
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像信号、音声信号および付加データを符号化すると共に時分割多重したデータストリ
ームとする複数のエンコーダと、
　上記複数のエンコーダのそれぞれからのデータストリームを所定長に分割したパケット
を生成し、該パケットを連ねることによりさらに多重化したトランスポートストリームと
する多重化部と、
　上記多重化部からの上記トランスポートストリームに対して変調を施す変調器と、
　複数の上記複数のエンコーダにそれぞれ対応する複数の上記多重化部からの複数の上記
トランスポートストリームに対して複数の上記変調器でそれぞれ互いに異なる周波数で変
調を施した複数の変調信号を、互いに異なる周波数帯域の電波を中継する複数のトランス
ポンダを搭載する通信衛星に対して同時に送信する送信部と
を備え、
　上記データストリームには、
　伝送された情報を受信する受信装置の製造者を識別する受信機製造者識別情報および上
記製造者毎の機種を識別する機種識別情報と、該受信機製造者識別情報および機種識別情
報により特定される機種に対応した更新用のプログラムコードデータと、

識別するトランスポンダ識別情報と
を含む制御情報を伝送するセクションが設けられる
ことを特徴とするデータ送信装置。
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【請求項２】
　請求項１に記載のデータ送信装置において、
　上記セクションには、上記プログラムコードデータのバージョン識別情報をさらに格納
する
ことを特徴とするデータ送信装置。
【請求項３】
　請求項１に記載のデータ送信装置において、
　上記セクションに先立ってヘッダが付与され、該ヘッダに上記セクションに格納される
情報の量を表す数量情報を格納する
ことを特徴とするデータ送信装置。
【請求項４】
　映像信号、音声信号および付加データが 符号化され

ると共に
時分割多重され トランスポートストリーム 互いに異

なる複数の周波数でそれぞれ変調された複数の変調信号が、互いに異なる周波数帯域の電
波を中継する複数のトランスポンダが搭載された通信衛星から同時に送信され、送信され
た該複数の変調信号から、指定された上記トランスポンダから送信された該変調信号を受
信
　 受信信号とする受信部と、
　上記受信部で電波を受信した上記受信信号を復調する復調部と、
　上記復調部で復調された信号から上記トランスポートストリームを復元し、該トランス
ポートストリームに多重化された上記パケットを分離し、該パケットに格納される上記複
数のデータストリームを復元する分離部と、
　上記分離部で復元された上記複数のデータストリームから上記映像信号、上記音声信号
および上記付加データをそれぞれ復号する復号部と、
　 を全体的に制御する制御部と
を備え、
　上記データストリームには、
　伝送された情報を受信する受信装置の製造者を識別する受信機製造者識別情報および上
記製造者毎の機種を識別する機種識別情報と、該受信機製造者識別情報および機種識別情
報により特定される機種に対応した更新用のプログラムコードデータと、

識別するトランスポンダ識別情報と
を含む制御情報を伝送するセクションが設けられており、
　上記制御部は、
　任意の上記トランスポンダからの上記電波 上記受信部で受信 受信 受信信号
に基づく上記データストリームから上記トランスポンダ識別情報を抽出し、
　該トランスポンダ識別情報に基づき

トランスポンダを し、該 された該トランスポンダからの
記受信部で受信 た受信信号から取り出された

上記受信機製造者識別情報と上記機種識別情報とに基づき、対応する上記更新用のプログ
ラムコードデータを抽出して上記 制御に用いる
ことを特徴とするデータ受信装置。
【請求項５】
　請求項４に記載のデータ受信装置において、
　上記セクションには、上記プログラムコードデータのバージョン識別情報がさらに格納
され、
　上記制御部は、上記受信機製造者識別情報と上記機種識別情報と上記バージョン識別情
報とに基づき上記更新用のプログラムコードデータを上記抽出する
ことを特徴とするデータ受信装置。
【請求項６】
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　映像信号、音声信号および付加データを符号化すると共に時分割多重したデータストリ
ームとする複数のエンコードのステップと、
　上記複数のエンコードのステップのそれぞれからのデータストリームを所定長に分割し
たパケットを生成し、該パケットを連ねることによりさらに多重化したトランスポートス
トリームとする多重化のステップと、
　上記多重化のステップからの上記トランスポートストリームに対して変調を施す変調の
ステップと、
　複数の上記複数のエンコードのステップにそれぞれ対応する複数の上記多重化のステッ
プからの複数の上記トランスポートストリームに対して複数の上記変調のステップでそれ
ぞれ互いに異なる周波数で変調を施した複数の変調信号を、互いに異なる周波数帯域の電
波を中継する複数のトランスポンダを搭載する通信衛星に対して同時に送信する送信のス
テップと
を備え、
　上記データストリームには、
　伝送された情報を受信する受信装置の製造者を識別する受信機製造者識別情報および上
記製造者毎の機種を識別する機種識別情報と、該受信機製造者識別情報および機種識別情
報により特定される機種に対応した更新用のプログラムコードデータと、

識別するトランスポンダ識別情報と
を含む制御情報を伝送するセクションが設けられる
ことを特徴とするデータ送信方法。
【請求項７】
　請求項６に記載のデータ送信方法において、
　上記セクションには、上記プログラムコードデータのバージョン識別情報をさらに格納
する
ことを特徴とするデータ送信方法。
【請求項８】
　映像信号、音声信号および付加データが 符号化され

ると共に
時分割多重され トランスポートストリーム 互いに異

なる複数の周波数でそれぞれ変調された複数の変調信号が、互いに異なる周波数帯域の電
波を中継する複数のトランスポンダが搭載された通信衛星から同時に送信され、送信され
た該複数の変調信号から、指定された上記トランスポンダから送信された該変調信号を受
信
　 受信信号とする受信のステップと、
　上記受信のステップで電波を受信した上記受信信号を復調する復調のステップと、
　上記復調のステップで復調された信号から上記トランスポートストリームを復元し、該
トランスポートストリームに多重化された上記パケットを分離し、該パケットに格納され
る上記複数のデータストリームを復元する分離のステップと、
　上記分離のステップで復元された上記複数のデータストリームから上記映像信号、上記
音声信号および上記付加データをそれぞれ復号する復号のステップと、
　 を全体的に制御する制御のステップと
を備え、
　上記データストリームには、
　伝送された情報を受信する受信装置の製造者を識別する受信機製造者識別情報および上
記製造者毎の機種を識別する機種識別情報と、該受信機製造者識別情報および機種識別情
報により特定される機種に対応した更新用のプログラムコードデータと、

識別するトランスポンダ識別情報と
を含む制御情報を伝送するセクションが設けられており、
　上記制御のステップは、
　任意の上記トランスポンダからの上記電波 上記受信のステップで受信 受信
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受信信号に基づく上記データストリームから上記トランスポンダ識別情報を抽出し、
　該トランスポンダ識別情報に基づき

