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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ個人の趣向にあった放送番組の番組情報からなるコンテンツ情報を蓄積すること
ができるデータベースを管理するコンテンツ管理手段と、
　該データベースに蓄積されている前記コンテンツ情報を電子機器に無線通信により伝達
することができる伝達手段と、
　前記電子機器の制御に基づいて、放送番組からなるコンテンツを記録再生する機能を有
する記録再生機器を制御する制御手段と、
を有し、
　前記制御手段は、前記コンテンツ情報に基づき、前記電子機器の制御対象である放送番
組が既に記録されていると判断される場合は、前記放送番組からなるコンテンツを再生す
るよう前記記録再生機器を制御し、前記電子機器の制御対象である放送番組が未放送と判
断される場合は、前記放送番組からなるコンテンツを記録するよう前記記録再生機器を制
御する、情報処理装置。
【請求項２】
　前記電子機器は、携帯端末機であること
を特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記携帯端末機は、プライベートな機器であること
を特徴とする請求項２に記載の情報処理装置。
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【請求項４】
　前記放送番組からなるコンテンツを記録再生する機能を有する記録再生機器は、オーデ
ィオ機器及び又はビデオ機器であること
を特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記無線通信は、スペクトル拡散通信方式に基づくことを特徴とする請求項１に記載の
情報処理装置。
【請求項６】
　前記電子機器の無線通信は、公衆回線を利用した通信と近距離無線通信とを適宜切り替
えることができるようにしたこと
を特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記近距離無線通信は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ方式に基づくことを特徴とする請求項６に
記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記近距離無線通信は、赤外線通信方式に基づくことを特徴とする請求項６に記載の情
報処理装置。
【請求項９】
　ユーザ個人の趣向にあった放送番組の番組情報からなるコンテンツ情報を蓄積すること
ができるデータベースを管理し、
　前記データベースに蓄積されている前記コンテンツ情報を電子機器に無線通信により伝
達し、
　前記電子機器の制御に基づいて、放送番組からなるコンテンツを記録再生する機能を有
する記録再生機器を制御することを特徴とし、
　前記制御は、前記コンテンツ情報に基づき、前記電子機器の制御対象である放送番組が
既に記録されていると判断される場合は、前記放送番組からなるコンテンツを再生するよ
う前記記録再生機器を制御し、前記電子機器の制御対象である放送番組が未放送と判断さ
れる場合は、前記放送番組からなるコンテンツを記録するよう前記記録再生機器を制御す
る、情報処理方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、情報処理装置及び情報処理方法に関する。詳しくは、予めインターネットや
デジタル放送で送出された番組情報（コンテンツ情報）がデータベースに蓄積して抽出す
ることができることを前提として、その番組情報を個人毎に携帯端末に表示させ、その表
示させた情報に応じてＡＶ機器を制御することにより、番組名を選んで再生したり録画予
約する情報処理装置及び情報処理方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来技術において、番組録画予約をインターネット上の電子番組表を用いて行う環境が整
備しつつある。例えば、同一出願人が提唱するｉＥＰＧ（インターネット電子番組ガイド
）方式がある。このｉＥＰＧ方式は、インターネット上の番組予約サイトを利用して録画
