
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
動画データと、動画データに合成して表示されるグラフィックスデータを含むナビゲーシ
ョン情報から構成される複数のナビゲーション情報列とが多重化されて送信される放送デ
ータをトランスポートストリームとして受信する放送受信装置であって、
前記トランスポートストリームから動画データと、ナビゲーション情報とを抽出する抽出
手段と、
放送受信装置に適合した１のナビゲーション情報列から前記ナビゲーション情報を抽出す
るよう前記抽出手段を制御する抽出制御手段と、
前記抽出手段で抽出されたナビゲーション情報を記憶するナビゲーション情報記憶手段と
、
前記抽出手段で抽出された動画データと前記ナビゲーション情報記憶手段に記憶されてい
るナビゲーション情報に含まれるグラフィックスデータとを合成して表示させる再生制御
手段と
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、
ユーザ操作を受け付ける操作受付手段と、
前記操作受付手段に対してユーザが操作する操作部材の種類と、前記ナビゲーション情報
列の識別情報との対応関係を記憶する装置情報記憶手段とを備え、
前記操作受付手段は、ユーザ操作を受け付ける際に当該ユーザが操作する操作部材の種類
を特定する信号を受け付ける信号受付部を有し、
前記抽出制御手段は、



【請求項２】

【請求項３】

【請求項４】

放送受信装置に適合した１のナビゲーション情報列から前記ナビゲーション情報を抽出す
るよう前記抽出ステップを制御する抽出制御ステップと、

【請求項５】
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複数のナビゲーション情報列のうち前記信号受付部で受け付けられた信号で特定される操
作部材の種類に対応するナビゲーション情報列の識別情報を前記装置情報記憶手段から取
得して、前記抽出手段にナビゲーション情報の抽出条件を設定する抽出条件設定部を有す
ることを特徴とする放送受信装置。

請求項１記載の放送受信装置において、
前記ナビゲーション情報列は、前記動画データの内容に対応した時間域に応じたナビゲー
ション情報の集合であり、前記時間域内で当該ナビゲーション情報が繰り返し多重化され
ており、
前記抽出条件設定部は、前記時間域に応じたナビゲーション情報の抽出条件を設定する。

請求項１記載の放送受信装置において、
前記操作部材の種類は、大人用リモートコントローラと子供用リモートコントローラであ
り、前記複数のナビゲーション情報列は、大人用のナビゲーション情報列と子供用のナビ
ゲーション情報列とである。

動画データと、動画データに合成して表示されるグラフィックスデータを含むナビゲーシ
ョン情報から構成される複数のナビゲーション情報列とが多重化されて送信される放送デ
ータをトランスポートストリームとして受信し、ナビゲーション情報を記憶するナビゲー
ション情報記憶部と、ユーザ操作を受け付けるとともにユーザ操作を受け付ける際に当該
ユーザが操作する操作部材の種類を特定する信号を受け付ける信号受付部を含んでいる操
作受付部と、前記操作受付部に対してユーザが操作する操作部材の種類と前記ナビゲーシ
ョン情報列の識別情報との対応関係を記億する装置情報記憶部とを有する放送受信装置に
おける放送受信方法であって、
前記トランスポートストリームから動画データと、ナビゲーション情報とを抽出する抽出
ステップと、

前記抽出ステップで抽出されたナビゲーション情報をナビゲーション情報記憶部に記憶さ
せるナビゲーション情報記憶ステップと、
前記抽出ステップで抽出された動画データと前記ナビゲーション情報記憶部に記憶されて
いるナビゲーション情報に含まれるグラフィックスデータとを合成して表示させる再生制
御ステップとを含み、
前記抽出制御ステップは、
複数のナビゲーション情報列のうち前記信号受付部で受け付けられた信号で特定される操
作部材の種類に対応するナビゲーション情報列の識別情報を前記装置情報記憶部から取得
して、前記抽出ステップにおけるナビゲーション情報の抽出条件を設定する抽出条件設定
ステップを含むことを特徴とする放送受信方法。

動画データと、動画データに合成して表示されるグラフィックスデータを含むナビゲーシ
ョン情報から構成される複数のナビゲーション情報列とが多重化されて送信される放送デ
ータをトランスポートストリームとして受信し、ナビゲーション情報を記憶するナビゲー
ション情報記憶部と、ユーザ操作を受け付けるとともにユーザ操作を受け付ける際に当該
ユーザが操作する操作部材の種類を特定する信号を受け付ける信号受付部を含んでいる操
作受付部と、前記操作受付部に対してユーザが操作する操作部材の種類と前記ナビゲーシ
ョン情報列の識別情報との対応関係を記憶する装置情報記憶部とを有する放送受信装置の
処理を制御する制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって
、
前記トランスポートストリームから動画データと、ナビゲーション情報とを抽出する抽出
ステップと、



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、テレビ放送システムにおける放送受信装置のユーザインタフェース技術に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
最近、衛星放送技術の発展はめざましく、特開平５－２８４５０６号公報に開示されてい
る「衛星放送におけるマルチメディア・セレクタ」では、アナログ映像信号にユーザが選
択可能なデジタルデータを重畳し、映像、音声、デジタルデータからなるマルチメディア
情報を提供する技術が開示されている。これは、例えば、放送音声の各国語訳文字データ
をデジタルデータとして重畳し、ユーザの選択により放送映像に付加するものである。こ
れにより、一方向性の情報メディアである衛星放送システムを、ユーザが必要に応じて選
択しうる、すなわち、ユーザが選択可能なマルチメディア情報伝送システムとしてユーザ
インタフェースを与えることを可能としている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来の技術は、１つのビデオストリームに固定的なユーザインタフェ
ース（デジタルデータ）を付加しただけであり、ユーザによって必ずしも最適なユーザイ
ンタフェースを提供できるものではない。また、固定的なユーザインタフェースしか送信
していないため、放送番組提供者側もユーザ別に肌理細かなユーザインタフェースに変え
て放送するなどの高度で効果的な放送を行うことができない。
【０００４】
本発明は、上記課題に鑑み、ユーザインタフェースを提供するナビゲーション情報を選択
的に利用できる放送受信装置を提供することを目的としている。
【０００５】
【課題を解決するための手段】

動画データと、動画データに合成して表示されるグ
ラフィックスデータを含むナビゲーション情報から構成される複数のナビゲーション情報
列とが多重化されて送信される放送データをトランスポートストリームとして受信する放
送受信装置であって、前記トランスポートストリームから動画データと、ナビゲーション
情報とを抽出する抽出手段と、放送受信装置に適合した１のナビゲーション情報列から前
記ナビゲーション情報を抽出するよう前記抽出手段を制御する抽出制御手段と、前記抽出
手段で抽出されたナビゲーション情報を記憶するナビゲーション情報記憶手段と、前記抽
出手段で抽出された動画データと前記ナビゲーション情報記憶手段に記憶されているナビ
ゲーション情報に含まれるグラフィックスデータとを合成して表示させる再生制御手段と
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放送受信装置に適合した１のナビゲーション情報列から前記ナビゲーション情報を抽出す
るよう前記抽出ステップを制御する抽出制御ステップと、
前記抽出ステップで抽出されたナビゲーション情報をナビゲーション情報記憶部に記憶さ
せるナビゲーション情報記憶ステップテと、
前記抽出ステップで抽出された動画データと前記ナビゲーション情報記憶部に記憶されて
いるナビゲーション情報に含まれるグラフィックスデータとを合成して表示させる再生制
御ステップとを含み、
前記抽出制御ステップは、
複数のナビゲーション情報列のうち前記信号受付部で受け付けられた信号で特定される操
作部材の種類に対応するナビゲーション情報列の識別情報を前記装置情報記憶部から取得
して、前記抽出ステップにおけるナビゲーション情報の抽出条件を設定する抽出条件設定
ステップを含む制御プログラムを記録した記録媒体。

上記課題を解決するため、本発明は、

、ユーザ操作を受け付ける操作受付手段と、前記操作受付手段に対してユーザが操作する
操作部材の種類と、前記ナビゲーション情報列の識別情報との対応関系を記憶する装置情



【０００６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係る放送受信装置の実施の形態を図面を用いて説明する。
（実施の形態１）
図１は、本発明に係る放送受信装置の実施の形態１の構成図である。
放送受信装置１０１は、受信部１０２と、ＴＳ（ Transport Stream）デコーダ部１０３と
、ＡＶデコーダ部１０４と、装置情報記憶部１０５と、ナビゲーション情報記憶部１０６
と、信号受信部１０７と、受信制御部１０８と、再生制御部１０９と、表示部１１０と、
音声出力部１１１とを備えており、放送装置（図示せず）から送信される放送データであ
るトランスポートストリームの中からユーザに応じたナビゲーション情報を利用して番組
（イベント）を出力するよう構成されている。
【０００７】
なお、トランスポートストリームは、ＭＰＥＧ（ Moving Picture ExpertsGroup2）システ
ムにより、放送データを多重化したものであり、後述するようにビデオストリームとナビ
ゲーション情報とを含んでいる。ナビゲーション情報は、ユーザインタフェースを実現す
るため、放送データの映像に重ねて表示されるグラフデータを含み、また、ユーザの操作
に応じてインタラクティブ性を得ることができるようにスクリプト情報を含んでいる。
【０００８】
ＴＳデコーダ部１０３は、フィルタ条件記憶部１１２を有しており、信号受信部１０７は
、外部装置であるリモートコントローラ（以下「リモコン」という）１１３、１１４から
ユーザの操作信号を受信する。
受信部１０２は、受信制御部１０８により指定されたトランスポートストリームを受信し
、ＴＳデコーダ部１０３に出力する。
【０００９】
図２は、受信部１０２において、受信されるトランスポートストリームの内容を示す図で
ある。
トランスポートストリーム２０１には、世界の旅行案内を示す動画データからなるビデオ
ストリーム２０２と、このビデオストリーム２０２が再生されたときのユーザインタフェ
ースとなる２つのナビゲーション情報列２０３、２０４とが含まれている。ビデオストリ
ーム２０２とナビゲーション情報列２０３とで、又はビデオストリーム２０２とナビゲー
ション情報列２０４とで１つのイベントを構成する。
【００１０】
ナビゲーション情報列２０３は、子供向けユーザインタフェースであり、旅行案内のビデ
オストリーム２０２の再生映像に「クイズ」を重畳して表示するものである。ナビゲーシ
ョン情報列２０４は、大人向けユーザインタフェースであり、旅行案内のビデオストリー
ム２０２の再生映像にその「詳細情報」を重畳して表示するものである。したがって、ナ
ビゲーション情報列２０３、２０４は、その再生映像の場面に応じて、その内容を変化さ
せている。
【００１１】
ナビゲーション情報列２０３では、ナビゲーション情報ＮＶＴ（０，０）、ＮＶＴ（０，
１）、ＮＶＴ（０，２）の３つのバージョンがある。ナビゲーション情報列２０４では、
ナビゲーション情報ＮＶＴ（１，０）、ＮＶＴ（１，１）、ＮＶＴ（１，２）、ＮＶＴ（
１，３）、ＮＶＴ（１，４）の５つのバージョンがある。
【００１２】
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報記憶手段とを備え、前記操作受付手段は、ユーザ操作を受け付ける際に当該ユーザが操
作する操作部材の種類を特定する信号を受け付ける信号受付部を有し、前記抽出制御手段
は、複数のナビゲーション情報列のうち前記信号受付部で受け付けられた信号で特定され
る操作部材の種類に対応するナビゲーション情報列の識別情報を前記装置情報記憶手段か
ら取得して、前記抽出手段にナビゲーション情報の抽出条件を設定する抽出条件設定部を
有することとしている。



