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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送予定の番組の放送スケジュールを示す番組情報を蓄積する蓄積手段と、
　ネットワークを介して、ネットワーク配信事業者にアクセスし、ネットワーク経由で配
信予定の番組の番組ＩＤ、配信開始予定時刻及び配信終了時刻を含む配信スケジュールを
示す配信スケジュール情報を取得する第１の取得手段と、
　前記配信スケジュール情報の前記配信スケジュールに応じて、最新の配信スケジュール
を含むネットワーク配信状況を示す配信現況情報を取得するか否かを判断する判断手段と
、
　前記判断手段が、前記配信現況情報を取得すると判断した場合に、ネットワークを介し
て、前記ネットワーク配信事業者にアクセスし、前記配信現況情報を取得する第２の取得
手段と、
　前記番組情報、前記配信スケジュール情報及び前記配信現況情報を用いて、番組ガイド
を作成する作成手段と、
　を具備する放送受信装置。
【請求項２】
　前記判断手段は、
　表示された前記番組ガイドに、既に放送された過去の番組が含まれる場合、前記配信現
況情報を取得すると判断する、
　請求項１に記載の放送受信装置。
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【請求項３】
　前記判断手段は、
　現在時刻が、前記配信スケジュール情報に含まれる配信開始予定時刻を、過ぎている場
合、又は、現在時刻に近くまもなく配信が開始される場合、前記配信現況情報を取得する
と判断する、
　請求項１に記載の放送受信装置。
【請求項４】
　前記判断手段は、
　ユーザが視聴する可能性が高い番組が、ユーザが表示した前記番組ガイドに含まれる場
合、前記配信現況情報を取得すると判断する、
　請求項１に記載の放送受信装置。
【請求項５】
　前記判断手段は、
　前記放送スケジュールが変更される可能性がある番組が、ユーザが表示した前記番組ガ
イドに含まれる場合、前記配信現況情報を取得すると判断する、
　請求項１に記載の放送受信装置。
【請求項６】
　放送により、放送開始中又は放送済みの番組の放送開始時刻を含む最新番組情報を取得
する第３の取得手段、をさらに具備し、
　前記判断手段は、
　前記配信スケジュール情報及び前記最新番組情報に応じて、前記配信現況情報を取得す
るか否かを判断する、
　請求項１に記載の放送受信装置。
【請求項７】
　前記配信スケジュール情報又は前記配信現況情報は、番組を識別する前記番組ＩＤと、
配信種別情報とを含み、
　前記配信種別情報は、前記配信スケジュール情報又は前記配信現況情報が示す情報が、
前記番組ＩＤと同一の番組又は関連する番組の情報のいずれかであるかを示し、
　前記作成手段は、前記配信種別情報を用いて、前記関連する番組の前記ネットワーク配
信状況を示す情報を含む前記番組ガイドを作成する、
　請求項１に記載の放送受信装置。
【請求項８】
　ネットワークを介して、ネットワーク配信事業者にアクセスし、ネットワーク経由で配
信予定の番組の番組ＩＤ、配信開始予定時刻及び配信終了時刻を含む配信スケジュールを
示す配信スケジュール情報を取得し、
　前記配信スケジュール情報の前記配信スケジュールに応じて、最新の配信スケジュール
を含むネットワーク配信状況を示す配信現況情報を取得するか否かを判断し、
　前記配信現況情報を取得すると判断した場合に、ネットワークを介して、前記ネットワ
ーク配信事業者にアクセスし、前記配信現況情報を取得し、
　放送予定の番組の放送スケジュールを示す番組情報、前記配信スケジュール情報及び前
記配信現況情報を用いて、前記番組情報に加え、前記ネットワーク配信状況を示す情報を
含む番組ガイドを作成する、
　番組ガイド作成方法。
【請求項９】
　前記配信スケジュール情報には、前記番組ＩＤ、番組の前記配信開始予定時刻及び前記
配信終了時刻、接続先情報を含む、
　請求項１に記載の放送受信装置。
【請求項１０】
　前記配信現況情報には、番組ＩＤ、最新の配信開始予定時刻及び配信終了時刻を含む、
　請求項１に記載の放送受信装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、番組ガイド機能を有し、放送コンテンツ及び双方向ネットワーク経由で提供
されるネットワーク配信コンテンツを再生することができる放送受信装置及び番組ガイド
作成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、放送のデジタル化及び通信のブロードバンド化の急速に進んでいることから、家
