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(57)【要約】
【課題】複数画面を同時表示して複数のユーザが視聴す
る場合に、映像処理の負荷を低減しつつ、可能な限り各
画面にユーザの好みの視聴環境を再現して、映像表示を
行うことが可能な映像表示装置を提供する。
【解決手段】ユーザ毎に、映像表示に関する設定値から
なる設定データ１９を記憶した設定値記憶部と、制御部
２１とを備える。制御部２１は、表示部で一画面表示又
は複数画面表示された映像を現在視聴している視聴ユー
ザを特定する視聴ユーザ特定部と、視聴ユーザ特定部で
複数の視聴ユーザが特定されている場合、各視聴ユーザ
の視聴対象となる画面毎に、設定値記憶部に記憶された
各視聴ユーザに関する設定データ１９に含まれる設定値
のうち、所定の設定値のみを反映する設定値反映部（動
作設定制御部２２で例示）とを有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像を表示する表示部と、複数のソースから入力された映像を該表示部に複数画面で同
時に表示する制御を行う複数画面表示制御部とを備えた映像表示装置であって、ユーザ毎
に、映像表示に関する設定値からなる設定データを記憶した設定値記憶部と、前記表示部
で一画面表示又は複数画面表示された映像を現在視聴している視聴ユーザを特定する視聴
ユーザ特定部と、該視聴ユーザ特定部で複数の視聴ユーザが特定されている場合、各視聴
ユーザの視聴対象となる画面毎に、前記設定値記憶部に記憶された各視聴ユーザに関する
設定データに含まれる設定値のうち、所定の設定値のみを反映する設定値反映部とを備え
たことを特徴とする映像表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の映像表示装置であって、前記所定の設定値には、ＯＳＤ画像の表示に
関わる設定値を含むことを特徴とする映像表示装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の映像表示装置であって、ユーザ間の優先度を記憶した優先度記
憶部を備え、前記設定値反映部は、前記優先度記憶部を参照し、前記視聴ユーザ特定部で
特定された視聴ユーザの中で最も高い優先度をもつ一視聴ユーザを選択し、前記設定値記
憶部に記憶された該一視聴ユーザの設定データに含まれる設定値のうち、前記所定の設定
値以外の設定値を、全画面に反映することを特徴とする映像表示装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の映像表示装置であって、リモコンからの操作信号
を受信する受信部を備え、前記視聴ユーザ特定部は、前記受信部で受信した操作信号から
操作を行った操作ユーザを特定する操作ユーザ特定部と、該操作ユーザ特定部で特定した
操作ユーザを、前記表示部で操作対象画面を表示している間だけ記憶する操作ユーザ記憶
部とを有することを特徴とする映像表示装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の映像表示装置であって、ユーザ間の優先度を記憶
した優先度記憶部を備え、前記複数画面表示制御部は、前記表示部で複数画面表示を行う
に際し、前記優先度記憶部で記憶された優先度に応じて、前記視聴ユーザの視聴対象とな
る画面間のサイズの比率を変更する制御を行うことを特徴とする映像表示装置。
【請求項６】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の映像表示装置であって、ユーザ間の優先度を記憶
した優先度記憶部を備え、前記複数画面表示制御部は、前記表示部で複数画面表示を行う
に際し、前記優先度記憶部で記憶された優先度に応じて、前記視聴ユーザの視聴対象とな
る画面の表示位置を割り当てる制御を行うことを特徴とする映像表示装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の映像表示装置であって、前記設定値記憶部は、ユ
ーザ毎に、前記設定データを記憶する設定記憶領域と、前記設定データの設定値と同じ種
類の設定値であってユーザ操作により一時的に変更された設定値を記憶する設定一時記憶
領域とを有し、ユーザから受けた設定値登録操作に応じて、該ユーザに対応する前記設定
一時記憶領域に記憶された設定値を、前記ユーザに対応する前記設定記憶領域に転送する
ことを特徴とする映像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画面に複数の映像を表示することが可能な映像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、薄型のテレビ装置の市場拡大に伴い、リビングルームに設置するための大画面テ
レビ装置の需要が高まっている。従来、超大画面テレビと言えばフロント投射型のプロジ
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ェクションテレビが多かったが、プラズマテレビや液晶テレビでも５０インチ型を超える
ものが商品化された今日、１００インチ型を超える直視型の超大画面テレビも商品化され
るに至っている。また、大画面のＰＣモニタについては、特に企業ユーザからの需要が高
まっている。
【０００３】
　このように、テレビ装置やＰＣモニタ等の映像表示装置が大画面化してくると、画面分
割して複数のユーザ（視聴者）が同時に共有して使用する場面や、複数のユーザが個人毎
に異なる映像設定等で使用する場面が多くなる。換言すると、映像表示装置の大画面化に
伴って、１つの映像表示装置を複数のユーザが個別に操作したいというニーズが増えてく
る。
【０００４】
　特許文献１には、多画面表示機能によりテレビ画面を分割し、視覚健常者に適した画面
と視覚障害者に適した画質調整を行った画面とを同時に表示するテレビジョン受像機が開
示されている。
【特許文献１】特開２００５－１９２０６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、同一の映像表示装置を複数のユーザで使用する場合、視覚健常者同士で
あってもユーザ個々に好み（嗜好）の視聴環境は異なり、例えば用途や年齢、視力、視聴
距離、映像表示装置の設置場所などによっても大きく異なる。
【０００６】
　これに対応させるために、特許文献１に記載の技術を適用して画面毎に異なるユーザ設
定を反映させた場合、各画面で各ユーザが好みの視聴環境を得ることは可能となるが、ユ
ーザ数、すなわち画面数が増えるにつれて、その映像表示装置における映像処理にかかる
負荷が大きくなるため、映像処理に時間がかかり映像のリアルタイム性を損なう結果とな
るか、さもなくば高コストの高性能な映像処理回路を搭載する必要が生じてしまう。
【０００７】
　従って、複数画面を同時表示して複数のユーザが視聴する場合に、可能な限りユーザ好
みの視聴環境を再現する技術が望まれる。このような技術として、従来、設定データのう
ち一部の設定値のみを各ユーザの画面に反映させる技術は存在しない。
【０００８】
　また、特許文献１に記載の技術を含む従来の技術では、複数のユーザで複数の画面（マ
ルチ画面）を同時に視聴している場合に、ユーザ間の関係に応じて画面の分割サイズや表
示位置といった表示方法を変えることができない。さらに、そのような場面でユーザ間の
関係に応じて表示方法を変更することで、より視聴環境の設定が目立つような画面を優先
してユーザ好みの視聴環境を反映させ、可能な限りユーザ好みの視聴環境を再現するとい
った発想も、従来、存在しない。
【０００９】
　本発明は、上述のごとき実状に鑑みてなされたものであり、複数画面を同時表示して複
数のユーザが視聴する場合に、映像処理の負荷を低減しつつ、可能な限り各画面にユーザ
の好みの視聴環境を再現して、映像表示を行うことが可能な映像表示装置を提供すること
を、その目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述のごとき課題を解決するために、本発明の第１の技術手段は、映像を表示する表示
部と、複数のソースから入力された映像を該表示部に複数画面で同時に表示する制御を行
う複数画面表示制御部とを備えた映像表示装置であって、ユーザ毎に、映像表示に関する
設定値からなる設定データを記憶した設定値記憶部と、前記表示部で一画面表示又は複数
画面表示された映像を現在視聴している視聴ユーザを特定する視聴ユーザ特定部と、該視
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聴ユーザ特定部で複数の視聴ユーザが特定されている場合、各視聴ユーザの視聴対象とな
る画面毎に、前記設定値記憶部に記憶された各視聴ユーザに関する設定データに含まれる
設定値のうち、所定の設定値のみを反映する設定値反映部とを備えたことを特徴としたも
のである。
【００１１】
　第２の技術手段は、第１の技術手段において、前記所定の設定値には、ＯＳＤ（On Scr
een Display）画像の表示に関わる設定値を含むことを特徴としたものである。
【００１２】
　第３の技術手段は、第１又は第２の技術手段において、ユーザ間の優先度を記憶した優
先度記憶部を備え、前記設定値反映部は、前記優先度記憶部を参照し、前記視聴ユーザ特
定部で特定された視聴ユーザの中で最も高い優先度をもつ一視聴ユーザを選択し、前記設
定値記憶部に記憶された該一視聴ユーザの設定データに含まれる設定値のうち、前記所定
の設定値以外の設定値を、全画面に反映することを特徴としたものである。
【００１３】
　第４の技術手段は、第１～第３のいずれかの技術手段において、リモコンからの操作信
号を受信する受信部を備え、前記視聴ユーザ特定部は、前記受信部で受信した操作信号か
ら操作を行った操作ユーザを特定する操作ユーザ特定部と、該操作ユーザ特定部で特定し
た操作ユーザを、前記表示部で操作対象画面を表示している間だけ記憶する操作ユーザ記
憶部とを有することを特徴としたものである。
【００１４】
　第５の技術手段は、第１～第４のいずれかの技術手段において、ーザ間の優先度を記憶
した優先度記憶部を備え、前記複数画面表示制御部は、前記表示部で複数画面表示を行う
に際し、前記優先度記憶部で記憶された優先度に応じて、前記視聴ユーザの視聴対象とな
る画面間のサイズの比率を変更する制御を行うことを特徴としたものである。
【００１５】
　第６の技術手段は、第１～第４のいずれかの技術手段において、ユーザ間の優先度を記
憶した優先度記憶部を備え、前記複数画面表示制御部は、前記表示部で複数画面表示を行
うに際し、前記優先度記憶部で記憶された優先度に応じて、前記視聴ユーザの視聴対象と
なる画面の表示位置を割り当てる制御を行うことを特徴としたものである。
【００１６】
　第７の技術手段は、第１～第６のいずれかの技術手段において、前記設定値記憶部は、
ユーザ毎に、前記設定データを記憶する設定記憶領域と、前記設定データの設定値と同じ
種類の設定値であってユーザ操作により一時的に変更された設定値を記憶する設定一時記
憶領域とを有し、ユーザから受けた設定値登録操作に応じて、該ユーザに対応する前記設
定一時記憶領域に記憶された設定値を、前記ユーザに対応する前記設定記憶領域に転送す
ることを特徴としたものである。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、映像表示装置において、複数画面を同時表示して複数のユーザが視聴
する場合に、映像処理の負荷を低減しつつ、可能な限り各画面にユーザの好みの視聴環境
を再現して、映像表示を行うことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　図１は、本発明の一実施形態に係る映像表示装置の構成例を示すブロック図で、図２は
、図１における映像表示装置の不揮発性メモリに格納されたデータの例を示す図である。
図１において、１は映像表示装置の一例としてのテレビ装置であり、矢印は映像・音声や
その他の情報の流れを示している。以下、本発明に係る映像表示装置について、図１の構
成のテレビ装置１を挙げて説明するが、他の構成のテレビ装置をはじめ、ＰＣモニタ等の
他の映像表示装置であっても同様である。
【００１９】
