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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
通話時の会話音声の中から単語を抽出する抽出手段と、
前記単語の中に、放送番組を出力する出力装置に対応付けられている単語が含まれる場合
には、その単語と対応付けられている前記出力装置を特定する装置特定手段と、
特定された前記出力装置が現在出力している放送番組を特定する番組特定情報を取得する
取得手段と、
を備える携帯電話機。
【請求項２】
記抽出手段が前記単語を抽出するために用いる前記会話音声を録音する会話音声録音手段
をさらに備える請求項１記載の携帯電話機。
【請求項３】
前記抽出手段は、前記会話音声録音手段により録音された前記会話音声を文字列に変換し
、前記文字列の構文解析を行なう請求項２記載の携帯電話機。
【請求項４】
ボタン部をさらに備え、
前記会話音声録音手段は、前記ボタン部が押下されている際に会話音声の録音を行なう請
求項２または３記載の携帯電話機。
【請求項５】
通話中に通話相手の携帯電話機に、前記取得手段で取得した番組特定情報を通知する通知
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手段をさらに備える請求項１乃至４のいずれか記載の携帯電話機。
【請求項６】
前記携帯電話機は、更に、
通話中に通話相手の携帯電話機から、放送番組を特定する番組特定情報を知得する知得手
段と、
前記知得手段で知得した番組特定情報に基づき特定された放送番組を出力させる制御手段
と、
を備える請求項１乃至５のいずれかに記載の携帯電話機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ホームネットワークで接続されているＡＶ機器の操作に関し、特に携帯電話
機などで通話中にＡＶ機器を操作する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話機などでの会話中に、自分が見ているテレビなどの番組を、通話中の相手にも
見てもらいたい場合がある。例えば、会話しながら何気なく見ていたテレビ番組で、会話
内容に関することを放送し始めた場合などである。
【０００３】
　そのような場合、チャンネルの番号を口頭で伝えて、相手にテレビのチャンネルを変え
てもらうなどする必要がある。
【０００４】
　また、遠隔地から家の家電製品を操作する技術がある。例えば、様々な設置環境にある
デジタル家電と遠隔地から通信する技術や（特許文献１参照）、遠隔地から家のビデオの
録画予約などを詳細に行う技術（特許文献２参照）等である。これらは、多くの家電がデ
ジタル化され、家庭内でのネットワーク利用が進んだことで実現されたものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－１１１１７０号公報
【特許文献２】特開２００２－５７９５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、これらの遠隔地からの操作は、基本的に、自宅の家電の操作に限られているた
め、前述したような、自分が見ている番組を通話中の相手にも見てもらいたい場合に、通
話相手の家のテレビを操作することはできない。
【０００７】
　そこで、本発明は、通話相手の家の家電を、操作することができるシステム及び携帯電
話機の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決する為に、本発明の番組通知システムは、第１及び第２携帯電話機と、
放送番組を受信する第１及び第２受信装置とで構成される番組通知システムであって、前
記第１携帯電話機は、前記第１受信装置から、現在受信している放送番組を特定する番組
特定情報を取得する取得手段と、通話中に通話相手の携帯電話機に、前記取得手段で取得
