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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デジタル放送信号を送信する放送信号送信装置と、前記デジタル放送信号を受信する放
送信号受信装置とを含む放送信号送受信システムであって、
　前記放送信号送信装置は、
　コンテンツを変換した複数のＭＭＴＰパケットと、前記複数のＭＭＴＰパケットから前
記コンテンツを再構成するための制御情報を含むＭＭＴＰパケットとを、前記デジタル放
送信号として生成するパケット生成手段と、
　前記コンテンツの音声コンポーネントに関する属性情報を取得する属性情報取得手段と
、を備えており、
　前記制御情報は、前記属性情報を含み、
　前記放送信号受信装置は、
　前記放送信号送信装置から受信した前記デジタル放送信号に含まれる前記複数のＭＭＴ
Ｐパケットの中から、前記制御情報を含むＭＭＴＰパケットを選択して前記制御情報を取
得する制御情報取得手段と、
　前記制御情報取得手段が取得した前記制御情報に基づいて、前記複数のＭＭＴＰパケッ
トから前記コンテンツを再構成する再構成手段と、
　前記属性情報に基づいて、前記音声コンポーネントを前記放送信号受信装置にて再生可
能かを判定する判定手段と、を備えており、
　前記コンテンツは、サイマルキャストを行う音声コンポーネントを含んでおり、
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　前記放送信号受信装置は、
　前記判定手段の判定の結果、前記サイマルキャストを行う音声コンポーネントを前記放
送信号受信装置にて再生可能である場合、再生する音声コンポーネントを選択する選択手
段をさらに備えることを特徴とする放送信号送受信システム。
【請求項２】
　デジタル放送信号を送信する放送信号送信装置と、前記デジタル放送信号を受信する放
送信号受信装置とを含む放送信号送受信システムであって、
　前記放送信号送信装置は、
　コンテンツを変換した複数のＭＭＴＰパケットと、前記複数のＭＭＴＰパケットから前
記コンテンツを再構成するための制御情報を含むＭＭＴＰパケットとを、前記デジタル放
送信号として生成するパケット生成手段と、
　前記コンテンツの音声コンポーネントに関する属性情報を取得する属性情報取得手段と
、を備えており、
　前記制御情報は、前記属性情報を含み、
　前記放送信号受信装置は、
　前記放送信号送信装置から受信した前記デジタル放送信号に含まれる前記複数のＭＭＴ
Ｐパケットの中から、前記制御情報を含むＭＭＴＰパケットを選択して前記制御情報を取
得する制御情報取得手段と、
　前記制御情報取得手段が取得した前記制御情報に基づいて、前記複数のＭＭＴＰパケッ
トから前記コンテンツを再構成する再構成手段と、
　前記属性情報に基づいて、前記音声コンポーネントを前記放送信号受信装置にて再生可
能かを判定する判定手段と、を備えており、
　前記コンテンツは、サイマルキャストを行う音声コンポーネントを含んでおり、
　前記放送信号受信装置は、
　前記判定手段の判定の結果、前記サイマルキャストを行う音声コンポーネントを前記放
送信号受信装置にて再生可能である場合、前記音声コンポーネントの何れかを選択する選
択手段をさらに備えることを特徴とする放送信号送受信システム。
【請求項３】
　前記選択手段は、前記判定手段の判定の結果、前記サイマルキャストを行う音声コンポ
ーネントを前記放送信号受信装置にて再生可能である場合、前記音声コンポーネントのう
ち、ユーザの選択に応じた音声コンポーネントを選択することを特徴とする請求項１また
は２に記載の放送信号送受信システム。
【請求項４】
　デジタル放送信号を送信する放送信号送信装置と前記デジタル放送信号を受信する放送
信号受信装置とが実行する放送信号送受信方法であって、
　前記放送信号送信装置は、
　コンテンツを変換した複数のＭＭＴＰパケットと、前記複数のＭＭＴＰパケットから前
記コンテンツを再構成するための制御情報を含むＭＭＴＰパケットとを、前記デジタル放
送信号として生成するパケット生成ステップと、
　前記コンテンツの音声コンポーネントに関する属性情報を取得する属性情報取得ステッ
プと、を実行し、
　前記制御情報は、前記属性情報を含み、
　前記放送信号受信装置は、
　前記放送信号送信装置から受信した前記デジタル放送信号に含まれる前記複数のＭＭＴ
Ｐパケットの中から、前記制御情報を含むＭＭＴＰパケットを選択して前記制御情報を取
得する制御情報取得ステップと、
　前記制御情報取得ステップにて取得した前記制御情報に基づいて、前記複数のＭＭＴＰ
パケットから前記コンテンツを再構成する再構成ステップと、
　前記属性情報に基づいて、前記音声コンポーネントを前記放送信号受信装置にて再生可
能かを判定する判定ステップと、を実行し、
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　前記コンテンツは、サイマルキャストを行う音声コンポーネントを含んでおり、
　前記放送信号受信装置は、
　前記判定ステップの判定の結果、前記サイマルキャストを行う音声コンポーネントを前
記放送信号受信装置にて再生可能である場合、再生する音声コンポーネントを選択する選
択ステップをさらに実行することを特徴とする放送信号送受信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタル放送信号を送信する放送信号送信装置、上記デジタル放送信号を受
信する放送信号受信装置、テレビジョン受像機、放送信号伝送システム、制御プログラム
、および記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、高精細度テレビジョン放送（ＨＤＴＶ）を超える飛躍的な高画質化に資する映像
技術等の研究開発が急速に進展しており、４Ｋ・８Ｋに対応した超高精細度テレビジョン
放送（ＵＨＤＴＶ）の実現が期待されている。このため、ＵＨＤＴＶの規格の策定が進め
られている。なお、４ＫのＵＨＤＴＶは、画素数が横3840×縦2160＝8,294,400であり、
従来のフルＨＤＴＶ（横1920×縦1080＝2,073,600）の４倍である。また、８ＫのＵＨＤ
ＴＶは、画素数が横7680×縦4320＝33,177,600であり、上記フルＨＤＴＶの１６倍である
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平０６－１３２９１２号公報（１９９４年０５月１３日公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記ＵＨＤＴＶの規格では、２２．２ｃｈの立体音響システムに対応している。また、
上記ＵＨＤＴＶでは、上記ＨＤＴＶなどの従来のＴＶ放送で利用されている種々の音声フ
ォーマットにも対応する必要がある。また、放送サービスと通信サービスとの連携が図ら
れており、このため、通信サービスにて利用されている種々の音声フォーマットにも対応
する必要がある。
【０００５】
　このため、ＴＶ受信機などの受信機は、複数の音声フォーマットにそれぞれ対応する複
数のファームウェアを予め記憶するメモリを備えている。そして、オーディオデコーダは
、音声データを受信すると、まず、当該音声データのヘッダを解析して当該音声データの
音声フォーマットを特定する。次に、上記オーディオデコーダは、特定した音声フォーマ
