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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ディスクにおいてコンテンツの録画及び再生が可能なデジタル放送受信装置であって
、
　装着された光ディスクが再生専用であるか録画可能であるかを判別すると共に、表示画
面を制御する制御部を備え、
　光ディスクが装着された際、前記制御部は、デジタル放送や外部入力のコンテンツを表
示する第１の表示領域と、前記光ディスクの準備中であることを示すメッセージを表示す
る第２の表示領域とを含む表示画面を表示させ、
　前記光ディスクが再生専用である場合、前記光ディスクの準備が完了したら前記光ディ
スクに録画されたコンテンツの再生画面のみを表示させることを特徴とするデジタル放送
受信装置。
【請求項２】
　光ディスクにおいてコンテンツの録画及び再生が可能なデジタル放送受信装置であって
、
　装着された光ディスクが再生専用であるか録画可能であるかを判別すると共に、表示画
面を制御する制御部を備え、
　光ディスクが装着された際、前記制御部は、デジタル放送や外部入力のコンテンツを表
示する第１の表示領域と、前記光ディスクの準備中であることを示すメッセージを表示す
る第２の表示領域とを含む表示画面を表示させ、
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　前記光ディスクが録画可能である場合、前記第２の表示領域に前記光ディスクに録画さ
れたコンテンツタイトルの一覧をさらに表示させ、
　前記光ディスクの準備が終了したら前記第２の表示領域における前記メッセージを消去
することを特徴とするデジタル放送受信装置。
【請求項３】
　光ディスクにおいてコンテンツの録画及び再生が可能なデジタル放送受信装置であって
、
　装着された光ディスクが再生専用であるか録画可能であるかを判別すると共に、表示画
面を制御する制御部を備え、
　光ディスクが装着された際、前記制御部は、デジタル放送や外部入力のコンテンツを表
示する第１の表示領域と、前記光ディスクの準備中であることを示すメッセージを表示す
る第２の表示領域とを含む表示画面を表示させ、
　前記光ディスクが再生専用である場合、前記光ディスクの準備が完了したら前記光ディ
スクに録画されたコンテンツの再生画面のみを表示させ、
　前記光ディスクが録画可能である場合、前記第２の表示領域に前記光ディスクに録画さ
れたコンテンツタイトルの一覧をさらに表示させ、
　前記光ディスクの準備が終了したら前記第２の表示領域における前記メッセージを消去
することを特徴とするデジタル放送受信装置。
【請求項４】
　前記第２の表示領域に表示された前記コンテンツタイトルの一覧において所定のコンテ
ンツタイトルが選択された場合、該コンテンツタイトルの再生画面のみを表示させること
を特徴とする請求項２又は３に記載のデジタル放送受信装置。
【請求項５】
　前記第２の表示領域に表示された前記コンテンツタイトルの一覧においてカーソルを表
示させ、カーソルが合わさったコンテンツタイトルのサムネール動画を前記第２の表示領
域においてさらに表示させることを特徴とする請求項２乃至４のいずれか１項に記載のデ
ジタル放送受信装置。
【請求項６】
　前記光ディスクに記録された識別ＩＤに基づいて、前記第２の表示領域に表示される前
記コンテンツタイトルの一覧の外観を変化させることを特徴とする請求項２乃至５のいず
れか１項に記載のデジタル放送受信装置。
【請求項７】
　光ディスクにおいてコンテンツの録画及び再生が可能なデジタル放送受信装置における
表示画面を制御する方法であって、
　光ディスクが装着された際、デジタル放送や外部入力のコンテンツを表示する第１の表
示領域と、前記光ディスクの準備中であることを示すメッセージを表示する第２の表示領
域とを含む表示画面を表示させるステップと、
　装着された光ディスクが再生専用であるか録画可能であるかを判別するステップと、
　前記光ディスクが再生専用である場合、前記光ディスクの準備が完了したら前記光ディ
スクに録画されたコンテンツの再生画面のみを表示させるステップと、
　前記光ディスクが録画可能である場合、前記第２の表示領域に前記光ディスクに録画さ
れたコンテンツタイトルの一覧をさらに表示させるステップと、
　前記光ディスクが録画可能である場合、前記光ディスクの準備が終了したら前記第２の
表示領域における前記メッセージを消去することを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項７の方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項９】
　請求項８に記載のプログラムを記録するコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１０】
　再生専用光ディスクの再生が可能なデジタル放送受信装置であって、
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　放送番組の視聴画面あるいはコンテンツの再生画面を全画面で表示する第１の表示モー
