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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デジタルテレビの少なくとも１つのソースからの受信ＰＩＰ（picture-in-picture）信
号を表示するための表示装置であって、
　ディスプレイ部と、
　前記受信ＰＩＰ信号のソースに基づいてリム情報を生成し、生成された該リム情報を、
前記ディスプレイ部において前記受信ＰＩＰ信号とともに表示されるように、該ソースに
対応したＰＩＰメニューを構成するＯＳＤ(on-screen display)データとして出力するリ
ム情報提供部であって、前記リム情報は、前記ソースをユーザー操作によって選択的に制
御するための前記ソースに対するソース制御情報を有し、前記リム情報は、前記ソースか
らの前記ＰＩＰ信号をユーザー操作によって選択的に表示するための前記ソースに対する
ＰＩＰ制御情報を有する、リム情報提供部と、
　前記受信ＰＩＰ信号の前記ソースを特定するとともに、前記ＰＩＰメニューのユーザー
操作に基づいて、前記ＰＩＰ信号の表示と、前記生成されたリム情報の表示とを制御する
マイクロコンピュータと、
　を備える表示装置。
【請求項２】
　前記リム情報提供部は、前記ソースに対して予め貯蔵された前記ＯＳＤデータのセット
にアクセスする、請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
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　前記ＯＳＤデータは、前記ＰＩＰ信号の画像の周囲のフレーム領域を構成し、前記ＰＩ
Ｐメニューは該フレーム領域内に表示される、請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記ＯＳＤデータは、前記フレーム領域内に表示される前記ソースの識別情報を有する
、請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記ＰＩＰメニューは、前記ＰＩＰ信号の前記ソースに対応した選択用アイコンのセッ
トを含む、請求項１に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記選択用アイコンのセットは、チャンネルのアップ／ダウン、ボリュームのアップ／
ダウン、停止、再生、早送りおよび巻き戻しの少なくとも１つのソース制御機能に対応し
ている、請求項５に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記選択用アイコンのセットは、移動、交換、最小化及び最大化の少なくとも１つのＰ
ＩＰ制御機能に対応している、請求項５に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記ＰＩＰ信号の前記ソースは、前記デジタルテレビに接続された周辺メディア装置で
ある、請求項１に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記ＰＩＰメニューのユーザー操作に基づいて前記周辺メディア装置の制御を可能にす
るために、前記マイクロコンピュータと前記周辺メディア装置との間のインターフェース
機能を行なうインターフェース部をさらに備える、請求項８に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記ソースは、主画面用ソースと副画面用ソースとを含む、請求項１に記載の表示装置
。
【請求項１１】
　前記副画面用ソースは、複数の周辺メディア装置の１つからの入力である、請求項１０
に記載の表示装置。
【請求項１２】
　前記複数の周辺メディア装置は、前記デジタルテレビのレシーバを含む、請求項１１に
記載の表示装置。
【請求項１３】
　前記主画面用ソースからの第１映像信号を受信して処理するための第１画面処理部と、
　前記副画面用ソースからの第２映像信号を受信して処理するための第２画面処理部と、
　前記第１映像処理部からの映像信号と前記第２映像処理部からの映像信号とを重畳する
