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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１および第２の伝送メディアからのデジタル放送を受信可能な受信装置において、
　該第１および第２の伝送メディアから受信可能なチャンネルについて番組情報を抽出す
る番組情報抽出部と、
　該番組情報抽出部で抽出した各チャンネルの番組情報を記憶しておく記憶部と、
　上記第１の伝送メディアの番組情報と上記第２の伝送メディアの番組情報を統合する番
組情報統合部と、
　該番組情報統合部で統合した番組情報を基に、表示部に表示させるためのチャンネル表
示部及び伝送メディア表示部で構成される番組ガイドを生成する表示内容生成部とを備え
、
　上記番組情報統合部は、上記記憶部に記憶した番組情報を比較し、同一チャンネルの番
組情報が重複している場合、１つの番組情報として統合し、
　上記表示内容生成部は、生成する上記番組ガイドの上記チャンネル表示部で、上記第１
および第２の伝送メディアのいずれから受信したかを区別しないで表示させ、上記番組ガ
イドの上記伝送メディア表示部で、上記第１の伝送メディアの名前を表示させることを特
徴とする受信装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の受信装置において、
　前記番組統合部は、前記記憶部に同一チャンネルの番組情報が重複して記憶されている
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場合、前記第１および第２の伝送メディアのいずれを優先させて受信すべきかを設定可能
であり、
　前記表示内容生成部は、生成する前記番組ガイドの前記チャンネル表示部で、前記番組
情報統合部で設定された優先させる伝送メディアから受信したチャンネルを表示させ、前
記番組ガイドの前記伝送メディア表示部で、前記第１の伝送メディアの名前を表示させる
ことを特徴とする受信装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の受信装置において、
　前記第１の伝送メディアは地上デジタル放送であり、前記第２の伝送メディアはＩＰ再
送信であることを特徴とする受信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の伝送メディアからのデジタル放送を受信し番組ガイドを生成する受信
装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　テレビ・音声・データ放送において、従来のアナログ方式からデジタル方式への移行が
世界的に推進され、各国においてアナログ放送からデジタル放送へと転換されていく予定
である。デジタル放送では、ＭＰＥＧ（Ｍｏｔｉｏｎ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐａｒｔ　
Ｇｒｏｕｐ）等の符号化・多重化規格に沿ったストリームが伝送されている。デジタル放
送の利点の一つとして、受信装置において電子番組ガイド（以下、ＥＰＧ：Ｅｌｅｃｔｒ
ｏｎｉｃ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｇｕｉｄｅ）を容易に取得できることが挙げられる。ＥＰＧ
は、伝送されるストリームに含まれる番組に関する付加データであり、これを抽出して表
示することにより、ユーザの番組選択操作性を高めるものである。
【０００３】
　衛星放送や地上放送といった複数の伝送メディアを用いたデジタル放送が普及してくる
と、１台の受信装置において複数の伝送メディア上で伝送されている放送サービスを受信
できることが望まれる。そして、複数の伝送メディアを受信可能な受信装置におけるＥＰ
Ｇの表示方法を想定すると、まず、伝送メディア毎にＥＰＧを表示する方法が考えられる
。しかしながらこの方法では、ユーザが他の伝送メディアのＥＰＧを表示させたいとき、
伝送メディアを切り換えながらＥＰＧを表示することになるため、番組検索時の操作性が
良くない。
【０００４】
　これを改善するため、例えば特許文献１には、受信するネットワークを切り替えた際、
切り替え前に受信していたネットワークから作成された番組リストに、切り替え後に受信
したネットワークから作成された番組リストを追加して表示する技術が開示されている。
また特許文献２には、複数の情報提供システムにおける番組情報を選択統合して表示する
際、統合される番組情報の件数を情報提供システム毎に、予め定められた所定の統合条件
に基づいて決定する技術が開示されている。
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－８１２４号公報
【特許文献２】特開２００１－８１１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　近年、新たな伝送メディアとして、デジタル放送のストリームを伝送可能な伝送帯域を
