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(57)【要約】
【課題】デジタル放送用のアプリの状態に応じて、音声
動作を行うデジタル放送受信装置を提供する。
【解決手段】デジタル放送受信装置(100)は、第１の音
声と第２の音声とを含むデジタル放送を受信する受信部
(120)と、複数のアプリケーションの実行を制御するマ
ルチタスク制御部(111)と、マルチタスク制御部により
実行を制御されているデジタル放送視聴アプリがメイン
アプリであるか否か判定するアプリ状態判定部(113)と
、音声を再生する音声再生部(190,SP)と、アプリ状態判
定部の判定結果に応じて、第１の音声または第２の音声
を再生するように音声再生部を制御する音声出力制御部
(112)とを具える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも第１の音声と第２の音声とを含むデジタル放送を受信する受信部と、
　複数のアプリケーションの実行を制御するマルチタスク制御部と、
　前記マルチタスク制御部により実行を制御されている前記デジタル放送のためのアプリ
ケーションがメインアプリケーションであるか否か判定するアプリケーション状態判定部
と、
　前記デジタル放送の音声を再生する音声再生部と、
　前記アプリケーション状態判定部の判定結果に応じて、前記第１の音声または前記第２
の音声を再生するように前記音声再生部を制御する音声出力制御部と、
を具えるデジタル放送受信装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のデジタル放送受信装置において、
　表示部をさらに具え、
　前記アプリケーション状態判定部は、
前記デジタル放送から生成される画像が前記表示部に表示されていない場合、前記デジタ
ル放送のためのアプリケーションがメインアプリケーションでないと判定する、
ことを特徴とするデジタル放送受信装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のデジタル放送受信装置において、
　前記受信部により受信したデジタル放送が、番組解説音声を含むか否かを判定する音声
信号解析部をさらに具え、
　前記音声出力制御部は、
前記デジタル放送が番組解説音声を含むと音声信号解析部により判定され、かつ、
前記デジタル放送のためのアプリケーションがメインアプリケーションでないと前記アプ
リケーション状態判定部により判定された場合に、前記デジタル放送に含まれる前記番組
解説音声を再生するように前記音声再生部を制御する、
ことを特徴とするデジタル放送受信装置。
【請求項４】
　請求項３に記載のデジタル放送受信装置において、
　前記受信部により受信されるデジタル放送の番組情報を取得する通信部をさらに具え、
　前記音声信号解析部が、
前記前記無線部により取得した番組情報に基づき、前記受信部により受信したデジタル放
送が番組解説音声を含む否かを判定する、
ことを特徴とするデジタル放送受信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタル放送受信装置に関し、特に、デジタル放送のアプリケーションの状
態に応じて、複数の音声のうち当該状態にあった音声を出力するデジタル放送受信装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話端末の高機能化が進み、複数のアプリケーションソフトを同時に実行させるマ
ルチタスク処理機能を実装した端末が開発されてきた。マルチタスク処理とは、CPUの処
理時間を非常に短い単位に分割し、複数のアプリケーションソフトに、順番に或いは優先
度に応じて、割り当てることによって、複数の処理を同時に行っているようにみせる機能
である。マルチタスク処理機能を利用することによって、ユーザがある作業を実行中に他
の作業を行う場合、先に起動していたアプリケーションソフトを終了させることなく、新
たなアプリケーションを起動して別の作業を行うこと、即ち、複数のアプリケーションを
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並行処理することが可能になる。このマルチタスク処理機能によって携帯電話端末の利便
性がさらに向上した。例えば、マルチタスク処理機能によって、ブラウザソフトでウェブ
サイトをユーザが閲覧している途中で、通話を行ったり、オーディオソフトで音楽を聴き
