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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の番組の番組情報を一覧表示する一覧表示領域と、番組の詳細な番組情報を表示す
る詳細表示領域とを有する電子番組表を表示装置に表示させる表示制御装置であって、
　前記一覧表示領域に表示された複数の番組の中から任意の番組を選択指定するための選
択指定手段と、
　前記選択指定手段で選択指定された番組の詳細な番組情報を前記詳細表示領域に表示さ
せる表示制御手段とを備え、
　前記表示制御手段は、前記選択指定手段で第１の番組が選択指定されて、前記第１の番
組の詳細な番組情報を前記詳細表示領域に表示させた後に、前記選択指定手段で第２の番
組が選択指定された場合、前記詳細表示領域に前記第１の番組の詳細な番組情報に加えて
前記第２の番組の詳細な番組情報を表示させることを特徴とする表示制御装置。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記選択指定手段で第１の番組が選択指定されて、前記第１の番
組の詳細な番組情報を前記詳細表示領域に表示させた後に、前記選択指定手段で第２の番
組が選択指定された場合、前記詳細表示領域を拡張して、当該拡張された詳細表示領域に
前記第１及び第２の番組の詳細な番組情報を表示させることを特徴とする請求項１に記載
の表示制御装置。
【請求項３】
　前記番組情報は、番組の名称を含み、
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　前記詳細な番組情報は、番組の内容に関する詳細情報、番組の属するジャンルに関する
情報、及び番組に対する課金情報のうち少なくとも一つの情報を含むことを特徴とする請
求項１又は請求項２に記載の表示制御装置。
【請求項４】
　複数の番組の番組情報を一覧表示する一覧表示領域と、番組の詳細な番組情報を表示す
る詳細表示領域とを有する電子番組表を表示装置に表示させる表示制御装置であって、
　前記一覧表示領域に表示された複数の番組の中から任意の番組を選択するための選択手
段と、
　前記選択手段で選択された番組の詳細な番組情報を前記詳細表示領域に表示させる表示
制御手段と、
　前記選択手段で選択された番組の詳細な番組情報を前記詳細表示領域に固定的に表示さ
せる場合に該番組を指定するための選択指定手段とを備え、
　前記表示制御手段は、前記複数の番組の中の所定の番組が前記選択手段で選択され、当
該所定の番組が前記選択指定手段で指定された後、前記複数の番組の中の他の番組が前記
選択手段で選択された場合は、前記所定の番組の詳細な番組情報を前記詳細表示領域に固
定的に表示させた状態を維持しつつ、前記選択手段で選択された前記他の番組の詳細な番
組情報を前記詳細表示領域以外の領域に表示させることを特徴とする表示制御装置。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、前記選択手段で選択された前記他の番組の詳細な番組情報を前記
一覧表示領域にポップアップ表示させることを特徴とする請求項４に記載の表示制御装置
。
【請求項６】
　前記表示制御手段は、前記選択手段で選択された前記他の番組が前記選択指定手段で指
定された場合は、前記詳細表示領域を拡張して、当該拡張された詳細表示領域に前記所定
の番組及び前記他の番組の詳細な番組情報を表示させることを特徴とする請求項４又は請
求項５に記載の表示制御装置。
【請求項７】
　前記番組情報は、番組の名称を含み、
　前記詳細な番組情報は、番組の内容に関する詳細情報、番組の属するジャンルに関する
情報、及び番組に対する課金情報のうち少なくとも一つの情報を含むことを特徴とする請
求項４から請求項６のいずれか１項に記載の表示制御装置。
【請求項８】
　複数の番組の番組情報を一覧表示する一覧表示領域と、番組の詳細な番組情報を表示す
る詳細表示領域とを有する電子番組表を表示装置に表示させる表示制御方法であって、
　前記一覧表示領域に表示された複数の番組の中から選択指定された第１の番組の詳細な
番組情報を前記詳細表示領域に表示させる第１の表示ステップと、
　前記第１の表示ステップの後に、前記一覧表示領域に表示された複数の番組の中から第
２の番組が選択指定された場合、前記詳細表示領域に前記第１の番組の詳細な番組情報に
加えて前記第２の番組の詳細な番組情報を表示させる第２の表示ステップとを有すること
を特徴とする表示制御方法。
【請求項９】
　前記第２の表示ステップにおいて、前記詳細表示領域を拡張して、当該拡張された詳細
表示領域に前記第１及び第２の番組の詳細な番組情報を表示させることを特徴とする請求
項８に記載の表示制御方法。
【請求項１０】
　前記番組情報は、番組の名称を含み、
前記詳細な番組情報は、番組の内容に関する詳細情報、番組の属するジャンルに関する情
報、及び番組に対する課金情報のうち少なくとも一つの情報を含むことを特徴とする請求
項８又は請求項９に記載の表示制御方法。
【請求項１１】
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　複数の番組の番組情報を一覧表示する一覧表示領域と、番組の詳細な番組情報を表示す
る詳細表示領域とを有する電子番組表を表示装置に表示させる表示制御方法であって、
　前記一覧表示領域に表示された複数の番組の中から所定の番組が選択されたことに応じ
て、当該所定の番組の詳細な番組情報を前記詳細表示領域に表示させる第１の選択ステッ
プと、
　前記第１の選択ステップで選択された前記所定の番組が指定されたことに応じて、当該
所定の番組の詳細な番組情報を前記詳細表示領域に固定的に表示させる第１の選択指定ス
テップと、
　前記第１の選択指定ステップの後、前記複数の番組の中の他の番組が選択されたことに
応じて、前記所定の番組の詳細な番組情報を前記詳細表示領域に固定的に表示させた状態
を維持しつつ、選択された前記他の番組の詳細な番組情報を前記詳細表示領域以外の領域
に表示させる第２の選択ステップとを有することを特徴とする表示制御方法。
【請求項１２】
　前記第２の選択ステップにおいて、選択された前記他の番組の詳細な番組情報を前記一
覧表示領域にポップアップ表示させることを特徴とする請求項１１に記載の表示制御方法
。
【請求項１３】
　さらに、前記第２の選択ステップで選択された前記他の番組が指定されたことに応じて
、前記詳細表示領域を拡張して、当該拡張された詳細表示領域に前記所定の番組及び前記
他の番組の詳細な番組情報を表示させる第２の選択指定ステップを有することを特徴とす
る請求項１１又は請求項１２に記載の表示制御方法。
【請求項１４】
　前記番組情報は、番組の名称を含み、
前記詳細な番組情報は、番組の内容に関する詳細情報、番組の属するジャンルに関する情
報、及び番組に対する課金情報のうち少なくとも一つの情報を含むことを特徴とする請求
項１１から請求項１３のいずれか１項に記載の表示制御方法。
【請求項１５】
　請求項８から請求項１４のいずれか１項に記載の表示制御方法の動作をコンピュータに
実行させるためのプログラムを記憶したコンピュータ読取可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、番組情報を表示可能な装置、例えば、ディジタルテレビジョン放送で送信さ
れる電子番組ガイド（ＥＰＧ：Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ ＰｒｏｇｒａｍＧｕｉｄｅ）の表
示が可能である表示制御装置、表示制御方法、及びそれを実施するための処理ステップを