トランスポンダを し、該 された該トランスポンダからの
記受信 で受信 た受信信号

から取り出された上記受信機製造者識別情報と上記機種識別情報とに基づき、対応する上
記更新用のプログラムコードデータを抽出して上記 制御に用いる
ことを特徴とするデータ受信方法。
【請求項９】
　請求項８に記載のデータ受信方法において、
　上記セクションには、上記プログラムコードデータのバージョン識別情報がさらに格納
され、
　上記制御のステップは、上記受信機製造者識別情報と上記機種識別情報と上記バージョ
ン識別情報とに基づき上記更新用のプログラムコードデータを上記抽出する
ことを特徴とするデータ受信方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、例えばディジタル衛星放送を利用して複数のプログラム・データを伝送す
る場合の、データ送信装置、データ受信装置、データ 方法およびデータ 方法に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
現在、通信衛星を利用してディジタルデータを伝送し、放送を行うディジタル衛星放送が
普及しつつある。このディジタル衛星放送では、映像および音声信号が所定の方式で以て
圧縮符号化されディジタル化され、このディジタル化された映像および音声信号が通信衛
星を介して視聴者のもとに伝送される。映像および音声信号の圧縮符号化方式としては、
例えばＭＰＥＧ２ (Moving Picture Experts Group)が用いられる。
【０００３】
図１０は、典型的なディジタル放送システムの概略を示すものである。番組を送出する側
は、アップリンク局、番組提供者、管理システムにより構成される。
【０００４】
番組提供者１０１からの映像・音声データがアップリンク局１０２のＭＰＥＧ (Moving Pi
ctures Expert Group)２のエンコーダ、マルチプレクサ１０３に供給される。ＭＰＥＧ２
エンコーダ、マルチプレクサ１０３において、映像・音声データが圧縮され、圧縮された
映像・音声データが１８８バイトの長さのパケットに詰め込まれる。複数の番組とそれぞ
れ対応した映像・音声データのパケットが多重化され、ＭＰＥＧ２のトランスポート・パ
ケットが形成される。トランスポート・パケットが連なって、トランスポート・ストリー
ムが形成される。トランスポート・ストリームの数は、通信衛星に搭載されているトラン
スポンダの数に対応している。
【０００５】
ＭＰＥＧ２トランスポート・パケットが送信システム１０４に供給される。送信システム
１０４では、パケット毎のスクランブル処理、パケット毎のエラー訂正符号化、変調等の
処理がされ、変調出力が送信アンテナ１０５に供給される。スクランブル処理は、視聴者
毎に視聴の可否を制御するのに使用する条件付きアクセスを実現する上で必要とされる。
例えばある番組だけをそのつど有料で視聴するペイ・パー・ビューの契約が可能となる。
スクランブルを解く鍵は、鍵管理システム１０６からＭＰＥＧ２エンコーダ、マルチプレ
クサ１０３に供給され、映像・音声情報と同様に、パケットの一つとしてトランスポート
・パケット中に挿入されている。
【０００６】
また、番組管理システム１０７によって、ＭＰＥＧ２パケットの統合的管理がなされる。
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番組管理システム１０７と鍵管理システム１０６とが結合し、スクランブルを解く鍵を暗
号化するようになされる。さらに、顧客管理システム１０８が設けられ、視聴契約に関連
する事項等の管理がなされる。視聴者の家庭との間で、電話回線１０９を通じて課金情報
が伝送される。
【０００７】
送信アンテナ１０５から送出され、通信衛星１１０を介して各家庭の受信アンテナ１１１
により放送電波が受信される。受信アンテナ１１１に対して受信機１１２が接続される。
受信機１１２は、受信トランスポンダを指定するチューナ、復調部、スクランブルを解く
デスクランブル部、分離するパケットを指定するデマルチプレクサ、映像復号部、音声復
号部等により構成される。復号された映像・音声信号がテレビジョン受像機１１３に供給
される。
【０００８】
スクランブルを解く鍵は、暗号化され、関連情報として映像・音声とともに、伝送される
。この暗号を解く鍵は、受信機１１２に挿入されているＩＣカード１１４の中に格納され
ている。どの番組のスクランブルを解くことができるかは、各受信システムの契約情報を
もとに送信側から制御できるようにされている。条件付きアクセス機能を有する受信機は
、通常、ＩＲＤ (Integrated Receiver/Decoder) と称される。
【０００９】
上述のディジタル衛星放送システムは、実用化が始まったばかりであり、受信側に対して
、現行の受信機を制御するプログラムに対して種々の変更が加えられる可能性がある。そ
のため、このプログラムは、受信機に内蔵される書き換え可能なＲＯＭに対してデータと
して記憶される。書き換え可能なＲＯＭとしては、例えばＥＥＰＲＯＭ (Electrically Er
asable Programmable ROM)といったフラッシュＲＯＭが挙げられる。この変更は、顧客に
対して新たなサービス、付加価値を提供することを目的とするのが一般的である。このよ
うなプログラムの変更がなされる時の対策としては、いくつかの方法が可能である。
【００１０】
例えば受信機に内蔵されているプログラムＲＯＭを交換したり、受信機全体を交換するこ
とにより、プログラム変更に対処することができる。また、受信機に設けられているＩＣ
カードのインターフェースを利用して、新たな受信プログラムが格納されたＩＣカードを
顧客に配付して、このＩＣカードから新たなプログラムをロードすることができる。しか
しながら、既に設置されている受信機の台数が多い場合では、受信機のＲＯＭの交換、受
信機の回収は、困難である。また、ＩＣカードを配付する方法も、費用面の負担が大きい
のみならず、ＩＣカードが比較的小さいメモリ容量を有するので、そこにプログラムを格
納することが難しいという問題がある。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
かかる問題点を解消する方法として、送信側から最新のプログラム情報を送信し、受信側
において、このプログラムを受信機にロードすることが提案されている。すなわち、衛星
放送によって例えばＭＰＥＧ２方式で伝送されるデータストリーム中にプログラム・デー
タを挿入し、視聴者が受信機で以て受信することによって、このプログラム・データのダ
ウンロードを行う。ダウンロードされたプログラム・データは、例えば受信機が内蔵する
ＲＡＭに一旦書き込まれ、このＲＡＭからフラッシュＲＯＭに対してプログラム・データ
が転送され、プログラムの書き換えがなされる。
【００１２】
従来では、１種類のソフトウェアが全ての受信装置に対して適用されていた。すなわち、
複数種類のソフトウェアのなかから必要なものを選択するようにはされていなかった。そ
のため、受信機側では、ホストプロセッサ（ＣＰＵ）やＯＳ (Oparation System)の種類、
また、プログラムを実行させるためのインタープリタの種類などを１種類に決める必要が
あり、これらが統一されていない受信機に対するダウンロードが行えないという問題点が
あった。
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【００１３】
また、例えばパーソナルコンピュータなどでは、プログラムのダウンロードの際には、操
作者がそのプログラムのバージョンを調べ、現在保有している同じプログラムのバージョ
ンと比較することができる。これにより、パーソナルコンピュータなどでは、同バージョ
ンのプログラムを重複してダウンロードすることを避けることができる。
【００１４】
しかしながら、従来では、このような衛星放送の受信機でのダウンロードは、ダウンロー
ドするプログラムのバージョンに関わらずなされていた。したがって、既にダウンロード
済の同バージョンのプログラムを、重複して、無駄にダウンロードしてしまう可能性があ
るという問題点があった。さらには、ダウンロードしたプログラムが既に保有しているプ
ログラムよりも古いバージョンのものである可能性もあるという問題点があった。
【００１５】
また、パーソナルコンピュータによるダウンロードにおいても、バージョン情報の判断は
、操作者の手に委ねられていたため、ダウンロードにおいて上述のような失敗を起こす可
能性があった。
【００１６】
さらに、このダウンロードされるプログラム・データは、例えば数ＭＢｙｔｅのサイズを
有するものである。したがって、ダウンロードには数分～数十分の時間がかかることにな
る。従来では、ダウンロードの経過状態、例えばプログラム・データの総サイズのうち何
割がダウンロードされたかを表示していなかった。そのため、ダウンロードがいつ終了す
るかがわからず、ダウンロードを実行した操作者の不満の原因となるという問題点があっ
た。
【００１７】
一方、複数種類のプログラム・データの伝送を行おうとした場合、複数の伝送経路を用い
、それぞれを別々の経路で伝送するという方法が考えられる。例えば、この衛星放送の場
合では、それぞれ異なるキャリア周波数が割り当てられた複数のトランスポンダが用いら
れ、これにより受信機に対するデータストリームの伝送が行われる。したがって、受信機
の製造者や機種別にトランスポンダを割り当てることができる。しかしながら、従来では
、どのプログラム・データがどのトランスポンダから伝送されるかを示す情報が無かった
。そのため、実質的に、受信機側で対応するプログラム・データのダウンロードが行えな
いという問題点があった。
【００１８】
　したがって、この発明の目的は、多重化して伝送される複数のデータの中から適切なデ
ータを選択してダウンロードを行えるような、データ送信装置、データ受信装置、データ

