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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のネットワークを通じてサーバ装置と電子機器端末とが接続されると共に、前記サ
ーバ装置が前記第１のネットワークとは異なる第２のネットワークに接続されるネットワ
ークシステムにおいて、
　前記電子機器端末は、
　番組コンテンツの選択を指示するための入力操作手段と、
　前記入力操作手段を通じた、番組コンテンツの選択指示に応じて放送番組を選局受信お
よび復調して、前記放送番組の信号を出力する放送受信手段と、
　番組コンテンツを選択指示するために表示画面に表示される複数の番組コンテンツ選択
用表示情報の中から、前記入力操作手段を通じた、番組コンテンツ選択用表示情報の選択
指示に応じて、前記サーバ装置に、前記第２のネットワークを通じて取得した番組コンテ
ンツを送信するように要求するコマンドであって、前記番組コンテンツ選択用表示情報の
選択指示に応じた番組コンテンツを指定するための指定情報を含むコマンドを、前記第１
のネットワークを通じて前記サーバ装置に対して送信する端末送信手段と、
　前記サーバ装置から送られてくる前記番組コンテンツのデジタルデータと前記放送受信
手段からの前記放送番組の信号とのいずれかを、前記入力操作手段を通じた指示に応じて
選択的に再生する再生手段と、
　を備え、
　前記サーバ装置は、
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　前記電子機器端末からの前記コマンドを受信したときに、予め記憶してある、前記指定
情報と前記第２のネットワーク上のアドレス情報との対応情報を用いて、前記受信したコ
マンドに含まれる前記指定情報に対応するアドレス情報を特定し、当該特定したアドレス
情報を用いて、前記要求された番組コンテンツのデジタルデータを前記第２のネットワー
クを通じて取得し、取得した番組コンテンツを前記電子機器端末に送信するサーバ送信手
段を備える
　ことを特徴とするネットワークシステム。
【請求項２】
　請求項１に記載のネットワークシステムにおいて、
　前記サーバ装置は、番組コンテンツのデジタルデータを格納する記憶手段を備え、
　前記電子機器端末からの前記コマンドに応じて、前記要求された番組コンテンツのデジ
タルデータを上記記憶手段より読み出して、前記電子機器端末に送信する
　ことを特徴とするネットワークシステム。
【請求項３】
　請求項２に記載のネットワークシステムにおいて、
　前記サーバ装置は、
　前記番組コンテンツの圧縮デジタルデータをデコードして前記デジタルデータを生成す
るデコード手段を備え、
　前記記憶手段に格納される圧縮デジタルデータを、前記デコード手段でデコードし、生
成されたデジタルデータを前記電子機器端末に送信する
　ことを特徴とするネットワークシステム。
【請求項４】
　請求項１に記載のネットワークシステムにおいて、
　前記サーバ装置は、
　前記番組コンテンツの圧縮デジタルデータをデコードして前記デジタルデータを生成す
るデコード手段を備え、
　前記第２のネットワークを通じて取得した前記番組コンテンツの圧縮デジタルデータを
、前記デコード手段でデコードし、生成されたデジタルデータを前記電子機器端末に送信
する
　ことを特徴とするネットワークシステム。
【請求項５】
　請求項１に記載のネットワークシステムにおいて、
　前記電子機器端末は、マイクロホンを備え、前記サーバ装置に送る前記コマンドは、前
記マイクロホンで収音されたユーザ音声のデジタルデータで構成されると共に、
　前記サーバ装置は、前記第１のネットワークを通じて受信した前記ユーザ音声のデジタ
ルデータを音声認識する音声認識手段を備え、この音声認識結果により、前記コマンドを
判別する
　ことを特徴とするネットワークシステム。
【請求項６】
　請求項１に記載のネットワークシステムにおいて、
　前記サーバ装置は、前記番組コンテンツに関する付加情報を前記電子機器端末に送信す
る手段を備え、
　前記電子機器端末は、前記番組コンテンツに関する付加情報を受信して、ユーザに提供
する出力手段と、
　を備えることを特徴とするネットワークシステム。
【請求項７】
　請求項１に記載のネットワークシステムにおいて、
　前記電子機器端末から前記サーバ装置に送られる前記コマンドは、前記サーバ装置を識
別するサーバ識別情報と、前記番組コンテンツを特定するためのコンテンツ識別情報とか
らなる
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　ことを特徴とするネットワークシステム。
【請求項８】
　請求項１に記載のネットワークシステムにおいて、
　前記電子機器端末は、前記放送受信手段による受信機能が前記電子機器端末で選択され
ているときには、前記コマンドの送出および前記デジタルデータの受信のための回路部を
電源オフまたはスタンバイ状態にする
　ことを特徴とするネットワークシステム。
【請求項９】
　第２のネットワークに接続されるサーバ装置に対して、前記第２のネットワークとは異
なる第１のネットワークを通じて接続される電子機器端末であって、
　番組コンテンツの選択を指示するための入力操作手段と、
　前記入力操作手段を通じた、番組コンテンツの選択指示に応じて放送番組を選局受信お
よび復調して、前記放送番組の信号を出力する放送受信手段と、
　番組コンテンツを選択指示するために表示画面に表示される複数の番組コンテンツ選択
用表示情報の中から、前記入力操作手段を通じた、番組コンテンツ選択用表示情報の選択
指示に応じて、前記サーバ装置に、前記第２のネットワークを通じて取得した番組コンテ
ンツを送信するように要求するコマンドであって、前記番組コンテンツ選択用表示情報の
選択指示に応じた番組コンテンツを指定するための指定情報を含むコマンドを、前記第１
のネットワークを通じて前記サーバ装置に対して送信する端末送信手段と、
　前記サーバ装置から送られてくる前記番組コンテンツのデジタルデータと前記放送受信
手段からの前記放送番組の信号とのいずれかを、前記入力操作手段を通じた指示に応じて
選択的に再生する再生手段と、
　を備えることを特徴とする電子機器端末。
【請求項１０】
　請求項９に記載の電子機器端末において、
　マイクロホンを備え、前記サーバ装置に送る前記コマンドは、前記マイクロホンで収音
されたユーザ音声のデジタルデータとされる
　ことを特徴とする電子機器端末。
【請求項１１】
　請求項９に記載の電子機器端末において、
　前記放送受信手段による受信機能が当該電子機器端末で選択されているときには、前記
コマンドの送出および前記デジタルデータの受信のための回路部を電源オフまたはスタン
バイ状態にする
　ことを特徴とする電子機器端末。
【請求項１２】
　番組コンテンツの選択を指示するための入力操作手段と、
　前記入力操作手段を通じた、番組コンテンツの選択指示に応じて放送番組を選局受信お
よび復調して、前記放送番組の信号を出力する放送受信手段と、
　番組コンテンツを選択指示するために表示画面に表示される複数の番組コンテンツ選択
用表示情報の中から、前記入力操作手段を通じた、番組コンテンツ選択用表示情報の選択
指示に応じて、前記サーバ装置に、第１のネットワークを通じて取得した番組コンテンツ
を送信するように要求するコマンドであって、前記番組コンテンツ選択用表示情報の選択
指示に応じた番組コンテンツを指定するための指定情報を含むコマンドを、前記第１のネ
ットワークを通じて前記サーバ装置に対して送信する端末送信手段と、
　前記サーバ装置から送られてくる前記番組コンテンツのデジタルデータと前記放送受信
手段からの前記放送番組の信号とのいずれかを、前記入力操作手段を通じた指示に応じて
選択的に再生する再生手段と、
　を備える電子機器端末と前記第１のネットワークとは異なる第２のネットワークを通じ
て接続されるサーバ装置であって、
　前記電子機器端末からの前記コマンドを受信したときに、予め記憶してある、前記指定
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情報と前記第２のネットワーク上のアドレス情報との対応情報を用いて、前記受信したコ
マンドに含まれる前記指定情報に対応するアドレス情報を特定し、当該特定したアドレス
情報を用いて、前記要求された番組コンテンツのデジタルデータを前記第２のネットワー
クを通じて取得し、取得した番組コンテンツを前記電子機器端末に送信するサーバ送信手
段を備える
　ことを特徴とするサーバ装置。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のサーバ装置において、
　番組コンテンツのデジタルデータを格納する記憶手段を備え、
　前記電子機器端末からの前記コマンドに応じて、前記要求された番組コンテンツのデジ
タルデータを上記記憶手段より読み出して、前記電子機器端末に送信することを特徴とす
るサーバ装置。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のサーバ装置において、
　前記番組コンテンツの圧縮デジタルデータをデコードして前記デジタルデータを生成す
るデコード手段を備え、
　前記記憶手段に格納される前記番組コンテンツの圧縮デジタルデータを、前記デコード
手段でデコードし、生成されたデジタルデータを前記電子機器端末に送信することを特徴
とするサーバ装置。
【請求項１５】
　請求項１２に記載のサーバ装置において、
　前記番組コンテンツの圧縮デジタルデータをデコードして前記デジタルデータを生成す
るデコード手段を備え、
　前記第１のネットワークを通じて取得した前記番組コンテンツの圧縮デジタルデータを
、前記デコード手段でデコードし、生成されたデジタルデータを前記電子機器端末に送信
する
　ことを特徴とするサーバ装置。
【請求項１６】
　請求項１２に記載のサーバ装置において、
　前記電子機器端末からの前記コマンドは、前記電子機器端末より送信されたユーザ音声
のデジタルデータで構成されるものであって、
　前記ユーザ音声のデジタルデータを音声認識する音声認識手段を備え、この音声認識結
果により、前記コマンドを判別する
　ことを特徴とするサーバ装置。
【請求項１７】
　請求項１２に記載のサーバ装置において、
　前記番組コンテンツに関する付加情報を、前記番組コンテンツのデジタルデータととも
に前記電子機器端末に送信する
　ことを特徴とするサーバ装置。
【請求項１８】
　第１のネットワークを通じてサーバ装置と電子機器端末とが接続されると共に、前記サ
ーバ装置が前記第１のネットワークとは異なる第２のネットワークに接続されるネットワ
ークシステムにおけるコンテンツの配信再生方法において、
　前記電子機器端末は、
　番組コンテンツの選択を指示するための入力操作手段を通じた、番組コンテンツの選択
指示に応じて放送番組を選局受信および復調して、前記放送番組の信号を出力する放送受
信工程と、
　番組コンテンツを選択指示するために表示画面に表示される複数の番組コンテンツ選択
用表示情報の中から、前記入力操作手段を通じた、番組コンテンツ選択用表示情報の選択
指示に応じて、前記サーバ装置に、前記第２のネットワークを通じて取得した番組コンテ
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ンツを送信するように要求するコマンドであって、前記番組コンテンツ選択用表示情報の
選択指示に応じた番組コンテンツを指定するための指定情報を含むコマンドを、前記第１
のネットワークを通じて前記サーバ装置に対して送信する端末送信工程と、
　前記サーバ装置から送られてくる前記番組コンテンツのデジタルデータと前記放送受信
工程で受信した前記放送番組の信号とのいずれかを、前記入力操作手段を通じた指示に応
じて選択的に再生する再生工程と、
　を備え、
　前記サーバ装置は、
　前記電子機器端末からの前記コマンドを受信したときに、予め記憶してある、前記指定
情報と前記第２のネットワーク上のアドレス情報との対応情報を用いて、前記受信したコ
マンドに含まれる前記指定情報に対応するアドレス情報を特定し、当該特定したアドレス
情報を用いて、前記要求された番組コンテンツのデジタルデータを前記第２のネットワー
クを通じて取得し、取得した番組コンテンツを前記電子機器端末に送信するサーバ送信工
程を備える
　ことを特徴とするコンテンツの配信再生方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、例えばインターネットラジオなどのインターネットを通じたコンテンツ提供
サービスを受けるようにするためのネットワークシステム、および当該システムに使用す
る電子機器端末並びにサーバ装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
インターネットを通じたコンテンツ提供サービスが多々存在する。その一つとして、ラジ
オ放送局がインターネットを介してオーディオコンテンツの放送を行なうインターネット
ラジオが知られている。
【０００３】
このインターネットラジオのコンテンツを受信して聴取しようとする場合には、インター
ネットアカウント、ブラウザ用ソフトウエア、オーディオ情報処理ソフトウエア、スピー
カ、選局や音量調整等用操作部が必要となる。この種のインターネットラジオ受信システ
ムの一例の構成が特許文献１（特表２００３－５０２８８７号公報）に記載されている。
【０００４】
上記特許文献１に示される受信システムは、ユーザインターフェースの外観が、ラジオ放
送受信機を真似て作られたものである。そして、その受信システムとしては、スタンドア
ローン型のものと、パーソナルコンピュータを中心に構成した装置とが示されている。後
者の例を図１５に示す。
【０００５】
すなわち、図１５に示すように、この受信システムは、ユーザインターフェースを構成す
るラジオボックス１０と、パーソナルコンピュータシステム２０とで構成されている。ラ
ジオボックス１０とパーソナルコンピュータシステム２０のパーソナルコンピュータ２１
とは、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ＳｅｒｉａｌＢｕｓ）、ＳＣＳＩ（Ｓｍａｌｌ　Ｃ
ｏｍｐｕｔｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）などにより、ケーブル１１によっ
て接続される。
【０００６】
ラジオボックス１０は、ボリュームつまみや、ラジオ放送受信機の場合のチューニングつ
まみおよび選局された局や周波数を表示するディスプレイなどを備えている。そして、チ
ューニングつまみを操作することにより、指定された周波数数字がディスプレイに表示さ
れるが、当該周波数指定は、ここでは、インターネットラジオの放送局の識別名として使
用される。
【０００７】



