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(57)【要約】
【課題】テレビ受像機から送信される複数の音声のそれ
ぞれを複数人で視聴する。
【解決手段】映像を表示する映像表示部と音声を出力す
る音声出力部とを備えるテレビ受像機と、テレビ受像機
と無線ネットワークを介して接続されるヘッドホン２と
を備えるテレビ放送視聴システムにおいて、テレビ受像
機は、音声出力部から出力され、音声多重放送により放
送される主音声及び副音声を含む複数の音声が混在した
混合音声を送信する無線通信部を備え、ヘッドホンは、
混合音声を受信する無線通信部２１と、受信された混合
音声を出力する音声出力部２４と、音声出力部から出力
される混合音声のうち、所定の音声を選択する操作部２
５とを備えている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像を表示する表示部と音声を出力するテレビ側音出力部とを備えるテレビ受像機と、
前記テレビ受像機と無線通信回線を介して接続される少なくとも一の音声受信装置とを備
えるテレビ放送視聴システムにおいて、
　前記テレビ受像機は、
　前記テレビ側音出力部から出力される複数の音声が混在した混合音声を送信する混合音
送信手段を備え、
　前記音声受信装置は、
　前記混合音送信手段から送信される前記混合音声を受信する混合音受信手段と、
　前記混合音受信手段により受信された前記混合音声を出力する受信装置側音出力部と、
　前記受信装置側音出力部から出力される前記混合音声のうち、所定の音声を選択する混
合音選択操作手段とを備え、
　前記混合音声は、音声多重放送により放送される主音声及び副音声を含み、
　前記テレビ受像機は、さらに、
　前記テレビ側音出力部からのみ音声を出力する第１の音声出力モードと、前記混合音送
信手段からのみ音声を送信する第２の音声出力モードと、前記テレビ側音出力部からの音
声の出力及び前記混合音送信手段からの音声の送信を行う第３の音声出力モードとを具備
し、
　前記第１の音声出力モード、前記第２の音声出力モード及び前記第３の音声出力モード
の中で何れかの音声出力モードに切替えるモード切替手段を備えることを特徴とするテレ
ビ放送視聴システム。
【請求項２】
　映像を表示する表示部と音声を出力するテレビ側音出力部とを備えるテレビ受像機と、
前記テレビ受像機と無線通信回線を介して接続される少なくとも一の音声受信装置とを備
えるテレビ放送視聴システムにおいて、
　前記テレビ受像機は、
　前記テレビ側音出力部から出力される複数の音声が混在した混合音声を送信する混合音
送信手段を備え、
　前記音声受信装置は、
　前記混合音送信手段から送信される前記混合音声を受信する混合音受信手段と、
　前記混合音受信手段により受信された前記混合音声を出力する受信装置側音出力部と、
　前記受信装置側音出力部から出力される前記混合音声のうち、所定の音声を選択する混
合音選択操作手段とを備えることを特徴とするテレビ放送視聴システム。
【請求項３】
　映像を表示する表示部と音声を出力するテレビ側音出力部とを備えるテレビ受像機と、
前記テレビ受像機と無線通信回線を介して接続される少なくとも一の音声受信装置とを備
えるテレビ放送視聴システムにおいて、
　前記テレビ受像機は、
　前記テレビ側音出力部から出力される複数の音声が混在した混合音声のうち、何れか一
の音声を送信可能な一音送信手段を備え、
　前記音声受信装置は、
　前記テレビ側音出力部から出力される前記混合音声のうち、所定の音声を選択する一音
選択操作手段と、
　前記一音選択操作手段により選択され、前記一音送信手段から送信された音声を受信す
る一音受信手段と、
　前記一音受信手段により受信された音声を出力する受信装置側音出力部とを備えること
を特徴とするテレビ放送視聴システム。
【請求項４】
　前記混合音声は、音声多重放送により放送される主音声及び副音声を含むことを特徴と
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する請求項２又は３に記載のテレビ放送視聴システム。
【請求項５】
　前記テレビ受像機は、
　前記テレビ側音出力部からのみ音声を出力する第１の音声出力モードと、前記混合音送
信手段からのみ音声を送信する第２の音声出力モードと、前記テレビ側音出力部からの音
声の出力及び前記混合音送信手段からの音声の送信を行う第３の音声出力モードとを具備
し、
　前記第１の音声出力モード、前記第２の音声出力モード及び前記第３の音声出力モード
の中で何れかの音声出力モードに切替えるモード切替手段を備えることを特徴とする請求
項２～４の何れか一項に記載のテレビ放送視聴システム。
【請求項６】
　映像を表示する表示部と音声を出力するテレビ側音出力部とを備えるテレビ受像機と、
前記テレビ受像機と無線通信回線を介して接続される少なくとも一の音声受信装置とを備
えるテレビ放送視聴システムにおいて、
　前記テレビ受像機は、
　前記表示部に複数の映像を同時に表示させる映像表示制御手段と、
　前記テレビ側音出力部から出力される複数の音声を送信可能な複数音送信手段とを備え
、
　前記音声受信装置は、
　前記映像表示制御手段により表示される前記複数の映像の音声のうち、何れかの音声を
選択する音選択操作手段と、
　前記音選択操作手段により選択され、前記複数音送信手段から送信された音声を受信す
る音受信手段と、
　前記音受信手段により受信された音声を出力する受信装置側音出力部とを備えることを
特徴とするテレビ放送視聴システム。
【請求項７】
　前記テレビ受像機は、
　前記テレビ側音出力部からのみ音声を出力する第１の音声出力モードと、前記複数音送
信手段からのみ音声を送信する第２の音声出力モードと、前記テレビ側音出力部からの音
声の出力及び前記複数音送信手段からの音声の送信を行う第３の音声出力モードとを具備
し、
　前記第１の音声出力モード、前記第２の音声出力モード及び前記第３の音声出力モード
の中で何れかの音声出力モードに切替えるモード切替手段を備えることを特徴とする請求
項６に記載のテレビ放送視聴システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テレビ受像機から送信された音声をワイヤレスヘッドホン等の音声受信装置
により受信して視聴するテレビ放送視聴システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタルテレビの急速な普及に伴い、有料放送などの多彩なコンテンツの視聴が
可能となり、ユーザにとってエンターテイメント性が向上してきている。
　さらに、テレビの視聴スタイルも多様化してきており、ヘッドホンを用いることにより
、周囲の環境に迷惑にならずに大きな音量での視聴や、周囲からの雑音の影響を受けずに
視聴することができるようになっている。
【０００３】
　また、ヘッドホンをテレビと有線接続すると、ケーブルの接続作業が煩わしく、ケーブ
ルの長さにより視聴範囲が制限されるといった問題もある。
　そこで、テレビから出力される音声信号を赤外線によりヘッドホンに送信することによ
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って、ワイヤレス化を実現したワイヤレス音響伝送装置も開発されている（例えば、特許