ドと、
　放送番組の視聴画面あるいはコンテンツの再生画面を縮小して表示する第１の表示領域
と、前記第１の表示領域以外の第２の表示領域とを含む表示画面を表示する第２の表示モ
ードとを切替えて表示し、
　再生専用光ディスクが装着されると、前記第２の表示モードで画面表示を行い、再生準
備が完了するまで、前記第１の表示領域に、前記再生専用光ディスクの装着前に前記第１
の表示モードで表示されていた放送番組の視聴画面あるいはコンテンツ画面を表示し、前
記第２の表示領域にディスク読み込み中を知らせるメッセージを表示し、
　前記再生専用光ディスクの再生準備が完了したら、前記第１の表示領域に前記再生専用
光ディスクの再生画面を表示し、前記第２の表示領域に放送番組の視聴画面のサムネール
動画を表示することを特徴とするデジタル放送受信装置。
【請求項１１】
　光ディスクにおいてコンテンツの録画及び再生が可能なデジタル放送受信装置であって
、
　放送番組の視聴画面あるいはコンテンツの再生画面を全画面で表示する第１の表示モー
ドと、
　放送番組の視聴画面あるいはコンテンツの再生画面を縮小して表示する第１の表示領域
と、前記第１の表示領域以外の第２の表示領域とを含む表示画面を表示する第２の表示モ
ードとを切替えて表示し、
　光ディスクが装着されると、前記第２の表示モードで画面表示を行い、再生または録画
準備が完了するまで、前記第１の表示領域に、前記光ディスクの装着前に前記第１の表示
モードで表示されていた放送番組の視聴画面あるいはコンテンツ画面を表示し、前記第２
の表示領域にディスク読み込み中を知らせるメッセージと、前記第１の表示領域に表示し
ている放送番組あるいはコンテンツについての情報とを表示することを特徴とするデジタ
ル放送受信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はデジタル放送受信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタル放送を受信し、表示するデジタル放送受信装置において、ＤＶＤ－Ｒ、
ＤＶＤ－ＲＷ、ブルーレイディスク、ハードディスク（ＨＤＤ）、メモリカードなどの録
画メディアや外部記憶装置にコンテンツを録画したり、録画メディアや外部記憶装置に録
画されたコンテンツを再生したりする機能を持ったものが登場してきている。
【０００３】
　ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ、ブルーレイディスクなどの光ディスクの場合、ディスク情
報の読み込みなどが必要なため、デジタル放送受信装置に装着されてから、該光ディスク
に録画されたコンテンツを再生する準備が整うまでに所定の待ち時間が必要となる。
【０００４】
　光ディスクが準備中であることをユーザに通知するためにメッセージを表示することが
望ましいが、メッセージのみを表示させると、この待ち時間の間中、放送コンテンツや外
部入力などを視聴することができなくなる。
【０００５】
　視聴画面と同時にメッセージを表示する手段としては、例えば特許文献１に記載されて
いるようなＯＳＤ（On Screen Display）がある。従来のデジタル放送受信装置では、こ
の待ち時間の間、準備中であることを示すメッセージを画面上にＯＳＤ表示するようにし
たものがある。このようにすることで、待ち時間の間に放送コンテンツや外部入力などを
視聴することが可能になる。
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【０００６】
　また、すでにコンテンツが録画されている録画可能な光ディスクを装着した場合、該光
ディスクに録画されているコンテンツのタイトルの一覧を画面上にＯＳＤ表示するものも
ある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００８－０７２２２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記のような従来のデジタル放送受信装置では、コンテンツの視聴中に光ディスクを装
着した場合、準備中であることを示すメッセージが視聴画面に重なって表示されるので、
視聴の邪魔になるという問題があった。また、録画可能な録画メディアの場合、上記のよ
うに録画されているコンテンツのタイトルの一覧を画面上にＯＳＤ表示する場合にも、同
様の問題があった。
【０００９】
　本発明は、このような実情に鑑みてなされたものであり、視聴の邪魔にならずに視聴画
面と共にメッセージやコンテンツのタイトルの一覧などを表示することができるデジタル
放送受信装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明のデジタル放送受信装置では、光ディスク装着時に、デジタル放送や外部入力の
コンテンツを表示する第１の表示領域と、光ディスクが準備中であることを示すメッセー
ジを表示する第２の表示領域とを含む２画面構成の表示画面を表示することを特徴とする
。このようにすることで、コンテンツ表示の視聴の邪魔にならないようにメッセージを同
時に表示することができる。
【００１１】
