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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの他の放送受信装置と通信可能なインターフェイスと、受信した電子番
組ガイド情報を用いて生成された電子番組表を表示部に表示させる表示手段とを有する放
送受信装置であって、
　前記放送受信装置で視聴可能な第１の放送チャンネル及び／又は番組を特定するための
第１の放送情報、及び、前記他の放送受信装置で視聴可能な第２の放送チャンネル及び／
又は番組を特定するための第２の放送情報を取得する取得手段と、
　前記第１の放送情報と前記第２の放送情報との差分に関する情報である放送差分情報を
抽出する抽出手段と、
　前記第１の放送チャンネル及び／又は番組を、前記放送受信装置で視聴不可能な前記第
２の放送チャンネル及び／又は番組と識別可能に示した電子番組表を、前記放送差分情報
に基づいて生成する生成手段と、
を有することを特徴とする放送受信装置。
【請求項２】
　前記生成手段は、前記第１の放送チャンネル及び／又は番組を非表示とし、前記第２の
放送チャンネル及び／又は番組を表示する前記電子番組表を生成することを特徴とする請
求項１に記載の放送受信装置。
【請求項３】
　前記第１の放送情報は、前記放送受信装置の契約に関する情報であり、前記第２の放送
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情報は、前記他の放送受信装置の契約に関する情報であることを特徴とする請求項１また
は２に記載の放送受信装置。
【請求項４】
　前記電子番組表において、前記第２の放送チャンネル及び／又は番組が表示される領域
の背景色は、前記第１の放送チャンネル及び／又は番組が表示される領域の背景色とは異
なることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の放送受信装置。
【請求項５】
　前記取得手段は、前記第１の放送情報を、前記放送受信装置から取得し、前記第２の放
送情報を、前記他の放送受信装置から取得することを特徴とする請求項１乃至４のいずれ
か一項に記載の放送受信装置。
【請求項６】
　前記取得手段は、前記第１の放送情報を前記放送受信装置が有するＩＣカードから取得
し、前記第２の放送情報を前記他の放送受信装置が有するＩＣカードから取得することを
特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の放送受信装置。
【請求項７】
　少なくとも１つの他の放送受信装置と通信可能なインターフェイスと、受信した電子番
組ガイド情報を用いて生成された電子番組表を表示部に表示させる表示手段とを有する放
送受信装置の制御方法であって、
　前記放送受信装置で視聴可能な第１の放送チャンネル及び／又は番組を特定するための
第１の放送情報、及び、前記他の放送受信装置で視聴可能な第２の放送チャンネル及び／
又は番組を特定するための第２の放送情報を取得する取得ステップと、
　前記第１の放送情報と前記第２の放送情報との差分に関する情報である放送差分情報を
抽出する抽出ステップと、
　前記第１の放送チャンネル及び／又は番組を、前記放送受信装置で視聴不可能な前記第
２の放送チャンネル及び／又は番組と識別可能に示した電子番組表を、前記放送差分情報
に基づいて生成する生成ステップと、
を有することを特徴とする放送受信装置の制御方法。
【請求項８】
　前記生成ステップは、前記第１の放送チャンネル及び／又は番組を非表示とし、前記第
２の放送チャンネル及び／又は番組を表示する前記電子番組表を生成することを特徴とす
る請求項７に記載の放送受信装置の制御方法。
【請求項９】
　前記第１の放送情報は、前記放送受信装置の契約に関する情報であり、前記第２の放送
情報は、前記他の放送受信装置の契約に関する情報であることを特徴とする請求項７また
は８に記載の放送受信装置の制御方法。
【請求項１０】
　前記電子番組表において、前記第２の放送チャンネル及び／又は番組が表示される領域
の背景色は、前記第１の放送チャンネル及び／又は番組が表示される領域の背景色とは異
なることを特徴とする請求項７乃至９のいずれか一項に記載の放送受信装置の制御方法。
【請求項１１】
　前記取得ステップでは、前記第１の放送情報を、前記放送受信装置から取得し、前記第
２の放送情報を、前記他の放送受信装置から取得することを特徴とする請求項７乃至１０
のいずれか一項に記載の放送受信装置の制御方法。
【請求項１２】
