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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送される番組エントリが配置された番組チャネルと記憶装置に記憶されたコンテンツ
エントリが配置されたコンテンツチャネルとを並列に配置した電子番組表を表示する表示
工程と、
　前記表示工程で表示された前記電子番組表からユーザに選択された番組エントリを取得
する取得工程と、
　前記取得された番組エントリの番組情報から抽出される複数のキーワードのリストを前
記取得された番組エントリの近傍に表示するリスト表示工程と、
　前記リストからユーザに選択されたキーワードに基づいて、変更後のコンテンツチャネ
ルに配置されるコンテンツエントリを決定する決定工程と、
　前記決定されたコンテンツエントリに基づいて、前記コンテンツチャネルに配置される
コンテンツエントリを変更すると共に、前記コンテンツチャネルの表示位置を前記取得さ
れた番組エントリに隣接する位置に変更する変更工程とを有することを特徴とする電子番
組表の表示方法。
【請求項２】
　変更後のコンテンツチャネルに、前記選択されたキーワードを付加する工程をさらに有
することを特徴とする請求項１に記載の電子番組表の表示方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の電子番組表の表示方法の各工程をコンピュータに実行させるためのプ
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ログラム。
【請求項４】
　放送される番組エントリが配置された番組チャネルと記憶装置に記憶されたコンテンツ
エントリが配置されたコンテンツチャネルとを並列に配置した電子番組表を表示する表示
手段と、
　表示された前記電子番組表からユーザに選択された番組エントリを取得する取得手段と
、
　前記取得された番組エントリの番組情報から抽出される複数のキーワードのリストを前
記取得された番組エントリの近傍に表示するリスト表示手段と、
　前記リストからユーザに選択されたキーワードに基づいて、変更後のコンテンツチャネ
ルに配置されるコンテンツエントリを決定する決定手段と、
　前記決定されたコンテンツエントリに基づいて、前記コンテンツチャネルに配置される
コンテンツエントリを変更すると共に、前記コンテンツチャネルの表示位置を前記取得さ
れた番組エントリに隣接する位置に変更する変更手段とを備えることを特徴とする電子番
組表の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子番組表上のコンテンツチャネルを動的に変更して表示する電子番組表の
表示方法、プログラム及び電子番組表の表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ハードディスクレコーダのような記憶装置又はネットワーク上の記憶装置に蓄積
されているコンテンツを電子番組表に合成することで、放送番組チャネルとコンテンツチ
ャネルとを同一画面で表示する技術が開示されている（例えば、特許文献１参照）。特許
文献１に開示された技術は、記録番組から構成されるコンテンツチャネル（プライベート
チャネル）と放送番組チャネルとを電子番組表として同一画面で表示する。そして、ユー
ザが電子番組表に対して操作することで、これらの視聴を行うことができる。
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－２９５５５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来技術では、電子番組表上に合成して表示されたコンテンツ
チャネルは自動的に生成され、生成されたコンテンツチャネルを変更することができない
。したがって、ユーザの意図を反映したコンテンツチャネルを生成することができないと
いう問題がある。
　本発明は上述したような問題点に鑑みてなされたものであり、コンテンツチャネルを動
的に変更できるようにすることで、ユーザの意図に応じたコンテンツチャネルを生成でき
るようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、放送される番組エントリが配置された番組チャネルと記憶装置に記憶された
コンテンツエントリが配置されたコンテンツチャネルとを並列に配置した電子番組表を表
示する表示工程と、前記表示工程で表示された前記電子番組表からユーザに選択された番
組エントリを取得する取得工程と、前記取得された番組エントリの番組情報から抽出され
る複数のキーワードのリストを前記取得された番組エントリの近傍に表示するリスト表示
工程と、前記リストからユーザに選択されたキーワードに基づいて、変更後のコンテンツ
チャネルに配置されるコンテンツエントリを決定する決定工程と、前記決定されたコンテ
