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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの使用言語および使用国が入力される入力部と、
　番組情報を提供する複数の情報提供部と、
　番組情報を表示する表示部と、
　前記入力された使用国および所定の優先順位に基づいて、動作させる一の情報提供部を
決定する決定部と、
　前記入力された使用言語が前記動作させる情報提供部の対応言語に含まれるか否かを判
定する言語判定部と、
を備え、
　前記言語判定部は、前記使用言語が前記動作させる情報提供部の対応言語に含まれない
と判定した場合に、前記動作させる情報提供部の対応言語から使用言語を選択させる、情
報処理装置。
【請求項２】
　前記決定部は、前記使用国に対応可能な前記情報提供部が複数存在する場合、最も詳細
な番組情報を提供可能な情報提供部を動作させる一の情報提供部として決定する、請求項
１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　動作させる情報提供部の変更指示に基づいて、変更後の情報提供部と現在動作中の情報
提供部とが同一か否かを判定する設定判定部と、
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　前記設定判定部により前記変更後の情報提供部と前記現在動作中の情報提供部とが相違
すると判定された場合に、前記変更後の情報提供部の設定を行う設定処理部と、
をさらに備える、請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記設定処理部は、前記選択された情報提供部が未設定である場合にのみ、当該選択さ
れた情報提供部の設定を行う、請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記変更後の情報処理部が前記使用言語に対応していない場合、前記言語判定部は、前
記変更後の情報提供部の対応言語から使用言語を選択させる、請求項４に記載の情報処理
装置。
【請求項６】
　前記情報処理装置が使用されている位置を表す位置情報を取得する位置情報取得部をさ
らに備え、
　前記決定部は、前記位置情報取得部により取得した位置情報から使用国を判定し、前記
判定された使用国に基づいて動作させる情報提供部を決定する、請求項１に記載の情報処
理装置。
【請求項７】
　ユーザの使用言語および使用国を入力する入力ステップと、
　前記入力された使用国および所定の優先順位に基づいて、番組情報を提供する複数の情
報提供部のうち動作させる一の情報提供部を決定する決定ステップと、
　前記入力された使用言語が前記動作させる情報提供部の対応言語に含まれるか否かを判
定する言語判定ステップと、
　前記使用言語が前記動作させる情報提供部の対応言語に含まれないと判定された場合に
、前記動作させる情報提供部の対応言語から使用言語を選択させる選択ステップと、
を含む、動作設定方法。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置および動作設定方法に関し、より詳細には、番組情報を提供す
る情報提供部を複数備える情報処理装置および情報提供部の動作設定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタル放送において、放送受信端末によりデジタル放送波またはインターネッ
トを介して電子番組表を取得し、画面に表示するＥＰＧ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐｒｏ
ｇｒａｍ　Ｇｕｉｄｅ）と呼ばれるシステムが実用化されている。電子番組表には、放送
局から提供される一日分の番組の番組名、放送開始時間、放送終了時間、番組内容、出演
者等の番組情報が表示され、チャンネル毎に放送スケジュール順に表示される。ユーザは
、放送受信端末に表示された電子番組表を閲覧し、所望の番組を選択して視聴する。
【０００３】
　ＥＰＧにより提供される番組情報は番組情報提供元によって異なり、また、ＥＰＧ自体
の仕様も複数存在する。そこで、ＥＰＧを複数設け、これらの番組情報提供元から提供さ
れる情報をユーザに提供する受信装置が提案されている（例えば、特許文献１）。特許文
献１の受信装置では、規約上同一画面に表示することが禁止されている異なる仕様のＥＰ
Ｇの番組表を、ユーザの指示にしたがって切り替えて表示することができる。これにより
、ユーザは複数の番組情報提供元から提供される情報の提供を受けることができる。
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－６０５７６号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１に記載の受信装置では、ユーザが指示しなければ利用するＥＰＧを