　前記取得ステップでは、前記第１の放送情報を前記放送受信装置が有するＩＣカードか
ら取得し、前記第２の放送情報を前記他の放送受信装置が有するＩＣカードから取得する
ことを特徴とする請求項７乃至１１のいずれか一項に記載の放送受信装置の制御方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、放送受信装置、及び放送受信装置の制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタル衛星放送や地上波放送において、電子番組ガイド（Electrical
Program Guide：以下、「ＥＰＧ」と表記する）による情報が提供されている。ＥＰＧは
、例えば、放送番組の情報に多重する方式により提供されている。一般的に、ＥＰＧは、
放送局ごとの番組情報を表示する。例えば、特許文献１は、ＥＰＧの利便性を高めるため
に、ユーザの放送契約情報に基づいて、ユーザが視聴している放送受信装置によって、視
聴可能な番組のみを表示する技術を開示している。
【特許文献１】特開２００１－０７８１１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ここで、例えば、複数の放送機器（放送受信装置）を接続しているホームネットワーク
などの環境においては、放送機器ごとに有料放送の契約が異なることなどに起因して、各
放送機器によって、ユーザが視聴できる番組が異なる場合がある。しかしながら、特許文
献１は、個別の放送機器で視聴可能な番組を容易に認識する技術を開示してはいるものの
、複数の放送機器が接続された環境における放送機器ごとの視聴可能な番組についてユー
ザが認識する技術については開示していない。従って、ユーザが、例えばホームネットワ
ーク上の他の放送機器における視聴可否を知るためには、個別の放送機器ごとに番組表を
確認することが必要となり、手間がかかるという問題があった。
【０００４】
　本発明は、このような状況を鑑みてなされたものであり、通信可能に接続された他の放
送受信装置で視聴可能な番組やチャンネルが存在するかを容易に知ることのできる放送受
信装置及び放送受信装置の制御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】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明の放送受信装置は、少なくとも１つの他の放送受信
装置と通信可能なインターフェイスと、受信した電子番組ガイド情報を用いて生成された
電子番組表を表示部に表示させる表示手段とを有する放送受信装置であって、前記放送受
信装置で視聴可能な第１の放送チャンネル及び／又は番組を特定するための第１の放送情
報、及び、前記他の放送受信装置で視聴可能な第２の放送チャンネル及び／又は番組を特
定するための第２の放送情報を取得する取得手段と、前記第１の放送情報と前記第２の放
送情報との差分に関する情報である放送差分情報を抽出する抽出手段と、前記第１の放送
チャンネル及び／又は番組を、前記放送受信装置で視聴不可能な前記第２の放送チャンネ
ル及び／又は番組と識別可能に示した電子番組表を、前記放送差分情報に基づいて生成す
る生成手段と、を有することを特徴とする。
 
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、通信可能に接続された他の放送受信装置で視聴可能な番組やチャンネ
ルが存在するかを容易に知ることのできる放送受信装置、及び放送受信装置の制御方法を
提供することができ、ユーザの利便性を向上させることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について図面等を参照して説明する。なお、
本発明の実施形態として、例えば、家庭内のホームネットワークに複数の放送受信装置が
接続されたシステムを例に挙げる。
【０００８】
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　図１は、本発明の実施形態であるホームネットワーク１の構成例である。ホームネット
ワーク１は、ネットワーク回線２と、第１放送受信機（放送受信装置）１１と、第２放送
受信機１２と、第３放送受信機１３とを備える。各放送受信機１１、１２、１３は、ネッ
トワーク回線２を介して接続している。各放送受信機１１、１２、１３は、所定の放送キ
ャリア（例えば、地上波、ＢＳデジタル放送、１１０度ＣＳデジタル放送、ＣＡＴＶ等）
の放送を受信可能なチューナを備え、このチューナにより受信復調して得られるビデオコ
