
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

　

　
　

　

【請求項２】
　

　

　

　

10

20

JP 4005374 B2 2007.11.7

受信放送データの電子番組表デ－タに基づき作成した電子番組表をディスプレイに表示
する放送受信機であって、

作成する番組表におけるアイコン表示による番組欄と文字情報による番組欄の組み合わ
せ形態を決める番組表形態データを複数記憶する記憶手段と、

番組表作成に用いる前記番組表形態データを指定する指定手段と、
前記指定手段により指定された前記番組表形態データと受信した電子番組表データに基

づき電子番組表を作成する電子番組表作成手段と、
前記電子番組表作成手段により作成された電子番組表を表示する電子番組表表示手段と

を備えることを特徴とする放送受信機。

受信放送データの電子番組表デ－タに基づき作成した電子番組表をディスプレイに表示
する放送受信機であって、

作成する番組表におけるアイコン表示による番組欄と文字情報による番組欄の組み合わ
せ形態を決める番組表形態データを複数記憶する記憶手段と、

番組表作成に用いる前記番組表形態データを所定の選択条件に基づき選択する選択手段
と、

前記選択手段により選択された前記番組表形態データと受信した電子番組表データに基
づき電子番組表を作成する電子番組表作成手段と、



　

【請求項３】
　 ことを特徴とする請求
項２に記載の放送受信機。
【請求項４】
　

ことを特徴とする請求項２に記載の放送受信機。
【請求項５】
　

ことを特徴とする請求項２、請求項３または請求項
４に記載の放送受信機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、放送番組の電子番組表デ－タに基づきオリジナルの電子番組表をディスプレ
イに表示させると共に、状況に応じた情報を当該オリジナルの電子番組表に反映させる放
送受信機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
最近、衛星放送などの多チャンネルの番組を視聴するデジタル放送受信機が普及してきて
いる。デジタル放送受信機では、テレビジョン（以下、ＴＶと略記する）放送の複数チャ
ンネルのデ－タが多重化されたＴＳ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｓｔｒｅａｍ）を選択して再
生する。ＴＳには、ＥＰＧ（ＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃＰｒｏｇｒａｍ　Ｇｕｉｄｅ、電子番
組表）が付加されている。
【０００３】
電子番組表として、チャンネル毎に放送時間に対応させて番組内容を文字情報で表示する
ものが知られている。視聴者は、ディスプレイにこの電子番組表を随時表示して、番組内
容を閲覧することができる。このように、デジタル放送を視聴する際に電子番組表をディ
スプレイに表示すると、番組内容を確認できるので視聴者に対するサ－ビスが向上すると
いう利点がある。
【０００４】
従来の電子番組表の表示形態は、文字情報のみの表示と、番組内容を想起させるような簡
略化されたアイコンの画像で表示されていた。ここで、アイコンによる電子番組表は、年
代や性別などの視聴者の特性とは関係なく画一的に形成されていた。なお、電子番組表は
ＥＰＧデ－タに基づきデジタル放送受信機が生成するもので、デジタル放送受信機の機種
毎に若干表示形態が異なるが、略同様の表示内容である。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
このため、視聴者は、年代や性別などの特性に拘らず文字情報か、または画一的に形成さ
れているアイコンの画像で電子番組表を閲覧していた。したがって、個々の視聴者にとっ
ては、電子番組表の使い勝手が良好ではない場合がある。例えば、スポ－ツ番組をアイコ
ンで表示する場合でも、幼児と成人ではアイコンの形態を変えたいという要請がある。こ
のように、従来においては、視聴者毎の特性に応じて異なる形態で電子番組表を表示させ
たいという要請に対応できないという問題があった。
【０００６】
また、デジタル放送受信機を車両などの移動体に搭載した場合には、車両の走行に伴い受
信感度が変化することがある。このような場合に、視聴者が電子番組表で表示されている
チャンネルから選択した放送番組を視聴しても、画像劣化が著しいため趣向がそがれてし
まうことがあるという問題があった。
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前記電子番組表作成手段により作成された電子番組表を表示する電子番組表表示手段と
を備えることを特徴とする放送受信機。

