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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定放送局から受信した放送信号を第１の受信信号に変換するチューナと、
　前記第１の受信信号を復調する第１の復調処理部と、
　前記第１の復調処理部が復調した信号をバッファリングする第１のバッファと、
　ネットワークを介してデータを送受信する通信部と、
　前記第１の復調処理部が前記第１の受信信号の劣化を検知したならば、前記ネットワー
クに接続された他の装置に、前記所定放送局に係る受信信号を要求するデータ要求部と、
　前記第１の復調処理部が復調する前記第１の受信信号と同一形式の信号を、前記第１の
復調処理部と同一の処理によって復調する復調処理部であって、前記データ要求部が受信
した第２の受信信号を復調する第２の復調処理部と、
　前記第２の復調処理部が復調した信号をバッファリングする第２のバッファと、
　前記第１のバッファから取得した信号のタイムスタンプに不連続部分を検出したならば
、前記第２のバッファの末尾における信号のタイムスタンプを取得し、当該タイムスタン
プが前記不連続部分の開始時刻になるまで前記第２のバッファの信号を破棄したのち、前
記第２のバッファに切り替えて出力させる補完処理部と、
　を備えたことを特徴とする受信装置。
【請求項２】
　前記補完処理部は、前記第２のバッファに切り替えて出力させたのち、前記不連続部分
の終了時刻または前記第２のバッファの信号が終端となったならば、前記第１のバッファ
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に切り替えて出力させる、
　ことを特徴とする請求項１に記載の受信装置。
【請求項３】
　前記チューナが受信した放送信号をバッファリングする放送信号バッファと、
　前記ネットワークに接続された前記他の装置からの要求に応じて、前記放送信号バッフ
ァにバッファリングされた前記第１の受信信号を配信するデータ配信部と、
　を更に備えたことを特徴とする請求項１に記載の受信装置。
【請求項４】
　前記チューナが受信した放送信号をバッファリングする放送信号バッファと、
　前記ネットワークに接続された前記他の装置からの要求を受信してから要求終了を受信
するまでの間、前記放送信号バッファにバッファリングされた前記第１の受信信号を連続
して配信するデータ配信部と、
　を更に備えたことを特徴とする請求項１に記載の受信装置。
【請求項５】
　前記チューナが受信した放送信号をバッファリングする放送信号バッファと、
　前記ネットワークに接続された前記他の装置からの要求を受信したならば、予め定めら
れた期間において、前記放送信号バッファにバッファリングされた前記第１の受信信号を
連続して配信するデータ配信部と、
　を更に備えたことを特徴とする請求項１に記載の受信装置。
【請求項６】
　前記チューナが受信した放送信号をバッファリングする放送信号バッファと、
　前記ネットワークに接続された前記他の装置からの要求を受信したならば、当該他の装
置が放送信号の受信に失敗する頻度に応じて定めた期間において、前記放送信号バッファ
にバッファリングされた前記第１の受信信号を連続して配信するデータ配信部と、
　を更に備えたことを特徴とする請求項１に記載の受信装置。
【請求項７】
　前記データ配信部は、前記第１の復調処理部が前記第１の受信信号の劣化を検知したな
らば、前記放送信号バッファにバッファリングされた放送信号を消去する、
　ことを特徴とする請求項３ないし６のうちいずれか１項に記載の受信装置。
【請求項８】
　前記他の装置は、サーバであり、
　前記サーバは、前記ネットワークに接続された一方の受信装置と他方の受信装置との通
信を中継する、
　ことを特徴とする請求項３ないし６のうちいずれか１項に記載の受信装置。
【請求項９】
　前記データ配信部は、前記サーバからの要求に応じて、前記放送信号バッファにバッフ
ァリングされた前記第１の受信信号を、他の受信装置に配信する、
　ことを特徴とする請求項８に記載の受信装置。
【請求項１０】
　前記ネットワークに接続されている受信装置のうちいずれが、前記サーバとして機能す
る親装置となるかを決定する親装置決定部、
　を更に備え、
　前記親装置決定部は、自身の電源オフが指示された際に、他のいずれかの受信装置に対
して、次の親装置となるように要請するメッセージを送信する、
　ことを特徴とする請求項８または請求項９に記載の受信装置。
【請求項１１】
　請求項１ないし請求項１０のうちいずれか１項に記載の受信装置、
　を備えたことを特徴とするテレビジョン。
【請求項１２】
　請求項１ないし請求項１０のうちいずれか１項に記載の受信装置、
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　を備えたことを特徴とする録画装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタル方式の放送信号を受信する受信装置、テレビジョン、および録画装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　受信装置が放送局からデジタル放送などの放送信号を受信する場合、電波障害によって
放送信号が劣化し、画像や音声が乱れることがある。このような放送信号の劣化に対処す
るため、ダイバーシティ技術が用いられることが多い。ダイバーシティとは、複数のアン
テナで同一の放送信号を受信し、良好に受信できた信号を優先的に使用し、または、これ
ら受信信号を合成してノイズを除去し、通信の質や信頼性の向上を図る技術である。しか
し、ダイバーシティでは、複数のアンテナは近傍に設置されることが多いので、同じ電波
障害を受けてしまう可能性が高い。よって、電波障害に対処するためには、複数のアンテ
ナの距離を、なるべく離して設置することが望ましい。
【０００３】
　特許文献１の要約には、課題として「マルチキャストサービスを行なう基地局からの無
線回線が不安定な場合においても、効率的に、かつ、確実に情報信号を受信する受信機を
提供する。」と記載され、解決手段として「マルチキャストサービスを行なう基地局１か
ら無線送信されるパケット単位の情報信号を特定のエリア内で受信する相補ネットワーク
を用いた無線受信機であって、情報信号を受信する複数の無線受信機間でネットワーク１
０を構築し、無線通信装置２４を介して各無線受信機が受信した断片的で不完全なパケッ
トを含む情報信号を蓄積し（記憶装置２３）、蓄積した情報信号をネットワーク１０を介
して共有し、制御装置２２によるコントロールの下、信号処理装置２５が相補的に信号処
理を行なうことで前記基地局から無線送信された情報信号を復元する。」と記載されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－１４１８５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載の技術によれば、情報信号を受信する複数の無線受信機は、ネットワ
ーク１０を構築している。これにより、複数の無線受信機のアンテナは、それぞれ距離を
離すことができる。しかし、特許文献１に記載の技術は、他の受信機が、同じ放送信号を
受信していることを前提としている。即ち、他の受信装置が異なる放送局の信号を受信し
ている場合が考慮されておらず、例えば地上デジタルテレビ放送のように、複数の放送局
から放送信号を受信している場合に適用できない。
【０００６】
　そこで、本発明は、劣化した放送信号しか受信できない地域であっても、正常に番組を
視聴できる受信装置、テレビジョン、および録画装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記した課題を解決するため、請求項１に記載の発明は、所定放送局から受信した放送
信号を第１の受信信号に変換するチューナと、前記第１の受信信号を復調する第１の復調
処理部と、前記第１の復調処理部が復調した信号をバッファリングする第１のバッファと
、ネットワークを介してデータを送受信する通信部と、前記第１の復調処理部が前記第１
の受信信号の劣化を検知したならば、前記ネットワークに接続された他の装置に、前記所
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定放送局に係る受信信号を要求するデータ要求部と、前記第１の復調処理部が復調する前
記第１の受信信号と同一形式の信号を、前記第１の復調処理部と同一の処理によって復調
