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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送受信装置で受信する番組に係る番組情報を表示する電子番組ガイドの表示方法であ
って、
　通常電子番組ガイドと統合電子番組ガイドとが互いに切換え可能に表示領域に表示され
、
　前記通常電子番組ガイドでは、選択された１つの入力ソースの各チャンネルで放送され
る番組に係る番組情報がチャンネル表示軸と時間表示軸とで構成された表示枠内に表示さ
れた通常番組表が前記表示領域の所定の番組表領域に表示され、
　前記統合電子番組ガイドでは、ユーザにより設定可能な複数の入力ソースの各チャンネ
ルで放送される番組に係る番組情報がチャンネル表示軸と時間表示軸とで構成された表示
枠内に表示された統合番組表が前記番組表領域に表示され、
　前記番組表領域の周辺領域には、予め決められた表示項目が、前記通常電子番組ガイド
及び前記統合電子番組ガイド共通に表示されることを特徴とする電子番組ガイドの表示方
法。
【請求項２】
　前記予め決められた表示項目は、前記通常番組表又は前記統合番組表において選択され
た番組に係る番組情報より詳細な情報である詳細番組情報、前記番組とは関連しない情報
及び前記番組とは関連しない情報を表示するためのＧＵＩのうち少なくとも何れかである
ことを特徴とする請求項１記載の電子番組ガイドの表示方法。
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【請求項３】
　前記詳細番組情報は、番組の内容説明及び代表シーン画像のうち少なくとも何れかであ
り、前記番組とは関連しない情報は、現在の日時であり、前記ＧＵＩは、ニュース、天気
予報及び交通情報のうち少なくとも何れかの情報画面への表示切換えのためのＧＵＩであ
る請求項２記載の電子番組ガイドの表示方法。
【請求項４】
　前記入力ソースは、ＣＳ放送、ＢＳ放送、地上波デジタル放送及びＣＡＴＶのうち何れ
かを含む請求項１記載の電子番組ガイドの表示方法。
【請求項５】
　放送番組及び該放送番組に係る番組情報を受信し、前記番組情報に基いて電子番組ガイ
ドを生成して表示領域に表示させる放送受信装置であって、
　選択された１つの入力ソースの各チャンネルで放送される番組に係る番組情報がチャン
ネル表示軸と時間表示軸とで構成された表示枠内に表示された通常番組表が前記表示領域
の所定の番組表領域に表示され、前記番組表領域とは異なる領域に予め決められた表示項
目が表示される通常電子番組ガイドと、ユーザにより設定可能な複数の入力ソースの各チ
ャンネルで放送される番組に係る番組情報がチャンネル表示軸と時間表示軸とで構成され
た表示枠内に表示された統合番組表が前記所定の番組表領域に表示され、前記番組表領域
とは異なる領域に前記予め決められた表示項目が表示される統合電子番組ガイドとをそれ
ぞれ生成する生成手段と、
　前記ユーザの操作により、前記通常電子番組ガイドと前記統合電子番組ガイドとを切換
えて表示させる制御手段とを有することを特徴とする放送受信装置。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は受信装置に関し、特には、デジタルテレビ放送で送信される番組情報データ（Ｅ
ＰＧ；Electric Program Guide）の表示に関する。
【０００２】
【従来の技術】
現在行われている通信衛星（ＣＳ；Communication Satellite）を用いたデジタル衛星TV
放送においては、視聴者サービスの一環として番組情報データ（ＥＰＧ；Electric Progr
am Guide）を映像データ等と共に送信している。また、今後予定されている放送衛星（Ｂ
Ｓ；Broadcast Satellite）を用いたデジタル衛星TV放送や、地上波デジタルTV放送にお
いても、同様のサービスが行われると考えられる（以下、これらデジタル衛星TV放送、地
上波デジタルTV放送を単に“デジタルTV放送”とする）。
【０００３】
このＥＰＧデータは受信機により受信され、ＥＰＧデータに係る番組情報は表示部及び表
示装置に表示される。ＥＰＧデータには、チャンネル名、番組名、放送日時、番組内容等
の情報が含まれ、ユーザはそれらの情報から番組の視聴価値を判断することができる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
現在の放送システムにおけるＥＰＧデータは、各放送事業者間に互換性がなく、ＣＳ放送
事業者やＣＡＴＶ事業者によってそれぞれ独立に伝送されている。このため、複数の放送
事業者と契約しているユーザが、番組放送経路に関わらず、すべての視聴可能な番組の中
から所望の番組を検索する場合に、各放送事業者毎にＥＰＧを表示させ、所望の番組を検
索しなければならなかった。
【０００５】
更に、今後予定されているＢＳを用いたデジタル衛星ＴＶ放送や地上波デジタルＴＶ放送
が開始されれば、家庭への番組供給経路はさらに増加する。
【０００６】
また、今後、ＥＰＧデータの供給元は、放送波に限らず、インターネット上のＴＶガイド



(3) JP 4410882 B2 2010.2.3

10

20

30

40

50

等のサイトや、雑誌などに付属するＣＤ－ＲＯＭ等のパッケージメディアからも入手する
ことが可能となってくる。
【０００７】
このように、今後、ＥＰＧデータの供給元がますます増加するに従って、番組検索は更に
煩雑なものとなる。
【０００８】
また、ＢＳデジタルＴＶ放送や地上波デジタルＴＶ放送では、事業者が複数になり、かつ
公共性が求められるため、ＥＰＧデータの伝送形態は変化する可能性がある。たとえば、
いわゆる新聞のテレビ・ラジオ欄に記載されているような最低限の番組情報は、各局共通
の情報（ここでは“全局ＥＰＧ”と呼ぶ）として、すべての局から同じ内容を伝送し、よ
り詳細な番組情報（ここでは“局別ＥＰＧ”と呼ぶ）は、局ごとに自分のチャンネルで伝
送するといったことも考えられる。
【０００９】
このような場合、ユーザは、まず全局ＥＰＧで概要の情報を見たのち、興味のある番組に
ついては、局別ＥＰＧでより詳しい番組情報を入手し、視聴の判断を行うことになり、操
作が煩雑になる。
【００１０】
本発明は前述の如き問題を解決することを目的とする。
【００１１】
本発明の更に他の目的は、複数のＥＰＧデータから、容易に所望の番組を検索するＥＰＧ
画面表示を可能とする処にある。
【００１２】
本発明の更に他の目的は、複数のＥＰＧデータから、視認性の高いＥＰＧ画面表示を可能
とする処にある。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　本発明の電子番組ガイドの表示方法は、放送受信装置で受信する番組に係る番組情報を
表示する電子番組ガイドの表示方法であって、
　通常電子番組ガイドと統合電子番組ガイドとが互いに切換え可能に表示領域に表示され
、
　前記通常電子番組ガイドでは、選択された１つの入力ソースの各チャンネルで放送され
る番組に係る番組情報がチャンネル表示軸と時間表示軸とで構成された表示枠内に表示さ
れた通常番組表が前記表示領域の所定の番組表領域に表示され、
　前記統合電子番組ガイドでは、ユーザにより設定可能な複数の入力ソースの各チャンネ
ルで放送される番組に係る番組情報がチャンネル表示軸と時間表示軸とで構成された表示
枠内に表示された統合番組表が前記番組表領域に表示され、
　前記番組表領域の周辺領域には、予め決められた表示項目が、前記通常電子番組ガイド
