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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の情報源を介して提供される種々の情報データに基づいて画面に情報を表示させる
情報提供装置において、
　上記複数の情報源のうち第１の情報源から上記第１の情報源から出力されるコンテンツ
に関するインデックス情報を取得する第１の情報取得手段と、
　上記複数の情報源のうち第２の情報源から上記第２の情報源から出力されるコンテンツ
に関するインデックス情報を取得する第２の情報取得手段と、
　取得した上記第１の情報源から出力されるコンテンツに関するインデックス情報及び上
記第２の情報源から出力されるコンテンツに関するインデックス情報に基づいて、上記画
面に分類したメニュー画面を表示させるメニュー画面表示手段と、
　上記メニュー画面における上記コンテンツの選択操作に応じて上記第１の情報源または
上記第２の情報源から選択されたコンテンツの内容を表示させるために必要な情報データ
を取得し、上記必要な情報データに基づいた情報を上記画面に表示させる表示手段と、を
有し、
　上記第１、第２の情報源と上記情報提供装置とは、ネットワークを介して接続されてお
り、
　上記第１、第２の情報取得手段は、上記ネットワークを介して上記第１、第２の情報デ
ータをそれぞれ取得するものであり、
　上記情報提供装置自身の電源投入時、及び上記ネットワークに接続されている上記情報
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源の電源投入検出時に、上記ネットワークを介して上記第１、第２の情報源との接続の有
無を判定し、接続されていると判定された情報源から出力されるコンテンツに関するイン
デックス情報を取得して上記画面に分類したメニュー画面を表示させる
　情報提供装置。
【請求項２】
　上記第１、第２の情報取得手段は、上記第１、第２の情報源が上記第１、第２の情報デ
ータを有しているか否かを判断する請求項１記載の情報提供装置。
【請求項３】
　複数の情報源を介して提供される種々の情報データに基づいて情報提供装置の画面に情
報を表示させる情報提供方法において、
　上記複数の情報源のうち第１の情報源から上記第１の情報源から出力されるコンテンツ
に関するインデックス情報を取得する第１の情報取得工程と、
　上記複数の情報源のうち第２の情報源から上記第２の情報源から出力されるコンテンツ
に関するインデックス情報を取得する第２の情報取得工程と、
　取得した上記第１の情報源から出力されるコンテンツに関するインデックス情報及び上
記第２の情報源から出力されるコンテンツに関するインデックス情報に基づいて、上記画
面に分類したメニュー画面を表示させるメニュー画面表示工程と、
　上記メニュー画面における上記コンテンツの選択操作に応じて上記第１の情報源または
上記第２の情報源から選択されたコンテンツの内容を表示させるために必要な情報データ
を取得し、上記必要な情報データに基づいた情報を上記画面に表示させる表示工程と、を
有し、
　上記第１、第２の情報源とは、ネットワークを介して接続されており、
　上記第１、第２の情報取得工程では、上記ネットワークを介して上記第１、第２の情報
データをそれぞれ取得するものであり、
　上記情報提供装置自身の電源投入時、及び上記ネットワークに接続されている上記情報
源の電源投入検出時に、上記ネットワークを介して上記第１、第２の情報源との接続の有
無を判定し、接続されていると判定された情報源から出力されるコンテンツに関するイン
デックス情報を取得して上記画面に分類したメニュー画面を表示させる
　情報提供方法。
【請求項４】
　上記第１、第２の情報取得工程では、上記第１、第２の情報源が上記第１、第２の情報
データを有しているか否かを判断する請求項３記載の情報提供方法。
【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は、情報提供装置及び情報提供方法に関し、例えばディジタル衛星放送のセットト
ップボックスに適用することができるものであって、例えばインデックス画像等を順次拡
大し、この拡大した画像が内周側より時系列の順序でらせん状に連続するように表示する
ことにより、時系列により連続する多くの画像について、前後関係を容易に理解すること
ができるように表示する、情報提供装置及び情報提供方法に関する。
背景技術
従来、ディジタル衛星放送のセットトップボックス等においては、多数のチャンネルより
所望のチャンネルを簡易に選択できるように、例えばマルチ画面により各チャンネルの放
送内容等を表示するようになされている。
ところでこの種の映像機器においては、例えば光ディスク装置、ハードディスク装置等の
記録再生装置に接続して所望の番組を記録することが考えられ、この場合にいわゆるタイ
ムシフトにより所望の番組を視聴することが考えられる。
ユーザーにおいては、このように記録した番組を視聴する場合に、特定のシーンだけ視聴
したい場合が考えられる。この場合、各シーンの先頭画面を静止画像により表示し、ユー
ザーの選択により対応するシーンを再生することにより、ユーザーの所望するシーンを選
択的に提供することができると考えられ、使い勝手を向上できると考えられる。
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ところが単にこの種の静止画像を並べて表示したのでは、各静止画像の前後関係等を容易
に把握することが困難になり、却って使い勝手が悪くなる。
発明の開示
本発明は以上の点を考慮してなされたもので、時系列により連続する多くの画像について
、前後関係を理解容易に表示することができる映像信号処理装置及び映像信号処理方法を
提供することを目的とする。
本発明の情報提供装置は、複数の情報源を介して提供される種々の情報データに基づいて
画面に情報を表示させる情報提供装置であり、上記複数の情報源のうち第１の情報源から
上記第１の情報源から出力されるコンテンツに関するインデックス情報を取得する第１の
情報取得手段と、上記複数の情報源のうち第２の情報源から上記第２の情報源から出力さ
れるコンテンツに関するインデックス情報を取得する第２の情報取得手段と、取得した上
記第１の情報源から出力されるコンテンツに関するインデックス情報及び上記第２の情報
源から出力されるコンテンツに関するインデックス情報に基づいて、上記画面に分類した
メニュー画面を表示させるメニュー画面表示手段と、上記メニュー画面における上記コン
テンツの選択操作に応じて上記第１の情報源または上記第２の情報源から選択されたコン
テンツの内容を表示させるために必要な情報データを取得し、上記必要な情報データに基
づいた情報を上記画面に表示させる表示手段と、を有し、上記第１、第２の情報源と上記
情報提供装置とは、ネットワークを介して接続されており、上記第１、第２の情報取得手
段は、上記ネットワークを介して上記第１、第２の情報データをそれぞれ取得するもので
あり、上記情報提供装置自身の電源投入時、及び上記ネットワークに接続されている上記
情報源の電源投入検出時に、上記ネットワークを介して上記第１、第２の情報源との接続
の有無を判定し、接続されていると判定された情報源から出力されるコンテンツに関する
インデックス情報を取得して上記画面に分類したメニュー画面を表示させる。
　ここで、上記第１、第２の情報取得手段は、上記第１、第２の情報源が上記第１、第２
の情報データを有しているか否かを判断する。
　次に、本発明の情報提供方法は、複数の情報源を介して提供される種々の情報データに
基づいて情報提供装置の画面に情報を表示させる情報提供方法であり、上記複数の情報源
のうち第１の情報源から上記第１の情報源から出力されるコンテンツに関するインデック
ス情報を取得する第１の情報取得工程と、上記複数の情報源のうち第２の情報源から上記
第２の情報源から出力されるコンテンツに関するインデックス情報を取得する第２の情報
取得工程と、取得した上記第１の情報源から出力されるコンテンツに関するインデックス
情報及び上記第２の情報源から出力されるコンテンツに関するインデックス情報に基づい
て、上記画面に分類したメニュー画面を表示させるメニュー画面表示工程と、上記メニュ
ー画面における上記コンテンツの選択操作に応じて上記第１の情報源または上記第２の情
報源から選択されたコンテンツの内容を表示させるために必要な情報データを取得し、上
記必要な情報データに基づいた情報を上記画面に表示させる表示工程と、を有し、上記第
１、第２の情報源とは、ネットワークを介して接続されており、上記第１、第２の情報取
得工程では、上記ネットワークを介して上記第１、第２の情報データをそれぞれ取得する
ものであり、上記情報提供装置自身の電源投入時、及び上記ネットワークに接続されてい
る上記情報源の電源投入検出時に、上記ネットワークを介して上記第１、第２の情報源と
の接続の有無を判定し、接続されていると判定された情報源から出力されるコンテンツに
関するインデックス情報を取得して上記画面に分類したメニュー画面を表示させる。
　ここで、上記第１、第２の情報取得工程では、上記第１、第２の情報源が上記第１、第
２の情報データを有しているか否かを判断する。
発明を実施するための最良の形態
以下、適宜図面を参照しながら本発明の実施の形態を詳述する。
（１）実施の形態の構成
（１－１）全体構成
図１は、本発明の実施の形態に係るセットトップボックスを示すブロック図である。この
セットトップボックス１において、チューナ２は、アンテナ３よりダウンコンバートされ
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たディジタル衛星放送の放送波、ディジタル地上波の放送波を受け、内部制御部４の制御
に従ってこれらの放送波より所望のトランスポートストリームを復調する。さらにチュー
ナ２は、内部制御部４の制御に従ってこの復調したトランスポートストリームより画像デ
ータ及び音声データを復調して電子番組情報（ＥＰＧ：Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐｒｏｇ
ｒａｍ　Ｇｕｉｄｅ）と共に出力する。
番組情報抽出部５は、このチューナ２の出力データより電子番組情報を抽出して内部制御
部４に出力すると共に、画像データ及び音声データをそれぞれ映像信号処理部６及び音声
信号処理部７に出力する。
映像信号処理部６は、内部制御部４の制御により、この番組情報抽出部５より出力される
画像データ、外部機器であるビデオディスクレコーダー８より入力される画像データをデ
ータ伸長して出力する。なおここでこの画像データにあっては、例えばＭＰＥＧ（Ｍｏｖ
ｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）のフォーマットによりデータ圧
縮されて伝送されてきたものである。
また映像信号処理部６は、内部制御部４の制御により、所望の番組をビデオディスクレコ
ーダー８で記録する場合、番組情報抽出部５より出力される画像データをビデオディスク
レコーダー８に出力する。このとき映像信号処理部６は、連続するフレームの比較により
シーンチェンジの場面を検出し、このシーンチェンジした画像を静止画像（以下インデッ
クス画像と呼ぶ）により記録中のビデオディスクレコーダー８に出力して記録する。これ
により映像信号処理部６は、番組を構成する各シーンのインデックス画像をビデオディス
クレコーダー８に記録する。また映像信号処理部６は、このようにして記録した静止画像
と本来の画像データとの関連を示す時間情報を内部制御部４に通知する。これによりこの
セットトップボックス１においては、このようにして記録したインデックス画像を使用し
てユーザーの所望するシーンを簡易に選択できるようになされている。
映像ミックス部９は、この映像信号処理部６より出力される画像データとグラフィックス
表示信号作成部１０より出力される画像データとを合成してモニタ装置１１に出力する。
これによりセットトップボックス１においては、所望の番組をモニタ装置１１により視聴
できるようになされ、またこの番組の選択に必要な種々のメニュー画面を目視できるよう
になされている。このとき映像ミックス部９は、内部制御部４の制御により、クロスフェ
ード等の処理によりこれら２つの画像データを合成して出力し、また映像信号処理部６よ
り出力される画像データによる画像を、グラフィックス表示信号作成部１０より出力され
る画像データによる画像の一部にはめ込んで表示するように、画像データをキーイングし
て合成する。
音声信号処理部７は、番組情報抽出部５より出力される音声データ、外部機器であるビデ
オディスクレコーダー８より入力される音声データをデータ伸長し、スピーカ１２に出力
する。これによりセットトップボックス１においては、所望の番組についてスピーカ１２
により音声を視聴できるようになされている。また音声信号処理部７は、内部制御部４の
制御により、所望の番組を記録する場合には、映像信号処理部６と連動して、番組情報抽
出部５より出力される音声データをビデオディスクレコーダー８に出力する。
ビデオディスクレコーダー８は、このセットトップボックス１に接続可能な各種メディア
であり、この実施の形態においては、ビデオテープレコーダ、コンパクトディスクプレイ
ヤー、ハードディスク装置、光ディスク装置が適用されるようになされている。
ホームネット入出力制御部１３は、ＩＥＥＥ１３９４インターフェースを介してビデオデ
ィスクレコーダー８等を接続してなるホームネットワークに対して、このセットトップボ
ックス１におけるインターフェースの制御部であり、内部制御部４の制御によりビデオデ
ィスクレコーダー８の動作を制御する。これによりセットトップボックス１においては、
ディジタル衛星放送、ディジタル地上波放送による番組をビデオディスクレコーダー８に
記録できるようになされ、またこのビデオディスクレコーダー８に記録した番組、光ディ
