
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　文字データ情報である各番組の名称およびその内容説明を有する所定期間分の複数の放
送番組関連情報を受信する放送受信装置であって、
　前記所定期間分の複数の放送番組関連情報を受信する手段と、
　受信された前記所定期間分の複数の放送番組関連情報のうち、前記所定期間の前半分の
番組については各番組の名称およびその内容説明の文字データ情報を圧縮符号化する一方
、前記所定期間の後半分の番組については 各番組の名称の
文字データ情報のみ 縮符号化するデータ圧縮手段と、
　前記データ圧縮手段により圧縮された情報を記憶する記憶手段と、
　を有する放送受信装置。
【請求項２】
　請求項１記載の放送受信装置において、
　前記記憶手段は、放送が済んだ番組の前記番組関連情報は消去する、
【請求項３】
　請求項２記載の放送受信装置において、
　前記データ圧縮手段は、各番組の名称の文字データ情報のみを圧縮符号化した前記所定
期間の後半分の番組のうち新たに前記所定期間の前半分の番組に入った番組に対しては、
既に圧縮している各番組の名称の文字データ情報に加えて、その各番組の内容説明の文字
データ情報を圧縮符号化する、
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　ことを特徴とする放送受信装置。
【請求項４】
　文字データ情報である各番組の名称およびその内容説明を有する所定期間分の複数の放
送番組関連情報を受信する放送受信方法であって、
　前記所定期間分の複数の放送番組関連情報を受信し、受信された前記所定期間分の複数
の放送番組関連情報のうち、前記所定期間の前半分の番組については各番組の名称および
その内容説明の文字データ情報を圧縮符号化する一方、前記所定期間の後半分の番組につ
いては 各番組の名称の文字データ情報のみを圧縮符号化し
て記憶する、放送受信方法。
【請求項５】
　請求項４記載の放送受信方法において、
　放送が済んだ番組の前記番組関連情報は消去する、ことを特徴とする放送受信方法。
【請求項６】
　請求項５記載の放送受信方法において、
　各番組の名称の文字データ情報のみを圧縮符号化した前記所定期間の後半分の番組のう
ち新たに前記所定期間の前半分の番組に入った番組に対しては、既に圧縮している各番組
の名称の文字データ情報に加えて、その各番組の内容説明の文字データ情報を圧縮符号化
する、ことを特徴とする放送受信方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、音声や動画像からなる放送番組関連情報が伝送される放送を受信する放送受
信装置 に関する。
【０００２】
【従来の技術】
音声や動画像からなる放送番組をデジタル符号化して衛星やケーブル等を通じて放送する
デジタル放送システムがある。
このデジタル放送システムは、音声や動画像の圧縮符号化、パケット多重化、高能率デジ
タル変調符号化により、従来のアナログ伝送と比較して同一伝送路帯域で２倍から１０倍
程度の放送番組を同時伝送可能とする。
【０００３】
これにより、例えば、従来のアナログ伝送と同一伝送路帯域を有する送信チャンネル中に
２倍から１０倍の番組サービスチャンネルが確保出来る。
また、放送システムとして複数送信チャンネルで周波数多重により従来のアナログ放送シ
ステムと比較して、番組サービスチャンネルと放送番組数が飛躍的に増加させることが出
来る。
【０００４】
この番組サービスチャンネルと放送番組数の増加により、新たに視聴者の番組選択性が問
題となる。すなわち、見たい番組の放送日時と番組サービスチャンネルを、例えば従来か
らの新聞や雑誌による番組表からの選択作業に、視聴者は従来よりさらに多くの時間を費
やす必要が出て来る。
【０００５】
また、従来からのチャンネル単位の視聴制限や課金の手法においては、例えば、映画、ス
ポーツ番組等の一本毎の視聴に対する制限や課金等の細かな管理を行なうことは出来なか
った。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
上記問題点を解決するために、デジタル放送において、音声や動画像の符号化データと共
に放送番組の内容、スケジュール、視聴制限、課金等の放送番組関連情報を符号化して伝
送する方法がある。受信装置は、この放送番組関連情報に基づき視聴者に対して放送番組
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スケジュールの提示や視聴制限、課金等の管理処理を行なうことにより、従来のアナログ
放送システムと比較して番組選択性や視聴管理性の点で向上が図られている。ここで、放
送番組の内容やスケジュールに関する情報は、番組選択性向上のために伝送対象期間の拡
張が要求され、伝送対象期間拡張により情報量が増加してしまう。
【０００７】
例えば、１番組当たりの放送番組関連情報量を  128バイト、１サービスチャンネルの１日
当たりの番組数を４８番組、デジタル放送サービスの全サービスチャンネル数を  100チャ
ンネル、伝送対象期間を２週間（１４日間）としたとき、情報量の総和は約８．５Ｍバイ
トになる。このために、受信機の放送番組関連情報記憶メモリのメモリ量を増加させるか
、または、情報を周期的に伝送して必要とする情報のみを選択的に受信する方法が従来か
ら行なわれている。
【０００８】
しかしながら、前者の場合は受信装置のコストが増加する問題があるし、後者の場合は周
期的伝送情報受信のために番組選択操作等の放送番組関連情報に基づく処理が遅くなる問
題がある。さらに、後者の問題を解決するために周期的伝送情報の周期を短くすると、放
送番組関連情報のための単位時間当たりの伝送量が増加する問題が生じる。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　請求項１の発明は、文字データ情報である各番組の名称およびその内容説明を有する所
定期間分の複数の放送番組関連情報を受信する放送受信装置であって、前記所定期間分の
複数の放送番組関連情報を受信する手段と、受信された前記所定期間分の複数の放送番組
関連情報のうち、前記所定期間の前半分の番組については各番組の名称およびその内容説
明の文字データ情報を圧縮符号化する一方、前記所定期間の後半分の番組については

