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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク上でサーバからコンテンツを取得するためのクライアント端末が、サーバ
の１つとして認識することができるように自機器を前記ネットワークに接続するための接
続手段と、
　前記接続手段を介して前記クライアント端末から供給されるコンテンツリスト取得要求
に基づき、放送に関するサービス情報から生成したチャンネルリストを、前記接続手段を
介して前記クライアント端末に送信するチャンネルリスト送信手段と、
　前記チャンネルリスト送信手段で送信したチャンネルリストに基づいて前記クライアン
ト端末が生成した、チャンネルリスト表示領域を有するＧＵＩ画面を映像表示器に表示さ
せる第１のＧＵＩ画面表示手段と、
　前記第１のＧＵＩ画面表示手段で表示されたＧＵＩ画面のチャンネルリスト表示領域に
表示されているチャンネルのリストから、前記クライアント端末に対する操作によって特
定のチャンネルが選択され、前記クライアント端末が映像表示領域を有するＧＵＩ画面を
生成した際、そのＧＵＩ画面の映像表示領域に組み込まれて当該映像表示領域のＧＵＩ画
面内における位置及びサイズを識別するための基準信号を、前記接続手段を介して前記ク
ライアント端末に送信する基準信号送信手段と、
　前記基準信号送信手段で送信した基準信号を前記クライアント端末が映像表示領域に組
み込んで生成したＧＵＩ画面内から前記基準信号を抽出して、当該ＧＵＩ画面内における
映像表示領域の位置及びサイズを検出する検出手段と、
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　前記クライアント端末に対する操作によって選択されたチャンネルを受信し、そのチャ
ンネルの映像を前記検出手段で検出された映像表示領域に組み込んだＧＵＩ画面を前記映
像表示器に表示させる第２のＧＵＩ画面表示手段とを具備することを特徴とする放送受信
装置。
【請求項２】
　前記クライアント端末が前記ネットワーク上からサーバを検出することにより生成した
サーバ選択用のＧＵＩ画面を前記映像表示器に表示させる第３のＧＵＩ画面表示手段を備
え、
　前記第３のＧＵＩ画面表示手段で表示されるＧＵＩ画面には、前記接続手段により前記
クライアント端末がサーバの１つとして認識した前記自機器が、選択可能なサーバとして
含まれることを特徴とする請求項１記載の放送受信装置。
【請求項３】
　前記第３のＧＵＩ画面表示手段で表示されたＧＵＩ画面の、前記自機器を含むサーバリ
ストから、前記クライアント端末に対する操作によって前記自機器を含む特定のサーバが
選択されることを特徴とする請求項２記載の放送受信装置。
【請求項４】
　前記クライアント端末が生成するＧＵＩ画面は、前記ネットワークとは別に設けられた
特定のデジタルインターフェースを介して入力されることを特徴とする請求項１記載の放
送受信装置。
【請求項５】
　前記クライアント端末が生成するＧＵＩ画面は、前記ネットワークを介して入力される
ことを特徴とする請求項１記載の放送受信装置。
【請求項６】
　ネットワーク上でサーバからコンテンツを取得するためのクライアント端末が、サーバ
の１つとして認識することができるように放送受信装置を前記ネットワークに接続する第
１の工程と、
　前記ネットワークを介して前記クライアント端末から供給されるコンテンツリスト取得
要求に基づき、放送に関するサービス情報から生成したチャンネルリストを、前記ネット
ワークを介して前記クライアント端末に送信する第２の工程と、
　前記第２の工程で送信したチャンネルリストに基づいて前記クライアント端末が生成し
た、チャンネルリスト表示領域を有するＧＵＩ画面を映像表示器に表示させる第３の工程
と、
　前記第３の工程で表示されたＧＵＩ画面のチャンネルリスト表示領域に表示されている
チャンネルのリストから、前記クライアント端末に対する操作によって特定のチャンネル
が選択され、前記クライアント端末が映像表示領域を有するＧＵＩ画面を生成した際、そ
のＧＵＩ画面の映像表示領域に組み込まれて当該映像表示領域のＧＵＩ画面内における位
置及びサイズを識別するための基準信号を、前記ネットワークを介して前記クライアント
端末に送信する第４の工程と、
　前記第４の工程で送信した基準信号を前記クライアント端末が映像表示領域に組み込ん
で生成したＧＵＩ画面内から前記基準信号を抽出して、当該ＧＵＩ画面内における映像表
示領域の位置及びサイズを検出する第５の工程と、
　前記クライアント端末に対する操作によって選択されたチャンネルを受信し、そのチャ
ンネルの映像を前記第５の工程で検出された映像表示領域に組み込んだＧＵＩ画面を前記
映像表示器に表示させる第６の工程とを具備することを特徴とする放送受信方法。
【請求項７】
　ネットワーク上でサーバからコンテンツを取得するためのクライアント端末が、サーバ
の１つとして認識することができるように放送受信装置を前記ネットワークに接続させる
接続手段と、
　前記接続手段を介して前記クライアント端末から供給されるコンテンツリスト取得要求
に基づき、前記放送受信装置が放送に関するサービス情報から生成したチャンネルリスト
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を、前記接続手段を介して前記クライアント端末に送信させるチャンネルリスト送信手段
と、
　前記チャンネルリスト送信手段で送信したチャンネルリストに基づいて前記クライアン
ト端末が生成した、チャンネルリスト表示領域を有するＧＵＩ画面を、前記放送受信装置
に入力させて映像表示器に表示させる第１のＧＵＩ画面表示手段と、
　前記第１のＧＵＩ画面表示手段で表示されたＧＵＩ画面のチャンネルリスト表示領域に
表示されているチャンネルのリストから、前記クライアント端末に対する操作によって特
定のチャンネルが選択され、前記クライアント端末が映像表示領域を有するＧＵＩ画面を
生成した際、そのＧＵＩ画面の映像表示領域に組み込まれて当該映像表示領域のＧＵＩ画