それぞれのナビゲーション情報には、再生映像に重畳して表示されるグラフィックスデー
タ（ビットマップデータを含み、以下「グラフデータ」という）２０５と、そのグラフデ
ータ２０５の表示位置や表示枠を指定する表示情報２０６と、各バージョンの表示有効時
間を示す時間情報２０７と、ユーザの操作に応じた出力動作や表示動作を示すスクリプト
情報２０８とが含まれている。例えば、ナビゲーション情報列２０３のバージョン番号「
０」のナビゲーション情報ＮＶＴ（０，０）の有効時間は時間ｔ１から時間ｔ２までの間
である。
【００１３】
ナビゲーション情報列２０３、２０４の各バージョンのナビゲーション情報のスクリプト
情報２０８の内容を図３に示している。例えば、ナビゲーション情報列２０３のバージョ
ン番号「１」のナビゲーション情報ＮＶＴ（０，１）では、ユーザが画面上でフォーカス
状態とされている番号「２」のエジプトで「けってい」ボタンを押下したときには、「ピ
ンポーン」との正解である旨の合成音が出力されることを示している。
【００１４】
ナビゲーション情報ＮＶＴ（１，Ｎ）では、変数Ｙ＝１のとき、「詳細情報」が表示され
ることが示されている。詳細情報の内容は、上述したグラフデータである。なお、ナビゲ
ーション情報ＮＶＴ（０．Ｎ）では、表示動作のスクリプトが省略されている。
図４は、上述したトランスポートストリーム２０１が放送局から送信される状態を模式化
して示した図である。ビデオストリーム２０２、ナビゲーション情報列２０３、２０４に
は、それぞれをＴＳデコーダ部１０３で分離するために用いられる識別情報が書き込まれ
ている。
ビデオストリーム２０２には、ＭＰＥＧ２規格に定められた識別子ＰＩＤが書き込まれて
いる。ナビゲーション情報列２０３、２０４には、ＭＰＥＧ２規格に定められたパケット
識別子ＰＩＤと、テーブル識別拡張子 table#id#extensionと、バージョン番号とが書き込
まれている。
【００１５】
また、トランスポートストリーム２０１には再生時間を管理するためのＰＣＲ（基準クロ
ック情報）４０１も多重化されている。ナビゲーション情報列２０３、２０４の各バージ
ョンは、上述した表示有効時間の間、繰り返し送信されている。
また、トランスポートストリーム２０１には、この他にＭＰＥＧ２の規格やＤＶＢ（ Digi
tal Video Broadcasting）規格に定められたＰＭＴ等のシステム情報が多重化されている
が、本発明の主題ではないので、その記載を省略する。なお、トランスポートストリーム
の多重化については、「総合マルチメディア選書ＭＰＥＧ」（テレビジョン学会編、オー
ム社、１９９４年）に記載されている。
【００１６】
ＴＳデコーダ部１０３は、受信制御部１０８によって設定されるフィルタ条件を記憶する
フィルタ条件記憶部１１２を有し、このフィルタ条件に従って受信部１０２から出力され
るトランスポートストリーム中から、ビデオストリームを分離してＡＶデコーダ部１０４
に出力し、ナビゲーション情報を分離してナビゲーション情報記憶部１０６に書き込む。
また、ＰＣＲ（基準クロック情報）を分離し、ＡＶデコーダ部１０４に出力する。
【００１７】
フィルタ条件記憶部１１２は、複数のフィルタ条件を記憶する。複数のフィルタ条件に対
応してＴＳデコーダ部１０３は、複数の分離処理を並行して行う。
ＴＳデコーダ部１０３は、受信制御部１０８によって、ＰＩＤ「０×００９６」をフィル
タ条件としてフィルタ条件記憶部１１２に設定されると、ビデオストリーム を分離
して、ＡＶデコーダ部１０４に出力する。
また、受信制御部１０８によって、フィルタ条件記憶部１１２にＰＩＤ「０×００９２」
、 table#id#extension「０×００００」を設定されると、ナビゲーション情報列２０３の
現在、繰り返し送信されているいずれかのバージョンのナビゲーション情報ＮＶＴ（０，
Ｎ）を分離して、ナビゲーション情報記憶部１０６に記憶させる。次に、ＰＩＤと table#

