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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して映像情報を取得する取得部と、
　放送信号を受信し復調して映像情報を出力するチューナ部と、
　前記取得部又は前記チューナ部から前記映像情報を受け、一方の前記映像情報を出力す
る選択部と、
　前記選択部から供給された前記映像情報を処理することで前記映像情報の再生信号を出
力する処理部と、
　操作に応じて操作信号を出力する操作部と、
　前記処理部が前記ネットワークを介した映像情報を再生している際に、前記操作部から
チャンネル変更信号を受けたとき、前記ネットワークを介した映像情報が有料放送か否か
を検討して、有料放送であると判断した場合、チャンネルを変更するか否かの確認および
チャンネルを変更すると再度視聴する際に改めて課金がされる旨の表示を示す確認画面の
信号を出力し、この確認画面に対してチャンネルを変更する旨の指示信号が前記操作部を
介してあった際に、前記選択部が前記チューナ部からの前記映像情報を選択して出力し、
　前記ネットワークを介した映像情報が有料放送ではないと判断した場合、チャンネルを
変更するか否かの確認画面の信号を出力することなく、前記選択部により前記チューナ部
からの前記映像情報を選択して出力するべく制御する制御部と、を具備することを特徴と
する放送受信装置。
【請求項２】
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　前記制御部は、前記チャンネルを変更する旨の指示信号が前記操作部を介してあった際
に、前記ネットワークを介した前記映像情報が一時停止可能かどうかを判断し、一時停止
可能であれば一時停止を行い、一時停止不可能であれば前記映像情報の再生を中断して各
通信情報を記憶領域に格納し、再び再生の指示があれば、一時停止していた映像情報の再
生を再開し又は前記格納した通信情報に基づいて中断した画面から再び再生を行なうべく
前記映像情報を制御することを特徴とする請求項１記載の放送受信装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記チャンネルを変更する旨の指示信号が前記操作部を介してあった際
に前記映像情報の再生を中断して各通信情報を記憶領域に格納し、再び再生の指示があれ
ば、この格納した通信情報に基づいて中断した画面から再び再生を行なうべく前記映像情
報を制御することを特徴とする請求項１記載の放送受信装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記取得部が取得する前記映像情報は、蓄積型の映像情報か逐次送信型
の映像情報かを判断し、前記蓄積型の映像情報であれば、前記チャンネルを変更する旨の
指示信号が前記操作部を介してあった際に前記映像情報を中断して各通信情報を記憶領域
に格納し、再び再生の指示があれば、この格納した通信情報に基づいて中断した画面から
再び再生を行なうべく制御することを特徴とする請求項１記載の放送受信装置。
【請求項５】
　前記取得部は、インターネットサービスプロバイダに接続するための複数のネットワー
クを介する複数のモデムが接続される複数の通信部に接続されていることを特徴とする請
求項１記載の放送受信装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記ネットワークを介した映像情報が有料放送であると判断した場合、
前記確認画面において、その有料放送の有効時間と現在時刻とを考慮して、現在の課金の
範囲で視聴が可能な時刻について表示することを特徴とする請求項１記載の放送受信装置
。
【請求項７】
　ネットワークを介して映像情報を取得する取得部と、
　映像情報を外部から取り込む入力部と、
　前記取得部又は前記入力部から前記映像情報を受け、一方の前記映像情報を出力する選
択部と、
　前記選択部から供給された前記映像情報を処理することで前記映像情報の再生信号を出
力する処理部と、
　操作に応じて操作信号を出力する操作部と、
　前記処理部が前記ネットワークを介した映像情報を再生している際に、前記操作部から