　すなわち、本発明のデジタル放送受信装置は、光ディスクにおいてコンテンツの録画及
び再生が可能なデジタル放送受信装置であって、装着された光ディスクが再生専用である
か録画可能であるかを判別すると共に、表示画面を制御する制御部を備え、光ディスクが
装着された際、前記制御部は、デジタル放送や外部入力のコンテンツを表示する第１の表
示領域と、前記光ディスクの準備中であることを示すメッセージを表示する第２の表示領
域とを含む表示画面を表示させ、前記光ディスクが再生専用である場合、前記光ディスク
の準備が完了したら前記光ディスクに録画されたコンテンツの再生画面のみを表示させる
ことを特徴とする。
【００１２】
　本発明の他のデジタル放送受信装置は、光ディスクにおいてコンテンツの録画及び再生
が可能なデジタル放送受信装置であって、装着された光ディスクが再生専用であるか録画
可能であるかを判別すると共に、表示画面を制御する制御部を備え、光ディスクが装着さ
れた際、前記制御部は、デジタル放送や外部入力のコンテンツを表示する第１の表示領域
と、前記光ディスクの準備中であることを示すメッセージを表示する第２の表示領域とを
含む表示画面を表示させ、前記光ディスクが録画可能である場合、前記第２の表示領域に
前記光ディスクに録画されたコンテンツタイトルの一覧をさらに表示させ、前記光ディス
クの準備が終了したら前記第２の表示領域における前記メッセージを消去することを特徴
とする。
【００１３】
　本発明のさらに他のデジタル放送受信装置は、光ディスクにおいてコンテンツの録画及
び再生が可能なデジタル放送受信装置であって、装着された光ディスクが再生専用である
か録画可能であるかを判別すると共に、表示画面を制御する制御部を備え、光ディスクが
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装着された際、前記制御部は、デジタル放送や外部入力のコンテンツを表示する第１の表
示領域と、前記光ディスクの準備中であることを示すメッセージを表示する第２の表示領
域とを含む表示画面を表示させ、前記光ディスクが再生専用である場合、前記光ディスク
の準備が完了したら前記光ディスクに録画されたコンテンツの再生画面のみを表示させ、
前記光ディスクが録画可能である場合、前記第２の表示領域に前記光ディスクに録画され
たコンテンツタイトルの一覧をさらに表示させ、前記光ディスクの準備が終了したら前記
第２の表示領域における前記メッセージを消去することを特徴とする。
【００１４】
　前記第２の表示領域に表示された前記コンテンツタイトルの一覧において所定のコンテ
ンツタイトルが選択された場合、該コンテンツタイトルの再生画面のみを表示させるよう
にしてもよい。
【００１５】
　前記第２の表示領域に表示された前記コンテンツタイトルの一覧においてカーソルを表
示させ、カーソルが合わさったコンテンツタイトルのサムネール動画を前記第２の表示領
域においてさらに表示させるようにしてもよい。
【００１６】
　前記光ディスクに記録された識別ＩＤに基づいて、前記第２の表示領域に表示される前
記コンテンツタイトルの一覧の外観を変化させるようにしてもよい。
【００２０】
　本発明のデジタル放送受信装置のさらに他の態様は、再生専用光ディスクの再生が可能
なデジタル放送受信装置であって、放送番組の視聴画面あるいはコンテンツの再生画面を
全画面で表示する第１の表示モードと、放送番組の視聴画面あるいはコンテンツの再生画
面を縮小して表示する第１の表示領域と、前記第１の表示領域以外の第２の表示領域とを
含む表示画面を表示する第２の表示モードとを切替えて表示し、再生専用光ディスクが装
着されると、前記第２の表示モードで画面表示を行い、再生準備が完了するまで、前記第
１の表示領域に、前記再生専用光ディスクの装着前に前記第１の表示モードで表示されて
いた放送番組の視聴画面あるいはコンテンツ画面を表示し、前記第２の表示領域にディス
ク読み込み中を知らせるメッセージを表示し、前記再生専用光ディスクの再生準備が完了
したら、前記第１の表示領域に前記再生専用光ディスクの再生画面を表示し、前記第２の
表示領域に放送番組の視聴画面のサムネール動画を表示することを特徴とする。
【００２７】
　本発明のデジタル放送受信装置のさらに他の態様は、光ディスクにおいてコンテンツの
録画及び再生が可能なデジタル放送受信装置であって、放送番組の視聴画面あるいはコン
テンツの再生画面を全画面で表示する第１の表示モードと、放送番組の視聴画面あるいは
コンテンツの再生画面を縮小して表示する第１の表示領域と、前記第１の表示領域以外の
第２の表示領域とを含む表示画面を表示する第２の表示モードとを切替えて表示し、光デ
ィスクが装着されると、前記第２の表示モードで画面表示を行い、再生または録画準備が
完了するまで、前記第１の表示領域に、前記光ディスクの装着前に前記第１の表示モード
で表示されていた放送番組の視聴画面あるいはコンテンツ画面を表示し、前記第２の表示
領域にディスク読み込み中を知らせるメッセージと、前記第１の表示領域に表示している
放送番組あるいはコンテンツについての情報とを表示することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明のデジタル放送受信装置は、視聴の邪魔にならずに視聴画面と共にメッセージや
