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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トランスポートストリーム（ＴＳ）を伝送するトランスポートストリーム伝送方法にお
いて、
　上記トランスポートストリーム（ＴＳ）を受信するとともに、該トランスポートストリ
ーム（ＴＳ）に関するサービスインフォメーション（ＳＩ）テーブルを受信するステップ
と、
　上記受信したトランスポートストリーム（ＴＳ）に含まれるパケットをフィルタリング
して、ユーザが選択したサービスに関するパケットを含んだトランスポートストリームを
生成するステップと、
　上記受信したサービスインフォメーション（ＳＩ）テーブルに含まれるサービスディス
クリプションテーブル（ＳＤＴ）及びイベントインフォメーションテーブル（ＥＩＴ）に
基づいて、上記ユーザが選択したサービスに関するパケットを含んだトランスポートスト
リームに関するセレクションインフォメーションテーブル（ＳＩＴ）を生成するステップ
と、
　上記ユーザが選択したサービスに関するパケットを含んだトランスポートストリームと
、該ユーザが選択したサービスに関するパケットを含んだセレクションインフォメーショ
ンテーブル（ＳＩＴ）とを伝送するステップとを有するトランスポートストリーム伝送方
法。
【請求項２】
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　上記ユーザが選択したサービスに関するパケットを含んだトランスポートストリームと
、該ユーザが選択したサービスに関するパケットを含んだセレクションインフォメーショ
ンテーブル（ＳＩＴ）とは、ＩＥＥＥ１３９４規格に準拠したホームネットワークを介し
て伝送されることを特徴とする請求項１記載のトランスポートストリーム伝送方法。
【請求項３】
　トランスポートストリーム（ＴＳ）を伝送するトランスポートストリーム伝送装置にお
いて、
　上記トランスポートストリーム（ＴＳ）を受信するとともに、該トランスポートストリ
ーム（ＴＳ）に関するサービスインフォメーション（ＳＩ）テーブルを受信する受信手段
と、
　上記受信手段により受信されたトランスポートストリーム（ＴＳ）に含まれるパケット
をフィルタリングして、ユーザが選択したサービスに関するパケットを含んだトランスポ
ートストリームを生成する第１の生成手段と、
　上記受信手段により受信されたサービスインフォメーション（ＳＩ）テーブルに含まれ
るサービスディスクリプションテーブル（ＳＤＴ）及びイベントインフォメーションテー
ブル（ＥＩＴ）に基づいて、上記第１の生成手段により生成されたユーザが選択したサー
ビスに関するパケットを含んだトランスポートストリームに関するセレクションインフォ
メーションテーブル（ＳＩＴ）を生成する第２の生成手段と、
　上記第１の生成手段により生成されたユーザが選択したサービスに関するパケットを含
んだトランスポートストリームと、上記第２の生成手段により生成されたユーザが選択し
たサービスに関するパケットを含んだセレクションインフォメーションテーブル（ＳＩＴ
）とを伝送する伝送手段とを備えるトランスポートストリーム伝送装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、トランスポートストリーム伝送方法及び装置に関し、詳しくは多重化された
ＭＰＥＧ－２トランスポートストリームからユーザが選択したサービスを抽出して伝送す
るトランスポートストリーム伝送方法及び装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　例えばＩＥＥＥ１３９４シリアルバスを介して、様々な家庭用電化製品をホームネット
ワークに接続することができる。デジタルポータブルカメラやデジタルビデオデッキとパ
ーソナルコンピュータを用いた編集システムとを接続してデータを送受する場合に使用す
るプロトコル及びデータフォーマットも既に定められている。
【０００３】
　ＭＰＥＧ－２トランスポートストリーム（以下、ＭＰＥＧ－２ＴＳという。）は、ある
機器において生成され、ホームネットワークを介してＭＰＥＧ－２ＴＳを処理できる他の
機器に転送される。ＭＰＥＧ－２ＴＳが送受されるホームネットワーク環境を図１２に示
す。図１２に示すホームネットワークは、バス３０及びバス３０に接続された様々な機器
、すなわちデジタルビデオ放送チューナ２１、デコーダ／表示装置２２、デジタルビデオ
ディスク再生装置２３、ＭＰＥＧ－２ＴＳソース２４、ＭＰＥＧ－２データストレージ装
置２５、双方向サービス端末２６、ＭＰＥＧ－２ビデオテープレコーダ２７、デジタルビ
デオ放送受信／表示装置２８等からなり、このホームネットワークを介してＭＰＥＧ－２
ＴＳが送受される。
