
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ダブルデッキＶＣＲとＣＤ－カラオケシステム一体型ダブル／ワイドＴＶ受像機

を用いた制御方法は、
　ダブル／ワイドＴＶ受像機の画面上 に

をディスプレイ
する第１段階と、

　前記第１段階でディスプレイされる送信グラフィック上で所定のブロックを選択し、該
選択されたブロックの制御命令グラフィックをダブル／ワイドＴＶ受像機の画面上にディ
スプレイする第２段階と、
　前記第２段階でディスプレイされる制御命令グラフィック上のカーソルの位置を移動さ
せて所定の制御命令を入力する第３段階と、
　前記第３段階から入力される所定の制御命令に当たる動作を行う第４段階と、
　前記第４段階で所定の制御命令が完了されれば送信グラフィックをダブル／ワイドＴＶ
受像機の画面にディスプレイし、キー入力を待機する第５段階と、
　簡便送信機の送信機画面キーが入力されればプログラムを終了させ、その外の選択キー
が入力されれば第２段階に戻る第６段階と
　を含むことを特徴とするダブルデッキＶＣＲとＣＤ－カラオケシステム一体型ダブル／
ワイドＴＶ受像機における を用いた制御方法。
【発明の詳細な説明】
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を制御
する簡便送信機のグラフィック

の左右画面のうちのいずれかの一方の画面 前記簡
便送信機のグラフィック し、他方の画面にＴＶ放送の映像、ＣＤ－カラオ
ケの再生映像またはビデオテープの再生映像をディスプレイ

簡便送信機のグラフィック



【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明はダブルデッキＶＣＲ及びＣＤ－カラオケシステムを内蔵したダブル／ワイド方
式のＴＶ を用いたダブル／ワイド方式のＴＶ受像機
の制御方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ダブルデッキＶＣＲは二つのＶＣＲの一体化した構造を有するものであり、それぞれのＶ
ＣＲを別個に再生することができ、特に、一方のＶＣＲから再生される信号を他方のＶＣ
Ｒに記録する、所謂複写機能が行える。
一方、ダブル／ワイド方式のＴＶ受像機は、映像信号を１６：９の縦横比を有するワイド
画面上にディスプレイさせることができ、ワイド画面を左右に半分して相異なる信号源か
ら入力された二つの映像信号を同時にディスプレイさせる方式のＴＶ受像機である。また
、ＴＶを視聴すると共にＶＣＲ、レーザーディスクプレイヤ又はＣＤ－カラオケなどの外
部映像再生装置から再生された映像信号が視聴できる長所がある。
【０００３】
したがって、別途の各ダブルデッキＶＣＲとＣＤ－カラオケシステム部をダブル／ワイド
方式のＴＶとケーブルを通して相互電気的に接続させて使用すれば、ＴＶ受像機に入力さ
れた映像信号とダブルデッキＶＣＲから再生された映像信号を同時に視聴したり、受信さ
れた映像信号を視聴しながらビデオテープに記録させたり、一方のビデオテープから再生
される信号を視聴しながら他方のビデオテープに記録させたり、前記ＶＣＲから再生され
る信号を視聴しながらＣＤ－カラオケシステム部の背景映像信号を視聴しながら音楽を聞
いたり、歌を歌ったりするなどの多様な動作が可能であるということは容易に推測できる
。
【０００４】
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を制御する簡便送信機のグラフィック

