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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示手段と、番組のタイトルを含む番組情報を少なくとも含む番組データを記憶する記
憶手段と、前記番組情報に対応した番組詳細情報が前記番組データに含まれているかをチ
ェックし、前記番組詳細情報が含まれている場合に、前記番組詳細情報のデータ量を検出
し、前記検出したデータ量が所定バイト数以上の番組詳細情報を抽出する番組詳細情報抽
出手段と、前記番組詳細情報抽出手段が抽出した前記所定バイト数以上の番組詳細情報を
前記表示手段に順次出力する番組詳細情報順次表示制御手段とを有する番組詳細情報表示
装置。
【請求項２】
　前記番組詳細情報順次表示制御手段は、前記番組詳細情報抽出手段が抽出した所定バイ
ト数以上の番組詳細情報を前記表示手段に所定の時間間隔で自動的に順次出力する請求項
１に記載の番組詳細情報表示装置。
【請求項３】
　コマンドを受信するコマンド受信手段を更に有し、前記番組詳細情報順次表示制御手段
は、前記番組詳細情報抽出手段が抽出した所定バイト数以上の番組詳細情報を前記表示手
段に前記コマンド受信手段に制御されたタイミングで順次出力する請求項１に記載の番組
詳細情報表示装置。
【請求項４】
　前記番組詳細情報抽出手段は、前記番組データから番組詳細情報と関連情報を併せて抽
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出し、前記番組詳細情報順次表示制御手段は、前記番組詳細情報抽出手段が抽出した番組
詳細情報と関連情報とを併せて前記表示手段に順次出力する請求項１記載の番組詳細情報
表示装置。
【請求項５】
　前記関連情報は画像情報である請求項４記載の番組詳細情報表示装置。
【請求項６】
　前記表示手段は、映像データストリームを基にして映像信号を復元する映像処理部と、
合成部と、前記合成部の出力を受けて映像を表示する映像出力部と、音声データストリー
ムを基にして音声信号を復元する音声処理部と、前記音声信号を受けて音声を出力する音
声出力部とで構成され、前記記憶手段は、制御部で制御される記憶部で構成され、前記番
組詳細情報抽出手段は、前記制御部と、前記制御部の指示によって前記記憶部から前記所
定バイト数以上の番組詳細情報を抽出する番組詳細情報抽出部とで構成され、前記番組詳
細情報順次表示制御手段は、前記制御部と、前記制御部の指示によって前記番組詳細情報
抽出部からの前記所定バイト数以上の番組詳細情報を順次制御する番組詳細情情報順次制
御部とで構成され、前記合成部は、前記映像処理部の出力と前記番組詳細情情報順次制御
部の出力とを合成する請求項１記載の番組詳細情報表示装置。
【請求項７】
　前記表示手段は、映像データストリームを基にして映像信号を復元する映像処理部と、
合成部と、前記合成部の出力を受けて映像を表示する映像出力部と、音声データストリー
ムを基にして音声信号を復元する音声処理部と、音声信号を切り替える音声切替部と、前
記音声切替部からの音声信号を受けて音声を出力する音声出力部とで構成され、記憶手段
は、制御手段で制御される記憶部で構成され、前記番組詳細情報抽出手段は、前記制御部
と、前記制御部の指示によって前記記憶部から前記所定バイト数以上の番組詳細情報を抽
出する番組詳細情報抽出部とで構成され、前記番組詳細情報順次表示制御手段は、前記制
御部と、前記制御部の指示によって前記番組詳細情報抽出部からの前記所定バイト数以上
の番組詳細情報を順次制御する番組詳細情情報順次制御部とで構成され、前記番組詳細情
情報順次制御部からの情報をもとにして音声信号に変換する音声変換部を更に有し、前記
合成部は、前記映像処理部の出力と前記番組詳細情情報順次制御部の出力とを合成し、前
記音声切替部は、前記音声処理部の出力と前記音声変換部の出力とを切り替える請求項１
記載の番組詳細情報表示装置。
【請求項８】
　前記合成部は、前記映像処理部の出力の一部を前記番組詳細情情報順次制御部の出力で
置き換える請求項６または７記載の番組詳細情報表示装置。
【請求項９】
　前記合成部は、前記映像処理部の出力と前記番組詳細情情報順次制御部の出力とを加重
和する請求項６または７記載の番組詳細情報表示装置。
【請求項１０】
　前記合成部は、前記映像処理部の出力を前記番組詳細情情報順次制御部の出力でキーイ
ングする請求項６または７記載の番組詳細情報表示装置。
【請求項１１】
　前記合成部は、前記映像処理部の出力を表示される映像で１次元或いは２次元に表示を
圧縮する機能を有し、前記圧縮された結果生じる空白の部分を前記番組詳細情情報順次制
御部の出力で置き換える請求項６または７記載の番組詳細情報表示装置。
【請求項１２】
　少なくとも映像を表示するステップと、番組のタイトルを含む番組情報を少なくとも含
む番組データを記憶するステップと、前記番組情報に対応した番組詳細情報が前記番組デ
ータに含まれているかをチェックするステップと、前記番組詳細情報のデータ量を検出す
るステップと、前記データ量が所定バイト数以上の番組詳細情報を抽出するステップと、
前記番組詳細情報を抽出ステップで抽出された前記所定バイト数以上の番組詳細情報を前
記表示するステップに順次出力するように順次制御するステップとを備える番組詳細情報
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表示方法。
【請求項１３】
　前記番組詳細情報を抽出ステップは、前記番組データから前記所定バイト数以上の番組
詳細情報と関連情報を併せて抽出し、前記順次制御するステップは、前記番組詳細情報を
抽出するステップで抽出された前記所定バイト数以上の番組詳細情報と関連情報とを併せ
て前記表示するステップに順次出力する請求項１２記載の番組詳細情報表示方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、テレビの番組詳細情報等を表示する装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の番組詳細情報表示装置は、視聴者が任意の番組を指定し、その番組の詳細情報を入
手し表示を指示することで、番組詳細情報の表示を行なっている。
【０００３】
