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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディジタル放送の番組デ－タを受信する番組デ－タ受信手段と、
　該番組デ－タ受信手段で受信した番組デ－タから番組の詳細情報を抽出して番組詳細情
報を作成する番組詳細情報作成手段とを備えた番組情報表示装置において、
　番組表を含まない構成の番組詳細情報画面の表示中に他の番組の詳細情報を選択・表示
させるための番組選択入力手段と、
　前記番組詳細情報画面が表示された状態で、前記番組選択入力手段を介して番組が選択
された場合、番組表を含まない構成のまま、前記選択された番組の番組詳細情報に切り替
えて表示する番組詳細情報表示変更手段とを備えていることを特徴とする番組情報表示装
置。
【請求項２】
　１チャンネルが複数のサ－ビスの番組を含んで構成されている場合に、前記番組選択入
力手段が、現在番組詳細情報が表示されている番組のサ－ビスに隣接するサ－ビスの番組
を選択させるためのサ－ビス選択入力手段を備えていることを特徴とする請求項１記載の
番組情報表示装置。
【請求項３】
　前記番組選択入力手段が、現在番組詳細情報が表示されている番組のチャンネルに隣接
するチャンネルの番組を選択させるためのチャンネル選択入力手段を備えていることを特
徴とする請求項１又は請求項２記載の番組情報表示装置。
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【請求項４】
　前記番組選択入力手段が、現在番組詳細情報が表示されている番組の前後の時間にある
番組を選択させるための時間選択入力手段を備えていることを特徴とする請求項１～３の
いずれかの項に記載の番組情報表示装置。
【請求項５】
　前記番組選択入力手段が、現在番組詳細情報が表示されている番組の前日又は翌日の同
一時間帯にある番組を選択させるための前日・翌日番組選択入力手段を備えていることを
特徴とする請求項１～４のいずれかの項に記載の番組情報表示装置。
【請求項６】
　前記番組選択入力手段が、現在番組詳細情報が表示されている番組の１週間前又は１週
間先の同一時間帯にある番組を選択させるための週間番組選択入力手段を備えていること
を特徴とする請求項１～５のいずれかの項に記載の番組情報表示装置。
【請求項７】
　前記番組選択入力手段が、現在受信中の番組を選択させるための受信番組選択入力手段
を備えていることを特徴とする請求項１～６のいずれかの項に記載の番組情報表示装置。
【請求項８】
　前記番組選択入力手段が、現在受信中の番組の次の番組を選択させるための次番組選択
入力手段を備えていることを特徴とする請求項１～７のいずれかの項に記載の番組情報表
示装置。
【請求項９】
　前記番組選択入力手段が、録画予約されている番組を選択させるための録画予約番組選
択入力手段を備えていることを特徴とする請求項１～８のいずれかの項に記載の番組情報
表示装置。
【請求項１０】
　前記番組選択入力手段が、視聴予約されている番組を選択させるための視聴予約番組選
択入力手段を備えていることを特徴とする請求項１～９のいずれかの項に記載の番組情報
表示装置。
【請求項１１】
　前記録画予約番組選択入力手段が、録画予約されている複数の番組を予約日時の順に切
り替えることができるものであることを特徴とする請求項９記載の番組情報表示装置。
【請求項１２】
　前記視聴予約番組選択入力手段が、視聴予約されている複数の番組を予約日時の順に切
り替えることができるものであることを特徴とする請求項１０記載の番組情報表示装置。
【請求項１３】
　前記番組選択入力手段が、使用者に番組特定情報を入力させる画面に切り替えるための
番組特定情報入力画面切替手段を備えていることを特徴とする請求項１～１２のいずれか
の項に記載の番組情報表示装置。
【請求項１４】
　前記番組特定情報入力画面切替手段が、入力可能な前記番組特定情報を順に切り替える
ことができるものであることを特徴とする請求項１３記載の番組情報表示装置。
【請求項１５】
　前記番組特定情報入力画面切替手段が、入力可能な前記番組特定情報の一覧を表示させ
ることができるものであることを特徴とする請求項１３記載の番組情報表示装置。
【請求項１６】
　前記番組特定情報が、現在番組詳細情報が表示されている番組の放送開始時刻からのオ
フセット時間又はオフセット日数を含んでいることを特徴とする請求項１３～１５のいず
れかの項に記載の番組情報表示装置。
【請求項１７】
　前記番組特定情報が、現在時刻からのオフセット時間又はオフセット日数を含んでいる
ことを特徴とする請求項１３～１５のいずれかの項に記載の番組情報表示装置。
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【請求項１８】
　前記番組選択入力手段が、音声認識手段を備え、
　該音声認識手段により認識された番組特定情報に対応する番組を前記番組詳細情報を表
示させる番組として選択させるものであることを特徴とする請求項１～１０のいずれかの
項に記載の番組情報表示装置。
【請求項１９】
　前記番組特定情報が、キ－ワ－ドを含んでいることを特徴とする請求項１８記載の番組
情報表示装置。
【請求項２０】
　前記番組特定情報が、サ－ビス番号を含んでいることを特徴とする請求項１８記載の番
組情報表示装置。
【請求項２１】
　前記番組特定情報が、チャンネル番号を含んでいることを特徴とする請求項１８記載の
番組情報表示装置。
【請求項２２】
　前記番組特定情報が、放送日時情報を含んでいることを特徴とする請求項１８記載の番
組情報表示装置。
【請求項２３】
　前記番組特定情報が、現在番組詳細情報が表示されている番組の放送開始時刻からのオ
フセット時間又はオフセット日数を含んでいることを特徴とする請求項１８記載の番組情
報表示装置。
【請求項２４】
　前記番組特定情報が、現在時刻からのオフセット時間又はオフセット日数を含んでいる
ことを特徴とする請求項１８記載の番組情報表示装置。
【請求項２５】
　ディジタル放送の番組データに基づく番組詳細情報を表示する番組情報表示方法であっ
て、
　番組表を含まない構成の番組詳細情報画面が表示された状態で、他の番組の詳細情報を
選択・表示させるための番組選択入力手段を介して番組が選択された場合、番組表を含ま
ない構成のまま、前記選択された番組の番組詳細情報に切り替えて表示することを特徴と
する番組情報表示方法。
【請求項２６】
　前記番組選択入力手段が、番組詳細情報の表示中に表示される選択ボタンを備え、該選
択ボタンを介して選択された番組の番組詳細情報を表示することを特徴とする請求項２５
記載の番組情報表示方法。
【請求項２７】
　ディジタル放送の番組デ－タを受信する番組デ－タ受信手段と、
　該番組デ－タ受信手段で受信した番組デ－タから番組の詳細情報を抽出して番組詳細情
報を作成する番組詳細情報作成手段と、
　ディジタル放送の番組及び番組の詳細情報を表示する表示手段とを備えたディジタル放
送受信装置において、
　番組表を含まない構成の番組詳細情報画面の表示中に他の番組の詳細情報を選択・表示
させるための番組選択入力手段と、
　前記番組詳細情報画面が表示された状態で、前記番組選択入力手段を介して番組が選択
された場合、番組表を含まない構成のまま、前記選択された番組の番組詳細情報に切り替
えて表示する番組詳細情報表示変更手段とを備えていることを特徴とするディジタル放送
受信装置。
【請求項２８】
　前記番組選択入力手段が、番組詳細情報の表示中に表示される選択ボタンを備えている
ことを特徴とする請求項２７記載のディジタル放送受信装置。
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【請求項２９】
　取得した番組デ－タから所定の番組の詳細情報を抽出して番組詳細情報を作成する番組
詳細情報作成手段を備えた番組情報表示装置において、
　番組表を含まない構成の番組詳細情報画面の表示中に他の番組の詳細情報を選択・表示
させるための番組選択入力手段と、
　前記番組詳細情報画面が表示された状態で、前記番組選択入力手段を介して番組が選択
された場合、番組表を含まない構成のまま、前記選択された番組の番組詳細情報に切り替
えて表示する番組詳細情報表示変更手段とを備えていることを特徴とする番組情報表示装
置。
【請求項３０】
　ディジタル放送の番組データに基づく番組詳細情報を表示する番組情報表示装置であっ
て、
　番組表を含まない構成の番組詳細情報画面が表示された状態で、他の番組の詳細情報を
選択・表示させるための番組選択入力手段を介して番組が選択された場合、番組表を含ま
ない構成のまま、前記選択された番組の番組詳細情報に切り替えて表示する番組詳細情報
表示変更手段を備えていることを特徴とする番組情報表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は番組情報表示装置に関し、より詳細にはディジタル放送の番組デ－タを受信して
、受信した番組デ－タに基づいて作成された番組詳細情報を表示する番組情報表示装置に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、テレビジョン放送の番組を選択する場合、新聞やテレビ番組雑誌等の番組表に記載
されている番組内容（番組名、概要や出演者）を見て選択していた。最近では、ディジタ
ル放送のデ－タ放送やインタ－ネット等の普及により番組デ－タが放送局等から提供され
るようになり、番組デ－タに基づいてＥＰＧ（Electronic Program Guide) と呼ばれる番
組表を作成し、作成された番組表を画面に表示させる番組情報表示装置が、テレビジョン
装置やディジタル放送受信装置等に内蔵されるようになってきている。
【０００３】
このような番組情報表示装置により作成される一般的な番組表は、新聞やテレビ番組雑誌
の番組表と同様な構成となっており、放送局名、チャンネル番号、番組名、番組開始・終
了時間等の情報が含まれ、表示された番組表とリモコンとを利用して視聴する番組の選択
や録画予約の設定等を行うこともできるようになっている。
【０００４】
また、番組情報表示装置には、番組デ－タを利用して一般的な番組表を作成する機能の他
に、さまざまな形態の番組情報を作成できる機能が装備されており、その機能の一つに、
番組表で示された各番組の番組詳細情報を作成して表示させる機能がある。
【０００５】
従来の番組情報表示装置による番組詳細情報の表示は、番組表を通じて表示させることが
できるようになっており、まず、使用者によりリモコンに設けられた番組表を表示させる
ためのＥＰＧボタンが入力されると、番組表が画面に表示される。
【０００６】
使用者は、リモコンを操作して番組表をスクロ－ルさせながら番組詳細情報を表示させる
番組を選択し、番組詳細情報を表示させるための番組詳細ボタンの入力を行うと、番組表
から番組詳細情報画面に切り替えて表示され、この画面を通じて、使用者は選択した番組
の番組詳細情報（放送チャンネル、サ－ビス番号、番組名、放送開始時刻、放送終了時刻
、番組ジャンル、出演者、番組内容等）を見ることができる。
【０００７】
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そして、表示された番組詳細情報を確認した後、さらに別の番組の番組詳細情報を見る場
合、使用者は、リモコンの所定操作により再度番組表を表示させて、番組表をスクロ－ル
させながら番組詳細情報を表示させる番組を選択し、番組詳細ボタンの入力を行うことで
別の番組の番組詳細情報を表示させることができるようになっている。
【０００８】
さらに別の番組の番組詳細情報を表示させるには、上記操作と同様に番組詳細情報の画面
から一旦番組表画面に戻り、次に番組詳細情報を表示させる番組を選択し、番組詳細ボタ
ンの入力を繰り返すことにより、さらに別の番組の番組詳細情報を表示させることができ
るようになっている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
上記したように、従来の番組情報表示装置では、ある番組の番組詳細情報から別の番組の
番組詳細情報を表示させるには、その都度番組表画面に戻さなくてはならず、番組表画面
への切り替え操作や、番組表画面で所望の番組を選択するためのスクロ－ル操作等が必要
となるため、番組の選択操作に手間がかかり、少ない操作で簡単に番組詳細情報を表示さ
せることができないという課題があった。