　しかしながら、ＴＶ受像機に受信された映像信号をＶＣＲを通して記録させようとする
場合には、まずＴＶ受像機の外部出力端子とＶＣＲの外部入力端子とをケーブルで接続さ
せ、ＴＶ受像機を操作して記録させようとする映像信号が受信されるチャンネルを選択し
、そしてＶＣＲを操作して録画モードが行われるように操作すべきである。
　反対にＶＣＲから再生された映像信号をＴＶ受像機を通して視聴しようとする場合には
、まずＶＣＲの外部出力端子とＴＶ受像機の外部入力端子とを接続させたり、ＶＣＲのＲ
Ｆ出力端子とＴＶ受像機のアンテナ入力端子とを接続させ、ＶＣＲを操作して再生モード
で行わせ、ＴＶ受像機を操作して外部映像信号受信モードで行わせたり、所定のチャンネ
ルを選局させなければならない。
　また、ＣＤ－カラオケシステム部の映像信号をダブル／ワイドＴＶ受像機を通して再生
させようとする場合にもＣＤ－カラオケシステム部の外部出力端子とＴＶ受像機の外部入
力端子とを接続させるべきである。映像機器の外部入出力端子は通常に胴体の背面に設け
られているので、その端子を電気的に接続するためには、映像機器を設置位置から移動さ
せたり、使用者が映像機器の設置位置の背面に入って作業しなければならない。
　映像機器間の電気的な接続が保たれている状態でもそれぞれの機器を適切な手順で操作
しなければ所望の結果が期待できず、このために使用者がそれぞれの機器を操作すること
にある程度の熟練度を要する。特に、二つの映像信号を同時に処理することができるダブ
ル／ワイド方式のＴＶ受像機とダブルデッキＶＣＲを相互電気的に接続させて多様な動作
を行わせしめるためには一般のＴＶ受像機とＶＣＲを接続させて使用する時よりはるかに
多いケーブルと高度の熟練された操作が必要である。
　したがって、このような問題点を解決するためにダブルデッキＶＣＲとＣＤ－カラオケ
システム部をダブル／ワイド方式のＴＶ受像機に一体化させて一つの胴体に収納させるこ
とにより設置空間の最適化を図るだけでなく、各機器をケーブルを介して接続させること
により派生しうる各種の複雑な操作を単純に操作及び処理しうるダブルデッキＶＣＲとＣ
Ｄ－カラオケシステム部一体型ダブル／ワイドＴＶ受像機が開発された。



【００１２】
【課題を解決するための手段】
　前記の目的を達成するために本発明のダブルデッキＶＣＲとＣＤ－カラオケシステム一
体型ダブル／ワイドＴＶ受像機を制御する を用いた制御方法は
、ダブル／ワイドＴＶ受像機の画面上 に

をディスプレイ
する第１段階と、前記第１段

階でディスプレイされる送信グラフィック上で所定のブロックを選択し、該選択されたブ
ロックの制御命令グラフィックをダブル／ワイドＴＶ受像機の画面上にディスプレイする
第２段階と、前記第２段階でディスプレイされる制御命令グラフィック上のカーソルの位
置を移動させて所定の制御命令を入力する第３段階と、前記第３段階から入力される所定
の制御命令に当たる動作を行う第４段階と、前記第４段階で所定の制御命令が完了されれ
ば送信グラフィックをダブル／ワイドＴＶ受像機の画面にディスプレイし、キー入力を待