面内における位置及びサイズを識別するための基準信号を、前記放送受信装置から前記接
続手段を介して前記クライアント端末に送信させる基準信号送信手段と、
　前記基準信号送信手段で送信した基準信号を前記クライアント端末が映像表示領域に組
み込んで生成したＧＵＩ画面を前記放送受信装置に入力させ、当該放送受信装置に、その
入力されたＧＵＩ画面内から前記基準信号を抽出してＧＵＩ画面内における映像表示領域
の位置及びサイズを検出させる検出手段と、
　前記放送受信装置に、前記クライアント端末に対する操作によって選択されたチャンネ
ルを受信させ、そのチャンネルの映像を前記検出手段で検出された映像表示領域に組み込
んだＧＵＩ画面を前記映像表示器に表示させる第２のＧＵＩ画面表示手段とを具備するこ
とを特徴とする放送受信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ネットワーク経由でサーバからコンテンツを取得するためのクライアント
端末によって制御される放送受信装置、上記クライアント端末の制御に基づいて行なわれ
る放送受信方法及び上記クライアント端末の制御によって放送を受信する放送受信システ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように、近年では、例えばＬＡＮ（local area network）等のネットワークを経
由して映像コンテンツを送受信するための規格として、ＵＰｎＰ（universal plug and p
lay）技術に基づいてＤＬＮＡ（digital living network alliance）が提唱するガイドラ
インが採用されてきている。
【０００３】
　そして、この規格においては、ネットワークに接続された、例えばＰＣ（personal com
puter）やＨＤＤ（hard disk drive）等でなる各種サーバから、ユーザが所望のコンテン
ツを取得して視聴するために、ＤＭＡ（digital media adapter）と称されるクライアン
ト端末が使用されている。
【０００４】
　このクライアント端末は、ネットワーク経由で各種のサーバに選択的にアクセスしてデ
ータ通信を行なう機能を有するとともに、例えばＨＤＭＩ（high definition multimedia
 interface）規格等に準拠したデジタルインターフェースを介してテレビジョン受信機と
データ通信を行なう機能を有している。
【０００５】
　そして、このクライアント端末は、ユーザの操作に基づいて、ネットワーク経由で特定
のサーバにアクセスして所望のコンテンツを取得し、その取得したコンテンツを、デジタ
ルインターフェースを介してテレビジョン受信機に送信して映像表示や音声再生を行なわ
せるように機能している。
【０００６】
　ところで、上記のように、クライアント端末で取得したコンテンツをテレビジョン受信
機で視聴するシステムにあっては、同じテレビジョン受信機で、クライアント端末により
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サーバから取得したコンテンツを視聴することと、テレビジョン放送番組を受信して視聴
することとを選択的に行なうことになる。
【０００７】
　このため、ユーザは、クライアント端末によりサーバから取得したコンテンツの視聴を
行なうか、または、テレビジョン放送番組の視聴を行なうかに応じて、その都度、テレビ
ジョン受信機の入力モードをデジタルインターフェース側と放送受信側とに切り替える操
作を行なう必要が生じる。
【０００８】
　また、ユーザは、クライアント端末でサーバやコンテンツを選択する場合には、クライ
アント端末のリモートコントローラを操作し、テレビジョン放送のチャンネルを選択する
場合には、テレビジョン受信機のリモートコントローラを操作する必要があり、ユーザに
とって操作が煩雑になっている。
【０００９】
　特許文献１には、テレビジョン放送から取得した映像信号と、インターネットから取得
した映像信号とを、それぞれ水平方向に圧縮して横並びに合成し、テレビジョン放送から
取得した映像信号と、インターネットから取得した映像信号と、合成した映像信号とを切
り替えて画面に表示させるようにした構成が開示されている。
【特許文献１】特開平１０－０５１７０３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　そこで、この発明は上記事情を考慮してなされたもので、ネットワーク経由でサーバか
らコンテンツを取得するためのクライアント端末によって制御可能とすることにより、ユ
ーザの操作を容易化して取り扱いを便利にし得るようにした放送受信装置、放送受信方法
及び放送受信システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　すなわち、この発明に係る放送受信装置は、ネットワーク上でサーバからコンテンツを
取得するためのクライアント端末が、サーバの１つとして認識することができるように自
機器をネットワークに接続するための接続手段と、接続手段を介してクライアント端末か
ら供給されるコンテンツリスト取得要求に基づき、放送に関するサービス情報から生成し
たチャンネルリストを、接続手段を介してクライアント端末に送信するチャンネルリスト
送信手段と、チャンネルリスト送信手段で送信したチャンネルリストに基づいてクライア
ント端末が生成した、チャンネルリスト表示領域を有するＧＵＩ画面を映像表示器に表示
させる第１のＧＵＩ画面表示手段と、第１のＧＵＩ画面表示手段で表示されたＧＵＩ画面
のチャンネルリスト表示領域に表示されているチャンネルのリストから、クライアント端
末に対する操作によって特定のチャンネルが選択され、クライアント端末が映像表示領域
を有するＧＵＩ画面を生成した際、そのＧＵＩ画面の映像表示領域に組み込まれて当該映
像表示領域のＧＵＩ画面内における位置及びサイズを識別するための基準信号を、接続手
段を介してクライアント端末に送信する基準信号送信手段と、基準信号送信手段で送信し
た基準信号をクライアント端末が映像表示領域に組み込んで生成したＧＵＩ画面内から基
