
JP 2014-502465 A 2014.1.30

10

(57)【要約】
【課題】インターネットおよび／またはサービスプロバ
イダネットワークなどのネットワーク接続上の個別のア
ンテナフィードにユーザが別々にアクセスできるように
する方法を提供する。
【解決手段】無線放送からのコンテンツ送信をユーザ装
置にストリーミングする方法であって、利用可能なコン
テンツ送信のリストをユーザに提示することと、利用可
能なコンテンツ送信の中から選択されたコンテンツ送信
を受信する要求を、ユーザから受信することと、個別の
ユーザそれぞれ用のアンテナ素子を用いて前記選択され
たコンテンツ送信を受信することと、選択されたコンテ
ンツ送信を前記ユーザ装置にストリーミングすることと
を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線放送からのコンテンツ送信をユーザ装置にストリーミングする方法であって、
　利用可能なコンテンツ送信のリストをユーザに提示することと、
　前記利用可能なコンテンツ送信の中から選択されたコンテンツ送信を受信する要求を、
前記ユーザから受信することと、
　個別のユーザそれぞれのためのアンテナ素子を用いて前記選択されたコンテンツ送信を
受信することと、
　前記選択されたコンテンツ送信を前記ユーザ装置にストリーミングすることとを含む、
ストリーミング方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、放送事業体から前記選択されたコンテンツ送信を受信
するように、前記アンテナ素子をチューニングすることをさらに含む、ストリーミング方
法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法において、コンテンツ送信データを生成するように、前記アンテ
ナ素子からのフィードを復調することをさらに含む、ストリーミング方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の方法において、前記コンテンツ送信のデータを異なる符号化にトラン
スコードすることをさらに含む、ストリーミング方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の方法において、前記コンテンツ送信のデータは、ＭＰＥＧ－２からＭ
ＰＥＧ－４の符号化にトランスコードされる、ストリーミング方法。
【請求項６】
　請求項３に記載の方法において、前記コンテンツ送信のデータを２つ以上の異なる解像
度にトランスコードすることをさらに含む、ストリーミング方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の方法において、前記ユーザ装置の解像度に基づいて判定される解像度
で、前記トランスコードされたコンテンツ送信のデータを前記ユーザ装置にストリーミン
グすることをさらに含む、ストリーミング方法。
【請求項８】
　請求項１に記載の方法において、前記選択されたコンテンツ送信を前記ユーザにストリ
ーミングする前に、前記選択されたコンテンツ送信をファイル格納部に格納することをさ
らに含む、ストリーミング方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の方法において、前記ファイル格納部は、前記選択されたコンテンツ送
信を、個別のユーザそれぞれのための別々の位置に格納する、ストリーミング方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の方法において、いずれのアンテナ素子が前記ユーザの前記選択された
コンテンツ送信を受信するのに最適化されているかに基づいて、利用可能なアンテナ素子
から前記アンテナ素子を前記ユーザに割り当てることをさらに含む、ストリーミング方法
。
【請求項１１】
　請求項１に記載の方法において、利用可能なコンテンツ送信の前記リストは、前記ユー
ザそれぞれの地理的位置において利用可能な前記無線放送に基づく、ストリーミング方法
。
【請求項１２】
　請求項１に記載の方法において、ユーザには、個別のユーザそれぞれに選択された前記
アンテナ素子によって受信された前記選択されたコンテンツ送信のみがストリーミングさ
れる、ストリーミング方法。
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【請求項１３】
　請求項１に記載の方法において、ユーザがコンテンツ送信を要求すると即座に、アンテ
ナ素子を割り当てることをさらに含む、ストリーミング方法。
【請求項１４】
　請求項１に記載の方法において、コンテンツ送信に対する前記要求を満たすのに使用さ
れるアンテナ素子をユーザの専用にすることをさらに含む、ストリーミング方法。
【請求項１５】
　コンテンツ送信をユーザ装置にストリーミングするシステムであって、
　利用可能なコンテンツ送信のリストをユーザに提示するアプリケーションサーバであっ
て、前記利用可能なコンテンツ送信の中から選択されたコンテンツ送信を受信する要求を
、前記ユーザ装置から受信する、アプリケーションサーバと、
　個別のユーザそれぞれのために前記選択されたコンテンツ送信を受信するようにアンテ
ナ素子を制御するアンテナ制御部と、
　前記選択されたコンテンツ送信をコンテンツデータとして前記ユーザ装置にストリーミ
ングするストリーミングサーバとを含む、ストリーミングシステム。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のシステムにおいて、アンテナ制御部の制御下において、放送事業体
から前記選択されたコンテンツ送信を受信するように、前記アンテナ素子をチューニング
するチューナをさらに含む、ストリーミングシステム。
【請求項１７】
　請求項１５に記載のシステムにおいて、コンテンツデータを生成するように、前記アン
テナ素子からのフィードを復調および復号化する復調器をさらに含む、ストリーミングシ
ステム。
【請求項１８】
　請求項１７に記載のシステムにおいて、前記コンテンツ送信のデータを異なる符号化に
変換するトランスコーダをさらに含む、ストリーミングシステム。
【請求項１９】
　請求項１８に記載のシステムにおいて、前記コンテンツ送信のデータは、前記トランス
コーダによってＭＰＥＧ－２からＭＰＥＧ－４符号化に変換される、ストリーミングシス
テム。
【請求項２０】
　請求項１８に記載のシステムにおいて、前記トランスコーダは、前記コンテンツ送信の
データを２つ以上の異なる解像度に変換する、ストリーミングシステム。
【請求項２１】
　請求項２０に記載のシステムにおいて、前記ストリーミングサーバは、前記ユーザ装置
の解像度に基づいて判定される解像度で、前記トランスコードされたコンテンツデータを
前記ユーザ装置にストリーミングする、ストリーミングシステム。
【請求項２２】
　請求項１５に記載のシステムにおいて、前記ユーザ装置にストリーミングする前に前記
コンテンツデータを格納するファイル格納部をさらに含む、ストリーミングシステム。
【請求項２３】
　請求項２２に記載のシステムにおいて、前記ファイル格納部は、前記コンテンツデータ
を個別のユーザそれぞれのための別々の位置に格納する、ストリーミングシステム。
【請求項２４】
　請求項１５に記載のシステムにおいて、いずれのアンテナ素子が前記選択されたコンテ
ンツ送信を受信するのに最適化されているかに基づいて、利用可能なアンテナ素子から前
記アンテナ素子をユーザに割り当てる前記アンテナ制御部をさらに含む、ストリーミング
システム。
【請求項２５】
　請求項１５に記載のシステムにおいて、アプリケーションサーバは、前記ユーザそれぞ
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れの地理的位置において利用可能な前記無線放送に基づいて、利用可能なコンテンツ送信
の前記リストを提供する、ストリーミングシステム。
【請求項２６】
　請求項１５に記載のシステムにおいて、ユーザには、個別のユーザそれぞれに選択され
た前記アンテナ素子によって受信された前記選択されたコンテンツ送信のみがストリーミ
ングされる、ストリーミングシステム。
【請求項２７】
　請求項１５に記載のシステムにおいて、前記アンテナ制御部は、ユーザがコンテンツ送
信を要求すると即座に、前記アンテナ素子を割り当てる、ストリーミングシステム。
【請求項２８】
　請求項１５に記載のシステムにおいて、前記アンテナ制御部は、コンテンツ送信に対す
る前記要求を満たすのに使用される前記アンテナ素子をユーザの専用にする、ストリーミ
ングシステム。
【請求項２９】
　無線放送をキャプチャシステムであって、
　コンテンツ送信の無線放送を受信するアンテナ素子のサブアレイであって、それぞれ、
異なる放送事業体から無線放送を受信するように最適化される、サブアレイと、
　前記放送事業体からのコンテンツ送信に対するユーザ要求を受信するアプリケーション
サーバと、
　前記ユーザによって要求された前記コンテンツ送信を生成する前記放送事業体を検出す
るためにアンテナ素子のいずれのサブアレイが最適化されているかに基づいて、前記ユー
ザそれぞれに個別のアンテナ素子を割り当てるアンテナ制御部とを含む、キャプチャシス
テム。
【請求項３０】
　無線放送をキャプチャする方法であって、
　アンテナ素子のサブアレイを用いてコンテンツ送信の無線放送を受信することであって
、アンテナ素子の各サブアレイは異なる放送事業体から無線放送を受信するように最適化
される、受信することと、
　前記放送事業体からのコンテンツ送信に対するユーザ要求を受信することと、
　前記コンテンツ送信を生成する前記放送事業体を検出するために前記サブアレイのうち
のいずれが最適化されているかに基づいて、前記個別のユーザそれぞれに前記コンテンツ
送信を受信するように、前記サブアレイの中から個別のアンテナ素子を割り当てることと
を含む、キャプチャ方法。
【請求項３１】
　コンテンツ送信をユーザ装置にストリーミングするシステムであって、
　利用可能なコンテンツ送信のリストをユーザに提示するアプリケーションサーバであっ
て、前記利用可能なコンテンツ送信の中から選択されたコンテンツ送信を受信する要求を
、前記ユーザ装置から受信する、アプリケーションサーバと、
　アンテナ制御部であって、個別のユーザそれぞれのために前記選択されたコンテンツ送
信を受信するようにアンテナ素子を制御し、ユーザが将来見たいと思うであろうと当該ア
ンテナ制御部が予測するコンテンツ送信を受信するために、ユーザによって現在使用され
ていないアンテナ素子を割り当てる、アンテナ制御部と、
　前記選択されたコンテンツ送信をコンテンツデータとして前記ユーザ装置にストリーミ
ングするストリーミングサーバであって、あるユーザが前記予測されたコンテンツ送信の
うちの１つを視聴することを所望すると、前記アンテナ素子からのフィードによって生成
される前記コンテンツデータが、当該ユーザに割り振られて当該ユーザにストリーミング
される、ストリーミングサーバとを含む、システム。
【請求項３２】
　録画済みコンテンツ送信をユーザ装置にストリーミングする方法であって、
　前記コンテンツ送信をコンテンツデータとして放送ファイル格納部に格納することであ
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って、前記コンテンツデータは、個別の前記ユーザそれぞれに対して一意的に割り振られ
、かつアンテナフィードからの無線放送をキャプチャすることによって生成される、格納
することと、
　前記ユーザそれぞれの要求により録画された録画済みコンテンツ送信のリストを前記ユ
ーザに提示することと、
　前記ユーザによる選択に応答して、前記録画済みコンテンツ送信に対する前記コンテン
ツデータにアクセスし、前記対応するユーザ用のユーザ装置に前記コンテンツデータをス
