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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツデータと、コンテンツの識別子および該コンテンツを取得するために必要な
場所を示すコンテンツロケーション情報の対応関係を示す名前解決用テーブルデータとを
同報ネットワークを介して受信する受信手段と、
　上記受信手段において受信した上記コンテンツデータを記憶するコンテンツ記憶手段と
、
　所望のコンテンツの上記識別子を特定する識別子特定手段と、
　上記識別子特定手段によって特定された上記識別子を上記コンテンツロケーション情報
に変換することにより名前解決を行う名前解決手段と、
　上記名前解決手段によって変換された上記コンテンツロケーション情報を使用して上記
識別子を有するコンテンツを取得するコンテンツ取得手段と、
　上記コンテンツ取得手段において取得されたコンテンツを再生する再生手段と
を備え、コンテンツの提供を受けるため、データの受信を行う受信装置において、
　上記名前解決手段は、
　上記記憶手段内に蓄積したコンテンツに対して、コンテンツの識別子とファイル名との
対応関係の情報を有し、上記情報を使用して名前解決を行う第１の名前解決実行手段と、
　上記名前解決用テーブルデータを使用して、名前解決を行う第２の名前解決実行手段と
、
　双方向ネットワークを介して外部の名前解決システムと交信することで名前解決を行う
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第３の名前解決実行手段と
を有する受信装置。
【請求項２】
　受信手段によって、コンテンツデータと、コンテンツの識別子および該コンテンツを取
得するために必要な場所を示すコンテンツロケーション情報の対応関係を示す名前解決用
テーブルデータとを同報ネットワークを介して受信する受信ステップと、
　上記受信ステップにおいて受信した上記コンテンツデータを記憶手段に記憶するコンテ
ンツ記憶ステップと、
　識別子特定手段によって、所望のコンテンツの上記識別子を特定する識別子特定ステッ
プと、
　名前解決手段によって、上記識別子特定ステップによって特定された上記識別子を上記
コンテンツロケーション情報に変換することにより名前解決を行う名前解決ステップと、
　コンテンツ取得手段によって、上記名前解決ステップによって変換された上記コンテン
ツロケーション情報を使用して上記識別子を有するコンテンツを取得するコンテンツ取得
ステップと、
　再生手段によって、上記コンテンツ取得ステップにおいて取得されたコンテンツを再生
する再生ステップと
を有し、コンテンツの提供を受けるため、データの受信を行う受信方法において、
　上記名前解決ステップは、
　第１の名前解決実行手段によって、上記記憶手段内に蓄積したコンテンツに対して、コ
ンテンツの識別子とファイル名との対応関係の情報を有し、上記情報を使用して名前解決
を行う第１の名前解決実行ステップと、
　第２の名前解決実行手段によって、上記名前解決用テーブルデータを使用して、名前解
決を行う第２の名前解決実行ステップと、
　第３の名前解決実行手段によって、双方向ネットワークを介して外部の名前解決システ
ムと交信することで名前解決を行う第３の名前解決実行ステップと
を有する受信方法。
【請求項３】
　受信手段によって、コンテンツデータと、コンテンツの識別子および該コンテンツを取
得するために必要な場所を示すコンテンツロケーション情報の対応関係を示す名前解決用
テーブルデータとを同報ネットワークを介して受信する受信ステップと、
　上記受信ステップにおいて受信した上記コンテンツデータを記憶手段に記憶するコンテ
ンツ記憶ステップと、
　識別子特定手段によって、所望のコンテンツの上記識別子を特定する識別子特定ステッ
プと、
　名前解決手段によって、上記識別子特定ステップによって特定された上記識別子を上記
コンテンツロケーション情報に変換することにより名前解決を行う名前解決ステップと、