する復調処理部であって、前記データ要求部が受信した第２の受信信号を復調する第２の
復調処理部と、前記第２の復調処理部が復調した信号をバッファリングする第２のバッフ
ァと、前記第１のバッファから取得した信号のタイムスタンプに不連続部分を検出したな
らば、前記第２のバッファの末尾における信号のタイムスタンプを取得し、当該タイムス
タンプが前記不連続部分の開始時刻になるまで前記第２のバッファの信号を破棄したのち
、前記第２のバッファに切り替えて出力させる補完処理部と、を備えたことを特徴とする
受信装置とした。
　その他の手段については、発明を実施するための形態のなかで説明する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、劣化した放送信号しか受信できない地域であっても、正常に番組を視
聴できる受信装置、テレビジョン、および録画装置を提供するが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の第１の実施形態に於けるシステムの構成と放送局リストを示す図である
。
【図２】本発明の第１の実施形態の受信装置の構成を示す図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に於ける仮想ダイバーシティ処理のフローチャートであ
る。
【図４】本発明の第１の実施形態に於ける放送信号の補完処理のフローチャートである。
【図５】本発明の第１の実施形態に於けるサーバの処理のフローチャートである。
【図６】本発明の第１の実施形態に於ける仮想ダイバーシティ処理のシーケンス図である
。
【図７】本発明の第２の実施形態に於ける仮想ダイバーシティ処理のフローチャートであ
る。
【図８】本発明の第２の実施形態に於けるサーバの処理のフローチャートである。
【図９】本発明の第２の実施形態に於ける仮想ダイバーシティ処理のシーケンス図である
。
【図１０】本発明の第３の実施形態に於けるシステムの概略の構成を示す図である。
【図１１】本発明の第３の実施形態に於ける受信装置の構成を示す図である。
【図１２】本発明の第３の実施形態に於ける各受信装置の親装置決定処理のフローチャー
トである。
【図１３】本発明の第３の実施形態に於けるサーバの親装置決定処理のフローチャートで
ある。
【図１４】本発明の第３の実施形態に於ける親装置決定処理のシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以降、本発明を実施するための形態を、各図を参照して詳細に説明する。
【００１１】
（第１の実施形態）
　図１（ａ），（ｂ）は、本発明の第１の実施形態に於けるシステム１の構成と放送局リ
スト６３１を示す図である。
　図１（ａ）は、システム１を示す概略の構成図である。
　システム１は、放送局５と、複数の受信装置２－１，２－２，…と、サーバ６とを備え
る。受信装置２－１，２－２，…とサーバ６とは、ネットワーク９により接続されている
。なお、受信装置２－１，２－２，…の接続台数は２台に限られず、任意の台数であって
もよい。
　放送局５は、例えば、地上デジタルテレビ放送を無線で放送するものである。
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　ネットワーク９は、例えば、インターネット通信網であり、複数の装置間に於いてパケ
ットを送受信可能とするものである。
　受信装置２－１，２－２，…は、それぞれ、アンテナ２１を有し、アンテナ２１を介し
て放送局５からの放送信号を受信するものである。受信装置２－１のＩＰ（Internet Pro
tocol）アドレスは、「202.213.124.7」であり、受信装置２－２のＩＰアドレスは、「20
2.213.128.5」である。以下、受信装置２－１，２－２，…を特に区別しないときは、受
信装置２と記載する。
【００１２】
　サーバ６は、ネットワーク９を介して、各受信装置２とパケットの送受信を行うもので
ある。サーバ６は、通信部６１と、放送局リスト管理部６２と、記憶部６３とを備える。
　通信部６１は、例えば、ネットワークインターフェースなどであり、ネットワーク９を
介して、パケットを送受信するハードウェアである。
　記憶部６３は、例えば、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）であり、プログラムやデータを格
納するものである。記憶部６３は、放送局リスト６３１（図１（ｂ）参照）を格納する。
　放送局リスト管理部６２は、ネットワーク９を介して各受信装置２との間でパケットの
送受信を行い、放送局リスト６３１を管理するものである。なお、放送局リスト管理部６
２は、サーバ６が備える不図示のＣＰＵ（Central Processing Unit）が、プログラムを
実行することによって具現化される。
【００１３】
　図１（ｂ）は、放送局リスト６３１を示す図である。
　放送局リスト６３１は、各受信装置２が選局しているチャンネル（放送局）の情報と、
当該チャンネル（放送局）の放送信号を受信する受信装置のＩＰアドレスに関する情報が
記録されているテーブルである。
　放送局リスト６３１は、放送局欄６３１ａと、受信装置のアドレス欄６３１ｂを備えて
いる。放送局欄６３１ａには、選局しているチャンネル（放送局）の放送局名またはＴＳ
ＩＤ（Transport Stream ID）などの識別情報が格納されている。受信装置のアドレス欄
６３１ｂには、当該チャンネル（放送局）の放送信号を受信している受信装置のＩＰアド
レスが格納されている。
【００１４】
　放送局リスト６３１の第１行目には、放送局欄６３１ａに「放送局Ａ」が格納され、受
信装置のアドレス欄６３１ｂには「202.213.124.7」が格納されている。「放送局Ａ」は
放送局５の識別情報であり、「202.213.124.7」は受信装置２－１のＩＰアドレスである
。放送局リスト６３１の第１行目は、受信装置２－１が、現時点に於いて「放送局Ａ」の
チャンネルを受信していることを示している。
　放送局リスト６３１の第２行目には、放送局欄６３１ａに「放送局Ａ」が格納され、受
信装置のアドレス欄６３１ｂには「202.213.128.5」が格納されている。「202.213.128.5
」は、放送局５の放送信号を受信する受信装置２－２のＩＰアドレスである。放送局リス
ト６３１の第２行目は、受信装置２－２が、現時点に於いて「放送局Ａ」のチャンネルを
受信していることを示している。
【００１５】
　図２は、本発明の第１の実施形態の受信装置２の構成を示す図である。
　受信装置２は、アンテナ２１と、チューナ２２と、Ａ／Ｄ変換部２３と、復調処理部２
４ａ，２４ｂと、デマルチプレクサ２５ａ，２５ｂと、映像音声信号バッファ２６ａ，２
６ｂと、セレクタ２７と、ＭＰＥＧ（Moving Picture Experts Group）デコーダ２８と、
表示用バッファ２９と、仮想ダイバーシティ部３０と、補完処理部３１、通信部３２とを
備える。受信装置２は、例えば、ネットワーク９に接続されて他の装置とパケットを送受
信し、表示装置４に接続されて映像と音声とを出力する。
　チューナ２２は、放送局５から、アンテナ２１を介して受信した放送信号のうち、選択
されたチャンネルを、アナログ信号に変換して出力するものである。
　Ａ／Ｄ変換部２３は、チューナ２２が出力したアナログ信号を、第１の受信信号である
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デジタル信号に変換して出力するものである。
【００１６】
　復調処理部２４ａ（第１の復調処理部）は、同期処理部２４１と、検波処理部２４２と
、誤り訂正処理部２４３と、を備える。復調処理部２４ａは、Ａ／Ｄ変換部２３が出力し
た第１の受信信号を復調するものである。復調処理部２４ａは、デジタル信号である第１
の受信信号にＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）復調処理を行い
、トランスポートストリームを出力する。なお、復調処理部２４ａとデマルチプレクサ２
５ａとの間には、トランスポートストリームのスクランブルを解除するデスクランブラ（
不図示）が接続されている。復調処理部２４ａは、第１の受信信号の劣化により誤り訂正
できなかったならば、仮想ダイバーシティ部３０に通知する。しかし、これに限られず、
復調処理部２４ａは、第１の受信信号の劣化により、Ｓ／Ｎ（信号対雑音比）が所定値以
下になったときに、仮想ダイバーシティ部３０に通知してもよい。
　同期処理部２４１は、第１の受信信号が入力されると、１シンボルの遅延メモリを用い
