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(57)【要約】
【課題】利用者が意識することなく固定型の放送受信装
置と、携帯型の端末装置との番組選局や、アプリケーシ
ョンの実行といった動作モード切替を適切に行うことが
出来る端末装置等を提供すること。
【解決手段】放送受信装置から受信する連携アプリの制
御情報に基づいて、放送受信装置が受信する番組と連携
する端末連携アプリを実行する第１動作モードと、前記
番組受信手段により番組を受信する第２動作モードとを
切り替える制御が可能となり、放送受信装置と、端末装
置とが連携した状態から連携できない状態に遷移したと
判定された場合に、前記第１動作モードから前記第２動
作モードに切り替える制御を行うこととなる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　選局された番組を受信する番組受信手段と、
　選局された番組を受信し、受信された番組に連携するアプリケーションを実行可能な放
送受信装置と通信を行う通信手段と、
　前記放送受信装置から放送受信装置において受信されている番組に基づく選局情報及び
端末連携アプリ制御情報を受信する受信手段と、
　前記放送受信装置から受信する端末連携アプリ制御情報に基づいて、前記放送受信装置
が受信する番組と連携する端末連携アプリを実行する第１動作モードと、前記番組受信手
段により番組を受信する第２動作モードとを切り替える制御が可能な制御手段と、
　を備え、
　前記制御手段は、前記放送受信装置と、前記端末装置とが連携した状態から連携できな
い状態に遷移したと判定された場合に、前記第１動作モードから前記第２動作モードに切
り替える制御を行うことを特徴とする端末装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記通信手段により通信されている放送受信装置との受信レベルが所
定の値以上の場合には第１動作モードに、当該受信レベルが所定の値未満の場合には第２
動作モードに切り替えることを特徴とする請求項１に記載の端末装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記放送受信装置から、動作切り替え信号を受信した場合に、第１動
作モードと、第２動作モードとを切り替えることを特徴とする請求項１又は２に記載の端
末装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記放送受信装置と、前記端末装置とが連携できる状態に遷移したと
判定された場合には、前記第２動作モードから前記第２動作モードに切り替え、かつ、番
組受信手段により受信されている番組に基づく選局情報を、前記放送受信装置に送信する
ことを特徴とする請求項１から３の何れか一項に記載の端末装置。
【請求項５】
　ハイブリッドキャストが受信可能な放送受信装置と、ハイブリッドキャストが受信可能
な端末装置とが連携可能に接続された連携システムにおいて、
　前記放送受信装置は、
　受信されている番組に基づく選局情報、アプリケーションデータ及び端末連携アプリ制
御情報を端末装置に送信する送信手段を有し、
　前記端末装置は、
　選局された番組を受信する番組受信手段と、
　放送受信装置と通信を行う通信手段と、
　前記放送受信装置から選局情報、アプリケーションデータ及び端末連携アプリ制御情報
を受信する受信手段と、
　前記放送受信装置から受信する端末連携アプリ制御情報に基づいて、前記放送受信装置
が受信する番組と連携する端末連携アプリを実行する第１動作モードと、前記番組受信手
段により番組を受信し、前記アプリケーションデータに基づいたアプリケーションが実行
可能である第２動作モードとを切り替える制御が可能な制御手段と、
　を備え、
　前記制御手段は、前記放送受信装置と、前記端末装置とが連携した状態から連携できな
い状態に遷移したと判定された場合に、前記第１動作モードから前記第２動作モードに切
り替える制御を行うことを特徴とする連携システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端末装置等に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、固定型の放送受信装置と、携帯型の端末装置との間で種々の連携が行われる技術
