
JP 2008-92342 A 2008.4.17

10

(57)【要約】
【課題】調整又は設定を前の状態（初期設定を含まない
）に戻したいとき、ＯＳＤ表示による履歴表示に従い、
調整又は設定を極めて容易に行うことができるようにす
る。
【解決手段】映像表示に関わる各種調整及び各種設定の
操作毎に、該調整及び設定によるパラメータが履歴とし
て登録され、各種調整又は各種設定の操作指示に応じて
、履歴テーブルの現在及び過去のパラメータに基づき、
制御部によって制御されるＯＳＤコントローラによるＯ
ＳＤ表示による調整画面３１又は設定画面に、現在及び
過去の調整又は設定に応じたパラメータが識別できるよ
うに表示されるようにした。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像表示に関わる各種調整及び各種設定を行う調整設定装置であって、
　前記各種調整及び各種設定の操作毎に、該調整及び設定によるパラメータが履歴として
登録される履歴テーブルを記憶する記憶手段と、
　各種調整又は各種設定の操作指示に応じて調整画面又は設定画面をＯＳＤ表示するＯＳ
Ｄ表示手段と、
　前記各種調整又は各種設定の操作指示に応じて前記ＯＳＤ表示手段に前記調整画面又は
設定画面をＯＳＤ表示させるとともに、該調整画面又は設定画面での操作時点でのパラメ
ータを現在のパラメータとし、先の操作時点でのパラメータを過去のパラメータとして前
記履歴テーブルに登録する制御手段とを備え、
　前記制御手段は、前記各種調整又は各種設定の操作指示に応じて、前記履歴テーブルの
現在及び過去のパラメータに基づき、前記ＯＳＤ表示手段に対し、前記調整画面又は設定
画面に現在及び過去の調整又は設定に応じたパラメータが識別できるように表示させる
　ことを特徴とする調整設定装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記履歴テーブルの現在のパラメータ及び過去のパラメータに基づき
、それぞれのパラメータが色の濃さの違いで表示されるように、前記ＯＳＤ表示手段によ
るＯＳＤ表示を制御することを特徴とする請求項１に記載の調整設定装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記履歴テーブルの現在のパラメータ及び過去のパラメータに基づき
、それぞれのパラメータが異なる色で表示されるように、前記ＯＳＤ表示手段によるＯＳ
Ｄ表示を制御することを特徴とする請求項１に記載の調整設定装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記履歴テーブルに、前記調整画面又は設定画面での操作時点での映
像のジャンル情報を登録し、前記調整画面又は設定画面に前記現在及び過去のパラメータ
に併せて前記ジャンル情報が表示されるように、前記ＯＳＤ表示手段によるＯＳＤ表示を
制御することを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の調整設定装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記履歴テーブルに、前記調整画面又は設定画面での操作時点での日
付情報を登録し、前記調整画面又は設定画面に前記現在及び過去のパラメータに併せて前
記日付情報が表示されるように、前記ＯＳＤ表示手段によるＯＳＤ表示を制御することを
特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の調整設定装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記履歴テーブルに登録した日付情報を確認し、前記過去のパラメー
タを登録した日付情報が所定期間経過したものについてはその日付情報を前記履歴テーブ
ルから消去し、日付情報が消去されたパラメータに対応するポイント表示が行われないよ
うに、前記ＯＳＤ表示手段によるＯＳＤ表示を制御することを特徴とする請求項５に記載
の調整設定装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載の調整設定装置を備えることを特徴とするテレビジョン
受像機。
【請求項８】
　映像表示に関わる各種調整及び各種設定を行う調整設定方法であって、
　前記各種調整及び各種設定の操作毎に、該調整及び設定によるパラメータが履歴として
登録される履歴テーブルを記憶するステップと、
　各種調整又は各種設定の操作指示に応じて調整画面又は設定画面をＯＳＤ表示するステ
ップと、