方法およびデータ 方法を提供することにある。
【００１９】
【課題を解決するための手段】
　この発明は、上述した課題を解決するために、映像信号、音声信号および付加データを
符号化すると共に時分割多重したデータストリームとする複数のエンコーダと、
　複数のエンコーダのそれぞれからのデータストリームを所定長に分割したパケットを生
成し、該パケットを連ねることによりさらに多重化したトランスポートストリームとする
多重化部と、
　多重化部からのトランスポートストリームに対して変調を施す変調器と、
　複数の複数のエンコーダにそれぞれ対応する複数の多重化部からの複数のトランスポー
トストリームに対して複数の変調器でそれぞれ互いに異なる周波数で変調を施した複数の
変調信号を、互いに異なる周波数帯域の電波を中継する複数のトランスポンダを搭載する
通信衛星に対して同時に送信する送信部と
を備え、
　データストリームには、
　伝送された情報を受信する受信装置の製造者を識別する受信機製造者識別情報および製
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造者毎の機種を識別する機種識別情報と、該受信機製造者識別情報および機種識別情報に
より特定される機種に対応した更新用のプログラムコードデータと、

識別するトランスポンダ識別情報と
を含む制御情報を伝送するセクションが設けられる
ことを特徴とするデータ送信装置である。
【００２０】
　また、この発明は、上述した課題を解決するために、映像信号、音声信号および付加デ
ータが 符号化され ると共に

時分割多重され
トランスポートストリーム 互いに異なる複数の周波数でそれぞれ変調さ

れた複数の変調信号が、互いに異なる周波数帯域の電波を中継する複数のトランスポンダ
が搭載された通信衛星から同時に送信され、送信された該複数の変調信号から、指定され
たトランスポンダから送信された該変調信号を受信
　 受信信号とする受信部と、
　受信部で電波を受信した受信信号を復調する復調部と、
　復調部で復調された信号からトランスポートストリームを復元し、該トランスポートス
トリームに多重化されたパケットを分離し、該パケットに格納される複数のデータストリ
ームを復元する分離部と、
　分離部で復元された複数のデータストリームから映像信号、音声信号および付加データ
をそれぞれ復号する復号部と、
　 を全体的に制御する制御部と
を備え、
　データストリームには、
　伝送された情報を受信する受信装置の製造者を識別する受信機製造者識別情報および製
造者毎の機種を識別する機種識別情報と、該受信機製造者識別情報および機種識別情報に
より特定される機種に対応した更新用のプログラムコードデータと、

識別するトランスポンダ識別情報と
を含む制御情報を伝送するセクションが設けられており、
　制御部は、
　任意のトランスポンダからの電波 受信部で受信 受信 受信信号に基づくデー
タストリームからトランスポンダ識別情報を抽出し、
　該トランスポンダ識別情報に基づき

トランスポンダを し、該 された該トランスポンダからの
受信部で受信 た受信信号から取り出された受信

機製造者識別情報と機種識別情報とに基づき、対応する更新用のプログラムコードデータ
を抽出して 制御に用いる
ことを特徴とするデータ受信装置である。
【００２２】
　また、この発明は、上述した課題を解決するために、映像信号、音声信号および付加デ
ータを符号化すると共に時分割多重したデータストリームとする複数のエンコードのステ
ップと、
　複数のエンコードのステップのそれぞれからのデータストリームを所定長に分割したパ
ケットを生成し、該パケットを連ねることによりさらに多重化したトランスポートストリ
ームとする多重化のステップと、
　多重化のステップからのトランスポートストリームに対して変調を施す変調のステップ
と、
　複数の複数のエンコードのステップにそれぞれ対応する複数の多重化のステップからの
複数のトランスポートストリームに対して複数の変調のステップでそれぞれ互いに異なる
周波数で変調を施した複数の変調信号を、互いに異なる周波数帯域の電波を中継する複数
のトランスポンダを搭載する通信衛星に対して同時に送信する送信のステップと
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を備え、
　データストリームには、
　伝送された情報を受信する受信装置の製造者を識別する受信機製造者識別情報および製
造者毎の機種を識別する機種識別情報と、該受信機製造者識別情報および機種識別情報に
より特定される機種に対応した更新用のプログラムコードデータと、

識別するトランスポンダ識別情報と
を含む制御情報を伝送するセクションが設けられる
ことを特徴とするデータ送信方法である。
　また、この発明は、映像信号、音声信号および付加データが 符号化され

