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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
放送信号を受信し、受信した放送信号から番組編成情報を抽出する受信部と、
　前記受信部により抽出された番組編成情報に基づいて使用者により選択された選択時間
帯における番組表を生成する番組表生成部と、
　前記番組表生成部により生成された番組表を表示する表示部と、
　前記番組表生成部を制御する制御部とを備え、
　前記番組表は、放送予定時刻を表す時間軸と、前記放送予定時刻に基づいて放送が予定
された番組に関する情報を示す番組枠を前記時間軸に沿って表示するための番組表示欄と
を含み、
　前記制御部は、前記番組編成情報に基づいて前記選択時間帯において放送が予定された
番組を示す番組枠を第１の番組枠として前記番組表示欄に表示するように前記番組表生成
部を制御し、前記番組編成情報に基づいて前記番組表示欄に前記第１の番組枠が存在しな
い空き表示領域があるか否かを判別し、前記空き表示領域がある場合に、前記選択時間帯
以外の時間帯において放送が予定された番組を示す番組枠を第２の番組枠として前記空き
表示領域に表示するように前記番組表生成部を制御する、表示装置。
【請求項２】
前記制御部は、
　前記番組編成情報に基づいて前記選択時間帯において前記第１の番組枠が存在しない領
域が前記時間軸における所定長さ以上連続する場合に、前記番組表示欄に空き表示領域が
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あると判別する、請求項１記載の表示装置。
【請求項３】
前記制御部は、前記選択時間帯以外の時間帯において放送が予定された番組のうち、前記
選択時間帯に最も近い時刻に放送が予定された番組を示す第２の番組枠を前記空き表示領
域に優先して表示するように前記番組表生成部を制御する、請求項１記載の表示装置。
【請求項４】
第２の番組枠として前記番組表示欄に示される番組は、予め定められた条件に基づいて決
定される、請求項１記載の表示装置。
【請求項５】
前記予め定められた条件は、当該番組が放送局により予め選択されたこと、当該番組が使
用者により予め設定されたジャンルに含まれること、および当該番組が使用者の視聴頻度
に基づいて決定されたことのいずれかである、請求項４記載の表示装置。
【請求項６】
前記制御部は、前記番組表の日付に関する情報を示す複数の日付表示枠を生成し、生成さ
れた前記日付表示枠を使用者により選択可能に前記表示部に表示させるように前記番組表
生成部を制御するとともに、使用者により選択された日付表示枠の日付に対応する番組表
を前記表示部に表示させるように前記番組表生成部を制御し、
　各日付表示枠は、使用者により選択された場合に第１の表示形態で表示され、使用者に
より選択されない場合に第２の表示形態で表示され、
　前記第１の表示形態で表示される日付表示枠の表示領域は、前記第２の表示形態で表示
される日付表示枠の表示領域よりも大きい、請求項１記載の表示装置。
【請求項７】
前記第１の表示形態の日付表示枠に示される日付に関する情報は、前記第２の表示形態の
日付表示枠に示される日付に関する情報よりも詳細である、請求項６記載の表示装置。
【請求項８】
各日付表示枠に示される日付に関する情報は、文字列により表示され、
　前記第１の表示形態の日付表示枠に示される文字列のフォントは、前記第２の表示形態
の日付表示枠に示される文字列のフォントよりも大きい、請求項６記載の表示装置。
【請求項９】
表示部に番組表を表示する表示方法であって、
　放送信号を受信し、受信した放送信号から番組編成情報を抽出するステップと、
　抽出された番組編成情報に基づいて使用者により選択された選択時間帯における番組表
を生成するステップと、
　生成された番組表を前記表示部に表示するステップとを備え、
　前記番組表は、放送予定時刻を表す時間軸と、前記放送予定時刻に基づいて放送が予定
された番組に関する情報を示す番組枠を前記時間軸に沿って表示するための番組表示欄と
を含み、
　前記番組表を生成するステップは、
　前記番組編成情報に基づいて前記選択時間帯において放送が予定された番組を示す番組
枠を第１の番組枠として前記番組表示欄に表示するステップと、
　前記番組編成情報に基づいて前記番組表示欄に前記第１の番組枠が存在しない空き表示
領域があるか否かを判別するステップと、
　前記空き表示領域がある場合に、前記選択時間帯以外の時間帯において放送が予定され
た番組を示す番組枠を第２の番組枠として前記空き表示領域に表示するステップとを備え
る、表示方法。
【請求項１０】
前記番組表を生成するステップは、
　前記番組表の日付に関する情報を示す複数の日付表示枠を生成し、生成された前記日付
表示枠を使用者により選択可能に表示するとともに、使用者により選択された日付表示枠
の日付に対応する番組表を前記表示部に表示するステップと、
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　使用者により選択された日付表示枠を第１の表示形態で前記表示部に表示するステップ
と、
　使用者により選択されない日付表示枠を第２の表示形態で前記表示部に表示するステッ
プとを備え、
　前記第１の表示形態で表示される日付表示枠の表示領域は、前記第２の表示形態で表示
される日付表示枠の表示領域よりも大きい、請求項９記載の表示方法。
【請求項１１】
表示部に番組表を表示するために処理装置により実行可能な表示プログラムであって、
　放送信号を受信し、受信した放送信号から番組編成情報を抽出する処理と、
　抽出された番組編成情報に基づいて使用者により選択された選択時間帯における番組表
を生成する処理と、
　生成された番組表を前記表示部に表示する処理とを備え、
　前記番組表は、放送予定時刻を表す時間軸と、前記放送予定時刻に基づいて放送が予定
された番組に関する情報を示す番組枠を前記時間軸に沿って表示するための番組表示欄と
を含み、
　前記番組表を生成する処理は、
　前記番組編成情報に基づいて前記選択時間帯において編成が放送が予定された番組を示
す番組枠を第１の番組枠として前記番組表示欄に表示する処理と、
　前記番組編成情報に基づいて前記番組表示欄に前記第１の番組枠が存在しない空き表示
領域があるか否かを判別する処理と、
　前記空き表示領域がある場合に、前記選択時間帯以外の時間帯において放送が予定され
た番組を示す番組枠を第２の番組枠として前記空き表示領域に表示する処理とを前記処理
装置に実行させる、表示プログラム。
【請求項１２】
前記番組表を生成する処理は、
　前記番組表の日付に関する情報を示す複数の日付表示枠を生成し、生成された前記日付
表示枠を使用者により選択可能に表示するとともに、使用者により選択された日付表示枠
の日付に対応する番組表を前記表示部に表示する処理と、
　使用者により選択された日付表示枠を第１の表示形態で前記表示部に表示する処理と、
　使用者により選択されない日付表示枠を第２の表示形態で前記表示部に表示する処理と
を備え、
　前記第１の表示形態で表示される日付表示枠の表示領域は、前記第２の表示形態で表示
される日付表示枠の表示領域よりも大きい、請求項１１記載の表示プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、番組情報を表示する表示装置、表示方法および表示プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　（１）従来の番組表表示の概要
　放送システムは、放送局から番組の放送信号を送信する送信系としての放送局装置、お
よび放送局装置により送信された放送信号を受信する受信系としての受信装置（例えば、
テレビジョン受像機）を含む。
【０００３】
　デジタル放送システムにおいては、送信系から受信系に送信される放送信号に複数の情
報を多重することにより、視聴者の要望に応じた受信系の機能の多様化が図られている。
【０００４】
　例えば、放送予定番組の情報（番組編成情報）を視聴者に提示するサービスが実用化さ
れている。このサービスによれば、送信系において、番組編成情報が電子番組ガイド（Ｅ
ＰＧ： Electric Program Guide ）データとして放送信号に多重され、受信系に送信され
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る。受信系においては、与えられた放送信号からＥＰＧデータが抽出され、放送予定番組
の情報が視聴者に提示される。
【０００５】
　ここで、ＥＰＧデータにおいては、例えば放送予定番組ごとに、「番組名」、「放送開
始時刻」、「放送終了時刻」、「チャンネル」および「番組識別子」が関連付けされてい
る。
【０００６】
　「番組名」は関連付けされている放送予定番組の名称であり、「放送開始時刻」はその
放送予定番組の開始予定時刻である。また、「放送終了時刻」はその放送予定番組の終了
予定時刻であり、「チャンネル」はその放送予定番組が放映されるチャンネルである。「
番組識別子」は、個々の放送予定番組および放送中の番組を識別するためのものである。
【０００７】
　さらに、ＥＰＧデータには、視聴者が所望の番組を検索等するための情報として、番組
のジャンル、番組の説明、番組の出演者、または番組に関連する情報へのリンク情報等が
含まれる場合がある。
【０００８】
　ＥＰＧデータを放送信号に多重することにより、例えばテレビジョン画面に放送予定番
組の情報を表示することができる。これにより、視聴者は、例えば表示された放送予定番
組の情報に基づいて、所望の放送予定番組を指定し、その番組に関する情報を確認するこ
とができる。
【０００９】
　ところで、放送予定番組の情報を視聴者に提示するサービスの実用化に伴い、デジタル
放送システムに使用される番組配列情報標準規格（ＳＴＤ－Ｂ１０）が社団法人電波産業
会により策定されている。したがって、現在のデジタル放送システムにおいては、この標
準規格に基づいて送信系からＥＰＧデータが送信される。
【００１０】
　上記の標準規格においては、送信系から受信系に送信されるＥＰＧデータの内容が、そ
の送信時から一定期間分（例えば、送信時から８日分）の放送予定番組に制限される。
【００１１】
　図１６は、送信時から８日分の番組表の一例を示す図である。図１６の番組表において
は、縦軸方向に放送時刻が示され、横軸方向に複数のテレビ局（Ａ～Ｅテレビ）が示され
ている。これにより、各テレビ局の放送予定番組が経時的に列方向に表示される。この表
示形態はラジオ・テレビ欄表示と呼ばれる。
【００１２】
　図１６においては、空白で示される番組枠に各テレビ局の放送予定番組が対応付けられ
ている。また、ハッチングを施した休止枠には各テレビ局の放送休止時間が対応付けられ
ている。
【００１３】
　上記のように、ＥＰＧデータの内容には、送信時から一定期間内の放送予定番組につい
ての情報が含まれる。したがって、ＥＰＧデータによれば、図１６に示すような番組表を
作成することが可能である。
【００１４】
　しかしながら、受信装置においては、送信時から一定期間にわたる全ての情報を一度に
テレビジョン画面に表示することはできない。そのため、テレビジョン画面には、例えば
図１６の太い破線で示すように、ＥＰＧデータにより得られる番組表の一部が表示される
。
【００１５】
　図１７は、従来の受信装置においてテレビジョン画面に表示される番組表の一例を示す
