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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送信号を受信する放送受信手段と、
　自己への着信を検出する検出手段と、
　前記検出手段により着信が検出されると、前記放送受信手段による放送信号の受信中か
否かを判断する放送受信判断手段と、
　前記放送受信手段によって受信した放送信号に対応する放送を記録する記録制御手段と
、
　前記記録制御手段に記録された放送に対して、その放送を特定する放送特定情報と、そ
の放送に対応する放送信号を受信中であると前記放送受信判断手段が判断しているときに
前記検出手段が着信を検出したか否かを示すフラグ情報とを関連付けて記憶する記憶制御
手段と、
　前記検出手段による着信の検出時の所定の報知方法を設定する設定手段と、
　前記放送受信手段により受信される放送信号に基づく放送を、受信とともに逐次出力す
る出力手段と、
　前記出力手段による前記放送の出力中に前記検出手段により着信が検出されると、前記
設定手段により設定された所定の報知方法で報知を行う報知制御手段と、
　前記記憶制御手段の記憶内容を参照し、前記記録制御手段に記録されている録画ファイ
ルごとに、放送信号の受信中に着信があったか否かを表示する呼表示制御手段と、
　を備え、
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　前記記録制御手段は、前記設定手段により前記所定の報知方法が設定されかつ前記着信
が検出された場合に、受信された放送信号に基づく放送にチャプタを設定して記録を継続
する、
　ことを特徴する放送受信装置。
【請求項２】
　前記検出手段により着信が検出されると、その着信の送信元を示す送信元情報を取得す
る送信元情報取得手段を備え、
　前記記録制御手段に記録された放送を選択的に指定する指定手段を備え、
　前記記憶制御手段は、前記放送特定情報と前記フラグ情報と前記送信元情報とを関連付
けて記憶する構成とし、
　前記指定手段によって放送信号の受信中に着信があった放送が指定されると、前記記憶
制御手段の記憶内容を参照してその着信の送信元情報を抽出して表示する送信元表示制御
手段を備える、
　ことを特徴とする請求項１に記載の放送受信装置。
【請求項３】
　前記設定手段が設定する所定の報知方法とは、音声出力による報知を禁止したものであ
ることを特徴とする請求項１または２に記載の放送受信装置。
【請求項４】
　放送信号を受信する放送受信ステップと、
　自己への着信を検出する検出ステップと、
　前記検出ステップで着信が検出されると、前記放送受信ステップで放送信号の受信中か
否かを判断する放送受信判断ステップと、
　前記放送受信ステップで受信した放送信号に対応する放送を記録する記録制御ステップ
と、
　前記記録制御ステップで記録された放送に対して、その放送を特定する放送特定情報と
、その放送に対応する放送信号を受信中であると前記放送受信判断ステップで判断してい
るときに前記検出ステップで着信を検出したか否かを示すフラグ情報とを関連付けて記憶
する記憶制御ステップと、
　前記検出ステップで着信が検出された時の所定の報知方法を設定する設定ステップと、
　前記放送受信ステップで受信される放送信号に基づく放送を、受信とともに逐次出力す
る出力ステップと、
　前記出力ステップで前記放送の出力中に前記検出ステップで着信が検出されると、前記
設定ステップで設定された所定の報知方法で報知を行う報知制御ステップと、
　前記記憶制御ステップでの記憶内容を参照し、前記記録制御ステップで記録されている
録画ファイルごとに、放送信号の受信中に着信があったか否かを表示する呼表示制御ステ
ップと、
　からなり、
　前記記録制御ステップでは、前記設定ステップで前記所定の報知方法が設定されかつ前
記着信が検出された場合に、受信された放送信号に基づく放送にチャプタを設定して記録
を継続する、
　ことを特徴する放送受信方法。
【請求項５】
　コンピュータを、
　放送信号を受信する放送受信手段、
　自己への着信を検出する検出手段、
　前記検出手段により着信が検出されると、前記放送受信手段による放送信号の受信中か
否かを判断する放送受信判断手段、
　前記放送受信手段によって受信した放送信号に対応する放送を記録する記録制御手段、
　前記記録制御手段に記録された放送に対して、その放送を特定する放送特定情報と、そ
の放送に対応する放送信号を受信中であると前記放送受信判断手段が判断しているときに
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前記検出手段が着信を検出したか否かを示すフラグ情報とを関連付けて記憶する記憶制御
手段、
　前記検出手段による着信の検出時の所定の報知方法を設定する設定手段、
　前記放送受信手段により受信される放送信号に基づく放送を、受信とともに逐次出力す
る出力手段、
　前記出力手段による前記放送の出力中に前記検出手段により着信が検出されると、前記
設定手段により設定された所定の報知方法で報知を行う報知制御手段、
　前記記憶制御手段の記憶内容を参照し、前記記録制御手段に記録されている録画ファイ
ルごとに、放送信号の受信中に着信があったか否かを表示する呼表示制御手段、
　として機能させ、
　前記記録制御手段は、前記設定手段により前記所定の報知方法が設定されかつ前記着信
が検出された場合に、受信された放送信号に基づく放送にチャプタを設定して記録を継続
する、
　ことを特徴する放送受信プログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自己の呼出に対し報知を行い、また、放送信号の受信も行う放送受信装置、
放送受信方法及び放送受信プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来からテレビジョン放送の受像を可能とする電子機器が知られている。特に、近年で
は地上波デジタル放送の受信地域が拡大され、携帯電話機、ノート型パソコン、携帯ゲー
ム機をはじめとする携帯型電子機器に関する種々の研究開発が盛んに行われている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、地上波デジタルチューナ付き携帯電話機であって、ユーザの
嗜好を視聴履歴から判断し、ＥＰＧ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｇｕｉｄｅ）
を参照することでユーザの嗜好に沿った放送が配信されることが事前に判明した場合（且
つ、その時間になってもテレビジョン放送の受像がなされていない場合）、ユーザに報知
を行う携帯電話機の発明が開示されている。場所を選ばず手軽にテレビジョン放送の視聴
