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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　近距離無線インターフェースにより通信可能とされたデータ格納装置とインターネット
と接続されるデータ格納装置とを含む複数のデータ格納装置と、
　上記複数のデータ格納装置に格納された所定のデータに関する情報として、少なくとも
当該データの名称と当該データが格納されるデータ格納装置を示すファイル格納場所情報
とを取得するリスト取得手段と、
　取得した上記データの名称のリストを表示する表示手段と、
　表示した上記リストの中から特定のデータを選択する選択手段と、
　選択した上記特定のデータに対応する上記ファイル格納場所情報に基づいて、近距離無
線インターフェース又はインターネットを介して上記複数のデータ格納装置のいずれかか
ら選択した上記特定のデータを取得するかを決定し、選択した上記特定のデータを決定し
た上記データ格納装置から取得するデータ取得手段と、
　決定した上記データ格納装置が上記近距離無線通信インターフェースにより通信可能と
されるデータ格納装置であり且つ休止状態にある場合には、当該休止状態を解除する起動
命令を上記データ格納装置に対して送信する起動手段と、
　取得した上記特定のデータに対する処理を実行する処理手段とを備えるデータ処理装置
と
　を有するデータ処理システム。
【請求項２】
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　上記データ処理装置は、
　取得した上記特定のデータを格納する記憶手段
　を有し、
　上記処理手段は、
　上記記憶手段から上記特定のデータを読み出して上記処理を実行する
　請求項１に記載のデータ処理システム。
【請求項３】
　上記データ処理装置は、
　取得した上記特定のデータを格納する記憶手段
　を有し、
　上記処理手段は、
　取得した上記特定のデータの全てを上記記憶手段に格納完了する前に、上記記憶手段か
ら上記特定のデータを所定データ量ずつ読み出して上記処理を実行する
　請求項１に記載のデータ処理システム。
【請求項４】
　近距離無線インターフェースにより通信可能とされたデータ格納装置とインターネット
と接続されるデータ格納装置とを含む複数のデータ格納装置に格納された所定のデータに
関する情報として、少なくとも当該データの名称と当該データが格納されるデータ格納装
置を示すファイル格納場所情報とを取得するリスト取得手段と、
　取得した上記データの名称のリストを表示する表示手段と、
　表示した上記リストの中から特定のデータを選択する選択手段と、
　選択した上記特定のデータに対応する上記ファイル格納場所情報に基づいて、近距離無
線インターフェース又はインターネットを介して上記複数のデータ格納装置のいずれかか
ら選択した上記特定のデータを取得するかを決定し、選択した上記特定のデータを決定し
た上記データ格納装置から取得するデータ取得手段と、
　決定した上記データ格納装置が上記近距離無線通信インターフェースにより通信可能と
されるデータ格納装置であり且つ休止状態にある場合には、当該休止状態を解除する起動
命令を上記データ格納装置に対して送信する起動手段と、
　取得した上記特定のデータに対する処理を実行する処理手段と
　を有するデータ処理装置。
【請求項５】
　近距離無線インターフェースにより通信可能とされたデータ格納装置とインターネット
と接続されるデータ格納装置とを含む複数のデータ格納装置に格納された所定のデータに
関する情報として、少なくとも当該データの名称と当該データが格納されるデータ格納装
置を示すファイル格納場所情報とを取得するリスト取得ステップと、
　取得した上記データの名称のリストを表示する表示ステップと、
　表示した上記リストの中から特定のデータを選択する選択ステップと、
　選択した上記特定のデータに対応する上記ファイル格納場所情報に基づいて、近距離無
線インターフェース又はインターネットを介して上記複数のデータ格納装置のいずれかか
ら選択した上記特定のデータを取得するかを決定し、選択した上記特定のデータを決定し
た上記データ格納装置から取得するデータ取得ステップと、
　決定した上記データ格納装置が上記近距離無線通信インターフェースにより通信可能と
されるデータ格納装置であり且つ休止状態にある場合には、当該休止状態を解除する起動
命令を上記データ格納装置に対して送信する起動ステップと、
　取得した上記特定のデータに対する処理を実行する処理ステップと
　を有するデータ処理方法。
【請求項６】
　コンピュータに対して、
　近距離無線インターフェースにより通信可能とされたデータ格納装置とインターネット
と接続されるデータ格納装置とを含む複数のデータ格納装置に格納された所定のデータに