　前記各種調整又は各種設定の操作指示に応じて前記調整画面又は設定画面をＯＳＤ表示
させるとともに、該調整画面又は設定画面での操作時点でのパラメータを現在のパラメー
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タとし、先の操作時点でのパラメータを過去のパラメータとして前記履歴テーブルに登録
するステップとを有し、
　前記各種調整又は各種設定の操作指示に応じて、前記履歴テーブルの現在及び過去のパ
ラメータに基づき、前記調整画面又は設定画面に現在及び過去の調整又は設定に応じたパ
ラメータが識別できるように表示される
　ことを特徴とする調整設定方法。
【請求項９】
　前記履歴テーブルの現在のパラメータ及び過去のパラメータに基づき、それぞれのパラ
メータが色の濃さの違いで表示されるように、前記ＯＳＤ表示を制御するステップを有す
ることを特徴とする請求項８に記載の調整設定方法。
【請求項１０】
　前記履歴テーブルの現在のパラメータ及び過去のパラメータに基づき、それぞれのパラ
メータが異なる色で表示されるように、前記ＯＳＤ表示を制御するステップを有すること
を特徴とする請求項８に記載の調整設定方法。
【請求項１１】
　前記履歴テーブルに、前記調整画面又は設定画面での操作時点での映像のジャンル情報
を登録し、前記調整画面又は設定画面に前記現在及び過去のパラメータに併せて前記ジャ
ンル情報が表示されるように、前記ＯＳＤ表示を制御するステップを有することを特徴と
する請求項８～１０のいずれかに記載の調整設定方法。
【請求項１２】
　前記履歴テーブルに、前記調整画面又は設定画面での操作時点での日付情報を登録し、
前記調整画面又は設定画面に前記現在及び過去のパラメータに併せて前記日付情報が表示
されるように、前記ＯＳＤ表示を制御するステップを有することを特徴とする請求項８～
１１のいずれかに記載の調整設定方法。
【請求項１３】
　前記履歴テーブルに登録した日付情報を確認し、前記過去のパラメータを登録した日付
情報が所定期間経過したものについてはその日付情報を前記履歴テーブルから消去し、日
付情報が消去されたパラメータに対応するポイント表示が行われないように、前記ＯＳＤ
表示を制御するステップを有することを特徴とする請求項１２に記載の調整設定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、たとえばテレビジョン受像機における各種調整や各種設定の履歴表示を行わ
せる調整設定装置、テレビジョン受像機及び調整設定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　テレビジョン受像機では、映像表示に関連する各種パラメータの値を変更することがで
きる。通常、このような各種パラメータの値の変更においては、たとえばリモコン送信機
を操作し、たとえば画質調整、音声調整、省エネ設定、本体設定等の項目を有するメニュ
ー画面を表示させ、いずれかの変更したい項目を選択する。このとき、選択した項目に対
応する調整画面又は設定画面が表示されるので、その画面でリモコン送信機のカーソルボ
タン等を操作し、調整又は設定が行われる。
【０００３】
　この場合、たとえば画質調整を行うとき、調整画面が映像上にＯＳＤ（Ｏｎ　Ｓｃｒｅ
ｅｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ）によってオーバーラップ表示されるため、その調整画面での調整
に応じた画質変化の確認を行うことができる。
【０００４】
　このような画質調整を行うものとして、特許文献１では、リモコン操作で画質調整を行
った画質調整パラメータのレベルデータがテレビジョン受像機からリモコンに送られ、そ
のレベルデータがリモコンの表示部に表示されるようにした画質調整設定装置を提案して
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いる。
【特許文献１】特開２００６－１８００３２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、特許文献１に示されている画質調整設定装置では、表示画像の画質を調整す
るパラメータの変更操作と、その変更による画質変化の確認とを容易に行うことができる
ようになっているが、パラメータの変更操作を行った際の履歴を確認する手段が備わって
いない。
【０００６】
　そのため、上述した、たとえば画質調整、音声調整、省エネ設定、本体設定等の調整又
は設定を前の状態（初期設定を含まない）に戻したいとき、記憶に頼ることになり、調整
又は設定が極めて困難となるといった問題があった。