を行う上で、小型携帯電子機器の利便性を向上させるものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１４２９７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、地上波デジタルチューナ付き携帯電話機であれば、テレビジョン放送の視聴
時に着信を検出する場合がある。この場合、着信に対して応答を行わないで視聴を続ける
と、視聴を終えたときに、視聴中の着信があったのか否かを確認しなくてはならなかった
。また、応答しなかった着信履歴がある場合、これを確認する際には、どのような理由で
着信応答しなかったのかユーザは理解する術が無かった。
【０００６】
　したがって、テレビジョン放送の視聴後に、視聴中により応答しなかった着信が存在す
ることが確認できれば便利である。
【０００７】
　そこで、本発明は上述の課題を解決するためになされたものであり、その目的とすると
ころは、放送視聴中に着信があり、この着信について応答操作をしなかった場合でも、ユ
ーザが確認できる放送受信装置を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明の第１の観点にかかる放送受信装置は、放送信号を受
信する放送受信手段と、自己への着信を検出する検出手段と、前記検出手段により着信が
検出されると、前記放送受信手段による放送信号の受信中か否かを判断する放送受信判断
手段と、前記放送受信手段によって受信した放送信号に対応する放送を記録する記録制御
手段と、前記記録制御手段に記録された放送に対して、その放送を特定する放送特定情報
と、その放送に対応する放送信号を受信中であると前記放送受信判断手段が判断している
ときに前記検出手段が着信を検出したか否かを示すフラグ情報とを関連付けて記憶する記
憶制御手段と、前記検出手段による着信の検出時の所定の報知方法を設定する設定手段と
、前記放送受信手段により受信される放送信号に基づく放送を、受信とともに逐次出力す
る出力手段と、前記出力手段による前記放送の出力中に前記検出手段により着信が検出さ
れると、前記設定手段により設定された所定の報知方法で報知を行う報知制御手段と、前
記記憶制御手段の記憶内容を参照し、前記記録制御手段に記録されている録画ファイルご
とに、放送信号の受信中に着信があったか否かを表示する呼表示制御手段と、を備え、前
記記録制御手段は、前記設定手段により前記所定の報知方法が設定されかつ前記着信が検
出された場合に、受信された放送信号に基づく放送にチャプタを設定して記録を継続する
ことを特徴する。
【０００９】
　上記目的を達成するため、本発明の第２の観点にかかる放送受信方法は、放送信号を受
信する放送受信ステップと、自己への着信を検出する検出ステップと、前記検出ステップ
で着信が検出されると、前記放送受信ステップで放送信号の受信中か否かを判断する放送
受信判断ステップと、前記放送受信ステップで受信した放送信号に対応する放送を記録す
る記録制御ステップと、前記記録制御ステップで記録された放送に対して、その放送を特
定する放送特定情報と、その放送に対応する放送信号を受信中であると前記放送受信判断
ステップで判断しているときに前記検出ステップで着信を検出したか否かを示すフラグ情
報とを関連付けて記憶する記憶制御ステップと、前記検出ステップで着信が検出された時
の所定の報知方法を設定する設定ステップと、前記放送受信ステップで受信される放送信
号に基づく放送を、受信とともに逐次出力する出力ステップと、前記出力ステップで前記
放送の出力中に前記検出ステップで着信が検出されると、前記設定ステップで設定された
所定の報知方法で報知を行う報知制御ステップと、前記記憶制御ステップでの記憶内容を
参照し、前記記録制御ステップで記録されている録画ファイルごとに、放送信号の受信中
に着信があったか否かを表示する呼表示制御ステップと、からなり、前記記録制御ステッ
プでは、前記設定ステップで前記所定の報知方法が設定されかつ前記着信が検出された場
合に、受信された放送信号に基づく放送にチャプタを設定して記録を継続することを特徴
する。
【００１０】
　上記目的を達成するため、本発明の第３の観点にかかる放送受信プログラムは、コンピ
ュータを、放送信号を受信する放送受信手段、自己への着信を検出する検出手段、前記検
出手段により着信が検出されると、前記放送受信手段による放送信号の受信中か否かを判
断する放送受信判断手段、前記放送受信手段によって受信した放送信号に対応する放送を
記録する記録制御手段、前記記録制御手段に記録された放送に対して、その放送を特定す
る放送特定情報と、その放送に対応する放送信号を受信中であると前記放送受信判断手段
が判断しているときに前記検出手段が着信を検出したか否かを示すフラグ情報とを関連付
けて記憶する記憶制御手段、前記検出手段による着信の検出時の所定の報知方法を設定す
る設定手段、前記放送受信手段により受信される放送信号に基づく放送を、受信とともに
逐次出力する出力手段、前記出力手段による前記放送の出力中に前記検出手段により着信
が検出されると、前記設定手段により設定された所定の報知方法で報知を行う報知制御手
段、前記記憶制御手段の記憶内容を参照し、前記記録制御手段に記録されている録画ファ
イルごとに、放送信号の受信中に着信があったか否かを表示する呼表示制御手段、として
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機能させ、前記記録制御手段は、前記設定手段により前記所定の報知方法が設定されかつ
前記着信が検出された場合に、受信された放送信号に基づく放送にチャプタを設定して記
録を継続することを特徴する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、放送視聴中に着信があり、この着信について応答操作をしなかった場
合でも、視聴時の呼び出しの有無をユーザに認識させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１、第２及び第３の実施形態における携帯電話機の機能的構成を示したブロッ
ク図である。
【図２】第１、第２及び第３の実施形態における携帯電話機で取得するＥＰＧデータの一
例を示した模式図である。
【図３】第１、第２及び第３の実施形態における携帯電話機に記録される番組予約データ
の一例を示した模式図である。
【図４】第１、第２及び第３の実施形態における携帯電話機に設けられる録画リストテー
ブルの一例を示した模式図である。
【図５】図５（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）は、第１、第２及び第３の実施形態における携帯
