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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自局と他局の番組情報を統合して送出する番組情報作成装置において、
　番組編成情報に基づいて、全てのＴＳに共通して送出される自局の番組情報である自局
分共通番組情報を作成する自局分共通番組情報作成部と、
　前記自局分共通番組情報を、各放送局から送られてくる各放送局の前記自局分共通番組
情報を集めて各放送局に他局分共通番組情報として配信する番組情報集配信装置に送信す
る自局情報送信部と、
　前記番組情報集配信装置から前記他局分共通番組情報を受信する共通番組情報受信部と
、
　前記自局分共通番組情報作成部からの前記自局分共通番組情報と、前記共通番組情報受
信部からの前記他局分共通番組情報とを統合し、共通番組情報としてＴＳ多重化装置へ送
出する番組情報送出部とを具備し、
　前記番組情報送出部は、重要度または緊急度に基づいて、段階的に放送中の番組及び次
の番組に関する番組情報が記述されたｐ／ｆＥＩＴ情報を先に送出し、その他の番組情報
を後から送出することを特徴とする番組情報作成装置。
【請求項２】
　前記番組情報送出部は、前記自局分共通番組情報に変更があった場合に、重要度または
緊急度に基づいて、放送中の番組及び次の番組に関する番組情報が記述されたｐ／ｆＥＩ
Ｔ情報と、その他の番組情報とを段階的に送出することを特徴とする請求項１記載の番組
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情報作成装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、番組情報を映像音声情報に多重化して放送する放送システムにおいて、各放送
局の番組情報を他の放送局に配信する番組情報集配信システムと、その番組情報を作成す
る各放送局の番組情報作成装置とに関し、特に、番組情報の配信等に障害が生じた場合で
も、各放送局が番組情報を支障なく放送できるようにするものである。
【０００２】
【従来の技術】
デジタル放送では、ＭＰＥＧ２方式によって映像音声が放送される。ＭＰＥＧ２では、パ
ケット多重した複数の映像音声を一本のトランスポートストリーム（ＴＳ）として流す。
このとき、映像音声のパケット以外に、番組情報が多重されて流される。この番組情報は
、ＭＰＥＧ２が規定する番組選択のためのＰＳＩ（Program Specific Information）とＡ
ＲＩＢ（Association of Radio Industries and Businesses：国内の放送方式の規格化団
体）が規定する番組表（ＥＰＧ）作成のための付加情報（ＳＩ）とで構成され、セクショ
ン形式テーブルで記述される。
【０００３】
従来のデジタル放送システムは、図１８に示すように、複数の放送局センターシステム（
放送局）と、各放送局の番組編成情報を基に共通番組情報を作成して各放送局に配信する
番組情報集配信装置101と、各放送局から送出される映像音声情報及び番組情報を電波で
送信するアップリンク装置106と、各家庭の受信装置107とから成る。
【０００４】
また、各放送局センターシステムは、映像音声や番組情報を編成する映像・番組情報編成
装置103と、映像音声情報のストリームを生成する映像ストリーム生成装置104と、映像・
番組情報編成装置103から番組編成情報を受け、番組情報を出力する番組情報作成装置102
と、ＴＳ形式の映像音声情報と番組情報とを多重化するＴＳ多重化装置105とを具備して
いる。
【０００５】
各放送局の映像・番組情報編成装置103は、番組の映像音声や番組情報を編成する。映像
ストリーム生成装置104は、映像・番組情報編成装置103と同期して、この映像音声情報を
ＴＳ多重化装置105に出力する。
【０００６】
番組情報作成装置102は、映像・番組情報編成装置103から番組編成情報（即ち、番組情報
の元データ）を受け取り、番組情報（映像音声情報を選択するためのプログラム仕様情報
（ＰＳＩ）と番組表作成のための付加情報（ＳＩ））を出力する。
【０００７】
この番組情報はＴＳ多重化装置105で映像音声情報と多重化され、アップリンク装置106に
送出される。デジタル放送システムが複数の放送事業者で構成されている場合には、アッ
プリンク装置106は、各々の放送局から受け取った映像音声情報及び番組情報を電波とし
て送出し、各家庭の受信装置107はこれを受信する。
【０００８】