変更することができなかった。また、複数の番組情報提供元から提供された番組表を切り
替えて表示可能とするためには、複数のＥＰＧを同時に作動させなければならない。この
ため、ＥＰＧを作動させるために多くのメモリが必要となり、機器のコストが高くなると
いう問題もあった。さらに、複数のＥＰＧが存在することにより、同一内容の番組の番組
情報も複数存在する可能性もある。このため、録画視聴予約の衝突回避のためにすべての
ＥＰＧデータベースを検査する必要があり、プログラムの複雑化を招き、ユーザの操作に
対する反応速度も悪化させることも考えられる。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、複数のＥＰＧから使用するＥＰＧを自動的に選択することが可能な、新規かつ改良さ
れた情報処理装置および動作設定方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、ユーザの使用言語および使用
国が入力される入力部と、番組情報を提供する複数の情報提供部と、番組情報を表示する
表示部と、入力された使用国および所定の優先順位に基づいて、動作させる一の情報提供
部を決定する決定部と、入力された使用言語が動作させる情報提供部の対応言語に含まれ
るか否かを判定する言語判定部と、を備える情報処理装置が提供される。ここで、言語判
定部は、使用言語が動作させる情報提供部の対応言語に含まれないと判定した場合に、動
作させる情報提供部の対応言語から使用言語を選択させる。
【０００８】
　本発明によれば、複数設けられた情報提供部のうち一の情報提供部のみを動作させる。
この際、情報処理装置は、当該情報処理装置の使用国および所定の優先順位に基づいて、
動作させる情報提供部を決定する。決定した情報提供部が使用言語に対応していない場合
には、当該情報提供部の対応言語から番組情報を提供するときに用いる言語を選択させる
。これにより、ユーザの所望の番組情報を所望の言語により提供することができる。
【０００９】
　ここで、決定部は、使用国に対応可能な情報提供部が複数存在する場合、最も詳細な番
組情報を提供可能な情報提供部を動作させる一の情報提供部として決定するようにしても
よい。
【００１０】
　また、動作させる情報提供部の変更指示に基づいて、変更後の情報提供部と現在動作中
の情報提供部とが同一か否かを判定する設定判定部と、設定判定部により変更後の情報提
供部と現在動作中の情報提供部とが相違すると判定された場合に、変更後の情報提供部の
設定を行う設定処理部と、をさらに備えることもできる。ここで、設定処理部は、選択さ
れた情報提供部が未設定である場合にのみ当該選択された情報提供部の設定を行うように
してもよい。
【００１１】
　さらに、変更後の情報処理部が使用言語に対応していない場合、言語判定部は、変更後
の情報提供部の対応言語から使用言語を選択させるようにすることもできる。
【００１２】
　また、本発明にかかる情報処理装置は、当該情報処理装置が使用されている位置を表す
位置情報を取得する位置情報取得部をさらに備えることもできる。このとき、決定部は、
位置情報取得部により取得した位置情報から使用国を判定し、判定された使用国に基づい
て動作させる情報提供部を決定する。
【００１３】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、ユーザの使用言語およ
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び使用国を入力する入力ステップと、入力された使用国および所定の優先順位に基づいて
、番組情報を提供する複数の情報提供部のうち動作させる一の情報提供部を決定する決定
ステップと、入力された使用言語が動作させる情報提供部の対応言語に含まれるか否かを
判定する言語判定ステップと、使用言語が動作させる情報提供部の対応言語に含まれない
と判定された場合に、動作させる情報提供部の対応言語から使用言語を選択させる選択ス
テップと、を含む、動作設定方法が提供される。
【発明の効果】
【００１４】
　以上説明したように本発明によれば、複数のＥＰＧから使用するＥＰＧを自動的に選択
することが可能な情報処理装置および動作設定方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１６】
　まず、図１に基づいて、本発明の実施形態にかかる情報処理装置の構成について説明す
る。なお、図１は、本実施形態にかかる情報処理装置１００の構成を示すブロック図であ
る。
【００１７】
＜情報処理装置の構成＞
　本実施形態にかかる情報処理装置１００は、例えばデジタル放送を受信して表示可能な