　上記名前解決ステップによって変換された上記コンテンツロケーション情報をコンテン
ツ取得手段に供給するステップと
を有し、
　上記名前解決ステップは、
　第１の名前解決実行手段によって、上記記憶手段内に蓄積したコンテンツに対して、コ
ンテンツの識別子とファイル名との対応関係の情報を有し、上記情報を使用して名前解決
を行う第１の名前解決実行ステップと、
　第２の名前解決実行手段によって、上記名前解決用テーブルデータを使用して、名前解
決を行う第２の名前解決実行ステップと、
　第３の名前解決実行手段によって、双方向ネットワークを介して外部の名前解決システ
ムと交信することで名前解決を行う第３の名前解決実行ステップと
を有する名前解決方法。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、例えばデータ配信の技術分野で用いられる受信装置、受信方法および名前解
決方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
現在のインターネット上での情報／データ配信においては、ＨＴＭＬ（Hypertext Markup
 Language）／ＸＭＬ(eXtensible Markup Language)により記述されたデータ（コンテン
ツ）が配信されている。インターネットでのデータ取得の手順としては、利用者が所望の
コンテンツを識別するＵＲＩ（Uniform Resource Identifier）（またはＵＲＬ(Uniform 
Resource Locator)、以下同様）をクライアント上で入力し、入力されたＵＲＩを対応す
るコンテンツがウェブサーバから送信される。ＵＲＩ／ＵＲＬは、ＷＷＷに分散している
データを参照するのに使用される標準的な記法である。
【０００３】
既存のインターネットによるデータ配信システムにおいては、入力されたＵＲＩを対応す
るコンテンツに変換／解釈するために、ＤＮＳ（Domain Name System）およびウェブサー
バによってコンテンツの名前解決が行なわれている。名前解決は、一般的に、ドメイン名
とＩＰアドレスの翻訳を行うプロセスを意味するが、この明細書では、識別子を、その識
別子によって特定されるコンテンツが存在する物理的な場所に変換／解釈することを意味
する。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
今後、デジタル放送ではデータ放送方式が制定され、番組情報や番組宣伝情報等の種々の
コンテンツが放送ネットワークによって配信されるようになることが予想される。これら
データ送信システムで配信されるデータを参照、識別するためには、インターネットのＨ
ＴＭＬ文書等でも使用されるＵＲＩの形式によって参照することが望ましい。しかし、こ
のＵＲＩを既存のウェブ同様のＤＮＳおよびウェブサーバによる名前解決の方式で解釈し
、放送ネットワーク上のコンテンツを参照することは困難であり、一般には放送ネットワ
ーク上のコンテンツは放送ネットワーク上での別個のシステムによりＵＲＩの名前解決が
行われることになる。
【０００５】
さらに、今後インターネットとデジタル放送ネットワークとの統合が進むにつれ、あるＵ
ＲＩによって一意に識別されるコンテンツがインターネットと、デジタル放送ネットワー
クの複数のネットワーク上で配信されることも考えられる。この点からも、ＵＲＩの名前
解決方式をインターネットおよびデジタル放送ネットワークで統合する必要がある。
【０００６】
従って、この発明の目的は、種々のネットワーク上に存在するコンテンツの名前解決方式
を統合して行うことができる受信装置、受信方法および名前解決方法を提供することにあ
る。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上述した課題を解決するために、請求項１の発明は、コンテンツデータと、コンテンツ
の識別子および該コンテンツを取得するために必要な場所を示すコンテンツロケーション
情報の対応関係を示す名前解決用テーブルデータとを同報ネットワークを介して受信する