即ち、視聴者は、各チャンネルの各番組毎に伝送される番組詳細情報を上記の方法によっ
て表示し、表示した番組詳細情報を参照することにより番組を選択している。この番組詳
細情報は、あらすじや出演者名等を含む情報である。
【０００４】
また、番組表の表示機能や番組ジャンルによる番組検索機能によって、視聴者は視聴した
い番組を能動的に特定している方式もある。
【０００５】
しかしながら、上記の方法では、番組表とは別の画面として番組詳細情報表示画面が表示
されたり、番組表から番組詳細情報表示画面へと画面自体を切替えられるため、番組詳細
情報と番組との対応がわかりにくいという問題がある。また、ユーザの操作が煩雑である
という問題もある。
【０００６】
そこで、このような問題を解決するために、番組表の中に直接番組詳細情報を表示する装
置が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００７】
以下、図１２と伴に、これらの従来方式について説明する。図１２は、番組表に番組詳細
情報を表示している画面を示している。同図において、画面１２００の左側縦方向はチャ
ンネル欄１２１０であり、横方向は時刻欄１２６０である。チャンネル１２２０、１２３
０、１２４０、１２５０は個々のチャンネルである。チャンネル１２２０では、横方向の
時刻欄１２６０に沿って各番組が表示されている。例えば、時刻１２：００から時刻１３
：００の間は、番組１２２１が放送されることを意味している。同様にして、番組１２３
１はチャンネル１２３０で放送される番組の一つ、番組１２４１はチャンネル１２４０で
放送される番組の一つ、番組１２５１はチャンネル１２５０で放送される番組の一つであ
る。
【０００８】
番組表の表示開始時は、チャンネル毎に縦軸方向に（チャンネル欄１２１０方向に）均等
な幅で区切られ、横軸方向（時刻欄１２６０方向）に時間単位で均等な幅で、それぞれ区
切られて表示枠が形成されている。
【０００９】
次に、視聴者はリモコン操作等によって、画面１２００に表示された番組表に示されてい
る番組名のうち詳細情報を知りたい番組名の位置に、カーソルを合わせて番組を指定する
。この時点でカーソルの位置に対応する番組の詳細情報が所定のデータベースから取り出
され、番組詳細情報として表示される。カーソルの位置に対応する番組の欄は、番組詳細
情報と番組名とを表示できる大きさになるよう、チャンネル欄１２１０方向と時刻欄１２
６０方向に拡大される。
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【００１０】
図１２では、カーソルは番組１２４１に位置して、番組１２４１が指定された状態を示し
ている。視聴者は番組１２２１と番組１２３１と番組１２５１を指示していないので、こ
れらの欄は番組のタイトルのみが表示されている。一方、番組１２４１にはその番組のタ
イトルのみならず、内容や出演者などの番組詳細情報も併せて表示されている。
【００１１】
【特許文献１】
特開平１１－１５５１１０号公報
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来の装置では、番組表に表示される対象となる膨大な番組の中から
、ユーザがいちいち個々の番組にカーソルをあわせて番組指定をし、番組詳細情報を表示
させ、表示された番組詳細情報を参照してから番組を選択することになる。このような方
式は、操作が非常に煩雑であり実際上困難である。
【００１３】
一方、視聴者が番組表の中から番組をいちいち選択しなくても、ユーザの嗜好情報を用い
て、膨大な番組の中から視聴者好みの番組を推薦する技術は公知技術として存在する。し
かしながら、この技術は、あくまで視聴者の嗜好に基くものである。即ち、視聴者の嗜好
情報を必要としないで、番組提供側が特に推薦する番組をユーザに提供することはできな
い。
【００１４】
テレビジョン放送の多チャンネル化が進むと番組数が膨大なものとなり、以上に示した課
題が更に深刻になる。そうして、番組表や番組ジャンルでの番組検索による番組一覧から
視聴者が能動的に番組を指定し、番組詳細情報を表示させて番組を選択することは極めて
困難である。
【００１５】
また、従来の番組詳細情報表示装置では番組制作側が推奨するおすすめ番組を知る手段が
無いという課題もある。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
　本発明の番組詳細情報表示装置は、少なくとも表示手段と、番組のタイトルを含む番組
情報を少なくとも含む番組データを記憶する記憶手段と、前記番組情報に対応した番組詳
細情報が前記番組データに含まれているかをチェックし、前記番組詳細情報が含まれてい
る場合に、前記番組詳細情報のデータ量を検出し、前記検出したデータ量が所定バイト数
以上の番組詳細情報を抽出する番組詳細情報抽出手段と、番組詳細情報抽出手段が抽出し
た前記所定バイト数以上の番組詳細情報を表示手段に順次出力する番組詳細情報順次表示
制御手段とを有する。
【００１７】
　また、本発明の番組詳細情報表示方法は、少なくとも映像等を表示するステップと、番
組のタイトルを含む番組情報を少なくとも含む番組データを記憶するステップと、前記番
組情報に対応した番組詳細情報が前記番組データに含まれているかをチェックするステッ
プと、前記番組詳細情報のデータ量を検出するステップと、前記データ量が所定バイト数
以上の番組詳細情報を抽出するステップと、前記番組詳細情報を抽出ステップで抽出され
た前記所定バイト数以上の番組詳細情報を前記表示するステップに順次出力するように順
次制御するステップとを備える。
【００１８】
【発明の実施の形態】
本発明の番組詳細情報表示装置は、抽出した番組詳細情報を順次表示手段に出力すること
で、視聴者の番組選択の効率を上げることができる。
【００１９】
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さらに、所定サイズ以上の番組詳細情報のみを抽出することで、おすすめ番組を効率良く
視聴者に提供することができる。
【００２０】
また、本発明は、番組詳細情報が全ての番組には付加されていないことや番組制作側が推
奨するおすすめ番組にはより多くの番組詳細情報が付加されていることを考慮し、多くの
番組詳細情報が付加されている番組の番組詳細情報を視聴者に表示することで、視聴者の
