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(57)【要約】
【課題】２つの表示画面部に同一の番組が同時に表示さ
れるのを抑制することが可能な表示装置を提供する。
【解決手段】この液晶テレビジョン１００（表示装置）
は、互いに別個に表示可能に設けられ、ユーザの操作に
より表示される番組を切替可能な２つの番組表示画面１
１ａおよび１１ｂを含む表示部１０と、ユーザにより２
つの番組表示画面１１ａおよび１１ｂのいずれか一方が
選択画面１３として選択されて番組が切り替えられる操
作が行われた際に、選択画面１３に次に表示される番組
と、２つの番組表示画面１１ａおよび１１ｂのうち選択
されていない他方の非選択画面１４に表示されている番
組とが同一の番組である場合には、非選択画面１４に表
示される番組以外の番組を選択画面１３に表示するよう
に制御する制御部４９とを備える。
【選択図】図４



(2) JP 2010-213208 A 2010.9.24

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの操作により表示される番組を切替可能な第１表示画面部と、前記第１表示画面
部とは別個に表示可能に設けられ、ユーザの操作により表示される番組を切替可能な第２
表示画面部とを含む表示部と、
　ユーザにより前記第１表示画面部および前記第２表示画面部のいずれか一方が選択画面
部として選択されて番組が切り替えられる操作が行われた際に、前記選択画面部に次に表
示される番組と、前記第１表示画面部および前記第２表示画面部のうち選択されていない
他方の非選択画面部に表示されている番組とが同一の番組である場合には、前記非選択画
面部に表示される番組以外の番組を前記選択画面部に表示するように制御する制御部とを
備える、表示装置。
【請求項２】
　前記表示部の選択画面部および非選択画面部に表示される番組に関する番組識別情報を
格納する記憶部をさらに備え、
　前記制御部は、ユーザにより前記選択画面部に対して表示される番組が切り替えられる
操作が行われた際に、前記記憶部に格納された前記非選択画面部に表示中の番組に関する
前記番組識別情報と、前記選択画面部に次に表示される番組に関する前記番組識別情報と
を比較することにより、前記選択画面部に次に表示される番組と前記非選択画面部に表示
中の番組とが同一であるか否かを判断するとともに、同一である場合には、前記非選択画
面部に表示される番組以外の番組を前記選択画面部に表示するように制御するように構成
されている、請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　放送局から配信され、前記表示部に表示される番組の映像を受信する受信部をさらに備
え、
　前記受信部は、前記放送局から前記番組の映像情報と共に前記番組識別情報を受信する
ように構成されており、
　前記制御部は、前記受信部により受信された番組識別情報を比較することにより前記選
択画面部に次に表示される番組と前記非選択画面部に表示中の番組とが同一であるか否か
を判断するように構成されている、請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記番組識別情報は、前記放送局から配信され、前記受信部により受信されるデジタル
テレビジョン放送の番組およびアナログテレビジョン放送に対応するチャンネル番号を含
み、
　前記制御部は、ユーザにより前記選択画面部に対して表示される番組が切り替えられる
操作が行われた際に、前記記憶部に格納された前記非選択画面部に表示中の番組の前記チ
ャンネル番号と、前記選択画面部に次に表示される番組の前記チャンネル番号とを比較す
ることにより、前記選択画面部に次に表示される番組と前記非選択画面部に表示中の番組
とが同一であるか否かを判断するとともに、同一である場合には、前記非選択画面部に表
示される番組以外の番組を前記選択画面部に表示するように制御するように構成されてい
る、請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記制御部は、ユーザにより前記選択画面部に対して表示される番組が前記チャンネル
番号の順番で順次変更された際に、前記選択画面部に次に表示される番組のチャンネル番
号と、前記非選択画面に表示されている番組のチャンネル番号とが同一である場合には、
前記非選択画面部に表示される番組のチャンネル番号の次のチャンネル番号の番組を前記
選択画面部に表示するように構成されている、請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記番組識別情報は、デジタルテレビジョン放送の番組に対応する番組識別子と映像識
別子とを含み、
　前記制御部は、前記非選択画面部に前記デジタルテレビジョン放送の番組を表示してい
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る場合で、かつ、前記選択画面部に次に表示される番組が前記デジタルテレビジョン放送
の番組である場合には、前記非選択画面部に表示中の番組の前記番組識別子および前記映
像識別子と、前記選択画面部に次に表示される番組の前記番組識別子および前記映像識別
子とを比較することにより、前記選択画面部に次に表示される番組と前記非選択画面部に
表示中の番組とが同一であるか否かを判断するとともに、同一である場合には、前記非選
択画面部に表示される番組以外の番組を前記選択画面部に表示するように制御するように
構成されている、請求項２～５のいずれか１項に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、表示装置に関し、特に、互いに別個に表示可能に設けられる２つの表示画
面部を有する表示部を備える表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、互いに別個に表示可能に設けられる２つの表示画面部を有する表示部を含む表示
装置が知られている。この表示装置の２つの表示画面部は、それぞれ、ユーザの操作によ
り表示される番組を切替可能に構成されており、ユーザにより２つの表示画面部のいずれ
か一方が選択画面部として選択されるように構成されている。そして、選択画面部に表示
される番組は、ユーザの操作により切り替えられる。
【０００３】
　その一方で、従来、１つの画面を有する表示部に表示される番組を選局するテレビジョ
ン装置（表示装置）が知られている（たとえば、特許文献１～３参照）。上記特許文献１
では、同一の番組に対して複数の物理チャンネルが受信される場合、その番組に対応する
複数の物理チャンネルのうち、１つの物理チャンネルを除いた他の物理チャンネルについ
ては、選局させないように制御するマイクロコンピュータを備えたテレビジョン（表示装
置）が開示されている。また、上記特許文献２では、ＡＴＳＣ規格のデジタルテレビジョ
