
JP 4191397 B2 2008.12.3

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テレビジョン放送を公衆回線網を経由して送信する遠隔地端末装置と、
　前記遠隔地端末装置からの前記公衆回線網を経由して送信されたテレビジョン放送を受
信する通信部と、
　テレビジョン放送電波を直接受信するテレビジョン放送受信部と、
　前記テレビジョン放送受信部が受信したテレビジョン放送の受信状態に基づき、前記テ
レビジョン放送受信部または前記通信部のいずれでテレビジョン放送を受信するかを選択
する選択信号を生成する受信監視部と、
　該受信監視部は受信状態を示す信号レベルと予め定められた対応する信号レベルは、受
信信号のＳ／Ｎ比と予め定められたＳ／Ｎ比、または受信信号の受信強度と予め定められ
た受信強度、または受信信号のビットエラーレートと予め定められたビットエラーレート
であって、前記テレビジョン放送部が直接受信したテレビジョン放送の前記受信状態を示
す信号レベルが予め定められた前記対応する信号レベル以下であるときに、前記選択信号
に基づき前記通信部の前記公衆回線網を経由して送信されたテレビジョン放送の受信に切
り換えて前記通信部からのテレビジョン放送を受信する情報処理装置と、
　を有したことを特徴とする情報処理システム。
【請求項２】
　前記通信部は前記公衆回線を介して送受信可能であって、識別情報を含む送信依頼情報
を送信した送信先から前記テレビジョン放送を受信することを特徴とする請求項１に記載
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の情報処理システム。
【請求項３】
　前記公衆回線は、私設回線を含むことを特徴とする請求項１乃至請求項２のいずれかに
記載の情報処理システム。
【請求項４】
　前記受信監視部は、前記テレビジョン放送受信部で受信した受信信号の受信状態を示す
信号レベルと予め定められた対応する信号レベルとの比較によって、前記選択信号を生成
することを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の情報処理システム。
【請求項５】
　前記テレビジョン放送受信部または前記通信部への電力供給を前記選択信号に基づいて
制御する電力制御部を有したことを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の
情報処理システム。
【請求項６】
　前記テレビジョン放送を記録し、記録した前記テレビジョン放送をディレイ時間を持っ
て再生するための記憶装置を有したことを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれかに
記載の情報処理システム。
【請求項７】
　前記テレビジョン受信部で受信したテレビジョン放送を前記通信部から前記公衆回線を
介して送信することを特徴とする請求項１乃至請求項６のいずれかに記載の情報処理シス
テム。
【請求項８】
　遠隔地端末装置からの公衆回線網を経由してテレビジョン放送を受信する通信部と、
テレビジョン放送電波を直接受信するテレビジョン放送受信部と、
　前記テレビジョン放送受信部が直接受信したテレビジョン放送の受信状態に基づき、前
記テレビジョン放送受信部または前記通信部のいずれでテレビジョン放送を受信するかを
選択する選択信号を生成する受信監視部とを有し、
　該受信監視部は受信状態を示す信号レベルと予め定められた対応する信号レベルは、受
信信号のＳ／Ｎ比と予め定められたＳ／Ｎ比、または受信信号の受信強度と予め定められ
た受信強度、または受信信号のビットエラーレートと予め定められたビットエラーレート
であって、前記テレビジョン放送部が直接受信したテレビジョン放送の前記受信状態を示
す信号レベルが予め定められた前記対応する信号レベル以下であるときに、前記選択信号
に基づき前記通信部の公衆回線網を経由して受信したテレビジョン放送の受信に切り換え
て前記通信部からの公衆回線網を経由して受信したテレビジョン放送を受信する情報処理
装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、テレビジョン放送を受信可能なテレビジョン放送受信機能を内蔵した情報処理
装置に関し、より詳しくは、テレビジョン放送の受信状態に関わらずテレビジョン放送を
視聴可能な情報処理装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、テレビジョン放送（以下テレビ放送と略称する）受信機能を搭載したパーソナルコ
ンピュータ（以下、パソコンを略称する）が普及し始めている。現在では、デスクトップ
型パソコンにテレビ放送受信機能を搭載しているのが一般的であるが、２００３年からデ
ィジタル地上波放送が開始されると、視聴者が移動中であっても比較的高品質な映像を受
信できるので、ノート型パソコンなどのモバイル型端末装置にもテレビ放送受信機能を搭
載されると予測される。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
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上記した様に、ディジタル地上波放送が本格化し、モバイル型端末装置で容易にテレビ放
送を視聴できる様になるが、以下の問題が顕在化する。
【０００４】
すなわち、視聴者が屋外を移動中にテレビ放送を視聴する場合には、放送電波がビルディ
ングなどの建造物などによって遮られて受信信号強度が落ち、映像が途切れる問題がある
。また、複数の経路を辿った電波を移動しながら受信することによるフェージングを解消
するためにダイバーシティ受信を行なうためには、複数のアンテナを設けるなどのモバイ
ル型端末装置が大型化する問題がある。
【０００５】
また、視聴者が室内でモバイル型端末装置を利用してテレビ放送を視聴する場合には、建
