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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して接続された第１外部装置から、複数の番組についての第１番組情
報を取得する取得手段と、
　第２外部装置から、第１の番組のチャンネル識別子と前記第１の番組の番組名に関する
番組名情報とを受信する受信手段と、
　前記取得手段が取得した前記第１番組情報から、前記受信手段により受信された前記チ
ャンネル識別子が示すチャンネルと所定時刻とに対応する１の番組についての第２番組情
報を抽出し、前記取得手段が取得した前記第１番組情報から、前記第２番組情報に対応す
る番組の１つ前の番組についての第３番組情報を抽出する抽出手段と、
　前記抽出手段により抽出された前記第２番組情報に含まれる第２番組名と、前記受信手
段により受信された前記番組名情報が示す番組名とが対応する場合に、前記第２番組情報
に基づいた情報を表示し、前記受信手段により受信された前記番組名情報が示す番組名と
、前記抽出手段により抽出された前記第２番組情報に含まれる第２番組名とが異なる場合
、前記第３番組情報に基づいた情報を表示する表示手段と
を具備する、情報処理装置。
【請求項２】
　前記情報処理装置外からの外部入力を受ける受付手段と、
　前記外部入力に応じて、前記第２外部装置に番組情報の要求を送信する要求送信手段と
を更に備え、
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　前記所定時刻は、前記受付手段が前記外部入力を受けた時刻に応じた時刻である、請求
項１記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記表示手段は、前記第２番組情報が示す番組についてのキーワードを表示する、請求
項１記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記キーワードに対する外部入力を前記受付手段が受け付けた場合に、当該キーワード
を用いた検索を実行する検索手段を更に備える、請求項３記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記取得手段は、前記第１外部装置から、前記第２番組情報が示す番組に関連するウェ
ブページのアドレスを取得し、
　前記表示手段は、前記第２番組情報に基づいた情報と、前記取得手段が取得した前記ア
ドレスにアクセスするための画像とを表示する、請求項１記載の情報処理装置。
【請求項６】
　番組のチャンネルを選択する選択手段と、
　前記選択手段により選択されたチャンネルの映像データと、複数の前記番組についての
第１番組情報とを含む放送波を受信する放送受信手段と、
　ネットワークを介して接続された第１外部装置から、複数の前記番組についての第２番
組情報を取得する取得手段と、
　前記放送受信手段が受信した前記第１番組情報から、前記選択手段により選択されたチ
ャンネルと所定時刻とに対応する１の番組についての第１番組名を抽出する第１抽出手段
と、
　前記取得手段が取得した前記第２番組情報から、前記選択手段により選択されたチャン
ネルと前記所定時刻とに対応する１の番組についての第３番組情報を抽出し、前記取得手
段が取得した前記第２番組情報から、前記第３番組情報に対応する番組の１つ前の番組に
ついての第４番組情報を抽出する第２抽出手段と、
　前記第２抽出手段により抽出された前記第３番組情報に基づいた情報を第２外部装置に
送信する送信手段とを備え、
　前記第１抽出手段により抽出された第１番組名と、前記第２抽出手段により抽出された
前記第３番組情報に含まれる第２番組名とが対応する場合に、前記第３番組情報に基づい
た情報を第２外部装置に送信し、前記第１抽出手段により抽出された第１番組名と、前記
抽出手段により抽出された前記第３番組情報に含まれる第２番組名とが異なる場合、前記
第４番組情報に基づいた情報を前記第２外部装置に送信する送信手段と
を具備する、放送受信装置。
【請求項７】
　前記送信手段は、前記第３番組情報に基づいた画面データを前記第２外部装置に送信す
る、請求項６記載の放送受信装置。
【請求項８】
　前記送信手段は、前記第２外部装置の表示画面の解像度に応じた解像度の前記画面デー
タを前記第２外部装置に送信する、請求項７記載の放送受信装置。
【請求項９】
　前記送信手段は、前記第３番組情報が示す番組についてのキーワードと、当該キーワー
ドを用いた検索処理を指示するコマンドとを対応付けて前記第２外部装置に送信する、請
求項７記載の放送受信装置。
【請求項１０】
　前記取得手段は、前記第１外部装置から、前記第３番組情報が示す番組に関連するウェ
ブページのアドレスを取得し、
　前記送信手段は、前記第３番組情報に基づいた情報と、前記取得手段が取得した前記ア
ドレスとを前記第２外部装置に送信する、請求項６記載の放送受信装置。
【請求項１１】
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　ネットワークを介して接続された第１外部装置から、複数の番組についての第１番組情
報を取得し、
　第２外部装置から、第１の番組のチャンネル識別子と前記第１の番組の番組名に関する
番組名情報とを受信し、
　前記取得した前記第１番組情報から、前記受信された前記チャンネル識別子が示すチャ
ンネルと所定時刻とに対応する１の番組についての第２番組情報を抽出し、前記取得した
前記第１番組情報から、前記第２番組情報に対応する番組の１つ前の番組についての第３
番組情報を抽出し、
　前記抽出された前記第２番組情報に含まれる第２番組名と、前記受信された前記番組名
情報が示す番組名とが対応する場合に、前記第２番組情報に基づいた情報を表示し、
　前記受信された前記番組名情報が示す番組名と、前記抽出された前記第２番組情報に含
まれる第２番組名とが異なる場合、前記第３番組情報に基づいた情報を表示する、情報処
理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、番組に関する情報を処理する情報処理装置、放送受信装置及び情
