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(57)【要約】
【課題】単体で、視聴予約やスケジューラー機能および
メッセンジャー機能を、表示部に表示可能なテレビ受信
装置を提供する。
【解決手段】この発明の１つの実施の形態であるテレビ
受信装置は、テレビ機能部１０１の表示装置に、リモー
ト制御部１０３の高機能制御部８０により解析された制
御情報および設定情報に基づきメッセンジャー機能とし
て利用可能なメッセージ表示領域およびスケジューラー
機能として利用可能なスケジュール表示領域が、時計部
が管理する時刻に従い、電源部を介して映像処理部、表
示装置、音声処理部、音声再生装置およびグラフィック
処理部に商用電源が接続された際に、表示されることを
特徴とする。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像を表示する表示装置と、
　動画あるいは静止画データと音声データとを含む指示情報を受け取る通信制御部と、
　番組またはコンテンツを取得する受信部と、
　前記通信制御部が受け取った指示情報を解析する情報処理部と、
　前記情報処理部による解析結果に従い、前記受信部における取得予約の対象である番組
またはコンテンツの取得予約情報、前記情報処理部による解析結果に含まれるメッセージ
および前記情報処理部による解析結果に含まれる設定情報の少なくとも１つを保持するデ
ータ保持部と、
　前記データ保持部が保持する前記取得予約情報、前記メッセージおよび前記設定情報の
少なくとも１つに対応する画面を前記表示装置に表示させる表示処理部と、
　時刻情報を管理する時計部と、
　前記時計部からの前記時刻情報に基づき、前記表示処理部により前記表示装置に表示さ
れる前記取得予約情報、前記メッセージおよび前記設定情報の少なくとも１つに対応して
前記受信部および前記表示装置の少なくとも一方を動作させる制御部と、
を有することを特徴とするテレビ受信装置。
【請求項２】
　前記通信制御部が受け取る指示情報は、動画あるいは静止画データと音声データが添付
されたメール形式であることを特徴とする請求項１記載のテレビ受信装置。
【請求項３】
　前記時計部は、少なくとも前記表示装置を起動するための商用電源の接続および遮断を
制御することを特徴とする請求項１記載の映像再生装置。
【請求項４】
　前記情報処理部は、前記通信制御部が受け取る指示情報を解析し、スケジューラー機能
を提供することを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の映像再生装置。
【請求項５】
　前記情報処理部は、前記通信制御部を介して入力される認証情報に基づき、一定の制限
をかけることを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の映像再生装置。
【請求項６】
　前記情報処理部は、前記通信制御部を介して受け取った取得予約情報に基づく前記表示
装置の起動および前記受信部による番組またはコンテンツの取得が同一時刻である場合、
前記表示処理部から前記表示装置に出力される画面を、同一時刻に設定された前記取得予
約情報の数に応じて分割し、それぞれの取得予約情報に対応する番組またはコンテンツを
前記表示装置に表示させることを特徴とする請求項１記載の映像再生装置。
【請求項７】
　前記情報処理部は、前記通信制御部が受け取った指示情報を解析した結果に基づき、特
定の時間帯において、音声出力のレベルを低減することを特徴とする請求項４記載の映像
再生装置。
【請求項８】
　前記情報処理部は、前記通信制御部が受け取る指示情報を解析し、メッセンジャー機能
を提供することを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の映像再生装置。
【請求項９】
　映像データを再生する映像処理部と、
　前記映像処理部からの出力を表示する表示装置と、
　音声データを再生する音声処理部と、
　前記音声処理部からの出力を再生する音声再生装置と、
　前記映像処理部に、グラフィックもしくは文字情報の少なくとも１つを再生可能に出力
するグラフィック処理部と、
　時刻を管理する時計部と、
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　少なくとも前記映像処理部、前記表示装置、前記音声処理部、前記音声再生装置および
前記グラフィック処理部に商用電源を接続する電源部と、
　設定情報および制御情報を保持するデータ保持部と、
を含むテレビ機能部と、
　ネットワークもしくは通信回線を介して供給される制御情報および設定情報を受け取る
通信制御部と、
　前記通信制御部が取得した制御情報および設定情報を解析し、解析した結果を、メッセ
ンジャー機能向けデータ、スケジューラー機能向けデータ、認証情報、あるいは設定情報
として区分して記憶させる情報処理部と、
を含むリモート制御部と、
を有し、
　前記テレビ機能部の前記表示装置に、前記リモート制御部の前記情報処理部により解析
された制御情報および設定情報に基づき、メッセンジャー機能として利用可能なメッセー
ジ表示領域およびスケジューラー機能として利用可能なスケジュール表示領域が、前記時
計部が管理する時刻に従い、前記電源部を介して前記映像処理部、前記表示装置、前記音
声処理部、前記音声再生装置および前記グラフィック処理部に商用電源が接続された際に
、表示されることを特徴とするテレビ受信装置。
【請求項１０】
　前記通信制御部が受け取る指示情報は、動画あるいは静止画データと音声データが添付
されたメール形式であることを特徴とする請求項９記載のテレビ受信装置。
【請求項１１】
　前記通信制御部が受け取る指示情報は、携帯電話装置にダウンロードして利用可能なア
プリケーションに従う動画あるいは静止画データと音声データが添付されたメール形式で
あることを特徴とする請求項１０記載のテレビ受信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、テレビジョン放送やネットワークにより提供されるコンテンツを再生する
テレビ受信装置を、例えば家庭内において、スケジューラーやメッセンジャーとして利用
する方法およびそれを実現するテレビ受信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　テレビ受信装置の表示部を利用するスケジューラーやメッセンジャーとしての機能を、
一般的なテレビ受信装置に展開するためには、ネットワーク網を経由する必要がある。
【０００３】
　特許文献１には、通信ネットワークを介して複数の端末との間で、映像や音声、データ
を双方向で送受信するオンラインコミュニケーションシステムが開示されている。なお、
同文献の段落［０００７］には、サーバーを用いることが明示されている。
【特許文献１】特開２００５－２２８１０７
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示されたオンラインコミュニケーションシステムは、サーバーを用いる
ことが明示されている。このことは、テレビ受信装置を保有しているが、インターネット
等に代表されるネットワーク網への接続が可能な環境を必要とする。
【０００５】
　この発明の目的は、単体で、視聴予約やスケジューラー機能およびメッセンジャー機能
を、表示部に表示可能なテレビ受信装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　この発明は、上記問題点に基づきなされたもので、映像を表示する表示装置と、動画あ