予約を行うシステム（録画システム、商品名：Ｇｉｇａ　Ｐｏｃｋｅｔ）用に開発された
ものであり、インターネットＴＶガイドとして提供されているものである。この録画シス
テムは、番組一覧から予約したい番組の予約ボタンを押すことで、放送局名、番組名、開
始／終了時間などが記述されたテキストファイルがダウンロードされる。そして、この録
画システムは、ダウンロードされた種々のデータを元に予約を行うことで、Ｗｅｂ上の操
作だけで番組予約が可能になる。
【０００３】
又、個人の趣向に合わせた番組情報を用いて自動録画を行うサービスがパーソナルテレビ
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「ＲｅｐｌａｙＴＶ」、ＴｉＶｏ社に代表されるＰＶＲ（パーソナルビデオレコーダ）を
主体にしたものがある。ＲｅｐｌａｙＴＶによるサービスは、パーソナルテレビと呼ばれ
るものの一つで、放送中のテレビ番組をリアルタイムにＨＤＤ（ハードディスクデバイス
）に録画し、番組を見ながら一時停止したり、巻き戻したりできると共に、番組表を入手
し、番組の役者、テーマ等で番組を選び、好きな番組だけを集めてＨＤＤ上に自分だけの
チャンネルを作ることができる。
【０００４】
又、ＰＶＲを主体にしたサービスは、従来のようなＶＣＲ（ビデオテープレコーダ）のよ
うなものだが、テープの代わりに大容量のハードディスクを使って何時間もの番組を録画
できる。番組をリアルタイムで録画できる為、ＰＶＲ利用者は放送中の番組にポーズと巻
き戻しを使ってコマーシャル抜きで番組を楽しむことが可能である。又、ＰＶＲは何十種
類もの番組を選択して、後で見るために録画しておくこともできる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述したインターネットＴＶガイドにおけるサービスは、録画予約の設定
と番組情報のダウンロードを行うのみで個人の趣向に合わせて番組情報を抽出するサービ
スはしていない。この個人の趣向に合わせた番組情報の抽出は、従来のＶＣＲの録画予約
をリモコンで行うか又はパソコン（ＰＣ）上で行うかの違いで本質的にユーザの録画する
意思が無ければ録画予約は実行されない。これは今後のデジタル多チャンネル時代には注
意深く番組情報を確認しなければ見逃す番組が増える恐れがあるという問題がある。
【０００６】
又、上記したＲｅｐｌａｙＴＶ、ＰＶＲを使用したサービスにおいても、個人の趣向に合
わせた録画は可能であるが、機器自体が独立した機器のため個人別の番組情報を統合的に
管理することができないという問題がある。
【０００７】
従って、インターネットやデジタル放送等で送出された放送番組及びその情報が所定の記
録媒体に蓄積されて抽出できることを前提として、個人の趣向に合わせた放送番組情報に
より所望の放送番組情報を簡単に選択して再生したり録画予約することができると共に、
複数の個人別放送番組情報を統合管理できるようにすることに解決しなければならない課
題を有する。
【０００８】
【課題を解決する為の手段】
　前記課題を解決する為、本発明に係る情報処理装置及び情報処理方法は次のような構成
にする。
【０００９】
（１）ユーザ個人の趣向にあった放送番組の番組情報からなるコンテンツ情報を蓄積する
ことができるデータベースを管理するコンテンツ管理手段と、該データベースに蓄積され
ている前記コンテンツ情報を電子機器に無線通信により伝達することができる伝達手段と
、前記電子機器の制御に基づいて、放送番組からなるコンテンツを記録再生する機能を有
する記録再生機器を制御する制御手段と、を有し、前記制御手段は、前記コンテンツ情報
に基づき、前記電子機器の制御対象である放送番組が既に記録されていると判断される場
合は、前記放送番組からなるコンテンツを再生するよう前記記録再生機器を制御し、前記
電子機器の制御対象である放送番組が未放送と判断される場合は、前記放送番組からなる
コンテンツを記録するよう前記記録再生機器を制御する、情報処理装置。
（２）前記電子機器は、携帯端末機であることを特徴とする（１）に記載の情報処理装置
。
（３）前記携帯端末機は、プライベートな機器であることを特徴とする（２）に記載の情
報処理装置。
（４）前記放送番組からなるコンテンツを記録再生する機能を有する記録再生機器は、オ