トリーミングすることとを含む、ストリーミング方法。
【請求項３３】
　請求項３２に記載の方法において、放送ファイル格納部内の前記格納されたコンテンツ
送信は、前記ユーザのユーザアカウントの存続期間中、前記ユーザそれぞれに対して一意
的に割り当てられるアンテナ素子を用いてキャプチャされる、ストリーミング方法。
【請求項３４】
　請求項３２に記載の方法において、放送ファイル格納部内の前記格納されたコンテンツ
送信は、前記コンテンツ送信の存続期間中、前記ユーザそれぞれに対して一意的に割り当
てられるアンテナ素子を用いてキャプチャされる、ストリーミング方法。
【請求項３５】
　請求項３２に記載の方法において、前記コンテンツ送信をキャプチャしたアンテナ素子
は、前記放送ファイル格納部内の前記コンテンツデータで識別される、ストリーミング方
法。
【請求項３６】
　請求項３２に記載の方法において、前記放送ファイル格納部内の前記一意的に割り振ら
れたコンテンツデータに、ユーザがユーザアカウントを用いてアクセスすることをさらに
含む、ストリーミング方法。
【請求項３７】
　請求項３２に記載の方法において、前記録画済みコンテンツ送信を格納することは、少
なくとも２つの解像度で前記コンテンツデータを格納することを含む、ストリーミング方
法。
【請求項３８】
　請求項３７に記載の方法において、前記ユーザ装置の解像度を判定し、その後、前記コ
ンテンツデータの高解像度版をストリーミングするか低解像度版をストリーミングするか
を選択することをさらに含む、ストリーミング方法。
【請求項３９】
　請求項３２に記載の方法において、前記ファイル格納部に格納される各コンテンツデー
タは、前記コンテンツデータが割り振られている前記ユーザを識別するユーザ情報によっ
て識別される、ストリーミング方法。
【請求項４０】
　請求項３２に記載の方法において、前記ファイル格納部に格納されるコンテンツデータ
は、前記コンテンツデータの生成の元となる前記無線放送をキャプチャするために使用さ
れたアンテナ素子を識別するアンテナ情報によって識別される、ストリーミング方法。
【請求項４１】
　請求項３２に記載の方法において、前記ファイル格納部に格納されるコンテンツデータ
は、前記コンテンツデータの生成の元となる前記無線放送がキャプチャされた時刻を識別
する、時刻情報によって識別される、ストリーミング方法。
【請求項４２】
　録画済みコンテンツ送信をストリーミングするシステムであって、
　ユーザの別々のアカウントへのアクセスを提供するアプリケーションサーバであって、
アンテナフィードからの無線放送をキャプチャすることによって前記別々のユーザそれぞ
れの要求により録画された、録画済みコンテンツ送信のリストを前記ユーザに提供する、
アプリケーションサーバと、
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　前記録画済みコンテンツ送信に対するコンテンツデータであって、別々の前記ユーザそ
れぞれに対して一意的に割り振られているコンテンツデータにアクセスし、前記コンテン
ツデータを前記ユーザの装置にストリーミングする、ストリーミングサーバとを含む、ス
トリーミングシステム。
【請求項４３】
　請求項４２に記載のシステムにおいて、前記コンテンツデータを格納する放送ファイル
格納部をさらに含む、ストリーミングシステム。
【請求項４４】
　請求項４３に記載のシステムにおいて、前記放送ファイル格納部内の前記録画済みコン
テンツ送信の前記無線放送をキャプチャするのに使用される１つ以上のアンテナ素子をさ
らに含み、前記ファイル格納部は、前記無線放送のそれぞれをキャプチャするのに使用さ
れたアンテナ素子を識別する、ストリーミングシステム。
【請求項４５】
　請求項４３に記載のシステムにおいて、前記ファイル格納部は、少なくとも２つの解像
度で前記録画済みコンテンツ送信を格納する、システム。
【請求項４６】
　請求項４５に記載のシステムにおいて、前記ストリーミングサーバは、前記ユーザ装置
の解像度に基づいて、前記解像度の１つで前記コンテンツ送信のうちの１つをストリーミ
ングする、ストリーミングシステム。
【請求項４７】
　請求項４３に記載のシステムにおいて、
　前記ファイル格納部内に格納されたコンテンツデータは、前記コンテンツデータが割り
振られた前記ユーザを識別するユーザ情報によって識別される、ストリーミングシステム
。
【請求項４８】
　録画済みコンテンツ送信を格納するファイル格納システムであって、
　格納されたコンテンツデータであって、アンテナフィードからの無線放送からキャプチ
ャされたコンテンツ送信から生成された、格納されたコンテンツデータを含む、ファイル
格納システム。
【請求項４９】
　請求項４８に記載のシステムにおいて、コンテンツデータは、少なくとも２つの解像度
によるコンテンツ送信を含む、ファイル格納システム。
【請求項５０】
　請求項４８に記載のシステムにおいて、コンテンツデータは、少なくとも３つの解像度
によるコンテンツ送信を含む、ファイル格納システム。
【請求項５１】
　請求項４８に記載のシステムにおいて、前記ファイル格納部に格納されているコンテン
ツデータは、前記コンテンツデータが割り振られた前記ユーザを識別するユーザ情報によ
って識別される、ファイル格納システム。
【請求項５２】
　請求項４８に記載のシステムにおいて、前記ファイル格納部に格納されたコンテンツデ
ータは、前記無線放送をキャプチャするのに使用されたアンテナ素子を識別するアンテナ
情報によって識別される、ファイル格納システム。
【請求項５３】
　無線放送を別々に受信するアンテナ素子の２次元アレイであって、１平方メートルにつ
き少なくとも１０のアンテナ素子の密度を有する、アンテナ素子の２次元アレイと、
　前記別々のアンテナ素子によって受信された無線放送を、データ格納システムに格納さ
れるコンテンツデータに変換するエンコーダシステムとを含む、アンテナシステム。
【請求項５４】
　請求項５３に記載のシステムであって、前記アンテナ素子が無指向性アンテナ素子であ
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る、アンテナシステム。
【請求項５５】
　請求項５３に記載のシステムにおいて、前記アンテナ素子が対称２重ループアンテナ素
子である、アンテナシステム。
【請求項５６】
　請求項５３に記載のシステムにおいて、
　アンテナ素子の前記２次元アレイの複数と、
　互いに隣接する前記複数の２次元アレイを支持する筐体とをさらに含む、アンテナシス
テム。
【請求項５７】
　請求項５６に記載のシステムにおいて、アンテナ素子の前記複数の２次元アレイが、前
記筐体内に３次元アレイを形成する、アンテナシステム。
【請求項５８】
　請求項５３に記載のシステムにおいて、アンテナ素子の前記２次元アレイおよび前記エ
ンコーダシステムの少なくとも一部が、共通の回路基板に実装される、アンテナシステム
。
【請求項５９】
　請求項５８に記載のシステムにおいて、
　前記エンコーダシステムは、前記回路基板に実装された復調器を含む、アンテナシステ
ム。
【請求項６０】
　請求項５３に記載の前記システムにおいて、前記２次元アレイの前記アンテナ素子をチ
ューニングする無線周波数チューナをさらに含む、アンテナシステム。
【請求項６１】
　請求項６０に記載のシステムにおいて、アンテナ素子の前記２次元アレイおよび前記無
線周波数チューナは、共通の回路基板に実装される、アンテナシステム。
【請求項６２】
　請求項６１に記載のシステムにおいて、前記回路基板は、少なくとも５０のアンテナ素
子を含む、アンテナシステム。
【請求項６３】
　請求項５３に記載のシステムにおいて、前記アンテナ素子は１平方メートルにつき少な
くとも５０のアンテナ素子の密度を有する、アンテナシステム。
【請求項６４】
　請求項５３に記載のシステムにおいて、前記アンテナ素子は半球状指向性アンテナ素子
である、アンテナシステム。
【請求項６５】
　アンテナ素子のアレイを用いて無線放送を受信する方法であって、
　前記無線放送を受信するアンテナ素子の２次元アレイであって、１平方メートルにつき
少なくとも１０のアンテナ素子の密度を有する、アンテナ素子の２次元アレイを提供する
ことと、
　アンテナ素子の前記アレイで前記無線放送を受信することと、
　データ格納装置に格納されるコンテンツデータに前記無線放送を符号化することとを含
む、無線放送受信方法。
【請求項６６】
　請求項６５に記載の方法において、
　アンテナ素子の前記２次元アレイの複数を提供することと、
　互いに隣接する前記複数の２次元アレイを収容することとさらに含む、無線放送受信方
法。
【請求項６７】
　請求項６６に記載の方法において、アンテナ素子の前記複数の２次元アレイから３次元
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アレイを形成することをさらに含む、無線放送受信方法。
【請求項６８】
　請求項６５に記載の前記方法において、アンテナ素子の前記２次元アレイと前記アンテ
ナ素子用のチューナとを共通の回路基板に実装することをさらに含む、無線放送受信方法
。
【請求項６９】
　請求項６５に記載の方法において、前記２次元アレイ内に少なくとも５０のアンテナ素
子を設けることをさらに含む、無線放送受信方法。
【請求項７０】
　請求項６５に記載の方法において、前記アンテナ素子は１平方メートルにつき少なくと
も５０のアンテナ素子の密度を有する、無線放送受信方法。
【請求項７１】
　アンテナフィードを処理するシステムであって、
　コンテンツ無線放送を受信するアンテナ素子と、
　アンテナ処理パイプラインであって、各パイプラインは、前記アンテナ素子からの前記
アンテナフィードを復調して、前記アンテナ素子によって受信された、前記コンテンツ無
線放送に対するコンテンツデータを生成する、アンテナ処理パイプラインと、
　前記アンテナ素子それぞれを前記アンテナ処理パイプラインのうちのいずれか１つに選
択的に接続するスイッチングシステムと、
　前記コンテンツに対するユーザ要求を満たすように、前記スイッチングシステムを制御
して前記コンテンツデータの生成を可能にするアンテナ制御部とを含む、アンテナフィー
ド処理システム。
【請求項７２】
　請求項７１に記載のシステムにおいて、前記アンテナフィードを復調する前記パイプラ
インのそれぞれは、前記アンテナ素子からの前記アンテナフィードを復調する復調器の群
から選択される復調器を含む、アンテナフィード処理システム。
【請求項７３】
　請求項７２に記載のシステムにおいて、復調器の前記群からの前記復調器のいずれもが
利用可能でない場合、前記アンテナ制御部は代替の復調器を探索する、アンテナフィード
処理システム。
【請求項７４】
　請求項７３に記載のシステムにおいて、前記アンテナ制御部が代替の復調器を捜し出し
た場合、前記アンテナ制御部は、前記代替の復調器に前記アンテナ素子を接続して追加の
アンテナ処理パイプラインを生成するように、前記スイッチングシステムを設定する、ア
ンテナフィード処理システム。
【請求項７５】
　請求項７１に記載のシステムにおいて、前記アンテナ素子は前記アンテナ処理パイプラ
インの数を上回る、アンテナフィード処理システム。
【請求項７６】
　請求項７１に記載のシステムにおいて、前記アンテナ素子はユーザに一時的に割り当て
られる、アンテナフィード処理システム。
【請求項７７】
　請求項７１に記載のシステムにおいて、前記アンテナ素子は、ユーザのユーザアカウン
トの存続期間中、当該ユーザの専用とされる、アンテナフィード処理システム。
【請求項７８】
　請求項７１に記載のシステムにおいて、前記アンテナ素子からの前記アンテナフィード
を復調する前記パイプラインは、無線周波数チューナを含み、各無線周波数チューナは、
前記アンテナ素子のそれぞれが異なるコンテンツ無線放送を受信できるように個別にチュ
ーニング可能である、アンテナフィード処理システム。
【請求項７９】