10

20

30

40

50

(5) JP 3954653 B2 2007.8.8

２０２



id#extensionを同一のまま、 version#noを「０×０（ｎ＋１）」としたフィルタ条件をフ
ィルタ条件記憶部１１２に設定されるとナビゲーション情報列２０３のバージョン番号（
ｎ＋１）のナビゲーション情報ＮＶＴ（０，ｎ＋１）を分離して、ナビゲーション情報記
憶部１０６に記憶させる。
また、受信制御部１０８によって、フィルタ条件記憶部１１２にＰＩＤ「０×００９３」
、 table#id#extension「０×０００１」を設定されると、ナビゲーション情報列２０４の
現在、繰り返し送信されているいずれかのバージョンのナビゲーション情報ＮＶＴ（１，
Ｎ）を分離して、ナビゲーション情報記憶部１０６に記憶させる。 version#noを「０×０
（ｎ＋１）」としたフィルタ条件を更に設定されると、上記と同様ナビゲーション情報列
２０４のバージョン番号（ｎ＋１）のナビゲーション情報ＮＶＴ（１，ｎ＋１）を分離し
て、ナビゲーション情報記憶部１０６に記憶させる。
【００１８】
ＡＶデコーダ部１０４は、図示しないクロック部を有し、ＭＰＥＧ２規格に従って、ＴＳ
デコーダ部１０３から出力されたビデオストリーム を同期をとりながら復号し、再
生制御部１０９に出力する。クロック部は、ＴＳデコーダ部１０３から出力されるＰＣＲ
（基準クロック情報）の値によって正しい基準時刻に設定され、ビデオストリーム
を正しく同期をとりながら復号するための基準となる時刻をカウントする。
【００１９】
装置情報記憶部１０５は、放送受信装置１０１の信号受信部１０７に対して、ユーザが操
作する外部操作部材とナビゲーション情報列２０３、２０４との対応関係を記憶している
。
図５は、外部操作部材の一例であるリモコン１１３、１１４の外観を示している。リモコ
ン１１３は大人用リモコンであり、ボタン表示が漢字で表記されている。リモコン１１４
は、子供用リモコンであり、ボタンの表示は、子供でも読めるように平仮名で表記されて
いる。どちらのリモコン１１３、１１４にも電源キー５０３、画面表示キー５０４、「↑
」キー５０５、「↓」キー５０６、「→」キー５０７、「←」キー５０８、「決定」キー
５０９とが設けられている。
【００２０】
図６は、装置情報記憶部１０５に記憶されているナビゲーション情報列２０３、２０４と
リモコン１１３、１１４との対応関係を示す図である。
リモコン１１３が操作されたとき、ナビゲーション情報列２０４が選択的にトランスポー
トストリームから分離され、リモコン１１４が操作されたとき、ナビゲーション情報列２
０３が選択的に分離されることを示している。
【００２１】
信号受信部１０７は、ユーザのリモコン１１３又はリモコン１１４の操作信号を受信し、
受信制御部１０８に出力する。例えば、放送局から送信されるトランスポートストリーム
中の、イベントの選択信号を受信したとき、受信制御部１０８にその選択信号を出力する
。この際、リモコン１１３又はリモコン１１４を識別する識別番号を同時に受信制御部１
０８に通知する。また、後述するユーザの操作による↑信号、↓信号、決定信号を受信し
たとき、該信号を受信制御部１０８に出力する。リモコン１１３の「↑」、「↓」、「決
定」の各キー５０５、５０６、５０９が利用者によって押下されると、リモコン１１３は
該信号を信号受信部１０７に送信する。この「↑」、「↓」キー５０５、５０６は、表示
部１１０に表示されている表示画像中の番号のフォーカス状態を１つ上の番号に又は１つ
下の番号に切り替えるために操作され、「決定」キー５０９はそのフォーカス状態の番号
やボタンを決定するために操作される。
【００２２】
受信制御部１０８は、ＣＰＵと、プログラムを格納したＲＯＭと、作業用のＲＡＭ等とか
ら構成され、放送受信装置１０１の全般の制御に加えて、イベントの受信を制御する。
受信制御部１０８は、信号受信部１０７からユーザのイベント選択の信号を入力されると
、ＴＳデコーダ部１０３のフィルタ条件記憶部１１２にビデオストリーム のフィル
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タ条件としてＰＩＤ「０×００９６」を設定する。また、信号受信部１０７から、操作さ
れたリモコンの識別番号の通知を受けると、装置情報記憶部１０５に記憶されているリモ
コンとナビゲーション情報列の対応関係を参照して、ナビゲーション情報のフィルタ条件
をフィルタ条件記憶部１１２に設定する。
例えば、リモコン１１３がユーザによって操作されたときには、受信制御部１０８は、信
号受信部１０７を介してリモコン１１３の識別番号「１」の通知を受け、対応する table#
id#extension「０×０００１」を装置情報記憶部１０５から読み出し、フィルタ条件記憶
部１１２にＰＩＤ「０×００９３」、 table#id#extension「０×０００１」をフィルタ条
件として設定する。なお、 table#id#extensionの値からＰＩＤを知るのは、説明を省略し
たシステム情報を参照してなされる。
また、ナビゲーション情報記憶部１０６に例えば、ナビゲーション情報ＮＶＴ（１，０）
が記憶されているときには、その時間情報２０７を読み出し、ＡＶデコーダ部１０４のク
ロック部を参照して、表示有効時間の終了時間ｔ２に達したとき、フィルタ条件記憶部１
１２にフィルタ条件のうちＰＩＤと table#id#extensionをそのままの条件とし、 version#
noにナビゲーション情報列２０４の次の version#no「０×０１」を設定する。
【００２３】
受信制御部１０８は、ナビゲーション情報列２０４のナビゲーション情報ＮＶＴ（１，０
）がナビゲーション情報記憶部１０６に記憶されている場合に、「決定」信号を信号受信
部１０７から受けると、変数Ｙに「１」を設定する。
ナビゲーション情報ＮＶＴ（１，１）、ＮＶＴ（１，２）、ＮＶＴ（１，３）、ＮＶＴ（
１，４）とバージョンが変わったときには、スクリプト情報の表示動作に従い、再生制御
部１０９に表示指示をする。
【００２４】
受信制御部１０８は、ナビゲーション情報記憶部１０６に記憶されているナビゲーション
情報中のグラフデータ２０５と表示情報２０６とを読み出し、再生制御部１０９に通知す
る。
受信制御部１０８は、また、ナビゲーション情報列２０３のナビゲーション情報ＮＶＴ（
０，１）又はナビゲーション情報ＮＶＴ（０，２）がナビゲーション情報記憶部１０６に
記憶されている場合に、「けってい」信号の通知を信号受信部１０７から受けると、再生
制御部１０９がフォーカス状態としている番号が「１」のイギリス又は「３」の日本であ
るときには、スクリプト情報に従い変数Ｘを「－１」とする。また、フォーカス状態とし
ている番号が「２」のエジプトであるときは、変数Ｘを「１」とする。
【００２５】
次に、変数Ｘが「－１」であるときには「ブー」を、変数Ｘが「１」であるときには「ピ
ンポーン」を出力するよう再生制御部１０９に通知する。この通知後、変数Ｘに「０」を
設定する。
再生制御部１０９は、受信制御部１０８からの指示にしたがって、ＡＶデコーダ部１０４
で復号された映像データと、受信制御部１０８から出力されるグラフデータとを合成して
映像信号として表示部 に出力する。また、受信制御部１０８からのスクリプトの解
釈に従い、合成音を合成して音声出力部１１１に出力する。この際、グラフデータは、ｊ
ｕｓｈｉｎ制御部１０８から通知された表示画面上の表示枠の表示位置で、映像データの
上に重ねられる。
【００２６】
表示部１１０は、ＣＲＴや液晶ディスプレイなどで実現され、再生制御部１０９から出力
される映像を表示する。
音声出力部１１１は、スピーカなどで実現され、再生制御部１０９から出力される音声を
出力する。
表示部１１０での具体的な表示動作について説明する。時間ｔ１と時間ｔ２との間で、ユ
ーザがリモコン１１３を操作してトランスポートストリーム２０１のイベントを選択する
と、ＴＳデコーダ部１０３は、ビデオストリーム２０２を分離してＡＶデコーダ部１０４
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に出力する。再生制御部１０９は、受信制御部１０８を介して大人向けユーザインタフェ
ースのナビゲーション情報ＮＶＴ（１，０）のグラフデータと表示情報との通知を受ける
と、表示情報に示される表示位置にグラフデータを展開して表示枠に収めて、ＡＶデコー
ダ部１０４で復号された映像データに重畳して表示部１１０に出力する。この結果、表示
部１１０の表示画面には、図７に示す映像が表示される。この際、再生制御部１０９は、
グラフデータ「詳細情報」の表示領域をデフォルトでフォーカス状態とする。ここで、ユ
ーザがリモコン１１３の「決定」キー５０９を押下すると、時間ｔ２となったとき、ナビ
ゲーション情報ＮＶＴ（１，１）がＴＳデコーダ部１０３で分離され、ナビゲーション情
報記憶部１０６に記憶される。これによって、表示部１１０の表示画面には、図８に示す
映像が表示される。
【００２７】
また、ユーザが時間ｔ１と時間ｔ２との間に、リモコン１１４を用いて同様にイベントを
選択したときには、図９に示す映像が表示部１１０の表示画面に表示される。また、ユー
ザが「決定」キーを押下すると、時間ｔ２になった後、表示部１１０の表示画面は、図１
０に示すよう映像となる。ここで、再生制御部１０９は、番号「１」のイギリスをデフォ
ルトでフォーカス状態の表示とさせている。ユーザがリモコン１１４の「↓」キー５０６
を一度押下すると、再生制御部１０９は、受信制御部１０８を介して「↓」信号の通知を
受け、番号「２」のエジプトにフォーカス状態を移動する。受信制御部１０８から「ピン
ポーン」の出力をするよう通知されると、合成音「ピンポーン」を音声出力部 に出
力させる。
【００２８】
更に、時間ｔ５を過ぎると表示部１１０の表示画面は図１１に示すようになる。ここで、
デフォルト状態で番号「１」の中国がフォーカス状態となっている。
ユーザがリモコン１１４の「けってい」キーを押下すると、音声出力部１１１から「ブー
」という合成音が出力される。
次に、本実施の形態の動作を図１２のフローチャートを用いて説明する。
【００２９】
ユーザのイベントの選択操作によって、ＴＳデコーダ部１０３は、トランスポートストリ
ーム中のビデオストリーム を分離し、ユーザの操作したリモコンに応じたナビゲー
ション情報を分離してナビゲーション情報記憶部 に記憶させる（Ｓ１２０２）。次
に、受信制御部１０８は、ユーザから操作信号が入力されたか否かを判定する（Ｓ１２０
４）。入力がなければ、Ｓ１２１２に移る。入力があるときには、その入力が特定の信号
、例えば、「決定」キー、「けってい」キー５０９，「↑」キー５０５、「↓」キー５０
６等の「決定」信号、「↑」信号、「↓」信号等で、かつ前回の入力信号と比較して、リ
モコンの識別番号が変更されているか否かを判定する（Ｓ１２０６）。変更があれば、イ
ベント（ナビゲーション情報）を切り替えて取得する（Ｓ１２０８）。変更がなければ、
ナビゲーション情報中のスクリプト情報に従い、入力動作に応じて変数Ｘまたは、変数Ｙ
に所定の値を設定し（Ｓ１２１０）、Ｓ１２１２に移る。
【００３０】
Ｓ１２１２において、受信制御部１０８は、変数Ｙ＝１のときには、スクリプト情報の表
示動作から表示内容をナビゲーション情報列２０４の「詳細情報」を表示させるように決
定し、変数Ｘに「０」が設定されているときにはナビゲーション情報列２０３のグラフデ
ータを表示させるようにする。
次に、再生制御部１０９は、ビデオストリームの映像データとナビゲーション情報に記録
されているグラフデータとを合成し（Ｓ１２１４）、表示部 に表示させる。この際
、変数Ｘの値が「１」又は「－１」であるときには、音声出力部１１１から所定の合成音
を出力させ（Ｓ１２１６）、Ｓ１２０２に戻る。
【００３１】
本実施の形態では、外部操作部材の種類に応じて、放送受信装置がナビゲーション情報列
を選択することができる。これによって外部操作部材を用いるユーザに応じて、複数用意
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されたナビゲーション情報列から１つのナビゲーション情報列を選択的に用いて、ユーザ
インタフェースを提供することができる。
なお、本実施の形態では、ユーザが操作するリモコンの種類に応じてナビゲーション情報
を選択したけれども、ユーザを識別するためにユーザの声を入力し、その音声を判断して
ユーザに相応しいナビゲーション情報を選択できるようにしてもよい。
【００３２】
また、リモコンにナビゲーション情報の切り換えのためのボタンを設け、そのボタンの押
下に応じて放送受信装置で選択するナビゲーション情報を変更するようにしてもよい。
更に、本実施の形態では、クイズ番組の正解は不正解を合成音を用いて応答したけれども
、画面上に正解、不正解を表示するようにしてもよい。
（実施の形態２）
図１３は、本発明に係る放送受信装置の実施の形態２の構成図である。
【００３３】
放送受信装置１３０１は、受信部１０２と、ＴＳデコーダ部１０３と、ＡＶデコーダ部１
０４と、装置情報記憶部１３０２と、ナビゲーション情報記憶部１０６と、信号受信部１
０７と、再生制御部１３０３と、受信制御部１３０４と、表示部１３０５と、音声出力部
１１１とを備えており、放送装置（図示せず）から送信されるトランスポートストリーム
の中から表示部１３０５に応じたナビゲーション情報を利用してイベントを出力するよう
構成されている。ＴＳデコーダ部１０３は、フィルタ条件記憶部１１２を有しており、信
号受信部１０７は、外部装置であるリモコン１１３からユーザの操作信号を受信する。
【００３４】
この放送受信装置１３０１は、上記実施の形態１の放送受信装置１０１とほぼ同様の構成
部分を有するので、同一の構成部分については同一の符号を付してその説明を省略して、
本実施の形態固有の部分についてのみ説明する。