物の壁などの遮蔽物の影響により高品質な映像を受信できない場合がある。これを解消す
るためには、アンテナ線を接続したり無線ＬＡＮを利用することができる。しかし、アン
テナ線を接続すると視聴位置が限定されたり、屋内での移動ができなくなるという制限が
出てしまい、モバイル型端末装置の価値を低減させてしまう。また、無線ＬＡＮを利用す
るとテレビ放送の受信に較べると電波の送信を必要とするために消費電力が増加すると共
に、常に動画という広帯域のデータで多くの帯域を消費してしまうために、モバイル型端
末装置でのテレビ放送の受信状態に関わらず他の無線ＬＡＮ機器の伝送速度に制限が生じ
てしまう。
【０００６】
さらに、遠方に出かけた際には、視聴者の地元の放送を移動先では視聴できない問題があ
る。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、本発明はなされたものであって、本発明の情報処理システム
中の情報処理装置は、テレビ放送電波を直接受信するための直接受信手段と、間接的に受
信する間接受信手段と、これらいずれの受信手段によってテレビ放送電波を受信するのか
を各受信手段の受信状況に応じて切り替える切替手段とを有して、視聴可能な受信手段か
らテレビ放送映像信号を取得することを可能とする構成を有する。
【０００８】
ここで、直接受信手段は、テレビ放送電波を直接受信するテレビジョン受信機で構成し、
間接受信手段には、好ましくは伝送容量の大きな信号を送受信可能なＷ－ＣＤＭＡ（Ｗｉ
ｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）方式を
採用した無線携帯電話機能を有した通信部や無線ＬＡＮ通信機能を有した通信部を使用し
、公衆回線網や私設回線を介して、所定のアクセス先の遠隔地端末装置にアクセスして、
この遠隔地端末装置で受信したテレビ放送を受信する。
【０００９】
このテレビジョン受信部で直接受信したテレビ放送の受信状態が映像を視聴するのに十分
な場合には、テレビジョン受信部で受信したテレビ放送の受信信号を使用し、十分でない
場合には間接受信手段で受信したテレビ放送の受信信号を使用することで上記課題を解決
する。
【００１０】
　さらに具体的には、請求項１の情報処理システムにおいては、テレビジョン放送を公衆
回線網を経由して送信する遠隔地端末装置と、この遠隔地端末装置からの前記公衆回線網
を経由して送信されたテレビジョン放送を受信する通信部と、テレビジョン放送電波を直
接受信するテレビジョン放送受信部と、このテレビジョン放送受信部が直接受信したテレ
ビジョン放送の受信状態に基づき、テレビジョン放送受信部または通信部のいずれでテレ
ビジョン放送を受信するかを選択する選択信号を生成する受信監視部とを有し、該受信監
視部は受信状態を示す信号レベルと予め定められた対応する信号レベルは、受信信号のＳ
／Ｎ比と予め定められたＳ／Ｎ比、または受信信号の受信強度と予め定められた受信強度
、または受信信号のビットエラーレートと予め定められたビットエラーレートであって、
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前記テレビジョン放送部が受信したテレビジョン放送の前記受信状態を示す信号レベルが
予め定められた前記対応する信号レベル以下であるときに、前記選択信号に基づき前記通
信部の前記公衆回線網を経由して送信されたテレビジョン放送の受信が選択可能である情
報処理装置とを有したことを特徴とする。
【００１１】
この様に、情報処理装置を構成したのでテレビジョン放送受信部での受信状態に応じてテ
レビジョン放送受信部または通信部のいずれかでテレビ放送を受信でき、テレビジョン放
送受信部での受信状態が好ましくない場合には、通信部を介して遠隔地端末装置からのテ
レビ放送を受信できる。
【００１４】
　請求項２の情報処理システムにおいては、請求項１の通信部が公衆回線を介して送受信
可能であって、識別情報を含む送信依頼情報を送信した送信先からテレビジョン放送を受
信することを特徴とした。
【００１５】
この様に、通信回線を介してテレビ放送を受信できるので、情報処理装置の環境に左右さ
れずにテレビ放送を受信できる。
【００１６】
　請求項３の情報処理装置は、請求項１乃至請求項２に記載の公衆回線が私設回線を含む
ことを特徴とする。
【００１７】
この様に、公衆回線や私設回線を利用してテレビ放送を受信するので、情報処理装置が希
望する番組が地元テレビ放送で放送されない遠隔地であったり、テレビ電波を受信しにく
い家屋内であっても視聴したいテレビ番組を視聴可能となる。
【００１８】
　請求項４の情報処理システムでは、請求項１乃至請求項３に記載の受信監視部がテレビ
ジョン放送受信部で受信した受信信号の受信状態を示す信号レベルと予め定められた対応
する信号レベルとの比較によって、前記選択信号を生成することを特徴とした。
【００１９】
この様に構成したので、予め定められた対応する信号レベルを視聴するのに十分な信号レ
ベルに設定することによって、視聴するのに十分な受信レベルを受信するテレビジョン放
送受信部または通信部からのテレビ放送を受信することができる。
【００２１】
　請求項５の情報処理システムでは、請求項１乃至請求項４のテレビジョン放送受信部ま
たは通信部への電力供給を前記選択信号に基づいて制御する電力制御部を有したことを特
徴とした。
【００２２】
この様に構成したので、テレビジョン放送受信部または通信部のうち、使用しない側への
電力供給を停止でき、電力の浪費を低減できる。
【００２３】
　請求項６の情報処理システムでは、テレビジョン放送を記録し、記録したこのテレビジ
ョン放送をディレイ時間を持って再生するための記憶装置を有したことを特徴とした。
【００２４】
　請求項７の情報処理システムでは、請求項１乃至請求項６に記載のテレビジョン受信部
で受信したテレビジョン放送を通信部から公衆回線を介して送信することを特徴とした。
【００２５】
　請求項８の情報処理装置は、テレビジョン放送受信部と、公衆回線を経由してテレビジ