(6) JP 4368138 B2 2009.11.18

10

20

30

40

50

パーソナルコンピュータシステム２０は、パーソナルコンピュータ２１に対して、ディス
プレイ２２と、スピーカ２３，２３と、モデム２４とが接続されて構成される。モデム２
４は、電話回線２５を通じてインターネット１２に接続されている。
【０００８】
パーソナルコンピュータ２１には、インターネットラジオ局のＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　
Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）と、ラジオボックス１０で指定される周波数との対
応テーブルの情報がメモリに記憶されて保持されている。
【０００９】
ラジオ聴取ユーザがラジオボックス１０のチューニングつまみを操作して周波数を指定す
ると、その周波数情報は、通信ケーブル１１を通じてパーソナルコンピュータ２１に渡さ
れる。すると、パーソナルコンピュータ２１では、前記メモリの対応テーブルの情報を参
照して、指定されたインターネットラジオ局のＵＲＬを検出する。そして、当該ＵＲＬを
用いてインターネット１２を通じてインターネットラジオ局にアクセスして、ラジオ放送
データを受け取る。そして、受け取ったデータをデコードして、オーディオ信号を再生し
、スピーカ２３，２３により音響変換して、放音させるようにする。
【００１０】
この受信システムによれば、従来のラジオ放送電波を受信する装置と同じ感覚で、インタ
ーネットラジオを楽しむことができる。
【００１１】
【特許文献１】
特表２００３－５０２８８７号公報
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記の特許文献１に記載の受信システムは、パーソナルコンピュータシス
テム２０が設置された部屋でしか、インターネットラジオを聴取することができず、いわ
ゆる携帯型ラジオのように、部屋を移動してインターネットラジオを聴取するような使用
形態は困難である。
【００１３】
上記の受信システムでも、各部屋に電話回線に接続できるモジュラージャックが設置され
、パーソナルコンピュータシステム２０全体を移動させるようにすれば、部屋を移動して
インターネットラジオを聴取することは可能である。しかし、パーソナルコンピュータシ
ステム２０全体を持ち運ぶことは、非現実的であって、また、実用的ではない。
【００１４】
そこで、各部屋に、図１５に示したシステムを設置することが考えられるが、インターネ
ットラジオシステムの機能を実現するためには、インターネットとの通信機能の回路と、
Ｗｅｂの解読機能と、オーディオ出力する回路をすべて持ち、高速のＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒ
ａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）に加え、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍ
ｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）として、かなり多目の
容量を必要とするため、コスト高となり、ユーザの経済的負担が大きくなってしまう。
【００１５】
この発明は、以上の点にかんがみ、例えば、家庭の各部屋で、インターネットを通じたコ
ンテンツなどの種々のコンテンツを再生することができるようにするネットワークシステ
ムを比較的安価に実現することができるようにすることを目的とする。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
　前記課題を解決するため、請求項１の発明によるネットワークシステムは、
　第１のネットワークを通じてサーバ装置と電子機器端末とが接続されると共に、前記サ
ーバ装置が前記第１のネットワークとは異なる第２のネットワークに接続されるネットワ
ークシステムにおいて、
　前記電子機器端末は、
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　番組コンテンツの選択を指示するための入力操作手段と、
　前記入力操作手段を通じた、番組コンテンツの選択指示に応じて放送番組を選局受信お
よび復調して、前記放送番組の信号を出力する放送受信手段と、
　番組コンテンツを選択指示するために表示画面に表示される複数の番組コンテンツ選択
用表示情報の中から、前記入力操作手段を通じた、番組コンテンツ選択用表示情報の選択
指示に応じて、前記サーバ装置に、前記第２のネットワークを通じて取得した番組コンテ
ンツを送信するように要求するコマンドであって、前記番組コンテンツ選択用表示情報の
選択指示に応じた番組コンテンツを指定するための指定情報を含むコマンドを、前記第１
のネットワークを通じて前記サーバ装置に対して送信する端末送信手段と、
　前記サーバ装置から送られてくる前記番組コンテンツのデジタルデータと前記放送受信
手段からの前記放送番組の信号とのいずれかを、前記入力操作手段を通じた指示に応じて
選択的に再生する再生手段と、
　を備え、
　前記サーバ装置は、
　前記電子機器端末からの前記コマンドを受信したときに、予め記憶してある、前記指定
情報と前記第２のネットワーク上のアドレス情報との対応情報を用いて、前記受信したコ
マンドに含まれる前記指定情報に対応するアドレス情報を特定し、当該特定したアドレス
情報を用いて、前記要求された番組コンテンツのデジタルデータを前記第２のネットワー
クを通じて取得し、取得した番組コンテンツを前記電子機器端末に送信するサーバ送信手
段を備える
　ことを特徴とする。
【００１７】
　また、請求項４の発明は、請求項１に記載のネットワークシステムにおいて、
　前記サーバ装置は、
　前記電子機器端末からの前記コマンドに応じて、前記ネットワークを通じて前記コンテ
ンツのデジタルデータを取得するデータ受信手段を備え、
　前記サーバ送信手段は、この取得したデジタルデータを前記電子機器端末に前記ネット
ワークを通じて送信する
　ことを特徴とする。
【００１８】
　上述の構成の請求項１または請求項４の発明によれば、電子機器端末は、コンテンツを
要求するコマンド、特に請求項４の発明の場合には、例えばインターネットを通じて取得
されるコンテンツを要求するコマンドを、ネットワークを通じてサーバ装置に送信する。
【００１９】
　このコマンドを受け取ったサーバ装置は、請求項４の発明の場合には、当該コマンドに
応じてインターネットへアクセスし、要求されたコンテンツをインターネットから取得す
る。そして、請求項１または請求項４の発明においては、取得したコンテンツのデータを
デコードし、デコード結果のデジタルデータをネットワークを通じて電子機器端末に送る
。
【００２０】
　電子機器端末は、サーバ装置からネットワークを通じて送られてくるコンテンツのデコ
ード結果のデジタルデータを受信して、当該デジタルデータに基づいて音響再生および／
または画像表示をする。
【００２１】
　したがって、例えば、インターネットラジオシステムの機能を実現するための、インタ
ーネットとの通信機能の回路、Ｗｅｂの解読機能、高速のＣＰＵ、大容量のＲＯＭ、ＲＡ
Ｍなど、コスト高となる構成部分は、サーバ装置が備え、電子機器端末は、ネットワーク
に接続するための機能と、サーバ装置へのコマンド要求機能と、デコード結果のデジタル
データから再生音声および／または再生画像を得るための音響再生手段および／または画
像表示手段を備えればよいので、電子機器端末は安価に構成できる。
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【００２２】
　そこで、例えば電話回線に接続されるモジュラージャックがある部屋にサーバ装置を設
置するとともに、各部屋にネットワークに接続するためのネットワーク接続部を設けて、
ホームネットワークシステムを構築し、各部屋のネットワーク接続部に電子機器端末を接
続するようにすることにより、安価なホームネットワークシステムを実現することが可能
になる。
【００２３】
　また、請求項６の発明は、請求項１に記載のネットワークシステムにおいて、
　前記電子機器端末は、マイクロホンを備え、前記サーバ装置に送るコマンドは、前記マ
イクロホンで収音されたユーザ音声のデジタルデータで構成されると共に、
　前記サーバ装置は、前記ネットワークを通じて受信した前記ユーザ音声のデジタルデー
タを音声認識する音声認識手段を備え、この音声認識結果により、前記コマンドを判別す
る
　ことを特徴とする。
【００２４】
　上述の構成の請求項６の発明によれば、電子機器端末のユーザは、マイクロホンを通じ
てサーバ装置に送るコマンドを発音して音声入力する。電子機器端末は、この音声による
コマンドをデジタルデータとして、サーバ装置に送る。
【００２５】
　サーバ装置は、音声認識手段を用いて、この音声データについて音声認識を行い、入力
されたコマンドを判別し、当該コマンドにより要求されるコンテンツを例えばインターネ
ットから取得し、デコードして、そのデコード結果を電子機器端末に送信するようにする
。
【００２６】
　この請求項６の発明によれば、ユーザは、電子機器端末の操作部を通じてコマンドの入
力操作をする必要がなくなり、非常に便利である。
【００２７】
【発明の実施の形態】
以下、この発明によるネットワークシステムの実施形態を、図を参照しながら説明する。
以下に説明する実施形態は、インターネットを通じてコンテンツを取得する場合であって
、当該コンテンツとして、インターネットラジオのコンテンツを取得する場合の例である
。
【００２８】
図１は、この実施形態のネットワークシステム全体の構成を示す図であり、スイッチング
ハブ３に対して、パーソナルコンピュータ１と、電子機器端末２Ａ，２Ｂ，２Ｃと、ＡＤ
ＳＬ（Ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｉｎｅ）モデ
ム４とが接続されて、いわゆるホームＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）
の構成とされている。ＡＤＳＬモデム４は電話回線５を通じてインターネット１２に接続
されている。
【００２９】
この例では、ＬＡＮは、例えばイーサネット（登録商標）が用いられ、スイッチングハブ
３とパーソナルコンピュータ１との間、スイッチングハブ３と電子機器端末２Ａ，２Ｂ，
２Ｃとの間およびスイッチングハブ３とＡＤＳＬモデム４との間は、それぞれイーサネッ
ト（登録商標）用のＬＡＮケーブル６によって、接続されている。
【００３０】
パーソナルコンピュータ１は、サーバ装置を構成するもので、以下、この明細書では、パ
ーソナルコンピュータ１は、ＰＣサーバ１と称することとする。このＰＣサーバ１は、ス
イッチングハブ３を介して、電子機器端末２Ａ，２Ｂ，２Ｃとコマンドおよびコンテンツ
のデジタルデータのやり取りをする機能と、スイッチングハブ３およびＡＤＳＬモデム４
を介してインターネット１２に対して通信を行なう機能と、Ｗｅｂの解読機能とを、少な



