
JP 4547794 B2 2010.9.22

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　番組の受信とは異なる経路より、全ての放送地域を網羅するように編集された電子番組
ガイドのデータを取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得された前記電子番組ガイドのデータに基づき前記電子番組ガイ
ドの表示を制御する電子番組ガイド表示制御手段と、
　前記電子番組ガイド表示制御手段により表示が制御された前記電子番組ガイドに基づい
て、所定の番組を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のチャンネル番号と予め設定された地域とに基
づいて、選択された前記番組のチャンネル番号が、前記予め設定された地域の受信可能な
チャンネル番号であるか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段により、前記選択手段により選択された前記番組のチャンネル番号が、前
記予め設定された地域の受信可能なチャンネル番号ではないと判定された場合、前記番組
が受信可能ではないことを視聴者に認識させるために出力する情報を制御する出力情報制
御手段と
　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記出力情報制御手段は、前記選択手段により選択された前記番組のチャンネル番号が
前記予め設定された地域の受信可能なチャンネル番号ではないことを表す警告を出力する
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
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【請求項３】
　前記出力情報制御手段は、前記選択手段により選択された前記番組のチャンネル番号が
前記予め設定された地域の受信可能なチャンネル番号ではない場合、前記番組が受信され
たとき表示される画像を透明にして表示させる
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記電子番組ガイドに表示されている番組の詳細情報の表示を制御する詳細情報表示制
御手段を
　さらに備えることを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　番組の受信とは異なる経路より、全ての放送地域を網羅するように編集された電子番組
ガイドのデータを取得する取得ステップと、
　前記取得ステップの処理により取得された前記電子番組ガイドのデータに基づき前記電
子番組ガイドの表示を制御する電子番組ガイド表示制御ステップと、
　前記電子番組ガイド表示制御ステップの処理により表示が制御された前記電子番組ガイ
ドに基づいて、所定の番組を選択する選択ステップと、
　前記選択ステップの処理により選択された前記番組のチャンネル番号と予め設定された
地域とに基づいて、選択された前記番組のチャンネル番号が、前記予め設定された地域の
受信可能なチャンネル番号であるか否かを判定する判定ステップと、
　前記判定ステップの処理により、前記選択ステップの処理により選択された前記番組の
チャンネル番号が、前記予め設定された地域の受信可能なチャンネル番号ではないと判定
された場合、前記番組が受信可能ではないことを視聴者に認識させるために出力する情報
を制御する出力情報制御ステップと
　を含むことを特徴とする情報処理方法。
【請求項６】
　番組の受信とは異なる経路より、全ての放送地域を網羅するように編集された電子番組
ガイドのデータを取得する取得ステップと、
　前記取得ステップの処理により取得された前記電子番組ガイドのデータに基づき前記電
子番組ガイドの表示を制御する電子番組ガイド表示制御ステップと、
　前記電子番組ガイド表示制御ステップの処理により表示が制御された前記電子番組ガイ
ドに基づいて、所定の番組を選択する選択ステップと、
　前記選択ステップの処理により選択された前記番組のチャンネル番号と予め設定された
地域とに基づいて、選択された前記番組のチャンネル番号が、前記予め設定された地域の
受信可能なチャンネル番号であるか否かを判定する判定ステップと、
　前記判定ステップの処理により、前記選択ステップの処理により選択された前記番組の
チャンネル番号が、前記予め設定された地域の受信可能なチャンネル番号ではないと判定
された場合、前記番組が受信可能ではないことを視聴者に認識させるために出力する情報
を制御する出力情報制御ステップと
　を含む処理をコンピュータに実行させることを特徴とするプログラムが記録されている
コンピュータが読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、情報処理装置および方法、並びに記録媒体に関し、特に、より優れたユーザイ
ンタフェースを提供できるようにした情報処理装置および方法、並びに記録媒体に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
最近、デジタルテレビジョン放送が注目されつつある。我が国においても、２０００年１
２月から実験放送が予定されている。
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【０００３】
デジタルテレビジョン放送においては、チャンネル数が多くなるため、視聴者はより多く
の番組の中から、所望の番組を選択し、視聴することが可能となる。
【０００４】
番組の数が増加すると、多くの番組の中から、１つの番組を受信し、選択する操作も面倒
となる。そこで、いわゆる電子番組ガイド（EPG）により番組を選択することが提案され
ている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、地上波によるデジタルテレビジョン放送は、地域性があり、地域によって受信
可能なチャンネルが異なる。
【０００６】
電子番組ガイドが、放送地域毎に編集されている場合、各放送地域の視聴者は、その地域
用に編集された電子番組ガイドを用いることで、過不足なく、番組を選択することが可能
となる。
【０００７】
しかしながら、一般的に、電子番組ガイドは、全ての放送地域で利用することができるよ
うにするために、全ての放送地域を網羅するように編集される。
【０００８】
その結果、視聴者は、電子番組ガイドに基づいて所定の番組を選択した場合、その番組が
その視聴者の放送地域においては放送されていない番組であるとき、当然のことながら、
その番組を視聴することができないことになる。
