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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送波を受信する放送波受信手段と、
　前記放送波に基づき、映像データ及び音声データを含む放送データを再生する再生手段
と、
　前記再生手段により放送データが再生されている場合に、前記再生に優先する機能が実
行されることにより放送データの再生を中断したときには、放送データを記録する記録手
段と、
　放送データの再生が再開可能になったときには、前記再生手段により、中断されたため
に記録された所定の放送データの映像データ及び、前記中断されたために記録されている
放送データの再生に関する指示の入力を促す情報をディスプレイに表示するよう制御する
制御手段とを備え、
　前記再生手段は、放送データを標準再生及び高速再生で再生可能である
　ことを特徴とする携帯端末。
【請求項２】
　前記再生手段は、
放送データの再生終了までの時間の入力を受け付け、所定の計算式に従い単位時間当たり
の再生フレーム数である再生速度を計算し、前記再生速度により前記放送データを再生し
、
　放送データの再生途中に、放送データの再生に優先する機能が実行されることにより放
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送データの再生を中断し、再び放送データの再生が可能となった場合に、前記計算式に従
い再生速度を再計算して、前記再計算された再生速度により、放送データの再生が中断さ
れた部分から再生する
　ことを特徴とする請求項１に記載の携帯端末。
【請求項３】
　前記放送データの再生に関する指示は、前記放送データの再生速度の指示を含む
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の携帯端末。
【請求項４】
　前記放送データの再生に関する指示は、前記放送データの再生終了時間指定の指示を含
む
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の携帯端末。
【請求項５】
　前記放送データの再生に関する指示は、前記放送データの標準再生速度での再生の指示
、又は、標準再生速度の所定の数倍速での再生の指示を含む
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の携帯端末。
【請求項６】
携帯端末における放送波に基づく放送データの記録再生方法であって、
　放送波を受信する放送波受信ステップと、
　再生手段により、前記放送波に基づき、映像データ及び音声データを含む放送データを
再生する再生ステップと、
　前記再生手段は、放送データを標準再生及び高速再生で再生可能であり、
　前記再生手段により放送データが再生されている場合に、前記再生に優先する機能が実
行されることにより放送データの再生を中断したときには、放送データを記録する記録ス
テップと、
　放送データの再生が再開可能になったときには、前記再生手段により、中断されたため
に記録された所定の放送データの映像データ及び、前記中断されたために記録されている
放送データの再生に関する指示の入力を促す情報をディスプレイに表示するよう制御する
制御ステップと
を有することを特徴とする放送データの記録再生方法。
【請求項７】
携帯端末における放送波に基づく放送データの記録再生プログラムであって、
　放送波を受信する放送波受信ステップと、
　再生手段により、前記放送波に基づき、映像データ及び音声データを含む放送データを
再生する再生ステップと、
　前記再生手段は、放送データを標準再生及び高速再生で再生可能であり、
　前記再生手段により放送データが再生されている場合に、前記再生に優先する機能が実
行されることにより放送データの再生を中断したときには、放送データを記録する記録ス
テップと、
　放送データの再生が再開可能になったときには、前記再生手段により、中断されたため
に記録された所定の放送データの映像データ及び、前記中断されたために記録されている
放送データの再生に関する指示の入力を促す情報をディスプレイに表示するよう制御する
制御ステップと
　の各ステップをコンピュータに実行させることを特徴とする放送データの記録再生プロ
グラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信機能と放送受信機能とを有する携帯端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　最近の携帯端末、例えば携帯電話機の多機能化は目覚ましく、放送受信機能を有する携
帯電話機も登場している。
　この携帯電話機を利用して、ＴＶ放送を受信し、視聴している場合、着呼があったとき
、電話機能を優先させ、通話中はＴＶ放送の視聴を中断するのが普通である。
　しかし、通話終了後に、ＴＶ放送の続きを視聴しても、通話中の中断のために、内容が
わからなくなる場合がある。
【０００３】
　通話中に聞き逃した放送を聴くためには、例えば、特許文献１にラジオ受信機の音声出
力制御方法の技術が開示されている。
【特許文献１】特開平１０－３２２２３２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところが、この技術では、通話中に中断された放送を聞くことはできても、その録音を
聞いている間の放送を聞くことができない。
　そこで、本発明は、通話中に視聴できなかった放送を視聴することができ、かつ、この
視聴時間中に放送されている放送も視聴することができる携帯端末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】
【０００５】
　上記課題を解決するため、本発明は、通信機能と放送番組の受信機能とを有する携帯端
末であって、メモリと、放送番組を受信中に放送番組の再生に優先する機能によって、受
信中の放送番組が再生できなくなったとき、受信中の放送番組を放送データとして前記メ
モリに記録する記録手段と、再生が可能となったときに前記メモリに記録中の放送データ
を再生する再生手段とを備えることとしている。
【発明の効果】
【０００６】
　上述のような構成によって、再生できなくなり見逃した放送番組をメモリに記録してお
き、再生可能となったときに記録している放送番組を再生することとしているので、視聴
できない部分がなくなり、内容がわからないという事態を防止することができる。
　また、放送番組が再生できなくなったときには、着信を受けた時又は、通話開始時のい
ずれかの時を含み、再生が可能となったときとは、通話終了時であることとしている。
【０００７】
　このような構成によって、通話中に見逃した放送番組を通話終了時に再生するので、放
送番組を全て視聴することができる。
　また、前記再生手段は、ユーザから再生速度の指示を受け、指示された速度で再生する
第１再生部を有することとしている。
　このような構成によって、ユーザの好みの速度で再生し、リアルタイム放送に追いつく
よう追っかけ再生をすることができる。
【０００８】
　また、前記第１再生部は、記録した放送番組と同一の再生速度で再生する標準再生部と
、標準再生速度よりも高速な再生速度で再生する高速再生部とを有することとしている。
　このような構成によって、ユーザに指示された再生速度が標準再生速度であったり、よ
り高速な再生速度であったりすることができる。
　また、前記第１再生部は、更に、再生途中でスロー再生、巻戻し再生をする特殊再生部
を有することとしている。
【０００９】
　このような構成によって、スロー再生等の特殊再生をすることができる。
　また、前記高速再生部は、ユーザから再生終了迄の時間を受け付け、所定の計算式に従
い前記メモリに記録された何フレームを1秒当り再生するかの再生速度を計算する計算部
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を有し、前記メモリに記録された放送データを読み出し、計算された再生速度で再生する
こととしている。
【００１０】
　このような構成によって、ユーザからのリアルタイム放送に追いつく迄の時間を受け付
け、その時間に追っかけ再生が終了するような再生速度を計算して、記録している放送番
組をその再生速度で再生する。
　また、前記再生手段は、再生途中に再度着信を受けた時又は再度通話開始時に再生を中
断し、前記計算部は、所定の計算式により再生速度を再計算し、前記出力部は、中断した
部分から再計算された再生速度でモニタに出力することとしている。
【００１１】
　このような構成によって、放送番組の再生中に再度着信を受けた場合も、通話終了時に
再度、再生速度を計算し直し、再生が中断した部分から放送番組を再生するようしている
ので、放送番組を見逃すことが防止される。
　また、前記計算部で用いられる所定の計算式は、
【００１２】
【数１】