が知られている。例えば、携帯型の端末装置で地上デジタルテレビを視聴中の視聴者が、
固定型の放送受信装置で視聴可能な環境に移動した際、簡単な操作で固定型の放送受信装
置の視聴番組を携帯型の端末装置で視聴中の番組に併せる技術が開示されている（例えば
、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、ＩＰＴＶ規定（IPTVFJ STD-0010）の、「Ｃ．５　放送マネージドアプリケーシ
ョンによる端末連携サービスシナリオ」の項に記載されるように、ハイブリッドキャスト
では、ＴＶ受信機と外部携帯端末が連携し、外部携帯端末上で放送番組に連動したアプリ
ケーションを実行する利用形態が想定されている。
【０００４】
　この利用形態においては、外部携帯端末のユーザは、テレビ受信機の発見や、テレビ受
信機とのデータの送受信を提供するアプリケーション（コンパニオンアプリ）を予めイン
ストールしておき、放送サービス視聴時にこのアプリを起動することが想定される。そう
することで、携帯端末では、テレビ受信機からの制御により番組に連動したアプリケーシ
ョンが実行可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－０６７１９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ハイブリッドキャスト受信機能を搭載した携帯端末では、その端末自体がハイブリッド
キャスト放送の受信を行う場合と、固定受信機等、他のハイブリッドキャスト受信機とペ
アリングされて、放送と連携したアプリ（端末連携アプリ）を実行する場合がある。
【０００７】
　このような携帯端末では、ユーザが固定受信機を視聴している状態では放送連携アプリ
を実行し、それ以外の場合は、携帯端末自体で放送を受信するのが一般的な使用方法にな
ると予想されるが、その動作モードを切り替えるときに、携帯端末側で、放送連携アプリ
を終了し、視聴機能を起動するという手順を踏むのは、手順が複雑となるため、利用者が
煩わしさを感じるという問題点があった。
【０００８】
　上述した課題に鑑み、本発明が目的とするところは、利用者が意識することなく固定型
の放送受信装置と、携帯型の端末装置との番組選局や、アプリケーションの実行といった
動作モード切替を適切に行うことが出来る端末装置等を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題に鑑み、本発明の端末装置は、選局された番組を受信する番組受信手段と
、
　選局された番組を受信し、受信された番組に連携するアプリケーションを実行可能な放
送受信装置と通信を行う通信手段と、
　前記放送受信装置から放送受信装置において受信されている番組に基づく選局情報及び
端末連携アプリ制御情報を受信する受信手段と、
　前記放送受信装置から受信する端末連携アプリ制御情報に基づいて、前記放送受信装置
が受信する番組と連携する端末連携アプリを実行する第１動作モードと、前記番組受信手
段により番組を受信する第２動作モードとを切り替える制御が可能な制御手段と、
　を備え、
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　前記制御手段は、前記放送受信装置と、前記端末装置とが連携した状態から連携できな
い状態に遷移したと判定された場合に、前記第１動作モードから前記第２動作モードに切
り替える制御を行うことを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の連携システムは、
　ハイブリッドキャストが受信可能な放送受信装置と、ハイブリッドキャストが受信可能
な端末装置とが連携可能に接続された連携システムにおいて、
　前記放送受信装置は、
　受信されている番組に基づく選局情報、アプリケーションデータ及び端末連携アプリ制
御情報を端末装置に送信する送信手段を有し、
　前記端末装置は、
　選局された番組を受信する番組受信手段と、
　放送受信装置と通信を行う通信手段と、
　前記放送受信装置から選局情報、アプリケーションデータ及び端末連携アプリ制御情報
を受信する受信手段と、
　前記放送受信装置から受信する端末連携アプリ制御情報に基づいて、前記放送受信装置
が受信する番組と連携する端末連携アプリを実行する第１動作モードと、前記番組受信手
段により番組を受信し、前記アプリケーションデータに基づいてアプリケーションが実行