ョン放送を受信する通信部と、このテレビジョン放送受信部が受信したテレビジョン放送
の受信状態に基づき、テレビジョン放送受信部または通信部のいずれでテレビジョン放送
を受信するかを選択する選択信号を生成する受信監視部とを有したことを特徴とした。
【００２６】
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この様に、情報処理装置を構成したのでテレビジョン放送受信部での受信状態に応じてテ
レビジョン放送受信部または通信部のいずれかでテレビ放送を受信でき、テレビジョン放
送受信部での受信状態が好ましくない場合には、通信部を介してテレビ放送を受信できる
。
【００２７】
【発明の実施の形態】
図１を参照して、本発明の原理を説明する。この図１は、情報処理システム９００の概要
を示す図で、情報処理装置１内のテレビジョン放送直接受信手段１０は、アンテナ５を介
して、放送局等からのテレビ放送電波を直接受信し、受信した信号は、自動切替手段２０
に送られ、受信信号の受信状態を示すＳ／Ｎ比とこのテレビジョン放送直接受信手段１０
で受信した受信レベルが十分な映像を表示する所定のＳ／Ｎ比とが受信状況監視手段２２
で比較される。
【００２８】
一方、テレビジョン放送間接受信手段５０は、例えば、自宅で受信したテレビ放送を送信
する機能を有する遠隔地端末装置５８からのテレビ放送信号を公衆回線網５７を介し、基
地局５６から無線で送信されて来るテレビ放送信号の受信状況を示す信号、たとえば受信
強度とこのテレビジョン放送間接受信手段５０で受信した受信レベルが十分な映像を表示
する所定の受信強度とが受信状況監視手段２２で比較される。
【００２９】
ここで、テレビジョン放送直接受信手段１０で受信した受信信号が十分なＳ／Ｎ比である
場合には、このテレビジョン放送直接受信手段１０で受信したテレビ放送信号を信号処理
手段３０に伝送する様に切替手段２４を切り替え、このテレビ放送信号に基づく映像を表
示手段４０に表示する。
【００３０】
テレビジョン放送直接受信手段１０で受信した受信信号が十分なＳ／Ｎ比でなく、テレビ
ジョン放送間接受信手段５０で受信したテレビ放送受信強度が十分な映像を表示する受信
強度である場合には、このテレビジョン放送間接受信手段５０で受信したテレビ放送信号
を信号処理手段３０に伝送する様に切替手段２４を切り替え、このテレビ放送信号に基づ
く映像を表示手段４０に表示する。
【００３１】
つぎに、図２から図４を参照して、第１の実施例を説明する。
図２は、この第２の実施例に使用する情報処理装置１００の概略を示す図であり、ノート
型パソコンに後述するテレビジョン放送直接受信手段であるテレビジョン放送受信部７０
に接続されたアンテナ６０および後述するテレビジョン放送間接受信手段に接続されたア
ンテナ９０が備えられており、パソコン機能部８３、入力部８７および表示部８６が装置
に配置されている。
【００３２】
つぎに、図３および図４を参照して、第１の実施例を説明する。図３は、第１の実施例の
情報処理システム１０００の要部を示す図であり、図４は第１の実施例の処理フローの要
部を示す図である。この図３およ図４を参照して、本第１の実施例を説明する。
【００３３】
この第１の実施例において、情報処理装置１００は点線で囲んだ部分であり、この情報処
理装置１００のテレビジョン放送直接手段はテレビジョン放送受信部７０であり、テレビ
ジョン放送間接受信手段は公衆回線などの通信回線に接続可能なＷ－ＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅ
ｂａｎｄ－Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）機能をもっ
たＷ－ＣＤＭＡ送受信部９１を使用したものである。
【００３４】
この情報処理装置１００の初期状態はパソコン機能部８３に電源が入った状態であり、テ
レビジョン放送受信部７０および、Ｗ－ＣＤＭＡ送受信部９１には電源の供給は行なわれ
ていない（図４のステップ３００）。つぎに、パソコン機能部８３の入力部８７からテレ
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ビ放送受信用ソフトの起動を行ない、パソコン機能部８３の表示部８６には、視聴したい
テレビ放送のチャンネル等の入力画面が表示される（ステップ３０５でＹＥＳの場合）。
そしてこのテレビジョン放送受信用ソフトの起動にともなって、テレビジョン放送受信部
７０及びＷ－ＣＤＭＡ送受信部９１に電源供給を行なう（ステップ３１０）。
【００３５】
つぎに、入力部８７から、視聴したいチャンネル情報や、Ｗ－ＣＤＭＡ送受信部９１を介
してアクセスする通信先のアクセス情報、たとえば自宅の電話番号などを入力し、チャン
ネル選択信号、アクセス信号となってパソコン機能部８３から出力される（ステップ３１
５）。
【００３６】
そして、入力部８７から入力されたチャンネル情報に対応するチャンネル選択信号にもと
づいて、チューナ部７２でアンテナ６０で受信したテレビ放送信号から所望のチャンネル
が選択され、受信信号がベースバンド処理部７４に入力され、ベースバンド処理された受
信信号は、ＭＰＥＧデコード部７６に出力され、ＭＰＥＧデコード部７６から映像信号と
して出力される。
【００３７】
一方、ベースバンド処理部７４からは、本実施例では受信信号のＳ／Ｎ比が受信信号監視
部８０に出力され、このＳ／Ｎ比とこの受信信号監視部８０またはパソコン機能部８３の
記憶部８５などの記憶手段に記憶されているこの受信信号で十分な映像を表示する予め設
定されたＳ／Ｎ比とが受信信号監視部８０で比較される。
【００３８】
また、Ｗ－ＣＤＭＡ送受信部９１には、入力部８７から入力されたチャンネル情報に対応
するチャンネル選択信号や電話番号が入力され、ベースバンド処理部９６、ＲＦ部９４を
介して、送信側に切り替わっている切替部９２を経由して、アンテナ９０から送信される