　ここで、
　　　　　ｘnは、出力部がｎ回の通話終了後にメモリから読み出す映像データの読出速
度［フレーム／ｓｅｃ］
　　　　　ｘ0は、標準再生速度での１秒当たりの再生フレーム数即ち、メモリからの映
像データの読出速度［３０ｆｐｓ］
　　　　　ｔRは、高速再生終了まで（追っかけ再生）の指定された時間［ｓｅｃ］
　　　　　ｔiは、ｉ回目の通話時間［ｓｅｃ］
　　　　　ｐiは、ｉ回目の通話終了後の高速再生時間［ｓｅｃ］
　であることとしている。
【００１３】
　このような構成によって、再生速度を正確に計算することができる。
　また、前記記録手段は、再生中の放送番組の放送が終了したとき、記録を停止すること
としている。
　このような構成によって、再生中の放送番組を確実に記録しておき、途切れることなく
視聴することができる。
【００１４】
　また、前記再生手段は、更に、ユーザから再生速度の指示がないとき、再生速度を音声
の聞き取りに適したデフォルトの速度で再生する第２再生部を有することとしている。
　このような構成によって、ユーザは、再生速度を指示しなくても、良好に放送番組の追
っかけ再生を見ることができる。
　また、前記第２再生部は、標準再生速度の１．０倍を超え、２．０倍以下の範囲内の速
度で再生することとしている。
【００１５】
　このような構成によって、音声を明瞭に聞くことができる速度での再生が可能となる。
　また、前記記録手段は、前記第２再生部又は高速再生部の再生がリアルタイム放送に追
いついたとき、又は前記標準再生部で再生中の放送番組の放送が終了したとき、記録を停
止することとしている。
　このような構成によって、再生中の放送番組を見逃すことなく視聴することができる。
【００１６】
　また、本発明は、通信機能と放送番組の受信機能とを有する携帯端末における放送番組
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の記録再生方法であって、放送番組を受信中に放送番組の再生に優先する機能によって、
受信中の放送番組が再生できなくなったとき、受信中の放送番組を放送データとしてメモ
リに記録する記録ステップと、再生が可能となったときに前記メモリに記録している放送
データを再生する再生ステップとを有することとしている。
【００１７】
　このような方法によって、放送番組を視聴できない部分がなくなり、内容がわからない
という事態を防止することができる。
　また、本発明は、通信機能と放送番組の受信機能とを有する携帯端末に適用される放送
番組の記録再生プログラムであって、放送番組を受信中に放送番組の再生に優先する機能
によって、受信中の放送番組が再生できなくなったとき、受信中の放送番組を放送データ
としてメモリに記録する記録ステップと、再生が可能となったときに前記メモリに記録し
ている放送データを再生する再生ステップとの各ステップをコンピュータに実行させるこ
ととしている。
【００１８】
　このようなプログラムを通信機能と放送受信機能とを有する携帯端末に適用して、放送
番組を見逃すことのないようすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明に係る携帯端末の実施の形態について、図面を用いて説明する。
（一実施の形態）
　図１は、本発明に係る携帯端末である携帯電話機の一実施の形態の構成図である。
　この携帯電話機は、アンテナ１０１と、送受信部１０２と、通信制御部１０３と、マイ
ク１０４と、スピーカ１０５と、ディスプレイ１０６と、操作部１０７と、アンテナ１０
８と、チューナ１０９と、復調部１１０と、ＴＳデコーダ１１１と、放送制御部１１２と
、記録再生部１１３と、記憶部１１４とを備えている。
【００２０】
　アンテナ１０１は、通信用アンテナであり、基地局（図示せず）と信号の送受信を行う
。受信した信号を送受信部１０２に通知し、送受信部１０２から通知される信号を基地局
に送信する。
　送受信部１０２は、アンテナ１０１から通知された信号を復調し、通信制御部１０３に
通知し、通信制御部１０３から通知された信号を変調してアンテナ１０１に通知する。
【００２１】
　通信制御部１０３は、送受信部１０２から通知された信号が音声信号であるときには、
Ｄ／Ａ変換してスピーカ１０５に出力し、テキスト信号又は画像信号であるときには、ビ
ットマップデータに展開してディスプレイ１０６に出力する。
　また、通信制御部１０３は、操作部１０７から通話先の電話番号の通知を受けたとき、
送受信部１０２に呼設定のための制御信号を通知する。
【００２２】
　通信制御部１０３は、送受信部１０２から着信があった旨の制御信号を通知されたとき