各番組の名称の文字データ情報のみ 縮符号化するデータ圧
縮手段と、前記データ圧縮手段により圧縮された情報を記憶する記憶手段と、を有するも
のである。
【００１０】
　請求項２の発明は、

。
【００１１】
　請求項３の発明は、

【００１２】
　請求項４の発明は、文字データ情報である各番組の名称およびその内容説明を有する所
定期間分の複数の放送番組関連情報を受信する放送受信方法であって、前記所定期間分の
複数の放送番組関連情報を受信し、受信された前記所定期間分の複数の放送番組関連情報
のうち、前記所定期間の前半分の番組については各番組の名称およびその内容説明の文字
データ情報を圧縮符号化する一方、前記所定期間の後半分の番組については

各番組の名称の文字データ情報のみを圧縮符号化して記憶する、もので
ある。
【００１３】
　請求項５の発明は、
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請求項１記載の放送受信装置において、前記記憶手段は、放送が済
んだ番組の前記番組関連情報は消去する、ものである

請求項２記載の放送受信装置において、前記データ圧縮手段は、各
番組の名称の文字データ情報のみを圧縮符号化した前記所定期間の後半分の番組のうち新
たに前記所定期間の前半分の番組に入った番組に対しては、既に圧縮している各番組の名
称の文字データ情報に加えて、その各番組の内容説明の文字データ情報を圧縮符号化する
、ものである。

各番組の内容
説明は破棄して、

請求項４記載の放送受信方法において、放送が済んだ番組の前記番
組関連情報は消去する、ものである。また、請求項６の発明は、請求項５記載の放送受信
方法において、各番組の名称の文字データ情報のみを圧縮符号化した前記所定期間の後半
分の番組のうち新たに前記所定期間の前半分の番組に入った番組に対しては、既に圧縮し
ている各番組の名称の文字データ情報に加えて、その各番組の内容説明の文字データ情報
を圧縮符号化する、ものである。