図である。図１７に示すように、例えば使用者がリモートコントローラを操作することに
より、テレビジョン画面ＴＪに番組表９００が表示される。
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【００１６】
　テレビジョン画面ＴＪの上部には、複数の日付タブ９０１が表示される。日付タブ９０
１の下側には、番組表９００の一部としてフォーカス番組表示欄９０２が表示される。フ
ォーカス番組表示欄９０２には、後述するフォーカス番組に関する詳細な情報が表示され
る。
【００１７】
　フォーカス番組表示欄９０２の下側には、時刻表示欄９０３、テレビ局表示欄９０４お
よび番組表示欄９０５が表示される。
【００１８】
　時刻表示欄９０３では、番組の放送予定時刻が縦軸方向に表示される。テレビ局表示欄
９０４では、複数のテレビ局名が横軸方向に表示される。番組表示欄９０５では、番組枠
および休止枠が時刻表示欄９０３で表示される時刻に沿って表示される。
【００１９】
　使用者は、リモートコントローラを操作することにより、番組表９００に表示される複
数の番組枠および休止枠のうちの一つを選択することができる。これにより、選択された
番組枠または休止枠がハイライト表示される。
【００２０】
　図１７の番組表９００においては、Ａテレビ局の「真実は見えるか」という番組を表す
番組枠がハイライト表示されている。なお、図１７の番組表９００においては、ハイライ
ト表示を薄いハッチングにより表す。
【００２１】
　以下の説明では、上記のように使用者により特定の番組枠または休止枠を選択すること
が可能な状態をフォーカスと呼ぶ。また、フォーカスにより選択された番組枠に対応付け
られた放送予定番組を、フォーカス番組と呼ぶ。
【００２２】
　使用者は、リモートコントローラを操作することにより、フォーカスを枠毎に移動させ
ることができる。また、使用者は、フォーカスを時間軸方向（縦軸方向）に沿って順次移
動させることにより、番組表９００を時間軸に沿ってスクロールさせることができる。
【００２３】
　（２）従来の受信装置における番組表の表示動作
　従来の受信装置が番組表９００を表示する際の動作を説明する。図１８は、従来の受信
装置が番組表９００を表示する際の動作を示すフローチャートである。
【００２４】
　初めに、受信装置は、使用者によるリモートコントローラの操作により、外部から番組
表９００を表示させる旨の指令を受けたか否かを判別する（ステップＳ９１０）。
【００２５】
　受信装置は、指令を受けることにより、内蔵された計時手段を用いて現在時刻を取得し
、表示対象となるテレビ局および表示対象となる時間帯を決定する（ステップＳ９１１）
。そして、受信装置は、表示対象となるテレビ局について、表示対象となる時間帯の放送
予定番組の情報を時刻順にＥＰＧデータから抽出する（ステップＳ９１２）。
【００２６】
　次に、受信装置は、抽出した放送予定番組の番組枠をテレビジョン画面に描画する（ス
テップＳ９１３）。
【００２７】
　続いて、受信装置は、表示対象となる全てのテレビ局について表示対象となる時間帯の
全ての放送予定番組が抽出されたか否かを判別する（ステップＳ９１４）。
【００２８】
　表示対象となる全ての放送予定番組が抽出されることにより、受信装置は番組表９００
の表示動作を終了する。一方、表示対象となる全ての放送予定番組が抽出されていない場
合、受信装置は上記ステップＳ９１２の動作を行う。
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【００２９】
　なお、上記では説明を省略したが、放送予定番組が存在しない時間帯については、番組
表示欄９０５に放送休止時間として休止枠が描画される。
【００３０】
　（３）従来の受信装置におけるフォーカス移動時の動作
　次に、従来の受信装置がフォーカスを移動させる際の動作について説明する。図１９は
、従来の受信装置がフォーカスを移動させる際の動作を示すフローチャートである。本例
では、移動前のフォーカスは番組枠に位置するものとする。
【００３１】
　初めに、受信装置は、使用者によるリモートコントローラの操作により、外部からフォ
ーカスを移動させる旨の指令を受けたか否かを判別する（ステップＳ９２０）。
【００３２】
　フォーカスの移動が指令された場合、受信装置は、フォーカスの進行方向において、現
在フォーカスが位置する番組枠の時刻の直前または直後に放送休止時間が存在するか否か
を判別する（ステップＳ９２１）。
【００３３】
　放送休止時間が存在する場合、受信装置は、現在フォーカスが位置する番組枠の直前ま
たは直後に存在する休止枠にフォーカスを移動させる（ステップＳ９２２）。これにより
、フォーカスの移動が終了する。
【００３４】
　放送休止時間が存在しない場合、受信装置は、フォーカスの進行方向において、現在の
フォーカス番組の時刻に最も近い時刻で放送が予定されかつ番組表９００に番組枠が表示
されている放送予定番組を検索する（ステップＳ９２３）。
【００３５】
　そして、受信装置は、該当する放送予定番組が存在するか否かを判別する（ステップＳ
９２４）。
【００３６】
　放送予定番組が存在する場合、受信装置は、フォーカスをその放送予定番組の番組枠に
移動させる（ステップＳ９２５）。これにより、フォーカスの移動が終了する。
【００３７】
　放送予定番組が存在しない場合、受信装置は、後述する番組表９００のスクロールが既
に行われたか否かを判別する（ステップＳ９２６）。
【００３８】
　スクロールが既に行われている場合、受信装置はフォーカスを移動させることなく、動
作を終了する。
【００３９】
　スクロールが行われていない場合、受信装置は、新たに表示対象となるテレビ局および
表示対象となる時間帯を決定し、放送予定番組の情報をＥＰＧデータから抽出する。そし
て、受信装置は、抽出した情報に基づいてフォーカスの進行方向に番組表９００をスクロ
ールさせる（ステップＳ９２７）。その後、受信装置は、上記ステップＳ９２１の動作を
行う。
【００４０】
　上記のように、受信装置のテレビジョン画面に番組表を表示する機能については、使用
者の使い勝手等を考慮して様々な機能が提案されている（例えば、特許文献１，２参照）
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００４１】
【特許文献１】特表平６－５０４１６５号公報
【特許文献２】特開２００６－３１３９４８号公報



(7) JP 5038431 B2 2012.10.3

10

20

30

40

50

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００４２】
　ところで、上述のように、番組配列情報標準規格（ＳＴＤ－Ｂ１０）では、送信系から
受信系に送信されるＥＰＧデータの内容が、例えば送信時から８日分の放送予定番組に制
限されている。
【００４３】
　一方、各テレビ局では、送信系によるＥＰＧデータの送信時から８日よりも将来の放送
予定番組の編成が確定している場合がある。したがって、ＥＰＧデータの送信時から８日
よりも将来の放送予定番組についても、既に編成が確定した放送予定番組の情報を含むＥ
ＰＧデータを送信することにより、視聴者はより長期にわたって放送予定番組を確認する
ことができる。
【００４４】
　ＥＰＧデータの送信時から８日よりも将来の放送予定番組として編成が確定されるもの
には、例えば定刻に放送される連続番組、予め日程が定められたスポーツ等の生放送番組
、または特集番組がある。
【００４５】
　しかしながら、ＥＰＧデータの送信時から８日よりも将来の放送予定番組のうち編成が
確定できるものには限りがある。したがって、このような将来の放送予定番組について番
組表を作成する場合、編成が確定していない放送時間帯が多く存在する。
【００４６】
　図２０は、ＥＰＧデータの送信時から９日後の番組表を示す図である。図２０において
は、ハッチングを施した未確定枠に各テレビ局で放送予定番組の編成が確定していない時
間が対応付けられている。
【００４７】
　この場合、図２０に示すように、空白で示される番組枠よりも未確定枠が広い範囲に渡
って表示される。
【００４８】
　このとき、例えば受信装置のテレビジョン画面に図２０の太い破線部分の番組表が表示
されると、テレビジョン画面には未確定枠のみが表示される。そのため、使用者はいずれ
のテレビ局についても放送予定番組を確認することができない。
【００４９】
　上述のように、使用者はリモートコントローラを操作することによりフォーカスを移動
させて番組表をスクロールさせることができる。しかしながら、テレビジョン画面に未確
定枠および休止枠が数多く表示される場合、使用者はフォーカスを闇雲に移動させること
しかできない。その結果、使用者は網羅的な番組表の閲覧ができなくなる場合がある。
【００５０】
　本発明の目的は、画面上に表示される番組表に、番組編成が確定した放送予定番組の番
組枠がほとんど存在しない場合でも、使用者が容易かつ確実に番組表を閲覧することがで
きる表示装置、表示方法および表示プログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００５１】
　（１）本発明の一局面に従う表示装置は、放送信号を受信し、受信した放送信号から番
組編成情報を抽出する受信部と、受信部により抽出された番組編成情報に基づいて使用者
により選択された選択時間帯における番組表を生成する番組表生成部と、番組表生成部に
より生成された番組表を表示する表示部と、番組表生成部を制御する制御部とを備え、番
組表は、放送予定時刻を表す時間軸と、放送予定時刻に基づいて放送が予定された番組に
関する情報を示す番組枠を時間軸に沿って表示するための番組表示欄とを含み、制御部は
、番組編成情報に基づいて選択時間帯において放送が予定された番組を示す番組枠を第１
の番組枠として番組表示欄に表示するように番組表生成部を制御し、番組編成情報に基づ
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いて番組表示欄に第１の番組枠が存在しない空き表示領域があるか否かを判別し、空き表
示領域がある場合に、選択時間帯以外の時間帯において放送が予定された番組を示す番組
枠を第２の番組枠として空き表示領域に表示するように番組表生成部を制御するものであ
る。
【００５２】
　この表示装置においては、受信部により放送信号が受信され、受信された放送信号から
番組編成情報が抽出される。そして、抽出された番組編成情報に基づいて、使用者により
選択された選択時間帯における番組表が番組表生成部により生成される。生成された番組
表は表示部に表示される。
【００５３】
　ここで、番組表は、放送予定時刻を表す時間軸と、放送予定時刻に基づいて放送が予定
された番組に関する情報を示す番組枠を時間軸に沿って表示するための番組表示欄とを含
む。
【００５４】
　番組表の生成時においては、番組編成情報に基づいて選択時間帯において放送が予定さ
れた番組を示す番組枠が第１の番組枠として番組表示欄に表示される。これにより、使用
者は、第１の番組枠を視認することにより、選択時間帯に放送が予定された番組を容易か
つ確実に認識することができる。
【００５５】
　さらに、番組表の生成時においては、番組編成情報に基づいて番組表示欄に第１の番組
枠が存在しない空き表示領域があるか否かが制御部により判別される。
【００５６】
　空き表示領域がある場合、選択時間帯以外の時間帯に放送が予定された番組を示す番組