持つ、ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）技術によるブロードバンドネットワ
ークの普及が進んでいる。このブロードバンドネットワークを利用し、ＩＰパケット上に
ＭＰＥＧストリームを載せるＭＰＥＧ　ｏｖｅｒ　ＩＰ方式によるストリーム伝送方式が
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開発されている。さらに日本においては、地上デジタル放送の受信可能エリアを広げる目
的で、地上デジタルのストリームをＭＰＥＧ　ｏｖｅｒ　ＩＰ方式によって伝送する、い
わゆる地上波デジタル放送のＩＰ再送信が検討されている。
【０００７】
　ＩＰ再送信を行うＩＰ放送事業者がＩＰ再送信で伝送するストリームを取得するには、
次の方法がある。１つは、該当地域の地上デジタル放送送信局から送信されているＲＦ（
Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）送信波を受信・復調してストリームを取得する方法で
ある。もう１つは、直接地上デジタル送信局からストリームの提供を受けて、ブロードバ
ンドネットワーク上に送出する方法である。いずれの方法によっても、ＩＰ再送信される
チャンネルは、該当地域の地上デジタル放送のＲＦ送信波を直接受信した場合と全く同一
になる。
【０００８】
　地上デジタル放送のＩＰ再送信が普及してくると、ブロードバンドネットワーク接続に
よるＩＰ再送信の受信と、地上デジタル放送送信局からのＲＦ送信波の直接受信の両方を
可能とする受信装置が現れると想定される。このような受信装置でＩＰ再送信の受信と地
上デジタルのＲＦ直接受信の両方が可能であっても、上記したようにＩＰ再送信とＲＦ直
接受信の受信チャンネルに違いがない場合は、ユーザはどちらか一方のみを受信すればよ
い。ＥＰＧについても、ＩＰ再送信もしくはＲＦ直接受信のどちらかで受信した情報だけ
を使用して表示を行えばよい。
【０００９】
　しかしながら、地上デジタル放送のＲＦ送信波は、該当地域だけでなく、これに隣接し
た地域でも受信可能な状況が発生しうる。その結果、ＩＰ再送信でブロードバンドネット
ワークを通じて伝送されているストリームと、隣接地域の送信局からＲＦ直接受信できる
ストリームとは異なる場合が生じる。この場合、ユーザはＩＰ再送信とＲＦ直接受信とを
切り替えて受信すれば、異なるチャンネルと番組を視聴することが可能になる。ただし、
ＩＰ再送信とＲＦ直接受信で受信可能なチャンネルは全て異なるとは限らず、いくつかの
チャンネルは全く同一であることもありえる。
【００１０】
　このような状況でのＥＰＧ表示を想定する。伝送メディア毎にＥＰＧを表示する受信装
置の場合、ＩＰ再送信とＲＦ直接受信は異なる伝送メディアを用いて受信しているため、
ＩＰ再送信とＲＦ直接受信の２系統のＥＰＧが別個に生成表示される。しかるに、両者と
も本来は共通の伝送メディアである地上デジタル放送として放送されているチャンネルで
ありながら、単一のＥＰＧで表示されず、ユーザにとって検索時の操作性が悪い。
【００１１】
　ここで、上記特許文献１に開示された技術を用いることにより、ＩＰ再送信とＲＦ直接
受信を単一のＥＰＧとして表示することが可能となる。しかしながら、上記特許文献１の
方法では、複数の伝送メディアの番組リストを単に追加するだけであるため、ＩＰ再送信
とＲＦ直接受信で同じチャンネルが存在すると、これらを重複してＥＰＧに表示してしま
う。また上記特許文献２に開示された技術は、複数の情報提供システムにて受信する場合
に、各情報提供システムの番組情報の表示件数をユーザが決定することはできるが、同じ
チャンネルが複数の情報提供システムに存在する場合には、やはりＥＰＧ上に重複表示し
てしまう。
【００１２】
　このような同一チャンネルの重複表示はユーザにとって無意味であり、また無駄な表示
を含むため番組検索時の操作性の妨げになりかねない。
【００１３】
　本発明の目的は、上記課題を解決し、複数の伝送メディアからのデジタル放送を受信す
る場合に、番組情報の表示内容に無駄がなく検索しやすい画面を提供できる受信装置を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
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【００１４】
　本発明の受信装置は、第１および第２の伝送メディアからのデジタル放送を受信可能な
受信装置であって、第１および第２の伝送メディアから受信可能なチャンネルについて番
組情報を抽出する番組情報抽出部と、番組情報抽出部で抽出した各チャンネルの番組情報
を記憶しておく記憶部と、第１の伝送メディアの番組情報と第２の伝送メディアの番組情
報を統合する番組情報統合部と、番組情報統合部で統合した番組情報を基に、表示部に表
示させるためのチャンネル表示部及び伝送メディア表示部で構成される番組ガイドを生成
