
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

前記選択手段により選択されたチャンネルと該チャンネルの番組情報データをリンクさせ
、該番組情報データを前記放送信号より取り出して表示することを特徴とする放送受像機
。
【請求項２】

【請求項３】

【請求項４】

【請求項５】

10

20

JP 3586984 B2 2004.11.10

放送番組と、放送信号に重畳されて送られてくる番組情報データとを受信する放送受像機
において、
所望のチャンネルを登録するメモリと、
前記メモリに登録された複数のチャンネルを表示する手段と、
前記メモリに登録したチャンネルを選択するための選択手段と、を備え、

前記番組情報データは放送中の番組の番組名であることを特徴とする請求項１に記載の放
送受信機。

請求項１に記載の放送受像機において、前記選択手段において選択されたチャンネルの放
送番組が表示されることを特徴とする放送受信機。

前記メモリには、放送信号に重畳されたチャンネル番号または該チャンネルのシンボル記
号が登録されることを特徴とする請求項１に記載の放送受信機。



【請求項６】

前記選択手段により選択されたチャンネルと放送中の番組情報データをリンクさせ、該番
組情報データを外部の記録媒体より取り出して表示することを特徴とする放送受像機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、放送受像機（テレビ、ＶＴＲ等）の応用に関するものである。特に、放送信号
等に重畳された番組情報データを利用し、選局を容易に行う装置を有する放送受像機に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、放送受像機の選局は、受像機本体または付属するリモートコントロール装置の局（
チャンネル）選択ボタンを押すものや、ボタンを１回押すたびに、一局ずつ変えていく方
法を採用している場合が多い。また、画面にチャンネルを表示し、選局する放送受像機も
あるが表示はチャンネル番号のみに止まっている。この技術に関しては、本出願人により
、特開平５－３２８２４４として提案されている。尚、本発明で用いる「チャンネル」と
は、放送局に割り当てられた周波数帯域の識別だけではなく、番組を特定する数字や文字
を組み合わせた識別記号を指す。デジタル放送の場合は同一周波数帯域に複数の番組が放
送されるため、ここでの「チャンネル」とは、これらの複数の番組に１対１に割り当てら
れた識別記号を指すものとする。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
多チャンネル放送においては、放送内容とチャンネル番号の対応を覚えることが難しくな
るため、視聴したい番組の選局に時間がかかったり、番組情報誌等の参照が必要になる。
【０００４】
本発明は、多チャンネル放送にともなって難しくなる番組選局を容易にする機能を有する
放送受像機を提供するものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明の放送受信機は、放送信号に重畳されて送られてくる番組情報データをはじめ、電
話回線や様々な電子情報記録媒体によって提供される番組情報データを利用し、定められ
た手段でチャンネルを選択する操作の際に、任意のチャンネルを任意のグループに登録す
るメモリーとそれらを呼び出すボタンと、呼び出されたチャンネルに対応した番組情報を
表示させる機能とを有することによって、多チャンネルでの番組選択を容易にするもので
ある。
【０００６】
【発明の実施の形態】
本実施例では、番組情報データが放送信号に重畳されて受信機に送られてくる場合を例に
本発明の内容を示す。
【０００７】
本実施例のいずれの例も「カーソルボタンによる選択」という表現があるが、これはカー
ソルボタンを押す事によって、画面の特定の領域の背景色が変化し、押すたびに位置が変
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所望のチャンネルの視聴中に、該チャンネルをメモリに登録することを指示するボタンを
押すことにより、所望のチャンネルが前記メモリに登録されることを特徴とする請求項１
に記載の放送受信機。

放送番組と、放送信号に重畳されて送られてくる番組情報データとを受信する放送受像機
において、
所望のチャンネルを登録するメモリと、
前記メモリに登録された複数のチャンネルを表示する手段と、
前記メモリに登録したチャンネルを選択するための選択手段と、を備え、



