
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１メモリカード装着手段を備え、前記第１メモリカード装着手段に装着されているメ
モリカードに選局指令情報を格納することができ、前記メモリカードに格納されている符
号化映像・音声データをデコードしてディスプレイ上に映像表示するとともに音声出力す
ることができる携帯型視聴装置に関係して用いられる周辺装置であって、
　
　放送波を受信するチューナと、
　受信した放送に基づいて符号化映像・音声データを取得する手段と、
　第２メモリカード装着手段と、
　 前記
選局指令情報に基づいて前記チューナを制御する制御手段と、を備え、
　前記選局指令情報に基づいて受信した放送に基づいて取得した符号化映像・音声データ
を前記第２メモリカード装着手段に装着されている 前
記メモリカードに格納することを特徴とする携帯型視聴装置の周辺装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の携帯型視聴装置の周辺装置であって、
　前記選局指令情報は録画開始時刻情報および録画終了時刻情報を含み、
前記録画開始時刻情報に基づいて、前記第２メモリカード装着手段に装着されている前記
メモリカードに前記符号化映像・音声データを格納することを開始し、
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前記携帯型視聴装置が装着される装着部と、

前記第２メモリカード装着手段に装着されている前記メモリカードから読み出した

前記選局指令情報が格納されている



　前記録画終了時刻情報に基づいて、前記第２メモリカード装着手段に装着されている前
記メモリカードに前記符号化映像・音声データを格納することを終了することを特徴とす
る携帯型視聴装置の周辺装置。
【請求項３】
　請求項１乃至２に記載の携帯型視聴装置の周辺装置であって、
　前記携帯型視聴装置が前記装着部に装着されている状態のとき、前記第１メモリカード
装着手段への前記メモリカードの着脱、および前記第 メモリカード装着手段への前記メ
モリカードの着脱が可能となることを特徴とする携帯型視聴装置の周辺装置。
【請求項４】
　請求項 に記載の携帯型視聴装置の周辺装置であって、
　前記携帯型視聴装置に充電電力を供給する充電部を備え、
　前記携帯型視聴装置が前記装着部に装着されている状態のときに前記携帯型視聴装置に
充電電力を供給することを特徴とする携帯型視聴装置の周辺装置。
【請求項５】
　請求項１乃至２に記載の携帯型視聴装置の周辺装置であって、
　前記装着部に前記携帯型視聴装置が装着されているときに前記携帯型視聴装置を操作す
ることのできる操作手段を備えたことを特徴とする携帯型視聴装置の周辺装置。
【請求項６】
　メモリカードに格納されている符号化映像・音声データをデコードしてディスプレイ上
に映像表示できる携帯型視聴装置と、請求項１乃至請求項 のいずれか記載の携帯型視聴
装置の周辺装置とからなる放送視聴システムであって、前記周辺装置が受信中の映像を有
線または無線を介し前記携帯型視聴装置に送り、前記ディスプレイ上に映像表示できるよ
うに構成されたことを特徴とする放送視聴システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
この発明は、携帯型視聴装置の周辺装置及び放送視聴システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、携帯型のテレビジョン受信装置が提供されており、かかる装置は内蔵の小型チ
ューナによって地上波アナログ放送を受信し、液晶表示パネルに受信映像を映し出すよう
になっている。また、近年においては、ＭＰＥＧ４（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅ
ｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ４）に基づいた符号化映像データをメモリカードに記録し、こ
のメモリカードを携帯型視聴装置のスロットに装填することにより、外出先でも録画映像
を楽しむことができるようになっている。ＭＰＥＧ４に基づいた符号化映像データは、通
常のテレビジョン放送による受信映像やハンディカメラで撮像した映像をＭＰＥＧ４エン
コーダに通すことで得たり、或いは、インターネットを利用してダウンロードすることで
得ることができる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
このように、映像の符号化技術の高度化や機器の小型化によって、外出先でも手軽に映像
を楽しむことができるようになっているが、更に、使い勝手に優れた機器や放送視聴シス
テムが求められている。
【０００４】
この発明は、上記の事情に鑑み、使い勝手に優れた携帯型視聴装置の周辺装置及び放送視
聴システムを提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　　この発明の携帯型視聴装置の周辺装置は、上記の課題を解決するために、

10

20

30

40

50

(2) JP 3851130 B2 2006.11.29

２

１

５

第１メモリ
カード装着手段を備え、前記第１メモリカード装着手段に装着されているメモリカードに



放送波を受信するチューナと
、受信した放送に基づいて符号化映像・音声データを取得する手段と、

ことを特徴
とする特徴とする。
【０００６】
　上記の構成であれば、周辺装置にて放送を受信して符号化映像・音声データをメモリカ
ードに格納でき、携帯型視聴装置は前記メモリカードに格納されている符号化映像・音声
データをデコードしてディスプレイ上に映像表示し又音声出力できるので、携帯型視聴装
置に放送受信機能を備えなくても放送を後でではあるが、例えば外出先であっても視聴で
きることになる。また、