報処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　テレビ放送の放送波を受信し、当該放送波に含まれる番組情報を抽出する技術がある。
この技術では、抽出した番組情報を用い、電子番組表画面や、番組映像に番組情報の画像
を重畳させた画面等を表示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－３３９０４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、テレビ装置が表示している放送番組についての番組情報を携帯端末等の情報処
理装置が表示することにより、ユーザの利便性を向上させることができる。そしてこの場
合、例えばテレビ装置が、放送波に重畳された番組情報を抽出し、当該番組情報を携帯端
末に送信する等の処理が考えられる。
【０００５】
　しかしながら、放送波に重畳された番組情報の利用方法がガイドライン等により制限さ
れている場合がある。例えば、放送波を受信した機器が、当該放送波に含まれる番組情報
を他機器に出力することが好ましくないとされる場合がある。このため、情報処理装置は
、放送波に重畳された番組情報とは異なる好適な番組情報を取得できることが好ましい。
【０００６】
　そこで本発明の実施形態は、好適な番組情報の取得を可能とする情報処理装置、放送受
信装置及び情報処理方法の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するために、実施形態の情報処理装置は、取得手段と、受信手段と、
抽出手段と、表示手段とを備える。取得手段は、ネットワークを介して接続された第１外
部装置から、複数の番組についての第１番組情報を取得する。受信手段は、第２外部装置
から、第１の番組のチャンネル識別子と前記第１の番組の番組名に関する番組名情報とを
受信する。前記抽出手段は、前記取得手段が取得した前記第１番組情報から、前記受信手
段が受信した前記チャンネル識別子が示すチャンネルと所定時刻とに対応する１の番組の
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第２番組情報を抽出し、前記取得手段が取得した前記第１番組情報から、前記第２番組情
報に対応する番組の１つ前の番組についての第３番組情報を抽出する。そして前記表示手
段は、前記抽出手段により抽出された前記第２番組情報に含まれる第２番組名と、前記受
信手段により受信された前記番組名情報が示す番組名とが対応する場合に、前記第２番組
情報に基づいた情報を表示し、前記受信手段により受信された前記番組名情報が示す番組
名と、前記抽出手段により抽出された前記第２番組情報に含まれる第２番組名とが異なる
場合、前記第３番組情報に基づいた情報を表示する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１実施形態に係る受信装置、携帯端末及びサーバ装置の利用形態例を示す図。
【図２】第１実施形態に係る受信装置及び携帯端末の機能ブロック例を示す図。
【図３】第１実施形態に係る携帯端末が表示する画面例を示す図。
【図４】第１実施形態に係る受信装置による番組照合処理例を示す図。
【図５】第１実施形態に係る受信装置及び携帯端末による番組情報表示に係る処理フロー
例を示す図。
【図６】第２実施形態に係る受信装置及び携帯端末の機能ブロック例を示す図。
【図７】第２実施形態に係る受信装置及び携帯端末による番組情報表示に係る処理フロー
例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して実施形態を説明する。
（第１実施形態）
　図１は、第１実施形態に係る情報処理システムの利用形態例を示す図である。実施形態
に係る情報処理システムは、受信装置１００、携帯端末２００及びホームネットワーク３
００を含み、インターネット４００を介してサーバ装置５００と接続されている。そして
実施形態に係る放送受信装置は、例えば受信装置１００として実現されている。また、受
信装置１００と携帯端末２００とは、有線／無線のホームネットワーク３００により接続
されている。
【００１０】
　ここで、受信装置１００は、テレビ放送の映像と当該テレビ放送の各放送番組について
の番組情報とが重畳された放送波を受信する機能を有する。また受信装置１００は、イン
ターネット４００を介して接続されたサーバ装置５００から、当該サーバ装置５００が格
納する、テレビ放送の各放送番組についての番組情報を取得することができる。そして受
信装置１００は、放送波に含まれる番組情報とサーバ装置５００から取得した番組情報と
を照合し、好適な番組情報を携帯端末２００に送信することができるものであるが、詳細
は図２乃至７を参照して後述する。
【００１１】
　図２は、受信装置１００及び携帯端末２００の機能ブロック例を示す図である。
　受信装置１００は、受信部１０１、分離部１０２、放送波ＥＰＧ格納部１０３、再生制
御部１０４、信号処理部１０５、表示部１０６、通信部１０７、サーバＥＰＧ取得部１０
８、サーバＥＰＧ格納部１０９、照合部１１０、ＧＵＩ生成部１１１等を備える。
【００１２】
　受信部１０１はＢＳデジタル放送や地上波デジタル放送等の放送波を受信するチューナ
モジュール等である。分離部１０２は、受信部１０１が受信した放送波に含まれる各種デ
ータを分離する。例えば放送波にはテレビ番組の映像データ及び番組情報（ＥＰＧ：Ｅｌ
ｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｇｕｉｄｅ）等が重畳されている。なお、ここで受
信部１０１が受信する放送波には、複数の放送番組の夫々の番組についての番組情報が含
まれる。分離部１０２はこれらを抽出・分離して、番組情報を放送波ＥＰＧ格納部１０３
に、映像データを再生制御部１０４に出力する。そして放送波ＥＰＧ格納部１０３は、放
送波から抽出された、複数番組の夫々についての番組情報を格納する。
