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(57)【要約】
【課題】受像表示装置において画面を複数の表示領域に
分割した際に、どの表示領域にどのようなチャンネルを
表示させるかを容易に設定できる技術を提供する。
【解決手段】ユーザは、まず、カーソルをチャンネル一
覧の地上デジタル放送のチャンネル４（Ｄ－４ＣＨ）に
移動させ、リモコンに備わる所定のボタンを押下し、チ
ャンネル４（Ｄ－４ＣＨ）を選択する。選択された状態
で、「チャンネル４」の項目を「映像４」の表示領域ま
で、ドラッグし、所定の場所に達したらドロップする。
適正にドラッグ及びドロップがなされると、「映像４」
の表示領域にチャンネル４（Ｄ－４ＣＨ）が表示される
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　選択可能なチャンネルの一覧を表示するチャンネル一覧表示手段と、
　前記チャンネルの一覧に含まれるチャンネルを指定するチャンネル対応指定手段と、
　を備え、該チャンネル対応指定手段により指定されたチャンネルで複数画面表示を構成
することを特徴とする受像表示装置。
【請求項２】
　複数画面表示のために表示画面を複数の表示領域に分割し、前記分割した表示領域の配
置を表示する配置表示手段を備え、
　前記チャンネル一覧表示手段は、前記表示領域の配置の表示とともに、選択可能なチャ
ンネルの一覧を表示し、前記チャンネル対応指定手段は、前記チャンネルの一覧に含まれ
るチャンネルを、前記分割された表示領域に対応づけることを特徴とする請求項１に記載
の受像表示装置。
【請求項３】
　前記チャンネル対応指定手段は、前記チャンネルの一覧に含まれるチャンネルがドラッ
グ及びドロップされた前記表示領域を、前記チャンネルを表示すべきチャンネルとして決
定することを特徴とする請求項２に記載の受像表示装置。
【請求項４】
　前記チャンネルの一覧は、電子番組表であって、前記チャンネル対応指定手段は、前記
電子番組表に記載のチャンネルと前記表示領域とを対応づけることを特徴とする請求項２
または３に記載の受像表示装置。
【請求項５】
　前記チャンネル対応指定手段は、前記分割された表示領域と前記分割された表示領域に
対応づけられたチャンネルとを、表示時刻と関連づけることを特徴とする請求項２から４
までのいずれかに記載の受像表示装置。
【請求項６】
　前記チャンネル対応指定手段は、前記分割された表示領域に表示すべきチャンネルを予
約することを特徴とする請求項２から５までのいずれかに記載の受像表示装置。
【請求項７】
　前記チャンネル対応指定手段において対応づけがなされた表示領域の配置を調整する調
整手段を有することを特徴とする請求項２から６までのいずれかに記載の受像表示装置。
【請求項８】
　選択可能なチャンネルの一覧を表示する一覧表示工程と、
　前記チャンネルの一覧に含まれるチャンネルを指定する対応指定工程と、
　該対応指定工程において指定されたチャンネルで複数画面表示を構成する画面構成工程
と
　を備えることを特徴とする複数画面におけるチャンネル指定方法。
【請求項９】
　複数画面表示のために表示画面を複数の表示領域に分割し、前記分割した表示領域の配
置を表示する配置表示工程を備え、
　前記一覧表示工程は、前記表示領域の配置の表示とともに、選択可能なチャンネルの一
覧を表示し、前記対応指定工程は、前記チャンネルの一覧に含まれるチャンネルを、前記
分割された表示領域に対応づけることを特徴とする請求項８に記載の複数画面におけるチ
ャンネル指定方法。
【請求項１０】
　前記対応指定工程は、画面に表示されるカーソルにて、前記チャンネルの一覧に含まれ
るチャンネルが前記表示領域にドラッグ及びドロップされることにより実行されることを
特徴とする請求項９に記載の複数画面におけるチャンネル指定方法。
【請求項１１】
　前記対応指定工程は、前記チャンネルの一覧として電子番組表を参照すること特徴とす
