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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報信号を受信する情報信号受信手段と、
　前記情報信号受信手段により受信された前記情報信号の表示用信号に応じた映像を表示
する表示素子と、
　使用者からの操作入力を受け付けるための操作用表示情報のうち、少なくとも、第１の
外部入力装置に対する第１の操作用表示情報と、第２の外部入力装置に対する第２の操作
用表示情報とを選択的に前記表示素子に表示するようにする操作用表示情報表示手段と、
　前記表示素子の表示画面に設けられ、使用者が接触するようにした前記表示画面上の接
触位置を検出する接触位置検出手段と、
　前記接触位置検出手段により検出される前記表示画面上の接触位置に表示されている前
記操作用表示情報の表示項目に応じた操作信号を形成する操作信号形成手段と、
　前記操作信号形成手段により形成された前記操作信号を送信する操作信号送信手段と
　を備え、
　前記操作用表示情報表示手段は、
　　前記第１の操作用表示情報を前記表示素子に表示させている状態で、前記接触位置検
出手段により前記第１の操作用表示情報の表示領域以外の接触位置が検出された場合、前
記表示素子に表示させる操作用表示情報を、前記第１の操作用表示情報から前記第２の操
作用表示情報に切り替える
　表示装置と、
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　情報信号を前記表示装置に送信する情報信号送信手段と、
　前記表示装置からの前記操作信号を受信する操作信号受信手段と、
　前記操作信号受信手段により受信された前記操作信号が、前記情報信号の供給元である
前記第１の外部入力装置又は前記第２の外部入力装置に対する制御信号である場合に、前
記操作信号を前記第１の外部入力装置又は前記第２の外部入力装置に送信する制御信号送
信手段と
　を備えるベース装置と
　からなることを特徴とする双方向通信システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の双方向通信システムであって、
　前記表示装置の前記操作用表示情報表示手段は、前記操作用表示情報を前記表示素子に
透過表示することを特徴とする双方向通信システム。
【請求項３】
　請求項１に記載の双方向通信システムであって、
　前記ベース装置の前記制御信号送信手段は、前記外部入力装置に対する制御信号である
前記操作信号を赤外線信号により無線送信することを特徴とする双方向通信システム。
【請求項４】
　請求項１に記載の双方向通信システムであって、
　前記ベース装置は、
　放送信号を受信して選局する選局手段を備え、
　前記選局手段によって選局された放送信号を前記情報信号送信手段を通じて、前記情報
信号として送信することができるものであり、
　前記操作信号受信手段により受信された前記操作信号が、前記選局手段により選局され
た放送信号の送信指示である場合に、前記選局手段により選局された前記放送信号を前記
情報信号として送信するように制御する送信制御手段と、
　前記操作信号受信手段により受信された前記操作信号が、選局する放送信号の変更指示
である場合に、前記操作信号に応じて前記選局手段を制御する選局制御手段と
　を備えることを特徴とする双方向通信システム。
【請求項５】
　請求項１に記載の双方向通信システムであって、
　前記ベース装置は、
　通信回線に接続され、前記通信回線を通じて送信されてくる信号を受信する受信手段を
備え、
　前記受信手段により受信した信号を前記情報信号送信手段を通じて前記情報信号として
送信することができるものであり、
　前記操作信号受信手段により受信された前記操作信号が、前記受信手段により受信した
情報の送信指示である場合に、前記受信手段により受信された前記情報を前記情報信号と
して送信するように制御する送信制御手段と、
　前記操作信号受信手段により受信された前記操作信号が、前記通信回線を通じて接続さ
れる相手先に送信する送信情報である場合に、当該送信情報を前記通信回線を通じて目的
とする前記相手先に送信する送信情報送信手段と
　を備えることを特徴とする双方向通信システム。
【請求項６】
　請求項１に記載の双方向通信システムであって、
　前記ベース装置は、
　情報信号の供給元となる複数の外部入力装置を接続することができるようにされるとと
もに、前記制御信号送信手段により、前記複数の外部入力装置のそれぞれに対する制御信
号を送信することができるようにされており、
　前記表示装置は、
　前記操作用表示情報表示手段により、前記ベース装置に接続される前記複数の外部入力
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装置のそれぞれに応じた前記操作用表示情報を前記表示素子に表示させることができるも
のであり、
　使用者からの指示に応じて、前記操作用表示情報表示手段を制御し、操作しようとする
外部入力装置に応じた操作用表示情報を表示するようにする表示切り換え制御手段を備え
ることを特徴とする双方向通信システム。
【請求項７】
　情報信号を受信する情報信号受信手段と、
　前記情報信号受信手段により受信された前記情報信号の表示用信号に応じた映像を表示
する表示素子と、
　使用者からの操作入力を受け付けるための操作用表示情報のうち、少なくとも、第１の
外部入力装置に対する第１の操作用表示情報と、第２の外部入力装置に対する第２の操作
用表示情報とを選択的に前記表示素子に表示するようにする操作用表示情報表示手段と、
　前記表示素子の表示画面に設けられ、使用者が接触するようにした前記表示画面上の接
触位置を検出する接触位置検出手段と、
　前記接触位置検出手段により検出される前記表示画面上の接触位置に表示されている前
記操作用表示情報の表示項目に応じた操作信号を形成する操作信号形成手段と、
　前記操作信号形成手段により形成された前記操作信号を送信する操作信号送信手段と
　を備え、
　前記操作用表示情報表示手段は、
　　前記第１の操作用表示情報を前記表示素子に表示させている状態で、前記接触位置検
出手段により前記第１の操作用表示情報の表示領域以外の接触位置が検出された場合、前
記表示素子に表示させる操作用表示情報を、前記第１の操作用表示情報から前記第２の操
作用表示情報に切り替えることを特徴とする表示装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の表示装置であって、
　前記操作用表示情報表示手段は、前記操作用表示情報を前記表示素子に透過表示するこ
とを特徴とする表示装置。
【請求項９】
　請求項７に記載の表示装置であって、
　前記操作用表示情報表示手段により、複数の外部入力装置のそれぞれに応じた前記操作
用表示情報を前記表示素子に表示させることができるものであり、
　使用者からの指示に応じて、前記操作用表示情報表示手段を制御し、操作しようとする
外部入力装置に応じた操作用表示情報を表示するようにする表示切り換え制御手段を備え
ることを特徴とする表示装置。
【請求項１０】
　表示装置と前記表示装置に情報信号を供給するベース装置とを有する双方向通信システ
ムにおいての双方向通信方法であって、
　前記ベース装置から前記表示装置に情報信号を送信する情報信号送信工程と、
　前記ベース装置からの前記情報信号を前記表示装置が受信する情報信号受信工程と、
　前記情報信号受信工程において受信した前記情報信号の表示用信号に応じた映像を前記
表示装置の表示素子に表示する情報信号表示工程と、
　使用者からの指示入力に応じて、操作入力を受け付けるための操作用表示情報のうち、
少なくとも、第１の外部入力装置に対する第１の操作用表示情報と、第２の外部入力装置
に対する第２の操作用表示情報とを選択的に前記表示装置の前記表示素子に表示させる操
作用表示情報表示工程と、
　前記表示素子の表示画面に設けられた接触位置検出手段を通じて、前記表示素子に表示
した前記操作用表示情報の表示項目への操作入力を受け付ける操作入力受付工程と、
　前記操作入力受付工程において受け付けた前記操作用表示情報の表示項目に対する操作
入力に応じた操作信号を形成する操作信号形成手段と、
　前記操作信号形成手段において形成した前記操作信号を前記ベース装置に送信する操作
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信号送信工程と、
　前記表示装置からの前記操作信号を前記ベース装置が受信する操作信号受信工程と、
　前記操作信号受信工程において受信した前記操作信号が、前記情報信号の供給元である
前記第１の外部入力装置又は前記第２の外部入力装置に対する制御信号である場合に、前
記操作信号を前記第１の外部入力装置又は前記第２の外部入力装置に送信する制御信号送
信工程と
　を有し、
　前記操作用表示情報表示工程は、
　　前記第１の操作用表示情報を前記表示素子に表示させている状態で、前記接触位置検
出手段により前記第１の操作用表示情報の表示領域以外の接触位置が検出された場合、前
記表示素子に表示させる操作用表示情報を、前記第１の操作用表示情報から前記第２の操
作用表示情報に切り替えることを特徴とする双方向通信方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の双方向通信方法であって、
　前記表示装置おいて行われる前記操作用表示情報表示工程においては、前記操作用表示
情報を透過表示することを特徴とする双方向通信方法。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の双方向通信方法であって、
　前記ベース装置の前記制御信号送信工程においては、前記外部入力装置に対する制御信
号である前記操作信号を赤外線信号として無線送信することを特徴とする双方向通信方法
。
【請求項１３】
　請求項１０に記載の双方向通信方法であって、
　前記ベース装置は、放送信号を受信、選局することができるものであり、
　前記情報信号送信工程においては、前記ベース装置において、選局した放送信号を前記
情報信号として送信することができるようにされており、
　前記操作信号受信工程において受信した前記操作信号が、前記選局手段により選局され
た放送信号の送信指示である場合に、前記選局手段により選局された前記放送信号を前記
情報信号として送信するように制御する送信制御工程と、
　前記操作信号受信工程において受信した前記操作信号が、選局する放送信号の変更を指
示するものである場合に、前記ベース装置において、前記操作信号に応じて選局する放送
信号を変えるようにする選局制御工程と
　を有することを特徴とする双方向通信方法。
【請求項１４】
　請求項１０に記載の双方向通信方法であって、
　前記ベース装置は、通信回線に接続され、前記通信回線を通じて送信されてくる信号を
受信することができるものであり、
　前記ベース装置の前記情報信号送信工程においては、前記通信回線を通じて受信した受
信信号を前記情報信号として送信することができるようにされており、
　前記操作信号受信工程において受信した前記操作信号が、前記受信手段により受信した
情報の送信指示である場合に、前記受信手段により受信された前記情報を前記情報信号と
して送信するように制御する送信制御工程と、
　前記操作信号受信工程において受信した前記操作信号が、前記通信回線を通じて接続さ
れる相手先に送信する送信情報である場合に、当該送信情報を前記通信回線を通じて目的
とする前記相手先に送信する送信情報送信工程と
　を有することを特徴とする双方向通信方法。
【請求項１５】
　請求項１０に記載の双方向通信方法であって、
　前記ベース装置は、情報信号の供給元となる複数の外部入力装置を接続することができ