する表示内容生成部とを備える。番組情報統合部は、記憶部に記憶した番組情報を比較し
、同一チャンネルの番組情報が重複している場合、１つの番組情報として統合する。
【００１５】
　前記第１および第２の伝送メディアの一方は、インターネットプロトコルを介してデジ
タル放送を受信するものである。
【００１６】
　前記番組情報抽出部は、第１および第２の伝送メディアに対してそれぞれ専用の番組情
報抽出部を有し、第１および第２の伝送メディアから番組情報を並行して抽出する。
【００１７】
　前記番組情報統合部は、記憶部に記憶した各番組情報の有するネットワークＩＤまたは
ＴＳ－ＩＤまたはサービスＩＤを比較し、これらのうち少なくとも１つのＩＤが同一であ
る番組情報については同一チャンネルの番組情報であると判定する。
【００１８】
　上記表示内容生成部は、生成する上記番組ガイドの上記チャンネル表示部で、上記第１
および第２の伝送メディアのいずれから受信したかを区別しないで表示させ、上記番組ガ
イドの上記伝送メディア表示部で、上記第１の伝送メディアの名前を表示させる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、複数の伝送メディアからのデジタル放送を受信する場合に、番組情報
の表示内容に無駄がなく検索しやすい画面を提供でき、ユーザの操作性が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳しく説明する。
【実施例１】
【００２１】
　図１は、本発明に係る受信装置の一実施例を示すブロック図である。図１において、受
信装置１は、２つの伝送メディアからのデジタル放送を受信できるものであり、ＲＦ信号
を入力するＲＦ入力端子２と、ＩＰ通信を接続する端子３の２つの入力端子を有する。
【００２２】
　まず、伝送メディアとして地上デジタル放送のＲＦ信号を直接受信するための構成につ
いて説明する。送信局５からは地上デジタル放送のＲＦ信号が送信されている。ＲＦ信号
は、送信局５にて地上デジタル放送用の変調処理を行い、所定の周波数に変換して送信し
ている変調信号である。この信号には複数のチャンネルが含まれ、各チャンネルは、エン
コードされた映像・音声信号および番組情報を含む付加データ等が多重化されたストリー
ムからなっている。受信装置１に接続された地上波用アンテナ４はＲＦ信号を受信し、受
信したＲＦ信号はＲＦ入力端子２から受信装置１に入力される。
【００２３】
　ＲＦ入力端子２に入力されたＲＦ信号は、ＲＦ選局部１０（例えばチューナなどが該当
する）に入力され、所望のチャンネルに対して周波数変換、すなわち選局動作を行い、所
望の変調信号を復調部１１（例えばデモジュレータなどが該当）に出力する。復調部１１
は選局した変調信号に復調処理を行い、多重化されたストリームを選択部１２に出力する
。このとき復調部１１は、変調信号が十分な受信レベルを有していなければ復調してスト
リームを出力できないため、受信可能なチャンネルは受信装置１の設置条件（電波受信状
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況）に依存する。
【００２４】
　選択部１２は、復調部１１から出力されるストリームを選択し多重分離部１３（例えば
デマルチプレクサが該当）に出力する。多重分離部１３は、エンコードされた映像・音声
信号および番組情報を含む付加データ等をその種類毎に分離し、エンコードされた映像・
音声信号をそれぞれ映像・音声デコーダ１４に、付加データを番組情報抽出部１７に出力
する。映像・音声デコーダ１４は、エンコードされた映像・音声信号をデコードし表示部
１５（例えばディスプレイやスピーカが該当）に出力することにより、表示部１５で映像
および音声を再生する。一方番組情報抽出部１７は、付加データから番組情報を抽出し、
記憶部１８（例えば半導体メモリが該当）に記憶する。
【００２５】
　次に、伝送メディアとしてＩＰネットワークを使用してＩＰ再送信を受信するための構
成について説明する。受信装置１の通信端子３には、ＩＰネットワーク６からの信号が接
続される。ＩＰネットワーク６には、多重化されたストリームをＩＰ上で送信するサーバ
７が接続されている。そして、通信インタフェース１６からＩＰネットワーク６経由でサ
ーバ７にストリーム送信要求を出すことにより、サーバ７が送信する多重化ストリームを
取得することができる。
【００２６】
　ここで、サーバ７より送信されるチャンネルが地上デジタル放送の送信局から変調信号
として送信されているチャンネルと同一の場合、地上デジタル放送のＩＰ再送信と呼ばれ
る。ちなみにチャンネルが同一であっても、ＩＰ上で伝送する場合は伝送帯域を小さくす
るために地上デジタル放送と異なるエンコード方式とする場合が考えられるが、ユーザに
とっては視聴できる番組内容は同じであり、この場合も地上デジタル放送のＩＰ再送信と
なる。
【００２７】
　受信装置１では、通信インタフェース１６で送信要求を出したチャンネルの多重化スト