枠が第２の番組枠として空き表示領域に表示される。
【００５７】
　これにより、番組表の番組表示欄に第１の番組枠がほとんど存在しない場合に、使用者
は、第２の番組枠を視認することにより容易かつ確実に選択時間帯以外の時間帯に放送が
予定された番組を認識することができる。
【００５８】
　また、使用者は、第２の番組枠で示される番組に基づいて、選択時間帯を再選択するこ
とも可能となる。これにより、使用者は、容易かつ確実に所望の番組を確認することがで
きる。
【００５９】
　（２）制御部は、番組編成情報に基づいて選択時間帯において第１の番組枠が存在しな
い領域が時間軸における所定長さ以上連続する場合に、番組表示欄に空き表示領域がある
と判別してもよい。
【００６０】
　番組表の番組表示欄において、第１の番組枠が存在しない領域が時間軸における所定長
さ以上連続する場合、その領域を表示領域として用いることができる。これにより、所定
長さ以上の空き表示領域に所定長さより小さい第２の番組枠を確実に表示させることがで
きる。
【００６１】
　（３）制御部は、選択時間帯以外の時間帯において放送が予定された番組のうち、選択
時間帯に最も近い時刻に放送が予定された番組を示す第２の番組枠を空き表示領域に優先
して表示するように番組表生成部を制御してもよい。
【００６２】
　この場合、空き表示領域には、選択時間帯に最も近い時刻に放送が予定された番組を示
す第２の番組枠が表示される。これにより、使用者は、第２の番組枠を視認することによ
り、選択時間帯に近い時間帯に放送が予定された番組を容易かつ確実に認識することがで
きる。
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【００６３】
　（４）第２の番組枠として番組表示欄に示される番組は、予め定められた条件に基づい
て決定されてもよい。
【００６４】
　この場合、番組表示欄の第２の番組枠に、予め定められた条件に基づいて決定された番
組が示される。
【００６５】
　これにより、使用者に予め定められた条件に基づいて決定された番組を容易かつ確実に
認識させることができる。
【００６６】
　（５）予め定められた条件は、当該番組が放送局により予め選択されたこと、当該番組
が使用者により予め設定されたジャンルに含まれること、および当該番組が使用者の視聴
頻度に基づいて決定されたことのいずれかであってもよい。
【００６７】
　この場合、番組表示欄の第２の番組枠に、当該番組が放送局により予め選択されたこと
、当該番組が使用者により予め設定されたジャンルに含まれること、および当該番組が使
用者の視聴頻度に基づいて決定されたことのいずれかの条件に基づいて決定された番組が
示される。
【００６８】
　これにより、使用者に、放送局により予め選択された番組、自ら予め設定したジャンル
に含まれる番組、または自らの視聴頻度に基づいて決定された番組を容易かつ確実に認識
させることができる。
【００６９】
　（６）制御部は、番組表の日付に関する情報を示す複数の日付表示枠を生成し、生成さ
れた日付表示枠を使用者により選択可能に表示部に表示させるように番組表生成部を制御
するとともに、使用者により選択された日付表示枠の日付に対応する番組表を表示部に表
示させるように番組表生成部を制御し、各日付表示枠は、使用者により選択された場合に
第１の表示形態で表示され、使用者により選択されない場合に第２の表示形態で表示され
、第１の表示形態で表示される日付表示枠の表示領域は、第２の表示形態で表示される日
付表示枠の表示領域よりも大きくてもよい。
【００７０】
　この場合、番組表の日付に関する情報を示す複数の日付表示枠が生成され、生成された
日付表示枠が使用者により選択可能に表示部に表示される。そして、使用者により選択さ
れた日付表示枠の日付に対応する番組表が表示部に表示される。
【００７１】
　ここで、使用者により選択された日付表示枠が第１の表示形態で表示部に表示され、使
用者により選択されない日付表示枠が第２の表示形態で表示部に表示される。また、第１
の表示形態で表示される日付表示枠の表示領域は、第２の表示形態で表示される日付表示
枠の表示領域よりも大きい。したがって、使用者は自己が選択した日付表示枠を容易かつ
確実に認識することができる。
【００７２】
　また、使用者により選択されない日付表示枠の表示領域が、使用者により選択された日
付表示枠の表示領域よりも小さいので、表示部上の複数の日付表示枠の表示領域を全体と
して小さくすることができる。その結果、番組表をより大きく表示することが可能となる
。
【００７３】
　（７）第１の表示形態の日付表示枠に示される日付に関する情報は、第２の表示形態の
日付表示枠に示される日付に関する情報よりも詳細であってもよい。
【００７４】
　これにより、使用者は、第１の表示形態の日付表示枠に示される日付に関する情報を視
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認することにより、容易かつ確実に自己の選択した日付表示枠の情報を認識することがで
きる。
【００７５】
　（８）各日付表示枠に示される日付に関する情報は、文字列により表示され、第１の表
示形態の日付表示枠に示される文字列のフォントは、第２の表示形態の日付表示枠に示さ
れる文字列のフォントよりも大きくてもよい。
【００７６】
　これにより、使用者は、第１の表示形態の日付表示枠に示される日付に関する情報をよ
り正確に認識することができる。また、第２の表示形態の日付表示枠に示される文字列の
フォントが、第１の表示形態の日付表示枠に示される文字列のフォントより小さいので、
表示部上の複数の日付表示枠の表示領域を全体として小さくすることができる。
【００７７】
　（９）本発明の他の局面に従う表示方法は、表示部に番組表を表示する表示方法であっ
て、放送信号を受信し、受信した放送信号から番組編成情報を抽出するステップと、抽出
された番組編成情報に基づいて使用者により選択された選択時間帯における番組表を生成
するステップと、生成された番組表を表示部に表示するステップとを備え、番組表は、放
送予定時刻を表す時間軸と、放送予定時刻に基づいて放送が予定された番組に関する情報
を示す番組枠を時間軸に沿って表示するための番組表示欄とを含み、番組表を生成するス
テップは、番組編成情報に基づいて選択時間帯において放送が予定された番組を示す番組
枠を第１の番組枠として番組表示欄に表示するステップと、番組編成情報に基づいて番組
表示欄に第１の番組枠が存在しない空き表示領域があるか否かを判別するステップと、空
き表示領域がある場合に、選択時間帯以外の時間帯において放送が予定された番組を示す
番組枠を第２の番組枠として空き表示領域に表示するステップとを備えるものである。
【００７８】
　この表示方法においては、放送信号が受信され、受信された放送信号から番組編成情報
が抽出される。そして、抽出された番組編成情報に基づいて、使用者により選択された選
択時間帯における番組表が生成される。生成された番組表は表示部に表示される。
【００７９】
　ここで、番組表は、放送予定時刻を表す時間軸と、放送予定時刻に基づいて放送が予定
された番組に関する情報を示す番組枠を時間軸に沿って表示するための番組表示欄とを含
む。
【００８０】
　番組表の生成時においては、番組編成情報に基づいて選択時間帯において放送が予定さ
れた番組を示す番組枠が第１の番組枠として番組表示欄に表示される。これにより、使用
者は、第１の番組枠を視認することにより、選択時間帯に放送が予定された番組を容易か
つ確実に認識することができる。
【００８１】
　さらに、番組表の生成時においては、番組編成情報に基づいて番組表示欄に第１の番組
枠が存在しない空き表示領域があるか否かが判別される。
【００８２】
　空き表示領域がある場合、選択時間帯以外の時間帯に放送が予定された番組を示す番組
枠が第２の番組枠として空き表示領域に表示される。
【００８３】
　これにより、番組表の番組表示欄に第１の番組枠がほとんど存在しない場合に、使用者
は、第２の番組枠を視認することにより容易かつ確実に選択時間帯以外の時間帯に放送が
予定された番組を認識することができる。
【００８４】
　また、使用者は、第２の番組枠で示される番組に基づいて、選択時間帯を再選択するこ
とも可能となる。これにより、使用者は、容易かつ確実に所望の番組を確認することがで
きる。
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【００８５】
　（１０）番組表を生成するステップは、番組表の日付に関する情報を示す複数の日付表
示枠を生成し、生成された日付表示枠を使用者により選択可能に表示するとともに、使用
者により選択された日付表示枠の日付に対応する番組表を表示部に表示するステップと、
使用者により選択された日付表示枠を第１の表示形態で表示部に表示するステップと、使
用者により選択されない日付表示枠を第２の表示形態で表示部に表示するステップとを備
え、第１の表示形態で表示される日付表示枠の表示領域は、第２の表示形態で表示される
日付表示枠の表示領域よりも大きくてもよい。
【００８６】
　この場合、番組表の日付に関する情報を示す複数の日付表示枠が生成され、生成された
日付表示枠が使用者により選択可能に表示部に表示される。そして、使用者により選択さ
れた日付表示枠の日付に対応する番組表が表示部に表示される。
【００８７】
　ここで、使用者により選択された日付表示枠が第１の表示形態で表示部に表示され、使
用者により選択されない日付表示枠が第２の表示形態で表示部に表示される。また、第１
の表示形態で表示される日付表示枠の表示領域は、第２の表示形態で表示される日付表示
枠の表示領域よりも大きい。したがって、使用者は自己が選択した日付表示枠を容易かつ
確実に認識することができる。
【００８８】
　また、使用者により選択されない日付表示枠の表示領域が、使用者により選択された日
付表示枠の表示領域よりも小さいので、表示部上の複数の日付表示枠の表示領域を全体と
して小さくすることができる。その結果、番組表をより大きく表示することが可能となる
。
【００８９】
　（１１）本発明のさらに他の局面に従う表示プログラムは、表示部に番組表を表示する
ために処理装置により実行可能な表示プログラムであって、放送信号を受信し、受信した
放送信号から番組編成情報を抽出する処理と、抽出された番組編成情報に基づいて使用者
により選択された選択時間帯における番組表を生成する処理と、生成された番組表を表示
部に表示する処理とを備え、番組表は、放送予定時刻を表す時間軸と、放送予定時刻に基
づいて放送が予定された番組に関する情報を示す番組枠を時間軸に沿って表示するための
番組表示欄とを含み、番組表を生成する処理は、番組編成情報に基づいて選択時間帯にお
いて編成が放送が予定された番組を示す番組枠を第１の番組枠として番組表示欄に表示す
る処理と、番組編成情報に基づいて番組表示欄に第１の番組枠が存在しない空き表示領域
があるか否かを判別する処理と、空き表示領域がある場合に、選択時間帯以外の時間帯に
おいて放送が予定された番組を示す番組枠を第２の番組枠として空き表示領域に表示する
処理とを処理装置に実行させるものである。
【００９０】
　この表示プログラムにおいては、放送信号が受信され、受信された放送信号から番組編
成情報が抽出される。そして、抽出された番組編成情報に基づいて、使用者により選択さ
れた選択時間帯における番組表が生成される。生成された番組表は表示部に表示される。