【０００７】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、上記問題点を解決することが
できる調整設定装置、テレビジョン受像機及び調整設定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】
【０００８】
　本発明の調整設定装置は、映像表示に関わる各種調整及び各種設定を行う調整設定装置
であって、前記各種調整及び各種設定の操作毎に、該調整及び設定によるパラメータが履
歴としてが登録される履歴テーブルを記憶する記憶手段と、各種調整又は各種設定の操作
指示に応じて調整画面又は設定画面をＯＳＤ表示するＯＳＤ表示手段と、前記各種調整又
は各種設定の操作指示に応じて前記ＯＳＤ表示手段に前記調整画面又は設定画面をＯＳＤ
表示させるとともに、該調整画面又は設定画面での操作時点でのパラメータを現在のパラ
メータとし、先の操作時点でのパラメータを過去のパラメータとして前記履歴テーブルに
登録する制御手段とを備え、前記制御手段は、前記各種調整又は各種設定の操作指示に応
じて、前記履歴テーブルの現在及び過去のパラメータに基づき、前記ＯＳＤ表示手段に対
し、前記調整画面又は設定画面に現在及び過去の調整又は設定に応じたパラメータが識別
できるように表示させることを特徴とする。
　また、前記制御手段は、前記履歴テーブルの現在のパラメータ及び過去のパラメータに
基づき、それぞれのパラメータが色の濃さの違いで表示されるように、前記ＯＳＤ表示手
段によるＯＳＤ表示を制御するようにすることができる。
　また、前記制御手段は、前記履歴テーブルの現在のパラメータ及び過去のパラメータに
基づき、それぞれのパラメータが異なる色で表示されるように、前記ＯＳＤ表示手段によ
るＯＳＤ表示を制御するようにすることができる。
　また、前記制御手段は、前記履歴テーブルに、前記調整画面又は設定画面での操作時点
での映像のジャンル情報を登録し、前記調整画面又は設定画面に前記現在及び過去のパラ
メータに併せて前記ジャンル情報が表示されるように、前記ＯＳＤ表示手段によるＯＳＤ
表示を制御するようにすることができる。
　また、前記制御手段は、前記履歴テーブルに、前記調整画面又は設定画面での操作時点
での日付情報を登録し、前記調整画面又は設定画面に前記現在及び過去のパラメータに併
せて前記日付情報が表示されるように、前記ＯＳＤ表示手段によるＯＳＤ表示を制御する
ようにすることができる。
　また、前記制御手段は、前記履歴テーブルに登録した日付情報を確認し、前記過去のパ
ラメータを登録した日付情報が所定期間経過したものについてはその日付情報を前記履歴
テーブルから消去し、日付情報が消去されたパラメータに対応するポイント表示が行われ
ないように、前記ＯＳＤ表示手段によるＯＳＤ表示を制御するようにすることができる。
　本発明のテレビジョン受像機は、請求項１～６のいずれかに記載の調整設定装置を備え
ることを特徴とする。
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　本発明の調整設定方法は、映像表示に関わる各種調整及び各種設定を行う調整設定方法
であって、前記各種調整及び各種設定の操作毎に、該調整及び設定によるパラメータが履
歴として登録される履歴テーブルを記憶するステップと、各種調整又は各種設定の操作指
示に応じて調整画面又は設定画面をＯＳＤ表示するステップと、前記各種調整又は各種設
定の操作指示に応じて前記調整画面又は設定画面をＯＳＤ表示させるとともに、該調整画
面又は設定画面での操作時点でのパラメータを現在のパラメータとし、先の操作時点での
パラメータを過去のパラメータとして前記履歴テーブルに登録するステップとを有し、前
記各種調整又は各種設定の操作指示に応じて、前記履歴テーブルの現在及び過去のパラメ
ータに基づき、前記調整画面又は設定画面に現在及び過去の調整又は設定に応じたパラメ
ータが識別できるように表示されることを特徴とする。
　また、前記履歴テーブルの現在のパラメータ及び過去のパラメータに基づき、それぞれ
のパラメータが色の濃さの違いで表示されるように、前記ＯＳＤ表示を制御するステップ
を有するようにすることができる。
　また、前記履歴テーブルの現在のパラメータ及び過去のパラメータに基づき、それぞれ
のパラメータが異なる色で表示されるように、前記ＯＳＤ表示を制御するステップを有す
るようにすることができる。
　また、前記履歴テーブルに、前記調整画面又は設定画面での操作時点での映像のジャン
ル情報を登録し、前記調整画面又は設定画面に前記現在及び過去のパラメータに併せて前