るものであり、
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　前記制御信号送信工程において、複数の前記外部入力装置のそれぞれに対して、制御信
号を送信することができるようにされており、
　前記操作用表示情報表示工程においては、前記ベース装置に接続される複数の前記外部
入力装置のそれぞれに応じた前記操作用表示情報を表示させることができ、
　使用者からの指示に応じて、操作しようとする目的の外部入力装置に応じた操作用表示
情報を表示するようにする表示切り換え工程を有することを特徴とする双方向通信方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、例えば、テレビ受像機などの表示装置と電子機器との間で双方向に通信を行
う双方向通信システム、この双方向通信システムにおいて用いられる表示装置、ベース装
置、および、双方向通信方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
例えば、テレビ受像機において、画質の調整やタイマの設定などは、テレビ受像機のリモ
ートコマンダ（以下、リモコンと略称する。）を操作することによって、テレビ受像機の
表示画面に実行可能な処理を選択するためのメニューを表示する。そして、使用者は、テ
レビ受像機のリモコンを用いて、目的とする処理を選択し、表示画面に表示されるガイダ
ンス表示などにしたがって、リモコンを操作することにより、画質の調整やタイマの設定
などの目的とする処理を行うことができるようにされている。
【０００３】
また、ＳＴＢ（Ｓｅｔ－Ｔｏｐ　ｂｏｘ）やＩＲＤ（Ｉｎｔｅｇｉｒｅｔｉｄｅ　Ｒｅｃ
ｉｖｅｒ　Ｄｅｃｏｄｅｒ）などと呼ばれる衛星放送信号を受信する受信機などにおいて
は、ＥＰＧなどと呼ばれる電子番組ガイドなどのデータ表示を、モニタ受像機の表示画面
に表示するようにすることが行われている。この場合には、使用者は、受信機のリモコン
を用い、モニタ受像機の表示画面に表示されている電子番組ガイドに基づいて、視聴しよ
うとする番組を選択することにより、受信機の選局チャンネルを変えることができるよう
にされている。
【０００４】
このように、テレビ受像機やテレビ放送信号を受信する受信機においては、メニューやガ
イダンス、あるいは、電子番組ガイドなどの情報表示と、リモコン操作とを組み合わせる
ことによって、目的とする処理をわかりやすく比較的に簡単に実行させることができるよ
うに工夫されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、前述のように、テレビ受像機やＳＴＢやＩＲＤに対して目的とする処理を行わ
せるために、メニューやガイダンスなどの必要な情報をテレビ受像機などの表示画面に表
示し、この表示情報を見ながらリモコンを操作する方式では、リモコンに対する操作が繁
雑になる場合がある。
【０００６】
例えば、複数のメニューの中から目的とする処理を選択項目として含むメニューを表示さ
せるために、メニューのページ送りを複数回行わなければならなかったり、表示画面上の
カーソルを移動させるためにリモコンに対して頻繁に操作を行わなければならなかったり
、また、リモコンを通じて決定操作を行わなければならないなどの場合がある。
【０００７】
また、テレビ受像機などのモニタ装置も、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉ
ｓｐｌａｙ）などを用いることによって、小型化、軽量化が進み、持ち運びが可能で、使
用者の手が届く位置で使用されるものも増えてくると考えられる。このような場合には、
テレビ受像機のリモコンは不用であるし、また、テレビ受像機に映像信号や音声信号を供
給する受信機などの外部入力装置のリモコンの存在が煩わしくなってしまう。
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【０００８】
以上のことにかんがみ、この発明は、上記問題点を一掃し、煩わし操作を行うことなく遠
隔操作を行うことを可能にし、より使い勝手のよいホームネットワークを構築することが
可能な双方向通信システム、この双方向通信システムに用いられる表示装置、ベース装置
および双方向通信方法を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の発明の双方向通信システムは、
　情報信号を受信する情報信号受信手段と、
　前記情報信号受信手段により受信された前記情報信号の表示用信号に応じた映像を表示
する表示素子と、
　使用者からの操作入力を受け付けるための操作用表示情報のうち、少なくとも、第１の
外部入力装置に対する第１の操作用表示情報と、第２の外部入力装置に対する第２の操作
用表示情報とを選択的に前記表示素子に表示するようにする操作用表示情報表示手段と、
　前記表示素子の表示画面に設けられ、使用者が接触するようにした前記表示画面上の接
触位置を検出する接触位置検出手段と、
　前記接触位置検出手段により検出される前記表示画面上の接触位置に表示されている前
記操作用表示情報の表示項目に応じた操作信号を形成する操作信号形成手段と、
　前記操作信号形成手段により形成された前記操作信号を送信する操作信号送信手段と
　を備え、
　前記操作用表示情報表示手段は、
　　前記第１の操作用表示情報を前記表示素子に表示させている状態で、前記接触位置検
出手段により前記第１の操作用表示情報の表示領域以外の接触位置が検出された場合、
　　前記表示素子に表示させる操作用表示情報を、前記第１の操作用表示情報から前記第
２の操作用表示情報に切り替える
　表示装置と、
　情報信号を前記表示装置に送信する情報信号送信手段と、
　前記表示装置からの前記操作信号を受信する操作信号受信手段と、
　前記操作信号受信手段により受信された前記操作信号が、前記情報信号の供給元である
前記第１の外部入力装置又は前記第２の外部入力装置に対する制御信号である場合に、前
記操作信号を前記第１の外部入力装置又は前記第２の外部入力装置に送信する制御信号送
信手段と
　を備えるベース装置と
　からなることを特徴とする。
【００１０】
　この請求項１に記載の発明の双方向通信システムによれば、表示装置は、ベース装置か
ら情報信号の供給を受け、情報信号の表示用信号に応じた映像を表示素子に表示させる。
そして、表示装置においては、操作用表示情報表示手段により、使用者からの指示があっ
た場合などの必要が生じた場合に、使用者からの操作入力を受け付けるための操作用表示
情報のうち、少なくとも、第１の外部入力装置に対する第１の操作用表示情報と、第２の
外部入力装置に対する第２の操作用表示情報とが選択的に表示素子に表示される。また、
第１の操作用表示情報を表示素子に表示させている状態で、第１の操作用表示情報の表示
領域以外の接触位置が検出された場合、接触位置検出手段により操作用表示が、第１の操
作用表示情報から第２の操作用表示情報に切り替えられる。
【００１１】
表示素子の表示画面には、接触位置検出手段が設けられており、使用者の指などが接触す
るようにされた表示画面上の接触位置が検出され、その接触位置に表示されている操作用
表示情報の表示項目に対応する操作信号が操作信号形成手段により生成され、操作信号送
信手段によりベース装置に送信される。
【００１２】
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　表示装置から送信された操作信号は、ベース装置の操作信号受信手段により受信される
。そして、ベース装置の操作信号受信手段により受信された操作信号が、情報信号をベー
ス装置に供給する第１の外部入力装置又は第２の外部入力装置に対する制御信号である場
合には、ベース装置の制御信号送信手段により第１の外部入力装置又は第２の外部入力装
置に送信される。
【００１３】
これにより、表示装置の表示素子に表示される操作用表示情報に対して操作を行うことに
より、ベース装置を介して情報信号の供給元である外部入力装置を制御することができる
。また、表示装置の表示素子に表示される操作用表示情報に対して操作を行うことになる
ので、外部入力装置の専用リモコンを使用する場合に比べ、単純な操作で迅速かつ正確に
外部入力装置を制御するようにすることができる。
【００１４】
また、請求項２に記載の発明の双方向通信システムは、請求項１に記載の双方向通信シス
テムであって、
前記表示装置の前記操作用表示情報表示手段は、前記操作用表示情報を前記表示素子に透
過表示することを特徴とする。
【００１５】
この請求項２に記載の発明の双方向通信システムによれば、表示装置の表示素子には、情
報信号の表示用信号に応じた映像が表示されるとともに、必要に応じて操作用表示情報も
表示される。この場合、操作用表示情報の表示は、いわゆるアルファブレンディングと呼
ばれる技術が用いられ、操作用表示情報表示手段により透過表示するようにされる。
【００１６】
これにより、操作用表示情報を表示素子に表示しても、操作用表示情報が、情報信号の表
示用信号による映像を隠すことがないようにし、表示用信号による映像の全体を見ること
ができるようにすることができる。したがって、操作用表示情報の表示素子への表示が、
情報信号の表示用信号に応じた映像を見えなくすることを防止し、表示装置のモニタ受像
機としての機能を妨害してしまうことがないようにすることができる。
【００１７】
また、請求項３に記載の発明の双方向通信システムは、請求項１に記載の双方向通信シス
テムであって、
前記ベース装置の前記制御信号送信手段は、前記外部入力装置に対する制御信号である前
記操作信号を赤外線信号により無線送信することを特徴とする。
【００１８】
この請求項３に記載の発明の双方向通信システムによれば、前記ベース装置の前記制御信
号送信手段により、外部入力装置に対する制御信号が、赤外線信号として無線送信される
。
【００１９】
これにより、外部入力装置に従来から設けられている自機用のリモコンからの赤外線リモ
コン信号の受光部を通じて外部入力装置を制御することができる。つまり、従来からある
例えばＶＴＲ、ＳＴＢ、ＩＲＤなどの各種の外部入力装置をそのまま用いて、双方向通信
システムを構築することができる。
【００２０】
また、請求項４に記載の発明の双方向通信システムは、請求項１に記載の双方向通信シス
テムであって、
前記ベース装置は、
放送信号を受信して選局する選局手段を備え、
前記選局手段によって選局された放送信号を前記情報信号送信手段を通じて、前記情報信
号として受信することができるものであり、
前記操作信号受信手段により受信された前記操作信号が、前記選局手段により選局された
放送信号の送信指示である場合に、前記選局手段により選局された前記放送信号を前記情
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報信号として送信するように制御する送信制御手段と、
前記操作信号受信手段により受信された前記操作信号が、選局する放送信号の変更指示で
ある場合に、前記操作信号に応じて前記選局手段を制御する選局制御手段と
を備えることを特徴とする。
【００２１】
この請求項４に記載の発明の双方向通信システムによれば、ベース装置は、放送信号を受
信、選局するための選局手段を備え、情報信号送信手段は、選局手段により選局された放
送信号を情報信号として送信することができるものである。
そして、表示装置からの操作信号が、選局手段により選局された放送信号の送信指示であ
る場合には、送信制御手段により、関連する各部が制御され、選局された放送信号が、表
示装置に送信される。
【００２２】
また、表示装置からの操作信号が、選局する放送信号の変更指示である場合には、選局制