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　図１で例示するテレビ装置１は、アンテナで受信したデジタル放送の受信信号をチュー
ニング（選局）し、チューニングされた地上デジタル放送のデータを復調するチューナ・
復調部１１と、チューナ・復調部１１から出力されたデジタル放送データであるＴＳ（Tr
ansport Stream）データを分離し、ビデオデータとオーディオデータとにするＴＳデコー
ダ１２と、ＴＳデコーダ１２で出力されたビデオデータ、オーディオデータのそれぞれを
復号するＡＶデコーダ１３とを備える。また、ＴＳデコーダ１２では、デジタル放送デー
タからＥＰＧ（電子番組表）データの分離（抽出）も行い、後述の制御部２１へ出力する
。
【００２０】
　また、テレビ装置１は、１又は複数の外部入力端子等でなり、外部接続されたレコーダ
、ＳＴＢ（Set Top Box）、ＰＣなどからのオーディオ・ビデオデータを入力する外部入
力部１６を備え、さらに、出力する音声・映像を切り換えるＡＶスイッチ（ＡＶ出力制御
部）１４を備える。ＡＶスイッチ１４は、ＡＶデコーダ１３から入力された復号後のビデ
オデータ（ビデオ信号）及びオーディオデータ（オーディオ信号）と、外部入力部１６か
ら入力される１又は複数のビデオデータ及びオーディオデータとの間で、後述の制御部２
１からの選択制御に基づき出力を切り換える制御を行う。後述するようにＡＶスイッチ１
４は、切り換えにより２以上のビデオデータを選択し出力することも可能となっている。
【００２１】
　また、テレビ装置１は、ＡＶスイッチ１４から出力されるオーディオデータを入力し、
音声として出力する音声出力部１５と、ＡＶスイッチ１４から出力されるビデオデータを
後述の映像処理部１７及び重畳部２４を経て入力し、映像として出力する映像出力部２５
とを備える。
【００２２】
　ここで、音声出力部１５は、音声信号処理部及びスピーカなどで構成され、ＡＶスイッ
チ１４によって選択されたオーディオデータ及びビデオデータのうち、オーディオデータ
に対して音声信号処理部で増幅やイコライジング等の処理を施し、そのオーディオデータ
をスピーカから音声として出力する。映像出力部２５は、映像を表示する表示部（ディス
プレイ）及びその表示部に対して表示制御を行う表示制御部を有する表示装置で構成でき
る。この表示装置としては、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）、ＰＤＰ（Plasma Displ
ay Panel）、有機ＥＬ（Electro Luminescence）、表面伝導型電子放出素子ディスプレイ
（ＳＥＤ：Surface-conduction Electron-emitter Display）、ＬＥＤ（Light Emitting 
Diode）表示装置など、様々な表示方式のものが適用できる。
【００２３】
　映像処理部１７は、ＡＶスイッチ１４によって選択され出力されたビデオデータに対し
てスケーリング、動き補正、γ処理等の各種映像処理を施し、処理後のビデオデータを重
畳部２４に出力する。重畳部２４は、映像処理部１７から入力されたビデオデータと、後
述するグラフィックス生成部２３から入力された画像データとを重畳して、映像出力部２
５に出力する。
【００２４】
　また、アナログ放送、放送衛星（ＢＳ）、通信衛星（ＣＳ）等の他の放送を受信して出
力するために、同様に対応するアンテナ、チューナ・復調部などをテレビ装置１に設け、
そのビデオデータ及びオーディオデータをＡＶスイッチ１４に入力する構成を採用すると
よい。これにより、他の放送もＡＶスイッチ１４にて選択してその映像・音声を出力する
ことが可能となる。
【００２５】
　さらに、テレビ装置１は、テレビ装置１全体を制御する制御部２１と、各種設定データ
等を格納するＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable and Programmable Read Only Memor
y）等の不揮発性メモリ１８と、ＯＳＤ画像のデータを生成し重畳部２４へ出力するグラ
フィックス生成部（ＯＳＤ処理部）２３と、本体に設けた操作用ボタン等でなりユーザが
行った操作に応じた操作信号を制御部２１に出力する本体操作部２６と、ユーザが操作す
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るリモコン３からの操作信号（リモコン信号）を受信し制御部２１に出力するリモコン受
信部２７とを備える。
【００２６】
　グラフィックス生成部２３は、本体操作部２６やリモコン受信部２７からの操作信号に
基づく制御部２１からの制御により、ＯＳＤ画像データを生成して重畳部２４へ出力する
。ＯＳＤ画像データは、予め制御部２１やグラフィックス生成部２３に設けたメモリに元
となるデータを予め格納しておき、制御部２１からの制御によりそれを必要に応じて加工
して得るなどすればよい。
【００２７】
　このＯＳＤ画像データには、ＥＰＧ画像データ、チャンネル番号を表示するためのチャ
ンネル表示データ、テレビ装置１の各種設定用のメニュー画像を表示するためのメニュー
画像データ、音量や輝度やタイマ設定などの調整用画像データなどが該当する。例えばＥ
ＰＧ画像データを出力する場合には、グラフィックス生成部２３は、予め格納された枠デ
ータや文字データなどに基づき、ＴＳデコーダ１２から出力されたＳＩ（Service Inform
ation）内の番組情報を示すデータ（ＥＰＧデータ）からＥＰＧ画像データを生成すると
よい。なお、ＥＰＧの他にＥＳＧ（電子シンプルガイド）やテレテキストも表示可能とし
てもよい。また、テレビ装置１に電話回線、ＬＡＮ、インターネット等のネットワーク網
との通信制御を行う通信制御部を設けておき、その通信制御部からＥＰＧデータを取得し
てもよい。
【００２８】
　グラフィックス生成部２３は、このようにして、映像出力部２５のディスプレイにＥＰ
Ｇ画像や他のＯＳＤ画像を、映像処理部１７からの映像（すなわちＡＶスイッチ１４で選
択された入力ソースからの映像）に重畳した状態で表示することを可能にしている。
【００２９】
　また、制御部２１は、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）と、本発明に係る後
述の設定値反映処理を含む各種処理を実行するための制御プログラムを格納したＲＯＭ（
Read Only Memory）等のプログラム格納メモリと、ＣＰＵの作業領域となって制御プログ
ラムの読み出し、処理中のデータの一時的な格納などを行うＲＡＭ（Random Access Memo
ry）等の作業メモリとを備える。また、制御部２１は、制御時に必要に応じて不揮発性メ
モリ１８内のデータを読み出す。不揮発性メモリ１８内のデータは、制御部２１からの制
御により書き換えや追記などもなされる。
【００３０】
　そして、本発明に係る後述の設定値反映処理を実行するために、制御部２１にはテレビ
装置１における各種動作設定（各種設定値の反映）を行う動作設定制御部２２を備え、不
揮発性メモリ１８には設定データ１９及び優先度データ２０が格納されているものとして
説明する。
【００３１】
　一方、リモコン３には、電源のＯＮ／ＯＦＦボタン３０、多画面表示用のトグル操作を
行う多画面表示ボタン３１、後述するＩＤ（IDentification）ボタン３２、チャンネルを
選択するためのチャンネル選択ボタン３３、テレビ装置１の各種設定を行うメニュー画面
の画像を表示する操作を行うためのメニュー画面表示ボタン３４、メニューをはじめ設定
時のカーソル位置の左右上下方向への移動操作や決定操作を行うための移動・決定ボタン
３５、各処理を終了させる操作を行う終了ボタン３６、及び、各処理を一つ前の段階に戻
す操作を行う戻りボタン３７などが設けられている。多画面表示ボタン３１は、表示部に
表示する画面の数を変更する画面数変更ボタンであり、押下する度に、２画面、３画面、
ＰＩＰ（Picture In Picture）、１画面などと画面数を変更するリモコン信号が送信され
る。なお、多画面表示ボタン３１の代わりに、２画面表示ボタンや３画面表示ボタンなど
を別途リモコン３に具備させておいてもよい。その他、図示しないが、リモコン３には、
音量調整ボタン、チャンネル番号を上／下方向に操作して選択するチャンネル上下ボタン
、放送や外部入力などの間で入力ソースを切り換える入力切換ボタンなどが設けられてい
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てもよい。
【００３２】
　次に、本発明に係る設定値反映処理について、またその処理を可能にする構成例につい
て説明する。まず、本発明に係るテレビ装置１は、一画面（単画面）表示だけでなく、複
数のソースから入力された映像を上述の表示部で複数画面（マルチ画面）として同時に表
示できるように、複数画面表示制御部を備える。この複数画面表示制御部は、制御部２１
、ＡＶスイッチ１４、映像処理部１７、及び映像出力部２５内の表示制御部で例示するよ
うに、複数のソースから入力された映像を表示部に複数画面で同時に表示する制御を行う
。複数画面の表示に適したテレビ装置１は、一般的に大画面の表示部をもつテレビ放送受
信機となる。
【００３３】
　複数画面の同時表示は主に、（I）ユーザ操作をリモコン３又は本体操作部２６から受
け付けその操作信号を制御部２１が解析し、ＡＶスイッチ１４及び映像処理部１７を制御
すること、（II）ＡＶスイッチ１４が入力ソースを複数選択して出力すること、（III）
映像処理部１７がＡＶスイッチ１４から入力された複数の映像を合成すること、により実
行できる。
【００３４】
　上記（I）の処理について例示する。複数画面表示に係わるユーザ操作には、多画面表
示ボタン３１による画面数の切換操作が含まれる。制御部２１は、多画面表示ボタン３１
の押下操作に対応したリモコン信号を受信したとき、例えば画面数及び各画面に対するデ
フォルトの配置・サイズ及び入力ソースを指示して、ＡＶスイッチ１４及び映像処理部１
７を制御すればよい。より具体的な例では、制御部２１は、映像処理部１７に対して同じ
大きさの画面を２つ並べて表示する指示を行うと共に、ＡＶスイッチ１４に対し、第１出
力に対応するソースを１画面表示時の入力ソース（地上デジタル放送であった場合を例示
）とし且つ第２出力に対応するソースをＰＣ入力とするなど、各出力のそれぞれをどのソ
ースからの入力とするかを指示する。
【００３５】
　上記（II）の処理について例示する。ＡＶスイッチ１４が、制御部２１からの指示に基
づき複数の入力ソースを選ぶよう複数の出力それぞれを切り換える。上述の指示の例では
、ＡＶスイッチ１４が、第１出力を地上デジタル放送とし、第２出力をＰＣ入力とするよ
うに切り換えて、各ソースからの複数の映像（この例では地上デジタル放送の映像及びＰ
Ｃからの映像）を映像処理部１７に出力する。
【００３６】
　上記（III）の処理について例示する。映像処理部１７は、制御部２１からの指示に含
まれる、画面数とその配置（及び各画面の大きさ）に応じた合成方法で、ＡＶスイッチ１
４から入力された複数の映像を合成し、重畳部２４を経由して映像出力部２５に出力する
。そして、映像出力部２５の表示制御部が、入力されたビデオデータを映像として表示部
に表示させるように制御する。これにより、例えば、ＡＶスイッチ１４からの第１出力で
ある地上デジタル放送の映像を左側、同第２出力であるＰＣからの映像を右側とする２画
面で表示するような合成映像が、映像処理部１７から出力でき、表示部で表示できる。な
お、映像処理部１７は、映像合成以外の映像処理を映像合成前に実行する構成をもつこと
が好ましい。
【００３７】
　さらに、本発明に係るテレビ装置１は、視聴ユーザを特定する視聴ユーザ特定部を備え
る。ここで、視聴ユーザとは、表示部で一画面表示又は複数画面表示された映像を現在視
聴中のユーザ（視聴中であるとみなされるユーザ）を指す。
【００３８】
　視聴ユーザを特定するに際し、まず操作者を特定する必要がある。そのために、テレビ
装置１において、個々に固有のコードをリモコン信号に含めて送信するリモコン３を複数
台使用可能にしておくとよい。そして、視聴ユーザ特定部は、リモコン信号受信時に使用
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されたリモコン３を特定することでその操作者を特定する操作ユーザ特定部を備えておく
