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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インターネットプロトコル（ＩＰ）を利用した通話の機能を備え、映像または音声の再
生が可能な再生装置であって、
　ＩＰ通信網を介して通話信号を送受信する通信手段と、
　上記通話の着信先に指定されたユーザを特定する着信先特定手段と、
　上記再生装置の周囲にいる人物を検出する人物検出手段と、
　上記人物検出手段が上記ユーザを含む複数の人物を検出した場合に、上記通信手段が受
信した通話信号を、上記ユーザが上記通話を行うことが可能な他の機器に転送する転送手
段と、を備えていることを特徴とする再生装置。
【請求項２】
　再生装置がアクセス可能な記憶部内に上記ユーザとユーザ毎に固有の特徴量とが関連づ
けて記録されており、
　上記人物検出手段が検出した各人物の特徴量を抽出する抽出手段を更に備え、
　上記転送手段は、上記人物検出手段が複数の人物を検出した場合であって、且つ、上記
抽出手段が抽出したいずれかの人物の特徴量が上記ユーザに固有の特徴量と一致する場合
に、上記通信手段が受信した通話信号を上記他の機器に転送する、ように構成されている
、ことを特徴とする請求項１に記載の再生装置。
【請求項３】
　上記記憶部には、上記ユーザと上記ユーザ毎に固有の特徴量とに、さらに、上記ユーザ
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が所有する携帯端末のアドレス情報が関連付けて記録されており、
　上記転送手段は、上記アドレス情報を参照することで、上記通信手段が受信した通話信
号を上記ユーザが所有する携帯端末に転送する、ことを特徴とする請求項２に記載の再生
装置。
【請求項４】
　上記再生装置との間で通信可能に接続された他の再生装置に対して、当該再生装置の周
囲に上記ユーザが居るか否かを返答させる問い合わせ手段を更に備え、
　上記転送手段は、上記通信手段が受信した通話信号を、上記ユーザのみが居ると返答し
た再生装置に転送するように構成されている、ことを特徴とする請求項１または２に記載
の再生装置。
【請求項５】
　上記転送手段が上記通話信号の転送中に上記人物検出手段が上記ユーザだけを検出した
場合には、上記転送手段は上記通話信号の転送を停止する、ことを特徴とする請求項１～
４の何れか１項に記載の再生装置。
【請求項６】
　上記映像には当該映像のジャンルを示すジャンル情報が含まれており、
　上記転送手段は、上記再生装置が再生中の映像のジャンル情報が所定のジャンルを示す
場合にも、上記通信手段が受信した通話信号を上記ユーザが所有する携帯端末に転送する
、ことを特徴とする請求項３に記載の再生装置。
【請求項７】
　請求項１～６の何れか１項に記載の再生装置における各手段を備えていることを特徴と
するテレビジョン受像機。
【請求項８】
　インターネットプロトコル（ＩＰ）を利用した通話の機能を備え、映像または音声の再
生が可能な再生装置が通話処理を行う機器を選択する方法であって、
　ＩＰ通信網を介して通話信号を受信する受信工程と、
　上記通話の着信先に指定されたユーザを特定する着信先特定工程と、
　上記再生装置の周囲にいる人物を検出する人物検出工程と、
　上記人物検出工程において上記ユーザを含む複数の人物を検出した場合に、受信した上
記通話信号を、上記ユーザが上記通話を行うことが可能な他の機器に転送する転送工程と
、
を包含することを特徴とする方法。
【請求項９】
　上記転送工程の後、通話が終了するまで、上記人物検出工程および上記転送工程を繰り
返し実行することを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　請求項１～６の何れか１項に記載の再生装置の各手段としてコンピュータを機能させる
ためのプログラム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＩＰ通話機能を有する再生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）通話機能を有するテレビにより、
テレビ同士でＩＰネットワークを通じて通話することが可能となった（非特許文献１参照
）。
【０００３】
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　また、携帯電話などの携帯端末を用いた通話システムにおいて、所定の通話先との間で
インターネットを介して通話することを可能にするシステムが開発されている（特許文献
１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－１８８９８７号公報（２００３年７月４日公開）
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】「ビエラコミュニケーションカメラＴＹ－ＣＣ１０Ｗを発売」、［onli
ne］、パナソニック社、［２０１１年６月８日検索］、インターネット<http://panasoni
c.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn100420-1/jn100420-1.html>
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、複数のユーザがテレビを視聴しているときにテレビに通話の着信があり、こ
のテレビにて通話を行うと、個人的に通話を行うことが困難であり、通話のプライバシー
を守ることができないといった問題がある。さらには、視聴していたテレビ放送の映像お
よび音声が制限されてしまうため、他のユーザにとっては迷惑となってしまう。
【０００７】
　そこで、本発明は上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、通話のプラ
イバシーを守ることができる、他者との通話が可能な再生装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る再生装置は、上記課題を解決するために、インターネットプロトコル（Ｉ
Ｐ）を利用した通話の機能を備え、映像または音声の再生が可能な再生装置であって、Ｉ
Ｐ通信網を介して通話信号を送受信する通信手段と、上記通話の着信先に指定されたユー
ザを特定する着信先特定手段と、上記再生装置の周囲にいる人物を検出する人物検出手段
と、上記人物検出手段が上記ユーザを含む複数の人物を検出した場合に、上記通信手段が
受信した通話信号を、上記ユーザが上記通話を行うことが可能な他の機器に転送する転送
手段と、を備えている構成である。
【０００９】
　上記構成によれば、再生装置にＩＰ通信網を介した通話の着信があった際に、この再生
装置の周囲にいる人物を検出し、着信先に指定されたユーザを含む複数の人物が検出され
た場合には、着信先に指定されたユーザが通話を行うことが可能な他の機器に通話信号が
転送されることになる。したがって、着信先に指定されたユーザ以外の人物が再生装置の
周囲にいて、通話のプライバシーが守れない状況においては、当該ユーザは転送先の機器
で通話を行うことができ、その結果、プライバシーが守れない状況で通話が開始されてし
まうことを防ぐことができる。
【００１０】
　本発明に係る再生装置では、再生装置がアクセス可能な記憶部内に上記ユーザとユーザ
毎に固有の特徴量とが関連づけて記録されており、上記人物検出手段が検出した各人物の
特徴量を抽出する抽出手段を更に備え、上記転送手段は、上記人物検出手段が複数の人物
を検出した場合であって、且つ、上記抽出手段が抽出したいずれかの人物の特徴量が上記
ユーザに固有の特徴量と一致する場合に、上記通信手段が受信した通話信号を上記他の機
器に転送する、ように構成されていることが好ましい。
【００１１】
　上記構成によれば、記憶部内に記録されているユーザ毎に固有の特徴量に基づいて、ユ