ンテンツを出力することができる。
【０００９】
　図１に示すホームネットワーク（所謂、ＬＡＮ）を構築するための規格としては、例え
ば、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）が挙げられる。もちろん、その他の通信規格を採用し
てホームネットワークを構築することも可能である。なお、本実施形態では、ネットワー
クとしているが、例えば、ＨＤＭＩ（High-Definition Multimedia Interface）やＩＥＥ
Ｅ１３９４などの伝送規格を用いて少なくとも２台の放送受信装置が接続されている構成
もあり得る。
【００１０】
　以下、第１の放送受信機１１を例に挙げ、番組表を出力可能とするための構成例につい
て、本発明の実施形態である放送受信装置の説明を行う。
【００１１】
　図２は、第１の放送受信機１１（以下、「放送受信機１１」と表記する）の内部構成例
である。放送受信機１１は、まず、操作部４１と、制御部４２と、通信Ｉ／Ｆ部（インタ
ーフェイス）２１と、ＩＣカードＩ／Ｆ部とを備える。
【００１２】
　操作部４１は、放送受信機１１に対してユーザが行った選局操作等を受信し、操作信号
を制御部４１に出力する。制御部４２は、操作部４１に対して行った操作信号を受信し、
選局制御を実行する。制御部４２は、例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等からなるマイク
ロコンピュータを備え、各種の制御処理を実行する。なお、制御部４２が放送受信機１１
内部の各部と通信を行うときは、内部バス４３を使用する。
【００１３】
　通信Ｉ／Ｆ部２１は、ホームネットワーク１を構成するネットワーク回線２と接続する
ためのインターフェイスである。例えば、通信Ｉ／Ｆ部２１は、ネットワーク回線２と接
続して通信を行うための、物理層に対応するハードウェアデバイスと、所定のソフトウェ
ア階層に対応するプログラムとを含む。ＩＣカードＩ／Ｆ部２２は、放送受信機１１を構
成する各部の要求に基づき、ＩＣカード５１に保持された暗号鍵や契約情報を読み取り、
各部に情報を送信する。また、各部からコマンドを受信し、ＩＣカード５１の情報に基づ
き、レスポンスを返信する。ＩＣカード５１は、例えば、ＢＳデジタル放送、１１０度Ｃ
Ｓデジタル放送、地上デジタル放送等の放送キャリアの放送に施された暗号を解読し視聴
するのに必要なＢ－ＣＡＳカード等を指す。
【００１４】
　放送受信機１１は、また、アンテナ２３と、チューナ部２４と、復調部２５と、ＴＳ（
トランスポートストリーム）デコード部２６と、信号処理部２７と、音声出力部２８と、
表示部２９とを備える。ここで、アンテナ２３から表示部２９は、所定の放送キャリアの
放送波を受信し、最終的に画像として出力するための画像処理系である。
【００１５】
　アンテナ２３は、所定の放送キャリアの放送波を受信する。チューナ部２４は、アンテ
ナ２３で得られた信号を受信する。そして、チューナ部２４は、後述の制御部４１の選局
制御に従って選局処理を行うことで、受信信号から、ユーザが指定した放送局に対応する
信号成分を得る。復調部２５は、チューナ部２４で得られた信号成分を受信し、送出時に
施された変調に対する復調処理を実行してベースバンド信号を得る。ＴＳデコード部２６
は、スクランブル処理が施されているベースバンド信号のデスクランブルを行う。
【００１６】
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　信号処理部２７は、ＴＳデコード部２６にてデスクランブル処理が施された信号を受信
する。信号処理部２７は、まず、圧縮符号化されている信号の復号処理を実行し、所定の
形式のデータを得る。更に、必要に応じて、他の各種信号処理を施す。例えば、信号処理
としては、画素数変換処理や、ＩＰ変換処理などがある。
【００１７】
　音声出力部２８は、信号処理部２７にて復号処理が施された音声データを出力する。表
示部２９は、信号処理部２７にて復号処理が施された画像データを出力する。なお、表示
部２９に採用するディスプレイデバイスは、特に限定されるものではない。例えば、ディ
スプレイデバイスとしては、陰極線管、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、ＦＥ
Ｄ、有機ＥＬ、ＳＥＤなどが採用可能である。なお、ＦＥＤは、Field Emission Display
、ＥＬは、Electro
Luminescence、また、ＳＥＤは、Surface-Conduction
Electron-emitter Displayのそれぞれ略語である。