コンテンツのタイトルの一覧などを表示することができる
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明のデジタル放送受信装置の構成の一例を示すブロック図である。
【図２】本発明のデジタル放送受信装置における光ディスク装着時の処理の流れを説明す
るフローチャートである。
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【図３】（ａ）～（ｆ）は本発明のデジタル放送受信装置における表示画面の例である。
【図４】本発明のデジタル放送受信装置の構成の他の例を示すブロック図である。
【図５】第２の実施形態における処理の流れを説明するフローチャートである。
【図６】（ａ）～（ｄ）は第２の実施形態における表示画面の例である。
【図７】第３の実施形態における処理の流れを説明するフローチャートである。
【図８】（ａ）～（ｃ）は第３の実施形態における表示画面の例である。
【図９】第４の実施形態における処理の流れを説明するフローチャートである。
【図１０】（ａ）～（ｄ）は第４の実施形態における表示画面の例である。
【図１１】第５の実施形態における処理の流れを説明するフローチャートである。
【図１２】（ａ）～（ｅ）は第５の実施形態における表示画面の例である。
【図１３】第６の実施形態における表示画面の例である。
【図１４】第６の実施形態における表示画面の他の例である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
＜第１の実施形態＞
　以下、本発明の一実施の形態によるデジタル放送受信装置について図面を参照しながら
、説明を行う。図１は、本実施の形態によるデジタル放送受信装置の構成の一例を示すブ
ロック図である。図１に示すデジタル放送受信装置は、録画再生機能を備えたデジタルテ
レビジョン受信装置であり、いわゆるレコーダ一体型のテレビジョン装置であるが、この
ような一体型の装置に本発明を限定するものではない。
【００３１】
　図１に示すように、本発明の一実施の形態によるデジタル放送受信装置は、アンテナか
ら受信したデジタル放送の信号を受信して選局するなどの処理を行うフロントエンド１と
、デマルチプレクサ３と、デマルチプレクサ３からの出力をデコードする映像・音声デコ
ード５と、デコードされた映像信号と後述するメッセージ及びコンテンツタイトル一覧と
を合成して表示させるための信号を生成する画面合成部１７と、画面合成部１７で合成し
た信号に基づく表示部２１と、音声を出力する音声出力部７と、を有している。
【００３２】
　さらに、光ディスクが準備中であることを示すメッセージや、光ディスクに録画された
コンテンツタイトルの一覧を生成するメッセージ生成部１５を備える。
【００３３】
　加えて、他の外部機器との間のインターフェイスを形成するインターフェイス部３１と
、制御機器であるリモコン装置からのリモコン信号を受信するリモコン受光部２３と、光
ディスクを駆動して、放送コンテンツなどの録画・再生を行う光ディスクメディア駆動部
３３と、全体を制御する制御部（ＣＰＵ）２５と、制御部２５において実行され、各種の
処理を行わせるためのアプリケーションプログラムを記録し、そのプログラムを展開して
ＣＰＵに提供するメモリ部（ＲＡＭ・ＲＯＭ）２７と、を有している。
【００３４】
　上記の構成により、デジタル放送や光ディスクに録画されたコンテンツなどのコンテン
ツを表示させたりすることができる。
【００３５】
　図２は、本発明のデジタル放送受信装置における光ディスク装着時の処理の流れを説明
するフローチャートである。図３に示す表示画面例も参照しながら説明する。
【００３６】
　ステップＳ１０１において、表示部２１は、例えば図３（ａ）に示すようにデジタル放
送の視聴画面を一画面構成で表示しているとする。ステップＳ１０２において、光ディス
クメディア駆動部３３に光ディスクが装着され、ディスク情報の読み込みなどが行われる
。ステップＳ１０３において、制御部２５は、前記ディスク情報に基づいて、装着された
光ディスクが再生専用のものか、録画可能なものかを判定し、再生専用の光ディスクの場
合、ステップＳ１０４に進み、録画可能な光ディスクの場合、ステップＳ１０６に進む。
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【００３７】
　装着されたのが再生専用の光ディスクの場合、ステップＳ１０４において、制御部２５
は、画面合成部１７に、デジタル放送の視聴画面を縮小して表示する第１の表示領域と、
メッセージ生成部１５が生成した光ディスクの準備中であることを示すメッセージを表示
する第２の表示領域とを含む２画面構成の表示画面を合成させ、表示部２１に表示させる
。この表示画面の一例を図３（ｂ）に示す。光ディスクの再生準備が完了したら、ステッ
プＳ１０５において、制御部２５は、表示部２１に、図３（ｃ）に示すような１画面構成
の光ディスクの再生画面を表示させ、処理を終了する。
【００３８】
　装着されたのが録画可能な光ディスクの場合、ステップＳ１０６において、該光ディス