るいは静止画データと音声データとを含む指示情報を受け取る通信制御部と、番組または
コンテンツを取得する受信部と、前記通信制御部が受け取った指示情報を解析する情報処
理部と、前記情報処理部による解析結果に従い、前記受信部における取得予約の対象であ
る番組またはコンテンツの取得予約情報、前記情報処理部による解析結果に含まれるメッ
セージおよび前記情報処理部による解析結果に含まれる設定情報の少なくとも１つを保持
するデータ保持部と、前記データ保持部が保持する前記取得予約情報、前記メッセージお
よび前記設定情報の少なくとも１つに対応する画面を前記表示装置に表示させる表示処理
部と、時刻情報を管理する時計部と、前記時計部からの前記時刻情報に基づき、前記表示
処理部により前記表示装置に表示される前記取得予約情報、前記メッセージおよび前記設
定情報の少なくとも１つに対応して前記受信部および前記表示装置の少なくとも一方を動
作させる制御部と、を有することを特徴とするテレビ受信装置を提供するものである。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明の実施形態の１つによれば、専用の入力機材（ビデオカメラやパーソナルコン
ピュータ（ＰＣ））を用いることなく、テレビ受信装置単体で、視聴予約や、スケジュー
ラー機能およびメッセンジャー機能が利用可能となる。
【０００８】
　また、視聴予約、特に外出先等からの予約が、簡単に実行できる。
【０００９】
　さらに、テレビ受信装置を介して、例えば家族間のコミュニケーションを、一層高める
ことができる。
【００１０】
　また、動画メッセージ機能により、テレビ受信装置が表示するメッセージを、文面（文
字列）とは異なる送信者あるいは操作者の音声および動画により、伝達できる。すなわち
、メッセージを動画としたことにより、入力者（送信者）の表情や感情または、物（撮影
対象物）を撮影し、相手に伝達することができる。
【００１１】
　またさらに、入力されたスケジュールあるいは動画メッセージは、予定された時刻に自
動的に再生されるため、例えば特定の操作者に対して、『薬を飲む（服用する）時間』等
を通知することができる。
【００１２】
　さらにまた、＜ＩＤ認証＞機能により、特定の操作者に対して、番組（コンテンツ）の
視聴を制限することも可能である。
【００１３】
　また、複数の視聴予約が重なった場合、マルチ画面表示機能によりチューナーの数だけ
番組（コンテンツ）を独立して表示（再生）できる。
【００１４】
　またさらに、マルチ画面表示機能において表示（再生）されている番組（コンテンツ）
を、モノラル＋モノラルではあるが、２系統（２チャンネル分）、独立して再生可能であ
る。
【００１５】
　さらにまた、例えば深夜帯等においては、スケジューラーの管理により、音声出力を、
適宜低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態の一例について説明する。
【００１７】
　図１は、本発明の実施の形態が適用可能なテレビ受信装置（映像音声再生装置）の一例
を示す。なお、以下に説明するテレビ受信装置は、例えば映像表示装置（モニター装置）
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が外部接続であるプレーヤー装置であってもよいし、入力される映像（動画データ）と音
声（オーディオデータ）を記録可能で、その再生時に映像および音声を出力可能なレコー
ダー装置（情報記録再生装置）やであってもよい。
【００１８】
　図１に示すテレビ受信装置１１は、放送衛星または通信衛星からの衛星放送を受信する
衛星デジタル放送チューナー４４、地上波デジタル放送を受信する地上波デジタルチュー
ナー５０、地上波アナログ放送を受信する地上波アナログチューナー５２および外部入力
５９、各チューナーあるいは外部入力から入力される映像データを処理する映像処理部５
８および各チューナーあるいは外部入力から入力される音声データを処理する音声処理部
５５、映像処理部５８から出力される映像を表示するディスプレイ装置（映像表示器）１
３ならびに音声処理部５５から出力されるオーディオ（音声）を再生するスピーカー装置
（音声表示器）１５を含むテレビ機能部１０１と、外部との情報およびデータの受け渡し
が可能なネットワーク接続部（通信インターフェース）７３、ネットワーク接続部７３を
経由して入力される情報を処理する高機能処理部８０および高機能処理部８０により処理
したスケジューラー機能やメッセンジャー機能をテレビ機能部１０１のディスプレイ装置
１３に表示させるグラフィック処理部５４を含むリモート制御部１０３と、を含む。
【００１９】
　なお、ネットワーク接続部７３は、例えばイーサネット（登録商標）［Ethernet（登録
商標）と表示されることもある］に代表されるプロトコルに従って情報およびデータの受
け渡しが可能なＬＡＮ（Local Area Network）接続を含む。また、テレビ受信装置１１に
おいては、ネットワーク接続部７３に加え、ブルートゥース（登録商標）［Buletooth（
登録商標）と表示されることもある］規格の無線接続機能や、後段に説明するが、任意数
の接続インターフェースが用意される。
【００２０】
　ネットワーク接続部７３は、例えば携帯電話装置に代表される通信機能が与えられた携
帯端末装置２０１を経由し、例えばインターネット網を経由して外部から提供される情報
を受け取り、高機能処理部８０に入力する。高機能処理部８０は、入力された情報を解釈
した結果を、テレビ機能部１０１のグラフィック処理部５４を経由して、映像処理部５８
に供給する。
【００２１】
　携帯端末装置２０１は、本機能のアプリケーションと連携するアプリケーションを実装
し、インターネット網経由でテレビ受信装置１１のEthernet入力端子（ネットワーク接続
部７３）に接続される。すなわち、遠隔地からテレビ受信装置１１へ、動画メッセージを
保管する機能を有する。なお、携帯端末装置２０１に実装するアプリケーションは、例え
ばテレビ受信装置１１を提供する製造メーカーのホームページ（Web site）あるいは携帯
端末装置２０１が帰属する（契約のある）接続会社のホームページからダウンロードする
ことで、容易に取得できる。
【００２２】
　高機能処理部８０は、テレビ受信装置１１のテレビ機能部１０１と独立に、テレビ受信
装置１１全体で許容されるアプリケーションを実行するための制御回路であり、例えばテ
レビ機能部１０１の各チューナーおよび時計部（タイマーコントローラ）９０と連携し、
テレビ受信装置１１の電源のオン／オフ、受信（表示）チャンネル制御、時間情報取得、
あるいはスケジュールデータの解読およびスケジューラーへの登録などのさまざまな処理
を実行する。
【００２３】
　図２は、図１に示したテレビ受信装置１１のテレビ機能部１０１を説明する概略図であ
る。
【００２４】
　テレビ受信装置１１のテレビ機能部１０１は、例えば液晶表示パネル等に代表される表
示装置であって、映像信号（ビデオデータ）に対応する映像を表示する映像表示器１３、
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例えばスピーカー等に代表される音声再生装置であって、音声出力（オーディオデータ）
を再生する音声再生器１５、ユーザーからの制御指示（制御入力）信号を受け入れる操作
部１７、ユーザーからのリモコン装置Ｒによる操作情報（制御入力）信号を受けつけるリ
モコン受信部１９、および制御ブロック（制御部）６０等を含む。なお、映像表示器（デ