【０００４】
　デジタルビデオ放送サービスチューナ２１は、例えば図１３に示すように、１又は複数
の前置モジュール３２とホームネットワークインターフェイス３４とを備えている。１又
は複数の前置モジュール３２は、それぞれ例えばケーブル放送、地上波放送、あるいは衛
星放送等の放送媒体から放送信号を受信し、この信号に所定の復調処理及びエラー訂正処
理を行って、通常オーディオビジュアル（ＡＶ）サービスを含むＭＰＥＧ－２ＴＳを生成
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し、このＭＰＥＧ－２ＴＳをホームネットワークインターフェイス３４に供給する。ホー
ムネットワーク３４は、ＭＰＥＧ－２トランスポートネットワークをホームネットワーク
３０に出力する。デジタル放送サービスチューナ２１は、生成したＭＰＥＧ－２ＴＳに対
して処理を施すことはできない。
【０００５】
　すなわち、デジタルビデオ放送チューナ２１は、デジタルビデオ放送を受信し、これに
基づくＭＰＥＧ－２ＴＳをネットワーク上の機器、例えばデコーダ／表示装置２２に供給
する。デジタルビデオ放送チューナ２１が受信する放送信号は、デジタルビデオ放送の規
格に規定されている全てのサービスインフォメーション（番組配列情報：service inform
ation：以下、ＳＩという。）テーブルを含んでいる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
　ここで、デジタルビデオ放送チューナ２１は、受信したＳＩテーブルの全てをホームネ
ットワークに供給する必要はない。例えば、デコーダ／表示装置２２は、常に、１つのサ
ービスしか表示することができず、さらに、例えばＭＰＥＧ－２ＴＳビデオテープレコー
ダ２７や、ＭＰＥＧ－２ＴＳデータストレージ装置２５等の記録装置のデータ転送レート
は、完全なＭＰＥＧ－２ＴＳのデータ転送レートより低い。したがって、従来の技術では
、ホームネットワークにおいて、バス３０を介して転送される信号の帯域幅に無駄が生じ
ることとなる。
【０００７】
　そこで、本発明は、ホームネットワーク等のネットワークにおいて、ＭＰＥＧ－２ＴＳ
の一部、すなわちユーザによって選択されたサービスのみを伝送することにより伝送路の
帯域幅の無駄をなくすトランスポートストリーム伝送方法を提供することを目的とする。
【０００８】
　さらに、本発明は、ＭＰＥＧ－２ＴＳのパーシャルＴＳを生成して伝送するトランスポ
ートストリーム伝送装置を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上述の目的を達成するために、本発明に係るトランスポートストリーム伝送方法は、ト
ランスポートストリーム（ＴＳ）を伝送するトランスポートストリーム伝送方法において
、トランスポートストリーム（ＴＳ）を受信するとともに、トランスポートストリーム（
ＴＳ）に関するサービスインフォメーション（ＳＩ）テーブルを受信するステップと、受
信したトランスポートストリーム（ＴＳ）に含まれるパケットをフィルタリングして、ユ
ーザが選択したサービスに関するパケットを含んだトランスポートストリームを生成する
ステップと、受信したサービスインフォメーション（ＳＩ）テーブルに含まれるサービス
ディスクリプションテーブル（ＳＤＴ）及びイベントインフォメーションテーブル（ＥＩ
Ｔ）に基づいて、ユーザが選択したサービスに関するパケットを含んだトランスポートス
トリームに関するセレクションインフォメーションテーブル（ＳＩＴ）を生成するステッ
プと、ユーザが選択したサービスに関するパケットを含んだトランスポートストリームと
、ユーザが選択したサービスに関するパケットを含んだセレクションインフォメーション
テーブル（ＳＩＴ）とを伝送するステップとを有する。
【００１０】
　また、本発明に係るトランスポートストリーム伝送装置は、トランスポートストリーム
（ＴＳ）を伝送するトランスポートストリーム伝送装置において、トランスポートストリ
ーム（ＴＳ）を受信するとともに、トランスポートストリーム（ＴＳ）に関するサービス
インフォメーション（ＳＩ）テーブルを受信する受信手段と、受信手段により受信された
トランスポートストリーム（ＴＳ）に含まれるパケットをフィルタリングして、ユーザが
選択したサービスに関するパケットを含んだトランスポートストリームを生成する第１の
生成手段と、受信手段により受信されたサービスインフォメーション（ＳＩ）テーブルに
含まれるサービスディスクリプションテーブル（ＳＤＴ）及びイベントインフォメーショ
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ンテーブル（ＥＩＴ）に基づいて、第１の生成手段により生成されたユーザが選択したサ