番組選択の効率を上げることを目的とする。
【００２１】
また、番組詳細情報を画像や音声等を用いて加工したものを通常のテレビ番組と同じ画面
で順次表示していくことで、視聴者に番組詳細情報を受動的に取得させ、番組選択をより
容易にすることを目的とする。
【００２２】
（実施の形態１）
以下に、実施の形態１について図１～図９を用いて説明する。
【００２３】
図１は、実施の形態１及び実施の形態２に係る番組詳細情報表示装置のシステム構成図で
ある。
【００２４】
図１において、番組詳細表示装置１００は、記憶手段１１０と、番組情報制御手段１２０
と、表示手段１３０と、コマンド受信手段１４０とで構成される。また、番組情報制御手
段１２０は、番組詳細情報抽出手段１５０と番組詳細情報順次表示制御手段１６０とで構
成される。
【００２５】
記憶手段１１０は番組データを記憶し、番組詳細情報抽出手段１５０は、記憶手段１１０
に記憶された番組データから番組詳細情報を抽出する。番組詳細情報順次表示制御手段１
６０は、番組詳細情報抽出手段１５０が抽出した番組詳細情報を受け取る。そうして、番
組詳細情報順次表示制御手段１６０は、表示手段１３０が番組詳細情報等の表示や通知を
順次実行できるように動作する。表示手段１３０は、番組詳細情報順次表示制御手段１６
０の出力を受けて、番組詳細情報等の表示や通知を順次実行する。コマンド受信手段１４
０は、リモコン等による番組詳細情報表示コマンドを受信し、その受信内容を基にして番
組詳細情報制御手段１２０の動作を制御する。
【００２６】
次に、図１のシステム構成図を更に詳細に記載したシステム構成図を図２に示し、図２と
伴に更に詳細に説明する。
【００２７】
図２において、番組詳細情報表示装置１００は、アンテナ１０４、チューナ１０１、分離
部１０２、制御部１０３、記憶部１１１、番組詳細情報抽出部１５１、番組詳細情報順次
制御部１６１、映像処理部１３１、合成部１３２、映像出力部１３３、音声処理部１３４
、音声出力部１３５及び入力部１４１で構成される。コマンド受信手段１４０は入力部１
４１と制御部１０３とで構成され、記憶手段１１０は記憶部１１１で構成される。番組詳
細情報抽出手段１５０は制御部１０３と番組詳細情報抽出部１５１とで構成され、番組詳
細情報順次表示制御手段１６０は制御部１０３と番組詳細情報順次制御部１６１とで構成
される。表示手段１３０は、映像処理部１３１と、合成部１３２と、映像出力部１３３と
、音声処理部１３４と、音声出力部１３５とで構成される。番組情報制御手段１２０は、
番組詳細情報抽出手段１５０と番組詳細情報順次表示制御手段１６０で構成される。コマ
ンド受信手段１４０と記憶手段１１０と番組詳細情報抽出手段１５０と番組詳細情報順次
表示制御手段１６０と表示手段１３０と番組情報制御手段１２０は、図１のコマンド受信
手段１４０と記憶手段１１０と番組詳細情報抽出手段１５０と番組詳細情報順次表示制御
手段１６０と表示手段１３０と番組情報制御手段１２０に夫々相当する。
【００２８】
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アンテナ１０４は到来する電波を捉え、高周波の電気信号に変換してチューナ１０１へ入
力する。アンテナ１０４からチューナ１０１に入力されている高周波の電気信号は、多く
の搬送波チャンネルを包含した広い周波数帯域の信号である。そこで、チューナ１０１は
、まず、制御部１０３からチューニング開始命令を受けて所望の搬送波チャンネルに相当
する信号を抽出する。そうして、抽出した搬送波チャンネルの高周波信号をチャンネルデ
コードする。チャンネルデコードとは、所謂デジタル変調に対する復調のことである。一
般に、デジタルテレビジョン放送では、高次のＰＳＫ変調や高次のＱＡＭ変調が採用され
ている。チャンネルデコードは、これらの変調方式で変調されている信号から、変調前の
デジタルデータを復元することである。チューナ１０１は、誤り訂正復号処理等も実行し
、トランスポートストリームを復元して分離部１０２へ出力する。
【００２９】
分離部１０２は、チューナ１０１から入力されたトランスポートストリームをトランスポ
ートデコードする。チューナ１０１から入力されたトランスポートストリームは、トラン
スポートストリームパケット単位で種々の情報が時間多重されたデータストリームである
。即ち、トランスポートストリームは、デジタル映像信号のパケット、デジタル音声信号
のパケット、番組データのパケット等が時間多重されている。分離部１０２は、入力され
ているトランスポートストリームから、デジタル映像信号のパケットとデジタル音声信号
のパケットと番組データのパケットとに分離する。分離されたデジタル映像信号のパケッ
トはデジタル映像信号データストリームに変換されて映像処理部１３１へ入力される。分
離されたデジタル音声信号のパケットはデジタル音声信号データストリームに変換されて
音声処理部１３４へ入力される。分離された番組データのパケットは番組データとして制
御部１０３へ入力される。
【００３０】
制御部１０３は、分離部１０２から入力されている番組データを記憶部１１１へ出力する
。また、制御部１０３は、入力部１４１からの選局要求に基づいて、チューナ１０１へチ
ューニング開始命令を行なう。更に、制御部１０３は、入力部１４１からのおすすめ番組
表示要求などに基づいて、番組詳細情報抽出要求を番組詳細情報抽出部１５１へ入力する
。尚、本実施の形態では、番組詳細情報表示コマンドとしておすすめ番組表示要求などを
例に挙げている。
【００３１】
記憶部１１１は、制御部１０３から入力された番組データを記憶する。番組詳細情報抽出
部１５１は、制御部１０３から番組詳細情報抽出要求があった場合に、記憶部１１１から
番組データを取得して番組詳細情報抽出処理を行う。そして、番組詳細情報抽出処理の結
果得られた表示用番組詳細リストを番組詳細情報順次制御部１６１へ出力する。
【００３２】
番組詳細情報順次制御部１６１は、番組詳細情報抽出部１５１からの表示用番組詳細リス
トに基づいて、表示用番組詳細データを作成し、その表示用番組詳細データをアナログ映
像信号形式の表示用番組詳細信号に変換して合成部１３２へ順次出力する。一般に、番組
詳細情報抽出部１５１から出力される表示用番組詳細リスト情報は、所定のコード化を施