図１４は、受信部１０２において、受信されるトランスポートストリームの内容を示す図
である。
【００３５】
トランスポートストリーム１４０１には、映画「失われた世界」を示す動画データからな
るビデオストリーム１４０２と、このビデオストリーム１４０２が再生されたときのユー
ザインタフェースとなる３つのナビゲーション情報ＮＶＴ（０）、ＮＶＴ（１）、ＮＶＴ
（２）とが含まれている。ビデオストリーム１４０２とナビゲーション情報ＮＶＴ（０）
とで、ビデオストリーム１４０２とナビゲーション情報ＮＶＴ（１）とで、又は、ビデオ
ストリーム１４０２とナビゲーション情報ＮＶＴ（２）とで１つのイベントを構成する。
【００３６】
各ナビゲーション情報には、グラフデータ１４０３と、グラフデータの表示位置を示す表
示情報１４０４と、スクリプト情報１４０５とが記載されている。ナビゲーション情報Ｎ
ＶＴ（０）は、表示部１３０５の表示画面がアスペクト比１６：９のワイド画面用のナビ
ゲーション情報である。ナビゲーション情報ＮＶＴ（１）は、表示部１３０５の表示画面
がアスペクト比４：３のノーマル画面用のナビゲーション情報である。ナビゲーション情
報ＮＶＴ（２）は、表示部１３０５の表示画面が小型の液晶画面用のナビゲーション情報
である。
【００３７】
各ナビゲーション情報ＮＶＴ（０）、ＮＶＴ（１）、ＮＶＴ（２）のスクリプト情報の内
容を図１５に示している。表示部１３０５に表示されるグラフデータの合成動作と、表示
動作とを示している。例えば、ナビゲーション情報ＮＶＴ（０）では、表示部１３０５で
表示されるビデオストリーム１４０２の映像のアスペクト比が４：３（ノーマルサイズ）
であるときは、グラフデータ１４０３を映像データに重畳的に合成し、時間ｔ１から時間
ｔ５までの全時間に亘り表示することを示しており、映像のアスペクト比が１６：９（ワ
イドサイズ）であるときは、グラフデータ１４０３を映像データにアルファブレンディン
グにより半透明に合成し、時間ｔ１から時間ｔ５までに１０秒毎に１秒間で表示すること
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を示している。
【００３８】
また、ワイドテレビでノーマルサイズの映像を表示させるとき、表示画面の左右に映像を
表示しない部分（レターボックス）が生じる。ナビゲーション情報ＮＶＴ（０）の表示情
報１４０４には、このレターボックスの範囲が表示位置として示されている。ナビゲーシ
ョン情報ＮＶＴ（１）の表示情報１４０４には、ノーマルテレビでワイドサイズの映像を
表示させるときに、表示画面の上下のレターボックスの範囲が表示位置として示されてい
る。ナビゲーション情報ＮＶＴ（２）の表示情報１４０４には、小型の液晶画面のほぼ全
域を表示位置として示している。これは、小型の液晶画面では、解像度が低く、小さな文
字を表示したのでは、ユーザにとって見づらいからである。
【００３９】
図１６は、上述したトランスポートストリーム１４０１が放送局から送信される状態を模
式化して示した図である。ナビゲーション情報ＮＶＴ（０）、ＮＶＴ（１）、ＮＶＴ（２
）は、時間ｔ１と時間ｔ５との間繰り返し送信されている。
また、映画「失われた世界」のビデオストリームには、ＰＩＤ「０×００９５」が識別情
報として書き込まれている。
ナビゲーション情報ＮＶＴ（０）には、ＰＩＤ「０×００９２」、 table#id#extension「
０×００００」が、ナビゲーション情報ＮＶＴ（１）には、ＰＩＤ「０×００９３」、 ta
ble#id#extension「０×０００１」が、ナビゲーション情報ＮＶＴ（２）には、ＰＩＤ「
０×００９４」、 table#id#extension「０×０００２」がそれぞれ識別情報として書き込
まれている。
装置情報記憶部１３０２には、表示部１３０５として用いられる表示画面とナビゲーショ
ン情報との対応関係が図１７に示すように記憶されている。ワイド画面は table#id#exten
sion「０×００００」のナビゲーション情報ＮＶＴ（０）と対応し、ノーマル画面は tabl
e#id#extension「０×０００１」のナビゲーション情報ＮＶＴ（１）と対応し、小型液晶
画面は table#id#extension「０×０００２」のナビゲーション情報ＮＶＴ（２）と対応し
ていることを示している。
【００４０】
再生制御部１３０３は、表示部１３０５として接続されている表示画面が、ワイド画面で
あるか、ノーマル画面であるか、それとも小型の液晶画面であるかを受信制御部１３０４
に通知する。
また、再生制御部１３０３は、ＡＶデコーダ部１０４で復号されたビデオストリーム１４
０２の映像データがワイドサイズであるかノーマルサイズであるかを受信制御部１３０４
に通知する。
【００４１】
また、受信制御部１３０４からグラフデータと表示情報との通知と、グラフデータと映像
データとの合成が重畳であるかアルファブレンディングかの通知と、表示時間の通知を受
けると、ＡＶデコーダ部で復号された映像データに重畳又はアルファブレンディングによ
ってグラフデータを表示情報に従い合成し、通知された表示時間となるようにＡＶデコー
ダ部１０４のクロック部を参照して表示部１３０５に表示させる。
【００４２】
受信制御部１３０４は、再生制御部１３０３から表示部１３０５として接続されている表
示画面がワイド画面かノーマル画面か小型液晶画面かの通知を受けると、装置情報記憶部
１３０２に記憶されている対応するナビゲーション情報のテーブル識別拡張子を読み出し
、図示しないシステム情報を参照して、ＴＳデコーダ部１０３のフィルタ条件記憶部１１
２にナビゲーション情報のフィルタ条件を設定する。
【００４３】
また、受信制御部１３０４は、再生制御部１３０３から復号されたビデオストリーム１４
０２の映像のアスペクト比が通知されると、ナビゲーション情報記憶部１０６に記憶され
ているナビゲーション情報を読み出す。次に、スクリプト情報に従い、グラフデータと表
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示情報と、合成が重畳であるかアルファブレンディングであるかと、表示時間とを再生制
御部１３０３に通知する。
【００４４】
表示部１３０５は、ワイド画面のワイドテレビやノーマル画面のノーマルテレビや小型液
晶画面の小型液晶テレビで実現される。
次に表示部１３０５での映像表示の具体例について説明する。
図１８は、表示部１３０５がワイド画面である場合の時間ｔ１と時間ｔ２との間の表示部
１３０５の表示画面を示している。この際、ナビゲーション情報記憶部１０６には、ナビ
ゲーション情報ＮＶＴ（０）が記憶されている。ワイド画面のレターボックス１８０１に
ナビゲーション情報ＮＶＴ（０）のグラフデータ１４０３が表示されている。時間ｔ２か
ら時間ｔ５では、図１４に矢線Ｔで示したようにワイドサイズの映像送信時間となるので
、表示部１３０５の表示画面は、図１９に示すようになる。なお、主映像である動画は時
々変化しており、図中網掛け表示としたグラフデータは、半透明であることを示している
。また、このグラフデータは、時間ｔ２から時間ｔ５との間に、１０秒毎に１秒間の割合
で表示される。
【００４５】
このように、半透明とすることによって、映像がグラフデータで全て覆われることを防止
している。また、表示時間を全時間に亘らずに、一部の時間とすることで、映像の視聴の
妨げとなることを防止し、かつ有用な情報を表示することができる。
表示部１３０５がノーマル画面である場合には、ナビゲーション情報記憶部１０６には、
ナビゲーション情報ＮＶＴ（１）が記憶されている。図２０は、時間ｔ１と時間ｔ２との
間のある瞬間の表示画面を示している。映画「失われた世界」のタイトルの映像にグラフ
データが半透明で表示されている。このグラフデータは、１０秒毎に１秒間で表示される
。次に時間ｔ２を過ぎると、図１４に矢線Ｔで示したようにワイドサイズの映像送信時間
となるので、ノーマル画面の上下に図２１に示すようなレターボックス２１０１，２１０
２が生じる。この上部のレターボックス２１０１にグラフデータが重畳される。
【００４６】
また、表示部１３０５に小型の液晶画面が用いられているときには、ナビゲーション情報
記憶部１０６には、ナビゲーション情報ＮＶＴ（２）が記憶されている。時間ｔ２を過ぎ
たところで、ビデオストリーム１４０２が選択されたときには、表示部１３０５に最初の
３秒間、図２２に示すようなグラフデータを表示した表示画面が表示される。小型液晶画
面では、小さな文字等は見づらいので、画面のほぼ全域にグラフデータを表示することと
して、ユーザに見やすいようにしている。また、表示時間を最初の一定時間だけとして、
映像の視聴の妨げとなることを防止している。
【００４７】
次に、本実施の形態の動作を図２３に示すフローチャートを用いて説明する。
先ず、受信制御部１３０４は、信号受信部１０７を介してユーザからのビデオストリーム
の選択が有か否かを判定し（Ｓ２３０２）、ビデオストリームの選択を待って、ＴＳデコ
ーダ部１０３のフィルタ条件記憶部１１２にそのフィルタ条件を設定する。次に、表示部
１３０５に用いられている表示画面がワイドであるか（Ｓ２３０４）、ノーマルであるか
（Ｓ２３０６）の判定を再生制御部１３０３からの通知を受けて行う。
【００４８】
次に、装置情報記憶部１３０２の記憶内容を参照して、ワイド画面のときには、ナビゲー
ション情報ＮＶＴ（０）を取得するためのフィルタ条件を設定し（Ｓ２３０８）、ノーマ
ル画面のときには、ナビゲーション情報ＮＶＴ（１）を取得するためのフィルタ条件を設
定し（Ｓ２３１０）、その他のときには、小型液晶画面であると判定して、ナビゲーショ
ン情報ＮＶＴ（２）を取得するためのフィルタ条件を設定する（Ｓ２３１２）。
【００４９】
受信制御部１３０４は、ナビゲーション情報ＮＶＴ（０）を取得すると、再生制御部１３
０３からの通知を受け、復号された映像のアスペクト比が４：３（ノーマルサイズ）か１
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６：９（ワイドサイズ）かを判定する（Ｓ２３１４）。ノーマルサイズのときには、グラ
フデータを映像データに重畳して合成するよう再生制御部１３０３に指示するとともに、
グラフデータと表示情報とを通知する（Ｓ２３１６）。更に、再生制御部１３０３に全時
間表示指示を与えて（Ｓ２３１８）、Ｓ２３０２に戻る。
【００５０】
Ｓ２３１４において、ノーマルサイズ と判定したときは、再生制御部１３０３に
グラフデータを映像データにアルファブレンディングするよう指示するとともに、グラフ
データと表示情報とを通知する（Ｓ２３２０）。更に、再生制御部１３０３に１０秒毎に
１秒間表示するよう指示し（Ｓ２３２２）、Ｓ２３０２に戻る。
【００５１】
また、受信制御部１３０４は、ナビゲーション情報ＮＶＴ（１）を取得したときには、映
像がノーマルサイズかワイドサイズかを判定し（Ｓ２３２４）、ノーマルサイズであれば
、Ｓ２３２０、Ｓ２３２２を実行し、ワイドサイズであればＳ２３１６、Ｓ２３１８を実
行してＳ２３０２に戻る。
ナビゲーション情報ＮＶＴ（２）を取得したときには、再生制御部１３０３にグラフデー
タを映像データにアルファブレンディングするよう指示するとともに、グラフデータと表
示情報とを通知する（Ｓ２３２６）。次に、表示時間を３秒間である旨指示して（Ｓ２３
２８）、Ｓ２３０２に戻る。
【００５２】
以上のように、本実施の形態によれば、表示部１３０５の表示画面の種類に応じて、ユー
ザが見やすいグラフデータを表示できるユーザインタフェースなナビゲーション情報を選
択することができる。
なお、本実施の形態では、表示部１３０５での映像を見やすいようにグラフデータの表示
を一定時間の表示としたけれども、例えば、リモコン１１３のユーザの「画面表示」キー
５０４の押下によってグラフデータを表示させるようにしてもよい。
【００５３】
また、文字放送のように、グラフデータを画面にスクロール表示させてもよい。
更に、グラフデータを見やすくするために、表示部１３０５での映像を圧縮表示（例えば
、上下方向に動画データを圧縮表示して、上下の余白部分にグラフデータを表示する）し
てもよい。
（実施の形態３）
図２４は、本発明に係る放送受信装置の実施の形態３の構成図である。
【００５４】
放送受信装置２４０１は、受信部１０２と、ＴＳデコーダ部１０３と、ＡＶデコーダ部１
０４と、装置情報記憶部２４０２と、ナビゲーション情報記憶部１０６と、信号受信部１
０７と、再生制御部１０９と、受信制御部２４０４と、表示部１１０と、音声出力部１１
１と、モデム２４０３とを備えており、放送装置（図示せず）から送信されるトランスポ
ートストリームの中から放送受信装置２４０１の状態に応じたナビゲーション情報を利用
してイベントを出力するよう構成されている。ＴＳデコーダ部１０３は、フィルタ条件記
憶部１１２を有しており、信号受信部１０７は、外部装置であるリモコン１１３からユー
ザの操作信号を受信する。また、モデム２４０３は、公衆回線網２４０５を介して有料番
組提供者の視聴許不可問合せセンター（図示せず）と接続される。
【００５５】
この放送受信装置２４０１は、上記実施の形態１の放送受信装置１０１とほぼ同様の構成
部分を有するので、同一の構成部分については同一の符号を付してその説明を省略し、本
実施の形態固有の部分についてのみ説明する。
図２５は、受信部１０２において、受信されるトランスポートストリームの内容を示す図
である。
【００５６】
トランスポートストリーム２５０１には、有料放送番組である映画「失われた世界」を示
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す動画データからなるビデオストリーム２５０２と、このビデオストリーム２５０２が再
生されたときのユーザインタフェースとなる３つのナビゲーション情報列２５０３、２５
０４、２５０５とが含まれている。ビデオストリーム２５０２とナビゲーション情報列２
