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(57)【要約】
　本開示は、システムクロック周波数が異なるメディア
トランスポート方式にそれぞれ対応するコンテンツを再
生可能なコンテンツ再生装置を低コストで実現すること
ができるようにするコンテンツ再生装置、およびコンテ
ンツ再生方法に関する。
本開示の一側面であるコンテンツ再生装置は、第１の周
波数から成る第１のシステムクロックに基づいて生成さ
れた第１の多重化ストリームを取得する取得部と、取得
された前記第１の多重化ストリームから符号化データと
提示時刻情報を分離する多重分離部と、第２の周波数か
ら成る第２のシステムクロックを発生するシステムクロ
ック発生部と、分離された前記提示時刻情報を前記第２
の周波数軸上の値に数値変換する変換部と、分離された
前記符号化データを復号し、復号の結果得られた復号信
号を、数値変換された前記提示時刻情報に従って提示す
るデコード部とを備える。本開示は、例えば、コンテン
ツプレイヤに適用できる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の周波数から成る第１のシステムクロックに基づいて生成された第１の多重化スト
リームを取得する取得部と、
　取得された前記第１の多重化ストリームから符号化データと提示時刻情報を分離する多
重分離部と、
　前記第１の周波数とは異なる第２の周波数から成る第２のシステムクロックを発生する
システムクロック発生部と、
　前記第１の多重化ストリームから分離された前記提示時刻情報を前記第２の周波数軸上
の値に数値変換する変換部と、
　前記第１の多重化ストリームから分離された前記符号化データを復号し、復号の結果得
られた復号信号を、数値変換された前記提示時刻情報に従って提示するデコード部と
　を備えるコンテンツ再生装置。
【請求項２】
　前記取得部は、前記第２のシステムクロックに基づいて生成された第２の多重化ストリ
ームも取得し、
　前記多重分離部は、取得された前記第２の多重化ストリームからも符号化データと提示
時刻情報を分離し、
　前記デコード部は、前記第２の多重化ストリームから分離された前記符号化データを復
号し、復号の結果得られた復号信号を、前記第２の多重化ストリームから分離された前記
提示時刻情報に従って提示する
　請求項１に記載のコンテンツ再生装置。
【請求項３】
　前記多重分離部は、取得された前記第１の多重化ストリームからさらに参照時刻情報を
分離し、
　前記変換部は、前記第１の多重化ストリームから分離された前記参照時刻情報も前記第
２の周波数軸上の値に数値変換し、
　数値変換された前記参照時刻情報に基づき、前記第２のシステムクロックを発生する前
記システムクロック発生部を制御するクロック制御部をさらに備える
　請求項２に記載のコンテンツ再生装置。
【請求項４】
　前記多重分離部は、取得された前記第２の多重化ストリームからもさらに参照時刻情報
を分離し、
　前記クロック制御部は、さらに、前記第２の多重化ストリームから分離された前記参照
時刻情報に基づき、前記第２のシステムクロックを発生する前記システムクロック発生部
を制御する
　請求項３に記載のコンテンツ再生装置。
【請求項５】
　前記クロック制御部は、さらに、取得された前記第１または第２の多重化ストリームの
伝送経路情報に応じて、前記第２のシステムクロックを発生する前記システムクロック発
生部を制御する
　請求項４に記載のコンテンツ再生装置。
【請求項６】
　前記第１および第２の周波数とは異なる第３の周波数から成る外部参照信号から分離し
た同期信号を前記第２の周波数軸上の値に数値変換し、数値変換した前記同期信号に基づ
いて外部参照時刻情報を生成する外部参照時刻情報生成部をさらに備え、
　前記クロック制御部は、さらに、生成された前記外部参照時刻情報に基づき、前記第２
のシステムクロックを発生する前記システムクロック発生部を制御する
　請求項５に記載のコンテンツ再生装置。
【請求項７】
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　前記クロック制御部は、さらに、前記第２のシステムクロックを発生する前記システム
クロック発生部が自走するように制御する
　請求項６に記載のコンテンツ再生装置。
【請求項８】
　前記第１の周波数は２７[ＭHz]、前記第１の多重化ストリームのメディアトランスポー
ト方式はMPEG-2 TS、前記第１の多重化ストリームから分離された前記参照時刻情報はPCR
、前記第１の多重化ストリームから分離された前記提示時刻情報はPTSであり、
　前記第２の周波数は２N[Hz]、前記第２の多重化ストリームのメディアトランスポート
方式はMMT、前記第２の多重化ストリームから分離された前記参照時刻情報はNTP、前記第
２の多重化ストリームから分離された前記提示時刻情報はPTSである
　請求項２に記載のコンテンツ再生装置。
【請求項９】
　前記第１の周波数は２N[Hz]、前記第１の多重化ストリームのメディアトランスポート
方式はMMT、前記第１の多重化ストリームから分離された前記参照時刻情報はNTP、前記第
１の多重化ストリームから分離された前記提示時刻情報はPTSであり、
　前記第２の周波数は２７[ＭHz]、前記第２の多重化ストリームのメディアトランスポー
ト方式はMPEG-2 TS、前記第２の多重化ストリームから分離された前記参照時刻情報はPCR
、前記第２の多重化ストリームから分離された前記提示時刻情報はPTSである
　請求項２に記載のコンテンツ再生装置。
【請求項１０】
　コンテンツ再生装置のコンテンツ再生方法において、
　前記コンテンツ再生装置による、
　　第１の周波数から成る第１のシステムクロックに基づいて生成された第１の多重化ス
トリームを取得する取得ステップと、
　　取得された前記第１の多重化ストリームから符号化データと提示時刻情報を分離する
多重分離ステップと、
　　前記第１の多重化ストリームから分離された前記提示時刻情報を、システムクロック
発生部が発生した前記第１の周波数とは異なる第２の周波数軸上の値に数値変換する変換
ステップと、
　　前記第１の多重化ストリームから分離された前記符号化データを復号する復号ステッ
プと、
　　復号の結果得られた復号信号を、数値変換された前記提示時刻情報に従って提示する
提示ステップと
　を含むコンテンツ再生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、コンテンツ再生装置、およびコンテンツ再生方法に関し、特に、システムク
ロック周波数が異なる規格にそれぞれ対応するコンテンツを再生できるようにしたコンテ
ンツ再生装置、およびコンテンツ再生方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、デジタルテレビジョン放送のメディアトランスポート方式には、システムクロッ
ク周波数が２７[ＭHz]であるMPEG2 TSが採用されており、今後においてはシステムクロッ
ク周波数が２N[Hz]であるMMT(MPEG Media Transport)の採用が予定されている（例えば、
非特許文献１参照）。
【０００３】
　したがって、メディアトランスポート方式がMPEG2 TSからMMTに移行する過渡期におい
ては、MPEG2 TSに対応するコンテンツとMMTに対応するコンテンツの両方が混在し得るの
で、これらの両方を受信、再生可能なコンテンツ再生装置が必要となる。
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【０００４】
　上述したように、MPEG2 TSとMMTとはシステムクロック周波数が異なるので、そのよう
なコンテンツ再生装置には、システムクロック周波数のみが異なり他は同様に構成された
２種類のシステムクロック系統を設ければよい。
【０００５】
　図１は、従来において想定し得る、MPEG2 TSに対応するコンテンツとMMTに対応するコ
ンテンツの両方を受信再生可能なコンテンツ再生装置の構成の一例を示している。
【０００６】
　このコンテンツ再生装置１０は、大別してコンテンツ取得部１１、MMT処理部１５、Ｔ
Ｓ処理部２４、セレクト部３３、およびデコード部３４から構成される。
【０００７】
　コンテンツ取得部１１は、通信部１２、受信部１３、およびセレクト部１４を有する。
【０００８】
　通信部１２は、インターネットに代表される通信ネットワーク１を介し、MMTまたはMPE
G2 TSに対応する多重化ストリームを取得してセレクト部１４に出力する。受信部１３は
、地上波放送網、衛星放送網、CATV網などの放送ネットワーク２を介し、MMTまたはMPEG2
 TSに対応する多重化ストリームを受信してセレクト部１４に出力する。
【０００９】
　セレクト部１４は、入力された多重化ストリームのメディアトランスポート方式に対応
してその出力先を選択する。具体的には、MMTに対応する多重化ストリームはMMT処理部１
５の多重分離部１６に出力し、MPEG2 TSに対応する多重化ストリームはＴＳ処理部２４の
多重分離部２５に出力する。
【００１０】
　MMTのシステムクロック系統に属するMMT処理部１５は、多重分離部１６、クロックリカ
バリ部１７、クロック信号生成部２２、およびHost I/F部２３を有する。
【００１１】
　多重分離部１６は、MMTに対応する多重化ストリームデータから、コンテンツの符号化
データを分離してHost I/F部２３に出力する。また、多重分離部１６は、MMTに対応する
多重化ストリームデータから、PSI(Program Specific Information)相当、参照時刻情報N
TP(Network Time Protocol)および提示時刻情報PTS(Presentation Time Stamp)を分離し
てクロックリカバリ部１７に出力する。
【００１２】
　クロックリカバリ部１７は、クロック発生部１８、NTP相当カウント部１９、カウント