【００９１】
　ここで、番組表は、放送予定時刻を表す時間軸と、放送予定時刻に基づいて放送が予定
された番組に関する情報を示す番組枠を時間軸に沿って表示するための番組表示欄とを含
む。
【００９２】
　番組表の生成時においては、番組編成情報に基づいて選択時間帯において放送が予定さ
れた番組を示す番組枠が第１の番組枠として番組表示欄に表示される。これにより、使用
者は、第１の番組枠を視認することにより、選択時間帯に放送が予定された番組を容易か
つ確実に認識することができる。
【００９３】
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　さらに、番組表の生成時においては、番組編成情報に基づいて番組表示欄に第１の番組
枠が存在しない空き表示領域があるか否かが判別される。
【００９４】
　空き表示領域がある場合、選択時間帯以外の時間帯に放送が予定された番組を示す番組
枠が第２の番組枠として空き表示領域に表示される。
【００９５】
　これにより、番組表の番組表示欄に第１の番組枠がほとんど存在しない場合に、使用者
は、第２の番組枠を視認することにより容易かつ確実に選択時間帯以外の時間帯に放送が
予定された番組を認識することができる。
【００９６】
　また、使用者は、第２の番組枠で示される番組に基づいて、選択時間帯を再選択するこ
とも可能となる。これにより、使用者は、容易かつ確実に所望の番組を確認することがで
きる。
【００９７】
　（１２）番組表を生成する処理は、番組表の日付に関する情報を示す複数の日付表示枠
を生成し、生成された日付表示枠を使用者により選択可能に表示するとともに、使用者に
より選択された日付表示枠の日付に対応する番組表を表示部に表示する処理と、使用者に
より選択された日付表示枠を第１の表示形態で表示部に表示する処理と、使用者により選
択されない日付表示枠を第２の表示形態で表示部に表示する処理とを備え、第１の表示形
態で表示される日付表示枠の表示領域は、第２の表示形態で表示される日付表示枠の表示
領域よりも大きくてもよい。
【００９８】
　この場合、番組表の日付に関する情報を示す複数の日付表示枠が生成され、生成された
日付表示枠が使用者により選択可能に表示部に表示される。そして、使用者により選択さ
れた日付表示枠の日付に対応する番組表が表示部に表示される。
【００９９】
　ここで、使用者により選択された日付表示枠が第１の表示形態で表示部に表示され、使
用者により選択されない日付表示枠が第２の表示形態で表示部に表示される。また、第１
の表示形態で表示される日付表示枠の表示領域は、第２の表示形態で表示される日付表示
枠の表示領域よりも大きい。したがって、使用者は自己が選択した日付表示枠を容易かつ
確実に認識することができる。
【０１００】
　また、使用者により選択されない日付表示枠の表示領域が、使用者により選択された日
付表示枠の表示領域よりも小さいので、表示部上の複数の日付表示枠の表示領域を全体と
して小さくすることができる。その結果、番組表をより大きく表示することが可能となる
。
【発明の効果】
【０１０１】
　本発明によれば、画面上に表示される番組表に、番組表で表示される時間帯に放送が予
定された番組の番組枠がほとんど存在しない場合でも、使用者は番組表で表示される時間
帯以外の時間帯に放送が予定された番組を確認することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】図１は本発明の一実施の形態に係る表示装置の構成を示すブロック図
【図２】図２は図１の入力装置を示す模式図
【図３】図３は図１の表示装置において表示部に表示される番組表の一表示例を示す図
【図４】図４はフォーカス移動時における番組表の表示状態の変化を説明するための図
【図５】図５はフォーカス移動時における番組表の表示状態の変化を説明するための図
【図６】図６は図１の表示装置が番組表を表示するための番組表表示プログラムを示すフ
ローチャート



(13) JP 5038431 B2 2012.10.3

10

20

30

40

50

【図７】図７は図１の表示装置が番組表を表示するための番組表表示プログラムを示すフ
ローチャート
【図８】図８は図１の表示装置が番組表を表示するための番組表表示プログラムを示すフ
ローチャート
【図９】図９は図１の表示装置がフォーカスを移動させるためのフォーカス移動プログラ
ムを示すフローチャート
【図１０】図１０は図１の表示装置がフォーカスを移動させるためのフォーカス移動プロ
グラムを示すフローチャート
【図１１】図１１は図１の表示装置において表示部に表示される番組表の他の表示例を示
す図
【図１２】図１２は図１の表示装置において表示部に表示される番組表のさらに他の表示
例を示す図
【図１３】図１３は図１の表示装置において表示部に表示される番組表のさらに他の表示
例を示す図
【図１４】図１４は日付タブの他の表示形態を説明するための図
【図１５】図１５は日付タブのさらに他の表示形態を説明するための図
【図１６】図１６は送信時から８日分の番組表の一例を示す図
【図１７】図１７は従来の受信装置においてテレビジョン画面に表示される番組表の一例
を示す図
【図１８】図１８は従来の受信装置が番組表を表示する際の動作を示すフローチャート
【図１９】図１９は従来の受信装置がフォーカスを移動させる際の動作を示すフローチャ
ート
【図２０】図２０はＥＰＧデータの送信時から９日後の番組表を示す図
【発明を実施するための形態】
【０１０３】
　本発明の一実施の形態に係る表示装置、表示方法および表示プログラムについて、図面
を参照しつつ説明する。
【０１０４】
　本実施の形態において、表示装置は放送局から送信される番組の放送信号を受信するテ
レビジョン受像機である。
【０１０５】
　また、本実施の形態においては、放送予定番組の情報（番組編成情報）が、電子番組ガ
イド（ＥＰＧ： Electric Program Guide ）データとして放送信号に多重され、放送局か
ら表示装置に送信される。
【０１０６】
　ここで、番組編成情報とは、複数の番組情報から構成される情報である。また、番組情
報とは、各放送予定番組に関する情報であり、少なくとも放送局および放送予定日時を含
むものである。なお、本実施の形態では、番組情報には、視聴者が所望の番組を検索等す
るための情報として、番組のジャンル、番組の説明、番組の出演者、または番組に関連す
る情報へのリンク情報等が含まれる。
【０１０７】
　デジタル放送システムに使用される番組配列情報標準規格（ＳＴＤ－Ｂ１０）において
は、送信系から受信系に送信されるＥＰＧデータの内容がその送信時から８日分の放送予
定番組に制限されるが、本実施の形態においては、ＥＰＧデータに送信時から８日よりも
将来の放送予定番組の情報が含まれる。
【０１０８】
　（１）表示装置の構成
　図１は、本発明の一実施の形態に係る表示装置の構成を示すブロック図である。図１に
示すように、表示装置１００は、受信アンテナ１０１、放送受信部１０２、番組再生部１
０３、番組情報蓄積部１０４、入力装置１０５、制御部１０６、描画部１０７、表示合成
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部１０８および表示部１０９を備える。なお、図１においては、表示装置１００の本体部
分が点線で示されている。
【０１０９】
　受信アンテナ１０１は、放送電波を受信して、電気信号に変換する。これにより、放送
局装置２０から受信された放送電波が、電気信号形式で放送受信部１０２に与えられる。
なお、本実施の形態において、受信アンテナ１０１は、一般的なテレビジョン受像機に用
いられるテレビ放送用の受信アンテナである。また、テレビ放送は、地上デジタル放送お
よび衛星デジタル放送を含む。
【０１１０】
　放送受信部１０２は、図示しない高周波チューナ部およびトランスポートストリーム（
以下、ＴＳと略記する）デコーダを含む。これにより、放送受信部１０２においては、高
周波チューナ部が、受信アンテナ１０１により受信された放送電波の周波数を選択するこ
とにより選局を行う。それにより、選局された放送信号がＴＳデコーダに与えられる。
【０１１１】
　放送受信部１０２のＴＳデコーダは、高周波チューナ部から与えられた放送信号をデコ
ードし、ＥＰＧデータ、映像データおよび音声データのパケットを抽出する。これにより
、特定の放送局から放送された番組の映像データおよび音声データのパケットが番組再生
部１０３に与えられる。また、ＥＰＧデータのパケットが番組情報蓄積部１０４に与えら
れる。
【０１１２】
　番組再生部１０３は、放送受信部１０２から与えられる映像データおよび音声データを
再生する。本実施の形態において、番組再生部１０３は例えばＭＰＥＧ（ Motion Pictur
e Experts Group ）デコーダである。
【０１１３】
　番組再生部１０３により再生された映像データは表示合成部１０８に与えられる。一方
、音声データは図示しない音声データ変換部に与えられ、デジタル形式からアナログ形式
に変換される。アナログ形式に変換された音声データは図示しない音声出力部により出力
される。
【０１１４】
　上述のように、放送局装置２０から表示装置１００に送信される放送信号には、ＥＰＧ
データが多重されている。番組情報蓄積部１０４は、放送受信部１０２から与えられるＥ
ＰＧデータを蓄積する。また、番組情報蓄積部１０４は、制御部１０６から与えられる指
令信号に応じて、蓄積したＥＰＧデータを描画部１０７に与える。
【０１１５】
　入力装置１０５は、使用者により操作される。本実施の形態において、入力装置１０５
はリモートコントローラである。したがって、表示装置１００の本体部には、リモートコ
ントローラから送信される信号を受信する図示しない受信部が設けられる。リモートコン
トローラの詳細は後述する。
【０１１６】
　なお、入力装置１０５としては、リモートコントローラの他、キーボード、ポインティ
ングデバイス、音声認識装置、画像認識装置またはそれらを組み合わせたものを用いるこ
ともできる。
【０１１７】
　制御部１０６は、例えばＣＰＵ（中央演算処理装置）および記憶装置１０６ｍからなる
。記憶装置１０６ｍには、後述の番組表表示プログラムおよびフォーカス移動プログラム
が記憶される。これにより、制御部１０６は、記憶装置１０６ｍに記憶された各プログラ
ムに基づいて、表示装置１００の各構成部の動作を制御する。
【０１１８】
　また、制御部１０６は、使用者との対話を管理する。使用者との対話は、ＯＳＤ（ On 
Screen Display ）を用いたＧＵＩ（ Graphical User Interface ）により実現される。
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【０１１９】
　描画部１０７は、番組情報蓄積部１０４から与えられるＥＰＧデータに基づいて、ＯＳ
Ｄ用のグラフィックのイメージを生成する。生成されたイメージは、表示合成部１０８に
与えられる。
【０１２０】
　表示合成部１０８は、番組再生部１０３から与えられる映像データと描画部１０７から
与えられるイメージとを合成し、合成した映像のデータを表示部１０９に出力する。これ
により、表示部１０９に番組の映像およびＯＳＤが表示される。
【０１２１】
　表示部１０９は、例えばプラズマディスプレイパネル、液晶ディスプレイパネルまたは
有機エレクトロルミネッセンスパネル等で構成される。
【０１２２】
　（２）入力装置
