
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　
　電源がオフされた 、その直前の視聴内容 、 EPGまたは番組のいずれ

記憶する記憶手段と、
　電源がオンされた
　　

　　

表示させる表示制御手段と
　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
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番組および EPGを表示させる情報処理装置において、
場合 として を視聴し

ているかを示す２値情報に加えて、前記直前に番組を視聴していたときには、前記番組の
ジャンルを示すジャンル情報も

場合、
前記記憶手段に記憶されている前記視聴内容の前記２値情報が EPGの視聴を示すとき

には初期画像として EPGを表示させ、
前記記憶手段に記憶されている前記視聴内容の前記２値情報が番組の視聴を示し、か

つ、予め設定されているユーザの好みと EPGに基づいて決定されるおすすめ番組、または
記憶されている前記視聴内容の前記ジャンル情報が示すジャンルと同一ジャンルの番組の
少なくとも一方が現在供給されているときには、初期画像として前記おすすめ番組または
前記同一ジャンルの番組を

　前記表示制御手段は、電源がオンされた場合、前記記憶手段に記憶されている前記視聴
内容の前記２値情報が番組の視聴を示し、かつ、前記おすすめ番組、および記憶されてい
る前記視聴内容の前記ジャンル情報が示すジャンルと同一ジャンルの番組が現在供給され
ていないときには、初期画像として EPGを表示させる



【請求項３】

【請求項４】
　前記表示制御手段は、 EPG 表示させる場合、現在の時刻から所定時間以内に放送され
る番組の情報を表示させる
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　
　電源がオフされた 、その直前の視聴内容 、 EPGまたは番組のいずれ

記憶する記憶ステップと、
　電源がオンされた
　　

　　

表示させる表示制御ステップと
　を備えることを特徴とする情報処理方法。
【請求項６】
　
　電源がオフされた 、その直前の視聴内容 、 EPGまたは番組のいずれ

記憶する記憶ステップと、
　電源がオンされた
　　

　　

表示させる表示制御ステップと

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、情報処理装置および方法、並びに 媒体に関し、特に、電源がオフされる
ときに記憶された視聴内容に対応して、初期画像を表示させることにより、迅速かつ確実
に、所望の番組を選択することができるようにした情報処理装置および方法、並びに
媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
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　を備えることを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。

　前記表示制御手段は、電源がオンされた場合、前記記憶手段に記憶されている前記視聴
内容の前記２値情報が番組の視聴を示し、かつ、前記おすすめ番組、および記憶されてい
る前記視聴内容の前記ジャンル情報が示すジャンルと同一ジャンルの番組が現在供給され
ているときには、ユーザから予め設定されている優先順位に従い、初期画像として前記お
すすめ番組または前記同一ジャンルの番組の一方を優先的に表示させる
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。

を

番組および EPGを表示させる情報処理装置の情報処理方法において、
場合 として を視聴し

ているかを示す２値情報に加えて、前記直前に番組を視聴していたときには、前記番組の
ジャンルを示すジャンル情報も

場合、
前記記憶ステップの処理で記憶された前記視聴内容の前記２値情報が EPGの視聴を示

すときには初期画像として EPGを表示させ、
前記記憶ステップの処理で記憶された前記視聴内容の前記２値情報が番組の視聴を示

し、かつ、予め設定されているユーザの好みと EPGに基づいて決定されるおすすめ番組、
または記憶されている前記視聴内容の前記ジャンル情報が示すジャンルと同一ジャンルの
番組の少なくとも一方が現在供給されているときには、初期画像として前記おすすめ番組
または前記同一ジャンルの番組を