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関する情報として、少なくとも当該データの名称と当該データが格納されるデータ格納装
置を示すファイル格納場所情報とを取得するリスト取得ステップと、
　取得した上記データの名称のリストを表示する表示ステップと、
　表示した上記リストの中から特定のデータを選択する選択ステップと、
　選択した上記特定のデータに対応する上記ファイル格納場所情報に基づいて、近距離無
線インターフェース又はインターネットを介して上記複数のデータ格納装置のいずれかか
ら選択した上記特定のデータを取得するかを決定し、選択した上記特定のデータを決定し
た上記データ格納装置から取得するデータ取得ステップと、
　決定した上記データ格納装置が上記近距離無線通信インターフェースにより通信可能と
されるデータ格納装置であり且つ休止状態にある場合には、当該休止状態を解除する起動
命令を上記データ格納装置に対して送信する起動ステップと、
　取得した上記特定のデータに対する処理を実行する処理ステップと
　を実行させるプログラム。
【請求項７】
　近距離無線インターフェースにより通信可能とされたデータ格納装置とインターネット
と接続されるデータ格納装置とを含む複数のデータ格納装置に格納された所定の音楽デー
タに関する情報として、少なくとも当該音楽データの名称と当該音楽データが格納される
データ格納装置を示すファイル格納場所情報とを取得するリスト取得手段と、
　取得した上記音楽データの名称のリストを表示する表示手段と、
　表示した上記リストの中から特定の音楽データを選択する選択手段と、
　選択した上記特定の音楽データに対応する上記ファイル格納場所情報に基づいて、近距
離無線インターフェース又はインターネットを介して上記複数のデータ格納装置のいずれ
かから選択した上記特定の音楽データを取得するかを決定し、選択した上記特定の音楽デ
ータを決定した上記データ格納装置から取得する音楽データ取得手段と、
　決定した上記データ格納装置が上記近距離無線通信インターフェースにより通信可能と
されるデータ格納装置であり且つ休止状態にある場合には、当該休止状態を解除する起動
命令を上記データ格納装置に対して送信する起動手段と、
　取得した上記特定の音楽データを再生する再生手段と
　を有する再生装置。
【請求項８】
　近距離無線インターフェースにより通信可能とされたデータ格納装置とインターネット
と接続されるデータ格納装置とを含む複数のデータ格納装置に格納された所定の画像デー
タに関する情報として、少なくとも当該画像データの名称と当該画像データが格納される
データ格納装置を示すファイル格納場所情報とを取得するリスト取得手段と、
　取得した上記画像データの名称のリストを表示する表示手段と、
　表示した上記リストの中から特定の画像データを選択する選択手段と、
　選択した上記特定の画像データに対応する上記ファイル格納場所情報に基づいて、近距
離無線インターフェース又はインターネットを介して上記複数のデータ格納装置のいずれ
かから選択した上記特定の画像データを取得するかを決定し、選択した上記特定の画像デ
ータを決定した上記データ格納装置から取得する画像データ取得手段と、
　決定した上記データ格納装置が上記近距離無線通信インターフェースにより通信可能と
されるデータ格納装置であり且つ休止状態にある場合には、当該休止状態を解除する起動
命令を上記データ格納装置に対して送信する起動手段と、
　取得した上記特定の画像データを再生する再生手段と
　を有する再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本発明はデータ処理システム、データ処理装置、データ処理方法、プログラム及び再生
装置に関し、例えば圧縮符号化された音楽データを受信して再生するデータ処理システム
に適用して好適なものである。
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【０００２】
【従来の技術】
近年、音声信号を高能率符号化してそのデータ量を圧縮するＭＰ３（MPEG1 Audio Layer3
）等の音声圧縮符号化方法が広く用いられている。例えばパーソナルコンピュータにおい
ては、この音声圧縮符号化方法を用いることにより、ハードディスクにＣＤ十数枚分もの
楽曲のデータを格納することができる。
【０００３】
また近年、音声圧縮符号化方法を用いて圧縮した音楽データを半導体フラッシュメモリ等
の記憶手段に格納し、当該記憶手段から再生する携帯型ディジタルオーディオ装置がある
。かかる携帯型ディジタルオーディオ装置においては機械的可動部分が不要なため、例え
ばＣＤ（Compact Disk）プレーヤのような従来の携帯型オーディオ装置に比べてその構成