チャンネル変更信号を受けたとき、前記ネットワークを介した映像情報が有料放送か否か
を検討して、有料放送であると判断した場合、チャンネルを変更するか否かの確認および
チャンネルを変更すると再度視聴する際に改めて課金がされる旨の表示を示す確認画面の
信号を出力し、この確認画面に対してチャンネルを変更する旨の指示信号が前記操作部を
介してあった際に、前記選択部が前記チューナ部からの前記映像情報を選択して出力し、
　前記ネットワークを介した映像情報が有料放送ではないと判断した場合、チャンネルを
変更するか否かの確認画面の信号を出力することなく、前記選択部により前記入力部から
の前記映像情報を選択して出力するべく制御する制御部と、
　を具備することを特徴とする放送受信装置。
【請求項８】
　ネットワークを介して映像情報を取得する取得部と、放送信号を受信し復調して映像情
報を出力するチューナ部と、前記取得部又は前記チューナ部から前記映像情報を受け、一
方の前記映像情報を出力する選択部と、前記選択部から供給された前記映像情報を処理す
ることで前記映像情報の再生信号を出力する処理部と、操作に応じて操作信号を出力する
操作部とを有する放送受信装置において、
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　前記処理部が前記ネットワークを介した映像情報を再生している際に、前記操作部から
チャンネル変更信号を受けたとき、前記ネットワークを介した映像情報が有料放送か否か
を検討して、有料放送であると判断した場合、チャンネルを変更するか否かの確認および
チャンネルを変更すると再度視聴する際に改めて課金がされる旨の表示を示す確認画面の
信号を出力し、この確認画面に対してチャンネルを変更する旨の指示信号が前記操作部を
介してあった際に、前記選択部が前記チューナ部からの前記映像情報を選択して出力し、
　前記ネットワークを介した映像情報が有料放送ではないと判断した場合、チャンネルを
変更するか否かの確認画面の信号を出力することなく、前記選択部により前記チューナ部
からの前記映像情報を選択して出力することを特徴とする放送受信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、放送受信装置に関し、特に、インターネットを介してブロードバンド放送
を受信するテレビジョン装置等の放送受信装置及び放送受信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、インターネットの普及に伴い、通常のテレビジョン受像機においても、インター
ネットを介して取得した映像情報を再生するテレビジョン受像機等が開発され普及しつつ
ある。
【０００３】
　特許文献１には、インターネット上のサイトから映像信号を取得し、これを再生するマ
ルチメディア装置が示されている。
【特許文献１】特開２００５－１３００８７公報。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、この従来技術においては、他のメディア、例えば、テレビ放送のチューナから
の信号と一緒に使用する際の開示がない。例えば、一般に、リモコンのテレビ放送のチャ
ンネルボタンが押された場合、チャンネルボタン番号が示すチャンネルが選局されて、現
在視聴中のメディア（この場合、ブロードバンド放送）が中断されると考えられる。
【０００５】
　しかしながら、一度リモコンのテレビ放送のチャンネルボタンが押されただけで、ブロ
ードバンド放送の視聴が直ちに中断されてテレビ放送に切り替ることが、必ずしも適切な
仕様であるとはいえない。というのは、現状のブロードバンド放送の視聴スタイルでは、
視聴中のブロードバンド放送を一旦終了してしまった後、再びその番組の続きを視聴しよ
うと考えた場合は、すぐさま同じ番組の続きを見ることが出来ず、メニューを数回選択し
たり、視聴し終わったシーンを早送りする等といった煩雑な手順を経なければならないと
いう問題がある。又、有料番組の場合、ユーザが誤ってリモコンの操作ボタンに手が触れ
たことにより、課金された状態でブロードバンド放送が突然中断されてしまい、再度、煩
