
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

　画面上に表示されている各番組に対するＥＰＧ情報は、番組放送時間帯によって表示す
べきＥＰＧ情報量を変えることを特徴とす ＰＧ情報表示方法。
【請求項２】
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予め決められたチャンネル及び時間帯のＥＰＧ情報の全部または一部を表示させるＥＰ
Ｇ情報表示方法であって、
　前記ＥＰＧ情報を表示させた状態で、（１）所定のズーム命令に応じてその直前に表示
されていたチャンネル及び時間帯よりも多いチャンネル数または時間帯のＥＰＧ情報に変
更するときは、より少ない情報量の情報を選択して表示する第１のＥＰＧ情報表示方法と
、（２）所定のズーム命令に応じてその直前に表示されていたチャンネル及び時間帯より
も少ないチャンネル数または時間帯のＥＰＧ情報に変更するときは、より多い情報量の情
報を選択して表示する第２のＥＰＧ情報表示方法とを選択して用いることができ、

るＥ

予め決められたチャンネル及び時間帯のＥＰＧ情報の全部または一部を表示させるＥＰ
Ｇ情報表示方法であって、
　前記ＥＰＧ情報を表示させた状態で、（１）所定のズーム命令に応じてその直前に表示
されていたチャンネル及び時間帯よりも多いチャンネル数または時間帯のＥＰＧ情報に変
更するときは、より少ない情報量の情報を選択して表示する第１のＥＰＧ情報表示方法と
、（２）所定のズーム命令に応じてその直前に表示されていたチャンネル及び時間帯より
も少ないチャンネル数または時間帯のＥＰＧ情報に変更するときは、より多い情報量の情



画面上に表示されている各番組に対するＥＰＧ情報は、番組ジャンルによって表示すべき
ＥＰＧ情報を変えることを特徴とす ＰＧ情報表示方法。
【請求項３】
　

　前記ＥＰＧ情報は、その内容を表す項目が予め優先順位付けされており、表示する際優
先順位の高い前記項目から表示することを特徴とす ＰＧ情報表示方法。
【請求項４】
　請求項１ のいずれかに記載のＥＰＧ情報表示方法の コンピュータで実行させ
るためのプログラムを格納していることを特徴とするプログラム記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、テレビ放送におけるＥＰＧ情報を表示するためのＥＰＧ情報表示方 び
プログラム記録媒体に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
現在、テレビ番組の放送予定は、新聞や雑誌等によって、視聴者に知らされている。とこ
ろで、新聞や雑誌の代替となるものとして、ＥＰＧ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　Ｐｒｏｇｒ
ａｍ　Ｇｕｉｄｅ：電子番組情報ガイド）というものが提案されており、将来的には、そ
のＥＰＧをも利用して、テレビ番組の放送予定が視聴者に知らされることになる。ＥＰＧ
は、テレビ放送局等から送信されるものであって、現在の新聞や雑誌等に記載されている
ようなテレビ番組の放送予定のデータであり、番組の放送予定日、時間帯、チャンネル、
番組名、出演者等が各番組毎に記載されたものである。
【０００３】
従来のＥＰＧ情報表示例について図２６を参照して説明する。図２６は従来のＥＰＧ情報
の表示例である。このようにテレビ受像機やパソコンのディスプレイにＥＰＧ情報が表示
される。横方向にチャンネルごとにＥＰＧ情報が表示されている。すなわちＮＨＫ総合、
ＮＨＫ教育、毎日テレビ、ＡＢＣテレビ、関西テレビ、読売テレビの順にＥＰＧ情報が表
示されている。またＥＰＧが表示される時間帯は２１時から２２時となっている。テレビ
受像機にＥＰＧ情報が表示されている場合はリモコンを用いて、またパソコンのディスプ
レイにＥＰＧ情報が表示されている場合はマウスを用いて表示画面をスクロールさせるこ
とができる。すなわち、２１時から２２時の時間帯のみならず、１２時から１４時までの
時間帯など、自由に時間帯を変えてＥＰＧ情報を表示することが出来る。また横方向に画
面をスクロールすることによって現在画面に表示されていないチャンネルのＥＰＧ情報を
表示することができる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上述したように従来のＥＰＧ表示例では、ＥＰＧ情報を表示する時間帯が所定の
時刻を中心として、２時間と固定されてしまうという問題がある。すなわち所定の時刻を
中心として、未来と過去それぞれ１時間分のＥＰＧ情報は画面に表示されるがそれ以外の
時間帯のＥＰＧ情報はスクロールしないと画面に表示されず、ＥＰＧ全体を俯瞰すること
ができない。そこでＥＰＧ情報のなるべく広い範囲を一度に俯瞰するためにＥＰＧ情報を
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報を選択して表示する第２のＥＰＧ情報表示方法とを選択して用いることができ、

るＥ

予め決められたチャンネル及び時間帯のＥＰＧ情報の全部または一部を表示させるＥＰ
Ｇ情報表示方法であって、
　前記ＥＰＧ情報を表示させた状態で、（１）所定のズーム命令に応じてその直前に表示
されていたチャンネル及び時間帯よりも多いチャンネル数または時間帯のＥＰＧ情報に変
更するときは、より少ない情報量の情報を選択して表示する第１のＥＰＧ情報表示方法と
、（２）所定のズーム命令に応じてその直前に表示されていたチャンネル及び時間帯より
も少ないチャンネル数または時間帯のＥＰＧ情報に変更するときは、より多い情報量の情
報を選択して表示する第２のＥＰＧ情報表示方法とを選択して用いることができ、

るＥ

～３ 動作を

法、及



表示する時間幅を２時間でなくて３時間にすることも考えられる。また５時間にすること
も考えられる。しかしＥＰＧ情報を表示する時間幅を大きくすると、ＥＰＧ情報を表示す
るスペースが小さくなり、ＥＰＧ情報が見づらくなるといった問題が生じる。
【０００５】
本発明は従来のＥＰＧ表示方法ではＥＰＧ情報を表示する時間帯が固定されてしまい一度
にＥＰＧ情報の広い範囲を俯瞰することが出来ないという課題と、ＥＰＧ情報を表示する
時間幅を大きくすると、ＥＰＧ情報を表示するスペースが小さくなりＥＰＧ情報が見づら
くなるという課題を考慮し、一度に時間帯とチャンネルの広い範囲のＥＰＧ情報を俯瞰す
ることが出来、広い範囲のＥＰＧ情報を表示しても、ＥＰＧ情報がスペース不足のため見
づらくないＥＰＧ情報表示方法を提供するものである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上述した課題を解決するために、第１の本発明は、予め決められたチャンネル及び時間
帯のＥＰＧ情報の全部または一部を表示させるＥＰＧ情報表示方法であって、
　前記ＥＰＧ情報を表示させた状態で、（１）所定のズーム命令に応じてその直前に表示
されていたチャンネル及び時間帯よりも多いチャンネル数または時間帯のＥＰＧ情報に変
更するときは、より少ない情報量の情報を選択して表示する第１のＥＰＧ情報表示方法と
、（２）所定のズーム命令に応じてその直前に表示されていたチャンネル及び時間帯より
も少ないチャンネル数または時間帯のＥＰＧ情報に変更するときは、より多い情報量の情
報を選択して表示する第２のＥＰＧ情報表示方法とを選択して用いることができ

ことを特徴とするＥＰＧ情報表示方法である。
　また、第２の本発明は、

ことを特徴とす ＰＧ情報表示方法である。
　また、第３の本発明は、

　
ことを特徴とす ＰＧ情報表示方法である。

　また、第４の本発明は、

である。
【００１４】
【発明の実施の形態】
（実施の形態１）
以下に、本発明の第１の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１５】
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、
　画面上に表示されている各番組に対するＥＰＧ情報は、番組放送時間帯によって表示す
べきＥＰＧ情報量を変える

予め決められたチャンネル及び時間帯のＥＰＧ情報の全部また
は一部を表示させるＥＰＧ情報表示方法であって、
　前記ＥＰＧ情報を表示させた状態で、（１）所定のズーム命令に応じてその直前に表示
されていたチャンネル及び時間帯よりも多いチャンネル数または時間帯のＥＰＧ情報に変
更するときは、より少ない情報量の情報を選択して表示する第１のＥＰＧ情報表示方法と
、（２）所定のズーム命令に応じてその直前に表示されていたチャンネル及び時間帯より
も少ないチャンネル数または時間帯のＥＰＧ情報に変更するときは、より多い情報量の情
報を選択して表示する第２のＥＰＧ情報表示方法とを選択して用いることができ、
画面上に表示されている各番組に対するＥＰＧ情報は、番組ジャンルによって表示すべき
ＥＰＧ情報を変える るＥ

予め決められたチャンネル及び時間帯のＥＰＧ情報の全部また
は一部を表示させるＥＰＧ情報表示方法であって、
　前記ＥＰＧ情報を表示させた状態で、（１）所定のズーム命令に応じてその直前に表示
されていたチャンネル及び時間帯よりも多いチャンネル数または時間帯のＥＰＧ情報に変
更するときは、より少ない情報量の情報を選択して表示する第１のＥＰＧ情報表示方法と
、（２）所定のズーム命令に応じてその直前に表示されていたチャンネル及び時間帯より
も少ないチャンネル数または時間帯のＥＰＧ情報に変更するときは、より多い情報量の情
報を選択して表示する第２のＥＰＧ情報表示方法とを選択して用いることができ、