ながらメールの読書きや送受信を行ったりすることが可能である。
【０００３】
　一方、大画面のディスプレイと高性能なCPUとを搭載した近年の携帯電話端末向けのサ
ービスとして、ダウンロードサービスやストリーミングサービスによる動画像データ配信
サービスだけでなく、デジタルテレビ放送サービスも開始されている。このようなサービ
スに対応して、デジタル放送受信機能を搭載した携帯電話端末が開発されてきた。
【０００４】
　図８に、従来技術によるデジタル放送受信機能付きのマルチタスク型携帯電話端末の構
成図を示す。図に示すように、通常の携帯電話端末の構成要素に加えて、この従来端末は
、デジタル放送波を受信・処理するためのアンテナ、チューナー、復調部、および多重分
離部を搭載する。この従来端末は、マルチタスク制御部をさらに具える。この従来端末を
用いてユーザが、デジタル放送視聴を行う場合には、キー操作によりメニューからデジタ
ル放送受信機能を呼び出し、デジタル放送視聴アプリケーションを起動する。このような
デジタル放送受信機能付きの携帯電話端末によるデジタル放送視聴では、据え置き型のデ
ジタル放送受信装置のように設置場所の制限が無いため、時間、場所を問わず、ユーザが
容易にデジタル放送を視聴することが可能である。
【０００５】
　上述した従来の端末のように、マルチタスク処理機能を実装していても、表示領域が小
さい携帯端末では、マルチウインドウには非対応というケースがほとんどである。従って
、デジタル放送を視聴中にデジタル放送視聴アプリケーション以外の様々な別のアプリケ
ーションの起動やユーザの操作などにより別のアプリケーションに画面が占有されてしま
い、デジタル放送視聴アプリケーションが画面に描画されない、または描画されても非常
に小さなウィンドウサイズとなるといった事態が発生する。
【０００６】
　例えば、デジタル放送の視聴中に別のタスク（典型的にはメール受信タスク）が割り込
んできた場合、デジタル放送の画像が表示されない状況が発生する恐れがある。図９は、
従来技術によるマルチタスク型携帯電話端末においてデジタル放送受信タスクに別のタス
クが割り込むときの画面遷移図である。図９の（ａ）に示すように、デジタル放送がメイ
ンアプリケーション（タスク）として動作している端末の表示部には、あるデジタル放送
の画像Ｄ１が表示され、吹き出しＳ１に示すように、主音声であるＢＧＭが出力されてい
る。このとき、端末がメールを受信すると、デジタル放送視聴タスクはサブアプリケーシ
ョンとなり、当該放送の画像表示は中止される。そして、図９の（ｃ）に示すように、表
示部には、メール受信用タスクの画像Ｄ３が表示される。このとき、吹き出しＳ３に示す
ようにデジタル放送の主音声のＢＧＭが出力されている。このような場合、視聴中のデジ
タル放送が気になるユーザが主音声だけを聞いていても、番組の内容を把握できないこと
がある。即ち、本来、「映像情報」と「音声情報」とを合わせた状態でユーザに番組を伝
達しようとしているデジタル放送が、音声情報のみになるとその情報量は著しく減少して
しまい、ユーザが内容を把握することがが困難になるという問題があった。
【０００７】
　例えば、図９の（ｂ）のケースでは、音声として出力されるＢＧＭ（主音声）を聞いて
いるだけでは、ユーザは、映像を見ることができないため、デジタル放送の内容を把握す
ることが困難である。ちなみに、メール受信用タスクが稼働しているとき、本来であれば
、図９の（ｂ）に示すような映像（画像Ｄ２のような別のシーン）にシーンが変化し、こ
のようなシーンの映像が表示されるはずであった。
【０００８】
　このように、番組視聴中に、メール受信などの別のタスクが起動／動作した場合には、
ユーザは視聴中の番組の内容を把握することが困難になるケースが発生してしまう。メー
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ル受信以外にも、デジタル放送を視聴中に別のアプリケーション等により情報を取得する
場合なども番組の内容を把握することが困難になる。従って、デジタル放送の受信中の端
末の状態に応じて、ユーザにとって最適となる動作を行う端末があれば便利であるが、そ
のようなユーザフレンドリーな端末は開発されていない。
【０００９】
　デジタル放送の受信中の端末の状態によって、表示を切り替える従来技術として、折り
たたみ式の携帯電話端末において、デジタル放送を視聴中に筐体が閉じられると、映像デ
コーダと表示手段との制御を行ない、音声のみを再生する技術がある（特許文献１を参照