ーディオ機器及び又はビデオ機器であることを特徴とする（１）に記載の情報処理装置。
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（５）前記無線通信は、スペクトル拡散通信方式に基づくことを特徴とする（１）に記載
の情報処理装置。
（６）前記電子機器の無線通信は、公衆回線を利用した通信と近距離無線通信とを適宜切
り替えることができるようにしたことを特徴とする（１）に記載の情報処理装置。
（７）前記近距離無線通信は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ方式に基づくことを特徴とする（６）
に記載の情報処理装置。
（８）前記近距離無線通信は、赤外線通信方式に基づくことを特徴とする（６）に記載の
情報処理装置。
（９）ユーザ個人の趣向にあった放送番組の番組情報からなるコンテンツ情報を蓄積する
ことができるデータベースを管理し、前記データベースに蓄積されている前記コンテンツ
情報を電子機器に無線通信により伝達し、前記電子機器の制御に基づいて、放送番組から
なるコンテンツを記録再生する機能を有する記録再生機器を制御することを特徴とし、前
記制御は、前記コンテンツ情報に基づき、前記電子機器の制御対象である放送番組が既に
記録されていると判断される場合は、前記放送番組からなるコンテンツを再生するよう前
記記録再生機器を制御し、前記電子機器の制御対象である放送番組が未放送と判断される
場合は、前記放送番組からなるコンテンツを記録するよう前記記録再生機器を制御する、
情報処理方法。
【００１１】
このように、本発明は、予めインターネットやデジタル放送等で送出された番組情報がデ
ータベースに蓄積されて抽出できることを前提として、その番組情報を個人毎に携帯端末
、例えば携帯電話機やＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　ＤａｔａＡｓｓｉｓｔａｎｃｅ；個人
用携帯情報端末）に表示させ、その表示させた情報に応じてＡＶ機器を制御することによ
り、番組名を選べばその番組記録が何処に保存してあるかは関係なく再生することが可能
となる。又、録画予約も番組名を選ぶのみで複雑な機器操作は不要になる。更に、無線通
信により公衆回線に接続することができる携帯電話機、ＰＤＡと近距離無線データ通信で
あるＢｌｕｅｔｏｏｔｈ、無線ＬＡＮ、赤外線通信（ＩｒＤＡ等）の両方接続可能な仕組
みを設けることで屋内外を問わず機器による録画予約などの操作可能になる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
　次に、本発明に係る情報処理装置及び情報処理方法及び携帯端末装置及び携帯端末情報
処理方法及び記録再生装置及び記録再生方法の実施の形態を図面を参照して説明する。
【００１３】
　図１に示す装置構成図は、放送番組情報（コンテンツ情報）を蓄積することができるデ
ータベースを備えたホームサーバ１００と、データベースに蓄積された放送番組情報を無
線通信により受信する携帯端末２００と、放送番組を記録再生する機能を有する家電機器
３００とから構成されている。この家電機器３００は、例えばＴｕｎｅｒ３０１や、ＨＤ
Ｄ３０２、ＶＣＲ３０３、ＴＶ３０４等から構成されている。
【００１４】
ホームサーバ１００は、放送番組の番組情報を蓄積するデータベースを管理する番組管理
手段を備えており、インターネットやデジタル放送等から放送番組情報を取り込んで蓄積
するハードディスク１１０と、図示しない取り込んだ放送番組情報から所望の放送番組情
報を抽出する手段と、図示しない携帯端末２００と無線アクセス網等のネットワーク４０
０を介してデータ通信する通信手段及びＢｌｕｅｔｏｏｔｈや赤外線通信などの近距離無
線方式による通信手段と、この２つの通信手段を切り替える図示しない切替ＳＷと、図示
しない複数の家電機器３００とデイジーチェイン又はバス接続で接続して家電機器３００
を制御する手段を備えた構成になっている。
【００１５】
携帯端末２００は、無線通信による伝達手段によりホームサーバ１００のデータベースに
蓄積されている番組情報を受信することができる電子機器であり、ホームサーバ１００と
