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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツの音声及び映像のうち当該映像だけをコンテンツサーバからモニター装置へ
無線伝送して出力する際、上記コンテンツサーバに接続されたスピーカから出力する上記
音声と、上記モニター装置から出力する上記映像とを同期させるオーディオビデオ同期シ
ステムにおいて、
　上記コンテンツサーバは、
　上記コンテンツサーバの基準時刻を上記モニター装置へ有線によって送信する基準時刻
有線送信手段と、
　上記無線伝送による最大伝送遅延分を予め考慮して上記コンテンツの音声パケット及び
映像パケットの出力タイミングを予め所定時間だけ遅らせるため初期遅延時間に相当する
クロックカウンタ値を加算したタイムスタンプを設定し、当該タイムスタンプの付された
映像パケットを上記モニター装置へ無線伝送する映像伝送手段と、
　上記コンテンツサーバの基準時刻及び上記タイムスタンプに基づいて上記音声パケット
を再生して上記音声を出力する音声出力手段と
　を具え、
　上記モニター装置は、
　上記無線伝送された上記映像パケットを受信する映像受信手段と、
　上記コンテンツサーバから有線送信された上記基準時刻を受信し、当該コンテンツサー
バの基準時刻と当該モニター装置の基準時刻とを同期させる基準時刻同期手段と、
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　上記モニター装置の基準時刻と、上記映像パケットに付されている上記コンテンツサー
バの基準時刻情報とに基づいて当該無線伝送による伝送遅延時間を算出する伝送遅延算出
手段と、
　上記伝送遅延時間に応じて上記映像パケットに付されている基準時刻情報を補正するこ
とにより伝送遅延時間分の遅れを取り戻す遅延修正手段と、
　上記補正した基準時刻情報及び上記初期遅延時間に相当するクロックカウンタ値を加算
したタイムスタンプに基づいて上記映像パケットをデコードして上記映像を出力すること
により当該映像と上記音声との出力タイミングを同期させる映像出力手段と
　を具えることを特徴とするオーディオビデオ同期システム。
【請求項２】
　上記コンテンツサーバは、
　上記音声及び上記映像に対する所定の符号化手段とは独立した基準時刻を生成する基準
時刻生成手段を具え、
　上記映像伝送手段は、上記符号化手段により上記音声及び上記映像を符号化する際の基
準時刻と、上記基準時刻生成手段により生成する基準時刻との間に発生するずれを修正し
た修正基準時刻を用いて上記初期遅延時間に相当するクロックカウンタ値を加算したタイ
ムスタンプを設定する
　ことを特徴とする請求項１に記載のオーディオビデオ同期システム。
【請求項３】
　コンテンツの音声及び映像のうち当該音声についてはコンテンツサーバに接続されたス
ピーカから出力される一方で、上記コンテンツサーバから無線伝送された当該映像を受信
して表示手段に表示するモニター装置であって、
　上記コンテンツサーバから有線によって送信される当該コンテンツサーバの基準時刻を
受信し、当該コンテンツサーバの基準時刻と当該モニター装置の基準時刻とを同期させる
基準時刻同期手段と、
　上記無線伝送による最大伝送遅延分を予め考慮して上記音声及び上記映像の出力タイミ
ングを予め所定時間だけ遅らせるため初期遅延時間に相当するクロックカウンタ値が加算
されたタイムスタンプの付されている映像パケットを上記コンテンツサーバから受信する
映像受信手段と、
　当該モニター装置の基準時刻と上記映像パケットに付されている上記コンテンツサーバ
の基準時刻情報とに基づいて当該無線伝送による伝送遅延時間を算出する伝送遅延算出手
段と、
　上記伝送遅延時間に応じて上記映像パケットに付されている基準時刻情報を補正するこ
とにより伝送遅延時間分の遅れを取り戻す遅延修正手段と、
　上記補正した基準時刻情報と上記初期遅延時間に相当するクロックカウンタ値を加算し
たタイムスタンプとに従って上記映像を出力することにより上記音声と上記映像との出力
タイミングを同期させる映像出力手段と
　を具えることを特徴とするモニター装置。
【請求項４】
　コンテンツの音声及び映像のうち当該音声についてはコンテンツサーバに接続されたス
ピーカから出力される一方で、上記コンテンツサーバから無線伝送された当該映像を受信
して表示手段に表示する際、上記音声及び上記映像の出力タイミングを同期させるオーデ
ィオビデオ同期方法であって、
　上記コンテンツサーバから有線によって送信される当該コンテンツサーバの基準時刻を
受信し、当該コンテンツサーバの基準時刻と当該モニター装置の基準時刻とを同期させる
基準時刻同期ステップと、
　上記無線伝送による最大伝送遅延分を予め考慮して上記音声及び上記映像の出力タイミ
ングを予め所定時間だけ遅らせるため初期遅延時間に相当するクロックカウンタ値が加算
されたタイムスタンプの付されている映像パケットを上記コンテンツサーバから受信する
映像受信ステップと、
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　当該モニター装置の基準時刻と、上記映像パケットに付されている上記コンテンツサー
バの基準時刻情報とに基づいて当該無線伝送による伝送遅延時間を算出する伝送遅延算出
ステップと、
　上記伝送遅延時間に応じて上記映像パケットに付されている基準時刻情報を補正するこ
とにより伝送遅延時間分の遅れを取り戻す遅延修正ステップと、
　上記補正した基準時刻情報と上記初期遅延時間に相当するクロックカウンタ値を加算し
たタイムスタンプとに従って上記映像を出力することにより上記音声と上記映像との出力
タイミングを同期させる映像出力ステップと
　を具えることを特徴とするオーディオビデオ同期方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オーディオビデオ同期システム及びモニター装置に関し、例えば車内エンタ
ーテインメントシステムに適用して好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、図８に示すように車内エンターテインメントシステム１においては、ＴＶ(Telev
ision)、ラジオ、ＤＶＤ(Digital Versatile Disc)によるコンテンツや、ハードディスク
２に格納されたコンテンツの中から任意のコンテンツをユーザのコントローラ操作に応じ
て動作するセレクタ３によって選択し、当該選択したコンテンツのコンテンツデータをデ
コーダ４へ送出する。
