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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テレビ放送信号を受信して選局する選局手段と、
　前記選局手段により選局されたテレビ放送信号の映像信号に応じた映像を表示する表示
素子と、
　前記選局手段を制御するための番組選択情報と選局用チャンネル番号とを対応付けて記
憶するとともに、目的とする処理プログラムを実行するためのプログラム関連情報と選局
用チャンネル番号とを対応付けて記憶する記憶手段と、
　使用者からの選局用チャンネル番号の選択入力を受け付ける受付手段と、
　前記受付手段を通じて選択された前記選局用チャンネル番号に対応する情報を前記記憶
手段から読み出す読み出し手段と、
　前記読み出し手段により読み出された情報が、前記番組選択情報であるときに、その番
組選択情報に基づいて前記選局手段を制御する選局制御手段と、
　前記読み出し手段により読み出された情報が、前記プログラム関連情報であるときに、
そのプログラム関連情報に応じてプログラムを実行するプログラム実行手段と、
　前記選局用チャンネル番号のうち、前記番組選択情報および前記プログラム関連情報に
対応付けられていない空き選局用チャンネル番号を検出する検出手段と
　を備え、
　前記記憶手段は、前記プログラム実行手段により実行されたプログラムによって新たに
読み出される新規プログラムについてのプログラム関連情報と、前記検出手段により検出
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された前記空き選局用チャンネル番号とを、前記番組選択情報または前記プログラム関連
情報に対応付けられている前記選局用チャンネル番号と前記空き選局用チャンネル番号と
が連続するように対応付けて記憶する
　ことを特徴とするテレビジョン受像機。
【請求項２】
　請求項１に記載のテレビジョン受像機であって、
　前記受付手段は、選局用チャンネル番号の順方向、逆方向の選択入力を受け付ける選局
チャンネルのアップ／ダウンキーであることを特徴とするテレビジョン受像機。
【請求項３】
　請求項１に記載のテレビジョン受像機であって、
　前記選局用チャンネル番号の少なくとも１つに対応付けられている前記プログラム関連
情報は、自機において実行可能な処理プログラムに関するものであることを特徴とするテ
レビジョン受像機。
【請求項４】
　請求項１に記載のテレビジョン受像機であって、
　通信網に接続するための通信手段を備え、
　前記選局用チャンネル番号の少なくとも１つに対応付けられている前記プログラム関連
情報は、少なくとも前記通信手段を通じて情報を送信あるいは受信するようにするために
実行するプログラムに関するものであることを特徴とするテレビジョン受像機。
【請求項５】
　請求項１に記載のテレビジョン受像機であって、
　通信網に接続するための通信手段と、
　前記通信手段を通じて受信した受信情報を記憶する受信情報記憶手段と
　を備え、
　前記選局用チャンネル番号の少なくとも１つに対応付けられている前記プログラム関連
情報は、少なくとも前記受信情報記憶手段に記憶されている前記受信情報の表示情報を前
記表示素子に表示するために実行するプログラムに関するものであることを特徴とするテ
レビジョン受像機。
【請求項６】
　請求項１に記載のテレビジョン受像機であって、
　通信網に接続するための通信手段と、
　前記通信手段を通じて送信する情報を記憶する送信情報記憶手段と
　を備え、
　前記選局用チャンネル番号の少なくとも１つに対応付けられている前記プログラム関連
情報は、少なくとも前記送信情報記憶手段に記憶されている前記送信情報の表示情報を前
記表示素子に表示するために実行するプログラムに関するものであることを特徴とするテ
レビジョン受像機。
【請求項７】
　請求項１に記載のテレビジョン受像機であって、
　前記表示素子に表示するようにする表示情報を記憶保持する表示情報記憶手段を備え、
　前記選局用チャンネル番号の少なくとも１つに対応付けられている前記プログラム関連
情報は、少なくとも前記表示情報記憶手段に記憶されている前記表示情報に応じた映像を
前記表示素子に表示するために実行するプログラムに関するものであることをとを特徴と
するテレビジョン受像機。
【請求項８】
　請求項１に記載のテレビジョン受像機であって、
　前記記憶手段に記憶されている情報の一覧表の表示指示入力を受け付ける指示入力受付
手段と、
　前記指示入力受付手段を通じて、前記一覧表の表示が指示されたときに、前記記憶手段
に記憶されている情報の一覧表を前記表示素子に表示するための表示用信号を形成する一
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覧表表示信号形成手段と
　を備えることを特徴とするテレビジョン受像機。
【請求項９】
　請求項８に記載のテレビジョン受像機であって、
　前記表示素子の表示画面上に設けられ、使用者により接触するようにされた前記表示画
面上の接触位置を検出する接触位置検出手段を備え、
　前記読み出し手段は、前記接触位置検出手段により検出された前記表示画面上の接触位
置に表示されている前記一覧表の表示項目に対応する選局用チャンネル番号を使用者によ
り選択された選局チャンネル番号として用いることを特徴とするテレビジョン受像機。
【請求項１０】
　請求項１に記載のテレビジョン受像機であって、
　前記プログラム実行手段は、前記プログラムを、当該プログラムが割り当てられた選局
チャンネル番号から他の選局チャンネル番号へ切り換えられた時に実行していた処理から
実行するようにすることを特徴とするテレビジョン受像機。
【請求項１１】
　放送信号を受信、選局する機能を備えた電子機器において行なわれるプログラム実行方
法であって、
　前記電子機器の所定のメモリには、選局を制御するための番組選択情報と選局用チャン
ネル番号とが対応付けられて記憶されているとともに、目的とする処理プログラムを実行
するためのプログラム関連情報と選局用チャンネル番号とが対応付けられて記憶するよう
にされており、
　使用者からの選局用チャンネル番号の選択入力を受け付ける受付ステップと、
　前記受付ステップにおいて受け付けた前記選局用チャンネル番号に対応する情報を前記
所定のメモリから読み出す読み出しステップと、
　前記読み出しステップにおいて読み出された情報が、前記番組選択情報であるときに、
その番組選択情報に基づいて前記選局を制御する選局制御ステップと、
　前記読み出しステップにおいて読み出された情報が、前記プログラム関連情報であると
きに、そのプログラム関連情報に応じてプログラムを実行するプログラム実行ステップと
　前記選局用チャンネル番号のうち、前記番組選択情報および前記プログラム関連情報に
対応付けられていない空き選局用チャンネル番号を検出する検出ステップと、
　前記プログラム実行ステップにおいて実行されたプログラムによって新たに読み出され
る新規プログラムについてのプログラム関連情報と、前記検出ステップにおいて検出され
た前記空き選局用チャンネル番号とを、前記番組選択情報または前記プログラム関連情報
に対応付けられている前記選局用チャンネル番号と前記空き選局用チャンネル番号とが連
続するように対応付けて、前記メモリに記憶させる記憶制御ステップと
　を有することを特徴とするプログラム実行方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、放送信号を受信、選局する機能を有する電子機器であるテレビ受像機、お
よびテレビ受像機を含む電子機器において用いられるプログラム実行方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
例えば、テレビジョン受像機（以下、テレビ受像機という。）においては、テレビ受像機
のリモートコマンダ（以下、リモコンという。）に設けられているチャンネルのアップ／
ダウン（＋／－）キーを操作することにより、チャンネルを切り換えることができるよう
にされている。また、テレビ受像機に接続されたＶＴＲ（ビデオテープレコーダ）などの
外部入力装置からの信号を処理する場合には、入力切り換えキーを押下することにより、
処理する信号を切り換えることができるようにようにされている。
【０００３】
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また、通常のテレビ放送番組に加え、インターネット上に提供されているいわゆるＷｅｂ
ページなどの情報（コンテンツ）を手軽に利用できるようにするため、モデムなどの通信
手段を備え、電話回線を通じてインターネットに接続し、Ｗｅｂページなどの情報をテレ
ビ受像機の表示画面の通じて視聴することが可能ないわゆるインターネットテレビ受像機
が提供されている。
【０００４】
このインターネットテレビ受像機には、テレビ放送番組の再生から、インターネットへの
接続へ切り換えるために、専用の切り換えキーが設けられており、この専用の切り換えキ
ーを用いることによって、使用者は、インターネットへの接続を行なうプログラムを起動
させて、インターネットへの接続を行ない、インターネット上に提供されている種々の情
報を利用することができるようにされている。
【０００５】
また、インターネットに接続が可能であって、インターネットを通じて提供されるＷｅｂ
ページの閲覧プログラムであるブラウザが搭載されたインターネットテレビ受像機、パー
ソナルコンピュータ、ＳＴＢ（Ｓｅｔ－Ｔｏｐ　Ｂｏｘ）やＩＲＤ（Ｉｎｔｅｇｒｅｔｅ
ｄ　Ｒｅｃｅｖｅｒ　Ｄｅｃｏｄｅｒ）などの電子機器においては、よく見るＷｅｂペー
ジをこれらの電子機器に登録しておき、いつでも素早く目的とするＷｅｂページを見るこ
とができるようにしている。
【０００６】
このよく見るＷｅｂページの登録や利用は、電子機器に設けられた専用のキー（ボタンス
イッチ）を操作するなど、電子機器に対して所定の操作を行うことによって、よく見るＷ
ｅｂページの登録や、表示を行なうことができるようにされている。
【０００７】
このように、テレビ受像機や受信機などの電子機器においては、選局はもちろん、外部入
力の切り換えやインターネットへの接続、よく見るＷｅｂページの登録や表示などのよく
行なわれる処理については、専用のキーを電子機器のリモコンや、キー操作部などに設け
ておくことにより、比較的に簡単な操作で目的とする処理を実行することができるように
している。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、前述したように、ＶＴＲからの信号をテレビ受像機で再生して視聴しようとす
る場合、外部入力装置からの信号を受け付けるように、テレビ受像機のリモコンなどの入
力切り換えキーを操作しなければならない。また、前述したインターネットテレビ受像機
においては、インターネットから得た情報を表示したりする場合には、専用キーを操作し
たりするなど、予め決められた所定の操作を行わなければならない。
【０００９】
しかし、自分が視聴しようとする情報が何処にあるのか、それはどうすれば再生できるの
かなど、使用するテレビ受像機やインターネットテレビ受像機の操作方法や、その周辺の
仕組みを理解していなければ、予め決められた所定の操作を行うことができない場合があ
る。
【００１０】
このように、従来は、自分の見たい画面や、やりたいことを理解して、専用のキーを操作
するなどの所定の操作を行うことが使用者に求められている。このため、その仕組みが理
解できていない使用者にとっては、目的とする情報をテレビ受像機の表示画面に表示する
ことされも難しいと感じてしまう場合がある。
【００１１】
以上のことにかんがみ、この発明は、上記問題点を一掃し、簡単な操作で、しかも、確実
に、目的とする情報を得ることができるようにするテレビ受像機、受信機、および、プロ
グラム実行方法を提供することを目的とする。
【００１２】
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【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、この発明による請求項１に記載のテレビジョン受像機は、
　テレビ放送信号を受信して選局する選局手段と、
　前記選局手段により選局されたテレビ放送信号の映像信号に応じた映像を表示する表示