(9) JP 4368138 B2 2009.11.18

10

20

30

40

50

くとも備える。
【００３１】
また、この実施形態のＰＣサーバ１は、インターネットラジオのコンテンツを電子機器端
末２Ａ，２Ｂ，２Ｃに提供する機能だけでなく、ジュークボックスの機能を備えている。
【００３２】
ＰＣサーバ１が備えるインターネットラジオのコンテンツを電子機器端末２Ａ，２Ｂ，２
Ｃに提供する機能は、電子機器端末からのコマンドに応じて、インターネット１２を通じ
てインターネットラジオのコンテンツを取得し、当該取得したコンテンツのデータをデコ
ードして、電子機器端末に提供する機能である。
【００３３】
また、ＰＣサーバ１は、ジュークボックスの機能のため、音楽コンテンツのデータベース
を備え、当該データベースから電子機器端末からのコマンドにより要求された音楽コンテ
ンツを電子機器端末に送るようにする。
【００３４】
さらに、この実施形態のＰＣサーバ１は、電子機器端末からのユーザ音声によるコマンド
を音声認識し、当該音声認識結果に応じた処理を行なうことができるようにされている。
このＰＣサーバ１の詳細な構成については、後述する。
【００３５】
次に、電子機器端末２Ａ，２Ｂ，２Ｃのそれぞれは、少なくとも、ＬＡＮケーブル６が接
続されるとコネクタと、ＬＡＮ（この例では、イーサネット（登録商標））用の通信イン
ターフェースと、インターネットを通じて取得されるコンテンツを要求するコマンドの入
力をユーザから受け付ける機能と、受け付けたコマンドをＰＣサーバ１に送信する機能と
、このコマンドに対応してＰＣサーバから送られてくるコンテンツのデコード結果のデジ
タルデータから音声出力を得るための音響再生手段を備える。
【００３６】
音響再生手段は、この例では、電子機器端末２Ａ，２Ｂ，２Ｃの本体に内蔵されるスピー
カで構成される。しかし、音響再生手段としては、電子機器端末２Ａ，２Ｂ，２Ｃの本体
に設けられるオーディオ出力端子に接続される外部スピーカであってもよい。また、電子
機器端末本体に設けられるヘッドホン端子に接続されるヘッドホンシステムであってもよ
い。
【００３７】
この実施形態においては、電子機器端末２Ａ，２Ｂ，２Ｃは、できるだけ安価に構成する
ことができるように、例えばラジオ受信機能付きのＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ）プ
レーヤやミニディスク（登録商標）プレーヤ、また、コンポーネントステレオシステムな
どの既存の音響再生用電子機器を利用した構成とされている。
【００３８】
すなわち、電子機器端末２Ａ，２Ｂ，２Ｃのそれぞれは、前述のような既存の音響再生用
電子機器に、上記のＬＡＮに接続する機能と、コマンドをＰＣサーバ１に送り、ＰＣサー
バからデジタルデータを受け取って、自身が持つ音響再生手段により再生するようにする
機能とを付加したような構成とされる。この電子機器端末の詳細な構成例については、後
で詳述する。
【００３９】
　ＰＣサーバ１と、電子機器端末２Ａ，２Ｂ，２Ｃのそれぞれとの間の通信は、この実施
形態では、ＴＣＰ／ＩＰ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ／Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）で、ＨＴＴＰ（ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｔｒａ
ｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を用いてデータ転送を行なう。なお、ＵＤＰ（Ｕｓｅｒ
　Ｄａｔａｇｒａｍ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を用いてデータ転送を行なうようにしてもよい
が、この実施形態では、確実性のために、ＴＣＰ／ＩＰを用いるものである。
【００４０】
　ＰＣサーバ１および電子機器端末２Ａ，２Ｂ，２Ｃは、ＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅ
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ｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）アドレスを備えているので、ＰＣサーバ１は、ＬＡＮに接続され
た電子機器端末２Ａ，２Ｂ，２ＣのＭＡＣアドレスを登録し、コンテンツのデコードデー
タをそれら電子機器端末２Ａ，２Ｂ，２Ｃに送り出すときには、それら電子機器端末２Ａ
，２Ｂ，２Ｃが、ＰＣサーバ１に登録された端末であるかどうかを確認してからデータ送
出を行なうようにする。
【００４１】
そして、この実施形態では、ＰＣサーバ１においては、ジュークボックス機能用の音楽コ
ンテンツデータベースにおいて、各曲は、ＣＤやミニディスク（登録商標）のアルバム単
位の階層構造により管理するようにしている。さらに、この実施形態では、インターネッ
トラジオのコンテンツも、ジュークボックス機能のコンテンツも、アルバムとトラックと
いう概念で統一して、すべて番号でアクセスができるようにしている。
【００４２】
例えば、図２に示すように、この実施形態では、ジュークボックスのコンテンツの場合に
は、音楽コンテンツデータベースのアルバム名はアルバム番号と対応付けられ、また、曲
名はトラック番号と対応付けられている。そして、インターネットラジオのコンテンツの
場合には、放送局名はアルバム番号と対応付けられ、また、番組名はトラック番号と対応
付けられている。
【００４３】
したがって、電子機器端末からのＰＣサーバ１に対するコンテンツの要求コマンドは、ア
ルバム番号と、トラック番号とを含んで構成されるが、この実施形態では、ＬＡＮ上に複
数個のＰＣサーバが存在することを可能とすることを考慮して、コンテンツの管理は、こ
の実施形態の場合には、サーバ名と、アルバム名と、トラック番号とによってなされる。
【００４４】
そして、ＰＣサーバ１には、これら番号情報からなるコマンドと、ジュークボックス機能
の場合には、音楽コンテンツデータベースから、要求された曲を読み出すためのアドレス
情報との対応が、インターネットラジオの場合には、要求された放送局の放送番組にアク
セスするためのＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）アドレス
との対応が、メモリに記憶されて管理されている。
【００４５】
電子機器端末２Ａ，２Ｂ，２Ｃからのコマンドは、この例では、例えば図３（Ａ），（Ｂ
）に示すように、サーバ番号＊アルバム番号＊トラック番号のような形態とされる。後述
するように、サーバ番号は、電子機器端末２Ａ，２Ｂ，２ＣがＰＣサーバ１に初めてアク
セスしたときに、ＰＣサーバ１から電子機器端末２Ａ，２Ｂ，２Ｃに与えられ、電子機器
端末２Ａ，２Ｂ，２Ｃは、当該サーバ番号を記憶して、コンテンツの要求コマンドをＰＣ
サーバ１に送るときに、自動的に付加するようにする。したがって、ユーザは、コマンド
番号としては、アルバム番号と、トラック番号とを入力するものである。
【００４６】
ここで、「＊」は各番号を区分けするためのセパレータの役割をするものであり、ユーザ
が直接入力するようにしてもよいし、アルバム番号、トラック番号のそれぞれの桁数が定
められている場合には、電子機器端末２Ａ，２Ｂ，２Ｃがユーザからの番号入力を、予め
定まった順、例えばアルバム番号→トラック番号の順に受け付けて、自動的に付加するよ
うにすることもできる。
【００４７】
後者の場合には、記号「＊」を入力する必要がないので、電子機器端末２Ａ，２Ｂ，２Ｃ
は、ユーザからのコマンド入力を受ける手段としては、ユーザからの番号入力を受け付け
ることができる機能を備えていればよい。
【００４８】
なお、予め、サーバ番号、アルバム番号、トラック番号のそれぞれの桁数が定められてい
る場合であって、それらの番号の順番を、例えばサーバ番号→アルバム番号→トラック番
号のように定めている場合であれば、ＰＣサーバ装置１が、それぞれの番号を特定するこ
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とは可能であるので、セパレータ「＊」は無くても良い。
【００４９】
ジュークボックスの場合と、インターネットラジオとの区別は、例えばアルバム番号で行
われる。例えば、アルバム番号の１０００番～４９９９番はジュークボックス用のアルバ
ム名に割り当てられ、５０００番～９９９９番はインターネットラジオの放送局名に割り
当てられる。なお、００００番～０９９９番は、その他のコマンド用とされる。
【００５０】
したがって、図３（Ａ）の番号列は、ジュークボックスの特定のアルバム名の特定の曲を
指定するためのものの例であり、当該番号列に音楽コンテンツデータベースのメモリアド
レスが対応する。また、図３（Ｂ）の番号列は、インターネットラジオの特定の放送局名
の特定の放送番組を指定するためのものの例であり、当該番号列はインターネット上のＵ
ＲＬアドレスが対応する。ＰＣサーバ１は、これらの対応テーブルを記憶している。
【００５１】
[ＰＣサーバ１のハードウエア構成例]
図４は、ＰＣサーバ１の構成例を示すもので、ＣＰＵ１００に対して、システムバス１０
１を介して、ＲＯＭ１０２と、ＲＡＭ１０３と、アクセス番号管理部１０４と、ＬＡＮ（
この例ではイーサネット（登録商標））用の通信インターフェース１０５と、パケット分
解／生成部１０６と、インターネットラジオデジタル部１０７と、音声認識部１０８と、
音楽コンテンツデータベース１０９と、音楽コンテンツデコード部１１０と、が接続され
て構成されている。
【００５２】
なお、図４において、点線で囲んで示すように、アクセス番号管理部１０４と、パケット
分解／生成部１０６と、インターネットラジオデジタル部１０７と、音声認識部１０８と
、音楽コンテンツデータベース１０９と、音楽コンテンツデコード部１１０は、ＣＰＵの
高速化に伴い、ソフトウエアによっても十分に実現することができる。
【００５３】
アクセス番号管理部１０４は、前述の図２および図３（Ａ），（Ｂ）を用いて説明した、
コマンド番号と音楽コンテンツデータベース１０９のメモリアドレスとの対応、およびコ
マンド番号とインターネットラジオのＵＲＬアドレスとの対応を管理するための管理情報
を備える。管理情報としては、例えば、コマンド番号と、前記メモリアドレスやＵＲＬア
ドレスとの対応テーブルが用いられる。
【００５４】