前記ＥＰＧ情報は、その内容を表す項目が予め優先順位付けされており、表示する際優
先順位の高い前記項目から表示する るＥ

第１～３の本発明のいずれかに記載のＥＰＧ情報表示方法の動
作をコンピュータで実行させるためのプログラムを格納していることを特徴とするプログ
ラム記録媒体



本実施の形態では、ＥＰＧ画面表示をズーム処理を行い拡大縮小することをはじめ種々の
操作を施す場合を説明する。
【００１６】
まず図１と図２にシステム構成を示す。まず図１に基づいて本実施の形態の構成について
説明する。放送局１はテレビ番組とＥＰＧ情報を送る手段である。チューナ２は放送局１
から送られてくるテレビ番組とＥＰＧ情報を受信する手段である。ここではチューナ２は
ひとつのブロックとして表示されているが、画面構成上、複数個の各種チューナが配置さ
れている。チューナ２のチャンネル選択はマイコン７より指示が送られる。入力切替手段
３はチューナ２から送られてきたテレビ番組とＥＰＧ情報を入力するかあるいはＩＥＥＥ
１３９４シリアルバスによって接続されている外部ＡＶ機器から送られてくる再生映像デ
ータを入力するかを切り替える手段である。入力切替手段３は、外部ＡＶ機器制御手段６
にあるマイコン７によってその入力信号の選択が制御される。また、これらの指示はユー
ザが外部のリモコン２４を用いて指示を行い、その制御信号は、リモコン信号受信手段２
３を介してマイコン７へ送られる。ＥＰＧ画面生成手段４は入力切替手段３から送られて
くるテレビ番組とＥＰＧ情報と外部ＡＶ機器から送られてくる再生映像データとを入力と
してＥＰＧ画面を生成し、また外部ＡＶ機器制御手段６で外部機器を制御するための情報
を作成する手段である。ＥＰＧ画面生成手段４の構成については後述する。表示モニタ５
はＥＰＧ情報やテレビ番組や再生映像データを表示する手段である。外部ＡＶ機器制御手
段６はＩＥＥＥ１３９４シリアルバスによって接続されているＶＴＲ１０、ＤＶＤ１１、
ＨＤＤ１２などの外部ＡＶ機器を再生し映像データを得たり、またこれらの外部ＡＶ機器
に映像データを記録したりするために外部ＡＶ機器を制御する手段である。
【００１７】
外部ＡＶ機器制御手段６は次のように構成される。ＥＰＧ画面生成手段４より受け取った
ＥＰＧデータをマイコン７で以下に述べる各種手段の処理を行う。
すなわち、ＥＰＧ画面生成手段４から受け取ったＥＰＧデータを番組情報として管理し外
部記録機器との関連付けを行うＥＰＧデータ管理手段８、ＩＥＥＥ１３９４シリアルバス
を介して記録機器を制御信号を生成するための外部記録機器制御信号生成手段２１、ＩＥ
ＥＥ１３９４シリアルバスを介して外部記録機器との接続プロトコルを管理する外部記録
機器接続管理手段２２である。ＩＥＥＥ１３９４ディジタルインターフェース部９はＩＥ
ＥＥ１３９４－１９９５の規格に基づいたシリアルバスを介して接続されているＶＴＲ１
０、ＤＶＤ１１、ＨＤＤ１２などの外部記録機器のインターフェースであり、マイコン７
を介してＡＶデータの入出力や制御コマンドのやりとりが行われる。
【００１８】
次に前述したように図２を参照してＥＰＧ画面生成手段４の構成を説明する。ＥＰＧデー
タ分離手段１３は放送局１から送られてきたテレビ番組とＥＰＧデータからＥＰＧデータ
を分離し取り出す手段である。ＥＰＧデータセル化格納手段１４はＥＰＧデータ分離手段
１３で分離し、取り出したＥＰＧデータのデータ形式を変換しデータベース化してメモリ
や記録媒体（図示せず）に格納する手段である。番組情報抽出手段１５はＥＰＧデータセ
ル化格納手段１４に格納されているＥＰＧデータから表示モニタ５に表示するのに必要な
情報を抽出したり、外部記録機器を制御するための情報を抽出し、外部ＡＶ機器制御手段
６へ出力する、あるいは外部ＡＶ機器制御手段６からＥＰＧデータを表示するために必要
なデータを受け取るための手段である。番組情報検索条件入力手段１６は番組情報抽出手
段１５にて検索を行うための検索条件を入力する手段である。検索条件を入力するための
装置としてリモコンやキーボード、マウスといった入力装置を用いる（図示せず）。番組
情報セル領域選択手段１７は番組情報抽出手段１５で表示モニタ５に表示するのに必要な
情報を抽出するために番組情報を選択する手段である。映像データ表示手段１８はチュー
ナ２で受信されたテレビ番組などの映像データを表示する手段である。合成手段１９は映
像データとＥＰＧデータを合成して表示モニタ５に表示する手段である。ＥＰＧデータ表
示手段２０はＥＰＧデータを表示する手段である。本実施の形態では、番組情報セル領域
選択手段１７は、機器側で事前にいくつかのパターンの選択領域サイズを３種類決めてお
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き、その選択領域サイズをリモコンやキーボード、マウスといった入力装置（図示せず）
でそのパターンを選択し移動させることで、表示のズームサイズを変更することができる
。以下の説明では入力装置としてリモコンを用いた例でその動作を説明する。
【００１９】
次にこのような本実施の形態の動作を説明する。
【００２０】
まず図２のＥＰＧデータセル化格納手段１４で格納されるデータについて説明する。放送
局１から送られてきたＥＰＧ情報はチューナ２で受信され、ＥＰＧデータ分離手段１３で
番組データからＥＰＧデータが分離され取り出されたあと、ＥＰＧ画面生成手段４の構成
要素であるＥＰＧデータセル化格納手段１４で保存される。
【００２１】
このときのＥＰＧデータの形式は、図３のような番組情報一覧表３１にして格納する。す
なわちＸ軸３２を表の横向きにとり、これと直交する向きにＹ軸３３をとる。Ｘ軸３２は
チャンネルを表し、Ｙ軸３３は時刻を表す。各チャンネルごとに、時刻は１５分間隔で、
番組情報セル３４に分割する。番組情報セル３４は図３に記述されているような情報を持
つ。つまりチャンネル、放送日時、番組名、ジャンル、放送モード、番組詳細情報、動画
像、音声である。これらは放送局から送られてくるデータである。ここで、チャンネルと
は番組情報セルに登録される番組が放送されるチャンネルのことである。放送日時とはそ
の番組の放送開始日時と終了日時のことである。番組名はその番組の名前である。ジャン
ルとはその番組が属する分類であり、例えば「スポーツ」、「映画」、「ドラマ」、「ニ
ュース」などに分類できる。また、番組情報セルの内部では、これらの分類は、必要に応
じて、さらに細分化情報を持つ。例えば、大分類「スポーツ」、中分類「野球」、小分類
「プロ」と分類された情報となる。放送モードとはその番組が「２カ国語放送」、「文字
放送」、「ワイド放送」などかどうかを示す放送の種類である。番組詳細情報とはその番
組の見どころやストーリー、出演者などの詳細な説明である。動画像とはその番組を説明
するための番組のハイライト部分の映像データを動画像として格納したものである。また
音声とはその番組を説明するための番組のハイライト部分を音声データとして格納したも
のである。以上のようなデータが番組情報セル３４に格納されている。
【００２２】
番組情報セルは、各セルごとにＥＰＧデータセル格納手段１４に含まれるメモリ（図示せ
ず）上のあるアドレス空間に、上記各種情報を格納される。そして、各番組情報セルがど
こにあるかを示すテーブルを合わせ持ち、データベース化されたデータとして格納されて
いる。
【００２３】
ただし、１５分間より短い番組は一つの番組情報セルの中に複数個埋め込まれる。つまり
Ａという番組とＢという番組が放送時刻の関係で一つの番組情報セルに格納される場合、
この一つのセルが番組Ａ、ＢのＥＰＧ情報を保持する。またこれとは逆に一つの番組Ｃが
１５分間より放映時間の長い番組である場合、複数の番組情報セルに同じ番組の情報が以
下のように格納される。番組の先頭にあたる番組情報セル（先頭番組情報セル）に該当す
るメモリアドレス空間に各種番組情報が格納され、それに続く番組情報セルに相当するメ
モリアドレス空間には、その番組情報が格納されている先頭番組情報セルのメモリアドレ
スを示すポインタ情報を格納することで行う。もちろん先頭番組情報セルと同じ内容を格
納してもよいが、その場合は必要となるメモリ容量が大きくなる。
【００２４】
例えばＣという番組が１時間番組であったとすると、この場合４つの番組情報セルにＣの
ＥＰＧ情報が重複して格納される。このようにＥＰＧ情報をチャンネルごとに１５分単位
で区切って保持することにより、ＥＰＧ情報が扱い易くなる。すなわち後述するように、
画面表示例１の場合の選択領域３５で選んだ番組情報セル群に対してはその長方形領域の
内部にあるＥＰＧ情報が表示モニタ５に図１６のように表示される。また画面表示例２の
場合の選択領域３６で選んだ番組情報セル群に対してはその長方形領域の内部にあるＥＰ
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Ｇ情報が表示モニタ５に図１７のように表示される。また画面表示例３の場合の選択領域
３７で選んだ番組情報セル群に対してはその長方形領域の内部にある情報が表示モニタ５
に図１８のように表示される。
【００２５】
上述したようなデータを用いてＥＰＧ画面生成手段４は種々のＥＰＧ画面を生成する。す
なわちＥＰＧデータ分離手段１３で分離されたＥＰＧ情報を特有のデータ形式で格納した
ＥＰＧデータセル化格納手段１４の情報を参照して、番組情報抽出手段１５は番組情報セ
ル領域選択手段１７から入力された図１６の画面表示例１（以下ＥＰＧ３と表記する）の
