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(57)【要約】
【課題】録画済みの番組再生時であっても所望の番組を
現在放送中の放送波を受信しているかのように、ユーザ
が所定の番組を視聴するのに選択しやすい番組表を作成
可能な電子機器および電子番組表作成方法を提供するこ
とを課題とする。
【解決手段】デジタルテレビは放送波等から取得する電
子番組表情報に基づいて電子番組表４０１を作成し、表
示する。電子番組表４０１には各放送局の現在放送中の
動画の縮小動画であるサムネイル動画４１０を表示する
。また、複数チューナによって過去に同時録画を行った
番組の電子番組表を現在の電子番組表４０１とほぼ同様
の表示形式にて表示する。過去に録画を行った番組の電
子番組表には録画を行った動画のサムネイル動画を表示
する。このように構成することでユーザは直感的に番組
の選択を行いやすく、また、ユーザが過去に戻ったよう
な感覚で番組を視聴することが可能となる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　過去に録画されたコンテンツを再生する再生手段と、
　前記コンテンツが記録された時点を含む電子番組表情報を取得する電子番組表情報取得
手段と、
　前記再生手段により前記コンテンツが再生されているとき、そのコンテンツが記録され
た過去の時刻を表示すると共に、
前記電子番組表情報のうち、該時刻の前あるいは後の時刻の番組の電子番組表情報に基づ
いて、前記コンテンツに関連する番組情報が含まれるように該コンテンツの提供先ごとに
区分された表示となるように番組表を作成する番組表作成手段と
　を具備することを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記コンテンツの再生表示が不可能な旨の表示を作成する不可能表示作成手段を更に具
備し、
　前記番組表示作成手段は前記再生手段による前記コンテンツの再生が不可能であるとき
、前記不可能表示作成手段によって作成された前記コンテンツの再生表示が不可能な旨の
表示を、前記再生表示が不可能な前記コンテンツの代わりに表示するように電子番組表を
作成すること
　を特徴とする請求項１記載の電子機器。
【請求項３】
　前記再生手段によって再生される前記コンテンツの音声信号を取得し、出力する音声信
号出力手段を更に具備し、
前記再生手段によって再生される前記コンテンツの音声出力指示が入力されると、前記音
声信号出力手段が前記コンテンツの音声信号を出力すること
　を特徴とする請求項１記載の電子機器。
【請求項４】
　前記番組表作成手段は前記番組表の表示中に、前記再生手段によって再生される前記コ
ンテンツの表示時点が録画された時間を示す表示を前記番組表の時間軸の表示における、
前記録画された時間と対応する位置に作成すること
　を特徴とする請求項１記載の電子機器。
【請求項５】
　前記番組表作成手段は前記電子番組表の表示中に、ユーザが番組の選択を行うことので
きる箇所の表示である選択位置表示を作成すること
　を特徴とする請求項１記載の電子機器。
【請求項６】
　過去に録画されたコンテンツを再生し、
　前記コンテンツが記録された時点を含む電子番組表情報を取得し、
　前記コンテンツの再生をしているとき、そのコンテンツが記録されたかこの時刻を表示
すると共に、
前記電子番組表示情報のうち、該時刻の前あるいは後の時刻の番組の電子番組表情報に基
づいて、前記コンテンツに関連する番組情報が含まれるように該コンテンツの提供先ごと
に区分された表示となるように番組表を作成する
　ことを特徴とする番組表作成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電子機器、プログラムおよび電子番組表表示方法にかかるものであって、特に
ユーザに対して表示可能な電子番組表を作成することの可能な電子機器、プログラムおよ
び番組表表示方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、放送波やネットワークから提供されるEPG（Electronic Program Guide）と呼ば
れる電子番組ガイドを取得し、放送番組の電子番組表をこの電子番組ガイドに基づいて表
示する電子機器が提供されている。
【０００３】
　また、複数個のチューナを有しており、複数の放送波を同時に受信することの可能な電
子機器も考案されている。
【０００４】
　上記のように複数個のチューナを有している電子機器においては、表示する電子番組表
の番組欄の中に受信画像を番組毎に複数表示することで、それぞれの番組の放送内容をユ
ーザが直感的に把握できるようにした番組表映像生成装置が提案されている（特許文献１
を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－１００９４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　また、複数のチューナを用いて複数の放送波を同時に受信することによって、受信した
番組（映像）を並行して同時録画する機能を有する電子機器も提案されている。
【０００７】
　このように同時に録画した複数の番組を視聴しようとする場合、録画した番組を番組表
形式で表示すれば視聴したい番組を選択しやすく、また同時刻に放送していた他の番組も
チャンネルを変える感覚で見ることができるため、あたかも過去に戻ったような感覚で録
画した番組を視聴することが可能となる。
【０００８】
　本発明においては録画済みの番組の番組表表示時であっても所望の番組を現在放送中の
放送波を受信しているかのように、ユーザが所定の番組を視聴するのに選択しやすい番組
表を作成可能な電子機器および番組表作成方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明にかかる電子機器は、過去に録画されたコンテンツを再生する再生手段と、前記
コンテンツが記録された時点を含む電子番組表情報を取得する電子番組表情報取得手段と
、
　前記再生手段により前記コンテンツが再生されているとき、そのコンテンツが記録され
た過去の時刻を表示すると共に、前記電子番組表情報のうち、該時刻の前あるいは後の時
刻の番組の電子番組表情報に基づいて、前記コンテンツに関連する番組情報が含まれるよ