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る請求項９または１０に記載の複数画面におけるチャンネル指定方法。
【請求項１２】
　前記対応指定工程は、前記分割された表示領域に表示すべきチャンネルを、表示時刻と
関連づけることを特徴とする請求項９から１１までのいずれかに記載の複数画面における
チャンネル指定方法。
【請求項１３】
　前記対応指定工程は、前記分割された表示領域に表示すべきチャンネルを予約すること
を特徴とする請求項９から１２までのいずれかに記載の受像表示装置。
【請求項１４】
　前記対応指定工程において対応づけがなされた表示領域の配置を調整する調整工程を有
することを特徴とする請求項９から１３までのいずれかに記載の複数画面におけるチャン
ネル指定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、受像表示装置及びチャンネル指定方法に係り、複数の表示領域に分割された
画面において複数のチャンネルを表示する受像表示装置および表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、テレビなどにおいて、一つの表示画面を複数の表示領域に分割し、分割され
た表示領域それぞれに所望のチャンネルを表示する、いわゆるマルチ画面表示が広く知ら
れている。
【０００３】
　このようなテレビにおいて、所望のチャンネルを表示させるには、まず、ユーザは、リ
モコンなどに備わる所定のボタンを押下し、テレビの画面表示を複数画面表示とする。次
に、ユーザはリモコンに備わる十字キーボタン等で、上記の表示画面において、アクティ
ブエリアを移動させながら、チャンネル設定する表示領域を選択し、つづいて、所望のチ
ャンネルを指定する。
【０００４】
　ところが、上述のような操作は、一般には手順が煩雑になることが多く、非常に手間が
かかることがある。 
【０００５】
　一方、２画面を表示可能な受像表示装置において、操作すべきリモコンのボタンの種類
を少なくする技術が開示されている（特許文献１参照）。この技術では、切り替えるため
の専用ボタンを設けることなく、１画面表示から２画面表示への切替えを容易に実現して
いる。
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－１３６７０４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、特許文献１に開示の技術によると、２画面程度の表示領域数であれば比較的
容易に対応できるが、例えば、４画面、９画面といった表示領域数になると対応が困難に
なるという課題がある。したがって、分割によって表示領域の数が増えた際に、どの表示
領域にどのチャンネルを表示させるかを設定するに際し、操作を容易にする技術が求めら
れている。
【０００８】
　本発明の目的は、このような課題に鑑みなされたものであって、受像表示装置において
画面を複数の表示領域に分割した際にどの表示領域にどのようなチャンネルを表示させる
かを容易に設定できる技術を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る受像表示装置は、選択可能なチャンネルの一覧を表示するチャンネル一覧
表示手段と、前記チャンネルの一覧に含まれるチャンネルを指定するチャンネル対応指定
手段と、を備え、該チャンネル対応指定手段により指定されたチャンネルで複数画面表示
を構成する。
　また、複数画面表示のために表示画面を複数の表示領域に分割し、前記分割した表示領
域の配置を表示する配置表示手段を備え、前記チャンネル一覧表示手段は、前記表示領域
の配置の表示とともに、選択可能なチャンネルの一覧を表示し、前記チャンネル対応指定
手段は、前記チャンネルの一覧に含まれるチャンネルを、前記分割された表示領域に対応
づけてもよい。
　また、前記チャンネル対応指定手段は、前記チャンネルの一覧に含まれるチャンネルが
ドラッグ及びドロップされた前記表示領域を、前記チャンネルを表示すべきチャンネルと