ットに対応するファームウェアを上記メモリから読み出して、上記ファームウェアで上記
オーディオデコーダの内蔵メモリを書き換える。そして、上記オーディオデコーダは、書
き換えられたファームウェアに基づいて、当該音声データをデコードする。
【０００６】
　これにより、上記受信機は、種々の音声フォーマットに対応することができる。しかし
ながら、この場合、上記音声データをデコードするまでに時間がかかることになる。その
結果、上記受信機が音声データを受信してから、該音声データから再生された音声を出力
するまでに時間がかかることになる。
【０００７】
　また、上記受信機の全てが、２２．２ｃｈの立体音響システムに対応しているとは限ら
ない。さらに、オーディオデコーダは、デバイス性能および内蔵メモリの制限により、通
信サービスにて利用されている種々の音声フォーマットの全てに対応することは困難であ
る。
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【０００８】
　このため、上記オーディオデコーダが、上記音声データのヘッダを解析して、当該音声
データから音声を再生できないと判定すると、その旨を示すコーション（警告）を上記受
信機が報知する必要がある。しかしながら、この場合も、上記オーディオデコーダが上記
音声データのヘッダを解析する必要があるので、上記受信機が音声データを受信してから
上記コーションを報知するまでに時間がかかることになる。
【０００９】
　また、上記ヘッダはデータ長が通常制限される。したがって、対応可能な音声フォーマ
ット、音声チャンネル数なども制限されることになる。これに対し、特許文献１に記載の
オーディオパケットデコーダでは、オーディオデータとオーディオ制御情報とが互いに別
のパケットに構成されている。該パケットからヘッダ情報をデコードすることにより、オ
ーディオ制御情報を持つパケットと、オーディオデータを持つパケットとを識別できる。
そして、オーディオ制御情報を持つパケットから取り出されたオーディオ制御情報を記憶
し、記憶された制御情報を用いて、オーディオデータを持つパケットから音声情報を復元
し、出力する。
【００１０】
　これにより、より多くの音声フォーマット、音声チャンネル数などに対応することがで
きる。しかしながら、特許文献１に記載のオーディオパケットデコーダでは、時間がかか
るという上記問題点は解消されない。
【００１１】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、受信機が受信した
音声データから音声を再生できるかという判定を、従来よりも迅速に行い、かつ再生可能
と判定した音声データを再生することができる放送信号送信装置、放送信号受信装置等を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の一態様に係る放送信号送受信システムは、デジタル放送信号を送信する放送信
号送信装置と、前記デジタル放送信号を受信する放送信号受信装置とを含む放送信号送受
信システムであって、前記放送信号送信装置は、コンテンツを変換した複数のＭＭＴＰパ
ケットと、前記複数のＭＭＴＰパケットから前記コンテンツを再構成するための制御情報
を含むＭＭＴＰパケットとを、前記デジタル放送信号として生成するパケット生成手段と
、前記コンテンツの音声コンポーネントに関する属性情報を取得する属性情報取得手段と
、を備えており、前記制御情報は、前記属性情報を含み、前記放送信号受信装置は、前記
放送信号送信装置から受信した前記デジタル放送信号に含まれる前記複数のＭＭＴＰパケ
ットの中から、前記制御情報を含むＭＭＴＰパケットを選択して前記制御情報を取得する
制御情報取得手段と、前記制御情報取得手段が取得した前記制御情報に基づいて、前記複
数のＭＭＴＰパケットから前記コンテンツを再構成する再構成手段と、前記属性情報に基
づいて、前記音声コンポーネントを前記放送信号受信装置にて再生可能かを判定する判定
手段と、を備えており、前記コンテンツは、サイマルキャストを行う音声コンポーネント
を含んでおり、前記放送信号受信装置は、前記判定手段の判定の結果、前記サイマルキャ
ストを行う音声コンポーネントを前記放送信号受信装置にて再生可能である場合、再生す
る音声コンポーネントを選択する選択手段をさらに備える。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の一態様によれば、受信機が受信した音声データから音声を再生できるかという
判定を、従来よりも迅速に行い、かつ再生可能と判定した音声データを再生することがで
きるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態に係る放送信号伝送システムに含まれる送信機および受信機
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の要部構成の一例を示すブロック図である。
【図２】上記放送信号伝送システムで送受信される、音声属性情報を含むＭＰＴの一例を
示す図である。
【図３】上記ＭＰＴに格納される音声属性情報の具体例を表形式で示す図である。
【図４】上記受信機で実行される音声属性情報に関する処理の一例を示すフローチャート
である。
【図５】本発明の別の実施形態に係る放送信号伝送システムの要部構成の一例を示すブロ
ック図である。
【図６】上記放送信号伝送システムに含まれる受信機で実行される音声属性情報に関する
処理の一例を示すフローチャートである。
【図７】本発明のさらに別の実施形態に係る放送信号伝送システムに含まれる受信機の要
部構成の一例を示すブロック図である。
【図８】本発明の他の実施形態に係る放送信号伝送システムに含まれる受信機の要部構成
の一例を示すブロック図である。
【図９】上記受信機における表示画面の一例を示す図である。
【図１０】上記受信機で実行される音声属性情報に関する処理の一例を示すフローチャー
トである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　〔実施形態１〕
　以下、本発明の実施の形態について、詳細に説明する。まず、本実施形態に係る放送信
号伝送システムの構成を図１に基づいて説明する。図１は、放送信号伝送システム５に含
まれる送信機（放送信号送信装置）１および受信機（放送信号受信装置）２の要部構成の
一例を示すブロック図である。
【００１６】
　放送信号伝送システム５は、送信機１から受信機２に映像信号、音声信号等（以下、「
映像信号等」と略称する。）を伝送するシステムである。放送信号伝送システム５は、多
種多様なフォーマットで音声信号を送信することが可能である。なお、次世代の４Ｋ／８
Ｋ放送では、ＭＭＴ（MPEG Media Transport）方式で信号が送信されることが検討されて
いる。そこで、本実施形態では、ＭＭＴ方式にて映像信号等を伝送する例を説明する。
【００１７】
　送信機１は、映像信号等の形態でコンテンツを送信する。より詳細には、送信機１は、
放送経路（放送伝送路）にてコンテンツを構成する各パケット（ＭＭＴＰ（MMT Protocol
）パケット）を送信する。一方の受信機２は、このコンテンツ（放送経路で配信されるコ
ンテンツ）の受信機能を備えていると共に、例えばインターネット等の通信網を介して通
信経路で配信されるコンテンツの受信機能も備えている。そして、受信機２は、これら２
つの経路を介して受信した各コンテンツを組み合わせて再生することができる。なお、同
