
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイ装置のためにチャネルヒストリーマップを提示するための方法であって、
　データベースをメモリに構成し、所定の基準に基づいて予め 選局された
チャネルに対する複数のチャネル情報セット 、
　ユーザによってヒストリーマップが要求される時、前記データベース ＯＳＤ（Ｏｎ
 Ｓｅｒｅｅｎ  Ｄｉｓｐｌａｙ） に基
づいたチャネルヒストリーマップをディスプレイし、
　

　

ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記所定の基準とは、所定の時間と及びユーザによる所定の選択順序のうちの一つであ
る 請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　 前記複数のチャネル情報セット 前記チャネ
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ユーザによって
が前記データベースに記憶され

及び
の形式による複数の選択可能なチャンネル関連機能

前記ＯＳＤを介してユーザからの第１入力及び第２入力を受信し、前記第１入力は選択
可能なチャンネルとして前記チャンネルヒストリーマップのうちの１つのチャンネルを決
定し、前記第２入力は選択可能な機能として前記チャンネル関連機能のうちの１つの機能
を決定するものであり、

前記第１入力及び前記第２入力によって、前記選択されたチャンネルのための前記選択
された機能を行う、
ステップを有する

、

前記データベースを構成するステップは、 を



ルがユーザにより選局される順序で前記データベース内 前記ディ
スプレイ装置はデジタルテレビである 請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　 チャネル情報セットの はチャネル識別子及び を含み、前
記プログラム情報は放送日又は放送時間情報、放送局名、プログラムのタイトル、プログ
ラムのジャンル、及びプログラムレイティングのうちの少なくとも一つを含む 請求項１
に記載の方法。
【請求項５】
　前記複数の選択可能なチャネル関連機能は、
　前記選択されたチャネルで選局し、該当放送信号を受信するチャネル変更機能と、
　前記選択されたチャネルの をディスプレイするプレビュー機能と、
　お好みのチャネルとして前記選択されたチャネルを決定するお好みチャネル機能と を
含む請求項 に記載の方法。
【請求項６】
　前記 はテキスト説明及びビデオ・オン・デマンド・サービスのうちの少
なくとも一方である 請求項 に記載の方法。
【請求項７】
　前記データベースを構成するステップは、
　（ａ）現在のチャネルに対するチャネル情報セットを求め、
　（ｂ）前記ユーザからチャネル変更命令を受信した時に前記現在のチャネル情報セット
を前記メモリに記憶し、
　（ｃ）前記チャネル変更命令により指示された次のチャネルに選局し、及び
　（ｄ）受信された各追加のチャネル変更命令に対してステップ（ａ）乃至（ｃ）を繰り
返すステップを有する 請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　 前記

情報セットは前記 の該当ディスプレイ時間が所定の時間よ
り大きい場合にのみ前記メモリに記憶される 請求項 に記載の方法。
【請求項９】
　 前記

情報セットは前記チャネル情報セットが前記選局されたチャネルのレファラ
ンス情報と一致する場合にのみ前記メモリに記憶され、

請求項 に記載の方法。
【請求項１０】
　前記データベース
　（ａ）初期チャネルで選局し、
　（ｂ）前記選局されたチャネルを通して放送信号を受信及び前記放送信号から映像信号
及びチャネル情報セットを分離し、
　（ｃ）前記映像信号を処理及び前記 情報セットを第１メモリに記憶し、
　（ｄ）前記映像信号をディスプレイ装置にディスプレイ及び前記選局されたチャネルに
対応するディスプレイ時間の測定を開始し、
　（ｅ）チャネル転換命令が前記ユーザから受信される場合、前記ディスプレイ時間が設
定された時間より大きいか否かを決定し、
　（ｆ）前記ディスプレイ時間が前記設定期間より大きい 前記

情報セットが前記選局されたチャネルに対する現在の情報 否かを決定し、
　（ｇ）前記 情報セットが現在の情報であると決定された場合、前記第１メモ
リに記憶された前記チャネル情報セットを前記メモリに記憶し、
　（ｈ）前記受信されたチャネル変更命令に従って指示された次のチャネルに選局し、及
び
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に記憶することを有し、
、