パケット分解／生成部１０６は、ＬＡＮから取り込んだパケットを分解してコマンドデー
タなどを取り出す処理を行なうと共に、ＬＡＮに送出するデジタルオーディオデータをパ
ケット化する処理を行なう。
【００５５】
インターネットラジオデコード部１０７は、要求した番組データを、インターネットラジ
オ局からインターネット１２を通じてＰＣサーバ１に取り込んだときに、当該取り込んだ
番組データをデコードして、デジタルオーディオデータを出力する。ここで、デコード結
果のデジタルオーディオデータは、Ｄ／Ａ変換器によりアナログオーディオ信号に戻すこ
とができるもので、例えばＰＣＭオーディオデータとされる。
【００５６】
音声認識部１０８は、電子機器端末２Ａ，２Ｂ，２Ｃからの音声コマンドを音声認識する
ためのものである。すなわち、この実施形態では、後述するように、電子機器端末２Ａ，
２Ｂ，２Ｃでは、ユーザがマイクロホンを通じて、アルバム名および曲名、また、インタ
ーネットラジオ放送局名および番組名などの検索コマンドを音声入力することにより、コ
マンド入力をして、当該音声コマンドにより、ＰＣサーバ１に検索依頼をすることができ
るようにされている。また、前述したコマンド番号を、ユーザがマイクロホンを通じて音
声入力して、音声コマンドとすることができるようにされている。この場合には、電子機
器端末２Ａ，２Ｂ，２Ｃからは、コマンドとして、音声コマンドがＰＣサーバ１に送られ
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てくるので、ＰＣサーバ１では、音声認識部１０８で当該音声コマンドを音声認識して、
コマンド内容を判別するようにする。
【００５７】
音楽コンテンツデータベース１０９は、前述したようにジュークボックス機能のための音
楽コンテンツを格納している記憶部であり、例えばハードディスク装置、光ディスク装置
、半導体メモリなどからなる。前述したように、この音楽コンテンツデータベースには、
アルバム名および曲名に対応して、当該アルバム名および曲名で特定されるコンテンツが
格納されている。そして、この実施形態においては、音楽コンテンツは、記憶容量を少な
くするため、圧縮されて格納されている。
【００５８】
音楽コンテンツデコード部１１０は、音楽コンテンツデータベース１０９から読み出され
た圧縮されている音楽コンテンツの圧縮を解凍して、デジタルオーディオデータを出力す
る。
【００５９】
［電子機器端末のハードウエア構成例］
図５は、電子機器端末の構成例を示すものである。この図５は、ラジオ受信機能付きのＣ
Ｄプレーヤの構成を備える電子機器端末２Ａの場合の構成例である。
【００６０】
すなわち、この例の電子機器端末２Ａは、ＣＰＵ２００に対して、システムバス２０１を
介して、ＲＯＭ２０２と、ＲＡＭ２０３と、ＣＤ２０５の再生用のＣＤプレーヤ部２０４
と、キー入力操作部２０７が接続されるキー入力インターフェース２０６と、デジタル入
力端子２０８が接続されるＩ／Ｏポート２０９と、リモコン送信機２１１からのリモコン
信号を受信したり、応用によってはサーバ装置からの指示によりリモコンコード送信も可
能なリモコン送受信部２１０と、ＡＭ／ＦＭ受信復調部２１２と、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ
　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）が接続されるＬＣＤコントローラ２１４と、オーデ
ィオ信号を出力するためのＩ／Ｏポート２１５と、Ｉ／Ｏポート２２０および２２８と、
通信インターフェース２２１と、パケット分解／生成部２２２と、アクセス番号管理部２
２３とが接続されている。
【００６１】
なお、パケット分解／生成部２２２と、アクセス番号管理部２２３とは、図５において点
線で囲んで示すように、ソフトウエアで実現される場合も多い。
【００６２】
キー入力操作部２０７およびリモコン送信機２１１は、この例では、モード切り換えキー
を備え、電子機器端末２Ａは、このモード切り換えキーにより、ＡＭラジオ受信モードと
、ＦＭラジオ受信モードと、ＣＤ再生モードと、インターネットラジオモードと、ジュー
クボックスモードと、音声検索モードとに切り換え可能とされている。このモード切り換
えキーは、各モード用の複数個のキーで構成されていてもよいし、１個のモード切り換え
キーの操作により、各モードを切り換えることができるようにされていても良い。
【００６３】
ＡＭラジオ受信モードおよびＦＭラジオ受信モードにおいては、ＡＭ／ＦＭ受信復調部２
１２には、ＣＰＵ２００の制御に従って、キー入力操作部２０７やリモコン送信機２１１
を通じたユーザの選局操作に応じた選局制御信号が供給される。そして、ＡＭ／ＦＭ受信
デコード部２１２では、アンテナ２１２ＡＴで受信された放送電波から、ユーザ選択に応
じた放送局が選局受信され、その放送局の番組のアナログオーディオ信号が再生される。
そして、そのアナログオーディオ信号は、スイッチ回路２１７を通じ、アンプ２１８を通
じてスピーカ２１９に供給されて、ラジオ番組が音響再生される。
【００６４】
また、ＣＤ再生モードにおいては、ＣＤがＣＤドライブ２０４に装填され、キー入力操作
部２０７やリモコン送信機２１１を通じたユーザのＣＤ再生指示操作が入力されると、Ｃ
ＰＵ２００の制御に従って、ＣＤドライブ２０４から、指定されたトラック番号の曲が読
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み出されて、デコードされる。そして、デコードの結果得られたデジタルオーディオ信号
は、Ｉ／Ｏポート２１５に転送される。
【００６５】
Ｉ／Ｏポート２１５から出力されるデジタルオーディオ信号は、Ｄ／Ａ変換器２１６に供
給されてアナログオーディオ信号に戻され、当該アナログオーディオ信号がスイッチ回路
２１７およびアンプ２１８を通じてスピーカ２１９に供給されて音響再生される。
【００６６】
なお、スイッチ回路２１７は、Ｉ／Ｏポート２１０からの切り換え制御信号により、ＡＭ
ラジオ受信モード時およびＦＭラジオ受信モード時は、図示の状態に切り換えられ、ＣＤ
再生のとき、および、ＰＣサーバ１からのコンテンツ提供サービスを受けるインターネッ
トラジオモードと、ジュークボックスモードと、音声検索モードのときには、図示の状態
とは逆の状態に切り換えられる。
【００６７】
この実施形態の電子機器端末２Ａでは、システムバス２０１に対して、ＬＡＮ（この例で
はイーサネット（登録商標））用の通信インターフェース２２１と、パケット分解／生成
部２２２と、アクセス番号管理部２２３が接続される点が、通常のラジオ付きＣＤプレー
ヤと構成が異なる。通信インターフェース２２１に接続される端子２２４は、ＬＡＮ用の
コネクタで構成される。
【００６８】
パケット分解／生成部２２２は、ＣＰＵ２００の制御の下に、ＬＡＮから取り込んだパケ
ットを分解して、ＰＣサーバ１から送られてくるデジタルオーディオデータ等を抽出して
、Ｉ／Ｏポート２１５に転送したりする処理を行なうと共に、ＬＡＮに送出するコマンド
データをパケット化する処理を行なう。
【００６９】
アクセス番号管理部２２３は、記憶部を備えており、この記憶部には、サーバ名とサーバ
番号との対応とが記憶されている。また、放送局名、あるいは、アルバム名とコマンド番
号との対応が記憶されている。コマンド番号のキー入力時、インターネットラジオモード
やジュークボックスモードの場合に、インターネットラジオおよびジュークボックスのコ
マンド番号としてそれぞれに割り当てられたコマンド番号の範囲内でのみ、コマンド番号
の入力が許可される。
【００７０】
また、この実施形態では、電子機器端末２Ａは、ＬＣＤ２１３の画面に順次にコマンド番
号と、放送局名やアルバム名とを表示させて、コマンド番号を検索できるコマンド番号検
索サーチ機能を備えるようにされている。すなわち、このコマンド番号サーチの場合には
、このアクセス番号管理部２２３の記憶部に記憶されている放送局に対応するコマンド番
号が順次に読み出され、それがＬＣＤ２１３に表示される。このとき、放送局名を同時に
表示することもできる。ユーザは、この表示を見て、自分がアクセスしたい、放送局やア
ルバムなどを選択することができる。
【００７１】
前述したように、音声検索モードのときには、ユーザが音声で検索コマンドを発音するこ
とにより、検索コマンドが入力される。そして、この例においては、この音声による検索
コマンドの入力は、プッシュボタンを押下している間だけ、音声入力することができるＰ
ＴＴ（Ｐｕｓｈ　Ｔｏ　Ｔａｌｋ）方式により行われる。プッシュボタンが押されたこと
は、Ｉ／Ｏポート２２８を通じてＣＰＵ２００へ知らされる。
【００７２】
このため、この実施形態では、電子機器端末２Ａにおいては、マイクロホン２２４が設け
られると共に、キー入力操作部２０７には、ＰＴＴ用のプッシュボタンキーが設けられる
。そして、マイクロホン２２４からの音声信号は、ＰＴＴ用のプッシュボタンキーを押下
している間だけオンとなるスイッチ回路２２５を通じてアンプ２２６に供給される。そし
て、このアンプ２２６を通じて音声信号は、Ａ／Ｄ変換部２２７に供給されて、デジタル
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オーディオ信号に変換された後、Ｉ／Ｏポート２２８を通じてシステムバス２０１に入力
される。
【００７３】
後述するように、システムバス２０１に入力されたデジタルオーディオ信号は、ＣＰＵ２
００の制御により、パケット分解／生成部２２２でパケット化され、音声コマンドのパケ
ットとして、通信インターフェース２２１を通じてＰＣサーバ１に対して送出される。
【００７４】
また、この実施形態では、ＰＣサーバ１からは、デジタルオーディオ信号の他に、ジュー
クボックスの場合の曲名やアーティスト名、インターネットラジオの場合の放送番組名な
どの文字データが存在する場合には、それらの文字データを電子機器端末２Ａ，２Ｂ，２
Ｃに対して送るようにしている。
【００７５】
そのため、電子機器端末２Ａは、ＰＣサーバ１から送られてきたパケットのデータが、文
字データであったときに、その文字データをＬＣＤ２１３に表示できる形態のデータに変
換し、前記ジュークボックスの曲名やアーティスト名、インターネットラジオの放送番組
名などをＬＣＤ２１３に表示するようにする機能を備える。つまり、そのためのプログラ
ムがＲＯＭ２０２に格納されている。
【００７６】
なお、図５は、ラジオ受信機能付きＣＤプレーヤの構成の電子機器端末２Ａの場合である
が、この図５に示した構成部分のうち、ＣＰＵ２００、システムバス２０１、ＲＯＭ２０