テレビ受像機である。本実施形態のテレビ受像機は、提供可能な番組情報の異なるＥＰＧ
（本実施形態では「情報提供部」ともいう。）を２つ搭載し、いずれか一方のＥＰＧを自
動的に選択してユーザの所望の言語で番組情報を提供することができる。情報処理装置１
００は、図１に示すように、チューナー部１１０と、信号処理部１１５と、第１の情報提
供部１２０と、第２の情報提供部１３０と、入力部１４０と、制御部１５０と、表示部１
６０と、選択処理部１７０と、メモリ１８０と、設定記憶部１９０とから構成される。
【００１８】
　チューナー部１１０は、放送局から映像信号を受信するアンテナ１０と接続され、受信
した映像、音声、番組情報等で構成される映像信号のうち特定周波数帯域の映像信号を選
択して復調する。チューナー部１１０は、復調した映像信号のうち、番組情報を第１の情
報提供部１２０または第２の情報提供部１３０へ送信する。この番組情報には、例えば放
送時刻や番組の内容等の情報が含まれている。
【００１９】
　信号処理部１１５は、映像信号を所定の規定にしたがって符号化／復号化するコーデッ
クである。信号処理部１１５は、チューナー部１１０から映像信号を受信すると、映像信
号を所定の形式に符号化するエンコーダと、エンコードされたデータを復号化するデコー
ダとからなる。信号処理部１１５は、復号化された映像信号を後述する表示部１６０に送
信する。
【００２０】
　第１の情報提供部１２０は、チューナー部１１０から受信した第１の番組情報を提供す
るＥＰＧであって、本実施形態では、放送波から独自のデータを取得して高度な機能を実
現することの可能なＥＰＧとする。第１の情報提供部１２０は、図１に示すように、第１
の情報取得部１２２と、第１の情報記憶部１２４とからなる。第１の情報取得部１２２は
、チューナー部１１０から受信した第１の番組情報を第１の情報記憶部に記憶し、後述す
る制御部１５０からの指示に応じて第１の番組情報を制御部１５０に送信する。第１の情
報記憶部１２４は、第１の番組情報を記憶する記憶部である。第１の情報番組には、例え
ば番組名や番組の内容、放送時間等の情報の他に、より高度な機能を実現するために再放
送情報や、シリーズものの番組であれば他の回の番組情報等が含まれる。これにより、そ
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の番組の情報だけでなく、当該番組に関連する番組の情報等もユーザに提供することがで
きる。
【００２１】
　第１の情報提供部１２０は、対象とする国（使用国）の標準言語により第１の番組情報
を提供する。なお、第１の情報提供部１２０は、使用国の標準言語のみならず、１または
２以上の言語により第１の番組情報を提供することもできる。また、第１の情報提供部１
２０は、ＥＰＧ画面内に表示される操作メニュー等の表示言語を１または２以上の言語に
より表示させることができる。
【００２２】
　第２の情報提供部１３０は、チューナー部１１０から受信した第２の番組情報を提供す
るＥＰＧである。本実施形態の第２の情報提供部１３０は、デジタル放送規格であるＤＶ
Ｂ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｄｅｏ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ）によって規定された汎用
的なＳＩ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）データを放送波から取得して動作
するＥＰＧである。第２の情報提供部１３０は、図１に示すように、第２の情報取得部１
３２と、第２の情報記憶部１３４とからなる。第２の情報取得部１３２は、チューナー部
１１０から受信した第２の番組情報を第２の情報記憶部に記憶し、後述する制御部１５０
からの指示に応じて第２の番組情報を制御部１５０に送信する。第２の情報記憶部１３４
は、第２の番組情報を記憶する記憶部である。第２の番組情報には、例えば番組名や番組
の内容、放送時間等の情報が含まれる。すなわち、第２の情報提供部１３０により提供さ
れる第２の番組情報は、第１の番組情報と比較して簡易な情報であるといえる。
【００２３】
　第２の情報提供部１３０は、対象とする国（使用国）の標準言語により第２の番組情報
を提供する。なお、第２の情報提供部１３０は、使用国の標準言語のみならず、１または
２以上の言語により第２の番組情報を提供することもできる。また、第２の情報提供部１
３０は、ＥＰＧ画面内に表示される操作メニュー等の表示言語を１または２以上の言語に
より表示させることができる。
【００２４】
　第１の情報提供部１２０および第２の情報提供部１３０は、ＥＰＧの機能を制御するプ
ログラムとしてフラッシュメモリに格納することができる。フラッシュメモリ上のプログ