前記複数の 各々 プログラム情報

、

プログラム情報
、

１

プログラム情報
、 ５

、

前記現在のチャンネル情報セットを前記メモリに記憶するステップにおいて、 現在
のチャンネル 現在のチャンネル

、 ７

前記現在のチャンネル情報セットを前記メモリに記憶するステップにおいて、 現在
のチャンネル

前記レファランス情報は現在の日
付又は時間情報、前記選局されたチャネルの実際のチャネル番号、及び前記放送信号の信
号タイプのうち少なくとも一つを含む、 ７

を構成するステップは、

チャンネル

か否かに基づいて、 チャン
ネル であるか

チャンネル



　（ｉ）前記次のチャネルに対してステップ（ｂ）乃至（ｈ）を繰り返すこと
を有する請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　

前記 情報セットが、現在の日付又は時間情報、
前記選局されたチャネルの実際のチャネル番号、及び前記放送信号の信号タイプのうち少
なくとも一つを含む前記次のチャネルのレファランス情報と一致する 請
求項 に記載の方法。
【請求項１２】
　デジタルテレビシステムにおいて、
　メモリと、
　ユーザによって順次に既選局されたチャネルに対する複数のチャネル情報のセットを含
むデータベースを前記メモリに構成するため前記メモリに結合される制御部と、
　ユーザによってチャネルヒストリーマップをディスプレイするための要求が行われる時
、前記データベース

に基づいたチャネルヒストリーマップをディスプレイす
るため前記制御部に結合されるディスプレイ部
　

ことを特徴とするデジタルテレビシステム。
【請求項１３】
　前記複数のチャネル情報セットは前記チャネルがユーザにより選局される順序で前記デ
ータベース内 される 請求項 に記載のデジタルテレビシステム。
【請求項１４】
　 チャネル情報セット はチャネル識別子及び を含み、前
記プログラム情報は少なくとも一つの放送されたプログラムのうち放送日又は時間情報、
放送局名、プログラムのタイトル、プログラムのジャンル、プログラムレイティングのう
ち少なくとも一つを含む 請求項 に記載のデジタルテレビシステム。
【請求項１５】
　前記複数の選択可能なチャネル関連の機能は、
　前記選択されたチャネルに選局し及び対応する放送信号を受信するチャネル変更機能と
、
　テキスト又はビデオ・オン・デマンド・サービスを用いて前記選択されたチャネルのプ
ログラム情報をディスプレイするプレビュー機能と、
　前記選択されたチャネルをお好みのチャネルとして決定するお好みチャネル機能とを含
む請求項 に記載のデジタルテレビシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は一般的にディスプレイ装置又はシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、デジタルテレビシステムはアナログテレビシステムよりずっと多数のチャネルを
有する。例えば、人口の多いアメリカの特定の都市のような場合、デジタルテレビシステ
ムは数百個ものチャネルが存在可能である。この様に、デジタルテレビシステムは数多く
のチャネルを有することから、視聴者は広範囲なチャネル選択が楽しめる反面、それぞれ
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、

前記チャンネル情報セットが前記選局されたチャネルに対する現在の情報であるか否か
を決定するステップは、さらに チャンネル

か否かに基づく、
１０

及びＯＳＤ（Ｏｎ  Ｓｅｒｅｅｎ  Ｄｉｓｐｌａｙ）の形式による複数
の選択可能なチャンネル関連機能

とを有し、
前記制御部は、前記チャンネルヒストリーマップ及びＯＳＤの形式で複数の選択可能な

チャンネル関連機能がディスプレイされている間に、第１入力及び第２入力をユーザから
受け取ることによって、選択されたチャンネルのための選択された機能を行い、前記第１
入力は前記選択されたチャンネルとして前記予め選局されたチャンネルのうちの１つを決
定し、前記第２入力は前記選択された機能として複数の選択可能なチャンネル関連機能の
うちの１つを決定する、