ンツエントリに基づいて、前記コンテンツチャネルに配置されるコンテンツエントリを変
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更すると共に、前記コンテンツチャネルの表示位置を前記取得された番組エントリに隣接
する位置に変更する変更工程とを有することを特徴とする。
　本発明は、放送される番組エントリが配置された番組チャネルと記憶装置に記憶された
コンテンツエントリが配置されたコンテンツチャネルとを並列に配置した電子番組表を表
示する表示手段と、表示された前記電子番組表からユーザに選択された番組エントリを取
得する取得手段と、前記取得された番組エントリの番組情報から抽出される複数のキーワ
ードのリストを前記取得された番組エントリの近傍に表示するリスト表示手段と、前記リ
ストからユーザに選択されたキーワードに基づいて、変更後のコンテンツチャネルに配置
されるコンテンツエントリを決定する決定手段と、前記決定されたコンテンツエントリに
基づいて、前記コンテンツチャネルに配置されるコンテンツエントリを変更すると共に、
前記コンテンツチャネルの表示位置を前記取得された番組エントリに隣接する位置に変更
する変更手段とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、コンテンツチャネルを動的に変更できるようにすることで、ユーザの
意図に応じたコンテンツチャネルを生成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
　（第１の実施形態）
　図１は、本実施形態に係る表示処理装置を含む表示システムの構成の一例を示す図であ
る。表示システム１０は、表示処理装置（以下、番組表示装置という）１００と、表示装
置１０１と、操作入力装置１０２とを含んで構成されている。
【０００８】
　番組表示装置１００は、テレビジョン放送番組及び各種コンテンツを、表示装置１０１
を介して表示する処理を行う。
　番組表示装置１００には、回線１０３を介して放送番組の映像、放送番組の音声及び放
送番組に関する情報（番組情報）が入力される。番組表示装置１００は、入力された放送
番組の映像等を、番組表示装置１００に設けられたメモリに録画（記憶）したり、デコー
ド処理等をして表示装置１０１に出力したりすることができる。なお、回線１０３は、テ
レビジョン放送回線又はインターネットのようなネットワーク回線等、放送番組の映像等
を受信できる回線であればどのような回線であってもよい。
【０００９】
　また、番組表示装置１００には、回線１０４を介して図示しない記憶媒体に蓄積された
コンテンツ及びコンテンツに関する情報（コンテンツ情報）が入力される。番組表示装置
１００は、入力されたコンテンツをコンテンツデコード処理して表示装置１０１に出力す
ることができる。なお、回線１０４は、ハードディスクレコーダのような記録装置から信
号回線又はネットワーク上の記録装置からのネットワーク回線等であって、コンテンツ等
を受信できる回線であればどのような回線であってもよい。
【００１０】
　表示装置１０１は、液晶ディスプレイ等であり、放送番組の映像、コンテンツ及び後述
する電子番組表等を表示する。
　操作入力装置１０２は、ユーザが番組表示装置１００に対して電子番組表の表示等を遠
隔で指示することができるリモートコントローラである。
【００１１】
　次に、番組表示装置１００の構成について図２を参照して説明する。図２は、番組表示
装置のハードウェア構成の一例を示す図である。
　番組表示装置１００は、ＣＰＵ５０１と、メモリ５０２と、入力装置５０３と、通信装
置５０４とを含んで構成されている。ＣＰＵ５０１は、番組表示装置１００全体を制御す
る。メモリ５０２は、後述する番組表示装置１００の機能構成を実現させるためのプログ
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ラムや、番組情報及びコンテンツ情報等が記憶される。なお、メモリ５０２に、放送番組
の映像、放送番組の音声及びコンテンツ自体が記憶されていてもよい。入力装置５０３は
、ユーザが上述した操作入力装置１０２を用いなくても、番組表示装置１００に対して直
接、指示できるように構成されている。通信装置５０４は、例えばネットワークインター
フェース、赤外線インターフェース及びディスプレイインターフェース等を含んでいる。
通信装置５０４では、放送番組の映像、放送番組の音声、番組情報、コンテンツ及びコン
テンツ情報等を送受信したり、操作入力装置１０２からの指示情報を受信したり、電子番
組表の画像データを表示装置１０１に送信したりする。また、番組表示装置１００には、
図示しない描画回路等を設けてもよい。番組表示装置１００の各構成は、バス５０５によ
って接続されている。
【００１２】
　次に、番組表示装置１００の機能構成について図３を参照して説明する。図３は、番組
表示装置の機能構成の一例を示す図である。
　番組表示装置１００は、番組情報取得部２０１と、コンテンツ情報取得部２０２と、表