した番組特定情報を通知する通知手段とを備え、前記第２携帯電話機は、通話中に通話相
手の携帯電話機から、番組特定情報を知得する知得手段と、前記知得手段で知得した番組
特定情報に基づき特定された放送番組を受信するように、前記第２受信装置に伝える伝送
手段とを備えることを特徴とする。
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【０００９】
　また、本発明の携帯電話機は、放送番組を受信する受信装置から、現在受信している放
送番組を特定する番組特定情報を取得する取得手段と、通話中に通話相手の携帯電話機に
、前記取得手段で取得した番組特定情報を通知する通知手段と を備えることを特徴とす
る。
【００１０】
　また、本発明の携帯電話機は、通話中に通話相手の携帯電話機から、放送番組を特定す
る番組特定情報を知得する知得手段と、前記知得手段で知得した番組特定情報に基づき特
定された放送番組を受信するように、放送番組を受信する受信装置に伝える伝送手段とを
備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係る番組通知システム及び携帯電話機は、上述の構成を備えることにより、通
話相手の携帯電話機に、自分の携帯電話機から現在受信中の番組情報を送ることができる
ので、通話相手は、携帯電話機に届いた情報を基に当該番組を受信することができるよう
になる。
【００１２】
　例えば、携帯電話機で通話している最中に、見ているテレビ番組のチャンネル等を通話
相手の携帯電話機に送り、通話相手は、受信した番組の情報からテレビ番組を見ることが
でき、お互い同じ番組を見ることが出来るようになる。
【００１３】
　また、前記携帯電話機は、更に、複数の受信装置から１つの受信装置を特定する装置特
定手段を備え、前記取得手段は、前記装置特定手段で特定された受信装置が、現在受信し
ている放送番組を特定する番組特定情報を取得することとしてもよい。
【００１４】
　これにより、複数の受信装置の中から１つの受信装置を特定することができるので、ユ
ーザは、通話相手に受信して欲しい受信装置を自由に選んで指定することができるように
なる。
【００１５】
　また、前記装置特定手段は、外部から取得した音声中に、各受信装置に対応付けられて
いる名前の音が含まれる場合には、その名前と対応付けられている受信装置を特定するこ
ととしてもよい。
【００１６】
　これにより、音声により複数の受信装置の中から１つの受信装置を特定することができ
るので、ユーザは通話を続けながら、受信装置を容易に選ぶことができるようになる。
【００１７】
　また、前記携帯電話機は、更に、前記知得手段で知得した番組特定情報に基づき特定さ
れた放送番組を、前記受信装置に受信させることの許可を示すユーザの操作を取得する許
可手段を備え、前記伝送手段は、前記許可手段で許可を取得した場合に限り、前記特定さ
れた放送番組を前記受信装置に受信するよう伝えることとしてもよい。
【００１８】
　これにより、通話相手から送られてきた番組情報を基に、番組を受信することを拒否で
きるので、ユーザは、番組を受信するか否かを自由に選択することができるようになる。
【００１９】
　また、前記携帯電話機は、更に、通話中に通話相手の携帯電話機から、放送番組を特定
する番組特定情報を知得する知得手段と、前記知得手段で知得した番組特定情報に基づき
特定された放送番組を受信するように、放送番組を受信する受信装置に伝える伝送手段と
を備えることとしてもよい。
【００２０】
　これにより、通話相手に現在受信中の番組の情報を送ることができ、また、通話相手か
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ら番組情報を受信することができるので、通話中のお互いが、番組を送受信することがで
きるようになる。
【００２１】
　また、前記第１受信装置と前記第２受信装置は、ネット接続されており、前記第１受信
装置は、更に、受信した放送番組を、前記第２受信手段に転送する転送手段を備え、前記
