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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＴＶ受信手段を備えた携帯端末に対しワンセグ放送を配信自在の放送手段と、インター
ネット及び携帯電話公衆回線網を介して前記携帯端末と通信自在に接続される専用端末と
を備えた携帯端末用放送通信システムであって、
　前記放送手段は、１乃至複数のカメラ映像及び再生映像を受信し、外部操作によって配
信映像を切替えると共に、前記専用端末から受信した切替信号に基づき、配信映像を所定
時間切替える映像切替手段と、
　前記映像切替手段で切替えた映像を前記携帯端末に対し放送配信する放送配信手段とを
備え、
　前記専用端末は、前記携帯端末に対し、カメラ映像の切替えを選択するためのカメラ選
択情報を送信するカメラ選択情報送信手段と、
　前記カメラ選択情報の中から選択されたカメラ選択済み情報を前記携帯端末から受信す
るカメラ選択済み情報受信手段と、
　受信した前記選択済み情報に基づき、前記映像切替手段に切替信号を発信する切替信号
発信手段とを備えたことを特徴とする携帯端末用放送通信システム。
【請求項２】
　前記専用端末は、前記選択済み情報に基づき、所定時間切替えられた配信映像をデジタ
ルコンテンツとして編集する編集手段と、
　前記デジタルコンテンツを蓄積する蓄積手段と、
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　前記携帯端末に対し、ダウンロードするデジタルコンテンツを選択するためのコンテン
ツ選択情報を送信するコンテンツ選択情報送信手段と、
　前記コンテンツ選択情報の中から選択されたコンテンツ選択済み情報を前記携帯端末か
ら受信するコンテンツ選択済み情報受信手段と、
　受信した前記コンテンツ選択済み情報に基づき、前記蓄積手段から前記デジタルコンテ
ンツを抽出する抽出手段と、
　抽出したデジタルコンテンツを前記携帯端末に送信するコンテンツ送信手段とを備えた
ことを特徴とする請求項１記載の携帯端末用放送通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末側から、放送される映像を選択するカメラ映像に所定時間切替える
ことができると共に、切替えられた所定時間のカメラ映像をデジタルコンテンツとして携
帯端末にダウンロードすることができる携帯端末用放送通信システムに関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　此種従来の地上波デジタル・テレビ放送として、家庭等に設置される据え置き型のＴＶ
受信機向けの高データレート放送（１３セグメント放送）と、主に携帯端末機器型のＴＶ
受信機向けの低データレート放送（１セグメント放送。以下、ワンセグ放送という。）が
規格化されている。このワンセグ放送用の受信機として、例えば、（１）携帯性を重視し
た専用ＴＶ受信機、（２）一般にＰＤＡと呼ばれる携帯情報端末、又は、パーソナルコン
ピュータ等の汎用機器を利用し、デジタル放送受信モジュール、カード等を汎用機器に接
続することにより、いわゆるモバイルＴＶとして機能させる形態のＴＶ受信機、（３）携
帯電話機にデジタル放送受信機を組み込んで、携帯電話機の表示画面と信号処理手段を利
用したデジタル放送の受信が可能な携帯電話機等が知られている。
【０００３】
　図７は、従来のワンセグ放送のシステム概念図を示したものである。
　従来のワンセグ放送は、放送局、又は、番組制作会社等の放送配信会社１から配信され
るワンセグ放送用電波をワンセグ受信端末機能を備えた携帯端末２によって受信し、映像
を視聴している。
　この映像は、放送配信会社１に於いて、放送局、又は、番組制作会社等のスタッフが映
像切替器（ＡＶセレクター）３を切替操作することにより、ＯＮ－ＡＩＲ（放送）用に選
択されたカメラ映像（もしくは、予め編集された映像）であり、視聴者は与えられた映像
を視聴していることになる。
　本来、放送番組は複数のカメラ４，４…にて撮影された映像を適宜切替えたり、後で編
集したりすることで制作されており、実際にＯＮ－ＡＩＲされる映像の他に複数の映像が
存在しているが、視聴者は見ることができない。
【０００４】