【００１４】
【発明の実施の形態】
本発明の放送受信装置の一実施例について、図と共に以下に順次説明する。
本発明の放送受信装置の一実施例のブロック構成を図１に、本発明の一実施例の制御用Ｃ
ＰＵの動作フロー（書き込み時）の構成を図２に、制御用ＣＰＵの動作フロー（読み出し
時）の構成を図３に夫々示す。
【００１５】
図１に示す放送受信装置１０の主信号系は、アンテナ１１を介して信号が外部の衛星より
供給されるチューナー部１２、復調器１３、多重分離器１４、暗号復号器１６、番組情報
復号器１７、グラフィック処理器１８、及びサウンド処理器１９より構成される。
グラフィック処理器１８は最終ビデオ信号を出力し、サウンド処理器１９は最終オーディ
オ信号を出力して、夫々テレビジョン受像機（図示せず。）に供給する。
【００１６】
また、図１に示す放送受信装置１０の補助信号系及び制御系は、バッファメモリ１５、ワ
イヤレスリモコン２１より外部からの情報制御信号が供給される操作入力部２２、制御用
ＣＰＵ２３、ＲＯＭ２４、不揮発性ＲＡＭ２５、ＲＡＭ２６、及び外部の公衆電話回線２
８と接続されているモデム２７より構成される。
なお、放送受信装置１０の主信号系、補助信号系及び制御系は、制御用ＣＰＵ２３によっ
て、メインバス２０を介して各信号の制御授受が行なわれている。
【００１７】
この実施例では、音声や動画像の符号化データと共に送出される放送番組関連情報のデー
タ圧縮、及びその復号は図２及び図３に示す制御用ＣＰＵのプログラム処理により実現さ
れる。
【００１８】
選択された番組情報が、例えばワイヤレスリモコン２１等により、放送受信装置１０の操
作入力部２２に供給されて、この番組選択情報は制御用ＣＰＵ２３に転送される。制御用
ＣＰＵ２３は、番組選択情報をこの制御用ＣＰＵ２３に内蔵されているレジスタに記憶す
ると共に、メモリであるＲＡＭ２６に記憶している解読済みの番組関連情報に基づき、目
的番組を受信再生するために、外部のアンテナ１１から衛星電波が供給されるチューナー
部１２、多重分離器１４、及び暗号復号器１６を夫々制御する。
【００１９】
制御用ＣＰＵ２３の制御に基づいて、チューナー部１２で受信装置が入力する送信装置（
図示せず。）からの周波数多重化された複数のデジタル変調信号から目的のデジタル変調
信号を選択し、このデジタル変調信号を次の復調器１３により復調する。同様に制御用Ｃ
ＰＵ２３の制御に基づいて、多重分離器１４により、復調デジタルデータ中の複数番組か
ら、目的とする選択番組情報のパケットを分離して、次の暗号復号器１６に転送する。
【００２０】
目的の番組情報のパケットが暗号化されている場合には、制御用ＣＰＵ２３は視聴制限や
課金情報に基づき所定の方法で取得した暗号化復号鍵データを暗号復号器１６に転送する
。これにより、暗号復号器１６は暗号化情報を復号する。この暗号復号器１６により暗号
を復号した情報を次の番組情報復号器１７へ転送する。
【００２１】
前記暗号化復号鍵データの取得は、以下の手順で行なう。
まず、制御用ＣＰＵ２３がモデム２７を介して公衆電話回線２８経由で所定暗号化復号鍵
管理センターのホストコンピュータ（図示せず。）に接続される。
所定暗号化復号鍵管理センターのホストコンピュータに接続された後、制御用ＣＰＵ２３
は、受信装置のＩＤ、視聴条件情報、及び番組のＩＤを転送する。
【００２２】
転送された情報に基づき、管理センターのホストコンピュータは、視聴許可の判断をして
、視聴許可の場合にのみ、暗号化復号鍵データを制御用ＣＰＵ２３に転送する。また、課
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金番組の場合、管理センターのホストコンピュータは、課金番組の視聴を記録して、この
記録に基づき視聴料の請求を行なう。
【００２３】
ここで、管理センターの電話番号と受信装置のＩＤは、ＣＰＵ処理プログラムと共に予め
ＲＯＭ２４に記憶される。視聴条件情報は、視聴者の設定により不揮発性ＲＡＭ２５に記
憶され、番組のＩＤは、後述の番組関連情報の一部としてＲＡＭ２６に記憶されている。
【００２４】
暗号復号器１６で暗号を復号した情報が供給される番組情報復号器１７は、音声や画像の
圧縮符号化データを復号して、ビデオデータやオーディオデータをグラフィック処理器１
８、オーディオ処理器１９に夫々転送する。
【００２５】
グラフィック処理器１８、オーディオ処理器１９は、制御用ＣＰＵ２３からの制御や情報
に基づく画像や効果音を生成して、番組情報復号器１７からのビデオデータやオーディオ
データと切り替えたり、合成したりして、ビデオやオーディオの出力を夫々行なう。
【００２６】
一方、復調デジタルデータ中の番組関連情報のパケットを多重分離器１４で分離して、バ
ッファメモリ１５に一時記憶する。
制御用ＣＰＵ２３は、バッファメモリ１５に一時記憶された番組関連情報のパケットを逐
次読み出して復号する ( ステップ 32) 。制御用ＣＰＵ２３は放送受信装置全体の制御と共
に、後述の圧縮符号化とその復号化処理を時分割処理で行なう。このため、分離した番組
関連情報をバッファメモリ１５に一時記憶する必要がある。　　　　　　　　　　　　　
　　　　［図２のステップ３１，３２］
【００２７】
制御用ＣＰＵ２３は、復号した番組関連情報が既復号情報と同一内容である場合、即ち、
ＲＡＭ２６に記憶保存した既受信放送番組関連情報と同一内容の場合は ( ステップ 33) 、
ＣＰＵ２３により復号した番組関連情報を破棄する ( ステップ 39) 。　　　　　　　　　
　　　　　　　　［図２のステップ３３，３９］
【００２８】
これに対して、復号した番組関連情報が、既復号情報と異なる内容である場合は ( ステッ
プ 33) 、番組関連情報中の文字（テキスト）データ情報を、後述するように選択的に破棄
