
JP 5959206 B2 2016.8.2

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送コンテンツを受信する受信部と、
　前記放送コンテンツとともに送られる番組情報であって、前記放送コンテンツに連動し
て実行される第１のアプリケーションプログラムのライフサイクルを定義する第１の定義
情報の取得先を示す取得先情報を含む前記番組情報を保持する番組情報保持部と、
　保持した前記番組情報に含まれる前記取得先情報に基づいて、ネットワークを介して配
信される前記第１の定義情報を取得する定義情報取得部と、
　取得した前記第１の定義情報に応じて、前記ネットワークを介して配信される前記第１
のアプリケーションプログラムを取得するアプリケーション取得部と、
　取得した前記第１の定義情報が前記第１のアプリケーションプログラムの起動を示す場
合、取得した前記第１のアプリケーションプログラムを起動する制御部と
　を備え、
　前記定義情報取得部は、所定のイベントが発生した場合、前記ネットワークを介して配
信される、実行中の前記第１のアプリケーションプログラムの次に実行される第２のアプ
リケーションプログラムのライフサイクルを定義する第２の定義情報を取得し、
　前記アプリケーション取得部は、取得した前記第２の定義情報に応じて、前記ネットワ
ークを介して配信される前記第２のアプリケーションプログラムを取得し、
　前記制御部は、取得した前記第２のアプリケーションプログラムを起動するとともに、
実行中の第１のアプリケーションプログラムを終了する
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　受信装置。
【請求項２】
　前記イベントは、前記放送コンテンツとともに送られる、前記放送コンテンツの進行に
応じて前記第１のアプリケーションプログラムから前記第２のアプリケーションプログラ
ムへの切り替えを指示するためのイベントメッセージであり、
　前記定義情報取得部は、前記イベントメッセージが通知された場合、前記第２の定義情
報を取得する
　請求項１に記載の受信装置。
【請求項３】
　前記イベントとして、前記放送コンテンツの進行に応じて前記第１のアプリケーション
プログラムから前記第２のアプリケーションプログラムに切り替えるタイミングで発生す
るタイマイベントをあらかじめ設定するタイマイベント管理部をさらに備え、
　前記定義情報取得部は、あらかじめ設定された前記タイマイベントが発生した場合、前
記第２の定義情報を取得する
　請求項１に記載の受信装置。
【請求項４】
　前記番組情報は、EIT(Event Information Table)であり、
　前記定義情報は、XML(Extensible Markup Language)形式のAIT(Application Informati
on Table)であり、
　前記取得先情報は、URL(Uniform Resource Locator)である
　請求項１に記載の受信装置。
【請求項５】
　前記定義情報取得部は、ユーザにより前記第１のアプリケーションプログラムの動作開
始が指示された場合、前記第１の定義情報を取得する
　請求項１に記載の受信装置。
【請求項６】
　前記放送コンテンツとともに送られる、データ放送用のアプリケーションプログラムの
動作を制御するデータ放送制御部をさらに備える
　請求項１に記載の受信装置。
【請求項７】
　受信装置の受信方法において、
　前記受信装置が、
　放送コンテンツを受信し、
　前記放送コンテンツとともに送られる番組情報であって、前記放送コンテンツに連動し
て実行される第１のアプリケーションプログラムのライフサイクルを定義する第１の定義
情報の取得先を示す取得先情報を含む前記番組情報を保持し、
　保持した前記番組情報に含まれる前記取得先情報に基づいて、ネットワークを介して配
信される前記第１の定義情報を取得し、
　取得した前記第１の定義情報に応じて、前記ネットワークを介して配信される前記第１
のアプリケーションプログラムを取得し、
　取得した前記第１の定義情報が前記第１のアプリケーションプログラムの起動を示す場
合、取得した前記第１のアプリケーションプログラムを起動し、
　所定のイベントが発生した場合、前記ネットワークを介して配信される、実行中の前記
第１のアプリケーションプログラムの次に実行される第２のアプリケーションプログラム
のライフサイクルを定義する第２の定義情報を取得し、
　取得した前記第２の定義情報に応じて、前記ネットワークを介して配信される前記第２
のアプリケーションプログラムを取得し、
　取得した前記第２のアプリケーションプログラムを起動するとともに、実行中の第１の
アプリケーションプログラムを終了する
　ステップを含む受信方法。
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【請求項８】
　コンピュータを、
　放送コンテンツを受信する受信部と、
　前記放送コンテンツとともに送られる番組情報であって、前記放送コンテンツに連動し
て実行される第１のアプリケーションプログラムのライフサイクルを定義する第１の定義
情報の取得先を示す取得先情報を含む前記番組情報を保持する番組情報保持部と、
　保持した前記番組情報に含まれる前記取得先情報に基づいて、ネットワークを介して配
信される前記第１の定義情報を取得する定義情報取得部と、
　取得した前記第１の定義情報に応じて、前記ネットワークを介して配信される前記第１
のアプリケーションプログラムを取得するアプリケーション取得部と、
　取得した前記第１の定義情報が前記第１のアプリケーションプログラムの起動を示す場
合、取得した前記第１のアプリケーションプログラムを起動する制御部と
　を備え、
　前記定義情報取得部は、所定のイベントが発生した場合、前記ネットワークを介して配
信される、実行中の前記第１のアプリケーションプログラムの次に実行される第２のアプ
リケーションプログラムのライフサイクルを定義する第２の定義情報を取得し、
　前記アプリケーション取得部は、取得した前記第２の定義情報に応じて、前記ネットワ
ークを介して配信される前記第２のアプリケーションプログラムを取得し、
　前記制御部は、取得した前記第２のアプリケーションプログラムを起動するとともに、
実行中の第１のアプリケーションプログラムを終了する
　受信装置として機能させるためのプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、受信装置、受信方法、及びプログラムに関し、特に、ハイブリッド型放送に
おいて、ＡＶコンテンツに連動して実行されるアプリケーションプログラムを提供するこ
とができるようにした受信装置、受信方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタルテレビジョン放送の開始に伴い、BML（Broadcast Markup Language）方
式によるデータ放送が広く行われており、現在では、ほとんど全てのテレビジョン受像機
などの受信機で対応可能となっている。
【０００３】
　また、放送波だけでなく通信を利用して、インターネット上の所定のサーバにアクセス
することにより、番組に連動して実行されるアプリケーションプログラムを取得するハイ
ブリッド型放送と称される、放送の導入も検討されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－６６５５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、番組の視聴者からすると、データ放送もハイブリッド型放送も番組と連動し
たアプリケーションプログラムが提供されるものである点で共通する。一方、データ放送
はインターネット接続がなくても成立するものであって比較的シンプルな機能を実現する
ためのものであるが、ハイブリッド型放送は、インターネット接続が必要であって比較的
高度な機能を実現するものである。これらの放送は今後ともに並存し、かつ使い分けられ
るものとなることが想定される。
【０００６】
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　しかしながら、現状では、ハイブリッド型放送において、番組等のＡＶコンテンツに連
動して実行されるアプリケーションプログラムを提供するための技術方式は確立されてい
ない。
【０００７】
　本技術はこのような状況に鑑みてなされたものであり、ハイブリッド型放送において、
ＡＶコンテンツに連動して実行されるアプリケーションプログラムを提供することができ
ることが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】
【０００８】
　本技術の一側面の受信装置は、放送コンテンツを受信する受信部と、前記放送コンテン
ツとともに送られる番組情報であって、前記放送コンテンツに連動して実行される第１の
アプリケーションプログラムのライフサイクルを定義する第１の定義情報の取得先を示す
取得先情報を含む前記番組情報を保持する番組情報保持部と、保持した前記番組情報に含
まれる前記取得先情報に基づいて、ネットワークを介して配信される前記第１の定義情報
を取得する定義情報取得部と、取得した前記第１の定義情報に応じて、前記ネットワーク
を介して配信される前記第１のアプリケーションプログラムを取得するアプリケーション
取得部と、取得した前記第１の定義情報が前記第１のアプリケーションプログラムの起動
を示す場合、取得した前記第１のアプリケーションプログラムを起動する制御部とを備え
、前記定義情報取得部は、所定のイベントが発生した場合、前記ネットワークを介して配
信される、実行中の前記第１のアプリケーションプログラムの次に実行される第２のアプ
リケーションプログラムのライフサイクルを定義する第２の定義情報を取得し、前記アプ
リケーション取得部は、取得した前記第２の定義情報に応じて、前記ネットワークを介し
て配信される前記第２のアプリケーションプログラムを取得し、前記制御部は、取得した
前記第２のアプリケーションプログラムを起動するとともに、実行中の第１のアプリケー
ションプログラムを終了する。
【００１２】
　前記イベントは、前記放送コンテンツとともに送られる、前記放送コンテンツの進行に
応じて前記第１のアプリケーションプログラムから前記第２のアプリケーションプログラ