比較部２０、クロック制御部２１を有する。
【００１３】
　クロックリカバリ部１７では、多重分離部１６から入力される参照時刻情報NTPと、ク
ロックリカバリ部１７内で生成するNTP相当カウント値との差分に基づき、２N[Hz]のシス
テムクロックを発生するクロック発生部１８を制御して、コンテンツの送信側におけるシ
ステムクロックを復元し（コンテンツの送信側におけるシステムクロックと同期させ）、
復元したシステムクロックをクロック信号生成部２２に出力する。
【００１４】
　クロックリカバリ部１７のカウント比較部２０は、多重分離部１６から入力される参照
時刻情報NTPおよび提示時刻情報PTSをTime Stamp InfoとしてHost I/F部２３に出力する
。
【００１５】
　クロック信号生成部２２は、復元された２N[Hz]のシステムクロックに基づき、MMTの符
号化データを復号するときに必要なベースバンドクロック信号を生成してセレクト部３３
に出力する。Host I/F部２３は、前段から入力された符号化データ、参照時刻情報NTPお
よび提示時刻情報PTSをセレクト部３３に出力する。
【００１６】



(5) JP WO2017/077881 A1 2017.5.11

10

20

30

40

50

　一方、MPEG2 TSのシステムクロック系統に属するＴＳ処理部２４も、MMT処理部１５と
同様の構成を有する。すなわち、ＴＳ処理部２４は、多重分離部２５、クロックリカバリ
部２６、クロック信号生成部３１、およびHost I/F部３２を有する。
【００１７】
　多重分離部２５は、MPEG2 TSに対応する多重化ストリームデータから、コンテンツの符
号化データを分離してHost I/F部３２に出力する。また、多重分離部２５は、MPEG2 TSに
対応する多重化ストリームデータから、PSI、参照時刻情報PCR(Program Clock Reference
）および提示時刻情報PTSを分離してクロックリカバリ部２６に出力する。
【００１８】
　クロックリカバリ部２６は、クロック発生部２７、STCカウント部２８、カウント比較
部２９、およびクロック制御部３０を有する。
【００１９】
　クロックリカバリ部２６では、多重分離部２５から入力される参照時刻情報PCRおよび
提示時刻情報PTSと、クロックリカバリ部１７内で生成するSTC(System Time Clock)カウ
ント値との差分に基づき、２７[ＭHz]のシステムクロックを発生するクロック発生部２７
を制御して、コンテンツの送信側におけるシステムクロックを復元し（コンテンツの送信
側におけるシステムクロックと同期させ）、復元したシステムクロックをクロック信号生
成部３１に出力する。
【００２０】
　クロックリカバリ部２６のカウント比較部２９は、多重分離部２５から入力される参照
時刻情報PCRおよび提示時刻情報PTSをTime Stamp InfoとしてHost I/F部３２に出力する
。
【００２１】
　クロック信号生成部３１は、復元された２７[ＭHz]のシステムクロックに基づき、MPEG
2 TSの符号化データを復号するときに必要なベースバンドクロック信号を生成してセレク
ト部３３に出力する。Host I/F部３２は、前段から入力された符号化データ、参照時刻情
報PCRおよび提示時刻情報PTSをセレクト部３３に出力する。
【００２２】
　セレクト部３３は、MMT処理部１５から入力される２N[Hz]のシステムクロックに同期さ
れているベースバンドクロック信号、符号化データ、参照時刻情報NTPおよび提示時刻情
報PTSの組、または、ＴＳ処理部２４から入力される２７[ＭHz]のシステムクロックに同
期されているベースバンドクロック信号、符号化データ、参照時刻情報PCRおよび提示時
刻情報PTSの組をデコード部３４に出力する。
【００２３】
　デコード部３４は、セレクト部３３を介してMMT処理部１５から入力されるベースバン
ドクロック信号に合わせて符号化データをデコードし、その結果得られるビデオ信号とオ
ーディオ信号を提示時刻情報PTSに基づいて同期させて後段に出力する。また、デコード
部３４は、セレクト部３３を介してＴＳ処理部２４から入力されるベースバンドクロック
信号に合わせて符号化データ符号化データをデコードし、その結果得られるビデオ信号と
オーディオ信号を提示時刻情報PTSに基づいて同期させて後段に出力する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００２４】
【非特許文献１】ARIB STD-B60 1.2版　デジタル放送におけるMMTによるメディアトラン
スポート方式、平成２７年３月１７日
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２５】
　図１に示されたコンテンツ再生装置１０によれば、MPEG2 TSに対応するコンテンツとMM
Tに対応するコンテンツの両方を受信して再生することができる。
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【００２６】
　ただし、図示したように、同様の構成を有するMMT処理部１５とＴＳ処理部２４を設け
ていることから、部品数が多くなり、実装規模が大きくなって製造コストが高くなってし
まうことに加え、消費電力が大きくなるので使用時のコストも上がってしまう問題があっ
た。
【００２７】
　また、２種類のクロック発生部１８，２７を搭載していることにより、EMI輻射が発生
し易くなるので、この影響を防止する対策も必要となる。
【００２８】
　なお、消費電力の抑制やEMI輻射の対策として、同様の構成を有するMMT処理部１５とＴ
Ｓ処理部２４のうち、使用している一方だけに電源供給する方法も考えられる。
【００２９】
　しかしながらその場合、MMT処理部１５とＴＳ処理部２４に対する電力供給を入切りす
る回路、電力を供給していない部品のIO接続に信号が供給されないようにする回路を追加
するか、または電源遮断時にも外部信号入力が許される部品を使用する必要がある。よっ
て、この場合にも製造コストが高くなってしまう問題がある。
【００３０】
　本開示はこのような状況に鑑みてなされたものであり、システムクロック周波数が異な
るメディアトランスポート方式にそれぞれ対応するコンテンツを再生可能なコンテンツ再
生装置を低コストで実現できるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【００３１】
　本開示の一側面であるコンテンツ再生装置は、第１の周波数から成る第１のシステムク
ロックに基づいて生成された第１の多重化ストリームを取得する取得部と、取得された前
記第１の多重化ストリームから符号化データと提示時刻情報を分離する多重分離部と、前
記第１の周波数とは異なる第２の周波数から成る第２のシステムクロックを発生するシス
テムクロック発生部と、前記第１の多重化ストリームから分離された前記提示時刻情報を
前記第２の周波数軸上の値に数値変換する変換部と、前記第１の多重化ストリームから分
離された前記符号化データを復号し、復号の結果得られた復号信号を、数値変換された前
記提示時刻情報に従って提示するデコード部とを備える。
【００３２】
　前記取得部は、前記第２のシステムクロックに基づいて生成された第２の多重化ストリ
ームも取得することができ、前記多重分離部は、取得された前記第２の多重化ストリーム
からも符号化データと提示時刻情報を分離することができ、前記デコード部は、前記第２
の多重化ストリームから分離された前記符号化データを復号し、復号の結果得られた復号
信号を、前記第２の多重化ストリームから分離された前記提示時刻情報に従って提示する
ことができる。
【００３３】
　前記多重分離部は、取得された前記第１の多重化ストリームからさらに参照時刻情報を
分離することができ、前記変換部は、前記第１の多重化ストリームから分離された前記参
照時刻情報も前記第２の周波数軸上の値に数値変換することができ、本開示の一側面であ
るコンテンツ再生装置は、数値変換された前記参照時刻情報に基づき、前記第２のシステ
ムクロックを発生する前記システムクロック発生部を制御するクロック制御部をさらに備
えることができる。
【００３４】
　前記多重分離部は、取得された前記第２の多重化ストリームからもさらに参照時刻情報
を分離することができ、前記クロック制御部は、さらに、前記第２の多重化ストリームか
ら分離された前記参照時刻情報に基づき、前記第２のシステムクロックを発生する前記シ
ステムクロック発生部を制御することができる。
【００３５】
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　前記クロック制御部は、さらに、取得された前記第１または第２の多重化ストリームの
伝送経路情報に応じて、前記第２のシステムクロックを発生する前記システムクロック発
生部を制御することができる。
【００３６】
　本開示の一側面であるコンテンツ再生装置は、前記第１および第２の周波数とは異なる
第３の周波数から成る外部参照信号から分離した同期信号を前記第２の周波数軸上の値に
数値変換し、数値変換した前記同期信号に基づいて外部参照時刻情報を生成する外部参照
時刻情報生成部をさらに備えることができ、前記クロック制御部は、さらに、生成された
前記外部参照時刻情報に基づき、前記第２のシステムクロックを発生する前記システムク
ロック発生部を制御することができる。
【００３７】
　前記クロック制御部は、さらに、前記第２のシステムクロックを発生する前記システム
クロック発生部が自走するように制御することができる。
【００３８】
　前記第１の周波数は２７[ＭHz]、前記第１の多重化ストリームのメディアトランスポー
ト方式はMPEG-2 TS、前記第１の多重化ストリームから分離された前記参照時刻情報はPCR
、前記第１の多重化ストリームから分離された前記提示時刻情報はPTSとすることができ
、前記第２の周波数は２N[Hz]、前記第２の多重化ストリームのメディアトランスポート
