
JP 4252324 B2 2009.4.8

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送送出装置から放送波で伝送される、放送コンテンツと同期記述情報とが多重化され
た多重化ストリームを受信する放送波受信部と、
　前記放送波受信部により受信した多重化ストリームから映像、音声及び同期記述情報を
分離する放送波分離部と、
　前記放送波分離部により分離した同期記述情報に従い、前記放送コンテンツに関連した
補助コンテンツの取得指示を送信して補助コンテンツサーバから受信した属性情報を記憶
し、前記同期記述情報に含まれる再生開始時刻に基づき放送コンテンツ及びこの放送コン
テンツに関連した補助コンテンツを同期を取りつつ同時再生するための再生開始の指示を
出力する同期再生制御部と、
　前記同期再生制御部の指示に従い、前記放送波以外のネットワークを通じ、同期記述情
報に記述されたアドレスを元に補助コンテンツサーバに対し、前記放送コンテンツに関連
した補助コンテンツの属性情報を取得するために属性取得リクエストを送信するとともに
、属性情報を受信すると、前記放送コンテンツに関連した補助コンテンツの送信開始リク
エストを送信するリクエスト送信部と、
　前記補助コンテンツサーバから前記ネットワークを通じて送信される前記放送コンテン
ツに関連した補助コンテンツを受信する補助コンテンツ受信部と、
　前記補助コンテンツ受信部により受信した補助コンテンツから映像及び音声を分離する
補助コンテンツ分離部と、
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　前記放送波分離部により分離した映像と前記補助コンテンツ分離部により分離した映像
を、前記同期再生制御部からの再生開始の指示により同期を取りつつ同時再生し合成して
映像表示部に表示する映像合成部と、
　前記放送波分離部により分離した音声と前記補助コンテンツ分離部により分離した音声
を、前記同期再生制御部からの再生開始の指示により同期を取りつつ同時再生する音声再
生部とを備え、
　前記同期記述情報は、前記放送コンテンツに関連した補助コンテンツのアドレスと再生
開始時刻とが含まれ、
　前記多重化ストリームは、前記放送コンテンツの先頭から所定時間前と前記放送コンテ
ンツの途中の一定期間毎に前記同期記述情報が多重化されている
　ことを特徴とする受信機。
【請求項２】
　前記同期再生制御部は、前記同期記述情報に基づき前記放送コンテンツに含まれるメデ
ィアの一部を前記補助コンテンツに置き換えて再生するよう前記映像合成部及び前記音声
再生部へ指示する
　ことを特徴とする請求項１項記載の受信機。
【請求項３】
　前記同期再生制御部は、前記同期記述情報に基づき前記放送コンテンツの全体を前記補
助コンテンツに置き換えて再生するよう前記映像合成部及び前記音声再生部へ指示する
　ことを特徴とする請求項１項記載の受信機。
【請求項４】
　前記同期記述情報には前記補助コンテンツの再生終了時刻が含まれる
　ことを特徴とする請求項１、２又は３項記載の受信機。
【請求項５】
　前記同期記述情報には前記補助コンテンツの繰り返し再生を指示する記述が含まれる
　ことを特徴とする請求項１、２又は３項記載の受信機。
【請求項６】
　前記同期再生制御部は、前記同期記述情報に含まれる２つ以上の前記補助コンテンツの
中からユーザ設定された情報に従って選択する
　ことを特徴とする請求項１、２又は３項記載の受信機。
【請求項７】
　前記同期再生制御部は、前記同期記述情報に含まれる２つ以上の前記補助コンテンツの
中から前記ネットワークの状況に応じて選択する
　ことを特徴とする請求項１、２又は３項記載の受信機。
【請求項８】
　前記同期再生制御部は、前記同期記述情報に含まれる前記補助コンテンツ毎の視聴料金
に応じて前記補助コンテンツを受信するか否かを選択する
　ことを特徴とする請求項１、２又は３項記載の受信機。
【請求項９】
　前記同期記述情報には前記放送コンテンツと前記補助コンテンツの画面内での再生領域
を指定するレイアウト情報を含む
　ことを特徴とする請求項１、２又は３項記載の受信機。
【請求項１０】
　ユーザ属性とパスワードを入力して前記ネットワークを通じて補助コンテンツサーバへ
送信し、補助コンテンツサーバからユーザＩＤを受信すると、補助コンテンツサーバのア
ドレス及びパスワードをユーザ契約情報に登録するユーザ情報入力部をさらに備え、
　前記補助コンテンツ受信部は、ユーザ登録した場合にのみ前記補助コンテンツを受信す
る
　ことを特徴とする請求項１から請求項９までのいずれかに記載の受信機。
【請求項１１】
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　前記ユーザ登録は前記補助コンテンツ毎に行い、前記補助コンテンツの視聴時間に応じ
て課金される
　ことを特徴とする請求項１０項記載の受信機。
【請求項１２】
　前記ユーザ登録は前記放送送出装置で行い、前記補助コンテンツの視聴時間に応じて一
括して課金される
　ことを特徴とする請求項１０項記載の受信機。
【請求項１３】
　前記同期記述情報は前記放送コンテンツ中に電子透かしとして埋め込まれている
　ことを特徴とする請求項１から請求項１２までのいずれかに記載の受信機。
【請求項１４】
　放送開始前に補助コンテンツサーバから補助コンテンツ情報を取得して蓄積された補助
コンテンツ情報テーブルと、
　前記補助コンテンツ情報テーブルを参照して同期記述情報を作成する同期記述情報制作
部と、
　放送コンテンツと前記同期記述情報制作部により作成された同期記述情報とを多重化す
る多重部と、
　前記多重部により多重化した多重化ストリームを放送波で送信する送信部とを備え、
　前記補助コンテンツ情報は、前記放送コンテンツに関連する補助コンテンツのアドレス
と再生開始時刻が含まれ、
　前記補助コンテンツ情報テーブルは、各補助コンテンツのアドレスと再生開始時刻が登
録され、
　前記同期記述情報は、前記放送コンテンツに関連した補助コンテンツのアドレスと再生
開始時刻とが含まれ、
　前記多重化ストリームは、前記放送コンテンツの先頭から所定時間前と前記放送コンテ
ンツの途中の一定期間毎に前記同期記述情報が多重化されている
　ことを特徴とする放送送出装置。
【請求項１５】
　放送開始後、放送波以外のネットワークを通じ、受信機からの放送コンテンツに関連し
た補助コンテンツに関する属性取得リクエストを受信すると、補助コンテンツ属性情報テ
ーブルから該当する補助コンテンツの属性情報を検索して受信機に対し送信するとともに
、受信機から前記放送コンテンツに関連した補助コンテンツの送信開始リクエストを受信
するリクエスト受信部と、
　前記リクエスト受信部により送信開始リクエストが受信されると、前記放送コンテンツ
に関連した補助コンテンツを放送波以外のネットワークを介して受信機に送信する補助コ
ンテンツ送信部とを備え、
　放送開始前に補助コンテンツ情報テーブルを参照して前記放送コンテンツに関連した補
助コンテンツ情報を放送送出装置へ送り、
　前記補助コンテンツ情報は、前記放送コンテンツに関連した補助コンテンツのアドレス
と再生開始時刻とが含まれる
　ことを特徴とする補助コンテンツサーバ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、放送で受信する放送コンテンツと、放送以外の通信ネットワークを通じて受
信する補助コンテンツを同期して再生するコンテンツ同期再生システムを構成する受信機
、放送送出装置及び補助コンテンツサーバに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来のシステムにおいては、ネットワーク上のＣＭ蓄積装置に蓄積される各ＣＭ（第２コ
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ンテンツ）にＵＲＬがそれぞれ割り当てられ、ＴＶ放送装置によって衛星ディジタル放送
網を通じて放送される番組（第１コンテンツ）には、その番組と相互に関連付けて再生出
力されるべきＣＭのＵＲＬを特定するためのタグ情報が埋め込まれている。ＴＶコマース
端末は、受信した番組に埋め込まれているタグ情報に基づいてＵＲＬを特定し、そのＵＲ
Ｌが割り当てられたＣＭを取得する（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】
特開２００１－２０４００５号公報（第９頁－第１６頁、図１）
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上述したような従来のシステムでは、放送波で放送される第１のコンテンツに第２のコン
テンツを示すタグ情報が埋め込まれたタイミングで第２のコンテンツを挿入して再生する
のみであり、第１のコンテンツと関連する第２のコンテンツの再生開始タイミングや画面
レイアウトの指定、地域やユーザ設定によって第２のコンテンツを選択的に再生すること
はできないという問題点があった。
【０００５】
この発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、目的は、放送で送信さ
れる放送コンテンツと共に補助コンテンツに関する再生開始時刻や画面レイアウト指定、
地域やユーザ設定による補助コンテンツの選択機能を同期記述情報として含めることによ
って、放送コンテンツと補助コンテンツを放送局の意図したタイミングでかつ同期再生可
能とする受信機、放送送出装置及び補助コンテンツサーバを得るものである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　この発明に係る受信機は、放送送出装置から放送波で伝送される、放送コンテンツと同
期記述情報とが多重化された多重化ストリームを受信する放送波受信部と、前記放送波受
信部により受信した多重化ストリームから映像、音声及び同期記述情報を分離する放送波
分離部と、前記放送波分離部により分離した同期記述情報に従い、前記放送コンテンツに