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【００１３】
　再生制御部１０４は、受信部１０１が受信中の放送波に重畳されている映像の再生を制
御する。つまり再生制御部１０４は、何れのチャンネルの映像を表示部１０６に表示させ
るかをユーザからの操作入力等に応じて決定する。そして、決定したチャンネルの放送波
の受信を受信部１０１に指示し、分離部１０２から入力される映像データを信号処理部１
０５に出力し、当該映像データを当該信号処理部１０５にデコード（再生）させる。なお
、ユーザからの操作入力は、通信部１０７が携帯端末２００から受信するチャンネル変更
コマンドや、図示しない受光部がリモートコントローラから受信するチャンネル変更コマ
ンド等の形式により受信装置１００に入力される。
【００１４】
　信号処理部１０５は、再生制御部１０４から入力される映像データをデコード（再生）
する。次に信号処理部１０５は、デコードした映像データを、表示部１０６が表示可能な
形式に映像信号に変換して表示部１０６に出力する。そして表示部１０６は、入力された
映像信号を用いて映像を表示する。
【００１５】
　通信部１０７は、ネットワーク３００を介して接続された携帯端末２００と各種データ
を送受信する。ここで通信部１０７は、携帯端末２００から例えば番組情報要求コマンド
やチャンネル変更コマンド等を受信する。また通信部１０７は、番組情報のデータ等を送
信する。更に通信部１０７は、インターネット４００を介して接続されたサーバ装置５０
０に対する番組情報要求コマンドの送信、及び当該要求に対してサーバ装置５００から送
信される番組情報の受信も実行する。
【００１６】
　サーバＥＰＧ取得部１０８は、通信部１０７を用いて、サーバ装置５００から複数番組
の番組毎の番組情報を取得する。ここで番組情報には、番組毎に、番組名と、チャンネル
識別子と、番組開始／終了時間と、番組内容説明文等とが対応付けられている。またサー
バＥＰＧ取得部１０８は、サーバ装置５００から、番組情報の番組毎に付加された付加情
報を取得してもよい。ここで付加情報とは、例えば番組情報の番組内容説明文に含まれる
語句等のキーワードや、番組に関連するインターネットホームページ（ウェブページ）の
アドレス情報等である。なお、キーワードは、サーバ装置５００が当該サーバ装置５００
内に格納される番組情報の番組内容説明文から抽出しても良いし、あるいはサーバＥＰＧ
取得部１０８が、取得した番組情報の番組内容説明文から抽出しても良い。そしてサーバ
ＥＰＧ取得部１０８は、取得した番組情報及び付加情報をサーバＥＰＧ格納部１０９に記
憶させる。
【００１７】
　なお、サーバＥＰＧ取得部１０８は、例えば携帯端末２００からの番組情報要求コマン
ドを通信部１０７が受信した場合に、サーバ装置５００からの番組情報及び付加情報の取
得を行う。そしてサーバＥＰＧ取得部１０８は、番組情報要求コマンドを受けると照合部
１１０に通知する。またこのときサーバＥＰＧ取得部１０８は、前回の番組情報取得から
一定期間以上が経過している場合に番組情報の取得を行っても良い。更にサーバＥＰＧ取
得部１０８は、例えば一定期間毎に番組情報を取得しても良い。
【００１８】
　照合部１１０は、サーバＥＰＧ格納部１０９に格納された番組情報と、放送波ＥＰＧ格
納部１０３に格納された番組情報とを照合する。ここで照合部１１０は、サーバＥＰＧ取
得部１０８からの通知を受けると、再生制御部１０４から、現在の時刻についての時刻情
報と、再生制御部１０４が再生中のチャンネルの識別子とを取得する。次に照合部１１０
は、サーバＥＰＧ格納部１０９に格納された番組情報のうち、取得したチャンネル識別子
が示すチャンネルの複数の番組情報を抽出し、更にその中から、時刻情報が示す時刻に対
応する１の番組の番組情報を抽出する。
【００１９】
　また照合部１１０は、放送波ＥＰＧ格納部１０３に格納された複数番組の番組情報のう
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ち、再生制御部１０４から取得した時刻情報及びチャンネル識別子に応じた１の番組の番
組情報を抽出する。
【００２０】
　そして照合部１１０は、放送波ＥＰＧ格納部１０３から抽出した番組情報と、サーバＥ
ＰＧ１０９格納部から抽出した番組情報とが対応するか否かを照合する。ここで照合部１
１０は、例えば放送波ＥＰＧ格納部１０３から抽出した番組情報の番組名と、サーバＥＰ
Ｇ格納部１０９から抽出した番組情報の番組名とが一致するか否かを判別すること等によ
り照合を行う。そして照合部１１０は、放送波ＥＰＧ格納部１０３からの番組情報とサー
バＥＰＧ格納部１０９からの番組情報とが対応する場合、サーバＥＰＧ格納部１０９から
抽出した番組情報をＧＵＩ生成部１１１に出力する。なお番組情報をＧＵＩ生成部１１１
に出力する場合に照合部１１０は、当該番組情報についての付加情報をＧＵＩ生成部１１
１に出力する。
【００２１】
　ＧＵＩ生成部１１１は、照合部１１０から番組情報及び付加情報が入力されると、これ
らの情報を用いてＧＵＩデータを生成する。ここで当該ＧＵＩデータは、番組名及び番組
内容説明文等の番組情報を示す画像と、キーワードやホームページ情報等の付加情報を示
す画像と、これらの画像の画面上での配置位置を示す位置情報と、付加情報を示す画像に
対する操作入力を受けた場合に所定の処理を実行させるためのコマンド情報とを含む。そ
してＧＵＩ生成部１１１は、生成したＧＵＩのデータを通信部１０７を用いて携帯端末２
００に送信する。
【００２２】
　ここでＧＵＩ生成部１１１は、例えば携帯端末２００の表示部２０５の解像度に応じた
ＧＵＩデータを生成してもよい。例えば、携帯端末２００が、番組情報要求コマンドに当
該携帯端末２００の画面解像度情報を含めて送信し、ＧＵＩ生成部１１１は、受信された
番組情報要求コマンドに含まれる画面解像度情報に応じた解像度の画像を生成し、また、
画像の配置位置を示す位置情報も当該解像度に応じて調整する。またＧＵＩ生成部１１１
は、例えば番組タイトルや番組内容等の文字情報のフォントサイズを、画面解像度情報に