方式はMMT、前記第２の多重化ストリームから分離された前記参照時刻情報はNTP、前記第
２の多重化ストリームから分離された前記提示時刻情報はPTSとすることができる。
【００３９】
　前記第１の周波数は２N[Hz]、前記第１の多重化ストリームのメディアトランスポート
方式はMMT、前記第１の多重化ストリームから分離された前記参照時刻情報はNTP、前記第
１の多重化ストリームから分離された前記提示時刻情報はPTSとすることができ、前記第
２の周波数は２７[ＭHz]、前記第２の多重化ストリームのメディアトランスポート方式は
MPEG-2 TS、前記第２の多重化ストリームから分離された前記参照時刻情報はPCR、前記第
２の多重化ストリームから分離された前記提示時刻情報はPTSとすることができる。
【００４０】
　本開示の一側面であるコンテンツ再生方法は、コンテンツ再生装置による、第１の周波
数から成る第１のシステムクロックに基づいて生成された第１の多重化ストリームを取得
する取得ステップと、取得された前記第１の多重化ストリームから符号化データと提示時
刻情報を分離する多重分離ステップと、前記第１の多重化ストリームから分離された前記
提示時刻情報を、システムクロック発生部が発生した前記第１の周波数とは異なる第２の
周波数軸上の値に数値変換する変換ステップと、前記第１の多重化ストリームから分離さ
れた前記符号化データを復号する復号ステップと、復号の結果得られた復号信号を、数値
変換された前記提示時刻情報に従って提示する提示ステップとを含む。
【００４１】
　本開示の一側面においては、第１の周波数から成る第１のシステムクロックに基づいて
生成された第１の多重化ストリームが取得され、取得された前記第１の多重化ストリーム
から符号化データと提示時刻情報が分離され、前記第１の多重化ストリームから分離され
た前記提示時刻情報が、システムクロック発生部が発生した前記第１の周波数とは異なる
第２の周波数軸上の値に数値変換される。さらに、前記第１の多重化ストリームから分離
された前記符号化データが復号され、復号の結果得られた復号信号が、数値変換された前
記提示時刻情報に従って提示される。
【発明の効果】
【００４２】
　本開示の一側面によれば、システムクロック周波数が異なるメディアトランスポート方
式にそれぞれ対応するコンテンツを再生可能なコンテンツ再生装置を低コストで実現する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
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【００４３】
【図１】従来において想定し得るコンテンツ再生装置の構成の一例を示すブロック図であ
る。
【図２】本開示の実施の形態であるコンテンツ再生装置の第１の構成例を示すブロック図
である。
【図３】コンテンツ再生装置の第１の構成例によるコンテンツ再生処理を説明するフロー
チャートである。
【図４】本開示の実施の形態であるコンテンツ再生装置の第２の構成例を示すブロック図
である。
【図５】コンテンツ再生装置の第２の構成例によるコンテンツ再生処理を説明するフロー
チャートである。
【図６】本開示の実施の形態であるコンテンツ再生装置の第３の構成例を示すブロック図
である。
【図７】コンテンツ再生装置の第３の構成例によるコンテンツ再生処理を説明するフロー
チャートである。
【図８】本開示の実施の形態であるコンテンツ再生装置の第４の構成例を示すブロック図
である。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　以下、本開示を実施するための最良の形態（以下、実施の形態と称する）について、図
面を参照しながら詳細に説明する。
【００４５】
　＜本開示の実施の形態であるコンテンツ再生装置の第１の構成例＞
　図２は、本開示の実施の形態であるコンテンツ再生装置の第１の構成例を示している。
【００４６】
　このコンテンツ再生装置５０は、ＢＤ(Blu-ray（登録商標） Disc)やDVD(Digital Vers
atile Disc)などに代表される記録メディア３に記録されている、フォーマット方式がMPE
G2 TSに対応するコンテンツと、フォーマット方式がMMTに対応するコンテンツの両方を読
み出して再生するものである。
【００４７】
　コンテンツ再生装置５０は、大別してコンテンツ取得部５１、多重分離部５３、PTS変
換部５４、カウント比較部５５、クロック発生部５６、NTP相当カウント部５７、クロッ
ク信号生成部５８、Host I/F部５９、およびデコード部６０から構成される。
【００４８】
　コンテンツ取得部５１は、メディアドライブ５２を有する。メディアドライブ５２は、
クロック信号生成部５８から供給されるベースバンドクロック信号に基づくバッファ管理
を行いながら記録メディア３からMMTまたはMPEG2 TSに対応する多重化ストリームを読み
出して多重分離部５３に出力する。
【００４９】
　多重分離部５３は、前段から入力された多重化ストリームデータのフォーマット方式が
MMTである場合、多重化ストリームデータからコンテンツの符号化データを分離してHost 
I/F部５９に出力するとともに、多重化ストリームデータから、PSI相当および提示時刻情
報PTSを分離してカウント比較部５５に出力する。
【００５０】
　また、多重分離部５３は、前段から入力された多重化ストリームデータのフォーマット
方式がMPEG2 TSである場合、多重化ストリームデータからコンテンツの符号化データを分
離してHost I/F部５９に出力するとともに、多重化ストリームデータからPSIを分離して
カウント比較部５５に出力する。さらに、多重分離部５３は、多重化ストリームデータか
ら提示時刻情報PTSを分離してPTS変換部５４に出力する。
【００５１】
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　PTS変換部５４は、多重分離部５３から入力される、MPEG2 TSに対応する多重化ストリ
ームデータから分離された提示時刻情報PTSを、MMTのシステムクロック周波数である２N[
Hz]で刻まれた数値軸上の値に変換し、変換後の提示時刻情報PTSをカウント比較部５５に
出力する。
【００５２】
　カウント比較部５５は、多重分離部５３から入力される提示時刻情報PTSまたは、変換
後の提示時刻情報PTSをTime Stamp InfoとしてHost I/F部５９に出力する。
【００５３】
　クロック発生部５６は、MMTに対応する２N[Hz]のシステムクロックを発生してNTP相当
カウント部５７およびクロック信号生成部５８に出力する。なお、クロック発生部５６が
発生するシステムクロックの周波数は固定値＝２N[Hz]としてもよいし、可変としてもよ
い。
【００５４】
　NTP相当カウント部５７は、２N[Hz]のシステムクロックに従いNTPカウント値をインク
リメントしてカウント比較部５５にフィードバックする。
【００５５】
　クロック信号生成部５８は、２N[Hz]のシステムクロックに基づき、符号化データを復
号するときに必要なベースバンドクロック信号を生成してメディアドライブ５２およびデ
コード部６０に出力する。
【００５６】
　Host I/F部５９は、多重分離部５３から入力された符号化データと、カウント比較部５
５から入力された提示時刻情報PTS（２N[Hz]の値に変換後の提示時刻情報PTSである場合
を含む）をデコード部６０に出力する。
【００５７】
　デコード部６０は、前段から入力されるベースバンドクロック信号に合わせて符号化デ
ータをデコードし、その結果得られるビデオ信号とオーディオ信号を提示時刻情報PTSに
基づいて同期させて後段に出力する。
【００５８】
　＜コンテンツ再生装置５０によるコンテンツ再生処理＞
　次に、図３は、コンテンツ再生装置５０によるコンテンツ再生処理を説明するフローチ
ャートである。
【００５９】
　ステップＳ１において、コンテンツ取得部５１は、記録メディア３に記録されているMM
TまたはMPEG2 TSに対応する多重化ストリームの読み出しと多重分離部５３への出力を開
始する。
【００６０】
　ステップＳ２において、多重分離部５３は、入力された多重化ストリームデータのフォ
ーマット方式がMMTであるか、MPEG2 TSであるかを判定する。MPEG2 TSであると判定され
た場合、処理はステップＳ３に進められる。
【００６１】
　ステップＳ３において、多重分離部５３は、多重化ストリームデータからコンテンツの
符号化データを分離してHost I/F部５９に出力するとともに、多重化ストリームデータか
らPSIを分離してカウント比較部５５に出力する。さらに、多重分離部５３は、多重化ス
トリームデータから提示時刻情報PTSを分離してPTS変換部５４に出力する。PTS変換部５
４は、提示時刻情報PTSを、MMTのシステムクロック周波数である２N[Hz]で刻まれた数値
軸上の値に変換し、変換後の提示時刻情報PTSをカウント比較部５５に出力する。カウン
ト比較部５５は、多重分離部５３から入力された変換後の提示時刻情報PTSをTime Stamp 
InfoとしてHost I/F部５９に出力する。
【００６２】
　反対に、ステップＳ２において、多重化ストリームのフォーマット方式がMMTであると
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判定された場合、処理はステップＳ４に進められる。ステップＳ４において、多重分離部
５３は、多重化ストリームデータからコンテンツの符号化データを分離してHost I/F部５
９に出力するとともに、多重化ストリームデータから、PSI相当および提示時刻情報PTSを
分離してそのままカウント比較部５５に出力する。カウント比較部５５は、提示時刻情報
PTSをTime Stamp InfoとしてHost I/F部５９に出力する。
【００６３】
　ステップＳ５において、デコード部６０は、クロック信号生成部５８から入力されるベ