電話機に備えられるマナー切換ＳＷの一設定例を示した回路図である。
【図６】図５（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）に示す各マナー切換ＳＷの位置とモードの一設定
例を示した図である。
【図７】第１、第２及び第３の実施形態における携帯電話機のテレビ動作制御モードでの
設定画面の遷移を表した状態遷移図である。
【図８】第１、第２及び第３の実施形態における携帯電話機におけるマナー切換ＳＷの設
定手順を示したフロー図である。
【図９】第１の実施形態における裏録画処理の処理手順を示したフロー図である。
【図１０】第１の実施形態における再生モードの処理手順を示したフロー図である。
【図１１】第１の実施形態における再生モードで表示される録画ファイルリストの例を示
した模式図である。
【図１２】第１の実施形態における再生モードで録画ファイルに不在フラグ（裏不フラグ
）が設定されている場合に表示する案内画面の例を示した模式図である。
【図１３】第２の実施形態における携帯電話機の裏録画処理の処理手順を示したフロー図
である。
【図１４】第３の実施形態における携帯電話機の裏録画処理の処理手順を示したフロー図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　〔第１の実施形態〕
　以下に、第１の実施形態における携帯電話機１００について説明する。携帯電話機１０
０の概要について説明すると、携帯電話機１００は、地上波デジタル放送を受信してテレ
ビジョン放送の視聴を可能とする放送受像機能、この放送受像機能により受信した放送を
録画可能とする放送録画機能、予め取得した地上波デジタル放送の電子番組表（ＥＰＧ）
に基づいて、ユーザが所望する番組を予約設定し所定の時刻に自動的にテレビジョン放送
の受像を開始する自動受像機能及び電子メールや音声通信の着信時に表示装置に着信の報
知や送信相手先の名前（あるいは電話番号）をポップアップ表示したり、バイブレーショ
ン報知を行ったりする複数種類の報知形式を設定可能とするマナーモード機能等を有して
いる。携帯電話機１００では、このマナーモード機能の設定の種類に応じてテレビジョン
放送の自動録画の制御を行うことを特徴とするものである。
【００１４】
　図１に、携帯電話機１００の機能的構成を示す。携帯電話機１００は、制御部１、ＲＯ
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Ｍ２、ＲＡＭ３、フラッシュメモリ４、入力部５、入出力Ｉ／Ｆ（インターフェース）６
、外部記憶媒体７、テレビ用アンテナ８、テレビチューナモジュール１０、映像信号処理
部２０、表示部２５、音声出力部３０、スピーカ３３Ｌ、３３Ｒ、通信制御部４０、無線
部４３、着信検出部４４、送話部４５、受話部４６、アンテナ４７、マナー切換ＳＷ（ス
イッチ）５０、振動モータ５１、充電池５２及びアドレス・データバス処理部６０から構
成され、これらがバス６１を介して電気・電子的に接続されている。
【００１５】
　制御部１は、ＲＯＭ２やフラッシュメモリ４に記憶されたオペレーションプログラムや
各種のアプリケーションプログラムを読み出し、ワークエリアとしてのＲＡＭ３上に展開
して携帯電話機１００の全体制御を行う。制御部１から各機能部に送信する制御信号や各
機能部から制御部１又は他の機能部に送信されるデータ等は、バス６１を介してアドレス
・データバス処理部６０により監視され、制御部１及び他の機能部において所定の処理が
実行される。
【００１６】
　フラッシュメモリ４は、不揮発性の半導体素子から構成される内部記憶装置である。テ
レビジョン放送の録画時には、制御部１の指示に基づき映像信号処理部２０から送信され
るテレビジョン放送データを記録するものである。また、テレビジョン放送データは、設
定変更により入出力Ｉ／Ｆ６を介して携帯電話機１００と着脱自在に搭載可能な外部記憶
媒体７に記憶するように構成してもよい。外部記憶媒体７は、不揮発性の半導体素子から
構成される記録媒体であり、小型のカード型やスティック型のメモリカードや小型のハー
ドディスクドライブ装置を適用することもできる。
【００１７】
　フラッシュメモリ４には、ＥＰＧデータ７５、番組予約データ７６、録画リストテーブ
ル７７、マナー設定データ及び着信履歴データが格納される。
【００１８】
　ＥＰＧデータ７５は、ネットワーク（不図示）を介してダウンロードしたテレビジョン
放送のスケジュールを示した一覧であり（図２参照）、放送の日時、チャンネル、番組名
、ジャンル等が記録されたデータである。日付及び時間は、上下釦８０ａ、８０ｂ、８０
ｃ及び８０ｄを操作することで適宜変更でき、夫々の日付及び時間帯にあわせてチャンネ
ルや番組名等の表示が切り替わるようになっている。ユーザは、表示部２５に表示された
ＥＰＧデータ７５に基づいて、所望するテレビジョン番組の予約を行うことができ、放送
開始時刻になったら自動的にテレビジョン放送の受像を行うことができるようになってい
る。なお、ＥＰＧはテレビジョン放送の搬送波に含まれるＥＰＧデータ７５から取得する
構成としてもよい。
【００１９】
　このＥＰＧデータ７５に基づいて予約されたテレビジョン放送に関する情報を格納する
のが番組予約データ７６である。番組予約データ７６は、図３に示すように、ＥＰＧデー
タ７５の日時情報に基づいて各テレビジョン放送の放送日時順に設定される。制御部１は
、この日時情報と図示しない内部クロックの示す日時とを監視し、予定された時間になっ
たらテレビジョン放送の受像又は録画を開始したりするようになっている。
【００２０】
　録画リストテーブル７７は、図４に示すように、テレビジョン放送を録画した際に生成
される録画ファイルと対応付けられた管理テーブルである。各録画ファイルのファイル名
領域８１、記録日時領域８２、詳細情報（放送局、チャンネル、番組名）領域８３ととも
に、各ファイルに関連する所定の識別情報を記録する識別情報領域８５とを対応付けて管
理を行うようになっている。所定の識別情報とは、録画ファイルが裏録画されたものであ
るか否かを示す裏録画フラグ、裏録画中に着信があった場合に、当該着信の送信元の電話
番号や名前を記録した着信履歴ファイルの格納先を示す着信履歴格納アドレス及び当該着
信履歴ファイルをユーザが確認したか否かを示す不在フラグであり、夫々録画リストテー
ブル７７の裏録画フラグ領域８６、着信履歴格納アドレス領域８７、不在フラグ領域８８
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に記録される。
【００２１】
　ここで、裏録画とは、携帯電話機１００の着信報知の設定がいわゆるマナーモードに設
定され、振動モータ５１の駆動によるバイブレーションや表示部２５に着信及び送信元の
