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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のデジタルコンテンツが時分割多重化された信号の入力を受け付ける信号受付手段
と、
　前記信号受付手段を通じて受け付けた信号から、必要なデジタルコンテンツを分離して
、分離したコンテンツを対応する映像処理回路に供給する分離手段と、
　放送規格に準拠した画枠の映像をいっぱいに表示することが可能な大きさの主表示領域
に加えて、前記主表示領域を侵すことがないように、前記主表示領域の垂直方向に連続し
て、さらに追加の表示領域を有する表示画面の表示素子と、前記主表示領域に表示するよ
うにする放送規格に準拠した画枠の映像を形成するための映像信号を処理する第１の映像
処理回路と、
　前記主表示領域外の前記追加の表示領域に表示する映像を形成するための映像信号を処
理する第２の映像処理回路と、
　前記第１の映像処理回路からの映像信号による映像と、前記第２の映像処理回路からの
映像信号による映像とを重なり合うことがないように合成して、前記表示素子の前記表示
画面に表示するようにする第１の合成回路と、
　前記表示素子の表示画面に対して垂直方向にスクロールさせるようにして表示する映像
を形成するための映像信号を処理する第３の映像処理回路と、前記表示素子の表示画面に
対して垂直方向にスクロールさせるようにして表示する映像を前記表示素子の表示画面に
表示した場合に、前記表示画面の水平方向の端部側に生じる未使用表示領域に表示する映
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像を形成するための映像信号を処理する第４の映像処理回路と、
　前記第３の映像処理回路からの映像信号による映像と、前記第４の映像処理回路からの
映像信号による映像とを重なり合うことがないように合成して、前記表示素子の前記表示
画面に表示するようにする第２の合成回路と、
　使用者からの指示入力に応じて、前記第１の合成回路により合成する映像信号による映
像と、前記第２の合成回路により合成する映像信号による映像とのいずれを前記表示素子
に表示するかを制御する表示制御手段と、
　少なくとも前記追加の表示領域に対応する表示画面上に設けられ、前記表示画面上への
使用者の接触位置を検出する接触位置検出手段と、
　前記接触位置検出手段により検出された前記表示画面上の接触位置に応じた処理を行な
うようにする制御手段とを備え、
　前記第２の映像処理回路により処理される映像信号により形成される映像は、選択可能
な映像提供チャンネルに関する情報であって、選択可能な各映像提供チャンネルを特定す
るチャンネル特定情報、あるいは、選択可能な複数の映像提供チャンネルにより提供され
る番組の番組一覧表であり、
　前記第４の映像処理回路により処理される映像信号により形成される映像は、操作に関
する情報であり、
　前記追加の表示領域に、
　前記選択可能な複数の映像提供チャンネルにより提供される番組の番組一覧表、および
、前記番組一覧表から目的の番組を選択するカーソルを移動させるための操作キーが表示
される
　ことを特徴とする映像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、例えば、テレビジョン受像機などの映像表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
比較的に大きな表示画面の液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　
Ｄｉｓｐｌａｙ）を用い、薄型化、軽量化して持ち運びが容易で、家庭内のどこででも、
また、庭先などにおいてもテレビ放送などを良好に視聴できるようにした映像表示装置が
提供されるようになってきている。
【０００３】
このような映像表示装置は、視聴者（使用者）の近傍に置かれて使用されることが多いの
で、ＬＣＤの表示画面に貼付した座標検出パネルと、ＬＣＤの表示画面に表示した表示情
報とにより、使用者からの指示入力を受け付ける操作部としてのいわゆるタッチパネル（
タッチスクリーン）を構成し、このタッチパネルを通じて、番組選択（チャンネル選択）
や種々の調整操作などを簡単に行なうことができるようにされている。
【０００４】
タッチパネルの場合には、目的に応じて表示画面に表示する表示情報を変えることにより
、その目的に応じた操作部を構成することができる。したがって、映像表示装置に対して
、種々のハードウエアキーや操作つまみを設ける必要がなく、映像表示装置の構成を簡単
にすることができるとともに、使用者にとって操作がしやすい操作部を備えた映像表示装
置が実現されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、前述したようにタッチパネルにより操作部を構成する映像表示装置の場合、タ
ッチパネル用の映像は、例えば、所定の操作操作を行なうことにより、表示素子の表示画
面に表示したり、消去したりすることができるようにされている。
【０００６】
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しかし、映像表示装置を用いて放送番組を視聴している場合において、例えば、視聴する
番組を変更するために、番組選択用のタッチパネルを表示するなどのように、タッチパネ
ル用の映像を表示するようにした場合には、その表示したタッチパネル用の映像によって
視聴中の放送番組の映像が隠されてしまう。
【０００７】
このように、操作の必要が生じタッチパネル用の映像を表示素子の表示画面に表示した場
合に、視聴中の放送番組などの映像が損なわれる状態が生じることは、操作がしにくくな
るなどの使用上の問題とはならないものの、使用者に対して親切であるとはいえない。
【０００８】
このため、透明度を表すアルファ値（０から１の間の値）を用いることにより、半透明の
映像を表現するアルファ・ブレンディングと呼ばれる手法を用い、タッチパネル用の映像
を半透明の映像として表示することにより、タッチパネル用の映像とともに、このタッチ
パネル用の映像を透過して元から表示されている放送番組などの映像をも観視できるよう
にしておくことが考えられる。
【０００９】
しかし、タッチパネル用の映像を半透明の映像として表示するようにしても、タッチパネ
ル用の映像は元から表示されている放送番組の映像に重ねて表示するようにされるので、
元から表示されている映像を全く損なうことがないようにすることはできない。
【００１０】
また、最近の映像表示装置においては、例えば、インターネットへの接続機能をも備え、
放送番組などの映像のほか、インターネット上に提供されている種々のコンテンツをダウ
ンロードしてきて表示したり、電子メールの作成、送信、受信、表示などの電子メール機
能を用いたりする映像表示装置も提供されている。
【００１１】
一般には、放送番組を視聴可能にする機能と、インターネットを通じて提供される情報を
視聴可能にする機能とは、それぞれ独立に用いる場合が多いものの、例えば、放送番組を
視聴しながら、インターネットを通じて提供される情報も同時に見ることができるように
したいとする要求がある。このような場合においても、放送番組の映像とインターネット
を通じて提供される情報との両方を損なうことなく見ることができるようにしておくこと
が望ましい。
【００１２】
以上のことにかんがみ、この発明は、使用者が主に視聴しようとしている映像を損なうこ
となく、タッチパネル用の映像やその他の映像を表示し、これを利用できるようにした映
像表示装置を提供することを目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の発明の映像表示装置は、複数のデジタルコ
ンテンツが時分割多重化された信号の入力を受け付ける信号受付手段と、前記信号受付手
段を通じて受け付けた信号から、必要なデジタルコンテンツを分離して、分離したコンテ
ンツを対応する映像処理回路に供給する分離手段と、放送規格に準拠した画枠の映像をい
っぱいに表示することが可能な大きさの主表示領域に加えて、前記主表示領域を侵すこと
がないように、前記主表示領域の垂直方向に連続して、さらに追加の表示領域を有する表
示画面の表示素子と、前記主表示領域に表示するようにする放送規格に準拠した画枠の映
像を形成するための映像信号を処理する第１の映像処理回路と、前記主表示領域外の前記
追加の表示領域に表示する映像を形成するための映像信号を処理する第２の映像処理回路
と、前記第１の映像処理回路からの映像信号による映像と、前記第２の映像処理回路から
の映像信号による映像とを重なり合うことがないように合成して、前記表示素子の前記表