及び前記統合電子番組ガイド共通に表示されることを特徴とする。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、図面を用いて本発明の実施形態について詳細に説明する。
【００２０】
図１は第一の実施形態として本発明が適用されるデジタルＴＶ放送受信装置の構成を示し
たブロック図である。
【００２１】
図１において、不図示のアンテナ若しくはケーブルにより供給された信号はチューナ部１
０１に入力される。ここで、チューナ部１０１は、本発明の特許請求の範囲に記載の受信
手段に相当する。チューナ部１０１は、アンテナから供給された信号用の不図示のチュー
ナと、ケーブルから供給された信号用の不図示のチューナを含む。そして、各チューナは
、受信した各信号に対して、復調、誤り訂正等の処理を施し、トランスポートストリーム
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と呼ばれる形式のデジタルデータを生成する。更に、生成したトランスポートストリーム
（ＴＳ）データをデスクランブラ１０２に出力する。
【００２２】
デスクランブラ１０２は、視聴制限の為のスクランブルがかけられているＴＳデータがチ
ューナ部１０１より入力された場合、ＴＳデータに含まれるデスクランブルの為の鍵情報
とＩＣカード制御部１１７より出力される鍵情報とに基づいて、スクランブル解除を行い
、デマルチプレクサ１０３に出力する。
【００２３】
ここで、ＩＣカード制御部１１７は、ユーザの契約情報及びＴＳデータに含まれるデスク
ランブルの為の鍵情報を解く為の鍵情報が格納されているＩＣカードを含み、デスクラン
ブラ１０２より入力されたデスクランブルの為の鍵情報を解く為の鍵情報があった場合、
その鍵情報をデスクランブラ１０２に出力する。
【００２４】
また、デスクランブラ１０２は、チューナ部１０１よりスクランブルがかけられていない
ＴＳデータを入力した場合には、ＴＳデータをそのまま、デマルチプレクサ１０３に出力
する。
【００２５】
デマルチプレクサ１０３は、デスクランブラ１０２より入力された複数チャンネル分の映
像、音声データ、及びＥＰＧデータ等が時分割多重化されているＴＳデータの中から、操
作部１１４の操作により選択されたチャンネルにおいて現在放送中の番組に係る映像デー
タＤ１及び音声データＤ２を取り出し、それぞれをビデオデコーダ１０４、オーディオデ
コーダ１０５に出力する。また、デマルチプレクサ１０３は、前述のＴＳデータよりＥＰ
ＧデータＤ３を取り出し、メモリ１０７に出力する。
【００２６】
メモリ１０７は、デマルチプレクサ１０３よりのＥＰＧデータＤ３を記憶する。ここで、
メモリ１０７に記憶されるＥＰＧデータＤ３は、定期的に受信され、常に最新のデータに
更新される。また、操作部１１４若しくはリモコン１１６の操作により、後述の如く通常
ＥＰＧ表示及び統合ＥＰＧ表示の指示がなされた場合に、ＥＰＧデータの取得動作を行う
。
【００２７】
更に、メモリ１０７は、不図示の電話回線及びモデム１２１を介して入力されたインター
ネットからのＥＰＧデータ、そして、ＩＥＥＥ１３９４インターフェース１２２やＣＤ－
ＲＯＭドライブインターフェース１２３を介して入力されたメモリーカード等のパッケー
ジメディアからのＥＰＧデータをも記憶する。
【００２８】
ここで、ＴＳデータはパケット単位で伝送され、パケットの先頭部分には、ＰＩＤ（Pack
et Identification）が付加されている。デマルチプレクサ１０３は、ＴＳデータ中のＰ
ＡＴ（Program Association Table），ＰＭＴ（Program Map Table）等のＰＳＩ（Progra
m Specific Information）データに基づいて、各データのＰＩＤを検出し、このＰＩＤを
読み取ることで、映像データＤ１、音声データＤ２、ＥＰＧデータＤ３の識別を行う。
【００２９】
また、図１に示す如く、各ブロックは共通のバス１２０に接続されている。
【００３０】
まず、映像データについて説明する。ビデオデコーダ１０４は、デマルチプレクサ１０３
より入力された映像データＤ１に対して、ＭＰＥＧ２のデコード処理を施し、復号した映
像データを表示制御部１０９に出力する。ここで、表示制御部１０９は、本発明の特許請
求の範囲に記載の制御手段に相当する。
【００３１】
表示制御部１０９は、ビデオデコーダ１０４、ＥＰＧ画面構成部１０８、ＵＩ画面構成部
１１１より入力された映像データに応じた画像を操作部１１４の操作に応じて画面を切り
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換えたり、多重したりして画像表示部１１２に表示させる。画像表示部１１２は、本発明
の特許請求の範囲に記載の表示手段に相当する。ここで、ＥＰＧ画面構成部１０８につい
ては後述する。また、画像表示部１１２は、不図示のモニタ及び映像信号入力端子を含む
。
【００３２】
次に、音声データについて説明する。オーディオデコーダ１０５は、デマルチプレクサ１
０３より入力された音声データＤ２に対して、ＭＰＥＧ２のデコード処理を施し、復号し
た音声データをＤＡＣ１１０に出力する。ＤＡＣ１１０は、オーディオデコーダ１０５よ
り入力された音声データに対して、Ｄ／Ａ変換の処理を施し、音声出力部１１３に出力す
る。また、音声出力部１１３は、不図示のスピーカ及び音声信号入力端子を含む。
【００３３】
そして、ＥＰＧデータについて説明する。ＥＰＧを構成するのに必要なデータは、「IEC1
3818-1 MPEG2 SYSTEM」や社団法人 電波産業会（通称ＡＲＩＢ）における標準規格「ディ
ジタル放送に使用する番組陳列情報」等で規定されるデータ構造で伝送される。
【００３４】
主要な構成データとして、編成チャンネルの名称、放送事業者の名称など、編成チャンネ
ルに関する情報を伝送するＳＤＴ（Service Description Table）、ブーケ（編成チャン
ネルの集合）の名称、含まれる編成チャンネルなど、ブーケに関する情報を伝送するBAT
（Bouquet Association Table）、番組の名称、放送開始日時、内容の説明など、番組に
関する情報を伝送するEIT（Event Information Table）、現在の日付、時刻の情報を伝送
するTDT（Time Date Table）等が挙げられる。
【００３５】
まず、通常のＥＰＧ表示の動作を説明する。操作部１１４若しくはリモコン１１６におい
て、通常のＥＰＧを表示させる為の操作がなされると、操作部１１４からのＥＰＧ表示指
示、若しくは受光部１１５により受信したリモコン１１６からのＥＰＧ表示指示は、シス
テム制御部１１８に入力される。
【００３６】
システム制御部１１８は、操作部１１４若しくは受光部１１５からのＥＰＧ表示指示が入
力された場合に、メモリ１０７より必要な情報を読み出し、ＥＰＧデコーダ１０６に出力
する。ここで、ＥＰＧデコーダ１０６は、本発明の特許請求の範囲に記載の入力手段に相
当する。
【００３７】
ここで読み出される情報は、操作部１１４若しくはリモコン１１６の操作に応じて、後述
の通常ＥＰＧ表示切換え画面により指定された、ＥＰＧ入力ソース、チャンネル及び放送
日時に対応する番組情報である。
【００３８】
また、映像画面より後述のノーマルボタンの押下によりＥＰＧ画面に表示を切換える場合
は、システム制御部１１８は、現在の映像画面の入力ソースにおいて前回の通常ＥＰＧ画
面表示の際に表示されていたチャンネルの情報をメモリ１０７より読み出し、更に、その
チャンネルにおいて、現在時刻に対応した時間帯に放送される番組についての番組情報を
メモリ１０７より読み出す。
【００３９】