【０００３】
　デコーダ４は、コンテンツデータをデコードすることにより当該コンテンツの映像及び
音声を復元し、当該復元した映像をディスプレイ５に表示させると共に、当該音声をスピ
ーカ６から出力させることにより、映像と音声とが同期した状態で出力し得るようになさ
れている。
【０００４】
　ところで映像と音声とを同期した状態で出力するものとして、映画等の映像に伴う音声
を無線により離れた場所にあるスピーカ等に送信して出力させる際に、ディスプレイから
表示させる映像と、スピーカから出力させる音声とを同期させるようにしたものがある（
例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開2004-201022公報
【０００５】
　一方、近年開発されているミニバン等の車では、前部座席だけではなく後部座席のパッ
センジャーへコンテンツを提供するためのワイヤレスリアモニターを車内に設置すること
が一般的になりつつあり、前部座席側に設置されたコンテンツサーバから後部座席側のワ
イヤレスリアモニターに対してコンテンツの映像を無線送信して表示するようになされた
ものがある。
【０００６】
　具体的には図９に示すように、ワイヤレスリアモニターを用いた車内エンターテインメ
ントシステム１０では、前部座席側のコンテンツサーバ１１から後部座席側のワイヤレス
リアモニター１２へコンテンツのビデオデータだけを無線伝送する。
【０００７】
　ワイヤレスリアモニター１２は、前部座席側のコンテンツサーバ１１から受信したコン
テンツのビデオデータをデコードして映像を表示したり、電源１３と接続された後部座席
側の充電ステーション１４に載置された状態で当該ワイヤレスリアモニター１２の内部バ
ッテリを充電し得るようになされている。勿論、ワイヤレスリアモニター１２は充電ステ
ーション１４に載置された状態でコンテンツの映像を表示することもできる。
【０００８】
　実際上、図８との対応部分に同一符号を付して示す図１０のワイヤレスリアモニターを
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用いた車内エンターテインメントシステム１０では、コンテンツサーバ１１のエンコーダ
２１によって圧縮符号化されたコンテンツやハードディスク２から読み出したコンテンツ
の中から任意のコンテンツをコントローラ操作に応じて動作するセレクタ３によって選択
し、当該選択したコンテンツを分配器２２へ送出する。
【０００９】
　分配器２２は、コンテンツのコンテンツデータをビデオデータとオーディオデータとに
分け、当該オーディオデータをオーディオデコーダ２３へ送出してデコードした後にフロ
ントスピーカ６から当該コンテンツの音声として出力すると共に、ビデオデータをパケッ
ト化した後に無線送受信機２４を介してワイヤレスリアモニター１２の無線送受信機２５
へ無線伝送する。
【００１０】
　ワイヤレスリアモニター１２では、無線送受信機２５で受信したビデオデータをビデオ
デコーダ２６へ送出し、当該ビデオデコーダ２６でデコードした後に当該コンテンツの映
像としてディスプレイ２７に表示する。
【００１１】
　ここでコンテンツサーバ１１の無線送受信機２４は、図１１に示すように、ビデオデー
タをワイヤレスリアモニター１２へ無線伝送する際、ＰＳ(Program Stream)パケットとし
て送信するようになされており、当該ＰＳパケットはＰＳヘッダー及びＰＥＳ(Packetize
d Elementary Stream)パケットにより構成されている。
【００１２】
　ＰＳヘッダーには、スタートコード、ＳＣＲbase及びＳＣＲextensionが記述されてお
り、ＳＣＲbaseが９０[kHz]精度の上位３３ビットで表現されたＳＣＲ(System Clock Ref
erence)の上位桁値を表し、ＳＣＲextensionが２７[MHz]精度の下位９ビットで表現され
たＳＣＲの下位桁値を表している。
【００１３】
　因みにＳＣＲは、コンテンツサーバ１１における発信側の時刻情報をワイヤレスリアモ
ニター１２へ伝達するためのタイムスタンプであり、当該ＳＣＲを用いてコンテンツサー
バ１１のシステムタイムクロック（以下、これをＳＴＣと呼ぶ）と、ワイヤレスリアモニ
ター１２のＳＴＣとを同期させるようになされている。
【００１４】
　また図１２に示すようにＰＥＳパケットは、ISO(International Organization for Sta
ndardization)/IEC13813-1で規定されたＰＥＳヘッダー及びアクセスユニット単位のビデ
オデータにより構成されており、当該ＰＥＳヘッダーにはスタートコード、ストリームＩ
Ｄ、パケット長、…、ＰＴＳ(Presentation Time Stamp)及びＤＴＳ(Decoding Time Stam
p)、…が記述されている。
【００１５】
　ＰＴＳは、９０[kHz]クロックで計測したクロックカウンタ値で、ビデオデータのアク
セスユニット出力時刻を表し、ＤＴＳは、ＰＴＳと同様の９０[kHz]クロックで計測した
クロックカウンタ値で、復号タイミングを示すデコード時刻を表している。
【００１６】
　従ってワイヤレスリアモニター１２のビデオデコーダ２６では、コンテンツサーバ１１
から受信したＰＳパケットのＳＣＲに基づいてＳＴＣを再生し、当該ＳＴＣの時刻がＰＴ
Ｓ及びＤＴＳの値になった時点でビデオデータを復号し、ディスプレイ２７へ出力するよ
うになされている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　ところでかかる構成の車内エンターテインメントシステム１０においては、コンテンツ
サーバ１１からＰＳパケット化されたビデオデータをワイヤレスリアモニター１２へ無線
伝送しているため、伝送エラーに伴う再送制御等の種々の要因により伝送遅延が生じてし
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まう。
【００１８】
　具体的には図１３に示すように、ワイヤレスリアモニター１２のビデオデコーダ２６は
、コンテンツサーバ１１から１アクセスユニット単位で受け取った１フレーム（29.97[Hz
]）分のＰＳパケットに含まれるＳＣＲと、ＰＥＳパケットのＰＴＳ及びＤＴＳとに基づ
いてビデオデータをデコードし、ディスプレイ２７へ出力するようになされている。
【００１９】
　因みにＰＴＳ及びＤＴＳは、９０[kHz]のクロックカウンタ値であり、ＳＣＲは２７[MH
z]のクロックカウンタ値であるが、当該ＳＣＲのクロックカウンタ値としては１／３００