無線アクセス網等のネットワーク４００を介してデータ通信する通信手段と、ホームサー
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バ１００とＢｌｕｅｔｏｏｔｈや赤外線通信などの近距離無線通信によるデータ通信する
通信手段と、この２つの通信手段を切り替える切替ＳＷと、ホームサーバ１００に蓄積さ
れた個人用の放送番組情報を取り出して表示する手段と、取り出した放送番組情報を選択
する手段とを備えた構成となっている。
【００１６】
このような構成からなる携帯端末２００の具体的な構成は、図２に示すように、携帯端末
２００の各部を制御するＣＰＵ２１０と、ＣＰＵ２１０のプログラムが格納されたＲＯＭ
２２０と、プログラムやデータが展開されるメモリ２３０と、データを表示する為の液晶
表示部（ＬＣＤ）２４０と、この液晶表示部２４０を制御する表示コントローラ２５０と
、表示されたデータを選択したり、家電機器３００（図１参照）の制御を行う為の操作Ｓ
Ｗ２７０と、ホームサーバ１００（図１参照）と屋内及び屋外で通信する為の無線通信部
２８０と、操作ＳＷ２７０の制御及び無線通信部２８０の制御を行うＩ／Ｏコントローラ
２６０とからなる。
【００１７】
無線通信部２８０は、スペクトル拡散通信方式に基づいて公衆回線を利用した通信と近距
離無線通信とを適宜切り替える機能を有しており、図３に示す無線送信部と、図４に示す
無線受信部とから構成される。
【００１８】
図３に示す無線送信部は、ネットワーク４００を介してスペクトル拡散通信方式によりデ
ータ送信するＤＳ（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ）送信部２８１と、スペクトル拡散
通信方式による近距離無線通信によってデータ送信するＦＨ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｈｏ
ｐｐｉｎｇ）送信部２８２と、ＤＳ送信部２８１とＦＨ送信部２８２との切り替えを行う
スイッチＳＷ２８３と、ＤＳ送信部２８１とＦＨ送信部２８２を制御する制御部２８４と
から構成される。
【００１９】
ＤＳ送信部２８１は、屋外から公衆回線である無線アクセス網等のネットワーク４００を
介してホームサーバ１００と通信を行う為の送信部であり、データをスペクトル拡散処理
（ＤＳ：直接拡散）するベースバンド回路２８１ａと、ベースバンド回路２８１ａで変換
されたベースバンド信号を中間周波数に変換するＩＦ－ＢＢ変復調器２８１ｂと、中間周
波数から無線周波数へ変換するＩＦ－ＲＦ変復調器２８１ｃと、無線周波数に変換された
データ（信号）を所定の出力で送信するように増幅するＰｏｗｅｒＡＭＰ２８１ｄと、送
信アンテナ２８１ｅとから構成される。
【００２０】
ＦＨ送信部２８２は、特に屋内でホームサーバ１００と通信を行う為の近距離無線送信部
であり、データをスペクトル拡散処理（ＦＨ：周波数ホッピング）するベースバンド回路
２８２ａと、ベースバンド回路２８２ａで変換されたベースバンド信号を中間周波数に変
換するＩＦ－ＢＢ変復調器２８２ｂと、中間周波数から無線周波数へ変換するＩＦ－ＲＦ
変復調器２８２ｃと、送信アンテナ２８２ｄからと構成される。
【００２１】
図４に示す無線受信部は、ネットワーク４００を介してスペクトル拡散処理が施されたデ
ータ（信号）を受信処理するＤＳ（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ）受信部２８５と、
スペクトル拡散通信方式の近距離無線によるデータ（信号）を受信処理するＦＨ（Ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　Ｈｏｐｐｉｎｇ）受信部２８６と、ＤＳ受信部２８５とＦＨ受信部２８６
を切り替えるスイッチＳＷ２８７と、ＤＳ受信部２８５とＦＨ受信部２８６を制御する制
御部２８８とから構成される。
【００２２】
ＤＳ受信部２８５は、屋外から公衆回線である無線アクセス網等のネットワーク４００を
介してホームサーバ１００と通信を行う為の受信部であり、ホームサーバ１００からの番
組情報等のデータ（信号）を受信する受信アンテナ２８５ｅと、受信した番組情報等のデ
ータ（信号）を増幅するＬＮＡ（ローノイズアンプ）２８５ｄと、ＬＮＡ２８５ｄからの