準信号を抽出して、当該ＧＵＩ画面内における映像表示領域の位置及びサイズを検出する
検出手段と、クライアント端末に対する操作によって選択されたチャンネルを受信し、そ
のチャンネルの映像を検出手段で検出された映像表示領域に組み込んだＧＵＩ画面を映像
表示器に表示させる第２のＧＵＩ画面表示手段とを備えるようにしたものである。
【００１２】
　また、この発明に係る放送受信方法は、ネットワーク上でサーバからコンテンツを取得
するためのクライアント端末が、サーバの１つとして認識することができるように放送受
信装置をネットワークに接続する第１の工程と、ネットワークを介してクライアント端末
から供給されるコンテンツリスト取得要求に基づき、放送に関するサービス情報から生成
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したチャンネルリストを、ネットワークを介してクライアント端末に送信する第２の工程
と、第２の工程で送信したチャンネルリストに基づいてクライアント端末が生成した、チ
ャンネルリスト表示領域を有するＧＵＩ画面を映像表示器に表示させる第３の工程と、第
３の工程で表示されたＧＵＩ画面のチャンネルリスト表示領域に表示されているチャンネ
ルのリストから、クライアント端末に対する操作によって特定のチャンネルが選択され、
クライアント端末が映像表示領域を有するＧＵＩ画面を生成した際、そのＧＵＩ画面の映
像表示領域に組み込まれて当該映像表示領域のＧＵＩ画面内における位置及びサイズを識
別するための基準信号を、ネットワークを介してクライアント端末に送信する第４の工程
と、第４の工程で送信した基準信号をクライアント端末が映像表示領域に組み込んで生成
したＧＵＩ画面内から基準信号を抽出して、当該ＧＵＩ画面内における映像表示領域の位
置及びサイズを検出する第５の工程と、クライアント端末に対する操作によって選択され
たチャンネルを受信し、そのチャンネルの映像を第５の工程で検出された映像表示領域に
組み込んだＧＵＩ画面を映像表示器に表示させる第６の工程とを備えるようにしたもので
ある。
【００１３】
　さらに、この発明に係る放送受信システムは、ネットワーク上でサーバからコンテンツ
を取得するためのクライアント端末が、サーバの１つとして認識することができるように
放送受信装置をネットワークに接続させる接続手段と、接続手段を介してクライアント端
末から供給されるコンテンツリスト取得要求に基づき、放送受信装置が放送に関するサー
ビス情報から生成したチャンネルリストを、接続手段を介してクライアント端末に送信さ
せるチャンネルリスト送信手段と、チャンネルリスト送信手段で送信したチャンネルリス
トに基づいてクライアント端末が生成した、チャンネルリスト表示領域を有するＧＵＩ画
面を、放送受信装置に入力させて映像表示器に表示させる第１のＧＵＩ画面表示手段と、
第１のＧＵＩ画面表示手段で表示されたＧＵＩ画面のチャンネルリスト表示領域に表示さ
れているチャンネルのリストから、クライアント端末に対する操作によって特定のチャン
ネルが選択され、クライアント端末が映像表示領域を有するＧＵＩ画面を生成した際、そ
のＧＵＩ画面の映像表示領域に組み込まれて当該映像表示領域のＧＵＩ画面内における位
置及びサイズを識別するための基準信号を、放送受信装置から接続手段を介してクライア
ント端末に送信させる基準信号送信手段と、基準信号送信手段で送信した基準信号をクラ
イアント端末が映像表示領域に組み込んで生成したＧＵＩ画面を放送受信装置に入力させ
、当該放送受信装置に、その入力されたＧＵＩ画面内から基準信号を抽出してＧＵＩ画面
内における映像表示領域の位置及びサイズを検出させる検出手段と、放送受信装置に、ク
ライアント端末に対する操作によって選択されたチャンネルを受信させ、そのチャンネル
の映像を検出手段で検出された映像表示領域に組み込んだＧＵＩ画面を映像表示器に表示
させる第２のＧＵＩ画面表示手段とを備えるようにしたものである。
【発明の効果】
【００１４】
　上記した発明によれば、ネットワーク経由でサーバからコンテンツを取得するためのク
ライアント端末によって放送受信装置を制御可能とするようにしたので、ユーザの操作を
容易化して取り扱いを便利にすることができるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、この発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。図１は、この実
施の形態で説明するネットワークシステムを概略的に示している。このネットワークシス
テムは、デジタルテレビジョン放送受信装置１１と、ＤＭＡであるクライアント端末１２
と、例えばＰＣやＨＤＤ等でなる複数のサーバ１３１～１３ｎとを、ＬＡＮ１４上に接続
し、ＤＬＮＡの提唱するガイドラインに準拠した形態でデータ通信が行なわれるように構
築したものである。
【００１６】
　この場合、上記クライアント端末１２は、そのリモートコントローラ１５の操作に基づ
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き、ＬＡＮ１４を介して各種のサーバ１３１～１３ｎに選択的にアクセスして、所望のコ
ンテンツを取得する機能を有している。そして、このクライアント端末１２は、サーバ１
３１～１３ｎから取得したコンテンツを、例えばＨＤＭＩ規格等のデジタルインターフェ
ースに準拠した形態で、ケーブル１６を介してデジタルテレビジョン放送受信装置１１に
送信し、映像表示や音声再生を行なわせるように機能している。
【００１７】
　また、上記デジタルテレビジョン放送受信装置１１は、そのリモートコントローラ１７
を操作して、デジタルテレビジョン放送受信装置１１の入力モードをケーブル１６側とア
ンテナ１７側とに選択的に切り替えることにより、クライアント端末１２からケーブル１
６を介して供給されるコンテンツを映像表示や音声再生する機能と、アンテナ１８を介し
て受信したテレビジョン放送番組を映像表示や音声再生する機能とをそれぞれ実現するこ
とができる。なお、このデジタルテレビジョン放送受信装置１１は、そのリモートコント