を小型化し得るとともに、振動等による外乱の影響を受け難いという利点がある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、かかる構成の携帯型ディジタルオーディオ装置においては、記憶手段の記憶容
量に限りがあるため大量の音楽データを格納し得ず、これにより限られた曲数の楽曲しか
再生し得ないという問題があった。
【０００５】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、記憶手段の記憶容量に拘わらず多くのデ
ータを処理し得るデータ処理システム、データ処理装置、データ処理方法、プログラム及
び再生装置を提案するものである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
かかる課題を解決するため本発明では、近距離無線インターフェースにより通信可能とさ
れたデータ格納装置とインターネットと接続されるデータ格納装置とを含む複数のデータ
格納装置に格納された所定のデータに関する情報として、少なくとも当該データの名称と
当該データが格納されるデータ格納装置を示すファイル格納場所情報とを取得し、取得し
た上記データの名称のリストを表示し、表示した上記リストの中から特定のデータを選択
し、選択した上記特定のデータに対応する上記ファイル格納場所情報に基づいて、近距離
無線インターフェース又はインターネットを介して上記複数のデータ格納装置のいずれか
から選択した上記特定のデータを取得するかを決定し、選択した上記特定のデータを決定
した上記データ格納装置から取得し、決定した上記データ格納装置が上記近距離無線通信
インターフェースにより通信可能とされるデータ格納装置であり且つ休止状態にある場合
には、当該休止状態を解除する起動命令を上記データ格納装置に対して送信し、取得した
上記特定のデータに対する処理を実行するようにした。
【０００７】
リストに基づいてデータを選択し、当該選択されたデータを記憶手段の記憶容量の範囲内
で順次データ格納装置から順次受信して処理するようにしたことにより、記憶手段の記憶
容量に係わらず、多くのデータを処理することができる。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下図面について、本発明の一実施の形態を詳述する。
【０００９】
（１）情報処理システムの全体構成
図１において、１は全体として本発明を適用した情報処理システムを示し、ノートブック
型パーソナルコンピュータ（以下、これをノートパソコンと呼ぶ）２、ディジタル携帯電
話機３、及びインターネット５に接続された音楽ファイルサーバ６で構成される。
【００１０】
データ処理装置としてのディジタル携帯電話機３は無線を介して基地局４と接続し、当該
基地局４を介して、公衆回線（図示せず）に接続された携帯電話機や有線電話機、或いは



(5) JP 4269203 B2 2009.5.27

10

20

30

40

50

インターネット５に接続された各種サーバ、パーソナルコンピュータ及びＰＤＡ（Person
al Digital Assistants ）等の各種通信端末等との間で、音声通信やデータ通信等の各種
通信を行い得るようになされている。
【００１１】
ノートパソコン２とディジタル携帯電話機３との間は、無線通信規格であるBluetooth （
ブルートゥース：商標）に準拠した無線通信によって相互に通信し得るようになされ、こ
れによりノートパソコン２は、公衆回線に接続された他の各種通信端末等との間で、ディ
ジタル携帯電話機３を介して無線による各種通信を行い得るようになされている。
【００１２】
ここでBluetooth は標準化団体であるBluetooth SIG (Special Interest Group)によって
標準化された近距離無線データ通信規格であり、2.4[GHz]帯のＩＳＭ（Industrial Scien
tific Medical ）帯に帯域幅 1[MHz] のチャネルを７９個設定し、１秒間に１６００回チ
ャネルを切り換える周波数ホッピング方式のスペクトラム拡散通信方式を用い、データ伝
送速度１[Mbit/秒] （実効 721[kbit/秒] ）で約１０[m] のデータ伝送を行う。
【００１３】
データ格納装置としてのノートパソコン２及び音楽ファイルサーバ６は、それぞれＭＰ３
（MPEG1 Audio Layer3）やＡＴＲＡＣ（Adaptive TRansform Acoustic Coding：商標）等
の音声圧縮符号化方法を用いて圧縮された音楽データファイル（以下、これを音楽ファイ
ルと呼ぶ）を複数格納している。またノートパソコン２は、当該ノートパソコン２及び音
楽ファイルサーバ６に格納された音楽ファイルの曲名等を示す曲名リストファイルを格納