コンピュータが読出可能に格納した記憶媒体に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
例えば、現在行なわれている通信衛星（ＣＳ：Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓａｔｅｌ
ｌｉｔｅ）や放送衛星（ＢＳ：Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ）を用い
たディジタル衛星テレビジョン（ＴＶ）放送においては、視聴者サービスの一環として、
電子番組ガイド（ＥＰＧ：Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｇｕｉｄｅ）が、映
像及び音声のデータ等と共に送信されるようになされている。
【０００３】
また、今後予定されている地上波ディジタルＴＶ放送においても、上記のＥＰＧのサービ
スが行なわれると考えられる。
【０００４】
尚、以下の説明においては、ディジタル衛星ＴＶ放送や地上波ディジタルＴＶ放送等をま
とめて、単に「ディジタルＴＶ放送」と言う。
【０００５】
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ここで、ディジタルＴＶ放送は多チャンネル放送であることにより、ＥＰＧは、ユーザの
チャンネル選択情報として非常に有意義な情報となる。
例えば、受信側において、受信データに含まれるＥＰＧを画面上に表示することで、ユー
ザは、その表示画面上の内容から、番組の放送時間や、番組の詳細内容、ジャンル、課金
情報等を容易に把握することが可能となる。
【０００６】
図１７は、従来におけるディジタルＴＶ放送の受信装置９００の構成を示したものである
。
受信装置９００は、上記図１７に示すように、チューナ部９０１、デスクランブラ９０２
、デマルチプレクサ９０３、ビデオデコーダ９０４、オーディオデコーダ９０５、ＥＰＧ
デコーダ９０６、メモリ９０７、ＥＰＧ画面構成部９０８、表示制御部９０９、ディジタ
ル／アナログ変換器（ＤＡＣ）９１０、画像表示部９１２、音声出力部９１３、操作部９
１４、受光部９１５、リモートコントローラ（リモコン）９１６、ＩＣカード制御部９１
７、システム制御部９１８、カーソル指定判別部９１９、及びカーソル発生部９２０が、
システムバス９３０を介して接続された構成としている。
【０００７】
チューナ部９０１は、アンテナからのデータを受信し、当該受信データの復調や誤り訂正
等の処理を実行する。
デスクランブラ９０２は、チューナ部９０１での処理後のデータ（トランスポートストリ
ーム（ＴＳ））に対して視聴制限のためのスクランブルがかけられていた場合、ＩＣカー
ド制御部９１７からの情報及び当該ＴＳに含まれる情報に基づき、ＴＳのスクランブルを
解除する。
【０００８】
デマルチプレクサ９０３は、デスクランブラ９０２からのＴＳ、すなわち複数チャンネル
分の映像データ、音声データ、及びＥＰＧデータ等が時分割多重化されているＴＳから、
所望のチャンネルの映像データＤ１、音声データＤ２、及びＥＰＧデータＤ３を取り出し
、映像データＤ１をビデオデコーダ９０４へ供給し、音声データＤ２をオーディオデコー
ダ９０５へ供給し、ＥＰＧデータＤ３をＥＰＧデコーダ９０６へ供給する。
【０００９】
オーディオデコーダ９０５は、デマルチプレクサ９０３からの音声データＤ２を復号化し
て出力する。
ＤＡＣ９１０は、オーディオデコーダ９０５の出力データをアナログ化し、それを音声出
力部９１３を介して音声出力する。
【００１０】
ビデオデコーダ９０４は、デマルチプレクサ９０３からの映像データＤ１（ＭＰＥＧ２等
により符号化されたデータ）を復号化し、ＥＰＧデコーダ９０６も同様にして、デマルチ
プレクサ９０３からのＥＰＧデータＤ３を復号化するが、これらの復号化及び再生につい
て、以下、具体的に説明する。
【００１１】
まず、ＥＰＧデータＤ３は、主に、ネットワーク名称、チャンネル番号（又は、名称）、
放送時間、番組名称、番組内容、課金情報、及び現在の時刻等に関するデータか構成され
る。また、ＥＰＧデータＤ３は、直接画面表示を行なうことはできず、このＥＰＧデータ
Ｄ３に基づいて、画面表示用のＥＰＧ表示データＤ４を生成する必要がある。
【００１２】
具体的には、ＥＰＧを構成するのに必要なデータは、「ＩＥＣ１３８１８－１ＭＰＥＧ２
　ＳＹＳＴＥＭ」や、社団法人電波産業会（通称ＡＲＩＢ）における標準規格「ディジタ
ル放送に使用する番組配列情報」等で規定されているデータ構造にて伝送される。
【００１３】
上記のデータ構造の中で、ＥＰＧを構成するための主要なデータ構造としては、次のよう
なデータ構造が挙げられる。
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・ネットワークにより伝送されるＴＳの物理的構成に関する情報、及びネットワーク自身
の名称や特性を表す情報等を伝送するＮＩＴ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｆｏｍａｔｉｏｎ　
Ｔａｂｌｅ）
・編成チャンネルの名称、放送事業者の名称、及び編成チャンネルに関する情報を伝送す
るＳＤＴ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　Ｔａｂｌｅ）
・ブーケ（編成チャンネルの集合）の名称や、含まれる編成チャンネル等のブーケに関す
る情報等を伝送するＢＡＴ（Ｂｏｕｑｕｅｔ　ＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎＴａｂｌｅ）
・番組の名称、放送開始日時、及び内容の説明等の番組に関する情報を伝送するＥＩＴ（
Ｅｖｅｎｔ　Ｉｎｆｏｍａｔｉｏｎ　Ｔａｂｌｅ）
・現在の日付や時刻の情報等を伝送するＴＤＴ（Ｔｉｍｅ　Ｄａｔｅ　Ｔａｂｌｅ）
【００１４】
ＴＤＴについては、例えば、受信装置９００でこれを受信し、仮に、受信装置９００にお
ける現在の日付及び時刻が誤っていた場合、ＴＤＴにより示される日付及び時刻に訂正（
更新）される。
【００１５】
そこで、ＥＰＧデコーダ９０６は、デマルチプレクサ９０３からのＥＰＧデータＤ３を復
号化することで、ＥＰＧ表示データＤ４を生成するが、ＥＰＧデータＤ３は、ＥＰＧデコ
ーダ９０６へ供給される前に、一旦、メモリ９０７へ記憶される。
そして、メモリ９０７に記憶されたＥＰＧデータＤ３は、ＥＰＧ表示の指示があった場合
に、ＥＰＧデコーダ９０６に対して入力される。
したがって、ＥＰＧデコーダ９０６は、メモリ９０７からのＥＰＧデータＤ３を復号化し
て、ＥＰＧ表示データＤ４を生成し、これをＥＰＧ画面構成部９０８へ供給する。
ＥＰＧ画面構成部９０８は、ＥＰＧデコーダ２０６からのＥＰＧ表示データＤ４に基づい
て、ＥＰＧ画面を構成する。
【００１６】
図１８は、ＥＰＧ画面構成部９０８によるＥＰＧ画面構成のための処理を示したものであ
る。
先ず、ユーザーインターフェイスである操作部９１４を介して、或いはリモコン９１６か
ら受光部９１５を介して、ユーザからＥＰＧを表示させるための指示が入力されると、シ
ステム制御部９１８は、この入力指示により、ＥＰＧを表示させるための、次のような動
作制御を行う（ステップ１００１）。
【００１７】
システム制御部９１８の動作制御により、ＥＰＧデコーダ９０６は、上述したようにして
、メモリ９０７から出力されるＥＰＧデータＤ３を復号化することで、ＥＰＧ表示データ
Ｄ４を生成し、これをＥＰＧ画面構成部９０８へ供給する。
ＥＰＧ画面構成部９０８は、ＥＰＧデコーダ９０６からのＥＰＧ表示データＤ４から、Ｓ
ＤＴを取り込み、そのＳＤＴにより示される、チャンネルに属する番組の情報の有無の確
認、自他ストリームのチャンネル名、及びチャンネル番号等の情報を取得する（ステップ