ラムは、ＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）に展
開されて動作する。
【００２５】
　入力部１４０は、ユーザが後述する表示部１６０に表示されたアイコンを選択するなど
の操作を入力するための入力部である。入力部１４０は、例えば情報処理装置１００に設
けられたボタンやキー、リモートコントローラ等である。入力部１４０は、表示部１６０
に表示されたカーソルを移動させるための「上キー」、「下キー」、「右キー」、「左キ
ー」や、カーソル位置にあるアイコンを選択するための「決定キー」等を備える。入力部
１４０は、ユーザから入力された情報を制御部１５０へ出力する。
【００２６】
　制御部１５０は、後述する表示部１６０に番組情報を表示するための処理を制御する機
能部である。制御部１５０は、入力部１４０から受信した情報のうち情報処理装置１００
の設定に関する設定情報を設定記憶部１９０に記憶する。また、制御部１５０は、第１の
情報提供部１２０と第２の情報提供部１３０のうちいずれの情報提供部を動作させるかを
選択する処理を選択処理部１７０に実行させる。さらに、制御部１５０は、動作する第１
の情報提供部１２０あるいは第２の情報提供部１３０から番組情報を取得して、表示部１
６０へ送信する。
【００２７】
　表示部１６０は、信号処理部１１５を介してチューナー部１１０により受信した映像信
号や、制御部１５０から受信した番組情報等を表示する機能部である。表示部１６０は、
例えば液晶ディスプレイや有機ＥＬディスプレイ等を用いることができる。
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【００２８】
　選択処理部１７０は、情報処理装置１００に設けられた第１の情報提供部１２０または
第２の情報提供部１３０のうちいずれの情報提供部を動作させるかを選択する処理部であ
る。選択処理部１７０は、図１に示すように、使用国判定部１７２と、言語判定部１７４
と、情報判定部１７６とを備える。
【００２９】
　使用国判定部１７２は、制御部１５０から指示を受けて、設定記憶部１９０に記憶され
た設定情報の一つである使用国に基づいて使用する情報提供部を仮決定し、仮決定した情
報提供部を制御部１５０へ送信する。言語判定部１７４は、制御部１５０から指示を受け
て、設定情報として設定された使用言語が使用国判定部１７２により仮決定された情報提
供部が対応可能な言語に含まれるか否かを判定し、判定結果を制御部１５０へ送信する。
情報判定部１７６は、制御部１５０から指示を受けて、ユーザが新たに選択した情報提供
部が現在使用する情報提供部として設定されている情報提供部と一致するか否かを判定し
、判定結果を制御部１５０へ送信する。
【００３０】
　なお、制御部１５０および選択処理部１７０を構成する機能部はプログラムとして実現
することができ、後述するメモリ１８０や設定記憶部１９０とともにフラッシュメモリに
格納することができる。
【００３１】
　メモリ１８０は、第１の情報記憶部１２４に記憶された第１の番組情報および第２の情
報記憶部１３４に記憶された第２の番組情報の一部を記憶可能な記憶部である。設定記憶
部１９０は、情報処理装置１００の基本設定情報を記憶する記憶部である。設定記憶部１
９０は、基本設定情報として、例えば情報処理装置１００を使用する使用国、情報を表示
する際の使用言語、オートチューニングに関する情報、短時間で情報処理装置１００を起
動させるための処理に必要な情報などを記憶する。メモリ１８０および設定記憶部１９０
は、例えばフラッシュメモリにより構成することができる。
【００３２】
　以上、本実施形態にかかる情報処理装置１００の構成について説明した。情報処理装置
１００は、第１の情報提供部１２０または第２の情報提供部１３０を利用して、番組情報
から構成された電子番組表を取得することが可能であるが、動作するのはいずれか一方の
みである。これは、本実施形態にかかる第１の情報提供部１２０と第２の情報提供部１３
０とがともにデジタル放送番組の番組情報を提供するため、双方を同時に動作させる必要
はないためである。また、２つの情報提供部を同時に使用すると多くのリソース（ＤＲＡ
Ｍやフラッシュメモリ等）が必要となる。そこで、本実施形態にかかる情報処理装置１０
０は、一の情報提供部が動作している場合には他の情報提供部は完全に停止させて２つの
情報提供部でリソースを共用することにより、目的や使用環境に応じて適切な情報提供部
を動作させる。
【００３３】
　この際、上述したように、第１の情報提供部１２０は高度な機能を提供することができ
るため、汎用的なＳＩデータから生成される番組表を提供する第２の情報提供部１３０と
比較して、ユーザにより多くの番組情報を提供することができる。したがって、第１の情