　一方、ワンセグ放送に於いては、番組と関連する文字情報が携帯端末２に表示され、更
に詳しい情報が欲しい場合には携帯端末２が有する通信手段を利用してインターネット５
へ接続し、携帯端末２用に設けられたウェブサイトである携帯サイト６から情報を得るこ
とができる。
　これは、一見、放送と通信が融合したようなメディアであるが、直接的なつながりを有
するものではない。
　尚、図に於いて、７は携帯電話基地局であり、８はアナログ映像をデジタル映像に変換
するデジタルエンコーダ、９は、放送用の電波塔である。
　又、デジタル放送の受信が可能な携帯端末に関連する特許文献として例えば特許文献１
がある。
【特許文献１】特開２００５－１０９５８８号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前述したように、従来のワンセグ放送に於いて、放送番組は複数のカメラにて撮影され
た映像を適宜切替えたり、後で編集したりすることで制作されており、実際にＯＮ－ＡＩ
Ｒされる映像の他に複数の映像が存在しているが、視聴者はＯＮ－ＡＩＲされる映像以外
は見ることができない。
【０００６】
　以上の現状に鑑み、本発明は、携帯端末側から、放送される映像を選択するカメラ映像
に所定時間切替えることができると共に、切替えられた所定時間のカメラ映像をデジタル
コンテンツとして携帯端末にダウンロードすることができる携帯端末用放送通信システム
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決すべく、本発明は以下の構成を提供する。
　請求項１に係る発明は、ＴＶ受信手段を備えた携帯端末に対しワンセグ放送を配信自在
の放送手段と、インターネット及び携帯電話公衆回線網を介して前記携帯端末と通信自在
に接続される専用端末とを備えた携帯端末用放送通信システムであって、
　前記放送手段は、１乃至複数のカメラ映像及び再生映像を受信し、外部操作によって配
信映像を切替えると共に、前記専用端末から受信した切替信号に基づき、配信映像を所定
時間切替える映像切替手段と、
　前記映像切替手段で切替えた映像を前記携帯端末に対し放送配信する放送配信手段とを
備え、
　前記専用端末は、前記携帯端末に対し、カメラ映像の切替えを選択するためのカメラ選
択情報を送信するカメラ選択情報送信手段と、
　前記カメラ選択情報の中から選択されたカメラ選択済み情報を前記携帯端末から受信す
るカメラ選択済み情報受信手段と、
　受信した前記選択済み情報に基づき、前記映像切替手段に切替信号を発信する切替信号
発信手段とを備えたことを特徴とする携帯端末用放送通信システムを提供するものである
。
【０００８】
　請求項２に係る発明は、前記専用端末は、前記選択済み情報に基づき、所定時間切替え
られた配信映像をデジタルコンテンツとして編集する編集手段と、
　前記デジタルコンテンツを蓄積する蓄積手段と、
　前記携帯端末に対し、ダウンロードするデジタルコンテンツを選択するためのコンテン
ツ選択情報を送信するコンテンツ選択情報送信手段と、
　前記コンテンツ選択情報の中から選択されたコンテンツ選択済み情報を前記携帯端末か
ら受信するコンテンツ選択済み情報受信手段と、
　受信した前記コンテンツ選択済み情報に基づき、前記蓄積手段から前記デジタルコンテ
ンツを抽出する抽出手段と、
　抽出したデジタルコンテンツを前記携帯端末に送信するコンテンツ送信手段とを備えた
ことを特徴とする請求項１記載の携帯端末用放送通信システムを提供するものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の請求項１記載の発明によれば、携帯端末側から、放送される映像を選択するカ
メラ映像に所定時間切替えることができる携帯端末用放送通信システムを提供することが
できる。
【００１０】
　請求項２記載の発明によれば、請求項１記載の発明の効果に加え、携帯端末側から、放
送される映像を選択するカメラ映像に所定時間切替えたカメラ映像をデジタルコンテンツ
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として携帯端末にダウンロードすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、実施例を示した図面を参照しつつ本発明の実施の形態を説明する。