場合の選択領域３５、図１７の画面表示例２（以下ＥＰＧ５と表記する）の場合の選択領
域３６、図１８の画面表示例３（以下ＥＰＧ１１と表記する）の場合の選択領域３７のよ
うな領域をもとにＥＰＧ情報の表示方法を変える。番組情報抽出手段１５で抽出された番
組情報はＥＰＧ表示手段２０により表示されるが、さらにチューナ２から送られてくる現
時間帯の番組を映像データ表示手段１８でＥＰＧ情報と同時に表示する。つまり現時間帯
の映像とＥＰＧ情報が合成手段１９により表示モニタ５上に合成して表示される。
【００２６】
前述したように、ＥＰＧ情報を表示する表示例としては次の３通りがある。
【００２７】
第１の表示例は図３の番組情報一覧表において番組情報セルからなる領域を画面表示例１
の場合の選択領域３５のように選択した場合の表示画面ＥＰＧ３である。すなわち、選択
領域３５は、画面表示に対するズーム量をチャンネル単位、時間帯単位で指定したことに
なる。この場合表示画面は図１６のようになる。図１６では３個のチャンネルのＥＰＧ情
報が表示されている。図１６においてチャンネル区分１２４は放送局の持っているチャン
ネルの周波数帯、有線放送、衛星放送、有料放送などの区別を表すものである。番組時間
１２５は番組の放送される日時、曜日、放送開始時間、放送終了時間、チャンネルなどか
らなる。チャンネル名１２６はチャンネル番号と放送局名がアイコンになって表示されて
いる。番組名１２７は現在選択されている番組の名前である。現在選択されている映像１
２８は、図３の番組情報一覧表において選択された領域の中央にある番組である。現在の
画面では、ゴールデン洋画劇場「ロマンシング・ストーン秘宝の谷」が現在選択されてお
り、その映像が表示されている。現在選択されているチャンネルの番組詳細情報１２９は
現在選択されている番組であるゴールデン洋画劇場「ロマンシング・ストーン秘宝の谷」
の詳細な説明が表示されている。ジャンル表示１３０は現在選択されている番組のジャン
ルが表示されている。現在選択されている番組のジャンルは映画なので、映画の部分の色
を変えて表示されている。現在選択されているチャンネルの映像１３１は現在選択されて
いるチャンネルで現在放映されている番組が表示されている。また隣のチャンネルの映像
１３２は図３で現在選択されている番組情報セルの左となりの番組情報セルに対応する番
組の映像である。また隣のチャンネルの映像１３３は図３で現在選択されている番組情報
セルの右となりの番組情報セルに対応する番組の映像である。以上が画面表示例１の場合
の選択領域３５に対応する表示画面である。この画面はＥＰＧ画面生成手段４で以下のよ
うに生成される。
【００２８】
ＥＰＧ画面生成手段４では、番組情報セル領域選択手段１７で選択された選択領域３５内
にあるチャンネル番号情報、すなわちこの場合はｃｈ１０，１２，１９を番組情報抽出手
段１５を介して、外部ＡＶ機器制御手段６にあるマイコン７に伝える。
【００２９】
マイコン７はｃｈ１０、１２、１９の映像データがチューナ２から出力されるように、チ
ャンネル選択を行う。このチューナ２からの映像データは映像データ表示手段１８で、地
画面中央および右上部分にｃｈ１２の映像が、その左隣にｃｈ１０の映像が、また右隣に
ｃｈ１９の映像が表示されるように、画面サイズおよびレイアウトを決定する。
【００３０】
一方、番組情報抽出手段１５でｃｈ１０，１２，１９で選択されている番組のＥＰＧデー
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タを取り出し、その情報をＥＰＧデータ表示手段２０に伝える。ＥＰＧデータ表示手段２
０では、画面中央部分表示されているｃｈ１２で放映されている番組タイトル、放映日時
、チャンネル区分、といった内容を画面上部に、またその番組詳細情報、ジャンル区分を
画面左下にレイアウトして表示する。
【００３１】
このような画面全体のレイアウトは番組情報セル領域選択手段１７で選択された範囲と事
前に対応付けている。この対応付けにしたがって、映像データ表示手段１８およびＥＰＧ
データ表示手段２０でレイアウトを決定され、合成手段１９で画面が構成され表示モニタ
５に出力される。
【００３２】
さらに、現在選択されている映像１２８が放送がまだ行われていない未来の番組か、また
はすでに放送が終了した過去の番組である場合、現在選択されている映像１２８の部分に
は、番組情報セル３４が持つ動画像データ、音声データが表示される。つまり選択されて
いる番組のハイライト部分が表示される。また隣のチャンネルの映像１３２、１３３の部
分にも同じように動画像データ、音声データなどの番組のハイライト部分が表示される。
ただし未来の番組あるいは過去の番組が選択されている場合であっても、現在選択されて
いるチャンネルの映像１３１の部分には選択されているチャンネルの現時刻の番組が表示
される。
【００３３】
第２の表示例は図３の番組情報一覧表において番組情報セルからなる領域を画面表示例２
の場合の選択領域３６のように選択した場合の表示画面ＥＰＧ５である。この場合表示画
面は図１７のようになる。この場合５個のチャンネル分のＥＰＧ情報を画面に表示してい
る。すなわち第１の表示例（図１６）より縮小した画面となっており、選択領域３６を選
択領域３５よりも広げて指定したことにより、ＥＰＧ情報を表示させるためのズーム量を
縮小したことになる。
【００３４】
チャンネル表示１３４は横向きにチャンネルを表示したものである。時刻表示１３５は縦
向きに時刻を表示したものである。現時刻１３６にはチャンネルごとに現時間帯に放送さ
れている番組の映像が表示されている。すなわち現在放送されている他チャンネルの映像
１３７や現時刻１３６の中央部分には現在選択されているチャンネルの映像１３８が番組
情報と重ね合わせて表示されている。さらに現在選択されているチャンネルの映像１３８
は画面右上の部分に現在選択されているチャンネルの拡大映像１３９として表示されてい
る。現時刻以外の未来および過去の番組欄には図のように番組情報が表示される。煩雑に
なるため省略したが、実際には図１７の空白部分まで番組情報が表示されている。さらに
現在選択されている番組の放映時間間隔１４０で現在選択されている番組の放送時間帯を
知ることができる。さらに、現在選択されているチャンネルの映像１３８が放送がまだ行
われていない未来の番組か、またはすでに放送が終了した過去の番組である場合、現在選
択されているチャンネルの映像１３８の部分には、番組情報セル３４が持つ動画像データ
、音声データが表示される。つまり選択されている番組のハイライト部分が表示される。
また現在放送されている他チャンネルの映像１３７の部分も同じように動画像データ、音
声データなどの番組のハイライト部分が表示される。ただし未来の番組あるいは過去の番
組が選択されている場合であっても、現在選択されているチャンネルの拡大映像１３９の
部分には選択されているチャンネルの現時刻の番組が表示される。
【００３５】
第３の表示例は図３の番組情報一覧表において番組情報セルからなる領域を画面表示例３
の場合の選択領域３７のように選択した場合の表示画面ＥＰＧ１１である。この場合表示
画面は図１８のようになる。
【００３６】
すなわち、選択領域３７は、選択領域３５あるいは３６よりもさらに拡大して指定してい
ることにより、ＥＰＧ情報を表示するためのズーム量をさらに縮小したことになる。
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【００３７】
この場合１１個のチャンネル分のＥＰＧ情報を画面に表示している。すなわち第２の表示
例（図１７）より縮小した画面となっている。チャンネル表示１４１は横向きにチャンネ
ルを表示したものである。時刻表示１４２は縦向きに時刻を表示したものである。現時刻
１４３にはチャンネルごとに現時間帯に放送されている番組の映像が表示されている。す
なわち現在放送されている他チャンネルの映像１４４や現時刻１４３の中央部分には現在
選択されているチャンネルの映像１４５が番組情報と重ね合わせて表示されている。さら
に現在選択されているチャンネルの映像１４５は画面右上の部分に現在選択されているチ
ャンネルの拡大映像１４６として表示されている。現時刻１４３以外の未来および過去の
番組欄には煩雑になるため省略したが、実際には図１７の空白部分にまで番組情報が表示
されている。さらに現在選択されている番組の放映時間間隔１４７で現在選択されている
番組の放送時間帯を知ることができる。さらに、現在選択されているチャンネルの映像１
４５が放送がまだ行われていない未来の番組か、またはすでに放送が終了した過去の番組
である場合、現在選択されているチャンネルの映像１４５の部分には、番組情報セル３４
が持つ動画像データ、音声データが表示される。つまり選択されている番組のハイライト
部分が表示される。また現在放送されている他チャンネルの映像１４４の部分にも同じよ
うに動画像データ、音声データなどの番組のハイライト部分が表示される。ただし未来の
番組あるいは過去の番組が選択されている場合であっても、現在選択されているチャンネ
ルの拡大映像１４６の部分には選択されているチャンネルの現時刻の番組が表示される。
【００３８】
第２の表示例ＥＰＧ５（図１７）や第３の表示例ＥＰＧ１１（図１８）において時刻表示
１３５や時刻表示１４２の目盛りの間隔が時刻によって長さが変わっている。これは時間
帯によって放送される番組のジャンルが異なっている傾向があり、ジャンルによってＥＰ