ローラ１７を操作してテレビジョン放送のチャンネルを選択することが可能である。
【００１８】
　ところで、クライアント端末１２から供給されるコンテンツを視聴する場合と、アンテ
ナ１８で受信したテレビジョン放送番組を視聴する場合とで、その都度、デジタルテレビ
ジョン放送受信装置１１の入力モードをケーブル１６側とアンテナ１８側とに切り替える
ことや、サーバ１３１～１３ｎやコンテンツを選択する場合に、クライアント端末１２の
リモートコントローラ１５を操作し、テレビジョン放送のチャンネルを選択する場合に、
デジタルテレビジョン放送受信装置１１のリモートコントローラ１７を操作することは、
ユーザにとって操作が煩雑になる。
【００１９】
　そこで、この実施の形態では、クライアント端末１２がＬＡＮ１４上でデジタルテレビ
ジョン放送受信装置１１をサーバの１つとして認識することができるように、デジタルテ
レビジョン放送受信装置１１にサーバ機能を搭載している。そして、クライアント端末１
２が、そのリモートコントローラ１５の操作に基づいて各サーバ１３１～１３ｎやコンテ
ンツを選択する機能を利用することにより、クライアント端末１２が、そのリモートコン
トローラ１５の操作に基づいてデジタルテレビジョン放送受信装置１１に対してチャンネ
ルの選択を行なえるようにしている。
【００２０】
　すなわち、デジタルテレビジョン放送受信装置１１の入力モードをケーブル１６側に切
り替えておけば、ユーザが、クライアント端末１２のリモートコントローラ１５を操作す
るだけで、各サーバ１３１～１３ｎやコンテンツを選択して視聴することと、テレビジョ
ン放送のチャンネルを選択して視聴することとをそれぞれ制御することができるようにな
り、ユーザの操作を容易化して取り扱いを便利にするようにしている。
【００２１】
　図２は、上記したデジタルテレビジョン放送受信装置１１の主要な信号処理系を示して
いる。すなわち、ＢＳ／ＣＳデジタル放送受信用のアンテナ１８ａで受信した衛星デジタ
ル放送信号は、入力端子１９を介して衛星デジタル放送用のチューナ２０に供給されるこ
とにより、所望のチャンネルの放送信号が選局される。
【００２２】
　そして、このチューナ２０で選局された放送信号は、ＰＳＫ（phase shift keying）復
調器２１に供給されてＴＳ（transport stream）が復調される。このＴＳは、ＴＳ復号器
２２に供給されてデジタルの映像信号及び音声信号等に復号化された後、信号処理部２３
に出力される。
【００２３】
　また、地上波放送受信用のアンテナ１８ｂで受信した地上デジタルテレビジョン放送信
号は、入力端子２４を介して地上デジタル放送用のチューナ２５に供給されることによっ
て、所望のチャンネルの放送信号が選局される。
【００２４】
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　そして、このチューナ２５で選局された放送信号は、ＯＦＤＭ（orthogonal frequency
 division multiplexing）復調器２６に供給されてＴＳが復調される。このＴＳは、ＴＳ
復号器２７に供給されてデジタルの映像信号及び音声信号に復号化された後、上記信号処
理部２３に出力される。
【００２５】
　また、上記地上波放送受信用のアンテナ１８ｂで受信した地上アナログテレビジョン放
送信号は、入力端子２４を介して地上アナログ放送用のチューナ２８に供給されることに
より、所望のチャンネルの放送信号が選局される。そして、このチューナ２８で選局され
た放送信号は、アナログ復調器２９に供給されてアナログの映像信号及び音声信号に復調
された後、上記信号処理部２３に出力される。
【００２６】
　ここで、上記信号処理部２３は、ＴＳ復号器２２，２７からそれぞれ供給されたデジタ
ルの映像信号及び音声信号に対して、選択的に所定のデジタル信号処理を施し、グラフィ
ック処理部３０及び音声処理部３１に出力している。
【００２７】
　また、上記信号処理部２３には、複数（図示の場合は４つ）の入力端子３２ａ，３２ｂ
，３２ｃ，３２ｄが接続されている。これら入力端子３２ａ～３２ｄは、それぞれ、アナ
ログの映像信号及び音声信号を、デジタルテレビジョン放送受信装置１１の外部から入力
可能とするものである。
【００２８】
　そして、この信号処理部２３は、上記アナログ復調器２９及び各入力端子３２ａ～３２
ｄからそれぞれ供給されたアナログの映像信号及び音声信号を選択的にデジタル化し、そ
のデジタル化された映像信号及び音声信号に対して所定のデジタル信号処理を施した後、
グラフィック処理部３０及び音声処理部３１に出力している。
【００２９】
　このうち、グラフィック処理部３０は、信号処理部２３から供給されるデジタルの映像
信号に、ＯＳＤ（on screen display）信号生成部３３で生成されるＯＳＤ信号を重畳し
て出力する機能を有する。また、このグラフィック処理部３０は、信号処理部２３の出力
映像信号と、ＯＳＤ信号生成部３３の出力ＯＳＤ信号とを選択的に出力することや、両出
力をそれぞれ画面の半分を構成するように組み合わせて出力することができる。
【００３０】
　そして、グラフィック処理部３０から出力されたデジタルの映像信号は、映像処理部３
４に供給される。この映像処理部３４は、入力されたデジタルの映像信号を、映像表示器
３５で表示可能なフォーマットのアナログ映像信号に変換した後、映像表示器３５に出力
して映像表示させるとともに、出力端子３６を介して外部に導出させる。
【００３１】
　また、上記音声処理部３１は、入力されたデジタルの音声信号を、スピーカ３７で再生
可能なフォーマットのアナログ音声信号に変換した後、スピーカ３７に出力して音声再生
させるとともに、出力端子３８を介して外部に導出させる。
【００３２】
　ここで、このデジタルテレビジョン放送受信装置１１は、上記した各種の受信動作を含
むその全ての動作を制御部３９によって統括的に制御されている。この制御部３９は、Ｃ
ＰＵ（central processing unit）３９ａを内蔵しており、操作部４０からの操作情報を
受け、または、前記リモートコントローラ１７から送出され受光部４１で受信した操作情