前記選択手段は、時刻に基づき前記番組表形態データを選択する

前記選択手段は、放送受信機が搭載された車両の状況に基づき前記番組表形態データを
選択する

前記電子番組表作成手段は、受信状況の悪い番組の番組表示欄と、他の番組の番組表示
欄とを区別可能な表示形態で作成する



【０００７】
本発明は、かかる現状に鑑みてなされたものであり、電子番組表デ－タに基づく電子番組
表から、視聴者毎にグル－プ分けされた固有の電子番組表をディスプレイに表示させると
共に、車載のデジタル放送受信機で番組を視聴する際に、受信感度に応じた情報を当該固
有の電子番組表に反映させたデジタル放送受信機の提供を目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、本発明は、

　
　
　

【０００９】
　以上のような手段により、本発明では、文字情報による番組表示 またはアイコン画像
による番組表示 を適切に組み合わせた電子番組表を表示できるので、視聴者の特性に則
した電子番組表を表示することができる。
【００１０】
　また、本発明は、

　

　

　

【００１１】
　以上のような手段により、本発明では、文字情報による番組表示 またはアイコン画像
による番組 電子番組表を表示できるので、視聴者の特性に
則した電子番組表を表示することができる。
【００１２】
　また、好ましい態様として、

ことを特徴とする。
【００１３】
　以上のような手段により、文字情報による番組表示 またはアイコン画像による番組表
示 電子番組表を表示できるので、その時刻に
応じた特性に則した電子番組表を表示することができる。
【００１４】
　また、好ましい態様として、　

ことを特徴とする。
【００１５】
　以上のような手段により、文字情報による番組表示 またはアイコン画像による番組表
示 が、その搭載された車両の状況、例えば乗員の着座位置や車内灯の状態

その車両の状況に応じた特性に則した電
子番組表を表示することができる。
【００１６】
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受信放送データの電子番組表デ－タに基づき作成
した電子番組表をディスプレイに表示する放送受信機であって、

作成する番組表の形態を決める番組表形態データを複数記憶する記憶手段と、
番組表作成に用いる前記番組表形態データを指定する指定手段と、
前記指定手段により指定された前記番組表形態データと受信した電子番組表データに基

づき電子番組表を作成する電子番組表作成手段と、
前記電子番組表作成手段により作成された電子番組表を表示する電子番組表表示手段とを
備えることを特徴とする。

欄
欄

受信放送データの電子番組表デ－タに基づき作成した電子番組表をデ
ィスプレイに表示する放送受信機であって、

作成する番組表におけるアイコン表示による番組欄と文字情報による番組欄の組み合わ
せ形態を決める番組表形態データを複数記憶する記憶手段と、

番組表作成に用いる前記番組表形態データを所定の選択条件に基づき選択する選択手段
と、

前記選択手段により選択された前記番組表形態データと受信した電子番組表データに基
づき電子番組表を作成する電子番組表作成手段と、
前記電子番組表作成手段により作成された電子番組表を表示する電子番組表表示手段とを
備えることを特徴とする。