このデジタル放送システムにおいて、受信装置107がＴＳを切り替えることなく（チュー
ニングを変えることなく）一本のＴＳで全放送局分の番組表を表示できるようにするため
には、例えば放送局Ａから送出されるＴＳにも他の放送局の番組情報が含まれていなけれ
ばならない。このように全てのＴＳに共通に含まれる番組情報を共通番組情報と呼ぶ。ま
た、各々の放送局がそのＴＳにおいて、番組の合間などに独自に送出する番組情報を独自
番組情報と呼ぶ。番組情報作成装置102は、映像・番組情報編成装置103より受け取る自局
の番組編成情報からだけでは、全局を網羅した共通番組情報を作成することはできない。
【０００９】
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この共通番組情報は、自局分共通番組情報と他局分共通番組情報とに区分することができ
る。この自局分共通番組情報及び他局分共通番組情報については、番組情報の分類を示し
た図１９により説明する。自局分共通番組情報とは共通番組情報のうち自らの放送局の番
組内容を記述したものであり、他局分共通番組情報とは共通番組情報のうち他の放送局の
番組内容を記述したものである。
【００１０】
番組情報集配信装置101は、各々の放送局センターシステムの番組情報作成装置102から番
組編成情報を受け取り、全放送局分の共通番組情報を作成し、各々の放送局の番組情報作
成装置102に配信する。
【００１１】
この各放送局センターシステム内の番組情報作成装置102は、図２０に示すように、自局
の番組編成情報を番組情報集配信装置101に送信する自局情報送信部201と、番組情報集配
信装置101から全局分の共通番組情報を受信する共通番組情報受信部202と、この共通番組
情報をＴＳ多重化装置106に送出する番組情報送出部203とを具備している。
【００１２】
この自局情報送信部201は、映像・番組情報編成装置103から受け取った番組編成情報を番
組情報集配信装置101へ送信する。また、共通番組情報受信部202は、番組情報集配信装置
101から受け取った全局分の共通番組情報を番組情報送出部203へ送出し、これが、番組情
報送出部203によって、更にＴＳ多重化装置105へ送出される。これにより、例えば放送局
ＡのＴＳを受信している受信装置107でＴＳを切り替えることなく全放送局分の番組表（
ＥＰＧ）を表示することができるようになる。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、図１８に示すデジタル放送の番組情報集配信システムでは、番組情報集配信装置
101に障害が発生した場合、または、番組情報集配信装置101と各放送局センターシステム
との間のネットワークに障害が発生した場合に、各放送局は、共通番組情報の更新ができ
なくなるという問題があった。また、障害が長期間復旧できない場合（現在送出している
共通番組情報の送出有効期限を超過した場合）には、各放送局は、共通番組情報の送出も
できなくなるという問題があった。
【００１４】
また、各々の放送局は、番組編成情報を一旦番組情報集配信装置101に送信してから全放
送局分の共通番組情報を受信するため、例えばスポーツ番組の延長や緊急ニュースの挿入
等のように緊急な番組変更に対して共通番組情報を高速に対応させることができず、受信
装置107において番組選局及び予約録画等の動作に支障を来たすという問題があった。
【００１５】
本発明は、こうした問題点を解決するものであり、番組情報集配信装置等の障害の影響を
受けずに、各放送局において共通番組情報を送出することができ、また、緊急な番組変更
に対しても共通番組情報を高速に対応させることができる番組情報作成装置を提供し、ま
た、その番組情報集配信システムを提供することを目的としている。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
そこで、本発明では、各放送局の番組情報作成装置が自局分共通番組情報を作成して番組
情報集配信装置に送信し、番組情報集配信装置が、各放送局の番組情報作成装置に対して
、他の放送局が作成した共通番組情報を他局分共通番組情報として送信するように番組情
報集配信システムを構成している。
【００１７】
番組情報作成装置は、自ら作成した自局分共通番組情報と、番組情報集配信装置から受信
した他局分共通番組情報とを統合して、全局分の共通番組情報を送出する。
【００１８】
そのため、番組情報集配信装置等において障害が発生した場合でも、自局分共通番組情報