で分周されたクロックカウンタ値を用いて表されており、「３００３」クロックカウンタ
値毎に１フレームのビデオデータを送信する。
【００２０】
　ここでワイヤレスリアモニター１２は、コンテンツサーバ１１から受信したＳＣＲと、
ＰＴＳ及びＤＴＳとに基づいてビデオデータをデコードしディスプレイ２７へ出力するが
、当該無線伝送時の伝送エラーに伴う再送制御等によってコンテンツサーバ１１とワイヤ
レスリアモニター１２との間に例えば０．５秒間の伝送遅延が生じた場合、コンテンツサ
ーバ１１とワイヤレスリアモニター１２との間ではＳＣＲの時刻情報に０．５秒間のずれ
が生じ、コンテンツサーバ１１によりフロントスピーカ６から出力される音声と、当該ワ
イヤレスリアモニター１２のディスプレイ２７に表示される映像とのリップシンクが取れ
なくなってしまう。
【００２１】
　このように車内エンターテインメントシステム１０においては、コンテンツサーバ１１
によりフロントスピーカ６から出力される音声に対して、当該ワイヤレスリアモニター１
２のディスプレイ２７に表示される映像が０．５秒間も遅れて表示された場合、リップシ
ンクが取れずに当該コンテンツを視聴しているユーザに違和感を感じさせてしまうという
問題があった。
【００２２】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、映像のみを無線伝送した場合に、音声と
映像とのリップシンクを図ってユーザに違和感をなくコンテンツを提供し得るオーディオ
ビデオ同期システム及びモニター装置を提案しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　かかる課題を解決するため本発明においては、コンテンツの音声及び映像のうち当該映
像だけをコンテンツサーバからモニター装置へ無線伝送して出力する際、コンテンツサー
バに接続されたスピーカから出力する音声と、モニター装置から出力する映像とを同期さ
せるオーディオビデオ同期システムにおいて、コンテンツサーバは、コンテンツサーバの
基準時刻をモニター装置へ有線によって送信する基準時刻有線送信手段と、無線伝送によ
る最大伝送遅延分を予め考慮してコンテンツの音声パケット及び映像パケットの出力タイ
ミングを予め所定時間だけ遅らせるため初期遅延時間に相当するクロックカウンタ値を加
算したタイムスタンプを設定し、当該初期遅延付加タイムスタンプの付された映像パケッ
トをモニター装置へ無線伝送する映像伝送手段と、コンテンツサーバの基準時刻及び初期
遅延付加タイムスタンプに基づいて音声パケットを再生して上記音声を出力する音声出力
手段とを具え、モニター装置は、無線伝送された映像パケットを受信する映像受信手段と
、コンテンツサーバから有線送信された基準時刻を受信し、当該コンテンツサーバの基準
時刻と当該モニター装置の基準時刻とを同期させる基準時刻同期手段と、モニター装置の
基準時刻と、映像パケットに付されているコンテンツサーバの基準時刻情報とに基づいて
当該無線伝送による伝送遅延時間を算出する伝送遅延算出手段と、伝送遅延時間に応じて
映像パケットに付されている基準時刻情報を補正することにより伝送遅延時間分の遅れを
取り戻す遅延修正手段と、補正した基準時刻情報と初期遅延時間に相当するクロックカウ
ンタ値を加算したタイムスタンプとに従って映像パケットをデコードして映像を出力する
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ことにより当該映像と音声との出力タイミングを同期させる映像出力手段とを設けるよう
にする。
【００２４】
　コンテンツサーバでは、最大伝送遅延分を予め考慮して初期遅延時間に相当するクロッ
クカウンタ値を加算したタイムスタンプに従い、伝送遅延時間分以上の所定時間だけ遅ら
せたタイミングでコンテンツの音声を出力し、モニター装置ではコンテンツサーバから受
信した映像パケットに付されている基準時刻情報を伝送遅延時間に応じて補正した後、当
該補正した基準時刻情報及び初期遅延時間に相当するクロックカウンタ値を加算したタイ
ムスタンプに基づいて映像を出力することにより、伝送遅延時間分の遅れを取り戻し、か
つ音声出力タイミングと同期した映像出力タイミングで映像を表示することができるので
、映像のみを無線伝送した場合であっても音声と映像とのリップシンクを図ってユーザに
違和感なくコンテンツを提供することができる。
【００２５】
　また本発明においては、コンテンツの音声及び映像のうち当該音声についてはコンテン
ツサーバに接続されたスピーカから出力される一方で、コンテンツサーバから無線伝送さ
れた当該映像を受信して表示手段に表示するモニター装置であって、コンテンツサーバか
ら有線によって送信される当該コンテンツサーバの基準時刻を受信し、当該コンテンツサ
ーバの基準時刻と当該モニター装置の基準時刻とを同期させる基準時刻同期手段と、無線
伝送による最大伝送遅延分を予め考慮して音声及び映像の出力タイミングを予め所定時間
だけ遅らせるため初期遅延時間に相当するクロックカウンタ値が加算されたタイムスタン
プの付されている映像パケットをコンテンツサーバから受信する映像受信手段と、当該モ
ニター装置の基準時刻と映像パケットに付されているコンテンツサーバの基準時刻情報と
に基づいて当該無線伝送による伝送遅延時間を算出する伝送遅延算出手段と、伝送遅延時
間に応じて映像パケットに付されている基準時刻情報を補正することにより伝送遅延時間
分の遅れを取り戻す遅延修正手段と、補正した基準時刻情報と初期遅延時間に相当するク
ロックカウンタ値を加算したタイムスタンプとに従って映像を出力することにより音声と
映像との出力タイミングを同期させる映像出力手段とを設けるようにする。
【００２６】
　無線伝送による最大伝送遅延分を予め考慮して音声及び映像の出力タイミングを予め所
定時間だけ遅らせるため初期遅延時間に相当するクロックカウンタ値が加算されたタイム
スタンプの付されている映像パケットを受信し、当該映像パケットの伝送遅延時間に応じ
て映像パケットに付されている基準時刻情報を補正することにより伝送遅延時間分の遅れ
を取り戻し、当該補正した基準時刻情報と初期遅延時間に相当するクロックカウンタ値を
加算したタイムスタンプとに従って映像を出力することにより音声と映像との出力タイミ
ングを同期させることができるので、伝送遅延を有する状態で映像のみを受信した場合で
あってもコンテンツサーバのスピーカから出力する音声と、モニター装置により表示手段
に表示する映像とのリップシンクを図ってユーザに違和感なくコンテンツを提供すること
ができる。
【００２７】
　さらに本発明においては、コンテンツの音声及び映像のうち当該音声についてはコンテ