【０００９】
その結果、視聴者は、テレビジョン放送受信装置、あるいは電子番組ガイドの機能が故障
していると誤認し、放送受信装置のメーカーや、電子番組ガイドの提供者に対して苦情を
出す恐れがある。
【００１０】
本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、ユーザがこのような誤認をする
恐れを抑制した、より優れたユーザインタフェースを提供できるようにするものである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明の一側面の情報処理装置は、番組の受信とは異なる経路より、全ての放送地域を
網羅するように編集された電子番組ガイドのデータを取得する取得手段と、取得手段によ
り取得された電子番組ガイドのデータに基づき電子番組ガイドの表示を制御する電子番組
ガイド表示制御手段と、電子番組ガイド表示制御手段により表示が制御された電子番組ガ
イドに基づいて、所定の番組を選択する選択手段と、選択手段により選択された番組のチ
ャンネル番号と予め設定された地域とに基づいて、選択された番組のチャンネル番号が、
予め設定された地域の受信可能なチャンネル番号であるか否かを判定する判定手段と、判
定手段により、選択手段により選択された番組のチャンネル番号が、予め設定された地域
の受信可能なチャンネル番号ではないと判定された場合、番組が受信可能ではないことを
視聴者に認識させるために出力する情報を制御する出力情報制御手段とを備えることを特
徴とする。
【００１２】
　前記出力情報制御手段は、選択手段により選択された番組のチャンネル番号が予め設定
された地域の受信可能なチャンネル番号ではないことを表す警告を出力するようにするこ
とができる。
【００１３】
　前記出力情報制御手段は、選択手段により選択された番組のチャンネル番号が予め設定
された地域の受信可能なチャンネル番号ではない場合、前記番組が受信されたとき表示さ
れる画像を透明にして表示させるようにすることができる。
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【００１４】
前記電子番組ガイドに表示されている番組の詳細情報の表示を制御する詳細情報表示制御
手段をさらに備えるようにすることができる。
【００１５】
　本発明の一側面の情報処理方法は、番組の受信とは異なる経路より、全ての放送地域を
網羅するように編集された電子番組ガイドのデータを取得する取得ステップと、取得ステ
ップの処理により取得された電子番組ガイドのデータに基づき電子番組ガイドの表示を制
御する電子番組ガイド表示制御ステップと、電子番組ガイド表示制御ステップの処理によ
り表示が制御された電子番組ガイドに基づいて、所定の番組を選択する選択ステップと、
選択ステップの処理により選択された番組のチャンネル番号と予め設定された地域とに基
づいて、選択された番組のチャンネル番号が、予め設定された地域の受信可能なチャンネ
ル番号であるか否かを判定する判定ステップと、判定ステップの処理により、選択ステッ
プの処理により選択された番組のチャンネル番号が、予め設定された地域の受信可能なチ
ャンネル番号ではないと判定された場合、番組が受信可能ではないことを視聴者に認識さ
せるために出力する情報を制御する出力情報制御ステップとを含むことを特徴とする。
【００１６】
　本発明の一側面の記録媒体のプログラムは、番組の受信とは異なる経路より、全ての放
送地域を網羅するように編集された電子番組ガイドのデータを取得する取得ステップと、
取得ステップの処理により取得された電子番組ガイドのデータに基づき電子番組ガイドの
表示を制御する電子番組ガイド表示制御ステップと、電子番組ガイド表示制御ステップの
処理により表示が制御された電子番組ガイドに基づいて、所定の番組を選択する選択ステ
ップと、選択ステップの処理により選択された番組のチャンネル番号と予め設定された地
域とに基づいて、選択された番組のチャンネル番号が、予め設定された地域の受信可能な
チャンネル番号であるか否かを判定する判定ステップと、判定ステップの処理により、選
択ステップの処理により選択された番組のチャンネル番号が、予め設定された地域の受信
可能なチャンネル番号ではないと判定された場合、番組が受信可能ではないことを視聴者
に認識させるために出力する情報を制御する出力情報制御ステップとを含む処理をコンピ
ュータに実行させることを特徴とする。
【００３０】
　本発明の一側面の情報処理装置および方法、並びに記録媒体のプログラムにおいては、
選択された番組のチャンネル番号が予め設定された地域の受信可能なチャンネル番号では
ないと判定された場合、番組が受信可能ではないことを視聴者に認識させるために出力す
る情報が制御される。
【００３４】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明を適用した情報受信システムの構成例を示している。このテレビ受信シス
テムは、図１に示すように、無線通信により接続される選局装置１０１と、表示装置１０
２とにより構成される。選局装置１０１は、例えば家庭の屋内に設置されて用いられるも
のである。また、表示装置１０２は、使用者の近傍において用いられるものである。
【００３５】
そして、図１に示すように、選局装置１０１には、屋外に設置されたテレビ放送信号受信
用の受信アンテナ１１１に接続されて屋外から屋内に引き込まれたアンテナケーブル１１
１cbが接続されるとともに、電話網に接続されて屋外から屋内に引き込まれた電話線Ｌが
接続される。
【００３６】
そして、選局装置１０１は、アンテナ１１１により受信して選局したテレビ放送信号を復
調して、これを送受信アンテナ１１８を通じて表示装置１０２に向けて無線送信したり、
あるいは、電話線Ｌを通じて送信されてくる信号を受信して復調し、これを送受信アンテ
ナ１１８を通じて、表示装置１０２に向けて無線送信する。
【００３７】



(5) JP 4547794 B2 2010.9.22

10

20

30

40

50

また、選局装置１０１は、表示装置１０２から指示情報や電子メールなどの送信情報を送
受信アンテナ１１８を通じて受信し、受信した指示情報に応じて選局するテレビ放送信号
を変えたり、送信情報を電話線Ｌを通じて送信したりすることができるものである。
【００３８】
表示装置１０２は、選局装置１０１から無線送信されてくるテレビ放送番組の信号を受信
し、受信した信号に含まれる画像信号に応じた画像をLCD（Liquid Crystal Display）１
２５の表示画面に表示するとともに、受信した信号に含まれる音声信号による音声をスピ