とよい。この操作ユーザ特定部は制御部２１で例示できる。
【００３９】
　例えば、リモコン３に予め割り当てられたＩＤをリモコン固有のコードとして発するよ
うに構成しておくとよい。これにより、制御部２１はリモコン受信部２７から得た操作信
号からＩＤを抽出することで、操作されたリモコン３（すなわち操作者）をＩＤで特定す
ることができる。なお、各リモコン３のそれぞれ（すなわち各ＩＤのそれぞれ）がどのユ
ーザに対応するかについては、特にテレビ装置１に記憶させておかない構成も採用し得る
が、各ＩＤに対してユーザ名を入力させ関連付けを行って不揮発性メモリ１８などに記憶
しておくとよい。これにより、後述の各種設定値の設定時にユーザ自身がどのＩＤに対応
しているのかを覚えておかなくても済む。
【００４０】
　他の方法として、リモコン３から送信されるリモコン信号に含まれるリモコン固有のコ
ードと、ＩＤとを関連付け、例えば不揮発性メモリ１８にリモコンコード割当データ２０
ｂとして記憶しておいてもよい（図２を参照）。制御部２１は、リモコン信号をリモコン
受信部２７から受けたときに、このリモコンコード割当データ２０ｂを参照してリモコン
固有のコードから操作したリモコン３のＩＤを特定することができる。なお、この方法で
も、各ＩＤに対してユーザ名との関連付けを記憶しておくことが好ましい。
【００４１】
　リモコンコード割当データ２０ｂは、リモコン３から任意の設定方法により設定可能と
しておくとよい。リモコン３のＩＤボタン３２をこの設定に用いる例を挙げる。ＩＤボタ
ン３２の押下後にチャンネル選択ボタン３３などでユーザ固有のパスワードを入力するこ
とで、制御部２１がＩＤを設定するモードに入る。このモードでは、制御部２１は、予め
定められた複数のＩＤの中から選択する割り当てメニューを、グラフィックス生成部２３
を介してＯＳＤ表示させて、選択操作を待つ。ユーザによる選択操作を受けた制御部２１
は、選択されたＩＤを送信されたリモコン固有コードと関連付けて、リモコンコード割当
データ２０ｂに追記又は書き換えを行うとよい。例えばリモコンａ、リモコンｂ、リモコ
ンｃを使用してそれぞれＩＤ－２、ＩＤ－３、ＩＤ－１にリモコンａ、リモコンｂ、リモ
コンｃのコードを対応付ける操作を行う。この操作により、図２のリモコンコード割当デ
ータ２０ｂで例示したように、ＩＤ－１、ＩＤ－２、ＩＤ－３をそれぞれリモコンｃ、リ
モコンａ、リモコンｂに割り当てることができる。
【００４２】
　一画面表示時の視聴ユーザ特定方法について説明する。この場合には操作対象画面が一
つしかないため、視聴ユーザ特定部は、リモコン３からのリモコン信号から特定したＩＤ
により、そのリモコン３を使用しているユーザを視聴ユーザと特定すればよい。複数画面
表示を行う操作以外の新たな操作が受け付けられ、そのリモコン信号から特定されるＩＤ
が異なるものとなった場合には、そのＩＤにより新たな視聴ユーザを特定すればよい。
【００４３】
　そのために、視聴ユーザ特定部は、操作ユーザ特定部で特定した操作ユーザを、表示部
で操作対象画面を表示している間だけ記憶する操作ユーザ記憶部を有し、ここに記憶され
ている操作ユーザを視聴ユーザと特定するとよい。操作ユーザ記憶部の記憶領域は、不揮
発性メモリ１８（或いは制御部２１内のメモリ）で例示でき、記憶された操作ユーザを視
聴ユーザと特定する処理は制御部２１で実行する構成が例示できる。
【００４４】
　複数画面表示時の視聴ユーザ特定方法について説明する。この場合にも、リモコン信号
からのＩＤの特定処理自体については一画面表示時と同じでよく、操作ユーザ記憶部に記
憶されている全ての操作ユーザが、各画面の視聴ユーザであると特定するとよい。但し、
複数画面表示時には、各操作ユーザがどの画面の操作ユーザであるのかの対応付けを行わ
ないと各画面の視聴ユーザを特定できない。つまり、視聴ユーザ特定部は、ＩＤの特定の
元となったリモコン信号を発した操作が、複数表示中の画面のうちいずれの画面に対する
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操作であるのかも特定しなければならない。
【００４５】
　そのため、リモコン３において、例えば操作対象画面をトグル操作により選択するボタ
ンなどを設けておくとよい。このボタンは移動・決定ボタンで代用するなどしてもよい。
この選択は複数画面表示に係わるユーザ操作の一つに該当し、例えば選択用のＯＳＤ画像
を表示させてユーザに操作させてもよいし、このボタンにより選択された画面の縁を強調
するＯＳＤ表示を行ってユーザに決定操作を行わせてもよい。このようなボタンをリモコ
ン３に設けておくことで、視聴ユーザ特定部は、そのボタン押下後の操作がどの画面に対
する操作であるのかを特定できる。そして、操作ユーザ記憶部において操作ユーザとその
操作対象画面とを関連付けて記憶させておくことで、その関連付け情報を読み出すだけで
各画面に対する視聴ユーザを特定することができる。
【００４６】
　複数画面表示時の視聴ユーザ特定方法の具体例を挙げる。まずリモコン３で画面数を単
数から複数にする切換操作がなされると、制御部２１が、上記（I）～（III）のようにリ
モコン受信部２７からのリモコン信号に基づきＡＶスイッチ１４に対して切換制御を実行
すると共に、そのリモコン信号から得られるＩＤとその切換操作により全ての画面とを関
連付け、その関連付け情報を記憶しておく。そして、他のユーザによってリモコン３で或
る画面に対する画面選択操作がなされると、制御部２１が、リモコン受信部２７からのリ
モコン信号から得られるＩＤと選択された画面とを関連付けて、不揮発性メモリ１８の関
連付け情報を書き換える。このようにしてＩＤと選択画面とを関連付けて記憶し、操作対
象画面の選択操作がなされる度にこの関連付け情報を更新することで、制御部２１は、そ
の関連付け情報を参照するだけで、現在の各画面に対する視聴ユーザを特定することがで
きる。
【００４７】
　なお、上記関連付け情報は、制御部２１において、リモコン３から操作対象画面の選択
操作以外のリモコン信号を受信した場合に、その操作対象画面を決定する際にも利用でき
る。例えば、リモコン３の入力切換ボタンによる入力ソースの切換操作に対応したリモコ
ン信号を受信した際に、制御部２１は、そのリモコン信号からＩＤを得て上記関連付け情
報からそのＩＤに対応する画面を操作対象画面として決定し、ＡＶスイッチ１４に対して
その画面を指定した入力ソースの切換指示を発することができる。
【００４８】
　以上説明したように、視聴ユーザ特定部は、リモコン受信部２７、制御部２１、及び不
揮発性メモリ１８などで構成できる。また、リモコン３とＩＤとが１対１に対応している
例を説明したが、同じリモコン３を複数のユーザ間で持ち替えて使用する構成も採用でき
る。例えば、ＩＤボタン３２を、チャンネル選択ボタン３３などでユーザのＩＤの数字入
力を開始（及び終了後、送信）するためのボタンとして搭載しておき、一つのリモコン３
から任意のＩＤの入力が可能としておけばよい。そして、ＩＤの入力がなされる度に、そ
のリモコン３をテレビ装置１内部に記憶されたＩＤとの対応付けを更新すればよい。また
、リモコン信号からＩＤを特定する例を説明したが、他の方法も採用できる。例えば、操
作信号を制御部２１が受けた時点で、テレビ装置１に具備したカメラによりリモコン３の
操作者又は本体操作部２６の操作者の顔を撮影し、それを予め格納したユーザ画像と比較
して画像認識することでも、操作したユーザを特定できる。この方法を採用すると、操作
ユーザ特定部は本体操作部２６での操作者も特定できる。
【００４９】
　また、本発明に係るテレビ装置１は、設定データ１９を格納した不揮発性メモリ１８で
例示するように、表示部での映像（静止画像も含む）表示に関する設定値からなる設定デ
ータをユーザ毎に記憶した設定値記憶部を備える。設定データ１９の記憶対象となるユー
ザとは、上述の視聴ユーザ特定部で特定され得る複数のユーザを指し、例えばリモコン３
から送信されるＩＤで識別されるユーザを指す。実際にはユーザについて考慮せずとも、
設定データ１９をＩＤ毎に記憶しておけば済む。
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【００５０】
　図２では、各ＩＤに対応付けられた設定データが、ＩＤ－１動作設定保存領域１９Ｂ、
ＩＤ－２動作設定保存領域１９Ｃ、ＩＤ－３動作設定保存領域、・・・、ＩＤ－ｎ動作設
定保存領域１９Ｅのそれぞれに保存され、各ＩＤに共通の設定データが、一般用の動作設
定保存領域１９Ａに保存された例を示している。なお、動作設定一時保存領域１９ａ～１
９ｅについては後述する。
【００５１】
　ここで、ＩＤ－１～３の動作設定保存領域１９Ａ～１９Ｃには、設定値として、パスワ
ード、メニュー画像やチャンネル表示（チャンネルコール）などのＯＳＤ表示時の言語（
表示言語）や表示色（フォント色）やフォントサイズ、映像表示モード、年齢制限の有無
などが保存されている。パスワードとは、主に各設定値の変更を許可するために入力要求
される、各ユーザのパスワードを指す。映像表示モードとは、予め定められた映像表示の
設定値（設定値群）を使用するモードを指し、例えば標準値を採用する標準モード、映画
に適するようにコントラスト感を抑える映画モード、目にやさしくするために輝度を抑え
るゲームモード、映像に応じて自動調整する自動調整モードなどから選択可能となってい
る。また、年齢制限の有無とは、年齢により視聴制限がかかったコンテンツの映像を出力
するか否かの判定に用いる設定値を指す。動作設定保存領域１９Ｃ内の設定値「１８歳以
下」は、１８歳以下の視聴制限がかかっているコンテンツは映像表示を行わない設定であ
ることを示している。なお、制御部２１などにＶ（Ｖiolence）チップを内蔵することで
、年齢による視聴制限は可能となる。
【００５２】
　このように、設定データ１９には１又は複数種類の設定値を含まれ、ＯＳＤ画像データ
の表示に関する設定値も含むことが好ましい。設定値の他の例としては、デジタル放送の
うちユーザが好むチャンネル（お好みチャンネル）、一画面表示時の画面のアスペクト比
や表示位置や表示サイズなどが挙げられる。また、設定値としては、映像に関するものだ
けでなく音声に関する設定値も含み、映像の設定値と同様の反映の対象としてもよい。な
お、複数画面同時表示時の音声の同時出力は、例えば主画面ユーザのみ内蔵のスピーカか
ら出力し、他のユーザは音声出力端子を介してヘッドホンで聴くなり、テレビ装置１本体
にブルートゥースアダプタ等の無線通信手段を設けてワイヤレス伝送してもよい。また、
画面の分割状態に応じてテレビ装置１本体のスピーカ出力の混合比等を変えてもよい。
【００５３】
　本発明に係るテレビ装置１は、その主たる特徴として、動作設定制御部２２で例示した
次の設定値反映部を備える。この設定値反映部は、視聴ユーザ特定部で複数の視聴ユーザ
が特定されている場合、各視聴ユーザの視聴対象となる画面（つまり各視聴ユーザに対応
する画面）毎に、不揮発性メモリ１８等でなる設定値記憶部に記憶された各視聴ユーザに
関する設定データに含まれる設定値のうち、所定の設定値のみを反映する。
【００５４】
　このような構成を採用することで、複数画面を同時表示して複数のユーザが視聴する場
合に、高コストの高性能な映像処理回路を搭載する必要なく映像処理の負荷を低減しつつ
、可能な限り各画面にユーザの好みの視聴環境を再現して、映像表示を行うことが可能と
なる。従って、視聴ユーザ数、すなわち画面数が増えたとしても、その映像表示装置にお
ける映像処理にかかる負荷が大きくなることを防ぐことができる。例えば、視聴ユーザ数
が閾値を超えたときに、上述の所定の設定値として映像処理に負荷がかかり難いＯＳＤ画
像の表示に関わる設定値のみを採用するようにしてもよいし、また視聴ユーザ数に応じて
、上述の所定の設定値の数を減らしたりしてもよい。
【００５５】
　さらに、本発明に係るテレビ装置１は、ユーザ間の優先度を記憶した優先度記憶部を備
えることが好ましい。優先度記憶部も、設定値記憶部と同様に、優先度データ２０を格納
した不揮発性メモリ１８で例示している。優先度データ２０の記憶対象となるユーザは、
設定データ１９で記憶対象となるユーザと同じである。優先度データ２０は、図２の優先