ンツサーバに接続されたスピーカから出力される一方で、コンテンツサーバから無線伝送
された当該映像を受信して表示手段に表示する際、音声及び映像の出力タイミングを同期
させるオーディオビデオ同期方法であって、コンテンツサーバから有線によって送信され
る当該コンテンツサーバの基準時刻を受信し、当該コンテンツサーバの基準時刻と当該モ
ニター装置の基準時刻とを同期させる基準時刻同期ステップと、無線伝送による最大伝送
遅延分を予め考慮して音声及び映像の出力タイミングを予め所定時間だけ遅らせるため初
期遅延時間に相当するクロックカウンタ値が加算されたタイムスタンプの付されている映
像パケットをコンテンツサーバから受信する映像受信ステップと、当該モニター装置の基
準時刻と、映像パケットに付されているコンテンツサーバの基準時刻情報とに基づいて当
該無線伝送による伝送遅延時間を算出する伝送遅延算出ステップと、伝送遅延時間に応じ
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て映像パケットに付されている基準時刻情報を補正することにより伝送遅延時間分の遅れ
を取り戻す遅延修正ステップと、補正した基準時刻情報と初期遅延時間に相当するクロッ
クカウンタ値を加算したタイムスタンプとに従って映像を出力することにより音声と映像
との出力タイミングを同期させる映像出力ステップとを設けるようにする。
【００２８】
　無線伝送による最大伝送遅延分を予め考慮して音声及び映像の出力タイミングを予め所
定時間だけ遅らせるため初期遅延時間に相当するクロックカウンタ値が加算されたタイム
スタンプの付されている映像パケットを受信し、当該映像パケットの伝送遅延時間に応じ
て映像パケットに付されている基準時刻情報を補正することにより伝送遅延時間分の遅れ
を取り戻し、当該補正した基準時刻情報と初期遅延時間に相当するクロックカウンタ値を
加算したタイムスタンプとに従って映像を出力することにより音声と映像との出力タイミ
ングを同期させることができるので、伝送遅延を有する状態で映像のみを受信した場合で
あってもコンテンツサーバのスピーカから出力する音声と、モニター装置により表示手段
に表示する映像とのリップシンクを図ってユーザに違和感なくコンテンツを提供すること
ができる。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、コンテンツサーバでは、最大伝送遅延分を予め考慮して初期遅延時間
に相当するクロックカウンタ値を加算したタイムスタンプに従い、伝送遅延時間分以上の
所定時間だけ遅らせたタイミングでコンテンツの音声を出力し、モニター装置では映像パ
ケットに付されている基準時刻情報を伝送遅延時間に応じて補正した後、当該補正した基
準時刻情報及び初期遅延時間に相当するクロックカウンタ値を加算したタイムスタンプに
基づいて映像を出力することにより、伝送遅延時間分の遅れを取り戻し、かつ音声出力タ
イミングと同期した映像出力タイミングで映像を表示することができるので、映像のみを
無線伝送した場合であっても音声と映像とのリップシンクを図ってユーザに違和感なくコ
ンテンツを提供し得るオーディオビデオ同期システムを実現できる。
【００３０】
　また本発明によれば、無線伝送による最大伝送遅延分を予め考慮して音声及び映像の出
力タイミングを予め所定時間だけ遅らせた初期遅延付加タイムスタンプの付されている映
像パケットを受信し、当該映像パケットの伝送遅延時間に応じて映像パケットに付されて
いる基準時刻情報を補正することにより伝送遅延時間分の遅れを取り戻し、当該補正した
基準時刻情報と初期遅延付加タイムスタンプとに従って映像を出力することにより音声と
映像との出力タイミングを同期させることができるので、伝送遅延を有する状態で映像の
みを受信した場合であってもコンテンツサーバのスピーカから出力する音声と、モニター
装置により表示手段に表示する映像とのリップシンクを図ってユーザに違和感を感じさせ
ることなくコンテンツを提供し得るオーディオビデオ同期装置及びオーディオビデオ同期
方法を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、図面について、本発明の一実施の形態を詳述する。
【００３２】
（１）第１の実施の形態
（１－１）車内エンターテインメントシステムの全体構成
　図９との対応部分に同一符号を付して示す図１において、５０は全体として第１の実施
の形態における車内エンターテインメントシステムを示し、コンテンツサーバ５１とワイ
ヤレスリアモニター５２とが無線接続された構成を有する。
【００３３】
　従って車内エンターテインメントシステム５０では、コンテンツサーバ５１によりオー
ディオデータをデコードしてフロントスピーカ（図示せず）から出力すると共に、ワイヤ
レスリアモニター５２によりコンテンツサーバ５１から受信したビデオデータをデコード
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して出力することにより、コンテンツの映像についてはワイヤレスリアモニター５２を介
して後部座席のパッセンジャーへ提供すると共に、当該コンテンツの音声については前席
座席側のフロントスピーカから後部座席のパッセンジャーに聴取させるようになされてい
る。
【００３４】
　また車内エンターテインメントシステム５０では、コンテンツサーバ５１と充電ステー
ション１４とが有線接続されており、当該コンテンツサーバ５１のＳＣＲを充電ステーシ
ョン１４を介してワイヤレスリアモニター５２へ有線により送信するようになされている
。
【００３５】
　これによりワイヤレスリアモニター５２は、充電ステーション１４に載置されている状
態でコンテンツサーバ５１から有線送信されるＳＣＲと、当該ワイヤレスリアモニター５
２が生成するＳＣＲとを同期させ得るようになされている。
【００３６】
　なお車内エンターテインメントシステム５０では、充電ステーション１４にワイヤレス
リアモニター５２が載置された状態で電源１３から電力の供給を受けることにより当該ワ
イヤレスリアモニター５２の内部バッテリを充電し得ると共に、充電ステーション１４に
ワイヤレスリアモニター５２が載置された状態でコンテンツの映像を表示し得るようにも
なされている。
【００３７】
（１－２）車内エンターテインメントシステムの回路構成
　図２に示すようにコンテンツサーバ５１のエンコーダ５５は、ＳＴＣ回路５４から供給
されるＳＴＣに従ってコンテンツを所定の圧縮符号化方式（例えばＭＰＥＧ(Moving Pict
ure Experts Group)２方式）で圧縮符号化し、当該圧縮符号化したコンテンツデータを遅