番組および EPGを表示させる情報処理装置の制御用のプログラムであって、
場合 として を視聴し

ているかを示す２値情報に加えて、前記直前に番組を視聴していたときには、前記番組の
ジャンルを示すジャンル情報も

場合、
前記記憶ステップの処理で記憶された前記視聴内容の前記２値情報が EPGの視聴を示

すときには初期画像として EPGを表示させ、
前記記憶ステップの処理で記憶された前記視聴内容の前記２値情報が番組の視聴を示

し、かつ、予め設定されているユーザの好みと EPGに基づいて決定されるおすすめ番組、
または記憶されている前記視聴内容の前記ジャンル情報が示すジャンルと同一ジャンルの
番組の少なくとも一方が現在供給されているときには、初期画像として前記おすすめ番組
または前記同一ジャンルの番組を
　を含む処理を情報処理装置のコンピュータに実行させるプログラムが記録されているこ
とを特徴とする記録媒体。

記録

記録



近年、デジタル放送やケーブルテレビジョン等のように、そのチャンネル数が１００チャ
ンネル以上となってきた。このようにチャンネル数が多くなると、多数のチャンネルの番
組の中から所望の番組を選択することが困難になる。そこで、番組提供者側から、番組選
択を支援するために、 EPG（ Electrical Program Guide：電子番組ガイド）を伝送するこ
とが提案されている。図１６は、このような EPGの番組選択画面の表示例を示している。
この例においては、４×４に分割された小画面に、番組の内容を示す縮小画像が表示され
ている。
【０００３】
図１７は、このような番組選択を行う場合において用いられるリモートコントローラの構
成例を示している。この例においては、番号ボタンとカーソルボタンが設けられている。
チャンネル数が多くなると、番号ボタンによる番組の選択は困難となるので、通常、図１
６のような番組選択画面においては、カーソルボタンを用いて番組選択を行う。ユーザは
、このカーソルボタンを操作することにより、カーソルを上下左右に移動させることがで
きる。そして、所望の番組の縮小画像上にカーソルを位置させ、決定ボタンを操作するこ
とにより、その番組を選択することができる。
【０００４】
図１８は、 EPGの番組選択画面の他の表示例を示している。この例においては、チャンネ
ルリストとして６つのチャンネルが表示され、各チャンネル毎に、放送される（放送され
ている）番組（ program）が、番組表として時間帯別に表示されている。ユーザは、図１
６に示した場合と同様に、リモートコントローラのカーソルボタンを操作し、カーソルを
所望の番組上に位置させ、決定ボタンを操作することにより、その番組の選択をすること
ができる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このような従来の EPGは、新聞や番組情報誌などに記載されているような
、チャンネルと放送時刻によって規定される番組欄としての域を出ず、各番組をより効果
的に各ユーザに提供するのを支援することできない。そのため、番組の選択が煩雑となり
、迅速に所望の番組を選択することができない課題があった。
【０００６】
本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、より迅速かつ確実に所望の番組を
選択することができるようにするものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　 情報処理装置は、電源がオフされた 、その直前の視聴内容 、 EPGま
たは番組のいずれ

記憶する記憶手段と、電源がオンされた

表示させる表示制御手段とを備えることを特徴とする。
【０００８】
　 情報処理方法は、電源がオフされた 、その直前の視聴内容 、 EPGま
たは番組のいずれ

記憶する記憶ステップと、電源がオンさ
れた
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本発明の 場合 として
を視聴しているかを示す２値情報に加えて、直前に番組を視聴していた

ときには、番組のジャンルを示すジャンル情報も
場合、記憶手段に記憶されている視聴内容の２値情報が EPGの視聴を示すときには初期画
像として EPGを表示させ、記憶手段に記憶されている視聴内容の２値情報が番組の視聴を
示し、かつ、予め設定されているユーザの好みと EPGに基づいて決定されるおすすめ番組
、または記憶されている視聴内容のジャンル情報が示すジャンルと同一ジャンルの番組の
少なくとも一方が現在供給されているときには、初期画像としておすすめ番組または同一
ジャンルの番組を