リームを取り出し、選択部１２に出力する。選択部１２は、通信インタフェース１６から
のストリームを選択し多重分離部１３に出力する。これ以後の構成は地上デジタル放送の
ＲＦ直接受信時と同様である。多重分離部１３は、エンコードされた映像・音声信号およ
び番組情報を含む付加データ等をその種類毎に分離し、それぞれ映像・音声デコーダ１４
と番組情報抽出部１７に出力する。映像・音声デコーダ１４はエンコードされた映像・音
声信号をデコードし、表示部１５で映像および音声を再生する。番組情報抽出部１７は、
付加データから番組情報を抽出し、記憶部１８に記憶する。
【００２８】
　本実施例の受信装置においては、さらに、記憶部１８に記憶されたＲＦ直接受信とＩＰ
再送信からの番組情報を番組情報比較部１９において比較し、同一チャンネルの番組情報
が存在するかどうかを判定する。番組情報統合部２０では、まずＲＦ直接受信とＩＰ再送
信の双方の番組情報を加算統合し、単一の伝送メディアとしての番組情報を生成する。さ
らに、番組情報比較部１９で同一チャンネルが存在すると判定した場合は、番組情報統合
部２０において同一チャンネルの番組情報のいずれかを削除する。ＲＦ直接受信とＩＰ再
送信の全ての番組情報を比較し、同一チャンネルの情報が重複しない番組情報が生成でき
たならば、この番組情報を記憶部１８に新たな番組情報として記憶する。従って、同一チ
ャンネルの番組情報はただ１つだけ記憶部１８に記憶されることになる。表示内容生成部
２１は、記憶部１８に記憶された新たに番組情報を基に表示内容を生成し、表示部１５に
ＥＰＧの表示を行う。その結果、表示部１５では同一チャンネルが重複することなくＥＰ
Ｇ表示を行うことができる。なお、上記選択部１２、番組情報抽出部１７、番組情報比較
部１９、番組情報統合部２０、表示内容生成部２１は、通常、ＣＰＵ内で動作するソフト
ウェアとして構成される。
【００２９】
　以下、本実施例の受信装置における各部の動作を詳細に説明する。
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  まず、地上デジタル放送のＲＦ信号を直接受信したときの番組情報をＥＰＧとして表示
する場合の動作について説明する。多重分離部１３で分離された番組情報を含む付加デー
タは、番組情報抽出部１７により番組情報が抽出され、記憶部１８に記憶される。伝送メ
ディアとしてＲＦ信号の直接受信だけを行う場合には、番組情報統合部２０では何の処理
も行わず、番組情報を表示内容生成部２１に出力する。表示内容生成部２１は、この番組
情報を基にＥＰＧデータを生成し、表示部１５でユーザが視聴可能なＥＰＧとして表示す
る。ＥＰＧ表示に使用するデータは、ＰＳＩ（Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎ
ｆｏｒｍａｔｉｏｎ）、ＳＩ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）およびＥＩＴ
（Ｅｖｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔａｂｌｅ）等と呼ばれるテーブル情報である
。
【００３０】
　なお、受信可能な全てのチャンネルの番組情報を取得するためには、ＲＦ選局部１０に
おいて各チャンネルを選局し、各チャンネルのストリームから番組抽出部１７において番
組情報を抽出する必要がある。例えばＲＦ直接受信では、チャンネル００１、チャンネル
００３、チャンネル００４およびチャンネル００８の４つのチャンネルが受信可能である
と仮定して説明する。まずＲＦ選局部１０でチャンネル００１を選局し、復調部１１、選
択部１２および多重分離部１３を経て、番組情報抽出部１７で番組情報を抽出し記憶部１
８に記憶する。同様の動作をチャンネル００３、チャンネル００４およびチャンネル００
８に対しても行い、全チャンネルの番組情報を記憶部１８に記憶する。なお番組情報は、
放送開始時間、終了時間、番組タイトルおよび番組内容情報などで構成されている。
【００３１】
　図３は、地上デジタル放送で受信可能なチャンネルの番組情報について、テレビ画面上
のＥＰＧの表示例を示した図である。符号３０は受信している伝送メディアを示すヘッダ
部分で、ここでは地上デジタル放送を直接受信していることを示している。横軸にチャン
ネル、縦軸に時間を表示する形態としており、符号３１に時間を、符号３０１～３０４の
各列に各チャンネルの番組内容を表示している。この例では、４個のチャンネルの番組情
報が取得できた場合で、チャンネル００１を列３０１に、チャンネル００３を列３０２に
、チャンネル００４を列３０３に、チャンネル００８を列３０４に割り当て、取得した番
組情報を用いて放送開始・終了時間と番組タイトルを表示している。もし受信できるチャ
ンネルが多く画面に一覧表示ができない場合には、横スクロールを行うことにより全ての
チャンネルの番組情報を表示することができる。
【００３２】
