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(57)【要約】
【課題】　地上波ディジタル放送の録画機能と無線デー
タ通信機能を備えた携帯型装置に於いてメモリ容量の不
足が発生した場合でも所望の録画を継続し得るようにす
る。
【解決手段】　地上波ディジタル放送の視聴・録画・再
生機能とセルラー方式の移動通信の端末機能とを備え、
地上波ディジタル放送の録画先のメモリ残量を監視する
メモリ残量監視手段と、地上波ディジタル放送の録画中
に於いて前記メモリ残量が所定値以下になると地上波デ
ィジタル放送の視聴・録画・再生機能と前記セルラー方
式の移動通信に対応可能なデータ通信機能とを備えた所
定の据置型録画装置との通信回線を接続して、前記録画
中の番組の残りの録画を指令する録画指令手段と、を有
する携帯型視聴装置。
【選択図】　　　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地上波ディジタル放送の視聴・録画・再生機能と、セルラー方式の移動通信の端末機能
とを備えた携帯型視聴装置であって、
　地上波ディジタル放送の録画先のメモリ残量を監視するメモリ残量監視手段と、
　地上波ディジタル放送の録画中に於いて前記メモリ残量が所定値以下になると、地上波
ディジタル放送の視聴・録画・再生機能と前記セルラー方式の移動通信に対応可能なデー
タ通信機能とを備えた所定の据置型録画装置との通信回線を接続して、前記録画中の番組
の残りの録画を指令する録画指令手段と、
　を有することを特徴とする携帯型視聴装置。
【請求項２】
　地上波ディジタル放送の視聴・録画・再生機能と、セルラー方式の移動通信の端末機能
とを備えた携帯型視聴装置であって、
　電源を供給する電池残量を監視する電池残量監視手段と、
　地上波ディジタル放送の視聴中又は録画中に於いて前記電池残量が所定値以下になると
、地上波ディジタル放送の視聴・録画・再生機能と前記セルラー方式の移動通信に対応可
能なデータ通信機能とを備えた所定の据置型録画装置との通信回線を接続して、前記視聴
中又は録画中の番組の残りの録画を指令する録画指令手段と、
　を有することを特徴とする携帯型視聴装置。
【請求項３】
　地上波ディジタル放送の視聴・録画・再生機能と、セルラー方式の移動通信の端末機能
とを備えた携帯型視聴装置であって、
　地上波ディジタル放送の録画先のメモリ残量を監視するメモリ残量監視手段と、
　電源を供給する電池残量を監視する電池残量監視手段と、
　地上波ディジタル放送の録画予約を指令するための予約入力手段と、
　前記予約入力手段により録画予約が指令された番組の録画に必要な必要メモリ量と必要
電池量とをそれぞれ算出する必要量算出手段と、
　前記必要メモリ量と前記メモリ残量とを比較して、及び、前記必要電池量と前記電池残
量とを比較して、前記番組を録画可能か否か判定する録画可否判定手段と、
　前記比較の結果、録画不可とされた場合は、地上波ディジタル放送の視聴・録画・再生
機能と前記セルラー方式の移動通信に対応可能なデータ通信機能とを備えた所定の据置型
録画装置との通信回線を接続して、前記番組の録画予約を指令する録画指令手段と、
　を有することを特徴とする携帯型視聴装置。
【請求項４】
　請求項１～請求項３の何れかに於いて、
　前記録画指令手段は、前記録画指令又は録画予約指令の内容を保存しており、
　前記携帯型視聴装置は、
　前記保存した録画指令又は録画予約指令を画面上にて選択する選択手段と、
　前記選択した録画指令又は録画予約指令に対応する録画の再生を前記所定の据置型録画
装置に指令する再生指令手段と、を有する、
　ことを特徴とする携帯型視聴装置。
【請求項５】
　地上波ディジタル放送の視聴・録画・再生機能と、セルラー方式の移動通信の端末機能
とを備えた携帯型視聴装置であって、
　地上波ディジタル放送の電波強度を監視する電波強度監視手段と、
　地上波ディジタル放送の視聴中に於いて前記電波強度が所定値以下になると、地上波デ
ィジタル放送の視聴・録画・再生機能と前記セルラー方式の移動通信に対応可能なデータ