うに該コンテンツの提供先ごとに区分された表示となるように番組表を作成する番組表作
成手段と　を具備することを特徴としている。
【００１０】
　また本発明にかかる番組表作成方法は、過去に録画されたコンテンツを再生し、前記コ
ンテンツが記録された時点を含む電子番組表情報を取得し、前記コンテンツの再生をして
いるとき、そのコンテンツが記録されたかこの時刻を表示すると共に、前記電子番組表示
情報のうち、該時刻の前あるいは後の時刻の番組の電子番組表情報に基づいて、前記コン
テンツに関連する番組情報が含まれるように該コンテンツの提供先ごとに区分された表示
となるように番組表を作成することを特徴としている。
【発明の効果】
【００１１】
　電子番組表に表示の日時に応じた過去に放送された番組録画を表示することで、録画済
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みの番組の番組表表示時であっても所望の番組を現在放送中の放送波を受信しているかの
ように、ユーザが所定の番組を視聴するのに選択しやすい番組表を作成可能な電子機器お
よび番組表作成方法を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態における電子機器としてのデジタルテレビの外観の一例を示
す概略斜視図
【図２】本発明の一実施の形態におけるデジタルテレビの構成の一例を示すブロック図
【図３】本発明の一実施形態におけるデジタルテレビの番組表作成に関する機能ブロック
の一例を示すブロック図。
【図４】本発明の一実施形態における現在および現在以降の電子番組表の表示の一例を示
す図。
【図５】本発明の一実施形態における過去に同時録画した複数放送局の電子番組表の表示
の一例を示す図。
【図６】本発明の一実施形態における動画の表示をできない場合の電子番組表の表示の一
例を示す図。
【図７】本発明の一実施形態におけるデジタルテレビの行う電子番組表表示処理の処理フ
ローの一例を示すフロー図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の一実施形態を図面をして説明する。
【００１４】
　図１は本実施形態における電子機器としてのデジタルテレビの外観の一例を示す概略斜
視図である。なお、本実施の形態では、本発明における電子機器をデジタルテレビに搭載
した場合について説明するが、これに限定されず、放送受信装置、放送受信機能付き携帯
電話、及び放送受信装置が搭載された映像記録装置等に使用することが可能であり、また
、ネットワークを通じて放送局から配信される番組を受信することができる放送受信装置
、及びPC（Personal Computer）等にも使用することが可能であり、これらに限定されな
い。
【００１５】
　このデジタルテレビ１は、例えばチューナ、オーディオアンプ、及び信号処理部等の電
子装置を格納する本体１０と、LCD（Liquid Crystal Display）からなる表示部１２０と
、音声を出力するスピーカ１１０とを有する。デジタルテレビ１は、図示しないプラグを
介して外部から電力を取得し、アンテナ装置を介して地上波デジタル放送波を受信して、
受信した地上波デジタル放送波の信号を信号処理部でデコードすることにより映像信号、
及び音声信号を出力する。表示部１２０は、デコードされた映像信号を処理して映像を表
示する。スピーカ１１０は、デコードされた音声信号を入力することで音声として出力す
る。
【００１６】
　図２は、本実施形態におけるデジタルテレビの構成の一例を示すブロック図である。
【００１７】
　このデジタルテレビ１は、装置各部の動作を制御する制御部１５６を備えている。制御
部１５６は、CPU（Central Processing Unit）等を内蔵している。制御部１５６は、操作
部１１６から入力される操作信号や、リモートコントローラ１１７から送信され受光部１
１８を介して受信される操作信号に応じて、ROM（Read Only Memory）１５７に予め記憶
されたシステム制御プログラム及び各種処理プログラムを起動させる。制御部１５６は、
起動したプログラムに従って、RAM（Random Access Memory）１５８をワークメモリとし
て装置各部の動作を制御する。各部の動作制御に必要な各種の設定情報及び制御情報等は
、一例として、不揮発性メモリ１５９に格納される。
【００１８】
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　また、デジタルテレビ１は、例えば放送形式として地上波アナログ放送、地上波デジタ
ル放送、BSデジタル放送及びCSデジタル放送等を受信することができるように構成されて
いる。さらに、受信した番組を録画したり、取得したEPG（番組表情報）を記憶したりす
ることができるHDD（Hard Disk Drive）１７０を備えている。
【００１９】
　BS／CSデジタル放送受信用のアンテナ１４３は、衛星デジタルテレビジョン放送信号を
受信する。受信されたデジタル放送信号は、入力端子１４４を介して衛星デジタル放送用
のチューナ１４５に供給される。チューナ１４５は、受信したデジタル放送信号のチュー
ニングを行い、チューニングしたデジタル放送信号をPSK（Phase Shift Keying）復調器
１４６に送信する。PSK復調器１４６は、TS（Transport Stream）の復調を行い、復調し
たTSをTS復号器１４７aに供給し、TS復号器１４７aは、TSをデジタル映像信号及び音声信
号等に復号した後、信号処理部１００にこれを出力する。
【００２０】
　地上波デジタル放送受信用のアンテナ１４８は、地上波デジタルテレビジョン放送信号
を受信する。受信されたデジタル放送信号は、入力端子１４９を介して地上波デジタル放
送用のチューナ１５０に供給される。本実施形態において地上はデジタル放送用のチュー
ナ１５０は８つのチューナを備える（図２においてはそれらを纏めて１つのチューナ１５
０として記載している）。チューナ１５０は、受信したデジタル放送信号のチューニング
を行い、チューニングしたデジタル放送信号をそれぞれのOFDM（Orthogonal Frequency D
ivision Multiplexing）復調器１５１に送信する。OFDM復調器１５１は、TSの復調を行い
、復調したTSをそれぞれのTS復号器１４７bに供給し、TS復号器１４７bは、TSをデジタル