ＥＰＧデータＤ３には、前述の如く、ＳＤＴ、ＥＩＴ、ＴＤＴ等のデータが含まれている
。ＥＰＧデコーダ１０６は、まず、現在受信しているＴＳストリームに多重されているＥ
ＰＧデータ中よりＴＤＴを読み出し、現在時刻の情報を取得すると共に、システム制御部
１１８に現在時刻の情報を出力する。システム制御部１１８は、現在時刻の情報を入力し
、現在時刻に対応したＥＰＧ表示の時間帯を判別し、適当な時間帯情報をＥＰＧデコーダ
１０６に出力する。
【００４０】
次に、ＥＰＧデコーダ１０６は、システム制御部１１８より入力された時間帯情報に基づ
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いて、メモリ１０７よりＳＤＴを読み出し、番組表の有無の確認、自他ストリームのチャ
ンネル名、チャンネル番号等の情報を取得する。
【００４１】
更に、ＥＰＧデコーダ１０６は、メモリ１０７よりＥＩＴを読み出し、自他ストリームの
各チャンネル中の番組名、その開始時刻、カテゴリ、番組の説明等の情報を取得する。そ
して、ＥＰＧデコーダ１０６は、これらのメモリ１０７より読み出されたＥＰＧデータＤ
３に対して、デコード処理を施し、復号されたＥＰＧデータＤ４をＥＰＧ画面構成部１０
８に出力する。
【００４２】
ＥＰＧ画面構成部１０８は、ＥＰＧデコーダ１０６より入力したＥＰＧデータＤ４に基づ
いて、通常のＥＰＧ画面を構成する為のキャラクタ信号を表示制御部１０９に出力する。
【００４３】
表示制御部１０９は、操作部１１４及びリモコン１１６の操作に応じて、ビデオデコーダ
１０４から出力される映像データに係る映像、ＥＰＧ画面構成部１０８より出力されるキ
ャラクタ信号に係る通常のＥＰＧ画面、同じくＥＰＧ画面構成部１０８より出力されるキ
ャラクタ信号に係る後述の統合ＥＰＧ画面、後述のＵＩ画面構成部１１１より出力される
キャラクタ信号に係るＵＩ画面を切り換えて表示するように画像表示部１１２に対して映
像信号を出力する。
【００４４】
そして、操作部１１４及びリモコン１１６において、通常のＥＰＧ画面表示の指示操作が
あった場合は、ＥＰＧ画面構成部１０８より出力された通常ＥＰＧ画面に係るキャラクタ
信号を画像表示部１１２に出力する。ここで、操作部１１４及びリモコン１１６は、本発
明の特許請求の範囲における請求項９記載の指定手段に相当する。
【００４５】
このように画像表示部１１２に表示したチャンネルの情報は、メモリ１０７に記憶され、
次回のＥＰＧ画面表示の時にメモリ１０７より読み出され、前述の如くＥＰＧ画面を再表
示する。
【００４６】
次に、入力ソースの違うＥＰＧを同一画面上に表示する統合ＥＰＧの表示動作について説
明する。操作部１１４若しくはリモコン１１６において、統合ＥＰＧを表示させる為の操
作がなされると、操作部１１４からの統合ＥＰＧ表示指示、若しくは受光部１１５により
受信したリモコン１１６からの統合ＥＰＧ表示指示は、システム制御部１１８に入力され
る。
【００４７】
システム制御部１１８は、操作部１１４若しくは受光部１１５からの統合ＥＰＧ表示指示
が入力された場合に、メモリ１０７より統合ＥＰＧ情報を読み出し、ＥＰＧデコーダ１０
６に出力する。
【００４８】
ここで読み出される統合ＥＰＧ情報は、後述の統合ＥＰＧ設定画面により設定された入力
ソースにおいて、後述の統合ＥＰＧ表示切換え画面により指定されたチャンネル、放送日
時に対応する番組情報である。
【００４９】
また、映像画面より後述の統合ボタンの押下により統合ＥＰＧ画面に表示を切換える場合
は、システム制御部１１８は、前回の統合ＥＰＧ画面表示の時に表示されていたチャンネ
ルの情報をメモリ１０７より読み出し、更に、そのチャンネルにおいて、現在時刻に対応
した時間帯に放送される番組についての番組情報をメモリ１０７より読み出す。
【００５０】
更に、同一チャンネルのＥＰＧの重複表示を避ける為に、システム制御部１１８は、同一
のチャンネルコードを持つチャンネルを検索し、複数の入力ソースより配信されているチ
ャンネルを検知する。更に、検知されたチャンネルに係る複数のＥＰＧデータ中から、後
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述の設定手順によりメインＥＰＧ１に設定された入力ソースからのＥＰＧデータを抽出し
、当該ＥＰＧデータをメモリ１０７より読み出す。
【００５１】
また、後述の如く、メインＥＰＧを表示している番組表３０９において、カーソルで指示
されている番組についての詳細情報を提供する詳細ＥＰＧを表示する場合に、システム制
御部１１８は、メモリ１０７に記憶されている詳細ＥＰＧ情報の中から、指示されている
番組と同じ番組についての詳細ＥＰＧを検索する。
【００５２】
この時、詳細ＥＰＧとメインＥＰＧとが同一の入力ソースで伝送される場合には、各番組
に係るＥＰＧには、統一された固有のＩＤが割り振られているため、そのＩＤを比較する
ことで同一番組であるかどうかを判別できる。例えば、メインＥＰＧが全局ＥＰＧであり
、詳細ＥＰＧが局別ＥＰＧである場合等である。
【００５３】
一方で、詳細ＥＰＧとメインＥＰＧとが異なった入力ソースより伝送される場合には、番
組ＩＤのようなものだけでは同一番組に係る情報であるかどうかを識別できない為、日付
、時間、チャンネル、番組のタイトルの先頭数文字の文字コードなどが一致するか否かで
判別する。例えば、メインＥＰＧがＣＳからの情報であり、詳細ＥＰＧがＣＤ－ＲＯＭ、
メモリーカード等のパッケージメディアやインターネット上のＴＶガイドサイトからの情
報である場合等である。
【００５４】
ＥＰＧデコーダ１０６は、前述の如くメモリ１０７よりＴＤＴを読み出し、システム制御
部１１８に現在時刻の情報を出力する。システム制御部１１８は、現在時刻の情報を入力
し、前述の如くメモリ１０７より読み出された統合ＥＰＧ情報と現在時刻の情報とにより
判別した適当な時間帯情報をＥＰＧデコーダ１０６に出力する。
【００５５】
次に、ＥＰＧデコーダ１０６は、システム制御部１１８より入力された統合ＥＰＧ情報及
び時間帯情報に基づいて、メモリ１０７よりＳＤＴを読み出し、番組表の有無の確認、自
他ストリームのチャンネル名、チャンネル番号等の情報を取得する。
【００５６】
更に、ＥＰＧデコーダ１０６は、メモリ１０７よりＥＩＴを読み出し、自他ストリームの
各チャンネル中の番組名、その開始時刻、カテゴリ、番組の説明等の情報を取得する。そ
して、ＥＰＧデコーダ１０６は、これらのメモリ１０７より読み出されたＥＰＧデータＤ
３に対して、デコード処理を施し、復号されたＥＰＧデータＤ４をＥＰＧ画面構成部１０
８に出力する。
【００５７】
ＥＰＧ画面構成部１０８は、ＥＰＧデコーダ１０６より入力したＥＰＧデータＤ４に基づ
いて、統合ＥＰＧ画面を構成する為のキャラクタ信号を表示制御部１０９に出力する。
【００５８】
表示制御部１０９は、前述の如く、映像画面、ＥＰＧ画面等の切り換え表示をするように
画像表示部１１２に対して映像信号を出力する。そして、操作部１１４及びリモコン１１
６において、統合ＥＰＧ画面表示の指示操作があった場合は、ＥＰＧ画面構成部１０８よ
り出力された統合ＥＰＧ画面に係るキャラクタ信号を画像表示部１１２に出力する。
【００５９】
ここで、表示制御部１０９は、統合ＥＰＧ画面において、入力ソースの異なったＥＰＧの
表示形態を変更して表示するように映像信号を出力する。例えば、ＣＳからのチャンネル
、ＣＡＴＶからのチャンネル、ＣＳ及びＣＡＴＶの両者からのチャンネルに係るＥＰＧに
ついて、それぞれ色を変えて表示する。
【００６０】
図２に通常のＥＰＧ画面の表示例を示す。図２において、２０１はチャンネル名や番号、
２０２は各番組の開始及び終了時間を明示する為の時間軸、２０３は各番組を選択する為
