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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周期的に繰り返される情報データを含む信号を受信し、当該情報データを表示手段に表
示させるためのブラウザを用いて当該情報データを表示手段に表示させる受信処理装置部
と、
　上記受信処理装置部から上記信号に含まれている上記情報データを得てデータ記憶手段
に格納すると共に、当該データ記憶手段に格納した上記情報データを必要に応じて読み出
し上記受信処理装置部に供給する配信情報記憶装置部と
　を有し、
　上記配信情報記憶装置部は、
　上記データ記憶手段から上記情報データを読み出したとき、上記情報データに含まれる
複数の情報項目を表すメニュー画面を生成し、これを目次情報として送出する目次生成手
段と、
　上記目次生成手段から供給された上記目次情報を複数周期の繰り返しデータに周期化す
ることにより上記情報データと同じ信号形式に変換し、上記受信処理装置部に供給する周
期化手段と
　を具え、
　上記受信処理装置部は、
　上記配信情報記憶装置部から供給された上記目次情報に基づくメニュー画面を上記ブラ
ウザを用いて表示手段に表示させる
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　ことを特徴とするディジタル信号受信装置。
【請求項２】
　上記配信情報記憶装置部は、
　上記受信処理装置部から上記信号に含まれている上記情報データを得ると、当該情報デ
ータを１周期分だけ分離して、上記データ記憶手段に格納させる周期分離手段
　を具え、
　上記周期化手段は、
　上記データ記憶手段から読み出した上記１周期分の情報データを、複数周期の繰り返し
データに周期化することにより元の上記情報データと同じ信号形式に変換し、上記受信処
理装置部に供給する
　ことを特徴とする請求項１に記載のディジタル信号受信装置。
【請求項３】
　上記情報データは放送空き時間を利用して伝送され、上記配信情報記憶装置部のデータ
記憶手段に格納される
　ことを特徴とする請求項１に記載のディジタル信号受信装置。
【請求項４】
　上記受信処理装置部と上記配信情報記憶装置部との間で上記情報データを格納及び呼び
出す際、暗号化及び暗号解読処理を行う
　ことを特徴とする請求項１に記載のディジタル信号受信装置。
【請求項５】
　上記目次生成手段は、ユーザの好みに応じた好み情報を入力することにより、各ユーザ
毎のメニュー画面が生成される
　ことを特徴とする請求項１に記載のディジタル信号受信装置。
【請求項６】
　上記目次生成手段は、視聴したいコンテンツの優先順位等の情報を入力することにより
、メニュー画面が生成される
　ことを特徴とする請求項１に記載のディジタル信号受信装置。
【請求項７】
　上記受信処理装置部は、
　上記情報データを含む信号を受信したときに上記情報データを直ちにユーザに視聴させ
るライブモードの際には、上記情報データの放送用暗号及びソフト用暗号を解凍して上記
情報データを表示手段に表示させ、放送局により上記情報データが放送される放送モード
の際には、上記情報データの放送用暗号のみを解凍しソフト用暗号をかけたまま上記情報
データを上記配信情報記憶装置部に供給し、
　上記配信情報記憶装置部は、
　上記受信処理装置部から供給された放送用暗号のみが解凍されソフト用暗号がかけられ
たままである上記情報データを上記データ記憶手段に格納する
　ことを特徴とする請求項１に記載のディジタル信号受信装置。
【請求項８】
　受信処理装置部が、周期的に繰り返される情報データを含む信号を受信し、
　配信情報記憶装置部が、受信処理装置部から、上記信号に含まれている上記情報データ
を得てデータ記憶手段に格納し、当該データ記憶手段に格納した上記情報データを必要に
応じて読み出し上記受信処理装置部に供給し、