示出力部２０３と、操作取得部２０４と、キーワードリスト作成部２０５と、画像生成部
２０６と、表示切替部２２２と、操作解析部２２３とを備えている。また、番組表示装置
１００は、ＴＶデコーダ２２０と、コンテンツデコーダ２２１とを備えている。図３に示
す機能構成は、番組表示装置１００のメモリ５０２に記憶されたプログラムをＣＰＵ５０
１が実行することにより実現される。ＣＰＵ５０１が実行するプログラムには、例えばデ
ータ取得機能、データ保持機能、画像処理機能及び描画処理機能等が含まれている。なお
、各機能構成は、ハードウェアとソフトウェアとの組み合わせにより、様々な形態で実現
できる。
【００１３】
　番組情報取得部２０１は、回線１０３を介して放送番組の映像、放送番組の音声及び番
組情報を取得する。番組情報取得部２０１は、取得した番組情報を番組表示装置１００の
メモリ５０２に記憶することができる。なお、番組情報取得部２０１が取得した放送番組
の映像や放送番組の音声は、ＴＶデコーダ２２０が処理した後、表示出力部２０３が表示
装置１０１に出力することができる。ここで、番組情報とは、放送番組に関する情報であ
って、例えば、番組名情報、放送される時刻情報、ジャンル情報、チャネル名（放送局名
）情報、出演者の情報等が含まれる。ここで、ジャンル情報とは、ニュース、映画、スポ
ーツ、ドラマ等の情報である。
【００１４】
　コンテンツ情報取得部２０２は、回線１０４に接続された記憶媒体に蓄積されたコンテ
ンツ及びコンテンツ情報を取得する。コンテンツ情報取得部２０２は、取得したコンテン
ツ情報を番組表示装置１００のメモリ５０２に記憶することができる。なお、コンテンツ
情報取得部２０２が取得したコンテンツは、コンテンツデコーダ２２１が処理した後、表
示出力部２０３が表示装置１０１に出力することができる。ここで、コンテンツ情報とは
、コンテンツに関する情報であって、例えば、コンテンツ名情報、コンテンツの映像時間
情報、ジャンル情報、出演者の情報等が含まれる。なお、コンテンツが放送番組を記憶し
たものである場合、コンテンツ情報には、放送されたチャネル名（放送局名）情報を含ん
でいてもよい。ここで、ジャンル情報とは、ニュース、映画、スポーツ、ドラマ等の情報
である。
【００１５】
　表示出力部２０３は、放送番組、コンテンツ及び電子番組表を表示装置１０１に出力す
る。
　操作取得部２０４は、放送番組、コンテンツ及び電子番組表に対して、ユーザが操作入
力装置１０２又は入力装置５０３を介して行った各種操作指示を取得する。ここで、取得
された各種操作指示は、操作解析部２２３によって解析され、指示内容が表示切替部２２
２及び画像生成部２０６に伝達される。なお、操作取得部２０４が取得する操作指示は、
無線又は有線の何れであってもよい。
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【００１６】
　画像生成部２０６は、番組情報取得部２０１及びコンテンツ情報取得部２０２が取得し
た情報に基づいて電子番組表の画像（電子番組表画像）を生成する。ここで、画像生成部
２０６において生成され、表示出力部２０３によって出力される電子番組表画像の一例を
図４に示す。図４に示すように、電子番組表画像３００は、放送局名３０３、放送時刻３
０５、番組エントリ（番組枠）３０４からなる放送局チャネル（番組チャネル）３０１等
の情報を含んでいる。番組チャネル３０１は、複数ある放送局名３０３毎に、番組エント
リが放送時刻順に上下方向に配置されている。
　また、電子番組表画像３００は、コンテンツチャネル名３０６、コンテンツエントリ（
コンテンツ枠）３０７からなるコンテンツチャネル３０２等の情報を含んでいる。コンテ
ンツチャネル３０２は、コンテンツエントリが放送時刻順に上下方向に配置されている。
そして、図４に示す電子番組表画像３００には、番組チャネル３０１とコンテンツチャネ
ル３０２とが並列して配置されている。
【００１７】
　画像生成部２０６は、操作取得部２０４が取得した操作指示のうちコンテンツチャネル
のコンテンツエントリの変更指示である場合、その変更指示に応じて、図４に示すコンテ
ンツチャネル３０２のコンテンツエントリを動的に変更した電子番組表画像を生成する。
【００１８】
　次に、番組表示装置１００に対して操作指示を行うことができる入力装置について図５
を参照して説明する。ここでは、入力装置として、ユーザが番組表示装置１００に対して
遠隔で指示することができる操作入力装置１０２を例にして説明する。図５は、操作入力
装置の外観構成の一例を示す図である。操作入力装置１０２は、コンテンツチャネル削除
ボタン４０１、コンテンツチャネルコピーボタン４０２、コンテンツチャネル作成ボタン
４０３を備えている。また、操作入力装置１０２は、左ボタン４０４、右ボタン４０５、
上ボタン４０６、決定ボタン４０７、下ボタン４０８、取消ボタン４０９、電子番組表表
示ボタン４１０等の操作ボタンを備えている。
【００１９】