ーザの検出を行なうことができる。
【００１２】
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　本発明に係る再生装置において、上記記憶部には、上記ユーザと上記ユーザ毎に固有の
特徴量とに、さらに、上記ユーザが所有する携帯端末のアドレス情報が関連付けて記録さ
れており、上記転送手段は、上記アドレス情報を参照することで、上記通信手段が受信し
た通話信号を上記ユーザが所有する携帯端末に転送することが好ましい。
【００１３】
　上記構成によれば、着信先に指定されたユーザに直接着信を知らせることができる。そ
のため、複数の人物が再生装置においてコンテンツの視聴をおこなっていた場合に、コン
テンツの視聴を妨げることなく、着信先に指定されたユーザに着信を知らせることができ
、当該ユーザは自身の携帯端末にて通話をすることができる。
【００１４】
　本発明に係る再生装置において、上記再生装置との間で通信可能に接続された他の再生
装置に対して、当該再生装置の周囲に上記ユーザを居るか否かを返答させる問い合わせ手
段を更に備え、上記転送手段は、上記通信手段が受信した通話信号を、上記ユーザのみが
居ると返答した再生装置に転送するように構成されていることが好ましい。
【００１５】
　上記構成によれば、別の再生装置においても、その周囲に着信先に指定されたユーザが
いるかどうかを検出させる。そして、周囲に当該ユーザのみがいると返答してきた再生装
置に、通話信号を転送することができる。したがって、複数の再生装置が設置されている
場合に、着信先に指定されているユーザのみが周囲にいる再生装置にて、通話を行うこと
ができ、通話のプライバシーを守ることができる。
【００１６】
　本発明に係る再生装置において、上記転送手段が上記通話信号の転送中に上記人物検出
手段が上記ユーザだけを検出した場合には、上記転送手段は上記通話信号の転送を停止す
ることが好ましい。
【００１７】
　上記構成によれば、再生装置周囲の状況が変化して、着信先に指定されたユーザだけに
なった際に、通話を携帯端末から再生装置に切り替えることができる。
【００１８】
　本発明に係る再生装置において、上記映像には当該映像のジャンルを示すジャンル情報
が含まれており、上記転送手段は、上記再生装置が再生中の映像のジャンル情報が所定の
ジャンルを示す場合にも、上記通信手段が受信した通話信号を上記ユーザが所有する携帯
端末に転送することが好ましい。
【００１９】
　上記構成によれば、視聴コンテンツのジャンルによっても、通話信号を転送するか否か
が決定される。したがって、視聴を妨げられたくないジャンルのコンテンツを視聴してい
る場合に、視聴が妨げられることを回避することができる。
【００２０】
　本発明に係るテレビジョン受像機は、上述の再生装置における各手段を備えたテレビジ
ョン受像機である。
【００２１】
　上記構成によれば、テレビジョン受像機にて、上述の再生装置における効果と同様の効
果を得ることができる。
【００２２】
　本発明に係る通話処理を行う機器を選択する方法は、インターネットプロトコル（ＩＰ
）を利用した通話の機能を備え、映像または音声の再生が可能な再生装置が通話処理を行
う機器を選択する機器を選択する方法であって、ＩＰ通信網を介して通話信号を受信する
受信工程と、上記通話の着信先に指定されたユーザを特定する着信先特定工程と、上記再
生装置の周囲にいる人物を検出する人物検出工程と、上記人物検出工程において上記ユー
ザを含む複数の人物を検出した場合に、受信した上記通話信号を、上記ユーザが上記通話
を行うことが可能な他の機器に転送する転送工程と、を包含する構成である。
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【００２３】
　上記構成によれば、上述の再生装置と同様の効果を得ることができる。
【００２４】
　本発明に係る通話処理を行う機器を選択する方法において、上記転送工程の後、通話が
終了するまで、上記人物検出工程および上記転送工程を繰り返し実行することが好ましい
。
【００２５】
　上記構成によれば、通話の途中で、通話を開始したユーザが移動した場合であっても、
当該ユーザが現在いる状況に応じた機器に通話を転送することができ、当該機器でもって
通話を続けることができる。
【００２６】
　なお、上述の再生装置を動作させるためのプログラム、およびそのようなプログラムが
記録された記録媒体も、本発明の範疇に含まれる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、再生装置の周囲の状況に応じて、再生装置に着信のあった通話信号を
他の機器に転送できるため、望まない状況において再生装置で通話が開始されてしまうこ
とを防ぐことができ、通話のプライバシーを守ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明に係る再生装置の一実施形態の要部構成を示すブロック図である。
【図２】本発明に係る再生装置の一実施形態の全体構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態において、本発明の実施が想定される状況を模式的に示す図
である。
【図４】本発明の一実施形態における通話機器を選択する処理の流れを示すフローチャー
トである。
【図５】本発明に係る再生装置の一実施形態において、記憶部に格納されたユーザ識別テ
ーブルの一例を示す図である。
【図６】本発明に係る再生装置の一実施形態の要部構成を示すブロック図である。
【図７】本発明の一実施形態における別の再生装置の要部構成を示すブロック図である。
【図８】本発明の一実施形態において、本発明の実施が想定される状況を模式的に示す図
である。
【図９】本発明の一実施形態における通話機器を選択する処理の流れを示すフローチャー
トである。
【図１０】本発明の一実施形態において、本発明の実施が想定される状況を模式的に示す
図である。
【図１１】本発明の一実施形態における通話機器を選択する処理の流れを示すフローチャ
ートである。
【図１２】本発明に係る再生装置の一実施形態の要部構成を示すブロック図である。
【図１３】本発明に係る再生装置の一実施形態において、記憶部に格納された転送設定テ
ーブルの一例を示す図である。
【図１４】本発明の一実施形態における通話機器を選択する処理の流れを示すフローチャ
ートである。
【図１５】本発明の一実施形態において、本発明の実施が想定される状況を模式的に示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　〔実施の形態１〕
　本発明の一実施形態について、図１～図５に基づいて説明すれば以下の通りである。
【００３０】
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　本実施の形態における再生装置は、ＩＰ（インターネットプロトコル）通信網を利用し
た通話を行うための電話機能を有するテレビジョン受像機（以下、単にテレビと称する）
である。しかしながら、再生装置はテレビに限定されるものでなく、ＩＰ通話を行うこと
ができるパーソナルコンピュータ等でもあり得る。なお、本実施の形態において通話とは
、映像および音声を含むビデオ通話に限定されず、音声のみを含む通話であってもよい。
以下の説明では、着信を知らせる信号と、映像データおよび音声データの少なくとも何れ
か一方を含む通話における信号とを区別せずに、通話信号と称する。すなわち、通話を開
始する前の電話の着信時においては、通話信号は、着信を知らせる信号のことを指し、通
話を開始した後においては、通話信号は、映像データおよび音声データの少なくとも何れ
か一方を含む通話に係る信号のことを指す。
【００３１】
　（テレビの概要）
　まず、図２を用いて、本実施の形態におけるテレビの構成の概要を説明する。図２は、
本実施の形態におけるテレビ１の構成を模式的に示すブロック図である。
【００３２】