第２受信装置は、更に、前記第２の携帯電話機から伝えられた放送番組を受信することが
できるか否かを判断する判断手段を備え、前記判断手段で、受信することができないと判
断された場合には、前記ネットを介して、放送番組を前記第１受信装置の転送手段から取
得することとしてもよい。
【００２２】
　これにより、通話相手に現在受信中の番組の放送データを送ることができるので、通話
相手が当該番組を受信することができない場合であっても、番組を視聴等してもらうこと
ができるようになる。
【００２３】
　更に、本発明の携帯電話機は、次に示すように、テレビなどを受信する機能を備えるも
のであってもよい。
【００２４】
　本発明の携帯電話機は、放送番組を受信する受信手段と、現在受信している放送番組を
特定し、番組特定情報を作成する作成手段と、通話中に通話相手の携帯電話機に、前記作
成手段で作成した番組特定情報を通知する通知手段とを備えることを特徴とする。
【００２５】
　また、本発明の携帯電話機は、放送番組を受信する受信手段と、通話中に通話相手の携
帯電話機から、放送番組を特定する番組特定情報を知得する知得手段とを備え、前記知得
手段で知得した番組特定情報に基づき特定された放送番組を、前記受信手段で受信するこ
とを特徴とする。
【００２６】
　これにより、現在受信している番組の番組情報を、他の装置を必要とせずに、通話相手
の携帯電話機に送ることができるので、場所を選ばずに通話相手に番組情報を送ることが
でき、また、通話相手側も、場所を選ばずに番組を受信することが出来るようになる。
【００２７】
　また、携帯電話機で用いられる番組通知方法は、放送番組を受信する受信装置から、現
在受信している放送番組を特定する番組特定情報を取得する取得ステップと、通話中に通
話相手の携帯電話機に、前記取得ステップで取得した番組特定情報を通知する通知ステッ
プとを備えることを特徴とする。
【００２８】
　また、携帯電話機に番組通知処理を行わせるためのコンピュータプログラムは、放送番
組を受信する受信装置から、現在受信している放送番組を特定する番組特定情報を取得す
る取得ステップと、通話中に通話相手の携帯電話機に、前記取得ステップで取得した番組
特定情報を通知する通知ステップとを備えることを特徴とする。
【００２９】
　また、携帯電話機で用いられる番組伝送方法は、通話中に通話相手の携帯電話機から、
放送番組を特定する番組特定情報を知得する知得ステップと、前記知得ステップで知得し
た番組特定情報に基づき特定された放送番組を受信するように、放送番組を受信する受信
装置に伝える伝送ステップとを備えることを特徴とする。
【００３０】
　また、携帯電話機に番組伝送処理を行わせるためのコンピュータプログラムは、通話中
に通話相手の携帯電話機から、放送番組を特定する番組特定情報を知得する知得ステップ
と、前記知得ステップで知得した番組特定情報に基づき特定された放送番組を受信するよ
うに、放送番組を受信する受信装置に伝える伝送ステップとを備えることを特徴とする。
【００３１】
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　これにより、本発明にかかる番組通知システム及び携帯電話機を、容易に作成すること
が出来るようになる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】番組通知システムの構成例を表す図である。
【図２】通話中にＡＶ機器「テレビ」を指定する方法を示す図である。
【図３】携帯電話機、テレビ及びホームサーバの各構成を示す機能ブロック図である。
【図４】番組通知システムが用いる主なデータ例を示す図である。図４（ａ）は、機器状
態情報３３１０の内容例を示す図であり、図４（ｂ）は、機器名称１９１１の内容例を示
す図である。
【図５】Ａが見ているテレビ番組を、ＢのテレビＢに映す処理を示すフローチャートであ
る。
【図６】問い合わせ画面例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　＜実施形態＞