電話番号や名前をポップアップ表示する等の報知設定になっている場合、テレビジョン放
送の開始時刻に当該テレビジョン放送を表示部２５に表示せずにフラッシュメモリ４や外
部記憶媒体７に録画を行う処理である。
【００２２】
　マナー設定データは、携帯電話機１００のマナーモードに関して設定可能な種々の設定
の中から現在の設定を記録したデータである。マナーモード時に着信等があった場合に、
制御部１は、このマナー設定データの設定情報に基づいて、携帯電話機１００のマナーモ
ードにおける動作を実行するようになっている。
【００２３】
　着信履歴データは、着信を検出する毎に着信の日時、送信元の電話番号及び名前等が格
納されたデータファイルであり、各ファイルにはアドレスが付与されている。ユーザが着
信履歴を確認する際には、制御部１がこれらアドレスに基づいて該当するファイルを読み
出し表示部２５に表示するようになっている。
【００２４】
　図１に戻り、入力部５は、ダイヤルキーやファンクションキー等の各種の操作入力キー
から構成されるユーザインターフェースであり。ＲＡＭ３上には、夫々のキーの押下によ
り送信される指示信号に対応するコマンドを示したテーブルが予め展開され、制御部１は
このテーブルを参照しながらユーザからの指示を理解し実行するようになっている。テレ
ビジョン放送の受信設定やＥＰＧの取得操作等を行うようになっている。
【００２５】
　テレビチューナモジュール１０は、テレビ用アンテナ８で受信した電波からテレビジョ
ン放送用地上波を抽出する機能部であり、チューナ１１及びＯＦＤＭ（Orthogonal Frequ
ency Division Multiplexing）復調回路１２を備える。チューナ１１は、テレビ用アンテ
ナ８で受信した電波からＯＦＤＭ変調されている所定周波数帯のテレビジョン放送用地上
波（搬送波）を抽出してＯＦＤＭ復調回路１２に送信する。ＯＦＤＭ復調回路１２は、供
給された搬送波の復調を行い電子データとして映像信号処理部２０に送信する。
【００２６】
　映像信号処理部２０は、テレビチューナモジュール１０から供給された、映像に関して
はＨ．２６４（ＭＰＥＧ－４ＡＶＣ）形式、音声に関してはＡＡＣＬＣ形式に符号化され
た電子データの復号を行い表示部２５に供給する機能部であり、ＴＳデコーダ２１及びグ
ラフィックデコーダ２２を備える。ＴＳデコーダ２１は、ＯＦＤＭ復調回路１２から送信
された電子データをトランスポートストリーム構成の圧縮された符号化デジタル情報とし
てグラフィックデコーダ２２に送信する。グラフィックデコーダ２２は、この符号化され
たデジタル情報を復調することで映像／音声／文字データを取得する。その後、これらデ
ータは、制御部１の指示により、表示部２５及び音声出力部３０に夫々供給される。
【００２７】
　表示部２５は、映像信号処理部２０から供給された映像データに基づいてテレビション
映像の表示を行う機能部であり、ＴＦＴ（Thin Film Transistor）や有機ＥＬ（Electro
‐Luminescence）素子から構成される小型ＦＰＤ（Flat Panel Display）等から構成され
る。テレビジョン放送受像機能を含めた各種の機能を実行する場合の種々の画像及び映像
を表示するようになっている。
【００２８】
　音声出力部３０は、テレビジョン放送受像機能の実行時にテレビチューナモジュール１
０から供給されるテレビジョン放送用音声データや、通信／通話機能の実行時に制御部１
からの指示に基づいて着信音を出力する機能部であり、音源ＬＳＩ３１及びＡＭＰ３２を
備える。音源ＬＳＩ３１は、上述の種々の音声データに基づいてアナログの音声データを
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生成し、ＡＭＰ３２に出力する。ＡＭＰ３２で増幅されたアナログの音声信号は、スピー
カ３３Ｌ及び３３Ｒを介して音声として出力される。
【００２９】
　通信制御部４０は、制御部１の指示に従って通話／通信機能を司る機能部であり、通信
データ処理部４１及びオーディオインターフェース４２を備える。通信データ処理部４１
は、受信時には、アンテナ４７を介して無線部４３が受信した受信データのデコード処理
を行い、送信時には無線部４３から送信する送信データのエンコードを行う。より詳細に
はＣＥＬＰ（Code－Excited Linear Prediction）系ボコーダ及び音声復号処理回路、パ
ケットデータ生成回路等を有して構成される。オーディオインターフェース４２は、通信
データ処理部４１でデコードされた受信データに含まれる受話データに基づいた音声を受
話部４６から音声出力させたり、送話部４５から入力されたユーザの音声をデジタル信号
の送話データに変換したりする。
【００３０】
　また、上述のＥＰＧデータ７５（図２参照）の説明でも触れたが、携帯電話機１００は
、インターネット等のネットワーク環境との通信を可能とする通信プログラム（Ｗｅｂブ
ラウザ）を有し、このプログラムに基づいたネットワーク通信機能により、ネットワーク
上に存在するサーバマシンからＥＰＧのダウンロードを行うことが可能に構成されている
。表示部２５には、ダウンロードしたＥＰＧの一覧が表示され、ユーザは入力部５を介し
て視聴を所望する番組を予約することができるように構成されている。
【００３１】
　着信検出部４４は、例えば、マイコン等から構成され、無線部４３での着信を検出し、
制御部１に検出信号を送信するものである。制御部１は、この着信検出部４４からの検出
信号をトリガとしてテレビジョン放送の裏録画を行う等の処理を開始するようになってい
る。
【００３２】
　マナー切換ＳＷ５０は、ユーザが現在おかれている環境に応じて、通話着信音の出力を
停止したり、テレビジョン放送の表示を停止して裏録画を行ったりする各種のマナーモー
ド設定を切換えるスイッチである。図示しないが、マナー切換ＳＷ５０はスライドスイッ
チから構成され、携帯電話機１００の筐体外側に設けてユーザの手により切換え操作がで
きるように設けられている。第１の実施形態では、マナー切換ＳＷ５０は、３段階にスラ
イド切換えを可能に構成しており、着信時の音声による報知、表示部２５に送信元の電話
番号等をポップアップ表示のみを行う報知あるいは振動モータ５１を駆動させてバイブレ
ーションによる報知のみを行うという３通りのマナーモード設定を行う事ができるように
設定されている。
【００３３】
　また、これら各マナー設定に連動して、テレビジョン放送のマナーモード設定もできる
ように構成している。即ち、着信時の報知の設定がテレビジョン放送のマナー設定と同一
になるように両者が関連付けされて設定できるようになっている。設定の対応関係は任意
であるが、例えば、「テレビジョン放送を視聴する」、「予約したテレビジョン放送が開
始される時間であることを通知する」あるいは「放送開始時間になったらテレビジョン放