延付加回路５６へ送出すると共に、コンテンツを圧縮符号化したときのＳＣＲを同期カウ
ンタ６２へ送出する。
【００３８】
　同期カウンタ６２は、ＳＴＣ回路５４からエンコーダ５５を介して供給されたＳＣＲを
保持し、有線により充電ステーション１４へ送信する。
【００３９】
　遅延付加回路５６は、圧縮符号化されたコンテンツデータを図１１及び図１２に示した
ようなデータ構造に従ってＰＳパケット化する際、無線による伝送遅延（例えば０．５秒
や０．７秒）を予め考慮した所定の初期遅延時間分（例えば１秒間）だけ予め遅延させる
べく、９０[kHz]でなるＰＴＳ及びＤＴＳの値に対して、１秒間（９０[kHz]）に相当する
クロックカウンタ値「９００００」を加算することにより、アクセスユニット出力時刻及
びデコード時刻を本来のタイミングよりも初期遅延時間分だけ遅延させ、その結果得られ
るＰＳパケットを分配器５７へ送出する。
【００４０】
　分配器５７は、遅延付加回路５６から供給されたコンテンツデータのＰＳパケットうち
、ビデオデータのＰＳパケットを無線送受信機５８へ送出すると共に、オーディオデータ
のＰＳパケットをオーディオデコーダ６０へ送出する。無線送受信機５８は、ビデオデー
タのＰＳパケットを例えばIEEE(Institute of Electrical and Electronics  Engineers)
802.11g等の無線ＬＡＮ(Local Area Network)プロトコルに従ってワイヤレスリアモニタ
ー５２へ無線伝送する。
【００４１】
　オーディオデコーダ６０は、オーディオデータのＰＳパケットに付されているＳＣＲの
値が、初期遅延時間分の１秒間に相当するクロックカウンタ値「９００００」が付加され
たＰＴＳの値になった時点でオーディオデータのＰＳパケットを再生してフロントスピー
カ６１から当該コンテンツの音声として出力する。
【００４２】
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　従ってコンテンツサーバ５１では、本来のＰＴＳで指定された時刻よりも１秒遅延した
タイミングでフロントスピーカ６１からコンテンツの音声を出力することになる。
【００４３】
　一方、ワイヤレスリアモニター５２は、充電ステーション１４に載置された状態で、当
該充電ステーション１４を介してコンテンツサーバ５１から順次有線送信されてくるＳＣ
Ｒを同期カウンタ６９に取り込みＰＬＬ(Phase Locked Loop)をロックさせることにより
、コンテンツサーバ５１のＳＣＲと完全に同期させたワイヤレスリアモニター５２のＳＣ
Ｒを当該同期カウンタ６９から遅延修正回路６６へ送出するようになされている。
【００４４】
　またワイヤレスリアモニター５２は、コンテンツサーバ５１から無線伝送されたビデオ
データのＰＳパケットを無線送受信機６５で受信し、これを遅延修正回路６６へ送出する
。
【００４５】
　遅延修正回路６６は、同期カウンタ６９から供給されるコンテンツサーバ５１のＳＣＲ
と完全に同期したワイヤレスリアモニター５２のＳＣＲの値と、コンテンツサーバ５１か
ら無線伝送されたＰＳパケットに付されているＳＣＲの値とに基づいて当該ＰＳパケット
における伝送遅延時間を算出し、その伝送遅延時間に応じた所定の修正処理（後述する）
をＰＳパケットに付されているＳＣＲに対して施す。
【００４６】
　そして遅延修正回路６６は、当該修正処理を施した修正ＳＣＲに従ってビデオデコーダ
６７によるデコード処理を行ってディスプレイ６８にコンテンツの映像を表示することに
より、コンテンツサーバ５１のフロントスピーカ６１から出力される音声とディスプレイ
６８に表示させる映像とを同期させてリップシンクを図るようになされている。
【００４７】
（１－３）リップシンク調整原理
　例えば、図３（Ａ）に示すように車内エンターテインメントシステム５０では、コンテ
ンツサーバ５１によるオーディオデータの再生タイミング（☆印で示された）と、無線伝
送路を介してワイヤレスリアモニター５２で最初に受信したＰＳパケットのビデオデータ
の再生タイミング（☆印で示された）とでは伝送遅延時間が例えば０．５秒生じているた
め、ワイヤレスリアモニター５２がＰＴＳ及びＤＴＳに従って出力したとしても音声に対
して映像が０．５秒遅れた状態（音声と映像のズレ）で表示されることになる。
【００４８】
　また車内エンターテインメントシステム５０では、コンテンツサーバ５１における音声
の再生タイミング（☆印で示された）と、ワイヤレスリアモニター５２で次に受信したＰ
Ｓパケットのビデオデータの再生タイミング（☆印で示された）とでは伝送遅延時間が例
えば０．７秒生じているため、ワイヤレスリアモニター５２がＰＴＳ及びＤＴＳに従って
出力したとしても音声に対して映像が０．７秒遅れた状態（音声と映像のズレ）で表示さ
れることになる。
【００４９】
　このような音声に対する映像の遅れは、当該コンテンツを視聴しているユーザにとって
は大きな違和感となり、かつ非常に不愉快なものである。
【００５０】
　従って図３（Ｂ）に示すように車内エンターテインメントシステム５０では、伝送遅延
時間（０．５秒間又は０．７秒間）よりも大きな初期遅延時間（例えば１秒間）をＰＴＳ
及びＤＴＳに設定して再生タイミングを予め遅延させたうえで、ワイヤレスリアモニター
５２に無線伝送されて到達したＰＳパケットにおけるＳＣＲの値に伝送遅延時間（０．５
秒間又は０．７秒間）分に相当するクロックカウンタ値を加算して伝送遅延時間（０．５
秒間又は０．７秒間）分の遅れを取り戻す。
【００５１】
　これによりワイヤレスリアモニター５２は、コンテンツサーバ５１からビデオデータの
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ＰＳパケットを受信した時点から、初期遅延時間（１秒間）と伝送遅延時間（０．５秒間
又は０．７秒間）との差分を表した算出遅延時間（０．５秒間又は０．３秒間）だけ待っ
て映像を表示させ得るようになされている。
【００５２】
　すなわちワイヤレスリアモニター５２は、初期遅延時間を設定しなかったＰＴＳ及びＤ
ＴＳの再生タイミングに対して、伝送遅延時間（０．５秒間又は０．７秒間）と算出遅延
時間（０．５秒間又は０．３秒間）とを加算した合計１秒後に映像をディスプレイ６８に
表示させることができる。
【００５３】
　このときコンテンツサーバ５１についても、初期遅延時間だけ予め遅延させた１秒後の
再生タイミングでフロントスピーカ６１からコンテンツの音声を出力しているため、車内
エンターテインメントシステム５０では当該音声及び映像の出力タイミングをともに１秒