本発明の 場合 として
を視聴しているかを示す２値情報に加えて、直前に番組を視聴していた

ときには、番組のジャンルを示すジャンル情報も
場合、記憶ステップの処理で記憶された視聴内容の２値情報が EPGの視聴を示すとき

には初期画像として EPGを表示させ、記憶ステップの処理で記憶された視聴内容の２値情
報が番組の視聴を示し、かつ、予め設定されているユーザの好みと EPGに基づいて決定さ
れるおすすめ番組、または記憶されている視聴内容のジャンル情報が示すジャンルと同一



表示させる表示制御ステップとを備える。
【０００９】
　 媒体は、電源がオフされた 、その直前の視聴内容 、 EPGまたは
番組のいずれ

記憶する記憶ステップと、電源がオンされた

表示させる表示制御ステップと
。

【００１０】
　 電源がオフされた 、その直前の視聴内容 、 EPGまたは番
組のいずれ

記憶され、電源がオンされた

表示される。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下に本発明の実施の形態を説明するが、特許請求の範囲に記載の発明の各手段と以下の
実施の形態との対応関係を明らかにするために、各手段の後の括弧内に、対応する実施の
形態（但し一例）を付加して本発明の特徴を記述すると、次のようになる。但し勿論この
記載は、各手段を記載したものに限定することを意味するものではない。
【００１２】
　 情報処理装置は、電源がオフされた 、その直前の視聴内容 、 EPGま
たは番組のいずれ

記憶する記憶手段（例えば、図２のハー
ドディスク２２）と、電源がオンされた

表示させる表示制御手段（例えば
、図２の CPU１６）とを備えることを特徴とする。
【００１３】
図１は、本発明を適用したＡＶシステムおよび通信ネットワークを説明する図である。こ
の例においては、セットトップボックスとして構成される受信装置１には、モニタ５が接
続されている。番組放送会社６１から送信される番組および EPGは、衛星６２、放送アン
テナ６３、またはインターネット６４等を介して受信装置１により受信される。 EPGは、
番組放送会社６１から配信されるもの以外に、図示せぬテレビガイドサービス会社等から
も配信される。受信装置１は、ユーザがリモートコントローラ７を操作することにより出
力される赤外線信号を受信し、受信した信号に対応する処理を行い、所定の番組または EP
Gの画像をモニタ５に表示するようになされている。
【００１４】
図２は、本発明を適用したＡＶシステムの電気的な構成例を表している。このＡＶシステ
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ジャンルの番組の少なくとも一方が現在供給されているときには、初期画像としておすす
め番組または同一ジャンルの番組を

本発明の記録 場合 として
を視聴しているかを示す２値情報に加えて、直前に番組を視聴していたとき

には、番組のジャンルを示すジャンル情報も
場合、記憶ステップの処理で記憶された視聴内容の２値情報が EPGの視聴を示すときには
初期画像として EPGを表示させ、記憶ステップの処理で記憶された視聴内容の２値情報が
番組の視聴を示し、かつ、予め設定されているユーザの好みと EPGに基づいて決定される
おすすめ番組、または記憶されている視聴内容のジャンル情報が示すジャンルと同一ジャ
ンルの番組の少なくとも一方が現在供給されているときには、初期画像としておすすめ番
組または同一ジャンルの番組を を含む処理を情報処理装置
のコンピュータに実行させるプログラムが記録されていることを特徴とする

本発明においては、 場合 として
を視聴しているかを示す２値情報に加えて、直前に番組を視聴していたときに

は、番組のジャンルを示すジャンル情報も 場合、記憶された
視聴内容の２値情報が EPGの視聴を示すときには初期画像として EPGが表示され、記憶され
た視聴内容の２値情報が番組の視聴を示し、かつ、予め設定されているユーザの好みと EP
Gに基づいて決定されるおすすめ番組、または記憶されている視聴内容のジャンル情報が
示すジャンルと同一ジャンルの番組の少なくとも一方が現在供給されているときには、初
期画像としておすすめ番組または同一ジャンルの番組が