１００２）。
【００１８】
また、ＥＰＧ画面構成部９０８は、上記のＥＰＧ表示データＤ４から、ＥＩＴを取り込み
、そのＥＩＴにより示される、自他ストリームの各チャンネルの中の番組名、その開始時
刻、ジャンル、番組の説明、及び課金情報等の情報を取得する（ステップ１００３）。
【００１９】
そして、ＥＰＧ画面構成部９０８は、ステップ１００２及びステップ１００３で取得した
情報に基づいて、ＥＰＧ画面を構成する（ステップ１００４）。
表示制御部９０９は、詳細は後述するが、ＥＰＧ画面構成部９０８で得られたＥＰＧ画面
を、画像表示部９１２で表示出力するための制御を行う（ステップ１００５）。
【００２０】
尚、ネットワーク名称の情報等が記述されるＮＩＴや、現在の日時の情報等が記述される
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ＴＤＴについては、通常、受信装置９００の電源投入時に取得されるものとし、これに関
する処理については、上記図１８のフローチャートから割愛した。
【００２１】
上記図１８に示したステップ１００５の処理を具体的に説明する。
まず、表示制御部９０９には、ＥＰＧ画面構成部９０８で得られたＥＰＧ画面と、ビデオ
デコーダ９０４で復号化された映像データＤ１とが供給される。
したがって、表示制御部９０９は、ＥＰＧ画面のデータと、復号化後の映像データとを切
り替えて、画像表示部９１２へ表示させる、或いは、ＥＰＧ画面を画像表示部９１２へＯ
ＳＤ（Ｏｎ　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ）表示させるための制御を行う。
【００２２】
図１９は、表示制御部９０９の制御による、画像表示部９１２の表示画面の一例（ＥＰＧ
画面１１００）を示したものである。
上記図１９において、“１１０１”は、チャンネル名又はチャンネル番号を示す表示領域
であり、“１１０２”は、各チャンネル番組の開始及び終了時刻を明示するための時間軸
である。
“１１０３”は、各チャンネル番組の中の所望する番組を選択するための選択カーソルで
あり、“１１０４”は、選択カーソル１１０３によって選択されている番組のチャンネル
名又はチャンネル、番号、番組名、放送日時、番組内容、ジャンル、及び課金情報等を表
示する領域である。
“１１０５”は、現在の日時を示すための表示領域であり、“１１０６”は、現在選択さ
れているネットワークの名称を示すための表示領域である。
【００２３】
選択カーソル１１０３は、カーソル発生部９２０（上記図１７参照）により発生されるも
のであり、操作部９１４或いはリモコン９１６により、その移動や任意の領域の指定等が
可能となっている。
【００２４】
図２０（ａ）及び（ｂ）は、操作部９１４及びリモコン９１６の構成を示したものである
。
上記図２０（ａ）及び（ｂ）において、“１２０１”は、リモコン９１６と受信装置９０
０の受光部９１５（上記図１７参照）の間で赤外線通信を行なうための発光部である。
“１２０２”は、チャンネル番号等を入力するためのテンキーであり、“１２０３”は、
ＥＰＧ画面を表示させるためのＥＰＧ表示ボタンである。
“１２０４ａ～１２０４ｄ”は、選択カーソル１１０３（上記図１９参照）を上下左右に
移動させるためのカーソルボタンであり、“１２０５”は、選択カーソル１１０３によっ
て指定されている領域選択の決定を行なうための決定ボタン１２０４である。
【００２５】
したがって、ユーザは、上記図２０（ａ）及び（ｂ）に示したような操作部９１４やリモ
コン９１６を操作することで、画像表示部９１２において、ＥＰＧ画面１１００の表示、
選択カーソル１１０３の移動、及びチャンネルの選択等を行なうことが可能となる。
【００２６】
例えば、上記図１９のＥＰＧ画面１１００では、次のような情報を認識することができる
。
・現在日時が１９９８年１１月１７日午前６時３２分であること。
・チャンネル番号１０１～１０７における、午前６時～午前１０時の間に放送される番組
。
・１０７チャンネルにおいて、午前８時～午前１０時まで放映される予定の「料理５」の
番組の内容。
【００２７】
上記図１９のＥＰＧ画面１１００の状態において、操作部９１４又はリモコン９１６のカ
ーソルボタン１２０４ａ～１２０４ｄを操作することで、選択カーソル１１０３を右方向
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に移動させれば、ＥＰＧ画面１１００が時間軸方向（横方向）にスクロールする。これに
より、午前１０時以降のＥＰＧ画面を表示することができる。
また同様にして、選択カーソル１１０３を下方向へ移動させれば、ＥＰＧ画面１１００が
チャンネル表示軸方向（縦方向）にスクロールする。これにより、１０７チャンネル以降
のＥＰＧ画面の表示、及び１０：００以降のＥＰＧ画面の表示を行うことができる。
【００２８】
上述のような操作により、ユーザは、ＥＰＧ画面１１００で表示されてる番組名の中から
、視聴選択候補番組を選択し（選択カーソル１１０３を合わせる）、表示領域１１０４へ
表示される当該視聴選択候補番組の詳細な情報を参照し、決定ボタン１２０５により、当
該視聴選択候補番組を、実際に視聴する番組として本選択（視聴決定）する。
【００２９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記図１７に示したような従来の受信装置９００では、ディジタルＴＶ放
送において放送されているチャンネルが数百に渡るにもかかわらず、上記図１９に示した
ように、ＥＰＧ画面１１００において、ほんの一部の情報しか表示することができなかっ
た。
上記図１９の画面例では、１０１チャンネル～１０７チャンネルの７つのチャンネルにつ
いての約４時間分の番組名称のみしか表示されていない。また、表示領域１１０４には、
番組に付帯する詳細な情報（番組の内容、番組のジャンル、番組の課金情報、及び番組の
放送時間等の情報）が表示されるが、これは１番組分のみであり、他の番組に付帯する詳
細な情報は表示されない。
【００３０】
したがって、ユーザは、莫大な数のチャンネル或いは番組において、個々の番組に付帯す
る詳細な情報（番組の内容、番組のジャンル、番組の課金情報、及び番組の放送時間等の
情報）を比較しながら、所望する番組を容易に且つ効率的に選択することができなかった
。
【００３１】
そこで、本発明は、上記の欠点を除去するために成されたもので、ユーザが、所望する番
組を容易に且つ効率的に選択することができる、表示制御装置、表示制御方法、受信装置
、受信方法、、及びそれを実施するための処理ステップをコンピュータが読出可能に格納
した記憶媒体を提供することを目的とする。
【００３２】
【課題を解決するための手段】
　斯かる目的下において、本願発明に係る表示制御装置は、複数の番組の番組情報を一覧
表示する一覧表示領域と、番組の詳細な番組情報を表示する詳細表示領域とを有する電子
番組表を表示装置に表示させる表示制御装置であって、一覧表示領域に表示された複数の
番組の中から任意の番組を選択指定するための選択指定手段と、選択指定手段で選択指定
された番組の詳細な番組情報を詳細表示領域に表示させる表示制御手段とを備える。表示
制御手段は、選択指定手段で第１の番組が選択指定されて、第１の番組の詳細な番組情報
を詳細表示領域に表示させた後に、選択指定手段で第２の番組が選択指定された場合、詳
細表示領域に第１の番組の詳細な番組情報に加えて第２の番組の詳細な番組情報を表示さ
せることを特徴とする。
【００３３】
　本願発明に係る他の表示制御装置は、複数の番組の番組情報を一覧表示する一覧表示領
域と、番組の詳細な番組情報を表示する詳細表示領域とを有する電子番組表を表示装置に