　ユーザが左ボタン４０４、右ボタン４０５、上ボタン４０６、下ボタン４０８を押下す
ることで、電子番組表に表示されたフォーカスが移動して、電子番組表上の番組エントリ
３０４又はコンテンツエントリ３０７の変更指示を行うことができる。ここで、フォーカ
スとは電子番組表上において、ユーザが変更指示を行った番組エントリ又はコンテンツエ
ントリを識別する表示のことである。操作取得部２０４が変更指示を取得することにより
、画像生成部２０６は、変更指示が行われた番組エントリ又はコンテンツエントリにフォ
ーカスを生成する。ユーザは、任意の番組エントリ３０４にフォーカスを変更指示し、決
定ボタン４０７を押下することで、コンテンツチャネルの変更指示を行うことができる。
また、ユーザが電子番組表表示ボタン４１０を押下することで、表示出力部２０３は、画
像生成部２０６が生成した電子番組表を表示装置１０１に出力する。また、表示出力部２
０３が電子番組表を出力した状態で、再度ユーザが電子番組表表示ボタン４１０を押下す
るか、取消ボタン４０９を押下することで、表示出力部２０３は、電子番組表の出力を停
止する。
【００２０】
　図３に戻り、キーワードリスト作成部２０５は、コンテンツチャネルを変更するときに
ユーザに提供するキーワードリストを作成する。キーワードリスト作成部２０５は、キー
ワードリストに用いるキーワードのキーワード情報を、番組情報及びコンテンツ情報から
取得する。なお、キーワードリスト作成部２０５は、予め番組表示装置１００に登録され
ているキーワード情報やユーザが追加して登録したキーワード情報を用いてキーワードを
作成してもよい。キーワードリストを作成するとき、キーワードリスト作成部２０５は、
キーワードに優先付けを行ってキーワードリストを作成する。キーワードの優先付けは、
ユーザが電子番組表上においてフォーカスされている番組エントリの番組情報に一致する
キーワードを上位にしたり、予め登録された登録情報又はユーザが追加した登録情報に一
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致するキーワードを上位にしたりする。なお、上述した画像生成部２０６は、キーワード
リスト作成部２０５が作成したキーワードリストと電子番組表とを合成して、画像を生成
する。
【００２１】
　次に、コンテンツチャネルを変更するときの電子番組表画像を生成する処理について、
図６に示すフローチャートを参照して説明する。
　まず、ステップＳ１０において、ユーザが操作入力装置１０２の決定ボタン４０７を押
下することで、操作取得部２０４は、コンテンツチャネルのコンテンツエントリの変更指
示を取得する（変更指示取得）。更に、操作取得部２０４は、電子番組表上においてフォ
ーカスされている番組エントリ３０４、すなわち選択されている番組エントリ３０４を取
得する（フォーカス取得）。
【００２２】
　次に、ステップＳ１１において、キーワードリスト作成部２０５は、フォーカスされて
いる番組エントリ３０４の番組情報をキーワードとして抽出する。ここで、キーワードと
して抽出される番組情報は、番組情報取得部２０１が取得し、メモリ５０２に記憶したも
のである。
　なお、キーワードリスト作成部２０５は、予め登録された登録情報をキーワードとして
抽出したり、記憶媒体に記憶されたコンテンツのコンテンツ情報をキーワードとして抽出
したりしてもよい。なお、コンテンツ情報をキーワードとして抽出する場合、抽出される
コンテンツ情報は、コンテンツ情報取得部２０２が取得し、メモリ５０２に記憶したもの
である。
【００２３】
　ステップＳ１２において、キーワードリスト作成部２０５は、抽出したキーワードに対
して優先付けを行い、キーワードリストを作成する。このとき、キーワードリスト作成部
２０５は、優先付けが高いキーワードを上位にしてキーワードをキーワードリストに配置
する。
　次に、ステップＳ１３において、画像生成部２０６は、キーワードリスト作成部２０５
が作成したキーワードリストと電子番組表とを合成した画像を生成する。画像生成部２０
６において生成したキーワードリストと電子番組表とを合成した画像は、表示出力部２０
３が表示装置１０１の画面に出力する。
【００２４】
　ここで、電子番組表画像の遷移の一例を示す図７を参照して、キーワードリストと電子
番組表とを合成した画像を表示した画面の一例について説明する。図７のうち図７（ａ）
は、キーワードリストと電子番組表とを合成した画像を表示した画面の一例を示す図であ
る。図７（ａ）では、上述したフォーカスを、番組エントリ又はコンテンツエントリを太
枠で囲むことにより示している。なお、フォーカスは、ユーザが番組エントリ又はコンテ
ンツエントリの選択を識別できる表示であればよく、選択された番組エントリ又はコンテ
ンツエントリの色を変更するようにしてもよい。
【００２５】
　図７（ａ）に示す電子番組表では、操作取得部２０４は、フォーカスされた放送局名「
Ｃｈ２」の番組エントリ『Ｍｏｖｉｅ「宇宙の旅」』６０２を取得する。キーワードリス
