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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示される画像の一部または周囲に位置し、受信中の番組の放送チャンネルを示す放送
チャネル情報を表示する放送チャネル情報表示部を備えたテレビジョン装置と、
　前記テレビジョン装置の前記放送チャネル情報を撮影するカメラ部と、
　前記カメラ部によって撮影された画像データを処理して画像データ中の放送チャネル情
報を取り出す画像処理部と、
　前記画像処理部で取り出された放送チャネル情報を受信し、前記放送チャネル情報に関
する番組の音声情報を出力するテレビチューナ部を備えた携帯端末と、
からなる情報システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報システムであって、
　前記携帯端末は、前記画像処理部により取り出された前記放送チャネル情報を解析処理
してテレビチューニングに使用可能な信号に変換する信号処理部と、を更に備えた情報シ
ステム。
【請求項３】
　テレビジョン装置の表示される画像の一部または周囲に位置し、受信中の番組の放送チ
ャネルを示す放送チャネル情報を撮影するカメラ部と、
　前記カメラ部によって撮影された画像データを処理して画像データ中の放送チャネル情
報を取り出す画像処理部と、
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　前記画像処理部で取り出された放送チャネル情報を受信し、前記放送チャネル情報に関
する番組の音声情報を出力するテレビチューナ部を備えた携帯端末。
【請求項４】
　請求項３に記載の携帯端末であって、
　前記画像処理部により取り出された前記放送チャネル情報を解析処理してテレビチュー
ニングに使用可能な信号に変換する信号処理部と、を更に備えた携帯端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テレビジョン放送を受信するテレビジョン装置およびテレビジョン放送視聴
機能を有する情報端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯型の情報通信端末にテレビチューナが内蔵されるようになり、場所、時間を
問わずテレビ番組を視聴できるようになった。ところが、携帯型の情報通信端末に設けら
れたモニタは小形であるため、画面内の画像が見づらく、またモニタの消費電力が大きい
ため、長時間視聴すると電池切れとなり、本来の情報通信端末としての機能に支障をきた
すという不都合があった。
【０００３】
　一方、このような状況に対して、画像または画像と音声両方の入出力機器を情報通信端
末より分離して、公衆通信端末として据え置き型にしたものが提案されている。これによ
れば、利用者は情報通信端末のみを持ち歩くことで、無線テレビ電話の特徴である持ち運
びが自由である長所を生かしつつ、また画像入出力機器を公衆端末側として画面サイズの
大型化を図り、表示部の見やすさ、使い勝手の向上を図った公衆テレビ電話システムが提
案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　また、公共の場に設置されたビデオ装置に、テレビ電話機能または画像表示機能を持た
ない情報通信端末のユーザ宛の画像情報を受信させて、大画面表示をするビデオ端末装置
も提案されている（例えば、特許文献２参照）。
【０００５】
　さらに、情報配信サーバ装置と複数の街頭テレビ装置とを備え、情報配信装置は、ユー
ザが保持する移動通信端末の位置を取得するとともにその位置に近い街頭テレビ装置を選
択し、選択された街頭テレビ装置にユーザに適した情報を表示させる情報供給システムが
提案されている（例えば、特許文献３参照）。
【特許文献１】特開平１１－１４６３６６号公報
【特許文献２】特開２００１－１６３５１号公報