　図２は、図１の入力装置１０５を示す模式図である。
【０１２３】
　図２に示すように、入力装置１０５には、電源ボタンＰＷ、番組表ボタンＧＰ、右ボタ
ンＡＲ、左ボタンＡＬ、上ボタンＡＵ、下ボタンＡＤ、日付タブ選択ボタンＤＥおよびチ
ャンネルボタンＣＫ等が設けられる。
【０１２４】
　電源ボタンＰＷは、表示装置１００の電源をオン／オフするために、使用者により操作
される。番組表ボタンＧＰは、図１の表示部１０９にＥＰＧデータに基づく番組表を表示
させるために、使用者により操作される。
【０１２５】
　右ボタンＡＲ、左ボタンＡＬ、上ボタンＡＵ、下ボタンＡＤは、表示部１０９に番組表
が表示される場合に番組表内のフォーカスを移動させるために、使用者により操作される
。フォーカスの詳細は後述する。
【０１２６】
　日付タブ選択ボタンＤＥは、表示部１０９に番組表が表示される場合に、番組表ととも
に表示される複数の日付タブのうち特定の日付タブを選択するために使用者により操作さ
れる。日付タブの詳細は後述する。
【０１２７】
　チャンネルボタンＣＫは、複数のボタンを含む。各ボタンには、互いに異なるチャンネ
ルが割り当てられている。使用者がいずれかのボタンを押下操作することにより、そのボ
タンに割り当てられたチャンネルの番組が表示部１０９に表示される。
【０１２８】
　以下の説明では、必要に応じて右ボタンＡＲ、左ボタンＡＬ、上ボタンＡＵおよび下ボ
タンＡＤをカーソルボタンと総称する。
【０１２９】
　（３）番組表表示例
　図３は、図１の表示装置１００において表示部１０９に表示される番組表の一表示例を
示す図である。
【０１３０】
　図３に示すように、例えば使用者が図２の入力装置１０５を操作することにより、表示
部１０９のテレビジョン画面ＴＪに番組表２００が表示される。
【０１３１】
　テレビジョン画面ＴＪの上部には、ＥＰＧデータの送信日を含めて１５日分（１０月１
日から１０月１５日まで）の複数の日付タブ２０１が表示されている。これらの日付タブ
２０１は、共通の大きさを有し、それぞれ日付と曜日が表示されている。
【０１３２】
　使用者は、例えば図２の日付タブ選択ボタンＤＥおよびカーソルボタンを押下操作する
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ことにより、表示させたい番組表２００の日付を選択することができる。これにより、表
示装置１００の使用者は、ＥＰＧデータの送信時から８日を超える将来の放送予定番組に
ついても番組表２００で確認することができる。図３の例では、ＥＰＧデータの送信時か
ら８日を超える１０月９日の日付タブ２０１が選択されている。
【０１３３】
　日付タブ２０１の下側には、フォーカス番組表示欄２０２が表示されている。フォーカ
ス番組表示欄２０２には、後述するフォーカス番組に関する詳細な情報が表示されている
。
【０１３４】
　フォーカス番組表示欄２０２の下側には、時刻表示欄２０３、テレビ局表示欄２０４お
よび番組表示欄２０５が表示されている。
【０１３５】
　時刻表示欄２０３には、番組の放送予定時刻が縦軸方向に表示される。図３の例では、
時刻表示欄２０３に２０時台から２３時台までの放送予定時刻が示されている。
【０１３６】
　テレビ局表示欄２０４には、複数のテレビ局名が横軸方向に表示される。図３の例では
、Ａテレビ局、Ｂテレビ局およびＣテレビ局がこの順で横軸方向に並んでいる。
【０１３７】
　本実施の形態において、番組表示欄２０５には、後述する番組枠、吹き出し枠、休止枠
および未確定枠のいずれかが時刻表示欄２０３で表示される時刻に沿って表示される。
【０１３８】
　番組枠には、各テレビ局で編成が確定した放送予定番組のうち時刻表示欄２０３に表示
される時間内の放送予定番組が対応付けられる。図３において、番組枠は矩形で示されて
いる。
【０１３９】
　一方、吹き出し枠には、各テレビ局で編成が確定した放送予定番組のうち時刻表示欄２
０３に表示される時間外の放送予定番組が対応付けられる。吹き出し枠は、休止枠および
未確定枠の表示領域上に表示される。そのため、番組表２００内に休止枠および未確定枠
が存在しない場合、ならびに休止枠および未確定枠の表示領域が所定の大きさよりも小さ
い場合には、吹き出し枠も表示されない。吹き出し枠に対応付けられる放送予定番組につ
いては、後述する。図３において、吹き出し枠は五角形で示されている。
【０１４０】
　これにより、使用者は番組枠、休止枠および未確定枠と吹き出し枠とを容易に区別する
ことができる。また、その吹き出し枠に対応付けられた番組が時刻表示欄２０３で表示さ
れる時間帯よりも過去または将来の番組であることを容易に認識することができる。
【０１４１】
　なお、図３に示すように、吹き出し枠には、例えば対応付けられた放送予定番組の放送
予定日時および番組名が表示される。また、吹き出し枠には、表示される番組表２００の
日付と吹き出し枠に対応付けられた放送予定番組の放送日とが異なる場合に限り、日付が
表示されてもよい。
【０１４２】
　上述のように、吹き出し枠は、休止枠および未確定枠の表示領域上に表示される。その
ため、図３のＢテレビ局の番組表示欄２０５に示すように、吹き出し枠は必ずしも番組表
示欄２０５の上端または下端に位置するとは限らない。
【０１４３】
　休止枠には、各テレビ局の放送休止時間が対応付けられる。なお、図３では、休止枠は
示されていない。未確定枠には、放送予定番組の編成が確定していない時間が対応付けら
れる。図３においては、未確定枠に濃いハッチングが施されている。
【０１４４】
　使用者は、図２の入力装置１０５を操作することにより、番組表２００に表示される複
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数の枠のうちの一つを選択することができる。これにより、選択された枠がハイライト表
示される。
【０１４５】
　図３の番組表２００においては、Ａテレビ局の「真実は見えるか」という番組の番組枠
ｆ１がハイライト表示されている。なお、図３の番組表２００においては、ハイライト表
示を薄いハッチングにより表す。
【０１４６】
　以下の説明では、上記のように使用者により特定の番組枠、吹き出し枠、休止枠および
未確定枠を選択することが可能な状態をフォーカスと呼ぶ。また、フォーカスにより選択
された番組枠または吹き出し枠に対応付けされた放送予定番組を、フォーカス番組と呼ぶ
。
【０１４７】
　これにより、図３ではＡテレビ局の「真実は見えるか」という番組がフォーカス番組と
なる。それにより、上述のフォーカス番組表示欄２０２には、「真実は見えるか」という
番組に関する詳細な情報が表示される。詳細な情報としては、当該番組のテレビ局、放送
開始時刻、放送終了時刻、番組名、内容、出演者等が表示される。
【０１４８】
　上記では、吹き出し枠を五角形で表示する例を説明したが、吹き出し枠は略円形状で表
示されてもよい。
【０１４９】
　（４）フォーカス移動例
　使用者は、図２の入力装置１０５のカーソルボタンを操作することにより、フォーカス
を枠毎に移動させることができる。
【０１５０】
　また、使用者は、フォーカスを時間軸方向（縦軸方向）に沿って順次移動させることに
より番組表２００を時間軸に沿ってスクロールさせることができる。これにより、使用者
はフォーカスを時間軸方向に沿って移動させることにより、テレビジョン画面ＴＪに表示
される番組表２００の表示対象となる時間帯を選択時間帯として選択的に調整することが
可能である。
【０１５１】
　フォーカス移動時の番組表２００の表示状態について、図３～図５を参照しつつ説明す
る。図４および図５は、フォーカス移動時における番組表２００の表示状態の変化を説明
するための図である。
【０１５２】
　例えば、図３の番組表２００で示すように、Ａテレビ局の「真実は見えるか」という番
組の番組枠ｆ１にフォーカスが位置する状態で、使用者が図２の下ボタンＡＤを押下操作
した場合を想定する。
【０１５３】
　この場合、図４に示すように、Ａテレビ局の「真実は見えるか」という番組の番組枠ｆ
１が、ハイライトの表示状態から通常の表示状態に変化する。そして、当該番組枠ｆ１の
下方に位置するＡテレビ局の「おっさん刑事」という番組の吹き出し枠ｆ２がハイライト
表示される。
【０１５４】
　すなわち、使用者により下ボタンＡＤが押下操作されることにより、フォーカスが番組
枠ｆ１から番組枠ｆ１よりも将来側に表示された吹き出し枠ｆ２へ移動する。これにより
、フォーカス番組表示欄２０２には、「おっさん刑事」という番組に関する詳細な情報が
表示される。
【０１５５】
　本例では、フォーカス番組表示欄２０２に、「おっさん刑事」を放送するＡテレビ局、
放送開始時刻「１０月１０日０時３０分」、放送終了時刻「１０月１０日２時０分」、番
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組名である「おっさん刑事」が表示されている。
【０１５６】
　続いて、図４の番組表２００で示すように、Ａテレビ局の「おっさん刑事」という番組
の吹き出し枠ｆ２にフォーカスが位置する状態で、さらに使用者が図２の下ボタンＡＤを
押下操作した場合を想定する。
【０１５７】
　この場合、図４の番組表２００においては、フォーカスが番組表示欄２０５の下端に位
置する。そのため、図５に示すように、番組表２００が将来側に所定時間分スクロールさ
れる。
【０１５８】
　本例では、番組表２００が将来側に１時間分スクロールされる。これにより、時刻表示
欄２０３には２１時台から０時台までの放送予定時刻が示される。
【０１５９】
　ここで、上記のように番組表２００が将来側に１時間スクロールされると、図４の番組
表２００で吹き出し枠ｆ２に対応付けられた「おっさん刑事」という番組が、時刻表示欄
２０３に表示される時間内の放送予定番組となる。
【０１６０】
　これにより、図５に示すように、番組表２００においては、「おっさん刑事」という番
組に対応する枠が、五角形の吹き出し枠ｆ２から矩形の番組枠ｆ３に変更される。そして
、変更された番組枠ｆ３にフォーカスが位置する。
【０１６１】
　上記のように、使用者は、図２の入力装置１０５のカーソルボタンを押下操作すること
により、番組表２００をスクロールし、所望の番組枠または吹き出し枠にフォーカスを移
動させることができる。
【０１６２】
　上記では、フォーカスを縦軸方向（時間軸方向）に移動させる場合の例を説明したが、
使用者は、図２の右ボタンＡＲおよび左ボタンＡＬを押下操作することによりフォーカス
を横軸方向（テレビ局方向）に移動させることもできる。
【０１６３】
　ところで、番組表２００がスクロールされる際には、番組表２００の表示状態も大きく
変化する。例えば、図３のＢテレビ局の番組表示欄２０５において、「電脳トレッキング
スペシャル」の吹き出し枠は、「今日の話題」の番組枠の上側に表示されているが、スク
ロールが行われることにより図５に示すように「今日の話題」の番組枠の下側に表示され
る。
【０１６４】
　図３～図５に示される番組表２００においては、一部の番組枠および吹き出し枠に黒い
星印ｓｔが付されている。本実施の形態において、黒い星印ｓｔは、例えば各テレビ局に
より特に宣伝を行いたい番組として選択された放送予定番組であることを示す。
【０１６５】
　したがって、図３の番組表２００によれば、使用者は、Ａテレビ局により特に宣伝を行
いたい番組として選択された番組が「おっさん刑事」であることを容易に認識することが
できる。また、使用者は、Ｂテレビ局により特に宣伝を行いたい番組として選択された番