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信号を無線周波数から中間周波数へ変換するＩＦ－ＲＦ変復調器２８５ｃと、中間周波数
に変換された信号をベースバンド信号に変換するＩＦ－ＢＢ変復調器２８５ｂと、ベース
バンド信号を復調（逆拡散）するベースバンド回路２８５ａとから構成される。
【００２３】
ＦＨ受信部２８６は、屋内でホームサーバ１００と通信を行う為の近距離無線受信部であ
り、ホームサーバ１００からの番組情報等のデータ（信号）を受信する受信アンテナ２８
６ｅと、受信した番組情報等のデータ（信号）を増幅するＬＮＡ（ローノイズアンプ）２
８６ｄと、ＬＮＡ２８６ｄからの信号を無線周波数から中間周波数へ変換するＩＦ－ＲＦ
変復調器２８６ｃと、中間周波数に変換された信号をベースバンド信号に変換するＩＦ－
ＢＢ変復調器２８６ｂと、ベースバンド信号を復調（逆拡散）するベースバンド回路２８
６ａとから構成される。
【００２４】
家電機器３００は、図１に示すように、デジタル放送等の放送番組を受信するＴｕｎｅｒ
（チューナ）３０１、放送番組等のデータを記録して蓄積するＨＤＤ（ハードディスクデ
バイス）３０２、放送番組を記録再生するＶＣＲ（ビデオカセットレコーダ）３０３、受
信や記録した放送番組を映し出すＴＶ（テレビジョン受像機）３０４等から構成され、デ
イジーチェインやバス接続などによりホームサーバ１００に接続され、携帯端末２００か
らホームサーバ１００を介して制御される。
【００２５】
次に、このような機器で構成されるシステムにおいて、屋内で電子機器である携帯端末か
ら放送番組を記録再生する機能を有する機器である家電機器を操作する場合について図面
を参照して説明する。
【００２６】
図５に示すシステムは、上記図１に示したホームサーバ１００と、上記図２で示した携帯
端末２００と、家電機器３００（ＨＤＤ３０２、ＶＣＲ３０３、ＴＶ３０４）とからなり
、この家電機器３００はホームサーバ１００に接続されている。
【００２７】
ホームサーバ１００内の図示しないハードディスク１１０等の記録蓄積媒体には、インタ
ーネット等のネットワークから取り込んだ放送番組情報から個人の趣向に合わせた放送番
組情報を抽出して蓄積される。又、家電機器３００（ＶＣＲ３０３等）は放送番組を記録
したり、図示しない放送番組を蓄積しているサーバ等から所望の放送番組を受領すること
ができる構成になっている。
【００２８】
まず、ホームサーバ１００と携帯端末２００間におけるデータ通信の概略を図６に基づい
て説明する。
【００２９】
ホームサーバ１００は、常時携帯端末２００からの接続を待機している状態である（ステ
ップＳＴ１１０）。ユーザが操作スイッチ等を操作すると、携帯端末２００は、屋内又は
屋外からホームサーバ１００へ接続要求する。ホームサーバ１００は、携帯端末２００か
らの接続要求が屋内又は屋外からの接続であるのかを判別して携帯端末２００との接続を
確立するように動作する（ステップＳＴ１２０、ＳＴ１３０）。尚、携帯端末２００が屋
外からの公衆回線を使って接続する時や周囲の環境等によってホームサーバ１００との接
続状態が不安定になったり、接続ができない状態になる場合があるので、その際には携帯
端末２００のメモリ内に現在ある情報や接続できない旨のメッセージを表示させ、機器の
操作に入る。（ステップＳＴ１４０、ＳＴ１５０）。
【００３０】
近距離無線の場合（ステップＳＴ１２０）においては、ホームサーバ１００は、携帯端末
２００との接続を確立させると、記録蓄積媒体内にあるユーザ固有の最新の個人用放送番
組情報を携帯端末２００に送る（ステップＳＴ１６０、ＳＴ１７０）。携帯端末２００の
液晶表示部２４０には、ホームサーバ１００から送られてきた放送番組情報が表示される
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（ステップＳＴ１８０）。そして、携帯端末２００の操作スイッチ２７０より所望の放送
番組情報を選択する（ステップＳＴ１９０）。
【００３１】
次に、公衆回線の場合（ステップＳＴ１３０）においては、ホームサーバ１００は、携帯
端末２００との接続を確立させると、記録蓄積媒体内にあるユーザ固有の最新の個人用放