ービスに関するパケットを含んだトランスポートストリームに関するセレクションインフ
ォメーションテーブル（ＳＩＴ）を生成する第２の生成手段と、第１の生成手段により生
成されたユーザが選択したサービスに関するパケットを含んだトランスポートストリーム
と、第２の生成手段により生成されたユーザが選択したサービスに関するパケットを含ん
だセレクションインフォメーションテーブル（ＳＩＴ）とを伝送する伝送手段とを備える
。
【００１１】
【発明の実施の形態】
　本発明を適用したデジタルビデオ放送選択器は、入力された放送信号に基づいて、その
一部を抽出し、ＭＰＥＧ－２規格に準拠し、デジタルビデオ放送サービスインフォメーシ
ョンに関するデータを有するパーシャルトランスポートストリーム（ＴＳ）、すなわちパ
ーシャルＴＳを生成する。以下に詳細に説明するが、パーシャルＴＳは、ＭＰＥＧ－２規
格に準拠し、デジタルビデオ放送サービスインフォメーションデータを有するＴＳである
ので、従来のＭＰＥＧ－２ＴＳと同様に、ネットワークを介してＭＰＥＧ－２ＴＳに対応
する機器に配信して、各機器に様々な処理を行わせることができる。
【００１２】
　本発明を適用したデジタルビデオ放送選択器は、ＭＰＥＧ－２ＴＳをホームネットワー
クに配信するが、本発明は、使用するプロトコルを限定するものではない。すなわち、本
発明は様々なプロトコルを用いて実現することができる。また、本発明は、例えば放送媒
体の異なるチャンネルにおいて多重化された複数のサービスを同時に配信することもでき
る。以下に説明する本発明の実施の形態においては、好ましい例としてＩＥＥＥ１３９４
アイソクロノスチャンネルのフォーマットを用いる。
【００１３】
　デジタルビデオ放送選択器が複数の接続機器に対応している場合、各接続機器には、Ｉ
ＥＥＥ１３９４規格に準拠するホームネットワークにおいて別個のアイソクロノスチャン
ネルを介してデータが供給される。通常は、デジタルビデオ放送選択器は、１つのアイソ
クロノスチャンネルにおけるオーディオビジュアル（ＡＶ）サービスに関連するビットス
トリームを所定の機器に配信する。このチャンネルにおけるデータのコンテンツ及び信号
の帯域幅は、ＡＶサービスを受信する他のホームネットワーク機器に用いられるものと同
様なものである。
【００１４】
　以下、本発明に係るデジタルビデオ放送選択器について図面を参照して詳細に説明する
。
【００１５】
　本発明を適用したデジタルビデオ放送選択器１は、図１に示すように、１又は複数のサ
ービスを選択するチューナの機能を有する１又は複数の前置モジュール２と、ＭＰＥＧ－
２トランスポートストリーム（以下、ＴＳという。）を処理するＴＳ処理部３と、ホーム
ネットワークインターフェイス４とを備える。ＴＳ処理部３は、全ての前置モジュール２
に接続され、ＴＳの適切な一部（以下、パーシャルＴＳという。）を生成し、このパーシ
ャルＴＳは、ホームネットワークインターフェイス４を介して、ホームネットワーク６に
接続された様々な機器に配信される。ＴＳ処理部３は、受信したＭＰＥＧ－２ＴＳ内のい
くつかのサービスを併合して１つの適切なＭＰＥＧ－２パーシャルＴＳ、あるいは、独立
したいくつかのＭＰＥＧ－２パーシャルＴＳを生成する。この処理の詳細について、以下
に詳細に説明する。
【００１６】
　図２は、ＴＳ処理部３が行うＭＰＥＧ－２パーシャルＴＳ生成処理の手順を示すフロー
チャートである。ステップＳ１において、ＴＳ処理部３は、ホームネットワーク６上の他
の機器からの要求がくるのを待機する。この要求とは、例えば、選択されたサービスに属
するデータストリームの転送要求、又はそのようなデータストリームの転送の停止要求等
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である。あるいは、現在ホームネットワーク６を介して転送中のデータストリームを修正
し、修正したデータストリームを転送するような要求等もある。
【００１７】
　ＴＳ処理部３は、ステップＳ２において、ホームネットワーク６へのデータストリーム
の転送の開始要求を受信すると、ステップＳ３に進み、このステップＳ３において、ＴＳ
処理部３は、要求された処理が実行可能であるか否かを判断する。ここで、「ＮＯ」すな
わちＴＳ処理部３が要求された処理を実行できない場合、処理はステップＳ１に戻り、こ
のステップＳ１において、ＴＳ処理部３は、再びホームネットワーク６上の他の機器から
の要求がくるのを待機する。一方、ステップＳ３において、「ＹＥＳ」すなわちＴＳ処理
部３が要求されたストリームを転送できる場合、処理はステップＳ４に進み、ＴＳ処理部
３は、新たなストリームの転送を開始するためにプログラムアソシエーションテーブル（
ＰＡＴ）、プログラムマップテーブル（ＰＭＴ）、セレクションインフォメーションテー
ブル（ＳＩＴ）を生成する。なお、このとき、要求が既に転送中のストリームのコンテン