【０００７】
　また、この発明の携帯型視聴装置の周辺装置は、

するこ
とを特徴とする

【０００８】
　

【０００９】
　また、この発明の携帯型視聴装置の周辺装置は、前記携帯型視聴装置に充電電力を供給
する充電部を備え、前記携帯型視聴装置が前記装着部に装着されている状態のときに前記
携帯型視聴装置に充電電力を供給することを特徴とする。上記のような構成であれば、携
帯型視聴装置のために充電器を別個に備えなくても、周辺装置にて携帯型視聴装置に充電
を施すことができる。
【００１０】
　　

周
辺装置にはユーザ操作によるチャンネル選択ためのボタン等を備える必要がなくなる。
【００１１】
　また、この発明の放送視聴システムは、メモリカードに格納されている符号化映像・音
声データをデコードしてディスプレイ上に映像表示できる携帯型視聴装置と、上記のいず
れかの携帯型視聴装置の周辺装置とから成る放送視聴システムであって、

ディスプレイ上に
映像表示できるように構成されたことを特徴とする
【００１２】
上記の構成であれば、現在放送中の映像をリアルタイムで携帯型視聴装置によって視るこ
とができる。
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選局指令情報を格納することができ、前記メモリカードに格納されている符号化映像・音
声データをデコードしてディスプレイ上に映像表示するとともに音声出力することができ
る携帯型視聴装置に関係して用いられる周辺装置であって、

第２メモリカード
装着手段と、前記選局指令情報に基づいて前記チューナを制御する制御手段と、を備え、
前記選局指令情報に基づいて受信した放送に基づいて取得した符号化映像・音声データを
前記第２メモリカード装着手段に装着されている前記メモリカードに格納する

周辺装置にてどの放送を受信するかの情報である選局情報はメモ
リカードにて与えられるので、ユーザは、周辺装置に対してチャンネル選択等の操作の必
要がなくなる。

前記選局指令情報は録画開始時刻情報
および録画終了時刻情報を含み、前記録画開始時刻情報に基づいて、前記第２メモリカー
ド装着手段に装着されている前記メモリカードに前記符号化映像・音声データを格納する
ことを開始し、前記録画終了時刻情報に基づいて、前記第２メモリカード装着手段に装着
されている前記メモリカードに前記符号化映像・音声データを格納することを終了

。上記の構成であれば、録画開始時刻および録画終了時刻に従ってメモリ
カードに符号化映像・音声データを格納することができる。

また、この発明の携帯型視聴装置の周辺装置は、前記携帯型視聴装置が装着される装着
部を備え、前記携帯型視聴装置が前記装着部に装着されている状態のとき、前記第１メモ
リカード装着手段への前記メモリカードの着脱、および前記第１メモリカード装着手段へ
の前記メモリカードの着脱が可能となることを特徴とする。上記の構成であれば、携帯型
視聴装置が装着部に装着されている状態のとき、メモリカードの着脱が容易にできる。

また、この発明の携帯型視聴装置の周辺装置は、前記携帯型視聴装置が装着される装
着部を備え、前記装着部に前記携帯型視聴装置が装着されているときに前記携帯型視聴装
置を操作することのできる操作手段を備えたことを特徴とする。上記の構成であれば、