ースバンドクロック信号に合わせて符号化データをデコードし、その結果得られたビデオ
信号とオーディオ信号を提示時刻情報PTSに基づいて同期させて後段に出力する。以上で
コンテンツ再生装置５０によるコンテンツ再生処理の説明を終了する。
【００６４】
　コンテンツ再生装置５０によれば、記録メディア３に記録されているMMTに対応する多
重化ストリームについては、そのまま提示時刻情報PTSを用いてＡＶ信号を同期出力する
ことができる。一方、記録メディア３に記録されているMPEG2 TSに対応する多重化ストリ
ームについては、２N[Hz]単位の値に変換済みの提示時刻情報PTSを用いてＡＶ信号を同期
出力することができる。
【００６５】
　また、コンテンツ再生装置５０の場合、２N[Hz]のシステムクロックを発生するクロッ
ク発生部５６のみが搭載されているのでEMI輻射の発生を抑止することができる。
【００６６】
　なお、コンテンツ再生装置５０の変形例として、クロック発生部５６にて、MPEG2 TSに
対応する２７[ＭHz]のシステムクロックを発生させるとともに、PTS変換部５４にて、多
重分離部５３から入力される、MMTに対応する多重化ストリームデータから分離された提
示時刻情報PTSを、MPEG2 TSのシステムクロック周波数である２M[Hz]で刻まれた数値軸上
の値に変換させるようにしてもよい。
【００６７】
　このように変形した場合、記録メディア３に記録されているMPEG2 TSに対応する多重化
ストリームについては、そのまま提示時刻情報PTSを用いてＡＶ信号を同期出力すること
ができる。一方、記録メディア３に記録されているMMTに対応する多重化ストリームにつ
いては、２７[ＭHz]単位の値に変換された提示時刻情報PTSを用いてＡＶ信号を同期出力
することができる。
【００６８】
　＜本開示の実施の形態であるコンテンツ再生装置の第２の構成例＞
　次に、図４は、本開示の実施の形態であるコンテンツ再生装置の第２の構成例を示して
いる。
【００６９】
　このコンテンツ再生装置７０は、内蔵するクロック発生部７６によって発生される２７
[ＭHz]のシステムクロックを、コンテンツの供給元（放送局など）からの参照時刻情報PC
RまたはNTPに基づき補正して用いるようになされている。
【００７０】
　コンテンツ再生装置７０は、大別してコンテンツ取得部１１、MMT多重分離部７１、NTP
/PTS変換部７２、ＴＳ多重分離部７３、セレクト部７４、クロックリカバリ部７５、クロ
ック信号生成部８２、Host I/F部８３、およびデコード部８４から構成される。
【００７１】
　コンテンツ取得部１１は、通信部１２、受信部１３、およびセレクト部１４を有する。
【００７２】
　通信部１２は、インターネットに代表される通信ネットワーク１を介し、MMTまたはMPE
G2 TSに対応する多重化ストリームを取得してセレクト部１４に出力する。受信部１３は
、地上波放送網、衛星放送網、CATV網などの放送ネットワーク２を介し、MMTまたはMPEG2
 TSに対応する多重化ストリームを受信してセレクト部１４に出力する。
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【００７３】
　セレクト部１４は、通信部１２または受信部１３から入力される多重化ストリームのメ
ディアトランスポート方式に対応してその出力先を選択する。具体的には、MMTに対応す
る多重化ストリームはMMT多重分離部７１に出力し、MPEG2 TSに対応する多重化ストリー
ムはＴＳ多重分離部７３に出力する。
【００７４】
　また、コンテンツ取得部１１は、伝送経路情報をクロックリカバリ部７５のセレクト制
御部７９に通知する。ここで、伝送経路情報には、多重化ストリームの伝送路や取得元に
関する情報とメディアトランスポート方式（フォーマット方式）が含まれているものとす
る。
【００７５】
　MMT多重分離部７１は、MMTに対応する多重化ストリームデータからコンテンツの符号化
データを分離してセレクト部７４に出力するとともに、多重化ストリームデータから、PS
I相当を分離してセレクト部７４に出力する。また、MMT多重分離部７１は、多重化ストリ
ームデータから参照時刻情報NTPおよび提示時刻情報PTSを分離してNTP/PTS変換部７２に
出力する。
【００７６】
　NTP/PTS変換部７２は、MMT多重分離部７１から入力される参照時刻情報NTPおよび提示
時刻情報PTSを、MPEG2 TSのシステムクロック周波数である２７[ＭHz]で刻まれた数値軸
上の値に変換し、変換後の参照時刻情報NTPおよび提示時刻情報PTSをセレクト部７４に出
力する。
【００７７】
　ＴＳ多重分離部７３は、MPEG2 TSに対応する多重化ストリームデータからコンテンツの
符号化データを分離してセレクト部７４に出力するとともに、多重化ストリームデータか
ら、PSIを分離してセレクト部７４に出力する。また、ＴＳ多重分離部７３は、多重化ス
トリームデータから参照時刻情報PCRおよび提示時刻情報PTSを分離してセレクト部７４に
出力する。
【００７８】
　セレクト部７４は、コンテンツ取得部１１が取得した多重化ストリームのメディアトラ
ンスポート方式に対応して、後段に出力する一連のデータの入力元を選択する。
【００７９】
　具体的には、多重化ストリームのメディアトランスポート方式がMMTである場合、MMT多
重分離部７１から入力される符号化データをHost I/F部８３に出力するとともに、MMT多
重分離部７１から入力されるPSI相当、並びに、NTP/PTS変換部７２から入力される変換後
の参照時刻情報NTPおよび提示時刻情報PTSをクロックリカバリ部７５に出力する。
【００８０】
　反対に、多重化ストリームのメディアトランスポート方式がMEG2 TSである場合、ＴＳ
多重分離部７３から入力される符号化データをHost I/F部８３に出力するとともに、ＴＳ
多重分離部７３から入力されるPSI、並びに、参照時刻情報PCRおよび提示時刻情報PTSを
クロックリカバリ部７５に出力する。
【００８１】
　クロックリカバリ部７５は、クロック発生部７６、STCカウント部７７、カウント比較
部７８、セレクト制御部７９、クロック制御部（放送MMT）８０－１、クロック制御部（
放送ＴＳ）８０－２、クロック制御部（通信ネットワーク）８０－３、およびセレクト部
８１を有する。
【００８２】
　クロック発生部７６は、MPEG2 TSに対応する２７[ＭHz]のシステムクロックを発生して
STCカウント部７７およびクロック信号生成部８２に出力する。STCカウント部７７は、２
７[ＭHz]のシステムクロックに従いSTCカウント値をインクリメントしてカウント比較部
７８にフォードバックする。
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【００８３】
　カウント比較部７８は、フィードバックされるSTCカウント値と、セレクト部７４を介
して入力される変換後の参照時刻情報NTPとの差分、およびPSI相当をクロック制御部（放
送MMT）８０－１およびクロック制御部（通信ネットワーク）８０－３に出力する。さら
に、カウント比較部７８は、フィードバックされるSTCカウント値と、セレクト部７４を
介して入力される変換後の参照時刻情報NTPとの差分をセレクト制御部７９に出力する。
【００８４】
　また、カウント比較部７８は、フィードバックされるSTCカウント値と、セレクト部７
４を介して入力される参照時刻情報PCRとの差分、およびPSIをクロック制御部（放送ＴＳ
）８０－２およびクロック制御部（通信ネットワーク）８０－３に出力する。さらに、カ
ウント比較部７８は、フィードバックされるSTCカウント値と、セレクト部７４を介して
入力される参照時刻情報PCRとの差分をセレクト制御部７９に出力する。
【００８５】
　またさらに、カウント比較部７８は、セレクト部７４を介して入力される、変換後の参
照時刻情報NTPおよび提示時刻情報PTS、または、参照時刻情報PCRおよび提示時刻情報PTS
をTime Stamp InfoとしてHost I/F部８３に出力する。
【００８６】
　セレクト制御部７９は、コンテンツ取得部１１から通知される伝送経路情報、および、
カウント比較部７８から入力されるSTCカウント値との差分に基づいて、セレクト部８１
の出力を制御する。
【００８７】
　クロック制御部（放送MMT）８０－１は、カウント比較部７８からの入力に基づき、ジ
ッタ特性などの伝送路としての放送ネットワーク２の伝送状況に応じたクロック復元処理
を行うための制御信号を生成してセレクト部８１に出力する。
【００８８】
　クロック制御部（放送ＴＳ）８０－２は、カウント比較部７８からの入力に基づき、ジ
ッタ特性などの伝送路としての放送ネットワーク２の伝送状況に応じたクロック復元処理
を行うための制御信号を生成してセレクト部８１に出力する。
【００８９】
　クロック制御部（通信ネットワーク）８０－３は、カウント比較部７８からの入力に基
づき、ジッタ特性などの伝送路としての通信ネットワーク１の伝送状況に応じたクロック
復元処理を行うための制御信号を生成してセレクト部８１に出力する。
【００９０】
　セレクト部８１は、セレクト制御部７９からの制御に従い、クロック発生部７６に出力
する制御信号の入力元を選択する。具体的には、多重化ストリームの取得元が放送ネット
ワーク２であってメディアトランスポート方式がMMTである場合、クロック制御部（放送M
MT）８０－１から入力される制御信号をクロック発生部７６に出力する。また、多重化ス
トリームの取得元が放送ネットワーク２であってメディアトランスポート方式がMPEG2 TS
である場合、クロック制御部（放送ＴＳ）８０－２から入力される制御信号をクロック発
生部７６に出力する。また、多重化ストリームの取得元が通信ネットワーク１である場合
、クロック制御部（通信ネットワーク）８０－３から入力される制御信号をクロック発生
部７６に出力する。
【００９１】