示画面に表示するようにする第１の合成回路と、前記表示素子の表示画面に対して垂直方
向にスクロールさせるようにして表示する映像を形成するための映像信号を処理する第３
の映像処理回路と、前記表示素子の表示画面に対して垂直方向にスクロールさせるように
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して表示する映像を前記表示素子の表示画面に表示した場合に、前記表示画面の水平方向
の端部側に生じる未使用表示領域に表示する映像を形成するための映像信号を処理する第
４の映像処理回路と、前記第３の映像処理回路からの映像信号による映像と、前記第４の
映像処理回路からの映像信号による映像とを重なり合うことがないように合成して、前記
表示素子の前記表示画面に表示するようにする第２の合成回路と、使用者からの指示入力
に応じて、前記第１の合成回路により合成する映像信号による映像と、前記第２の合成回
路により合成する映像信号による映像とのいずれを前記表示素子に表示するかを制御する
表示制御手段と、少なくとも前記追加の表示領域に対応する表示画面上に設けられ、前記
表示画面上への使用者の接触位置を検出する接触位置検出手段と、前記接触位置検出手段
により検出された前記表示画面上の接触位置に応じた処理を行なうようにする制御手段と
を備え、前記第２の映像処理回路により処理される映像信号により形成される映像は、選
択可能な映像提供チャンネルに関する情報であって、選択可能な各映像提供チャンネルを
特定するチャンネル特定情報、あるいは、選択可能な複数の映像提供チャンネルにより提
供される番組の番組一覧表であり、前記第４の映像処理回路により処理される映像信号に
より形成される映像は、操作に関する情報であり、前記追加の表示領域に、前記選択可能
な複数の映像提供チャンネルにより提供される番組の番組一覧表、および、前記番組一覧
表から目的の番組を選択するカーソルを移動させるための操作キーが表示されることを特
徴とする。
【００１４】
この請求項１に記載の発明の映像表示装置によれば、表示素子は、主表示領域と、この主
表示領域に連続して垂直方向に追加の表示領域を有する表示画面を有するものである。主
表示領域は、アスペクト比が、４対３、１６対９などといった放送規格に準拠した画枠の
映像をいっぱいに表示することが可能な領域であり、追加の表示領域は、主表示領域の垂
直方向に連続し、主表示領域とは重複することのない領域である。
【００１５】
そして、主表示領域に表示する映像を形成する映像信号は、第１の映像処理回路において
処理され、追加の表示領域に表示する映像を形成する映像信号は、第２の映像処理回路に
おいて処理され、これらの各映像処理回路からの映像信号が、第１の合成回路において合
成され、この合成された映像信号による映像が表示素子の表示画面に表示される。
【００１６】
これにより、主表示領域と追加の表示領域とのそれぞれには、異なる映像をそのそれぞれ
を損なうことがないようにして表示することができる。換言すれば、主表示領域は、放送
規格に準拠した画枠の映像をいっぱいに表示することができる大きさのものであるので放
送番組の映像などを損なうことなく表示した場合であっても、さらに追加の表示領域に各
種の情報を表示することができるようにされる。
【００４９】
【発明の実施の形態】
次に、図を参照しながら、この発明による映像表示装置の一実施の形態について説明する
。
【００５０】
［映像表示システムについて］
図１は、この発明による映像表示装置の一実施の形態が適用された映像表示装置２００が
用いられて構成された映像表示システムを説明するための図である。
図１に示すように、この実施の形態の映像表示システムは、ベース装置１００、映像表示
装置２００、外部機器３００とからなっている。ベース装置１００と映像表示装置２００
との間は、無線により通信を行なうことができるようにされている。無線通信のための送
受信アンテナは、ベース装置１００、映像表示装置２００ともその筐体内に内蔵されてい
る。
【００５１】
そして、図１に示すように、この実施の形態のベース装置１００は、例えば、デジタル衛
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星放送網やデジタルケーブルテレビ放送網などのデジタル放送網と、インターネット等の
通信網とに接続されるとともに、ＶＴＲ（Ｖｉｄｅｏ　Ｔａｐｅ　Ｒｅｃｏｒｄｅｒ）、
ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）プレーヤ、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ
　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅｒ）などの外部機器３００を接続することができるものである。
【００５２】
すなわち、ベース装置１００は、ＩＲＤ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｒｅｃｅｉｖｅｒ　Ｄ
ｅｃｏｄｅｒ）やＳＴＢ（Ｓｅｔ　Ｔｏｐ　Ｂｏｘ）と呼ばれるデジタル放送の受信機と
しての機能と、インターネット接続機能とを備えるとともに、各種の外部機器の接続が可
能とされたものである。
【００５３】
そして、ベース装置１００は、受信したデジタル放送信号や、インターネットを通じてダ
ウンロードするようにしたＷｅｂページや電子メールの情報、されには、外部機器からの
映像信号や音声信号を、パケット化するとともに、これを時分割多重化した送信信号を形
成して、これを映像表示装置２００に送信することができるものである。また、後述もす
るように、ベース装置１００は、映像表示装置２００からの制御信号などを受信し、受信
した制御信号などに応じた処理を行なうことができるものである。
【００５４】
なお、ベース装置１００に接続されたデジタル放送網を通じて提供されるデジタル放送信
号は、いわゆるデジタル多チャンネル放送の放送信号であり、１つの伝送路に複数のチャ
ンネルのテレビ放送番組やデータ放送番組の映像データや音声データ、さらにＥＰＧや種
々の制御データなどが時分割多重化されて提供されるものである。
【００５５】
使用者は、目的とするチャンネルが多重化されている伝送路を選局するとともに、目的と
する映像提供チャンネルを選択することにより、その目的とする映像提供チャンネルにお
いて放送するようにされている番組の視聴が可能となるようにされる。具体的には後述も
するように、この実施の形態においては、伝送路の選局処理は、ベース装置１００側にお
いて行なわれ、目的とする番組やＷｅｂページなどの映像提供チャンネルの選択抽出処理
は、映像表示装置２００側で行なわれるものとして説明する。
【００５６】
なお、この実施の形態においては、上述のように、多数のコンテンツが多重化されたデジ
タル多チャンネル放送信号の伝送路を単に伝送路と呼び、その伝送路を通じて伝送される
デジタル放送信号に多重化するようにされている多数のチャンネルのそれぞれを単にチャ
ンネルと呼ぶ、さらにベース装置１００から送出される多重化信号に多重化されているコ
ンテンツの提供チャンネルを映像提供チャンネルと呼ぶ。
【００５７】
すなわち、ベース装置１００から映像表示装置２００に送信される多重化信号は、デジタ
ル放送信号により提供された放送番組を提供するための映像提供チャンネルと、Ｗｅｂペ
ージや電子メールなどのインターネットを通じて取得したコンテンツなどを提供するため
の映像提供チャンネルと、外部機器から供給された例えば映画などのコンテンツを提供す
るための映像提供チャンネルとが多重化されたものである。
【００５８】
もちろん、これら全ての映像提供チャンネルが常に多重化されている訳ではない。例えば
、デジタル放送信号により提供された放送番組を提供するための映像提供チャンネルと、
インターネットを通じて取得したコンテンツなどを提供するための映像提供チャンネルだ
けが多重化されていたり、インターネットを通じて取得したコンテンツなどを提供するた
めの映像提供チャンネルと、外部機器から供給された例えば映画などのコンテンツを提供
するための映像提供チャンネルだけが多重化されていたりする場合なども有り得るもので
ある。
【００５９】
このように、ベース装置１００は、デジタル多チャンネル放送により提供される放送番組
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や、インターネットを通じて提供されるＷｅｂページや電子メール、さらには、外部機器
からの映像信号や音声信号などの種々のコンテンツを多重化した多重化信号（送信信号）
を形成し、これを映像表示装置２００に供給することができるものである。
【００６０】