映像信号及び音声信号等に復号した後、信号処理部１００にこれを出力する。なおOFDM復
調器１５１とTS復号器１４７ｂはそれぞれ、チューナ１５０の８つのチューナと同数個で
ある８つずつ存在し、それぞれ１つずつチューナ１５０の８つのチューナに割り当てられ
ている（図２ではそれぞれ一つのブロックとして纏めて記載する）。チューナ１５０の８
つそれぞれのチューナで取得した地上波デジタルテレビジョン放送は、これらの複数個の
OFDM復調器１５１、TS復号器１４７bによってそれぞれ同時に映像信号及び音声信号とし
て復号された後に信号処理部１００に出力されることが可能である。
【００２１】
　アンテナ１４８は、地上波アナログ放送信号も受信可能である。受信された地上波アナ
ログ放送信号は、図示しない分配器によって分配されて、アナログチューナ１６８に供給
される。アナログチューナ１６８は、受信したアナログ放送信号のチューニングを行い、
チューニングしたアナログ放送信号をアナログ復調器１６９に送信する。アナログ復調器
１６９はアナログ放送信号の復調を行い、復調したアナログ放送信号を信号処理部１００
に出力する。また、デジタルテレビ１は、一例として、アンテナ１４８が接続される入力
端子１４９にCATV（Common Antenna TeleVision）用のチューナを接続することによってC
ATVも視聴することができる。
【００２２】
　信号処理部１００は、TS復号器１４７a、１４７ｂから出力されたデジタル放送信号に
、適切なデジタル信号処理を施す。デジタル放送信号は、データ信号、映像信号及び音声
信号に分離される。分離された映像信号はグラフィック処理部１５２に、音声信号は音声
処理部１５３に出力される。信号処理部１００は、アナログ復調器１６９から出力された
放送信号を、所定のデジタルフォーマットの映像信号及び音声信号に変換する。デジタル
に変換された映像信号はグラフィック処理部１５２に、音声信号は音声処理部１５３に出
力される。また信号処理部１００は、ライン入力端子１３７からの入力信号にも所定のデ
ジタル信号処理を施す。
【００２３】
　OSD（On Screen Display）信号生成部１５４は、制御部１５６の制御に従って、UI（ユ
ーザ・インタフェース）画面などを表示するためのOSD信号を生成する。また信号処理部
１００においてデジタル放送信号から分離されたデータ信号は、OSD信号生成部１５４に
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より適切なフォーマットのOSD信号に変換され、グラフィック処理部１５２に出力される
。また、OSD信号生成部１５４は、後述する電子番組表作成部３３によって作成された電
子番組表を表示させるための電子番組表信号を受信し、UI画面や現在視聴中の番組の画像
などとこれを合成してグラフィック処理部１５２に出力する。
【００２４】
　グラフィック処理部１５２は、信号処理部１００から出力されるデジタルの映像信号の
デコード処理を行う（動画情報を取得する）。デコードされた映像信号は、電子番組表の
縮小動画であるサムネイル動画を作成するためにも使用される。また、デコードされた映
像信号は、OSD信号生成部１５４から出力されたOSD信号と重ね合わせて合成され、映像処
理部１５５に出力される。グラフィック処理部１５２は、デコードされた映像信号または
OSD信号を、映像処理部１５５に選択的に出力することもできる。また、グラフィック処
理部１５２はHDD１７０に格納された番組の映像信号（動画情報）を取得することが可能
である。
【００２５】
　映像処理部１５５は、グラフィック処理部１５２から出力された信号を、表示部１２０
で表示可能なフォーマットのアナログ映像信号に変換する。アナログに変換された映像信
号は、表示部１２０に出力され、表示画面１２１に表示される。また、映像処理部１５５
は、外部出力端子１３５に接続されたHDDレコーダ等の外部装置に映像信号を出力するこ
とができる。
【００２６】
　音声処理部１５３は、入力された音声信号を、スピーカ１１０で再生可能なフォーマッ
トのアナログ音声信号に変換する。アナログに変換された音声信号は、スピーカ１１０に
出力されて再生される。また、音声処理部１５３は、外部出力端子１３６に接続されたア
ンプ等の外部装置に音声信号を出力することができる。
【００２７】
　カードホルダ１６１は、カードI/F（Interface）１６０を介して制御部１５６に接続さ
れている。第１のメモリーカード１１９Ａは、このカードI/F１６０に装着可能である。
第１のメモリーカード１１９Ａは、例えばSD（Secure Digital）メモリーカード、MMC（M
ultimedia Card）及びCF（Compact Flash）カード等の記憶媒体である。カードホルダ１
６１に装着された第１のメモリーカード１１９A、及び制御部１５６は、カードI/F１６０
を介して情報の伝達を行うことができる。制御部１５６は、第１のメモリーカード１１９
Aに、画像や音楽、放送番組等のデータを格納することができる。また制御部１５６は、
第１のメモリーカード１１９Aに格納された画像や音楽、放送番組等のデータを読み出し
て、表示部１２０に表示させたり、スピーカ１１０から音声出力させたりすることができ
る。
【００２８】
　カードホルダ１６３は、カードI/F１６２を介して制御部１５６に接続されている。第
２のメモリーカード１１９Bは、このカードI/F１６２に装着可能である。第２のメモリー
カード１１９Bは、例えば放送受信契約の契約情報等を記憶する記憶媒体である。カード
ホルダ１６３に装着された第２のメモリーカード１１９B、及び制御部１５６は、カードI
/F１６０を介して情報の伝達を行うことができる。
【００２９】
　第１のLAN（Local Area Network）端子１３１は、通信I/F１６４を介して制御部１５６
に接続されている。第１のLAN端子１３１は、イーサネット（登録商標）を用いたLAN対応
HDD専用ポートとして使用される。第１のLAN端子１３１にLAN対応のHDDがNAS（Network A
ttached Storage）として接続された場合、当該HDD及び制御部１５６は、通信I/F１６４
を介して、情報の伝達を行うことができる。この場合、制御部１５６は、DHCP（Dynamic 
Host Configuration Protocol）サーバとして機能し、第１のLAN端子１３１に接続された