、発信元の電話番号をディスプレイ１０６に表示させる。併せて、放送制御部１１２に着
信があった旨の通知をする。
　また、通信制御部１０３は、マイク１０４から音声信号の通知を受けると、Ａ／Ｄ変換
して送受信部１０２に通知する。
【００２３】
　なお、通信制御部１０３は、発信元の電話番号をディスプレイ１０６に表示させる場合
、既に記録再生部１１３によって、受信中のＴＶ放送番組の映像が再生されているとき、
又は記憶部１１４に記憶されている放送番組が再生されているとき、表示中の映像に重ね
て電話番号を表示する。
　マイク１０４は、ユーザの音声を集音し、音声信号を通信制御部１０３に通知する。
【００２４】
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　スピーカ１０５は、通信制御部１０３から通知される音声信号又は、記録再生部１１３
から通知される放送番組の音声信号を音声として出力する。
　ディスプレイ１０６は、液晶ディスプレイ等から成り、通信制御部１０３で展開された
ビットマップデータ又は、記録再生部１１３から出力される放送番組の映像を出力する。
　図２は、ディスプレイ１０６に表示される画面の一例を示した携帯電話機の正面図であ
る。携帯電話機の上ケース２１０には、ディスプレイ１０６に画面２０１が表示されてい
る。下ケース２１１には、操作部１０７を構成する選択決定キー２０２、通話キー２０３
、通話終了キー２０４、数字キー群２０５等が配置されている。
【００２５】
　画面２０１には、受信中のＴＶ放送番組の映像が再生されている。今、丁度この携帯電
話機に着信があると、映像に重ねて相手先の電話番号２０６が表示される。
　操作部１０７は、上述した選択決定キー２０２や数字キー群２０５等のキーで構成され
、ユーザの操作を受け付け、受け付けた操作信号を通信制御部１０３又は放送制御部１１
２に通知する。なお、ユーザの操作が通話キー２０３又は通話終了キー２０４の押下操作
の場合、通信制御部１０３及び放送制御部１１２にその操作信号を通知する。
【００２６】
　また、ＴＶ放送の受信では、ディスプレイ１０６にメニュー表示をさせた後、選択決定
キー２０２の操作を受け付け、順次メニュー画面の選択を受け、その旨を放送制御部１１
２に通知する。これによって、所望のＴＶ放送番組が受信される。
　更に、操作部１０７は、再生速度の指定の「有」、「無」やその再生の終了迄の時間や
標準再生である旨、巻戻し再生等の特殊再生の指示やその終了等の指示を受け付け、放送
制御部１１２に通知する。
【００２７】
　アンテナ１０８は、ＴＶ放送の多重化されたトランスポートストリームの放送波を受信
し、チューナ１０９に出力する。なお、アンテナ１０８は、アンテナ１０１と共用するも
のであってもよい。
　チューナ１０９は、放送制御部１１２から通知された選局情報に基づいて、アンテナ１
０８から入力された放送波を選局し、復調部１１０に出力する。
【００２８】
　復調部１１０は、放送制御部１１２の制御に従い、チューナから入力された選局された
放送波を復調し、ＴＳデコーダ１１１に出力する。
　ＴＳデコーダ１１１は、放送制御部１１２の制御に従い、復調部１１０から入力された
復調された放送波をトランスポートストリームとセクション形式の制御情報とに分離し、
記録再生部１１３に映像データと音声データとのトランスポートストリームを出力し、制
御情報であるＰＡＴ，ＰＭＴ，ＮＩＴ，ＳＤＴ，ＥＩＴ等の各テーブルを放送制御部１１
２に出力する。
【００２９】
　放送制御部１１２は、ユーザのＴＶ放送の選局指示を操作部１０７を介して受け付ける
と、チューナ１０９に選局情報を通知し、復調部１１０に放送波の復調指示をし、ＴＳデ
コーダ１１１に放送番組のトランスポートストリームの分離を指示をする。
　放送制御部１１２は、ＴＳデコーダ１１１から制御情報を記載した各テーブルの通知を
受けると、自身の記憶領域に記憶し、記録再生部１１３に映像データのトランスポートス
トリームと音声データのトランスポートストリームとの再生を指示する。
【００３０】
　放送制御部１１２は、ＴＶ放送番組の受信中に通信制御部１０３から着信があった旨の
通知を受けており、操作部１０７から通話キー２０３の押下信号の通知を受けたときには
、記録再生部１１３に再生した音声データと映像データとをスピーカ１０５とディスプレ
イ１０６とに出力するのを中止し、記憶部１１４に記録するよう指示する。更に、操作部
１０７から通話終了キー２０４の押下信号の通知を受けると、記録再生部１１３にスピー
カ１０５とディスプレイ１０６とに出力をするのを通話により中止した部分の音声データ