記ジャンル情報が表示されるように、前記ＯＳＤ表示を制御するステップを有するように
することができる。
　また、前記履歴テーブルに、前記調整画面又は設定画面での操作時点での日付情報を登
録し、前記調整画面又は設定画面に前記現在及び過去のパラメータに併せて前記日付情報
が表示されるように、前記ＯＳＤ表示を制御するステップを有するようにすることができ
る。
　また、前記履歴テーブルに登録した日付情報を確認し、前記過去のパラメータを登録し
た日付情報が所定期間経過したものについてはその日付情報を前記履歴テーブルから消去
し、日付情報が消去されたパラメータに対応するポイント表示が行われないように、前記
ＯＳＤ表示を制御するステップを有するようにすることができる。
　本発明の調整設定装置、テレビジョン受像機及び調整設定方法では、映像表示に関わる
各種調整及び各種設定の操作毎に、履歴テーブルに該調整及び設定によるパラメータが履
歴としてが登録され、各種調整又は各種設定の操作指示に応じて、履歴テーブルの現在及
び過去のパラメータに基づき、ＯＳＤ表示による調整画面又は設定画面に、現在及び過去
の調整又は設定に応じたパラメータが識別できるように表示される。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の調整設定装置、テレビジョン受像機及び調整設定方法によれば、各種調整又は
各種設定の操作指示に応じて、履歴テーブルの現在及び過去のパラメータに基づき、ＯＳ
Ｄ表示による調整画面又は設定画面に、現在及び過去の調整又は設定に応じたパラメータ
が識別できるように表示されるようにしたので、調整又は設定を前の状態（初期設定を含
まない）に戻したいとき、ＯＳＤ表示による履歴表示に従い、調整又は設定が極めて容易
に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本実施形態では、映像表示に関わる各種調整及び各種設定の操作毎に、履歴テーブルに
該調整及び設定によるパラメータが履歴として登録され、各種調整又は各種設定の操作指
示に応じて、履歴テーブルの現在及び過去のパラメータに基づき、ＯＳＤ表示による調整
画面又は設定画面に、現在及び過去の調整又は設定に応じたパラメータが識別できるよう
に表示されるようにし、調整又は設定を前の状態（初期設定を含まない）に戻したいとき
、ＯＳＤ表示による履歴表示に従い、調整又は設定が極めて容易に行えるようにした。
【実施例】
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【００１１】
　以下、本発明の実施例の詳細について説明する。図１は、本発明の調整設定装置をテレ
ビジョン受像機に適用した場合の一実施例を説明するための図である。
【００１２】
　図１に示すテレビジョン受像機１０は、チューナ１１、デジタル信号復調部１２、ＴＳ
（トランスポートストリーム）デコーダ１３、Ａ／Ｖ（音声／映像）デコーダ１４、Ａ／
Ｖ（音声／映像）出力部１５、メモリ１６、ＯＳＤ（Ｏｎ　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｄｉｓｐｌａ
ｙ）コントローラ１７、リモコン受信器１８、制御部１９を備えている。ここで、メモリ
１６、ＯＳＤコントローラ１７及び制御部１９によって調整制御手段が構成されている。
【００１３】
　チューナ１１は、たとえばリモコン受信器１８によって受信されたリモコン送信機２０
からの選局データに基づきデジタル放送信号の選局を行う。デジタル信号復調部１２は、
チューナ１１によって選局されたデジタル放送信号を復調し、ＭＰＥＧ２符号化方式等で
符号化された映像、音声、データが多重されたビットストリーム（以下、トランスポート
ストリームという）として出力する。
【００１４】
　ＴＳデコーダ１３は、デジタル信号復調部１２からのトランスポートストリームから映
像データ、音声データ、電子番組表データ等の各種データを分離・抽出して出力する。Ａ
／Ｖデコーダ１４は、ＴＳデコーダ１３によって分離・抽出された映像データ及び音声デ
ータに対しＭＰＥＧ２等の復号処理を行って出力する。Ａ／Ｖ出力部１５は、Ａ／Ｖデコ
ーダ１４によって復号処理されたＡ／Ｖ信号を出力する。
【００１５】
　メモリ１６には、ＯＳＤコントローラ１７によって表示される、各種調整及び各種設定
の項目を有するメニュー画面に関わる情報が記憶されている。ここで、各種調整及び各種
設定の項目としては、たとえば画質調整、音声調整、省エネ設定、本体設定等がある。ま
た、たとえば画質調整の調整項目にあっては、ＢＡＣＫＬＩＧＨＴ（バックライト）、Ｃ