そして、図１において、映像表示装置２００は、ベース装置１００からの多重化信号を受
信し、この受信したベース装置１００からの多重化信号に多重化されている目的とする映
像提供チャンネルのコンテンツを抽出して、そのコンテンツの映像、音声を視聴できるよ
うにするものである。
【００６１】
このため、映像表示装置２００は、表示素子としてのＬＣＤ２１１を備えるとともに、図
１においては図示しないがスピーカをも備えたものである。そして、後述もするように、
この実施の形態の映像表示装置２００のＬＣＤ２１１は、アスペクト比（画面の横縦比）
が１対１（１：１）の正方形の表示画面を有するものである。
【００６２】
そして、詳しくは後述もするが、例えば、図１において映像表示装置２００のＬＣＤ２１
１において、表示画面の上側４分の３を放送規格に準拠したアスペクト比が４対３の映像
を全く損なうことなく表示するための主表示領域とし、この主表示領域以外の表示領域を
追加の表示領域として、例えば、チャンネル選択のための情報などを表示するなどして用
いることができるようにしている。
【００６３】
この場合、ＬＣＤ２１１の表示画面の少なくとも追加の表示領域部分に座標検出パネルを
貼付しておくことにより、この座標検出パネルとチャンネル選択のための表示とによりい
わゆるタッチパネルを構成し、使用者からの入力操作を受け付ける操作入力受付手段とし
て用いることができるようにしている。
【００６４】
また、前述もしたように、ベース装置１００は、インターネットへの接続機能を備えてお
り、種々のＷｅｂページや自己宛ての電子メールをダウンロードしてきて映像表示装置２
００のＬＣＤ２１１に表示することが可能であるが、この場合には、主表示領域、追加の
表示領域の区別なく、ＬＣＤ２１１の表示画面の垂直方向にスクロールさせて表示するこ
とができるようにしている。
【００６５】
さらに、後述もするように、垂直方向にスクロールさせるようにしてＷｅｂページや電子
メールをＬＣＤ２１１の表示画面に表示する場合には、表示画面の水平方向の端部側には
、未使用領域が生じるが、ここに操作に関するアイコンなどの表示するとともに、この未
使用領域となる表示画面上の部分に座標検出パネルを貼付しておくことによりタッチパネ
ルを構成し、操作入力受付手段を設けるようにすることもできるようにしている。
【００６６】
すなわち、この実施の形態の映像表示システムは、テレビ放送番組の視聴も、インターネ
ットを通じてダウンロードするＷｅｂページやインターネットを通じて送受信する電子メ
ールの表示をも行なうため、放送規格に準拠した画枠の映像や垂直方向のスクロール（縦
スクロール）を伴う映像の両方を扱うことが要求されるが、そのいずれについても良好に
表示し、しかもこれらの映像を損なうことなくその他の情報をも表示して提供できるよう
にしようとするものである。
【００６７】
なお、前述もしたように、映像表示装置２００からベース装置１００に対して、例えばデ
ジタル多チャンネル放送の伝送路の選局指示などの制御信号を送信し、ベース装置１００
を映像表示装置２００を通じて遠隔操作することもできるようにしている。
【００６８】
このように、映像表示装置２００は、放送規格に準拠した画枠の映像を表示することが可
能な、例えば、アスペクト比が４対３（４：３）、あるいは、１６対９（１６：９）など
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の表示画面ではなく、アスペクト比が４対３、あるいは、１６対９の表示領域に連続して
、さらに垂直方向に追加の表示領域を有する表示画面のＬＣＤ２１１を備えたものである
。
【００６９】
なお、この実施の形態において、ＬＣＤ２１１の表示画面は、アスペクト比が１対１のも
のであるものとして説明するが、ＬＣＤ２１１の表示画面のアスペクト比は、厳密に１対
１でなくてもよい。例えば、１対０．９、１対１．１など、１対１近傍のアスペクト比で
あればよい。すなわち、従来の４対３、１６対９のアスペクト比の主表示領域に加えて、
垂直方向に追加の表示領域を設けた構成となっていればよい。
【００７０】
また、外部機器３００は、前述もしたように、ＶＴＲ、ＤＶＤプレーヤ、ＨＤＤなどの現
在市販されている電子機器である。このため、外部機器３００は、この実施の形態におい
ては、例えば、ＨＤＤであるものとし、その詳細な説明については省略する。
【００７１】
このように、図１に示すこの実施の形態の映像表示システムは、ベース装置１００からの
送信信号を映像表示装置２００が受信し、映像表示装置２００を用いて目的とするコンテ
ンツを視聴することができるようにしたものである。以下、ベース装置１００、映像表示
装置２００の具体的な構成と動作について説明する。
【００７２】
［ベース装置について］
まず、ベース装置１００について、具体的に説明する。図２は、ベース装置１００を説明
するためのブロック図である。図２に示すように、ベース装置１００は、デジタル放送網
との接続端子１０１、受信処理部１０２、スクランブル解除部（デ・スクランブル部）１
０３、通信網との接続端子１０４、通信処理部（モデム部）１０５、外部機器との接続端
子１０６、外部インターフェース部（以下、外部ＩＦ部と略称する。）１０７、送信信号
形成部１０８、送信処理部１０９、アンテナ共用機１１０、送受信アンテナ１１１、受信
処理部１１２を備えている。
【００７３】
また、ベース装置１００は、各部を制御する制御部１２０を備えている。この制御部１２
０は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１２１、ＲＯＭ（Ｒ
ｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１２２、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅ
ｍｏｒｙ）１２３、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎ
ｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）１２４が、ＣＰＵバス１２５を通じて接続され
て構成されたマイクロコンピュータである。
【００７４】
ここで、ＲＯＭ１２２は、このベース装置１００において実行するプログラムや処理に必
要になるデータやパラメータなどが記録されたものである。また、ＲＡＭ１２３は、主に
各種の処理おいて、処理の途中結果などを保持するなど、いわゆる作業領域として用いら
れるものである。また、ＥＥＰＲＯＭは、不揮発性のメモリであり、繰り返し使用するよ
うなデータなど常時記憶保持しておかなければならないデータやパラメータなどが記録さ
れるものである。
【００７５】
また、制御部１２０には、ＩＣカードインターフェース部（以下ＩＣカードＩＦ部と略称
する。）１３１、キー操作部１３２、表示部１３３が接続されている。ＩＣカードＩＦ部
１３１は、例えば、受信選局したデジタル放送信号に施されているスクラブ処理を解除す
るためのキー情報などが記録されたＩＣカード１４０からのデータの読み出し、および、
ＩＣカード１４０へのデータの書き込みを行なうものである。
【００７６】
キー操作部１３２は、例えば、電源のオン／オフスイッチなどの基本的な幾つかの操作キ
ーを有するものである。また、表示部１１３は、例えば、ＬＣＤやＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　
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Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）などからなり、状態表示やエラー表示などを行なう部分
である。
【００７７】
そして、デジタル放送網を通じて放送される多数のデジタル放送信号は、接続端子１０１
を通じて受信処理部１０２に供給される。受信処理部１０２は、制御部１２０からの制御
信号に基づいて、指示された伝送路のデジタル放送信号を選局し、選局したデジタル放送
信号を復調して、後段のスクランブル解除部１０３に供給する。
【００７８】
スクランブル解除部１０３は、これに供給されら復調後のデジタル放送信号に施されてい
るスクランブル処理を制御部１２０からのスクランブル解除のためのキー情報を用いて解
除し、これを送信信号形成部１０８に供給する。なお、スクランブル解除のためのキー情
報は、前述もしたように、ＩＣカードＩＦ部１３１を通じてＩＣカード１４０から読み出
された情報である。
【００７９】
一方、通信処理部１０５は、制御部１２０からの制御に応じて、所定のＩＳＰ（Ｉｎｔｅ
ｒｎｅｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｐｒｏｖｉｄｅｒ）のサーバを通じてインターネットに接続