して決定してもよい。
　前記チャンネルの一覧は、電子番組表であって、前記チャンネル対応指定手段は、前記
電子番組表に記載のチャンネルと前記表示領域とを対応づけてもよい。
　前記チャンネル対応指定手段は、前記分割された表示領域と前記分割された表示領域に
対応づけられたチャンネルを、表示時刻と関連づけてもよい。
　前記チャンネル対応指定手段は、前記分割された表示領域に表示すべきチャンネルを予
約してもよい。
　前記チャンネル対応指定手段において対応づけがなされた表示領域の配置を調整する調
整手段を有してもよい。
　本発明に係る複数画面におけるチャンネル指定方法は、選択可能なチャンネルの一覧を
表示する一覧表示工程と、前記チャンネルの一覧に含まれるチャンネルを指定する対応指
定工程と、該対応指定工程において指定されたチャンネルで複数画面表示を構成する画面
構成工程とを備える。
　また、複数画面表示のために表示画面を複数の表示領域に分割し、前記分割した表示領
域の配置を表示する配置表示工程を備え、前記一覧表示工程は、前記表示領域の配置の表
示とともに、選択可能なチャンネルの一覧を表示し、前記対応指定工程は、前記チャンネ
ルの一覧に含まれるチャンネルを、前記分割された表示領域に対応づけてもよい。
　前記対応指定工程は、画面に表示されるカーソルにて、前記チャンネルの一覧に含まれ
るチャンネルが前記表示領域にドラッグ及びドロップされることにより実行されてもよい
。
　前記対応指定工程は、前記チャンネルの一覧として電子番組表を参照してもよい。
　前記対応指定工程は、前記分割された表示領域に表示すべきチャンネルを、表示時刻と
関連づけてもよい。
　前記対応指定工程は、前記分割された表示領域に表示すべきチャンネルを予約してもよ
い。
　前記対応指定工程において対応づけがなされた表示領域の配置を調整する調整工程を有
してもよい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、画面を複数の表示領域に分割し、それぞれの表示領域に表示するチャ
ンネルを容易に設定できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　次に、本発明を実施するための最良の形態（以下単に「実施形態」という。）を、図面
を参照して具体的に説明する。本実施形態では、テレビなどの受像表示装置の表示画面を
複数の表示領域に分割し、分割後の各表示領域に所望のチャンネルを表示させるマルチ画
面表示について説明する。表示させるチャンネルを決める際に、ＯＳＤ（On Screen Disp
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lay）による設定画面において、分割時の領域配置を表示し、さらに、選択可能なチャン
ネルの一覧を表示する。その後、ユーザは、リモコンなどで表示画面に表示されるカーソ
ルを操作し、分割後の所望の表示領域に、チャンネル一覧から所望のチャンネルをドラッ
グ及びドロップする。
【００１２】
　まず、本実施形態を実現する受像表示装置の構成について説明する。
　図１に示すように、本実施形態に係る受像表示装置１０は、受信部２０と、受信制御部
３０と、表示制御部４０と、操作取得部５０と、表示部６０とを備える。操作取得部５０
は、リモコン１４や、受像表示装置１０に備わる操作ボタン（図示しない。）に対するユ
ーザの操作を取得し、受信制御部３０に通知する。また、表示部６０は、液晶パネルやＰ
ＤＰ（Plasma Display Panel）、ＣＲＴ（Cathode Ray Tube）等である。受信制御部３０
、表示制御部４０及び操作取得部５０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）やメモリ
などの集積回路、メモリにロードした任意のプログラムなどによって実現できる。
【００１３】
　受信部２０は、アンテナ１２に接続され、さらに地上デジタル放送を受信処理する第１