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の選択カーソル、２０４は前記選択カーソルによって選択されている番組のチャンネル名
、番号、番組名、放送日時、番組内容等の詳細情報、例えば、局別ＥＰＧを表示する領域
、２０５は現在の日時、２０６はメニュー画面、ジャンル検索画面、おこのみＥＰＧ表示
画面、外部入力設定画面等への表示切換えＧＵＩ、２０７はニュース、天気予報、交通情
報等の情報画面への表示切換えＧＵＩ，２０８は外部接続メディア及びその番組情報を明
示する為のＧＵＩをそれぞれ示している。
【００６１】
図３に統合ＥＰＧ画面の表示例を示す。図３において、３０１はチャンネル名や番号、３
０２は各番組の開始及び終了時間を明示する為の時間軸、３０３は各番組を選択する為の
選択カーソル、３０４は前記選択カーソルによって選択されている番組のチャンネル名、
番号、番組名、放送日時、番組内容等を表示する領域、３０５は現在の日時、３０６はメ
ニュー画面、ジャンル検索画面、お好みＥＰＧ表示画面、外部入力設定画面等への表示切
換えＧＵＩ、３０７はニュース、天気予報、交通情報等の情報画面への表示切換えＧＵＩ
、３０８は外部接続メディア及びその番組情報を明示する為のＧＵＩをそれぞれ示してい
る。
【００６２】
前記選択カーソルは、図１に示すカーソル発生部１１９において発生され、操作部１１４
若しくはリモコン１１６の操作により、選択カーソルの移動、領域の指定等が行われる。
前記操作部１１４及びリモコン１１６の一例を図４(a)、図４(b)に示す。但し、本図は本
実施形態を説明する為に必要な機能を実現する為の操作を行うボタンのみを表すものであ
り、実際の受信装置に必要な操作ボタンは、この限りではない。
【００６３】
また、図４に示したものの他、マウス等のポインティングデバイスを用いることも可能で
ある。
【００６４】
図４において、４０１はリモコンと図１の受光部１１５との赤外線通信を行う為の発光部
、４０２はチャンネル番号を入力する為のテンキー、４０３は通常のＥＰＧ画面を表示さ
せる為のノーマルボタン、４０４は選択カーソルを上下左右に移動させる為のカーソルボ
タン、４０５は選択カーソルによって指定されている領域選択の決定を行う為の決定ボタ
ン、４０６はＥＰＧの表示内容を変更させる為に使用するチェンジボタン、４０７は統合
ＥＰＧを表示させる為の統合ボタン、４０８は電源をＯＮ／ＯＦＦする為の電源ボタン、
４０９は統合ＥＰＧの設定や表示ＥＰＧの切換え等を行う為の画面を表示させるメニュー
ボタン、４１０は接続されている外部入力機器を設定する外部入力ボタン、４１１はチャ
ンネル切換えの為のチャンネルボタンをそれぞれ示すものである。
【００６５】
通常のＥＰＧ画面表示について、詳しい動作を説明する。ユーザは、図４におけるノーマ
ルボタン４０３を押下することで、図２に示すような通常のＥＰＧ画面を表示させること
ができる。図２において、選択カーソル２０３の位置を図４におけるカーソルボタン４０
４によって右方向に移動させれば、ＥＰＧ画面がチャンネル表示軸方向（横方向）にスク
ロールし、１１３チャンネル以降のＥＰＧ画面表示を行う。一方、選択カーソル２０３を
下方向に移動させれば、ＥＰＧ画面が時間軸方向（縦方向）にスクロールし、８時以降の
ＥＰＧ画面表示を行う。
【００６６】
また、通常ＥＰＧ画面が表示されている際に、ユーザが図４におけるチェンジボタン４０
６を押下すると、図５に示すような通常ＥＰＧ表示切換え画面が表示される。通常ＥＰＧ
表示切換画面では、操作部１１４及びリモコン１１６の操作によって、表示させたいＥＰ
Ｇの入力ソースを選択し、所望のＥＰＧ画面の時間帯及びチャンネルを入力することで、
ＥＰＧ画面をスクロールさせることなく、所望のＥＰＧ画面を表示させることができる。
【００６７】
図５は、通常ＥＰＧ表示切換え画面の表示例であり、ここでは、１９９９年１２月２４日
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ＰＭ４時以降、８７チャンネル以降の視聴可能なチャンネルが表示されるように設定して
いる。
【００６８】
また、図２は、図５における通常ＥＰＧ表示切換画面による設定により表示されるＥＰＧ
画面の表示例でもある。
【００６９】
次に、統合ＥＰＧ画面表示について、詳しい動作を説明する。ユーザは、図４における統
合ボタン４０７を押下することで、図３に示すような統合ＥＰＧ画面を表示させることが
できる。画面のスクロール方法は前述の通常のＥＰＧ画面での操作と同様である。
【００７０】
また、統合ＥＰＧ画面を表示している際に、ユーザが図４におけるチェンジボタン４０６
を押下すると、図６に示すような統合ＥＰＧ表示切換画面が表示される。統合ＥＰＧ表示
切換え画面では、操作部１１４及びリモコン１１６の操作によって、後述の設定により設
定された統合ＥＰＧの組み合わせパターンの中から所望の設定パターンを選択し、所望の
統合ＥＰＧ画面の時間帯及びチャンネルを入力することで、統合ＥＰＧ画面をスクロール
させることなく、所望の統合ＥＰＧ画面を表示させることができる。
【００７１】
図６は、統合ＥＰＧ表示切換え画面の表示例であり、ここでは、後述の如く設定された設
定その１、すなわち、メインＥＰＧ１にＣＳからのＥＰＧ、メインＥＰＧ２にＣＡＴＶか
らのＥＰＧ、詳細ＥＰＧにそれぞれの局別ＥＰＧを表示するという設定における統合ＥＰ
Ｇを表示しようとする画面である。更に、その設定における統合ＥＰＧにおいて、１９９
９年１２月２４日ＰＭ４時以降、９５チャンネル以降の視聴可能なチャンネルが表示され
るように設定されている。
【００７２】
図３に示した統合ＥＰＧ画面は、図６の統合ＥＰＧ表示切換え画面における設定内容で表
示されたものである。また、チャンネル番号９５はＣＡＴＶからのチャンネルで、チャン
ネル番号１０２、１１３はＣＳからのチャンネル、チャンネル番号１１０はＣＳ及びＣＡ
ＴＶからのチャンネルであり、それぞれのチャンネルに係る番組情報の表示色を変えて表
示している。
【００７３】
また、図７は、統合ＥＰＧ表示切換え画面の表示例であり、この画面における設定内容で
表示された統合ＥＰＧ画面の表示例を図８に示す。ここで、図８に示す如く、同一のチャ
ンネル番号で、入力ソース及びチャンネル内容が違う場合には、それぞれの入力ソースの
表示色で表示する。図８では、ＣＳから伝送されチャンネル８７は白、ＣＡＴＶから伝送
されるチャンネル８７はグレーで表示されている。
【００７４】
そして、統合ＥＰＧの組み合わせパターンの設定方法について説明する。図４におけるメ
ニューボタン４０９を押下し、不図示のメニュー項目の中から、図９(a)に示す統合ＥＰ
Ｇ設定画面を表示させるメニュー項目を選択し、統合ＥＰＧ設定画面を表示させる。
【００７５】
本実施形態では、統合ＥＰＧの組み合わせパターンを３通り迄設定することが可能であり
、ユーザは前述の如く統合ＥＰＧ表示切換え画面において、その３通りの設定パターンの
中から、一つのパターンを選択し、所望の統合ＥＰＧ画面を表示する。
【００７６】
まず、図９(a)に示す如く統合ＥＰＧ設定画面１において、設定その１～その３迄の設定
パターンの何れかを新規設定若しくは設定変更する場合、操作部１１４及びリモコン１１
６の操作によって、所望の設定パターンの番号を選択する。
【００７７】
次に、図９(b)に示す如く統合ＥＰＧ設定画面２が表示される。ここでは、本体に接続さ
れている入力ソース中より所望の入力ソースを、メインＥＰＧ１、メインＥＰＧ２、詳細