　また、ＩＰネットワークを使用してＩＰ再送信を受信したときの番組情報をＥＰＧとし
て表示する場合の動作も、ＲＦ直接受信時と同様である。すなわち、多重分離部１３で分
離された番組情報を含む付加データは、番組情報抽出部１７により番組情報だけが抽出さ
れ、記憶部１８に記憶される。ＩＰネットワークのみを使用して受信する場合は、番組情
報統合部２０では何の処理も行わず、番組情報を表示内容生成部２１に出力する。表示内
容生成部２１はこの番組情報を基にＥＰＧデータを生成し、表示部１５でＥＰＧとして表
示する。
【００３３】
　なお受信可能な全てのストリームの番組情報を取得するためには、通信インタフェース
１６においてチャンネル送信要求をＩＰネットワーク１１２経由でサーバ７に出し、受信
した各チャンネルのストリームから番組抽出部１７において番組情報を抽出する必要があ
る。例えばＩＰ再送信では、チャンネル００１、チャンネル００４、チャンネル００６お
よびチャンネル０１０のストリームがサーバ７で送信されていると仮定する。この場合、
まずチャンネル００１の送信要求を通信インタフェース１６よりサーバ７に対し送出し、
通信インタフェース１６でチャンネル００１のストリームを取り出す。次に選択部１２お
よび多重分離部１３を経て、番組情報抽出部１７で番組情報を抽出し記憶部１８に記憶す
る。同様の動作をチャンネル００４、チャンネル００６およびチャンネル０１０に対して
も行い、全チャンネルの番組情報を記憶部１８に記憶する。
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【００３４】
　図４は、ＩＰ再送信放送で受信可能なチャンネルの番組情報について、テレビ画面上の
ＥＰＧの表示例を示した図である。符号４０は受信している伝送メディアを示すヘッダ部
分で、ここではＩＰ再送信放送を受信していることを示している。この例では、４個のチ
ャンネルの番組情報が取得できた場合で、チャンネル００１を列４０１に、チャンネル０
０４を列４０２に、チャンネル００４を列４０３に、チャンネル０１０を列４０４に割り
当て、取得した番組情報を用いて放送開始・終了時間と番組タイトルを表示している。
【００３５】
　以上、ＲＦ直接受信とＩＰ再送信を受信し、それぞれのＥＰＧ表示を単独で行う場合の
動作について説明した。ＲＦ直接受信でもＩＰ再送信でも複数のチャンネルが受信可能と
考えられるが、ＩＰ再送信で受信可能なチャンネルと、ＲＦ直接受信した場合に受信可能
なチャンネルが全て一致するとは限らない。これは、ＲＦ直接受信の場合、受信可能なチ
ャンネルは受信装置１の設置条件（電波受信状況）に依存し、ＩＰ再送信の場合は、サー
バ７側が送信するチャンネルを選定するからである。特に、地上デジタル放送は地域免許
に基づいた伝送メディアとして構築されているため、ＩＰ再送信に対しても地上デジタル
放送と同様に受信可能な地域を限定するといった運用上の制約条件を付けることがあるか
らである。これらの結果、ＲＦ直接受信とＩＰ再送信で受信可能なチャンネルが異なる場
合が生じる。
【００３６】
　図３と図４に示した例では、チャンネル００１とチャンネル００４はＲＦ直接受信でも
ＩＰ再送信でも受信可能であるが、チャンネル００３とチャンネル００８はＲＦ直接受信
のみで受信可能であり、チャンネル００６とチャンネル０１０はＩＰ再送信のみで受信可
能である。このように、ＲＦ直接受信とＩＰ再送信という伝送メディアによって視聴可能
なチャンネルが異なる場合、双方から視聴可能な全てのチャンネルのＥＰＧを利用したい
というユーザニーズが発生する。このニーズに対し、ＲＦ直接受信とＩＰ再送信といった
異なる伝送メディアのＥＰＧを統合して表示できれば、ユーザにとって使い勝手が良くな
る。
【００３７】
　図５は、比較のために示したもので、２系統のＥＰＧを単に追加して統合させた表示例
を示す図である。ここでは、図３の列３０１～列３０４と、図４の列４０１～４０４を統
合しチャンネル番号順に表示したものである。すなわち、図３の列３０１に示したＲＦ直
接受信時チャンネル００１を図５の列５０１に表示し、図４の列４０１に示したＩＰ再送
信チャンネル００１を図５の列５０２に追加して表示する。続いて図３の列３０２に示し
たＲＦ直接受信時チャンネル００３を図５の列５０３に表示し、図３の列３０３に示した
ＲＦ直接受信時チャンネル００４を図５の列５０４に表示し、図４の列４０２に示したＩ
Ｐ再送信チャンネル００４を図５の列５０５に表示する。図５の表示画面では、横に５列
（５０１～５０５）まで表示した状態を示すが、それ以後のチャンネル００６、００８、
０１０についても同様に配列して表示され、ユーザは横スクロールを行うことによりこれ
に続く画面を見ることができる。
【００３８】
　図５のように、ＲＦ直接受信とＩＰ再送信のチャンネルを単純に追加すると、ＲＦ直接
受信とＩＰ再送信で同じチャンネル受信可能な場合、これらを重複して表示してしまう。
ここでは、列５０１と列５０２はチャンネル００１について、列５０４と列５０５はチャ