ツを変更する要求である場合は、ＰＡＴ、ＰＭＴ、ＳＩＴが変更される。
【００１８】
　さらにＴＳ処理部３は、ステップＳ５において、ＴＳの各コンポーネント、すなわちホ
ームネットワーク６を介して転送する各パケットを識別するための新たなパケット識別子
（packet identifier：ＰＩＤ）を選択あるいは追加する。そして、ステップＳ６におい
て、以上の手順により生成されたパーシャルＴＳがホームネットワーク６に出力される。
このステップＳ６における処理は、ＴＳ処理部３が現在行っているＴＳの転送を停止又は
変更する要求を受信するまで続けられる。すなわち、ステップＳ６における処理が完了す
ると、処理はステップＳ１に戻り、ここでＴＳ処理部３は、ホームネットワーク６上の他
の機器から要求がくるのを待機する。
【００１９】
　ステップＳ１において、ホームネットワーク６へのＴＳの転送を停止する要求があった
場合、処理は、ステップＳ７からステップＳ８に移行し、このステップＳ８においてＴＳ
処理部３は、現在ホームネットワーク６を介して転送中のＴＳが１つであるか否かを判定
する。ここで「ＹＥＳ」すなわち現在転送中のＴＳが１つだけである場合、ＴＳ処理部３
は、ステップＳ９に進み、ここでＴＳの転送を停止する。この後、処理はステップＳ１に
戻り、ＴＳ処理部３は、さらなる要求がくるのを待機する。
【００２０】
　一方、ステップＳ８において、「ＮＯ」すなわち現在転送中のＴＳが複数あると判定さ
れた場合、処理はステップＳ１０に進み、ＴＳ処理部３は、ＰＡＴ、ＰＭＴ、ＳＩＴを変
更して、選択されたサービスに属するデータパケットを参照する項目を削除する。さらに
ステップＳ１１において、ＴＳ処理部３は、対応するＰＩＤを削除する。
【００２１】
　そして、ステップＳ１２において、停止要求があったＴＳを除外するよう修正されたパ
ーシャルＴＳがホームネットワーク６に出力され、処理は、ステップＳ１に戻り、ＴＳ処
理部３は、新たな要求がくるのを待機する。
【００２２】
　次に、図３～図６を用いて、デジタルビデオ放送選択器１が入力多重化信号からあるサ
ービス、例えばサービス＃１をホームネットワーク６に出力するように要求された場合に
行われる処理の具体例を説明する。ＴＳ処理部３は、ＰＡＴと、ＰＭＴと、ＳＩテーブル
の一部であるサービス記述テーブル（service description table：ＳＤＴ）、イベント
情報テーブル（event informationtable：ＥＩＴ）を分析し、サービス＃１における現在
のイベントに関連する情報を抽出する。
【００２３】
　さらに、ＰＡＴがホームネットワーク６に出力するサービス、この場合、サービス＃１
のみを参照するようにＰＡＴを修正する。図３は、ＴＳ処理部３に供給されたＰＡＴをパ
ーシャルＴＳのための新たなＰＡＴに変更するときのマッピングを示す図である。この図
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３に示すように、元のＰＡＴには、セクションシンタクスとプログラム＃０～＃６と、巡
回冗長検査（cyclic redundancy check：ＣＲＣ）のチェックサムが含まれている。プロ
グラム＃０には、ネットワークインフォメーションテーブル（network information tabl
e：ＮＩＴ）ＰＩＤが格納される。プログラム＃１～＃６は、それぞれプログラムマップ
テーブル＃１～６を格納する。一方、新たに生成されたパーシャルＴＳ用ＰＡＴは、セク
ションシンタクスと、プログラム＃０及び＃１と、新たに算出されたＣＲＣのチェックサ
ムのみが含まれている。プログラム＃０は、セレクションインフォメーションテーブル（
ＳＩＴ）を格納し、このＳＩＴは、全てのサービスの一部であるパーシャルＴＳの記録に
必要なＳＩデータとして用いられる。プログラム＃１は、元のＰＡＴと同様のプログラム
マップテーブル（ＰＭＴ）ＰＩＤ＃１を格納する。
【００２４】
　修正されたＰＡＴすなわちパーシャルＴＳ用ＰＡＴにおいては、元のＰＡＴから１つの
コンポーネント、すなわちプログラム＃１のコンテンツが複写され、一方、いくつかのコ
ンポーネント、すなわちセクションシンタクスと、プログラム＃０に格納されるサービス
インフォメーションＰＩＤと、ＣＲＣのチェックサムとが新たに生成される。
【００２５】
　修正されたＰＭＴは、転送されるサービス＃１のＴＳコンポーネントのみを参照する。
図４に示すように、受信されたサービス＃１のＰＭＴは、多重化された音声コンポーネン
トストリームを含み、これに基づいて１つの音声コンポーネントストリーム、ここでは、
音声＃１のみを含むパーシャルＴＳ用の新たなＰＭＴを生成する。元のＰＭＴ＃１は、セ
クションヘッダデータと、要素ストリーム（elementary stream）ビデオＰＩＤと、要素