本発明の 場合 として
を視聴しているかを示す２値情報に加えて、直前に番組を視聴していた

ときには、番組のジャンルを示すジャンル情報も
場合、記憶手段に記憶されている視聴内容の２値

情報が EPGの視聴を示すときには初期画像として EPGを表示させ、記憶手段に記憶されてい
る視聴内容の２値情報が番組の視聴を示し、かつ、予め設定されているユーザの好みと EP
Gに基づいて決定されるおすすめ番組、または記憶されている視聴内容のジャンル情報が
示すジャンルと同一ジャンルの番組の少なくとも一方が現在供給されているときには、初
期画像としておすすめ番組または同一ジャンルの番組を



ムにおいては、受信装置１、ビデオデッキ２、ＣＤプレーヤ３、増幅器４、およびモニタ
５が、 IEEE１３９４バス６により相互に接続されている。
【００１５】
受信装置１は、チューナ１１、チューナ１３、および通信モジュール１４を有している。
チューナ１１は、アンテナ１２を介して地上波のテレビジョン放送を受信する。チューナ
１３は、ケーブルテレビジョン放送を受信する。通信モジュール１４は、電話回線に接続
され、インターネット、その他のネットワークを介して、通信を行うようになされている
。
【００１６】
映像処理モジュール１５は、チューナ１１，１３、または通信モジュール１４より供給さ
れた映像信号を処理するようになされている。 CPU１６は、 ROM２０に記憶されているプロ
グラムに従って各種の処理を実行するようになされている。時計１７は、常に計時動作を
行っており、 CPU１６に対して時刻情報を与える。リモートコントローラ受信モジュール
１８は、リモートコントローラ７より出力される赤外線信号を受信し、その受信した信号
に対応する信号を CPU１６に出力するようになされている。
【００１７】
ＡＶ制御モジュール１９は、１３９４バス６に接続され、１３９４バス６に接続されてい
る他の情報処理装置としてのビデオデッキ２、ＣＤプレーヤ３、増幅器４、モニタ５など
との間における信号の授受に関するインタフェース処理を行うようになされている。 RAM
２１には、 CPU１６が各種の処理を実行する上において必要な各種のデータやプログラム
などが必要に応じて記憶される。ハードディスク２２には、 EPGを始めとする各種の情報
が記憶されるようになされている。内部バス２３は、受信装置１の内部の各モジュールな
どを相互に接続している。
【００１８】
ビデオデッキ２は、１３９４バス６との間のインタフェース処理を行うＡＶモジュール３
１と各種の情報を記憶するメモリ３２を有している。ＣＤプレーヤ３も、ビデオデッキ２
と同様に、ＡＶ制御モジュール４８とメモリ４２を有している。増幅器４は、１３９４バ
ス６との間のインタフェース処理を行うＡＶ制御モジュール５１と、各種のデータなどを
記憶するメモリ５２を有している他、スピーカ５３が接続されている。
【００１９】
チューナ１１は、図３と図４に示すように、その上面に、３２ビット分の受部６２が設け
られ、その下面に、３２ビット分のピン６１が設けられている。これらは３２ビットの内
部バス２３に接続されている。図示は省略するが、チューナ１３、通信モジュール１４な
ども、同様に、その上面と下面に受部とピンが設けられており、例えば、図５に示すよう
に、チューナ１１の上にチューナ１３を載置すると、チューナ１３のピン６１が、チュー
ナ１１の受部６２に結合されるようになされている。これにより、図６に示すように、チ
ューナ１１の内部回路１１Ａと、チューナ１３の内部回路１３Ａが、３２ビットの内部バ
ス２３に電気的に接続される。
【００２０】
図示は省略するが、通信モジュール１４も同様に、受部とピンを有しており、例えば、図
５に示すチューナ１３の上に載置することにより、通信モジュール１４の内部回路が内部
バス２３に接続される。
【００２１】
このような構成にすることにより、各モジュールを積載するだけで、内部回路を内部バス
２３に電気的に接続することができる。従って、少ない占有スペース内において、適宜必
要なモジュールを簡単に追加することができる。
【００２２】