２、ＲＡＭ２０３、通信インターフェース２２１、パケット分解／生成部２２２、および
キー入力操作部２０７、リモコン送信機２１１、マイクロホン２２４などのコマンド入力
手段、音響再生手段は、他の電子機器端末２Ｂ，２Ｃも同様に備えるものである。
【００７７】
ここで、キー入力操作部２０７と、リモコン送信機２１１およびリモコン送受信部２１０
とは、必ずしも両方を備えている必要はなく、操作指示を受けるだけの場合は、いずれか
一つを少なくとも備えればよい。サーバ装置からの要求に応じて操作指示を送信する応用
の場合は、リモコン送受信部２１０は必要である。
【００７８】
また、音響再生手段としては、前述もしたように、電子機器端末は、必ずしもスピーカを
備えている必要はなく、音声信号出力端子を備えているだけでもよい。ただし、ネットワ
ークシステムとしては、音声信号出力端子に接続されるスピーカやヘッドホンを備える必
要がある。
【００７９】
［電子機器端末での処理動作］
次に、以上のような構成を備える電子機器端末の処理動作を、図５に示した電子機器端末
２Ａの場合を例にとって、図６～図１０のフローチャートを参照しながら説明する。なお
、図６～図１０の動作は、電子機器端末２Ａに電源が投入されたときに開始される処理動
作であり、主としてＣＰＵ２００が実行する。
【００８０】
図６に示すように、電源が投入されると、ラストモードの状態になる（ステップＳ１）。
ここで、ラストモードとは、ＡＭラジオ受信モード、ＦＭラジオ受信モード、ジュークボ
ックスモード、インターネットラジオモード、音声検索モードのうちの、前回、電源がオ
フにされたときのモード、つまり、最後のモードを言う。初めて、電子機器端末２Ａに電
源が投入されたイニシャル時には、例えば、ＡＭラジオ受信モードまたはＦＭラジオ受信
モードとなる。
【００８１】
次に、ＣＰＵ２００は、前記ラストモードの状態から、モード切り換え操作がなされたか
否か判別し（ステップＳ２）、モード切り換え操作がなされなかった判別したときには、
電源がオフにされたか否か判別し（ステップＳ１２）、電源がオフにされなかったと判別
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したときには、ステップＳ１に戻り、電源がオフにされたと判別したときには、処理を終
了する。
【００８２】
ステップＳ２でモード切り換え操作がなされたと判別したときには、ＣＰＵ２００は、Ｐ
Ｃサーバ１へのアクセスのモード、つまり、ジュークボックスモード、インターネットラ
ジオモード、音声検索モードのうちのいずれかに変更されたか否か判別する（ステップＳ
３）。このステップＳ３で、ＰＣサーバ１へのアクセスモードへの変更操作がなされてい
ないと判別したときには、ＣＰＵ２００は、ＡＭラジオ受信モードまたはＦＭラジオ受信
モードに変更されたか否か判別する（図７のステップＳ２１）。
【００８３】
ＡＭラジオ受信モードまたはＦＭラジオ受信モードへの変更の入力操作がなされたと判別
したときには、ＣＰＵ２００は、通信インターフェース２２１、パケット分解／生成部２
２２への電源電圧の供給を停止して、これらの回路部をオフにする、あるいは、これらの
回路部への電源電圧の供給は停止しないが、これらの回路部を動作させない状態（スタン
バイ状態）にする（ステップＳ２２）。このようにするのは、ＡＭラジオ受信モードまた
はＦＭラジオ受信モード時に、ＬＡＮにおける通信に関係する回路部分からのノイズが飛
び込むのを防止するためである。
【００８４】
そして、ＣＰＵ２００は、キー入力操作部２０７やリモコン送信機２１１を通じたユーザ
の選局操作に応じた制御信号をＡＭ／ＦＭ受信復調部２１２に供給すると共に、スイッチ
回路２１７を、図示の状態、つまり、ＡＭ／ＦＭ受信復調部２１２側に切り換える切り換
え制御信号をＩ／Ｏポート２２０から出力するように制御して、ＡＭラジオ放送番組ある
いはＦＭラジオ放送番組の受信の処理を行なう。
【００８５】
すると、ＡＭ／ＦＭ受信復調部２１２での受信処理の結果、得られたアナログオーディオ
信号がスイッチ回路２１７を通じ、アンプ２１８を通じてスピーカ２１９に供給され、ユ
ーザにより選択指示されたラジオ番組が音響再生される（ステップＳ２３）。
【００８６】
次に、ＣＰＵ２００は、ＡＭラジオ受信モードまたはＦＭラジオ受信モード時の状態から
、モード切り換え操作がなされたか否か判別し（ステップＳ２４）、モード切り換え操作
がなされなかったと判別したときには、電源がオフにされたか否か判別し（ステップＳ２
５）、電源がオフにされなかったと判別したときには、ステップＳ２３に戻り、電源がオ
フにされたと判別したときには、処理を終了する。
【００８７】
また、ステップＳ２１で、ＡＭラジオ受信モードまたはＦＭラジオ受信モードに変更され
たと判別したときには、ＣＰＵ２００は、ＣＤ再生モードに切り換えられたと判断して、
前述したようにして、ＣＤプレーヤ部２０４に対して、指定されたトラック番号の曲を読
み出して、デコード処理を実行させるように指示する。
【００８８】
また、ＣＰＵ２００は、ＣＤプレーヤ部２０４からのデジタルオーディオ信号を、Ｉ／Ｏ
ポート２１５から出力するように制御すると共に、スイッチ回路２１７を、図示の状態と
は逆の状態、つまり、Ｄ／Ａ変換器２１６側に切り換える切り換え制御信号をＩ／Ｏポー
ト２２０から出力するように制御する（ステップＳ２６）。
【００８９】
したがって、ＣＤプレーヤ部２０５でデコードされて得られたデジタルオーディオ信号は
、Ｉ／Ｏポート２１５からＤ／Ａ変換器２２７に供給されて、アナログオーディオ信号に
変換され、そのアナログオーディオ信号がスイッチ回路２１７およびスピーカ２１８を通
じてスピーカ２１９に供給されて、音響再生される。
【００９０】
次に、ＣＰＵ２００は、ＣＤ再生モードの状態から、モード切り換え操作がなされたか否
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か判別し（ステップＳ２７）、モード切り換え操作がなされなかった判別したときには、
電源がオフにされたか否か判別し（ステップＳ２８）、電源がオフにされなかったと判別
したときには、ステップＳ２６に戻って、ＣＤ再生モードを継続し、電源がオフにされた
と判別したときには、処理を終了する。
【００９１】
そして、ステップＳ２４またはステップＳ２７において、モード切り換え操作がなされた
と判別したときには、図６のステップＳ３に戻る。
【００９２】
図６のステップＳ３において、ＰＣサーバ１へのアクセスモードへの変更操作がなされた
と判別したときには、ＣＰＵ２００は、通信インターフェース２２１やパケット分解／生
成部２２２に電源を投入し、あるいは、スタンバイ状態にあったこれら通信インターフェ
ース２２１やパケット分解／生成部２２２を動作状態にして、当該電子機器端末２ＡがＬ
ＡＮを通じてＰＣサーバに接続されているかどうか判別する（ステップＳ４）。また、こ
のとき、ＣＰＵ２００は、スイッチ回路２１７を図示の状態とは逆の状態に切り換える。
【００９３】
このステップＳ４で、ＰＣサーバ１に接続されていないと判別したときには、ＣＰＵ２０
０は、例えばＬＣＤ２１３に、ＰＣサーバ１に接続されていないことを文字表示したり、
スピーカ２１９を通じて音声により報知したりすることにより、電子機器端末２ＡがＰＣ
サーバ１に接続されていないことをユーザに警告報知する（ステップＳ５）。そして、ス
テップＳ３でのモード切り換え操作が判別される前のモードの状態に戻る（ステップＳ６
）。
【００９４】
そして、次に、ＣＰＵ２００は、モード切り換え操作がなされたか否か判別し（ステップ
Ｓ７）、モード切り換え操作がなされなかったときには、電源がオフにされたか否か判別
し（ステップＳ８）、電源がオフにされなかったと判別したときには、ステップＳ６に戻
って、ステップＳ２でのモード切り換え操作前の状態を継続し、電源がオフにされたと判
別したときには、処理を終了する。そして、ステップＳ７において、モード切り換え操作
がなされたと判別したときには、ステップＳ３に戻る。
【００９５】
また、ステップＳ４で、サーバ装置に接続されていると判別したときには、ＣＰＵ２００
は、ＬＡＮを通じてＰＣサーバ１に対して初めてアクセスするのかどうか判別し（ステッ
プＳ９）、初めてのアクセスであると判別したときには、ＰＣサーバ１に対してイニシャ
ル通信（初期通信）を行なう（ステップＳ１０）。
【００９６】
このとき、このステップＳ１０では、電子機器端末２ＡのＣＰＵ２００は、サーバ名を番
号（サーバ番号）として、図示を省略した不揮発性メモリ部に格納し、その後、インター
ネットラジオやジュークボックスの場合のコマンド番号に含めるように準備をする。
【００９７】
なお、ＰＣサーバ１では、この初期通信において電子機器端末２ＡのＭＡＣアドレスを取
得して、それをメモリに登録して管理するようにする。この初期通信によるサーバ番号の
電子機器端末への登録は、自動的に行なうようにすることもできるし、ＰＣサーバ１およ
び電子機器端末２Ａにおいてユーザの操作を介在させて、初期設定を行なうようにするこ
とにより、初期設定登録を行なうようにしても良い。
【００９８】
また、ステップＳ９で、ＰＣサーバ１へのアクセスが初めてのアクセスではないと判別し
たときには、最後に使用したサーバ番号（前記不揮発性メモリに記憶されている）を、イ
ンターネットラジオやジュークボックスの場合のコマンド番号に含めるように準備をする
（ステップＳ１１）。
【００９９】
そして、ステップＳ１０またはステップＳ１１の後には、電子機器端末２ＡのＣＰＵ２０
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０は、ＰＣサーバ１との間で認証作業を行ない（図８のステップＳ３１）、認証が取れな
いときには、ＬＣＤ２１３にその旨を表示する等のエラー処理をする（ステップＳ３２）
。そして、ステップＳ２でモード切り換え操作が判別される前のモードの状態に戻る（ス
テップＳ３３）。
【０１００】
そして、次に、ＣＰＵ２００は、モード切り換え操作がなされたか否か判別し（ステップ
Ｓ３４）、モード切り換え操作がなされなかったときには、電源がオフにされたか否か判
別し（ステップＳ３５）、電源がオフにされなかったと判別したときには、ステップＳ３
３に戻って、ステップＳ２でのモード切り換え操作前の状態を継続し、電源がオフにされ
たと判別したときには、処理を終了する。そして、ステップＳ３４において、モード切り
換え操作がなされたと判別したときには、ステップＳ３に戻る。
【０１０１】