されたデータである。従って、番組詳細情報順次制御部１６１は、このコード化されてい
るデータをキャラクタに復号し、且つそれを画像データに変換する機能も有している。
【００３３】
また、このコード化されているデータには、動画や静止画等である関連情報が含められて
いる場合もある。番組詳細情報順次制御部１６１は、このような関連情報も復号し、且つ
それを画像データに変換する機能も有している。
【００３４】
映像処理部１３１は、分離部１０２から入力されている映像信号データストリームをデコ
ードする。デジタルテレビジョン放送では、映像信号は所定の映像圧縮方式で圧縮（所謂
ソースコード）され、所定の方式の映像信号データストリームに編成されている。映像処
理部１３１で実行されるデコードは、上述の映像信号データストリームを基にして圧縮前
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の映像データを復元することであり、所謂ソースデコードである。映像処理部１３１は、
このような所定の処理を施してアナログ映像信号に変換して合成部１３２へ出力する。
【００３５】
合成部１３２は、映像処理部１３１からのアナログ映像信号と、番組詳細情報順次制御部
１６１からの表示用番組詳細信号を合成し、合成したアナログ映像信号を映像出力部１３
３へ出力する。映像出力部１３３は、モニタ等で構成される表示装置であり、合成部１３
２からのアナログ映像信号を表示する。
【００３６】
音声処理部１３４は、分離部１０２から入力されているデジタル音声信号データストリー
ムをデコードする。デジタルテレビジョン放送では、音声信号は所定の音声圧縮方式で圧
縮（所謂ソースコード）され、所定の方式の音声信号データストリームに編成されている
。音声処理部１３４で実行されるデコードは、上述の音声信号データストリームを基にし
て圧縮前の音声データを復元することであり、所謂ソースデコードである。音声処理部１
３４は、このような所定の処理を施してアナログ音声信号に変換して音声出力部１３５へ
出力する。
【００３７】
音声出力部１３５は、スピーカ等で構成される音声出力装置であり、音声処理部１３４か
らのアナログ音声信号を出力する。入力部１４１は、視聴者からの選局要求やおすすめ番
組表示要求等を制御部１０３へ出力する。
【００３８】
尚、上述の説明では、合成部１３２は、映像処理部１３１からのアナログ映像信号と番組
詳細情報順次制御部１６１からのアナログ映像信号の表示用番組詳細信号とを合成する場
合を示している。しかし、映像処理部１３１はデジタル映像信号を出力し、番組詳細情報
順次制御部１６１はデジタル映像信号の表示用番組詳細信号を出力し、合成部１３２は映
像処理部１３１からのデジタル映像信号と番組詳細情報順次制御部１６１からのデジタル
映像信号の表示用番組詳細信号とを合成することも可能である。
【００３９】
また、合成部１３２での合成処理は、映像処理部１３１からの映像信号の一部を番組詳細
情報順次制御部１６１からの表示用番組詳細信号と置き換える方式や、両信号を加重和し
てスーパーインポーズする方式や、クロマキー等のキーイングをする方式が採用される。
また、単に両信号を合成処理する場合は、映像処理部１３１からの映像信号の一部が欠け
たり、或いは表示用番組詳細信号で見難くなったりする。それを避ける為に、合成部１３
２は、映像処理部１３１からの映像信号を画面内で一次元的または二次元的に圧縮し、こ
の圧縮によって生じた空き領域に番組詳細情報順次制御部１６１からの表示用番組詳細信
号を位置させることも考えられる。本実施例での合成部１３２は、このような合成処理も
可能である。
【００４０】
次に、本実施の形態における番組データのデータ構成、即ち分離部１０２から出力される
番組データのデータ構成について図３と伴に説明する。
【００４１】
図３は、本実施の形態における番組データのデータ構成の概念図である。図３において、
番組データ３００は、チャンネル情報３１０、３２０、３３０と、番組情報３１１、３１
３、３１５、３１７、３２１、３２３、３２５、３２７と、番組詳細情報３１６、３１８
、３２４、３２８で構成される。チャンネル情報３１０、３２０、３３０は、各チャンネ
ルに関するチャンネル番号とチャンネル名などから成る。番組情報３１１、３１３、３１
５、３１７、３２１、３２３、３２５、３２７は、各チャンネルで放送される番組のタイ
トルと放送時間などから成る。番組詳細情報３１６、３１８、３２４、３２８は、番組情
報の付加情報であって、あら筋や見所などから成る。
【００４２】
チャンネル情報３１０は、チャンネル番号が「０２２」でチャンネル名が「○○放送」を
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夫々意味するデータを有し、チャンネル情報３２０は、チャンネル番号が「０３４」でチ
ャンネル名が「△△テレビ」を夫々意味するデータを有し、チャンネル情報３３０は、チ
ャンネル番号が「０７７」でチャンネル名が「□□チャンネル」を夫々意味するデータを
有している。
【００４３】
チャンネル情報３１０には、番組情報３１１、３１３、３１５、３１７が含まれており、
番組情報３１５、３１７は夫々番組詳細情報３１６、３１８を有している。しかし、番組
情報３１１、３１３は番組詳細情報を有していない。
【００４４】
同様に、チャンネル情報３２０には、番組情報３２１、３２３、３２５、３２７が含まれ
ており、番組情報３２３、３２７は夫々番組詳細情報３２４、３２８を有している。しか
し、番組情報３２１、３２５は番組詳細情報を有していない。
【００４５】
番組情報３１５の場合を例に挙げて、番組情報と番組詳細情報を説明する。番組情報３１
５は、番組タイトルが「洋画劇場」で放送時間が「２１：００～２２：５５」を夫々意味
するデータを有し、番組詳細情報３１６も有している。番組詳細情報３１６は、あら筋で
ある「あら筋、○○○○○○○○」を意味するデータを有している。
【００４６】
他の詳細情報や番組詳細情報については、番組情報３１５や番組詳細情報３１６と同じ要
領であるため、詳細な説明は省略する。
【００４７】
尚、番組詳細情報３１６、３２４、３２８は所定サイズ以上のデータ量であり、番組詳細
情報３１８は所定サイズよりも小さいデータ量であると仮定している。番組データ３００
は、上述のようなデータ構成になっている。
【００４８】