【特許文献３】特開２００３－１２５３７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載の公衆テレビ電話システムおよび特許文献２に記載の
ビデオ端末装置は、共用テレビのチャネル情報に対応する放送チャネルへ情報通信端末を
チューニングするものではなく、また、画像や音声の同期をとるために、情報通信端末と
公共の場に設置された共用テレビとの間で有線による短距離通信をすることが前提となる
。また、前記公衆テレビ電話システムやビデオ端末装置をテレビ放送の送受信に適用する
場合にも、また共用テレビおよび情報通信端末間に距離の制約がある。
【０００７】
　一方、特許文献３に記載の情報供給システムにあっては、情報配信サーバ装置が選択し
た街頭テレビ装置を通じてユーザに対する情報を音声でも流すため、視聴していない周辺
の人の迷惑となるほか、人混みの中ではその音声が聴き取り難い場合があるという問題が
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あった。
【０００８】
　本発明は、共用テレビに表示されるテレビ番組の画像を見ながら、その放送番組対応の
音声を共用テレビから離れた位置の情報端末で聴取可能とする情報システムおよび携帯端
末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】
【０００９】
　本発明の情報システムは、表示される画像の一部または周囲に位置し、受信中の番組の
放送チャネルを示す放送チャネル情報を表示する放送チャネル情報表示部を備えたテレビ
ジョン装置と、テレビジョン装置の放送チャネル情報を撮影するカメラ部と、カメラ部に
よって撮影された画像データを処理して画像データ中の放送チャネル情報を取り出す画像
処理部と、画像処理部で取り出された放送チャネル情報を受信し、放送チャネル情報に関
する番組の音声情報を出力するテレビチューナ部を備えた携帯端末とからなる。この構成
によれば、放映中のテレビ番組の放送チャネル情報をカメラを介して取得することできる
ため、この放送チャンネル情報を用いて、離れた位置の情報端末でテレビ番組の聴取が可
能となる。
【００１０】
　本発明の携帯端末は、テレビジョン装置の表示される画像の一部または周囲に位置し、
受信中の番組の放送チャネルを示す放送チャネル情報を撮影するカメラ部と、カメラ部に
よって撮影された画像データを処理して画像データ中の放送チャネル情報を取り出す画像
処理部と、画像処理部で取り出された放送チャネル情報を受信し、放送チャネル情報に関
する番組の音声情報を出力するテレビチューナ部を備える。この構成によれば、取得した
放送チャンネル情報に基づいて自動でチューニングすることで、離れた位置の情報端末で
テレビ番組の聴取が容易となる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の情報システムによれば、放映中のテレビ番組の放送チャネル情報をカメラを介
して取得することできるため、この放送チャンネル情報を用いて、離れた位置の情報端末
でテレビ番組の聴取が可能となる。
【００１２】
　本発明の携帯端末によれば、取得した放送チャンネル情報に基づいてテレビジョン放送
視聴機能を機能させることで、離れた位置の情報端末でテレビ番組のチューニングが容易
となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照しながら説明する。図１は本発明の実施の形
態による共用テレビを示す正面図、図２は情報通信端末の内部構成を示すブロック図であ
る。
【００１４】
　図１に示す共用テレビ１は、街頭、電車内、空港などの公共の場に設置される大形画面
を持つテレビで、その設置地域で受信可能な全ての放送チャネルの番組が選択的に放映可
能である。なお、必要に応じ、他の情報機器に接続することにより、広告情報や他のコン
テンツを表示可能にすることもできる。
【００１５】
　この共用テレビ１は表示画面の一部である、図１の画面内の右側部分に、上下方向に複