スク等により提供される番組を視聴できるようになされている。
またホームネット入出力制御部１３は、このようにしてディジタル衛星放送、ディジタル
地上波放送による番組をビデオディスクレコーダー８に記録する際に、内部制御部４の制
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御により、併せてこれらの番組に関する番組情報、インデックス画像等を記録し、また内
部制御部４の制御によりこれらの情報、インデックス画像を選択的に再生して内部制御部
４等に通知する。
またホームネット入出力制御部１３は、これらの処理に加えて、このホームネットワーク
に接続された通信機器１４より、例えば電話回線を介して所定のサーバーより取得した詳
細な番組情報、録画予約のデータ等を内部制御部４に通知する。またビデオディスクレコ
ーダー８に装填されたＣＤ－ＲＯＭより取得した詳細な番組情報ついても、同様に内部制
御部４に通知する。これによりセットトップボックス１は、ユーザーに提供可能な各種番
組に関して、種々の情報源より詳細な番組情報を取得できるようになされている。
グラフィックス表示信号作成部１０は、内部制御部４の制御により、このようにして取得
した情報により後述する種々の表示画面による画像データを生成して出力する。このとき
グラフィックス表示信号作成部１０は、必要に応じてビデオディスクレコーダー８に記録
したインデックス画像により画像データを生成して映像ミックス部９に出力し、これによ
りセットトップボックス１は、ユーザーの所望する番組を簡易に選択できるようになされ
ている。
通信制御部１５は、内部制御部４の制御により課金処理に必要な番組について、電話回線
を介して所定の課金センターをアクセスし、必要なデータ交換の処理を実行する。これに
よりセットトップボックス１は、いわゆるペイパービュー等の番組を視聴できるようにな
されている。
操作制御部１６は、リモートコマンダ１８より送出される赤外線による遠隔制御信号を受
信して、またこのセットトップボックス１の操作パネルに配置された操作子の操作を検出
して、内部制御部４に対応する制御信号を送出する。
内部制御部４は、このセットトップボックス１の動作を制御すると共に、必要に応じてビ
デオディスクレコーダー８の動作を制御するマイクロコンピュータであり、図２に示すよ
うに、メモリ１９に格納した制御プログラムの実行により一連の制御を実行する。
すなわちメモリ１９は、制御プログラムを格納した領域と、中央処理ユニット（ＣＰＵ）
４Ａのワークエリアであるデータエリアの領域とで構成される。内部制御部４は、中央処
理ユニット４Ａによりこの制御プログラムを実行し、必要に応じてＩ／Ｏ制御部４Ｂを介
して各回路ブロックに制御コマンドを発行すると共に、これら各回路ブロックより種々の
データを取得し、これにより全体の動作を制御する。
これらの制御において、内部制御部４は、このセットトップボックス１に接続されたモニ
タ装置１１、スピーカ１２により提供可能な全ての番組について、番組情報抽出部５より
出力される電子番組情報、サーバーより取得した詳細な番組情報、ビデオディスクレコー
ダー８に装填されたＣＤ－ＲＯＭより取得した詳細な番組情報、光ディスクより提供され
る番組情報、さらにはビデオディスクレコーダー８に記録した番組に関するこれらの情報
を取得し、これらの情報を総合的に体系化した番組情報によるメニュー画面を表示するよ
うに、グラフィックス表示信号作成部１０の動作を制御する。
またビデオディスクレコーダー８によりディジタル衛星放送等の番組を記録する場合には
、このようにして取得した番組情報を併せて記録し、この記録した番組情報によりビデオ
ディスクレコーダー８に記録した番組についても管理できるようになされている。
この番組の管理において、内部制御部４は、これらセットトップボックス１により提供可
能な番組を簡易に選択できるように、一元的にこれらの番組情報を管理し、さらには階層
化したメニュー画面によりユーザーの選択操作を受け付ける。
また内部制御部４は、このセットトップボックス１を使用するユーザーにおける番組視聴
の履歴を記録し、この履歴に従ってユーザーの好みのチャンネルを優先的に選択可能に表
示するように、グラフィックス表示信号作成部１０の動作を制御する。
これらによりセットトップボックス１は、放送番組、光ディスク等のメディアにより供給
される番組等の情報を画面表示して、種々の情報である情報画面を提供する情報提供装置
を構成する。
（１－２）リモートコマンダの構成
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図３は、リモートコマンダ１８の外観構成を示す斜視図である。このリモートコマンダ１
８は、略棒形状により形成され、先端側の端面に赤外線を送出する窓１８Ａが形成される
。リモートコマンダ１８は、この先端側の上面にテンキー等の操作子１８Ｂが配置され、
これらの操作子１８Ｂの操作により所望の番組を選択できるようになされている。
リモートコマンダ１８は、このようにテンキー等の操作子１８Ｂより手前側の上面が緩や
かな曲面を描いて階段状に立ち下がり、この立ち下がった手前側が片手により把持できる
ように形成される。リモートコマンダ１８は、親指を上面側にしてこの手前側を把持した
際に、親指の当たる部分に、比較的大径のボタン１８Ｃが配置され、このボタン１８Ｃの
手前側にキャンセルの操作子１８Ｄが配置される。
ここでボタン１８Ｃは、選択及び決定の操作子であり、矢印Ａ～Ｄにより示すように、上
下左右に操作してメニュー画面におけるアイコンのフォーカスを切り換えることができる
ようになされ、また矢印Ｅにより示すように、押圧してフォーカスしたアイコンを開くこ
とができるようになされている。ボタン１８Ｃは、矢印Ａ～Ｄに示す方向に操作されて選
択の操作子として機能することにより、この場合は以下において選択の操作子と記述する
。またボタン１８Ｃは、矢印Ｅにより示すように押圧操作されて決定の操作子として機能
することにより、この場合は以下において決定の操作子と記述する。これに対してキャン
セルの操作子１８Ｄは、現在表示中の画面より、１階層上位のメニュー画面に戻る操作子
である。
さらにリモートコマンダ１８は、親指を上面側にして手前側を把持した際に、人指し指が
引っ掛かるように、下面が階段状に立ち下がり、この立ち下がって人指し指が引っ掛かる
部分に、拳銃の引き金に類似した押圧操作子（以下シフト操作子と呼ぶ）１８Ｅが配置さ
れるようになされている。ここでこのシフト操作子１８Ｅは、表示モード切り換えの操作
子であり、このセットトップボックス１においては、このシフト操作子１８Ｅを押圧操作
した状態で所定の操作子を操作することにより、表示画面を番組案内の画面、サーチ画面
に切り換えることができるようになされている。
これらによりセットトップボックス１においては、片手によりリモートコマンダ１８を把
持して所望の番組を選択できるようになされ、また必要に応じて片手によりリモートコマ
ンダ１８を把持したままシフト操作子１８Ｅを押圧操作して表示画面を切り換えることが
できるようになされている。
図４は、このリモートコマンダ１８を示すブロック図である。リモートコマンダ１８は、
所定のインターフェースを介して中央処理ユニット（ＣＰＵ）１８Ｇにより操作子１８Ｂ
、１８Ｃ、１８Ｄ、１８Ｅの操作を検出し、この検出結果に基づいて送信部１８Ｈを駆動
することにより、赤外線による遠隔制御信号を送出する。このとき中央処理ユニット１８
Ｇは、シフト操作子１８Ｅが押圧操作された状態で、他の操作子１８Ｃ、１８Ｄが操作さ
れると、一定の周期で他の操作子１８Ｃ、１８Ｄが操作されていることを示す遠隔制御信
号を介挿して、シフト操作子１８Ｅの押圧操作を示す遠隔制御信号を連続して送出し、こ
れによりこれらの操作子が同時に操作されていることをセットトップボックス１側で検出
可能に遠隔制御信号を出力する。
（１－３）メニュー画面の階層表示
図５は、このセットトップボックス１によりモニタ装置１１に表示されるメインメニュー
画面を示す平面図である。内部制御部４は、このセットトップボックス１の動作が立ち上
げられると、またこのメインメニュー画面の下位階層のメニュー画面における操作に応動
して、このメインメニュー画面を表示する。なお以下の説明において、各アイコンは、目
視により内容を把握できるように、内部に図形と文字を表示して形成されるが、図面上は
一部記載を省略して示す。
ここでこのメインメニュー画面は、それぞれ９個のアイコンを表示した推奨チャンネルの
メニュー（Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ）、カテゴリーのメニュー（Ｃａｔｅｇｏｒｉｅｓ）
、メディアのメニュー（Ｍｅｄｉａ）とにより構成される。推奨チャンネルのメニュー（
Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ）は、推奨チャンネルのメニュー画面を選択するためのアイコン
であり、この推奨チャンネルは、チューナ２を介して受信可能なチャンネルから、過去の
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履歴を基準にして選択頻度の高い上位のチャンネルを割り振った仮想のチャンネルである
。
これに対してカテゴリーのメニュー（Ｃａｔｅｇｏｒｉｅｓ）は、カテゴリーにより分類
されたメニュー画面を開くためのアイコンであり、このカテゴリーにより分類されたメニ
ュー画面は、このセットトップボックス１により視聴可能な各番組（現在放送中の番組に
加えて、ビデオディスクレコーダー８に記録された番組を含む）をカテゴリー別に開くメ
ニュー画面である。またメディアのメニュー（Ｍｅｄｉａ）は、このセットトップボック
ス１により視聴可能なメディア選択のメニュー画面を開くアイコンである。
これらによりこのメインメニュー画面における各メニューは、下位階層のメニュー画面を
開くアイコンを構成するようになされている。なお、このメインメニュー画面を含めて、
各表示画面には、画面の上部に現在フォーカスしているメニュー画面、チャンネル等を示
すタイトルが表示され、画面の下部に、操作の案内、番組の詳細な解説等が表示されるよ
うになされている。
内部制御部４は、グラフィックス表示信号作成部１０を制御して、電源を立ち上げた直後
の初期状態において、このメインメニューの中央にカテゴリーのメニュー（Ｃａｔｅｇｏ
ｒｉｅｓ）を表示し、このカテゴリーのメニュー（Ｃａｔｅｇｏｒｉｅｓ）の左右に、そ
れぞれ推奨チャンネルのメニュー（Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ）、メディアのメニュー（Ｍ
ｅｄｉａ）を表示する。さらに内部制御部４は、この初期状態において、中央のカテゴリ
ーのメニュー（Ｃａｔｅｇｏｒｉｅｓ）を囲むように、枠形状の表示Ｗ（以下フォーカス
の表示と呼ぶ）を表示し、中央のメニュー（Ｃａｔｅｇｏｒｉｅｓ）に現在フォーカスし
ていることをこのフォーカスの表示Ｗによりユーザーに通知する。なおこのフォーカスの
表示Ｗには、選択の操作子１８Ｃの操作可能な方向を示す矢印の表示が併せて表示され、
これによりユーザーの使い勝手を向上するようになされている。
さらに内部制御部４は、リモートコマンダ１８における選択の操作子１８Ｃの左右方向の
操作に応動して、このフォーカスの表示Ｗを画面中央に表示したまま、推奨チャンネルの
メニュー（Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ）、カテゴリーのメニュー（Ｃａｔｅｇｏｒｉｅｓ）
、メディアのメニュー（Ｍｅｄｉａ）によるメインメニュー画面全体を左右に移動させ、
これによりこの選択の操作子１８Ｃの左右方向の操作に応動してフォーカスの合ったメニ
ューを切り換える。なお、下位階層のメニュー画面よりこのメインメニュー画面に表示を
切り換えた場合、内部制御部４は、直前のメニュー画面に対応するメニューにフォーカス
を合わせてこのメインメニュー画面を表示する。
この実施の形態においては、このようなメニュー画面において、内部制御部４は、画面中
央に固定したフォーカスの領域を形成し、操作子１８Ｃの操作によりメニュー画面全体を
移動させて、このフォーカスの領域にフォーカスのアイコンを表示する。これによりセッ
トトップボックス１においては、視点の移動を低減し、簡易にユーザーの選択したアイコ
ンを確認できるようになされている。
これに対して図６は、推奨チャンネルのメニュー（Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ）について、
このメインメニュー画面と下位階層のメニュー画面との関係を示す路線図である。内部制
御部４は、推奨チャンネルのメニュー（Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ）がフォーカスされた状
態で、決定の操作子１８Ｃが押圧操作されると、推奨チャンネルのメニュー画面を開く。
さらにこの推奨チャンネルのメニュー画面を表示した状態で決定の操作子１８Ｃが押圧操
作されると、この推奨チャンネルのメニュー画面で選択されたチャンネルについて、最下
位の階層である番組を表示する。またこれとは逆に、キャンセルの操作子１８Ｄが押圧操
作されると、順次上位階層のメニュー画面に表示を切り換える。
これに対して推奨チャンネルのメニュー画面を表示した状態で、シフト操作子１８Ｅと決
定の操作子１８Ｃが同時に押圧操作されると、フォーカスされている推奨チャンネルにつ
いての番組案内に表示画面を切り換え、さらにこの番組案内の表示画面において、キャン
セルの操作子１８Ｄが押圧操作されると、元の推奨チャンネルのメニュー画面に戻る。こ
れによりこの実施の形態では、シフト操作子１８Ｅと決定の操作子１８Ｃとが併せて操作
された場合には、単に決定の操作子１８Ｃが操作された場合とは異なる画面を表示するよ