庭内で馴染みのあるテレビ等の放送受信装置を用いたネットワークサービスが求められて
おり、双方向ネットワークに対応した放送受信装置が開発されている。
【０００３】
　従来の双方向ネットワークに対応した放送受信装置において、特許文献１に開示される
放送受信装置は、双方向ネットワークのＶＯＤ（Video On Demand：ビデオオンデマンド
）又はダウンロードにより提供される放送済み番組の番組情報を取得し、取得した放送済
みの番組の情報と、これから放送される予定の番組の情報とを同じ一覧表に表示し、この
一覧表を番組表ガイドとしてユーザに提供する（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２２４１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前記従来の構成では、ネットワーク経由で提供される番組の配信状況（
以下「ネットワーク配信状況」という）を把握することが困難かつ煩雑という課題を有し
ていた。そのため、ユーザが番組表ガイドからネットワーク経由で提供される番組を選択
しても、実際にはネットワーク経由で提供されていないといった場合があり、利便性が損
なわれている。
【０００６】
　例えば、放送済み番組をネットワーク経由で提供する場合、ネットワーク経由での配信
形態にあわせ、放送済み番組をデータ変換する等の準備時間が必要となる。この場合、番
組の放送開始からネットワーク経由での配信準備が完了するまでの間、番組がネットワー
ク配信されない期間がある。また、コンテンツ提供事業者との契約或いは著作権の問題等
に対応して、ネットワーク配信期間が制限される場合があり、ネットワーク配信が一時的
に限定されたり、ネットワーク配信の終了期限が設定されたりする場合がある。これらの
理由から、ユーザは、ネットワークにアクセスしても、常にネットワーク経由で放送済み
の番組を視聴することができるとは限らない。
【０００７】
　特許文献１には、放送済み番組の番組情報を番組ガイド用の付加信号として放送波で送
信する方法が開示されている。そこで、ネットワーク経由で提供される番組の配信状況の
情報を、付加信号を用いて送信する方法が考えられる。しかし、この様な形態では、ネッ
トワーク経由での番組配信状況にあわせて、放送波で送信される付加信号を変更する必要
がある。すなわち、放送信号を送る放送設備（例えば、放送局）とネットワーク配信設備
（例えば、ネットワーク配信事業者）との間に、密な連携が必要になる。しかし、放送設
備とネットワーク配信設備とは、配信形態又は事業体が異なることもあり、独立している
ことが多いことから、ネットワーク配信状況を、放送波の付加信号として送信するには、
構成が複雑かつ煩雑になるという課題がある。
【０００８】
　一方で、特許文献１には、放送済み番組の番組情報をネットワーク配信事業者が提供す
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る方法が開示されている。このような形態では、放送受信装置は、ネットワーク配信事業
者にアクセスするたびに最新のネットワーク配信状況を確認することができる。しかし、
この場合には、ユーザが番組ガイドを表示するたびに、放送受信装置は、最新のネットワ
ーク配信状況を確認するためにネットワーク配信事業者にアクセスする必要がある。この
結果、放送受信装置によるネットワーク配信事業者側のアクセス負荷が多くなり、実用的
ではない。
【０００９】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、放送波で番組を提供する放送局と、ネ
ットワーク経由でコンテンツを提供するネットワーク配信事業者とが複雑な連携を行わず
とも、ネットワーク配信事業者側のアクセス負荷を抑え、ネットワーク経由で提供される
番組の配信状況をユーザに提供することができる放送受信装置及び番組ガイド作成方法を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の放送受信装置は、放送予定の番組の放送スケジュールを示す番組情報を蓄積す
る蓄積手段と、ネットワークを介して、ネットワーク配信事業者にアクセスし、ネットワ
ーク経由で配信予定の番組の番組ＩＤ、配信開始予定時刻及び配信終了時刻を含む配信ス
ケジュールを示す配信スケジュール情報を取得する第１の取得手段と、前記配信スケジュ
ール情報の前記配信スケジュールに応じて、最新の配信スケジュールを含むネットワーク