ーカから放音することにより、テレビ放送番組の視聴を可能にする。
【００３９】
また、表示装置１０２は、選局装置１０１が電話線Ｌを通じて受信して無線送信してくる
例えば電子メールやインターネットのホームページなどの信号を受信し、受信した信号か
ら表示用信号を形成し、この表示用信号に応じた画像をLCD１２５に表示して使用者に提
供することができるものである。
【００４０】
さらに、この実施の形態の表示装置１０２のLCD１２５の表示画面には、タッチパネル３
５１が貼付されており、LCD１２５の表示画面に表示される表示情報とタッチパネル３５
１とにより、使用者からの各種の指示入力などの情報の入力を受け付けることができるよ
うにしている。そして、タッチパネル３５１を用いることによって、電子メールを作成し
て送信したり、自分宛ての電子メールを受信して表示したりするなど各種の操作を行うこ
とができるようにしている。
【００４１】
このように、選局装置１０１は、テレビ放送信号や、電話線Ｌを通じて提供される各種の
情報を、この実施の形態のテレビ受信システムに取り込んだり、この実施の形態のテレビ
受信システムから電話線Ｌを通じて通信ネットワークに情報を送出したりするインターフ
ェースとしての機能を有している。また、表示装置１０２は、選局装置１０１によりこの
実施の形態のテレビ受信システムに取り込まれた情報を使用者に提供したり、使用者から
の情報を受け付けるユーザインターフェースとしての機能を有している。
【００４２】
そして、選局装置１０１は、図１に示すように、アンテナケーブル１１１cbとの接続端子
Ｔ１や電話線Ｌとの接続端子Ｔ２が設けられた位置に応じて、その両方に確実に接続する
ことが可能な位置に設置して用いる。そして、図１に示したように、選局装置１０１と表
示装置１０２とは、無線接続されるので、選局装置１０１からの無線信号の受信が可能な
エリアであれば何処ででも、表示装置１０２を用いることによって目的とするテレビ放送
番組を視聴したり、インターネットに接続して電子メールのやり取りを行うなどのことが
できるようにしている。
【００４３】
図２は、選局装置１０１のより詳細な構成を示すブロック図である。この選局装置１０１
の各部は、制御部２００によって制御するようにされている。
【００４４】
制御部２００は、図２に示すように、CPU（Central Processing Unit）２０１、ROM（Rea
d Only Memory）２０２、RAM（Random Access Memory）２０３、EEPROM（Electrically E
rasable Programable Read Only Memory）２０４がCPUバス２０６を通じて接続されて構
成されたマイクロコンピュータである。
【００４５】
ここで、ROM２０２は、この実施の形態の選局装置１０１において実行する各種の処理プ
ログラムや処理に必要なデータなどが記録されたものである。RAM２０３は、各種の処理
において得られたデータを一時的に記憶保持するなどのように、主に各種の処理の作業領
域として用いられるものである。
【００４６】
EEPROM２０４は、いわゆる不揮発性のメモリであり、電源が落とされても、記憶保持した
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情報が失われることがなく、例えば、選局装置１０１の主電源が落とされる直前まで選局
していた放送チャンネルの情報を記憶保持し、電源投入後においては、前回電源が落とさ
れる直前まで選局していたチャンネルの放送信号を選局するようにするいわゆるラストチ
ャンネルメモリ機能を実現することなどができるようにしている。
【００４７】
そして、図２に示すように、この実施の形態の選局装置１０１は、屋外に設置されたテレ
ビ放送信号受信用の受信アンテナ１１１からのアンテナケーブル１１１cbは、選局装置１
０１の選局部１１２に接続され、受信アンテナ１１１により受信されたテレビ放送信号は
、選局部１１２に供給される。
【００４８】
選局部１１２は、受信アンテナ１１１からのテレビ放送信号の中から、制御部２００から
の選局指示信号に応じたテレビ放送信号を選局し、この選局したテレビ放送信号を復調部
１１３に供給する。復調部１１３は、これに供給されたテレビ放送信号を復調して、復調
後の信号（テレビ番組の信号）をスイッチ回路１１４の入力端ａに供給する。
【００４９】
スイッチ回路１１４は、制御部２００からの切り換え制御信号により切り換え制御され、
復調部１１３から入力端ａに供給されるテレビ番組の信号を出力するのか、制御部２００
から入力端ｂに供給される信号を出力するのかを切り換える。なお、制御部２００からス
イッチ回路１１４に供給される信号は、後述もするように、電話線Ｌ通じて選局装置１０
１に供給され、モデム部２１０を通じて受信した電子メールやインターネットのいわゆる
ホームページの情報などの信号である。
【００５０】
そして、スイッチ回路１１４から出力された信号は、圧縮処理部１１５に供給される。圧
縮処理部１１５は、これに供給された信号を所定の圧縮方式を用いてデータ圧縮する。こ
の圧縮処理部１１５においては、例えば、MPEG（Moving Picture Expert Group）方式やW
avelet方式などのデータ圧縮方式を用いて、スイッチ回路１１４からの信号をデータ圧縮
する。
【００５１】
圧縮処理部１１５においてデータ圧縮された信号は、送信信号形成部１１６に供給される
。送信信号形成部１１６は、予め決められた通信プロトコルに準拠した送信信号を形成す
る。この実施の形態においては、IEEE（Institute Electrical and Electronics Enginee
rs）８０２．１１方式のプロトコル、あるいは、その発展プロトコルに準拠した送信信号
を形成する。
【００５２】
送信信号形成部１１６において形成された送信信号は、無線部１１７の送信処理部１１７
Ｓに供給される。送信処理部１１７Ｓは、制御部２００からの制御信号に応じて、送信信
号の変調処理や増幅処理を行う。送信処理部１１７Ｓにおいて処理された送信信号は、共
用部１１７Ｋ、送受信アンテナ１１８を通じて無線送信される。
【００５３】
共用部１１７Ｋは、送信信号と受信信号とが干渉し合うことを防止するものである。すな
わち、この実施の形態の選局装置１０１は、前述したように、表示装置１０２から無線送
信される指示情報などを送受信アンテナ１１８を通じて受信することができるように構成
されたものである。そこで、共用部１１７Ｋは、送信処理部１１７Ｓからの送信信号が、
送受信アンテナ１１８を通じて受信される受信信号に対して干渉することがないようにし
ている。
【００５４】