受信手段と、受信手段において受信したコンテンツデータを記憶するコンテンツ記憶手段
と、所望のコンテンツの識別子を特定する識別子特定手段と、識別子特定手段によって特
定された識別子をコンテンツロケーション情報に変換することにより名前解決を行う名前
解決手段と、名前解決手段によって変換されたコンテンツロケーション情報を使用して識
別子を有するコンテンツを取得するコンテンツ取得手段と、コンテンツ取得手段において
取得されたコンテンツを再生する再生手段とを備え、コンテンツの提供を受けるため、デ
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ータの受信を行う受信装置において、名前解決手段は、記憶手段内に蓄積したコンテンツ
に対して、コンテンツの識別子とファイル名との対応関係の情報を有し、情報を使用して
名前解決を行う第１の名前解決実行手段と、名前解決用テーブルデータを使用して、名前
解決を行う第２の名前解決実行手段と、双方向ネットワークを介して外部の名前解決シス
テムと交信することで名前解決を行う第３の名前解決実行手段とを有する受信装置である
。
【０００８】
　請求項２の発明は、受信手段によって、コンテンツデータと、コンテンツの識別子およ
び該コンテンツを取得するために必要な場所を示すコンテンツロケーション情報の対応関
係を示す名前解決用テーブルデータとを同報ネットワークを介して受信する受信ステップ
と、受信ステップにおいて受信したコンテンツデータを記憶手段に記憶するコンテンツ記
憶ステップと、識別子特定手段によって、所望のコンテンツの識別子を特定する識別子特
定ステップと、名前解決手段によって、識別子特定ステップによって特定された識別子を
コンテンツロケーション情報に変換することにより名前解決を行う名前解決ステップと、
コンテンツ取得手段によって、名前解決ステップによって変換されたコンテンツロケーシ
ョン情報を使用して識別子を有するコンテンツを取得するコンテンツ取得ステップと、再
生手段によって、コンテンツ取得ステップにおいて取得されたコンテンツを再生する再生
ステップとを有し、コンテンツの提供を受けるため、データの受信を行う受信方法におい
て、名前解決ステップは、第１の名前解決実行手段によって、記憶手段内に蓄積したコン
テンツに対して、コンテンツの識別子とファイル名との対応関係の情報を有し、情報を使
用して名前解決を行う第１の名前解決実行ステップと、第２の名前解決実行手段によって
、名前解決用テーブルデータを使用して、名前解決を行う第２の名前解決実行ステップと
、第３の名前解決実行手段によって、双方向ネットワークを介して外部の名前解決システ
ムと交信することで名前解決を行う第３の名前解決実行ステップとを有する受信方法であ
る。
【０００９】
　請求項３の発明は、受信手段によって、コンテンツデータと、コンテンツの識別子およ
び該コンテンツを取得するために必要な場所を示すコンテンツロケーション情報の対応関
係を示す名前解決用テーブルデータとを同報ネットワークを介して受信する受信ステップ
と、受信ステップにおいて受信したコンテンツデータを記憶手段に記憶するコンテンツ記
憶ステップと、識別子特定手段によって、所望のコンテンツの識別子を特定する識別子特
定ステップと、名前解決手段によって、識別子特定ステップによって特定された識別子を
コンテンツロケーション情報に変換することにより名前解決を行う名前解決ステップと、
名前解決ステップによって変換されたコンテンツロケーション情報をコンテンツ取得手段
に供給するステップとを有し、名前解決ステップは、第１の名前解決実行手段によって、
記憶手段内に蓄積したコンテンツに対して、コンテンツの識別子とファイル名との対応関
係の情報を有し、情報を使用して名前解決を行う第１の名前解決実行ステップと、第２の
名前解決実行手段によって、名前解決用テーブルデータを使用して、名前解決を行う第２
の名前解決実行ステップと、第３の名前解決実行手段によって、双方向ネットワークを介
して外部の名前解決システムと交信することで名前解決を行う第３の名前解決実行ステッ
プとを有する名前解決方法である。
【００１０】