素子と、
　前記選局手段を制御するための番組選択情報と選局用チャンネル番号とを対応付けて記
憶するとともに、目的とする処理プログラムを実行するためのプログラム関連情報と選局
用チャンネル番号とを対応付けて記憶する記憶手段と、
　使用者からの選局用チャンネル番号の選択入力を受け付ける受付手段と、
　前記受付手段を通じて選択された前記選局用チャンネル番号に対応する情報を前記記憶
手段から読み出す読み出し手段と、
　前記読み出し手段により読み出された情報が、前記番組選択情報であるときに、その番
組選択情報に基づいて前記選局手段を制御する選局制御手段と、
　前記読み出し手段により読み出された情報が、前記プログラム関連情報であるときに、
そのプログラム関連情報に応じてプログラムを実行するプログラム実行手段と、
　前記選局用チャンネル番号のうち、前記番組選択情報および前記プログラム関連情報に
対応付けられていない空き選局用チャンネル番号を検出する検出手段と
　を備え、
　前記記憶手段は、前記プログラム実行手段により実行されたプログラムによって新たに
読み出される新規プログラムについてのプログラム関連情報と、前記検出手段により検出
された前記空き選局用チャンネル番号とを、前記番組選択情報または前記プログラム関連
情報に対応付けられている前記選局用チャンネル番号と前記空き選局用チャンネル番号と
が連続するように対応付けて記憶する
　ことを特徴とする。
【００１３】
この請求項１に記載のテレビジョン受像機によれば、記憶手段には、選局手段を制御する
ための番組選択情報と選局用チャンネル番号とが対応付けて記憶され、また、目的とする
処理プログラムを実行するためのプログラム関連情報と選局用チャンネル番号とが対応付
けて記憶される。
【００１４】
受付手段を通じて、選局チャンネル番号の入力を受け付けたときには、読み出し手段によ
り、受け付けた選局チャンネル番号に対応する情報が、前記記憶手段から読み出される。
そして、読み出された情報が、番組選択情報であるときには、その番組選択情報に基づい
て、選局制御手段により選局手段が制御される。また、読み出された情報が、プログラム
関連情報であるときには、プログラム実行手段により、そのプログラム関連情報に応じて
プログラムが実行される。
【００１５】
これにより、通常放送信号を選局するために用いられる選局チャンネル番号によって、目
的とする処理プログラムを実行させ、目的とする処理を行なうようにすることができる。
したがって、選局チャンネル番号の選択という使用者の誰もが慣れている操作によって、
目的とする処理を行なうようにすることができる。
また、請求項２に記載のテレビジョン受像機は、請求項１に記載のテレビジョン受像機で
あって、
前記受付手段は、選局用チャンネル番号の順方向、逆方向の選択入力を受け付ける選局チ
ャンネルのアップ／ダウンキーであることを特徴とする。
【００１６】
この請求項２に記載のテレビジョン受像機によれば、チャンネルのアップ／ダウンキーに
よって、順次に、順方向あるいは逆方向にチャンネル番号の選択を行うことができるよう
にされる。
【００１７】
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これにより、チャンネルのアップ／ダウンキーの操作という、単純な操作によって、通常
のテレビ放送番組のチャンネル選局と全く同様の操作で、選局用チャンネル番号に対応付
けられたプログラムを実行させ利用するようにすることができる。
【００１８】
また、請求項３に記載のテレビジョン受像機は、請求項１に記載のテレビジョン受像機で
あって、
前記選局用チャンネル番号の少なくとも１つに対応付けられている前記プログラム関連情
報は、自機において実行可能な処理プログラムに関するものであることを特徴とする。
【００１９】
この請求項３に記載のテレビジョン受像機によれば、選局用チャンネル番号の少なくとも
１つに応付けられて記憶手段に記憶されているプログラム関連情報は、当該テレビ受像機
において実行可能な処理プログラムを実行するためのものである。
【００２０】
例えば、ワープロプログラムやゲームプログラムなどの各種のプログラムを実行するため
のプログラム名などの情報である。これにより、選局用チャンネル番号の選択という、使
用者が慣れている操作によって、テレビ受像機において実行可能な各種のプログラムを簡
単な操作で実行し、利用することができる。
【００２１】
また、請求項４に記載のテレビジョン受像機は、請求項１に記載のテレビジョン受像機で
あって、
通信網に接続するための通信手段を備え、
前記選局用チャンネル番号の少なくとも１つに対応付けられている前記プログラム関連情
報は、少なくとも前記通信手段を通じて情報を送信あるいは受信するようにするために実
行するプログラムに関するものであることを特徴とする。
【００２２】
この請求項４に記載のテレビジョン受像機によれば、選局用チャンネル番号の少なくとも
１つに応付けられて記憶手段に記憶されているプログラム関連情報は、通信手段を通じて
情報を送信したり受信したりするようにするためのプログラムであり、例えば、Ｗｅｂペ
ージを閲覧可能にするためのブラウザなどと呼ばれるビューアプログラムのプログラム名
とＩＳＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｐｒｏｖｉｄｅｒ）の電話番号などの情
報や電子メールの作成、送信、受信を行うようにするためのメーラーなどと呼ばれる電子
メールに関する処理プログラムのプログラム名などの情報である。
【００２３】
これにより、選局用チャンネル番号の選択という、使用者が慣れている操作によって、通
信網を通じて通信ネットワークに接続するようにして、情報を受信したり送信したりする
ようにすることが簡単にできるようにされる。
【００２４】
また、請求項５に記載のテレビジョン受像機は、請求項１に記載のテレビジョン受像機で
あって、
通信網に接続するための通信手段と、
前記通信手段を通じて受信した受信情報を記憶する受信情報記憶手段と
を備え、
前記選局用チャンネル番号の少なくとも１つに対応付けられている前記プログラム関連情
報は、少なくとも前記受信情報記憶手段に記憶されている前記受信情報の表示情報を前記
表示素子に表示するために実行するプログラムに関するものであることを特徴とする。
【００２５】
この請求項５に記載のテレビジョン受像機によれば、通信手段により、例えば、インター
ネットなどの通信網（通信ネットワーク）に接続することができるようにされる。そして
、例えば、いわゆるＷｅｂページや電子メールなどの通信手段により受信された受信情報
は、受信情報記憶手段に記憶することができるようにされる。
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【００２６】
そして、選局用チャンネル番号の少なくとも１つに応付けられて記憶手段に記憶されてい
るプログラム関連情報は、受信情報記憶手段に記憶されている受信情報の表示情報を表示
素子に表示するためのプログラムを実行するためのものである。
【００２７】
具体的には、受信情報記憶手段に記憶されている出力しようとする情報が、Ｗｅｂページ
の情報である場合には、プログラム関連情報は、Ｗｅｂページを閲覧可能にするためのブ
ラウザなどと呼ばれるビューアプログラムのプログラム名と、出力するＷｅｂページのＵ
ＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）などの情報である。また、
受信情報記憶手段に記憶されている出力しようとする出力しようとする情報が、受信した
電子メールである場合には、受信電子メールの一覧表を表示するための表示プログラムの
プログラム名などの情報である。
【００２８】
これにより、選局用チャンネル番号の選択という、使用者が慣れている操作によって、通
信網から取得した情報を簡単に表示素子に表示して利用することができるとともに、通信
ネットワークを通じて情報を受信したり送信したりすることが簡単にできる。
【００２９】
また、請求項６に記載のテレビジョン受像機は、請求項１に記載のテレビジョン受像機で
あって、
通信網に接続するための通信手段と、
前記通信手段を通じて送信する情報を記憶する送信情報記憶手段と
を備え、
前記選局用チャンネル番号の少なくとも１つに対応付けられている前記プログラム関連情
報は、少なくとも前記送信情報記憶手段に記憶されている前記送信情報の表示情報を前記
表示素子に表示するために実行するプログラムに関するものであることを特徴とする。
【００３０】
この請求項６に記載のテレビジョン受像機によれば、通信手段により、例えば、インター
ネットなどの通信網（通信ネットワーク）に接続することができるようにされる。例えば
、通信網を通じて送信しようとする電子メールなどの送信情報は、送信情報記憶手段に記
憶することができるようにされる。
【００３１】
そして、選局用チャンネル番号の少なくとも１つに応付けられて記憶手段に記憶されてい
るプログラム関連情報は、送信情報記憶手段に記憶されている送信情報の表示情報を表示
素子に表示するためのプログラムを実行するための情報である。
【００３２】
具体的には、プログラム関連情報は、出力しようとする送信情報記憶手段に記憶されてい
る情報が、送信するための作成した電子メールである場合には、作成済み電子メールの一
覧表を表示するための表示プログラムのプログラム名などの情報である。
【００３３】
これにより、選局用チャンネル番号の選択という、使用者が慣れている操作によって、通
信網を通じて相手先に送信しようとする情報を簡単に表示素子に表示して利用することが
できる。また、通信ネットワークを通じて作成した電子メールを送信したりすることが簡
単にできる。
【００３４】
　また、請求項７に記載のテレビジョン受像機は、請求項１に記載のテレビジョン受像機
であって、
　前記表示素子に表示するようにする表示情報を記憶保持する表示情報記憶手段を備え、
　前記選局用チャンネル番号の少なくとも１つに対応付けられている前記プログラム関連
情報は、少なくとも前記表示情報記憶手段に記憶されている前記表示情報に応じた映像を
前記表示素子に表示するために実行するプログラムに関するものであることを特徴とする
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。
【００３５】
この請求項７に記載のテレビジョン受像機によれば、表示情報記憶手段には、例えば、画
像データやテキストデータなどの表示情報が記憶されている。そして、選局用チャンネル
番号の少なくとも１つに応付けられて記憶手段に記憶されているプログラム関連情報は、
表示情報記憶手段に記憶されている表示情報を表示素子に表示するためのプログラムを実
行するための情報である。
【００３６】
具体的には、プログラム関連情報は、表示情報記憶手段に記憶されている静止画像データ
を出力するアプリケーションプログラムであるいわゆるアルバムプログラムや、表示情報
記憶手段に記憶されているテキストデータを出力するいわゆるワープロプログラム、ある
いは、表示情報記憶手段に記憶されているデータを出力する表計算プログラムなどを実行
するようにするための情報である。
【００３７】
これにより、選局用チャンネル番号の選択という、使用者が慣れている操作によって、表
示情報記憶手段により記憶されている各種の情報を表示素子に表示して利用することがで
きる。
【００３８】
また、請求項８に記載のテレビジョン受像機は、請求項１に記載のテレビジョン受像機で
あって、
前記記憶手段に記憶されている情報の一覧表の表示指示入力を受け付ける指示入力受付手
段と、
前記指示入力受付手段を通じて、前記一覧表の表示が指示されたときに、前記記憶手段に
記憶されている情報の一覧表を前記表示素子に表示するための表示用信号を形成する一覧
表表示信号形成手段と
を備えることを特徴とする。
【００３９】
この請求項８に記載のテレビジョン受像機によれば、指示入力受付手段を通じて一覧表の
表示指示入力をお受け付けると、一覧表表示信号形成手段により、記憶手段に記憶されて
いる情報の一覧表を表示するための表示用信号が形成され、これが表示素子に供給するよ
うにされる。
【００４０】
これにより、記憶手段に記憶されている情報の一覧表である選局チャンネル一覧表が、表
示素子に表示するようにされる。そして、一覧表により、使用されている選局チャンネル