(9) JP 2014-502465 A 2014.1.30

10

20

30

40

50

　請求項７８に記載のシステムにおいて、前記無線周波数チューナは、前記アンテナ素子
に直接接続される、アンテナフィード処理システム。
【請求項８０】
　請求項７８に記載のシステムにおいて、前記無線周波数チューナは、前記スイッチング
システムによって前記アンテナ素子に選択的に接続される、アンテナフィード処理システ
ム。
【請求項８１】
　アンテナフィードを処理する方法であって、
　アンテナ素子を用いてコンテンツ無線放送を受信することと、
　前記アンテナ素子からの前記アンテナフィードを復調して、前記アンテナ素子によって
受信された前記コンテンツ無線放送に対するコンテンツデータを生成するように、アンテ
ナ処理パイプラインを提供することと、
　スイッチングシステムを用いて前記アンテナ素子それぞれを前記アンテナ処理パイプラ
インのうちのいずれか１つに接続することとを含む、方法。
【請求項８２】
　請求項８１に記載の方法において、コンテンツに対するユーザ要求を満たすために前記
コンテンツデータを生成するように、前記スイッチングシステムを設定することさらに含
む、アンテナフィード処理方法。
【請求項８３】
　請求項８１に記載の方法において、前記アンテナフィードを復調する前記パイプライン
のそれぞれは復調器を含み、当該方法は、前記アンテナ素子からの前記アンテナフィード
を復調するように復調器の群から選択することをさらに含む、アンテナフィード処理方法
。
【請求項８４】
　請求項８３に記載の方法において、復調器の前記群からの前記復調器のいずれもが利用
可能でない場合、代替の復調器を探索することをさらに含む、アンテナフィード処理方法
。
【請求項８５】
　請求項８４に記載の方法において、前記代替の復調器に前記アンテナ素子を接続して追
加のアンテナ処理パイプラインを生成するように、前記スイッチングシステムを設定する
ことをさらに含む、アンテナフィード処理方法。
【請求項８６】
　請求項８１に記載の方法において、前記アンテナ素子をユーザに一時的に割り当てるこ
とをさらに含む、アンテナフィード処理方法。
【請求項８７】
　請求項８１に記載の方法において、前記アンテナ素子を、特定のユーザのユーザアカウ
ントの存続期間中、当該特定のユーザの専用とすることをさらに含む、アンテナフィード
処理方法。
【請求項８８】
　請求項８１に記載の方法において、前記アンテナ素子からの前記アンテナフィードを復
調する前記パイプラインは、無線周波数チューナを含み、各無線周波数チューナは、前記
アンテナ素子それぞれが異なるコンテンツ無線放送を受信できるように個別にチューニン
グ可能である、アンテナフィード処理方法。
【請求項８９】
　請求項８８に記載の方法において、前記無線周波数チューナは、前記アンテナ素子に直
接接続される、アンテナフィード処理方法。
【請求項９０】
　請求項８８に記載の方法において、前記無線周波数チューナは、前記スイッチングシス
テムによって前記アンテナ素子に選択的に接続される、アンテナフィード処理方法。
【請求項９１】
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　アンテナ素子に処理パイプラインを割り当てる方法であって、
　コンテンツ無線放送を受信するアンテナ素子をユーザの専用にすることと、
　コンテンツに対するユーザ要求に応答して、前記コンテンツ無線放送を復調するための
利用可能な処理パイプラインを探索することと、
　処理パイプラインを捜し出すと、前記ユーザの専用のアンテナ素子に前記処理パイプラ
インを割り当てて、前記ユーザの永久に割り当てられたアンテナ素子に前記処理パイプラ
インを接続することとを含む、処理パイプライン割当て方法。
【請求項９２】
　請求項９１に記載の方法において、前記処理パイプラインは、前記ユーザの永久に割り
当てられたアンテナ素子にスイッチングシステムを用いて接続される、処理パイプライン
割当て方法。
【請求項９３】
　請求項９１に記載の方法において、前記無線コンテンツは、前記ユーザの永久に割り当
てられたアンテナを用いて受信される、処理パイプライン割当て方法。
【請求項９４】
　請求項９１に記載の方法において、前記割り当てられた処理パイプラインは、前記無線
コンテンツをコンテンツ送信として復調する、処理パイプライン割当て方法。
【請求項９５】
　請求項９４に記載の方法において、前記コンテンツ送信をユーザ装置にストリーミング
することをさらに含む、処理パイプライン割当て方法。
【請求項９６】
　請求項９１に記載の方法において、前記アンテナ素子を前記ユーザにリースすることを
さらに含む、処理パイプライン割当て方法。
【請求項９７】
　請求項９１に記載の方法において、前記アンテナ素子を前記ユーザに売却することをさ
らに含む、処理パイプライン割当て方法。
【請求項９８】
　無線放送を受信するプリント回路基板であって、
　無線放送を受信するアンテナ素子と、
　前記アンテナ素子のための無線周波数チューナであって、前記無線放送を別々に受信す
るように前記アンテナ素子を個別にチューニングする、無線周波数チューナと、
　前記無線周波数チューナから前記無線放送の前記別々のコピーを受信し、前記無線放送
をコンテンツデータに符号化する復調器と、
　前記アンテナ素子からのフィードを異なる復調器に接続するセレクタスイッチとを含む
、プリント回路基板。
【請求項９９】
　請求項９８に記載のプリント回路基板において、前記アンテナ素子のうちの異なるアン
テナ素子に前記無線周波数チューナを接続するセレクタスイッチをさらに含む、プリント
回路基板。
【請求項１００】
　コンテンツ送信をユーザ装置にストリーミングするシステムであって、
　利用可能なコンテンツ送信のリストをユーザに提示するアプリケーションサーバであっ
て、前記利用可能なコンテンツ送信の中から選択されたコンテンツ送信を受信する要求を
、前記ユーザ装置から受信する、アプリケーションサーバと、
　個別のユーザの前記コンテンツ送信を検出するために専用とされるアンテナ素子と、
　前記選択されたコンテンツ送信をコンテンツデータとして前記ユーザ装置にストリーミ
ングするストリーミングサーバとを含む、システム。
【請求項１０１】
　請求項１００に記載のシステムにおいて、前記アンテナ素子は前記ユーザに売却される
、システム。
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【請求項１０２】
　請求項１００に記載のシステムにおいて、前記アンテナ素子は前記ユーザにリースされ
る、システム。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　本出願は、２０１０年１１月１８日に出願された米国仮出願第６１／４１５，０１２号
、２０１０年１２月１４日に出願された米国仮出願第６１／４２２，９５０号、および２
０１１年９月１３日に出願された米国仮出願第６１／５３３，９４６号の３５ＵＳＣ　１
１９（ｅ）による利益を主張し、これらの全ての内容が参照により本願明細書に援用され
る。
【背景技術】
【０００２】
　地上波テレビまたは放送テレビとも称される大気外テレビ（無線テレビ）は、大気雰囲
気を通る無線周波数（ＲＦ）の電磁波または電磁放射を介したテレビコンテンツのための
配信モードである。無線コンテンツ（air content）を放送する米国の周知のテレビジョ
ンネットワークのいくつかの例としては、ＡＢＣ、ＣＢＳ、ＦＯＸ、ＮＢＣおよびＰＢＳ
が挙げられる。一連の系列会社の局を通して、これらネットワークは、放送されるコンテ
ンツを国に行き渡らせることが可能である。そのため、これらテレビジョンネットワーク
は、それぞれ、米国の全家庭の９５％超に届くことができる。
【０００３】
　テレビジョンネットワークは、新しい顧客を魅了し視聴者数を上げる方法を常に模索し
ている。最近では、テレビジョンネットワークの中には、インターネットのような公衆デ
ータ網や私設データ網を介して人々がアクセスできるように、自社の番組をオンラインで
提供するものがある。一般的には、テレビジョンネットワークは、自社のウェブサイトま
たはＨＵＬＵ．ＣＯＭのような第三者ウェブサイトにコンテンツをアップロードする。こ
れらウェブサイトは、時には課金して、ユーザにコンテンツをストリーミングする。今日
、利用可能なコンテンツはしばしば制限され、時には、最新のエピソードは入手不可能で
あったり、コンテンツが古いものであったりする。
【０００４】
　同時に、音声やビデオコンテンツを再生できる多種多様な装置が利用可能である。ユビ
キタスレビに加えて、今や多くの人が自分のパーソナルコンピュータや、スマートフォン
およびタブレット型コンピュータなどの携帯型コンピュータ装置でビデオを視聴する。ビ
デオコンテンツは、通常、加入者データネットワーク、携帯電話ネットワークならびに公
衆および私設の無線データネットワークを使用して、インターネットを介してアクセスさ
れる。さらに、テレビによっては今やネットワーク接続を有するものもある。そして、多
くのゲーム機は、Ｎｅｔｆｌｉｘ社によって提供されるような第三者ソフトウェアを使用
して、ビデオコンテンツにアクセスする能力を有する。
【発明の概要】
【０００５】
　ビデオを視聴するためのこのような全ての新規の様式があるにもかかわらず、従来のテ
レビジョンネットワークによる無線コンテンツ放送は、ケーブルテレビへの加入や衛星テ
レビシステムを通じて、または家庭に設置したアンテナで無線放送（air broadcast）を
キャプチャすることによってしか、まだ一般に利用できない。ケーブルに加入しないユー
ザまたはケーブルアクセスを有しないユーザに対しては、この放送コンテンツをキャプチ
ャするために、自分自身のＲＦまたは衛星アンテナを設置することが一般に要求される。
そして、このキャプチャされたコンテンツは、従来のテレビでの表示に供するだけである
。ユーザが自分の他のビデオ表示可能な装置でこのコンテンツを利用できる簡単な方法は
、一般には存在しない。
【０００６】
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　本システム及び方法は、インターネットおよび／またはサービスプロバイダネットワー
クなどのネットワーク接続上の個別のアンテナフィード（アンテナが供給するテレビ放送
）にユーザが別々にアクセスできるようにする手法に関する。各ユーザには、個々のユー
ザ自身用の、別々のアンテナのようなアンテナが割り当てられる。そして、ユーザは、こ
のアンテナから、無線放送からのコンテンツ送信（送信されてくるコンテンツ）を録画お
よび／またはストリーミングできる。この割当ては、ユーザが録画を開始したときに行わ
れてもよく、または、ユーザが行う任意または全ての視聴および録画のための、ユーザ専
用の特定のアンテナを独占的にユーザに割り当ててもよい。ユーザがコンテンツ送信を選
択すると、個別のアンテナは、その放送コンテンツを受信する。ユーザの選択に応じて、
システムは、ユーザの個別のアカウントそれぞれに当該ユーザが後に再生できるようにコ
ンテンツデータを別々に格納する。システムは、さらに、または代わりに、前記別々のユ
ーザに前記コンテンツデータをストリーミングする。このようにして、ユーザは、自分自
身のアンテナ設備を持たずに放送コンテンツにアクセスでき、また、無線放送に直接アク
セスするのに必要なチューナおよび復号器を有しない、例えばモバイル装置のような装置
上で、放送コンテンツにアクセスできる。
【０００７】
　アンテナ割当ては、動作モードに従い、永久的または一時的なもののいずれかである。
一方のモードにおいて、ユーザが、無線コンテンツを受信すること、または後の視聴のた
めに無線コンテンツを録画することを選択すると、対応するアンテナ素子および符号化リ
ソースが即座にユーザに割り当てられる。その後、アンテナ素子がもはや必要でなくなる
と、当該リソースは、リソースプールに返却され、他のユーザが利用できるようになる。
他方のモードにおいて、ユーザは、特定のアンテナ素子をリースまたは購入する。この場
合、それらアンテナ素子は、特定のユーザに独占的に割り当てられて、これらのユーザの
要求を満たすように使用される。一例において、アンテナ素子は、これらのユーザのアカ
ウントの存続期間中、当該ユーザにリースされる。
【０００８】
　概して、本発明の一構成は、無線放送からのコンテンツ送信をユーザ装置にストリーミ
ングする方法に関し、この方法は、利用可能なコンテンツ送信のリストをユーザに提示す
ることと、前記利用可能なコンテンツ送信の中から選択されたコンテンツ送信を受信する
要求を、前記ユーザから受信することと、個別ユーザそれぞれ用のアンテナ素子を用いて
前記選択されたコンテンツ送信を受信することと、前記選択されたコンテンツ送信を前記
ユーザ装置にストリーミングすることとを含む。
【０００９】
　いくつかの実施形態において、前記アンテナ素子は、放送事業体から前記選択されたコ
ンテンツ送信を受信するためにチューニングされる。前記アンテナ素子からのフィードは
、コンテンツ送信データを生成するために復調される。次に、前記コンテンツ送信のデー
タは、ＭＰＥＧ－２からＭＰＥＧ－４の符号化へのトランスコードのように、異なる符号
化にトランスコードされる。前記コンテンツ送信データは、また、２つ以上の異なる解像
度にトランスコードされてもよい。
【００１０】
　一般的に、前記トランスコードされたコンテンツ送信データは、前記ユーザ装置の解像
度に基づいて決定される解像度で前記ユーザ装置にストリーミングされる。
【００１１】
　一実施形態において、前記選択されたコンテンツ送信は、前記選択されたコンテンツ送
信を前記ユーザにストリーミングするよりも前に、ファイル格納部に格納される。このコ
ンテンツ送信は、また、個別のユーザそれぞれ用の別々の位置に格納される。
【００１２】
　一例において、前記アンテナ素子は、いずれのアンテナ素子が前記ユーザの前記選択さ
れたコンテンツ送信を受信するために最適化されているかに基づいて、利用可能なアンテ
ナ素子から前記ユーザに割り当てられる。
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【００１３】
　一般的に、利用可能なコンテンツ送信の前記リストは、前記ユーザそれぞれの地理的位
置において利用可能な前記無線放送に基づく。
【００１４】
　あるモードにおいて、アンテナ素子は、ユーザがコンテンツ送信に対する要求を行うと
即座に割り当てられる。別のモードにおいて、コンテンツ送信に対する前記要求を満たす
ために使用されるアンテナ素子は、ユーザに専用である。