　図１に於いて、２１は、本発明の携帯端末用放送通信システムを示し、携帯端末用放送
通信システム２１は、放送局や番組制作会社等の放送配信会社２２内に構築され、ＴＶ受
信手段を備えた携帯端末２３に対しワンセグ放送を配信自在の放送手段２４と、インター
ネット２５及び携帯電話公衆回線網２６を介して携帯端末２３と通信自在に接続される専
用端末２７とを備えている。尚、携帯端末２３は、１～複数台存在するが、ここでは、説
明の都合上、１台として説明する。
【００１２】
　そして、前記放送手段２４は、１乃至複数台のカメラ２８，２８…で撮影された１乃至
複数のカメラ映像を受信し、スタッフ等の外部操作によって配信映像を切替えると共に、
前記専用端末２７から受信した切替信号に基づき、配信映像を所定時間切替える映像切替
手段２９と、映像切替手段２９で切替えた映像を携帯端末２３に対し放送配信する放送配
信手段３０とを備えている。
【００１３】
　又、前記専用端末２７は、携帯端末２３に対し、カメラ映像の切替えを選択するための
選択情報を送信するカメラ選択情報送信手段３１と、前記選択情報の中から選択された選
択済み情報を携帯端末２３から受信するカメラ選択済み情報受信手段３２と、受信したカ
メラ選択済み情報に基づき、映像切替手段２９に切替信号を発信する切替信号発信手段３
３とを備えている。
【００１４】
　更に、前記専用端末２７は、前記選択済み情報に基づき、所定時間切替えられた配信映
像をデジタルコンテンツとして編集する編集手段３４と、デジタルコンテンツを蓄積する
蓄積手段３５と、携帯端末２３に対し、ダウンロードするデジタルコンテンツを選択する
ためのコンテンツ選択情報を送信するコンテンツ選択情報送信手段３６と、コンテンツ選
択情報の中から選択されたコンテンツ選択済み情報を携帯端末２３から受信するコンテン
ツ選択済み情報受信手段３７と、受信したコンテンツ選択済み情報に基づき、蓄積手段３
５からデジタルコンテンツを抽出する抽出手段３８と、抽出したデジタルコンテンツを携
帯端末２３に送信するコンテンツ送信手段３９とを備えている。
　尚、図に於いて４０は、携帯端末２３用に設けられたウェブサイトである携帯サイト、
４１は、携帯電話基地局、４２は、放送用の電波塔である。
【００１５】
　図２に従い、本発明の携帯端末用放送通信システム２１を更に詳細に説明する。
　放送局や番組制作会社等の放送配信会社２２から配信されるワンセグ用電波は、ワンセ
グ受信端末としての携帯端末２３に受信され、携帯端末２３によって放送映像が視聴者に
視聴される。
　その時、放送される放送映像は、放送配信会社２２内の放送局、又は、番組制作会社等
のスタッフが映像切替手段２９である映像切替器２９Ａを切替操作することにより、ＯＮ
－ＡＩＲ用に選択したカメラ映像（以下、主選択映像という。）である。
【００１６】
　そして、受信した主選択映像である放送映像と、放送映像にリンクした文字情報が携帯
端末２３に同時に表示されるが、放送番組によっては放送映像としていくつかのカメラ映
像を選択的にリクエストするため「リクエスト映像」を選択できる文字情報、即ち、カメ
ラ選択情報を流すことで、視聴者参加プログラムを構成することができる。
　例えば、１乃至複数のカメラ（カメラ－１、カメラ－２、カメラ－３…）２８，２８…
で撮影されるカメラ映像を選択できるカメラ選択情報を携帯端末２３に流すことで、視聴
者が、カメラ選択情報の中から、例えば、「カメラ－２」を選択した場合、その「カメラ
－２選択」というカメラ選択済み情報は、携帯端末２３が有する通信機能を利用しインタ
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ーネット２５を介して専用端末２７へ送信される。
【００１７】
　専用端末２７では受信された「カメラ－２選択」というリクエスト信号であるカメラ選
択済み情報を受付け、外部インターフェース（シリアル、ＬＡＮインターフェース等）を
経由して接続されている映像切替手段２９である映像切替器２９Ａを制御することで、「
カメラ－２」に該当する映像信号をＯＮ－ＡＩＲ用選択映像として切替え放送する。
　これにより、視聴者がリクエストするカメラ映像を放送として流すこと、即ち、ＶＯＤ
放送サービス（ＶＯＤ　ＯＮ－ＡＩＲ）が可能となり、通信と放送が融合したインターラ
クティブな世界を実現することができる。
【００１８】