ィスプレイ装置）１３は、例えば液晶パネル装置であって、付属する照明装置２５からの
照明光（バックライト）を選択的に透過することにより、映像を表示する。また、照明装
置２５は、点灯回路２７により、周囲の明るさや、連続して点灯されている時間と非点灯
時間との差すなわち照明装置２５の温度に基づいて規定される所定の駆動電圧で点灯され
る。なお、映像表示器１３の周囲（近傍）の明るさは、映像表示器１３の近傍に設けられ
る光量センサ２９の検出結果に基づいて、逐次変化される。
【００２５】
　制御部６０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）またはＭＰＵ（Main Processing U
nit）とよばれる主制御装置（主制御用大規模ＩＣ（ＬＳＩ））６１を、含む。
【００２６】
　制御部６０（主制御装置６１）は、操作部１７からの操作入力、またはリモコン装置Ｒ
から送出された操作情報を受信部１９により受信した（リモコン入力）制御信号、もしく
はネットワーク接続部７３を介して外部から供給される情報およびデータに対応して、以
下に説明する各部（要素）を、制御する。
【００２７】
　制御部６０はまた、主制御装置６１が実行する制御プログラムを保持したＲＯＭ（Read
 Only Memory）６２、主制御装置６１の作業エリアを提供するＲＡＭ（Random Access Me
mory）６３、各種の設定情報や制御情報あるいはリモート制御部１０３のネットワーク接
続部７３を介して外部から供給される情報およびデータ等を保持する不揮発性メモリー（
Non Volatility Memory，ＮＶＭ）６４、およびＨＤＤ（Hard Disk Drive，大容量記憶装
置）６５を、含む。
【００２８】
　なお、ＮＶＭ６４は、リモート制御部１０３のネットワーク接続部７３を経由して取り
込まれ、テレビ機能部１０１の制御部６０を経由してリモート制御部１０３の高機能処理
部８０から供給される動画メッセージや解読されたスケジュール情報等も保持する。
【００２９】
　制御部６０には、半導体メモリーであるカード状媒体（メモリーカード）Ｍからの情報
の読み出しとメモリーカードＭへの情報の書き込みを可能とするカード　ＩＦ７１、ネッ
トワーク接続部（通信　ＩＦ）７３、ＨＤＭＩ（High-Definition Multimedia Interface
）７４、光ディスクＤからの情報すなわち動画データやオーディオ（音声）データの読み
出しと光ディスクへの情報の書き込みに用いられるディスクドライブ装置７５、ＵＳＢ　
Ｉ／Ｆ、およびｉ．Ｌｉｎｋ　Ｉ／Ｆ（インターフェース）７７等の任意数のＩ／Ｆ（In
terface，インターフェース）群が接続され、それぞれのインターフェースに適合する外
部装置、あるいはハブ（拡張装置）もしくはネットワーク制御装置として機能する。
【００３０】
　カード　Ｉ／Ｆ７１は、有し、カードホルダ７２に装着されるメモリーカードＭから、
映像および音声ファイルを読み込むことができ、また、メモリーカードＭに、映像および
音声ファイルを書き込むことができる。
【００３１】
　通信　Ｉ／Ｆ（リモート制御部１０３のネットワーク接続部）７３は、ＬＡＮ端子（ポ
ート）８１と接続され、イーサネット規格に従い、外部装置、例えば携帯端末装置２０１
を介して、あるいはリモコン装置Ｒから供給される制御情報や動画データを受け入れる。
なお、通信　Ｉ／Ｆ７３は、ＬＡＮ対応のハブ（Hub）が接続されることで、ＬＡＮ対応
のＨＤＤ（ＮＡＳ（Network Attached Storage）ＨＤＤ（Hard Disk Drive））、ＰＣ（p
ersonal computer）、ＨＤＤ内臓のＤＶＤレコーダー等の機器の接続が可能である。
【００３２】
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　ＨＤＭＩ７４には、ＨＤＭＩ端子８２を介して、例えば図示しないＤＶＤレコーダーや
ＡＶアンプ、あるいはハブが接続される。なお、ＡＶアンプには、例えばＤＶＤレコーダ
ーやＤＶＤプレーヤー等が接続される。また、ハブには、例えばＨＤＭＩ端子を備えたＡ
Ｖアンプや、ＰＣ（personal computer）、ＨＤＤ内臓のＤＶＤレコーダー、ＤＶＤプレ
ーヤー等の外部機器が接続可能である。なお、ＨＤＭＩ端子８２がハブと接続される場合
には、例えばブロードバンドルータを介して、例えばインターネット等のネットワークと
の接続や、ネットワーク上に位置するＰＣ（personal computer）や携帯電話（２０１）
、もしくは携帯端末との間の動画ファイル（映像データ）やオーディオファイル（音声デ
ータ）の読み込みおよび再生ならびに書き込み（記録）等も可能である。
【００３３】
　ディスクドライブ装置７５は、例えばＤＶＤ規格の光ディスクＭから情報すなわち動画
データやオーディオ（音声）データを読み出し、もしくは記録する。また、セットされた
光ディスクがＣＤ規格である場合には、オーディオ（音声）データを読み出し、再生する
とともに、例えば曲名や演奏時間等を、映像表示器１３に表示可能に出力する。
【００３４】
　ＵＳＢ　Ｉ／Ｆ７６は、ＵＳＢポート８４に接続される図示しないハブを介して、ＵＳ
Ｂ　Ｉ／Ｆを介してアクセス可能に形成されたＨＤＤ、キーボード等が接続可能であり、
それぞれのＵＳＢ機器との間で情報の受け渡しが可能である。なお、ＵＳＢ　Ｉ／Ｆ７６
に対応する携帯電話、デジタルカメラ、メモリーカードに対するカードリーダ／ライタも
接続可能であることはいうまでもない。
【００３５】
　ｉ．Ｌｉｎｋ　Ｉ／Ｆ７７は、図示しないが、例えばＡＶ（オーディオ－ビジュアル）
－ＨＤＤあるいはＤ（Digital）－ＶＨＳ（Video Home System）等の外部機器、もしくは
、外付けのチューナーあるいはＳＴＰ（Set Top Box（ケーブルテレビ用受信機））等が
シリアル接続可能であり、接続される任意の機器との間で、情報の受け渡しが可能である
。
【００３６】
　なお、詳述しないが、個々のインターフェースに加えて、もしくは任意の１または複数
のインターフェースに代えて、例えばＤＬＮＡ（Digital Living Network Alliance（登
録商標））規格等に準拠したネットワークコントローラや、図示しないBluetooth（登録
商標）／ブルートゥース（登録商標））が用意され、それらを経由して、データの受け渡
しが可能なレコーダー装置やＨＤＤ装置、もしくは携帯可能な端末装置が接続されてもよ
いことはいうまでもない。
【００３７】
　制御部６０は、タイマーコントローラ（時計部）９０を含む。時計部９０は、時刻や、
ユーザーからの入力により設定される予約録画のための予約時刻（日時）と録画対象チャ
ンネル等の情報を管理するとともに、その情報を保持可能である。なお、時計部９０は、
地上波デジタルチューナー５０を介して受信するデジタル放送におけるＴＯＴ（Time Off
set Table）と呼ばれる「時刻情報」を、常時取得できる。すなわち、電波時計を内蔵し
ている機器と同等の時刻管理が可能である。また、地上波アナログチューナー５２により
受信するアナログアナログ放送の所定のチャンネルからも、毎日、所定の時間に時報を取
得可能であることはいうまでもない。また、時計部９０は、携帯端末装置２０１から供給
されるスケジューラー機能やメッセンジャー機能のための情報に対する計時部としても機
能する。なお、時計部９０は、スケジューラー機能およびメッセンジャー機能により規定
される所定の時刻において、電源部９１による、商用電源に対する電源のオン／オフ（通
