割データの長さが前記携帯端末装置の最大再生時
間を超えた場合に、前記分割データを前記最大再生時間でさらに分割する工程を具備する
ことを特徴とする請求項７又は請求項８記載の遠隔視聴方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末装置でテレビ番組やラジオ番組を遠隔視聴するための遠隔視聴シス
テム及び遠隔視聴方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、デジタルテレビ放送では、ＢＳ（Broadcasting Satellite）を用いたＢＳデジタ
ルテレビ放送や、ＣＳ（Communication Satellite）を用いたＣＳデジタルテレビ放送が
普及している。このようなデジタルテレビ放送のテレビ番組を録画再生機で録画する場合
において、映像データ及び音声データとともに、放送経過時間とシーン内容を表すメタデ
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ータとを対応付けた内容データを１つの録画番組データとしてＨＤＤに記憶（記録）する
ことが開発されている（特許文献１）。
【特許文献１】特開２００５－２４４４０４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　最近、携帯端末向けのデジタルテレビ放送、いわゆるワンセグ放送が開始され、放送型
メディアから映像やデータが送信されるようになってきている。そして、このワンセグ放
送対応の携帯端末が開発されてきている。このような携帯端末に上記特許文献１の技術を
適用したとすると、携帯端末で録画した大容量の録画ファイルをメタデータに基づいて再
生することになる。この場合、ユーザが視聴したいシーン以外は、早送りして、ユーザが
視聴したいシーンを視聴するような態様となる。
【０００４】
　しかしながら、携帯端末でデジタルテレビ放送を視聴する環境は、せいぜい５分程度の
乗り物の待ち時間などが多いため、上記のようにテレビ番組の最初から早送りして視聴し
たいシーンを探すのでは時間がかかりすぎるという問題がある。また、携帯端末において
は、メモリ容量に限りがあるので、テレビ番組のデータすべてを保存して携帯端末上で視
聴したいシーンを迅速に探すということも難しい。
【０００５】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、メモリの負担もなく、必要な時に必要
なシーンのみを再生することができる遠隔視聴システム及び遠隔視聴方法を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の遠隔視聴システムは、番組の録画・録音データを、前記番組に対応するメタデ
ータに基づいて分割して遠隔視聴用データに変換するデータ変換手段、及び前記遠隔視聴
用データを送信する送信手段を有するデータ変換装置と、前記遠隔視聴用データを受信す
る受信手段、及び前記遠隔視聴用データを再生する再生手段を有する携帯端末装置と、を
具備することを特徴とする。
【０００７】
　この構成によれば、メタデータに基づいて番組の内容の区切りで録画・録音データを分
割しており、しかも必要に応じて携帯端末に適したデータフォーマットに変換しているの
で、携帯端末において、メタデータに基づくインデックスで、目的とするシーン、すなわ
ち視聴しようとするシーンをすぐに再生することができる。これにより、必要な時に必要
なシーンのみを再生することができる。また、携帯端末においては、視聴するデータの容
量が必要最小限になるから、メモリの負担も極めて少ない。
【０００８】
　本発明の遠隔視聴システムにおいては、前記データ変換装置に対してメタデータを配信
するメタデータ配信サーバを具備することが好ましい。
【０００９】
　本発明の遠隔視聴システムにおいては、前記データ変換手段は、前記メタデータに基づ
いて分割した分割データの長さが前記携帯端末装置の最大再生時間を超えた場合に、前記
分割データを前記最大再生時間でさらに分割することが好ましい。
【００１０】
　本発明の遠隔視聴システムにおいては、前記データ変換手段は、前記メタデータに基づ
いて分割した分割データの容量が前記携帯端末装置の最大再生容量を超えた場合に、前記
分割データを前記最大再生容量でさらに分割することが好ましい。
【００１１】
　本発明の遠隔視聴システムにおいては、前記データ変換手段は、携帯端末装置の機種毎
に異なる前記最大再生時間又は前記最大再生容量に基づいて前記分割データを予め分割す