通信機能とを備えた所定の据置型録画装置との通信回線を接続して、前記視聴中の番組の
転送を指令する転送指令手段と、
　を有することを特徴とする携帯型視聴装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地上波ディジタル放送を受信して録画／再生／視聴する機能、及び、無線基
地局を介して他の通信装置との間でデータ通信を行う機能、を備えた携帯型視聴装置に関
する。例えば、上記各機能を備えた携帯電話機、ＰＤＡ（携帯情報端末）、ＰＨＳ（簡易
型携帯電話）等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　地上波ディジタル放送を受信して録画／再生／視聴する機能を備えた携帯電話機、ＰＤ
Ａ、ＰＨＳ等の携帯型電子装置が提案されている。
【０００３】
　地下街へは地上波ディジタル放送の電波は届かない。このため、地上波ディジタル放送
を録画／再生／視聴する携帯型電子装置を地下街へ持ち込むと、地上波ディジタル放送を
受信できず、録画したり視聴したりできなくなる。
【０００４】
　かかる不具合に鑑み、地上波ディジタル放送をデコードできなくなると、無線データ通
信によって自宅の機器（周辺装置）へ録画指令や送信指令を送って該自宅の機器に録画さ
せたり、該自宅の機器で受信したディジタル放送を無線データ通信によって送信させるよ
うにした技術が開示されている（特許文献１，参照）。
【特許文献１】特開２００３－１１０９５５
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　携帯型電子装置は容量が有限の電池によって駆動される。また、録画内容は容量が比較
的小さなメモリに格納される。このため、地上波ディジタル放送を受信可能な場所であっ
ても、電池容量の不足やメモリ容量の不足のために、地上波ディジタル放送を視聴／録画
できなくなる場合が生ずる。
【０００６】
　本発明は、地上波ディジタル放送の録画／再生／視聴機能と無線データ通信機能とを備
えた携帯型電子装置に於いて、電池容量やメモリ容量の不足が発生した場合でも所望の録
画や視聴を継続し得るようにすることを目的とする。また、電池容量やメモリ容量の不足
による録画中断等のトラブルを未然に防止することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、下記［１］～［５］のように構成される。
［１］構成１：
　地上波ディジタル放送の視聴・録画・再生機能と、セルラー方式の移動通信の端末機能
とを備えた携帯型視聴装置であって、
　地上波ディジタル放送の録画先のメモリ残量を監視するメモリ残量監視手段と、
　地上波ディジタル放送の録画中に於いて前記メモリ残量が所定値以下になると、地上波
ディジタル放送の視聴・録画・再生機能と前記セルラー方式の移動通信に対応可能なデー
タ通信機能とを備えた所定の据置型録画装置との通信回線を接続して、前記録画中の番組
の残りの録画を指令する録画指令手段と、
　を有することを特徴とする携帯型視聴装置。
［２］構成２：
　地上波ディジタル放送の視聴・録画・再生機能と、セルラー方式の移動通信の端末機能
とを備えた携帯型視聴装置であって、
　電源を供給する電池残量を監視する電池残量監視手段と、
　地上波ディジタル放送の視聴中又は録画中に於いて前記電池残量が所定値以下になると
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、地上波ディジタル放送の視聴・録画・再生機能と前記セルラー方式の移動通信に対応可
能なデータ通信機能とを備えた所定の据置型録画装置との通信回線を接続して、前記視聴
中又は録画中の番組の残りの録画を指令する録画指令手段と、
　を有することを特徴とする携帯型視聴装置。
［３］構成３：
　地上波ディジタル放送の視聴・録画・再生機能と、セルラー方式の移動通信の端末機能
とを備えた携帯型視聴装置であって、
　地上波ディジタル放送の録画先のメモリ残量を監視するメモリ残量監視手段と、
　電源を供給する電池残量を監視する電池残量監視手段と、
　地上波ディジタル放送の録画予約を指令するための予約入力手段と、