て有効シンボル期間とガードインターバル期間との相関を求め、キャリア周波数の誤差の
補正と送受信機間のサンプリング周波数の誤差の補正とを行うものである。
　検波処理部２４２は、同期処理部２４１の出力信号に対して、３種類の伝送モードに対
応した２０４８，４０９６，８１９２ポイントのＦＦＴ（Fast Fourier Transform）演算
処理と検波処理とを行うものである。
　誤り訂正処理部２４３は、検波処理部２４２の出力信号に対して、伝送パラメータを示
す制御信号であるＴＭＣＣ（Transmission and Multiplexing Configuration Control）
を復号し、その復号結果を基に検波結果のデ・マッピング、各種デ・インタリーバ、ビタ
ビ復号とリードソロモン復号による誤り訂正を行い、トランスポートストリームを再生し
て出力するものである。ここでトランスポートストリームの再生とは、階層伝送に於いて
、階層ごとに受信したデータを蓄積し、トランスポートストリームのパケット単位で誤り
訂正を行い、送信側で再多重されたトランスポートストリームのパケットの順番に並べ替
える処理をいう。
【００１７】
　デマルチプレクサ２５ａは、トランスポートストリームをデマルチプレクスして、タイ
ムスタンプ（時刻情報）が付与された映像信号（ＥＳ：Elementary stream）と音声信号
（ＥＳ）とを出力するものである。以下、デマルチプレクサ２５ａが出力する映像信号お
よび音声信号を、自身の映像音声信号と記載している場合がある。
　映像音声信号バッファ２６ａ（第１のバッファ）は、デマルチプレクサ２５ａが出力し
た自身の映像音声信号をバッファリングするものである。映像音声信号バッファ２６ａは
、ＦＩＦＯ（First In First Out）バッファである。
【００１８】
　仮想ダイバーシティ部３０は、放送信号バッファ３０１と、データ配信部３０２と、デ
ータ要求部３０３とを備える。仮想ダイバーシティ部３０は、他の受信装置２との間で仮
想的にダイバーシティを実現するものである。
　放送信号バッファ３０１は、Ａ／Ｄ変換部２３が出力した第１の受信信号を一時的にバ
ッファリングするものである。放送信号バッファ３０１は、ＦＩＦＯバッファである。放
送信号バッファ３０１は、所定時間が経過した第１の受信信号を破棄しつつ、最も直近に
入力された第１の受信信号を格納する。
　データ配信部３０２は、サーバ６を介した要求に応じて、放送信号バッファ３０１にバ
ッファリングされた第１の受信信号を配信するものである。
　データ要求部３０３は、サーバ６を介して他の受信装置２に放送局５に係る受信信号を
要求し、サーバ６を介して他の受信装置２から、第２の受信信号を受信するものである。
　通信部３２は、例えば、ネットワークインターフェースなどであり、ネットワーク９を
介して、パケットを送受信するハードウェアである。
【００１９】
　復調処理部２４ｂは、復調処理部２４ａと同様の構成を有している。復調処理部２４ｂ
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は、データ要求部３０３が受信した第２の受信信号を復調するものである。復調処理部２
４ｂは、デジタル信号である第２の受信信号にＯＦＤＭ復調処理を行い、トランスポート
ストリームを出力する。なお、復調処理部２４ｂとデマルチプレクサ２５ｂとの間には、
トランスポートストリームのスクランブルを解除するデスクランブラ（不図示）が接続さ
れている。
　デマルチプレクサ２５ｂは、デマルチプレクサ２５ａと同様の構成を有し、第２の受信
信号を復調したトランスポートストリームをデマルチプレクスして、タイムスタンプが付
与された補完用の映像信号と音声信号とを出力するものである。以下、デマルチプレクサ
２５ｂが出力する映像信号（ＥＳ）および音声信号（ＥＳ）を、補完用映像音声信号と記
載している場合がある。
【００２０】
　映像音声信号バッファ２６ｂ（第２のバッファ）は、映像音声信号バッファ２６ａと同
様の構成を有し、デマルチプレクサ２５ｂが出力した補完用映像音声信号をバッファリン
グするものである。
　セレクタ２７は、映像音声信号バッファ２６ａ，２６ｂのいずれかの出力信号を切り替
えて、ＭＰＥＧデコーダ２８に出力するものである。
　補完処理部３１は、映像音声信号バッファ２６ａ，２６ｂそれぞれの出力信号を監視し
てセレクタ２７を制御するものである。補完処理部３１は、映像音声信号バッファ２６ａ
に格納された自身の映像音声信号が劣化していたならば、映像音声信号バッファ２６ｂに
格納された補完用映像音声信号によって補完するものである。
　ＭＰＥＧデコーダ２８は、入力された映像信号と音声信号とを、ＨＤＭＩ（High-Defin
ition Multimedia Interface）に準拠した映像信号と音声信号に変換するものである。
　表示用バッファ２９は、ＭＰＥＧデコーダ２８の出力信号を所定時間だけバッファリン
グするものである。表示用バッファ２９は、ＦＩＦＯバッファである。受信装置２は、こ
の表示用バッファ２９にバッファリングした所定時間の遅延の後に、ＨＤＭＩに準拠した
映像信号と音声信号とを、表示装置４に出力する。
　表示装置４は、受信装置２が出力したＨＤＭＩの映像信号を表示部（不図示）に表示し
、音声信号をスピーカ部（不図示）に出力するものである。
【００２１】
　図３は、本発明の第１の実施形態に於ける仮想ダイバーシティ処理のフローチャートで
ある。
　受信装置２は、ユーザが電源をオンしたか、または、ユーザが受信する放送局を変更し
たならば、図３に示す仮想ダイバーシティ処理を開始する。
　ステップＳ１０に於いて、受信装置２のデータ配信部３０２は、通信部３２によって、
サーバ６に、自身のＩＰアドレス「202.213.124.7」を含むアドレスメッセージを送信す
る。
　ステップＳ１１に於いて、受信装置２のデータ配信部３０２は、通信部３２によって、
サーバ６に、現在のチャンネル（放送信号）の識別情報を含む受信放送局メッセージを送
信する。
【００２２】
　ステップＳ１２に於いて、受信装置２の仮想ダイバーシティ部３０は、復調処理部２４
ａの出力信号によって、選択したチャンネル（放送局５）の放送信号の誤り訂正の成否を
判断し、よって受信に成功したか否かを判断する。復調処理部２４ａは、当該判断条件が
成立しないならば(Ｎｏ)、ステップＳ１３の処理を行い、当該判断条件が成立したならば
（Ｙｅｓ）、ステップＳ１８の処理を行う。
　ステップＳ１３に於いて、受信装置２のデータ配信部３０２は、放送信号バッファ３０
１がバッファリングしている受信信号を消去する。この受信信号の消去は、放送信号バッ
ファ３０のライト（書込）ポインタの位置を管理することによって実現してもよい。これ
により、劣化した受信信号を他の受信装置２に送信することがなくなる。
　ステップＳ１４に於いて、受信装置２のデータ要求部３０３は、通信部３２によって、
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サーバ６に、放送信号要求メッセージを送信する。この放送信号要求メッセージは、他の
受信装置２が受信している第２の受信信号を要求するメッセージである。
【００２３】
　ステップＳ１５に於いて、受信装置２の仮想ダイバーシティ部３０は、通信部３２によ
って、サーバ６から受信したメッセージを判断する。受信装置２の仮想ダイバーシティ部
３０は、放送信号要求メッセージを受信したならばステップＳ１６の処理を行い、放送信
号配信メッセージを受信したならばステップＳ１７の処理を行い、その他の場合（タイム
アウトや受信エラーを含む）ならばステップＳ２０の処理を行う。
　ステップＳ１６に於いて、受信装置２のデータ配信部３０２は、通信部３２によって、
サーバ６に、配信不可応答メッセージを送信し、ステップＳ１５の処理へ戻る。この配信
不可応答メッセージは、要求された第２の受信信号を配信することが不可能である旨のメ
ッセージである。
　ステップＳ１７に於いて、受信装置２は、受信した放送信号配信メッセージに含まれる
第２の受信信号を用いて、放送信号の補完処理（図４参照）を行ったのち、ステップＳ２
０の処理を行う。
【００２４】
　ステップＳ１８に於いて、受信装置２の仮想ダイバーシティ部３０は、通信部３２によ
って受信したメッセージを判断する。仮想ダイバーシティ部３０は、放送信号要求メッセ
ージを受信したならばステップＳ１９の処理を行い、その他の場合ならば、ステップＳ２
０の処理を行う。
　ステップＳ１９に於いて、データ配信部３０２は、通信部３２によって、サーバ６に、
放送信号配信メッセージを送信する。この放送信号配信メッセージは、放送信号バッファ