配信状況を示す配信現況情報を取得するか否かを判断する判断手段と、前記判断手段が、
前記配信現況情報を取得すると判断した場合に、ネットワークを介して、前記ネットワー
ク配信事業者にアクセスし、前記配信現況情報を取得する第２の取得手段と、前記番組情
報、前記配信スケジュール情報及び前記配信現況情報を用いて、番組ガイドを作成する作
成手段と、を具備する構成を採る。
【００１１】
　本発明の番組ガイド作成方法は、ネットワークを介して、ネットワーク配信事業者にア
クセスし、ネットワーク経由で配信予定の番組の番組ＩＤ、配信開始予定時刻及び配信終
了時刻を含む配信スケジュールを示す配信スケジュール情報を取得し、前記配信スケジュ
ール情報の前記配信スケジュールに応じて、最新の配信スケジュールを含むネットワーク
配信状況を示す配信現況情報を取得するか否かを判断し、前記配信現況情報を取得すると
判断した場合に、ネットワークを介して、前記ネットワーク配信事業者にアクセスし、前
記配信現況情報を取得し、放送予定の番組の放送スケジュールを示す番組情報、前記配信
スケジュール情報及び前記配信現況情報を用いて、前記番組情報に加え、前記ネットワー
ク配信状況を示す情報を含む番組ガイドを作成する、ようにした。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、放送波で番組を提供する放送局と、ネットワーク経由でコンテンツを
提供するネットワーク配信事業者とが複雑な連携を行わずとも、ネットワーク配信事業者
側のアクセス負荷を抑え、ネットワーク経由で提供される番組の配信状況をユーザに提供
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施の形態１に係る双方向ネットワーク対応システムの全体構成を示す
図
【図２】実施の形態１における放送受信装置の動作を説明するためのデータフロー図
【図３】実施の形態１における配信スケジュール情報の一例を示した図
【図４】実施の形態１における番組ガイドの一例を示した図
【図５】本発明の実施の形態２に係る双方向ネットワーク対応システムの全体構成を示す
図
【図６】実施の形態２における配信スケジュール情報の一例を示した図
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【図７】実施の形態２における番組ガイドの一例を示した図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本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。
【００１５】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係る双方向ネットワーク対応システムの全体構成を示
すブロック図である。
【００１６】
　図１に示すように、双方向ネットワーク対応システムは、放送局１００、ネットワーク
配信事業者２００、放送受信装置３００、及びネットワーク４００を含む。
【００１７】
　放送局１００は、番組提供部１１０及び番組情報提供部１２０を備える。
【００１８】
　番組提供部１１０は、放送波を利用して番組を放送受信装置３００に送信する。また、
番組提供部１１０は、放送済みの番組、又は、実際には放送していないが、放送済みの番
組と関連する番組等を、例えばネットワーク経由で、ネットワーク配信事業者２００に提
供する。
【００１９】
　番組情報提供部１２０は、放送波を利用して放送受信装置３００に、放送予定の番組の
放送スケジュールを示す番組情報を送信する。番組情報は、例えば、デジタル放送で利用
されているＳＩ（Service Information）のＥＩＴ（Event Information Table）のように
、番組を識別する番組ＩＤ、番組名、放送開始予定時刻、放送終了予定時刻等を含んでい
る。ＥＩＴでは、ＥｖｅｎｔＩＤが番組ＩＤとして含まれている。
【００２０】
　ネットワーク配信事業者２００は、配信スケジュール情報提供部２１０、配信現況情報
提供部２２０、及びコンテンツサーバ２３０を備える。
【００２１】
　配信スケジュール情報提供部２１０は、コンテンツサーバ２３０が配信予定の番組の配
信スケジュールを示す配信スケジュール情報を、ネットワーク４００経由で放送受信装置
３００に提供する。なお、コンテンツサーバ２３０から配信される番組は、さまざまな状
況によって変更される可能性があり、そのため、配信スケジュール情報も、随時変更され
る可能性がある。
【００２２】
　配信現況情報提供部２２０は、コンテンツサーバ２３０からネットワーク４００経由で