組が「クイズ知ってる？オリンピックの舞台裏」および「電脳トレッキングスペシャル」
であることを容易に認識することができる。さらに、使用者はＣテレビ局により特に宣伝
を行いたい番組として選択された番組が「おめでとう新婚さん」および「ファン感謝祭Ｓ
Ｐ」であることを容易に認識することができる。
【０１６６】
　図４および図５に示すように、黒い星印ｓｔが付された番組枠および吹き出し枠にフォ
ーカスが位置する際には、フォーカス番組表示欄２０２にも黒い星印ｓｔが付される。こ
れにより、使用者は各テレビ局により特に宣伝を行いたい番組として選択された番組を十
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分認識することができる。
【０１６７】
　以下の説明においては、放送予定番組のうち各テレビ局が特に宣伝を行いたい放送予定
番組を優先番組と呼ぶ。すなわち、図３～図５の例では、黒い星印ｓｔが付された番組枠
または吹き出し枠に対応付けられた放送予定番組が優先番組となる。
【０１６８】
　なお、本実施の形態では、優先番組を黒い星印ｓｔで表すが、黒い星印ｓｔに代えて他
のマーク（文字またはアイコン等）で表示してもよい。また、優先番組が対応付けられた
番組枠または吹き出し枠に共通の背景色を設定することにより、これらの枠を他の放送予
定番組が対応付けられた番組枠および吹き出し枠に対して識別可能にしてもよい。
【０１６９】
　（５）表示装置における番組表の表示動作
　図１の表示装置１００が番組表２００を表示する際の動作について説明する。図６～図
８は、図１の表示装置１００が番組表２００を表示するための番組表表示プログラムを示
すフローチャートである。上述のように、本プログラムは、図１の記憶装置１０６ｍに記
憶される。
【０１７０】
　初めに、図１の制御部１０６は、使用者による図１の入力装置１０５の操作により、外
部から番組表２００を表示させる旨の指令を受けたか否かを判別する（ステップＳ１０１
）。
【０１７１】
　制御部１０６は、指令を受けることにより、内蔵された計時手段を用いて現在時刻を取
得し、表示対象となるテレビ局および表示対象となる時間帯を決定する（ステップＳ１０
２）。そして、制御部１０６は、表示対象となるテレビ局について、表示対象となる時間
帯の放送予定番組の情報を時刻順にＥＰＧデータから抽出する（ステップＳ１０３）。
【０１７２】
　次に、制御部１０６は、抽出した放送予定番組の番組枠をテレビジョン画面ＴＪに描画
する（ステップＳ１０４）。これにより、例えば図３に示すように、抽出された放送予定
番組の情報を含む番組枠が番組表示欄２０５に表示される。
【０１７３】
　続いて、制御部１０６は、表示対象となる全てのテレビ局について表示対象となる時間
帯の全ての放送予定番組が抽出されたか否かを判別する（ステップＳ１０５）。
【０１７４】
　表示対象となる全ての放送予定番組が抽出されることにより、制御部１０６は、番組枠
が存在しない空き表示領域が番組表示欄２０５に存在するか否かを判別する（ステップＳ
１０６）。
【０１７５】
　より具体的には、制御部１０６は、例えば図１の放送局装置２０から与えられるＥＰＧ
データに基づいて、表示対象となる時間帯のうち放送予定番組の編成が１時間以上継続し
て確定していない時間、または１時間以上の連続した放送休止時間が存在するか否かを判
別する。
【０１７６】
　空き表示領域が存在しない場合、制御部１０６は番組表２００の表示動作を終了する。
なお、放送予定番組の編成が１時間よりも短い期間継続して確定していない時間帯が存在
する場合、および放送休止時間が１時間に満たない場合、制御部１０６は番組表示欄２０
５における対応箇所に未確定枠または休止枠を描画する。
【０１７７】
　上記ステップＳ１０５において、表示対象となる全ての放送予定番組が抽出されていな
い場合、制御部１０６はステップＳ１０３の動作を行う。
【０１７８】
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　上記ステップＳ１０６において、空き表示領域が存在する場合、制御部１０６は、空き
表示領域が存在するテレビ局について表示対象の時間帯よりも将来方向の時間に放送が予
定された優先番組のうち表示対象の時間帯に最も近い時刻で放送される優先番組を検索す
る（ステップＳ１１０）。そして、制御部１０６は、優先番組が存在するか否かを判別す
る（ステップＳ１１１）。
【０１７９】
　優先番組が存在する場合、制御部１０６はその優先番組の情報をＥＰＧデータから抽出
し、その優先番組の吹き出し枠を空き表示領域に描画する（ステップＳ１１２）。これに
より、例えば図３に示すように、抽出された優先番組の情報を含む吹き出し枠が番組表示
欄２０５に描画される。
【０１８０】
　続いて、制御部１０６は、ステップＳ１１２で吹き出し枠を描画したテレビ局について
、さらに番組枠および吹き出し枠が存在しない空き表示領域が番組表示欄２０５に存在す
るか否かを判別する（ステップＳ１１３）。具体的には、制御部１０６は、ステップＳ１
０６と同様の判定動作を行う。
【０１８１】
　空き表示領域が存在しない場合、制御部１０６は、空き表示領域が存在すると判別され
た全てのテレビ局に関して吹き出し枠の描画が終了したか否かを判別する（ステップＳ１
１４）。
【０１８２】
　吹き出し枠の描画が終了した場合、制御部１０６は番組表２００の表示動作を終了する
。
【０１８３】
　一方、吹き出し枠の描画が終了していない場合、制御部１０６はステップＳ１０６の動
作に戻り、他のテレビ局についてさらに空き表示領域が存在するか否かの判別を行う。
【０１８４】
　上記ステップＳ１１１において、優先番組が存在しない場合、制御部１０６は、空き表
示領域が存在するテレビ局について表示対象の時間帯よりも過去方向の時間に放送が予定
された優先番組のうち表示対象の時間帯に最も近い時刻で放送される優先番組を検索する
（ステップＳ１２０）。そして、制御部１０６は、優先番組が存在するか否かを判別する
（ステップＳ１２１）。
【０１８５】
　優先番組が存在する場合、ステップＳ１１２と同様に、制御部１０６はその優先番組の
情報をＥＰＧデータから抽出し、その優先番組の吹き出し枠を空き表示領域に描画する（
ステップＳ１２２）。
【０１８６】
　続いて、制御部１０６は、ステップＳ１２２で吹き出し枠を描画したテレビ局について
、さらに番組枠、休止枠および吹き出し枠が存在しない空き表示領域が番組表示欄２０５
に存在するか否かを判別する（ステップＳ１２３）。具体的には、制御部１０６は、ステ
ップＳ１０６と同様の判定動作を行う。
【０１８７】
　空き表示領域が存在しない場合、制御部１０６は、上記ステップＳ１１４の動作を行う
。
【０１８８】
　上記ステップＳ１２１において優先番組が存在しない場合、およびステップＳ１２３に
おいて空き表示領域が存在する場合、制御部１０６は、空き表示領域が存在するテレビ局
について表示対象の時間帯よりも将来方向の時間に放送が予定された放送予定番組のうち
表示対象の時間帯に最も近い時刻で放送される放送予定番組を検索する（ステップＳ１３
０）。そして、制御部１０６は、その放送予定番組が存在するか否かを判別する（ステッ
プＳ１３１）。
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【０１８９】
　放送予定番組が存在する場合、制御部１０６はその放送予定番組の情報をＥＰＧデータ
から抽出し、その放送予定番組の吹き出し枠を空き表示領域に描画する（ステップＳ１３
２）。
【０１９０】
　続いて、制御部１０６は、ステップＳ１３２で吹き出し枠を描画したテレビ局について
、さらに番組枠および吹き出し枠が存在しない空き表示領域が番組表示欄２０５に存在す
るか否かを判別する（ステップＳ１３３）。具体的には、制御部１０６は、ステップＳ１
０６と同様の判定動作を行う。
【０１９１】
　空き表示領域が存在しない場合、制御部１０６は、上記ステップＳ１１４の動作を行う
。
【０１９２】
　上記ステップＳ１３１において、放送予定番組が存在しない場合、制御部１０６は、空
き表示領域が存在するテレビ局について表示対象の時間帯よりも過去方向の時間に放送が
予定された放送予定番組のうち表示対象の時間帯に最も近い時刻で放送される放送予定番
組を検索する（ステップＳ１４０）。そして、制御部１０６は、その放送予定番組が存在
するか否かを判別する（ステップＳ１４１）。
【０１９３】
　放送予定番組が存在する場合、ステップＳ１１２と同様に、制御部１０６はその放送予
定番組の情報をＥＰＧデータから抽出し、その放送予定番組の吹き出し枠を空き表示領域
に描画する（ステップＳ１４２）。そして、制御部１０６は、上記ステップＳ１０６の動
作に戻る。
【０１９４】
　一方、放送予定番組が存在しない場合、制御部１０６は、その空き表示領域に未確定枠
を描画する（ステップＳ１５０）。そして、制御部１０６は、上記ステップＳ１０６の動
作に戻る。
【０１９５】
　上記では、表示対象となる時間帯を基準として、将来方向の時間に放送が予定された優
先番組の吹き出し枠、過去方向の時間に放送が予定された優先番組の吹き出し枠、将来方
向の時間に放送が予定された優先番組以外の放送予定番組の吹き出し枠、および過去方向
の時間に放送が予定された優先番組以外の放送予定番組の吹き出し枠を、この順で表示さ
せる流れについて説明したが、これらの表示動作は上記の順番に限られない。
【０１９６】
　例えば、過去方向の時間に放送が予定された優先番組の吹き出し枠、将来方向の時間に
放送が予定された優先番組の吹き出し枠、過去方向の時間に放送が予定された優先番組以
外の放送予定番組の吹き出し枠、および将来方向の時間に放送が予定された優先番組以外
の放送予定番組の吹き出し枠を、この順で表示させてもよい。
【０１９７】
　すなわち、上記ステップＳ１１０～Ｓ１１２、ステップＳ１２０～Ｓ１２２、ステップ
Ｓ１３０～Ｓ１３２、およびステップＳ１４０～Ｓ１４２の動作の順は、図６～図８の例
に限られない。
【０１９８】
　また、吹き出し枠には、優先番組のみを対応付けてもよいし、優先番組であるか否かに
限らず番組表２００の表示対象となる時間帯に最も近い時刻で放送される放送予定番組を
対応付けてもよい。
【０１９９】
　（６）表示装置におけるフォーカス移動時の動作
　図１の表示装置１００がフォーカスを移動させる際の動作について説明する。図９およ
び図１０は、図１の表示装置１００がフォーカスを移動させるためのフォーカス移動プロ
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グラムを示すフローチャートである。上述のように、本プログラムは、番組表表示プログ
ラムと同様に、図１の記憶装置１０６ｍに記憶される。
【０２００】
　初めに、図１の制御部１０６は、使用者による図１の入力装置１０５の操作により、外
部からフォーカスを移動させる旨の指令を受けたか否かを判別する（ステップＳ２０１）
。
【０２０１】
　フォーカスの移動が指令された場合、制御部１０６は、フォーカスの進行方向において
、現在フォーカスが吹き出し枠に存在するか否かを判別する（ステップＳ２０２）。
【０２０２】
　フォーカスが吹き出し枠に存在する場合、制御部１０６は、新たに表示対象となるテレ
ビ局および表示対象となる時間帯を決定し、放送予定番組の情報をＥＰＧデータから抽出
する。そして、受信装置は、抽出した情報に基づいてフォーカスの進行方向に番組表２０