。この送信されたチャンネル選択信号や電話番号を含む送信信号は、基地局９７で受信さ
れ無線網なども含む公衆回線網９８を経由して所定の電話番号先で受信され、この受信先
のテレビ放送受信機能や情報送受信機能を有する遠隔地端末装置９９から、所望のテレビ
放送信号がＷ－ＣＤＭＡ送受信部９１に向けて送信される。
【００３９】
この送信されたテレビ放送信号は再度公衆回線網９８や基地局９７を経由して、アンテナ
９０で受信され、この受信信号は、受信側に切り替えられている切替部９２を経由して、
ＲＦ部９４に入力され中間周波数に変換されてベースバンド処理部９６に入力されベース
バンド処理される。
【００４０】
本実施例のベースバンド処理部９６では、受信信号の受信強度（ＲＳＳＩ：Ｒｅｃｅｉｖ
ｅｄ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｓｔｒｅｎｇｔｈ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）に対応した信号が受信信
号監視部８０に出力される。この受信強度対応の信号と、この受信信号監視部８０または
パソコン機能部８３の記憶部８５に記憶されている十分な映像を表示するのに必要な予め
設定された受信強度に対応する受信レベルとが受信信号監視部８０で比較される。
【００４１】
この受信信号監視部８０でのＳ／Ｎ比および受信強度の各々の比較によって、テレビジョ
ン放送受信部７０およびＷ－ＣＤＭＡ送受信部９１の各々の受信状態が十分な映像を表示
可能か否かが分かる（ステップ３２５）。
【００４２】
テレビジョン放送受信部７０のＳ／Ｎ比が予め定められたＳ／Ｎ比よりも大きい場合には
（ステップ３２５でＹＥＳの場合）、Ｗ－ＣＤＭＡ送受信部９１が回線接続中か否かを判
断し（ステップ３３０）、接続中の場合には（ステップ３３０でＹＥＳの場合）、Ｗ－Ｃ
ＤＭＡ送受信部９１の通信を切断する（ステップ３３５）。一方、Ｗ－ＣＤＭＡ送受信部
９１が接続中でない場合には（ステップ３３０でＮＯの場合）およびステップ３３５でＷ
－ＣＤＭＡ送受信部９１を切断した場合には、受信信号監視部８０から切替信号が切替回
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路８２に送られ，接点Ｃと接点Ａとが接続されて（ステップ３４０）、さらにテレビジョ
ン放送受信部７０のＭＰＥＧデコード部７６へ受信信号監視部８０から電源制御信号を送
り、電源を供給す、一方ベースバンド処理部９６へ電源制御信号を送り電源供給を停止す
る。
【００４３】
そしてをＭＰＥＧデコード部７６からの映像信号は、切替回路８２の接点ＡＣを経由して
、パソコン機能部８３に出力され、信号処理部８４を経由して表示部８６に表示される（
ステップ３７０）。
なお、信号処理部８４では、この映像信号に対して、種々の信号処理を行なうことも可能
である。たとえば、表示部８６のサイズに映像表示サイズを合わせたり、映像の一部フレ
ームを記憶するようにパソコン機能部８３で映像信号を処理してもよい。
【００４４】
一方、テレビジョン放送受信部７０から受信信号監視部８０に出力されるＳ／Ｎ比が所定
のＳ／Ｎ比以下である場合には（ステップ３２５のＮＯの場合）、消費電源削減のために
、テレビジョン放送受信部７０のＭＰＥＧデコード部７６の電源制御信号に基づいて停止
し（ステップ３５０）、切替回路８２を受信状況信号に基づき、Ｗ－ＣＤＭＡ送受信部９
１側接点Ｂと接点Ｃとを接続する（ステップ３５５）。
【００４５】
この後、Ｗ－ＣＤＭＡ送受信部９１と予め定めた電話番号先との回線接続をおこない、電
話番号先から通信回線を経由して、テレビ放送信号を受信し（ステップ３６０）、ベース
バンド処理部９６から切替回路８２を経由し信号処理部８４を経由して表示部８６に所望
のチャンネルのテレビ放送の映像を表示する（ステップ３７０）。
【００４６】
つぎに、テレビ放送表示中または所望の番組が終了した際などに、テレビ放送受信を終了
する場合には（ステップ３７５でＹＥＳの場合）にはテレビジョン放送受信部７０、Ｗ－
ＣＤＭＡ送受信部９１への電源供給を停止する（ステップ３８０）し、ステップ３０５に
戻り、テレビ放送受信用ソフトの起動するか否か判定し、ＮＯの場合には再度ステップ３
５０に戻り、テレビ放送受信用ソフトの起動を待機する。
【００４７】
この様に第１の実施例では、テレビジョン放送受信部７０での受信レベルが所望のレベル
以下になると、自動的にテレビジョン放送間接受信手段にテレビジョン放送の受信部を切
り替えることが可能になり、視聴したいテレビ放送を途切れることが少なくして視聴でき
る。また、第１の実施例では、ノート型パソコンにテレビ放送受信機能を搭載したので屋
外でもテレビ放送を視聴することが可能になる。また、テレビ放送をテレビジョン放送受
信部７０で直接受信する方法と公衆回線網を経由してＷ－ＣＤＭＡ送受信部９１で間接的
に受信する方法を受信状況に応じて、モニターなどの表示部８６に表示するようにしたの
で、視聴者が移動中であっても情報処理装置１００でテレビ放送を視聴することが可能に
なる。電話回線接続による映像転送については、テレビ電話の方式以外にもインターネッ
トによる転送を利用してもよい。
【００４８】
なお、本実施例では、ステップ３３５でＷ－ＣＤＭＡ送受信部９１への電源供給を停止す
る様に構成したが、テレビジョン放送受信部７０で受信中であっても、Ｗ－ＣＤＭＡ送受
信部９１への電源を供給し、受信信号監視部８０ではテレビジョン放送受信部７０および
、Ｗ－ＣＤＭＡ送受信部９１の各々から受信信号を受け取り、受信状況の監視を続ける様
に構成してもよい。
【００４９】
このように構成することによって、たとえば視聴者が乗車中にテレビ放送を受信している
場合など、移動中にビルなどの影響でテレビジョン放送受信部７０での受信状況が悪くな
った場合には、受信信号監視部８０で受信信号レベルが所定レベル以下になったことが検
出でき、ＭＰＥＧデコード部７６への電源の供給を停止するとともに、切替回路８２へ切