Ｇ情報の表示量に差がでてくることを考慮しているからである。例えばニュース番組など
は表示するＥＰＧ情報は少なくてよいが、ドラマなどはストーリーの説明など表示するＥ
ＰＧ情報が多くなる。このようにＥＰＧ情報を表示する時間帯によって予め広さを重み付
けしておくことによって、必要な情報をより詳細に得ることができる。
【００３９】
第１の表示例ＥＰＧ３（図１６）、第２の表示例ＥＰＧ５（図１７）、第３の表示例ＥＰ
Ｇ１１（図１８）でそれぞれ表示されているＥＰＧ情報の項目に差がある。すなわち拡大
されている第１の表示例ＥＰＧ３（図１６）では最も多くのＥＰＧ情報の項目が表示され
ており、次に第２の表示例ＥＰＧ５（図１７）で多くの項目が表示されており、縮小され
ている第３の表示例ＥＰＧ１１（図１８）では表示されているＥＰＧ情報の項目が最も少
ない。これは、図２の番組情報抽出手段１５で、ＥＰＧ情報を表示すべきエリアの大きさ
や、そのエリアを表示する際の画素数や、そのエリア内に書ける文字数を考慮してＥＰＧ
情報の表示する項目を決定することで実現できる。
【００４０】
例えば、ＥＰＧ３で、画面中央に表示される番組に対するＥＰＧ情報はすべて、表示され
るのに対し、ＥＰＧ５の場合、１番組当たりの表示面積が小さくなるため、映像データと
番組タイトルのみとなる。さらにＥＰＧ１１となると、文字数に制限され、番組タイトル
が途中までの表示となる。
【００４１】
またこの際、図３の番組情報セル３４の有する情報は、予め優先順位付けられており、こ
の順位に従って表示されるＥＰＧ情報の項目が決定される。例えば、番組名、チャンネル
、放送日時、番組詳細情報、放送モード、ジャンル、動画像、音声の順に優先付けられて
いる場合などを考えることができる。あるいは、本実施の形態の場合、第１～３の表示例
の３通りの倍率でＥＰＧ情報が表示されるので、予めこの３通りの画面で表示するＥＰＧ
情報の項目を決めておくことも可能である。
【００４２】
次に第１の表示例ＥＰＧ３（図１６）、第２の表示例ＥＰＧ５（図１７）、第３の表示例
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ＥＰＧ１１（図１８）の間を移動する際の操作やそれらの表示処理のための操作について
説明する。これらの操作はリモコン２４を用いて行われるので、まずリモコン２４の構成
から説明する。
【００４３】
図１に示すリモコン２４は赤外線を用いたもので、外部機器制御手段６の中にあるリモコ
ン信号受信手段２３へリモコン２４の各ボタンに対応した制御コードが送られる。リモコ
ン制御信号受信手段２３は受け取った制御コードを、マイコン７に伝え、マイコン７は以
下に説明する制御を指示する。
【００４４】
このようなＥＰＧ表示画面を操作するリモコンについて図４を参照して説明する。このよ
うなリモコンを使うことによりＥＰＧ表示画面の表示方法の変更、番組の選択、外部機器
を用いた録画や再生、検索などを平易な操作で行うことができる。図４でリモコンの各ボ
タンの上側に付された１６進数はそのボタンを表すキーコードであり、後述する操作フロ
ー（図５～８）やフローチャート（図９～１５）にも共通して用いられている。
【００４５】
次にリモコンの各ボタンの説明を行う。
デバイス４１はＶＴＲ１０やＤＶＤ１１やＨＤＤ１２などの外部記録機器を使用するため
にいずれか一つの機器を選択するためのボタンである。トグル４３は２通りのウィンドウ
の表示方法を切り替えるボタンである。視聴４４は視聴予約を行うためのボタンである。
録画４５は録画予約を行うためのボタンである。戻る４６はリモコンでの処理を前の状態
に戻すためのボタンである。ライブＣＨへ戻る４７は全画面に一つの番組を表示する状態
に戻すためのボタンである。過去プログラムへ４８はＥＰＧ情報が表示されているときＥ
ＰＧ情報を過去の向きに移動して表示するボタンである。Ｃｈ切り替え４９はＥＰＧ情報
が表示されているときチャンネルを左側に切り替えるボタンである。Ｃｈ切り替え５０は
ＥＰＧ情報が表示されているときチャンネルを右側に切り替えるボタンである。未来プロ
グラムへ５１はＥＰＧ情報が表示されているときＥＰＧ情報を未来の向きに移動して表示
するボタンである。確定５２はリモコン操作の処理を確定するボタンである。検索５３は
ＥＰＧ情報全体のうち検索条件に該当する番組を検索するボタンである。リンク５４はＥ
ＰＧ情報全体のうち現在選択されている番組と関連のある番組を検索するボタンである。
奥へ５７はＥＰＧ表示画面を拡大するボタンである。手前へ５８はＥＰＧ表示画面を縮小
するボタンである。
【００４６】
さらに、Ｃｈ切り替え４９、Ｃｈ切り替え５０、過去プログラムへ４８、未来プログラム
へ５１及び確定５２の各ボタンは、表示モニタ５上に表示されているカーソルを移動し、
カーソルの位置する項目を選択するといった機能もあわせ持つものである。これについて
は後述する。以上でリモコンの各ボタンの構成の説明を行った。
【００４７】
次に画面の表示を変える表示処理のための操作について説明する。
【００４８】
まず図９はテレビ受像機の電源を入れたときの表示画面処理の流れである。まずテレビ受
像機の電源を入れる（Ｓ１）と画面は全画面表示（Ｓ３）となる。このとき画面には電源
投入時に予め選択されていたチャンネルの現時刻の番組が画面全面に表示される。視聴者
は選択されているテレビ番組を視聴することができる。さらにリモコン入力待ち（Ｓ４）
で、リモコンからなんらかの入力がなされたら図１０～１５に処理が移る。
【００４９】
リモコン入力待ち（Ｓ４）で選択領域左シフト（Ｓ５）が選択された場合、すなわちリモ
コンでＣｈ切り替え４９のボタンが押された場合、図３における番組情報セルの選択領域
を左側にスクロールする。つまり図１０のフローチャート図において選択領域を左へ１セ
ル移動（Ｓ６）する。さらに画面中央に表示されているチャンネルの変更（Ｓ７）を行う
。さらに画面中央に表示されるチャンネルの番組情報の変更（Ｓ８）を行う。以上の処理
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が終了すると画面はチャンネル軸にそってチャンネルの番号の小さい向きにすなわち左側
に１チャンネル分だけスクロールしたことになる。そしてリモコン入力待ち（Ｓ９）にな
り、リモコンからなんらかの入力がなされたら図１０～１５のフローチャート図に処理が
移る。
【００５０】
リモコン入力待ち（Ｓ４）で選択領域右シフト（Ｓ１０）が選択された場合、すなわちリ
モコンでＣｈ切り替え５０のボタンが押された場合、図３における選択領域を右側にスク
ロールする。つまり図１１のフローチャート図において選択領域を右へ１セル移動（Ｓ１
１）する。さらに画面中央に表示されているチャンネルの変更（Ｓ１２）を行う。さらに
画面中央に表示されるチャンネルの番組情報の変更（Ｓ１３）を行う。以上の処理が終了
すると画面はチャンネル軸にそってチャンネル番号の大きい向きにすなわち右側に１チャ
ンネル分だけスクロールしたことになる。そしてリモコン入力待ち（Ｓ１４）になり、リ
モコンからなんらかの入力がなされたら図１０～１５のフローチャート図に処理が移る。
【００５１】
リモコン入力待ち（Ｓ４）で選択領域縮小（Ｓ１５）が選択された場合、すなわちリモコ
ンで奥へ５７のボタンがおされた場合、選択領域を縮小する。つまり図１２のフローチャ
ート図において選択領域を１ステップ縮小する。さらに選択領域に応じてＥＰＧ画面モー
ドを変更（Ｓ１７）する。さらにＥＰＧ画面モードに応じて表示番組情報を変更（Ｓ１８
）する。チャンネルが１１個表示されている画面（図１８）が処理前の画面とすると、こ
の処理を行うことによってチャンネルが５個表示されている画面（図１７）が処理後の画
面となる。またチャンネルが５個表示されている画面（図１７）が処理前の画面とすると
、この処理を行うことによってチャンネルが３個表示されている画面（図１６）が処理後
の画面となる。またチャンネルが３個表示されている画面（図１６）が処理前の画面とす
ると、画面全体に現在選択されているチャンネルの映像が表示されている状態が処理後の
画面となる。表示モニタ５に表示する際、処理前のチャンネル及び時間帯から処理後のチ
ャンネル及び時間帯へ徐々に表示サイズを変更していくようにして表示画面の変化をわか
りやすくすることもできる。また縮小する際、画面の中央のＥＰＧ情報を中心に縮小する
ようになっている。そしてリモコン入力待ち（Ｓ１９）になり、リモコンからなんらかの
入力がなされたら図１０～１５のフローチャート図に処理が移る。ただしまだ放送されて
いない未来の番組ともうすでに放送の終わった過去の番組を現在選択している場合は画面
全体に現在選択している番組の映像を表示することはできないので、この画面には移行し
ない。
【００５２】
リモコン入力待ち（Ｓ４）で選択領域拡大（Ｓ２０）が選択された場合、すなわちリモコ
ンで手前へ５８のボタンが押された場合、選択領域を拡大する。つまり図１３のフローチ
ャート図において選択領域を１ステップ拡大する。さらに選択領域に応じてＥＰＧ画面モ
ードを変更（Ｓ２２）する。さらにＥＰＧ画面モードに応じて表示番組情報を変更（Ｓ２
３）する。チャンネルが１個だけ表示されている画面つまり画面全体に現在選択されてい
る番組の映像が表示されている画面が処理前の画面とすると、この処理を行うことによっ
て、チャンネルが３個表示されている画面（図１６）が処理後の画面となる。またチャン