雑な手順を経た上で番組に戻るときに新たに課金がされてしまう等の問題がある。
【０００６】
　この発明は、ブロードバンド放送の視聴の操作を、他のメディア視聴の操作と共に適切
に行なうことができる放送受信装置及び放送受信方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　課題を解決するための一実施形態は、
　ネットワークを介して映像情報を取得する取得部と、
　放送信号を受信し復調して映像情報を出力するチューナ部と、
　前記取得部又は前記チューナ部から前記映像情報を受け、一方の前記映像情報を出力す
る選択部と、
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　前記選択部から供給された前記映像情報を処理することで前記映像情報の再生信号を出
力する処理部と、
　操作に応じて操作信号を出力する操作部と、
　前記処理部が前記ネットワークを介した映像情報を再生している際に、前記操作部から
チャンネル変更信号を受けたとき、前記ネットワークを介した映像情報が有料放送か否か
を検討して、有料放送であると判断した場合、チャンネルを変更するか否かの確認および
チャンネルを変更すると再度視聴する際に改めて課金がされる旨の表示を示す確認画面の
信号を出力し、この確認画面に対してチャンネルを変更する旨の指示信号が前記操作部を
介してあった際に、前記選択部が前記チューナ部からの前記映像情報を選択して出力し、
　前記ネットワークを介した映像情報が有料放送ではないと判断した場合、チャンネルを
変更するか否かの確認画面の信号を出力することなく、前記選択部により前記チューナ部
からの前記映像情報を選択して出力するべく制御する制御部と、
　を具備することを特徴とする放送受信装置。
【発明の効果】
【０００８】
　チャンネル切換や入力切換等の操作があっても直ちにブロードバンド放送を中断せず、
ユーザの再確認の操作を経た上で、テレビチューナのチャンネルへ切り換える放送受信装
置である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、この発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００１０】
　ここで、図１は、本発明の一実施形態に係る放送受信装置の構成の一例を示すブロック
図、図２は、本発明の一実施形態に係る放送受信装置のリモコンの一例を示す外観図、図
３は、本発明の一実施形態に係る放送受信装置のユーザの選択を促す操作画面の一例を示
す説明図、図４乃至図７は、本発明の一実施形態に係る放送受信装置のユーザの選択を促
す操作画面の一例を示す説明図、図８乃至図１１は、本発明の一実施形態に係る放送受信
装置の切換確認処理の一例を示すフローチャートである。
【００１１】
　＜本発明の一実施形態に係る放送受信装置＞
　以下、この発明の一実施形態に係る放送受信装置の一例を図面を用いて説明する。なお
、この放送受信装置にはハードディスク及び光ディスクの記録再生機能が搭載されている
が、必ずしも記録再生機能は必要ではなく、少なくとも、ブロードバンド放送受信機能と
テレビ放送受信機能（又は外部映像信号入力機能）とを有する放送受信装置であればよい
。
【００１２】
　（構成）
　初めに、図１は、本発明の一実施形態に係る放送受信装置の構成の一例を示すブロック
図である。図１の放送受信装置１０は、２種類のディスクドライブ部を有する。まず、ビ
デオファイルを構築できる情報記録媒体である第１のメディアとしての光ディスクＤを回
転駆動し、情報の読み書きを実行する光ディスクドライブ部１９を有する。又、第２のメ
ディアとしてのハードディスクを駆動するハードディスクドライブ部１８を有する。制御
部３０は、全体の動作を司るべくデータバスを介して各部に接続されている。
【００１３】
　又、図１の放送受信装置１０は、録画側を構成するエンコーダ部２１と、再生側を構成
するＭＰＥＧデコーダ部２３と、装置本体の動作を制御する制御部３０とを主たる構成要
素としている。放送受信装置１０は、入力側のセレクタ１６と出力側のセレクタ１７とを
有している。
【００１４】
　入力側のセレクタ１６には、一例として、外部から映像信号等を取り込む外部入力端子