機する第５段階と、簡便送信機の送信機画面キーが入力されればプログラムを終了させ、
その外の選択キーが入力されれば第２段階に戻る第６段階とを含むことを特徴とする。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、添付した図面に基づいて本発明をさらに詳細に説明する。
図１は本発明によるダブルデッキＶＣＲとＣＤ－カラオケシステム部一体型ダブル／ワイ
ドＴＶ受像機の概略構成を示すブロック図である。
図１に示した装置は、アンテナ１０、ＴＶ信号受信部１２、Ａ／Ｖ信号選択部１４、ビデ
オ信号処理部１６、ＣＲＴ駆動部１８、ＣＲＴ２０、オーディオ信号処理部２２、左右ス
ピーカー２４，２６、ダブルデッキＶＣＲ２８及びＣＤ－カラオケシステム部２９、ＴＶ
受像機制御部３０、ダブルデッキＶＣＲ制御部３２、マスター制御部３４とを備える。
【００１５】
ＴＶ信号受信部１２はアンテナ１０を通して入力された映像信号を発生する第１及び第２
チューナー１２０，１２２と、第１及び第２チューナー１２０，１２２から発生された映
像信号を受信して所定の第１及び第２Ａ／Ｖ信号ＡＶ１，ＡＶ２を発生する第１及び第２
復調部１２４，１２６とを含む。
ビデオ信号処理部１６は、Ａ／Ｖ信号選択部１４で選択された左右画面ビデオ信号をそれ
ぞれ受信し、受信された信号を輝度／色度信号に分離させて出力する第１及び第２コーム
フィルタ１６０，１６２と、第１及び第２コームフィルタ１６０，１６２から出力される
第１輝度／色度信号、第２輝度／色度信号をダブル／ワイド処理して第３輝度／色度信号
として出力するダブル／ワイド処理部１６４と、ダブル／ワイド処理部１６４から出力さ
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　また、最近には各種のＡ／Ｖ製品の複合化及びその機能の多様化により、別途の制御ボ
タンが多く要すると共に、外観のデザインが簡素化される傾向により大部分の機能を制御
するボタンが送信機に別途に取り付けられる。しかしながら、Ａ／Ｖ複合製品を制御する
送信機に異常が発生すれば、Ａ／Ｖ複合製品が制御できなくなる問題点が発生する。また
、Ａ／Ｖ複合製品は各種の多様な機能があるので、使用に不便である。
【発明が解決しようとする課題】
　本発明は前記の点を鑑みて別途の簡便送信機を構想するようになり、平常時は電源／チ
ャンネル／音量などの頻繁に使用する入力キーのみを使用し、送信機画面キーを入力する
ようになると、ダブル／ワイドＴＶ受像機の画面がダブル／ワイド状態になり、一方の画
面に簡便送信機のグラフィック（以下、送信グラフィックともいう）がディスプレイされ
、スクリーン上に位置されたカーソルを移動させることにより所望の制御が可能になる。
　したがって、本発明の目的はダブルデッキＶＣＲとＣＤ－カラオケシステム一体型ダブ
ル／ワイドＴＶ受像機を制御することにおいて、簡便送信機を用いて送信グラフィックを
ＴＶ画面にディスプレイさせた後、画面上にディスプレイされた送信グラフィックの所定
のキーを選択することにより制御する簡便送信機のグラフィックを用いた制御方法を提供
することにある。