ネルが３個表示されている画面（図１６）が処理前の画面とすると、チャンネルが５個表
示されている画面（図１７）が処理後の画面となる。またチャンネルが５個表示されてい
る画面（図１７）が処理前の画面とすると、チャンネルが１１個表示されている画面が処
理後の画面となる。表示モニタ５に表示する際、処理前のチャンネル及び時間帯から処理
後のチャンネル及び時間帯へ徐々に表示サイズを変更していくようにして表示画面の変化
をわかりやすくすることもできる。また拡大する際、画面の中央のＥＰＧ情報を中心に拡
大するようになっている。そしてリモコン入力待ち（Ｓ２４）になり、リモコンからなん
らかの入力がなされたら図１０～１５のフローチャート図に処理が移る。ただしまだ放送
されていない未来の番組ともうすでに放送の終わった過去の番組を選択している場合は画
面全体に現在選択している番組の映像を表示することはできないので、この画面は表示さ
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れず、チャンネルが３個表示されている画面（図１６）が最も拡大された画面となる。
【００５３】
リモコン入力待ち（Ｓ４）で選択領域上シフト（Ｓ２５）が選択された場合、すなわちリ
モコンで過去プログラムへ４８のボタンが押された場合、選択領域を上へスクロールする
。つまり図１４のフローチャート図において選択領域を１ステップ上へ移動（Ｓ２６）す
る。この場合の１ステップとは１番組情報セル分のことであり、１５分間だけ過去へさか
のぼって表示することになる。さらにＥＰＧ画面を下にスクロール（Ｓ２７）する。そし
て時制（Ｓ２８）で、過去にさかのぼってＥＰＧ情報を表示したければ選択領域上シフト
（Ｓ２５）を選択する。また未来にさかのぼってＥＰＧ情報を表示したければ選択領域下
シフト（Ｓ３０）を選択する。また時制を変えない場合はリモコン入力待ち（Ｓ２９）に
なり、リモコンからなんらかの入力がなされたら図１０～１５のフローチャート図に処理
が移る。
【００５４】
リモコン入力待ち（Ｓ４）で選択領域下シフト（Ｓ３０）が選択された場合、すなわちリ
モコンで未来プログラムへ５１のボタンが押された場合、選択領域を下へスクロールする
。つまり図１５のフローチャート図において選択領域を１ステップ下へ移動（Ｓ３１）す
る。この場合の１ステップとは１番組情報セル分のことであり、１５分間だけ未来へさか
のぼって表示することになる。さらにＥＰＧ画面を上へスクロール（Ｓ３２）する。そし
て時制（Ｓ３３）で、過去にさかのぼってＥＰＧ情報を表示したければ選択領域上シフト
（Ｓ２５）を選択する。また未来にさかのぼってＥＰＧ情報を表示したければ選択領域下
シフト（Ｓ３０）を選択する。また時制を変えない場合はリモコン入力待ち（Ｓ３４）に
なり、リモコンからなんらかの入力がなされたら図１０～１５のフローチャート図に処理
が移る。
【００５５】
以上で画面の表示を変える表示処理のための操作を説明した。
【００５６】
このように表示画面を操作することによって、ＥＰＧ情報の広い範囲を容易に閲覧するこ
ともでき、またＥＰＧ情報を詳細に閲覧することもでき、番組選択のための補助とするこ
とができる。
【００５７】
なお、本発明のズーム命令は本実施の形態の選択領域の縮小および選択領域の拡大のよう
に、全画面、チャンネル３個の表示、チャンネル５個の表示、チャンネル１１個の表示の
４段階のズーム処理を行うものに限らない。３段階や５段階など２段階以上の任意の段階
でズーム処理を行うものでありさえすればよい。
【００５８】
さらに本発明のズーム命令は本実施の形態のように離散的に倍率を変えていくものに限ら
ず、連続的にズームの倍率を変えていくものでもかまわない。
【００５９】
さらに、本発明のズーム命令は上述した実施の形態における表示画面の中央を中心に拡大
または縮小を行うものに限らず、画面右上端、画面下左端など、要するに画面内部または
外部の任意の位置に中心をとって、この位置を中心にズーム命令を実行するものでありさ
えすればよい。
【００６０】
さらに、本実施の形態の番組情報セルは上述した実施の形態のように１５分間隔で作成す
るものに限らず、１０分、３０分など、要するにＥＰＧ情報を表示する際に縮小や拡大な
どのズーム処理を行うことが容易になるような時間間隔でありさえすればよい。
【００６１】
さらに、本実施の形態のＥＰＧデータセル化格納手段は上述した実施の形態のように番組
情報をチャンネルと一定の時間でセルに分割して格納するものに限らず、ＥＰＧ情報を一
定時間のセルに分割せず、番組が放送される時間帯とチャンネル単位でＥＰＧ情報を分割
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して格納してもかまわない。チャンネルと番組が放送される時間帯でセルに分割する例と
して図２７のような番組情報一覧表を用いることができる。このようなテーブルを用いて
も、図３の番組情報一覧表を用いる場合と同等の効果を得ることができる。
【００６２】
（実施の形態２）
次に第２の実施の形態について図面を参照して説明する。本実施の形態ではＥＰＧ情報を
検索する場合について説明する。本実施の形態の構成は第１の実施の形態と同一であるの
で、記述を省略する。
【００６３】
図５は現在放送中の番組を選択した場合の操作の流れを示す図である。
全画面６１は表示モニタ５全体に現在選択されている番組を表示したものである。ＥＰＧ
３（６２）は現在選択されている番組を中心に３個のチャンネルのＥＰＧ情報が表示され
ているもので、第１の実施の形態で説明した図１６に対応するものである。ＥＰＧ５（６
３）は現在選択されている番組を中心に５個のチャンネルのＥＰＧ情報が表示されている
もので、第１の実施の形態で説明した図１７に対応するものである。ＥＰＧ１１（６４）
は現在選択されている番組を中心に１１個のチャンネルのＥＰＧ情報が表示されているも
ので、第１の実施の形態で説明した図１８に対応するものである。以上全画面６１、ＥＰ
Ｇ３（６２）、ＥＰＧ５（６３）、ＥＰＧ１１（６４）を互いに移る操作は第１の実施の
形態で説明したのと同一である。ジャンル検索６６はジャンルに関する検索を行うもので
、図２２がその画面例である。リンク検索６７は表示されたＥＰＧ情報の記事内容からキ
ーワードを抽出してこのキーワードをもとにＥＰＧ情報を検索するもので、図１６がその
画面例である。時間軸あり６８は検索結果を時間軸を残して表示するもので、図１９がそ
の画面例である。
【００６４】
時間軸なし６９は検索結果を検索結果に該当しない番組は削除することにより時間軸をな
くして表示するものである。
【００６５】
図１９のように時間軸にしたがって表示した場合は、同時刻に多チャンネルに検索結果に
該当する番組があるのかどうかを知りたいといった、時間とチャンネルとの関係を表示す
ることができる。また、時間軸をなくして表示する場合は、同じチャンネル内で、該当す
る番組が過去から未来に渡って多く見つかった場合、時間軸に制約されることなく表示す
ることができるため、該当番組をより多く表示することができるという効果がある。ＥＰ
Ｇ５（７０）は検索条件に該当する番組の間をカーソルを移動させ、選択された番組に関
して、５個のチャンネルのＥＰＧ情報の表示を行ったものであり、図１７に対応する。Ｅ
ＰＧ３（７１）はＥＰＧ５（７０）のＥＰＧ情報表示画面を３個のチャンネルのＥＰＧ情
報の表示を行うように拡大したものであり、図１６に対応する。ジャンル検索７２はジャ
ンル検索６６と同様ジャンルに関する検索を行うもので、図２２がその画面例である。リ
ンク検索７３はリンク検索６７と同様ジャンルに関する検索を行うもので、図２２がその
画面例である。
【００６６】
次にこのような画面構成のもとにリモコンを用いてＥＰＧ情報を検索する動作について説
明する。
【００６７】
まず最初にジャンル別検索の操作と画面表示例について説明する。ＥＰＧ３（６２）、Ｅ
ＰＧ５（６３）、ＥＰＧ１１（６４）のいずれかが表示モニタ５上に表示されているとき
に、リモコンを用いて検索５３のボタンを押したとする。そうするとジャンル検索６６の
画面になる。ジャンル検索６６の画面例は図２２である。トップメニューとしてジャンル
が選択できるようになっている。トップメニューからスポーツ１５９を選択したとする。
ただし前述したようにメニューの選択はリモコンの確定５２のボタンで行うことができる
。またカーソルの移動は次の４個のボタンで行うことができる。すなわちＣｈ切り替え４
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９のボタンでカーソルは左向きに移動し、Ｃｈ切り替え５０のボタンでカーソルは右向き
に移動し、過去プログラムへ４８のボタンでカーソルは上向きに移動し、また未来プログ
ラムへ５１でカーソルは下向きに移動することができる。以下メニューを選択する際には
上述したボタンを用いてカーソルを移動し、また選択するものとする。今スポーツを選択
したので、画面下方に今度はサブメニュー１６０が現れる。サブメニューのジャンルを選
択すると実際にＥＰＧ情報の検索が実行される。そして検索結果は、画面の縦軸に時間軸
をとり横軸にチャンネルを取り番組名を表示する時間軸あり６８の表示方法と、画面の縦
軸の時間軸をなくし検索条件に該当する番組のみ時間を詰めて横軸にはチャンネルを取り
番組名を表示する時間軸なし６９の表示方法とがある。これらの表示方法はリモコン２４