　＜概要＞
　本発明に係る携帯電話機は、通話している携帯電話機間で、通話相手の携帯電話機に会
話の音声データを送信するのと並行して、ＡＶ機器等を操作する為の情報を送信するもの
である。
【００３４】
　通話相手の携帯電話機によって受け取られたＡＶ機器を操作する為の情報は、家庭内無
線ＬＡＮを通じてホームサーバに送られ、該当するＡＶ機器を操作する。その際、当然の
ことながら、操作情報を受取った側は、自宅の家電を操作することや、操作内容について
拒否をすることができるものとする。
【００３５】
　以下、通話相手宅のテレビに、自宅のテレビが現在映している番組を映す場合を例に取
り、本発明である番組通知システムを説明する。
【００３６】
　＜構成＞
　まず、本発明の実施形態に係る番組通知システムの構成例について図１を用いて説明す
る。
【００３７】
　図１は、番組通知システムの構成例を表す図である。この例では、人物Ａと人物Ｂは、
それぞれの自宅におり、自宅はホームネットワーク化されているものとする。
【００３８】
　本実施形態では、Ａが見ているテレビ番組の情報を、Ｂに送る場合を想定する。ここで
は、Ａについてのみ、説明するが、Ｂにおいても同様である。Ａの自宅のＡＶ機器とホー
ムサーバＡは、相互接続されており、ホームサーバＡは、ルータＡを通してインターネッ
トに接続されている。ここでは、複数のＡＶ機器のうち、テレビＡとラジオＡのみを記載
している。
【００３９】
　ＡＶ機器の１つであるテレビＡは、テレビ受信装置で受信した放送番組を映し出すほか
、ホームサーバＡから送られるテレビ放送データを出力する機能も有している。また、ホ
ームサーバＡは、無線ＬＡＮ機能を備え、携帯電話機Ａや他のＡＶ機器と接続することが
可能となっている。携帯電話機Ａは、ＩＰアドレスを有し、ホームサーバＡと接続する機
能を有しているものとする。
【００４０】
　次に、図２は、通話中にＡＶ機器「テレビ」を指定する方法を示す図である。通話中に
、自分が見ているテレビ番組と同じ番組を、通話相手にも見せたい場合には、複数のＡＶ



(6) JP 4987108 B2 2012.7.25

10

20

30

40

50

機器の中から「テレビ」を指定する必要がある。本実施形態では、通話者は、ＡＶ機器の
指定を音声で行うものとする。携帯電話機のディスプレイに表示されるメニュー等で、Ａ
Ｖ機器を指定することも考えられる。しかし、携帯電話機で会話している場合は、通常、
耳に当てている為、ディスプレイを見るためには、一旦、耳から離して会話を中断する必
要がある。従って、本実施形態では、より使い勝手が良くなるように、携帯電話機を耳か
ら離す必要の無い、音声でＡＶ機器を指定する方法を採用する。
【００４１】
　「テレビ」を指定する場合、「テレビ」という語を含む会話をボタン１４１０を押下し
ながら行う。例えば、ボタン１４１０を押下し、「このテレビおもしろいよ」と発言し、
その発言後に押下しているボタンを解放する。ボタン１４１０が押下されている間に発言
された音声から、ＡＶ機器「テレビ」を特定する。
【００４２】
　この特定の方法は、音声「このテレビおもしろいよ」を音声認識して、文字列「このテ
レビおもしろいよ」に変換する。その後、この文字列を、日本語の構文・意味解析を行い
、固有名詞を抽出する。その固有名詞の中に、ＡＶ機器の名称と同じものがあれば、その
ＡＶ機器を指定したとして特定する。尚、通話者が指定したＡＶ機器の特定方法は、この
方法に限られないのはもちろんである。
【００４３】
　次に、本発明に係る携帯電話機、テレビ及びホームサーバの各構成について説明する。
図３は、携帯電話機、テレビ及びホームサーバの各構成を示す機能ブロック図である。こ
こで説明する携帯電話機、テレビ及びホームサーバは、携帯電話機Ａ及びＢ、テレビＡ及
びＢ、ホームサーバＡ及びＢであり、これらはそれぞれ同じ機能を有しているものとする
。
【００４４】