可能である第２動作モードとを切り替える制御が可能な制御手段と、
　を備え、
　前記制御手段は、前記放送受信装置と、前記端末装置とが連携した状態から連携できな
い状態に遷移したと判定された場合に、前記第１動作モードから前記第２動作モードに切
り替える制御を行うことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、選局された番組を受信し、受信された番組に連携するアプリケーショ
ンを実行可能な放送受信装置と通信を行い、放送受信装置から放送受信装置において受信
されている番組に基づく選局情報、アプリケーションデータ及び端末連携アプリ制御情報
を受信する。そして、放送受信装置から受信する端末連携アプリ制御情報に基づいて、前
記放送受信装置が受信する番組と連携する端末連携アプリを実行する第１動作モードと、
前記番組受信手段により番組を受信する第２動作モードとを切り替える制御が可能となり
、放送受信装置と、端末装置とが連携した状態から連携できない状態に遷移したと判定さ
れた場合に、前記第１動作モードから前記第２動作モードに切り替える制御を行うことと
なる。したがって、利用者が意識することなく、放送受信装置と端末装置とが連携出来な
い状態に遷移したと判定された場合に、適切に動作モードを切り替えることが可能となる
。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１実施形態における連携システムの概略を示す図である。
【図２】第１実施形態における放送受信装置の機能構成を説明するための図である。
【図３】第１実施形態における外部端末装置の機能構成を説明するための図である。
【図４】第１実施形態における動作を説明するためのフローチャートである。
【図５】第２実施形態における動作を説明するためのフローチャートである。
【図６】第３実施形態における放送受信装置の機能構成を説明するための図である。
【図７】第３実施形態における動作を説明するためのフローチャートである。
【図８】連携システムにおける画面例を説明するための図である。
【図９】連携システムにおける画面例を説明するための図である。
【図１０】連携システムにおける画面例を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
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　以下、図面を参照して本発明を実施するための最良の形態について説明する。
　［１．第１実施形態］
　［１．１　システムの構成］
【００１４】
　図１は、連携システム１の全体を説明するための図である。固定テレビ等による放送受
信装置１０と、タブレットやスマートフォン等の携帯型の外部端末装置２０とが接続状態
（ペアリング状態）となっている。
【００１５】
　そして、放送受信装置１０と、外部端末装置２０とが近傍にあることにより、連携可能
な状態であれば、外部端末装置２０は、放送受信装置１０が受信している番組に基づくア
プリケーションを実行する第１動作モードとなる。また、外部端末装置２０が、放送受信
装置１０から離れると、外部端末装置２０が番組を受信する（ＴＶ機能が起動する）第２
動作モードに切り替わる。
【００１６】
　［１．２　機能構成］
　［１．２．１　放送受信装置］
　続いて、放送受信装置１０の機能構成について図２を用いて説明する。放送受信装置１
０は、制御部１００と、チューナ部１１０と、表示部１１５と、音声出力部１２０と、無
線部１２５と、通信Ｉ／Ｆ部１３０と、記憶部１３５と、放送受信再生制御部１４０と、
アプリケーション制御部１４５と、端末連携制御部１５０と、アプリケーション処理部１
５５とを含んで構成されている。
【００１７】
　制御部１００は、放送受信装置１０の全体を制御するための機能部である。制御部１０
０は、記憶部１３５に記憶されている各種プログラムを読み出して実行することにより各
種機能を実現しており、例えばＣＰＵ（Central Process Unit）等により構成されている
。
【００１８】
　チューナ部１１０は、放送を受信するための受信用チューナである。受信された放送波
からＴＳを抽出し出力する。本実施形態においては、ハイブリッドキャスト放送受信用の
チューナであるが、他にもハイブリッドキャストではない地上デジタル放送を受信したり
、ＢＳデジタル放送を受信したりしても良い。
【００１９】