文献１参照）。
【特許文献１】特開平１１－３０８６８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、映画等を複数人で視聴する場合に、視聴者によっては音声多重放送により放
送される主音声及び副音声を切り替えて視聴することもある。しかしながら、スピーカか
らは何れかの音声のみが出力され、複数人で異なる音声を同時に視聴できなかった。
　また、近年では、チューナを複数搭載したテレビが開発され、表示画面に複数の画面を
表示可能となっている。しかしながら、テレビのスピーカやヘッドホン端子からは、所定
のコンテンツに対応した音声のみが出力されるようになっているため、実際には、複数人
で一つのコンテンツしか同時に視聴できなかった。
【０００５】
　なお、特許文献１等のように、音声信号の送信機をテレビのヘッドホン端子等に後付け
する構成の場合、機能の拡張性が低いといった問題もある。
【０００６】
　そこで、本発明の課題は、テレビ受像機から送信される複数の音声のそれぞれを複数人
で視聴することができるテレビ放送視聴システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の発明は、
　映像を表示する表示部と音声を出力するテレビ側音出力部とを備えるテレビ受像機と、
前記テレビ受像機と無線通信回線を介して接続される少なくとも一の音声受信装置とを備
えるテレビ放送視聴システムにおいて、
　前記テレビ受像機は、
　前記テレビ側音出力部から出力される複数の音声が混在した混合音声を送信する混合音
送信手段を備え、
　前記音声受信装置は、
　前記混合音送信手段から送信される前記混合音声を受信する混合音受信手段と、
　前記混合音受信手段により受信された前記混合音声を出力する受信装置側音出力部と、
　前記受信装置側音出力部から出力される前記混合音声のうち、所定の音声を選択する混
合音選択操作手段とを備え、
　前記混合音声は、音声多重放送により放送される主音声及び副音声を含み、
　前記テレビ受像機は、さらに、
　前記テレビ側音出力部からのみ音声を出力する第１の音声出力モードと、前記混合音送
信手段からのみ音声を送信する第２の音声出力モードと、前記テレビ側音出力部からの音
声の出力及び前記混合音送信手段からの音声の送信を行う第３の音声出力モードとを具備
し、
　前記第１の音声出力モード、前記第２の音声出力モード及び前記第３の音声出力モード
の中で何れかの音声出力モードに切替えるモード切替手段を備えることを特徴としている
。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、
　映像を表示する表示部と音声を出力するテレビ側音出力部とを備えるテレビ受像機と、
前記テレビ受像機と無線通信回線を介して接続される少なくとも一の音声受信装置とを備
えるテレビ放送視聴システムにおいて、
　前記テレビ受像機は、
　前記テレビ側音出力部から出力される複数の音声が混在した混合音声を送信する混合音
送信手段を備え、
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　前記音声受信装置は、
　前記混合音送信手段から送信される前記混合音声を受信する混合音受信手段と、
　前記混合音受信手段により受信された前記混合音声を出力する受信装置側音出力部と、
　前記受信装置側音出力部から出力される前記混合音声のうち、所定の音声を選択する混
合音選択操作手段とを備えることを特徴としている。
【０００９】
　請求項３に記載の発明は、
　映像を表示する表示部と音声を出力するテレビ側音出力部とを備えるテレビ受像機と、
前記テレビ受像機と無線通信回線を介して接続される少なくとも一の音声受信装置とを備
えるテレビ放送視聴システムにおいて、
　前記テレビ受像機は、
　前記テレビ側音出力部から出力される複数の音声が混在した混合音声のうち、何れか一
の音声を送信可能な一音送信手段を備え、
　前記音声受信装置は、
　前記テレビ側音出力部から出力される前記混合音声のうち、所定の音声を選択する一音
選択操作手段と、
　前記一音選択操作手段により選択され、前記一音送信手段から送信された音声を受信す
る一音受信手段と、
　前記一音受信手段により受信された音声を出力する受信装置側音出力部とを備えること
を特徴としている。
【００１０】
　請求項４に記載の発明は、請求項２又は３に記載のテレビ放送視聴システムにおいて、
　前記混合音声は、音声多重放送により放送される主音声及び副音声を含むことを特徴と
している。
【００１１】
　請求項５に記載の発明は、請求項２～４の何れかに記載のテレビ放送視聴システムにお
いて、
　前記テレビ受像機は、
　前記テレビ側音出力部からのみ音声を出力する第１の音声出力モードと、前記混合音送
信手段からのみ音声を送信する第２の音声出力モードと、前記テレビ側音出力部からの音
声の出力及び前記混合音送信手段からの音声の送信を行う第３の音声出力モードとを具備
し、
　前記第１の音声出力モード、前記第２の音声出力モード及び前記第３の音声出力モード
の中で何れかの音声出力モードに切替えるモード切替手段を備えることを特徴としている
。
【００１２】
　請求項６に記載の発明は、
　映像を表示する表示部と音声を出力するテレビ側音出力部とを備えるテレビ受像機と、
前記テレビ受像機と無線通信回線を介して接続される少なくとも一の音声受信装置とを備
えるテレビ放送視聴システムにおいて、
　前記テレビ受像機は、
　前記表示部に複数の映像を同時に表示させる映像表示制御手段と、
　前記テレビ側音出力部から出力される複数の音声を送信可能な複数音送信手段とを備え
、
　前記音声受信装置は、
　前記映像表示制御手段により表示される前記複数の映像の音声のうち、何れかの音声を
選択する音選択操作手段と、
　前記音選択操作手段により選択され、前記複数音送信手段から送信された音声を受信す
る音受信手段と、
　前記音受信手段により受信された音声を出力する受信装置側音出力部とを備えることを
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特徴としている。
【００１３】
　請求項７に記載の発明は、請求項６に記載のテレビ放送視聴システムにおいて、
　前記テレビ受像機は、
　前記テレビ側音出力部からのみ音声を出力する第１の音声出力モードと、前記複数音送
信手段からのみ音声を送信する第２の音声出力モードと、前記テレビ側音出力部からの音
声の出力及び前記複数音送信手段からの音声の送信を行う第３の音声出力モードとを具備
し、
　前記第１の音声出力モード、前記第２の音声出力モード及び前記第３の音声出力モード
の中で何れかの音声出力モードに切替えるモード切替手段を備えることを特徴としている
。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１に記載の発明によれば、受信装置側音出力部から出力される混合音声のうち、
所定の音声を選択することができるので、テレビ受像機のテレビ側音出力部から出力され
る音声と異なる音声を選択して聴くことができる。
　即ち、音声多重放送により放送される主音声及び副音声のうちの何れか一の音声を選択
することができる。
　従って、複数のコンテンツを同時に視聴することができ、テレビ受像機から送信される