(8) JP 4314743 B2 2009.8.19

10

20

30

40

50

うになされている。
図７は、推奨チャンネルのメニュー（Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ）の下位階層のメニュー画
面である推奨チャンネルのメニュー画面を示す平面図である。内部制御部４は、この推奨
チャンネルのメニュー画面において、メインメニュー画面で示した推奨チャンネル数に対
応して、８個のアイコンと１つの子画面を表示する。内部制御部４は、過去の履歴より最
も選択頻度の高い上位９チャンネルのアイコン、子画面をこの初期画面に表示する。すな
わち内部制御部４は、メニュー画面の中央に子画面を配置し、この中央の子画面に、中央
のチャンネルである第５チャンネルの仮想チャンネルに割り当てた番組を表示する。また
この中央のチャンネルを囲むように、第１チャンネル～第４チャンネル（１ｃｈ～４ｃｈ
）のアイコン、第６チャンネル～第９チャンネル（６ｃｈ～９ｃｈ）のアイコンを表示す
る。
内部制御部４は、この推奨チャンネルのメニュー画面の表示を切り換える際に、所定の遷
移画面を間に挟んで表示を切り換えるように、グラフィックス表示信号作成部１０の動作
を制御する。すなわち図８において矢印Ｆにより示すように、フォーカスの表示Ｗを表示
したまま、フォーカスされたメニューを徐々に拡大させ（図８（Ａ）及び図８（Ｂ））、
最終的な初期画面の大きさまでこのメニューを拡大すると、画面中央のである第５チャン
ネルのアイコンがフォーカスの表示Ｗにより囲まれるようにする。
これにより内部制御部４は、ユーザーの選択したアイコンをズームインするように表示画
面を遷移させる。続いて矢印Ｇにより示すように、このフォーカスの表示Ｗで囲まれた第
５チャンネル（５ｃｈ）のアイコンを徐々に拡大し（図８（Ｃ））、このアイコンの拡大
表示に伴い、アイコンの表示が徐々にこの第５チャンネル（５ｃｈ）に割り当てた番組の
表示に切り換わるように、映像ミックス部９にクロスフェードの処理を指示する。
これにより内部制御部４は、最終的にこの推奨チャンネルのメニュー画面を図７について
上述したような表示に設定する。
これに対してこの推奨チャンネルのメニュー画面を表示した状態でユーザーが選択の操作
子１８Ｃを操作すると、図９に示すように、この操作に応動してフォーカスの表示Ｗは画
面中央に保持したまま、矢印Ｈにより示すように、メニュー画面全体を移動させ（図９（
Ａ））、この枠形状の表示Ｗに囲まれたアイコンにフォーカスを切り換える。このとき画
面全体の移動と同時に、それまでフォーカスの表示Ｗで囲まれて番組の子画面が割り当て
られていた表示を徐々に縮小してアイコンの表示に切り換える。さらにこの縮小の表示と
相補的に、続いてフォーカスの表示Ｗで囲まれるアイコンの表示を徐々に拡大すると共に
、クロスフェードによりこの拡大表示のアイコンを番組の子画面に切り換える（図９（Ｂ
）及び図９（Ｃ））。
内部制御部４は、このようにして表示した推奨チャンネルのメニュー画面において、選択
の操作子１８Ｃの操作によりユーザーによる仮想チャンネルの選択操作を受け付け、決定
の操作子１８Ｃが押圧操作されると、フォーカスされた番組に表示を切り換える。この場
合図１０に示すように、メニュー画面において、画面中央でフォーカスされた子画面を徐
々に拡大表示し（図１０（Ａ）～図１０（Ｄ））、最終的にこの子画面の表示を表示画面
全体に拡大する。これにより内部制御部４は、仮想チャンネルのメニュー画面における選
択操作により現在放送中の番組を選択できるようになされている。
これに対してこのように選択した番組を表示した状態で、キャンセルの操作子１８Ｄが操
作されると、上述の説明とは逆に元のメニュー画面にズームアウトするように、表示画面
を徐々に縮小して表示を切り換える。このとき内部制御部４は、それまで表示していた番
組に対応するアイコンが画面中央でフォーカスの表示Ｗで囲まれるように、メニュー画面
をズームアウトさせる。これによりセットトップボックス１においては、上位階層のメニ
ュー画面に遷移する場合でも、それまでフォーカスされていたアイコンを簡易に確認でき
るようになされている。
また内部制御部４は、推奨チャンネルのメニュー画面を表示した状態でユーザーがキャン
セルの操作子１８Ｃを押圧操作すると、同様に、上述の説明とは逆に元のメインメニュー
画面にズームアウトするように、表示画面を徐々に縮小して表示を切り換える。この場合
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にも、内部制御部４は、それまで選択されていた推奨チャンネルのメニューが画面中央に
てフォーカスの表示Ｗで囲まれるように、メインメニュー画面にズームアウトする。
図１１は、図６について説明した番組案内の画面を示す平面図である。この番組案内は、
上側より番組の放送開始時間、番組の内容とを順次配置して形成される。さらにカテゴリ
ー別に文字の色を代えて表示され、これにより視覚的に番組のジャンルを簡易に認識でき
るようになされている。
図１２は、メインメニュー画面のカテゴリーのメニュー（Ｃａｔｅｇｏｒｉｅｓ）につい
て、このメインメニュー画面と下位階層のメニュー画面との関係を示す略線図である。内
部制御部４は、カテゴリーのメニュー（Ｃａｔｅｇｏｒｉｅｓ）がフォーカスされた状態
で、決定の操作子１８Ｃが押圧操作されると、カテゴリーのメニュー画面を開く。さらに
このカテゴリーのメニュー画面を表示した状態で決定の操作子１８Ｃが押圧操作されると
、このカテゴリーのメニュー画面で選択されたカテゴリーについてさらに下位階層のメニ
ュー画面に遷移する。さらにこの下位階層のメニュー画面において、決定の操作子１８Ｃ
が押圧操作されると、内部制御部４は、フォーカスされている番組に表示を切り換える。
またこれらとは逆に、キャンセルの操作子１８Ｄが押圧操作されると、順次上位階層のメ
ニュー画面に表示を切り換える。
さらにカテゴリーのメニュー画面を表示した状態で、シフト操作子１８Ｅと決定の操作子
１８Ｃが同時に押圧操作されると、フォーカスされているカテゴリーに関する番組案内に
表示画面を切り換え、さらにこの番組案内の表示画面において、キャンセルの操作子１８
Ｄが押圧操作されると、元のカテゴリーのメニュー画面に戻る。これによりこの実施の形
態では、シフト操作子１８Ｅと決定の操作子１８Ｃとが併せて操作された場合には、単に
決定の操作子１８Ｃが操作された場合とは異なる画面を表示するようになされている。
図１３は、カテゴリーのメニュー画面を示す平面図である。内部制御部４は、このメニュ
ー画面において、９個のアイコンを表示する。ここで内部制御部４は、番組情報によりこ
のセットトップボックス１で提供可能な番組を９つのカテゴリーに分類する。このカテゴ
リーのメニュー画面は、これらのカテゴリーを示すスポーツ、映画、ニュース、趣味、音
楽、教育等の９個のアイコンにより構成される。このメニュー画面は、初期状態において
、メニュー画面の中央にフォーカスされたアイコンが拡大表示される。
内部制御部４は、メインメニュー画面より推奨チャンネルのメニュー画面に表示を切り換
えた場合と同様にして、メインメニュー画面よりこのカテゴリーのメニュー画面に表示を
切り換える。すなわち内部制御部４は、遷移画面を間に挟んで表示を切り換え、この遷移
画面において、ズームインするようにカテゴリーのメニューを徐々に拡大し、またフォー
カスの表示Ｗにより囲まれる中央のアイコンを徐々に拡大する（図８参照）。
これに対してこのカテゴリーのメニュー画面を表示した状態でユーザーが選択の操作子１
８Ｃを操作すると、推奨チャンネルのメニュー画面における場合と同様に（図９参照）、
フォーカスの表示Ｗを画面中央に保持したままメニュー画面全体を移動させ、このフォー
カスの表示Ｗに囲まれたアイコンにフォーカスを切り換える。このとき画面全体の移動と
同時に、それまでフォーカスの表示Ｗで囲まれて拡大表示されていたアイコンの表示を徐
々に縮小すると共に、続いてフォーカスの表示Ｗで囲まれるアイコンの表示を徐々に拡大
する。
図１４は、このカテゴリーのメニュー画面における１のアイコンに対応する下位階層の番
組選択のメニュー画面と、この下位階層にグループ分けされた全アイコンとの関係を示す
平面図である。ここでこの実施の形態において、内部制御部４は、例えばカテゴリーのメ
ニュー画面に配置した１つのジャンルについて、提供可能な番組のメニューをこの下位階
層のメニュー画面で表示する。このとき内部制御部４は、例えばカテゴリーのメニュー画
面に配置した１つのアイコンに対応する音楽のジャンルに関して、９種類以上の番組を提
供可能な場合、これらの提供可能な全ての番組にそれぞれアイコンを割り当て、これら全
てのアイコンを配列した全体画面を形成する。
内部制御部４は、この全体画面の一部をズームインして９個のアイコンを表示し、この９
個のアイコンの表示によりこの番組選択のメニュー画面を作成する。さらにこのとき画面
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中央のアイコンについては、このアイコンの内容である番組を子画面により表示する。
内部制御部４は、カテゴリーのメニュー画面からこの番組選択のメニュー画面に表示を切
り換える際に、所定の遷移画面を間に挟んで表示を切り換えるように、グラフィック表示
信号作成部１０の動作を制御する。すなわち図１５及び図１６に示すように、フォーカス
の表示Ｗを表示したまま、フォーカスされたメニューを徐々に拡大させ（図１５（Ａ）及
び図１５（Ｂ））、このメニューが所定値以上大きくなると、このアイコンの表示を徐々
に透明化して下位階層のアイコンを目視できるようにする。
さらに続いて内部制御部４は、図１４について上述した全体画面を表示し（図１５（Ｃ）
）、この全体画面を徐々に拡大して番組選択のメニュー画面を表示する（図１６（Ａ）及
び図１６（Ｂ））。これによりセットトップボックス１においては、この番組選択のメニ
ュー画面に属するアイコンの全体像を視覚的に把握できるようになされている。
さらにこのとき中央のフォーカスの表示Ｗにより囲まれるアイコンについては、徐々に拡
大して所定値以上になると、このアイコンの表示を子画面の表示に切り換える（図１６（
Ｂ））。
これに対してこの番組選択のメニュー画面を表示した状態でユーザーが選択の操作子１８
Ｃを操作すると、推奨チャンネルのメニュー画面における場合と同様に（図９参照）、フ
ォーカスの表示Ｗを画面中央に保持したままメニュー画面全体（この場合、全てのアイコ
ンを表示した全体画面）を移動させ、このフォーカスの表示Ｗに囲まれたアイコンにフォ
ーカスを切り換える。このとき画面全体の移動と同時に、それまでフォーカスの表示Ｗで
囲まれて拡大表示されていた子画面の表示をアイコンの表示に切り換えて徐々に縮小する
と共に、続いてフォーカスの表示Ｗで囲まれるアイコンの表示を徐々に拡大して子画面の
表示に切り換える。
また内部制御部４は、このようにして表示した番組選択のメニュー画面において、決定の
操作子１８Ｃが押圧操作されると、フォーカスされた番組に表示を切り換える。この場合
番組選択のメニュー画面において、画面中央でフォーカスされた子画面を徐々に拡大表示
し（図１０参照）、最終的にこの子画面の表示を表示画面全体に拡大する。
これに対してこのように選択した番組を表示した状態で、キャンセルの操作子１８Ｃが操
作されると、上述の説明とは逆に元の番組選択のメニュー画面にズームアウトするように
、表示画面を徐々に縮小して表示を切り換える。このとき内部制御部４は、それまで表示
していた番組に対応するアイコンが画面中央でフォーカスの表示Ｗで囲まれるように、メ
ニュー画面にズームアウトする。
また内部制御部４は、番組選択のメニュー画面を表示した状態でユーザーがキャンセルの
操作子１８Ｃを押圧操作すると、同様に、上述の説明とは逆に元のカテゴリーのメニュー
画面にズームアウトするように、表示画面を徐々に縮小して表示を切り換える。このとき
図１５及び図１６について上述した場合とは逆に、内部制御部４は、ズームアウトの際に
、それまでフォーカスしていたアイコンによる全体画面が表示されるまで、全体をズーム
アウトした後、対応するカテゴリーのアイコンに表示を切り換え、このカテゴリーのアイ
コンをズームアウトさせる。
なおこの場合にも、内部制御部４は、それまで選択されていたカテゴリーのアイコンが画
面中央にてフォーカスの表示Ｗで囲まれるように、カテゴリーのメニュー画面にズームア
ウトする。
さらにこのカテゴリーのメニュー画面において、ユーザーがキャンセルの操作子１８Ｃを
押圧操作すると、同様に、上述の説明とは逆に元のメインメニュー画面にズームアウトす
るように、表示画面を徐々に縮小して表示を切り換える。この場合にも、内部制御部４は
、それまで選択されていたカテゴリーのメニューが画面中央にてフォーカスの表示Ｗで囲
まれるように、メインメニュー画面にズームアウトさせる。
図１７は、図１２について説明した番組案内の画面を示す平面図である。この番組案内は
、上側より番組の放送開始時間、番組の内容とを順次配置して形成される。なおこの図１
７においては、ネットワークに何ら外部機器が接続されていないような場合であって、セ
ットトップボックス１よりチューナ２を介して取得される番組のみ提供可能な場合である
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。
図１８は、メインメニュー画面のメディアのメニュー（Ｍｅｄｉａ）について、このメイ
ンメニュー画面と下位階層のメニュー画面との関係を示す略線図である。内部制御部４は
、メインメニュー画面においてメディアのメニュー（Ｍｅｄｉａ）がフォーカスされた状
態で、決定の操作子１８Ｃが押圧操作されると、メディアのメニュー画面を開く。さらに
このメディアのメニュー画面を表示した状態で番組を記録したソースが選択されると、対
応する下位階層のメニュー画面である番組選択のメニュー画面に表示を切り換える。さら
にこの番組選択のメニュー画面において、決定の操作子１８Ｃが押圧操作されると、内部
制御部４は、フォーカスされている番組に表示を切り換える。
またこれらとは逆に、キャンセルの操作子１８Ｄが押圧操作されると、順次上位階層のメ
ニュー画面に表示を切り換える。
さらに最下位の階層である番組を表示した状態で、シフトの操作子１８Ｅが押圧操作され
ると、動作モードを第１のサーチモードに切り換えると共に、表示画面を対応する第１の
サーチ画面に切り換え、シフトの操作子１８Ｅの押圧が解除されると、元の番組表示の画
面に切り換える。
これに対して番組選択のメニュー画面において、シフトの操作子１８Ｅが押圧操作された
状態で決定の操作子１８Ｃが押圧操作されると、動作モードを第２のサーチモードに切り
換えると共に、表示画面を対応する第２のサーチ画面に切り換える。なお内部制御部４に
おいては、このメディアのメニュー画面において、検索等の特定のメニューが選択された
場合、この図１８について説明した階層構造の表示とは異なる表示の切り換えにより目的
とする処理に対応する表示画面を表示する。
図１９は、メディアのメニュー画面を示す平面図である。内部制御部４は、このメニュー
画面において、９個のアイコンを表示する。すなわち内部制御部４は、左端の上側より、
ＣＤ－ＲＯＭを用いた番組案内を開くアイコン（ガイドＲＯＭ）、文字検索による番組検
索のメニューを開くアイコン（文字検索）、ディジタル衛星放送によるプロモーションの
チャンネルを開くアイコン（プロモーション）が配置される。内部制御部４においては、
これら３つのアイコンが選択された場合には、図１７について上述した階層構造によるメ
ニュー画面とは異なる表示画面への切り換えにより対応する処理を実行する。
また中央上側より、ディジタルビデオディスク（ＤＶＤ）、ハードディスク装置（ＨＤＤ
）、コンパクトディスクプレイヤー（ＣＤ）をそれぞれ指定するアイコンが配置され、右
側の上側より、Ｄ－ＶＨＳ、ＤＶＤ－Ｒ、ＶＨＳの装置を指定するアイコンが順次配置さ
れる。内部制御部４は、この場合もメニュー画面の中央のフォーカスされたアイコンを拡
大表示する。これらメニュー画面の中央、右側に配置されるアイコンは、図１について上
述したビデオディスクレコーダー８等の、ホームネットワークを介してこのセットトップ
ボックス１に接続可能な各種メディアである。
内部制御部４は、メインメニュー画面より推奨チャンネルのメニュー画面に表示を切り換
えた場合と同様にして、メインメニュー画面よりこのメディアのメニュー画面に表示を切
り換える。すなわち内部制御部４は、遷移画面を間に挟んで表示を切り換え、この遷移画
面において、ズームインするようにメディアのメニューを徐々に拡大し、またフォーカス
の表示Ｗにより囲まれる中央のアイコンを徐々に拡大する（図８参照）。
これに対してこのメディアのメニュー画面を表示した状態でユーザーが選択の操作子１８
Ｃを操作すると、推奨チャンネルのメニュー画面における場合と同様に（図９参照）、フ
ォーカスの表示Ｗを画面中央に保持したままメニュー画面全体を移動させ、この枠形状の
表示Ｗに囲まれたアイコンにフォーカスを切り換える。このとき画面全体の移動と同時に
、それまでフォーカスの表示Ｗで囲まれて拡大表示されていたアイコンの表示を徐々に縮
小すると共に、続いてフォーカスの表示Ｗで囲まれるアイコンの表示を徐々に拡大する。
図２０は、このメディアのメニュー画面における１のアイコンに対応する下位階層の番組
選択のメニュー画面を示す平面図である。内部制御部４は、例えば記録時に付加したイン
デックス画像のうち、各番組開始時のインデックス画像を配置してこの番組選択のメニュ
ー画面を形成する。なお、例えば再生専用のメディアであるＤＶＤ等による番組選択メニ