ト作成部２０５は、フォーカスされている番組エントリ６０２の番組情報等に基づいて、
『Ｍｏｖｉｅ』、『ＳＦ』、『旅行』、『Ｃｈ２』等のキーワードを抽出し、一次元で配
列したキーワードリスト６０１を作成している。また、画像生成部２０６は、図７（ａ）
に示すようにフォーカスされた番組エントリ６０２と隣接する位置にキーワードリスト６
０１を合成して画像を生成している。ここでは、キーワードリスト６０１を番組エントリ
６０２に隣接させて画像を生成したが、番組エントリの近傍に配置されていれば、どのよ
うな位置であってもよい。なお、近傍とは、キーワードリストが番組エントリの番組枠に
重なって配置される場合、番組エントリの番組枠の上下左右の何れかに隣り合って配置さ
れる場合、及び番組エントリの番組枠の左上、左下、右上、右下の何れかに近接して配置
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される場合等をいう。
【００２６】
　次に、ステップＳ１４において、操作取得部２０４は、表示装置１０１の画面に出力さ
れたキーワードリストからユーザが操作入力装置１０２を介して選択指示したキーワード
を取得する（選択指示取得）。
　次に、ステップＳ１５において、コンテンツ情報取得部２０２は、操作取得部２０４が
取得したキーワードに基づいて、キーワードに関連するコンテンツ情報を取得する。
　次に、ステップＳ１６において、画像生成部２０６は、コンテンツ情報取得部２０２が
ステップＳ１５において取得したコンテンツ情報に基づいて、コンテンツエントリを変更
して、新たなコンテンツチャネルの画像を生成する。さらに、画像生成部２０６は、新た
に生成したコンテンツチャネルの画像を用いて、新しい電子番組表画像を生成する。
【００２７】
　次に、ステップＳ１７において、表示出力部２０３は、画像生成部２０６がステップＳ
１６において生成した電子番組表画像を表示装置１０１に出力する。
　ここで、図７（ｂ）に、図７（ａ）に示す電子番組表から、新たに生成されたコンテン
ツチャネルの画像を用いて、生成された電子番組表の画像の一例を示す。図７（ｂ）では
、図７（ａ）において、生成されたキーワードリスト６０１において、ユーザが『旅行』
のキーワードを選択指示したものとする。
【００２８】
　図７（ｂ）に示すように、画像生成部２０６は、コンテンツエントリのうちコンテンツ
情報を「旅行」とする『Ｐｉｃｔｕｒｅ「遠足」』、『Ｖｉｄｅｏ「修学旅行」』等を新
たなコンテンツエントリとして配置したコンテンツチャネル６０３を生成する。このとき
、画像生成部２０６は、図７（ｂ）に示すように、コンテンツチャネルを変更したときに
用いたキーワード『旅行』をチャネル識別子としてコンテンツチャネル名６０４に付加し
、電子番組表画像を生成する。
【００２９】
　このように本実施形態によれば、番組表示装置は、電子番組表上のコンテンツチャネル
のコンテンツエントリをユーザの意図を反映して動的に変更することができる。
　また、コンテンツチャネルのコンテンツエントリを変更するとき、番組表示装置が作成
するキーワードリストからキーワードを選択指示し、選択指示したキーワードに関連した
コンテンツエントリで配置されたコンテンツチャネルに変更できる。したがって、ユーザ
は視聴したいコンテンツチャネルに簡単に変更することができる。また、キーワードリス
トに表示されるキーワードをユーザが登録したり、キーワードに優先付けを行ったりする
ことができるので、ユーザの意図をより反映したコンテンツチャネルに変更することがで
きる。
【００３０】
　なお、上述した説明では、キーワードリスト作成部２０５は、キーワードリストを上下
方向に一次元で配置して作成する場合についてのみ説明したが、この場合に限られない。
例えば、キーワードリスト作成部２０５は、キーワードリストを表示画面の左右方向に一
次元で配置してもよく、二次元のマトリックスで配置してもよく、単にキーワード１つの
みを配置して切り替え表示してもよい。
【００３１】
　また、操作取得部２０４がユーザによる操作入力装置１０２のコンテンツチャネルコピ
ーボタン４０２の操作情報を取得（操作取得）することにより、画像生成部２０６は、変
更されたコンテンツチャネルを電子番組表上に複製した画像を生成する。また、操作取得
部２０４がユーザによる操作入力装置１０２のコンテンツチャネル削除ボタン４０１の操
作情報を取得することにより、画像生成部２０６は、電子番組表からコンテンツチャネル
を削除した画像を生成する。また、コンテンツチャネルが電子番組表上に存在しないとき
、操作取得部２０４がユーザによる操作入力装置１０２のコンテンツチャネル作成ボタン
４０３の操作情報を取得することにより、画像生成部２０６は、コンテンツチャネルを生
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成する。このとき、電子番組表画像を生成する動作処理は上述した図６に示すフローチャ
ートと同様である。