【００１５】
　概して、本発明の別の構成は、コンテンツ送信をユーザ装置にストリーミングするシス
テムに関し、このシステムは、利用可能なコンテンツ送信のリストをユーザに提示するア
プリケーションサーバを含み、前記アプリケーションサーバは、前記利用可能なコンテン
ツ送信の中から選択されたコンテンツ送信を受信する要求を、前記ユーザ装置から受信す
る。前記システムは、個別のユーザそれぞれのために前記選択されたコンテンツ送信を受
信するようにアンテナ素子を制御するアンテナ制御部と、前記選択されたコンテンツ送信
をコンテンツデータとして前記ユーザ装置にストリーミングするストリーミングサーバと
をさらに含む。
【００１６】
　概して、本発明の別の構成は、無線放送をキャプチャするシステムに関し、このシステ
ムは、コンテンツ送信の無線放送を受信するアンテナ素子のサブアレイを含み、アンテナ
素子の各サブアレイは、異なる放送事業体から無線放送を受信するように最適化される。
前記システムは、前記放送事業体からのコンテンツ送信に対するユーザ要求を受信するア
プリケーションサーバと、前記ユーザによって要求された前記コンテンツ送信を生成する
前記放送事業体を検出するためにアンテナ素子のいずれのサブアレイが最適化されるかに
基づいて、前記ユーザそれぞれに個別のアンテナ素子を割り当てるアンテナ制御部とをさ
らに含む。
【００１７】
　概して、本発明の別の構成は、無線放送をキャプチャする方法に関し、この方法は、ア
ンテナ素子のサブアレイを用いてコンテンツ送信の無線放送を受信することを含み、アン
テナ素子の各サブアレイは、異なる放送事業体から無線放送を受信するように最適化され
る。前記方法は、前記放送事業体からのコンテンツ送信に対するユーザ要求を受信するこ
とと、前記コンテンツ送信を生成する前記放送事業体を検出するために前記サブアレイの
うちのいずれが最適化されるかに基づいて、前記ユーザそれぞれのために前記コンテンツ
送信を受信するために、前記サブアレイの中から個別のアンテナ素子を割り当てることと
をさらに含む。
【００１８】
　概して、本発明の別の構成は、コンテンツ送信をユーザ装置にストリーミングするシス
テムに関し、このシステムは、利用可能なコンテンツ送信のリストをユーザに提示するア
プリケーションサーバを含み、前記アプリケーションサーバは、前記利用可能なコンテン
ツ送信の中から選択されたコンテンツ送信を受信する要求を、前記ユーザ装置から受信す
る。アンテナ制御部は、個別のユーザのために前記選択されたコンテンツ送信を受信する
ようにアンテナ素子を制御し、かつ、ユーザが将来見たいと思うであろうとアンテナ制御
部が予測するコンテンツ送信を受信するために、ユーザによって現在使用されていないア
ンテナ素子を割り当てる。最後に、ストリーミングサーバは、前記選択されたコンテンツ
送信をコンテンツデータとして前記ユーザ装置にストリーミングし、かつ、あるユーザが
前記予測されたコンテンツ送信のうちの１つを視聴することを所望すると、前記アンテナ
素子からのフィードによって生成される前記コンテンツデータが、当該ユーザに割り振ら
れて当該ユーザにストリーミングされる。
【００１９】
　前記コンテンツデータは、前記無線放送を要求した前記ユーザに関連づけられ、格納装
置に格納される。ユーザがリアルタイムで無線放送を見たい場合には、前記放送ファイル
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格納部は、一般的にはバッファとして作用し、前記コンテンツを前記ユーザ装置にストリ
ーミングする前に、前記コンテンツデータを一時的に格納する。あるいは、前記コンテン
ツデータは、各ユーザの個別のアカウントと関連付けられ、後の再生の際に将来アクセス
される。
【００２０】
　概して、本発明の別の構成は、録画済みコンテンツ送信をユーザ装置にストリーミング
する方法に関し、この方法は、コンテンツデータとして前記コンテンツ送信を放送ファイ
ル格納部に格納することを含み、前記コンテンツデータは、個別の前記ユーザそれぞれに
対して一意的に割り振られ、かつアンテナフィードからの無線放送をキャプチャすること
によって生成される。前記方法は、前記ユーザそれぞれの要求により録画された録画済み
コンテンツ送信のリストを前記ユーザに提示することと、前記ユーザによる選択に応答し
て、前記録画済みコンテンツ送信に対する前記コンテンツデータにアクセスし、前記対応
するユーザ用のユーザ装置に前記コンテンツデータをストリーミングすることとをさらに
含む。
【００２１】
　いくつかの実施形態において、放送ファイル格納部内の前記格納されたコンテンツ送信
は、前記ユーザのユーザアカウントの存続期間中、または前記コンテンツ送信の存続期間
中のみ、前記ユーザそれぞれに対して一意的に割り当てられるアンテナ素子を用いて、キ
ャプチャされる。
【００２２】
　好ましくは、前記コンテンツ送信をキャプチャしたアンテナ素子は、前記放送ファイル
格納部内の前記コンテンツデータで識別される。さらに、前記録画済みコンテンツ送信は
、少なくとも２つの解像度で好ましくは格納される。
【００２３】
　一般的には、前記ファイル格納部に格納される各コンテンツデータは、前記コンテンツ
データが割り振られている前記ユーザを識別するユーザ情報によって識別される。これら
はまた、前記コンテンツデータの生成の元となる前記無線放送がキャプチャされた時刻を
識別する時刻情報によって識別されてもよい。
【００２４】
　概して、本発明の別の構成は、録画済みコンテンツ送信をストリーミングするシステム
に関し、このシステムは、ユーザの別々のアカウントへのアクセスを提供するアプリケー
ションサーバを含み、前記アプリケーションサーバは、アンテナフィードからの無線放送
をキャプチャすることによって前記別々のユーザそれぞれの要求により録画された、録画
済みコンテンツ送信のリストを前記ユーザに提供する。前記システムは、ストリーミング
サーバをさらに含み、このストリーミングサーバは、前記録画済みコンテンツ送信に対す
るコンテンツデータにアクセスし、コンテンツデータは、前記ユーザそれぞれに別々に一
意的に割り振られており、ストリーミングサーバは、また、前記コンテンツデータを前記
ユーザの装置にストリーミングする。
【００２５】
　概して、本発明の別の構成は、録画済みコンテンツ送信を格納するファイル格納部シス
テムに関し、このシステムは格納されたコンテンツデータを含む。コンテンツデータは、
アンテナフィードからの無線放送からキャプチャされたコンテンツ送信から生成される。
【００２６】
　前記システムを可能にするために重要なことは、物理的にコンパクトなアンテナシステ
ムを生成することである。
【００２７】
　概して、本発明の一構成は、アンテナシステムに関し、このアンテナシステムは、無線
放送を別々に受信するアンテナ素子の２次元アレイであって、１平方メートルにつき少な
くとも１０のアンテナ素子の密度を有する、アンテナ素子の２次元アレイと、前記別々の
アンテナ素子によって受信された無線放送を、データ格納システムに格納されるコンテン
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ツデータに変換するエンコーダシステムとを含む。
【００２８】
　いくつかの実施形態において、前記アンテナ素子は無指向性アンテナ素子であり、特に
、前記アンテナ素子は対称２重ループアンテナ素子である。
【００２９】
　さらに、アンテナ素子の前記２次元アレイの複数が、互いに隣接する前記複数の２次元
アレイを支持する筐体とともに好ましくは使用される。このようにして、アンテナ素子の
前記複数の２次元アレイが、前記筐体内に３次元アレイを形成する。
【００３０】
　この例において、アンテナ素子の前記２次元アレイおよび前記エンコーダシステムの少
なくとも一部が、共通の回路基板に実装される。前記エンコーダシステムは、前記回路基
板に実装された復調器を含む。無線周波数チューナは、前記２次元アレイの前記アンテナ
素子をチューニングするために使用される。アンテナ素子の前記２次元アレイおよび前記
無線周波数チューナは、共通の回路基板に実装されてもよい。
【００３１】
　密度に関して、前記回路基板は、少なくとも５０のアンテナ素子を好ましくは含み、前
記アンテナ素子は１平方メートルにつき少なくとも５０のアンテナ素子の密度を有する。
【００３２】
　概して、本発明の別の構成は、アンテナ素子のアレイを用いて無線放送を受信する方法
に関し、この方法は、前記無線放送を受信するアンテナ素子の２次元アレイであって、１
平方メートルにつき少なくとも１０のアンテナ素子の密度を有する、アンテナ素子の２次
元アレイを提供することをさらに含む。前記方法は、アンテナ素子の前記アレイを用いて
前記無線放送を受信することと、データ格納装置に格納されるコンテンツデータに前記無
線放送を符号化することとをさらに含む。
【００３３】
　特に、アンテナが特定のユーザにリースされるか、または特定のユーザの専用にされる
モードでは、特定のユーザが前記システムにアクセスしていないときに使用されなくなる
リソースの量を最小化することが望ましい。本システムでは、符号化リソースと、さらに
チューニングリソースまでも共同利用することが可能であり、リソースが前記アンテナ素
子間で割り当てられる。
【００３４】
　概して、本発明の一構成は、アンテナフィードを処理するシステムに関し、このシステ
ムは、コンテンツ無線放送を受信するアンテナ素子と、アンテナ処理パイプラインとを含
み、前記パイプラインそれぞれは、前記アンテナ素子からの前記アンテナフィードを復調
して、前記アンテナ素子によって受信された前記コンテンツ無線放送に対するコンテンツ
データを生成する。前記システムは、前記アンテナ素子それぞれを前記アンテナ処理パイ
プラインのうちのいずれかに選択的に接続するスイッチングシステムと、前記コンテンツ
に対するユーザ要求を満たすように、前記スイッチングシステムを制御して前記コンテン
ツデータの生成を可能にするアンテナ制御部とをさらに含む。
【００３５】
　概して、本発明の別の構成は、アンテナフィードを処理する方法を備え、この方法は、
アンテナ素子を用いてコンテンツ無線放送を受信することと、前記アンテナ素子からの前
記アンテナフィードを復調して、前記アンテナ素子によって受信された前記コンテンツ無
線放送に対するコンテンツデータを生成するように、アンテナ処理パイプラインを提供す
ることと、スイッチングシステムを用いて前記アンテナ素子それぞれを前記アンテナ処理
パイプラインのうちのいずれかに１つに接続することとを含む。
【００３６】
　概して、本発明の別の構成は、アンテナ素子に処理パイプラインを割り当てる方法に関
し、この方法は、コンテンツ無線放送を受信するアンテナ素子をユーザの専用にすること
と、コンテンツに対するユーザ要求に応じて、前記コンテンツ無線放送を復調するために
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利用可能な処理パイプラインを探索することとを含む。前記方法は、処理パイプラインを
捜し出すとすぐに、前記ユーザの専用のアンテナ素子に前記処理パイプラインを割り当て
て、前記ユーザの永久に割り当てられたアンテナ素子に前記処理パイプラインを接続する
こととをさらに含む。
【００３７】
　概して、本発明の別の構成は、無線放送を受信するプリント回路基板に関し、このプリ
ント回路基板は、無線放送を受信するアンテナ素子と、前記アンテナ素子のための無線周
波数チューナであって、前記無線放送を別々に受信するように前記アンテナ素子を個別に
チューニングする、無線周波数チューナと、前記無線周波数チューナから前記無線放送の
前記別々のコピーを受信し、前記無線放送をコンテンツデータに符号化する復調器と、前
記アンテナ素子からのフィードを異なる復調器に接続するセレクタスイッチとを含む。
【００３８】
　概して、本発明の別の構成は、コンテンツ送信をユーザ装置にストリーミングするシス
テムに関し、このシステムは、利用可能なコンテンツ送信のリストをユーザに提示するア
プリケーションサーバを含み、前記アプリケーションサーバは、前記利用可能なコンテン
ツ送信の中から選択されたコンテンツ送信を受信する要求を前記ユーザ装置から受信する
。前記システムは、個別のユーザの前記コンテンツ送信を検出するのに専用であるアンテ
ナ素子と、前記選択されたコンテンツ送信をコンテンツデータとして前記ユーザ装置にス
トリーミングするストリーミングサーバとをさらに含む。
【００３９】
　構造の様々な新規な詳細および複数の部分の組み合わせを含む前記および他の本発明の
特徴ならびに他の利点を、特に添付の図面を参照して以下に説明し、請求項に示す。本発
明を具現化する特定の方法および装置は、例示のためのものであって、本発明を制限する
ものではないことを理解されたい。本発明の原理および特徴は、本発明の範囲を逸脱する
ことなく様々な多くの実施形態に採用され得る。
【００４０】
　添付の図面において、参照符号は、異なる図面の全体にわたって同一の部分を示す。図
面は必ずしも正確な縮尺ではなく、本発明の原理を図示することに強調が置かれている。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】地上波テレビコンテンツのキャプチャおよび配信のためのシステムを説明するブ
ロック図である。
【図２】異なる放送事業体からの放送をキャプチャするために最適化される、異なるアン
テナサブアレイを示す概略図である。
【図３】プリント回路基板（ＰＣＢ）上の２次元のアンテナアレイ用の筐体として機能す
るカードケージ構造体であって、複数の基板が３次元アレイを形成するように互いに隣接
して支持されるカードケージ構造体の概略斜視図である。
【図４】プリント回路基板上のアンテナの２次元アレイを示す概略図である。
【図５】ＰＣＢ上の平衡型ループアンテナ（balanced loop antenna）および平衡伝送線
路の対称性を示すＰＣＢ基板の側面図である。
【図６Ａ】図５のＡ－Ａ線から見た断面図である。
【図６Ｂ】図５のＢ－Ｂ線から見た断面図である。
【図７】ユーザがライブストリーミングコンテンツを視聴するステップ、ユーザが録画予
約を設定するステップ、またはユーザが以前に録画済みのコンテンツを視聴するステップ
を説明する流れ図である。
【図８】ユーザが再生サーバから自分の以前に録画済みのコンテンツを視聴するステップ
を説明する流れ図である。
【図９】ユーザが無線放送の録画予約をスケジュールするステップを説明する流れ図であ
る。
【図１０】ユーザが無線コンテンツを装置でリアルタイムに視聴するステップを説明する