【００１８】
　放送受信機１１は、また、ＥＰＧデータ取得／記憶部（情報記憶手段）３１と、放送情
報取得／記憶部（情報取得手段）３２と、差分抽出／記憶部（抽出手段）３３と、番組表
データ生成部（生成手段）３４と、番組表データ記憶部３５とを備える。ここで、ＥＰＧ
データ取得／記憶部３１から番組表データ記憶部３５は、番組表のデータを生成するため
のデータ処理系である。
【００１９】
　ＥＰＧデータ取得／記憶部３１は、放送受信機１１が受信可能な放送キャリアに対応す
るＥＰＧ（電子番組ガイド情報）データを特定し、記憶する。放送情報取得／記憶部３２
は、放送受信機１１で視聴可能な放送局情報の取得と、放送情報テーブルを記憶する。更
に、本実施形態では、放送情報取得／記憶部３２は、ホームネットワーク１に接続してい
る他の放送受信機（第２放送受信機１２及び第３放送受信機１３）で視聴可能な放送局情
報の取得も行う。この場合も、他の放送受信機で視聴可能な放送情報テーブルを記憶する
。
【００２０】
　図３は、ホームネットワーク１に接続している各放送受信機で視聴可能な放送情報の一
覧を示す放送情報テーブルの一例である。ここで、視聴可能な放送情報とは、放送受信機
が視聴可能な放送局(チャンネル)や番組を一義的に識別するための識別子を集めて成る情
報である。図３の例では、まず、ホームネットワーク１に接続している放送受信機の名称
若しくは振り分け番号等の識別子をテーブルの上部に配置する。そして、各放送受信機に
対して、視聴可能である放送局（チャンネル）や、その放送局で放映する番組等を一覧と
して配置する。
【００２１】
　差分抽出／記憶部３３は、放送受信機１１で視聴可能な放送情報と、放送受信機１１と
同じホームネットワーク上に構成された他の放送受信機で視聴可能な放送情報との差分を
抽出し、ユーザが視聴可能な放送差分情報テーブルを記憶する。
【００２２】
　図４は、ホームネットワーク１に接続している各放送受信機で視聴可能な放送情報の一
覧を示す放送差分情報テーブルの一例である。ここで、放送差分情報とは、放送受信機１
１では視聴不可能であり、且つ、他の放送受信機で視聴可能な放送局(チャンネル)や番組
の識別子を集めて成る情報である。図４の例では、まず、ホームネットワーク１上の各放
送受信機において、ユーザが、現在視聴している放送受信機の名称若しくは振り分け番号
の識別子をテーブルの最上部に配置する。その下部に、ホームネットワーク１上の他の放
送受信機（第２放送受信機１２及び第３放送受信機１３）の名称若しくは振り分け番号の
識別子を配置する。そして、他の各放送受信機（第２放送受信機１２及び第３放送受信機
１３）の配置の下部に、放送受信機１１では視聴不可能で且つ各放送受信機では視聴可能
な放送局（チャンネル）や、その放送局で放映する番組等を一覧として配置する。つまり
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、本実施形態での放送差分情報は、例えば、放送受信機１１では視聴不可能で且つ放送受
信機１２では視聴可能な放送若しくは番組の集合というように、放送受信機の組み合わせ
ごとに生成する。
【００２３】
　番組表データ生成部３４は、上記のＥＰＧデータ取得／記憶部３１と、放送情報取得／
記憶部３２と、差分抽出／記憶部３３とで取得及び抽出した、ＥＰＧデータ及び視聴可能
な放送差分情報を識別可能であり、該情報に基づいて、番組表を作成する。番組表データ
記憶部３５は、番組表データ生成部３４で作成した番組表を記憶する。そして、記憶部３
５に記憶した番組表は、ユーザの表示要求に従って、表示部２９に表示する。
【００２４】
　次に、フローチャートを参照して、番組表の出力に関して、本発明の放送受信機１１が
実行する処理手順の流れについて説明する。図５は、放送受信機１１の番組表を生成する
までの流れを示すフローチャートである。
【００２５】
　まず、ステップＳ１０１において、制御部４２は、放送受信機１１（図５において、「
自機器」と表記する）において視聴可能な放送情報を更新すべきか否か判断する。ここで
、更新すべきとの判別結果が得られた場合、以下のステップＳ１０２、Ｓ１０３、Ｓ１０
６、及びＳ１０７の手順を順次実行する。また、放送情報を更新すべきか否かの判断につ
いては、例えば、制御部４２が、情報更新タイミングを計時するためのタイマーを備え、
このタイマーが、所定時間の計時を実行する。タイマーによる計時時間が満了すると、制
御部４２が判別を実行する。なお、ステップＳ１０１における判断基準のタイミングは、
上記のように、タイマーにより一定の時間間隔で行ってもよいし、放送受信機１１の電源