わる。カーソルボタンを押した直後の変化した対象領域をここでは「カーソルボタンによ
る選択」と定義する。
【０００８】
（１）マイチャンネル登録
チャンネル登録の操作を行うことにより、登録内容を受信機のメモリに蓄える。
【０００９】
図１は、マイチャンネル登録のための操作ボタンおよび操作中の画面表示を示す。
【００１０】
操作入力手段１として、例えば図示のような入力キーを備える。
【００１１】
２はマイチャンネル呼び出しボタン、３はマイチャンネル登録ボタン、４はマイチャンネ
ルグループ名変更ボタン、５は決定ボタン、６、７、８、９は画面上に表示される選択肢
を選択する場合に、選択対象を上下左右に移動させるボタンであり、ここではカーソルボ
タンと呼ぶ。
【００１２】
入力手段１のマイチャンネル登録ボタン３を押すと、マイチャンネル登録画面１０が表示
される。登録グループと既に登録されているチャンネル番号及びシンボル記号が表されて
いる。この状態では、複数グループが表示され、マイチャンネル▲１▼の背景色が変化し
ており、マイチャンネル▲１▼が選択されていることを示す。ここで決定ボタン５を押す
と、マイチャンネル▲１▼にチャンネル番号とシンボル記号を登録することができる。
【００１３】
次にキー６、７、８、９は選択対象を上下左右に移動させるボタンであって、このボタン
６、７、８、９を用いて背景色が異なる部分を上下左右に移動することができる。
【００１４】
そこで、例えばマイチャンネル▲２▼の位置にカーソルボタンを合わせて決定ボタン５を
押すと、マイチャンネル▲２▼にチャンネル番号とシンボル記号を登録する。
【００１５】
図２ではチャンネル登録の操作手順を説明する。
【００１６】
ステップＳ１０）登録したい放送チャンネルを選択する。
【００１７】
ステップＳ１１）選択したチャンネルの映像を表示する。
【００１８】
ステップＳ１２）マイチャンネル登録ボタンを押す。
【００１９】
ステップＳ１３）メモリに記憶してあるマイチャンネルのチャンネル番号とシンボル記号
データを読み込む。
【００２０】
ステップＳ１４）テレビ画面上にマイチャンネル登録画面を表示し、ステップ１２で読み
込んだ、データを表示する。ただし初回の登録またはデータ消去後は、マイチャンネル登
録画面には登録されたチャンネルは表示されない。
【００２１】
ステップＳ１５）カーソルボタンを押し、背景色を変化させることにより登録するグルー
プを選択する。
【００２２】
ステップＳ１６）決定ボタンを押す。
【００２３】
ステップＳ１７）画面に写し出されているチャンネルの放送信号に重畳されているデータ
の中から、チャンネル番号とシンボル記号データを特定するデータを取り出し、選択した
グループのメモリに記録する。
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【００２４】
（２）マイチャンネルによる選局
マイチャンネルによる選局をするための手順を説明する。
【００２５】
図３は、マイチャンネルによる選局のための操作ボタンおよび操作中の画面表示を示す。
【００２６】
入力手段１のマイチャンネルボタン２を押すと、マイチャンネル選局画面１２が表示され
る。この画面では、マイチャンネル▲１▼グループに登録されているチャンネルの番号お
よびシンボルマークが表示され、その中の一つ、例えばチャンネル１１０の背景色が変化
しており、チャンネル１１０が選択されていることを示す。また、選択されているチャン
ネル、ここではチャンネル１１０で放送中の番組名もあわせて表示される。ここで決定ボ
タン５を押すと、チャンネル１１０が選局されチャンネル１１０で放送中の放送番組が映
し出される。
【００２７】
この画面で例えば、カーソルボタンボタン７を１回押すと、画面１３のようにチャンネル
２１８の背景色が変化し、それに伴い、表示される番組名も２１８チャンネルで放送中の
番組に変わる。
【００２８】
次にカーソルボタン８、９を押すと、画面１４のように、表示していた登録グループが消
え、同じ位置に異なる登録グループ、例えばマイチャンネル▲２▼が表示される。この状
態では、チャンネル１０１の背景色が変化しており、チャンネル１０１が選択されている
ことを示す。番組名もチャンネル１０１のものが表示されている。ここで決定ボタン５を
押すとチャンネル１０１が選局され、チャンネル１０１で放送中の放送番組が映し出され
る。
【００２９】
図４に従いその操作手順を説明する。
【００３０】
ステップＳ２０）マイチャンネルボタンまたはカーソルボタンを押す。
【００３１】
ステップＳ２１）メモリに記憶してあるマイチャンネル登録チャンネルの番号とシンボル
記号を読み込む。
【００３２】
ステップＳ２２）登録チャンネルで現在放送中の番組名データを放送信号から取り出す。