関連した補助コンテンツの取得指示を送信して補助コンテンツサーバから受信した属性情
報を記憶し、前記同期記述情報に含まれる再生開始時刻に基づき放送コンテンツ及びこの
放送コンテンツに関連した補助コンテンツを同期を取りつつ同時再生するための再生開始
の指示を出力する同期再生制御部と、前記同期再生制御部の指示に従い、前記放送波以外
のネットワークを通じ、同期記述情報に記述されたアドレスを元に補助コンテンツサーバ
に対し、前記放送コンテンツに関連した補助コンテンツの属性情報を取得するために属性
取得リクエストを送信するとともに、属性情報を受信すると、前記放送コンテンツに関連
した補助コンテンツの送信開始リクエストを送信するリクエスト送信部と、前記補助コン
テンツサーバから前記ネットワークを通じて送信される前記放送コンテンツに関連した補
助コンテンツを受信する補助コンテンツ受信部と、前記補助コンテンツ受信部により受信
した補助コンテンツから映像及び音声を分離する補助コンテンツ分離部と、前記放送波分
離部により分離した映像と前記補助コンテンツ分離部により分離した映像を、前記同期再
生制御部からの再生開始の指示により同期を取りつつ同時再生し合成して映像表示部に表
示する映像合成部と、前記放送波分離部により分離した音声と前記補助コンテンツ分離部
により分離した音声を、前記同期再生制御部からの再生開始の指示により同期を取りつつ
同時再生する音声再生部とを備え、前記同期記述情報は、前記放送コンテンツに関連した
補助コンテンツのアドレスと再生開始時刻とが含まれ、前記多重化ストリームは、前記放
送コンテンツの先頭から所定時間前と前記放送コンテンツの途中の一定期間毎に前記同期
記述情報が多重化されているものである。
【０００７】
【発明の実施の形態】
実施の形態１．
この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムについて図面を参照しながら
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説明する。図１は、この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムの構成を
示す図である。
【０００８】
本実施の形態１においては、放送を放送局からの放送波で送信する例を用いて説明を行う
が、必ずしもそうとは限らず、別の形態で放送を送信してもよい。
【０００９】
図１において、本システムは、放送送出装置１０１と、受信機１０２と、補助コンテンツ
サーバ１０３と設けられている。この受信機１０２は、放送波１０６以外のネットワーク
１０７を通じて補助コンテンツサーバ１０３に接続されている。また、放送波１０６上で
流れるデータ１０４は、放送コンテンツ１０９と、同期記述情報１１０とから構成されて
いる。さらに、補助コンテンツ情報１０５は、補助コンテンツ１１１等から構成されてい
る。
【００１０】
図７は、この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムの同期記述情報の基
本構成を示す図である。
【００１１】
図７において、同期記述情報１１０は、コンテンツ名称７０１と、アドレス７０２と、再
生開始時刻７０３とから構成されている。
【００１２】
図８は、この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムの同期記述情報と放
送コンテンツの多重化を示す図である。
【００１３】
図８において、８０２は同期記述情報、８０３は放送コンテンツの音声、８０４は放送コ
ンテンツの映像、８０５が空のＴＳパケットである。
【００１４】
つぎに、図１に示す、この実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムの動作につい
て図面を参照しながら説明する。
【００１５】
この実施の形態１では、放送コンテンツ１０９、及び補助コンテンツ１１１はＭＰＥＧで
符号化された映像や音声データにより構成されるコンテンツ（番組）を例とし、多重化は
ＭＰＥＧ－２ＴＳ（トランスポートストリーム）を用いるものとして説明を行う。
【００１６】
まず、補助コンテンツサーバ１０３は、放送送出装置１０１において放送される放送コン
テンツ１０９に関連した補助コンテンツ１１１を作成し、この補助コンテンツ１１１に関
する情報、すなわち補助コンテンツ情報１０５を、放送送出装置１０１に送信する。送信
手段はネットワークによる送信、記憶媒体による送信等、特に問わない。
【００１７】
なお、本実施の形態においては、補助コンテンツサーバ１０３が補助コンテンツ情報１０
５を生成し放送送出装置１０１に対し送信する例で説明しているが、例えば補助コンテン
ツ１１１を放送送出装置１０１が作って別の補助コンテンツサーバに置いた場合は放送送
出装置１０１内部で同期記述情報１１０をつくるための補助コンテンツ情報１０５は必要
ないこともある。この場合は放送送出装置１０１が補助コンテンツ１１１の管理をしてい
るためである。補助コンテンツサーバ１０３の主役割は、補助コンテンツ情報１０５を送
出することではなく、補助コンテンツ１１１を受信機１０２のリクエストにあわせ受信機
１０２に対し送信することである。
【００１８】
この補助コンテンツ情報１０５には、関連する放送コンテンツ１０９と補助コンテンツ１
１１をネットワーク１０７上で特定するためのサーバアドレスやファイル名７０２、再生
開始時刻７０３などが含まれる。
【００１９】
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放送送出装置１０１は、受け取った補助コンテンツ情報１０５を元に同期記述情報１１０
を生成する。この同期記述情報１１０には、図７のように補助コンテンツ１１１のアドレ
ス７０２と再生開始時刻７０３が含まれる。なお、図７記載のコンテンツ名称７０１は説
明の便宜上付けたものであり、実際の同期記述情報１１０には含まれなくてもよい。
【００２０】
この同期記述情報１１０内に、再生開始時刻７０３が含まれていることが本システムの特
徴であり、これを用いて放送コンテンツ１０９と補助コンテンツ１１１を受信機１０２で
同期再生することが出来る。コンテンツが日付をまたがり放送される場合、この再生開始
時刻は日付が変更した時点で２４時間を加えた時間で表すものとする。
【００２１】
放送送出装置１０１は、放送コンテンツ１０９と同期記述情報１１０を多重化し、放送波
１０６上に同期記述情報１１０と放送コンテンツ１０９が多重化されたストリーム（デー
タ）１０４を流す。
【００２２】
受信機１０２は、放送波１０６で多重化ストリーム１０４を受信、分離し、分離された同
期記述情報１１０に含まれる補助コンテンツ１１１のアドレス７０２を参照し、放送波以
外のネットワーク１０７を通じて補助コンテンツ１１１にＲＴＳＰ等のＡＶ配信制御プロ
トコルを利用してアクセスし、補助コンテンツ１１１をストリーミングで取得し、放送コ
ンテンツ１０９と同期を取って同時再生を行う。
【００２３】
ただし、多重化ストリーム１０４は、図８のような形で多重化され、放送開始数秒前には
同期記述情報１１０だけを送り、受信機１０２で補助コンテンツ１１１を取得するための
十分な時間を確保し、また受信機１０２において補助コンテンツ１１１のバッファリング
を行い、同期記述情報１１０の再生開始時刻７０３になった時、番組の先頭から放送コン
テンツ１０９と補助コンテンツ１１１において、同期を取り同時再生することが可能とな
る。
【００２４】
また、同期記述情報１１０は、図８に示すように番組の途中でも一定期間毎に多重化され
、配信されている。これは放送送出装置１０１において同期記述情報１１０を、一定間隔
で再生開始時刻７０３を時刻の進行に合わせて調整しながら作成しているためであり、こ
れにより受信機１０２が番組の途中から多重化ストリーム１０４を受信開始した場合でも
、補助コンテンツ１１１のサービスを受けることが可能となる。
【００２５】
なお、同期を取るためには、同期記述情報１１０の再生開始時刻７０３を用いるため、放
送送出装置１０１、受信機１０２、補助コンテンツサーバ１０３の時計が一致している必
要があるが、これらの時計は電波時計等を用いることによって一致しているものとする。
【００２６】
図２は、図１における受信機の内部構成を示すブロック図である。
【００２７】
図２において、受信機１０２は、補助コンテンツ受信部２０１と、補助コンテンツ分離部
２０２と、放送波受信部２０３と、放送波分離部２０４と、映像合成部２０６と、同期再
生制御部２０７と、音声再生部２０８と、映像表示部２０９と、リクエスト送信部２１０
とから構成されている。放送波分離部２０４は、放送波から同期記述情報２０５を分離す
る。
【００２８】
また、図５は、図２における映像合成部の内部構成を示すブロック図である。
【００２９】
図５において、映像合成部２０６は、補助コンテンツ用映像デコーダ５０１と、放送波用
映像デコーダ５０２と、合成部５０３とを含む。
【００３０】
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さらに、図６は、図２における音声再生部の内部構成を示すブロック図である。
【００３１】
図６において、音声再生部２０８は、補助コンテンツ用音声デコーダ６０１と、放送波用
音声デコーダ６０２と、スピーカ６０３と、音声出力制御部６０４とを含む。
【００３２】
つぎに、図２に示す、この実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムの受信機の動
作について図面を参照しながら説明する。
【００３３】
受信機１０２は、放送波１０６で伝送される、同期記述情報１１０と放送コンテンツ１０
９の多重化ストリーム１０４を、放送波受信部２０３で受信し、放送波分離部２０４で映
像・音声・同期記述情報２０５などに分離し、それぞれ映像合成部２０６、音声再生部２
０８、同期再生制御部２０７へ送られる。
【００３４】