　図２において、テレビ１は、例えば、画面サイズ１６：９（１９２０×１０１０ドット
）の液晶表示装置１２２を備えている。テレビ１は、バス１０８に接続されたＣＰＵ１０
６およびメモリ１０７を備えており、テレビ１の動作は、ＣＰＵ１０６およびメモリ１０
７に記録された各種の制御プログラムにより制御される。すなわち、本実施形態のテレビ
１は、ＣＰＵ６を含むコンピュータシステムによって制御されており、テレビ１をコンピ
ュータによって動作させるためのプログラムはメモリ７に記録されている。
【００３３】
　テレビ１はデジタルチューナー部１１４およびアナログチューナー部１１２を備えてお
り、デジタル放送およびアナログ放送のいずれも受信可能である。また、外部入力部１３
１には、ＨＤＤまたはＳＤカードなどの固体メモリ、ＢＤ（ブルーレイディスク）、ＤＶ
ＤまたはＣＤなどのディスク装置、及び種々の外部機器１３０が接続可能である。また、
ＩＰ放送チューナー部１２３を備えており、ＩＰ放送の受信も可能である。
【００３４】
　テレビ１は、この他、ＡＶスイッチ部１１３、デジタル復調部１１５、分離部（ＤＭＵ
Ｘ）１１６、ビデオデコード／キャプチャ部１１７、ビデオセレクタ部１１８、映像処理
部１１９、加算回路１２０、表示制御部１２１、ＥＰＧ／ＯＳＤ／予約処理部１２４、オ
ーディオデコード部１２５、オーディオセレクタ部１２６、音声出力変換部１２７、スピ
ーカ１２８、選局部１３３、通信部１６、リモコン受光部１３５および周囲の明るさを検
出するためのＯＰＣ（ＲＧＢ）センサー３３を備えている。
【００３５】
　（テレビ１の要部構成）
　続いて、テレビ１の要部構成について、図１を参照して説明する。図１は、テレビ１の
要部構成を示すブロック図である。図１に示すように、テレビ１は、制御部１０、通信部
１６、通話入力部１７および通話出力部１８を備えている。
【００３６】
　制御部１０は通話を行う機器を選択し、通話信号の送受信および転送を制御する。制御
部１０は、着信先特定部（着信先特定手段）１１、判定部（人物検出手段、抽出手段）１
２、通信制御部（通信手段、転送手段）１３、通話処理部（通信手段）１４、および記憶
部１５を備えている。
【００３７】
　着信先特定部１１は、テレビ１において着信のあった電話がどのユーザ宛の着信である
か、すなわち着信先としてどのユーザが指定されているかを、通話信号から特定する。例
えば、テレビ１において通話を行うためのアカウントがユーザ毎に設定されている場合に
は、どのアカウントに対する着信であるかを特定することにより、どのユーザ宛の着信で
あるかを特定できる。あるいは、通話信号の中に、どのユーザ宛であるかを特定する識別
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用パケットが含まれている場合には、これを参照することにより、どのユーザ宛の着信で
あるかを特定すればよい。
【００３８】
　判定部１２は、テレビ１に接続されたカメラ等の撮像素子３１から出力される画像デー
タを取得し、テレビ１の視聴者あるいはテレビ１の周囲にいる人物を検出する。画像デー
タから人物を検出する方法としては、顔認識等の画像解析技術を用いることができる。な
お、撮像素子３１はテレビ１に内蔵されていてもよい。さらに、判定部１２は、（ａ）着
信先として指定されたユーザを示す着信先情報、および（ｂ）ユーザと、ユーザの顔画像
等、ユーザを識別するための情報（特徴量）とが関連づけられたユーザ識別テーブル（ユ
ーザ識別情報）を用いて、検出された人物の中に、着信先に指定されたユーザがいるかど
うかを判定する。また、検出された人物の中に、着信先に指定されたユーザ以外の人物が
いるかどうかを判定する。
【００３９】
　通信制御部１３は、他の機器とのネットワーク接続を確立する。また、判定部１２によ
る判定結果に応じて、ＩＰを利用した通話が可能な別の機器に、通話信号を通信部１６を
介して転送させるか、または、通話処理部１４を介してテレビ１にて通話を開始させる。
ここで、ＩＰを利用した通話が可能な別の機器とは、着信先に指定されたユーザが所有す
る、携帯電話およびスマートフォンなどの携帯端末である。本実施の形態における以下の
説明および後述する実施の形態では、携帯電話として説明するがこれに限定されるもので
はない。なお、通信部１６からの別の機器への転送は、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　
Ｎｅｔｗｏｒｋ）を通じて行う。また、テレビ１と携帯電話との通信は、無線ルータを介
して無線通信する構成が挙げられる。テレビ１と携帯電話との間の無線通信をサポートす
る通信規格としては、ＩＥＥＥ８０２．１１シリーズ（「ＷｉＦｉ」）が挙げられるが、
これに限定されない。テレビ１が無線ＬＡＮ用の通信インタフェースを備えている場合に
は、テレビ１と携帯電話とが無線ルータを介さずに無線通信する構成を採用してもよい。
例えば、ＷｉＦｉダイレクトによって、外部ルータを介さずに、テレビ１と携帯電話とを
１対１で接続することもできる。
【００４０】
　通話処理部１４は、判定部１２による判定結果に応じて、受信した通話信号を通話出力
部１８に送信させ、液晶表示装置およびスピーカ等の出力装置に出力させる。また、通話
入力部１７が受け付けた、テレビ１に接続されたカメラおよびマイク等の入力装置から入
力される通話に係る映像および音声のデータを含む通話信号を、通信部１６を介して発信
元に送信させる。
【００４１】
　記憶部１５は、上述のユーザ識別テーブルおよび制御部１０の機能を実現させるための
プログラムを格納している。
【００４２】
　なお、制御部１０は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、
ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　
Ｍｅｍｏｒｙ）等を備えて構成されており、ＲＯＭおよびＲＡＭ等に記録されているプロ
グラムをＣＰＵが実行することにより、上述した各機能を実現する。
【００４３】
　通信部１６は、ＩＰ通信網を通じて外部機器と通信を行う。
【００４４】
　通話入力部１７は、テレビ１に接続されたカメラおよびマイク等の入力装置から入力さ
れる通話に係る映像および音声のデータを含む通話信号を、通信部１６に送信する。
【００４５】
　通話出力部１８は、通信部１６が受信した通話信号に含まれる映像および音声のデータ
を、液晶表示装置およびスピーカ等の出力装置に送信する。
【００４６】
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　ここで、ユーザ識別テーブルの一例を図５に示す。ユーザ識別テーブルは、図５に示す
ように、（ｉ）ユーザ名（具体的にはＶｏＩＰ通話のアカウント名）、（ｉｉ）顔認識に
使用されるユーザの顔画像、さらに（ｉｉｉ）ユーザが所持する携帯電話４のＭＡＣアド
レス（アドレス情報）が関連付けられているテーブルである。ユーザ識別テーブルは、ユ
ーザがテレビ１に接続されている撮像素子３１等で自分の顔を撮像し、さらに、登録する
自分のアカウント名と自分の携帯電話４のＭＡＣ情報をテレビ１に入力することで作成さ
れる。あるいは、携帯電話４から、携帯電話４に保存されている自分の顔が被写体となっ
ている写真データを、ＭＡＣアドレスとともにテレビ１に送信することによっても作成さ
れ得る。
【００４７】
　（通話機器選択の流れ）
　次に、以上のように構成されたテレビ１にて実行される処理について、図３～４を参照
して以下に説明する。以下に示す処理は、例えば、図３に示すような、複数の人物（ユー
ザＡ、ユーザＢおよびユーザＣ）がテレビ１を視聴している状況において、ユーザＡとは
異なる家にいるユーザＸ（発信元）からユーザＡ（着信先）宛に、ＩＰを利用した電話の
着信があるような状況が想定される。また、テレビ１は、ＷｉＦｉにより通信を行ってお
り、同じ家の中にあるＷｉＦｉルータ３を介してＩＰ通信網と接続されている。
【００４８】