ンネル００４についてのＥＰＧを二重に表示している。ＲＦ直接受信とＩＰ再送信とで伝
送メディアは異なっても、受信するチャンネル・番組は同一であれば、二重に表示するこ
とはユーザにとって意味がなく無駄である。
【００３９】
　これに対し図６は、本実施例による２系統のＥＰＧを統合させた表示例を示す図で、同
一チャンネルを重複せずに統合させている。図３と図４のＥＰＧを統合する際、ＲＦ直接
受信とＩＰ再送信ではチャンネル００１およびチャンネル００４について重複している。
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この場合、チャンネル００１およびチャンネル００４の番組情報については、重複する一
方が削除されて、図１の記憶部１８に記憶されている。従って、図６ではチャンネル００
１は列６０１にのみ、またチャンネル００４は列６０３にのみ表示され、同一チャンネル
が重複して表示されることがない。またＲＦ直接受信とＩＰ再送信という２つの伝送メデ
ィアの違いをユーザに意識させる必要がないため、ヘッダ部分６０では伝送メディアの違
いを表示する必要がない。図６では、ヘッダ部分６０に地上デジタルと表示しているが、
実際にはＩＰ再送信でのみ視聴できるチャンネルも含めて表示している。
【００４０】
　本実施例の表示方法によれば、ユーザはＥＰＧ検索のために、ＲＦ直接受信とＩＰ再送
信との間で伝送メディア受信切換動作を行う必要がない。また、同一チャンネルが重複し
ていないので、無駄な表示領域がなく、視聴したい番組を容易に検索することができる。
このように、ＥＰＧ表示の一覧性に優れ、ユーザの使い勝手を向上させることができる。
【００４１】
　次に、本実施例において、番組情報比較部１９は２つのチャンネルが同一チャンネルで
あることをどのようにして判定するかを説明する。
【００４２】
　地上デジタル放送で伝送されているストリームには、ネットワークＩＤ、ＴＳ－ＩＤ、
サービスＩＤなどのＩＤ情報が割り振られているので、判定にはこれらを利用することが
できる。すなわち日本の地上デジタル放送では、ネットワークＩＤは地域毎の放送事業者
に割り振れられ、日本国内でユニークであることが保証されている。ＴＳ－ＩＤは上記放
送事業者が送信するトランスポートストリーム（ＴＳ）毎に割り振られており、日本国内
でユニークであることが保証されている。サービスＩＤは上記トランスポートストリーム
に含まれるサービス毎に割り振られており、日本国内でユニークであることが保証されて
いる。以上のように各ＩＤ情報のユニークさが保証されているため、地上デジタル放送の
ストリームが全く書き換えられずにＩＰ再送信されている場合には、上記３つのＩＤ情報
のいずれを利用しても判定を行うことができる。なお、上記ＩＤ情報に関しては、ＡＲＩ
Ｂ（Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｒａｄｉｏ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ　ａｎｄ　Ｂｕ
ｓｉｎｅｓｓｅｓ）地上デジタルテレビジョン放送運用規定ＴＲ－Ｂ１４に、実際の割り
当てが記載されている。
【００４３】
　しかしながらＩＰ再送信の場合には、ＩＤ情報の割振り運用規定はまだ決定しておらず
、上記ＩＤ情報のいずれかを書き換えてＩＰ再送信する場合も考えられる。従って、上記
３つのＩＤ情報のいずれかが書き換えられている前提で判定を行うのが望ましい。すなわ
ち、ネットワークＩＤ、ＴＳ－ＩＤ、サービスＩＤの全てを比較し、少なくとも１つのＩ
Ｄ情報が一致したら同一チャンネルと判定することで、より確実な判定を行うことができ
る。
【００４４】
　図７は、本実施例による番組情報の取得からＥＰＧ表示までの処理の流れを示すフロー
チャートである。前提条件として、ユーザは初期設定を終了しているとする。すなわち、
地上デジタルのＲＦ直接受信は、初期スキャンにより受信可能なチャンネルは判明してい
るものとする。ＩＰ再送信に関しても、サーバから受信可能なチャンネルは判明している
ものとする。以下、スタンバイ状態で自動的に番組情報取得を行う場合を説明する。当然
ながらユーザが通常に番組を視聴する時は、その選局動作が優先され、番組情報取得動作
は一時停止する。
【００４５】
　まず、ステップＳ１０１でＲＦ直接受信可能なチャンネルを１つずつ選局・復調し、ス
テップＳ１０２で番組情報を取得し記憶部１８に記憶する。ステップＳ１０３で、初期ス
キャンで判明している全てのチャンネルの番組情報が取得済みか判定し、取得していない
チャンネルが存在する場合はステップＳ１０１に戻り、再び選局と番組情報取得・記憶を
行う。全ての受信可能チャンネルの番組情報が取得できたならば、ステップＳ１０４に進
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む。ステップＳ１０４では、ＩＰ再送信で受信可能な全てのチャンネルの番組情報をサー
バ７より取得し、記憶部１８に記憶する。ここでも、各チャンネルを１つずつ選局・復調