簡便送信機のグラフィック
の左右画面のうちのいずれかの一方の画面 前記簡

便送信機のグラフィック し、他方の画面にＴＶ放送の映像、ＣＤ－カラオ
ケの再生映像またはビデオテープの再生映像をディスプレイ



れる第３輝度／色度信号をマトリックス処理してＲＧＢ信号を発生するマトリックス部１
６６とを備える。
【００１６】
ダブルデッキＶＣＲ２８は、第３及び第４オーディオ／ビデオ信号ＡＶ３，ＡＶ４を発生
したり、Ａ／Ｖ信号選択部１４から出力される第５及び第６Ａ／Ｖ信号ＡＶ５，ＡＶ６を
入力されてビデオテープに記録する第１及び第２ＶＣＲ２８０，２８２と、前記第１及び
第２ＶＣＲ２８０，２８２の複写を制御する複写制御部２８４とを具備する。
【００１７】
ダブルデッキＶＣＲ制御部３２は第２マイクロプロセッサ３２０、第２ＲＯＭ３２４及び
第３マイクロプロセッサ３２２を含む。
ＴＶ受像機制御部３０は、マスターマイクロプロセッサ３４０の制御を受けて第１及び第
２チューナー１２０，１２２、ダブル／ワイド処理部１６４、オーディオ信号処理部２２
及びＯＳＤ３０４を制御する第１マイクロプロセッサ３００と、第１マイクロプロセッサ
３００で制御する制御プログラムの収録された第１ＲＯＭ３０２と、ＯＳＤ３０４及びマ
スターＯＳＤ３４４を選択切替えるＯＳＤ選択部３０６とを含む。
【００１８】
ＣＤ－カラオケシステム部２９は、Ａ／Ｖ信号選択部１４から出力される第７Ａ／Ｖ信号
ＡＶ７を受信して第８Ａ／Ｖ信号ＡＶ８を発生させてＡ／Ｖ信号選択部１４に入力させる
ＣＤ－カラオケ２９２と、マスターマイクロプロセッサ３４０の制御を受けてＣＤ－カラ
オケ２９２を制御する第４マイクロプロセッサ２９４と、第４マイクロプロセッサ２９４
で制御する制御プログラムの収録された第４ＲＯＭ２９６とを含む。
【００１９】
マスター制御部３４はマスターマイクロプロセッサー３４０、第３ＲＯＭ３４２及びマス
ターＯＳＤ３４４を具備する。
図１に示した装置の動作を詳細に説明する。ＴＶ信号受信部１２はアンテナ１０を通して
入力された放送信号を復調して第１及び第２Ａ／Ｖ信号ＡＶ１，ＡＶ２を出力する。一方
、ダブルデッキＶＣＲ２８はそれぞれの第１，第２ＶＣＲ２８０，２８２から再生された
第３，第４Ａ／Ｖ信号ＡＶ３，ＡＶ４を出力する。ＣＤ－カラオケシステム部２９は第８
Ａ／Ｖ信号ＡＶ８を発生する。
【００２０】
ＴＶ信号受信部１２、ダブルデッキＶＣＲ２８及びＣＤ－カラオケシステム部２９から出
力されるＡ／Ｖ信号ＡＶ１，ＡＶ２，ＡＶ３，ＡＶ４，ＡＶ８はＡ／Ｖ信号選択部１４に
提供される。
Ａ／Ｖ信号選択部１４は複数のＡ／Ｖ信号ＡＶ１，ＡＶ２，ＡＶ３，ＡＶ４，ＡＶ８を選
択的に組み合わせて左右画面ビデオ信号、左右画面オーディオ信号、第５，第６，第７Ａ
／Ｖ信号として出力する。
【００２１】
図２は図１に示したＡ／Ｖ信号選択部１４のさらに具体的な構成を示すブロック図である
。図２に示した装置はビデオ信号選択部１４０とオーディオ信号選択部１４２を具備する
。
ビデオ信号選択部１４０は第１乃至第４ビデオ信号と第８ビデオ信号を受信し、これらを
選択的に組み合わせて左右画面ビデオ信号、第５ビデオ信号、そして第６ビデオ信号及び
第７ビデオ信号を出力する。
【００２２】
出力されるビデオ信号のパターンは、マスター制御部３４からビデオ信号選択部１４０に
提供されるビデオ信号選択信号により決められる。
オーディオ信号選択部１４２は第１乃至第４オーディオ信号と第８オーディオ信号を受信
し、これらを選択的に組み合わせて左右画面オーディオ信号、第５オーディオ信号、そし
て第６オーディオ信号及び第７オーディオ信号を出力する。この場合にも、マスター制御
部３４からオーディオ信号選択部１４２にオーディオ信号選択信号が提供されてオーディ
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オ信号のパターンが決められる。
【００２３】
機器の凡用性を提供するために追加に外部から提供されるＡ／Ｖ信号の入力を許容したり
、内部で発生されたＡ／Ｖ信号を外部に出力することを許容することが可能である。