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を送出することが可能である。
【００１９】
また、番組情報作成装置に、番組情報集配信装置から所定期日分の共通番組情報を受信し
て蓄積する共通番組情報蓄積部や、番組情報集配信装置から受信した共通番組情報にバー
ジョン番号を付与するバージョン番号付加部を設けている。
そのため、番組情報集配信装置等に障害が発生した時でも、所定期間、共通番組情報の送
出を継続したり、バージョン飛びの発生を防ぐことが可能になる。
【００２０】
また、番組情報作成装置に、自局分の情報を更新し番組情報集配信装置に送信する際に、
受信装置で録画予約等の制御に用いられる情報を先に送出し、その他の情報を後から送出
する自局情報段階的送信部を設けている。
【００２１】
そのため、番組情報を緊急に変更する場合でも、受信装置における録画予約機能を支障な
く動作させることができる。
【００２２】
【発明の実施の形態】
　本発明の請求項１に記載の発明は、自局と他局の番組情報を統合して送出する番組情報
作成装置において、番組編成情報に基づいて、全てのＴＳに共通して送出される自局の番
組情報である自局分共通番組情報を作成する自局分共通番組情報作成部と、前記自局分共
通番組情報を、各放送局から送られてくる各放送局の前記自局分共通番組情報を集めて各
放送局に他局分共通番組情報として配信する番組情報集配信装置に送信する自局情報送信
部と、前記番組情報集配信装置から前記他局分共通番組情報を受信する共通番組情報受信
部と、前記自局分共通番組情報作成部からの前記自局分共通番組情報と、前記共通番組情
報受信部からの前記他局分共通番組情報とを統合し、共通番組情報としてＴＳ多重化装置
へ送出する番組情報送出部とを具備し、前記番組情報送出部は、重要度または緊急度に基
づいて、段階的に放送中の番組及び次の番組に関する番組情報が記述されたｐ／ｆＥＩＴ
情報を先に送出し、その他の番組情報を後から送出することを特徴とする番組情報作成装
置であり、自局分共通番組情報と他局分共通番組情報とを統合して全局分の番組情報を送
出することができ、番組情報集配信装置等において障害が発生した場合でも、自局分共通
番組情報を送出することができる。
　また、ｐ／ｆＥＩＴ情報とその他の番組情報とを段階的に送ることで、緊急度が高い情
報を迅速に受信装置に伝えることが可能になる。
【００２５】
　請求項２に記載の発明は、前記番組情報送出部が、前記自局分共通番組情報に変更があ
った場合に、重要度または緊急度に基づいて、放送中の番組及び次の番組に関する番組情
報が記述されたｐ／ｆＥＩＴ情報と、その他の番組情報とを段階的に送出することを特徴
とする請求項１記載の番組情報作成装置であり、番組情報を緊急に変更する場合に、番組
の放映時間の変更を迅速に受信装置に伝えることが可能になる。
【００３９】
以下、本発明の実施の形態について、図１から図１７を用いて説明する。
【００４０】
（第１の実施形態）
本発明の第１の実施形態の番組情報集配信システムでは、各放送局が自局分共通番組情報
を自局で作成する。
【００４１】
図２は、このシステムの概念図を示している。図２と従来例（図１８）との違いは、番組
情報集配信装置101が放送局センターシステム内の番組情報作成装置102から受け取るデー
タが自局分共通番組情報であり、逆に、番組情報集配信装置101が番組情報作成装置102に
送信するデータが他局分共通番組情報である点である。
【００４２】
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図１は、この番組情報作成装置102の構成を示している。この番組情報作成装置102は、映
像・番組情報編成装置103から番組編成情報を受け取り、自局分共通番組情報を作成する
自局分共通番組情報作成部204と、自局分共通番組情報作成部204から自局分共通番組情報
を受け取り、番組情報集配信装置101へ送信する自局情報送信部201と、番組情報集配信装
置101から他局分共通番組情報を受信する共通番組情報受信部202と、自局分共通番組情報
作成部204から自局分共通番組情報を、また、共通番組情報受信部202から他局分共通番組
情報を受け取り、指定された一定の周期で番組情報をＴＳ多重化装置105に送出する番組
情報送出部203とを具備している。
【００４３】
この自局分番組情報作成部204に入力する番組編成情報は、番組ＩＤ、番組名、番組開始
時間、番組時間長などの番組に関する情報やチャネルに関する情報である。自局分番組情
報作成部204は、これらの情報から自局分共通番組情報を作成する。ここで作成される番