のトグル４３のボタンを押すことで、リモコン２４からの制御コードを受けとったマイコ
ン７がＥＰＧ画面生成手段４に情報を伝え、表示方法を変えることができる。
【００６８】
さらに時間軸あり６８または時間軸なし６９の画面上をリモコンを用いてカーソルを動か
し、検索条件に該当している番組を選択することができる。特定の番組を選択し、さらに
リモコンから手前へ５８のボタンを押すと選択された番組を画面中央にしてＥＰＧ５（７
０）のように画面がかわる。さらにリモコンで手前へ５８のボタンを押すとＥＰＧ（７１
）のように画面がかわる。ここで、リモコンから検索５３のボタンを押すと再度検索する
ことができる。またＥＰＧ３（７１）からリモコンの奥へ５７のボタンを２度押すと、Ｅ
ＰＧ５（７０）を経て、検索結果である時間軸あり６８または時間軸なし６９に画面を戻
すことができる。また時間軸あり６８または時間軸なし６９の画面が表示されているとき
にリモコンで戻る４６のボタンを押せばジャンル検索６６に表示画面が変わりさらに戻る
４６のボタンを押せばＥＰＧ３（６２）、ＥＰＧ５（６３）、ＥＰＧ１１（６４）のいず
れかが表示モニタ５上に表示される。
【００６９】
次にリンク検索の操作と画面表示例について説明する。ジャンル検索を行う場合と同様に
してＥＰＧ３（６２）、ＥＰＧ５（６３）、ＥＰＧ１１（６４）のいずれかが表示モニタ
５上に表示されているとする。このときリモコンを用いてリンク５４のボタンを押したと
する。そうすると、リンク検索６７に処理が移る。この場合は画面の表示は変わらないが
、リモコンのボタンの機能が変わる。すなわち、Ｃｈ切り替え４９、Ｃｈ切り替え５０、
過去プログラムへ４８、未来プログラムへ５１はカーソル移動をするボタンになる。さら
に確定５２はキーワードを選択するボタンになる。今ＥＰＧ３（６２）の画面が表示され
ているとする。画面例は図１６である。このとき、画面に表示されているキーワード単位
にカーソルを移動させることができる。例えばカーソルがキーワードである「マイケル・
ダグラス」の上にあるものとする。このときリモコンで確定５２のボタンを押して「マイ
ケル・ダグラス」を選択すると、「マイケル・ダグラス」に関係のある番組が検索される
。すなわち、このキーワードを番組情報抽出手段１５でＥＰＧデータベースから「マイケ
ル・ダグラス」を検索し、該当する番組の検出を行う。これにより、ＥＰＧ３、あるいは
ＥＰＧ５の画面にその番組名をハイライト表示することで検索が行われる。例えば「マイ
ケル・ダグラス」が出演した映画が検索される。あるいは「マイケル・ダグラス」は外国
人なので洋画が検索されるなどが考えられる。検索結果はジャンル別検索と同じように時
間軸あり６８または時間軸なし６９のように表示され、それらの画面をリモコンのトグル
４３のボタンで相互に切り替えることができる。またＥＰＧ５（７０）、ＥＰＧ３（７１
）に移って、再検索をかけことが出来るなどの処理もジャンル別検索の場合と同様にして
行うことができる。また、時間軸あり６８や時間軸なし６９が表示されているときリモコ
ンで戻る４６のボタンを押せば、リンク検索６７の画面が表示され、さらに戻る４６のボ
タンを押せば、ＥＰＧ３（６２）、ＥＰＧ５（６３）、ＥＰＧ１１（６４）のいずれかが
表示モニタ５上に表示される。
【００７０】
図１９にリンク検索の場合の検索結果の画面を示す。この場合、カーソルを移動して、キ
ーワードであるゴールデン洋画劇場１５１が選択されたとする。そうするとゴールデン洋
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画劇場１５１はジャンルが映画であるので、映画が検索される。このようにして映画であ
るＥＰＧ情報が色または輝度を変えてハイライト表示される。例えば、図１９では、名画
劇場１４９、ロードショー１４８、ナイトシネマ１５０などがハイライト表示されている
。図１９でリモコンによりカーソルを移動すると、ハイライト表示されている番組の部分
のみカーソルが飛んでいき、リンク検索に合致した番組を選択することができる。
【００７１】
また、ジャンル別検索とリンク検索は、現在の番組を選択している場合の操作も、まだ放
送されていない未来の番組を選択した場合の操作も、放送がすでに終わった過去の番組を
選択した場合の操作も、表示モニタ上に一つの番組が表示されているときの操作も同一で
ある。従って時制やモニタの状態によって区別して考える必要はない。
【００７２】
このような検索を行うことによってＥＰＧ情報を容易に有効に利用しながら視聴したい番
組を選択することができる。
【００７３】
（実施の形態３）
次に第３の実施の形態について図面を参照して説明する。本実施の形態では外部記録再生
デバイスを用いて、録画、録画予約、再生、視聴、視聴予約する場合について説明する。
本実施の形態の構成は第１の実施の形態と同一であるので、記述を省略する。
【００７４】
図１において放送局１から送られてくる番組とＥＰＧ情報はチューナ２を介して入力切替
手段３に入力される。一方ＶＴＲ１０、ＤＶＤ１１、ＨＤＤ１２などの外部記録再生機器
に格納されている番組はＥＰＧ画面生成手段４で生成された画面に基づきリモコンで操作
される。その結果は外部機器／ＥＰＧデータ関連付け手段７でＥＰＧデータと外部機器が
関連付けられて、その結果を受けて外部記録機器制御信号生成手段２１で、外部記録再生
機器を制御する信号（以下制御コマンドと記す）が発生される。さらにＩＥＥＥ１３９４
ディジタルインターフェース部９で実際に外部記録再生機器とやり取りがなされる。そし
てこの外部機器制御信号生成手段２１で生成された制御コマンドは、ＩＥＥＥ１３９４－
１９９５で規定されたプロトコルにしたがって、外部記録再生機器に送られる。この制御
コマンドは、再生、停止、早送り、巻戻し、録画といった機器のメカニカルな動作を指示
するコマンドや、あるいは、機器の現在の状態や内部情報を問い合わせるコマンド、ある
いはその情報を変更するようなコマンドが送られ、その応答が外部記録再生機器から返さ
れる。このようなコマンドのやり取りをすることで、録画、再生といった動作を制御し、
ＩＥＥＥ１３９４シリアルバス上にＡＶデータを送受信することが可能となる。外部記録
再生機器から送られてきた再生映像データは入力切替手段３に入力されチューナ２から受
信された番組とＥＰＧ情報とを用いてＥＰＧ画面や番組が表示モニタ５に表示される。
【００７５】
次にこのようにして表示するＥＰＧ情報の操作方法について説明する。
【００７６】
図５で現在放映中の番組を選択している場合の操作を説明する。全画面６１、ＥＰＧ３（
６２）、ＥＰＧ５（６３）、ＥＰＧ１１（６４）については第１の実施の形態で説明した
。デバイス選択６５は、外部記録再生機器を選択する操作を行うものであり、図２０が画
面表示例である。
【００７７】
リモコンでデバイス４１のボタンを押すとデバイス選択６５が表示モニタ５に表示される
。これらの機器は図１に示したように、ＩＥＥＥ１３９４シリアルバスで接続された機器
が表示されている。そこで、現在選択されている番組に対して、チューナ２からの出力信
号に応じた圧縮方式や放送波の形態に応じて、記録に適切なＶＴＲ１５２、ＤＶＤ１５３
、ＨＤＤ１５４などの外部機器を選択することができる。
【００７８】
なお、チューナ２は、受け取った放送波アナログ信号の場合は、適切な圧縮エンコーダに
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よって、ディジタルデータに変換して出力する。本実施の形態では、ＶＨＦ／ＵＨＦ，Ｂ
Ｓといったアナログ放送は、民生用ディジタルＶＴＲの規格に基づいた圧縮方式を用い、
ディジタルＣＳ放送はＭＰＥＧ２の圧縮方式を用いた。
【００７９】
前述したようにカーソルはＣｈ切り替え４９、Ｃｈ切り替え５０、過去プログラムへ４８
、未来プログラムへ５１のボタンを押すことにより自由に移動させることができる。また
選択は確定５２のボタンを押すことにより行うことができる。リモコンによりカーソルを
移動させＨＤＤ１５４を選択したとする。さらに確定５２のボタンを押すと現在選択され
ている番組のＨＤＤ１５４への録画を開始する。
【００８０】
この動作をさらに詳しく説明する。現在選択されている番組のＥＰＧ情報および選択され
た外部記録機器の種類をＥＰＧ画面生成手段４からマイコン６が情報を受け取る。
【００８１】
マイコン７は、指定された外部記録機器ＨＤＤ１２に記録されている番組情報をＥＰＧデ
ータ管理手段８によって、ＨＤＤ１２の番組記録開始点の決定および、ＥＰＧ画面生成手
段４から受け取ったＥＰＧ情報を新たな録画リストに追加するなど、新たな番組を記録す
るための各種情報を追加・更新して、ＥＰＧデータ管理データベースを更新する。この際
、ＨＤＤ１２では所定の録画時間が確保できない場合や、ペイパービュー番組のように、
録画が制限されている場合など、確認すべき情報がある場合は、その情報をＥＰＧ画面生
成手段６に通知し、利用者に対して情報の確認を行う。
【００８２】
さらに、マイコン７はＥＰＧデータ管理手段８で更新されたＥＰＧデータ管理データベー
スに基づいて、外部記録機器制御信号生成手段２１によって、ＨＤＤ１２を制御するため
の一連のコマンド手続きを準備する。
そして、最後にマイコン７は外部記録機器接続管理手段２２によって、ＨＤＤ１２をＩＥ
ＥＥ１３９４ディジタルインターフェース部９を介して、上記コマンド手続きにしたがっ
て機器制御を行い、入力切替手段３の出力を所定のプロトコルに変換しながら目的の番組