をＯＮ／ＯＦＦする場合や、契約情報に変化があった場合などでもよい。また、複数の条
件を組み合わせてもよく、特に限定するものではない。
【００２６】
　次に、ステップＳ１０２において、放送情報取得／記憶部３２は、放送受信機１１の視
聴可能な放送情報を取得、記憶する。ここで、視聴可能な放送情報の取得には、契約確認
コマンドを用いる。契約確認コマンドとは、ＥＩＴ（Event Information Table）、また
はＳＤＴ（Service
Description Table）に含まれる契約確認情報を用いた、ＩＣカード５１に送信するため
のコマンドである。制御部４２が、放送情報取得／記憶部３２に記憶された契約確認コマ
ンドをＩＣカード５１に送信することにより、そのレスポンスの内容によって、放送局（
チャンネル）や番組の契約確認を行うことができる。ＥＩＴは、番組タイトル、放送日時
、番組内容などの番組に関する情報を記述したテーブルである。ＳＤＴは、システムの中
のサービスを説明するデータ、例えばサービスの名前や、サービス提供者などに関する情
報を記述したテーブルである。これらの情報は、番組の音声データ及び映像データととも
に放送局から送出される。制御部４２は、ＩＣカード５１からのレスポンスの内容によっ
て、放送局の視聴可否を確認し、図３に示すような放送情報テーブルの内容を更新する。
【００２７】
　次に、ステップＳ１０３において、制御部４２は、放送受信機１１の視聴可能な放送情
報を、他の放送受信機（第２放送受信機１２及び第３放送受信機１３）（図５において、
「他機器」と表記する）に通信Ｉ／Ｆ部２１を介して、ブロードキャストで通知する。こ
こで、制御部４２は、ステップＳ１０３の実行後に、順次ステップＳ１０６、ステップＳ
１０７を実行することになるが、これらのステップについては、以下のステップＳ１０５
の後に説明する。
【００２８】
　次に、ステップＳ１０４において、制御部４２は、まず、ホームネットワーク１に接続
された他の放送受信機から、視聴可能な放送情報の更新通知を待つ。他の放送受信機に対
して、視聴可能な放送情報を送出するよう、指示することも可能である。その場合は、制
御部４２が他の放送受信機に対して、通信Ｉ／Ｆ部２１を介して放送情報の送出を指示す
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るコマンドを発行すればよい。ここで、制御部４２は、更新通知を受信した場合、ステッ
プＳ１０５、ステップＳ１０６、ステップＳ１０７の手順を順次実行する。
【００２９】
　次に、ステップＳ１０５において、放送情報取得／記憶部３２は、他の放送受信機の視
聴可能な放送情報を取得する。更に、ステップＳ１０６において、放送情報取得／記憶部
３２は、図３に示すような放送情報テーブルを更新、記憶する。
【００３０】
　次に、ステップＳ１０７において、差分抽出／記憶部３３は、放送情報テーブルに基づ
き、各放送受信機間における視聴可能な放送の差異を抽出し、図４に示すような放送差分
情報テーブルの内容を更新する。ステップＳ１０７の手順を実行した後は、ステップＳ１
０１に戻る。
【００３１】
　ステップＳ１０８において、制御部４２は、ＥＰＧデータの更新内容を受信すると、ス
テップＳ１０９を実行する。更に、ステップＳ１０９において、ＥＰＧデータ取得／記憶
部３１は、ＥＰＧデータを取得、記憶する。ステップＳ１０９の手順を実行した後は、ス
テップＳ１０１に戻る。
【００３２】
　次に、ステップＳ１１０において、ユーザが、番組表を確認するという操作を操作部４
１に対して行い、操作部４１が、番組表の表示要求信号を制御部４２に送信した場合、ス
テップＳ１１１、ステップＳ１１２、ステップＳ１１３を順次実行する。
【００３３】
　次に、ステップＳ１１１において、番組表データ生成部３４は、ＥＰＧデータと放送差
分情報を用いて、番組表を作成する。更に、ステップＳ１１２において、番組表データ記
憶部３５は、作成された番組表を記憶する。そして、ステップＳ１１３において、制御部
４２は、記憶された番組表データを表示部２９に出力する。ステップＳ１１３の手順を実
行した後は、ステップＳ１０１に戻る。
【００３４】
　図６は、図５の処理手順で作成及び表示出力される基本的な統合番組表の一例である。
図６では、図４に示すような放送差分情報テーブルに基づき、放送受信機１１に表示され
る番組表を挙げる。
【００３５】
　図６において、統合番組表は、まず、領域全体の上側から下側にかけて、それぞれ、放
送局を表示する領域Ｙ１と、視聴可能な放送受信機を表示する領域Ｙ２と、及び番組情報