報提供部１２０を用いてユーザに第１の番組情報を提供するのが望ましい。
【００３４】
　しかし、第１の情報提供部１２０により第１の番組情報を提供可能な言語に限界がある
場合、第１の情報提供部１２０により第１の番組情報を提供するための操作画面等に表示
される表示言語をユーザが理解できない場合もある。このような場合、高度な機能の提供
を受けることはできなくとも、理解可能な言語で操作メニュー等が表示される方が操作の
し易さからユーザにとって望ましい。このような考えに基づき、本実施形態にかかる情報
処理装置１００は、ユーザの使用する使用言語および当該装置を使用する使用国に基づい
て、２つの情報提供部１２０、１３０のうちいずれの情報提供部を動作させて使用するか
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を決定する。
【００３５】
　以下、本実施形態にかかる情報提供部の選択処理について説明する。まず、図２～図５
に基づいて、情報処理装置１００の初期設定時に実行される情報提供部の選択処理につい
て説明する。なお、図２は、本実施形態にかかる情報処理装置１００の初期設定時に実行
される情報提供部の選択処理を示すフローチャートである。図３は、使用言語選択画面２
１０の一例を示す説明図である。図４は、使用国選択画面２２０の一例を示す説明図であ
る。図５は、番組情報言語選択画面２３０の一例を示す説明図である。
【００３６】
＜情報処理装置の初期設定時に実行される情報提供部の選択処理＞
　本実施形態にかかる情報処理装置１００では、当該装置の初期使用時に基本設定情報を
設定する。かかる処理において、使用する情報提供部も設定される。初期使用時の基本設
定情報の設定処理は、図２に示すように、まず、ユーザの使用する使用言語が設定される
（ステップＳ１１０）。ステップＳ１１０で設定する使用言語は、情報処理装置１００全
体で共通して使用する共通使用言語である。したがって、情報提供部により提供される番
組情報を操作するための操作メニュー等に表示される表示言語だけでなく、情報処理装置
１００の基本設定情報の設定時に表示する内容や、通知情報等もステップＳ１１０で設定
された言語で表示される。
【００３７】
　使用言語は、例えば図３に示すような使用言語選択画面２１０により設定することがで
きる。使用言語選択画面２１０には使用言語として設定可能な言語の一覧である言語リス
ト２１１が表示されており、ユーザは入力部１４０によりカーソル２１２を移動させて言
語リスト２１１の中から一の言語を選択する。そして、設定ボタン２１３を選択すること
によりカーソル２１２上の言語を使用言語として設定することができる。
【００３８】
　次いで、情報処理装置１００を使用する使用国を設定する（ステップＳ１２０）。ステ
ップＳ１２０では、情報処理装置１００を設置して用いている国を使用国として設定する
。使用国は、例えば図４に示すような使用国選択画面２２０により設定することができる
。使用国選択画面２２０には、使用国として設定可能な国名の一覧である国名リスト２２
１が表示されており、ユーザは入力部１４０によりカーソル２２２を移動させて国名リス
ト２２１の中から一の国を選択する。また、画面上に表示されていない国名を選択する場
合には、上下ボタン２２３により国名リスト２２１を上方向または下方向にスクロールさ
せて画面上に表示させてからカーソル２２２により選択することができる。そして、設定
ボタン２２４を選択することによりカーソル２２２上の国を使用国として設定することが
できる。
【００３９】
　このように使用国を設定することにより、チューナー部１１０で選択する映像信号の周
波数帯域の絞り込みを行うことができる。また、設定された使用国は、動作させる情報提
供部を決定するための情報として用いられる。
【００４０】
　ここで、ステップＳ１２０の後、さらに基本設定情報の設定処理が行われる。例えば、
オートチューニングに関する情報設定や、情報処理装置１００を短時間で起動させるクイ
ックスタートに関する情報設定を行うことができる。
【００４１】
　すべての基本設定情報の設定を終えると、制御部１５０は、使用する情報提供部を決定
するための処理を開始する。まず、選択処理部１７０の使用国判定部１７２は、制御部１
５０の指示を受けて、ステップＳ１２０で設定された使用国が第１の情報提供部１２０で
対応されているか否かを判定する（ステップＳ１３０）。第１の番組情報を提供可能な国
（対応国）で情報処理装置１００が使用されない場合には、第１の情報提供部１２０は第
１の番組情報を取得することができない。したがって、設定された使用国が第１の情報提
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供部１２０の対応国ではない場合には、第２の情報提供部１３０を使用することとし、使