ストリーム音声＃１ＰＩＤ～要素ストリーム音声＃４ＰＩＤと、要素ストリームサブタイ
トル＃１ＰＩＤ及び要素ストリームサブタイトル＃２ＰＩＤと、ＣＲＣのチェックサムと
からなる。一方、新たに生成されたパーシャルＴＳ用ＰＭＴ＃１は、セクションヘッダデ
ータと、要素ストリームビデオ＃１ＰＩＤと、要素ストリーム音声＃１ＰＩＤと新たに算
出されたＣＲＣのチェックサムのみにより構成されている。ＰＡＴの場合と同様に、元の
ＰＭＴ内のいくつかのコンテンツ、すなわちこの場合要素ストリームビデオ＃１ＰＩＤ及
び要素ストリーム音声＃１ＰＩＤがパーシャルＴＳ用ＰＭＴ＃１に複写されるとともに、
セクションヘッダデータ及びＣＲＣのチェックサムが新たに生成される。
【００２６】
　新たに生成されるパーシャルＴＳ用ＳＩＴには、サービス＃１の現在のイベントに関係
するＳＤＴ及びＥＩＴから抽出された情報が格納される。図５は、入力されるＳＤＴ及び
ＥＩＴと、それに基づいて生成されるパーシャルＴＳ用のＳＩＴのマッピングを示す図で
ある。
【００２７】
　図５に示すように、元のＳＤＴは、セクションヘッダデータと、サービス＃１～サービ
ス＃６からなるサービスループと、ＣＲＣのチェックサムとを格納している。また、現在
及びそれに続く実際のＴＳにおけるサービス＃１用の元のＥＩＴは、セクションヘッダデ
ータと、現イベントの記述子を示すイベント＃１及び次イベントの記述子を示すイベント
＃２からなるイベントループと、ＣＲＣのチェックサムとを格納している。
【００２８】
　一方、新たに生成されたパーシャルＴＳ用ＳＩＴは、新たに生成されたセクションヘッ
ダデータと、新たに生成された転送情報ループと、複写されたサービス＃１の記述子を示
すサービスループと、新たに算出されたＣＲＣのチェックサムから構成される。このパー
シャルＴＳ用ＳＩＴのサービスループのコンテンツは、元のＳＤＴ及び元のＥＩＴのイベ
ントループから複写されたものである。パーシャルＴＳ用ＳＩＴのその他のコンテンツは
、全て新たに生成されたものである。
【００２９】
　ＴＳ処理部３は、パーシャルＴＳの転送を遂行する間、２つの処理、すなわち、パーシ
ャルＴＳに必要なＰＩＤパケットをフィルタリングする処理、及び新たなＰＳＩ／ＳＩテ
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ーブルをパーシャルＴＳに必要なタイミングで挿入する処理を実行する。
【００３０】
　図６に、元の完全なＴＳと、フィルタリングされたＴＳと、新たに生成されたパーシャ
ルＴＳとを示す。元のＴＳは、異なる種類の情報を格納する連続した複数のブロックから
なる。図６に示す元のＴＳは、プログラム＃６のビデオブロックＶ＃６、それに続いてサ
ービス＃１を参照するプログラムマップテーブルＰＭＴ＃１、サービス＃１に属するビデ
オブロックＶ＃１、サービス＃１に属する音声ブロックＡ＃１、ＰＡＴ、ＰＴＭ２等から
構成されている。これに対し、フィルタリングされたＴＳは、サービス１に属するビデオ
ブロックＶ＃１及び音声ブロックＡ＃１のみからなる。ここで、このフィルタリングされ
たＴＳがサービス＃１全体を含む場合、このフィルタリングされたＴＳにブロックＰＭＴ
＃１を含めることができる。このフィルタリングされたＴＳに基づいて生成されたパーシ
ャルＴＳには、新たに生成されたＰＡＴ、ＰＭＴ、ＳＩＴが挿入されている。
【００３１】
　ＴＳ処理部３の内部構成について図７を用いて説明する。ＴＳ処理部３内のＰＩＤ分析
器９は、ＴＳ処理部３に入力されたＭＰＥＧ－２ＴＳをそれぞれのＴＳにフィルタリング
する。ＰＩＤ分析器９の出力端子は、ＰＩＤ処理器８の入力端子に接続されており、ＰＩ
Ｄ処理器８は、複数のＭＰＥＧ－２ＴＳが入力された場合には、これらのＭＰＥＧ－２Ｔ
Ｓを併合するとともに、新たに生成されるＴＳにおける異なるサービスに同じＰＩＤが重
複しないよう処理を施す。
【００３２】
　ＰＩＤ処理器８の出力端子は、転送パケット挿入器１１に接続されており、転送パケッ
ト挿入器１１は、フィルタリングされたＴＳに新たに生成されたＰＡＴ、ＰＭＴ、ＳＩＴ
を挿入して、１又は複数のＭＰＥＧ－２パーシャルＴＳを出力する。また、ＴＳ処理部３
は、ＰＳＩ／ＳＩデコーダ７とＰＳＩ／ＳＩ生成器１０とを備え、ＰＳＩ／ＳＩデコーダ
７には、このＴＳ処理部３に入力されるＭＰＥＧ－２ＴＳが供給され、このＭＰＥＧ－２
ＴＳのＰＳＩ／ＳＩテーブルから必要な情報を抽出し、ＰＳＩ／ＳＩ生成器１０は、上述
の手法により新たなテーブルを生成し、生成したテーブルを転送パケット挿入器１１に供
給する。
【００３３】
　このデジタルビデオ選択器１に入力される信号は、例えば、衛星放送、ケーブル放送、
地上波による放送等の放送媒体５を介して伝送される。デジタルビデオ放送選択器１が備
える１又は複数の前置モジュール２は、入力された信号に対し所定の復調処理及び前進型