ＯＮＴＲＡＳＴ（コントラスト）、ＢＲＩＧＨＴＮＥＳＳ（明るさ）、ＣＯＬＯＵＲ（色
）、ＴＩＮＴ（色合い）、ＳＨＡＲＰＮＥＳＳ（シャープネス）等がある。
【００１６】
　また、メモリ１６には、たとえば画質調整、音声調整、省エネ設定、本体設定等に必要
な基本パラメータが記憶されており、その基本パラメータの値がリモコン送信機２０によ
る調整内容に応じて制御部１９により変更されるようになっている。また、メモリ１６に
は、制御部１９による少なくとも各部の動作制御に必要な制御プログラムや各種調整及び
各種設定に必要な制御プログラムが記憶されている。また、メモリ１６には、上述した各
種調整及び各種設定における後述の履歴テーブル３０等が記憶されている。
【００１７】
　ＯＳＤコントローラ１７は、たとえばリモコン送信機２０の操作に応じて図示しない画
面上に、メモリ１６に記憶されている情報に基づき、上述した各種調整及び各種設定の項
目を有するメニュー画面等を表示させる。受信手段としてのリモコン受信器１８は、後述
のリモコン送信機２０から赤外線によるリモコン信号を受信する。
【００１８】
　制御部１９は、メモリ１６に記憶されている制御プログラムに基づいて各部の動作を制
御する。本実施例における制御部１９の主な制御としては、リモコン送信機２０からのた
とえば各種調整及び各種設定に関わる操作に応じて、ＯＳＤコントローラ１７に対し各種
調整及び各種設定の項目を有するメニュー画面等を表示させることである。
【００１９】
　また、制御部１９の主な制御としては、リモコン送信機２０からのたとえば各種調整及
び各種設定に関わる操作に応じて、後述の履歴テーブル３０に各種調整及び各種設定に関
わるパラメータを登録するとともに、その履歴テーブル３０のパラメータに基づいて、Ｏ
ＳＤコントローラ１７に対し後述の調整画面３１等を表示させることである。
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【００２０】
　図２は、メモリ１６に記憶されている履歴テーブルを説明するための図である。同図に
示す履歴テーブル３０は、画質調整に関わる場合を示しており、ＢＡＣＫＬＩＧＨＴ（バ
ックライト）記憶領域３０ａ、ＣＯＮＴＲＡＳＴ（コントラスト）記憶領域３０ｂ、ＢＲ
ＩＧＨＴＮＥＳＳ（明るさ）記憶領域３０ｃ、ＣＯＬＯＵＲ（色）記憶領域３０ｄ、ＴＩ
ＮＴ（色合い）記憶領域３０ｅ、ＳＨＡＲＰＮＥＳＳ（シャープネス）記憶領域３０ｆを
有している。
【００２１】
　また、これらＢＡＣＫＬＩＧＨＴ（バックライト）記憶領域３０ａ、ＣＯＮＴＲＡＳＴ
（コントラスト）記憶領域３０ｂ、ＢＲＩＧＨＴＮＥＳＳ（明るさ）記憶領域３０ｃ、Ｃ
ＯＬＯＵＲ（色）記憶領域３０ｄ、ＴＩＮＴ（色合い）記憶領域３０ｅ、ＳＨＡＲＰＮＥ
ＳＳ（シャープネス）記憶領域３０ｆには、たとえば現在のパラメータと、前回のパラメ
ータと、前々回のパラメータとが履歴として記憶されるようになっている。なお、ここで
は、履歴として記憶されるパラメータを３つとしているが、２つであってもよいし、４つ
以上であってもよい。
【００２２】
　図３は、履歴テーブル３０のパラメータに基づき、ＯＳＤコントローラ１７によって表
示される、たとえば調整画面を説明するための図である。同図に示す調整画面３１は、画
質調整に関わる場合を示しており、上述した画質調整の調整項目である、ＢＡＣＫＬＩＧ
ＨＴ（バックライト）、ＣＯＮＴＲＡＳＴ（コントラスト）、ＢＲＩＧＨＴＮＥＳＳ（明
るさ）、ＣＯＬＯＵＲ（色）、ＴＩＮＴ（色合い）、ＳＨＡＲＰＮＥＳＳ（シャープネス
）のそれぞれの調整値のポイントが履歴として表示されている。
【００２３】
　ここでの履歴は、上述した履歴テーブル３０のパラメータに基づき表示されるものであ
り、たとえばＢＡＣＫＬＩＧＨＴ（バックライト）において、現在のパラメータに対応す
る調整値のポイント３３ａ、前回のパラメータに対応する調整値のポイント３３ｂ、前々
回のパラメータに対応する調整値のポイント３３ｃが表示されている。
【００２４】
　また、それぞれの調整値のポイント３３ａ～３３ｃは、ポイント３３ａ、ポイント３３
ｂ、ポイント３３ｃの順に色が濃くなっている。すなわち、現在のパラメータに対応する
調整値のポイント３３ａが濃い色で表示され、前回のパラメータに対応する調整値のポイ
ント３３ｂがポイント３３ａより薄い色で表示され、前々回のパラメータに対応する調整
値のポイント３３ｃがポイント３３ｂより薄い色で表示される。
【００２５】
　これにより、現在のパラメータに対応する調整値のポイント３３ａ、前回のパラメータ
に対応する調整値のポイント３３ｂ、前々回のパラメータに対応する調整値のポイント３