　図４は、テレビ１における通話機器選択の処理の流れを示すフローチャートである。
【００４９】
　ユーザＸからの通話信号は、ＷｉＦｉルータ３を介して、テレビ１の通信部１６（図３
では、ＷｉＦｉ通信部１６）が受信する。受信した通話信号は着信先特定部１１に送られ
る。着信先特定部１１は、通話信号から、着信のあった電話がどのユーザ宛のものである
かを特定する（ステップＳ１０１）。着信先特定部１１は、ユーザＡ宛の受信であったこ
とを示す着信先情報を作成し、判定部１２に提供する。
【００５０】
　ユーザＡ宛の受信であったことを示す着信先情報が着信先特定部１１から送られてくる
と、判定部１２は、撮像素子３１から送られてくる映像から人物を検出し、記憶部１５に
格納されているユーザ識別テーブルを参照して、撮像素子３１の検出範囲５内にいる人物
の中に、ユーザＡがいるかどうかを判定する（ステップＳ１０２）。具体的には、判定部
１２は、送られてきた着信先情報を参照してアカウント名（ここでは「ユーザＡ」）を特
定する。そして、判定部１２は、撮像素子３１から送られてくる映像から各人物の顔画像
を抽出する。さらに、判定部１２は、記憶部１５に格納されているユーザ識別テーブル中
から、着信先情報の参照により特定されたアカウント名（ここでは「ユーザＡ」）を含む
レコードを検索する。そして、判定部１２は、検索されたレコードに登録されている顔画
像（ここでは、「ユーザＡ」の顔画像）と抽出したいずれかの顔画像とが一致（整合）す
るか否かを判定する。登録されていた「ユーザＡ」の顔画像が、抽出したいずれかの顔画
像とも一致しないと判定した場合には、検出した人物の中にユーザＡがいないと判定する
。一方、登録されていた「ユーザＡ」の顔画像が、抽出したいずれかの顔画像と一致する
と判定した場合には、検出した人物の中にユーザＡがいると判定する。
【００５１】
　判定部１２が、検出した人物の中にユーザＡがいないと判定した場合には（ステップＳ
１０２でＮＯ）、判定部１２はその判定結果を通信制御部１３に通知する。一方、検出し
た人物の中にユーザＡがいると判定した場合には（ステップＳ１０２でＹＥＳ）、判定部
１２は、さらに、ユーザＡ以外の人物がいるかどうかを判定する（ステップＳ１０３）。
例えば、判定部１２が複数の人物を検出している場合、あるいは、抽出した顔画像の中に
、登録されていた「ユーザＡ」の顔画像と一致しない顔画像が含まれていると判定した場
合に、ユーザＡ以外の人物がいると判定することができる。判定部１２がユーザＡ以外の
人物がいると判定した場合には（ステップＳ１０３でＹＥＳ）、その判定結果を通信制御
部１３に通知する。なお、ここで「ユーザＡ以外の人物」とは、「ユーザＡ」以外であれ
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ば誰もが該当し、ユーザ認識テーブルに登録されている人物に限定されるものではない。
【００５２】
　通信制御部１３は、判定部１２から通知を受けると、着信先情報を着信先特定部１１か
ら受けるとともに、ユーザ識別テーブルを参照し、ユーザＡが所有する携帯電話４のＭＡ
Ｃアドレスを取得し（ステップＳ１０４）、この携帯電話４へのコネクションを確立する
（ステップＳ１０５）。次いで、通信部１６を介して、ユーザＡが所有する携帯電話４に
通話信号を転送する（ステップＳ１０６）。
【００５３】
　一方、検出した人物の中に、ユーザＡがいる場合であって、ユーザＡ以外の人物がいな
いと判定した場合には（ステップＳ１０３でＮＯ）、判定部１２は、その判定結果を通話
処理部１４に通知する。通話処理部１４は、判定部１２からの通知を受けると、テレビ１
にて通話信号を受け付け、テレビ１での通話を開始させる（ステップＳ１１０）。映像デ
ータおよび音声データを含む通話信号の発信元との送受信は、通信部１６を介して行われ
る。
【００５４】
　テレビ１から転送された通話信号が携帯電話４で受け付けられると、通信制御部１３は
、通信部１６において受信した映像データおよび音声データを含む発信元からの通話信号
を、通信部１６から携帯電話４に転送する。
【００５５】
　上述した各処理が実行されることにより、テレビ１に対してユーザＡ宛にテレビ電話が
かかってきた場合に、ユーザＡがテレビ１の周囲にいるが、同時に、他のユーザもテレビ
１の周囲にいるときには、ＬＡＮを介してユーザＡの携帯電話４に電話を転送することが
できる。同様に、ユーザＡがテレビ１の周囲にいないときにも、ユーザＡの携帯電話４に
電話を転送することができる。これにより、他のユーザがいるところで通話が開始される
ことを防ぐことができ、通話のプライバシーを守ることができる。また、テレビ１での通
話に起因する、他のユーザのテレビの視聴が妨げられることを回避することができる。
【００５６】
　なお、携帯電話４は、ユーザの操作によって、あるいは携帯電話４が備える記録部に記
録された情報に基づき、転送されてくる通話信号を受信するか否かを選択する選択部、お
よびその選択結果をテレビ１に送信する送信部を備えている携帯電話であってもよい。こ
の場合、テレビ１の通信部１６および制御部１０は、携帯電話４から送信されてくる選択
結果に応じて、テレビ１にて通話を開始させる機能を有していることが好ましい。このよ
うな構成を有することにより、例えば、ユーザＡ以外の人物がテレビ１の周囲にいるとき
にテレビ１に着信があり、通話信号が携帯電話４に転送された際に、ユーザが携帯電話４
を操作して、例えば、携帯電話４が有する受信拒否ボタンを押下げすることによって、選
択部は通話信号を受信しないことを選択し、その選択結果を携帯電話４の送信部からテレ
ビ１に送信することができる。通信部１６および制御部１０は、この信号を受信すると、
テレビ１にて通話を開始させる。したがって、ユーザＡ以外の人物がテレビ１の周囲にい
るときであっても、テレビ１にて通話を行うことができる。本構成を有するテレビ１およ
び携帯電話４は、例えば、複数人でもってテレビ通話を行いたい場合に特に有用である。
なお、転送されてくる通話信号の受信可否は、ユーザが携帯電話４を直接操作する場合に
限らず、通話信号の発信元と受信するか否かの選択結果とを予め対応づけた情報を携帯電
話４の記録部に記録させておき、携帯電話４の選択部が当該情報および通話信号に含まれ
る発信元の情報を参照することにより、受信するか否かを選択するものであってもよい。
【００５７】
　〔実施の形態２〕
　本発明の他の実施形態について、図６～９に基づいて説明すれば以下の通りである。な
お、説明の便宜上、前述の実施の形態で用いたものと同じ機能を有する部材には同じ参照
符号を付して、その説明を省略する。
【００５８】
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　本実施の形態においては、家の中に、ＩＰ通信網を利用したビデオ通話を行うための電
話機能を有するテレビが複数（テレビ１ａ、テレビ２）設置されている。それぞれのテレ
ビはＬＡＮにより互いに接続されている。ここでは、通信方法としてＷｉＦｉを利用して
いるが、これに限定されるものではない。
【００５９】
　（テレビ１ａの要部構成）
　本実施の形態におけるテレビの要部構成について、図６を参照して説明する。図６は、
本実施の形態におけるテレビ１ａの要部構成を示すブロック図である。
【００６０】
　図６に示すように、テレビ１ａは、制御部１０において判定要求部（問い合わせ手段）
１９を備えている点で、テレビ１と異なっている。
【００６１】
　判定要求部１９は、判定部１２による判定結果に応じて、テレビ２の周囲に、着信先に
指定されたユーザがいるかどうか、および着信先に指定されたユーザ以外の人物がいるか
どうかを判定させ、その結果を返答させる指示を、通信部１６を介してテレビ２に送信す
る。また、テレビ２から送信される判定結果を、通信部１６を介して受信し、その判定結
果に応じた処理を通信制御部１３に実行させる。
【００６２】
　（テレビ２の要部構成）
　図７は、テレビ２の要部構成を示すブロック図である。なお、テレビ２の基本的な構成