ると共に
時分割多重され トランスポートストリー

ム 互いに異なる複数の周波数でそれぞれ変調された複数の変調信号が、互いに異
なる周波数帯域の電波を中継する複数のトランスポンダが搭載された通信衛星から同時に
送信され、送信された該複数の変調信号から、指定されたトランスポンダから送信された
該変調信号を受信
　 受信信号とする受信のステップと、
　受信のステップで電波を受信した受信信号を復調する復調のステップと、
　復調のステップで復調された信号からトランスポートストリームを復元し、該トランス
ポートストリームに多重化されたパケットを分離し、該パケットに格納される複数のデー
タストリームを復元する分離のステップと、
　分離のステップで復元された複数のデータストリームから映像信号、音声信号および付
加データをそれぞれ復号する復号のステップと、
　 を全体的に制御する制御のステップと
を備え、
　データストリームには、
　伝送された情報を受信する受信装置の製造者を識別する受信機製造者識別情報および製
造者毎の機種を識別する機種識別情報と、該受信機製造者識別情報および機種識別情報に
より特定される機種に対応した更新用のプログラムコードデータと、

識別するトランスポンダ識別情報と
を含む制御情報を伝送するセクションが設けられており、
　制御のステップは、
　任意のトランスポンダからの電波 受信のステップで受信 受信 受信信号に基
づくデータストリームからトランスポンダ識別情報を抽出し、
　該トランスポンダ識別情報に基づき

トランスポンダを し、該 された該トランスポンダからの
受信 で受信 た受信信号から

取り出された受信機製造者識別情報と機種識別情報とに基づき、対応する更新用のプログ
ラムコードデータを抽出して 制御に用いる
ことを特徴とするデータ受信方法である。
【００２３】
上述したように、この発明は、受信装置の製造者を識別する受信機製造者識別情報と、受
信装置の製造者毎の機種を識別する受信機機種識別情報とが伝送されるため、多重化して
伝送される複数の情報の中から適切な情報を選択し受信することができる。
【００２４】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の一形態を、図面を参照しながら説明する。図１は、この実施の一
形態に適用できるデータ伝送システムの一例を示す。このシステムでは、送信側でビット
・シリアルなデータ・ストリームとされた、映像や音声、あるいはその他のデータが変調
され、送信設備４によって所定の周波数帯域の電波とされ送信される。この電波は、通信
衛星５によって中継され、受信機６によって受信される。