　表示部１１５は、放送される映像や実行されるアプリケーションの画面を表示するため
の機能部である。例えば、ＬＣＤや、有機ＥＬパネル等により実現されている。
【００２０】
　音声出力部１２０は、放送音声を出力したり、実行中のアプリケーションの音声を出力
したりする機能部である。例えば、スピーカ（内蔵タイプや外部接続タイプを問わない）
等により実現されている。
【００２１】
　無線部１２５は、外部端末装置２０と通信（ペアリング）を行う為の無線通信を行う為
の機能部である。外部端末装置２０とペアリングを行う（すなわち、通信を行う）為には
、何れかの規格（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）や、ＷｉＦｉ、ワイヤレスＵ
ＳＢ等）を利用したり、専用の無線通信を利用したりする。
【００２２】
　通信Ｉ／Ｆ部１３０は、放送受信装置１０が外部ネットワーク（例えばインターネット
）と接続するための機能部である。通信Ｉ／Ｆ部１３０を介することにより、例えば、ア
プリケーションをネットワークを経由してダウンロードすることが可能となる。また、他
の装置やサーバ等との通信にも利用され、例えばＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）や、３Ｇ
回線であったり、無線ＬＡＮ（ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｂ／ｇ等）であったり、インタ
ーネット等の外部ネットワークに接続出来れば良い。
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【００２３】
　記憶部１３５は、放送受信装置１０の動作に必要な各種プログラムや、各種データが記
憶されている機能部である。記憶部１３５は、例えば、半導体メモリや、ＨＤＤ（Hard D
isk Drive）等により構成されている。
【００２４】
　放送受信再生制御部１４０は、チューナ部１１０から出力されるＴＳを分離・解析し、
映像データ、音声データ、字幕データ等を提示処理する。本実施形態においては、映像デ
ータをデコードし、映像信号として表示部１１５に出力する。また、音声データをデコー
ドし、音声信号として音声出力部１２０に出力する。また、字幕データや、ＴＳに含まれ
るデータ放送は表示部１１５に出力する。
【００２５】
　アプリケーション制御部１４５は、通信ネットワーク上のサーバや、放送波から取得し
たアプリケーション制御信号に基づき、アプリケーション単位の実行制御を行う機能部で
ある。
【００２６】
　端末連携制御部１５０は、外部端末装置２０との連携において、装置を発見してペアリ
ングを行ったり、放送受信装置１０と外部端末装置２０との接続、アプリケーションの連
携を管理・制御を行ったりする機能部である。また、現在外部端末装置２０と連携状態に
あるか否かを判定することもできる。
【００２７】
　アプリケーション処理部１５５は、アプリケーションを処理・実行するための機能部で
ある。例えば、アプリケーションがＨＴＭＬ５で記述されていれば、ＨＴＭＬ５を解析し
、表示するＨＴＭＬ５ブラウザである。
【００２８】
　［１．２．２　外部端末装置］
　続いて、外部端末装置２０の機能構成について説明する。外部端末装置２０は、図３に
示すように、制御部２００と、チューナ部２１０と、表示部２１５と、音声出力部２２０
と、無線部２２５と、通信Ｉ／Ｆ部２３０と、記憶部２３５と、放送受信再生制御部２４
０と、アプリケーション制御部２４５と、端末連携制御部２５０と、アプリケーション処
理部２５５と、端末アプリケーション制御部２６０と、放送受信装置処理部２６５とを含
んで構成されている。
【００２９】
　ここで、外部端末装置２０は、放送受信装置１０と同様にテレビ放送を受信する機能を
有している。したがって、チューナ部２１０は図２のチューナ部１１０、放送受信再生制
御部２４０は図２の放送受信再生制御部１４０と略同一の機能であるため、その詳細な説
明は省略する。
【００３０】
　表示部２１５は、放送される映像や実行されるアプリケーションの画面を表示するため
の機能部である。例えば、ＬＣＤや、有機ＥＬパネル等により実現されている。また、タ
ッチパネル等により操作部の機能を有していても良い。
【００３１】
　音声出力部２２０は、放送音声を出力したり、実行中のアプリケーションの音声を出力
したりする機能部である。例えば、スピーカ（内蔵タイプやヘッドフォン等の接続タイプ