(11) JP 2009-164977 A 2009.7.23

10

20

30

40

50

度割当データ２０ａで例示するように、複数のユーザ間での「設定に関する優先度」を示
す優先度情報を、ユーザのＩＤに関連付けたデータとすればよい。図２の例では、ＩＤ－
３の優先度が最も高く、次いでＩＤ－１、ＩＤ－２の順となっている。なお、図２で優先
度割当データ２０ａとリモコンコード割当データ２０ｂとを別々に図示しているが、優先
度データ２０はＩＤ、優先度、リモコンコードをそれぞれ関連付けた一つのデータとして
格納しておいてもよい。
【００５６】
　そして、優先度記憶部を備えた形態においては、上述した設定値反映部は、優先度デー
タ２０を参照し、視聴ユーザ特定部で特定された視聴ユーザの中で最も高い優先度をもつ
一視聴ユーザを選択し、不揮発性メモリ１８に記憶されたその一視聴ユーザの設定データ
に含まれる設定値のうち、上述の所定の設定値以外の設定値を、全画面に反映する。この
設定値反映処理の手順について図３を参照して例示する。
【００５７】
　図３は、図１のテレビ装置における設定値反映処理の一例を説明するためのフロー図で
ある。テレビ装置１が待機状態である場面からの処理について説明する。電源ＯＮ信号と
電源ＯＦＦ信号とは同じ信号（電源信号）であり、その電源信号のＩＤに関係なく、電源
ＯＮ状態のときには電源ＯＦＦ信号と判断して処理し、電源ＯＦＦ状態のときには電源Ｏ
Ｎ信号と判断して処理するものとする。また、制御部２１は、電源ＯＦＦ状態のときには
あらゆるユーザ（後述のレジュームで記憶されているか否かに無関係）からの電源ＯＮ信
号に対して電源をＯＮする制御を行うものとする。さらに、制御部２１は、電源ＯＮ状態
のときにもあらゆるユーザ（後述のレジュームで記憶されているか否かに無関係）からの
電源ＯＦＦ信号に対して電源をＯＦＦする制御を行うものとする。
【００５８】
　まず、制御部２１は、リモコン受信部２７から電源ＯＮ信号を受信したとき（ステップ
Ｓ１１でＹＥＳ）、待機状態から復帰する制御を行うと共に、リモコン信号からＩＤを得
て操作ユーザを特定する（ステップＳ１２）。ステップＳ１１に関し、電源ＯＦＦ前に画
面の数・配置・サイズや各画面の入力ソースなどをレジュームしておくことで、復帰に際
し読み出してＯＦＦ前と同じ表示が可能となる。この場合、各画面の視聴ユーザもレジュ
ームしておくとよい。
【００５９】
　ステップＳ１２に続き、制御部２１が、視聴ユーザに変更があったか否かを判定する（
ステップＳ１３）。ステップＳ１３では、例えばリモコン信号が画面選択操作を示す信号
であるか否かを判定し、その信号である場合には視聴ユーザの変更が有りで、それ以外の
操作内容を示すリモコン信号であった場合に変更無しと判定する。そして、ステップＳ１
３では、変更有りのときには、ステップＳ１２で得た操作ユーザ（ＩＤ）からその選択さ
れた画面に対する視聴ユーザを特定し、ＩＤと選択画面との関連付け情報を更新する。
【００６０】
　ステップＳ１１，Ｓ１２の続きとしてステップＳ１３の処理が施される場合、上述のレ
ジューム処理の有無によってその処理は異なる。レジューム処理有りの場合、制御部２１
は、まずその電源ＯＮ信号から得たＩＤがそのレジュームの視聴ユーザのＩＤに含まれる
か否かを判定する。この判定の結果、含まれない場合には、制御部２１は一画面表示を行
うと共に、その画面の視聴ユーザをそのＩＤに対応するユーザに特定し、変更有りと判定
する。含まれる場合には、制御部２１はレジュームから読み出したまま各画面の視聴ユー
ザを特定すればよく、変更無しと判定する。一方、レジューム処理無しの場合には、ステ
ップＳ１１の復帰時にデフォルトの表示（一画面表示で例示）を行えばよく、その場合、
ステップＳ１３では視聴ユーザの変更有りと判定される。
【００６１】
　ステップＳ１３でＮＯの場合には、リモコン信号の受信を待つ（ステップＳ１９）。ス
テップＳ１３でＹＥＳの場合、制御部２１が複数画面表示中で複数ユーザが使用中である
か、すなわち複数の視聴ユーザが特定されているかを、上述の関連付け情報を参照して判