送を自動的に録画する」の３種類のモードに切換えを行うことができるようになっている
。図５（ａ）～（ｃ）にマナー切換ＳＷ５０の回路構成の概要を示す。マナー切換ＳＷ５
０は５つの接点を有し（図において１～４の番号が付されている。このうち接点３につい
ては２つ設けられている。）、接点１及び接点４は伝送路を介して制御部１のＩ／Ｏ（イ
ンプット／アウトプット）ポート７０ｂ及び７０ａへと接続されている。更に、接点１か
らＩ／Ｏポート７０ｂの間及び接点４からＩ／Ｏポート７０ａ間には夫々電源と接続され
、携帯電話機１００の駆動時には、電源からの電圧が印加されるようになっている。スイ
ッチをスライドさせることで、接続される接点同士の組み合わせによる電圧の変化が生じ
、制御部１に指示信号を送出することができるようになっている。
【００３４】
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　図５（ａ）～（ｃ）に図示するスイッチの位置と指示信号との相関について説明する。
図５（ａ）は、スイッチにより接点３と接点４とが接続されている。スイッチがこの状態
のときは、Ｉ／Ｏポート７０ａ側はＧＮＤ（接地）に接続され、Ｉ／Ｏポート７０ｂ側は
開放されている。従って、Ｉ／Ｏポート７０ａ側が電位的に低電位となり、Ｉ／Ｏポート
７０ｂにより多くの電圧が印加される状態となる。よって、ロジック上は、Ｉ／Ｏポート
７０ｂ側をＯＮとみなすことができる。
【００３５】
　同様に図５（ｂ）のとき、スイッチにより接点１と接点３とが接続されている。この状
態では、Ｉ／Ｏポート７０ｂ側はＧＮＤ（接地）に接続され、Ｉ／Ｏポート７０ａ側は開
放されている。従って、Ｉ／Ｏポート７０ｂ側が電位的に低電位となり、Ｉ／Ｏポート７
０ａにより多くの電圧が印加される状態となる。よって、ロジック上は、Ｉ／Ｏポート７
０ａ側をＯＮ、Ｉ／Ｏポート７０ｂ側をＯＦＦとみなすことができる。
【００３６】
　更に図５（ｃ）のとき、スイッチにより接点２と接点３とが接続されている。このとき
は、Ｉ／Ｏポート７０ａ側もＩ／Ｏポート７０ｂ側の両方が同電位となり両方をＯＮとみ
なすことができる。
【００３７】
　このようにマナー切換ＳＷ５０の切換えにより構成された３種類のロジックに対して各
種の設定を割り付け、マナー切換ＳＷ５０を切換えるだけで３つのモードを適宜使い分け
て使用することができるようになっている。一例を示すと図６に示すように、位置１の時
は（図５（ａ））、テレビ放送視聴モードとして、予約したテレビジョン放送の開始時刻
になると、自動的にテレビジョン放送受像アプリケーションを起動させてテレビジョン放
送を行うようにしてもよい。位置２の時は（図５（ｂ））テレビ放送通知モードとしてテ
レビジョン放送の開始時間にユーザにアラーム、バイブレーション又は画面表示等により
放送の開始を報知するモードとしてもよい。更に、位置３の時は（図５（ｃ））テレビ放
送自動録画モードとして、テレビジョン放送の開始時刻になった際、携帯電話機がマナー
モードに設定されている場合に、自動的に録画のみを行うモードとしてもよい。
【００３８】
　以下に、各スイッチの位置と設定との対応付けの手順について図７に示す表示部２５の
遷移図及び図８に示すフロー図を用いて説明する。
　図８において、ステップＳ５０１で、ユーザによってマナー切換ＳＷ５０が設定を所望
する位置にスライドされる。制御部は、上述のように、Ｉ／Ｏポート７０ａ及び７０ｂか
らの電圧の変化で、スライド位置を把握することができる。
【００３９】
　次いで、ステップＳ５０２で、制御部１はユーザの操作により入力部５から受信したメ
ニュー画面表示指示信号に基づいて表示部２５にメニュー画面を表示する。図７の〔画面
１〕は、携帯電話機１００に備わる各種機能設定の一覧を示したメニュー画面の例を示す
。
【００４０】
　ステップＳ５０３で、制御部１は、ユーザがメニュー画面上から選択したテレビ動作制
御モードの項目選択信号を受信し、テレビ動作制御モード設定画面の表示を行う（図７：
〔画面２〕参照）。
【００４１】
　ステップＳ５０４で、制御部１は、ユーザがテレビ動作制御モード設定画面から選択し
た詳細項目の選択信号を受信し、詳細項目の設定画面の表示を行う（図７：〔画面３〕、
〔画面４〕、〔画面５〕参照）。例えば、図７の〔画面２〕で「テレビ放送通知」の項目
を選択すると、〔画面４〕が表示され、テレビジョン放送の開始時刻を迎えたときのユー
ザに対する報知方法を設定することが可能となっている。
【００４２】
　詳細には、ステップＳ５０３でテレビ視聴の項目が選択されると〔画面３〕が表示され
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、テレビジョン放送を「全画面表示」とするかあるいは表示画面を放送のコンテンツ部分
とデータ放送部分を各々表示するフレームに分割して表示する「テレビ+データ放送」と
するかの設定を行う画面が表示される。ユーザは、項目毎に設けられるチェックボックス
をＯＮにすることで所望する設定を行うこととなる。
【００４３】
　また、ステップＳ５０３で、テレビ放送通知の項目が選択されると〔画面４〕が表示さ
れ、テレビジョン放送の開始時刻を迎えたときのユーザに対する報知方法を設定すること
が可能となっている。「バイブ+音」は、予約されたテレビジョン放送の放送開始時間に
なるとバイブレーションと音によって放送開始時間であることを報知する設定である。「
バイブ→バイブ+音」は、放送開始時刻になるとバイブレーションのみにより報知を行う
が、その後所定の時間を経過しても、ユーザから何らかの応答（例えば、入力部５からの
何らかのキーの操作信号等）を検出しない場合に、バイブレーションに加えて音による報
知を行うモードである。「ＯＦＦ」は、放送開始時刻になっても報知を行わないモードで
ある。
【００４４】
　更に、ステップＳ５０３で、テレビ自動録画の項目が選択されると〔画面５〕が表示さ
れ、テレビジョン映像の録画（記録）先を設定することができるようになっており、この
録画先の指定をもって「テレビ自動録画」が設定されるようになっている。
【００４５】
　ステップＳ５０５で、制御部１は、ユーザが詳細項目設定画面から設定した各詳細設定
の設定信号を受信し、ステップＳ５０６で、設定データとして記録する。ユーザは、スラ
イド位置毎に設定を行うことで、その後マナー切換ＳＷ５０を所定の位置にスライドさせ
るだけで所望する設定環境とすることができる。
【００４６】
　次に、図９を用いて携帯電話機１００の動作について説明する。以下の動作説明では、
携帯電話機１００が待受状態であることを前提として説明する。
【００４７】
　ステップＳ１０１で、制御部１は、着信検出部４４から音声通話の着信を検出するまで