ン放送に対応するチャンネルデータベースを作成する際に、チャンネル情報が重複して登
録されないようにチャンネルデータベースに格納する制御を行う処理部を備えたテレビジ
ョン（表示装置）が開示されている。また、上記特許文献３では、デジタルテレビジョン
放送の電波に含まれる番組のチャンネル番号に基づいて、その番組が有する映像識別子お
よび音声識別子を予測することにより選局処理を高速化することが可能なテレビジョンが
開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－３０６６２９号公報
【特許文献２】特開２００８－１５４１４９号公報
【特許文献３】特開２００１－３４６１０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１による１つの表示画面部を有するテレビジョン（表示装
置）の表示部を、２つの表示画面部を有するように構成した場合、２つの表示画面部のそ
れぞれに対して、同時に、１つの物理チャンネルを選局した場合には、２つの表示画面部
に同一の番組が同時に表示される場合があるという問題点がある。
【０００６】
　また、上記特許文献２による１つの表示画面部を有するテレビジョン（表示装置）の表
示部を、２つの表示画面部を有するように構成した場合、２つの表示画面部に対して、同
一のチャンネルを選局した場合には、チャンネルデータベースに格納されたチャンネル情
報に基づいて、２つの表示画面部に同一のチャンネル（番組）が同時に表示される場合が
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あるという問題点がある。
【０００７】
　また、上記特許文献３による１つの表示画面部を有するテレビジョン（表示装置）の表
示部を、２つの表示画面部を有するように構成した場合、２つの表示画面部に対して、ユ
ーザが同一のチャンネル番号を選局した場合には、２つの表示画面部に同一の番組が同時
に表示される場合があるという問題点がある。
【０００８】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の１つ
の目的は、２つの表示画面部に同一の番組が同時に表示されるのを抑制することが可能な
表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段および発明の効果】
【０００９】
　この発明の一の局面による表示装置は、ユーザの操作により表示される番組を切替可能
な第１表示画面部と、第１表示画面部とは別個に表示可能に設けられ、ユーザの操作によ
り表示される番組を切替可能な第２表示画面部とを含む表示部と、ユーザにより第１表示
画面部および第２表示画面部のいずれか一方が選択画面部として選択されて番組が切り替
えられる操作が行われた際に、選択画面部に次に表示される番組と、第１表示画面部およ
び第２表示画面部のうち選択されていない他方の非選択画面部に表示されている番組とが
同一の番組である場合には、非選択画面部に表示される番組以外の番組を選択画面部に表
示するように制御する制御部とを備える。
【００１０】
　この発明の一の局面による表示装置では、上記のように、ユーザの操作により表示され
る番組を切替可能な第１表示画面部と、第１表示画面部とは別個に、ユーザの操作により
表示される番組を切替可能な第２表示画面部とを含む表示部を設け、制御部を、ユーザに
より第１表示画面部および第２表示画面部のいずれか一方が選択画面部として選択されて
番組が切り替えられる操作が行われた際に、選択画面部に次に表示される番組と、第１表
示画面部および第２表示画面部のうち選択されていない他方の非選択画面部に表示されて
いる番組とが同一の番組である場合には、非選択画面部に表示される番組以外の番組を選
択画面部に表示するように制御するように構成することによって、第１表示画面部および
第２表示画面部のいずれか一方の選択画面部と、第１表示画面部および第２表示画面部の
いずれか他方の非選択画面部とに、同一の番組による映像が同時に表示されることはない
。これにより、第１表示画面部と、第１表示画面部とは別個に表示可能に設けられる第２
表示画面部との２つの表示画面部に同一の番組が同時に表示されるのを抑制することがで
きる。
【００１１】
　上記一の局面による表示装置において、好ましくは、表示部の選択画面部および非選択
画面部に表示される番組に関する番組識別情報を格納する記憶部をさらに備え、制御部は
、ユーザにより選択画面部に対して表示される番組が切り替えられる操作が行われた際に
、記憶部に格納された非選択画面部に表示中の番組に関する番組識別情報と、選択画面部
に次に表示される番組に関する番組識別情報とを比較することにより、選択画面部に次に
表示される番組と非選択画面部に表示中の番組とが同一であるか否かを判断するとともに
、同一である場合には、非選択画面部に表示される番組以外の番組を選択画面部に表示す
るように制御するように構成されている。このように構成すれば、制御部により、記憶部
に格納された表示部の非選択画面部に表示中の番組に関する番組識別情報および次に選択
画面部に表示される番組に関する番組識別情報を用いて、容易に、選択画面部に次に表示
される番組と非選択画面部に表示中の番組とが同一であるか否かを判断することができる
。これにより、容易に、選択画面部と非選択画面部とに、同一の番組による映像が同時に
表示されないように構成することができる。
【００１２】
　この場合、好ましくは、放送局から配信され、表示部に表示する番組の映像を受信する
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受信部をさらに備え、受信部は、放送局から番組の映像情報と共に番組識別情報を受信す
るように構成されており、制御部は、受信部により受信された番組識別情報を比較するこ
とにより選択画面部に次に表示される番組と非選択画面部に表示中の番組とが同一である
か否かを判断するように構成されている。このように構成すれば、受信部により取得され
た番組識別情報を用いて、容易に、選択画面部に次に表示される番組と非選択画面部に表
示中の番組とが同一であるか否かを判断して、同一である場合に非選択画面部に表示され
る番組以外の番組を選択画面部に表示させることができる。
【００１３】
　上記放送局から配信される番組識別情報を受信する受信部を備える表示装置において、
好ましくは、番組識別情報は、放送局から配信され、受信部により受信されるデジタルテ
レビジョン放送の番組およびアナログテレビジョン放送に対応するチャンネル番号を含み
、制御部は、ユーザにより選択画面部に対して表示される番組が切り替えられる操作が行
われた際に、記憶部に格納された非選択画面部に表示中の番組のチャンネル番号と、選択
画面部に次に表示される番組のチャンネル番号とを比較することにより、選択画面部に次
に表示される番組と非選択画面部に表示中の番組とが同一であるか否かを判断するととも