ムへの切り替えを指示するためのイベントメッセージであり、前記定義情報取得部は、前
記イベントメッセージが通知された場合、前記第２の定義情報を取得する。
【００１３】
　前記イベントとして、前記放送コンテンツの進行に応じて前記第１のアプリケーション
プログラムから前記第２のアプリケーションプログラムに切り替えるタイミングで発生す
るタイマイベントをあらかじめ設定するタイマイベント管理部をさらに備え、前記定義情
報取得部は、あらかじめ設定された前記タイマイベントが発生した場合、前記第２の定義
情報を取得する。
　前記番組情報は、EIT(Event Information Table)であり、前記定義情報は、XML(Extens
ible Markup Language)形式のAIT(Application Information Table)であり、前記取得先
情報は、URL(Uniform Resource Locator)である。
【００１４】
　前記定義情報取得部は、ユーザにより前記第１のアプリケーションプログラムの動作開
始が指示された場合、前記第１の定義情報を取得する。
【００１５】
　前記放送コンテンツとともに送られる、データ放送用のアプリケーションプログラムの
動作を制御するデータ放送制御部をさらに備える。
【００１６】
　受信装置は、独立した装置であってもよいし、１つの装置を構成している内部ブロック
であってもよい。
【００１７】
　本技術の一側面の受信方法又はプログラムは、前述した本技術の一側面の受信装置に対
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応する受信方法又はプログラムである。
【００１８】
　本技術の一側面の受信装置、受信方法、及びプログラムにおいては、放送コンテンツが
受信され、前記放送コンテンツとともに送られる番組情報であって、前記放送コンテンツ
に連動して実行される第１のアプリケーションプログラムのライフサイクルを定義する第
１の定義情報の取得先を示す取得先情報を含む前記番組情報が保持され、保持した前記番
組情報に含まれる前記取得先情報に基づいて、ネットワークを介して配信される前記第１
の定義情報が取得され、取得された前記第１の定義情報に応じて、前記ネットワークを介
して配信される前記第１のアプリケーションプログラムが取得され、取得された前記第１
の定義情報が前記第１のアプリケーションプログラムの起動を示す場合、取得された前記
第１のアプリケーションプログラムが起動される。また、所定のイベントが発生した場合
、前記ネットワークを介して配信される、実行中の前記第１のアプリケーションプログラ
ムの次に実行される第２のアプリケーションプログラムのライフサイクルを定義する第２
の定義情報が取得され、取得された前記第２の定義情報に応じて、前記ネットワークを介
して配信される前記第２のアプリケーションプログラムが取得され、取得された前記第２
のアプリケーションプログラムが起動されるとともに、実行中の第１のアプリケーション
プログラムが終了される。
【発明の効果】
【００１９】
　本技術の一側面によれば、ハイブリッド型放送において、ＡＶコンテンツに連動して実
行されるアプリケーションプログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】第１の実施の形態における放送システムの構成例を示す図である。
【図２】図１の受信装置の構成例を示す図である。
【図３】第１の制御方式によるアプリ制御の概要を示す図である。
【図４】第１の制御方式によるアプリ制御処理を示すフローチャートである。
【図５】AITの記述例を示す図である。
【図６】AITの記述例を示す図である。
【図７】第２の実施の形態における放送システムの構成例を示す図である。
【図８】図７の受信装置の構成例を示す図である。
【図９】第２の制御方式によるアプリ制御の概要を示す図である。
【図１０】第２の制御方式によるアプリ制御処理を示すフローチャートである。
【図１１】ハイパーリンク記述子の記述例を示す図である。
【図１２】XML-AITの記述例を示す図ある。
【図１３】XML-AITの記述例を示す図ある。
【図１４】第３の実施の形態における放送システムの構成例を示す図である。
【図１５】図１４の受信装置の構成例を示す図である。
【図１６】第３の制御方式によるアプリ制御の概要を示す図である。
【図１７】第３の制御方式によるアプリ制御処理を示すフローチャートである。
【図１８】データ放送とハイブリッド型放送を並存させた場合の画面の遷移例を示す図で
ある。
【図１９】コンピュータの構成例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面を参照しながら本技術の実施の形態について説明する。
【００２２】
＜第１の実施の形態＞
［放送システムの構成例］
　図１は、第１の実施の形態としての、放送システム１の構成を示している。この放送シ
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ステム１は、放送装置１１、受信装置１２、及びアプリサーバ１３から構成される。また
、受信装置１２と、アプリサーバ１３は、インターネット２０を介して、相互に接続され
ている。
【００２３】
　放送装置１１は、テレビ番組やＣＭ等のＡＶコンテンツのデジタルテレビジョン放送信
号を送信するようになされている。
【００２４】
　受信装置１２は、放送装置１１から送信された放送信号を受信して、ＡＶコンテンツの
映像及び音声を取得する。受信装置１２は、取得した映像をディスプレイに出力するとと
もに、音声をスピーカに出力する。
【００２５】
　また、受信装置１２は、ユーザ操作に応じたリモートコントローラ１２Ｒからのコマン
ドを赤外線により受信し、当該コマンドに応じて、例えばチャンネルの切り替えなどの各
種の動作を行う。リモートコントローラ１２Ｒには、データ放送の視聴の際に操作される
ｄボタンと、ハイブリッド型放送の視聴の際に操作されるｉボタンが設けられており、受
信装置１２は、それらのボタン操作に応じて、データ放送又はハイブリッド型放送を視聴
させるための動作を行う。なお、リモートコントローラ１２Ｒの操作に限らず、ディスプ
レイの画面上のGUI（Graphical User Interface）操作により、データ放送やハイブリッ
ド型放送の視聴が指示されるようにしてもよい。
【００２６】
　なお、受信装置１２は、単体として存在してもよいし、例えば、テレビジョン受像機や
ビデオレコーダ等に内蔵されているようにしてもよい。また、受信装置１２の詳細な構成
は、図２を参照して後述する。
【００２７】
　また、放送装置１１は、インターネット連動型アプリのライフサイクルを定義する定義
情報を、放送信号に含めて送信する。ここで、インターネット連動型アプリとは、ＡＶコ
ンテンツに連動して実行されるアプリケーションプログラムであって、インターネット２
０に接続されたアプリサーバ１３から取得されるものである。
【００２８】
　第１の実施の形態において、定義情報は、AIT（Application Information Table）に記
述される。AITには、例えばインターネット連動型アプリのライフサイクルを定義する定
義情報として、「Auto Start」、「Present」、「Kill」等の指定動作が記述される。「A
uto Start」は、即時に受信装置１２がインターネット連動型アプリを自動的に実行する
ことを意味する。また、「Present」は自動実行しないことを意味する。さらに、「Kill
」は、受信装置１２にてインターネット連動型アプリの実行を終了することを意味する。
【００２９】
　また、AITには、インターネット連動型アプリごとに、当該アプリの取得先の情報とし
て、例えば、アプリサーバ１３のURL（Uniform Resource Locator）が記述される。
【００３０】
　受信装置１２は、このAITに記述された定義情報に基づいて、例えば、即時に自動実行
するように設定されたインターネット連動型アプリを取得して、実行する。その際、受信
装置１２は、AITに記述された定義情報に応じて、インターネット２０を介してアプリサ
ーバ１３にアクセスして、インターネット連動型アプリを取得する。
【００３１】
　アプリサーバ１３は、放送装置１１により放送されるＡＶコンテンツに連動して実行さ
れるインターネット連動型アプリを管理している。アプリサーバ１３は、例えば放送装置
１１にてテレビ番組の放送を行う放送事業者等により提供される。
【００３２】
　アプリサーバ１３は、受信装置１２からの問い合わせに応じて、管理しているインター
ネット連動型アプリを、インターネット２０を介して受信装置１２に提供する。
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【００３３】
　放送システム１は、以上のように構成される。
【００３４】
［受信装置の構成例］
　図２は、図１の受信装置１２の構成例を示している。
【００３５】
　受信装置１２は、制御部３１、受光部３２、チューナ３３、多重分離部３４、ビデオデ
コーダ３５、合成部３６、ディスプレイ３７、オーディオデコーダ３８、スピーカ３９、
データ放送制御部４０、AIT取得部４１、アプリ制御部４２、及び通信I/F４３から構成さ
れる。
【００３６】
　制御部３１は、受信装置１２の各部の動作を制御する。受光部３２は、リモートコント
ローラ１２Ｒからのコマンドを受信し、制御部３１に供給する。制御部３１は、受光部３
２からのコマンドに応じて、受信装置１２の各部の動作を制御する。
【００３７】
　チューナ３３は、ユーザ操作に応じて選局されたチャンネルに対応する放送信号を受信
して復調し、その結果得られるトランスポートストリーム（Transport Stream、以下、Ｔ
Ｓという）を、多重分離部３４に供給する。
【００３８】
　多重分離部３４は、チューナ３３から供給されるＴＳを、ビデオエレメンタリストリー
ム、オーディオエレメンタリストリーム、及びデータストリームに分離する。多重分離部
３４は、分離されたストリームのうち、ビデオエレメンタリストリームをビデオデコーダ
３５に、オーディオエレメンタリストリームをオーディオデコーダ３８に、データストリ
ームをデータ放送制御部４０にそれぞれ供給する。
【００３９】
　なお、詳細は後述するが、ＴＳには、上記のストリームのほか、AITセクションエレメ