後で同期させ、リップシンクを保障し得るようになされている。
【００５４】
（１－４）リップシンク調整方法
　次に、車内エンターテインメントシステム５０における実際のリップシンク調整方法に
ついて説明する。
【００５５】
　図４（Ａ）及び（Ｂ）に示すようにコンテンツサーバ５１では、初期遅延時間を設定し
ていないＰＴＳ及びＤＴＳの値（「５０」、「７０」、「９０」、…、）に対して、伝送
遅延時間（０．５秒間又は０．７秒間）分を予め考慮した初期遅延時間（例えば１秒間）
に相当するクロックカウンタ値「９００００」を加算してＰＴＳ及びＤＴＳを再設定する
。
【００５６】
　従ってコンテンツサーバ５１では、オーディオデータのＰＳパケットについては初期遅
延時間を設定しなかったＰＴＳ及びＤＴＳの再生タイミングに対して、当該初期遅延時間
分だけ予め遅延させた１秒後の再生タイミングでフロントスピーカ６１から当該コンテン
ツの音声を出力することになる。
【００５７】
　一方、図４（Ｃ）に示すようにワイヤレスリアモニター５２では、コンテンツサーバ５
１からビデオデータのＰＳパケットが例えば０．５秒又は０．７秒後に伝送遅延した状態
で到達するため、予め初期遅延時間（１秒間）を設定したＰＴＳ及びＤＴＳ（図４（Ｂ）
）に従ってビデオデータをデコードして出力すると、伝送遅延分を合わせて１．５秒又は
１．７秒後に映像が表示されることになり、１秒後に出力される音声よりも伝送遅延時間
（０．５秒間又は０．７秒間）分だけ映像が遅れて表示されてしまう。
【００５８】
　その分を修正するためにワイヤレスリアモニター５２では、ビデオデータのＰＳパケッ
トに付されているＳＣＲの値に対して、伝送遅延時間（０．５秒間又は０．７秒間）分に
相当するクロックカウンタ値を加算することにより、当該ＳＣＲの時間軸を補正し、ビデ
オデータのＰＳパケットが伝送遅延した状態で到達したときの伝送遅延分の時間を取り戻
すようになされている。
【００５９】
　この場合、伝送遅延時間が０．５秒であればクロックカウンタ値の「４５０００」に相
当するため、ワイヤレスリアモニター５２は、ＳＣＲの値に対してクロックカウンタ値の
「４５０００」を加算することにより当該ＳＣＲを時間軸補正し、当該時間軸補正後のＳ
ＣＲと、初期遅延時間を設定したＰＴＳ及びＤＴＳとに基づいてビデオデータをデコード
して出力する。
【００６０】
　因みにワイヤレスリアモニター５２は、伝送遅延時間が０．７秒であれば、ＳＣＲの値
に対してクロックカウンタ値の「６３０００」を加算することにより当該ＳＣＲの時間軸



(11) JP 4182437 B2 2008.11.19

10

20

30

40

50

を補正し、当該時間軸補正後のＳＣＲと、初期遅延時間を設定したＰＴＳ及びＤＴＳとに
基づいてビデオデータをデコードして出力する。
【００６１】
　このようにワイヤレスリアモニター５２は、ＳＣＲの時間軸を補正したことにより、ビ
デオデコーダ６７でのデコード待ち時間を短縮し、初期遅延時間（１秒間）から伝送遅延
時間（０．５秒間又は０．７秒間）を減算した算出遅延時間（０．５秒間又は０．３秒間
）だけ待った後にビデオデータをデコードしてディスプレイ６８に映像を表示することが
できる。
【００６２】
　すなわちワイヤレスリアモニター５２は、伝送遅延時間と算出遅延時間との合計が初期
遅延時間の１秒間に相当することになり、通常時の出力タイミングの１秒後から映像を出
力させ得るようになされている。
【００６３】
（１－５）動作及び効果
　以上の構成において、車内エンターテインメントシステム５０のコンテンツサーバ５１
は、当該コンテンツサーバ５１からワイヤレスリアモニター５２までの無線伝送に伴う伝
送遅延時間を予め考慮し、当該伝送遅延時間（０．５秒間又は０．７秒間）よりも大きな
初期遅延時間（例えば１秒間）に相当するクロックカウンタ値をＰＴＳ及びＤＴＳに加算
して再生タイミングを予め１秒間遅延させる。
【００６４】
　そして車内エンターテインメントシステム５０のワイヤレスリアモニター５２では、コ
ンテンツサーバ５１から到達したＰＳパケットのＳＣＲの値に対して伝送遅延時間分に相
当するクロックカウンタ値を加算することにより、当該ＳＣＲの時間軸を進める方向に補
正し、ビデオデータの伝送遅延時間（０．５秒間又は０．７秒間）分の遅れを取り戻す。
【００６５】
　これによりワイヤレスリアモニター５２は、時間軸補正後のＳＣＲと、初期遅延時間分
だけ再生タイミングを遅延させたＰＴＳ及びＤＴＳとに基づいてビデオデータのＰＳパケ
ットをデコードしてディスプレイ６８に表示することにより、初期遅延時間に相当する１
秒後に映像を表示させることができる。
【００６６】
　これにより車内エンターテインメントシステム５０では、コンテンツサーバ５１により
初期遅延時間を設定しなかったＰＴＳ及びＤＴＳの再生タイミングよりも１秒後のタイミ
ングでフロントスピーカ６１から出力する音声と、ワイヤレスリアモニター５２のディス
プレイ６８に表示する映像とを完全に同期させてリップシンクを保障することができる。
【００６７】
　また車内エンターテインメントシステム５０は、コンテンツサーバ５１の遅延付加回路
５６により予めＰＴＳ及びＤＴＳを初期遅延時間分だけ遅延させると共に、ワイヤレスリ
アモニター５２におけるビデオデコーダ６７の前段に設けられた遅延修正回路６６によっ
てビデオデータの伝送遅延時間分の遅れを予め取り戻すようにしたことにより、ビデオデ
コーダ６７自体に複雑で特別な処理を行わせる必要はなく、コンテンツサーバ５１の遅延
付加回路５６と、ワイヤレスリアモニター５２の遅延修正回路６６を新たに設けるだけの
簡単な構成で無線伝送に伴う音声と映像とのずれを修正してリップシンクを保障すること
ができる。
【００６８】
　以上の構成によれば、車内エンターテインメントシステム５０はコンテンツサーバ５１
のフロントスピーカ６１から音声を出力すると共に、当該コンテンツサーバ５１からワイ
ヤレスリアモニター５２へビデオデータのＰＳパケットを無線伝送して映像表示する場合
であっても、当該伝送遅延による影響を補正して音声と映像との同期を図り、確実にリッ
プシンクを保障することができる。
【００６９】



(12) JP 4182437 B2 2008.11.19

10

20

30

40

50

（２）第２の実施の形態
（２－１）車内エンターテインメントシステムの全体構成
　図１との対応部分に同一符号を付して示す図５において、１００は全体として第２の実
施の形態における車内エンターテインメントシステムを示し、第１の実施の形態における