当該LAN対応のＨＤＤにIP（Internet Protocol）アドレスを割り当てて制御している。
【００３０】
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　制御部１５６は、当該HDDに画像や音楽、放送番組等のデータを格納することできる。
また制御部１５６は、当該HDDに格納された画像や音楽、放送番組等のデータを読み出し
て、表示部１２０に表示させたり、スピーカ１１０から音声出力させたりすることができ
る。LAN対応ＨＤＤ専用ポートとしての第１のLAN端子１３１を設けることにより、他のネ
ットワーク環境やネットワーク使用状況等に影響されることなく、当該HDDに対してハイ
ビジョン画質による番組の情報記録を安定して行うことが可能となる。
【００３１】
　第２のLAN端子１３２は、通信I/F１６５を介して制御部１５６に接続されている。第２
のLAN端子１３２は、イーサネット（登録商標）を用いた一般的なLAN対応ポートとして使
用される。この第２のLAN端子１３２には、例えばハブを用いて、LAN対応のHDD、PC（Per
sonal Computer）、HDD内蔵のDVD（Digital Versatile Disk）レコーダ等の機器が接続さ
れる。第２のLAN端子１３２に接続された機器及び制御部１５６は、通信I/F１６５を介し
て情報の伝達を行うことができる。第２のLAN端子１３２にハブを介してブロードバンド
ルータが接続されている場合、制御部１５６は、当該ブロードバンドルータを介して例え
ばインターネット等のネットワークに接続することができる。このネットワークにはPCや
携帯電話等が接続され、デジタルテレビ１との間で情報の伝達を行うことができる。
【００３２】
　通信I/F１６５を介して制御部１５６に接続されるHDD、PC、DVDレコーダ等の機器には
、ハードディスクやDVD（光ディスク）等の記憶媒体を装着することが可能である。制御
部１５６は、当該記憶媒体に、ハブ及び当該ハブに接続される機器を介して画像や音楽、
放送番組等のデータを格納することができる。また制御部１５６は、当該記憶媒体に格納
された画像や音楽、放送番組等のデータを読み出して、表示部１２０に表示させたり、ス
ピーカ１１０から音声出力させたりすることができる。
【００３３】
　USB（Universal Serial Bus）端子１３３は、USB I/F１６６を介して制御部１５６に接
続されている。USB端子１３３は、一般的なUSB対応ポートとして使用される。USB端子１
３３には、例えばハブを介して、携帯電話、デジタルカメラ、各種メモリーカードに対す
るカードリーダ／ライタ、HDD、キーボード等が接続される。制御部１５６は、USB端子１
３３を介して接続される機器との間で、情報の伝達を行うことができる。
【００３４】
　図３は本実施形態におけるデジタルテレビ１の番組表作成に関する機能ブロックの一例
を示すブロック図である。図３には信号処理部１００、HDD１７０、OSD信号生成部１５４
、グラフィック処理部１５２、映像処理部１５５、表示部１２０、音声処理部１５３、ス
ピーカ１１０、制御部１５６、録画制御部３１、情報取得部３２、電子番組表作成部３３
、及び音声制御部３４が示されている。
【００３５】
　録画制御部３１は制御部１５６に含まれる構成の一つであり、デジタルテレビ１の放送
番組の録画を制御する機能を有している。ユーザのリモートコントローラ１１７等からの
放送の録画指示に基づいて放送番組の録画を行う。録画時には録画制御部３１は、信号処
理部１００が得たデータ信号、映像信号及び音声信号をHDD１７０に格納する。また、ユ
ーザ指示を行った時間帯にチューナから取得可能な放送波を複数同時に録画する機能も有
している。この録画に基づいてデジタルテレビ１は過去に複数録画を行った場合の録画番
組の電子番組表を作成することができる。録画時には録画制御部３１は信号制御部１００
より、データ信号、映像信号、及び音声信号の全てを取得しHDD１７０に対して格納する
。本実施形態において録画情報の格納先はHDD１７０であるが、これに限定されず、各種
インターフェース等を介してDVD、外部HDD等のデジタルテレビ１の外部記憶媒体に格納す
るとしてもよい。またデジタルテレビ１の内部の他の記憶媒体に記憶するとしてもよい。
【００３６】
　情報取得部３２は制御部１５６に含まれる構成の一つであり、デジタルテレビ１が電子
番組表を作成する際に使用する各種情報を取得する番組情報取得手段としての機能を有し
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ている。現在受信している放送波の電子番組表を作成する際には、情報所得部３２は信号
処理部１００よりデータ信号を取得し、過去に録画を行ってHDD１７０に格納されている
放送番組に関する電子番組表を作成する際にはHDD１７０よりデータ信号（番組情報）を
取得する。情報取得部３２はデータ信号を入手すると電子番組表作成部３３に対して入手
したデータ信号を送信する。
【００３７】
　電子番組表作成部３３は情報取得部３２より受信するデータ信号に基づいて現在（未来
を含む）又は過去の電子番組表（電子番組表の画像の信号である電子番組表信号）を作成
する番組表作成手段としての機能を有している。電子番組表には各局が放送する番組の動
画が各局の表示に対応付けられてサムネイル（小表示）として表示される。電子番組表作
成部３３は現在（未来を含む）の放送の電子番組表を作成する際には、グラフィック処理
部１５２に電子番組表に表示されている各局の放送の映像信号を取得するように指示を行
う。また、過去に録画した映像の電子番組表を作成する際には、電子番組表作成部３３は
グラフィック処理部１５２に対して電子番組表に表示されている各局の放送の映像信号を
取得するように指示を行う。指示を受信したグラフィック処理部１５２は映像信号を取得
可能であるならば取得を行い、取得不可能であるときはその旨を電子番組表作成部３３に
対して通知する。また電子番組表作成部３３は制御部１５６の内蔵する時計（図示しない
）より、現在時間の情報も取得し、電子番組表作成にしようする。
【００３８】
　電子番組表作成部３３は電子番組表を作成すると、OSD信号生成部１５４に対してその
電子番組表信号を送信する。OSD信号生成部は受信した電子番組表信号に基づいてOSD信号