３ｃの区別が付けられるようになっている。
【００２６】
　なお、ここでは、それぞれの調整値のポイント３３ａ～３３ｃの色の濃さを変えること
で、区別が付けられるようにしているが、これに限らず、それぞれのポイント３３ａ～３
３ｃを色別にして区別が付けられるようにしてもよい。
【００２７】
　次に、調整設定装置による調整設定方法について説明する。まず、図４に示すように、
テレビジョン受像機１０の電源がオンされると（ステップＳ１）、制御部１９によりチュ
ーナ１１が制御され、前回視聴されていたチャンネルのデジタル放送信号が選局されて図
示しない画面に映像が表示される（ステップＳ２）。
【００２８】
　ここで、リモコン送信機２０の各種調整及び各種設定の項目を有するメニュー画面を表
示させるための図示しないメニューボタンが操作され、そのメニューボタンのリモコン信
号がリモコン受信器１８によって受信されると、制御部１９によりＯＳＤコントローラ１
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７が制御され、各種調整及び各種設定の項目を有するメニュー画面が表示される。
【００２９】
　ここで、メニュー画面に、各種調整及び各種設定の項目として、たとえば画質調整、音
声調整、省エネ設定、本体設定等が表示されていて、リモコン送信機２０の図示しない選
択ボタンによりたとえば画質調整の調整項目が選択され、その選択操作のリモコン信号が
リモコン受信器１８によって受信されると、制御部１９によりＯＳＤコントローラ１７が
制御され、たとえば図３に示したＢＡＣＫＬＩＧＨＴ（バックライト）、ＣＯＮＴＲＡＳ
Ｔ（コントラスト）、ＢＲＩＧＨＴＮＥＳＳ（明るさ）、ＣＯＬＯＵＲ（色）、ＴＩＮＴ
（色合い）、ＳＨＡＲＰＮＥＳＳ（シャープネス）のそれぞれを個別に調整することがで
きる調整画面３１が表示される。
【００３０】
　ここで、履歴テーブル３０に基づき、現在のパラメータに対応する調整値のポイント３
３ａが濃い色で表示され、前回のパラメータに対応する調整値のポイント３３ｂがポイン
ト３３ａより薄い色で表示され、前々回のパラメータに対応する調整値のポイント３３ｃ
がポイント３３ｂより薄い色で表示される。
【００３１】
　そして、リモコン送信機２０の図示しないカーソルボタンによりたとえばＢＡＣＫＬＩ
ＧＨＴ（バックライト）が選択され、さらにそのカーソルボタンが操作されると、そのカ
ーソルボタンが操作に応じて制御部１９によりＯＳＤコントローラ１７が制御され、現在
のパラメータに対応する調整値のポイント３３ａが移動する。
【００３２】
　他のＣＯＮＴＲＡＳＴ（コントラスト）、ＢＲＩＧＨＴＮＥＳＳ（明るさ）、ＣＯＬＯ
ＵＲ（色）、ＴＩＮＴ（色合い）、ＳＨＡＲＰＮＥＳＳ（シャープネス）においても、上
記同様に、リモコン送信機２０の図示しないカーソルボタンの操作に応じて現在のパラメ
ータに対応する調整値のポイントが移動する。
【００３３】
　このとき、制御部１９により、ＢＡＣＫＬＩＧＨＴ（バックライト）、ＣＯＮＴＲＡＳ
Ｔ（コントラスト）、ＢＲＩＧＨＴＮＥＳＳ（明るさ）、ＣＯＬＯＵＲ（色）、ＴＩＮＴ
（色合い）、ＳＨＡＲＰＮＥＳＳ（シャープネス）のいずれかの調整に応じて画質調整が
行われる。
【００３４】
　そして、ＢＡＣＫＬＩＧＨＴ（バックライト）、ＣＯＮＴＲＡＳＴ（コントラスト）、
ＢＲＩＧＨＴＮＥＳＳ（明るさ）、ＣＯＬＯＵＲ（色）、ＴＩＮＴ（色合い）、ＳＨＡＲ
ＰＮＥＳＳ（シャープネス）のいずれかを調整した後、調整画面３１を閉じると、制御部
１９により、メモリ１６に記憶されている履歴テーブル３０の内容が更新される。
【００３５】
　すなわち、ＢＡＣＫＬＩＧＨＴ（バックライト）、ＣＯＮＴＲＡＳＴ（コントラスト）
、ＢＲＩＧＨＴＮＥＳＳ（明るさ）、ＣＯＬＯＵＲ（色）、ＴＩＮＴ（色合い）、ＳＨＡ
ＲＰＮＥＳＳ（シャープネス）のいずれかが調整されると、その調整に応じてＢＡＣＫＬ
ＩＧＨＴ（バックライト）記憶領域３０ａ、ＣＯＮＴＲＡＳＴ（コントラスト）記憶領域
３０ｂ、ＢＲＩＧＨＴＮＥＳＳ（明るさ）記憶領域３０ｃ、ＣＯＬＯＵＲ（色）記憶領域
３０ｄ、ＴＩＮＴ（色合い）記憶領域３０ｅ、ＳＨＡＲＰＮＥＳＳ（シャープネス）記憶
領域３０ｆの内容が書き換えられる。
【００３６】
　ここで、たとえばＢＡＣＫＬＩＧＨＴ（バックライト）が調整されたとすると、ＢＡＣ
ＫＬＩＧＨＴ（バックライト）記憶領域３０ａの既に登録されている現在のパラメータが
新たに調整されたパラメータに変更される。これに併せて、既に登録されている現在のパ
ラメータが前回のパラメータに変更され、既に登録されている前回のパラメータが前々回