図では、受信機２を１つのみ記載しているが、送信機１は複数の受信機２に対してコンテ
ンツをブロードキャストする。
【００１８】
　〔送信機の構成〕
　送信機１は、図示のように、オーディオエンコーダ１０、ビデオエンコーダ１１、多重
化部（パケット生成手段）１２、暗号化部１３、送信部１４、および制御部１５を備えて
いる。また、制御部１５には、エンコード制御部１６、音声属性取得部（属性取得手段）
１７、および制御情報生成部（パケット生成手段）１８が含まれている。
【００１９】
　オーディオエンコーダ１０は、送信機１が送信するコンテンツのオーディオ（音声）ス
トリームをエンコード（符号化）して多重化部１２に出力する。同様に、ビデオエンコー
ダ１１は、送信機１が送信するコンテンツのビデオ（映像）ストリームをエンコード（符
号化）して多重化部１２に出力する。
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【００２０】
　多重化部１２は、オーディオエンコーダ１０が出力したオーディオストリーム、ビデオ
エンコーダ１１が出力したビデオストリーム、および制御部１５が出力した制御情報を多
重化してＭＭＴＰパケットに変換し、暗号化部１３に出力する。
【００２１】
　暗号化部１３は、多重化部１２が出力するＭＭＴＰパケットを暗号化して送信部１４に
出力する。そして、送信部１４は、暗号化部１３が出力する暗号化されたＭＭＴＰパケッ
トを、デジタル放送信号の形態で放送経路にて受信機２に送信する。
【００２２】
　制御部１５は、送信機１の備える各部の制御等を行う。具体的には、制御部１５に含ま
れるエンコード制御部１６は、オーディオエンコーダ１０およびビデオエンコーダ１１を
制御してエンコードを行わせる。
【００２３】
　音声属性取得部１７は、送信機１が送信するコンテンツの音声に関する属性情報である
音声属性情報を取得し、取得した音声属性情報を制御情報生成部１８に出力する。ここで
、「送信機１が送信するコンテンツ」には、送信機１が送信する予定であるコンテンツ、
すなわち、放送予定のコンテンツも含まれる。
【００２４】
　音声属性情報の例としては、音声フォーマット、音声のチャンネル数、サブウーファ（
ＳＷ）のチャンネル数、サイマル放送の形態およびチャンネル、サンプリング周波数、量
子化ビット数などが挙げられる。これらのうち、音声フォーマット、音声のチャンネル数
、サブウーファ（ＳＷ）のチャンネル数、サンプリング周波数、および量子化ビット数は
、エンコード制御部１６から取得することができる。一方、サイマル放送の形態およびチ
ャンネルは、送信機１が送信（放送）するコンテンツ（番組）の詳細情報を提供する外部
のサーバ（図示せず）などから取得することができる。なお、音声属性情報の詳細は後述
する。
【００２５】
　制御情報生成部１８は、送信機１が送信するコンテンツを受信機２が再構成するための
制御情報を生成する。この制御情報は、ＭＭＴではＭＭＴ－ＳＩ（Service Information
）と呼ばれるものであり、コンテンツに関する種々の情報が含まれるが、ここでは、ＭＭ
Ｔ－ＳＩのうち、コンテンツ（パッケージ）の構成に関する情報が記述されたＭＰＴ（MM
T Package Table）の生成に絞って説明する。
【００２６】
　このように、送信機１では、音声属性取得部１７が音声属性情報を取得する処理（音声
属性取得ステップ）を実行する。一方、制御情報生成部１８は、多重化部１２における上
記オーディオストリームおよび上記ビデオストリームからＭＭＴＰパケットへの変換を参
照して、上記音声属性情報を含む制御情報（ＭＰＴ）を生成する処理を実行する。したが
って、このＭＰＴを受信した受信機２において、該ＭＰＴと共に受信したコンテンツをそ
の音声属性情報に応じた適切な処理を行って音声出力させたり、当該コンテンツの音声デ
ータに対応していない旨を示すコーションを報知させたりすることが可能になる。
【００２７】
　なお、エンコード制御部１６は、送信機１が送信するコンテンツ毎に、各コンテンツの
音声属性情報を取得し、制御情報生成部１８はこの音声属性情報を含むＭＰＴを生成する
。このように、コンテンツ毎に、異なる音声属性情報を含むＭＰＴを生成することにより
、常に最適な処理によってコンテンツを再生させることが可能になる。
【００２８】
　〔受信機の構成〕
　受信機２は、図示のように、チューナ２０、通信Ｉ／Ｆ２１、復号部２２、逆多重化部
（再構成手段）２３、オーディオデコーダ２４、ビデオデコーダ２５、表示制御部２７、
ディスプレイ２８、制御部２９、音声出力制御部３０、およびスピーカ３１を備えている
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。また、制御部２９には、復号制御部４０、逆多重化制御部（再構成手段）４１、および
制御情報取得部（制御情報取得手段、判定手段）４２が含まれている。
【００２９】
　チューナ２０は、放送経路にてデジタル放送信号として送信されるコンテンツ等を受信
して復号部２２に出力する。一方、通信Ｉ／Ｆ２１は、通信経路にて送信されるコンテン
ツ等を受信して復号部２２に出力する。
【００３０】
　復号部２２は、チューナ２０および通信Ｉ／Ｆ２１を介して受信したコンテンツが暗号
化されていた場合、これを復号して逆多重化部２３に出力する。
【００３１】
　逆多重化部２３は、復号部２２が出力するデータ（暗号は復号されているが多重化され
ている）を逆多重化する。そして、逆多重化によって得られた当該コンテンツの各構成要
素（コンポーネント）を、当該コンポーネントの種別に応じて処理する。具体的には、逆
多重化部２３では、オーディオのコンポーネントはオーディオデコーダ２４に出力し、ビ
デオのコンポーネントはビデオデコーダ２５に出力し、制御情報は制御情報取得部４２に
出力する。
【００３２】
　オーディオデコーダ２４は、逆多重化部２３が出力するオーディオコンポーネントを復
号してオーディオデータを出力する。同様に、ビデオデコーダ２５は、逆多重化部２３が
出力するビデオコンポーネントを復号してビデオデータを出力する。
【００３３】
　表示制御部２７は、ビデオデータをディスプレイ２８に表示させる制御を行う。また、
ディスプレイ２８は、表示制御部２７の制御に従ってビデオデータを表示する。一方、音
声出力制御部３０は、オーディオデータをスピーカ３１に音声出力させる制御を行う。ま
た、スピーカ３１は、音声出力制御部３０の制御に従ってオーディオデータを音声出力す
る。つまり、受信機２は、放送されるコンテンツの受信機能および再生（表示および音声
出力）機能を備えたテレビジョン受像機である。なお、ディスプレイ２８およびスピーカ
３１は、受信機２に外付けされた外部の装置であってもよい。
【００３４】
　制御部２９は、受信した制御情報に従って受信機２の備える各部を制御する。具体的に
は、復号制御部４０は、復号部２２を制御してコンテンツの復号を行わせる。また、逆多
重化制御部４１は、逆多重化部２３を制御してコンテンツの逆多重化を行わせる。
【００３５】
　この点をより詳細に説明する。逆多重化部２３は、まず、制御情報（ＭＰＴ）を含むＭ
ＭＴＰパケットを選択して、当該制御情報を取得し、取得した制御情報を制御情報取得部
４２に出力する。制御情報取得部４２は、取得した制御情報を、逆多重化制御部４１に転
送する。逆多重化制御部４１は、制御情報取得部４２からの制御情報を参照することによ
り、上記コンテンツのオーディオコンポーネントを含むＭＭＴＰパケットと、上記コンテ