　但し、公共の電波を利用するため、リクエスト映像（カメラ映像）は最長５分程度とし
、設定した時間を経過すると元のカメラ映像、即ち、主選択映像に放送（ＯＮ－ＡＩＲ）
映像を切り戻す。
　又、番組内で本発明の機能を利用したリクエストコーナー（時間帯）を予め設ける等に
より、番組としての秩序を保つ工夫も必要である。
　リクエストが採用された視聴者の紹介やＣＭ等も合わせて文字情報として流すことが可
能である。
　又、リクエストされた放送映像は、他方で、デジタルコンテンツとして編集しておくこ
とで、専用端末２７から携帯端末２３に対しインターネットを経由したＶＯＤ配信サービ
ス（ＶＯＤ　ｂｙ－Ｎｅｔ）を行うことができる。
　尚、図２に於いて、４３は、アナログ映像をデジタル映像に変換するデジタルエンコー
ダである。
【００１９】
　図３は、本発明の携帯端末用放送通信システム２１に於いて、視聴者がリクエストする
カメラ映像を放送として流す、所謂、ＶＯＤ放送サービスの画面遷移図を示す。図４は、
本発明の携帯端末用放送通信システム２１に於いて、ＶＯＤ放送サービスの処理手順のフ
ローチャートを示す。図１を参照しながら、図３及び図４に従って説明する。
　通常、放送配信会社１に於いて、映像切替器（ＡＶセレクター）２９Ａを放送局、又は
、番組制作会社等のスタッフが切替操作することにより、ＯＮ－ＡＩＲ用に選択されたカ
メラ映像（もしくは、予め編集された映像）、即ち、主選択映像が放送映像として配信さ
れ（ステップＳ１）、視聴者は与えられた映像を視聴している（ステップＳ２）。
【００２０】
　この時、本発明の携帯端末用放送通信システム２１に於いては、携帯端末２３の表示画
面Ｄ１に放送映像画面５１と、専用端末２７の適宜送信手段（図示せず）から送信される
文字情報が文字情報画面５２に表示され、文字情報画面５２の中に、専用端末２７のカメ
ラ選択情報送信手段３１から携帯端末２３に対し送信される（ステップＳ１）カメラ映像
の切替えを選択するためのカメラ選択情報が表示される（図中「只今、リアルタイムリク
エスト受付中」で示す）（ステップＳ２）。カメラ選択情報は、カメラ映像の切替えをリ
クエストするために選択する情報である。
【００２１】
　そこで、携帯端末２３の操作者が例えば「カメラ－２」を選択すると、選択されたカメ
ラ選択済み情報が携帯端末２３からインターネット２５を介して専用端末２７のカメラ選
択済み情報受信手段３２に送信され（ステップＳ３）、カメラ選択済み情報受信手段３２
はカメラ選択済み情報を受信すると（ステップＳ４）、切替信号発信手段３３によって映
像切替手段２９である映像切替器２９Ａに切替信号を発信する（ステップＳ５）。映像切
替器２９Ａは、切替信号に基づきカメラ映像を「カメラ－２」に切替え（ステップＳ６）
、「カメラ－２」の映像が放送配信手段３０から配信される（ステップＳ７）。
【００２２】
　携帯端末２３は「カメラ－２」の映像を受信し（ステップＳ８）、携帯端末２３の放送
映像画面５１には「カメラ－２」の映像が表示画面Ｄ２の如く表示される。
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　一方、携帯端末２３の文字情報画面５２には、専用端末２７から送信される文字情報と
して、リクエストされた「カメラ－２」の映像であることと、リクエスト者の紹介がテロ
ップスクロール表示される。
　尚、文字情報画面５２にＣＭ等の文字やイメージを表示、或いは、テロップスクロール
表示することも可能である。
【００２３】
　放送上の制約から、リクエストされた「カメラ－２」の映像は、例えば、５分後に放送
局、又は、番組制作会社等のスタッフが映像切替器２９Ａで切替操作する映像、即ち、主
選択映像に切戻しされ、切戻しされた主選択映像が配信される（ステップＳ９）。その時
、携帯端末２３には表示画面Ｄ３の如く表示される。リクエスト画像放送時間は任意に設
定可能とする。
【００２４】
　次に、携帯端末２３の操作者が「カメラ－３」を選択すると（ステップＳ３）、映像切
替器２９Ａは、切替信号に基づきカメラ映像を「カメラ－３」に切替え（ステップＳ６）
、「カメラ－３」の映像が放送配信手段３０から配信され（ステップＳ７）、前述と同様
に携帯端末２３は「カメラ－３」の映像を受信し（ステップＳ８）、携帯端末２３の放送
映像画面５１には「カメラ－３」の映像が表示画面Ｄ４の如く表示される。