　前記予約入力手段により録画予約が指令された番組の録画に必要な必要メモリ量と必要
電池量とをそれぞれ算出する必要量算出手段と、
　前記必要メモリ量と前記メモリ残量とを比較して、及び、前記必要電池量と前記電池残
量とを比較して、前記番組を録画可能か否か判定する録画可否判定手段と、
　前記比較の結果、録画不可とされた場合は、地上波ディジタル放送の視聴・録画・再生
機能と前記セルラー方式の移動通信に対応可能なデータ通信機能とを備えた所定の据置型
録画装置との通信回線を接続して、前記番組の録画予約を指令する録画指令手段と、
　を有することを特徴とする携帯型視聴装置。
［４］構成４：
　前記構成１～３の何れかに於いて、
　前記録画指令手段は、前記録画指令又は録画予約指令の内容を保存しており、
　前記携帯型視聴装置は、
　前記保存した録画指令又は録画予約指令を画面上にて選択する選択手段と、
　前記選択した録画指令又は録画予約指令に対応する録画の再生を前記所定の据置型録画
装置に指令する再生指令手段と、を有する、
　ことを特徴とする携帯型視聴装置。
［５］構成５：
　地上波ディジタル放送の視聴・録画・再生機能と、セルラー方式の移動通信の端末機能
とを備えた携帯型視聴装置であって、
　地上波ディジタル放送の電波強度を監視する電波強度監視手段と、
　地上波ディジタル放送の視聴中に於いて前記電波強度が所定値以下になると、地上波デ
ィジタル放送の視聴・録画・再生機能と前記セルラー方式の移動通信に対応可能なデータ
通信機能とを備えた所定の据置型録画装置との通信回線を接続して、前記視聴中の番組の
転送を指令する転送指令手段と、
　を有することを特徴とする携帯型視聴装置。
【発明の効果】
【０００８】
　前記構成１の装置では、メモリ残量が不足した場合に、据置型装置に録画中の番組の残
りの部分を録画代行させることができる。
【０００９】
　前記構成２の装置では、電池残量が不足した場合に、据置型装置に録画中の番組の残り
の部分を録画代行させることができる。
【００１０】
　前記構成３の装置では、メモリ残量又は電池残量が録画予約に鑑みて不足の場合に、据
置型装置に録画予約を代行させることができる。
【００１１】
　前記構成４の装置では、録画代行させた番組の再生を簡単に行うことができる。
【００１２】
　前記構成５の装置では、地上波ディジタル放送の電波が弱まった場合に、据置装置から
の転送で視聴を続けることができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。
【００１４】
　図１は実施の形態の携帯型視聴装置（携帯型電子装置）１００の構成を示すブロック図
であり、図２は図１の携帯型視聴装置１００が用いられる環境を示す説明図である。
【００１５】
　図１に示すように、携帯型視聴装置１００は、地上波ディジタル放送を受信して録画／
再生／視聴する機能と、無線基地局４０１等を介して他の通信装置（据置型通信・制御装
置２０１）との間でデータ通信を行う機能と、を備えた携帯型電子装置であり、テレビ部
と、携帯電話部と、共通部から成る。テレビ部は、チューナ３３と、ＭＰＥＧ４デコーダ
３２と、ＭＰＥＧ４エンコーダ３１を有する。携帯電話部は、無線送受信部２２と、マイ
ク２１有する。共通部は、ＣＰＵ１１と、ＲＯＭ１２と、ＲＡＭ（メモリ）１３と、電池
１５と、電池残量検出部１３と、操作パネル１６と、スピーカ１７と、表示装置（液晶表
示パネル）１８を有する。
【００１６】
　上記チューナ３３は、地上波ディジタル放送で放送されるＭＰＥＧ４のビットストリー
ムを取り出して、ＭＰＥＧ４デコーダ３２に与える。地上波ディジタル放送の電波強度の
評価は、チューナ３３での動作の不具合等に基づいて行うことができる。チューナ３３の
起動指令や所望の放送局を選局するための選局情報は、ＣＰＵ１１から与えられる。ＭＰ
ＥＧ４エンコーダ３１は、ＭＰＥＧ４に従うビットストリームを出力する。ＭＰＥＧ４デ
コーダ３１は、視聴時、ＭＰＥＧ４に従うビットストリームをデコードして、表示装置１
８に与える。ＭＰＥＧ４のビットストリームは、録画時、メモリ１３に格納される。ＣＰ