して番組情報を取得する。このようにして記憶部１８には、ＲＦ直接受信の各チャンネル
の番組情報と、ＩＰ再送信受信の各チャンネルの番組情報とが記憶される。
【００４６】
　続いて、取得した番組情報の統合表示のために同一チャンネルの判定に進む。ステップ
Ｓ１０５で、ＲＦ直接受信チャンネルの中から１つのチャンネル（例えば図３におけるチ
ャンネル００１）の番組情報（ＩＤ情報）を記憶部１８から読み出す。次にステップＳ１
０６で、ＩＰ再送信受信チャンネルの中から、ネットワークＩＤが同一のものがないかを
記憶部１８から検索する。もし同じネットワークＩＤが存在した場合は、同一のチャンネ
ルとみなすことができる（例えば、図４におけるチャンネル００１が同一となる）。同一
の場合には、ステップＳ１１０に進み、ＲＦ直接受信またはＩＰ再送信の番組情報のうち
いずれか一方の番組情報を削除する。同じネットワークＩＤが存在しない場合は、ステッ
プＳ１０７に進み、ＩＰ再送信受信チャンネルの中でＴＳ－ＩＤが同一のものがないかを
記憶部１８から検索する。もし同じＴＳ－ＩＤが存在した場合は、同一のチャンネルとみ
なすことができるので、ステップＳ１１０に進み、一方の番組情報を削除する。同じＴＳ
－ＩＤが存在しない場合は、ステップＳ１０８に進み、ＩＰ再送信受信チャンネルの中で
サービスＩＤが同一のものがないかを記憶部１８から検索する。もし同じサービスＩＤが
存在した場合は、同一のチャンネルとみなすことができるので、ステップＳ１１０に進み
、一方の番組情報を削除する。
【００４７】
　ステップＳ８までに同じＩＤのチャンネルが存在しなかった場合は、記憶部１８の番組
情報は削除されない。続いてステップＳ１０９で、ＲＦ直接受信の全てのチャンネルに関
して比較判定を行ったか調べ、未判定のチャンネルが残っている場合はステップＳ１０５
に戻り、次のチャンネルの番組情報を基に同様の判定を行う。こうして全てのチャンネル
の判定が終了すると、記憶部１８には同一チャンネルが重複しないで記憶される。ステッ
プＳ１１１では、記憶部１８から番組情報を読み出し、同一チャンネルを重複しないで表
示部１５にＥＰＧの表示を行う。
【００４８】
　このようなチャンネル判定方法によれば、ＩＰ再送信時にネットワークＩＤ、ＴＳ－Ｉ
Ｄ、サービスＩＤのいずれか１つ（又は２つ）が書き換えられていたとしても、同一チャ
ンネルであることを判定することが可能である。なお、判定に使用するＩＤ情報の種類は
これらに限定せず、状況に応じて適宜設定すればよい。
【００４９】
　以上、ＩＤ情報を用いた同一チャンネルの判定方法を説明したが、判定にはＩＤ情報以
外にストリームに含まれているチャンネル名、番組名などテキスト情報を使用することも
できる。この場合、もし全てのＩＤ情報がＩＰ再送信で書き換えられていたとしても、チ
ャンネル名や番組名は同一であるため、同一チャンネルの判定方法として有効になる。
【００５０】
　上記説明ではＲＦ直接受信とＩＰ再送信のどちらを表示させるかは受信装置が自動的に
判断しＥＰＧを表示しているが、ユーザが優先順位を選択できるようにしてもよい。この
場合、ユーザが優先表示を指定した伝送メディアの番組情報を記憶部１８に記憶する。こ
れにより、ユーザが番組を検索して視聴する際の伝送メディアを指定することができる。
【００５１】
　また上記説明では、ＲＦ直接受信とＩＰ再送信で同一のチャンネルが存在した場合、記
憶部１８から一方の番組情報を削除していたが、記憶部１８には両方の番組情報を引き続
き記憶し、表示する際に一方のみを表示するようにしてもよい。この場合、ステップＳ１
１０において、２つの番組情報のうち一方に表示すべきことを示す表示フラグ情報（ある
いは、逆に表示しないことを示す非表示フラグ情報）を付加して記憶する。この表示フラ
グ（非表示フラグ）は、表示内容生成部２１で表示内容を生成するかどうかの判定に使用
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するものである。そしてステップＳ１１１では、表示フラグが有効（＝表示すべき）にな
っている番組情報だけを表示すればよい。
【００５２】
　以上説明したように、ＲＦ直接受信とＩＰ再送信という異なる伝送メディアの双方を受
信する場合に、本実施例では、双方の受信ストリーム内容を比較し、同一のチャンネルと
判定した場合は重複しないように統合してＥＰＧ表示を行う。これにより、ユーザに対し
２つの伝送メディアの違いを意識させずに、かつチャンネルの重複や抜けがなく、使いや
すいＥＰＧ画面を提供することができる。
【実施例２】
【００５３】
　図２は、本発明に係る受信装置の他の実施例を示すブロック図である。図２においては
、２つの伝送メディアからの信号入力に対して、それぞれ専用の多重分離部１３ａ，１３
ｂと番組情報抽出部１７ａ，１７ｂを設ける構成とした。
【００５４】
　まず、伝送メディアとして地上デジタル放送のＲＦ信号を直接受信する場合について説