されたい）。
【特許文献１】特開2004-312597号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　このようにデジタル放送受信機能を搭載した端末の機械的な構成の変化に応じた技術は
開発されているが、上述したように、デジタル放送受信機能を搭載した端末におけるソフ
トウェアやアプリケーション（以下、アプリと略すことがある。）の状態の変化に応じて
、ユーザにとって最適なデジタル放送の音声の再生動作を行う端末は開発されていない。
【００１１】
　そこで、本発明の目的は、デジタル放送用のアプリケーションの状態に応じて、音声動
作を行うデジタル放送受信装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上述した諸課題を解決すべく、第１の発明によるデジタル放送受信装置は、
　少なくとも第１の音声と第２の音声とを含むデジタル放送を受信する受信部（チューナ
ーなど）と、
　複数のアプリケーションの実行を制御するマルチタスク制御部（スケジューラ／ディス
パッチャ）と、
　前記マルチタスク制御部により実行を制御されている前記デジタル放送のためのアプリ
ケーションがメインアプリケーションであるか否か判定するアプリケーション状態判定部
と、
　前記デジタル放送の音声を再生する音声再生部（音声処理部やスピーカなど）と、
　前記アプリケーション状態判定部の判定結果に応じて、前記第１の音声または前記第２
の音声を再生するように前記音声再生部を制御する音声出力制御部と、
を具える。
【００１３】
　また、第２の発明によるデジタル放送受信装置は、
　表示部をさらに具え、
　前記アプリケーション状態判定部は、
前記デジタル放送から生成される画像が前記表示部に表示されていない場合、前記デジタ
ル放送のためのアプリケーションがメインアプリケーションでないと判定する、
ことを特徴とする。
　このようにデジタル放送のためのアプリケーションがメインアプリケーションでない場
合は、音声出力制御部が、第１の音声（主音声）ではなく、第２の音声（典型的には解説
音声）を再生／出力するように前記音声再生部を制御することが好適である。
【００１４】
　また、第３の発明によるデジタル放送受信装置は、
　前記受信部により受信したデジタル放送が、番組解説音声を含むか否かを判定する音声
信号解析部をさらに具え、
　前記音声出力制御部は、
前記デジタル放送が番組解説音声を含むと音声信号解析部により判定され、かつ、
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前記デジタル放送のためのアプリケーションがメインアプリケーションでないと前記アプ
リケーション状態判定部により判定された場合に、前記デジタル放送に含まれる前記番組
解説音声を再生するように前記音声再生部を制御する、
ことを特徴とする。
【００１５】
　また、第４の発明によるデジタル放送受信装置は、
　前記受信部により受信されるデジタル放送の番組情報を取得する通信部（インターネッ
トに接続可能な無線部など）をさらに具え、
　前記音声信号解析部が、
前記前記無線部により取得した番組情報に基づき、前記受信部により受信したデジタル放
送が番組解説音声を含む否かを判定する、
ことを特徴とする。
　番組情報は、EPGとすることが好適である。
【００１６】
　上述したように本発明の解決手段を装置として説明してきたが、本発明はこれらに実質
的に相当する方法、プログラム、プログラムを記録した記憶媒体としても実現し得るもの
であり、本発明の範囲にはこれらも包含されるものと理解されたい。なお、方法やプログ
ラムの各ステップは、データの処理においては必要に応じて、CPU、DSPなどの演算処理装
置を使用するものであり、入力したデータや加工・生成したデータなどを磁気テープ、HD
D、メモリなどの記憶装置に格納するものである。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、デジタル放送の放送視聴アプリケーションの状態に応じて、複数の音
声のうち当該状態に適した音声を出力することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以降、諸図面を参照しながら、本発明の実施態様を詳細に説明する。本発明は、デジタ
ル放送受信機能を搭載した装置に広く適用可能であるが、このような受信装置の典型例と