電）を制御できることはいうまでもない。すなわち、コンセントが抜かれている等の物理
的に通電が困難な状況下以外においては、映像表示器１３や信号処理部４７あるいはＨＤ
Ｄ等の電力消費の比較的大きな要素を除く、制御部６０等への２次電源（ＤＣ（直流）３
１Ｖ、あるいは２４Ｖもしくは５Ｖ等）は、通常確保されており、予め規定された時刻に
映像表示器１３や信号処理部４７、あるいはＨＤＤ６５等が起動されることは、いうまで
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もない。
【００３８】
　以下、テレビ受信装置１１の主要な信号処理系について説明する。
【００３９】
　ＢＳ／ＣＳ（衛星波）デジタル放送受信用のアンテナ４２で受信した衛星デジタルテレ
ビジョン放送信号は、入力端子４３を介して衛星デジタル放送用のチューナー４４に供給
される。
【００４０】
　チューナー４４は、制御部６０からの制御信号により所望のチャンネルの放送信号を選
局し、この選局された放送信号をＰＳＫ（Phase Shift Keying）復調器４５に出力する。
【００４１】
　ＰＳＫ復調器４５は、制御部６０からの制御信号に基づき、チューナー４４で選局され
た放送信号を復調して、所望の番組を含んだトランスポートストリーム（Transport Stre
am，ＴＳ）を得て、ＴＳ復号器４６に出力する。
【００４２】
　ＴＳ復号器４６は、制御部６０からの制御信号により、トランスポートストリーム多重
化された信号のＴＳ復号処理を行い、所望の番組のデジタルの映像信号及び音声信号を信
号処理部４７に出力する。また、ＴＳ復号器４６は、デジタル放送により送られている番
組（コンテンツ）を取得するための各種データ（サービス情報）、電子番組ガイド（ＥＰ
Ｇ）情報、番組属性情報（番組ジャンル等）および字幕情報等を制御部６０へ出力する。
【００４３】
　また、地上波放送受信用のアンテナ４８で受信した地上デジタルテレビジョン放送信号
は、入力端子４９を介して地上デジタル放送用のチューナー５０に供給される。
【００４４】
　チューナー５０は、制御部６０からの制御信号により所望のチャンネルの放送信号を選
局し、この選局された放送信号をＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency Division Multiplexi
ng）復調器５１に出力する。
【００４５】
　ＯＦＤＭ復調器５１は、制御部６０からの制御信号により、チューナー５０で選局され
た放送信号を復調して、所望の番組を含んだトランスポートストリームを得て、ＴＳ復号
器５６に出力する。
【００４６】
　ＴＳ復号器５６は、制御部６０の制御の下で、トランスポートストリーム（ＴＳ）多重
化された信号のＴＳ復号処理を行い、所望の番組のデジタルの映像信号および音声信号を
信号処理部４７に出力する。なお、信号処理部４７は、デジタル放送波に重畳されて送ら
れてくる番組を取得するための各種データや電子番組ガイド（ＥＰＧ）情報や、番組属性
情報（番組ジャンル等）等を取得して、制御部６０へ出力する。
【００４７】
　地上波放送受信用のアンテナ４８で受信した地上アナログテレビジョン放送信号は、入
力端子４９を介して地上アナログ放送用のチューナー５２に供給されることにより、所望
のチャンネルの放送信号が選局される。チューナー５２で選局された放送信号は、アナロ
グ復調器５３により、アナログコンテンツすなわちアナログの映像信号および音声信号に
復調された後、信号処理部４７に出力される。
【００４８】
　信号処理部４７は、ＰＳＫ復調器４５及びＯＦＤＭ復調器５１からそれぞれ供給された
デジタルの映像信号および音声信号に対して、選択的に所定のデジタル信号処理を施し、
グラフィック処理部５４及び音声処理部５５に出力している。
【００４９】
　信号処理部４７にはまた、複数（図示の場合は４つ）の入力端子４０ａ，４０ｂ，４０
ｃ，４０ｄが接続されている。これら入力端子４０ａ～４０ｄは、それぞれ、アナログの
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映像信号及び音声信号を、テレビ受信装置１１の外部から入力可能とするものである。
【００５０】
　信号処理部４７は、アナログ復調器５３及び各入力端子４０ａ～４０ｄから、それぞれ
供給されたアナログの映像信号及び音声信号を選択的にデジタル化し、このデジタル化さ
れた映像信号及び音声信号に対して所定のデジタル信号処理を施し、その後グラフィック
処理部５４及び音声処理部５５に出力する。
【００５１】
　グラフィック処理部５４は、信号処理部４７から供給されるデジタルの映像信号に、Ｏ
ＳＤ（On Screen Display）信号生成部５７で生成されるＯＳＤ信号を重畳して出力する
機能を有する。グラフィック処理部５４は、信号処理部４７の出力映像信号と、ＯＳＤ信
号生成部５７の出力ＯＳＤ信号とを選択的に出力すること、また、両出力をそれぞれ画面
の半分を構成するように組み合わせて出力することができる。
【００５２】
　なお、ＯＳＤ信号生成部５７により出力される出力ＯＳＤ信号は、αブレンディングの
パラメーターが設定されることで、通常の映像表示上に、「半透明」状態で（通常の映像
信号の一部を透過可能に）重ね合わせて出力させることもできる。
【００５３】
　グラフィック処理部５４はまた、放送信号が字幕信号を伴い、字幕が表示可能である場
合は、制御部６０からの制御信号および字幕情報に基づき、映像信号上に字幕情報を重畳
する処理を行う。なお、グラフィック処理部５４は、テレビ機能部１０１の制御部６０を
経由して、テレビ機能部１０１の映像処理部５８に、高機能処理部８０において解読され
た動画メッセージやスケジューラー機能画面を表示する画像を、供給する。
【００５４】
　グラフィック処理部５４から出力されたデジタルの映像信号は、映像処理部５８に供給
される。映像処理部５８は、映像表示器１３すなわちディスプレイ装置（モニター装置）
により映像（動画／静止画）出力として再生可能に、グラフィック処理部５４から供給さ
れるデジタルの映像信号をアナログの映像信号に変換する。なお、映像処理部５８と接続
された出力端２１には、例えば外部装置として、拡大投影装置（プロジェクタ装置）や外
部モニター装置が接続されてもよいことはいうまでもない。出力端２１にはまた、例えば
ＤＶＤ規格の光ディスクを記録媒体とするＤＶＤレコーダー装置や、従来からのビデオテ
ープを記録媒体とするビデオレコーダー装置が接続されてもよい。
【００５５】
　音声処理部５５は、音声再生器１５すなわちスピーカー等であり、信号処理部４７から
供給されるデジタルの音声信号をアナログの音声信号に変換する。なお、詳述しないが、
音声信号（オーディオ出力）は、出力端２３と接続される外部スピーカーや、オーディオ
アンプ（ミキサーアンプ）や、出力端２３の１つの形態として用意されるヘッドホン出力
端に、音声／オーディオ出力として再生可能に出力されてもよいことはいうまでもない。
【００５６】
　携帯端末装置２０１からネットワーク接続部７３を経由してリモート制御部１０３の高
機能処理部８０に入力されたスケジューラー機能やメッセンジャー機能のための情報は、
制御部６０において、既に設定されている録画予約のための予約との重複や、時計部９０
およびＮＶＭ６４による時刻情報およびスケジューラー機能における時刻順（日付順）の
ための日時およびチャンネル等がチェックされる。また、入力された情報は、メッセンジ
ャー機構における特定者（指定のユーザー）向けの情報として区分される。
【００５７】
　リモコン装置Ｒは、通常のテレビ操作機能に加え、テレビ本体に実装されている本機能