明する。図１に示した受信装置と同様に、ＲＦ入力端子２に入力されたＲＦ信号は、ＲＦ
選局部１０で所望のチャンネルを選局し復調部１１に出力する。復調部１１は入力された
変調信号に復調処理を行い、多重化ストリームを多重分離部１３ａに出力する。多重分離
部１３ａは、エンコードされた映像・音声信号および番組情報を含む付加データ等をその
種類毎に分離し、エンコードされた映像・音声信号を選択部１２に、付加データを番組情
報抽出部１７ａに出力する。選択部１２で選択された映像・音声信号は、映像・音声デコ
ーダ１４によりデコードされ、表示部１５にて映像および音声として再生される。また番
組情報抽出部１７ａは付加データから番組情報を抽出して、記憶部１８に記憶する。
【００５５】
　次に、伝送メディアとしてＩＰネットワークを使用して受信する場合について説明する
。サーバ７からの信号を受信する場合には、通信インタフェース１６で送信要求を出した
チャンネルの多重化ストリームを取り出し、多重分離部１３ｂに出力する。多重分離部１
３ｂは、エンコードされた映像・音声信号および番組情報を含む付加データ等をその種類
毎に分離し、エンコードされた映像・音声信号を選択部１２に、付加データを番組情報抽
出部１７ｂに出力する。選択部１２で選択された映像・音声信号は、映像・音声デコーダ
１４によりデコードされ、表示部１５にて映像および音声として再生される。また番組情
報抽出部１７ｂは付加データから番組情報を抽出して、記憶部１８に記憶する。
【００５６】
　番組情報を統合してＥＰＧ表示する際の動作は、図１の実施例と同様である。すなわち
、番組情報統合部２０は、まずＲＦ直接受信とＩＰ再送信の双方の番組情報を加算し、単
一の伝送メディアとしての番組情報を生成する。さらに、番組情報比較部１９で同一チャ
ンネルが存在すると判定した場合は、番組情報統合部２０において同一チャンネルの番組
情報のいずれかを削除する。ＲＦ直接受信とＩＰ再送信の全ての番組情報を比較し、同一
チャンネルの情報が重複しない番組情報が生成できたならば、この番組情報を記憶部１８
に新たな番組情報として記憶する。従って、同一チャンネルの番組情報はただ１つだけ記
憶部１８に記憶されることになる。表示内容生成部２１は、記憶部１８に記憶された新た
な番組情報を基に表示内容を生成し、表示部１５にＥＰＧの表示を行う。その結果、表示
部１５には、同一チャンネルが重複することなくＥＰＧ表示を行うことができる。
【００５７】
　このように、同一のチャンネルは重複しないように統合してＥＰＧ表示を行うことによ
り、ユーザに対しチャンネルの重複や抜けがなく、使いやすいＥＰＧ画面を提供すること
ができる。
【００５８】
　さらに本実施例の受信装置では、ＲＦ直接受信とＩＰ再送信に対して多重分離部と番組
抽出部を別系統で有するため、独立にかつ並行して番組情報を抽出することができる。そ
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るという利点がある。
【００５９】
　上記各実施例では、伝送メディアとしてＲＦ直接受信とＩＰ再送信の２系統から入力す
る場合を例に説明したが、入力信号源の種類と系統数はこれに限定されるものではなく、
受信装置の構成もそれに合わせて適宜変更すればよい。例えば、ＲＦ入力端子２に衛星放
送用アンテナのＲＦ出力信号やケーブルテレビのＲＦ配信信号を接続しても、同等の動作
を行うことができる。また、ＩＰ通信インタフェース側で他のＲＦ受信を行う構成とする
ことも可能である。すなわち、通信端子３を第２のＲＦ入力端子に置き換え、通信インタ
フェース１６を第２のＲＦ選局部および第２の復調部で置き換える。そしてＲＦ入力端子
２には地上波を、第２のＲＦ入力端子にはケーブルテレビの信号を入力することにより、
地上波とケーブルテレビといった異なる伝送メディアを受信し、双方のＥＰＧを統合表示
することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明に係る受信装置の一実施例を示すブロック図。
【図２】本発明に係る受信装置の他の実施例を示すブロック図。
【図３】地上デジタル放送に対するＥＰＧの表示例を示した図。
【図４】ＩＰ再送信放送に対するＥＰＧの表示例を示した図。
【図５】２系統のＥＰＧを統合させた表示例を示す図（比較例）。
【図６】本実施例による２系統のＥＰＧを統合させた表示例を示す図。
【図７】番組情報の取得からＥＰＧ表示までの処理を示すフローチャート。
【符号の説明】
【００６１】
　１：受信装置
　２：ＲＦ入力端子
　３：通信端子
　４：アンテナ
　５：送信局
　６：ＩＰネットワーク
　７：ＩＰ再送信サーバ
　１０：ＲＦ選局部
　１１：復調部
　１２：選択部
　１３：多重分離部
　１４：デコーダ
　１５：表示部
　１６：通信インタフェース
　１７：番組情報抽出部
　１８：記憶部
　１９：番組情報比較部
　２０：番組情報統合部
　２１：表示内容生成部。
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