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９と、光ファイバ経由のモデム５３に接続されるイーサネット（登録商標）等の通信部１
１と、電話回線網経由の端末５４、モデム５５に接続されるイーサネット（登録商標）等
の通信部１１－２とが接続されている。ここで、モデム５３は光ファイバを介してインタ
ーネットサービスプロバイダ５２に、又端末５４も電話回線網を介してインターネットサ
ービスプロバイダ５２に接続され、インターネットサービスプロバイダ５２はインターネ
ットに接続されている。
【００１５】
　更に、この入力側のセレクタ１６には、いわゆる衛星放送（ＢＳ／ＣＳ）チューナ部１
２と、いわゆる地上波チューナ部１３とが接続され、エンコーダ部２１に信号を出力する
。又、ＢＳ／ＣＳチューナ部１２には衛星アンテナが、地上波チューナ部１３には地上波
アンテナが接続されている。又、放送受信装置１０は、エンコーダ部２１、エンコーダ部
２１の出力を受けデータ編集等の所望のデータ処理を行うデータ編集部２０、データ編集
部２０に接続されるハードディスクドライブ部１８、光ディスクドライブ部１９を有して
いる。更に、放送受信装置１０は、ハードディスクドライブ部１８、光ディスクドライブ
部１９からの信号を受けてデコードするＭＰＥＧデコーダ部２３、エンコーダ部２１、バ
ッファ部２２、ＭＰＥＧデコーダ部２３、多重化部２８、分離部２９、制御部３０、ブロ
ードバンド放送制御部４２、予約リストや番組表画像を生成する番組表生成部４３、を有
している。これらの各部は、データバスを介して制御部３０に接続されている。更に、セ
レクタ部１７の出力はモニタ４１に供給され、外部装置との通信を行うインタフェース部
２７を介して、外部装置に供給される。
【００１６】
　更に、放送受信装置１０は、データバスを介して制御部３０に接続され、ユーザの操作
やリモコンＲの操作を受ける操作部３２を有している。ここで、リモコンＲは、放送受信
装置１０の本体に設けられる操作部３２とほぼ同等の操作を可能とするものであり、ハー
ドディスクドライブ部１８や光ディスクドライブ部１９の記録再生指示や、編集指示、又
、チューナの操作、予約録画の設定等、各種設定が可能である。又、ブロードバンド選局
スイッチＢを選択することで、設定されているアドレスのサイトに接続される。
【００１７】
　（動作）
　・基本動作
　このような構成の放送受信装置１０においては、例えば、リモコンＲのブロードバンド
選局スイッチＢを選択することで、制御部３０及びブロードバンド放送制御部４２の制御
下において、通信部１１とモデム５３と光ファイバとＩＳＰ５２とを介し、又は、通信部
１１－２とモデム５４と電話回線網とＩＳＰ５２とを介して、インターネットを経由し、
設定されているアドレスのサイト６１，６２にアクセスする。そして、ブロードバンド放
送サイト６１，６２等から、ブロードバンド放送のコンテンツ情報である映像情報をダウ
ンロードする。なお、ここで、通信部１１，１１－２は、ブロードバンド放送制御部４２
で管理されてブロードバンド放送サイト６１等の種類に応じて、光ファイバ経路と電話回
線網経路とを選択的に使用することが好適である。しかし、どちらか一方の構成であって
も同様にブロードバンド放送の視聴が可能である。
【００１８】
　ダウンロードされた映像情報は、セレクタ部１６を介して供給され、ＭＰＥＧデコーダ
部２３によりデコードされて、音声映像処理部２４に供給され、モニタ４１上に表示可能
な映像音声信号とされて、モニタ４１及びＩ／Ｆ部２７に供給されて表示されるものであ
る。
【００１９】
　更に、ＢＳ／ＣＳチューナ部１２及び地上波チューナ部１３は、操作部３２の操作に応
じて制御部３０の制御下において、ユーザの所望する放送信号を受信し復調して、復調信
号をセレクタ部１６を介してＭＰＥＧデコーダ部２３又は音声映像処理部２４に供給する
。これにより、音声映像処理部２４からは、モニタ４１上に表示可能な映像音声信号とし
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て出力され、モニタ４１及びＩ／Ｆ部２７に供給されて表示されるものである。