報を受けて、その操作内容が反映されるように各部をそれぞれ制御している。
【００３３】
　この場合、制御部３９は、主として、そのＣＰＵ３９ａが実行する制御プログラムを格
納したＲＯＭ（read only memory）３９ｂと、該ＣＰＵ３９ａに作業エリアを提供するＲ
ＡＭ（random access memory）３９ｃと、各種の設定情報及び制御情報等が格納される不
揮発性メモリ３９ｄとを利用している。
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【００３４】
　また、この制御部３９は、サーバ機能を有するＬＡＮ Ｉ／Ｆ（interface）４２及びＬ
ＡＮ端子４３を介して、前記ＬＡＮ１４に接続されている。これにより、制御部３９は、
ＬＡＮ１４上のクライアント端末１２や各種サーバ１３１～１３ｎ等と、ＬＡＮ Ｉ／Ｆ
４２を介してデータ通信を行なうことができる。
【００３５】
　さらに、上記制御部３９は、ＨＤＭＩ Ｉ／Ｆ４４及びＨＤＭＩ端子４５を介して、前
記ケーブル１６に接続されている。これにより、制御部３９は、クライアント端末１２か
らケーブル１６を介して出力されるＨＤＭＩ規格に準拠したコンテンツを、ＨＤＭＩ Ｉ
／Ｆ４４を介して受信することができる。
【００３６】
　また、上記制御部３９は、コンテンツリスト作成部３９ｅ、基準信号生成抽出部３９ｆ
及び重畳処理部３９ｇ等を備えている。このうち、コンテンツリスト作成部３９ｅは、予
め放送信号やネットワーク（ＬＡＮ１４）等を介して取得したテレビジョン放送に関する
サービス情報から、テレビジョン放送チャンネルに関するリストとしてコンテンツリスト
を作成している。このコンテンツリスト作成部３９ｅで作成されたコンテンツ（チャンネ
ル）リストは、クライアント端末１２からの要求により、ＬＡＮ Ｉ／Ｆ４２及びＬＡＮ
端子４３を介してＬＡＮ１４上に送信される。
【００３７】
　さらに、上記基準信号生成抽出部３９ｆは、詳細は後述するが、クライアント端末１２
がＧＵＩ（graphical user interface）画面を生成する際に、ＧＵＩ画面に組み込むため
の擬似映像信号となる基準信号を生成している。この基準信号としては、例えば色や絵柄
が時間とともに変化するような静止画が用いられる。この基準信号は、クライアント端末
１２からの要求により、ＬＡＮ Ｉ／Ｆ４２及びＬＡＮ端子４３を介してＬＡＮ１４上に
送信される。
【００３８】
　また、この基準信号生成抽出部３９ｆは、クライアント端末１２からケーブル１６を介
して供給されたＧＵＩ画面から、そこに組み込まれている基準信号の位置及びサイズを抽
出している。
【００３９】
　さらに、上記重畳処理部３９ｇは、クライアント端末１２からケーブル１６を介して供
給されたＧＵＩ画面の中の、基準信号生成抽出部３９ｆで抽出された基準信号の組み込ま
れている位置に、デジタルテレビジョン放送受信装置１１が受信したテレビジョン放送番
組の映像を重畳する機能を有する。
【００４０】
　上記のような構成において、以下、その動作について説明する。すなわち、ユーザは、
クライアント端末１２のリモートコントローラ１５を操作して、クライアント端末１２に
サーバ選択用のＧＵＩ画面の表示を要求する。すると、クライアント端末１２は、ＬＡＮ
１４上に接続されている全てのサーバ１３１～１３ｎを検出する。この場合、クライアン
ト端末１２は、先にも述べたように、デジタルテレビジョン放送受信装置１１もサーバの
１つとして検出する。
【００４１】
　そして、クライアント端末１２は、検出結果に基づいて、図３に示すようなサーバ選択
用のＧＵＩ画面を生成する。このサーバ選択用のＧＵＩ画面は、ケーブル１６を介してデ
ジタルテレビジョン放送受信装置１１に出力され、その映像表示器３５に表示される。こ
の場合、サーバ選択用のＧＵＩ画面には、デジタルテレビジョン放送受信装置１１もサー
バ１３１～１３ｎの１つとして含まれている（図３では、ＴＶと表記）。
【００４２】
　ユーザは、映像表示器３５に表示されたサーバ選択用のＧＵＩ画面を見ながら、クライ
アント端末１２のリモートコントローラ１５を操作することにより、所望のサーバ（ここ
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ではサーバ１３１とする）を選択して決定する。
【００４３】
　このようにして特定のサーバ１３１が指定されると、以下、図４に示す処理動作が行な
われる。すなわち、クライアント端末１２は、ステップＳ４ａで、ＬＡＮ１４を介してサ
ーバ１３１にコンテンツリストの要求を行ない、サーバ１３１は、ステップＳ４ｂで、Ｌ
ＡＮ１４を介して自己の有するコンテンツのリストをクライアント端末１２に送信する。
【００４４】
　すると、クライアント端末１２は、サーバ１３１から供給されたコンテンツリストに基
づいて、図５に示すようなコンテンツ選択用のＧＵＩ画面を生成し、ステップＳ４ｃで、
ケーブル１６を介してコンテンツ選択用のＧＵＩ画面をデジタルテレビジョン放送受信装
置１１に出力し、その映像表示器３５に表示させる。
【００４５】
　このコンテンツ選択用のＧＵＩ画面は、映像表示領域４６とコンテンツリストを表示す
るリスト表示領域４７とを有している。コンテンツ選択用のＧＵＩ画面の映像表示領域４
６には、クライアント端末１２が暫定的にリスト内から選択するコンテンツ（例えばリス
トの先頭、コンテンツ１）の映像が、クライアント端末１２によりコンテンツ選択用のＧ
ＵＩ画面に組み込まれて表示されている。
【００４６】
　そして、ユーザは、映像表示器３５に表示されたコンテンツ選択用のＧＵＩ画面のリス
ト表示領域４７と、映像表示領域４６に表示される暫定的に選択されているコンテンツの
映像とを見ながら、クライアント端末１２のリモートコントローラ１５を操作することに
より、所望のコンテンツを選択して決定する。
【００４７】
　上記のような映像表示領域４６にコンテンツが表示されるまでの詳細を以下に述べる。
クライアント端末１２は、ステップＳ４ｄで、ＬＡＮ１４を介してサーバ１３１にコンテ
ンツの要求を行ない、サーバ１３１は、ステップＳ４ｅで、要求されたコンテンツをＬＡ