用する情報提供部を第２の情報提供部１３０であることを設定記憶部１９０に記録して処
理を終了する（ステップＳ１４０）。
【００４２】
　一方、設定された使用国が第１の情報提供部１２０の対応国である場合には、ステップ
Ｓ１１０で設定された使用言語が第１の情報提供部１２０で対応する言語（対応言語）で
あるか否かを判定する（ステップＳ１５０）。情報処理装置１００が第１の情報提供部１
２０の対応国で使用されるとしても、対応国で使用される言語（対応国の標準言語）とユ
ーザの使用する言語とは必ずしも一致しない。そこで、ステップＳ１５０では第１の番組
情報を操作する操作メニュー等のＥＰＧ画面の表示言語としてユーザの使用する言語を用
いることが可能であるか否かを判定する。
【００４３】
　ステップＳ１５０において、設定された使用言語が第１の情報提供部１２０の対応言語
であると判定された場合には、第１の情報提供部１２０の詳細設定を行った後、処理を終
了する（ステップＳ１６０）。第１の情報提供部１２０を高度な機能を実行させるために
は、情報処理装置１００の基本設定情報に加えてより詳細な情報が必要となる場合がある
。このため、ステップＳ１６０では、第１の情報提供部１２０を機能させるために必要な
情報の設定を行う。ステップＳ１６０で行う情報設定には、例えば使用国よりも詳細な使
用地域を特定するために行う郵便番号入力等の設定がある。また、処理を終了する前に、
第１の情報提供部１２０を使用する情報提供部として設定したことを設定記憶部１９０に
記録する。
【００４４】
　一方、ステップＳ１５０において、設定された使用言語が第１の情報提供部１２０の対
応言語ではないと判定された場合、第１の情報提供部１２０の対応言語からＥＰＧ画面の
表示言語をユーザに選択させる（ステップＳ１７０）。ステップＳ１７０は、ユーザが最
も理解しやすい言語でＥＰＧ画面を表示するために行われる。第１の情報提供部１２０の
対応言語からの言語選択は、例えば図５に示すような番組情報言語選択画面２３０により
選択することができる。なお、図５では、第１の情報提供部１２０を「Ｇｕｉｄｅ　Ａ」
として表示している。
【００４５】
　番組情報言語選択画面２３０には、第１の情報提供部１２０の対応言語の一覧である対
応言語リスト２３１が表示されており、ユーザは入力部１４０によりカーソル２３２を移
動させて対応言語リスト２３１の中から一の言語を選択する。そして、設定ボタン２３３
を選択することによりカーソル２３２上の言語を第１の番組情報を提示するＥＰＧのＥＰ
Ｇ画面の表示言語として設定することができる。ステップＳ１７０にて第１の番組情報を
提示するＥＰＧのＥＰＧ画面の表示言語が設定されると処理は終了する。なお、処理を終
了する前に、第１の情報提供部１２０を使用することを設定記憶部１９０に記録する。
【００４６】
　このような情報提供部の選択処理の一例を挙げると、例えば、ステップＳ１１０および
Ｓ１２０において使用国がイギリスに、ユーザの使用言語がロシア語に設定されたとする
。このとき、第１の情報提供部１２０が、イギリスにおいて第１の番組情報を取得するこ
とは可能であるがロシア語に対応していないとすると、制御部１５０は、ステップＳ１３
０、Ｓ１５０の処理を得てステップＳ１７０の処理を行う。このとき、ユーザには表示部
１６０を介して例えば図５に示すような番組情報言語選択画面２３０が提示され、ユーザ
は番組情報言語選択画面２３０に表示された対応言語リスト２３１からＥＰＧ画面の表示
言語（例えば、英語）を選択する。こうして、第１の情報提供部１２０は、ユーザの指定
した対応言語により第１の番組情報を提供する第１の情報提供部１２０のＥＰＧ画面を表
示することができる。
【００４７】
　以上、本実施形態にかかる情報処理装置１００の初期設定時に実行される情報提供部の
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選択処理について説明した。このように、ユーザが設定した基本設定情報であるユーザの
使用言語および情報処理装置１００の使用国に基づいて、２つの情報提供部のうち使用す
る情報提供部を自動的に決定することができる。高度な機能を実現可能な第１の情報提供
部１２０により第１の番組情報の取得が可能な国で使用され、かつ第１の情報提供部１２
０の対応可能な言語をユーザが使用言語として選択しているときには第１の情報提供部１
２０を動作させる。それ以外の場合には、第２の情報提供部１３０を動作させる。このよ
うに動作させる情報提供部を選択することにより、なるべくより高度な機能をユーザの所
望の言語を用いて提供することができる。
【００４８】
　＜情報提供部の変更処理＞
　情報処理装置１００の初期設定時に実行される情報提供部の選択処理において選択され
た情報提供部は、ユーザが任意に変更することも可能である。これにより、第１の情報提