10

20

30

40

50

(8) JP 3896625 B2 2007.3.22

該プログラムコード
データがどのトランスポンダに含まれるかを

それぞれ て、複
数のデータストリームが形成され 、複数のデータストリームがそれぞれ所定長の
パケットに分割され、該パケットが て形成される

の複数が

する受信方法において、
該変調信号を

受信装置

該プログラムコード
データがどのトランスポンダに含まれるかを

を し、該 した

、該受信装置の製造者および機種に対応するプログ
ラムコードが伝送される 特定 特定
電波を受信するように受信のステップを制御し、 のステップ し

受信装置の



【００２５】
送信側において、映像信号，音声信号，および付加データがエンコーダ１に供給される。
付加データは、例えばテキストデータや他の音声データであり、プログラム・コード・デ
ータなどのバイナリ・データを含むことも可能である。エンコーダ１で、供給されたこれ
らの信号およびデータが高能率符号化されエンコードされる。
【００２６】
この実施の一形態においては、このエンコーダ１では、この高能率符号化には、ＭＰＥＧ
２方式が用いられる。すなわち、映像信号は、ＤＣＴ（離散コサイン変換）ならびに動き
ベクトル演算による動き補償がなされ、量子化されることによって符号化される。また、
音声信号は、聴覚心理符号化が利用されたサブバンド符号化がなされる。なお、プログラ
ム・コード・データなどのバイナリ・データについては、必要に応じて所定の方式で以て
符号化がなされる。
【００２７】
エンコーダ１では、さらに、符号化された映像，音声，および付加データが時分割多重さ
れ、ビット・シリアルなデータ・ストリームとされる。このデータ・ストリームは、多重
化部２に供給される。このシステムにおいては、１つの周波数帯域での複数チャンネルの
伝送に対応するために、各周波数帯域毎にエンコーダ１を複数、例えば６チャンネル分有
することができる。これらそれぞれのエンコーダ１から出力されたデータ・ストリームは
、多重化部２に供給される。
【００２８】
多重化部２では、供給されたこれらのデータ・ストリームが例えば時分割多重によりさら
に多重化される。ＭＰＥＧ２においては、データ・ストリームは、パケットと称される単
位に分割され伝送される。図２に示されるように、１つのパケットは、４バイトのヘッダ
部および１８４バイトのペイロード部からなり、１８８バイトのサイズを有する。分割さ
れたデータ・ストリームは、ペイロード部に格納される。ヘッダ部には、各々のパケット
の情報やパケット同士の関係を表す情報などが格納される。このヘッダ部には、このパケ
ットの識別情報であるＰＩＤが設けられる。
【００２９】
すなわち、この多重化部２では、供給されたデータ・ストリームが１８４バイト毎に分割
され、所定のヘッダ情報が付加されパケットが生成されることにより、多重化がなされ、
トランスポート・パケットとされる。同一のデータ・ストリームから生成されたトランス
ポート・パケットには、同一のＰＩＤが付される。このトランスポート・パケットが伝送
形式で連なったものは、トランスポート・ストリームと称される。多重化部２から出力さ
れたトランスポート・ストリームは、変調器３に供給される。
【００３０】
変調器３では、トランスポート・パケットに対してＱＰＳＫ (Quadrature Phase Shift Ke
ying) 変調がなされ、所定の周波数帯域の変調信号とされ出力される。変調器３から出力
された変調信号は、電力増幅器や送信アンテナなどを備える送信設備４に供給される。
【００３１】
なお、実際には、トランスポート・パケットに対するスクランブル処理、リード・ソロモ
ン符号による誤り訂正符号化の処理、バースト誤りに対応するためのインターリーブ処理
、畳み込み符号化の処理などがなされる。
【００３２】
送信は、複数の周波数帯域について行うことができる。そのため、このシステムでは、図
１に示されるように、上述の複数のエンコーダ１，多重化部２，および変調器３による構
成を、さらに複数有することができる。それぞれの変調器３では、互いに異なる周波数帯
域で変調が行われる。これら変調器３から出力された変調信号は、それぞれ送信設備４に
供給される。
【００３３】
変調信号が電波とされ送信設備４から通信衛星５に対して送信される。通信衛星５は、ト
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ランスポンダ（衛星中継器）を搭載している。このトランスポンダは、所定の周波数帯域
の電波の中継を行うもので、通信衛星５に対して、互いに対応する周波数帯域の異なる複
数のトランスポンダを搭載することによって、複数の周波数帯域の電波の中継を同時に行
うことができる。通信衛星５には、例えば２８台のトランスポンダが搭載される。したが
って、送信設備４から通信衛星５に対する送信の際には、通信衛星５が搭載するトランス
ポンダの数に対応した、複数の周波数帯域の電波が同時に送信される。
【００３４】
なお、多くの場合、これら複数のトランスポンダのそれぞれは、互いに異なる事業者によ
って運営される。
【００３５】
送信設備４から送信され、通信衛星５で中継された電波は、受信機６のアンテナ７によっ
て受信され受信信号とされる。受信信号は、チューナ８に供給され、以下、復調部９，誤
り訂正部１０，分離化部１１，およびＭＰＥＧデコーダ１２などで後述する所定の信号処
理がなされ、映像および音声信号が出力され、また、所定のデータが得られる。
【００３６】
図３は、この受信機６のさらに詳細な構成の一例を示す。アンテナ７によって受信された
受信信号は、チューナ８に供給される。チューナ８で受信するトランスポンダが指定され
、所定の周波数帯域が選択される。選択された受信信号が復調部９に供給されＱＰＳＫの
復調処理を施され、誤り訂正部１０で誤り訂正がなされトランスポート・パケットが復元
される。誤り訂正部１０でリード・ソロモン符号が復号化され、誤り訂正がなされる。こ
のトランスポート・パケットは、分離化部１１に供給される。
【００３７】
分離化部１１では、所望のチャンネルのパケットが分離され、また、パケットのデスクラ
ンブルがなされ、さらに、ヘッダ部の情報に基づき映像データ，音声データおよび付加デ
ータ（プログラム情報が含まれる）に分離される。映像データが映像復号部１２Ｖにより
復号され、受信映像信号が発生する。音声データが音声復号部１２Ａにより復号され、受
信音声信号が発生する。これらの映像復号部１２Ｖおよび音声復号部１２Ａは、ＭＰＥＧ
デコーダ１２（図１参照）に含まれる。付加データは、機器制御部２０に供給される。復
号された映像信号は、加算器２５において表示用信号が加算され、加算器２５の出力映像
信号がディスプレイに映出される。同様に、復号された音声信号は、例えばアンプで増幅
されスピーカから出力される。
【００３８】
機器制御部２０は、受信機全体の動作を制御するもので、マイクロコンピュータにより構
成される。機器制御部２０に対して、ＲＯＭ２１、フラッシュメモリ２２、ＲＡＭ２３お
よび画面表示生成部２４が結合される。ＲＯＭ２１には、ダウンロード制御用のプログラ
ムが格納されている。機器制御部２０が行うダウンロードの制御は、このＲＯＭ２１に格
納されたプログラムに基づいてなされる。フラッシュメモリ２２には、通常動作制御用の
プログラムが格納される。機器制御部２０によって行われる通常動作の制御（すなわち、
ダウンロードの制御以外）がフラッシュメモリ２２に記憶されているプログラムに基づい
てなされる。ＲＡＭ２３は、フラッシュメモリ２２を書き換える際の一時的記憶部として
使用される。画面表示生成部２４は、機器制御部２０の制御によって、種々の表示信号を
生成する。この表示信号が加算器２５に供給され、復号された映像信号に重畳される。
【００３９】
この発明では、上述のような受信機６の制御を行うためのプログラムが上述の通信衛星５
を介して送信される。すなわち、プログラム・データが付加データとしてエンコーダ１に
対して供給され、上述したような処理が施され、ＭＰＥＧ２によって高能率符号化された
映像および音声と共に送信設備４から送信され、通信衛星５によって中継される。ユーザ
は、受信機６によってこの送信されたプログラム・データを受信することで、受信機６の
プログラムの例えばアップ・デートを行うことができる。
【００４０】