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ューにあっては、このＤＶＤディスクに記録されたインデックス画像を表示し、また必要
に応じて例えば先頭部分を再生してこのメニュー画面を形成する。
このとき例えばハードディスク装置に９種類以上の番組が記録されていることも考えられ
ることにより、内部制御部４は、図１４について上述したと同様にして、ハードディスク
装置等のアイコンにグループ化される全ての番組について、それぞれアイコンを割り当て
ると共に、この全てのアイコンの配列による全体画面を形成する。
内部制御部４は、この全体画面の一部をズームインして９個のアイコンを表示し、この９
個のアイコンの表示によりこの番組選択のメニュー画面を作成する。さらにこのとき画面
中央のアイコンについては、このアイコンの内容である番組を子画面により表示する。
内部制御部４は、メディアのメニュー画面からこの番組選択のメニュー画面に表示を切り
換える際に、図１５及び図１６について上述したと同様の遷移画面を間に挟んで表示を切
り換える。すなわちフォーカスの表示Ｗを表示したまま、フォーカスされたメニューを徐
々に拡大させ、このメニューが所定値以上大きくなると、このアイコンの表示を徐々に透
明化し、下位階層のアイコンを目視できるようにする。さらに続いて内部制御部４は、全
てのアイコンによる全体画面を表示し、この全体画面を徐々に拡大して番組選択のメニュ
ー画面を表示する。さらにこのとき中央のフォーカスの表示Ｗにより囲まれるアイコンに
ついては、徐々に拡大して所定値以上になると、このアイコンの表示を子画面の表示に切
り換える。
これに対してこの番組選択のメニュー画面を表示した状態でユーザーが選択の操作子１８
Ｃを操作すると、推奨チャンネルのメニュー画面における場合と同様に（図９参照）、フ
ォーカスの表示Ｗを画面中央に保持したままメニュー画面全体（この場合、全てのアイコ
ンを表示した全体画面）を移動させ、このフォーカスの表示Ｗに囲まれたアイコンにフォ
ーカスを切り換える。このとき画面全体の移動と同時に、それまでフォーカスの表示Ｗで
囲まれて拡大表示されていた子画面の表示をアイコンの表示に切り換えて徐々に縮小する
と共に、続いてフォーカスの表示Ｗで囲まれるアイコンの表示を徐々に拡大して子画面の
表示に切り換える。
また内部制御部４は、このようにして表示した番組選択のメニュー画面において、決定の
操作子１８Ｃが押圧操作されると、フォーカスされた番組に表示を切り換える。この場合
番組選択のメニュー画面において、画面中央でフォーカスされた子画面を徐々に拡大表示
し（図１０参照）、最終的にこの子画面の表示を表示画面全体に拡大する。
これに対してこのように選択した番組を表示した状態で、キャンセルの操作子１８Ｃが操
作されると、上述の説明とは逆に元の番組選択のメニュー画面にズームアウトするように
、表示画面を徐々に縮小して表示を切り換える。このとき内部制御部４は、それまで表示
していた番組に対応するアイコンが画面中央でフォーカスの表示Ｗで囲まれるように、メ
ニュー画面にズームアウトさせる。
また内部制御部４は、番組選択のメニュー画面を表示した状態でユーザーがキャンセルの
操作子１８Ｃを押圧操作すると、同様に、上述の説明とは逆に元のメディアのメニュー画
面にズームアウトするように、表示画面を徐々に縮小して表示を切り換える。このときそ
れまでフォーカスしていたアイコンによる全体画面が表示されるまで、全体をズームアウ
トした後、対応するメディアのアイコンに表示を切り換え、このメディアのアイコンをズ
ームアウトさせる。なおこの場合にも、内部制御部４は、それまで選択されていたメディ
アのアイコンが画面中央にてフォーカスの表示Ｗで囲まれるように、メディアのメニュー
画面にズームアウトする。
さらにこのメディアのメニュー画面において、ユーザーがキャンセルの操作子１８Ｃを押
圧操作すると、同様に、上述の説明とは逆に元のメインメニュー画面にズームアウトする
ように、表示画面を徐々に縮小して表示を切り換える。この場合にも、内部制御部４は、
それまで選択されていたメディアのメニューが画面中央にてフォーカスの表示Ｗで囲まれ
るように、メインメニュー画面にズームアウトする。
（１－４）階層表示における内部制御部４の処理手順
図２１及び図２２は、このようなアイコンの拡大縮小によるズーミング処理によりメニュ
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ー画面等を切り換える場合の、内部制御部４の処理手順を示すフローチャートである。こ
の処理手順において、内部制御部４は、ステップＳＰ１からステップＳＰ２に移り、表示
に供する選択肢より対応するアイコンを選択し、またこの選択したアイコンの配置等を決
定する。
続いて内部制御部４は、ステップＳＰ３に移り、ここで該当する全アイコンによる全体画
面を表示した後、続くステップＳＰ４において、目的とするメニュー画面を表示する。こ
のとき内部制御部４は、全体画面よりズームインするように、メニュー画面を表示する。
例えばメインメニュー画面のように、表示に供するアイコンが限られている場合であって
、全体画面がメニュー画面と等しいような場合、内部制御部４においては、直接メニュー
画面を表示することになる。
続いて内部制御部４は、ステップＳＰ５に移り、画面中央のフォーカスしたアイコンにつ
いて、これを拡大表示する。なおこの場合、最下位階層である番組選択のメニュー画面に
おいては、この拡大表示に子画面が割り当てられることになる。
続いて内部制御部４は、ステップＳＰ６に移り、選択の操作子（選択キー）１８Ｃが操作
されたか否か判断し、ここで肯定結果が得られると、ステップＳＰ７に移り、画面中央の
アイコンを縮小させる。続いて内部制御部４は、ステップＳＰ８に移り、メニュー画面を
移動させてフォーカスを切り換え、続いてステップＳＰ５に戻って、この新たにフォーカ
スされたアイコンを拡大表示する。
これに対して何ら選択の操作子（選択キー）１８Ｃが操作されていない場合、内部制御部
４は、ステップＳＰ６からステップＳＰ９に移る（図２２）。ここで内部制御部４は、決
定の操作子（決定キー）１８Ｃが押圧操作されたか否か判断し、否定結果が得られると、
ステップＳＰ１０に移る。ここで内部制御部４は、キャンセルの操作子（キャンセルキー
）１８Ｄが操作されたか否か判断し、否定結果が得られると、ステップＳＰ６に戻る。
これにより内部制御部４は、決定の操作子１８Ｃ、キャンセルの操作子１８Ｄ、選択の操
作子１８Ｃが操作されるまでの間、ステップＳＰ６－ＳＰ９－ＳＰ１０－ＳＰ６の処理手
順を繰り返すことになる。
内部制御部４は、このようにして処理手順を繰り返している際に、決定の操作子１８Ｃが
操作されると、ステップＳＰ９で肯定結果が得られることにより、ステップＳＰ９からス
テップＳＰ１１に移る。ここで内部制御部４は、画面中央の画像が番組にリンクを張られ
た画像か否か、すなわち画面中央の画像が番組を紹介する子画面か否か判断する。
ここで現在表示中のメニュー画面が番組選択のメニュー画面以外のメニュー画面の場合、
内部制御部４は、否定結果が得られることにより、ステップＳＰ１１からステップＳＰ１
２に移り、更に下位階層のメニュー画面に表示を切り換えるように、この画面中央のアイ
コンにズームインした後、ステップＳＰ２に戻る。これにより内部制御部４は、決定の操
作子１８Ｃの操作に応動して、順次メニュー画面を下位段層に切り換えるようになされて
いる。
これに対して現在表示中のメニュー画面が番組選択のメニュー画面の場合、ステップＳＰ
１１において肯定結果が得られることにより、この場合内部制御部４は、ステップＳＰ１
１からステップＳＰ１３に移る。ここで内部制御部４は、この子画面による番組を表示画
面の全体に表示するように全体の動作を切り換える。これにより内部制御部４は、順次階
層を辿ってユーザーの選択した番組を表示するようになされている。
続いて内部制御部４は、ステップＳＰ１４に移り、キャンセルの操作子１８Ｄが操作され
たか否か判断し、否定結果が得られると、ステップＳＰ１４を繰り返す。これにより内部
制御部４は、キャンセルの操作子１８Ｄが操作されるまで、番組の表示を継続する。
これに対して番組を表示中にキャンセルの操作子１８Ｄが操作されると、内部制御部４は
、ステップＳＰ１４からステップＳＰ１５に移り、ここで直前のメニュー画面である番組
選択のメニュー画面にズームアウトするよう表示を切り換えた後、ステップＳＰ４に戻る
。これにより内部制御部４は、必要に応じて視聴中のチャンネル等を切り換えることがで
きるようになされている。
内部制御部４は、このようにして番組選択のメニュー画面に戻った場合、さらには誤って
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メニュー画面等を選択した場合等にあっては、キャンセルの操作子１８Ｄの操作によりス
テップＳＰ１０からステップＳＰ１６に移る。ここで内部制御部４は、現在表示中のメニ
ュー画面に対して上位階層のメニュー画面が存在するか否か判断し、ここでメインメニュ
ー画面を表示している場合にあっては、否定結果が得られることにより、ステップＳＰ１
６からステップＳＰ６に戻る。
これに対して上位階層が存在する場合、ステップＳＰ１６において肯定結果が得られるこ
とにより、内部制御部４は、ステップＳＰ１６からステップＳＰ１７に移り、上位階層の
メニュー画面に対してズームアウトするように表示を切り換える。さらに内部制御部４は
、続くステップＳＰ１８において、この上位階層のメニュー画面について、選択肢よりア
イコンを選択すると共に、配置等を決定し、ステップＳＰ４に戻る。
（１－５）サーチ画面の表示
図２３は、番組を表示した状態でシフトの操作子１８Ｅが押圧操作された場合の、第１の
サーチ画面を示す平面図である。内部制御部４は、番組を表示中のメディアがランダムア
クセス可能なハードディスク装置等の場合、この表示画面を表示する。
この第１のサーチ画面において、内部制御部４は、画面中央に、それまで全画面により表
示していた番組を縮小して表示する。さらに画面の下側に、左側より時系列で並べて、こ
の番組のインデックス画像を表示する。このとき内部制御部４は、画面中央に表示した現
在表示中の画像に対して、対応するインデックス画像（すなわちフォーカスしているイン
デックス画像）を下側の中央に、他の静止画像に比して拡大して表示する。
さらにこのシフトの操作子１８Ｅが継続して押圧操作された状態で、選択の操作子１８Ｃ
が操作されると、この操作に応動して下側に配置した静止画像を左右に移動させる。この
ときこの画像の移動に伴い、下側中央に表示される静止画像にフォーカスを切り換え、こ
のフォーカスのインデックス画像を拡大すると共に、それまで拡大していたインデックス
画像を他の画像と同じ大きさに切り換える。
これに対してこのシフトの操作子１８Ｅが継続して押圧操作された状態で、決定の操作子
１８Ｃが押圧操作されると、このフォーカスしているインデックス画像に対応するように
、画面中央の表示画像を切り換える。
これに対してシフトの操作子１８Ｅの押圧操作が解除されると、内部制御部４は、画面中
央に表示した画面を全体に表示し、元の表示画面に戻る。これによりセットトップボック
ス１においては、シフトの操作子１８Ｅを押圧している期間の間、この第１のサーチ画面
を表示して、あたかもビデオテープレコーダにおける早送り、巻き戻しのように、所望の
シーンを選択できるようになされ、さらにこの早送り、巻き戻しに相当する処理を瞬時に
実行できるようになされている。
内部制御部４は、これらの処理を実行するにつき、必要に応じてハードディスク装置等に
発行する制御コマンドを切り換えることにより、このサーチ画面に形成に必要なインデッ
クス画像をグラフィックス表示信号作成部１０に供給する。
これに対して図２４は、メディアがビデオテープレコーダ等のランダクアクセス困難な場
合に表示する第１のサーチ画面を示す平面図である。この場合ランダムアクセスして簡易
に頭だしすることが困難なことにより、内部制御部４は、時系列による静止画像に代えて
、ビデオテープレコーダの操作子と同様のアイコンを表示する。
さらにシフトの操作子１８Ｅが継続して押圧操作された状態で、選択の操作子１８Ｃが操
作されると、この操作に応動してこれらのアイコンの明るさを切り換え、これによりフォ
ーカスのアイコンを目視できるようにする。さらに内部制御部４は、シフトの操作子１８
Ｅが継続して押圧操作された状態で、決定の操作子１８Ｃが押圧操作されると、フォーカ
スしているアイコンに対応して、例えば早送り、巻き戻し等による制御コマンドをビデオ
テープレコーダ等に出力し、その結果得られる再生画像を画面中央に表示する。
これに対してシフトの操作子１８Ｅの押圧操作が解除されると、内部制御部４は、画面中
央に表示した画面を全体に表示し、元の表示画面に戻る。
これに対して図２５は、メディアにおける番組選択のメニュー画面を表示した状態で、シ
フトの操作子１８Ｅと決定の操作子１８Ｃとが同時に操作された場合の、第２のサーチ画
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面を示す平面図である。内部制御部４は、子画面により表示中のメディアがランダムアク
セス可能なハードディスク装置等のメディアの場合、この表示画面を表示する。
ここでこの第２のサーチ画面においては、画面中央の下側に、現在フォーカスされている
番組についての先頭のインデックス画像が、フォーカスの表示Ｗに囲まれて表示される。
さらにこのインデックス画像より反時計回りに、表示画面の中心に向かってらせん状に、
順次時間軸に沿った方向に、このフォーカスされている番組に関するインデックス画像が
順次縮小するように表示される。さらに外周側よりらせん状の中心に近づくに従って徐々
に表示が薄くなって背景が透過するように表示される。
これに対して、フォーカスされているインデックス画像の時計方向には、現在フォーカス
されているインデックス画像より早い時点のインデックス画像が、らせん状のインデック
ス画像の配置において順次変化する表示の大きさに対応して表示される。なおこのインデ
ックス画像においても、背景が透過するように薄く表示される。ちなみに図２５において
は、現在フォーカスされているインデックス画像が番組の先頭であることから、この現在
フォーカスされているインデックス画像より早い時点のインデックス画像の表示領域には
、編掛によるダミーのインデックス画像が表示される。
さらに第２のサーチ画面は、これらのインデックス画像が、らせんの中心より放射状に広
がる背景の上に表示される。これによりこのセットトップボックス１においては、遠近法
を利用した時間軸に沿った配置により、フォーカスされたインデックス画像を基準にして
、時間経過と共に変化する番組の流れを視覚的に把握できるようになされ、所望のシーン
を簡易に選択できるようになされている。
すなわち図２６に示すように、内部制御部４は、選択の操作子１８Ｅが右向きに操作され
ると、この操作に応動して図２６（Ｂ）との対比により図２６（Ａ）により示すように、
フォーカスの表示Ｗを現在の表示位置に保持したまま、時計方向に、各インデックス画像
の表示位置を１画面分過去側の表示位置に移動させ、さらにこの移動の際に各インデック
ス画像を移動後の位置に対応する大きさに変化させる（なお、らせん状の内部に存在する
画像ほど過去になるようにして、時計方向に各インデックス画像の表示位置を１画面分未
来側の表示位置に移動させるようにしてもよい。）。さらに内部制御部４は、この移動に
よりインデックス画像が失われる最も内周側のインデックス画像配置位置に、続く未来イ
ンデックス画像を配置する。さらに内部制御部４は、フォーカスの表示Ｗの内側に移動し
たインデックス画像にフォーカスを設定し、これによりフォーカスのインデックス画像を
時間軸を遡る方向に切り換える。
これに対してこれとは逆に選択の操作子１８Ｃが左向きに操作されると、この操作に応動
して図２６（Ｂ）との対比により図２６（Ｃ）により示すように、フォーカスの表示Ｗを
現在の表示位置に保持したまま、反時計方向に、各インデックス画像の表示位置を１画面
分未来側の表示位置に移動させ、さらにこの移動の際に、各インデックス画像を移動後の
位置に対応する大きさに変化させる（なお、らせん状の内側に存在する画像ほど過去にな
るようにして、反時計方向に各インデックス画像の表示位置を１画面分過去側の表示位置
に移動させるようにしてもよい。）。またこの移動によりインデックス画像が失われる最
も外周側のインデックス画像配置位置に、続くインデックス画像を配置する。同時に内部
制御部４は、フォーカスの表示Ｗの内側に移動したインデックス画像にフォーカスを切り
換え、これによりフォーカスのインデックス画像を時間軸方向に切り換える。
これに対して選択の操作子１８Ｃが上向きに操作されると、この操作に応動して図２７（
Ｂ）との対比により図２７（Ａ）により示すように、フォーカスの表示Ｗを現在の表示位
置に保持したまま、らせん状に配置した各インデックス画像を外周側のインデックス画像
の表示位置に移動させ、さらにこの移動の際に、各インデックス画像を移動後の位置に対
応する大きさに変化させる。さらにこの移動によりインデックス画像が失われる内周側の
インデックス画像配置位置に、続くインデックス画像を順次配置する。同時に内部制御部
４は、フォーカスの表示Ｗの内側に移動したインデックス画像にフォーカスを切り換え、
これによりインデックス画像を時間軸方向に切り換える。これにより内部制御部４は、あ
たかも手前側かららせん状に配置したインデックス画像について、らせん状の配列の中心