クが初期化されていない生ディスクであるかどうかを判定し、生ディスクの場合、ステッ
プＳ１０７に進み、生ディスクでない場合、ステップＳ１０９に進む。
【００３９】
　装着されたのが録画可能な光ディスクの生ディスクの場合、ステップＳ１０７において
、制御部２５は、画面合成部１７に、デジタル放送の視聴画面を縮小して表示する第１の
表示領域と、メッセージ生成部１５が生成した光ディスクの準備中であることを示すメッ
セージを表示する第２の表示領域とを含む２画面構成の表示画面を合成させ、表示部２１
に表示させる。この表示画面は、ステップＳ１０４において表示した図３（ｂ）に示すも
のと同様のものであってもよい。ステップＳ１０５において、光ディスクを初期化するか
どうかを確認させるメッセージを第２の表示領域に表示させる。リモコンのカーソルボタ
ンの操作などで初期化の指示が出されると、ステップＳ１０７において光ディスクを初期
化する。この際、第２の表示領域に光ディスクをフォーマット中であることを示すメッセ
ージを表示させてもよい。光ディスクのフォーマットが完了したら、ステップＳ１０８に
おいて、制御部２５は、表示部２１に、図３（ａ）に示すような一画面構成の、デジタル
放送の視聴画面を再び表示させ、処理を終了する。
【００４０】
　装着されたのがすでにコンテンツが録画された録画可能な光ディスクの場合、ステップ
Ｓ１０９において、制御部２５は、画面合成部１７に、デジタル放送の視聴画面を縮小し
て表示する第１の表示領域と、メッセージ生成部１５が生成した光ディスクの準備中であ
ることを示すメッセージを表示する第２の表示領域とを含む２画面構成の表示画面を合成
させ、表示部２１に表示させる。この表示画面は、ステップＳ１０４において表示した図
３（ｂ）に示すものと同様のものであってもよい。ステップＳ１１０において、光ディス
クに録画されたコンテンツタイトルを読み出し、第２の表示領域に表示する。この際、光
ディスクに録画されたコンテンツタイトルをすべて読み出してから一度に表示させてもよ
いが、読み出した順に１つずつ表示させるようにしてもよい。また、個々のコンテンツタ
イトルを表示させる際、図３（ｄ）に示すように、右から挿入されるような効果を付けて
表示させるようにしてもよい。このような効果や、表示される色、文字の大きさなどは、
光ディスクに対してユーザごとに設定可能な識別ＩＤに基づいて変化させられるようにし
てもよい。すべてのコンテンツタイトルが表示された表示画面の一例を図３（ｅ）に示す
。同じコンテンツを毎週録画している場合、１つのコンテンツタイトルにまとめて表示さ
せてもよい。また、図３（ｄ）、図３（ｅ）に示すように、録画タイトル数や残り時間な
どのディスク情報を第２の表示領域に表示させるようにしてもよい。
【００４１】
　図３（ｅ）の状態で、リモコンのカーソルボタンの操作等によって個々のコンテンツタ
イトルにカーソルを合わせることができる。ステップＳ１１１において、制御部２５は、
カーソルが合わさったコンテンツタイトルの再生画面をサムネール動画として第２の表示
領域に表示させる。このようにすることで、どのようなコンテンツであったかをユーザが
確認することができる。この状態の表示画面の一例を図３（ｆ）に示す。第２の表示領域
には、サムネール動画以外に、録画時に記録されたコンテンツ関連情報を表示させたり、
関連するコンテンツをＥＰＧで表示させたりしてもよい。
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【００４２】
　ステップＳ１１２において、カーソルが合わさった状態で、例えばリモコンの決定ボタ
ンを押下することで、所望のコンテンツタイトルが選択される。ステップＳ１１３におい
て、制御部２５は、図３（ｃ）に示すような一画面構成の、選択されたコンテンツタイト
ルの再生画面を表示させ、処理を終了する。図３（ｅ）、図３（ｆ）の例に示すように、
各コンテンツタイトルに番号を付け、リモコンの数字キーを押すことによって所望のコン
テンツタイトルをダイレクトで選択できるようにしてもよい。
【００４３】
　このようにすることで、光ディスクの装着時、コンテンツ表示の視聴の邪魔にならない
ように光ディスク準備中のメッセージを同時に表示することができる。
【００４４】
　記録可能な光ディスクが装着されている場合、第２の表示領域においては、第１の表示
領域に表示中のコンテンツを録画する録画ボタンなどを表示させるようにしてもよい。
【００４５】
　また、図３に示す例では、第２の表示領域は第１の表示領域の右側に表示したが、第１
の表示領域の上下左右いずれに表示してもよい。
【００４６】
＜第２の実施形態＞
　上記第１の実施形態では、光ディスク装着時の処理について説明したが、第２の実施形
態では、内蔵ハードディスク、ＵＳＢやイーサネットで接続されたハードディスク、ＵＳ
Ｂに接続されたフラッシュメモリ等の記憶装置にコンテンツが記録されている場合につい
て説明する。本実施形態は、第１の実施形態と同時に実施可能である。
【００４７】
　図４は、本実施の形態によるデジタル放送受信装置の構成の一例を示すブロック図であ
る。図４に示すデジタル放送受信装置は、録画再生機能を備えたデジタルテレビジョン受