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受信機６において、プログラムをダウンロードする場合では、分離化部１１によって分離
されたプログラム情報が機器制御部２０によって、ＲＡＭ２３に書込まれる。書込みは、
１書換え単位（例えば６４ｋバイト）毎になされる。フラッシュメモリ２２の１書換え単
位分の処理が終了するまで、ＲＡＭ２３がこの情報を保持する。１書換え単位分のプログ
ラムは、ＲＡＭ２３から読出された後、フラッシュメモリ２２に書込まれて、書換え処理
がなされる。ダウンロードの対象となる全てのプログラムの書換えが完了するまで、この
１書換え単位の処理が繰り返される。
【００４１】
図４は、プログラム・データを伝送するためのデータ・ストリームの構成の一例を示す。
この例では、プログラム・データは、ＭＰＥＧ２　Ｓｙｓｔｅｍｓ（ＩＳＯ　１３８１８
－１）に規定されているプライベート・セクションの形式に則ってなされる。ＭＰＥＧ２
では、複数のパケットを束ねたパックと称される構成単位でデータ・ストリームの取り扱
いがなされるが、このパックには、伝送されるストリームの種類やデータ構成などから、
セクションとＰＥＳ (Packtized Elementary Stream) パケットの２種類が設けられる。セ
クションでは制御情報などが伝送され、ＰＥＳパケットでは映像や音声が伝送される。
【００４２】
また、セクションの中でも、ＭＰＥＧ２の規定に基づきヘッダ以外の部分も規定されてい
る、例えばプログラムの仕様情報が伝送されるＰＡＴ (Program Association Table) ，Ｐ
ＭＴ (Program Map Table) ，およびＣＡＴ (Conditional Access Table)と、ヘッダのみが
規定された上述のプライベート・セクションとが設けられる。また、セクションが複数、
例えば１０２４個集まって１つのテーブルが構成される。この実施の一形態では、このプ
ライベート・セクションに対して、プログラム・データが格納され伝送される。
【００４３】
プライベート・セクションは、ヘッダのサイズが３バイトであるショートと８バイトのヘ
ッダを有するロングとの２種類が存在する。プログラム・データは、ショートのプライベ
ート・セクションに格納される。最初の５つの領域、すなわち、テーブルＩＤ，セクショ
ン・シンタクス・インジケータ，プライベート・インジケータ，予約領域，およびセクシ
ョン長とでヘッドが構成される。残りの部分に、プログラム・データやその他の必要なデ
ータが格納される。
【００４４】
プログラム・データが格納されるこのセクションは、ロード・セクションと称される。８
ビットを有するテーブルＩＤは、このセクションの内容を規定し、この場合には、このセ
クションがロード・セクションであることを表す値が格納される。次のセクション・シン
タクス・インジケータは、このセクションのヘッダタイプがショートとロングとの何方で
あるかが１ビットで示される。例えば、ここの値が’１’であればロングとされ、’０’
であればショートとされる。プライベート・インジケータは、このセクションがプライベ
ート・セクションであるかどうかが示され、値が’１’でプライベート・セクションであ
るとされる。２ビットの予約領域には、’１１’が格納される。
【００４５】
次のセクション長には、このセクション長として規定された１２ビットの直後からの、こ
のセクションのバイト数が格納される。このセクション長で、ヘッダが終了する。なお、
セクション長には１２ビットが割り当てられているため、４０９６バイトまでを表現する
ことができる。すなわち、このセクション長の領域以降には、４０９６バイトまでのデー
タを格納することができる。
【００４６】
メーカＩＤは、８ビットを有し、受信機の製造者を識別するための、受信機製造者識別番
号を表す。すなわち、受信機の製造者に対して、互いに異なる受信機製造者識別番号が予
め割り当てられる。また、次の、８ビットを有するモデルＩＤは、受信機の機種を識別す
るための、機種識別番号を表す。この機種識別番号は、製造者毎に独自に割り当てること
ができる。すなわち、製造者（受信機製造者識別番号）が異なれば、同一の機種識別番号
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が存在しても構わない。これらメーカＩＤおよびモデルＩＤとを組み合わせることで、受
信機を特定することができる。
【００４７】
バージョンＩＤは、８ビットを有し、このプライベート・セクションで伝送されるプログ
ラム・データのバージョンを表す。すなわち、上述のメーカＩＤとモデルＩＤとで特定さ
れた機種に対応するプログラム・データのバージョン識別番号がこのバージョンＩＤで表
される。
【００４８】
次の拡張セクション番号は、１６ビットを有し、このセクションに割り当てられたセクシ
ョン番号Ｓｎｏを表す。また、続く拡張最終セクション番号は、１６ビットを有し、同一
テーブルＩＤ，同一メーカＩＤ，同一モデルＩＤ，および同一バージョンＩＤを有するセ
クションの総数Ｓｓｕｍを表す。
【００４９】
次の８ビットは、コード・データ領域とされ、プログラム・データの本体が格納される。
このコード・データ領域は、同一セクションに連続して複数個、例えばＮ個設けることが
できる。したがって、１セクションに付き（８×Ｎ）ビットのプログラム・データを伝送
することができる。
【００５０】
なお、上述したように、セクション長で、ヘッダ以降に格納できるデータの最大サイズが
４０９６バイトまでに限定されているため、他のデータのサイズを差し引いて、Ｎは最大
で４０８５とされる。実際には、プログラム・データの総サイズは、例えば２ＭＢｙｔｅ
程度あるため、プログラム・データの伝送は、複数のロード・セクションに分割されてな
される。分割されたロードセクションのそれぞれには、異なるセクション番号Ｓｎｏが付
される。この場合、セクション番号Ｓｎｏは、プログラム・データの先頭から連番で付す
と後の処理の際に都合が良い。
【００５１】
最後の３２ビットを有するＣＲＣ－３２は、このセクションにおけるＣＲＣ－３２の直前
までのデータによるＣＲＣ (Cyclic Redundancy Check) である。このＣＲＣ－３２領域の
情報によって、このセクションの誤り検出を行う。
【００５２】
ところで、上述したように、通信衛星５には複数のトランスポンダが搭載され、これら複
数のトランスポンダから同時に異なる周波数帯域で以て送信を行うことができる。この場
合、複数のトランスポンダのそれぞれから同一のプログラム・データが伝送されるわけで
はなく、各トランスポンダ毎に異なる製造者や機種の受信機に対応したプログラム・デー
タが伝送される可能性が大きい。例えば、トランスポンダＡからは製造者ａの機種ｂ、ト
ランスポンダＢからは製造者ｃの機種ｄと製造者ｅの機種ｆ、また、トランスポンダＣか
らは、製造者ａの機種ｇと製造者ｈの機種ｉ、といったように、それぞれ異なる製造者お
よび機種に対応したプログラム・データが伝送される。
【００５３】
したがって、どのトランスポンダから必要なプログラム・データが伝送されているかを判
断する必要がある。図５は、どのトランスポンダからどの製造者および機種に対応したプ
ログラム・データが送出されているかを示す情報を伝送するためのデータ・ストリームの
構成を示す。ここでも、上述のプログラム・データの伝送と同様に、プライベート・セク
ションが用いられる。但し、この例では、ヘッダタイプがロングのものが用いられる。
【００５４】
このセクションは、ロード・コントロール・セクションと称される。このロード・コント
ロール・セクションは、それぞれのトランスポンダから同一内容のものが伝送される。ヘ
ッダのうち最初の３バイトは、上述のロード・セクションと同一の内容を表す。勿論、テ
ーブルＩＤは、ロード・コントロール・セクションを表す値が用いられ、セクション・シ
ンタクス・インジケータは、ヘッダタイプがロングであることを表すため、’１’とされ
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る。
【００５５】
次の１８ビットを有する予約領域は、’１’で埋められる。この予約領域に続くバージョ
ンＩＤ，カレント・ネクスト・インジケータ，セクション番号，および最終セクション番
号は、それぞれＭＰＥＧ２で規定の値とされる。この最終セクション番号で、ヘッダが終