ための重畳部と、
　前記重畳部の重畳映像信号と前記リム情報提供部からのリム情報とを、前記ディスプレ
イ部に選択的に出力するためのスイッチ部と、
　をさらに備える、請求項１０に記載の表示装置。
【請求項１４】
　デジタルテレビの少なくとも１つのソースからの受信ＰＩＰ（picture-in-picture）信
号を表示するための表示方法であって、
　ユーザーのＰＩＰモードの選択時に、前記受信ＰＩＰ信号のソースを特定する工程と、
　前記特定されたソースに基づいて、該ソースに対応したＰＩＰメニューを構成するため
のリム情報をＯＳＤ(on-screen display)データとして生成する工程であって、前記生成
されたリム情報は、前記ソースに特有であり、前記特定されたソースをユーザー操作によ
って選択的に制御するための前記ソースに対するソース制御情報と、前記特定されたソー
スからの前記ＰＩＰ信号をユーザー操作によって選択的に表示するための前記ソースに対
するＰＩＰ制御情報とを有する、工程と、
　前記特定されたソースの前記ＰＩＰ信号および前記リム情報を表示する工程と、
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　前記特定されたソースの前記ＰＩＰメニューのユーザー操作に応答したＰＩＰの制御機
能および前記ソースの制御機能の少なくとも１つを実行する工程と、
　を包含する表示方法。
【請求項１５】
　前記ＰＩＰの制御機能は、移動、交換、最小化及び最大化の少なくとも１つである、請
求項１４に記載の表示方法。
【請求項１６】
　前記ＰＩＰの制御機能の実行に基づいて、前記特定されたソースの前記ＰＩＰ信号の表
示を変化させる、請求項１４に記載の表示方法。
【請求項１７】
　前記リム情報に対応する前記ＰＩＰメニューが、前記ＰＩＰ信号の変化された表示とと
もに表示される、請求項１６に記載の表示方法。
【請求項１８】
　前記ソースの制御機能は、チャンネルのアップ／ダウン、ボリュームのアップ／ダウン
、停止、再生、早送りおよび巻き戻しの少なくとも１つである、請求項１４に記載の表示
方法。
【請求項１９】
　前記ソースの制御機能に基づいて、前記特定されたソースの前記ＰＩＰ信号の表示が変
化される請求項１４に記載の表示方法。
【請求項２０】
　前記ＰＩＰ信号の前記ソースは、前記デジタルテレビに接続された周辺メディア装置で
ある、請求項１４に記載の表示方法。
【請求項２１】
　前記リム情報は、前記特定されたソースの前記周辺メディア装置のタイプに基づいて選
択される、請求項２０に記載の表示方法。
【請求項２２】
　前記リム情報は、前記デジタルテレビの受信装置の動作を制御するための第１制御情報
と、前記デジタルテレビに接続された前記周辺メディア装置の動作を制御するための第２
制御情報とを含む、請求項２１に記載の表示方法。
【請求項２３】
　前記特定されたソースに基づいて、前記第１制御情報および前記第２制御情報の１つを
選択するための予め貯蔵された前記ＯＳＤデータのセットにアクセスする工程をさらに含
む、請求項２２に記載の表示方法。
【請求項２４】
　前記ＯＳＤデータは、前記ＰＩＰ信号の画像の周囲のフレーム領域を構成し、前記ＰＩ
Ｐメニューは該フレーム領域内に表示される、請求項１４に記載の表示方法。
【請求項２５】
　前記ＯＳＤデータは、前記フレーム領域内に表示されるソースの識別情報を有する、請
求項２４に記載の表示方法。
【請求項２６】
　前記ＰＩＰメニューは、前記ＰＩＰ信号の前記ソースに対応した選択用アイコンのセッ
トを含む、請求項１４に記載の表示方法。
【請求項２７】
　前記選択用アイコンのセットは、チャンネルのアップ／ダウン、ボリュームのアップ／
ダウン、停止、再生、早送りおよび巻き戻しの少なくとも１つのソース制御機能に対応し
ている、請求項２６に記載の表示方法。
【請求項２８】
　前記選択用アイコンのセットは、移動、交換、最小化及び最大化の少なくとも１つのＰ
ＩＰ制御機能に対応している、請求項２６に記載の表示方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　（技術分野）