実際に提供される番組のネットワーク配信状況（配信中なのか、配信が延期になったのか
、配信が終了したのか等の状況）を示す配信現況情報を、ネットワーク４００経由で放送
受信装置３００に提供する。配信現況情報は、コンテンツサーバ２３０が現在配信中の番
組、配信停止中の番組、又は、配信予定の番組等の配信の状況を示す情報である。配信現
況情報の詳細については、後述する。
【００２３】
　コンテンツサーバ２３０は、放送局１００の番組提供部１１０から提供される、放送済
みの番組、又は、実際には放送していないが、放送済みの番組と関連する番組等のコンテ
ンツを格納し、放送受信装置３００からの接続指示に応じた番組コンテンツを放送受信装
置３００に提供する。
【００２４】
　放送受信装置３００は、番組情報蓄積部３１０、配信スケジュール情報取得部３２０、
配信現況確認判断部３３０、配信現況情報取得部３４０、番組ガイド作成部３５０、コン
テンツ取得部３６０、及び、表示部３７０を備える。
【００２５】
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　番組情報蓄積部３１０は、放送局１００から放送波で送出される番組情報を蓄積する。
【００２６】
　配信スケジュール情報取得部３２０は、ネットワーク４００経由で配信スケジュール情
報提供部２１０から提供される配信スケジュール情報を取得する。
【００２７】
　図３は、配信スケジュール情報の一例を示す図である。図３に示すように、配信スケジ
ュール情報は、番組を識別する番組ＩＤ、ネットワーク４００経由でコンテンツサーバ２
３０から提供される番組の配信開始予定時刻及び配信終了時刻、ネットワーク配信を利用
する場合の料金情報、ネットワークでの接続先情報等が含まれている。図３に示す例では
、番組ＩＤ「１５」の番組が放送された時刻から３時間経過した後から「２００８／３／
２４　２１：００」までの期間、当該番組がネットワーク配信されることを示している。
【００２８】
　配信スケジュール情報取得部３２０は、例えば１日１回、ネットワーク配信事業者２０
０にアクセスして、配信スケジュール情報を取得する。
【００２９】
　配信現況確認判断部３３０は、配信スケジュール情報に含まれる上記情報に応じて、配
信現況情報を取得するか否かを判断する。なお、配信現況確認判断部３３０の判断方法に
ついては、後述する。
【００３０】
　配信現況情報取得部３４０は、配信現況確認判断部３３０が、配信現況情報を取得する
と判断した場合に、配信現況情報を取得する。配信現況情報には、番組ＩＤの他、確定し
た配信開始時刻、配信終了時刻が含まれる。配信が確定していない場合、或いは当初の配
信スケジュールが変更された場合は、配信現況情報には、最新の配信開始予定時刻、配信
終了時刻が含まれる。配信現況情報のフォーマットは、例えば、図３に示す配信スケジュ
ール情報のフォーマットと同様とし、最新の情報が反映されているとしてもよい。
【００３１】
　番組ガイド作成部３５０は、番組情報と、配信スケジュール情報と、配信現況情報とを
合成して、コンテンツサーバ２３０から提供される番組の配信情報を、番組ガイドとして
作成する。
【００３２】
　図４は、番組ガイド作成部３５０が作成した番組ガイド５００の一例を示す。図４にお
いて、番組表５１０は、「昨日」放送された放送番組、「今日」放送された放送番組、「
明日」放送された放送番組のうち、チャネル＃Ａ、チャネル＃Ｂ及びチャネル＃Ｃで「昨
日」放送された番組情報の一部を表示している。番組ガイド作成部３５０は、番組情報を
用いて番組表５１０を作成する。
【００３３】
　また、図４において、情報５２０，５３０，５４０は、ネットワーク配信状況を示す情
報であり、番組ガイド作成部３５０は、配信スケジュール情報及び配信現況情報に応じて
、番組表５１０に重ねて表示する。
【００３４】
　具体的には、番組ガイド作成部３５０は、現在時刻と、配信現況情報の配信開始時刻又
は配信終了時刻とを比較し、ネットワーク配信が開始されていない番組に対しては、“配
信予定”を示す情報５４０を表示し、ネットワーク配信されている番組に対しては、“配
信中”を示す情報５３０を表示し、ネットワーク配信が終了した番組に対しては、“配信
終了”を示す５２０を表示した番組ガイド５００を作成する。
【００３５】
　なお、ユーザが“配信予定”を示す情報５４０が表示された番組を選択した場合、番組
ガイド作成部３５０は、視聴可能となる予定時刻（配信開始予定時刻）を番組ガイドに表
示するようにしてもよい。
【００３６】