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ＥＰＧにそれぞれ設定する。メインＥＰＧとは、図３に示す如く統合ＥＰＧ画面において
、チャンネル番号３０１と時間軸３０２から成る番組表に表示されるＥＰＧのことであり
、詳細ＥＰＧとは、領域３０４に表示される詳細情報のことである。
【００７８】
例えば、ＣＳとＣＡＴＶから伝送されるＥＰＧを同一画面に表示させ、更に、ＣＳとＣＡ
ＴＶの両者から伝送される同一チャンネルのＥＰＧについては、ＣＳのＥＰＧを優先させ
て表示したい場合には、図９(b)に示す如く、メインＥＰＧ１にＣＳ、メインＥＰＧ２に
ＣＡＴＶをそれぞれ設定する。
【００７９】
また、領域３０４に表示される詳細ＥＰＧについても、局別ＥＰＧやＣＤ－ＲＯＭ等のパ
ッケージメディア等より所望の入力ソースを選択し、設定する。図９(b)では、詳細ＥＰ
Ｇを局別ＥＰＧに設定している。
【００８０】
この様に設定された設定その１における統合ＥＰＧは前述の図３に示す如く統合ＥＰＧで
ある。
【００８１】
この様に、本形態では、複数の入力ソースからのＥＰＧデータを同一画面上に表示させる
様にしたので、入力ソース別にＥＰＧ画面を切換えることなく、容易に所望の番組情報を
みつけることができる。
【００８２】
更に、入力ソース別にＥＰＧの表示色を変更させる様にしたので、視認性の高いＥＰＧ画
面表示が可能となる。
【００８３】
また、本形態では、複数の入力ソースから視聴可能なチャンネルのＥＰＧを統合し、ユー
ザにより指定された範囲において、その統合ＥＰＧをすべて表示しているが、システム制
御部１１８の処理により、複数の入力ソースからのＥＰＧ情報から、ユーザが設定した検
索条件に基づいて検索されたＥＰＧのみを表示するようにしてもよい。ここで、システム
制御部１１８は、本発明の特許請求の範囲における請求項１５記載の検索手段に相当する
。また、ここで設定される検索条件は、本発明の特許請求の範囲における請求項１５記載
の設定手段により設定される。
【００８４】
図１１は、図１０(a)、(b)に示した如く検索条件設定画面において設定された検索条件に
基づいて検索されたＥＰＧのみを表示した場合の統合ＥＰＧ画面の表示例である。
【００８５】
また、図１１以外にも、図１２の如く、検索結果に基づき、検索されたＥＰＧと検索され
なかったＥＰＧの表示形態を変更するようにしてもよい。
【００８６】
更に、検索結果を放送時間順にリスト表示するようにしてもよい。
【００８７】
また、本形態では、地上波、ＣＳ、ＢＳ等、異なる種類の伝送路からのＥＰＧを同一画面
上に表示したが、ＣＳで受信可能な搬送波が異なる複数のＴＳデータのＥＰＧを統合ＥＰ
Ｇとして表示することも可能である。この場合には、複数のＣＳチューナを持つ構成でも
よく、また、一つのチューナを時分割に用いて複数のＴＳデータからＥＰＧを取り込む様
にしてもよい。
【００８８】
同様に、異なるケーブルから供給された複数のＴＳデータのＥＰＧを統合ＥＰＧとして表
示することも可能である。例えば、ＣＡＴＶにおける光ファイバーケーブルの各ケーブル
線により供給された各ＥＰＧをそれぞれ統合して表示するようにしてもよい。
【００８９】
また、本形態では、異なる伝送路からの信号を受信する複数のチューナを備える構成とし
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たが、図１４の如く、異なる伝走路からの信号を受信する複数の外部受信装置より、テレ
ビジョン信号と前記テレビジョン信号に係る番組情報データを入力するような構成として
もよい。
【００９０】
図１４において、外部チューナ２００及び外部チューナ３００は、デジタルＴＶ放送受信
装置１００に接続されている。チューナ部２０１及び３０１は、それぞれ不図示のアンテ
ナ及びケーブルより入力される信号を受信し、デスクランブラ２０２及び３０２に出力す
る。また、外部チューナ２００における２０２～２０４、外部チューナ３００における３
０２～３０４に示す各部は、図１における１０２、１１７、１１８に示す各部にそれぞれ
対応し、同様の動作を行う。
【００９１】
また、本形態では、メインＥＰＧを２つだけ設定できるような構成にしたが、入力ソース
の異なるＥＰＧを任意の数だけ設定できるようにしてもよい。
【００９２】
また、本形態では、統合ＥＰＧの組み合わせパターンを３つだけ設定できるような構成に
したが、３つだけでなく、任意の数だけ設定できるようにしてもよい。
【００９３】
また、本形態では、EPG画面及び映像画面を本体に内蔵のモニタに表示しているが、映像
出力端子を備えるような構成であって、EPGデータに係る映像信号及び映像データに係る
映像信号を外部の表示装置に出力するようにしてもよい。
【００９４】
また、本形態では、テレビジョン信号を受信する場合について述べているが、テレビジョ
ン信号だけでなく、オーディオ信号、ネットワークを介して供給される情報信号等であっ
てもよい。
【００９５】
次に第二の実施形態として本発明が適用される記憶媒体について説明する。図１４は前記
記憶媒体を適用したデジタルＴＶ放送受信装置のブロック図である。図１と同様の構成要
素については同一番号を付し、その詳細な説明は省略する。
【００９６】
図１４において、制御部１４０１は、図１における１０２～１０６、１０８～１１１、１
１７～１１９の構成要素と同様の処理を行う為のプログラムを記憶しているＲＯＭ、ワー
クメモリとしてＲＡＭ及びＲＯＭに記憶されているプログラムを実行する為のＣＰＵとを
備える。
【００９７】
そして、制御部１４０１は、操作部１１４及びリモコン１１６の操作に応じてＲＯＭより
前記プログラムを読み出し、チューナ部１０１より入力された信号に対して、読み出され
たプログラムに従って処理を施し、処理を施した信号を画像表示部１１２及び音声出力部
１１３に出力する。
【００９８】
この様に、本形態では、複数の入力ソースからのＥＰＧデータを同一画面上に表示させる
様にしたので、入力ソース別にＥＰＧ画面を切換えることなく、容易に所望の番組情報を
みつけることができる。
【００９９】
更に、入力ソース別にＥＰＧの表示色を変更させる様にしたので、視認性の高いＥＰＧ画
面表示が可能となる。
【０１００】
また、本形態では、複数の入力ソースから視聴可能なチャンネルのＥＰＧを統合し、ユー
ザにより指定された範囲において、その統合ＥＰＧをすべて表示しているが、システム制
御部１１８の処理により、複数の入力ソースからのＥＰＧ情報から、ユーザが設定した検
索条件に基づいて検索されたＥＰＧのみを表示するようにしてもよい。ここで、システム
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制御部１１８は、本発明の特許請求の範囲における請求項１５記載の検索手段に相当する
。また、ここで設定される検索条件は、本発明の特許請求の範囲における請求項１５記載
の設定手段により設定される。
【０１０１】
図１１は、図１０(a)、(b)に示した如く検索条件設定画面において設定された検索条件に
基づいて検索されたＥＰＧのみを表示した場合の統合ＥＰＧ画面の表示例である。
【０１０２】
また、図１１以外にも、図１２の如く、検索結果に基づき、検索されたＥＰＧと検索され
なかったＥＰＧの表示形態を変更するようにしてもよい。
【０１０３】
更に、検索結果を放送時間順にリスト表示するようにしてもよい。
【０１０４】
また、本形態では、地上波、ＣＳ、ＢＳ等、異なる種類の伝送路からのＥＰＧを同一画面
上に表示したが、ＣＳで受信可能な搬送波が異なる複数のＴＳデータのＥＰＧを統合ＥＰ
Ｇとして表示することも可能である。この場合には、複数のＣＳチューナを持つ構成でも