本実施の形態における番組詳細情報の表示動作について、まず図１と伴に説明する。
【００４９】
図１の番組詳細情報表示装置１００で、コマンド受信手段１４０は、リモコン等からの番
組詳細情報表示コマンドの一つであるおすすめ番組表示要求などを受信すると、その旨を
番組制御手段１２０に通知する。
【００５０】
番組詳細情報表示コマンド受信の通知を受けた番組情報制御手段１２０の番組詳細情報抽
出手段１５０は、記憶装置１１０に記憶されている番組情報を取得する。そうして、番組
詳細情報抽出手段１５０は、図４に示された手順でチャンネル情報と番組情報と番組詳細
情報を抽出し、表示用番組詳細リストを作成する。
【００５１】
番組詳細情報順次表示制御手段１６０は、番組詳細情報抽出手段１５０が抽出したチャン
ネル情報と番組情報と番組詳細情報から表示用番組詳細データを作成して表示手段１３０
に順次出力する。
【００５２】
表示手段１３０は、番組詳細情報順次表示制御手段１６０の出力を受けて、順次表示する
。
【００５３】
次に、図４を用いて図１に記載された番組詳細情報抽出手段１５０の動作の概要を説明す
る。
【００５４】
まず、番組詳細情報抽出手段１５０は、番組データからチャンネル情報を抽出する。（Ｓ
４０３）
次に、番組詳細情報抽出手段１５０は、抽出したチャンネル情報のチャンネル番号をチェ
ックして対応する番組情報を抽出する。（Ｓ４０４）
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続いて、番組詳細情報抽出手段１５０は、抽出した番組情報に対応する番組詳細情報が存
在するか否かをチェックする。（Ｓ４０５）
番組詳細情報が存在すれば、番組詳細情報抽出手段１５０は番組詳細情報のサイズを検出
する。（Ｓ４０６）
番組詳細情報が存在しなければ、番組詳細情報抽出手段１５０はその番組情報が最後の番
組情報か否かを判断する。（Ｓ４０８）
番組詳細情報のサイズが所定バイト数以上であれば、番組詳細情報抽出手段１５０はその
番組詳細情報を表示用番組詳細リストへ登録する。（Ｓ４０７）
所定バイト数以上でなければ、番組詳細情報抽出手段１５０はその番組情報が最後の番組
情報か否かを判断する。（Ｓ４０８）
詳細情報抽出手段１５０は、チェックしている番組情報が現在対象としているチャンネル
についての最後の番組情報か否かチェックする。（Ｓ４０８）
最後であれば、詳細情報抽出手段１５０は、チェックしているチャンネル情報が番号デー
タ内の最後のチャンネル情報か否かを検出する。（Ｓ４０９）
最後でなければ、詳細情報抽出手段１５０は、新たな番組情報を抽出する。（Ｓ４０４）
チェックしているチャンネル情報が番号データ内の最後のチャンネル情報でなければ、詳
細情報抽出手段１５０は、新たなチャンネル情報を抽出する。（Ｓ４０３）
チェックしているチャンネル情報が最後であれば、詳細情報抽出手段１５０は処理を終了
する。（ＥＮＤ）
次に、図４を用いて図２に記載された番組詳細情報抽出部１５１の動作を詳細に説明する
。
【００５５】
図２の番組詳細情報表示装置１００で、コマンド受信手段１４０として動作する入力部１
４１は、リモコン等からの番組詳細情報表示コマンドの一つであるおすすめ番組表示要求
などを受信すると、その旨を番組制御手段１２０内の制御部１０３に通知する。
【００５６】
そうして、制御部１０３は番組詳細情報抽出部１５１の動作を開始させる。次に、番組詳
細情報抽出部１５１は、記憶部１１１に記憶されている番組データを取得し、チャンネル
情報と番組情報と番組詳細情報を抽出する。図４はこの動作手順を示している。
【００５７】
図４において、番組詳細情報抽出部１５１は、制御部１０３の指示に基いて、処理を開始
状態となる。（ＳＴＡＲＴ）
次に、番組詳細情報抽出部１５１は、表示用番組詳細リストを初期化する。（Ｓ４０１）
そうして、番組詳細情報抽出部１５１は、記憶部１１１に記憶されている番組データを取
得する。（Ｓ４０２）
続いて、番組詳細情報抽出部１５１は、取得した番組データの中からチャンネル情報を抽
出する。（Ｓ４０３）
次に、番組詳細情報抽出部１５１は、抽出したチャンネル情報に関連する番組情報を抽出
する。（Ｓ４０４）
次に、番組詳細情報抽出部１５１は、抽出した番組情報に関連する番組詳細情報が存在す
るか否かを判断する。（Ｓ４０５）
抽出した番組情報に関連する番組詳細情報が存在していると判断された場合（ＹＥＳ）は
、番組詳細情報抽出部１５１は、その番組詳細情報が所定サイズ以上か否かを判断する。
（Ｓ４０６）
その番組詳細情報が所定サイズ以上であると判断された場合（ＹＥＳ）は、番組詳細情報
抽出部１５１は、その番組詳細情報を表示用番組詳細リストへ登録する。（Ｓ４０７）
次に、番組詳細情報抽出部１５１は、その番組情報が最後の番組情報であるか否かを判断
する。（Ｓ４０８）
尚、抽出した番組情報に関連する番組詳細情報が存在していないと判断された場合（ＮＯ
）、及び、抽出した番組情報に関連する番組詳細情報が所定サイズ以上ではないと判断さ
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れた場合（ＮＯ）も、番組詳細情報抽出部１５１はその番組情報が最後の番組情報である
か否かを判断する。（Ｓ４０８）
その番組情報が最後の番組情報ではないと判断された場合（ＮＯ）、番組詳細情報抽出部
１５１は、次の新たな番組情報を抽出する。（Ｓ４０４）
一方、その番組情報が最後の番組情報であると判断された場合（ＹＥＳ）、番組詳細情報
抽出部１５１は、そのチャンネル情報が最後のチャンネル情報であるか否かを判断する。
（Ｓ４０９）
そのチャンネル情報が最後のチャンネル情報ではないと判断された場合（ＮＯ）、番組詳
細情報抽出部１５１は、次の新たなチャンネル情報を抽出する。（Ｓ４０３）
一方、そのチャンネル情報が最後のチャンネル情報であると判断された場合（ＹＥＳ）、
番組詳細情報抽出部１５１は、表示用番組詳細リストを番組詳細情報順次表示制御部１６
１に出力する。（Ｓ４１０）
そうして、番組詳細詳細情報抽出部１５１の一連の処理が終了する。（ＥＮＤ）
図５は、番組詳細情報抽出部１５１で生成されて番組詳細情報順次表示制御部１６１に入
力される表示用番組詳細リストを示している。
【００５８】
同図において、表示用番組詳細リスト５０１の左端の列はチャンネル情報欄５１０、中央