し、目的とするＷｅｂページなどにアクセスして、これをダウンロードするようにする。
ダウンロードするようにしたＷｅｂページなどのインターネット上からのデータは、通信
処理部１０５において復調され、送信信号形成部１０８に供給される。
【００８０】
また、外部機器との接続端子１０６に接続された外部機器からの信号は、接続端子１０６
を通じて外部ＩＦ部１０７に供給される。接続端子１０６、外部ＩＦ部１０７は、所定の
デジタルインターフェース規格に準拠するものであり、例えば、ＩＥＥＥ（Ｉｎｓｔｉｔ
ｕｔｅ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｅｅｒｓ）
１３９４規格、あるいは、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）規格な
どに準拠するものである。
【００８１】
そして、外部ＩＦ部１０７は、これに供給された外部機器からのデジタル信号をこのベー
ス装置１００において処理が可能な形式のデジタル信号に変換し、変換後のデジタル信号
を送信信号形成部１０８に供給する。
【００８２】
送信信号形成部１０８は、これに供給されたデジタル信号をパケット化するとともに、こ
れを時分割多重化した多重化信号（送信信号）を形成する。この実施の形態において、ス
クランブル解除部１０３からのデジタル放送信号には、既に複数のチャンネルの放送番組
のデータがパケット化されて時分割多重化されている。
【００８３】
しかし、送信信号形成部１０８は、デジタル放送信号に多重化されている各チャンネルの
放送番組のパケットを分離し、必要に応じて再パケット化を行なってこの実施の形態の映
像表示システムに合致する形式のパケットを形成するとともに、通信処理部１０５からの
データや外部ＩＦ部１０７からのデータをも多重化した送信信号を形成する。
【００８４】
送信信号形成部１０８において形成された送信信号は、送信処理部１０９に供給される。
送信処理部１０９は、送信信号形成部１０８から供給された送信信号を実際に送信する形
式の信号にするために変調したり、必要なレベルにまで増幅したりするなどの処理を行な
う。処理後の信号は、共用器１１０、送受信アンテナ１１１を通じて映像表示装置２００
に送信される。
【００８５】
なお、共用器１１０は、送信する信号が、後述するように映像表示装置２００から送信さ
れ当該ベース装置１００が受信する信号に対して干渉することを防止するようにするため
のものである。
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【００８６】
このようにして、ベース装置１００は、デジタル放送により提供される放送番組、Ｗｅｂ
ページ、電子メール、外部機器からのコンテンツなどの種々のコンテンツをパケット化し
て時分割多重化した送信信号を形成し、これを映像表示装置２００に対して送信すること
ができるものである。
【００８７】
また、ベース装置１００は、前述もしたように、映像表示装置２００から送信されてくる
制御信号を受信し、この受信した制御信号に応じて各部を制御したり、また、映像表示装
置２００側において作成された送信用電子メールを受信し、これを目的とする相手先に送
信したりするなどのことができるようにされている。
【００８８】
すなわち、映像表示装置２００からの信号は、送受信アンテナ１１１により受信され、共
用器１１０を通じて受信処理部１１２に供給される。受信処理部１１２は、これに供給さ
れた受信信号を復調し、復調後の信号を制御部１２０に供給する。
【００８９】
制御部１２０は、受信処理部１１２からの信号がデジタル放送信号の選局変更要求である
場合には、これに応じて受信処理部１０２を制御し、受信選局するデジタル放送信号を変
更するようにする。また、制御部１２０は、受信処理部１1２からの信号が電子メールの
送信要求と送信用電子メールとであるときには、通信処理部１０５を制御し、送信用電子
メールを通信処理部１０５を通じて、目的とする相手先のメールボックスが設けられてい
るインターネット上のサーバ装置に送信するようにする。
【００９０】
この他、Ｗｅｂページや自己宛ての電子メールの取り込み要求など、映像表示装置２００
から送信されてくる使用者の要求に応じた制御信号に応じて、ベース装置１００は、種々
の処理を行なうことができるようにしている。
【００９１】
このように、ベース装置１００は、後述する映像表示装置２００を通じて遠隔操作し、選
局するデジタル放送信号の変更を行なったり、要求されたＷｅｂページにアクセスしてこ
れをダウンロードしたり、また、電子メールの受信や送信などを行なうことができるもの
である。
【００９２】
［映像表示装置について］
次に、映像表示装置２００について、具体的に説明する。図３は、映像表示装置２００を
説明するためのブロック図である。図３に示すように、映像表示装置２００は、送受信ア
ンテナ２０１、共用器２０２、受信処理部２０３、ベースバンドプロセッサ２０４、ＭＡ
Ｃ（メディア・アクセス・コントローラ）２０５、データ処理部２０６、ビデオ処理部２
０７、オーディオ処理部２０８、ＯＳＤ（オン・スクリーン・ディスプレイ）部２０９、
合成処理部２１０、ＬＣＤ２１１、スピーカ２１２、座標検出パネル２１３、座標検出部
２１４、送信信号形成部２１５、送信処理部２１６を備えている。
【００９３】
また、映像表示装置２００は、各部を制御する制御部２２０を備えている。この制御部２
２０は、ＣＰＵ２２１、ＲＯＭ２２２、ＲＡＭ２２３、ＥＥＰＲＯＭ２２４が、ＣＰＵバ
ス２２５を通じて接続されて構成されたマイクロコンピュータである。また、制御部２２
０には、例えば、電源のオン／オフスイッチ、音量調整キーなどの基本的な幾つかの操作
キーを有するものである。
【００９４】
ここで、ＲＯＭ２２２は、この映像表示装置２００において実行するプログラムや処理に
必要になるデータやパラメータ、文字フォントデータなどが記録されたものである。また
、ＲＡＭ２２３は、主に各種の処理おいて、処理の途中結果などを保持するなど、いわゆ
る作業領域として用いられるものである。また、ＥＥＰＲＯＭは、不揮発性のメモリであ
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り、繰り返し使用するようなデータなど常時記憶保持しておかなければならないデータや
パラメータ、あるいは、履歴情報などが記録されるものである。
【００９５】
そして、前述したように、ベース装置１００から送信される多重化信号は、送受信アンテ
ナ２０１により受信され、共用器２０２を通じて受信処理部２０３に供給される。受信処
理部２０３は、これに供給された多重化信号を復調し、復調後の多重化信号をベースバン
ドプロセッサ２０４に供給する。
【００９６】
ベースバンドプロセッサ２０４に供給された信号は、所定の方式でデータ圧縮されている
ので、ベースバンドプロセッサ２０４は、これに供給された信号を伸張処理して圧縮前の
元のデジタルデータに復元し、これをＭＡＣ２０５に供給する。
【００９７】
ＭＡＣ２０５は、これに供給されたデジタルデータから制御部２２０からの指示に応じた
コンテンツのデータを分離抽出する。そして、ＭＡＣ２０５は、分離抽出したコンテンツ
が、Ｗｅｂページや電子メールなどのデータコンテンツである場合には、これをデータ処
理部２０６に供給し、抽出したコンテンツが、テレビ放送番組などの映像データ（ビデオ
データ）である場合には、これをビデオ処理部２０７に供給する。また、ＭＡＣ２０５は
、抽出したオーディオデータをオーディオ処理部２０８に供給する。オーディオデータは
、オーディオデータ単独で提供される場合もあるが、通常はＷｅｂページやテレビ放送番
組の映像データに付随して提供するようにされている。
【００９８】
データ処理部２０６は、これに供給されたＷｅｂページや電子メールなどのデータからＬ
ＣＤ２１１の表示画面に立てスクロールするようにして表示する映像を形成するための映
像表示データを形成し、これを合成処理部２１０に供給する。また、ビデオ処理部２０７
は、これに供給された映像データから放送規格に準拠した画枠の映像であって、ＬＣＤ２
１１の表示画面の主表示領域に表示する映像を形成する映像表示データを形成し、これを
合成処理部２１０に供給する。
【００９９】
合成処理部２１０には、ＯＳＤ部２０９からの映像表示データも供給される。ＯＳＤ部２
０９は、この映像表示装置２００のＲＯＭ２２２などの保持されているフォントデータな
どに基づいて、データ処理部２０６からの映像表示データによる映像やビデオ処理部２０
７からの映像表示データによる映像とともに表示する映像を形成する映像表示データを形
成する。
【０１００】
図４は、この実施の形態の映像表示装置のＬＣＤ２１１の表示画面を説明するための図で