【００２０】
　又、更に、このような構成の放送受信装置１０において、光ディスクに例を取って、再
生処理と記録処理の概要を説明すると、制御部３０の制御下において、所定速度に回転さ
れる光ディスクＤは、レーザ光が照射されその反射光が光ピックアップにより検出され、
これに基づく検出信号が出力される。この検出信号に基づいて、ＲＦ信号が生成され、デ
ータの読取処理に続いて再生処理が行われる。
【００２１】
　又、光ディスクの記録処理は、制御部３０の制御下において、例えば図示しない入力部
を介しセレクタ部１６を介して供給されたデータは、エンコーダ部２１に供給され、コー
ド化されて出力される。このコード化出力と制御部３０の出力に応じて、レーザドライバ
の駆動電流が光ピックアップに供給され、光ディスクＤの記憶領域に照射することで、記
録処理が行われるものである。
【００２２】
　＜ブロードバンド放送受信時の動作＞
　次に、本発明の一実施形態に係る放送受信装置におけるブロードバンド放送受信時の各
実施形態について、フローチャートを用いて以下に詳細に説明する。
【００２３】
　（チャンネル切換処理）
　初めに、本発明の一実施形態に係る放送受信装置１０において、通信部１１，１１－２
を用いてブロードバンド放送の視聴中に、リモコンＲのチャンネルボタン（例えば地上波
アナログ、地上波デジタル、ＢＳアナログ、ＢＳデジタルを問わない）が押下された場合
、切換確認画面を表示して確認した後に、所望のチャンネルに切り換える処理について、
図８のフローチャートを用いて説明する。
【００２４】
　初めに、制御部３０及びブロードバンド放送制御部４２の制御下において、ユーザのリ
モコンＲの操作に応じて、インターネット上のブロードバンド放送サイト６１等にアクセ
スし映像情報をダウンロードして、ブロードバンド放送の映像及び音声を再生している状
態であるかどうかが判断される（ステップＳ１１）。この状態で、ユーザは、ブロードバ
ンド放送サイト６１等のブロードバンド放送を視聴しているが、ここでユーザは、故意に
より又は誤ってリモコンＲのチャンネルを押下すると（ステップＳ１１）、この操作信号
が制御部３０又はブロードバンド放送制御部４２に供給される（ステップＳ１２）。
【００２５】
　ここで、制御部３０及びブロードバンド放送制御部４２の制御により、図３に示すよう
な切換確認画面Ｄ１をブロードバンド放送制御部４２等で生成して、モニタ４１に表示す
る（ステップＳ１３）。ここで、ユーザがリモコンＲ等の操作により、切換確認画面Ｄ１
のＹＥＳが押されれば（ステップＳ１４）、ブロードバンド放送を中断する（ステップＳ
１５）。なお、ブロードバンド放送の中断の仕方は様々な形態が考えられこれらは後述す
る。
【００２６】
　そして、与えられたチャンネル情報に応じて、チューナ１２又は１３で選局した放送信
号の出力をセレクタ１６を介してＭＰＥＧデコーダ部２３又は直接、音声映像処理部２４
等に供給して、映像音声信号を再生するものである（ステップＳ１６）。
【００２７】
　又、ステップＳ１４においてＮＯが押されたり、切換確認画面Ｄ１のまま何らの操作も
なくタイムアウトした場合は、現在のブロードバンド放送の画面に戻る。
【００２８】
　このようにリモコンＲのチャンネルボタンが押下される等して、チャンネル変更信号が
供給された場合でも、直ちにブロードバンド放送を中断せずに、切換確認画面Ｄ１で問い
合わせることで、ユーザのチャンネルボタンの誤操作によるその後の煩雑な操作（メニュ
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ーを数回選択したり、視聴し終わったシーンを早送りする等）を回避し、安定した操作環
境を提供することが可能となるものである。
【００２９】
　（チャンネル切換処理と復旧処理）
　次に、その後のブロードバンド放送の復旧処理を含めたチャンネル切換処理を、図９の
フローチャートを用いて以下に詳細に説明する。
【００３０】
　初めに、制御部３０及びブロードバンド放送制御部４２の制御下において、ユーザのリ
モコンＲの操作に応じて、インターネット上のブロードバンド放送サイト６１等にアクセ
スし映像情報をダウンロードして、ブロードバンド放送の映像及び音声を再生している状