の列は番組情報欄５２０、右端の列は番組詳細情報欄５３０である。
【００５９】
図４に示されたフローチャートでの説明でも明らかな通り、番組詳細情報抽出部１５１は
、番組詳細情報が所定サイズ以上のデータ量を有する場合を抽出して表示用番組詳細リス
トを生成する。即ち、図３に示されている番組データ３００の中で、チャンネル情報３１
０の番組情報３１５及び番組詳細情報３１６と、チャンネル情報３２０の番組情報３２３
及び番組詳細情報３２４と、チャンネル情報３２０の番組情報３２７及び番組詳細情報３
２８とが抽出されて表示用番組詳細リスト５０１に載る。番組詳細情報３１８は番組詳細
情報が所定サイズ以上のデータ量ではないので、表示用番組詳細リスト５０１には載らな
い。従って、図３のチャンネル情報３１０と番組情報３１５と番組詳細情報３１６とが、
夫々図５のチャンネル情報５１１と番組情報５２１と番組詳細情報５３１になる。同様に
、図３のチャンネル情報３２０と番組情報３２３と番組詳細情報３２４とが、夫々図５の
チャンネル情報５１２と番組情報５２２と番組詳細情報５３２になる。また、図３のチャ
ンネル情報３２０と番組情報３２７と番組詳細情報３２８とが、夫々図５のチャンネル情
報５１３と番組情報５２３と番組詳細情報５３３になる。
【００６０】
次に、番組詳細情報順次表示制御部１６１での処理を、図６と伴に説明する。
【００６１】
図６において、図２の番組詳細情報順次表示制御部１６１は、制御部１０３からの指示を
受けて、処理を開始する。（ＳＴＡＲＴ）
まず、番組詳細情報順次表示制御部１６１は、番組詳細情報抽出部１５１で生成された表
示用番組詳細リストを取得する。（Ｓ６０１）
次に、番組詳細情報順次表示制御部１６１は、取得した表示用番組詳細リストに含まれる
リスト項目の総数を検出する。検出された総数をＮ個とする。（Ｓ６０２）
本実施の形態では、表示用番組詳細リストは図５に示されたものである。従って、ここで
は、リスト項目の総数である「Ｎ」の値は「３」ということになる。
【００６２】
続いて、番組詳細情報順次表示制御部１６１は、自身で持っているカウンターの値である
「ＣＯＵＮＴ」を０にリセットする。（Ｓ６０３）
本実施の形態では、表示用番組詳細リストは図５に示されたものである。従って、「ＣＯ
ＵＮＴ」値の「０」は図５のチャンネル情報５１１と番組情報５２１と番組詳細情報５３
１とに対応している。同様にして、「ＣＯＵＮＴ」値の「１」は図５のチャンネル情報５
１２と番組情報５２２と番組詳細情報５３２とに対応し、「ＣＵＯＮＴ」値の「２」は図
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５のチャンネル情報５１３と番組情報５２３と番組詳細情報５３３とに対応している。
【００６３】
次に、番組詳細情報順次表示制御部１６１は、現在の「ＣＯＵＮＴ」の値がＮよりも小さ
い値であるか否かを判断する。（Ｓ６０４）
現在の「ＣＯＵＮＴ」の値がＮよりも小さい値であると判断した場合（ＹＥＳ）は、番組
詳細情報順次表示制御部１６１は、表示用番組詳細リストにおける「ＣＯＵＮＴ」値に対
応する情報を基にして「ＣＯＵＮＴ」値に対応する表示用番組詳細データを作成する。（
Ｓ６０５）
この時点で「ＣＯＵＮＴ」の値はまだ「０」であるから、図５のチャンネル情報５１１と
番組情報５２１と番組詳細情報５３１とに対応した表示用番組詳細データが作成される。
【００６４】
次に、番組詳細情報順次表示制御部１６１は、このようにして作成された表示用番組詳細
データを合成部１３２に出力する。（Ｓ６０６）
続いて、番組詳細情報順次表示制御部１６１は、「ＣＯＵＮＴ」の値に「１」を加えてイ
ンクリメントする。（Ｓ６０７）
次に、番組詳細情報順次表示制御部１６１は、インクリメントされた新しい「ＣＯＵＮＴ
」の値がＮよりも小さいか否かを判断する。（Ｓ６０４）
このようなプロセスが繰り返されて、やがて、インクリメントされた新しい「ＣＯＵＮＴ
」の値がＮよりも小さい値ではないと判断される状態になる。（ＮＯ）
「ＣＯＵＮＴ」の値がＮよりも小さい値ではないと判断される状態になると、番組詳細情
報順次表示制御部１６１は処理を終了する。（ＥＮＤ）
このようにして、番組詳細情報順次表示制御部１６１は、作成した表示用番組詳細データ
を合成部１３２に順次出力する。
【００６５】
尚、上述の説明では、番組詳細情報順次表示制御部１６１は、表示用番組詳細データが作
成される毎に逐次その表示用番組詳細データを合成部１３２に出力する（Ｓ６０６）方式
を記載している。しかしながら、本発明の実施の形態１ではこのような方式に限られるも
のではない。即ち、作成された表示用番組詳細データを記憶しておき、制御部１０３は入
力部１４１に入る信号等を基にして、記憶している表示用番組詳細データの中から所望の
データを所望のタイミングで表示させるように構成することも可能である。
【００６６】
次に、以上のようにして作成される番組詳細情報の表示画面例を、まず図７と伴に概要を
説明する。
【００６７】
図７において、テレビジョン受信機７０１の表示等は、リモコン７０３で制御されている
。表示画面７０２は、リモコン７０３で制御さて、放送されている映像とチャンネル情報
や番組詳細情報を映し出している。番組詳細情報の表示要領として、例えば、ＣＭ中に表
示、無信号時に表示、これらの自動表示、「おすすめ番組」ボタンをおした場合に表示、
等の表示要領がある。視聴者は、リモコン７０３を操作してこれらの表示要領のどれを実
行するかを決定設定する。
【００６８】
次に、番組詳細情報の表示画面の更に具体的な例を示して、その詳細を以下に説明する。
【００６９】
図８は、図２の映像出力部１３３に表示される画面の一例である。図８において、画面８
１０、８２０、８３０は、それぞれ図７の表示画面７０２の異なった時刻での画面である
。画像領域８１１は図２の映像処理部１３１から出力されている映像が表示されている領
域であり、画像領域８１２は番組詳細情報順次制御部１６１からの情報が表示されている
領域である。同様に、画像領域８２１と８３１は図２の映像処理部１３１から出力されて
いる映像が表示されている領域であり、画像領域８２２と８３２は番組詳細情報順次制御
部１６１からの情報が表示されている領域である。
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【００７０】