そして、送受信アンテナ１１８を通じて受信した表示装置１０２からの例えば選局指示な
どの信号は、共用部１１７Ｋを通じて受信処理部１１７Ｒに供給される。受信処理部１１
７Ｒは、これに供給された信号を復調するなどの処理を行って、制御部２００が扱える信
号にし、この信号を制御部２００に供給する。
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【００５５】
制御部２００は、受信処理部１１７Ｒからの信号が、選局指示などの指示信号であるとき
には、その指示信号に応じて各部を制御する。したがって、受信処理部１１７Ｒから制御
部２００に供給された信号が、選局指示であった場合には、制御部２００は、供給された
選局指示に応じた選局指示信号を選局部１１２に供給し、選局するテレビ放送信号を換え
ることができるようにされている。
【００５６】
また、受信処理部１１７Ｒから制御部２００に供給された信号が、電子メールなどの送信
情報であった場合には、制御部２００は、後述もするように、モデム部２１０および電話
線Ｌを通じて、電話回線を接続し、送信情報を接続した電話回線に送出して、目的とする
相手先に送信する。
【００５７】
モデム部２１０は、図２に示すように、インターフェース（図２においては、I/Fと記載
）部２１１と、通信部２１２とからなっている。I/F部２１１は、相手先と選局装置１０
１との間に電話網を通じて接続される通信回線と、この選局装置１０１との間のインター
フェースであり、電話回線（電話線Ｌ）を通じて送信されてくる信号を受信したり、選局
装置１０１からの信号を送信したりする。
【００５８】
通信部２１２は、I/F回路２１１を通じて受信した信号を復調して、これを制御部２００
に供給したり、制御部２００からの送信信号を変調して、これをI/F回路２１１に供給す
る。これにより、電話回線が接続された相手先との間で、各種のデータの送受を行うこと
ができるようにされる。
【００５９】
したがって、前述したように、この実施の形態の選局装置１０１は、モデム部２１０、電
話線Ｌ、および、所定のISP（Internet Service Provider）を通じてインターネットに接
続し、インターネットを通じて各種の情報の提供を受けたり、電子メールを受信したり送
信したり、あるいは、チャットをすることができるようにされる。
【００６０】
このため、制御部２００は、モデム部２１０を制御して、オフフックしたりオンフックす
るなどのことができるとともに、オフフックするようにモデム部２１０を制御したときに
は、ダイヤル信号を電話回線に送出するようにするいわゆるダイヤラとしての機能なども
備えたものである。
【００６１】
なお、図２に示すように、制御部２００には、電源のオン／オフキーや各種の設定キーが
設けられたキー入力部２１５が接続されており、選局装置１０１の主電源のオン／オフや
、各種の設定入力が、このキー入力部２１５を通じて行うことができるようにされている
。
【００６２】
このように、この実施の形態の選局装置１０１は、テレビ放送信号を受信、選局して復調
し、この復調したテレビ放送番組の信号をデータ圧縮して、所定の通信プロトコルにした
がって無線送信することができるものである。また、電話回線を通じて提供される情報を
受信して復調し、これをテレビ放送信号の場合と同様に、データ圧縮して、所定の通信プ
ロトコルにしたがって無線送信することができるものである。
【００６３】
また、この実施の形態の選局装置１０１は、後述する表示装置１０２から無線送信されて
くる選局指示などの指示情報を受信し、その情報に応じた処理を行ったり、表示装置１０
２から送信されてくる電子メールなどの送信情報を、モデム部２１０を通じて送信するこ
とができるものである。
【００６４】
次に、前述した選局装置１０１と無線接続される表示装置１０２について説明する。図３
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は、この表示装置１０２を説明するための図である。この表示装置１０２は、CPU３０１
、ROM３０２、RAM３０３、EEPROM３０４がCPUバス３０５を通じて接続されて形成された
マイクロコンピュータの制御部３００によって制御するようにされている。
【００６５】
ROM３０２には、この表示装置１０２において実行する各種の処理プログラムや処理に必
要なデータなどが記録されたものである。RAM３０３は、各種の処理において得られたデ
ータを一時的に記憶保持するなどのように、主に各種の処理の作業領域として用いられる
ものである。
【００６６】
EEPROM３０４は、いわゆる不揮発性のメモリであり、電源が落とされても、記憶保持した
情報が失われることがなく、例えば、各種の設定パラメータや、作成した電子メールや受
信した電子メール、チャットの内容（テキストデータ）などを記憶保持することができる
ものである。
【００６７】
まず、選局装置１０１からの無線信号を受信する場合の表示装置１０２の動作について説
明する。選局装置１０１からの所定の通信プロトコルに準拠した無線信号は、送受信アン
テナ１２１により受信され、共用部１２２Ｋを通じて受信処理部１２２Ｒに供給される。
受信処理部１２２Ｒは、これに供給された信号を復調するなどの処理を行って、復調後の
信号を伸長処理部１２３に供給する。
【００６８】
前述したように、選局装置１０１は、無線送信する信号は、データ圧縮して送信してくる
ので、表示装置１０２の伸長処理部１２３は、選局装置１０１からの変調された信号を伸
長して元の信号を復元する。そして、復元した信号がテレビ放送番組の信号である場合な
どにおいては、復元された信号は、画像信号と音声信号とからなっているので、画像信号
は、画像信号処理部１２４に供給され、音声信号は音声信号処理部１２６に供給される。
【００６９】
画像信号処理部１２４は、伸長処理部１２３からの画像信号から表示用信号を形成し、こ
れをLCD１２５に供給する。これにより、LCD１２５には、選局装置１０１から無線送信さ
れてきた画像信号に応じた画像が表示される。一方、音声信号処理部１２６は、これに供
給された音声信号からスピーカ１２７に供給する音声信号を形成し、これをスピーカ１２
７に供給する。これにより、スピーカ１２７からは、選局装置１０１から無線送信されて
きた音声信号に応じた音声が放音される。
【００７０】
このように、表示装置１０２は、選局装置１０１から無線送信されてくるテレビ放送番組
などの信号を受信して、その受信した信号の画像信号や音声信号を再生して出力すること
により、使用者に提供することができるものである。
【００７１】