応じたサイズに設定する。つまりＧＵＩ生成部１１１は、携帯端末２００の画面解像度に
応じた解像度のＧＵＩデータ（画面データ）を生成する。あるいは、受信装置１００は、
予め携帯端末２００の画面解像度と、携帯端末２００の機器識別子とを対応付けて登録し
、携帯端末２００が機器識別子を含む番組情報要求コマンドを送信するようにすれば、Ｇ
ＵＩ生成部１１１は、当該コマンドに含まれる機器識別子に対応付けられた画面解像度に
応じてＧＵＩデータを生成できる。
【００２３】
　続いて携帯端末２００の機能ブロック例を説明する。携帯端末２００は、操作受付部２
０１、ＧＵＩ処理部２０２、通信部２０３、信号処理部２０４、表示部２０５等を備える
。操作受付部２０１は、携帯端末２００外からのユーザ操作入力を受け付ける。そして操
作受付部２０１は、例えば図３で後述する表示画面に対するユーザ操作入力を受け付け、
受け付けた操作入力をＧＵＩ処理部２０２に出力する。
【００２４】
　ＧＵＩ処理部２０２は、ＧＵＩの生成と、表示部２０５が表示したＧＵＩの画面に対す
る操作入力の処理とを行う。ＧＵＩ処理部２０２は、図３で後述する受信装置操作画面の
ＧＵＩ画像データを生成する。ここでＧＵＩ処理部２０２は、当該受信装置操作画面に対
する番組情報要求操作入力を受けると、通信部２０３を用いて受信装置１００に番組情報
要求コマンドを送信する。そしてＧＵＩ処理部２０２は、受信装置１００から送信された
ＧＵＩデータを通信部２０３が受信すると、当該ＧＵＩデータに基づいて番組情報画面の
画像データを生成し、生成した画像データを信号処理部２０４に出力する。なお番組情報
画面については図３を参照して後述する。
【００２５】
　信号処理部２０４は、ＧＵＩ処理部２０２から画像データが入力されると、当該データ
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を表示部２０５が表示可能な形式の映像信号に変換して表示部２０５に出力する。そして
表示部２０５は、入力された映像信号に応じた映像を表示する。
【００２６】
　次に図３を参照して、携帯端末２００が表示する画面の構成例を説明する。
　図３（Ａ）は、携帯端末２００が生成・表示する受信装置操作画面の画面例を示す。こ
こで受信装置操作画面Ｐ１０には、受信装置１００が表示する映像のチャンネル変更操作
を受け付ける画像Ｐ１１、受信装置１００が出力する音声の音量変更操作を受け付ける画
像Ｐ１２、受信装置１００が表示している番組の番組情報を携帯端末２００の表示部２０
５に表示させるための番組情報要求操作を受け付ける画像Ｐ１３等が配置される。そして
、操作受付部２０１が画像Ｐ１３を指定した操作入力を受けると、通信部２０３は受信装
置１００に対して番組情報要求コマンドを送信する。なおここで通信部２０３は、表示部
２０５の画面解像度についての情報や自機器の機器識別子を含む番組情報要求コマンドを
送信してもよい。
【００２７】
　図３（Ｂ）は、受信装置１００から送信されたＧＵＩデータに基づいて携帯端末２００
が生成・表示する番組情報画面の例を示す図である。
　画面Ｐ２０には、タイトル画像Ｐ２１、内容説明画像Ｐ２２、キーワード画像Ｐ２３ａ
乃至Ｐ２３ｃ、関連情報画像Ｐ２４等が配置される。なお、当該画面Ｐ２０に表示される
情報は、前述の通りサーバ装置５００から取得された番組情報から抽出された情報に基づ
いている。ここでタイトル画像Ｐ２１は、番組名を示す画像である。内容説明画像Ｐ２２
は、番組の内容説明文を示す画像である。キーワード画像Ｐ２３ａ乃至Ｐ２３ｃは、番組
情報の番組内容説明文から抽出されるキーワードに関する画像であり、これらキーワード
は例えばサーバ装置５００により抽出される。
【００２８】
　ここで、ＧＵＩ処理部２０２は、受信装置１００のＧＵＩ生成部１１１が生成したコマ
ンド情報に基づき、キーワード画像Ｐ２３ａ乃至Ｐ２３ｃに対する操作入力を受けた場合
に所定の処理を実行するよう設定する。例えば、受信装置１００のＧＵＩ生成部１１１は
、キーワード画像Ｐ２３ａ乃至Ｐ２３ｃの夫々に対して、当該キーワード画像が示すキー
ワードを用いた検索処理を対応付けたＧＵＩデータを生成する。そして携帯端末２００の
ＧＵＩ処理部２０２は、自機器が当該画像に対する操作入力を受けると当該操作用画像に
対応付けられたキーワードを用いたインターネット検索を実行するよう設定する。つまり
、キーワード画像Ｐ２３ａ乃至Ｐ２３ｃに対する操作入力を操作受付部２０１が受けると
、通信部２０３は操作入力を受けたキーワード画像のキーワードを用いたインターネット
検索を実行し、表示部２０５は検索結果を表示する画面を表示する。
【００２９】
　関連情報画像Ｐ２４は、番組に関連するウェブページ等を表示するための画像であり、
当該画像に対する操作入力を操作受付部２０１が受け付けると、通信部２０３は関連情報
画像Ｐ２４に設定されているＵＲＬのウェブページの情報を取得して、表示部２０５は当
該ウェブページの情報を表示する。
【００３０】
　なお受信装置１００は、必ずしもＧＵＩデータとして番組情報を送信しなくともよい。
つまり受信装置１００は、番組名、番組内容説明、キーワード及び関連ウェブページのア
ドレス等を例えばテキスト形式等で携帯端末２００に送信し、携帯端末２００のＧＵＩ処
理部２０２はこれら情報に基づいて上記の画面を生成してもよい。即ち受信装置１００は
、少なくとも番組についての情報を携帯端末２００に送信すればよい。そして当該情報が
、サーバ装置５００から取得された番組情報に基づいていればよい。
【００３１】
　次に図４を参照して、受信装置１００による番組情報の照合処理に係る処理フロー例を
説明する。
　図４（Ａ）は、受信装置１００が放送波から抽出した番組情報と、サーバ装置５００か
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ら取得した番組情報とを照合する処理の例を示す図である。放送波ＥＰＧ格納部１０３は
放送波から抽出した番組情報に基づいた放送波ＥＰＧ　Ｐ３０を格納する。ここで放送波
ＥＰＧ　Ｐ３０では、複数番組の各々に対して、放送チャンネル、番組名、番組内容説明