信装置であり、いわゆるレコーダ一体型のテレビジョン装置であるが、このような一体型
の装置に本発明を限定するものではない。
【００４８】
　図４に示すように、本発明の第２の実施の形態によるデジタル放送受信装置は、図１に
示す第１の実施形態によるデジタル放送受信装置と同様に、アンテナから受信したデジタ
ル放送の信号を受信して選局するなどの処理を行うフロントエンド１と、デマルチプレク
サ３と、デマルチプレクサ３からの出力をデコードする映像・音声デコード５と、デコー
ドされた映像信号と後述するメッセージ及びコンテンツタイトル一覧とを合成して表示さ
せるための信号を生成する画面合成部１７と、画面合成部１７で合成した信号に基づく表
示部２１と、音声を出力する音声出力部７と、を有している。
【００４９】
　さらに、光ディスクが準備中であることを示すメッセージや、光ディスクや記憶装置に
録画されたコンテンツタイトルの一覧を生成するメッセージ生成部１５を備える。
【００５０】
　加えて、他の外部機器との間のインターフェイスを形成するインターフェイス部３１と
、制御機器であるリモコン装置からのリモコン信号を受信するリモコン受光部２３と、光
ディスクを駆動して、放送コンテンツなどの録画・再生を行う光ディスクメディア駆動部
３３と、全体を制御する制御部（ＣＰＵ）２５と、制御部２５において実行され、各種の
処理を行わせるためのアプリケーションプログラムを記録し、そのプログラムを展開して
ＣＰＵに提供するメモリ部（ＲＡＭ・ＲＯＭ）２７と、を有している。
【００５１】
　上記のような第１の実施形態によるデジタル放送受信装置と同様の要素に加え、第２の
実施形態によるデジタル放送受信装置は、インタフェース部３１に接続された、ハードデ
ィスク３５及びフラッシュメモリ３７を備える。ハードディスク３５は、デジタル放送受
信装置に内蔵されるものであっても、ＵＳＢやイーサネット等で接続されるものであって
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もよい。フラッシュメモリ３７は、どのような形式のものであってもよい。また、ハード
ディスク３５及びフラッシュメモリ３７は一例であって、コンテンツを録画することがで
きるものであれば、どのような記憶装置であってもかまわない。
【００５２】
　上記の構成により、デジタル放送や、光ディスク、ハードディスク、フラッシュメモリ
などに録画されたコンテンツなどのコンテンツを表示させたりすることができる。
【００５３】
　図５は、本発明のデジタル放送受信装置の第２の実施形態における、記憶装置に録画さ
れたコンテンツのコンテンツ名一覧を表示させる場合の処理の流れを説明するフローチャ
ートである。図６に示す表示画面例も参照しながら説明する。
【００５４】
　ステップＳ２０１において、表示部２１は、例えば図６（ａ）に示すようにデジタル放
送の視聴画面を一画面構成で表示しているとする。ステップＳ２０２において、コンテン
ツの一覧を表示する記憶装置を選択する。この際の選択は、例えば、リモコン装置におい
て各記憶装置に割り当てられたキーを押すことによって選択させる、リモコン装置の所定
のキー（メニューキー等）の押下によって選択画面を表示させてカーソルキーの操作で選
択させる、記憶装置を接続することによって選択させるなど、種々の方法であってもよい
。ステップＳ２０３において、制御部２５は、選択された記憶装置に録画されたコンテン
ツタイトルを読み出し、画面合成部１７に、デジタル放送の視聴画面を縮小して表示する
第１の表示領域と、読み出したコンテンツタイトルの一覧を表示する第２の表示領域とを
含む２画面構成の表示画面を合成させ、表示部２１に表示させる。このような表示画面の
一例を図６（ｂ）に示す。図６（ｂ）に示すように、録画タイトル数や残り時間などの記
憶装置の情報を第２の表示領域に表示させるようにしてもよい。
【００５５】
　図６（ｂ）の状態で、リモコンのカーソルボタンの操作等によって個々のコンテンツタ
イトルにカーソルを合わせることができる。ステップＳ２０４において、制御部２５は、
カーソルが合わさったコンテンツタイトルの再生画面をサムネール動画として第２の表示
領域に表示させる。このようにすることで、どのようなコンテンツであったかをユーザが
確認することができる。この状態の表示画面の一例を図６（ｃ）に示す。第２の表示領域
には、サムネール動画以外に、録画時に記録されたコンテンツ関連情報を表示させたり、
関連するコンテンツをＥＰＧで表示させたりしてもよい。
【００５６】
　ステップＳ２０５において、カーソルが合わさった状態で、例えばリモコンの決定ボタ
ンを押下することで、所望のコンテンツタイトルが選択される。ステップＳ２０６におい
て、制御部２５は、図６（ｄ）に示すような一画面構成の、選択されたコンテンツタイト
ルの再生画面を表示させ、処理を終了する。図６（ｂ）、図６（ｃ）の例に示すように、
各コンテンツタイトルに番号を付け、リモコンの数字キーを押すことによって所望のコン
テンツタイトルをダイレクトで選択できるようにしてもよい。
【００５７】
　記録可能な記憶装置が接続されている場合、第２の表示領域においては、第１の表示領