番号、対応付けられている情報を確認し、間違うことなく目的とする選局チャンネル番号
を選択するようにすることができる。
【００４１】
また、請求項９に記載のテレビジョン受像機は、請求項８に記載のテレビジョン受像機で
あって、
前記表示素子の表示画面上に設けられ、使用者により接触するようにされた前記表示画面
上の接触位置を検出する接触位置検出手段を備え、
前記読み出し手段は、前記接触位置検出手段により検出された前記表示画面上の接触位置
に表示されている前記一覧表の表示項目に対応する選局用チャンネル番号を使用者により
選択された選局チャンネル番号として用いることを特徴とする。
【００４２】
この請求項９に記載のテレビジョン受像機によれば、表示素子の表示画面上に設けられて
いる接触位置検出手段に対して、使用者の指などの接触させると、その接触位置が検出さ
れ、その接触位置に対応する表示素子の表示画面に表示されている一覧表の表示項目に応
じた選局用チャンネル番号が選択されたものとして扱われる。
【００４３】
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　これにより、表示素子に表示された一覧表と、接触位置検出手段とにより、使用者から
の選局チャンネル番号の選択操作を受け付けることができる。この場合使用者は、いわゆ
るワンタッチで、目的とする選局チャンネル番号を選択し、選局する放送信号を変えたり
、目的とする処理を行なうプログラムを実行させることができる。
【００４４】
また、請求項１０に記載のテレビジョン受像機は、請求項１に記載のテレビジョン受像機
であって、
前記プログラム実行手段は、前記プログラムを、当該プログラムが割り当てられた選局チ
ャンネル番号から他の選局チャンネル番号へ切り換えられた時に実行していた処理から実
行するようにすることを特徴とする。
【００４５】
この請求項１０に記載の発明のテレビ受像機によれば、例えば、プログラム関連情報は、
選局チャンネル番号が切り換えられたときのプログラムの実行状態などの情報をも含むも
のである。そして、受付手段を通じて、過去に選択されたことのある選局チャンネル番号
であって、プログラム関連情報が対応付けられた選局チャンネル番号が選択されたときに
は、プログラム実行手段により、選局チャンネル番号が切り換えられた時に実行していた
処理から実行するようにされる。
【００４６】
例えば、電子メールの作成途中で選局チャンネル番号を切り換えて、テレビ放送番組など
を視聴した後、再度、電子メールの作成処理が割り当てられている選局チャンネル番号に
戻るようにすると、電子メールの作成途中の画面に戻り、電子メールの作成を続行するこ
とができる。これにより、複雑な操作を行うことなく、中断した処理を簡単にその続きか
ら続行するようにすることができる。
【００４７】
【発明の実施の形態】
以下、図を参照しながらこの発明によるテレビ受像機、受信機およびプログラム実行方法
の一実施の形態について説明する。以下に説明する実施の形態においては、この発明によ
るテレビ受像機、受信機およびプログラム実行方法を、テレビ放送信号を受信、選局する
ことができるとともに、インターネットなどの通信ネットワークに接続し、通信ネットワ
ークを通じて情報の受信や送信を行なうことが可能ないわゆるネットテレビジョン端末（
以下、単にテレビ受像機という。）に適用した場合を例にして説明する。
【００４８】
図１は、この実施の形態のテレビ受像機を説明するためのブロック図である。図１に示す
ように、この実施の形態のテレビ受像機は、屋外に設置される地上波のアナログテレビ放
送信号の受信アンテナ１に接続されるチューナ部２、復調部３、映像信号の入力端子Ｖｄ
１、Ｖｄ２、音声信号の入力端子Ａｕ１、Ａｕ２、Ｄ／Ａ変換部４、セレクタ５、ＯＳＤ
（Ｏｎ　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ）処理部６、映像信号処理部７、ＬＣＤ（Ｌｉｑ
ｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）８、音声信号増幅部９、スピーカ１０、タッ
チパネル１１、座標検出部１２を備えている。
【００４９】
また、この実施の形態のテレビ受像機の各部は、制御部１００によって制御するようにさ
れている。制御部１００は、図１に示すように、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓ
ｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１０１、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　ＯｎｌｙＭｅｍｏｒｙ）１０２、ＲＡ
Ｍ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１０３、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒ
ｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍ
ｅｍｏｒｙ）１０４、キャッシュメモリ１０５がＣＰＵバス１０５を通じて接続されて構
成されたマイクロコンピュータである。
【００５０】
ＲＯＭ１０２は、この実施の形態のテレビ受像機において実行する各種の処理プログラム
や処理に必要なデータなどが記録されたものである。ＲＡＭ１０３は、各種の処理におい
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て得られたデータを一時的に記憶保持するなどのように、主に各種の処理の作業領域とし
て用いられるものである。
【００５１】
ＥＥＰＲＯＭ１０４は、いわゆる不揮発性のメモリであり、電源が落とされても、記憶保
持した情報が失われることがないようにされたものである。例えば、チューナ部２に供給
する選局制御情報に含められる周波数情報やその他の各種のパラメータ情報が記憶保持さ
れる。
【００５２】
また、制御部１００には、モデム部２０が接続されている。モデム部２０は、インターフ
ェース（以下、Ｉ／Ｆと略称する。）部２１と、通信部２２とからなっている。Ｉ／Ｆ部
２１は、通信回線、この実施の形態においては電話回線と、この実施の形態のテレビ受像
機との間のインターフェースであり、電話回線を通じて送信されてくる信号を受信したり
、このテレビ受像機からの信号を電話回線に送信するしたりする。
【００５３】
通信部２２は、Ｉ／Ｆ部２１を通じて受信した信号を復調して、これを制御部１００に供
給したり、制御部１００からの送信信号を変調して、これをＩ／Ｆ部２１に供給する。こ
れにより、電話回線が接続された相手先との間で、各種のデータの送信、受信を行うこと
ができるようにされる。なお、図１において、参照符号Ｌは、電話網から引き込まれた電
話線であり、参照符号ＭＪは、電話線Ｌとの接続端子（モジュラージャック）である。
【００５４】
そして、この実施の形態のテレビ受像機は、モデム部２０、電話線Ｌ、および、所定のＩ
ＳＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｐｒｏｖｉｄｅｒ）を通じてインターネット
に接続し、インターネットを通じて各種の情報（コンテンツ）の提供を受けたり、電子メ
ールを送信したり受信したりすることができるようにされている。
【００５５】
このため、制御部１００は、モデム部２０を制御して、オフフックしたりオンフックする
などのことができるとともに、オフフックするようにモデム部２０を制御したときには、
ダイヤル信号を電話回線に送出するようにするいわゆるダイヤラとしての機能などをも備
えたものである。
【００５６】
このように、この実施の形態のテレビ受像機は、電話網やインターネットなどの通信ネッ
トワークに接続するための機能を備え、通信ネットワークを通じて情報の供給を受けたり
、目的とする相手先に情報を送信することができるものである。
【００５７】
また、制御部１００に接続されたキャッシュメモリ１０５は、例えば、上述したように通
信ネットワークを通じて取得するようにしたいわゆるＷｅｂページなどの提供情報や、受
信した電子メール、送信した、あるいは、送信する電子メールなどを記憶保持し、保持さ
れている情報を必要に応じて読み出して利用することができるようにしている。
【００５８】
また、制御部１００には、キーインターフェース（以下、キーＩ／Ｆという。）３１を通
じて、キー操作部３２が接続されている。キー操作部３２は、使用者からのキー操作を受
け付けるものであり、この実施の形態のテレビ受像機においては、電源のオン／オフ、選
局チャンネルのアップ／ダウン、音量のアップ／ダウン、後述するチャネル一覧表（イン
デックス一覧表）の表示指示などのキー操作を行なうことができるようにされている。
【００５９】
さらに、制御部１００には、外部メモリインターフェース（以下、外部メモリＩ／Ｆとい
う。）４１を通じて、着脱可能なようにされた外部メモリ（外部半導体メモリ）５０を接
続することができるようにされている。そして、この実施の形態のテレビ受像機の制御部
１００は、外部メモリＩ／Ｆ４１を通じて、これに接続された外部メモリ５０にデータや
プログラムを書き込んで保存したり、また、外部メモリ５０に書き込まれたデータやプロ
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グラムを読み出して利用することができるようにされている。
【００６０】
このように、外部メモリＩ／Ｆ４１は、外部メモリ５０の着脱を可能にするスロット部を
備え、外部メモリ５０へのデータの書き込み機能、外部メモリ５０からのデータの読み出
し機能をも有し、この外部メモリＩ／Ｆ４１に接続された外部メモリ５０と、この実施の
形態のテレビ受像機の制御部１００との間のデータの送受を可能にしている。
【００６１】
次に、この実施の実施の形態のテレビ受像機の動作について説明する。この実施の形態に
おいて、テレビ受像機のチューナ部２には、図１に示すように、受信アンテナ１により受
信されたテレビ放送信号が供給される。チューナ部２は、受信アンテナ１からのテレビ放
送信号の中から、制御部１００からの選局指示信号に応じたテレビ放送信号を選局し、こ
の選局したテレビ放送信号を復調部３に供給する。復調部３は、これに供給されたテレビ
放送信号を復調して、復調後の信号をセレクタ５に供給する。
【００６２】
このセレクタ５には、映像信号の入力端子Ｖｄ１、Ｖｄ２を通じて供給される映像信号、
音声信号の入力端子Ａｕ１、Ａｕ２を通じて入力される音声信号が供給される。また、セ
レクタ５には、Ｄ／Ａ変換部４を通じて、制御部１００からの情報も供給するようにされ
ている。制御部１００からセレクタ５に供給される情報としては、モデム部２０を通じて
、取り込んだ、例えば、インターネット上に公開されているいわゆるＷｅｂページの情報
や、電子メールなどの情報である。
【００６３】
そして、セレクタ５は、制御部１００からの切り換え制御信号に応じて、復調部３からの
信号を出力するか、２系統ある外部入力端子のうち、外部入力端子Ｖｄ１、Ａｕ１からの
信号を出力するか、外部入力端子Ｖｄ２、Ａｕ２からの信号を出力するか、あるいは、制
御部１００からの信号を出力するかを切り換える。制御部１００からセレクタ５に供給さ
れる切り換え制御信号は、使用者からの操作入力に応じて、制御部１００において形成さ
れる。
【００６４】
そして、セレクタ５からの出力映像信号は、ＯＳＤ処理部６に供給され、セレクタ５から
の出力音声信号は、音声増幅部９に供給される。ＯＳＤ処理部６は、制御部１００から供
給されるデータに応じて、各種のメッセージを表示するようにするための映像信号処理を
行うものであり、放送番組の映像のほかの文字、絵、記号などの表示情報を表示するよう
にするためのいわゆるテキスト／グラフィック処理回路である。
【００６５】
例えば、使用者からの指示に応じて、選択するようにされている選局チャンネルを示す文
字情報や音量レベルを示す音量バーなどを表示する場合には、これらを表示するための情
報が、制御部１００からＯＳＤ処理部６に供給される。そして、セレクタ５からの映像信
号に制御部１００からの表示情報が合成するようにされ、これが映像信号処理回路７に供
給される。
【００６６】
また、メッセージ情報などの表示情報を合成する必要がない場合には、ＯＳＤ処理部６に