３０１にてバッファリングされている第１の受信信号を含んでいる。
【００２５】
　ステップＳ２０に於いて、受信装置２の仮想ダイバーシティ部３０は、放送信号の受信
を継続するか否かを判断する。ここで放送信号の受信を継続しない場合とは、ユーザによ
る電源オフ指示、チャンネル変更指示などの操作情報が入力された場合をいう。受信装置
２は、当該判断条件が成立しないならば(Ｎｏ)、ステップＳ２１の処理を行い、当該判断
条件が成立したならば（Ｙｅｓ）、ステップＳ１２の処理へ戻る。
　ステップＳ２１に於いて、データ配信部３０２は、通信部３２によって、サーバ６に、
受信終了メッセージを送信する。この受信終了メッセージは、放送信号の受信を終了する
旨のメッセージである。ステップＳ２１の処理が終了すると、受信装置２は、図３に示す
処理を終了する。
【００２６】
　図４は、本発明の第１の実施形態に於ける放送信号の補完処理のフローチャートである
。
　受信装置２の仮想ダイバーシティ部３０は、図３に示すステップＳ１７の放送信号の補
完処理が呼び出されたとき、図４に示す補完処理を開始する。
　ステップＳ３０に於いて、受信装置２の仮想ダイバーシティ部３０は、補完用の各処理
部を起動する。補完用の各処理部とは、復調処理部２４ｂ、デマルチプレクサ２５ｂ、映
像音声信号バッファ２６ｂ、補完処理部３１をいう。
　ステップＳ３１に於いて、受信装置２の仮想ダイバーシティ部３０は、放送信号配信メ
ッセージに含まれる第２の受信信号を復調処理部２４ｂに出力する。
【００２７】
　ステップＳ３２に於いて、受信装置２の補完処理部３１は、映像音声信号バッファ２６
ａの末尾に於ける自身の映像音声信号のタイムスタンプを取得する。
　ステップＳ３３に於いて、受信装置２の補完処理部３１は、映像音声信号バッファ２６
ａから取得したタイムスタンプに、不連続部分を検出したか否かを判断する。ここで不連
続部分とは、例えば所定周期であるべきフレーム間のタイムスタンプが所定周期よりも離
れている場合と、自身の映像信号や音声信号が途切れてしまっている場合とをいう。補完
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処理部３１は、当該判断条件が成立しないならば（Ｎｏ）、ステップＳ３２の処理へ戻り
、当該判断条件が成立したならば（Ｙｅｓ）、ステップＳ３４の処理を行う。
【００２８】
　ステップＳ３４に於いて、受信装置２の補完処理部３１は、セレクタ２７への入力を停
止する。これにより、セレクタ２７からＭＰＥＧデコーダ２８への出力信号は停止する。
　ステップＳ３５に於いて、受信装置２の補完処理部３１は、映像音声信号バッファ２６
ｂの末尾に於ける補完用映像音声信号のタイムスタンプを取得する。
　ステップＳ３６に於いて、受信装置２の補完処理部３１は、補完用映像音声信号のタイ
ムスタンプが、不連続部分の開始時刻であるか否かを判断する。補完処理部３１は、当該
判断条件が成立しないならば（Ｎｏ）、ステップＳ３７の処理を行い、当該判断条件が成
立したならば（Ｙｅｓ）、ステップＳ３８の処理を行う。
【００２９】
　ステップＳ３７に於いて、受信装置２の補完処理部３１は、当該タイムスタンプに係わ
る映像音声信号バッファ２６ｂの補完用映像音声信号を破棄し、ステップＳ３５の処理へ
戻る。これにより、補完処理部３１は、不連続部分の始点に、補完用映像音声信号を繋ぎ
合わせることができる。
　ステップＳ３８に於いて、受信装置２の補完処理部３１は、セレクタ２７の入力を、映
像音声信号バッファ２６ｂの出力側に切り替える。
　ステップＳ３９に於いて、受信装置２の補完処理部３１は、映像音声信号バッファ２６
ｂの末尾に於ける補完用映像音声信号のタイムスタンプを取得する。
【００３０】
　ステップＳ４０に於いて、受信装置２の補完処理部３１は、補完用映像音声信号のタイ
ムスタンプが不連続部分の終了時刻であるか否か、または、補完用映像音声信号が終端で
あるか（途切れているか否か）を判断する。補完処理部３１は、当該判断条件が成立しな
いならば（Ｎｏ）、ステップＳ３９の処理へ戻り、当該判断条件が成立したならば（Ｙｅ
ｓ）、ステップＳ４１の処理を行う。
　ステップＳ４１に於いて、受信装置２の補完処理部３１は、セレクタ２７の入力を、映
像音声信号バッファ２６ａの出力側に切り替える。これにより、補完処理部３１は、不連
続部分の終点まで、補完用映像音声信号を繋ぎ合わせると共に、自身の映像音声信号に切
り替えることができる。
　ステップＳ４２に於いて、受信装置２は、前記した補完用の各処理部を停止し、図４に
示す放送信号の補完処理を終了する。
【００３１】
　図５は、本発明の第１の実施形態に於けるサーバの処理のフローチャートである。
　サーバ６は、自身が起動された後に、図５に示す処理を繰り返す。
　ステップＳ５０に於いて、サーバ６の放送局リスト管理部６２は、受信したメッセージ
を判断する。放送局リスト管理部６２は、放送信号要求メッセージを受信したならばステ
ップＳ５１の処理を行い、アドレスメッセージを受信したならばステップＳ５６の処理を
行い、受信放送局メッセージを受信したならばステップＳ５７の処理を行い、受信終了メ
ッセージを受信したならば、ステップＳ５８の処理を行う。
【００３２】
　ステップＳ５１に於いて、サーバ６の放送局リスト管理部６２は、放送局リスト６３１
を検索して、当該局（チャンネル）を受信中の他の受信装置２が存在するか否かを判断す
る。ここで当該局とは、放送信号要求メッセージに含まれている情報である。放送局リス
ト管理部６２は、当該判断条件が成立しないならば（Ｎｏ）、ステップＳ５５の処理を行
い、当該判断条件が成立したならば（Ｙｅｓ）、ステップＳ５２の処理を行う。
　ステップＳ５２に於いて、サーバ６の放送局リスト管理部６２は、当該局（チャンネル
）を受信中の他の受信装置２に、放送信号要求メッセージを送信する。
　ステップＳ５３に於いて、サーバ６の放送局リスト管理部６２は、放送局５からの放送
信号を受信中の他の受信装置２からどのようなメッセージを受信したかを判断する。放送
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局リスト管理部６２は、放送信号配信メッセージを受信したならばステップＳ５４の処理
を行い、配信不可応答メッセージを受信した場合とその他の場合とならばステップＳ５５
の処理を行う。ここで放送信号配信メッセージは、放送信号要求メッセージを送信した要
求元の受信装置２に対して第２の受信信号を配信するメッセージである。配信不可応答メ
ッセージは、要求元の受信装置２に対して受信信号を配信することが不可能である旨のメ
ッセージである。
　ステップＳ５４に於いて、サーバ６の放送局リスト管理部６２は、要求元の受信装置２
に、受信した放送信号配信メッセージを転送し、図５の処理を終了する。
　ステップＳ５５に於いて、サーバ６の放送局リスト管理部６２は、要求元の受信装置２
に配信不可応答メッセージを送信し、図５の処理を終了する。
【００３３】
　ステップＳ５６に於いて、サーバ６の放送局リスト管理部６２は、放送局リスト６３１
に当該一方の受信装置２のエントリを作成して、受信装置のアドレス欄６３１ｂに受信装
置２のＩＰアドレスを格納し、図５の処理を終了する。
　ステップＳ５７に於いて、サーバ６の放送局リスト管理部６２は、放送局リスト６３１
を更新し、図５の処理を終了する。放送局リスト管理部６２は、受信放送局メッセージを
送信した受信装置２のＩＰアドレスによって受信装置のアドレス欄６３１ｂを検索し、該
当エントリの放送局欄６３１ａに、当該受信装置２が選択しているチャンネルの識別情報
を格納する。
　ステップＳ５８に於いて、サーバ６の放送局リスト管理部６２は、放送局リスト６３１
から該当するエントリを削除する。放送局リスト管理部６２は、受信終了メッセージを送
信した受信装置２のＩＰアドレスによって受信装置のアドレス欄６３１ｂを検索し、該当
エントリを削除し、図５の処理を終了する。
【００３４】
　図６は、本発明の第１の実施形態に於ける仮想ダイバーシティ処理のシーケンス図であ
る。
　サーバ６および受信装置２－１が起動されたならば、シーケンスＱ１０～Ｑ１３を開始
する。
　シーケンスＱ１０に於いて、受信装置２－１は、サーバ６に、自身のＩＰアドレス「20
2.213.124.7」を含むアドレスメッセージを送信する。
　シーケンスＱ１１に於いて、受信装置２－１は、サーバ６に、現在のチャンネルの識別
情報を含む受信放送局メッセージを送信する。サーバ６は、放送局リスト６３１に、放送
局と受信装置２－１のアドレス情報とを格納する。
　シーケンスＱ１２に於いて、受信装置２－１は、現在のチャンネルの受信に失敗したの