している。
【００１４】
ディジタル携帯電話機３は、ユーザの操作に応じてノートパソコン２から曲名リストファ
イルをダウンロードし、当該曲名リストファイルに従って曲名リストを表示部２１に表示
する。そしてディジタル携帯電話機３は、表示された曲名リストの中からユーザによって
選択された音楽ファイルをノートパソコン２又は音楽ファイルサーバ６からダウンロード
して再生した後に、ヘッドホン７を介して出力するようになされている。
【００１５】
（２）ノートパソコンの構成
図２に示すように、ノートパソコン２においてはデータバスＢＵＳにＣＰＵ１０、ＲＡＭ
（Randam Access Memory）１１、液晶ディスプレイでなる表示部１２、キーボード１３、
ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）１４、電源制御部１５、Bluetooth 規格に準拠した近
距離無線インターフェース１６及びタッチパッド１７が接続された構成を有する。
【００１６】
ＨＤＤ１４には、Ｗｉｎｄｏｗｓ９８（ Microsoft社、商標）等のオペレーティングシス
テムプログラムや、後述する音楽ライブラリ管理プログラム等のアプリケーションプログ
ラムが格納されている。
【００１７】
ＣＰＵ１０は、ＨＤＤ１４に格納されたプログラムを適宜読み出し、これをＲＡＭ１１に
展開して実行することにより種々の処理を実行するようになされており、当該処理に応じ
てノートパソコン２の各回路部を制御すると供に、処理結果を表示部１２に表示する。
【００１８】
またＨＤＤ１４には、音楽データサーバ６（図１）からダウンロードした音楽ファイルや
、図３に示す曲名リストファイル１００が格納されている。
【００１９】
曲名リストファイル１００においては、曲番号情報１００Ａ、曲名情報１００Ｂ、ジャン
ル名情報１００Ｃ、アーティスト名情報１００Ｄ、ファイル名情報１００Ｅ、及びファイ
ル格納場所情報１００Ｆで構成されている。
【００２０】
ファイル格納場所情報１００Ｆには、ファイル名情報１００Ｅで示された音楽ファイルの
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格納場所（ノートパソコン２のＨＤＤ１４又は音楽データサーバ６）が記述されている。
例えば、曲番号１の「round.mp3 」という音楽ファイルのファイル格納場所情報１００Ｆ
は「C:/music/file1」であり、これは当該音楽ファイルがノートパソコン２のＨＤＤ１４
（Ｃドライブ）に格納されていることを表している。また、曲番号２の「yesterday.mp3 
」という音楽ファイルのファイル格納場所情報１００Ｆは「http://sonymusic.com/song1
」であり、これは当該音楽ファイルが音楽データサーバ６に格納されていることを表して
いる。
【００２１】
このようにノートパソコン２は、曲名ファイルリスト１００のファイル格納場所情報１０
０Ｆによって、指定された音楽ファイルがＨＤＤ１４又は音楽データサーバ６のいずれに
格納されているかを認識し得るようになされている。
【００２２】
すなわちノートパソコン２のＣＰＵ１０は音楽ライブラリ管理プログラムに従って動作し
、まず音楽データサーバ６から、曲名リストファイル１００をダウンロードし、これをＨ
ＤＤ１４に格納するとともに、当該曲名リストファイルに従って曲名リストを表示部１２
に表示する。
【００２３】
そしてＣＰＵ１０は、表示された曲名リストファイル１００の中からユーザによって指定
された音楽ファイルを音楽データサーバ６からダウンロードし、これをＨＤＤ１４に格納
し、ＨＤＤ１４内の曲名リストファイル１００における、当該ダウンロードした音楽ファ
イルについてのファイル格納場所情報１００Ｆを、ＨＤＤ１４内の当該音楽ファイルが格
納された場所に書き換える。
【００２４】
電源制御部１５（図２）は、ノートパソコン２の各回路部に対する電源供給を制御してお
り、またノートパソコン２が休止状態にあるときも、近距離無線インターフェース１５に
対しては常に電源供給を行うことにより動作状態を保持するようになされている。
【００２５】
近距離無線インターフェース１６は、Bluetooth 規格に準拠した近距離無線通信装置（Bl
uetooth インターフェース）であり、アンテナ１８を介して、近傍のBluetooth 対応機器
であるディジタル携帯電話機３との間で無線データ通信を行う。
【００２６】
ちなみに近距離無線インターフェース１６は、ノートパソコン２が休止状態にあるときも
常に動作しており、当該ノートパソコン２の休止状態においてディジタル携帯電話機３か
らの起動信号を受信すると、これに応じて電源制御部１５に対して起動命令を出力してパ
ーソナルコンピュータ２を構成する各回路部に対する電源供給を開始させることにより、