　受信処理装置部が、上記情報データを表示手段に表示させるためのブラウザを用いて上
記情報データを表示手段に表示させると共に、
　配信情報記憶装置部が、上記データ記憶手段から上記情報データを読み出したとき、
　上記配信情報記憶装置部の目次生成手段が、上記情報データに含まれる複数の情報項目
を表すメニュー画面を生成し、これを目次情報として送出し、
　上記配信情報記憶装置部の周期化手段が、上記目次生成手段から供給された上記目次情
報を複数周期の繰り返しデータに周期化することにより上記情報データと同じ信号形式に
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変換し、上記受信処理装置部に供給し、
　上記受信処理装置部が、上記配信情報記憶装置部から供給された上記目次情報に基づく
メニュー画面を上記ブラウザを用いて表示手段に表示させる
　ことを特徴とするディジタル信号表示方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明はディジタル信号受信装置及びディジタル信号表示方法に関し、例えば有料のデ
ータ情報、映像情報及び音声情報を含むディジタル信号を受信する場合に適用して好適な
ものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、有料のディジタル情報を含む放送ディジタル信号を、放送局から衛星を用いた伝送
路又はケーブルを用いた伝送路を通じてユーザ側の受信装置に伝送する場合、伝送すべき
ソフトウェア情報（例えば映像ソフト、音楽ソフト、電子番組表、ショッピング情報、ゲ
ームソフト、又は教育情報など）をＢＭＬ言語（Broadcast Markup Language ）によって
ディジタル信号に変換して受信装置に伝送するようにしたものが提案されている。
【０００３】
この場合、受信装置側には、ＢＭＬディジタル情報を視聴信号に変換するデータ放送用の
ＢＭＬブラウザが用意され、このＢＭＬブラウザによってユーザは必要に応じて指定した
ソフトウェア情報を選択して表示装置において視聴することができる。
【０００４】
ところでこのような放送システムを用いてソフトウェア情報を多数のユーザに配信しよう
とする場合、適正な情報量のディジタル信号をユーザ側に伝送しておいて、ユーザが自分
の都合の良い時間帯に閲覧できるようにすることが望ましい。
【０００５】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、例えば放送空き時間を利用してソフトウ
ェア情報をユーザ側に伝送しておき、ユーザがメニュー画面を見ながら都合の良い時間帯
に自分が閲覧したい情報を簡易に選択できるようにしたディジタル信号受信装置及びディ
ジタル信号表示方法を提案しようとするものである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　かかる課題を解決するため本発明によるディジタル信号受信装置は、周期的に繰り返さ
れる情報データを含む信号を受信し、当該情報データを表示手段に表示させるためのブラ
ウザを用いて当該情報データを表示手段に表示させる受信処理装置部と、受信処理装置部
から信号に含まれている情報データを得てデータ記憶手段に格納すると共に、データ記憶
手段に格納した情報データを必要に応じて読み出し受信処理装置部に供給する配信情報記
憶装置部とを有し、配信情報記憶装置部は、データ記憶手段から情報データを読み出した
とき、情報データに含まれる複数の情報項目を表すメニュー画面を生成し、これを目次情
報として送出する目次生成手段と、目次生成手段から供給された目次情報を複数周期の繰
り返しデータに周期化することにより情報データと同じ信号形式に変換し、受信処理装置
部に供給する周期化手段とを具え、受信処理装置部は、配信情報記憶装置部から供給され
た目次情報に基づくメニュー画面をブラウザを用いて表示手段に表示させる。