Ｕ１１は、メモリ１３の残量（正確には、メモリ１３の中で録画用に確保されている部分
中での残量）を、常時監視している。なお、図１では、本携帯型視聴装置内の記憶装置全
体を、単一のメモリ１３として示している。つまり、視聴時のビデオメモリやバッファメ
モリ、ＣＰＵ１１の作業用のメモリ、上記録画用のメモリ等を、メモリ１３として代表し
て示している。
【００１７】
　電池残量検出部１３は、常時、電池１５の残量を監視しており、その検出結果を、例え
ば、「％表示」等の値としてＣＰＵ１１に与える。この電池残量検出部１３は、公知の電
池残量検出回路を用いて構成することができる。電池残量検出回路は、例えば、「http:/
/www.mitsumi.co.jp/Catalog/ic/battery/mm/1251/text01.pdf」に示されているように公
知であり、本発明ではその機能を利用すれば足りるため、回路構成等の詳細な説明は省略
する。
【００１８】
　無線送受信部２２は、セルラー方式の移動電話（携帯電話，ＰＨＳ）での無線通信を制
御する。図２内上段部分は、この無線通信方式の概要を示す。セルラー移動電話方式は周
知であるため、説明は省略する。
【００１９】
　図２に示すように、本携帯型視聴装置１００と、相手側装置である据置型通信・制御装
置２０１及び据置型視聴・録画装置２０２は、ともに、地上波ディジタル放送を受信して
視聴／録画／再生可能であり、且つ、セルラー方式の移動通信網４００を介して、相互に
データ通信可能である。
【００２０】
　図１は、携帯型視聴装置１００の構成を示す図であるが、携帯型視聴装置１００から録
画指令やデータ転送指令を受ける（詳細は後述）ところの装置である据置型通信・制御装
置２０１及び据置型視聴・録画装置２０２の構成も、略、図１と同様である。なお、据置
型通信・制御装置２０１及び据置型視聴・録画装置２０２は、据置型であるため、電池や
電池１５や残量検出部１４は不要である。また、データ通信のみで足りる場合（電話機能



(6) JP 2009-81877 A 2009.4.16

10

20

30

40

50

が不要な場合）は、マイク２１も不要となる。
【００２１】
　本発明は携帯型視聴装置１００に関するものであるため、相手側装置（据置型通信・制
御装置２０１及び据置型視聴・録画装置２０２）は、本携帯型視聴装置１００からの指令
に対応できる機能があるものとして説明することとし、相手側装置の詳細についての説明
は省略する。
録画／視聴中にメモリ／電池残量不足が生じた場合：
　図３は、地上波ディジタル放送の番組録画中又は視聴中に、メモリ残量の不足又は電池
残量の不足が生じた場合の処理を示す。
【００２２】
　携帯型視聴装置１００は、地上波ディジタル放送の録画／視聴中、常時、メモリ残量と
電池残量を監視している。
【００２３】
　メモリ残量が所定の基準値以下になると（Ｓ０１でＹＥＳ）、番組の録画中であるか又
は視聴中であるかをチェックする（Ｓ０３）。
【００２４】
　録画中の場合は（Ｓ０３で録画中）、まもなくメモリ不足のために録画を継続できなく
なるため、液晶表示パネル１８に、「メモリ残量不足のため、まもなく録画を継続できな
くなります。自宅の機器で録画を継続するか否か選択して下さい」という趣旨のメッセー
ジを表示して、ユーザの選択を待機する。
【００２５】
　なお、前記ステップＳ０３で番組視聴中の場合は（Ｓ０３で視聴中）、メモリ不足は番
組視聴に影響しないため、無視する。
【００２６】
　また、電池残量が所定の基準値以下になると（Ｓ０７でＹＥＳ）、まもなく電池不足の
ために録画も視聴も継続できなくなるため、液晶表示パネル１８に、「電池残量不足のた
め、まもなく録画／視聴を継続できなくなります。自宅の機器で録画する（録画中の録画
を継続する／視聴中の残りを録画する）か否か選択して下さい」という趣旨のメッセージ
を表示して、ユーザの選択を待機する。
【００２７】
　上記待機中（メモリ残量不足の場合の待機中／電池残量不足の場合の待機中）にユーザ
の選択入力が行われると、その種別をチェックする（Ｓ１１）。
【００２８】
　その結果、録画すべき旨が入力された場合は（Ｓ１１で録画必要）、無線送受信部２２