(12) JP 2009-164977 A 2009.7.23

10

20

30

40

50

定する（ステップＳ１４）。
【００６２】
　ステップＳ１４でＹＥＳの場合には、動作設定制御部２２が、ＩＤと選択画面との関連
付け情報を参照して得た各画面の視聴ユーザのＩＤをキーとして、各ＩＤの設定データの
うち所定の設定値のみを不揮発性メモリ１８の中から読み出し、対応する各画面に反映す
る（ステップＳ１５）。つまり、ステップＳ１５では、視聴ユーザのＩＤが示す設定デー
タ中の設定値のうち１又は複数の所定の設定値のみを読み出し対象として読み出して、そ
のＩＤに対応する画面にその所定の設定値のみを反映するといった処理を、各ＩＤに対し
て施す。上記所定の設定値がどの設定値に該当するかは、例えば動作設定保存領域１９Ａ
に格納しておき読み出せばよく、またこの上記所定の設定値もメインユーザなどによって
設定可能としておくことが好ましい。
【００６３】
　ステップＳ１５に続き、動作設定制御部２２が、ＩＤと選択画面との関連付け情報を参
照して得た各画面の視聴ユーザのＩＤをキーとして、優先度割当データ２０ａを検索する
ことで、優先度が最も高いＩＤを選択する（ステップＳ１６）。このＩＤ選択は視聴ユー
ザの選択を意味する。次いで、動作設定制御部２２が、そのＩＤの設定データのうち残り
の設定値（つまり上記所定の設定値以外の設定値）を不揮発性メモリ１８の中から読み出
してその設定値を全画面に反映する（ステップＳ１７）。なお、ステップＳ１６，Ｓ１７
の処理の後にステップＳ１５の処理を実行してもよい。
【００６４】
　なお、動作設定制御部２２で例示した設定値反映部が優先度データ２０を参照して残り
の設定値を反映する、といった処理を実行しない形態においては、図３の処理手順におい
て、ステップＳ１６，Ｓ１７の処理を省略すればよいだけである。
【００６５】
　ステップＳ１４でＮＯの場合には、動作設定制御部２２が、その視聴ユーザの設定デー
タを不揮発性メモリ１８から読み出してその設定値を視聴中の画面に反映する（ステップ
Ｓ１８）。
【００６６】
　ステップＳ１７，Ｓ１８に続き、ステップＳ１９へ進んでリモコン信号の受信を待つ。
ステップＳ１９でリモコン信号の受信があった場合、制御部２１はそれが電源ＯＦＦ信号
であるか否かを判定する（ステップＳ２０）。ステップＳ２０でＮＯの場合、ステップＳ
１２に戻り同様の処理を繰り返す。ステップＳ２０でＹＥＳの場合、設定値反映処理自体
は処理を終了し、制御部２１が電源をＯＦＦし待機状態に移行する。なお、主電源をＯＦ
Ｆ状態からＯＮ状態にしたときの処理は、ステップＳ１３でレジュームのみから視聴ユー
ザを特定し、変更無しとしてステップＳ１９へ進むとよい。レジューム処理無しの場合に
はステップＳ１９から開始すればよいだけである。
【００６７】
　図３の説明では、画面選択操作によってのみ画面選択がなされること、電源ＯＮ信号と
電源ＯＦＦ信号とは同じ信号（電源信号）であること、電源ＯＦＦ／ＯＮ状態のときには
あらゆるユーザからの電源ＯＮ／ＯＦＦ信号に対して電源をＯＮ／ＯＦＦすること、を前
提として説明した。
【００６８】
　この画面選択操作の一つとして、電源信号によって画面の追加や解除を行うように構成
してもよい。まず、電源信号の取り扱いを、電源信号から特定されるＩＤ毎に行う必要が
ある。そして、電源信号のＩＤが或る画面の視聴ユーザとして特定されているＩＤであっ
た場合には、その画面に映っていた映像のみを非表示にするように制御してもよい。非表
示の方法としては、単に映像を遮断してその画面の領域は非表示のまま残しておいてもよ
いが、視聴ユーザから外すと共に、電源ＯＦＦされた画面の領域を解放して、他の視聴ユ
ーザの間で画面配置を再構成することが好ましい。一方、電源信号のＩＤがどの画面の視
聴ユーザとしても特定されているＩＤでなかった場合には、画面数を１つ追加して、画面
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配置を再構成するとよい。これにより、例えばＩＤ－１，２のユーザが視聴ユーザとして
特定されている状態で、ＩＤ－３の電源信号が受けて画面数を３つに増やすといった画面
数の追加や、ＩＤ－２の電源信号を受けて画面数を１つに減らすといった画面の解除が可
能となる。
【００６９】
　ステップＳ１５～Ｓ１８のごとき処理により、可能な限り視聴ユーザ毎に対応する画面
に設定値を反映し、可能な限り各々の好みの視聴環境に合うような（各々の用途に合うよ
うな）映像表示を行うことが可能となる。また、各ユーザは一度設定さえしておけば、電
源ＯＮ毎や画面を選択して視聴する毎に、自分に合った各項目の設定をする手間が省け、
好みの環境が簡単に得られるようになる。つまり、テレビ装置１での複数ユーザによる同
時視聴、同時操作をスムーズに行うことができる。従って、高齢者や身体的に障害のある
ユーザがテレビ装置１を視聴したりメニューの操作をする際に、その障害をクリアし易く
することができる。なお、操作に不慣れなユーザは予め他のユーザに設定値を登録しても
らうことにより、用途に近い環境を作ることができる。
【００７０】
　図２で例示した設定値が設定されており、ＩＤ－２のユーザが左画面の視聴ユーザとし
て特定され且つＩＤ－３のユーザが右画面の視聴ユーザとして特定されている場合を例に
挙げる。この例において、所定の設定値として映像表示モードの設定値を含まない場合に
は、優先度割当データ２０ａではＩＤ－３の方が優先度が高くなるため、全ての画面で映
像表示モードが自動調整モードとなる。また、同じ例において所定の設定値として年齢制
限の設定値が含まれる場合には、例えば、左画面の入力ソースからの映像が１８歳以下の
視聴制限がかかっていた場合、右画面は対応する入力ソースからの映像が表示されるが、
左画面は非表示或いは視聴制限がかかっている旨のＯＳＤ表示のみとなる。一方、同じ例
において、所定の設定値として年齢制限の設定値が含まれない場合には、例えば、左画面
の入力ソースからの映像が１８歳以下の視聴制限がかかっていた場合であっても、ＩＤ－
３の設定が優先されるため右画面でも左画面でも通常通り制限無しで表示される。
【００７１】
　また、上述の所定の設定値を、画面毎に個別設定が可能な設定値として定めてもよい。
これにより、個別設定が可能な設定値は画面毎に視聴ユーザに対応するものを反映し、個
別設定が不可能な設定値は一視聴ユーザのものを全画面に反映することができる。
【００７２】
　例えば、コストや処理速度の観点から、通常の複数画面表示時に画面毎に画質を変える
ことは現状の市販のテレビ装置では難しいが、ＰＩＰ表示時には、子画面と親画面で画面
毎に画質も変えることにコストや処理速度上も問題がない。従って、設定データ１９に含
まれる設定値として、例えばホワイトバランス、コントラスト、輝度、色相、色飽和度、
カラープロファイル、ノイズリダクションの強弱、画質強調など各種画質調整値を採用す
るだけでなく、各種画質調整値をＰＩＰ表示時に限って上記所定の設定値として適用して
、各視聴ユーザの画面にそれぞれ反映させることもできる。
【００７３】
　次に、メニュー画像やチャンネル表示などのＯＳＤ画像の一又は複数画面表示について
、並びにＯＳＤ画像の表示に関わる設定値（言語の設定値で例示）について説明する。図
４は、図１のテレビ装置におけるメニュー画面の一画面表示例を示す図で、図５は、図１
のテレビ装置におけるメニュー画面の複数画面表示例を示す図である。
【００７４】
　メニュー画像の表示によるメニュー画面は、一画面表示の場合、図４（Ａ），（Ｂ）の
ようになる。より具体的には、図２のＩＤ－１動作設定保存領域１９Ｂのように表示言語
が英語に設定されており、且つそのＩＤのユーザが視聴ユーザとして特定されている場合
、そのＩＤに対応するリモコン３でメニュー画面表示ボタン３４が押下されると、制御部
２１がグラフィックス生成部２３に図４（Ａ）で例示するような英語のメニュー画面４１
を表示するよう指示する。同様に、表示言語が日本語に設定されており、且つそのＩＤの
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ユーザが視聴ユーザとして特定されている場合に、そのＩＤに対応するリモコン３でメニ
ュー画面表示ボタン３４が押下されると、図４（Ｂ）で例示するようなメニュー画面４２
が表示される。
【００７５】
　視聴ユーザ数が閾値を超えたときに、上述の所定の設定値として映像処理に負荷がかか
り難いＯＳＤ画像の表示に関わる設定値のみを採用するようにしてもよい旨を説明したが
、常に、ＯＳＤ画像の表示に関わる設定値を所定の設定値として含むことが好ましい。す
なわち、ＯＳＤ画像の表示に関わる設定値は一視聴ユーザのものを他の視聴ユーザの画面
に反映しないことが好ましい。これは、複数の視聴ユーザが特定された複数画面表示の場
合に、動作設定制御部２２はメニュー画面やチャンネル表示などのＯＳＤ画像が一視聴ユ
ーザの言語設定に基づき表示されてしまうと、判読できる言語が異なるユーザが同時に各
画面を視聴している場合に支障が生じるためである。
【００７６】
　これにより、図５（Ａ）のように優先度とは無関係に個々の画面で言語が異なるメニュ
ー画面４３ｂ，４３ｄを表示することが可能になる。より具体的には、ＩＤ－１のユーザ
に対し図２のＩＤ－１動作設定保存領域１９Ｂのように表示言語が英語に設定されており
、且つ左側画面でＩＤ－１が特定されている場合、そのＩＤ－１に対応するリモコン３で