パーソナルコンピュータ２を起動するようになされている。
【００２７】
またＣＰＵ１０は、ディジタル携帯電話機３から近距離無線インターフェース１６を介し
て音楽ファイル又は曲名リストファイル１００の送信要求を受信すると、これに応じて音
楽ファイル又は曲名リストファイル１００をＨＤＤ１４から読み出し、近距離無線インタ
ーフェース１６を介してディジタル携帯電話３に送信する。
【００２８】
すなわちＣＰＵ１０は、音楽ライブラリ管理プログラムに従い、図４に示すようにルーチ
ンＲＴ１の開始ステップから入ってステップＳＰ１に移る。ステップＳＰ１においてＣＰ
Ｕ１０は、ディジタル携帯電話機３から音楽ファイル又は曲名リストファイルの送信要求
を受信すると、次のステップＳＰ２に移る。
【００２９】
ステップＳＰ２においてＣＰＵ１０は、受信した送信要求が音楽ファイルの送信要求であ
るか否かを判断する。
【００３０】
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ステップＳＰ２において肯定結果が得られた場合、このことは受信した送信要求が音楽フ
ァイルの送信要求であることを表しており、ＣＰＵ１０は次のステップＳＰ３に移り、送
信要求に応じた音楽ファイルをＨＤＤ１４から読み出してディジタル携帯電話機３に送信
し、ステップＳＰ１に戻る。
【００３１】
これに対してステップＳＰ３において否定結果が得られた場合、このことは受信した送信
要求が音楽ファイルではなく曲名リストファイルの送信要求であることを表しており、こ
のときＣＰＵ１０は次のステップＳＰ４に移り、曲名リストファイルをＨＤＤ１４から読
み出してディジタル携帯電話機３に送信し、ステップＳＰ１に戻る。
【００３２】
（３）ディジタル携帯電話機の構成
次に、ディジタル携帯電話機３の構成を図５を用いて説明する。
【００３３】
図５に示すようにディジタル携帯電話機３においては、当該ディジタル携帯電話機３全体
の動作を制御するＣＰＵ２０に対して、液晶ディスプレイでなる表示部２１、複数の操作
キー部２２、ジョグダイヤル２３、信号処理部２４、Bluetooth 規格に準拠した近距離無
線インターフェース２５、及び音楽データメモリ３２が接続され、さらに信号処理部２４
にマイクロホン２６、スピーカ２７、送信部２８及び受信部２９が接続された構成を有す
る。
【００３４】
ＣＰＵ２０は、図示しないＲＯＭ（Read Only Memoly）から各種プログラムを読み出して
実行し、操作キー部２２やジョグダイヤル２３を介して入力される指示情報に応じた各種
情報（例えば入力された電話番号やメニュー項目、或いは発信履歴や電話帳等）を、液晶
表示パネルでなる表示部２１に表示する。またＣＰＵ２０は、操作キー２２を介して入力
される指示情報に応じて信号処理部２４を制御することにより、発呼処理や終話処理等の
指示情報に応じた各種処理を実行する。
【００３５】
実際上ディジタル携帯電話機３は、ＩＳ９５規格に対応したＤＳ（Direct Sequence ：直
接拡散）方式によるＣＤＭＡ（Code Division Multiple Access ）方式セルラー携帯電話
機であり、信号処理部２４は通話時において、マイクロホン２５から入力される音声信号
に対してＣＲＣ（Cyclic Redundancy Check ）方式による誤り訂正処理を施した後に畳み
込み符号化処理を施し、更にＰＮ（Pseude Noise：疑似雑音）符号を乗算して周波数拡散
した後にＱＰＳＫ（Quadrature Phase Shift Keying ）変調して送信シンボルストリーム
を生成し、これを送信部２８に入力する。送信部２８は送信シンボルストリームに対して
ディジタル／アナログ変換を施して送信信号を生成し、当該送信信号を周波数変換処理し
た後に増幅し、これをアンテナ３０を介して送信する。
【００３６】
一方受信部２９は、アンテナ３０を介して受信した受信信号を増幅して周波数変換処理し
た後、アナログ／ディジタル変換を施すことによって受信シンボルストリームを生成し、
これを信号処理部２４に入力する。信号処理部２４は、受信シンボルストリームに対して
ＱＰＳＫ復調した後にＰＮ符号を乗算して逆拡散し、更に畳み込み符号を用いて最尤系列
推定した後にＣＲＣ方式による誤り検出処理を施して音声信号を生成し、これをスピーカ
２７を介して出力する。
【００３７】
また信号処理部２４は、ＣＰＵ２０の制御により送信部２８及びアンテナ３０を介して制
御信号を基地局４（図１）に送信して発呼処理を行うとともに、着信信号をアンテナ３０
及び受信部２９を介して受信し、ＣＰＵ２０に対して着信通知を行う。
【００３８】
ＣＰＵ２０は信号処理部２４を制御し、送信部２８、受信部２９及びアンテナ３０を介し
て、公衆回線に接続された他の通信端末との間で無線データ通信を行う。