ユーザがタッチパネル３５１を操作し、電子番組ガイドの取得を指令すると、この指令に
基づき、CPU３０１は、送信処理部１２２Ｓ、共用部１２２Ｋを介して、アンテナ１２１
から、電波で、所定のサーバに対するアクセスを要求する。
【００７２】
この要求は、アンテナ１１８から、共用部１１７Ｋ、受信処理部１１７Ｒを介して、CPU
２０１に伝達される。そこで、CPU２０１は、通信部２１２を制御し、Ｉ／Ｆ２１１を介
して、所定のISPに接続させ、そこから、インターネットを介して所定のサーバにさらに
接続させる。そしてそのサーバから、電子番組ガイドのデータの返信を受ける。CPU２０
１は、Ｉ／Ｆ２１１および通信部２１２を介してそのサーバから電子番組ガイドのデータ
を受信すると、これをRAM２０３に供給し、一旦、記憶させる。
【００７３】
さらに、CPU２０１はRAM２０３に記憶された電子番組ガイドの画像データを送信信号形成
部１１６に供給し、送信信号を形成させる。この送信信号形成部１１６により形成された
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送信信号は、入力された電子番組ガイドの画像信号を送信信号に変換され、送信処理部１
１７Ｓ、共用部１１７Ｋからアンテナ１１８を介して、電波で表示装置１０２に出力され
る。
【００７４】
表示装置１０２においては、アンテナ１２１を介してこの電波が受信され、共用部１２２
Ｋ、受信処理部１２２Ｒを介して、伸長処理部１２３に供給される。
【００７５】
伸長処理部１２３は、受信処理部１２２Ｒより供給された電子番組ガイドの画像データを
伸長処理した後、EEPROM３０４に記憶させる。
【００７６】
さらに、ユーザがタッチパネル３５１を操作して、電子番組ガイドの表示を指令すると、
CPU３０１は、EEPROM３０４に記憶された電子番組ガイドのデータをそこから読み出すと
、それを伸長処理部１２３に供給し、そこから、画像信号処理部１２４に供給し、所定の
処理を行わせた後、LCD１２５に出力し、表示させる。
【００７７】
以上のようにして、LCD１２５には、例えば、図４で示すような電子番組ガイドが表示さ
れる。
【００７８】
この表示例においては、ウインドウ２０上に、表示部２１と表示部２２が設けられ、表示
部２１には、デジタルテレビジョン放送されている各チャンネルの番号とその放送局の名
称が表示されている。また、表示部２２には、現在時刻以後の１時間毎の時間帯が表示さ
れている。そして、表示部２１と表示部２２により規定されるマトリックス上の各領域の
表示部２３には、表示部２１で指定されるチャンネルで、表示部２２に表示されている時
間帯において放送されている番組のタイトルが表示されている。
【００７９】
表示部２１の上には、表示部２４が形成されており、この表示部２４には、後述するよう
に、詳細情報や警告などが表示されるようになされている。
【００８０】
また、表示部２４のさらに上方には、２４時間ボタン２５、リアルタイムボタン２６、お
よびチャットボタン２７などのボタンが表示されている。
【００８１】
ボタンの表示欄の上には、さらにURLの表示欄が設けられており、その右側には、全画面
ボタン３１、マイナス（－）ボタン３２、プラス（＋）ボタン３３、子画面ボタン３４が
、それぞれ表示されている。
【００８２】
図５は、２４時間ボタン２５が操作された場合におけるCPU３０１の処理の例を表してい
る。すなわち、ユーザがタッチパネル３５１を操作して、２４時間ボタン２５をオンする
と、図５のフローチャートに示す処理が開始される。
【００８３】
ステップＳ１において、CPU３０１はEEPROM３０４に記憶されている電子番組ガイドデー
タの中から、現在時刻から２４時間の間に放送される番組を検索する。そして、ステップ
Ｓ２において、検索された番組の番組表をRAM３０３に展開し、それを読み出して、伸長
処理部１２３，画像信号処理部１２４を介して、LCD１２５に出力し、表示させる。
【００８４】
すなわち、この例においては、電子番組ガイドの表示を指令すると、デフォルトで２４時
間ボタン２５が押された場合と同様の処理が実行され、LCD１２５には、図４に示すよう
な画像が表示される。
【００８５】
LCD１２５に、図４に示されるような電子番組ガイドが表示されてる状態において、ユー
ザがタッチパネル３５１を操作して、表示部２１に表示されているチャンネルのうちの１
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つのチャンネルを指定すると、その操作に対応する信号がCPU３０１に入力される。CPU３
０１は、表示部２１のうちの所定のチャンネルが選択されたことを、送信処理部１２２Ｓ
、共用部１２２Ｋ、アンテナ１２１を介して選局装置１０１に通知する。
【００８６】
選局装置１０１のCPU２０１は、アンテナ１１８、共用部１１７Ｋ、受信処理部１１７Ｒ
を介してこの信号を受信すると、図６のフローチャートに示す処理を実行する。
【００８７】
最初にステップＳ１１において、CPU２０１は、選択されたチャンネル番号を取得する。
すなわち、CPU２０１は、表示装置１０２から送信されてきたチャンネル番号を取得する
。
【００８８】
次に、ステップＳ１２に進み、CPU２０１は、ステップＳ１１で取得したチャンネルが受
信チャンネルとして既に設定されているか否かをEEPROM２０４に記憶されてるデータに基
づいて判定する。
【００８９】
すなわち、ユーザは、この選局装置１０１の使用を開始するに先立って、自分自身が居住
している地域（選局装置１０１を使用する地域）を予め設定している。例えば、ユーザが
東京都に居住している場合、東京都は、「東京」、「八王子」、または「多摩」の３つの
放送地域に区分される。ユーザは、この３つの放送地域のうちのどの放送地域に自分自身
が居住しているのかを、キー入力部２１５を操作することで予め設定し、EEPROM２０４に
記憶させている。
【００９０】
例えば、今、ユーザが東京都に居住しており、ステップＳ１１において、取得したチャン
ネル番号が第４チャンネル（JPNテレビ）である場合、このチャンネルの放送が東京都で
受信できるか否かが判定される。このチャンネルは、ユーザにより放送地域が、例えば「
東京」と設定されている場合、受信可能と判定される。
【００９１】
そこで、この場合には、ステップＳ１３に進み、CPU２０１は、ステップＳ１１で取得さ
れたチャンネルを受信するよう選局部１１２を制御する。そして、ステップＳ１４におい
て、CPU２０１は、受信されたチャンネルの画像を表示させるように各部を制御する。
【００９２】
これにより、選局部１１２が指定されたチャンネルの放送局を選局し、選局部１１２は、