組情報は、その伝送フォーマットがＭＰＥＧ２やＡＲＩＢで規定され、セクション形式テ
ーブルで記述されるものであり、映像音声情報を選択するためのＰＳＩと番組表作成のた
めのＳＩとで構成されている。
【００４４】
こうして各放送局が自局分共通番組情報を作成し、それを番組情報集配信装置101に送る
ため、番組情報集配信装置101は、各放送局から送られて来た共通番組情報の中から、例
えば、放送局Ａには、放送局Ａ以外の放送局から送られて来た共通番組情報を集めて、他
局分共通番組情報として送出する動作を行うことになる。
【００４５】
このように共通番組情報を自局分と他局分とに分離し、自局分共通番組情報を自局内で作
成する自局分番組情報作成部204を具備することによって、番組情報集配信装置101等に障
害が発生した場合でも、少なくとも自局のＴＳにおける自局分共通番組情報は他システム
の影響を受けずに作成及び送出することが可能になる。
【００４６】
また、番組情報送出部203が自局分共通番組情報及び他局分共通番組情報を統合して送出
しているため、全局分の共通番組情報を送出する際に、ＴＳパケットの連続性の指標であ
るContinuity_Counter（ＴＳパケットのヘッダ部にＰＩＤなどと共に付される指標）を連
続に保つことが可能になる。そのため、受信装置107では、全局分の共通番組情報に関す
るＴＳパケットを漏れ無く確保することができる。
【００４７】
なお、後述する第６の実施形態で示すように、番組情報作成装置102が各放送局センター
システムから直接他局分共通番組情報を受け取る場合には、取得した他局分共通番組情報
と自ら作成した自局分共通番組情報とが統合され、番組情報送出部203から出力される。
【００４８】
（第２の実施形態）
第２の実施形態の番組情報集配信システムでは、所定期日分の共通番組情報を予め蓄積し
ておくことによって、障害発生に対処する。
【００４９】
図３は、従来（図２０）の番組情報作成装置102に対して、全局分の共通番組情報を蓄積
する共通番組情報蓄積部205を追加した番組情報作成装置102の構成図を示している。また
、図４は、第１の実施形態（図１）の番組情報作成装置102に対して、他局分共通番組情
報を蓄積する共通番組情報蓄積部205を追加した番組情報作成装置102の構成図を示してい
る。
【００５０】
この番組情報作成装置102内の共通番組情報蓄積部205は、共通番組情報受信部202を介し
て番組情報集配信装置101から受け取った全局分または他局分の共通番組情報を蓄積し、
番組情報送出部203へ出力する。番組情報送出部203は、自局分・他局分共通番組情報を指
定された周期で送出する。
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【００５１】
ここで、図５を用いて共通番組情報蓄積部205が蓄積する共通番組情報について説明する
。共通番組情報蓄積部205は、番組情報集配信装置101から送られた、各々の番組情報とそ
の番組情報を送出する時間を記述した送出スケジュール情報とを管理している。
【００５２】
図中のp/fEIT（present/followingEIT）とはセクション形式のテーブルの一種で、放映中
の番組及び次に放映する番組に関する番組情報について記述したものである。これは受信
装置107において裏番組表の表示及び録画予約等の機器制御に用いられる。
【００５３】
また、図中のバージョン番号とは、受信装置107が機器制御に用いるものである。即ち、
受信装置107はバージョン番号を見て、それが１インクリメントされたことにより番組情
報が変更されたことを知り、その番組情報（セクション形式のテーブル）を取得し直す。
図５を例に取ると、番組情報送出部203は、1999/10/01 00:00:00～1999/10/01 01:00:00
の間、バージョン番号１のp/fEITを指定された周期で送出する。そして、1999/10/01 01:
00:00～1999/10/01 01:30:00の間はバージョン番号２のp/fEITを送出する。
【００５４】
このように番組情報作成装置102の共通番組情報蓄積部205において、予め指定された期間
分（数時間～数日分）の共通番組情報（上記の例ではp/fEIT）を蓄積しておくことで、他
の放送局センターシステム及び番組情報集配信装置101に障害が発生して、全局分または
他局分共通番組情報が取得できなかった場合でも、指定された期間は全局分または他局分
共通番組情報の送出を送出スケジュールに従って継続することができる。