供部１２０の対応国においても第２の情報提供部１３０を使用することが可能となる。以
下、図６および図７に基づいて、使用する情報提供部の変更処理について説明する。なお
、図６は、本実施形態にかかる情報提供部の変更処理を示すフローチャートである。図７
は、使用する情報提供部を選択する設定画面２４０の一例を示す説明図である。
【００４９】
　本実施形態にかかる情報提供部の変更処理では、まず、図６に示すように、設定画面を
表示部１６０に表示させる（ステップＳ２１０）。そして、ユーザは設定画面を介して使
用する情報提供部を選択する（ステップＳ２２０）。設定画面２４０は、例えば図７に示
すように、設定する設定情報の一覧である設定リスト２４１が表示されている。設定リス
ト２４１から「Ｐｒｏｇｒａｍｍｅ　Ｇｕｉｄｅ」を選択すると、選択可能な情報提供部
の一覧２４２が表示される。例えば、図７の一覧２４２に表示された「Ｇｕｉｄｅ　Ａ」
は第１の情報提供部１２０であり、「Ｇｕｉｄｅ　Ｂ」」は第２の情報提供部１３０であ
る。ユーザは入力部１４０によりカーソル２４３を移動させて一覧２４２の中から使用す
る情報提供部をひとつ選択する。そして、設定ボタン２４４を選択することによりカーソ
ル２４３上の情報提供部を使用する情報提供部として設定することができる。
【００５０】
　次いで、設定画面２４０において選択された情報提供部が現在使用している情報提供部
と一致するか否かを判定する（ステップＳ２３０）。ステップＳ２３０において両者が一
致していると判定された場合には、すでに所望の情報提供部に設定されているため、設定
記憶部１９０に記憶された情報提供部に関する設定情報を変更することなくそのまま処理
を終了する。一方、ステップＳ２３０において両者が相違すると判定された場合には、設
定画面２４０において選択された情報提供部が第１の情報提供部１２０であるか否かを判
定する（ステップＳ２４０）。
【００５１】
　上述したように、第１の情報提供部１２０は高度な機能を提供することができる。この
ため、第１の情報提供部１２０を使用するためには使用地域などより詳細な設定を行う必
要がある。そこで、ステップＳ２４０において、第１の情報提供部１２０を使用するため
の情報設定の要否を判定する。ステップＳ２４０において第１の情報提供部１２０が選択
されたと判定された場合には、第１の情報提供部１２０の情報設定が必要と判定し、第１
の情報提供部１２０の設定を行う（ステップＳ２５０）。一方、ステップＳ２４０におい
て第２の情報提供部１３０が選択されたと判定された場合には、ステップＳ２６０の処理
に進む。
【００５２】
　その後、第１の情報提供部１２０の設定が終了すると、第１の情報提供部１２０により
提供された第１の番組情報から第１の番組表を生成し、第１の番組表を表示部１６０に表
示して処理を終了する（ステップＳ２６０）。また、ステップＳ２４０にて第２の情報提
供部１３０が選択されたと判定された場合には、第２の情報提供部１３０により提供され
た第２の番組情報から第２の番組表を生成し、第２の番組表を表示部１６０に表示して処
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理を終了する（ステップＳ２６０）。
【００５３】
　使用する情報提供部を変更する状況としては、例えば、第１の情報提供部１２０からユ
ーザの使用言語ではない言語により第１の番組情報の操作を行っている場合が考えられる
。ユーザの使用言語に対応可能な第２の情報提供部１３０により番組情報の操作を行いた
い場合に、当該処理を実行することができる。ユーザは、ステップＳ２１０、Ｓ２２０に
おいて情報処理装置１００の設定画面２４０を表示部に表示させて設定リスト２４１から
情報提供部の変更処理を選択し、使用する情報提供部を選択する。現在使用している第１
の情報提供部１２０から第２の情報提供部１３０に変更するために第２の情報提供部１３
０（図７では「Ｇｕｉｄｅ　Ｂ」）を選択すると、ステップＳ２３０以降の処理が行われ
る。
【００５４】
　現在の情報提供部と選択した情報提供部とが相違するのでステップＳ２４０へ進む。そ
して、選択された情報提供部は第２の情報提供部１３０であるから、情報提供部を機能さ
せるために必要な情報を追加設定する必要はない。したがって、ステップ２６０へ進み、
第２の情報提供部１３０を動作させて、第２の情報取得部１３２から第２の番組情報を取
得し、第２の番組表を生成して表示部１６０に表示させる。このとき、第２の番組情報は
、情報処理装置１００の初期設定時に設定した使用国の標準言語により提供される。なお
、変更後の情報提供部が使用言語に対応していない場合には、当該情報提供部の対応可能
な言語から番組情報を提供するときの言語を選択させるようにしてもよい。
【００５５】
　以上、本実施形態にかかる情報提供部の変更処理について説明した。このように、ユー