のアプリケーションと連携するアプリケーションを実装し、テレビ受信装置１１へ、例え
ば動画メッセージを保管する機能を有する。なお、リモコン装置Ｒは、詳述しないが、カ
メラ（撮影）機能および撮影した画像を処理する画像処理部、マイク（音声入力）機能お
よび入力音声を処理する音声処理部、および文字入力機能を、有する。従って、リモコン
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装置Ｒは、リモコン装置Ｒにより撮影した画像および付随する音声データをテレビ受信装
置１１へ送信できる。なお、文字入力機能は、携帯端末装置２０１のように、本体のみで
文字入力が可能である必要はなく、例えばテレビ受信装置１１の映像表示器１３に表示さ
れる文字入力画面から特定の文字を入力可能なカーソル移動機能と決定機能などの通常の
リモコン装置に与えられている機能があればよい。
【００５８】
　次に、リモート制御部１０３の高機能処理部８０に入力された情報に基づくスケジュー
ラー機能やメッセンジャー機能について、詳細に説明する。
【００５９】
　例えば、携帯端末装置すなわち予め許可されたユーザーが保有する携帯電話装置等２０
１により、テレビ受信装置１１が起動される。例えば、携帯電話装置等２０１が保持する
アプリケーションにより、テレビ受信装置１１が解読可能なメールが、ＬＡＮまたは公衆
電話網を介して、テレビ受信装置１１のリモート制御部１０３の高機能処理部８０に入力
される。なお、携帯電話装置等２０１からテレビ受信装置１１に供給されるメールは、テ
レビ受信装置１１をネットワーク（電話回線）上に位置された（接続された）１つの受信
装置（着信相手先）として特定可能であり、例えばプロバイダもしくは接続事業者が展開
するサーバーを経由する必要がない。従って、ユーザーは、テレビ受信装置１１に対し、
あたかも電話をかけるように、特定の情報を（テレビ受信装置１１に）、提供できる。
【００６０】
　テレビ受信装置１１のリモート制御部１０３の高機能処理部８０は、携帯端末装置２０
１から供給される情報を解析し、例えばスケジューラー機能において利用するデータであ
るか、メッセンジャー機能において利用するデータであるか、もしくは通常の録画予約に
関する情報であるか、等を分類し、テレビ機能部１０１の制御部６０を経由して、ＮＶＭ
６４に、格納する。なお、リモコン端末Ｒを介して供給されるデータについても、同様に
解析され、必要に応じて、ＮＶＭ６４に、格納する。また、リモコン端末Ｒからのデータ
は、テレビ機能部１０１の受信部１９を経由して入力されることもあることは、既に説明
した通りである。
【００６１】
　以下、入力された情報が＜スケジュール＞である場合、例えばユーザーにより予め設定
された家族のスケジュール表示、視聴番組予約表示、あるいはメッセージ表示等が、時計
部（タイマーコントローラ）９０とＮＶＭ６４と主制御装置６１の動作により、逐次実現
される。
【００６２】
　例えば、＜番組予約＞については、ＮＶＭ６４に、「年／月／日」と「時刻」と「チャ
ンネル」および「録画モード（転送レート）」等が保持される。また、タイマーコントロ
ーラ（時計部）９０において、予約された時刻に達したことが検知された時点、あるいは
予め設定されている起動時間を含む所定の時刻に映像表示器１３や信号処理部４７あるい
はＨＤＤ６５等が起動され、録画すべきチャンネルの番組（コンテンツ）が録画される。
【００６３】
　例えば、＜メッセージ＞については、ＮＶＭ６４に保持されている「年／月／日」と「
時刻」と「公開」または「特定ユーザー向け」の情報、および「メッセージ（文字列）」
等が保持される。また、＜メッセージの公開＞においては、グラフィック処理部５４を介
して、例えば図３に示すような、メッセージ表示領域１３－１が映像表示器１３に表示さ
れる。なお、メッセージの種類が「特定ユーザー向け」である場合は、後段に説明する＜
ＩＤ認証＞に従い、現在テレビ受信装置１１を操作しているユーザーが、指定された「特
定ユーザー」であることが特定できた場合にのみ、メッセージが表示される。
【００６４】
　例えば、＜スケジュール＞については、ＮＶＭ６４に保持された「年／月／日」と「時
刻」と「公開」または「特定ユーザー向け」の情報、および「スケジュール（文字列ある
いは『アイコン（絵文字）』」等が保持される。また、＜スケジュールの表示＞において
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は、グラフィック処理部５４を介して、例えば図３に示すような、スケジュール表示領域
１３－２が映像表示器１３に表示される。なお、スケジュールの種類が「特定ユーザー向
け」である場合は、後段に説明する＜ＩＤ認証＞の認証結果に従い、現在テレビ受信装置
１１を操作しているユーザーが、指定された「特定ユーザー」であることが特定できた場
合にのみ、メッセージが表示される。
【００６５】
　なお、スケジューラー機能およびメッセンジャー機能については、＜強制オンモード＞
が付帯されており、テレビ受信装置１１の主要部がオフ（待機状態）であっても、設定時
刻に達したことが検知された時点、あるいは予め設定されている起動時間を含む所定の時
刻に、少なくとも映像表示器１３が起動され、グラフィック処理部５４から供給される「
メッセージ表示」や「スケジュール表示」が表示されることはいうまでもない。
【００６６】
　また、スケジューラー機能に対応するスケジュール表示領域１３－２においては、予め
設定された個人（家族）の情報に基づいて、例えば、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅで示される個々
の表示領域に、家族の名前や写真（携帯端末装置２０１もしくはリモコン端末Ｒのカメラ
機能により予め取得）あるいはテレビ受信装置１１が保有する、例えば「お父さん（父）
」、「お母さん（母）」等に代表される『アイコン』等とともに、時刻（日時）と「スケ
ジュール」が表示される。
【００６７】
　また、メッセンジャー機能としては、＜メッセージ＞に予め付帯された「公開」もしく
は「特定のユーザー」の設定情報に基づいて、メッセージの有無を表示する「インジケー
ター」１３－３の点灯あるいは点滅もしくは所定の色の表示により、報知される。もちろ
ん、時刻情報を伴う＜メッセージ＞である場合は、上述した＜強制オンモード＞により、
映像表示器１３がオンされることもある。
【００６８】
　なお、メッセンジャー機能においては、入力された（受信した）メッセージは、高機能
処理部８０の解析により、「公開」もしくは「特定のユーザー（非公開）」に分類され、
「公開」に分類されたものは、順に表示される。また、「非公開（特定のユーザー）」に
分類されたものは、後段に説明する＜ＩＤ認証＞においてチェックされた特定のユーザー
がテレビ受信装置１１を操作する際に、「インジケーター」１３－３による『メッセージ
有り』の表示により、報知される）。
【００６９】
　また、テレビ受信装置１１は、＜強制オンモード＞とともに＜強制オフモード＞を選択
可能である。＜強制オフモード＞は、例えば、＜ＩＤ認証＞の結果、テレビ受信装置１１
を現在操作しているユーザーが子供である等の場合において、夜間の番組（コンテンツ）
の視聴を制限したい等のユーザー（利用者）の要望に対して有益である。
【００７０】
　なお、図３に示す機能スイッチ群表示１３－４は、リモコン端末Ｒからの入力指示（操
作）に基づいて反転表示されるとともに、例えば＜メッセージ＞の飛び越し選択や、表示