図７と図８は、リモートコントローラ７の構成例を示している。電源ボタン１０１は、受
信装置１の電源をオンまたはオフするとき操作される。ジャンル選択ボタン１０２は、所
定のジャンルを選択するとき操作される。この例においては、「ニュース」、「スポーツ
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」、「バラエティ」、「情報」、「アニメ」、「ショッピング」、「天気予報」、「映画
」、「ドラマ」、「教育」、「音楽」、および「おすすめ」の各ジャンル選択ボタンが設
けられている。
【００２３】
ジャンル選択ボタン１０２の下方には、番組選択カーソルボタン１０３が設けられている
。この番組選択カーソルボタン１０３は、カーソルを上方に移動するとき操作されるボタ
ン１０３Ｃ、カーソルを下方に移動するとき操作されるボタン１０３Ｄ、戻る操作をする
とき操作されるボタン１０３Ａ、進む操作をするとき操作されるボタン１０３Ｂ、および
決定処理を行うとき操作されるボタン１０３Ｅにより構成されている。
【００２４】
お好みボタン１０４は、所定の番組をお好み番組リストに登録するとき操作される。 EPG
切換ボタン１０５は、複数種類の EPGの中から、所定の種類の EPGを選択するとき操作され
る。
【００２５】
リモートコントローラ７の左側面に設けられている案内ボタン１０６は、アシスタント画
面を表示させるとき操作される。リモートコントローラ７の右側面に設けられている音声
調節ダイヤル１０７は、上方または下方に廻すことにより、音声を調節することができる
。また、音声調整ダイヤル１０７は、押下すると、音声出力方式の選択モードとなり、こ
の状態において、ダイヤルを上方または下方に廻して所望の音声出力方式（例えば、２ヶ
国語等）を選択し、再び押下すると、現在の音声出力方式が、選択された音声出力方式に
切り換えられるようになされている。
【００２６】
カバー１０８は、開閉可能になされており、これを開くと、図８に示すように、番号ボタ
ン１０９および各種設定ボタン１１０が現れる。番号ボタン１０９は、例えば、電話番号
などの数字を入力するとき操作される。各種設定ボタン１１０は、所定の設定を行うとき
操作される。
【００２７】
リモートコントローラ７の所定のボタンを操作すると赤外線信号が発生され、受信装置１
のリモートコントローラ受信モジュール１８に受信される。リモートコントローラ受信モ
ジュール１８は、操作されたボタンに対応する信号を CPU１６に出力する。 CPU１６は、操
作されたボタンに対応する処理を実行するようになされている。
【００２８】
次に、図９のフローチャートを参照して、受信装置１の電源がオンされた場合において、
初期画像を表示する処理を説明する。ここで、受信装置１の電源がオフされる毎に、その
直前に視聴されていた内容が、ハードディスク２２に記憶（更新）されているものとする
（この点の詳細は、図１５を用いて後述する）。受信装置１の電源がオフされている状態
で、ユーザがリモートコントローラ７のボタン１０１を操作した場合、まず、ステップＳ
１において、受信装置１の電源がオンされる。ステップＳ２において、 CPU１６は、最後
に電源がオフされたとき記憶された視聴内容が EPGであるか否かを判定し、 EPGであると判
定した場合、ステップＳ７に進み、 EPGの番組ガイドをモニタ５に表示させる処理を実行
する。これにより、例えば、図１０に示すような番組ガイドが、モニタ５に表示される。
【００２９】
このとき、番組ガイドには、現在の時刻から所定時間（例えば、２時間）以内に放送され
る番組の情報が表示されるようになされている。
【００３０】
ステップＳ２において、記憶されている視聴内容が EPGではない（例えば、所定の番組で
ある）と判定された場合、ステップＳ３において、 EPGのおすすめ番組リストに登録され
ている番組の中に、現在の時刻において放送されている番組が存在するか否かが判定され
、現在の時刻において放送されているおすすめ番組が存在すると判定された場合、ステッ
プＳ４に進み、 CPU１６は、チューナ１１またはチューナ１３を制御し、そのおすすめ番