了する。
【００５６】
１６バイトを有するトランスポート・ストリームＩＤは、通信衛星５に搭載されているト
ランスポンダの番号Ｔｎｏを表す。以下、トランスポート・ストリームＩＤからＣＲＣ－
３２の直前までの領域は、トランスポンダの数（この例ではＬ個）だけ繰り返されて設け
られる。すなわち、このトランスポート・ストリームＩＤからＣＲＣ－３２の直前の領域
のそれぞれに示される情報は、このトランスポート・ストリームＩＤで表されるトランス
ポンダから伝送されるデータに対応する。
【００５７】
次の３ビットの予約領域は、’１’で埋められる。その次の、１３ビットを有するダウン
・ロードＰＩＤは、トランスポンダ番号Ｔｎｏで表されるトランスポンダから、ロード・
セクションが伝送されるときのＰＩＤを表す。次の４ビットの予約領域は、’１’で埋め
られる。
【００５８】
１２バイトを有するモデル情報長は、この直後から最後尾のＣＲＣ－３２領域の直前まで
のバイト数を表す。続くメーカＩＤおよびモデルＩＤは、それぞれ８ビットを有し、それ
ぞれ受信機製造者識別番号および機種識別番号を表す。これは、トランスポンダ番号Ｔｎ
ｏで表されるトランスポンダから伝送されるプログラム・データが、どの製造者によるど
の機種に対応するかを示すものである。このメーカＩＤおよびモデルＩＤは、伝送される
プログラム・データの種類に応じて繰り返される。この例では、Ｍ種類のデータが伝送さ
れ、これらメーカＩＤおよびモデルＩＤは、Ｍ回繰り返される。
【００５９】
最後の３２ビットを有するＣＲＣ－３２は、このセクションにおけるＣＲＣ－３２領域の
直前までのデータによるＣＲＣ (Cyclic Redundancy Check) である。このＣＲＣ－３２領
域の情報によって、このセクションの誤り検出を行う。
【００６０】
このようにデータ・ストリームを構成することによって、ユーザは、受信機６に対してダ
ウン・ロードする旨指示するだけで、適切なプログラム・データのダウン・ロードを自動
的に行うことができる。すなわち、それぞれのトランスポンダから同一内容が伝送される
、ロード・コントロール・セクションを受信することによって、適切なプログラム・デー
タが伝送されているトランスポンダ番号Ｔｎｏを知ることができる。このトランスポンダ
番号Ｔｎｏに基づき、受信機６において、自動的に当該トランスポンダが指定される。当
該トランスポンダから伝送されたロード・セクションが受信され、このロード・セクショ
ンが適切なものであるかどうかが、メーカＩＤ，モデルＩＤ，およびバージョンＩＤなど
から判断される。適切なものであれば、ダウン・ロードが実行される。
【００６１】
次に、図６および図８に示されるフローチャートを用いて、このダウン・ロードの処理を
詳細に説明する。図６は、受信機６に対応したロード・セクションが伝送されるトランス
ポンダを指定する際の処理を示す。先ず、最初のステップＳ１で、任意のトランスポンダ
を指定し、受信を行う。受信された電波は、上述したように、チューナ８および復調部９
で所定の信号処理がなされ、誤り訂正部１０で誤り訂正され、分離化部１１で付加データ
のストリームが取り出される。この付加データのストリームは、例えば機器制御部２０を
介してＲＡＭ２３の所定の領域に記憶される。
【００６２】
次のステップＳ２以降の処理は、機器制御部２０の制御によりなされる。ステップＳ２で
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、ＲＡＭ２３に記憶された付加データのストリームからＣＲＣ－３２領域に格納されたデ
ータが取り出される。そして、ＣＲＣによる演算がなされ、伝送されたデータに誤りが無
いかどうか判断される。若し、誤りが検出されたら、処理はステップＳ１へ戻され、再度
、受信がなされる。誤りが無ければ、処理はステップＳ２に移行する。ステップＳ２では
、受信されたデータからテーブルＩＤを取得する。
【００６３】
取得されたテーブルＩＤに基づき、受信したデータがロード・コントロール・セクション
であるかどうかが判断される（ステップＳ４）。若し、ロード・コントロール・セクショ
ンではないと判断されたら、処理はステップＳ１へ戻される。
【００６４】
なお、図示されないが、このステップＳ４では、例えば図４や図５に示されるような、ヘ
ッダ情報に含まれるプライベート・インジケータも判断の条件として用いられる。
【００６５】
一方、ステップＳ４で、受信したデータがロード・コントロール・セクションであると判
断されたら、処理はステップＳ５に移行する。以降、上述の図５に示されたフォーマット
に基づき処理がなされる。ステップＳ５では、セクション長が取得される。そして、次の
ステップＳ６で、トランスポンダ番号Ｔｎｏが初期値、例えばＴｎｏ 1  にセットされる。
続いて、ステップＳ７でトランスポンダ番号Ｔｎｏ 1  におけるダウン・ロードＰＩＤが取
得され、さらに次のステップＳ８でトランスポンダ番号Ｔｎｏ 1  でのモデル情報長が取得
される。
【００６６】
ステップＳ９で、トランスポンダ番号Ｔｎｏ 1  で示されるトランスポンダから伝送される
、プログラム・データのメーカＩＤおよびモデルＩＤとが取得される。このステップＳ９
での処理は、ステップＳ１０での判断により、ステップＳ７で得られたモデル情報長に基
づき繰り返される（この例では、Ｍ回繰り返される）。トランスポンダ番号Ｔｎｏ 1  につ
いて処理が終了したと判断されたら、処理は次のステップＳ１１へ移行し、各トランスポ
ンダに対して処理が終了したか判断される。終了していないと判断されたら、トランスポ
ンダ番号Ｔｎｏが次の番号、例えばＴｎｏ 2  にセットされ（ステップＳ１２）、処理はス
テップＳ７に戻される。
【００６７】
ステップＳ１１で、各トランスポンダに対する処理が終了したとされたら、一連の処理が
終了される。この図６のフローチャートに示される処理が行われることにより、トランス
ポンダと、そのトランスポンダから伝送されるプログラム・データの受信機製造者識別番
号（メーカＩＤ）および機種識別番号（モデルＩＤ）との対応関係が得られる。図７は、
この対応関係の一例を示す。受信機６において、この対応関係に基づく機器制御部２０に
よりチューナ８が制御され、所定のトランスポンダの指定がなされる。
【００６８】
すなわち、機器制御部２０によってＲＯＭ２１からこの受信機６のメーカＩＤおよびモデ
ルＩＤとが読み出され、図７に示されるような対応関係が参照される。これにより、読み
出されたメーカＩＤおよびモデルＩＤとに対応したプログラム・データが伝送されるトラ
ンスポンダを知ることができる。
【００６９】
図８は、この指定されたトランスポンダからの電波を受信し、プログラムをダウン・ロー
ドする際のフローチャートを示す。先ず、最初のステップＳ２０で、上述の対応関係によ
って得られた所定のトランスポンダを指定し、受信を行う。受信された電波に対して上述
の処理が施され、付加データのストリームが取り出され、ＲＡＭ２３に記憶される。
【００７０】
次のステップＳ２１以降の処理は、機器制御部２０の制御によりなされる。ステップＳ２
１で、ＲＡＭ２３に記憶された付加データのストリームからＣＲＣ－３２領域に格納され
たデータが取り出される。そして、ＣＲＣによる演算がなされ、伝送されたデータに誤り
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が無いかどうか判断される。若し、誤りが検出されたら、処理はステップＳ２０へ戻され
、再度、受信がなされる。誤りが無ければ、処理はステップＳ２２に移行する。ステップ
Ｓ２２では、受信されたデータからテーブルＩＤを取得する。
【００７１】
取得されたテーブルＩＤに基づき、受信したデータがロード・セクションであるかどうか
が判断される（ステップＳ２３）。若し、ロード・セクションではないと判断されたら、
処理はステップＳ２０へ戻される。
【００７２】
なお、図示されないが、このステップＳ２３では、例えば図４や図５に示されるような、
ヘッダ情報に含まれるプライベート・インジケータも判断の条件として用いられる。
【００７３】
一方、ステップＳ２３で、受信したデータがロード・セクションであると判断されたら、
このセクションでプログラム・データが伝送されているので、以降、上述の図４に示され
たフォーマットに基づき、ダウン・ロードの処理がなされる。次のステップＳ２４では、