この発明によれば、識別子特定手段と名前解決手段を持つので、複数のネットワーク上に
存在するコンテンツに対する名前解決を統合して扱うことができる。また、この発明では
、送信されてくる名前解決用テーブルを参照したり、外部の名前解決テーブルを参照する
ことが可能とされているので、新しい名前解決手段へ拡張することが容易である。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の一実施形態について図面を参照して説明する。図１は、一実施形態のコ
ンテンツ提供システムの一例を示す。情報提供装置１０１1 ，１０１2 は 、そのサーバ
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装置に、提供するコンテンツのデータを保持する。コンテンツデータの一例は、ＸＭＬあ
るいはＨＴＭＬによって記述されたＷＷＷ（WorldWide Web）のページである。情報提供
装置１０１1 ，１０１2 は双方向ネットワーク１０５を介して、放送局１０２、受信装置
１０３1 ，１０３2 と接続される。
【００１２】
放送局１０２は、そのサーバ装置に、提供するコンテンツデータを保持する。放送局１０
２は、同報ネットワーク１０４を介して受信装置１０３1 ，１０３2 と接続され、コンテ
ンツデータを提供することができる。また、放送局１０２は、情報提供装置１０１1 ，１
０１2 から双方向ネットワーク１０５あるいは、専用線を介してコンテンツデータを受信
し、それを同報ネットワーク１０４を介して受信装置１０３1 ，１０３2 に提供すること
もできる。同報ネットワークの具体例は、放送（衛星放送、地上波放送等のデジタル放送
）である。
【００１３】
受信装置１０３1 ，１０３2 は、コンテンツを受信、蓄積し、利用者に提示するものであ
る。コンテンツの情報は、同報ネットワーク１０４を介して送られて受信装置１０３1 ，
１０３2 内に蓄積されているもの、双方向ネットワーク１０５を介してオンデマンドに取
得するものがある。
【００１４】
図２は、放送局１０２の構成例を示す。コンテンツ操作部２０１は、コンテンツの入力を
行う。入力されたコンテンツはコンテンツ記憶部２０２に記憶される。コンテンツ記憶部
２０２に記憶されたコンテンツそれぞれには、コンテンツを一意に識別する識別名が与え
られており、この識別名と、コンテンツを取得するために必要なコンテンツの場所の情報
（コンテンツロケーションの情報と称する）が名前登録部２０４に記憶される。コンテン
ツロケーション情報とは、例えば、コンテンツ記憶部２０２に記憶されるコンテンツのフ
ァイル名やコンテンツを記憶するサーバのネットワークアドレス、あるいはコンテンツが
放送されるものであれば、放送されるストリームを指定する情報である。
【００１５】
コンテンツ記憶部２０２に記憶されたコンテンツは伝送部２０３を介して同報ネットワー
ク１０４により、受信装置１０３1 ，１０３2 に送信される。また、受信装置１０３1 ，
１０３2 からの要求に応じて、通信制御部２０５を介して双方向ネットワーク１０５によ
り、受信装置１０３1 ，１０３2 にコンテンツを送信することも可能である。
【００１６】
コンテンツと同様に、名前登録部２０４に登録されたコンテンツの識別子とコンテンツロ
ケーション情報が伝送部２０３を介して同報ネットワーク１０４により、受信装置１０３

1 ，１０３2 に送信される。また、受信装置１０３1 ，１０３2 からの名前解決の問い合
わせに応じて、名前登録部２０４の情報に基づいて、問い合わせがなされたコンテンツロ
ケーション情報を通信制御部２０５を介して双方向ネットワーク１０５により、受信装置
１０３1 ，１０３2 に返答することも可能である。
【００１７】
情報提供装置１０１1 ，１０１2 は、上述した放送局１０２と同様の構成である。但し、
情報提供装置１０１1 ，１０１2 は、図２における伝送部２０３を取り除いた構成である
。
【００１８】
図３は、受信装置１０３1 の構成例を示す。受信部３０６は、同報ネットワーク１０４よ