を問わない）等により実現されている。
【００３２】
　無線部２２５は、放送受信装置１０と通信を行う為の機能部である。無線部１２５と通
信が可能な規格の通信機能を有していれば良い。
【００３３】
　通信Ｉ／Ｆ部２３０は、外部端末装置２０が外部ネットワーク（例えばインターネット
）と接続するための機能部である。例えば３Ｇ回線であったり、無線ＬＡＮ（ＩＥＥＥ８
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０２．１１ａ／ｂ／ｇ等）であったり、外部ネットワークに接続出来れば良い。
【００３４】
　記憶部２３５は、放送受信装置１０の動作に必要な各種プログラムや、各種データが記
憶されている機能部である。記憶部２３５は、例えば、半導体メモリや、ＨＤＤ（Hard D
isk Drive）等により構成されている。
【００３５】
　アプリケーション制御部２４５は、通信ネットワーク上のサーバや、放送波から取得し
たアプリケーション制御信号に基づき、アプリケーション単位の実行制御を行う機能部で
ある。
【００３６】
　端末連携制御部２５０は、放送受信装置１０との連携において、装置を発見してペアリ
ングを行ったり、放送受信装置１０と外部端末装置２０との接続、アプリケーションの連
携を管理・制御を行ったりする機能部である。また、現在放送受信装置１０と連携可能か
否かを判定することもできる。
【００３７】
　アプリケーション処理部２５５は、アプリケーションを処理・実行するための機能部で
ある。例えば、外部端末装置２０が端末連携アプリの動作中は、端末連携アプリを実行し
、放送受信中は受信中に関連するアプリケーションを実行する。
【００３８】
　アプリケーションがＨＴＭＬ５で記述されていれば、ＨＴＭＬ５を解析し、表示するＨ
ＴＭＬ５ブラウザである。
【００３９】
　端末アプリケーション制御部２６０は、端末連携アプリの実行を制御する為の機能部で
ある。すなわち、端末アプリケーション制御部２６０は、第１動作モードのときに、通信
ネットワーク上のサーバから取得した端末連携アプリの実行を制御するための機能部であ
る。
【００４０】
　放送受信装置処理部２６５は、放送受信装置１０より無線部経由で受信する選局情報や
、アプリケーションデータ（すなわち、アプリケーション本体、アプリケーション制御情
報）を記憶し、管理するための機能部である。これにより、各アプリケーションが実行さ
れる。
【００４１】
　［１．３　処理の流れ］
　続いて、処理の流れについて図４を用いて説明する。まず、放送受信装置１０と、外部
端末装置２０とはペアリングが確立されている。すなわち、放送受信装置１０と、外部端
末装置２０とは通信可能な状態で実行される処理である。
【００４２】
　まず、放送受信装置１０において番組が選局されている。この選局されている番組に基
づく選局情報が外部端末装置２０に送信される（ステップＳ１０２）。ここで、選局情報
とは、物理周波数等により特定される選局されたサービス／番組に関するサービスＩＤ等
、外部端末装置２０が選局を行うために必要な情報である。
【００４３】
　続いて、放送受信装置１０において、現在選局されている番組に関するアプリケーショ
ンを取得し、実行する（ステップＳ１０４）。このとき、外部端末装置２０に、取得した
アプリケーションに基づいてアプリケーションデータを送信する（ステップＳ１０６）。
また、端末連携アプリの制御を行う（ステップＳ１０８）。具体的には、端末連携アプリ
を制御するために、端末連携アプリ制御情報を外部端末装置２０に送信する。
【００４４】
　ここで、ステップＳ１０６において送信されるアプリケーションデータは、アプリケー
ション本体と、アプリケーション制御情報（ＡＩＴ：Application Information Table）



(8) JP 2015-32867 A 2015.2.16

10

20

30

40

50

が含まれて送信される。アプリケーション制御情報（ＡＩＴ）は、アプリケーション毎に
ライフサイクル（いつ起動されいつ終了するか）、アクセス権等が記載されたデータであ
る。アプリケーション制御情報は、放送波に含まれる場合と、通信で取得される場合とが
ある。
【００４５】
　また、外部端末装置２０は、放送受信装置１０から選局情報を受信すると（ステップＳ
１５２）、アプルケーションデータを受信する（ステップＳ１５４）。このとき、アプリ