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組を受信させ、その画像をモニタ５に表示させる処理を実行する。
【００３１】
　ステップＳ３において、現在の時刻において放送されているおすすめ番組が存在しない
と判定された場合、ステップＳ５に進む。ステップＳ５では、電源オフ時に 聴していた
番組のジャンルとして記憶されているジャンル（例えば、ニュース）の番組が、現在の時
刻において放送されているか否かが判定され、現在の時刻において対応するジャンルの番
組が放送されていると判定された場合、ステップＳ６に進み、 CPU１６は、チューナ１１
またはチューナ１３を制御し、その番組を受信させ、その画像をモニタ５に表示させる処
理を実行する。これにより、例えば、図１１に示すような番組の画像がモニタ５に表示さ
れる。ステップＳ５において、現在の時刻において、対応するジャンルの番組が放送され
ていないと判定された場合、ステップＳ７に進み、 CPU１６は、 EPGの番組ガイドをモニタ
５に表示させる処理を実行する。
【００３２】
このようにして、受信装置１の電源がオンされたときの初期画像が表示される。
【００３３】
なお、ユーザにより、初期画像の優先順位を設定することが可能とされている。
【００３４】
図１０の EPGの番組ガイドの表示例においては、画面の左側に、５つの番組が番組ロゴで
表示されており、この５つの番組に対応するジャンル名が画面の上方に表示されている。
ジャンル名の右側には、その番組の放送日時が表示される。さらに、この表示例において
は、番組の画像の右側に、その番組の内容を示すテキストが表示される。そして、番組の
画像の下側には、番組の内容を示すテキストまたは広告が表示される。また、画面の下方
には、各種のメッセージが表示される。
【００３５】
ユーザが、所定の番組を選択するとき、リモートコントローラ７のボタン１０３Ｃまたは
１０３Ｄを操作すると、５つの番組ロゴのいずれかの上に位置するカーソルが上下に移動
する。そして、カーソルが位置する番組の縮小画像が画面の中央に表示される。この状態
において、ユーザがボタン１０３Ｅを操作すると、例えば、図１１に示すように、選択さ
れた番組の画像が表示される。
【００３６】
また、ユーザが、図１０に示すような状態において、リモートコントローラ７のボタン１
０３Ａまたは１０３Ｂを操作すると、ジャンルが切り換わるとともに、一覧表示されてい
る番組がそのジャンルに対応する番組に切り換わる。ボタン１０３Ａを連続して操作する
と、例えば、「ニュース」、「スポーツ」、「バラエティ」、「情報」、「アニメ」、「
ショッピング」、「天気予報」、「映画」、「ドラマ」、「教育」、「音楽」、および「
おすすめ」のように、ジャンルが巡回して切り換わるようになされている。また、ボタン
１０３Ｂを連続して操作すると、ボタン１０３Ａの場合とは逆の巡回方向にジャンルが切
り換わる。
【００３７】
なお、このようなジャンルの切換処理は、番組ガイドが表示されている状態ではなく、例
えば、図１１に示すように、通常の番組の画像がモニタ５に表示されている状態において
、ボタン１０３Ａまたは１０３Ｂが操作された場合にも、同様に実行される。
【００３８】
次に、図１２のフローチャートを参照して、リモートコントローラ７のお好みボタン１０
４を操作した場合の処理例について説明する。ユーザが、例えば、図１０に示すような状
態において、お好みボタン１０４を操作した場合、ステップＳ１１において、対応する番
組がおすすめ番組リスト中に登録されているか否かが判定される。ユーザは、例えば、図
１０に示されている「番組２」の画像、またはその内容を見て、この番組を見たいと思っ
たときは、お好みボタン１０４を操作する。この「番組２」が、おすすめ番組リスト中に
まだ登録されていない場合には、ステップＳ１２に進み、おすすめ番組リストに登録する
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処理が実行され、図１３に示すように、登録された「番組２」上にチェックマークが表示