欄
表示欄が適切に組み合わされた

前記選択手段は、時刻に基づき前記番組表形態データを選
択する

欄
欄がその時刻に応じて適切に組み合わされた

前記選択手段は、放送受信機が搭載された車両の状況に
基づき前記番組表形態データを選択する

欄
欄 に応じて適切

に組み合わされた電子番組表を表示できるので、



　また、好ましい態様として、
ことを特徴とする。

【００１７】
　以上のような手段により、受信状況の良い番組の確認が行え、当該番組を選択すること
が容易になる。
【００５０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。図１２は本発明が適用され
るデジタル放送受信機の例を示す概略のブロック図である。図１２において、デジタル放
送受信機１はアンテナ２でデジタル放送波を受信する。デジタル放送受信機１にはチュ－
ナ１ａが設けられおり、チュ－ナ１ａのチュ－ニングにより１つの放送波を選局する。
【００５１】
チュ－ナ１ａで選局された放送波は、復調器１ｂで６４ＱＡＭ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　
Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｒａｔｉｏｎ）方式などで復調する。復調器１ｂで復調さ
れた信号は、次にＴＳデコ－ダ１ｃでＭＰＥＧオ－ディオ信号とＭＰＥＧビデオ信号に分
離される。更に、音声デコ－ダ１ｄと映像デコ－ダ１ｅでＭＰＥＧオ－ディオ信号とＭＰ
ＥＧビデオ信号がデコ－ドされる。ＭＰＥＧオ－ディオ信号は、出力端子からスピ－カ４
に出力される。また、ＭＰＥＧビデオ信号は、表示処理部１ｆで表示処理されて、出力端
子からディスプレイ５に出力される。
【００５２】
また、デジタル放送受信機１には、入出力インタ－フェイスＩ／Ｏ１ｇ、ＲＡＭ１ｈ、Ｒ
ＯＭ１ｉ、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ　中央演算処理装
置）１ｊ、モデム１ｋ、映像劣化検出回路１ｌ、音声処理部１ｍが設けられている。リモ
コンキ－などの操作部３からの信号をＩ／Ｏ１ｇで検出して、デジタル放送受信機１のオ
ン、オフ制御やチャンネル選局を行なう。
【００５３】
ＲＡＭ１ｈには、後述するように視聴者が種々の形態で適宜作成する固有の番組表を登録
する。ＲＯＭ１ｉには、デジタル放送受信機１を動作させるための管理プログラムなどが
格納されている。ＣＰＵ１ｊは、デジタル放送受信機１の動作を所定のプログラムにより
制御する。モデム１ｋは、外部信号を符号化し、また復号する。映像劣化検出回路１ｌは
、デジタル放送受信機の受信感度を検出する。音声処理部１ｍは、視聴者に種々の音声メ
ッセ－ジを報知する。
【００５４】
好ましい実施の形態においては、デジタル放送の視聴者が男女それぞれの性別で、幼児か
ら高齢者まで各年齢層に分布していることから、受信したオリジナルの電子番組表からグ
ル－プ分けして、各人の特性や好みに応じて作成された固有の電子番組表を表示できるよ
うに構成したことを特徴としている。すなわち、一家族の中で例えば幼児向けのグル－プ
にはアイコンの画像を中心として電子番組表を形成して表示する。
【００５５】
また、主婦などの成人のグル－プには、視聴の頻度の高い番組について、文字やアイコン
の画像を適宜当て嵌めて電子番組表を形成して表示するものである。このように、視聴者
の性別や年齢などの特性を考慮して、視聴者毎にグル－プ分けされた特有の電子番組表を
表示しているので、番組を視聴する視聴者の実情に則した電子番組表を設定することがで
きる。
【００５６】
図１～図３は、このようなグル－プ化された電子番組表の一例を示す説明図である。図１
は成人の視聴者Ａに対する固有の電子番組表を示す番組を示す表示形態例（番組枠内に表
示する文字－図形）ものであり、（ａ）欄には番組の種類が設定される。また、（ｂ）欄
には各番号の表示形態が設定される。図１においては、ニュ－ス番組は文字で表示し、音
楽番組は五線紙に音符のアイコンで表示している。また、スポ－ツ番組はバットとボ－ル
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前記電子番組表作成手段は、受信状況の悪い番組の番組表
示欄と、他の番組の番組表示欄とを区別可能な表示形態で作成する