を表示する領域Ｙ３とに分割する。また、領域全体の左から右にかけて、時間帯を表示す
る領域Ｘ０と、放送局単位で番組を表示する領域Ｘ１～Ｘｎとに分割する。ここで、図４
に示す視聴可能な放送差分情報において、放送受信機１１で視聴不可能であり、且つ、他
の放送受信機１２、１３で視聴可能とされた放送局(図４中「３、５、６」)は、ユーザに
対して視認可能に背景色を変えて表示する。更に、視聴可能な放送受信機を領域Ｙ２に表
示する。
【００３６】
　なお、上記の例では、放送局の背景色を変えることにより、放送局を強調表示している
が、特に表示形式は限定されるものではない。例えば、表示形式を、放送局の枠の色を変
えたり、文字で表示したりすることで、ユーザに認識させるようにしてもよい。また、視
聴可能な放送受信機の表示方式についても、特に限定されるものではなく、ユーザが認識
可能な形式で表示できる。例えば、機器メーカーが設定する機器ＩＤや機器名を用いたり
、ユーザが設定した名前、または機器ごとに特徴付けられたアイコンや、機器が設置され
ている家庭内の部屋名を表示したりしてもよい。
【００３７】
　なお、番組表の表示形式は、上記の例に限定されるものではなく、表示出力する番組表
は、上記以外の構成でもよい。以下に、他の番組表を二例挙げる。
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　図7は、放送受信機１１と、他の放送受信機１２、１３の差分だけを表示する番組表の
例である。つまり、図７では、放送受信機１１では視聴不可能なチャンネルや番組を非表
示とし、他の放送受信機１２、１３で視聴可能な放送局及び番組だけを表示することにな
る。これにより、放送チャンネルが多数存在する場合には、自機器では視聴できないが、
他の放送受信装置では視聴可能な番組や放送チャンネルを容易に視認できる。
【００３９】
　図８は、番組ごとの契約などがあった場合に表示する番組表の例である。図８では、領
域Ｙ２１の局表示領域における「３テレビ□□」の番組Ｆが、放送受信機１１で視聴不可
能で、放送受信機１２で視聴可能なことを示す。ここでは、放送局の領域全体ではなく、
番組情報の表示領域Ｙ２３の背景色を変えて、当該番組を強調し、番組情報の下部に視聴
可能機器を表示する。なお、図６、図７、図８に示した電子番組表をユーザの指示に従っ
て切換表示可能なように構成することで、ユーザの利便性は更に向上する。
【００４０】
　以上、本発明の放送受信装置によれば、通信可能に接続された他の放送受信装置で視聴
可能な番組やチャンネルが存在するかを容易に知ることのできる放送受信装置及び放送受
信装置の制御方法を提供することを目的とする。
【００４１】
　尚、本発明は、その精神、またはその主要な特徴から逸脱することなく、様々な形で実
現する事が出来る。従って、前述の実施形態はあらゆる点に於いて単なる例示に過ぎず、
限定的に解釈してはならない。例えば、上述した実施形態として例示した放送受信装置は
表示部を備えた、いわゆるテレビジョンに相当するものであるが、本願発明は必ずしも表
示部を有したテレビジョンである必要は無い。例えば、チューナと通信可能なインターフ
ェイスを搭載した放送レコーダやコンピュータも一般的となっているが、こうした機器に
おいても電子番組表を生成し、外部の表示部に番組表を表示させることが可能である。即
ち、本願発明における放送受信装置はテレビジョンに限ったものではない。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明の実施形態であるホームネットワークのシステム構成図である。
【図２】本発明の実施形態である放送受信装置の内部構成図である。
【図３】放送受信装置が保持する視聴可能な放送情報テーブルである。
【図４】放送受信装置が保持する視聴可能な放送差分情報テーブルである。
【図５】放送受信装置の番組表生成の流れを示すフローチャートである。
【図６】放送受信装置が生成する番組表の一例である。
【図７】放送受信装置が生成する番組表の一例である。
【図８】放送受信装置が生成する番組表の一例である。
【符号の説明】
【００４３】
　１　　ホームネットワーク
　２　　ネットワーク回線
　１１　第１放送受信機（放送受信装置）
　１２　第２放送受信機（放送受信装置）
　１３　第３放送受信機（放送受信装置）
　２１　通信Ｉ／Ｆ部（インターフェイス）
　２９　表示部
　３２　放送情報取得／記憶部
　３３　差分抽出／記憶部
　３４　番組表データ生成部
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