同期再生制御部２０７は、補助コンテンツ１１１のアドレス７０２と再生開始時刻７０３
を含む同期記述情報２０５に従い、リクエスト送信部２１０へ補助コンテンツ１１１の取
得指示を送信する。
【００３５】
このリクエスト送信部２１０は、同期再生制御部２０７の指示に従い、放送波以外のネッ
トワーク１０７を通じ、同期記述情報２０５に記述されたアドレス７０２を元に補助コン
テンツサーバ１０３に対し、補助コンテンツ１１１の属性情報を取得するために属性取得
リクエストを送信する。ここで、補助コンテンツの属性情報とは、補助コンテンツ１１１
の符号化方式、ビットレート、総再生時間等が含まれている情報である。
【００３６】
同期再生制御部２０７は、補助コンテンツサーバ１０３から属性情報を受信するとその内
容を記憶し、さらに補助コンテンツサーバ１０３に対し補助コンテンツ１１１の送信開始
リクエストを送信する。
【００３７】
補助コンテンツ受信部２０１は、補助コンテンツサーバ１０３から送信される補助コンテ
ンツ１１１を受信し、補助コンテンツ分離部２０２で分離した後、映像は映像合成部２０
６、音声は音声再生部２０８へ入力される。
【００３８】
映像合成部２０６では、補助コンテンツ分離部２０２からの映像データが、補助コンテン
ツ用映像デコーダ５０１に入力され、放送波分離部２０４からの映像データが、放送波用
映像デコーダ５０２に入力される。これら補助コンテンツ用映像デコーダ５０１、放送波
用映像デコーダ５０２においてそれぞれを出力可能な映像のフォーマットに変換した後、
合成部５０３で、映像として合成する作業を行い、映像表示部２０９で表示する。
【００３９】
音声再生部２０８においては、補助コンテンツ分離部２０２からの音声データは、補助コ
ンテンツ用音声デコーダ６０１に入力され、放送波分離部２０４からの音声データは、放
送波用音声デコーダ６０２に入力される。前記両デコーダの出力は、音声出力制御部６０
４を経由してスピーカ６０３で再生される。
【００４０】
ただし、再生開始は同期再生制御部２０７で制御するため、映像合成部２０６と音声再生
部２０８に対し、同期再生制御部２０７から再生開始の指示を出す。再生開始の指示が出
るまでは、バッファリングを行う。以上のようにして補助コンテンツ１１１と放送コンテ
ンツ１０９の同時再生を行う。
【００４１】
図３は、図１における補助コンテンツサーバの内部構成を示すブロック図である。
【００４２】
図３において、補助コンテンツサーバ１０３は、補助コンテンツ情報テーブル３０１と、
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補助コンテンツ送信部３０３と、リクエスト受信部３０４と、補助コンテンツ属性情報テ
ーブル３０５とを含む。
【００４３】
つぎに、図３に示す、この実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムの補助コンテ
ンツサーバの動作について図面を参照しながら説明する。
【００４４】
まず、放送送出装置１０１から放送コンテンツ１０９が放送される前に、放送コンテンツ
１０９と関連する補助コンテンツ１１１に関する補助コンテンツ情報１０５を、補助コン
テンツサーバ１０３は、放送送出装置１０１に対し、送信する必要がある。
【００４５】
補助コンテンツ情報１０５には、補助コンテンツ１１１のアドレス７０２と再生開始時刻
７０３が含まれる。放送送出装置１０１への補助コンテンツ情報１０５の送信方法は特に
問わない。
【００４６】
補助コンテンツ情報テーブル３０１を参照し、補助コンテンツ情報１０５を放送送出装置
１０１へ送信する。
【００４７】
また、放送開始後、放送波以外のネットワーク１０７を通じ、受信機１０２からの補助コ
ンテンツ１１１に関する属性取得リクエストを受信する。補助コンテンツ属性情報テーブ
ル３０５から該当する補助コンテンツ１１１の属性情報を検索し、受信機１０２に対し送
信する。
【００４８】
次に、受信機１０２から送信開始リクエストをリクエスト受信部３０４で受信すると、補
助コンテンツ送信部３０３から、補助コンテンツ１１１を、放送波以外のネットワーク１
０７を介し、受信機１０２に対し送信を行う。
【００４９】
ここで、補助コンテンツ１１１は、例としてＭＰＥＧ－２Ｖｉｄｅｏ符号化された映像を
ＭＰＥＧ－２ＴＳ化したもの、もしくはＭＰＥＧ－２Ａｕｄｉｏ符号化された音声をＭＰ
ＥＧ－２ＴＳ化したものであり、ＩＰネットワークを通じてＲＴＰ（Real-time Transpor
t Protocol）を使用して受信機１０２に配信される。ここで補助コンテンツ１１１は、１
つのＴＳに１つの映像もしくは音声が格納されているものとする。
【００５０】
図４は、図１における放送送出装置の内部構成を示すブロック図である。
【００５１】
図４において、放送送出装置１０１は、同期記述情報制作部４０１と、送信部４０２と、
多重部４０４と、補助コンテンツ情報テーブル４０５とを含む。
【００５２】
つぎに、図４に示す、この実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムの放送送出装
置の動作について図面を参照しながら説明する。
【００５３】
まず、放送開始前に補助コンテンツサーバ１０３から補助コンテンツ情報１０５を取得す
る。この補助コンテンツ情報１０５には、放送コンテンツ１０９と関連する補助コンテン
ツ１１１のアドレスと再生開始時刻が含まれている。
【００５４】
補助コンテンツ情報１０５を受信し、補助コンテンツ情報テーブル４０５へ蓄積する。こ
の補助コンテンツ情報テーブル４０５は、各補助コンテンツのアドレスと再生開始時刻が
登録されているテーブルである。
【００５５】
同期記述情報制作部４０１は、補助コンテンツ情報テーブル４０５を参照し、同期記述情
報１１０を作成する。この同期記述情報１１０には、図７のように補助コンテンツ１１１
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のアドレス７０２と再生開始時刻７０３が含まれている。コンテンツ名称７０１は説明の
便宜上付けただけであり、実際の同期記述情報１１０には含まれなくてもよい。
【００５６】
多重部４０４は、放送コンテンツ１０９と同期記述情報１１０を多重化し、送信部４０２
は、多重化ストリーム１０４を放送波１０６で送信する。ここで、放送コンテンツ１０９
は、例としてＭＰＥＧ－２Ｖｉｄｅｏ符号化されたビデオと、ＭＰＥＧ－２Ａｕｄｉｏに
符号化された音声がＰＥＳ（Packetized Elementary Stream）形式として蓄積されており
、多重部４０４によりＭＰＥＧ－２ＴＳに多重化され、送信部４０２で放送コンテンツ１
０９として放送される。
【００５７】
図１２は、この実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムの放送コンテンツと補助
コンテンツの時刻情報の関係を示す図である。
【００５８】
図１２において、上段から、放送コンテンツ（映像）１２０１と、放送コンテンツ（音声
）１２０２と、補助コンテンツ１２０３とが表されている。
【００５９】
図１２を説明する。放送コンテンツ１０９と、補助コンテンツ１１１はともに１時間のコ
ンテンツであり、１４：００に再生開始、１５：００に再生終了する。図１２における時
刻は、各コンテンツ１２０１～１２０３のそれぞれの箇所の時刻情報を表している。同一
時刻に再生するデータに対し、放送コンテンツ１０９、補助コンテンツ１１１ともに同じ
時刻情報の値を持つのが特徴である。
【００６０】
この時、放送コンテンツ１０９と補助コンテンツ１１１をともにＭＰＥＧ－２のＴＳだと
した場合、この時刻情報に値するのはＰＴＳであり、そのようにＰＴＳを放送コンテンツ
１０９と補助コンテンツ１１１に付与する必要がある。そして、同期記述情報１１０内に
再生開始時刻が記述されており、放送送出装置１０１、受信機１０２、補助コンテンツサ
ーバ１０３の時計が一致しているため、放送コンテンツ１０９と補助コンテンツ１１１の
同期を取ることが可能となる。
【００６１】
同期記述情報１１０の例として、図９にＳＭＩＬを拡張した記述例を示す。図９は、ＳＭ
ＩＬを拡張した同期記述情報１１０の基本構成の図であり、補助コンテンツ１１１が、放
送コンテンツ１０９の手話映像の場合の例である。
【００６２】
図９において、補助コンテンツサーバ１０３のアドレスは１９２．１６８．０．１であり
、補助コンテンツ１１１のファイル名はＳｈｕｗａ．ｔｓである。放送コンテンツ１０９
、補助コンテンツ１１１ともにコンテンツの長さは１時間であるとする。図９の同期記述
情報１１０のｓｒｃは補助コンテンツ１１１のアドレス７０２を示し、ｂｅｇｉｎで再生
開始時刻７０３を記述する。ｓｒｃの直前に記述されているｖｉｄｅｏは、補助コンテン
ツ１１１が映像であることを示す。
【００６３】
この時、１４：００～１５：００において、図１０のように、補助コンテンツ１１１は、
放送コンテンツ１０９の解説を行うための手話映像として、放送コンテンツ１０９と互い
に同期をとって再生される。図１０は、放送コンテンツ１０９と補助コンテンツ１１１の
表示例である。図１０において、１００１は放送コンテンツ（映像）、１００２は手話映
像、１００３、１００４はそれぞれ放送コンテンツ（音声）を再生するスピーカである。
【００６４】
図１３は、番組の途中から視聴する場合の同期記述情報の例である。例えば、番組の途中
（１４：３０）から視聴する場合、図１３で示す同期記述情報１１０が１４：３０の数秒
前に多重化ストリーム１０４で伝送されてくるので、直ちに補助コンテンツ１１１の受信
を開始し、図１２の時刻情報を参照し、放送コンテンツ１０９と補助コンテンツ１１１と
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もに、同時に１４：３０から再生開始することが可能となる。これにより放送コンテンツ
１０９と補助コンテンツ１１１を同期記述情報１１０に記述されている再生開始時刻７０