Ｎ１４経由でクライアント端末１２に送信する。ステップＳ４ｄ、Ｓ４ｅは、ユーザが異
なるコンテンツを選択するたびに行なわれる。
【００４８】
　その後、クライアント端末１２は、サーバ１３１から取得したコンテンツの映像を、コ
ンテンツ選択用のＧＵＩ画面の映像表示領域４６に組み込み、ステップＳ４ｆで、そのＧ
ＵＩ画面をケーブル１６経由でデジタルテレビジョン放送受信装置１１に出力し、その映
像表示器３５に表示させる。
【００４９】
　これにより、ユーザの要求したコンテンツの映像が映像表示領域４６に表示されたコン
テンツ選択用のＧＵＩ画面が、デジタルテレビジョン放送受信装置１１の映像表示器３５
に表示されることになって、ここに、ユーザによるサーバ１３１～１３ｎ及びコンテンツ
の選択と、選択されたコンテンツの映像表示とが行なわれることになる。
【００５０】
　なお、クライアント端末１２は、コンテンツが選択された後は、映像表示領域４６が映
像表示器３５の画面一杯となるようなＧＵＩ画面を生成し、そのＧＵＩ画面をデジタルテ
レビジョン放送受信装置１１に送信して、その映像表示器３５に表示させるようにするこ
ともできる。
【００５１】
　また、映像表示領域４６が映像表示器３５の画面一杯となるようなＧＵＩ画面を生成す
るか否かは、ユーザがクライアント端末１２のリモートコントローラ１５を操作して任意
に設定可能とすることもできる。
【００５２】
　次に、図３に示したサーバ選択用のＧＵＩ画面において、ユーザが、クライアント端末
１２のリモートコントローラ１５を操作することにより、デジタルテレビジョン放送受信
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装置１１（ＴＶ）を選択して決定した場合について説明する。
【００５３】
　このようにデジタルテレビジョン放送受信装置１１が指定されると、以下、図６に示す
処理動作が行なわれる。すなわち、クライアント端末１２は、ステップＳ６ａで、ＬＡＮ
１４を介してデジタルテレビジョン放送受信装置１１にコンテンツリストを要求する。す
ると、デジタルテレビジョン放送受信装置１１は、ステップＳ６ｂで、ＬＡＮ１４を介し
てコンテンツリスト作成部３９ｅで作成したコンテンツ（チャンネル）リストをクライア
ント端末１２に送信する。
【００５４】
　このため、クライアント端末１２は、デジタルテレビジョン放送受信装置１１から供給
されたコンテンツ（チャンネル）リストに基づいて、図７に示すようなチャンネル選択用
のＧＵＩ画面を生成し、ステップＳ６ｃで、ケーブル１６を介してチャンネル選択用のＧ
ＵＩ画面をデジタルテレビジョン放送受信装置１１に出力し、その映像表示器３５に表示
させる。
【００５５】
　このチャンネル選択用のＧＵＩ画面は、映像表示領域４８とコンテンツ（チャンネル）
リストを表示するリスト表示領域４９とを有している。チャンネル選択用のＧＵＩ画面の
映像表示領域４８には、最終的にはサーバ１３１が指定された場合の例と同様に、クライ
アント端末１２が暫定的にリスト内から選択するコンテンツ（チャンネル）の映像、また
は、ユーザが映像表示器３５に表示されたチャンネル選択用のＧＵＩ画面のリスト表示領
域４９を見ながら、クライアント端末１２のリモートコントローラ１５を操作することに
より選択した所望のコンテンツ（チャンネル）の映像が提示されるのだが、サーバ１３１
での例と異なり、クライアント端末１２ではなく、デジタルテレビジョン放送受信装置１
１が自身のコンテンツ（チャンネル）の映像をクライアント端末１２から得るチャンネル
選択用のＧＵＩ画面に組み込み表示することになる。
【００５６】
　上記の映像表示領域４８にコンテンツが表示されるまでの詳細を以下に述べる。サーバ
１３１での例と同様に、クライアント端末１２は、ステップＳ６ｄで、ＬＡＮ１４を介し
てデジタルテレビジョン放送受信装置１１に、選択決定されたチャンネルの受信を要求す
る。
【００５７】
　すると、サーバ１３１での例では要求に対応するコンテンツを送信するが、デジタルテ
レビジョン放送受信装置１１は、ステップＳ６ｅで、基準信号生成抽出部３９ｆで生成し
た基準信号を、ＬＡＮ１４を介してクライアント端末１２に送信する。
【００５８】
　このため、クライアント端末１２は、デジタルテレビジョン放送受信装置１１から取得
した基準信号を、チャンネル選択用のＧＵＩ画面の映像表示領域４８に組み込み、ステッ
プＳ６ｆで、そのＧＵＩ画面をケーブル１６経由でデジタルテレビジョン放送受信装置１
１に出力する。
【００５９】
　すると、デジタルテレビジョン放送受信装置１１は、ケーブル１６を介して供給された
チャンネル選択用のＧＵＩ画面から、基準信号生成抽出部３９ｆにより基準信号を抽出す
ることにより、ＧＵＩ画面内における映像表示領域４８の位置及びサイズを検出する。
【００６０】
　一方、デジタルテレビジョン放送受信装置１１は、クライアント端末１２から要求され
たチャンネルの受信を行ない、当該チャンネルで得られた映像を、基準信号生成抽出部３
９ｆで検出されたサイズに圧縮し、重畳処理部３９ｇにより基準信号生成抽出部３９ｆで
検出された位置、つまり、チャンネル選択用のＧＵＩ画面内における映像表示領域４８に
組み込み、そのＧＵＩ画面を映像表示器３５に表示させる。
【００６１】
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　これにより、ユーザの要求したチャンネルの映像が映像表示領域４８に表示されたチャ
ンネル選択用のＧＵＩ画面が、デジタルテレビジョン放送受信装置１１の映像表示器３５
に表示されることになり、ここに、ユーザによるテレビジョン放送チャンネルの選択と、
選択されたチャンネルの映像表示とが行なわれることになる。
【００６２】
　なお、クライアント端末１２は、チャンネルが選択された後は、映像表示領域４８が映
像表示器３５の画面一杯となるようなＧＵＩ画面を生成し、そのＧＵＩ画面をデジタルテ
レビジョン放送受信装置１１に送信して、その映像表示器３５に表示させるようにするこ
ともできる。
【００６３】
　また、映像表示領域４８が映像表示器３５の画面一杯となるようなＧＵＩ画面を生成す