ステップＳ３１で認証がＯＫであると判別したときには、ＣＰＵ２００は、切り換え指定
されたモードは、インターネットラジオモードであるか否か判別し（ステップＳ３６）、
インターネットラジオモードであると判別したときには、インターネットラジオモードの
処理ルーチンを実行する（ステップＳ３７）。このインターネットラジオモードの処理ル
ーチンについては、後述する。
【０１０２】
ステップＳ３６で、切り換え指定されたモードは、インターネットラジオモードではない
と判別したときには、ＣＰＵ２００は、ジュークボックスモードが指定されたか否か判別
し（ステップＳ３８）、ジュークボックスモードが指定されたと判別したときには、ジュ
ークボックスモードの処理ルーチンを実行する（ステップＳ３９）。ジュークボックスモ
ードの処理ルーチンについては、後述する。
【０１０３】
ステップＳ３８で、切り換え指定されたモードは、ジュークボックスモードではないと判
別したときには、ＣＰＵ２００は、音声検索モードが指定されたと判別して、音声検索モ
ードの処理ルーチンを実行する（ステップＳ４０）。音声検索モードの処理ルーチンにつ
いては後述する。
【０１０４】
後述するように、ステップＳ３７のインターネットラジオモード、ステップＳ３９のジュ
ークボックスモード、およびステップＳ４０の音声検索モードにおいて、モード切り換え
操作がなされたと判別したときには、ステップＳ３に戻る。
【０１０５】
［インターネットラジオモードの処理ルーチン］
インターネットラジオモードに切り換えられたときには、まず、電子機器端末２ＡのＣＰ
Ｕ２００は、コマンド番号の入力を待つ（ステップＳ４１）。前述したように、この実施
形態の場合、コマンド番号の入力方法には、キー入力操作部２０７やリモコン送信機２１
１が備える数字入力キーが用いられてなされる場合と、コマンド番号サーチによりなされ
る場合がある。
【０１０６】
ＣＰＵ２００は、ステップＳ４１で、数字キー入力による、あるいはコマンド番号サーチ
によるコマンド番号の入力を受けたと判別したときには、ＣＰＵ２００は、当該受け付け
たコマンド番号を送信データとして、前述のサーバ番号に組み合わせてセットして、パケ
ット分解／生成部２２２で送信パケットを生成し、通信インターフェース２２１を通じて
、ＰＣサーバ１に対して送信するようにする（ステップＳ４２）。
【０１０７】
ＰＣサーバ１では、後述するように、当該コマンド番号を識別することにより、インター
ネットラジオのコマンドであることを判別し、その判別結果に応じてインターネットを通
じてインターネットラジオ局にアクセスし、要求された番組のコンテンツデータを受信し
て、インターネットラジオデコード部１０７でデコードする。そして、ＰＣサーバ１は、
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このコンテンツのデコードデータ（デジタルオーディオ信号）をパケット化して、電子機
器端末２Ａに送ってくる。
【０１０８】
また、このとき、ＰＣサーバ１は、要求された番組コンテンツについて、例えば番組名や
番組情報に付随する文字情報が付加情報として存在するときには、当該文字情報も、電子
機器端末２Ａに送るようにする。
【０１０９】
そこで、電子機器端末２ＡのＣＰＵ２００では、当該ＰＣサーバ１から送られてくるデジ
タルデータの受信を監視し（ステップＳ４３）、当該デジタルデータの受信を確認したら
、受信したデジタルデータは、文字情報かオーディオデータかを、例えばパケットのヘッ
ダから判別する（ステップＳ４４）。
【０１１０】
ステップＳ４４で、受信したデジタルデータが文字情報であると判別したときには、ＣＰ
Ｕ２００は、当該文字情報を表示データに変換して、ＬＣＤ２１３に表示する（ステップ
Ｓ４５）。そして、ステップＳ４３に戻る。
【０１１１】
また、ステップＳ４４で、受信したデジタルデータがオーディオデータであると判別した
ときには、受信したデジタルオーディオデータを、Ｉ／Ｏポート２１５を通じてＤ／Ａ変
換器２１６に転送する（ステップＳ４６）。デジタルオーディオ信号は、このＤ／Ａ変換
器２１６で、アナログオーディオ信号に変換され、スイッチ回路２１７およびアンプ２１
８を通じてスピーカ２１９に供給されて、音響再生される。
【０１１２】
次に、ＣＰＵ２００は、数字キー入力による、あるいはコマンド番号サーチによるコマン
ド番号の入力（コマンド番号の変更入力）があったか否かにより放送番組の変更指示があ
ったか否か判別し（ステップＳ４７）、コマンド番号の変更入力があったと判別したとき
には、ステップＳ４２に戻り、当該変更入力されたコマンド番号をＰＣサーバ１に送り、
インターネットラジオの放送番組の変更をＰＣサーバ１に要求するようにする。
【０１１３】
ステップＳ４７で、放送番組の変更指示がないと判別したときには、ＣＰＵ２００は、モ
ード切り換え操作がなされたか否か判別し（ステップＳ４８）、モード切り換え操作がな
されなかったときには、電源がオフにされたか否か判別し（ステップＳ４９）、電源がオ
フにされなかったと判別したときには、ステップＳ４３に戻って、インターネットラジオ
モードを継続し、電源がオフにされたと判別したときには、処理を終了する。
【０１１４】
そして、ステップＳ４８において、モード切り換え操作がなされたと判別したときには、
ＰＣサーバ１にアクセス終了コマンドを送り（ステップＳ５０）、図６のステップＳ３に
戻る。ここで、アクセス終了コマンドは、例えば「０００１」などの予め定められたコマ
ンド番号とされる。
【０１１５】
［ジュークボックスモードの処理ルーチン］
ジュークボックスモードにおいては、先ず、ＣＰＵ２００は、インターネットラジオモー
ドの場合と同様にして、コマンド番号の入力を待つ（ステップＳ６１）。
【０１１６】
ＣＰＵ２００は、ステップＳ６１で、数字キー入力による、あるいはコマンド番号サーチ
によるコマンド番号の入力を受けたと判別したときには、ＣＰＵ２００は、当該受け付け
たコマンド番号を送信データとして、前述のサーバ番号に組み合わせてセットして、パケ
ット分解／生成部２２２で送信パケットを生成し、通信インターフェース２２１を通じて
、ＰＣサーバ１に対して送信するようにする（ステップＳ６２）。
【０１１７】
ＰＣサーバ１では、後述するように、当該コマンド番号を識別することにより、ジューク
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ボックスのコマンドであることを判別し、その判別結果に応じて音楽コンテンツデータベ
ース１０９から、要求されたアルバムのコンテンツデータ（圧縮データ）を読み出して、
音楽コンテンツデコード部１１０で伸長デコードする。そして、ＰＣサーバ１は、このコ
ンテンツのデコードデータ（デジタルオーディオ信号）をパケット化して、電子機器端末
２Ａに送ってくる。
【０１１８】
また、このとき、ＰＣサーバ１は、要求されたアルバムコンテンツについて、例えば曲名
などの文字情報が付加情報として存在するときには、当該文字情報も、電子機器端末２Ａ
に送るようにする。
【０１１９】
そこで、電子機器端末２ＡのＣＰＵ２００では、当該ＰＣサーバ１から送られてくるデジ
タルデータの受信を監視し（ステップＳ６３）、当該デジタルデータの受信を確認したら
、受信したデジタルデータは、文字情報かオーディオデータかを、例えばパケットのヘッ
ダから判別する（ステップＳ６４）。
【０１２０】
ステップＳ６４で、受信したデジタルデータが文字情報であると判別したときには、ＣＰ
Ｕ２００は、当該文字情報を表示データに変換して、ＬＣＤ２１３に表示する（ステップ
Ｓ６５）。そして、ステップＳ６３に戻る。
【０１２１】
また、ステップＳ６４で、受信したデジタルデータがオーディオデータであると判別した
ときには、受信したデジタルオーディオデータを、Ｉ／Ｏポート２１５を通じてＤ／Ａ変
換器２１６に転送する（ステップＳ６６）。デジタルオーディオ信号は、このＤ／Ａ変換
器２１６で、アナログオーディオ信号に変換され、スイッチ回路２１７およびアンプ２１
８を通じてスピーカ２１９に供給されて、音響再生される。
【０１２２】
次に、ＣＰＵ２００は、数字キー入力による、あるいはコマンド番号サーチによるコマン
ド番号の入力（コマンド番号の変更入力）があったか否かによりアルバムの変更指示があ
ったか否か判別し（ステップＳ６７）、コマンド番号の変更入力があったと判別したとき
には、ステップＳ６２に戻り、当該変更入力されたコマンド番号をＰＣサーバ１に送り、
アルバムの変更をＰＣサーバ１に要求するようにする。
【０１２３】
ステップＳ６７で、アルバムの変更指示がないと判別したときには、ＣＰＵ２００は、モ
ード切り換え操作がなされたか否か判別し（ステップＳ６８）、モード切り換え操作がな
されなかったときには、電源がオフにされたか否か判別し（ステップＳ６９）、電源がオ
フにされなかったと判別したときには、ステップＳ６３に戻って、ジュークボックスモー
ドを継続し、電源がオフにされたと判別したときには、処理を終了する。
【０１２４】
そして、ステップＳ６８において、モード切り換え操作がなされたと判別したときには、
ＰＣサーバ１にアクセス終了コマンドを送り（ステップＳ７０）、図６のステップＳ３に
戻る。
【０１２５】
［音声検索モードの処理ルーチン］
先ず、ＣＰＵ２００は、ＰＴＴ用のプッシュボタンが押されたかどうかにより、マイクロ
ホン２２４からのユーザ音声入力による検索コマンドの入力があったか否か判別し（ステ
ップＳ８１）、ユーザ音声入力による検索コマンドの入力があったと判別したときには、
マイクロホン２２４からの音声信号を、Ａ／Ｄコンバータ２２７でデジタル信号に変換し
て、パケット分解／生成部２２２のバッファメモリに取り込む（ステップＳ８２）。
【０１２６】
そして、ＣＰＵ２００は、パケット分解／生成部２２２で、当該取り込んだ音声検索コマ
ンドを送信データとする送信パケットを生成させ、当該生成した送信パケットを、通信イ
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ンターフェース２２１を通じて、ＰＣサーバ１に対して送信するようにする（ステップＳ
８３）。
【０１２７】
ＰＣサーバ１では、この音声検索コマンドを音声認識して、検索コマンド内容を識別する
。そして、音声検索コマンド内容がインターネットラジオの放送局および番組を指示する
ものであれば、ＰＣサーバ１は、前述したように、インターネットラジオ局にアクセスし
、指定された放送番組のコンテンツを取得して、インターネットラジオデコード部１０７
でデコードする。そして、ＰＣサーバ１は、このコンテンツのデコードデータ（デジタル