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【００３９】
またＣＰＵ２０は近距離無線インターフェース２５を制御し、アンテナ３１を介して、近
傍のBluetooth 対応機器であるノートパソコン２（図１）との間で無線データ通信を行う
。
【００４０】
さらにＣＰＵ２０は信号処理部２４と近距離無線インターフェース２５との間で通信デー
タの交換を行い、これによりノートパソコン２と公衆回線に接続された他の通信端末との
間で、ディジタル携帯電話機３を介して無線によるデータ通信を行い得るようになされて
いる。
【００４１】
またＣＰＵ２０は音楽再生プログラムに従って、ユーザの操作に応じて近距離無線インタ
ーフェース２５を介してノートパソコン２に曲名リストファイル１００の送信要求を送信
する。そしてＣＰＵ２０は近距離無線インターフェース２５を介して曲名リストファイル
１００を受信し、当該曲名リストファイル１００に基づいて、図６に示すような曲名リス
ト画面１１０を表示部２１に表示する。この曲名リスト画面１１０には、曲名リストファ
イル１００の曲名情報１００Ｂ（図３）が５曲分表示されている。
【００４２】
ＣＰＵ２０は、ジョグダイヤル２３が矢印Ａ方向又はその反対方向に回転されると、これ
に応じて曲名リスト画面１１０の曲名情報１１０Ｂを順次スクロールして表示し、さらに
ジョグダイヤル２３が矢印Ｂ方向に押下されると、そのときに曲名リスト１１０の中央に
表示されている曲名情報１１０Ｂがユーザによって選択されたものとして、当該選択され
た曲名情報１１０Ｂに対応する音楽ファイルを、ノートパソコン２又は音楽ファイルサー
バ６からダウンロードして音楽データメモリ３２に書き込んだ後、所定のタイミングで音
楽再生部３３に供給し、当該音楽再生部３３で当該音楽ファイルを復号し、ヘッドホン７
を介して出力する。
【００４３】
すなわちディジタル携帯電話機３のＣＰＵ２０は、図７に示すようにルーチンＲＴ２の開
始ステップから入ってステップＳＰ２１に移る。ステップＳＰ２１においてＣＰＵ２０は
、近距離無線インターフェース２５に対して問い合わせを行い、当該近距離無線インター
フェース２５の通信範囲内にノートパソコン２が存在するか否かを判断する。
【００４４】
ステップＳＰ２１において否定結果が得られた場合、このことは近距離無線インターフェ
ース２５の通信範囲内にノートパソコン２が存在しないことを表しており、このときＣＰ
Ｕ２０はステップＳＰ２１に戻る。
【００４５】
これに対してステップＳＰ２１において肯定結果が得られた場合、このことは近距離無線
インターフェース２５の通信範囲内にノートパソコン２が存在することを表しており、Ｃ
ＰＵ２０は次のステップＳＰ２２に移る。
【００４６】
ステップＳＰ２２においてＣＰＵ２０は、ユーザの操作に応じて近距離無線インターフェ
ース２５を介してノートパソコン２に曲名リストファイル１００の送信要求を送信し、次
のステップＳＰ２３に移る。
【００４７】
ステップＳＰ２３においてＣＰＵ２０は、近距離無線インターフェース２５を介してノー
トパソコン２から曲名リストファイル１００を受信し、当該曲名リストファイル１００に
基づいて曲名リスト画面１１０を表示部２１に表示し、次のステップＳＰ２４に移る。
【００４８】
ステップＳＰ２４においてＣＰＵ２０は、ユーザによってジョグダイヤル２３が押下され
、ダウンロードすべき音楽ファイルが選択されたか否かを判断する。
【００４９】
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ステップＳＰ２４において否定結果が得られた場合、このことはジョグダイヤル２３が押
下されず、ダウンロードすべき音楽ファイルが選択されていないことを表しており、ＣＰ
Ｕ２０はステップＳＰ２９に移り処理を終了する。
【００５０】
これに対してステップＳＰ２４において肯定結果が得られた場合、このことはジョグダイ
ヤル２３が押下され、ダウンロードすべき音楽ファイルが選択されたことを表しており、
このときＣＰＵ２０は次のステップＳＰ２５に移る。
【００５１】
ステップＳＰ２５においてＣＰＵ２０は、選択された音楽ファイルのファイル格納場所情
報１００Ｆ（図３）に基づいて、当該選択された音楽ファイルがノートパソコン２に格納
されているか否かを判断する。
【００５２】
ステップＳＰ２５において肯定結果が得られた場合、このことは選択された音楽ファイル
がノートパソコン２に格納されていることを表しており、このときＣＰＵ２０は次のステ
ップＳＰ２６に移り、近距離無線インターフェース２５を介してノートパソコン２から選
択された音楽ファイルをダウンロードし、次のステップＳＰ２８に移る。
【００５３】
これに対してステップＳＰ２５において否定結果が得られた場合、このことは選択された