御手段により、選局手段が制御され、目的とする放送信号の選局が行なわれる。
【００２３】
これにより、表示装置とベース装置とを用いることによって、目的とする放送信号を選局
し、目的とする放送番組を視聴することができるようにされる。また、表示装置を介して
、ベース装置の選局などを制御することができるようにされる。
【００２４】
また、請求項５に記載の発明の双方向通信システムは、請求項１に記載の双方向通信シス
テムであって、
前記ベース装置は、
通信回線に接続され、前記通信回線を通じて送信されてくる信号を受信する受信手段を備
え、
前記受信手段により受信した信号を前記情報信号送信手段を通じて前記情報信号として送
信することができるものであり、
前記操作信号受信手段により受信された前記操作信号が、前記受信手段により受信した情
報の送信指示である場合に、前記受信手段により受信された前記情報を前記情報信号とし
て送信するように制御する送信制御手段と、
前記操作信号受信手段により受信された前記操作信号が、前記通信回線を通じて接続され
る相手先に送信する送信情報である場合に、当該送信情報を前記通信回線を通じて目的と
する前記相手先に送信する送信情報送信手段と
を備えることを特徴とする。
【００２５】
この請求項５に記載の発明の双方向通信システムによれば、ベース装置は、通信回線に接
続され、通信回線を通て供給される情報の受信手段が備えられたものである。また、情報
信号送信手段は、受信手段により受信された情報を情報信号として送信することができる
ものである。そして、表示装置からの操作信号が、受信手段により受信された情報の送信
指示である場合には、送信制御手段により、関連する各部が制御され、通信回線を通じて
提供される情報が、表示装置に送信される。
【００２６】
また、表示装置からの操作信号が、前記通信回線を通じて接続される相手先に送信する送
信情報である場合に、送信情報送信手段と通信回線とを通じて、送信情報が相手先に送信
される。
【００２７】
これにより、表示装置とベース装置とを用いることによって、例えば、インターネットな
どのネットワークを通じて目的とするホームページをダウンロードし、これを表示素子に
表示して利用したり、自己宛ての電子メールを受信して読んだり、あるいは、電子メール
を作成して相手先に送信するなどのことができるようにされる。
【００２８】
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また、請求項６に記載の発明の双方向通信システムは、請求項１に記載の双方向通信シス
テムであって、
前記ベース装置は、
情報信号の供給元となる複数の外部入力装置を接続することができるようにされるととも
に、前記制御信号送信手段により、前記複数の外部入力装置のそれぞれに対する制御信号
を送信することができるようにされており、
前記表示装置は、
前記操作用表示情報表示手段により、前記ベース装置に接続される前記複数の外部入力装
置のそれぞれに応じた前記操作用表示情報を前記表示素子に表示させることができるもの
であり、
使用者からの指示に応じて、前記操作用表示情報表示手段を制御し、操作しようとする外
部入力装置に応じた操作用表示情報を表示するようにする表示切り換え制御手段を備える
ことを特徴とする。
【００２９】
この請求項６に記載の発明の双方向通信システムによれば、ベース装置には、複数の外部
入力装置が接続可能とされる。また、表示装置の操作用表示情報表示手段は、ベース装置
に接続される外部入力装置のそれぞれに対する操作用表示情報を表示することができるも
のである。
【００３０】
そして、表示装置においては、操作用表示情報切り換え手段により、使用者からの指示に
応じて、操作用表示情報表示手段を制御し、表示素子に表示する操作用表示情報を切り換
えることができるようにされる。これにより、ベース装置に接続された複数の外部入力装
置のうち、目的とする外部入力装置を表示装置とベース装置とを通じて制御することがで
きる。
【００３１】
【発明の実施の形態】
以下、図を参照しながらこの発明による双方向通信システム、表示装置、ベース装置およ
び双方向通信方法の一実施の形態について説明する。
［双方向通信システムの概要］
図１は、この実施の形態の双方向通信システムを説明するための図であり、この発明によ
る双方向通信システム、双方向通信方法が適用されたものである。図１に示すように、こ
の実施の形態の双方向通信システムは、表示装置１００、ベース装置（ベースステーショ
ン）２００、外部入力装置としてのＳＴＢ３００とからなっている。
【００３２】
表示装置１００は、この発明による表示装置が適用されたものであり、表示素子としてＬ
ＣＤ１０７を備えたものである。この表示装置１００は、無線通信によりベース装置２０
０と接続され、ベース装置２００からの情報信号を受信することができるとともに、ベー
ス装置２００に対して制御信号を送信することができるものである。
【００３３】
ベース装置２００は、この発明によるベース装置が適用されたものである。この実施の形
態のベース装置２００は、後述もするように、地上波のアナログテレビ放送信号を受信す
るアンテナ２０１に接続され、アナログテレビ放送信号を選局するチューナを備えるとと
もに、電話網やインターネットなどの通信ネットワークに接続するための変調復調器であ
るいわゆるモデムを備え、電話線Ｌを通じて電話網に接続することができるものである。
図１において、端子ＭＪは、外部から引き込まれた電話線Ｌとの接続端子（モジュラージ
ャック）である。
【００３４】
また、ベース装置２００は、後述もするように、外部入力端子を備え、例えば、ＶＴＲ、
ＳＴＢ、ＩＲＤ、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｄｅｏ　Ｄｉｓｋ）装置などの各種の外
部入力装置を接続することができるようにされている。この実施の形態においては、図１
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に示すように、ベース装置２００には、外部入力装置としてＳＴＢ３００が接続されてい
る。
【００３５】
そして、ベース装置２００は、自己のチューナにより選局し、復調することにより得たテ
レビ放送番組の映像信号や音声信号、あるいは、自己のモデムを通じて通信ネットワーク
から得た映像データや音声データ、あるいは、ＳＴＢ３００からの衛星放送番組の映像信
号や音声信号などの情報信号をデータ圧縮して、送信信号を形成し、これを表示装置１０
０に送信することができるものである。
【００３６】
表示装置１００は、ベース装置２００からの送信信号を受信して復調し、復調した送信信
号から映像信号を抽出して、この映像信号に応じた映像をＬＣＤ１０７に表示するととも
に、復調した送信信号から音声信号を抽出して、この音声信号に応じた音声をスピーカか
ら放音する。
【００３７】
また、表示装置１００は、図１にも示すように、例えば、ＳＴＢ３００を制御するための
操作入力を受け付けるためのコントロールパネル（操作用表示情報）ＣＰをＬＣＤ１０７
に表示することができるようにされている。
【００３８】
コントロールパネルは、表示装置１００の制御部によって実行されるソフトウエアによっ
て表示するようにされるいわゆるソフトウエアキーである。そして、ＬＣＤ１０７には、
後述もするように、タッチパネル１２１が貼付されており、コントロールパネルＣＰの表
示と、タッチパネル１２１とにより、使用者からの操作入力を受け付けることができるも
のである。
【００３９】
なお、この実施の形態においては、図１に示すように、コントロールパネルＣＰは、ＳＴ
Ｂ３００用のものであり、電源のオン／オフキー、チャンネル選局のための数字キー、チ
ャンネルのアップ／ダウンキー、音量のアップ／ダウンキーなどを備えたものである。
【００４０】
そして、表示装置１００のタッチパネル１２１は、使用者の指などが接触したＬＣＤ１０
７に貼付されたタッチパネル１２１上の接触位置（座標位置）を検出し、その接触位置に
表示されているコントロールパネルＣＰを構成する操作キー（操作項目）を判別して、そ
の操作キーに応じた操作信号を形成し、これをベース装置２００に無線送信することがで
きるものである。
【００４１】
ベース装置２００には、リモコンマウスなどと呼ばれる赤外線のリモコン信号を送出する
リモコン信号送出部２５０が、リモコン信号送信部２５０との接続端子を通じて接続され
ており、表示装置１００からの操作信号に応じたリモコン信号を形成し、これをリモコン
信号送出部２５０からＳＴＢ３００に送信する。
【００４２】
ＳＴＢ３００は、もともと自機のリモコンからの赤外線リモコン信号を受光するためのフ
ォトディテクタなどからなるリモコン信号受光部３３２を備えており、ベース装置２００
に接続されたリモコン信号送信部２５０からのリモコン信号を受光して、そのリモコン信
号に応じた制御、例えば、電源のオン／オフや、選局チャンネルの変更を行うように遠隔
操作することができるようにされる。
【００４３】
したがって、使用者は、表示装置１００のＬＣＤ１０７に表示されるコントロールパネル
ＣＰとタッチパネル１２１とを通じて、いわゆるワンタッチでＳＴＢ３００に対する操作
入力を行い、ベース装置２００を通じてＳＴＢ３００を遠隔操作することができるように
している。
【００４４】
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このように、表示装置１００とベース装置２００との間においては、双方向に無線通信が
可能であり、また、ベース装置２００と外部入力装置してのＳＴＢ３００との間において
も双方向に通信が可能なようにされている。
【００４５】
そして、表示装置１００は、小型化、軽量化がされ、また、ベース装置２００とは、無線
通信により接続するようにされているので、持ち運びに適している。このため、使用者は
、ベース装置２００と通信が可能な範囲内であれば、表示装置１００を持ち運び、何処で
でも表示装置１００を用いて、ベース装置２００から提供される情報信号を再生して出力
し、使用者に提供することができることができる。
【００４６】
したがって、前述したように、表示装置１００を用いることにより、ベース装置２００の
チューナにより選局されるテレビ放送番組を視聴したり、ＳＴＢ３００により選局された
衛星放送信号により提供される衛星放送番組を視聴したり、さらに、ベース装置２００に
、ＶＴＲやＤＶＤ装置が外部入力機器として接続されている場合には、これらＶＴＲやＤ
ＶＤ装置により再生するようにされる映画などを視聴することができるようにされる。
【００４７】
また、表示装置１００を用いることにより、ベース装置２００のモデムを通じて、例えば
、インターネット上に提供されているいわゆるホームページの情報を取得し、そのホーム
ページの情報を視聴するようにしたっり、自己宛ての電子メールを受信して、その電子メ
ールをＬＣＤ１０７に表示して見たり、さらに、目的とする相手先に電子メールを作成し
て送信したりすることができる。
【００４８】
なお、電子メールを作成する場合には、表示装置１００に対して所定の操作を行うことに
より、例えば、アルファベットキーや５０音キーなどからなるソフトウエアキーボードを
ＬＣＤ１０７に表示し、このソフトウエアキーボードとタッチパネル１２１と通じて、電
子メールを作成することができる。そして、送信キーを操作するなどの所定の操作を行う
ことにより、作成した電子メールをベース装置２００に送信し、ベース装置２００を通じ
て相手先に送信することができる。
【００４９】
このように、ベース装置２００は、ＳＴＢ３００などの外部入力装置、地上波テレビ放送
、インターネットなどの通信ネットワークなどの各種の情報伝送媒体と表示装置１００と