表示させる表示制御装置であって、一覧表示領域に表示された複数の番組の中から任意の
番組を選択するための選択手段と、選択手段で選択された番組の詳細な番組情報を詳細表
示領域に表示させる表示制御手段と、選択手段で選択された番組の詳細な番組情報を詳細
表示領域に固定的に表示させる場合に該番組を指定するための選択指定手段とを備える。
表示制御手段は、複数の番組の中の所定の番組が選択手段で選択され、当該所定の番組が
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選択指定手段で指定された後、複数の番組の中の他の番組が選択手段で選択された場合は
、所定の番組の詳細な番組情報を詳細表示領域に固定的に表示させた状態を維持しつつ、
選択手段で選択された他の番組の詳細な番組情報を詳細表示領域以外の領域に表示させる
ことを特徴とする。
【００３４】
　本願発明に係る表示制御方法は、複数の番組の番組情報を一覧表示する一覧表示領域と
、番組の詳細な番組情報を表示する詳細表示領域とを有する電子番組表を表示装置に表示
させる表示制御方法であって、一覧表示領域に表示された複数の番組の中から選択指定さ
れた第１の番組の詳細な番組情報を詳細表示領域に表示させる第１の表示ステップと、第
１の表示ステップの後に、一覧表示領域に表示された複数の番組の中から第２の番組が選
択指定された場合、詳細表示領域に第１の番組の詳細な番組情報に加えて第２の番組の詳
細な番組情報を表示させる第２の表示ステップとを有することを特徴とする。
【００３５】
　本願発明に係る他の表示制御方法は、複数の番組の番組情報を一覧表示する一覧表示領
域と、番組の詳細な番組情報を表示する詳細表示領域とを有する電子番組表を表示装置に
表示させる表示制御方法であって、一覧表示領域に表示された複数の番組の中から所定の
番組が選択されたことに応じて、当該所定の番組の詳細な番組情報を詳細表示領域に表示
させる第１の選択ステップと、第１の選択ステップで選択された所定の番組が指定された
ことに応じて、当該所定の番組の詳細な番組情報を詳細表示領域に固定的に表示させる第
１の選択指定ステップと、第１の選択指定ステップの後、複数の番組の中の他の番組が選
択されたことに応じて、所定の番組の詳細な番組情報を詳細表示領域に固定的に表示させ
た状態を維持しつつ、選択された他の番組の詳細な番組情報を詳細表示領域以外の領域に
表示させる第２の選択ステップとを有することを特徴とする。
【００３６】
　本願発明に係る記憶媒体は、上記表示制御方法の動作をコンピュータに実行させるため
のプログラムを記憶したコンピュータ読取可能な記憶媒体であることを特徴とする。
【００８２】
【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用いて説明する。
【００８３】
（第１の実施の形態）
本発明は、例えば、図１に示すようなディジタルＴＶ放送の受信装置１００に適用される
。
【００８４】
＜受信装置１００の全体構成＞
本実施の形態の受信装置１００は、上記図１に示すように、チューナ部１０１、デスクラ
ンブラ１０２、デマルチプレクサ１０３、ビデオデコーダ１０４、オーディオデコーダ１
０５、ＥＰＧデコーダ１０６、メモリ１０７、ＥＰＧ画面構成部１０８、表示制御部１０
９、ディジタル／アナログ変換器（ＤＡＣ）１１０、画像表示部１１２、音声出力部１１
３、操作部１１４、受光部１１５、リモートコントローラ（リモコン）１１６、ＩＣカー
ド制御部１１７、システム制御部１１８、カーソル指定判別部１１９、及びカーソル発生
部１２０と共に、スクロール制御部１２１が、システムバス１３０を介して接続された構
成としている。
【００８５】
また、本実施の形態の受信装置１００は、その全体動作が、システム制御部１１８によっ
て制御される。
例えば、システム制御部１１８は、メモリ１４０に予め格納された処理プログラムを読み
出して実行することで、後述するような受信装置１００の動作制御を行う。
【００８６】
＜受信装置１００の一連の動作＞
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　先ず、チューナ部１０１は、アンテナからのデータを受信し、当該受信データの復調や
誤り訂正等の処理を実行する。（ここで、チューナ部１０１は受信手段に相当する。）
　デスクランブラ１０２は、チューナ部１０１での処理後のデータ（トランスポートスト
リーム（ＴＳ））に対して視聴制限のためのスクランブルがかけられていた場合、ＩＣカ
ード制御部１１７からの情報及び当該ＴＳに含まれる情報に基づき、当該ＴＳのスクラン
ブルを解除する。
【００８７】
　デマルチプレクサ１０３は、デスクランブラ１０２からのＴＳ、すなわち複数チャンネ
ル分の映像データ、音声データ、及びＥＰＧデータ等が時分割多重化されているＴＳから
、ユーザから選択されたチャンネルの映像データＤ１、音声データＤ２、及びＥＰＧデー
タＤ３を取り出し、映像データＤ１をビデオデコーダ１０４へ供給し、音声データＤ２を
オーディオデコーダ１０５へ供給し、ＥＰＧデータＤ３を一旦メモリ１０７へ格納する。
（ここで、ＥＰＧデータは番組情報データに相当する。）
【００８８】
オーディオデコーダ１０５は、デマルチプレクサ１０３からの音声データＤ２を復号化し
てＤＡＣ１１０に出力する。
ＤＡＣ１１０は、オーディオデコーダ１０５の出力データをアナログ化し、それを音声出
力部１１３を介して音声出力する。
【００８９】
ビデオデコーダ１０４は、デマルチプレクサ１０３からの映像データＤ１（ＭＰＥＧ２等
により符号化されたデータ）を復号化し、当該復号化後の映像データＤ１を表示制御部１
０９へ供給する。
【００９０】
メモリ１０７へ格納されたＥＰＧデータＤ３は、システム制御部１１８からの制御により
、ユーザからＥＰＧ画面の表示指示がなされた場合に、ＥＰＧデコーダ１０６へ供給され
る。
ＥＰＧデコーダ１０６は、詳細は後述するスクロール制御部１２１からの制御に従って、
メモリからのＥＰＧデータＤ３を復号化することで、ＥＰＧ表示データＤ４を生成し、こ
れをＥＰＧ画面構成部１０８へ供給する。
【００９１】
ＥＰＧ画面構成部１０８は、詳細は後述するスクロール制御部１２１からの制御に従って
、ＥＰＧデコーダ１０６からのＥＰＧ表示データＤ４を用いて、ＥＰＧ画面を構成し、こ
れを表示制御部１０９へ供給する。
【００９２】
　表示制御部１０９は、ＥＰＧ画面構成部１０８からのＥＰＧ画面のデータと、ビデオデ
コーダ１０４からの復号化後の映像データとを切り替えて、画像表示部１１２へ表示させ
る、或いは、ＥＰＧ画面を画像表示部１１２へＯＳＤ（ＯｎＳｃｒｅｅｎ Ｄｉｓｐｌａ
ｙ）表示させるための制御を行う。（ここで、表示制御部１０９は、表示制御手段に相当
し、画像表示部１１２は、表示装置に相当する。）
【００９３】
＜受信装置１００の特徴とする構成及び動作＞
受信装置１００は、スクロール制御部１２１により、ユーザから視聴番組候補として選択
された第１の番組に関わる付帯情報を、ＥＰＧ画面上の任意の領域に固定的に表示させた
状態で、それ以降の視聴番組候補を選択するためのＥＰＧ画面をスクロール可能に表示し
、当該ＥＰＧ画面上からユーザにより選択された第2の番組に関わる付帯情報を、第１の
番組に関わる付帯情報と共に同一画面上に表示するように構成されている。
これにより、ユーザは、視聴番組候補として選択した第１の番組の付帯情報と、それ以降
に視聴番組候補として選択した第2の番組の付帯情報とを、それぞれ比較しながら、より
簡便に所望する番組の選択を行なうことが可能となる。
以下、このような本実施の形態の特徴とする構成及び動作について、具体的に説明する。
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【００９４】