で表示している。このように、音楽番組とスポ－ツ番組は番組内容を連想させるようなア
イコンの画像で表示しているので、視聴者Ａは視覚により迅速に番組内容を判断すること
ができる。
【００５７】
図２は図１と同様に、主婦の視聴者Ｂに対する固有の電子番組表を示すものである。図２
において、料理番組とドラマの番組については、番組内容を連想させるようなアイコンの
画像で表示している。また、天気予報については文字で表示している。このように、図１
、図２の例では文字情報とアイコンの画像を適宜組み合わせて視聴者固有の電子番組表を
表示しているので、視聴者の使い勝手が良い電子番組表が得られる。
【００５８】
図３も図１と同様に、幼児の視聴者Ｃに対する固有の電子番組表を示すものである。図３
において、音楽番組、スポ－ツ番組、アニメ－ションの各番組については、番組内容を連
想させるようなアイコンの画像で表示している。音楽番組とスポ－ツ番組のアイコンの画
像は、前記視聴者Ａの場合よりもより単純で幼児でも番組内容を的確に判断できるような
アイコンの画像を採用している。
【００５９】
このように、年齢層に応じて同じ番組内容であってもアイコンの画像の形態を変えて電子
番組表を表示しているので、視聴者に対してよりきめ細かな対応をとることができる。図
１～図３に示したような、各視聴者特有の電子番組表は、グル－プ化されて図１２のＲＡ
Ｍ１ｈに登録される。
【００６０】
そして、電子番組表を表示する際に、図１２に示したＣＰＵ１ｊが受信した番組表デ－タ
と、ＲＡＭ１ｈに記憶、登録されたデ－タに基づき、視聴者固有の電子番組表を作成し、
表示する。なお、視聴者（種別）の識別（切替）は、視聴者による指定操作、例えば、リ
モコンキ－３の操作に基づき行われる。
【００６１】
図４は、本発明の実施形態に係るデジタル放送受信機による電子番組表表示の一例を示す
説明図である。図４の（ａ）は、文字情報で形成されたオリジナルの電子番組表Ｐａを示
している。Ｇａの欄には、番組表（兵庫県）のタイトルが記入されている。Ｇｂの欄には
放送局名が記入されている。Ｇｃの欄には放送時間が記入されている。Ｇｄの欄には、あ
る放送局のある放送時間に放送される番組内容が文字で記入されている。
【００６２】
図４（ａ）のＫａは水平方向のスクロ－ルキ－で、このキ－を押すことにより、電子番組
表はスクロ－ルされて順次各放送局で放送される番組内容が表示される。Ｋｂ、Ｋｃは垂
直方向のスクロ－ルキ－で、このキ－を押すことにより放送時間がスクロ－ルされて表示
される。
【００６３】
図４（ｂ）は、図１の（ａ）に示されている電子番組表Ｐａを、図１２の操作部３により
ワンタッチで切り替えて電子番組表Ｐｂを表示する例を示している。電子番組表Ｐｂにお
いては、電子番組表Ｐａの文字情報で表示された番組内容を、すべて番組内容を連想する
ようなアイコンの画像に置き換えて表示している。この電子番組表Ｐｂは、前記のように
オリジナルの電子番組表からグル－プ化されて作成され、図１２のＲＡＭ１ｈに予め登録
されている。前記操作部３からの信号により、ＣＰＵ１ｊが当該電子番組表Ｐｂを読み出
して、ディスプレイ５に表示する。
【００６４】
このように、図４の例では文字情報のみで形成された電子番組表Ｐａを、ワンタッチでア
イコンの画像で形成された視聴者固有の電子番組表Ｐｂと置き換えて表示している。この
ため、視聴者がデジタル放送を視聴する状況に合わせて、迅速に、しかも簡易に、視聴者
が見やすい形態で作成されている固有の電子番組表を表示することができる。
【００６５】
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図４の例は、特にデジタル放送受信機を車載機として構成した場合に状況に応じて種々の
設定を行なうことができ、有用である。例えば、ディスプレイに近い運転席では文字情報
の電子番組表でも番組内容を確認できる。しかしながら、助手席や後部座席では文字情報
の電子番組表は判読できなくなるので、アイコンの画像で形成された固有の電子番組表を
表示する。このように、アイコンの画像で形成された電子番組表を予め設定しておくこと
により、視聴者が着席している車両の座席位置を考慮した電子番組表を表示することがで
きる。
【００６６】
また、車両を走行させている際に、車内灯の使用の有無により電子番組表の切り替えを行
なうこともできる。すなわち、車内灯を使用していないときには、文字情報の電子番組表