して携帯電話端末に適用した実施態様で説明する。
【００１９】
　図１は、本発明の一実施態様による携帯電話端末の主要な構成要素を示す構成図である
。携帯電話端末１００は、端末全体の制御を司る制御部１１０、チューナー１２０、復調
部１３０、多重分離部１４０、無線部（通信部）１５０、メモリ１６０、画像処理部１７
０、データ処理部１８０、および音声処理部１９０を具える。また、携帯電話端末１００
は、キー操作部（入力部）ＫＥＹ、表示部ＤＩＳ、マイクＭＩＣ、スピーカＳＰ、および
アンテナＡＮＴ１，ＡＮＴ２をさらに具える。チューナー１２０で受信した信号を復調部
１３０でOFDM復調してMPEG-2トランスポートストリーム信号（以下、TS信号）を取り出す
。受信したTS信号は多重分離部１４０で放送用の制御情報、映像データおよび音声データ
に分離される。制御情報と映像データは、それぞれデータ処理部１８０と画像処理部１７
０とで復号されて表示部ＤＩＳに表示される。また、音声データは、音声処理部１９０で
復号されスピーカＳＰから出力される。また、制御部１１０は、複数のアプリケーション
を制御するためのマルチタスク制御部１１１と出力音声の制御を行う音声出力制御部１１
２とを具える。
【００２０】
　無線部１５０は、電波を利用した無線通信を行うために、制御部１１０で処理された音
声情報、電子メール等の各種データを変調してアンテナＡＮＴ２より図示しない基地局に
送信する。また、無線部１５０は、基地局からの無線信号により送信された、電子メール
や音声情報等の各種データをアンテナＡＮＴ２を介して受信し、これらを復調して制御部
１１０に送出する。メモリ１６０は、通話やメール、インターネットブラウザなどのアプ
リケーションプログラム、メールデータ、名前および電話番号が登録されたアドレス帳の
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各種データなど、携帯電話端末１００が有する様々なデータを格納する。
【００２１】
　制御部１１０は、例えばデジタル放送受信アプリケーションを起動するために、メモリ
１６０に格納されている当該アプリケーションのプログラム（例えばアプリＡ，Ｂ，Ｃな
ど）をRAM領域にロードする。キー操作部ＫＥＹは、複数の操作キー（数字、アルファベ
ット、記号キーなど）を含み、これら操作キーの押下を認識し、その入力情報を制御部１
１０に供給する。アンテナＡＮＴ１は、デジタル放送波を常時、連続的に受信し、チュー
ナー１２０は、キー操作部ＫＥＹに対する操作に応じて制御部１１０から指令されたチャ
ンネル（即ち番組）を選局し、選局した番組の放送内容、すなわちトランスポートストリ
ーム（TS）を復調部１３０に出力する。復調部１３０は、選局された番組のトランスポー
トストリーム（TS）を復調する。
【００２２】
　アプリ状態判定部１１３は、デジタル放送受信（視聴）アプリがメインアプリであるか
否かを判定する。詳細については後述するが、本実施態様では、デジタル放送の映像デー
タが表示部ＤＩＳに表示されている場合は、デジタル放送受信アプリがメインアプリであ
り、表示されていない場合はメインアプリでないものと判定する。或いは、デジタル放送
の映像データが占める表示パネル上の面積の割合で、メインアプリであるか否かを判定し
てもよい。例えば、デジタル放送の映像データが占める表示パネル上の面積の割合が２０
％未満であればメインアプリでないと判定してもよい。さらに、例えば、マルチタスク制
御部１１０が管理するコントロールブロック（図示しない）上のタスク状況を示す各種の
フラグやフィールドを判定要素として使用してもよい。
【００２３】
　図３は、本発明の一実施態様による携帯電話端末においてデジタル放送受信タスクがメ
インタスクとして動作中に別のタスクが割り込むときの画面遷移図である。図３の（ａ）
，（ｂ）の画面は、従来の図９のそれらと同様である。図３の（ｃ）に示すように、端末
がメールを受信すると、デジタル放送視聴のタスクはサブアプリとなり、当該放送の画像
表示は中止され、表示部には、メール受信の画像Ｄ３が表示される。このとき、吹き出し
Ｓ３‘に示すように、第１の音声である主音声から、第２の音声である「ＢＧＭを含む解
説音声」に自動的に切り替わり、ＢＧＭと共に画面Ｄ２の状況（シーン）を解説する音声
が出力される。このような場合、ユーザは、メールの受信画面しか表示されていなくても
、「解説音声」を聞くことができるため、容易に番組（当該シーン）の内容を把握するこ