　図２は、ＥＰＧ画面構成部１０８により構成されるＥＰＧ画面の一例（ＥＰＧ画面２０
０）を示したものである。
　上記図２において、"２０１"は、チャンネル名又はチャンネル番号を示す表示領域であ
り、"２０２"は、各チャンネル番組の開始及び終了時刻を明示するための時間軸である。
そして、チャンネル番号軸と時間軸とを基準に各番組を選択する為の項目を一覧表示する
。ここで、各番組の項目とは、図中のＤ－２、Ａ－１等の表示であり、例えば、各番組の
番組名である。（また、各番組の項目とは、番組情報に相当する。）
　"２０３"は、各チャンネル番組の中の所望する番組を選択するための選択カーソルであ
り、"２０４"は、選択カーソル２０３によって選択されている番組のチャンネル名又はチ
ャンネル、番号、番組名、放送日時、番組内容、ジャンル、及び課金情報等の付帯情報を
表示する領域である。（ここで、付帯情報とは、詳細番組情報に相当する。）
　"２０５"は、現在の日時を示すための表示領域であり、"２０６"は、現在選択されてい
るネットワークの名称を示すための表示領域である。（ここで、ネットワークとは、伝送
路に相当する。）
【００９５】
　選択カーソル２０３は、カーソル発生部１２０（上記図１参照）により発生されるもの
であり、操作部１１４或いはリモコン１１６により、その移動や任意の領域の指定等が可
能となっている。（ここで、操作部１１４或いはリモコン１１６は、選択手段及び選択指
定手段に相当する。）
【００９６】
図３（ａ）及び（ｂ）は、操作部１１４及びリモコン１１６の構成の一例を示したもので
ある。
上記図３（ａ）及び（ｂ）において、“３０１”は、リモコン１１６と受信装置１００の
受光部１１５（上記図１参照）の間で赤外線通信を行なうための発光部である。
“３０２”は、チャンネル番号等を入力するためのテンキーであり、“３０３”は、ＥＰ
Ｇ画面を表示させるためのＥＰＧ表示ボタンである。
“３０４ａ～３０４ｄ”は、選択カーソル２０３（上記図２参照）を上下左右に移動させ
るためのカーソルボタンであり、“３０５”は、選択カーソル２０３によって指定されて
いる領域選択の決定を行なうための決定ボタンである。
“３０６”は、詳細は後述する選択ボタンである。
【００９７】
尚、上記図３（ａ）及び（ｂ）は、本実施の形態の一例として、主なる機能を実現するた
めの操作を行うボタンのみを示したが、これに限られることはない。
また、上記図３（ａ）の操作部１１４と、同図（ｂ）のリモコン１１６とにおいて、同様
に機能するボタンには同じ符号を付加している。
【００９８】
上記図２のＥＰＧ画面２００において、選択カーソル２０３は、１０３チャンネル（チャ
ンネル番号“１０３”のチャンネル）の、時間帯２０：３０～２１：３０に放送される番
組Ｄ－２に位置している。
この場合、表示領域２０４には、番組Ｄ－２の付帯情報（番組付帯情報）、具体的には、
番組Ｄ－２が放送されるチャンネル名、チャンネル番号、番組名、放送日時、番組内容、
ジャンル、課金情報等の情報が表示される。
【００９９】
上記図２のＥＰＧ画面２００の状態で、操作部１１４又はリモコン１１６の決定ボタン３
０５を押下すれば、番組Ｄ－２の視聴が可能となる。
尚、上記図２では、表示領域２０５で示される現在の日時及び時刻が、番組Ｄ－２の放送
時間以前であるため、この場合、番組Ｄ－２の視聴予約或いは録画予約等が行なわれるこ
とになる。
【０１００】
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上記図２のＥＰＧ画面２００の状態で、操作部１１４又はリモコン１１６の選択ボタン３
０６が押下された場合、ＥＰＧ画面２００は、図４に示す表示状態に遷移する。
上記図４のＥＰＧ画面２００（１）は、選択カーソル２０３によって選択された番組Ｄ－
２の欄が最も左上に表示されるように、元のＥＰＧ画面２００が時間軸及びチャンネル軸
両方向にスクロールした状態である。
【０１０１】
　上記のスクロール処理は、スクロール制御部１２１により実施される。
　すなわち、スクロール制御部１２１は、カーソル指定判別部１１９からのカーソル位置
情報（選択カーソル２０３の位置情報）からスクロール処理後に表示が必要なＥＰＧデー
タをＥＰＧデコーダ１０６へ指定する。（ここで、スクロール制御部１２１は、表示制御
手段に相当する。）
【０１０２】
したがって、ＥＰＧデコーダ１０６は、スクロール制御部１２１から指定されたＥＰＧデ
ータを、デマルチプレクサ１０３及びメモリ１０７を介して供給されたＴＳから取り出し
て復号化した後、ＥＰＧ画面構成部１０８に対して送出する。
ＥＰＧ画面構成部１０８は、ＥＰＧデコーダ１０６からのデータを受け取り、そのデータ
からＥＰＧ画面を構成し、それを表示制御部１０９に対して送出する。
表示制御部１０９は、ＥＰＧ画面構成部１０８からのＥＰＧ画面を画像表示部１１２で表
示する。
【０１０３】
上記図４のＥＰＧ画面２００（１）の状態で、操作部１１４又はリモコン１１６のカーソ
ルボタン３０４ａ～３０４ｄを操作することで、選択カーソル２０３を移動させ、他の番
組を選択することが可能となる。
例えば、この操作により、他の番組Ｊ－５が選択された場合、上記図４のＥＰＧ画面２０
０（１）は、図５に示す表示状態に遷移する。
【０１０４】
上記図５のＥＰＧ画面２００（２）では、選択カーソル２０３が、１０９チャンネルにお
いて時間帯２１：３０～２２：３０に放送される番組Ｊ－５に位置している。
また、表示領域２０４には、先に選択された番組Ｄ－２の番組付帯情報が表示された状態
のままであり、この状態において、今回選択された番組Ｊ－５の番組付帯情報が、図中“
２０６”で示すように、同一のＥＰＧ画面２００（２）上にポップアップ表示される。
【０１０５】
したがって、ユーザは、先に選択した番組Ｄ－２の番組付帯情報と、次に選択した番組Ｊ
－５の番組付帯情報とを、同一画面２００（２）上で容易に比較しながら、視聴決定を行
なうことができる。
例えば、番組Ｊ－５の視聴決定を行なうには、上記図５のＥＰＧ画面２００（２）の状態
で、決定ボタン３０５を押下すればよい。また、番組Ｄ－２の視聴決定を行なうには、選
択カーソル２０３を番組Ｄ－２の位置に合わせ、決定ボタン３０５を押下すればよい。
【０１０６】
尚、番組の選択及び／又は決定のための操作としては、上述したような選択カーソル２０
３及び決定ボタン３０５によるものに限られることはなく、例えば、テンキー３０２によ
り、チャンネル／番号を直接入力するようにしてもよい。
【０１０７】
上記図５のＥＰＧ画面２００（２）の状態で、操作部１１４又はリモコン１１６のカーソ
ルボタン３０４ａ～３０４ｄが操作され、選択カーソル２０３の移動により、他の番組、
例えば、番組Ｋ－４が選択された場合、上記図５のＥＰＧ画面２００（２）は、図６に示
す表示状態に遷移する。
【０１０８】
上記図６のＥＰＧ画面２００（３）では、選択カーソル２０３が、１１０チャンネルにお
いて時間帯２１：００～２２：００に放送される番組Ｋ－４に位置している。
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また、表示領域２０４には、最初に選択された番組Ｄ－２の番組付帯情報が表示された状
態のままであり、この状態において、今回選択された番組Ｋ－４の番組付帯情報が、図中
“２０６”で示すように、同一のＥＰＧ画面２００（３）上にポップアップ表示される。
【０１０９】
上記図６のＥＰＧ画面２００（３）の状態で、操作部１１４又はリモコン１１６の選択ボ
タン３０６が押下された場合、上記図６のＥＰＧ画面２００（３）は、図７に示す表示状
態に遷移する。
【０１１０】
上記図７のＥＰＧ画面２００（４）は、選択カーソル２０３によって選択された番組Ｋ－