あり、図５、図６は、ＬＣＤ２１１の表示画面に表示される映像の表示例を説明するため
の図である。
【０１０１】
この実施の形態の映像表示装置２００のＬＣＤ２１１は、図４に示すように、アスペクト
比が１対１の表示画面を有するものである。このため、例えば、図５に示すように、ＬＣ
Ｄ２１１の表示画面の上側をアスペクト比が４対３の主表示領域２１１Ｍとし、この主表
示領域２１１Ｍにアスペクト比が４対３の放送規格に準拠した映像を表示した場合には、
ＬＣＤ２１１の表示画面の垂直方向の下側には、追加の表示領域２１１Ｓが存在する。
【０１０２】
また、図６に示すように、ＬＣＤ２１１の左側の領域２１１ＭＴにＷｅｂページなどの縦
スクロールするようにして表示する映像を表示した場合には、表示画面の右側には未使用
領域２１１ＳＴが生じる。
【０１０３】
ＯＳＤ部２０９は、図５に示した追加の領域２１１Ｓまたは図６に示した未使用領域２１
１ＳＴに表示する映像を表示するための映像表示データを形成する。なお、ＯＳＤ部２０
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９において形成される映像表示データは、詳しくは後述もするが、図５に示したような選
択可能なチャンネルに関する情報や図６に示したような操作に関する情報などである。
【０１０４】
なお、図５に示した例の場合には、ＬＣＤ２１１の表示画面において、上側のアスペクト
比が４対３の表示領域（垂直方向の上側７５％の表示領域）が放送番組の映像などの放送
規格に準拠した画枠の映像を主映像として表示する主表示領域２１１Ｍであり、下側のア
スペクト比が４対１の表示領域（垂直方向の下側２５％の表示領域）が追加の映像を表示
する追加の表示領域である。
【０１０５】
また、図６に示した例の場合には、ＬＣＤ２１１の表示画面において、左側の表示領域（
水平方向の左側８０パーセントの表示領域）がＷｅｂページなどの縦スクロールして表示
する映像を主映像として表示する主表示領域２１１ＭＴであり、右側の領域（水平方向の
右側２０％の表示領域）が未使用領域２１１ＳＴである。
【０１０６】
そして、合成処理部２１０は、これに供給された映像表示データによる映像を合成し、Ｌ
ＣＤ２１１のアスペクト比が１対１の表示画面に表示する映像を表示するための映像信号
を形成し、これをＬＣＤ２１１に供給する。これにより、ＬＣＤ２１１のアスペクト比が
１対１の表示画面いっぱいに、放送規格に準拠した画枠の映像とＯＳＤ部２０９からの映
像表示データによる映像とが、あるいは、Ｗｅｂページなどの縦スクロールして表示する
映像とＯＳＤ部２０９からの映像表示データによる映像とが、そのそれぞれの映像を侵す
ことなく表示するようにされる。
【０１０７】
また、オーディオ処理部２０８には、ＭＡＣ２０５において分離抽出されたオーディオデ
ータが供給されるので、オーディオ処理部２０８は、これを処理して、スピーカ２１２に
供給するアナログオーディオ信号を形成し、これをスピーカ２１２に供給する。これによ
り、ＭＡＣ２０５において分離抽出されたオーディオデータに応じた音声が、スピーカ２
１２から放音されることになる。
【０１０８】
このようにして、ベース装置１００からの多重化信号に多重化されているデータから使用
者が目的とするデータを抽出し、そのデータに応じた映像をＬＣＤ２１１の表示画面に表
示したり、そのデータに応じた音声をスピーカ２１２から放音したりすることができるよ
うにされる。
【０１０９】
そして、前述もしたように、この実施の形態の映像表示装置２００は、放送番組の映像な
どの放送規格に準拠した画枠の映像を表示する場合には、図５に示したように放送番組の
映像を侵すことがないように、追加の領域２１１Ｓにチャンネル選択に関する情報などを
表示することができるとともに、Ｗｅｂページなどの縦スクロールするようにして表示す
る映像を表示する場合には、図６に示したように表示画面の垂直方向いっぱいの領域を用
いて縦スクロールして表示するようにする映像を表示し、これを侵すことがないように未
使用領域２１１ＳＴに操作に関する情報などを表示することができるようにしている。
【０１１０】
さらに、この実施の形態の映像表示装置２００の場合には、ＬＣＤ２１１の表示画面上で
あって、少なくとも追加の表示領域２１１Ｓ上、および、未使用領域２１１ＳＴ部分には
、座標検出パネル２１３が貼付されている。この座標検出パネルには、座標検出部２１４
が接続され、座標検出パネル上の使用者の指などが接触された座標位置を検出し、これを
制御部２２０に通知することができるようにしている。
【０１１１】
そして、追加の表示領域２１１Ｓに表示される映像や未使用領域２１１ＳＴに表示された
映像と、座標検出パネル１２３および座標検出部２１４とによりタッチパネルを構成し、
使用者からの入力操作を受け付けることができるようにしている。
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【０１１２】
これにより、チャンネルの変更指示が入力されたときには、制御部２２０は、ＭＡＣ２０
４を制御して、指示されたチャンネルの映像を分離抽出し、これに応じた映像を表示する
ようにする。なお、分離抽出されるデータが、放送規格に準拠した画枠の映像か、縦方向
にスクロールして表示するようにする映像かに応じて、合成処理部２１０も制御されるこ
とになる。
【０１１３】
また、タッチパネルを通じて受け付けた入力操作が、デジタル放送信号の伝送路の変更指
示や、ＷｅｂページのＵＲＬなどの場合には、それらの指示や情報は、制御部２２０から
送信信号形成部２１５に供給される。送信信号形成部２１５は、制御部２２０からの情報
に基づいて、ベース装置１００に送信する制御信号などの送信信号を形成し、これを送信
処理部２１６に供給する。
【０１１４】
送信処理部２１６は、送信信号形成部２１５からの送信信号を変調するなどして、実際に
送信する信号を形成し、これを共用器２０２、送受信アンテナ２０１を通じてベース装置
１００に送信する。これにより、前述もしたように、ベース装置１００は、映像表示装置
２００からの制御信号や要求などに応じた処理を行なうことができるようにしている。
【０１１５】
なお、この実施の形態の映像表示装置２００は、ＬＣＤ２１１の表示画面の座標検出パネ
ルが貼付された部分に、電子メールを作成するためのキーボードの表示を表示して、いわ
ゆるソフトウエアキーボードを実現するようにしている。これにより、電子メールの作成
も映像表示装置２００を通じて行い、ベース装置１００を介してインターネット上の目的
とする相手先のサーバのメールボックスに送信することができるようにしている。
【０１１６】
このように、この実施の形態の映像表示システムは、ベース装置１００と映像表示装置２
００とが協働し、デジタル放送により提供される放送番組やインターネットを通じて取得
したＷｅｂページや電子メールをタッチパネルの映像に侵されることなく表示して観視す
ることができるとともに、タッチパネルによって、種種の操作を使用者が簡単に行なうこ
とができるようにしている。
【０１１７】
［具体的な表示態様について］
次に、ＬＣＤ２１１の表示画面への映像の具体的な表示態様について説明する。図７～図
１１は、アスペクト比が１対１のＬＣＤ２１１の表示画面に映像を表示する場合の表示態
様を説明するための図である。ここでは、主映像として放送規格に準拠した画枠の映像で
あるアスペクト比が４対３の映像を表示する場合を例にして説明する。
【０１１８】
図７、図８は、主映像を侵すことなく、選択可能な映像提供チャンネルに関する情報をタ
ッチパネルの映像として表示する場合の表示態様について説明するものである。
【０１１９】
まず、図７は、ＬＣＤ２１１の表示画面の上側のアスペクト比が４対３の主表示領域２１
１Ｍに、視聴するように選択された放送番組の映像を表示するようにするとともに、主表
示領域２１１Ｍの下側の追加の表示領域２１１Ｓには、よく視聴するようにしている映像
提供チャンネルにおいて、現在放送されている放送番組の映像をサムネイル（画像見本）
として表示するようにしたものである。
【０１２０】
図７において、追加の表示領域２１１Ｓ内に表示された現選択チャンネル（図においては
現選択ｃｈと記載。）２１１Ａは、主表示領域２１１Ｍに表示されている映像（番組）を
提供している映像提供チャンネルのチャンネル番号である。また、Ｕ／Ｄキー２１１Ｂは
、映像提供チャンネルを順次に変更するためのチャンネルアップ／ダウンキーである。ま
た、メニューキー２１１Ｃは、追加の表示領域２１１Ｓにメニュー画面を表示するための
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いわゆるメニュー呼び出しキーである。
【０１２１】