音楽ファイルがノートパソコン２ではなく音楽ファイルサーバ６に格納されていることを
表しており、このときＣＰＵ２０は次のステップＳＰ２７に移り、選択された音楽ファイ
ルを音楽ファイルサーバ６からインターネット５を介して音楽データメモリ３２にダウン
ロードし、次のステップＳＰ２８に移る。
【００５４】
ステップＳＰ２８においてＣＰＵ２０は、ダウンロードした音楽ファイルを音楽データメ
モリ３２から読み出して音楽再生部３３で復号し、ヘッドホン７を介して出力する。
【００５５】
（４）実施の形態の動作及び効果
以上の構成において、ディジタル携帯電話機３は、ノートパソコン２及び音楽ファイルサ
ーバ６に格納されている音楽ファイルについての曲名リストファイル１００をノートパソ
コン２からダウンロードし、当該曲名リストファイル１００に基づいて、曲名リスト画面
１１０を表示部２１に表示する。
【００５６】
そしてディジタル携帯電話機３は、曲名リスト画面１１０の中からユーザによって選択さ
れた音楽ファイルを、曲名リストファイル１００の音楽ファイル格納場所情報１００Ｆに
基づいてノートパソコン２又は音楽ファイルサーバ６からダウンロードし、音楽再生部３
３で復号してヘッドホン７を介して再生する。
【００５７】
このときディジタル携帯電話機３は、曲名リスト画面１１０の中からユーザによって選択
された音楽ファイルを、１曲ずつ随時ノートパソコン２又は音楽ファイルサーバ６からダ
ウンロードして再生することにより、ノートパソコン２又は音楽ファイルサーバ６に格納
された音楽データを、あたかもディジタル携帯電話機３内にある音楽データであるかのよ
うに再生することができ、これによりディジタル携帯電話機３の音楽データメモリ３２の
記憶容量に係らず、大量の音楽ファイルを再生することができる。
【００５８】
以上の構成によれば、ノートパソコン２及びディジタル携帯電話機３にそれぞれ近距離無
線インターフェース１６及び２５を設け、ディジタル携帯電話機３の表示部２１に表示さ
れた曲名リスト画面１２０に基づいて、当該近距離無線インターフェース１６及び２５を
介してノートパソコン２からディジタル携帯電話機３に所望の音楽ファイルをダウンロー
ドして再生するようにしたことにより、ディジタル携帯電話機３の音楽データメモリ３２
の記憶容量に制限されずに、多くの曲数の音楽ファイルを選択して再生することができる
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。
【００５９】
また、ノートパソコン２に格納された音楽ファイルの情報に加えて音楽ファイルサーバ６
に格納された音楽ファイルの情報を曲名リストファイル１００に記録し、ノートパソコン
２及び音楽ファイルサーバ６の双方からディジタル携帯電話機３に音楽ファイルをダウン
ロードし得るようにしたことにより、ユーザは音楽ファイルの格納場所を意識することな
く、所望の音楽ファイルがノートパソコン２に格納されていない場合は当該所望の音楽フ
ァイルを音楽ファイルサーバ６からダウンロードして再生することができる。
【００６０】
（５）他の実施の形態
なお上述の実施の形態においては、ディジタル携帯電話機３とノートパソコン２との通信
手段として Bluetoothを用いたが、本発明はこれに限らず、例えばＩＥＥＥ（Institute 
of Electrical and Electronics Engineers ）８０２．１１で規定されたＨｏｍｅＲＦ（
Home Radio frequency）等の近距離無線通信や、或いはＩｒＤＡ（Infrared Data Associ
ation ）規格の赤外線通信等、様々な通信手段を介してディジタル携帯電話機３とノート
パソコン２とを接続するようにしても良い。
【００６１】
また上述の実施の形態においては、音楽データをディジタル携帯電話機３でダウンロード
して再生するようにしたが、本発明はこれに限らず、例えば携帯電話機としての機能部を
有さず、近距離無線インターフェース、音楽データメモリ、音楽再生部、表示部及び操作
キー部のみを有する音楽再生専用装置を用いて、音楽データをダウンロードして再生する
ようにしてもよい。
【００６２】
また上述の実施の形態においては、ダウンロードした音楽ファイルを一旦音楽データメモ
リ３２に格納し、当該音楽ファイルを音楽データメモリ３２から読み出して再生するよう
にしたが、本発明はこれに限らず、例えば音楽ファイルをダウンロードしながら再生する
、いわゆるストリーミング再生を行うようにしても良い。
【００６３】
また上述の実施の形態においては、音楽ファイルを一曲ずつ指定してダウンロードするよ
うにしたが、本発明はこれに限らず、例えば音楽データメモリ３２の記憶容量に応じて複
数の音楽ファイルを一度に指定し、当該指定された複数の音楽ファイルを順次ダウンロー
ドして再生するようにしても良い。