領域内に表示されていないスケジュールの表示（スクロール）等に用いられる。機能スイ
ッチ（群）表示１３－４の１つには、後段に説明するが、記録あるいは受信した「メッセ
ージ」を「スケジュール」に移動するために用いられる、例えば『「メッセージ」を「ス
ケジュール」に移動』、の特定の機能が与えられる。また、機能スイッチ（群）表示１３
－４の他の１つは、スケジュール表示領域１３－２上で選択（設定）した時刻、またはそ
の直前の時刻に対して、『メモ』を記録するために用いられる。
【００７１】
　なお、個々の表示、例えばメッセージ表示領域１３－１やスケジュール表示領域１３－
２は、設定により、あるいはリモコン端末Ｒの図示しない「全画面」ボタン等の操作によ
り、グラフィック処理部５４のスケーラー機能等を用いて、画面全体で表示させることが
できる。
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【００７２】
　次に、リモート制御部１０３の高機能処理部８０に、メッセージを入力する方法（メッ
セージ機能）について、詳細に説明する。
【００７３】
　例えば、カメラ付き携帯電話２０１やリモコン装置Ｒに実装されたカメラにより、送信
（発信）者から送信された動画や静止画と音声を記録したメッセージは、メール形式（メ
ール本文＋添付ファイル）で、テレビ受信装置１１の高機能処理部８０において受信され
る。
【００７４】
　テレビ受信装置１１が受信したメールは、高機能処理部８０の処理（解析）後、メッセ
ージとして、ＮＶＭ６４または、ＨＤＤ６５もしくは制御部６０のファームウエアである
メモリー部（図示しない）に、保管される。なお、メール本文には、「設定情報（ＩＤ、
公開／非公開、時刻、特定者）」が記述され、添付された動画データが再生メッセージと
して扱われる。
【００７５】
　より詳細には、例えば携帯電話（携帯端末装置）２０１により、テレビ受信装置１１に
メッセージ（スケジュール）を記録する場合、予め本機能に対応したアプリケーションを
ダウンロードした携帯電話を用いてメッセージ記録機能を起動し、携帯電話に装備されて
いるカメラおよびマイクを用いて、メッセージを記録する。
【００７６】
　以下、完了ボタン（設定ボタン）等によりメッセージの記録を終了し、用意されたアプ
リケーションに従い、「表示時刻」、「特定者（ユーザー名）」、「公開／非公開」等を
設定し、予め設定した転送先に、送信する。
【００７７】
　メールすなわち転送対象であるメール本文と添付されたデータが、インターネット網、
または公衆通信網を経由して、テレビ受信装置１１のネットワーク接続部（通信インター
フェース）７３に、「メール＋添付ファイルの形式」で転送される。
【００７８】
　テレビ受信装置１１により受信されたメールは、メールに記述された設定情報に従い、
上述した高機能処理部８０により処理（解析）され、該当する格納場所に保管される。
【００７９】
　一方、リモコン端末Ｒによるメッセージの転送は、リモコン端末Ｒの、例えば＜メッセ
ージ＞ボタンが操作されることで、リモコン端末Ｒに付属するカメラを起動し、例えば操
作中のユーザーあるいは、ユーザーが意図した撮影対象が撮影される。この撮影された画
像は、テレビ受信装置１１の映像表示器１３がオンされている場合には、映像表示器１３
に、予め起動されている本機能のアプリケーションに従って起動されている所定の表示が
面に、表示される。もちろん、映像（画像）を添付しない場合は、映像（画像）の撮影は
不要である（次の「記録」へ移行できる）。
【００８０】
　以下、図示しないが、例えば「記録」ボタンを押す（オンする）ことにより、最大で３
０秒程度、メッセージが記録される。続いて、図示しないが、例えば「設定」ボタンを押
す（オンする）ことにより、用意されているアプリケーションに従って、「表示時刻」、
「特定者（ユーザー名）」、「公開／非公開」等を設定し、図示しないが、例えば「転送
」ボタンを押す（オンする）ことにより、テレビ受信装置１１の受信部１９（またはネッ
トワーク接続部７３）を経由して、メッセージ（リモコン端末Ｒからの制御指示メール）
が高機能処理部８０を介して、テレビ受信装置１１に格納（入力）される。
【００８１】
　なお、入力（設定）者を特定する場合は、付属するカメラにより予め撮影した特定者の
顔を（テレビ受信装置１１に）登録しておき、メールにて特定することで、スケジュール
表示やメッセージ表示に際して、入力（設定）者を表示させることができる。
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【００８２】
　次に、テレビ受信装置１１による、メッセージ確認方法について、詳細に説明する。
【００８３】
　例えば、ユーザーによるリモコン端末Ｒの操作によりテレビ受信装置１１の電源がオン
されると、映像処理部５８から映像表示器１３に対して出力される電源オン時の表示、例
えば全画面に対してブルーの単色画像と、例えば＜地上デジタル放送＞等に代表される現
在選択されている番組（コンテンツ）の供給元と、例えば＜二ヶ国語＞等に代表される音
声（オーディオ）出力の出力モード等が表示される。すなわち、テレビ受信装置１１が起
動された時点での初期設定状態が、報知される。
【００８４】
　同時に、あるいは所定のタイミングで、ネットワーク接続部７３に、録画予約、あるい
はスケジュール（入力）、もしくはメッセージ（入力）等である受信データの有無がチェ
ックされる（自動受信）。
【００８５】
　続いて、あるいは所定のタイミングで、特定のユーザーに対するスケジュールあるいは
メッセージの公開もしくは任意の機能あるいは視聴の制限に利用される＜ＩＤ認証＞が、
実施される。
【００８６】
　例えば、予め設定した簡単なパスワード（数桁の数字列や、好きな動物の名前等を含む
認証情報）を、リモコン端末Ｒの操作により、もしくはテレビ受信装置１１の操作部１７
からの直接入力により入力することで、操作者を認識させることにより、＜ＩＤ認証＞を
実施する。
【００８７】
　＜ＩＤ認証＞により、現在の操作者が、テレビ受信装置１１の操作または番組（コンテ
ンツ）の視聴が可能であることがチェックされると、映像表示器１３に、図３に一例を示
したようなスケジュール表示領域とメッセージ表示領域が表示される。
【００８８】
　例えば、スケジュールの入力においては、＜ＩＤ認証＞により認証された操作者（自分
）に用意されている表示エリアに、スケジュールを入力することが可能となる。
【００８９】
　また、「公開」スケジュールについては、＜ＩＤ認証＞が終了した時点で、表示領域に
表示可能な件数あるいは予め決められた時間単位で、表示領域１３－２に表示される。
【００９０】
　一方、メッセージを受信している場合、あるいは直接入力によりメッセンジャー機能に
おいて保持している場合には、「インジケーター」１３－３の点灯あるいは所定の色の表
示もしくは点滅等により、メッセージがあることが、報知される。なお、特定者から操作
者に向けて用意されたメッセージについては、＜ＩＤ認証＞により認証された操作者（自
分）宛のメッセージがある場合にのみ、「インジケーター」１３－３がメッセージのある
ことを報知する。
【００９１】
　以下、リモコン端末Ｒの操作、もしくは操作部１７からの直接入力により、メッセージ
の表示（開封）が指示（入力）されると、表示領域１３－１に、表示領域に表示可能な件
数、あるいは予め決められた時間単位で、メッセージが表示される。なお、「公開」に区
分されたメッセージについては、＜ＩＤ認証＞が終了した時点で、表示領域１３－１に表
示可能な件数あるいは予め決められた時間単位で、自動的に表示されてもよい。