画面８１０は、番組詳細情報順次制御部１６１から出力されている図５に示されたチャン
ネル情報５１１と番組情報５２１と番組詳細情報５３１が表示されている状態を示してい
る。同様に、画面８２０は図５に示されたチャンネル情報５１２と番組情報５２２と番組
詳細情報５３２が表示されている状態を示し、画面８３０は図５に示されたチャンネル情
報５１３と番組情報５２３と番組詳細情報５３３が表示されている状態を示している。
【００７１】
このように、番組詳細情報順次制御部１６１からの情報が、画面の一部に、時間をおいて
次々に表示される。
【００７２】
尚、既に説明した通り、本実施の形態での合成部１３２は種々の合成処理方法を採用可能
である。合成部１３２が映像処理部１３１からの映像信号の一部を番組詳細情報順次制御
部１６１からの表示用番組詳細信号と単に置き換える方式を採用している場合は、映像処
理部１３１からの映像信号の一部が欠けて、その欠けた部分に番組詳細情報順次制御部１
６１からの表示用番組詳細信号が嵌った画像になる。合成部１３２が映像信号と表示用番
組詳細信号とを加重和してスーパーインポーズする方式を採用している場合は、映像処理
部１３１からの映像信号は欠けず、その映像信号の一部に表示用番組詳細信号が加重重畳
された画像になる。合成部１３２がクロマキー等のキーイング方式を採用する場合は、表
示用番組詳細信号のキャラクタ等が存在する画素部分のみが映像信号と置き換った画像に
なる。また、合成部１３２が映像処理部１３１からの映像信号を画面内で一次元的または
二次元的に圧縮する機能を有する方式の場合は、映像信号は画面内で一次元的または二次
元的に圧縮され、この圧縮によって生じた空き領域に表示用番組詳細信号が嵌った画像に
なる。
【００７３】
図８では、画像領域８１２、８２２、８３２には文字のみが表示されている場合を示して
いる。本実施の形態１では、このような文字だけではなく、図や動画等の画像情報も表示
することが可能である。
【００７４】
既に記載した通り、番組詳細情報抽出部１５１から出力される表示用番組詳細リスト情報
は、所定のコード化を施されたデータである。従って、番組詳細情報順次制御部１６１は
、このコード化されているデータをキャラクタに復号し、且つそれを画像データに変換す
る機能を有している。また、このコード化されているデータには、動画や静止画等の関連
情報が含めれている場合もある。番組詳細情報順次制御部１６１は、このような関連情報
も復号し、且つそれを画像データに変換する機能も有している。
【００７５】
画像領域８１２、８２２、８３２に文字のみならず図や動画等の画像情報も表示する場合
を図２及び図９と伴に説明する。
【００７６】
図９において、図８と異なる部分は、動画９０１～９０３である。この動画９０１～９０
３は、上述の画像情報の一例である。図９では、図８と同様の部分は図８と同じ番号を付
与し、これらの部分の詳細な説明は省略する。
【００７７】
既に説明したが、図２の番組詳細情報抽出部１５１から出力される表示用番組詳細リスト
情報は、一般に、キャラクタや静止画や動画やオブジェクト等が所定のコード化を施され
たデータである。従って、図２の番組詳細情報順次制御部１６１は、このコード化されて
いるデータをキャラクタや静止画や動画やオブジェクト等に復号し、且つそれを画像デー
タに変換する機能を有している。
【００７８】
この表示用番組詳細リスト情報にキャラクタの情報と動画の情報が含まれている場合を仮
定する。この場合、番組詳細情報順次制御部１６１は、動画の情報もデコードし、映像信
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号に変換して合成部１３２に出力する。合成部１３２は、番組詳細情報順次制御部１６１
からのキャラクタと動画と、映像処理部１３１からの映像信号とを合成する。即ち、図９
の領域８１２、８２２、８３２には、その一部に動画９０１、９０２、９０３が夫々表示
される。
【００７９】
このように、キャラクタのみならず、図や動画等の画像情報も表示することで、更に多彩
な番組情報通知が可能になる。
【００８０】
（実施の形態２）
上述の実施の形態１は、表示用番組詳細信号として文字情報或いは画像情報を扱う番組詳
細情報表示装置を示している。本実施の形態２は、表示用番組詳細信号として文字情報や
画像情報のみならず、音声情報も扱う番組詳細情報表示装置を示す。図１０及び図１１と
伴に、実施の形態２を説明する。
【００８１】
図１０は、本実施の形態２に係る番組詳細情報表示装置のシステム構成図である。図１０
において、図２と異なる部分は、音声変換部１００１と音声切替部１００２である。図１
０で、図２と同様の部分は図２と同じ番号を付与し、これらの部分の詳細な説明は省略す
る。
【００８２】
番組詳細情報順次制御部１６１は、番組詳細情報抽出部１５１からの表示用番組詳細リス
ト情報に基づいて、表示用番組詳細データを作成し、その表示用番組詳細データを表示用
番組詳細信号に変換して合成部１３２へ出力する。また、番組詳細情報順次制御部１６１
は、作成した表示用番組詳細データを音声変換部１００１へも入出力する。
【００８３】
音声変換部１００１は、入力された表示用番組詳細データに含まれているキャラクタ情報
の部分をそのキャラクタに対応する音声情報に変換する。即ち、音声変換部１００１は、
所謂音声合成の機能を有している。音声変換部１００１は、このようにして生成した音声
情報をアナログ音声信号に変換して音声切替部１００２へ出力する。
【００８４】
音声処理部１３４は、分離部１０２から入力されているデジタル音声信号データストリー
ムをデコードし、且つアナログ音声信号として音声切替部１００２へ出力する。
【００８５】
音声切替部１００２は、音声変換部１００１から入力されている音声信号と音声処理部１
３４から入力されている音声信号とを適宜切り替えて、音声出力部１３５へ出力する。
【００８６】
尚、本実施の形態２における音声切替部１００２は、音声変換部１００１から入力されて
いる音声信号と音声処理部１３４から入力されている音声信号とを単に切替える方式や、
これら両音声信号をフェイドイン・フェイドアウト機能で切り替える方式や、これら両音
声信号を加重和合成する方式等が採用される。両者を単に切り替える方式の場合は、音声
切替部１００２は音声変換部１００１から入力されている音声信号と音声処理部１３４か