りコンテンツを受信し、受信したコンテンツをコンテンツ記憶部３０３に記憶する。通信
制御部３０７および双方向ネットワーク１０５を介してオンデマンドでコンテンツを受信
し、受信したコンテンツをコンテンツ記憶部３０３に記憶する。
【００１９】
利用者は、入力部３０１より所望のコンテンツの識別名を入力する。名前解決部３０２は
、入力されたコンテンツの識別子を解釈し、コンテンツを取得することのできるロケーシ
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ョン情報をコンテンツ取得部３０４に渡す。コンテンツ取得部３０４が渡されたコンテン
ツロケーション情報に基づいて、実際にコンテンツを取得する。
【００２０】
同報ネットワーク１０４を介してコンテンツを取得するために、受信部３０６がコンテン
ツ取得部３０４によって制御される。双方向ネットワーク１０５を介してコンテンツを取
得するために、通信制御部３０７がコンテンツ取得部３０４によって制御される。取得さ
れたコンテンツは、通常、コンテンツ記憶部３０３に一旦記憶される。そして、コンテン
ツ取得部３０４を介して取得されたコンテンツがコンテンツ表示部３０５に表示される。
【００２１】
図４は、受信装置１０１1，１０２2 に備えられている名前解決部３０２のより詳細な構
成例を示す。入力部３０１より入力されたコンテンツの識別名は、名前解決処理によって
コンテンツのロケーション情報に変換される。インターネット上のコンテンツ、放送ネッ
トワーク上のコンテンツ、受信装置上の蓄積／記憶装置内のコンテンツなどの様々なネッ
トワーク上のコンテンツに対して異なった名前解決処理プロトコルが存在している。
【００２２】
例えば、インターネット上のコンテンツであれば既存のＤＮＳのような名前解決システム
が利用される。デジタル放送上のコンテンツであれば、コンテンツと一緒に放送されてく
る名前解決用のテーブルを参照するような名前解決システムが利用される。受信装置上の
蓄積／記憶装置内のコンテンツであれば、コンテンツの識別名と蓄積装置上でのファイル
名を対応させる対応表を参照するような名前解決システムが利用される。
【００２３】
また、ネットワーク種別による名前解決プロトコルの差異以外にも、名前を管理している
組織によって、名前解決プロトコルが異なる可能性もある。例えば、ある名前管理組織の
体系で名前付けられた識別子の解決には、特別の名前解決システムに接続して名前解決を
行うような場合が考えられる。
【００２４】
名前解決部３０２では、このように相違した複数の名前解決プロトコルを、複数の解決実
行部４０２、４０３、４０４によって実行する。解決実行部４０２は、コンテンツ記憶部
３０３において、コンテンツの識別名と蓄積装置上でのファイル名を対応させる対応表を
参照して名前解決を行う。解決実行部４０３は受信部３０６において、コンテンツと一緒
に放送されてくる名前解決用のテーブルを参照して名前解決を行う。解決実行部４０４は
、通信制御部３０７を介して双方向ネットワーク１０５により外部の名前解決システムと
交信して名前解決を行う。名前解決選択部４０１は、入力部３０１から入力された識別子
に基づいて、適切な解決実行部を選択する。選択された解決実行部が名前解決処理を行う
。
【００２５】
また、解決実行部４０２、４０３、４０４のプログラムをネットワークを介してダウンロ
ード可能とすることによって、新しい名前解決プロトコルに対応するように構成すること
も可能である。解決されたコンテンツのロケーション情報（複数の場合もある）がコンテ
ンツ取得部３０４へ送られる。
【００２６】
図５は、名前解決の手順を示すフローチャートである。ステップＳ１において、入力部３
０１により所望のコンテンツの識別名ＵＲＩが入力される。ステップＳ２において、コン
テンツロケーションのリストＬを初期化する。ステップＳ３において、入力されたＵＲＩ
を見て、名前解決選択部４０１は、解決実行部４０２、４０３、４０４の中で適切な解決
実行部を選択する。例えば特殊な形式を持ったＵＲＩに関しては、特定の解決実行部によ