　携帯電話機１０００は、制御部１１００、電話通信部１２００、表示部１３００、操作
部１４００、音声信号を出力するスピーカ１５００、外部音声を入力するマイク１６００
、ＬＡＮ通信部１７００、番組特定部１８００、機器特定部１９００及び機器名称記憶部
１９１０から構成される。まず、１１００は、図示しないＣＰＵ、メモリ等を備え、通信
制御等、携帯電話機に必要な一般的な制御処理を行う他、本発明に特有の制御処理を行う
。電話通信部１２００は、変復調回路や信号処理回路等を含み、基地局４０００と通信す
る機能を有する。表示部１３００は、液晶等のディスプレイを含み、制御部１１００の指
示により、当該ディスプレイにメニュー等を表示する機能を有する。操作部１４００は、
キー、ボタン等を含み、ボタンの押下等のユーザ操作を検出し制御部１１００に通知する
機能を有する。
【００４５】
　また、ＬＡＮ通信部１７００は、Bluetooth（登録商標、以下同様）等の無線通信技術
によりホームサーバ３０００と通信する機能を有する。番組特定部１８００は、通話相手
から送られてきた番組の情報から、番組を特定し、どのように番組を受信するか等を判断
する機能を有する。この機能は、番組の情報を受け取った場合に動作する機能である。
【００４６】
　機器特定部１９００は、ＡＶ機器を指示してユーザの音声から、どの機器を指示したの
かを判断し、機器を特定する機能を有する。この機能は、番組の情報を送信する場合に動
作する機能である。機器名称記憶部１９１０は、自宅にあるＡＶ機器の機器名称を記憶し
ておく機能を有する。
【００４７】
　次に、テレビ２０００は、制御部２１００、放送受信部２２００、表示部２３００、操
作部２４００、番組の音声信号を出力するスピーカ２５００、ＬＡＮ通信部２６００及び
放送番組検知部２７００から構成される。まず、制御部２１００は、図示しないＣＰＵ、
メモリ等を備え、通信制御等、テレビに必要な一般的な制御処理を行う他、ホームサーバ
３０００からの制御を受けチャンネルを変更したり等、本発明に特有の制御処理を行う。
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【００４８】
　放送受信部２２００は、テレビ番組のデータを、テレビ局５０００から受信する機能を
有する。表示部２３００は、液晶等のディスプレイを含み、番組の画像データを出力表示
する機能を有する。操作部２４００は、リモコンを含み、番組を変更したり、音量を調整
したり等するする機能を有する。
【００４９】
　また、ＬＡＮ通信部２６００は、Bluetooth等の無線通信技術によりホームサーバ３０
００と通信する機能を有する。放送番組検知部２７００は、現在受信している番組を検知
し、ホームサーバ３０００に通知する機能を有する。次に、ホームサーバ３０００は、制
御部３１００、機器状態記憶部３３００及びＬＡＮ通信部３４００から構成される。
【００５０】
　まず、制御部３１００は、図示しないＣＰＵ、メモリ等を備え、通信制御等、ホームサ
ーバとして、家庭内のＡＶ機器、家電などの制御処理を行う機能を有する。機器状態記憶
部３３００は、ホームサーバが制御しているＡＶ機器等の状態を記憶する機能を有する。
ＡＶ機器の状態とは、テレビやラジオの場合は受信しているチャンネル等や番組名等をい
う。
【００５１】
　また、ＬＡＮ通信部３４００は、Bluetooth等の無線通信技術により家庭内のＡＶ機器
や家電と通信する機能を有する。
ここで制御部１１００等の各部による各処理の全部または一部は、ＣＰＵが各種プログラ
ムを実行することにより実現されるものである。
【００５２】
　＜データ＞
　以下、本発明である番組通知システムが用いる主なデータについて、図４を用いて説明
する。これらのデータは、携帯電話機１０００あるいはホームサーバ３０００が記憶する
データである。
【００５３】
　図４（ａ）は、機器状態情報３３１０の内容例を示す図である。この機器状態情報３３
１０は、ホームサーバの機器状態記憶部３３００に記憶されている。