は、制御部１００からの表示情報は供給されないので、セレクタ５からの映像信号が、そ
のまま映像信号処理回路７に供給される。映像信号処理部７は、ＯＳＤ処理部６を通じて
供給される映像信号から、表示用信号を形成し、これをＬＣＤ８に供給する。
【００６７】
これにより、ＬＣＤ８の表示画面には、セレクタ５からの映像信号に応じた映像が表示さ
れる。この場合、ＯＳＤ処理部６において、メッセージ情報などの表示情報が合成されて
いるときには、メッセージ情報などの表示情報が、セレクタ５からの映像信号に合成され
て、セレクタ５からの映像信号による映像と、メッセージ情報が表示するようにされる。
【００６８】
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一方、音声信号増幅部９は、これに供給された音声信号を所定のレベルにまで増幅し、こ
れをスピーカ１０に供給する。これにより、スピーカ１０からは、セレクタ５から出力さ
れた音声信号に応じた音声が放音される。
【００６９】
このように、この実施の形態のテレビ受像機は、地上波のアナログテレビ放送信号により
提供されるテレビ放送信号や、入力端子Ｖｄ１、Ａｕ１、入力端子Ｖｄ２、Ａｕ２、モデ
ム部２０を通じて通信ネットワークから取得したＷｅｂページや電子メールなどの情報を
ＬＣＤ８の表示画面に表示させることができるものである。
【００７０】
また、この実施の形態のテレビ受像機においては、ＬＣＤ８の表示画面に、タッチパネル
１１が貼付されており、タッチパネル１１に使用者が指などを接触させることにより、タ
ッチパネル１１と座標検出部１２とにより、タッチパネル１１上の接触位置（表示画面に
おいての座標位置）を検出し、これを制御部１００に通知する。
【００７１】
そして、この実施の形態のテレビ受像機は、自機のＬＣＤ８に表示させる表示情報と、タ
ッチパネル１２とを用いて、使用者からの操作入力を受け付けることができるようにして
いる。
【００７２】
例えば、目的の相手先に電子メールを作成して送信する場合には、この実施の形態のテレ
ビ受像機に対して所定の操作を行うことにとり、電子メールを作成するためのアルファベ
ットキーや５０音キーなどを備えたいわゆるソフトウエアキーボードをＬＣＤ８の表示画
面に表示し、この表示とタッチパネル１１とにより使用者からの操作入力を受け付けて、
送信用の電子メールを作成し、モデム部２０を通じて送信することができる。
【００７３】
［チャンネル設定について］
図２は、この実施の形態のテレビ受像機のＬＣＤ８に対向する側より見たときのこの実施
の形態のテレビ受像機の外観を説明するための図である。図２に示すように、テレビ受像
機の表示画面の下側には、各種の操作キーを有するキー操作部３２が設けられている。
【００７４】
この実施の形態のテレビ受像機のＬＣＤ８の下側に設けられるキー操作部３２は、電源の
オン／オフキー３２１、チャンネル選択のためのアップキー３２２Ｕ、ダウンキー３２２
Ｄ、音量調整のためのアップキー３２３Ｕ、ダウンキー３２３Ｄを有している。
【００７５】
また、この実施の形態のテレビ受像機のキー操作部３２は、後述するチャネル一覧表（イ
ンデックス一覧表）を表示するためのインデックスキー３２４が設けられている。また、
図２に示すように、テレビ受像機のＬＣＤ８の表示画面には、使用者の指やタッチペンな
どによって接触可能なように、タッチパネル１１が貼付されており、ＬＣＤ８の表示画面
に表示される表示情報とタッチパネル１１とにより、使用者からの指示入力などの各種の
情報の入力を受け付けることができるようにしている。
【００７６】
そして、この実施の形態のテレビ受像機においては、使用者が選択する選局チャンネル番
号に、従来のテレビ受像機と同じように、放送番組（放送チャンネル）を選局するための
放送番組選択情報を設定することができるようにされている。この実施の形態において、
受信、選局される放送波は、地上波のアナログテレビ放送信号であり、放送番組選択情報
としては、後述もするように、アナログテレビ放送信号を選局するための周波数情報が用
いられるようにされている。
【００７７】
さらに、この実施の形態のテレビ受像機は、選局チャンネル番号に、外部入力機器が接続
される外部入力端子を対応付けて登録したり、選局チャンネル番号に、インターネットを
通じて取得するようにしたＷｅｂページ、あるいは、電子メールの送信簿や受信簿を利用
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するために実行するプログラムに関する情報（プログラム関連情報）を対応付けて設定す
ることができるようにしている。
【００７８】
そして、この実施の形態のテレビ受像機においては、このテレビ受像機を購入して、最初
に、電源のオン／オフキー３２１を押下操作すると、テレビ放送についてのチャンネル設
定、外部入力端子についてのチャンネル設定、インターネットについてのチャンネル設定
を含む種々の設定、電子メール（Ｅ－Ｍａｉｌ）についてのチャンネル設定を含む種々の
設定を順次に行うことができるようにされている。
【００７９】
すなわち、この実施の形態のテレビ受像機を購入した後、まだ、チャンネル設定を使用者
が実施定ない状態にあるときに、テレビ受像機の電源のオン／オフキー３２１を押下操作
して電源を投入すると、制御部１００は、まずテレビ放送についてのチャンネル設定画面
を表示し、テレビ放送についてのチャンネル設定を使用者に促す。
【００８０】
そして、使用者は、放送についてのチャンネル設定画面に応じて、選局チャンネル番号の
選択と、その選局チャンネル番号に対応付ける放送波（放送チャンネル）を選択するよう
にして、各選局チャンネル番号、この実施の形態においては、１番から１２番の選局チャ
ンネル番号に、目的とする放送波を設定する。
【００８１】
これにより、この実施の形態のテレビ受像機においては、各選局チャンネル番号と、各選
局チャンネルに対応付けて設定した放送波を選局するための周波数情報（この実施の形態
においては、チューナ部２が備える選局のためのＰＬＬ回路に供給する分周比）とを対応
付けて、ＥＥＰＲＯＭ１０４に設定される。
【００８２】
また、この実施の形態のテレビ受像機は、２系統の外部入力端子を備えており、テレビ放
送波が対応付けられる選局チャンネルである１番～１２番の選局チャンネル番号の後の選
局チャンネル番号に、外部入力機器が接続される外部入力端子を対応付けるようにしてい
る。
【００８３】
この実施の形態においては、映像信号の入力端子Ｖｄ１、音声信号の入力端子Ａｕ１が、
選局チャンネル番号１３に対応付けられ、映像信号の入力端子Ｖｄ２、音声信号の入力端
子Ａｕ２が、選局チャンネル番号１４に対応付けられる。
【００８４】
この実施の形態にテレビ受像機においては、上述した選局チャンネルのプリセット処理に
おいての選局チャンネル番号の選択操作、選局する放送波の切り換え指示操作、設定する
放送波の確定操作は、ＬＣＤ８に貼付されたタッチパネル１１上のＬＣＤ８に表示される
操作キーに対応する表示情報が表示されている位置に指などを接触させることにより行な
うことができるようにされている。つまり、タッチパネル１１上の接触位置が座標検出部
１２により検出されて制御部１００に通知され、制御部１００は、その接触位置に表示さ
れている表示情報に応じた処理を行なう。
【００８５】
そして、テレビ放送についてのチャンネル設定、外部入力端子についてのチャンネル設定
が終了すると、制御部１００は、インターネットについての設定画面を表示し、インター
ネットについての種々の設定を促す。このインターネットについての設定画面においては
、例えば、ＩＳＰの電話番号、暗証番号、ＵＲＬ、伝送速度などのインターネットに接続
する場合に必要な種々の情報の設定を行うことができるようにされている。
【００８６】
このインターネットについての設定画面を通じて、ＩＳＰなどの設定を行うと、空きチャ
ンネル、この実施の形態においては、外部入力端子に割り当てられた選局チャンネルの次
に、インターネットに接続するためのいわゆるブラウザの起動が割り当てられ、ＥＥＰＲ
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ＯＭ１０４に設定される。また、ＩＳＰの電話番号や暗証番号、伝送速度などの情報も、
ＥＥＰＲＯＭ１０４に設定されることになる。
【００８７】
そして、インターネットについての設定が終了すると、制御部１００は、電子メールにつ
いての設定画面を表示し、電子メールについての種々の設定を促す。この電子メールにつ
いての設定画面においては、例えば、電子メールを送信したり受信する場合に用いるＩＳ
Ｐの電話番号などの電子メールを送受信する場合に必要な種々の情報の設定を行うことが
できるようにされている。
【００８８】
この電子メールについての設定画面を通じて、設定を行うと、空きチャンネル、この実施
の形態においては、インターネットに割り当てられた選局チャンネルの次に、電子メール
に接続するためのいわゆる電子メールについての処理プログラムの起動が割り当てられ、
ＥＥＰＲＯＭ１０４に設定される。また、ＩＳＰの電話番号など情報も、ＥＥＰＲＯＭ１
０４に設定されることになる。
【００８９】
これにより、各選局チャンネルに、ブラウザ名や電子メールについての処理プログラム名
が割り当てられて、後述する選局チャンネル設定情報テーブルに設定され、チャンネルの
アップキー３２３Ｕ、チャンネルのダウンキー３２３Ｄを操作するだけで、放送番組の選
局だけでなく、外部入力端子への切り換え、インターネットへ接続するためのブラウザの
起動、電子メールを作成したり、送信したり、あるいは、受信したりするための電子メー
ルについての処理プログラムの起動を行うようにすることができる。
【００９０】
すなわち、外部入力切り換えキーなどの専用のキーを操作しなくても、チャンネルのアッ
プキーやダウンキーを操作して、選局チャンネル番号１３番あるいは選局チャンネル番号
１４番を選択することにより、この実施の形態のテレビ受像機が処理する信号を、このテ
レビ受像機に設けられた外部入力端子Ｖｄ１およびＡｕ１、あるいは、外部入力端子Ｖｄ
２およびＡｕ２に接続された外部入力機器からのものに切り換えることができるようにし
ている。
【００９１】
また、インターネットキーや電子メールキーなどのような専用のキーを操作しなくても、
チャンネルのアップキーやダウンキーを操作することにより、テレビチャンネルを変える
のと同じ感覚で、ブラウザを起動してインターネットにアクセスしたり、電子メールにつ
いての処理プログラムを起動して電子メールの作成、送信、受信を行うようにすることが
できる。
【００９２】
なお、ＩＳＰの電話番号や暗証番号、データの伝送速度などのインターネット接続時にお
いて共通に用いられる情報は、選局チャンネル設定情報テーブルの情報とは別に、例えば
、共通情報の設定テーブルに設定され、インターネット接続時には、これが参照されて用
いられるようにされる。
【００９３】
［選局チャンネルへの送信簿、受信簿、Ｗｅｂページの設定］
そして、この実施の形態のテレビ受像機は、前述したように、選局チャンネルにブラウザ
の起動を割り当ててブラウザを起動し、所定のＩＳＰにアクセスできるようにしたり、選
局チャンネルに電子メールについての処理プログラムを割り当てて、電子メールの作成、
送信、受信を行うようにするだけでなく、電子メールの送信簿や受信簿、さらには、作成
したフォルダ、あるいは、アクセスしたＷｅｂページを割り当てることもできるようにさ
れている。
【００９４】
［選局チャンネルへの送信簿、受信簿の設定］
まず、選局チャンネルへの送信簿、受信簿の設定について説明する。前述したように、電
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子メールについての処理プログラムの起動は、選局チャネルに対応付けて設定されている
で、チャンネルのアップキー３２３Ｕ、チャンネルのダウンキー３２３Ｄを操作すること
によって、電子メールについての処理プログラムをチャンネル選局動作によって起動させ
ることができるようにされる。
【００９５】
そして、チャンネルのアップキー３２３Ｕ、チャンネルのダウンキー３２３Ｄを操作する
ことによって、電子メールについての処理プログラムの起動が選択されると、テレビ受像
機の制御部１００は、ＲＯＭ１０２から電子メールについての処理プログラムを読み出し