そして、追加の表示領域２１１Ｓの表示Ｃ１、表示Ｃ２、表示Ｃ３が、よく視聴している
映像提供チャンネルのサムネイルであり、この例の場合には、よく視聴している映像提供
チャンネルの上位３つのチャンネルのサムネイルを表示するようにしている。
【０１２２】
この実施の形態において、表示Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３に表示する情報は、制御部２２０の制御
により、ＭＡＣ２０５において分離抽出するようにされた映像提供チャンネルの映像を制
御部２２０を通じてＯＳＤ部２０９に供給し、ＯＳＤ２０９においてサイズ調整を行なう
とともに、現選択チャンネル２１１Ａ、Ｕ／Ｄキー２１１Ｂ、メニューキー２１１Ｃなど
と合成され、これが合成処理部２１０に供給されてビデオ処理部２０７からの主表示領域
２１１Ｍに表示される映像と合成されて、ＬＣＤ２１１の表示画面に表示するようにされ
る。
【０１２３】
なお、サムネイルとして表示する映像提供チャンネルの映像データをＭＡＣ２０５から直
接にＯＳＤ部２０９に供給して処理するように映像表示装置２００を構成するようにする
こともできる。
【０１２４】
そして、表示Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３のうちの目的とする映像提供チャンネルのサムネイルの表
示部分に使用者が指などを接触させると、その接触位置が座標検出パネル２１３、座標検
出部２１４を通じて検出され、これが制御部２２０に通知される。制御部２２０は、検出
された接触位置を示す座標から、使用者によりどの映像提供チャンネルが選択されたかを
判別し、ＭＡＣ２０５を制御して、分離抽出する映像提供チャンネルを選択されたチャン
ネルに変更する。このように、表示Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３を映像提供チャンネルの選択のサム
ネイルとして用いるようにすることができる。
【０１２５】
なお、よく視聴している映像提供チャンネルか否かは、映像提供チャンネル毎に例えば視
聴時間の累計を映像表示装置２００のＥＥＰＲＯＭ２２４などのメモリに蓄積しておくよ
うにすることによって、制御部２２０において比較的に簡単に判別することができる。も
ちろん、視聴時間のほか、選択回数などの必要な情報を各映像提供チャンネル毎の視聴履
歴として蓄積し、これを利用するようにすることもできる。
【０１２６】
次に、図８に示す表示態様の場合について説明する。この図８の例の場合にも、ＬＣＤ２
１１の表示画面の上側のアスペクト比が４対３の主表示領域２１１Ｍに、視聴するように
選択された放送番組の映像を表示することは、図７に示した例の場合と同じである。しか
し、図８に示した例の場合には、主表示領域２１１Ｍの下側の追加の表示領域２１１Ｓに
は、現在選択可能な全ての映像提供チャンネルにおいて放送されている放送番組の映像を
サムネイルとして表示するようにしたものである。
【０１２７】
この図８の例の場合には、ベース装置１００からの多重化信号に多重化されている映像提
供チャンネルが１２チャンネル分あり、そのそれぞれの映像提供チャンネルのサムネイル
を表示ＣＨ１～ＣＨ１２として表示するようにしたものである。
【０１２８】
このように、１２チャンネル分のサムネイルの表示は、主にＣＭ（コマーシャル）放送時
に有効なものである。例えば、ＣＭ時に他のチャンネルを選択し、初めに視聴していた映
像提供チャンネルのＣＭが終了したのをサムネイルによって確認して主映像表示領域２１
１Ｍに表示する映像を元の映像チャンネルの映像に戻すようにするなどのことができる。
【０１２９】
なお、追加の表示領域２１１Ｓに表示する映像は、図７の表示態様の場合と同様に、ＭＡ
Ｃ２０５において分離抽出した各映像提供チャンネルの映像データをＯＳＤ部２０９にお
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いて処理することにより形成することができる。
【０１３０】
このように、図７、図８に示したように、選択可能な映像提供チャンネルのサムネイルを
追加の表示領域２１１Ｓに表示することによって、使用者は、映像提供チャンネルにおい
て提供されている映像を確認して、目的とする映像提供チャンネルを選択するようにする
ことができる。また、図７に示した表示態様の場合には、選択される可能性の高い映像提
供チャンネルに絞ってそのチャンネルのサムネイルを表示することができるので、確認、
選択を迅速に行なうことができる。
【０１３１】
また、通常は、図７に示した表示態様で表示を行なうようにしておき、例えば、メニュー
キー２１１Ｃを操作するなどの所定の操作を行なうことにより、必要に応じて図８に示し
た表示態様で表示を行なうようにすることによって、視聴頻度の低い映像提供チャンネル
についても支障なく選択することができる。
【０１３２】
なお、図７、図８に示した表示態様の例の場合には、映像提供チャンネルを通じて提供さ
れている映像（現在放送中の番組の映像）をサムネイルとして表示するようにしたが、こ
れに限るものではない。例えば、図５に示したように、各映像提供チャンネルのチャンネ
ル番号や各映像提供チャンネルにおいて放送番組を提供している放送会社のロゴマークな
どの予め決められた映像を固定的に用いるようにしてもよい。
【０１３３】
次に、図９、図１０、図１１に示す表示態様について説明する。図９、図１０、図１１は
、主映像を侵すことなく、例えばインターネット等の通信ネットワークを通じて提供され
る情報などをも追加の領域に表示する場合の表示態様について説明するものである。
【０１３４】
まず、図９に示す表示態様であるが、この図９に示す表示態様の場合にも、ＬＣＤ２１１
の表示画面の上側のアスペクト比が４対３の主表示領域２１１Ｍに、視聴するように選択
された放送番組の映像を表示することは、図７、図８の場合と同様である。
【０１３５】
そして、図９に示す表示態様の場合には、よく視聴するようにしている映像提供チャンネ
ルのチャンネル番号の表示２１１ＣＨと、インターネットを通じてベース装置１００が取
得したＷｅｂページの情報の表示２１１Ｎとを追加の表示領域２１１Ｓに表示するように
している。
【０１３６】
また、Ｗｅｂページの情報の表示２１１Ｎは、例えば、水平方向にスクロールすることに
よって、比較的に長い文章も表示することができるようにされる。なお、図９において、
現選択チャンネル２１１Ａ、Ｕ／Ｄキー２１１Ｂ、メニューキー２１１Ｃは、前述した図
７、図８の場合と同様の機能を有するものである。
【０１３７】
そして、この図９に示す表示態様の場合、チャンネル番号の表示２１１ＣＨ、および、現
選択チャンネル２１１Ａ、Ｕ／Ｄキー２１１Ｂ、メニューキー２１１Ｃの各表示は、制御
部２２０により、例えば、ＲＯＭ２２２に用意されたフォントデータなどが用いられてＯ
ＳＤ部２０９において形成される。また、Ｗｅｂページの情報の表示２１１Ｎは、制御部
２２０の制御によりＭＡＣ２０５において分離抽出され、制御部２２０を通じてＯＳＤ部
に供給されるＷｅｂページの情報に基づいて、ＯＳＤ部２０９において形成される。
【０１３８】
このようにして、ＯＳＤ部２０９において形成された映像データが、合成処理部２１０に
おいて、ビデオ処理部２０７からの映像データと合成され、図９に示すように、放送規格
に準拠した画枠の映像と、チャンネル番号の表示２１１ＣＨと、Ｗｅｂページの情報（こ
の例の場合にはニュースを通知するための文字情報）２１１Ｎが、それぞれ別個の表示領
域に表示される。
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【０１３９】
次に、図１０に示す表示態様の場合について説明する。この図１０に示す表示態様の場合
にも、ＬＣＤ２１１の表示画面の上側のアスペクト比が４対３の主表示領域２１１Ｍに、
視聴するように選択された放送番組の映像を表示することは、図７、図８、図９の場合と
同様である。
【０１４０】
そして、図１０に示す表示態様の場合には、インターネットを通じてベース装置１００が
取得したＷｅｂページの情報の表示を追加の表示領域２１１Ｓに表示するようにしている
。図１０において、現選択チャンネル２１１Ａ、メニューキー２１１Ｃは、前述した図７
、図８、図９に示した対応する表示と同様の機能を有するものである。
【０１４１】
この図１０に示す表示態様の場合には、Ｗｅｂページの情報であって、天気予報に関する
情報２１１Ｗと、ニュースに関する情報２１１Ｎとを表示するようにしたものである。天
気予報に関する情報２１１Ｗは、例えば、その日の６時間毎の天気を示す表示と、最低気
温／最高気温の表示とからなるものである。また、ニュースに関する表示２１１Ｎは、図
９に示し表示態様の場合と同様に、ニュースを通知するための文字情報である。