よく、また、一つのチューナを時分割に用いて複数のＴＳデータからＥＰＧを取り込む様
にしてもよい。
【０１０５】
同様に、異なるケーブルから供給された複数のＴＳデータのＥＰＧを統合ＥＰＧとして表
示することも可能である。例えば、ＣＡＴＶにおける光ファイバーケーブルの各ケーブル
線により供給された各ＥＰＧをそれぞれ統合して表示するようにしてもよい。
【０１０６】
また、本形態では、異なる伝送路からの信号を受信する複数のチューナを備える構成とし
たが、図１４の如く、異なる伝走路からの信号を受信する複数の外部受信装置より、テレ
ビジョン信号と前記テレビジョン信号に係る番組情報データを入力するような構成として
もよい。
【０１０７】
図１３において、外部チューナ２００及び外部チューナ３００は、デジタルＴＶ放送受信
装置１００に接続されている。チューナ部２０１及び３０１は、それぞれ不図示のアンテ
ナ及びケーブルより入力される信号を受信し、デスクランブラ２０２及び３０２に出力す
る。また、外部チューナ２００における２０２～２０４、外部チューナ３００における３
０２～３０４に示す各部は、図１における１０２、１１７、１１８に示す各部にそれぞれ
対応し、同様の動作を行う。
【０１０８】
また、本形態では、メインＥＰＧを２つだけ設定できるような構成にしたが、入力ソース
の異なるＥＰＧを任意の数だけ設定できるようにしてもよい。
【０１０９】
また、本形態では、統合ＥＰＧの組み合わせパターンを３つだけ設定できるような構成に
したが、３つだけでなく、任意の数だけ設定できるようにしてもよい。
【０１１０】
また、本形態では、テレビジョン信号を受信する場合について述べているが、テレビジョ
ン信号だけでなく、オーディオ信号、ネットワークを介して供給される情報信号等であっ
てもよい。
【０１１１】
次に、第三の実施形態について説明する。本形態のデジタルＴＶ放送受信装置は、第一の
実施形態におけるデジタルＴＶ放送受信装置と同じ構成であり、図１を用いてその動作を
詳細に説明する。但し、第一の実施形態と同じ動作を行う構成については説明を省略する
。
【０１１２】
ここで、第一の実施形態と異なるのは、詳細ＥＰＧについてである。第一の実施形態にお
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いては、各番組についての詳細ＥＰＧはメインＥＰＧの表示枠とは別枠に表示され、メイ
ンＥＰＧと詳細ＥＰＧとを統合することなく独立に表示していた。そこで、第三の実施形
態においては、メインＥＰＧと詳細ＥＰＧを統合することとし、その動作について説明す
る。
【０１１３】
なお、本形態において、入力ソースの異なるメインＥＰＧの統合は行なわず、本形態にお
ける統合ＥＰＧとは、メインＥＰＧと詳細ＥＰＧを統合したものを示すこととする。また
、通常ＥＰＧの表示動作は第一の実施形態と同様であるので、説明を省略し、その表示例
を図１５に示す。
【０１１４】
まず、統合ＥＰＧ表示の動作について説明する。図１の操作部１１４若しくはリモコン１
１６において、後述の統合ボタンが押下されると、操作部１１４からの統合ＥＰＧ表示指
示、若しくは受光部１１５により受信したリモコン１１６からの統合ＥＰＧ表示指示は、
システム制御部１１８に入力される。
【０１１５】
システム制御部１１８は、操作部１１４若しくは受光部１１５からの統合ＥＰＧ表示指示
が入力された場合に、後述の統合ＥＰＧ表示設定画面において設定された詳細ＥＰＧデー
タを取得するべく各部を以下の如く制御する。本形態では、メインＥＰＧをＢＳ放送の全
局ＥＰＧ、詳細ＥＰＧをＢＳ放送の局別ＥＰＧと設定し、その設定方法は後述する。
【０１１６】
なお、全局ＥＰＧデータは、定期的に受信され、常に最新のデータがメモリ１０７に蓄積
されている為、本形態においては、統合ＥＰＧ表示指示に応じて全局ＥＰＧを取得しない
が、統合ＥＰＧ表示指示に応じて全局ＥＰＧを取得するようにしてもよい。
【０１１７】
そして、局別ＥＰＧデータを取得するべくチューナ部１０１は、順次チューニング動作を
行い、各ＴＳストリームを受信する。受信した各ＴＳストリームは、デスクランブラ１０
２を介してデマルチプレクサ１０３に入力される。デマルチプレクサ１０３は、各ＴＳス
トリーム中より局別ＥＰＧデータを抽出し、メモリ１０７に出力する。
【０１１８】
そして、システム制御部１１８は、ユーザにより指定された統合ＥＰＧ表示条件若しくは
デフォルト条件に基づいたチャンネル、放送日時に対応する局別ＥＰＧデータをメモリ１
０７より読み出す。また、表示画面に表示可能な範囲において、統合ＥＰＧ表示条件付近
の全局ＥＰＧデータをメモリ１０７より読み出す。ここで、統合ＥＰＧ表示条件及びデフ
ォルト条件については後述する。
【０１１９】
更に、システム制御部１１８は、後述の如く指定された局別ＥＰＧデータに対する検索条
件若しくはデフォルト条件に基づいて検索処理を行い、局別ＥＰＧデータより検索条件に
該当するデータを抽出する。そして、局別ＥＰＧデータより抽出されたデータと全局ＥＰ
ＧデータをＥＰＧデコーダ１０６に出力する。
【０１２０】
次に、ＥＰＧデコーダ１０６は、システム制御部１１８より入力された局別ＥＰＧデータ
より抽出されたＥＰＧデータ及び全局ＥＰＧデータに対して、デコード処理を施し、復号
されたＥＰＧデータＤ４をＥＰＧ画面構成部１０８に出力する。
【０１２１】
ＥＰＧ画面構成部１０８は、ＥＰＧデコーダ１０６より入力した局別ＥＰＧデータより抽
出されたＥＰＧデータ及び全局ＥＰＧデータに基づいて、統合ＥＰＧ画面を構成する為の
キャラクタ信号を表示制御部１０９に出力する。
【０１２２】
表示制御部１０９は、前述の如く、映像画面、ＥＰＧ画面等の切り換え表示をするように
画像表示部１１２に対して映像信号を出力する。そして、操作部１１４及びリモコン１１
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６において、統合ＥＰＧ画面表示の指示操作があった場合は、ＥＰＧ画面構成部１０８よ
り出力された統合ＥＰＧ画面に係るキャラクタ信号を画像表示部１１２に出力する。
【０１２３】
更に、統合ＥＰＧ表示動作の詳細を説明する。図３は、システム制御部１１８における統
合ＥＰＧ表示動作の流れを示すフローチャートである。Ｓ３０１において、ユーザにより
図４における統合ボタン４０７が押下され、統合ＥＰＧの表示要求がなされると、後述の
統合ＥＰＧ設定画面により設定されている詳細ＥＰＧに係る詳細ＥＰＧデータを取得する
。本形態では、詳細ＥＰＧを局別ＥＰＧと設定している為、前述の如く局別ＥＰＧデータ
を取得し、メモリ１０７に記憶する（Ｓ３０２）。
【０１２４】
Ｓ３０３において、ユーザより統合ＥＰＧ表示条件の指定があるか否かの判断を行い、統
合ＥＰＧ表示条件の指定があると判断した場合は、指定された表示条件に基づいたチャン
ネル、時間帯に応じて、メモリ１０７より読み出す局別ＥＰＧデータ及び前述の統合ＥＰ
Ｇ表示表件付近の全局ＥＰＧデータの範囲を決定する（Ｓ３０４）。
【０１２５】
また、統合ＥＰＧ表示条件の指定がないと判断された場合は、デフォルト条件に基づいた
チャンネル、時間帯、に応じて、メモリ１０７より読み出す局別ＥＰＧデータ及び前述の
統合ＥＰＧ表示表件付近の全局ＥＰＧデータの範囲を決定する（Ｓ３０５）。例えば、本
形態では、デフォルト条件として現在時刻付近の時間帯を統合ＥＰＧ表示条件としている
為、ユーザからの統合ＥＰＧ表示条件指定がない場合は、現在時刻付近の時間帯に係る局
別ＥＰＧデータ、及びその時間帯付近の全局ＥＰＧデータをメモリ１０７より読み出すこ
ととする。
【０１２６】
次に、Ｓ３０６において、Ｓ３０４及びＳ３０５で決定された読み出し範囲に応じて、メ