文、放送開始／終了時刻等の番組情報が対応付けられている。また、サーバＥＰＧ格納部
１０９は、サーバ装置５００から受信した番組情報に基づいたサーバＥＰＧ　Ｐ４０を格
納する。サーバＥＰＧ　Ｐ４０では、複数番組の各々の番組に対して、放送チャンネル、
番組名、番組内容説明文、放送開始／終了時刻、付加情報等の番組情報が対応付けられて
いる。つまり放送波ＥＰＧ　Ｐ３０及びサーバＥＰＧ　Ｐ４０では、複数の放送チャンネ
ルの夫々の各時間帯に対して放送番組が対応付けられており、夫々の放送番組には、番組
名や番組内容説明文が対応付けられている。
【００３２】
　ここで照合部１１０は、携帯端末２００からの番組情報要求コマンドに応じて照合を行
う場合、再生制御部１０４から現在再生中の映像のチャンネル識別子及び現在時刻情報を
取得する。そして照合部１１０は、取得したチャンネル識別子がチャンネルＡを示し、現
在時刻情報が時刻Ｔ１を示す場合、当該チャンネル識別子及び時刻情報に対応する番組の
番組情報を、放送波ＥＰＧ格納部１０３に格納された番組情報Ｐ３０とサーバＥＰＧ格納
部１０９に格納された番組情報Ｐ４０との中から夫々抽出する。つまり、ここで照合部１
１０は、Ｐ３２及びＰ４２の番組情報を抽出する。
【００３３】
　そして照合部１１０は、放送波ＥＰＧ格納部１０３の番組情報から抽出した番組Ｐ３２
の番組情報と、サーバＥＰＧ格納部１０９の番組情報から抽出した番組情報とが対応する
か否か判別する。つまり照合部１１０は、例えば番組Ｐ３２の番組情報に含まれる番組名
と、番組Ｐ４２の番組情報に含まれる番組名とが一致するか否か判別する。そして図４（
Ａ）の例では、番組名が一致するため、照合部１１０はサーバＥＰＧ　Ｐ４０に含まれる
番組Ｐ４２の番組情報をＧＵＩ生成部１１１に出力する。
【００３４】
　しかしながら、例えばスポーツの試合中継等の番組においては、試合時間の延長等によ
り放送時間が変更される場合がある。そして、放送波に重畳された番組情報と、番組情報
配信サーバが配信する番組情報とで、放送時間の変更が番組情報に反映されるまでの時間
が異なる場合がある。即ち、放送波に重畳された番組情報は、各放送事業者が配信するも
のであるため、サーバ装置５００が配信する番組情報よりも早く、放送時間の変更が反映
される場合がある。
【００３５】
　図４（Ｂ）に、放送番組の放送時間が延長された場合における照合処理例を示す。なお
ここでは、放送波ＥＰＧ　Ｐ５０には放送時間の変更が反映されており、サーバＥＰＧ　
Ｐ６０には当該変更が反映されていないものとする。
【００３６】
　ここで照合部１１０は、時刻Ｔ２において携帯端末２００からの番組情報要求コマンド
を通信部１０７が受けると、再生制御部１０４から現在再生中の映像のチャンネル識別子
及び現在時刻情報を取得する。そして照合部１１０は、取得したチャンネル識別子がチャ
ンネルＡを示し、現在時刻情報が時刻Ｔ２を示す場合、放送波ＥＰＧ格納部１０３及びサ
ーバＥＰＧ格納部１０９の夫々に格納された番組情報から、当該チャンネル識別子及び時
刻情報に対応する番組Ｐ５１及びＰ６２の番組情報を抽出する。
【００３７】
　次に照合部１１０は、番組Ｐ５１の番組名と、番組Ｐ６２の番組名とが対応するか否か
を判別する。図４（Ｂ）の例においては、これらの番組名は一致しないため、照合部１１
０は、サーバＥＰＧ格納部１０９から番組Ｐ６２の１つ前の番組Ｐ６１の番組情報を抽出
する。そして照合部１１０は、番組Ｐ５１の番組名と番組Ｐ６１の番組名を照合する。こ
こで、図４（Ｂ）の例では、番組Ｐ５１及びＰ６１の番組名が一致するため、照合部１１
０はサーバＥＰＧ　Ｐ６０に含まれる番組Ｐ６１の番組情報をＧＵＩ生成部１１１に出力
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する。
【００３８】
　次に図５を参照して、受信装置１００及び携帯端末２００による、番組情報の表示に係
る処理フロー例を説明する。
　まず受信装置１００は、何れかのチャンネルの放送波を受信し（Ｓ５０１）、当該放送
波に重畳された番組情報を取得する。また受信装置１００は、受信中の放送波に重畳され
た映像データに基づいた映像を表示部１０６に表示する（Ｓ５０２）。そして受信装置１
００は、携帯端末２００からの番組情報要求コマンドの受信を待ち受ける（Ｓ５０３）。
【００３９】
　受信装置１００が映像を表示している際に、携帯端末２００は、例えば図３（Ａ）に示
すような受信装置操作画面を表示して（Ｓ５０４）、当該画面に対するユーザからの操作
入力を受け付ける（Ｓ５０５）。そして携帯端末２００は、ユーザからの番組情報要求操
作を受けると（Ｓ５０５のＹｅｓ）、受信装置１００に番組情報要求コマンドを送信する
（Ｓ５０６）。そして携帯端末２００は、受信装置１００から送信されるＧＵＩデータの
受信を待ち受ける（Ｓ５０７）。
【００４０】
　ここで受信装置１００が携帯端末２００から送信された番組情報要求コマンドを受信す
ると（Ｓ５０３のＹｅｓ）、照合部１１０は、現在時刻情報と、現在再生中の番組のチャ
ンネル識別子とを再生制御部１０４から取得する（Ｓ５０８、Ｓ５０９）。そして照合部
１１０は、当該現在時刻情報とチャンネル識別子とに対応する番組の番組情報を放送波Ｅ
ＰＧ格納部１０３から抽出する（Ｓ５１０）。
【００４１】
　また、Ｓ５０３において番組情報要求コマンドが受信されると、サーバＥＰＧ取得部１
０８は、サーバ装置５００からの番組情報がサーバＥＰＧ格納部１０９に格納されている
か否かを判別する（Ｓ５１１）。ここで、番組情報がサーバＥＰＧ格納部１０９に格納さ
れている場合には（Ｓ５１１のＹｅｓ）、照合部１１０は、サーバＥＰＧ格納部１０９に
格納された番組情報から、Ｓ５０８及びＳ５０９で取得した時刻情報及びチャンネル識別
子に対応する番組の番組情報を抽出する（Ｓ５１４）。
【００４２】
　一方、番組情報がサーバＥＰＧ格納部１０９に格納されていない場合（Ｓ５１１のＮｏ
）、サーバＥＰＧ取得部１０８は、サーバ装置５００に番組情報要求コマンドを送信して
（Ｓ５１２）、当該要求コマンドに対して送信された番組情報を受信する（Ｓ５１３）。