を結びつけるベースとなる装置である。そして表示装置１００は、ベース装置２００から
情報信号の供給を受けて、これを再生して出力し、使用者に提供することができるととも
に、電子メールなどのの送信情報を形成し、これをベース装置２００を通じて送信するこ
とができるものである。
【００５０】
［表示装置１００について］
次に、この実施の形態の双方向通信システムを構成する各装置について詳細に説明する。
まず、表示装置１００について説明する。図２は、この実施の形態の表示装置１００につ
いて説明するための図である。図２に示すように、表示装置１００は、送受信アンテナ１
０１、アンテナ共用器１０２、受信処理部１０３、デコード部１０４、ＯＳＤ（Ｏｎ　Ｓ
ｃｒｅｅｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ）処理部１０５、映像信号処理部１０６、ＬＣＤ１０７、音
声信号増幅部１０８、スピーカ１０９、送信信号形成部１１１、送信処理部１１２、タッ
チパネル１２１、座標検出部１２２を備えている。
【００５１】
この実施の形態の表示装置１００の各部は、制御部１３０によって制御するようにされて
いる。制御部１３０は、図２に示すように、ＣＰＵ（ＣｅｎｔｒａｌＰｒｏｃｅｓｓｉｎ
ｇ　Ｕｎｉｔ）１３１、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１３２、ＲＡＭ（
Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１３３、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃ
ａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍ
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ｏｒｙ）１３４がＣＰＵバス１３５を通じて接続されて構成されたマイクロコンピュータ
である。
【００５２】
ＲＯＭ１３２は、この実施の形態の表示装置１００において実行する各種の処理プログラ
ムや処理に必要なデータなどが記録されたものである。ＲＡＭ１３３は、各種の処理にお
いて得られたデータを一時的に記憶保持するなどのように、主に各種の処理の作業領域と
して用いられるものである。
【００５３】
ＥＥＰＲＯＭ１３４は、いわゆる不揮発性のメモリであり、電源が落とされても、記憶保
持した情報が失われることがなく、例えば、各種の設定パラメータや、詳しくは後述する
ように、ベース装置２００を通じて、取得するようにしたインターネット上のホームペー
ジや、ベース装置２００を通じて送信する作成した電子メールや受信した電子メールなど
を記憶保持することができるものである。
【００５４】
まず、ベース装置２００からの無線信号を受信する場合の表示装置１００の動作について
説明する。この実施の形態において、表示装置１００とベース装置２００との間において
は、例えば、ＩＥＥＥ（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃ
ｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）８０２．１１方式のプロトコル、あるいは、その
発展プロトコルなどの所定のプロトコルが用いられて無線通信が行なわれる。
【００５５】
ベース装置２００から所定の通信プロトコルに準拠した無線信号は、表示装置１００の送
受信アンテナ１０１により受信され、アンテナ共用器（以下、単に共用器という。）１０
２を通じて受信処理部１０３に供給される。共用器１０２は、送信信号と受信信号とが干
渉し合うことを防止するためのものである。
【００５６】
つまり、この表示装置１００は、ベース装置２００からの信号を送受信アンテナ１０１を
通じて受信することができるとともに、後述するように、自機からの操作信号などを送受
信アンテナ１０１を通じて無線送信することができるものである。このため、共用器１０
２は、送信処理部１１２からの送信信号が、後述する送受信アンテナ１０２を通じて受信
される受信信号に対して干渉することがないようにしている。
【００５７】
受信処理部１０３は、これに供給された信号を復調するなどの処理を行って、復調後の信
号をデコード部（伸長処理部）１０４に供給する。前述もしたように、ベース装置２００
は、自己のチューナにより選局した地上波のテレビ放送番組の映像信号や音声信号、自己
のモデムを通じて受信したテキストデータや映像データなどの表示用データや音声データ
、あるいは、ＳＴＢ３００からの衛星放送番組の映像信号や音声信号などの情報信号をデ
ータ圧縮して送信してくる。
【００５８】
このため、表示装置１００のデコード部１０４は、受信処理部１０３からの復調されたデ
ータ圧縮されている信号の供給を受けて、映像信号と音声信号とを分離し、分離した信号
を伸長（圧縮解凍）することにより、データ圧縮前の元の信号を復元する。
【００５９】
そして、デコード部１０４は、復元した映像信号と音声信号とをＤ／Ａ変換（デジタル／
アナログ変換）し、アナログ映像信号と、アナログ音声信号とを形成する。そして、デコ
ード部１０４は、アナログ映像信号を、ＯＳＤ処理部１０５に供給し、アナログ音声信号
を、音声信号増幅部１０８に供給する。
【００６０】
ＯＳＤ処理部１０５は、制御部１３０から供給されるデータに応じて、図１を用いて前述
したコントロールパネルＣＰや各種のメッセージを表示するようにするための映像信号処
理を行うものであり、放送番組の映像のほかの文字、絵、記号などの表示情報を表示する



(13) JP 4543513 B2 2010.9.15

10

20

30

40

50

ようにするためのいわゆるテキスト／グラフィック処理回路である。
【００６１】
例えば、使用者からの指示に応じて、コントロールパネルを表示する場合には、これを表
示するための情報が、制御部１３０からＯＳＤ処理部１０５に供給される。そして、デコ
ード部１０４からの映像信号に制御部１３０からのコントロールパネルの表示が合成する
ようにされ、これが映像信号処理回路１０６に供給される。
【００６２】
また、使用者からの指示に応じて、選択するようにされているチャンネルを示す文字情報
や音量レベルを示す音量バーなどを表示する場合には、これらを表示するための情報が、
制御部１３０からＯＳＤ処理部１０５に供給される。そして、デコード部１０４からの映
像信号に制御部１３０からのコントロールパネルの表示が合成するようにされ、これが映
像信号処理回路１０６に供給される。
【００６３】
また、コントロールパネルＣＰなどの表示情報を合成する必要がない場合には、ＯＳＤ処
理部１０５には、表示情報は供給されないので、デコード部１０４からのアナログ映像信
号が、そのまま映像信号処理回路１０７に供給される。映像信号処理部１０６は、ＯＳＤ
処理部１０５を通じて供給される映像信号から、表示用信号を形成し、これをＬＣＤ１０
７に供給する。
【００６４】
これにより、ＬＣＤ１０７の表示画面には、ベース装置２００から無線送信されてきた映
像信号に応じた映像が表示される。この場合、ＯＳＤ処理部１０５において、コントロー
ルパネルなどの表示情報が合成されている場合には、コントロールパネルなどの表示情報
が、デコード部１０４からの映像信号による映像とともに表示されることになる。
【００６５】
一方、音声信号増幅部１０８は、これに供給された音声信号を所定のレベルにまで増幅し
、これをスピーカ１０９に供給する。これにより、スピーカ１０９からは、ベース装置２
００から無線送信されてきた音声信号に応じた音声が放音される。
【００６６】
このように、表示装置１００は、選局装置２００から無線送信されてくるテレビ放送番組
などの映像信号や音声信号を受信して、その受信した映像信号や音声信号を再生して出力
することにより、使用者に提供することができるものである。
【００６７】
次に、この実施の形態において、表示装置１００のＬＣＤ１０７にコントロールパネルを
表示して使用者からの操作入力を受け付け、この操作入力に応じた操作信号をベース装置
２００に送信する場合の表示装置１００の動作について説明する。ここでは、図１に示し
たように、ＳＴＢ３００を制御するようにするためのコントロールパネルＣＰを表示し、
ＳＴＢ３００に対する操作入力を受け付ける場合を例にして説明する。
【００６８】
この実施の形態の表示装置１００のＬＣＤ１０７には、タッチパネル１２１が貼付されて
いる。そして、表示装置１００に電源が投入されている状態にあり、コントロールパネル
が表示されていない状態にあるときに、使用者が、タッチパネル１２１に指などを接触さ
せると、座標検出部１２２がタッチパネル１２１上の指などが接触された接触位置（座標
位置）を検出し、これを制御部１３０に通知する。
【００６９】
制御部１３０は、コントロールパネルを表示していない状態にあるときに、座標検出部１
２２からの接触位置の通知を受けた場合には、これをコントロールパネルの表示指示であ
ると判断する。そして、この実施の形態においては、制御部１３０は、まず、ＳＴＢ３０
０用のコントロールパネルＣＰを表示するため、ＲＯＭ１３２から必要な情報を読み出し
、コントロールパネルＣＰを表示するための情報を形成して、これをＯＳＤ処理部１０５
に供給する。
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【００７０】
ＯＳＤ処理部１０５は、制御部１３０からの情報の供給を受けて、コントロールパネルＣ
Ｐを表示するための映像信号を形成し、これをデコード部１０４からのアナログ映像信号
に合成するようにして、図１に示したように、コントロールパネルＣＰをＬＣＤ１０７の
表示画面に表示する。
【００７１】
そして、この実施の形態において、コントロールパネルの表示が、デコード部１０４から
の映像信号によるＬＣＤ１０７に表示されている映像を隠すことがないように、制御部１
３０は、いわゆるアルファブレンディング技術を用い、コントロールパネルの色の指定に
加え、透明度を表すアルファ値（α値）をもコントロールパネルＣＰを表示するための情
報に含めて、ＯＳＤ処理部１０５に供給する。
【００７２】
これにより、デコード部１０４からの映像信号によりＬＣＤ１０７に表示される映像を隠
すことなく、コントロールパネルＣＰをＬＣＤ１０７に表示することができるようにして
いる。すなわち、図１に示したように、デコード部１０４からの映像信号による山の映像
を隠すことなく、コントロールパネルＣＰが表示するようにしている。そして、ＬＣＤ１
０７の表示画面に表示されたコントロールパネルＣＰとタッチパネル１２１とを通じて、
使用者からの操作入力を受け付けることができるようにされる。
【００７３】
そして、使用者が、ＬＣＤ１０７の表示画面に表示されたコントロールパネルＣＰの目的
とする操作キーが表示されているタッチパネル１２１上の位置に、指などを接触させると
、その接触位置が座標検出部１２２により検出され、これが制御部１３０に通知される。
制御部１３０は、座標検出部１２２からのタッチパネル１２１上の接触位置に表示されて
いるコントロールパネルＣＰの操作キーを判別し、その操作キーに応じた操作信号を形成
して送信信号形成部１１１に供給する。
【００７４】
送信信号形成部１１１は、制御部１３０からの操作信号からベース装置２００に送信する
送信信号を形成し、これを送信処理部１１２に供給する。送信処理部１１２は、これに供
給された送信信号を変調したり増幅するなどの処理を行って、実際に送信する形式の送信
信号を形成し、これを共用器１０２、送受信アンテナ１０１を通じてベース装置２００に
対して無線送信する。
【００７５】
このようにして、表示装置１００から無線送信される操作信号は、ベース装置２００によ