【００５５】
また、図６には、番組情報集配信装置101に、各放送局から送られて来る所定期間分の共
通番組情報を蓄積する共通番組情報蓄積部301を設けた構成図を示している。番組情報集
配信装置101内の共通番組情報蓄積部301は、各放送局センターシステムから各局の共通番
組情報を受け取り、蓄積し管理する。
【００５６】
このように番組情報集配信装置101に共通番組情報蓄積部301を設けることにより、一部の
放送局センターシステムから番組情報集配信装置101への伝送ルートに一時的な障害が発
生した場合でも、各放送局センターシステムの番組情報作成装置102は番組情報集配信装
置101から他局分の共通番組情報を受信することができ、全局分の共通番組情報を送出す
ることが可能となる。
【００５７】
なお、番組情報作成装置102が各放送局センターシステムから直接他局分共通番組情報を
受け取る場合には、取得された他局分共通番組情報は共通番組情報蓄積部205に蓄積され
、番組情報送出部203に出力される。
【００５８】
（第３の実施形態）
第３の実施形態の番組情報集配信システムでは、番組情報作成装置が全局分または他局分
共通番組情報のバージョン番号の付与を行う。
【００５９】
第２の実施形態で説明した通り、受信装置107はバージョン番号を見て、それが１インク
リメントされたことにより番組情報が変更されたことを知り、その番組情報を取得し直す
。このバージョン番号が一度に２増加してしまった場合には、受信装置はこれを取得でき
ず番組情報の更新が行われない。これをバージョン飛びという。
【００６０】
他局分共通番組情報のバージョン番号の付与を番組情報集配信装置101または他の放送局
センターシステムで行った場合には、番組情報集配信装置101やネットワーク等の障害に
より、各放送局センターシステムで、他局分共通番組情報が取得できないときに、このバ
ージョン飛びが発生する可能性がある。
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【００６１】
例えば、放送局センターシステムが、バージョン番号が２の他局分共通番組情報の取得に
失敗し、その後、新たにバージョン番号が３の他局分共通番組情報を取得して、これを送
出すると、受信装置107では一度にバージョンが２増加したことになり、バージョン飛び
が発生する。
【００６２】
図７は、従来（図２０）の番組情報作成装置102に対して、バージョン番号付加部206を追
加した番組情報作成装置102の構成図を示している。また、図８は、第１の実施形態（図
１）の番組情報作成装置102に対して、バージョン番号付加部206を追加した番組情報作成
装置102の構成図を示している。
【００６３】
このバージョン番号付加部206は、バージョン番号が付与されていない共通番組情報が入
力すると、バージョン番号の付与を行い、番組情報送出部203に出力する。バージョン番
号付加部206は、共通番組情報に対して、送出する直前にバージョン番号の付与を行うた
め、バージョン飛びが起こらなくなる。
【００６４】
このように、番組情報作成装置102がバージョン番号付加部206を具備し、全局分及び他局
分共通番組情報のバージョン番号の付与を行うことにより、番組情報集配信装置101やネ
ットワークに障害等が発生した場合でも、受信装置107においてバージョン飛びを回避す
ることができる。
【００６５】
（第４の実施形態）
第４の実施形態の番組情報集配信システムでは、自局分共通番組情報に変更が発生した場
合に、番組情報作成装置102は、番組情報集配信装置101に対して、変更した自局分共通番
組情報の内、重要度の高い情報を先に送り、重要度の低い情報を後から送る。
【００６６】
図１０は、放送局Ａが、番組情報集配信装置101に対して、自局分共通番組情報を重要度
に応じて段階的に送出する場合の概念図を示している。
【００６７】
ここで、p/fEITは、第２の実施形態で説明したように、放映中の番組及び次に放映する番
組に関する番組情報について記述したものであり、また、shEIT(scheduleEIT)は、指定さ
れた期間分（例えば、１週間分）の番組情報についてセクション形式のテーブルに記述し
たものである。これは受信装置107において長期番組表の表示等の機能に用いられる。
【００６８】
放送局Ａは、ある番組の番組情報を変更しようとした場合に、p/fEITとshEITとを変更し
、それぞれを番組情報集配信装置101に送出する。このとき、緊急な番組変更である場合
には、受信装置107において録画予約等の機器制御情報であるp/fEITが放送局Ｎへ反映さ