メニュー画面表示ボタン３４が押下されると、制御部２１がグラフィックス生成部２３に
図５（Ａ）で例示するような英語のメニュー画面４３ｂを表示するよう指示する。同様に
、ＩＤ－３のユーザに対しＩＤ－３動作設定保存領域１９Ｄのように表示言語の個別設定
がなく動作設定保存領域１９Ａのデフォルト値として日本語が設定されており、右側画面
でＩＤ－３が特定されている場合、そのＩＤ－３に対応するリモコン３でメニュー画面表
示ボタン３４が押下されると、制御部２１がグラフィックス生成部２３に図５（Ａ）で例
示するような日本語のメニュー画面４３ｄを表示するよう指示する。これにより、ＩＤ－
１，３の両視聴ユーザがメニュー画面を同時に表示する場合には図５（Ａ）の画面４３の
ように英語のメニューと日本語のメニューとが混在することになり、各視聴ユーザは自分
の判読できる言語でメニュー画面表示及びメニューを用いた設定を実行することができる
。
【００７７】
　また、図５（Ａ）では、左側のチャンネル表示４３ａと右側のチャンネル表示４３ｃと
はフォントサイズを異なるように図示している。これはＩＤ－１に対しチャンネル表示時
のフォントサイズとしてデフォルト値である標準値を設定しており、ＩＤ－３に対しチャ
ンネル表示時のフォントサイズとして最大値（ＭＡＸ）を設定している場合に、両視聴ユ
ーザがチャンネル表示も同時に行った場合の表示例である。
【００７８】
　図５（Ｂ）の画面４４は３画面表示の一例を示している。画面４４には、図５（Ａ）の
メニュー画面４３ｄが左側画面４４ｂとして、メニュー画面４３ｂが右上画面４４ｄとし
て、ＩＤ－２に対応する映像画面が右下画面４４ｆとして、表示されている。また、各画
面４４ｂ，４４ｄ，４４ｆでのチャンネル表示はそれぞれ４４ａ，４４ｃ，４４ｅとして
図示している。
【００７９】
　図５（Ａ），（Ｂ）で例示したように、ＯＳＤ映像表示中の画面に対してはその視聴ユ
ーザの個別設定を反映させることで、例えば表示言語が他の視聴ユーザが設定した言語に
なることで判読し難くなるようなことを、防止することができる。
【００８０】
　次に、設定値の選び方について例を挙げる。テレビゲームが好きな子供がユーザ（ＩＤ
－２とする）である場合、映像表示モードをゲームモードとすることでゲームに合った映
像を楽しむことができたり、夜９時以降は電源をＯＦＦにするタイマ設定を採用すること
で、夜９時以降には映像を表示せずテレビ装置１を視聴できないようにすることができる
。また、ホームステイしている米国人など日本語の読めない外国人がユーザ（ＩＤ－１と
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する）となる場合には、ＯＳＤ表示の言語を予め英語に設定しておくことにより、以前に
表示する際に反映させていた視聴ユーザの設定（例えば日本語）に依らず、その外国人が
電源をＯＮしたときは改めて設定を変更することなく英語でＯＳＤ表示され、好みの視聴
環境で操作を行うことが可能となる。また、この逆のケースとして英語学習中の子供がユ
ーザである場合には、ＯＳＤ表示の言語を英語に設定することもでき、また音声でも英語
に設定することでニュース番組や映画視聴時（但し副音声放映時）には主音声ではなく副
音声を選択して出力させて視聴させることができる。また、視力の不自由な高齢者がユー
ザ（ＩＤ－３とする）である場合には、ＯＳＤ表示時のフォントを大きく設定や輪郭を強
調する設定を行っておくことで視認し易くでき、また中低域の音声信号をブーストする設
定を行っておくことで高齢者にとって明瞭度の高い音声を聞かせることができる。ＩＤ－
３のユーザがスポーツ好きである場合には、映像表示モードを自動調整とすることで、例
えば迫力ある映像を楽しむことができる。
【００８１】
　この例のような設定を採用することで、例えば、図５（Ｂ）のように画面を３分割させ
、外国人ユーザと高齢者ユーザとゲーム好きな子供がテレビ装置１で同時に別の画面を視
聴する際にも、各々の用途に合った表示を行うことができる。上述した例では、高齢者ユ
ーザ（ＩＤ－３）の左画面４４ｄやチャンネル表示４４ａはフォントを大きく表示し、外
国人ユーザ（ＩＤ－１）の画面４４ｄはメニューの英語表記を行うことができる。子供ユ
ーザ（ＩＤ－２）の右下画面４４ｆだけは、映像表示モードとしてＩＤ－２の「自動調整
モード」ではなく、ＩＤ－３の「ゲームモード」が反映される。このように、映像表示モ
ードに関して優先度の高い方の設定値を他の画面にも反映させるためには、映像表示モー
ドを上記所定の設定値に含めなければよい。
【００８２】
　また、例えば一般用の設定としてユーザの設定値間の連動に関する設定も行ってもよい
。例えば、映像表示モードをゲームモードに設定された場合には、表示開始から所定時間
後（例えば１時間後）に電源をＯＦＦにするタイマ設定も自動的になされるようにするこ
とができる。
【００８３】
　次に、上述のごとき動作設定制御部２２で反映する各種設定値のＩＤ別保存方法につい
て、図６を併せて参照して説明する。図６は、図１のテレビ装置における設定値登録時の
問合せ画面の例を示す図で、ＩＤ－３のユーザが設定値を登録する場合の問合せ画面例を
示している。
【００８４】
　設定値は、動作設定保存領域１９Ａ～１９Ｅのうち対応するＩＤの領域に保存し、変更
の度に上書きしていってもよいが、一時的に変更を映像に反映したい場合がある。従って
、不揮発性メモリ１８で例示した設定値記憶部は、ユーザ毎に、動作設定保存領域１９Ａ
～１９Ｅで例示した設定データを記憶する設定記憶領域だけでなく、この設定データの設
定値と同じ種類の設定値であってユーザ操作により一時的に変更された設定値を記憶する
設定一時記憶領域を有することが好ましい。この設定一時記憶領域は、図２において動作
設定一時保存領域１９ａ～１９ｅで例示しており、それぞれ動作設定保存領域１９Ａ～１
９Ｅに対応する一時保存領域となる。
【００８５】
　このような構成では、制御部２１が、設定値の変更が一時的なものであるのか、今後の
設定値として使用するために登録されるべきものであるのかを判定する必要がある。その
ために、制御部２１での不揮発性メモリ１８に対する制御で例示した設定値記憶部は、ユ
ーザから受けた設定値登録操作に応じて、そのユーザに対応する設定一時記憶領域に記憶
された設定値を、同じユーザに対応する設定記憶領域に転送することが好ましい。以下、
このような構成を、リモコン３のＩＤボタン３２を利用することで実現した例を説明する
。なお、ここではＩＤを設定するためのＩＤボタン３２を利用しているが、上記判定を行
う際に使用する別のボタン（登録設定用ボタン）をリモコン３に設けておいてもよい。
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【００８６】
　簡略化のため、一画面表示時にＩＤ－３のユーザが設定値を登録する場合、すなわち視
聴ユーザがＩＤ－３のユーザのみである場合を例に挙げて、設定値登録手順を説明する。
なお、他のＩＤについてもここで説明する手順と同じ手順であり、また視聴ユーザが複数
特定されている場合でも個々の画面で同じ手順を行えばよい。
【００８７】
　まず、ユーザが自身のリモコン３のメニュー画面表示ボタン３４を押下し、図４（Ｂ）
のごときメニュー画面４２を表示させる。メニュー画面４２としては、映像調整項目、音
声調整項目、本体設定項目などの各項目を、プルダウンによりその項目の設定に移行可能
に表示するとよい。ユーザはメニュー画面４２において設定項目を選択操作し、その設定
値を変更する操作を行う。制御部２１は、この操作によりリモコン受信部２７で受信した
リモコン信号から、変更された設定値を得ると共にリモコンコード割当データ２０ｂを参
照してＩＤ－３を得ることができ、その設定値をＩＤ－３に対応するＩＤ－３動作設定一
時保存領域１９ｄに書き込む。このように変更される設定値は、当然、複数種類であって
もよい。また、複数回、同じ設定値に対して変更操作があった場合には対応する設定値を
上書きすることになる。
【００８８】
　なお、書き込み後、ＩＤ－３に対応する画面には、ＩＤ－３動作設定保存領域１９Ｄだ
けでなくこのＩＤ－３動作設定一時保存領域１９ｄも参照した上で、領域１９ｄの設定値
をより優先させて、設定値の反映を実行することが好ましい。ここで、視聴ユーザが複数
特定されている場合には、書き込み後、ＩＤ－３に対応する画面には、ＩＤ－３動作設定
保存領域１９ＤだけでなくこのＩＤ－３動作設定一時保存領域１９ｄも参照し領域１９ｄ
の設定値をより優先させた上で、視聴ユーザ間の優先度に応じた設定値の反映を実行する
ことが好ましい。
【００８９】
　このようにしてメニュー画面４２で設定値の変更がなされた後、ＩＤ－３のユーザがＩ
Ｄボタン３２を押下すると、制御部２１がＩＤボタン３２の押下操作をリモコン信号から
認識し、グラフィックス生成部２３に対して図６の問合せ画面４５を表示させる制御を行
う。問合せ画面４５では、ＩＤ番号（ＩＤにユーザ名が関連付けて記憶されている場合に
はユーザ名でよい）、設定した変更（設定値の変更）を登録するか否かを問い合わせる文
章、並びにＹＥＳ、ＮＯの選択領域を表示している。このような問合せ画面４５を表示す
る前に固有のパスワードの入力を促す画面を表示し、正しいパスワードが入力された時点
で問合せ画面４５を表示させてもよい。
【００９０】
　問合せ画面４５を表示中にＩＤ－３のユーザがＮＯを選択する操作を行うと、制御部２