域に表示中のコンテンツを録画する録画ボタンなどを表示させるようにしてもよい。
【００５８】
　また、図６に示す例では、第２の表示領域は第１の表示領域の右側に表示したが、第１
の表示領域の上下左右いずれに表示してもよい。
【００５９】
＜第３の実施形態＞
　前記第１および２の実施形態の構成・動作に加え、再生専用の光ディスクの場合、光デ
ィスクの準備完了後、コンテンツの再生画面を第１の表示領域に縮小して表示し、第２の
表示領域には、デジタル放送の視聴画面や外部入力のコンテンツの画面等をサムネール動
画として表示する。図７は、このような処理の流れを説明するフローチャートである。図
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８に示す表示画面例も参照しながら説明する。
【００６０】
　ステップＳ３０１において、表示部２１は、例えば図８（ａ）に示すようにデジタル放
送の視聴画面を一画面構成で表示しているとする。ステップＳ３０２において、光ディス
クメディア駆動部３３に再生専用の光ディスクが装着され、ディスク情報の読み込みなど
が行われる。ステップＳ３０３において、制御部２５は、画面合成部１７に、デジタル放
送の視聴画面を縮小して表示する第１の表示領域と、メッセージ生成部１５が生成した光
ディスクの準備中であることを示すメッセージを表示する第２の表示領域とを含む２画面
構成の表示画面を合成させ、表示部２１に表示させる。この表示画面の一例を図８（ｂ）
に示す。光ディスクの再生準備が完了したら、ステップＳ３０４において、制御部２５は
、画面合成部１７に、第１の表示領域に再生画面を縮小して表示し、第２の表示領域にデ
ジタル放送の視聴画面のサムネール画像を表示する２画面構成の表示画面を合成させ、表
示部２１に表示させて処理を終了する。この表示画面の一例を図８（ｃ）に示す。
【００６１】
＜第４の実施形態＞
　前記第１～３の実施形態の構成・動作に加え、光ディスクが装着された状態、あるいは
、ハードディスク等の他の録画可能な記憶装置が接続された状態で、リモコン装置または
本体の再生ボタン等を押すことで、コンテンツの再生画面を第１の表示領域に縮小して表
示し、第２の表示領域には、光ディスクまたは記憶装置に録画されているコンテンツのコ
ンテンツタイトルの一覧を表示する。図９は、このような処理の流れを説明するフローチ
ャートである。図１０に示す表示画面例も参照しながら説明する。この説明では、例とし
て光ディスクの場合について説明する。
【００６２】
　ステップＳ４０１において、表示部２１は、例えば図１０（ａ）に示すようにデジタル
放送の視聴画面を一画面構成で表示しているとする。この時点で、光ディスクメディア駆
動部３３にはコンテンツが録画された光ディスクが装着されているとする。ステップＳ４
０２において、リモコン装置または本体の再生ボタンが押されたとする。ステップＳ４０
３において、制御部２５は、画面合成部１７に、デジタル放送の視聴画面を縮小して表示
する第１の表示領域と、第２の表示領域とを含む２画面構成の表示画面を合成させ、表示
部２１に表示させる。第２の表示領域には、光ディスクに録画されたコンテンツタイトル
を読み出して一覧として表示する。この表示画面の一例を図１０（ｂ）に示す。この際、
光ディスクに録画されたコンテンツタイトルをすべて読み出してから一度に表示させても
よいが、読み出した順に１つずつ表示させるようにしてもよい。また、個々のコンテンツ
タイトルを表示させる際、右から挿入されるような効果を付けて表示させるようにしても
よい。このような効果や、表示される色、文字の大きさなどは、光ディスクに対してユー
ザごとに設定可能な識別ＩＤに基づいて変化させられるようにしてもよい。同じコンテン
ツを毎週録画している場合、１つのコンテンツタイトルにまとめて表示させてもよい。ま
た、図１０（ｂ）に示すように、録画タイトル数や残り時間などのディスク情報を第２の
表示領域に表示させるようにしてもよい。
【００６３】
　図１０（ｂ）の状態で、リモコンのカーソルボタンの操作等によって個々のコンテンツ
タイトルにカーソルを合わせることができる。ステップＳ４０４において、制御部２５は
、カーソルが合わさったコンテンツタイトルの再生画面をサムネール動画として第２の表
示領域に表示させる。このようにすることで、どのようなコンテンツであったかをユーザ
が確認することができる。この状態の表示画面の一例を図１０（ｃ）に示す。第２の表示
領域には、サムネール動画以外に、録画時に記録されたコンテンツ関連情報を表示させた
り、関連するコンテンツをＥＰＧで表示させたりしてもよい。
【００６４】
　ステップＳ４０５において、カーソルが合わさった状態で、例えばリモコンの決定ボタ
ンを押下することで、所望のコンテンツタイトルが選択される。ステップＳ４０６におい
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て、制御部２５は、図１０（ｄ）に示すような一画面構成の、選択されたコンテンツタイ
トルの再生画面を表示させ、処理を終了する。図１０（ｂ）、図１０（ｃ）の例に示すよ
うに、各コンテンツタイトルに番号を付け、リモコンの数字キーを押すことによって所望