して ( ステップ 34) 、データ圧縮符号化して ( ステップ 35) 、その他の情報と共に符号化
文字データとしてＲＡＭ２６に記憶保存する ( ステップ 36) 。　　　　　　　　　　［図
２のステップ３３，３４，３５，３６］
【００２９】
また、番組関連情報中の文字データ情報を選択的に破棄しないで、図２のステップ３４を
飛ばして、番組関連情報中の文字（テキスト）データ情報をデータ圧縮符号化して、その
他の情報と共に符号化文字データとしてＲＡＭ２６に記憶保存するようにしてもよい。
この場合の動作フローは省略したが、情報を選択的に破棄しないので、図２からステップ
３４だけを削除したものとなる。
【００３０】
また、既復号情報の内容更新である場合は ( ステップ 37) 、同様にしてＲＡＭ２６に記憶
保存すると共に既記憶保存情報を消去する ( ステップ 38) 。
［図２のステップ３７，３８］
【００３１】
ここで、前記番組関連情報中のテキスト情報のデータ圧縮符号化の手法は、例えば、ハフ
マン符号化や Lempel-Ziv符号化等の可逆データ圧縮符号化（無雑音圧縮）による可逆デー
タ圧縮符号化方式によって実施されている。これにより、前記番組関連情報中のテキスト
情報はデータの復号時に、完全なテキスト情報の復号が可能になる。
【００３２】
例えば、英文におけるアルファベット発生確率には偏りがあり、これに基づき符号化する
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ことで情報量を削減することが出来る。ハフマン符号化では、所定の生起確率モデルに基
づき生成した符号テーブルを用いて符号化する。 Lempel-Ziv符号化では、スライド辞書法
や動的辞書法により符号化対象の統計的性質を適応的に反映することで、一般的に固定の
符号テーブルを用いたハフマン符号化に比べて効率的に符号化出来る。テキストデータ（
英文）に対する圧縮比は、ハフマン符号化で８０％、 Lempel-Ziv符号化で４０％程度であ
ることが報告されている。（「植松友彦、宮下重博；”可逆圧縮アルゴリズムを理解する
”；インターフェース、 1992年８月号」）
【００３３】
ここで、上述した復号した番組関連情報が、既復号情報と異なる内容である場合に ( ステ
ップ 33) 、番組関連情報中の文字データ情報を選択的に一部を破棄して ( ステップ 34) 、
ＲＡＭ２６に記憶保存する場合について、以下に更に説明する。
番組関連情報は、番組名称や番組内容等の文字データ（テキストデータ）情報の割合が非
常に多く、データ圧縮符号化により、ＲＡＭ２６の記憶情報量を大幅に削減出来るが、こ
のとき、番組関連情報中の文字データ情報について選択的に一部を破棄することにより、
ＲＡＭ２６に記憶する情報量をさらに削減可能となる。
【００３４】
番組関連情報中の文字データ情報は、各番組の名称とその内容説明とで構成され、放送受
信装置は、ＲＡＭ２６に例えば２週間分の番組関連情報を記憶する。まず、前半１週間分
は全ての番組について各番組の名称とその内容説明とについて、文字データ情報をデータ
圧縮符号化して、その他の情報と共にＲＡＭ２６に記憶する。時間に余裕がある後半１週
間分は各番組の内容説明についての文字データ情報は破棄して、名称についての文字デー
タ情報のみをデータ圧縮符号化して、その他の情報と共にＲＡＭ２６に記憶する。
放送が済んだ番組の情報は消去破棄され、新たに前半１週間分に入った番組に対しては既
に記憶されている番組の名称に加えて、その内容説明についての情報がＲＡＭ２６に記憶
される。これにより、記憶情報量をさらに削減出来る。
また、既復号情報の内容更新である場合は同様にしてＲＡＭ２６に記憶保存すると共に既
記憶保存情報を消去する。
【００３５】
図３の情報読み出し時の動作フローの構成に示したように、ＲＡＭ２６に記憶保存した番
組関連情報（文字データ情報）は、例えば、番組スケジュール表示要求を操作入力部２２
から制御用ＣＰＵ２３が受けた場合、制御用ＣＰＵ２３はＲＡＭ２６から番組関連情報（
文字データ情報）を読み出して ( ステップ 42) 、圧縮符号化した文字データを復号して ( 
ステップ 43) 、表示要求条件に基づく所定の情報加工等の編集を行なう ( ステップ 44) 。
［図３のステップ４１，４２，４３，４４］
【００３６】
ここで、情報加工等の編集は、例えば同一サービスチャンネルの時間順や同一時間内の各
サービスチャンネル順の情報並べ替えである。制御用ＣＰＵ２３は、番組スケジュール表
示の所定仕様で画像を生成するようにＣＰＵ２３からの制御情報と共に、編集した番組関
連情報をグラフィック処理器１８に転送する。
【００３７】
また、所定の効果音を生成するように、サウンド処理器１９に制御情報を転送する。グラ
フィック処理器１８は、ＣＰＵ２３からの制御情報と番組関連情報に基づき画像生成を行
ない、番組情報復号器１７からのビデオデータと切り替えたり合成して、テレビジョン受
像機（図示せず。）へのビデオ出力とする。また、サウンド処理器１９は、制御情報に基
づき効果音の生成を行ない、番組情報復号器１７からのオーディオデータと切り替えたり
合成して、テレビジョン受像機へのオーディオ出力とする。　　　　　　　　　［図３の
ステップ４５，４６］
【００３８】
【発明の効果】
　本発明は、文字データ情報である各番組の名称およびその内容説明を有する所定期間分
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の複数の放送番組関連情報を受信する放送受信装置であって、前記所定期間分の複数の放
送番組関連情報を受信する手段と、受信された前記所定期間分の複数の放送番組関連情報
のうち、前記所定期間の前半分の番組については各番組の名称およびその内容説明の文字
データ情報を圧縮符号化する一方、前記所定期間の後半分の番組については