チューナ２２及び第２チューナ２４と、地上アナログ放送を受信処理する第３チューナ２
６と、ＣＳ（衛星）放送を受信処理する第４チューナ２８と、ＢＳ（Broadcasting Satel
lite）放送を受信処理する第５チューナ２９とを備える。ここで受信処理とは、地上デジ
タル放送やＣＳ放送などのデジタル放送では、選局、復調及び復号等の処理を行い、映像
データ及び音声データを抽出することである。また、アナログ放送では、選局及び復調処
理を行い、映像データ及び音声データを抽出する。なお、ここでは地上デジタル放送を受
信するチューナが２基搭載されているので、マルチ画面表示とした場合に、地上デジタル
放送のチャンネルは、２チャンネル設定可能である。
【００１４】
　受信制御部３０は、受信部２０や表示制御部４０、操作取得部５０における各処理の制
御を行う。受信制御部３０は、更に、マルチ画面表示におけるチャンネル設定を実現する
ために、チャンネル一覧作成部３２と、チャンネル対応指定部３４と、記録部３６とを備
える。
【００１５】
　チャンネル一覧作成部３２は、マルチ画面表示とした場合に、分割後の各表示領域にお
いて表示すべきチャンネルを設定する際に参照する、チャンネル一覧を作成する。ここで
チャンネル一覧とは、図２の下側部分に示すように、単に選択可能なチャンネルの一覧で
あってもよいし、図３に示すように電子番組表（ＥＰＧ：Electronic Program Guide）で
あってもよい。それら２種類のチャンネル一覧を用いたチャンネル設定手順については、
後述する。
【００１６】
　図１に戻り、チャンネル対応指定部３４は、分割した各表示領域にどのチャンネルを表
示するかを決定する。その決定に関する情報（以下「指定情報」という。）は、記録部３
６に記録及び保持される。
【００１７】
　なお、マルチ画面表示時おけるチャンネル設定については、ユーザがリモコン１４を操
作することにより行い、その操作内容については、操作取得部５０が取得し受信制御部３
０に通知する。また、マルチ画面表示におけるチャンネル設定は、後述するように、時間
帯毎になされてもよいし、ＥＰＧを用いることで、番組単位でなされてもよい。また、Ｅ
ＰＧでマルチ画面表示のチャンネル設定を行う場合は、現在の表示設定のみでなく、表示
予約も可能である。
【００１８】
　また、表示制御部４０は、領域分割部４２と、配置表示部４４と、配置調整部４６とを
備える。領域分割部４２は、表示部６０に表示される画面を複数の表示領域に分割する。
配置表示部４４は、複数の表示領域に分割した画面の状態を、例えば後述する図２や図３
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に示すように、ＯＳＤにおける設定画面において、所望のレイアウトで、表示部６０に表
示する。図２や図３を用いたチャンネルの設定手順については後述する。
【００１９】
　配置調整部４６は、表示される各表示領域の配置を調整する。ここで配置の調整とは、
表示領域の大きさの変更と、表示される位置の変更との両方を言い、一般には各表示領域
が重ならないように調整される。また、ユーザが希望する表示領域数に応じて、表示され
る各表示領域のサイズを適正に調整する。例えば、図４（ａ）に示すように同サイズの４
つの表示領域に分割されている画面を、図４（ｂ）に示すように「映像１」の表示領域を
大きく表示し、「映像２」「映像３」「映像４」の３つの表示領域を、「映像１」の表示
領域の右側に縦に小さく表示させる。また、例えば、「映像４」の表示領域に、チャンネ
ルが設定されなかった場合、図４（ｃ）に示すように、「映像１」の表示領域を、画面上
側に半分以上の領域で表示させ、「映像２」及び「映像３」の表示領域を、「映像１」の
表示領域の下側に小さく横に並べて表示する。
【００２０】
　ここで、ユーザがマルチ画面表示にする操作を行った際の受像表示装置１０の動作につ
いて説明する。操作取得部５０は、リモコン１４の操作によるマルチ画面表示にする旨の
操作を取得し、受信制御部３０に通知する。受信制御部３０はその通知を受け、記録部３