ら入力されている音声信号との択一的な選択回路で構成される。両者をフェイドイン・フ
ェイドアウト機能で切り替える方式の場合は、音声切替部１００２は音声変換部１００１
から入力されている音声信号と音声処理部１３４から入力されている音声信号との切り替
えタイミングで両者の利得を変化させながら加算して切り替える回路で構成される。両者
を加重和合成する方式の場合は、音声切替部１００２は音声変換部１００１から信号が入
力される期間で両信号を夫々加重して加算する回路で構成される。
【００８７】
また、上述の説明では、音声切替部１００２は、音声処理部１３４からのアナログ音声信
号と音声変換部１００１からのアナログ音声信号のとを切り替える場合を示している。し
かし、音声理部１３４はデジタル音声信号を出力し、音声変換部１００１もデジタル音声
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信号を出力し、音声切替部１００２は音声処理部１３４からのデジタル音声信号と音声変
換部１００１からのデジタル音声信号とを切り替えることも可能である。
【００８８】
次に、図１０の映像出力部１３３に表示される画面と音声出力部１３５から発せられる音
声の一例を図１１と伴に説明する。
【００８９】
図１１において、図８及び図９と異なる部分は、音声１１０１～１１０３と音声出力部１
３５である。音声出力部１３５は図１０に示された音声出力部１３５と同様である。図１
１で、図８及び図９と同様の部分は図８及び図９と同じ番号を付与し、これらの部分の詳
細な説明は省略する。
【００９０】
図１１に示されている通り、画像領域８１２に番組詳細情報順次制御部１６１からの情報
が表示されている時に、その表示内容に相当する音声１１０１が音声出力部１３５から発
せられる。同様に、画像領域８２２に番組詳細情報順次制御部１６１からの情報が表示さ
れている時にはその表示内容に相当する音声１１０２が音声出力部１３５から発せられ、
画像領域８３２に番組詳細情報順次制御部１６１からの情報が表示されている時にはその
表示内容に相当する音声１１０３が音声出力部１３５から発せられる。
【００９１】
このように、本実施の形態２では、番組詳細情報順次制御部１６１からの情報を映像出力
部１３３に表示するだけではなく、その表示内容に相当する音声が音声出力部１３５から
発せられるので、ユーザが番組情報を知る為の機能が更に向上する。
【００９２】
以上説明したように、本発明の番組詳細情報表示装置は、視聴者のリモコン操作等による
番組詳細情報表示コマンド受信により、記憶手段に記憶された番組データから番組詳細情
報を抽出し、チャンネル情報および番組情報と共に画像や音声等を用いた表示用番組詳細
データを作成して順次表示することで、視聴者の番組選択の効率化を図ることができる。
【００９３】
さらに、所定のデータ量より多い番組詳細情報のみを表示することで、番組制作側が推奨
すると思われる番組をおすすめ番組として視聴者に効率良く提示することができる。また
、放送されている画像と同時に番組詳細情報を表示することが可能である。
【００９４】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の番組詳細情報表示装置によれば、番組詳細情報抽出手段が
抽出した番組詳細情報を順次表示手段に出力する番組詳細情報順次表示制御手段を有する
ことで、視聴者の番組選択の効率を上げることができる。
【００９５】
さらに、番組詳細情報抽出手段が所定サイズ以上の番組詳細情報のみを抽出することで、
おすすめ番組等を効率良く視聴者に提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係る番組詳細情報表示装置のシステム構成図
【図２】本発明の実施の形態１に係る番組詳細情報表示装置の詳細なシステム構成図
【図３】本発明の実施の形態１に係る番組データのデータ構成の概念図
【図４】本発明の実施の形態１における番組詳細情報抽出処理の動作フローチャート
【図５】本発明の実施の形態１に係る番組詳細情報表示装置での表示用番組詳細リストの
一例を示す図
【図６】本発明の実施の形態１に係る番組詳細情報表示装置での表示用番組詳細データ作
成処理のフローチャート
【図７】本発明の実施の形態１に係る番組詳細情報表示装置での番組詳細情報表示画面の
一例を示す図
【図８】本発明の実施の形態１における番組詳細情報の更に詳細な表示画面の例を示す図
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【図９】本発明の実施の形態１における番組詳細情報の更に詳細な表示画面の他の例を示
す図
【図１０】本発明の実施の形態２に係る番組詳細情報表示装置の詳細なシステム構成図
【図１１】本発明の実施の形態２に係る番組詳細情報表示装置における番組詳細情報の表
示画面の例を示す図
【図１２】従来の番組詳細情報表示装置のおける番組詳細情報の表示画面を示す図
【符号の説明】
１００　番組詳細情報表示装置
１０１　チューナ
１０２　分離部
１０３　制御部
１０４　アンテナ
１１０　記憶手段
１１１　記憶部
１２０　番組情報制御手段
１３０　表示手段
１３１　映像処理部
１３２　合成部
１３３　映像出力部
１３４　音声処理部
１３５　音声出力部
１４０　コマンド受信手段
１４１　入力部
１５０　番組詳細情報抽出手段
１５１　番組詳細情報抽出部
１６０　番組詳細情報順次表示制御手段
１６１　番組詳細情報順次表示制御部
３００　番組データ
３１０、３２０、３３０　チャンネル情報
３１１、３１３、３１５、３１７、３２１、３２３、３２５、３２７　番組情報
３１６、３１８、３２４、３２８　番組詳細情報
５１０　チャンネル情報欄
５２０　番組情報欄
５３０　番組詳細情報欄
５１１、５１２、５１３　チャンネル情報
５２１、５２２、５２３　番組情報
５３１、５３２、５３３　番組詳細情報
７０１　テレビジョン受信機
７０２　表示画面
７０３　リモコン
８１０、８２０、８３０　画面
８１１、８２１、８３１、８１２、８２２、８３２　画像領域
９０１、９０２、９０３　動画
１００１　音声変換部
１００２　音声切替部
１１０１、１１０２、１１０３　音声
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