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　コンテンツ取得部３６０は、ユーザが“配信中”を示す情報５３０が表示された番組を
選択した場合、すぐに該当番組の接続先情報にアクセスし、ネットワーク配信される番組
コンテンツ（以下「ネットワーク配信番組コンテンツ」という）を取得する。また、ユー
ザが“配信予定”を示す情報５４０が表示された番組を選択した場合、コンテンツ取得部
３６０は、ネットワーク配信番組コンテンツの取得予約を実施したりする。
【００３７】
　表示部３７０は、放送番組コンテンツ、ネットワーク配信番組コンテンツ、又は、番組
ガイド等を画面に表示する。
【００３８】
　次に上述のように構成された放送受信装置３００の動作について図２を用いて説明する
。図２は、本実施の形態に係る双方向ネットワーク対応システムのデータフローを示す図
である。
【００３９】
　［１］放送受信装置３００の番組情報蓄積部３１０は、まず、放送波を利用して放送局
１００から送信される番組情報を受信し、受信した番組情報を蓄積する。
【００４０】
　［２］次に、放送受信装置３００の配信スケジュール情報取得部３２０は、ネットワー
ク４００経由で、ネットワーク配信事業者２００から提供される配信スケジュール情報を
取得する。
【００４１】
　［３］ユーザが、放送受信装置３００において、番組ガイドの表示指示をした時等をト
リガとして、放送受信装置３００の配信現況確認判断部３３０は、配信現況情報を取得す
るか否か判断する。以下、配信現況確認判断部３３０における判断方法（１）、（２）、
（３）、（４）について説明する。
【００４２】
　（１）配信現況確認判断部３３０は、ユーザが、例えば、図４に示すように、既に放送
された過去番組を含む番組ガイドを表示し、表示された番組ガイドに含まれる過去番組に
対するネットワーク配信状況を示す情報がある場合のみ、配信現況情報を取得すると判断
する。
【００４３】
　ネットワーク配信されている番組は、既に放送された過去番組の全てではなく、一部に
限定されている可能性が高い。したがって、過去番組であっても、必ずしもネットワーク
配信されるとは限らない。そのため、番組ガイドで過去番組が表示された場合に、配信現
況情報取得部３４０が、配信現況情報を常に取得するようにすると、もともと配信予定が
ない番組であるにも関わらず、放送受信装置３００からネットワーク配信事業者２００へ
のアクセスが発生してしまうため、ネットワーク配信事業者２００に不必要な負荷がかか
る場合がある。
【００４４】
　一方、上述のように、表示された番組ガイドに含まれる過去番組に対するネットワーク
配信状況を示す情報がある場合のみ、配信現況確認判断部３３０が、配信現況情報を取得
する場合には、放送受信装置３００からネットワーク配信事業者２００へのアクセス数の
増加を低減することができる。
【００４５】
　（２）配信現況確認判断部３３０は、現在時刻と配信スケジュール情報に含まれる開始
予定時刻とを比較し、開始予定時刻が現在時刻を過ぎている番組、或いは、開始予定時刻
が現在時刻に近い場合のみ、配信現況情報を取得すると判断する。
【００４６】
　このようにして、配信現況確認判断部３３０が、配信スケジュール情報に含まれる番組
の開始予定時刻を用いて、配信現況情報を取得するか否か判断することにより、配信現況
情報取得部３４０は、必要な時のみ、配信現況情報を取得するようになるので、放送受信
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装置３００からネットワーク配信事業者２００へのアクセス数の増加を低減することがで
きる。
【００４７】
　（３）配信現況確認判断部３３０は、ユーザの視聴履歴等を格納しておき、ユーザの視
聴履歴等を利用し、ユーザが興味を持っていて視聴する可能性が高いか否か判断し、ユー
ザが視聴する可能性が高い番組が、配信スケジュール情報に含まれる場合に、配信現況情
報を取得すると判断する。
【００４８】
　このようにして、配信現況確認判断部３３０が、配信スケジュール情報に含まれる番組
がユーザの嗜好にあっていて、ユーザが視聴する可能性が高いか否かを判断することによ
り、配信現況情報取得部３４０は、必要な時のみ、配信現況情報を取得するようになるの
で、放送受信装置３００からネットワーク配信事業者２００へのアクセス数の増加を低減
することができる。
【００４９】
　（４）配信現況確認判断部３３０は、番組ガイドに放送スケジュールが変更される可能
性がある番組が含まれる場合、配信現況情報を取得すると判断する。例えば、野球などの
スポーツ番組は、放送終了予定時間内に試合が終了しなかった場合等、放送時間が延長さ