(17) JP 2014-502465 A 2014.1.30

10

20

30

40

50

流れ図である。
【図１１】放送コンテンツデータを放送ファイル格納部に格納するデータベースアーキテ
クチャを示す図である。
【図１２】プールされた受信機リソースを利用するテレビコンテンツのキャプチャおよび
配信のためのシステムの実施形態を示す概略ブロック図である。
【図１３】アプリケーションウェブサーバおよびアンテナ最適化・制御部が他のプリント
回路基板上に位置するリソースをいかに探索するかを説明する流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　図１は、本発明の原理に従って構築されたシステム１００を示す。このシステム１００
は、個々のユーザがインターネットのようなパケット網を介してアンテナから地上波テレ
ビコンテンツを受信できるようにする。本システムにより、各ユーザは、録画またはライ
ブストリーミングを行うために個々に割り当てられたアンテナからのフィードに別々にア
クセスできる。
【００４３】
　一般的な実装形態において、ユーザは、クライアント装置１２８、１３０、１３２、１
３４を用いて、インターネット１２７を介してシステム１００にアクセスする。一例にお
いて、クライアント装置は、ブラウザを介してシステム１００にアクセスするパーソナル
コンピュータ１３４である。ビデオコンテンツは、ＨＴＭＬ－５またはアップル Ｃｏｒ
ｐｏｒａｔｉｏｎによるＱｕｉｃｋＴｉｍｅのようなプログラムを使用して、パーソナル
コンピュータに表示される。他の例において、システム１００は、モバイル装置によって
アクセスされる。このモバイル装置には、ｉＰａｄのようなタブレット、携帯型コンピュ
ータ装置、ｉＰｈｏｎｅのような携帯電話、コンピュータ装置、またはＧｏｏｇｌｅ　Ｉ
ｎｃ．のＡｎｄｒｏｉｄオペレーティングシステムを実行する携帯型コンピュータ装置な
どが含まれる。ここで、ＨＴＭＬ－５もまた、ビデオを提供するためにいくつかの実装形
態で使用される。他の例は、ネットワークインタフェースおよびブラウザ機能を有するテ
レビである。さらに、現代のゲーム機のほとんど、およびテレビのうちのいくつかも、第
三者ソフトウェアを実行する能力を有しており、ウェブのブラウザ機能を提供する。この
ブラウザ機能は、ネットワーク接続を介してシステム１００からビデオにアクセスするよ
うに配備される。
【００４４】
　アプリケーションサーバ１２４は、クライアント装置１２８、１３０、１３２、１３４
からのこれら要求または命令を管理する。これにより、ユーザは、クライアント装置にお
いて、以前に録画済みのコンテンツ（すなわちテレビ番組）を視聴するか、またはこれに
アクセスすることと、テレビ番組の放送の録画予約を設定することと、生放送テレビ番組
を視聴することとのいずれを行いたいかを選択できる。いくつかの例において、システム
１００によって、ユーザは、ラジオ（オーディオのみの）放送にアクセスするか、さらに
または代わりに、録音することもできる。ビジネス管理システム（経営管理システム）１
１８は、ユーザのアカウントを照合するために、またはユーザがまだアカウントを持って
いない場合にはユーザが新規アカウント設定するのを補助するために使用される。
【００４５】
　以前に録画済みのコンテンツを視聴することをユーザが要求した場合、アプリケーショ
ンサーバ１２４は、ユーザの命令をストリーミングサーバ１２０に送信する。ストリーミ
ングサーバ１２０は、放送ファイル格納部（またはファイル格納部）１２６から、各ユー
ザに個別の、以前に録画済みのコンテンツのコピーを読み出し、クライアント装置１２８
、１３０、１３２、１３４にコンテンツデータをストリーミングする。
【００４６】
　ユーザが録画予約の設定を要求した場合、アプリケーションサーバ１２４はアンテナ最
適化・制御システム１１６と通信して、アンテナを確保しかつその録画予約の日時のリソ
ースを符号化することによって所望の放送コンテンツをキャプチャおよび録画するように
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、放送キャプチャリソースを構成する。
【００４７】
　一方、ユーザが生放送を視聴することを要求した場合、アプリケーションサーバ１２４
およびアンテナ最適化・制御システム１１６は、すぐに使用できる利用可能なアンテナリ
ソースを捜し出す。本実施形態において、全てのコンテンツはユーザによって開始される
。この全てのコンテンツは、ライブストリーミングのためであるか録画予約のためである
かにかかわらず、ユーザに再生およびストリーミングする前にストリーミングサーバ１２
０および／またはファイル格納部１２６に一時的に格納される。これにより、ユーザは、
テレビ番組の複数の部分を一時停止したり再生したりでき、再度視聴するためにその番組
を格納しておくこともできる。アンテナ最適化・制御システム１１６は、スケジュールさ
れたテレビ番組の間中、またはセッションを閉じることによってもしくは制御システム１
１６に実装されたタイマーが測る所定の時間が終了することによってユーザがアンテナを
解放するような時刻までの連続使用期間中、ユーザへのアンテナの割当てを維持する。代
わりに、各アンテナは、特定のユーザが専用使用するためにそのユーザに割り当てられる
であろう。
【００４８】
　システム１００の放送キャプチャ部は、アンテナ素子１０２－１、１０２－２…１０２
－ｎのアレイ１０２を含む。これら要素１０２－１、１０２－２…１０２－ｎの各々は、
異なる地上波テレビコンテンツ放送をキャプチャ可能な別々のアンテナであり、デジタル
化および符号化パイプラインを通して、ユーザ装置へのライブストリーミングおよび／ま
たは格納を行うために、これらの放送を別々に処理する。この構成により、ユーザそれぞ
れに対して、異なる放送事業体からの無線放送を同時に録画できる。図示の例では、アン
テナ素子の１つのアレイのみを示す。しかし一般的な実装形態では、複数のアレイが使用
され、いくつかの実現手段では、アレイはグループに編成される。
【００４９】
　より詳細には、アンテナ最適化・制御部１１６は、アンテナアレイ１０２のうちのいず
れのアンテナ素子１０２－１～１０２－ｎが利用可能で、ユーザが要求する特定の無線放
送を受信するように最適化されるかを決定する。いくつかの例では、これは、異なるアン
テナ素子のＲＳＳＩ（受信信号強度表示）値を比較することによって達成される。ＲＳＳ
Ｉは、受信する無線周波数信号、すなわち入力無線周波数信号のパワーの測定値である。
したがって、ＲＳＳＩ値が高ければ高いほど受信信号は強い。
【００５０】
　最適化されたアンテナ素子を捜し出した後、アンテナ最適化・制御部１１６は、このア
ンテナ素子をユーザに割り振る。次に、アンテナ最適化・制御システム１１６は、当該割
り振られたアンテナ素子をチューニングして放送を受信するように、対応するＲＦチュー
ナ１０４－１～１０４－ｎに信号で伝える。
【００５１】
　アンテナ素子１０２－１～１０２－ｎと、これらに対応するチューナ１０４－１～１０
４－ｎとからそれぞれ受信された放送は、コンテンツ送信として符号化システム１０３に
並行して送信される。符号化システム１０３は、割り振られたアンテナ１０２－１～１０
２－ｎとチューナ１０４－１～１０４－ｎとのペアのために並列処理パイプラインを生成
する、符号化部品からなる。
【００５２】
　符号化システムは、処理パイプラインそれぞれに割り当てられたＡＴＳＣ（高度テレビ
ジョン・システムズ委員会）復号器１０６－１～１０６－ｎのアレイを使用して、アンテ
ナ１０２およびチューナ１０４からの別々のコンテンツ送信をＭＰＥＧ－２形式に復調お
よび復号化する。各放送搬送波信号が複数のコンテンツ送信を含む場合、アンテナ最適化
・制御システム１１６は、搬送波信号に含まれる所望の番組を選択するように、ＡＴＳＣ
復号器（または復調器）１０６－１～１０６－ｎに信号を送信する。コンテンツ送信はＭ
ＰＥＧ－２コンテンツ送信データに復号化されるが、これは、現在、ＭＰＥＧ－２が動画
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および関連づけられた音声情報の符号化のための標準形式であるからである。
【００５３】
　ＡＴＳＣ復号器１０６－１～１０６－ｎからのコンテンツ送信データは、マルチプレク
サ１０８に送信される。次に、コンテンツ送信は、アンテナトランスポート相互接続を介
してデマルチプレクサスイッチ１１０に伝送される。好ましい実施形態では、アンテナト
ランスポート相互接続は、ｎｘ１０ＧｂＥの光データトランスポート層である。
【００５４】
　本実装形態では、アンテナアレイ１０２、チューナ１０４－１～１０４－ｎ、復調器１
０６－１～１０６－ｎおよびマルチプレクサ１０８は、被覆体に入れられて建物の屋根の
上またはアンテナ塔の上などの屋外に配置される。これらの構成要素は、このような設置
の仕方に伴うであろう温度サイクルに対して比較的頑強に作ることができる。また、これ
らの構成要素は、放電または破壊によって損傷が生じた場合には損害を最小にできるよう
に、比較的廉価である。
【００５５】
　マルチプレクサ１０８、デマルチプレクサスイッチ１１０、およびｎｘ１０ＧｂＥデー
タトランスポートは、キャプチャされたコンテンツ送信データを、システムの他の部分に
伝送するために使用される。このシステムの残りの部分は、地上の小屋または建物の地階
などの安全な場所に好ましくは配置される。地上の小屋または建物の地階は、周囲環境を
より良く制御する。
【００５６】
　アンテナ処理パイプラインそれぞれのコンテンツ送信データは、格納およびストリーミ
ングにとってより効率的な形式にトランスコードされる。ここでは、ＭＰＥＧ－４（Ｈ．
２６４としても知られる）形式へのトランスコードが、トランスコーダ１１２－１、１１
２－２…１１２－ｎのアレイによって行われる。一般的には、複数のトランスコーディン
グスレッドが、単一の信号処理コア、ＦＰＧＡまたはＡＳＩＣ型装置上で実行される。
【００５７】
　コンテンツ送信データは、データフットプリントのビットレートおよびサイズを低減す
るために、ＭＰＥＧ－４形式にトランスコードされる。そのため、ＭＰＥＧ－４符号化へ
のコンテンツ送信データの変換は、コンテンツの画質または解像度を低減するであろうが
、この低減は、通常、一般的な低解像度のビデオ表示装置では平均的なユーザが気付くほ
どではない。コンテンツ送信のサイズが低減されることにより、コンテンツ送信をユーザ
装置に格納、転送およびストリーミングすることが容易になるであろう。同様に、本実施
形態では、音声は、極めて効率的であることが知られているＡＡＣにトランスコードされ
る。
【００５８】
　一実施形態では、トランスコードされたコンテンツ送信データは、パイプラインの、パ
ケタイザおよびインデクサ１１４－１、１１４－２…１１４－ｎに送られる。このパケタ
イザおよびインデクサは、データをパケット化する。本実施形態において、パケットプロ
トコルは、状態なしのストリーミングプロトコルであるＵＤＰ（ユーザーデータグラムプ
ロトコル）である。ＵＤＰは、信頼性の劣るサービスを提供する簡単な送信モデルである
。なぜなら、データグラムが、順序どおりでなく到着しても、重複しても、紛失してもよ
いからである。通常、このプロトコルは、ファイルのストリーミングのような時間に敏感
な送信に好適である。この場合、紛失または重複したパケットは欠落させてもよく、遅延
パケットを待つ必要がない。
【００５９】
　また、この処理においては、時間インデックス情報がコンテンツ送信に付加される。次
に、コンテンツデータは、ファイルシステムに格納するために放送ファイル格納部１２６
に転送される。放送ファイル格納部１２６は、コンテンツ送信を、ユーザによってキャプ
チャされた様々なテレビ番組のためのコンテンツデータとして格納および／またはバッフ
ァリングするために使用される。
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【００６０】
　別の実施形態では、コンテンツデータは、ＨＴＴＰ　Ｌｉｖｅ　Ｓｔｒｅａｍｉｎｇま
たはＨＴＴＰ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｓｔｒｅａｍｉｎｇとしてストリーミングされる。これ
らは、クライアント装置に依存するストリーミングプロトコルである。ＨＴＴＰ　Ｌｉｖ
ｅ　Ｓｔｒｅａｍｉｎｇは、アップル社によって同社のＱｕｉｃｋＴｉｍｅ　Ｘおよびｉ
Ｐｈｏｎｅソフトウェアシステムの一部として実装される、ＨＴＴＰベースのメディアス
トリーミング通信プロトコルである。ストリームは、一連のＨＴＴＰベースのファイルダ
ウンロードに分割される。
【００６１】
　図２は、アンテナアレイ１０２の一実現手段を示すブロック図である。アンテナアレイ
１０２は、異なるサブアレイ８０２、８０４を含む。通常、異なるサブアレイは、異なる
放送事業体８０６、８０８から地上波放送をキャプチャする。
【００６２】
　サブアレイ８０２、８０４それぞれは、何百または何千のアンテナ素子１０２－１～１
０２－ｎおよびチューナ１０４－１…１０４－ｎを含む。通常、アンテナ素子およびチュ
ーナは、プリント回路基板（ＰＣＢ）に搭載され、被覆体内または筐体内に配置される。
プリント回路基板の向きおよび位置に従って、異なるアンテナサブアレイ８０２、８０４
は、異なる放送事業体８０６、８０８から放送を受信するように最適化される。これは、
異なるテレビジョンネットワークが、無線放送を符号化する搬送波または無線周波数送信
を生成するために、異なる放送事業体またはアンテナ８０６、８０８を使用するからであ