【００３３】
ステップＳ２３）マイチャンネル選択画面を表示し、ステップ２１で得たデータ、および
ステップ２２で得たデータの中で、選択されているチャンネルの番組名を表示する。
【００３４】
ステップＳ２４）カーソルボタンを移動し、背景色を変化させチャンネルを選択する。
【００３５】
ステップＳ２５）選択チャンネルに対応した番組名データを表示する。
【００３６】
ステップＳ２６）決定ボタンを押す。
【００３７】
ステップＳ２７）選択されたチャンネルを選局し、選択されたチャンネルで放送中の放送
番組を表示する。
【００３８】
（３）登録グループ名の設定
登録グループ名を設定するための手順を説明する。
【００３９】
図５に、マイチャンネルの登録グループの設定のための操作ボタンおよび操作中の画面表
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示を示す。
【００４０】
例えば、入力手段１のマイチャンネルグループ名変更ボタン４を押すと、変更するマイチ
ャンネルグループ名選択画面１６が表示される。
【００４１】
次にカーソルボタン　６、７、８、９を用いて、変更したいグループ名の背景色を変化さ
せ、決定ボタン５を押すと、グループ名選択画面１７を表示する。
【００４２】
この例では、ニュースの背景色が変化しており、ニュースが選択されていることを示す。
ここで決定ボタン５を押すと、ニュースという名称が新しいグループ名として登録される
。
【００４３】
図６に従い、その操作手順を説明する。
【００４４】
ステップ３０）マイチャンネルグループ名変更ボタンを押す。
【００４５】
ステップ３１）マイチャンネル変更グループ名選択画面を表示する。
【００４６】
ステップ３２）カーソルボタンにより変更するマイチャンネルグループ名を選択する。
【００４７】
ステップ３３）決定ボタンを押す。
【００４８】
ステップ３４）選択可能なマイチャンネルグループ名を表示する。
【００４９】
ステップ３５）カーソルボタンによりマイチャンネルグループ名を選択する。
【００５０】
ステップ３６）決定ボタンを押す。
【００５１】
ステップ３７）グループ名を変更して登録する。
【００５２】
以上述べた、発明の実施の形態はあくまでも一例である。例えばマイチャンネル登録であ
れば、マイチャンネル登録ボタンのみならず、任意の入力手段によって任意のチャンネル
の登録が可能であり、マイチャンネルグループ名変更であれば、選択肢からの選択のみで
はなく、任意の入力手段により、自由に名称の設定が可能であり、また、マイチャンネル
選局であれば、画面を利用した任意の入力手段によっての選局が可能であり、また番組名
表示もカーソルがあっているチャンネルのみならず、図３の画面１５に示すように、表示
されている全てのチャンネルの番組名を表示することも可能である。
【００５３】
また本実施例では、放送信号に重畳されて送られてくる番組情報データを利用した場合で
示したが、番組情報データが、電話回線や様々な電子情報記録媒体によって提供される
場合にも適用されるものである。
【００５４】
【００５５】
【発明の効果】
本発明により、任意のチャンネルを任意のグループに登録し、その情報を画面上に表示す
ることが可能になる。また、登録した任意のチャンネルを表示すると同時に、そのチャン
ネルで放送中の番組や内容に関するの情報を表示することが可能になるため、番組情報誌
や記憶に頼らず多チャンネル放送の中から希望する番組を選択することが多くの人にとっ
て可能になる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】マイチャンネル登録の画面表示例
【図２】マイチャンネル登録の制御手順
【図３】マイチャンネル選局の画面表示例
【図４】マイチャンネル選局の制御手順
【図５】マイチャンネルグループ名変更の画面表示例
【図６】マイチャンネルグループ名変更の制御手順
【符号の説明】
１　操作入力部
２　マイチャンネルボタン
３　マイチャンネル登録ボタン
４　マイチャンネルグループ名変更ボタン
５　決定ボタン
６　カーソル上ボタン
７　カーソル下ボタン
８　カーソル左ボタン
９　カーソル右ボタン
１０　マイチャンネル登録画面
１１　マイチャンネル登録確認画面
１２　マイチャンネル選局画面１
１３　マイチャンネル選局画面２
１４　マイチャンネル選局画面３
１５　マイチャンネル選局画面４
１６　マイチャンネルグループ名変更画面１
１７　マイチャンネルグループ名変更画面２
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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