４の欄が最も左上に表示されるように、前の状態のＥＰＧ画面２００（３）が時間軸及び
チャンネル軸両方向にスクロールした状態である。
また、上記図７のＥＰＧ画面２００（４）では、前の状態のＥＰＧ画面２００（３）でポ
ップアップ表示されていた番組Ｋ－４の番組付帯情報が、番組Ｄ－２の番組付帯情報が表
示されている表示領域２０４とは別の表示領域２０７へ独立して表示される。
【０１１１】
上記図７のＥＰＧ画面２００（４）の状態で、操作部１１４又はリモコン１１６のカーソ
ルボタン３０４ａ～３０４ｄを操作することで、選択カーソル２０３を移動させ、他の番
組を選択することが可能となる。
例えば、この操作により、他の番組Ｍ－５が選択された場合、上記図７のＥＰＧ画面２０
０（４）は、図８に示す表示状態に遷移する。
【０１１２】
上記図８のＥＰＧ画面２００（５）では、選択カーソル２０３が、１１２チャンネルにお
いて時間帯２３：００～０：００に放送される番組Ｍ－５に位置していおり、表示領域２
０４及び表示領域２０７に表示されている番組Ｄ－２及び番組Ｋ－４の番組付帯情報と共
に、今回選択された番組Ｍ－５の番組付帯情報が、図中“２０６”で示すように、同一の
ＥＰＧ画面２００（５）上にポップアップ表示される。
【０１１３】
したがって、ユーザは、先に選択した番組Ｄ－２及び番組Ｋ－４と共に、今回選択した番
組Ｍ－５の番組付帯情報を、同一画面２００（５）上で容易に比較しながら、視聴決定を
行なうことができる。
【０１１４】
また、上記図６のＥＰＧ画面２００（３）の状態で、操作部１１４又はリモコン１１６の
カーソルボタン３０４ａ～３０４ｄを操作することで、選択カーソル２０３を時間軸方向
に移動させることにより、先に固定されたまま表示されている１０３チャンネルのＥＰＧ
表示の時間軸と、その他チャンネルのＥＰＧ表示の時間軸とを換えて表示を行なうことも
可能である。
図９は、このときの表示画面２００（３´）を示したものである。この表示画面２００（
３´）においても、上述したような、選択カーソル２０３が位置している番組Ｋ－３の番
組付帯情報をポップアップ表示することができ、これと、先に選択した番組Ｄ－２の番組
付帯情報とを、同一画面２００（３´）上で容易に比較しながら、視聴決定を行なうこと
ができる。
【０１１５】
上述したように、本実施の形態では、ＥＰＧ（電子番組ガイド）による視聴番組選択にお
いて、ユーザから所定の操作がなされ、第１の番組が視聴番組候補として選択されると、
その第１の番組に関わる付帯情報（番組付帯情報）を、ＥＰＧ画面上の任意の領域に固定
的に表示させ、この表示状態で、更に、ＥＰＧ画面上で第２の番組，第３の番組，…を視
聴番組候補として選択可能とした。また、第２の番組が視聴番組候補として選択されると
、第１の番組に関わる付帯情報を任意の領域に固定的に表示させた状態で、第２の番組に
関わる付帯情報を同一画面上に表示させる。以降、第３の番組の選択についても同様に、
前に選択された番組に関わる付帯情報を任意の領域に固定的に表示させた状態で、今回選
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択された番組に関わる付帯情報を、同一画面上に表示させる。
このような構成により、ＥＰＧ画面において所定の番組の付帯情報を表示したまま、更に
、番組の付帯情報を選択的に表示可能とし、複数の番組に関する付帯情報を同一画面に表
示することができる。従って、ユーザは、第１の番組，第２の番組，第３の番組，…のよ
うに、視聴番組候補として選択した番組のそれぞれを、その付帯情報によって比較しなが
ら、より簡便に所望する番組の選択を行なうことが可能となる。
【０１１６】
（第２の実施の形態）
本発明は、例えば、図１０に示すようなディジタルＴＶ放送の受信装置５００に適用され
る。
尚、上記図１０の受信装置５００において、上記図１の受信装置１００と同様に動作する
個所には同じ符号を付し、その詳細な説明は省略する。ここでは、第１の実施の形態と異
なる構成についてのみ、具体的に説明する。
【０１１７】
本実施の形態の受信装置５００は、２つのアンテナ１，２にそれぞれ対応して接続された
２つのチューナモジュール部１０１ａ，１０１ｂと、チューナモジュール部１０１ａ，１
０１ｂの各出力を切り換えて出力するスイッチ部５０１とを備え、スイッチ部５０１の出
力が、ビデオデコーダ１０４、オーディオデコーダ１０５、及びＥＰＧデコーダ１０６へ
それぞれ供給されるようになされている。
【０１１８】
チューナモジュール部１０１ａ，１０１ｂはそれぞれ、上記図１に示したチューナ部１０
１、デスクランブラ１０２、及びデマルチプレクサ１０３等と同様の機能を有する。
また、これらのチューナモジュール部１０１ａ，１０１ｂに対して、アンテナ１，２を介
して入力されるデータは、当該データの伝送路としてのネットワークが異なるものとして
いる。例えば、アンテナ１では、第１のディジタルＴＶ放送が受信され、アンテナ２では
、第１のディジタルＴＶ放送とは異なる第２のディジタルＴＶ放送が受信されるようにな
されている。第１及び第２のディジタルＴＶ放送としては、ＢＳディジタルＴＶ放送やＣ
ＳディジタルＴＶ放送、或は地上波ディジタルＴＶ放送、或はケーブルディジタルＴＶ放
送等の様々な放送が適用可能である。
【０１１９】
したがって、チューナモジュール部１０１ａは、アンテナ１で受信された第１のディジタ
ルＴＶ放送のデータから、ユーザから選択されたチャンネルの映像データＤ１１、音声デ
ータＤ１２、及びＥＰＧデータＤ１３を取り出し、これらのデータＤ１１，Ｄ１２，Ｄ１
３をスイッチ部５０１へ供給する。
また、チューナモジュール部１０１ｂも同様に、アンテナ２で受信された第２のディジタ
ルＴＶ放送のデータから、ユーザから選択されたチャンネルの映像データＤ２１、音声デ
ータＤ２２、及びＥＰＧデータＤ２３を取り出し、これらのデータＤ２１，Ｄ２２，Ｄ２
３をスイッチ部５０１へ供給する。
【０１２０】
スイッチ部５０１は、チューナモジュール部１０１ａからのデータＤ１１，Ｄ１２，Ｄ１
３と、チューナモジュール部１０１ｂからのデータＤ２１，Ｄ２２，Ｄ２３との何れかを
選択して、その選択データを、データＤ３１，Ｄ３２，Ｄ３３として出力する。
【０１２１】
スイッチ部５０１から出力されたデータＤ３１，Ｄ３２，Ｄ３３については、データＤ３
１は、ビデオデコーダ１０４へ供給されて復号化され、データＤ３２は、オーディオデコ
ーダ１０５へ供給されて復号化され、データＤ３３は、メモリ１０７を介してＥＰＧデコ
ーダ１０６へ供給されて復号化されることになる。
【０１２２】
図１１は、本実施の形態のＥＰＧ画面構成部１０８により構成されるＥＰＧ画面の一例（
ＥＰＧ画面６００）を示したものである。
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上記図１１において、“６０１”は、チャンネル名又はチャンネル番号を示す表示領域で
あり、“６０２”は、各チャンネル番組の開始及び終了時刻を明示するための時間軸であ
る。
“６０３”は、各チャンネル番組の中の所望する番組を選択するための選択カーソルであ
り、“６０４”は、選択カーソル６０３によって選択されている番組のチャンネル名又は
チャンネル、番号、番組名、放送日時、番組内容、ジャンル、及び課金情報等を表示する
領域である。
“６０５”は、現在の日時を示すための表示領域であり、“６０６”は、現在選択されて
いるネットワークの名称（上記図１１では、「ネットワーク１」）を示すための表示領域
である。
“６０７”は、現在選択可能なネットワークの名称を示すための表示領域である。上記図
１１では、「ネットワーク１」と「ネットワーク２」が現在選択可能であり、例えば、「