【００６４】
さらに上述の実施の形態においては、音楽データをディジタル携帯電話機３でダウンロー
ドして再生するようにしたが、本発明はこれに限らず、例えば静止画データや動画データ
、あるいはプログラム等、様々なデータをディジタル携帯電話機３でダウンロードして処
理するようにしても良い。
【００６５】
また上述の実施の形態においては、ディジタル携帯電話機３としてＣＤＭＡ方式のセルラ
ー携帯電話としたが、本発明はこれに限らず、Ｗ－ＣＤＭＡ（Wideband-CDMA ）方式やＴ
ＤＭＡ（Time division Multiple Access ）方式としても良く、さらに次世代携帯電話方
式であるＩＭＴ（International Mobile Telecomunication System）－２０００方式とし
ても良い。
【００６６】
さらに上述の実施の形態においては、ディジタル携帯電話機３のＣＰＵ２０がＲＯＭに予
め格納された音楽再生プログラムに従って、音楽データをダウンロードして再生するよう
にしたが、本発明はこれに限らず、様々なプログラム格納媒体に音楽再生プログラムを格
納しておき、当該プログラム格納媒体を用いて音楽再生プログラムをディジタル携帯電話
機３にインストールすることにより音楽データのダウンロード及び再生を行うようにして
もよい。
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【００６７】
このように、上述した音楽再生プログラムをディジタル携帯電話機３にインストールし、
当該ディジタル携帯電話機３によって実行可能な状態とするためのプログラム格納媒体と
しては、例えばフロッピディスク、ＤＶＤ－ＲＯＭ（Digital Video Disk-Read Only Mem
ory ）等のパッケージメディアのみならず、プログラムが一時的もしくは永続的に格納さ
れる半導体メモリや磁気ディスク等で実現しても良い。また、これらプログラム格納媒体
に音楽再生プログラムを格納しる手段としては、ローカルエリアネットワークやインター
ネット、ディジタル衛星放送等の有線及び無線通信媒体を用いても良く、ルータやモデム
等の各種　インターフェースを介在して格納するようにしても良い。
【００６８】
　以上の構成によれば、近距離無線インターフェースにより通信可能とされたデータ格納
装置とインターネットと接続されるデータ格納装置とを含む複数のデータ格納装置に格納
された所定のデータに関する情報として、少なくとも当該データの名称と当該データが格
納されるデータ格納装置を示すファイル格納場所情報とを取得し、取得した上記データの
名称のリストを表示し、表示した上記リストの中から特定のデータを選択し、選択した上
記特定のデータに対応する上記ファイル格納場所情報に基づいて、近距離無線インターフ
ェース又はインターネットを介して上記複数のデータ格納装置のいずれかから選択した上
記特定のデータを取得するかを決定し、選択した上記特定のデータを決定した上記データ
格納装置から取得し、決定した上記データ格納装置が上記近距離無線通信インターフェー
スにより通信可能とされるデータ格納装置であり且つ休止状態にある場合には、当該休止
状態を解除する起動命令を上記データ格納装置に対して送信し、取得した上記特定のデー
タに対する処理を実行することにより、記憶手段の容量に係わらず、多くのデータを処理
することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による情報処理システムの全体構成を示す略線図である。
【図２】ノートブック型パーソナルコンピュータの回路構成を示すブロック図である。
【図３】曲名リストファイルのデータ構成を示す略線図である。
【図４】ノートパソコンのファイル送信処理手順を示すフローチャートである。
【図５】ディジタル携帯電話機の回路構成を示すブロック図である
【図６】曲名リスト画面を示す略線図である。
【図７】音楽ファイル再生処理手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１……情報処理システム、２……ノートブック型パーソナルコンピュータ、３……ディジ
タル携帯電話、４……基地局、６……音楽ファイルサーバ、１０……ＣＰＵ、１１……Ｒ
ＡＭ、１２……表示部、１３……キーボード、１４……ＨＤＤ、１５……電源制御部、１
６……近距離無線インターフェース、１８、３０、３１……アンテナ、２０……ＣＰＵ、
２１……表示部、２２……操作キー、２４……信号処理部、２５……近距離無線インター
フェース、２６……マイクロホン、２７……スピーカ、２８……送信部、２９……受信部
、３２……音楽データメモリ、３３……音楽再生部。
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