ンタリストリームやDSM-CCイベントメッセージエレメンタリストリーム、制御情報用のス
トリームなどが多重化されている。また、MPEG2-TS（Moving Picture Experts Group 2 -
 Transport Stream）の場合、制御情報用のストリームには、PSI/SI等の情報が含まれて
いる。PSI（Program Specific Information）は、特定のチャンネルを選択して受信する
システムで必要な情報である。また、SI（Service Information）は、番組情報などの情
報であって、例えば、EITが含まれる。EIT（Event Information Table）は、番組の名称
や放送日時、放送内容などの番組に関する情報が含まれる。
【００４０】
　ビデオデコーダ３５は、多重分離部３４から供給されるビデオエレメンタリストリーム
をデコードし、その結果得られるビデオ信号を、合成部３６に供給する。合成部３６は、
ビデオデコーダ３５から供給されるビデオ信号を、ディスプレイ３７に供給する。これに
より、ディスプレイ３７には、番組等の映像が表示される。
【００４１】
　オーディオデコーダ３８は、多重分離部３４から供給されるオーディオエレメンタリス
トリームをデコードし、その結果得られるオーディオ信号を、スピーカ３９に供給する。
これにより、スピーカ３９からは、番組等の映像に対応する音声が出力される。
【００４２】
　データ放送制御部４０は、多重分離部３４から供給されるデータストリームから、デー
タ放送用のデータを抽出し、データ放送用のアプリケーションプログラム（以下、データ
放送用アプリという）の動作を制御する。例えば、データ放送用アプリがBML形式文書か
らなる場合、データ放送制御部４０は、BMLブラウザを制御することで、データ放送用ア
プリに対応するビデオ信号を、合成部３６に供給する。
【００４３】
　合成部３６には、ビデオデコーダ３５からのビデオ信号と、データ放送制御部４０から
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のビデオ信号が供給される。合成部３６は、番組等のビデオ信号と、データ放送用のデー
タのビデオ信号を合成し、ディスプレイ３７に供給する。これにより、ディスプレイ３７
には、例えば、番組に対してデータ放送用のデータが重畳された映像が表示される。
【００４４】
　AIT取得部４１は、多重分離部３４により分離されるストリームを常時監視して、AITセ
クションエレメンタリストリームに含まれるAITを取得する。AIT取得部４１は、取得した
AITを、アプリ制御部４２に供給する。
【００４５】
　アプリ制御部４２は、AIT取得部４１から供給されるAITに基づいて、通信I/F４３を制
御して、インターネット２０を介してアプリサーバ１３にアクセスし、インターネット連
動型アプリを要求する。通信I/F４３は、アプリサーバ１３から送信されるインターネッ
ト連動型アプリを受信し、アプリ制御部４２に供給する。アプリ制御部４２は、通信I/F
４３から供給されるインターネット連動型アプリの動作を制御する。例えば、インターネ
ット連動型アプリがHTML（HyperText Markup Language）形式文書からなる場合、アプリ
制御部４２は、HTMLブラウザを制御することで、インターネット連動型アプリに対応する
ビデオ信号を、合成部３６に供給する。
【００４６】
　合成部３６には、ビデオデコーダ３５からのビデオ信号と、アプリ制御部４２からのビ
デオ信号が供給される。合成部３６は、番組等のビデオ信号と、インターネット連動型ア
プリのビデオ信号を合成し、ディスプレイ３７に供給する。これにより、ディスプレイ３
７には、例えば、番組に対してインターネット連動型アプリが重畳された映像が表示され
る。
【００４７】
　なお、アプリ制御部４２は、前述したAITのみならず、DSM-CCイベントメッセージエレ
メンタリストリームに含まれる特定のイベントIDを有するイベントメッセージに応じて、
インターネット連動型アプリの動作を制御することが可能である。
【００４８】
　受信装置１２は、以上のように構成される。
【００４９】
［第１の実施の形態におけるアプリ制御］
　図３は、第１の実施の形態におけるアプリ制御の概要を示す図である。なお、以下、第
１の実施の形態におけるアプリ制御を、他の実施の形態におけるアプリ制御と区別するた
めに、第１の制御方式によるアプリ制御と称して説明する。
【００５０】
　図３に示すように、放送ストリームは、ビデオエレメンタリストリーム、オーディオエ
レメンタリストリーム、AITセクションエレメンタリストリーム、及びDSM-CCイベントメ
ッセージエレメンタリストリームが多重化されて放送される。なお、図３には図示してい
ないが、放送ストリームには、データストリームや制御情報用のストリームが多重化され
ているのは、先に述べたとおりである。
【００５１】
　AITセクションエレメンタリストリームには、インターネット連動型アプリのライフサ
イクルを定義した定義情報が記述されたAITが含まれる。受信装置１２は、AITセクション
エレメンタリストリームからAITを取得し、当該AITに記述された定義情報に応じて、イン
ターネット連動型アプリの動作を制御することができる。
【００５２】
　また、DSM-CCイベントメッセージエレメンタリストリームには、イベントメッセージが
含まれる。受信装置１２は、DSM-CCイベントメッセージエレメンタリストリームから特定
のイベントIDを有するイベントメッセージを取得し、当該イベントメッセージに応じて、
インターネット連動型アプリの動作を制御することができる。
【００５３】
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　すなわち、図３に示すように、受信装置１２では、ユーザによって、リモートコントロ
ーラ１２Ｒのｉボタンが操作されると（Ｓ１１）、インターネット連携機能が起動され、
AITセクションエレメンタリストリームに含まれるAITの監視が開始される（Ｓ１２）。そ
して、受信装置１２は、AITが検出された場合、当該AITを取得して解析する（Ｓ１３）。
これにより、受信装置１２は、AITの解析結果に応じて、インターネット２０を介してア
プリサーバ１３からインターネット連動型アプリApp1を取得して、起動する。すなわち、
この場合、AITには、例えば、インターネット連動型アプリApp1に対する「Auto Start」
が定義情報として記述されていたことになる。
【００５４】
　その後、受信装置１２は、新たなAITが検出された場合、当該AITを取得して解析する（
Ｓ１４）。これにより、受信装置１２は、AITの解析結果に応じて、インターネット連動
型アプリApp1の動作を維持する。すなわち、この場合、新たに取得されたAITには、例え
ば、先に取得したAITと同一内容の定義情報が記述されているか、あるいはインターネッ
ト連動型アプリApp1に関する定義情報が記述されていないことになる。
【００５５】
　また、その後、受信装置１２は、DSM-CCイベントメッセージエレメンタリストリームか
ら特定のイベントIDを有するイベントメッセージが検出された場合、当該イベントメッセ
ージに応じて、インターネット連動型アプリApp1の動作の更新をする（Ｓ１５）。
【００５６】
　さらにその後、受信装置１２は、新たなAITが検出された場合、当該AITを取得して解析
する（Ｓ１６）。これにより、受信装置１２は、AITの解析結果に応じて、インターネッ
ト連動型アプリApp1の実行を終了する。また、受信装置１２は、AITの解析結果に応じて
、インターネット２０を介してアプリサーバ１３からインターネット連動型アプリApp2を
取得して、起動する。すなわち、この場合、AITには、インターネット連動型アプリApp1
に対する「Kill」と、インターネット連動型アプリApp2に対する「Auto Start」がそれぞ
れ、定義情報として記述されていたことになる。
【００５７】
　これにより、例えば、同一のチャンネルにおいて、第１の番組の放送が終了して第２の
番組の放送が開始される場面を想定すると、第１の番組の放送終了に応じて、第１の番組
に連動して実行されていたインターネット連動型アプリApp1が終了する。その一方で、第
２の番組の放送開始に応じて、第２の番組に連動して実行されるインターネット連動型ア
プリApp2が起動されることになる。なお、インターネット連動型アプリは、上記の番組の
切り替え時のみならず、例えば、同一の番組内の特定のシーンで切り替えるなど、特定の
タイミングで切り替えることができる。
【００５８】
　このように、第１の制御方式によるアプリ制御においては、AITセクションエレメンタ
リストリームに含まれるAITに記述される、「Auto Start」や「Kill」等のインターネッ
ト連動型アプリのライフサイクルを定義した定義情報に応じて、インターネット連動型ア
プリの動作が制御される。
【００５９】
［第１の制御方式によるアプリ制御処理］
　次に、図４のフローチャートを参照して、第１の制御方式によるアプリ制御処理につい
て説明する。
【００６０】
　受信装置１２において、ユーザによるリモートコントローラ１２Ｒの操作によって、所
定のチャンネルが選局されると、ディスプレイ３７にて所定の番組の映像の表示が開始さ
れる（Ｓ３１）。
【００６１】
　ステップＳ３２において、制御部３１は、リモートコントローラ１２Ｒからのコマンド
に応じて、ユーザによりｉボタンが操作されたか否かを判定する。そして、ユーザがｉボ
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タンの操作をするのを待って、処理は、ステップＳ３３に進められる。
【００６２】
　ステップＳ３３において、制御部３１は、通信I/F４３の通信状態を確認することで、
インターネット２０への通信接続が可能であるか否かを判定する。ステップＳ３３におい
て、通信接続に失敗したと判定された場合、処理は、ステップＳ３４に進められる。そし
て、制御部３１は、ステップＳ３４において、通信接続に失敗した旨を示すエラーメッセ
ージを、ディスプレイ３７に表示する。その後、処理は、ステップＳ３２に戻り、それ以
降の処理が繰り返される。
【００６３】
　一方、ステップＳ３３において、通信接続に成功したと判定された場合、処理は、ステ
ップＳ３５に進められる。ステップＳ３５において、制御部３１は、リモートコントロー