６に保持されている指定情報を参照し、受信部２０に対し指定情報に記載されているチャ
ンネルを受信し表示制御部４０に出力するよう通知する。さらに、受信制御部３０は、表
示制御部４０に対し、指定情報に基づき、複数の表示領域に所定のチャンネルを表示する
よう通知する。なお、指定情報に表示すべきチャンネルの情報が存在しない場合、前回の
表示履歴に基づき表示する。
【００２１】
　以上の構成による、マルチ画面表示のチャンネル設定手順を図２を参照して説明する。
　ユーザは、リモコン１４を操作し、マルチ画面表示に関する設定画面Ｓ１を表示部６０
に表示させる。なお、指や専用ペンで表示部６０の画面に触れることで操作を行うタッチ
パネルの機能を有する場合は、画面上で指や専用ペンで指し示す操作を行えばよい。
【００２２】
　画面上部には、「メニュー１」Ｍ１，「メニュー２」Ｍ２，「メニュー３」Ｍ３と記載
されているボタンが表示されている。以下、「メニュー１」Ｍ１，「メニュー２」Ｍ２，
「メニュー３」Ｍ３のボタンを区別しないときは、単に「メニュー選択ボタン」という。
ユーザは、どのメニュー選択ボタンに対応づけされている画面設定を行うかを、リモコン
１４を操作し、所望のメニュー選択ボタンを押下することで決定する。ここでは「メニュ
ー１」Ｍ１の設定画面Ｓ１が表示されており、「映像１」Ａ１から「映像４」Ａ４までの
４つの表示領域におけるチャンネル設定を行う。他のメニューには、分割数が「メニュー
１」Ｍ１と異なり、且つ表示領域が等分される表示領域レイアウトや、表示領域の大きさ
が異なる複数の分割領域の表示領域レイアウトや、大きさが異なる表示領域の配置が異な
る表示領域レイアウト等が用意される。
【００２３】
　メニュー選択ボタンの下には、「映像１」Ａ１から「映像４」Ａ４までの上下左右に分
割された４つの表示領域が表示されている。
【００２４】
　さらにその下には、選択可能なチャンネル一覧Ｔ１が表示されている。ここでは、「地
上デジタル放送」、「地上アナログ放送」「ＢＳ放送」及び「ＣＳ放送」の３種類の放送
波によるチャンネルが選択可能となっている。
【００２５】
　なお、図示の状態では、左上の「映像１」Ａ１の表示領域には、ＣＳ放送のチャンネル
２（Ｃ－２ＣＨ）が設定されている。さらに右上の「映像２」Ａ２の表示領域には、地上
デジタル放送のチャンネル６（Ｄ－６ＣＨ）が設定されており、「映像３」Ａ３の表示領
域には、地上アナログ放送のチャンネル８（Ａ－８ＣＨ）が設定されている。各表示領域
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には、設定されているチャンネルの番号が表示される。なお、「映像４」Ａ４の表示領域
には、チャンネルは設定されておらず、以下に説明する操作により地上デジタル放送のチ
ャンネル４（Ｄ－４ＣＨ）が設定される。ここでは、理解の容易のために、チャンネル４
（Ｄ－４ＣＨ）を括弧内に表示している。なお、設定済みのチャンネルについては、理解
の容易のためにチャンネル一覧Ｔ１において、斜体文字で示している。
【００２６】
　ユーザが「メニュー１」Ｍ１の設定画面Ｓ１を選択し表示させると、上述のごとく、メ
ニュー選択ボタン、複数に分割された表示領域（Ａ１～Ａ４）及びチャンネル一覧Ｔ１が
表示される。その際に、本図に示すように、矢印形状のカーソルＣ１が表示される。ユー
ザは、このカーソルＣ１をリモコン１４で操作することで、マルチ画面表示のチャンネル
設定を行う。
【００２７】
　ユーザは、まず、カーソルＣ１をチャンネル一覧Ｔ１の地上デジタル放送のチャンネル
４（Ｄ－４ＣＨ）に移動させ、リモコン１４に備わる所定のボタン（図示せず。）を押下
し、チャンネル４（Ｄ－４ＣＨ）を選択する。さらに選択された状態で、いわゆるチャン
ネル４を掴んだ状態で、「映像４」Ａ４の表示領域までドラッグし、ドロップする。適正
にドラッグ及びドロップがなされると、「映像４」Ａ４の表示領域にチャンネル４（Ｄ－
４ＣＨ）が表示される。
【００２８】