を生成し、グラフィック処理部１５２に該OSD信号を出力する。OSD信号を受信したグラフ
ィック処理部１５２は電子番組表のOSD信号と取得したサムネイルの動画の映像信号とを
重ね合わせて合成し（動画を、電子番組表のサムネイルを表示する所定の位置にはめ込み
）、映像処理部１５５に対して合成した信号を出力する。映像処理部１５５は入力を受け
た信号に基づいて表示部１２０に電子番組表を表示させる。
【００３９】
　電子番組表作成部３３は電子番組表と共に選択カーソルを作成し、デジタルテレビ１は
電子番組表および選択カーソルを表示する。ユーザは例えばリモートコントローラ１１７
を用いて選択カーソルを操作し、視聴を行いたい番組（コンテンツ）の選択等の各種操作
入力を行うことができる。
【００４０】
　本実施形態において電子番組表が表示されているとき、デジタルテレビ１は選択カーソ
ルが存在する位置に対応する放送局のサムネイル動画の音声をユーザに対して出力するこ
とが可能である。ユーザが選択カーソルによって放送局（放送番組）の選択を行い、その
放送局のサムネイル動画の音声を出力させる旨の指示をリモートコントローラ１１７等よ
り行うと、制御部１５６が有している音声制御部３４は信号処理部１００又はHDD１７０
よりユーザに選択されている放送局のサムネイル動画（縮小動画）の音声信号を取得し、
音声処理部１５３を介して、スピーカ１１０より音声を出力する。このとき音声制御部３
４は音声信号出力手段として機能している。音声制御部３４は電子番組表上で選択カーソ
ルが表示している箇所の情報を電子番組表作成部３３から取得して音声の出力を制御する
。
【００４１】
　図４は本実施形態における現在の時間帯以降の電子番組表の表示の一例を示す図である
。図４には表示画面１２１、電子番組表４０１、現在時刻４０２、放送時刻表示欄４０３
、局情報表示欄４０４、番組欄４０５、放送局名４０６、割当チャンネル４０７、局ロゴ
４０８、３桁チャンネル４０９、サムネイル動画４１０、選択カーソル４１１および時刻
ポインタ４１２が示されている。
【００４２】
　電子番組表４０１は現在および現在以後に放送される番組を表示した電子番組表であり
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、表示画面１２１の横方向に放送局の各局が並べられて表示されており、縦軸には上から
下へと時間経過に沿った、それぞれの時間帯に放送されている番組が並んで表示されてい
る。電子番組表４０１は図４において表示画面１２１の全体に表示されている。表示画面
１２１の右上に存在する現在時刻４０２には現在の時刻が表示されている。
【００４３】
　放送時刻表示欄４０３は番組の放送時間を示しており、時間の流れに従い上から下へと
１時間毎に区切って表示されている。この放送時刻表示欄４０３は本実施形態における例
示であり区切り時間や時間経過を示す方向などは自由に選択してもよい。
【００４４】
　局情報表示欄４０４は各放送局の情報を表示する表示欄である。この局情報表示欄４０
４には放送局名４０６、割当チャンネル４０７、局ロゴ４０８、３桁チャンネル４０９、
及びサムネイル動画４１０が示されている。
【００４５】
　番組欄４０５には上方向に存在する番組情報表示欄４０４に示されている放送局が、横
方向に示されている時間に放送している番組の情報が記述されている欄である。ここに示
されている情報は放送波より取得したデータ信号に載っていた情報が示されている。本実
施形態においてデータ信号のような放送番組に関する情報は放送波より取得するものとし
て例示するが、これには限定されず、例えば通信I/F等を介してインターネット等から取
得されるものとしてもよい。
【００４６】
　放送局名４０６は局情報表示欄４０４の下に表示されている番組を放送する放送局の名
前である。割当チャンネル４０７はデジタルテレビジョン１において、放送局名４０６に
示される放送局に割り当てられる、ユーザが簡易に操作を行うために用いられるチャンネ
ル番号である。局ロゴ４０８は放送局名４０６で示される放送局のロゴマークである。３
桁チャンネル４０９は各放送局に割り当てられたチャンネル番号である。
【００４７】
　サムネイル動画４１０は動画によるサムネイル（小表示）である。局情報表示欄４０４
に各局毎に設けられており、それぞれの局における現在放送中の番組が動画表示される。
本実施形態では各放送局の放送中の映像をサムネイル動画４１０に動画として表示するこ
とでユーザは現在放送中の番組内容を把握しやすくなり、視聴したい放送局（番組）を容
易に選択することができる。これは放送内容が静止画で表示されてもある一時点の画像で
しかなく何の番組なのか分りにくいことがあるが、動画で表示すればユーザは放送中の番
組と同じように認識することができ、視聴放送局の選択時の勘違いが防止できる。
【００４８】
更に上述のサムネイル動画４１０を番組欄４０５内のその番組を示す枠の中に表示したと
すると、情報として番組欄４０５に表示できる内容が少なくなってしまううえ、映像と文
字情報が狭い範囲に混在することから見難くなってしまうという問題がある。本実施形態
において、デジタルテレビ１は番組欄４０５ではなく局情報表示欄４０４に各放送局と対
応付けてサムネイルを表示することから、上述の問題が回避されすっきりとしたわかりや
くい電子番組表４０１を提供することができる。
【００４９】
　選択カーソル４１１は番組または放送局等の選択を行うためのカーソルである。ユーザ
はこの選択カーソル４１１を操作することにより、電子番組表４０１に表示される番組等
を選択でき、選択番組等の視聴、録画、又は音声出力等の様々な操作入力を行うことが可
能となる。
【００５０】
　時刻ポインタ４１２は表示画面１２１の左側に存在する放送時刻表示欄４０３の右端に
表示されており、現在時刻の経過にしたがって表示画面１２１下方向へとスライドしてい
くポインタである。この時刻ポインタ４１２の位置は放送時刻表示欄４０３と対応した位
置となっており、図４においては時刻がPM３：５０であるため、放送時刻表示欄４０３の



(10) JP 2011-55375 A 2011.3.17

10

20

30

40

50

午後３時を示す「PM３」を表示している枠の時分に相当する下側６分の５くらいの位置に
表示されている。この時間的な位置表示である時刻ポインタを表示することでユーザはど
の時点での動画がサムネイル動画として表示されているかを把握することができる。ある