　また、本発明のディジタル信号表示方法は、受信処理装置部が、周期的に繰り返される
情報データを含む信号を受信し、配信情報記憶装置部が、受信処理装置部から、信号に含
まれている情報データを得てデータ記憶手段に格納し、データ記憶手段に格納した情報デ
ータを必要に応じて読み出し受信処理装置部に供給し、受信処理装置部が、情報データを
表示手段に表示させるためのブラウザを用いて情報データを表示手段に表示させると共に
、配信情報記憶装置部が、データ記憶手段から情報データを読み出したとき、配信情報記
憶装置部の目次生成手段が、情報データに含まれる複数の情報項目を表すメニュー画面を
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生成し、これを目次情報として送出し、配信情報記憶装置部の周期化手段が、目次生成手
段から供給された目次情報を複数周期の繰り返しデータに周期化することにより情報デー
タと同じ信号形式に変換し、受信処理装置部に供給し、受信処理装置部が、配信情報記憶
装置部から供給された目次情報に基づくメニュー画面をブラウザを用いて表示手段に表示
させる。
　本発明においては、受信処理装置部によって受信した情報データをブラウザを介してラ
イブモードで表示手段に表示すると共に、配信情報記憶装置部のデータ記憶手段に格納し
た後に必要に応じて読み出してブラウザを介して閲覧モードで表示手段に表示するように
した。
　またデータ記憶手段に格納した情報項目について配信情報記憶装置部の目次生成手段に
よってメニュー画面を生成すると共に、当該メニュー画面を通常の放送受信信号を表示す
るのに必要なデータ放送信号の信号形式に形成し直すようにしたことにより、メニュー画
面を作成するための専用のブラウザを用意するような必要性をなくし、かくしてディジタ
ル信号受信装置を全体として一段と簡易化できる。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下図面について、発明の一実施の形態を詳述する。
【０００８】
　図１において、１は全体としてディジタル信号受信装置を示し、放送局から伝送されて
来た放送受信信号Ｓ１をセットトップボックスでなる受信処理装置２に受信して、必要に
応じてユーザがリモートコントロール操作子３によって選択指定することにより、例えば
テレビジョンＣＲＴ（Cathode Ray Tube）構成の表示装置４に供給して視聴できるように
すると共に、放送受信信号Ｓ１によって放送データとして配信されて来たソフトウェア情
報をハードディスク構成の配信情報記憶装置５に蓄積できるようになされている。
【０００９】
受信処理装置２は、リモートコントロール操作子３の操作信号Ｓ２に応動するマイクロコ
ンピュータ構成のデータ処理ユニット１１の制御の下に、ＭＰＥＧ（Moving Picture Ima
ge Coding Experts Group ）方式の放送受信信号Ｓ１をチューナ１２によって受信してデ
マルチプレクサデスクランブル回路１３によってデマルチプレクサ処理をすると共にデス
クランブル処理をすることにより暗号を解凍した後、ＭＰＥＧデコーダ１４によってデコ
ードしてグラフィックプロセッサ１５及びデータ放送用のＢＭＬブラウザ１６において画
像表示し、その結果を視聴信号Ｓ３として表示装置４に送出する。
【００１０】
　この実施の形態の場合、有料の放送情報を放送する場合、放送受信信号Ｓ１の所定のパ
ケットによって、放送用暗号及びソフト用暗号を解凍するためのキーが伝送され、これに
よりユーザがこれらのキーを用いて所望の放送情報を解凍して視聴したとき後に課金処理
をするようになされている。
【００１１】
データ処理ユニット１１は、放送受信信号Ｓ１によってＢＭＬ言語で書かれた放送データ
が到来したとき、ＢＭＬブラウザ１６にデータ情報Ｓ４を与えることにより、当該データ
情報の内容をグラフィックプロセッサ１５を介して表示装置４に画面表示できるような表
示処理をする。