機器状態情報３３１０は、機器名３３１１、地域番号３３１２、現在流れている内容３３
１３、番組名３３１４等で構成される。
【００５４】
　機器名３３１１は、ホームサーバで管理している機器を識別する名前を示している。こ
の名前は、機器ごとに異なるものであり、1つの機器に対応しているものである。地域番
号３３１２とは、ホームサーバが管理する家が存在する地域を表す番号である。この地域
番号が同じであれば、同じ番組を受信することができることを表すものとする。現在流れ
ている内容３３１３は、対応する機器名３３１１が示す機器が現在受信している放送の内
容を示すものである。
【００５５】
　また、番組名３３１４は、対応する機器名３３１１が示す機器が受信している具体的な
番組名を表している。例えば、機器名３３１１で示される機器「テレビ」は、現在流れて
いる内容３３１３「テレビ（６ｃｈ）」を受信しており、受信している放送番組は、番組
名３３１４「ドラマＸＹＺ（第１６話）」であり、テレビ受信の地域番号３３１２は「５
２」である。
【００５６】
　次に、図４（ｂ）は、機器名称１９１１の内容例を示す図である。この機器名称１９１
１は、携帯電話機１０００の機器名称記憶部１９１０に記憶されている。機器名称１９１
１は、この携帯電話機の持ち主の自宅にある機器の名前のみであってもよいし、一般的な
装置の名前の一覧であってもよい。
【００５７】
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　この機器名称１９１１を、使用して、ユーザが指定した機器を特定する。ここで特定さ
れた機器名称によって、ホームサーバの機器状態情報３３１０の機器名３３１１を特定す
る。本実施形態の場合は、同じ名前となっている。例えば、機器名称１９１１「テレビ」
は、機器名３３１１「テレビ」を示す。また、機器名称１９１１は、ユーザが新たに付け
た名前であってもよく、この場合は、ホームサーバの機器状態情報３３１０の機器名３３
１１を特定できるようにしておく必要がある。例えば、同じ名称とする、共通の番号を付
加するなどである。
【００５８】
　＜動作＞
　以下、上述した番組通知システムの動作について図５と図６を用いて説明する。図５は
、ＡがテレビＡで見ているテレビ番組を、ＢのテレビＢに映す処理を示すフローチャート
である。ＡとＢは、それぞれ携帯電話機Ａと携帯電話機Ｂで通話をしているものとする。
この際、ＡもＢも、それぞれ自宅で電話をしている。
【００５９】
　まず、ＡがテレビＡで映っている番組を、通話相手のＢにも見てもらいたいと思い、携
帯電話機Ａ１０００の該当ボタン１４１０（図２参照）を押下して、「このテレビおもし
ろいよ」と言う（ステップＳ１００）。ボタン１４１０が押下された時点で、操作部１４
００がその旨を制御部１１００に通知する。
【００６０】
　通知を受けた制御部１１００は、マイク１６００から伝えられるＡの音声の録音を開始
する。録音したデータは、制御部１１００内の作業メモリ（図示していない。）に記録さ
れる。その後、ボタン１４１０の押下が開放された時点で、操作部１４００がその旨を制
御部１１００に通知し、通知を受けた制御部１１００は、録音を終了する。
【００６１】
　制御部１１００は、この録音されたＡの発言を、機器特定部１９００に渡し、機器の特
定を依頼する。依頼を受けた機器特定部１９００は、文字列に変換後、構文・意味解析を
行い、固有名詞「テレビ」を抽出する。この固有名詞が機器名称記憶部１９１０に記憶さ
れている機器名称１９１１（図４（ｂ）参照）にあるか否かを検索し、同じ名称があれば
、その機器をユーザが指定した機器であるとして特定する。「テレビ」が特定され（ステ
ップＳ１１０）、制御部１１００に通知される。
【００６２】
　ユーザが指定した機器が「テレビ」である旨の通知を受けた制御部１１００は、ＬＡＮ
通信部１７００を介して、ホームサーバＡ３０００に「テレビ」の状態を問い合わせる（
ステップＳ１２０）。ホームサーバＡ３０００の制御部３１００は、携帯電話機Ａからの