　したがって、セレクト部７４とセレクト部８１は、基本的にはコンテンツ取得部１１が
取得した多重化ストリームの取得元やメディアトランスポート方式に対応して同時に切り
替えられる。ただし、セレクト部７４とセレクト部８１を別々に切り替えてもよい。また
セレクト部８１については、受信、再生の動作中に適応的に切り替えるようにしてもよい
。
【００９２】
　クロック信号生成部８２は、２７[ＭHz]のシステムクロックに基づき、符号化データを
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復号するときに必要なベースバンドクロック信号を生成してデコード部８４に出力する。
【００９３】
　Host I/F部８３は、セレクト部７４を介して入力される符号化データと、カウント比較
部７８からTime Stamp Infoとして入力される変換後の参照時刻情報NTPおよび提示時刻情
報PTS、または、参照時刻情報PCRおよび提示時刻情報PTSをデコード部８４に出力する。
【００９４】
　デコード部８４は、クロック信号生成部８２から入力されるベースバンドクロック信号
に合わせて符号化データをデコードし、その結果得られるビデオ信号とオーディオ信号を
、提示時刻情報PTS（２７[ＭHz]の値に変換後の提示時刻情報PTSである場合を含む）に基
づいて同期させて後段に出力する。
【００９５】
　＜コンテンツ再生装置７０によるコンテンツ再生処理＞
　次に、図５は、コンテンツ再生装置７０によるコンテンツ再生処理を説明するフローチ
ャートである。
【００９６】
　ステップＳ１１において、コンテンツ取得部１１は、通信ネットワーク１または放送ネ
ットワーク２を介したMMTまたはMPEG2 TSに対応する多重化ストリームの受信を開始する
。ステップＳ１２において、コンテンツ取得部１１は、受信が開始された多重化ストリー
ムの取得元とメディアトランスポート方式を判定する。また、コンテンツ取得部１１は、
この判定結果をクロックリカバリ部７５のセレクト制御部７９に通知する。セレクト制御
部７９では、この判定結果に基づいてセレクト部８１の出力が制御される。
【００９７】
　ステップＳ１２において、多重化ストリームのメディアトランスポート方式がMMTであ
ると判定された場合、処理はステップＳ１３に進められる。
【００９８】
　ステップＳ１３において、セレクト部１４は、MMTに対応する多重化ストリームをMMT多
重分離部７１に出力する。MMT多重分離部７１は、多重化ストリームデータからコンテン
ツの符号化データを分離してセレクト部７４に出力するとともに、多重化ストリームデー
タから、PSI相当を分離してセレクト部７４に出力する。また、MMT多重分離部７１は、多
重化ストリームデータから参照時刻情報NTPおよび提示時刻情報PTSを分離してNTP/PTS変
換部７２に出力する。NTP/PTS変換部７２は、参照時刻情報NTPおよび提示時刻情報PTSを
、MPEG2 TSのシステムクロック周波数である２７[ＭHz]で刻まれた数値軸上の値に変換し
、変換後の参照時刻情報NTPおよび提示時刻情報PTSをセレクト部７４に出力する。セレク
ト部７４は、MMT多重分離部７１から入力される符号化データをHost I/F部８３に出力す
るとともに、MMT多重分離部７１から入力されるPSI相当、並びに、NTP/PTS変換部７２か
ら入力される変換後の参照時刻情報NTPおよび提示時刻情報PTSをクロックリカバリ部７５
に出力する。
【００９９】
　反対に、ステップＳ１２において、多重化ストリームのメディアトランスポート方式が
MPEG2 TSであると判定された場合、処理はステップＳ１４に進められる。
【０１００】
　ステップＳ１４において、セレクト部１４は、MPEG2 TSに対応する多重化ストリームを
ＴＳ多重分離部７３に出力する。ＴＳ多重分離部７３は、多重化ストリームデータからコ
ンテンツの符号化データを分離してセレクト部７４に出力するとともに、多重化ストリー
ムデータから、PSIを分離してセレクト部７４に出力する。また、ＴＳ多重分離部７３は
、多重化ストリームデータから参照時刻情報PCRおよび提示時刻情報PTSを分離してセレク
ト部７４に出力する。セレクト部７４は、ＴＳ多重分離部７３から入力された符号化デー
タをHost I/F部８３に出力するとともに、ＴＳ多重分離部７３から入力されたPSI、並び
に、参照時刻情報PCRおよび提示時刻情報PTSをクロックリカバリ部７５に出力する。
【０１０１】
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　ステップＳ１５において、クロックリカバリ部７５は、セレクト部７４から入力された
、２７[ＭHz]単位の値に変換後の参照時刻情報NTPおよび提示時刻情報PTS並びにPSI相当
、または、参照時刻情報PCR、提示時刻情報PTSおよびPSIに基づき、伝送路やメディアト
ランスポート方式に適した制御によって２７[ＭHz]のシステムクロックを補正してクロッ
ク信号生成部８２に出力する。クロック信号生成部８２は、２７[ＭHz]のシステムクロッ
クに基づき、符号化データを復号するときに必要なベースバンドクロック信号を生成して
デコード部８４に出力する。
【０１０２】
　ステップＳ１６において、デコード部８４は、クロック信号生成部８２から入力される
ベースバンドクロック信号に合わせて、Host I/F部８３からの符号化データをデコードし
、その結果得られるビデオ信号とオーディオ信号を、カウント比較部７８からの提示時刻
情報PTS（２７[ＭHz]の値に変換後の提示時刻情報PTSである場合を含む）に基づいて同期
させて後段に出力する。以上でコンテンツ再生装置７０によるコンテンツ再生処理の説明
を終了する。
【０１０３】
　コンテンツ再生装置７０によれば、通信ネットワーク１または放送ネットワーク２から
受信したMPEG2 TSに対応する多重化ストリームについては、参照時刻情報PCRおよび提示
時刻情報PTSをそのまま用いてＡＶ信号を同期出力することができる。一方、MMTに対応す
る多重化ストリームについては、２７[ＭHz]単位の値に変換された参照時刻情報NTPおよ
び提示時刻情報PTSを用いてＡＶ信号を同期出力することができる。
【０１０４】
　また、コンテンツ再生装置７０の場合、２７[ＭHz]のシステムクロックを発生するクロ
ック発生部７６のみが搭載されているのでEMI輻射の発生を抑止することができるととも
に、回路規模を小さくすることができる。
【０１０５】
　＜本開示の実施の形態であるコンテンツ再生装置の第３の構成例＞
　次に、図６は、本開示の実施の形態であるコンテンツ再生装置の第３の構成例を示して
いる。
【０１０６】
　このコンテンツ再生装置９０は、内蔵するクロック発生部９６によって発生される２N[
Hz]のシステムクロックを、コンテンツの供給元（放送局など）からの参照時刻情報PCRま
たはNTPに基づき補正して用いるようになされている。なお、コンテンツ再生装置９０と
図４に示されたコンテンツ再生装置７０とで共通する構成要素については、同一の符号を
付しているので、その説明は適宜省略する。
【０１０７】
　コンテンツ再生装置９０は、大別してコンテンツ取得部１１、MMT多重分離部９１、Ｔ
Ｓ多重分離部９２、PCR/PTS変換部９３、セレクト部９４、クロックリカバリ部９５、ク
ロック信号生成部１０２、Host I/F部１０３、およびデコード部１０４から構成される。
【０１０８】
　コンテンツ取得部１１は、通信部１２または受信部１３により、通信ネットワーク１ま
たは放送ネットワーク２を介して、MMTまたはMPEG2 TSに対応する多重化ストリームを取
得し、MMTに対応する多重化ストリームはMMT多重分離部９１に出力し、MPEG2 TSに対応す
る多重化ストリームはＴＳ多重分離部９２に出力する。また、コンテンツ取得部１１は、
伝送経路情報をクロックリカバリ部９５のセレクト制御部９９に通知する。
【０１０９】
　MMT多重分離部９１は、MMTに対応する多重化ストリームデータからコンテンツの符号化
データ、PSI相当、参照時刻情報NTP、および提示時刻情報PTSを分離してセレクト部９４
に出力する。
【０１１０】
　ＴＳ多重分離部９２は、MPEG2 TSに対応する多重化ストリームデータからコンテンツの
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符号化データを分離してセレクト部９４に出力するとともに、多重化ストリームデータか
ら、PSIを分離してセレクト部９４に出力する。また、ＴＳ多重分離部９２は、多重化ス
トリームデータから参照時刻情報PCRおよび提示時刻情報PTSを分離してPCR/PTS変換部９
３に出力する。
【０１１１】
　PCR/PTS変換部９３は、ＴＳ多重分離部９２から入力される参照時刻情報PCRおよび提示
時刻情報PTSを、MMTのシステムクロック周波数である２N[Hz]で刻まれた数値軸上の値に
変換し、変換後の参照時刻情報PCRおよび提示時刻情報PTSをセレクト部９４に出力する。
【０１１２】
　セレクト部９４は、コンテンツ取得部１１が取得した多重化ストリームのメディアトラ
ンスポート方式に対応して、後段に出力する一連のデータの入力元を選択する。
【０１１３】
　具体的には、多重化ストリームのメディアトランスポート方式がMMTである場合、MMT多
重分離部９１から入力される符号化データをHost I/F部１０３に出力するとともに、MMT
多重分離部９１から入力されるPSI相当、並びに、参照時刻情報NTPおよび提示時刻情報PT
Sをクロックリカバリ部９５に出力する。
【０１１４】
　反対に、多重化ストリームのメディアトランスポート方式がMPEG2 TSである場合、ＴＳ
多重分離部９２から入力される符号化データをHost I/F部１０３に出力するとともに、Ｔ
Ｓ多重分離部９２から入力されるPSI、並びに、PCR/PTS変換部９３から入力される変換後
の参照時刻情報PCRおよび提示時刻情報PTSをクロックリカバリ部９５に出力する。