【００１２】
ここでＢＭＬ言語は、動画、静止画、テキスト、グラフィックの表示形態を指定する内容
をもち、これによりＢＭＬブラウザ１６はグラフィックプロセッサ１５を介してテレビジ
ョン受像機４上に動画、静止画、テキスト、グラフィック表示のデータ放送を表示させる
。
【００１３】
この実施の形態の場合、放送受信信号Ｓ１は、放送空き時間（例えば深夜の時間）になる
と、デマルチプレクサデスクランブル回路１３において放送用暗号化が解凍され（ソフト
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用暗号をかけたまま）、配信情報Ｓ１０としてＩＥＥＥ１３９４インタフェース構成の暗
号処理回路２１の暗号化部２１Ａにおいて暗号化処理されて配信情報記憶装置５の暗号処
理回路２２の暗号解読部２２Ａに伝送され、これにより配信情報記憶装置５は、夜間の放
送空き時間を利用して集中的に配信情報の配信を受ける。
【００１４】
暗号処理回路２１及び２２は、受信処理装置２及び配信情報記憶装置５間に配信情報を授
受する際に、勝手に配信情報を視聴できないようにするために、暗号化及び暗号解読処理
を実行する。
【００１５】
かくして暗号処理回路２２から得られる配信情報Ｓ１１は周期分離回路２３において周期
分離処理される。
【００１６】
ここで、放送局から伝送されて来る放送受信装置Ｓ１に含まれるＢＭＬデータ放送信号Ｂ
ＲＤは、図２に示すように、複数の画面１、２、……Ｎのデータ放送信号Ｄ１、Ｄ２、…
…ＤＮを１周期分の信号として所定の周期分繰り返して伝送されて来る（すなわちカルー
セル処理がされている）ことにより、当該配信情報をライブモードで表示装置４において
視聴する際に、ユーザが視聴したいときはいつでも余り時間の遅れなく（少なくとも１周
期分の時間を待つだけで）選択表示できるようになされている。これに対して、当該周期
的に繰り返されるＢＭＬデータのうち、１周期分のデータだけを分離して記憶データＳ２
１として暗号化回路２４を介して例えばハードディスク装置で構成されるデータ記憶装置
２５に記憶させる。
【００１７】
このようにして、主として夜間に伝送されて来る配信情報は、放送用暗号だけを解凍して
ソフト用暗号をかけたままの配信データとして、配信されて来たソフト情報がデータ記憶
装置２５に蓄積される。
【００１８】
ここで暗号化回路２４において暗号化処理されるのは、データ記憶装置２５において記録
媒体として用いられているハードディスクから勝手に配信データを解読できないようにす
るものである。
【００１９】
このようにしてデータ記憶装置２５に記憶された配信データは、ユーザが都合の良い時間
（例えば昼間の放送時間）に、読み出され、暗号解読回路２６を介して読出データＳ１３
としてコンディショナルアクセス部２７に供給される。
【００２０】
この実施の形態の場合、ユーザがリモートコントロール操作子３を操作することにより入
力した操作信号Ｓ２によって受信処理装置２のデータ処理ユニット１１に閲覧読出命令を
与え、このときデータ処理ユニット１１が配信情報記憶装置５のデータ処理ユニット２９
に対して閲覧読出命令を転送し、これによりデータ処理ユニット２９がデータ記憶装置２
５に格納されている配信データを情報項目ごとに読出制御する。
【００２１】
このとき暗号解読回路２６及びコンディショナルアクセス部２７は、データ処理ユニット
２９の制御の下に、データ記憶装置２５の各読出データＳ１３の情報項目の記憶情報につ
いて、ソフトウェア暗号を解凍すると共に、この解凍した情報項目の配信情報についての
視聴歴データ（視聴時間、料金など）を残しておくような処理を実行する。
【００２２】
このコンディショナルアクセス部２７において解凍処理された読出データＳ１４は、周期
化回路３０に与えられ、これにより１周期分だけに分離処理して記憶された配信データを
放送受信信号Ｓ１として送信されて来た信号形式と同じように複数周期の繰返しデータに