その選択局の受信信号を復調部１１３に出力する。復調部１１３は、受信した信号を復調
し、スイッチ１１４の接点ａを介して、圧縮処理部１１５に出力する。
【００９３】
圧縮処理部１１５は、入力された信号をMPEG方式で圧縮し、送信信号形成部１１６に出力
する。送信信号形成部１１６は、入力された信号を送信信号に変換し、送信処理部１１７
Ｓと共用部１１７Ｋを介して、アンテナ１１８から電波で表示装置１０２に出力させる。
【００９４】
表示装置１０２では、アンテナ１２１でこの電波を受信すると、受信信号が共用部１２２
Ｋから受信処理部１２２Ｒに供給される。受信処理部１２２Ｒで受信処理された信号は、
伸長処理部１２３に供給され、伸長処理される。そして、画像データは、画像信号処理部
１２４に供給され、処理され後、LCD１２５に出力され、表示される。一方、音声データ
は、音声信号処理部１２６に出力され、処理された後、スピーカ１２７から出力される。
【００９５】
以上のようにして、例えば、図７に示されるように、ユーザが指定した番組の画像がLCD
１２５に表示される。所定のチャンネルの画像が表示されたとき、表示部３５には、その
受信チャンネルの数字が表示される。図７の例の場合、「４ch」の文字が表示されている
。
【００９６】
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なお、表示装置１０２のCPU３０１は、電子番組ガイドのウインドウ２０の上に、ウイン
ドウ４１を配置し、そのウインドウ４１の中に、受信したチャンネルの画像を描画し、表
示させる。
【００９７】
一方、ステップＳ１２において、ステップＳ１１で取得されたチャンネルが受信チャンネ
ルとして設定されていないと判定された場合、ステップＳ１５に進み、CPU２０１は、そ
の番組は視聴できない番組であることを表すメッセージを生成し、送信処理部１１７Ｓ、
共用部１１７Ｋからアンテナ１１８を介して、表示装置１０２に出力させる。
【００９８】
表示装置１０２のCPU３０１は、アンテナ１２１、共用部１２２Ｋ、受信処理部１２２Ｒ
を介してこの信号を受信すると、これを伸長処理部１２３から画像信号処理部１２４を介
して、LCD１２５に出力し、表示させる。
【００９９】
これにより、例えば、図８に示されるように、電子番組ガイドのウインドウ２０上の表示
部２４に「この番組は、この地域では受信できません。」のような警告メッセージが表示
される。なお、これに合わせて、音声信号として警告音を発生させることもできる。この
場合、この音声信号による警告は、音声信号処理部１２６を介して、スピーカ１２７から
出力される。
【０１００】
このようにして、例えば、「東京」に居住しているユーザが、「東京」では放送されてい
ないチャンネルの番組を指定した場合には、そのことが警告される。
【０１０１】
従って、ユーザは、装置が故障している、あるいは電子番組ガイドが正しく機能していな
い、といった誤認をする恐れが抑制される。
【０１０２】
なお、ユーザに指定した番組が視聴できないことを認識させるには、この他、例えば、ウ
インドウ４１の本来指定した番組が表示される画像を透明な状態にしても良い。この場合
、ウインドウ４１の裏側には、ウインドウ２０が配置されているため、ウインドウ２０の
画像（今の場合、電子番組ガイド）の画像が表示されることになる。
【０１０３】
また、図４に示されるような電子番組ガイドが表示されている状態において、ユーザが、
タッチパネル３５１を操作して、表示部２３のうち、所定の番組に対応する領域を指定す
ると、図９のフローチャートに示す詳細情報表示処理が実行される。
【０１０４】
すなわち、表示装置１０２のCPU３０１は、その操作された領域の番組に対応する詳細情
報をEEPROM２０４に記憶されている電子番組ガイドのデータの中から読み出し、これをRA
M３０３に展開されている電子番組ガイドの表示部２４に書き込ませる。そして、この画
像データが転送されるので、LCD１２５には、例えば、図１０に示されるような画像が表
示される。
【０１０５】
この図１０の例においては、表示部２３上の第３チャンネルのNHH教育テレビの２１時３
５分から放送される番組「趣味：イントラネット入門」の欄が指定されたことに伴って、
その詳細情報として「イントラネットの現状と今後の展望について、具体的事例を基に検
証します。」の詳細情報が表示部２４に表示されている。
【０１０６】
なお、この詳細情報の表示処理は、後述する図１２の詳細ボタン７１が操作された場合に
も実行される。
【０１０７】
図４に示されているボタンのうち、リアルタイムボタン２６が操作されると、CPU３０１
は図１１のフローチャートに示される処理を実行する。
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【０１０８】
すなわち、CPU３０１は、EEPROM３０４に記憶されている電子番組ガイドのデータから、
現在時刻において放送されている番組を検索する。そして、ステップＳ４２において、検
索された番組の番組表を生成し、それをLCD１２５に出力し、表示させる。
【０１０９】
すなわち、CPU３０１は、EEPROM３０４に記憶されている電子番組ガイドのデータの中か
ら、現在放送されている番組を検索すると、それを番組表として作成し、RAM３０３に記
憶させる。CPU３０１はRAM３０３に記憶させた電子番組ガイドをLCD１２５に出力し、表
示させる。
【０１１０】
これにより、例えば、図１２に示されるような画像がLCD１２５に表示される。この表示
例においては、ウインドウ４１の大きさが、図７に示されている状態より小さくされ、そ
の右側にウインドウ５１が配置されている。そして、このウインドウ５１の表示部６１に
、現在時刻において放送されている番組のタイトルが表示され、その右側の表示部６２に
、その番組が放送されているチャンネル番号を表す数字が表示されている。
【０１１１】
この状態において、CPU２０１は、図１３のフローチャートに示される処理を実行する。
【０１１２】
すなわち、最初にステップＳ５１において、ユーザが、表示部６１に表示されている番組
のタイトル、または表示部６２に表示されているチャンネル番号を選択することにより、
所定の番組を選択したか否かが判定され、表示装置１０２からの信号に基づき、番組が選
択されたと判定された場合、ステップＳ５２に進み、CPU２０１は、選局部１１２を制御
し、選択された番組を受信させ、出力させる。
【０１１３】
これにより、例えば、図１２の番号３で示すチャンネルが選択された場合、「７時のニュ
ース」の番組が、それまでの番組に代えて受信され、表示される。
【０１１４】