　このように、ユーザが希望するチャンネルと表示させたい表示領域とを、ドラッグ及び
ドロップする態様で対応づけることができる。これによって、ユーザは、画面を見ながら
どの表示領域にどのチャンネルが対応づけられるかを設定できる。つまり、チャンネルの
選択と表示領域の選択が同一の操作で実現できる。その結果、表示領域の選択を行ってか
ら表示させたいチャンネルを選択するという手順を簡素化できる。
【００２９】
　また、図３に示すように、設定画面Ｓ２にＥＰＧを表示するとともに、分割した表示領
域のレイアウト（Ｌ１～Ｌ３）を表示し、表示されたＥＰＧと表示領域のレイアウト（Ｌ
１～Ｌ３）を見ながら、カーソルＣ２を操作することでチャンネルを設定できる。
【００３０】
　以下に、ＥＰＧを参照しながら各表示領域にチャンネル設定をする操作について説明す
る。なお、ここでは１時間単位で「午後７時」台から「午後９時」台の３つの時間帯のチ
ャンネルが設定可能であるが、さらに短い時間設定や長い時間設定も可能である。したが
って、マルチ画面表示に関するチャンネル予約が可能となっている。また、どの程度先ま
で予約可能とするかは、例えば、ＥＰＧがどの程度先までの番組情報を含んでいるかや、
記録部３６の容量に応じて決定すればよい。また、第１から第３の表示領域レイアウトＬ
１～Ｌ３の時間帯は、連続していなくともよく、またメニューも時間帯で変えることも可
能である。例えば、午後７時台の表示領域を４領域とし、午後８時台は、表示しない。さ
らに、午後９時台は、表示領域を３領域とする。各時間帯の表示領域の数は、例えば、履
歴に基づき決定したり、ユーザの指定により変更可能としたりすればよい。
【００３１】
　ユーザは、画面上部に表示されているメニュー選択ボタンから、「メニュー２」Ｍ２を
選択する。「メニュー２」Ｍ２が選択されることで、図３に示す設定画面Ｓ２が表示され
る。この設定画面Ｓ２において、メニュー選択ボタンの下側には、ＥＰＧが表示されてい
る。またＥＰＧの下側には、マルチ画面表示の設定用レイアウトとして、第１から第３の
表示領域レイアウトＬ１～Ｌ３の３つのレイアウトが表示されている。ここでも他のメニ
ューには、図２の説明と同様に複数の表示領域レイアウトが用意されている。
【００３２】
　ＥＰＧの日付欄ＤＩにおいて、「今日」（１９日）から「２４日（火）」までの日が選
択可能となっており、ここでは、「今日」が選択されている。なお、ユーザが、「２４日
（火）」以降の日を選択希望する場合は、例えば、一旦「２４日（火）」を選択状態にし
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、さらに右方向に選択されている場所を移動させる。
【００３３】
　また、ＥＰＧの時間欄ＴＩにおいて、「午後７時」台から「午後９時」台までの時間帯
が選択可能となっており、ここでは、「午後７時」台が選択されている。なお、選択され
た時間帯の各チャンネルの番組は、選択可能番組一覧ＳＡとして他の時間帯の番組と明確
に区別するために、例えば背景色が変わるなどの表示がなされる。なお、図示の状態では
、選択可能番組一覧ＳＡを破線で示している。また、ユーザが、「午後１０時」台以降の
時間帯を選択希望する場合は、日付欄ＤＩにおける操作と同様に、例えば、「午後９時」
の欄からさらに右方向に、選択されている場所を移動させる。
【００３４】
　また、図中のＥＰＧの左側に設けられた「地上デジタル」タブＴＡ１、「地上アナログ
」タブＴＡ２、「ＣＳ」タブＴＡ３、「ＢＳ」タブＴＡ４のいずれかのタブにより、所望
の放送波を選択する。ここでは、「地上デジタル」タブＴＡ１が選択されている。
【００３５】
　さらに、３つの表示領域レイアウトのうち、左側に表示されている第１の表示領域レイ
アウトＬ１は、「午後７時」台（１９：００～２０：００）の番組選択に用いられる。同
様に、中央に表示されている第２の表示領域レイアウトＬ２は、「午後８時」台（２０：
００～２１：００）の番組選択に用いられ、右側に表示されている第３の表示領域レイア