(8) JP 4191397 B2 2008.12.3

10

20

30

40

50

替信号を送り、切替回路８２の接続をＢ－Ｃ間に切り替え、迅速にＷ－ＣＤＭＡ送受信部
９１ で受信した所望のテレビ放送の受信信号をベースバンド処理部９６で処理し、処理
した映像信号を切替回路８２を経由し信号処理部８４を介して表示部８６に表示できる。
【００５０】
つぎに図５、図６を参照して第２の実施例を説明する。図５は第２の実施例の概略の構成
を示す図で、情報処理システム２０００のうち、点線で囲んだ部分が情報処理装置２００
であり、図６は第２の実施例でテレビ放送を受信する場合の処理フローの要部を示す図で
ある。この第２の実施例中で、第１の実施例と同じまたは同様の機能を有するものには、
同じ符号を付して使用した。
【００５１】
この第２の実施例中の情報処理装置２００は、テレビ受信用モジュールであるテレビジョ
ン放送受信部７０と、無線ＬＡＮモジュール１６１とを、ノートブック型パソコンなどの
携帯型の情報処理装置２００に搭載したものである。第１の実施例と異なり、テレビジョ
ン放送間接受信手段に私設回線などにアクセス可能な無線ＬＡＮモジュール１６１を搭載
した点が第１の実施例と異なる。
【００５２】
つぎに、図５、図６を参照して、本実施例を説明する。この本第２の実施例でも、初期状
態では情報処理装置２００の電源が投入されており、テレビジョン放送受信部７０および
無線ＬＡＮモジュール１６１に電源は、供給されていない（ステップ５００）。この初期
状態で、つぎに、パソコン機能部８３の記憶部８５に搭載されているテレビ受信用のソフ
トを起動する（ステップ５０５のＹＥＳの場合）。このソフトを起動すると、信号処理部
８４は、テレビジョン放送受信部７０および無線ＬＡＮモジュール１６１への電源の供給
を開始する。入力部８７から所望のテレビ放送のチャンネル情報、および無線ＬＡＮモジ
ュール１６１経由で通信を行なう相手先のアドレスが入力される（ステップ５１５）。
【００５３】
このチャンネル情報に対応するチャンネル選択信号はテレビジョン放送受信部７０のチュ
ーナ部７２に送られ、選択されたチャネルのテレビ放送信号はベースバンド処理部７４に
出力され、ベースバンド処理部７４からは、受信したテレビ放送信号の受信状況を示すＢ
ＥＲが受信信号監視部８０に出力され、第１の実施例と同様にパソコン機能部８３の記憶
部８５に記憶されている受信信号に対する所定レベルと比較され、テレビジョン放送受信
部７０で受信されたテレビ放送信号は、良好な映像を表示するのに十分な受信レベルか否
かが判定される（ステップ５２５）。
【００５４】
この受信したテレビ放送受信信号が十分なレベルである場合には（ステップ５２５でＹＥ
Ｓの場合）、無線ＬＡＮモジュール１６１は相手先と接続中か否かが判定され、接続中の
場合（ステップ５３０でＹＥＳの場合）は、無線ＬＡＮモジュール１６１の通信を切断す
る（ステップ５３５）。一方、無線ＬＡＮモジュール１６１が接続中でない場合（ステッ
プ５３０でＮＯの場合）、無線ＬＡＮモジュール１６１でのテレビ放送信号の受信は行な
わないので、無線ＬＡＮモジュール１６１のベースバンド処理部１６６への電源供給を停
止するとともに、切替回路８２の接続をＡ－Ｃ間接続に切り替え（ステップ５４０）、さ
らに、ＭＰＥＧデコード部７６への電源供給を開始し、このＭＰＥＧデコード部７６から
出力された所望のチャンネルのテレビ放送の映像信号を切替回路８２、パソコン機能部８
３を経由させて表示部８６に表示する。
【００５５】
一方、ステップ５２５でテレビジョン放送受信部７０で受信した受信レベルが所定のレベ
ルより低いと受信信号監視部８０で判定した場合（ステップ５２５でＮＯの場合）、受信
信号監視部８０からテレビジョン放送受信部７０へ電源制御信号を送り、ＭＰＥＧデコー
ド部７６の電源供給を停止する（ステップ５５０）。
【００５６】
そして、切替回路８２の接点をＢ－Ｃ間接続とし、無線ＬＡＮモジュール１６１と信号処
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理部８４を接続して（ステップ５５５）、信号処理部８４の入力部８７から入力するか、
既に記憶部８５に記憶されている視聴希望のチャンネル情報、アクセス先のアドレス情報
とにこの情報処理装置２００のアドレス情報を加えた送信情報を無線ＬＡＮモジュール１
６１のベースバンド処理部１６６に送り、ＲＦ部１６４で送信波に変換し、送信側に切り
替わった切替部１６２を経由してアンテナ１６０から送信する。この送信信号は、例えば
建物内の天井などに設置された送受信機１６７で受信され、ＬＡＮ回線であるケーブル１
６８を経由して、送信先アドレスで識別された遠隔地端末装置１６９によって受信され、
この遠隔地端末装置１６９のテレビ放送受信機能によって所望のチャンネルのテレビ放送
を受信し、このチャンネルのテレビ放送信号を送信情報に含まれている情報処理装置２０
０へ送信する。（ステップ５６０）。受信されたテレビ放送信号は、切替部１６２および
ＲＦ部１６４を介してベースバンド処理部１６６に入力され、信号処理を受けて映像信号
になり、切替回路８２およびパソコン機能部８３を介して表示部８６に表示される。
【００５７】
なお、上記のＬＡＮ回線に無線網が含まれていてもよい。
また、パソコン機能部８３で、表示画像のサイズ変更や映像信号の記憶などの処理を行な
ってもよい。
【００５８】
一方、ベースバンド処理部１６６では受信信号を処理してＲＳＳＩを受信信号監視部８０
に出力する。受信信号監視部８０ではこのＲＳＳＩと、無線ＬＡＮモジュール１６１を経
由して受信したテレビ放送受信信号が良好な映像を表示するのに必要なＲＳＳＩのレベル
との比較を行なう。この第２の実施例においても良好な映像表示に必要なＲＳＳＩのレベ
ルは、パソコン機能部８３の記憶部８５に予め記憶されている。