ンツのビデオコンポーネントを含むＭＭＴＰパケットとを特定することができる。
【００３６】
　そして、逆多重化制御部４１は、逆多重化部２３を制御して、上記オーディオコンポー
ネントを含むＭＭＴＰパケットを選択して、該オーディオコンポーネントをオーディオデ
コーダ２４に出力させると共に、上記ビデオコンポーネントを含むＭＭＴＰパケットを選
択して、該ビデオコンポーネントをビデオデコーダ２５に出力させる。これにより、上記
ＭＭＴＰパケットは、上記制御情報、上記コンテンツのオーディオコンポーネント、およ
び上記コンテンツのビデオコンポーネントに逆多重化されることになる。
【００３７】
　本実施形態では、制御情報取得部４２は、取得した制御情報に、音声属性情報が含まれ
る場合には、上記コンテンツのオーディオコンポーネントから音声を受信機２にて再生可
能か否かを判定する。この判定は、オーディオデコーダ２４が上記オーディオコンポーネ
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ントをデコードする前に行うことができるので、従来よりも迅速に行うことができる。
【００３８】
　〔音声属性情報を含むＭＰＴの例〕
　続いて、音声属性情報を含むＭＰＴの例を図２に基づいて説明する。図２は、音声属性
情報を含むＭＰＴの一例を示す図である。図示のＭＰＴには、当該ＭＰＴのバージョンを
示す記述子Ｄ１（version）と、ＭＭＴのパッケージＩＤを示す記述子Ｄ２（MMT_package
_id_byte）とが含まれていると共に、音声属性情報を含む記述子Ｄ３（MPT_descriptors_
byte）が含まれている。
【００３９】
　そして、記述子Ｄ３内には、当該記述子（descriptor）が音声属性情報に関する記述子
であることを示す予め定めたタグdescriptor_tag、当該記述子の長さを示すdescriptor_l
ength、および音声属性情報のデータ本体であるdata()が記述されている。なお、descrip
tor_tagの値は、記述子Ｄ３に音声属性情報に関する記述が含まれていることが特定でき
ればよく、例えばデジタル放送における標準規格を定めたARIB STD-B21において、他の記
述子を示すものとして使用されていない「0xF8」の値を用いてもよい。
【００４０】
　ここで、一般にテレビ放送では、ソースが異なる映像および音声が連続して送信され、
このような異なるソースの音声は音声属性がそれぞれ異なっている可能性がある。そこで
、このようなケースに対応するため、制御情報生成部１８は、ソースが変化するときには
、ＭＰＴ内の音声属性情報を更新するとともに、ＭＰＴのバージョン情報（記述子Ｄ１の
値）も併せて更新する。そして、受信機２では、制御情報取得部４２が、ＭＰＴのバージ
ョンが更新されるたびに音声属性情報をチェックし、更新があればオーディオデコーダ２
４に新しい音声属性情報を伝達する。これにより、音声の変化に応じた適切な処理が可能
となる。
【００４１】
　図２の例では、descriptor_lengthは「Ox20」の値であり、３２ビットである。また、d
ata()には、音声属性情報として、音声のチャンネル数（ＣＨ１）、サブウーファ（ＳＷ
）のチャンネル数（ＣＨ２）、音声フォーマット（Format）、音声のサンプリング周波数
（Sampl_freq）、音声の量子化ビット数（Bit_rate）、ならびに、サイマル放送の形態（
Simul）およびチャンネル（Simul_CH）が、それぞれコード化されて順番に格納される。
図３は、図２に示すＭＰＴに格納される音声属性情報の具体例を表形式で示す図である。
【００４２】
　本実施形態の放送信号伝送システム５は、超高詳細度テレビジョン放送システムに対応
するものである。このため、図３の例では、音声フォーマット（Format）には、ＰＣＭ（
Pulse Code Modulation）、ＭＰＥＧ２（Moving Picture Experts Group phase 2）－Ａ
ＡＣ（Advanced Audio Coding）、ＭＰＥＧ４－ＡＡＣ、ＭＰＥＧ２－ＡＣ３（Audio Cod
e number 3）等があり、それぞれが４ビットコードに割り当てられている。また、２２．
２ｃｈの３次元音響に対応するため、音声のチャンネル数（ＣＨ１）は、０～２４の範囲
内であり、それぞれが５ビットコードに割り当てられ、また、ＳＷのチャンネル数（ＣＨ
２）は、０～２の範囲内であり、それぞれが２ビットコードに割り当てられている。さら
に、音声のサンプリング周波数（ｋＨｚ）は、１６、２２．０５、２４、３２、４４．１
、４８、９６、１９２等があり、それぞれが４ビットコードに割り当てられている。また
、音声の量子化ビット数（bit）は、８、１０、１６、２４、３２等があり、それぞれが
３ビットコードに割り当てられている。
【００４３】
　ところで、サイマル放送とは、１つの放送局が同じ時間帯に同じ番組を、異なるチャン
ネル（周波数帯）、異なる放送方式、または異なる放送媒体で放送することをいう。図３
の例では、サイマル放送の形態（Simul）には、地上デジタル放送、ＢＳ（Broadcasting 
Satellite）デジタル放送、ＣＳ（Communications Satellite）デジタル放送、インター
ネット等があり、それぞれが４ビットのコードに割り当てられている。また、サイマル放
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送のチャンネル（Simul_CH）には、１ｃｈ～１０００ｃｈがあり、それぞれが１２ビット
コードに割り当てられている。なお、サイマル放送としては、ワンセグ放送、ラジオ放送
などを利用してもよい。
【００４４】
　〔音声属性情報に関する受信機の処理〕
　次に、音声属性情報に関する受信機２の処理について図４に基づいて説明する。図４は
、音声属性情報に関して受信機２の制御情報取得部４２で実行される処理の一例を示すフ
ローチャートである。
【００４５】
　まず、制御情報取得部４２は、逆多重化部２３が出力する制御情報からＭＰＴを抽出し
、抽出したＭＰＴから音声属性情報を取得する（Ｓ１）。具体的には、制御情報取得部４
２は、抽出したＭＰＴから、descriptor_tagの値が、音声属性情報に予め割り当てられた
タグの値（図２の例では0xF8）と一致するdescriptor（記述子）を抽出し、抽出した記述
子を解析して、当該記述子に含まれる音声属性情報を取得する。
【００４６】
　次に、制御情報取得部４２は、取得した音声属性情報から音声フォーマットを抽出し、
抽出した音声フォーマットが、受信機２のオーディオデコーダ２４にてデコード可能なも
のであるか否かを判断し（Ｓ２）、デコード可能である場合（Ｓ２にてＹＥＳ）、上記音
声属性情報から音声のチャンネル数を抽出し、抽出した音声のチャンネル数がオーディオ
デコーダ２４にてデコード可能なものであるか否かを判断する（Ｓ３）。デコード可能で
ある場合（Ｓ３にてＹＥＳ）、制御情報取得部４２は、上記音声属性情報をオーディオデ
コーダ２４に送信して、当該音声属性情報に基づいて音声データのデコードを行うように
オーディオデコーダ２４に指示して（Ｓ４）、処理を終了する。
【００４７】
　一方、上記音声フォーマットがオーディオデコーダ２４にてデコード不能である場合（
Ｓ２にてＮＯ）、または、上記音声のチャンネル数がオーディオデコーダ２４にてデコー
ド不能である場合（Ｓ３にてＮＯ）、制御情報取得部４２は、取得した音声属性情報から