ラ１２Ｒからのコマンドに応じて、ユーザによりｉボタンが操作されたか否かを判定する
。
【００６４】
　ステップＳ３５において、１回目のｉボタンの操作によりインターネット連動型アプリ
の起動が指示された後さらに、２回目のｉボタンの操作が行われたと判定された場合、処
理は、ステップＳ３６に進められる。この場合、２回目のｉボタンの操作によって、イン
ターネット連動型アプリの終了が指示されたことになるので、アプリ制御部４２は、実行
中のインターネット連動型アプリを終了する。その後、処理は、ステップＳ３２に戻り、
それ以降の処理が繰り返される。
【００６５】
　一方、ステップＳ３５において、ｉボタンが操作されていないと判定された場合、処理
は、ステップＳ３７に進められる。ステップＳ３７において、制御部３１は、多重分離部
３４による放送ストリームの分離処理を監視することで、新たなAITを受信したか否かを
判定する。
【００６６】
　ステップＳ３７において、新たなAITを受信したと判定された場合、処理は、ステップ
Ｓ３８に進められる。ステップＳ３８において、AIT取得部４１は、新たに受信されたAIT
を取得する。
【００６７】
　ステップＳ３９において、アプリ制御部４２は、AIT取得部４１により取得されたAITを
解析する。そして、アプリ制御部４２は、ステップＳ４０において、AITに記述された全
ての処理が終了した否かを判定し、処理が終了していないと判定された場合、処理は、ス
テップＳ４１に進められる。
【００６８】
　ステップＳ４１において、アプリ制御部４２は、ステップＳ３９のAITの解析結果に基
づいて、インターネット連動型アプリに対して定義された指定動作を判別する。ステップ
Ｓ４１において、インターネット連動型アプリの指定動作が「Auto Start」であると判定
された場合、処理は、ステップＳ４２に進められる。ステップＳ４２において、アプリ制
御部４２は、通信I/F４３を制御して、アプリサーバ１３からインターネット連動型アプ
リを取得する。ステップＳ４３において、アプリ制御部４２は、取得したインターネット
連動型アプリを起動する。一方、ステップＳ４１において、インターネット連動型アプリ
の指定動作が「Kill」であると判定された場合、処理は、ステップＳ４４に進められる。
ステップＳ４４において、アプリ制御部４２は、実行中のインターネット連動型アプリを
終了する。
【００６９】
　例えば、図５のAITが取得された場合、アプリ制御部４２は、インターネット連動型ア
プリApp1の指定動作が「Auto Start」であると定義されているので、アプリサーバ１３か
らインターネット連動型アプリApp1を取得して即時に起動する。これにより、ディスプレ
イ３７には、視聴中の番組に連動したインターネット連動型アプリApp1が表示される。



(11) JP 5959206 B2 2016.8.2

10

20

30

40

50

【００７０】
　そして、ステップＳ４３が終了すると、処理はステップＳ４０に戻り、それ以降の処理
が繰り返される。例えば、図５のAITの場合、インターネット連動型アプリApp1について
のライフサイクルのみ記述されており、インターネット連動型アプリApp1を自動起動する
ことで、AITに記述された全ての処理を終了したことになるので、処理は、ステップＳ３
５に戻る。その後、実行中のインターネット連動型アプリの終了を指示する２回目のｉボ
タンの操作がされずに、かつ新たなAITが受信された場合、処理は、ステップＳ３８に進
められる。
【００７１】
　AIT取得部４１は、新たに受信されたAITを取得する（Ｓ３８）。また、アプリ制御部４
２は、AIT取得部４１により新たに取得されたAITを解析し（Ｓ３９）、その解析結果に基
づいて、インターネット連動型アプリの指定動作を判別する（Ｓ４１）。ここで、例えば
、図６のAITが取得された場合、インターネット連動型アプリApp1の指定動作が「Kill」
であるので、アプリ制御部４２は、実行中のインターネット連動型アプリApp1を終了する
（Ｓ４４）。また、図６のAITには、複数のインターネット連動型アプリに対する指定動
作が定義されているので、ステップＳ４０乃至Ｓ４４のループが繰り返される。そして、
アプリ制御部４２は、インターネット連動型アプリApp2の指定動作が「Auto Start」であ
ると定義されているので、インターネット連動型アプリApp2を取得して、即時に起動する
（Ｓ４２，Ｓ４３）。
【００７２】
　なお、AITの記述方法は任意であって、図５又は図６の記述例に限定されるものではな
い。
【００７３】
　その後、AITに記述された全ての処理が終了するまで、ステップＳ４０乃至Ｓ４４のル
ープが繰り返される。そして、このループを抜けたあと、ステップＳ３５において、２回
目のｉボタンの操作が行われたと判定されるまで、新たなAITが受信された場合には、当
該AITに応じて、インターネット連動型アプリの動作を制御する処理が行われ、２回目の
ｉボタンの操作が行われたとき、インターネット連動型アプリが終了される。
【００７４】
　以上、第１の制御方式によるアプリ制御処理について説明した。第１の制御方式による
アプリ制御処理では、放送ストリームに含めて送信されるAITが取得され、取得されたAIT
に定義された指定動作が「Auto Start」を示す場合には、対象のインターネット連動型ア
プリが取得されて起動され、指定動作が「Kill」を示す場合には、対象のインターネット
連動型アプリが終了される。
【００７５】
　すなわち、第１の制御方式によるアプリ制御処理において、放送信号に含めて送信され
るAITは番組と連動して動的に取得されるものであるため、AITの記述内容を番組の進行と
連動させることで、番組や特定のシーン等の切り替えのタイミングに応じて、第１のイン
ターネット連動型アプリから第２のインターネット連動型アプリに切り替えることが可能
となる。これにより、ハイブリッド型放送を提供する放送システム１において、受信装置
１２にて視聴される番組に連動して実行されるインターネット連動型アプリを提供するこ
とが可能となる。
【００７６】
＜第２の実施の形態＞
［放送システムの構成例］
　図７は、第２の実施の形態としての、放送システム１０１の構成を示している。この放
送システム１０１は、放送装置１１、アプリサーバ１３、XML-AITサーバ１１１、及び受
信装置１１２から構成される。また、受信装置１１２と、アプリサーバ１３及びXML-AIT
サーバ１１１は、インターネット２０を介して、相互に接続されている。
【００７７】
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　図７に示すように、放送システム１０１は、図１の放送システム１と比べて、XML-AIT
サーバ１１１が新たに設けられたほか、受信装置１２の代わりに、受信装置１１２が設け
られている。また、それ以外の構成については、図１の放送システム１と基本的に同様の
構成を有しており、その説明は適宜省略する。
【００７８】
　XML-AITサーバ１１１は、XML-AITを管理している。XML-AITサーバ１１１は、例えば放
送装置１１にてテレビ番組の放送を行う放送事業者等により提供される。XML-AITサーバ
１１１は、受信装置１１２からの問い合わせに応じて、管理しているXML-AIT（Extensibl
e Markup Language - Application Information Table）を、インターネット２０を介し
て受信装置１１２に提供する。
【００７９】
　第２の実施の形態において、定義情報は、XML-AITに記述される。XML-AITには、例えば
インターネット連動型アプリのライフサイクルを定義する定義情報として、「Auto Start
」、「Present」、「Kill」等の指定動作が、XML形式で記述される。XML-AITに記述され
る「Auto Start」等の指定動作は、前述したAITに記述された定義情報と同様の意味を有
する。ただし、第２の実施の形態では、その運用上、定義情報における指定動作として「
Auto Start」のみが記述される。
【００８０】
　受信装置１１２は、基本的に、図１の受信装置１２と同様に構成されるが、定義情報を
AITの代わりに、XML-AITから取得する点で異なる。すなわち、受信装置１１２は、インタ
ーネット２０を介してXML-AITサーバ１１１にアクセスして、XML-AITを取得する。そして
、受信装置１１２は、このXML-AITに記述された定義情報に基づいて、例えば、即時に自
動実行するように設定されたインターネット連動型アプリを取得して、実行する。
【００８１】
　また、受信装置１１２は、放送ストリームに含まれるDSM-CCイベントメッセージエレメ
ンタリストリームに含まれる特定のイベントIDを有するイベントメッセージに応じて、イ
ンターネット連動型アプリの動作を制御する。
【００８２】
　放送システム１０１は、以上のように構成される。
【００８３】
［受信装置の構成例］
　図８は、図７の受信装置１１２の構成例を示している。
【００８４】
　受信装置１１２は、制御部３１、受光部３２、チューナ３３、多重分離部３４、ビデオ
デコーダ３５、合成部３６、ディスプレイ３７、オーディオデコーダ３８、スピーカ３９
、データ放送制御部４０、通信I/F４３、EIT保持部１３１、イベント検出部１３２、及び
アプリ制御部１３３から構成される。
【００８５】
　図８に示すように、受信装置１１２は、図２の受信装置１２と比べて、AIT取得部４１
及びアプリ制御部４２の代わりに、EIT保持部１３１、イベント検出部１３２、及びアプ
リ制御部１３３が設けられている。また、それ以外の構成については、図２の受信装置１
２と基本的に同様の構成を有しており、その説明は適宜省略する。
【００８６】
　EIT保持部１３１は、多重分離部３４により分離されるストリームを常時監視して、制
御情報用のストリームに含まれるEIT pfを取得して、保持する。前述したように、EIT pf
には、番組の名称等の番組に関する情報が含まれる。また、「pf」は、「present」と「f
ollowing」の頭文字の結合であって、当該EITに現在の番組と次の番組に関する情報が含
まれていることを意味する。
【００８７】
　イベント検出部１３２は、多重分離部３４により分離されるストリームを常時監視して