る。一般的には、放送用アンテナ８０６、８０８がほとんどの大都市圏に分散して異なる
場所に配置されることが多い。その一方、アンテナアレイ１０２は、物理的に小さく、高
いアンテナ密度を有することが好ましい。このため、アンテナ素子１０２を物理的に小さ
くしようという要望が生まれる。しかし、小型アンテナは、一般的には電力利得が低い。
したがって、一実施形態においては、システム１００は物理的に隔てられた２つ以上のア
ンテナサブアレイ８０２、８０４を含む。これらアンテナサブアレイ８０２、８０４は、
異なる放送事業体８０６、８０８の送信塔に配置されて、ここからシステム１００が無線
放送送信を検出する。
【００６３】
　運用中、アンテナ最適化・制御システム１１６は、放送事業体８０６、８０８の位置、
アンテナサブアレイの位置、および／またはサブアレイが受信する信号強度を含む種々の
要因に基づき、所望のコンテンツ放送を放送事業体８０６、８０８から受信するためにい
ずれのアンテナサブアレイ８０６、８０８を最適化するかを決定する。そして、アンテナ
最適化・制御システム１１６は、所望の放送コンテンツを受信するために、最善の位置に
あるサブアレイ８０２、８０４の中で利用可能なアンテナ素子１０２を割り当てる。
【００６４】
　また、いくつかの実施形態では、アンテナサブアレイ８０２、８０４は、周波数範囲Ｖ
ＨＦおよびＵＨＦに従ってグループに編成されることがさらに好ましい。これは、アンテ
ナ素子の物理的要件が、受信できる周波数によって異なるからである。
【００６５】
　図１および２を参照して、サブアレイ８０２、８０４それぞれにおけるアンテナ素子１
０２の配置は、いくつかの点でフェーズドアレイアンテナに類似している。しかし、フェ
ーズドアレイアンテナでは、アンテナ素子は、制御された放射の放出パターンまたは検出
パターンを生成するために、一般的には共通源から駆動されるか、または共通の検出チャ
ネルに接続される。これとは対照的に、本システムでは、異なるアンテナ素子１０２－１
～１０２－ｎは、別々に調整可能なチューナ１０４－１～１０４－ｎを有しており、異な
る周波数の異なる無線放送を同時に受信するように制御され最適化される。これら異なる
無線放送は、異なる放送事業体８０６、８０８からの場合もある。さらに、異なるアンテ
ナ１０２－１～１０２－ｎおよびチューナ１０４－１～１０４－ｎは、同一放送のコンテ
ンツ送信の複数のコピーを同時にキャプチャすることが可能である。これは、異なるユー
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ザが同一のテレビ番組を録画または見たいときに生じる。その結果、各ユーザは、放送コ
ンテンツデータの固有のコピーを有することになるが、これら固有のコピーは、異なるア
ンテナから生成されて放送ファイル格納部１２６に別々に格納されたものである。また、
万一これらのアンテナ素子のうちの１つが物理的または電気的に損なわれて使用不能とな
った場合、その特定のユーザのストリームの生成および受信が中止される。
【００６６】
　図３は、アンテナアレイＰＣＢ（またはＰＣＢアンテナアレイ）１５２－１、１５２－
２…１５２－ｎを収容する、カードケージ構造体１５１の図である。
【００６７】
　好ましい実施形態において、複数のＰＣＢアンテナアレイ１５２－１～１５２－ｎは、
カードケージ構造体つまり筐体１５１内に設置され、アンテナ素子１０２－１、１０２－
２…１０２－ｎは、水平に向きを定められる。カードケージ１５１は、一般的には、被覆
体の中でＰＣＢアンテナアレイ１５２－１～１５２－ｎに機械的な支持および保護を提供
する、被覆体または構造体である。カードケージ１５１は、一般に、ＰＣＢの設置および
／または取り外しが容易なように設計される。さらに、カードケージが配置される位置に
おいてアンテナ素子の密度をさらに上げるために、複数のカードケージが、ラックマウン
トシャーシ（図示せず）に収容されることが多い。
【００６８】
　カードケージ構造体１５１の側壁、上壁、底壁および任意の前壁１５０が、ファラデー
シールドを最小化するために、非導電性材料から、またはできるだけ少ない導電材料を用
いて製造される。カードケージ１５１の前壁（外した状態で示してある）は、ＰＣＢアン
テナアレイ１５２－１、１５２－２…１５２－ｎの設置および取り外しを可能とする、ア
クセスパネルを提供する。
【００６９】
　後壁つまり後部は、データをトランスコーダに転送するｎｘ１０ＧｂａｓｅＴ光データ
トランスポートコネクタのようなデータトランスポートインタフェースと、機械的支持を
ＰＣＢアンテナアレイ１５２－１～１５２－ｎに提供するコネクタとを含む。一般的には
、カードケージ１５１は、最高８または最高３２のＰＣＢアンテナアレイを収容する。し
かし別の実施形態では、より多い数またはより少ない数のＰＣＢアンテナアレイがカード
ケージに収容される。
【００７０】
　一般に、ＰＣＢアンテナアレイ１５２－１～１５２－ｎは、被覆体の中で約１インチ（
２．５センチメートル）互いに離れている。この距離によって、アンテナ素子間の好まし
くない干渉を許容レベルまで低減しつつ、ＰＣＢアンテナアレイ１５２－１～１５２－ｎ
の比較的高い密度が可能となる。さらに、被覆体内に複数のＰＣＢアンテナアレイを配置
することによってアンテナの３次元アレイが形成され、カードケージが配置される位置に
おいてアンテナ素子の数が最大になる。
【００７１】
　カードケージ１５１内のアンテナ素子１０２－１～１０２－ｎは、水平偏波半無指向性
アンテナアレイを形成するように、水平に向きを定められている。
【００７２】
　一部のローカル局では、放送者から送信される信号が垂直偏波を有する。この場合には
、アンテナ素子１０２－１～１０２－ｎの向きを変更する必要がある。
【００７３】
　ＰＣＢアンテナアレイ１５２－１、１５２－２…１５２－ｎは、誘電性絶縁体材料から
製造される。部品がＰＣＢに搭載され、ＰＣＢ上の導電経路（つまりトラック）を介して
接続される。一実施形態では、ＰＣＢは、およそ幅２５インチ、長さ２１インチ、すなわ
ち約０．６メートル（ｍ）×０．５ｍである。
【００７４】
　図４は、ＰＣＢアンテナアレイ１５２内のアンテナ素子１０２－１、１０２－２…１０
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２－ｎの２次元アレイ（四角のアレイとして示す）を説明する平面図である。
【００７５】
　好ましい実施形態では、アンテナ素子１０２－１、１０２－２…１０２－ｎは、２次元
アレイにおいてＰＣＢ１５２の両面に搭載される。なお、図４では、右端のアンテナ素子
のみに参照符号が付されている。一実現手段において、各アンテナ素子１０２－１、１０
２－２…１０２－ｎは、電気的に平衡のとれた左右対称のループである。アンテナ素子の
間隔は小さく、ＰＣＢのアンテナ部上で０．１波長（ラムダ）よりもはるかに短い間隔で
配列されている。好ましい実施形態では、アンテナ素子１０２－１、１０２－２…１０２
－ｎは、低電力利得アンテナである。低利得アンテナが好ましいのは、これらが、送信事
業体に対して正確に照準される必要がなくかつこれらの周波数／波長における高度に集積
されたアレイに一般に要求される、広い放射パターンを有するからである。
【００７６】
　さらに、好ましくは、アンテナ素子は、周波数範囲に従って異なるＰＣＢに配置されて
もよい。これは、アンテナ素子の物理的特性が、受信する周波数によって異なるからであ
る。このようにして、ＰＣＢ１５２は、ＶＨＦまたはＵＨＦのアンテナ素子を含む。別の
実施形態において、アンテナ素子は多重共振で同一のＰＣＢ上にあってもよい。
【００７７】
　アンテナ素子１０２－１、１０２－２…１０２－ｎは、ＰＣＢアンテナアレイ１５２の
電子機器部１５４に、半田によって接続される。接地平面８１０が電子機器部１５４に設
けられている。好ましい実施形態では、導電金属の接地平面は、この電子機器部から始ま
って両方向に延びる。
【００７８】
　各アンテナ素子１０２－１～１０２－ｎから無線周波数チューナ１０４－１～１０４－
ｎおよび復調器１０６－１～１０６－ｎに信号を搬送するのは、平衡伝送線路８１２－１
、８１２－２…８１２－ｎである。一実施形態では、個々のアンテナ素子１０２－１、１
０２－２…１０２－ｎはそれぞれ、対応する無線周波数チューナ１０４－１、１０４－２
…１０４－ｎおよび復調器１０６－１、１０６－２…１０６－ｎに接続される。したがっ
て、アンテナ、無線周波数チューナおよび復調器が同一の数だけ存在する。
【００７９】
　代わりの実施形態では、アンテナが必要に応じてチューナに割り当てられるように、チ
ューナよりも多くのアンテナ素子が存在する。これにより、システムは、偏りや遅延を生
じさせることなくストリームを提供できる。これは経済的な方法を提供するのにも役立ち
、ユーザには、承認された時間使用の期間の全体を通して自分用のアンテナが、そのアン
テナを積極的に使用しているか否かにかかわらず、保証される。これは、共同利用のチュ
ーナまたは共同利用の受信機と考えることができる。さらに別の実施形態において、シス
テムは、共同利用の復調リソースを利用する。一般的には、復調器よりも３～４倍多くの
アンテナ素子がある。ただしこの比率は、アカウントをもつユーザの合計数、システムに
同時にアクセスする平均ユーザ数、およびピーク時にシステムにアクセスするユーザ数に
基づいて変動するであろう。
【００８０】
　平衡伝送線路８１２は、長さに沿って等しいインピーダンスを有する同一材料タイプの
２つの同一の導体を含む。平衡伝送線路が信号を搬送するために使用される。これは、周
囲環境からの干渉雑音が両方の線路に等しく誘導され、同じ向きの電流になるからである
。そのため、伝送線路の受信端で信号の差を測定することによって、原信号が復元される
。
【００８１】
　平衡不平衡変成器つまりバラン（図５を参照。参照符号９１４）が、アンテナ素子１０
２－１、１０２－２…１０２－ｎからの平衡信号を不平衡信号に変換するために使用され
る。不平衡から平衡への変換により、信号が、無線周波数チューナ１０４－１、１０４－
２…１０４－ｎ等の不平衡部品によってさらに処理できる。
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【００８２】
　運用中、無線周波数チューナ１０４－１、１０４－２…１０４－ｎは、所望の放送コン
テンツ送信を受信するように、アンテナ素子１０２－１～１０２－ｎをチューニングする
。復調器１０６－１、１０６－２…１０６－ｎは、ＡＴＳＣ復調器／復号器を使用して、
アンテナ素子１０２－１、１０２－２…１０２－ｎからの別々のコンテンツ送信を復調お
よび復号化して、ＭＰＥＧ－２形式にする。ＭＰＥＧ－２は、動画およびこれに関連づけ
られた音声情報を符号化するための標準形式である。
【００８３】
　一般的な実現手段において、カードケージ構造体１５１は、建物の屋根またはアンテナ
塔に設置される被覆体内に配置される。マルチプレクサ回路１０８およびデータトランス
ポート制御部１６０は、ＰＣＢ光インタフェースコネクタ１６２に信号を搬送するために
使用される。ＰＣＢ出力コネクタ１６２は、一般的には地上の小屋または建物の地階など
の安全な場所に配置されるシステム１００の残りの部分に、信号を搬送する。
【００８４】
　別の実装形態において、各ＰＣＢアンテナアレイ１５２は、（合計１６０ループの代わ
りに、）８０の２重ループアンテナ１０２－１～１０２－ｎを含む。代わりの実施形態に
おいて、ＰＣＢは、（合計６４０ループの代わりに、）３２０のアンテナ、または（合計
１２８０ループの代わりに、）６４０のアンテナ素子といったように、８０を超えるアン
テナを保持することが可能である。各アンテナは、およそ高さ０．５インチ、幅０．５イ
ンチ、すなわち約１センチメートル（ｃｍ）×１ｃｍ、であり、厚さおよそ０．０３０イ
ンチ、すなわち約１ミリメートル（ｍｍ）である。本実施形態では、アンテナ素子は、お
よそ幅３．３、長さ１８インチ、すなわち約８ｃｍ×５０ｃｍの千鳥状の２次元マトリッ
クスで編成される。一般に、マトリックスは、１ｍ×１ｍ未満であるべきであり、１０を
超えるアンテナ素子、好ましくは５０を超える素子を有する。アンテナ素子も、およそ０
．２８インチ（約０．７ｃｍ）の水平方向間隔およびおよそ０．６２インチ（１．５ｃｍ
）の垂直方向間隔を有する。さらに、ＰＣＢアンテナアレイ１５２は、１．０９インチ（
２．８ｃｍ）のラスター上にある。代わりの実施形態では、ＰＣＢアンテナアレイ１５２
は、０．７５インチ（２ｃｍ）以下のラスター上にある。
【００８５】
　さらに他の実現形態において、ＰＣＢアンテナアレイ１５２およびそれらのアンテナ素
子は、大きさが異なる。一例において、ＰＣＢアンテナアレイ１５２の面積は、本実施形
態での面積の約１／４（できれば１／８）またはそれ以下に低減される。アンテナ素子１
０２でいえば、矩形ループとして構成された場合、４辺全部の合計長さが２．３インチ（
５．８ｃｍ）の場合、３辺分の長さが好ましくは１．７インチ未満（４．３ｃｍ）である
。本実施形態での大きさの１／４までアンテナ面積を縮小する場合には、ループの態様も
、ＰＣＢ上で同一のピッチを維持するために変更し、高さを１／４縮小しなければならな
いであろう。同様に、アンテナ素子とラスターとの間隔もまた、ＰＣＢの大きさに従って
低減されるであろう。さらに他の実施形態では、幾何学的に面積を１／４～１／８に低減
する。
【００８６】
　図５は、両面ＰＣＢアンテナアレイ１５２上の平衡型ループアンテナ素子１０２および
平衡伝送線路８１２、８１３の対称性の例を示すＰＣＢアンテナアレイ１５２の部分側面
図である。
【００８７】