【００１０】
本発明は上記課題に鑑みなされたものであって、番組詳細情報を少ない操作で簡単に表示
させることのできる番組情報表示装置を提供することを目的としている。
【００１１】
【課題を解決するための手段及びその効果】
　上記目的を達成するために本発明に係る番組情報表示装置（１）は、ディジタル放送の
番組デ－タを受信する番組デ－タ受信手段と、該番組デ－タ受信手段で受信した番組デ－
タから番組の詳細情報を抽出して番組詳細情報を作成する番組詳細情報作成手段とを備え
た番組情報表示装置において、番組表を含まない構成の番組詳細情報画面の表示中に他の
番組の詳細情報を選択・表示させるための番組選択入力手段と、前記番組詳細情報画面が
表示された状態で、前記番組選択入力手段を介して番組が選択された場合、番組表を含ま
ない構成のまま、前記選択された番組の番組詳細情報に切り替えて表示する番組詳細情報
表示変更手段とを備えていることを特徴としている。
【００１２】
　上記番組情報表示装置（１）によれば、前記番組選択入力手段を使用することにより、
使用者は少ない操作で前記番組詳細情報を表示させる番組を選択し、番組表を含まない画
面構成のまま、簡単に前記選択された番組の番組詳細情報を表示させることができ、操作
性を向上させることができる。
【００１３】
また本発明に係る番組情報表示装置（２）は、上記番組情報表示装置（１）において、１
チャンネルが複数のサ－ビスの番組を含んで構成されている場合に、前記番組選択入力手
段が、現在番組詳細情報が表示されている番組のサ－ビスに隣接するサ－ビスの番組を選
択させるためのサ－ビス選択入力手段を備えていることを特徴としている。
【００１４】
上記番組情報表示装置（２）によれば、現在番組詳細情報が表示されている番組のサ－ビ
スに隣接するサ－ビスの番組を１回の入力操作で選択させることが可能となり、少ない操
作で簡単に隣接するサ－ビスの番組の番組詳細情報を表示させることができる。
【００１５】
また本発明に係る番組情報表示装置（３）は、上記番組情報表示装置（１）又は（２）に
おいて、前記番組選択入力手段が、現在番組詳細情報が表示されている番組のチャンネル
に隣接するチャンネルの番組を選択させるためのチャンネル選択入力手段を備えているこ
とを特徴としている。
【００１６】
上記番組情報表示装置（３）によれば、現在番組詳細情報が表示されている番組のチャン
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ネルに隣接するチャンネルの番組を１回の入力操作で選択させることが可能となり、少な
い操作で簡単に隣接するチャンネルの番組の番組詳細情報を表示させることができる。
【００１７】
また本発明に係る番組情報表示装置（４）は、上記番組情報表示装置（１）～（３）のい
ずれかにおいて、前記番組選択入力手段が、現在番組詳細情報が表示されている番組の前
後の時間にある番組を選択させるための時間選択入力手段を備えていることを特徴として
いる。
【００１８】
上記番組情報表示装置（４）によれば、現在番組詳細情報が表示されている番組の前後の
時間にある番組を１回の入力操作で選択させることが可能となり、少ない操作で簡単に前
後の時間にある番組の番組詳細情報を表示させることができる。
【００１９】
また本発明に係る番組情報表示装置（５）は、上記番組情報表示装置（１）～（４）のい
ずれかにおいて、前記番組選択入力手段が、現在番組詳細情報が表示されている番組の前
日又は翌日の同一時間帯にある番組を選択させるための前日・翌日番組選択入力手段を備
えていることを特徴としている。
【００２０】
上記番組情報表示装置（５）によれば、現在番組詳細情報が表示されている番組の前日又
は翌日の同一時間帯にある番組を１回の入力操作で選択させることが可能となり、少ない
操作で簡単に前日又は翌日の同一時間帯にある番組の番組詳細情報を表示させることがで
きる。
【００２１】
また本発明に係る番組情報表示装置（６）は、上記番組情報表示装置（１）～（５）のい
ずれかにおいて、前記番組選択入力手段が、現在番組詳細情報が表示されている番組の１
週間前又は１週間先の同一時間帯にある番組を選択させるための週間番組選択入力手段を
備えていることを特徴としている。
【００２２】
上記番組情報表示装置（６）によれば、現在番組詳細情報が表示されている番組の１週間
前又は１週間先の同一時間帯にある番組を１回の入力操作で選択させることが可能となり
、少ない操作で簡単に１週間前又は１週間先の同一時間帯にある番組の番組詳細情報を表
示させることができる。
【００２３】
また本発明に係る番組情報表示装置（７）は、上記番組情報表示装置（１）～（６）のい
ずれかにおいて、前記番組選択入力手段が、現在受信中の番組を選択させるための受信番
組選択入力手段を備えていることを特徴としている。
【００２４】
上記番組情報表示装置（７）によれば、１回の入力操作で現在受信中の番組を選択させる
ことが可能となり、少ない操作で簡単に現在受信中の番組の番組詳細情報を表示させるこ
とができる。
【００２５】
また本発明に係る番組情報表示装置（８）は、上記番組情報表示装置（１）～（７）のい
ずれかにおいて、前記番組選択入力手段が、現在受信中の番組の次の番組を選択させるた
めの次番組選択入力手段を備えていることを特徴としている。
【００２６】
上記番組情報表示装置（８）によれば、現在受信中の番組の次の番組を１回の入力操作で
選択させることが可能となり、少ない操作で簡単に現在受信中の番組の次の番組の番組詳
細情報を表示させることができる。
【００２７】
また本発明に係る番組情報表示装置（９）は、上記番組情報表示装置（１）～（８）のい
ずれかにおいて、前記番組選択入力手段が、録画予約されている番組を選択させるための
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録画予約番組選択入力手段を備えていることを特徴としている。
【００２８】
上記番組情報表示装置（９）によれば、１回の入力操作で録画予約されている番組を選択
させることが可能となり、少ない操作で簡単に録画予約されている番組の番組詳細情報を
表示させることができる。
【００２９】
また本発明に係る番組情報表示装置（１０）は、上記番組情報表示装置（１）～（９）の
いずれかにおいて、前記番組選択入力手段が、視聴予約されている番組を選択させるため
の視聴予約番組選択入力手段を備えていることを特徴としている。
【００３０】
上記番組情報表示装置（１０）によれば、１回の入力操作で視聴予約されている番組を選
択させることが可能となり、少ない操作で簡単に視聴予約されている番組の番組詳細情報
を表示させることができる。
【００３１】
また本発明に係る番組情報表示装置（１１）は、上記番組情報表示装置（９）において、
前記録画予約番組選択入力手段が、録画予約されている複数の番組を予約日時の順に切り
替えることができるものであることを特徴としている。
【００３２】
上記番組情報表示装置（１１）によれば、番組詳細情報を表示させたい録画予約されてい
る番組を時系列順に簡単に探し出すことができる。
【００３３】
また本発明に係る番組情報表示装置（１２）は、上記番組情報表示装置（１０）において
、前記視聴予約番組選択入力手段が、視聴予約されている複数の番組を予約日時の順に切
り替えることができるものであることを特徴としている。
【００３４】
上記番組情報表示装置（１２）によれば、番組詳細情報を表示させたい視聴予約されてい
る番組を時系列順に簡単に探し出すことができる。
【００３５】
また本発明に係る番組情報表示装置（１３）は、上記番組情報表示装置（１）～（１２）
のいずれかにおいて、前記番組選択入力手段が、使用者に番組特定情報を入力させる画面
に切り替えるための番組特定情報入力画面切替手段を備えていることを特徴としている。
【００３６】
上記番組情報表示装置（１３）によれば、少ない操作で前記番組特定情報を入力させる画
面に切り替えることが可能となり、所定の番組を選択するのに切替回数が多くなる場合で
も、前記画面を通じて少ない入力操作で番組を特定することができ、より簡単に番組詳細
情報を表示させることができる。
【００３７】
また本発明に係る番組情報表示装置（１４）は、上記番組情報表示装置（１３）において
、前記番組特定情報入力画面切替手段が、入力可能な前記番組特定情報を順に切り替える
ことができるものであることを特徴としている。
【００３８】
上記番組情報表示装置（１４）によれば、入力可能な前記番組特定情報を順に切り替える
ことができ、所望とする番組特定情報を入力させる画面を簡単な操作により表示させるこ
とができる。
【００３９】
また本発明に係る番組情報表示装置（１５）は、上記番組情報表示装置（１３）において
、前記番組特定情報入力画面切替手段が、入力可能な前記番組特定情報の一覧を表示させ
ることができるものであることを特徴としている。
【００４０】
上記番組情報表示装置（１５）によれば、入力可能な前記番組特定情報の一覧を表示させ
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ることができ、所望の番組特定情報を入力させる画面の選択がより一層容易となる。
【００４１】
尚、前記番組特定情報には、サ－ビス番号、チャンネル番号、放送開始時間、放送終了時
間、又は放送日が含まれている。
前記番組特定情報がサ－ビス番号を含んでいる場合は、前記番組選択入力手段によるサ－
ビス選択では、サ－ビスの切替回数が多くなる場合でも、前記サ－ビス番号を直接入力し
て所望のサ－ビスの番組を特定することができ、所望の番組の番組詳細情報を少ない入力
操作でより簡単に表示させることができる。
【００４２】
また、前記番組特定情報がチャンネル番号を含んでいる場合は、前記番組選択入力手段に
よるチャンネル選択では、チャンネルの切替回数が多くなる場合でも、前記チャンネル番
号を直接入力して所望の番組を特定することができ、所望の番組の番組詳細情報を少ない
入力操作でより簡単に表示させることができる。
【００４３】
また、前記番組特定情報が放送開始時間を含んでいる場合は、前記番組選択入力手段によ
る時間選択では、前後の時間にある番組の切替回数が多くなる場合でも、前記放送開始時
刻を直接入力して所望の番組を特定することができ、所望の番組の番組詳細情報を少ない
入力操作でより簡単に表示させることができる。
【００４４】
また、前記番組特定情報が、放送終了時刻を含んでいる場合は、前記番組選択入力手段に
よる時間選択では、前後の時間にある番組の切替回数が多くなる場合でも、前記放送終了
時刻を直接入力して所望の番組を特定することができ、所望の番組の番組詳細情報を少な
い入力操作でより簡単に表示させることができる。
【００４５】
また、前記番組特定情報が、放送日を含んでいる場合は、前記番組選択入力手段による前
日・翌日番組選択では、放送日の切替回数が多くなる場合でも、前記放送日を入力して所
望の番組を直接特定することができ、所望の番組の番組詳細情報を少ない操作でより簡単
に表示させることができる。
【００４６】
また本発明に係る番組情報表示装置（１６）は、上記番組情報表示装置（１３）～（１５
）のいずれかにおいて、前記番組特定情報が、現在番組詳細情報が表示されている番組の
放送開始時刻からのオフセット時間又はオフセット日数を含んでいることを特徴としてい
る。
【００４７】
上記番組情報表示装置（１６）によれば、前記番組選択入力手段による時間選択では、現
在番組詳細情報が表示されている番組からの放送時間の切替回数が多くなる場合でも、前
記オフセット時間又はオフセット日数を直接入力して所望の番組を特定することができ、
所望の番組の番組詳細情報を少ない操作でより簡単に表示させることができる。
【００４８】
また本発明に係る番組情報表示装置（１７）は、上記番組情報表示装置（１３）～（１５
）のいずれかにおいて、前記番組特定情報が、現在時刻からのオフセット時間又はオフセ
ット日数を含んでいることを特徴としている。
【００４９】
上記番組情報表示装置（１７）によれば、前記番組選択入力手段による時間選択では、現
在時刻からの放送時間の切替回数が多くなる場合でも、前記オフセット時間又はオフセッ
ト日数を直接入力して所望の番組を特定することができ、所望の番組の番組詳細情報を少
ない操作でより簡単に表示させることができる。
【００５０】
また本発明に係る番組情報表示装置（１８）は、上記番組情報表示装置（１）～（１０）
のいずれかにおいて、前記番組選択入力手段が、音声認識手段を備え、該音声認識手段に