(7) JP 4295644 B2 2009.7.15

10

20

30

40

50

と映像データとを記憶部１１４から読み出し、スピーカ１０５とディスプレイ１０６とに
出力するよう指示する。
【００３１】
　放送制御部１１２は、操作部１０７から、再生速度の指定の有無の通知を受けると、記
録再生部１１３にその旨を通知する。再生速度の指定が「有」のとき、再生終了迄の「時
間」又は「標準」再生である旨の通知を受けたときも、記録再生部１１３にその時間又は
その旨を通知する。
　放送制御部１１２は、記録再生部１１３が記憶部１１４に記憶された放送番組の音声デ
ータと映像データとを再生しているとき、更に、巻戻し再生やスロー再生等の特殊再生の
指示を受けたとき、その旨を記録再生部１１３に指示する。
【００３２】
　また放送制御部１１２は、再生速度が標準再生である旨の通知を操作部１０７から受け
ており、自身が記憶しているＥＩＴで放送番組の終了時刻となったとき、記録再生部１１
３に記憶部１１４への音声データと映像データとの記録を終了するよう指示する。
　記録再生部１１３は、ＴＳデコーダから音声データと映像データとのトランスポートス
トリームの通知を受けると、トランスポートストリームパケットに記載された内容からエ
レメンタリーストリームを生成し、映像データは、ディスプレイ１０６で再生するフレー
ム単位の映像に変換し、音声データは、フレーム単位の映像に同期するようにして、スピ
ーカ１０５とディスプレイ１０６とにそれぞれ出力する。なお、記録再生部１１３は、デ
ィスプレイ１０６に毎秒３０フレームの映像を表示させる。
【００３３】
　記録再生部１１３は、放送制御部１１２からスピーカ１０５とディスプレイ１０６への
出力中止と記憶部１１４の記録指示とを受けると、放送番組を、再生した映像データをフ
レーム単位で、音声データをそのフレームに同期できるようにし記憶部１１４に記録する
。この記録は、記録再生部１１３が放送制御部１１２から番組の終了による記録停止の指
示を受けたとき、又は、記憶部１１４に記録されている映像データの全てのフレーム及び
音声データを読み出し、再生中の映像が受信中のＴＶ放送番組に追いついたとき、停止さ
れる。
【００３４】
　また、記録再生部１１３は、記憶部１１４に記録されている放送番組を再生していると
き、放送制御部１１２からスロー再生等の特殊再生の指示を受けると、指示に応じて映像
データ等を読み出し、ディスプレイ１０６とスピーカ１０５とに再生出力する。
　なお、特殊再生は、標準再生速度より速い再生速度で高速再生中の場合、標準速度と同
じ１．０倍速で再生することも可能である。これにより、高速再生中であっても、高速再
生速度より遅い再生速度である１．０倍で録画した内容を確認することができる。
【００３５】
　記録再生部１１３は、次に示す再生速度計算式（１）を記憶している。
【００３６】
【数２】

　ここで、
　　　　　ｘnは、ｎ回の通話終了後に記憶部１１４から読み出す映像データの読出速度
［フレーム／ｓｅｃ］
　　　　　ｘ0は、標準再生速度での１秒当たりの再生フレーム数、即ち、記憶部１１４
からの映像データの読出速度［３０ｆｐｓ］
　　　　　ｔRは、高速再生終了まで（追っかけ再生）の指定された時間［ｓｅｃ］
　　　　　ｔiは、ｉ回目の通話時間［ｓｅｃ］
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　　　　　ｐiは、ｉ回目の通話終了後の高速再生時間［ｓｅｃ］
　この再生速度計算式（１）は、以下に説明するように導かれる。
【００３７】
　（１）通話が１回の場合
　図３（ａ）に示すように、記録再生部１１３は、通話の開始とともに記憶部１１４に映
像データをフレーム単位で録画する。通話時間ｔ1の後に、指定された時間ｔRで追っかけ
再生し、リアルタイムの放送に追い付くと録画を終了する。
　録画時間の合計は、（ｔ1＋ｔR）ｓｅｃとなるので、記憶部１１４に記録した映像デー
タのフレーム単位の情報量Ｓは、
【００３８】
【数３】