戻して、読出情報Ｓ１５として、暗号化処理回路２２の暗号化部２２Ｂを介して暗号処理
回路２１の暗号解読部２１Ｂに送出される。
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【００２３】
かくして暗号処理回路２１の暗号解読部２１Ｂに得られる読出情報Ｓ１６は、デマルチプ
レクサデスクランブル回路１３に、放送受信信号Ｓ１と同じ信号形式をもつ信号として与
えられることにより、ＢＭＬブラウザ１６によって表示装置４に表示できることになる（
１周期分だけでは表示できないように構成されているので）。
【００２４】
配信情報記憶装置５に格納されている配信情報には、管理データとして各情報項目ごとに
情報項目名が付されており、ユーザがリモートコントロール操作子３を操作することによ
り「サーバメニュー」の表示命令を入力したとき、データ処理ユニット１１及び２９を介
してデータ記憶装置２５及びコンディショナルアクセス部２７と共に目次生成回路３１を
制御することにより、各情報項目名を用いて配信情報Ｓ１０と同様の信号形式の目次情報
Ｓ１７を生成させて周期化回路３０からの読出情報Ｓ１５として送出させる。
【００２５】
この実施の形態の場合、目次生成回路３１は、ディジタル信号受信装置１を使用するユー
ザ（１人又は複数人）が、それぞれ好みに応じた好み情報を入力することにより、例えば
視聴したいコンテンツの優先順位などの情報を入力することにより、各ユーザについての
目次画面を作成できるようになされている。
【００２６】
　かくして目次生成回路３１において生成された目次情報Ｓ１７は、周期化回路３０、暗
号処理回路２２の暗号化部２２Ｂ、暗号処理回路２１の暗号解読部２１Ｂを介して、デマ
ルチプレクサデスクランブル回路１３に供給される。
【００２７】
　このようにして配信情報記憶部５からデマルチプレクサデスクランブル回路１３に供給
された読出し情報Ｓ１６に含まれるＢＭＬデータ情報は、データ処理ユニット１１を介し
てＢＭＬブラウザ１６に与えられ、これにより読出情報Ｓ１５についてのデータ情報画面
や、目次画面をグラフィックプロセッサ１５において生成させて表示装置４に表示できる
ような処理が実行される。
【００２８】
また、コンディショナルアクセス部２７に残された視聴履歴データは、定期的に（例えば
１月に１回）データ処理ユニット２９に読み出されて、データ処理ユニット１１からモデ
ム回路３２を介して課金管理センタへの課金データＳ２１として伝送される。
【００２９】
かくしてデータ記憶装置２５に配信された配信情報のうち、ユーザが視聴した配信情報に
ついて、課金管理センタは後払い方式でユーザに対して課金をする。
【００３０】
以上の構成において、無料の放送情報を放送受信信号Ｓ１として受信したとき、受信処理
装置２はリモートコントロール操作子３からの操作信号Ｓ２に基づくデータ処理ユニット
１１の制御の下に、受信信号Ｓ１をチューナ１２、デマルチプレクサデスクランブル回路
１３、ＭＰＥＧデコーダ１４、グラフィックプロセッサ１５及びＢＭＬブラウザ１６によ
って処理して視聴信号Ｓ３を得ることにより表示装置４において視聴できる状態になる。
【００３１】
これに対して、有料の放送情報を放送受信信号Ｓ１として受信したとき、これをユーザが
ライブモードで直ちに表示装置４によって視聴しようとする場合には、当該放送情報と共
に伝送されて来る暗号解読キーを用いてデマルチプレクサデスクランブル回路１３におい
て暗号を解凍してＭＰＥＧデコーダ１４、グラフィックプロセッサ１５及びＢＭＬプラウ
ザ１６を介して表示装置４において視聴できるようにする。
【００３２】
このように放送受信信号Ｓ１によって伝送されて来る有料の放送情報を受信と同時に、ラ
イブモードで、表示装置４において視聴でき、その視聴履歴をデータ処理ユニット１１が
モデム回路部３２を介して管理センタに伝送することにより、課金処理がなされる。