(9) JP 4215465 B2 2009.1.28

10

20

30

40

50

より認識された番組特定情報に対応する番組を前記番組詳細情報を表示させる番組として
選択させるものであることを特徴としている。
【００５１】
上記番組情報表示装置（１８）によれば、前記音声認識手段により音声で入力された番組
特定情報を音声認識するので、前記番組詳細情報の表示中に入力音声に基づいて番組詳細
情報を表示させる他の番組を簡単に選択させることができ、使用者は、釦操作等を行わず
に前記他の番組の番組詳細情報を簡単に表示させることができ、操作性をより一層向上さ
せることができる。
【００５２】
また本発明に係る番組情報表示装置（１９）は、上記番組情報表示装置（１８）において
、前記番組特定情報が、キ－ワ－ドを含んでいることを特徴としている。
【００５３】
上記番組情報表示装置（１９）によれば、前記キ－ワ－ドを音声入力することとにより、
該キ－ワ－ドと関連付けられた番組の番組詳細情報を釦操作等を行うことなく直接表示さ
せることができ、使用者の使い勝手をさらに向上させることができる。
【００５４】
また本発明に係る番組情報表示装置（２０）は、上記番組情報表示装置（１８）において
、前記番組特定情報が、サ－ビス番号を含んでいることを特徴としている。
【００５５】
上記番組情報表示装置（２０）によれば、前記サ－ビス番号を音声入力することにより、
該サ－ビス番号の番組の番組詳細情報を釦操作等を行うことなく直接表示させることがで
き、使用者の使い勝手をさらに向上させることができる。
【００５６】
また本発明に係る番組情報表示装置（２１）は、上記番組情報表示装置（１８）において
、前記番組特定情報が、チャンネル番号を含んでいることを特徴としている。
【００５７】
上記番組情報表示装置（２１）によれば、前記チャンネル番号を音声入力することにより
、該チャンネル番号の番組の番組詳細情報を釦操作等を行うことなく直接表示させること
ができ、使用者の使い勝手をさらに向上させることができる。
【００５８】
また本発明に係る番組情報表示装置（２２）は、上記番組情報表示装置（１８）において
、前記番組特定情報が、放送日時情報を含んでいることを特徴としている。
【００５９】
上記番組情報表示装置（２２）によれば、放送開始時刻、放送終了時刻、及び放送日等の
放送日時情報を音声入力することにより、該放送日時情報に対応する番組の番組詳細情報
を釦操作等を行うことなく直接表示させることができ、使用者の使い勝手をさらに向上さ
せることができる。
【００６０】
また本発明に係る番組情報表示装置（２３）は、上記番組情報表示装置（１８）において
、前記番組特定情報が、現在番組詳細情報が表示されている番組の放送開始時刻からのオ
フセット時間又はオフセット日数を含んでいることを特徴としている。
【００６１】
上記番組情報表示装置（２３）によれば、現在番組詳細情報が表示されている番組の放送
開始時刻からのオフセット時間又はオフセット日数を音声入力することにより、前記オフ
セット時間後又はオフセット日数後の番組の番組詳細情報を釦操作等を行うことなく直接
表示させることができ、使用者の使い勝手をさらに向上させることができる。
【００６２】
また本発明に係る番組情報表示装置（２４）は、上記番組情報表示装置（１８）において
、前記番組特定情報が、現在時刻からのオフセット時間又はオフセット日数を含んでいる
ことを特徴としている。



(10) JP 4215465 B2 2009.1.28

10

20

30

40

50

【００６３】
　上記番組情報表示装置（２４）によれば、現在時刻からのオフセット時間又はオフセッ
ト日数を音声入力することにより、前記オフセット時間後又はオフセット日数後の番組の
番組詳細情報を釦操作等を行うことなく直接表示させることができ、使用者の使い勝手を
さらに向上させることができる。
　また本発明に係る番組情報表示方法（１）は、ディジタル放送の番組データに基づく番
組詳細情報を表示する番組情報表示方法であって、番組表を含まない構成の番組詳細情報
画面が表示された状態で、他の番組の詳細情報を選択・表示させるための番組選択入力手
段を介して番組が選択された場合、番組表を含まない構成のまま、前記選択された番組の
番組詳細情報に切り替えて表示することを特徴としている。
　上記番組情報表示方法（１）によれば、ある番組の番組詳細情報の表示中に、他の番組
の番組詳細情報を、番組表を含まない画面構成のまま、少ない操作で簡単に表示させるこ
とができる。
　また本発明に係る番組情報表示方法（２）は、上記番組情報表示方法（１）において、
前記番組選択入力手段が、番組詳細情報の表示中に表示される選択ボタンを備え、該選択
ボタンを介して選択された番組の番組詳細情報を表示することを特徴としている。
　上記番組情報表示方法（２）によれば、ある番組の番組詳細情報の表示中に、前記選択
ボタンを介して、簡単に他の番組の番組詳細情報を表示させることができ、操作性をさら
に向上させることができる。
　また本発明に係るディジタル放送受信装置（１）は、ディジタル放送の番組デ－タを受
信する番組デ－タ受信手段と、該番組デ－タ受信手段で受信した番組デ－タから番組の詳
細情報を抽出して番組詳細情報を作成する番組詳細情報作成手段と、ディジタル放送の番
組及び番組の詳細情報を表示する表示手段とを備えたディジタル放送受信装置において、
番組表を含まない構成の番組詳細情報画面の表示中に他の番組の詳細情報を選択・表示さ
せるための番組選択入力手段と、前記番組詳細情報画面が表示された状態で、前記番組選
択入力手段を介して番組が選択された場合、番組表を含まない構成のまま、前記選択され
た番組の番組詳細情報に切り替えて表示する番組詳細情報表示変更手段とを備えているこ
とを特徴としている。
　上記ディジタル放送受信装置（１）によれば、前記番組選択入力手段を使用することに
より、ある番組の番組詳細情報の表示中に、前記番組詳細情報を表示させる他の番組を、
番組表を含まない画面構成のまま、少ない操作で選択することができ、他の番組の番組詳
細情報を簡単に表示させることができる。
　また本発明に係るディジタル放送受信装置（２）は、上記ディジタル放送受信装置（１
）において、前記番組選択入力手段が、番組詳細情報の表示中に表示される選択ボタンを
備えていることを特徴としている。
　上記ディジタル放送受信装置（２）によれば、ある番組の番組詳細情報の表示中に、前
記選択ボタンを介して、簡単に他の番組の番組詳細情報を表示させることができ、操作性
をさらに向上させることができる。
　また本発明に係る番組情報表示装置（２５）は、取得した番組デ－タから所定の番組の
詳細情報を抽出して番組詳細情報を作成する番組詳細情報作成手段を備えた番組情報表示
装置において、番組表を含まない構成の番組詳細情報画面の表示中に他の番組の詳細情報
を選択・表示させるための番組選択入力手段と、前記番組詳細情報画面が表示された状態
で、前記番組選択入力手段を介して番組が選択された場合、番組表を含まない構成のまま
、前記選択された番組の番組詳細情報に切り替えて表示する番組詳細情報表示変更手段と
を備えていることを特徴としている。
　上記番組情報表示装置（２５）によれば、前記番組選択入力手段を使用することにより
、番組表を含まない画面構成のまま、使用者は少ない操作で前記番組情報を表示させる番
組を選択し、簡単に前記番組の番組詳細情報を表示させることができ、操作性を向上させ
ることができる。
　また本発明に係る番組情報表示装置（２６）は、ディジタル放送の番組データに基づく