モリ１０７より全局ＥＰＧデータを読み出し（Ｓ３０６）、更に局別ＥＰＧデータをメモ
リ１０７より読み出す（Ｓ３０７）。ここで、システム制御部１１８は、前述の如くメモ
リ１０７に記憶されたＥＩＴ、ＳＤＴ等のデータを読み出す。
【０１２７】
そして、Ｓ３０８において、操作部１１４若しくはリモコン１１６の操作により局別ＥＰ
Ｇデータに対する検索条件の指定があるか否かの判断をする。
【０１２８】
検索条件の指定があると判断した場合、システム制御部１１８は、指定された検索条件に
基づいて検索処理を行う（Ｓ３０９）。ここで指定された検索条件は、局別ＥＰＧデータ
から指定された情報を検索、抽出するもので、全局ＥＰＧデータには適用されない。また
、検索条件としては、ユーザが入力するキーワードなどの文字データ、例えば、俳優名、
曲名、ジャンル別項目等があげられ、システム制御部１１８は、指定された文字データと
局別ＥＰＧデータ中のＥＩＴデータに記述されている番組概要説明文字データとを比較し
、検索条件に該当するデータを抽出する。
【０１２９】
そして、Ｓ３０９における検索処理の結果、検索条件に該当するデータがあるか否かの判
断を行う（Ｓ３１０）。検索条件に該当するデータがないと判断した場合には、“該当デ
ータなし”などのメッセージを画面に表示し（Ｓ３１１）、Ｓ３０８に戻り、新たに検索
条件の指定があるか否かの判断を行う。また、Ｓ３１２において、検索条件に該当するデ
ータがあると判断した場合にはＳ３１５に進む。
【０１３０】
一方、Ｓ３０８において検索条件の指定がないと判断した場合、システム制御部１１８は
、予め定められたデフォルト条件に基づいて、局別ＥＰＧデータにおいて検索処理を行い
（Ｓ３１２）、Ｓ３１３において、デフォルト条件に該当するデータがあるか否かの判断
を行う。
【０１３１】
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デフォルト条件に該当するデータがあると判断した場合はＳ３１５に進み、デフォルト条
件に該当するデータがないと判断した場合は、通常ＥＰＧを表示し、Ｓ３１８に進む（Ｓ
３１４）。デフォルト条件としては、全局ＥＰＧデータを補完するようなデータ、例えば
、番組内容紹介の説明文や番組を代表するシーンの画像データ等があげられる。
【０１３２】
Ｓ３１５において、局別ＥＰＧデータより抽出された抽出データと、全局ＥＰＧデータと
を統合する。ここで、統合処理を行う際に、システム制御部１１８は局別ＥＰＧデータよ
り抽出された抽出データと全局ＥＰＧデータが同一の番組に係るデータであるか否かを判
断する必要がある。
【０１３３】
本形態においては、ＢＳデジタル放送における全局ＥＰＧと局別ＥＰＧのデータを統合し
ているが、この様に、統合するデータが同一の放送システムから入力される場合には、各
プログラム（番組）に対して統一された固有のＩＤが割り振られている。従って、システ
ム制御部１１８は、局別ＥＰＧデータより抽出された抽出データに付加されているＩＤと
全局ＥＰＧデータに付加されているＩＤとを比較し、それらが同一番組に係るデータであ
るか否かを判断する。
【０１３４】
なお、メインＥＰＧデータを全局ＥＰＧより入力し、詳細ＥＰＧデータをＣＡＴＶやイン
ターネット上のＴＶガイドサイト等より入力する場合、即ち、統合するデータが異なるシ
ステムより入力される場合には、ＥＰＧデータに付加される番組ＩＤがシステムにより異
なる為、システム制御部１１８は、日付、時間、チャンネル、番組のタイトルの先頭数文
字の文字コード等が一致するか否かを判断し、統合するデータが同一番組に関するデータ
であるか否かを決定する。
【０１３５】
この様に、システム制御部１１８により同一の番組に関するデータであると判断された局
別ＥＰＧデータより抽出された抽出データは、全局ＥＰＧデータと統合される。
【０１３６】
Ｓ３１６において、ユーザにより指定された統合ＥＰＧ表示条件若しくはデフォルト条件
に応じて表示枠を拡大し、拡大した表示枠にＳ３１５で統合したＥＰＧデータに係る番組
情報を表示する。
【０１３７】
更に、操作部１１４若しくはリモコン１１６の操作により全局ＥＰＧのみ表示されている
チャンネル及び時間帯が選択され、新たに統合ＥＰＧ表示条件が指定されたか否かの判断
を行う（Ｓ３１７）。統合ＥＰＧ表示条件が指定されたと判断すると、Ｓ３０４に戻り、
前述の如く処理を行う。一方、統合ＥＰＧ表示条件が指定されたと判断しない場合は、Ｓ
３１８に進む。
【０１３８】
Ｓ３１８において、統合ＥＰＧ若しくは通常ＥＰＧ画面表示の終了要求があるか否かを判
断し、終了要求があった場合はＥＰＧ画面を終了する。
【０１３９】
ここで、前述の統合ＥＰＧ表示条件について説明する。本形態における統合ＥＰＧを表示
する際の表示フォーマットは以下の通りである。
【０１４０】
まず、第一の表示フォーマットは、図１７に示す如く、現在の時間帯の表示枠を拡大し、
そこに統合ＥＰＧデータに係る情報を表示するものである。図１７においては、現在時刻
が１６時０２分である為、斜線部分の如く、番組表における午後４時の時間帯の表示枠を
引き伸ばして、より詳しい番組情報、即ち、局別ＥＰＧやインターネット、パッケージメ
ディアからの番組情報等を表示するようにしている。
【０１４１】
次に、第二の表示フォーマットは、図１８に示す如く、ユーザが指定する時間帯の表示枠
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を拡大して、そこに統合ＥＰＧデータに係る情報を表示するものである。図１８において
は、ユーザにより午後７時の時間帯の表示枠が指定されたため、その表示枠が拡大表示さ
れている。
【０１４２】
そして、第三の表示フォーマットは、図１９に示す如く、ユーザが現在視聴中のチャンネ
ルにおける表示枠を拡大し、そこに統合ＥＰＧデータに係る情報を表示するものである。
図１９においては、ユーザがＴＳＣチャンネルを視聴中であるため、ＴＳＣチャンネルに
おける表示枠が拡大表示されている。
【０１４３】
更に、第４の表示フォーマットは、ユーザが指定するチャンネルの表示枠を拡大し、そこ
に統合ＥＰＧデータに係る情報を表示するものであり、その表示例は図１９に同じである
。この場合は、ユーザによりＴＳＣチャンネルの表示枠が指定されたため、その表示枠が
拡大表示される。
【０１４４】
本形態では、以上の様な表示フォーマットに従って表示を行い、図２０に示す如く統合Ｅ
ＰＧ表示条件指定画面において、ユーザが操作部１１４若しくはリモコン１１６の操作に
より統合ＥＰＧ表示条件を指定することで、所望の範囲における統合ＥＰＧを表示させる
ことができる。
【０１４５】
また、ユーザによる統合ＥＰＧ表示条件指定がない場合は、デフォルト条件に基づいて統
合ＥＰＧを表示する。デフォルト条件として、その中の一つを設定することができる。本
形態では、デフォルト条件として、第一の表示フォーマット、即ち、現在時刻付近の時間
帯の表示枠を拡大表示し、そこに統合ＥＰＧを表示する。
【０１４６】
次に、操作部１１４及びリモコン１１６について説明する。本形態における操作部１１４
及びリモコン１１６は、第一の実施形態における操作部１１４及びリモコン１１６とほぼ
同じであり、その一例は図４に同様である。但し、第一の実施形態と異なる動作を行うの
が、チェンジボタン４０６である。
【０１４７】
本形態において、統合ＥＰＧ画面表示中に、チェンジボタン４０６を押下すると、図２０
に示す如く統合ＥＰＧ表示条件指定画面が表示され、所望の統合ＥＰＧ表示条件を指定す
ることができる。
【０１４８】
更に、統合ＥＰＧ画面では、図１７中に示す如く選択カーソル５０１が時間軸上の時間枠