れるのが遅れると、放送局Ｎを受信中の受信装置107での録画予約機能等の動作に支障を
来たしてしまう。そこで、放送局Ａは、番組情報集配信装置101に対して、まずp/fEITの
情報を送り、その後、shEITの情報を送る。
【００６９】
図１１は、従来（図２０）の番組情報作成装置102に対して、自局情報を段階的に送信す
る自局情報段階的送信部207を追加した、この実施形態の構成図を示している。また、図
１２は、第１の実施形態（図１）の番組情報作成装置102に対して、自局情報段階的送信
部207を追加した、この実施形態の構成図を示している。
【００７０】
この自局情報段階的送信部207は、番組編成情報または自局分共通番組情報を次のような
順序で番組情報集配信装置101へ送信する。
【００７１】
まず、自局分共通番組情報であるp/fEITのみを先に番組情報集配信装置101に送出する。
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図１０に示す通り、データ量の少ないp/fEITを先に送出し、その後、データ量の大きいsh
EITを送出することによって、p/fEITを先に且つ確実に放送局Ｎに反映させることができ
、受信装置107における録画予約機能等を支障なく動作させることが可能となる。
【００７２】
また、図１３に示すような順序で送信してもよい。即ち、自局分共通番組情報であるp/fE
ITのうち、現在放映中の番組に関して記述されているp/fEIT（即ち現バージョンのp/fEIT
）のみを先に番組情報集配信装置101に送出する。図１３では、まず最初に現在放映中の
番組に関して記述されているp/fEIT（図中の例ではバージョン番号２）を送出し、その後
、次のバージョン（図中の例ではバージョン番号３）以降の残りのp/fEITを送出し、更に
その後、shEITを送出している。これにより、現在放映中の番組に関する番組情報の緊急
変更に対して、更に高速に放送局Ｎに反映することができる。
【００７３】
また、自局情報送信部201は、番組の放送時間のみが変更になった場合には、自局分共通
番組情報のうち番組の放映時間に関して記述されている情報のみを番組情報集配信装置10
1に送出する。こうすることにより、番組の放送時間の変更を、より高速に他局の番組情
報作成装置に反映させることができる。
【００７４】
（第５の実施形態）
第５の実施形態の番組情報集配信システムでは、番組情報作成装置102が、番組情報集配
信装置101から送出された自局の番組情報が正しいかどうかを照合する。
【００７５】
図１４は、従来（図２０）の番組情報作成装置102に対して、自局情報照合部208を追加し
た、この実施形態の構成図を示している。また、図１５は、第１の実施形態（図１）の番
組情報作成装置102に対して、自局情報照合部208を追加した、この実施形態の構成図を示
している。
【００７６】
自局情報照合部208は、番組情報集配信装置101に送信した自局分の情報を番組情報集配信
装置101から取得し、自局情報送信部201から送られた情報に間違いがないかどうかをチェ
ックする。
【００７７】
番組情報作成装置102は、自局情報照合部205を具備することによって、番組情報集配信装
置101に対して自局分共通番組情報や自局番組編成情報が正しく送出されているか、また
は第３者によって自局分共通番組情報が改ざんされていないかをチェックすることができ
る。
【００７８】
（第６の実施形態）
第６の実施形態の番組情報集配信システムでは、番組情報集配信装置101を用いないで、
各放送局の番組情報作成装置が互いに共通番組情報を送受信する。
【００７９】
図１６に、このデジタル放送システムの概念図を示している。このシステムでは、各放送
局センターシステムの番組情報作成装置102が、自局分共通番組情報を作成して、デジタ
ル専用回線、ＩＳＤＮ、インターネット等を通じて、他の放送局と直接やり取りする。
【００８０】
図１７には、各放送局間と通信を行う各放送局間自局情報送信部209及び各放送局間共通
番組情報受信部210を具備した番組情報作成装置102の構成図を示している。各放送局間自
局情報送信部209は、自局分共通番組情報を直接各放送局に対して送信する。また、各放
送局間共通番組情報受信部210は、他局分の共通番組情報を各放送局から受信する。
【００８１】
このように各放送局において作成された自局分共通番組情報を、番組情報集配信装置101
を介さないで直接各放送局に転送することにより、デジタル放送システムを運用するに当