態であるかどうかが問われる（ステップＳ１１）。この状態で、ユーザは、ブロードバン
ド放送サイト６１等のブロードバンド放送を視聴しているが、ここでユーザは、故意によ
り又は誤ってリモコンＲのチャンネルを押下し、この操作信号が制御部３０又はブロード
バンド放送制御部４２に供給される（ステップＳ１２）。
【００３１】
　ここで、制御部３０及びブロードバンド放送制御部４２の制御により、図３に示すよう
な切換確認画面Ｄ１をブロードバンド放送制御部４２等で生成して、モニタ４１に表示す
る（ステップＳ１３）。ここで、ユーザがリモコンＲ等の操作により、切換確認画面Ｄ１
のＹＥＳが押されれば（ステップＳ１４）、切換処理に進む。すなわち、ブロードバンド
放送のコンテンツが、一時停止機能をもったビデオオンデマンド機能を用いたビデオオン
デマンド型（蓄積型）のものか、リアルタイムにコンテンツを提供するＴＶ型（逐次送信
型）のもの（又はビデオオンデマンド的なものでも一時停止機能のないもの）かが判断さ
れる（ステップＳ２１）。
【００３２】
　このビデオオンデマンド型（蓄積型）の場合は、ビデオやＤＶＤ（Digital Versatile 
Disk）等と同様に、一時停止や早送り等の操作ができるものである。このため、ユーザが
中断してテレビ放送を選局することを選んだ場合も、一時停止等の機能を使用して次回に
ユーザがブロードバンド放送へ切り替え操作を行った際は、一時停止状態を解除すること
で再生に戻ることができる。
【００３３】
　従って、コンテンツが一時停止機能をもったビデオオンデマンド機能を用いたビデオオ
ンデマンド型のものである場合は、ブロードバンド放送を一時停止する（ステップＳ２２
）。その後、一時停止可能時間をタイムアウトすれば（ステップＳ２３）、一時停止を解
除し、事業者（ＩＰアドレス）、チャンネル、時刻、番組名、出演者名等を記憶する（ス
テップＳ２４）。
【００３４】
　タイムアウトするまではタイムアウトされたかどうかを確認すると共に、リモコンＲ等
のブロードバンド選局スイッチＢが押されたかどうかが確認される（ステップＳ２６）。
【００３５】
　一方、コンテンツがＴＶ型（逐次送信型）の場合は（ステップＳ２１）、一時停止はで
きないため、直ちに事業者（ＩＰアドレス）、チャンネル、時刻、番組名、出演者名等を
記憶する（ステップＳ２５）。そして、同様に、リモコンＲ等のブロードバンド選局スイ
ッチＢが押されたかどうかが確認される（ステップＳ２６－２）。
【００３６】
　ここで、ブロードバンド選局スイッチＢが押されれば（ステップＳ２６、Ｓ２６－２）
、ブロードバンド放送制御部４２等の制御により、図４に示す質問画面Ｄ２を表示して、
中断時点に画面を戻すかどうかを尋ねる（ステップＳ）。ここで、停止されていた画面に
戻すと指示があれば（ステップＳ２８）、中断されたコンテンツを復旧する（ステップＳ
２９）。
【００３７】
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　ここでは、ステップＳ２３でタイムアウトしていなければ、一時停止しているブロード
バンド放送を再開させて、直ちに一時停止位置から再生することができる。又、ステップ
Ｓ２３でタイムアウトしている場合は、ブロードバンド放送制御部４２の制御により、ス
テップＳ２４で記憶していたチャンネル、時刻、番組名、出演者名等に基づいて、再び通
信部１１等を介してブロードバンド放送サイト６１等にアクセスし、所望のブロードバン
ド放送を停止位置から再生する（ステップＳ２９）。ここで、記憶した時刻とは、一時停
止している位置のタイムカウンタ(先頭からどれだけの時間再生したか)の情報を含んでい
る。タイムアウトした後に復旧する場合は、自動的に視聴中だったビデオオンデマンドの
番組を最初から視聴開始し、この記憶しておいたタイムカウンタの位置へ早送りを行う（
ジャンプする）ことで停止位置から再生する。
【００３８】
　又、ステップＳ２８において、停止位置へ画面を戻すかとの質問画面に対してＮＯ又は
タイムアウトした場合は、ブロードバンド放送のホーム画面に戻る（ステップＳ３０）。
ここで、直ちにホーム画面に戻らずに、図５の質問画面Ｄ３を表示することも好適である