(16) JP 4314743 B2 2009.8.19

10

20

30

40

50

軸に沿って１周分視点を奥に移動させたようにサーチ画面の表示を切り換え、このらせん
状の配置によるインデックス画像の１周分をジャンプして、時間軸に沿った方向にフォー
カスのインデックス画像を切り換える。
これに対して選択の操作子１８Ｃが下向きに操作されると、この操作に応動して図２７（
Ｂ）との対比により図２７（Ｃ）により示すように、フォーカスの表示Ｗを現在の表示位
置に保持したまま、らせん状に配置した各インデックス画像を内周側のインデックス画像
の表示位置に移動させ、さらにこの移動の際に各インデックス画像を移動後の位置に対応
する大きさに変化させる。さらにこの移動によりインデックス画像が失われる外周側のイ
ンデックス画像配置位置に、続くインデックス画像を順次配置する。同時に内部制御部４
は、フォーカスの表示Ｗの内側に移動したインデックス画像にフォーカスを切り換え、こ
れによりインデックス画像を時間軸を遡る方向に切り換える。これにより内部制御部４は
、あたかも手前側かららせん状に配置したインデックス画像について、らせん状の配列の
中心軸に沿って１周分視点を手前側に移動させたようにサーチ画面の表示を切り換え、こ
のらせん状の配置によるインデックス画像の１周分をジャンプして、時間軸を遡った方向
にフォーカスのインデックス画像を切り換える。
これに対して決定の操作子１８Ｃが押圧操作されると、内部制御部４は、フォーカスして
いるインデックス画像を全体に表示し、このインデックス画像より記録された映像の再生
を開始する。
さらにこのようにして第２のサーチ画面を介して番組表示を開始した場合にあって、この
番組の表示中に決定の操作子１８Ｃが操作されると、内部制御部４は、この第２のサーチ
画面に表示を切り換え、上述したと同様にしてインデックス画像を表示する。
これに対して第２のサーチ画面を表示した状態でキャンセルの操作子１８Ｄが操作される
と、元の番組選択のメニュー画面に戻る。
（１－６）サーチ画面、検索画面の表示における内部制御部４の処理手順
図２８は、このサーチ画面の表示及び検索画面の表示における内部制御部４の処理手順に
ついて、シフトの操作子１８Ｅの操作を基準にして示すフローチャートである。内部制御
部４は、電源が立ち上げられると、ステップＳＰ２０からステップＳＰ２１に移り、シフ
トの操作子１８Ｅ（シフトキー）が押圧操作されているか否か判断する。ここでシフトの
操作子１８Ｅが押圧操作されていない場合、内部制御部４は、ステップＳＰ２２に移り、
メニュー画面の階層表示について上述した通常の画面表示モードに動作を切り換える。
続いて内部制御部４は、ステップＳＰ２３に移り、他の操作子が操作されているか否か判
断し、操作されていない場合には、ステップＳＰ２１に戻るのに対し、操作されている場
合には、ステップＳＰ２４に移り、操作子の操作に応動して上位階層、下位階層等に表示
を切り換えた後、ステップＳＰ２１に戻る。
これに対してシフトの操作子１８Ｅが押圧操作された場合、内部制御部４は、ステップＳ
Ｐ２１において肯定結果が得られることにより、ステップＳＰ２５に移り、特別な画面表
示モードに移る。さらに続いて内部制御部４は、ステップＳＰ２６に移り、他の操作子が
操作されているか否か判断し、操作されていない場合には、ステップＳＰ２１に戻るのに
対し、操作されている場合には、ステップＳＰ２７に移り、操作子の操作に応動して表示
画面を番組案内の表示画面又はサーチ画面に切り換えた後、ステップＳＰ２１に戻る。
これにより内部制御部４は、シフトの操作子１８Ｅが押圧操作された場合に限って、通常
とは異なる画面を表示し、その分少ない操作子により種々の操作を実行できるようになさ
れている。番組を表示している場合には、この処理手順において、シフトの操作子１８Ｅ
が押圧操作されている期間の間、第１のサーチ画面を表示することになる。
図２９及び図３０は、第１のサーチ画面における内部制御部４の処理手順を示すフローチ
ャートである。内部制御部４は、ステップＳＰ４０からステップＳＰ４１に移り、モニタ
装置１１の全画面にユーザーの選択した番組を表示し、ステップＳＰ４２に移る。ここで
内部制御部４は、シフトの操作子１８Ｅが操作されたか否か判断し、否定結果が得られる
とステップＳＰ４１に戻る。
これに対してステップＳＰ４２で肯定結果が得られると、内部制御部４は、ステップＳＰ
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４３に移り、番組である動画の表示を縮小する（図２３参照）。続いて内部制御部４は、
ステップＳＰ４４に移り、再生中の動画についての位置情報（タイムコード等である）を
取得した後、ステップＳＰ４５に移り、この位置情報を基準にして前後するインデックス
画像をビデオディスクレコーダー８より取得し、このインデックス画像を縮小した動画の
下側に配列して表示する。
続いて内部制御部４は、ステップＳＰ４６に移り、シフトの操作子１８Ｅの押圧操作が継
続されているか否か判断し、ここで否定結果が得られるとステップＳＰ４７に移り、表示
画面よりインデックス画像を消去すると共に、続くステップＳＰ４８において縮小して表
示していた動画を元の大きさに戻し、ステップＳＰ４２に戻る。
これにより内部制御部４は、シフトの操作子１８Ｅが押圧操作されると、第１のサーチ画
面を表示し、このシフトの操作子１８Ｅの押圧操作が解除されると、元の表示画面を表示
する。
これに対してシフトの操作子１８Ｅが継続して押圧操作されている場合、内部制御部４は
、ステップＳＰ４６からステップＳＰ４９に移り（図３０）、ここでこのシフトの操作子
１８Ｅに加えて、選択の操作子１８Ｃが操作されたか否か判断する。ここで肯定結果が得
られると、内部制御部４は、ステップＳＰ５０に移り、選択の操作子１８Ｃの操作に応動
してインデックス画像の位置を移動させてフォーカスのインデックス画像を切り換え、ス
テップＳＰ４６に戻る。
これに対してステップＳＰ４９において否定結果が得られると、内部制御部４は、ステッ
プＳＰ５１に移り、シフトの操作子１８Ｅに加えて、決定の操作子１８Ｃが操作されたか
否か判断する。ここで否定結果が得られると、内部制御部４は、ステップＳＰ４６に戻る
のに対し、肯定結果が得られると、ステップＳＰ５２に移り、フォーカスされているイン
デックス画像のシーンについて、対応する再生画像に表示を切り換え、ステップＳＰ４６
に戻る。
これにより内部制御部４は、シフトの操作子１８Ｅを押圧した状態で操作子１８Ｃを操作
して所望のシーンより番組を視聴できるようになされている。
図３１、図３２及び図３３は、第２のサーチ画面に関する内部制御部４の処理手順を示す
フローチャートである。なおこの処理手順においては、番組を記録する際の処理手順を併
せて示す。すなわち内部制御部４は、ステップＳＰ６０からステップＳＰ６１に移り、記
録時、例えば順次ディジタル衛星放送により提供される画像データをビデオディスクレコ
ーダー８に記録しながら、インデックス画像の候補を選択する。さらに内部制御部４は、
続くステップＳＰ６２において、この選択したインデックス画像の候補より各シーン毎に
インデックス画像を設定し、このインデックス画像をサムネイル画像により番組録画中の
メディアに記録する。
このようにして番組録画を完了した後、メディアの番組選択メニューにおいて、シフトの
操作子１８Ｅが押圧操作された状態で決定の操作子１８Ｃが操作されると、内部制御部４
は、ステップＳＰ６３に移り、インデックス画像を指定するカウント値（ｃｏｕｎｔ）を
値０にセットし、また画面に表示するインデックス画像の数（ｍａｘ）を第２のサーチ画
面において表示可能な最大値にセットする。
続いて内部制御部４は、ステップＳＰ６４に移り、フォーカスされた番組のシーケンスの
先頭より変数（ｍａｘ）－（ｃｏｕｎｔ）で表されるインデックス画像をビデオディスク
レコーダー８より取得した後、ステップＳＰ６５に移り、このインデックス画像の表示位
置を示す座標、大きさ、透過度、奥行きを計算する。
続くステップＳＰ６６において、内部制御部４は、この計算した結果に従って取得したイ
ンデックス画像を表示画面に表示した後、ステップＳＰ６７に移り、カウント値（ｃｏｕ
ｎｔ）を値１だけインクリメントする。続いて内部制御部４は、ステップＳＰ６８に移り
、カウント値（ｃｏｕｎｔ）が第２のサーチ画面において表示可能な最大値（ｍａｘ）以
下か否か判断し、ここで肯定結果が得られると、ステップＳＰ６４に戻る。
これにより内部制御部４は、ステップＳＰ６４－ＳＰ６５－ＳＰ６６－ＳＰ６７－ＳＰ６
８－ＳＰ６４の処理手順を繰り返して、順次インデックス画像をらせん状に配置した後、
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ステップＳＰ７０に移る（図３２）。
内部制御部４は、このステップＳＰ７０において、何れかの操作子が操作されたか否か判
断し、ここで否定結果が得られるとステップＳＰ７０を繰り返す。これに対して何れかの
操作子が操作されると、肯定結果が得られることにより、内部制御部４は、ステップＳＰ
７０からステップＳＰ７１に移り、ここで決定の操作子１８Ｃが押圧操作されたか否か判
断する。ここで否定結果が得られると、内部制御部４は、ステップＳＰ７２に移り、選択
の操作子１８Ｃが右方向又は左方向に操作されたか否か判断する。
ここで肯定結果が得られると、内部制御部４は、ステップＳＰ７３に移り、らせん状に配
置したインデックス画像を操作子１８Ｃの操作方向に応動してらせん状の配列方向に又は
これとは逆方向に移動させると共に大きさを可変し（図２６参照）、ステップＳＰ７０に
戻る。
これに対してステップＳＰ７２において否定結果が得られると、内部制御部４は、ステッ
プＳ２７２からステップＳＰ７４に移り、選択の操作子１８Ｃが上方向又は下方向に操作
されたか否か判断する。
ここで肯定結果が得られると、内部制御部４は、ステップＳＰ７５に移り、らせん状に配
置したインデックス画像を操作子１８Ｃの操作方向に応動して外周側又は内周側に移動さ
せると共に大きさを可変し（図２７参照）、ステップＳＰ７０に戻る。
これに対してステップＳＰ７４において否定結果が得られると、内部制御部４は、ステッ
プＳＰ７６に移り、キャンセルの操作子１７Ｄが操作されたか否か判断する。ここで否定
結果が得られると、内部制御部４は、ステップＳＰ７０に戻るのに対し、肯定結果が得ら
れると、ステップＳＰ７７に移り、表示画面を番組選択のメニュー画面（図２０）に切り
換える。
これに対して決定の操作子１８Ｃが押圧操作されると、内部制御部４は、ステップＳＰ７
１からステップＳＰ７８に移る（図３３）。ここで内部制御部４は、フォーカスの表示Ｗ
で囲まれた位置であるカレントポジションに配置されたインデックス画像を全画面に拡大
する。続いて内部制御部４は、ステップＳＰ７９に移り、このインデックス画像により特
定されるシーンより再生を開始するように、ビデオディスクレコーダー８に再生を指示し
、この再生結果をモニタ装置１１に表示する。これによりセットトップボックス１は、時
間の流れを視覚的に把握して所望のシーンを簡易に選択できるようになされている。
続いて内部制御部４は、ステップＳＰ８０に移り、決定の操作子１８Ｃが再び押圧操作さ
れたか否か判断する。ここで否定結果が得られると、内部制御部４は、ステップＳＰ８０
を繰り返すのに対し、肯定結果が得られると、ステップＳＰ８１に移る。
ここで内部制御部４は、現在表示中の場面に対応するインデックス画像をビデオディスク
レコーダー８より取得し、続くステップＳＰ８２において、ビデオディスクレコーダー８
による動画の再生を中止する。同時に、内部制御部４は、動画の表示をインデックス画像
に切り換えた後、ステップＳＰ８３に移り、このインデックス画像を徐々に縮小して第２
のサーチ画面のカレントポジションに配置する。さらにこのとき内部制御部４は、同時に
、この第２のサーチ画面に必要な前後するインデックス画像をビデオディスクレコーダー
８より取得して配置する。
内部制御部４は、このようにして第２のサーチ画面を表示すると、ステップＳＰ７０に戻
って続く操作を待機する。これによりセットトップボックス１においては、第２のサーチ
画面により所望のシーンを取得して視聴する場合には、必要に応じて速やかにこの第２の
サーチ画面に戻ることができるようになされている。
このようにセットトップボックス１より提供可能な各種番組をメインメニュー画面等によ
り体系化して管理する場合、外部機器であるビデオディスクレコーダー８等より提供可能
な番組情報の取得が必要となる。このため内部制御部４は、電源が立ち上げられると、ま
た他の機器の電源が立ち上げられると、さらには記録媒体を交換したビデオディスクレコ
ーダー８等の通知により、図３４に示す処理手順を実行し、これによりこのような体系化
した管理に必要となる各種番組情報を取得する。
すなわち内部制御部４は、ステップＳＰ９０からステップＳＰ９１に移り、ここでホーム
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ネットワークに接続された外部機器の有無を判定する。なおここでこの判定は、ブロード
キャストによりＩＥＥＥ１３９４バスに所定のコマンドを送出して応答を監視することに
より実行される。なお、外部機器が新たに加わると、バスリセットが生じるので、このバ
スリセット時に外部機器の有無を判定してもよい。
ここで否定結果が得られると、内部制御部４は、ステップＳＰ９２に移ってこの処理手順
を終了するのに対し、肯定結果が得られると、ステップＳＰ９３に移る。ここで内部制御
部４は、ブロードキャストに対する応答に基づいて、機器個別に順次制御コマンドを発行
して応答を取得することにより、又はブロードキャストの応答に付加された機器の属性情
報により、ホームネットワークに接続された機器が電子番組情報を有しているか否か判断
する。
ここで否定結果が得られると、内部制御部４は、ステップＳＰ９２に移ってこの処理手順
を終了するのに対し、肯定結果が得られると、ステップＳＰ９４に移る。このステップＳ
Ｐ９４において、内部制御部４は、電子番組情報を有する機器に対して制御コマンドを発