複数の音声のそれぞれを複数人で視聴することができる。これにより、より魅力的なテレ
ビ放送視聴システムを提供することができる。
　また、音声出力モードをテレビ側音出力部からのみ音声を出力する第１の音声出力モー
ドと、混合音送信手段からのみ音声を送信する第２の音声出力モードと、テレビ側音出力
部からの音声の出力及び混合音送信手段からの音声の送信を行う第３の音声出力モードと
を切替えて選択することができる。例えば第１の音声出力モードの選択により無線電波の
送出による他の電子機器との干渉を防止することが可能となり、より魅力的なテレビ放送
視聴システムを提供することができる。
【００１５】
　請求項２に記載の発明によれば、受信装置側音出力部から出力される混合音声のうち、
所定の音声を選択することができるので、テレビ受像機のテレビ側音出力部から出力され
る音声と異なる音声を選択して聴くことができる。従って、複数のコンテンツを同時に視
聴することができ、テレビ受像機から送信される複数の音声のそれぞれを複数人で視聴す
ることができる。
【００１６】
　請求項３に記載の発明によれば、テレビ受像機はテレビ側音出力部から出力される混合
音声のうち、所定の音声を選択して音声受信装置に送信することができるので、テレビ受
像機のテレビ側音出力部から出力される音声と異なる音声を選択して聴くことができる。
従って、複数のコンテンツを同時に視聴することができ、テレビ受像機から送信される複
数の音声のそれぞれを複数人で視聴することができる。
【００１７】
　請求項４に記載の発明によれば、請求項２又は３に記載の発明と同様の効果が得られる
のは無論のこと、特に、音声多重放送により放送される主音声及び副音声のうちの何れか
一の音声を選択することができ、より魅力的なテレビ放送視聴システムを提供することが
できる。
【００１８】
　請求項５に記載の発明によれば、請求項２～４の何れかに記載の発明と同様の効果が得
られるのは無論のこと、特に、音声出力モードをテレビ側音出力部からのみ音声を出力す
る第１の音声出力モードと、混合音送信手段からのみ音声を送信する第２の音声出力モー
ドと、テレビ側音出力部からの音声の出力及び混合音送信手段からの音声の送信を行う第
３の音声出力モードとを切替えて選択することができる。例えば第１の音声出力モードの
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選択により無線電波の送出による他の電子機器との干渉を防止することが可能となり、よ
り魅力的なテレビ放送視聴システムを提供することができる。
【００１９】
　請求項６に記載の発明によれば、テレビ受像機の表示部に同時に表示される複数の映像
の各々の音声を選択することができるので、テレビ側音出力部から出力される音声と異な
る音声を選択して聴くことができる。従って、複数のコンテンツを同時に視聴することが
でき、テレビ受像機から送信される複数の音声のそれぞれを複数人で視聴することができ
る。
【００２０】
　請求項７に記載の発明によれば、請求項６に記載の発明と同様の効果が得られるのは無
論のこと、特に、音声出力モードをテレビ側音出力部からのみ音声を出力する第１の音声
出力モードと、複数音送信手段からのみ音声を送信する第２の音声出力モードと、テレビ
側音出力部からの音声の出力及び複数音送信手段からの音声の送信を行う第３の音声出力
モードとを切替えて選択することができる。例えば第１の音声出力モードの選択により無
線電波の送出による他の電子機器との干渉を防止することが可能となり、魅力的なテレビ
放送視聴システムを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下に、本発明について、図面を用いて具体的な態様を説明する。ただし、発明の範囲
は、図示例に限定されない。
【００２２】
［実施形態１］
　図１は、本発明を適用した実施形態１のテレビ放送視聴システム１００の全体構成を模
式的に示した図である。
　図１に示すように、実施形態１のテレビ放送視聴システム１００は、サーバ装置として
のテレビ受像機１と、このテレビ受像機１と無線ネットワーク（無線通信回線）Ｎを介し
て接続され、所定の通信データを送受信するクライアント端末装置としてのヘッドホン２
とを備えてクライアント・サーバシステムを構成している。
【００２３】
　無線ネットワークＮは、例えば、無線ＬＡＮ（Local Area Network）などのネットワー
クである。
　具体的には、無線ネットワークＮを介して、テレビ受像機１からヘッドホン２に音声な
どの通信データが送信される。
【００２４】
　先ず、テレビ受像機１について図２を参照して説明する。
　ここで、図２は、テレビ受像機１の要部構成を示すブロック図である。
【００２５】
　テレビ受像機１は、例えば、地上波デジタル放送やＢＳデジタル放送に関するＴＶ放送
信号を受信可能に構成され、当該ＴＶ放送信号に基づいて映像情報や音声情報を出力可能
となっている。
　具体的には、テレビ受像機１は、例えば、図２に示すように、チューナ１１と、復調部
１２と、デコーダ１３と、映像表示部１４と、音声出力部１５と、エンコーダ１６と、無
線通信部１７と、信号受信部１８と、制御部１９等を備える受像機本体１Ａと、この受像
機本体１Ａを遠隔操作するリモートコントロール装置（以下、「リモコン」と言う。）１
Ｂを備えて構成されている。
【００２６】
　チューナ１１は、例えば、制御部１９から入力される制御信号に従って、ＴＶ放送信号
受信用のアンテナ１１ａにより受信されたＴＶ放送信号（例えば、地上波デジタル放送や
ＢＳデジタル放送等に関するＴＶ放送信号）の中から、ユーザ所望の放送番組のチャンネ
ルに対応する周波数帯域に存在するＴＶ放送信号を受信し、当該受信したＴＶ放送信号を
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変調して中間周波信号を復調部１２に出力する。
【００２７】
　復調部１２は、例えば、制御部１９から入力される制御信号に従って、チューナ１１か
ら出力された中間周波信号に対してデジタル復調や誤り訂正などの処理を施すとともに、
スクランブル解除情報を用いてストリーム（例えば、トランスポートストリーム）に付加
されたスクランブル信号を解除して、当該スクランブル信号が解除されたトランスポート
ストリームをデコーダ１３に出力する。
【００２８】
　デコーダ１３は、例えば、制御部１９から入力される制御信号に従って、復調部１２か
ら出力されたトランスポートストリームを解読し、当該トランスポートストリームを構成
する各トランスポートパケットを判別して、ユーザ所望の放送番組に関連するトランスポ
ートパケットにかかるデータをデジタル音声情報やデジタル映像情報等に分離する。そし
て、デコーダ１３は、例えば、当該デジタル音声情報をデコードして、音声情報を音声出
力部１５に出力するとともに、当該デジタル映像情報をデコードして、映像情報を映像表
示部１４に出力する。
【００２９】
　また、デコーダ１３により分離されたデジタル音声情報は、例えば、無線通信部１７に
出力される。
　ここで、デジタル音声情報としては、例えば、二か国語放送等の音声多重放送により放
送される主音声や副音声等から構成される複数の音声が混在した混合音声に係る情報等が
あげられる。
【００３０】
　映像表示部（表示部）１４は、例えば、液晶表示パネル等であり、デコーダ１３から出