誤信号訂正処理（forward error correction：ＦＥＣ）を行う。各前置モジュール２は、
通常映像及び音声からなる複数のサービスを含む完全なＭＰＥＧ－２ＴＳを出力し、ＴＳ
処理部３に供給する。このＴＳ処理部３の備える図７に示すＰＳＩ／ＳＩデコーダは、Ｐ
ＡＴ、ＰＭＴ及び、ＳＩテーブルからＳＤＴ及びＥＩＴを分析し、現在選択されているイ
ベント、例えばイベント＃１に関連する情報を抽出する。
【００３４】
　一方ＰＩＤ分析器９には、ビデオブロックＶ＃１及び音声ブロックＡ＃１からなる選択
されたイベント＃１に属するＴＳのみが入力される。ここで、他の全てのＴＳがフィルタ
リングされるため、フィルタリングされたＴＳには、時間的間隙を有するものとなる。あ
る条件、すなわち、サービス＃１の全ての要素ストリームをホームネットワーク６に供給
する場合に限り、サービス＃１のＰＭＴすなわちＰＭＴ＃１は、なんら変更を加えられる
ことなくこのＰＩＤ分析器９を通過する。
【００３５】
　ＰＳＩ／ＳＩ生成器１０により生成された新たなＰＳＩ／ＳＩテーブルは、転送パケッ
ト挿入器１１に供給され、転送パケット挿入器１１は、このＰＳＩ／ＳＩテーブルを一時
的に記憶する。そして、ＭＰＥＧ－２システム及びデジタルビデオ放送のサービスインフ
ォメーションに基づいて決定される繰り返し率に基づいて、パーシャルＴＳに何らかのテ
ーブルを挿入する必要が生じた場合、必要なテーブルが転送パケットに納められ、この転



(8) JP 4046873 B2 2008.2.13

10

20

30

40

50

送パケットがフィルタリングされたＴＳ内の時間的間隙に挿入される。次の挿入処理が必
要となった場合、転送パケット挿入器１１は、それぞれの転送パケットの連続カウンタの
値を増加させればよく、転送パケットのペイロード、すなわち各パケットのデータ量を変
更する必要はない。
【００３６】
　ＰＳＩ／ＳＩデコーダ７は、入力されるＰＳＩ／ＳＩのうちホームネットワーク６に転
送されているサービスに関連するデータをモニタリングし続ける。ここで、イベント転送
要求が発生し、かつ制御ソフトウェアが現在ホームネットワーク６に送信中のサービスを
停止するような命令を未だ受けていない場合、イベント転送要求の発生が制御ソフトウェ
アに伝えられ、制御ソフトウェアは、それに応じてＰＳＩ及びＳＩテーブルを更新してパ
ーシャルＴＳに挿入する。この処理は、例えばＥＴＳ３００４６８に詳細に記述されてい
る通常の番号付けの手法を採用し、これによりホームネットワーク６上の受信装置にコン
テンツが変化したことを告知する。
【００３７】
　ホームネットワーク６に接続された機器に対するユーザの操作に応じて、デジタルビデ
オ放送選択器１は、ユーザの要求を示す信号を受信し、第１のサービスをホームネットワ
ーク６に送信しながら、さらに同時に第２のサービスの送信を開始する。第２のサービス
の送信先は、ホームネットワーク６上の同一の機器であっても、異なる機器であってもよ
い。送信先の機器が同一の場合とは、例えば双方のサービスを同時に録画できるビデオカ
セットレコーダ等にサービスを配信する場合であり、送信先の機器が異なる場合とは、例
えば別個の表示装置、あるいは別個のビデオカセットレコーダ等にサービスを配信する場
合である。いずれの場合も、デジタルビデオ放送選択器１は、第１のサービスを中断させ
ることなく第１のサービスと同じアイソクロノスチャンネルに第２のサービスを追加して
送信する。
【００３８】
　上述の例では、２つのサービスをホームネットワーク６に送信するために、デジタルビ
デオ放送選択器１は、ホームネットワーク６に送信する２つのサービスに対応するＰＡＴ
、ＰＭＴ、ＳＩＴを新たに生成し、これによりパーシャルＴＳを更新する。ここで、各テ
ーブルのバージョン番号は更新され、これにより第１のサービスを受信している機器にパ
ーシャルＴＳが変更されたことを告知する。ここで生成された新たなテーブルは、転送パ
ケット挿入器１１に供給される。第１の機器に配信される第１のサービスは変更されず、
したがって転送が中断されることはない。転送された追加のＰＩＤは、ＰＩＤ分析器９に
供給され、新たに生成された２つのプログラムからなるパーシャルＴＳがホームネットワ
ーク６に送信される。
【００３９】
　上述のような手法により、パーシャルＴＳにさらに多くのサービスを追加することがで
きる。同時に送信できるサービスの数は、ホームネットワーク６で使用できる転送信号の
帯域幅により制限され、あるいはデジタルビデオ放送選択器１が現在転送処理中のサービ
スにさらに別のサービスを追加する能力があるか否かによって制限される。デジタルビデ
オ放送選択器１がサービスを追加できない場合とは、例えば要求されたサービスが現在受
信中のサービスとは異なるケーブルチャンネル上にあり、デジタルビデオ放送選択器１が