【００５９】
つぎに、表示部８６に表示されているテレビ番組の途中や、終了時点などで、テレビ放送
受信を終了する場合（ステップ５７５でＹＥＳの場合）、テレビジョン放送受信部７０お
よび無線ＬＡＮモジュール１６１への電源供給を停止し、ステップ５０５で、テレビ放送
を再度視聴するか否かを判定し、視聴しない場合（ステップ５０５でＮＯの場合）は再度
ステップ５０５に戻り、テレビ放送視聴に備える。
【００６０】
また、テレビジョン放送受信部７０で受信したテレビ放送信号を受信中も、受信信号監視
部８０ではベースバンド処理部７４からＢＥＲ信号を受け取り、受信状況の監視を続けて
いる。したがって、たとえば、屋内に情報処理装置２００を持ち込み、テレビジョン放送
受信部７０での受信状態が劣化し、良好な映像が表示できないレベルにＢＥＲ信号が低下
すると、受信信号監視部８０から受信状況がパソコン機能部８３に出力され、パソコン機
能部８３からこの受信状況信号に応じて、テレビジョン放送受信部７０のＭＰＥＧデコー
ド部７６への電源供給を停止するとともに、切替回路８２の接続をＢ－Ｃ間接続に切り替
える。同時に、パソコン機能部８３から無線ＬＡＮモジュール１６１へ電源制御信号を送
り、パソコン機能部８３から無線ＬＡＮモジュール１６１のベースバンド処理部１６６に
屋内に設置されたアクセスポイントへのアクセス信号とチャネル選択信号を送る。無線Ｌ
ＡＮモジュール１６１では、切替部１６２を送信側に切り替え、このアクセス信号および
チャンネル選択信号をアンテナ１６０を介して送信する。送信後は、切替部１６２は受信
側に切り替えられ、受信待機状態となる。
【００６１】
なお、この無線ＬＡＮモジュール１６１を介して、テレビ放送を受信し表示している間も
、テレビジョン放送受信部７０のベースバンド処理部７４からはＢＥＲ信号が受信信号監
視部８０へ送られており、このＢＥＲ信号が良好な映像を表示できるレベル以上になると
、無線ＬＡＮモジュール１６１でのテレビ放送受信を停止し、テレビジョン放送受信部７
０を介したテレビ放送受信に切り替える。
【００６２】
この様に、情報処理装置２００は、テレビ放送をテレビジョン放送受信部７０で直接受信
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する方法と、無線ＬＡＮモジュール１６１を介して間接的に受信する方法とを受信信号の
状態に応じて切り替える様に構成されているので、屋外でも室内でもテレビ放送を視聴す
ることが可能になる。
【００６３】
なお、第２の実施例では、間接的にテレビ放送を受信する手段に無線ＬＡＮモジュールを
使用したが、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈなどの他の無線通信方式を用いてもよい。
【００６４】
つぎに、第３の実施例を図７を参照して説明する。この図７には、第１および第２の実施
例に適用した第３の実施例の要部を示し、第１および第２の実施例の切替回路８２近傍の
みを示す。
【００６５】
図７の（Ａ）は、ＭＰＥＧデコード部７６の出力を記憶部６００に記憶可能に構成し、テ
レビジョン放送受信部７０から映像を録画可能にしたものである。このように構成し、テ
レビジョン放送受信部７０の受信状態が劣化して、第１の実施例のＷ－ＣＤＭＡ送受信部
９１または第２の実施例の無線ＬＡＮモジュール１６１に切り替える間は、テレビ放送は
表示が途切れるが、その間、記憶部６００でテレビジョン放送受信部７０からの映像を記
録しておき、スイッチＳＷ１のＤ－Ｆ間を接続して、この記録された映像を遅延再生しつ
つ、Ｗ－ＣＤＭＡ送受信部９１または無線ＬＡＮモジュール１６１からのテレビ放送信号
による映像が表示できる時点でスイッチＳＷ１をＥ－Ｆ間接続に切り替える様に構成した
。この様に構成したので、テレビジョン放送直接受信手段とテレビジョン放送間接受信手
段との切り替え時点での映像の途切れを少なくできる。
【００６６】
なお、記憶部６００は、第１および第２の実施例中の記憶部８５を利用する様に構成して
もよく、またＳＷ１の制御は信号処理部８４からの制御信号で制御する様に構成すること
が好ましい。
【００６７】
図７の（Ｂ）は、ＭＰＥＧデコード部７６でデコードする前の状態の信号をパソコン機能
部８３内の記憶部８５に記憶する様に構成したもので、ベースバンド処理部７４でベース
バンド処理した信号を信号処理部８４を経由して記憶部８５に記憶させる。この記憶部８
５に記憶したテレビ放送信号を再生する際には、ＭＰＥＧデコード部７６に入力させ、Ｍ
ＰＥＧデコード処理を行なって映像信号に処理した後に切替回路８２のＡ－Ｃ間接点を経
由し信号処理部８４を介して表示部８６に表示する。
【００６８】
この様に、ＭＰＥＧデコード前の信号を記憶することにより、記憶データ量を少なくでき
る効果がある。
【００６９】
なお、信号処理部８４でソフトウェアによってＭＰＥＧデコード処理を行なう様に構成し
てもよく、この場合にはＭＰＥＧデコード部７６は不要である。
【００７０】
つぎに図８を参照して、第４の実施例を説明する。この第４の実施例は、テレビジョン放
送受信部７０で受信したテレビ放送を第１の実施例のＷ－ＣＤＭＡ送受信部９１または第
２の実施例の無線ＬＡＮモジュール１６１を経由して、アクセス先にテレビ放送信号を転
送することを目的としたものである。
【００７１】
図８は、本実施例の要部を示したもので、切替回路８２のＡおよびＢ端子間にスイッチＳ
Ｗ２を設け、スイッチＳＷ２を接続することによって、テレビジョン放送受信部７０のＭ
ＰＥＧデコード部７６からのテレビ放送の映像信号をＷ－ＣＤＭＡ送受信部９１または無
線ＬＡＮモジュール１６１のベースバンド処理部９６へ出力する様に構成した。
【００７２】
この様に構成したので、他の装置へテレビ放送を転送することが可能になり、たとえば、