(11) JP 4215465 B2 2009.1.28

10

20

30

40

50

番組詳細情報を表示する番組情報表示装置であって、番組表を含まない構成の番組詳細情
報画面が表示された状態で、他の番組の詳細情報を選択・表示させるための番組選択入力
手段を介して番組が選択された場合、番組表を含まない構成のまま、前記選択された番組
の番組詳細情報に切り替えて表示する番組詳細情報表示変更手段を備えていることを特徴
としている。
　上記番組情報表示装置（２６）によれば、ある番組の番組詳細情報の表示中に、他の番
組の番組詳細情報を、番組表を含まない画面構成のまま、少ない操作で簡単に表示させる
ことができ、操作性を向上させることができる。
【００６４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係る番組情報表示装置の実施の形態を図面に基づいて説明する。図１は、
実施の形態（１）に係る番組情報表示装置を内蔵した車載用のディジタル放送受信装置の
要部を概略的に示したブロック図である。
【００６５】
チュ－ナ１はアンテナ１ａで受信した受信電波からユ－ザの希望する放送波をチュ－ニン
グして増幅するもので、高周波増幅回路、同調回路等を含んで構成されている。復調部２
は、チュ－ナ１によりチュ－ニングされた受信波を復調してディジタル信号を出力するも
ので、例えば、ディジタルテレビ放送ではＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency Division Mu
ltiplexing）変調された放送波をＯＦＤＭ復調するＯＦＤＭ復調回路等を含んで構成され
ている。
【００６６】
ＴＳ（Transport Stream) デコ－ド部３は、ＯＦＤＭ復調されたディジタル信号をデコ－
ド（解読）するもので、つまり、放送局での変調前に伝送エラ－防止処理、圧縮処理、結
合処理等が施されたディジタル信号を元のディジタル信号に戻すもので、論理回路、ディ
ジタルシグナルプロセッサ等により構成されている。そして、ＴＳデコ－ド部３によりデ
コ－ドされたディジタル信号は、音声デ－タ、映像デ－タ、各種処理・制御デ－タとして
各々音声デコ－ド部４、映像デコ－ド部５、マイクロコンピュ－タ（デ－タ伝送用のバス
ラインＢＬ）に出力される。また、放送信号に含まれるＥＰＧデ－タ（番組デ－タ）は、
デ－タ伝送用バスラインＢＬに出力される。
【００６７】
音声デコ－ド部４はＴＳデコ－ド部３からの音声デ－タのデコ－ドを行うもので、つまり
音声デ－タに施された伝送エラ－防止処理、圧縮処理等に対応したデ－タエラ－の復元処
理、伸張処理等のディジタル演算処理を行い、本来の音声デ－タに復元するもので、論理
回路、ディジタルシグナルプロセッサ等を含んで構成されている。音声デコ－ド部４から
出力された音声信号は、ディジタル／アナログ変換、電力増幅（図示せず）が行なわれ、
スピ－カ１２から音声として出力されるようになっている。
【００６８】
映像デコ－ド部５はＴＳデコ－ド部３からの映像デ－タのデコ－ドを行うもので、つまり
映像デ－タに施された伝送エラ－防止処理、圧縮処理等に対応したデ－タエラ－の復元処
理、伸張処理等のディジタル演算処理を行い、本来の映像デ－タに復元するもので、論理
回路、ディジタルシグナルプロセッサ等を含んで構成されている。
【００６９】
映像デコ－ド部５から出力された映像信号は、表示処理部６で画質調整、他の画像（ＥＰ
Ｇ等）との合成・切換処理等の処理が施され、液晶表示装置等で構成されたディスプレイ
１３に出力されるようになっている。
【００７０】
表示処理部６にはＶＲＡＭ（図示せず）が内蔵されており、このＶＲＡＭに書き込まれた
デ－タに基づいて映像信号がディスプレイ１３に出力されることとなる。つまり、ＶＲＡ
Ｍに書き込むデ－タを所望のデ－タとすることにより、所望の画像をディスプレイ１３に
表示することが可能となっている。
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【００７１】
ディジタル放送受信装置の各部の動作を制御するのがマイクロコンピュ－タで、マイクロ
コンピュ－タは演算処理を行う中央演算処理装置（ＣＰＵ）９、プログラム・各種デ－タ
が記憶されたＲＯＭ８、各種デ－タの一時記憶を行うＲＡＭ７等を含んで構成されている
。
【００７２】
ＲＡＭ７には、受信可能な全放送局の番組デ－タのうち少なくとも現在日を基準として将
来２週間分の番組デ－タ（番組詳細情報を含む）が記憶されるようになっている。また、
電源スイッチオフ時もバックアップ電力が供給され、デ－タが保持されるようになってい
る。
【００７３】
なお、全放送局の番組デ－タ（番組詳細情報を含む）が、受信チャンネルのＥＰＧデ－タ
の中にすべて含まれている場合は、そのデ－タがＲＡＭ７に記憶される。また、全放送局
の番組デ－タ（番組詳細情報を含む）が、受信チャンネルのＥＰＧデ－タの中に含まれて
いない場合は、受信可能な全チャンネルをスキャンして、各チャンネルの番組デ－タを取
得し、ＲＡＭ７に記憶されるようになっている（以下、蓄積記憶と呼ぶ）。この蓄積処理
は、ユ－ザの意思によりマニュアル動作で行ってもよいし、視聴していない時（電源ＯＦ
Ｆ時）に自動で行うようにしてもよい。なお自動で蓄積処理を行う場合は、番組デ－タが
一斉に更新される時間（例えば午前０時）以降に行うようにすればよい。
【００７４】
そして、ディジタル放送受信装置の各構成部分はバスラインＢＬにより接続され、相互に
デ－タ伝送が可能となっている。バスラインＢＬには、モデム１０が接続され、ディジタ
ル放送受信装置は、外部との通信、例えばディジタルテレビ放送局との通信により、ある
いはインタ－ネットのコンテンツから番組デ－タを得ることもできるようになっている。
【００７５】
さらに、バスラインＢＬには入出力インタ－フェイス（Ｉ／Ｏ）１１が接続され、外部機
器との接続が可能となっている。例えば、赤外線等を利用したリモコン１５からのデ－タ
を取り込んで、そのデ－タに応じた動作を行うようにしたり、ディスプレイ１３上に設け
れられたタッチパネル１４からの入力信号を取り込んで、入力信号に応じた動作を行うよ
うになっており、ユ－ザはタッチパネル１４やリモコン１５を操作することによりディジ
タル放送受信装置に所望の動作を行わせることが可能となっている。
【００７６】
次に、ディスプレイ１３に表示される番組詳細情報の表示方法を図２～８に示した表示例
に基づいて説明する。
受信番組の映像表示中に、タッチパネル１４から所定の入力信号が検出されると、図２に
示すように受信番組の映像上に、「ＥＰＧ」ボタンと「番組情報」ボタンとを含むメニュ
－が表示される。「ＥＰＧ」ボタンは、後ほど説明する番組表を表示させるためのボタン
であり、「番組情報」ボタンは、受信番組の番組詳細情報等を表示させるためのボタンで
ある。メニュ－は、例えば、５秒間程度表示され、その間に上記ボタンの操作がなければ
消えるようになっている。
【００７７】
図２に示したメニュ－が表示されている間に、「ＥＰＧ」ボタンが押されると、図３に示
す番組表画面に切り替えられる。番組表の上部には日付、チャンネル番号及び放送局名が
表示され、左側には放送時間帯が表示される。ディジタルテレビ放送の場合、１チャンネ
ルで複数のサ－ビスの番組の放送が可能であり、本例では１チャンネルが最大３つのサ－
ビスの番組を含むことのできる構成となっている。そして、各サ－ビスにおける番組枠に
は、その番組枠に対応した番組名が表示されている。
【００７８】
また、図３に示した番組表には、「番組詳細」ボタン、「選局」ボタン、「録画予約」ボ
タン、「視聴予約」ボタン、及び元の画面に戻るための「戻る」ボタンが表示されるよう
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になっており、これらボタンをタッチパネル１４を介した操作により番組詳細情報の表示
、これから視聴する番組の選局、録画予約、あるいは視聴予約をさせることができるよう
になっている。また同様な機能を備えたボタンをリモコン１５に装備させてもよい。なお
「視聴予約」ボタンとは、ユ－ザが視聴する番組の予約を行うためのボタンであり、視聴
予約された番組は、その番組の放送開始時に自動的に受信され、ユ－ザに提示されるよう
になっている。
【００７９】
図３に示した番組表において、例えば、タッチパネル１４又はリモコン１５に設けられた
カ－ソルキ－操作によって番組「ニュ－スイブニング」が選択され、タッチパネル１４又
はリモコン１５から「番組詳細」ボタンの入力が検出されると、次に図４に示した番組詳
細情報を含む画面が表示される。
【００８０】
図４に示した表示画面の上部領域２１には、図３に示した番組表にて選択された番組のチ
ャンネル番号と放送局名とサ－ビス番号とが表示され、中央領域２２には、番組タイトル
、放送日時、番組内容、及び出演者等を含む番組情報が表示され、下部領域２３には、番
組詳細情報を表示させる番組を選択させるための番組選択ボタン２４が表示されるように
なっている。
【００８１】
番組選択ボタン２４には、サ－ビス選択ボタン２４ａと、チャンネル選択ボタン２４ｂと
、時間選択ボタン２４ｃと、前日・翌日番組選択ボタン２４ｄと、先週・次週番組選択ボ
タン２４ｅと、受信番組選択ボタン２４ｆと、次番組選択ボタン２４ｇと、録画予約番組
選択ボタン２４ｈと、視聴予約番組選択ボタン２４ｉと、番組特定情報入力切替ボタン２
４ｊとが含まれている。
【００８２】
サ－ビス選択ボタン（「ｓｖｃ→」、「ｓｖｃ←」）２４ａは、現在番組詳細情報が表示
されている番組のサ－ビスに隣接するサ－ビスの番組を選択させるためのもので、例えば
、図４に示した画面で、「ｓｖｃ→」ボタンが押されると、上部領域２１及び中央領域２
２の各部分が、図５に示したサ－ビス１２４の番組「株式情報」の番組詳細情報に切り替
えて表示される。また、「ｓｖｃ←」ボタンが入力されると図３に示した番組表における
１４チャンネルの左側のチャンネルのサ－ビスの番組の番組詳細情報に切り替えて表示さ
れる。
【００８３】
また、現在番組詳細情報が表示されている番組の放送時間帯に複数の番組が存在する場合
は、予め設定された選択方法に基づいて、そのうちの１つの番組が選択されるようになっ
ている。例えば図３に示した番組表におけるサ－ビス１２５の「ＴＶショッピング」の番
組詳細情報が表示されている状態で、「ｓｖｃ→」ボタンが入力された場合、隣接するサ
－ビス１４１には、「ＴＶショッピング」の放送時間帯に、「ハイビジョンニュ－ス」と
「プロ野球中継」とが存在するが、この場合、「ＴＶショッピング」の放送開始時刻に放
送されている番組「ハイビジョンニュ－ス」を選択させたり、「ＴＶショッピング」の放
送時間帯に占める割合の多い番組「ハイビジョンニュ－ス」を選択させたり、「ＴＶショ
ッピング」が現在受信中の番組であれば、現在時刻を元に現在放送されている番組を選択
させることができる。
【００８４】
チャンネル選択ボタン（「ｃｈ→」、「ｃｈ←」）２４ｂは、現在番組詳細情報が表示さ
れている番組のチャンネルに隣接するチャンネルの番組を選択させるためのもので、例え
ば、図４に示した画面で「ｃｈ→」ボタンが入力されると、上部領域２１、中央領域２２
の部分が、右隣の１６チャンネルで同一時間帯に放送されている「ハイビジョンニュ－ス
」又は「プロ野球中継」の番組詳細情報に切り替えて表示される。「ニュ－スイブニング
」と同一時間帯に複数の番組が存在する場合の選択方法は、上記と同様に予め設定された
選択方法に基づいて、そのうちの１つの番組が選択されるようになっている。