数領域に分けた放送チャネル情報表示部２を持つ。これらの各領域は、色、大きさ（面積
）、パターンなどに応じてそれぞれのテレビチャネル情報を持つ信号を外部に対し表示す
る。
【００１６】
　また、同様の放送チャネル情報表示部を、画面外の周囲枠に表示可能としたり、チャネ
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ル情報を持つ表示信号として、画面に表示される画像のコマ内に一時的に挿入したものと
してもよい。　従って、このような放送チャネル情報表示部２は、カメラによって撮影可
能な情報媒体となる。
【００１７】
　図２に示す情報通信端末３は、携帯電話機や携帯情報端末（ＰＤＡ）などであり、カメ
ラ４と、画像処理部５と、信号処理部６と、テレビチューナ７と、スピーカ８と、共用テ
レビ視覚ボタン９とテレビアンテナ１０と、モニタ２７とを備えている。なお、前記共用
テレビ１は情報通信端末３から離れた位置に設置される。
【００１８】
　カメラ４は、共用テレビ１の前記放送チャネル情報表示部２を撮影し、その放送チャネ
ル情報表示部２の撮影データを画像処理部５へ出力するものである。なお、このカメラ４
は、通常の被写体を撮影するデジタルスチルカメラとして兼用することができる。
【００１９】
　画像処理部５は、カメラ４から出力された撮影データを処理して、撮影画像中の特定の
チャネル情報信号のみを取り出すように機能する。信号処理部６は取り出された前記チャ
ネル情報信号を解析処理して、テレビチューニングに使用可能な信号に変換したチャネル
情報を取得するものである。
【００２０】
　テレビチューナ７は、信号処理部６からのチャネル信号を受けて、テレビアンテナ１０
を通じて入力される受信信号をその放送チャネルにチューニングするように機能する。ス
ピーカ８は、テレビチューナ７によってチューニングされた放送チャネルの番組の音声の
みを出力する。
【００２１】
　共用テレビ視聴ボタン９は、カメラ４による放送チャネル情報表示部２の撮影から放送
チャネルのチューニングと音声出力までの一連動作を実行させるときに操作される操作ボ
タンである。
【００２２】
　次に、このような共用テレビ１および情報通信端末３からなる共用テレビシステムの動
作を、図３に示すフローチャートを参照しながら説明する。街頭などに設置された共用テ
レビを視聴したいときにこの操作を行う。
【００２３】
　続いて、使用者は情報通信端末３のカメラ４を共用テレビ１に向け、共用テレビ視聴ボ
タン９をプッシュ操作する（ステップＳ１）。すると、カメラ４は共用テレビ１の放送チ
ャネル情報表示部２を撮影し（ステップＳ２）、この撮影データにもとづいて画像処理部
５が、共用テレビ再生中の放送チャネル情報信号を取り出す（ステップＳ３）。
【００２４】
　このため、信号処理部６は画像処理部５から取り出したチャネル情報信号を解析処理し
て必要とするチャネル情報のみを取り出し（ステップＳ４）、これをテレビチューナ７に
入力する。テレビチューナ７はこのチャネル情報を受けて、この放送チャネルに、テレビ
アンテナ１０を通じて受信されるテレビ受信信号をチューニングする（ステップＳ５）。
このチューニングにより、前記共用テレビ１で放映中のものと同一の、特定チャネルの番
組の音声を、スピーカ８を通じて聴取することができる（ステップＳ６）。
【００２５】
　従って、情報通信端末３の使用者は、自身が持つ情報通信端末３に付属のスピーカ８か
らの音声を聴きながら、共用テレビの大型画面上の画像を看取できる。
　この情報通信端末３には小形のモニタが設けられ、同様の画像が表示されるが、バッテ
リの消耗を抑えるために、このモニタの電源は自動的にオフにされる。なお、前記共用テ
レビ１の放送は、地上波放送であっても微弱電波による共用テレビ周辺のローカル放送で
あってもよい。
【００２６】
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　図４は、共用テレビシステムの実施の他の形態を示す構成図である。この共用テレビシ