をＨＤＤ１２へ録画する。そして、番組終了後は録画動作を自動的に停止する。
【００８３】
リモコンの戻る４６のボタンを押せば録画処理をしないでＥＰＧ５（６３）などのＥＰＧ
表示画面に戻る。
【００８４】
次に図６でまだ放送が行われていない未来の番組を選択している場合の操作を説明する。
全画面７４、ＥＰＧ３（７５）、ＥＰＧ５（７６）、ＥＰＧ１１（７７）については第１
の実施の形態で説明した。すなわち全画面７４は現在選択されている番組のチャンネルで
放送中の番組が表示される。ＥＰＧ３（７５）、ＥＰＧ５（７６）、ＥＰＧ１１（７７）
はそれぞれ図１６、図１７、図１８に対応する。視聴予約７８は視聴予約をするもので、
図２４が画面表示例である。選択７９は視聴予約をするか録画予約をするかを選択するも
ので、図２５が画面表示例である。デバイス選択８０は外部記録再生機器を選択するもの
で、図２０が画面表示例である。録画予約８１は録画予約をするもので、図２３が画面表
示例である。視聴予約８２は視聴予約を行うもので、図２４がその画面表示例である。デ
バイス選択８３は外部記録再生機器を選択するもので、図２０が画面表示例である。録画
予約８４は録画予約をするもので、図２３が画面表示例である。
【００８５】
表示モニタ５は、ＥＰＧ３（７５）、ＥＰＧ５（７６）、ＥＰＧ１１（７７）のいずれか
の表示画面であるとする。いまＥＰＧ５（７６）の表示画面になっているとする。リモコ
ンで確定５２のボタンを押すと、表示画面は選択７９になる。つまり図２５のように視聴
予約か録画予約か選択して下さい１６７のメッセージとともに、視聴予約１６８と録画予
約１６９のいずれかを選ぶための画面が現れる。リモコンによりそのいずれかを選択する
。まず視聴予約１６８が選択されたとする。そうすると画面は視聴予約７８に変わる。つ
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まり図２４のような画面になる。ここでリモコンによりＯＫ１６５を選択し、続けて確定
５２のボタンを押せば視聴予約は完了し、表示画面はＥＰＧ５（７６）に戻る。またキャ
ンセル１６６を選択し、続けて戻る４６のボタンを押せば、視聴予約しないで、選択７９
の画面に戻る。図２５で録画予約１６９を選択した場合はデバイス選択８０の画面になる
。すなわち図２０のような画面になり選択されている未来の番組に対して、ＶＴＲ１５２
、ＤＶＤ１５３、ＨＤＤ１５４などの外部機器を選択することができる。リモコンにより
カーソルを移動させＨＤＤ１５４を選択したとする。続けて確定５２のボタンを押したと
する。すると選択されている未来の番組に対してＨＤＤ１５４を録画するためのデバイス
として選択したことになり、表示画面は録画予約８１になる。すなわち図２３のような表
示画面になり、ＯＫ１６２を選択し、続けて確定５２のボタンを押せば、選択されている
未来の番組がＨＤＤ１５４に対して録画予約され、ＥＰＧ５（７６）に画面が戻る。キャ
ンセル１６３を選択し、続けて戻る４６のボタンを押せば録画予約されないで、デバイス
選択８０の画面に戻る。さらに続けて戻る４６のボタンを押せば選択７９の画面に戻る。
【００８６】
以上の動作を再度、図１用いて詳細に説明する。
現在選択されている番組のＥＰＧ情報および選択された外部記録機器の種類をＥＰＧ画面
生成手段４からマイコン６が情報を受け取る。
【００８７】
視聴予約の場合、マイコン７は、ＥＰＧデータ管理手段８によって、ＥＰＧ画面生成手段
４から受け取ったＥＰＧ情報を新たな視聴予約リストに追加してＥＰＧデータ管理データ
ベースを更新する。そして、指定時刻となったときに、チューナ２を動作させ、指定チャ
ンネルを出力させ、表示モニタ５に出力する。そして、番組終了時刻にチューナ２などの
動作を止める。
【００８８】
録画予約の場合、現在選択されている番組のＥＰＧ情報および選択された外部記録機器の
種類をＥＰＧ画面生成手段４からマイコン６が情報を受け取る。
【００８９】
マイコン７は、指定された外部記録機器ＨＤＤ１２に記録されている番組情報をＥＰＧデ
ータ管理手段８によって、ＨＤＤ１２の番組記録開始点の決定および、ＥＰＧ画面生成手
段４から受け取ったＥＰＧ情報を新たな録画リストに追加するなど、新たな番組を記録す
るための各種情報を追加・更新して、ＥＰＧデータ管理データベースを更新する。この際
、ＨＤＤ１２では所定の録画時間が確保できない場合や、ペイパービュー番組のように、
録画が制限されている場合など、確認すべき情報がある場合は、その情報をＥＰＧ画面生
成手段６に通知し、利用者に対して情報の確認し、録画予約の画面上での操作は完了する
。
【００９０】
さらに、マイコン７はＥＰＧデータ管理手段８で更新されたＥＰＧデータ管理データベー
スに基づいて、外部記録機器制御信号生成手段２１によって、ＨＤＤ１２を制御するため
の一連のコマンド手続きを準備する。
【００９１】
そして、録画開始時刻になると、マイコン７は、チューナ２に対して、指定チャンネルの
出力を指示し、ＨＤＤ１２に対しては上記コマンド手続きによって録画を行うための処理
を開始する。
【００９２】
最後にマイコン７は外部記録機器接続管理手段２２によって、ＨＤＤ１２をＩＥＥＥ１３
９４ディジタルインターフェース部９を介して、上記コマンド手続きにしたがって機器制
御を行い、入力切替手段３の出力を所定のプロトコルに変換しながら目的の番組をＨＤＤ
１２へ録画する。そして、番組終了後は録画動作を自動的に停止する。
【００９３】
またリモコンから視聴４４のボタンを押すと表示画面はＥＰＧ５（７６）から視聴予約８
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２に変わり、図２４のように表示される。ここで、ＯＫ１６５を選択し、続けて確定５２
のボタンを押せば視聴予約され、またキャンセル１６６を選択し、続けて戻る４６のボタ
ンを選択すれば、視聴予約されない。このようにして、再び表示画面はＥＰＧ５（７６）
に戻る。
【００９４】
またリモコンから録画４５のボタンを押すと表示画面はＥＰＧ５（７６）からデバイス選
択８３に変わり、図２０のように表示される。リモコンによりＨＤＤ１５４などのデバイ
スを選択し、続けて確定５２のボタンを押すと、さらに画面は録画予約８４、つまり図２
３に変わるので、ＯＫ１６２かキャンセル１６３を選択すれば録画予約するかしないかの
指定になる。
【００９５】
次に図７でもうすでに放送の終わった過去の番組を選択している場合の操作を説明する。
全画面９３、ＥＰＧ３（９４）、ＥＰＧ５（９５）、ＥＰＧ１１（９６）については第１
の実施の形態で説明した。すなわち全画面９３は現在選択されている番組のチャンネルで
現時刻で放送されている番組が表示される。ＥＰＧ３（９４）、ＥＰＧ５（９５）、ＥＰ
Ｇ１１（９６）はそれぞれ図１６、図１７、図１８に対応する。コンテンツサーチ９７は
放送された番組を録画したものや運動会などの放送ではないコンテンツを録画したものか
らコンテンツを選択するもので、図２１が表示例である。選択９８は視聴予約をするか録
画予約をするかを選択するもので、図２５が画面表示例である。視聴予約９９は視聴予約
をするもので、図２４が画面表示例である。デバイス選択１０２は外部記録再生機器を選
択するもので、図２０が画面表示例である。録画予約１０３は録画予約するもので、図２
３が画面表示例である。また１Ｗ以内にある１００は過去の番組を選択して録画する際に
その番組の再放送が表示画面内にあるときの画面であり、ＥＰＧ１１（９６）の画面に再
放送の部分がハイライト表示されたものである。１Ｗ以外にある１０１は過去の番組を選
択して録画する際にその番組の再放送の部分が表示画面内にないときの画面であり、最短
の再放送の時間帯やチャンネルを示すダイアログが表示されるものである。
【００９６】
表示モニタ５上の画面はＥＰＧ３（９４）、ＥＰＧ５（９５）、ＥＰＧ１１（９６）のい
ずれかの画面とする。ここでは、ＥＰＧ５（９５）の画面が表示され、過去の番組が選択
されているとする。このときリモコンで録画４５のボタンが押されたとすると、表示画面
はコンテンツサーチ９７になる。つまり表示画面は図２１のようになる。リモコンにより
カーソルを移動したり、またＶＴＲ１５６の欄を選択することで、別のデバイスのコンテ
ンツを表示したりすることができる。いま、ＶＴＲ１５６のコンテンツである土曜特集１
５７が選択されたとする。このときさらにリモコンの確定５２のボタンを押すと表示画面
は全画面９３になり、土曜特集１５７が再生される。
【００９７】
上記動作を図１を用いて再度詳しく説明する。この場合、現在選択されている番組のＥＰ
Ｇ情報および選択された外部記録機器の種類をＥＰＧ画面生成手段４からマイコン６が情
報を受け取る。
【００９８】
マイコン７は、指定された外部記録機器ＶＴＲ１０に記録されている番組情報をＥＰＧデ
ータ管理手段８によって、ＥＰＧデータ管理データベースから録画リストを抽出し、ＶＴ
Ｒ１０に録画してある土曜特集１５７の再生開始位置や録画時間などの情報を確認する。
【００９９】
そして直ちに、マイコン７はＥＰＧデータ管理手段８からのＥＰＧデータ管理データベー
スに基づいて、外部記録機器制御信号生成手段２１により、ＶＴＲ１０を制御するための
一連のコマンド手続きを準備する。
【０１００】
最後にマイコン７は外部記録機器接続管理手段２２によって、ＶＴＲ１０の再生を開始さ
せ、その出力をＩＥＥＥ１３９４ディジタルインターフェース部９を介して入力切替手段