(11) JP 4191397 B2 2008.12.3

10

20

30

40

50

当地の放送局で放送されているテレビ放送を、遠隔地などに転送したり、記録しておきた
いテレビ放送を他装置を利用して記録するなどが可能になる。
【００７３】
つぎに図９を参照して、第５の実施例を説明する。この第５の実施例は、テレビジョン放
送受信部７０で受信したテレビ放送および、第１の実施例のＷ－ＣＤＭＡ送受信部９１ま
たは第２の実施例の無線ＬＡＮモジュール１６１などで受信したテレビ放送をスイッチＳ
Ｗ３、ＳＷ４を介して、信号処理部８４に入力し、両方のテレビ放送を表示する様にした
もので、この実施例では、テレビジョン放送受信部７０とテレビジョン放送間接受信手段
であるＷ－ＣＤＭＡ送受信部９１または無線ＬＡＮモジュール１６１とで、異なったテレ
ビ放送を受信し、表示することが可能になる。
【００７４】
以上の説明に関連して、以下の項を開示する。
（付記１）テレビジョン放送を通信回線を経由して送信する遠隔地端末装置と、前記遠隔
地端末装置からのテレビジョン放送を受信する通信部と、テレビジョン放送電波を受信す
るテレビジョン放送受信部と、前記テレビジョン放送受信部が受信したテレビジョン放送
の受信状態に基づき、前記テレビジョン放送受信部または前記通信部のいずれでテレビジ
ョン放送を受信するかを選択する選択信号を生成する受信監視部とを有した情報処理装置
とを有したことを特徴とする情報処理システム。
（付記２）前記受信監視部は、前記テレビジョン放送受信部および前記通信部が受信した
テレビジョン放送の受信状態を示す信号に基づき、前記テレビジョン放送受信部または前
記通信部のいずれでテレビジョン放送を受信するかを選択する選択信号を生成することを
特徴とする付記１に記載の情報処理システム。
（付記３）前記通信部は前記通信回線を介して送受信可能であって、識別情報を含む送信
依頼情報を送信した送信先から前記テレビジョン放送を受信することを特徴とする付記１
または付記２に記載の情報処理システム。
（付記４）前記通信回線は、公衆回線または／および私設回線を含むことを特徴とする付
記１乃至付記３のいずれかに記載の情報処理システム。
（付記５）前記受信監視部は、前記テレビジョン放送受信部で受信した受信信号の受信状
態を示す信号レベルと予め定められた対応する信号レベルとの比較によって、前記選択信
号を生成することを特徴とする付記１乃至付記４のいずれかに記載の情報処理システム。
（付記６）前記受信状態を示す信号レベルと予め定められた対応する信号レベルは、受信
信号のＳ／Ｎ比と予め定められたＳ／Ｎ比、または受信信号の受信強度と予め定められた
受信強度、または受信信号のビットエラーレートと予め定められたビットエラーレートの
いずれかであることを特徴とする付記１乃至付記５のいずれかに記載の情報処理システム
。
（付記７）前記テレビジョン放送受信部または前記通信部への電力供給を前記選択信号に
基づいて制御する電力制御部を有したことを特徴とする前記付記１乃至付記６のいずれか
に記載の情報処理システム。
（付記８）前記テレビジョン放送を記録し、記録した前記テレビジョン放送をディレイ時
間を持って再生するための記憶装置を有したことを特徴とする付記１乃至付記７のいずれ
かに記載の情報処理システム。
（付記９）前記テレビジョン受信部で受信したテレビジョン放送を前記通信部から前記通
信回線を介して送信することを特徴とする付記１乃至付記８のいずれかに記載の情報処理
システム。
（付記１０）テレビジョン放送受信部と、通信回線を経由してテレビジョン放送を受信す
る通信部と、前記テレビジョン放送受信部が受信したテレビジョン放送の受信状態に基づ
き、前記テレビジョン放送受信部または前記通信部のいずれでテレビジョン放送を受信す
るかを選択する選択信号を生成する受信監視部とを有したことを特徴とする情報処理装置
。
（付記１１）前記テレビジョン放送受信部および前記通信部で受信したテレビジョン放送
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をともに表示可能な付記１乃至付記９のいずれかに記載の情報処理システム。