３に合わせて同期再生することが可能となる。
【００６５】
次に、コンテンツのメディアの一部を補助コンテンツ１１１に置き換えて再生する例につ
いて説明する。
【００６６】
補助コンテンツ１１１を英語音声とし、同期記述情報１１０内に、放送コンテンツ１０９
の音声を再生せず、補助コンテンツ１１１に音声を置き換えるという記述を行う。この場
合、放送コンテンツ１０９の映像はそのままで補助コンテンツ１１１の英語音声で視聴す
ることが可能となる。
【００６７】
この時の同期記述情報１１０の例を図４２に示す。図４２において、４２０１はアドレス
（識別子）、４２０２は同期記述情報である。アドレス（識別子）４２０１の項には、補
助コンテンツ１１１の場合はアドレスを、放送コンテンツ１０９の場合には放送であるこ
とを示す識別子（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ）を記述する。本同期記述情報４２０２の中に含ま
れていない放送コンテンツ１０９のメディアに関しては再生しない。
【００６８】
この時のＳＭＩＬを拡張した同期記述情報１１０の例を図１４に示す。図１４の記述の中
で、ｓｒｃは補助コンテンツ１１１のアドレス、もしくは放送コンテンツ１０９の識別子
（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ）を示す。また、ｖｉｄｅｏは放送コンテンツ１０９であるが、ａ
ｕｄｉｏを補助コンテンツ１１１で記述している。補助コンテンツサーバ１０３のアドレ
スは１９２．１６８．０．１であり、補助コンテンツ１１１のファイル名はＥｎｇｌｉｓ
ｈ．ｔｓである。
【００６９】
また、別の例で、放送コンテンツ１０９が音楽番組であり音楽と、映像として山の風景が
流れるというような放送コンテンツ１０９の場合、補助コンテンツ１１１を海の風景映像
とすると、同期記述情報１１０内に、放送コンテンツ１０９の映像を再生せず、補助コン
テンツ１１１に映像を置き換えるという記述を行う。すると、補助コンテンツ１１１の海
の風景と、放送コンテンツ１０９の音楽を同期して視聴することが可能となる。
【００７０】
この時の同期記述情報１１０の具体例は図１５のようになる。図１５は放送コンテンツ１
０９の映像を補助コンテンツ１１１に置き換える場合のＳＭＩＬを拡張した同期記述情報
１１０の例である。図１５の記述の中で、補助コンテンツサーバ１０３のアドレスは１９
２．１６８．０．１であり、補助コンテンツ１１１のファイル名はＳｅａ．ｔｓである。
図１５のａｕｄｉｏは放送コンテンツ１０９、ｖｉｄｅｏは補助コンテンツ１１１として
記述している。また、このような音楽が主体の放送コンテンツ１０９の場合、補助コンテ
ンツ１１１は映像である必要は必ずしもなく、例えば、数秒から数十秒くらいの頻度で変
わる静止画等を用いることも可能である。
【００７１】
これにより放送コンテンツ１０９に含まれるメディアの一部を補助コンテンツ１１１に置
き換えることが可能となり、補助コンテンツ１１１を受信可能なユーザは放送コンテンツ
１０９とは異なったコンテンツを閲覧することが可能となる。
【００７２】
次に、放送コンテンツ１０９の全体を補助コンテンツ１１１に置き換えて再生する例、同
期記述情報１１０にコンテンツの再生終了時刻が含まれる場合の例について説明する。
【００７３】
同期記述情報１１０内に補助コンテンツ１１１の再生終了時刻が記述されていた場合は、
受信機１０２の同期再生制御部２０７が再生終了時刻のタイミングで、リクエスト送信部
２１０に、該当する補助コンテンツ１１１の終了通知を行う。リクエスト送信部２１０は
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該当コンテンツを送信している補助コンテンツサーバ１０３に対して送信終了リクエスト
を送信する。
【００７４】
送信終了リクエストを受信した補助コンテンツサーバ１０３のリクエスト受信部３０４は
、補助コンテンツ送信部３０３に対して該当する補助コンテンツ１１１の送信中止命令を
送信する。これにより補助コンテンツ１１１の送信は終了する。
【００７５】
受信機１０２側では、再生終了時刻を過ぎた場合、補助コンテンツ１１１が送信されてい
ても映像合成部２０６もしくは音声再生部２０８に対し、補助コンテンツ１１１の再生停
止命令を送信し、補助コンテンツ１１１の再生を停止する。同様に、放送コンテンツ１０
９の再生終了時刻が同期記述情報１１０に記述されていた場合は、放送波受信部２０３に
おける放送コンテンツの受信は行いながら、同期再生制御部２０７が映像合成部２０６も
しくは音声再生部２０８に指示し、放送コンテンツ１０９の再生を停止する。
【００７６】
補助コンテンツ１１１をＣＭであるとした場合、同期記述情報内１１０に、放送コンテン
ツ１０９のＣＭの時刻に、放送コンテンツ１０９を一切再生せず、補助コンテンツ１１１
に置き換えるという記述を行う。これにより、放送コンテンツ１０９のＣＭを、補助コン
テンツ１１１のＣＭで置き換えることが可能となる。
【００７７】
この時の同期記述情報１１０の例を図４６に示す。図４６は、再生終了時刻を含む同期記
述情報１１０の例であり、４６０１が再生終了時刻、４６０２が同期記述情報である。
【００７８】
また、この放送コンテンツ１０９のＣＭを、補助コンテンツ１１１のＣＭで置き換える時
のＳＭＩＬを拡張した同期記述情報１１０の例を図１６に示す。図１６の例は、１４：０
０～１４：２９までは放送コンテンツ１０９を再生し、１４：２９～１４：３０までは補
助コンテンツ１１１を再生し、１４：３０～１５：００は放送コンテンツ１０９を再生す
るという同期記述情報１１０である。図１６の同期記述情報１１０の例では、ｅｎｄで再
生終了時刻４６０１を指定する。図１６のように記述すると、ＣＭの映像と音声を補助コ
ンテンツ１１１で置き換えることができる。補助コンテンツサーバ１０３のアドレスは１
９２．１６８．０．１であり、補助コンテンツ１１１のファイル名は、ＣＭ映像がＣｏｍ
ｍ＿ｖ．ｔｓ、ＣＭ音声がＣｏｍｍ＿ａ．ｔｓである。
【００７９】
また、本例で同期記述情報１１０内に補助コンテンツ１１１が複数出てきたが、図１１は
補助コンテンツサーバ１０３が複数存在するシステムであり、このような形態も考えられ
る。図１１において、複数の補助コンテンツサーバ１１０１～１１０３が図示されている
。
【００８０】
同様に、コンテンツ全体の置き換えは再生終了時刻４６０１を同期記述情報１１０内に記
述しない場合でも実現可能である。例えば、補助コンテンツ１１１が１０分のコンテンツ
であり、補助コンテンツ１１１を１４：００から再生開始し、１４：１０に放送コンテン
ツ１０９を再生開始する記述を行うと、放送開始から最初の１０分間は補助コンテンツ１
１１が再生され、補助コンテンツ１１１の終了後、放送コンテンツ１０９が再生される。
【００８１】
次に、同期記述情報１１０内に補助コンテンツ１１１を繰り返し再生する指示が含まれて
いる場合の例について説明する。
【００８２】
同期再生制御部２０７は、同期記述情報１１０内に繰り返しの記述が含まれていた場合、
繰り返しのタイミングでリクエスト送信部２１０に繰り返す補助コンテンツ１１１の再生
開始命令を送信することにより繰り返し再生を実現する。
【００８３】
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例えば、補助コンテンツ１１１が天気予報コンテンツだったとすると、４回連続で補助コ
ンテンツ１１１を再生するというリピート回数有限回の指定や、放送コンテンツ１０９が
終わるまで繰り返し補助コンテンツ１１１を再生し続けるといった放送コンテンツ１０９
の終了に依存した形のリピート再生が可能となる。
【００８４】
このような、放送コンテンツ１０９の終了に依存した形のリピート再生を行う時のＳＭＩ
Ｌを拡張した同期記述情報１１０の具体例を図１７に示す。この図１７は、補助コンテン
ツサーバ１０３のアドレスが１９２．１６８．０．１であり、補助コンテンツ１１１のフ
ァイル名がＷｅａｔｈｅｒ．ｔｓであり、再生時間約１分弱程度の天気予報コンテンツを
示す。放送コンテンツ１０９は普通に再生されており、終了５分前に画面の一部に補助コ
ンテンツ１１１が再生開始され、１５：００になると、放送コンテンツ１０９の終了と同
時に補助コンテンツ１１１も終了する。図１７の記述の中で、ｒｅｐｅａｔＣｏｎｕｔ＝
”ｉｎｄｅｆｉｎｉｔｅ”で無限回のリピートを表す。ｐａｒのところのｅｎｄ＝”１５
：００”によって、そのｐａｒに挟まれたメディアはすべて１５：００で終了することを
表している。
【００８５】
これにより、放送コンテンツの放送時間中に補助コンテンツ１１１を繰り返し再生する同
期記述情報１１０の作成が省力化される。
【００８６】
次に、同期記述情報１１０に含まれる２つ以上の補助コンテンツ１１１の中から受信機１
０２に設定された情報に従い選択受信する方法について説明する。
【００８７】
図１８は、図１における受信機１０２にユーザ設定用テーブル１８０１とユーザ設定受付
部１８０２を追加した受信機１８０３の構成を示す図である。
【００８８】
図４３は、図２における同期再生制御部２０７を、ユーザ設定対応用に内部ブロックを変
更したものであり、この内部ブロックが変更された同期再生制御部４３０３は、ユーザ設
定制御部４３０１と、再生制御部４３０２と、ユーザ設定に対応した同期記述情報４３０
４とを含む。なお、図２における同期再生制御部２０７は、再生制御部４３０２のみから
構成されており、詳細ブロック図は省略した。
【００８９】
図１８に示す受信機の動作について説明する。ユーザ設定受付部１８０２でユーザの入力
を受け付け、ユーザ入力された結果をユーザ設定用テーブル１８０１に格納する。そして
、ユーザ設定用テーブル１８０１を、図４３に示す同期再生制御部４３０３のユーザ設定
制御部４３０１に入力し、同期記述情報２０５内の条件とその入力されたユーザ設定を比
較し、合致する部分を取り出し、ユーザ設定に対応した同期記述情報４３０４を生成し、