図３は図２に示したＡ／Ｖ信号選択部の他の実施例を示すブロック図である。図３に示し
た装置は外部から入力されるＡ／Ｖ信号のために余分のＡ／Ｖ信号入力端子を追加に備え
、かつ、内部Ａ／Ｖ信号を外部に出力するために余分のＡ／Ｖ信号出力端子を備える。
【００２４】
ビデオ信号処理部１６はＡ／Ｖ信号選択部１４から提供される左右画面ビデオ信号をダブ
ル／ワイド処理して出力する。二つの映像信号を一つの画面に同時にディスプレイさせる
ためには結合前の各映像信号の水平操作周期と結合された映像信号の水平及び垂直走査周
期とを合わせる必要がある。ここで、結合される二つの映像信号の水平及び垂直走査周期
は同一であると仮定する。水平及び垂直走査周期が相異なる場合は特別な処理が求められ
る。これについての技術はＮＴＳＣ／ＰＡＬ，ＨＤ／ＮＴＳＣコンバータなどに適用され
ている。
【００２５】
結合された映像信号の走査周期はメモリ（図示せず）を用いて調節される。このためにビ
デオ信号は第１及び第２コームフィルタ１６０，１６２を通して輝度／色信号に分離され
、ディジタル変換されてメモリに記録される。メモリの読み出し速度を調整することによ
り出力される映像信号の走査周期を決めることができる。
【００２６】
図４は図１に示したダブル／ワイド処理部１６４の詳細な構成を示すブロック図である。
図４に示した装置は、第１，第２アナログ／ディジタル変換器４００，４０２、第１，第
２フレームメモリ４０４，４０６、第１，第２記録アドレス発生部４０８，４１０、読み
出しアドレス発生部４１２、第１，第２ディジタル／アナログ変換部４１４，４１６、左
右画面スイッチング部４１８及び偏向部４２０とを具備する。
【００２７】
図４に示した装置の動作を詳細に説明する。第１，第２記録アドレス発生部４０８、４１
０はそれぞれ左右画面ビデオ信号の走査速度と同一な記録速度を有する記録アドレスを発
生する。第１，第２アナログ／ディジタル変換器４００，４０２によりディジタル変換さ
れたビデオ信号は第１，第２フレームメモリ４０４，４０６に記録される。この際、第１
，第２フレームメモリ４０４，４０６への記録速度はそれぞれ左右画面ビデオ信号の走査
速度と同一である。
【００２８】
読み出しアドレス発生部４１２は左右画面ビデオ信号の走査速度の２倍に当たる読み出し
速度を有する読み出しアドレスを発生する。したがって、フレームメモリ４０４，４０６
における読み出し速度はそれぞれ左右画面ビデオ信号の走査速度の２倍に当たる。
映像信号の水平走査周期を前半部と後半部に分け、前半部では第１フレームメモリ４０４
に記録されたビデオ信号を読み出し、後半部では第２フレームメモリ４０６に記録された
ビデオ信号を読み出すが、ビデオ信号が各ビデオ信号の記録速度の２倍に当たる速度で読
み出すと、二つの映像信号は一つの映像信号として結合されて出力される。
【００２９】
図５はフレームメモリ４０４，４０６の記録及び読み出し動作を概念的に示す図面である
。実線ａ，ｂは記録動作を、点線ｃは読み出し動作を示す。図５の実線で示されたように
、各々のビデオ信号は互いに別個にフレームメモリ４０４，４０６に記録され、その記録
速度は各ビデオ信号の走査速度と同一である。ビデオ信号が二つのフレームメモリ４０４
，４０６に記録された後、ビデオ信号はフレームメモリにかかわらずに連続的に読み出さ
れるが、その読み出し速度は記録速度の二倍である。
【００３０】
これにより、各々のビデオ信号を記録する速度と記録された二つのビデオ信号を連続的に
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読み出すときの速度が同一になり、二つのビデオ信号の結合されたビデオ信号を得ること
ができる。
図４の左右画面スイッチング部４１８は第１，第２のフレームメモリ４０４，４０６から
読み出された信号のスイッチングの手順を変えることにより、画面上で左右画面を反転さ
せる。
【００３１】
図１のＣＲＴ駆動部１８はビデオ信号処理部１６から出力されるＲＧＢ信号によりＣＲＴ
２０を駆動して映像信号を示せしめる。
オーディオ信号処理部２２はＡ／Ｖ信号選択部１４から提供される左右画面オーディオ信