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、DSM-CCイベントメッセージエレメンタリストリームに含まれる特定のイベントIDを有す
るイベントメッセージを検出する。イベント検出部１３２は、イベントメッセージが検出
された場合、その旨をアプリ制御部１３３に通知する。
【００８８】
　アプリ制御部１３３は、EIT保持部１３１に保持されたEIT pfを読み出し、当該EIT pf
に記述されたURLに基づいて、通信I/F４３を制御して、インターネット２０を介してXML-
AITサーバ１１１にアクセスし、XML-AITを要求する。通信I/F４３は、XML-AITサーバ１１
１から送信されるXML-AITを受信し、アプリ制御部１３３に供給する。
【００８９】
　また、アプリ制御部１３３は、通信I/F４３から供給されるXML-AITに基づいて、通信I/
F４３を制御して、インターネット２０を介してアプリサーバ１３にアクセスし、インタ
ーネット連動型アプリを取得する。そして、アプリ制御部１３３は、アプリサーバ１３か
ら取得したインターネット連動型アプリの動作を制御する。
【００９０】
　さらに、アプリ制御部１３３は、イベント検出部１３２からイベントメッセージが検出
された旨の通知がされた場合、通信I/F４３を制御して、インターネット２０を介してXML
-AITサーバ１１１にアクセスし、実行中の第１のインターネット連動型アプリの次に実行
される第２のインターネット連動型アプリについてのXML-AITを取得する。そして、アプ
リ制御部１３３は、取得した新たなXML-AITに基づいて、アプリサーバ１３から第２のイ
ンターネット連動型アプリを取得し、その動作を制御する。
【００９１】
　受信装置１１２は、以上のように構成される。
【００９２】
［第２の実施の形態におけるアプリ制御］
　図９は、第２の実施の形態におけるアプリ制御の概要を示す図である。なお、以下、第
２の実施の形態におけるアプリ制御を、第２の制御方式によるアプリ制御と称して説明す
る。
【００９３】
　図９に示すように、放送ストリームは、ビデオエレメンタリストリーム、オーディオエ
レメンタリストリーム、及びDSM-CCイベントメッセージエレメンタリストリームのほか、
制御情報用のストリームが多重化されて放送される。制御情報用のストリームには、EIT 
pfが含まれる。
【００９４】
　図９に示すように、受信装置１１２では、EIT pfが受信されると、受信されたEIT pfが
保持される（Ｓ１１０）。また、ユーザによって、リモートコントローラ１１２Ｒのｉボ
タンが操作されると（Ｓ１１１）、受信装置１１２では、インターネット連携機能が起動
され（Ｓ１１２）、ステップＳ１１０にて保持していたEIT pfが読み出される。
【００９５】
　受信装置１１２は、EIT pfに記述されたURLに基づいて、XML-AITサーバ１１１にアクセ
スして、XML-AIT1を取得して解析する（Ｓ１１３）。これにより、受信装置１１２は、XM
L-AIT1の解析結果に応じて、インターネット２０を介してアプリサーバ１３からインター
ネット連動型アプリApp1を取得して、起動する。すなわち、この場合、XML-AIT1には、例
えば、インターネット連動型アプリApp1に対する「Auto Start」が定義情報として記述さ
れていたことになる。
【００９６】
　その後、DSM-CCイベントメッセージエレメンタリストリームに含まれるイベントメッセ
ージが検出された場合、受信装置１１２は、当該イベントメッセージに応じて、XML-AIT
サーバ１１１にアクセスする（Ｓ１１４）。そして、受信装置１１２は、XML-AITサーバ
１１１からXML-AIT2を取得して解析する（Ｓ１１５）。これにより、受信装置１１２は、
XML-AIT2の解析結果に応じて、インターネット２０を介してアプリサーバ１３からインタ
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ーネット連動型アプリApp2を取得して、起動する。すなわち、この場合、XML-AIT2には、
例えば、インターネット連動型アプリApp2に対する「Auto Start」が定義情報として記述
されていたことになる。
【００９７】
　これにより、例えば、同一のチャンネルにおいて、第１の番組から第２の番組に放送が
切り替わるタイミングなどの所定のタイミングで、インターネット連動型アプリApp1が終
了される一方、インターネット連動型アプリApp2が起動されることになる。
【００９８】
　このように、第２の制御方式によるアプリ制御においては、ユーザ操作やイベントメッ
セージに応じて、リンク先のXML-AITサーバ１１１からXML-AITが取得され、XML-AITに記
述される、「Auto Start」等のインターネット連動型アプリのライフサイクルを定義した
定義情報に応じて、アプリサーバ１３からインターネット連動型アプリが取得され、その
動作が制御される。
【００９９】
［第２の制御方式によるアプリ制御処理］
　次に、図１０のフローチャートを参照して、第２の制御方式によるアプリ制御処理につ
いて説明する。
【０１００】
　受信装置１１２において、ユーザに操作に応じて、所定のチャンネルが選局されると、
ディスプレイ３７にて所定の番組の映像の表示が開始される（Ｓ１３１）。
【０１０１】
　ステップＳ１３２において、制御部３１は、多重分離部３４による放送ストリームの分
離処理を監視することで、EIT pfを受信したか否かを判定する。そして、EIT pfが受信さ
れるのを待って、処理は、ステップＳ１３３に進められる。
【０１０２】
　ステップＳ１３３において、EIT保持部１３１は、制御情報用のストリームに含まれるE
IT pfを取得して、保持する。なお、EIT pfは基本的に、番組の開始と同時に受信される
ものであるため、ユーザによるｉボタン操作よりも先に、EIT pfを保持しておくことが可
能となる。
【０１０３】
　ステップＳ１３４乃至Ｓ１３６においては、図４のステップＳ３２乃至Ｓ３４と同様に
、制御部３１によって、ｉボタンの操作状況及び通信状態が監視され、ｉボタンが操作さ
れ、かつ、通信接続が可能であると判定された場合、処理は、ステップＳ１３７に進めら
れる。
【０１０４】
　ステップＳ１３７において、アプリ制御部１３３は、EIT保持部１３１に保持されてい
るEIT pfを取得する。ステップＳ１３８において、アプリ制御部１３３は、取得したEIT 
pfに記述されたURLに基づいて、XML-AITサーバ１１１にアクセスして、XML-AITを取得す
る。
【０１０５】
　図１１は、EIT pfに含まれるハイパーリンク記述子の記述例を示す図である。
【０１０６】
　ハイパーリンク記述子（hyperlink_descriptor）は、他の番組や番組内部、番組関連情
報に対するリンクを記述するために使用されるものである。
【０１０７】
　descriptor_tagには、当該記述子に割り当てられたタグ値が記述される。また、descri
ptor_lengthには、当該記述子の記述子長が記述される。
【０１０８】
　hyper_linkage_typeには、リンクの形態が指定され、例えば、“0x08”が指定された場
合、インターネット連動型アプリにリンクしていることを示す。また、link_destination
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_typeには、リンク先の種別が指定され、例えば、“0x08”が指定された場合、インター
ネット２０上の特定のコンテンツであることを示す。
【０１０９】
　selector_byteには、例えば、hyper_linkage_type，link_destination_typeのそれぞれ
に“0x08”が指定された場合に、対象となるインターネット連動型アプリのXML-AITの取
得先の情報として、XML-AITサーバ１１１のURLが記述される。ただし、ここには、ホスト
名やパス名等が記述され、“http://”等のスキーム名は記述されない。
【０１１０】
　すなわち、アプリ制御部１３３は、ハイパーリンク記述子のselector_byteに記述され
たURLに基づいて、XML-AITサーバ１１１にアクセスして、XML-AITを取得することになる
。
【０１１１】
　ハイパーリンク記述子は、以上のように記述される。なお、ハイパーリンク記述子の記
述方法は任意であって、図１１の記述例に限定されるものではない。
【０１１２】
　図１０のフローチャートに戻り、ステップＳ１３９において、アプリ制御部１３３は、
通信I/F４３を制御して、アプリサーバ１３からインターネット連動型アプリを取得する
。ステップＳ１４０において、アプリ制御部１３３は、取得したインターネット連動型ア
プリを起動する。
【０１１３】
　例えば、図１２のXML-AIT1が取得された場合、アプリ制御部１３３は、インターネット
連動型アプリApp1の指定動作が「Auto Start」であるので、アプリサーバ１３からインタ
ーネット連動型アプリApp1を取得して即時に実行する。これにより、ディスプレイ３７に
は、視聴中の番組に連動したインターネット連動型アプリApp1が表示される。
【０１１４】
　なお、XML-AITの記述方法は任意であって、図１２の記述例に限定されるものではない
。
【０１１５】
　ステップＳ１４０が終了すると、処理はステップＳ１４１に進められる。ステップＳ１
４１及びＳ１４２においては、図４のステップＳ３５及びＳ３６と同様に、制御部３１に
よって、ｉボタンの操作状況が監視され、ユーザによりｉボタンが再度操作された場合、
インターネット連動型アプリの終了が指示されたことになるので、実行中のインターネッ
ト連動型アプリが終了される。
【０１１６】
　一方、ユーザによりｉボタンが再度操作されていないと判定された場合、処理は、ステ
ップＳ１４３に進められる。
【０１１７】
　ステップＳ１４３において、イベント検出部１３２は、多重分離部３４による放送スト
リームの分離処理を監視することで、特定のイベントIDを有するイベントメッセージが検
出されたか否かを判定する。ステップＳ１４３において、所定のイベントメッセージが検
出されていないと判定された場合、処理は、ステップＳ１４１に戻り、ステップＳ１４１
及びＳ１４３の判定処理が繰り返される。
【０１１８】
　そして、ステップＳ１４３において、所定のイベントメッセージが検出されたと判定さ