に、同一である場合には、非選択画面部に表示される番組以外の番組を選択画面部に表示
するように制御するように構成されている。このように構成すれば、制御部により、放送
局からデジタルテレビジョン放送の番組およびアナログテレビジョン放送番組と共に配信
されるチャンネル番号によって、容易に、選択画面部に次に表示される番組と非選択画面
部に表示中の番組とが同一であるか否かを判断することができるので、より容易に、選択
画面部と非選択画面部とに、同一の番組による映像が同時に表示されないようにすること
ができる。
【００１４】
　この場合、好ましくは、ユーザにより選択画面部に対して表示される番組がチャンネル
番号の順番で順次変更された際に、選択画面部に次に表示される番組のチャンネル番号と
、非選択画面に表示されている番組のチャンネル番号とが同一である場合には、非選択画
面部に表示される番組のチャンネル番号の次のチャンネル番号の番組を選択画面部に表示
するように構成されている。このように構成すれば、制御部により、選択画面部に対して
、容易に、非選択画面部が表示中の番組とは異なる番組を表示させることができる。
【００１５】
　上記番組識別情報を格納する記憶部を備える表示装置において、好ましくは、番組識別
情報は、デジタルテレビジョン放送の番組に対応する番組識別子と映像識別子とを含み、
制御部は、非選択画面部にデジタルテレビジョン放送の番組を表示している場合で、かつ
、選択画面部に次に表示される番組がデジタルテレビジョン放送の番組である場合には、
非選択画面部に表示中の番組の番組識別子および映像識別子と、選択画面部に次に表示さ
れる番組の番組識別子および映像識別子とを比較することにより、選択画面部に次に表示
される番組と非選択画面部に表示中の番組とが同一であるか否かを判断するとともに、同
一である場合には、非選択画面部に表示される番組以外の番組を選択画面部に表示するよ
うに制御するように構成されている。このように構成すれば、デジタルテレビジョン放送
の番組に対応する番組識別情報に含まれる番組識別子と映像識別子との両方を用いて、確
実に、選択画面部に次に表示される番組と非選択画面部に表示中の番組とが同一であるか
否かを判断することができるので、選択画面部と非選択画面部とに対して、確実に、同一
の番組による映像が同時に表示されないようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態による液晶テレビジョンの全体構成を示した図である。
【図２】図１に示した一実施形態による液晶テレビジョンのリモコンの構造を示した平面
図である。
【図３】図１に示した一実施形態による液晶テレビジョンの表示部の２画面表示機能を説
明するための図である。
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【図４】図１に示した一実施形態による液晶テレビジョンの制御回路部を説明するための
ブロック図である。
【図５】図１に示した一実施形態による液晶テレビジョンに放送局から配信されるＰＭＴ
を示した図である。
【図６】図１に示した一実施形態による液晶テレビジョンに放送局から配信されるＴＶＣ
Ｔを示した図である。
【図７】図１に示した一実施形態による液晶テレビジョンに放送局から配信されるＣＶＣ
Ｔを示した図である。
【図８】図１に示した一実施形態による液晶テレビジョンの表示部の選択画面の番組選択
時の制御動作を示したフローチャートである。
【図９】図１に示した一実施形態による液晶テレビジョンの表示部の選択画面の番組選択
時の制御動作を示したフローチャートである。
【図１０】図１に示した一実施形態による液晶テレビジョンの表示部の選択画面の番組選
択時の制御動作を示したフローチャートである。
【図１１】図１に示した一実施形態による液晶テレビジョンの表示部の選択画面の番組選
択時の表示部に表示される画面を説明するための図である。
【図１２】図１に示した一実施形態による液晶テレビジョンの表示部の選択画面の番組選
択時の表示部に表示される画面を説明するための図である。
【図１３】図１に示した一実施形態による液晶テレビジョンの表示部の選択画面の番組選
択時の表示部に表示される画面を説明するための図である。
【図１４】図１に示した一実施形態による液晶テレビジョンの表示部の選択画面の番組選
択時の表示部に表示される画面を説明するための図である。
【図１５】本発明の変形例による制御回路部を示したブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明を具体化した実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１８】
　図１～図７を参照して、本実施形態による液晶テレビジョン装置１００の構成を説明す
る。なお、本実施形態では、表示装置の一例として、デジタルテレビジョン放送に対応す
る液晶テレビジョン装置１００について説明する。
【００１９】
　本発明の一実施形態によるデジタルテレビジョン放送対応の液晶テレビジョン１００は
、図１に示すように、装置本体１と、装置本体１を支持する脚部２と、リモコン３とから
構成されている。
【００２０】
　また、図１に示すように、装置本体１の前面には、映像を表示するための表示部１０と
、装置本体１の操作が可能なリモコン３から送信される光信号を受信する受光部４と、前
方に向かって音声を発生させるスピーカ部５とが設けられている。
【００２１】
　また、リモコン３は、図２に示すように、チャンネル番号（物理チャンネル番号および
サブチャンネル番号）を直接入力して番組を選局することが可能なダイレクト選局ボタン
３１と、番組をチャンネル番号順に選局するチャンネルアップボタン３２およびチャンネ
ルダウンボタン３３と、表示部１０の後述する２つの番組表示画面１１ａおよび１１ｂの
うち一方をアクティブ（選択状態）にするための移動ボタン３４および決定ボタン３５と
を含む。
【００２２】
　また、表示部１０は、１つの画面に１つの番組を表示する通常の１画面表示機能（図示
せず）と、図３に示すように、２つの番組を隣り合う２つの番組表示画面１１ａおよび１
１ｂにそれぞれ同時に表示可能な２画面表示機能とが選択可能であるように構成されてい
る。具体的には、表示部１０は、リモコン３（図２参照）などによるユーザの操作により
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表示される番組を切替可能な２つの番組表示画面１１ａおよび１１ｂと番組表示画面１１
ａおよび１１ｂ以外の領域に設けられるＯＳＤ（Ｏｎ　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ）
画面１２とを含む。たとえば、ユーザによるリモコン３（図２参照）の操作により、矢印
Ｘ１側の番組表示画面１１ａが移動ボタン３４（図２参照）によって切り替えられ、決定
ボタン３５（図２参照）によって選択された場合には、矢印Ｘ１側の番組表示画面１１ａ