送番組情報を携帯端末２００に送る（ステップＳＴ２００、ＳＴ２１０）。携帯端末２０
０の液晶表示部２４０には、ホームサーバ１００から送られてきた放送番組情報が表示さ
れる（ステップＳＴ２２０）。そして、携帯端末２００の操作スイッチ２７０より所望の
放送番組情報を選択する（ステップＳＴ２３０）。
【００３２】
このようにして、ホームサーバ１００と携帯端末２００とは、携帯端末２００の主導の元
にホームサーバ１００を制御して所望の放送番組の再生及び録画予約の操作が行うことが
できる。
【００３３】
次に、屋内で携帯端末２００がホームサーバ１００に接続して、所望の放送番組情報（コ
ンテンツ）を選択して再生する場合を図５に示す構成に基づいて図７に示す通信の手順（
プロトコル）を参照しながら説明する。
【００３４】
まず、携帯端末２００がホームサーバ１００に接続して個人用の放送番組情報を取り出し
て選択する。この時の携帯端末２００とホームサーバ１００間の動作は、図７（Ａ）に示
すように、ホームサーバ１００が常時携帯端末２００からの接続を待機している状態にあ
り、ユーザは携帯端末２００の操作ＳＷ２７０により屋外／屋内を選択する。図５におい
ては、近距離無線に切り替えて接続要求（ＨＥＬＬＯ）をホームサーバ１００へ送信する
。ホームサーバ１００は、この接続要求を受信すると接続処理を行い、その応答を携帯端
末２００に返信する。携帯端末２００は、ホームサーバ１００へ接続を確認してホームサ
ーバ１００に返信する。ホームサーバ１００は携帯端末２００が接続確認したことを了解
する。これにより相互にデータ送受信を行う為の接続が確立される。
【００３５】
次に、相互の接続が確立されたら、携帯端末２００はホームサーバ１００内に蓄積されて
いる個人用の放送番組情報を要求する。ホームサーバ１００は、この要求に従い記録蓄積
媒体にある個人用の放送番組情報のデータを携帯端末２００へ送る。携帯端末２００は、
総ての放送番組情報の受信が終了したことを確認してホームサーバ１００へ返信する。ホ
ームサーバ１００は、携帯端末２００のデータ受信了解を確認する。これでホームサーバ
１００に蓄積されている個人用の放送番組情報が携帯端末２００に取り込まれる。
【００３６】
続いて、個人の放送番組情報を受信した携帯端末２００の液晶表示部２４０には、放送番
組名等が表示されるので、操作ＳＷ２７０により所望の放送番組情報（コンテンツ）を選
択する（図５参照）と、ホームサーバ１００へユーザが選択した放送番組情報の選択情報
が送信される。ホームサーバ１００は、放送番組情報の選択情報を受け取り、その確認応
答を携帯端末２００へ返送する。携帯端末２００はホームサーバ１００からの応答を受信
して、放送番組情報の選択が完了したことを確認する。
【００３７】
携帯端末２００は、放送番組情報の選択が完了すると、ホームサーバ１００との接続を解
除する。この時、携帯端末２００は操作ＳＷ２７０の操作が一定時間行われないとホーム
サーバ１００に接続終了信号を送信する。ホームサーバ１００は、接続終了信号を受信す
ると切断処理を行い、携帯端末２００に応答を返送する。携帯端末２００は、接続の切断
を確認してホームサーバ１００へ確認信号を返送する。ホームサーバ１００は、この確認
信号を受信して携帯端末２００との切断を了解する。これでホームサーバ１００と携帯端
末２００の間のデータ通信が終了となる。
【００３８】
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次に、ホームサーバ１００は、選択された放送番組情報に基づき、既に録画されている放
送番組であるのか、これから録画する放送番組なのかを判断して、接続されている家電機
器３００の中で適切な機器を選択して指示を行う。例えば、図７（Ｂ）に示すように、既
に録画されている放送番組であり、それがＶＣＲ３０３で録画されている場合は、ホーム
サーバ１００は、所定の放送番組の再生の動作要求をＶＣＲ３０３に送信する。ＶＣＲ３
０３は、ホームサーバ１００の動作要求を受信して、要求の受付（又は拒否）の信号をホ
ームサーバ１００へ返送する。ホームサーバ１００は、ＶＣＲ３０３からの信号により要
求が了解（又は拒否）されたことを確認する。そして、ＶＣＲ３０３に再生の動作要求が