でも視認することができる。しかしながら、車内灯を使用しているときには、車内灯の出
力光がディスプレイに反射して文字情報がみにくくなる。そこで、このような場合にはア
イコンの画像で形成された視聴者固有の電子番組表に切り替えてディスプレイに表示する
。
【００６７】
更に、車両を走行させているときの時刻に応じて電子番組表を表示させることができる。
例えば、午後５時以降に娯楽番組を視聴するような場合には、午後５時になった時点で、
文字情報の電子番組表Ｐａから自動的にアイコンの画像で形成された視聴者固有の電子番
組表に切り替える構成とすることができる。
【００６８】
このような、車両を走行させているときの時刻に応じた電子番組表の切り替えを、特定の
曜日の特定の時刻に設定することもできる。例えば日曜日の午後５時に、文字情報の電子
番組表からアイコンの画像で形成された視聴者固有の電子番組表に切り替えを行なう構成
とするものである。このように、車両内で電子番組表を閲覧する際の状況や現在時刻に対
応して自動的に電子番組表の切り替えを行なう構成とすることにより、視聴者の操作が不
要となる利点がある。
【００６９】
また、番組の放送時刻に対応させて電子番組表を切り替える構成とすることもできる。図
１（ｂ）の例では、例えば○×放送の午後９時にサッカ－の試合の番組が放送されるが、
視聴者が午後９時に放送される番組の電子番組表表示の操作をすると、サッカ－の試合を
アイコンの画像で形成した視聴者固有の電子番組表をディスプレイに表示する。
【００７０】
図１２に示したように、本発明のデジタル放送受信機１は、映像劣化検出回路１ｌを備え
ている。このため、ある時刻においてある放送局の放送波の受信状態が良好かどうかをＣ
ＰＵ１ｊで判断することができる。図５は、このような受信状態の劣化を電子番組表の表
示に反映させる例の説明図である。この例では、受信状態が劣化した放送局における番組
のアイコンの画像Ｇｅを、受信状態が良好な他の放送局の番組のアイコンＧｄよりも小さ
く表示している。
【００７１】
図５のような受信状態が劣化した放送局の番組のアイコンを、他の放送局の番組のアイコ
ンと区別して表示する例として、他の実施形態では、かかる受信状態が劣化した番組のア
イコンを画面に表示しない構成とすることができる。また、当該受信状態が劣化した番組
のアイコンを、画面上の表示色を薄くして表示することができる。図５のように、受信状
態が劣化した放送局の番組のアイコンを、他の放送局の番組のアイコンと区別して表示す
るので、視聴者は受信状態が劣化した放送局の番組の選択を避けて、受信状態が良好な放
送局の番組を選択して視聴することができる。
【００７２】
本発明においては、視聴者が自己に固有の電子番組表を表示する際に、電子番組表上に番
組の予約を行なったことを示すマ－クを表示させることができる。このような視聴予約を
する番組にマ－クを付して電子番組表に表示させることにより、視聴者は視聴予約の有無
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を電子番組表で確認することができる。
【００７３】
図６は、本発明の他の実施形態を示す説明図である。この例では、予め視聴する番組の予
約を行なうものである。図６においては、電子番組表において、○○放送局のスポ－ツ番
組、例えば高校野球の番組Ｇｆに「ｒｅｓｅｒｖｅｄ」の視聴予約のマ－クを付している
。このように、視聴予約のマ－クを予め図１２のＲＡＭ１ｈに登録しておき、固有の電子
番組表に貼付て表示する。
【００７４】
図６の例では、図５で説明したように、受信状態が劣化した放送局の番組のアイコンは他
の放送局の番組のアイコンと区別して表示されている前記スポ－ツ番組について視聴予約
が設定設定されている。このため、当該スポ－ツ番組について受信状態が回復したときに
は、優先して視聴予約しているスポ－ツ番組にチャンネルを切り替えて表示する。
【００７５】
このように、受信状態に応じて自動的に予約された番組に切り替えて表示するので、視聴
者が何度もチャンネルを切り替えて視聴予約の番組のを表示させ受信状態を確認する必要
がなく、視聴予約の番組を視聴する際の視聴者の利便性が高められる。なお、視聴予約の
番組は、図６の例のように劣化した受信状態が回復した場合にのみ表示される設定とされ
るものではなく、受信状態とは切り離して随時表示する設定とすることができる。
【００７６】
図６のように、あるチャンネルで視聴予約を設定しているときに、視聴者が当該チャンネ