ネットワーク１」は、アンテナ１及びチューナーモジュール部１０１ａに対応し、「ネッ
トワーク２」は、アンテナ２及びチューナーモジュール部１０１ｂに対応している。
【０１２３】
選択カーソル６０３は、カーソル発生部１２０（上記図１０参照）により発生されるもの
であり、操作部１１４或いはリモコン１１６により、その移動や任意の領域の指定等が可
能となっている。
【０１２４】
図１２（ａ）及び（ｂ）は、本実施の形態の操作部１１４及びリモコン１１６の構成の一
例を示したものである。
尚、上記図１２（ａ）及び（ｂ）に示す操作部１１４及びリモコン１１６において、上記
図３に示した操作部１１４及びリモコン１１６と同様に機能する箇所には同じ符号を付し
、その詳細な説明は省略する。また、上記図１２（ａ）及び（ｂ）は、本実施の形態の一
例として、主なる機能を実現するための操作を行うボタンのみを示したが、これに限られ
ることはない。また、上記図１２（ａ）の操作部１１４と、同図（ｂ）のリモコン１１６
とにおいて、同様に機能するボタンには同じ符号を付加している。
【０１２５】
本実施の形態の操作部１１４及びリモコン１１６は、上記図１２（ａ）及び（ｂ）に示す
ように、切換ボタン３１０を更に備えた構成としている。
切換ボタン３１０は、選択ネットワークを、「ネットワーク１」と「ネットワーク２」で
切り換えるためのボタンであり、例えば、上記図１１のＥＰＧ画面６００が表示された状
態で、すなわち「ネットワーク１」用のＥＰＧ画面６００が表示された状態で、切換ボタ
ン３１０を押下することで、図１３に示すように、「ネットワーク２」用のＥＰＧ画面６
００（１）に切り換えることが可能となる。
【０１２６】
上記図１１のＥＰＧ画面６００において、選択カーソル６０３は、１０３チャンネル（チ
ャンネル番号“１０３”のチャンネル）の、時間帯２０：３０～２１：３０に放送される
番組Ｄ－２に位置している。
この場合、表示領域６０４には、番組Ｄ－２の付帯情報（番組付帯情報）、具体的には、
番組Ｄ－２が放送されるチャンネル名、チャンネル番号、番組名、放送日時、番組内容、
ジャンル、課金情報等の情報が表示される。
【０１２７】
上記図１１のＥＰＧ画面６００の状態で、操作部１１４又はリモコン１１６の決定ボタン
３０５を押下すれば、番組Ｄ－２の視聴が可能となる。
尚、上記図１１では、表示領域６０５で示される現在の日時及び時刻が、番組Ｄ－２の放
送時間以前であるため、この場合、番組Ｄ－２の視聴予約或いは録画予約等が行なわれる
ことになる。
【０１２８】
上記図１１のＥＰＧ画面６００の状態で、操作部１１４又はリモコン１１６の選択ボタン
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３０６が押下された場合、ＥＰＧ画面６００は、図１４に示す表示状態に遷移する。
上記図１４のＥＰＧ画面６００（２）は、選択カーソル６０３によって選択された番組Ｄ
－２の欄が最も左上に表示されるように、元のＥＰＧ画面６００が時間軸及びチャンネル
軸両方向にスクロールされた状態である。
【０１２９】
上記のスクロール処理は、スクロール制御部１２１により実施される。
すなわち、スクロール制御部１２１は、カーソル指定判別部１１９からのカーソル位置情
報（選択カーソル６０３の位置情報）からスクロール処理後に表示が必要なＥＰＧデータ
をＥＰＧデコーダ１０６へ指定する。
【０１３０】
したがって、ＥＰＧデコーダ１０６は、スクロール制御部１２１から指定されたＥＰＧデ
ータを、チューナモジュール部１０１ａ、スイッチ部５０１、及びメモリ１０７を介して
供給されたＴＳ（データＤ３３）から取り出して復号化した後、ＥＰＧ画面構成部１０８
に対して送出する。
ＥＰＧ画面構成部１０８は、ＥＰＧデコーダ１０６からのデータを受け取り、そのデータ
からＥＰＧ画面を構成し、それを表示制御部１０９に対して送出する。
表示制御部１０９は、ＥＰＧ画面構成部１０８からのＥＰＧ画面を画像表示部１１２で表
示する。
【０１３１】
上記図１４のＥＰＧ画面６００（２）の状態で、操作部１１４又はリモコン１１６の切換
ボタン３１０が押下された場合、ＥＰＧ画面６００（２）は、図１５に示す表示状態に遷
移する。
上記図１５のＥＰＧ画面６００（３）では、「ネットワーク１」用のＥＰＧ画面と、「ネ
ットワーク１」とは異なる「ネットワーク２」用のＥＰＧ画面とが、同一画面６００（３
）へ表示された状態となっている。
【０１３２】
上記の表示制御は、次のようにして実施される。
先ず、スクロール制御部１２１は、カーソル指定判別部１１９からのカーソル位置情報（
選択カーソル６０３の位置情報）からスクロール処理後に表示が必要なＥＰＧデータを、
システム制御部１１８及びＥＰＧデコーダ１０６へ要求する。
システム制御部１１８は、スイッチ部５０１の切換制御と共に、チューナーモジュール部
１０１ｂがＴＳから所望のＥＰＧ画面（「ネットワーク２」用のＥＰＧ画面）を構成する
のに必要なＥＰＧデータを取り出すための動作制御を行なう。
ＥＰＧデコーダ１０６は、システム制御部１１８の制御により入力されたＥＰＧデータを
デコードして、ＥＰＧ表示データＤ４３を生成する。
ＥＰＧ画面構成部１０８は、ＥＰＧデコーダ１０６で得られたＥＰＧ表示データＤ４３を
用いて、ＥＰＧ画面（「ネットワーク２」用のＥＰＧ画面）を構成し、それを表示制御部
１０９へ供給する。
表示制御部１０９は、ＥＰＧ画面構成部１０８からのＥＰＧ画面を画像表示部１１２で表
示するための制御を行なう。
【０１３３】
上述のような表示制御の結果、画像表示部１１２には、上記図１５に示したようなＥＰＧ
画面６００（３）が表示されることになる。
上記図１５において、“６０８”により、その下段に表示されているＥＰＧ画面が「ネッ
トワーク２」に関するものであることが明示されており、表示領域６０７では、「ネット
ワーク１」と「ネットワーク２」の各ＥＰＧ画面が同一画面上に表示されていることが明
示されている。
【０１３４】
上記図１５のＥＰＧ画面６００（３）の状態で、操作部１１４又はリモコン１１６のカー
ソルボタン３０４ａ～３０４ｄが操作され、選択カーソル６０３の移動により、他の番組
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、例えば、「ネットワーク２」における番組ＧＧ－４が選択された場合、上記図１５のＥ
ＰＧ画面６００（３）は、図１６に示す表示状態に遷移する。
【０１３５】
上記図１６のＥＰＧ画面６００（４）では、選択カーソル６０３が、「ネットワーク２」
の１３チャンネルにおいて時間帯２１：３０～２２：３０に放送される番組ＧＧ－４に位
置している。
また、表示領域６０４には、最初に選択された「ネットワーク１」の番組Ｄ－２の番組付
帯情報が表示された状態のままであり、この状態において、今回選択された「ネットワー
ク２」の番組ＧＧ－４の番組付帯情報が、図中“６０９”で示すように、同一のＥＰＧ画
面６００（４）上にポップアップ表示される。
【０１３６】
したがって、ユーザは、先に選択した「ネットワーク１」の番組Ｄ－２の番組付帯情報と
、次に選択した「ネットワーク２」の番組ＧＧ－４の番組付帯情報とを、同一画面６００
（４）上で容易に比較しながら、視聴決定を行なうことができる。
例えば、番組ＧＧ－４の視聴決定を行なうには、上記図１６のＥＰＧ画面６００（４）の
状態で、決定ボタン３０５を押下すればよい。また、番組Ｄ－２の視聴決定を行なうには
、選択カーソル６０３を番組Ｄ－２の位置に合わせ、決定ボタン３０５を押下すればよい
。
【０１３７】
尚、番組の選択及び／又は決定のための操作としては、上述したような選択カーソル６０
３及び決定ボタン３０５によるものに限られることはなく、例えば、テンキー３０２によ
り、チャンネル／番号を直接入力するようにしてもよい。