るか否かは、ユーザがクライアント端末１２のリモートコントローラ１５を操作して任意
に設定可能とすることもできる。
【００６４】
　上記した実施の形態によれば、デジタルテレビジョン放送受信装置１１の入力モードを
ケーブル１６側に切り替えておくことにより、ユーザが、クライアント端末１２のリモー
トコントローラ１５を操作するだけで、各サーバ１３１～１３ｎやコンテンツの選択と、
テレビジョン放送チャンネルの選択とをそれぞれ行なうことができるようになるので、ユ
ーザの操作を容易化して取り扱いを便利にすることができる。
【００６５】
　また、デジタルテレビジョン放送受信装置１１は、ＬＡＮ１４を介して基準信号を出力
し、クライアント端末１２は、基準信号を組み込んだＧＵＩ画面を生成し、そのＧＵＩ画
面がケーブル１６を介してデジタルテレビジョン放送受信装置１１に供給されている。そ
して、デジタルテレビジョン放送受信装置１１の内部において、基準信号で示される位置
に受信したチャンネルの映像が組み込まれるようにしている。
【００６６】
　すなわち、デジタルテレビジョン放送受信装置１１が受信したチャンネルで放送されて
いる番組のデータは、デジタルテレビジョン放送受信装置１１の外部に一切出力されない
構成となっているため、ＬＡＮ１４やケーブル１６におけるデータ伝送にコピー保護が図
られているか否かに無関係に、十分なコピー保護を行なうことができる。
【００６７】
　このため、クライアント端末１２が生成した各種のＧＵＩ画面は、ケーブル１６を介し
てデジタルテレビジョン放送受信装置１１に伝送するのに代えて、ＬＡＮ１４を介してデ
ジタルテレビジョン放送受信装置１１に伝送するようにすることもできる。
【００６８】
　また、上記した実施の形態では、デジタルテレビジョン放送受信装置１１とクライアン
ト端末１２とを別体としたが、デジタルテレビジョン放送受信装置１１内にクライアント
端末１２を一体的に組み込む構成とすることも考えられる。
【００６９】
　図８及び図９は、上記したデジタルテレビジョン放送受信装置１１が行なう主要な処理
動作をまとめたフローチャートを示している。まず、処理が開始（ステップＳ８ａ）され
ると、制御部３９は、ステップＳ８ｂで、ＣＤＳ（content directory service）の更新
を実行する。
【００７０】
　すなわち、ＵＰｎＰでは、サーバの機能として、ＣＤＳと称される、その機器が保有す
るコンテンツのＸＭＬ（extensible markup language）形式のリストと、そのリストを操
作するためのサービスとを定義している。
【００７１】
　そして、ＣＤＳでは、コンテンツリストに対する操作を、ＳＯＡＰ（simple object ac
cess protocol）で実現されるアクションの要求で受け付け応答するサービスを、接続機
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器に対して提供している。ＳＯＡＰは、ＸＭＬをベースとしたメッセージ交換のためのプ
ロトコルであり、このメッセージはＨＴＴＰ（hypertext transfer protocol）により伝
送される。
【００７２】
　コンテンツリスト作成部３９ｅに渡されるＸＭＬには、地上波、ＢＳ（broadcasting s
atellite）、ＣＳ（communication satellite）等の放送メディアの種類と、それぞれの
メディアに含まれる放送局名、チャンネル番号、さらに、局毎で放送している番組名、番
組のジャンル等が含まれる。
【００７３】
　また、そのＸＭＬには、映像データの情報も含むことになるが、フォーマットとしては
ＤＬＮＡのデフォルトであるＭＰＥＧ－ＰＳ（moving picture experts Group－program 
stream）を記述している。コンテンツリスト作成部３９ｅでは、それぞれの番組に対して
コンテンツの取得先となるＵＲＬ（uniform resource identifiers）を一意に特定できる
ように付加し、対応関係を保持している。
【００７４】
　その後、制御部３９は、ステップＳ８ｃで、クライアント端末１２からＬＡＮ１４経由
でコンテンツ（チャンネル）リストが要求されたか否かを判別し、要求されたと判断され
た場合（ＹＥＳ）、ステップＳ８ｄで、コンテンツ（チャンネル）リストをＬＡＮ１４経
由でクライアント端末１２に送信する。
【００７５】
　次に、制御部３９は、ユーザがデジタルテレビジョン放送受信装置１１に対して行なう
入力信号の切り替え、または、ステップＳ８ｃで要求されたと判断されたことをきっかけ
に、ステップＳ８ｅとしてクライアント端末１２からケーブル１６経由で供給されるチャ
ンネル選択用のＧＵＩ画面を、映像表示器３５に表示させる。その後、制御部３９は、ス
テップＳ８ｆで、チャンネルの選択決定が行なわれたか否かを、後述のようなＨＴＴＰの
Ｇｅｔメソットの受信により判別する。
【００７６】
　ＵＰｎＰでは、ＳＳＤＰ（simple service discovery protocol）と称される手法で、
ＬＡＮ１４上の機器を探したり、自機器の存在をＬＡＮ１４上の他機器へ通知する。コン
テンツリスト作成部３９ｅは、その存在をクライアント端末１２に案内し、クライアント
端末１２からのチャンネル選択要求を受け付ける。
【００７７】
　クライアント端末１２は、一般にＣＤＳの情報に基づいて、ユーザにコンテンツ（チャ
ンネル）の内容を提示する。ユーザがチャンネルを選択した場合の受信要求は、そのチャ
ンネルに対応するＵＲＩに対するＨＴＴＰのＧｅｔメソッドとして行なわれる。コンテン
ツリスト作成部３９ｅは、ＵＲＩから受信要求のあったチャンネルを割り出し、実際の選
局動作に供させている。
【００７８】
　上記ステップＳ８ｆでチャンネルが決定されたと判断された場合（ＹＥＳ）、制御部３
９は、ステップＳ８ｇで、基準信号をＬＡＮ１４経由でクライアント端末１２に送信する
。この場合、制御部３９は、基準信号生成抽出部３９ｆを作動させ、コンテンツリスト作
成部３９ｅが行なうＧｅｔメソッドの応答に用いさせる。基準信号生成抽出部３９ｆでは