とが可能となる。即ち、メール受信のタスクが動作している場合であっても、ユーザに、
映像情報の代わりとして「解説音声」を伝達することができるため、情報量はある程度減
るが、ユーザは番組（当該シーン）の内容を把握することが可能となる。従って、ユーザ
は、メール受信に関する操作をしている間に、聞こえてくる解説音声を並行して聞くこと
も可能であるため、解説音声の内容次第でメール受信動作を中断して、画像Ｄ２の表示に
切り替えることも可能となる。従って、ユーザの利便性が格段と向上する。このように、
本来なら表示されていたであろうデジタル放送の番組の「シーンの変化」が、この番組を
把握したり楽しんだりする上で重要ある場合には、本発明による音声自動切り替え動作は
、ユーザにとっては極めて親切なユーザインターフェイスとなるであろう。
【００２４】
　このように、従来は、デジタル放送の番組視聴中に、メール受信などの別のタスクが起
動／動作した場合には、別タスクの画面に表示部ＤＩＳが占有されてしまい、ユーザは視
聴中の番組の内容を把握することが困難であった。しかしながら、本発明の実施態様によ
れば、デジタル放送の受信中の端末の状態に応じて、ユーザにとって最適となる音声出力
動作を行うことが可能となる。
【００２５】
　図４に、トランスポートストリーム（TS）のパケット構成例を示す。図４に示すように
、トランスポートストリームは、音声信号と映像信号とデータ信号がパケット単位で多重
化されている。例えば、音声信号と映像信号とはMPEG方式で圧縮符号化されている。
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【００２６】
　トランスポートストリーム（TS）信号は、多重分離部１４０にて、パケット毎に、映像
信号、音声信号、データ信号に分離される。分離された映像信号は、画像処理部１７０で
復号された後に表示部ＤＩＳに表示され、音声信号は音声出力制御部１１２からの指示に
従い音声処理部１９０で復号された後に、音声としてスピーカＳＰから出力される。また
、データ信号は、データ処理部１８０にてその内容が解析され、EIT情報などが制御部１
１０に供給される。
【００２７】
　制御部１１０に設けられたマルチタスク制御部１１１が、キー操作部ＫＥＹに対する操
作に応じて、メモリ１６０に格納されている複数のアプリケーションプログラムを同時に
起動し、それらの制御を行う。また、制御部１１０に設けられたアプリ状態判定部１１３
は、デジタル放送受信アプリが起動している間、定期的にマルチタスク制御部１１１を監
視して、デジタル放送受信アプリがメインアプリとして動作中であるか、否か（或いはサ
ブアプリとして動作中であるか）を判定する。アプリ状態判定部１１３による判定結果と
、音声信号解析部１１４の解析結果とに応じて、音声処理部１９０が、双方の結果に応じ
た所定の処理を行う。
【００２８】
　制御部１１０に設けられた音声信号解析部１１４は、前記デジタル放送の音声信号に副
音声（特に番組解説音声）が含まれているか否かを判定する。音声出力制御部１１２は、
アプリ状態判定部１１３による判定結果と、音声信号解析部１１４の解析結果とに応じて
、副音声（特に番組解説音声）を再生／出力するように音声処理部１９０を制御する。
【００２９】
　キー操作部ＫＥＹに対するユーザの操作によってデジタル放送受信アプリが起動される
と、制御部１１０はチューナー１２０に対して選局するべきチャンネルを指示する。チュ
ーナー１２０は指示されたチャンネルにチューニングし、受信した信号を復調部１３０に
渡す。復調部１３０は、受信信号をOFDM復調し、ＴＳデータとして出力する。ＴＳデータ
は多重分離部１４０で映像信号と音声信号、それ以外の番組情報や制御データなどのデー
タ信号とに分離され、それぞれ画像処理部１７０、音声処理部１９０、データ処理部１８
０に渡され、そこで処理が行なわれる。画像処理部１７０では映像信号を復号し、復号し
た映像信号は表示部ＤＩＳに出力される。音声処理部１９０は、音声信号を復号して、復
号した音声信号をスピーカＳＰに出力する。
【００３０】
　受信中の番組に関する情報は、PSI情報やSI情報に格納されて伝送され、多重分離部１
４０で画像データや音声データと分離されて制御部１１０に渡される。制御部１１０は、
受信した番組情報に従って受信の制御や受信するデータストリームの選択、番組情報の表
示等を行う。
【００３１】
　制御部１１０に設けた音声信号解析部１１４は、SI情報の中のEIT（Event Information