　したがって、これを指定時間ｔRで再生するので、
【００３９】
【数４】

　ここで再生速度ｘ1は、記憶部１１４からの１秒当たりの読出フレーム数であり、式（
２）と式（３）とを等しいとして、
【００４０】

【数５】

　したがって、再生速度ｘ1は、
【００４１】

【数６】

　（２）通話が２回の場合
　図３（ｂ）に示すように、１回目の通話後の追っかけ再生中に２回目の通話があったと
きには、録画時間の合計は、（ｔ1＋ｐ1＋ｔ2＋ｔR）ｓｅｃとなるので、
【００４２】

【数７】

　式（５）において、右辺第２項は、１回目の通話終了後に記憶部１１４に記憶されてい
る映像データが一部再生していることを考慮したものである。
【００４３】

【数８】

　したがって、再生速度ｘ2は、
【００４４】
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【数９】

　（３）通話がｎ回の場合に一般化
　録画時間の合計は、
【００４５】

【数１０】

　ここで、再生が中断されたときまでに再生された映像データを考慮すると、
【００４６】

【数１１】

　ここで、ｐ0＝０であるので
　再生速度式（１）が得られる。
　なお、上記説明では、追っかけ再生途中で、２回目以降の通話があったこととして説明
したけれども、通話に替えて、スロー再生や巻き戻し再生が行われたときも、同様に考え
ることができる。この場合、読出速度ｘiは、符号も考慮され、巻き戻し再生のときには
、マイナスの値として代入され、スロー再生では、ｘiは３０フレーム／ｓｅｃ未満の値
、例えば、１５フレーム／ｓｅｃとされる。しかし、この値は、任意の値にすることが可
能であることはいうまでもない。
【００４７】
　記録再生部１１３は、放送制御部１１２から通話による出力を中止した部分の出力指示
を受けると、記憶部１１４に記録されて中止した部分の映像データのフレームを読み出し
、ディスプレイ１０６に表示するとともに、再生速度の指定の有無をユーザに選択させる
ための選択ボタンを重ねて表示する。
　図４は、図２で示した映像データの再生を中断した後、通話が終了した直後の画面２０
１を示している。
【００４８】
　画面２０１には、ＴＶ放送番組の映像データに重ねて、速度指定の「無」ボタン３０１
と「有」ボタン３０２とが表示されている。記録再生部１１３は、ユーザの選択決定キー
２０２の操作信号を放送制御部１１２を介して通知されると、「無」ボタン３０１の操作
信号であるときには、記憶部１１４に記録されているＴＶ放送番組の映像データのフレー
ムを、例えば標準再生速度の３０フレームの１．５倍の４５フレームを１秒間当たり読み
出し、ディスプレイ１０６に３フレームに１フレームを間引いて表示する。
【００４９】
　これによって、例えば、１．５倍の再生速度でリアルタイム放送を追っかけることにな
る。なお、デフォルトのこの再生速度は、標準再生速度の１．０倍を超え、２．０倍以下
の任意の速度に設定しておくことができる。また、２．０倍としたのは、この映像データ
に同期してスピーカ１０５から再生出力される音声を充分に認識できるからである。しか
し、この範囲に限ったものではなく、任意の速度に設定することが可能であるのはいうま
でもない。
【００５０】
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　ユーザによって「有」ボタン３０２が選択されたときには、記録再生部１１３は、図５
に示すように、再生速度の指定を受け付けるためのボックス４０１と「標準」ボタン４０
２とを画面２０１の映像データに重ねて表示する。
　記録再生部１１３は、「標準」ボタン４０２の信号を放送制御部１１２を介して通知さ
れると、標準再生の速度、１秒当たり３０フレームのＴＶ放送番組を記憶部１１４から読
み出し、ディスプレイ１０６に表示する。併せて、音声データを読み出し、スピーカ１０
５に出力する。記録再生部１１３は、一つのＴＶ放送番組が終了するまで、この処理を行
う。この際、ＴＳデコーダ１１１から入力されるＴＶ放送番組の映像データと音声データ
とを復号、伸長してフレーム単位の映像データとして記憶部１１４に記録することも続け
る。
【００５１】
　また、記録再生部１１３は、「ボックス」４０１に再生終了までの時間の入力を受けた
ときには、その指定された時間に記憶部１１４に記録し続けている映像データを追っかけ
再生するよう、再生速度計算式（１）に指定された時間ｔRを代入して計算する。再生速
度計算式（１）で求めるｘn以外の値は、タイマーによる計時や求められた値として既知
である。
【００５２】
　なお、再生速度計算式（１）で求められた再生速度ｘnが、所定の値、例えば、標準再
生速度の３倍である９０フレーム／ｓｅｃを超えるときは、再生される内容が不明瞭とな
るので、再度、再生終了までの時間を「ボックス」４０１に入力するようユーザに警告す
るようにしてもよい。