１は、ＩＤ－３動作設定一時保存領域１９ｄに一時的に保存された１又は複数の設定値を
消去する。このように登録しない場合には、これ以降、以前に登録されている設定値がそ
のまま使用されることとなる。一方、ＹＥＳを選択する操作を行うと、制御部２１は、Ｉ
Ｄ－３動作設定一時保存領域１９ｄに一時的に保存された１又は複数の設定値で、ＩＤ－
３動作設定保存領域１９Ｄの対応する１又は複数の設定値を上書きする。これにより、登
録された設定値をこれ以降の設定値として使用することができる。また、変更された設定
値が複数種類存在した場合でも、ＩＤボタン３２及びその後の選択操作だけで、全て一括
してＩＤ－３動作設定一時保存領域１９ｄからＩＤ－３動作設定保存領域１９Ｄへ送信す
ることができるため、有益となる。
【００９１】
　以上の設定値登録手順では、設定値を変更してからそれを登録するか否かを問い合わせ
て必要に応じて登録を行ったが、登録することを示す操作を最初にユーザから受け付けて
もよい。ユーザは、自身の設定値を登録したい場合、例えばＩＤボタン３２を押下する。
この操作を受けて制御部２１が、設定値を変更するモードへ移行する。また移行する前に
、固有のパスワードの入力を促す画面を表示し、正しいパスワードが入力された時点で移
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行してもよい。その後、ユーザが上述の設定値登録手順における設定値変更手順と同様に
設定値の変更を行い、これ以上変更を行わないと決めた時点で再度ＩＤボタン３２を押下
する。テレビ装置１は、この操作を受け、同様に図６の問合せ画面４５を表示し、同様の
登録処理又は消去処理を実行すればよい。
【００９２】
　また、設定値登録時に押下するＩＤボタン３２をリモコン３に設けた例を挙げたが、例
えば対応人数分のＩＤボタンや、ＩＤ番号をトグル操作により切り換えるボタンなど、Ｉ
Ｄボタン３２と同様の操作信号を出力するボタンを本体操作部２６に設けてもよい。また
、メニュー画面の表示及び設定値の変更の操作も本体操作部２６に設けたボタンで行って
もよい。
【００９３】
　次に、図３のステップＳ１６の判定で使用する優先度の設定方法について説明する。予
め規定数のＩＤと各ＩＤの優先度とを決めておき、事前に優先度割当データ２０ａで例示
したように記憶させてテレビ装置１を流通させてもよいが、優先度は設定可能とすること
が好ましい。実際、テレビ装置１が一般家庭に設置するものであれば、主に視聴する者や
所有者はその家庭で決めることになるため、どのＩＤ（誰）を高い優先度にするかもその
家庭内で決めることが好ましい。
【００９４】
　そのため、本発明に係るテレビ装置１は、優先度記憶部に記憶させるユーザ間の優先度
を、ユーザ操作により設定する優先度設定部を備えることが好ましい。優先度の設定自体
は、リモコン３や本体操作部２６からユーザ操作により可能に構成すればよく、メニュー
画面や専用ボタンの押下による専用設定画面などをユーザインターフェースとして設定操
作を受け付け、制御部２１が不揮発性メモリ１８の優先度割当データ２０ａを書き換えれ
ばよい。例えば、リモコンコード割当データ２０ｂの設定方法として説明したのと同様の
処理で行ってもよく、またこのリモコンコード割当データ２０ｂの設定時に表示する割り
当てメニューに、優先度の設定も一項目として表示させておき、ＩＤ割り当てと同時に優
先度の設定も可能としてもよい。優先度の設定やＩＤ割り当て設定などは、例えばテレビ
装置１の設置時に行っておくとよい。このようにして設定された優先度に基づき、上述し
た設定値反映処理を実行することができる。また、優先度の設定は、サービスマンであっ
ても家族構成を聞くだけで容易に設定できるように、予め利用者層に対応付けられた優先
度を自動的に各ＩＤに割り当ててもよい。
【００９５】
　また、優先度の設定は、ユーザやサービスマンが操作で行う必要は必ずしもない。例え
ば、各ユーザの使用履歴（図１及び図２の構成例では各ＩＤの使用履歴）を、不揮発性メ
モリ１８等に記憶しておき、制御部２１がこの使用履歴に基づいて自動的に優先度を設定
するようにしてもよい。このように、本発明に係るテレビ装置１は、優先度記憶部で優先
度が記憶されたユーザ（上述の例では優先度割当データ２０ａにＩＤに関連付けて優先度
が割り当てられているユーザ）に対し、使用履歴を記憶する使用履歴記憶部と、優先度記
憶部に記憶されたユーザ間の優先度を、使用履歴記憶部に記憶された使用履歴に基づき更
新する優先度更新部とを備えることが好ましい。優先度更新部は、例えば、使用履歴とし
て記憶された使用頻度や連続使用時間などから優先度を更新すればよい。より具体的には
、一回の連続使用時間の平均値が長い程、優先度を高くしたり、累積使用時間が長い程、
優先度を高くしたりすればよい。さらに、使用履歴として時間帯毎の使用履歴を記憶して
おき、優先度更新部が時間帯に応じて優先度の設定を変更してもよい。
【００９６】
　次に複数画面表示時の配置やサイズについて説明する。上述した各実施形態では、複数
画面表示制御部が複数画面表示を行う際に画面数に応じて、デフォルトの配置やサイズが
決まっていることを前提にして説明した。他の例として、このようなデフォルトの配置や
サイズは例えば動作設定保存領域１９Ａに記憶させておき、ユーザ操作により変更可能に
構成してもよい。
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【００９７】
　また、テレビ装置１に配置やサイズを自動的に変更する機能を持たせてもよい。画面サ
イズを自動的に変更するために、複数画面表示制御部は、表示部で複数画面表示を行うに
際し、優先度記憶部で記憶された優先度（上述の例では優先度割当データ２０ａ）に応じ
て、視聴ユーザの視聴対象となる画面間のサイズの比率を変更する制御を行うよう構成し
てもよい。制御部２１が映像処理部１７に対し、画面数・配置だけでなく各画面の大きさ
を指示するとよい。
【００９８】
　画面間のサイズ比率の優先度に応じた変更制御例を挙げる。特定される視聴ユーザの数
毎に、各画面の大きさを優先度の高い方から順に予め定めておき、その情報を不揮発性メ
モリ１８等に記憶しておく。そして、視聴ユーザが特定されたとき、特定された視聴ユー
ザのＩＤを優先度順に並べ、優先度が高い順に、記憶しておいた大きさを読み出し、表示
部の画面に収まるように各画面の大きさを同じ比率で調整する。これにより、複数画面表
示制御部は、視聴ユーザの優先度に応じた大きさをもつ画面で、複数画面を同時表示する
ことができる。例えば、高齢者の優先度を高く設定しておくことで、画面サイズの比率も
自動的に大きくなる。また、表示部の画面に収まるような制御を行わない場合、各画面の
配置を変えることで対応すればよい。なお、特定される視聴ユーザの数は、基本的に画面
数と同じになるが、特定された複数の視聴ユーザの中に、同一ユーザが含まれていたとき
には、同じ大きさとすればよい。また、このような優先度に応じた画面サイズの変更は、
視聴ユーザが特定されたときに実行されるが、上述した設定値として設定されたＯＦＦタ
イマの時間が到来したときにも実行され、その場合、電源ＯＦＦされた画面の領域を解放
して、他の視聴ユーザの間で画面サイズを再構成することが好ましい。また、或る画面の
映像に視聴制限がかかったときにも、その画面の領域を解放し同様に画面サイズを再構成
することが好ましい。
【００９９】
　視聴ユーザ中で最も高い優先度をもつ一視聴ユーザの設定値（所定の設定値以外の設定
値）を全画面に反映させる設定値反映処理を実行する場合に、ユーザ間の関係に応じて画
面の分割サイズを変更することで、映像処理の負荷を低減しつつ、より視聴環境の設定が
目立つような画面を優先してユーザ好みの視聴環境を反映させ、可能な限りユーザ好みの
視聴環境を再現することもできる。
【０１００】
　但し、このような制御は優先度が設定されていれば可能であり、視聴ユーザ中で最も高
い優先度をもつ一視聴ユーザの設定値（所定の設定値以外の設定値）を全画面に反映させ
る設定値反映処理を実行しない場合にも適用できる。さらに、このような制御は、上述の
使用履歴に応じて自動変更された優先度に対しても実行することができる。従って、優先
度の概念を用いなくても使用履歴に応じて画面間のサイズの比率を変更する構成としても
よい。この構成を採用することで、例えば、使用頻度が第１ユーザと第２ユーザとで３：
２であれば、画面比も３：２にするとよい。
【０１０１】
　また、画面配置を自動的に変更するために、複数画面表示制御部は、表示部で複数画面
表示を行うに際し、優先度記憶部で記憶された優先度に応じて、視聴ユーザの視聴対象と
なる画面の表示位置を割り当てる制御を行う構成としてもよい。例えば、視聴ユーザ数に
応じて予め定めた各画面の表示位置の情報を、不揮発性メモリ１８等に記憶しておけばよ
く、視聴ユーザが特定されたときにその情報を読み出して表示制御を行うとよい。このと
き、表示位置の情報として、併せて画面サイズの情報も格納しておくことで、画面間の重
複が生じなくて済む。ここで、優先度の高い視聴ユーザの画面（映像）を、表示部の全画
面の上側・左側に割り当て、低い視聴ユーザの画面（映像）を下側・右側に割り当て、表
示させるなどすればよい。また、このような優先度に応じた画面配置の変更は、視聴ユー
ザが特定されたときに実行されるが、上述した設定値として設定されたＯＦＦタイマの時
間が到来したときにも実行され、その場合、電源ＯＦＦされた画面の領域を解放して、他