そして照合部１１０は、Ｓ５１３で受信された番組情報から、Ｓ５０８及びＳ５０９で取
得した時刻情報及びチャンネル識別子に対応する番組の番組情報を抽出する（Ｓ５１４）
。
【００４３】
　なおサーバＥＰＧ格納部１０９は、受信された番組情報と、当該番組情報の受信時間と
を対応付けて格納しても良い。そしてＳ５１１において受信装置１００は、サーバＥＰＧ
格納部１０９に格納された番組情報の受信時間が一定期間内である場合にＳ５１４の処理
を実行し、当該受信時間が一定期間よりも前である場合にＳ５１２及びＳ５１３の処理を
実行してもよい。
【００４４】
　続いて照合部１１０は、放送波ＥＰＧ格納部１０３から抽出した番組情報と、サーバＥ
ＰＧ格納部１０９から抽出した番組情報とが対応するか否かを照合する（Ｓ５１５）。つ
まり、例えばこれら２つの番組情報の番組名が一致するか否を判別する。ここで、番組名
が一致しない場合（Ｓ５１６のＮｏ）、照合部１１０は、Ｓ５１４で抽出した番組情報と
同一のチャンネルにおける１つ前の番組の番組情報を、サーバＥＰＧ格納部１０９に格納
された番組情報から抽出し（Ｓ５１７）、再度Ｓ５１５及びＳ５１６の処理を実行する。
【００４５】
　そして番組名が一致した場合（Ｓ５１６のＹｅｓ）、照合部１１０は、サーバＥＰＧ格
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納部１０９から抽出した番組情報をＧＵＩ生成部１１１に出力する。そしてＧＵＩ生成部
１１１は、当該番組情報に基づいて図３（Ｂ）に示すような番組情報画面のＧＵＩデータ
を生成し（Ｓ５１８）、通信部１０７は当該ＧＵＩデータを携帯端末２００宛に送信する
（Ｓ５１９）。
【００４６】
　そして携帯端末２００がＧＵＩデータを受信すると（Ｓ５０７のＹｅｓ）、携帯端末２
００は当該ＧＵＩデータに応じて、図３（Ｂ）に示すような番組情報画面を表示する（Ｓ
５２０）。
【００４７】
　なおＳ５１０及びＳ５１４において、照合部１１０は、必ずしも再生制御部１０４から
取得した現在時刻情報に対応する番組情報を抽出しなくとも良い。例えば携帯端末２００
が、ユーザから番組情報要求操作を受けた時刻等の時刻情報を含む番組情報要求コマンド
を送信し、照合部１１０は当該コマンドに含まれる時刻情報に対応する番組情報を抽出し
てもよい。つまり照合部１１０は、番組情報要求コマンドを受信した時刻や、あるいは当
該コマンドに含まれる時刻等の、番組情報要求コマンドに応じた時刻に対応する番組情報
を抽出する。
【００４８】
　また図５のフローチャートにおいて、受信装置１００は番組情報についてのＧＵＩデー
タを携帯端末２００に送信するとして説明したが、受信装置１００は、必ずしもＧＵＩデ
ータの形式で番組情報を送信しなくともよい。そして受信装置１００は、少なくとも、サ
ーバＥＰＧ格納部１０９から抽出した番組情報に基づき、番組名や番組内容等の情報を携
帯端末２００に送信すればよい。そしてこの場合に携帯端末２００は、受信装置１００か
ら受信した番組情報についてのデータに基づいて画面を生成・表示する。
【００４９】
　また、受信装置１００は、必ずしも放送波ＥＰＧ格納部１０３から抽出した番組情報と
サーバＥＰＧ格納部１０９から抽出した番組情報とを照合しなくとも良く、少なくとも現
在時刻情報と視聴中のチャンネルの識別子とに対応する番組の番組情報をサーバＥＰＧ格
納部１０９から抽出し、当該抽出した番組情報を携帯端末２００に送信できればよい。
【００５０】
（第２実施形態）
　次に図６及び図７を参照して、第２実施形態を説明する。
　図６は、第２実施形態に係る受信装置６００及び携帯端末７００の機能ブロック例を示
す図である。なお、第２実施形態に係る受信装置６００は第１実施形態の受信装置１００
に、携帯端末７００は携帯端末２００に夫々対応する機能を有しており、ここでは第１実
施形態と異なる機能を中心に説明する。また、受信装置６００と携帯端末７００とは、第
１実施形態の受信装置１００及び携帯端末２００と同様に、ネットワーク３００を介して
接続されている。そして携帯端末７００は、当該ネットワーク３００及びインターネット
４００を介してサーバ装置５００と接続されている。
【００５１】
　まず受信装置６００の機能ブロック例を説明する。受信装置６００は、受信部６０１、
分離部６０２、放送波ＥＰＧ格納部６０３、再生制御部６０４、信号処理部６０５、表示
部６０６、抽出部６０７、通信部６０８等を備える。
【００５２】
　ここで、受信部６０１、分離部６０２、放送波ＥＰＧ格納部６０３、再生制御部６０４
、信号処理部６０５及び表示部６０６は、夫々第１実施形態における受信部１０１、分離
部１０２、放送波ＥＰＧ格納部１０３、再生制御部１０４、信号処理部１０５、表示部１
０６に対応する機能を有する。
【００５３】
　つまり、受信部６０１は、テレビ番組の映像データ及び番組情報が重畳された放送波を
受信し、分離部６０２は、放送波から映像データと番組情報とを分離する。そして分離部
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６０２は、番組情報を放送波ＥＰＧ格納部６０３に、映像データを再生制御部６０４に出
力する。放送波ＥＰＧ格納部６０３は、入力された番組情報を格納する。
【００５４】
　再生制御部６０４は、何れのチャンネルの映像を表示部６０６に表示させるかを、受信
装置６００の外部からのユーザ操作入力等に応じて決定する。そして、決定したチャンネ
ルの放送波の受信を受信部６０１に指示し、分離部６０２から入力される映像データを信
号処理部６０５に出力する。
【００５５】
　信号処理部６０５は、再生制御部６０４から入力される映像データをデコードしたのち
、表示部６０６が表示可能な形式に映像信号に変換して表示部６０６に出力する。そして
表示部６０６は、入力された映像信号を用いて映像を表示する。
【００５６】
　抽出部６０７は、通信部６０８が携帯端末７００からの第１番組情報要求コマンドを受
けると、再生制御部６０４から、現在時刻についての現在時刻情報と、現在再生中（表示
中）の番組のチャンネル識別子とを取得する。そして抽出部６０７は、放送波ＥＰＧ６０