で、サーバ６に、放送信号要求メッセージを送信する。サーバ６は、放送局リスト６３１
に基づき、他に当該チャンネルを受信している受信装置２が存在しないと判断する。
　シーケンスＱ１３に於いて、サーバ６は、受信装置２－１に、配信不可応答メッセージ
を送信する。これにより、受信装置２－１は、仮想ダイバーシティ処理に失敗したことを
検知することができる。
【００３５】
　受信装置２－２が起動されたならば、シーケンスＱ１４～Ｑ２０が行われる。
　シーケンスＱ１４に於いて、受信装置２－２は、サーバ６に、自身のＩＰアドレス「20
2.213.128.5」を含むアドレスメッセージを送信する。サーバ６は、放送局リスト６３１
に、受信装置２－２に係るエントリを作成する。
　シーケンスＱ１５に於いて、受信装置２－２は、サーバ６に、現在のチャンネルの識別
情報を含む受信放送局メッセージを送信する。サーバ６は、シーケンスＱ１３にて作成し
た放送局リスト６３１のエントリに、現在のチャンネルの識別情報を格納する（図５のス
テップＳ５７参照）。
　シーケンスＱ１６に於いて、受信装置２－１は、現在のチャンネルの受信に失敗したの
で、サーバ６に、放送信号要求メッセージを送信する。サーバ６は、放送局リスト６３１
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に基づき、当該チャンネルを受信している受信装置２－２を検出する（図５のステップＳ
５１参照）。
【００３６】
　シーケンスＱ１７に於いて、サーバ６は、受信装置２－２に、放送信号要求メッセージ
を送信する。
　シーケンスＱ１８に於いて、受信装置２－２は、現在のチャンネルの受信に成功してい
るので、サーバ６に、第２の受信信号を含む放送信号配信メッセージを送信する。
　シーケンスＱ１９に於いて、サーバ６は、受信装置２－１に、第２の受信信号を含む放
送信号配信メッセージを送信（転送）する。
　シーケンスＱ２０に於いて、受信装置２－１は、放送信号配信メッセージに含まれる第
２の受信信号により、放送信号の補完処理（図４参照）を行う。これにより、受信装置２
－１は、自身のアンテナ２１で受信した放送信号が劣化しても、サーバ６を介して受信装
置２－２から第２の受信信号が配信されるので、劣化した放送信号を補完して正常に番組
を視聴できる。
【００３７】
　受信装置２－１は、ユーザによって電源オフが指示された場合や、チャンネル変更が指
示された場合に、シーケンスＱ２１の処理を行う。
　シーケンスＱ２１に於いて、受信装置２－１は、ネットワーク９を介してサーバ６に、
受信終了メッセージを送信する。これにより、サーバ６の放送局リスト６３１を更新する
ことができる。
【００３８】
（第１の実施形態の効果）
　以上説明した第１の実施形態では、次の(Ａ)～（Ｆ）のような効果がある。
【００３９】
（Ａ）　受信装置２は、現在のチャンネルの放送信号が劣化したことを検知したならば、
ネットワーク９に接続された他の装置に受信信号を要求するデータ要求部３０３を備えて
いる。これにより、データ要求部３０３は、現在のチャンネルに係る第１の受信信号を補
完することができるので、劣化した放送信号しか受信できない地域であっても、正常に番
組を視聴できる。
【００４０】
（Ｂ）　受信装置２は、自身の映像信号および音声信号をバッファリングする映像音声信
号バッファ２６ａ（第１のバッファ）と、補完用の映像信号および音声信号をバッファリ
ングする映像音声信号バッファ２６ｂ（第２のバッファ）と、これらを切り替えて出力す
るセレクタ２７とを備えている。これにより、自身の映像信号および音声信号が不連続に
なった場合でも、補完用の映像信号および音声信号に切り替えてリアルタイムに補完する
ことができる。
【００４１】
（Ｃ）　受信装置２は、ＭＰＥＧデコーダ２８の出力信号をバッファリングする表示用バ
ッファ２９を備えている。これにより、放送信号の劣化によって、自身の映像信号および
音声信号が不連続になった期間を正確に特定しなくても、その不連続期間を含む第２の受
信信号を融通してもらい、その第２の受信信号を復調して補完用の映像信号および音声信
号をデコードすることにより、その不連続期間を補完することができる。
【００４２】
（Ｄ）　受信装置２は、チューナ２２が受信した放送信号をバッファリングする放送信号
バッファ３０１と、ネットワーク９に接続された他の装置からの要求に応じて、放送信号
バッファ３０１にバッファリングされた第１の受信信号を配信するデータ配信部３０２と
を備えている。これにより、受信装置２は、他の装置から放送信号を融通してもらうだけ
でなく、他の装置に放送信号を融通することができる。よって、他の受信装置２は、劣化
した放送信号しか受信できない地域に配置されていても、正常に番組を視聴することがで
きる。
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【００４３】
（Ｅ）　受信装置２のデータ配信部３０２は、復調処理部２４ａが第１の受信信号の劣化
を検知したならば、放送信号バッファ３０１にバッファリングされた放送信号を消去する
。これにより、劣化した第１の受信信号を配信することがなくなるため、他の受信装置２
は、正常に番組を視聴できる。
【００４４】
（Ｆ）　サーバ６の放送局リスト管理部６２は、各受信装置２が選択しているチャンネル
を管理している。これにより、複数のチャンネルのうち、選択したチャンネルの放送信号
が劣化しても、当該チャンネルを受信した他の受信装置２を特定して、当該チャンネルに
関する放送信号を融通してもらうことができる。例えば、衛星デジタル放送で同じトラン
スポンダの別の番組を受信している受信機同士であっても、トランスポートストリームに
まで復調する前のデジタルデータを融通し合うことにより、仮想ダイバーシティを実現す
ることができる。
【００４５】
（第２の実施形態）
　第２の実施形態に於けるシステムは、第１の実施形態に於けるシステム１と同一の構成
を有し、以下、各要素に同一の符号を付与して説明する。
　図７は、本発明の第２の実施形態に於ける仮想ダイバーシティ処理のフローチャートで
ある。
　第２の実施形態のステップＳ１０～Ｓ１８の処理は、図３に示す第１の実施形態のステ
ップＳ１０～Ｓ１８の処理と同様である。
　ステップＳ１８に於いて、仮想ダイバーシティ部３０は、放送信号要求メッセージを受
信した場合、ステップＳ１８ａの処理を行う。この放送信号要求メッセージは、放送信号
バッファ３０１に格納された放送信号（第１の受信信号）を要求するメッセージである。
　ステップＳ１８ａに於いて、データ配信部３０２は、サーバ６に、放送信号バッファ３
０１に格納された放送信号（第１の受信信号）を送信することが可能である旨の配信可能
応答メッセージを送信し、ステップＳ１８ｂの処理を行う。
　ステップＳ１８ｂに於いて、仮想ダイバーシティ部３０は、受信メッセージを判断する
。仮想ダイバーシティ部３０は、サーバ６からアドレスメッセージを受信したならば、ス
テップＳ１８ｃの処理を行い、その他の場合には、ステップＳ２０の処理を行う。
【００４６】
　ステップＳ１８ｃに於いて、仮想ダイバーシティ部３０は、放送信号バッファ３０１に
格納された放送信号（第１の受信信号）を含む放送信号配信メッセージを、アドレスメッ
セージに含まれるＩＰアドレスを有する他の受信装置２へ送信し、ステップＳ２０の処理
を行う。
　ステップＳ２０，Ｓ２１の処理は、図３に示す第１の実施形態のステップＳ２０，Ｓ２
１の処理と同様である。
【００４７】
　図８は、本発明の第２の実施形態に於けるサーバの処理のフローチャートである。
　第２の実施形態のステップＳ５０～Ｓ５２の処理は、図５に示す第１の実施形態のステ
ップＳ５０～Ｓ５２の処理と同様である。ステップＳ５２の処理の終了後、サーバ６はス
テップＳ５３Ａの処理を行う。
　ステップＳ５３Ａに於いて、サーバ６は、受信中の他の受信装置２からどのようなメッ
セージを受信したか否かを判断する。サーバ６は、当該他の受信装置２から配信可能応答
メッセージを受信したならばステップＳ５４Ａの処理を行い、当該他の受信装置２から配
信不可応答メッセージを受信した場合と、その他の場合ならばステップＳ５５の処理を行
う。
　ステップＳ５４Ａに於いて、サーバ６は、当該受信中の他の受信装置２に、要求元の受
信装置２のアドレスを送信し、図８の処理を終了する。
　以降ステップＳ５５～Ｓ５８の処理は、図５に示す第１の実施形態のステップＳ５５～
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Ｓ５８の処理と同様である。
【００４８】