(14) JP 4215465 B2 2009.1.28

10

20

30

40

50

【００８５】
また、隣接するチャンネルが複数のサ－ビスの番組で構成されている場合には、サ－ビス
番号の小さな方の番組を選択させるのが一般的であるが、その他に複数のサ－ビスの中か
らランダムに選択させたり、過去の受信履歴に基づいて選択させることもでき、この場合
も、予め設定された選択方法に基づいて、そのうちの１つの番組が選択されるようになっ
ている。
【００８６】
時間選択ボタン（「時間↓」、「時間↑」）２４ｃは、現在番組詳細情報が表示されてい
る番組の前後の時間にある番組を選択させるためのもので、例えば、図４に示した画面で
「時間↓」ボタンが押されると、領域２１、２２の部分が「金曜ドラマ劇場」の番組詳細
情報に切り替えて表示される。
【００８７】
前日・翌日番組選択ボタン（「前日」「翌日」）２４ｄは、現在番組詳細情報が表示され
ている番組の前日又は翌日の同一時間帯にある番組を選択させるためのもので、例えば、
図４に示した画面で「前日」ボタンが押されると、領域２１、２２の部分が前日の１４チ
ャンネル、サ－ビス１２３の１９時から放送開始される番組の番組詳細情報に切り替えて
表示される。
【００８８】
前日に１９時から放送開始される番組がない場合は、１９時に放送中であった番組を選択
させたり、１９時に放送開始時間が最も近い番組を選択させることができ、この場合も、
予め設定された選択方法に基づいて、１つの番組が選択されるようになっている。
【００８９】
先週・次週番組選択ボタン（「先週」、「次週」）２４ｅは、番組詳細情報が表示されて
いる番組の１週間前又は１週間先の同一時間帯にある番組を選択させるためのもので、例
えば、図４に示した画面で「次週」ボタンが押されると、領域２１、２２の部分が１週間
先の１４チャンネル、サ－ビス１２３の１９時に放送が開始される番組の番組詳細情報に
切り替えて表示される。この場合、１９時に放送が開始される番組がなければ、上記と同
様に予め設定された選択方法に基づいて、そのうちの１つの番組が選択されるようになっ
ている。
【００９０】
受信番組選択ボタン（「現在」）２４ｆは、現在受信中の番組を選択させるためのもので
、例えば、図４に示した画面で「現在」ボタンが押されると、領域２１、２２の部分が、
図２に示した画面で現在受信中の番組の詳細情報に切り替えて表示される。
【００９１】
次番組選択ボタン（「次」）２４ｇは、現在受信中の番組の次の番組を選択させるための
もので、例えば、図４に示した画面で「次」ボタンが押されると、領域２１、２２の部分
が、図２に示した画面で現在受信中の番組の次の番組の番組詳細情報に切り替えて表示さ
れる。現在受信中の番組が１チャンネルに１番組の構成で、次の番組が３つのサ－ビスの
番組の構成となっている場合（例えば、受信中の番組が、図３に示した番組表中の「○×
プロゴルフツア－」である場合）、次の番組は、例えば、サ－ビス番号の小さなサ－ビス
の番組を選択させることができ、この場合も予め設定された選択方法に基づいて、そのう
ちの１つの番組が選択されるようになっている。
【００９２】
録画予約番組選択ボタン（「録画予約」）２４ｈは、録画予約されている番組を選択させ
ることができ、例えば、図４に示した画面で「録画予約」ボタンが押されると、ＲＡＭ７
に記憶されている録画予約番組情報が読み出され、録画予約番組に該当する番組の番組詳
細情報をＲＡＭ７に記憶されている番組デ－タから抽出して、番組詳細情報を作成し、上
部領域２１、中央領域２２の部分が、録画予約番組の番組詳細情報に切り替えて表示され
る。
【００９３】
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視聴予約番組選択ボタン（「視聴予約」）２４ｉは、視聴予約されている番組を選択させ
ることができ、例えば、図４に示した画面で「視聴予約」ボタンが押されると、ＲＡＭ７
に記憶されている視聴予約番組情報が読み出され、視聴予約番組に該当する番組の番組詳
細情報をＲＡＭ７に記憶されている番組デ－タから抽出して、番組詳細情報を作成し、領
域２１、２２の部分が、視聴予約番組の番組詳細情報に切り替えて表示される。
【００９４】
なお、録画予約番組選択ボタン２４ｈ及び視聴予約番組選択ボタン２４ｉは、録画あるい
は視聴予約されている複数の番組を予約日時の順に切り替えることができ、例えば、３回
押された場合、現在時刻から３番目に近い録画あるいは視聴予約番組が選択され、該録画
あるいは視聴予約番組の番組詳細情報が表示されるようになっている。
【００９５】
番組特定情報入力切替ボタン（「入力切替」）２４ｊは、使用者に番組特定情報（サ－ビ
ス番号、チャンネル番号、放送開始時刻、放送終了時刻、放送日、表示番組オフセット時
間、表示番組オフセット日数、現在時刻オフセット時間、現在時刻オフセット日数）を入
力させる番組特定情報入力画面に切り替えるためのもので、例えば、図４に示した画面で
「入力切替」ボタンが押されると、下部領域２３の部分が図６に示した画面に切り替えて
表示される。
【００９６】
下部領域２３の部分には、サ－ビス番号を直接入力することができるように１０キ－、入
力を確定する「確定」ボタン、元の画面（図４）に戻る「戻る」ボタン、及び他の番組特
定情報に切り替える「入力切替」ボタンが含まれている。なお「入力切替」ボタンの下に
は、入力できる番組特定情報が表示されるようになっており、入力可能な番組特定情報が
分かるようになっている。また、中央領域２２の右上には、入力されたサ－ビス番号が表
示されるようになっている。
【００９７】
そして、１０キ－を使ってサ－ビス番号（例えば、１２５）が入力され、「確定」ボタン
が押されると、上部領域２１及び中央領域２２の部分が、図４で番組詳細情報が表示され
ている番組「ニュ－スイブニング」と同一時間帯にあるサ－ビス１２５の番組（ＴＶショ
ッピング）の番組詳細情報に切り替えて表示される。
【００９８】
また、番組特定情報入力切替ボタン２４ｊは、入力可能な番組特定情報を順に切り替える
ことができるようになっており、図７（ａ）～（ｅ）は、番組特定情報入力切替ボタン２
４ｊが押される毎に切り替えられる下部領域２３の表示例を示した部分図である。
【００９９】
（ａ）に示した画面では、番組特定情報としてチャンネル番号を直接入力させることがで
き、現在番組詳細情報が表示されている番組と同一時間帯にあるチャンネル番号の番組の
番組詳細情報が表示される。なお、同一時間帯におけるチャンネル番号が複数のサ－ビス
を含んでいる場合、及び／又は同一時間帯に複数の番組を含んでいる場合は、上記と同様
に予め設定された選択方法により、一つの番組が選択されるようになっている。
【０１００】
（ｂ）に示した画面では、番組特定情報として放送開始・終了時刻を直接入力させること
ができ、例えば、表示されているボタンを使って「開始２１時００分」と入力し、「確定
」ボタンを押すと、現在番組詳細情報が表示されている番組の属するサ－ビスで２１時０
０分から放送が開始される番組の番組詳細情報が表示される。
なお、前記サ－ビスに２１時００分から放送が開始される番組がない場合には、放送開始
時刻が２１時００分に最も近い番組、あるいは２１時００分に放送されている番組が選択
される。
【０１０１】
（ｃ）に示した画面では、番組特定情報として放送日を直接入力することができ、例えば
、画面の領域２１及び領域２２に、「３月３０日、１４チャンネル、サ－ビス１２５、放
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送開始時刻２２時００分」の番組の番組詳細情報が表示されている状態で、領域２３に表
示されているボタンを使って、放送日を「４月１日」と入力し、「確定」ボタンを押すと
、「４月１日、１４チャンネル、サ－ビス１２５、放送開始時刻２２時００分」の番組の
番組詳細情報が表示される。つまり、入力された放送日における現在番組詳細情報が表示
されている番組の属するサ－ビスで該表示番組と放送開始時刻が同じ番組の番組詳細情報
が表示されるようになっている。
なお、同じ放送開始時刻で番組がない場合には、放送開始時刻の最も近い番組、あるいは
放送開始時刻に放送されている番組を表示させる。
【０１０２】
（ｄ）に示した画面では、番組特定情報として現在番組詳細情報が表示されている番組の
放送開始時刻からのオフセット時間又は日数を直接入力することができ、例えば、画面の
領域２１及び領域２２に、「３月３０日、１４チャンネル、サ－ビス１２５、放送開始時
刻１９時００分」の番組の番組詳細情報が表示されている状態で、領域２３に表示されて