３が格納する複数の番組の番組情報夫々に含まれる番組名のうち、現在時刻情報とチャン
ネル識別子とに対応する番組の番組名を抽出する。そして通信部６０８は、現在時刻情報
と、チャンネル識別子と、番組名とを携帯端末７００に送信する。
【００５７】
　なお抽出部６０７は、放送波ＥＰＧ６００に格納された番組名を抽出し、当該番組名に
応じた番組名識別子を生成してもよい。ここで抽出部６０７は、例えば抽出した番組名の
文字列を、予め設定された変換規則に基づいて他の文字列等に変換し、当該他の文字列を
番組名識別子とする。そして通信部６０８は、当該番組名識別子を携帯端末７００に送信
する。つまり通信部６０８は、番組名を、当該番組名に関する何らかの形式の番組名識別
子として送信しても良い。なお、この場合に携帯端末７００の照合部７０８には、受信装
置６００の抽出部６０７に設定された変換規則に対応する変換規則が設定される。そして
照合部７０８は、当該変換規則に従って番組名識別子を変換し、当該識別子が示す番組名
を得る。
【００５８】
　次に携帯端末７００の機能ブロック例を説明する。携帯端末７００は、操作受付部７０
１、ＧＵＩ処理部７０２、信号処理部７０３、表示部７０４、通信部７０５、番組情報取
得部７０６、サーバＥＰＧ格納部７０７、照合部７０８等を備える。
【００５９】
　操作受付部７０１は、携帯端末７００外からのユーザ操作入力を受け付ける。そして操
作受付部７０１は、表示部７０４が表示する表示画面に対するユーザ操作入力を受け付け
、受け付けた操作入力をＧＵＩ処理部７０２に出力する。
【００６０】
　ＧＵＩ処理部７０２は、ＧＵＩの生成と、表示部７０４が表示したＧＵＩ画面に対する
操作入力の処理とを行う。ＧＵＩ処理部７０２は、図３（Ａ）に示したような受信装置操
作画面のＧＵＩ画像データを生成する。ここでＧＵＩ処理部７０２は、当該受信装置操作
画面に対する番組情報要求操作入力を操作受付部７０１が受けると、番組情報取得部７０
６に番組情報の取得を指示する。
【００６１】
　そしてＧＵＩ処理部７０２は、照合部７０８から番組情報が入力されると、当該番組情
報に基づいて図３（Ｂ）に示すような番組情報画面の画像データを生成し、生成した画像
データを信号処理部７０３に出力する。また、受信装置操作画面に対するチャンネル変更
操作を受けた場合、ＧＵＩ処理部７０２は通信部７０５にチャンネル変更コマンドの送信
を指示する。
【００６２】
　信号処理部７０３は、ＧＵＩ処理部７０２から画像データが入力されると、当該データ
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を表示部７０４が表示可能な形式の映像信号に変換して表示部７０４に出力する。そして
表示部７０４は、入力された映像信号に応じた映像を表示する。
【００６３】
　通信部７０５は、ネットワーク３００を介して接続された受信装置６００と各種データ
を送受信する。ここで通信部７０５は、番組情報取得部７０６からの指示に応じて、受信
装置６００に第１番組情報要求コマンドを送信する。そして通信部７０５は、当該要求に
対して受信装置６００から送信された現在時刻情報と、チャンネル識別子と、番組名情報
とを受信すると、これらを番組情報取得部７０６に出力する
【００６４】
　また通信部７０５は、番組情報取得部７０６からの指示に応じてサーバ装置５００に第
２番組情報要求コマンドを送信し、当該要求に対して送信された番組情報を受信する。そ
して受信した番組情報を番組情報取得部７０６に出力する。
【００６５】
　また通信部７０５は、ＧＵＩ処理部７０２からチャンネル変更指示を受けると、受信装
置６００に対してチャンネル変更コマンドを送信する。
　番組情報取得部７０６は、通信部７０５を用いて番組情報を取得する。番組情報取得部
７０６は、ＧＵＩ処理部７０２から番組情報取得指示を受けると、通信部７０５に対して
、受信装置６００に対する第１番組情報要求コマンドの送信と、サーバ装置５００に対す
る第２番組情報要求コマンドの送信とを指示する。
【００６６】
　そして番組情報取得部７０６は、通信部７０５がサーバ装置５００から取得した番組情
報をサーバＥＰＧ格納部７０７に格納し、通信部７０５が受信装置６００から受信した現
在時刻情報と、当該受信装置６００が再生中（表示中）の番組のチャンネル識別子と、当
該番組の番組名とを、照合部７０８に出力する。
【００６７】
　照合部７０８は、番組情報取得部７０６から現在時刻情報とチャンネル識別子と番組名
情報とが入力されると、サーバＥＰＧ格納部７０７に格納された複数番組の番組情報から
、当該現在時刻情報及びチャンネル識別子に対応する１の番組の番組情報を抽出する。そ
して照合部７０８は、抽出した番組情報の番組名と、番組情報取得部７０６から入力され
た番組名とが一致するか否かを判別する。そしてこれらの番組名が一致する場合、照合部
７０８は、サーバＥＰＧ格納部７０７から抽出した番組情報をＧＵＩ処理部７０２に出力
する。
【００６８】
　なお上述の通り、照合部７０８には、受信装置６００の抽出部６０７に設定された変換
規則に対応する変換規則が設定されてもよい。そして照合部７０８は、番組情報取得部７
０６が受信装置６００から番組情報識別子が入力された場合、当該変換規則に従って番組
名識別子を変換し、当該識別子が示す番組名を得る。そして照合部７０８は、変換により
得られた番組名と、サーバＥＰＧ格納部７０７から抽出した番組情報に含まれる番組名と
を比較する。そして照合部７０８は、これらの番組名が一致する場合に、サーバＥＰＧ格
納部７０７から抽出した番組情報をＧＵＩ処理部７０２に出力する。
【００６９】
　次に図７を参照して、第２実施形態に係る受信装置６００及び携帯端末７００による、
番組情報の表示にかかる処理フロー例を説明する。
　まず受信装置６００は、何れかのチャンネルの放送波を受信し（Ｓ８０１）、当該放送
波に重畳された番組情報を取得する。また受信装置６００は、受信中の放送波に重畳され
た映像データに基づいた映像を表示部６０６に表示する（Ｓ８０２）。そして受信装置６
００は、携帯端末７００からの第１番組情報要求コマンドの受信を待ち受ける（Ｓ８０３
）。