行して全ての電子番組情報を取得する。
このようにして取得した電子番組情報に従って、上述した操作子の操作により検索のメニ
ューが選択されると、またメディアのメニュー画面に割り当てられたＣＤ－ＲＯＭを用い
た番組案内を開くアイコン（ガイドＲＯＭ）、文字検索による番組検索のメニューを開く
アイコン（文字検索）等が選択されると、内部制御部４は、ステップＳＰ９５に移り、対
応する表示画面における電子番組情報の表示位置を計算し、続くステップＳＰ９６におい
てこの計算した位置に電子番組情報による文字情報を表示した後、ステップＳＰ９２に移
ってこの処理手順を終了する。
またこの処理に加えて内部制御部４においては、例えば１週間毎に、通信機器１４を起動
して所定のサーバーより詳細な番組情報を取得し、これにより放送波により提供される番
組情報を補う。
（２）実施の形態の動作
以上の構成において、セットトップボックス１は（図１）、ユーザーがディジタル衛星放
送、ディジタル地上波による番組の視聴を選択すると、アンテナ３を介して得られる放送
波がチューナ２により選局されてトランスポートストリームが復調され、このトランスポ
ートストリームより所望のチャンネルが選択される。さらにこのチャンネルの画像データ
及び音声データがモニタ装置１１、スピーカ１２に出力され、これによりユーザーの所望
する番組が提供される。
またこの番組の記録をユーザーが選択すると、映像信号処理部６、音声信号処理部７を介
して得られる画像データ及び音声データがホームネットワークによりビデオディスクレコ
ーダー８に出力され、このビデオディスクレコーダー８であるハードディスク装置、光デ
ィスク装置等により記録される。
またこのとき放送波より取得される電子番組情報、電話回線を介して所定のサーバーより
取得した詳細な番組情報、ビデオディスクレコーダー８に装填されたＣＤ－ＲＯＭより取
得した詳細な番組情報等により、この記録に供する番組の番組情報が併せて記録される。
またハードディスク装置等のランダムアクセス可能な記録媒体に記録する場合には、連続
する画像データよりシーンチェンジの位置が検出され、このシーンチェンジの画像である
各シーンの先頭画像がサムネイル画像に縮小されて、インデックス画像として併せて記録
される。
またこのようにしてビデオディスクレコーダー８に記録された番組の視聴、さらには市販
の記録媒体を介して提供される番組の視聴をユーザーが選択すると、ビデオディスクレコ
ーダー８より得られる画像データ及び音声データがホームネットワークにより映像信号処
理部６、音声信号処理部７に入力され、この映像信号処理部６、音声信号処理部７の出力
信号によりモニタ装置１１、スピーカ１２が駆動され、この場合もユーザーの所望する番
組が提供される。
このようにしてユーザーがディジタル衛星放送、ディジタル地上波による番組を視聴する
場合、さらにはビデオディスクレコーダー８より提供される番組を視聴する場合、セット
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トップボックス１においては、これら各番組の番組情報により簡易かつ迅速に目的とする
番組を視聴できるように、メニュー画面が提供される。
すなわちセットトップボックス１においては（図３４）、電源が立ち上げられると、また
他の機器の電源が立ち上げられると、さらには記録媒体を交換したビデオディスクレコー
ダー８等の通知により、内部制御部４からホームネットワークに接続された外部機器が認
証され（ステップＳＰ９１、９３）、この認証に基づいて外部機器より記録時に付加した
番組情報、さらには再生専用の記録媒体より提供される映画等の番組について、この記録
媒体より番組情報を取得する。
さらに放送波に付加された電子番組情報より番組情報を取得し、さらには専用のＣＤ－Ｒ
ＯＭより提供される番組情報、所定のサーバーより提供される番組情報より、受信可能な
番組、再生可能な番組についての番組情報を取得する。セットトップボックス１において
は、これらの番組情報より提供可能な番組が映画、音楽等のカテゴリーに分類される。
またセットトップボックス１においては、過去にユーザーの視聴した番組の情報が記録さ
れ、この記録に従って、放送されるチャンネルよりユーザーの好みのチャンネルが選択さ
れ、選択頻度の高い順に、この選択された放送チャンネルが第１の仮想チャンネルから第
９の仮想チャンネルまでに分類される。
このようにして過去の履歴、番組情報に従って、このセットトップボックス１により提供
可能な番組が分類され、セットトップボックス１においては、電源が立ち上げられると、
この分類にメディアによる分類を加えたメニューがメインメニュー画面として表示され（
図５）、さらにこのメインメニュー画面上における操作により順次階層を辿って所望の番
組を選択することが可能となる。
これによりセットトップボックス１においては、情報画面である番組を一元的に管理して
メニュー画面を表示し、複数の情報源より番組を取得して多数の番組を提供可能な場合で
も、情報源を意識させることなく、情報の内容を主体に情報を選択することが可能となる
。従ってユーザーにおいては、例えばビデオテープレコーダ、光ディスク装置等のメディ
アを意識することなく、簡易、迅速かつ的確に所望の番組を選択するこができ、その分使
い勝手を向上することができる。
すなわち例えばユーザーにおいて、ディジタル衛星放送、地上波の放送を視聴する場合に
は、メインメニュー画面において、推奨チャンネルのメニュー（Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ
）を選択して順次階層を辿ることにより（図６）、ディジタル衛星放送、地上波の放送、
チャンネル等を意識することなく、所望の放送チャンネルの番組を視聴することができる
。
またユーザーが音楽、映画等の番組の視聴を望む場合には、メインメニュー画面において
、カテゴリーのメニュー（Ｃａｔｅｇｏｒｉｅｓ）を選択して順次階層を辿ることにより
（図１２）、所望のジャンルについて一覧のメニューが表示され、このメニューより目的
の番組を選択することにより、現在放送中の番組、過去に録画した番組等を意識すること
なく、所望の番組を視聴することができる。
さらにユーザーが市販のソフトを視聴するような場合には、メインメニュー画面において
、メディアのメニュー（Ｍｅｄｉａ）を選択して順次階層を辿ることにより（図１８）、
所望のメディアについて番組一覧のメニューが表示され、このメニューより目的の番組を
選択することにより、従来と同様の操作により、さらには他の推奨チャンネルのメニュー
、カテゴリーのメニューを操作する場合と同様にして所望の番組を視聴することができる
。
このようにしてメインメニュー画面より階層を辿る際に、メインメニュー画面においては
、画面中央にフォーカスの領域が形成され、この領域を囲むようにフォーカスの表示Ｗが
形成される。さらにリモートコマンダ１８に配置した選択の操作子１８Ｃの操作に応動し
て、フォーカスの領域を示すフォーカスの表示Ｗを固定したまま、メインメニュー画面が
移動してフォーカスが切り換わる。
これによりメインメニュー画面において、所望のメニューを選択する場合に、視点をいち
いち移動させててフォーカスされたメニューを探すことなく、所望のメニューを選択する
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ことが可能となり、その分使い勝手を向上することが可能となる。
またメインメニュー画面において、何れのメニューを選択した場合でも、続く推奨チャン
ネルのメニュー画面（図７）、カテゴリーのメニュー画面（図１３）、メディアのメニュ
ー画面（図１９）においては、それぞれメニュー画面における推奨チャンネルのメニュー
、カテゴリーのメニュー、メディアのメニューにズームインするように、各メニューが徐
々に拡大して表示される（図８）。
これによりセットトップボックス１においては、ユーザー自ら選択した操作の結果を目視
確認してメニュー画面の切り換わりを確認することができ、階層化により種々の番組を管
理する場合でも、誤操作を有効に回避することができる。またユーザーにおいては、表示
画面の切り換えの前後における関係を目視により把握して画面の切り換わりを見守ること
ができ、画面が瞬時に切り換わっる場合のように、現在の表示画面が何れの階層、分類に
位置するかのような、いわゆる迷った状態を回避することができる。これによっても使い
勝手を向上することができる。
このようにして移行した各メニュー画面においては、メインメニュー画面の場合と同様に
、画面中央にフォーカスの領域が形成され、この領域を囲むようにフォーカスの表示Ｗが
形成される。さらにそれぞれ９個のメニューが配置され、このうちの画面中央のフォーカ
スに領域に配置されてフォーカスの表示Ｗにより囲まれるメニューにおいては、拡大表示
される。
これにより所望のメニューを選択する場合に、迅速にフォーカスされたメニューを探すこ
とが可能となり、その分使い勝手を向上することが可能となる。
またこれらのメニューは、中央以外のメニューにおいては、アイコンにより表示されるの
に対し、中央のフォーカスされたメニューにおいては、さらに下位階層のメニュー画面が
存在する場合にはアイコンにより（図１３及び図１９））、下位階層のメニュー画面が存
在しない場合にはその番組を示す子画面により（図７）により表示される。
これによりセットトップボックス１においては、この子画面を目視して所望の番組か否か
判断することができ、これによっても所望の番組を迅速かつ的確に選択することが可能と
なる。
またこのようなメニュー画面においても、リモートコマンダ１８に配置した選択の操作子
１８Ｃの操作に応動して、フォーカスの領域を示すフォーカスの表示Ｗは固定したまま、
各画面が移動してフォーカスが切り換わる。またこの移動に伴い、フォーカスの外れたメ
ニューの表示が小さなアイコンの表示に切り換わり、新たにフォーカスされたアイコンが
拡大表示され、下位階層のメニュー画面が存在しない場合には子画面に切り換わる（図９
）。
これによりメインメニュー画面より１階層下の各メニュー画面においても、所望のメニュ
ーを選択する場合に、視点をいちいち移動させてフォーカスされたメニューを探すことな
く、簡易かつ確実に所望のメニューを選択することが可能となり、その分使い勝手を向上
することが可能となる。またメインメニューと統一した操作により所望のメニューを選択
でき、その分使い勝手を向上することができる。
かくしてこのメインメニュー画面の続くメニュー画面が最も下位階層である推奨チャンネ
ルにおいては、このようにして選択したメニューを開くことにより、順次階層を辿って所
望の番組を視聴することが可能となる（図１０）。
これに対してさらに下位階層のメニュー画面が存在するカテゴリー及びメディアにおいて
は、さらに各メニュー画面でメニューを選択して開くことにより、続く下位階層のメニュ
ー画面に表示画面を切り換えることができる。
この場合にも、セットトップボックス１においては、メインメニュー画面より下位階層の
メニュー画面に表示を切り換えた場合と同様に、フォーカスされたメニューにズームイン
するように、メニューの表示が徐々に拡大されてメニュー画面が切り換わる（図１５）。
これによりメインメニューより下位階層のメニュー画面の表示を切り換えた場合と同様に
、ユーザー自ら選択した操作の結果を目視確認してメニュー画面の切り換わりを確認する
ことができ、階層化により種々の番組を管理する場合でも、誤操作を有効に回避すること
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ができ、さらには使い勝手を向上することができる。またメインメニューと統一した操作
により所望のメニューを選択でき、その分使い勝手を向上することができる。
このようにしてズームインによりメニュー画面を切り換える際に、アイコンが所定値以上
に大きく拡大されると、このアイコンにおいては、透明化の処理により、表示が徐々に薄
くなり、続くメニュー画面が表示される。これによりスムーズにメニュー画面の切り換わ
りが知覚され、違和感なくメニュー画面を切り換えることが可能となる。
さらにこのようにしてメニュー画面を切り換える際に、ズームインするメニューに９個以
上の多くのメニューが割り当てられている場合、各メニューに対する全てのアイコンを配
列してなる全体画面が一度表示され、この全体画面にズームインするようにしてメニュー
画面が切り換えられる（図１５及び図１６）。
これによりユーザーにおいては、例えば映画のカテゴリーについて膨大な番組を記録して
あるような場合でも、映画のカテゴリーについてのこの膨大な番組数の全体像を把握して
次のメニュー画面を操作することができる。従って例えばこのように映画の下位階層側メ
ニューにおいて、メニュー画面に表示されていない映画を選択するような場合でも、いち
いち元の階層のメニュー画面に戻ることなく所望する映画のメニューを選択することがで
き、その分迅速かつ確実に所望の番組を選択することが可能となる。
さらにこのようにして表示した下位階層のメニュー画面においても、セットトップボック
ス１においては、フォーカスの領域が画面中央に固定されたまま、各メニュー画面、さら
には全体画面が移動してフォーカスが切り換わり、またこれに伴いフォーカスの外れたメ
ニューの表示が小さなアイコンの表示に切り換わり、新たにフォーカスされたアイコンが
拡大表示され、下位階層のメニュー画面が存在しない場合には子画面に切り換わる（図９
）。
これによりこの下位階層のメニュー画面においても、所望のメニューを選択する場合に、
視点をいちいち移動させてフォーカスされたメニューを探すことなく、簡易かつ確実に所
望のメニューを選択することが可能となり、その分使い勝手を向上することが可能となる
。またメインメニューと統一した操作により所望のメニューを選択でき、その分使い勝手
を向上することができる。
かくしてセットトップボックス１においては、カテゴリー及びメディアにおいてこのよう
にして選択したメニュー画面が最下位階層の番組選択のメニュー画面であることから、所
望のメニューを選択して開くことにより、目的の番組を簡易かつ迅速に視聴することが可