　図９は、本発明の第２の実施形態に於ける仮想ダイバーシティ処理のシーケンス図であ
る。
　第２の実施形態のシーケンスＱ１０～Ｑ１７の処理は、図６に示す第１の実施形態のシ
ーケンスＱ１０～Ｑ１７の処理と同様である。シーケンスＱ１７の処理の終了後、受信装
置２－２は、シーケンスＱ１７ａの処理を行う。
　シーケンスＱ１７ａに於いて、受信装置２－２は、サーバ６に、配信可能応答メッセー
ジを送信する。
　シーケンスＱ１７ｂに於いて、サーバ６は、受信装置２－２に、受信装置２－１のＩＰ
アドレスを含むアドレスメッセージを送信する。
　シーケンスＱ１７ｃに於いて、受信装置２－２は、受信装置２－１のＩＰアドレスを用
いて、放送信号バッファ３０１の放送信号（第２の受信信号）を含む放送信号配信メッセ
ージを送信する。
　シーケンスＱ２０，Ｑ２１の処理は、図６に示す第１の実施形態のシーケンスＱ２０，
Ｑ２１の処理と同様である。
【００４９】
（第２の実施形態の効果）
　以上説明した第２の実施形態では、次の(Ｇ)のような効果がある。
【００５０】
（Ｇ）　受信装置２に於いて、データ配信部３０２は、サーバ６からの要求に応じて、放
送信号バッファ３０１にバッファリングされた第１の受信信号を、他の受信装置２に配信
する。このため、受信装置２は、サーバ６を介することなく、直接、当該他の受信装置２
に、第１の受信信号を配信することができる。これにより、当該他の受信装置２は、サー
バ６に放送信号を要求してから第１の受信信号を受信するまでの時間を短縮することがで
きるので、映像音声信号バッファ２６ａ，２６ｂや、放送信号バッファ３０１の容量を小
さくすることができる。更に、アンテナ２１によって放送電波を受信したのち、画像や音
声を表示するまでの遅延を少なくすることができる。
【００５１】
（第３の実施形態）
　図１０は、本発明の第３の実施形態に於けるシステム１Ｂの概略の構成を示す図である
。第１の実施形態のシステム１（図１参照）と同一の要素には同一の符号を付与している
。
　システム１Ｂは、放送局５と、複数の受信装置２Ｂ－１～２Ｂ－３と、アドレス仲介サ
ーバ７とを備える。受信装置２Ｂ－１～２Ｂ－３と、アドレス仲介サーバ７とは、ネット
ワーク９により接続されている。
　受信装置２Ｂ－１～２Ｂ－３は、それぞれ、アンテナ２１を有し、アンテナ２１を介し
て放送局５からの放送信号を受信するものである。受信装置２Ｂ－１のＩＰアドレスは、
「202.213.124.7」であり、受信装置２Ｂ－２のＩＰアドレスは、「202.213.128.5」であ
り、受信装置２Ｂ－３のＩＰアドレスは、「202.213.132.3」である。以下、受信装置２
Ｂ－１～２Ｂ－３を特に区別しないときは、受信装置２Ｂと記載する。
【００５２】
　アドレス仲介サーバ７は、ネットワーク９を介して、受信装置２Ｂとパケットの送受信
を行い、ＩＰアドレスを仲介するものである。アドレス仲介サーバ７は、通信部７１と、
親装置リスト管理部７２と、記憶部７３とを備える。
　通信部７１は、例えば、ネットワークインターフェースであり、ネットワーク９を介し
て、データを送受信するものである。
　記憶部７３は、例えば、ＨＤＤであり、データを格納するものである。記憶部７３は、
親装置リスト７３１を格納する。親装置リスト７３１は、親装置である受信装置２ＢのＩ
Ｐアドレスを登録するテーブルである。なお、親装置は、第１の実施形態のサーバ６と同
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様に機能する受信装置２Ｂであり、子装置は、親装置である受信装置２Ｂ以外の他の受信
装置２Ｂである。
　親装置リスト管理部７２は、ネットワーク９を介して受信装置２Ｂとパケットの送受信
を行い、親装置リスト７３１を管理するものである。なお、親装置リスト管理部７２は、
アドレス仲介サーバ７が備える不図示のＣＰＵが、プログラムを実行することによって具
現化される。
【００５３】
　図１１は、本発明の第３の実施形態に於ける受信装置２Ｂの構成を示す図である。第１
の実施形態の受信装置２（図２参照）と同一の要素には同一の符号を付与している。
　受信装置２Ｂは、ネットワーク９と、表示装置４とに接続されている。
　受信装置２Ｂは、第１の実施形態の受信装置２と同様の構成に加えて、更に、親装置決
定部３３と、放送局リスト管理部３４と、記憶部３５とを備える。
　親装置決定部３３は、親装置を決定する処理を行うものである。
　記憶部３５は、例えば、ＨＤＤであり、データを格納するものである。記憶部３５は、
放送局リスト３５１を格納する。放送局リスト３５１は、図１（ｂ）に示す放送局リスト
６３１と同様の構成を有する。
　放送局リスト管理部３４は、ネットワーク９を介した受信装置２Ｂとのパケットの送受
信に基づいて、放送局リスト３５１を管理して、当該受信装置２Ｂが親装置である場合に
、第１の実施形態の放送局リスト管理部６２と同様に機能するものである。
　なお、親装置決定部３３および放送局リスト管理部３４は、受信装置２Ｂが備える不図
示のＣＰＵが、プログラムを実行することによって具現化される。
【００５４】
　図１２は、本発明の第３の実施形態に於ける各受信装置２Ｂの親装置決定処理のフロー
チャートである。
　受信装置２Ｂは、ユーザが電源をオンしたか、または、ユーザが受信する放送局を変更
したならば、図１２に示す親装置決定処理を開始する。
　ステップＳ７０に於いて、受信装置２Ｂの親装置決定部３３は、アドレス仲介サーバ７
に、親装置である受信装置２ＢのＩＰアドレスを問い合わせるアドレス問合メッセージを
送信する。
　ステップＳ７１に於いて、受信装置２Ｂの親装置決定部３３は、アドレス仲介サーバ７
から、親装置である受信装置２ＢのＩＰアドレスを有効に取得できたか否かを判断する。
具体的にいうと、親装置決定部３３は、取得したＩＰアドレスが無効値（例えば「0.0.0.
0」）であるか否かを判断し、更に当該ＩＰアドレスとＰｉｎｇなどで通信することによ
り、有効か否かを判断する。親装置リスト管理部７２は、当該判断条件が成立しないなら
ば（Ｎｏ）、ステップＳ７２の処理を行い、当該判断条件が成立したならば（Ｙｅｓ）、
ステップＳ７９の処理を行う。
　ステップＳ７２に於いて、受信装置２Ｂの親装置決定部３３は、当該親装置である受信
装置２ＢのＩＰアドレスは無効である旨のアドレス無効化メッセージを、アドレス仲介サ
ーバ７に送信する。アドレス仲介サーバ７の親装置リスト管理部７２は、親装置リスト７
３１に記録された当該親装置のＩＰアドレスを無効化する。
　ステップＳ７３に於いて、受信装置２Ｂの親装置決定部３３は、自装置のＩＰアドレス
を親装置として登録する旨のアドレス登録メッセージを、アドレス仲介サーバ７に送信す
る。親装置リスト管理部７２は、記憶部７３内の親装置リスト７３１に、当該ＩＰアドレ
スを登録する。
【００５５】
　ステップＳ７４に於いて、受信装置２Ｂは、親装置として動作する。ここで、親装置と
しての動作とは、例えば、図５に示す第１の実施形態のサーバ６の処理と同様である。
　ステップＳ７５に於いて、受信装置２Ｂは、ユーザによる自装置の電源オフ指示を検知
したか否かを判断する。受信装置２Ｂは、当該判断条件が成立しないならば（Ｎｏ）、ス
テップＳ７４の処理へ戻り、当該判断条件が成立したならば（Ｙｅｓ）、ステップＳ７６
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の処理を行う。
　ステップＳ７６に於いて、受信装置２Ｂの親装置決定部３３は、自装置のＩＰアドレス
は無効である旨のアドレス無効化メッセージを、アドレス仲介サーバ７に送信する。アド
レス仲介サーバ７の親装置リスト管理部７２は、親装置リスト７３１に記録された当該Ｉ
Ｐアドレスに、例えば「0.0.0.0」などの無効な値を設定することにより無効化する。
　ステップＳ７７に於いて、受信装置２Ｂの親装置決定部３３は、放送局リスト３５１を
参照して、子装置が１台以上存在する場合は、子装置である受信装置２Ｂのうちのいずれ
かの一台に、次の親装置になるように要請する旨の要請メッセージを送信する。
　ステップＳ７８に於いて、受信装置２Ｂの親装置決定部３３は、子装置が１台以上存在
する場合は、次の親装置以外の他の全ての子装置である受信装置２Ｂに、次の親装置であ
る受信装置２ＢのＩＰアドレスを含むアドレスメッセージを送信し、ステップＳ８３の処
理を行う。
【００５６】
　ステップＳ７９に於いて、受信装置２Ｂの親装置決定部３３は、親装置である受信装置
２Ｂから受信したメッセージを判断する。親装置決定部３３は、次の親装置になるように
要請する旨の次の親装置アドレスメッセージを受信したならば、ステップＳ７３の処理を