了解されると、ホームサーバ１００は、ＶＣＲ３０３にセットされているテープ中の所望
の放送番組が記録されている先頭位置等の情報を指示（送信）する。ＶＣＲ３０３は、ホ
ームサーバ１００からの指示（再生開始位置等）を受け取ると、その指示に従い再生の準
備を行い、ホームサーバ１００に了解を返送する。ホームサーバ１００は、ＶＣＲ３０３
の了解を確認する。これでＶＣＲ３０３の再生準備が完了する。
【００３９】
続いて、ホームサーバ１００は、ＶＣＲ３０３の映像を映し出す為のＴＶ３０４に対して
、ＶＣＲ３０３からの信号を再生するように入力切替の要求を行う。ＴＶ３０４は、この
入力切替の要求を受信し、ホームサーバへ１００へ受付の了解を返送する。ホームサーバ
１００は、ＴＶ３０４の要求受付の了解を確認する。ＴＶ３０４の了解を確認すると、ホ
ームサーバ１００の指示によりＶＣＲ３０３が所望の放送番組の再生を開始して、ＴＶ３
０４に所望の放送番組の映像が映し出される。
【００４０】
【発明の効果】
以上説明したように、ホームサーバが個人別の放送番組情報を蓄積し、且つ、接続されて
いる家電機器の制御を総て行うことにより、ユーザは携帯端末でデータベースに蓄積され
ている放送番組情報を呼び出して所望の放送番組情報を選択するだけでよいので再生又は
録画予約できるＡＶ機器等の複雑な設定操作が不要になる。又、携帯端末は、無線通信に
より離れた場所からでも機器の操作できることに加え、公衆回線等のネットワークを介し
て屋外からホームサーバに接続してアクセスできるので居場所を問わずに録画予約等がで
きる。加えて、ホームサーバが各個人の放送番組情報を一元管理しており、必要な時に個
人毎（携帯端末毎）に本人の趣向に合った番組情報が表示されるため不要な情報が表示さ
れずに効率よく所望の情報を選択できるので携帯端末の消費電力が低減される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る放送番組記録再生装置の略示的な全体構成図である。
【図２】本発明に係る放送番組記録再生用携帯端末装置の構成を示したブロック図である
。
【図３】本発明に係る放送番組記録再生用携帯端末装置の無線通信部の送信部の構成を示
したブロック図である。
【図４】本発明に係る放送番組記録再生用携帯端末装置の無線通信部の受信部の構成を示
したブロック図である。
【図５】本発明に係る放送番組記録再生用携帯端末装置を用いた放送番組記録再生装置に
おいて、屋内又は屋外で放送番組情報を選択して家電機器を制御する場合の説明図である
。
【図６】本発明に係る携帯端末機器とホームサーバ間の通信の手順を示したフローチャー
トである。
【図７】本発明に係る携帯端末機器とホームサーバ間及びホームサーバと家電機器（ＶＣ
Ｒ及びＴＶ）の通信の手順を示した説明図である。
【符号の説明】
１００；ホームサーバ、１１０；ハードディスク、２００；携帯端末、３００；家電機器
、３０１；チューナ、３０２；ハードディスク、３０３；ＶＣＲ、３０４；ＴＶ、４００
；ネットワーク、２１０；ＣＰＵ、２２０；ＲＯＭ、２３０；メモリ、２４０；液晶表示
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部（ＬＣＤ）、２５０；表示コントローラ、２６０；Ｉ／Ｏコントローラ、２７０；操作
ＳＷ、２８０；無線通信部、２８１；ＤＳ送信部、２８１ａ；ベースバンド部、２８１ｂ
；ＩＦ－ＢＢ変復調器、２８１ｃ；ＩＦ－ＲＦ変調器、２８１ｄ；パワーＡＭＰ、２８１
ｅ；アンテナ、２８２；ＦＨ送信部、２８２ａ；ベースバンド部、２８２ｂ；ＩＦ－ＢＢ
変復調器、２８２ｃ；ＩＦ－ＲＦ変調器、２８１ｄ；アンテナ、２８３；ＳＷ、２８４；
制御部、２８５；ＤＳ受信部、２８５ａ；ベースバンド部、２８５ｂ；ＩＦ－ＢＢ変復調
器、２８５ｃ；ＩＦ－ＲＦ変調器、２８５ｄ；ＬＮＡ、２８５ｅ；アンテナ、２８６；Ｆ
Ｈ受信部、２８６ａ；ベースバンド部、２８６ｂ；ＩＦ－ＢＢ変復調器、２８６ｃ；ＩＦ
－ＲＦ変調器、２８６ｄ；ＬＮＡ、２８６ｅ；アンテナ、２８７；ＳＷ、２８８；制御部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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