【０１１５】
　クロックリカバリ部９５は、クロック発生部９６、NTPカウント部９７、カウント比較
部９８、セレクト制御部９９、クロック制御部（放送MMT）１００－１、クロック制御部
（放送ＴＳ）１００－２、クロック制御部（通信ネットワーク）１００－３、およびセレ
クト部１０１を有する。
【０１１６】
　クロック発生部９６は、MMTに対応する２N[Hz]のシステムクロックを発生してNTPカウ
ント部９７およびクロック信号生成部１０２に出力する。NTPカウント部９７は、２N[Hz]
のシステムクロックに従いNTPカウント値をインクリメントしてカウント比較部９８にフ
ォードバックする。
【０１１７】
　カウント比較部９８は、フィードバックされるNTPカウント値と、セレクト部９４を介
して入力される参照時刻情報NTPとの差分、およびPSI相当をクロック制御部（放送MMT）
１００－１およびクロック制御部（通信ネットワーク）１００－３に出力する。さらに、
カウント比較部９８は、フィードバックされるSTCカウント値と、セレクト部７４を介し
て入力される参照時刻情報NTPとの差分をセレクト制御部９９に出力する。
【０１１８】
　また、カウント比較部９８は、フィードバックされるNTPカウント値と、セレクト部９
４を介して入力される変換後の参照時刻情報PCRとの差分、およびPSIをクロック制御部（
放送ＴＳ）１００－２およびクロック制御部（通信ネットワーク）１００－３に出力する
。さらに、カウント比較部９８は、フィードバックされるSTCカウント値と、セレクト部
７４を介して入力される変換後の参照時刻情報PCRとの差分をセレクト制御部９９に出力
する。
【０１１９】
　またさらに、カウント比較部９８は、セレクト部９４を介して入力される、参照時刻情
報NTPおよび提示時刻情報PTS、または、変換後の参照時刻情報PCRおよび提示時刻情報PTS
をTime Stamp InfoとしてHost I/F部１０３に出力する。
【０１２０】
　セレクト制御部９９は、コンテンツ取得部１１から通知される伝送経路情報、および、
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カウント比較部９８から入力されるSTCカウント値との差分に基づいて、セレクト部１０
１の出力を制御する。
【０１２１】
　クロック制御部（放送MMT）１００－１は、カウント比較部９８からの入力に基づき、
ジッタ特性などの伝送路としての放送ネットワーク２の伝送状況に応じたクロック復元処
理を行うための制御信号を生成してセレクト部１０１に出力する。
【０１２２】
　クロック制御部（放送ＴＳ）１００－２は、カウント比較部９８からの入力に基づき、
ジッタ特性などの伝送路としての放送ネットワーク２の伝送状況に応じたクロック復元処
理を行うための制御信号を生成してセレクト部１０１に出力する。
【０１２３】
　クロック制御部（通信ネットワーク）１００－３は、カウント比較部９８からの入力に
基づき、ジッタ特性などの伝送路としての通信ネットワーク１の伝送状況に応じたクロッ
ク復元処理を行うための制御信号を生成してセレクト部１０１に出力する。
【０１２４】
　セレクト部１０１は、セレクト制御部９９からの制御に従い、クロック発生部９６に出
力する制御信号の入力元を選択する。具体的には、多重化ストリームの取得元が放送ネッ
トワーク２であってメディアトランスポート方式がMMTである場合、クロック制御部（放
送MMT）１００－１から入力される制御信号をクロック発生部９６に出力する。また、多
重化ストリームの取得元が放送ネットワーク２であってメディアトランスポート方式がMP
EG2 TSである場合、クロック制御部（放送ＴＳ）１００－２から入力される制御信号をク
ロック発生部９６に出力する。また、多重化ストリームの取得元が通信ネットワーク１で
ある場合、クロック制御部（通信ネットワーク）１００－３から入力される制御信号をク
ロック発生部７６に出力する。
【０１２５】
　したがって、セレクト部９４とセレクト部１０１は、基本的にはコンテンツ取得部１１
が取得した多重化ストリームの取得元とそのメディアトランスポート方式に対応して同時
に切り替えられる。ただし、セレクト部９４とセレクト部１０１を別々に切り替えたりし
てもよい。またセレクト部１０１については、受信、再生の動作中に適応的に切り替える
ようにしてもよい。
【０１２６】
　クロック信号生成部１０２は、２N[Hz]のシステムクロックに基づき、符号化データを
復号するときに必要なベースバンドクロック信号を生成してデコード部８４に出力する。
【０１２７】
　Host I/F部１０３は、セレクト部９４を介して入力される符号化データと、カウント比
較部９８からTime Stamp Infoとして入力される参照時刻情報NTPおよび提示時刻情報PTS
、または、変換後の参照時刻情報PCRおよび提示時刻情報PTSをデコード部１０４に出力す
る。
【０１２８】
　デコード部１０４は、クロック信号生成部１０２から入力されるベースバンドクロック
信号に合わせて符号化データをデコードし、その結果得られるビデオ信号とオーディオ信
号を、提示時刻情報PTS（２N[Hz]の値に変換後の提示時刻情報PTSである場合を含む）に
基づいて同期させて後段に出力する。
【０１２９】
　＜コンテンツ再生装置９０によるコンテンツ再生処理＞
　次に、図７は、コンテンツ再生装置９０によるコンテンツ再生処理を説明するフローチ
ャートである。
【０１３０】
　ステップＳ２１において、コンテンツ取得部１１は、通信ネットワーク１または放送ネ
ットワーク２を介したMMTまたはMPEG2 TSに対応する多重化ストリームの受信を開始する
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。ステップＳ２２において、コンテンツ取得部１１は、受信が開始された多重化ストリー
ムの取得元とメディアトランスポート方式を判定する。また、コンテンツ取得部１１は、
この判定結果をクロックリカバリ部９５のセレクト制御部９９に通知する。セレクト制御
部９９では、この判定結果に基づいてセレクト部１０１の出力が制御される。
【０１３１】
　ステップＳ２２において、多重化ストリームのメディアトランスポート方式がMPEG2 TS
であると判定された場合、処理はステップＳ２３に進められる。
【０１３２】
　ステップＳ２３において、セレクト部１４は、MPEG2 TSに対応する多重化ストリームを
ＴＳ多重分離部９２に出力する。ＴＳ多重分離部９２は、多重化ストリームデータからコ
ンテンツの符号化データを分離してセレクト部９４に出力するとともに、多重化ストリー
ムデータから、PSIを分離してセレクト部９４に出力する。また、ＴＳ多重分離部９２は
、多重化ストリームデータから参照時刻情報PCRおよび提示時刻情報PTSを分離してPCR/PT
S変換部９３に出力する。PCR/PTS変換部９３は、参照時刻情報PCRおよび提示時刻情報PTS
を、MMTのシステムクロック周波数である２N[Hz]で刻まれた数値軸上の値に変換し、変換
後の参照時刻情報PCRおよび提示時刻情報PTSをセレクト部９４に出力する。セレクト部９
４は、ＴＳ多重分離部９２から入力される符号化データをHost I/F部１０３に出力すると
ともに、ＴＳ多重分離部９２から入力されるPSI、並びに、PCR/PTS変換部９３から入力さ
れる変換後の参照時刻情報PCRおよび提示時刻情報PTSをクロックリカバリ部９５に出力す
る。
【０１３３】
　反対に、ステップＳ２２において、多重化ストリームのメディアトランスポート方式が
MMTであると判定された場合、処理はステップＳ２４に進められる。
【０１３４】
　ステップＳ２４において、セレクト部１４は、MMTに対応する多重化ストリームをMMT多
重分離部９１に出力する。MMT多重分離部９１は、多重化ストリームデータからコンテン
ツの符号化データを分離してセレクト部９４に出力するとともに、多重化ストリームデー
タから、PSI相当を分離してセレクト部９４に出力する。また、MMT多重分離部９１は、多
重化ストリームデータから参照時刻情報NTPおよび提示時刻情報PTSを分離してセレクト部
９４に出力する。セレクト部９４は、MMT多重分離部９１から入力された符号化データをH
ost I/F部１０３に出力するとともに、MMT多重分離部９１から入力されたPSI相当、並び
に、参照時刻情報NTPおよび提示時刻情報PTSをクロックリカバリ部９５に出力する。
【０１３５】
　ステップＳ２５において、クロックリカバリ部９５は、セレクト部９４から入力された
、参照時刻情報NTP、提示時刻情報PTS、およびPSI相当、または、２N[Hz]単位の値に変換
後の参照時刻情報PCRおよび提示時刻情報PTS、並びにPSIに基づき、伝送路やメディアト
ランスポート方式に適した制御によって２N[Hz]のシステムクロックを補正してクロック
信号生成部１０２に出力する。クロック信号生成部１０２は、２N[Hz]のシステムクロッ
クに基づき、符号化データを復号するときに必要なベースバンドクロック信号を生成して
デコード部１０４に出力する。
【０１３６】
　ステップＳ２６において、デコード部１０４は、クロック信号生成部１０２から入力さ
れるベースバンドクロック信号に合わせて、Host I/F部１０３からの符号化データをデコ
ードし、その結果得られるビデオ信号とオーディオ信号を、カウント比較部９８からの提
示時刻情報PTS（２N[Hz]の値に変換後の提示時刻情報PTSである場合を含む）に基づいて
同期させて後段に出力する。以上でコンテンツ再生装置９０によるコンテンツ再生処理の
説明を終了する。
【０１３７】
　コンテンツ再生装置９０によれば、通信ネットワーク１または放送ネットワーク２から
受信したMMTに対応する多重化ストリームについては、参照時刻情報NTPおよび提示時刻情
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報PTSをそのまま用いてＡＶ信号を同期出力することができる。一方、MPEG2 TSに対応す