　また、この所定の値は、ユーザが放送番組の再生を視聴し、例えば音声が聞き取りにく
いと感じる値であるので、個人差がある。そこで、ユーザが予め所定の値を任意に設定で
きるようにしてもよい。
【００５３】
　記憶部１１４は、半導体メモリカード等からなり、受信中のＴＶ放送番組の映像データ
をフレーム単位で記憶し、音声データをそのフレームに同期できるように記憶している。
なお、これらの映像データと音声データとは、記録再生部１１３によって書き込まれる。
　なお、上記実施の形態では、記録再生部１１３は、通話が開始されたとき、記憶部１１
４に受信中のＴＶ放送番組を記録し、ディスプレイ１０６等への出力を中断したけれども
、着信があったときに記憶部１１４に受信中のＴＶ放送番組を記録し、ディスプレイ１０
６等への出力を中断してもよい。この場合、着信があったことがディスプレイ１０６に表
示される。
【００５４】
　次に、上記実施の形態の動作を図６から図８のフローチャートを用いて説明する。
　図６は、ＴＶ放送受信中に着信があったときの動作を説明するフローチャートである。
　先ず、放送制御部１１２は、操作部１０７からのテレビ放送番組の視聴指示を待ち（Ｓ
５０２）、チューナ１０９と復調部１１０とＴＳデコーダ１１１と記録再生部１１３とに
番組の受信を指示する。
【００５５】
　記録再生部１１３は、受信された番組の映像をディスプレイ１０６に出力し、音声を映
像に同期してスピーカ１０５に出力する（Ｓ５０４）。
　このＴＶ放送番組中に携帯電話機に着信があれば（Ｓ５０６）、表示中の映像に重ねて
、通信制御部１０３によって、図２に示したように、着信表示が行われる（Ｓ５０８）。
　記録再生部１１３は、ユーザが通話を開始しなければ、Ｓ５０４に戻り、ユーザが通話
を開始すると（Ｓ５１０）、ＴＶ放送番組の映像データをフレーム単位で、音声データを
それに同期できるように記憶部１１４に記憶させ、ディスプレイ１０６への映像出力とス
ピーカ１０５への音声出力とを中断する（Ｓ５１２）。
【００５６】
　記録再生部１１３は、放送制御部１１２から通話終了の通知を待ち（Ｓ５１４）、記憶
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部１１４に記憶されている映像データと音声データとを読み出し、ディスプレイ１０６と
スピーカ１０５とに出力して再生させる（Ｓ５１６）。
　この際、記録再生部１１３は、画面２０１に「有」ボタン３０１と「無」ボタン３０２
を表示して、再生速度をユーザに指定させる。再生速度の指定がないときには（Ｓ５１８
）、デフォルトの再生速度、１．５倍速で再生する。即ち、記憶部１１４から標準再生速
度の３０フレームの１．５倍の４５フレームの映像データを１秒当たり読み出し、その内
の３０フレームをディスプレイ１０６に表示させる。音声データは、映像データの４５フ
レームに対応してスピーカ１０５から出力する（Ｓ５２０）。リアルタイム放送に追いつ
くまでこの処理を続け（Ｓ５２２）、追い付いたときＳ５３４に移る。
【００５７】
　記憶部１１４は、再生速度指定があるとき（Ｓ５１８）、再生終了迄の時間指定か標準
再生の指定かを判断する（Ｓ５２４）。
　記録再生部１１３は、再生速度計算式の式（４）又は一般式（１）を用いて、再生速度
を計算する（Ｓ５２６）。計算した再生速度が限界速度、例えば、標準再生速度の３倍を
超えるか否かを判定し（Ｓ５２８）、超えるときには、Ｓ５２４に戻り、ユーザに指定を
やり直させる。
【００５８】
　超えていないときは、記録再生部１１３は、計算された再生速度で記憶部１１４から映
像データのフレームを読出し、ディスプレイ１０６にそのうち１秒当たり３０フレームを
表示させるとともに、スピーカ１０５に音声を映像に同期して出力する（Ｓ５３０）。
　記録再生部１１３は、受信中のＴＶ放送に録画再生が追い付くまでこの処理を続け（Ｓ
５３２）、追い付いたとき、録画を終了し（Ｓ５３４）、受信中のＴＶ放送の映像と音声
とをディスプレイ１０６とスピーカ１０５とにそれぞれ出力して（Ｓ５３６）、処理を終
了する。
【００５９】
　Ｓ５２４において、再生終了迄の時間指定でなく、標準再生が指定されたとき、記録再
生部１１３は、記憶部１１４から１秒当たり３０フレームの映像データを読み出し、それ
に同期して音声データを読み出し、ディスプレイ１０６に映像を、スピーカ１０５に音声
をそれぞれ再生出力する（Ｓ５３８）。記録再生部１１３は、放送制御部１１２に記憶さ
れているＥＩＴ等により、番組終了であるか否かを判断する（Ｓ５４０）。番組終了でな
ければ、Ｓ５３８に戻り、番組終了であれば、録画を終了し（Ｓ５４２）、処理を終了す
る。
【００６０】
　なお、上記実施の形態では、通話終了後に、ユーザに再生速度の指定の有無を「有」ボ
タン３０１と、「無」ボタン３０２とを選択させて、指定がないときには、デフォルトの
再生速度で録画再生をするようにしたけれども、必ず、再生終了迄の時間の指定を受ける