り受信される。そして、この例の場合には、ベース装置２００において、表示装置２００
からの操作信号に応じたＳＴＢ３００用のリモコン信号が形成され、これがＳＴＢ３００
に送信され、ＳＴＢ３００を遠隔操作することができるようにされる。
【００７６】
また、この実施の形態の表示装置１００には、インターフェース（図、２においてはＩ／
Ｆと記載。）１４０を通じて、キー入力部１４１が接続されている。キー操作部１４１は
、例えば、電源のオン／オフスイッチなど備えたものであり、このキー操作部１４１を通
じて受け付けた操作入力は、Ｉ／Ｆ１４０を通じて制御部１３０に供給され、電源の投入
など操作キーに応じた処理を行うことができるようにされる。
【００７７】
なお、ここでは、ＳＴＢ３００用のコントロールパネルＣＰを通じて、ＳＴＢ３００に対
する操作信号を送信する場合を例にして説明した。しかし、ベース装置２００に対しても
ＳＴＢ３００の場合と同様にして、表示装置１００を用いて、遠隔操作することができる
。
【００７８】
すなわち、表示装置１００を通じ、ベース装置２００を遠隔操作する場合には、ベース装
置２００用のコントロールパネルを表示する。この実施の形態においては、電源が投入さ
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れ、コントロールパネルが表示されていないときに、タッチパネル１２１に指などを接触
させると、前述したように、まず、ＳＴＢ３００用のタッチパネルＣＰが表示される。
【００７９】
そして、タッチパネルＣＰの表示領域以外のタッチパネル１２１上に指などを接触させる
と、制御部１３０は、ベース装置２００用のコントロールパネルの表示指示であると判断
し、ベース装置２００用のコントロールパネルを表示し、ベース装置２００に対する操作
入力を受け付けて、その操作入力に応じた操作信号をベース装置２００に送信することが
できるようにしている。
【００８０】
そして、後述もするように、ベース装置２００においては、表示装置１００からの操作信
号が、自機に対するものか、自機に接続されたＳＴＢ３００などの外部入力装置に対する
ものかを判断し、外部入力装置に対するものであるときには、前述したように、外部入力
装置に対して送信する。
【００８１】
また、表示装置１００からの操作信号が、自機に対するものであるときには、その操作信
号に応じて、自機を制御する。これにより、表示装置１００を通じて、ベース装置２００
においての地上波のアナログテレビ放送信号を選局したり、ベース装置のモデムを通じて
、情報の送受を行うことができるようにしている。
【００８２】
なお、この実施の形態において、ベース装置２００に対するコントロールパネルは、図１
に示したＳＴＢ３００用のコントロールパネルＣＰと同様に、チューナ２０２に対して選
局を指示するための数字キー（１～１２）、チャネルのアップ／ダウンキー、音量のアッ
プ／ダウンキーを備えるとともに、自機のチューナにより選局したテレビ放送信号に応じ
た信号を出力するのか、自機のモデムを通じて受信した情報に応じた信号を出力するのか
、あるいは、自機に接続された外部入力装置からの情報に応じた信号を出力するのかを切
り換えるセレクタの切り換えキーなどを有するものである。
【００８３】
そして、ベース装置２００に対するコントロールパネルを用いることによって、ＳＴＢ３
００の場合と同様に、表示装置１００を通じて、ベース装置２００の電源のオン／オフ、
チャンネルの変更、ベース装置２００から送信する信号の切り換えなどを遠隔操作するこ
とができようにされている。
【００８４】
［ベース装置２００について］
次に、図１に示したベース装置２００について詳細に説明する。図３は、この実施の形態
のベース装置２００を説明するためのブロック図である。図３に示すように、屋外に設置
される地上波のアナログテレビ放送信号の受信アンテナ２０１に接続されるチューナ２０
２、復調部２０３、映像信号（Ｖｄ）の入力端子２０４、音声信号（Ａｕ）の入力端子２
０５、セレクタ２０６、圧縮処理部２０７、送信信号形成部２０８、送信処理部２０９、
アンテナ共用器（以下、単に共用器という。）２１０、送受信アンテナ２１１、受信処理
部２１２を備えている。
【００８５】
この実施の形態のベース装置２００の各部は、制御部２３０によって制御するようにされ
ている。制御部２３０は、図３に示すように、ＣＰＵ２３１、ＲＯＭ２３２、ＲＡＭ２３
３、ＥＥＰＲＯＭ２３４がＣＰＵバス２３５を通じて接続されて構成されたマイクロコン
ピュータである。
【００８６】
ここで、ＲＯＭ２３２は、この実施の形態の選局装置１において実行する各種の処理プロ
グラムや処理に必要なデータなどが記録されたものである。ＲＡＭ２３３は、各種の処理
において得られたデータを一時的に記憶保持するなどのように、主に各種の処理の作業領
域として用いられるものである。
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【００８７】
ＥＥＰＲＯＭ２３４は、いわゆる不揮発性のメモリであり、電源が落とされても、記憶保
持した情報が失われることがなく、例えば、ベース装置２００の主電源が落とされる直前
まで選局していた放送チャンネルの情報を記憶保持し、電源投入後においては、前回電源
が落とされる直前まで選局していたチャンネルの放送信号を選局するようにするいわゆる
ラストチャンネルメモリ機能を実現することなどができるようにしている。
【００８８】
また、制御部２３０には、モデム部２２０が接続されている。モデム部２２０は、インタ
ーフェース（以下、Ｉ／Ｆと略称する。）部２２１と、通信部２２２とからなっている。
Ｉ／Ｆ部２２１は、通信回線、この実施の形態においては電話回線と、このベース装置２
００との間のインターフェースであり、電話回線を通じて送信されてくる信号を受信した
り、ベース装置２００からの信号を電話回線に送信するしたりする。
【００８９】
通信部２２２は、Ｉ／Ｆ部２２１を通じて受信した信号を復調して、これを制御部２３０
に供給したり、制御部２３０からの送信信号を変調して、これをＩ／Ｆ部２２１に供給す
る。これにより、電話回線が接続された相手先との間で、各種のデータの送信、受信を行
うことができるようにされる。
【００９０】
そして、この実施の形態のベース装置２００は、モデム部２２０、電話線Ｌ、および、所
定のＩＳＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｐｒｏｖｉｄｅｒ）を通じてインター
ネットに接続し、インターネットを通じて各種の情報の提供を受けたり、電子メールを送
信したり受信したりすることができるようにされている。
【００９１】
このため、制御部２３０は、モデム部２２０を制御して、オフフックしたりオンフックす
るなどのことができるとともに、オフフックするようにモデム部２２０を制御したときに
は、ダイヤル信号を電話回線に送出するようにするいわゆるダイヤラとしての機能などを
も備えたものである。
【００９２】
また、制御部２３０には、リモコン信号形成部２４１、リモコン信号の出力端子２４２を
通じて、リモコン信号送出部２５０が接続され、前述もしたように、表示装置１００から
の操作信号に応じたリモコン信号を形成して、送出することができるようにされている。
【００９３】
なお、図しないが、制御部２３０には、電源のオン／オフキーや各種の設定キーが設けら
れたキー入力部が接続されており、ベース装置２００の主電源のオン／オフや、各種の設
定入力が、キー入力部を通じて行うことができるようにされている。
【００９４】
そして、この実施の形態において、ベース装置２００のチューナ２０２には、図３に示す
ように、受信アンテナ２０１により受信されたテレビ放送信号が供給される。チューナ２
０２は、受信アンテナ２０１からのテレビ放送信号の中から、制御部２３０からの選局指
示信号に応じたテレビ放送信号を選局し、この選局したテレビ放送信号を復調部２０３に
供給する。復調部２０３は、これに供給されたテレビ放送信号を復調して、復調後の信号
（テレビ番組の信号）をセレクタ２０６供給する。
【００９５】
このセレクタ２０６には、映像信号の外部入力端子２０４を通じて入力された映像信号、
音声信号の外部入力端子２０５を通じて入力される音声信号の他、制御部２３０からの情
報も供給するようにされている。制御部２３０からセレクタ２０６に供給される情報とし
ては、モデム部２２０を通じて、取り込んだ、例えば、インターネット上に公開されてい
るいわゆるホームページの情報や、電子メールなどの情報である。
【００９６】
そして、セレクタ２０６は、制御部２３０からの切り換え制御信号に応じて、復調部２０
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３からの信号を出力するか、外部入力端子２０４、２０５からの信号を出力するか、制御
部２３０からの信号を出力するかを切り換える。制御部２３０からセレクタ２０６に供給
される切り換え制御信号は、前述したように、表示装置１００から無線送信されてくる操
作信号に応じて、制御部２３０において形成されるものである。
【００９７】
そして、セレクタ２０６からの出力信号は、圧縮処理部２０７に供給される。
圧縮処理部２０７は、これに供給された信号を所定の圧縮方式を用いてデータ圧縮する。
この圧縮処理部２０６においては、例えば、ＭＰＥＧ方式やＷａｖｅｌｅｔ方式などのデ
ータ圧縮方式を用いて、セレクタ２０６からの信号をデータ圧縮する。
【００９８】
圧縮処理部２０７においてデータ圧縮された信号は、送信信号形成部２０８に供給される
。送信信号形成部２０８は、予め決められた通信プロトコルに準拠した送信信号を形成す
る。前述もしたように、この実施の形態において、ベース装置２００は、例えば、ＩＥＥ
Ｅ（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅ
ｎｇｉｎｅｅｒｓ）８０２．１１方式のプロトコル、あるいは、その発展プロトコルに準
拠した送信信号を形成する。
【００９９】
送信信号形成部２０８において形成された送信信号は、送信処理部２０９に供給される。
送信処理部２０９は、制御部２３０からの制御信号に応じて、送信信号の変調処理や増幅
処理を行う。送信処理部２０９において処理された送信信号は、共用器２１０、送受信ア
ンテナ２１１を通じて無線送信される。共用器２１０は、図２に示した表示装置１００の
共用器１０２と同様に、送信信号と受信信号とが干渉し合うことを防止するものである。
【０１００】
このようにして、チューナ２０２により選局されたテレビ放送番組の映像信号や音声信号
、あるいは、外部入力端子２０４、２０５通じて受け付けた映像信号や音声信号、あるい
は、モデム２２０を通じて取得した情報のテキストデータや映像データ、音声データを、
データ圧縮して、所定の通信プロトコルで無線送信することにより、前述したように、表
示装置１００に供給することができることができるようにされている。
【０１０１】
次に、表示装置１００から無線送信されてくる操作信号を受信した場合のベース装置２０
０の動作について説明する。送受信アンテナ２１１を通じて受信した表示装置１００から
の操作信号は、共用器２１０を通じて受信処理部２１２に供給される。受信処理部２１２
は、これに供給された信号を復調し、Ａ／Ｄ（アナログ／デジタル）変換するなどの処理
を行って、制御部２３０が扱える信号に変換し、この信号を制御部２３０に供給する。
【０１０２】
制御部２３０は、受信処理部２１２からの信号が、外部入力機器、この実施の形態におい
ては、ＳＴＢ３００に対する操作信号であるときには、受信した操作信号をリモコン信号
形成部２４１に供給し、受信した操作信号に応じたリモコン信号を形成するように制御す