　一般的な実現手段において、各アンテナ素子１０２のためのタップポイントは、所望の
駆動インピーダンスに従っていくらか距離を離して位置づけられる。そして、２構成要素
アンテナ素子１０２は、動作周波数でＰｉ（π）ラジアン位相をずらして駆動される。ア
ンテナ素子の周波数は、２ループアンテナ素子１０２のループ端を接合するバラクタダイ
オード９０４、９０６のペアにかかる電圧を変えることによって、制御される。バラクタ
ダイオードは、その端子に印加される電圧を変えることによって調整される制御可能なキ
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ャパシタンスを有するダイオードである。代わりの実施形態では、各アンテナ素子の周波
数は、固定コンデンサおよび可変容量ダイオードによって制御される。
【００８８】
　図５には、バラン９１４に接続された伝送線路８１２、８１３も示されている。バラン
９１４は、平衡信号を不平衡信号に変換し、信号がＰＣＢアンテナアレイ１５２の電子機
器部１５４の部品によって処理されるようにする。
【００８９】
　図６Ａは、図５のＡ－Ａ線から見た断面図である。図６Ａは、ＰＣＢアンテナアレイ１
５２の両側にある平衡伝送線路８１２、８１３の対称性を示す。一般的には、伝送線路８
１２、８１３は、ＰＣＢ基板の上面および底面上に形成された導電性の銅の経路である。
好ましい実施形態では、伝送線路８１２の１組が正の無線周波数信号を搬送し、ＰＣＢの
反対側の対称の伝送線路８１３の対称の組が負の無線周波数信号を搬送する。
【００９０】
　図６Ｂは、ループアンテナ素子１０２および同調用バラクタダイオード９０４、９０６
の対称性を示す、図５のＢ－Ｂ線から見た断面図である。
【００９１】
　図７は、ユーザがシステム１００にアクセスしてライブの無線コンテンツを視聴するか
、録画予約を設定するか、または以前に録画済みのコンテンツを視聴するかのいずれかの
ステップを説明する流れ図である。第１のステップ３０２において、入力画面が、各ユー
ザのクライアント装置１２８、１３０、１３２、１３４を介してユーザに提示される。次
のステップ３０４において、ユーザは、既にログオンしていない場合には、個々のユーザ
アカウントにアクセスするために自分のユーザ名およびパスワードを入力するように要求
される。ユーザ名およびパスワードが誤っている場合には、ステップ３０６で、ユーザに
エラー画面が提示される。
【００９２】
　一旦ログオンすると、ステップ３０８において、ビジネス管理システム１１８が、ユー
ザが支払い請求に関して承認されているかを判断する。ユーザが支払い請求に関して承認
されていない場合には、ステップ３１０において、課金加入者モデルがシステムに搭載さ
れている場合には、アプリケーションサーバ１２４がセールストーク画面をユーザに提示
する。ユーザが支払い請求について承認されている場合には、アプリケーションサーバ１
２４は、ステップ３１２で、ユーザの地理的位置情報を取得する。
【００９３】
　各ユーザの地理的位置は、多くの異なる方法を使用して判断および確認できる。一例に
おいて、各ユーザの位置は、当該ユーザのインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスに
よって決定されるであろう。他の例において、各ユーザの位置は、アカウントを作成する
ときユーザによって入力されるか、またはユーザが郵便番号を提供するときに、決定され
る。同様に、ユーザによって、またはユーザ装置内の全地球測位システム受信機からの緯
度および経度座標によってアクセスされる携帯電話用中継塔からの情報もまた、他の例に
おいて使用される。この地理的位置情報によって、ウェブアプリケーションサーバ１２４
は、ユーザの実際の位置または国内市場の位置に基づく情報を各ユーザに提示できる。
【００９４】
　この地理的情報は必要である。なぜなら、異なるコンテンツが異なるテレビ市場間で異
なる時間に放送され、コンテンツの中には、特定地理の市場内のユーザにしか利用できな
いものもあるからである。例えば、ニューヨーク市で利用可能ないくつかのコンテンツが
、ロサンゼルスのユーザには利用できない。さらに、いくつかの実現手段において、シス
テムは局所化（ローカリゼーション）を強制する。これによって、ユーザが、自分のホー
ム市場からのコンテンツ送信、またはユーザが自宅もしくは他の居住地に据付けた自分自
身のアンテナを有する場合にユーザが利用できるコンテンツ送信にしか、アクセスできな
いようにする。
【００９５】
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　次のステップ３１４において、ユーザは、自己のユーザアカウントからいずれのコンテ
ンツタイプにアクセスしたいかを選択できる。各ユーザは、自分自身の個別のアカウント
を提供され、それを通して、ライブコンテンツストリーミングにアクセスしたり、ユーザ
のアカウントに関連付けて録画予約を設定したりする。同様に、以前に録画済みのコンテ
ンツの再生はユーザのアカウントから行われ、ユーザのアカウントのコンテンツのみがユ
ーザによってアクセス可能である。
【００９６】
　ユーザが、自分の以前に録画済みのコンテンツを選択する場合、ユーザに、ステップ３
１６において、録画済用画面を提示される。ユーザが録画予約を選択する場合、ユーザに
は、ステップ３２０において、録画予約を設定するための録画予約用画面が提示される。
ユーザがライブストリーミングコンテンツを選択する場合、ユーザに、ステップ３１８に
おいて、ライブストリーム用画面が提示される。
【００９７】
　図８は、ユーザが、自分の以前に録画済みのコンテンツをストリーミングサーバ１２０
から視聴するステップを説明する流れ図である。ユーザは、ステップ３１６においてアプ
リケーションウェブサーバ１２４からユーザ装置に提供された録画済用画面から始める。
この録画済用画面は、ウェブページであることが多い。他の例において、適切なインタフ
ェースが、アプリケーションウェブサーバ１２４とユーザ装置上で動作しているアプリケ
ーションプログラムとの間で使用される。
【００９８】
　第１のステップ４０２において、ユーザには、自分の以前に録画済みのコンテンツデー
タのリストが提示される。ユーザは、自分がシステム１００に録画するように指示した、
例えばテレビ番組等のコンテンツデータしか見ることができない。いくつかの例において
、アプリケーションサーバ１２４は、ユーザが見たいまたは録画したいと思うような無線
コンテンツを勧める。この場合もやはり、ユーザは、当該放送コンテンツを録画し保存す
る要求を開始しなければならない。
【００９９】
　次のステップ４０４において、ユーザは、プレイリストに加えるために、以前に録画済
みのコンテンツデータを選択する。ストリーミングサーバ１２０は、ステップ４０６にお
いて、放送ファイル格納部１２６内の以前に録画済みのコンテンツデータのユーザの固有
のコピーを捜し出す。次のステップ４０８において、ストリーミングサーバ１２０は、ユ
ーザの装置に基づいてユーザに提示する解像度を判断する。代わりの実施形態において、
ユーザは、装置にかかわらず解像度を選択することが可能である。別の代わりの別の実施
形態において、クライアント装置は、通信経路が確実に提供できる最高解像度を自動的に
選択する。
【０１００】
　次のステップ４１０において、ストリーミングサーバ１２０は、ユーザのプレイリスト
が完了するまで、プレイリスト内のコンテンツデータまたは録画済みのテレビ番組をユー
ザの装置にストリーミングする。
【０１０１】
　図９は、ユーザが無線放送の録画予約をスケジュールするステップを説明する流れ図で
ある。
【０１０２】
　ユーザは、ステップ３２０において、アプリケーションウェブサーバ１２４からユーザ
装置に提示された録画予約用画面から始める。
【０１０３】
　第１のステップ２０４において、アプリケーションサーバ１２４は、（図７のステップ
３１２において取得された）地理的位置情報に基づき、ユーザが利用できる局所化された
コンテンツを決定して表示し、局所化を可能にする。一般的には、ユーザには、利用可能
なテレビジョンネットワーク、現時点での放送、および将来の放送の日時のリストが提示
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される。
【０１０４】
　次のステップ２０６において、ユーザのコンテンツに対する要求が、アプリケーション
サーバ１２４に送られる。アプリケーションサーバ１２４は、ステップ２０８において、
当該コンテンツの放送時に利用可能なリソースをスケジュールするか、またはリソースが
現在利用できないことをユーザに通知する。次に、アプリケーションサーバ１２４は、ス
テップ２０９において、アンテナ最適化・制御部１１６に、所望のコンテンツ放送の日時
で最善の利用可能なアンテナ素子を割り振るように指示する。ただし、ユーザのアンテナ
が永久に割り当てられたものである場合には、このステップはスキップされる。次のステ
ップ２１０において、アンテナ最適化・制御部１１６は、アンテナと受信機を関連づけ、
放送コンテンツをＭＰＥＧ－２形式に復調する。
【０１０５】
　システム１００によって、各ユーザは、放送コンテンツの録画予約を別々にスケジュー
ルできる。加えて、各ユーザは、その放送コンテンツを受信するために、個々のアンテナ
を割り振られる。さらに、そして一般に、アプリケーションサーバ１２４は、スケジュー
ルされた要求の数と録画の数が常に同じになるように、各ユーザの命令に基づいて録画を
スケジュールする。これは、２人のユーザが全く同じコンテンツ送信の録画を要求したと
きでも同様である。システムは、各ユーザの個々のためにコンテンツ送信を別々にキャプ
チャして格納し、それによって、各ユーザが、別々のアンテナ素子から生成された自分固
有のコピーをファイル格納部１２６内に有するようにする。
【０１０６】
　ステップ２１２において、コンテンツ送信は、受信機の一部である割り当てられたトラ
ンスコーダへマルチプレクサおよびデマルチプレクサを介して伝送される。次のステップ
２１４において、割り当てられたトランスコーダ１１２は、トランスコードされたコンテ
ンツ送信データの高レート／解像度のビデオストリームおよび低レート／解像度のビデオ
ストリームの両方を生成する。本実施形態において、トランスコードされたコンテンツデ
ータはＭＰＥＧ－４形式に符号化され、音声はＡＡＣ（先進的音響符号化）形式にトラン
スコードされる。
【０１０７】
　トランスコードされたコンテンツデータは、ステップ２１５において、高レート／解像
度ビデオコンテンツデータおよび低レート／解像度ビデオコンテンツデータで、時間イン
デックス情報とともに放送ファイル格納部１２６に転送される。
【０１０８】
　代わりの実施形態では、トランスコーダ１１２は、３つのレートの出力を生成する。一
般に、この３つのレートは、トランスコードされたコンテンツデータの高、中、低のレー
ト／解像度出力を含む。さらに他の実施形態では、より高い出力レートまたはより低い出
力レートを有してもよい。この異なる出力レート／解像度によって、システム１００は、
例えばいくつかの例を挙げるとすれば、ネットワーク能力、ユーザ装置、ユーザ選択など
の要因に基づいて、異なる品質のビデオストリームを提供できるようになる。
【０１０９】
　図１０は、ユーザが、所望のテレビ番組のコンテンツ送信の放送と同時にリアルタイム
でユーザ装置において無線コンテンツを視聴するステップを説明する、流れ図である。
【０１１０】
　ユーザは、アプリケーションウェブサーバ１２４からユーザ装置に提供されたライブス
トリーム用画面３１８から始める。ステップ６０２において、ユーザの地理的位置に基づ
き、利用可能なテレビ番組の無線放送のリストが提供される。さらに、放送日時もまた、
ユーザに表示される。ステップ６０４において、ユーザは視聴するコンテンツを選択でき
、ユーザのコンテンツに対する要求はアプリケーションサーバ１２４に送られる。ステッ
プ６１２において、アプリケーションサーバ１２４は、アンテナ最適化・制御部１１６に
、各ユーザのアンテナ素子の割当てを要求する。
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【０１１１】
　アンテナおよび／またはチューナが利用可能でない場合には、アプリケーションサーバ
１２４は、ステップ６１４において、ユーザにビジー画面を返す。アンテナが利用可能な
場合には、アンテナ最適化・制御部１１６は、ステップ６１５において、ユーザの要求そ
れぞれに対して、無線放送を受信するのに最善の利用可能なアンテナを選択する。いずれ
のアンテナを使用するかの判断は、複数の要因に基づく。例えば、放送事業体の位置、ア
ンテナ素子の位置、アンテナの向き、および信号強度は全て、いずれのアンテナ素子を使
用するかを判断するために使用される要因である。ユーザのアンテナが永久に割り当てら
れており、要求を満たすにはリソースが不十分である場合には、システムはビジー画面を
返す。
【０１１２】
　アンテナが選択され無線放送が受信されると、その受信された無線放送は、エンコーダ
システム１０３によって処理される。コンテンツ送信は、ステップ６１６において、復号
器によってＭＰＥＧ－２形式に復号化される。次のステップ６１８において、コンテンツ
送信データは、マルチプレクサ１０８およびデマルチプレクサ１１０を介してトランスコ
ーダ１１２に送信される。ここで、一例において、割り当てられたトランスコーダ１１２
は、高レートのＭＰＥＧ－４および低レートのＭＰＥＧ－４両方を生成し、音声は、ＡＡ
Ｃ（先進的音響符号化）形式にトランスコードされる。割り当てられたインデクサ１１４