を起動して、自宅機器２０１（据置型通信・制御装置２０１；設置場所は自宅でなくても
よい。当該ユーザが利用できる機器であればよい）との間の無線データ通信回線を接続す
るための処理を実行し（Ｓ１３）、回線が接続されると（Ｓ１５でＹＥＳ）、当該自宅機
器２０１に宛てて録画対象の番組を特定する情報と録画指令とを送る。また、この送信デ
ータを、所定のメモリエリア（図５参照）に保存する。
【００２９】
　上記録画指令に応答して、自宅機器２０１から「録画可」の旨が返された場合は、自宅
機機２０１へ録画を指示した旨を、液晶表示パネル１８に表示する（Ｓ２３）。自宅機器
２０１は、据置型視聴・録画装置２０２での録画が可能な場合に、「録画可」の旨を返す
ものとする。録画可能な場合とは、例えば、据置型視聴・録画装置２０２の録画用のメモ
リ（ハードディスク等）容量が当該録画にとって十分にあり、且つ、当該時間帯に他の録
画予約が無い場合である。
【００３０】
　一方、上記録画指令に応答して、自宅機器２０１から「録画不可」の旨が返された場合
は、自宅機器２０１で録画できない旨を、液晶表示パネル１８に表示する（Ｓ２５）。
【００３１】
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　その後、所定の終了処理（Ｓ２７）を行って、本処理を終了する。
録画予約時にメモリ／電池容量不足が予測された場合：
　図４は、地上波ディジタル放送の番組の録画予約時に於いて、メモリ容量又は電池容量
の不足のために途中で録画できなくなると予測された場合の処理を示す。
【００３２】
　携帯型視聴装置１００は、地上波ディジタル放送の録画予約を指令するユーザ入力が検
出されると、当該予約に係る番組の放送時間に基づいて録画に必要なメモリ量と電池量を
求めて（Ｓ４１）、それぞれ、現在のメモリ残量及び電池残量と比較する（Ｓ４３，Ｓ４
７）。その結果、現在のメモリ残量が、ステップＳ４１で求めた必要メモリ量以下の場合
は（Ｓ４３でＹＥＳ）、メモリ容量不足のために途中で録画できなくなるため、液晶表示
パネル１８に、「メモリ容量不足のため途中で録画できなくなります。自宅の機器に録画
予約するか否か選択して下さい」という趣旨のメッセージを表示して、ユーザの選択を待
機する。また、現在の電池容量が、ステップＳ４１で求めた必要電池量以下の場合は（Ｓ
４７でＹＥＳ）、電池容量不足のために途中で録画できなくなるため、液晶表示パネル１
８に、「電池容量不足のため途中で録画できなくなります。自宅の機器に録画予約するか
否か選択して下さい」という趣旨のメッセージを表示して、ユーザの選択を待機する。
【００３３】
　なお、現在のメモリ残量が必要メモリ量を越えており（Ｓ４３でＮＯ）、且つ、現在の
電池残量が必要電池量を越えている場合は（Ｓ４７でＮＯ）、当該携帯型視聴装置での録
画に支障は無いため、当該携帯型視聴装置に対して録画予約を行う（Ｓ６９）。
【００３４】
　上記待機中（メモリ容量不足の場合の待機中／電池容量不足の場合の待機中）にユーザ
の選択入力が行われると、その種別をチェックする（Ｓ５１）。
【００３５】
　その結果、自宅機器（据置型視聴・録画装置２０２）に録画を予約すべき旨が入力され
た場合は（Ｓ５１で自宅機に予約）、無線送受信部２２を起動して、自宅機器（据置型通
信・制御装置２０１）との間の無線データ通信回線を接続するための処理を実行し（Ｓ５
３）、回線が接続されると（Ｓ５５でＹＥＳ）、当該自宅機器２０１に宛てて録画予約対
象の番組を特定する情報と録画予約指令とを送る。また、この送信データを、所定のメモ
リエリア（図５参照）に保存する。
【００３６】
　上記録画の予約指令に応答して、自宅機器２０１から「録画予約可」の旨が返された場
合は、自宅機機２０１へ当該番組の録画予約を指示した旨を、液晶表示パネル１８に表示
する（Ｓ６３）。自宅機器２０１は、据置型視聴・録画装置２０２での録画予約が可能な
場合に、「録画予約可」の旨を返すものとする。録画予約可能な場合とは、例えば、据置
型視聴・録画装置２０２の録画用のメモリ（ハードディスク等）容量が当該番組の録画に