る多重化ストリームについては、２N[Hz]単位の値に変換された参照時刻情報PCRおよび提
示時刻情報PTSを用いてＡＶ信号を同期出力することができる。
【０１３８】
　また、コンテンツ再生装置９０の場合、２N[Hz]のシステムクロックを発生するクロッ
ク発生部９６のみが搭載されているのでEMI輻射の発生を抑止することができるとともに
、回路規模を小さくすることができる。
【０１３９】
　＜本開示の実施の形態であるコンテンツ再生装置の第４の構成例＞
　次に、図８は、本開示の実施の形態であるコンテンツ再生装置の第４の構成例を示して
いる。
【０１４０】
　このコンテンツ再生装置１２０は、図６のコンテンツ再生装置９０と同様に、内蔵する
クロック発生部１３３によって発生される２N[Hz]のシステムクロックを、コンテンツの
供給元（放送局など）からの参照時刻情報PCRまたはNTPに基づき補正して用いることがで
きるようになされている。
【０１４１】
　さらに、コンテンツ再生装置１２０は、記録メディア３に記録されているMPEG2 TSの多
重化ストリームを再生するに際しては、２７[ＭHz]および２N[Hz]とは異なる周波数の外
部参照信号（Ref.信号）４から分離した垂直同期（フレーム同期）周期信号や水平同期周
期信号を、２N[Hz]単位の値に変換して外部参照時刻情報を生成し、システムクロックを
調整することができるようになされている。
【０１４２】
　ここで、外部参照信号４とは、例えば、複数の映像をスイッチングする放送局等の編集
現場において撮像機器や再生機器などを同期させるための各機器に供給されるアナログの
Ref.信号（ブラックバースト信号など）を指す。
【０１４３】
　コンテンツ再生装置１２０は、大別してコンテンツ取得部１２１、MMT多重分離部１２
７、ＴＳ多重分離部１２８、PCR/PTS変換部１２９、Ref.信号変換部１３０、セレクト部
１３１、クロックリカバリ部１３２、クロック信号生成部１４０、Host I/F部１４１、お
よびデコード部１４２から構成される。
【０１４４】
　コンテンツ取得部１２１は、通信部１２２、受信部１２３、メディアドライブ１２４、
およびセレクト部１２６を有する。
【０１４５】
　通信部１２２は、インターネットに代表される通信ネットワーク１を介し、MMTまたはM
PEG2 TSに対応する多重化ストリームを取得してセレクト部１２６に出力する。受信部１
２３は、地上波放送網、衛星放送網、CATV網などの放送ネットワーク２を介し、MMTまた
はMPEG2 TSに対応する多重化ストリームを受信してセレクト部１２６に出力する。メディ
アドライブ１２４は、クロック信号生成部１４０から供給されるベースバンドクロック信
号に基づくバッファ管理を行いながら記録メディア３からMPEG2 TSに対応する多重化スト
リームを読み出してセレクト部１２６に出力する。
【０１４６】
　セレクト部１２６は、前段から入力される多重化ストリームのメディアトランスポート
方式（またはフォーマット方式）に対応してその出力先を選択する。具体的には、MMTに
対応する多重化ストリームはMMT多重分離部１２７に出力し、MPEG2 TSに対応する多重化
ストリームはＴＳ多重分離部１２８に出力する。
【０１４７】
　また、コンテンツ取得部１２１は、伝送経路情報をクロックリカバリ部１３２のセレク
ト制御部１３６に通知する。
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【０１４８】
　MMT多重分離部１２７は、MMTに対応する多重化ストリームデータからコンテンツの符号
化データ、PSI相当、参照時刻情報NTP、および提示時刻情報PTSを分離してセレクト部３
３に出力する。
【０１４９】
　ＴＳ多重分離部１２８は、MPEG2 TSに対応する多重化ストリームデータからコンテンツ
の符号化データを分離してセレクト部１３１に出力するとともに、多重化ストリームデー
タから、PSIを分離してセレクト部１３１に出力する。また、ＴＳ多重分離部１２８は、
多重化ストリームデータから参照時刻情報PCRおよび提示時刻情報PTSを分離してPCR/PTS
変換部９３に出力する。
【０１５０】
　PCR/PTS変換部１２９は、ＴＳ多重分離部１２８から入力される参照時刻情報PCRおよび
提示時刻情報PTSを、MMTのシステムクロック周波数である２N[Hz]で刻まれた数値軸上の
値に変換し、変換後の参照時刻情報PCRおよび提示時刻情報PTSをセレクト部１３１に出力
する。
【０１５１】
　Ref.信号変換部１３０は、外部から供給される外部参照信号４から垂直同期周期信号お
よび水平同期周期信号を分離して、MMTのシステムクロック周波数である２N[Hz]で刻まれ
た数値軸上の値に変換し、変換後の垂直同期周期信号および水平同期周期信号に基づいて
外部参照時刻情報を生成し、をセレクト部１３１に出力する。
【０１５２】
　セレクト部１３１は、コンテンツ取得部１２１が取得した多重化ストリームのメディア
トランスポート方式やフォーマット方式に対応して、後段に出力する一連のデータの入力
元を選択する。
【０１５３】
　具体的には、多重化ストリームがMMTである場合、MMT多重分離部１２７から入力される
符号化データをHost I/F部１４１に出力するとともに、MMT多重分離部１２７から入力さ
れるPSI相当、並びに、参照時刻情報NTPおよび提示時刻情報PTSをクロックリカバリ部１
３２に出力する。
【０１５４】
　反対に、多重化ストリームがMPEG2 TSである場合、ＴＳ多重分離部１２８から入力され
る符号化データをHost I/F部１４１に出力するとともに、ＴＳ多重分離部１２８から入力
されるPSI、並びに、PCR/PTS変換部１２９から入力される変換後の参照時刻情報PCRおよ
び提示時刻情報PTSをクロックリカバリ部１３２に出力する。
【０１５５】
　さらに、セレクト部１３１は、Ref.信号変換部１３０から外部参照時刻情報が入力され
ている場合、その外部参照時刻情報をクロックリカバリ部１３２に出力する。
【０１５６】
　クロックリカバリ部１３２は、クロック発生部１３３、NTPカウント部１３４、カウン
ト比較部１３５、セレクト制御部１３６、クロック制御部（放送MMT）１３７－１、クロ
ック制御部（放送ＴＳ）１３７－２、クロック制御部（外部Ref.）１３７－３、クロック
制御部（通信ネットワーク）１３７－４、クロック制御部（自走）１３８、およびセレク
ト部１３９を有する。
【０１５７】
　クロック発生部１３３は、MMTに対応する２N[Hz]のシステムクロックを発生してNTPカ
ウント部１３４およびクロック信号生成部１４０に出力する。NTPカウント部１３４は、
２N[Hz]のシステムクロックに従いNTPカウント値をインクリメントしてカウント比較部１
３５にフォードバックする。
【０１５８】
　カウント比較部１３５は、フィードバックされるNTPカウント値と、セレクト部１３１



(20) JP WO2017/077881 A1 2017.5.11

10

20

30

40

50

を介して入力される参照時刻情報NTPとの差分、およびPSI相当をクロック制御部（放送MM
T）１３７－１、およびクロック制御部（通信ネットワーク）１３７－４に出力する。さ
らに、カウント比較部１３５は、フィードバックされるNTPカウント値と、セレクト部１
３１を介して入力される参照時刻情報NTPとの差分をセレクト制御部１３６に出力する。
【０１５９】
　また、カウント比較部１３５は、フィードバックされるNTPカウント値と、セレクト部
１３１を介して入力される変換後の参照時刻情報PCRとの差分、およびPSIをクロック制御
部（放送ＴＳ）１３７－２、およびクロック制御部（通信ネットワーク）１３７－４に出
力する。さらに、カウント比較部１３５は、フィードバックされるNTPカウント値と、セ
レクト部１３１を介して入力される変換後の参照時刻情報PCRとの差分をセレクト制御部
１３６に出力する。
【０１６０】
　また、カウント比較部１３５は、Ref.信号変換部１３０からの外部参照時刻情報をクロ
ック制御部（外部Ref.）１３７－３に出力する。
【０１６１】
　さらに、カウント比較部１３５は、セレクト部１３１を介して入力される、参照時刻情
報NTPおよび提示時刻情報PTS、または、変換後の参照時刻情報PCRおよび提示時刻情報PTS
をTime Stamp InfoとしてHost I/F部１４１に出力する。
【０１６２】
　セレクト制御部１３６は、コンテンツ取得部１２１から通知される伝送経路情報、およ
び、カウント比較部１３５から入力されるNTPカウント値との差分に基づいて、セレクト
部１３９の出力を制御する。
【０１６３】
　クロック制御部（放送MMT）１３７－１は、カウント比較部１３５から入力される、NTP
カウント値と参照時刻情報NTPとの差分およびPSI相当に基づき、ジッタ特性などの伝送路
としての放送ネットワーク２の伝送状況に応じたクロック復元処理を行うための制御信号
を生成してセレクト部１３９に出力する。
【０１６４】
　クロック制御部（放送ＴＳ）１３７－２は、カウント比較部１３５から入力される、NT
Pカウント値と変換後の参照時刻情報PCRとの差分およびPSIに基づき、ジッタ特性などの
伝送路としての放送ネットワーク２の伝送状況に応じたクロック復元処理を行うための制
御信号を生成してセレクト部１３９に出力する。
【０１６５】
　クロック制御部（外部Ref.）１３７－３は、カウント比較部１３５からの入力に基づき
、外部参照信号に同期させるために適した制御信号を生成してセレクト部１３９に出力す
る。
【０１６６】
　クロック制御部（通信ネットワーク）１３７－４は、カウント比較部１３５からの入力
に基づき、ジッタ特性などの伝送路としての通信ネットワーク１の伝送状況に応じたクロ
ック復元処理を行うための制御信号を生成してセレクト部１３９に出力する。
【０１６７】