ザは情報処理装置１００において動作させる情報提供部を変更することができる。このと
き、現在設定されている設定情報では動作させる情報提供部として新たに選択されたもの
を機能させることができない場合など、情報の設定が必要な場合にはユーザに情報の設定
を促す。これにより、ユーザは容易に動作する情報提供部を変更することができ、所望の
番組情報の提供を受けることができる。
【００５６】
　なお、本実施形態にかかる情報処理装置１００は、さらに、情報処理装置１００が設置
して使用されている位置を特定する位置情報を取得する位置情報取得部（図示せず。）を
備えることもできる。位置情報取得部は、例えばＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏ
ｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）の受信機であって、人工衛星を利用して自己の位置を把握する
ことができる。位置情報取得部により取得した位置情報から情報処理装置１００の設置さ
れている国や地域を特定することができるので、特定した国を使用国とし、特定した地域
を第１の情報提供部１２０の設定情報として用いることができる。これにより、ユーザが
使用国や使用地域を入力しなくとも自動的にこのような位置に関する情報を設定すること
ができる。
【００５７】
　以上、第１の実施形態にかかる情報処理装置１００と２つの情報提供部から動作させる
一の情報提供部を決定する動作設定方法について説明した。本実施形態によれば、当該情
報処理装置１００の使用国および情報提供部により提供される機能の高さに基づいて、動
作させる情報提供部を決定する。決定した情報提供部が使用言語に対応していない場合に
は、当該情報提供部の対応言語から番組情報を提供するときに用いる言語を選択させる。
これにより、ユーザにより高い機能を提供することの可能な情報提供部を動作させること
ができ、情報提供部から提供される情報をユーザの所望の言語で提供することができる。
また、２つの情報提供部のうちいずれか一方のみを動作させ、他方は停止させることによ
り、多くのリソースを必要とせず、ユーザの操作に対する反応速度も低下しないようにす
ることができる。
【００５８】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
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発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【００５９】
　例えば、上記実施形態では、情報処理装置１００の一例としてテレビ受像機を示したが
、本発明はかかる例に限定されない。例えば、コンテンツ情報の記録／再生の可能なハー
ドディスクレコーダ等の記録再生装置であってもよい。
【００６０】
　また、上記実施形態では、情報処理装置１００は２つのＥＰＧ（情報提供部）を搭載し
ていたが、本発明はかかる例に限定されず、２以上のＥＰＧを搭載することもできる。こ
の場合、上記実施形態のように、ユーザに提供可能な番組情報や番組情報を提示する機能
の高さに応じて決定された使用するＥＰＧの優先順位を有することにより、上記ＥＰＧの
選択方法と同様の手法で使用するＥＰＧを自動的に決定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明の実施形態にかかる情報処理装置の構成を示すブロック図である。
【図２】同実施形態にかかる情報処理装置の初期設定時に実行される情報提供部の選択処
理を示すフローチャートである。
【図３】使用言語選択画面の一例を示す説明図である。
【図４】使用国選択画面の一例を示す説明図である。
【図５】番組情報言語選択画面の一例を示す説明図である。
【図６】同実施形態にかかる情報提供部の変更処理を示すフローチャートである。
【図７】使用する情報提供部を選択する設定画面の一例を示す説明図である。
【符号の説明】
【００６２】
　１００　　情報処理装置
　１１０　　チューナー部
　１２０　　第１の情報提供部
　１２２　　第１の情報取得部
　１２４　　第１の情報記憶部
　１３０　　第２の情報提供部
　１３２　　第２の情報取得部
　１３４　　第２の情報記憶部
　１４０　　入力部
　１５０　　制御部
　１６０　　表示部
　１７０　　選択処理部
　１７２　　使用国判定部
　１７４　　言語判定部
　１７６　　情報判定部
　１８０　　メモリ
　１９０　　設定記憶部
　２１０　　使用言語選択画面
　２２０　　使用国選択画面
　２３０　　番組情報言語選択画面
　２４０　　設定画面
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