なお、この図１２に示す状態において、詳細ボタン７１が操作されると、そのときウイン
ドウ４１に表示されている番組の詳細情報がウインドウ５１に表示される。
【０１１５】
次に、チャットボタン２７が操作された場合における処理について、図１４のフローチャ
ートを参照して説明する。この処理は、ユーザがチャットボタン２７を操作したとき開始
される。
【０１１６】
最初に、ステップＳ６１において、CPU３０１は、図１５に示されるように、チャットウ
インドウ８１をLCD１２５に表示させる。次にステップＳ６２において、CPU３０１は、現
在番組をウインドウ４１に表示中か否かを判定する。ウインドウ４１に番組を表示中であ
る場合には、ステップＳ６３に進み、CPU３０１は、今受信されているチャンネルの番組
に対応するチャットルームを検索する処理を実行する。具体的には、CPU３０１は、CPU２
０１を介して、インターネットに接続し、インターネットに接続されている所定のサーバ
に、ユーザが今受信しているチャンネルの番号に対応して開かれているチャットルームの
検索を要求する。サーバは、この要求に対応して指定された放送チャンネルに対応して開
かれているチャットルームを検索する。
【０１１７】
これに対してステップＳ６２において、今、番組を表示中ではないと判定された場合、ス
テップＳ６４において、CPU３０１は、全てのチャットルームの検索をサーバに要求する
。
【０１１８】
サーバは、選局装置１０１からの要求に基づいて、そのとき開かれているチャットルーム
を検索し、検索されたチャットルームのアイコンを転送してくる。
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【０１１９】
CPU３０１は、CPU２０１を介して、このチャットルームのアイコンを受信すると、ステッ
プＳ６５において、これをLCD１２５に表示させる。
【０１２０】
これにより、例えば、図１５に示されるように、チャットウインドウ８１の表示部８３に
、そのとき開かれているチャットルームのアイコン９５が表示される。このアイコンは、
上述したように、ウインドウ４１に番組が表示されている場合には、この番組に関連して
開かれているチャットルームのアイコンだけとされる。これにより、各ユーザは、今放送
されている番組に関連したチャットを楽しむことができる。
【０１２１】
これに対して、番組が表示されていない場合には、表示部８３には、その時点において開
かれているチャットルームに対応するアイコンが全て表示される。
【０１２２】
次にステップＳ６６において、CPU３０１は、チャットルームのアイコン９５が選択され
たか否かを判定する。アイコン９５が選択されていないと判定された場合には、ステップ
Ｓ６７に進み、CPU３０１はウインドウ８１の表示部８２に表示されている「話に参加す
る」ボタン９１が押されたか否かを判定する。このボタンが押されていないと判定された
場合には、ステップＳ６８に進み、CPU３０１は、「チャットルームの作成」ボタン９２
が押されたか否かを判定する。このボタンも押されていないと判定された場合は、ステッ
プＳ６９に進み、CPU３０１は、「メニューを閉じる」ボタン９３が押されたか否かを判
定し、押されていない場合には、ステップＳ６６に戻り、それ以降の処理を繰り返し実行
する。
【０１２３】
ステップＳ６６において、チャットルームのアイコン９５が選択されたと判定された場合
、ステップＳ７０に進み、CPU３０１は、選択されたアイコン９５に対応するチャットル
ームのチャットを表示部８２に表示させる。すなわち、CPU３０１は、選択されたアイコ
ンに対応するチャットの内容の転送をサーバに要求し、転送されてきたチャットの内容を
、LCD１２５に表示させる。
【０１２４】
ステップＳ６７において、「話に参加する」ボタン９１が操作されたと判定された場合、
ステップＳ７１に進み、CPU３０１は、表示部８２に表示されているチャットルーム（ス
テップＳ７０の処理で表示されたチャットルーム）にユーザを参加させる処理を実行する
。
【０１２５】
具体的には、CPU３０１は、タッチパネル３５１またはキー入力部３２９を介して入力さ
れたテキストデータをサーバに転送し、このチャットルームに参加している各ユーザに配
信させる。
【０１２６】
一方、ステップＳ６８において、「チャットルーム作成」ボタン９２が操作されたと判定
された場合、ステップＳ７２に進み、CPU３０１は、チャットルームを作成する処理を実
行する。すなわち、このとき、CPU３０１は、サーバに新たなチャットルームの作成を要
求する。 サーバは、この要求を受けたとき、新たなチャットルームを作成する。新たな
チャットルームが作成されたとき、対応するアイコン９５が新たに生成され、サーバから
各ユーザに配信される。各ユーザは、新たに生成されたアイコン９５を選択することで、
そのチャットルームの内容を表示部８２に表示させることができる。そして、必要に応じ
て、「話に参加する」ボタン９１を操作することで、そのチャットルームに参加すること
ができる。
【０１２７】
ステップＳ６９において、「メニューを閉じる」ボタン９３が操作されたと判定された場
合は、ステップＳ７３に進み、CPU３０１はチャットウインドウ８１を閉じる処理を実行
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する。
【０１２８】
すなわち、CPU３０１はサーバにチャットの転送の終了を要求する。この要求に基づいて
、以後、サーバは、チャットデータを転送してこなくなる。そして、CPU３０１は、チャ
ットウインドウ８１の表示を終了し、ウインドウ４１を図７に示されるような元の大きさ
に戻す。
【０１２９】
以上においては、電子番組ガイドのデータを、表示装置１０２のEEPROM３０４に記憶させ
るようにしたが、選局装置１０１のEEPROM２０４に記憶させるようにすることもできる。
【０１３０】
図１５に示されるように、テレビジョン放送の画像とチャットが表示されている状態にお
いては、図１６に示されるような処理が実行される。
【０１３１】
ステップＳ９１乃至ステップＳ９４において、CPU３０１は、それぞれ全画面ボタン３１
、マイナスボタン３２、プラスボタン３３、または子画面ボタン３４がオンされたか否か
を判定する。
【０１３２】
ステップＳ９１において、全画面ボタン３１が操作されたと判定された場合、CPU３０１
は、ステップＳ９５に進み、選局部１１２により受信されたチャンネルの画像が表示され
るウインドウ４１を、図７に示される大きさ（最も大きい大きさ）に拡大して、表示させ
る。
【０１３３】
ステップＳ９２において、子画面ボタン３４がオンされたと判定された場合、ステップＳ