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る手段であり、前記送信手段は、前記携帯端末装置の機種に対応する遠隔視聴用データを
当該携帯端末装置に送信する手段であることが好ましい。
【００１２】
　本発明のデータ変換装置は、番組の録画・録音データを、前記番組に対応するメタデー
タに基づいて分割して遠隔視聴用データに変換するデータ変換手段と、前記遠隔視聴用デ
ータを携帯端末装置へ送信する送信手段と、を具備することを特徴とする。
【００１３】
　本発明の遠隔視聴方法は、データ変換装置において、録画・録音された番組の録画・録
音データを、前記番組に対応するメタデータに基づいて分割して遠隔視聴用データに変換
する工程と、前記遠隔視聴用データを携帯端末装置に送信する工程と、前記携帯端末装置
が前記遠隔視聴用データを受信しながら再生する工程と、を具備することを特徴とする。
【００１４】
　この方法によれば、メタデータに基づいて番組の内容の区切りで録画・録音データを分
割しており、しかも必要に応じて携帯端末に適したデータフォーマットに変換しているの
で、携帯端末において、メタデータに基づくインデックスで、目的とするシーン、すなわ
ち視聴しようとするシーンをすぐに再生することができる。これにより、必要な時に必要
なシーンのみを再生することができる。また、携帯端末においては、視聴するデータの容
量が必要最小限になることから、メモリの負担も極めて少ない。
【００１５】
　本発明の遠隔視聴方法においては、メタデータ配信サーバから前記番組に対応するメタ
データを前記データ変換装置に配信する工程を具備することが好ましい。
【００１６】
　本発明の遠隔視聴方法においては、前記メタデータに基づいて分割した分割データの長
さが前記携帯端末装置の最大再生時間を超えた場合に、前記分割データを前記最大再生時
間でさらに分割する工程を具備することが好ましい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の遠隔視聴システムによれば、データ変換装置において、録画・録音された番組
の録画・録音データを、前記番組に対応するメタデータに基づいて分割して遠隔視聴用デ
ータに変換し、前記遠隔視聴用データを携帯端末装置に送信し、前記携帯端末装置が前記
遠隔視聴用データを受信して再生するので、メモリの負担も極めて少なく、必要な時に必
要なシーンのみを再生することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。ここでは、
番組がテレビ番組である場合について説明する。
　図１は、本発明の実施の形態に係る遠隔視聴システムを説明するための概略構成を示す
図である。図１に示すシステムは、テレビ放送のテレビ番組を録画する録画装置である自
宅ＰＣ（パーソナルコンピュータ）１と、テレビ放送のテレビ番組のメタデータを配信す
るメタデータ配信サーバ２と、自宅ＰＣ１とインターネット３のようなネットワークを介
して接続された携帯端末４とから主に構成されている。
【００１９】
　自宅ＰＣ１は、テレビ放送のテレビ番組を録画する録画装置であると共に、通常のパー
ソナルコンピュータの機能を備えている。なお、本実施の形態においては、録画装置が自
宅ＰＣ１である場合について説明しているが、本発明においては、録画装置が、ハードデ
ィスクレコーダのように、テレビ放送のテレビ番組を録画する機能を有する装置であって
も良い。
【００２０】
　メタデータ配信サーバ２は、テレビ番組のメタデータを録画装置などに配信するサーバ
である。ここで、メタデータとは、テレビ番組のデータを効率的に管理したり検索したり
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するために重要な情報であり、番組名、放送日、放送時間、番組の内容の区切りの情報を
含む。なお、メタデータに含まれる情報はこれに限られず、放送局名（チャンネル名）や
番組開始・終了日時、内容タイトル名、内容キーワード、内容概要などの情報を含むもの
としてもよい。
【００２１】
　携帯端末４は、オペレーティングシステム（移動機ＯＳ）を有しており、移動機ＯＳ上
でブラウザ機能、ビューワ機能、ＪＡＭ（Java（登録商標） Application Manager）その
他の機能が動作する。また、携帯端末４は、テレビ放送のテレビ番組を再生する再生手段
を備えている。なお、この再生手段は、テレビ番組などの動画コンテンツを再生できれば