いるボタンを使って、「３時間後」と入力し、「確定」ボタンを押すと、「３月３０日、
１４チャンネル、サ－ビス１２５、放送開始時刻２２時００分」の番組の番組詳細情報が
表示される。つまり、現在番組詳細情報が表示されている番組の属するサ－ビスで該表示
番組の放送開始時刻からオフセットされた時間後又は日数後の番組の番組詳細情報が表示
されるようになっている。
なお、入力された時間後又は日数後に放送が開始される番組がない場合には、入力された
時間後又は日数後に放送開始時刻の最も近い番組、あるいはその時間に放送されている番
組を表示させる。
【０１０３】
（ｅ）に示した画面では、番組特定情報として現在時刻からのオフセット時間又は日数を
直接入力することができ、例えば、画面の領域２１及び領域２２に、「３月３０日、１６
チャンネル、サ－ビス１４１、放送開始時刻１８時３０分」の番組の番組詳細情報が表示
されている状態で、現在時刻が、１７時１５分であった場合、領域２３に表示されたボタ
ンを使って「４時間後」と入力し、「確定」ボタンを押すと、「３月３０日、１６チャン
ネル、サ－ビス１４１、放送開始時間２１時１５分」の番組の番組詳細情報が表示される
。つまり、現在番組詳細情報が表示されている番組の属するサ－ビスで、現在時刻からオ
フセットされた時間後又は日数後の番組詳細情報が表示されるようになっている。
なお、入力された時間後又は日数後に放送が開始される番組がない場合には、入力された
時間後又は日数後に放送開始時刻の最も近い番組、あるいはその時間に放送されている番
組を表示させる。
【０１０４】
また、番組特定情報入力切替ボタン２４ｊを使って複数の番組特定情報を入力することも
でき、例えば、図６の画面でサ－ビス番号を入力し、「確定」ボタンを押さずに、「入力
切替」ボタンを２回押すと、図７（ｂ）の画面に進み、この画面で、放送開始時刻を入力
し、「確定」ボタンを押さずに、「入力切替」ボタンを１回押して、図７（ｃ）の画面に
進み、この画面で、放送日を入力して、ここで「確定」ボタンを押すと、サ－ビス番号と
放送開始時刻と放送日との３つの番組特定情報に合致する番組の番組詳細情報を表示させ
ることもできる。
【０１０５】
また、番組特定情報入力切替ボタン２４ｊは、図７（ａ）～（ｅ）に示したように入力可
能な番組特定情報が順に切り替えられるようになっているが、別の形態としては、図８に
示すように、番組特定情報入力切替ボタン２４ｊが押されると、まず、入力可能な番組特
定情報の一覧を表示し、その画面で、設定する番組特定情報が選択入力された後、図７に
示した各番組特定情報を入力する画面に切り替えて、対応する番組特定情報を入力させる
ようにしてもよい。
【０１０６】
次に実施の形態（１）に係る番組表表示装置におけるＣＰＵ９の行う番組詳細情報表示処
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理動作を図９に示したフロ－チャ－トに基づいて説明する。
まずステップＳ１では、タッチパネル１４へのタッチ入力が検出されたか否かを判断し、
タッチパネル１４へのタッチ入力が検出されたと判断すれば、ステップＳ２に進む。
【０１０７】
ステップＳ２では、受信番組上にＥＰＧボタンと番組詳細ボタンとを含むメニュ－を表示
する処理（図２）を行い、その後ステップＳ３に進む。ステップＳ３では、押されたボタ
ンは何かを判断し、所定時間内にボタン操作がないと判断すれば、メニュ－表示を消して
、受信映像画面に戻り、処理を終了する。
【０１０８】
一方ステップＳ３において、押されたボタンが「番組詳細」ボタンであったと判断すれば
、次にステップＳ９に進み、ステップＳ９では、現在受信している番組の番組デ－タをＲ
ＡＭ７から抽出して、番組詳細情報を作成し、ディスプレイ１３に表示させる処理を行い
、その後ステップＳ７に進む。
【０１０９】
また一方、ステップＳ３において、「ＥＰＧ」ボタンの操作があったと判断すれば、次に
ステップＳ４に進む。ステップＳ４では、受信した番組デ－タに基づいて作成した番組表
を表示させる処理（図３）を行い、その後ステップＳ５に進む。
【０１１０】
ステップＳ５では、所定の番組枠が選択され、「番組詳細」ボタンの操作があったか否か
を判断し、「番組詳細」ボタンの操作がなかったと判断すれば、処理を終了する。一方、
ステップＳ５において、「番組詳細」ボタンの操作があったと判断すれば、次にステップ
Ｓ６に進む。
【０１１１】
ステップＳ６では、番組表において選択された番組の番組詳細情報（図４の領域２１、２
２）と、番組詳細情報を表示させる番組を選択させるための番組選択ボタン２４（図４の
領域２３）とをディスプレイ１３に表示させる処理（図４）を行い、その後ステップＳ７
に進む。
【０１１２】
ステップＳ７では、表示された番組選択ボタン２４（２４ａ～２４ｊ）と番組表に戻る「
戻る」ボタンとの中から押されたボタンは何かを判断し、番組特定情報入力切替ボタン２
４ｊ以外の番組選択ボタン２４の操作があったと判断すれば、次にステップＳ８に進む。
【０１１３】
ステップＳ８では、上記したように操作された番組選択ボタン２４（２４ａ～２４ｉ）に
応じて選択された番組の番組デ－タをＲＡＭ７から抽出し、番組詳細情報を作成し、ディ
スプレイ１３に表示させる処理を行い、その後ステップＳ７に戻る。
【０１１４】
一方、ステップＳ７において、番組特定情報入力切替ボタン２４ｊの操作があったと判断
すれば、ステップＳ１０に進む。ステップＳ１０では、番組特定情報入力切替ボタン２４
ｊの入力回数に応じて選択された番組特定情報入力画面を領域２３に表示させる処理を行
い、その後ステップＳ１１に進む。
【０１１５】
ステップＳ１１では、選択された番組特定情報の入力受付処理を行った後ステップＳ１２
に進む。ステップＳ１２では、「確定」ボタンの操作があったか否かを判断し、「確定」
ボタンの操作がなかったと判断すれば、ステップＳ１０に戻り、一方、「確定」ボタンの
操作があったと判断すれば、次にステップＳ１３に進む。
【０１１６】
ステップＳ１３では、確定された番組特定情報に基づいて、該当する番組の番組デ－タを
ＲＡＭ７から抽出して、番組詳細情報を作成し、ディスプレイ１３に表示させる処理を行
い、その後ステップＳ７に戻る。
また、一方ステップＳ７において、番組表に戻る「戻る」ボタンの操作があったと判断す
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れば、ステップＳ４に戻り、番組表を表示させる処理を行う。
【０１１７】
上記実施の形態（１）に係る番組情報表示装置によれば、番組情報特定入力切替ボタン２
４ｊ以外の番組選択ボタン２４（２４ａ～２４ｉ）を使用することにより、使用者は、少
なくとも１回の操作で簡単に番組詳細情報を表示させる番組を選択することができる。
【０１１８】
また、番組情報特定入力切替ボタン２４ｊを使用することにより、使用者は、番組特定情
報の入力画面に切り替えることができ、番組選択ボタン２４（２４ａ～２４ｇ）では操作
回数が多くなる場合でも、番組特定情報を直接入力することができるので、所望の番組の
番組詳細情報を表示させるための操作を大幅に減らすことができ、操作性を向上させるこ
とができる。
【０１１９】
特に、車両等に搭載された小型のディスプレイに表示させる場合には、番組詳細情報を見
るための操作の煩雑性を解消でき、運転者の操作に伴う前方からの視線移動を少なくする
ことができ、安全性を向上させることができる。
【０１２０】
図１０は、実施の形態（２）に係る番組情報表示装置を内蔵した車載用のディジタル放送
受信装置の要部を概略的に示したブロック図である。但し、図１に示したディジタル放送
受信装置と同一機能を有する構成部品には同一符号を付し、その説明を省略することとす
る。
【０１２１】
実施の形態（２）に係る番組情報表示装置が、実施の形態（１）に係る番組情報表示装置
と相違するのは、実施の形態（１）に係る番組情報表示装置では、番組詳細情報と合わせ
て表示される番組選択ボタン２４（図４）で番組詳細情報を表示させる他の番組を選択さ
せるようになっているのに対し、実施の形態（２）に係る番組情報表示装置では、番組詳
細情報の表示中に使用者が発した音声により番組詳細情報を表示させる他の番組を選択で
きるようになっている点である。
【０１２２】
ディジタル放送受信装置には、音声を入力するためのマイクロフォン１６が接続され、マ
イクロフォン１６から入力された音声を認識する音声認識手段１７を含んで構成されてい
る。
【０１２３】
また、Ｉ／Ｏ１１には、音声入力モ－ドに切り替えるための発話スイッチ１８が接続され
ており、発話スイッチ１８がＯＮ操作されると所定時間音声入力可能な状態に制御される