前置モジュール２を１つしか備えていない場合等である。
【００４０】
　一方、デジタルビデオ放送選択器１が複数の前置モジュール２を備えており、異なる前
置モジュール２を介して供給されるサービスを含むパーシャルＴＳを転送するよう要求さ
れた場合、ＰＩＤの値及び／又はプログラム番号／サービスＩＤ値に矛盾が生じる可能性
がある。この場合、デジタルビデオ放送選択器１は、現在ホームネットワーク６に送信中
のパーシャルＴＳを新たなサービスを追加する前に、上述のような矛盾する値を修正する
。ＰＩＤ処理器８は、複数のストリームを合体させるとともにこのような修正処理を行う
。
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【００４１】
　図８は、ローカルデコーディングを行うデコーダが追加されたデジタルビデオ放送選択
器のブロック図である。ユーザは、ホームネットワーク６に転送されるＴＳに加えて、例
えばローカル接続されたアナログテレビジョン受信機等の表示装置にサービスを表示させ
ることもできる。ローカルサービスを受信中も、ホームネットワーク６へのＴＳの送信は
、バックグラウンドで継続処理される。この種の機器は従来のデジタルビデオ放送セット
トップボックス（ＳＴＢ）に類似する機器であり、ホームネットワーク６に機能的に追加
される。
【００４２】
　このローカルデコーディングは、デコーダ１２が行い、デコーダ１２は、ＴＳ処理部３
供給された信号をデコードしてローカルオーディオビジュアル（ＡＶ）ディスプレイ等の
表示装置に出力する。このような処理においては、ＴＳ処理部３内のＰＩＤ分析器９が選
択されたサービスを抽出してデコーダ１２に供給する機能を担っている。
【００４３】
　図９は、本発明の別の実施の形態を示す図である。この装置は、放送媒体からの信号を
受信せず、ホームネットワークインターフェイス４のみを備えている。ホームネットワー
クインターフェイス４は、ホームネットワーク６に接続され、双方向通信を行う。さらに
ホームネットワークインターフェイス４は、ＴＳ処理部１９にも双方向に通信可能に接続
されている。この図９に示す装置は、ホームネットワーク６のアイソクロノスチャンネル
において転送中のＴＳを処理することができる。すなわち、この装置によれば、多重化さ
れたＴＳから、要求されたパーシャルＴＳを分離（demultiplex）して、異なるアイソク
ロノスチャンネルを介してホームネットワーク６に分離したパーシャルＴＳを送信し、あ
るいは、例えばＭＰＥＧのＡＶデータプログラム又は要素ストリーム等の形式を変形して
他の機器に配信する。
【００４４】
　もちろん、上述した種々の装置の各部のいくつか、あるいは全てを自由に組み合わせて
本発明を実施することができる。
【００４５】
　図１０に示す実施の形態においては、デジタルビデオディスク（ＤＶＤ）再生装置が例
えばＩＥＥＥ１３９４バス等を利用したホームネットワーク６に接続されている。ＤＶＤ
再生装置によって再生されるディスク状記録媒体２０には、実際のサービスがＭＰＥＧ－
２プログラムストリーム（ＰＳ）として記録されている。このコンテンツをホームネット
ワーク６に送信するには、パーシャルＴＳを生成する必要がある。そのため、本発明を適
用したＴＳ生成器１３がホームネットワークインターフェイス４に接続されており、ホー
ムネットワークインターフェイス４は、ホームネットワーク６にパーシャルＴＳを送信す
る。
【００４６】
　図１１は、ＴＳ生成器１３の内部構成を示すブロック図である。このＴＳ生成器１３に
入力されたＭＰＥＧ－２ＰＳは、まずプログラムストリームフィルタ１４に供給され、プ
ログラムストリームフィルタ１４は、ＰＣＲ生成器１７及び転送パケット生成器１５にフ
ィルタリングしたプログラムストリームを供給する。転送パケット生成器１５には、ＰＣ
Ｒ生成器１７の出力信号も供給され、転送パケット生成器１５は、ＴＳマルチプレクサ１
６にパケット化された情報を供給する。ＴＳマルチプレクサ１６は、ＰＳＩ／ＳＩ生成器
１０にも接続されている。ＴＳマルチプレクサ１６は、ＭＰＥＧ－２パーシャルＴＳをホ
ームネットワークインターフェイス４に供給する。
【００４７】
　ディスク状記録媒体２０から供給された元のプログラムストリームは、複数の構成要素
ストリーム（ＥＳ）、すなわち１つのビデオストリームと、複数の音声ストリームと、サ
ブタイトルストリームとからなる。高級ホームネットワークプロトコルは、ホームネット
ワーク６に配信されるパーシャルＴＳに必要な要素ストリームを指定する。ここでは、元
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のプログラムストリームの帯域幅以上の帯域幅が確保されているため、パケットの生成及
び通常のパケットヘッダの追加を行うことができる。
【００４８】