れた場合、処理は、ステップＳ１４４に進められる。アプリ制御部１３３は、イベント検
出部１３２からの通知に応じて、実行中のインターネット連動型アプリを終了する。また
、ステップＳ１４４が終了すると処理は、ステップＳ１３８に戻り、それ以降の処理が繰
り返される。
【０１１９】
　すなわち、アプリ制御部１３３は、イベント検出部１３２からの通知に応じて、XML-AI
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Tサーバ１１１にアクセスして、新たなXML-AITを取得する（Ｓ１３８）。また、アプリ制
御部１３３は、取得した新たなXML-AITに応じて、アプリサーバ１３にアクセスして新た
なインターネット連動型アプリを取得して（Ｓ１３９）、起動する（Ｓ１４０）。これに
より、新たなインターネット連動型アプリが実行されることになる。なお、ステップＳ１
４４の処理をここで実行して、新たなインターネット連動型アプリが起動されてから、先
に起動されたインターネット連動型アプリが終了されるようにしてもよい。
【０１２０】
　例えば、実行中のインターネット連動型アプリApp1に、所定のイベントメッセージが検
出されたときにインターネット連動型アプリApp2に遷移させるためのスクリプトが記述さ
れている場合、アプリ制御部１３３は、イベント検出部１３２からの通知に応じて、XML-
AITサーバ１１１にアクセスして、図１３のXML-AIT2を取得する。そして、アプリ制御部
１３３が、例えば、Create Application関数の引数にXML-AIT2を指定して実行することで
、アプリサーバ１３からインターネット連動型アプリApp2が取得され、起動される。その
結果、実行中のインターネット連動型アプリが、第１の番組用のインターネット連動型ア
プリApp1から、第２の番組用のインターネット連動型アプリApp2に切り替えられることに
なる。
【０１２１】
　このように、例えば、同一のチャンネルにおいて、第１の番組から第２の番組に切り替
わるタイミングなどの所定のタイミングで、所定のイベントメッセージが検出され、イン
ターネット連動型アプリApp1がインターネット連動型アプリApp2に切り替えられる。
【０１２２】
　そして、ステップＳ１４１において、ユーザによりｉボタンが再度操作され、インター
ネット連動型アプリの終了が指示されるまで、ステップＳ１３８乃至Ｓ１４１，Ｓ１４３
の処理が繰り返される。
【０１２３】
　以上、第２の制御方式によるアプリ制御について説明した。第２の制御方式によるアプ
リ制御では、EIT pfに基づいて、XML-AITサーバ１１１から第１のXML-AITが取得され、第
１のインターネット連動型アプリが取得されて起動される。また、所定のイベントメッセ
ージが検出された場合、XML-AITサーバ１１１から第２のXML-AITが取得され、第２のイン
ターネット連動型アプリが取得されて起動されるとともに、実行中の第１のインターネッ
ト連動型アプリが終了される。
【０１２４】
　すなわち、第２の制御方式によるアプリ制御において、XML-AITサーバ１１１から取得
されるXML-AITは、番組の進行とは連動せずに静的なものであるため、XML-AITによっては
、第１のインターネット連動型アプリが番組の終了を認識することができない。そこで、
当該アプリ制御では、所定のイベントメッセージが検出された場合に番組の終了を認識さ
せることで、第１のインターネット連動型アプリから第２のインターネット連動型アプリ
に切り替えることが可能となる。これにより、ハイブリッド型放送を提供する放送システ
ム１０１において、受信装置１１２にて視聴される番組に連動して実行されるインターネ
ット連動型アプリを提供することが可能となる。
【０１２５】
＜第３の実施の形態＞
［放送システムの構成例］
　図１４は、第３の実施の形態としての、放送システム２０１の構成を示している。この
放送システム２０１は、放送装置１１、アプリサーバ１３、XML-AITサーバ１１１、及び
受信装置２１２から構成される。また、受信装置２１２と、アプリサーバ１３及びXML-AI
Tサーバ１１１は、インターネット２０を介して、相互に接続される。
【０１２６】
　図１４に示すように、放送システム２０１は、図７の放送システム１０１と比べて、受
信装置１１２の代わりに、受信装置２１２が設けられている。また、それ以外の構成につ
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いては、図７の放送システム１０１と基本的に同様の構成を有しており、その説明は適宜
省略する。
【０１２７】
　受信装置２１２は、基本的に、図７の受信装置１１２と同様に構成され、インターネッ
ト２０を介してXML-AITサーバ１１１にアクセスして、XML-AITを取得する。そして、受信
装置２１２は、このXML-AITに記述された定義情報に基づいて、例えば、即時に自動実行
するように設定されたインターネット連動型アプリを取得して、実行する。すなわち、第
３の実施の形態においては、第２の実施の形態と同様に、定義情報は、XML-AITに記述さ
れる。
【０１２８】
　また、受信装置２１２は、インターネット連動型アプリの切り替えのタイミングで発生
するタイマイベントを設定する。受信装置２１２は、当該タイマイベントに応じて、イン
ターネット連動型アプリの動作を制御する。
【０１２９】
　放送システム２０１は、以上のように構成される。
【０１３０】
［受信装置の構成例］
　図１５は、図１４の受信装置２１２の構成例を示している。
【０１３１】
　受信装置２１２は、制御部３１、受光部３２、チューナ３３、多重分離部３４、ビデオ
デコーダ３５、合成部３６、ディスプレイ３７、オーディオデコーダ３８、スピーカ３９
、データ放送制御部４０、通信I/F４３、EIT保持部１３１、タイマイベント管理部２３１
、及びアプリ制御部２３２から構成される。
【０１３２】
　図１５に示すように、受信装置２１２は、図８の受信装置１１２と比べて、イベント検
出部１３２及びアプリ制御部１３３の代わりに、タイマイベント管理部２３１及びアプリ
制御部２３２が設けられている。また、それ以外の構成については、図８の受信装置１１
２と基本的に同様の構成を有しており、その説明は適宜省略する。
【０１３３】
　タイマイベント管理部２３１は、例えば、EIT保持部１３１に保持されたEIT pfに含ま
れる番組の進行に関する情報などに基づいて、インターネット連動型アプリの切り替えの
タイミングで発生するタイマイベントを設定する。タイマイベント管理部２３１は、タイ
マイベントが発生した場合、その旨をアプリ制御部２３２に通知する。
【０１３４】
　アプリ制御部２３２は、EIT保持部１３１に保持されたEIT pfを読み出し、当該EIT pf
に記述されたURLに基づいて、通信I/F４３を制御して、XML-AITサーバ１１１からのXML-A
ITを取得する。アプリ制御部２３２は、取得したXML-AITに基づいて、通信I/F４３を制御
して、アプリサーバ１３からのインターネット連動型アプリを取得し、その動作を制御す
る。
【０１３５】
　また、アプリ制御部２３２は、タイマイベント管理部２３１からタイマイベントが発生
した旨の通知がされた場合、通信I/F４３を制御して、インターネット２０を介してXML-A
ITサーバ１１１にアクセスし、実行中の第１のインターネット連動型アプリの次に実行さ
れる第２のインターネット連動型アプリについてのXML-AITを取得する。そして、アプリ
制御部２３２は、取得した新たなXML-AITに基づいて、アプリサーバ１３から第２のイン
ターネット連動型アプリを取得し、その動作を制御する。
【０１３６】
　受信装置２１２は、以上のように構成される。
【０１３７】
［第３の実施の形態におけるアプリ制御］
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　図１６は、第３の制御方式における放送ストリームの構成を示す図である。なお、以下
、第３の実施の形態におけるアプリ制御を、第３の制御方式によるアプリ制御と称して説
明する。
【０１３８】
　図１６に示すように、放送ストリームは、ビデオエレメンタリストリーム、オーディオ
エレメンタリストリーム、及び制御情報用のストリームが多重化されて放送される。
【０１３９】
　図１６に示すように、受信装置２１２では、EIT pfが受信されると、受信されたEIT pf
が保持される（Ｓ２１０）。また、ユーザによって、リモートコントローラ２１２Ｒのｉ
ボタンが操作されると（Ｓ２１１）、受信装置２１２では、インターネット連携機能が起
動され（Ｓ２１２）、ステップＳ２１０にて保持していたEIT pfが読み出される。
【０１４０】
　受信装置２１２は、EIT pfに記述されたURLに基づいて、XML-AITサーバ１１１にアクセ
スして、XML-AIT1を取得して解析する（Ｓ２１３）。これにより、受信装置２１２は、XM
L-AIT1の解析結果に応じて、インターネット２０を介してアプリサーバ１３からインター
ネット連動型アプリApp1を取得して、起動する。すなわち、この場合、XML-AIT1（例えば
、図１２のXML-AIT1）には、例えば、インターネット連動型アプリApp1に対する「Auto S
tart」が定義情報として記述されていたことになる。
【０１４１】
　また、受信装置２１２は、タイマイベントを設定する。
【０１４２】
　その後、所定の時間が経過してタイマイベントが発生した場合、受信装置２１２は、当
該タイマイベントに応じて、XML-AITサーバ１１１にアクセスする（Ｓ２１４）そして、
受信装置２１２は、XML-AITサーバ１１１からのXML-AIT2を取得して解析する（Ｓ２１５
）。これにより、受信装置２１２は、XML-AIT2の解析結果に応じて、インターネット２０
を介してアプリサーバ１３からインターネット連動型アプリApp2を取得して、起動する。
すなわち、この場合、XML-AIT2（例えば、図１３のXML-AIT2）には、例えば、インターネ
ット連動型アプリApp2に対する「Auto Start」が定義情報として記述されていたことにな
る。
【０１４３】
　これにより、例えば、同一のチャンネルにおいて、第１の番組から第２の番組に放送が
切り替わるタイミング等の所定のタイミングで、第１の番組に連動するインターネット連