行い、次の親装置のＩＰアドレスを含むアドレスメッセージを受信したならば、ステップ
Ｓ８０の処理を行う。
　ステップＳ８０に於いて、受信装置２Ｂの親装置決定部３３は、次の親装置アドレスメ
ッセージに含まれる現在の親装置のアドレスが有効か否かを判断する。具体的にいうと、
親装置決定部３３は、取得したＩＰアドレスが無効値であるか否かを判断し、更に当該Ｉ
ＰアドレスとＰｉｎｇなどで通信することにより、有効か否かを判断する。親装置決定部
３３は、当該判断条件が成立しないならば（Ｎｏ）、ノードＡを介してステップＳ７０の
処理へ戻り、当該判断条件が成立したならば（Ｙｅｓ）、ステップＳ８１の処理を行う。
　ステップＳ８１に於いて、受信装置２Ｂは、子装置として動作する。ここで、子装置と
しての動作とは、例えば、図３に示す第１の実施形態の受信装置２の仮想ダイバーシティ
処理と同様である。
　ステップＳ８２に於いて、受信装置２Ｂは、ユーザによる自装置の電源オフ指示を検知
したか否かを判断する。受信装置２Ｂは、当該判断条件が成立しないならば（Ｎｏ）、ス
テップＳ７９の処理へ戻り、当該判断条件が成立したならば（Ｙｅｓ）、ステップＳ８３
の処理を行う。
　ステップＳ８３に於いて、受信装置２Ｂは、自装置の電源オフを実行して、図１２の処
理を終了する。
【００５７】
　図１３は、本発明の第３の実施形態に於けるサーバの親装置決定処理のフローチャート
である。
　アドレス仲介サーバ７は、起動されたならば、サーバの親装置決定処理を行う。
　ステップＳ９０に於いて、親装置リスト管理部７２は、通信部７１によって受信したメ
ッセージを判断する。親装置リスト管理部７２は、親装置のＩＰアドレスを問い合わせる
アドレス問合メッセージを受信したならば、ステップＳ９１の処理を行い、アドレス無効
化メッセージを受信したならば、ステップＳ９６の処理を行い、いずれかの受信装置２Ｂ
から、自装置のＩＰアドレスを親装置として登録する旨のアドレス登録メッセージを受信
したならば、ステップＳ９７の処理を行う。
　ステップＳ９１に於いて、親装置リスト管理部７２は、親装置リスト７３１に親装置の
ＩＰアドレスが登録されているか否かを判断する。親装置リスト管理部７２は、当該判断
条件が成立しないならば（Ｎｏ）、ステップＳ９５の処理を行い、当該判断条件が成立し
たならば（Ｙｅｓ）、ステップＳ９２の処理を行う。
　ステップＳ９２に於いて、親装置リスト管理部７２は、通信部７１によって、親装置リ
スト７３１に登録されている親装置である受信装置２Ｂに、親装置として有効であるか否
かを確認するアドレス確認メッセージを送信する。
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【００５８】
　ステップＳ９３に於いて、親装置リスト管理部７２は、通信部７１によって、当該受信
装置２Ｂから受信したメッセージを判断する。親装置リスト管理部７２は、親装置である
受信装置２Ｂから、親装置として有効である旨のアドレス有効応答メッセージを受信した
ならば、ステップＳ９４の処理を行い、その他の場合ならば、ステップＳ９５の処理を行
う。
　ステップＳ９４に於いて、親装置リスト管理部７２は、通信部７１によって、親装置で
ある受信装置２ＢのＩＰアドレスを、親装置のＩＰアドレスを問い合わせた問い合わせ元
の受信装置２Ｂに送信し、ステップＳ９０の処理に戻る。
　ステップＳ９５に於いて、親装置リスト管理部７２は、通信部７１によって、問い合わ
せ元の受信装置２Ｂに、親装置は存在しない旨を示す無効値メッセージを送信し、ステッ
プＳ９０の処理に戻る。
　ステップＳ９６に於いて、親装置リスト管理部７２は、親装置リスト７３１に登録され
ている親装置のＩＰアドレスを無効化し、ステップＳ９０の処理に戻る。
　ステップＳ９７に於いて、親装置リスト管理部７２は、アドレス登録メッセージに含ま
れたＩＰアドレスを、親装置リスト７３１に、有効な親装置のＩＰアドレスとして登録し
、ステップＳ９０の処理に戻る。
【００５９】
　図１４は、本発明の第３の実施形態に於ける親装置決定処理のシーケンス図である。
　受信装置２Ｂ－２およびアドレス仲介サーバ７は、シーケンスＱ３０～Ｑ３３を開始す
る。なお、このとき、受信装置２Ｂ－１および受信装置２Ｂ－３は起動されていない。
　シーケンスＱ３０に於いて、受信装置２Ｂ－２は、アドレス仲介サーバ７に、親装置で
ある受信装置２ＢのＩＰアドレスを問い合わせる親装置アドレス問合メッセージを送信す
る。
　シーケンスＱ３１に於いて、アドレス仲介サーバ７は、受信装置２Ｂ－２に、親装置と
して有効な受信装置２Ｂは存在しない旨の無効値メッセージを送信する。
　シーケンスＱ３２に於いて、受信装置２Ｂ－２は、アドレス仲介サーバ７に、アドレス
無効化メッセージを送信する。このアドレス無効化メッセージは、親装置のＩＰアドレス
の無効化を要求するメッセージである。
　シーケンスＱ３３に於いて、受信装置２Ｂ－２は、アドレス仲介サーバ７に、自装置の
ＩＰアドレスを親装置として登録することを要求するアドレス登録メッセージを送信する
。アドレス仲介サーバ７は、親装置リスト７３１に、受信装置２Ｂの当該ＩＰアドレスを
登録する。
【００６０】
　受信装置２Ｂ－３が起動されると、シーケンスＱ３４～Ｑ３７を開始する。
　シーケンスＱ３４に於いて、受信装置２Ｂ－３は、アドレス仲介サーバ７に、親装置で
ある受信装置２ＢのＩＰアドレスを問い合わせる親装置アドレス問合メッセージを送信す
る。
　シーケンスＱ３５に於いて、アドレス仲介サーバ７は、受信装置２Ｂ－２に、親装置と
して有効であるか否かを確認する親装置アドレス確認メッセージを送信する。
　シーケンスＱ３６に於いて、受信装置２Ｂ－２は、アドレス仲介サーバ７に、親装置と
して有効である旨のアドレス有効応答メッセージを送信する。
　シーケンスＱ３７に於いて、アドレス仲介サーバ７は、受信装置２Ｂ－３に、親装置で
ある受信装置２Ｂ－２のＩＰアドレスを含む親装置アドレスメッセージを送信する。
　受信装置２Ｂ－１が起動されると、シーケンスＱ３８～Ｑ４１を開始する。
　シーケンスＱ３８に於いて、受信装置２Ｂ－１は、アドレス仲介サーバ７に、親装置で
ある受信装置２ＢのＩＰアドレスを問い合わせる親装置アドレス問合メッセージを送信す
る。
　シーケンスＱ３９に於いて、アドレス仲介サーバ７は、受信装置２Ｂ－２に、親装置と
して有効であるか否かを確認する親装置アドレス確認メッセージを送信する。
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　シーケンスＱ４０に於いて、受信装置２Ｂ－２は、アドレス仲介サーバ７に、親装置と
して有効である旨のアドレス有効応答メッセージを送信する。
【００６１】
　シーケンスＱ４１に於いて、アドレス仲介サーバ７は、受信装置２Ｂ－１に、親装置で
ある受信装置２Ｂ－２のＩＰアドレスを送信する。
　ユーザが受信装置２Ｂ－２の電源スイッチをオフすると、シーケンスＱ５０～Ｑ５８を
開始する。
　シーケンスＱ５０に於いて、受信装置２Ｂ－２は、ユーザによる電源オフ指示を検知す
る。
　シーケンスＱ５１に於いて、受信装置２Ｂ－２は、アドレス仲介サーバ７に、自装置の
ＩＰアドレスは親装置として無効である旨の自装置アドレス無効化メッセージを送信する
。
　シーケンスＱ５２に於いて、受信装置２Ｂ－２は、受信装置２Ｂ－１に、次の親装置に
なるように要請する旨の要請メッセージを送信する。
　シーケンスＱ５３に於いて、受信装置２Ｂ－１は、アドレス仲介サーバ７に、親装置で
ある受信装置２ＢのＩＰアドレスを問い合わせる親装置アドレス問合メッセージを送信す
る。
【００６２】
　シーケンスＱ５４に於いて、アドレス仲介サーバ７は、受信装置２Ｂ－１に、親装置と
して有効な受信装置２Ｂはない旨の無効値メッセージを送信する。
　シーケンスＱ５５に於いて、受信装置２Ｂ－１は、アドレス仲介サーバ７に、親装置リ
スト７３１に記録された親装置のＩＰアドレスを無効化することを要求するアドレス無効
化メッセージを送信する。
　シーケンスＱ５６に於いて、受信装置２Ｂ－１は、アドレス仲介サーバ７に、自装置の
ＩＰアドレスを親装置として登録することを要求するアドレス登録メッセージを送信する
。
　シーケンスＱ５７に於いて、受信装置２Ｂ－２は、受信装置２Ｂ－３に、次の親装置で
ある受信装置２Ｂ－１のＩＰアドレスを送信する。
　シーケンスＱ５８に於いて、受信装置２Ｂ－２は電源オフを実行する。
【００６３】
（第３の実施形態の効果）
　以上説明した第３の実施形態では、次の（Ｈ）のような効果がある。
【００６４】
（Ｈ）　受信装置２Ｂは、ネットワーク９に接続されている受信装置２Ｂのうちいずれが