　クロック制御部（自走）１３８は、参照時刻情報NTPまたはPCR、あるいは、外部参照時
刻情報に依存することなく、クロック発生部１３３を自走させるための制御信号を生成し
てセレクト部１３９に出力する。
【０１６８】
　セレクト部１３９は、セレクト制御部１３６からの制御に従い、クロック発生部１３９
に出力する制御信号の入力元を選択する。具体的には、多重化ストリームの取得元が放送
ネットワーク２であってメディアトランスポート方式がMMTである場合、クロック制御部
（放送MMT）１３７－１から入力される制御信号をクロック発生部１３３に出力する。ま
た、多重化ストリームの取得元が放送ネットワーク２であってメディアトランスポート方
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式がMPEG2 TSである場合、クロック制御部（放送ＴＳ）１３７－２から入力される制御信
号をクロック発生部１３３に出力する。また、外部参照信号４に同期させる場合には、ク
ロック制御部（外部Ref.）１３７－３から入力される制御信号をクロック発生部１３３に
出力する。
【０１６９】
　さらに、多重化ストリームの取得元が通信ネットワーク１である場合、クロック制御部
（通信ネットワーク）１３７－４から入力される制御信号をクロック発生部１３３に出力
する。またさらに、クロック発生部１３３を自走させる場合には、クロック制御部（自走
）１３８から入力される制御信号をクロック発生部１３３に出力する。
【０１７０】
　したがって、セレクト部１３１とセレクト部１３９は、基本的にはコンテンツ取得部１
２１が取得した多重化ストリームのメディアトランスポート方式（フォーマット方式）に
対応して同時に切り替えられる。ただし、これらを別々に切り替えたりしてもよい。また
セレクト部１３９については、受信、再生の動作中に適応的に切り替えるようにしてもよ
い。
【０１７１】
　クロック信号生成部１４０は、２N[Hz]のシステムクロックに基づき、符号化データを
復号するときに必要なベースバンドクロック信号を生成してメディアドライブ１２４およ
びデコード部１４２に出力する。
【０１７２】
　Host I/F部１４１は、セレクト部１３１を介して入力される符号化データと、カウント
比較部１３５から入力されるTime Stamp Infoをデコード部１４２に出力する。
【０１７３】
　デコード部１４２は、クロック信号生成部１４０から入力されるベースバンドクロック
信号に合わせて符号化データをデコードし、その結果得られるビデオ信号とオーディオ信
号を、提示時刻情報PTS（２N[Hz]の値に変換後の提示時刻情報PTSである場合を含む）に
基づいて同期させて後段に出力する。
【０１７４】
　＜コンテンツ再生装置１２０によるコンテンツ再生処理＞
　コンテンツ再生装置１２０によるコンテンツ再生処理は、図７を参照して上述したコン
テンツ再生装置９０によるコンテンツ再生処理と同様である。ただし、記録メディア３か
らコンテンツを再生する場合には、システムクロックを外部参照信号４に同期させること
ができるので、共通の外部参照信号４が供給されている他の機器と同期したＡＶ信号を後
段に出力することができる。
【０１７５】
　＜まとめ＞
　以上説明した本実施の形態であるコンテンツ再生装置５０，７０，９０、および１２０
によれば、システムクロックの発生源を１系統としたことにより、回路構成の単純化と小
規模化が実現できる、これにより、製造コストと消費電量の削減が可能となる。また、EM
I輻射対策を容易に行うことができる。
【０１７６】
　なお、本開示の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本開示
の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【０１７７】
　本開示は以下のような構成も取ることができる。
（１）
　第１の周波数から成る第１のシステムクロックに基づいて生成された第１の多重化スト
リームを取得する取得部と、
　取得された前記第１の多重化ストリームから符号化データと提示時刻情報を分離する多
重分離部と、
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　前記第１の周波数とは異なる第２の周波数から成る第２のシステムクロックを発生する
システムクロック発生部と、
　前記第１の多重化ストリームから分離された前記提示時刻情報を前記第２の周波数軸上
の値に数値変換する変換部と、
　前記第１の多重化ストリームから分離された前記符号化データを復号し、復号の結果得
られた復号信号を、数値変換された前記提示時刻情報に従って提示するデコード部と
　を備えるコンテンツ再生装置。
（２）
　前記取得部は、前記第２のシステムクロックに基づいて生成された第２の多重化ストリ
ームも取得し、
　前記多重分離部は、取得された前記第２の多重化ストリームからも符号化データと提示
時刻情報を分離し、
　前記デコード部は、前記第２の多重化ストリームから分離された前記符号化データを復
号し、復号の結果得られた復号信号を、前記第２の多重化ストリームから分離された前記
提示時刻情報に従って提示する
　前記（１）に記載のコンテンツ再生装置。
（３）
　前記多重分離部は、取得された前記第１の多重化ストリームからさらに参照時刻情報を
分離し、
　前記変換部は、前記第１の多重化ストリームから分離された前記参照時刻情報も前記第
２の周波数軸上の値に数値変換し、
　数値変換された前記参照時刻情報に基づき、前記第２のシステムクロックを発生する前
記システムクロック発生部を制御するクロック制御部をさらに備える
　前記（１）または（２）に記載のコンテンツ再生装置。
（４）
　前記多重分離部は、取得された前記第２の多重化ストリームからもさらに参照時刻情報
を分離し、
　前記クロック制御部は、さらに、前記第２の多重化ストリームから分離された前記参照
時刻情報に基づき、前記第２のシステムクロックを発生する前記システムクロック発生部
を制御する
　前記（３）に記載のコンテンツ再生装置。
（５）
　前記クロック制御部は、さらに、取得された前記第１または第２の多重化ストリームの
伝送経路情報に応じて、前記第２のシステムクロックを発生する前記システムクロック発
生部を制御する
　前記（２）から（４）のいずれかに記載のコンテンツ再生装置。
（６）
　前記第１および第２の周波数とは異なる第３の周波数から成る外部参照信号から分離し
た同期信号を前記第２の周波数軸上の値に数値変換し、数値変換した前記同期信号に基づ
いて外部参照時刻情報を生成する外部参照時刻情報生成部をさらに備え、
　前記クロック制御部は、さらに、生成された前記外部参照時刻情報に基づき、前記第２
のシステムクロックを発生する前記システムクロック発生部を制御する
　前記（２）から（５）のいずれかに記載のコンテンツ再生装置。
（７）
　前記クロック制御部は、さらに、前記第２のシステムクロックを発生する前記システム
クロック発生部が自走するように制御する
　前記（２）から（６）のいずれかに記載のコンテンツ再生装置。
（８）
　前記第１の周波数は２７[ＭHz]、前記第１の多重化ストリームのメディアトランスポー
ト方式はMPEG-2 TS、前記第１の多重化ストリームから分離された前記参照時刻情報はPCR
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　前記第２の周波数は２N[Hz]、前記第２の多重化ストリームのメディアトランスポート
方式はMMT、前記第２の多重化ストリームから分離された前記参照時刻情報はNTP、前記第
２の多重化ストリームから分離された前記提示時刻情報はPTSである
　前記（２）から（７）のいずれかに記載のコンテンツ再生装置。
（９）
　前記第１の周波数は２N[Hz]、前記第１の多重化ストリームのメディアトランスポート
方式はMMT、前記第１の多重化ストリームから分離された前記参照時刻情報はNTP、前記第
１の多重化ストリームから分離された前記提示時刻情報はPTSであり、
　前記第２の周波数は２７[ＭHz]、前記第２の多重化ストリームのメディアトランスポー
ト方式はMPEG-2 TS、前記第２の多重化ストリームから分離された前記参照時刻情報はPCR
、前記第２の多重化ストリームから分離された前記提示時刻情報はPTSである
　前記（２）から（７）のいずれかに記載のコンテンツ再生装置。
（１０）
　コンテンツ再生装置のコンテンツ再生方法において、
　前記コンテンツ再生装置による、
　　第１の周波数から成る第１のシステムクロックに基づいて生成された第１の多重化ス
トリームを取得する取得ステップと、
　　取得された前記第１の多重化ストリームから符号化データと提示時刻情報を分離する
多重分離ステップと、
　　前記第１の多重化ストリームから分離された前記提示時刻情報を、システムクロック
発生部が発生した前記第１の周波数とは異なる第２の周波数軸上の値に数値変換する変換
ステップと、
　　前記第１の多重化ストリームから分離された前記符号化データを復号する復号ステッ
プと、
　　復号の結果得られた復号信号を、数値変換された前記提示時刻情報に従って提示する
提示ステップと
　を含むコンテンツ再生方法。
【符号の説明】
【０１７８】
　１　通信ネットワーク，　２　放送ネットワーク，　３　記録メディア，　５０　コン
テンツ再生装置，　５１　コンテンツ取得部，　５４　PTS変換部，　５６　クロック発
生部，　７０　コンテンツ再生装置，　７２　NTP/PCR変換部，　７５　クロックリカバ
リ部，　７６　クロック発生部，　９０　コンテンツ再生装置，　９３　PCR/PTS変換部
，　９５　クロックリカバリ部，　９６　クロック発生部，　１２０　コンテンツ再生装
置，　１２９　PCR/PTS変換部，　１３０　Ref.信号変換部，　１３２　クロックリカバ
リ部，　１３３　クロック発生部
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