動型アプリApp1から、第２の番組に連動するインターネット連動型アプリApp2に切り替わ
ることになる。
【０１４４】
　このように、第３の制御方式によるアプリ制御においては、ユーザ操作やタイマイベン
トに応じて、リンク先のXML-AITサーバ１１１からXML-AITが取得され、XML-AITに記述さ
れる、「Auto Start」等のインターネット連動型アプリのライフサイクルに関する定義情
報に応じて、インターネット連動型アプリの動作が制御される。
【０１４５】
［第３の制御方式によるアプリ制御処理］
　次に、図１７のフローチャートを参照して、第３の制御方式によるアプリ制御処理につ
いて説明する。
【０１４６】
　ステップＳ２３１乃至Ｓ２４０においては、図１０のステップＳ１３１乃至Ｓ１４０と
同様に、ｉボタンの操作状況及び通信状態が監視され、ｉボタンが操作され、かつ、通信
接続が可能であると判定された場合、アプリ制御部２３２によって、あらかじめ保持して
おいたEIT pfに基づいて、XML-AITが取得される。また、アプリ制御部２３２によって、
アプリサーバ１３からインターネット連動型アプリが取得され、取得されたインターネッ
ト連動型アプリが起動される。
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【０１４７】
　ステップＳ２４１において、タイマイベント管理部２３１は、タイマイベントを設定す
る。タイマイベント管理部２３１は、例えば、EIT pfに含まれる番組の放送日時などの番
組情報を用いて、インターネット連動型アプリの切り替え時刻を演算し、タイマイベント
として設定する。具体的には、タイマイベントの設定時刻であるTXは、視聴中の第１の番
組の開始時刻をTB、第１の番組の放送時間をD、現在時刻をt0とした場合、次の式（１）
から求めることができる。
【０１４８】
　TX = TB + D - t0　　　・・・（１）
【０１４９】
　なお、式（１）において、「TB + D」は、第１の番組の次に放送される第２の番組の開
始時刻と一致するものである。また、式（１）は、タイマイベントの設定時刻の演算式の
一例であり、他の演算方法により当該設定時刻を求めてもよい。
【０１５０】
　ステップＳ２４１が終了すると、処理はステップＳ２４２に進められる。ステップＳ２
４２及びＳ２４３においては、図１０のステップＳ１４１及びＳ１４２と同様に、制御部
３１によって、ｉボタンの操作状況が監視され、ユーザによりｉボタンが再度操作された
場合、インターネット連動型アプリの終了が指示されたことになるので、実行中のインタ
ーネット連動型アプリが終了される。
【０１５１】
　一方、ステップＳ２４２において、ユーザによりｉボタンが再度操作されていないと判
定された場合、処理は、ステップＳ２４４に進められる。
【０１５２】
　ステップＳ２４４において、タイマイベント管理部２３１は、設定されたタイマイベン
トが発生したか否かを判定する。ステップＳ２４４において、タイマイベントが発生して
いないと判定された場合、処理は、ステップＳ２４２に戻り、ステップＳ２４２及びＳ２
４４の判定処理が繰り返される。
【０１５３】
　そして、ステップＳ２４４において、タイマイベントが発生したと判定された場合、処
理は、ステップＳ２４５に進められる。ステップＳ２４５、及びＳ２３８乃至Ｓ２４０に
おいては、図１０のステップＳ１４４、及びＳ１３８乃至Ｓ１４０と同様に、アプリ制御
部２３２は、タイマイベント管理部２３１からの通知に応じて、XML-AITサーバ１１１に
アクセスして、XML-AIT2を取得する。そして、アプリ制御部２３２は、取得したXML-AIT2
に応じて、アプリサーバ１３からインターネット連動型アプリApp2を取得して起動すると
ともに、インターネット連動型アプリApp1を終了させる。すなわち、例えば、視聴中の番
組が、第１の番組から第２の番組に切り替えられたとき、インターネット連動型アプリも
それに連動して、第１の番組用のインターネット連動型アプリApp1から、第２の番組用の
インターネット連動型アプリApp2に切り替えられることになる。
【０１５４】
　以上、第３の制御方式によるアプリ制御について説明した。第３の制御方式によるアプ
リ制御では、EIT pfに基づいて、XML-AITサーバ１１１から第１のXML-AITが取得され、第
１のインターネット連動型アプリが取得されて起動される。また、あらかじめ設定された
タイマイベントが発生した場合、XML-AITサーバ１１１から第２のXML-AITが取得され、第
２のインターネット連動型アプリが取得されて起動されるとともに、実行中の第１のイン
ターネット連動型アプリが終了される。
【０１５５】
　すなわち、第３の制御方式によるアプリ制御において、XML-AITサーバ１１１から取得
されるXML-AITは、番組の進行とは連動せずに静的なものであるため、XML-AITによっては
、第１のインターネット連動型アプリが番組の終了を認識することができない。そこで、
あらかじめタイマイベントを設定しておいて、当該タイマイベントが発生した場合に番組
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の終了を認識させることで、第１のインターネット連動型アプリから第２のインターネッ
ト連動型アプリに切り替えることが可能となる。これにより、ハイブリッド型放送を提供
する放送システム２０１において、受信装置２１２にて視聴される番組に連動して実行さ
れるインターネット連動型アプリを提供することが可能となる。
【０１５６】
［データ放送とハイブリッド型放送を並存させた場合の画面遷移］
　ところで、前述した第１の制御方式乃至第３の制御方式によるアプリ制御を実行するこ
とで、受信装置１２，１１２，２１２においては、例えば、図１８に示すような画面遷移
が可能となる。
【０１５７】
　図１８は、データ放送とハイブリッド型放送を並存させた場合の画面の遷移例を示す図
である。
【０１５８】
　図１８に示すように、受信装置１２等において、ユーザによるリモートコントローラ１
２Ｒ等の操作によって、所定のチャンネルが選局されると、ディスプレイ３７には、所定
の番組の映像Ｐ１が表示された状態となる。また、データ放送の受信も開始され、BMLブ
ラウザが、BML形式文書からなるデータ放送用アプリAppDに対する処理を開始する。この
とき、番組の映像Ｐ２が表示された状態となるが、データ放送用アプリAppDの映像は非表
示となる。
【０１５９】
　ここで、ユーザによりリモートコントローラ１２Ｒ等のｄボタンが操作された場合、デ
ータ放送用アプリAppDの映像が、番組の映像Ｐ３に対して分離型配置で表示された状態と
なる。なお、番組や特定のシーンの切り替えなどによる所定のデータイベントが発生した
場合、当該データイベントに応じて、データ放送用アプリAppDの表示内容が切り替えられ
る（図中のＣ１）。また、データ放送用アプリAppDが表示されている状態で、ｄボタンが
再度操作されると、データ放送用アプリAppDの表示が終了され、番組の映像Ｐ２のみが表
示されている状態に戻る。
【０１６０】
　また、ディスプレイ３７に、上記の番組の映像Ｐ１，映像Ｐ２，又は映像Ｐ３（データ
放送用アプリAppD）が表示されている状態で、ユーザによりリモートコントローラ１２Ｒ
等のｉボタンが操作されると、HTMLブラウザが、HTML形式文書からなるインターネット連
動型アプリAppHを起動させる。これにより、インターネット連動型アプリAppHの映像が、
番組の映像Ｐ４に対してオーバーレイ型配置で表示された状態となる。
【０１６１】
　ここでは、前述したように、第１の制御方式によるアプリ制御では、放送ストリームか
ら取得されるAITに基づいて、インターネット連動型アプリAppHが取得されて、起動され
る。それに対して、第２の制御方式及び第３の制御方式によるアプリ制御では、XML-AIT
サーバ１１１から取得されるXML-AITに基づいて、インターネット連動型アプリAppHが取
得されて、起動される。
【０１６２】
　また、番組や特定のシーンの切り替えなどの所定のタイミングになったとき、インター
ネット連動型アプリAppHの表示を切り替えることになるが、第１の制御方式によるアプリ
制御では、新たなAITが受信された場合に、当該AITに基づいて、インターネット連動型ア
プリAppHの表示が切り替えられる。それに対して、第２の制御方式によるアプリ制御では
、所定のイベントメッセージが検出された場合に、当該イベントメッセージに応じて、イ
ンターネット連動型アプリAppHの表示が切り替えられる（図中のＣ２）。また、第３の制
御方式によるアプリ制御では、あらかじめ設定されたタイマイベントが発生した場合に、
当該タイマイベントに応じて、インターネット連動型アプリAppHの表示が切り替えられる
（図中のＣ２）。
【０１６３】
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　そして、インターネット連動型アプリAppHが表示されている状態で、ｉボタンが再度操
作されると、実行中のインターネット連動型アプリAppHの表示が終了し、番組の映像Ｐ１
のみが表示されている状態に戻る。
【０１６４】
　このように、受信装置１２，１１２，２１２においては、データ放送によるデータ放送
用アプリAppDと、ハイブリッド型放送によるインターネット連動型アプリAppHの双方を、
番組に連動して実行させることができる。
【０１６５】
　また、前述したように、データ放送とハイブリッド型放送は、今後とも並存し、かつ使
い分けられるものとなることが想定され、放送事業者は、番組に対してデータ放送とハイ
ブリッド型放送の両方の機能を実現するための情報を付加する一方、受信機側でもデータ
放送とハイブリッド型放送の両方の機能に対応する必要がでてくることが想定される。そ
のため、このような状況においてハイブリッド型放送を運用する場合には、ユーザがデー
タ放送についても使用できるようにし、それらが使い分けられるような運用ができること
が求められている。かかる運用において、受信装置１２，１１２，２１２を使用した場合
、それらの受信装置では、データ放送用アプリAppDと、インターネット連動型アプリAppH
の双方が実行可能とされることから、当該運用を容易に実現することが可能となる。
【０１６６】
［本技術を適用したコンピュータの説明］
　前述した一連の処理は、ハードウェアにより実行することもできるし、ソフトウェアに