前記周辺装置が
受信中の映像を有線または無線を介し前記携帯型視聴装置に送り、前記

。



【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施形態を図１乃至図５に基づいて説明する。
【００１３】
この実施形態の放送視聴システムは、図１及び図２に示すように、据置型周辺装置１と携
帯型視聴装置２とによって構成される。このシステムでは、据置型周辺装置１が放送（こ
の実施形態では地上波アナログ放送とする）を受信し、この受信した放送に基づく符号化
映像・音声データをスロット１０１に差し込まれたメモリカード３（例えばコンパクトフ
ラッシュカード（商標）やマルチメディアカード（商標）等）に格納する。据置型周辺装
置１の本体部１ａは縦長にデザインされており、その下部には脚部１ｂを有し、転倒防止
が図られている。また、据置型周辺装置１には電源ボタン及び視聴に関する操作ボタン（
プレイ／ポーズ、ストップ、送り）は設けられているが、チャンネル選択のための操作ボ
タン類は設けられていない。そして、据置型周辺装置１の本体部１ａにおける手前側には
、収容凹部１ｃが形成されており、この収容凹部１ｃに携帯型視聴装置２を差し込んで装
着することができる。この装着状態で携帯型視聴装置２は据置型周辺装置１から充電を受
けるようになっている。
【００１４】
携帯型視聴装置２は、略方形状で偏平な形状を有しており、電池駆動される構成となって
いる。携帯型視聴装置２は、スロット２０１に差し込まれたメモリカード３から符号化映
像・音声データを読み出し、映像を液晶表示パネル２０２上に映し出すとともに、音声を
イヤホン２０３から出力する。液晶表示パネル２０２上にはタッチパネル２１１が貼られ
ており、タッチペン等によってパネル操作を行って所望の指示を与えることができる。な
お、視聴に関する操作ボタン（プレイ／ポーズ、ストップ、送り、音量等）については、
筐体部に設けている。
【００１５】
以下、これら据置型周辺装置１と携帯型視聴装置２とについて、その回路構成を、図３に
基づいて詳しく説明していく。
【００１６】
まず、据置型周辺装置１について説明していく。チューナ１０２は、地上波アナログ放送
を受信し、この放送受信信号を出力する。チューナ１０２の起動指令や任意の放送を受信
するための選局情報（チャンネル情報）は、Ｉ／Ｏ（インプット／アウトプット）回路１
０３及びシステムバス１０４を介してＣＰＵ１１０から与えられる。ＣＰＵ１１０は、ユ
ーザによる選局指令情報（指定チャンネル情報、指定時間情報など）を、システムバス１
０４、ＰＣＭＣＩＡインターフェイス１０５、及びスロット１０１を介して前記メモリカ
ード３から受け取る。スイッチ１０６は、前記放送受信信号を入力する入力部と外部信号
を入力する入力部とを有し、いずれかの信号を選択してＡ／Ｄ変換回路１０７に供給する
。
【００１７】
Ａ／Ｄ変換回路１０７は、アナログ信号をディジタル信号に変換してＭＰＥＧ４（Ｍｏｖ
ｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ４）エンコーダ１０８に供給する
。ＭＰＥＧ４エンコーダ１０８は、ＭＰＥＧ４に従い、例えば、映像中の背景や背景中の
人物を各々オブジェクトとして個別に記述し、この任意形状の各オブジェクトを取り扱う
ために形状情報を付加すると共にＭＰＥＧ２と同様にＤＣＴ処理や動きベクトル処理等を
行ってビデオパケットを生成し、これを連続させたビットストリーム（符号化映像・音声
データ）を出力する。音声についても所定の符号化を行い、この音声符号化データを上記
ビットストリームに組み込む。ＳＤＲＡＭ１０９は、ＭＰＥＧ４エンコーダ１０８の上記
処理において利用される。
【００１８】
ＭＰＥＧ４エンコーダ１０８が出力したビットストリームは、システムバス１０４、ＰＣ
ＭＣＩＡインターフェイス１０５、及びスロット１０１を介して前記メモリカード３に格
納される。
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【００１９】
スロット１０１及びＰＣＭＣＩＡインターフェイス１０５のセットは、二組設けられてい
る。スロット１０１には、上記メモリカード３の他、ＰＨＳデータカード４等を装着する
ことができる。
【００２０】
充電回路１１３は、商用電源からの交流を直流化する回路等を有して成り、図１に示すご
とく携帯型視聴装置２が据置型周辺装置１に装着されたとき、図示しない充電端子部を介
して携帯型視聴装置２への充電電力供給を行う。
【００２１】
ＣＰＵ１１０は、上述したチューナ１０２の動作制御やＭＰＥＧ４エンコーダ１０８の出
力をメモリカード３に格納する処理（録画処理）を行う他、スロット１０１にＰＨＳデー
タカード４が装着された場合のデータ送受信、このデータに基づく各機能部の制御、Ｆｌ
ａｓｈＲＯＭ１１１やＤＲＡＭ１１２のリード／ライト制御なども行うようになっている