サイマル放送の形態およびチャンネルを取得し（Ｓ５）、上記サイマル放送が存在するか
否かを判断する（Ｓ６）。上記サイマル放送が存在する場合（Ｓ６にてＹＥＳ）、制御情
報取得部４２は、上記サイマル放送に切り替えて受信するようにチューナ２０を制御する
（Ｓ７）。その後、ステップＳ１に戻って上記動作を繰り返す。
【００４８】
　一方、上記サイマル放送が存在しない場合（Ｓ６にてＮＯ）、制御情報取得部４２は、
音声データが非対応である旨のコーションをディスプレイ２８に表示するように、表示制
御部２７に指示して（Ｓ８）、処理を終了する。
【００４９】
　なお、図４に示すフローチャートでは、音声属性情報における音声フォーマットおよび
音声のチャンネル数について、それぞれデコード可能か否かを判断しているが、ＳＷのチ
ャンネル数、サンプリング周波数、量子化ビット数など、音声の再生に必要なその他の情
報についても、それぞれデコード可能か否かを判断してもよい。この場合、図４に示すス
テップＳ２およびＳ３を、下記の処理に変更すればよい。
【００５０】
　すなわち、制御情報取得部４２は、取得した音声属性情報から、音声の再生に必要な各
種情報を抽出し、抽出した情報の全てが、受信機２のオーディオデコーダ２４にてデコー
ド可能なものであるか否かを判断する（Ｓ２’）。デコード可能なものである場合（Ｓ２
’にてＹＥＳ）、ステップＳ４に進む。一方、デコード不能なものである場合（Ｓ２’に
てＮＯ）、ステップＳ５に進む。
【００５１】
　〔変形例〕
　なお、図３に示す音声属性情報に、サイマル放送における音声フォーマット、音声のチ
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ャンネル数、およびサブウーファ（ＳＷ）のチャンネル数が含まれていてもよい。この場
合、図４のステップＳ７にてサイマル放送に切り替えた後、ステップＳ１～Ｓ３を省略し
て、ステップＳ４を実行する、すなわち、上記サイマル放送の音声属性情報に基づいて音
声データのデコードを行うようにオーディオデコーダ２４に指示すればよい。
【００５２】
　〔実施形態２〕
　本発明の別の実施形態について、図５および図６に基づいて説明すれば、以下のとおり
である。なお、説明の便宜上、前記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材に
ついては、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
【００５３】
　ところで、受信機２では対応できない音声データであっても、受信機２に接続された外
部の音声出力装置にて当該音声データに対応できる場合がある。そこで、本実施形態では
、受信機２は、制御情報に含まれる音声属性情報に基づき上記の場合に該当すると判定す
ると、当該音声データに対しデコードは行わず、当該音声データをそのままの形式で音声
出力装置（音声再生装置）６に転送している。これにより、上記音声データが自装置にて
再生不能であっても、外部の音声出力装置６にて迅速に再生して出力することができる。
【００５４】
　図５は、本実施形態に係る放送信号伝送システム５の要部構成の一例を示すブロック図
である。本実施形態に係る放送信号伝送システム５は、図１に示す放送信号伝送システム
５に比べて、受信機２と通信可能に接続された音声出力装置６が追加されている点が異な
る。また、図５に示す受信機２は、図１に示す受信機２に比べて、切替部（転送手段）３
２および音声出力用通信Ｉ／Ｆ（外部属性取得手段、転送手段）３３が追加されている点
と、制御部２９において制御情報取得部４２に代えて、制御情報取得部（制御情報取得手
段、判定手段、外部属性取得手段、転送手段）４２ａが設けられている点とが異なり、そ
の他の構成は同様である。
【００５５】
　音声出力装置６は、外部から受信した音声データに基づき音声を出力するものである。
音声出力装置６は、受信機２におけるオーディオデコーダ２４、音声出力制御部３０、ス
ピーカ３１、および音声出力用通信Ｉ／Ｆ３３と同様の機能ブロックを備えている。
【００５６】
　切替部３２は、逆多重化部２３とオーディオデコーダ２４との間に設けられ、逆多重化
部２３からのオーディオコンポーネントの出力先を、オーディオデコーダ２４および音声
出力用通信Ｉ／Ｆ３３の何れかに、制御部２９からの指示に基づき切り替えるものである
。
【００５７】
　音声出力用通信Ｉ／Ｆ３３は、音声出力装置６とデータ通信を行うためのものである。
本実施形態では、音声出力装置６および音声出力用通信Ｉ／Ｆ３３は、例えば、ＳＰＤＩ
Ｆ（Sony Philips Digital InterFace）、ＡＲＣ（Audio Return Channel）などのように
、デジタルオーディオ信号を、そのままの形式で出力するビットストリーム出力に対応可
能なものである。なお、音声出力装置６および音声出力用通信Ｉ／Ｆ３３間の通信は、有
線通信であってもよいし、無線通信であってもよい。
【００５８】
　制御情報取得部４２ａは、図１に示す制御情報取得部４２に比べて、以下の機能が追加
されており、その他の機能は同様である。すなわち、制御情報取得部４２ａは、音声出力
装置６が対応可能な音声属性情報（音声のチャンネル数、ＳＷのチャンネル数、音声フォ
ーマットなど）を、音声出力用通信Ｉ／Ｆ３３を介して取得する機能を有する。
【００５９】
　また、制御情報取得部４２ａは、逆多重化部２３からの制御情報から抽出した音声属性
情報と、音声出力用通信Ｉ／Ｆ３３からの音声属性情報とに基づき、切替部３２に切替指
示を行う機能を有する。具体的には、制御情報取得部４２ａは、逆多重化部２３からの音
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声データが、自機のオーディオデコーダ２４では対応できないものではあるが、音声出力
装置６で対応可能なものである場合、上記音声データを、音声出力用通信Ｉ／Ｆ３３に出
力するように、切替部３２に切替指示を行う。これにより、上記音声データは、音声出力
用通信Ｉ／Ｆ３３を介して音声出力装置６にそのままの形式で出力する。なお、制御情報
取得部４２ａは、上記の場合以外の場合、上記音声データを、オーディオデコーダ２４に
出力するように、切替部３２に切替指示を行う。
【００６０】
　次に、本実施形態において、音声属性情報に関する受信機２の処理について図６に基づ
いて説明する。図６は、音声属性情報に関して受信機２の制御情報取得部４２ａで実行さ
れる処理の一例を示すフローチャートである。図６に示す処理は、図４に示す処理に比べ
て、ステップＳ１１・Ｓ１２の処理が追加されており、その他の処理は同様である。
【００６１】
　ステップＳ１１では、上記音声フォーマットがオーディオデコーダ２４にてデコード不
能である場合（Ｓ２にてＮＯ）、または、上記音声のチャンネル数がオーディオデコーダ
２４にてデコード不能である場合（Ｓ３にてＮＯ）、制御情報取得部４２ａは、音声出力
装置６から音声出力用通信Ｉ／Ｆ３３を介しての音声属性情報を参照して、上記音声フォ
ーマットおよび上記音声のチャンネル数は音声出力装置６にて対応可能かを判断する。上
記音声フォーマットおよび上記音声のチャンネル数は音声出力装置６にて対応不能である
場合（Ｓ１１にてＮＯ）、ステップＳ５に進む。
【００６２】
　一方、上記音声フォーマットおよび上記音声のチャンネル数は音声出力装置６にて対応
可能である場合（Ｓ１１にてＹＥＳ）、制御情報取得部４２ａは、切替部３２に切替指示