セクション長が取得される。そして、次のステップＳ２５で、メーカＩＤ，モデルＩＤ，
およびバージョンＩＤが取得され、ステップＳ２６で、このロード・セクションで伝送さ
れるプログラム・データがダウン・ロードすべきものであるかどうかが判断される。
【００７４】
先ず、機器制御部２０によって、ＲＯＭ２１からメーカＩＤおよびモデルＩＤとが読み出
される。これら読み出されたメーカＩＤおよびモデルＩＤと、ステップＳ２４で取得され
たメーカＩＤおよびモデルＩＤとが一致するかどうかが判断される。若し、何方かが一致
しなければ、このロード・セクションでは目的のプログラム・データが伝送されていない
とされる。
【００７５】
共に一致すれば、次には、フラッシュ・メモリ２２から、現状で記憶されているプログラ
ム・データのバージョンＩＤが読み出される。このバージョンＩＤは、例えば、フラッシ
ュ・メモリ２２にプログラム・データが記憶される際に、このプログラム・データの属性
として設定される。このバージョンＩＤと、ステップＳ２４で取得されたバージョンＩＤ
とが比較される。比較の結果、取得されたバージョンＩＤの方が新しいとされれば、この
ロード・セクションで目的のプログラム・データが伝送されているとされ、処理はステッ
プＳ２７に移行する。
【００７６】
このバージョンＩＤの比較により、現状でフラッシュ・メモリ２２に記憶されているプロ
グラム・データと同バージョンのプログラム・データや、さらに古いバージョンのプログ
ラム・データを無駄にダウン・ロードすることが避けられる。
【００７７】
ステップＳ２７では、セクション番号Ｓｎｏおよび総セクション数Ｓｓｕｍとが取得され
る。これらセクション番号Ｓｎｏおよび総セクション数Ｓｓｕｍは、例えばＲＡＭ２３に
記憶され、プログラム・データのダウン・ロードが全て終了するまで保持される。次のス
テップＳ２８で、現在受信しているロード・セクションが未取得のセクションであるかど
うかが判断される。この判断は、セクション番号Ｓｎｏに基づいてなされる。
【００７８】
例えば、ロード・セクションが受信される度に、ステップＳ２７で取得されるセクション
番号ＳｎｏをＲＡＭ２３に累積的に記憶させ、取得済ロード・セクションのセクション番
号のテーブルを作成する。新たなセクション番号Ｓｎｏが取得される度にこのテーブルを
参照することでなされる。
【００７９】
ステップＳ２８で、未取得のセクションではないとされたら、処理はステップＳ２０に戻
され、次のロード・セクションの受信がなされる。一方、未取得のセクションであるとさ
れれば、処理はステップＳ２９に移行し、データ・コード領域からプログラム・データが
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取得され、プログラム本体のダウン・ロードがなされる。ダウン・ロードされたプログラ
ム・データは、例えばＲＡＭ２３の所定の領域に一旦記憶される。
【００８０】
プログラム・データは、図４に示されるように、８ビットのサイズを有するＮ個の領域に
分けられ格納されている。上述のステップＳ２４で得られたセクション長によって、この
ロード・セクションにおいて格納されているプログラム・データのサイズが分かり、Ｎの
値を知ることができる。このＮの値に基づきステップＳ３０で、このセクションでプログ
ラム・データが所定のサイズだけダウン・ロードされたかどうかが判断される。若し、所
定のサイズのダウン・ロードが終了していなければ、処理はステップＳ２９に戻され、ダ
ウン・ロードが続けられる。
【００８１】
一方、ステップＳ３０で、所定サイズのダウン・ロードが終了したとされれば、処理はス
テップＳ３１に移行する。このステップＳ３１では、このプログラム・データが格納され
る一連のロード・セクションのダウン・ロードが終了したかどうかが判断される。これは
、例えば、上述のＲＡＭ２３に累積的に記憶されたセクション番号Ｓｎｏを参照すること
でなされる。若し、終了していないとされれば、処理はステップＳ２０へ戻され、残りの
セクションのダウン・ロード処理がなされる。
【００８２】
一方、ステップＳ３１で一連のロード・セクションのダウン・ロードが終了したとされれ
ば、プログラム・データ全体のダウン・ロードが完了したとされ、一連の処理が終了され
る。
【００８３】
プログラム・データ全体のダウン・ロードが完了されると、所定の方法で以て、ＲＡＭ２
３に記憶されているプログラム・データがフラッシュ・メモリ２２に転送され書き込まれ
る。これは、例えばＲＯＭ２１に予め記憶されたローダ・プログラムに基づきなされる。
【００８４】
また、上述のダウン・ロード処理の際に、ダウン・ロードの途中経過を表示させるように
すると、より好ましい。これは、例えば図８におけるステップＳ２９の実行と共に、総セ
クション数Ｓｓｕｍ，累積的に記憶されたセクション番号Ｓｎｏ，ステップＳ４で取得さ
れたセクション長，およびステップＳ２９およびＳ３０の繰り返し回数とから容易に算出
することができる。これにより、現在、全体の何パーセントのプログラム・データがダウ
ンロードされているかを、例えば図９に一例が示されるように表示させることができる。
この表示は、機器制御部２０の制御に基づき画面表示生成部２４で表示画面が作成され、
加算機２５で映像信号部１２からの出力と合成させることでなされる。
【００８５】
なお、上述では、プログラム・データがダウンロードされるとしたが、これはこの例に限
定されない。例えば、伝送させるデータをテキストデータや静止画，動画データとして、
受信機の製造者からの、新製品やプログラムのアップデート情報などのメッセージを伝送
するようにすることは容易である。
【００８６】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、受信機製造者ならびに機種毎に、別々のプログ
ラム・データを伝送することができる。そのため、受信側で、ホスト・プロセッサやＯＳ
，インタープリタなどを統一しなくても、全ての受信機を対象としたプログラム・データ
のダウン・ロードを実施することができる効果がある。
【００８７】
また、この発明によれば、バージョンＩＤによって伝送されるプログラム・データのバー
ジョン情報を知ることができるため、無駄なダウン・ロードを避けることができる効果が
ある。
【００８８】
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さらに、この実施の一形態においては、ダウン・ロードの途中経過を表示させることがで
きる効果がある。これにより、比較的時間のかかるダウン・ロードでも、ユーザにストレ
スを与えることが避けられる効果がある。
【００８９】
さらにまた、この発明によれば、製造者や機種が多岐にわたった場合でも、それぞれに対
応するプログラム・データを任意のトランスポンダで伝送することができる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】この実施の一形態に適用できるデータ伝送システムの一例を示すブロック図であ
る。
【図２】トランスポート・パケットを説明するための略線図である。
【図３】受信機のさらに詳細な構成の一例を示すブロック図である。
【図４】ロード・セクションの構成の一例を示す略線図である。
【図５】ロード・コントロール・セクションの構成の一例を示す略線図である。
【図６】受信機に対応したロード・セクションが伝送されるトランスポンダを指定する際
の処理を示すフローチャートである。
【図７】トランスポンダと、そのトランスポンダから伝送されるプログラム・データの受
信機製造者識別番号および機種識別番号との対応関係を説明するための略線図である。
【図８】指定されたトランスポンダからの電波を受信し、プログラムをダウン・ロードす
る際のフローチャートである。
【図９】ダウン・ロードの途中経過の表示の一例を示す略線図である。
【図１０】典型的なディジタル放送システムの概略を示す図である。
【符号の説明】
１・・・エンコーダ、２・・・多重化部、３・・・変調器、４・・・送信設備、５・・・
通信衛星、６・・・受信機、１１・・・分離化部、２０・・・機器制御部、２１・・・Ｒ
ＯＭ、２２・・・フラッシュ・メモリ、２３・・・ＲＡＭ
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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