いは所定期間の経過時刻を示すタイムバーのような表示を別途設けてもかまわない。
【００５１】
　ユーザは選択位置表示である選択カーソル４１１を移動させることで、番組欄４０５を
指定および選択することができる。選択した番組欄４０５が現在放送中の場合、それが視
聴指示であればデジタルテレビ１は選択された番組欄４０５の番組を表示画面１２１の全
画面に表示する。また選択した番組欄４０５の番組が現在放送中又は現在以降に放送され
る番組の場合であって録画する旨の指示があれば、デジタルテレビ１は当該番組の録画、
または録画予約を行う。またサムネイル動画４１０の音声出力を指示された場合、デジタ
ルテレビ１は選択カーソル４１１が表示されている列に当たる放送局のサムネイル動画４
１０として表示中の番組音声を出力する。デジタルテレビ１がサムネイル動画４１０の音
声を出力することで、サムネイル動画４１０の内容がユーザにとって直感的にわかり易く
なり、ユーザは視聴を行う番組の選択を行いやすくなる。このとき、ユーザが音声出力の
指示を行ったままの状態で選択カーソル４１１の選択局を移動させると、デジタルテレビ
１はそれに合わせて選択されている放送局のサムネイル動画４１０の音声を出力する。選
択カーソルを表示することでユーザは一見して現在の選択番組を把握することができる。
【００５２】
　図５は本実施形態における過去に同時録画した複数放送局の電子番組表の表示の一例を
示す図である。図５には表示画面１２１、過去電子番組表５０１、録画時刻５０２、放送
時刻表示欄５０３、局情報表示欄５０４、番組欄５０５、放送局名５０６、割当チャンネ
ル５０７、局ロゴ５０８、３桁チャンネル５０９、サムネイル動画５１０、選択カーソル
５１１および時刻ポインタ５１２が示されている。電子番組表４０１と過去電子番組表５
０１はほぼ同様の表示形式によって表示される。
【００５３】
　ここで図４の電子番組表４０１と図５の過去電子番組表５０１は現在の時間帯以降のも
のであるか、過去のものであるかの違いが存在するが、見かけ上はほぼ同様であるため、
図４の説明と重複するものに関してはここでは説明を割愛する。
【００５４】
　過去電子番組表５０１は過去に録画した複数の番組情報を表示する電子番組表であり、
電子番組表４０１と同様の形式によって表示されている。電子番組表４０１を作成、表示
等する場合には、情報取得部３２、音声制御部３４、及びグラフィック処理部等は信号処
理部１００より各種情報を取得していたが、過去電子番組表５０１を作成、表示等する際
にはこれらのモジュールはHDD１７０よりデータ信号、映像信号、および音声信号を取得
（受信）して作成する。
【００５５】
　録画時刻５０２は時刻ポインタ５１２で示される時間を表示しており、サムネイル動画
５１０に再生されている動画が録画された時刻（番組の放送時分）が示されている。この
録画時刻５０２は過去電子番組表５０１中で、電子番組表４０１に表示されている現在時
刻４０２と対応する位置（同じ位置）に表示されている。このように電子番組表４０１に
おける現在時刻４０２の代わりに、過去電子番組表５０１ではサムネイル動画５１０に表
示される動画の表示時点が録画された日時を表示することで、電子番組表４０１と過去電
子番組表５０１での時間の表示形式が同様となる。そのためユーザは過去電子番組表５０
１を使用する際、電子番組表４０１を使用するときと同じ感覚を得ることができ、ユーザ
はあたかも過去に戻ったような感覚で過去電子番組表５０１を使用することができる。
【００５６】
放送時刻表示欄５０３はHDD１７０より取得した情報に基づいて、過去の時間が欄に表示
される。本実施形態において放送時刻表示欄５０３に表示される時間としては過去のもの
であると例示するがこれに限定されるものではなく、現在の時間等が表示されていてもよ
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い。
【００５７】
　サムネイル動画５１０にはそれぞれの放送局の、録画時刻５０２で示されている時間に
おける放送番組の動画が表示される。このサムネイル動画５１０の動画表示は、グラフィ
ック処理部１５２が制御部１５６を介して録画時刻５０２で示される時間のそれぞれの放
送波の放送番組の映像信号を取得して小表示（サムネイル）の動画を作成し、サムネイル
動画５１０として表示している。
【００５８】
　選択カーソル５１１は番組の選択を行うためのカーソルである。ユーザによって選択カ
ーソル５１１の操作が行われ、ユーザは選択番組の視聴、又は音声出力等の操作入力を行
うことができる。
【００５９】
　時刻ポインタ５１２は再生時刻４０２及びサムネイル動画５１０と対応しており、ユー
ザからの操作入力によってその表示位置を変更させることができる。時刻ポインタ５１２
に表示位置の変更に対応して再生時刻４０２及びサムネイル動画５１０の表示も変化する
。本実施形態において、過去の過去電子番組表５０１を表示している特にサムネイル動画
がどの時間の動画を表示しているかわかりづらいため、時刻ポインタ５１２表示すること
によってユーザはサムネイル動画５１０がどの時間の動画を表示しているかを直感的に認
識することが可能となる。
【００６０】
　また過去電子番組表５０１では電子番組表４０１のときと同様に、ユーザからの音声出
力の操作入力に応じて、選択カーソル５１１に選択されている放送局の局情報表示欄５０
４に表示されているサムネイル動画５１０に表示している動画の音声を出力する。
【００６１】
　本実施形態では現在の電子番組表４０１と過去の過去電子番組表５０１の表示形式を同
様のものとすることによってユーザがあたかも過去に戻ったような感覚で、過去に録画さ
れた放送に関して過去電子番組表５０１を用いた放送番組の選択、視聴等を行うことが可
能となる。
【００６２】
　また、現在及び未来の電子番組表４０１と過去の過去電子番組表５０１においてどちら
でもサムネイル動画５１０を動画によって表示することで、ユーザは過去に戻ったような
感覚で過去録画した放送を確認でき、更に過去に戻ったような感覚のままで直感的に放送
された番組の確認、及び視聴のための選択を行うことが可能となる。またユーザが間違っ
て番組選択を行う可能性が低減する。
【００６３】
　このとき、録画する番組を特定の番組あるいは放送局に限らず全ての放送番組を録画し
ていれば、現在放送中の番組について視聴する放送局を切り換えるのと同様に、過去に放