　本発明はＴＶに関し、特にＴＶのＰＩＰ表示装置、及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　（背景技術）
　ＴＶ技術がアナログ方式から衛生放送、及びデジタル方式に変貌することに伴い、ＴＶ
関連技術が量的／質的に急速に発展しつつある。特に、量的な面で、アナログに比べ更に
多数のチャンネルの運用が可能なデジタル方式の実現でＴＶ放送におけるチャンネルの数
も幾何級数的に増加するだろう。したがって、ユーザーは単に幾つかのチャンネル、又は
放送局名を認知しているだけでは多様なチャンネルを活用しにくいのみならず、希望する
放送プログラムの視聴を見逃しやすい。
このため、最近のＴＶ技術は、視聴者が容易に各放送プログラムを把握して選択できるよ
うに、放送局から提供される各チャンネルの放送プログラム情報をユーザーの希望時に画
面上にディスプレイする放送情報案内の機能を備え、放送関連技術の発展に対応可能であ
るように、放送情報案内機能の技術開発が切実に要求されている実状である。
【０００３】
　一般に、ＰＩＰ機能とは、映像信号を水平、及び垂直方向に圧縮して主画面にディスプ
レイする機能であって、この際、ＰＩＰ画面は、主画面と同一のチャンネルの画像をディ
スプレイするか、他のチャンネル、又は外部入力の画像をディスプレイできる。
【０００４】
　通常、ＴＶにおいてＰＩＰは、一般にＰＩＰオン／オフ、ＰＩＰチャンネルアップ／ダ
ウンなどの機能を有し、さらに、交換、主／副チャンネル切換、移動、及びＰＩＰ位置移
動などの機能を備える。このような機能は、主にリモコンに別途のキーを割り当てて動作
する。
【０００５】
　以上で説明したように、従来の技術によるＴＶでは、ＰＩＰメニューがユーザーが希望
するメニューを選択する程度の機能のみを行うだけで、ユーザーの多様な要求を満たしに
くい。
【０００６】
　また、ＴＶは家庭の中心媒体として、多様な外部機器（ＶＣＲ、ＶＩＤＥＯ、ＤＶＤ．
．．）を連結して使用するが、多様なソースを同時にディスプレイするためには、ＰＩＰ
や多重画面などの形態でディスプレイする必要がある。
【０００７】
　しかしながら、ディスプレイ時に視聴者は、入力される映像ソースを確認した後、該当
ソースを制御するために、該当機器の実行を直接制御しなければならず、多数個の外部機
器から入力される映像信号が同時にディスプレイされる場合には、どの機器の画面である
かが区別しにくいという問題がある。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　（発明の開示）
そこで、本発明はかかる問題を解決するために案出されたもので、ＴＶでＰＩＰを使用す
る場合、ユーザーの要求に応じてＰＩＰ画面、及びＰＩＰメニューを同時に移動させたり
、可変させられるようにしたＴＶのＰＩＰ表示装置、及び方法を提供することにその目的
がある。
【０００９】
　また、他の目的として、多数個の外部機器に連結され、外部機器から入力される映像信
号をディスプレイする場合、入力される映像ソースを判断し、該当映像ソースによるソー
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ス制御情報、及びＰＩＰ制御情報を貯蔵して、ＰＩＰモード選択時に入力されるソースに
よるリム情報をＰＩＰと同時にディスプレイできるようにした、ＴＶのＰＩＰ表示装置、
及び方法を提供することにある。
【００１０】
　上記目的を達成するための本発明によるＴＶのＰＩＰ表示装置は、インターフェース、
及びディスプレイ部を備えたＴＶにおいて、主画面にディスプレイされる映像信号を処理
するための第１映像処理部；ＰＩＰにディスプレイされる映像信号を処理するための第２
映像処理部；前記第１映像処理部の出力、前記第２映像処理部の出力、及び既貯蔵された
ＰＩＰメニュー情報がユーザーが所望する形態で前記ディスプレイ部にディスプレイされ
えるように制御するマイコム；前記マイコムの制御信号にしたがってスイッチング部から
出力される映像信号と、ＰＩＰモード選択時に生成されるＰＩＰメニューとがディスプレ
イされえるように処理するデジタル映像処理部を含めて構成されることを特徴とする。
【００１１】