がアクティブ（選択状態）となり、選択画面１３の状態となる。この際、選択画面１３の
上方に「Ａｃｔｉｖｅ」と表示され、表示部１０は、矢印Ｘ１側の番組表示画面１１ａが
選択画面１３の状態であることをユーザに知らせるように構成されている。そして、矢印
Ｘ２側の番組表示画面１１ｂは、ユーザのリモコン３（図２参照）の操作によりアクティ
ブ（選択状態）に切り替えられない場合には、非選択画面１４の状態でユーザの操作を受
け付けずに、番組を表示するように構成されている。なお、番組表示画面１１ａおよび１
１ｂは、それぞれ、本発明の「第１表示画面部」および「第２表示画面部」の一例である
。また、選択画面１３は、本発明の「第１表示画面部」および「選択画面部」の一例であ
り、非選択画面１４は、本発明の「第２表示画面部」および「非選択画面部」の一例であ
る。
【００２３】
　また、液晶テレビジョン１００は、図４に示すように、内部に制御回路部４０を備えて
いる。この制御回路部４０は、ＤＶＤプレイヤなど液晶テレビジョン１００の外部からの
映像を入力する外部入力部４１と、アンテナ２００を介して放送局から配信されるデジタ
ルテレビジョン放送およびアナログテレビジョン放送を受信する２つの受信部４２および
４３とを含む。これら外部入力部４１、２つの受信部４２および受信部４３は、映像およ
び音声信号の出入力を切り替える機能を有するＡＶセレクタ４４に接続されている。また
、２つの受信部４２および４３は、受信する番組の信号タイプ（デジタルテレビジョン放
送またはアナログテレビジョン放送）および物理チャンネル番号に基づいて、後述する制
御部４９により設定されるように構成されている。
【００２４】
　また、２つの受信部４２および４３は、放送局からアナログテレビジョン放送を受信す
る場合には、受信したアナログ形式の映像信号および音声信号をデジタル形式に変換して
後述するＡＶデコーダ４６に伝達するように構成されている。また、２つの受信部４２お
よび４３は、放送局からデジタルテレビジョン放送を受信する場合には、放送局より配信
される番組の映像、音声および番組識別情報などが含まれるＴＳ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　
Ｓｔｒｅａｍ；デジタル放送信号）を受信するように構成されている。このＴＳは、パケ
ットとして映像、音声および番組識別情報などが一定のデータ量ごとにまとめられ、パケ
ットが多重化された状態で放送局から配信される。なお、本実施形態におけるデジタルテ
レビジョン放送は、ＡＴＳＣ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ
ｓ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ）によるＡＴＳＣ　Ａ／６５Ｃ規格（ＰＳＩＰ規格：Ｐｒｏｇｒ
ａｍ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ規格）に基づ
く放送である。
【００２５】
　また、制御回路部４０のＡＶセレクタ４４には、受信部４２および４３により受信され
たデジタルテレビジョン放送の番組を識別するために必要な番組識別情報を後述するメモ
リ５０に格納するトランスポート処理部４５と、外部入力部４１、受信部４２および４３
からの映像・音声信号をデコード（復号）するＡＶデコーダ４６とが接続されている。Ａ
Ｖデコーダ４６は、ＡＶセレクタ４４によって分離された映像信号（一点鎖線の矢印）お
よび音声信号（破線の矢印）のそれぞれに対してデコード処理（符号の復号化）を行い、
映像データおよび音声データを生成する機能を有する。
【００２６】
　また、ＡＶデコーダ４６には、ＡＶデコーダ４６からの映像信号の各種処理を行う映像
処理部４７と、ＡＶセレクタ４４からの音声信号（ＡＶデコーダ４６を経由する音声信号
を含む）を処理する音声処理部４８とが接続されている。また、映像処理部４７は、表示
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部１０に接続されており、後述する制御部４９の制御により、Ｄ／Ａ変換処理（デジタル
／アナログ変換処理）がなされた上で、デジタルテレビジョン放送およびアナログテレビ
ジョン放送の番組などの映像を表示部１０に出力する機能を有している。また、音声処理
部４８は、後述する制御部４９の制御により、Ｄ／Ａ変換処理（デジタル／アナログ変換
処理）がなされた上で、デジタルテレビジョン放送およびアナログテレビジョン放送の番
組などの音声をスピーカ部５に出力する機能を有している。
【００２７】
　ここで、本実施形態では、制御回路部４０は、ＣＰＵからなり、液晶テレビジョン１０
０の全体の制御を司る制御部４９と、受信部４２および４３から受信された放送局からの
デジタルテレビジョン放送およびアナログテレビジョン放送の番組の番組識別情報を格納
するメモリ５０とをさらに含んでいる。また、制御部４９には、受光部４が接続されてお
り、液晶テレビジョン１００は、リモコン３からの光信号を受光部４が受信することによ
り、ユーザによるリモコン操作が可能であるように構成されている。また、制御回路部４
０の各部は、バス（伝送路）５１によって互いに接続されることによって、制御信号およ
び制御上のデータを互いに通信することが可能に構成されている。なお、メモリ５０は、
本発明の「記憶部」の一例である。
【００２８】
　また、制御部４９は、アナログテレビジョン放送を表示部１０に表示する際、信号タイ
プ（デジタルテレビジョン放送、アナログテレビジョン放送または外部入力）およびチャ
ンネル番号を用いて表示部１０に表示される番組を識別するように構成されている。具体
的には、制御部４９は、ユーザの操作により表示部１０にアナログテレビジョン放送の番
組を表示する場合には、放送局から番組と共に配信され、ユーザが指定するチャンネル番
号に対応する物理チャンネル番号と信号タイプとが含まれるようにチャンネルマップを作
成し、このチャンネルマップをメモリ５０に格納するように構成されている。また、制御
部４９は、メモリ５０に格納されたチャンネルマップを用いて表示部１０に表示させる番
組を識別するように構成されている。
【００２９】
　また、本実施形態では、制御部４９は、ユーザにより選択画面１３（図３参照）に表示
される番組が切り替えられる際に、選択画面１３に新たに表示される番組が、非選択画面
１４（図３参照）に表示中の番組と同一の番組である場合には、非選択画面１４に表示中
の番組以外の番組を選択画面１３に表示するように構成されている。具体的には、制御部
４９は、受信部４２および４３により映像情報と共に受信される選択画面１３（図３参照
）および非選択画面１４（図３参照）に表示中の番組の番組識別情報をチャンネルマップ
としてメモリ５０に格納するとともに、メモリ５０に格納された非選択画面１４に表示中
の番組識別情報と、ユーザにより指定された次に選択画面１３に表示される番組の番組識