のパラメータに変更される。つまり、新たに調整されたパラメータが現在のパラメータと
して記憶され、調整前のパラメータが繰り下げられて記憶されるようになっている。
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【００３７】
　このように、履歴テーブル３０のＢＡＣＫＬＩＧＨＴ（バックライト）記憶領域３０ａ
、ＣＯＮＴＲＡＳＴ（コントラスト）記憶領域３０ｂ、ＢＲＩＧＨＴＮＥＳＳ（明るさ）
記憶領域３０ｃ、ＣＯＬＯＵＲ（色）記憶領域３０ｄ、ＴＩＮＴ（色合い）記憶領域３０
ｅ、ＳＨＡＲＰＮＥＳＳ（シャープネス）記憶領域３０ｆのそれぞれに、現在のパラメー
タと、前回のパラメータと、前々回のパラメータとが履歴として記憶される。
【００３８】
　これにより、図３に示したように、たとえばＢＡＣＫＬＩＧＨＴ（バックライト）にお
いては、その履歴テーブル３０に基づき、現在のパラメータに対応する調整値のポイント
３３ａが濃い色で表示され、前回のパラメータに対応する調整値のポイント３３ｂがポイ
ント３３ａより薄い色で表示され、前々回のパラメータに対応する調整値のポイント３３
ｃがポイント３３ｂより薄い色で表示されるため、現在のパラメータに対応する調整値、
前回のパラメータに対応する調整値、前々回のパラメータに対応する調整値を識別するこ
とができる。
【００３９】
　このように、本実施例では、映像表示に関わる各種調整及び各種設定の操作毎に、履歴
テーブルに該調整及び設定によるパラメータが履歴として登録され、各種調整又は各種設
定の操作指示に応じて、履歴テーブルの現在及び過去のパラメータに基づき、制御部１９
によって制御されるＯＳＤコントローラ１７によるＯＳＤ表示による調整画面３１又は設
定画面に、現在及び過去の調整又は設定に応じたパラメータが識別できるように表示され
るようにしたので、調整又は設定を前の状態（初期設定を含まない）、すなわち前回又は
前々回に戻したいとき、ＯＳＤ表示による履歴表示に従うことにより、調整又は設定を極
めて容易に行うことができる。
【００４０】
　なお、本実施例では、履歴テーブル３０に現在、前回、前々回のそれぞれのパラメータ
を記憶させる場合について説明したが、この例に限らず、たとえば画質調整に併せてスポ
ーツ、シネマ、ドラマ、バラエティー、アニメ、ニュース等のジャンル情報を記憶させる
ようにしてもよい。
【００４１】
　すなわち、図５に示すように、履歴テーブル３０に、ＢＡＣＫＬＩＧＨＴ（バックライ
ト）ジャンル情報記憶領域３１ａ、ＣＯＮＴＲＡＳＴ（コントラスト）ジャンル情報記憶
領域３１ｂ、ＢＲＩＧＨＴＮＥＳＳ（明るさ）ジャンル情報記憶領域３１ｃ、ＣＯＬＯＵ
Ｒ（色）ジャンル情報記憶領域３１ｄ、ＴＩＮＴ（色合い）ジャンル情報記憶領域３１ｅ
、ＳＨＡＲＰＮＥＳＳ（シャープネス）ジャンル情報記憶領域３１ｆを設けておく。
【００４２】
　そして、画質調整時の映像のジャンル情報を、たとえばＥＰＧ（電子番組ガイド）のメ
タデータから取得し、それぞれのジャンル情報記憶領域に書き込まれるようにする。この
場合、図３に示した調整画面３１において、現在のパラメータに対応する調整値のポイン
ト３３ａ、前回のパラメータに対応する調整値のポイント３３ｂ、前々回のパラメータに
対応する調整値のポイント３３ｃのいずれかにたとえばカーソルが重ねられたとき、それ
ぞれのポイント３３ａ～３３ｃに対応するジャンル情報が履歴テーブル３０から読み取ら
れて表示されるようにすることができる。
【００４３】
　このように、それぞれのポイント３３ａ～３３ｃに対応するジャンル情報が表示される
ようにすることで、現在、前回、前々回での画質調整時においての映像のジャンルを確認
することができ、新たな画質調整の際の確認に役立てることができる。
【００４４】
　また、図６に示すように、ジャンル情報に加えて、画質調整時の日付を記憶させるよう
にしてもよい。
【００４５】
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　すなわち、履歴テーブル３０に、ＢＡＣＫＬＩＧＨＴ（バックライト）日付記憶領域３
２ａ、ＣＯＮＴＲＡＳＴ（コントラスト）日付記憶領域３２ｂ、ＢＲＩＧＨＴＮＥＳＳ（
明るさ）日付記憶領域３２ｃ、ＣＯＬＯＵＲ（色）日付記憶領域３２ｄ、ＴＩＮＴ（色合
い）日付記憶領域３２ｅ、ＳＨＡＲＰＮＥＳＳ（シャープネス）日付記憶領域３２ｆを設
けておく。
【００４６】
　そして、画質調整時の日付データを内部タイマー等により取得し、それぞれの記憶領域
に書き込まれるようにする。この場合、図３に示した調整画面３１において、現在のパラ