　上記目的を達成するための本発明によるＴＶのＰＩＰ表示方法は、ユーザーがＰＩＰモ
ードを選択すると、ＰＩＰを生成する段階と、前記生成されたＰＩＰメニューをＯＳＤ形
態で生成する段階と、前記生成されたＰＩＰ、及びＰＩＰメニューを同時にディスプレイ
する段階と、前記ディスプレイされるメニューでユーザーが所望するメニューが選択され
ると、選択されたメニューにしたがって制御する段階と、前記制御にしたがってＰＩＰ、
及びＰＩＰメニューをディスプレイする段階とを備えてなることを特徴とする。
【００１２】
　上記目的を達成するための本発明によるＴＶのＰＩＰ表示装置は、インターフェース、
及びディスプレイ部を備えたＴＶのＰＩＰ表示装置において、主画面ソースを入力され処
理する第１映像処理部と、副画面ソースを入力され処理する第２映像処理部と、ユーザー
の要求に応じて前記第１映像処理部、及び第２映像処理部からの出力を合成するための合
成部と、入力される映像信号のソース制御情報、及びＰＩＰ制御情報を提供するためのリ
ム情報提供部と、ユーザーがＰＩＰメニューを選択すると、入力された映像ソースに当た
るリム情報を前記リム情報提供部から取り出してディスプレイされえるように制御し、ユ
ーザーの要求命令にしたがって動作を制御するマイコムと、前記マイコムの制御信号にし
たがって前記合成部から出力される映像信号、及び前記リム情報提供部から提供されるリ
ム情報をスイッチングするスイッチング部とで構成されることを特徴とする。
【００１３】
　上記また他の目的を達成するための本発明によるＴＶのＰＩＰ表示方法は、ユーザーが
ＰＩＰキーを選択すると、入力されるソースを判断する段階と、前記判断されたソースに
したがってリム情報を選択する段階と、ＰＩＰ画面位置、及び大きさを設定する段階と、
前記設定されたＰＩＰ画面位置、及び大きさにしたがって主画面、及びＰＩＰをディスプ
レイする段階とを備えてなることを特徴とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、添付の図面を参照にして本発明によるＴＶのＰＩＰ表示装置、及び方法をより詳
細に説明する。
【００１５】
　図１は本発明によるＴＶのＰＩＰ表示装置の構成を示すブロック図であり、図２Ａ乃至
図２Ｃは本発明によるＴＶのＰＩＰ構成、及び実際の画面を示す図面であり、図３は本発
明によるＴＶのＰＩＰ表示方法を示すフローチャートである。
【００１６】
　本発明によるＴＶのＰＩＰ表示装置は、主画面にディスプレイされる映像信号を入力さ
れて処理する第１映像処理部１０と、副画面にディスプレイされる映像信号を入力されて
処理する第２映像処理部２０と、ユーザーの要求信号、及び外部機器との連結のためのイ
ンターフェース３０と、該インターフェース３０を通じて入力されるユーザーの要求命令
にしたがって、前記第１映像処理部１０、及び第２映像処理部２０の出力を選択するため
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のスイッチング部５０と、該スイッチング部５０の出力信号をディスプレイ部７０に表示
するために処理するデジタル映像処理部６０と、前記インターフェース３０から入力され
るユーザー要求命令にしたがって前記第１映像処理部１０、及び第２映像処理部２０の映
像信号の混合構成を制御し、ユーザーが入力するＰＩＰ制御命令にしたがってＰＩＰ該当
画面が構成されるように制御するマイコム４０とで構成されている。
【００１７】
　このように構成された本発明によるＴＶのＰＩＰの構成は、図２Ａに示すように、ＰＩ
Ｐのみ現れる画面と、図２Ｂに示すように、ＰＩＰのＯＳＤのみ現れる画面と、図２ｃに
示すように、ＰＩＰ、及びＰＩＰのＰＩＰメニューを同時に現す画面とで構成される。
【００１８】
　即ち、一定の位置に固定されていたＰＩＰメニューを現在のＰＩＰと結合させて画面に
ディスプレイしようとする場合、ＰＩＰが位置した座標に、図２ＢのようにＰＩＰメニュ
ーを構成し、中央はＰＩＰ画面が見られるように透明に処理すれば良い。リムは、ビット
マップを用いて多様な形状を現すことができ、最終的にこれを一つの画面に現す場合、図
２ｃのような画面で現すことができる。