。
【００２２】
図４は据置型周辺装置１による録画処理内容を簡単に示したフローチャートである。据置
型周辺装置１の電源スイッチが押されると（録画開始スイッチを設けてそれに対する操作
を判断してもよい）、メモリカード３の有無、選局情報の有無を判断し（ステップＳ１，
Ｓ２，Ｓ３）、共にＹＥＳであれば、選局情報中の録画開始時刻と現在時刻とが一致する
かを判断し（ステップＳ４）、録画開始時刻になれば、受信処理を実行して符号化映像・
音声データの生成及びメモリカード３への記録を行い（ステップＳ５）、録画終了時刻に
なれば（ステップＳ６でＹＥＳ）、録画処理を終了する。
【００２３】
次に、携帯型視聴装置２を説明していく。メモリカード３に格納されているＭＰＥＧ４ビ
ットストリームデータは、ＰＣＭＣＩＡインターフェイス２２０、及びシステムバス２１
３を経てＭＰＥＧ４デコーダ２０４に供給される。ＭＰＥＧ４デコーダ２０４は、前記ビ
ットストリームデータを復号して量子化係数や動きベクトルを求め、逆ＤＣＴ変換や動き
ベクトルに基づく動き補償制御などを行うことによって得た映像データをグラフィックス
コントローラ２０５に供給する。グラフィックスコントローラ２０５は映像データ（例え
ば、Ｒ，Ｇ，Ｂデータ）に対して色調整等の処理を施す。また、グラフィックスコントロ
ーラ２０５は、ＣＰＵ２０９から出力指示された文字等（操作ボタンやメニュー画面等）
を液晶表示パネル２０２に表示する処理も行う。オーディオデコーダ２０６は、ビットス
トリーム中の音声符号データをＭＰＥＧ４デコーダ２０４から受け取り、復号して音声デ
ータを生成する。ＳＤＲＡＭ２１０は、ＭＰＥＧ４デコーダ２０４の上記処理において利
用される。
【００２４】
ＬＣＤコントローラ２０７は、グラフィックスコントローラ２０５から供給された映像デ
ータに基づいて液晶表示パネル２０２を駆動する。また、Ｄ／Ａ変換器２０８は、オーデ
ィオデコーダ２０６から出力された音声データを受け取ってＤ／Ａ変換を行い、右（Ｒ）
音のアナログ信号および左（Ｌ）音のアナログ信号を生成してイヤホン２０３に与える。
【００２５】
タッチパネル２１１に対する操作情報は、専用インターフェイス２１２、及びシステムバ
ス２１３を介してＣＰＵ２０９に与えられる。ＣＰＵ２０９は上記操作情報と液晶表示パ
ネル２０２上の操作ボタン等の表示との対応によって指令内容を把握して必要な処理を実
行する。
【００２６】
本体キー２１４は先述した視聴に関する操作ボタン（プレイ／ポーズ、ストップ、送り）
に相当する。この本体キー２１４に対する操作情報は、インターフェイス２１５、及びシ
ステムバス２１３を介してＣＰＵ２０９に与えられる。ＣＰＵ２０９は上記操作情報に基
づいて必要な処理を実行する。
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【００２７】
また、無線ネットワークを可能にするために、通信ブロック２１６及びインターフェイス
（例えば、 Bluetooth（商標）など）２１７が設けられている。更に、ＦｌａｓｈＲＯＭ
２１８やＳＤＲＡＭ２１９も備える。電池２２１は二次電池であり、据置型周辺装置１か
ら電力の供給を得てこれを蓄えるようになっている。
【００２８】
ＣＰＵ２０９は、無線ネットワークのための処理、スロット２０１にＰＨＳデータカード
４が装着された場合のデータ送受信、受信データに基づく各機能部の制御、ＦｌａｓｈＲ
ＯＭ２１８やＳＤＲＡＭ２１９のリード／ライト制御なども行うようになっている。更に
、ユーザがタッチパネル２１１等を用いて受信番組指定（チャンネル及び時刻指定）を行
ったときには、その情報をメモリカード３に格納する処理を行うようになっている。
【００２９】
図５は携帯型視聴装置２による再生処理内容を簡単に示したフローチャートである。携帯
型視聴装置２の再生ボタンがＯＮされると、メモリカード３の有無、符号化映像・音声デ
ータの有無を判断し（ステップＳ１１，Ｓ１２，Ｓ１３）、共にＹＥＳであれば、停止ボ
タンや一時停止ボタンの操作状態を判断し（ステップＳ１４）、停止操作がなければ、符
号化映像・音声データをメモリカード３から読み出（ステップＳ１５）、符号化映像・音
声データによる再生を終了すれば（ステップＳ１６でＹＥＳ）、再生処理を終了する。
【００３０】
以上説明したように、据置型周辺装置１にて放送を受信してＭＰＥＧ４によるビットスト
リームデータをメモリカード３に格納でき、携帯型視聴装置２は前記メモリカード３に格
納されている前記ビットストリームデータをデコードして液晶表示パネル２０２上に映像
表示できるので、携帯型視聴装置２に放送受信機能を備えなくても放送を後でではあるが
、例えば外出先であっても視聴できることになる。また、携帯型視聴装置２のために充電
器を別個に備えなくても、据置型周辺装置１にて携帯型視聴装置２に充電を施すことがで