力された映像情報に基づく映像を表示したり、或いは、デコーダ１３から出力されＯＳＤ
回路（図示略）によりＯＳＤ（オンスクリーンディスプレイ）表示信号が合成された映像
情報に基づく映像を表示する。
【００３１】
　音声出力部（テレビ側音出力部）１５は、例えば、スピーカ機器等であり、デコーダ１
３から出力された音声情報に基づく音声を出力する。
【００３２】
　エンコーダ１６は、例えば、外部入力端子（図示略）を介してビデオレコーダ等の外部
機器（図示略）から入力される音声情報をデジタル音声情報にエンコードする。
【００３３】
　無線通信部１７は、例えば、無線ネットワークＮを介してヘッドホン２との間で通信デ
ータの送受信を行う。具体的には、無線通信部１７は、例えば、ヘッドホン２との間で無
線信号の送受信をパケット通信により行うための無線通信用のアンテナ１７ａや、ＲＦ（
Radio Frequency）変換器（図示省略）、無線ＬＡＮに接続するための無線ＬＡＮカード
（図示省略）等を備えている。
【００３４】
　より具体的には、無線通信部（音送信手段）１７は、少なくとも音声出力部１５から出
力される音声と異なる他の音声を送信する。即ち、無線通信部１７は、例えば、音声出力
部１５から音声多重放送における主音声が出力される場合、当該音声多重放送における副
音声を送信するようになっている。具体的には、無線通信部１７は、例えば、デコーダ１
３やエンコーダ１６から出力され入力された主音声及び副音声が混在した混合音声に係る
デジタル音声情報などの通信データの送信を行う。
　ここで、無線通信部１７は、複数の音声が混在した混合音声を送信する混合音送信手段
を構成している。
【００３５】
　また、無線通信部１７は、無線通信部２１から無線ネットワークＮを介して送信された
操作信号を受信すると、当該操作信号をＣＰＵ１９１に出力する。



(9) JP 2008-167187 A 2008.7.17

10

20

30

40

50

【００３６】
　信号受信部１８は、例えば、受像機本体１Ａの外面から露出されるように配設され、リ
モコン１Ｂの信号送信部ｂ２から送信された操作信号（赤外線）を受信して、当該操作信
号を制御部１９に出力する。
【００３７】
　制御部１９は、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１９１と、ＲＡＭ（Rando
m Access Memory）１９２と、ＥＰＲＯＭ（Erasable Programmable Read Only Memory）
１９３等を備えている。
【００３８】
　ＣＰＵ１９１は、例えば、ＥＰＲＯＭ１９３に記憶されたテレビ受像機１用の各種処理
プログラムに従って各種の制御動作を行う。
　具体的には、ＣＰＵ１９１は、リモコン１Ｂの所定操作に基づいて送信され信号受信部
１８を介して受信されたモード決定信号に従って当該テレビ受像機１の音声出力モードを
設定する処理を行う。
　ここで、音声出力モードとしては、例えば、当該テレビ受像機１の音声出力部１５から
のみ混合音声を出力する第１の音声出力モードと、無線通信部１７からのみ混合音声を送
信する第２の音声出力モードと、音声出力部１５からの混合音声の出力及び無線通信部１
７からの混合音声の送信を行う第３の音声出力モードがあげられる。
【００３９】
　また、ＣＰＵ１９１は、無線通信部１７から出力された操作信号が入力されると、ＥＰ
ＲＯＭ１９３から所定の制御プログラムを読み出して、操作信号に従って受像機本体を制
御する。具体的には、ＣＰＵ１９１は、チューナ１１を制御して放送チャンネルを切り替
えたり、音声出力部１５を制御して所望の音声に切り替えたり音量をアップダウンさせる
処理を実行する。
　このように、ＣＰＵ１９１は、リモコン１Ｂからの操作信号を受信した場合と略同様の
動作処理を実行するようになっている。
【００４０】
　ＲＡＭ１９２は、例えば、ＣＰＵ１９１によって実行される処理プログラムなどを展開
するためのプログラム格納領域や、入力データや上記処理プログラムが実行される際に生
じる処理結果などを格納するデータ格納領域などを備える。
【００４１】
　ＥＰＲＯＭ１９３は、例えば、テレビ受像機１で実行可能なシステムプログラム、当該
システムプログラムで実行可能な各種処理プログラム、これら各種処理プログラムを実行
する際に使用されるデータ、ＣＰＵ１９１によって演算処理された処理結果のデータなど
を記憶する。
　具体的には、ＥＰＲＯＭ１９３には、識別情報記憶制御プログラム１９３ｄ、仮ペアリ
ングＩＤ３０が記憶されている。
【００４２】
　識別情報記憶制御プログラム１９３ｄは、ＣＰＵ１９１をサーバ側識別情報記憶制御手
段として機能させるものである。即ち、識別情報記憶制御プログラム１９３ｄは、識別情
報記憶部１９３ｅ（後述）にヘッドホン２との通信により取得した正規ペアリングＩＤを
記憶させる処理に係る機能をＣＰＵに実現させるためのプログラムである。
【００４３】
　仮ペアリングＩＤ３０は、ヘッドホン２と共通に使用され、当該ヘッドホン２とのペア
リング用に通信機能が制限された情報である。即ち、仮ペアリングＩＤ３０を用いて確立
される無線接続にあっては、例えば、ペアリングＩＤの送信のみを行うことができるよう
になっている。
　ここで、ＥＰＲＯＭ１９３は、仮ペアリングＩＤ３０を記憶するサーバ側仮情報記憶手
段を構成している。
【００４４】
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　また、ＥＰＲＯＭ１９３は、識別情報記憶部１９３ｅ、ペアリング情報記憶部１９３ｆ
等を備えている。
【００４５】
　識別情報記憶部１９３ｅは、ＣＰＵ１９１によるテレビ受像機１とのペアリング動作に
用いられる正規ペアリングＩＤを記憶するサーバ側識別情報記憶手段を構成している。
【００４６】
　ペアリング情報記憶部１９３ｆには、例えば、テレビ受像機１とヘッドホン２を接続（
ペアリング）するために必要なペアリング情報が記憶されている。
　ここで、ペアリング情報は、例えば、通信データを暗号化・復号化するための暗号鍵等
を含んでいる。
【００４７】
　リモコン１Ｂは、例えば、操作部ｂ１と、信号送信部ｂ２等を備えている。
【００４８】
　操作部ｂ１は、受像機本体の複数の機能のうち、何れかの機能を操作するためのもので
ある。即ち、操作部ｂ１は、例えば、電源のＯＮ／ＯＦＦ操作、放送チャンネルの選択、
音量のアップダウン操作等を行うものである。
【００４９】
　また、操作部ｂ１は、例えば、当該テレビ受像機１の音声出力モードを第１の音声出力
モード、第２の音声出力モード及び第３の音声出力モードの中で何れかに切替えるモード
切替ボタン（図示略）を具備している。ここで、操作部ｂ１は、テレビ受像機１の音声出
力モードを切替えるモード切替手段を構成している。
　従って、音声出力モードを音声出力部１５からのみ音声を出力する第１の音声出力モー
ドと、無線通信部１７からのみ音声を送信する第２の音声出力モードと、音声出力部１５
からの音声の出力及び無線通信部１７からの音声の送信を行う第３の音声出力モードとを
切替えて選択することができる。ここで、例えば、第１の音声出力モードを選択すること
により、無線電波の送出による他の電子機器との干渉を防止することが可能となり、より
魅力的なテレビ放送視聴システム１００を提供することができる。