10

20

30

40

50

(17) JP 3645720 B2 2005.5.11



３へ入力し、ＥＰＧ画面生成手段４を通じて表示モニタ５へ主出力する。
【０１０１】
そして、その番組土曜特集１５７が終了後は再生動作を自動的に停止し、所定のＥＰＧ画
面に戻る。
【０１０２】
コンテンツサーチ９７で、放送番組ではない映像は番組名ではなくその内容を表す代表的
な静止画が表示されるので内容を確認することができる。コンテンツサーチ９７でリモコ
ンから戻る４６を選択するとＥＰＧ５（９５）に戻る。
【０１０３】
またリモコンから確定５２のボタンを押したとする。このとき表示画面は選択９８になる
。つまり図２５が表示される。ここでは選択されている過去の番組の再放送を探し、この
再放送の番組に対して視聴予約するか録画予約する。視聴予約か録画予約を設定したあと
、その番組が放送中の場合はリモコンで確定５２のボタンを押すと、選択された再放送が
放送中の場合は全画面９３が表示される。また放送中でない場合はリモコンで戻る４６の
ボタンを押すと視聴予約または録画予約されたあと、ＥＰＧ５（９３）に表示画面が戻る
。
【０１０４】
またリモコンから視聴４４のボタンを押したとする。このとき表示画面は視聴予約９９に
なる。つまり図２４になる。図２４でキャンセル１６６を選択して、続けて戻る４６のボ
タンを押せば、視聴予約をキャンセルしてＥＰＧ５（９５）に表示画面が戻る。またＯＫ
１６５を選択すと、選択されている過去の番組に一番近い未来の再放送を探し、この番組
に対して視聴予約を行う。この番組が現在放送中である場合はリモコンの確定５２のボタ
ンを押せば全画面９３にこの番組が表示される。まだ放送されていない番組である場合は
確定５２のボタンを押せば、視聴予約されたあと、ＥＰＧ５（９５）に画面が戻る。戻る
４６のボタンを押せば、視聴予約されないで、ＥＰＧ５（９５）に画面が戻る。
【０１０５】
またリモコンから録画４５のボタンを押したとする。そうすると表示画面は１Ｗ以内にあ
る１００か１Ｗ以外にある１０１のいずれかの画面に変わる。そこで確定５２のボタンを
押せばデバイス選択１０２の画面になる。つまり図２０が表示される。ここでデバイスを
選択して、確定５２のボタンを押せば録画予約１０３の画面になる。録画予約するかしな
いかによってＯＫ１６２あるいはキャンセル１６３を選択すればよい。ＯＫ１６２が選択
されたとき、再放送の番組が放送中であれば、リモコンの確定５２のボタンを押すと全画
面９３が表示され録画予約された番組が画面に表示される。また放送中でない場合は確定
５２のボタンを押すと、ＥＰＧ５（９５）の画面に戻る。また戻る４６のボタンを押すと
録画予約されないで、ＥＰＧ５（９５）の画面に戻る。
【０１０６】
次に図８で全画面が表示されている場合の操作を説明する。全画面１１２、ＥＰＧ３（１
１５）については第１の実施の形態で説明した。すなわち全画面１１２は現在選択されて
いるチャンネルの現時刻の番組が表示される。ＥＰＧ３（１１５）は図１６に対応する。
デバイス選択１１３は外部記録再生機器を選択するもので、図２０が画面表示例である。
録画予約１１４は録画予約するもので、図２３が画面表示例である。
【０１０７】
全画面１１２が表示されていて、現在テレビ番組が画面に表示されているとする。このと
きリモコンから録画４５のボタンを押すと、デバイス選択１１３に画面が変わる。つまり
図２０の画面になる。ここでＨＤＤ１５４などのデバイスを選択して、確定５２のボタン
を押すと録画予約１１４の画面になる。つまり図２３が画面に表示される。ここで、ＯＫ
１６２かキャンセル１６３を選択する。ＯＫ１６２を選択して、リモコンの確定５２のボ
タンを押すと録画予約が完了し、全画面１１２に表示画面が戻る。またデバイス選択１１
３か録画予約１１４が表示されているとき、リモコンから戻る４６のボタンを押すと録画
予約１１４の画面はデバイス選択１１３の画面に、デバイス選択１１３の画面は全画面１
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１２に戻る。
【０１０８】
このようにリモコンを使って平易な操作で録画、録画予約、再生などを行うことができる
。
【０１０９】
なお、本実施の形態のＥＰＧデータ表示手段と合成手段と映像データ表示手段は本発明の
ズーム手段の例であり、本実施の形態のＥＰＧデータ表示手段と合成手段と映像データ表
示手段は本発明の表示手段も兼ねており、本実施の形態の番組情報抽出手段は本発明のＥ
ＰＧ情報抽出手段の例である。
【０１１０】
さらに、本発明は、ＥＰＧ情報表示方法、ＥＰＧ情報表示装置または録画再生装置の各機
能の全部または一部の機能をコンピュータに実行させるためのプログラムを格納している
ことを特徴とするプログラム記録媒体でもある。
【０１１１】
【発明の効果】
　以上説明したよう 発明を用いることにより、チャンネルと時間帯を組み合わせた
ＥＰＧ情報の表を広い範囲で俯瞰することができ、必要に応じてズーミングすることによ
り表示範囲を絞り込んでいくことによって、視聴者の望む番組情報をより簡単に、より素
早く、しかも詳しく提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１～３の実施の形態におけるシステム構成図。
【図２】本発明の第１～３の実施の形態におけるシステム構成図。
【図３】本発明の第１～３の実施の形態におけるＥＰＧデータセル化格納手段で格納され
るＥＰＧ情報の形式を示す図。
【図４】本発明の第１～３の実施の形態におけるリモコンとキーコードを示す図。
【図５】本発明の第２～３の実施の形態における現在放送中の番組を選択している場合の
検索処理と録画再生処理の表示画面と操作を示す図。
【図６】本発明の第２～３の実施の形態におけるまだ放送されていない未来の番組を選択
している場合の検索処理と録画再生処理の表示画面と操作を示す図。
【図７】本発明の第２～３の実施の形態におけるすでに放送が終わった過去の番組を選択
している場合の検索処理と録画再生処理の表示画面と操作を示す図。
【図８】本発明の第２～３の実施の形態における全画面に番組が表示されている場合の検
索処理と録画再生処理８の表示画面と操作を示す図。
【図９】本発明の第１の実施の形態におけるモニタの電源を投入した場合の処理を示すフ
ローチャート図。
【図１０】本発明の第１の実施の形態における選択領域を左にシフトする処理を示すフロ
ーチャート図。
【図１１】本発明の第１の実施の形態における選択領域を右にシフトする処理を示すフロ
ーチャート図。
【図１２】本発明の第１の実施の形態における選択領域を縮小する処理を示すフローチャ
ート図。
【図１３】本発明の第１の実施の形態における選択領域を拡大する処理を示すフローチャ
ート図。
【図１４】本発明の第１の実施の形態における選択領域を過去の向きに移動する処理を示
すフローチャート図。
【図１５】本発明の第１の実施の形態における選択領域を未来の向きに移動する処理を示
すフローチャート図
【図１６】本発明の第１～３の実施の形態におけるチャンネルが３個表示されている場合
のＥＰＧ表示画面を示す図。
【図１７】本発明の第１～３の実施の形態におけるチャンネルが５個表示されている場合
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のＥＰＧ表示画面を示す図。
【図１８】本発明の第１～３の実施の形態におけるチャンネルが１１個表示されている場
合のＥＰＧ表示画面を示す図。
【図１９】本発明の第２の実施の形態におけるリンク検索後の検索条件に該当した番組が
ハイライト表示されている画面を示す図。
【図２０】本発明の第３の実施の形態における番組を録画するために外部記録機器を選択
する画面を示す図。
【図２１】本発明の第３の実施の形態における外部記録機器に記録されているコンテンツ
を再生するための画面を示す図。
【図２２】本発明の第２の実施の形態におけるジャンル検索を行うための画面を示す図。
【図２３】本発明の第３の実施の形態における録画予約する画面を示す図。
【図２４】本発明の第３の実施の形態における視聴予約する画面を示す図。
【図２５】本発明の第３の実施の形態における視聴予約するか録画予約するかを選択する
ための画面を示す図。
【図２６】従来のＥＰＧ表示例を示す図。
【図２７】本発明の第１～３の実施の形態におけるＥＰＧデータセル化格納手段で格納さ
れるＥＰＧ情報の別の形式を示す図。
【符号の説明】
１　放送局
２　チューナ
３　入力切替手段
４　ＥＰＧ画面生成手段
５　表示モニタ
６　外部機器制御手段
７　マイコン
８　ＥＰＧデータ管理手段
９　ＩＥＥＥ１３９４ディジタルインターフェース部
１０　ＶＴＲ
１１　ＤＶＤ
１２　ＨＤＤ
１３　ＥＰＧデータ分離手段
１４　ＥＰＧデータセル化格納手段
１５　番組情報抽出手段
１６　番組情報検索条件入力手段
１７　番組情報セル領域選択手段
１８　映像データ表示手段
１９　合成手段
２０　ＥＰＧデータ表示手段
２１　外部記録機器制御信号生成手段
２２　外部記録器期接続管理手段
２３　リモコン信号受信手段
２４　リモコン
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

(25) JP 3645720 B2 2005.5.11



【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】
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【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】
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