(19) JP 2009-164977 A 2009.7.23

10

20

30

40

50

の視聴ユーザの間で画面配置を再構成することが好ましい。また、或る画面の映像に視聴
制限がかかったときにも、その画面の領域を解放し同様に画面配置を再構成することが好
ましい。
【０１０２】
　視聴ユーザ中で最も高い優先度をもつ一視聴ユーザの設定値（所定の設定値以外の設定
値）を全画面に反映させる設定値反映処理を実行する場合に、ユーザ間の関係に応じて画
面の表示位置を変更することで、映像処理の負荷を低減しつつ、より視聴環境の設定が目
立つような画面を優先してユーザ好みの視聴環境を反映させ、可能な限りユーザ好みの視
聴環境を再現することもできる。
【０１０３】
　但し、このような制御は優先度が設定されていれば可能であり、視聴ユーザ中で最も高
い優先度をもつ一視聴ユーザの設定値（所定の設定値以外の設定値）を全画面に反映させ
る設定値反映処理を実行しない場合にも適用できる。さらに、このような制御は、上述の
使用履歴に応じて自動変更された優先度に対しても実行することができる。従って、優先
度の概念を用いなくても使用履歴に応じて各画面の表示位置を変更する構成としてもよい
。例えば、使用頻度の順番が第３ユーザ、第１ユーザ、第２ユーザの順であった場合、第
１ユーザの画面を右上側に表示させ、第２ユーザの画面を右下側に表示させ、第３ユーザ
の画面を左側に表示させるとよい。
【０１０４】
　なお、このような表示方法の優先度に応じた変更の考え方は、音声の設定にも適用する
ことができる。例えば、特定される視聴ユーザの数毎に、各音声の大きさを優先度の高い
方から順に予め定めておき、その情報を不揮発性メモリ１８等に記憶しておく。そして、
視聴ユーザが特定されたとき、特定された視聴ユーザのＩＤを優先度順に並べ、優先度が
高い順に、記憶しておいた大きさを読み出し、その大きさで音声出力する。例えば、高齢
者の優先度を高く設定しておくことで、音声の比率も自動的に大きくするとよい。但し、
音声の場合には、大きさを変更しても同時にスピーカから出力されれば聞き取りづらいこ
とには変わりはないため、最も優先度の高い視聴ユーザに関連する音声のみスピーカから
出力し、他の視聴ユーザに関連する音声はヘッドホンの端子等に出力することが好ましい
。このような音声出力形態の違いであっても、高齢者の優先度を高く設定しておくことで
、高齢者に大きな音声で視聴させることができるため、有益である。
【０１０５】
　次に視聴制限について説明する。Ｖチップにより視聴制限することが可能であり、また
視聴制限がかかったときに対象の画面の領域を解放し、画面サイズ・配置を再構成しても
よいことを説明した。勿論、視聴制限された映像の表示領域を解放せずに、そのまま無出
力とするか、或いは視聴制限されていますといったアナウンス表示してもよい。いずれの
場合でも、その視聴ユーザが年齢制限にかかる場合のみ視聴制限がかかることになる。
【０１０６】
　しかし、視聴制限信号を含む映像の表示／非表示は、視聴ユーザの年齢制限の設定値で
判定されるため、テレビ装置１において視聴制限信号を含む映像がいずれかの画面の入力
ソースとなっている場合で、その映像の視聴ユーザの年齢制限がなかった場合には、視聴
ユーザの中に年齢的に視聴制限をかけた方がよいユーザが含まれているときにもその映像
が表示されてしまう。従って、このような場面を避けるような手段を設けることが好まし
い。
【０１０７】
　そのため、複数画面表示制御部は、表示部で複数画面表示を行うに際し、少なくとも一
画面に入力されるソースが視聴制限信号を含んでいた場合に、特定された視聴ユーザの中
に年齢制限の設定値が設定されている視聴ユーザが含まれているか否かを判定し、含まれ
ていた場合に、その視聴制限信号付きの映像を非表示にすることが好ましい。非表示時に
その画面の領域を解放してもよいし、そのままでもよい。実際、メーカによっても異なる
が、例えばＤＶＤに記録された年齢制限コードによりプレーヤ側で出力をカットすること
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があるが、この例ではテレビ装置１側でカットできる。つまり、その年齢のユーザが視聴
ユーザの一人として含まれた場合に、Ｖチップを内蔵することで、他の視聴ユーザが年齢
制限に引っかからないユーザであっても、カットすることができる。
【０１０８】
　このような制御は、少なくとも複数画面表示制御部で説明した複数画面の同時表示処理
が可能で、且つ複数の視聴ユーザが特定できる構成であれば適用可能であり、視聴ユーザ
中で最も高い優先度をもつ一視聴ユーザの設定値（所定の設定値以外の設定値）を全画面
に反映させる設定値反映処理を実行しない場合にも適用できる。このような設定値反映処
理に適用する場合には、複数画面表示制御部は、表示部で複数画面表示を行うに際し、少
なくとも一画面に入力されるソースが視聴制限信号を含んでいた場合に、「優先度が最も
高い視聴ユーザ」以外の視聴ユーザの年齢制限設定値が、その視聴制限信号を生かして非
表示にする設定値であった場合、その視聴制限信号を含む映像を非表示にするとよい。こ
の構成でも、非表示時にその画面の領域を解放してもよいし、そのままでもよい。なお、
優先度が最も高い視聴ユーザの画面であれば、設定値が全画面に反映されるため全く問題
ない。
【０１０９】
　また、本発明について上述した各例においては、設定値反映部が、所定の設定値とそれ
以外の設定値とに分けて処理を実行している。しかし、他の例として、視聴ユーザ特定部
で特定された視聴ユーザの中で最も高い優先度をもつ一視聴ユーザを選択し、設定値記憶
部に記憶されたその一視聴ユーザの設定データに含まれる設定値を、全画面に反映すると
いった処理を実行することを可能に構成してもよい。つまり、設定値反映部では、無条件
に最も高い優先度をもつ一視聴ユーザの全ての設定値を、全画面に反映してもよい。この
ような構成を採用したテレビ装置では、一画面表示により一ユーザが操作する場合だけで
なく、複数画面を同時表示して複数のユーザが視聴する場合であっても、少なくとも優先
すべきユーザの好みの視聴環境を再現して、映像表示を行うことができる。また、本発明
に係るテレビ装置１は、このように無条件に全画面に反映する処理を行うモードと、上述
した各例のごとき処理（所定の設定値とそれ以外の設定値とに分けた処理）を行うモード
とを、ユーザ選択可能に組み込んでもよい。
【０１１０】
　以上、本発明について、テレビ装置を例に挙げて映像表示装置について説明したが、本
発明は、レコーダ、プレーヤやＳＴＢ（Set Top Box）等の、映像の表示部を具備せず表
示装置に対して映像を出力する他の映像処理装置であっても適用できる。その場合、映像
処理を施した複数画面又は一画面として表示装置に出力される。
【図面の簡単な説明】
【０１１１】
【図１】本発明の一実施形態に係る映像表示装置（テレビ装置）の構成例を示すブロック
図である。
【図２】図１における映像表示装置の不揮発性メモリに格納されたデータの例を示す図で
ある。
【図３】図１のテレビ装置における設定値反映処理の一例を説明するためのフロー図であ
る。
【図４】図１のテレビ装置におけるメニュー画面の一画面表示例を示す図である。
【図５】図１のテレビ装置におけるメニュー画面の複数画面表示例を示す図である。
【図６】図１のテレビ装置における設定値登録時の問合せ画面の例を示す図である。
【符号の説明】
【０１１２】
１…テレビ装置、３…リモコン、１１…チューナ・復調部、１２…ＴＳデコーダ、１３…
ＡＶデコーダ、１４…ＡＶスイッチ、１５…音声出力部、１６…外部入力部、１７…映像
処理部、１８…不揮発性メモリ、１９…設定データ、２０…優先度データ、２０ａ…優先
度割当データ、２０ｂ…リモコンコード割当データ、２１…制御部、２２…動作設定制御
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部、２３…グラフィックス生成部、２４…重畳部、２５…映像出力部、２６…本体操作部
、２７…リモコン受信部、３０…ＯＦＦボタン、３１…多画面表示ボタン、３２…ＩＤボ
タン、３３…チャンネル選択ボタン、３４…メニュー画面表示ボタン、３５…移動・決定
ボタン、３６…終了ボタン、３７…戻るボタン。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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