特に制限されない。また、携帯端末４は、通常の電話機能及びメール機能を備えていても
よい。
【００２２】
　図２は、図１に示すシステムにおける録画装置であるＰＣの概略構成を示すブロック図
である。なお、図２に示す構成は、本発明を説明するために簡略化したものであり、通常
のＰＣに搭載される構成要素は備えているものとする。
【００２３】
　ＰＣ１は、装置全体を制御する制御部１１と、インターネット３を介してメタデータ配
信サーバ２や携帯端末４との間で通信を行う通信制御部１２と、テレビ放送のテレビ番組
を録画する録画部１３と、種々のデータや映像を表示する表示部１４と、テレビ番組に対
応するメタデータに基づいて、テレビ番組の録画データを分割して遠隔視聴用データに変
換するデータ変換部１５と、携帯端末４からの要求に応じて、各種の表示画面や遠隔視聴
用データなどを携帯端末４へ送信するＷｅｂサーバ部１６と、メタデータを格納するメタ
データファイル１７と、録画データを格納する録画ファイル１８と、データ変換部１５で
得られた遠隔視聴用データを格納する遠隔視聴用ファイル１９とから主に構成されている
。
【００２４】
　通信制御部１２は、インターネット３を介してメタデータ配信サーバ２からのメタデー
タを受信する。また、通信制御部１２は、インターネット３を介して遠隔視聴用データを
携帯端末４に対して送信する。
【００２５】
　録画部１３は、図示しないテレビチューナを内蔵し、このテレビチューナで受信したテ
レビ放送のテレビ番組データを録画する。録画された録画データは、録画ファイル１８に
格納される。また、メタデータ配信サーバ２からのメタデータは、メタデータファイル１
７に格納される。
【００２６】
　データ変換部１５は、テレビ番組に対応するメタデータに基づいて、テレビ番組の録画
データを分割して遠隔視聴用データに変換する。このメタデータは、テレビ番組の内容の
区切りの情報が含まれているので、その内容の区切り部分でデータ（録画部１３で録画し
た録画データ、すなわちコンテンツデータ）を分割する。
【００２７】
　ここで、図３を用いて、具体的に録画データを分割する場合について説明する。録画デ
ータ２１は、複数の内容のデータを含んでおり、図３におけるＸは、内容の区切り部分を
示す。この区切り部は、メタデータ配信サーバ２から配信されたメタデータに基づくもの
である。したがって、データ変換部１５においては、メタデータ配信サーバ２から取得し
たメタデータを参照して、メタデータに含まれる内容の区切りで録画データ２１を分割す
る。すなわち、録画データ２１は、図３に示すように、テレビ番組の内容の長さに応じて
、必ずしも同じでない長さのデータに分割される。
【００２８】
　データ変換部１５においては、録画データ２１を分割した分割データに対してインデッ
クスを付与する。このインデックスは、メタデータの情報に基づいて作成することができ
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る。このため、例えば、図３に示すように、各分割データ２１ａ～２１ｆ…には、それぞ
れインデックス２２が付与される。図３の例においては、分割データ２１ａには「オープ
ニング」のインデックスが付与され、分割データ２１ｂには「車のＣＭ」のインデックス
が付与され、分割データ２１ｃには「本日のトピックス」のインデックスが付与され、分
割データ２１ｄには「本日のニュース」のインデックスが付与され、分割データ２１ｅに
は「天気予報」のインデックスが付与され、分割データ２１ｆには「パソコンのＣＭ」の
インデックスが付与される。
【００２９】
　上記のように、メタデータに基づいて内容単位で録画データを分割しても、その分割デ
ータの長さが携帯端末４の最大再生時間を超える場合あるいはその分割データの容量が携
帯端末４の最大再生容量を超える場合もある。このような場合には、分割データの長さを
最大再生時間あるいは分割データの容量を最大再生容量でさらに分割することが好ましい
。例えば、図３において、分割データ２３が携帯端末４の最大再生時間あるいは最大再生
容量を超える長さを有するときには、分割データ２３を最大再生時間で再分割する。この
場合においては、再分割されたデータには、時系列で通し番号を付与することが好ましい
。図３においては、分割データ２３を再分割して、時系列に再分割データ２３－１，２３
－２，２３－３と付与する。なお、図３におけるＹは、最大再生時間で再分割する際の分
割区切りを示し、内容の区切り部分Ｘではない。
【００３０】
　また、データ変換部１５は、データ形式の変換、例えばＭＰＥＧ（Moving Picture Exp