て実行し、電子メールについての処理を行えるようにする。つまり、電子メールモードと
なるようにする。
【００９６】
この実施の形態において、電子メールについての処理プログラムが実行されると、制御部
１００は、ＲＯＭ１０２に記憶されている情報を用いて、電子メールについての処理の初
期画面を表示する。図３は、テレビ受像機のＬＣＤ８に表示される電子メールについての
処理の初期画面を説明するための図である。
【００９７】
図３に示すように、この初期画面においては、メール作成処理の実行を指示するためのメ
ール作成アイコン５１１、作成済み電子メールが蓄積された送信簿についての処理を実行
するための送信簿アイコン５１２、使用者宛の電子メールの受信、受信した電子メールに
ついての処理を実行するための受信簿アイコン５１３が表示されたものである。
【００９８】
そして、テレビ受像機の使用者は、目的とする処理のアイコンの表示位置に対応するタッ
チパネル１１上を指やタッチペンなどで触れることにより目的とする処理を選択すると、
テレビ受像機の制御部１００は、使用者が接触したタッチパネル１１上の接触位置と、各
アイコンの表示位置とから、使用者により選択された処理を判別し、その選択された処理
を実行する。
【００９９】
図３の電子メールについての処理の初期画面において、メール作成アイコン５１１が使用
者により選択されると、テレビ受像機の制御部１００は、電子メールの作成処理プログラ
ムを実行する。この場合、制御部１００は、ＲＯＭ１０２に格納されているフォント情報
などを用いて、電子メールの作成画面をＬＣＤ８に表示する。
【０１００】
図４は、この実施の形態のテレビ受像機において用いられる電子メールの作成画面を説明
するための図である。図４に示すように、この実施の形態のテレビ受像機において用いら
れる電子メールの作成画面は、送信先のメールアドレス入力欄５２１、電子メール本文の
入力欄５２２、接触した位置に応じた文字を入力するためのいわゆるソフトウエアキーボ
ード５２３、作成した電子メールの送信を指示する送信アイコン５２４、作成した電子メ
ールの送信簿への保存を指示する保存アイコン５２５が表示される。
【０１０１】
そして、この実施の形態のテレビ受像機においては、入力したい情報の入力欄に指などを
接触させることにより、その入力欄への情報の入力が可能となり、ソフトウエアキーボー
ド５２３を通じて、メールアドレス、メール本文を入力して、目的とする相手先に送信す
る電子メールを作成する。
【０１０２】
なお、この実施の形態において、ＬＣＤ８に表示されるソフトウエアキーボード５２３は
、ひらがな入力用、カタカナ入力用、ローマ字入力用などが用意されており、使用者の好
みに合ったソフトウエアキーボードを表示して用いることができるようにしている。
【０１０３】
そして、電子メールの作成が終了した場合には、図４において、右上端部に表示されてい
る送信アイコン５２４を選択すると、テレビ受像機の制御部１００は、ＥＥＰＲＯＭ２０
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４に予め記憶するようにしているＩＳＰの電話番号、自己の暗証番号（認証番号）を用い
て、モデム部２０を制御し、ＩＳＰとの間に電話回線を接続する。
【０１０４】
そして、テレビ受像機の制御部１００は、電話回線が接続されたことがモデム部２０から
通知されると、電子メールの送信先のメールアドレスと、電子メール本文とを目的とする
相手先のサーバのメールボックスに送信する。これにより、電子メールを作成して即座に
、その作成した電子メールをインターネットを通じて目的とする相手先のメールボックス
に送信することができる。
【０１０５】
そして、送信終了後においては、この実施の形態においては、図４に示した電子メールの
作成画面に戻り、新たな電子メールの作成を行うことができるようにされる。
【０１０６】
また、この実施の形態のテレビ受像機においては、図４に示した電子メールの作成画面に
おいて、右上端部に表示されている保存アイコン５２５を選択すると、テレビ受像機の制
御部１００は、電子メールの作成欄５２２に作成した電子メールを、フラッシュメモリ１
０５に保存し、つぎの電子メールの作成を行ったり、電子メールの作成を終了させたりす
ることができる。
【０１０７】
このように、図３に示した初期画面において、メール作成アイコン５１１を選択すること
により、電子メールの作成、作成した電子メールの送信、作成したメールの保存を行うこ
とができる。
【０１０８】
また、図３に示した電子メールについての処理の初期画面において、送信簿アイコン５１
２が使用者により選択されると、テレビ受像機の制御部１００は、既にフラッシュメモリ
１０５に保存されている作成済みの電子メールの一覧リストである作成済み電子メールリ
スト（送信簿）を作成してＬＣＤ８に表示し、その中から目的とする作成済み電子メール
を選択して修正したり、送信したりすることができるようにしている。
【０１０９】
図５は、この実施の形態のテレビ受像機において用いられる作成済み電子メールリストを
説明するための図である。前述したように、電子メールについての処理の初期画面におい
て、送信簿アイコン５１２が使用者により選択されると、この実施の形態のテレビ受像機
の制御部１００は、フラッシュメモリ１０５に格納されている作成済み電子メールに基づ
いて、図５に示した作成済み電子メールリストを作成し、これをＬＣＤ８に表示する。
【０１１０】
図５に示すように、この実施の形態のテレビ受像機において用いられる作成済み電子メー
ルリストは、メールアドレスや名前などの相手先（送信先）表示欄５３１と、作成された
電子メールの例えば先頭の２、３行の電子メール本文の表示欄である内容欄５３２とを有
するものである。
【０１１１】
そして、この実施の形態の作成済み電子メールリストにおいては、図５に示すように、上
方向スクロールアイコン５３４と、下方向スクロールアイコン５３５とが設けられている
。この上方向スクロールアイコン５３４、下方向スクロールアイコン５３５の表示位置に
対応するタッチパネル１１上に使用者が指やタッチペンを接触されると、テレビ受像機の
制御部１００は、タッチパネル上の接触位置を検知して、作成済み電子メールリストを上
方向あるいは下方向にスクロールさせる。これにより、フラッシュメモリ１０５に保存さ
れているすべての作成済み電子メールを一覧表示することができる。
【０１１２】
そして、修正したり、送信しようとする目的とする作成済み電子メールが見つかった場合
には、使用者は、その目的とする作成済み電子メールの表示行（表示位置）に対応するタ
ッチパネル１１上に指やタッチペンを接触させる。テレビ受像機の制御部１００は、タッ
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チパネル１１上の接触位置を検知し、選択された作成済み電子メールを図４に示した電子
メールの作成画面に表示して、その電子メールを修正したり、あるいは、前述したように
目的とする相手先のメールボックスに送信したりすることができるようにされる。
【０１１３】
そして、この実施の形態において、作成済み電子メールリストの表示画面には、選局チャ
ンネルへの設定キーであるＣＨアイコン５３５が設けられている。この作成済み電子メー
ルリストの表示画面において、ＣＨアイコン５３５が選択操作されたときには、制御部１
００は、ＥＥＰＲＯＭ１０４の選局チャンネル設定情報を参照して空いている選局チャン
ネル番号を検出する。
【０１１４】
そして、検出した空き選局チャンネル番号と、作成済み送信リストの表示プログラムを実
行するための当該表示プログラムのプログラム名などのプログラム関連情報とを対応付け
て、これを選局チャンネル設定情報として、ＥＥＰＲＯＭ１０４に記憶する。これにより
、その選局チャンネルを選択したときには、他の操作を行なうことなく、図５に示したよ
うに作成済み電子メールリストが表示され、作成した電子メールの修正や送信を行なうこ
とができるようにされる。
【０１１５】
なお、電子メールを送信しようとした場合であって、目的とするＩＳＰとの間に電話回線
が接続できなかったときには、この実施の形態のテレビ受像機においては、作成済み電子
メールリストの表示に戻り、再度の選択や送信指示の入力を受け付けることができるよう
にされる。
【０１１６】
このように、図３に示した初期画面において、送信簿アイコン５１２を選択することによ
り、フラッシュメモリ１０５に保持されている作成済み電子メールの中から目的とする電
子メールを選択し、修正したり、送信したりすることができようにされている。また、選
局チャンネル番号と作成済み送信リストの表示プログラムを実行するためのプログラム関
連情報とを対応付けて、これを選局チャンネル設定情報としてＥＥＰＲＯＭ１０４に記憶
することができるようにしている。
【０１１７】
また、この実施の形態においては、図３に示した電子メール処理の初期画面において、受
信簿アイコン５１３が使用者により選択されると、テレビ受像機の制御部１００は、フラ
ッシュメモリ１０５に格納されている受信した電子メールに基づいて、図６に示す受信電
子メールリストを作成し、これをＬＣＤ８に表示する。
【０１１８】
図６に示すように、この実施の形態のテレビ受像機において用いられる受信電子メールリ
ストは、図５に示した作成済み電子メールリストとよく似た構成とされている。しかし、
いうまでもなく、図５を用いて前述した作成済み電子メールリストが、このテレビ受像機
から送信する電子メールを扱うのに対して、この図６に示す受信電子メールリストは、こ
のテレビ受像機が受信した電子メールを扱うものである。
【０１１９】
図６に示すように、この実施の形態の受信電子メールリストは、メールアドレスや名前な
どの相手先（送信元）表示欄５４１と、受信した電子メールの例えば先頭の２、３行の電
子メール本文の表示欄である内容欄５４２とを有するものである。
【０１２０】
そして、この実施の形態の受信電子メールリストにおいても、図６に示すように、上方向
スクロールアイコン５４３と、下方向スクロールアイコン５４４とが設けられている。こ
の上方向スクロールアイコン５４３、下方向スクロールアイコン５４４の表示位置に対応
するタッチパネル１１上に使用者が指やタッチペンを接触されると、テレビ受像機の制御
部１００は、タッチパネル上の接触位置を検知して、受信電子メールリストを上方向ある
いは下方向にスクロールさせる。これにより、フラッシュメモリ１０５に保存されている
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すべての受信電子メールを一覧表示することができる。
【０１２１】
そして、表示して読もうとする目的とする受信電子メールが見つかった場合には、使用者
は、その目的とする受信電子メールの表示位置に対応するタッチパネル１１上に指やタッ
チペンを接触させる。テレビ受像機の制御部１００は、タッチパネル１１上の接触位置を
検知し、選択された受信電子メールを図７に示すように、電子メールの表示画面に表示す
るようにし、受信電子メールをＬＣＤ８に表示して読むことができるようにされる。
【０１２２】
図７は、受信電子メールの表示画面を説明するための図である。図７に示すように、この
実施の形態の受信電子メールの表示画面は、発信元のメールアドレスや名前の発信元表示
欄５５１と、電子メール本文の表示欄５５２とからなっている。
【０１２３】
また、電子メール本文の表示欄には、図７に示すように、上方向スクロールアイコン５５
３と、下方向スクロールアイコン５５４とが設けられている。この上方向スクロールアイ
コン５５３、下方向スクロールアイコン５５４の表示位置に対応するタッチパネル１１上
に使用者が指やタッチペンを接触されると、テレビ受像機の制御部１００は、タッチパネ
ル上の接触位置を検知して、電子メール本文の表示欄５５２に表示される電子メール本文
をスクロールさせ、電子メール本文の全部を表示させることができるようにされている。
【０１２４】
なお、この実施の形態においては、当該使用者宛てに複数の電子メールが届いている場合
には、それらをすべて取り込んで、順次に表示させることができるようにされる。そして
、使用者は、自分宛ての電子メールを読み終えたときには、図７に示した受信電子メール
の表示画面の右上端部に表示されている戻るアイコン５５５の表示位置に対応するタッチ