送された番組を再生することが可能となる。
【００６４】
　図６は本実施形態における動画の表示をできない場合の電子番組表の表示の一例を示す
図である。図６は図４における電子番組表４０１の一部であり、放送局Cのサムネイル動
画４１０が表示不可能であった時の表示の一例である。図６には動画を表示できない場合
の電子番組表の説明をするため、現在の電子番組表である電子番組表４０１を例に挙げて
説明するが、この表示は現在の電子番組表に限らず、過去の過去電子番組表５０１におい
ても同様に適用可能である。
【００６５】
　電子番組表を表示しようとするとき、グラフィック処理部１５２が信号処理部１００ま
たはHDD１７０より動画の映像信号を取得不可能であったとき、本実施形態においてデジ
タルテレビ１はサムネイル動画４１０（縮小動画）の表示が不可能である旨の表示である
不可能表示６１をサムネイル動画４１が本来表示される位置に表示する。
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【００６６】
　グラフィック処理部１５２が動画の映像信号を取得不可能であったとき、グラフィック
処理部１５２は電子番組表作成部３３にその旨の通知を送信する。電子番組表作成部３３
は前記通知を受信すると、電子番組表のグラフィック処理部１５２によってサムネイル動
画４１がはめ込まれる（合成される）位置に、動画の表示を行なうことが不可能な旨の表
示である不可能表示６１を表示するように電子番組表を作成する。この電子番組表作成手
段は不可能表示作成手段としても機能する。本実施形態において不可能表示６１には言葉
が表示されており、その文言は「映像を取得できないため表示できません」となっている
。しかし、これは本実施形態における例示であって、この文言に限定されない。不可能表
示６１に言葉を表示するならば、映像（動画）が表示できない旨の表示であればよい。ま
た、不可能表示６１の表示内容は言葉でなくてもよく、例えば対応する放送局の局ロゴで
あってもよいし、ここに表示を行なわないとしてもよい。これらは全て例示であり、これ
に限定されず、ユーザに動画の表示を行えないことの認識させることのできる表示であれ
ばよい。
【００６７】
上述のようにサムネイル動画の表示できない場合の例として、放送局が放送波の送信を行
っていない、デジタルテレビ１の放送波の受信状態が悪い、放送波の受信契約が非契約で
ある、放送波のデスクランブル処理に必要となるB－CAS（Conditional Access System）
カードが本体に挿入されていない等の場合が考えられる。また、過去にHDD１７０に録画
を行っているはずの動画が表示できない場合については、そのほかに、その動画のデータ
が破損している等の場合が考えられる。
【００６８】
　また、図６においては現在又は未来の電子番組表４０１に不可能表示６１を表示した場
合を例示したが、前述のように過去に録画したものに関しても表示を行なうことが可能で
あり、これらの不可能表示の形式を同様の形式とすることによって、ユーザは過去に戻っ
たような感覚でデジタルテレビ１を視聴することが可能である。
【００６９】
　図７は本実施形態におけるデジタルテレビの行う電子番組表表示処理の処理フローの一
例を示すフロー図である。
【００７０】
　まず、ユーザよりデジタルテレビ１に電子番組表の表示指示が行なわれたとき、情報取
得部３２は信号処理部１００またはHDD１７０より、表示指示を行なわれた電子番組表に
関するデータ信号を取得する（S７１）。
【００７１】
　次に情報取得部３２は電子番組表作成部３３に対して取得したデータ信号を送信し、電
子番組表作成部３３は情報取得部３２より受信するデータ信号に基づいて電子番組表（電
子番組表信号）の作成を行う（S７２）。
【００７２】
　次に電子番組表作成部３３は、電子番組表に表示されるそれぞれの放送局の動画の映像
データを、信号処理部１００またはHDD１７０より取得するようにグラフィック処理部に
対して取得指示を行う。グラフィック処理部１５２は指示に従って動画が取得できたとき
には（S７３、Yes）、取得した動画に関してサムネイル動画を作成する（S７４）。また
グラフィック処理部１５２は、ある放送局又は全ての放送局の動画が取得できなかったと
きは（S７３、No）、電子番組表作成部３３に対して動画の取得不可能であった旨の通知
および動画が取得できなかった放送局の情報を送信する。その通知を受信した電子番組表
作成部３３は電子番組表のグラフィック処理部１５２が動画を取得できなかった放送局に
対応するサムネイル動画を表示する位置に、サムネイル動画に表示を行なうことが不可能
な旨の不可能表示６１を作成する（S７５）。
【００７３】
　S７４および／またはS７５の処理ステップの終了後、電子番組表作成部３３は作成した
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信したOSD信号生成部１５４はグラフィック処理部１５２に出力する。グラフィック処理
部１５２は電子番組表のサムネイル動画の表示を行なうことのできる位置に作成したサム
ネイル動画をはめ込み（S７６）、映像処理部１５５を介して表示部１２０に表示する（S
７７）。
【００７４】
　電子番組表を表示しているときは音声制御部３４がユーザからの音声出力指示が行われ
るか否かの判別を行う（S７８）。ユーザから音声出力指示が行われると（S７８、Yes）
、電子番組表作成部３３より選択カーソルの位置に対応する放送局（動画）のサムネイル
動画の音声を、信号処理部１００またはHDD１７０より取得して音声の出力を行う（S７９
）。S７９の終了後、またはS７８において音声出力指示が行われないとき（No）、一連の
処理フローは終了となる。
【００７５】
　本実施形態のデジタルテレビにおいては電子番組表中に動画による小表示を設け、番組
表に表示の日時に応じた現在放送中の番組あるいは過去に放送された番組録画を表示する
ことで、放送中あるいは録画した番組に関わらず、視聴したい番組の選択がしやすい番組
表を作成することが可能となる。
【００７６】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具現化できる。また、上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに異なる実施