(9) JP 4086403 B2 2008.5.14

10

20

30

40

50

たって番組情報集配信装置101のオペレータ費用等を削減することができ、より安価な運
用コストでデジタル放送システムにおける共通番組情報の送受信を実現できる。
【００８２】
なお、各実施形態で説明した構成のいくつかを組み合わせて番組情報作成装置を構成する
ことが可能である。
【００８３】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、本発明の番組情報作成装置及び番組情報集配信システム
は、次のような効果を有している。
【００８４】
番組情報作成装置に自局分共通番組情報作成部を設けたものでは、番組情報集配信装置等
に障害が発生した場合でも自局分共通番組情報の作成が可能である。従って、自局のＴＳ
における自局分共通番組情報は、他のシステムの影響を受けない。
【００８５】
また、自局分共通番組情報と他局分共通番組情報とを統合して全局分の共通番組情報を送
出するときに、ＴＳパケットの連続性の指標であるContinuity_Counterを連続に保つこと
が可能となる。
【００８６】
また、番組情報作成装置または番組情報集配信装置に共通番組情報蓄積部を設けたもので
は、予め指定された期間分の他局分共通番組情報を蓄積することで、他の放送局センター
システムまたは番組情報集配信装置に障害が発生した場合でも指定された期間は他局分共
通番組情報の送出を継続することができる。
【００８７】
また、番組情報作成装置にバージョン番号付加部を設けたものでは、番組情報作成装置と
番組情報集配信装置との間のネットワーク障害等で他局分共通番組情報の取得に失敗した
ときでも、バージョン飛びが発生することを防ぐことができる。
【００８８】
また、番組情報作成装置に自局情報段階的送信部を設けたものでは、緊急な番組情報の変
更に対して、受信装置における録画予約機能を支障なく動作させることができる。
【００８９】
また、番組情報作成装置に自局情報照合部を設けたものでは、番組情報作成装置が番組情
報集配信装置に対して情報を正しく送出できているか、または他者によって改ざんされて
いないかをチェックすることができる。
【００９０】
また、放送局同士が直接共通番組を交信するシステムでは、番組情報集配信装置のオペレ
ータ費用等の運用コストを削減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施形態における番組情報作成装置の構成を示すブロック図、
【図２】第１の実施形態における番組情報集配信システムの構成を示すブロック図、
【図３】第２の実施形態における番組情報作成装置の構成を示すブロック図、
【図４】第２の実施形態における番組情報作成装置の他の構成を示すブロック図、
【図５】第２の実施形態における番組情報作成装置の共通番組情報蓄積部で蓄積される番
組情報を示す説明図、
【図６】第２の実施形態における番組情報集配信装置の構成を示すブロック図、
【図７】第３の実施形態における番組情報作成装置の構成を示すブロック図、
【図８】第３の実施形態における番組情報作成装置の他の構成を示すブロック図、
【図９】第３の実施形態における番組情報作成装置のバージョン番号付加部で付与される
バージョン番号を示す説明図、
【図１０】第４の実施形態における番組情報集配信システムでの番組情報の送信順序を示
す説明図、