に記憶 、 １２

前記複数の の各々 プログラム情報

、 １２

１２



のチャネル選択方法はより複雑になっている。
【０００３】
上記の様な理由から、従来のデジタルテレビシステムは１つ又はそれ以上のお好みのチャ
ネルを決定するための機能としてチャネル予備選択の機能を有している。
デジタルテレビシステムのチャネル予備選択の機能を使用して、ユーザはそれぞれのチャ
ネルの付加情報を検討しながら視聴を希望する一連のチャネルを予め選択することができ
る。このように、ユーザはチャネルの選択時に興味のないチャネルはスキップし、既選択
されたチャネルのみを視聴することで、より効率的に希望のチャネルを選択することがで
きる。
【０００４】
既選択されたチャネルで所望のプログラムを視聴するためチャネルを選択する時、ユーザ
は遠隔制御装置又はテレビシステムのキーパネルから提供されたチャネルアップ又はチャ
ネルダウンボタンを押すことにより、１回又はそれ以上のチャネルアップ又はチャネルダ
ウン命令を入力する。例えば、ユーザが登録されたチャネルセットとして既選択された１
番、３番、５番、７番及び８９番のチャネルを有しており、現在１番のチャネルを視聴し
ている場合、チャネル８９を選択して視聴するためにはチャネルアップボタンを４回押す
。その後、ユーザがチャネル１を再度視聴したい場合、通常、チャネルダウンボタンを３
回押す。しかしながら、上述したように、以前のチャネルと現在視聴中であるチャネルと
の間に多数の予備選択チャネルが存在する場合、従来の技術によるシステムでは相当な不
具合があった。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、従来技術の短所による問題点を実質的に防止できるデジタルテレビシス
テムにおいてチャネルヒストリーマップを提供する装置及び方法を提供することにある。
【０００６】
本発明の他の目的はユーザにより行われた以前のチャネル選択のセットを指し示すディス
プレイ装置に対するヒストリーマップを出力する装置及びその方法を提供することにある
。
【０００７】
本発明の他の目的はチャネルヒストリーマップに対するデータベースを構成する方法を提
供することであり、前記データベースはユーザによって既選択され、選局されたチャネル
に対する複数のチャネル情報セットを含む。
【０００８】
本発明の他の目的は１つ又はそれ以上の既選択されたチャネルを指し示す選択可能なチャ
ネルヒストリーマップ、それぞれのチャネルに対するチャネル情報セット及び複数のチャ
ネル関連機能を提供する装置及び方法を提供することにある。
【０００９】
本発明の他の目的は、１つ又はその以上の既選択されたチャネルを指し示すワン・クリッ
ク選択チャネルヒストリーマップ、それぞれのチャネルに対するチャネル情報セット及び
複数のチャネル関連機能を提供する装置及び方法を提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記のような目的を達成するために、本発明に係るチャネルヒストリマップの提供方法は
、予めユーザによって順次に選局されたチャネルに対する複数のチャネル情報セットを含
むデータベースをメモリに構成し、ユーザによってヒストリーマップのディスプレイが要
求される時、選択可能なＯＳＤ（ｏｎ　ｓｅｒｅｅｎ  ｄｉｓｐｌａｙ）を用いてデータ
ベースに基づいてチャネルヒストリーマップをディスプレイする。各チャネル情報セット
は一つのチャネル識別子及び以前のプログラムの情報を含むことができる。プログラム情
報は少なくとも一つの放送されたプログラムのうち放送日／時間情報、放送局名、プログ
ラムのタイトル、プログラムのジャンル、及びプログラムレイティング（ｒａｔｉｎｇ）
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のうち少なくとも一つを含むことができる。複数の選択可能なチャネル関連機能はチャネ
ル変更機能、プレビュー機能、お好みチャネルの追加／削除機能及びプレーバック機能を
含むことができる。
【００１１】
さらに、上記のような目的を達成するために、本発明に係るデジタルテレビシステムは、
メモリと、ユーザによって順次に既選局されたチャネルに対する複数のチャネル情報のセ
ットを含むデータベースをメモリに構成するためメモリに結合される制御部と、ユーザに