５０３とで、ビデオストリーム２５０２とナビゲーション情報列２５０４とで、又は、ビ
デオストリーム２５０２とナビゲーション情報列２５０５とで１つのイベントを構成する
。
【００５７】
ナビゲーション情報列２５０３は、ナビゲーション情報ＮＶＴ（０，０）とナビゲーショ
ン情報ＮＶＴ（０，１）とからなり、有料放送番組の映画「失われた世界」のビデオスト
リームが選択されたとき、最初に取得されるナビゲーション情報列である。
また、ナビゲーション情報列２５０４は、有料放送番組の視聴可能なユーザに対して取得
されるナビゲーション情報列であり、ナビゲーション情報ＮＶＴ（１，０）とナビゲーシ
ョン情報ＮＶＴ（１，１）とからなる。
【００５８】
ナビゲーション情報列２５０５は、有料放送番組の視聴不可能なユーザに対して取得され
るナビゲーション情報列であり、ナビゲーション情報ＮＶＴ（２，０）からなる。各ナビ
ゲーション情報は、グラフデータ２５０６と、表示情報（図示せず）と時間情報（図示せ
ず）とスクリプト情報（２５０７）とを含んでいる。
【００５９】
各ナビゲーション情報に含まれるスクリプト情報の内容を図２６に示している。この各ス
クリプト情報に従い、受信制御部２４０４は、再生制御部１０９に指示を与えたり、ＴＳ
デコーダ部１０３に新たなナビゲーション情報のフィルタ条件を設定したり、モデム２４
０３を介して有料番組提供者の視聴許不可問合せセンターと電話回線で接続したりする。
【００６０】
なお、トランスポートストリーム２５０１は、図４や図１６に示したとほぼ同様に表され
るでその説明は省略する。
装置情報記憶部２４０２は、図２７に示すように、有料番組のビデオストーリーム２５０
２がＴＳデコーダ部１０３で分離されたときに、最初に分離すべきナビゲーション情報を
示すエントリナビゲーション情報と、有料番組の視聴が可能か不可能かを問合わせるため
の電話番号とを記憶している。
【００６１】
モデム２４０３は、公衆回線網２４０５と接続されており、受信制御部２４０４によって
有料番組提供者の視聴許不可問合せセンターと放送受信装置２４０１とを接続する。
受信制御部２４０４は、ユーザによって有料番組である映画「失われた世界」のビデオス
トリーム２５０２が選択されると、ＴＳデコーダ部１０３のフィルタ条件記憶部１１２に
ビデオストリーム２５０２の識別情報をフィルタ条件として設定する。次に、装置情報記
憶部２４０２のエントリナビゲーション情報を読み出し、ナビゲーション情報ＮＶＴ（０
，Ｎ）を取得するようにＴＳデコーダ部１０３のフィルタ条件記憶部１１２にナビゲーシ
ョン情報ＮＶＴ（０，０）またはナビゲーション情報ＮＶＴ（０，１）の識別情報をフィ
ルタ条件として設定する。
【００６２】
ナビゲーション情報記憶部１０６に記憶されているナビゲーション情報ＮＶＴ（０，０）
またはナビゲーション情報（０，１）のスクリプト情報を読み出し、変数Ｘに初期値「２
」を設定し、再生制御部１０９にグラフデータと表示情報と時間情報とを通知し、ＡＶデ
コーダ部１０４で復号された映像データに重畳するよう指示する。
【００６３】
次に、信号受信部１０７を介してユーザから「有料番組」の選択決定の信号を受信すると
変数Ｘに「０」を設定する。
受信制御部２４０４は、変数Ｘに「０」を設定すると、装置情報記憶部２４０２に記憶さ
れている視聴許不可問合せセンターの電話番号を読み出し、モデム２４０３を介して回線
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を接続する。放送受信装置２４０１自身の識別情報を通知し、有料番組の視聴が許可され
るか否かを問合わせる。即ち、有料番組視聴のための料金が納付されているときには、視
聴許不可問合せセンターから視聴許可信号とともに、何時間の視聴が可能であるかの視聴
許可時間が通知される。料金が納付されていないときには、視聴不可信号が通知される。
【００６４】
受信制御部２４０４は、視聴許可信号を通知されると、変数Ｘに「１」を設定する。視聴
不可信号を通知されると変数Ｘに「－１」を設定する。
変数Ｘが「１」のときには、ナビゲーション情報ＮＶＴ（１，０）またはナビゲーション
情報ＮＶＴ（１，１）を取得するようフィルタ条件記憶部１１２にフィルタ条件を設定す
る。なお、時間ｔ１から時間ｔ２の間のときはナビゲーション情報ＮＶＴ（１，０）を、
時間ｔ２を過ぎるときは、ナビゲーション情報ＮＶＴ（１，１）が取得される。
【００６５】
変数Ｘが「－１」のときには、ナビゲーション情報ＮＶＴ（２，０）を取得するようフィ
ルタ条件記憶部１１２にフィルタ条件を設定する。
受信制御部２４０４は、新たなナビゲーション情報がナビゲーション情報記憶部１０６に
記憶されると、そのスクリプト情報に従い、再生制御部１０９に指示を与える。ナビゲー
ション情報ＮＶＴ（１，０）が記憶されている場合に、変数Ｘが「１」のときには、グラ
フデータと表示情報と時間情報とを再生制御部１０９に通知し、併せて、グラフデータを
映像データに重畳して合成し、表示させるよう指示する。ナビゲーション情報ＮＶＴ（１
，１）が記憶されている場合に、Ｘ＝１のときには、グラフデータと表示情報とを再生制
御部１０９に通知し、併せて、グラフデータを映像データに重畳して合成し、２秒間表示
するように指示する。更に、受信制御部２４０４は、時限タイマーを起動させ、視聴許不
可問合せセンターから通知された視聴許可時間に達するまで、有料番組の再生を続行させ
る。時限タイマーが、この視聴許可時間に到達すると、変数Ｘに「－１」を設定し、ナビ
ゲーション情報ＮＶＴ（２，０）を取得するためにフィルタ条件記憶部１１２にフィルタ
条件を設定する。
【００６６】
ナビゲーション情報記憶部１０６にナビゲーション情報ＮＶＴ（２，０）が記憶されてい
る場合に、変数Ｘが「－１」のときには、グラフデータと表示情報と時間情報とを再生制
御部１０９に通知し、併せてグラフデータを映像データに重畳して合成し、表示するよう
指示する。
例えば、時間ｔ１と時間ｔ２との間で、映像「失われた世界」のビデオストリームが選択
されたとき、表示部１１０には、図２８に示すように映像が表示される。
【００６７】
次に、この有料番組を視聴するため、ユーザが選択決定操作を行うと、有料番組を視聴で
きるユーザであれば、時間ｔ２を経過した後のある瞬間の表示部１１０には、図２９に示
すように映像が表示される。有料番組を視聴できない、料金が納付されていないユーザで
あれば、表示部１１０には、図３０に示すように映像が表示される。
【００６８】
次に、本実施の形態の動作を図３１に示すフローチャートを用いて説明する。先ず、ユー
ザがビデオストリームを選択する（Ｓ３１０２）。このビデオストリームが有料番組であ
れば、ユーザの選択決定を待つ（Ｓ３１０４）。ユーザが選択決定するまでは、受信制御
部２４０４は、最初に映像データに付加するエントリナビゲーション情報ＮＶＴ（０，０
）又はエントリナビゲーション情報ＮＶＴ（０，１）を取得するためフィルタ条件を設定
し、取得する（Ｓ３１０６）。
【００６９】
取得したナビゲーション情報のグラフデータを映像データに合成して表示するよう再生制
御部１０９に指示し（Ｓ３１０８）、ユーザの選択決定を待つ。
有料番組がユーザによって選択決定されたときには、受信制御部２４０４は、モデム２４
０３を介して公衆回線網２４０５に接続された視聴許不可問合せセンターに自身の放送受
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信装置２４０１が有料番組の視聴が許可されるか否かを問合せ（Ｓ３１１０）、不可のと
きはＳ３１２０に移る。
【００７０】
視聴が許可されたときには、受信制御部２４０４は、ナビゲーション情報ＮＶＴ（１，０
）又はナビゲーション情報ＮＶＴ（１，１）を取得するため、フィルタ条件を設定する（
Ｓ３１１２）。
受信制御部２４０４は、ナビゲーション情報を取得するとグラフデータと映像データとの
合成を再生制御部１０９に指示する（Ｓ３１１４）。ナビゲーション情報ＮＶＴ（１，０
）では有効時間の間、ナビゲーション情報ＮＶＴ（１，１）では一定時間の表示指示をす
るとともに、ナビゲーション情報ＮＶＴ（１，１）の表示指示をしたときには時限タイマ
ーを起動する（Ｓ３１１６）。
【００７１】
視聴許可時間が経過するまで有料番組の再生を続け（Ｓ３１１８）、視聴許可時間が経過
すると、ナビゲーション情報ＮＶＴ（２，０）を取得するため、フィルタ条件を設定する
（Ｓ３１２０）。ナビゲーション情報ＮＶＴ（２，０）のグラフデータと映像データとの
合成指示と表示指示とを再生制御部１０９にして（Ｓ３１２２）、処理を終了する。
【００７２】
以上のように本実施の形態では、有料番組の放送を視聴可能か否かを視聴許不可問合せセ
ンターに問合せ、許可又は不可によって取得するナビゲーション情報を変え、ユーザに有
料番組の視聴で ること又は視聴できないことを容易に知らせることができる。
なお、本実施の形態では、公衆回線網２４０５を介して、有料放送番組が視聴できるか否
かを問合せることとしたけれども、有料放送番組を視聴することを許可された識別カード
や予め視聴料を払い込み交付されたプリペードカードを放送受信装置に設けられた読み取
り部に挿入することで、視聴可・不可を判断できるようにしてもよい。
（実施の形態４）
図３２は、本発明に係る放送受信装置の実施の形態４の構成図である。
【００７３】
放送受信装置３２０１は、受信部１０２と、ＴＳデコーダ部１０３と、ＡＶデコーダ部１
０４と、装置情報記憶部３２０２と、ナビゲーション情報記憶部３２０３と、信号受信部
１０７と、再生制御部３２０４と、受信制御部３２０５と、表示部１１０と、音声出力部
１１１と、モデム３２０６とを備えており、放送装置（図示せず）から送信されるトラン
スポートストリームの中から放送受信装置３２０１を視聴するユーザに応じたナビゲーシ
ョン情報を利用してイベントを出力するよう構成されている。ＴＳデコーダ部１０３は、
フィルタ条件記憶部１１２を有しており、信号受信部１０７は、外部装置であるリモコン
１１３からユーザの操作信号を受信する。また、モデム３２０６は、公衆回線網３２０７
を介して放送局（図示せず）と接続される。
【００７４】
この放送受信装置３２０１は、上記実施の形態１の放送受信装置１０１とほぼ同様の構成
部分を有するので、同一の構成部分については同一の符号を付してその説明を省略し、本
実施の形態固有の部分についてのみ説明する。
図３３は、受信部１０２において、受信されるトランスポートストリームの内容を示す図
である。
【００７５】
トランスポートストリーム３３０１には、アンケート番組の背景映像となる動画データか
らなるビデオストリーム３３０２と、アンケート番組の問題となるグラフデータを含む７
つのナビゲーション情報列３３０３～３３０９とが含まれている。
ナビゲーション情報列３３０３は、このアンケート番組が選択決定されたとき、最初に取
得されるナビゲーション情報ＮＶＴ（０，０）と、時間ｔ２から時間ｔ６までの間が表示
有効時間となるナビゲーション情報ＮＶＴ（０，１）と、時間ｔ６以降に表示有効時間と
なるナビゲーション情報ＮＶＴ（０，２）とからなる。
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【００７６】
ナビゲーション情報列３３０４～３３０９は、それぞれ、ナビゲーション情報ＮＶＴ（１
）～ＮＶＴ（６）からなる。
ナビゲーション情報ＮＶＴ（０，０）は、時間ｔ１から時間ｔ２までの間繰り返し送信さ
れている。ナビゲーション情報ＮＶＴ（０，１）、ＮＶＴ（１）～ＮＶＴ（６）は時間ｔ
２から時間ｔ６までの間繰り返し送信されている。ナビゲーション情報ＮＶＴ（０，２）
は、時間ｔ６以降繰り返し送信されている。
【００７７】
ナビゲーション情報ＮＶＴ（０，０）、ＮＶＴ（０，１）、ＮＶＴ（０，２）のグラフデ
ータは、図３３に示す通りである。ナビゲーション情報ＮＶＴ（０，０）のグラフデータ
は、放送受信装置３２０１がアンケート問題を選択するために、ユーザにユーザ属性をリ
モコン１１３を用いて入力操作させるために背景映像に重畳して表示される。ナビゲーシ
ョン情報ＮＶＴ（０，１）のグラフデータは、ナビゲーション情報ＮＶＴ（１）～ＮＶＴ
（６）のうち選択されたナビゲーション情報のグラフデータとともに合成され、背景映像
に重畳して表示される。
【００７８】
ナビゲーション情報ＮＶＴ（０，２）のグラフデータは、放送受信装置３２０１がアンケ
ート結果を「送信中」である旨をユーザに知らせるため、背景映像に重畳して表示される
。
ナビゲーション情報ＮＶＴ（１）～ＮＶＴ（６）の各グラフデータの詳細は図３４に示し
ている。ナビゲーション情報ＮＶＴ（１）は男性用の問１であり、ナビゲーション情報Ｎ
ＶＴ（２）は女性用の問１であり、ナビゲーション情報ＮＶＴ（３）は大人用の問２であ
り、ナビゲーション情報ＮＶＴ（４）は子供用の問２であり、ナビゲーション情報ＮＶＴ
（５）は関東用の問３であり、ナビゲーション情報ＮＶＴ（６）は関西用の問３である。
これらの問に答えるための解答用の「はい」、「いいえ」がそれぞれ番号とともに記載さ
れている。
【００７９】
なお、ナビゲーション情報には、グラフデータに加えて、表示情報と時間情報とが記載さ
れているけれども省略されている。
ナビゲーション情報ＮＶＴ（０，０）、ＮＶＴ（０，１）、ＮＶＴ（０，２）には、図３
５に示すスクリプト情報が記載されている。ユーザのリモコン１１３の操作によるユーザ
の属性の入力によって、ナビゲーション情報ＮＶＴ（１）～ＮＶＴ（６）を選択したり、
アンケートの回答結果を放送局へ通知するためである。
【００８０】
ナビゲーション情報ＮＶＴ（０，０）のスクリプト情報では、ユーザの属性を「性別」、
「年齢」、「住所」で区別している。リモコン１１３の所定のキー入力で男性であるとの
入力操作があったときには、後述する受信制御部３２０５によって変数Ｘに「１」が設定
される。女性であるとの入力操作があったときには変数Ｘに「２」が設定される。また、