再生制御部４３０２へ入力する。この再生制御部４３０２は、映像合成部２０６や音声再
生部２０８に対し再生開始、再生終了を指示する機能や、リクエスト送信部２１０へ補助
コンテンツ１１１の属性取得リクエスト、送信開始リクエスト等を送信要求する機能を持
つ。このように、ユーザ設定により取得する補助コンテンツ１１１を自動で変更すること
が特徴である。
【００９０】
例えば、ユーザ設定の項目として「言語」を挙げた場合、ユーザは受信機１８０３におい
て使用言語を「英語」、「フランス語」、「スペイン語」、「日本語」といった形で設定
する。そして、図１９のように、同期記述情報４３０４を記述すると、放送コンテンツ１
０９の映像はそのままで、ユーザ設定の音声の補助コンテンツ１１１を取得することで、
音声をユーザ設定の言語に置き換えることが可能となる。
【００９１】
図１９は、ユーザ設定の言語設定により放送コンテンツ１０９の音声を入れ替える時のＳ
ＭＩＬを拡張した同期記述情報４３０４の具体例である。補助コンテンツサーバ１０３の
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アドレスは１９２．１６８．０．１であり、補助コンテンツ１１１のファイルは３つあり
、すべて音声ファイルである。名前はそれぞれＥｎｇｌｉｓｈ．ｔｓ、Ｆｒｅｎｃｈ．ｔ
ｓ、Ｓｐａｎｉｓｈ．ｔｓである。図１９内の＜ｓｗｉｔｃｈ＞＜／ｓｗｉｔｃｈ＞では
さまれた部分において、上から順にｓｙｓｔｅｍＬａｎｇｕａｇｅをチェックして、受信
機１８０３のユーザ設定に合致したものが補助コンテンツ１１１としてリクエストされる
。また、ＳｙｓｔｅｍＬａｎｇｕａｇｅは２文字コードで表しており、ｅｎは英語、ｆｒ
はフランス語、ｅｓはスペイン語を表している。
【００９２】
結果として、ユーザ設定と実際に取得する補助コンテンツ１１１の関係は図２０に示すと
おりである。図２０は、ユーザ設定（言語）２００１と受信コンテンツ２００２の関係を
示した図である。
【００９３】
また、利用者の年齢をユーザ設定受付部１８０２から入力し、ユーザ設定用テーブル１８
０１に蓄積することで、同期記述情報２０５に年齢別の条件文が記述されていた場合に年
齢に合致した補助コンテンツ１１１を受信することが可能となる。これにより例えば、放
送コンテンツ１０９に含まれている“過激な暴力シーン”を低年齢視聴者に対しては別シ
ーンに置き換えることが可能となる。
【００９４】
さらに、受信機１８０３が設置されている地域の場所情報を予めユーザ設定用テーブル１
８０１に設定しておくことにより、同期記述情報２０５に地域別の条件文が記述されてい
た場合に、地域に合致した補助コンテンツ１１１を選択受信することが可能となる。これ
により例えば、天気予報コンテンツの一部を地域ごとの詳細天気予報の補助コンテンツ１
１１に置き換えることが可能となる。
【００９５】
さらに、受信機１８０３の性能に関する情報を予めユーザ設定用テーブル１８０１に設定
しておくことにより、同期記述情報２０５に受信機１８０３の性能に関する条件文が記述
されていた場合に、受信機１８０３の性能に合致した補助コンテンツ１１１を選択受信す
ることが可能となる。これにより例えば、通常テレビ放送解像度のみ再生可能な受信機は
、補助コンテンツ１１１としてハイビジョン解像度コンテンツと通常テレビ放送解像度コ
ンテンツが存在した場合に、同期記述情報２０５の条件文を用いて通常テレビ放送解像度
コンテンツを選択受信することが可能となる。
【００９６】
さらに受信機１８０３の有しているデコーダ情報一覧を予めユーザ設定用テーブル１８０
１に設定しておくことにより、同期記述情報２０５にコンテンツの符号化方式に関する条
件文が記述されていた場合に、受信機が有しているデコーダでデコード可能な補助コンテ
ンツ１１１を選択受信することが可能となる。これにより例えば、同期記述情報内で補助
コンテンツ１１１としてＡＭＲとＭＰＥＧ－４Ａｕｄｉｏで符号化した補助コンテンツ１
１１が選択可能であり、受信機１８０３が音声のデコーダとしてＭＰＥＧ－２Ａｕｄｉｏ
、ＭＰＥＧ－４Ａｕｄｉｏのデコーダのみを有する場合は、ＭＰＥＧ－４Ａｕｄｉｏで符
号化されたコンテンツを選択受信することが可能となる。
【００９７】
これらにより、ユーザは、視聴条件や嗜好に合致した形式に放送コンテンツ１０９をカス
タマイズして閲覧することが可能となる。
【００９８】
次に、視聴料金に応じて補助コンテンツ１１１を受信するか否かを選択する方法について
説明する。
【００９９】
図２４のように、同期記述情報１１０を記述した例で説明を行う。図２４は、１時間の放
送コンテンツ１０９中、１４：１５～１４：２０の５分間、放送コンテンツ１０９の解説
映像を補助コンテンツ１１１として、視聴料金に対応し、複数ある補助コンテンツ１１１
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の中から、受信機が自動で選択して１つの補助コンテンツ１１１を取得する、ＳＭＩＬを
拡張した同期記述情報１１０の具体例である。
【０１００】
補助コンテンツサーバ１０３のアドレスは１９２．１６８．０．１であり、補助コンテン
ツ１１１は視聴料金に応じて３個設定されており、ファイル名はそれぞれ３８４ｋ．ｔｓ
、２５６ｋ．ｔｓ、１２８ｋ．ｔｓである。３８４ｋ．ｔｓは３８４ｋｂｐｓ、２５６ｋ
．ｔｓは２５６ｋｂｐｓ、１２８ｋ．ｔｓは１２８ｋｂｐｓの符号化レートで符号化され
た映像の補助コンテンツ１１１であるが、ＳｙｓｔｅｍＰｒｉｃｅが視聴料金の条件を表
しており、値段はそれぞれ２００円、１００円、５０円となる。この３個の補助コンテン
ツ１１１のうち、ユーザ設定の「課金」に対応した値段の補助コンテンツ１１１を選択受
信する。
【０１０１】
また、設定金額が５０円より低い場合、図２５のように、補助コンテンツ１１１は受信し
ない。図２５は、ユーザ設定（課金）に対する、受信する補助コンテンツ１１１と課金額
の対応表である。
【０１０２】
これにより、ユーザは予算に合わせた補助コンテンツ１１１の視聴を自動で行うことが可
能となる。
【０１０３】
次に、放送波以外のネットワーク１０７の状況に応じて補助コンテンツ１１１を選択する
方法について説明する。
【０１０４】
図２１は、図２の受信機１０２の補助コンテンツ受信部２０１が一定期間毎のパケット廃
棄率を計算し同期再生制御部４４０３へ送信することが可能な受信機２１０２を示す図で
ある。
【０１０５】
図４４は、ネットワーク状況に応じて取得する補助コンテンツを選択する場合の同期再生
制御部の内部構成を示すブロック図である。図４４において、同期再生制御部４４０３は
、ネットワーク状況適応制御部４４０１と、再生制御部４４０２と、現在のネットワーク
状況に対応した同期記述情報４４０４を含む。
【０１０６】
図２１に示す受信機と図４４に示す同期再生制御部の動作について説明する。同期記述情
報２０５内には、複数のビットレート条件と補助コンテンツ１１１の対応関係が示されて
いる。補助コンテンツ１１１の再生開始時は、ユーザ設定用テーブル２１０１に設定され
た値を元に、受信する補助コンテンツ１１１を決定し、通常の手順で受信開始する。その
後、補助コンテンツ受信部２０１に送信される補助コンテンツ１１１がＲＴＰを使ってい
る例を考えると、受信するＲＴＰパケットのシーケンス番号からパケット廃棄率が計算可
能である。
【０１０７】
この補助コンテンツ受信部２０１が一定期間毎の廃棄率を同期再生制御部４４０３内のネ
ットワーク状況適応制御部４４０１に入力し、現在のパケット廃棄率と過去のパケット廃
棄率を比較し、補助コンテンツ１１１のビットレート条件を選択し、現在のネットワーク
状況に対応した同期記述情報４４０４を、再生制御部４４０２へ入力する。この再生制御
部４４０２は、新たなビットレートの補助コンテンツ１１１の属性取得、送信開始の動作
を行い、現在送信されている補助コンテンツ１１１の送信終了の動作を行う。
【０１０８】
図２２のように同期記述情報４４０４を記述した例で説明を行う。図２２は、１時間の放
送コンテンツ１０９中、１４：１５～１４：２０の５分間、放送コンテンツ１０９の解説
映像を、現在のネットワークの状況に対応し、ビットレートに応じて複数ある補助コンテ
ンツ１１１の中から、受信機２１０２が自動で選択して適応的に補助コンテンツ１１１を
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取得する、ＳＭＩＬを拡張した同期記述情報４４０４の例である。
【０１０９】
補助コンテンツサーバ１０３のアドレスは１９２．１６８．０．１であり、補助コンテン
ツ１１１はビットレートに応じて４個設定されており、ファイル名はそれぞれ３８４ｋ．
ｔｓ、２５６ｋ．ｔｓ、１２８ｋ．ｔｓ、６４ｋ．ｔｓである。ｓｙｓｔｅｍＢｉｔｒａ
ｔｅがビットレートの条件を表しており、３８４ｋ．ｔｓは３８４ｋｂｐｓ、２５６ｋ．
ｔｓは２５６ｋｂｐｓ、１２８ｋ．ｔｓは１２８ｋｂｐｓ、６４ｋ．ｔｓは６４ｋｂｐｓ
の符号化レートで符号化された映像の補助コンテンツ１１１である。この４個の補助コン
テンツ１１１のうち、現在のネットワーク状況に対応したビットレートの補助コンテンツ
１１１を選択受信する。
【０１１０】
ユーザ設定でビットレート設定が３８４ｋｂｐｓだったとすると、補助コンテンツ１１１
の再生開始時（１４：１５）では、図２３に示すように３８４ｋ．ｔｓの受信を開始する
。その後、パケット廃棄率を逐次計算することにより、例えばパケット廃棄率が上昇して
きた場合は、補助コンテンツ１１１の３８４ｋ．ｔｓの受信をやめ、補助コンテンツ１１
１の２５６ｋ．ｔｓの受信を開始する。このような形で適応的にネットワーク状況に合致
した符号化レートの補助コンテンツ１１１を取得することができる。
【０１１１】
これにより、ユーザは、ネットワーク状況が変化するシステムにおいてもネットワーク状
況に応じた補助コンテンツ１１１を閲覧することが可能となる。
【０１１２】
次に、放送コンテンツ１０９と補助コンテンツ１１１の画面内での再生領域を指定するレ