ert Group）２からＭＰＥＧ４への符号化規格のフェーズ変換なども行う。このように、
テレビ放送などのアプリケーションで使用されるＭＥＰＧ２データを移動体通信などのア
プリケーションで使用されるＭＰＥＧ４データに変換することにより圧縮率を高くすると
共にデータ容量を小さくし、携帯端末４への送信に適したデータ形式とすることができる
。このように、必要に応じてデータ形式の変換がなされ、メタデータに基づいて分割ある
いは再分割されたデータが遠隔視聴用データとして、遠隔視聴用ファイル１９に格納され
る。
【００３１】
　Ｗｅｂサーバ部１６は、携帯端末４からの要求に応じて、各種の表示画面や遠隔視聴用
ファイル１９に格納された遠隔視聴用データなどをインターネット３を経由して携帯端末
４へ送信する。
【００３２】
　なお、携帯端末４毎に最大再生時間又は前記最大再生容量が異なるので、本発明の遠隔
視聴システムにおいては、データ変換部１５が、携帯端末４の機種毎に異なる最大再生時
間又は最大再生容量に基づいて分割データを予め分割し、携帯端末４の機種に対応する遠
隔視聴用データを携帯端末４に送信するように構成しても良い。
【００３３】
　図４は、図１に示すシステムにおける携帯端末装置の概略構成を示すブロック図である
。図４に示す構成は、本発明を説明するために簡略化したものであり、通常の携帯端末に
搭載される構成要素は備えているものとする。
【００３４】
　携帯端末４は、装置全体を制御する制御部４１と、インターネット３を介してＰＣ１と
の間で通信を行う通信制御部４２と、種々のデータや映像を表示する表示部４３と、ＰＣ
１からの遠隔視聴用データを再生する再生部４４と、装置に搭載され、あるいはダウンロ
ードされた種々のアプリケーションを起動するアプリ制御部４５とから主に構成されてい
る。
【００３５】
　通信制御部４２は、インターネット３を介してＰＣ１からの遠隔視聴用データを受信す
る。また、通信制御部４２は、移動通信網を介して他の携帯端末との間で通話やメール送
受信を行う。
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【００３６】
　アプリ制御部４５は、装置に搭載され、あるいはダウンロードされた遠隔視聴アプリケ
ーションを起動させる。遠隔視聴アプリケーションは、録画装置からの遠隔視聴用データ
を、通信制御部４２を介して受信して、表示部４３及び再生部４４を用いて再生を行うア
プリケーションである。なお、こうした遠隔視聴アプリケーションの機能は、通常のブラ
ウザ機能とビューワ機能とを用いて実現することもできる。
【００３７】
　上記構成を有する遠隔視聴システムでは、メタデータに基づいてテレビ番組の内容の区
切りで録画データを分割しており、しかも必要に応じて携帯端末に適したデータフォーマ
ットに変換しているので、携帯端末において、メタデータに基づくインデックスで、目的
とするシーン、すなわち視聴しようとするシーンをすぐに再生することができる。これに
より、必要な時に必要なシーンのみを再生することができる。また、携帯端末においては
、ストリーミングで視聴することができるので、視聴するデータを格納する必要がなく、
メモリの負担もない。
【００３８】
　次に、本発明の実施の形態に係る遠隔視聴方法について図５を用いて説明する。図５は
、本発明の実施の形態に係る遠隔視聴方法を説明するためのフロー図である。
【００３９】
　本発明の遠隔視聴方法においては、録画装置において、録画されたテレビ番組の録画デ
ータを、前記テレビ番組に対応するメタデータに基づいて分割して遠隔視聴用データに変
換し、前記遠隔視聴用データを携帯端末装置に送信し、前記携帯端末装置が前記遠隔視聴
用データを受信しながら再生する。
【００４０】
　ここで、図６に示すメタデータを用いて録画データを分割する場合について説明する。
ＰＣ１でテレビ番組を録画部１３で録画すると、録画データが録画ファイル１８に格納さ
れる。この録画データの番組にメタデータがあるかどうかを判断する（ＳＴ１１）。録画
されたテレビ番組のデータの識別情報（例えば、ファイル名やヘッダ情報）を参照するこ
とにより、メタデータの有無を判断する。そして、録画したテレビ番組にメタデータがあ
れば、ＰＣ１はメタデータ配信サーバ２に録画した番組のメタデータを取得する旨の要求
を行い、メタデータ配信サーバ２からメタデータを取得する（ＳＴ１２）。このメタデー
タは、図６に示すように、番組名、放送日、放送時間、及び内容の区切りを含む。このメ
タデータファイル１７に格納される。
【００４１】