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【００３３】
ライブモード時ＢＭＬブラウザ１６は、放送受信信号Ｓ１に含まれている項目アドレスに
基づいて、図３に示すような選択メニュー画面Ｐ１１を表示装置４に表示させ、ユーザは
各情報項目の横に表示される「閲覧」アイコンを指定することにより、閲覧したい情報項
目を選択する。
【００３４】
これに対して、放送局が配信情報を放送する放送モードになると、これをデータ処理ユニ
ット１１が判別してデマルチプレクサデスクランブル回路１３を制御することにより、放
送用暗号だけが解凍された配信情報Ｓ１０が暗号処理回路２１及び２２を介して配信情報
記憶装置５に取り込まれる。
【００３５】
このとき配信情報記憶装置５の周期分離回路２３は、暗号処理回路２２から得られる配信
情報Ｓ１１から１周期分のデータ放送信号だけを抜き取って暗号化回路２４を介してデー
タ記憶装置２５に記憶する。
【００３６】
配信情報Ｓ１１を構成するデータ放送信号ＢＲＤは、図２に示すように、画面１、２……
Ｎのデータ放送信号Ｄ１、Ｄ２……ＤＮを１群としてこれを周期的に繰り返し伝送信する
ことによって受信処理装置２が複数の画面のデータ放送信号を確実に受信できるようにな
されている（最長でも１周期時間だけ待てば、所望の画面の情報を受信できる）ようにな
されている。
【００３７】
この結果、データ記憶装置２５には、チューナで受信したチャンネルの放送局から放送さ
れた全ての画面の情報が格納されるので、その後ユーザが所望の情報内容の画面を、所望
の時間（例えば昼間の放送時間帯の時間）に閲覧することができる状態になる。
【００３８】
データ記憶装置２５に格納された情報を閲覧するには、視聴者がリモートコントロール操
作子３によって項目を選択する。
【００３９】
このとき受信処理装置２のデータ処理ユニット１１は、配信情報記憶装置５のデータ処理
ユニット２９に閲覧命令を転送し、これに応じてデータ処理ユニット２９はデータ記憶装
置２５の当該チャンネルの情報項目データを読み出して暗号解読回路２６及びコンディシ
ョナルアクセス部２７を介して周期化回路３０に供給する。
【００４０】
このとき目次生成回路３１は、周期化回路３０に供給された情報項目データに基づいて図
３に示すような選択メニュー画面Ｐ１１をＢＭＬ言語によって作成し、これを目次情報Ｓ
１７として周期化回路３０に戻すことにより、デマルチプレクサデスクランブル回路１３
に受信する放送受信Ｓ１と同様の信号形式の読出情報Ｓ１５に変換されて暗号処理回路２
２及び２１を通ってデマルチプレクサデスクランブル回路１３に供給される。
【００４１】
かくしてデマルチプレクサデスクランブル回路１３は、ＭＰＥＧデコーダ１４、グラフィ
ックプロセッサ１５及びＢＭＬブラウザ１６を介して視聴信号Ｓ３として選択メニュー画
面Ｐ１１を表示装置４上に表示させる。
【００４２】
ここで、選択メニュー画面Ｐ１１は、データ記憶装置２５に格納された放送情報の内容を
表す情報項目名（情報項目名１、情報項目名２……）の表示と、各情報項目名と並べて表
示される「閲覧」アイコンの表示とを一覧表として表示しており、かくしてユーザはリモ
ートコントロール操作子３によって閲覧したい情報項目名の「閲覧」アイコンを指定する
ことにより当該情報項目名の情報を選択できるようになされている。
【００４３】
このときＢＭＬブラウザ１６は当該情報項目名の項目アドレスの閲覧要求を受信処理装置
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２のデータ処理ユニット１１から配信情報記憶装置５のデータ処理ユニット２９に転送す
ることにより、データ記憶装置２５が指定された情報項目名の情報データを読み出す状態
になる。
【００４４】
このとき読み出された情報項目名の情報データは、コンディショナルアクセス部２７にお
いて一緒に伝送されてきたキーによってソフトウェア用暗号を解凍されて周期化回路３０