【０１４２】
そして、天気予報に関する情報２１１Ｗと、ニュースに関する情報２１１Ｎとは、制御部
２２０の制御によりＭＡＣ２０５において分離抽出され、制御部２２０を通じてＯＳＤ部
に供給されるＷｅｂページの情報に基づいて、ＯＳＤ部２０９において形成される。
【０１４３】
このようにして、ＯＳＤ部２０９において形成された映像データが、合成処理部２１０に
おいて、ビデオ処理部２０７からの映像データと合成され、図１０に示すように、放送規
格に準拠した画枠の映像と、Ｗｅｂページの情報であって、天気予報に関する情報２１１
Ｗとニュースに関する情報２１１Ｎが、それぞれ別個の表示領域に表示される。
【０１４４】
次に、図１１に示す表示態様について説明する。図１１は、主映像を侵すことなく、電子
番組表を追加の領域に表示する場合の表示態様について説明するものである。この図１１
に示す表示態様の場合にも、ＬＣＤ２１１の表示画面の上側のアスペクト比が４対３の主
表示領域２１１Ｍに、視聴するように選択された放送番組の映像を表示することは、図７
～図１０の場合と同様である。
【０１４５】
そして、この図１１の場合には、追加の表示領域２１１Ｓに放送番組の番組表２１１Ｅと
、この番組表から目的とする番組を選択するためにカーソルを移動させるための矢印キー
群２１１Ｄと、メニューキー２１１Ｃを表示するようにしている。
【０１４６】
この場合、番組表を表示するための情報は、基本的には、インターネットを通じて配信す
るようにされたり、あるいは、デジタル放送信号に多重化されて提供されたりしたもので
あり、前述もしたようにベース装置１００から送信されてくる多重化信号に多重化されて
いるものである。
【０１４７】
なお、ベース装置１００は、必要に応じて、デジタル多チャンネル放送信号にもともと多
重化されていた番組表にＷｅｂページ用の映像提供チャンネルを追加するな度の若干の変
更を加えることもできるようにされている。
【０１４８】
そして、電子番組表は、制御部２２０の制御によりＭＡＣ２０５においてベース装置１０
０からの多重化信号から分離抽出され、制御部２２０を通じてＯＳＤ部に供給される番組
表データ（ＥＰＧデータ）に基づいて、ＯＳＤ部２０９において形成される。番組表以外
のメニューキー２１１Ｃ、矢印キー群２１１Ｄは、制御部２２０により、例えば、ＲＯＭ
２２２に用意されたフォントデータなどが用いられてＯＳＤ部２０９において形成される
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。
【０１４９】
このようにして、ＯＳＤ部２０９において形成された像表示データが、合成処理部２１０
において、ビデオ処理部２０７からの映像表示データと合成され、図１１に示すように、
放送規格に準拠した画枠の映像と、番組表表示２１１Ｅとが、重なり合うなどのことなく
、それぞれ別個の表示領域に表示される。
【０１５０】
図９、図１０、図１１に示した表示態様のように、映像表示装置２００は、放送規格に準
拠した画枠の映像とともに、Ｗｅｂページの情報などを放送規格に準拠した画枠の映像を
侵すことなく表示し、視聴者に提供することができる。したがって、天気予報やニュース
が見たいために、わざわざ映像提供チャンネルを替えたり、Ｗｅｂページ画面を呼び出し
たり、番組表画面を呼び出すなどのことを行なうことなく、必要な情報を得ることができ
る。
【０１５１】
以上、図７～図１１を用いて説明したように、この実施の形態の映像表示装置２００は、
ＬＣＤ２１１のアスペクト比が１対１の表示画面を放送規格に準拠した画枠の映像を表示
するための主表示領域と、他の種々の映像を表示するための追加の表示領域とに分け、そ
のそれぞれの表示領域に異なる映像を表示できるものである。
【０１５２】
また、追加の表示領域２１１Ｓに表示された映像と、表示画面の追加の表示領域上に貼付
された座標検出パネル２１３、座標検出部２１４とにより主表示領域２１１Ｍに表示され
た映像を侵すことなくいわゆるタッチパネルを構成し、このタッチパネルを通じて使用者
からの操作入力を受け付けることができるようにしている。
【０１５３】
さらに、この実施の形態の映像表示装置２００は、Ｗｅｂページや電子メールなどの縦ス
クロールして表示するようにする映像をＬＣＤ２１１の表示画面に表示する場合には、図
６を用いて前述したように、ＬＣＤ２１１の縦方向いっぱいにＷｅｂページや電子メール
を表示するようにするとともに、水平方向の端部側、例えば、図６に示したように、表示
画面に向かって右側に生じる未使用領域に、操作に関する情報などを表示するようにする
こともできる。
【０１５４】
すなわち、映像表示装置２００に対して、使用者が目的とするＷｅｂページへのアクセス
指示や自機宛の電子メールの受信指示を入力すると、この操作入力に応じた制御信号や要
求信号が映像表示装置２００において形成され、これがベース装置１００に送信される。
ベース装置１００は、制御信号や要求信号に応じて、目的とするＷｅｂページや自機宛の
電子メールをダウンロードしてきて、他のデータとともに多重化して、映像表示装置２０
０に送信する。
【０１５５】
そして、映像表示装置２００の制御部２２０は、使用者からの操作入力が、Ｗｅｂページ
や電子メールなどの縦スクロールする映像の表示指示であるときには、その指示されたＷ
ｅｂページや電子メールを図６に示したように、ＬＣＤ２１１の表示画面の向かって左側
に表示し、Ｗｅｂページや電子メールなどの縦スクロールする映像の表示に用いられない
未使用表示領域に操作に関する映像などを表示する。
【０１５６】
この場合、制御部２２０から制御に応じてＭＡＣにおいて分離抽出されるＷｅｂページや
電子メールなどの表示を行なうための映像表示データは、データ処理部２０６に供給され
、ここで処理されて合成処理部２１０に供給される。また、未使用表示領域に表示する操
作に関する情報などは、制御部２２０により、例えば、ＲＯＭ２２２に用意されたフォン
トデータなどが用いられてＯＳＤ部２０９において形成される。
【０１５７】
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このようにして、ＯＳＤ部２０９において形成された映像データが、合成処理部２１０に
おいて、データ処理部２０６からの映像データと合成され、図６に示すように、縦スクロ
ールする映像と操作に関する情報とをそのそれぞれが重複することなく、別々の表示領域
に表示させることができる。
【０１５８】
そして、未使用領域に表示する映像は、図６に示したように、「ホーム」、「更新」、「
検索」、「中止」、「ヘルプ」、「メニュー」などの各操作に対応するアイコンを表示し
、この表示部分に座標検出パネルを貼付しておくことにより、いわゆるタッチパネルを構
成し、このタッチパネルを通じて、使用者からの操作入力を受け付けることができるよう
にされる。
【０１５９】
また、操作に関する情報だけでなく、基本的には、図７～図１１を用いて説明した場合と
同様に、選択可能な映像提供チャンネルに関する情報、天気予報やニュースなどのインタ
ーネットを通じて取得する情報等を種々の態様で表示するようにすることができる。
【０１６０】
［映像表示装置２００の動作について］
次に、図１２のフローチャートを参照しながら、映像表示装置２００においての映像の表
示制御処理について説明する。図１２に示すフローチャートは、映像表示装置２００に電
源が投入され、例えば、ラストチャンネルメモリ機能などが用いられて、所定の映像提供
チャンネルの映像がＬＣＤ２１１の表示画面に表示された後に、所定のタイミング毎に実
行される処理である。
【０１６１】
すなわち、制御部２２０は、所定の時間間隔毎に図１２に示す処理を実行し、まず、使用
者からの操作入力を受け付ける（ステップＳ１０１）。このステップＳ１０１の処理は、
前述したタッチパネルを通じての操作入力と、映像表示装置の筐体に設けられている音量
調整キーなどのハードウエアキーを通じての操作入力との両方を含むものである。
【０１６２】
そして、制御部２２０は、使用者からの操作入力を受け付けたか否かを判断する（ステッ
プＳ１０２）。ステップＳ１０２の判断処理において、操作入力を受け付けていないと判
断したときには、制御部２２０は、図１２に示す処理を終了し、この図１２に示す処理の
次の実行タイミングまで待つ。
【０１６３】
ステップＳ１０２の判断処理において、使用者からの操作入力を受け付けたと判断したと
きには、制御部２２０は、受け付けた操作入力は、映像提供チャンネルの選択入力か否か
を判断する（ステップＳ１０３）。ステップＳ１０３の判断処理において、受け付けた操
作入力は、例えば、メニューキー操作や音量調節キー操作などであり、映像提供チャンネ
ルの選択入力でないと判断したときには、制御部２２０は、メニュー表示や音量調整など