される。
【００３９】
ステップＳ１１において、指定された番組がおすすめリストに既に登録されていると判定
された場合、ステップＳ１３に進み、その番組をおすすめ番組リストから削除する処理が
実行される。
【００４０】
なお、以上の処理は、番組ガイドが表示されている状態ではなく、図１１に示すように、
通常の番組の画像がモニタ５に表示されている状態において、お好みボタン１０４が操作
された場合にも同様に実行され、図１４に示すように、現在視聴している番組が登録され
ることを表すメッセージ画像が、現在放送中の画像に重畳してモニタ５に表示される。
【００４１】
以上のようにして、ユーザは、所望の番組をおすすめ番組リスト中に登録することができ
る。ユーザがリモートコントローラ７のジャンル選択ボタン１０２中のおすすめボタンを
選択すると、以上のようにして番組を登録したおすすめ番組リストがモニタ５に表示され
る。
【００４２】
次に、図１５のフローチャートを参照して、受信装置１がオフされる直前の視聴内容を記
憶する処理を説明する。モニタ５に、 EPGまたは通常の番組が表示されている状態におい
て、ユーザが、リモートコントローラ７のボタン１０１を操作した場合、ステップＳ１０
１において、 CPU１６は、現在の視聴内容を、ハードディスク２２に記録させる。そして
、ステップＳ１０２において、受信装置１の電源がオフされる。
【００４３】
このように、電源がオフされる直前の視聴内容を記憶することにより、次に電源がオンさ
れたとき、記憶されている視聴内容に対応して、初期画像が表示されることになる。
【００４４】
なお、上記したような処理を行うプログラムをユーザに伝送する伝送媒体としては、磁気
ディスク、 CD-ROM、固体メモリなどの記録媒体の他、ネットワーク、衛星などの通信媒体
を利用することができる。
【００４５】
【発明の効果】
　以上の如く、 によれば、 り迅速かつ確実に、目的とする番組を選択することが
可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用したＡＶシステムおよび通信ネットワークを説明する図である。
【図２】本発明を適用したＡＶシステムの電気的な構成例を示すブロック図である。
【図３】図２のチューナ１１の外観構成を示す斜視図である。
【図４】図２のチューナ１１の外観構成を示す斜視図である。
【図５】図２のチューナ１１とチューナ１３を積載した状態を示す図である。
【図６】図２のチューナ１１とチューナ１３の内部回路の接続状態を示す図である。
【図７】図２のリモートコントローラ７の詳細な構成を示す図である。
【図８】図２のリモートコントローラ７の詳細な構成を示す図である。
【図９】初期画像の表示処理を説明するフローチャートである。
【図１０】番組ガイドの表示例を示す図である。
【図１１】通常の番組の表示例を示す図である。
【図１２】図７のお好みボタン１０４が操作された場合の処理を説明するフローチャート
である。
【図１３】お好みボタン１０４が操作された場合の番組ガイドの表示例を示す図である。
【図１４】お好みボタン１０４が操作された場合の通常の番組の表示例を示す図である。
【図１５】視聴内容の記憶処理を説明するフローチャートである。
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【図１６】従来の EPGの番組選択画面の表示例を示す図である。
【図１７】従来のリモートコントローラの構成例を示す図である。
【図１８】従来の EPGの番組選択画面の他の表示例を示す図である。
【符号の説明】
１　受信装置，　２　ビデオデッキ，　３　ＣＤプレーヤ，　４　増幅器，　５　モニタ
，　７　リモートコントローラ，　１１，１３　チューナ，　１４　通信モジュール，　
１６　 CPU，　２２　ハードディスク

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】
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