【００１９】
　本発明によるＴＶのＰＩＰ表示方法は、図３に基づいて説明すると、まず、ユーザーが
ＰＩＰモードをオンにすると、ＰＩＰを生成する（Ｓ１０～Ｓ２０）。前記生成されたＰ
ＩＰメニューをＯＳＤ形態で生成する（Ｓ３０）。
そして、前記ＰＩＰ、及び生成されたＰＩＰメニューをディスプレイする（Ｓ４０）。前
記ディスプレイされるメニューを参照して、ユーザーが希望するメニューを選択する（Ｓ
５０）。
前記メニューでユーザーが移動メニューを選択した場合、所定の処理動作を通じてＰＩＰ
の位置を移動させる（Ｓ６０）。
【００２０】
　ここで、前記移動メニューが選択されると、ＰＩＰの位置を可変させた後、ＰＩＰメニ
ューの位置も同時に移動させる（Ｓ６１～Ｓ６３）。
【００２１】
　前記メニューでユーザーが交換メニューを選択した場合、主画面とＰＩＰとの位置を交
換させ、ディスプレイする（Ｓ７０）。
【００２２】
　前記交換メニューが選択されると、ＰＩＰの位置を主画面のそれと交換させた後、ＰＩ
ＰメニューもＰＩＰの位置にしたがって共に移動させる（Ｓ７１～Ｓ７３）。
【００２３】
　また、前記メニューでユーザーが最小化を選択した場合、ＰＩＰの位置を固定させ、Ｐ
ＩＰメニューＯＳＤを最小化させる（Ｓ８０）。
【００２４】
　前記最小化メニューが選択されると、ＰＩＰの位置を固定した状態で、ＰＩＰメニュー
のみを最小化させる（Ｓ８１～Ｓ８３）。
【００２５】
　一方、前記メニューでユーザーが最大化を選択した場合、ＰＩＰ、及びＰＩＰメニュー
ＯＳＤを最大化させる（Ｓ９０）。
【００２６】
　前記最大化が選択されると、ＰＩＰの位置を固定した状態で、ＰＩＰメニューを最大化
させる（Ｓ９１～Ｓ９３）。
【００２７】
　このように変化したＰＩＰ、及びＰＩＰメニューをディスプレイする（Ｓ１００）。
【００２８】
　上述したように、ユーザーが前記ＰＩＰメニュー上で移動メニューを選択した場合、図
４Ａに示すように、ＰＩＰ、及びＰＩＰメニューの位置をユーザーの要求に応じて移動さ
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せられる。
【００２９】
　また、ユーザーが前記ＰＩＰメニュー上で交換メニューを選択した場合、図４Ｂに示す
ように、主画面とＰＩＰとの位置が相互に変わり、ＰＩＰ、及びＰＩＰメニューが主画面
の位置に、主画面がＰＩＰの位置に移動してディスプレイされる。
【００３０】
　そして、ユーザーが前記ＰＩＰメニュー上で最小化メニューを選択した場合、図４Ｃに
示すように、ＰＩＰの位置はそのまま固定したまま、ＰＩＰメニューのみを最小化させデ
ィスプレイする。
【００３１】
　最後に、ユーザーが前記ＰＩＰメニュー上で最大化メニューを選択した場合、図４Ｄに
示すように、主画面は削除させ、ＰＩＰ及び、ＰＩＰメニューを主画面の位置に最も大き
くディスプレイする。
【００３２】
　（実施例）
　以下、添付の図５乃至図８を参照して本発明によるＴＶのＰＩＰ表示装置、及び方法の
他の実施形態を説明する。
【００３３】
　本発明によるＴＶのＰＩＰ表示装置の実施形態は、図５に示すように、主画面にディス
プレイされる映像信号を入力されて処理する第１映像処理部１００と、副画面にディスプ
レイされる映像信号を入力されて処理する第２映像処理部２００と、前記第１映像処理部
１００、及び第２映像処理部２００から出力される映像信号を合成するための合成部３０
０と、インターフェース４００と、該インターフェース４００を介して入力される制御信
号にしたがって動作する外部映像信号４１０と、入力される映像信号に対するソース制御
情報、及びＰＩＰ制御情報をリム形態で提供するためのリム情報提供部５００と、ユーザ
ーがＰＩＰメニューを選択すると、入力される映像信号のソースを判断して、ＰＩＰにデ
ィスプレイされるリム情報を前記リム情報提供部５００から取り出してディスプレイされ
えるように制御し、ユーザーの要求命令にしたがって動作を制御するマイコム６００と、
該マイコム６００の制御信号にしたがって前記合成部３００で合成された映像信号、及び
前記リム情報提供部５００から提供されるリム情報を選択的に出力するためのスイッチン