ようにしてもよい。この場合、Ｓ５１８からＳ５２２の動作とＳ５３８からＳ５４２の動
作とは省略される。
【００６１】
　この場合、以下に説明するＳ６１０からＳ６１４の動作も省略される。
　次に、図６のＳ５２０又はＳ５３０の録画再生中に、ユーザの操作により特殊再生の指
示があった場合の動作を図７のフローチャートを用いて説明する。
　記録再生部１１３は、デフォルトの再生速度又は、計算された再生速度で録画再生する
（Ｓ６０２）。放送制御部１１２を介して操作部１０７から特殊再生指示があるのを待っ
て（Ｓ６０４）、指示された特殊再生、例えば、スロー再生、巻戻し再生等を行う（Ｓ６
０６）。
【００６２】
　同様に、操作部１０７から特殊再生の停止指示を待って（Ｓ６０８）、再度追っかけ再
生を再開する。この際、記録再生部１１３は、再生速度の指定があるか否かを判定し（Ｓ
６１０）、なければ、デフォルトの例えば、１．５倍速の再生をし（Ｓ６１２）、リアル
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タイム放送に追い付くまで、この処理を行い、Ｓ６２６に移る。
　再生速度の指定があれば、再生終了迄の時間指定を受け（Ｓ６１６）、再生速度計算式
（１）に既知の値を代入して、再生速度ｘnを計算する（Ｓ６１８）。求めた再生速度が
、所定の限界速度、例えば、標準再生速度の３倍を超えているときは（Ｓ６２０）、再度
終了迄の時間の指定を受ける。
【００６３】
　記録再生部１１３は、Ｓ６１８で計算された再生速度で記憶部１１４から映像データと
音声データとを読み出し、ディスプレイ１０６とスピーカ１０５とにそれぞれ、映像と音
声とを再生出力する（Ｓ６２２）。
　リアルタイムの放送に追い付くまで、この処理を行い（Ｓ６２４）、追い付いたとき、
受信しているＴＶ番組放送の録画を終了し（Ｓ６２６）、受信しているＴＶ番組をディス
プレイ１０６とスピーカ１０５とに出力する（Ｓ６２８）。
【００６４】
　次に、図６のＳ５２０又はＳ５３０又はＳ５３８の録画再生中に再度着信があった場合
の動作について図８のフローチャートを用いて説明する。
　記録再生部１１３は、所定の再生速度で記憶部１１４に記憶されている映像データと音
声データとを読み出し、ディスプレイ１０６とスピーカ１０５とにそれぞれ出力している
（Ｓ７０２）。
【００６５】
　通信制御部１０３は、着信があったとき（Ｓ７０４）、ディスプレイ１０６に着信表示
を行う（Ｓ７０６）。
　記録再生部１１３は、放送制御部１１２を介して通信制御部１０３から通話開始の通知
を受けると（Ｓ７０８）、ＴＶ放送の録画を継続し、録画再生していた映像出力を中断し
（Ｓ７１０）、通話終了の通知を待つ（Ｓ７１２）。通話終了の通知を受けると、録画再
生の中断部分より再生を再開し（Ｓ７１４）、再生速度の指定があるか否か判定する（Ｓ
７１６）。
【００６６】
　なければ、１．５倍速の再生を行い（Ｓ７１８）、リアルタイム放送に追い付くまでこ
の処理を行い（Ｓ７２０）、Ｓ７３２に移る。指定があれば、再生終了迄の時間が指定さ
れたか否かを判定し（Ｓ７２２）、時間を指定されていれば、再生速度計算式（１）に再
生終了迄の時間と、既知の値とを代入し、再生速度を計算する（Ｓ７２４）。所定の限界
速度を超えるか否かを判定し（Ｓ７２６）、超えていれば再度、再生終了迄の時間の入力
を受ける。超えていなければ、計算された再生速度で録画を再生する（Ｓ７２８）。リア
ルタイム放送に追い付いたか判定し（Ｓ７３０）、追い付かなければＳ７２８に戻り、追
い付いたとき、録画を終了し（Ｓ７３２）、リアルタイムのＴＶ受信の映像と音声とをそ
れぞれ出力する（Ｓ７３４）。
【００６７】
　Ｓ７２２において、再生終了までの時間の指定がないときには、記録再生部１１３は、
記憶部１１４から標準の再生速度で映像データ等を読み出して再生し（Ｓ７３６）、番組
終了まで続ける（Ｓ７４０）。番組が終了すると録画を終了し（Ｓ７４０）、処理を終了
する。
　なお、上記実施の形態では、受信中の放送番組の再生に優先するものとして、着信を例
に着信があった時又は通話開始時のいずれかの時から録画を開始したけれども、以下の場
合にも、放送番組の再生に優先するものとして、再生を中断するようにしてもよい。
（１）メール着信時
　この場合、「メール受信中」の画面に切り替えられ、画面が切り替わったとき、録画を
開始することとする。もちろん、メールを受信し、開封したときから録画を開始するよう
にしてもよい。
（２）発信時
　この場合、画面の「サブメニュー」から「電話を発信」を選び、「電話番号を入力？ア
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ドレス帳から引用？」とユーザに確認し、どちらか選択することで相手の番号へ電話を発
信する。このときには、電話の発信を選んだときから録画を開始する。これにより、急に