ケーションデータは、放送受信装置１０から受信しても良いし、外部ネットワークや放送
波から受信しても良い。また、放送受信装置１０から受信した場合、アプリケーション制
御情報を受信することにより、アプリケーションのライフサイクルに関する情報も取得す
る。
【００４６】
　続いて、放送受信装置１０から端末連携アプリ制御情報を受信することにより、端末連
携アプリをネットワーク経由で取得し、外部端末装置２０において実行する（ステップＳ
１５６）。端末連携アプリ制御情報としては、例えば端末連携アプリの取得先がＵＲＬに
て記載されており、外部端末装置２０は、当該ＵＲＬに基づいて端末連携アプリを取得す
る。
【００４７】
　続いて、外部端末装置２０は、一定周期にて受信レベルを取得し（ステップＳ１５８）
、ＴＶ起動条件になったか否かを判定する（ステップＳ１６０）。ここで、ＴＶ起動条件
は、例えば放送受信装置１０と、外部端末装置２０との間における無線部における受信レ
ベルを検出することによって判定する。例えば、受信レベルを０～４の５段階とした場合
に、レベル０の状態が１０秒以上継続したらＴＶ起動条件が成立したとして判定する。
【００４８】
　なお、受信レベルを検出することにより、放送受信装置１０と、外部端末装置２０との
距離が、離れているか否かが判定できる。これにより、外部端末装置２０が放送受信装置
１０から離れた場合（所定の距離が開いた場合に）、動作モードを切り替える（以下説明
するようにＴＶを起動する等）ことができる。
【００４９】
　そして、ＴＶ起動条件に合致し、ＴＶの受信を起動する（ステップＳ１６０；Ｙｅｓ→
ステップＳ１６２）。このとき、ステップＳ１５２において受信されている選局情報に基
づいて、放送受信装置１０で受信されていた番組と同じ番組を選局する。
【００５０】
　ここで、受信された番組に対応するアプリケーションを取得していない場合には（ステ
ップＳ１６４；Ｎｏ）、アプリケーションを取得する（ステップＳ１６６）。このとき、
アプリケーション取得先としては、外部ネットワークから通信により取得しても良いし、
放送波から取得する等ＡＩＴにより指定された方法により行う。
【００５１】
　そして、番組を表示し、取得されたアプリケーションを実行する（ステップＳ１６８）
。なお、アプリケーションはＴＶ（番組）の表示と共に表示しても良いし、利用者の操作
によって起動を選択しても良い。また、ＴＶ起動前に利用者にメッセージを表示し、選択
したときのみ起動する事としても良い。
【００５２】
　なお、ステップＳ１６２において、ＴＶ放送受信圏外の場合はアプリケーションのみを
表示しても良いし、ＴＶ放送のみを表示し、アプリケーションを実行しなくても良い。
【００５３】
　このように、本実施形態によれば、放送受信装置１０と外部端末装置２０とが最初に通
信可能状態（ペアリングしている状態）において、所定の通信レベル以下になった場合に
は、外部端末装置２０においてＴＶ放送を受信する動作モードに切り替わることになる。
【００５４】
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　［２．第２実施形態］
　続いて第２実施形態について説明する。第２実施形態は、初期状態として放送受信装置
１０と、外部端末装置２０とが離れている状態（すなわち、通信レベルが所定値以下の状
態）の場合における実施形態である。なお、機能構成については、第１実施形態と同様で
あるため、本実施形態では処理のみを説明する。
【００５５】
　図５は、放送受信装置１０と、外部端末装置２０とが所定のレベル以下の場合である。
この場合、通信が出来ない（ペアリングされていない）状態であっても良いし、通信が出
来るが受信レベルが低い状態（すなわち、放送受信装置１０と、外部端末装置２０とが離
れている状態）であってもよい。
【００５６】
　まず、外部端末装置２０において、ＴＶが視聴されていたり、アプリケーションが実行
されていたりする状態で（ステップＳ２５２）、一定周期で受信レベルを取得する（ステ
ップＳ２５４）。ここで、ＴＶ終了条件か否かを判定する（ステップＳ２５６）。例えば
、放送受信装置１０と、外部端末装置２０との通信において、外部端末装置２０において
受信レベルが０～４段階とした場合、レベル１の状態が３０秒以上継続した場合にＴＶ終
了条件とする。
【００５７】
　そして、ＴＶ終了条件に合致した場合に（ステップＳ２５６；Ｙｅｓ）、ＴＶの受信を