を行って、逆多重化部２３からの音声データをそのままの形式で、音声出力用通信Ｉ／Ｆ
３３を介して外部の音声出力装置６に転送して（Ｓ１２）、処理を終了する。
【００６３】
　なお、図６に示すフローチャートにおいても、ステップＳ２およびＳ３の処理を、上述
のようにステップＳ２’の処理に変更してもよい。この場合、デコード不能なものである
場合（Ｓ２’にてＮＯ）、ステップＳ５の代わりにステップＳ１１に進めばよい。
【００６４】
　〔実施形態３〕
　本発明のさらに別の実施形態について、図７に基づいて説明すれば、以下のとおりであ
る。なお、説明の便宜上、前記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材につい
ては、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
【００６５】
　実施形態２においては、受信機２のスピーカ３１、または、受信機２に接続された音声
出力装置６の何れかから音声を出力する構成としているが、スピーカ３１及び音声出力装
置６の両方から音声を出力するように構成してもよい。
【００６６】
　図７は、本実施形態に係る放送信号伝送システム５の受信機２の要部構成の一例を示す
ブロック図である。本実施形態に係る放送信号伝送システム５は、図５に示す放送信号伝
送システム５に比べて、２つの逆多重化部２３ａおよび２３ｂを備えている点と、切替部
３２に代えてセレクタ３５が設けられている点とが異なり、その他の構成は同様である。
【００６７】
　図示の受信機２は、２つのチューナ（不図示）および２つの復号部（不図示）を備えて
いる。受信機２は、一方のチューナによりデジタル放送信号として送信されるコンテンツ
を受信し、当該コンテンツを一方の復号部により復号し、逆多重化部２３ａに出力する。
また、受信機２は、他方のチューナにより、一方のチューナにより受信されたコンテンツ
のサイマル放送のコンテンツを受信し、当該コンテンツを他方の復号部により復号し、逆
多重化部２３ｂに出力する。逆多重化部２３ａ及び２３ｂの各々の機能については、図５
に示す受信機２の逆多重化部２３と同様である。
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【００６８】
　セレクタ３５は、オーディオデコーダ２４および音声出力用通信Ｉ／Ｆ３３に出力する
オーディオコンポーネントを、逆多重化部２３ａから出力されるオーディオコンポーネン
ト、または、逆多重化部２３ｂから出力されるオーディオコンポーネントの何れかに、制
御部２９からの指示に基づき切り替えるものである。すなわち、本実施形態においては、
オーディオデコーダ２４および音声出力用通信Ｉ／Ｆ３３の両方に対して、オーディオコ
ンポーネントが出力されるように構成されている。
【００６９】
　制御情報取得部４２ａは、逆多重化部２３ａおよび２３ｂからの制御情報から抽出した
音声属性情報と、音声出力用通信Ｉ／Ｆ３３からの音声属性情報とに基づき、セレクタ３
５に切替指示を行う機能を有する。
【００７０】
　制御情報取得部４２ａからセレクタ３５に対して行う具体的な切替指示は以下の通りで
ある。
【００７１】
　（ケース１）
　逆多重化部２３ａからの音声データが、オーディオデコーダ２４および音声出力装置６
で対応可能である場合、オーディオデコーダ２４および音声出力用通信Ｉ／Ｆ３３に、上
記音声データを出力するようにセレクタ３５に切替指示を行う。
【００７２】
　（ケース２）
　逆多重化部２３ａからの音声データが、オーディオデコーダ２４では対応できないもの
であり、かつ、音声出力装置６では対応可能である場合、オーディオデコーダ２４に対し
て逆多重化部２３ｂからの音声データを出力し、かつ、音声出力用通信Ｉ／Ｆ３３に対し
て逆多重化部２３ａからの音声データを出力するように、セレクタ３５に切替指示を行う
。
【００７３】
　（ケース３）
　逆多重化部２３ａからの音声データが、オーディオデコーダ２４では対応可能であり、
かつ、音声出力装置６では対応できないものである場合、オーディオデコーダ２４に対し
て逆多重化部２３ａからの音声データを出力し、かつ、音声出力用通信Ｉ／Ｆ３３に対し
て逆多重化部２３ｂからの音声データを出力するように、セレクタ３５に切替指示を行う
。
【００７４】
　これにより、受信機２は、スピーカ３１及び音声出力装置６の両方から音声を出力する
ことができる。
【００７５】
　なお、本実施形態において、制御情報には、コンテンツのサイマル放送の音声属性情報
が含まれているため、逆多重化部２３ａまたは逆多重化部２３ｂの何れかからの制御情報
を用いて音声属性情報を抽出する構成としてもよい。
【００７６】
　〔実施形態４〕
　本発明の他の実施形態について、図８～図１０に基づいて説明すれば、以下のとおりで
ある。なお、説明の便宜上、前記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材につ
いては、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
【００７７】
　ところで、コンテンツは、音声のチャンネル数および音声フォーマットが異なる複数の
音声コンポーネントを含む場合がある。このような音声コンポーネントの例としては、音
声のチャンネル数が２２．１ｃｈであり、音声フォーマットがＭＰＥＧ２－ＡＣ３である
音声コンポーネント、音声のチャンネル数が５．１ｃｈであり、音声フォーマットがＬＰ
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ＣＭ（Linear PCM）である音声コンポーネント、などが挙げられる。
【００７８】
　一方、受信機２には、複数セットの音声フォーマットおよび上記チャンネル数に対応可
能なものがある。そこで、本実施形態では、上記コンテンツに含まれる複数の音声コンポ
ーネントのうち、オーディオデコーダ２４にて対応可能なものの情報をディスプレイ２８
にて表示し、ユーザが選択した音声コンポーネントに対しオーディオデコーダ２４がデコ
ードを行っている。これにより、ユーザの所望する音声コンポーネントから音声を再生す
ることができ、その結果、ユーザの利便性が向上する。
【００７９】
　図８は、本実施形態に係る放送信号伝送システム５の受信機２の要部構成の一例を示す
ブロック図である。本実施形態の受信機２は、図１に示す受信機２に比べて、ビデオデコ
ーダ２５と表示制御部２７との間に重畳部２６が追加されている点と、制御部２９におい
て制御情報取得部４２に代えて、制御情報取得部（制御情報取得手段、判定手段、選択手
段）４２ｂが設けられている点とが異なり、その他の構成は同様である。
【００８０】
　重畳部２６は、ビデオデコーダ２５からのビデオデータに対し、他の画像データを重畳
するものである。重畳されたビデオデータは、表示制御部２７に出力される。
【００８１】
　制御情報取得部４２ｂは、図１に示す制御情報取得部４２に比べて、以下の機能が追加
されており、その他の機能は同様である。すなわち、制御情報取得部４２ｂは、逆多重化
部２３からの制御情報から抽出した音声属性情報から、或るコンテンツに含まれる複数の
音声コンポーネントについて、オーディオデコーダ２４にてデコード可能か否かを判断す
る機能を有する。また、制御情報取得部４２ｂは、デコード可能と判断された音声コンポ
ーネントに関する音声のチャンネル数および音声フォーマットを表示するためのデコード