きる。また、据置型周辺装置１にてどの放送を受信するかの情報である選局情報は前記メ
モリカード３にて与えられるので、据置型周辺装置１にはユーザ操作によるチャンネル選
択ためのボタン等を備える必要がなくなる。
【００３１】
なお、図示はしていないが、据置型周辺装置１にも携帯型視聴装置２に設けてある通信ブ
ロック２１６及びインターフェイス（例えば、 Bluetooth（商標）など）２１７と同規格
の通信ブロック及びインターフェイスを設け、据置型周辺装置１と携帯型視聴装置２との
間で無線ネットワークが行えるようにしてもよい。これによれば、携帯型視聴装置２から
選局情報を無線ネットワークで据置型周辺装置１に与えることもできる。また、このよう
な無線ネットワークによって、据置型周辺装置１からＭＰＥＧ４によるビットストリーム
データを携帯型視聴装置２に送信することができ、これによれば、携帯型視聴装置２を用
いて現在放送中の映像をリアルタイムで視ることができる。なお、据置型周辺装置１と携
帯型視聴装置２とを有線ネットワークによって接続することとし、上記と同様に選局情報
やビットストリームデータの送出を行うこととしてもよい。また、据置型周辺装置１から
ＭＰＥＧ４によるビットストリームデータを携帯型視聴装置２に送ることに代えて、据置
型周辺装置１からコンポジット映像信号（コンポーネント映像信号でもよい）をＡＶ端子
（或いは、Ｓ端子やＤ端子など）経由で携帯型視聴装置２に送出するようにしてもよい。
【００３２】
据置型周辺装置１の収容凹部１ｃに携帯型視聴装置２を装着した状態で放送をリアルタイ
ムに視聴することとし、図１に示したごとく、携帯型視聴装置２の操作ボタンが据置型周
辺装置１によって隠されるとする場合は、据置型周辺装置１には当該操作ボタンと同じよ
うに操作ボタンを配することとし、この据置型周辺装置１側で携帯型視聴装置２を操作す
ることができるようにしてもよい。据置型周辺装置１の操作ボタンに対する操作情報は、
無線ネットワークや有線又は有線ネットワークを用いて携帯型視聴装置２側へ送出するこ
とができる。また、据置型周辺装置１にスピーカを備えてもよく、受信放送の音声は据置
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型周辺装置１のスピーカから出力し、映像は携帯型視聴装置２の液晶表示パネル２０２で
表示するといった形態を採ることができるようにしてもよい。
【００３３】
また、据置型周辺装置１が地上波ディジタル放送を受信することとする場合には、ＭＰＥ
Ｇ４エンコーダ１０８を不要とすることができる。地上波ディジタル放送で送られている
ＥＰＧ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｇｕｉｄｅ）表示のためのデータを無
線ネットワークや有線ネットワークを用いて携帯型視聴装置２側へ送出し、この携帯型視
聴装置２の液晶表示パネル２０２でＥＰＧ表示を行い、このＥＰＧ上で指定された番組の
選局情報をメモリカードや無線／有線ネットワークで据置型周辺装置１に与えることとし
てもよい。
【００３４】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、携帯型視聴装置に放送受信機能を備えなくても
放送を後でではあるが、メモリカードを用いて外出先であっても視聴できることになる。
また、携帯型視聴装置のために充電器を別個に備えなくても周辺装置にて携帯型視聴装置
に充電を施すことができる。また、周辺装置にてどの放送を受信するかの情報である選局
情報は前記メモリカードや無線／有線ネットワークにより与えられるので、周辺装置には
ユーザ操作によるチャンネル選択ためのボタン等を備える必要がなくなる。また、無線ネ
ットワークや有線ネットワークを用いて携帯型視聴装置で現在放送中の映像をリアルタイ
ムで視ることもできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の実施形態の放送視聴システムを構成する携帯型視聴装置及びその周辺
装置の装着状態を示した外観斜視図である。
【図２】携帯型視聴装置の外観斜視図である。
【図３】携帯型視聴装置及びその周辺装置の構成を示したブロック図である。
【図４】周辺装置による録画処理を簡単に示したフローチャートである。
【図５】携帯型視聴装置による再生処理を簡単に示したフローチャートである。
【符号の説明】
１　　　　据置型周辺装置
１０２　　チューナ
１０８　　ＭＰＥＧ４エンコーダ
１１３　　充電回路
２　　　　携帯型視聴装置
２０２　　液晶表示パネル
２０４　　ＭＰＥＧ４デコーダ
３　　　　メモリカード
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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