オーディオ信号）をパケット化して、電子機器端末２Ａに送るようにする。
【０１２８】
また、ＰＣサーバ１では、音声検索コマンド内容がジュークボックスのアルバム名を指示
するものであれば、指定されたアルバムのコンテンツを、音楽コンテンツデータベース１
０９から読み出し、音楽コンテンツデコード部１１０で伸長デコードする。そして、ＰＣ
サーバ１は、このコンテンツのデコードデータ（デジタルオーディオ信号）をパケット化
して、電子機器端末２Ａに送るようにする。
【０１２９】
なお、この場合において、音声による検索コマンドは、インターネットラジオの場合の放
送局名や番組名、また、ジュークボックスの場合のアルバム名や曲名を、直接にユーザが
発声するようにしたものだけではなく、前述したコマンド番号をユーザが発声するように
してものであってもよいことは前述した通りである。そして、後者の場合には、ＰＣサー
バ１では、音声認識によりコマンド番号を認識したとき、それに基づき、アクセス番号管
理部１０４を参照して、当該コマンドにより何が要求されているかを判別するようにする
。
【０１３０】
また、後述するように、この実施形態では、ＰＣサーバ１で、音声認識に失敗したときに
は、ＰＣサーバ１は、電子機器端末に、音声認識エラーを通知するようにする。
【０１３１】
以上のことから、この実施形態では、この音声検索モードにおいては、音声ＰＣサーバ１
からは、音声データと、付加情報としての文字情報と、場合によっては音声認識エラーの
情報が送られてくる。
【０１３２】
そこで、電子機器端末２ＡのＣＰＵ２００では、当該ＰＣサーバ１から送られてくるデジ
タルデータの受信を監視し（ステップＳ８４）、当該デジタルデータの受信を確認したら
、音声認識エラーの通知であるか否か判別し（ステップＳ８５）、音声認識エラーの通知
であると判別したときには、音声認識エラーをＬＣＤ２１３に表示すると共に、スピーカ
２１９からエラーを示す音声を放音して、ユーザに通知し（ステップＳ８６）、ステップ
Ｓ８１に戻る。
【０１３３】
また、ステップＳ８５で、音声認識エラーの通知を受信しなかったと判別したときには、
ＣＰＵ２００は、受信したデジタルデータは、文字情報かオーディオデータかを、例えば
パケットのヘッダから判別する（ステップＳ８７）。
【０１３４】
ステップＳ８７で、受信したデジタルデータが文字情報であると判別したときには、ＣＰ
Ｕ２００は、当該文字情報を表示データに変換して、ＬＣＤ２１３に表示する（ステップ
Ｓ８８）。そして、ステップＳ８４に戻る。
【０１３５】
また、ステップＳ８７で、受信したデジタルデータがオーディオデータであると判別した
ときには、受信したデジタルオーディオデータを、Ｉ／Ｏポート２１５を通じてＤ／Ａ変
換器２１６に転送する（ステップＳ８９）。デジタルオーディオ信号は、このＤ／Ａ変換
器２１６で、アナログオーディオ信号に変換され、スイッチ回路２１７およびアンプ２１
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８を通じてスピーカ２１９に供給されて、音響再生される。
【０１３６】
次に、ＣＰＵ２００は、ＰＴＴ用のプッシュボタンが押されたかどうかにより、マイクロ
ホン２２４からのユーザ音声入力による検索コマンドの変更入力があったか否か判別し（
ステップＳ９０）、検索コマンドの変更入力があったと判別したときには、ステップＳ８
２に戻り、音声入力によるコマンドをＡ／Ｄ変換して取り込むようにする。
【０１３７】
ステップＳ９０で、音声検索コマンドの変更入力がないと判別したときには、ＣＰＵ２０
０は、モード切り換え操作がなされたか否か判別し（ステップＳ９１）、モード切り換え
操作がなされなかったときには、電源がオフにされたか否か判別し（ステップＳ９２）、
電源がオフにされなかったと判別したときには、ステップＳ９０に戻り、電源がオフにさ
れたと判別したときには、処理を終了する。
【０１３８】
そして、ステップＳ９１において、モード切り換え操作がなされたと判別したときには、
ＰＣサーバ１にアクセス終了コマンドを送り（ステップＳ９３）、図６のステップＳ３に
戻る。
【０１３９】
［ＰＣサーバ１の処理動作］
図１２～図１４のフローチャートを参照して、ＰＣサーバ１の処理動作を説明する。
【０１４０】
先ず、ＰＣサーバ１のＣＰＵ１００は、電子機器端末からのアクセスを待ち（ステップＳ
１０１）、電子機器端末からのアクセスがあったと判別したときには、当該アクセスをし
てきた電子機器端末が登録された端末であるか否かにより認証作業を行なう（ステップＳ
１０２）。
【０１４１】
ステップＳ１０２で、アクセスしてきた電子機器端末が未登録であって、認証が取れなか
ったと判別したときには、ＣＰＵ１００は、アクセスしてきた電子機器端末に認証エラー
を通知する（ステップＳ１０３）。
【０１４２】
また、ステップＳ１０２で、アクセスしてきた電子機器端末の認証が取れたと判別したと
きには、ＣＰＵ１００は、電子機器端末からのパケットを受信して、パケット分解／生成
部１０６で分解して、データ内容を認識する（ステップＳ１０４）。
【０１４３】
そして、ＣＰＵ１００は、送られてきたデータがインターネットラジオの選局を要求する
コマンド番号であるか否か判別し（ステップＳ１０５）、そうであれば、アクセス番号管
理部１０４を参照して、当該コマンド番号から放送局名および放送番組を認識し（ステッ
プＳ１０６）、その認識された放送局および放送番組に対応するＵＲＬアドレスを、アク
セス番号管理部１０４から読み出して、インターネット１２を通じてアクセスする（ステ
ップＳ１０７）。
【０１４４】
次に、ＣＰＵ１００は、当該インターネットラジオ局から送られてくる放送番組コンテン
ツを受信し、インターネットラジオデコード部１０７でデコードして、デジタルオーディ
オ信号を再生する（ステップＳ１０８）。そして、ＣＰＵ１００は、再生して得たデジタ
ルオーディオ信号を、パケット分解／生成部１０６においてパケット化するように指示し
、さらに、生成されたパケットを通信インターフェース１０５を通じて、アクセスしてき
た電子機器端末に送信するように制御する（ステップＳ１０９）。
【０１４５】
そして、ＣＰＵ１００は、電子機器端末から新たなパケットを受信したか否か判別し（ス
テップＳ１１０）、新たなパケットを受信しなかったときには、ステップＳ１０８に戻る
。また、ステップＳ１１０で、電子機器端末から新たなパケットを受信したと判別したと
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きには、ＣＰＵ１００は、新たに受信したパケットをパケット分解／生成部１０６で分解
して、データ内容を認識する（ステップＳ１１１）。
【０１４６】
そして、ＣＰＵ１００は、送られてきたデータがインターネットラジオの選局を要求する
コマンド番号であるか否か判別し（ステップＳ１１２）、そうであれば、ステップＳ１０
６に戻って、当該コマンド番号から放送局名および放送番組を認識し、前述したようにし
て、その新たな放送局名および放送番組のコンテンツをインターネット１２から取得する
ようにする。
【０１４７】
また、ステップＳ１１２で、送られてきたデータがインターネットラジオの選局を要求す
るコマンド番号でなかったと判別したときには、ＣＰＵ１００は、終了コマンドであるか
否か判別し（ステップＳ１１３）、終了コマンドであれば、電子機器端末との通信を終了
して、この処理ルーチンを終了する。終了コマンドでないと判別したときには、図１３の
ステップＳ１２１に進む。また、ステップＳ１０５で、送られてきたデータがインターネ
ットラジオの選局を要求するコマンド番号でなかったと判別したときにも、図１３のステ
ップＳ１２１に進む。
【０１４８】
図１３のステップＳ１２１では、送られてきたデータがジュークボックスのアルバム選択
コマンドであるか否か判別し、そうであれば、アクセス番号管理部１０４を参照して、当
該コマンド番号からアルバム名を認識し（ステップＳ１２２）、その認識したアルバム名
のコンテンツを、音楽コンテンツデータベース１０９から読み出す（ステップＳ１２３）
。
【０１４９】
次に、ＣＰＵ１００は、音楽コンテンツデータベース１０９から読み出した音楽コンテン
ツを、音楽コンテンツデコード部１１０でデコードして、デジタルオーディオ信号を再生
する（ステップＳ１２４）。そして、ＣＰＵ１００は、再生して得たデジタルオーディオ
信号を、パケット分解／生成部１０６においてパケット化するように指示し、さらに、生
成されたパケットを通信インターフェース１０５を通じて、アクセスしてきた電子機器端
末に送信するように制御する（ステップＳ１２５）。
【０１５０】
そして、ＣＰＵ１００は、電子機器端末から新たなパケットを受信したか否か判別し（ス
テップＳ１２６）、新たなパケットを受信しなかったと判別したときには、ステップＳ１
２３に戻る。また、ステップＳ１２６で、電子機器端末から新たなパケットを受信したと
判別したときには、ＣＰＵ１００は、新たに受信したパケットをパケット分解／生成部１
０６で分解して、データ内容を認識する（ステップＳ１２７）。
【０１５１】
そして、ＣＰＵ１００は、送られてきたデータがジュークボックスのアルバムを指定する
コマンド番号であるか否か判別し（ステップＳ１２８）、そうであれば、ステップＳ１２
２に戻って、当該コマンド番号からアルバム名を認識し、前述したようにして、その新た
なアルバム名のコンテンツを音楽コンテンツデータベース１０９から読み出す動作をする
。
【０１５２】
また、ステップＳ１２８で、送られてきたデータがジュークボックスの新たなアルバム名
を指定するコマンド番号でなかったと判別したときには、送られてきたデータがインター
ネットラジオの選局を要求するコマンド番号であるか否か判別し（ステップＳ１２９）、
そうであれば、図１２のステップＳ１０６に戻って、当該コマンド番号から放送局名およ
び放送番組を認識し、前述したようにして、その新たな放送局名および放送番組のコンテ
ンツをインターネット１２から取得するようにする。
【０１５３】
また、ステップＳ１１２で、送られてきたデータがインターネットラジオの選局を要求す
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るコマンド番号でなかったと判別したときには、ＣＰＵ１００は、終了コマンドであるか
否か判別し（ステップＳ１３０）、終了コマンドであれば、電子機器端末との通信を終了
して、この処理ルーチンを終了する。終了コマンドでないと判別したときには、図１４の
ステップＳ１４１に進む。また、ステップＳ１２１で、送られてきたデータがジュークボ