選択用画像データを作成し、重畳部２６に出力する機能を有する。
【００８２】
　図９は、上記デコード選択用画像データがディスプレイ２８に表示された画面の一例を
示す図である。図示の表示画面では、下部に、デコード可能な音声コンポーネントに関す
る音声のチャンネル数および音声フォーマットのセットが表示され、残りの領域に、例え
ば映像コンポーネントの映像など、その他の各種情報が表示されている。ユーザが、下部
に表示されているセットの何れかを選択すると、制御情報取得部４２ｂは、選択されたセ
ットの音声コンポーネントをデコードするようにオーディオデコーダ２４に指示すると共
に、映像コンポーネントの映像のみを表示する通常の表示画面に戻る。
【００８３】
　次に、本実施形態において、音声属性情報に関する受信機２の処理について図１０に基
づいて説明する。図１０は、音声属性情報に関して受信機２の制御情報取得部４２ｂで実
行される処理の一例を示すフローチャートである。図１０に示す処理は、図４に示す処理
に比べて、ステップＳ２１～Ｓ２３の処理が追加されており、その他の処理は同様である
。
【００８４】
　ステップＳ２１では、上記音声フォーマットがオーディオデコーダ２４にてデコード可
能であり（Ｓ２にてＹＥＳ）、かつ、上記音声のチャンネル数がオーディオデコーダ２４
にてデコード可能である場合（Ｓ３にてＹＥＳ）、制御情報取得部４２ｂは、デコード可
能な音声コンポーネントが複数であるか否かを判断する。デコード可能な音声コンポーネ
ントが１つである場合（Ｓ２１にてＮＯ）、ステップＳ４に進む。
【００８５】
　一方、デコード可能な音声コンポーネントが複数である場合（Ｓ２１にてＹＥＳ）、制
御情報取得部４２ｂは、上記デコード選択用画像データを重畳部２６に出力することによ
り、上記音声コンポーネントの音声のチャンネル数と音声フォーマットとを、上記音声コ
ンポーネントごとに表示する（Ｓ２２）。そして、制御情報取得部４２ｂは、複数の音声
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コンポーネントのうち、ユーザが選択した音声コンポーネントを、上記音声属性情報に基
づいてデコードするように、オーディオデコーダ２４に指示して（Ｓ２３）、処理を終了
する。
【００８６】
　なお、図１０に示すフローチャートにおいても、ステップＳ２およびＳ３の処理を、上
述のようにステップＳ２’の処理に変更してもよい。この場合、デコード可能なものであ
る場合（Ｓ２’にてＹＥＳ）、ステップＳ４の代わりにステップＳ２１に進めばよい。
【００８７】
　〔変形例〕
　なお、本実施形態では、デコード可能な音声コンポーネントが複数存在する場合に関す
るものである。一方、オーディオデコーダ２４の中には、２２．２ｃｈの音声コンポーネ
ントを、例えば５．１ｃｈ、２ｃｈなどの音声データにダウンコンバート可能なものが存
在する。
【００８８】
　そこで、本実施形態を、オーディオデコーダ２４がダウンコンバート可能な音声コンポ
ーネントが存在する場合に適用することもできる。この場合、制御情報取得部４２ｂは、
図９に示す表示画面において、ユーザが選択可能な音声のチャンネル数（例えば、２２．
２ｃｈ、５．１ｃｈ、２ｃｈなど）を下部に表示するような画像データを重畳部２６に出
力し、ユーザが選択した音声のチャンネル数の音声データを出力するように、オーディオ
デコーダ２４に指示すればよい。
【００８９】
　また、上記実施形態の送信機１は、コンテンツを再生するための制御情報を生成する制
御情報生成装置としての機能と、デジタル放送信号を送信する送信装置としての機能とを
共に備えていた。しかしながら、互いに独立した制御情報生成装置と送信装置との組み合
わせによっても、上記送信機１と同様の機能を実現することができる。
【００９０】
　〔ソフトウェアによる実現例〕
　送信機１および受信機２の制御ブロック（特に制御部１５および制御部２９）は、集積
回路（ＩＣチップ）等に形成された論理回路（ハードウェア）によって実現してもよいし
、ＣＰＵ（Central Processing Unit）を用いてソフトウェアによって実現してもよい。
【００９１】
　後者の場合、送信機１および受信機２は、各機能を実現するソフトウェアであるプログ
ラムの命令を実行するＣＰＵ、上記プログラムおよび各種データがコンピュータ（または
ＣＰＵ）で読み取り可能に記録されたＲＯＭ（Read Only Memory）または記憶装置（これ
らを「記録媒体」と称する）、上記プログラムを展開するＲＡＭ（Random Access Memory
）などを備えている。そして、コンピュータ（またはＣＰＵ）が上記プログラムを上記記
録媒体から読み取って実行することにより、本発明の目的が達成される。上記記録媒体と
しては、「一時的でない有形の媒体」、例えば、テープ、ディスク、カード、半導体メモ
リ、プログラマブルな論理回路などを用いることができる。また、上記プログラムは、該
プログラムを伝送可能な任意の伝送媒体（通信ネットワークや放送波等）を介して上記コ
ンピュータに供給されてもよい。なお、本発明は、上記プログラムが電子的な伝送によっ
て具現化された、搬送波に埋め込まれたデータ信号の形態でも実現され得る。
【００９２】
　〔まとめ〕
　本発明の態様１に係る放送信号送信装置（送信機１）は、デジタル放送信号を送信する
放送信号送信装置であって、コンテンツを変換したＭＭＴプロトコルの複数のパケットと
、該複数のパケットから上記コンテンツを再構成するための制御情報（ＭＰＴ）を含むＭ
ＭＴプロトコルのパケットとを、上記デジタル放送信号として生成するパケット生成手段
（多重化部１２、制御情報生成部１８）と、上記コンテンツの音声コンポーネントに関す
る属性情報を取得する属性取得手段（音声属性取得部１７）と、を備えており、上記制御
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情報は、上記属性情報を含んでいる。
【００９３】
　上記の構成によれば、コンテンツを再構成するための制御情報には、当該コンテンツの
音声コンポーネントに関する属性情報（音声属性情報）が含まれている。これにより、上
記コンテンツを変換したＭＭＴプロトコルの複数のパケットと、上記制御情報を含むＭＭ
Ｔプロトコルのパケットとを、デジタル放送信号として受信する受信装置は、上記制御情
報に基づき上記コンテンツを再構成する時には、当該コンテンツの音声属性情報が既に取
得されている。従って、再構成されたコンテンツを再生する前に、該コンテンツの音声コ
ンポーネントが自装置にて再生可能かを判定することができ、その結果、当該判定を従来
よりも迅速に行うことができる。
【００９４】
　本発明の態様２に係る放送信号受信装置（受信機２）は、ＭＭＴプロトコルの複数のパ
ケットをデジタル放送信号として受信する放送信号受信装置であって、上記複数のパケッ
トの中から、制御情報（ＭＰＴ）を含むパケットを選択して当該制御情報を取得する制御
情報取得手段（制御情報取得部４２）と、該制御情報取得手段が取得した制御情報に基づ
いて、上記複数のパケットからコンテンツを再構成する再構成手段（逆多重化部２３）と
、を備えており、上記制御情報は、上記コンテンツの音声コンポーネントに関する属性情
報を含んでおり、上記制御情報から抽出した上記属性情報に基づいて、上記音声コンポー
ネントから音声を自装置にて再生可能かを判定する判定手段（制御情報取得部４２）をさ
らに備えている。
【００９５】