は、図２に示されるテレビ１の構成と同じである。
【００６３】
　テレビ２は、制御部４０、通信部４６、通話入力部４７および通話出力部４８を備えて
いる。また、制御部４０は、判定部４２、通信制御部４３、通話処理部４４、および記憶
部４５を備えている。
【００６４】
　判定部４２は、テレビ２に接続されたカメラ等の撮像素子５１から出力される画像デー
タを取得し、顔認識等の画像解析技術により、テレビ２の視聴者あるいはテレビ２の周囲
にいる人物を検出する。なお、撮像素子５１はテレビ２に内蔵されていてもよい。さらに
、判定部４２は、実施形態１の判定部１２と同様の方法で、テレビ１ａから送信される着
信先に指定されたユーザを示す着信先情報、および記憶部４５に記憶されているユーザ識
別テーブルを用いて、検出された人物の中に、着信先に指定されたユーザがいるかどうか
を判定する。また、検出された人物の中に、着信先に指定されたユーザ以外の人物がいる
かどうかを判定する。ここで、記憶部４５に格納されているユーザ識別テーブルは、テレ
ビ１ａの記憶部１５に格納されているものと同じである。そのため、ユーザ識別テーブル
は、テレビ１ａから送られてくるものであってもよい。
【００６５】
　通信制御部４３は、他の機器とのネットワーク接続を確立する。また、判定部４２の判
定結果を、通信部４６を介して送信させる。
【００６６】
　通話処理部４４は、テレビ２にて通話を行う場合に、受信した通話信号を通話出力部４
８に送信して、液晶表示装置およびスピーカ等の出力装置に出力させる。また、通話入力
部４７が受け付けた、テレビ２に接続されたカメラおよびマイク等の入力装置から入力さ
れる通話に係る映像および音声のデータを含む通話信号を、通信部４６を介して、テレビ
１ａまたは発信元に送信させる。
【００６７】
　なお、制御部４０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を備えて構成されており、ＲＯＭおよ
びＲＡＭ等に記録されているプログラムをＣＰＵが実行することにより、上述した各機能
を実現する。
【００６８】
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　通信部４６は、ＩＰ通信網を通じて外部機器と通信を行う。
【００６９】
　通話入力部４７は、テレビ２に接続されたカメラおよびマイク等の入力装置から入力さ
れる通話に係る映像および音声のデータを含む通話信号を、通信部４６に送信する。
【００７０】
　通話出力部４８は、通信部４６が受信した通話信号に含まれる映像および音声のデータ
を、液晶表示装置およびスピーカ等の出力装置に送信する。
【００７１】
　（通話機器選択の流れ）
　次に、以上のように構成されたテレビ１ａおよびテレビ２にて実行される処理について
、図８および９を参照して以下に説明する。
【００７２】
　図９は、テレビ１ａおよびテレビ２における通話機器選択の処理の流れを示すフローチ
ャートである。なお、以下に示す処理は、例えば、図８に示すような、ユーザＢがテレビ
１ａを視聴しており、ユーザＡがテレビ１ａとは異なる部屋にあるテレビ２を視聴してい
る状況において、ユーザＡとは異なる家にいるユーザＸ（発信元）からユーザＡ（着信先
）宛に、ＩＰを利用した電話の着信があるような状況が想定される。テレビ１ａは、同じ
家の中にあるＷｉＦｉルータ３を介してＩＰ通信網と接続されている。また、テレビ１ａ
およびテレビ２は無線ＬＡＮ（ＷｉＦｉ）で接続されており、互いに通信が可能である。
【００７３】
　ユーザＸからの通話信号は、ＷｉＦｉルータ３を介して、テレビ１の通信部１６（図８
ではＷｉＦｉ通信部１６）が受信する。受信した通話信号は着信先特定部１１に送られる
。着信先特定部１１は、通話信号から、着信のあった電話がどのユーザ宛のものであるか
を特定する（ステップＳ２０１）。着信先特定部１１は、ユーザＡ宛の受信であったこと
を示す着信先情報を作成し、判定部１２に提供する。
【００７４】
　ユーザＡ宛の受信であったことを示す着信先情報が着信先特定部１１から送られてくる
と、判定部１２は、撮像素子３１から送られてくる映像から人物を検出し、記憶部１５に
格納されているユーザ識別テーブルを参照して、撮像素子３１の検出範囲５内に、ユーザ
Ａがいるかどうかを判定する（ステップＳ２０２）。判定における具体的な処理内容は、
上述の実施形態のテレビ１における処理内容と同様である。検出した人物の中にユーザＡ
がいると判定した場合には（ステップＳ２０２でＹＥＳ）、さらに、ユーザＡ以外の人物
がいるかどうかを判定する（ステップＳ２０３）。ユーザＡがおり、かつユーザＡ以外の
人物がいると判定した場合には（ステップＳ２０３でＹＥＳ）、その判定結果を通信制御
部１３に通知する。
【００７５】
　通信制御部１３は、判定部１２から通知を受けると、着信先情報を着信先特定部１１か
ら受けるとともに、ユーザ識別テーブルを参照し、ユーザＡが所有する携帯電話４のＭＡ
Ｃアドレスを取得して、この携帯電話４へのコネクションを確立する。次いで、通信部１
６を介して、ユーザＡが所有する携帯電話４に通話信号を転送する（ステップＳ２０４）
。
【００７６】
　一方、判定部１２が、検出した人物の中にユーザＡがいる場合であって、かつユーザＡ
以外の人物がいないと判定した場合には（ステップＳ２０３でＮＯ）、判定部１２は、そ
の判定結果を通話処理部１４に通知する。通話処理部１４は、判定部１２からの通知を受
けると、テレビ１ａにて通話信号を受け付け、テレビ１ａでの通話を開始させる（ステッ
プＳ２１０）。
【００７７】
　ステップＳ２０２において、判定部１２が、検出した人物の中にユーザＡがいないと判
定した場合には（ステップＳ２０２でＮＯ）、判定部１２は、その判定結果を判定要求部
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１９に通知する。判定要求部１９は、判定部１２から通知を受けると、着信先に指定され
たユーザを特定する着信先情報を着信先特定部１１から取得して、これを通信部１６を介
してテレビ２に送信する（ステップＳ２０６）。このとき、テレビ２の電源がＯＦＦの場
合には、テレビ２の電源をＯＮにする信号も送信する（ステップＳ２０６）。
【００７８】
　テレビ２の通信部４６は、着信先情報をテレビ１ａから受信すると、これを判定部４２
に提供する。着信先情報の提供を受けると、判定部４２は、撮像素子５１から送られてく
る映像から人物を検出し、記憶部４５に格納されているユーザ識別テーブルを参照して、
撮像素子５１の検出範囲５’内に、ユーザＡがいるかどうかを判定する（ステップＳ２０
７）。判定における具体的処理内容は、上述の実施形態のテレビ１における処理内容と同
様である。検出した人物の中にユーザＡがいないと判定した場合には（ステップＳ２１２
でＮＯ）、その判定結果を通信部４６を介してテレビ１ａに送信する。判定要求部１９が
、ユーザＡを検出しなかったとの判定結果の返答をテレビ２から受信すると、その判定結
果を通信制御部１３に通知する。通信制御部１３は、判定要求部１９から上記の判定結果
を受けると、ユーザ識別テーブルを参照し、着信先情報に基づきユーザＡが所有する携帯
電話４のＭＡＣアドレスを取得して、携帯電話４へのコネクションを確立する。次いで、
通信部１６を介して、ユーザＡが所有する携帯電話４に通話信号を転送する（ステップＳ
２０８）。テレビ１ａは、テレビ２の電源がもともとＯＦＦであった場合には、テレビ２
の電源をＯＦＦにする信号をテレビ２に送信する（ステップＳ２０９）。
【００７９】
　一方、テレビ２の判定部４２が、検出した人物の中にユーザＡがいると判定した場合に
は（ステップＳ２０７でＹＥＳ）、テレビ２の判定部４２はさらに、撮像素子５１の検出
範囲５’内に、ユーザＡ以外の人物がいるかどうかを判定する（ステップＳ２１０）。ユ
ーザＡ以外の人物がいると判定した場合には（ステップＳ２１０でＹＥＳ）、その判定結
果を通信部４６を介してテレビ１ａに送信する。判定要求部１９が、ユーザＡを検出しさ
