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-Auto Channeling Television- 

操作マニュアル 
 

 

“ACT －Auto Channeling Television－”（以下，ACT）は，能動的な操作を排除したワンセグ視聴ソフト

です。 

ここでは，ACT の基本的な使い方について説明します。 

 

 

 

 ACT は下記のシステム要件を満たした PC で完全に動作します。 

○OS 

 Microsoft Windows XP，Windows Vista，Windows 7 （全エディション） 

○ランタイム 

 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 以上 

○デバイス 

 PCTV-hiwasa mini （ワンセグチューナ） 搭載 

 

 

 

 

 ２ちゃんねるは，日本屈指のアクセス数を持つ電子掲示板です。その中には，みんなでテレビ番組を

実況する“番組 ch”と名付けられたカテゴリが存在します。ACT ではそのカテゴリ内の掲示板の書き込
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み量の変化を見て，番組の盛り上がりを判断しています。また，実況に参加する機能も備えています。 

 

 Twitter は，個々のユーザが「つぶやき」を投稿することで，ゆるいつながりを発生するコミュニケー

ション・サービスです。ACT では２ちゃんねるへの投稿と同様に，Twitter への「つぶやき」機能も持ち

合わせています。 

 

 

 

 ACT の利用方法は以下の通りです。 

１）PC にワンセグチューナを接続し，PC をインターネットに接続します。 

２）ACT を起動します（exe ファイルを実行するか，スタートアップに登録しておきます）。 

３）各モードの利用方法に則り利用します（詳しくは“6. 視聴モード”を参照してください）。 

４）ACT の利用をやめたい場合はメイン画面または，タスクトレイアイコンの右クリックメニューから

終了してください。 

 

 

 

 

ACT のメイン画面は下記のような構成になっています。 

 

 

① 情報テロップバー ② テレビ＆レスポンステロップエリア 

③ ボタンバー ④ 入力バー 

⑤ レスポンスリスト表示切り替えバー      ⑥ レスポンスリストエリア 
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① 情報テロップバー 

 

               情報レベルアイコン    情報の内容 

 情報テロップバーには，切り替わったチャンネルの情報や２ちゃんねるからのレスポンスの情報など，

ACT を利用する上で発生する様々な情報が 3 つの情報レベルに振り分けられ，右から左へ流れるように

テロップ表示されます。 

○情報レベル 

 情報レベルは 通常情報， 警告情報， エラー情報の 3 種類です。 

 全ての情報は，上記 3 種類に集約され，視覚的に提供されます。 

 

② テレビ＆レスポンステロップエリア 

 

                         ２ちゃんねるから取得したレスポンス 

 テレビ＆レスポンステロップエリアには，ワンセグチューナから取得した映像と，２ちゃんねるの視

聴中番組の実況スレッド（以下，実況スレ）から取得したレスポンスがテロップ表示されます。 

 

③ ボタンバー 

 ボタンバーは ACT の基本的な操作に用います。 

 

 ボタンバーは下記のボタンから構成されます。 

○チャンネルボタン  

チャンネルボタンの左のボタンをクリックすると，ひとつチャンネル番号を戻され，右のボタンを

クリックするとひとつチャンネル番号を進められ，視聴チャンネルが変更されます。 

○ボリュームスライダー  

ボリュームスライダーは，テレビの音声の大きさの調節に用います。青い丸が上あるほど音量が高

く，下にあるほど音量が低くなります。青い丸のドラッグおよび，マウスホイールの回転でボリュー

ムを調節できます。 

○番組情報ボタン  

番組情報ボタンをクリックすると，視聴中の番組情報を表す，番組情報ポップアップが表示されま

す。 
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☆番組情報ポップアップ 

番組情報ポップアップでは，視聴中の番組の

番組名，放送局，開始・終了時間，ジャンル，

内容説明を得ることができます。 

 

○番組名つぶやきボタン  

 番組名つぶやきボタンをクリックすると，Twitter に視聴中の番組名をつぶやきます。 

○キャプチャボタン  

 キャプチャボタンをクリックすると，テレビの映像のキャプチャをクリップボードに格納します。 

○コンフィグボタン  

コンフィグボタンをクリックすると，ACT のコンフィグ画面が出現します。（詳しくは，“5.2 コ

ンフィグ画面”を参照してください。） 

○レステロップ表示切り替えボタン      

 レステロップ表示切り替えボタンをクリックすると，レスポンステロップ（②）の表示・非表示を

切り替えることが出来ます。赤く暗い状態がレスポンステロップ非表示の状態で，黄色く明るい状態

が表示の状態を表しています。 

 

④ 入力バー 

 入力バーに文字列を入力し，特定のキーを押すと，２ちゃんねるや Twitter に書き込みことができま

す。 

 

  ○特定のキー一覧 

   F5(or Shift+Enter)：２ちゃんねるの実況スレに書き込みます。 

   F6：Twitter に書き込みます。 

   F7：２ちゃんねる・Twitter 両方に書き込みます。 

 

⑤ レスポンスリスト表示切り替えバー 

 レスポンスリスト表示切り替えバーをクリックすると，レスポンスリストエリア（⑥）の表示・非

表示を切り替えることができます。 が閉じている（非表示）状態を， が開いている（表示）状態

を表しています。 
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⑥ レスポンスリストエリア

 