　プログラムストリームフィルタ１４は、元のプログラムストリームをフィルタリングし
、必要な要素ストリームのＰＳパケットのみを転送パケット生成器１５に供給する。また
、プログラムストリームフィルタ１４は、プログラムストリームのパックヘッダをデコー
ドしてＰＣＲ生成器１７にシステムクロック参照値を供給する。
【００４９】
　転送パケット生成器１５は、ＰＳパケットを受け取り、各パケットを１８４バイトのユ
ニットに分割し、各ユニットに所定のＰＩＤを伴うパケットヘッダ（ＭＰＥＧ－２システ
ム）を挿入することにより転送パケットを生成してトランスポートストリームマルチプレ
クサ１６に供給する。転送パケット生成器１５は、ＭＰＥＧ－２システムにおいて定義さ
れているレートでＭＰＥＧ－２ＰＳにおいてパケット化されている要素ストリーム（pack
etized elementary stream：ＰＥＳ）ヘッダから算出されたＰＣＲ値をパケットストリー
ムに挿入する。
【００５０】
　ＴＳマルチプレクサ１６は、上述のように、パーシャルＴＳにＰＳＩ及びＳＩを挿入す
る。ＰＳＩ／ＳＩ生成器１８は、単独でＰＡＴ及びＰＭＴを生成し、この生成時には、Ｐ
ＳＩ／ＳＩ生成器１８又はさらに上位のソフトウェアがＰＩＤを認識し、これを用いる。
ＳＩＴ記述子のコンテンツは関連するＤＶＤテキストから抽出される。ＴＳマルチプレク
サ１６は、出力ビットレートをモニタリングし、出力パーシャルＴＳに待機中のパケット
を挿入してコンテンツのタイミング特性を維持する。
【００５１】
【発明の効果】
　以上のように、本発明は、トランスポートストリーム（ＴＳ）を受信するとともに、ト
ランスポートストリーム（ＴＳ）に関するサービスインフォメーション（ＳＩ）テーブル
を受信し、受信したトランスポートストリーム（ＴＳ）に含まれるパケットをフィルタリ
ングして、ユーザが選択したサービスに関するパケットを含んだトランスポートストリー
ムを生成し、サービスインフォメーション（ＳＩ）テーブルに含まれるサービスディスク
リプションテーブル（ＳＤＴ）及びイベントインフォメーションテーブル（ＥＩＴ）に基
づいて、ユーザが選択したサービスに関するパケットを含んだトランスポートストリーム
に関するセレクションインフォメーションテーブル（ＳＩＴ）を生成し、ユーザが選択し
たサービスに関するパケットを含んだトランスポートストリームと、セレクションインフ
ォメーションテーブル（ＳＩＴ）とを伝送する。
【００５２】
　本発明によれば、多重化されたトランスポートストリーム（ＴＳ）の一部、すなわちユ
ーザにより選択されたサービスのみに関するパケットを含んだトランスポートストリーム
及びこのサービスのみに関するサービスインフォメーション（ＳＩ）テーブルであるセレ
クションインフォメーションテーブルを、例えばホームネットワークなどの伝送路に接続
された機器に伝送するので、多重化された全てのサービスに関するパケット及びこれら全
てのサービスに関するサービスインフォメーション（ＳＩ）テーブルを含むトランスポー
トストリーム（ＴＳ）を伝送するのに比べて、伝送路の帯域幅の無駄をなくすことができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用したデジタルビデオ放送選択器のブロック図である。
【図２】ＭＰＥＧ－２パーシャルＴＳを生成する手順を示すフローチャートである。
【図３】ＭＰＥＧ－２パーシャルＴＳのための新たなプログラムアソシエーションテーブ
ル（ＰＡＴ）の生成を説明する図である。
【図４】ＭＰＥＧ－２パーシャルＴＳのための新たなプログラムマップテーブル（ＰＭＴ
）の生成を説明する図である。
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【図５】セレクションインフォメーションテーブル（ＳＩＴ）の生成を説明する図である
。
【図６】ＭＰＥＧ－２パーシャルＴＳの生成を段階的に示す図である。
【図７】図１に示すデジタルビデオ放送選択器のＴＳ処理部のブロック図である。
【図８】本発明を適用した統合型デジタルビデオ放送選択器／デコーダのブロック図であ
る。
【図９】本発明を適用したインターフェイス装置のブロック図である。
【図１０】本発明を適用したデジタルビデオ再生装置のブロック図である。
【図１１】図１０に示すデジタルビデオ再生装置内のＴＳ生成器のブロック図である。
【図１２】ＭＰＥＧ－２ＴＳを転送するホームネットワーク環境を示す図である。
【図１３】従来のデジタルビデオ放送チューナのブロック図である。
【符号の説明】
１　デジタルビデオ放送選択器、２　前置モジュール、３　ＴＳ処理部、４　ホームネッ
トワークインターフェイス、５　放送媒体、６　ホームネットワーク

【図１】 【図２】
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