らに別の人物も検出したとの判定結果の返答をテレビ２から受信すると、その判定結果を
通信制御部１３に通知する。通信制御部１３は、判定要求部１９から上記の判定結果を受
けると、ユーザ識別テーブルを参照し、着信先情報に基づきユーザＡが所有する携帯電話
のＭＡＣアドレスを取得して、この携帯電話へのコネクションを確立する。次いで、通信
部１６を介して、ユーザＡが所有する携帯電話４に通話信号を転送する（ステップＳ２１
１）。
【００８０】
　一方、テレビ２の判定部４２が、検出した人物の中にユーザＡがいる場合であってユー
ザＡ以外の人物がいないと判定した場合には（ステップＳ２１０でＮＯ）、その判定結果
を通信部４６を介してテレビ１ａに送信する。判定要求部１９が、ユーザＡを検出しさら
に別の人物を検出しなかったとの判定結果をテレビ２から受信すると、その判定結果を通
信制御部１３に通知する。通信制御部１３は、判定要求部１９から上記の判定結果を受け
ると、通信部１６を介して、通話信号をテレビ２に転送する。（ステップＳ２１２）。テ
レビ２にて通話信号を受け付けた後（ステップＳ２１３）は、通信部１６を介して、映像
データおよび音声データを含む通話信号を送受信させる。
【００８１】
　なお、テレビ２にて通話がなされる場合、テレビ１ａで受信している通話信号をテレビ
２に転送して実現される構成に限定されるものではない。例えば、テレビ２が通話信号を
受け付けた際に、発信元に対してテレビ２のＩＰ情報を送信することによって、通話の接
続先をテレビ１ａからテレビ２に変更するように、発信元に対して要求する構成であって
もよい。
【００８２】
　上述した各処理が実行されることにより、家の中に複数のテレビが設置されている状況
において、テレビ電話の着信があった場合に、ある特定のテレビ（ここではテレビ１ａ）
の周囲にいる場合に限らず、別のいずれかのテレビ（ここではテレビ２）の周囲にいる場
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合にも、テレビでの通話を開始することが可能となる。また、この場合であっても、別の
ユーザがユーザＡとともにテレビの周囲にいるときには、ユーザＡの携帯電話４に通話信
号が転送されるため、別のユーザがいる状況でテレビでの通話が開始されることを回避で
き、通話のプライバシーを守ることができる。
【００８３】
　上述の説明においては、２台のテレビ（１ａ、２）が設定されている場合を想定してい
るが、これに限定されず、互いに無線ＬＡＮで接続された３台以上のテレビが設置されて
いてもよい。
【００８４】
　〔実施の形態３〕
　本発明の他の実施形態について、図１０～１１に基づいて説明すれば以下の通りである
。なお、説明の便宜上、前述の実施の形態で用いたものと同じ機能を有する部材には同じ
参照符号を付して、その説明を省略する。
【００８５】
　本実施の形態においては、例えば図１０に示すような、家の中に、ＩＰ通信網を利用し
たビデオ通話を行うための電話機能を有するテレビが複数（テレビ１ｂ、テレビ２）設置
されており、さらに着信先に指定されているユーザＡが家の中を移動することを想定して
いる（例えば、（ｉ）テレビ１ｂの周囲と、（ｉｉ）テレビ１ｂおよびテレビ２の何れの
周囲でもない場所と、（ｉｉｉ）テレビ２の周囲との間を移動）。
【００８６】
　本実施の形態におけるテレビの内部構成および機能については、上述のテレビ１ａおよ
びテレビ２と同様である。
【００８７】
　（通話機器選択の流れ）
　図１１は、テレビ１ｂおよびテレビ２における通話機器選択の処理の流れを示すフロー
チャートである。
【００８８】
　テレビ１ｂの周囲にユーザＡのみがいる場合に、テレビ１ｂにて通話を開始するまでの
各処理（ステップＳ３０１～Ｓ３０３、Ｓ３０５）、テレビ２の周囲にユーザＡのみがい
る場合に、テレビ２にて通話を開始するまでの各処理（ステップＳ３０１、Ｓ３０２、Ｓ
３０６、Ｓ３０７、Ｓ３０９、Ｓ３１１）、および何れのテレビの周囲にもユーザＡがい
ないか、あるいはユーザＡとともにユーザＡ以外の人物もテレビの周囲にいる場合に、ユ
ーザＡが所持する携帯電話４に通話信号を転送するまでの各処理（ステップＳ３０１～Ｓ
３０４、Ｓ３０６～Ｓ３０１０）については、実施の形態２におけるテレビ１ａおよびテ
レビ２における対応する各処理と同じである。
【００８９】
　本実施の形態においては、ユーザＡが所持する携帯電話４に通話信号が転送された場合
に、テレビ１ｂの判定部１２は、通話信号を携帯電話４に転送させた後（ステップＳ３０
２、Ｓ３０８またはＳ３１０の後）も引き続き、撮像素子３１から送られてくる映像から
人物を検出し、記憶部１５に格納されているユーザ識別テーブルを参照して、検出した人
物の中に、ユーザＡがいるかどうかを判定する。そして、テレビ１ｂの各部において、そ
の判定結果に応じた上述の各処理を引き続き実行する。同様にテレビ２の判定部４２にお
いても引き続き、撮像素子５１から送られてくる映像から人物を検出し、記憶部４５に格
納されているユーザ識別テーブルを参照して、検出した人物の中に、ユーザＡがいるかど
うかを判定する。そして、テレビ２の各部において、その判定結果に応じた上述の各処理
を引き続き実行する。
【００９０】
　同様に、ユーザＡがテレビ１ｂの周囲に一人でいて、テレビ１ｂにて通話を開始した場
合に、テレビ１ｂの判定部１２は、テレビ１ｂにて着信を受け付けた後（ステップＳ３０
５の後）も引き続き、撮像素子３１から送られてくる映像から人物を検出し、記憶部１５
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に格納されているユーザ識別テーブルを参照して、検出した人物の中に、ユーザＡがいる
かどうかを判定する。そして、テレビ１ｂの各部において、その判定結果に応じた上述の
各処理を引き続き実行する。判定部１２は、ユーザＡの通話が終了するまで、ユーザＡの
検出を続ける。ユーザＡがテレビ２または携帯電話４にて通話を行っている場合であって
、テレビ２または携帯電話４が、テレビ１ｂを介さずに発信元との通話信号の送受信を行
っている場合には、通話終了後に、通話が終了した旨を知らせる信号をテレビ１ｂに対し
て送信すればよい。同様にテレビ２の判定部４２においても引き続き、撮像素子５１から
送られてくる映像から人物を検出し、記憶部４５に格納されているユーザ識別テーブルを
参照して、検出した人物の中に、ユーザＡがいるかどうかを判定する。そして、テレビ２
の各部において、その判定結果に応じた上述の各処理を引き続き実行する。判定部４２は
、ユーザＡの通話が終了するまで、ユーザＡの検出を続ける。ユーザＡがテレビ１ｂまた
は携帯電話４にて通話を行っている場合には、通話終了後に、通話が終了した旨を知らせ
る信号をテレビ２に対して送信すればよい。
【００９１】
　同様に、ユーザＡがテレビ２の周囲に一人でいて、テレビ２にて通話を開始した場合、
テレビ２の判定部４２は、テレビ２にて着信を受け付けた後（ステップＳ３１１の後）も
引き続き、撮像素子５１から送られてくる映像から人物を検出し、記憶部４５に格納され
ているユーザ識別テーブルを参照して、検出した人物の中に、ユーザＡがいるかどうかを
判定する。そして、各部において、その判定結果に応じた上述の各処理を引き続き実行す
る。同様にテレビ１ｂの判定部１２においても引き続き、撮像素子３１から送られてくる
映像から人物を検出し、記憶部１５に格納されているユーザ識別テーブルを参照して、検
出した人物の中に、ユーザＡがいるかどうかを判定する。そして、各部において、その判
定結果に応じた上述の各処理を引き続き実行する。すなわち、通話信号を携帯電話４また
はテレビ２に転送している状態において、判定部１２がユーザＡだけを検出するにいたっ
た場合には、通信制御部１３を制御して通話信号の転送を停止させ、通話処理部１４を制
御してテレビ１ｂでの通話を開始させる。
【００９２】
　上記の処理が実行されることにより、携帯電話４にて通話を行っているユーザＡが移動