って解決を行うようになされる。同一のコンテンツが種々のネットワーク上に存在するこ
ともあるので、ＵＲＩの形式等によって解決実行部を選択できる場合を除いて、複数の解
決実行部４０２、４０３、４０４によって名前解決処理が行なわれる。
【００２７】
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図５においては、解決実行部４０２、４０３、４０４のそれぞれが行う処理が並列的に示
されている。すなわち、解決実行部４０２がステップＳ４およびＳ５の処理を行い、解決
実行部４０３がステップＳ６およびＳ７の処理を行い、解決実行部４０４がステップＳ８
およびＳ９の処理を行う。並列的な処理に限らず、各解決実行部の処理が順番になされる
処理も可能である。
【００２８】
ステップＳ４において、解決実行部４０２は、コンテンツの識別名と蓄積装置例えばコン
テンツ記憶部３０３上でのファイル名を対応させる対応表を参照して名前解決を行い、ス
テップＳ５において、コンテンツ記憶部３０３上の入力されたＵＲＩに対応したロケーシ
ョン情報をリストＬに追加する。ステップＳ６において、解決実行部４０３では、衛星放
送のようなＭＰＥＧ２セクションテーブル等で伝送されてくる名前解決用のテーブルデー
タを参照して名前解決をし、ステップＳ７において、入力されたＵＲＩに対応したロケー
ション情報をリストＬに追加する。ステップＳ８において、解決実行部４０４では、ＤＮ
Ｓのようなネットワーク上の名前解決サービスと交信することで名前解決をし、ステップ
Ｓ５において、入力されたＵＲＩに対応したロケーション情報をリストＬに追加する。す
べての方法で名前解決の処理が終わり、ステップＳ１０において、得られたロケーション
リストＬがコンテンツ取得部３０４に送られる。コンテンツ取得部３０４がロケーション
リストＬを参照してＵＲＩで指定されたコンテンツを取得する。
【００２９】
図６は、ＵＲＩとロケーション情報（ロケータ）の対応を示す表のいくつかの例を示す。
図６Ａにおいて、６０１は、は、コンテンツが受信装置の蓄積装置例えばコンテンツ記憶
装置３０３に既に蓄積されている場合の、識別名と蓄積されるコンテンツの名前（ファイ
ル名）を対応させる対応表である。受信装置は、このような対応表６０１を管理している
。名前解決実行部４０２は、対応表６０１を参照して、解決すべきＵＲＩに対応したロケ
ータ（ファイル名）を取り出し、取り出したファイル名をコンテンツ取得部３０４に与え
る。
【００３０】
図６Ｂにおいて、６０２は、コンテンツがデジタル放送により、放送される場合の、識別
名と放送ストリームを特定するロケーション情報（チャンネル）の対応表である。送信側
の情報提供装置１０１1 ，１０１2　または放送局１０２は、この対応表６０２を例えば
ＭＰＥＧ２セクションテーブルの形式で送信する。受信装置は、予め対応表６０２を受信
している。名前解決実行部４０３は、対応表６０２を参照して、解決すべきＵＲＩに対応
したロケータを取り出し、取り出したロケータをコンテンツ取得部３０４に与える。コン
テンツ取得部３０４は、ロケータで示されるストリームにアクセスしてコンテンツを取得
する。
【００３１】
図６Ｃにおいて、６０３は、コンテンツがネットワーク上のサーバに格納されている場合
の、識別名とインターネット上のコンテンツサーバのロケーション（サーバのアドレス他
）の対応表である。ネットワーク上の名前解決サーバは、このような対応表６０３を保持
している。名前解決実行部４０４は、名前解決に際して、名前解決サーバに問い合わせを
行い、ＵＲＩに対応したロケータを取り出す。
【００３２】
図７は、名前解決のシステムを模式的に示す。一例として、識別名（uri://abc/ghi.mpg
）という名前のコンテンツ６０４が受信装置７０１のコンテンツ記憶部３０３、データ放
送７０２、インターネット上のウェブサーバ７０３に存在している。コンテンツ６０４の
存在している場所を示すロケーション情報が対応表６０１、６０２、６０３にそれぞれ記
述されている。解決実行部４０２、４０３、４０４は、（uri://abc/ghi.mpg）のコンテ