能となる。
このようにして選択したメニューについて、下位階層のメニュー画面に移行する場合、さ
らには番組を選択する場合、セットトップボックス１においては、何れの場合でも、リモ
ートコマンダ１８に配置した選択の操作子１８Ｃを押圧操作して決定の操作子１８Ｃとし
て操作することにより、順次下位階層側に表示画面を切り換え、また番組を選択すること
ができる。
またこれとは逆に、キャンセルの操作子１８Ｄを操作することにより、上位階層側のメニ
ュー画面に戻ることができる。これにより階層化したメニュー画面を辿る場合に、統一化
された操作により番組を選択することができ、その分誤操作を防止して使い勝手を向上す
ることができる。
さらにこのようにしてキャンセルの操作子１８Ｄの操作により上位階層側のメニュー画面
に戻る場合にあっては、下位階層側に移行する場合とは逆に、ズームアウトするように表
示画面が切り換わり、さらには必要に応じて全体画面が表示される。
これにより上位階層に戻る場合でも、迷うことなく、また全体像を把握して、上位階層に
戻ることができ、これによっても迅速かつ的確に所望の番組を選択することが可能となる
。
このようにして順次メニュー画面を切り換えるにつき、推奨チャンネル及びカテゴリーに
おける最下位階層の番組選択メニュー画面において（図６及び図１２）、シフトの操作子
１８Ｅを押圧操作して決定の操作子１８Ｃを操作すると、番組案内の画面に切り換わり、
また各番組案内の画面を表示した状態でキャンセルの操作子１８Ｄを操作すると元のメニ
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ュー画面に戻る。
この番組案内の画面は、推奨チャンネルにおいては、フォーカスされていた各仮想チャン
ネルについての放送予定が順次カテゴリー別に色分けされて放送時間の順序で表示され、
これにより放送予定の番組を確認して必要に応じてタイマー録画等の設定処理を実行する
ことが可能となる。これに対してカテゴリーにおいては、フォーカスされたカテゴリーに
ついて、放送予定と各種メディアより視聴可能な番組とが一覧表により表示され、これに
よりタイトル等より所望の番組を視聴することが可能となる。
これにより階層を辿って番組を選択する通常の番組選択の操作とは異なる操作により番組
を選択する場合には、シフトの操作子１８Ｅを加えた、階層を辿る場合と同様の操作によ
り所望の番組を選択することができ、その分操作の統一性が図られて、使い勝手が向上さ
れる。
これに対してメディアの番組選択メニューにおいて、シフトの操作子１８Ｅと決定の操作
子１８Ｃが操作されると（図１８）、第２のサーチ画面に表示が切り換えられる（図２５
）。
この第２のサーチ画面においては、フォーカスされた番組について、記録時に各シーン毎
に設定されたインデックス画像が内周側より順次拡大され、この拡大された画像が時系列
の順序により内周側かららせん状に連続するように表示される。これによりユーザーにお
いては、時系列の順序で拡大する画像の遠近感により各インデックス画像の前後関係を視
覚的に把握することができ、またらせん状に連続する表示により全体の時間経過を視覚的
に把握することができる。これにより番組の流れ、各シーンを容易に理解することができ
、所望のシーンを簡易かつ迅速に頭出しすることができる。従ってその分使い勝手を向上
することができる。また、拡大された画像を時系列の順序により、内周側かららせん状に
表示すれば、未来の画像が現在に近い画像の上に重なることはない。
またこの第２のサーチ画面においては、詳細に検討することが多い現在時点に近いインデ
ックス画像については、比較的大きく表示されるのに対し、またこれとは逆に、現在時点
に比して詳細に検討することの少ない現在時点より遠いインデックス画像については、小
さく表示され、これによりユーザーの視聴したい画面については詳細に表示して表示画面
を有効に利用することができる。
またこのときらせん状の中央に向かうに従って、表示が徐々に薄くなって背景が透過する
ように表示されることにより、表示に奥行感が与えられ、これによっても時間経過を容易
に把握することができる。
またこのときこのらせん状の配置の中心より放射状に広がる背景に、これらのインデック
ス画像が配置されていることより、この背景によっても遠近感が付加され、この遠近感に
より容易に時間経過を把握することができる。
このようにして各インデックス画像により所望のシーンを頭出しする場合にあっては、選
択の操作子１８Ｃの左右方向の操作に応動して、フォーカスの領域が固定されたまま、円
周方向にインデックス画像が移動すると共に、インデックス画像の大きさが移動後の位置
に対応する大きさに変化する（図２６）。これにより視覚的に時間軸を辿るようにインデ
ックス画像を切り換えることができ、その分使い勝手を向上することができる。またこの
ときもフォーカスの領域が固定されていることにより、視点の移動を防止して、簡易にフ
ォーカスされたインデックス画像を発見することができる。
また選択の操作子１８Ｃの上下方向の操作に応動して、フォーカスの領域が固定されたま
ま、内外周方向にインデックス画像が移動すると共に、インデックス画像の大きさが移動
後の位置に対応する大きさに変化する（図２７）。これによりこのらせん状の配置の１周
分を単位にして、時間軸に沿って大きくジャンプするようにインデックス画像を切り換え
ることができ、この時間軸方向のジャンプを視覚的に把握することができる。従ってその
分使い勝手を向上することができる。またこのときもフォーカスの領域が固定されている
ことにより、視点の移動を防止して、簡易にフォーカスされたインデックス画像を発見す
ることができる。
このようにしてインデックス画像を移動させてフォーカスを切り換える際に、インデック
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ス画像においては、内周側に向かうに従って徐々に表示が薄くなり、また時間方向の手前
側であるインデックス画像についても表示が薄く設定されていることにより、例えば時間
軸に沿った方向にフォーカスを切り換える場合には、あたかもらせんの中心よりインデッ
クス画像が浮き上がって接近して来るように表示される。またこれとは逆に時間軸を遡る
方向にフォーカスを切り換える場合には、それまで視野に入っていなかったインデックス
画像が視野に入るように表示が切り換えられる。
これによりこの第２のサーチ画面においては、あたかも時間軸を基準にして立体的に配置
したインデックス画像の中で視点を移動させたかのように表示が切り換えられ、使い勝手
を一段と向上することができる。
このようしてインデックス画像を選択した後、下位階層のメニューに移行する場合と同様
に、決定の操作子１８Ｃを操作することにより、フォーカスしたインデックス画像を先頭
にしたシーンより所望の番組を再生することができ（図１８）、またこれとは逆に上位階
層のメニュー画面に戻る場合と同様にキャンセルの操作子１８Ｄの操作により元の番組選
択メニューに戻ることができ、これにより他のメニュー画面との間で統一された操作によ
り所望のシーンを頭出しすることができる。
これに対してメディアによる番組表示の画面において、シフトの操作子１８Ｅを押圧する
と、このシフトの操作子１８Ｅが押圧操作されている期間の間だけ第１のメニュー画面が
表示される（図１８）。
ここでこの第１のメニュー画面においては（図２３）、メディアがランダムアクセス可能
な場合、それまで表示されていた画面が縮小されて表示され、画面の下側にインデックス
画像が順次横並びで配置される。さらにフォーカスの領域が中央のインデックス画像に設
定され、このフォーカスされたインデックス画像が他のインデックス画像より拡大されて
表示される。
この第１のメニュー画面においても、選択の操作子１８Ｃの操作に応動して、フォーカス
の領域は固定されたまま、インデックス画像の配列が移動することによりフォーカスのイ
ンデックス画像が切り換えられ、これによりユーザーにおいて簡易にフォーカスされたイ
ンデックス画像を見つけ出すことが可能となる。またこのようにインデックス画像を選択
した後、決定の操作子１８Ｃを押圧することにより、大きく表示された画像をこのインデ
ックス画像によるシーンに切り換えることができ、このように所望のシーンを選択した後
、シフトの操作子１８Ｅの押圧を解除することにより、この頭出ししたシーンにより元の
番組表示の画面に戻って番組を視聴することができる。
これにより番組の視聴中に必要に応じてシーンをジャンプして番組の視聴を継続すること
ができ、その分使い勝手を向上することができる。
このときこのセットトップボックス１においては、シフトの操作子１８Ｅが操作されてい
る期間の間だけ、第１のサーチ画面を表示することにより、リモートコマンダ１８（図３
）における操作子の増大を防止して、この第１のサーチ画面のような他とは異なる情報選
択のメニューを提供することが可能となり、その分多量の情報を提供する場合に、この種
の情報提供装置の使い勝手を向上することができる。
またこのように操作するシフトの操作子１８Ｅにおいては、リモートコマンダ１８を把持
して、人指し指により操作できるように構成されるのに対し、決定、選択の操作子１８Ｃ
においては、同様に把持して親指により操作できるように構成されていることにより、片
手でリモートコマンダ１８を操作して簡易に所望のシーンを頭出しすることができる。
またこのときこのシフトの操作子１８Ｅにおいては、他の操作子１８Ａ、１８Ｂ、１８Ｃ
、１８Ｄの配置とは切り離して配置されていることにより、他とは異なる情報選択の表示
画面であるサーチ画面を、他の情報選択画面であるメニュー画面とは区別させてユーザー
に操作させることができ、その分このサーチ画面を選択する操作子を単に他の操作子と区
別することなく配置する場合に比して誤操作を防止でき、その分使い勝手を向上すること
ができる。
またこのシフトの操作子１８Ｅを操作した状態で同時に操作を受け付ける操作子１８Ｃに
ついては、他の情報選択画面であるメニュー画面と同様に選択、決定の機能が割り振られ
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ていることにより、その分他のメニュー画面との間で統一された操作により所望のシーン
を頭出しすることができる。
これに対して、この第１のメニュー画面を選択する操作をビデオテープレコーダ等のラン
ダムアクセス困難なメディアについて実行した場合、インデックス画像に代えて、ビデオ
テープレコーダの操作子に類似するアイコンが表示され、このアイコンの操作により同様
に頭出しすることができ、またシフトの操作子１８Ｅの押圧操作の解除により、元の画面
に戻ることができる。
この場合も、他のメニュー画面における選択、決定の操作、第１のメニュー画面等との間
で統一された操作により所望のシーンを頭出しすることができ、その分使い勝手を向上す
ることができる。
（３）実施の形態の効果
以上の構成によれば、インデックス画像を時系列により順次拡大し、この拡大した画像が
内周側より時系列の順序でらせん状に連続するように表示することにより、らせん状の連
続した配置により全体の流れを把握でき、また拡大された画像の遠近感により各インデッ
クス画像の前後関係を把握することができ、これらによりインデックス画像による番組の
流れ、各シーンの関係を容易に理解させることができる。従ってこのインデックス画像に
よる番組について、時間経過と共に変化する番組の流れを視覚的に把握して、簡易に所望
のシーンを選択することができる。
またこのようにすれば、詳細に検討することが多い現在時点に近いインデックス画像につ
いては、比較的大きく表示されるのに対し、またこれとは逆に、現在時点に比して詳細に
検討することの少ない現在時点より遠いインデックス画像については、小さく表示され、
これによりユーザーの視聴したいシーンについては詳細に表示して表示画面を有効に利用
することができる。
またこのときらせん状の中央に向かうに従って、表示を徐々に薄くして背景を透過させて
表示することにより、表示に奥行き感を与えることができ、これによっても容易に時間経
過を把握することができる。またインデックス画像を移動させてあたかも立体的に配置し
たインデックス画像の中で視点を移動させたかのような感覚により所望のインデックス画
像を選択することができる。
またこのときこのらせん状の配置の中心より放射状に広がる背景に、これらのインデック
ス画像を配置することにより、この背景によっても遠近感を付加することができ、この遠
近感により容易に時間経過を把握することができる。
さらに操作子の操作に応動して、円周方向に、内外周方向にインデックス画像を移動させ
ると共に、インデックス画像の大きさを移動後の位置に対応する大きさに変化させること
により、円周方向による短い時間間隔によるインデックス画像の切り換えと、内外周方向
による長い時間間隔によるインデックス画像の切り換えとを必要に応じて選択的に実行す
ることができ、その分所望のシーンを簡易かつ迅速に選択できるようにして、使い勝手を
向上することができる。
またフォーカスの表示によるフォーカスの領域を固定してインデックス画像の表示を移動
させることにより、視点移動を低減して使い勝手を向上することができる。
（４）他の実施の形態
なお上述の実施の形態においては、ランダムアクセス可能なメディアについてのみ第２の
サーチ画面を表示してインデックス画像をらせん状に表示する場合について述べたが、本
発明はこれに限らず、例えばビデオテープレコーダ等に記録された番組を再生する場合等
にあっても、この第２のサーチ画面を表示してインデックス画像をらせん状に表示するよ
うにしてもよい。
また上述の実施の形態においては、シーンチェンジを検出してインデックス画像を設定す
る場合について述べたが、本発明はこれに限らず、一定の時間間隔によりインデックス画
像を設定するようにしてもよい。
さらに上述の実施の形態においては、１つの番組についてインデックス画像をらせん状に
表示する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、複数の番組についてインデック