よってチャネルヒストリーマップをディスプレイするための要求が行われる時、ユーザが
選択可能なデバイスを使用してデータベースに基いてチャネルヒストリーマップをディス
プレイするため制御部に結合されるディスプレイ部とを含む。
【００１２】
さらに、上記のような目的を達成するために、本発明による方法は、所定の基準に従って
ユーザにより既選局されたチャネルに対する複数のチャネル情報を含むデータベースをメ
モリに構成し、ユーザによってチャネルヒストリーマップに対する要求が行われる時、デ
ータベースに基づいてチャネルヒストリーマップを出力する。
【００１３】
さらに、上記のような目的を達成するために、本発明によるチャネルヒストリーマップを
使用する方法は、既選局された複数のチャネルのうち一つを選択されたチャネルとして決
定する第１入力、及び複数の選択可能なチャネル関連機能のうち一つを選択された機能と
して決定する第２入力を、選択可能なチャネルヒストリマップを通してユーザから同時に
受信し、機能を選択するため選択されたチャネルに対する選択されたチャネル関連機能を
行う。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００１５】
図１は本発明によるデジタルテレビシステムになり得るディスプレイ装置の望ましい実施
形態を示す。図１に示すように、前記デジタルテレビシステムはディスプレイ部２０と、
該当放送信号を受信するため、選択されたチャネルに選局するチューナ１０及び、信号処
理部３０を含む。信号処理部は信号を選局されたチャネルの映像信号、音声信号及び付加
情報に変換するため、チューナ１０を介して受信された選局チャネルの放送信号に必要な
信号処理機能を行うことができる。
【００１６】
それぞれのチャネルの付加情報はＥＰＧ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ  Ｐｒｏｇｒａｍ  Ｇｕｉ
ｄｅ）のようなＯＳＤ機能を使用するか、放送信号からの入力を通してユーザに提供され
ることができる。チャネルの付加情報はチャネルを介して提供されるプログラムの放送時
間及び長さ、レイティング（例えば、映画等級）、プログラムタイプ及びその他の情報を
含むことが望ましい。ユーザは初期にチャネルの付加情報を注視し、チャネル予備選択の
機能（例えば、お好みのチャネル）、プログラム録画の機能及び、その他の機能などのよ
うな多様なチャネル関連の機能を行うことができる。
【００１７】
図１に示すテレビシステムは、制御部４０及び、好しくは選局されたチャネルの付加情報
を記憶させるための第１メモリ空間（例えば、バッファ）及び、現在選局されたチャネル
の以前に選択された１つ又はそれ以上の以前のチャネルの付加情報を含むチャネルヒスト
リーマップを記憶させるための第２メモリ空間を有するメモリ５０を更に含むことができ
る。制御部４０はユーザからチャネル転換命令を受信する時、メモリ５０に記憶されたチ
ャネルヒストリーマップを更新することができ、情報専用又は選択可能なダイアログウィ
ンドーのようなＯＳＤ機能を使用して、更新されたチャネルヒストリーマップをディスプ
レイするためディスプレイ部２０に制御信号を発生させることができる。
【００１８】
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チャネル変更命令を受信すると、制御部４０は初期にメモリ５０の第１メモリから選局さ
れたチャネルの付加情報を読み出し、第１メモリ空間から読み出された情報を第２メモリ
空間に記憶することで、メモリ５０の第２メモリ空間に記憶されたチャネルヒストリマッ
プを更新する。
【００１９】
以下、本発明に係る図１のシステムの動作を説明する。
ユーザが初期にテレビシステムの希望チャネルを選択する時、チューナ１０は選択された
チャネルに選局し、選局されたチャネルを通して該当放送信号を受信する。信号処理部３
０は放送信号を選局されたチャネルの映像及び音声信号と付加情報に変換する。
その後、映像及び音声信号はスピーカ（図示せず）及びディスプレイ部２０を介してそれ
ぞれ出力されることが好ましい。また、選局されたチャネルの付加情報は、制御部４０が
生成した制御信号に従ってメモリ５０の第１メモリ空間に初期に記憶され、制御部４０は
選局されたチャネルのディスプレイ時間を測定し始める。