車内エンターテインメントシステム５０と同様、コンテンツサーバ１０１とワイヤレスリ
アモニター５２とが無線接続された構成を有し、そのうえコンテンツサーバ１０１とハー
ドディスクドライブ１０３とが接続されている。
【００７０】
　従って車内エンターテインメントシステム１００では、コンテンツサーバ１０１により
オーディオデータをデコードしてフロントスピーカ（図示せず）から出力すると共に、ワ
イヤレスリアモニター５２によりコンテンツサーバ１０１から無線伝送されて受信したビ
デオデータをデコードして出力することにより、コンテンツの映像についてはワイヤレス
リアモニター５２を介して後部座席のパッセンジャーへ提供すると共に、当該コンテンツ
の音声については前席座席側のフロントスピーカから後部座席のパッセンジャーに聴取さ
せるようになされている。
【００７１】
　また車内エンターテインメントシステム１００においても、コンテンツサーバ１０１と
充電ステーション１４とが有線接続されており、当該コンテンツサーバ１０１のＳＣＲを
充電ステーション１４を介してワイヤレスリアモニター５２へ有線により送信するように
なされている。
【００７２】
　これによりワイヤレスリアモニター５２は、充電ステーション１４に載置されている状
態でコンテンツサーバ１０１から有線送信されるＳＣＲと、当該ワイヤレスリアモニター
５２が生成するＳＣＲとを同期させ得るようになされている。
【００７３】
　なお車内エンターテインメントシステム１００では、充電ステーション１４にワイヤレ
スリアモニター５２が載置された状態で電源１３から電力の供給を受けることにより当該
ワイヤレスリアモニター５２の内部バッテリを充電し得ると共に、充電ステーション１４
にワイヤレスリアモニター５２が載置された状態でコンテンツの映像を表示し得るように
もなされている。
【００７４】
（２－２）車内エンターテインメントシステムの回路構成
　図２との対応部分に同一符号を付した図６に示すようにコンテンツサーバ１０１は、コ
ンテンツサーバ５１（図２）のようにＳＴＣ回路５４からエンコーダ５５及び同期カウン
タ６２を介してＳＣＲがワイヤレスリアモニター５２へ有線送信されるのとは異なり、別
途独立して設けられたＳＴＣ回路１０２から同期カウンタ１０５を介してＳＣＲをワイヤ
レスリアモニター５２へ有線送信するようになされている。
【００７５】
　コンテンツサーバ１０１のエンコーダ５５は、ＳＴＣ回路５４から供給されるＳＴＣに
基づいてコンテンツを所定の圧縮符号化方式（例えばＭＰＥＧ２方式）で圧縮符号化し、
当該圧縮符号化したコンテンツデータをセレクタ１０４へ送出する。またコンテンツサー
バ１０１はハードディスクドライブ１０３から読み出したコンテンツをセレクタ１０４へ
送出する。
【００７６】
　セレクタ１０４は、ユーザのコントローラ操作に応じてエンコーダ５５からのコンテン
ツか、又はハードディスクドライブ１０３から読み出したコンテンツのいずれかを選択し
、当該選択したコンテンツを遅延付加回路５６へ送出する。
【００７７】
　遅延付加回路５６では、図１１及び図１２に示したようなデータ構造に従ってコンテン
ツデータをＰＳパケット化する際、無線による伝送遅延を予め考慮した所定の初期遅延時
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間分（１秒間）だけ予め遅延させるべく、９０[kHz]でなるＰＴＳ及びＤＴＳの値に対し
て、１秒間に相当するクロックカウンタ値「９００００」を加算することにより、アクセ
スユニット出力時刻及びデコード時刻を本来のタイミングよりも初期遅延時間分だけ遅延
させ、その結果得られるＰＳパケットを分配器５７へ送出する。
【００７８】
　ところで遅延付加回路５６では、エンコーダ５５でコンテンツデータを圧縮符号化した
ときのＳＴＣ回路５４から供給されるＳＣＲと、ＳＴＣ回路１０２から同期カウンタ１０
５を介して供給されるＳＴＣとが必ずしも同期しているとは限らないことから、非同期で
ある場合にはその差分を修正した上で、ＰＴＳ及びＤＴＳの値に対して初期遅延時間分の
１秒間に相当するクロックカウンタ値「９００００」を加算するようになされている。
【００７９】
　すなわち遅延付加回路５６では、エンコーダ５５で圧縮符号化されたコンテンツがセレ
クタ１０４で選択された場合であって、エンコーダ５５によって圧縮符号化したときのＳ
ＴＣに基づくＳＣＲと、ＳＴＣ回路１０２から同期カウンタ１０５を介して供給されるＳ
ＴＣとが非同期であるときにはその差分を予め修正し、ハードディスクドライブ１０３か
ら読み出したコンテンツがセレクタ１０４で選択された場合には、同期カウンタ１０５を
介して供給されるＳＣＲをそのまま用いることにより、エンコーダ５５又はハードディス
クドライブ１０３からの何れのコンテンツにも対応し得るようになされている。
【００８０】
　分配器５７は、セレクタ１０４から供給されたコンテンツデータのうちビデオデータの
ＰＳパケットを無線送受信機５８へ送出すると共に、オーディオデータのＰＳパケットを
オーディオデコーダ６０へ送出する。無線送受信機５８は、ビデオデータのＰＳパケット
を例えばIEEE802.11g等の無線ＬＡＮプロトコルに従ってワイヤレスリアモニター５２へ
送信する。
【００８１】
　オーディオデコーダ６０は、初期遅延時間の１秒間に相当するクロックカウンタ値「９
００００」が加算されたＰＴＳ及びＳＣＲに基づいてオーディオデータのＰＳパケットを
再生してフロントスピーカ６１から当該コンテンツの音声として出力する。
【００８２】
　従ってコンテンツサーバ１０１は、コンテンツの音声を本来のＰＴＳで指定されたタイ
ミングよりも１秒間遅延したタイミングでフロントスピーカ６１から出力することになる
。
【００８３】
　一方、ワイヤレスリアモニター５２は、充電ステーション１４に載置された状態で、当
該充電ステーション１４を介してコンテンツサーバ１０１から順次有線送信されてくるＳ
ＣＲを同期カウンタ６９に取り込みＰＬＬをロックさせることにより、コンテンツサーバ
１０１のＳＣＲと完全に同期させたＳＣＲを当該同期カウンタ６９から遅延修正回路６６
へ送出するようになされている。
【００８４】
　またワイヤレスリアモニター５２は、コンテンツサーバ５１から無線伝送されたビデオ
データのＰＳパケットを無線送受信機６５で受信し、これを遅延修正回路６６へ送出する
。
【００８５】
　遅延修正回路６６は、コンテンツサーバ１０１のＳＣＲと完全に同期し、同期カウンタ
６９から供給されるＳＣＲの値と、コンテンツサーバ１０１から無線伝送されたＰＳパケ
ットに付されているＳＣＲの値とに基づいて当該ＰＳパケットにおける伝送遅延時間を算