のコンテンツタイトルをダイレクトで選択できるようにしてもよい。
【００６５】
＜第５の実施形態＞
　前記第１の実施形態において、録画可能なディスクで、第２の表示領域に表示されてい
るコンテンツタイトル一覧においてコンテンツタイトルを選択したときにコンテンツの再
生画面を一画面構成で表示したが、本実施形態では、第１の表示領域には選択されたコン
テンツの再生画面を縮小して表示し、第２の表示領域には、デジタル放送の視聴画面や外
部入力のコンテンツの画面等をサムネール動画として表示する。この際、第２の表示領域
には、録画可能なディスクに録画されているコンテンツのコンテンツタイトル一覧を表示
したままでもよい。さらに、録画可能なディスクについての情報も第２の表示領域に表示
させておいてもよい。図１１は、このような処理の流れを説明するフローチャートである
。図１２に示す表示画面例も参照しながら説明する。
【００６６】
　ステップＳ５０１において、表示部２１は、例えば図１２（ａ）に示すようにデジタル
放送の視聴画面を一画面構成で表示しているとする。ステップＳ５０２において、光ディ
スクメディア駆動部３３にコンテンツが録画された光ディスクが装着され、ディスク情報
の読み込みなどが行われる。ステップＳ５０３において、制御部２５は、画面合成部１７
に、デジタル放送の視聴画面を縮小して表示する第１の表示領域と、メッセージ生成部１
５が生成した光ディスクの準備中であることを示すメッセージを表示する第２の表示領域
とを含む２画面構成の表示画面を合成させ、表示部２１に表示させる。この表示画面の一
例を図１２（ｂ）に示す。ステップＳ５０４において、光ディスクに録画されたコンテン
ツタイトルを読み出し、第２の表示領域に表示する。この際、光ディスクに録画されたコ
ンテンツタイトルをすべて読み出してから一度に表示させてもよいが、読み出した順に１
つずつ表示させるようにしてもよい。また、個々のコンテンツタイトルを表示させる際、
右から挿入されるような効果を付けて表示させるようにしてもよい。このような効果や、
表示される色、文字の大きさなどは、光ディスクに対してユーザごとに設定可能な識別Ｉ
Ｄに基づいて変化させられるようにしてもよい。
【００６７】
　すべてのコンテンツタイトルが表示された表示画面の一例を図１２（ｃ）に示す。同じ
コンテンツを毎週録画している場合、１つのコンテンツタイトルにまとめて表示させても
よい。また、図１２（ｃ）に示すように、録画タイトル数や残り時間などのディスク情報
を第２の表示領域に表示させるようにしてもよい。図１２（ｃ）の状態で、リモコンのカ
ーソルボタンの操作等によって個々のコンテンツタイトルにカーソルを合わせることがで
きる。ステップＳ５０５において、制御部２５は、カーソルが合わさったコンテンツタイ
トルの再生画面を縮小して第１の表示領域に表示し、第２の表示領域には、デジタル放送
の視聴画面や外部入力のコンテンツの画面等をサムネール動画として表示する。この際、
第２の表示領域には、録画可能なディスクに録画されているコンテンツのコンテンツタイ
トル一覧を表示したままでもよい。さらに、録画可能なディスクについての情報も第２の
表示領域に表示させておいてもよい。この表示画面の一例を図１２（ｄ）に示す。ステッ
プＳ５０６において、カーソルが合わさった状態で、例えばリモコンの決定ボタンを押下
することで、制御部２５は、図１２（ｅ）に示すようにコンテンツの再生画面を一画面構
成において表示させ、処理を終了する。
【００６８】
＜第６の実施形態＞
　本実施形態では、前記第１または第５の実施形態におけるディスク読み込み準備中に、
第１の表示領域には視聴しているデジタル放送の視聴画面を縮小して表示し、第２の表示
領域には、ディスク読み込み中のメッセージに加え、視聴しているデジタル放送について
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の番組情報を表示する。このような画面の一例を図１３に示す。また、図１３に示すよう
に第２の表示領域を第１の表示領域の右側のみに配置するのではなく、第１の領域の上側
、下側、左側にも配置するようにしてもよい。図１４は、第２の表示領域を第１の表示領
域の右側と下側に配置し、ディスク読み込み中のメッセージを第１の表示領域の右側に表
示し、番組情報を第１の表示領域の下側に表示した画面の例である。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　本発明は、デジタル放送受信装置に利用可能である。
【符号の説明】
【００７０】
１　フロントエンド
３　デマルチプレクサ
５　映像・音声デコード部
７　音声出力部
１５　メッセージ生成部
１７　画面合成部
２１　表示部
２３　リモコン受光部
２５　制御部
２７　メモリ部
３１　インターフェイス部
３３　光ディスクメディア駆動部
３５　ハードディスク
３７　フラッシュメモリ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】

【図１４】
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