ルの受信劣化時に他のチャンネルの番組を視聴しているものとする。このような場合に、
受信状況が改善されると自動的に視聴予約の番組に切り替わり、視聴者の趣向がそがれる
恐れが生じる。
【００７７】
そこで、本実施の形態においては、図７の説明図に示すようにディスプレイに受信状況が
改善されたことを報知するメッセ－ジＧｇを表示して、視聴者に注意を促している。この
ため、視聴者は視聴予約の時刻が到来すると番組が切り替わることを事前に連絡されるの
で、現在視聴中の番組を継続して視聴するか、またはチャンネルを切り替えるかの選択を
することができる。
【００７８】
図６のように午前９時から午前１１時までの高校野球の視聴予約を行なう例において、予
約開始時刻から所定時間経過後には視聴予約を取り消す設定とすることができる。この所
定時間を、例えば３０分に設定すると、午前９時３０分が経過したときに自動的に視聴予
約がキャンセルされる。このため、視聴者が予約番組の視聴を希望しない場合に、視聴者
の操作を必要とすることなく対応することができる。
【００７９】
また、視聴予約の有効期限を設定し、予約時刻経過後の特定の時刻に予約の取消しを行な
う構成とすることができる。図６の例では、視聴予約の有効期限を、例えば予約時刻から
５０分経過した午前９時５０分に設定する。この場合には、午前９時５０分に高校野球の
視聴予約は取り消される。このように、設定した時刻に自動的に予約をキャンセルするの
で、視聴者が番組の予約をしているにも拘らず他の番組を視聴している場合に、視聴予約
の取消し操作が不要となる。
【００８０】
また、視聴予約された番組について、放送開始時間からの経過時間の割合で予約を取り消
す構成とすることができる。図６の例で、予約した高校野球の放送時間は午前９時から午
前１１時までの２時間である。この例で、経過時間の割合を５０％に設定すると、午前１
０時を経過すると視聴予約をキャンセルする。このように、視聴予約された番組の放送開
始時刻から一定割合の時間経過で予約を取り消しているので、当該番組の全体の放送時間
を考慮することなく視聴予約を合理的に取り消すことができる。
【００８１】
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また、視聴予約開始時刻から所定時間経過毎に、当該番組の残部の放送時間をディスプレ
イに表示することができる。例えば、視聴予約開始時刻から１０分経過毎に「視聴予約有
効時間はあと３０分です。」、「視聴予約有効時間はあと２０分です。」のように表示す
る。このように残部の放送時間を表示するので、視聴者は視聴予約した番組の放送時間が
あとどれだけの時間残っているかを確認することができる。
【００８２】
このように、視聴予約した番組の放送時間があとどれだけの時間残っているかのメッセ－
ジをディスプレイに表示する際に、本発明においては当該メッセ－ジを画面の隅部のよう
に、映像の表示の妨げとならない位置に表示する構成とすることができる。このため、視
聴者は映像を観賞しつつ予約時間があとどれだけ残っているかを確認することができる。
【００８３】
また、視聴予約開始時刻から所定時間経過毎に、当該番組の残部の放送時間を音声で報知
することができる。例えば、視聴予約開始時刻から１０分経過毎に「視聴予約有効時間は
あと３０分です。」、「視聴予約有効時間はあと２０分です。」のように音声のメッセ－
ジで視聴者に報知する。このように残部の放送時間を音声で報知するので、視聴者は視聴
予約した番組の放送時間があとどれだけの時間残っているかを、画面の表示によらずに確
認することができる。
【００８４】
図８は、本発明の他の実施形態を示す説明図である。図８の例では、デジタル放送受信機
を用いたシステムのデフォルト設定として、視聴予約の有効期限通知方法を設定メニュ－
から選択できる構成としている。図８に示すように、前記通知方法は「画面で表示」、「
音声で通知」、「ポップアップ表示」で設定している。「ポップアップ表示」では、例え
ば表示間隔を１０分ごとに設定というように、表示間隔を設定することができる。このよ
うに、図８の例では視聴予約の有効期限通知を、視聴者が任意の方法で設定することがで
きる。
【００８５】
また、本実施の形態においては、デジタル放送受信機を用いたシステムのデフォルト設定
として、視聴予約の有効期限指定メニュ－から、視聴予約の有効期限の条件を設定するこ