【００５０】
　信号送信部ｂ２は、例えば、操作部ｂ１の所定操作に応じた操作信号を、無線ネットワ
ークＮと異なる通信方式である赤外線通信により送信するものである。
【００５１】
　次に、ヘッドホン２について図３を参照して説明する。
　ここで、図３は、ヘッドホン２の要部構成を示すブロック図である。
【００５２】
　図３に示すように、ヘッドホン２は、ヘッドバンド２Ａと、このヘッドバンド２Ａの両
端に形成された耳装着部２Ｂ等を備えている。また、ヘッドホン２は、例えば、無線通信
部２１と、バッファ２２と、デコーダ２３と、音声出力部２４と、操作部２５と、制御部
２６等を備えている。
【００５３】
　無線通信部２１は、例えば、無線ネットワークＮを介してテレビ受像機１との間で通信
データの送受信を行う。具体的には、無線通信部２１は、例えば、テレビ受像機１との間
で無線信号の送受信をパケット通信により行うための無線通信用のアンテナ２１ａや、Ｒ
Ｆ変換器（図示省略）、無線ＬＡＮに接続するための無線ＬＡＮカード（図示省略）等を
備えている。
　より具体的には、無線通信部（音受信手段）２１は、例えば、テレビ受像機１の無線通
信部１７を介して送信された混合音声に係るデジタル音声情報などの通信データを受信す
る。ここで、無線通信部２１は、複数の音声が混在した混合音声を受信する混合音受信手
段を構成している。
【００５４】
　また、無線通信部２１は、正規識別情報送信手段として、仮の無線接続の完了後、ＣＰ
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Ｕ２６１の制御下にて発行される正規ペアリングＩＤをテレビ受像機１に送信する。
【００５５】
　また、無線通信部２１は、例えば、操作部２５の所定操作に基づいて出力される操作信
号を、無線ネットワークＮのＡＣＫパケットの送信に利用される上りリンクを利用してテ
レビ受像機１に送信する。
【００５６】
　バッファ２２は、例えば、テレビ受像機１から送信され、無線通信部２１により受信し
たデジタル音声情報などの通信データを一時的に記憶するものである。
【００５７】
　デコーダ２３は、例えば、バッファ２２に記憶されたデジタル音声情報に対して当該デ
ジタル音声情報のファイル形式に応じた処理を施し、当該デジタル音声情報を音声情報に
デコードするものである。
【００５８】
　音声出力部（受信装置側音出力部）２４は、例えば、耳装着部２Ｂに設けられたスピー
カ機器等であり、デコーダ２３から出力された音声情報に基づいて混合音声を出力する。
【００５９】
　操作部２５は、例えば、ヘッドバンド１Ａや耳装着部１Ｂの所定位置に配設されている
。また、操作部２５は、所定の音声の選択操作、放送チャンネルの選択、音量のアップダ
ウン操作等を行うものである。そして、操作部２５の所定操作に基づいて当該操作部２５
から出力された操作信号は、無線通信部２１から無線ネットワークＮを介して受像機本体
１Ａに送信される。
　即ち、操作部２５及び無線通信部２１は、無線ネットワークＮを介して受像機本体１Ａ
を遠隔操作する操作手段を構成している。
【００６０】
　また、操作部２５は、音声出力部２４から出力される混合音声のうち、所定の音声を選
択する音声選択ボタンを備えている。ここで、操作部２５は、混合音選択操作手段を構成
している。
【００６１】
　制御部２６は、例えば、ＣＰＵ２６１と、ＲＡＭ２６２と、ＥＰＲＯＭ２６３等を備え
ている。
【００６２】
　ＣＰＵ２６１は、例えば、ＥＰＲＯＭ２６３に記憶されたヘッドホン２用の各種処理プ
ログラムに従って各種の制御動作を行う。
【００６３】
　ＲＡＭ２６２は、例えば、ＣＰＵ２６１によって実行される処理プログラムなどを展開
するためのプログラム格納領域や、入力データや上記処理プログラムが実行される際に生
じる処理結果などを格納するデータ格納領域などを備える。
【００６４】
　ＥＰＲＯＭ２６３は、例えば、ヘッドホン２で実行可能なシステムプログラム、当該シ
ステムプログラムで実行可能な各種処理プログラム、これら各種処理プログラムを実行す
る際に使用されるデータ、ＣＰＵ２６１によって演算処理された処理結果のデータなどを
記憶する。
　具体的には、ＥＰＲＯＭ２６３には、例えば、判定プログラム２６３ａ、仮無線接続実
行プログラム２６３ｂ、正規無線接続実行プログラム２６３ｃ、識別情報記憶制御プログ
ラム２６３ｄ等のプログラムと、仮ペアリングＩＤ（仮識別情報）３０等が記憶されてい
る。
　なお、プログラムは、コンピュータが読み取り可能なプログラムコードの形でＥＰＲＯ
Ｍ２６３に記憶されている。
【００６５】
　判定プログラム２６３ａは、ＣＰＵ２６１をクライアント側判定手段として機能させる
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ものである。即ち、判定プログラム２６３ａは、識別情報記憶部２６３ｅにテレビ受像機
１との正規の無線接続に用いられる正規ペアリングＩＤが記憶されているか否かを判定す
る判定処理に係る機能をＣＰＵ２６１に実現させるためのプログラムである。具体的には
、当該ヘッドホン２の電源が投入されると、ＣＰＵ２６１は、ＥＰＲＯＭ２６３から判定
プログラム２６３ａを読み出して実行して正規ペアリングＩＤが記憶されているか否かを
判定する。
【００６６】
　仮無線接続実行プログラム２６３ｂは、ＣＰＵ２６１をクライアント側仮無線接続実行
制御手段として機能させるものである。即ち、仮無線接続実行プログラム２６３ｂは、判
定処理により正規ペアリングＩＤが記憶されていないと判定されると、仮ペアリングＩＤ
３０を用いてペアリング動作を実行させて仮の無線接続を確立する処理に係る機能をＣＰ
Ｕ２６１に実現させるためのプログラムである。
　具体的には、判定処理にて識別情報記憶部２６３ｅに正規ペアリングＩＤが記憶されて
いないと判定されると、ＣＰＵ２６１は、仮無線接続実行プログラム２６３ｂを実行して
、仮ペアリングＩＤ３０を用いてテレビ受像機１とペアリングを確立するペアリング動作
を実行させて、仮の無線接続を確立させる。
　ここで、ＣＰＵ２６１は、テレビ受像機１とペアリングを確立するペアリング動作を行
うペアリング実行手段を構成している。
【００６７】
　正規無線接続実行プログラム２６３ｃは、ＣＰＵ２６１をクライアント側正規無線接続
実行制御手段として機能させるものである。即ち、正規無線接続実行プログラム２６３ｃ
は、仮の無線接続の完了後、正規ペアリングＩＤ（正規識別情報）を用いてペアリング動
作を実行させて正規の無線接続を確立する処理に係る機能をＣＰＵ２６１に実現させるた
めのプログラムである。
【００６８】
　識別情報記憶制御プログラム２６３ｄは、ＣＰＵ２６１をクライアント側識別情報記憶
制御手段として機能させるものである。即ち、識別情報記憶制御プログラム２６３ｄは、
正規ペアリングＩＤの送信後、識別情報記憶部２６３ｅに正規ペアリングＩＤを記憶させ
る処理に係る機能をＣＰＵ２６１に実現させるためのプログラムである。
【００６９】
　仮ペアリングＩＤ３０は、テレビ受像機１と共通に使用され、当該テレビ受像機１との
ペアリング用に通信機能が制限された情報である。即ち、仮ペアリングＩＤ３０を用いて
確立される無線接続にあっては、例えば、ペアリングＩＤの送信のみを行うことができる
ようになっている。