は、トランスコードされた放送コンテンツデータを時間インデックス情報とともに放送フ
ァイル格納部１２６に格納する。
【０１１３】
　次に、ステップ６２２において、ストリーミングサーバ１２０は、放送の間、放送ファ
イル格納部１２６からユーザのモバイル装置へ、放送コンテンツデータをバッファリング
してストリーミングする。
【０１１４】
　一実施形態では、現在使用していないアンテナ素子は、近い将来にユーザが見たいと思
うであろうとシステムが予測するコンテンツ放送またはテレビ番組を受信するために、割
り振られる。これらの割り振られたアンテナからのフィードは、いずれのユーザにも送ら
れない。この生成されたコンテンツデータは、それが生成される際に、または連続的に上
書きされるファイル格納部の循環バッファに書き込まれる際に、システムによってそのま
ま廃棄される。しかし、あるユーザがこれらのプログラムのうちの１つを視聴することを
望むと、前記アンテナ素子からのフィードによって生成されたコンテンツデータが、当該
ユーザに割り振られ、当該ユーザにストリーミングされる。
【０１１５】
　この手法の利点は、ユーザが新しいテレビ番組を視聴することを選択するかまたはライ
ブストリーミング状態において異なるテレビ番組に変更するときに、符号化パイプライン
が満たされるのをシステムが待つ必要がないことである。その代わりに、以前に廃棄され
ていたコンテンツデータを、今回このユーザに送信するだけでよい。これによって、例え
ばチャネルサーフィン等のチャネルの間切り替えの際に、より滑らかでより迅速な移行が
提供される。
【０１１６】
　図１１は、トランスコードされたコンテンツデータが放送ファイル格納部１２６におい
ていかに個々のユーザ用に格納されるかを示す。
【０１１７】
　図示の例において、各記録は、ユーザおよびトランスコードされたコンテンツデータを
識別する情報を含む。例えば、ユーザ識別フィールドは、各ユーザおよび／またはユーザ
の個別のユーザアカウントを一意的に識別する。無線放送からキャプチャされコンテンツ
データに変換されるあらゆるコンテンツ送信は、それを要求したユーザに関連付けられる
。コンテンツ識別フィールドは、コンテンツ送信のタイトル（または名前）を識別する。
一般に、コンテンツ名は、録画中の番組、ショーまたは映画のタイトルである。アンテナ
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識別フィールドは、ユーザが要求した無線放送をキャプチャするために割り当てられ使用
された、特定のアンテナ素子を識別する。ネットワーク識別フィールドは、録画されたコ
ンテンツ送信を放送する放送事業体を特定する。ビデオファイルフィールドは、トランス
コードされたコンテンツデータまたは一般的にはこのデータの位置へのポインタを含む。
このポインタは、トランスコードされ、高、中、低の品質として格納された放送コンテン
ツデータの格納位置（格納位置は複数の場合もある）を特定する。ファイル識別フィール
ドはさらに、個々のエピソード、映画、またはニュース放送を識別する。最後に、日時識
別フィールドは、無線放送の日時を記録する。
【０１１８】
　一例として、ユーザ１およびユーザ２は、固有のユーザＩＤを有し、両者ともあるテレ
ビ番組の各自個別のコピーを有する。同様に、両ユーザは、同一ネットワーク上の同一時
間の同一のテレビ番組の録画を要求した場合であっても、放送コンテンツデータおよびテ
レビ番組の自分自身のコピーを有する。ユーザ１は、自分のユーザＩＤに格納される自分
のコンテンツデータを視聴することだけが可能であり、ユーザ２は、自分のユーザＩＤに
格納されるコンテンツデータの自分のコピーを視聴することだけが可能である。同様に、
各ユーザに割り当てられた特定のアンテナ素子もまた、記録される。
【０１１９】
　さらに、ストリーミングサーバ１２０は、格納された放送コンテンツデータおよび前記
識別フィールドに基づき、レポートを生成することが可能である。このレポートは、いく
つか例を挙げるとすれば、個人による使用、グループによる使用、ユーザ数合計、アクテ
ィブユーザの数、スケジュールされた録画の数、ピーク時のシステム使用、システム全体
のトータルの使用などの統計を含む。
【０１２０】
　図１２は、アレイのアンテナ素子へのネットワークアクセスを提供するためのシステム
１００の代わりの実施形態を示す。
【０１２１】
　本例では、システム１００は、アンテナ最適化・制御システム１１６によって制御され
る、セレクタスイッチ１０５をさらに含む。このセレクタスイッチ１０５は、利用可能な
アンテナ処理パイプラインにアンテナ１０２およびチューナ１０４を選択的に接続する。
【０１２２】
　システム１００において、復調およびトランスコードするためのリソースは、アンテナ
素子によって共同利用および共有される。この構成によって、システムは、より少ないハ
ードウェアで多くのユーザにサービスを提供することが可能になる。さらに、より多くの
電力量を消費する復調およびトランスコードハードウェアを離し、かつより少ないリソー
スを待機状態でアイドリングさせることによって、消費電力を低減しつつ、アンテナ素子
の密度を上げることができる。
【０１２３】
　一般に、ユーザは同時にシステムにアクセスしないので、リソースを共同利用すること
（すなわち加入者数が超過していること）は、受け入れられる方策である。一般的には、
大部分のユーザは、システムに現在アクセスしているわけではない。すなわち、何人かの
ユーザは、ライブストリーミングコンテンツを視聴しており、また何人かは放送の録画予
約を設定しており、他の何人かは以前に録画済みのコンテンツを再生している。したがっ
て、システムは、全てのユーザが同時にシステムにアクセスすることに対して備えおく必
要はない。
【０１２４】
　共同利用されるリソースをシステムが利用できるようにするために、セレクタスイッチ
１０５またはスイッチングシステムが設けられる。アンテナ最適化・制御部１１６は、セ
レクタスイッチ１０５を制御して、アンテナ素子１０２によって受信された無線放送がリ
ソースのプール（共同利用資源）からのリソースによって復調および符号化され得るよう
にする。復調および符号化リソースがもはや必要でなくなると、それらはリソースのプー
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ルに返される。
復調および符号化リソースよりも多くのアンテナが存在するため、アンテナ最適化・制御
部１１６は、アンテナをユーザに割り振る前、またはユーザにユーザ専用アンテナへのア
クセスを許可する前に、復調リソースが確実に利用可能であるようにしなければならない
。したがって、ユーザがコンテンツに対する要求を行うと、アンテナ最適化・制御部１１
６は、復調および符号化リソースとアンテナ素子が同一のアンテナアレイＰＣＢ上で利用
可能であるか、または復調および符号化リソースが同一のＰＣＢおよびユーザ専用のアン
テナ上で利用可能であるかを判断する。
【０１２５】
　アンテナリソースが同一のアンテナアレイＰＣＢ上で利用可能でない場合には、アンテ
ナ最適化・制御システム１１６は、他のアンテナアレイＰＣＢ上のリソースを探索する。
いずれのリソースも利用可能でない場合、アンテナ最適化・制御部１１６は、ユーザの要
求が今回完了できないことをアプリケーションサーバ１２４に知らせる。同様に、アプリ
ケーションサーバは、ユーザの装置に対して、システムは現在ビジーであり要求は今回完
了できないというメッセージを返す。
【０１２６】
　一方、復調および符号化リソースが利用可能な場合には、ユーザにアンテナ素子が割り
当てられ、受信された放送は、セレクタスイッチ１０５（またはスイッチマトリクス）を
介して利用可能なリソースに伝送される。
【０１２７】
　代わりの実施形態では、チューナ１０４－１～１０４－ｎもまた、共同利用される。こ
の構成において、利用可能なチューナは、必要に応じてアンテナ素子１０２に割り当てら
れる。セレクタスイッチ１０５はまた、アンテナの無線周波数出力を切替えるため、およ
び互いに直接連結されるチューナおよび復調器の両方を選択するためにも使用される。
【０１２８】
　好ましい実施形態において、セレクタスイッチ１０５の信号入力および信号出力は、低
い中間周波信号、高い中間周波信号、ベースバンド信号、またはこれらのいずれかのデジ
タル表現である。
【０１２９】
　一般的な実現手段では、アンテナ、チューナ、復調器、トランスコーダおよびインデク
サが同数で示される、一実施形態では、アンテナ素子は、処理パイプラインの符号化リソ
ースよりも、ほぼ３～４対１の割合で多い。この構成では、ハードウェア資源を付随して
増加することなく、更なるサービスをさらに多くのユーザに提供できる。
【０１３０】
　図１および１２に図示した実施形態の第１の動作モードにおいて、アンテナ割当ては、
例えばユーザが単一のテレビ番組を視聴するためにシステム１００を積極的に使用してい
る限りにおいて継続する、一時割当てである。無線放送を視聴または録画するユーザ要求
がある度に、システム１００は、ユーザにアンテナ素子を割り当てる。したがって、ユー
ザが異なる無線放送を要求する度に、システム１００は、一般的にはユーザに新規なアン
テナ素子を割り当てる。
【０１３１】
　第２の動作モードにおいて、アンテナ割当ては、例えば特定のユーザに専用に与えられ
るような、永久的な割当てである。例えば、アンテナは、ユーザのアカウント存続期間中
、当該ユーザにリースされる。他の例において、アンテナは、ユーザに実際に売却される
。
【０１３２】
　システム１００がユーザにアンテナを永久に割り当てるように構成される場合、各ユー
ザは、無線放送を受信するのに同一のアンテナ素子を常に使用することになる。
【０１３３】
　第２の動作モードに対しては、システム１００において要求される復調器１０６（、お
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よびおそらくチューナ１０４）の数が少ないため、図１２の実施形態が好ましい。ユーザ
が自分のシステムにアクセスしていないとき、そのアンテナ素子１０２のみが完全には利
用されていないことになる。スイッチ１０５によって、復調器が他のアクティブなアンテ
ナ素子に再割当て可能となる。
【０１３４】
　システム１００がアンテナ素子を永久に割り当てるように構成されており、かつ共同利
用される復調および符号化リソースを使用する場合、復調リソースが、特定の場合に、同
一のアンテナアレイＰＣＢ上で利用できない可能性がある。この場合、アンテナ最適化・
制御部１１６は、他のアンテナアレイＰＣＢ上の利用可能な復調器を探索し、あるＰＣＢ
上に位置するアンテナ素子が他のＰＣＢ上に位置する復調および符号化リソースに接続で
きるように、セレクタスイッチ１０５を制御する。
【０１３５】
　図１３は、リソースが共同利用される場合に、アプリケーションウェブサーバ１２４な
らびにアンテナ最適化・制御部１１６が、復調および符号化リソースをユーザにどのよう
に割り振るかを示すフローチャートである。
【０１３６】
　第１のステップ７０２において、アンテナ最適化・制御部１１６は、アプリケーション
サーバ１２４から要求を受信する。一般的には、これらの要求は、ユーザによって、クラ
イアント装置１２８、１３０、１３２、１３４から生成される。アプリケーションサーバ
１２４から要求を受信した後、アンテナ最適化・制御部１１６は、利用可能なリソースを
探索する。
【０１３７】
　ステップ７０８において、アンテナ最適化・制御部１１６は、復調および符号化リソー
スが、当該要求を送っているユーザに割り当てられたアンテナ素子と同一のアンテナアレ
イＰＣＢ上のリソースのプールから利用可能であるかを判断する。リソースが利用可能な
場合には、アンテナ最適化・制御部１１６は、ステップ７１６において、リソースをユー
ザに割り振る。一般に、これは、セレクタスイッチ１０５を構成することによって達成さ
れる。
【０１３８】
　リソースが利用可能でない場合には、アンテナ最適化・制御部１１６は、ステップ７１
０において、要求されたコンテンツを受信するのに利用可能な他のアンテナアレイＰＣＢ
上の他のリソースを探索する。アンテナ最適化・制御部１１６が、他のいかなるＰＣＢに
も利用可能なアンテナならびに／または復調および符号化リソースを捜し出すことができ
ない場合、アンテナ最適化・制御部１１６は、ステップ７１４において、アプリケーショ
ンサーバにビジーメッセージを返す。次に、同様に、アプリケーションサーバ１２４は、
コンテンツを要求しているユーザにビジーメッセージを返す。
【０１３９】
　アンテナおよびリソースが他のアンテナアレイＰＣＢ上で捜し出された場合、アンテナ
最適化・制御部１１６は、ステップ７１５においてセレクタスイッチ１０５を設定し、ス
テップ７１６においてユーザに利用可能な復調器を割り振る。
【０１４０】
　これらのステップは、ユーザが録画予約の設定を要求した場合にも行われるであろう。
しかし、これらのステップは、リアルタイムでは行われず、むしろ所望のコンテンツが放
送事業体から放送されている時に行われるであろう。さらに、当該コンテンツはユーザ装
置に配信されないであろう。むしろ、当該コンテンツは、後にユーザがアクセスする放送
ファイル格納部１２６内に格納されるであろう。
【０１４１】
　本発明をその好ましい実施形態を参照しながら具体的に示し説明してきたが、当業者に
よって、形および詳細においてさまざまな変形が、添付の請求の範囲から逸脱することな
く本発明の範囲内においてなされ得ることを理解されたい。
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