パネル１１上の位置に指やタッチ面を接触させることにより、自分宛ての電子メールの表
示を終了させ、この実施の形態においては、図６に示した受信電子メールリストの表示に
戻るようにされる。
【０１２５】
また、図６に示した受信電子メールリストおいて、受信アイコン５４６の表示位置に対応
するタッチパネル１１上に使用者が指やタッチペンを接触させると、以下に説明するよう
に、電子メールの受信処理を実行する。すなわち、図６に示した受信電子メールリストの
表示画面において、受信アイコン５４６が選択されると、テレビ受像機の制御部１００は
、ＥＥＰＲＯＭ１０４に予め記憶するようにしているＩＳＰの電話番号、自己の暗証番号
（認証番号）を用い、モデム部２０を制御して、目的とするＩＳＰとの間に電話回線を接
続する。
【０１２６】
そして、この実施の形態のテレビ受像機は、自機宛ての電子メールの提供要求を送信して
、当該使用者宛ての電子メールを提供することをＩＳＰに要求する。そして、テレビ受像
機は、ＩＳＰから提供される当該使用者宛ての電子メールを受信して、フラッシュメモリ
１０５に記憶する。これにより、受信電子メールリストには、新たに受信した受信電子メ
ールが付け加えられる。そして、図６に示した受信電子メールリストを通じて、新たに受
信した受信電子メールを選択し、図７に示したように、ＬＣＤ８に表示して読むことがで
きるようにされる。
【０１２７】
そして、この実施の形態において、受信電子メールリストの表示画面には、選局チャンネ
ルへの設定キーであるＣＨアイコン５４５が設けられている。この受信電子メールリスト
の表示画面において、ＣＨアイコン５４５が選択操作されたときには、制御部１００は、
ＥＥＰＲＯＭ１０４の選局チャンネル設定情報を参照して空いている選局チャンネル番号
を検出する。
【０１２８】
そして、検出した空き選局チャンネル番号と、受信送信リストの表示プログラムを実行す
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るためのプログラム名などのプログラム関連情報とを対応付けて、これを選局チャンネル
設定情報として、ＥＥＰＲＯＭ１０４に記憶する。これにより、その選局チャンネルを選
択したときには、他の操作を行なうことなく、図６に示す受信電子メールリストが表示さ
れ、受信した電子メールをＬＣＤ８に表示して読むことができるようにされる。
【０１２９】
なお、電子メールを受信しようとした場合であって、目的とするＩＳＰとの間に電話回線
が接続できなかったときには、この実施の形態のテレビ受像機においては、受信電子メー
ルリストの表示に戻り、再度の受信アイコンの選択などを受け付けることができるように
される。
【０１３０】
このように、図３に示した初期画面において、受信簿５１３を選択することにより、使用
者は、自分宛ての電子メールを、自分が加入しているＩＳＰのメールボックスからテレビ
受像機にダウンロードし、そのダウンロードした電子メールをテレビ受像機のＬＣＤ８に
表示して見ることができる。また、選局チャンネル番号と、受信送信リストの表示プログ
ラムを実行するためのプログラム関連情報とを対応付けて、これを選局チャンネル設定情
報として、ＥＥＰＲＯＭ１０４に記憶することができるようにしている。
【０１３１】
［選局チャンネルへのＷｅｂページの設定］
また、前述したように、ンターネットに接続して、いわゆるＷｅｂページなどの情報を閲
覧するようにするためのいわゆるブラウザプログラムの起動は、選局チャネルに対応付け
て設定されているで、チャンネルのアップキー３２３Ｕ、チャンネルのダウンキー３２３
Ｄを操作することによって、ブラウザプログラムをチャンネル選局動作によって起動させ
ることができるようにされる。
【０１３２】
そして、チャンネルのアップキー３２３Ｕ、チャンネルのダウンキー３２３Ｄを操作する
ことによって、インターネットへの接続、すなわちブラウザプログラムの起動が選択され
ると、テレビ受像機の制御部１００は、ＲＯＭ１０２からブラウザプログラムを読み出し
て実行し、インターネットにアクセスできるようにされる。つまり、インターネットモー
ドとなるようにされる。
【０１３３】
具体的には、チャンネルのアップキー３２３Ｕ、チャンネルのダウンキー３２３Ｄを操作
することによって、インターネットへの接続、すなわちブラウザプログラムの起動が選択
されると、テレビ受像機の制御部１００は、いわゆるブラウザプログラムをを読み出して
実行し、前述したように、ＥＥＰＲＯＭ１０４に記録されているＩＳＰの電話番号、自己
の暗証番号（認証番号）を用いて、モデム部２０を制御して、ＩＳＰとの間に電話回線を
接続する。
【０１３４】
図８は、上述のようにして、ＩＳＰとの間に電話回線を接続した後に、この実施の形態の
テレビ受像機のＬＣＤ８に表示されるＷｅｂページなどの情報の表示画面である。図８に
示すように、この実施の形態のテレビ受像機において用いられるＷｅｂページなどの情報
の表示画面は、ＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）の入力欄
５６１、選局チャンネルへの設定アイコンであるＣＨアイコン５３５を有するものである
。
【０１３５】
この場合、ＩＳＰとの接続直後においては、ＩＳＰのいわゆるホームページが表示され、
そのＩＳＰが提供するサービスや、目的とするＷｅｂページの検索などのができるように
される。そして、図８に示すＷｅｂページの表示画面において、目的とするＷｅｂページ
のＵＲＬをＵＲＬの入力欄５６１に入力することにより、あるいは、ＩＳＰが提供する検
索プログラムを利用して、目的とするＷｅｂページを表示するようにする。
【０１３６】
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図９は、目的とするＷｅｂページが表示された表示画面を説明するための図である。この
実施の形態のテレビ受像機においては、図９に示すように、テレビ受像機のＬＣＤ８に表
示されたＷｅｂページは、フラッシュメモリ１０５に記憶保持される。そして、この図９
に示したように、Ｗｅｂページなどの情報の表示画面において、ＣＨアイコン５２６を選
択操作すると、制御部１００は、ＥＥＰＲＯＭ１０４の選局チャンネル設定情報を参照し
て空いている選局チャンネル番号を検出する。
【０１３７】
そして、検出した空き選局チャンネル番号と、ブラウザプログラムを実行するためのブラ
ウザプログラムのプログラム名やそのＷｅｂページのＵＲＬなどのプログラム関連情報と
を対応付けて、これらを選局チャンネル設定情報としてＥＥＰＲＯＭ１０４に記憶する。
【０１３８】
これにより、その選局チャンネルを選択したときには、他の操作を行なうことなく、ブラ
ウザプログラムが実行され、フラッシュメモリ１０５から目的とするＷｅｂページが読み
出されて、図９に示すように、目的とするＷｅｂページがＷｅｂページなどの情報の表示
画面に表示することができるようにされる。
【０１３９】
なお、このように、選局チャンネル番号からブラウザプログラムを起動するようにした場
合には、初めはいわゆるオフライン作業モードである。そして、表示した例えばＷｅｂペ
ージを最新のものに更新するためには、例えば、ＬＣＤ８の表示画面の所定の位置、例え
ば、選択可能なアイコンが表示されていない位置に指などを接触させることにより、その
操作がインターネットへの接続指示として認識され、前述したように、モデム部２０を通
じてインターネットに接続し、そのＷｅｂページを更新したり、他のＷｅｂページを表示
したりすることができるようにされている。
【０１４０】
［選局チャンネルへのアプリケーションプログラムの設定］
また、この実施の形態のテレビ受像機は、前述もしたように、外部メモリＩ／Ｆ４１を備
えており、この外部メモリＩ／Ｆ４１を通じて、外部メモリ５０を接続し、この外部メモ
リに各種の情報を記録したり、外部メモリに記録されている情報を読み出して利用するこ
とができるようにしている。
【０１４１】
具体的には、モデム部２０を通じて受信したＷｅｂページや受信電子メール、あるいは、
このテレビ受像機において作成した電子メールなどのを外部メモリ５０に記憶することが
できる。また、外部メモリ５０に記憶されている画像データを読み出して、これを再生し
、ＬＣＤ１０８に表示するいわゆるアルバムプログラムを実行することもできるようにさ
れている。
【０１４２】
このアルバムプログラムを実行した場合にも、選局チャンネルへの設定キーであるＣＨア
イコンが設けられており、ＣＨアイコンを選択操作することにより、空きチャンネル番号
にアルバムプログラムを実行するためのプログラム名を対応付けて、設定することができ
ることができるようにされている。
【０１４３】
［選局チャンネル設定情報］
図１０は、前述したように、選局チャンネルのプリセット処理を行なうことにより、ある
いは、選局チャンネルへの設定キーであるＣＨアイコンを選択操作することにより、選局
チャンネル番号と、この選局チャンネル番号に対応付けられた情報とを記録することによ
りＥＥＰＲＯＭ１０４に形成される選局チャンネル設定情報テーブルを説明するための図
である。
【０１４４】
前述もしたように、この実施の形態のテレビ受像機の場合には、選局チャンネル番号が、
１番から１２番までが、目的とする放送局からの放送波を選局するための周波数情報が対
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応付けられるものとして用いられ、選局チャンネル番号１３番には、２系統ある外部入力
端子の一方（入力端子Ｖｄ１、Ａｕ１）が、選局チャンネル番号１４番には、２系統ある
外部入力端子の他方（入力端子Ｖｄ２、Ａｕ２）が対応付けられる。
【０１４５】
そして、この実施の形態のテレビ受像機においては、選局チャンネル番号の１５番以降の
選局チャンネル番号が、ブラウザプログラムや電子メールについてのプログラム、その他
のプログラムなど、この実施の形態のテレビ受像機において実行可能なプログラムを実行
するために割り当てられるようにされている。
【０１４６】
この実施の形態のテレビ受像機の場合には、図１０に示すように、選局チャンネル番号１
５番には、実行するプログラムのプログラム名が設定されている。この場合、実行するプ
ログラムは、ブラウザであり、ブラウザを起動することにより、ＵＲＬを入力して、目的
とするＷｅｂページにアクセスすることができるようにようにしている。
【０１４７】
また、選局チャンネル番号１６番には、実行するプログラムのプログラム名が設定されて
いる。この場合、実行するプログラムは、電子メールの作成プログラムであり、この電子
メールの作成プログラムを実行することにより、電子メールの作成ができるようにされる
。
【０１４８】
また、この実施の形態のテレビ受像機の場合には、図１０に示すように、選局チャンネル
番号１７番には、実行するプログラムのプログラム名と、ＷｅｂページのＵＲＬが設定さ
れている。この場合、実行するプログラムは、ブラウザであり、ブラウザにより表示する
ＷｅｂページのＵＲＬが、ＵＲＬ１である。
【０１４９】
同様に、選局チャンネル番号１８番には、実行するプログラムのプログラム名と、Ｗｅｂ
ページのＵＲＬが設定されている。この場合、実行するプログラムは、ブラウザであり、
ブラウザにより表示するＷｅｂページにＵＲＬが、ＵＲＬ２である。
【０１５０】
また、選局チャンネル番号１９番には、実行するプログラムのプログラム名が設定されて
いる。この場合、実行するプログラムは、受信簿すなわち、受信電子メールリストの表示
プログラムであり、選局チャンネル番号１９番を選択することにより、図６に示した受信
電子メールリストが表示され、電子メールの受信、受信した電子メールの表示を行なうこ
とができるようにされる。
【０１５１】
また、選局チャンネル番号２０番には、実行するプログラムのプログラム名が設定されて
いる。この場合、実行するプログラムは、送信簿すなわち、作成済み電子メールリストの
表示プログラムであり、選局チャンネル番号２０番を選択することにより、図５に示した
作成済み電子メールリストが表示され、作成済み電子メールの修正や送信を行なうことが
できるようにされる。
【０１５２】
なお、図１０に示した選局チャンネル設定情報テーブルにおいて、ＦＬＧ（フラグ）は、
選択された選局チャンネル番号が、テレビ放送波の選局用なのか、外部入力端子の選択用
なのか、プログラム実行用なのかを、テレビ受像機の制御部１００において迅速に判別で