　ここで、ＥＰＲＯＭ２６３は、仮ペアリングＩＤ３０を記憶するクライアント側仮情報
記憶手段を構成している。
【００７０】
　また、ＥＰＲＯＭ２６３は、識別情報記憶部２６３ｅ、ペアリング情報記憶部２６３ｆ
等を備えている。
【００７１】
　識別情報記憶部２６３ｅは、ＣＰＵ２６１によるテレビ受像機１とのペアリング動作に
用いられる正規ペアリングＩＤを記憶するクライアント側識別情報記憶手段を構成してい
る。
　なお、正規ペアリングＩＤは、例えば、そのＩＤ値のサイズが数byte程度であり、所定
値の正規ペアリングＩＤが識別情報記憶部２６３ｅに格納されていない場合、ペアリング
が未実施となっている。
【００７２】
　ペアリング情報記憶部２６３ｆには、例えば、テレビ受像機１とヘッドホン２をペアリ
ングするために必要なペアリング情報が記憶されている。
【００７３】
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　次に、テレビ放送視聴システム１００によるペアリング処理について図４を参照して説
明する。
　ここで、図４は、ペアリング処理に係る動作の一例を示すフローチャートである。
　なお、以下に説明するペアリング処理にあっては、クライアント端末装置であるヘッド
ホン２で行われるようになっている。
【００７４】
　先ず、ヘッドホン２の電源が投入されると（ステップＳ１；ＹＥＳ）、ＣＰＵ２６１は
、ＥＰＲＯＭ２６３から判定プログラム２６３ａを読み出して、識別情報記憶部２６３ｅ
に正規ペアリングＩＤが記憶されているか否かを判定する判定処理を実行する（ステップ
Ｓ２）。
　ここで、正規ペアリングＩＤが記憶されていないと判定されると（ステップＳ２；ＮＯ
）、ＣＰＵ２６１は、仮無線接続実行プログラム２６３ｂを読み出して、ＥＰＲＯＭ２６
３に記憶されている仮ペアリングＩＤ３０を用いてペアリング動作を実行して仮の無線接
続を確立する。具体的には、ＣＰＵ２６１は、仮ペアリングＩＤ３０を用いて所定の周波
数でプローブ要求を送信し（ステップＳ３）、当該プローブ要求を受信したテレビ受像機
１がプローブ応答を返答することにより（ステップＳ４）、仮の無線接続を確立する（ス
テップＳ５）。
【００７５】
　続けて、ＣＰＵ２６１は、正規ペアリングＩＤを発行し、無線通信部２１を制御してテ
レビ受像機１に送信する（ステップＳ６）。
　テレビ受像機１にあっては、無線通信部１７を介して正規ペアリングＩＤを受信すると
、ＣＰＵ１９１は、ＥＰＲＯＭ１９３から識別情報記憶制御プログラム１９３ｄを読み出
して実行し、識別情報記憶部１９３ｅに正規ペアリングＩＤを記憶させる（ステップＳ７
）。
　また、正規ペアリングＩＤの送信後、ヘッドホン２のＣＰＵ２６１は、ＥＰＲＯＭ２６
３から識別情報記憶制御プログラム２６３ｄを読み出して実行し、識別情報記憶部２６３
ｅに正規ペアリングＩＤを記憶させる（ステップＳ８）。
【００７６】
　その後、正規の無線接続を確立する際には、ＣＰＵ２６１は、正規無線接続実行プログ
ラム２６３ｃを読み出して、正規ペアリングＩＤを用いてペアリング動作を実行して正規
の無線接続を確立する。具体的には、ＣＰＵ２６１は、正規ペアリングＩＤを用いてアソ
シエーション要求を送信し（ステップＳ９）、当該アソシエーション要求を受信したテレ
ビ受像機１がアソシエーション応答を返答することにより（ステップＳ１０）、正規の無
線接続を確立する（ステップＳ１１）。
【００７７】
　以上のように、実施形態１のテレビ放送視聴システム１００によれば、ヘッドホン２の
操作部ｂ１を用いることにより、音声出力部１５から出力される混合音声のうち、所定の
音声を選択することができるので、テレビ受像機１の音声出力部１５から出力される音声
と異なる音声を選択して聴くことができる。
　即ち、音声多重放送により放送される主音声及び副音声のうちの何れか一の音声を選択
することができる。
　従って、複数のコンテンツを同時に視聴することができ、テレビ受像機１から送信され
る複数の音声のそれぞれを複数人で視聴することができる。これにより、より魅力的なテ
レビ放送視聴システム１００を提供することができる。
【００７８】
　また、ヘッドホン２は、その電源投入時に、ＥＰＲＯＭ２６３に正規の無線接続に用い
られる正規ペアリングＩＤが記憶されていない場合に、仮ペアリングＩＤ３０を用いて仮
の無線接続を確立することができ、その後、正規ペアリングＩＤをテレビ受像機１に送信
して当該正規ペアリングＩＤを用いて正規の無線接続を確立することができるので、ユー
ザによる各種の煩わしい作業を必要とせずにペアリングを簡便に行うことができる。
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　このとき、ヘッドホン２の電源投入時に正規識別情報が記憶されているか否かを判定す
るので、ペアリングの開始のための特定の操作を行う必要がなくなり、ペアリングをより
簡便に行うことができる。
　さらに、仮ペアリングＩＤ３０は、テレビ受像機１とのペアリング用に通信機能が制限
されているため、ヘッドホン２の情報がテレビ受像機１以外の他のサーバに漏洩すること
を防止して、無線ネットワークＮのセキュリティ性を向上させることができる。
【００７９】
　また、ヘッドホン２の操作部２５を用いることにより、テレビ受像機１の複数の機能の
うち、リモコン１Ｂにより操作される機能とは異なる他の機能を無線ネットワークＮを介
して遠隔操作することができ、リモコン１Ｂ単体では不可能なテレビ受像機１の複数の機
能を同時に操作することができる。
　即ち、音声多重放送により放送される主音声及び副音声のうち、音声出力部１５から出
力される音声と異なる他の音声の内容及び音量を選択することができ、複数人で複数の音
声を個別に聴くことができる。
　従って、テレビ受像機１の複数の機能を有効に利用することができ、より魅力的なテレ
ビ放送視聴システム１００を提供することができる。
【００８０】
　なお、上記実施形態１では、テレビ受像機１の無線通信部１７から主音声及び副音声を
含む混合音声を送信して、ヘッドホン２側の操作部２５により何れかの音声が選択される
ような構成としたが、これに限られるものではなく、例えば、操作部２５の所定操作に基
づいて選択された主音声及び副音声のうちの何れか一方の音声を無線通信部１７から送信
するようにしても良い。
　以下に、変形例１のテレビ放送視聴システムについて図９を参照して説明する。
【００８１】
＜変形例１＞
　変形例１のテレビ放送視聴システムは、テレビ受像機４０１の音声出力部１５から出力
される主音声及び副音声を含む混合音声のうち、ヘッドホン２の音声出力部２４から出力
される音声を予め選択して、選択された一の音声を無線通信部４１７からヘッドホン２に
送信するようになっている。
　即ち、テレビ受像機４０１のデコーダ４１３は、主音声及び副音声からなる混合音声の
うち、ヘッドホン２の操作部（一音選択操作手段）２５の操作により選択された何れか一
方の音声に係るデジタル音声情報を無線通信部４１７に出力する。
　無線通信部４１７は、一音送信手段として、デコーダ４１３から出力された主音声及び
副音声のうちの何れか一方の音声に係るデジタル音声情報を送信する。
　ヘッドホン２は、テレビ受像機４０１の無線通信部４１７から送信された音声を無線通
信部（一音受信手段）２１により受信すると、当該音声を音声出力部２４から出力する。