イアウト情報を含む方法について説明する。
【０１１３】
図４５は、レイアウト制御を可能とするよう同期再生制御部２０７の内部ブロックを変更
した図である。図４５において、同期再生制御部４５０３は、レイアウト制御部４５０１
と、再生制御部４５０２とを含む。
【０１１４】
図４５に示す同期再生制御部４５０３の動作を説明する。同期記述情報１１０には、放送
コンテンツ１０９や補助コンテンツ１１１に関するレイアウト情報を記述することも可能
である。同期記述情報２０５に含まれるレイアウト情報を同期再生制御部４５０３が認識
し、映像合成部２０６内の合成部５０３に送信し、デコーダから出力される映像の表示位
置をレイアウト情報に従い合成することができる。
【０１１５】
同期記述情報２０５がレイアウトを含むため、同期記述情報２０５をレイアウト制御部４
５０１と再生制御部４５０２の双方へ入力し、レイアウト制御部４５０１は映像合成部２
０６に対し、レイアウトを指示する。
【０１１６】
図２６は、レイアウト情報を含む同期記述情報１１０をＳＭＩＬの拡張で記述した例であ
る。このように記述を行うと、図１０で左上に配置されていた手話映像を、図２７のよう
に右下の部分に配置することができる。
【０１１７】
図２７は、同期記述情報１１０にレイアウト情報が含まれていたときの再生画面の例であ
り、２７１１は放送コンテンツ（映像）、２７１２は補助コンテンツ（手話映像）である
。
【０１１８】
図２６の記述において、＜ｌａｙｏｕｔ＞＜／ｌａｙｏｕｔ＞ではさまれた部分にレイア
ウト情報を記述する。ｒｏｏｔ－ｌａｙｏｕｔで全体領域の大きさを設定し、２６１１と
２６１２で示すｒｅｇｉｏｎで、領域のｉｄ名と、縦横の幅とオフセットを設定する。表
示したい領域に、２６１３と２６１４のｒｅｇｉｏｎで表示領域の設定を行うことができ
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る。なお、補助コンテンツサーバ１０３のアドレスは１９２．１６８．０．１であり、補
助コンテンツ１１１のファイル名はＳｈｕｗａ．ｔｓである。
【０１１９】
これにより、ユーザは放送コンテンツ１０９と補助コンテンツ１１１を見やすいレイアウ
トに並べたコンテンツを閲覧することが可能となる。
【０１２０】
実施の形態２．
この発明の実施の形態２に係るコンテンツ同期再生システムについて図面を参照しながら
説明する。図２８は、この発明の実施の形態２に係るコンテンツ同期再生システムの構成
を示す図である。
【０１２１】
この実施の形態２では、コンテンツ同期再生システムにおけるユーザ登録、管理及び課金
の方法について説明する。
【０１２２】
図２８において、本システムは、放送送出装置１０１Ａと、受信機１０２Ａと、補助コン
テンツサーバ１０３Ａとを含む。
【０１２３】
本実施の形態では、補助コンテンツ１１１を閲覧するための受信機１０２Ａのユーザ登録
が必要となる。
【０１２４】
初めに、補助コンテンツサーバ１０３Ａでユーザ管理を実施する方法について説明する。
【０１２５】
図２９は、この発明の実施の形態２に係るコンテンツ同期再生システムの受信機の内部構
成を示すブロック図である。
【０１２６】
図２９において、受信機１０２Ａは、図２に示す受信機１０２に、ユーザ情報入力部２９
０１と、ユーザ契約情報２９０２を追加したものである。
【０１２７】
また、図３１は、この発明の実施の形態２に係るコンテンツ同期再生システムの補助コン
テンツサーバの内部構成を示すブロック図である。
【０１２８】
図３１において、補助コンテンツサーバ１０３Ａは、図３に示す補助コンテンツサーバ１
０３に、ユーザ登録認証部３１０１と、ユーザ管理情報３１０２を追加したものである。
【０１２９】
つぎに、この実施の形態２に係るコンテンツ同期再生システムの動作について図面を参照
しながら説明する。
【０１３０】
最初に、受信機１０２Ａと補助コンテンツサーバ１０３Ａの動作について説明する。
【０１３１】
ユーザは、ユーザ登録を行うために、受信機１０２Ａ内のユーザ情報入力部２９０１から
、氏名、住所、年齢、電話番号、生年月日等で構成されるユーザ属性とパスワードを入力
する。ユーザがユーザ属性とパスワードの入力を終了すると、ユーザ情報入力部２９０１
は、放送波以外のネットワーク１０７を通じて補助コンテンツサーバ１０３Ａへユーザ属
性情報とパスワードを送信する。
【０１３２】
補助コンテンツサーバ１０３Ａは、ユーザ登録認証部３１０１により受信機１０２Ａから
送信されたユーザ属性とパスワードを受信すると、新しいユーザＩＤを取得しユーザ管理
情報３１０２へ登録すると共に、放送波以外のネットワーク１０７を通じて受信機１０２
ＡにユーザＩＤを送信する。
【０１３３】
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受信機１０２Ａ内のユーザ情報入力部２９０１はユーザＩＤを受信し、登録した補助コン
テンツサーバ１０３Ａのアドレス及びパスワードをユーザ契約情報２９０２に登録する。
【０１３４】
受信機１０２Ａ内のユーザ契約情報２９０２の例を図３０に、補助コンテンツサーバ１０
３Ａ内のユーザ管理情報３１０２の例を図３２に示す。ここで、図３２に示すユーザ管理
情報３１０２の先頭に格納されている有効フラグは有効に設定されているものとする。
【０１３５】
閲覧時のユーザ認証の方法について説明する。受信機１０２Ａは、補助コンテンツ１１１
の送信開始リクエスト時にリクエスト送信部２１０が、該当する補助コンテンツサーバ１
０３ＡのユーザＩＤとパスワードをユーザ契約情報２９０２から検索し、送信開始リクエ
ストと共に放送波以外のネットワーク１０７を通じて補助コンテンツサーバ１０３Ａへ送
信する。
【０１３６】
補助コンテンツサーバ１０３Ａは、送信開始リクエストが送信されてきた場合には、ユー
ザ登録認証部３１０１により、一旦、送信開始リクエスト情報を受信しユーザＩＤとパス
ワードを抽出した後、ユーザ管理情報３１０２を検索することで、ユーザＩＤとパスワー
ドが有効なものであるかを判定する。判定の結果、有効であった場合には、送信開始リク
エスト情報をリクエスト受信部３０４へ送信することで、受信機１０２Ａに対し補助コン
テンツ１１１が送信される。受信機１０２Ａからのリクエストが送信開始リクエスト以外
の場合には、ユーザ登録認証部３１０１は、リクエスト受信部３０４へリクエストをその
まま転送する。
【０１３７】
次に、放送送出装置１０１Ａにおいてユーザ管理を実施する方法について説明する。
【０１３８】
図３３は、この発明の実施の形態２に係るコンテンツ同期再生システムの放送送出装置の
詳細構成を示すブロック図である。
【０１３９】
図３３において、放送送出装置１０１Ａは、図４に示す放送送出装置１０１に、ユーザ登
録認証部３３０１と、ユーザ管理情報３３０２を追加したものである。
【０１４０】
ユーザ登録は、補助コンテンツサーバ１０３Ａの時と同様に、受信機１０２Ａからユーザ
属性とパスワードを放送送出装置１０１Ａに送信し、ユーザＩＤを受信すると、ユーザ契
約情報２９０２に登録する。ここで、受信機１０２Ａのユーザ契約情報２９０２のサーバ
アドレスカラムは未使用とする。
【０１４１】
閲覧時のユーザ認証について説明を行う。補助コンテンツ１１１の送信開始リクエスト時
に受信機１０２Ａのリクエスト送信部２１０が、ユーザＩＤとパスワードをユーザ契約情
報２９０２から検索し、送信開始リクエストと共に放送波以外のネットワーク１０７を通
じて補助コンテンツサーバ１０３Ａへ送信する。この補助コンテンツサーバ１０３Ａ内の
ユーザ登録認証部３１０１が一旦送信開始リクエスト情報を受信する。
【０１４２】
放送送出装置１０１Ａでユーザ管理を実施する場合には、各補助コンテンツサーバ１０３
Ａのユーザ管理情報３１０２の有効フラグが無効に設定されている。ユーザ管理情報３１
０２の有効フラグが無効に設定されている場合には、ユーザ登録認証部３１０１は、受信
機１０２Ａから受信したユーザＩＤとパスワードを放送送出装置１０１Ａに対して放送波
以外のネットワーク１０７を通じて送信する。受信機１０２Ａからのリクエストが送信開
始リクエスト以外の場合には、ユーザ登録認証部３１０１はリクエスト受信部３０４へリ
クエストをそのまま転送する。
【０１４３】
放送送出装置１０１Ａのユーザ登録認証部３３０１が送信されたユーザＩＤとパスワード
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が有効であるか、ユーザ管理情報３３０２を検索して判定し、判定結果を放送波以外のネ
ットワーク１０７を通じてユーザ認証依頼元の補助コンテンツサーバ１０３Ａへ返答する
。放送送出装置１０１Ａのユーザ管理情報３３０２は、図３２の内容と同一である。判定
結果は補助コンテンツサーバ１０３Ａのユーザ登録認証部３１０１が受信し、ユーザＩＤ
とパスワードが有効であった場合に再生開始リクエスト情報をリクエスト受信部３０４へ
送信し、受信機１０２Ａに対し補助コンテンツ１１１が送信される。
【０１４４】
この様に受信機１０２Ａと補助コンテンツサーバ１０３Ａ間でユーザ登録、及びユーザ認
証が可能となり、登録ユーザのみに補助コンテンツ１１１を配信するシステムが実現可能
となる。
【０１４５】
また、ユーザ認証に利用するユーザＩＤ及びパスワードは通信時に暗号化を行うことで、
より安全に送受信することも可能である。
【０１４６】
次に、各ユーザの補助コンテンツ１１１の利用に対する課金方法について説明する。
【０１４７】
始めに、補助コンテンツサーバ３４０３によりコンテンツ毎にユーザ登録を行い、視聴時
間に応じて課金する方法について説明する。
【０１４８】
図３４は、図３１の補助コンテンツサーバ１０３Ａに、ユーザ課金部３４０１と、ユーザ
課金情報３４０２を追加した補助コンテンツサーバ３４０３を示す図である。
【０１４９】
また、図３５は、図２９の受信機１０２Ａに、閲覧コンテンツ選択部３５０１を追加した
受信機３５０２を示す図である。
【０１５０】