各番組の名称の文字データ情報のみ 縮符号化するデータ圧縮手段と
、前記データ圧縮手段により圧縮された情報を記憶する記憶手段と、を有するようにした
ので、放送番組関連情報を記憶するメモリ量を削減することが出来る。
【００３９】
　
放送番組関連情報の一部である文字データ情報を記憶するメモリのメモリ量を大幅に削減
することが出来る。
【００４０】
また、本発明は、放送番組関連情報に基づく処理の高速化を図ることが出来るので、番組
サービスチャンネルと放送番組数の増加にもかかわらず、視聴者は番組選択を時間をかけ
ずに行なうことが出来る。
さらに、本発明により放送番組関連情報を効率的にメモリに記憶することで、放送番組関
連情報の周期的伝送情報の周期を長くすることが出来、放送番組関連情報のための単位時
間当たりの伝送量を削減出来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の放送受信装置の一実施例のブロック構成を示した図である。
【図２】本発明の放送受信装置の一実施例の制御用ＣＰＵの情報書き込み時の動作フロー
の構成を示した図である。
【図３】本発明の一実施例の制御用ＣＰＵの情報読み出し時の動作フローの構成を示した
図である。
【符号の説明】
１０　放送受信装置
１１　アンテナ
１２　チューナー部
１３　復調器
１４　多重分離器
１５　バッファメモリ
１６　暗号復号器
１７　番組情報復号器
１８　グラフィック処理器
１９　サウンド処理器
２０　メインバス
２１　ワイヤレスリモコン
２２　操作入力部
２３　制御用ＣＰＵ（データ圧縮手段、判定手段、情報復号手段）
２４　ＲＯＭ
２５　不揮発性ＲＡＭ
２６　ＲＡＭ（記憶手段）
２７　モデム
２８　公衆電話回線
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各番組の内容
説明は破棄して、 を圧

また、本発明は、放送関連情報が文字データ情報以外に音声や動画像を含む場合には、
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【 図 ３ 】
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