れる場合があり、このような番組の後に放送される番組の放送開始時刻が、放送開始予定
時刻から遅れる可能性がある。そこで、放送時間の延長のように、放送スケジュールが変
更される可能性がある番組の後に放送される番組が、ネットワーク配信される予定となっ
ている場合、配信現況確認判断部３３０は、ネットワーク配信される配信開始時刻が変更
される可能性が高いとみなして、配信現況情報を取得すると判断する。
【００５０】
　このようにして、配信現況確認判断部３３０が、配信スケジュール情報に含まれる番組
の放送スケジュールに変更が起こりそうな番組か否か判断することにより、配信現況情報
取得部３４０は、必要な時のみ、配信現況情報を取得するようになるので、放送受信装置
３００からネットワーク配信事業者２００へのアクセス数の増加を低減することができる
。
【００５１】
　以上のようにして、配信現況確認判断部３３０は、配信現況情報の取得の有無を判断し
、配信現況確認判断部３３０が、配信現況情報の取得が必要と判断した場合のみ、配信現
況情報取得部３４０は、［４］を実施する。
【００５２】
　［４］配信現況情報取得部３４０は、配信現況情報を取得する。
【００５３】
　［５］番組ガイド作成部３５０は、［１］で蓄積した番組情報、［２］で取得した配信
スケジュール情報、［４］で取得した配信現況情報を、番組を識別する番組ＩＤを利用し
て結びつけ、ネットワーク配信状況を示す情報を含む番組ガイドを作成する。
【００５４】
　以上のように、本実施の形態によれば、番組情報蓄積部３１０は、放送予定の番組の放
送スケジュールを示す番組情報を蓄積し、配信スケジュール情報取得部３２０は、ネット
ワーク経由で配信予定の番組の配信スケジュールを示す配信スケジュール情報を取得し、
配信現況確認判断部３３０は、配信スケジュール情報に応じて、ネットワーク配信状況を
示す配信現況情報を取得するか否かを判断し、配信現況確認判断部３３０が、配信現況情
報を取得すると判断した場合に、配信現況情報取得部３４０は、配信現況情報を取得し、
番組ガイド作成部３５０は、番組情報、配信スケジュール情報及び配信現況情報を用いて
、番組情報に加え、ネットワーク配信状況を示す情報を含む番組ガイドを作成するように
した。
【００５５】
　これにより、放送局１００とネットワーク配信事業者２００とが複雑な連携を行わずと
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も、放送受信装置３００からネットワーク配信事業者２００へのアクセス負荷を抑え、放
送受信装置３００は、ネットワーク配信状況含む番組ガイドをユーザに提供することがで
き、ユーザは、番組ガイド上でネットワーク配信状況を確認しながら、番組を選択するこ
とができるようになる。
【００５６】
　（実施の形態２）
　図５は、本発明の実施の形態２に係る双方向ネットワーク対応システムの全体構成を示
すブロック図である。なお、図５の本実施の形態に係る双方向ネットワーク対応システム
において、図１と共通する構成部分には、図１と同一の符号を付して説明を省略する。
【００５７】
　図５の放送局１００ａは、図１の放送局１００の番組情報提供部１２０に代え、番組情
報提供部１２０ａを備える。
【００５８】
　番組情報提供部１２０ａは、放送波を利用して放送受信装置３００ａに、放送予定の番
組の情報を示す番組情報と、放送中又は放送済みの番組の情報を示す最新番組情報を送信
する。最新番組情報は、番組情報と同様に、番組を識別する番組ＩＤ、番組名、現在放送
中の番組、又は、放送済みの番組の実際の放送開始時刻、放送終了予定時刻（又は放送終
了時刻）を含む。
【００５９】
　なお、番組情報提供部１２０ａは、最新番組情報をネットワーク配信事業者２００に提
供し、ネットワーク配信事業者２００が、最新番組情報を集約し、ネットワーク配信事業
者２００が、集約した最新番組情報を、ネットワーク４００経由で、放送受信装置３００
ａに提供するようにしてもよい。
【００６０】
　図５の放送受信装置３００ａは、図１の放送受信装置３００の要部構成に加え、最新番
組情報取得部３８０をさらに追加した構成を採る。
【００６１】
　最新番組情報取得部３８０は、放送中又は放送済みの番組の情報を示す最新番組情報か
ら放送開始時刻を取得し、番組情報蓄積部３１０に蓄積した番組情報の放送開始時刻を実
際の放送開始時刻に更新する。
【００６２】
　このようにして、最新番組情報取得部３８０が、番組情報の放送開始時刻を実際の放送
開始時刻に更新することにより、例えば、スポーツ中継が延長したり、臨時ニュース等に