コンテンツ毎のユーザ登録、課金は次のように行われる。ユーザは、前記の様に補助コン
テンツサーバ３４０３に対しユーザ登録を実施した後に、受信機３５０２の閲覧コンテン
ツ選択部３５０１から閲覧したい補助コンテンツ１１１のアドレスを入力する。閲覧コン
テンツ選択部３５０１は、ユーザ契約情報２９０２から補助コンテンツサーバ３４０３に
対応するユーザＩＤとパスワードを検索し、補助コンテンツ名、ユーザＩＤ、パスワード
を補助コンテンツサーバ３４０３に送信する。
【０１５１】
補助コンテンツサーバ３４０３のユーザ登録認証部３１０１は、受信機３５０１から送信
された補助コンテンツアドレスとユーザＩＤ、パスワードを受信し、ユーザ認証を行う。
認証が成功したら、ユーザＩＤと補助コンテンツ名をユーザ課金部３４０１へ送信する。
このユーザ課金部３４０１は、補助コンテンツ情報テーブル３０１を検索し、リクエスト
された補助コンテンツ１１１が存在した場合には、ユーザ課金情報３４０２にユーザＩＤ
と補助コンテンツアドレスを登録する。
【０１５２】
コンテンツ閲覧時には、ユーザ認証後、ユーザ登録認証部３１０１は、リクエストされた
ユーザＩＤと補助コンテンツ名をユーザ課金部３４０１に送信する。このユーザ課金部３
４０１は、ユーザ課金情報３４０２内に、送信開始リクエストされた補助コンテンツ名と
ユーザＩＤが登録されているかを確認する。登録されていた場合には、送信開始リクエス
トをリクエスト受信部３０４へ送信し、受信機３５０２への補助コンテンツ送信を開始す
る。補助コンテンツの送信が終了したら、補助コンテンツ送信部３０３からユーザ課金部
３４０１に対し終了通知と送信時間を送信する。終了通知が送信されたら、ユーザ課金部
３４０１は、ユーザ課金情報３４０２の視聴時間に送信時間を加算して登録する。
【０１５３】
図３６は、補助コンテンツサーバ３４０３内のユーザ課金情報３４０２を示す。これによ
りコンテンツ毎に課金を行うことが可能となる。
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【０１５４】
次に、放送送出装置３７０３によりユーザ登録を行い、視聴時間に応じて一括して課金す
る方法について説明する。
【０１５５】
図３７は、図３３の放送送出装置１０１Ａに、ユーザ課金部３７０１及びユーザ課金情報
３７０２を追加した放送送出装置３７０３を示す図である。
【０１５６】
放送送出装置３７０３でのユーザ登録、一括した課金は次の様に行われる。前記コンテン
ツ毎のユーザ登録、課金と同様の手順で、放送送出装置３７０３のユーザ管理情報３３０
２及びユーザ課金情報３７０２への登録を行う。
【０１５７】
コンテンツ閲覧時には、次の様にユーザ課金を実施する。補助コンテンツ１１１の送信開
始リクエスト時に受信機３５０２のリクエスト送信部２１０が、ユーザＩＤとパスワード
をユーザ契約情報２９０２から検索し、送信開始リクエストと共に放送波以外のネットワ
ーク１０７を通じて補助コンテンツサーバ３４０３へ送信する。補助コンテンツサーバ３
４０３内のユーザ登録認証部３１０１が一旦送信開始リクエスト情報を受信する。
【０１５８】
放送送出装置３７０３でユーザ管理を実施する場合には各補助コンテンツサーバ３４０３
のユーザ管理情報３１０２の有効フラグが無効に設定されている。ユーザ管理情報３１０
２の有効フラグが無効に設定されている場合には、ユーザ登録認証部３１０１は受信機３
５０２から受信したユーザＩＤとパスワードを放送送出装置３７０３に対して放送波以外
のネットワーク１０７を通じて送信する。
【０１５９】
受信機３５０２からのリクエストが送信開始リクエスト以外の場合には、ユーザ登録認証
部３１０１は、リクエスト受信部３０４へリクエストをそのまま転送する。放送送出装置
３７０３のユーザ登録認証部３３０１が送信されたユーザＩＤとパスワードが有効である
か、ユーザ管理情報３３０２を検索して判定する。パスワードが有効であった場合、ユー
ザ登録認証部３３０１は、送信開始リクエストされたユーザＩＤと補助コンテンツアドレ
スをユーザ課金部３７０１に送信する。このユーザ課金部３７０１は、ユーザ課金情報３
７０２内に、送信開始リクエストされた補助コンテンツアドレスとユーザＩＤが登録され
ているかを判定する。判定結果はユーザ登録認証部３３０１を介し、補助コンテンツサー
バ３４０３に送信される。該当コンテンツの登録が行われていた場合には、補助コンテン
ツサーバ３４０３のユーザ登録認証部３１０１からユーザ課金部３４０１へ送信開始リク
エストが送信される。
【０１６０】
放送送出装置３７０３でユーザ認証、課金を行う場合には、ユーザ課金情報３４０２の有
効フラグが無効に設定されているため、そのまま送信開始リクエストをリクエスト受信部
３０４へ送信し、受信機３５０２への補助コンテンツ１１１送信を開始する。補助コンテ
ンツ１１１の送信が終了したら、補助コンテンツ送信部３０３からユーザ課金部３４０１
に対し終了通知と送信時間を送信する。課金は放送送出装置３７０３で行われているため
、終了通知が送信されたら、放送以外のネットワーク１０７を通じ、放送送出装置３７０
３のユーザ課金部３７０１へユーザＩＤと補助コンテンツサーバ名、補助コンテンツ名、
送信時間を送信する。ユーザ課金部３７０１は、ユーザ課金情報３７０２の該当カラムの
視聴時間に送信時間を加算する。
【０１６１】
図３８は、放送送出装置内３７０３のユーザ課金情報３７０２を示す。システム内の課金
情報は、放送送出装置内３７０３のユーザ課金情報３７０２内で一括して管理しているた
め、ユーザ課金情報３７０２内の同一ユーザＩＤの視聴時間を合算することにより一括し
た課金処理を行うことが可能となり、ユーザに対して放送送出装置単位でまとめて料金徴
収を行うことが可能となる。
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【０１６２】
実施の形態３．
この発明の実施の形態３に係るコンテンツ同期再生システムについて図面を参照しながら
説明する。図３９は、この発明の実施の形態３に係るコンテンツ同期再生システムの構成
を示す図である。
【０１６３】
図３９において、本システムは、放送送出装置１０１Ｂと、受信機１０２Ｂと、補助コン
テンツサーバ１０３と、放送コンテンツ１０４Ｂとを含む。
【０１６４】
この実施の形態３では、同期記述情報１１０を放送コンテンツ１０９内に電子透かし情報
として埋め込み、送信する方法について説明する。本実施の形態では、一例として放送コ
ンテンツの映像に同期記述情報を埋め込む方法について説明する。
【０１６５】
本実施の形態では、放送コンテンツ１０９の映像内に、電子透かしとして同期記述情報１
１０を埋め込むため、放送波１０６で送信されるデータは放送コンテンツ１０４Ｂのみと
なる。
【０１６６】
図４０は、この発明の実施の形態３に係るコンテンツ同期再生システムの放送送出装置の
内部構成を示すブロック図である。
【０１６７】
図４０において、放送送出装置１０１Ｂは、放送送出装置１０１に、放送コンテンツ（Ｂ
ａｓｅｂａｎｄ）４００１と、電子透かし埋め込み部４００２と、エンコーダ４００３と
を追加したものである。
【０１６８】
本実施の形態では、放送コンテンツ（映像）に電子透かしを埋め込む方法について説明す
る。放送コンテンツ（Ｂａｓｅｂａｎｄ）４００１は、符号化前のコンテンツであり、本
実施の形態では映像と音声が存在する。電子透かし埋め込み部４００２により放送コンテ
ンツ（映像）に同期記述情報１１０を電子透かしとして埋め込む。電子透かしを埋め込ん
だ放送コンテンツ（映像）をエンコーダ４００３により符号化し、放送コンテンツ１０９
を生成する。なお、放送コンテンツ（音声）は、電子透かしを埋め込まないため、直接エ
ンコーダ４００３により放送コンテンツ１０９を生成する。
【０１６９】
多重部４０４では、コンテンツ（映像）、コンテンツ（音声）を多重化し、送信部４０２
により放送波１０６で放送コンテンツ１０４Ｂを放送する。なお、放送コンテンツ１０４
Ｂの放送開始前に送信する必要のある同期記述情報１１０は、直前に放送されている放送
コンテンツ１０４Ｂの映像の最終部分に電子透かしとして埋め込みを行う。
【０１７０】
図４１は、この発明の実施の形態３に係るコンテンツ同期再生システムの受信機の内部構
成を示すブロック図である。
【０１７１】
図４１において、この受信機１０２Ｂは、図２の受信機１０２の映像合成部２０６を、電
子透かし検出・映像合成部２０６Ｂに置き換えたものである。
【０１７２】
放送送出装置１０１Ｂにより送出された放送コンテンツ１０４Ｂを受信機１０２Ｂの放送
波受信部２０３で受信する。放送波分離部２０４で多重化された映像と音声が分離され、
音声は音声再生部２０８、映像は電子透かし検出・映像合成部２０６Ｂに入力される。こ
の電子透かし検出・映像合成部２０６Ｂにおいて、放送コンテンツ（映像）はデコード後
、電子透かし情報を検出することで同期記述情報２０５を取得し、同期再生制御部２０７
に入力される。以降の処理は、上記実施の形態１と同様となる。
【０１７３】
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なお、放送コンテンツ１０４Ｂの開始前に送信する必要のある同期記述情報１１０は、直
前に放送されている放送コンテンツ１０４Ｂの映像の最終部分に電子透かし情報として埋
め込まれているが、再生開始時刻が明記されているため関連付けられている放送コンテン
ツ１０４Ｂと同期して補助コンテンツ１１１を再生可能である。
【０１７４】
この様に、同期記述情報１１０を電子透かしとして放送コンテンツ１０９に埋め込み、送
信した場合でも放送コンテンツ１０４Ｂと補助コンテンツ１１１を同期して再生すること
が可能となり、限られた放送波の有効利用が可能となる。
【０１７５】
【発明の効果】
この発明に係る受信機は、以上説明したとおり、放送コンテンツと補助コンテンツを放送
局の意図したタイミングでかつ同期再生することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムの全体構成を示す