【００９２】
　また、管理者用のパスワードを入力した場合、全員の予定を入力できる。
【００９３】
　また、携帯端末装置２０１によるメールにより、外部（外出先または遠隔地）から特定
者宛（向け）あるいは自分宛（向け）もしくは全員宛（向け）のメッセージまたはスケジ
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ュールの入力（記録）も可能である。なお、記録あるいは受信した「メッセージ」を「ス
ケジュール」に移動することで、メッセージ（動画メッセージ）を、スケジュールに設定
することができる。
【００９４】
　例えば、リモコン端末Ｒの図示しない矢印キーを用いて、映像表示器１３に表示されて
いる機能スイッチ（群）表示１３－４のいずれかを選択し、図示しないが、例えば「決定
」キーをオンすることで、機能スイッチ（群）表示１３－４に予め割り当てられている機
能、例えば『「メッセージ」を「スケジュール」に移動』に従って、記録あるいは受信し
た「メッセージ」が「スケジュール」に移動される。
【００９５】
　また、リモコン端末Ｒの矢印キーと機能スイッチ（群）表示１３－４のいずれかに予め
割り当てられている、例えば『メモ』を選択し、スケジュール表示領域１３－２上で「時
刻」を設定（スクロール等により選択）することで、スケジュール表示領域１３－２上で
選択（設定）した時刻、またはその直前の時刻に対して、『メモ』を記録することができ
る。
【００９６】
　例えば、視聴予約は、映像表示器１３に予定表（番組表形式）を表示した状態で、リモ
コン端末Ｒにより、予約すべき番組を、例えば反転表示させ、例えば「決定」キーをオン
することで、該当番組が視聴予約状態となり、開始時刻になると、タイマーコントローラ
９０の制御による電源部９１の動作により、テレビ受信装置１１の主要部が起動され、予
約されたチャンネル（および供給元）の番組が表示される。
【００９７】
　なお、同一の時間に重複して視聴予約が設定された場合は、例えば『重複』が表示され
る。この場合、後段に説明するが、重複して視聴予約が設定された番組の数が所定数内で
あれば、『マルチ画面表示機能』が実行される。また、『マルチ画面表示機能』が可能で
あるが、視聴予約が設定された時刻において、映像表示器１３に、例えば『マルチ画面表
示に表示しますか？』等の、メッセージが表示される。これにより、操作者（ユーザー）
は、いずれか一方の番組について、録画するか、視聴予約を解除（キャンセル）するか、
もしくは『マルチ画面表示』とするか、を選択できる。なお、視聴方法については、設定
画面で予め設定することもできる（『マルチ画面表示』を優先させることもできる。もち
ろん、『重複』すなわち『マルチ画面表示』を許容しないこともできる）。
【００９８】
　次に、テレビ受信装置１１によるスケジューラー機能（スケジュールの自動表示）につ
いて、詳細に説明する。
【００９９】
　テレビ受信装置１１の映像表示器１３には、上述した通り、スケジューラー機能による
スケジュール表示領域１３－２が表示可能である。
【０１００】
　例えば、空きチャンネルに、スケジュール表示機能による予定表（番組表形式）表示の
画面（チャンネル）を用意し、例えば、　　
　　　家族のスケジュールを日ごとの時間単位で表示（確認）　　
　　　番組（コンテンツ）の視聴（録画）予約の表示　　
　　　メッセージの自動表示（特定者に対するフォローや定期的な行動を促す）　　
等を、時刻毎に、随時表示させることができる。
【０１０１】
　詳細には、放送がないチャンネルの１つを、スケジューラー画面（表示チャンネル）と
して確保し、例えばリモコン端末Ｒにおける上下（スクロール）キーにより、放送のある
チャンネルをスキップする設定において、スケジューラー画面もあたかも１つのチャンネ
ルのように通常視聴している付近のチャンネルで表示することにより、誰でも違和感なく
「スケジューラー機能」すなわちスケジュール表示を、確認（視認）できる。
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【０１０２】
　なお、例えば画面分割機能、あるいはサブ画面表示機能を用いて、通常のテレビ放送の
番組の視聴時や任意のコンテンツの再生（視聴）時に、スケジュール表示を、同時に表示
をすることもできる。また、ＯＳＤ信号生成部５７による『αブレンディング』機能を用
い、現在表示されている画面（映像）を所定割合だけ透過させて、メッセージ表示領域や
スケジュール表示領域を表示することも可能である。
【０１０３】
　また、メッセージの自動表示機能を用いて、例えば子供に対して『学習のフォロー』や
『塾等へ出向く時間の通知（出発を促す）』、あるいは高齢者に対して『薬を飲む（服用
する）時間』を通知する、等の家族個人のスケジュールを管理することも可能である。な
お、子供に対して『就寝時間のフォロー』等を実施してもよい。
【０１０４】
　実際の利用方法としては、例えばリモコン端末Ｒあるいはテレビ受信装置１１の操作部
１７から予め設定した簡単なパスワード（数桁の数字列や、好きな動物の名前等）を入力
して現在の操作者を認識させることにより、操作者（自分）の表示エリアにスケジュール
を、入力可能となる（スケジュールが公開されている場合、誰でも確認できる）。なお、
管理者用のパスワードを入力した場合、全メンバーの予定を入力できることは、前に説明
した通りである。また、外部（外出先または遠隔地）から特定者宛（向け）あるいは自分
宛（向け）もしくは全員宛（向け）のメッセージまたはスケジュールの入力（記録）も可
能である。
【０１０５】
　テレビ受信装置１１において受信した、あるいはリモコン端末Ｒにより入力された「メ
ッセージ」のうちの、録画（視聴）予約等の「スケジュール」とリンクすべきメッセージ
は、高機能処理部８０により解析され、ＮＶＭ６４に、スケジュールとして保持される。
なお、操作者がテレビ受信装置１１の映像表示器１３の表示を確認し、リモコン端末Ｒの
図示しない矢印キーと映像表示器１３に表示された機能スイッチ（群）表示１３－４とに
より、メッセージ表示領域１３－１に表示されている「メッセージ」をスケジュール表示
領域１３－２に移動することで、受信したメッセージに対応する「スケジュール」を容易
に設定できる。
【０１０６】
　また、既に説明したが、機能スイッチ（群）表示１３－４の１つである『メモ』を選択
することで、スケジュール表示領域１３－２上で選択（設定）した時刻、またはその直前
の時刻に対して、『メモ』を記録することができる。
【０１０７】
　次に、テレビ受信装置１１による再生時（起動時）のＩＤ認証機能について、詳細に説
明する。
【０１０８】
　既に説明したが、予め設定した簡単なパスワード（数桁の数字列や、好きな動物の名前
等）を、リモコン端末Ｒの操作により、もしくはテレビ受信装置１１の操作部１７からの
直接入力により入力することで、操作者に対して＜ＩＤ認証＞を実施することで、特定の
条件、もしくは特定の操作者については、番組（コンテンツ）の視聴あるいはテレビ受信
装置１１の使用に、一定の制限をかけることができる。また、特定の番組あるいはコンテ
ンツについては、タイマーコントローラ９０の制御によりテレビ受信装置１１を強制オン
し、操作者に、その番組あるいはコンテンツの視聴を促すことができる。
【０１０９】
　例えば、＜ＩＤ認証＞により、現在の操作者が子供であることが認証された場合、深夜
あるいは特定の時間帯について、テレビ番組またはコンテンツを視聴できないように制限
をかけることができる。また、指定時刻にテレビ受信装置１１を＜強制オン＞し、教育系