【００８２】
　以上のように、変形例１のテレビ放送視聴システムによれば、テレビ受像機４０１は音
声出力部１５から出力される主音声及び副音声を含む混合音声のうち、所定の音声を選択
してヘッドホン２に送信することができるので、テレビ受像機４０１の音声出力部１５か
ら出力される音声と異なる音声を選択して聴くことができる。
　従って、複数のコンテンツを同時に視聴することができ、テレビ受像機４０１から送信
される複数の音声のそれぞれを複数人で視聴することができる。
【００８３】
［実施形態２］
　以下に、実施形態２のテレビ放送視聴システム２００について図５及び図６を参照して
説明する。
　ここで、図５は、本発明を適用した実施形態２のテレビ放送視聴システム２００の全体
構成を模式的に示した図である。また、図６は、テレビ受像機２０１の要部構成を示すブ
ロック図である。
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　なお、実施形態２のテレビ放送視聴システム２００は、テレビ受像機２０１の構成以外
の点では上記実施形態１と略同様であるので、同様の構成には同一の符号を付してその説
明を省略する。
【００８４】
　実施形態２のテレビ放送視聴システム２００は、例えば、図５に示すように、複数（例
えば、２つ）のチューナを搭載したテレビ受像機２０１と、テレビ受像機１に表示される
複数の映像の音声のうち、何れかの音声を選択して受信するヘッドホン２を備えて構成さ
れている。
【００８５】
　テレビ受像機１は、例えば、図６に示すように、第１のチューナ１１１と、第２のチュ
ーナ１１２と、第１の復調部１２１と、第２の復調部１２１と、第１のデコーダ１３１と
、第２のデコータ１３２を備え、映像表示部１４に第１の画面Ｇ１と第２の画面Ｇ２を同
時に表示することができるようになっている。
【００８６】
　第１のチューナ１１１及び第２のチューナ１１２は、例えば、上記実施形態１のチュー
ナ１１と略同様の構成となっており、第１のチューナ１１１は第１の復調部１２１に対し
て、第２のチューナ１１２は第２の復調部１２２に対してそれぞれ中間周波信号を出力す
る。
【００８７】
　第１の復調部１２１及び第２の復調部１２１は、例えば、上記実施形態１の復調部１２
を略同様の構成となっており、第１の復調部１２１は第１のデコーダ１３１に対して、第
２の復調部１２１は第２のデコーダ１３２に対してそれぞれトランスポートストリームを
出力する。
【００８８】
　第１のデコーダ１３１及び第２のデコータ１３２は、例えば、上記実施形態１のデコー
ダ１３と略同様の構成となっており、第１のデコーダ１３１は第１の画面Ｇ１に表示され
る映像情報を、第２のデコータ１３２は第２の画面Ｇ２に表示される映像情報をそれぞれ
映像表示部１４に出力する。また、第１のデコーダ１３１及び第２のデコーダ１３２は、
それぞれの音声情報を音声出力部１５に出力する。
【００８９】
　音声出力部１５は、例えば、第１のデコーダ１３１及び第２のデコーダ１３２から出力
され入力された音声情報のうち、ヘッドホン２の操作部ｂ１の所定操作に基づいて選択さ
れた画面（例えば、第２の画面Ｇ２）と異なる画面（例えば、第１の画面Ｇ１）に係る音
声を出力する。
【００９０】
　ヘッドホン２の操作部２５は、受像機本体１Ａの複数の機能のうち、リモコン１Ｂによ
り操作される機能とは異なる他の機能を操作可能となっており、具体的には、受像機本体
１Ａの無線通信部１７から送信される音声の内容の選択、即ち、第２の画面に表示される
放送チャンネルの選択、音量のアップダウン操作等を行うものである。
　ここで、操作部２５は、複数の映像の音声のうち、何れかの音声を選択する音選択操作
手段を構成している。
【００９１】
　以上のように、実施形態２のテレビ放送視聴システム２００によれば、ヘッドホン２の
操作部２５を用いることにより、テレビ受像機２０１の映像表示部１４に同時に表示され
る複数の映像の各々の音声を選択することができるので、音声出力部１５から出力される
音声と異なる音声を選択して聴くことができる。
　従って、複数のコンテンツを同時に視聴することができ、テレビ受像機２０１から送信
される複数の音声のそれぞれを複数人で視聴することができる。
【００９２】
　また、テレビ受像機２０１の複数の機能のうち、リモコン１Ｂにより操作される機能と
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は異なる他の機能を無線ネットワークＮを介して遠隔操作することができ、リモコン１Ｂ
単体では不可能なテレビ受像機２０１の複数の機能を同時に操作することができる。
　即ち、映像表示部１４に同時に表示される複数の映像の各々の音声のうち、受像機本体
１Ａの音声出力部１５から出力される音声と異なる他の音声の内容及び音量を選択するこ
とができ、複数人で複数の音声を個別に聴くことができる。
　従って、テレビ受像機２０１の複数の機能を有効に利用することができ、より魅力的な
テレビ放送視聴システム２００を提供することができる。
【００９３】
　なお、上記実施形態では、第１のチューナ１１１及び第２のチューナ１１２で受信した
ＴＶ放送信号に係る音声情報を音声出力部１５及びヘッドホン２から出力するようにした
が、これに限られるものではなく、例えば、音声出力部１５及びヘッドホン２の何れか一
方から、外部入力端子を介して入力される外部機器から出力される音声情報を出力するよ
うにしても良い。
【００９４】
　また、上記実施形態では、映像表示部１４に２つの映像を同時に表示するようにしたが
、これに限られるものではなく、例えば、映像の数に応じてチューナ、復調部、デコーダ
を搭載して、３つ以上の映像を同時に表示するようにしても良い。
【００９５】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されることなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲
において、種々の改良並びに設計の変更を行っても良い。
　例えば、テレビ受像機１のＥＰＲＯＭ１９３に正規ペアリングＩＤを記憶した後、ヘッ
ドホン２のＥＰＲＯＭ２６３に正規ペアリングＩＤを記憶するようにしたが、正規ペアリ
ングＩＤの記憶の順序は逆であっても良い。
【００９６】
　また、上記実施形態では、ペアリング処理をヘッドホン２主導で行うようにしたが、こ
れに限られるものではなく、例えば、サーバ装置であるテレビ受像機１主導で行うように
しても良い。
　即ち、図７に示すように、変形例２のテレビ放送視聴システム３００を構成するテレビ
受像機３０１は、例えば、判定プログラム１９３ａ、仮無線接続実行プログラム１９３ｂ
、正規無線接続実行プログラム１９３ｃ等が記憶されたＥＰＲＯＭ１９３を備えている。
【００９７】
　判定プログラム１９３ａは、ＣＰＵ１９１をサーバ側判定手段として機能させるもので
ある。即ち、判定プログラム１９３ａは、識別情報記憶部１９３ｅにヘッドホン２との正
規の無線接続に用いられる正規ペアリングＩＤが記憶されているか否かを判定する判定処
理に係る機能をＣＰＵ１９１に実現させるためのプログラムである。具体的には、当該テ
レビ受像機３０１の電源が投入されると、ＣＰＵ１９１は、ＥＰＲＯＭ１９３から判定プ
ログラム１９３ａを読み出して実行して正規ペアリングＩＤが記憶されているか否かを判