待機する（ステップＳ１０１：ＮＯ）。制御部１は、着信検出部４４から着信検出信号を
受信するとステップＳ１０２の処理に進む（ステップＳ１０１：ＹＥＳ）。
【００４８】
　ステップＳ１０２で、制御部１はフラッシュメモリ４に記憶された番組予約データ７６
（図３参照）及び内部クロック（不図示）を参照し、予約した番組の視聴時刻であるか否
かを判断する。制御部１は、予約番組の視聴時刻であると判断する場合、ステップＳ１０
３に進む（ステップＳ１０２：ＹＥＳ）。
　逆に、制御部１は、予約番組の視聴時刻でないと判断する場合、ステップＳ１０９の処
理に進む（ステップＳ１０２：ＮＯ）。ステップＳ１０９で、制御部１は通常の着信時と
同様に、音声出力部３０に指示信号を送出し、スピーカ３３Ｌ及び３３Ｒから呼出音を出
力する。
【００４９】
　ステップＳ１０３で、制御部１は、マナー切換ＳＷ５０を介して出力されるマナー設定
信号に対応する設定データを参照し、マナーモード設定がなされているか否かを判断する
。制御部１は、マナーモードが設定されていると判断する場合、ステップＳ１０４の処理
に進む（ステップＳ１０３：ＹＥＳ）。
　逆に制御部１は、マナーモードが設定されていないと判断する場合、ステップＳ１０８
の処理に進む（ステップＳ１０３：ＮＯ）。ステップＳ１０８で、制御部１は、送信先番
号を表示部２５にポップアップ表示する。
【００５０】
　ステップＳ１０４で、制御部１は、振動モータ５１を駆動させてバイブレーションによ
る呼出の報知を行う。
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　次いで、ステップＳ１０５で、制御部１は、マナーモード中の録画（裏録画）である識
別情報（フラグ）を録画リストテーブル７７の裏録画フラグ領域８６に設定する（フラグ
を０から１にする）。
　次いで、ステップＳ１０６で、制御部１は、着信があった旨を示す識別情報（フラグ）
を録画リストテーブル７７の不在フラグ領域８８に設定する（フラグを０から１にする）
。
【００５１】
　ステップＳ１０７で、制御部１は、テレビチューナモジュール１０及び映像信号処理部
２０の駆動信号を送出し、テレビジョン放送データを予め設定された記録先（フラッシュ
メモリ４又は外部記憶媒体７）に録画（記録）する。
【００５２】
　このように携帯電話機１００のマナーモード設定に基づいてテレビジョン放送の動作制
御を行うことで、ユーザが現在置かれている環境に応じてテレビジョン放送の取扱いを適
当に行うことができる。
【００５３】
　次に、上記ステップＳ１０７で録画したテレビジョン放送を再生する際の処理について
図１０に示すフロー図を用いて説明する。
【００５４】
　ステップＳ２０１で、制御部１は、ユーザが入力部５を介して入力する録画再生モード
を起動する指示信号を検出するまで待機する（ステップＳ２０１：ＮＯ）。制御部１は、
録画再生モードを起動する指示信号を検出すると（ステップＳ２０１：ＹＥＳ）、ステッ
プＳ２０２に進み、録画リストテーブル７７を参照し、識別情報領域８５に識別情報が記
憶されている録画ファイルがあるか否かを検索する（図４参照）。
【００５５】
　ステップＳ２０３で、制御部１は、識別情報付録画ファイルが有ると判断する場合、ス
テップＳ２０４に進む（ステップＳ２０３：ＹＥＳ）。逆に、制御部１は、識別情報付録
画ファイルが無いと判断する場合は、ステップＳ２０８に進む（ステップＳ２０３：ＮＯ
）。
【００５６】
　ステップＳ２０４で、制御部１は、録画リストテーブル７７の着信履歴格納アドレス領
域８７を参照し、着信に関する情報（送信元の電話番号や名前等）を格納したファイルア
ドレスが記録されている場合、この着信履歴格納アドレスと録画ファイルとのリンク（関
連付け）を設定する。
【００５７】
　ステップＳ２０５で、制御部１は、ステップＳ２０４で着信履歴格納アドレスとのリン
クを設定した録画ファイルの不在フラグ領域８８を参照し、当該着信履歴をユーザが確認
したか否かをフラグが立っていない即ちユーザが確認済みであるか（フラグが「０」か）
を判断する。制御部１は、不在フラグ領域８８にフラグが立っていない（ユーザ確認済み
）と判断する場合、ステップＳ２０６に進む（ステップＳ２０５：ＹＥＳ）。逆に、制御
部１は、不在フラグ領域８８にフラグが立っていない即ちユーザが当該着信履歴を未確認
であると判断する場合、ステップＳ２０７に進む（ステップＳ２０５：ＮＯ）。
【００５８】
　ステップＳ２０６で、制御部１は、ステップＳ２０５の判断で着信履歴をユーザが確認
した録画ファイルに裏録画設定を示すアイコン（図１１における「裏」のアイコン９１）
を表示する設定を行う。具体的には、ＲＯＭ２又はフラッシュメモリ４に格納されたアイ
コンの画像データとの対応付けを行う。
【００５９】
　ステップＳ２０７では、制御部１は、ステップＳ２０５の判断で着信履歴をユーザが未
確認である録画ファイルに裏録画と未確認不在着信のファイルであることを示すアイコン
（図１１における「裏不」のアイコン９２）を表示する設定を行う。即ち、ＲＯＭ２又は
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フラッシュメモリ４に格納されたアイコンの画像データとの対応付けを行う。
【００６０】
　ステップＳ２０８で、制御部１は、録画リストテーブル７７の内容に基づいて、図１１
に示すような録画ファイルリスト９０を表示部２５に表示する。この録画ファイルリスト
９０では、「０６０３０５－０２.ｍｐｅｇ」のファイル名の左に裏アイコン９１が表示
されている。また、「０６０３０６－０１.ｍｐｅｇ」のファイル名の左に裏不アイコン
９２が表示されている。即ち、上述のステップＳ２０６及びステップＳ２０７の処理に基
づいて対応付けられたアイコンであり、夫々「裏録画であるが不在着信履歴をユーザが確
認したファイル」及び「裏録画であり不在着信履歴をユーザが確認していないファイル」
を意味するものである。
【００６１】
　ステップＳ２０９で、制御部１は、入力部５を介して入力されるユーザが選択するファ
イルの指定を待機する（ステップＳ２０９：ＮＯ）。制御部１は、ファイルの指定を検出
するとステップＳ２１０に進む（ステップＳ２０９：ＹＥＳ）。
【００６２】
　ステップＳ２１０で、制御部１は、選択指定されたファイルのファイル名に裏不アイコ
ン９２が対応付けられている（表示されている）か否かを判断する。制御部１は、裏不ア
イコン９２が対応付けられていると判断する場合、ステップＳ２１１に進み（ステップＳ
２１０：ＹＥＳ）、裏不アイコン９２が対応付けられていないと判断する場合、ステップ
Ｓ２１６に進む（ステップＳ２１０：ＮＯ）。
【００６３】
　ステップＳ２１１で、制御部１は、図１２に示す如く、『不在着信があります。着信内
容を確認しますか？』という案内画面９５を表示部２５にポップアップ表示する。