及びチャンネル軸上のチャンネル枠に移動可能であり、選択カーソル４０１を時間枠若し
くはチャンネル枠に合わせて決定ボタン４０５押下することで、選択された時間枠若しく
はチャンネル枠が拡大表示され、そこに統合ＥＰＧが表示される。
【０１４９】
そして、統合ＥＰＧの組み合わせパターンの設定方法について説明する。図４におけるメ
ニューボタン４０９を押下し、不図示のメニュー項目の中から、図２１に示す統合ＥＰＧ
設定画面を表示させるメニュー項目を選択し、統合ＥＰＧ設定画面を表示させる。図２１
においては、入力可能なＥＰＧの種類が一覧表示され、ユーザは、その一覧表示中よりメ
インＥＰＧと詳細ＥＰＧを選択し、設定する。
【０１５０】
この様に、本形態では、詳細ＥＰＧデータにおいて検索された所望の番組情報をメインＥ
ＰＧと統合して表示する様にしたので、詳細情報の確認の為にＥＰＧ画面を切換えること
なく、少ない操作で所望の番組情報を確認することができる。
【０１５１】
また、本形態では、メインＥＰＧデータとは別に、詳細ＥＰＧデータに対して所望の情報
の検索処理を行う様にしたので、ユーザが詳細ＥＰＧを確認することなく、容易に所望の
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番組情報を見つけることができる。
【０１５２】
また、本形態では、メインＥＰＧの表示枠を拡大して統合ＥＰＧを表示するようにしたの
で、視認性の高いＥＰＧ画面を提供することができる。
【０１５３】
なお、本形態では、メインＥＰＧを全局ＥＰＧ、詳細ＥＰＧを局別ＥＰＧと設定している
が、この他にもインターネットやパッケージメディアからのＥＰＧを詳細ＥＰＧと設定し
てもよい。
【０１５４】
例えば、インターネットを詳細ＥＰＧと設定した場合には、システム制御部１１８は、統
合ＥＰＧ表示指示に応じて、モデム１２１を介してインターネットブラウザへ自動的にア
クセスし、番組情報が記載されているサイトより番組情報、つまりＥＰＧデータを取得し
、メモリ１０７に出力する。
【０１５５】
また、ＣＤ－ＲＯＭを詳細ＥＰＧと設定した場合には、システム制御部１１８は、統合Ｅ
ＰＧ表示指示に応じて、ＣＤ－ＲＯＭドライブインターフェース１２３により接続された
ＣＤ－ＲＯＭドライブを制御し、ＥＰＧデータを取得し、メモリ１０７に出力する。
【０１５６】
なお、本形態では、ユーザにより指定された表示条件若しくはデフォルト条件に基づく時
間帯及びチャンネルに対してＥＰＧデータの統合処理を行っているが、視聴可能な全ての
チャンネル及び時間帯に対してＥＰＧデータの統合処理を行ってもよい。
【０１５７】
なお、本形態では、統合EPG表示指示に応じて、取得範囲を限定せずに局別EPGデータを取
得しているが、ユーザによる統合EPG表示条件指定に基づいて、局別EPGデータを取得する
ようにしてもよい。
【０１５８】
なお、本形態では、統合ボタンの押下により統合ＥＰＧを表示しているが、ユーザの操作
なしに、デフォルトとして統合ＥＰＧを表示するようにしてもよい。
【０１５９】
この場合のシステム制御部１１８におけるＥＰＧ表示動作の流れを示すフローチャートを
図２２に示す。
【０１６０】
Ｓ４０１において、ユーザよりＥＰＧ表示要求があると、デフォルトで設定されている詳
細ＥＰＧに係る詳細ＥＰＧデータを取得し、メモリ１０７に記憶する（Ｓ４０２）。例え
ば、デフォルトとして詳細ＥＰＧに局別ＥＰＧが設定されている場合は、チューナ部１０
１を順次チューニングさせ、局別ＥＰＧデータを抽出するべく制御する。
【０１６１】
Ｓ４０３において、デフォルトで設定されている表示条件に従って、詳細ＥＰＧデータ及
び局別ＥＰＧデータの読み出し範囲を決定する。例えば、デフォルト条件として現在時刻
付近の時間帯を表示条件としている場合、現在時刻付近の時間帯に係る局別ＥＰＧデータ
、及びその時間帯付近の全局ＥＰＧデータをメモリ１０７より読み出すこととする。
【０１６２】
次に、Ｓ４０４～Ｓ４１６の動作は前述の図１６のフローチャートにおけるＳ３０６～Ｓ
３１８の動作と同じであるので、説明を省略する。ここで、Ｓ４１５において、カーソル
選択で表示条件指示があった場合は、カーソルで指定された条件において詳細ＥＰＧデー
タ及び全局ＥＰＧデータの読み出し範囲を決定し、Ｓ４０４に進む。
【０１６３】
なお、本形態では、EPG画面及び映像画面を本体に内蔵のモニタに表示しているが、映像
出力端子を備えるような構成であって、EPGデータに係る映像信号及び映像データに係る
映像信号を外部の表示装置に出力するようにしてもよい。
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【０１６４】
なお、本形態では、テレビジョン信号を受信する場合について述べているが、テレビジョ
ン信号だけでなく、オーディオ信号、ネットワークを介して供給される情報信号等であっ
てもよい。
【０１６５】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、複数の番組情報データに係る複数の番組情報を同
一画面上に表示させるようにしたので、番組情報表示画面を切換えることなく、容易に所
望の番組情報をみつけることができる。
【０１６６】
更に、番組情報の表示形態を変更させるようにしたので、視認性の高い表示が可能となる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明が適用されるデジタルTV放送受信装置の構成を第一の実施形態として示す
図である。
【図２】通常のEPG画面の表示例を示す図である。
【図３】統合EPG画面の表示例を示す図である。
【図４】図１における操作部１１４及びリモコン１１６を示す図である。
【図５】通常EPG表示切換え画面の表示例を示す図である。
【図６】統合EPG表示切換え画面の表示例を示す図である。
【図７】統合EPG表示切換え画面の表示例を示す図である。
【図８】統合EPG画面の表示例を示す図である。
【図９】統合EPG設定画面の表示例を示す図である。
【図１０】検索条件設定画面の表示例を示す図である。
【図１１】検索結果に基づいて表示した統合ＥＰＧ画面の表示例を示す図である。
【図１２】検索結果に基づいて表示した統合ＥＰＧ画面の表示例を示す図である。
【図１３】本発明が適用される記憶媒体を適用したデジタルTV放送受信装置の構成を第二
の実施形態として示す図である。
【図１４】本発明が適用されるデジタルＴＶ放送受信装置の構成を第一の実施形態として
示す図である。
【図１５】通常のEPG画面の表示例を示す図である。
【図１６】第三の実施形態における統合ＥＰＧ表示の際のシステム制御部１１８の動作の
流れを示すフローチャートである。
【図１７】第三の実施形態における統合ＥＰＧの表示例を示す図である。
【図１８】第三の実施形態における統合ＥＰＧの表示例を示す図である。
【図１９】第三の実施形態における統合ＥＰＧの表示例を示す図である。図である。
【図２０】第三の実施形態における統合EPG表示条件指定画面の表示例を示す図である。
【図２１】第三の実施形態における統合ＥＰＧ設定画面の表示例を示す図である。
【図２２】第三の実施形態におけるＥＰＧ表示の際のシステム制御部１１８の動作の流れ
を示すフローチャートである。
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【図１５】 【図１６】
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【図１９】 【図２０】
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