。この質問画面Ｄ３に対して“ＹＥＳ”であれば、記憶していたチャンネルに基づいて、
通信部１１等を介してブロードバンド放送サイト６１等にアクセスし、同一チャンネルの
ブロードバンド放送を再生する。この場合は、そのチャンネルのブロードバンド放送が停
止位置からではなく、先頭から再生されることとなる。又、ＮＯであれば、ブロードバン
ド放送のホーム画面に戻る（ステップＳ３０）。
【００３９】
　このような方法によって、本発明に係る放送受信装置１０においては、ブロードバンド
放送視聴中にチャンネル操作や入力切換があれば切換確認画面Ｄ１で確認後に切り換え、
この後切換確認画面に対するユーザの操作に応じてブロードバンド放送を停止位置から再
生するものである。
【００４０】
　又、ステップＳ２６で押下が確認されるスイッチとして、リモコンＲのブロードバンド
選局スイッチＢがあるが、これ以外にも、リモコンＲに図２に示すように復旧スイッチＦ
等を設けておき、ブロードバンド放送が停止の後に、この復旧スイッチＦの押下を検出し
たら、直ちにステップＳ２９に飛ぶことで、ブロードバンド放送の停止位置からの再生を
行なうことが好適である。又、更に、ブロードバンド放送を停止位置から復旧する際に、
ブロードバンド放送の先頭から早送りで再生し、途中に再生ボタンが押されたらこの押さ
れた位置から再生を始めるという機能を更に設けることも好適である。
【００４１】
　（有料放送を考慮したチャンネル切換処理）
　次に、ブロードバンド放送が有料放送である場合を考慮したチャンネル切換処理につい
て、図１０のフローチャートを用いて説明する。基本的に図８のフローチャートと同一で
あるところは説明を省略して、相違個所だけを説明する。
【００４２】
　ステップＳ１２において、ブロードバンド放送制御部４２の制御下において、ユーザが
ブロードバンド放送サイト６１等のブロードバンド放送を視聴しており、ユーザが故意に
より又は誤ってリモコンＲのチャンネルを押下し、この操作信号が制御部３０又はブロー
ドバンド放送制御部４２に供給された場合に、このブロードバンド放送が有料放送かどう
かが問われる（ステップＳ１２－２）。
【００４３】
　ここで有料放送ではなければ、図３のような切換確認画面Ｄ１を表示することなしに、
直ちにステップＳ１５に飛んで、ブロードバンド放送を中断するものである（ステップＳ
１５）。これは、有料放送でなければ、誤ってブロードバンド放送を中断しても、無料放
送と比べて被害は小さく問題ではないとの考えに基づくものであり、これにより、チャン
ネル変更時の煩わしい切換確認画面Ｄ１を省略することができるものである。
【００４４】
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　又、有料番組であれば（ステップＳ１２－２）、図３の切換確認画面Ｄ１を表示するが
、このとき、ブロードバンド放送制御部４２の制御下において、図６の切換確認画面Ｄ４
のように、有料放送なので『一度終了すると、次の視聴では新たな課金がされる』旨をユ
ーザへの注意喚起の意味で表示することが好適である。
【００４５】
　なお、有料放送であっても、月極の有料放送の場合は、直ちにチャンネル変更となって
もユーザに大きな不利益はないと思われるので、１時間２時間等の有料放送やコンテンツ
毎の有料放送だけについて、チャンネル変更指示があると確認画面を表示して確認した上
でチャンネル変更するという方法も好適である。
【００４６】
　又、更に、ブロードバンド放送制御部４２の制御下において、有料放送の放送時間と現
在時刻とを考慮して、図７の切換確認画面Ｄ５のように、有料放送の有効な時間を表示す
るべく『２１：３０までは、追加課金なしで再度視聴ができます』等の表示を行なうこと
が好適である。
【００４７】
　（有料放送を考慮したチャンネル切換処理と復旧処理）
　更に、ブロードバンド放送が有料放送である場合を考慮したチャンネル切換処理と復旧
処理について、図１１のフローチャートを用いて説明する。基本的に図９のフローチャー
トと同一であるところは説明を省略して、相違個所だけを以下に説明する。
【００４８】
　ステップＳ１２において、ブロードバンド放送制御部４２の制御下において、ユーザが