【００２５】
　尚、携帯端末２３からのリクエストが多い場合には、専用端末２７内でリクエストが適
宜選択されて採用され、リクエストによる本放送の占有は行なわない。
　又、番組内で、本発明の機能を利用したリクエストコーナー（時間帯）を予め設けるこ
とにより、番組の秩序を保つ等の工夫が必要となる。更に、リクエストが採用された場合
には、有料課金の対象にすることも可能である。
【００２６】
　図５は、視聴者がリクエストした放送映像を専用端末２７からインターネットを経由し
て流すサービス、即ち、インターネットを経由したＶＯＤ配信サービスの概念図を示す。
図６は、インターネットを経由したＶＯＤ配信サービスのフローチャートを示す。図１を
参照しながら、図５及び図６に従って説明する。
　前述した視聴者がリクエストするカメラ映像を放送として流す時、即ち、ＶＯＤ放送サ
ービス時、リクエストされた映像を専用端末２７の編集手段３４で編集し（ステップＳ２
１）、コンテンツとして映像データベース（ＤＢ）３５Ａ等の蓄積手段３５に蓄積する（
ステップＳ２２）。
【００２７】
　携帯端末２３からの要求（ステップＳ２３，Ｓ２４）によって、専用端末２７のコンテ
ンツ選択情報送信手段３６から携帯端末２３にコンテンツ選択情報が送られてくると（ス
テップＳ２５，Ｓ２６）、携帯端末２３の表示画面Ｄ５の文字情報画面５２にコンテンツ
選択情報（図中「～今日のリクエスト映像～」で示す）が表示され、携帯端末２３によっ
てコンテンツ選択情報から希望のコンテンツを選択することができ、選択されたコンテン
ツ選択済み情報は携帯端末２３からインターネット２５経由で専用端末２７のコンテンツ
選択済み情報受信手段３７に受信される（ステップＳ２７，Ｓ２８）。
【００２８】
　コンテンツ選択済み情報受信手段３７にコンテンツ選択済み情報が受信されると、コン
テンツ選択済み情報に基づき、抽出手段３８によって蓄積手段３４からコンテンツが抽出
され（ステップＳ２９）、抽出されたコンテンツはコンテンツ送信手段３９によってイン
ターネット２５経由で携帯端末２３に送信される（ステップＳ３０）。
　携帯端末２３はコンテンツをダウンロードして（表示画面Ｄ６で示す）（ステップＳ３
１）再生することができる（表示画面Ｄ７で示す）（ステップＳ３２）。
　尚、コンテンツのダウンロードは有料配信とすることができる。
　又、ダウンロード保存された映像は、視聴有効期限付きとし、コピーや転送は許可しな
いものとすることができる。
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　尚、前記コンテンツ選択情報は、図中に示す「～今日のリクエスト映像～」だけに限定
されず、過去のリクエスト映像を選択できるようにすることも可能である。
　更に、前記コンテンツはＶＯＤ放送サービス時に蓄積手段３５に蓄積されたものに限定
されることなく、他の方法で、蓄積手段３５に蓄積したものであっても良い。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明による携帯端末用放送通信システムの機能説明図である。
【図２】本発明による携帯端末用放送通信システムの具体的な概念図である。
【図３】本発明による携帯端末用放送通信システムのＶＯＤ放送サービスの画面遷移図で
ある。
【図４】本発明による携帯端末用放送通信システムのＶＯＤ放送サービスのフローチャー
ト図である。
【図５】本発明による携帯端末用放送通信システムのインターネットを経由するＶＯＤ配
信サービスの説明図である。
【図６】本発明による携帯端末用放送通信システムのインターネットを経由するＶＯＤ配
信サービスのフローチャート図である。
【図７】従来例のワンセグ放送の説明図である。
【符号の説明】
【００３０】
２１　携帯端末用放送通信システム
２３　携帯端末
２４　放送手段
２５　インターネット
２６　携帯電話公衆回線網
２７　専用端末
２９　映像切替手段
３０　放送配信手段
３１　カメラ選択情報送信手段
３２　カメラ選択済み情報受信手段
３３　切替信号発信手段
３４　編集手段
３５　蓄積手段
３６　コンテンツ選択情報送信手段
３７　コンテンツ選択済み情報受信手段
３８　抽出手段
３９　コンテンツ送信手段
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