 Table）の情報で、受信中の番組に含まれる音声データの種類を判別することが可能であ
る。音声信号解析部１１４はEIT情報から解説音声付の放送か否かを判定し、この判定結
果を受けた制御部１１０は、現在、その音声モードであるかを判定し、その音声モードで
再生を行うように音声出力制御部１１２を制御する。音声モードには、解説放送の他にス
テレオ放送や２ヶ国語放送、サラウンド放送などを設けてもよい。
【００３２】
　図２は、本発明の一実施態様による携帯電話端末の処理を示すフローチャートである。
図に示すように、アプリ状態判定部１１３は、マルチタスク制御部１１１の監視を定期的
に行い、デジタル放送受信アプリが起動中であるかを検出し（ステップＳ１１）、起動中
であるなら引続きデジタル放送受信アプリはメインアプリとして動作中であるか否かを判
定（ステップＳ１２）する。ステップＳ１１にて、デジタル放送受信アプリが起動してい
ない場合は処理を終える。ステップＳ１２にてデジタル放送受信アプリがメインアプリと
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して動作中と判定した場合は、ステップＳ１３にて、次にユーザが設定した音声モードで
音声が出力されているかを判定する。ユーザが設定した音声モードと異なる音声が出力さ
れていた場合は、ステップＳ１４にて、音声出力制御部１１２が、ユーザにより設定され
た音声モードの音声出力に切り替えるように音声処理部１９０を制御する。
【００３３】
　ステップＳ１２にてデジタル放送受信アプリがメインアプリでない（即ち、サブアプリ
として動作中である）と判定された場合は、ステップＳ１５に進み、音声信号解析部１１
４が、現在視聴中の番組に解説音声が存在するか否かを判定する。解説音声が存在すると
判定された場合は、ステップＳ１６にて、現在出力している音声が解説音声であるかを判
定し、解説音声でなければ解説音声に切り替えるように音声出力制御部１１２が音声処理
部１９０を制御する。
【００３４】
＜副音声（解説音声）の有無の判別方法＞
　データ信号は、例えばMPEG2では、PSIの一部としてのSIによって構成され、SIには番組
名、放送日時、番組内容などが記述されているイベントインフォメーションテーブル（EI
T）が含まれている。このEITの中には音声エレメンタリストリームの各パラメータを示し
、エレメンタリストリームを文字形式で表現するためにも利用される音声コンポーネント
記述子が構成要素として存在し、イベントに含まれる全ての音声コンポーネントに対して
必ず１つ送出される。音声コンポーネント記述子は、例えば、図５に示すような要素で構
成され、各種番組における音声の種別、例えば、音声多重放送であるか否かなどを規定す
る。例えば、２ヶ国語放送であるか否かの種別や、２ヶ国語放送である場合には第２音声
が何語であるかなどの種別が指定されている。
【００３５】
　また、コンポーネント種別では図６に示すように音声コンポーネントの種別を規定して
いる。従って、この音声コンポーネント記述子の中のコンポーネント種別を参照すること
で、例えばユーザに選局されている番組が解説音声（視覚障害者用音声解説）付の放送で
あるか否かを識別することができる。
【００３６】
　図７は、電子番組表(EPG)の一例を示す図である。電子番組表(EPG)は、デジタル放送波
から、或いは、無線部１５０を介してインターネット上のサーバなどから無線を介して入
手することが可能である。このような電子番組表（EPG）から、および携帯電話端末が具
える時計機能部（図示せず）によって、現在視聴中の番組が解説音声付の放送であるか否
かを識別することが可能である。ARIB（電波産業会）では番組の種別を示すための外字が
定義されている。例えば、「二」ならば二ヶ国語放送番組、「字」なら字幕放送番組、「
解」なら解説放送付き番組などである。即ち、「解」がある番組フィールドであれば、解
説放送と呼ばれる副音声も含まれるデジタル放送であることが分る。そこで、インターネ
ットなどを介して放送データとは別にEPG情報を取得し、その取得したEPG情報から現在視
聴中の番組に対して「解」に当てられている外字コードの有無で判断してもよい。即ち、
音声信号解析部１１４が、メモリ１６０に格納されたEPG情報を参照して、視聴中のチャ
ンネル番号の該当時間の番組フィールドに「解」の外字コードがある場合には、解説音声
付の放送であると判定する。
【００３７】
　また、電子番組表(EPG)の音声種別が「多」のコードしか含まない場合もある。コード