　次いで、データ変換部１５は、録画ファイル１８に格納された録画データをメタデータ
の内容の区切りに基づいて分割する（ＳＴ１３）。なお、ここでは、携帯端末４の最大再
生時間を１２分とする。図６に示すように、メタデータでの内容は、「オープニング」（
１０分）、「ニュース」（３０分）、「天気予報」（１０分）、「エンディング」（最後
まで）となっている。
【００４２】
　まず、上記メタデータに基づくと、最初の区切り（１，０）はオープニング７：００と
なる。そして、２番目の区切り（２，０）はニュース７：１０となる。この両区切り（１
，０）、（２，０）間の長さが分割データの長さとなる。すなわち、この分割データ（オ
ープニング）の長さは７：１０－７：００で１０分である。この長さについて、再分割が
必要かどうか、すなわち予め設定した最大再生時間（１２分）を超えたかどうかを判断す
る（ＳＴ１４）。この場合は、分割データの長さが最大再生時間を超えていないので、分
割が終了したかどうか、すなわちメタデータに基づいて分割が必要かどうかを判断する（
ＳＴ１６）。ここでは、メタデータに他の内容があるので、分割が必要であると判断して
、上記と同様の分割処理を行う（ＳＴ１３）。
【００４３】
　次いで、上記メタデータに基づくと、３番目の区切り（３，０）は天気予報７：４０と
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なる。２番目の区切り（２，０）と３番目の区切り（３，０）間の長さが分割データの長
さとなる。すなわち、この分割データ（ニュース）の長さは７：４０－７：１０で３０分
である。この長さについて、再分割が必要かどうか、すなわち予め設定した最大再生時間
（１２分）を超えたかどうかを判断する（ＳＴ１４）。この場合は、分割データの長さが
最大再生時間を超えているので、分割データを再分割して再分割データとする（ＳＴ１５
）。この再分割は最大再生時間（１２分）で行う。したがって、７：１０＋０：１２＝７
：２２が２番目の区切りの後の区切り（２，１）となる。そして、メタデータに基づいて
分割が必要かどうかを判断し（ＳＴ１６）、メタデータに他の内容があるので、分割が必
要であると判断して、上記と同様の分割処理を行う（ＳＴ１３）。
【００４４】
　次いで、前記区切り（２，１）と３番目の区切り（３，０）間の長さが分割データの長
さは７：４０－７：２２で１８分である。この長さについて、さらに再分割が必要かどう
か、すなわち予め設定した最大再生時間（１２分）を超えたかどうかを判断する（ＳＴ１
４）。この場合は、分割データの長さが最大再生時間を超えているので、分割データを再
分割して再分割データとする（ＳＴ１５）。この再分割は最大再生時間（１２分）で行う
。したがって、７：２２＋０：１２＝７：３４が次の区切り（２，２）となる。そして、
メタデータに基づいて分割が必要かどうかを判断し（ＳＴ１６）、メタデータに他の内容
があるので、分割が必要であると判断して、上記と同様の分割処理を行う（ＳＴ１３）。
【００４５】
　次いで、上記メタデータに基づくと、３番目の区切り（３，０）は天気予報７：４０と
なる。そして、その前の区切り（２，２）はニュース２　７：３４となる。この両区切り
（２，２）、（３，０）間の長さが分割データの長さとなる。すなわち、この分割データ
（ニュース２）の長さは７：４０－７：３４で６分である。この長さについて、再分割が
必要かどうか、すなわち予め設定した最大再生時間（１２分）を超えたかどうかを判断す
る（ＳＴ１４）。この場合は、分割データの長さが最大再生時間を超えていないので、分
割が終了したかどうか、すなわちメタデータに基づいて分割が必要かどうかを判断する（
ＳＴ１６）。ここでは、メタデータに他の内容があるので、分割が必要であると判断して
、上記と同様の分割処理を行う（ＳＴ１３）。
【００４６】
　次いで、上記メタデータに基づくと、４番目の区切り（４，０）はエンディング７：５
０となる。そして、その前の区切り（３，０）は天気予報７：４０となる。この両区切り
（３，０）、（４，０）間の長さが分割データの長さとなる。すなわち、この分割データ
（天気予報）の長さは７：５０－７：４０で１０分である。この長さについて、再分割が
必要かどうか、すなわち予め設定した最大再生時間（１２分）を超えたかどうかを判断す
る（ＳＴ１４）。この場合は、分割データの長さが最大再生時間を超えていないので、分
割が終了したかどうか、すなわちメタデータに基づいて分割が必要かどうかを判断する（
ＳＴ１６）。ここでは、メタデータに他の内容がないので、分割を終了する。