きるようにするための情報である。この実施の形態においては、図１０に示す用に、ＦＬ
Ｇ”０”は、テレビ放送波の選局用、ＦＬＧ”１”は、外部入力端子の選択用、ＦＬＧ”
２”は、プログラム実行用を示すものとして用いられる。
【０１５３】
図１１は、この実施の形態のテレビ受像機において、選局チャンネル番号の選択入力に応
じて行なわれる処理を説明するためのすることによりに応じて行なわれる処理について説
明するための図である。この実施の形態のテレビ受像機においては、チャンネルのアップ
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キー３２２Ｕ、チャンネルのダウンキー３２２Ｄを操作することにより、図１１に示すよ
うに、順次に選局する放送波を変えたり、外部入力端子からの信号を受け付けたり、ある
いは、ブラウザプログラムを実行したり、受信電子メールリストの表示プログラムを実行
したり、作成済み電子メールリストの表示プログラムを実行したり、また、アルバムプロ
グラムを実行したりすることができるようにされる。
【０１５４】
つまり、チャンネルのアップキー３２２Ｕ、チャンネルのダウンキー３２２Ｄを操作する
という、使用者にとって、最も慣れている操作によって、選局チャンネルの変更だけでな
く、外部入力端子からの信号を受け付けるように、処理する信号を切り換えたり、各種の
プログラムを実行するようにすることができるようにされる。
【０１５５】
次に、この実施の形態のテレビ受像機において、使用者からの選局チャンネル番号の操作
入力に応じて行なわれる処理について、図１２のフローチャートを参照しながら説明する
。図１２に示す処理は、この実施の形態のテレビ受像機に電源を投入することにより、テ
レビ受像機の制御部１００において実行される処理である。
【０１５６】
この実施の形態のテレビ受像機に電源が投入されると、制御部１００は、図１２に示す処
理を実行し、まず、いわゆるラストチャンネルメモリ機能により、前回電源が落とされた
ときに選択されていた選局チャンネル番号に対応する処理が実行される（ステップＳ１０
１）。例えば、前回テレビ放送番組を視聴していたのであれば、その選局チャンネル番号
に対応付けられた放送局の放送波が受信選局され、視聴可能にされる。
【０１５７】
そして、制御部１００は、使用者からの操作入力を受け付けたか否かを判断する（ステッ
プＳ１０２）。ステップＳ１０２の判断処理において、操作入力を受け付けていないと判
断したときには、ステップＳ１０２からの処理を繰り返し、使用者からの操作入力を待つ
。
【０１５８】
ステップＳ１０２の判断処理において、使用者からの操作入力を受け付けたと判断したと
きには、制御部１００は、チャンネルのアップキー３２２Ｕ、チャンネルのダウンキー３
２２Ｄに対して行なわれた選局チャンネルの選択入力か否かを判断する（ステップＳ１０
３）。
【０１５９】
ステップＳ１０２の判断処理において、受け付けた操作入力がチャンネルの選択入力でな
いと判断したときには、その操作入力に応じた処理、例えば、音量の調整や、モードの切
り換えなどの処理が行なわれる（ステップＳ１１２）。この後、制御部１００は、ステッ
プＳ１０２からの処理を繰り返し、新たな選択操作を受け付けるようにする。
【０１６０】
また、ステップＳ１０３の判断処理において、選局チャンネルの選択入力を受け付けたと
判断したときには、選択された選局チャンネルに基づいて、該当する選局チャンネル設定
情報を読み出し、その設定情報のＦＬＧ情報に基づいて、どのような情報が対応付けられ
た選局チャンネルであるあるかを判別する（ステップＳ１０４）。
【０１６１】
ステップＳ１０４の判別処理において、選択された選局チャンネル番号のフラグが、”０
“であり、選択された選局チャンネル番号に対応付けられている情報は、放送波を選局す
るための周波数情報であると判別したときには、制御部１００は、その選局チャンネル番
号に対応付けられている周波数情報に基づいて、選局制御信号を形成し、これをチューナ
部２に供給して、チューナ部２の選局を変更するようにする（ステップＳ１０５）。
【０１６２】
これにより、チューナ部２においての選局が変更され、新たに選局されたテレビ放送波に
より提供される放送番組が再生されて出力される（ステップＳ１０６）。この後、制御部
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１００は、ステップＳ１０２からの処理を繰り返し、新たな操作入力を受け付けるように
する。
【０１６３】
また、ステップＳ１０４の判別処理において、選択された選局チャンネル番号のフラグが
、”１“であり、選択された選局チャンネル番号に対応付けられている情報は、外部入力
端子の選択情報であると判別したときには、制御部１００は、その選局チャンネル番号に
対応付けられている外部入力端子の選択情報に基づいて、セレクタ５を制御する（ステッ
プＳ１０７）。
【０１６４】
これにより、選択された外部入力端子からの信号がセレクタ５から出力するようにされ（
ステップＳ１０８）、その外部入力端子を通じて供給された信号による映像や音声を再生
して出力することができるようにされる。この後、制御部１００は、ステップＳ１０２か
らの処理を繰り返し、新たな操作入力を受け付けるようにする。
【０１６５】
また、ステップＳ１０４の判別処理において、選択された選局チャンネル番号のフラグが
、”２“であり、選択された選局チャンネル番号に対応付けられている情報は、実行する
プログラムに関するプログラム関連情報であると判別したときには、制御部１００は、そ
の選局チャンネル番号に対応付けられているプログラム関連情報に基づいて、指定された
プログラムを実行（起動）し（ステップＳ１０９）、キャッシュメモリ１０５、あるいは
、外部メモリ５０から必要な情報を読み出す（ステップＳ１１０）。
【０１６６】
そして、前述したように、キャッシュメモリ１０５から読み出された情報に応じて、Ｗｅ
ｂページや受信電子メール、作成済み電子メールを表示したり、あるいは、外部メモリ５
０に記憶された画像データに応じた画像を表示したりする処理を行う（ステップＳ１１１
）。この後、制御部１００は、ステップＳ１０２からの処理を繰り返し、新たな操作入力
を受け付けるようにする。
【０１６７】
このように、この実施の形態のテレビ受像機においては、特別の操作を行なうことなく、
チャンネルのアップキー／ダウンキーを操作するだけで、選局する放送波の変更と同じよ
うにして、外部入力端子からの信号を処理するようにしたり、目的とする処理を行なうた
めのプログラムを実行させることができる。
【０１６８】
また、この実施の形態のテレビ受像機は、いわゆるリジューム機能と呼ばれる機能をそな
えており、選局チャンネル番号の選択入力に応じて、プログラムを実行する場合には、そ
の実行するプログラムを、選局チャンネル番号の変更に応じて中断するようにされた処理
の途中からの処理を続行することができるようにしている。
【０１６９】
例えば、電子メールの作成途中で選局チャンネル番号を切り換えても、電子メールの作成
プログラムが対応付けられた選局チャンネル番号に戻ったときには、選局チャンネル番号
の切り換え前の画面、すなわち、電子メールの作成画面が表示され、作成途中の電子メー
ルの作成を続行させることができる。
【０１７０】
同様に、Ｗｅｂページを見ている途中で選局チャンネル番号を切り換えても、そのＷｅｂ
ページが対応付けられた選局チャンネル番号に戻ったときには、選局チャンネル番号の切
り換え前の画面、すなわち、選局チャンネル番号の切り換え時に表示していたＷｅｂペー
ジが表示するようにされる。これにより、複雑な操作を行うことなく、選局チャンネル番
号の選択という簡単な操作で、中断した処理を再開させ続行させることができる。
【０１７１】
このような、リジューム機能は、選局チャンネル番号の変更などにより中断したときの各
種の情報をテレビ受像機のＥＥＰＲＯＭ１０４などに、目的とするプログラムに対応付け
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て保持しておくことにより、実現することができる。
【０１７２】
なお、この実施の形態においては、図１０、図１１に示したように、１番から２１番まで
の選局チャンネル番号を用いるようにしたがこれに限るものではない。例えば、図１３に
示すように、外部入力についても、ブラウザについても、電子メールについても、また、
その他のプログラムについても、１個～ｎ個まで設定することができる。
【０１７３】
そして、この実施の形態においては、制御部１００が、空きチャンネルを探して、その空
きチャンネルを用いるようにするので、空きチャンネルが飛び飛びに発生してしまうこと
を防止し、連続する選局チャンネル番号に目的とする機能を実行させるための各種の情報
を対応付けて、設定することができる。したがって、チャンネルのアップキー、チャンネ
ルのダウンキーを用いてもスムーズに情報を選択し処理することができる。
【０１７４】
もちろん、使用する選局チャンネル番号を使用者が選択し、そのチャンネル番号に目的と
するプログラムを実行するためのプログラム関連情報などを設定するようにすることもで
きる。
【０１７５】
また、この実施の形態のテレビ受像機においては、前述したように、ＥＥＰＲＯＭ１０４
に設定される図１０に示した選局チャンネル設定情報を一覧表示することができるように
している。この実施の形態のテレビ受像機においては、図２に示したように、テレビ受像
機のキー操作部３２にインデックスキー（インデックスボタンスイッチ）３２４が設けら
れている。このインデックスキー３２４が操作された場合に、チャンネル一覧表を表示す
る。
【０１７６】
すなわち、使用者によりチャンネル一覧表の表示が指示されると、制御部１００は、ＥＥ
ＰＲＯＭ１０４に設定されている選局チャンネル設定情報に基づいて、チャンネル一覧表
を表示するための情報を形成し、これをＯＳＤ処理部６に供給する。
【０１７７】
ＯＳＤ処理部６は、制御部１００からの情報に基づいて、チャンネル一覧表を表示するた
めの映像信号を形成し、これを映像信号処理部７に供給する。これにより、ＥＥＰＲＯＭ
１０４に設定されている選局チャンネル設定情報に応じたチャンネル一覧表が形成され、
ＬＣＤ８の表示画面に表示される。
【０１７８】
図１４は、ＬＣＤ８にＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）と
して表示されるチャンネル一覧表の一例を説明するための図である。図１４に示すように
、選局チャンネル番号とその選局チャンネル番号に設定されている情報の識別情報とから
なるアイコンが、各選局チャンネル番号ごとに表示される。
【０１７９】
図１４の場合には、選局チャンネル番号１～１２には、テレビ放送波の選局情報が、また
、選局チャンネル番号１３、１４には、外部入力端子の選択情報が設定されていることが
示されている。また、選局チャンネル番号１５には、ブラウザを実行するための情報が、
選局チャンネル番号１６には、電子メールを作成するためのプログラムを実行するための
情報が設定されている。
【０１８０】
また、選局チャンネル番号１７、１８には、ブラウザを実行するための情報が、選局チャ
ンネル番号１９、２０には、電子メールに関するプログラムを実行するための情報が、ま
た、選局チャンネル番号２１には、外部メモリ５０からの画像情報を表示するアルバムプ
ログラムを実行するための情報が設定されていることが示されている。
【０１８１】
このような、チャンネルの一覧表示により、使用者が、何番までの選局チャンネル番号に
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情報が設定されているかを知ることができる。そして、目的とする選局チャンネルを迅速
に選択することができる。
【０１８２】
また、この実施の形態のテレビ受像機においては、目的とする選局チャンネルのアイコン
が表示されている位置のタッチパネル１１上に指などを接触させることにより、前述もし
たように、その接触位置が座標検出部１２により検出されて制御部１００に通知される。
これにより、制御部１００は、使用者の接触位置と、その接触位置に応じたＬＣＤ８の表
示画面の表示領域に表示されているアイコンが判別され、使用者が目的とする選局チャン