【００３２】
　（第２の実施形態）
　次に、第２の実施形態に係る番組表示装置が電子番組画像を生成する処理について図８
を参照して説明する。図８は、電子番組表画像の遷移の一例を示す図である。
　ここで、第１の実施形態に係る番組表示装置１００の画像生成部２０６は、コンテンツ
チャネルを変更して電子番組表画像を生成するとき、コンテンツチャネルのコンテンツエ
ントリを変更して生成した。一方、本実施形態に係る画像生成部２０６は、コンテンツエ
ントリの変更に加え、電子番組表上においてコンテンツチャネルの配置も変更する。すな
わち、本実施形態では、コンテンツチャネルのコンテンツエントリの変更指示に、コンテ
ンツチャネルの配置の変更指示が伴うものである。
【００３３】
　図８のうち図８（ａ）は、キーワードリストと電子番組表とを合成した画像を表示した
画面の一例を示す図である。図８（ａ）に示す電子番組表では、操作取得部２０４は、フ
ォーカスされた放送局名「Ｃｈ１」の番組エントリ『Ｓｐｏｒｔｓ「全英テニス」』７０
２を取得する。キーワードリスト作成部２０５は、フォーカスされている番組エントリ７
０２の番組情報等に基づいて、『Ｓｐｏｒｔｓ』、『テニス』、『Ｃｈ２』、『イギリス
』等のキーワードを抽出し、キーワードリスト７０１を作成している。また、画像生成部
２０６は、図８（ａ）に示すようにフォーカスされた番組エントリ７０２と隣接する位置
にキーワードリスト７０１を合成して画像を生成している。
【００３４】
　次に、図８（ｂ）に、図８（ａ）に示す電子番組表から、新たに生成されたコンテンツ
チャネルの画像を用いて、生成された電子番組表の画像の一例を示す。図８（ｂ）では、
図８（ａ）において、生成されたキーワードリスト７０１において、ユーザが『Ｓｐｏｒ
ｔｓ』のキーワードを選択指示したものとする。
　図８（ｂ）に示すように、画像生成部２０６は、コンテンツ情報を「Ｓｐｏｒｔｓ」と
する『アニメ「野球の王子様」』、『Ｐｉｃｔｕｒｅ＆Ｖｉｄｅｏ「運動会」』等を新た
なコンテンツエントリとして配置したコンテンツチャネル７０３を生成する。このとき、
画像生成部２０６は、生成したコンテンツチャネル７０３の位置を、ユーザがフォーカス
している番組エントリ７０２を含む番組チャネルの隣に並列させて配置する。
【００３５】
　このように、本実施形態によれば、番組表示装置は変更したコンテンツチャネルを、ユ
ーザによってフォーカスされている番組エントリを含む番組チャネルの隣に並列させて配
置した。したがって、ユーザは、直ぐにコンテンツチャネルを見つけることができる。な
お、コンテンツチャネルを、ユーザによってフォーカスされている番組エントリを含む番
組チャネルの隣に並列させる場合に限られず、フォーカスされている番組エントリの近傍
に配置されていれば、どのような位置であってもよい。なお、近傍とは、コンテンツチャ
ネルが番組チャネルの左右の何れかに隣り合って配置される場合、他の番組チャネルが間
に１つ介在された状態で配置される場合等をいう。
【００３６】
　なお、本実施形態では、コンテンツチャネルのコンテンツエントリの変更指示に、コン
テンツチャネルの配置の変更指示が伴う場合についてのみ説明したが、コンテンツチャネ
ルの配置の変更指示のみを行うようにしてもよい。この場合、画像生成部は、コンテンツ
チャネルの位置を、例えば、フォーカスされた番組エントリを含む番組チャネルの隣に並
列させて配置する。
【００３７】
　このように、上述した実施形態によれば、コンテンツチャネルに配置されたコンテンツ
エントリを動的に変更できるようにすることで、ユーザの意図に応じたコンテンツチャネ
ルを生成することができる。
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【００３８】
　上述した本発明の実施形態における表示処理装置を構成する各手段、並びに表示処理方
法の各ステップは、コンピュータのＲＡＭやＲＯＭ等に記憶されたプログラムが動作する
ことによって実現できる。このプログラム及び前記プログラムを記録したコンピュータ読
み取り可能な記録媒体は本発明に含まれる。
【００３９】
　また、本発明は、例えば、システム、装置、方法、プログラムもしくは記録媒体等とし
ての実施形態も可能であり、具体的には、一つの機器からなる装置に適用してもよい。
【００４０】
　なお、本発明は、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムを、シ
ステム又は装置に直接、又は遠隔から供給する。そして、そのシステム又は装置のコンピ
ュータが前記供給されたプログラムコードを読み出して実行することによっても達成され
る場合を含む。
【００４１】
　従って、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、前記コンピュータにイン
ストールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発明は