に供給され、これにより選択された情報項目の情報が暗号処理回路２２及び２１、デマル
チプレクサデスクランブル回路１３、ＭＰＥＧデコーダ１４、グラフィックプロセッサ１
５及びＢＭＬブラウザ１６を介して表示装置４に表示される状態になる。
【００４５】
これと共に、コンディショナルアクセス部２７は、暗号を解読した情報項目名、視聴時間
等の視聴歴データを内部に設けた視聴歴メモリに保持する。
【００４６】
このようにして、ユーザはチャンネル選択時に表示装置４に表示された選択メニュー画面
Ｐ１１を見ながら閲覧したい情報項目名を選択することにより、自分に都合が良い閲覧時
間に所望の情報データを好きな回数だけ閲覧することができる。
【００４７】
このユーザの閲覧履歴は、視聴歴データとしてコンディショナルアクセス部２７に蓄積さ
れてゆき、所定の精算時期（例えば１月１回の所定日）に課金管理センタから受信処理装
置２のモデム回路３２を介してデータ処理ユニット１１に精算処理指令が与えられたとき
に、データ処理ユニット２９に及び１１、モデム回路３０を介して課金データＳ２１とし
て管理センタへ伝送される。
【００４８】
データ記憶装置２５に格納されている情報データの一部を削除する場合には、ユーザがリ
モートコントロール操作子３によって「削除メニュー」操作指令を入力することにより、
図４に示すような削除メニュー画面Ｐ１２を目次生成回路３１において生成させて周期化
回路３０、暗号処理回路２２及び２１、デマルチプレクサデスクランブル回路１３、ＭＰ
ＥＧデコーダ１４、グラフィックプロセッサ１５及びＢＭＬブラウザ１６を介して表示装
置４上に表示させる。
【００４９】
ここでユーザはリモートコントロール操作子３を操作することにより、表示装置４上の削
除メニュー画面Ｐ１２において削除したい情報項目名に対応する「削除」アイコンを指定
入力する。
【００５０】
このときＢＭＬブラウザ１６は、データ処理ユニット１１及び３１を介してデータ記憶装
置２５の対応する情報項目名の情報データを消去すると共に、消去されずに残っている情
報項目名データをデータ記憶装置２５から暗号解読回路２６、コンディショナルアクセス
部２７、周期化回路３０を介して目次生成回路３１に送り込むことにより、削除された情
報項目名の表示を除去した削除メニュー画面Ｐ１２を作成してこれを表示装置４に表示さ
せる。
【００５１】
このようにしてデータ記憶装置２５内に格納されている配信情報データをユーザが必要に
応じて閲覧したり削除したりすることができる。
【００５２】
このようにしてデータ記憶装置２９に例えば放送空き時間（夜間の時間）を利用してデー
タ記憶装置２５に格納された情報データを、ユーザの必要に応じて読み出して、ＢＭＬブ
ラウザ１６を介して表示装置４に受像できるので、例えば図５（Ａ）に示すように、現在
放送受信信号Ｓ１として放送中の「野球中継」の動画画像を見ている状態において、現在
写っている「選手の過去の成績」を、ユーザがリモートコントロール操作子３を用いて情
報項目を選択してデータ記憶装置２５から読み出してＢＭＬブラウザ１６に与えることに
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より、図５（Ｂ）に示すように、データ記憶装置２５から読み出された情報データ上に現
在受信している野球中継の動画像を重ね合わせたような重複画面を表示装置４上に表示す
るといった処理をすることもできる。
【００５３】
以上の構成によれば、放送受信信号Ｓ１として配信情報が放送されたとき、配信情報記憶
装置５の周期分離回路２３において、複数のデータ放送信号画面１、２……Ｎを一群とし
て繰返し放送されて来るデータ放送信号のうち、１周期分のデータ放送信号だけを分離し
てデータ記憶装置２５に記憶し、閲覧する際にはデータ記憶装置２５から読み出した１周
期分のデータ放送信号を周期化回路３０において元の放送受信信号と同じ信号形式に周期
化し直すようにしたことにより、データ記憶装置２５の記憶情報量を一段と小規模にする