号をサラウンド、スピーカー／ヘッドフォン選択処理などを行って左右スピーカー２４，
２６に提供する。ここでは、左右スピーカーを通して左右画面のビデオ信号に対応するオ
ーディオ信号を出力したり、左画面のビデオ信号に対応するオーディオ信号を左右スピー
カーに出力し、右画面のビデオ信号に対応するオーディオ信号をヘッドフォン出力端子に
出力するなどの選択操作が可能である。
【００３２】
ダブルデッキＶＣＲ２８は二つのＶＣＲ２８０，２８２から再生されたＡ／Ｖ信号をＡ／
Ｖ信号選択部１４に提供したり、Ａ／Ｖ信号を選択部１４から提供される第５，第６Ａ／
Ｖ信号を各ＶＣＲ２８０，２８２を通して同時に、或いは、それぞれ記録したり、一方の
ＶＣＲから再生されたＡ／Ｖ信号を他方のＶＣＲを通して記録する。
【００３３】
ここで、第１ＶＣＲ２８０はＶＨＳ方式のＶＣＲであり、第２ＶＣＲ２８２は８ｍｍ方式
のＶＣＲである。したがって、ムービーカメラなどに広く普及されている８ｍｍのテープ
を収用するだけでなく、８ｍｍ／ＶＨＳ方式間の変更が容易になる。
ＴＶ受像機制御部３０はキー入力部３６、遠隔制御装置３８又は入／出力信号切替部３４
６の操作により入力された命令に応答してチューナー１２０，１２２、ビデオ信号処理部
１６を制御する。ＴＶ受像機制御部３０は第１，第２チューナー制御信号Ｔ１，Ｔ２を発
生させてチューナー１２０，１２２の選局動作を制御する。各々のチューナーにより相異
なる放送チャンネルを指定することにより同時に二つのチャンネルを視聴することができ
る。
【００３４】
一方、ＴＶ受像機制御部３０はダブル／ワイド制御信号及び左右反転信号を発生させてビ
デオ信号処理部１６を制御する。ＴＶ受像機制御部３０の第１ＲＯＭ３０２にはＴＶ受像
機の制御に必要なプログラムが収録されている。第１マイクロプロセッサ３００は第１Ｒ
ＯＭ３０２に記録されたプログラムにより制御動作を行い、使用者インターフェースのた
めの文字信号を第１ＯＳＤ３０４を通して発生させる。
【００３５】
ＯＳＤ切替部３０６はＯＳＤ３０４から発生されたＯＳＤ信号又はマスター制御部３４か
ら発生されたＯＳＤ信号のうち一つを選択してＣＲＴ駆動部１８に提供する。ＣＲＴ駆動
部１８は提供されるＯＳＤ信号とＲＧＢ信号とが重畳された信号に応じてＣＲＴ２０を駆
動する。
ダブルデッキＶＣＲ制御部３２は二つのマイクロプロセッサ３２０，３２２を含む。その
うちの一つは第１ＶＣＲ２８０のためのものであり、もう一つは第２ＶＣＲ２８２のため
のものである。ここで、第２ＶＣＲ２８２を制御する第３マイクロプロセッサ３２２は第
１ＶＣＲ２８０を制御する第２マイクロプロセッサ３２０に従属されて動作する。すなわ
ち、第２マイクロプロセッサ３２０はマスター制御部３４により直接的に制御されるが、
第３マイクロプロセッサ３２２はマスター制御部３４の指令を第２マイクロプロセッサ３
２０を通して伝達されたり、第２マイクロプロセッサ３２０の制御により動作される。
【００３６】
これは８ｍｍ方式の第２ＶＣＲ２８２がＶＨＳ方式の第１ＶＣＲ２８０に比べて使用度が
低く、主にムービーカメラにより記録された信号を再生する用途として使用されるという
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ことを鑑みてマスター制御部３４で直接第３マイクロプロセッサ３２２を制御する代わり
に第２マイクロプロセッサ３２０にして制御せしめることによりマスター制御部３４の負
担を軽減させるためである。
【００３７】
マスター制御部３４はキー入力部３６と遠隔制御装置３８又は入／出力信号切替部３４６
を通して入力された操作命令に応じて所定の動作が正しく行われるようにＴＶ受像機制御
部３０、ダブルデッキＶＣＲ制御部３２、Ａ／Ｖ信号選択部１４を制御する。
マスター制御部３４の第３ＲＯＭ３４２には各種の制御に必要なプログラムが収録されて
いる。マスターマイクロプロセッサ３４０は第３ＲＯＭ３４２に記録されたプログラムに
より制御動作を行い、使用者インターフェースのための文字信号をマスターＯＳＤ３４４
を通して発生させる。