【００２０】
ユーザが遠隔制御装置、テレビシステムのキーパネルなどに提供された１つ又はその以上
のボタンを押すことにより、チャネル変更命令を入力する時、ＴＶシステムの制御部４０
はメモリ５０の第１メモリ空間から選局されたチャネルの付加情報を読み出すことができ
、読み出されたデータが実際のデータを表すかの可否を判定した上、読み出された情報を
チャネルヒストリーマップに記憶させることにより、第２メモリ空間に記憶されたチャネ
ルヒストリーマップを更新する。判定は読み出された付加情報をテレビシステムのレファ
ランス情報と比較することで行われることが望ましい。
【００２１】
その後、テレビシステムの制御部４０はチューナ１０がチャネル変更命令に従って新たに
選択されたチャネルに選局することができ、新たな放送信号を受信できるように必要な制
御信号を生成する。信号処理部３０は新たな放送信号を映像、音声及び付加情報信号に変
換することができる。
【００２２】
制御部４０はユーザがチャネル変更命令を入力する毎にメモリ５０に記憶されたチャネル
ヒストリーマップを更新することができる。チャネルヒストリーマップのサイズ、例えば
、既選択されたチャネルの付加情報セットの数はメモリ５０の記憶容量によって異なるこ
とがある。代わりに、チャネルヒストリーマップのサイズはチャネルヒストリーの総所望
時間（例えば、３０分）に依存することができる。しかしながら、本発明はこのような例
示的な事項によって制限されるものではない。
【００２３】
ユーザがチャネルマップをディスプレイするための命令を入力する時、制御部４０はディ
スプレイ部２０がＯＳＤ機能を用いて多数の既選択されたチャネルの付加情報を含むチャ
ネルヒストリーマップをディスプレイするための該当制御信号を生成する。その後、ディ
スプレイされたチャネルマップを用いて、ユーザはチャネル変更、プレビュー及び、選択
されたチャネルに対するお好みチャネル機能などのような多様なチャネル関連機能の中の
何れかを行うための命令を下すことができる。
【００２４】
ユーザが遠隔制御装置又はキーパネルを用いてチャネル変更機能命令を入力する時、制御
部４０はユーザにより選択された所望のチャネルに選局するための制御信号をチューナ１
０に発生させる。
【００２５】
ユーザがプレビュー機能命令を入力する場合、制御部４０はメモリ５０の第２メモリ空間
に記憶された所望のチャネルの詳細な付加情報（例えば、プログラムの詳細な説明）を読
み出し、ディスプレイ部２０に読み出された情報をディスプレイできるようにする。この
ような読み出し情報は所望のチャネルのテキスト、映像プレビューなどを含むことができ
る。読み出し情報は現在時間情報、設定時間情報などを含むことができる。テレビシステ
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ムが両方向データ通信を支援する場合、制御部４０は所望のチャネルの放送信号を送信す
るように要請することで、ＶＯＤ（Ｖｉｄｅｏ  Ｏｎ  Ｄｅｍａｎｄ）サービスを提供する
ことができる。このようなＶＯＤはセットインターバル（例えば、３０秒）により制限さ
れることができる。
【００２６】
ユーザが好みチャネル機能の命令を入力する場合、制御部４０は所望のチャネルをお好み
チャネルとして登録する。このようなお好みチャネル機能の命令は、最初の選択を登録し
、同一チャネルの次の選択がそのチャネルをお好みチャネルとして取り去るようなトグル
機能として実現され得る。
【００２７】
図１に示すように、好ましい実施形態はデジタルテレビシステムに関するものであるが、
本発明はこれに限定されるものではない。例えば、本発明はセットトップ（ｓｅｔ－ｔｏ
ｐ）ボックス用装置に適用されるか、又はテレビシステムのモニターのような別個のディ
スプレイ装置にチャネル選局情報を提供するための方法及び装置に適用され得る。
【００２８】
チャネル関連の機能は付加機能、例えば、プレーバック機能を含むことができる。このよ
うなプレーバック機能はチャネルヒストリーマップを含むＯＳＤでの選択可能なチャネル
関連機能と共に選択可能であることが好ましい。プレーバック機能は戻し機能、即ち、例
えば設定時間又はユーザが選択可能な時間に選択されたチャネルに対して以前に視聴した
内容をレビューできるような機能を含むことができる。プレーバック機能は、所定量、ユ