より実行することもできる。一連の処理をソフトウェアにより実行する場合には、そのソ
フトウェアを構成するプログラムが、コンピュータにインストールされる。ここで、コン
ピュータには、専用のハードウェアに組み込まれているコンピュータや、各種のプログラ
ムをインストールすることで、各種の機能を実行することが可能な、例えば汎用のパーソ
ナルコンピュータなどが含まれる。
【０１６７】
　図１９は、前述した一連の処理をプログラムにより実行するコンピュータのハードウェ
アの構成例を示すブロック図である。
【０１６８】
　コンピュータ３００において、CPU（Central Processing Unit）３０１，ROM（Read On
ly Memory）３０２，RAM（Random Access Memory）３０３は、バス３０４により相互に接
続されている。
【０１６９】
　バス３０４には、さらに、入出力インタフェース３０５が接続されている。入出力イン
タフェース３０５には、入力部３０６、出力部３０７、記録部３０８、通信部３０９、及
びドライブ３１０が接続されている。
【０１７０】
　入力部３０６は、キーボード、マウス、マイクロフォンなどよりなる。出力部３０７は
、ディスプレイ、スピーカなどよりなる。記録部３０８は、ハードディスクや不揮発性の
メモリなどよりなる。通信部３０９は、ネットワークインタフェースなどよりなる。ドラ
イブ３１０は、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、又は半導体メモリなどのリ
ムーバブルメディア３１１を駆動する。
【０１７１】
　以上のように構成されるコンピュータ３００では、CPU３０１が、例えば、記録部３０
８に記憶されているプログラムを、入出力インタフェース３０５及びバス３０４を介して
、RAM３０３にロードして実行することにより、前述した一連の処理が行われる。
【０１７２】
　コンピュータ３００（CPU３０１）が実行するプログラムは、例えば、パッケージメデ
ィア等としてのリムーバブルメディア３１１に記録して提供することができる。また、プ
ログラムは、ローカルエリアネットワーク、インターネット、デジタル衛星放送といった
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、有線又は無線の伝送媒体を介して提供することができる。
【０１７３】
　コンピュータ３００では、プログラムは、リムーバブルメディア３１１をドライブ３１
０に装着することにより、入出力インタフェース３０５を介して、記録部３０８にインス
トールすることができる。また、プログラムは、有線又は無線の伝送媒体を介して、通信
部３０９で受信し、記録部３０８にインストールすることができる。その他、プログラム
は、ROM３０２や記録部３０８に、あらかじめインストールしておくことができる。
【０１７４】
　なお、コンピュータ３００が実行するプログラムは、本明細書で説明する順序に沿って
時系列に処理が行われるプログラムであっても良いし、並列に、あるいは呼び出しが行わ
れたとき等の必要なタイミングで処理が行われるプログラムであっても良い。
【０１７５】
　ここで、本明細書において、コンピュータ３００に各種の処理を行わせるためのプログ
ラムを記述する処理ステップは、必ずしもフローチャートとして記載された順序に沿って
時系列に処理する必要はなく、並列的あるいは個別に実行される処理（例えば、並列処理
あるいはオブジェクトによる処理）も含むものである。
【０１７６】
　また、プログラムは、１のコンピュータにより処理されるものであってもよいし、複数
のコンピュータによって分散処理されるものであってもよい。さらに、プログラムは、遠
方のコンピュータに転送されて実行されるものであってもよい。
【０１７７】
　さらに、本明細書において、システムとは、複数の構成要素（装置、モジュール（部品
）等）の集合を意味し、すべての構成要素が同一筐体中にあるか否かは問わない。したが
って、別個の筐体に収納され、ネットワークを介して接続されている複数の装置、及び、
１つの筐体の中に複数のモジュールが収納されている１つの装置は、いずれも、システム
である。
【０１７８】
　なお、本技術の実施の形態は、前述した実施の形態に限定されるものではなく、本技術
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。
【０１７９】
　例えば、本技術は、１つの機能を、ネットワークを介して複数の装置で分担、共同して
処理するクラウドコンピューティングの構成をとることができる。
【０１８０】
　また、前述のフローチャートで説明した各ステップは、１つの装置で実行する他、複数
の装置で分担して実行することができる。
【０１８１】
　さらに、１つのステップに複数の処理が含まれる場合には、その１つのステップに含ま
れる複数の処理は、１つの装置で実行する他、複数の装置で分担して実行することができ
る。
【０１８２】
　なお、本技術は、以下のような構成をとることができる。
【０１８３】
（１）
　ＡＶコンテンツを受信する受信部と、
　前記ＡＶコンテンツに連動して実行されるアプリケーションプログラムのライフサイク
ルを定義する定義情報を取得する定義情報取得部と、
　取得した前記定義情報に応じて、ネットワークを介して配信される前記アプリケーショ
ンプログラムを取得するアプリケーション取得部と、
　取得した前記アプリケーションプログラムの動作を制御する制御部と
　を備える受信装置。
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（２）
　前記定義情報取得部は、前記ＡＶコンテンツとともに送られる前記定義情報を取得し、
　前記制御部は、取得した前記定義情報が前記アプリケーションプログラムの起動を示す
場合、取得した前記アプリケーションプログラムを起動し、前記定義情報が前記アプリケ
ーションプログラムの終了を示す場合、実行中の前記アプリケーションプログラムを終了
する
　（１）に記載の受信装置。
（３）
　前記定義情報には、複数の前記アプリケーションプログラムのライフサイクルが定義さ
れており、
　前記制御部は、取得した前記定義情報に応じて、複数の前記アプリケーションプログラ
ムごとの動作を制御する
　（２）に記載の受信装置。
（４）
　前記定義情報取得部は、前記ＡＶコンテンツとともに送られる前記定義情報の取得先を
示す情報に応じて、前記ネットワークを介して配信される、第１のアプリケーションプロ
グラムのライフサイクルを定義する第１の定義情報を取得し、
　前記制御部は、取得した前記第１の定義情報が前記第１のアプリケーションプログラム
の起動を示す場合、前記第１のアプリケーションプログラムを起動する
　（１）に記載の受信装置。
（５）
　前記定義情報取得部は、前記ＡＶコンテンツとともに送られる、前記ＡＶコンテンツの
進行に応じた前記アプリケーションプログラムの切り替えの指示が通知された場合、前記
ネットワークを介して配信される、実行中の前記第１のアプリケーションプログラムの次
に実行される第２のアプリケーションプログラムのライフサイクルを定義する第２の定義
情報を取得し、
　前記アプリケーション取得部は、取得した前記第２の定義情報に応じて、前記ネットワ
ークを介して配信される前記第２のアプリケーションプログラムを取得し、
　前記制御部は、取得した前記第２のアプリケーションプログラムを起動するともに、実
行中の第１のアプリケーションプログラムを終了する
　（４）に記載の受信装置。
（６）
　前記ＡＶコンテンツの進行に応じて、実行中の前記第１のアプリケーションプログラム
から、その次に実行される第２のアプリケーションプログラムに切り替えるタイミングを
設定する設定部をさらに備え、
　前記定義情報取得部は、前記第１のアプリケーションプログラムから前記第２のアプリ
ケーションプログラムに切り替えるタイミングとなった場合、前記第２のアプリケーショ
ンプログラムのライフサイクルを定義する第２の定義情報を取得し、
　前記アプリケーション取得部は、取得した前記第２の定義情報に応じて、前記ネットワ
ークを介して配信される前記第２のアプリケーションプログラムを取得し、
　前記制御部は、取得した前記第２のアプリケーションプログラムを起動するともに、実
行中の第１のアプリケーションプログラムを終了する
　（４）に記載の受信装置。
（７）
　前記定義情報取得部は、ユーザにより前記アプリケーションプログラムの動作開始が指
示された場合、前記定義情報を取得する
　（１）乃至（６）のいずれかに記載の受信装置。
（８）
　前記ＡＶコンテンツとともに送られる、データ放送用のアプリケーションプログラムの
動作を制御するデータ放送制御部をさらに備える
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　（１）乃至（７）のいずれかに記載の受信装置。
（９）
　受信装置の受信方法において、
　前記受信装置が、
　ＡＶコンテンツを受信し、
　前記ＡＶコンテンツに連動して実行されるアプリケーションプログラムのライフサイク
ルを定義する定義情報を取得し、
　取得した前記定義情報に応じて、ネットワークを介して配信される前記アプリケーショ
ンプログラムを取得し、
　取得した前記アプリケーションプログラムの動作を制御する
　ステップを含む受信方法。
（１０）
　コンピュータを、
　ＡＶコンテンツを受信する受信部と、
　前記ＡＶコンテンツに連動して実行されるアプリケーションプログラムのライフサイク
ルを定義する定義情報を取得する定義情報取得部と、
　取得した前記定義情報に応じて、ネットワークを介して配信される前記アプリケーショ
ンプログラムを取得するアプリケーション取得部と、
　取得した前記アプリケーションプログラムの動作を制御する制御部と
　して機能させるためのプログラム。
【符号の説明】
【０１８４】
　１，１０１，２０１　放送システム，　１１　放送装置，　１２，１１２，２１２　受
信装置，　１３　アプリサーバ，　２０　インターネット，　３１　制御部，　４１　AI
T取得部，　４２，１３３，２３２　アプリ制御部，　１１１　XML-AITサーバ，　１３１
　EIT保持部，　１３２　イベント検出部，　２３１　タイマイベント管理部，　３００
　コンピュータ，　３０１　CPU
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