ステムは、複数台を並列配置した図１に示したものと同様の共用テレビ１ａ～１ｄと、複
数台の情報通信端末３ａ～３ｄと、無線基地局１１と、サーバ１２とにより構成されてい
る。
【００２７】
　共用テレビ１ａ～１ｄはそれぞれ異なる放送チャネルの番組が同時に表示可能であり、
これらの放送チャネルは、例えば情報通信端末３の使用者から出されたリクエストや視聴
率などにもとづいて選ばれる。
【００２８】
　情報通信端末３ａ～３ｄは、それぞれ図２に示したものと同様の構成を有し、それぞれ
テレビチューナ７を備えてテレビ放送の受信が可能である。従って、情報通信端末３ａ～
３ｄを携帯する使用者は、この情報通信端末３ａ～３ｄに設けられたモニタや前記共用テ
レビ１のモニタを見ながら、情報通信端末３ａ～３ｄ内のスピーカ８からそれぞれにその
モニタに表示される画像対応の音声を聴取することができる。つまり、街頭などに居合わ
せた複数の人は、各人が持つ情報通信端末３ａ～３ｄによって、それぞれチューニングを
行った異なる放送チャネルの番組を同時に視聴できることとなる。
【００２９】
　ところで、前記のようなテレビ受信機能を有する情報通信端末３ａ～３ｄは、図５に示
すように、位置情報取得手段であるグローバルポジショニングシステム（ＧＰＳ）受信機
２１と送信手段である無線送信機２２を備えている。２６は測位波を出力する衛星である
。この無線送信機２２は無線基地局１１に無線接続され、この無線基地局１１には通信回
線を介して交換局２３が接続されている。また、この交換局２３には電話網２４、回線接
続装置２５を介して前記サーバ１２が接続されている。
【００３０】
　次に、このような共用テレビシステムを用いて、共用テレビ１ａ～１ｄの視聴率を集計
する方法を説明する。前記のように、情報通信端末３ａ～３ｄの各使用者は、共用テレビ
１ａ～１ｄのいずれかの画面上の番組を見ながら、情報通信端末３ａ～３ｄでスピーカ８
が出力する音声を聴取する。
【００３１】
　このとき、ＧＰＳ受信機２１は衛星２６から測位波を受けて情報通信端末３ａ～３ｄま
たはこれらの使用者の位置情報と、各情報通信手端末３ａ～３ｄによる前記視聴中のチャ
ネル情報とを、無線送信機２２を通して無線基地局１１へ無線送信する。
【００３２】
　無線基地局１１は、これらの位置情報とチャネル情報を交換局２３、電話網２４、回線
接続装置２５を介してサーバ（ファイルサーバ）１２に格納し、管理する。サーバ１２は
、これらの位置情報とチャネル情報とにもとづいて、前記共用テレビ１ａ～１ｄの、情報
通信端末３ａ～３ｄの使用者による局所的視聴率を算出する。
【００３３】
　サーバ１２はこの視聴率の算出結果にもとづき、各共用テレビ１ａ～１ｄのチャネルを
動的に制御する。例えば、視聴率の高いテレビチャネルに対し優先的に共用テレビ１ａ～
１ｄの使用数を割り当てる。この場合に、視聴率の結果を、共用テレビ１ａ～１ｄの各画
面に表示することもできる。
【００３４】
　また、前記共用テレビシステムでは、情報通信端末３ａ～３ｄがモニタおよびＧＰＳ受
信機２１を持つ。従って、情報通信端末３ａ～３ｄの使用者は、このモニタで所定の放送
チャネルのテレビ番組を見ることができる。さらに、共用テレビ１ａ～１ｄの位置情報を
持つサーバ１２は、情報通信端末３ａ～３ｄに対し、同一放送チャネルのテレビ番組を放
映している共用テレビ１ａ～１ｄの位置情報を提供する。これにより、情報通信端末３ａ
～３ｄの使用者は、ＧＰＳ対応ナビゲーション機能により最も近い場所にある共用テレビ
１ａ～１ｄへ移動して、前記テレビ番組を大型画面で視聴することができる。
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【００３５】
　この場合においては、情報通信端末３ａ～３ｄの使用者が共用テレビ１ａ～１ｄに一定
距離以下に近づいた場合に、情報通信端末３ａ～３ｄのモニタ用電源を自動的にオフにす
る。これにより、共用テレビ１ａ～１ｄを視聴中における情報通信端末３ａ～３ｄ側のバ