ーザが選択可能な量の時間、又は映像データによって行われることができる。
【００２９】
図２は本発明によるチャネル選択ヒストリー情報を提供する方法の好ましい実施形態を示
すフローチャートである。図２に示すように、方法はデジタルテレビシステムについて記
述される。しかしながら、本発明はこれに限定されるものではない。
図２に示すように、プロセスが開始された後、図１に示すデジタルテレビシステムがオン
される（Ｓ９）。テレビシステムの制御部４０はチューナ１０にチャネルへの選局を指示
し、該当放送信号を受信する（Ｓ１０）。例えば、チャネルはパワーオフ直前に選択され
たチャネルであるか、ユーザ又は製造会社により指定されたチャネルであり得る。
【００３０】
次に、信号処理部３０は、放送信号を選局されたチャネルに従って映像及び音声信号と付
加情報に変換する（Ｓ１１）。選局されたチャネルの付加情報は少なくとも一つの放送さ
れたプログラムの放送日／時間情報、放送局名、プログラムのタイトル、プログラムのジ
ャンル及び、プログラムレイティングなどを含む以前のプログラム情報及びチャネル識別
子を含むことができる。
【００３１】
次に、信号処理部３０は映像及び音声信号に対する必要な処理を行い、分離された付加情
報がメモリ５０の第１メモリ空間に記憶される（Ｓ１２）。その後、制御部４０はテレビ
システムのディスプレイ部２０及びスピーカ（図示せず）が処理された映像及び音声信号
をそれぞれ出力できるようにする。制御部４０はステップ１０で選局されたチャネルのデ
ィスプレイ時間をカウントする（Ｓ１３）。
【００３２】
また、制御部４０はチャネル変更命令がユーザから受信されるかの可否を判定することが
でき（Ｓ１４）、このような判定は繰り返して行われ得る。チャネル変更命令が受信され
た場合、制御部は選局されたチャネルのディスプレイ時間が設定時間より大きいかの可否
を更に確認する（Ｓ１５）。ステップ１５で前記ディスプレイ時間が設定時間より大きい
と判定された場合、制御部４０は付加情報が現在の日付／時間情報、選局されたチャネル
の実際のチャネル番号、放送局名、及び／又は放送信号のタイプを含むテレビシステムの
レファランス情報と一致するかの可否をチェックすることで、真正の情報であるかの判定
を更に行う（Ｓ１６）。
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【００３３】
放送信号の提供者は時々多数のテレビシステムに送出する放送信号に不正確な付加情報（
例えば、不正確な放送時間）を含む。例えば、プロバイダーが以前に放送されたプログラ
ムを再放送する時、付加情報を更新しないと、付加情報で指示される放送時間は実際の再
放送時間と付合しないことがある。ステップ１５を行うことにより、特定の時間の間ユー
ザにより視聴されたチャネルのみがチャネルヒストリーマップに入力されるだろう。ステ
ップ１６を行うことにより、このような再放送信号に含まれたエラー情報は第２メモリ空
間に記憶されたチャネルヒストリーマップに含まれず、従って、ユーザに提供されない。
ステップ１５及び１６での各々の判定がネガティブである時、制御はステップ１８にジャ
ンプする。
【００３４】
ステップ１６で選局されたチャネルの付加情報がテレビシステムのレファランス情報と一
致すると判定されると、制御部４０はメモリ５０の第２メモリ空間に付加情報を記憶させ
、チャネルヒストリーマップデータを構成させることができる（Ｓ１７）。チューナ１０
はステップ１４でユーザから受信された命令に対応する所望のチャネルに選局する（Ｓ１
８）。
好ましくは、ユーザがステップ１４で更なるチャネル変更命令を入力しないか、テレビシ
ステムが作動しなくなるまでにステップ１２乃至１７が繰り返される。
従って、ユーザがチャネル変更命令を入力する毎に、制御部４０は現在選局されたチャネ
ルの付加情報を第２メモリ空間に記憶させ、それに応じて、チャネル変更命令に従う所望
のチャネルに選局する前に、チャネルヒストリーマップのデータを更新する。好ましくは
、図２に示すプロセスは、テレビシステム、チャネルヒストリー能力などが作動しなくな
る時などに終了する。
【００３５】
図３は本発明によるチャネルヒストリーマップを使用してチャネル関連の機能を行う方法
の好ましい実施形態を示すフローチャートである。