ネル番号を選択することができるようにされている。
【０１８３】
そして、制御部１００は、図１２のフローチャートを用いて説明したように、選択された
選局チャンネル番号に応じた処理を行なうことができる。この場合には、チャンネルのア
ップキー、チャンネルのダウンキーを用いる場合のように、目的とする選局チャンネル番
号を選択するまでに、複数回の操作を行なうことがなく、１回の操作で目的とする選局チ
ャンネル番号を選択することができるので、迅速かつ正確に選局チャンネル番号の選択入
力を行なうようにすることができる。
【０１８４】
また、チャンネル一覧表が図１４に示した例のように１画面に表示しきれる場合だけでは
ないと考えられる。この図１４の例の場合には、あと２チャンネル分の選局チャンネル番
号が増えてしまえば、１画面だけでは、チャンネル一覧表を表示しきれない。このため、
多数の選局チャンネル番号を使用する場合には、チャンネル一覧表は、複数画面（複数ペ
ージ）にわたって表示することにより、多数の選局チャンネル番号を使用する場合にも対
応することができる。
【０１８５】
また、図１４に示したチャンネル一覧表には、設定アイコン５７１が表示するようにされ
ており、この設定アイコン５７１を選択することにより、前述したように、テレビ放送に
ついての選局チャンネルの設定、外部入力端子についての設定、インターネットについて
の選局チャンネルの設定、電子メールについての選局チャンネルの設定など、各種の設定
を行うことができるようにされる。
【０１８６】
なお、前述した実施の形態においては、選局チャンネル番号には、主に、テレビ放送波の
選局のための周波数情報、ブラウザプログラムを実行するための情報、電子メール関連プ
ログラムを実行するための情報を対応付けて設定するようにした場合を説明下。しかし、
これに限るものではない。
【０１８７】
例えば、図１０において、選局チャンネル番号１７番に対応付けて設定したように、図４
を用いて前述した電子メールの作成画面を表示するプログラムを選局チャンネル番号に対
応付けるようにし、選局チャンネル番号によって、電子メールの作成画面を表示し、即座
に電子メールの作成を行ったり、中断した電子メールの作成を続行したり、所定の作成済
み電子メールを表示して読んだり、修正したり、あるいは、送信したりするようにするこ
とができる。
【０１８８】
同様に、図７を用いて前述した電子メールの表示画面を表示するプログラムを選局チャン
ネル番号に対応付けるようにし、選局チャンネル番号によって、電子メールの表示画面を
表示し、所定の受信電子メールを表示するようにしたりすることもできる。このようにす
る場合には、例えば、それぞれの画面に例えば選局チャンネル番号にプログラムを対応付
けるためのＣＨキーを設けるようにすればよい。
【０１８９】
すなわち、前述した実施の形態において、選局チャンネルに実行するプログラムを対応付
けるためのアイコンであるＣＨキーは、ブラウザプログラムにおけるいわゆるブックマー
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クキーやお気に入りキーに対応し、また、作成した電子メールを保存したり、受信した電
子メールを保存するためのフォルダの作成キーに相当している。
【０１９０】
したがって、ＣＨキーを用いてチャンネル設定したＷｅｂページは、ブラウザプログラム
において、いわゆるブックマークされた物として扱うことができるし、また、ＣＨキーを
用いてチャンネル設定したフォルダを指定して、そのフォルダ内の情報を表示して見るこ
ともできるようにされる。
【０１９１】
また、選局チャンネル番号には、テレビ受像機のメモリに作成された各種のフォルダの情
報を処理するためのプログラムや、いわゆるワープロプログラム（ワープロソフトウエア
）、表計算プログラム、ゲームプログラム（ゲームソフトウエア）などの各種の実行可能
なプログラムを選局チャンネル番号に対応付けて設定しておくようにすることもできる。
このため、だれもが慣れている、チャンネルのアップ／ダウン操作だけで、様々なプログ
ラムを簡単に動作させ利用することができる。
【０１９２】
その他、テレビ受像機において実行可能とされた各種の機能を選局チャンネル番号に対応
付けて設定しておき、選局チャンネル番号の選択によって、各種の機能を実行させるよう
にすることができる。
【０１９３】
また、前述の実施の形態においては、テレビ受像機は、表示素子としてＬＣＤ８を備え、
その表示画面には、接触位置検出手段としてのタッチパネルが貼付されているものとして
説明した。しかし、これに限るものではない。
【０１９４】
表示素子は、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ－Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）ディスプレイであってもよい
。また、表示素子が、ＬＣＤであっても、ＣＲＴディスプレイの場合であっても、タッチ
パネルを設けなくてもよい。タッチパネルを使用しない場合には、リモコンに設けられた
チャンネルのアップ／ダウンキーや、テレビ受像機に設けられたハードキー、あるいは、
テレビ受像機に接続されるキーボードにより前述の実施の形態のテレビ受像機に場合と同
じように操作し、選択した選局チャンネル番号に対応付けれらている処理を行うようにす
ることができる。
【０１９５】
また、前述の実施の形態においては、テレビ受像機の場合を例にして説明したが、これに
限るものではない。例えば、映像信号処理部７、ＬＣＤ８などの表示素子、音声増幅部９
などを備えない受信機にもこの発明を適用することができる。すなわち、選局チャンネル
番号により放送番組を選局するだけでなく、選局チャンネル番号に実行する処理プログラ
ムについての情報を対応付け、選局チャンネル番号によって目的とするプログラムを実行
する受信機を構成することができる。
【０１９６】
また、テレビ受像機や受信機において実行するプログラムは、テレビ受像機や受信機のＲ
ＯＭなどのメモリの他、テレビ受像機や受信機に接続可能とされた外部メモリ、あるいは
、ハードディスクなどに記憶しておき、それらに記憶されているプログラムを制御部に読
み出して実行させるようにしてももちろんよい。
【０１９７】
また、前述した実施の形態においては、ＩＳＰの電話番号や暗証番号などは、ＥＥＰＲＯ
Ｍ１０４に記憶するようにしたが、選局チャンネル設定情報テーブルに設定するようにし
てももちろんよい。すなわち、選局チャンネル設定情報テーブルに設定する情報は、目的
とする処理やプログラムを実行するために必要となる各種の情報を設定するようにするこ
とができる。
【０１９８】
また、前述の実施の形態においては、テレビ受像機のチューナ部が、地上波のアナログテ
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レビ放送信号を受信するものとして説明したが、これに限るものではない。例えば、デジ
タル衛星放送やデジタルアナログ放送を受信、選局することが可能な機能を備えたテレビ
受像機や、ＳＴＢやＩＲＤと呼ばれる衛星放送受信用の受信機にもこの発明を適用するこ
とができる。
【０１９９】
そして、デジタル衛星放送の場合には、１つの放送信号に複数の放送番組の番組データが
多重化するようにされているので、放送番組を選択するための放送番組選択情報は、周波
数情報ではなく、例えば、トランスポンダを指示する情報などの必要な情報が用いるよう
にする。このように、選局チャンネル番号に対応付けられる放送番組選択情報は、周波数
情報だけでなく、目的とする放送番組を選局するためのに必要となる種々の情報を用いる
ことができる。
【０２００】
また、前述した実施の形態においては、選局チャンネルのアップキー、ダウンキーの操作
によって、選局チャンネル番号を切り換えるようにしたが、これに限るものではない。例
えば、テレビ受像機本体やリモコンなどに設けられているファンクションキーやその他の
操作キーによって、テレビ機能→外部入力→インターネット機能→電子メール機能などと
いうように実行可能なプログラムや機能を切り換えるようにしてもよい。
【０２０１】
すなわち、チャンネルのアップキー、ダウンキーに限ることなく、テレビ受像機やテレビ
受像機のリモコンに設けられている各種の操作キーによって、実行可能なプログラムや機
能の選択を行うようにしてもよい。また、実行可能なプログラムや機能の選択をを行うた
めの専用の操作キーを設けるようににしてももちろんよい。
【０２０２】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、チャンネルのアップキーやダウンキーの操作と
いう簡単な動作だけで、目的とする処理を実行させることができる。したがって、目的と
する画面表示を行なうための専用のボタンスイッチがわからなくても、チャンネルのアッ
プキーやダウンキーを操作するだけで、すべての画面の切り換えが可能なので、子供から
高齢者まで、誰でも操作可能なテレビ受像機を提供することができる。
【０２０３】
また、インターネットを使ったことにない人の場合であっても、ブラウザプログラムを難
なく実行することができ、Ｗｅｂブラウザを通じて、しかもブラウザを意識することなく
、目的のプログラムを実行させ、インターネットを利用することができる。
【０２０４】
また、チャンネル一覧表を用いることによって、チャンネル一覧表からダイレクトに、目
的とする情報を読み出すことができるので、選局チャンネルから迅速に目的とする処理を
実行することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明が適用されたテレビ受像機の一実施の形態を説明するためのブロック図
である。
【図２】図１に示したテレビ受像機の外観を説明するための図である。
【図３】図１に示したテレビ受像機のＬＣＤに表示される電子メールに関する処理の初期
画面を説明するための図である。
【図４】図１に示したテレビ受像機のＬＣＤに表示される電子メールの作成画面を説明す
るための図である。
【図５】図１に示したテレビ受像機のＬＣＤに表示される作成済み電子メールリストを説
明するための図である。
【図６】図１に示したテレビ受像機のＬＣＤに表示される受信電子メールリストを説明す
るための図である。
【図７】図１に示したテレビ受像機のＬＣＤに表示される受信電子メールの表示画面を説
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明するための図である。
【図８】図１に示したテレビ受像機のＬＣＤに表示されるブラウザプログラムの表示画面
を説明するための図である。
【図９】図１に示したテレビ受像機のＬＣＤに表示されるブラウザプログラムの表示画面
を説明するための図である。
【図１０】選局チャンネル設定情報テーブルを説明するための図である。
【図１１】図１に示したテレビ受像機において行なうことが可能な選局チャンネルのロー
テーションについて説明するための図である。
【図１２】図１に示したテレビ受像機において実行される処理を説明するための図である
。
【図１３】図１に示したテレビ受像機において行なうことが可能な選局チャンネルのロー
テーションについて説明するための図である。
【図１４】チャンネル一覧表の表示例を説明するための図である。
【符号の説明】
１…受信アンテナ、２…チューナ部、３…復調部、Ｖｄ１、Ｖｄ２…映像信号の入力端子
、Ａｕ１、Ａｕ２…音声信号の入力端子、４…Ｄ／Ａ変換部、５…セレクタ、６…ＯＳＤ
（Ｏｎ　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ）処理部、７…映像信号処理部、８…ＬＣＤ（Ｌ
ｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、９…音声信号増幅部、１０…スピーカ
、１１…タッチパネル、１２…座標検出部、１００…制御部、１０１…ＣＰＵ、１０２…
ＲＯＭ、１０３…ＲＡＭ、１０４…ＥＥＰＲＯＭ、１０５…キャッシュメモリがＣＰＵバ
ス１０５を通じて接続されて構成されたマイクロコンピュータ

【図１】 【図２】

【図３】
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【図１０】
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