終了する（ステップＳ２５８）。そして、現在選局されている選局情報を、放送受信装置
１０に送信する（ステップＳ２６０）。
【００５８】
　すなわち、受信レベルの強さを用いることにより、放送受信装置１０と、外部端末装置
２０との距離が所定以上近づいたときに、動作モードを切り替える制御を行う。
【００５９】
　放送受信装置１０は、外部端末装置２０から選局情報を受信すると（ステップＳ２０２
）、選局情報に基づいて選局動作をする（ステップＳ２０４）。具体的には、選局情報に
対応する番組を受信し、表示することになる。
【００６０】
　そして、選局情報に基づいてアプリケーションを取得して実行し、また、端末連携アプ
リの制御が行われる（ステップＳ２０６→ステップＳ２０８）。
【００６１】
　［３．第３実施形態］
　続いて第３実施形態について説明する。第１実施形態、第２実施形態は、放送受信装置
１０と、外部端末装置２０との受信レベルにもとづいて、放送受信装置１０の近くに外部
端末装置２０があるか否かを判定した。第３実施形態は、センサを利用する事により外部
端末装置２０が放送受信装置１０の近くにない（又は利用者が放送受信装置１０ではなく
外部端末装置２０を見ている）ことを検出して切り替える処理について説明する。
【００６２】
　なお、第３実施形態の機能構成は、図６に示すような構成となっている。これは、第１
実施形態の放送受信装置１０に、カメラ部１８０、カメラ画像処理部１８５を加えた構成
が異なっている。すなわち、カメラ部１８０は、表示部１１５と同方向を撮影する方向に
設けられている。そして、カメラ部１８０で撮影された画像は、カメラ画像処理部１８５
により画像処理される。例えば、顔検出処理を実行することによりＴＶ（放送受信装置１
０）を視聴している人の存在を検出する。そして、視聴者不在が検出された場合や、視聴
者が存在する状態となったときに、外部端末装置２０に動作切り替え信号（制御信号）を
送信する。
【００６３】
　ここで、第３実施形態における処理の流れについて図７を用いて説明する。なお、図７
の処理と、第１実施形態における図４の処理と同一の処理には同一の符号を付し、第３実
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施形態として特徴の有る箇所を中心に説明する。
【００６４】
　放送受信装置１０と、外部端末装置２０とがペアリングが確立され、連携するアプリケ
ーションがそれぞれ実行されているとする。このとき、カメラ画像に１０秒間継続して目
が検出されない場合には（ステップＳ３１２；Ｙｅｓ）、動作切り替え信号としてＴＶ起
動要求を外部端末装置２０に送信する（ステップＳ３１４）。外部端末装置２０は、ＴＶ
起動要求を受信すると、ＴＶ受信を起動し、ＴＶ（番組）を表示する（ステップＳ３５８
；Ｙｅｓ→ステップＳ３６０）。
【００６５】
　また、放送受信装置１０が、カメラ画像に５秒間継続して目が検出された場合には、Ｔ
Ｖ終了要求を外部端末装置２０に送信する（ステップＳ３１６；Ｙｅｓ→ステップＳ３１
８）。外部端末装置２０は、ＴＶ終了要求を受信すると、ＴＶ（番組）の受信を終了し、
端末連携アプリを実行する（ステップＳ３６８；Ｙｅｓ→ステップＳ３７０→ステップＳ
３７２）。
【００６６】
　このように、第３実施形態によれば、受信レベルの強さに基づかず、視聴者が放送受信
装置１０の近傍にいるか否かを検出し、適切な装置にてＴＶ（番組）を出力することがで
きる。
【００６７】
　［４．画面例］
　具体的な画面の例について、図８～図１０を用いて説明する。図８（ａ）は、放送受信
装置１０において番組が表示されている状態を示している。放送受信装置１０の表示画面
Ｗ１００には番組が表示されており、外部端末装置２０の表示画面Ｗ２００にはまだ映像
が表示されていない（又は、一般のメニュー画面といった異なる画面が表示されている）
。
【００６８】
　図８（ｂ）は、端末連携アプリが起動された場合における放送受信装置１０の表示画面
Ｗ１０２の一例と、連携して端末連携アプリが実行され表示されている外部端末装置２０
の表示画面Ｗ２０２の一例である。
【００６９】
　次に、図９は外部端末装置２０の表示画面を示している。すなわち、外部端末装置２０
が、放送受信装置１０から離れたため、ＴＶ受信が起動し、番組が表示されている（図９
（ａ）のＷ２０４）。このとき、表示される番組は、放送受信装置１０から送信された選
局情報に基づいている。また、番組に対応づけられたアプリケーションが起動しているの