のステップＳ１０１において受け付け操作入力に応じた処理を実行し（ステップＳ１０４
）、この図１２に示す処理を終了し、この図１２に示す処理の次の実行タイミングまで待
つ。
【０１６４】
ステップＳ１０３の判断処理において、受け付けた入力操作が、映像提供チャンネルの選
択入力であると判断したときには、制御部２２０は、選択された映像提供チャンネルは、
放送規格に準拠した画枠の映像を提供するチャンネルか否かを判断する（ステップＳ１０
５）。このステップＳ１０５の判断処理は、制御部２２０が、サムネイルやアイコンなど
のチャンネルに関する情報と、映像の形式とを管理しておくことにより用意に判断するこ
とができる。また、選択された映像提供チャンネルを通じて伝送されてくるパケットのヘ
ッダ部の情報に応じて判断するようにすることもできる。
【０１６５】
そして、ステップＳ１０５の判断処理において、選択された映像提供チャンネルを通じて
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提供される映像が、放送規格に準拠した画枠の映像、すなわち、アスペクト比が４対３の
画枠の映像であると判断したときには、制御部２２０は、各部を制御し、放送規格の映像
を主映像として、主表示領域２１１Ｍに表示するとともに、ＯＳＤ部２０９において形成
した映像を追加の表示領域２１１Ｓに表示するようにして（ステップＳ１０６）、この図
１２に示す処理を終了し、図１２に示した処理の次の実行タイミングまで待つ。
【０１６６】
また、ステップＳ１０５の判断処理において、選択された映像提供チャンネルを通じて提
供される映像が、例えば、Ｗｅｂページなどのように放送規格に準拠した画枠の映像でな
い映像であると判断したときには、制御部２２０は、各部を制御し、放送規格の映像でな
い映像を主映像として、表示画面の向かって左側に縦スクロールが可能な態様で表示する
とともに、ＯＳＤ部２０９において形成した映像を未使用領域２１１ＳＴに表示して（ス
テップＳ１０７）、この図１２に示す処理を終了し、図１２に示した処理の次の実行タイ
ミングまで待つ。
【０１６７】
このように、この実施の形態の映像表示装置２００は、放送規格に準拠した画枠の映像や
Ｗｅｂページなどの縦スクロールして表示する映像を損なうことなく、種々の付随的な映
像を１つの表示画面中に表示することができる。
【０１６８】
なお、この実施の形態においては、ベース装置１００と映像表示装置２００とは別体の装
置である場合を例にして説明したが、これに限るものではない。ベース装置１００と映像
表示装置２００との機能を併せ持つ映像表示装置を構成することもできる。
【０１６９】
また、ベース装置に複数のアナログテレビ放送の受信機能を設け、受信した複数のアナロ
グテレビ放送信号をデジタル化するとともに、パケット化、多重化するようにした多重化
信号を映像表示装置に送信するようにすることもできる。またこのような、複数のアナロ
グテレビ放送の受信機能を設け備えた映像表示装置を構成することも可能である。
【０１７０】
また、ＬＣＤ２１１の表示画面の大きさは、そのアスペクト比が１対１、あるいは、その
近傍の比率のものであれば、様々なものを構成することができる。すなわち、大型の表示
素子を用いたものや、もっとコンパクトな表示素子を用いたものなど、様々な大きさのＬ
ＣＤを用いることができる。
【０１７１】
また、前述の実施の形態においては、追加の表示領域は、主表示領域の下側に設け、未使
用領域は、縦スクロールするようにして表示する映像の左側に設けるようにした場合を例
にして説明した。しかし、これに限るものではない。追加の表示領域は、主表示領域の上
側に設けてもよいし、上側と下側の両方に設けてもよい。また、未使用領域は、縦スクロ
ールするようにして表示する映像の右側に設けてもよいし、右側と左側の両方に設けるよ
うにしてもよい。
【０１７２】
また、追加の領域２１１Ｓや未使用領域２１１ＳＴに表示する映像は、前述したものに限
るものではない。例えば、自機宛の電子メールが到着したときには、これをリアルタイム
に表示するようにしてもよいし、また、電子メールを作成する場合にも用いるようにして
もよい。また、映像表示装置の各種の状態、音量、輝度、コントラストなどを表示するよ
うにしてもよい。この他、追加の領域２１１Ｓや未使用領域２１１ＳＴには、種々の映像
を表示することができる。
【０１７３】
また、前述の実施の形態において、映像表示装置２００には、表示素子としてＬＣＤを用
いた場合を例にして説明したが、表示素子は、ＬＣＤに限るものではなく、ＣＲＴ（Ｃａ
ｔｈｏｄｅ－Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）であってもよい。
【０１７４】



(19) JP 4802425 B2 2011.10.26

10

20

30

40

50

また、この発明による映像表示装置を、例えば、パーソナルコンピュータなどに搭載する
ようにすることも可能である。
【０１７５】
また、映像表示装置は、アスペクト比が１対１、あるいは、ほぼ１対１の構成とされるの
で、従来のアスペクト比が４対３、１６対９といった横長の映像表示装置と明確に区別し
、そのアイデンティティを確立することができる。
【０１７６】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明による映像表示装置によれば、放送規格の映像を損なうこ
となく、タッチパネルを構成するための映像を表示できるようにしたり、Ｗｅｂページや
電子メールなどの縦長の表示が適しているものの場合には、画面の水平方向の端部側にタ
ッチパネルを設けるようにしたりするなど、表示画面を有効に活用し、従来できなかった
態様で様々な映像を表示することができる。
【０１７７】
また、放送規格に準拠した画枠の映像、Ｗｅｂページ、電子メールなどの様々な形の表示
フレームに合わせて、綺麗な画面レイアウトができる。
【０１７８】
また、タッチパネルを設ける表示画面上の領域が広いので、更なるキーレス化を図るとと
もに、新たなＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を設けるこ
とが容易となる。
【０１７９】
また、放送規格に準拠した画枠の映像やＷｅｂページなどの縦スクロールして表示するよ
うにする映像などの主映像を侵すことがないように、他の情報を表示し、主映像と他の情
報との両方をスムーズに見られるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明による映像表示装置の一実施の形態が用いられて形成された映像表示シ
ステムを説明するための図である。
【図２】図１に示したベース装置１００の構成を説明するためのブロック図である。
【図３】図１に示した映像表示装置２００の構成を説明するためのブロック図である。
【図４】図３に示した映像表示装置２００のＬＣＤの表示画面の形状について説明するた
めの図である。
【図５】映像表示装置２００のＬＣＤの表示画面への映像の表示態様を説明するための図
である。
【図６】映像表示装置２００のＬＣＤの表示画面への映像の他の表示態様を説明するため
の図である。
【図７】映像表示装置２００のＬＣＤの表示画面への映像の表示態様の具体例を説明する
ための図である。
【図８】映像表示装置２００のＬＣＤの表示画面への映像の表示態様の具体例を説明する
ための図である。
【図９】映像表示装置２００のＬＣＤの表示画面への映像の表示態様の具体例を説明する
ための図である。
【図１０】映像表示装置２００のＬＣＤの表示画面への映像の表示態様の具体例を説明す
るための図である。
【図１１】映像表示装置２００のＬＣＤの表示画面への映像の表示態様の具体例を説明す
るための図である。
【図１２】映像表示装置２００において行われる映像表示制御処理を説明するためのフロ
ーチャートである。
【符号の説明】
２００…映像表示装置、２０１…送受信アンテナ、２０２…共用器、２０３…受信処理部
、２０４…ベースバンドプロセッサ、２０５…ＭＡＣ（メディア・アクセス・コントロー
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ラ）、２０６…データ処理部、２０７…ビデオ処理部、２０８…オーディオ処理部、２０
９…ＯＳＤ（オン・スクリーン・ディスプレイ）部、２１０…合成処理部、２１１…ＬＣ
Ｄ、２１２…スピーカ、２１３…座標検出パネル、２１４…座標検出部、２１５…送信信
号形成部、２１６…送信処理部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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