「多」は、副音声が存在することを意味するが、それが解説放送か、外国語放送かまでは
不明である。このような場合は、ユーザによる事前の設定によって、コード「多」を含む
番組の視聴中に視聴アプリがサブアプリになった場合、副音声に切り替わるように構成さ
せてもよい。番組によっては、「解説放送」に分類されないような副音声でも、ユーザが
十分に番組を把握して楽しめるものがあり、「解説放送以外の副音声」に切り替えること
がユーザにとって有用な場合もあるからである。例えば、野球のナイター中継の第２音声
のような、音声単独で十分に娯楽性があり、解説番組として成立したりするものは、ユー
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ザが音声だけで十分に番組を楽しめるからである。
【００３８】
　本発明の実施態様による端末では、デジタル放送視聴アプリの状態（メインアプリ／サ
ブアプリであるかどうか）に応じて、第１の音声（主音声）と、第２の音声（副音声で提
供される解説音声）とを自動的に切り替えることができるので、デジタル放送視聴アプリ
以外のアプリの操作が必要な状況になった場合、解説音声による音声情報だけで放送内容
を容易に把握することが可能になる。また、解説音声によって自分の視聴したい場面を判
定し、デジタル放送視聴アプリをメインアプリに設定することによって、映像表示を再開
することも可能になる。このように、解説音声を再生することで、音声情報だけでも放送
内容を追い続けることが容易になるため、他の操作をしながらデジタル放送を聴取すると
いった場合においても放送内容がより理解しやすくなる。
【００３９】
　デジタル放送視聴アプリがメインアプリでない（即ちサブアプリの）状態では、音声デ
ータの再生を行うだけでよい。従って、この状態では映像データを表示させるためにビデ
オデコーダを動作させる必要がない。また、解説音声による音声情報だけで放送内容を追
いながらユーザが見たい場面の時だけデジタル放送視聴アプリをメインアプリにし、当該
番組の映像を表示部に表示して視聴することが容易になるため、端末の消費電力を低くし
、視聴可能時間を伸ばすことが可能となる。
【００４０】
　本発明を諸図面や実施例に基づき説明してきたが、当業者であれば本開示に基づき種々
の変形や修正を行うことが容易であることに注意されたい。従って、これらの変形や修正
は本発明の範囲に含まれることに留意されたい。例えば、各部、各手段、各ステップなど
に含まれる機能などは論理的に矛盾しないように再配置可能であり、複数の手段やステッ
プなどを１つに組み合わせたり、或いは分割したりすることが可能である。なお、マルチ
タスク制御部で扱われるマルチタスクは、擬似マルチタスクであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の一実施態様による携帯電話端末の主要な構成要素を示す構成図である。
【図２】本発明の一実施態様による携帯電話端末の処理を示すフローチャートである。
【図３】トランスポートストリーム（TS）のパケット構成例を示す図である。
【図４】例示的なトランスポートストリームのフォーマットを示す
【図５】音声コンポーネント記述子のデータ構造を示す図である。
【図６】コンポーネント種別を示す図である。
【図７】電子番組表（EPG）の例を示す図である。
【図８】従来技術によるデジタル放送受信機能付きのマルチタスク型携帯電話端末の構成
図を示す。
【図９】従来技術によるマルチタスク型携帯電話端末においてデジタル放送受信タスクに
別のタスクが割り込むときの画面遷移図である。
【符号の説明】
【００４２】
１００　携帯電話端末
１１０　制御部
１１１　マルチタスク制御部
１１２　音声出力制御部
１１３　アプリ状態判定部
１１４　音声信号解析部
１２０　チューナー
１３０　復調部
１４０　多重分離部
１５０　無線部
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１６０　メモリ
１７０　画像処理部
１８０　データ処理部
１９０　音声処理部
ＡＮＴ１，ＡＮＴ２　アンテナ
Ｄ１－Ｄ３　画像
ＤＩＳ　表示部
ＫＥＹ　キー操作部
ＭＩＣ　マイク
ＳＰ　スピーカ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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