定する。
【００９８】
　仮無線接続実行プログラム１９３ｂは、ＣＰＵ１９１をサーバ側仮無線接続実行制御手
段として機能させるものである。即ち、仮無線接続実行プログラム１９３ｂは、判定処理
により正規ペアリングＩＤが記憶されていないと判定されると、仮ペアリングＩＤ３０を
用いてペアリング動作を実行させて仮の無線接続を確立する処理に係る機能をＣＰＵ１９
１に実現させるためのプログラムである。
　具体的には、判定処理にて識別情報記憶部１９３ｅに正規ペアリングＩＤが記憶されて
いないと判定されると、ＣＰＵ１９１は、仮無線接続実行プログラム１９３ｂを実行して
、仮ペアリングＩＤ３０を用いてヘッドホン２とペアリングを確立するペアリング動作を
実行させて、仮の無線接続を確立させる。
　ここで、ＣＰＵ１９１は、テレビ受像機３０１とペアリングを確立するペアリング動作
を行うペアリング実行手段を構成している。



(17) JP 2008-167187 A 2008.7.17

10

20

30

40

50

【００９９】
　正規無線接続実行プログラム１９３ｃは、ＣＰＵ１９１をサーバ側正規無線接続実行制
御手段として機能させるものである。即ち、正規無線接続実行プログラム１９３ｃは、仮
の無線接続の完了後、正規ペアリングＩＤを用いてペアリング動作を実行させて正規の無
線接続を確立する処理に係る機能をＣＰＵ１９１に実現させるためのプログラムである。
【０１００】
　また、無線通信部１７は、正規識別情報送信手段として、仮の無線接続の完了後、ＣＰ
Ｕ１９１の制御下にて発行される正規ペアリングＩＤをヘッドホン２に送信する。
【０１０１】
　以上のような構成であっても、テレビ受像機３０１は、その電源投入時に、ＥＰＲＯＭ
１９３に正規の無線接続に用いられる正規ペアリングＩＤが記憶されていない場合に、仮
ペアリングＩＤ３０を用いて仮の無線接続を確立することができ、その後、正規ペアリン
グＩＤを用いて正規の無線接続を確立することができるので、ユーザによる各種の煩わし
い作業を必要とせずにペアリングを簡便に行うことができる。
　このとき、テレビ受像機３０１の電源投入時に正規識別情報が記憶されているか否かを
判定するので、ペアリングの開始のための特定の操作を行う必要がなくなり、ペアリング
をより簡便に行うことができる。
【０１０２】
　また、上記実施形態では、ヘッドホン２を１つ例示したが、ヘッドホン２の数はこれに
限られるものではなく、少なくとも１つであれば良く、例えば、図８に示すように、２つ
設けられていても良い。
　この場合、サーバ装置であるテレビ受像機１（２０１、３０１）がヘッドホン２を特定
してデータ送信する必要があるが、例えば、正規ペアリングＩＤの後に送り先のＩＤを付
与したパケットデータを送信することにより、複数のヘッドホン２の中から所定のヘッド
ホン２を特定することができる。
　なお、テレビ受像機１が２台目以降のヘッドホン２とペアリングする場合、テレビ受像
機１の識別情報記憶部１９３ｅには、既に正規ペアリングＩＤが記憶されているため、仮
ペアリングＩＤを用いて２台目以降のヘッドホン２と無線接続を確立できない場合が生じ
る。このため、テレビ受像機１及びヘッドホン２のそれぞれに、例えば、ペアリング開始
ボタンを搭載して、当該ペアリング開始ボタンが押下された場合には、２台目以降のヘッ
ドホン２とのペアリングであると判定して、当該ヘッドホン２とペアリングを実行するよ
うにする必要がある。
【０１０３】
　さらに、上記実施形態では、モード切替手段を操作部ｂ１としてリモコン１Ｂに設ける
ようにしたが、これに限られるものではなく、例えば、受像機本体１Ａに設けるようにし
ても良い。
【０１０４】
　また、上記実施形態では、テレビ受像機１とヘッドホン２とを無線ＬＡＮにより接続す
るようにしたが、これに限られるものではなく、例えば、周波数ホッピング、直接拡散、
赤外線、ＦＭ等であっても良い。
　さらに、テレビ受像機１として、地上波デジタル放送やＢＳデジタル放送に関するＴＶ
放送信号を受信可能に構成されたものを例示したが、これに限られるものではなく、例え
ば、アナログ放送を受信するものであっても良い。
　また、テレビ受像機１の無線通信部１７から送信される音声情報は、デジタル音声情報
に限られるものではない。
　さらに、ヘッドホン２として、無線通信部２１を内蔵した構成のものを例示したが、こ
れに限られるものではなく、例えば、無線通信部２１を搭載した受信アダプタをヘッドホ
ン本体とは別体で設けるようにしても良い。
【０１０５】
　加えて、テレビ受像機１、２０１、３０１及びヘッドホン２の構成や各部の形状等は、
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【図面の簡単な説明】
【０１０６】
【図１】本発明を適用した実施形態１のテレビ放送視聴システムの全体構成を模式的に示
した図である。
【図２】図１のテレビ放送視聴システムを構成するテレビ受像機の要部構成を示すブロッ
ク図である。
【図３】図１のテレビ放送視聴システムを構成するヘッドホンの要部構成を示すブロック
図である。
【図４】図１のテレビ放送視聴システムによるペアリング処理に係る動作の一例を示すフ
ローチャートである。
【図５】本発明を適用した実施形態２のテレビ放送視聴システムの全体構成を模式的に示
した図である。
【図６】図５のテレビ放送視聴システムを構成するテレビ受像機の要部構成を示すブロッ
ク図である。
【図７】変形例２のテレビ放送視聴システムを構成するテレビ受像機の要部構成を示すブ
ロック図である。
【図８】変形例３のテレビ放送視聴システムの全体構成を模式的に示した図である。
【図９】変形例１のテレビ放送視聴システムを構成するテレビ受像機の要部構成を示すブ
ロック図である。
【符号の説明】
【０１０７】
１００、２００、３００　テレビ放送視聴システム（クライアント・サーバシステム）
１、２０１、３０１　テレビ受像機（サーバ装置）
１Ａ　　　受像機本体
１４　　　映像表示部（表示部）
１５　　　音声出力部（テレビ側音出力部）
１７　　　無線通信部（音送信手段、サーバ側正規識別情報送信手段）
１９１　　ＣＰＵ（サーバ側判定手段、サーバ側仮無線接続実行制御手段、サーバ側正規
無線接続実行制御手段、サーバ側識別情報記憶制御手段）
１９３　　ＥＰＲＯＭ（サーバ側仮情報記憶手段）
１９３ｅ　識別情報記憶部（サーバ側識別情報記憶手段）
１Ｂ　　　リモコン
ｂ１　　　操作部（モード切替手段）
２　　　　ヘッドホン（クライアント端末装置）
２１　　　無線通信部（音受信手段、混合音受信手段、複数音送信手段、クライアント側
正規識別情報送信手段）
２４　　　音声出力部（受信装置側音出力部）
２５　　　操作部（操作手段、混合音選択操作手段、音選択操作手段）
２６１　　ＣＰＵ（クライアント側判定手段、クライアント側仮無線接続実行制御手段、
クライアント側正規無線接続実行制御手段、クライアント側識別情報記憶制御手段）
２６３　　ＥＰＲＯＭ（クライアント側仮情報記憶手段）
２６３ｅ　識別情報記憶部（クライアント側識別情報記憶手段）
Ｎ　　　　無線ネットワーク
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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