【００３８】
マスター制御部３４はＡ／Ｖ選択信号（ＡＶ ＳＥＬ）を発生してＡ／Ｖ信号選択部１４
を制御し、ビデオ信号処理部１６、オーディオ信号処理部２２、そして、ダブルデッキＶ
ＣＲ２８に所定の動作に適合な信号を提供させる。
ダブルデッキＶＣＲとＣＤ－カラオケシステム部一体型のダブル／ワイドＴＶ受像機には
入／出力信号が多いので、使用者が入／出力信号の選択を適切に行えるようにＯＳＤを通
した使用者インターフェースが大事である。これにより、使用者インターフェース機能を
強化させるために、マスター制御部３４に専用のＯＳＤを設けた。
【００３９】
図６（Ａ）は本発明によるダブルデッキＶＣＲとＣＤ－カラオケシステム一体型ダブル／
ワイドＴＶ受像機を制御するための簡便送信機を示した図面であり、図６（Ｂ）は図６（
Ａ）に示した簡便送信機の操作によりダブル／ワイドＴＶ受像機にディスプレイされた送
信グラフィックを示した図である。
図７は本発明によるダブルデッキＶＣＲとＣＤ－カラオケシステム一体型ダブル／ワイド
ＴＶ受像機における送信グラフィックを用いた制御方法を示したフローチャートであって
、図１のマスターマイクロプロセッサ３４０の制御動作を説明するフローチャートである
。
【００４０】
以下、図１乃至図７に基づき本発明によるダブルデッキＶＣＲとＣＤ－カラオケシステム
一体型ダブル／ワイドＴＶ受像機における送信グラフィックを用いた制御方法を説明する
。
ダブルデッキＶＣＲとＣＤ－カラオケシステム一体型ダブル／ワイドＴＶ受像機の電源が
印加されている状態で図６（Ａ）に示した簡便送信機に装着された送信機画面キー６０を
押すと、図１に示したマスターマイクロプロセッサ３４０に送信機画面キーが入力される
。
【００４１】
この際、マスターマイクロプロセッサ３４０は“送信機画面キー６０”が入力されたか否
かを判断し（段階６００）、送信機画面キーが入力されたら送信グラフィックをダブル／
ワイドＴＶ受像機の画面（以下、画面という）にディスプレイする（段階６０１）。
ダブル／ワイドＴＶ受像機の画面がダブル／ワイド状態の場合には、ダブル／ワイドの右
側に送信機の全体画面（送信グラフィック）がディスプレイされ、ダブル／ワイドの左側
にＴＶ放送、ＣＤ－カラオケ映像信号又はビデオテープが再生される。一方、一般のワイ
ド画面の場合には、自動ダブル／ワイド画面に転換されながらダブル／ワイドの右側に送
信機の全体画面（送信グラフィック）がディスプレイされ、ダブル／ワイドの左側にＴＶ
放送、ＣＤ－カラオケ映像信号又はビデオテープが再生される。
【００４２】
送信グラフィックがダブル／ワイド画面にディスプレイされれば、使用者は簡便送信機を
用いて調整しようとする別個の製品（すなわち、ダブル／ワイドＴＶ受像機、８ｍｍ／Ｖ
ＨＳ　ＶＣＲ又はＣＤ－カラオケシステム）を制御するための所定のブロック制御キー６
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１，６２，６３，６４を押す。
この際、ダブル／ワイドＴＶ受像機の画面上には選択されたブロックの制御命令グラフィ
ックがディスプレイされ、使用者は簡便送信機のチャンネル／音響調整キー６５と選択キ
ー６６を用いて画面上にディスプレイされた制御命令グラフィックでカーソル位置を調整
して制御命令を入力する。
【００４３】
ダブルデックＶＣＲとＣＤ－カラオケシステム一体型ダブル／ワイドＴＶ受像機に制御命
令の入力が完了されれば、簡便送信記の送信機画面キー６０を入力してプログラムを終了
する。
さて、マスターマイクロプロセッサ３４０の制御を説明する。送信機画面キー信号６０が
入力されたかを判断し（段階６００）、送信機画面キー６０が入力されれば、送信グラフ
ィックをダブル／ワイドＴＶ受像機画面上にディスプレイする（段階６０１）。
【００４４】
送信グラフィックがダブル／ワイド画面にディスプレイされれば、使用者が調整しようと
する別個の製品（すなわち、ダブル／ワイドＴＶ受像機、８ｍｍ／ＶＨＳ　ＶＣＲ又はＣ
Ｄ－カラオケシステム）を制御するための所定のブロック制御キー６１，６２，６３，６