る。
【０１０３】
リモコン信号形成部２４１は、制御部２３０からの信号に基づいて、この実施の形態にお
いては、外部入力装置であるＳＴＢ３００に供給するリモコン信号を形成し、これのリモ
コン信号の出力端子２４２を通じて、これに接続されたリモコン信号送信部２５０に供給
する。
【０１０４】
リモコン信号送信部２５０は、リモコン信号形成部２４１からのリモコン信号を赤外線の
リモコン信号として送信する。このようにして、表示装置１００からのＳＴＢ３００に対
する操作信号を赤外線のリモコン信号として送出し、ＳＴＢ３００を遠隔操作することが
できるようにしている。
【０１０５】
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また、制御部２３０は、受信処理部２１２からの信号が、自機、すなわち、ベース装置２
００に対する操作信号であるときには、受信した操作信号に応じて、各部を制御する。こ
れにより、チューナ２０１による選局を変更したり、セレクタ２０６から出力する信号を
切り換えたりすることができるようにされる。
【０１０６】
また、制御部２３０は、受信処理部２１２からの信号が、目的とするホームページの取得
要求や、電子メールの受信要求、あるいは、電子メールの送信要求などであるときには、
モデム部２２０を制御し、加入しているＩＳＰとの間に電話回線を接続しすることによっ
て、インターネットに接続する。
【０１０７】
そして、目的とするホームページを取得するようにしたり、自己宛ての電子メールを受信
したり、目的とする相手先に電子メールを送信したりすることができるようにされる。
【０１０８】
このように、この実施の形態のベース装置２００は、テレビ放送信号を受信、選局して復
調し、この復調したテレビ放送番組の映像信号や音声信号、あるいは、外部入力端子２０
４、２０５を通じて供給された外部入力装置からの映像信号、音声信号、あるいは、モデ
ム部２２０および電話回線を通じて供給を受ける映像データや音声データを受信して復調
し、この復調した映像データや音声データをデータ圧縮して、所定の通信プロトコルにし
たがって無線送信することができるものである。
【０１０９】
さらに、この実施の形態のベース装置２００は、表示装置１００から無線送信されてくる
操作信号を受信し、その操作信号に応じて、自機を制御したり、外部入力装置を制御する
ためのリモコン信号を形成して送信したり、あるいは、表示装置１００から無線送信され
てくる電子メールなどの送信情報を、モデム部２２０を通じて送信することができるもの
である。
【０１１０】
［ＳＴＢ３００について］
図４は、この実施の形態において、外部入力装置としてベース装置２００に接続されるＳ
ＴＢ３００を説明するためのブロック図である。図４に示すように、この実施の形態のＳ
ＴＢ３００は、衛星放送用受信アンテナ３０１に接続されるデジタルチューナ（以下、単
にチューナという。）３０２、デ・スクランブル部３０３、デ・マルチプレクサ３０４、
映像信号デコーダと音声信号デコーダとを有するデコード部３０５、ＯＳＤ処理部３０６
、映像信号（Ｖｄ）の出力端子３０７、音声信号（Ａｕ）の出力端子３０８とを備えてい
る。
【０１１１】
また、図１に示すように、この実施の形態のＳＴＢ３００は、制御部３１０、キーインタ
ーフェース（以下、キーＩ／Ｆという。）３２１、キー入力部３２２、リモコンインター
フェース（以下、リモコンＩ／Ｆという。）３３２、リモコン信号受光部３３２とを備え
ている。
【０１１２】
制御部３１０は、ＣＰＵ３１１、ＲＯＭ３１２、ＲＡＭ３１３、ＥＥＰＲＯＭ３１４が、
ＣＰＵバス３１５を通じて接続されて形成されたマイクロコンピュータであり、この実施
の形態のＳＴＢ３００の各部を制御するものである。
【０１１３】
ここで、ＲＯＭ３１２は、このＳＴＢ３００において実行する処理プログラムや必要とな
るデータなどが記録されたものである。また、ＲＡＭ３１３は、実行された処理の途中結
果などを一時記憶するなど、主に作業領域として用いられるものである。ＥＥＰＲＯＭ３
１４は、使用者によって設定された各種のパラメータ情報などを記憶するメモリであり、
ＳＴＢ３００の電源が落とされても記憶した情報が消滅することがないようにされたいわ
ゆる不揮発性のメモリである。
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【０１１４】
また、キー入力部３２２は、電源のオン／オフキーや各種の調整キーなどが設けられたも
のである。キー操作部３２２を通じて使用者からの操作入力を受け付けると、これがキー
Ｉ／Ｆ３２１を通じて制御部３１０に供給され、電源のオン／オフや、各種の調整を行う
ことができるようにされる。
【０１１５】
また、リモコン信号受光部３３２は、ＳＴＢ３００のリモコンからの赤外線のリモコン信
号を受光し、これを電気信号に変換して、リモコンＩ／Ｆ３３１を通じて制御部３１０に
供給することができるようにされている。すなわち、このＳＴＢ３００は、リモコンを通
じて遠隔操作することができるものである。
【０１１６】
そして、このリモコン信号受光部３３２は、ＳＴＢ専用のリモコンからのリモコン信号だ
けでなく、前述したベース装置２００のリモコン信号送信部２５０から送信されるＳＴＢ
３００宛ての赤外線のリモコン信号をも受光して、これを電気信号に変換することができ
るものである。これによって、表示装置１００からの操作信号に応じて、ベース装置２０
０から送信される赤外線のリモコン信号によって、ＳＴＢ３００の遠隔操作を可能にして
いる。
【０１１７】
そして、キー操作部３２２を通じてＳＴＢ３００に電源が投入されると、この実施の形態
のＳＴＢ３００においては、デジタル衛星放送信号の受信、選局処理などを行い、デジタ
ル衛星放送により提供される放送番組の映像信号と音声信号とを出力する。
【０１１８】
なお、この実施の形態において、デジタル放送信号は、ＭＰＥＧ方式のＴＳ（トランスポ
ートストリーム）形式で放送さるものであり、１つの衛星放送信号に、複数の放送番組の
映像信号や音声信号、選局処理などに用いられる各種のデータ、ＥＰＧ（電子番組ガイド
）を表示するためのデータがパケット化されて、時分割多重化されたものである。
【０１１９】
そして、屋外に設置される衛星放送用受信アンテナ３０１により受信されたＴＳ形式のデ
ジタル衛星放送信号（以下、単に衛星放送信号という。）は、チューナ部３０２に供給さ
れる。チューナ部３０２は、制御部３１０からの選局制御信号に基づいて、衛星放送信号
を選局して復調し、復調後の衛星放送信号をデ・スクランブル部３に供給する。制御部３
１０からチャンネル部３０２に供給される選局制御信号は、リモコン信号受光部３２２を
通じて受け付けた表示装置１００の使用者からのリモコン信号に応じて、制御部３１０に
おいて形成されるものである。
【０１２０】
デ・スクランブル部３０３は、例えば、制御部３１０から暗号解読のためのキー情報の提
供を受けて、受信、選局した衛星放送信号に施されているスクランブル処理（暗号化処理
）を解読（解除）し、このスクランブル解読後の衛星放送信号をデ・マルチプレクサ３０
４に供給する。
【０１２１】
衛星放送信号は、前述したように、ＴＳ形式の信号であり、複数の放送番組の映像データ
や音声データ、放送に関する種々のデジタルデータ、また、ＥＰＧを形成するためのデジ
タルデータなどが、パケット化され、いわゆる時分割多重化されており、１つの衛星放送
信号により、複数の放送番組や各種の情報を提供することができるようにされている。そ
して、各パケットには、ＰＩＤ（パケットＩＤ：パケット識別子）が付加され、ＳＴＢ３
００において、衛星放送信号から目的とするパケットを分離抽出することができるように
されている。
【０１２２】
このため、デ・マルチプレクサ３０４においては、制御部３１０からのチャンネル選択制
御信号に基づいて、使用者により選択されたチャンネルにより放送するようにされている
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放送番組の映像データと音声データとを、デ・スクランブル部３０３からの衛星放送信号
から抽出し、この抽出した放送番組の映像データと音声データとをデコード部３０５に供
給する。
【０１２３】
また、デ・マルチプレクサ３０４は、デ・スクランブル部３０３からの衛星放送信号から
放送に関する種々のデータや、ＥＰＧを形成するためのデータを抽出し、これを制御部３
１０に供給する。このようにして衛星放送信号から抽出され、制御部３１０に供給される
データは、使用者からの指示に応じて目的とする放送番組を選択する場合にもちいられた
り、ＥＰＧを形成する場合にもちいられる。
【０１２４】
そして、この実施の形態のＳＴＢ３００において、デ・マルチプレクサ３０４において分
離抽出されて出力される放送番組のＥＳ（Ｅｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｓｔｒｅａｍ）、すな
わち、目的とする放送番組の映像データおよび音声データは、ＭＰＥＧ方式の符号化方法
によりデータ圧縮されたものである。
【０１２５】
このため、デコード部５の映像信号デコーダは、これに供給された映像データを伸長処理
（圧縮解凍処理）して、データ圧縮前の映像信号データを復元し、これをＤ／Ａ変換する
ことによりアナログ映像信号に変換して、このアナログ映像信号をＯＳＤ処理部３０６に
供給する。
【０１２６】
ＯＳＤ処理部３０６は、前述した表示装置１００のＯＳＤ１０５と同様に、各種のメッセ
ージを表示したり、このＳＴＢ３００においては、ＥＰＧを表示するための映像信号処理
を行うものであり、文字、絵、記号などの表示情報を表示するようにするためのいわゆる
テキスト／グラフィック処理回路である。
【０１２７】
したがって、ＯＳＤ処理部３０６においては、メッセージ情報をデコード部３０５からの
映像信号に合成したり、ＥＰＧを表示するための映像信号を形成しこれを出力する。なお
、メッセージ情報の合成やＥＰＧの表示が指示されていない場合には、デコード部３０５
からの映像信号がＯＳＤ処理部３０６を通じて出力端子３０７を通じて出力される。そし
て、この実施の形態においては、前述したように、ＳＴＢ３００から出力された映像信号
は、ベース装置２００の入力端子２０４を通じてベース装置２００に供給される。
【０１２８】
また、デコード部５の音声信号デコーダは、これに供給された音声データを伸長処理して
、データ圧縮前の音声信号データを復元し、これをＤ／Ａ変換することによりアナログ音
声信号に変換して、これを音声信号の出力端子３０８を通じて出力する。そして、ＳＴＢ
３００から出力された音声信号は、映像信号と同様に、ベース装置２００の入力端子２０
５を通じてベース装置２００に供給される。
【０１２９】
そして、前述したように、ベース装置２００のリモコン信号送信部２５０から送信される
表示装置１００からの操作信号に応じたＳＴＢ３００に対する赤外線のリモコン信号は、
リモコン信号受光部３３２により受光される。そして、リモコン信号受光部３３２におい
て、電気信号に変換され、これが制御部３１０に供給される。
【０１３０】
ベース装置２００の送信される表示装置１００からの操作信号に応じたＳＴＢ３００に対
する赤外線のリモコン信号は、ＳＴＢ３００に対する電源のオン／オフ指示や、チャンネ
ルの変更指示などである。そして、ＳＴＢ３００においては、ベース装置２００からのリ
モコン信号に応じた処理が行なわれる。
【０１３１】
すなわち、リモコン信号受光部３３２を通じて、ベース装置２００からのリモコン信号を
受光すると、ＳＴＢ３００の制御部３１０は、受光したリモコン信号に応じて、ＳＴＢ３