であるとの入力操作によって、変数Ｙに「３」が設定され、 では変数Ｙに「４
」が設定される。住所が関東では変数Ｚに「５」が設定され、関西では変数Ｚに「６」が
設定される。
【００８１】
この変数Ｘの値は、ナビゲーション情報ＮＶＴ（１）とナビゲーション情報ＮＶＴ（２）
のいずれかを選択するための値である。同様に、変数Ｙの値はナビゲーション情報ＮＶＴ
（３）、ＮＶＴ（４）のいずれかを選択するための値であり、変数Ｚの値はナビゲーショ
ン情報ＮＶＴ（５）、ＮＶＴ（６）のいずれかを選択するための値である。
【００８２】
また、変数Ａ１、Ａ２、Ａ３に初期値「０」が受信制御部３２０５によって設定される。
この変数Ａ１、Ａ２、Ａ３は、アンケート問題の解答結果によって、後に「１」又は「２
」が設定される。
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ナビゲーション情報ＮＶＴ（０，１）のスクリプト情報では、ナビゲーション情報ＮＶＴ
（０，１）、ＮＶＴ（Ｘ）、ＮＶＴ（Ｙ）、ＮＶＴ（Ｚ）の４つのグラフデータを合成し
て表示する表示動作と、ユーザのリモコン１１３の操作を受けて、変数Ａ１、Ａ２、Ａ３
に「１」または「２」を設定する入力動作とが規定されている。
【００８３】
ユーザがアンケートの問題に答えて、例えば、問１で「１はい」を決定操作すると変数Ａ
１に「１」が受信制御部３２０５によって設定される。変数Ａ２、Ａ３についても同様で
ある。
ナビゲーション情報ＮＶＴ（０，２）のスクリプト情報では、時間ｔ１から時間ｔ６の間
にユーザから入力された操作に応じた変数Ｘ、Ｙ、Ｚ、Ａ１、Ａ２、Ａ３の各値が放送局
に送信されることが規定されている。
【００８４】
装置情報記憶部３２０２は、アンケート番組のビデオストリーム３３０２が選択決定され
て、トランスポートストリーム３３０１から分離されたときに、最初に取得すべきナビゲ
ーション情報ＮＶＴ（０，０）の識別情報をエントリナビゲーション情報として記憶して
いる。更に、ナビゲーション情報ＮＶＴ（０，１）、（０，２）を取得するための識別情
報を記憶している。
【００８５】
また、放送局の電話番号を記憶している。
ナビゲーション情報記憶部３２０３は、ＴＳデコーダ部１０３で分離されたナビゲーショ
ン情報を記憶している。上述した実施の形態１～実施の形態３と異なり、複数のナビゲー
ション情報が同時に記憶されている。
再生制御部３２０４は、受信制御部３２０５からグラフデータと表示情報と時間情報との
通知とともに、合成指示と表示指示との通知を受けると、ＡＶデコーダ部１０４で復号さ
れた映像データにグラフデータを合成し、表示部１１０にその表示有効時間の間表示させ
る。
【００８６】
受信制御部３２０５は、ユーザがアンケート番組を選択決定すると、受信部１０２が受信
しているトランスポートストリーム３３０１からビデオストリーム３３０２を分離するよ
うＴＳデコーダ部１０３のフィルタ条件記憶部１１２にそのフィルタ条件を設定する。次
に、装置情報記憶部３２０２に記憶されているエントリナビゲーション情報を読み出し、
フィルタ条件記憶部１１２にそのナビゲーション情報ＮＶＴ（０，０）のフィルタ条件を
設定する。
【００８７】
ナビゲーション情報記憶部３２０３にナビゲーション情報ＮＶＴ（０，０）が記憶される
と、そのグラフデータと表示情報と時間情報とを読み出すとともにスクリプト情報（図３
５参照）を読み出す。グラフデータ等を再生制御部３２０４に通知し、併せて、合成指示
と表示指示を与える。
次にユーザのリモコン１１３の操作によって、アンケートの内容を決定するための情報が
所定の方法で信号受信部１０７を介して通知されると、ＮＶＴ（０，０）のスクリプト情
報に従い、変数Ｘ、変数Ｙ、変数Ｚに数値を設定し、変数Ａ１、Ａ２、Ａ３に初期値「０
」を設定する。
【００８８】
変数Ｘ、変数Ｙ、変数Ｚの値によって、ナビゲーション情報ＮＶＴ（Ｘ）、ナビゲーショ
ン情報ＮＶＴ（Ｙ）、ナビゲーション情報ＮＶＴ（Ｚ）及びナビゲーション情報ＮＶＴ（
０，１）を分離するためのフィルタ条件をフィルタ条件記憶部１１２に設定する。
受信制御部３２０５は、ナビゲーション情報記憶部３２０３にナビゲーション情報ＮＶＴ
（０，１）、ＮＶＴ（Ｘ）、ＮＶＴ（Ｙ）、ＮＶＴ（Ｚ）が記憶されているときには、ナ
ビゲーション情報ＮＶＴ（０，１）のスクリプト情報を読み出し、スクリプト情報に従い
再生制御部３２０４に、ナビゲーション情報ＮＶＴ（０，１）、ＮＶＴ（Ｘ）、ＮＶＴ（
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Ｙ）、ＮＶＴ（Ｚ）のグラフデータ等を通知し、映像データに各グラフデータをまとめて
合成して表示するよう指示する。
【００８９】
次に、信号受信部１０７からのユーザのリモコン操作の信号を受け、入力動作のスクリプ
ト情報（図３５参照）に従い、変数Ａ１、Ａ２、Ａ３に所定の値を設定する。変数Ａ１、
Ａ２、Ａ３に所定の値を設定した後、時間ｔ６を経過すると、ナビゲーション情報ＮＶＴ
（０，２）を分離するようにフィルタ条件記憶部１１２にフィルタ条件を設定する。
【００９０】
受信制御部３２０５は、ナビゲーション情報記憶部３２０３にナビゲーション情報ＮＶＴ
（０，２）が記憶されると、再生制御部３２０４にナビゲーション情報ＮＶＴ（０，２）
のグラフデータ等を通知し、映像データに合成して表示するように指示する。
また、受信制御部３２０５は、装置情報記憶部３２０２に記憶されている放送局の電話番
号を読み出し、モデム３２０６、公衆回線網３２０７を介して放送局と本装置３２０１と
を接続する。次に、設定していた変数Ｘ、Ｙ、Ｚ、Ａ１、Ａ２、Ａ３の各値を放送局に送
信する。
【００９１】
モデム３２０６は、外部の放送局（図示せず）と公衆回線網３２０７を介して放送受信装
置３２０１とを接続する。
次に、表示部１１０での具体的な映像表示について説明すると、ユーザによって、アンケ
ート番組が選択決定されたとき、時間ｔ１から時間ｔ２までは、表示部１１０の表示画面
に図３６に示すような映像が表示される。ここで、ユーザが女性であり、２０歳以上であ
り、住所が関西である旨をリモコン１１３を使用して入力すると、時間ｔ２を経過すると
時間ｔ６までの間、図３７に示すような映像が表示部１１０に表示される。なお、背景の
映像は変化している。
【００９２】
この間にユーザはアンケートの質問にリモコン１１３の「↓」キー、「→」キー、「決定
」キー等を用いて答える。これによって、アンケート結果が受信制御部３２０５によって
数値に変換され、時間ｔ６経過後、モデム３２０６を介して、放送局に送信される。
ユーザが男性であり、２０歳以上の年齢で、関東に住所を有する人であれば、時間ｔ２か
ら時間ｔ６までは、図３８に示すような映像が表示部１１０に表示される。
【００９３】
次に、本実施の形態の動作を図３９に示すフローチャートを用いて説明する。
先ず、受信制御部３２０５は、アンケート番組が選択決定されると、ビデオストリーム３
３０２を取得するようフィルタ条件記憶部１１２にフィルタ条件を設定する（Ｓ３９０２
）。
次に、エントリナビゲーション情報としてナビゲーション情報ＮＶＴ（０，０）を取得す
るようフィルタ条件を同様に設定する（Ｓ３９０４）。
【００９４】
アンケートの映像（図３６）が表示されている間に視聴者であるユーザによって、ユーザ
の性別、年齢、住所が入力されると、受信制御部３２０５は、変数Ｘ、Ｙ、Ｚに所定値を
設定し、変数Ａ１、Ａ２、Ａ３に初期値を設定する（Ｓ３９０６）。
時間ｔ２を経過すると、ナビゲーション情報ＮＶＴ（０，１）を取得するように、フィル
タ条件を設定する（Ｓ３９０８）。次にナビゲーション情報ＮＶＴ（Ｘ）、ＮＶＴ（Ｙ）
、ＮＶＴ（Ｚ）を取得するように、フィルタ条件を設定し、各ナビゲーション情報を取得
する。各ナビゲーション情報のグラフデータの合成表示を再生制御部３２０４に指示する
（Ｓ３９１０）。次に、受信制御部３２０５は、ユーザからのアンケートの回答の入力を
時間ｔ６まで待ち（Ｓ３９１２）、変数Ａ１、Ａ２、Ａ３に各値を設定する（Ｓ３９１４
）。
【００９５】
次に受信制御部３２０５は、ナビゲーション情報ＮＶＴ（０，２）のフィルタ条件を設定
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して取得し（Ｓ３９１６）、再生制御部３２０４にグラフデータを通知して映像データと
合成して表示させるよう指示し、併せて変数Ｘ、Ｙ、Ｚ、Ａ１、Ａ２、Ａ３を放送局に送
信して（Ｓ３９１８）、処理を終了する。
本実施の形態では、アンケート番組について説明したけれども、クイズ番組でも同様に、
回答者（ユーザ）によって問題内容を変更しようとする場合、１画面に３問の問題を出題
するときに、各問題をユーザによって２通りに変更しようとする組合せは、２×２×２＝
８通りである。この組合せを放送局側で調整すると、ナビゲーション情報は、８つ必要と
なる。各問題を１問づつとして放送受信装置３２０１で合成できるようにすると、問題は
３問×２通り＝６通りとなり、放送受信装置３２０１で必要な３問だけを分離して合成し
た新たなナビゲーション情報を作成することによって、より少ないナビゲーション情報を
用いて同等の内容のサービスを行うことができる。ナビゲーション情報記憶部３２０３の
記憶容量を少ないものとできるので、放送受信装置３２０１のコストダウンを図ることが
できる。
【００９６】
以上説明したように、本実施の形態によれば、少ないナビゲーション情報を組み合わせる
ことによって多数の表示パターンを合成することができる。
また、本実施の形態では、問題文を表示部１１０に表示させることとしたけれども、音声
出力部１１１から合成音声によって問題文を読み上げるようにしてもよい。
【００９７】
なお、音声データは本発明の主題と異なるのでその記述を省略したけれども、上記各実施
の形態で、音声データもトランスポートストリーム中に多重化されており、映像と同期し
て音声出力部１１１から出力される。
なお、上記実施の形態１～実施の形態４の各ナビゲーション情報は、例えば、図４０に示
すようなナビゲーション情報表ＮＶＴ（０，２）として放送装置から送信されてもよい。
【００９８】
このナビゲーション情報表４００１は、実施の形態１のナビゲーション情報列２０３のナ
ビゲーション情報ＮＶＴ（０，２）（図２、図３参照）と同様の内容を示している。
ナビゲーション情報表４００１は、表形式で示したオブジェクト定義表（ Object Definit
ion Table）４００２とハンドラ定義表（ Handler Definition Table）４００３とビット
マップ表（ Bitmap Table）４００４とを含んでいる。
【００９９】
オブジェクト定義表４００２は、表示画面に表示される例えば、ボタン（ Button）等のグ
ラフィックスオブジェクトのタイプ（ type）や属性等の情報をインデックス番号ごとに示
している。「インデックス（ Index）」欄にはインデックス番号が記載される。「タイプ
」欄には、グラフィックスオブジェクトのタイプが記載されている。「Ｘ」および「Ｙ」
欄には、表示画面上での表示基準位置のＸ，Ｙ座標値がそれぞれ記載されている。「ハン
ドラ（ Handler）」欄には、放送受信装置１０１でユーザによってこのインデックス番号
で示されるオブジェクトが選択された際に実行されるハンドラのインデックス番号が記載
されている。「標準ビットマップ（ Normal Bitmap）」欄には、それぞれのオブジェクト
が標準状態のときに表示されるビットマップのインデックス番号が記載されている。一方
、「フォーカスビットマップ Focused Bitmap」」欄には、それぞれのオブジェクトが選択
状態のときに表示されるビットマップのインデックス番号が記載されている。ここで、標
準状態とは、オブジェクトが表示されているだけの状態をいい、選択状態とは、表示され
ているオブジェクトが選択され得る状態をいう。
【０１００】
例えば、オブジェクト定義表４００２のインデックス番号「０」の行では、タイプが「ボ
タン」で、左上端の表示位置の座標値がＸ＝１００，Ｙ＝２００で、放送受信装置１０１
で選択されたときにインデックス番号「３」のハンドラが実行され、標準状態ではインデ
ックス番号「６」、選択状態ではインデックス番号「７」のビットマップを用いるオブジ
ェクトを示している。インデックス番号「１」、「２」の行も同様である。
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【０１０１】
ハンドラ定義表４００３は、インデックス番号ごとにユーザ操作に対する放送受信装置１
０１のふるまいを記述するスクリプト（ Script）を示している。
例えば、ハンドラ定義表４００３のインデックス番号「３」の行には、「 PlayAudio（″ B
EEEEE″）」というスクリプトが記述されている。このスクリプトは、合成音「ブー」を
鳴らす指示を記述している。
【０１０２】
ビットマップ表４００４は、放送受信装置１０１で動画データの映像に重ねて表示される
グラフデータを表すビットマップデータ（ Bitmap Data）をオブジェクト定義表４００２
内のデータとして示されたインデックス番号ごとに示している。
例えば、インデックス番号「６」では、オブジェクト定義表４００２のインデックス番号
「０」の「ボタン」の「標準ビットマップ」のビットマップデータを示している。
【０１０３】
なお、実施の形態１のナビゲーション情報ＮＶＴ（０，２）（図３のスクリプト情報）の
入力動作部分を図４０で示すナビゲーション情報表４００１では、ハンドラとして定義す
ることで実現しているので、上記実施の形態１の変数Ｘの値は実質上意味を持たなくなっ
ている。
また、このナビゲーション情報には、ハイパーリンクの情報は記載されていないけれども
、ハイパーリンクの情報があるときには、リンク先を示したハイパーリンク表を設けても
よい。
【０１０４】
なお、上記実施の形態１～実施の形態４の放送受信装置１０１等は、図１等に示した構成
図の受信制御部や再生制御部の機能を発揮できるようなプログラムとして記録媒体、例え
ば、ＲＯＭカードに記録しておき、これらの機能を有しない放送受信装置のカードスロッ
トにＲＯＭカードを挿着することにより、本発明に係る放送受信装置１０１等と同様の装
置とすることができる。
【０１０５】
なお、本発明に係る放送受信装置は、動画データと複数のナビゲーション情報とを多重化
したトランスポートストリームから必要なナビゲーション情報だけを分離して映像データ
に合成して表示できる放送受信装置として有用であり、特にユーザに応じてユーザインタ
フェースを提供できる実用的効果は大である。
【０１０６】
【発明の効果】