ンツ６０４の場所を特定するために以下の名前解決処理を行う。
【００３３】
解決実行部４０２は、コンテンツの識別名と蓄積装置上でのファイル名を対応させる対応
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表６０１を参照して、コンテンツ記憶部３０３に蓄積済のコンテンツに関して、入力され
たＵＲＩに対応するコンテンツを蓄積しているか否かを調べる。図６Ａに示す対応表６０
１の例では、入力されたＵＲＩが蓄積済で、そのロケータが（file://abc-def-ghi.mpg）
である。
【００３４】
解決実行部４０３は、ＭＰＥＧ－２セクションテーブル等でコンテンツと同様に、受信部
３０６に伝送されてくる名前解決用の対応表６０２を参照して名前解決を行う。図６Ｂに
示す例では、入力されたＵＲＩに対応するロケータが（dvb://123.256.789；111@2000-07
-08T00:00:00D120）である。
【００３５】
解決実行部４０４では、通信制御部３０７を介してオンデマンドで、ネットワーク上の名
前解決サービス（名前とロケーションの対応表６０３を持っているサーバ、例えばＤＮＳ
サーバ７０４）と交信することで、名前解決を行う。図６Ｃに示す例では、入力されたＵ
ＲＩに対応したロケータが（http://192.168.0.1/def/ghi.mpg）である。このロケータで
示されるウェブサーバ７０３にアクセスしコンテンツが取得される。
【００３６】
この発明は、上述したこの発明の一実施形態等に限定されるものでは無く、この発明の要
旨を逸脱しない範囲内で様々な変形や応用が可能である。例えば名前解決実行手段をネッ
トワークを介して受信し、拡張可能な仕組み例えばプラグインのような付加ソフトウェア
を導入可能としても良い。また、受信装置のコンテンツ蓄積装置としては、受信装置にハ
ードウエアとして内蔵されたものに限らず、イントラネットワークを介してアクセス可能
な蓄積装置を使用しても良い。また、コンテンツが存在するネットワークとしては、上述
したもの以外が可能である。さらに、コンテンツの識別子としては、ＵＲＩ／ＵＲＬ以外
に限定されるものではなく、他の識別子を使用しても良い。
【００３７】
【発明の効果】
この発明においては、受信装置に備えられたコンテンツ名前解決手段により、種々のネッ
トワーク上に存在するコンテンツの名前解決を統合して扱うことが可能となる。ユーザは
、コンテンツが存在する場所と無関係に統一的に規定されたコンテンツの識別子を入力す
ることによって、そのコンテンツを取得することができ、操作性を向上することができる
。また、この発明では、送信されてくる名前解決用テーブルを参照したり、外部の名前解
決テーブルを参照することが可能とされているので、新しい名前解決手段へ拡張すること
も容易となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明を適用したコンテンツ提供システムの一実施形態の構成を示すブロック
図である。
【図２】この発明の一実施形態における放送局の構成例を示すブロック図である。
【図３】この発明の一実施形態における受信装置の構成例を示すブロック図である。
【図４】受信装置における名前解決部の構成例を示すブロック図である。
【図５】名前解決の手順を示すフローチャートである。
【図６】ＵＲＩとコンテンツロケーションの対応表の一例を示す図である。
【図７】コンテンツ提供システムにおける名前解決を説明するための略線図である。
【符号の説明】
１０２・・・放送局、１０３1 ，１０３2 ・・・受信装置、１０４・・・同報ネットワー
ク、１０５・・・双方向ネットワーク、２０４・・・名前登録部、３０１・・・入力部、
３０２・・・名前解決部、３０３・・・コンテンツ記憶部、３０４・・・コンテンツ取得
部、３０５・・・コンテンツ表示部、３０６・・・受信部、３０７・・・通信制御部、４
０１・・・名前解決選択部、４０２，４０３，４０４・・・解決実行部
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