【００７０】
　受信装置６００が映像を表示している際に、携帯端末７００は、例えば図３（Ａ）に示
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すような受信装置操作画面を表示して（Ｓ８０４）、当該画面に対するユーザからの操作
入力を受け付ける（Ｓ８０５）。そして携帯端末７００は、ユーザからの番組情報要求操
作を受けると（Ｓ８０５のＹｅｓ）、受信装置６００に第１番組情報要求コマンドを送信
する（Ｓ８０６）。また携帯端末７００の番組情報取得部７０６は、サーバ装置５００か
ら受信した番組情報がサーバＥＰＧ格納部７０７に格納されていない場合（Ｓ８０７のＮ
ｏ）、当該サーバ装置５００に第２番組情報要求コマンドを送信する。そして通信部７０
５が、当該要求に対してサーバ装置５００から送信された番組情報を受信すると（Ｓ８０
９）、サーバＥＰＧ格納部７０７は当該番組情報を格納する。そして携帯端末７００は、
受信装置６００から送信される情報の受信を待ち受ける（Ｓ８１０）。
【００７１】
　一方、受信装置６００において、通信部６０８が第１番組情報要求コマンドを受信する
と（Ｓ８０３のＹｅｓ）、抽出部６０７は、現在時刻情報と、現在再生中の番組のチャン
ネル識別子とを再生制御部６０４から取得する（Ｓ８１１、Ｓ８１２）。そして抽出部６
０７は、放送波ＥＰＧ格納部６０３に格納された複数番組の番組情報のうち、当該現在時
刻情報とチャンネル識別子とに対応する１の番組の番組情報を抽出する（Ｓ８１３）。そ
して受信装置６００は、抽出した番組情報に含まれる番組名と、現在時刻情報と、チャン
ネル識別子とを携帯端末７００に送信する（Ｓ８１４）。
【００７２】
　続いて、携帯端末７００において、通信部７０５が、受信装置６００から送信された番
組名と現在時刻情報とチャンネル識別子とを受信すると（Ｓ８１０のＹｅｓ）、照合部７
０８は、サーバＥＰＧ格納部７０７に格納された複数番組の番組情報から、受信された現
在時刻情報とチャンネル識別子とに対応する１の番組の番組情報を抽出する（Ｓ８１５）
。そして照合部７０８は、サーバＥＰＧ格納部７０７から抽出した番組情報に含まれる番
組名と、受信装置６００から受信した番組名とが一致するか否を判別する（Ｓ８１６）。
ここで、番組名が一致しない場合（Ｓ８１６のＮｏ）、照合部７０８は、Ｓ８１５で抽出
した番組情報と同一のチャンネルにおける１つ前の番組の番組情報を、サーバＥＰＧ格納
部７０７に格納された番組情報から抽出し（Ｓ８１７）、再度Ｓ８１６の処理を実行する
。
【００７３】
　そして番組名が一致した場合（Ｓ８１６のＹｅｓ）、照合部７０８は、サーバＥＰＧ格
納部７０７から抽出した番組情報をＧＵＩ処理部７０２に出力する。そしてＧＵＩ処理部
７０２は、当該番組情報に基づいて図３（Ｂ）に示すような番組情報画面のＧＵＩデータ
を生成し（Ｓ８１８）、表示部７０４は当該ＧＵＩデータに応じて、図３（Ｂ）に示すよ
うな番組情報画面を表示する（Ｓ８１９）。
【００７４】
　なお図７のフローにおいて、携帯端末７００は、現在時刻情報を受信装置６００から受
信するとして説明しているが、現在時刻情報は必ずしも受信装置６００から取得しなくと
もよい。例えば携帯端末７００が時刻をカウントするカウンタ部を備え、照合部７０８は
、当該カウンタ部から現在時刻情報を取得してもよい。この場合に携帯端末７００は、当
該携帯端末７００に対する番組情報要求操作を受けた時刻や、あるいは受信装置６００か
ら番組名やチャンネル識別子を受信した時刻等の時刻情報をカウンタ部から取得する。こ
こで、受信装置６００からの番組名やチャンネル識別子の受信は、携帯端末７００に対す
る番組情報要求操作に応じて実行される処理である。また、受信装置６００から送信され
る現在時刻情報が示す時刻は、番組情報要求操作に応じて送信される番組情報要求に応じ
た時刻である。つまりＳ８１５において照合部７００は、携帯端末７００に対する番組情
報要求を受けた時刻に応じた時刻と、チャンネル識別子とに対応する１の番組の番組情報
を抽出する。
【００７５】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
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々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【００７６】
　１００…受信装置、１０１…受信部、１０２…分離部、１０３…放送波ＥＰＧ格納部、
１０４…再生制御部、１０５…信号処理部、１０６…表示部、１０７…通信部、１０８…
サーバＥＰＧ取得部、１０９…サーバＥＰＧ格納部、１１０…照合部、１１１…ＧＵＩ生
成部、２００…携帯端末、２０１…操作受付部、２０２…ＧＵＩ処理部、２０３…通信部
、２０４…信号処理部、２０５…表示部、３００…ネットワーク、４００…インターネッ
ト、６００…受信装置、６０１…受信部、６０２…分離部、６０３…放送波ＥＰＧ格納部
、６０４…再生制御部、６０５…信号処理部、６０６…表示部、６０７…抽出部、６０８
…通信部、７００…携帯端末、７０１…操作受付部、７０２…ＧＵＩ処理部、７０３…信
号処理部、７０４…表示部、７０５…通信部、７０６…番組情報取得部、７０７…サーバ
ＥＰＧ格納部、７０８…照合部
【要約】
【課題】好適な番組情報の取得を可能とする情報処理装置、放送受信装置及び情報処理方
法の提供
【解決手段】実施形態の情報処理装置は、取得手段と、受信手段と、抽出手段と、表示手
段とを備える。取得手段は、ネットワークを介して接続された第１外部装置から、複数の
番組についての第１番組情報を取得する。受信手段は、第２外部装置から、第１の番組の
チャンネル識別子を受信する。抽出手段は、取得手段が取得した第１番組情報から、受信
手段が受信したチャンネル識別子が示すチャンネルと所定時刻とに対応する１の番組の第
２番組情報を抽出する。そして表示手段は、第２番組情報に基づいた情報を表示する。
【選択図】　図６
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