、例えば色や時間変化する静止画をＭＰＥＧ－ＰＳフォーマットに変換し基準信号を生成
する。
【００７９】
　その後、制御部３９は、ステップＳ９ａで、クライアント端末１２から基準信号が組み
込まれたＧＵＩ画面をケーブル１６経由で入力し、ステップＳ９ｂで、入力したＧＵＩ画
面から基準信号を抽出し、それが組み込まれている位置及びサイズを検出する。
【００８０】
　基準信号生成抽出部３９ｆでは、入力されたＧＵＩ画面の中に基準信号生成抽出部３９
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ｆが生成した基準信号が重畳されているか否かを常時監視している。そして、基準信号が
色差の場合では構成する色、時間差の場合にはフレーム間の差分情報に基づいて、重畳さ
れている基準信号の位置及びサイズを検出する。
【００８１】
　そして、制御部３９は、ステップＳ９ｃで、検出された基準信号のサイズに変化があっ
たか否かを判別し、変化があると判断された場合（ＹＥＳ）、ステップＳ９ｄで、検出さ
れたサイズに対応させて、受信した番組の映像にスケーリング処理を施した後、ステップ
Ｓ９ｅで、ＧＵＩ画面の基準信号が検出された位置に基準信号をスケーリング処理された
番組映像で覆い隠すように組み込んで表示し、処理を終了（ステップＳ９ｆ）する。なお
、上記ステップＳ９ｃで検出された基準信号のサイズに変化がないと判断された場合（Ｎ
Ｏ）、制御部３９は、直接ステップＳ９ｅの処理に移行する。
【００８２】
　すなわち、基準信号のサイズに変化があった場合、基準信号生成抽出部３９ｆは、その
情報を重畳処理部３９ｇに通知する。重畳処理部３９ｇでは、基準信号生成抽出部３９ｆ
から得たサイズ情報に基づいて、そのサイズに受信した番組の映像を圧縮し、基準信号の
検出された位置に重ね合わせている。
【００８３】
　なお、この発明は上記した実施の形態そのままに限定されるものではなく、実施段階で
はその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を種々変形して具体化することができる。また、
上記した実施の形態に開示されている複数の構成要素を適宜に組み合わせることにより、
種々の発明を形成することができる。例えば、実施の形態に示される全構成要素から幾つ
かの構成要素を削除しても良いものである。さらに、異なる実施の形態に係る構成要素を
適宜組み合わせても良いものである。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】この発明の実施の形態を示すもので、ネットワークシステムの概略を説明するた
めに示すブロック構成図。
【図２】同実施の形態におけるネットワークシステムに接続されたデジタルテレビジョン
放送受信装置の信号処理系を説明するために示すブロック構成図。
【図３】同実施の形態におけるデジタルテレビジョン放送受信装置が表示するサーバ選択
用のＧＵＩ画面の一例を説明するために示す図。
【図４】同実施の形態におけるネットワークシステムで実行される処理動作の一例を説明
するために示すフローチャート。
【図５】同実施の形態におけるデジタルテレビジョン放送受信装置が表示するコンテンツ
選択用のＧＵＩ画面の一例を説明するために示す図。
【図６】同実施の形態におけるネットワークシステムで実行される処理動作の他の例を説
明するために示すフローチャート。
【図７】同実施の形態におけるデジタルテレビジョン放送受信装置が表示するチャンネル
選択用のＧＵＩ画面の一例を説明するために示す図。
【図８】同実施の形態におけるデジタルテレビジョン放送受信装置が行なう処理動作の一
部を説明するために示すフローチャート。
【図９】同実施の形態におけるデジタルテレビジョン放送受信装置が行なう処理動作の残
部を説明するために示すフローチャート。
【符号の説明】
【００８５】
　１１…デジタルテレビジョン放送受信装置、１２…クライアント端末、１３１～１３ｎ
…サーバ、１４…ＬＡＮ、１５…リモートコントローラ、１６…ケーブル、１７…リモー
トコントローラ、１８…アンテナ、１８ａ…アンテナ、１８ｂ…アンテナ、１９…入力端
子、２０…チューナ、２１…ＰＳＫ復調器、２２…ＴＳ復号器、２３…信号処理部、２４
…入力端子、２５…チューナ、２６…ＯＦＤＭ復調器、２７…ＴＳ復号器、２８…チュー
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ナ、２９…アナログ復調器、３０…グラフィック処理部、３１…音声処理部、３２ａ～３
２ｄ…入力端子、３３…ＯＳＤ信号生成部、３４…映像処理部、３５…映像表示器、３６
…出力端子、３７…スピーカ、３８…出力端子、３９…制御部、３９ａ…ＣＰＵ、３９ｂ
…ＲＯＭ、３９ｃ…ＲＡＭ、３９ｄ…不揮発性メモリ、３９ｅ…コンテンツリスト作成部
、３９ｆ…基準信号生成抽出部、３９ｇ…重畳処理部、４０…操作部、４１…受光部、４
２…ＬＡＮ Ｉ／F、４３…ＬＡＮ端子、４４…ＨＤＭＩ Ｉ／Ｆ、４５…ＨＤＭＩ端子、
４６…映像表示領域、４７…リスト表示領域、４８…映像表示領域、４９…リスト表示領
域。
【要約】
【課題】この発明は、ネットワーク経由でサーバからコンテンツを取得するためのクライ
アント端末によって制御可能とすることにより、ユーザの操作を容易化して取り扱いを便
利にし得るようにした放送受信装置、放送受信方法及び放送受信システムを提供すること
を目的としている。
【解決手段】クライアント端末（１２）がＬＡＮ（１４）上で放送受信装置（１１）をサ
ーバとして認識するように、放送受信装置（１１）にサーバ機能を搭載する。クライアン
ト端末（１２）が、リモートコントローラ（１５）の操作により各サーバ（１３１～１３
ｎ）やそのコンテンツを選択する機能を利用し、クライアント端末（１２）が、リモート
コントローラ（１５）の操作により放送受信装置（１１）に対してチャンネルの選択を行
なえるようにする。
【選択図】　　図１

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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