形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【００７７】
１…デジタルテレビ、１０…本体、１１０…スピーカ、１２０…表示部、１００…信号処
理部、１１０…スピーカ、１１６…操作部、１１７…リモートコントローラ、１１８…受
光部、１１９Ａ…第１のメモリーカード、１１９Ｂ…第２のメモリーカード、１２０…表
示部、１２１…表示画面、１２２…表示画像、１３１…第１のLAN端子、１３２…第２のL
AN端子、１３３…USB端子、１３５…外部出力端子、１３６…外部出力端子、１３７…ラ
イン入力端子、１４３…アンテナ、１４４…入力端子、１４５…チューナ、１４６…PSK
復調器、１４７…TS復号器、１４８…アンテナ、１４９…入力端子、１５０…チューナ、
１５１…OFDM復調器、１５２…グラフィック処理部、１５３…音声処理部、１５４…信号
生成部、１５５…映像処理部、１５６…制御部、１５７…ROM、１５８…RAM、１５９…不
揮発性メモリ、１６１…カードホルダ、１６３…カードホルダ、１６８…アナログチュー
ナ、１６０…カードI/F、１６１…カードホルダ、１６２…カードI/F、１６３…カードホ
ルダ、１６４、１６５…通信I/F、１６６…USBI/F、１６８…アナログチューナ、１６９
…アナログ復調器、１７０…ＨＤＤ、３１…録画制御部、３２…情報取得部、３３…電子
番組表作成部、３４…音声制御部、４０１…電子番組表、４０２…現在時刻、４０３…放
送時刻表示欄、４０４…局情報表示欄、４０５…番組欄、４０６…放送局名、４０７…割
当チャンネル、４０８…局ロゴ、４０９…３桁チャンネル、４１０…サムネイル動画、４
１１…選択カーソル、４１２…時刻ポインタ、５０１…過去電子番組表、５０２…録画時
刻、５０３…放送時刻表示欄、５０４…局情報表示欄、５０５…番組欄、５０６…放送局
名、５０７…割当チャンネル、５０８…局ロゴ、５０９…３桁チャンネル、５１０…サム
ネイル動画、５１１…選択カーソル、５１２…時刻ポインタ、６１…不可能表示



(14) JP 2011-55375 A 2011.3.17

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】



(15) JP 2011-55375 A 2011.3.17

【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成22年9月22日(2010.9.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　過去に録画された録画済コンテンツのデータ信号および映像信号を取得する情報取得手
段と、
　前記情報取得手段により取得された前記録画済コンテンツのデータ信号および映像信号
から、前記録画済コンテンツに対応するサムネイル動画と、このサムネイル動画に対応す
る前記録画済コンテンツが実際に記録されたときの過去の録画時刻とが含まれるように該
録画済コンテンツの提供先ごとに区分された表示となる過去番組表を作成する過去番組表
作成手段と
を具備することを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記録画済コンテンツの再生表示が不可能な旨の表示を作成する不可能表示作成手段を
更に具備し、
　前記過去番組表作成手段は、
　前記録画済コンテンツの再生が不可能であるとき、前記不可能表示作成手段によって作
成された前記録画済コンテンツの再生表示が不可能な旨の表示を、前記再生表示が不可能
な前記録画済コンテンツの代わりに表示するように過去番組表を作成することを特徴とす
る請求項１記載の電子機器。
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【請求項３】
　前記録画済コンテンツの音声信号を取得し、出力する音声信号出力手段を更に具備し、
　前記録画済コンテンツの音声出力指示が入力されると、前記音声信号出力手段が前記録
画済コンテンツの音声信号を出力することを特徴とする請求項１記載の電子機器。
【請求項４】
　前記過去番組表成手段は、
　前記過去番組表の表示中に、前記録画済コンテンツの表示時点が録画された時間を示す
表示を前記過去番組表の時間軸の表示における、前記録画された時間と対応する位置に作
成することを特徴とする請求項１記載の電子機器。
【請求項５】
　前記過去番組表作成手段は、
　前記過去番組表の表示中に、ユーザが番組の選択を行うことのできる箇所の表示である
選択位置表示を作成することを特徴とする請求項１記載の電子機器。
【請求項６】
　過去に録画された録画済コンテンツのデータ信号および映像信号を取得し、
　取得された前記録画済コンテンツのデータ信号および映像信号から、前記録画済コンテ
ンツに対応するサムネイル動画と、このサムネイル動画に対応する前記録画済コンテンツ
が実際に記録されたときの過去の録画時刻とが含まれるように該録画済コンテンツの提供
先ごとに区分された表示となる過去番組表を作成する
ことを特徴とする番組表作成方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明にかかる電子機器は、過去に録画された録画済コンテンツのデータ信号および映
像信号を取得する情報取得手段と、前記情報取得手段により取得された前記録画済コンテ
ンツのデータ信号および映像信号から、前記録画済コンテンツに対応するサムネイル動画
と、このサムネイル動画に対応する前記録画済コンテンツが実際に記録されたときの過去
の録画時刻とが含まれるように該録画済コンテンツの提供先ごとに区分された表示となる
過去番組表を作成する過去番組表作成手段とを具備することを特徴としている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　また本発明にかかる番組表作成方法は、過去に録画された録画済コンテンツのデータ信
号および映像信号を取得し、取得された前記録画済コンテンツのデータ信号および映像信
号から、前記録画済コンテンツに対応するサムネイル動画と、このサムネイル動画に対応
する前記録画済コンテンツが実際に記録されたときの過去の録画時刻とが含まれるように
該録画済コンテンツの提供先ごとに区分された表示となる過去番組表を作成することを特
徴としている。
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