別情報とを比較するように構成されている。
【００３０】
　また、本実施形態では、制御部４９は、表示部１０にデジタルテレビジョン放送の番組
を表示する場合には、その番組に対応するチャンネルマップを作成するとともに、チャン
ネルマップを用いて表示部１０に表示される番組を識別するように構成されている。この
チャンネルマップは、トランスポート処理部４５によりＴＳから、ＰＭＴ（Ｐｒｏｇｒａ
ｍ　Ｍａｐ　Ｔａｂｌｅ（図５参照））と、ＡＴＳＣ　Ａ／６５Ｃ規格に基づく地上波デ
ジタルテレビジョン放送に対応するＴＶＣＴ（Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｖｉｒｔｕａｌ
　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｔａｂｌｅ（図６参照））とケーブルデジタルテレビジョン放送に対
応するＣＶＣＴ（Ｃａｂｌｅ　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｔａｂｌｅ（図７参照
））とが選択的にメモリ５０に格納され、メモリ５０に格納されたＰＭＴ、ＴＶＣＴおよ
びＣＶＣＴを用いて制御部４９により作成されるように構成されている。
【００３１】
　より詳細には、受信部４２および４３が受信するデジタルテレビジョン放送が地上波デ
ジタルテレビジョン放送である場合には、受信部４２および４３により受信されるＴＳに
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は、ＰＭＴとＴＶＣＴとが含まれている。一方、受信部４２および４３により受信される
デジタルテレビジョン放送がケーブルデジタルテレビジョン放送である場合には、受信部
４２および４３が受信するＴＳには、ＰＭＴとＣＶＣＴとが含まれている。これにより、
制御部４９は、受信部４２および４３が地上波デジタルテレビジョン放送を受信する場合
には、ＰＭＴとＴＶＣＴとを利用してチャンネルマップを作成する一方、受信部４２およ
び４３がケーブルデジタルテレビジョン放送を受信する場合には、ＰＭＴとＣＶＣＴとを
利用してチャンネルマップを作成するように構成されている。
【００３２】
　また、ＰＭＴ、ＴＶＣＴおよびＣＶＣＴは、デジタルテレビジョン放送の番組毎にその
番組の番組識別情報として放送局から配信されている。また、制御部４９は、チャンネル
マップをメモリ５０に格納するとともに、表示部１０に表示される番組がユーザにより変
更される毎にチャンネルマップを更新するように構成されている。
【００３３】
　また、制御部４９は、ＰＭＴに含まれるｐｒｏｇｒａｍ＿ｎｕｍｂｅｒ７１（図５参照
）と、ＴＶＣＴに含まれるｐｒｏｇｒａｍ＿ｎｕｍｂｅｒ８１（図６参照）との組み合わ
せ、または、ＰＭＴに含まれるｐｒｏｇｒａｍ＿ｎｕｍｂｅｒ７１（図５参照）と、ＣＶ
ＣＴに含まれるｐｒｏｇｒａｍ＿ｎｕｍｂｅｒ９１（図７参照）との組み合わせから、Ｔ
Ｓに含まれる番組を識別するように構成されている。なお、ｐｒｏｇｒａｍ＿ｎｕｍｂｅ
ｒ７１、８１、９１は、本発明の「番組識別情報」の一例である。
【００３４】
　ここで、デジタルテレビジョン放送の番組には、１つの物理チャンネル番号（仮想チャ
ンネル番号）に対して、複数のサブチャンネル番号が存在する場合がある。物理チャンネ
ルとは、デジタルテレビジョン放送において、その放送が使用している周波数帯域に対応
して割り振られた番号である。また、サブチャンネルとは、デジタルテレビジョン放送に
おいて、ある物理チャンネル内にさらに複数の番組を個々に選局できるように割り振られ
ている番号である。また、制御部４９は、チャンネルマップを作成する際に、ＴＶＣＴに
含まれるｍａｊｏｒ＿ｃｈａｎｎｅｌ＿ｎｕｍｂｅｒ８２（図６参照）またはＣＶＣＴに
含まれるｍａｊｏｒ＿ｃｈａｎｎｅｌ＿ｎｕｍｂｅｒ９２（図７参照）から物理チャンネ
ル番号（仮想チャンネル番号）を導くとともに、ＴＶＣＴに含まれるｍｉｎｏｒ＿ｃｈａ
ｎｎｅｌ＿ｎｕｍｂｅｒ８３（図６参照）またはＣＶＣＴに含まれるｍｉｎｏｒ＿ｃｈａ
ｎｎｅｌ＿ｎｕｍｂｅｒ９３（図７参照）からサブチャンネル番号を導くように構成され
ている。なお、物理チャンネル番号およびサブチャンネル番号は、本発明の「番組識別情
報」および「チャンネル番号」の一例である。また、ｍａｊｏｒ＿ｃｈａｎｎｅｌ＿ｎｕ
ｍｂｅｒ８２、ｍｉｎｏｒ＿ｃｈａｎｎｅｌ＿ｎｕｍｂｅｒ８３、ｍａｊｏｒ＿ｃｈａｎ
ｎｅｌ＿ｎｕｍｂｅｒ９２およびｍｉｎｏｒ＿ｃｈａｎｎｅｌ＿ｎｕｍｂｅｒ９３は、本
発明の「番組識別情報」および「チャンネル番号」の一例である。
【００３５】
　また、制御部４９は、番組のタイトルを識別するために、ソースＩＤを利用するように
構成されている。このソースＩＤは、ＴＶＣＴに含まれるｓｏｕｒｃｅ＿ＩＤ８４（図６
参照）、または、ＣＶＣＴに含まれるｓｏｕｒｃｅ＿ＩＤ９４（図７参照）から導かれる
。また、制御部４９は、番組の映像および音声の映像を識別するために、ビデオＰＩＤ（
Ｐａｃｋｅｔ　ＩＤ）およびオーディオＰＩＤを利用するように構成されている。これら
ビデオＰＩＤおよびオーディオＰＩＤは、ＴＶＣＴに含まれるｄｉｓｃｒｉｐｔｏｒ８５
、または、ＣＶＣＴに含まれるｄｉｓｃｒｉｐｔｏｒ９５から導かれる。また、制御部４
９は、これら物理チャンネル番号（ｍａｊｏｒ＿ｃｈａｎｎｅｌ＿ｎｕｍｂｅｒ）、サブ
チャンネル番号（ｍｉｎｏｒ＿ｃｈａｎｎｅｌ＿ｎｕｍｂｅｒ）、ソースＩＤ（ｓｏｕｒ
ｃｅ＿ＩＤ）、ビデオＰＩＤおよびオーディオＰＩＤからチャンネルマップを作成すると
ともに、作成したチャンネルマップメモリ５０に格納するように構成されている。なお、
ｓｏｕｒｃｅ＿ＩＤ８４および９４は、本発明の「番組識別情報」および「番組識別子」
の一例であり、ビデオＰＩＤは、本発明の「番組識別情報」および「映像識別子」の一例
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である。
【００３６】
　また、本実施形態では、制御部４９は、ユーザのリモコン３の操作により、表示部１０
に対して、１画面表示機能が使用されている場合には、受信部４２からのみ、デジタルテ
レビジョン放送およびアナログテレビジョン放送の番組を受信する一方、２画面表示機能
（図３参照）が使用される場合には、受信部４２と受信部４３との両方からデジタルテレ
ビジョン放送およびアナログテレビジョン放送の番組を受信するように構成されている。
これにより、制御部４９は、表示部１０に同時に別々の番組を放映することが可能となる
。
【００３７】
　次に、図２～図１４を参照して、本実施形態による液晶テレビジョン１００の制御動作
を説明する。
【００３８】
　まず、図３に示すように、２画面表示機能が使用されている場合で、かつ、矢印Ｘ１側
の番組表示画面１１ａが選択画面１３である場合、図８に示すように、ステップＳ１にお
いて、ユーザの操作により、リモコン３（図２参照）のチャンネルアップボタン３２（図