ッテリ消耗を抑制することができる。
【００３６】
　また、共用テレビシステムにおいて、前記サーバ１２は、共用テレビ１ａ～１ｄ周辺に
いる情報通信端末３ａ～３ｄの使用者のリクエストを集計し、その集計結果に従って、共
用テレビ１ａ～１ｄのチャネル選択を自動的に行わせることもできる。
【００３７】
　この場合には、情報通信端末３ａ～３ｄの各使用者は、共用テレビ１ａ～１ｄのいずれ
かの画面上の放送番組を見ながら、情報通信端末３ａ～３ｄの無線送信機２２を通じて、
見たい放送番組の放送チャネルをリクエストする。
【００３８】
　一方、情報通信端末３ａ～３ｄのＧＰＳ受信機２１は、衛星２６からの測位波を受けて
、使用者が持つ情報通信端末３ａ～３ｄ位置情報とともに、各情報通信端末３ａ～３ｄに
よる前記視聴中のチャネル情報（放送チャネル）とを、無線送信機２２を通して無線基地
局１１へ無線送信する。
【００３９】
　無線基地局１１は、これらの位置情報とチャネル情報を交換局２３、電話網２４、回線
接続装置２５を介してサーバ（ファイルサーバ）１２に格納させる。サーバ１２は、これ
らの位置情報とチャネル情報とにもとづいて、前記共用テレビ１ａ～１ｄ周辺の、前記情
報通信端末３ａ～３ｄを使用する使用者の前記リクエストを集計する。
【００４０】
　サーバ１２はこのリクエストの集計結果にもとづき、各共用テレビ１ａ～１ｄのチャネ
ルを動的に制御する。例えば、リクエストの多い放送チャネルに対し優先的に共用テレビ
１ａ～１ｄの使用数を割り当てる。この場合に、リクエストの集計結果を、共用テレビ１
ａ～１ｄの各画面に表示することもできる。
【００４１】
　このように、共用テレビ１ａ～１ｄの放送チャネル情報表示部２を情報通信端末３ａ～
３ｄに搭載のカメラ４で撮影し、その撮影情報にもとづき共用テレビ１ａ～１ｄで放映中
のチャネル選択を情報通信端末３ａ～３ｄ側で行うことで、その放映中の音声を情報通信
端末３ａ～３ｄ側で聴取しながら、対応する放映画像を共用テレビ１ａ～１ｄで看取でき
る。また、この共用テレビシステムを放送番組の視聴率やリクエスト等の集計に使用する
ことで、携帯用の情報通信端末３ａ～３ｄの利用価値がさらに高まる。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明の情報システムによれば、放映中のテレビ番組の放送チャネル情報をカメラを介
して取得することできるため、この放送チャンネル情報を用いて、離れた位置の情報端末
でテレビ番組の聴取が可能となるという効果を有し、また、本発明の携帯端末によれば、
取得した放送チャンネル情報に基づいて自動でチューニングすることで、離れた位置の情
報端末でテレビ番組の聴取が容易となるという効果を有し、テレビジョン放送を受信する
情報システムおよびテレビジョン放送視聴機能を有する携帯端末等として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の実施の形態による共用テレビを示す正面図である。
【図２】本発明の実施の形態による情報通信端末を示すブロック図である。
【図３】本発明の実施の形態による共用テレビシステムの動作手順を示すフローチャート
である。
【図４】本発明の実施の他の形態による共用テレビシステムを概念的に示す構成図である
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。
【図５】本発明の実施の他の形態による共用テレビシステムを示すブロック図である。
【符号の説明】
【００４４】
　１、１ａ～１ｄ　共用テレビ
　２　放送チャネル情報表示部
　３、３ａ～３ｄ　情報通信端末
　４　カメラ
　５　画像処理部
　６　信号処理部
　７　テレビチューナ
　８　スピーカ
　１１　無線基地局
　１２　サーバ
　２１　ＧＰＳ受信機
　２２　無線送信機
　２７　モニタ

【図１】

【図２】

【図３】
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