(26) JP 4314743 B2 2009.8.19

10

20

30

40

50

ス画像をらせん状に表示するようにしても良い。なおこの場合、これら複数の番組の先頭
の画面をインデックス画像に設定してもよい。
また上述の実施の形態においては、番組の時間経過に対応する時系列の画像であるインデ
ックス画像について、らせん状に配置して表示する場合について述べたが、本発明はこれ
に限らず、例えば編集装置、さらには電子スチルカメラで記録した静止画像を表示する場
合のように、記録順序による時系列により連続する画像を表示する場合等にも広く適用す
ることができる。
また上述の実施の形態においては、セットトップボックスに本発明を適用して種々の番組
である情報を提供する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えばインデック
スの画像を基準にして静止画像等の種々の情報を提供する情報提供装置、情報の提供方法
に広く適用することができる。
産業上の利用可能性
上述のように本発明によれば、インデックス画像等を順次拡大し、この拡大した画像が内
周側より時系列の順序でらせん状に連続するように表示することにより、時系列により連
続する多くの画像について、前後関係を容易に理解することができる。
【図面の簡単な説明】
図１は、本発明の実施の形態に係るセットトップボックスを示すブロック図である。
図２は、図１のセットトップボックスの内部制御部を示すブロック図である。
図３は、図１のセットトップボックスのリモートコマンダを示す斜視図である。
図４は、図３のリモートコマンダを示すブロック図である。
図５は、メインメニュー画面を示す平面図である。
図６は、推奨チャンネルについて、メインメニュー画面とその下位階層のメニューとの関
係を示す略線図である。
図７は、図６の推奨チャンネルのメニュー画面を示す平面図である。
図８（Ａ）乃至図８（Ｃ）は、メインメニュー画面から推奨チャンネルのメニュー画面へ
の遷移の説明に用いる平面図である。
図９（Ａ）乃至図９（Ｃ）は、推奨チャンネルのメニュー画面におけるフォーカスの切り
換えの説明に用いる平面図である。
図１０（Ａ）乃至図１０（Ｄ）は、推奨チャンネルのメニュー画面から番組の表示への遷
移の説明に用いる平面図である。
図１１は、推奨チャンネルにおける番組案内を示す平面図である。
図１２は、カテゴリーについて、メインメニュー画面とその下位階層のメニューとの関係
を示す路線図である。
図１３は、図１２のカテゴリーのメニュー画面を示す平面図である。
図１４は、カテゴリーの番組選択のメニュー画面を示す平面図である。
図１５（Ａ）乃至図１５（Ｃ）は、カテゴリーのメニュー画面から番組選択のメニュー画
面への遷移の説明に用いる平面図である。
図１６（Ａ）乃至図１６（Ｂ）は、図１５の続きの説明に用いる平面図である。
図１７は、カテゴリーにおける番組案内を示す平面図である。
図１８は、メディアについて、メインメニュー画面とその下位階層のメニューとの関係を
示す略線図である。
図１９は、図１８のメディアのメニュー画面を示す平面図である。
図２０は、メディアの番組選択のメニュー画面を示す平面図である。
図２１は、メニュー画面の切り換えにおける内部制御部の処理手順を示すフローチャート
である。
図２２は、図２１の続きを示すフローチャートである。
図２３は、第１のサーチ画面を示す平面図である。
図２４は、メディアがランダムアクセス困難な場合の第１のサーチ画面を示す平面図であ
る。
図２５は、第２のサーチ画面を示す平面図である。
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図２６（Ａ）乃至図２６（Ｃ）は、第２のサーチ画面における円周方向のフォーカスの切
り換えの説明に用いる平面図である。
図２７（Ａ）乃至図２７（Ｃ）は、第２のサーチ画面における内外周方向のフォーカスの
切り換の説明に用いる平面図である。
図２８は、第１のサーチ画面の表示における内部制御部の処理手順を示すフローチャート
である。
図２９は、第１のサーチ画面の表示における内部制御部の処理手順を示すフローチャート
である。
図３０は、図２９の続きを示すフローチャートである。
図３１は、第２のサーチ画面の表示における内部制御部の処理手順を示すフローチャート
である。
図３２は、図３１の続きを示すフローチャートである。
図３３は、図３２の続きを示すフローチャートである。
図３４は、番組情報の取得の説明に供するフローチャートである。
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