ともできる。このようにして設定された視聴予約の有効期限の条件は、図１２のＲＡＭ１
ｈに記憶させておき、繰り返して使用できる構成とすることができる。
【００８６】
図８は、本発明の他の実施形態を示す説明図である。図８の例では、ディスプレイに視聴
予約の番組の放送時間が終了したメッセ－ジＧｉを表示している。このように、視聴予約
のキャンセルをディスプレイに表示することにより、視聴者は画面上で視聴予約のキャン
セルを確認することができる。
【００８７】
図９は、本発明の他の実施形態を示す説明図である。図９の例では、視聴予約のキャンセ
ルを行なうかどうかを視聴者に促すメッセ－ジＧｊをディスプレイに表示している。この
ように、図９の例では視聴者の判断で視聴予約のキャンセルを行なうので、視聴者にとっ
て不本意な形態で視聴予約が解消されるような事態を回避することができる。
【００８８】
図１１は、本発明の他の実施形態を示すブロック図である。図１１の例では、図示番号１
０のチュ－ナＸと図示番号１１のチュ－ナＹとの２台のチュ－ナを用いている。チュ－ナ
Ｘは、視聴する番組を選局してディスプレイ１５に表示する。また、チュ－ナＹは、視聴
予約中の放送番組についての受信感度をモニタしている。
【００８９】
前記チュ－ナＹで視聴予約した放送番組の受信感度が回復したことを検出すると、受信機
切替え制御部１２は、映像切替え制御部１３と音声切替え制御部１４に信号を送り、チュ
－ナＸからチュ－ナＹに切り替える。そして、チュ－ナＹで受信している視聴予約の番組
の映像をディスプレイ１５に表示し、音声をスピ－カ１６から出力する。図１１の構成で
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は、選局された放送番組の視聴中に、同時に平行して視聴予約した番組の受信感度をモニ
タすることができる。
【００９０】
また、他の実施の形態においては、図１２に示したように単一のチュ－ナのみを有し、チ
ュ－ナで選局した番組を視聴中にコマ－シャル放送が入ると、当該チュ－ナを視聴予約さ
れている番組の受信感度をチュックするチュ－ナに切り替える構成とすることができる。
このように、単一のチュ－ナで選局した番組の視聴と、視聴予約されている番組の受信感
度のチュックとの異なる作用を持たせているので、コストを低減することができる。
【００９１】
前記のように、単一のチュ－ナで視聴予約されている番組の受信感度をチュックした結果
、受信感度の低下が改善されていない場合には、視聴予約の番組に切り替えずに他の番組
の視聴を継続する。そして、前記のように、視聴予約の時間が経過した場合には、視聴予
約を取り消す構成とすることができる。
【００９２】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、オリジナルの電子番組表から視聴者毎にグル－プ
分けされた固有の電子番組表をディスプレイに表示させると共に、車載のデジタル放送受
信機で番組を視聴する際に、受信感度に応じた情報を固有の電子番組表に反映させたデジ
タル放送受信機が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】　本発明の実施の形態に係るデジタル放送受信機で放送される番組表を示す説明
図である。
【図２】　番組サ－ビスの種類を示す説明図である。
【図３】　番組サ－ビスの構成例を示す説明図である。
【図４】　番組サ－ビスの構成例を示す説明図である。
【図５】　本発明の番組表の例を示す説明図である。
【図６】　本発明の番組表の例を示す説明図である。
【図７】　本発明の番組表の例を示す説明図である。
【図８】　本発明の番組表の例を示す説明図である。
【図９】　本発明の番組表の例を示す説明図である。
【図１０】　本発明の番組表の例を示す説明図である。
【図１１】本発明の他の実施の形態に係るデジタル放送受信機を示すブロック図である。
【図１２】　本発明の実施の形態に係るデジタル放送受信機を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００６４】
　１　　デジタル放送受信機
　２　　アンテナ
　３　　操作部
　４　　スピ－カ
　５　　ディスプレイ
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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