グ部７００と、該スイッチング部７００をディスプレイするためのディスプレイ部８００
とで構成されている。
【００３４】
　前記外部ソース機器４１０は、ＶＣＲ４１１、及びＤＶＤ４１２などで、映像信号を提
供可能な機器である。
【００３５】
　このように構成された本発明によるＴＶのＰＩＰ表示装置の実施例の動作を図６に基づ
いて説明すると、まず、ユーザーがＰＩＰモードを選択したかどうかを判断する（Ｓ１１
０）。次いで、その判断の結果（Ｓ１１０）、ユーザーがＰＩＰモードを選択した場合は
、入力される映像信号のソースを判断する（Ｓ１２０）。そして、前記判断されたソース
に従うリム情報を選択する（Ｓ１３０）。次いで、ユーザーが希望するＰＩＰの大きさ、
及び位置を選択する（Ｓ１４０）。そして、主画面の映像信号、ＰＩＰ、及びＰＩＰにデ
ィスプレイされるソース制御情報を現すためのリム情報を該当位置にディスプレイする（
Ｓ１５０）。
【００３６】
　この際、前記入力されるソースによるリム情報は、ソースを制御するためのソース制御
情報と、ＰＩＰを制御するためのＰＩＰ制御情報、及びソースを区別できるようにソース
判別情報を含めて構成される。
【００３７】
　このように構成されるリム情報を次の表に基づいて説明する。
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【００３８】
【表１】

前記表１に示すように、入力される映像ソースがＴＶ映像信号であるか、ビデオ映像信号
であるか、ＤＶＤ映像信号であるかによってソース制御情報と、ＰＩＰ制御情報とに区分
される。
【００３９】
　したがって、ユーザーがＰＩＰメニューを選択すると、図７Ａのような形態のＰＩＰが
ディスプレイされるが、この際、Ａ領域には入力される映像のソースを表し、Ｂ領域には
該当ソースによるリム情報が、図７Ｂに示すようなアイコン形態でディスプレイされる。
【００４０】
　即ち、現在入力される映像ソースがＤＶＤであれば、図７Ｃに示すように、Ａ領域にＤ
ＶＤが表示され、Ｂ領域にはＤＶＤソース制御情報による前記表１に示すソース制御情報
、及びＰＩＰ制御情報がディスプレイされる。
【００４１】
　そして、現在入力される映像ソースがＶＩＤＥＯであれば、図７Ｄに示すように、Ａ領
域にＶＩＤＥＯが表示され、Ｂ領域にはＶＩＤＥＯソース制御情報による前記表１に示す
ソース制御情報、及びＰＩＰ制御情報がディスプレイされる。
【００４２】
　また、主副が転換され、ＴＶ映像信号をＰＩＰ形態でディスプレイする場合、図７Ｅに
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示すように、Ａ領域にＴＶが表示され、Ｂ領域にはＴＶソース制御情報による前記表１に
示すソース制御情報、及びＰＩＰ制御情報がディスプレイされる。
【００４３】
　以下、図８に基づいて本発明によるＰＩＰ制御方法をより詳細に説明すると、まず、Ｐ
ＩＰメニューを入力する（Ｓ２１０）。そして、ユーザーがＰＩＰ制御キーを入力したか
どうかを判断する（Ｓ２２０）。次いで、ユーザーがＰＩＰ制御キーを入力した場合は、
図３に示すＰＩＰ制御命令に従う制御を行う（Ｓ２３０）。そして、変化したＰＩＰ、及
びメニューをディスプレイする（Ｓ２４０）。
【００４４】
　一方、前記判断の結果（Ｓ２２０）、ユーザーがＰＩＰ制御キーを入力していない場合
は、ソース制御キーを入力したかどうかを判断する（Ｓ２５０）。
【００４５】
　その判断の結果（Ｓ２５０）、入力されるソースがＴＶであるかの可否を判断する（Ｓ
２６０）。その判断の結果（Ｓ２６０）、入力されるソースがＴＶであれば、入力される
チャンネルアップ／ダウン、ボリュームアップ／ダウン、該当キー別制御命令にしたがっ
て制御を行う（Ｓ２７０）。
【００４６】
　また、前記判断の結果（Ｓ２６０）、入力されるソースがビデオであれば、停止／再生
／早送り／巻き戻しなど、表１に示すソース制御機能を行う（Ｓ２８０）。
一方、前記判断の結果（２６０）、　入力されるソースがＤＶＤであれば、前記ビデオを
制御する機能と同様のソース制御機能を行う（Ｓ２９０）。
【００４７】
　上述したように、ユーザーがＰＩＰモードを選択した場合、ディスプレイされるリム情