２参照）が押圧された際に発信された信号が受光部４（図４参照）により受信されたか否
かが制御部４９（図４参照）により判断される。そして、ステップＳ１において、リモコ
ン３のチャンネルアップボタン３２が押圧された際に発信された信号が受光部４により受
信されたと判断された場合には、ステップＳ２に移行する。また、リモコン３のチャンネ
ルアップボタン３２が押圧された信号が受光部４により受信されていないと判断された場
合には、ステップＳ１の判断が繰り返される。
【００３９】
　そして、ステップＳ２において、選択画面１３に次に表示される番組の番組識別情報を
取得し、ステップＳ３に移行する。このとき、選択画面１３に次に表示される番組がアナ
ログテレビジョン放送の番組である場合には、物理チャンネル番号を取得する。また、選
択画面１３に次に表示される番組がデジタルテレビジョン放送の番組である場合には、ブ
ログラム番号、物理チャンネル番号（仮想チャンネル番号）およびサブチャンネル番号を
取得する。なお、選択画面１３に次に表示される番組がデジタルテレビジョン放送の番組
である場合には、チャンネルマップから取得する番組識別情報は、ブログラム番号（ＰＭ
ＴのＰｒｏｇｒａｍ＿ｎｕｍｂｅｒ７１（図５参照）、ＴＶＣＴのＰｒｏｇｒａｍ＿ｎｕ
ｍｂｅｒ８１（図６参照）およびＣＶＣＴのＰｒｏｇｒａｍ＿ｎｕｍｂｅｒ９１（図７参
照））と、物理チャンネル番号（ＴＶＣＴのＭａｊｏｒ＿ｃｈａｎｎｅｌ＿ｎｕｍｂｅｒ
８２（図６参照）およびＣＶＣＴのＭａｊｏｒ＿ｃｈａｎｎｅｌ＿ｎｕｍｂｅｒ９２（図
７参照））とである。
【００４０】
　そして、ステップＳ３において、選択画面１３に次に表示される番組の番組識別情報が
選択画面１３に表示中の番組の番組識別情報と一致するか否かが判断される。ステップＳ
３において、選択画面１３に次に表示される番組の番組識別情報が選択画面１３に表示中
の番組の番組識別情報と同じであると判断された場合には、選択可能な番組がないと判断
される。この場合、ステップＳ３０に移行して、図１１に示すように、選択画面１３に「
選択できる番組はありません」と表示されて、処理が終了される。また、図８に示すよう
に、ステップＳ３において、選択画面１３に次に表示される番組の番組識別情報が選択画
面１３に表示中の番組の番組識別情報と同じでないと判断された場合には、ステップＳ４
に移行する。
【００４１】
　ステップＳ４では、ステップＳ２で取得した、選択画面１３に次に表示される番組識別
情報が非選択画面１４に表示中の番組識別情報と一致するか否かが判断される。そして、
選択画面１３に次に表示される番組識別情報が非選択画面１４に表示中の番組識別情報と
同じであると判断された場合には、ステップＳ２に戻り、さらに次の物理チャンネル番号



(11) JP 2010-213208 A 2010.9.24

10

20

30

40

50

の番組識別情報を取得して、上記ステップＳ３およびステップＳ４の処理を繰り返す。一
方、ステップＳ４において、選択画面１３に次に表示される番組識別情報が非選択画面１
４に表示中の番組識別情報と同じでないと判断された場合には、ステップＳ５に移行する
。
【００４２】
　そして、ステップＳ５において、ステップＳ２で取得した番組識別情報を次の選択画面
１３（図３参照）に表示される番組の番組識別情報としてメモリ５０に格納してステップ
Ｓ６に移行する。そして、ステップＳ６では、ＯＳＤ画面１２（図３参照）に番組表示画
面１１ａおよび１１ｂ（図３参照）に表示中の番組のチャンネル番号などを表示して、ス
テップＳ７に移行する。この際、図１２に示すように、ＯＳＤ画面１２には、選択画面１
３および非選択画面１４に表示中の番組のチャンネル番号および放送局名と各種設定画面
とが表示される。そして、図８に示すように、ステップＳ７において、選択画面１３に表
示される番組を検索中であることを示す「Ｓｃａｎｎｉｎｇ」を表示して、ステップＳ８
に移行する。すなわち、図１２に示すように、選択画面１３の中央部に、「Ｓｃａｎｎｉ
ｎｇ」を表示させる。そして、ステップＳ８では、選択画面１３に表示中の番組の音声を
消音して、図９に示すステップＳ９に移行する。
【００４３】
　ステップＳ９において、次に選択画面１３に表示される番組の物理チャンネル（仮想チ
ャンネル）と信号タイプ（デジタルテレビジョン放送またはアナログテレビジョン放送）
とに対応するように受信部４２または４３の設定が行われて、ステップＳ１０に移行する
。ステップＳ１０では、次に選択画面１３に表示される番組がデジタルテレビジョン放送
か否かが判断される。ステップＳ１０では、次に選択画面１３に表示される番組がデジタ
ルテレビジョン放送の番組であると判断された場合には、ステップＳ１１に移行する。一
方、ステップＳ１０において、次に選択画面１３に表示される番組がデジタルテレビジョ
ン放送ではなくアナログテレビジョン放送であると判断された場合には、後述するステッ
プＳ１６（図１０参照）に移行する。
【００４４】
　そして、ステップＳ１１において、次に選択画面１３に表示される番組のＰＭＴとＴＶ
ＣＴと、または、ＰＭＴとＣＶＣＴとがメモリ５０に格納されるとともに、チャンネルマ
ップが作成されてステップＳ１２に移行する。このとき、次に選択画面１３に表示される
番組が地上波デジタルテレビジョン放送の番組である場合には、ＰＭＴとＴＶＣＴとがメ
モリ５０に格納される一方、次に選択画面１３に表示される番組がケーブルデジタルテレ
ビジョン放送である場合には、ＰＭＴとＣＶＣＴとがメモリ５０に格納される。
【００４５】
　また、ステップＳ１２において、ステップＳ１１でメモリ５０に格納したＰＭＴとＴＶ
ＣＴと、または、ＰＭＴとＣＶＣＴとに基づいて、以前に選択画面１３に表示されていた
番組のチャンネルマップと、非選択画面１４に表示中の番組のチャンネルマップとが更新
されて、図１０に示すステップＳ１３に移行する。
【００４６】
　そして、図１０に示すように、ステップＳ１３では、次に選択画面１３に表示される番
組のソースＩＤが無効値か否かが判断される。このステップＳ１３では、ステップＳ１１
でメモリ５０に格納したチャンネルマップに基づいて、次に選択画面１３に表示される番
組のソースＩＤが無効な値であるか否かの判断を行うとともに、次に選択画面１３に表示
される番組にソースＩＤが含まれているか否かも判断されている。ステップＳ１３におい
て、次に選択画面１３に表示される番組にソースＩＤが含まれていない場合には、ソース
ＩＤは無効値として判断される。そして、ステップＳ１３において、次に選択画面１３に
表示される番組のソースＩＤが無効値であると判断された場合、後述するステップＳ１５
に移行する。また、ステップＳ１３において、次に選択画面１３に表示される番組のソー
スＩＤが無効値ではないと判断された場合、ステップＳ１４に移行する。
【００４７】
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　ここで、本実施形態では、ステップＳ１４において、非選択画面１４に表示中の番組の