の番組を表示することができる。
【０１１０】
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　なお、＜ＩＤ認証＞による視聴終了後、テレビ受信装置１１の電源をオフすることで、
認証されたＩＤ（操作者）に対する視聴制限あるいは強制オンによる番組の表示（コンテ
ンツの再生）は、解除される。また、＜ＩＤ認証＞を用いた視聴制限あるいは強制オンに
よる番組の表示（コンテンツの再生）は、次に電源がオンされた時点は、ロックされる。
従って、例えば子供に対する視聴制限は、テレビ受信装置１１の電源が一旦オフされたと
しても、引き続き保持される（実際には、次に電源がオンされた場合に、＜ＩＤ認証＞の
ためのパスワードが必要であるから、ＩＤ認証により操作者が特定された時点で、例えば
視聴制限が継続される）。
【０１１１】
　次に、スケジューラー機能を用いたテレビ受信装置１１の映像表示方法（マルチ画面表
示機能）について、詳細に説明する。
【０１１２】
　同一の時間に重複して視聴予約が設定された場合は、例えば『重複』が表示され、『マ
ルチ画面表示』が実行されることを既に説明したが、より詳細には、スケジューラー機能
を用い、複数の家族が同時刻に異なる番組の視聴予約を設定した場合、予約時に『重複』
であることを表示するが、視聴が希望された（いずれのスケジュールも取り消されない、
または録画に変更されない）場合、内蔵しているチューナーの最大数まで複数のチャンネ
ルの番組（コンテンツ）を、『マルチ画面表示』により表示することができる。
【０１１３】
　なお、『マルチ画面表示』においては、図４に示すように、例えば４つの番組（コンテ
ンツ）が視聴（表示）される際に、音声については、任意の２つのチャンネルまでを選択
できる。この場合、音声処理部５５に接続される音声再生器１５すなわちスピーカー装置
がステレオ対応（２チャンネル）である場合、図示しないが、右左それぞれのスピーカー
装置を独立して用いることで、モノラル＋モノラルではあるが、同時に２チャンネル（番
組）の音声を再生できる。なお、このような独立した音声の出力は、高機能処理部８０の
並列処理能力により実現される。再生する音声（オーディオ）については、図４に示した
ような左側「Ｌ」が再生可能な音声は、番組［１］または［３］のいずれか一方、同右側
「Ｒ」が再生可能な音声は、番組［２］または［４］のいずれか一方であり、それぞれ、
任意に選択可能である。なお、音声の選択は、詳述しないが、リモコン端末Ｒの矢印キー
と映像表示器１３に表示された機能スイッチ（群）表示１３－４の予め決められた１つ、
例えば『音声選択』機能等により、容易に実現できる。
【０１１４】
　次に、スケジューラー機能を用いたテレビ受信装置１１の映像表示方法（設定自動変更
機能）について、詳細に説明する。
【０１１５】
　これまでに説明したスケジューラー機能では、常時時刻をモニターしている。従って、
例えば深夜帯においては、出力音声の最大値を変更することができる。また、例えば夜間
において、照明をいくぶん暗くしたような視聴環境では、映像表示器１３の明るさ（液晶
パネル装置においては照明光の強度、周知のＣＲＴにおいては輝度）を抑えたほうが、目
が疲れにくい、等の要因も知られている。
【０１１６】
　このような背景から、タイマーコントローラ９０およびスケジューラー機能を用いて、
例えば深夜帯であることが明らかである場合には、音声出力を低減することで、近隣世帯
等に対して騒音と思わせることのない、好適な音声レベルでの番組（コンテンツ）の市場
が可能となる。また、照明光や輝度を抑えることも、音声出力を低減することともに、省
電力のために有益である。なお、映像表示器１３の明るさについては、図２に示した光量
センサ２９による周囲の明るさの検出結果も利用することで、より好適な映像の表示（再
生）が可能となる。
【０１１７】
　以上説明したように、本発明の実施形態の１つによれば、専用の入力機材（ビデオカメ
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ラやパーソナルコンピュータ（ＰＣ））を用いることなく、テレビ受信装置単体で、視聴
予約や、スケジューラー機能およびメッセンジャー機能が利用可能となる。
【０１１８】
　また、視聴予約、特に外出先等からの予約が、簡単に実行できる。
【０１１９】
　さらに、テレビ受信装置を介して、例えば家族間のコミュニケーションを、一層高める
ことができる。
【０１２０】
　また、動画メッセージ機能により、テレビ受信装置が表示するメッセージを、文面（文
字列）とは異なる送信者あるいは操作者の音声および動画により、伝達できる。すなわち
、メッセージを動画としたことにより、入力者（送信者）の表情や感情または、物（撮影
対象物）を撮影し、相手に伝達することができる。
【０１２１】
　またさらに、入力されたスケジュールあるいは動画メッセージは、予定された時刻に自
動的に再生されるため、例えば特定の操作者に対して、『薬を飲む（服用する）時間』等
を通知することができる。
【０１２２】
　さらにまた、＜ＩＤ認証＞機能により、特定の操作者に対して、番組（コンテンツ）の
視聴を制限することも可能である。
【０１２３】
　また、複数の視聴予約が重なった場合、マルチ画面表示機能によりチューナーの数だけ
番組（コンテンツ）を独立して表示（再生）できる。
【０１２４】
　またさらに、マルチ画面表示機能において表示（再生）されている番組（コンテンツ）
を、モノラル＋モノラルではあるが、２系統（２チャンネル分）、独立して再生可能であ
る。
【０１２５】
　さらにまた、例えば深夜帯等においては、スケジューラーの管理により、音声出力を、
適宜低減することができる。
【０１２６】
　なお、本発明の内容はここに記述した形態だけに限定されるものではなく、その主旨を
逸脱しない範囲で、他にも様々な形態を取り得ることはいうまでもない。また、各実施の
形態は、可能な限り適宜組み合わせて、もしくは一部を削除して実施されてもよく、その
場合は、組み合わせもしくは削除に起因したさまざまな効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【０１２７】
【図１】この発明の実施の形態が適用されるテレビ受信装置とテレビ受信装置に外部から
制御情報および設定情報を供給する方法の一例を示す概略図。
【図２】図１に示したテレビ受信装置が含む構成要素を説明する概略図。
【図３】図２に示したテレビ受信装置の映像表示器に表示されるメッセンジャー画面およ
びスケジューラー画面の表示例の一例を示す概略図。
【図４】図２に示したテレビ受信装置において、同一時刻に異なる番組（チャンネル）の
表示要求に対応するマルチ画面表示の一例を示す概略図。
【符号の説明】
【０１２８】
　１１…テレビ受信装置、１３…映像表示器（表示装置）、１５…音声再生器、１７…操
作部、１９…（リモコン端末からの）受信部、４７…信号処理部、５４…グラフィック処
理部、５５…音声処理部、５８…映像処理部、６０…制御部、６１…主制御装置、６４…
スケジュール等保持部（ＮＶＭ、不揮発性メモリー）、７３…通信インターフェース（ネ
ットワーク接続部、通信制御部）、８０…高機能制御部、９０…タイマーコントローラ（
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時計部）、９１…電源部、１０１…テレビ機能部、１０３…リモート制御部、２０１…携
帯端末装置。

【図１】 【図２】
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