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００の電源のオン／オフを行ったり、チューナ３０２を制御して選局する衛星放送信号を
変更したり、あるいは、デ・マルチプレクサ３０４を制御して、デ・マルチプレクサ３０
４においてデータを抽出する放送番組を変更したりするなどのことができることができる
ようにされる。
【０１３２】
そして、前述した表示装置１００、ベース装置２００、ＳＴＢ３００とからなるこの実施
の形態の双方向通信システムにおいて、ベース装置２００は、前述もしたように、自己の
チューナ部２０２を通じて受信したテレビ放送信号の映像信号、音声信号、モデム部２２
０を通じて受信した情報、ＳＴＢ３００などの外部入力装置から供給された映像信号、音
声信号を無線信号として表示装置１００に送信する。
【０１３３】
このようにしてベース装置２００から無線送信さえる映像信号や音声信号を表示装置１０
０を通じて受信し、再生して出力し、表示装置１００を通じて、目的とする地上波のアナ
ログテレビ放送信号により提供される放送番組や、デジタル衛星放送により提供されるテ
レビ放送番組、インターネットなどのネットワークを通じて提供される情報を視聴するこ
とができることができるようにされる。
【０１３４】
そして、表示装置１００は、ＬＣＤ１０７に表示されるコントロールパネルを通じて、使
用者からの操作入力を受け付け、この操作入力に応じた操作信号をベース装置２００に無
線送信し、ベース装置２００や、ＳＴＢ３００を遠隔操作することができるようにしてい
る。
【０１３５】
［ＳＴＢ３００を遠隔操作する場合の各装置においての処理］
次に、表示装置１００のＬＣＤ１０７に表示されるコントロールパネルを通じてＳＴＢ３
００を遠隔操作する場合の表示装置１００、ベース装置２００、ＳＴＢ３００のそれぞれ
においての処理について、図５～図７のフローチャートを参照しながら説明する。
【０１３６】
［表示装置１００においての処理］
図５は、表示装置１００の電源が投入された後において、表示装置１００の制御部１３０
において実行される処理を説明するためのフローチャートである。図５に示すように、表
示装置１００の制御部１３０は、電源が投入されると、座標検出部１２２からの検出出力
を監視し、使用者によるタッチパネル１１２への接触を検出したか否かを判断し（ステッ
プＳ１１）、タッチパネル１１２への接触が検出されるまで、待ち状態となる。
【０１３７】
ステップＳ１１の判断処理におて、タッチパネル１１２への接触が行われたことを検出し
たときには、制御部１３０は、ＳＴＢ３００用のコントロールパネルＣＰを表示して、コ
ントロールパネルＣＰを通じての操作入力を受け付ける（ステップＳ１２）。
【０１３８】
そして、表示装置１００の制御部１３０は、コントロールパネルＣＰへの使用者による接
触を検出したか否か、すなわち、使用者からの操作入力を受け付けたか否かを判断する（
ステップＳ１３）。ステップＳ１３の判断処理において、使用者からの操作入力を受け付
けたと判断したときには、制御部１３０は、座標検出部１２２からの検出出力に基づいて
、接触位置に表示されているコントロールパネルの操作キーを判別する（ステップＳ１４
）。
【０１３９】
そして、制御部１３０は、判別した操作キーに応じた操作信号を形成して、これを送信信
号形成部１１１に供給することにより送信信号を形成し（ステップＳ１５）、これを送信
処理部１１２、共用器１０２、送受信アンテナ１０１を通じてベース装置２００に無線送
信する（ステップＳ１６）。そして、ステップＳ１３からの処理を繰り返し、コントロー
ルパネルを通じて使用者からの操作入力を受け付ける。
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【０１４０】
また、ステップＳ１３の判断処理において、コントロールパネルへの接触が検出されない
と判断されたときには、制御部１３０は、他のコントロールパネルの表示が指示されたか
否かを判断する（ステップＳ１７）。このステップＳ１７の判断は、前述もしたように、
この実施の形態においては、表示されているコントロールパネルの表示領域以外のタッチ
パネル１２１上への使用者による接触操作が行われたか否かを判断する処理である。
【０１４１】
ステップＳ１７の判断処理において、他のコントロールパネルの表示が指示されたと判断
したときには、制御部１３０は、次に表示するコントロールパネル、この実施の形態にお
いては、ベース装置２００用のコントロールパネルを表示し（ステップＳ１８）、ステッ
プＳ１３からの処理に戻って、新たに表示されたコントロールパネルへの操作入力を受け
付ける。
【０１４２】
ステップＳ１７の判断処理において、他のコントロールパネルの表示指示を受け付けてい
ないと判断したときには、制御部１３０は、表示しているコントロールパネルの消去が指
示されたか否かを判断する（ステップＳ１９）。このステップＳ１９においては、コント
ロールパネルがＬＣＤ１０７に表示された後、予め決められた所定時間の間、コントロー
ルパネルに対する操作入力を受け付けなかった場合（タイムアウトの場合）、あるいは、
コントロールパネルの消去を指示する所定の操作入力を受け付けたか否かを判断する。
【０１４３】
ステップＳ１９の判断処理において、コントロールパネルの消去が指示されていないと判
断したときには、制御部１３０は、ステップＳ１３からの処理を繰り返し、使用者からの
コントロールパネルへの操作入力を受け付けるようにする。また、ステップＳ１９におい
て、コントロールパネルの消去が指示されたと判断したときには、表示装置１００のＬＣ
Ｄ１０７に表示しているコントロールパネルを消去し（ステップＳ２０）、ステップＳ１
１からの処理を繰り返す。
【０１４４】
このように、この実施の形態の表示装置１００は、操作入力を受け付けるためのコントロ
ールパネル表示をＬＣＤ１０７に行い、このコントロールパネル表示と、ＬＣＤ１０７の
表示画面に貼付されたタッチパネル１２１と、座標検出部１２２とを用いることによって
、使用者からの操作入力を受け付けて、受け付けた操作入力に応じた操作信号を形成して
ベース装置２００に送信することができるようにしている。
【０１４５】
［ベース装置２００においての処理］
次に、表示装置１００から無線送信される操作信号を受信するベース装置２００において
処理を図６のフローチャートを用いて説明する。この図６に示す処理もまた、ベース装置
２００に主電源が投入された後に、ベース装置２００の制御部２３０において実行される
処理である。
【０１４６】
ベース装置２００は、自機の主電源が投入されると、受信処理部２１２からの出力信号を
監視し、表示装置１００からの操作信号を受信したか否かを判断する（ステップＳ２１）
。ステップＳ２１の判断処理において、表示装置１００からの操作信号を受信していない
と判断したときには、ステップＳ２１からの処理を繰り返す。
【０１４７】
ステップＳ２１の判断処理において、表示装置１００からの操作信号を受信したと判断し
たときには、ベース装置２００の制御部２３０は、表示装置１００からの操作信号は、ベ
ース装置２００に対するものか否かを判断する（ステップＳ２２）。
【０１４８】
ステップＳ２２の判断処理において、表示装置１００からの操作信号が、ベース装置２０
０に対するものであると判断したときには、ベース装置２００の制御部２３０は、受信し
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た表示装置１００からの操作信号に応じた処理を実行し（ステップＳ２３）、チューナ２
０２を制御して選局する放送信号を変えたり、セレクタ２０６の切り換えを行うなどする
。そして、ステップＳ２１からの処理を繰り返す。このように、表示装置１００を用いて
、ベース装置２００を遠隔操作することができる。
【０１４９】
また、ステップＳ２２の判断処理において、表示装置１００からの操作信号が、ベース装
置２００に対するものではないと判断したときには、制御部２３０は、リモコン信号形成
部２４１を制御し、受信した表示装置１００からの操作信号に応じたリモコン信号を形成
する（ステップＳ２４）。
【０１５０】
このステップＳ２４において形成されたリモコン信号は、ベース装置２００のリモコン信
号の出力端子２４２を通じてリモコン信号送出部２５０に供給されて、外部入力装置であ
るＳＴＢ３００に赤外線のリモコン信号として送信される（ステップＳ２５）。これによ
り、表示装置１００を用い、ベース装置２００を通じて、ＳＴＢ３００を遠隔操作するこ
とができる。
【０１５１】
［ＳＴＢ３００においての処理］
次に、ベース装置２００のリモコン信号送信部２５０から送信される赤外線のリモコン信
号を受光するＳＴＢ３００においての処理について、図７のフローチャートをを用いて説
明する。この図７に示す処理は、ＳＴＢ３００に電源が投入さ、例えば、ラストチャンネ
ルメモリ機能により、前回電源が落とされる直前まで選局していたチャンネルを選局する
ようにして、衛星放送により放送番組の映像信号と音声信号とを出力するようにした後に
、ＳＴＢ３００の制御部３１０において実行される処理である。
【０１５２】
ＳＴＢ３００の制御部３１０は、リモコン受光部３３２を通じて自機宛てのリモコン信号
を受信したか否かを判断する（ステップＳ３１）。ステップＳ３１の判断処理において、
自機宛てのリモコン信号を受信していないと判断したときには、ステップＳ３１の処理を
切り返し、自機宛てのリモコン信号を受信するまで待つ。
【０１５３】
ステップＳ３１の判断処理において、自機宛てのリモコン信号を受信したと判断したとき
には、ＳＴＢ３００の制御部３１０は、その自機宛てのリモコン信号に応じた制御信号を
形成し（ステップＳ３２）、これを関連する各部に供給することによって、受信したリモ
コン信号に応じた処理を行う（ステップＳ３３）。
【０１５４】
このように、この実施の形態の双方向通信システムにおいては、ベース装置２００からの
映像信号、音声信号に応じた映像、音声を表示装置１００を用いて観視し、聴取すること
ができる。さらに、この実施の形態の双方向通信システムにおいては、表示装置１００を
用いて、ベース装置２００を遠隔操作することができるとともに、表示装置１００を用い
、ベース装置２００を通じて、ＳＴＢ３００を遠隔制御することができる。
【０１５５】
すなわち、表示装置１００は、モニタ受像機としての機能を有するものである。この表示
装置１００のＬＣＤ１０７に、ベース装置２００からの映像信号だけでなく、コントロー
ルパネルをも表示し、かつ、ＬＣＤ１０７にタッチパネル１２１を貼付しておくことによ
り、リモコン機能を付加した表示装置１００を構成するようにしている。
【０１５６】
また、この実施の形態の表示装置１００においては、前述したように、ＬＣＤ１０７に表
示されるコントロールパネルは、アルファブレンディングと呼ばれる技術を用いて、透過
表示され、コントロールパネルが表示されても、ベース装置２００からの映像信号による
映像を見えなくしてしまうことがない。これにより、表示装置１０をリモコンとして用い
るようにしても、表示装置１００のモニタ受像機としての機能を損なうことがないように
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することができる。
【０１５７】
なお、この実施の形態においては、ベース装置２００にＳＴＢ３００が接続された場合を
例にして説明した。しかし、これに限るものではない。前述もしたように、ベース装置２
００には、ＳＴＢ３００に変えて、ＶＴＲ、ＩＲＤ、ＤＶＤ装置などの各種の外部入力装
置を接続することができる。
【０１５８】
また、図８示すように、ベース装置２００に、複数の外部入力端子を設けることにより、
ＳＴＢ３００、ＶＴＲ４００、ＤＶＤ装置５００などの複数の外部入力装置を接続するよ