（付記１２）テレビジョン放送受信部と、通信回線を経由してテレビジョン放送を受信す
る通信部と、前記テレビジョン放送受信部が受信したテレビジョン放送の受信状態に基づ
き、前記テレビジョン放送受信部または前記通信部のいずれでテレビジョン放送を受信す
るかを選択する選択信号を生成する受信監視部と、前記選択された前記テレビジョン放送
受信部または通信部からのテレビジョン放送信号を表示する表示部を有したことを特徴と
する情報処理装置。
（付記１３）付記１０に記載の情報処理装置において、前記情報処理装置に記憶部を有し
、前記記憶部に受信したテレビジョン放送信号を記録するとともに、前記記通信部を介し
て、他の記憶部に前記テレビジョン放送信号を記録することを特徴とする情報処理装置。
【００７５】
【発明の効果】
請求項１の発明においては、複数の受信部と一方の受信状態に基づいて、いずれの受信部
で受信するかを選択するように構成したので受信状態に応じて、良好な受信状態でテレビ
放送を受信できる。
【００７６】
　さらに、複数の受信部と両方の受信状態に基づいて、いずれの受信部で受信するかを選
択するように構成したので受信状態に応じて、より良い受信状態でテレビ放送を受信でき
る。
【００７７】
　請求項２および請求項３の発明においては、通信部の通信先からテレビジョン放送を受
信する様に構成したので、情報処理装置の環境に左右されずにテレビ放送を受信でき、公
衆回線や私設回線を利用してテレビ放送を受信するので、情報処理装置が希望する番組が
地元テレビ放送で放送されない遠隔地であったり、テレビ電波を受信しにくい家屋内であ
っても視聴したいテレビ番組を視聴可能とな
る。
【００７８】
　請求項４の発明においては、受信監視部がテレビジョン放送受信部で受信した受信信号
の受信状態を示す信号レベルと予め定められた対応する信号レベルとを比較して選択信号
を生成するように構成したので、予め定められた対応する信号レベルを視聴するのに十分
な信号レベルに設定することによって、視聴するのに十分な受信レベルを受信するテレビ
ジョン放送受信部または通信部からのテレビ放送を受信することができる。
【００７９】
　請求項５の発明では、使用しないテレビジョン放送受信部または通信部への電力供給を
制御するように構成したので、電力の浪費を低減できる。請求項６の発明では、ディレイ
再生が可能となり、受信手段の切替時におけるテ
レビ放送の途切れを少なくできる。
【００８０】
　請求項７の発明では、テレビジョン受信部で受信したテレビジョン放送を通信部から公
衆回線を介して他の装置に送信できるので、他の装置で視聴出来ない番組などが視聴可能
になる。
【００８１】
　請求項８の発明では、異なる番組や当地で視聴不可能な遠方の番組を同時に視聴可能に
なる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の原理を示す図。
【図２】情報処理装置の概略を示す図。
【図３】第１の実施例を示す図。
【図４】第１の実施例の処理フローを示す図。
【図５】第２の実施例を示す図。
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【図６】第２の実施例の処理フローを示す図。
【図７】第３の実施例を示す図。
【図８】第４の実施例を示す図。
【図９】第５の実施例を示す図。
【符号の説明】
１　　　情報処理装置
１０　　　テレビジョン放送直接受信手段
２０　　　自動切替手段
５０　　　テレビジョン放送間接受信手段
５８　　　遠隔地端末装置
７０　　　テレビジョン放送受信部
８０　　　受信信号監視部
８２　　　切替回路
８３　　　パソコン機能部
９１　　　Ｗ－ＣＤＭＡ送受信部
９９　　　遠隔地端末装置
１００　　情報処理装置
１６１　　無線ＬＡＮモジュール
１６９　　遠隔地端末装置
２００　　情報処理装置
９００　　情報処理システム
１０００　情報処理システム
２０００　情報処理システム

【図１】 【図２】
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【図９】
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