ウトＬ３は、「午後９時」台（２１：００～２２：００）の番組選択に用いられる。なお
、ユーザが、時間欄ＴＩで選択した時間帯に対応した表示領域レイアウトが、他の表示領
域レイアウトより大きく表される。ここでは、時間欄ＴＩにおいて「午後７時」台が選択
されているので、第１の表示領域レイアウトＬ１が、第２及び第３の表示領域レイアウト
Ｌ２，Ｌ３より大きく表示されている。
【００３６】
　また、第１から第３の表示領域レイアウトＬ１～Ｌ３は、それぞれ上下左右の４つの領
域に分割されている。例えば第１の表示領域レイアウトＬ１において、右下の表示領域に
は、地上デジタル放送のチャンネル４（Ｄ－４ＣＨ）が設定されている。それ以外の３表
示領域には、チャンネル設定がなされておらず、これからユーザは、左上の表示領域に地
上デジタル放送のチャンネル３（Ｄ－３ＣＨ）を設定する。ここでは、理解を容易にする
ために、図示の状態では、「チャンネル３（Ｄ－３ＣＨ）」を括弧内に表示している。
【００３７】
　ユーザは、画面に表示されるカーソルＣ２をリモコン１４により操作し、地上デジタル
放送のチャンネル３（Ｄ－３ＣＨ）の時間帯午後７時における番組「クイズ」を選択する
。選択した番組「クイズ」を第１の表示領域レイアウトＬ１における左上の表示領域まで
ドラッグし、そこでドロップする。これにより、第１の表示領域レイアウトＬ１における
左上の表示領域に、地上デジタル放送のチャンネル３（Ｄ－３ＣＨ）が設定される。
【００３８】
　このように、ＥＰＧを見ながら分割後の表示領域にどのチャンネルを表示するかを設定
することで、ユーザは所望のチャンネルをより的確に設定することができる。特に、ユー
ザは、どのチャンネルでどのような番組が放送されるかを別画面で確認する必要がなく、
一つの画面で番組とチャンネル設定が行うことができ、手間が省ける。
【００３９】
　また、マルチ画面表示の場合の音声出力に関しては、複数分割された表示領域の所定表
示領域を音声出力優先エリアとし、マルチ画面操作終了時の音声出力を所定表示領域のチ
ャンネルの音声出力とすることも可能である。その後の音声出力変更は、従来技術による
リモコンで音声出力チャンネルを指定することになる。
【００４０】
　以上、本発明を実施形態をもとに説明した。この実施形態は例示であり、それらの各構
成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例
も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
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【産業上の利用可能性】
【００４１】
　本発明は、表示画面を複数の表示領域に分割し、各表示領域にチャンネルを設定可能な
機能を有する受像表示装置において広く利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】実施形態に係る受像表示装置の機能ブロック図である。
【図２】複数の表示領域に表示すべきチャンネルを、チャンネル一覧を用いて設定する画
面を示した図である。
【図３】複数の表示領域に表示すべきチャンネルを、ＥＰＧを用いて設定する画面を示し
た図である。
【図４】複数に分割された表示領域の配置を示した図である。
【符号の説明】
【００４３】
１０・・・受像表示装置、　１２・・・アンテナ、　１４・・・リモコン、　２０・・・
受信部、　２２・・・第１チューナ、　２４・・・第２チューナ、　２６・・・第３チュ
ーナ、　２８・・・第４チューナ、　２９・・・第５チューナ、　３０・・・受信制御部
、　３２・・・チャンネル一覧作成部、　３４・・・チャンネル対応指定部、　３６・・
・記録部、　４０・・・表示制御部、　４２・・・領域分割部、　４４・・・配置表示部
、　４６・・・配置調整部、　５０・・・操作取得部、　６０・・・表示部。

【図１】 【図２】
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