問い合わせを、ＬＡＮ通信部３４００を介して受ける。
【００６３】
　問い合わせを受けた制御部３１００は、機器状態記憶部３３００に記憶されている機器
状態情報３３１０（図４（ａ）参照）の機器名３３１１から「テレビ」を検索する。この
際、テレビＡ２０００のＬＡＮ通信部２６００と制御部２１００を介して、放送番組検知
部２７００に現在受信して映している番組の情報を問い合わせる。問い合わせを受けた放
送番組検知部２７００は、現在受信している番組を検知して、ホームサーバＡ３０００に
返す。
【００６４】
　ホームサーバＡ３０００の制御部３１００は、放送番組検知部２７００から受取った番
組の情報で、機器状態情報３３１０の機器名３３１１「テレビ」に対応する情報を更新す
る。その後、機器名３３１１「テレビ」に対応する地域番号３３１２と現在流れている内
容３３１３を読み出し、「テレビ」の状態情報として携帯電話機Ａ１０００に返信する（
ステップＳ２００）。
【００６５】
　ホームサーバＡ３０００から「テレビ」の状態情報を受け取った携帯電話機Ａ１０００
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は、その情報を、通話相手Ｂの携帯電話機Ｂに、通話データとともに送信する（ステップ
Ｓ３００）。この際の送信は、音声データのパケットを利用しても良いし、音声データと
は別のチャネルを確保等しても良い。
【００６６】
　携帯電話機Ａから通話相手Ｂの携帯電話機Ｂに、基地局４０００を介して、「テレビ」
の状態情報が送信される。携帯電話機Ａから状態情報を受信した携帯電話機Ｂ１０００の
制御部１１００は（ステップＳ３００）、情報を受信した旨をユーザであるＢに伝えるた
めに、例えば、一定時間、携帯電話機Ｂを振動させる（ステップＳ３１０）。
【００６７】
　その後、制御部１１００は、ユーザＢに「テレビ」にＡから通知されたテレビＡが受信
中の番組（以下、「受信中番組」という。）を映すか否かを問い合わせる画面をディスプ
レイに表示するように、表示部１３００に依頼する（ステップＳ３２０）。具体的には、
例えば、図６に示すような問い合わせ画面１３１０を表示する。「ＹＥＳ」ボタン１３１
１を選択した場合には、Ａから通知された「受信中番組」をテレビＢ２０００に表示させ
、「ＮＯ」ボタン１３１２を選択した場合は、テレビを変えないこととし、操作部１４０
０はユーザの選択を制御部１１００に通知する。
【００６８】
　制御部１１００は、「ＹＥＳ」ボタンが選択された旨通知された場合は（ステップＳ３
２０：ＹＥＳ）、携帯電話機Ａから受け取った 「テレビ」の状態情報を番組特定部１８
００に渡す。状態情報を受け取った番組特定部１８００は、まず、「受信中番組」をテレ
ビＢが受信できるか否か判断する（ステップＳ３３０）。
【００６９】
　その判断の方法は、まず、ホームサーバＢ３０００に「テレビ」の地域番号を問い合わ
せる。問い合わせを受けたホームサーバＢ３０００の制御部３１００は、機器状態情報３
３１０の機器名３３１１が「テレビ」の地域番号３３１２を返す。地域番号３３１２を受
け取った番組特定部１８００は、ホームサーバＢから受け取った「テレビ」の地域番号３
３１２と、携帯電話機Ａから送られた「テレビ」の状態情報中の地域番号が同じである場
合には、「受信中番組」をテレビＢが受信できると判断し、同じでない場合には、受信で
きないと判断する。
【００７０】
　「受信中番組」をテレビＢが受信できると判断した場合（ステップＳ３３０：ＹＥＳ）
は、携帯電話機Ａから送られた「テレビ」の状態情報中の現在流れている内容３３１３か
らチャンネル「６ｃｈ」を読み出し、制御部１１００を介して、ホームサーバ３０００に
受信するよう指示を出す（ステップＳ３４０）。指示を受けたホームサーバＢ３０００は
、テレビＢ２０００にチャンネル「６ｃｈ」を受信するよう指示を出し、番組を映す（ス
テップＳ４１０）。
【００７１】
　また、「受信中番組」をテレビＢが受信できないと判断した場合（ステップＳ３３０：