(10) JP 4086403 B2 2008.5.14

10

20

30

【図１１】第４の実施形態における番組情報作成装置の構成を示すブロック図、
【図１２】第４の実施形態における番組情報作成装置の他の構成を示すブロック図、
【図１３】第４の実施形態における番組情報集配信システムでの番組情報の他の送信順序
を示す説明図、
【図１４】第５の実施形態における番組情報作成装置の構成を示すブロック図、
【図１５】第５の実施形態における番組情報作成装置の他の構成を示すブロック図、
【図１６】第６の実施形態における番組情報集配信システムの構成を示すブロック図、
【図１７】第６の実施形態における番組情報作成装置の構成を示すブロック図、
【図１８】従来の番組情報集配信システムの構成を示すブロック図、
【図１９】番組情報の分類を示す図、
【図２０】従来の番組情報作成装置の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
101　番組情報集配信装置
102　番組情報作成装置
103　映像・番組情報編成装置
104　映像ストリーム生成装置
105　ＴＳ多重化装置
106　アップリンク装置
107　受信装置
201　自局情報送信部
202　共通番組情報受信部
203　番組情報送出部
204　自局分共通番組情報作成部
205　共通番組情報蓄積部
206　バージョン番号付加部
207　自局情報段階的送信部
208　自局情報照合部
209　各放送局間自局情報送信部
210　各放送局間共通番組情報受信部
301　共通番組情報蓄積部



(11) JP 4086403 B2 2008.5.14

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】



(12) JP 4086403 B2 2008.5.14

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】



(13) JP 4086403 B2 2008.5.14

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｈ０４Ｎ   7/035    (2006.01)           　　　　           　　　　          　　　　　

(72)発明者  長尾　武司
            大阪府門真市大字門真１００６番地　松下電器産業株式会社内
(72)発明者  竹内　良康
            大阪府門真市大字門真１００６番地　松下電器産業株式会社内
(72)発明者  藤田　健一
            大阪府門真市大字門真１００６番地　松下電器産業株式会社内

    審査官  川口　貴裕

(56)参考文献  国際公開第９６／０３４４８６（ＷＯ，Ａ１）
              特開平１１－３０８５７９（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－１０１５２５（ＪＰ，Ａ）
              特表２００１－５０２１２４（ＪＰ，Ａ）
              特開平０９－０３７１５１（ＪＰ，Ａ）
              特開平０８－２８９２６７（ＪＰ，Ａ）
              特開平０８－０７０４５１（ＪＰ，Ａ）
              特開平０４－２９００７５（ＪＰ，Ａ）
              特開平０４－２２３６３０（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－１６８６６６（ＪＰ，Ａ）
              横山幸雄，厚井裕司，泉丙完，内海義夫，福地雄史，データ放送サービス，三菱電機技報，１９
              ９８年　８月２５日，第７２巻，第８号，ｐ．５７－６２
              Stephan Hartwig, Thomas Rautenberg, and Tilman Bollmann，Broadcasting and Processing o
              f Program Guides for Digital TV，SMPTE Journal，米国，Society of Motion Picture and Te
              levision Engineers，１９９７年１０月，１０６巻，第１０号，ｐ．７２７－７３２

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04H  20/00  -  60/00
              H04N   5/44
              H04N   7/025
              H04N   7/03
              H04N   7/035


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