　次いで、ステップＳ２１２で、ユーザがポップアップ表示された案内画面から「はい」
を選択するとステップＳ２１３に進み（ステップＳ２１２：ＹＥＳ）、「いいえ」を選択
するとステップＳ２１６に進む（ステップＳ２１２：ＮＯ）。
【００６４】
　ステップＳ２１３で、制御部１は、録画リストテーブル７７の不在フラグ領域８８から
該当するファイルのフラグをリセットする（「０」にする）処理を行う（図４参照）。
　次いで、ステップＳ２１４で、制御部１は、上述のステップＳ２０４でリンク（関連付
け）を設定した着信履歴格納アドレスに基づいて着信履歴に関する情報（相手先電話番号
や名前等）を表示する。
【００６５】
　ステップＳ２１５で、制御部１は、一定時間の経過又はユーザから入力される表示キャ
ンセル指示信号の検出があるまで表示部２５に着信履歴に関する情報を表示し続ける（ス
テップＳ２１５：ＮＯ）。その後、一定時間の経過等をトリガとして制御部１は、ステッ
プＳ２０８の処理に戻る。
【００６６】
　ステップＳ２０８の処理に戻った制御部１は、その後ステップＳ２０９：ＹＥＳ及びス
テップＳ２１０：ＮＯの手順を経てステップＳ２１６の処理に進む。このステップＳ２１
６の処理では、ユーザにより選択された録画ファイルの再生処理が行われることとなる。
【００６７】
　以上のように、第１の実施形態の携帯電話機１によれば、マナー切換ＳＷ５０によりマ
ナーモード設定となっている場合は、テレビジョン放送を録画するようにしたので、マナ
ー切換ＳＷ５０の切換えを行うのみで、テレビジョン放送の録画の制御を行うことができ
る。
【００６８】
　また、再生処理において、表示部２５に録画ファイルリスト９０を表示する際、裏フラ
グを付随して表示するため、当該ファイルの内容を視聴したか否かを瞬時に把握すること
ができる。更に、録画中に裏不フラグを表示させることで、録画中に呼出があったことを
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瞬時に把握することができ、且つ当該ファイルを選択するときに送信先に関する情報（電
話番号や名前）を案内することで利便性を向上させることができる。
【００６９】
　〔第２の実施形態〕
　第２の実施形態における、携帯電話機１００の動作について説明する。第２実施形態で
は、テレビジョン放送を受像中に着信を検出した場合の自動録画機能の処理について説明
する。図１３に、第２実施形態における自動録画機能の処理のフローを示す。なお、以下
の説明では、携帯電話機１００がテレビジョン放送の受像を行っているものとして説明を
開始する。
【００７０】
　ステップＳ３０１で、制御部１は、着信検出部４４から音声通話の着信を検出するまで
待機する（ステップＳ３０１：ＮＯ）。制御部１は、着信検出部４４から着信検出信号を
受信するとステップＳ３０２の処理に進む（ステップＳ３０１：ＹＥＳ）。
【００７１】
　ステップＳ３０２で、制御部１は、マナー切換ＳＷ５０を介して出力されるマナー設定
信号に対応する設定データを参照し、マナーモード設定がなされているか否かを判断する
。制御部１は、マナーモードが設定されていると判断する場合、ステップＳ３０３の処理
に進む（ステップＳ３０２：ＹＥＳ）。
　逆に制御部１は、マナーモードが設定されていないと判断する場合、ステップＳ３０６
の処理に進む。ステップＳ３０６で、制御部１は、テレビジョン放送を表示する画面中に
発信者番号をポップアップ表示する。
【００７２】
　ステップＳ３０３で、制御部１は、振動モータ５１を駆動させ、バイブレーションによ
り着信を報知する。
　次いで、ステップＳ３０４で、制御部１は、録画リストテーブル７７の裏録画フラグ領
域８６に設定（フラグを０から１にする）する。
　その後、ステップＳ３０５で、制御部１は、テレビジョン放送の録画を開始する。
【００７３】
　このように、第２の実施形態による携帯電話機１００は、テレビジョン映像を受像中に
着信を検出した場合であっても、マナーモードの設定に応じて裏録画を行うことができ、
予め設定したマナーモードの設定に従って、録画機能を容易に制御することができる。
【００７４】
　また、着信を検出し、途中から録画を行うに際に、録画リストテーブル７７の裏録画フ
ラグ領域８６にフラグを設定するため、事後、ユーザがテレビジョン放送の続きを視聴す
る際にも該当する画像データファイルの選択を容易に行う事ができる。
【００７５】
　〔第３の実施形態〕
　第３の実施形態における、携帯電話機１００の動作について説明する。第３実施形態で
は、テレビジョン放送を受像中であり且つ録画を行っている状態で着信を検出した場合の
処理について説明する。図１４に、第３実施形態における処理のフローを示す。なお、以
下の説明では、携帯電話機１００がテレビジョン放送の受像を行い且つ録画状態にあるも
のとして説明を開始する。
【００７６】
　ステップＳ４０１で、制御部１は、着信検出部４４から音声通話の着信を検出するまで
待機する（ステップＳ４０１：ＮＯ）。制御部１は、着信検出部４４から着信検出信号を
受信するとステップＳ４０２の処理に進む（ステップＳ４０１：ＹＥＳ）。
【００７７】
　ステップＳ４０２で、制御部１は、マナー切換ＳＷ５０を介して出力されるマナー設定
信号に対応する設定データを参照し、マナーモード設定がなされているか否かを判断する
。制御部１は、マナーモードが設定されていると判断する場合、ステップＳ４０３の処理
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に進む（ステップＳ４０２：ＹＥＳ）。
　逆に制御部１は、マナーモードが設定されていないと判断する場合、ステップＳ４０６
の処理に進む（ステップＳ４０２：ＮＯ）。ステップＳ４０６で、制御部１は、テレビジ
ョン放送を表示する画面中に発信者番号をポップアップ表示する。
【００７８】
　ステップＳ４０３で、制御部１は、振動モータ５１を駆動させ、バイブレーションによ
り着信を報知する。
　次いで、ステップＳ４０４で、制御部１は、録画リストテーブル７７の裏録画フラグ領
域８６に設定（フラグを０から１にする）する。
　その後、ステップＳ４０５で、制御部１は、録画しているデータにチャプタを設定し録
画を継続する。
【００７９】
　このように、第３の実施形態による携帯電話機１００は、テレビジョン映像を受像中に
呼出を検出した場合であっても、マナーモードの設定に応じて裏録画を行うことができ、
予め設定したマナーモードの設定に従って、録画機能を容易に制御することができる。
【００８０】
　また、呼出を検出し、途中から録画を行う際に、録画リストテーブル７７の裏録画フラ
グ領域８６にフラグを設定し又着信を検出した時点にチャプタを設定するため、事後、ユ
ーザがテレビジョン放送の続きを視聴する際に、該当する画像データファイルのチャプタ