よって放送スケジュールが当初予定から変更された場合においても、番組ガイド作成部３
５０は、実際に放送された放送開始時刻に基づいた番組表５１０を作成することができる
。
【００６３】
　また、放送スケジュールが変更された番組を提供する同一チャンネルでは、それ以降に
放送される番組の放送開始時刻が変更される可能性が高く、それに連動してネットワーク
配信の配信スケジュールも変更される可能性が高い。よって、番組情報が最新の情報に更
新されることにより、配信現況確認判断部３３０は、ネットワーク配信の配信スケジュー
ルの変更を予測して、配信現況情報を取得するか否かを判断することができるようになる
ので、放送受信装置３００ａからネットワーク配信事業者２００へのアクセス数の増加を
低減しつつ、放送受信装置３００ａは、ネットワーク経由で提供される番組の配信状況を
取得することができるようになる。これにより、ユーザはネットワーク配信状況を、実際
に放送された放送スケジュールに従った番組ガイド上で確認しながら、番組を選択するこ
とができる。
【００６４】
　（実施の形態３）
　本発明の実施の形態３に係る双方向ネットワーク対応システムの構成は、実施の形態１
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と同様であるため、説明を省略する。本実施の形態において、実施の形態１及び実施の形
態２と異なる点は、配信スケジュール情報及び配信現況情報が、配信情報種別を含む点で
ある。
【００６５】
　図６は、本実施の形態における配信スケジュール情報の構成例を示す図である。図６の
配信スケジュール情報は、図３の配信スケジュール情報が含む項目に加え、配信情報種別
６０１をさらに含む。この配信情報種別は、配信スケジュール情報が、番組ＩＤが識別す
る番組と“同一番組”の情報か、“関連番組”の情報かのどちらであるかを区別する。
【００６６】
　具体的には、配信種別情報が“同一番組”の場合は、配信スケジュール情報は、番組Ｉ
Ｄと同一の番組のネットワーク配信状況を示す。例えば、番組ＩＤによって識別される番
組コンテンツの内容が「ドラマＡ　第二回」であり、配信種別情報が“同一番組”の場合
、配信スケジュール情報は、「ドラマＡ　第二回」の配信スケジュールを示す。
【００６７】
　一方、配信種別情報が“関連番組”の場合は、配信スケジュール情報は、番組ＩＤの関
連番組のネットワーク配信状況を示す。例えば、番組ＩＤによって識別される番組コンテ
ンツの内容が「ドラマＡ　第二回」であり、配信種別情報が“関連番組”の場合、配信ス
ケジュール情報は、「ドラマＡ　第二回」の関連番組である、「ドラマＡ　第一回」、「
ドラマＡ　第三回」、「ドラマＡ　第三回予告編」、「ドラマＡ　総集編」といった番組
の配信スケジュールを示す。
【００６８】
　なお、配信現況情報のフォーマットは、図６に示す配信スケジュール情報と同じフォー
マットとし、最新の情報が反映されているとしてもよい。
【００６９】
　番組ガイド作成部３５０は、配信種別情報を番組ガイドに含めて表示する。
【００７０】
　図７は、番組ガイド作成部３５０が、配信種別情報を含む配信スケジュール情報を用い
て作成した番組ガイド７００の一例を示す。なお、図７において、図４と同じ要素につい
ては同じ符号を用い、説明を省略する。
【００７１】
　図７において、番組表７１０は、「昨日」放送された放送番組、「今日」放送された放
送番組、「明日」放送された放送番組のうち、チャネル＃Ａ、チャネル＃Ｂ及びチャネル
＃Ｃで「昨日」放送された番組情報の一部である。
【００７２】
　また、図７において、情報５２０，５３０，５４０は、ネットワーク配信状況を示す情
報であり、配信スケジュール情報及び配信現況情報に応じて、番組表７１０に重ねて表示
される。なお、情報５２０，５３０，５４０は、配信スケジュール情報に含まれる配信種
別情報が“同一番組”の場合に作成されるネットワーク配信状況を示す情報である。
【００７３】
　すなわち、チャンネル＃Ａの番組では、「ニュース＃Ａ１」にて“同一番組が配信終了
”、「ドラマ＃Ａ２」にて“同一番組が配信中”、「ドキュメンタリ＃Ａ３」にて“同一
番組が配信予定”ということが示されている。これにより、ユーザは、放送が既に終了し
た番組が、ネットワーク経由で配信されていると分かるので、放送番組の視聴を見逃して
しまった場合においても、ユーザは番組ガイドから見逃してしまった番組を選択すること
ができるようになる。
【００７４】
　また、図７において、情報７２０は、チャンネル＃Ｂの「ドキュメンタリ＃Ｂ１」を識
別する番組ＩＤと同一の番組ＩＤであって、配信種別情報が“関連番組”の配信スケジュ