動画データと、動画データに合成して表示されるグラフ
ィックスデータを含むナビゲーション情報から構成される複数のナビゲーション情報列と
が多重化されて送信される放送データをトランスポートストリームとして受信する放送受
信装置であって、前記トランスポートストリームから動画データと、ナビゲーション情報
とを抽出する抽出手段と、

１のナビゲーション情報
列から前記ナビゲーション情報を抽出するよう前記抽出手段を制御する抽出制御手段と、
前記抽出手段で抽出されたナビゲーション情報を記憶するナビゲーション情報記憶手段と
、前記抽出手段で抽出された動画データと前記ナビゲーション情報記憶手段に記憶されて
いるナビゲーション情報に含まれるグラフィックスデータとを合成して表示させる再生制
御手段とを備える

【０１０７】

このような構成によって、映像内容に応じて適切な時間域に適切な表示位置
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以上説明したように、本発明は、

抽出すべきナビゲーション情報列の種類を記憶している装置情
報種類記憶手段と、前記装置情報種類記憶手段の記憶内容に従い

こととしている。このような構成によって、ユーザインタフェースを提
供するナビゲーション情報を選択的に利用できる放送受信装置を得ることができる。

また、前記ナビゲーション情報には、グラフィックスデータの表示位置を示す表示位置情
報と、表示する時間域を示す時間情報とが含まれており、前記再生制御手段は、動画デー
タに表示位置情報に従いグラフィックスデータを合成し、時間情報に従い表示させること
としている。



に動画データにグラフィックスデータを重ねた映像でユーザインターフェースを実現でき
る。
【０１０８】

このよう
な構成によって、操作部材の種類によって、放送番組を視聴するユーザを想定し、ユーザ
に相応しいグラフィックスデータを含むナビゲーション情報を取得して、表示映像にユー
ザインタフェースを実現できる。
【０１０９】
また、前記ナビゲーション情報列は、前記動画データの内容に対応した時間域に応じたナ
ビゲーション情報の集合であり、前記時間域内で当該ナビゲーション情報が繰り返し多重
化されており、前記抽出条件設定部は、前記時間域に応じたナビゲーション情報の抽出条
件を設定する このような構成によって、映像内容に応じたユーザインタ
フェースを確実に実現できる。
【０１１０】
また、前記操作部材の種類は、大人用リモートコントローラと子供用リモートコントロー
ラであり、前記複数のナビゲーション情報列は、大人用のナビゲーション情報列と子供用
のナビゲーション情報列とすることとしている。このような構成によって、大人には大人
用のナビゲーション情報列に含まれるナビゲーション情報のグラフィックスデータが動画
データの映像に重ねて表示され、子供には子供用のナビゲーション情報列に含まれるナビ
ゲーション情報のグラフィックスデータが動画データの映像に重ねて表示されるので、最
適なユーザインタフェースが実現できる。
【０１１１】

前記再生制御手段で合成された
映像を表示させる表示画面の種類と前記ナビゲーション情報列の識別情報との対応関係を
記憶する装置情報記憶手段を備え、前記抽出制御手段は、再生制御手段から表示画面の種
類の通知を受け、前記装置情報記憶手段に記憶されている複数のナビゲーション情報列の
うち通知された表示画面の種類に対応するナビゲーション情報列の識別情報を取得して、
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また、動画データと、動画データに合成して表示されるグラフィックスデータを含むナビ
ゲーション情報から構成される複数のナビゲーション情報列とが多重化されて送信される
放送データをトランスポートストリームとして受信する放送受信装置であって、前記トラ
ンスポートストリームから動画データと、ナビゲーション情報とを抽する抽出手段と、放
送受信装置に適合した１のナビゲーション情報列から前記ナビゲーション情報を抽出する
よう前記抽出手段を制御する抽出制御手段と、前記抽出手段で抽出されたナビゲーション
情報を記憶するナビゲーション情報記憶手段と、前記抽出手段で抽出された動画データと
前記ナビゲーション情報記憶手段に記憶されているナビゲーション情報に含まれるグラフ
ィックスデータとを合成して表示させる再生制御手段と、ユーザ操作を受け付ける操作受
付手段と、前記操作受付手段に対してユーザが操作する操作部材の種類と、前記ナビゲー
ション情報列の識別情報との対応関係を記憶する装置情報記憶手段とを備え、前記操作受
付手段は、ユーザ操作を受け付ける際に当該ユーザが操作する操作部材の種類を特定する
信号を受け付ける信号受付部を有し、前記抽出制御手段は、複数のナビゲーション情報列
のうち前記信号受付部で受け付けられた信号で特定される操作部材の種類に対応するナビ
ゲーション情報列の識別情報を前記装置情報記憶手段から取得して、前記抽出手段にナビ
ゲーション情報の抽出条件を設定する抽出条件設定部を有することとしている。

こととしている。

また、動画データと、動画データに合成して表示されるグラフィックスデータを含むナビ
ゲーション情報から構成される複数のナビゲーション情報列とが多重化されて送信される
放送データをトランスポートストリームとして受信する放送受信装置であって、前記トラ
ンスポートストリームから動画データと、ナビゲーション情報とを抽出する抽出手段と、
放送受信装置に適合した１のナビゲーション情報列から前記ナビゲーション情報を抽出る
よう前記抽出手段を制御する抽出制御手段と、前記抽出手段で抽出されたナビゲーション
情報を記憶するナビゲーション情報記憶手段と、前記抽出手段で抽出された動画データと
前記ナビゲーション情報記憶手段に記憶されているナビゲーション情報に含まれるグラフ
ィックスデータとを合成して表示させる再生制御手段と、



前記抽出手段にナビゲーション情報の抽出条件を設定する抽出条件設定部を有する
このような構成によって、放送受信装置の表示画面の種類に相応しいナビゲー

ション情報を抽出して、ユーザインタフェースを実現できる。
【０１１２】

前記表示画面の種類は、アスペクト比１６：９のワイド画面と、アスペクト比４：
３のノーマル画面と、小型の液晶画面とであり、前記ナビゲーション情報列のワイド画面
に対応するナビゲーション情報には、ワイド画面にノーマルサイズの画像を表示したとき
の左右の無表示領域を前記グラフィックスデータの表示位置とする表示位置情報が記載さ
れ、ノーマル画面に対応するナビゲーション情報には、ノーマル画面にワイドサイズの画
像を表示したときの上下の無表示領域を前記グラフィックスデータの表示位置とする表示
位置情報が記載され、小型の液晶画面に対応するナビゲーション情報には、液晶画面のほ
ぼ全面に亘る表示領域を前記グラフィックスデータの表示位置とする表示位置情報が記載
されており、前記抽出制御手段は、前記再生制御手段から前記動画データの画像がワイド
サイズかノーマルサイズかの通知を受けるサイズ通知受付部と、前記再生制御手段から通
知された表示画面の種類と前記サイズ通知受付部で受け付けた画像のサイズとに従い、前
記ナビゲーション情報に含まれるグラフィックスデータを表示位置情報に示される位置に
表示するよう再生制御手段に指示する表示指示部とを有する このような
構成によって、表示画面がワイド画面のときには、画像サイズがノーマルサイズのときに
左右の無表示領域にグラフィックスデータを表示させ、表示画面がノーマル画面のときに
は、画像サイズがワイドサイズのときに上下の無表示領域にグラフィックスデータを表示
させ、表示画面が小型液晶画面のときには、表示画面のほぼ全面にグラフィックスデータ
を表示させ、表示機器に適合したユーザインタフェースを実現することができる。
【０１１３】

ユーザの操作を受け付ける操
作受付手段と、公衆回線網と接続されたモデムと、前記モデムの接続先の電話番号を記憶
している装置情報記憶手段とを備え、前記抽出制御手段は、前記抽出手段で抽出された動
画データが有料放送番組であって、前記操作受付手段においてユーザが視聴するとの操作
を受け付けたとき、前記電話番号を読み出し、前記モデムで接続先に接続し、有料放送番
組の視聴可・不可を問合せる問合せ部と、前記問合せ部が視聴可との通知を受けたときに
は、視聴可に対応するナビゲーション情報列に含まれるナビゲーション情報の抽出条件を
前記抽出手段に設定する第１抽出条件設定部と、前記問合せ部が視聴不可との通知を受け
たときには、視聴不可に対応するナビゲーション情報列に含まれるナビゲーション情報の
抽出条件を前記抽出手段に設定する第２抽出条件設定部とを有する この
ような構成によって、有料放送番組の視聴者であるユーザに、有料放送番組である旨と視
聴が許可されるか否かの情報を適切に表示するユーザインタフェースを提供できる。
【０１１４】

前記問合せ部は、視聴可との通知を受けたとき、併せて視聴可能時間の通知を受け
、前記抽出制御手段は、前記視聴可能時間が経過したとき、前記第２抽出条件設定部を起
動するタイマ部を有することと このような構成によって、視聴可能時間が経過
したときは、ユーザに視聴不可を容易に知らせることができる。
【０１１５】