によって続きからの視聴を容易に行うことができる。
【００８１】
　上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下に限ら
れるものではない。
【００８２】
（付記１）
　放送信号を受信する放送受信手段と、
　自己への呼び出しを検出する検出手段と、
　この検出手段により呼び出しが検出されると、前記放送受信手段による放送信号の受信
中か否かを判断する放送受信判断手段と、
　前記検出手段による呼び出し検出に対し、応答操作が行われたか否かを判断する応答判
断手段と、
　前記放送受信判断手段により放送信号の受信中であると判断され、前記応答判断手段に
より応答操作が行われなかったと判断すると、受信された放送信号に基づく放送内容と、
今回の呼び出し検出に対し応答操作が行われなかった旨とを関連付けて記憶する記憶手段
と、
を備えることを特徴とする放送受信装置。
【００８３】
（付記２）
　前記検出手段によって自己への呼び出しが検出されると、この呼び出し元を特定する情
報を取得する情報取得手段を更に備え、
　前記記憶手段は更に、前記応答判断手段により応答操作が行われなかったと判断した場
合、前記情報取得手段によって取得された呼び出し元を特定する情報を、前記受信された
放送信号に基づく放送内容とに関連付けて記憶することを特徴とする付記１に記載の放送
受信装置。
【００８４】
（付記３）
　前記放送受信手段によって受信された放送信号に基づく放送内容を記録する記録手段を
更に備えるとともに、前記記憶手段は更に、前記応答判断手段により応答操作が行われな
かったと判断した場合、今回の呼び出し検出に対し応答操作が行われなかった旨と、前記
記録手段によって記録された放送内容とを対応付けて記憶し、
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　この記録手段に記録された放送内容の表示を指示する指示手段と、
　この指示手段により記録された放送内容の表示が指示されると、前記記憶手段に記憶さ
れた内容を表示する表示手段と、
を更に備えることを特徴とする付記１または２に記載の放送受信装置。
【００８５】
（付記４）
　報知手段と、
　前記検出手段による呼び出し検出時の報知内容を設定する設定手段と、
　前記放送受信手段により受信される放送信号に基づく放送内容を、受信とともに逐次出
力する出力手段を更に備え、
　前記記憶手段は、前記出力手段による出力中に前記検出手段により呼び出しが検出され
ると、前記設定手段により設定された報知内容に基づいて前記報知手段を制御するととも
に、前記出力手段による出力に代えて、前記記録手段に前記受信された放送信号に基づく
放送内容を記録するよう制御することを特徴とする付記３に記載の放送受信装置。
【００８６】
（付記５）
　前記記録手段によって記録された放送内容を再生する際の再生制御情報を設定する再生
制御情報設定手段を更に備え、
　前記記憶手段は、前記検出手段により呼び出しが検出されると、前記設定手段により設
定された報知内容に基づいて前記報知手段を制御するとともに、前記再生制御情報設定手
段に対し今回の呼び出し検出を契機とした再生制御情報を設定するよう制御し、前記記録
手段に前記放送内容と関連付けてこの再生制御情報を記録するよう制御することを特徴と
する付記３または４に記載の放送受信装置。
【００８７】
（付記６）
　前記報知手段による報知とは音声出力による報知であり、
　前記設定手段が設定する報知内容とは、この音声出力の禁止であることを特徴とする付
記４または５に記載の放送受信装置。
【００８８】
（付記７）
　放送信号を受信する放送受信ステップと、
　自己への呼び出しを検出する検出ステップと、
　この検出ステップにより呼び出しが検出されると、前記放送受信ステップによる放送信
号の受信中か否かを判断する放送受信判断ステップと、
　前記検出ステップによる呼び出し検出に対し、応答操作が行われたか否かを判断する応
答判断ステップと、
　前記放送受信判断ステップにより放送信号の受信中であると判断され、前記応答判断ス
テップにより応答操作が行われなかったと判断すると、受信された放送信号に基づく放送
内容と、今回の呼び出し検出に対し応答操作が行われなかった旨とを関連付けて記憶する
記憶ステップと、
からなることを特徴とする放送受信方法。
【００８９】
（付記８）
　コンピュータを、
　放送信号を受信する放送受信手段、
　自己への呼び出しを検出する検出手段、
　この検出手段により呼び出しが検出されると、前記放送受信手段による放送信号の受信
中か否かを判断する放送受信判断手段、
　前記検出手段による呼び出し検出に対し、応答操作が行われたか否かを判断する応答判
断手段、
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　前記放送受信判断手段により放送信号の受信中であると判断され、前記応答判断手段に
より応答操作が行われなかったと判断すると、受信された放送信号に基づく放送内容と、
今回の呼び出し検出に対し応答操作が行われなかった旨とを関連付けて記憶する記憶手段
、
として機能させることを特徴とする放送受信プログラム。
【００９０】
（付記の効果）
　本付記によれば、放送の受信中に呼び出しを検出し、この呼び出しに対して応答操作が
行われなかった場合、この放送の内容と呼び出しがあった旨とを関連付けて記憶させるこ
とで、放送視聴中に着信があり、この着信について応答操作をしなかった場合でも、視聴
後にユーザが確認できる視聴時の呼び出しの有無をユーザに認識させることができる。
【符号の説明】
【００９１】
１　制御部
２　ＲＯＭ
３　ＲＡＭ
４　フラッシュメモリ
５　入力部
６　入出力Ｉ／Ｆ
７　外部記憶媒体
８　テレビ用アンテナ
１０　テレビチューナモジュール
１１　チューナ
１２　ＯＦＤＭ復調回路
２０　映像信号処理部
２１　ＴＳデコーダ
２２　グラフィックデコーダ
２５　表示部
３０　音声出力部
３１　音源ＬＳＩ
３２　ＡＭＰ
３３Ｌ、３３Ｒ　スピーカ
４０　通信制御部
４１　通信データ処理部
４２　オーディオインターフェース
４３　無線部
４４　着信検出部
４５　送話部
４６　受話部
４７　アンテナ
５０　マナー切換ＳＷ
５１　振動モータ
５２　充電池
６０　アドレス・データバス処理部
６１　バス
７０ａ、７０ｂ　Ｉ／Ｏポート
７５　ＥＰＧデータ
７６　番組予約データ
７７　録画リストテーブル
９０　録画ファイルリスト
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９１　裏フラグ
９２　裏不フラグ
９５　案内画面
１００　携帯電話機
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