して、テレビ１ｂまたはテレビ２の周囲に一人でいる状態が生じたときに、通話が携帯電
話４からテレビ１ｂまたはテレビ２に切り替わり、テレビ１ｂまたはテレビ２にて通話を
開始することができる。
【００９３】
　また、テレビ１ｂにて通話を行っていたユーザＡが移動して、テレビ１ｂの周囲から離
れたときに、通話がテレビ１ｂからユーザＡの携帯電話４に切り替わり、携帯電話４にて
通話を再開することができる。さらに、ユーザＡがテレビ２の周囲まで移動して、テレビ
２の周囲に一人でいる状態が生じたときには、通話が携帯電話４からテレビ２に切り替わ
り、テレビ２にて通話を再開することができる。
【００９４】
　同様に、テレビ２にて通話を行っているユーザＡが移動して、テレビ２の周囲から離れ
たときに、通話がテレビ２からユーザＡの携帯電話４に切り替わり、携帯電話４にて通話
を開始することができる。さらに、ユーザＡがテレビ１ｂの周囲まで移動して、テレビ１
ｂの周囲に一人でいる状態が生じたときには、通話が携帯電話４からテレビ１ｂに切り替
わり、テレビ１ｂにて通話を再開することができる。
【００９５】
　したがって、ユーザは、移動しながらも通話を維持することができるようになる。
【００９６】
　なお、ユーザＡがテレビ１ｂまたはテレビ２にて通話を行っている最中に別のユーザが
検出範囲５・５’内に現れたときに、ユーザＡの携帯電話へ通話を転送するか否かを、ユ
ーザが設定できる構成であってもよい。これによれば、ユーザＡがテレビ１ｂまたはテレ
ビ２にて通話を行っている最中に別のユーザが検出範囲５・５’内に現れた際、ユーザＡ
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の携帯電話へ通話を転送する場合に限らず、引き続きテレビ１ｂまたはテレビ２にて通話
を行うことも可能である。例えば、ユーザＡがテレビ１ｂにて通話を行っている場合にお
いて、ユーザの設定によって、判定部１２がユーザＡを検出しているとき（ステップＳ３
０２でＹＥＳ）には、ユーザＡ以外の検出を行なわずにテレビ１ｂで通話を行う（ステッ
プＳ３０５）ようにすればよい。
【００９７】
　〔実施の形態４〕
　本発明の他の実施形態について、図１２～１５に基づいて説明すれば以下の通りである
。なお、説明の便宜上、前述の実施の形態で用いたものと同じ機能を有する部材には同じ
参照符号を付して、その説明を省略する。
【００９８】
　上述の実施の形態では、特定のユーザおよび当該ユーザ以外の人物の存否に応じて、通
話信号を、携帯電話４あるいはＩＰを利用した通話が可能な別のテレビ２に転送するか否
かを判定していた。本実施の形態においては、さらに、ユーザが視聴しているコンテンツ
のジャンルも考慮して、これらの機器に通話信号を転送するか否かを判定する。
【００９９】
　（テレビ１ｃの要部構成）
　本実施の形態におけるテレビの要部構成について、図１２を参照して説明する。図１２
は、本実施の形態におけるテレビ１ｃの要部構成を示すブロック図である。
【０１００】
　図１２に示すように、テレビ１ｃは、制御部１０ｃにおいてジャンル情報取得部２０を
備えている点、ならびに判定部１２ｃが視聴者判定部２１およびジャンル判定部２２を含
んで構成されている点で、テレビ１と異なっている。
【０１０１】
　ジャンル情報取得部２０は、テレビ１ｃにてユーザが視聴しているコンテンツのジャン
ルを示すジャンル情報を取得する。ここで、コンテンツのジャンルとは、例えば、映画、
ニュース、ドラマ、スポーツおよび音楽等である。視聴コンテンツのジャンル情報の取得
方法としては、例えば、デジタルチューナー部やＩＰ放送チューナー部等のチューナー部
２３が受信するＥＰＧ情報から、現在ユーザが視聴している放送番組コンテンツに対応す
るジャンル情報を抽出して取得することが可能である。
【０１０２】
　ジャンル判定部２２は、転送設定テーブルを参照して、取得された視聴コンテンツのジ
ャンル情報に基づき、通話信号の転送の要否およびユーザ検出の要否を判定する。転送設
定テーブルの一例を図１３に示す。転送設定テーブルは、図１３に示されるように、ジャ
ンル情報と、携帯電話４への転送およびテレビ１ｃにての受信のどちらを優先的に行うか
の設定（「携帯転送」または「ＴＶ受信」）と、着信先に指定されたユーザの検出を行う
か否かの設定（「有効」または「無効」）とが関連づけられたテーブルである。
【０１０３】
　（通話機器選択の流れ）
　次に、以上のように構成されたテレビ１ｃにて実行される処理について、図１３～１４
を参照して以下に説明する。ここでは、ユーザＡ宛の着信であったとする。
【０１０４】
　図１４は、テレビ１ｃにおける通話機器選択の処理の流れを示すフローチャートである
。
【０１０５】
　テレビ１ｃの通信部１６が通話信号を受信すると、その通話信号が着信先特定部１１に
送られる。着信先特定部１１は、通話信号から、着信のあった電話がどのユーザ宛のもの
であるかを特定する（ステップＳ４０１）。着信先特定部１１は、ユーザＡ宛の受信であ
ったことを示す着信先情報を、視聴者判定部２１に送信する。着信先情報が着信先特定部
１１から送られてくると、視聴者判定部２１は、撮像素子３１から送られてくる映像から
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人物を検出し、記憶部１５に格納されているユーザ識別テーブルを参照して、検出した人
物の中に、ユーザＡがいるかどうかを判定する（ステップＳ４０２）。判定における具体
的な処理内容は、上述の実施形態のテレビ１における処理内容と同様である。検出した人
物の中にユーザＡがいないと視聴者判定部２１が判定した場合には（ステップＳ４０２で
ＮＯ）、その判定結果を通信制御部１３に通知する。通信制御部１３は、視聴者判定部２
１から通知を受けると、着信先情報を着信先特定部１１から受けるとともに、ユーザ識別
テーブルを参照し、ユーザＡが所有する携帯電話４のＭＡＣアドレスを取得して、携帯電
話４へのコネクションを確立する。次いで、通信部１６を介して、ユーザＡが所有する携
帯電話４に通話信号を転送する（ステップＳ４０６）。一方、検出した人物の中にユーザ
Ａがいると視聴者判定部２１が判定した場合には（ステップＳ４０２でＹＥＳ）、その判
定結果をジャンル判定部２２に通知する。ジャンル判定部２２は、ジャンル情報取得部２
０が取得した現在の視聴コンテンツのジャンル情報、および記憶部１５に格納されている
転送設定テーブルを参照し、視聴コンテンツのジャンルに応じた処理を実行する（ステッ
プＳ４０３）。具体的には、視聴コンテンツのジャンルに対して、ユーザの携帯電話４へ
通話信号を転送させる処理を優先的に実行する設定（「携帯転送」）がなされている場合
には（例えば、図１３に示す転送設定テーブルにおいて、視聴コンテンツが「映画」およ
び「音楽」の場合）、通話信号の転送処理を実行するよう通信制御部１３を制御する。通
信制御部１３は、ジャンル判定部２２制御コマンドを受けると、ユーザＡが所有する携帯
電話４に通話信号を転送する処理を実行する（ステップＳ４０６）。一方、視聴コンテン
ツのジャンルに対して、テレビ１ｃでの受信処理を優先的に実行する設定（「ＴＶ受信」
）がなされている場合には（例えば、図１３に示すテーブルにおいて、視聴コンテンツが
「ニュース」および「スポーツ」の場合）、ジャンル判定部２２はさらに、転送設定テー
ブルを参照して、ユーザＡ以外の人物がいるかどうかの検出処理を実行するか否かを決定
する。具体的には、視聴コンテンツのジャンルに対して、ユーザＡ以外の人物がいるかど
うかを検出する設定が「有効」となっている場合には（例えば、図１３に示すテーブルに
おいて、視聴コンテンツが「ニュース」の場合）、ジャンル判定部２２は、視聴者判定部
２１を制御して、撮像素子３１から送られてくる画像データに基づき、ユーザＡ以外の人
物がいるかどうかを判定させる（ステップＳ４０５）。視聴者判定部２１が、ユーザＡ以
外の人物がいると判定した場合には（ステップＳ４０５でＹＥＳ）、通話信号の転送処理