十分で、且つ、当該予約時間帯に他の録画予約が無い場合である。
【００３７】
　一方、上記録画予約指令に応答して、自宅機器２０１から「録画予約不可」の旨が返さ
れた場合は、当該番組を自宅機器２０１で録画できない旨を、液晶表示パネル１８に表示
する（Ｓ６５）。
【００３８】
　その後、所定の終了処理（Ｓ６７）を行って、本処理を終了する。
自宅機器２０１の再生の場合：
　携帯型視聴装置１００から自宅機器２０１へ録画（図３：録画継続／録画）又は録画予
約（図４）を指令した場合、そのデータ（指令内容：図５参照）は、前述のように、携帯
型視聴装置１００のメモリ１３に保存される。
【００３９】
　携帯型視聴装置１００は、このデータを一覧表の形で液晶表示パネル１８に表示可能で
あり、その中からユーザが所望のデータを選択すると、当該データが指す録画内容を再生
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【００４０】
　これに応答して、自宅機器（据置型通信・制御装置２０１＆据置型視聴・録画装置２０
２）は、当該録画内容を再生する。ここで再生とは、例えば、録画データの転送（無線送
受信部２２への転送）、所定の記録媒体（携帯型視聴装置１００と据置型視聴・録画装置
２０２とで共通に使用可能な記録媒体）へのデータの書き込み、据置型視聴・録画装置２
０２での再生、等である。これらは、ユーザの指示で選択可能としてもよい。
視聴中の地上波ディジタル放送電波の強度低下の場合：
　図６は、視聴中の地上波ディジタル放送電波の強度が低下した場合の処理である。
【００４１】
　携帯型視聴装置１００は、地上波ディジタル放送の録画／視聴中、常時、地上波ディジ
タル放送電波の強度を監視している。
【００４２】
　地上波ディジタル放送電波の強度が所定の基準値（視聴に支障が生じ得る値）以下にな
ると（Ｓ８１でＹＥＳ）、携帯電話の基地局４０１からの電波の強度が所定の基準値（通
話／データ通信に支障が生じない値）を越えているか否かチェックし（Ｓ８３）、越えて
いる場合は（Ｓ８３でＹＥＳ）、無線送受信部２２を起動して自宅機器２０１との間の無
線データ通信回線を接続する処理を実行し（Ｓ８５）、回線の接続後、当該自宅機器２０
１宛てに、転送対象の番組を特定する情報と、該番組のデータを当該携帯型視聴装置１０
０へ転送すべき旨の指令とを送る。
【００４３】
　その後、上記転送指令に応答して、自宅機器２０１側から無線データ通信回線経由で転
送されて来る放送番組を再生する（Ｓ９１）。
【００４４】
　なお、この再生中に、携帯電話の基地局４０１からの電波の強度が所定の基準値以下に
なった場合は（Ｓ９３でＹＥＳ）、地上波ディジタル放送電波の強度をチェックし（Ｓ９
５）、地上波ディジタル放送電波の強度が所定の基準値を越えている場合、即ち、強度が
回復している場合は、当該地上波ディジタル放送電波の再生に切り換えて（Ｓ９７）、前
記ステップＳ８１へ戻る。
【００４５】
　なお、前記ステップＳ８３でＮＯの場合、前記ステップＳ８９でＮＯの場合、及び、前
記ステップＳ９５でＮＯの場合は、視聴を継続できないため、所定の終了処理（Ｓ９９）
を行って、本処理を終える。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の一実施の形態の携帯型視聴装置の構成を示すブロック図。
【図２】図１の携帯型視聴装置が置かれる環境を示す説明図。
【図３】番組の録画／視聴中にメモリ残量不足／電池残量不足が発生した場合の手順を示
すフローチャート。
【図４】番組の録画予約時にメモリ残量不足／電池残量不足により番組を終わりまで録画
できないと判明した場合の手順を示すフローチャート。
【図５】自宅機に対して録画を指示した内容を記録したテーブル構成の説明図。
【図６】番組の視聴中に地上波ディジタル放送の電波が弱まった場合の手順を示すフロー
チャート。
【符号の説明】
【００４７】
１００　携帯型視聴装置（携帯型電子装置）
２０１　据置型通信・制御装置
２０２　据置型視聴・録画装置
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