ようになっている。
【０１２４】
音声認識手段１７は、ＣＰＵ９ａにより制御され、マイクロフォン１６を通じて入力され
た音声区間の検出を行い、区間検出の行われた入力音声から音声認識に必要な音響特徴量
の抽出処理（分析処理）を行い、入力音声と音声の単位ごとに予め用意された音声パタ－
ンとの音響的な近さを計算し、さらに単語辞書に登録された認識単語や、単語の接続関係
が定められた文法に基づいて、入力音声の認識結果としてもっとも適切な候補を効率的に
探し出す処理（探索処理）を行い、認識結果を出力するようになっている。
【０１２５】
ＣＰＵ９ａでは、音声認識結果を、後ほど説明するＲＯＭ８ａに記憶されている音声認識
操作テ－ブルと照合する処理を行い、照合判定の結果、音声認識結果に該当する登録キ－
ワ－ドがあれば、該登録キ－ワ－ドと関連付けられた番組選択操作を行う。すなわち、Ｒ
ＡＭ７に記憶された番組デ－タの中から選択番組の番組詳細情報デ－タを抽出して、表示
処理部６に出力し、ディスプレイ１３に選択番組の番組詳細情報を表示させる処理を行う
ようになっている。
【０１２６】
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ＲＯＭ８ａには、番組詳細情報を表示させる番組を選択するための番組選択操作項目と、
音声認識結果との照合を行うための登録キ－ワ－ドとが関連付けられた音声認識操作テ－
ブルが記憶されている。
【０１２７】
図１１は、音声認識操作テ－ブルのデ－タ構造の一例を示している。図１１の番組選択操
作項目には、図４の下部領域２３に示した番組選択ボタン２４と略同様の操作内容や、各
種の直接操作内容が項目として登録されており、登録されている各番組選択操作項目に登
録キ－ワ－ドがそれぞれ関連付けて記憶されるようになっている。なお、番組組選択操作
項目の各操作内容に対して、複数の登録キ－ワ－ドを登録しておくことができるようにな
っている。
【０１２８】
図１１において、例えば、番組選択操作項目の「サ－ビス順戻し操作」には、登録キ－ワ
－ドとして「前のサ－ビス」が登録されており、音声認識手段１７による音声認識結果が
「前のサ－ビス」であった場合は、サ－ビス順戻し操作、すなわち、現在番組詳細情報が
表示されている番組の前のサ－ビス番号の番組の番組詳細情報が、ＲＡＭ７の番組デ－タ
の中から選択抽出され、前のサ－ビスの番組の番組詳細情報に切り替えて表示されるよう
になっている。
【０１２９】
また、番組選択操作項目の「サ－ビス直接選択操作」には、登録キ－ワ－ドとして「サ－
ビス○○○」（○は、任意の番号を示す）が登録されており、音声認識手段１７による音
声認識結果が例えば「サ－ビス１２５」であった場合は、「サ－ビス１２５」の番組の番
組詳細情報が、ＲＡＭ７の番組デ－タの中から選択抽出され、現在表示されている番組の
番組詳細情報が、「サ－ビス１２５」の番組の番組詳細情報にダイレクトに切り替えて表
示されるようになっている。
【０１３０】
また、ＲＯＭ８ａには、音声認識の対象とする単語や音節等が登録された単語辞書が記憶
されており、単語辞書のデ－タ構造の一例を図１２に示している。
【０１３１】
単語辞書デ－タは、カテゴリ項目と登録単語項目とを含んで構成され、カテゴリ毎に登録
単語が分類して記憶されており、連続音声認識に対応するものとなっている。
【０１３２】
カテゴリ項目は、番組選択、数字、単位、その他、…等のカテゴリに分類されており、番
組選択カテゴリには、図１２に示したように番組選択のキ－となる単語である、例えばサ
－ビス、チャンネル、録画、視聴、開始、終了、番組、予約、放送、…等を認識するため
の単語等が登録され、数字カテゴリには、時刻、時間、日付等を認識するための数字等が
登録され、単位カテゴリには、日、時、分、週、日後、時間後、分後等を認識するための
単位を示す単語が登録され、その他カテゴリには、いずれのカテゴリにも該当しない単語
等が登録されるようになっている。このように、登録単語がカテゴリに分類されているの
で、単語辞書の記憶容量をあまり大きくせずに済み、また、文法に基づいた単語等の組み
合わせが容易となり、連続音声認識に適したものとなっている。
【０１３３】
次にディスプレイ１３に表示される番組詳細情報の表示方法を説明する。なおここでは、
実施の形態（１）で説明した図３～５に示した表示例を参考に説明することとする。
【０１３４】
また、図４に示した番組詳細情報の表示画面までの表示方法は、実施の形態（１）で説明
したものと略同様であるので、ここではその説明を省略する。なお、実施の形態（１）で
は、図４において、下部領域２３に番組選択ボタン２４が表示されるようになっているが
、実施の形態（２）においては、番組選択ボタン２４を表示させる必要はないが、音声認
識操作の内容を知らせるためのものとして表示させてもよい。
【０１３５】
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図４に示した番組詳細情報が表示された画面において、発話スイッチ１８がＯＮ入力され
ると、音声認識モ－ドに入り、使用者が、「次のサ－ビス」と発すると、図５に示したサ
－ビス１２４の番組「株式情報」の番組詳細情報に切り替えて表示される。また、図４に
示した画面において、発話スイッチ１８の入力後に、使用者が「前のサ－ビス」と発する
と、図３に示した番組表における１４チャンネルの左側のチャンネルのサ－ビスの番組詳
細情報に切り替えて表示される。
【０１３６】
また、現在番組詳細情報が表示されている番組の放送時間帯に複数の番組が存在する場合
は、実施の形態（１）の場合に説明した処理と同様の処理が行われるようになっている。
【０１３７】
また、図４に示した画面において、発話スイッチ１８の入力後に、使用者が「前のチャン
ネル」と発すると、領域２１、２２の部分が、右隣の１６チャンネルで同一時間帯に放送
されている「ハイビジョンニュ－ス」又は「プロ野球中継」の番組詳細情報に切り替えて
表示され、一方、「次のチャンネル」と発すると、左隣のチャンネルの同一時間帯に放送
されている番組の番組詳細情報に切り替えて表示される。
【０１３８】
また、図４に示した画面において、発話スイッチ１８の入力後に、使用者が「前の番組」
と発すると、領域２１、領域２２の部分が、前の番組である「○×ゴルフツア－」の番組
詳細情報に切り替えて表示され、一方、「次の番組」と発すると、次の番組である「金曜
ドラマ劇場」の番組詳細情報に切り替えて表示される。
【０１３９】
また、図４に示した画面において、発話スイッチ１８の入力後に、使用者が「前の日」と
発すると、領域２１、２２の部分が、前日の１４チャンネル、サ－ビス１２３の１９時か
ら放送開始される番組の番組詳細情報に切り替えて表示される。なお、前日に１９時から
放送開始される番組がない場合は、実施の形態（１）における説明と同様の処理が行われ
るようになっている。一方、「次の日」と発すると、領域２１、２２の部分が、翌日の１
４チャンネル、サ－ビス１２３の１９時から放送される番組の番組詳細情報に切り替えて
表示される。
【０１４０】
また、図４に示した画面において、発話スイッチ１８の入力後に、使用者が「前の週」と
発すると、領域２１、２２の部分が、１週間前の１４チャンネル、サ－ビス１２３の１９
時に放送が開始される番組の番組詳細情報に切り替えて表示される。なお、１９時から放
送開始される番組がない場合は、実施の形態（１）における説明と同様の処理が行われる
ようになっている。一方、「次の週」と発すると、領域２１、２２の部分が、１週間先の
１４チャンネル、サ－ビス１２３の１９時から放送される番組の番組詳細情報に切り替え
て表示される。
【０１４１】
また、図４に示した画面において、発話スイッチ１８の入力後に、使用者が「今見ている
番組」と発すると、領域２１、２２の部分が、図２に示した画面で現在受信中の番組の番
組詳細情報に切り替えて表示される。一方、「今見ている番組の次」と発すると、領域２
１、２２の部分が、図２に示した画面で現在受信中の番組の次の番組の番組詳細情報に切
り替えて表示される。
【０１４２】
また、図４に示した画面において、発話スイッチ１８の入力後に、使用者が「視聴予約番
組」と発すると、領域２１、２２の部分が、視聴予約番組の番組詳細情報に切り替えて表
示される。また、「録画予約番組」と発すると、領域２１、２２の部分が、録画予約番組
の番組詳細情報に切り替えて表示される。
【０１４３】
また、図４に示した画面において、使用者の発したサ－ビス番号が音声認識されるように
なっており、発話スイッチ１８の入力後に、使用者が「サ－ビス１２５」と発すると、領