ＮＯ）は、制御部１１００を介して、ホームサーバ３０００に、Ａ宅のホームサーバＡか
ら「受信中番組」の受信データを転送してもらってテレビＢに映すように指示を出す（ス
テップＳ３５０）。
【００７２】
　指示を受けたホームサーバＢ３０００は、ホームサーバＡに、「受信中番組」のデータ
を転送してくれるように依頼する（ステップＳ４００）。ホームサーバＡのＩＰアドレス
は、予め記憶しているものとする。
【００７３】
　依頼を受けたホームサーバＡの制御部３１００は、テレビＡの制御部２１００に放送受
信部２２００が受信している番組データの転送依頼を行う。テレビＡは、受信データをホ
ームサーバＡに送り、ホームサーバＡからホームサーバＢにインターネットを介して、テ
レビＡの受信した番組データが送られる（ステップＳ２１０）。
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【００７４】
　ホームサーバＡから番組データを受信したホームサーバＢは（ステップＳ４００）、テ
レビＢに番組データを送信し、番組を映す（ステップＳ４１０）。一方、図５に示すよう
な問い合わせ画面１３１０で、「ＮＯ」ボタン１３１２を選択した場合（ステップＳ３２
０：ＮＯ）は、何も行わない。
【００７５】
　＜補足＞
　以上、本発明に係る番組通知システムについて実施形態に基づいて説明したが、このシ
ステムを部分的に変形することもでき、本発明は上述の実施形態に限られないことは勿論
である。即ち、
【００７６】
　（１）実施形態では、受信装置であるテレビと、通話中の携帯電話機とはべつの装置で
あることとしているが、テレビやラジオなどの受信機能付携帯電話機であってもよい。
【００７７】
　この場合、ホームサーバは不要となり、また、ホームサーバの無線ＬＡＮが届く範囲で
無ければならないという場所に関する制限が無くなるという利点がある。
【００７８】
　（２）実施形態では、テレビで受信している番組を、通話相手のテレビで受信すること
としているが、通話相手側はテレビの音声のみを出力したり、ラジオに音声のみを出力し
たり、また、携帯電話機に音声のみを出力したり、さらに、画像のみをテレビ画面に出力
したりなどとしてもよい。この場合、本来の受信装置を使用できなくても、現在使われて
いない装置を使用することができるという利点がある。
【００７９】
　また、逆に、通話相手に送る側が、テレビの音声のみを聞いていて、通話相手側がテレ
ビの画像の見るなどであっても良い。
【００８０】
　（３）実施形態では、地域番号で放送を受信することができるか否かを判断することと
しているが、その他の方法であってもよい。例えば、その地域のＥＰＧ等の番組表から、
他のチャンネルで放送中であることが判れば、そのチャンネルにあわせる等である。
【００８１】
　（４）実施形態で示した携帯電話機等の各機能を実現させる為の各制御処理（図３等参
照）をＣＰＵに実行させる為のプログラムを、記録媒体に記録し又は各種通信路等を介し
て、流通させ頒布することもできる。このような記録媒体には、ＩＣカード、光ディスク
、フレキシブルディスク、ＲＯＭ、フラッシュメモリ等がある。流通、頒布されたプログ
ラムは、機器におけるＣＰＵで読み取り可能なメモリ等に格納されることにより利用に供
され、そのＣＰＵがそのプログラムを実行することにより実施形態で示した各機能が実現
される。
【産業上の利用可能性】
【００８２】
　携帯電話機で通話中に、通話相手宅の家電を操作する技術として有用である。
【符号の説明】
【００８３】
１０００　携帯電話機
１１００　制御部
１２００　電話通信部
１３００　表示部
１４００　操作部
１４１０　ボタン
１５００　スピーカ
１６００　マイク
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１７００　ＬＡＮ通信部
１８００　番組特定部
１９００　機器特定部
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