ことができる。
【００５４】
　また、データ記憶装置２５に格納されている情報データの内容を表すメニュー画面を配
信情報記憶装置５の目次生成回路３１において作成すると共に、当該メニュー画面を受信
する放送受信信号Ｓ１と同じ信号形式に変換してグラフィックプロセッサ１５及びＢＭＬ
ブラウザ１６に供給するようにしたことにより、メニュー画面を表示するために専用のブ
ラウザを設けることなく放送受信信号Ｓ１の情報内容をテレビジョン受像機４に表示する
際に使用されるブラウザ１６を用いて表示でき、これによりディジタル放送受信装置１全
体としての構成を一段と簡易化し得る。
【００５５】
因に、データ記憶装置２５に格納されている情報項目は、新たな蓄積や削除をくり返すう
ちに、各ユーザに特有の情報項目になって行くので、これを表示するには一般的なＢＭＬ
ブラウザでは表示できなくなり、結局配信情報記憶装置５に専用のＢＭＬブラウザを設け
ることが必要となるが、上述の実施の形態の構成によれば、その必要性をなくし得る。
【００５６】
なお、上述の実施の形態においては、暗号化された情報データを解凍するためのキーを、
暗号化された情報データと一緒に放送受信信号Ｓ１に含めて放送するようにした場合につ
いて述べたが、これに代え、メニュー画面から閲覧したい情報項目を選択したとき、当該
情報データの暗号を解凍するためのキーを管理センタからその都度モデム回路３２を介し
て受け取るようにした放送システムにおいても、同じように本発明を適用し得る。
【００５７】
また上述の実施の形態においては、情報データをＢＭＬ言語を用いて生成するようにした
場合について述べたが、これに限らず、例えばＸＭＬ（Extensible Markup Language）言
語を用いて情報データを生成する場合にも上述の場合と同様の効果を得ることができる。
【００５８】
【発明の効果】
　上述のように本発明によれば、データ記憶手段に格納した情報項目について配信情報記
憶装置部の目次生成手段によってメニュー画面を生成すると共に、当該メニュー画面を受
信した信号に含まれる情報データと同じ信号形式に変換し、当該情報データを表示させる
ためのブラウザを用いて当該メニュー画面を表示させるようにしたことにより、ユーザが
メニュー画面を見ながら都合の良い時間帯に自分が閲覧したい情報を簡易に選択できるよ
うにすると共にメニュー画面を表示させるための専用のブラウザを別途設ける必要性をな
くし、かくしてディジタル信号受信装置を全体として一段と簡易化できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明によるディジタル信号受信装置を示す系統図である。
【図２】データ放送信号の信号形式を示す略線図である。
【図３】選択メニュー画面を示す略線図である。
【図４】削除メニュー画面を示す略線図である。
【図５】配信情報記憶装置に格納した配信情報を用いて作成する重複画面を示す略線図で
ある。
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【符号の説明】
１……ディジタル信号受信装置、２……受信処理装置、３……リモートコントロール操作
子、４……表示装置、５……配信情報記憶装置、１１、３１……データ処理ユニット、１
２……チューナ、１３……デマルチプレクサデスクランブル回路、１４……ＭＰＥＧデコ
ーダ、１５……グラフィックプロセッサ、１６……ＢＭＬブラウザ、２１、２２……暗号
処理回路、２３……周期分離回路、２４……暗号化回路、２５……データ記憶装置、２６
……暗号解読回路、２７……コンディショナルアクセス部、２８……周期化回路、２９…
…目次生成回路。

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】
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