を実行するよう通信制御部１３を制御する。通信制御部１３は、視聴者判定部２１から制
御コマンドを受けると、ユーザＡが所有する携帯電話４に通話信号を転送する処理を実行
する（ステップＳ４０６）。一方、検出した人物の中に、ユーザＡ以外の人物がいないと
判定した場合には（ステップＳ４０５でＮＯ）、視聴者判定部２１は、通話処理を行うよ
う通話処理部１４を制御する。通話処理部１４は、視聴者判定部２１から制御コマンドを
受けると、通信部１６から通話信号を受け付け、テレビ１ｃでの通話を開始させる（ステ
ップＳ４０７）。また、視聴コンテンツのジャンルに対して、ユーザＡ以外の人物がいる
かどうかを検出する設定が「無効」となっている場合には（例えば、図１３に示すテーブ
ルにおいて、視聴コンテンツが「スポーツ」の場合）、ジャンル判定部２２は、通話処理
を行うよう通話処理部１４を制御する。通話処理部１４は、ジャンル判定部２２から制御
コマンドを受けると、通信部１６から通話信号を受け付け、テレビ１ｃでの通話を開始さ
せる（ステップＳ４０７）。
【０１０６】
　なお、ジャンル判定部２２は、ユーザＡが何れかの機器にて通話を開始した後も、引き
続き、ジャンル情報取得部２０から現在の視聴コンテンツのジャンルを取得し、現在の視
聴コンテンツのジャンルを判定する。視聴コンテンツのジャンルに変更が生じた場合には
、ステップＳ４０２からの各処理を再度実行し、転送するか否かの判定処理がなされる。
【０１０７】
　上述した各処理が実行されることにより、例えば、ユーザＡが映画を視聴している場合
には、他の視聴者の有無に関らず、ユーザＡ宛の電話はユーザＡの携帯電話４に転送され
る（図１５の（ａ））。また、例えば、ユーザＡがスポーツを視聴している場合には、他
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の視聴者の有無に関らず、ユーザＡ宛の電話をテレビ１ｃにて受け付け、テレビ１ｃにて
通話を行う（図１５の（ｂ））。なお、ユーザＡ（および他の視聴者）がもともとテレビ
放送を視聴していた場合には、テレビ放送の視聴を妨げないように、テレビ放送の映像お
よび通話の映像の両方を分けて表示すればよい。また、例えば、ユーザＡがニュースを視
聴している場合であって、撮像素子３１の検出範囲５内に他の視聴者がいない場合には、
ユーザＡ宛の電話をテレビ１ｃにて受け付け、テレビ１ｃにて通話を行う（図１５の（ｃ
））。一方、ユーザＡがニュースを視聴している場合であっても、撮像素子３１の検出範
囲５内に他の視聴者がいる場合には、ユーザＡ宛の電話はユーザＡの携帯電話４に転送さ
れる（図１５の（ｄ））。
【０１０８】
　〔プログラムおよび記録媒体〕
　最後に、テレビ１、１ａ～１ｃ、２に含まれている各ブロックは、ハードウェアロジッ
クによって構成すればよい。または、次のように、ＣＰＵを用いてソフトウェアによって
実現してもよい。
【０１０９】
　すなわち、テレビ１、１ａ～１ｃ、２は、各機能を実現する制御プログラムの命令を実
行するＣＰＵ、この制御プログラムを格納したＲＯＭ、上記制御プログラムを実行可能な
形式に展開するＲＡＭ、および上記制御プログラムおよび各種データを格納するメモリ等
の記憶装置（記録媒体）を備えている。
【０１１０】
　この構成により、本発明の目的は、所定の記録媒体によっても、達成できる。この記録
媒体は、上述した機能を実現するソフトウェアであるテレビ１、１ａ～１ｃ、２の制御プ
ログラムのプログラムコード（実行形式プログラム、中間コードプログラム、ソースプロ
グラム）をコンピュータで読み取り可能に記録していればよい。テレビ１にこの記録媒体
を供給する。これにより、コンピュータとしてのテレビ１、１ａ～１ｃ、２（またはＣＰ
ＵやＭＰＵ）が、供給された記録媒体に記録されているプログラムコードを読み出し、実
行すればよい。
【０１１１】
　プログラムコードをテレビ１、１ａ～１ｃ、２に供給する記録媒体は、特定の構造また
は種類のものに限定されない。すなわち、この記録媒体は、たとえば、磁気テープやカセ
ットテープ等のテープ系、フロッピー（登録商標）ディスク／ハードディスク等の磁気デ
ィスクやＣＤ－ＲＯＭ／ＭＯ／ＭＤ／ＤＶＤ／ＣＤ－Ｒ等の光ディスクを含むディスク系
、ＩＣカード（メモリカードを含む）／光カード等のカード系、あるいはマスクＲＯＭ／
ＥＰＲＯＭ／ＥＥＰＲＯＭ／フラッシュＲＯＭ等の半導体メモリ系などとすることができ
る。
【０１１２】
　また、上記のプログラムコードを、通信ネットワークを介してテレビ１、１ａ～１ｃ、
２に供給することもできる。この通信ネットワークは、テレビ１、１ａ～１ｃ、２にプロ
グラムコードを供給できるものであればよく、特定の種類または形態に限定されない。た
とえば、インターネット、イントラネット、エキストラネット、ＬＡＮ、ＩＳＤＮ、ＶＡ
Ｎ、ＣＡＴＶ通信網、仮想専用網（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）
、電話回線網、移動体通信網、衛星通信網等が可能である。
【０１１３】
　この通信ネットワークを構成する伝送媒体も、プログラムコードを伝送可能な任意の媒
体であればよく、特定の構成または種類のものに限定されない。たとえば、ＩＥＥＥ１３
９４、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）、電力線搬送、ケーブルＴ
Ｖ回線、電話線、ＡＤＳＬ（Ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂ
ｅｒ　Ｌｉｎｅ）回線等の有線でも、ＩｒＤＡやリモコンのような赤外線、Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ（登録商標）、８０２．１１無線、ＨＤＲ、携帯電話網、衛星回線、地上波デジタ
ル網等の無線でも利用可能である。なお、本発明は、上記プログラムコードが電子的な伝
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る。
【０１１４】
　本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変
更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組み合わせ
て得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１１５】
　本発明は、ＩＰを利用した通話が可能なテレビジョン受像機に好適に利用することがで
きる。
【符号の説明】
【０１１６】
１、１ａ～１ｃ　　テレビ（再生装置）
２　　　テレビ（機器、再生装置）
３　　　ＷｉＦｉルータ
４　　　携帯電話（機器、携帯端末）
１０、１０ａ、１０ｃ　　制御部
１１　　着信先特定部（着信先特定手段）
１２、１２ｃ　　判定部（人物検出手段、抽出手段）
１３　　通信制御部（転送手段、通信手段）
１４　　通話処理部（通信手段）
１５　　記憶部
１６　　通信部（通信手段）
１７　　入力部
１８　　出力部
１９　　判定要求部（問い合わせ手段）
２０　　ジャンル情報取得部
２１　　視聴者判定部（判定手段）
２２　　ジャンル判定部（判定手段）
２３　　チューナー部
３１　　撮像素子
【要約】　　　（修正有）
【課題】通話のプライバシーを守ることができる、通話が可能なテレビを提供する。
【解決手段】ＩＰを利用した通話の機能を備えたテレビ１であって、ＩＰ通信網を介して
通話信号を送受信する通信部１６と、着信先に指定されたユーザを特定する着信先特定部
１１と、テレビ１の周囲にいる人物を検出する判定部１２と、着信先に指定されたユーザ
を含む複数の人物を検出した場合に、通話信号を、上記ユーザの携帯電話に転送する通信
制御部１３と、を備えている。
【選択図】図１
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】
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