ブロードバンド放送サイト６１等のブロードバンド放送を視聴しており、ユーザが故意に
より又は誤ってリモコンＲのチャンネルを押下し、この操作信号が制御部３０又はブロー
ドバンド放送制御部４２に供給された場合に、このブロードバンド放送が有料放送かどう
かが問われる（ステップＳ１２－２）。
【００４９】
　ここで有料放送ではなければ、図３のような切換確認画面Ｄ１を表示することなしに、
直ちにステップＳ２１に飛んで、コンテンツタイプの判断を行なうものである（ステップ
Ｓ２１）。これは、有料放送でなければ、誤ってブロードバンド放送を中断しても、無料
放送と比べて被害は小さく問題ではないとの考えに基づくものであり、これにより、チャ
ンネル変更時の煩わしい切換確認画面Ｄ１を省略することができるものである。
【００５０】
　又、有料番組であれば（ステップＳ１２－２）、図３の切換確認画面Ｄ１を表示するが
、このとき、ブロードバンド放送制御部４２の制御下において、図６の切換確認画面Ｄ４
のように、有料放送なので『一度終了すると、次の視聴では新たな課金がされる』旨をユ
ーザへの注意喚起の意味で表示することが好適である。
【００５１】
　又、更に、ブロードバンド放送制御部４２の制御下において、有料放送の放送時間と現
在時刻とを考慮して、図７の切換確認画面Ｄ５のように、有料放送の有効な時間を表示す
るべく『２１：３０までは、追加課金なしで再度視聴ができます』等の表示を行なうこと
が好適である。
【００５２】
　又、更に、図８乃至図１１のフローチャートが示す実施形態においては、チューナ部１
２，１３のチャンネル変更の際の切換操作について説明しているが、本発明の実施形態は
チャンネル変更の場合に限らず、図１の外部入力端子９から供給される映像信号への切換
操作に対しても、切換確認画面Ｄ１等を表示して確認するものである。これにより例えば
有料放送であるブロードバンド放送を視聴中に、突然、リモコンＲ等の外部入力ボタンが
押下されても、切換確認画面Ｄ１等を表示しこれに対するユーザの操作があった場合だけ
切り換えるため、煩雑な復旧操作や有料放送の課金を無駄にするという不具合を回避する
ことができる。
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　以上記載した様々な実施形態により、当業者は本発明を実現することができるが、更に
これらの実施形態の様々な変形例を思いつくことが当業者によって容易であり、発明的な
能力をもたなくとも様々な実施形態へと適用することが可能である。従って、本発明は、
開示された原理と新規な特徴に矛盾しない広範な範囲に及ぶものであり、上述した実施形
態に限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の一実施形態に係る放送受信装置の構成の一例を示すブロック図。
【図２】本発明の一実施形態に係る放送受信装置のリモコンの一例を示す外観図。
【図３】本発明の一実施形態に係る放送受信装置のユーザの選択を促す操作画面の一例を
示す説明図。
【図４】本発明の一実施形態に係る放送受信装置のユーザの選択を促す操作画面の一例を
示す説明図。
【図５】本発明の一実施形態に係る放送受信装置のユーザの選択を促す操作画面の一例を
示す説明図。
【図６】本発明の一実施形態に係る放送受信装置のユーザの選択を促す操作画面の一例を
示す説明図。
【図７】本発明の一実施形態に係る放送受信装置のユーザの選択を促す操作画面の一例を
示す説明図。
【図８】本発明の一実施形態に係る放送受信装置の切換確認処理の一例を示すフローチャ
ート。
【図９】本発明の一実施形態に係る放送受信装置の切換確認処理の他の一例を示すフロー
チャート。
【図１０】本発明の一実施形態に係る放送受信装置の切換確認処理の他の一例を示すフロ
ーチャート。
【図１１】本発明の一実施形態に係る放送受信装置の切換確認処理の他の一例を示すフロ
ーチャート。
【符号の説明】
【００５５】
　１１…通信部、１１－２…通信部、１２…ＢＳ／ＣＳチューナ部、１３…地上波チュー
ナ部、Ｒ…リモコン、３２…操作部、４２…ブロードバンド放送制御部。
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