(21) JP 4215465 B2 2009.1.28

10

20

30

40

50

域２１、２２の部分が、図４で番組詳細情報が表示されている番組「ニュ－スイブニング
」と同一時間帯にあるサ－ビス１２５の番組（ＴＶショッピング）の番組詳細情報にダイ
レクトに切り替えて表示される。
【０１４４】
また、図４に示した画面において、使用者の発したチャンネル番号が音声認識されるよう
になっており、発話スイッチ１８の入力後に、使用者が「チャンネル２３」と発すると、
領域２１、２２の部分が、図４で番組詳細情報が表示されている番組「ニュ－スイブニン
グ」と同一時間帯にあるチャンネル２３の番組の番組詳細情報にダイレクトに切り替えて
表示される。
【０１４５】
また、図４に示した画面において、使用者の発した放送開始時間が音声認識されるように
なっており、発話スイッチ１８の入力後に、使用者が「放送開始６時４５分」と発すると
、領域２１、２２の部分が、現在番組詳細情報が表示されている番組の属するサ－ビス（
図４の場合サ－ビス１２３）で、６時４５分から放送が開始される番組の番組詳細情報に
ダイレクトに切り替えて表示される。
【０１４６】
なお、前記サ－ビスに６時４５分から放送が開始される番組がない場合には、放送開始時
刻が６時４５分に最も近い番組、あるいは６時４５分に放送されている番組が選択される
。
【０１４７】
また、図４に示した画面において、使用者の発した放送終了時間が音声認識されるように
なっており、発話スイッチ１８の入力後に、使用者が「放送終了８時５０分」と発すると
、領域２１、２２の部分が、現在番組詳細情報が表示されている番組の属するサ－ビス（
図４の場合サ－ビス１２３）で、８時５０分に放送が終了する番組の番組詳細情報にダイ
レクトに切り替えて表示される。
【０１４８】
なお、前記サ－ビスに８時５０分に放送が終了する番組がない場合には、放送終了時刻が
８時５０分に最も近い番組、あるいは８時５０分に放送されている番組が選択される。
【０１４９】
また、図４に示した画面において、使用者の発した放送日が音声認識されるようになって
おり、画面の領域２１及び領域２２に、「３月３０日、１４チャンネル、サ－ビス１２３
、放送開始時刻１９時００分」の番組の番組詳細情報が表示されている状態で、発話スイ
ッチ１８の入力後に、使用者が「放送日４月３日」と発すると、領域２１、２２の部分が
、「４月３日、１４チャンネル、サ－ビス１２３、放送開始時刻１９時００分」の番組の
番組詳細情報にダイレクトに切り替えて表示される。なお、同じ放送開始時刻の番組がな
い場合には、放送開始時刻の最も近い番組、あるいは放送開始時刻に放送されている番組
が選択される。
【０１５０】
また、図４に示した画面において、使用者の発した、現在番組詳細情報が表示されている
番組の放送開始時刻からのオフセット時間又は日数が音声認識されるようになっており、
例えば、画面の領域２１及び領域２２に、「３月３０日、１４チャンネル、サ－ビス１２
３、放送開始時刻１９時００分」の番組の番組詳細情報が表示されている状態で、発話ス
イッチ１８の入力後、使用者が「この番組の３時間後」と発すると、「３月３０日、１４
チャンネル、サ－ビス１２３、放送開始時刻２２時００分」の番組の番組詳細情報にダイ
レクトに切り替えて表示され、また、使用者が「この番組の５日後」と発すると、「４月
４日、１４チャンネル、サ－ビス１２３、放送開始時刻１９時００分」の番組の番組詳細
情報が、直接表示される。なお、使用者の発した時間後又は日数後に放送が開始される番
組がない場合には、使用者の発した時間後又は日数後に放送開始時刻の最も近い番組、あ
るいはその時間に放送されている番組を表示させる。
【０１５１】
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また、図４に示した画面において、使用者の発した、現在時刻からのオフセット時間又は
日数が音声認識されるようになっており、例えば、画面の領域２１及び領域２２に、「３
月３０日、１４チャンネル、サ－ビス１２３、放送開始時刻１９時００分」の番組の番組
詳細情報が表示されている状態で、現在日時が、３月３０日、１７時１５分であった場合
、発話スイッチ１８の入力後、使用者が、「今から４時間後」と発すると、「３月３０日
、１４チャンネル、サ－ビス１２３、放送開始時間２１時１５分」の番組の番組詳細情報
が、直接表示され、あるいは使用者が「今から３日後」と発すると、「４月２日、１４チ
ャンネル、サ－ビス１２３、放送開始時間１７時１５分」の番組の番組詳細情報が直接表
示される。なお、使用者の発した時間後又は日数後に放送が開始される番組がない場合に
は、使用者の発した時間後又は日数後に放送開始時刻の最も近い番組、あるいはその時間
に放送されている番組を表示させる。
【０１５２】
次に実施の形態（２）に係る番組表表示装置におけるＣＰＵ９ａの行う番組詳細情報表示
処理動作を図１３に示したフロ－チャ－トに基づいて説明する。なおここでは、番組表画
面もしくはメニュ－画面から番組詳細情報の表示処理が行われた後の処理について説明す
る。
【０１５３】
まず、ステップＳ２１では、発話スイッチ１８がＯＮされたか否かを判断し、発話スイッ
チ１８がＯＮされたと判断すれば、ステップＳ２２に進み、一方、発話スイッチ１８がＯ
Ｎされていないと判断すれば、ステップＳ２１に戻る。
【０１５４】
ステップＳ２２では、入力音声の取込処理を行い、その後ステップＳ２３に進む。ステッ
プＳ２３では、入力音声の音声認識処理を行い、その後ステップＳ２４に進む。ステップ
Ｓ２４では、音声認識結果を音声認識操作テ－ブルと照合する処理を行い、その後ステッ
プＳ２５に進む。
【０１５５】
ステップＳ２５では、音声認識結果と適合する登録キ－ワ－ドがあるか否かを判断し、音
声認識結果と適合する登録キ－ワ－ドがあると判断すれば、ステップＳ２６に進み、一方
、音声認識結果と適合する登録キ－ワ－ドがないと判断すれば、処理を終了する。
【０１５６】
ステップＳ２６では、登録キ－ワ－ドと関連付けられた番組選択操作を行う処理を行い、
その後ステップＳ２７に進む。
【０１５７】
ステップＳ２７では、選択された番組の番組デ－タをＲＡＭ７から抽出し、番組詳細情報
を作成し、ディスプレイ１３に表示させる処理を行い、その後処理を終了する。
【０１５８】
上記実施の形態（２）に係る番組情報表示装置によれば、番組詳細情報の表示中に使用者
が発した音声を認識し、音声認識結果から登録キ－ワ－ドに対応する番組選択操作を行わ
せて、所望の番組の番組詳細情報を簡単に表示させることができる。したがって、使用者
は、釦操作等を行わずに前記番組の番組詳細情報を簡単に表示させることができ、操作性
をより一層向上させることができる。
【０１５９】
また、音声認識手段１７により、番組特定情報（サ－ビス番号、チャンネル番号、放送開
始時刻、放送終了時刻、放送日、表示番組オフセット時間・日数、現在時刻オフセット時
間・日数）の認識が可能なので、該番組特定情報を音声入力することにより、音声認識さ
れた前記番組特定情報に対応する番組の番組詳細情報を直接表示させることができ、さら
に使い勝手の良いものとすることができる。
【０１６０】
なお、上記実施の形態では、番組情報表示装置を車載用のディジタル放送受信装置に適用
するものであったが、車載用に限られるものではなく、家庭用のディジタル放送受信装置
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やテレビジョン装置にも適用することができ、同様に操作性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態（１）に係る番組情報表示装置を内蔵したディジタル放送受
信装置の要部を概略的に示したブロック図である。
【図２】ディスプレイに表示されたメニュ－の表示例を示す説明図である。
【図３】ディスプレイに表示された番組表の表示例を示す説明図である。
【図４】ディスプレイに表示された番組詳細情報の表示例を示す説明図である。
【図５】ディスプレイに表示された番組詳細情報の表示例を示す説明図である。
【図６】ディスプレイに表示された番組詳細情報の表示例を示す説明図である。
【図７】（ａ）～（ｅ）はディスプレイの下部領域に表示された番組特定情報入力切替画
面の表示例を示す説明図である。
【図８】ディスプレイの下部領域に表示された別の番組特定情報入力切替画面の表示例を
示す説明図である。
【図９】実施の形態（１）に係る番組情報表示装置のＣＰＵの行う表示処理動作を示すフ
ロ－チャ－トである。
【図１０】実施の形態（２）に係る番組情報表示装置を内蔵したディジタル放送受信装置
の要部を概略的に示したブロック図である。
【図１１】ＲＯＭに記憶されている音声認識操作テ－ブルのデ－タ構造の一例を示す図で
ある。
【図１２】ＲＯＭに記憶されている単語辞書テ－ブルのデ－タ構造の一例を示す図である
。
【図１３】実施の形態（２）に係る番組情報表示装置のＣＰＵの行う表示処理動作を示す
フロ－チャ－トである。
【符号の説明】
１　チュ－ナ
２　復調部
３　ＴＳデコ－ド部
４　音声デコ－ド部
５　映像デコ－ド部
６　表示処理部
７　ＲＡＭ
８、８ａ　ＲＯＭ
９、９ａ　ＣＰＵ
１３　ディスプレイ
１４　タッチパネル
１５　リモコン
１６　マイクロフォン
１７　音声認識手段
１８　発話スイッチ
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