図１及び図３の好ましい実施形態は、共に行われることが望ましい。図３に示すように、
テレビシステムの制御部４０は初期にチャネルヒストリーマップモード（ＣＨ  ＨＩＳＴ
ＯＲＹ  ＭＡＰ  ＭＯＤＥ）がチャネルヒストリーマップディスプレイ用に設定されている
かの可否をチェックする（Ｓ２０）。ユーザは、図４に示すように、例示的なＯＳＤメニ
ューボックス上にディスプレイされたチャネルヒストリーマップのアイコンを選択するか
、又は、図５に示すように、遠隔制御装置に提供されたチャネルヒストリーマップのボタ
ンを押すことでチャネルヒストリーマップモードを設定することができる。ステップ２０
でユーザによってチャネルヒストリーマップモードが設定されたと判定されると、制御部
４０はディスプレイ部２０がチャネルヒストリーマップをディスプレイするように指示す
る（Ｓ２１）。
【００３６】
図６はユーザの要求時ディスプレイ部２０がＯＳＤ機能を用いてディスプレイするチャネ
ルヒストリーマップの一例を示す。図６に示すように、ヒストリーマップは一連の既選択
されたチャネルに対するヒストリーマップデータのセットを含み、データセットは以前の
チャネル選択の順序に応じて構成され得る。
図６に示すように、それぞれの既選択されたチャネルに対するデータセットはチャネル識
別子（例えば、チャネル番号）、放送プログラムの放送時間、ソース（例えば、放送局名
）及びプログラムのタイトルを含む。
【００３７】
図３を再び参照すると、制御部４０はユーザがチャネル変更、プレビュー及びお好みチャ
ネル機能などのようなチャネル関連機能のうち一つを行うため、ＯＳＤチャネルヒストリ
ーマップで指示されたチャネルの中からどれを選択したかを更に判定することが望ましい
（Ｓ２２）。選択可能なチャネルヒストリーマップはステップ２１でディスプレイされた
ものである。ステップ２２でチャネル選択命令がユーザから受信されたと判定されると、
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制御部４０は上述したチャネル関連の機能の中からどれをユーザが選択したのかを判定す
ることが好ましい（Ｓ３０，Ｓ４０，Ｓ５０）。
【００３８】
ユーザがチャネルヒストリーマップを用いてチャネル変更機能を選択する場合、制御部４
０はチューナ１０に選択されたチャネルに選局し、該当放送信号（Ｓ３１）を受信するよ
うに指示する（Ｓ３１）。ユーザがプレビュー機能を選択する場合、制御部４０はＶＯＤ
サービスを行ったり、ＯＳＤを用いて選択されたチャネルの詳細な付加情報をディスプレ
イするための制御信号を生成する（Ｓ４１）。ユーザがお好みチャネル機能を選択する場
合、制御部４０は選択されたチャネルをお好みチャネルの中一つとして決定する（Ｓ５１
）。
【００３９】
【発明の効果】
本発明に係る装置及び方法の好ましい実施形態によれば、以前のチャネル選択のチャネル
ヒストリー情報をユーザに提供することができる。ユーザは提供されたチャネルヒストリ
ー情報を用いて、既選択されたチャネルのうち何れかに対する所望のＴＶ関連の機能を行
うことができる。従って、ユーザは既選択されたチャネルのうち何れかを選択する機能、
即ち、チャネル予備選択の機能をより効果的に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るディスプレイ装置の好ましい実施形態を示す図である。
【図２】本発明に係るチャネルヒストリーマップのためのデータベースを構成する方法の
好ましい実施形態を示すフローチャートである。
【図３】チャネルヒストリーマップを通して選択されたチャネルに対してチャネル関連機
能を行う方法の好ましい実施形態を示すフローチャートである。
【図４】チャネルヒストリーマップを制御可能にディスプレイするためのＯＳＤメニュー
ボックスの一例を示す図である。
【図５】チャネルヒストリーマップのための機能ボタンを有する遠隔制御装置の一例を示
す図である。
【図６】本発明に係るチャネルヒストリーマップの一例を示す図である。
【符号の説明】
１０…チューナ
２０…ディスプレイ部
３０…信号処理部
４０…制御部
５０…メモリ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】
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