ール情報が提供された場合に、番組ガイド作成部３５０が、現在時刻と配信現況情報の配
信開始時刻、配信終了時刻を比較し、「ドキュメンタリ＃Ｂ１」がネットワーク配信され
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ていると判定して、表示し情報である。
【００７５】
　また、図７において、情報７３０は、チャンネル＃Ｃの「映画＃Ｃ２」を識別する番組
ＩＤと同一の番組ＩＤであって、配信種別情報が“関連番組”の配信スケジュール情報が
提供された場合に、番組ガイド作成部３５０が、現在時刻と配信現況情報の配信開始時刻
、配信終了時刻を比較し、「映画＃Ｃ２」のネットワーク配信がまだ開始されていないと
判定して、表示した情報である。
【００７６】
　このようにして、配信種別情報を含む配信スケジュール情報を用いることにより、番組
ガイド作成部３５０は、図７に示すように、チャンネル＃Ｂの番組「ドキュメンタリ＃Ｂ
１」にて“関連番組が配信中”、チャンネル＃Ｃの「映画＃Ｃ２」にて“関連番組が配信
予定”ということがわかる番組ガイドを作成することができる。これにより、番組ガイド
に含まれる番組に、より興味を持つために、ユーザは、総集編や過去に放送された番組、
予告番組等を番組ガイドから選択することができる。
【００７７】
　以上のように、本実施の形態によれば、配信スケジュール情報又は配信現況情報は、番
組を識別する番組ＩＤと、配信スケジュール情報又は配信現況情報が示す情報が、番組Ｉ
Ｄと同一の番組又は関連する番組の情報のいずれかであるかを示す配信種別情報とを含み
、番組ガイド作成部３５０は、配信種別情報を用いて、関連する番組のネットワーク配信
状況を示す情報を含む番組ガイドを作成するようにした。
【００７８】
　これにより、放送局１００とネットワーク配信事業者２００とが複雑な連携を行わずと
も、放送受信装置３００からネットワーク配信事業者２００へのアクセス負荷を抑え、放
送受信装置３００は、既に放送された放送番組と同一の番組のネットワーク配信状況に加
え、関連する番組のネットワーク配信状況を含む番組ガイドをユーザに提供することがで
き、ユーザは、番組ガイド上で、ネットワーク配信状況を確認しながら、同一番組に加え
て関連番組をも選択することができるようになる。
【００７９】
　なお、以上の説明では、配信現況情報、配信スケジュール情報には、配信開始時刻（又
は配信開始予定時刻）及び配信終了時刻（又は配信終了予定時刻）が含まれる場合につい
て説明したが、配信開始時刻及び配信開始時刻から終了するまでの期間が含まれるように
してもよい。また、以上の説明において、放送とは、ＩＰ（Internet Protocol）マルチ
キャストを利用したＩＰマルチキャスト放送と同等である。また、図１において、放送局
とネットワーク配信事業者とを分離して記載したが、同一の事業者が放送及びネットワー
ク配信を行うようにしてもよい。
【００８０】
　また、本発明では、放送予定又は放送済みの番組の一覧を番組表とする番組ガイドを用
いてユーザが番組を選択する場合を例に説明したが、録画済みコンテンツ一覧を番組表と
する番組ガイドを利用してもよい。これにより、ユーザは録画した番組かネットワークで
配信された番組かを意識することなく、番組利用が可能になる。
【産業上の利用可能性】
【００８１】
　本発明は、ネットワークテレビ、ネットワークテレビ（ＩＰＴＶ（Internet Protocol 
Television）も含む）対応セットトップボックス、又は、ＰＣ（Personal Computer）ソ
フト等のように、番組ガイド機能を有し、放送コンテンツ及び双方向ネットワーク経由で
提供されるネットワーク配信コンテンツを再生することができる放送受信装置及び番組ガ
イド作成方法として有用である。
【符号の説明】
【００８２】
　１００，１００ａ　放送局
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　１１０　番組提供部
　１２０，１２０ａ　番組情報提供部
　２００　ネットワーク配信事業者
　２１０　配信スケジュール情報提供部
　２２０　配信現況情報提供部
　２３０　コンテンツサーバ
　３００，３００ａ　放送受信装置
　３１０　番組情報蓄積部
　３２０　配信スケジュール情報取得部
　３３０　配信現況確認判断部
　３４０　配信現況情報取得部
　３５０　番組ガイド作成部
　３６０　コンテンツ取得部
　３７０　表示部

【図１】 【図２】
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