うにすることもできる。この場合には、複数の外部入力端子は、図３に示したベース装置
２００のセレクタ２０６に接続され、制御部２３０の制御に応じて切り換えることができ
るようにされる。
【０１５９】
そして、この図８に示すように、ベース装置２００に複数の外部入力装置を接続するよう
にした場合においては、ベース装置２００に接続した外部入力装置に対応するコントロー
ルパネルを表示装置１００の表示画面に表示するようにする。
【０１６０】
図９は、表示装置１００に表示される複数の外部入力装置に対応するコントロールパネル
の表実例を説明するための図である。図９Ａは、ＳＴＢ３００用のコントロールパネルＣ
Ｐであり、前述もしたように、電源のオン／オフキー、数字キー、チャンネルのアップ／
ダウンキー、音量のアップ／ダウンキーなどからなるものである。
【０１６１】
図９Ｂは、ＶＴＲ用のコントロールパネルＣＰ１であり、電源のオン／オフキーや、ＶＴ
Ｒの操作キーに対応して、一時停止キー、早送りキー、巻き戻しキー、再生キー、停止キ
ー、録画キーなどを有するものである。また、図９Ｃは、ＤＶＤ装置用のコントロールパ
ネルＣＰ２であり、電源のオン／オフキーや、ＤＶＤの操作キーに対応して、一時停止キ
ー、早送りキー、巻き戻しキー、再生キー、停止キーなどを有するものである。
【０１６２】
そして、この実施の形態においては、図１および図９に示したように、ＬＣＤ１０７の向
かって右側にコントロールパネルが表示するようにされ、コントロールパネルの表示領域
以外のタッチパネル上に指などの接触を繰り返すことにより、ベース装置２００およびベ
ース装置２００に接続された各外部入力装置のそれぞれに対応するコントロールパネルを
ローテーションさせて表示することができるようにされている。
【０１６３】
具体的には、この実施の形態の表示装置１００においては、▲１▼ＳＴＢ用のコントロー
ルパネルＣＰ→▲２▼ベース装置２００用のコントロールパネル→▲３▼ＶＴＲ４００用
のコントロールパネルＣＰ１→▲４▼ＤＶＤ装置用のコントロールパネルＣＰ２→▲５▼
コントロールパネル消去→▲１▼ＳＴＢ３００用のコントロールパネルというように、コ
ントロールパネルをローテーションさせて表示する。
【０１６４】
この場合、前述したように、セレクタの切り換えキーを有するベース装置２００用のコン
トロールパネルを表示し、このコントロールパネルのセレクタの切り換えキーを操作して
、ベース装置２００のセレクタ２０６を目的とする外部入力装置からの信号を出力する用
に切り換えた後、目的とする外部入力装置のコントロールパネルを表示して操作すること
により、目的とする外部入力装置を表示装置１００およびベース装置２００を通じて遠隔
操作することができる。
【０１６５】
このように、表示装置１００のＬＣＤ１０７に表示されるコントロールパネルとタッチパ
ネルとを用いて、ベース装置２００の電源のオン／オフ、チャネルの変更、セレクタ２０
６の切り換え、ＳＴＢ３００の電源のオン／オフ、チャンネルの変更などの遠隔操作を行
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うことができる。また、外部入力装置が、ＶＴＲやＤＶＤ装置である場合には、電源のオ
ン／オフ、一時停止、早送り、巻き戻し、再生、停止、録画などのそれぞれの機器が有す
る操作キーに応じた遠隔操作を行うことができる。
【０１６６】
なお、ベース装置２００やベース装置２００に接続された外部入力装置の遠隔操作は、前
述したものに限るものではない。例えば、ベース装置２００やＳＴＢ３００が、２か国語
音声（２重音声）に対応しているものであれば、主音声と副音声との切り換えキーをコン
トロールパネルに設けることにより、主音声と副音声との切り換えたを表示装置１００の
コントロールパネルを通じて遠隔操作することもできる。また、外部入力装置が、ＶＴＲ
やＤＶＤ装置である場合には、再生速度の調整キーをコントロールパネルに設けることに
より、再生速度の調整も表示装置１００のコントロールパネルを通じて遠隔操作すること
もできる。
【０１６７】
このように、表示装置１００のＬＣＤ１０７に表示するコントロールパネルを通じて行う
遠隔操作は、操作しようとする機器の機能に応じて各種の操作キーをコントロールパネル
に設けるようにすることにより、各種の遠隔操作を行うことができる。すなわち、ベース
装置２００をいわゆるゲートウエイとして用い、表示装置１００において、各種のソース
情報を視聴するようにすることができる。
【０１６８】
また、複数の外部入力装置を円滑に操作するために、複数の外部入力装置分のリモコン信
号送信部２５０をベース装置２００に接続し、各リモコン信号送信部を複数の外部入力装
置の近傍に設置するようにしてもよい。
【０１６９】
また、ＥＰＧ用のコントロールパネルＣＰにＥＰＧ表示キーを設けることにより、ＳＴＢ
３００においてＥＰＧを形成し、これをベース装置２００を通じて表示装置１００のＬＣ
Ｄ１０７に表示するようにすることができる。そして、表示装置１００のＬＣＤ１０７に
表示されたたＥＰＧを通じて、チャンネルの選択をこなおうとする場合には、ＳＴＢ３０
０により作成されるＥＰＧにおいての各チャンネルに対応する表示領域を表示装置１００
に設定しておく。
【０１７０】
このようにしておくことにより、表示装置１００のＬＣＤ１０７に表示されたＥＰＧ上に
おいて、目的とする放送番組に対応する表示項目が表示されているタッチパネル１２１上
に指などを接触させることにより、どの放送番組が選択されたかを判別する。そして、そ
の判別した放送番組を選局するための選局操作信号を表示装置１００において形成し、こ
れを表示装置１００からベース装置２００を通じてＳＴＢ３００に送信する。これにより
、ＥＰＧを用いて、ＳＴＢ３００の選局を制御するようにすることができる。
【０１７１】
このように、表示装置１００のＬＣＤ１０７に、ベース装置２００やベース装置２００に
接続される外部入力装置に対する操作を行うための操作用表示情報を表示し、その操作用
表示情報を用いて、ベース装置２００やベース装置２００に接続される外部入力装置を遠
隔制御することができる。
【０１７２】
なお、この実施の形態においては、コントロールパネルの表示領域以外のタッチパネル上
に指などの接触を繰り返すことにより、ベース装置２００およびベース装置２００に接続
された各外部入力装置のそれぞれに対応するコントロールパネルをローテーションさせて
表示するものとして説明したがこれに限るものではない。
【０１７３】
例えば、各コントロールパネルに切り換え可能な各装置に対するコントロールパネルの切
り換えアイコンを設け、この切り換えアイコンを操作するようにすることにより、目的と
する装置に対するコントロールパネルを表示するようにするようにしてもよい。
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【０１７４】
また、ベース装置２００は、前述したように、チューナ２０２と、モデム２２０とを備え
たものとして説明したが、これに限るものではない。ベース装置２００自体が、ＶＴＲと
しての機能やＤＶＤ装置としての機能、あるいは、ＳＴＢとしての機能などを有するよう
にすることももちろんできる。
【０１７５】
また、ベース装置２００は、チューナ２０２やモデム２２０を備えることなく、かつ、Ｖ
ＴＲとしての機能やＤＶＤ装置としての機能、あるいは、ＳＴＢとしての機能などを有す
ることなく、単に、外部入力装置からの信号を受け付けて、これを無線送信するだけのも
のを構成することもできる。
【０１７６】
また、前述した実施の形態においては、表示装置１００とベース装置２００とは無線通信
により接続し、ベース装置２００と外部入力装置との間は、外部入力装置からベース装置
２００への情報信号は、接続ケーブルを通じて有線により接続し、ベース装置２００から
外部入力装置へのリモコン信号は、赤外線により無線通信により接続するようにした。し
かし、これに限るものではない。
【０１７７】
表示装置１００とベース装置２００とを有線により接続するようにしてもよいし、ベース
装置２００から外部入力装置へのリモコン信号も、有線により送信するようにすることも
できる。また、ベース装置２００と外部入力装置との間において、情報信号とリモコン信
号とを無線通信により送受するようにすることもできる。
【０１７８】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、表示装置を用いて、テレビ番組などの映像情報
を観視したり、音声情報を聴取したりすることができるとともに、表示装置の表示素子に
表示される操作用表示情報とタッチパネルなどの接触位置検出手段を通じて、ベース装置
やベース装置に接続される外部入力装置を遠隔操作することができる。したがって、従来
のようなリモコン（遠隔操作装置）が不要になる。
【０１７９】
また、表示装置の表示素子に表示される操作用表示情報とタッチパネルなどの接触位置検
出手段を通じて、使用者からの操作入力を受け付けることができるので、従来のようにリ
モコン（遠隔操作装置）を用いて遠隔操作を行う場合のように、カーソルを移動させるた
めに入力操作を複数回繰り返したり、決定キーを必ず操作するなどというように、操作が
繁雑になることがなく、操作の煩わしさを軽減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明による双方向通信方法が適用されたこの発明による双方向通信システム
の一実施の形態を説明するための図である。
【図２】この発明による表示装置が適用された表示装置１００の一実施の形態を説明する
ためのブロック図である。
【図３】この発明によるベース装置が適用されたベース装置２００の一実施の形態を説明
するためのブロック図である。
【図４】図１に示した双方向通信システムを構成する外部入力装置であるＳＴＢ３００を
説明するためのブロック図である。
【図５】図２に示した表示装置１００において行われるコントロールパネルの表示とコン
トロールパネルを通じての操作入力に応じた操作信号の送信処理を説明するためのフロー
チャートである。
【図６】図３に示したベース装置２００において、表示装置１００からの操作信号を受信
した場合の処理を説明するための図である。
【図７】図４に示したＳＴＢ３００において、ベース装置２００からのリモコン信号を受
信した場合の処理を説明するための図である。
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【図８】ベース装置２００に複数の外部入力装置が接続される場合の例を説明するための
図である。
【図９】ベース装置２００に複数の外部入力装置が接続される場合において、各外部入力
装置に対応して表示装置の表示素子に表示するコントロールパネルの例を説明するための
図である。
【符号の説明】
１００…表示装置、１０１…送受信アンテナ、１０２…アンテナ共用器、１０３…受信処
理部、１０４…デコード部、１０５…ＯＳＤ処理部、１０６…映像信号処理部、１０７…
ＬＣＤ、１０８…音声信号増幅部、１０９…スピーカ、１１１…送信信号形成部、１１２
…送信処理部、１２１…タッチパネル、１２２…座標検出部、１３０…制御部、２００…
ベース装置、２０１…受信アンテナ、２０２…チューナ、２０３…復調部、２０４…映像
信号（Ｖｄ）の入力端子、２０５…音声信号（Ａｕ）の入力端子、２０６…セレクタ、２
０７…圧縮処理部、２０８…送信信号形成部、２０９…送信処理部、２１０…アンテナ共
用器、２１１…送受信アンテナ、２１２…受信処理部、２３０…制御部

【図１】 【図２】
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