電話をかけなければならない状況になったとしても、後から放送番組の内容を視聴するこ
とができる。
（３）メール送信時
　この場合、「サブメニュー」から「Ｅメールを送信」と選び、Ｅメール作成画面へ遷移
する。このときには、「Ｅメールを送信」を選んだときから録画を開始する。これにより
、急にメールを送らなければならない状況になったとしても、あとから放送番組の内容を
見ることができる。
（４）Ｗｅｂアクセス時
　この場合、メール送信などと同様に「サブメニュー」から「インターネット接続」とい
うメニューを作り、選択することでＷｅｂアクセスする。このとき、インターネット接続
を選んだときから録画を開始する。地上波デジタル放送では、映像・音声に加え、データ
を同時に受信しており、画面にはＵＲＬなどが表示される。このＵＲＬにアクセスしたと
きには、表示画面がＷｅｂのページに切り替わるので、録画しておくことで放送番組を見
逃すことがなくなる。
（５）アラーム報知時
　設定した時間に音声、振動などで割り込んで、知らせる必要があり、アラームを報知す
るときに録画を開始する。
（６）その他、スケジュールの呼び出し時や番組配信がされた時等、放送番組の再生に優
先するような状況時に放送番組を録画できるよう設定しておいてもよい。
【００６８】
　なお、上記実施の形態では、ユーザは、再生終了迄の時間を入力することとしたけれど
も、再生終了時刻の入力を受けるようにしてもよい。この場合、記録再生部１１３は、再
生終了時刻と現在時刻との差を計算して、再生終了迄の時間ＴRを得る。
　また、上記実施の形態では、ユーザが再生終了迄の時間を入力して、指定の再生速度が
計算されることとしたけれども、再生終了迄の時間に替えて、標準再生速度の何倍速で再
生するかの指定を受け付けるようにしてもよい。この場合には、再生速度計算式（２）に
よって、再生終了迄の時間が計算されることになる。
【００６９】
　また、上記実施の形態では、放送制御部１１２は、標準再生速度で放送番組が再生され
ているときのみ、ＥＩＴに記載された放送番組からその放送番組の終了時刻を取得して、
記録再生部１１３に放送番組の記録を終了するように指示したけれども、標準再生速度で
の再生に限ることなく、再生中の放送番組の放送が終了したときには、記録再生部１１３
にその記録を終了するよう指示してもよい。このような構成によって、再生中の放送番組
に続く別の放送番組を記録しないようになるので、消費電力を節約することができる。
【００７０】
　また、上記実施の形態では、ＴＶ放送番組の受信を例に説明したけれども、ディジタル
ラジオ放送の受信であってもよいのは勿論である。
　また、上記実施の形態では、ＴＶ放送番組は、デジタル信号のトランスポートストリー
ムを受信することして説明したけれども、アナログ信号の放送番組を受信するものであっ
てもよいのは勿論である。
【００７１】
　また、上記実施の形態では、図１にその構成図を示したけれども、各構成要素の機能を
コンピュータに発揮させるプログラムで実現するようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７２】
　本発明に係る携帯端末は、情報通信分野で放送番組の視聴に欠かせないものとして、そ
の製造、販売を活性化させる。
【図面の簡単な説明】
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【００７３】
【図１】本発明に係る携帯端末の一実施の形態の構成図である。
【図２】上記実施の形態の携帯端末でテレビ放送を受信中に着信があったときのディスプ
レイの表示状態を示す図である。
【図３】上記実施の形態で記録再生部において再生速度の計算に用いられる再生速度計算
式の算出の説明図である。
【図４】上記実施の形態の携帯電話機でテレビ放送を受信中に通話をし、通話終了直後の
ディスプレイの表示状態を示す図である。
【図５】図３のディスプレイの表示状態で速度指定「有」を選択されたときのディスプレ
イの表示状態を示す図である。
【図６】上記実施の形態の動作を説明するフローチャートである。
【図７】図６のフローチャートのＳ５２０又はＳ５３０の動作中に特殊再生をしたときの
動作を説明するフローチャートである。
【図８】図６のフローチャートのＳ５２０又はＳ５３０又はＳ５３８の動作中に再度着信
があったときの動作を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
【００７４】
１０１　送受信アンテナ
１０２　送受信部
１０３　通信制御部
１０４　マイク
１０５　スピーカ
１０６　ディスプレイ
１０７　操作部
１０８　アンテナ
１０９　チューナ
１１０　復調部
１１１　ＴＳデコーダ
１１２　放送制御部
１１３　記録再生部
１１４　記憶部
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