　上記の構成によれば、デジタル放送信号として受信したＭＭＴプロトコルの複数のパケ
ットの中から、制御情報を含むパケットを選択して当該制御情報を取得し、取得した制御
情報に基づいて、上記複数のパケットからコンテンツを再構成する。この時には、制御情
報に含まれる、上記コンテンツの音声コンポーネントに関する属性情報（音声属性情報）
は既に取得されている。従って、再構成されたコンテンツを再生する前に、該コンテンツ
の音声コンポーネントから音声を自装置にて再生可能かを判定することができ、その結果
、当該判定を従来よりも迅速に行うことができる。
【００９６】
　本発明の態様３に係る放送信号受信装置は、上記態様２において、自機に通信可能に接
続された外部の音声再生装置から、該音声再生装置にて音声を再生可能な音声コンポーネ
ントの属性情報を取得する外部属性取得手段をさらに備えており、上記判定手段は、上記
外部属性取得手段が取得した上記属性情報に基づいて、上記コンテンツの音声コンポーネ
ントから音声を上記音声再生装置にて再生可能かをさらに判定しており、該判定の結果、
上記音声再生装置にて再生可能である場合、上記再構成手段が再構成した上記音声コンポ
ーネントを上記外部の音声再生装置に転送する転送手段をさらに備えていてもよい。
【００９７】
　上記の構成によれば、再構成されたコンテンツを再生する前に、該コンテンツの音声コ
ンポーネントから音声を外部の音声再生装置にて再生可能であると判定し、再構成された
コンテンツの音声コンポーネントを上記音声再生装置に転送することができる。その結果
、上記音声コンポーネントが自装置にて再生不能であっても、外部の音声再生装置にて迅
速に再生して出力することができる。
【００９８】
　本発明の態様４に係る放送信号受信装置は、上記態様２または３において、上記コンテ
ンツは、内容が同じであり上記属性情報が異なる複数の音声コンポーネントを含んでおり
、上記判定手段の判定の結果、上記複数の音声コンポーネントから音声を自装置にて再生
可能である場合、上記音声コンポーネントの何れかをユーザに選択させる選択手段（制御
情報取得部４２ｂ）をさらに備えてもよい。上記の構成によれば、ユーザの所望する音声
コンポーネントから音声を再生することができ、その結果、ユーザの利便性が向上する。
【００９９】
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　本発明の態様５に係るテレビジョン受像機は、上記態様２から４に記載の受信装置を含
んでいる。よって、上記態様２～４の放送信号受信装置と同様の作用効果を奏する。
【０１００】
　本発明の態様６に係る放送信号伝送システム（５）は、上記態様１に記載の放送信号送
信装置と、上記態様２から４に記載の放送信号受信装置とを含んでいる。よって、上記態
様１に記載の放送信号送信装置と、上記態様２から４に記載の放送信号受信装置と同様の
作用効果を奏する。
【０１０１】
　なお、上記属性情報は、上記音声コンポーネントから音声を再生するのに必要な情報を
含むことが好ましい。当該情報の例としては、上記音声の音声フォーマット、チャンネル
数、サンプリング周波数、量子化ビット数、などが挙げられる。
【０１０２】
　また、上記属性情報は、上記コンテンツのサイマル放送を特定するための情報を含んで
もよい。この場合、上記受信装置は、再構成されたコンテンツを再生する前に、該コンテ
ンツの音声が自装置にて再生不能であると判定し、上記属性情報を参照して、受信する放
送信号を上記コンテンツのサイマル放送の信号に切り替えることができる。その結果、上
記サイマル放送への切替えを迅速に行うことができる。
【０１０３】
　本発明の各態様に係る放送信号送信装置および放送信号受信装置は、それぞれ、コンピ
ュータによって実現してもよく、この場合には、コンピュータを上記放送信号送信装置お
よび放送信号受信装置が備える各手段として動作させることにより上記放送信号送信装置
および放送信号受信装置をコンピュータにて実現させる制御プログラム、およびそれを記
録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も、本発明の範疇に入る。
【０１０４】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれ
ぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成すること
ができる。
【０１０５】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれ
ぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成すること
ができる。
【産業上の利用可能性】
【０１０６】
　本発明は、コンテンツを再構成するための制御情報には、当該コンテンツの音声コンポ
ーネントに関する属性情報が含むことにより、再構成されたコンテンツを再生する前に、
該コンテンツの音声コンポーネントが自装置にて再生可能かを判定できるので、上記制御
情報を伝送する任意の放送信号伝送システムに適用することができる。
【符号の説明】
【０１０７】
　１　送信機（放送信号送信装置）
　２　受信機（放送信号受信装置）
　５　放送信号伝送システム
　６　音声出力装置（音声再生装置）
１０　オーディオエンコーダ
１１　ビデオエンコーダ
１２　多重化部（パケット生成手段）
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１３　暗号化部
１４　送信部
１５　制御部
１６　エンコード制御部
１７　音声属性取得部（属性取得手段）
１８　制御情報生成部（パケット生成手段）
２０　チューナ
２２　復号部
２３　逆多重化部（再構成手段）
２４　オーディオデコーダ
２５　ビデオデコーダ
２６　重畳部
２７　表示制御部
２８　ディスプレイ
２９　制御部
３０　音声出力制御部
３１　スピーカ
３２　切替部（転送手段）
３３　音声出力用通信Ｉ／Ｆ（外部属性取得手段、転送手段）
４０　復号制御部
４１　逆多重化制御部（再構成手段）
４２　制御情報取得部（制御情報取得手段、判定手段）
４２ａ　制御情報取得部（制御情報取得手段、判定手段、外部属性取得手段、転送手段）
４２ｂ　制御情報取得部（制御情報取得手段、判定手段、選択手段）
【要約】
【課題】音声コンポーネントの再生可否を迅速に判定し、再生可能な音声コンポーネント
を再生する。
【解決手段】放送信号伝送システム（５）は、送信器（１）と受信機（２）を含み、送信
機（１）は、コンテンツを変換した複数のパケットとＭＰＴを含むパケットとをデジタル
放送信号として生成する制御情報生成部（１８）と、上記コンテンツの音声コンポーネン
トに関する属性情報を取得する音声属性取得部（１７）とを備え、上記ＭＰＴは上記属性
情報を含み、上記コンテンツは、サイマルキャストを行う音声コンポーネントを含み、受
信機（２）は、上記デジタル放送信号からＭＰＴを含むパケットを取得する制御情報取得
部（４２）と、上記ＭＰＴに基づいてコンテンツを再構成する逆多重化部（２３）と、を
備え、制御情報取得部（４２）は、上記属性情報に基づいて再生可能と判定した音声コン
ポーネントを選択する。
【選択図】図１
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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