、本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる。その場合
、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタにより実行され
るプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等の形態であってもよい。
【００４２】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現される。更に、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼動
しているＯＳ等が、実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によっても前述した実施
形態の機能が実現され得る。
【００４３】
　更に、その他の方法として、まず記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュー
タに挿入された機能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメ
モリに書き込まれる。そして、そのプログラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや機
能拡張ユニットに備わるＣＰＵ等が実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって
も前述した実施形態の機能が実現される。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】表示システムの構成の一例を示す図である。
【図２】番組表示装置のハードウェア構成の一例を示す図である。
【図３】番組表示装置の機能構成の一例を示す図である。
【図４】電子番組表画像の一例を示す図である。
【図５】操作入力装置の外観構成の一例を示す図である。
【図６】電子番組表画像を生成する処理動作の一例を示すフローチャートである。
【図７】第１の実施形態に係る電子番組表画像の遷移の一例を示す図である。
【図８】第２の実施形態に係る電子番組表画像の遷移の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００４５】
　１００       番組表示装置
　１０１       表示装置
　１０２       操作入力装置
　１０３       回線
　１０４       回線
　２０１       番組情報取得部
　２０２       コンテンツ情報取得部
　２０３       表示出力部
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　２０４       操作取得部
　２０５       キーワードリスト作成部
　２０６       画像生成部
　２２０       ＴＶデコーダ
　２２１       コンテンツデコーダ
　２２２       表示切替部
　２２３       操作解析部
　３００　　　 表示画面
　３０１　     番組チャネル
　３０２　     コンテンツチャネル
　３０３　     放送局名
　３０４　     番組エントリ
　３０５　     時刻
　３０６       コンテンツチャネル名
　３０７       コンテンツエントリ
　４０１       コンテンツチャネル削除ボタン
　４０２       コンテンツチャネルコピーボタン
　４０３       コンテンツチャネル作成ボタン
　４０４       左ボタン
　４０５       右ボタン
　４０６       上ボタン
　４０７       決定ボタン
　４０８       下ボタン
　４０９       取消ボタン
　４１０       電子番組表表示ボタン
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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              特開２００１－３２６８６７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１１５７９０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１３６４５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３５９０１２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　　７／１０，７／１４－７／１７３，７／２０－７／２２
              Ｈ０４Ｎ　　２１／００－２１／８５８
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