０を所定時間分スクロールさせる（ステップＳ２０３）。
【０２０３】
　続いて、制御部１０６は、フォーカスの移動元である吹き出し枠に対応付けられた放送
予定番組が、スクロールにより新たに表示対象となった時間帯の放送予定番組であるか否
かを判別する（ステップＳ２０４）。
【０２０４】
　フォーカスの移動元である吹き出し枠の放送予定番組が、新たに表示対象となった時間
帯の放送予定番組である場合、制御部１０６は、当該放送予定番組を表示する吹き出し枠
を矩形の番組枠に変更して再表示する（ステップＳ２０５）。そして、制御部１０６は、
再表示された番組枠にフォーカスを移動させる（ステップＳ２０６）。これにより、フォ
ーカスの移動が終了する。
【０２０５】
　上記ステップＳ２０４において、フォーカスの移動元である吹き出し枠の放送予定番組
が、新たに表示対象となった時間帯の放送予定番組でない場合、制御部１０６は、フォー
カスを吹き出し枠に保持した状態で、フォーカスの移動動作を終了する。
【０２０６】
　上記ステップＳ２０２において、フォーカスが吹き出し枠に存在しない場合、制御部１
０６は、フォーカスの進行方向において、現在フォーカスが位置する番組枠の時刻の直前
または直後に放送休止時間または番組編成が未確定である時間が存在するか否かを判別す
る（ステップＳ２１０）。
【０２０７】
　放送休止時間または編成が未確定である時間が存在する場合、制御部１０６は、現在フ
ォーカスが位置する番組枠の直前または直後に存在する休止枠または未確定枠にフォーカ
スを移動させる（ステップＳ２１１）。これにより、フォーカスの移動が終了する。
【０２０８】
　なお、休止枠または未確定枠にフォーカスが移動した場合には、フォーカスが通常の番
組枠に位置する場合と同様に、フォーカスが位置する休止枠または未確定枠をハイライト
表示してもよい。また、休止枠または未確定枠をハイライト表示する代わりに、フォーカ
スが休止枠または未確定枠に位置することを示す絵柄を番組表２００の一部に表示しても
よい。
【０２０９】
　放送休止時間または番組編成が未確定である時間が存在しない場合、制御部１０６は、
フォーカスの進行方向において現在のフォーカス番組の放送時刻に最も近い時刻に放送が
予定されかつ番組表２００に表示されている番組枠に対応付けられた放送予定番組を検索
する（ステップＳ２２０）。そして、制御部１０６は、該当する放送予定番組が存在する
か否かを判別する（ステップＳ２２１）。
【０２１０】
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　放送予定番組が存在する場合、受信装置は、フォーカスをその放送予定番組に対応付け
られた番組枠に移動させる（ステップＳ２２２）。これにより、フォーカスの移動が終了
する。
【０２１１】
　放送予定番組が存在しない場合、受信装置は、フォーカスの進行方向において現在のフ
ォーカス番組の放送時刻に最も近い時刻に放送が予定されかつ番組表２００に表示されて
いる吹き出し枠に対応付けられた放送予定番組を検索する（ステップＳ２３０）。そして
、制御部１０６は、その放送予定番組が存在するか否かを判別する（ステップＳ２３１）
。
【０２１２】
　放送予定番組が存在する場合、制御部１０６は、フォーカスをその放送予定番組に対応
付けられた吹き出し枠に移動させる（ステップＳ２３２）。これにより、フォーカスの移
動が終了する。
【０２１３】
　放送予定番組が存在しない場合、制御部１０６は、番組表２００のスクロールが既に行
われたか否かを判別する（ステップＳ２３３）。
【０２１４】
　スクロールが既に行われている場合、制御部１０６はフォーカスを移動させることなく
、動作を終了する。
【０２１５】
　スクロールが行われていない場合、制御部１０６は、新たに表示対象となるテレビ局お
よび表示対象となる時間帯を決定し、放送予定番組の情報をＥＰＧデータから抽出する。
そして、制御部１０６は、抽出した情報に基づいてフォーカスの進行方向に番組表２００
を所定時間分（例えば、１時間分）スクロールさせる（ステップＳ２３４）。その後、制
御部１０６は、上記ステップＳ２１０の動作を行う。なお、上記ステップＳ２０３，Ｓ２
３４において、所定時間は、１時間に設定されてもよいし、０．５時間または２時間等に
設定されてもよく、任意に設定することができる。
【０２１６】
　なお、上記では説明を省略したが、番組表２００内でフォーカスが移動した場合、図３
のフォーカス番組表示欄２０２には、移動後のフォーカスが位置する番組枠または吹き出
し枠に対応付けられた放送予定番組に関する詳細な情報が表示される。
【０２１７】
　（７）番組表の他の表示例
　（７－１）
　図１１は、図１の表示装置１００において表示部１０９に表示される番組表２００の他
の表示例を示す図である。
【０２１８】
　図１１の番組表２００においては、番組表示欄２０５の上部および下部に引用線表示欄
２０５ｘが表示されている。引用線表示欄２０５ｘには、例えば吹き出し枠で表示される
放送予定番組に対応付けられた引用線Ｌが表示される。
【０２１９】
　この場合、引用線Ｌは、使用者が放送予定番組の放送時間を視覚的に認識できるように
、例えば放送予定番組の放送時間の長さに応じた太さで表示されてもよい。
【０２２０】
　引用線Ｌを用いることにより、引用線表示欄２０５ｘに複数の放送予定番組に対応する
複数の引用線Ｌを放送時刻順で並べることができる。
【０２２１】
　引用線Ｌは、吹き出し枠により表示されない放送予定番組に対応付けられてもよい。こ
の場合、例えば、番組表２００の表示対象となる時間帯から一定期間内に存在する番組数
を、引用線Ｌの本数により表示することができる。
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【０２２２】
　図１１の例では、Ａテレビ局の放送予定番組である「ハロー中国」の吹き出し枠ｆ４が
、Ｂテレビ局の番組表示欄２０５に表示されている。このように、一のテレビ局の放送予
定番組に対応付けられた吹き出し枠が、他のテレビ局の番組表示欄２０５に表示されても
よい。これにより、番組表２００上の未確定枠の領域を有効に利用することができる。
【０２２３】
　また、図１１の例では、Ａテレビ局の放送予定番組であって、表示対象となる時間帯よ
りも将来の放送予定番組を示す吹き出し枠が、２個表示されている。このように、一のテ
レビ局に関して、将来の放送予定番組を示す複数の吹き出し枠が表示されてもよい。この
場合、使用者は、特定のテレビ局についての放送予定番組の編成をより詳細に確認するこ
とができる。
【０２２４】
　このように、一のテレビ局に関して複数の吹き出し枠を表示する際には、一部の吹き出
し枠を他のテレビ局の未確定枠に表示してもよいし、図１１のＣテレビ局の番組表示欄２
０５に示すように、複数の吹き出し枠を重ねたような表示を行ってもよい。さらに、図１
１の例の他、一つの吹き出し枠の中にさらに複数の吹き出し枠を表示してもよい。
【０２２５】
　上記の他、フォーカスの移動時においては、フォーカスの移動方向およびフォーカスの
位置に応じて吹き出し枠の表示状態を変化させてもよいし、吹き出し枠の数を増減させて
もよい。
【０２２６】
　例えば、一つの吹き出し枠にフォーカスを近づけることにより、新たな吹き出し枠が表
示されるようにしてもよい。
【０２２７】
　また、一つの吹き出し枠にフォーカスを近づけることにより、吹き出し枠に表示される
情報（文字列）が変化してもよい。さらに、吹き出し枠には、予め定められた複数の文字
列が順に切り替えて表示されてもよい。この場合、一つの吹き出し枠に複数の放送予定番
組を対応付けて複数の情報を切り替え表示することができる。
【０２２８】
　（７－２）
　図１２は、図１の表示装置１００において表示部１０９に表示される番組表２００のさ
らに他の表示例を示す図である。
【０２２９】
　図１２の番組表２００においては、複数の番組枠のうち、Ａテレビ局の「ニュース８」
およびＢテレビ局の「今日の話題」を示す２つの番組枠ｆ５，ｆ６に他の番組枠ｆ７と識
別可能な特定の背景色が設定されている。
【０２３０】
　このように、連続番組が対応付けられた番組枠の背景色を特定の色で表示されることに
より、使用者は番組表２００を視認することにより、番組枠により表示される番組が連続
番組であるか否かを容易に認識することができる。
【０２３１】
　特定の背景色を用いる代わりに、番組枠の輝度を放送予定番組の属性に応じて調整して
もよい。例えば、連続番組の番組枠の輝度を、他の番組枠の輝度の半分にする。この場合
、使用者は、番組枠の輝度の違いに基づいて、複数の放送予定番組から連続番組を容易に
認識することができる。
【０２３２】
　なお、放送予定番組が連続番組であるか否かを示す情報は、放送局装置２０から表示装
置１００に番組情報として送信されてもよい。また、放送予定番組が連続番組であるか否
かを示す情報は、放送局装置２０以外の機器から例えばインターネットを通して表示装置
１００に送信されてもよい。
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【０２３３】
　さらに、放送予定番組が連続番組であるか否かは、表示装置１００の制御部１０６が、
放送局装置２０から送信されるＥＰＧデータに基づいて自動的に予測し、認識してもよい
。
【０２３４】
　（７－３）
　図１３は、図１の表示装置１００において表示部１０９に表示される番組表２００のさ
らに他の表示例を示す図である。
【０２３５】
　図１３の番組表２００においては、Ｂテレビ局およびＣテレビ局の番組表示欄２０５に
、優先番組でない放送予定番組が対応付けられた吹き出し枠ｆ８，ｆ９が表示されている
。
【０２３６】
　（８）優先番組
　上述のように、本実施の形態において、優先番組は、放送予定番組のうち各テレビ局に
より選択された放送予定番組であるが、優先番組は所定の条件を満たす放送予定番組とし
て、放送局、表示装置１００または使用者により任意に設定されてもよい。
【０２３７】
　例えば、放送局が、視聴率に基づいて人気のある放送予定番組を抽出し、その情報を表
示装置１００に送信してもよい。この場合、表示装置１００においては、人気がある番組
を優先番組として設定することができる。これにより、使用者は、番組表２００を視認す
ることにより人気がある番組を優先番組として容易に認識することができる。
【０２３８】
　また、表示装置１００の制御部１０６が、使用者の視聴状態を監視することにより視聴
者の嗜好のジャンルを識別し、識別されたジャンルの放送予定番組を優先番組に設定して
もよいし、視聴者が視聴する番組のうち視聴頻度が高い上位の番組（例えば、上位３つの
番組等）を優先番組に設定してもよい。この場合、使用者は、番組表２００を視認するこ
とにより自己の嗜好に適合した番組を優先番組として容易に認識することができる。
【０２３９】
　さらに、使用者が自己の嗜好に適合する放送予定番組を優先番組として予め表示装置１
００に設定してもよい。この場合、使用者は、番組表２００を視認することにより自己の
嗜好に適合した番組を優先番組として容易に認識することができる。
【０２４０】
　（９）日付タブの他の表示形態
　図３～図５および図１１～図１３に示す複数の日付タブ２０１に代えて、以下の日付タ
ブを用いてもよい。
【０２４１】
　図１４は、日付タブの他の表示形態を説明するための図である。図１４に示すように、
本例では表示形態が異なる４種類の日付タブ５００，５０１，５０２，５０３が表示され
ている。