、第１の実施形態のサーバ６として機能する親装置となるかを決定する親装置決定部３３
を更に備え、親装置決定部３３は、自身の電源オフが指示された際に、他のいずれかの受
信装置２Ｂに対して、次の親装置となるように要請するメッセージを送信する。アドレス
仲介サーバ７は、放送局リスト６３１よりも容量の少ない親装置リスト７３１を格納する
ことが可能になる。これにより、サーバの設置コストを削減することが可能になる。
【００６５】
（変形例）
　本発明は、上記実施形態に限定されることなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、変
更実施が可能であり、例えば、次の（ａ）～（ｍ）のようなものがある。
【００６６】
（ａ）　第１の実施形態の受信装置２は、単体のセットトップボックスである。しかし、
これに限られず、受信装置２は、テレビジョンや録画装置に組み込まれたチューナユニッ
トとして構成されていてもよい。
【００６７】
（ｂ）　第１の実施形態の受信装置２は、放送信号の誤り訂正の成否によって、放送信号
の受信に成功したか否かを判断している。しかし、これに限られず、受信装置２は、放送
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信号のＳ／Ｎ比の劣化を検出することにより、放送信号の受信に成功したか否かを判断し
てもよい。これにより、受信装置２は、誤り訂正処理よりも早期に放送信号の劣化を検知
できるので、更に確実に放送信号を補完することができる。
【００６８】
（ｃ）　第１の実施形態の仮想ダイバーシティ部３０のデータ配信部３０２は、他の受信
装置２から放送信号要求メッセージを受信した際に、放送信号バッファ３０１にバッファ
リングした放送信号（第１の受信信号）を含む放送信号配信メッセージを、当該他の受信
装置２に送信している。しかし、これに限られず、仮想ダイバーシティ部３０のデータ配
信部３０２は、他の受信装置２から放送信号要求メッセージを受信してから、その放送信
号の要求終了を示すメッセージを受信するまでの間、自身の放送信号バッファ３０１にバ
ッファリングした放送信号（第１の受信信号）を含む放送信号配信メッセージを、当該他
の受信装置２に連続して送信してもよい。
【００６９】
（ｄ）　仮想ダイバーシティ部３０のデータ配信部３０２は、他の受信装置２から放送信
号要求メッセージを受信したならば、予め定められた期間に於いて、自身の放送信号バッ
ファ３０１にバッファリングした放送信号（第１の受信信号）を含む放送信号配信メッセ
ージを、当該他の受信装置２に連続して送信してもよい。
【００７０】
（ｅ）　仮想ダイバーシティ部３０のデータ配信部３０２は、他の受信装置２から放送信
号要求メッセージを受信したならば、当該他の受信装置２が放送信号の受信に失敗する頻
度に応じて定めた期間に於いて、自身の放送信号バッファ３０１にバッファリングした放
送信号（第１の受信信号）を含む放送信号配信メッセージを、当該他の受信装置２に連続
して送信してもよい。
【００７１】
（ｆ）　第２の実施形態に於けるサーバ６は、いずれかの受信装置２から放送信号要求メ
ッセージを受信し、かつ、当該局（チャンネル）を受信中の他の受信装置２が存在すると
判断したとき、当該他の受信装置２に放送信号要求メッセージを送信したのちに、要求元
である受信装置２のアドレスを送信している。しかし、これに限られず、サーバ６は、い
ずれかの受信装置２から放送信号要求メッセージを受信し、かつ、当該局（チャンネル）
を受信中の他の受信装置２が存在すると判断したとき、要求元の受信装置２に配信元であ
る受信装置２のアドレスを送信してもよい。もしくは、他の受信装置２が存在するかを判
断せずに、複数の候補となる配信元のアドレスを要求元へ送信し、要求元が補完データを
取得できるまで、各配信元に配信要求してもよい。これにより、受信装置２間の通信トラ
ヒックが少なくなり、よって短時間で処理することができる。更にサーバ６は、正しく運
用されている受信装置２のアドレスを格納したホワイトアドレスリストを備え、当該他の
受信装置２に、要求元である受信装置２のアドレスを送信してよいか否かを、このホワイ
トリストアドレスに基づいてチェックしてもよい。さらに、サーバ６と受信装置２との間
で送受信するアドレスや、受信装置２同士で送受信するアドレスを暗号化することによっ
て、悪意がある第三者による妨害を阻止してもよい。
【００７２】
（ｇ）　第３の実施形態に於いて、親装置のアドレスが有効か否かを確認するＰｉｎｇ通
信は、アドレス仲介サーバ７が行っている。しかし、これに限られず、子装置である各受
信装置２Ｂが親装置との間でＰｉｎｇ通信を行い、当該親装置のアドレスが有効か否かを
確認してもよい。
【００７３】
（ｈ）　第３の実施形態に於いて更に、親装置である受信装置２Ｂが子装置である受信装
置２Ｂのいずれか１台を選択し、当該選択された受信装置２Ｂは、所定の時間間隔で親装
置からのポーリングを監視し、当該ポーリングを検出しなくなったならば、次の親装置に
なるように構成してもよい。これにより、親装置である受信装置２Ｂが異常終了した場合
（例えば、電源の異常切断やネットワーク異常切断）、当該選択した受信装置２Ｂは、次
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の親装置として動作することができ、システム１上に親装置が存在しなくなることを防ぐ
ことができる。
【００７４】
（ｉ）　第２の実施形態に於いて、サーバ６が同一のチャンネルを受信している複数の受
信装置２をペアリングしたのち、当該複数の受信装置２は、サーバ６を介さずに、相互に
放送信号を融通するように構成してもよい。これにより、サーバ６の負荷を減少させ、更
に多くの受信装置２を管理可能となる。
【００７５】
（ｊ）　補完処理を行う信号は、映像信号と音声信号に限られず、タイムスタンプで管理
されているデジタル信号ならば、いずれの信号でもよい。例えば、地上デジタルテレビ放
送の規定が変更されてトランスポートストリームに時刻情報が付与されたならば、復調処
理部２４ａが出力している自身のトランスポートストリームと、復調処理部２４ｂが出力
している補完用のトランスポートストリームとをバッファリングして、自身のトランスポ
ートストリームの不連続部分を、補完用のトランスポートストリームで繋ぎ合わせてもよ
い。
【００７６】
（ｋ）　他の受信装置２に配信する放送信号は、Ａ／Ｄ変換部２３の出力信号に限られず
、デスクランブル前のデジタル信号ならば、いずれの信号でもよい。例えば、同期処理部
２４１の出力信号、検波処理部２４２の出力信号、誤り訂正処理部２４３の出力信号をＦ
ＩＦＯバッファにバッファリングして、他の受信装置２に配信してもよい。
（ｌ）　第１の実施形態に於いて、不図示のデスクランブラの位置は、復調処理部２４ａ
とデマルチプレクサ２５ａとの間や、復調処理部２４ｂとデマルチプレクサ２５ｂとの間
に限らず、ＭＰＥＧデコーダ２８の前までのいずれに存在していてもよい。
【００７７】
（ｍ）　第１、第２の実施形態に於いて、サーバ６は、ステップＳ５３（図５）の処理や
ステップＳ５３Ａ（図７）の処理で放送局を受信していないことが明らかになった場合に
は、放送局リスト６３１から当該エントリを削除してもよい。
【符号の説明】
【００７８】
１，１Ｂ　システム
２，２－１，２－２，…，２Ｂ，２Ｂ－１～２Ｂ－３　受信装置
４　表示装置
５　放送局
６　サーバ
７　アドレス仲介サーバ
９　ネットワーク
２１　アンテナ
２２　チューナ
２３　Ａ／Ｄ変換部
２４ａ　復調処理部　（第１の復調処理部）
２４ｂ　復調処理部　（第２の復調処理部）
２５ａ，２５ｂ　デマルチプレクサ
２６ａ　映像音声信号バッファ　（第１のバッファ）
２６ｂ　映像音声信号バッファ　（第２のバッファ）
２７　セレクタ
２８　ＭＰＥＧデコーダ
２９　表示用バッファ
３０　仮想ダイバーシティ部
３１　補完処理部
３２，６１，７１　通信部
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３３　親装置決定部
３４，６２　放送局リスト管理部
３５，６３，７３　記憶部
７２　親装置リスト管理部
２４１　同期処理部
２４２　検波処理部
２４３　誤り訂正処理部
３０１　放送信号バッファ
３０２　データ配信部
３０３　データ要求部
３５１，６３１　放送局リスト
６３１ａ　放送局欄
６３１ｂ　受信装置のアドレス欄
７３１　親装置リスト

【図１】 【図２】
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