【００４７】
　なお、実際には、録画データの録画開始時刻とメタデータの番組開始時刻とは異なるの
で、両者の差分をオフセット時間として、区切り時間を求めることが好ましい。
【００４８】
　このようにして分割された分割データ、再分割データは、遠隔視聴用データとして遠隔
視聴用ファイル１９に格納される。携帯端末４において、アプリ制御部４５で遠隔視聴ア
プリケーションを起動させると、ＰＣ１のＷｅｂサーバ部１６によりＰＣ１で録画したテ
レビ番組のリストが携帯端末４へ送信され、携帯端末４の表示部４３に表示される。そし
て、特定のテレビ番組を選択すると、同様に、図７（ａ）に示すように、最大再生時間内
の遠隔視聴用データのインデックスが表示される。図７（ａ）に示す画面では、シーン検
索を行うことができ、シーン検索をクリックすると、図７（ｂ）に示すような画面が表示
され、シーン検索を行うことができる。なお、この遠隔視聴用データは、上述したように
してメタデータに基づいて内容毎に分割されたデータである。
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【００４９】
　そして、ユーザが視聴したいインデックスを選択すると、図７（ｃ）に示すように、選
択されたインデックスに対応するシーンリストが表示される。ここで、シーンリストをク
リックすると、図７（ｄ）に示すように、メタデータによる内容のテキスト表示がなされ
る。そして、ダウンロードあるいはストリーミングのマークをクリックすると、図７（ｅ
）に示すように、ＰＣ１のＷｅｂサーバ部１６により遠隔視聴用データが送信される（Ｓ
Ｔ１７）。携帯端末４では、通信制御部４２で遠隔視聴用データを受信し、表示部４３及
び再生部４４で遠隔視聴用データを視聴する（ＳＴ１８）。
【００５０】
　本発明は上記実施の形態に限定されず、種々変更して実施することが可能である。例え
ば、上記実施の形態においては、番組がテレビ番組であり、テレビ番組を録画装置で録画
し、録画データを遠隔視聴用データに分割して、携帯端末で遠隔視聴データをストリーミ
ングする場合について説明しているが、本発明においては、番組がラジオ番組であり、ラ
ジオ番組を録音装置で録音し、録音データを遠隔視聴用データに分割して、携帯端末で遠
隔視聴データをストリーミングするようにしても良く、録画・録音データとしては各種の
動画コンテンツが含まれる。また、上記実施の形態における数値や番組内容、画面イメー
ジについては、特に限定されず、適宜変更することができる。また、本発明の範囲を逸脱
しない限りにおいて、処理部や処理手順については適宜変更して実施することが可能であ
る。その他、本発明の範囲を逸脱しないで適宜変更して実施することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の実施の形態に係る遠隔視聴システムの概略構成を示す図である。
【図２】図１に示すシステムにおける録画装置であるＰＣの概略構成を示すブロック図で
ある。
【図３】本発明の実施の形態に係る遠隔視聴システムにおけるデータ分割を説明するため
の図である。
【図４】図１に示すシステムにおける携帯端末装置の概略構成を示すブロック図である。
【図５】本発明の実施の形態に係る遠隔視聴方法を説明するためのフロー図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る遠隔視聴システムにおけるデータ分割の例を説明する
ための図である。
【図７】（ａ）～（ｅ）は、本発明の実施の形態に係る遠隔視聴システムにおける携帯端
末での画面表示例を示す図である。
【符号の説明】
【００５２】
　１　自宅ＰＣ
　２　メタデータ配信サーバ
　３　インターネット
　４　携帯端末
　１１，４１　制御部
　１２，４２　通信制御部
　１３　録画部
　１４，４３　表示部
　１５　データ変換部
　１６　Ｗｅｂサーバ部
　１７　メタデータファイル
　１８　録画ファイル
　１９　遠隔視聴用ファイル
　２１　録画データ
　２１ａ，２１ｂ，２１ｃ，２１ｄ，２１ｅ，２１ｆ，２３　分割データ
　２３－１，２３－２，２３－３　再分割データ
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　４４　再生部
　４５　アプリ制御部

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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