【０１３８】
上述したように、本実施の形態では、ＥＰＧ（電子番組ガイド）による視聴番組選択にお
いて、ユーザから所定の操作がなされ、あるネットワーク（「ネットワーク１」）に存在
する第１の番組が視聴番組候補として選択されると、その第１の番組に関わる付帯情報（
番組付帯情報）を、ＥＰＧ画面上の任意の領域に固定的に表示させ、この表示状態で、Ｅ
ＰＧ画面上で更に、異なるネットワーク（「ネットワーク２」）或は同一ネットワークに
存在する第２の番組，第３の番組，…を視聴番組候補として選択可能とした。また、例え
ば、異なるネットワーク（「ネットワーク２」）の第２の番組が視聴番組候補として選択
されると、「ネットワーク１」の第１の番組に関わる付帯情報を任意の領域に固定的に表
示させた状態で、「ネットワーク２」の第２の番組に関わる付帯情報を、同一画面上に表
示させる。以降、第３の番組の選択についても同様に、前に選択された番組に関わる付帯
情報を任意の領域に固定的に表示させた状態で、今回選択された番組に関わる付帯情報を
、同一画面上に表示させる。
このような構成により、ＥＰＧ画面において所定の番組の付帯情報を表示したまま、更に
、異なるネットワーク上に存在する番組の付帯情報を選択的に表示可能とし、ネットワー
クの相違に関わらず複数の番組に関する付帯情報を同一画面に表示することができる。従
って、ユーザは、第１の番組，第２の番組，第３の番組，…のように、視聴番組候補とし
て選択した番組のそれぞれを、その付帯情報によって比較しながら、より簡便に所望する
番組の選択を行なうことが可能となる。
【０１３９】
尚、本発明の目的は、第１及び第２の実施の形態のホスト及び端末の機能を実現するソフ
トウェアのプログラムコードを記憶した記憶媒体を、システム或いは装置に供給し、その
システム或いは装置のコンピュータ（又はＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体に格納されたプロ
グラムコードを読みだして実行することによっても、達成されることは言うまでもない。
この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が第１及び第２の実施の形態
の機能を実現することとなり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成
することとなる。
プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、ＲＯＭ、フロッピーディスク、ハ
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ードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、磁気テープ、不
揮発性のメモリカード等を用いることができる。
また、コンピュータが読みだしたプログラムコードを実行することにより、第１及び第２
の実施の形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、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
て第１及び第２の実施の形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された拡張
機能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た
後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備
わるＣＰＵなどが実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって第１及び第２の実
施の形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【０１４０】
【発明の効果】
以上説明したように本発明では、番組情報を表示する画面において所定の番組の詳細番組
情報を表示したまま、更に、任意の番組の詳細番組情報を選択的に表示可能とし、複数の
番組に関する詳細番組情報を同一画面に表示することができる。従って、ユーザは、第１
の番組，第２の番組，第３の番組，…のように、視聴番組候補として選択した番組のそれ
ぞれを、その詳細番組情報によって比較しながら、より簡便に所望する番組の選択を行な
うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施の形態において、本発明を適用したディジタルＴＶ放送の受信装置の
構成を示すブロック図である。
【図２】上記受信装置でのＥＰＧ（電子番組ガイド：Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐｒｏｇｒ
ａｍ　Ｇｕｉｄｅ）画面の一例（例１）を説明するための図である。
【図３】上記受信装置の操作部及びリモートコントローラの構成を説明するための図であ
る。
【図４】上記受信装置でのＥＰＧ画面の一例（例２）を説明するための図である。
【図５】上記受信装置でのＥＰＧ画面の一例（例３）を説明するための図である。
【図６】上記受信装置でのＥＰＧ画面の一例（例４）を説明するための図である。
【図７】上記受信装置でのＥＰＧ画面の一例（例５）を説明するための図である。
【図８】上記受信装置でのＥＰＧ画面の一例（例６）を説明するための図である。
【図９】上記受信装置でのＥＰＧ画面の一例（例７）を説明するための図である。
【図１０】第２の実施の形態において、本発明を適用したディジタルＴＶ放送の受信装置
の構成を示すブロック図である。
【図１１】上記受信装置でのＥＰＧ画面の一例（例１）を説明するための図である。
【図１２】上記受信装置の操作部及びリモートコントローラの構成を説明するための図で
ある。
【図１３】上記受信装置でのＥＰＧ画面の一例（例２）を説明するための図である。
【図１４】上記受信装置でのＥＰＧ画面の一例（例３）を説明するための図である。
【図１５】上記受信装置でのＥＰＧ画面の一例（例４）を説明するための図である。
【図１６】上記受信装置でのＥＰＧ画面の一例（例５）を説明するための図である。
【図１７】従来のディジタルＴＶ放送の受信装置の構成を示すブロック図である。
【図１８】上記受信装置でのＥＰＧ画面構成のための処理を説明するためのフローチャー
トである。
【図１９】上記受信装置でのＥＰＧ画面の一例を説明するための図である。
【図２０】上記受信装置の操作部及びリモートコントローラの構成を説明するための図で
ある。
【符号の説明】
１００　受信装置
１０１　チューナ部
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１０２　デスクランブラ
１０３　デマルチプレクサ
１０４　ビデオデコーダ
１０５　オーディオデコーダ
１０６　ＥＰＧデコーダ
１０７　メモリ
１０８　ＥＰＧ画面構成部
１０９　表示制御部
１１０　ディジタル／アナログ変換器（ＤＡＣ）
１１２　画像表示部
１１３　音声出力部
１１４　操作部
１１５　受光部
１１６　リモートコントローラ（リモコン）
１１７　ＩＣカード制御部
１１８　システム制御部
１１９　カーソル指定判別部
１２０　カーソル発生部
１２１　スクロール制御部
１３０　システムバス
１４０　メモリ

【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】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】
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