メータに対応する調整値のポイント３３ａ、前回のパラメータに対応する調整値のポイン
ト３３ｂ、前々回のパラメータに対応する調整値のポイント３３ｃのいずれかにたとえば
カーソルが重ねられたとき、上述したジャンル情報に併せて画質調整時の日付が履歴テー
ブル３０から読み取られて表示されるようにすることができる。
【００４７】
　このように、それぞれのポイント３３ａ～３３ｃに対応する日付がジャンル情報に併せ
て表示されるようにすることで、現在、前回、前々回での画質調整時においての映像のジ
ャンルを確認することができ、新たな画質調整の際の確認に役立てることができる。
【００４８】
　また、履歴テーブル３０のＢＡＣＫＬＩＧＨＴ（バックライト）日付記憶領域３２ａ、
ＣＯＮＴＲＡＳＴ（コントラスト）日付記憶領域３２ｂ、ＢＲＩＧＨＴＮＥＳＳ（明るさ
）日付記憶領域３２ｃ、ＣＯＬＯＵＲ（色）日付記憶領域３２ｄ、ＴＩＮＴ（色合い）日
付記憶領域３２ｅ、ＳＨＡＲＰＮＥＳＳ（シャープネス）日付情報記憶領域３２ｆのそれ
ぞれに書き込まれている日付情報を確認し、特に、前回、前々回での画質調整時において
の日付が所定期間経過したものについてはその日付情報が消去されるようにすることも可
能である。
【００４９】
　この場合、図３に示した調整画面３１において、日付情報が消去された記憶領域に対応
する前回のパラメータに対応する調整値のポイント３３ｂ及び／又は前々回のパラメータ
に対応する調整値のポイント３３ｃが表示されないようにすることができる。
【００５０】
　これにより、図３に示した調整画面３１においては、調整の頻度が高い調整値のポイン
ト３３ｂ及び／又はポイント３３ｃが履歴として表示されることになり、新たな画質調整
の際の確認に役立てることができる。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
　テレビジョン受像機に限らず、映像が表示されるものであればよく、テレビチューナが
搭載されたＰＤＡ、ノートパソコン、モバイル向けテレビ等のシステム機器にも適用可能
である。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の調整設定装置をテレビジョン受像機に適用した場合の一実施例を説明す
るための図である。
【図２】図１のメモリに記憶されている履歴テーブルを説明するための図である。
【図３】図２の履歴テーブルのパラメータに基づき、ＯＳＤコントローラによって表示さ
れる、たとえば調整画面を説明するための図である。
【図４】図１の調整設定装置による調整設定方法について説明するためのフローチャート
である。
【図５】図２の履歴テーブルの内容を変えた場合の他の実施例を説明するための図である
。
【図６】図２の履歴テーブルの内容を変えた場合の他の実施例を説明するための図である
。
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【符号の説明】
【００５３】
　１０　テレビジョン受像機
　１１　チューナ
　１２　デジタル信号復調部
　１３　ＴＳデコーダ
　１４　Ａ／Ｖデコーダ
　１５　Ａ／Ｖ出力部
　１６　メモリ（記憶手段）
　１７　ＯＳＤコントローラ（ＯＳＤ表示手段）
　１８　リモコン受信器
　１９　制御部（制御手段）
　２０　リモコン送信機
　３０　履歴テーブル
　３０ａ　ＢＡＣＫＬＩＧＨＴ（バックライト）記憶領域
　３０ｂ　ＣＯＮＴＲＡＳＴ（コントラスト）記憶領域
　３０ｃ　ＢＲＩＧＨＴＮＥＳＳ（明るさ）記憶領域
　３０ｄ　ＣＯＬＯＵＲ（色）記憶領域
　３０ｅ　ＴＩＮＴ（色合い）記憶領域
　３０ｆ　ＳＨＡＲＰＮＥＳＳ（シャープネス）記憶領域
　３１　調整画面
　３１ａ　ＢＡＣＫＬＩＧＨＴ（バックライト）ジャンル情報記憶領域
　３１ｂ　ＣＯＮＴＲＡＳＴ（コントラスト）ジャンル情報記憶領域
　３１ｃ　ＢＲＩＧＨＴＮＥＳＳ（明るさ）ジャンル情報記憶領域
　３１ｄ　ＣＯＬＯＵＲ（色）ジャンル情報記憶領域
　３１ｅ　ＴＩＮＴ（色合い）ジャンル情報記憶領域
　３１ｆ　ＳＨＡＲＰＮＥＳＳ（シャープネス）ジャンル情報記憶領域
　３２ａ　ＢＡＣＫＬＩＧＨＴ（バックライト）日付記憶領域
　３２ｂ　ＣＯＮＴＲＡＳＴ（コントラスト）日付記憶領域
　３２ｃ　ＢＲＩＧＨＴＮＥＳＳ（明るさ）日付記憶領域
　３２ｄ　ＣＯＬＯＵＲ（色）日付記憶領域
　３２ｅ　ＴＩＮＴ（色合い）日付記憶領域
　３２ｆ　ＳＨＡＲＰＮＥＳＳ（シャープネス）日付記憶領域
　３３ａ～３３ｃ　ポイント
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