が図９（ｂ）のＷ２０６であり、ＴＶを受信できずアプリケーションのみが起動している
のが図９（ｃ）のＷ２０８である。このとき、外部端末装置２０において単独で表示する
番組を変える（選局）することが出来る（図９（ｄ）のＷ２１０）。
【００７０】
　そして、この段階で再度放送受信装置１０の近く、例えば受信レベルが所定以上のレベ
ルになった場合の状態が図１０である。図１０においては、外部端末装置２０で選局され
ていた番組が選局情報として外部端末装置２０から放送受信装置１０に送信される。これ
により、放送受信装置１０は、利用者が所望する番組を表示する事ができる。
【００７１】
　［５．変形例］
　以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も特許請
求の範囲に含まれる。
【００７２】
　また、実施形態において各装置で動作するプログラムは、上述した実施形態の機能を実
現するように、ＣＰＵ等を制御するプログラム（コンピュータを機能させるプログラム）
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である。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的に一時記憶装置
（例えば、ＲＡＭ）に蓄積され、その後、各種ＲＯＭやＨＤＤの記憶装置に格納され、必
要に応じてＣＰＵによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。
【００７３】
　ここで、プログラムを格納する記録媒体としては、半導体媒体（例えば、ＲＯＭや、不
揮発性のメモリカード等）、光記録媒体・光磁気記録媒体（例えば、ＤＶＤ（Digital Ve
rsatile Disc）、ＭＯ（Magneto Optical Disc）、ＭＤ（Mini Disc）、ＣＤ（Compact D
isc）、ＢＤ等）、磁気記録媒体（例えば、磁気テープ、フレキシブルディスク等）等の
何れであってもよい。また、ロードしたプログラムを実行することにより、上述した実施
形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指示に基づき、オペレーティング
システムあるいは他のアプリケーションプログラム等と共同して処理することにより、本
発明の機能が実現される場合もある。
【００７４】
　また、市場に流通させる場合には、可搬型の記録媒体にプログラムを格納して流通させ
たり、インターネット等のネットワークを介して接続されたサーバコンピュータに転送し
たりすることができる。この場合、サーバコンピュータの記憶装置も本発明に含まれるの
は勿論である。
【００７５】
　また、上述した実施形態における各装置の一部又は全部を典型的には集積回路であるＬ
ＳＩ（Large Scale Integration）として実現してもよい。各装置の各機能ブロックは個
別にチップ化してもよいし、一部又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回
路化の手法はＬＳＩに限らず専用回路又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導
体技術の進歩によりＬＳＩに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による
集積回路を用いることも可能であることは勿論である。
【符号の説明】
【００７６】
１　連携システム
１０　放送受信装置
　１００　制御部、１１０　チューナ部、１１５　表示部、１２０　音声出力部
　１２５　無線部、１３０　通信Ｉ／Ｆ部、１３５　記憶部
　１４０　放送受信再生制御部、１４５　アプリケーション制御部
　１５０　端末連携制御部、１５５　アプリケーション処理部、１８０　カメラ部
　１８５　カメラ画像処理部
２０　外部端末装置
　２００　制御部、２１０　チューナ部、２１５　表示部、２２０　音声出力部
　２２５　無線部、２３０　通信Ｉ／Ｆ部、２３５　記憶部
　２４０　放送受信再生制御部、２４５　アプリケーション制御部
　２５０　端末連携制御部、２５５　アプリケーション処理部
　２６０　端末アプリケーション制御部、２６５　放送受信装置処理部
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