４が入力されたか否かを判断する（段階６０２）。所定のブロック制御キー６１，６２，
６３，６４の入力によりダブル／ワイドＴＶ受像機、８ｍｍ／ＶＨＳ　ＶＣＲ又はＣＤ－
カラオケシステムの制御命令グラフィックを画面にディスプレイした後（段階６０３）、
制御命令グラフィック上のカーソルの位置を調整して制御命令を入力する（段階６０４）
。マスターマイクロプロセッサ３４０は入力された制御命令を行い（段階６０５）、命令
に当たる動作が終わると（段階６０６）、送信グラフィックを画面にディスプレイする（
段階６０７）。簡便送信機の送信機画面キー６０が入力されれば（段階６０８）プログラ
ムが終わり、その他の機能キーが入力されれば入力された機能キーに当たる動作が行われ
る（段階６０３）。
【００４５】
【発明の効果】
前述したように本発明ではダブルデッキＶＣＲとＣＤ－カラオケシステム部をダブル／ワ
イドＴＶ受像機に内蔵させ、これを総括的に制御しうるＡ／Ｖシステムを具現することに
より、使用者の多様な要求を満たして製品の付加価値を向上させる。
【００４６】
かつ、ダブルデッキＶＣＲとＣＤ－カラオケシステム一体型ダブル／ワイドＴＶ受像機に
異常が発生した場合、別途の簡便送信機を使用して送信グラフィックを画面上にディスプ
レイすることにより、本製品を容易に制御することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明によるダブルデッキＶＣＲとＣＤ－カラオケシステム部一体型ダブル／ワ
イドＴＶ受像機の構成を示すブロック図である。
【図２】図１に示したＡ／Ｖ信号選択部の詳細な構成を示すブロック図である。
【図３】図１に示したＡ／Ｖ信号選択部の他の構成を示すブロック図である。
【図４】図１に示したダブル／ワイド処理部の詳細な構成を示すブロック図である。
【図５】図４に示した装置の動作を概念的に示すための図である。
【図６】（Ａ）は本発明によるダブルデッキＶＣＲとＣＤ－カラオケシステム一体型ダブ
ル／ワイドＴＶ受像機を制御するための簡便送信機を示した図であり、（Ｂ）は（Ａ）に
示した簡便送信機の操作によりダブル／ワイドＴＶ受像機にディスプレイされた送信グラ
フィックを示した図である。
【図７】本発明によるダブルデッキＶＣＲとＣＤ－カラオケシステム一体型ダブル／ワイ
ドＴＶ受像機において送信グラフィックを用いた制御方法を示したフローチャートである
。
【符号の説明】
１０　アンテナ
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１２　ＴＶ信号受信部
１４　Ａ／Ｖ信号選択部
１６　ビデオ信号処理部
１８　ＣＲＴ駆動部
２０　ＣＲＴ
２２　オーディオ信号処理部
２４，２６　左右スピーカー
２８　ダブルデッキＶＣＲ
２９　ＣＤ－カラオケシステム部
３０　ＴＶ受像機制御部
３２　ダブルデッキＶＣＲ制御部
３４　マスター制御部
３６　キー入力部
３８　遠隔制御装置
１２０，１２２　第１及び第２チューナー
１２４，１２６　第１及び第２復調部
１６０，１６２　第１及び第２コームフィルタ
１６４　ダブル／ワイド処理部
１６６　マトリックス部
２８０，２８２　第１及び第２ＶＣＲ
２８４　複写制御部
２９２　ＣＤ－カラオケ
２９４　第４マイクロプロセッサ
２９６　第４ＲＯＭ
３００　第１マイクロプロセッサ
３０２　第１ＲＯＭ
３０４　第１ＯＳＤ
３０６　ＯＳＤ切替部
３２０，３２２　マイクロプロセッサ
３２４　第２ＲＯＭ
３４０　マスターマイクロプロセッサ
３４２　第３ＲＯＭ
３４４　マスターＯＳＤ
３４６　入／出力信号切替部

10

20

30

(9) JP 3698221 B2 2005.9.21



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

(10) JP 3698221 B2 2005.9.21



【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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