ソースＩＤと、次に選択画面１３に表示される番組のソースＩＤとが一致するか否かが判
断される。そして、ステップＳ１４において、非選択画面１４に表示中の番組のソースＩ
Ｄと、次に選択画面１３に表示される番組のソースＩＤとが一致しないと判断された場合
には、ステップＳ１５に移行する。また、非選択画面１４に表示中の番組のソースＩＤと
、次に選択画面１３に表示される番組のソースＩＤとが一致すると判断された場合には、
次に選択画面１３に表示される番組は、非選択画面１４に表示中の番組と同じ内容である
と判断される。この場合、制御フローは、ステップＳ２（図８参照）に戻り、さらに次の
物理チャンネル番号またはサブチャンネル番号の番組識別情報を取得する。
【００４８】
　また、本実施形態では、ステップＳ１５において、非選択画面１４に表示中の番組のビ
デオＰＩＤと、次に選択画面１３に表示される番組のビデオＰＩＤとが一致するか否かが
判断される。そして、ステップＳ１５において、非選択画面１４に表示中の番組のビデオ
ＰＩＤと、次に選択画面１３に表示される番組のビデオＰＩＤとが一致しないと判断され
た場合には、ステップＳ１６に移行する。また、ステップＳ１５において、非選択画面１
４に表示中の番組のビデオＰＩＤと、次に選択画面１３に表示される番組のビデオＰＩＤ
とが一致すると判断された場合には、次に選択画面１３に表示される番組は、非選択画面
１４に表示中の番組と同じ内容であると判断される。この場合、制御フローは、ステップ
Ｓ２（図８参照）に戻り、さらに次の物理チャンネル番号またはサブチャンネル番号の番
組識別情報を取得する。つまり、ステップＳ１４およびステップＳ１５により、制御部４
９は、次に選択画面１３に表示される番組と非選択画面１４に表示される番組とが同一の
番組であると判断した場合には、非選択画面１４に表示中の番組以外の番組を選択画面１
３に表示する。
【００４９】
　そして、ステップＳ１６では、次に選択画面１３に表示される番組の映像情報および音
声情報がＡＶデコーダ４６に送信される。そして、ステップＳ１７では、選択画面１３の
消音状態が解除されることにより、制御部４９は、次に選択画面１３に表示される番組の
音声を発生させる。
【００５０】
　そして、ステップＳ１８では、選択画面１３に表示中の「Ｓｃａｎｎｉｎｇ」が消去さ
れる。また、ステップＳ１９では、図１３に示すように、選択画面１３に次に表示される
番組の映像を表示されるとともにチャンネル番号表示を変更するとともに、ステップＳ２
０において、図１４に示すように、「Ａｃｔｉｖｅ」以外のＯＳＤ画面１２の表示が消去
される。このようにして、２画面表示における番組選択時（チャンネル切替時）の処理が
終了される。
【００５１】
　本実施形態では、上記のように、ユーザの操作により表示される番組を切替可能で、か
つ、それぞれ別個に表示可能に設けられる２つの番組表示画面１１ａおよび１１ｂを含む
表示部１０を設け、制御部４９を、ユーザにより番組表示画面１１ａを選択画面１３とし
て選択されて番組が切り替えられる操作が行われた際に、選択画面１３に次に表示される
番組と、２つの番組表示画面１１ｂを非選択画面１４に表示されている番組とが同一の番
組である場合には、非選択画面１４に表示される番組以外の番組を選択画面１３に表示す
るように制御するように構成することによって、選択画面１３と非選択画面１４に、同一
の番組による映像が同時に表示されることはない。これにより、それぞれ別個に表示可能
に設けられる２つの番組表示画面１１ａおよび１１ｂに対して同時に同一の番組が表示さ
れるのを抑制することができる。
【００５２】
　また、本実施形態では、上記のように、表示部１０の選択画面１３および非選択画面１
４に表示される番組に関する番組識別情報を格納するメモリ５０を設け、制御部４９を、
ユーザにより選択画面１３に対して表示される番組が切り替えられる操作が行われた際に
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、メモリ５０に格納された非選択画面１４に表示中の番組に関する番組識別情報と、選択
画面１３に次に表示される番組に関する番組識別情報とを比較することにより、選択画面
１３に次に表示される番組と非選択画面１４に表示中の番組とが同一であるか否かを判断
するとともに、同一である場合には、非選択画面１４に表示される番組以外の番組を選択
画面１３に表示するように制御するように構成することによって、メモリ５０に格納され
た表示部１０の非選択画面１４に表示中の番組の番組識別情報および選択画面１３に次に
表示される番組に関する番組識別情報を用いて、容易に、選択画面１３に次に表示される
番組と非選択画面１４に表示中の番組とが同一であるか否かを判断することができる。こ
れにより、容易に、選択画面１３と非選択画面１４とに対して、同一の番組による映像が
同時に表示されないように構成することができる。
【００５３】
　また、本実施形態では、上記のように、受信部４２および４３は、放送局から番組の映
像情報と共に番組識別情報を受信するように構成するとともに、制御部４９を、受信部４
２および４３により受信された番組識別情報を比較することにより選択画面１３に次に表
示される番組と非選択画面１４に表示中の番組とが同一であるか否かを判断するように構
成することによって、受信部４２および４３により受信された番組識別情報を用いて、容
易に、選択画面１３に次に表示される番組と非選択画面１４に表示中の番組とが同一であ
るか否かを判断して、同一である場合に非選択画面１４に表示される番組以外の番組を選
択画面１３に表示させることができる。
【００５４】
　また、本実施形態では、上記のように、制御部４９を、ユーザにより選択画面１３に対
して表示される番組が切り替えられる操作が行われた際に、メモリ５０に格納された非選
択画面１４に表示中の番組の物理チャンネル番号と、選択画面１３に次に表示される番組
の物理チャンネル番号とを比較することにより、選択画面１３に次に表示される番組と非
選択画面１４に表示中の番組とが同一であるか否かを判断するとともに、同一である場合
には、非選択画面１４に表示される番組以外の番組を選択画面１３に表示するように制御
するように構成することによって、制御部４９により、放送局からデジタルテレビジョン
放送の番組およびアナログテレビジョン放送番組と共に配信される物理チャンネル番号に
よって、容易に、選択画面１３に次に表示される番組と非選択画面１４に表示中の番組と
が同一であるか否かを判断することができるので、選択画面１３と非選択画面１４とに、
同一の番組による映像が同時に表示されないように構成することができる。
【００５５】
　また、本実施形態では、上記のように、ユーザにより選択画面１３に対して表示される
番組を物理チャンネル番号またはサブチャンネル番号の順番で変更した際に、選択画面１
３に次に表示される番組の物理チャンネル番号またはサブチャンネル番号と、非選択画面