９６に進み、CPU３０１は、ウインドウ４１に表示されている子画面をオンまたはオフさ
せる。例えば、図１５に示されるように、ウインドウ４１に子画面の画像が表示されてい
る状態のとき、子画面ボタン３４は、「子画面切」のボタンとされている。この状態のと
き、子画面ボタン３４がオンされると、ウインドウ４１の子画面は、オフ（消去）される
。
【０１３４】
これに対して、子画面が表示されていない状態においては、例えば図４に示されるように
、子画面ボタン３４は、「子画面入」ボタンとされる。この状態において、子画面ボタン
３４がオンされた場合には、ウインドウ４１が表示され、そこに子画面として、受信チャ
ンネルの画像が表示される。
【０１３５】
ステップＳ９３において、マイナスボタン３２がオンされたと判定された場合、ステップ
Ｓ９７に進み、CPU３０１は受信チャンネルのチャンネル番号を１つ減少させる。すなわ
ち、このとき、CPU３０１は、CPU２０１に、受信チャンネルのチャンネル番号を１つだけ
減少させるように要求する。CPU２０１は、この要求に基づいて、選局部１１２を制御し
、受信チャンネルのチャンネル番号を１つだけ小さい番号に変更させる。その結果、ウイ
ンドウ４１には、１つだけ番号が小さいチャンネルの画像が表示される。
【０１３６】
これに対して、ステップＳ９４において、プラスボタン３３がオンされたと判定された場
合、ステップＳ９８に進み、CPU３０１は、チャンネル番号を１つ増加させる処理を実行
する。すなわち、このときCPU３０１は、CPU２０１に、受信チャンネル番号を１つだけ大
きくさせるように要求する。CPU２０１は、この要求に対応して、選局部１１２を制御し
、受信チャンネルの番号を１つだけ大きな値に変更させる。その結果、ウインドウ４１に
は、１つだけ大きい番号のチャンネルの画像が表示される。
【０１３７】
このように、この例においては、インターネットを介して受信したウェブ情報（図１５の
例の場合、チャット）と、テレビジョン放送の画像が同時に表示されている状態において
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、受信チャンネルを変更することができる。そして、その受信チャンネルが表示されてい
る画像を、大きくしたり、消去することができる。
【０１３８】
なお、子画面が消去されたとき、CPU２０１はEEPROM２０４に、それまで受信されていた
チャンネル番号を記憶させる。従って、その後、再び、テレビジョン放送の受信が指令さ
れたとき、特にチャンネルの指定がない場合には、ラストチャンネルとしてEEPROM２０４
に記憶されているチャンネルが、選局部１１２により選局される。
【０１３９】
なお、図１６のフローチャートに示される処理は、図４、図７、図８、図１０、または図
１２に示されるような画像が表示されている状態においても、同様に実行される。
【０１４０】
上述した一連の処理は、ハードウエアにより実行させることもできるが、ソフトウエアに
より実行させることもできる。
【０１４１】
一連の処理をソフトウエアにより実行させる場合には、そのソフトウエアを構成するプロ
グラムが、専用のハードウエアに組み込まれているコンピュータ、または、各種のプログ
ラムをインストールすることで、各種の機能を実行することが可能な、例えば汎用のパー
ソナルコンピュータなどに、ネットワークや記録媒体からインストールされる。
【０１４２】
なお、本明細書において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは、記載
された順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されな
くとも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
【０１４３】
また、本明細書において、システムとは、複数の装置により構成される装置全体を表すも
のである。
【０１４４】
【発明の効果】
　以上のごとく、本発明の一側面の情報処理装置および方法、並びに記録媒体のプログラ
ムによれば、選択された番組のチャンネル番号が予め設定された地域の受信可能なチャン
ネル番号ではない場合、番組が受信可能ではないことを視聴者に認識させるために出力す
る情報を制御するようにしたので、視聴者が装置や機能の故障と誤認するような恐れが抑
制される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用した情報受信システムの構成例を示す図である。
【図２】図１の選局装置の構成例を示すブロック図である。
【図３】図１の表示装置の構成例を示すブロック図である。
【図４】電子番組ガイドの表示例を示す図である。
【図５】図４の２４時間ボタンが操作された場合における処理を説明するフローチャート
である。
【図６】図１の情報受信システムにおける画像表示処理を説明するフローチャートである
。
【図７】図６のステップＳ１４における表示例を示す図である。
【図８】図６のステップＳ１５における表示例を示す図である。
【図９】図１の情報受信システムにおける詳細情報表示処理を説明するフローチャートで
ある。
【図１０】図９のステップＳ３１における表示例を示す図である。
【図１１】図４のリアルタイムボタンが操作された場合における図１の情報受信システム
の処理を説明するフローチャートである。
【図１２】図１１のステップＳ４２における表示例を示す図である。
【図１３】図１２に示す画像が表示されている場合における図１の情報受信システムの動
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作を説明するフローチャートである。
【図１４】図４のチャットボタンが操作された場合における図１の情報受信システムの動
作を説明するフローチャートである。
【図１５】図１４のステップＳ６５における表示例を示す図である。
【図１６】図１５に示す画像が表示されている場合における図１の情報受信システムの動
作を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
２０　ウインドウ，　２１乃至２４　表示部，　２５乃至２７　ボタン，　４１　ウイン
ドウ，　５１　ウインドウ，　６１，６２　表示部，　７１　ボタン，　８１　チャット
ウインドウ，　８２，８３　表示部，　９５　アイコン，　１０１　選局装置，　１０２
　表示装置

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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