ックスのアルバム名を指定するコマンド番号でなかったと判別したときにも、図１４のス
テップＳ１４１に進む。
【０１５４】
図１４のステップＳ１４１では、ＣＰＵ１００は、送られてきたデータが音声検索コマン
ドであるか否か判別し、音声検索コマンドではないと判別したときには、コマンド受信エ
ラーを電子機器端末に送信する（ステップＳ１４２）。そして、図１２のステップＳ１０
１に戻る。
【０１５５】
そして、ＣＰＵ１００は、送られてきたデータが音声検索コマンドであると判別したとき
には、その音声検索コマンドの情報を音声認識部１０８に送って、音声認識を行ない（ス
テップＳ１４３）、認識した音声検索コマンドが何であるか識別する（ステップＳ１４４
）。
【０１５６】
そして、ＣＰＵ１００は、音声検索コマンドがインターネットラジオの選局を要求するコ
マンドであるか否か判別し（ステップＳ１４５）、インターネットラジオの選局を要求す
るコマンドであると判別したときには、放送局名および放送番組を認識する（ステップＳ
１４６）。そして、図１２のステップＳ１０７に戻り、その認識された放送局および放送
番組に対応するＵＲＬアドレスを、アクセス番号管理部１０４から読み出して、インター
ネット１２を通じてアクセスする。
【０１５７】
また、ステップＳ１４５で、音声検索コマンドがインターネットラジオの選局を要求する
コマンドではないと判別したときには、ＣＰＵ１００は、ジュークボックスのアルバム選
択のコマンドであるか否か判別し（ステップＳ１４７）、ジュークボックスのアルバム選
択のコマンドであると判別したときには、アルバム名を認識する（ステップＳ１４８）。
そして、図１３のステップＳ１２３に戻り、ＣＰＵ１００は、その認識したアルバム名の
コンテンツを、音楽コンテンツデータベース１０９から読み出す。
【０１５８】
ステップＳ１４７で、音声検索コマンドがインターネットラジオの選局を要求するコマン
ドではないと判別したときには、ＣＰＵ１００は、終了コマンドであるか否か判別し（ス
テップＳ１４９）、終了コマンドでなければ、音声認識エラーを電子機器端末に返送する
（ステップＳ１５０）。また、ステップＳ１４９で、終了コマンドであると判別したとき
には、処理ルーチンを終了する。
【０１５９】
以上のようにして、この実施形態においては、電子機器端末からＰＣサーバにコマンドを
送ると、ＰＣサーバからコンテンツのデコードデータ（デジタルオーディオ信号）が送ら
れてくるようにしたので、電子機器端末の構成を非常に簡単にすることができる。
【０１６０】
すなわち、電子機器端末は、インターネット１２へのアクセス機能やコンテンツデータの
デコード機能を有せずに、ＰＣサーバとの通信機能と、ＰＣサーバへのコマンド要求機能
と、ＰＣサーバからのコンテンツのデコードデータをＤ／Ａ変換して音響再生する機能を
備えるだけの簡単な構成で実現することができる。
【０１６１】
そして、この実施形態では、電子機器端末は、ＰＣサーバとネットワークにより接続され
ていれば、設置場所は問わないので、例えばＰＣサーバを中心としたホームネットワーク
の構成として、各部屋に電子機器端末を設置することにより、インターネットラジオなど
の利用が可能となるものである。
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【０１６２】
［他の例］
なお、以上の実施形態の説明では、音声検索コマンドは、インターネットラジオやジュー
クボックスのコンテンツを要求するコマンドの場合であるが、例えばＰＣサーバ１が他の
データベースを備える場合に、それらのデータベースに格納されている情報の検索コマン
ドとすることもできる。
【０１６３】
例えば、ＰＣサーバ１に辞書データベースや百科事典データベースを設ける。これらのデ
ータベースは、例えば光ディスクなどにデータベースとして格納されているものを用いる
こともできるし、インターネットから取得したデータをディスクやメモリに保存したもの
でもよい。既存のデータベースにインターネットからのデータを追加したものであっても
よい。
【０１６４】
そして、この場合には、電子機器端末では音声検索コマンドとして、その検索キーワード
を音声入力させるようにする。そして、そのキーワードからなる音声検索コマンドをＰＣ
サーバ１に送るようにする。
【０１６５】
この変形例の場合には、上述の例のようなインターネットラジオの番組検索やジュークボ
ックスのアルバム検索に加えて、これらの辞書データベースや百科事典データベースから
、音声検索コマンドによる検索キーワードに基づいてユーザが希望する事項を検索するこ
とができ、非常に便利である。
【０１６６】
そして、その場合に、ＰＣサーバ１での検索結果は、それがテキストデータ（文字データ
）であるときに、それをそのままＰＣサーバ１から電子機器端末に送るようにしてもよい
し、ＰＣサーバ１に音声合成手段を設け、検索結果のテキストデータを当該音声合成手段
により音声データに変更して、電子機器端末に送るようにしても良い。
【０１６７】
検索結果のテキストデータを音声データに変更して電子機器端末に送るようにした場合に
は、電子機器端末は、テキストデータから生成される文字を表示するための大画面のディ
スプレイを不要とすることができるので、電子機器端末を安価に構成できるというメリッ
トがある。
【０１６８】
なお、上述の実施形態では、コマンド番号の入力の場合に、それに先立ち、モード切り換
えキーを操作するようにしたが、インターネットラジオと、ジュークボックスとは共通の
ＰＣサーバアクセスモードとして、前述した図３に示したコマンド番号をダイレクトに入
力することにより、より簡便な操作入力で済むようにすることができる。
【０１６９】
また、音声検索モードの場合は、ＰＴＴ用プッシュボタンを押したときに、当該音声検索
モードになったと認識するようにして、音声検索モードへのモード切り換え操作を省略す
るようにすることもできる。
【０１７０】
また、以上の説明は、コンテンツのデータがオーディオデータの場合について説明したが
、コンテンツのデータが映像データの場合、あるいは映像データおよびオーディオデータ
の場合であっても、この発明は適用可能である。
【０１７１】
そのように、映像データがコンテンツデータに含まれる場合には、例えば、電子機器端末
は、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）やＬＣＤなどからなる映像表示手段を
備えるようにし、ＰＣサーバにコマンドを送り、そのコマンドに対する応答として、デジ
タル映像データを受信し、それをＡ／Ｄ変換して、アナログ映像信号を得、映像表示手段
の画面に映出するようにする。
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【０１７２】
また、上述の実施形態の説明では、電子機器端末は、従来からある電子機器にＬＡＮを通
じた通信のための機能を設けた構成としたが、電子機器端末は、このような構成に限られ
るものではないことは言うまでもない。
【０１７３】
例えば、ＬＡＮを通じた通信の機能と、コマンドを入力するための手段と、音響再生手段
あるいは映像表示手段とを備えただけの簡易な構成の電子機器端末とすることもできる。
その場合に、コマンドを入力するための手段として、マイクロホンを用いるようにし、Ｐ
Ｃサーバで音声認識をするようにすれば、電子機器端末の構成が非常に簡単になると共に
、ユーザは、何らのキー操作を行なうことなく、インターネットラジオなどのコンテンツ
を楽しむことができる。
【０１７４】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、サーバ装置にコストがかかる部分を集中的に持
たせ、電子機器端末は、既存の電子機器を若干変更するだけの簡単な構成とすることがで
きるので、例えば、インターネットを通じたコンテンツの提供サービスを、家庭の各部屋
で受けることができるようにするネットワークシステムを比較的安価に実現することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明によるネットワークシステムの実施形態の全体の概要を説明するための
図である。
【図２】この発明の実施形態において提供されるコンテンツを説明するための図である。
【図３】この発明の実施形態において使用されるコマンドの一例を説明するための図であ
る。
【図４】この発明の実施形態におけるサーバ装置の一例の構成を示すブロック図である。
【図５】この発明の実施形態における電子機器端末の一例の構成を示すブロック図である
。
【図６】この発明の実施形態における電子機器端末における処理動作を説明するためのフ
ローチャートの一部を示す図である。
【図７】この発明の実施形態における電子機器端末における処理動作を説明するためのフ
ローチャートの一部を示す図である。
【図８】この発明の実施形態における電子機器端末における処理動作を説明するためのフ
ローチャートの一部を示す図である。
【図９】この発明の実施形態における電子機器端末における処理動作を説明するためのフ
ローチャートの一部を示す図である。
【図１０】この発明の実施形態における電子機器端末における処理動作を説明するための
フローチャートの一部を示す図である。
【図１１】この発明の実施形態における電子機器端末における処理動作を説明するための
フローチャートの一部を示す図である。
【図１２】この発明による実施形態におけるサーバ装置における処理動作を説明するため
のフローチャートの一部を示す図である。
【図１３】この発明による実施形態におけるサーバ装置における処理動作を説明するため
のフローチャートの一部を示す図である。
【図１４】この発明による実施形態におけるサーバ装置における処理動作を説明するため
のフローチャートの一部を示す図である。
【図１５】従来のインターネットラジオの受信システムを説明するためのブロック図であ
る。
【符号の説明】
１…サーバ装置（ＰＣサーバ）、２Ａ，２Ｂ，２Ｃ…電子機器端末、３…スイッチングハ
ブ、１２…インターネット、６…ＬＡＮケーブル、１０４，２２３…アクセス番号管理部
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、１０５，２２１…通信インターフェース、１０６，２２２…パケット分解／生成部、１
０７…インターネットラジオデコード部、１０８…音声認識部、２１９…スピーカ、２２
５…マイクロホン

【図１】 【図２】

【図３】
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