報からＰＩＰ制御キーが選択されると、ＰＩＰの位置を移動させるか、主／副転換のため
に交換するか、ＰＩＰを最小化させディスプレイするか、最大化させてディスプレイする
。
【００４８】
　また、ユーザーがソース制御キーを選択すると、入力されるソースがＴＶ映像信号であ
るか、ビデオ信号であるか、ＤＶＤ信号であるかを判断し、それによってユーザーが入力
するソース制御機能を行う。
【００４９】
　即ち、判断されたソース信号がＴＶ信号であれば、ユーザーが入力するチャンネルアッ
プ／ダウン、ボリュームアップ／ダウンなどのＴＶを視聴しながら調節可能な機能が行わ
れ、判断されたソース信号がビデオ、又はＤＶＤであれば、停止、再生、早送り、巻き戻
しなどのビデオやＤＶＤを介して入力される映像信号を視聴しながら調節可能な機能が行
われえるように、前記インターフェース４００を介して該当外部機器４１１，４１２に制
御信号を伝達することで該当機能が行われる。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　以上で説明したように、本発明によるＴＶのＰＩＰ表示装置、及び方法には次のような
効果がある。
【００５１】
　第一に、ＰＩＰ画面とＰＩＰメニューとが同時に移動可能であるので、ユーザーの要求
に応じて多様な形態のＰＩＰウィンドウ画面を提供することができる。
【００５２】
　第二に、ＴＶに多様な外部機器を連結して使用する場合、該当映像ソースを判断して、
ユーザーがＰＩＰ選択時に該当ソース制御情報、及びＰＩＰ制御情報をリム情報形態でデ
ィスプレイすることで、より簡単に希望の情報を得られる。
【００５３】
　第三に、ユーザーの要求に応じてＰＩＰ制御が行われるので、ユーザーの満足度を向上
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【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】図１は本発明によるＴＶのＰＩＰ表示装置の構成を示すブロック図である。
【図２Ａ】図２Ａは本発明によるＴＶのＰＩＰ構成画面を示す図面である。
【図２Ｂ】図２Ｂは本発明によるＴＶのＰＩＰ構成画面を示す図面である。
【図２Ｃ】図２Ｃは本発明によるＴＶのＰＩＰ構成画面を示す図面である。
【図３】図３は本発明によるＴＶのＰＩＰ表示方法を示すフローチャートである。
【図４Ａ】図４Ａは本発明によるＴＶのＰＩＰ表示方法の一例を示す図面である。
【図４Ｂ】図４Ａは本発明によるＴＶのＰＩＰ表示方法の一例を示す図面である。
【図４Ｃ】図４Ａは本発明によるＴＶのＰＩＰ表示方法の一例を示す図面である。
【図４Ｄ】図４Ａは本発明によるＴＶのＰＩＰ表示方法の一例を示す図面である。
【図５】図５は本発明によるＴＶのＰＩＰ表示装置の実施例を示すブロック図である。
【図６】図６は本発明によるＴＶのＰＩＰ表示方法の実施例を示すフローチャートである
。
【図７Ａ】図７Ａは本発明によるＴＶのＰＩＰ表示方法の実施形態を示す図面である。
【図７Ｂ】図７Ｂは本発明によるＴＶのＰＩＰ表示方法の実施形態を示す図面である。
【図７Ｃ】図７Ｃは本発明によるＴＶのＰＩＰ表示方法の実施形態を示す図面である。
【図７Ｄ】図７Ｄは本発明によるＴＶのＰＩＰ表示方法の実施形態を示す図面である。
【図７Ｅ】図７Ｅは本発明によるＴＶのＰＩＰ表示方法の実施形態を示す図面である。
【図８】図８は本発明によるＴＶのＰＩＰ表示方法の実施形態をより詳細に示すフローチ
ャートである。

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図２Ｃ】
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【図４Ｄ】
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【図６】
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【図７Ｃ】

【図７Ｄ】

【図７Ｅ】
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