１４に表示されている番組の物理チャンネル番号またはサブチャンネル番号とが同一であ
る場合には、非選択画面１４に表示される番組の物理チャンネル番号またはサブチャンネ
ル番号の次の物理チャンネル番号またはサブチャンネル番号の番組を選択画面１３に表示
するように構成することによって、制御部４９により、選択画面１３に対して、容易に、
非選択画面１４が表示中の番組とは異なる番組を表示させることができる。
【００５６】
　また、本実施形態では、上記のように、制御部４９を、非選択画面１４にデジタルテレ
ビジョン放送の番組の番組を表示している場合で、かつ、選択画面１３に次に表示される
番組がデジタルテレビジョン放送の番組である場合には、非選択画面１４に表示中の番組
のソースＩＤおよびビデオＰＩＤと、選択画面１３に次に表示される番組のソースＩＤお
よびビデオＰＩＤとを比較することにより、選択画面１３に次に表示される番組と非選択
画面１４に表示中の番組とが同一であるか否かを判断するとともに、同一である場合には
、非選択画面１４に表示される番組以外の番組を選択画面１３に表示するように制御する
ように構成することによって、デジタルテレビジョン放送の番組に対応するソースＩＤお
よびビデオＰＩＤにより、確実に、選択画面１３に次に表示される番組と非選択画面１４
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に表示中の番組とが同一であるか否かを判断することができるので、選択画面１３と非選
択画面１４とに、確実に、同一の番組による映像が同時に表示されないように構成するこ
とができる。
【００５７】
　なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範
囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が
含まれる。
【００５８】
　たとえば、上記実施形態では、表示装置の一例として、液晶テレビジョンを示したが、
本発明はこれに限らず、互いに別個に表示可能に設けられる２つの表示画面部を有する表
示部を備える表示装置であれば、ブラウン管テレビジョン、プラズマテレビジョン、リア
プロジェクションテレビジョンなど、液晶テレビジョン以外の表示装置にも適用可能であ
る。
【００５９】
　また、上記実施形態では、選択画面に次に表示される番組と、非選択画面に表示中の番
組とを比較するための番組識別情報として、チャンネル番号、プログラム番号、ソースＩ
ＤおよびビデオＰＩＤを用いたが、本発明はこれに限らず、その他の情報を用いて比較す
るようにしてもよい。
【００６０】
　また、上記実施形態では、選択画面の番組を変更する操作の一例として、物理チャンネ
ル番号およびサブチャンネル番号の順番（チャンネルアップ操作）に沿って変更する例を
示したが、本発明はこれに限らず、リモコンなどによりチャンネル番号を指定するダイレ
クト選局により番組を変更する場合にも適用可能である。
【００６１】
　また、上記実施形態では、リモコンのチャンネルアップボタンによって選択画面に表示
される番組の物理チャンネル番号およびサブチャンネル番号を変更する例を示したが、本
発明はこれに限らず、物理チャンネル番号およびサブチャンネル番号をチャンネルダウン
ボタンによって変更することにより選択画面に表示される番組を変更してもよい。
【００６２】
　また、上記実施形態では、デジタルテレビジョン放送の一例として、ＡＴＳＣ規格によ
る地上波デジタルテレビジョン放送およびケーブルデジタルテレビジョン放送を示したが
、本発明はこれに限らず、ＤＶＢ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｄｅｏ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉ
ｎｇ）規格、ＩＳＤＢ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｂ
ｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ）規格などのＡＴＳＣ規格以外のその他の規格によって配信され
るデジタルテレビジョン放送にも適用可能である。
【００６３】
　また、上記実施形態では、表示部の２画面表示機能の一例として、２つの番組表示画面
が互いに左右方向（矢印Ｘ１方向および矢印Ｘ２方向）に隣接して表示される例を示した
が、本発明はこれに限らず、２つの番組表示画面を、互いに上下方向に隣接して表示して
もよい。また、１つの番組表示画面に対して、もう１つの番組表示画面の一部を重ねて表
示してもよい。
【００６４】
　また、上記実施形態では、制御回路部の一例として、２つの受信部に対して、それぞれ
１つの制御部、記憶部、ＡＶセレクタ、トランスポート処理部およびＡＶデコーダを含む
制御回路部の例を示したが、本発明はこれに限らず、１つの受信部に対して、それぞれ１
つの制御部、記憶部、ＡＶセレクタ、トランスポート処理部およびＡＶデコーダを含む制
御回路を設けてもよい。たとえば、図１５に示す変形例のように、外部入力部４１と、受
信部４２と、ＡＶセレクタ４４と、トランスポート処理部４５と、ＡＶデコーダ４６と、
制御部４９と、メモリ５０と、パス５１とを含むとともに、受信部４２とは別個に設けら
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れた受信部１４３と接続されるＡＶセレクタ１４４と、トランスポート処理部１４５と、
ＡＶデコーダ１４６と、制御部１４９と、メモリ１５０と、パス１５１とを含み、さらに
、ＡＶデコーダ４６および１４６と接続される１つの映像処理部４７と音声処理部４８と
を含む制御回路部１４０を設けてもよい。この変形例では、制御部４９と１４９とが接続
されており、２画面表示機能を利用する場合には、制御部４９と１４９との間における通
信に基づいて、選択画面に表示される映像が決定される。なお、メモリ１５０は、本発明
の「記憶部」の一例である。
【符号の説明】
【００６５】
　１０　表示部
　１１ａ　番組表示画面（第１表示画面部）
　１１ｂ　番組表示画面（第２表示画面部）
　１３　選択画面（第１表示画面部、選択画面部）
　１４　非選択画面（第２表示画面部、非選択画面部）
　４２、４３、１４３　受信部
　４９、１４９　制御部
　５０、１５０　メモリ（記憶部）
　７１、８１、９１　ｐｒｏｇｒａｍ＿ｎｕｍｂｅｒ（番組識別情報）
　８２、９２　ｍａｊｏｒ＿ｃｈａｎｎｅｌ＿ｎｕｍｂｅｒ（チャンネル番号、番組識別
情報）
　８３、９３　ｍｉｎｏｒ＿ｃｈａｎｎｅｌ＿ｎｕｍｂｅｒ（チャンネル番号、番組識別
情報）
　８４、９４　ｓｏｕｒｃｅ＿ＩＤ（番組識別情報、番組識別子）
　１００　液晶テレビジョン（表示装置）

【図１】

【図２】

【図３】
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