動画データと、動画データに合成して表示されるグラフィックスデータを含む複数
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ことと
している。

また、

こととしている。

また、動画データと、動画データに合成して表示されるグラフィックスデータを含むナビ
ゲーション情報から構成される複数のナビゲーション情報列とが多重化されて送信される
放送データをトランスポートストリームとして受信する放送受信装置であって、前記トラ
ンスポートストリームから動画データと、ナビゲーション情報とを抽出する抽出手段と、
放送受信装置に適合した１のナビゲーション情報列から前記ナビゲーション情報を抽出す
るよう前記抽出手段を制御する抽出制御手段と、前記抽出手段で抽出されたナビゲーショ
ン情報を記憶するナビゲーション情報記憶手段と、前記抽出手段で抽出された動画データ
と前記ナビゲーション情報記憶手段に記憶されているナビゲーション情報に含まれるグラ
フィックスデータとを合成して表示させる再生制御手段と、

こととしている。

また、

している。

また、



のナビゲーション情報とが多重化されて送信される放送データをトランスポートストリー
ムとして受信する放送受信装置であって、ユーザの操作を受け付ける操作受付手段と、前
記トランスポートストリームから動画データと、ナビゲーション情報とを抽出する抽出手
段と、
前記操作受付手段で受け付けられたユーザの操作 に応じて、
前記複数のうちの２以上のナビゲーション情報を抽出するよう前記抽出手段を制御する抽
出制御手段と、前記抽出手段で抽出された２以上のナビゲーション情報を記憶するナビゲ
ーション情報記憶手段と、前記抽出手段で抽出された動画データと前記ナビゲーション情
報記憶手段に記憶されている前記２以上のナビゲーション情報に含まれるグラフィックス
データとを合成して表示させる再生制御手段とを備える このような構成
によって、複数のナビゲーション情報からユーザの操作に対応した必要な複数のナビゲー
ション情報だけを抽出し、抽出したナビゲーション情報のグラフィックスデータを動画デ
ータに合成して、ユーザインタフェースを実現できる。更に、送信されてくる全てのナビ
ゲーション情報を抽出するのではなく、必要なナビゲーション情報だけを抽出して記憶す
るので、ナビゲーション情報を記憶する記憶資源の省資源化が図れる。
【０１１６】

前記操作受付手段で受け付けられたユーザの操作は、ユーザの属性の入力であり、
前記複数のナビゲーション情報は、ユーザ属性に応じたグラフィックスデータを有するナ
ビゲーション情報と このような構成によって、ユーザに相応しいナビゲーショ
ン情報だけを選択的に利用することが可能となる。

公衆回線網と接続されたモデムと、前記モデムの接続先の電話番号を記憶している
装置情報記憶手段と、前記再生制御手段により表示されたグラフィックスデータに対して
前記操作受付手段で受け付けたユーザの操作に対応したデータを前記接続先にモデムを介
して送信する送信手段とを備えることと このような構成によって、ユーザイン
タフェースな表示映像を活用して、例えばアンケート調査を実施することが可能となる。
【０１１７】

動画データと、動画データに合成して表示されるグラフィックスデータを含むナビ
ゲーション情報から構成される複数のナビゲーション情報列とが多重化されて送信される
放送データをトランスポートストリームとして

このような構成によって、ナビゲーション情報の選択機能を有しない放送受
信装置でも、記録媒体を利用することによって、放送受信装置に適合したナビゲーション
情報を選択的に用いて、ユーザインタフェースを実現できる。
【０１１８】

動画データと、動画データに合成して表示されるグラフィックスデータを含む複数
のナビゲーション情報とが多重化されて送信される放送データをトランスポートストリー
ムとして受信し、前記トランスポートストリームから動画データと、ナビゲーション情報
とを抽出する抽出部と、

前記抽出部で抽出された２以上のナビゲーション情報を記憶するナビゲー
ション情報記憶部とを有する放送受信装置に適用される記録媒体であって、ユーザの操作
がなされたか否かを判断する判断ステップと、ユーザの操作

に応じて、前記複数のうちの２以上のナビゲーション情報を抽出するよう前記抽出部を
制御する抽出制御ステップと、前記ナビゲーション情報記憶部に記憶されている前記２以
上のナビゲーション情報に含まれるグラフィックスデータを合成する合成ステップと、前
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抽出すべきナビゲーション情報列の種類を記憶している装置情報種類記憶手段と、
と装置情報記憶手段の情報と

こととしている。

また、

している。

また、

している。

また、

受信する放送受信装置に適用されるコンピ
ュータ読み取り可能な記録媒体であって、受信したトランスポートストリームから動画デ
ータとナビゲーション情報とを抽出する抽出ステップと、抽出すべきナビゲーション情報
列の種類を記憶している装置情報種類記憶部の記憶内容に従い、１のナビゲーション情報
列から前記ナビゲーション情報を抽出するよう前記抽出ステップを制御する抽出制御ステ
ップと、前記抽出ステップで抽出された動画データと前記ナビゲーション情報記憶部に記
憶されているナビゲーション情報に含まれるグラフィックスデータとを合成して表示させ
る再生制御ステップとを有するプログラムを記憶し、前記放送受信装置で実行されること
としている。

また、

抽出すべきナビゲーション情報列の種類を記憶している装置情報
種類記憶部と、

と装置情報種類記憶部の情報
と



記合成ステップで合成されたグラフィックスデータと前記抽出部で抽出された動画データ
とを合成して表示させる合成表示ステップとの各ステップを有するプログラムを記録し、
前記放送受信装置で実行されること このような構成によって、ユーザの操作
に応じ複数のナビゲーション情報を選択的に利用できる機能を有しない放送受信装置にお
いても、必要な複数のナビゲーション情報だけを抽出して、それに含まれるグラフィック
スデータを合成してユーザインタフェースを実現できる。
【０１１９】

【図面の簡単な説明】
【０１２０】
【図１】　　本発明に係る放送受信装置の実施の形態１の構成図である。
【図２】　　上記実施の形態の受信部で受信されるトランスポートストリームの内容例を
示す図である。
【図３】　　上記実施の形態のナビゲーション情報中のスクリプト情報の内容を示す図で
ある。
【図４】　　上記実施の形態のトランスポートストリームを模式的に示す図である。
【図５】　　上記実施の形態で用いられる外部操作部材のリモコンを示す図である。
【図６】　　上記実施の形態の装置情報記憶部に記憶されている内容を示す図である。
【図７】　　上記実施の形態の表示部に表示される映像の一例を示す図である。
【図８】　　上記実施の形態の表示部に表示される映像の一例を示す図である。
【図９】　　上記実施の形態の表示部に表示される映像の一例を示す図である。
【図１０】　上記実施の形態の表示部に表示される映像の一例を示す図である。
【図１１】　上記実施の形態の表示部に表示される映像の一例を示す図である。
【図１２】　上記実施の形態の動作を説明するフローチャートである。
【図１３】　本発明に係る放送受信装置の実施の形態２の構成図である。
【図１４】　上記実施の形態の受信部で受信されるトランスポートストリームの内容例を
示す図である。
【図１５】　上記実施の形態のナビゲーション情報中のスクリプト情報の内容を示す図で
ある。
【図１６】　上記実施の形態のトランスポートストリームを模式的に示す図である。
【図１７】　上記実施の形態の装置情報記憶部に記憶されている内容を示す図である。
【図１８】　上記実施の形態の表示部に表示される映像の一例を示す図である。
【図１９】　上記実施の形態の表示部に表示される映像の一例を示す図である。
【図２０】　上記実施の形態の表示部に表示される映像の一例を示す図である。
【図２１】　上記実施の形態の表示部に表示される映像の一例を示す図である。
【図２２】　上記実施の形態の表示部に表示される映像の一例を示す図である。
【図２３】　上記実施の形態の動作を説明するフローチャートである。
【図２４】　本発明に係る放送受信装置の実施の形態３の構成図である。
【図２５】　上記実施の形態の受信部で受信されるトランスポートストリームの内容例を
示す図である。
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としている。

更に、動画データと、動画データに合成して表示されるグラフィックスデータを含むナビ
ゲーション情報から構成される複数のナビゲーション情報列とが多重化されて送信される
放送データをトランスポートストリームとして受信する放送受信方法であって、受信した
トランスポートストリームから動画データとナビゲーション情報とを抽出する抽出ステッ
プと、抽出すべきナビゲーション情報列の種類を記憶している装置情報種類記憶部の記憶
内容に従い、１のナビゲーション情報列から前記ナビゲーション情報を抽出するよう前記
抽出ステップを制御する抽出制御ステップと、前記抽出ステップで抽出された動画データ
と前記ナビゲーション情報記憶部に記憶されているナビゲーション情報に含まれるグラフ
ィックスデータとを合成して表示させる再生制御ステップとを有して実行することとして
いる。このような方法によって、ユーザインタフェースを提供するナビゲーション情報を
選択的に利用できる放送受信方法を得ることができる。



【図２６】　上記実施の形態のナビゲーション情報中のスクリプト情報の内容を示す図で
ある。
【図２７】　上記実施の形態の装置情報記憶部に記憶されている内容を示す図である。
【図２８】　上記実施の形態の表示部に表示される映像の一例を示す図である。
【図２９】　上記実施の形態の表示部に表示される映像の一例を示す図である。
【図３０】　上記実施の形態の表示部に表示される映像の一例を示す図である。
【図３１】　上記実施の形態の動作を説明するフローチャートである。
【図３２】　本発明に係る放送受信装置の実施の形態４の構成図である。
【図３３】　上記実施の形態の受信部で受信されるトランスポートストリームの内容例を
示す図である。
【図３４】　図３３のナビゲーション情報中のグラフデータの内容を示す図である。
【図３５】　図３３のナビゲーション情報中のスクリプト情報を示す図である。
【図３６】　上記実施の形態の表示部に表示される映像の一例を示す図である。
【図３７】　上記実施の形態の表示部に表示される映像の一例を示す図である。
【図３８】　上記実施の形態の表示部に表示される映像の一例を示す図である。
【図３９】　上記実施の形態の動作を説明するフローチャートである。
【図４０】　実施の形態１のナビゲーション情報ＮＶＴ（０，２）と同様の内容を表わす
ナビゲーション情報表ＮＶＴ（０，２）を示す図である。
【符号の説明】
【０１２１】
１０１、１３０１、２４０１、３２０１　　放送受信装置
１０２　　　　　　　　　　　　　　　　　受信部
１０３　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＳデコーダ部
１０４　　　　　　　　　　　　　　　　　ＡＶデコーダ部
１０５、１３０２、２４０２、３２０２　　装置情報記憶部
１０６、３２０３　　　　　　　　　　　　ナビゲーション情報記憶部
１０７　　　　　　　　　　　　　　　　　信号受信部
１０８、１３０４、２４０４、３２０５　　受信制御部
１０９、１３０３、３２０４　　　　　　　再生制御部
１１０、１３０５　　　　　　　　　　　　表示部
１１１　　　　　　　　　　　　　　　　　音声出力部
１１２　　　　　　　　　　　　　　　　　フィルタ条件記憶部
１１３　　　　　　　　　　　　　　　　　大人用リモコン
１１４　　　　　　　　　　　　　　　　　子供用リモコン
２４０３、３２０６　　　　　　　　　　　モデム
３２０７　　　　　　　　　　　　　　　　公衆回線網
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】 【 図 ２ ３ 】
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【 図 ２ ４ 】 【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】 【 図 ２ ７ 】

【 図 ２ ８ 】

【 図 ２ ９ 】
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【 図 ３ ０ 】 【 図 ３ １ 】

【 図 ３ ２ 】 【 図 ３ ３ 】
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【 図 ３ ４ 】 【 図 ３ ５ 】

【 図 ３ ６ 】 【 図 ３ ７ 】
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【 図 ３ ８ 】 【 図 ３ ９ 】

【 図 ４ ０ 】
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