 レスポンスリストエリアには，２ちゃんねるの

実況スレから取得したレスポンスがリスト表示さ

れます。 

 

 

上図がひとつのレスポンスです。レスポンス番

号，名前，投稿時間，投稿者 ID，投稿内容から構

成されています。 

 

 

5.2.1 基本タブ 

 基本タブでは，ACTの基本的な設定を行えます。 

●モード選択 

 ACT の視聴モード（詳しくは，“6. 視聴モー

ド”を参照してください）を設定できます。 

●起動設定 

 スタートアップ登録や，起動時に最小化するか

等を設定できます。 

●表示設定 

 ACT のメイン画面を常に最前面に表示するか

を設定できます。 

 

 

 

5.2.2 背景タブ 

背景タブでは，ACT のメイン画面の背景を設定

することができます。 

●背景画像パス 

 背景に設定したい画像のファイルパスを入力

します。 

●配置方法 

 拡大して表示・並べて表示等画像の背景への配

置方法を設定出来ます。 

●縦横比設定 

 画像の縦横比の維持を設定できます。 
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5.2.3 チューナタブ 

チューナタブでは，チューナの設定・ビデオ

表示の設定が行えます。 

●テレビ供給源 

 テレビ映像の供給源を設定できます。 

●ビデオ表示の設定 

 コマ落ちの許容設定や，モザイク設定が行え

ます。 

 

 

5.2.4 ダミータブ 

ダミータブではチューナが無い場合の動作設定

を行えます。 

●動画再生設定 

 テレビの映像の代わりに再生する動画を設定

できます。 

●ダミーの設定 

 テレビの映像の代わりにウィンドウの奥を表

示させるため，テレビエリアを透過させる設定を

行えます。 

 

 

5.2.5 各モードタブ 

 各モードタブでは自動ポップアップの各モード

のトリガの詳細設定を行えます。 

●ニュースモード 

 ニュースモードで自動ポップアップさせる番
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組の基準を設定出来ます。 

●実況モード 

 実況モードで自動ポップアップさせる番組の

基準を設定できます。 
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5.2.6 Twitter タブ 

 Twitter タブでは，メイン画面の入力バーから

Twitter に投稿する際の利用アカウントの設定を行

えます。 

●Twitter 設定 

 Twitter 投稿時に投稿するアカウントのユーザ

名，パスワードを設定できます。 

※ここで設定しなければ Twitter 投稿機能は利用

できません。 

 

5.2.7 ２ちゃんねるタブ 

２ちゃんねるタブでは，２ちゃんねるに書き込

むための投稿規約への承諾設定を行えます。 

●投稿確認 

 ２ちゃんねるに投稿する際の責任事項を確認

し，承諾のチェックを入れることが出来ます。 

※ここで承諾をチェックしなければ，２ちゃんね

る投稿機能は利用できません。 

 

 

 

 ACT は 2 種類の視聴モードを備えています。 

 

 

 ニュースモードは，短時間（５～１０分程度）のニュース番組だけを自動的に選び出し，画面に映し

出す視聴モードです。 

 ニュースモードの利用方法は以下の通りです。 

１）ACT のモードをニュースモードに設定する。 

２）ACT を最小化し，タスクトレイに格納する。 

３）ACT がニュース番組の表示を始めたら，視聴する。 
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 ACT がニュースモードに設定されているとき，短時間のニュース番組が開始されると，ACT は自動的

にタスクトレイからポップアップし，ニュース番組を放送している局を自動選局します。そして，ニュ

ース番組が終了したとき，ACT は自動的に自身をタスクトレイにミニマイズ（最小化）します。 

 

ニュース番組が始まると… 自動ポップアップします。 

 

 

  

 

 

ニュース番組が終わると… 自動ミニマイズ（最小化）します。 

 

 

 

 実況モードでは，盛り上がっている放送局を自動的に探索し，盛り上がっている番組を自動的に提案

してくれる視聴モードです。 

 ACT は盛り上がっている番組を見つけ出すと，視聴提案ポップアップを表示し，どこも盛り上がって

ないことを検知すると，最小化提案ポップアップを表示します。 

 

☆視聴提案ポップアップ 

 視聴提案ポップアップの「見る！！」ボタンを

クリックすると，ポップアップに表示されている

番組の放送局が自動的に選局され，盛り上がって

いる番組をワンクリックで見ることができます。

一方，「…見ない」ボタンをクリックするか 20

秒放置すると，ポップアップを閉じることができ

ます。 
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☆最小化提案ポップアップ 

最小化提案ポップアップの「そうする」ボタン

をクリックすると，ACT をミニマイズすること

ができます。一方，「まだ見る」ボタンをクリッ

クするか 20 秒放置すると，ポップアップを閉じ

ることができます。 

 

 

 実況モードの利用方法は以下の通りです。 

１）ACT のモードを実況モードに設定する。 

２）ACT が盛り上がっている番組を視聴提案ウィンドウで提案してきたら，見る（／見ない）ボタンを

クリックします。 

３）ACT で番組の実況を楽しみます。 

 

下図は実況時の様子です。 

 