【０２４２】
　４種類の日付タブ５００～５０３のうち、使用者により選択された日付タブ５０３には
、日付とともに曜日が表示されている。一方、使用者により選択されていない日付タブ５
００～５０２には、日付のみが表示され、曜日が表示されていない。
【０２４３】
　これにより、日付タブ５００～５０３の全体の表示領域を小さくすることができる。ま
た、日付タブ５００～５０２の表示領域を小さくしつつ日付タブ５０３の表示領域を大き
く確保できるので、使用者は自己が選択した日付を明瞭に視認することができる。
【０２４４】
　また、４種類の日付タブ５００～５０３のうち、２つの日付タブ５０１，５０２には、
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互いに異なる背景色が設定されるとともに日付が反転表示されている。
【０２４５】
　例えば、日付タブ５０１においては、土曜日を示す青色の背景色が設定される。また、
日付タブ５０２においては、日曜日を示す赤色の背景色が設定される。この場合、使用者
は日付タブ５０１，５０２の背景色を視認することにより、日付タブ５００～５０３に表
示される日付の曜日を概ね把握することができる。
【０２４６】
　なお、上記では、２つの日付タブ５０１，５０２中の日付が反転表示される旨を説明し
たが、２つの日付タブ５０１，５０２中の日付は、必ずしも反転表示される必要はない。
【０２４７】
　また、上記では、使用者により選択されていない日付タブ５００～５０２に、日付のみ
を表示する例を説明したが、これに代えて、使用者により選択されていない日付タブ５０
０～５０２に曜日のみを表示してもよい。
【０２４８】
　図１５は、日付タブのさらに他の表示形態を説明するための図である。図１５（ａ）の
例では、２種類の日付タブ５１０，５１１が表示されている。２種類の日付タブ５１０，
５１１のうち、使用者により選択された日付タブ５１１には、日付とともに月および曜日
が表示されている。
【０２４９】
　一方、使用者により選択されていない日付タブ５１０には、日付および曜日が表示され
ているが、月が表示されていない。また、日付タブ５１０においては、日付および曜日の
表記が簡潔化されている。具体的には、「３日水曜日」が「３（水）」と表記されている
。これにより、日付タブ５１０，５１１の全体の表示領域を小さくすることができる。
【０２５０】
　また、使用者は、日付タブ５１０，５１１を視認することにより、現在選択している日
付タブ５１１を容易に認識できる。
【０２５１】
　図１５（ｂ）の例では、２種類の日付タブ５２０，５２１が表示されている。２種類の
日付タブ５２０，５２１のうち、使用者により選択された日付タブ５２１には、日付とと
もに曜日が表示されている。また、この日付タブ５２１には、台形状の輪郭が表示されて
いる。一方、使用者により選択されていない日付タブ５２０には、日付および曜日が簡潔
に表示されているが、台形状の輪郭が表示されていない。これにより、使用者は、日付タ
ブ５２０，５２１を視認することにより、現在選択している日付タブ５２１を容易に認識
できる。
【０２５２】
　図１５（ｃ）の例では、複数の日付タブ５３０が表示されている。複数の日付タブ５３
０のうち、使用者により選択された日付の日付タブ５３０においては、輪郭およびその内
部に表示される日付のフォントが、他の日付タブ５３０の輪郭およびその内部に表示され
る日付のフォントに比べて大きく表示されている。選択された日付タブ５３０以外の日付
タブ５３０は、選択された日付タブ５３０から離間するごとに小さく表示されている。
【０２５３】
　これにより、使用者は日付タブ５３０を視認することにより、現在選択している日付タ
ブ５３０を容易に認識できる。
【０２５４】
　図１５（ｄ）の例では、２種類の日付タブ５４０，５４１が表示されている。２種類の
日付タブ５４０，５４１のうち、使用者により選択された日付タブ５４１には、日付とと
もに月および曜日が表示されている。また、この日付タブ５４１には、台形状の輪郭が表
示されている。
【０２５５】
　一方、使用者により選択されていない日付タブ５４０には、日付および曜日が簡潔に表
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示されているが、月が表示されていない。また、日付タブ５４０においては、台形状の輪
郭が点線で表示されている。
【０２５６】
　これにより、使用者は、日付タブ５４０，５４１を視認することにより、現在選択して
いる日付タブ５４１を容易に認識できる。
【０２５７】
　さらに、本例では、１日から１５日までの日付タブ５４０，５４１が二段で表示されて
いる。これにより、日付タブ５４０，５４１の表示領域が横方向へ広がることが抑制され
ている。
【０２５８】
　上記では、使用者により選択された日付タブに詳細な日時の情報が表示されることを説
明したが、選択された日付タブの周辺の日付タブに、同様に詳細な日時の情報を表示して
もよい。例えば、使用者により選択された日付タブおよびその日付タブに隣接する日付タ
ブに、月、日付および曜日を表示してもよい。この場合、３日分の日付タブに詳細な日時
の情報が表示される。
【０２５９】
　また、使用者により選択されている日付タブに表示する日時の情報量を最大とし、その
日付タブから離間するごとに、各日付タブに表示される日時の情報量を段階的に減少させ
てもよい。例えば、選択された日付タブに年月日および曜日を表示し、隣接する日付タブ
に月、日付および曜日を表示し、さらにそれらの日付タブに隣接する日付タブに日付およ
び曜日を表示してもよい。
【０２６０】
　また、使用者により選択されている日付タブの表示領域を大きく設定し、その日付タブ
から離間するごとに、各日付タブの表示領域の大きさを段階的に減少させてもよい。
【０２６１】
　また、使用者が番組表を見る現在の日付に近い日付の日付タブに表示する日時の情報量
を最大とし、その日付タブから離間するごとに、各日付タブに表示される日時の情報量を
段階的に減少させてもよい。
【０２６２】
　本実施の形態では、１５日分の日付タブが表示される例を説明したが、例えば３０日ま
たは６０日分の日付タブを表示する場合には、非常に大きな表示領域が必要となる。した
がって、この場合、例えば使用者により選択される日付タブから所定日数分の日付タブを
表示し、使用者が日付タブを再選択するときに日付タブをスクロールさせてもよい。
【０２６３】
　上記では、番組表に付随して用いられる日付タブの表示形態について説明したが、これ
らの日付タブの表示形態は、番組表に限らず日付を要素とする種々の情報表示に利用でき
る。
【０２６４】
　例えば、上記の日付タブの表示形態は、番組表を一次元でリスト表示する場合、予約情
報を一覧表示する場合、通信情報をログ表示する場合、および課金情報を一覧表示する場
合等に、これらの情報に付随して用いることができる。
【０２６５】
　（１０）効果
　本実施の形態に係る表示装置１００によれば、テレビジョン画面ＴＪ上に表示される番
組表２００に、番組編成が確定した放送予定番組の番組枠がほとんど存在しない場合でも
、使用者は、吹き出し枠を視認することにより、番組表２００の時刻表示欄２０３に表示
される時間帯以外の時間帯の放送予定番組を容易かつ確実に確認することができる。
【０２６６】
　上記では、ＥＰＧデータの送信時から約１週間を超える将来の放送予定番組は、編成が
確定したごく一部の放送予定番組しか番組表２００に表示されない場合について説明した
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が、以下の場合においても本願発明は有効に利用できる。
【０２６７】
　例えば、番組表を表示可能なテレビジョン受像機には、使用者が選択した特定ジャンル
の放送予定番組のみを番組枠として番組表示欄２０５に表示する機能を有するものもある
。この場合、番組表示欄２０５の該当する放送予定番組の番組枠以外の領域が大きくなる
。そこで、番組枠以外の領域に、吹き出し枠を表示することにより、使用者は番組表の表
示対象となる時間帯の放送予定番組のみならず、表示対象となる時間帯以外の時間帯で放
送される放送予定番組を容易に認識することができる。
【０２６８】
　本実施の形態に係る表示方法によれば、ＥＰＧデータの送信日から８日以降の放送予定
番組を示す番組表２００に限らず、ＥＰＧデータの送信日から８日以内の放送予定番組を
示す番組表２００であって、休止枠が多い深夜の時間帯を示す番組表２００においても、
吹き出し枠が表示される。それにより、使用者は、容易かつ確実に番組表２００を確認す
ることができる。
【０２６９】
　（１１）他の変形例
　本実施の形態において、表示装置１００はＥＰＧデータの送信時から１５日分の番組表
２００を表示するが、これに限らず表示装置１００は、ＥＰＧデータの送信時から２ヶ月
または３ヶ月以上先の番組表２００を表示してもよい。
【０２７０】
　上記では、番組表の一例として、縦軸方向に放送時刻が示され、横軸方向に複数のテレ
ビ局が示された番組表２００を説明したが、縦軸方向に複数のテレビ局が示され、横軸方
向に放送時刻が示された番組表にも適用できる。
【０２７１】
　（１２）他の実施の形態
　上記実施の形態では、制御部１０６がＣＰＵならびに番組表表示プログラムおよびフォ
ーカス移動プログラムにより実現されるが、これに限定されず、制御部１０６が電子回路
等のハードウェアにより実現されてもよい。
【０２７２】
　また、描画部１０７はＣＰＵおよびプログラムにより実現されてもよく、電子回路等の
ハードウェアにより実現されてもよい。
【０２７３】
　同様に、表示合成部１０８はＣＰＵおよびプログラムにより実現されてもよく、電子回
路等のハードウェアにより実現されてもよい。
【０２７４】
　（１３）請求項の各構成要素と実施の形態の各部との対応
　以下、請求項の各構成要素と実施の形態の各部との対応の例について説明するが、本発
明は下記の例に限定されない。
【０２７５】
　上記実施の形態では、放送受信部１０２が受信部の例であり、時刻表示欄２０３に表示
される時間帯が選択時間帯の例であり、図１の番組情報蓄積部１０４、入力装置１０５、
描画部１０７および表示合成部１０８が番組表生成部の例であり、時刻表示欄２０３が時
間軸の例であり、番組枠が第１の番組枠の例であり、吹き出し枠が第２の番組枠の例であ
る。
【０２７６】
　さらに、図１４の日付タブ５０３および図１５の日付タブ５１１，５２１，５３０，５
４１が第１の表示形態で表示された日付表示枠の例であり、図１４の日付タブ５００～５
０２および図１５の日付タブ５１０，５２０，５３０，５４０，２０１が第２の表示形態
で表示された日付表示枠の例である。また、図１の制御部１０６が処理装置の例であり、
番組表表示プログラムが表示プログラムの例である。
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【０２７７】
　請求項の各構成要素として、請求項に記載されている構成または機能を有する他の種々
の要素を用いることもできる。
【産業上の利用可能性】
【０２７８】
　本発明は、テレビジョン放送等の放送システム、放送局装置、受信装置および放送方法
に有効に利用できる。
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【図１９】 【図２０】
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