図である。
【図２】　この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムの受信機の構成を
示すブロック図である。
【図３】　この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムの補助コンテンツ
サーバの構成を示すブロック図である。
【図４】　この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムの放送送出装置の
構成を示すブロック図である。
【図５】　この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムの受信機の映像合
成部の構成を示すブロック図である。
【図６】　この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムの受信機の音声再
生部の構成を示すブロック図である。
【図７】　この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムの同期記述情報の
構成を示す図である。
【図８】　この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムの同期記述情報と
放送コンテンツの多重化ストリームの構成を示す図である。
【図９】　この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムの補助コンテンツ
が放送コンテンツの手話映像の場合のＳＭＩＬを拡張した同期記述情報の基本構成例を示
す図である。
【図１０】　この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムの放送コンテン
ツと補助コンテンツの表示例を示す図である。
【図１１】　この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムの補助コンテン
ツサーバが複数存在する全体構成を示す図である。
【図１２】　この実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムの放送コンテンツと補
助コンテンツの時刻情報の関係を示す図である。
【図１３】　この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムの番組の途中か
ら視聴する場合の同期記述情報の構成例を示す図である。
【図１４】　この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムの放送コンテン
ツの音声を再生せずに補助コンテンツの英語音声を再生する場合の同期記述情報の構成例
を示す図である。
【図１５】　この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムの放送コンテン
ツの映像を補助コンテンツに置き換える場合の同期記述情報の構成例を示す図である。
【図１６】　この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムの放送コンテン
ツのＣＭを補助コンテンツのＣＭで置き換える場合の同期記述情報の構成例を示す図であ
る。
【図１７】　この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムの放送コンテン
ツの終了に依存した形のリピート再生を行う場合の同期記述情報の構成例を示す図である



(22) JP 4252324 B2 2009.4.8

10

20

30

40

50

。
【図１８】　この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムの別の受信機の
構成を示すブロック図である。
【図１９】　この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムのユーザ設定の
言語設定により放送コンテンツの音声を入れ替える場合の同期記述情報の構成例を示す図
である。
【図２０】　この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムのユーザ設定（
言語）と受信コンテンツの関係を示す図である。
【図２１】　この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムのさらに別の受
信機の構成を示すブロック図である。
【図２２】　この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムの放送コンテン
ツの解説映像をビットレートに応じて複数ある補助コンテンツの中から取得する場合の同
期記述情報の構成例を示す図である。
【図２３】　この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムのユーザ設定（
ビットレート）と初期受信コンテンツの関係を示す図である。
【図２４】　この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムの放送コンテン
ツの解説映像を視聴料金に応じて複数ある補助コンテンツの中から取得する場合の同期記
述情報の構成例を示す図である。
【図２５】　この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムのユーザ設定（
課金）と受信コンテンツと課金額の関係を示す図である。
【図２６】　この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムのレイアウト情
報を含む場合の同期記述情報の構成例を示す図である。
【図２７】　この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムの放送コンテン
ツと補助コンテンツの別の表示例を示す図である。
【図２８】　この発明の実施の形態２に係るコンテンツ同期再生システムの全体構成を示
す図である。
【図２９】　この発明の実施の形態２に係るコンテンツ同期再生システムの受信機の構成
を示すブロック図である。
【図３０】　この発明の実施の形態２に係るコンテンツ同期再生システムの受信機内のユ
ーザ契約情報の構成を示す図である。
【図３１】　この発明の実施の形態２に係るコンテンツ同期再生システムの補助コンテン
ツサーバの構成を示すブロック図である。
【図３２】　この発明の実施の形態２に係るコンテンツ同期再生システムの補助コンテン
ツサーバ内のユーザ管理情報の構成を示す図である。
【図３３】　この発明の実施の形態２に係るコンテンツ同期再生システムの放送送出装置
の構成を示すブロック図である。
【図３４】　この発明の実施の形態２に係るコンテンツ同期再生システムの別の補助コン
テンツサーバの構成を示すブロック図である。
【図３５】　この発明の実施の形態２に係るコンテンツ同期再生システムの別の受信機の
構成を示すブロック図である。
【図３６】　この発明の実施の形態２に係るコンテンツ同期再生システムの別の補助コン
テンツサーバ内のユーザ課金情報の構成を示す図である。
【図３７】　この発明の実施の形態２に係るコンテンツ同期再生システムの別の放送送出
装置の構成を示すブロック図である。
【図３８】　この発明の実施の形態２に係るコンテンツ同期再生システムの別の放送送出
装置内のユーザ課金情報の構成を示す図である。
【図３９】　この発明の実施の形態３に係るコンテンツ同期再生システムの全体構成を示
す図である。
【図４０】　この発明の実施の形態３に係るコンテンツ同期再生システムの放送送出装置
の構成を示すブロック図である。
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【図４１】　この発明の実施の形態３に係るコンテンツ同期再生システムの受信機の構成
を示すブロック図である。
【図４２】　この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムの放送コンテン
ツの音声を再生せずに補助コンテンツの英語音声を置き換える同期記述情報の構成を示す
図である。
【図４３】　この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムの別の受信機の
同期再生制御部の構成を示すブロック図である。
【図４４】　この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムのさらに別の受
信機の同期再生制御部の構成を示すブロック図である。
【図４５】　この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムのまたさらに別
の受信機の同期再生制御部の構成を示すブロック図である。
【図４６】　この発明の実施の形態１に係るコンテンツ同期再生システムの再生終了時刻
を含む同期記述情報の構成を示す図である。
【符号の説明】
１０１、１０１Ａ、１０１Ｂ　放送送出装置、１０２、１０２Ａ、１０２Ｂ　受信機、１
０３、１０３Ａ　補助コンテンツサーバ、１０５　補助コンテンツ情報、１０６　放送波
、１０７　ネットワーク、１０９　放送コンテンツ、１１０同期記述情報、１１１　補助
コンテンツ、２０１　補助コンテンツ受信部、２０２　補助コンテンツ分離部、２０３　
放送波受信部、２０４　放送波分離部、２０６　映像合成部、２０７　同期再生制御部、
２０８　音声再生部、２０９　映像表示部、２１０　リクエスト送信部、３０１　補助コ
ンテンツ情報テーブル、３０３　補助コンテンツ送信部、３０４　リクエスト受信部、３
０５　補助コンテンツ属性情報テーブル、４０１　同期記述情報制作部、４０２　送信部
、４０４　多重部、４０５　補助コンテンツ情報テーブル。
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