出し、その伝送遅延時間に応じた所定の修正処理（後述する）を当該ＰＳパケットに付さ
れているＳＣＲに対して施す。
【００８６】
　そして遅延修正回路６６は、当該修正処理を施した修正ＳＣＲに従いビデオデコーダ６
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７によるデコード処理を行ってディスプレイ６８にコンテンツの映像を表示することによ
り、コンテンツサーバ１０１のフロントスピーカ６１から出力される音声とディスプレイ
６８に表示させる映像とを同期させてリップシンクを図るようになされている。
【００８７】
　ところで第２の実施の形態においても、リップシンク調整原理については第１の実施の
形態と同様であるため、その説明については省略し、セレクタ１０４でエンコーダ５５か
らのコンテンツが選択された場合の具体的なリップシンク調整方法についてのみ以下説明
する。なおセレクタ１０４でハードディスクドライブ１０３からコンテンツが選択された
場合のリップシンク調整方法については図４で示した第１の実施の形態におけるリップシ
ンク調整方法と同様であるため、その説明は省略する。
【００８８】
（２－３）リップシンク調整方法
　図７（Ａ）及び（Ｂ）に示すようにコンテンツサーバ１０１では、最初にエンコーダ５
５によりコンテンツを圧縮符号化する際の基準となるＳＣＲの値と同期カウンタ１０５に
よって遅延付加回路５６へ供給されるＳＣＲの値とが例えば２７[MHz]相当のクロックカ
ウンタ値「９００」分のずれが生じている場合、当該クロックカウンタ値「９００」分の
ずれを修正する必要があり、そのため遅延付加回路５６により、同期カウンタ１０５から
供給されるＳＴＣの値に、２７[MHz]相当のクロックカウンタ値「９００」を１／３００
に分周したクロックカウンタ値「３」をそれぞれ加算して修正ＳＣＲを生成する。
【００８９】
　その後コンテンツサーバ１０１では、ＰＴＳ及びＤＴＳの値に対して、伝送遅延時間（
０．５秒間又は０．７秒間）分を予め考慮した初期遅延時間分（１秒間）に相当するクロ
ックカウンタ値「９００００」を加算すると共に、修正ＳＣＲに合わせて２７[MHz]相当
のクロックカウンタ値「９００」を９０[kHz]相当のクロックカウンタ値「３」に換算し
たＳＣＲ修正分を加算してＰＴＳ及びＤＴＳを改めて再設定する。
【００９０】
　これによりコンテンツサーバ１０１では、オーディオデータのＰＳパケットについては
初期遅延時間を設定しなかったＰＴＳの再生タイミングに対して、当該初期遅延時間分だ
け予め遅延させた１秒後の再生タイミングでフロントスピーカ６１から音声を出力するこ
とになる。
【００９１】
　一方、図７（Ｃ）に示すようにワイヤレスリアモニター５２では、コンテンツサーバ１
０１からビデオデータのＰＳパケットが例えば０．７秒後に伝送遅延した状態で到達する
ため、予め初期遅延時間（１秒間）を設定したＰＴＳ及びＤＴＳに従ってビデオデータを
デコードして出力すると、伝送遅延分を合わせて１．７秒後に映像がディスプレイ６８に
表示されることになり、１秒後に出力される音声よりも伝送遅延時間（０．７秒間）分だ
け映像が遅れて表示されてしまう。
【００９２】
　その分を修正するためにワイヤレスリアモニター５２では、修正ＳＣＲの値に対して、
伝送遅延時間の０．７秒間に相当するクロックカウンタ値「６３０００」を加算すること
により、当該修正ＳＣＲの時間軸を補正し、ビデオデータのＰＳパケットが無線伝送によ
り伝送遅延した状態で到達したときの伝送遅延分の時間を取り戻すようになされている。
【００９３】
　この場合、ワイヤレスリアモニター５２は、当該時間軸補正した後の修正ＳＣＲと、初
期遅延時間を設定したＰＴＳ及びＤＴＳとに基づいてビデオデータをデコードして出力す
る。
【００９４】
　従ってワイヤレスリアモニター５２は、時間軸補正後の修正ＳＣＲによりビデオデータ
のＰＳパケットが伝送遅延した伝送遅延時間分（０．７秒間）を取り戻したので、当該時
間軸補正後の修正ＳＣＲの値が初期遅延時間を設定したＰＴＳ及びＤＴＳの値になった時
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点でビデオデータをデコードすれば、ビデオデータのＰＳパケットがワイヤレスリアモニ
ター５２に到達してから算出遅延時間（０．３秒間）だけ待った後に映像をディスプレイ
６８に表示することになる。
【００９５】
　すなわちワイヤレスリアモニター５２は、伝送遅延時間と算出遅延時間との合計が初期
遅延時間の１秒間に相当することになり、通常時の出力タイミングの１秒後から映像を出
力させ得るようになされている。
【００９６】
（２－４）動作及び効果
　以上の構成において、車内エンターテインメントシステム１００のコンテンツサーバ１
０１は、エンコーダ５５で圧縮符号化する際の基準となるＳＣＲと、同期カウンタ１０５
によって遅延付加回路５６へ供給されるＳＣＲとの間にずれがあった場合、当該遅延付加
回路５６によってそのずれを修正し、それ以降では修正ＳＣＲを用いる。
【００９７】
　これによりコンテンツサーバ１０１は、エンコーダ５５から供給されるコンテンツが圧
縮符号化されたときのＳＴＣに基づくＳＣＲと、同期カウンタ１０５のＳＣＲとの間で僅
かにずれが生じている場合でも、当該ずれを修正した修正ＳＣＲを用いてリップシンク調
整することができると共に、ハードディスクドライブ１０３から読み出したコンテンツが
セレクタ１０４で選択された場合には同期カウンタ１０５から供給されるＳＣＲをそのま
ま用いてリップシンク調整することができるため、コンテンツの種類を選ばずにリップシ
ンクを保障することができる。
【００９８】
　すなわちコンテンツサーバ１０１の遅延付加回路５６は、エンコーダ５５から供給され
たコンテンツをＰＳパケット化する際、当該コンテンツサーバ１０１からワイヤレスリア
モニター５２までの間の無線伝送に伴う伝送遅延を予め考慮し、当該伝送遅延に要する伝
送遅延時間（０．７秒間）よりも大きな初期遅延時間（例えば１秒間）に相当するクロッ
クカウンタ値「９００００」をＳＣＲの値に加算すると共に、エンコーダ５５で圧縮符号
化する際の基準となるＳＣＲと、同期カウンタ１０５によって遅延付加回路５６へ供給さ
れるＳＣＲとの間のずれに相当する９０[kHz]相当のクロックカウンタ値「３」とを加算
することにより、アクセスユニット出力時刻及びデコード時刻を本来のタイミングよりも
１秒遅延させる。
【００９９】
　そしてワイヤレスリアモニター５２では、コンテンツサーバ１０１から無線伝送されて
到達するビデオデータのＰＳパケットの伝送遅延時間分（０．７秒間）の遅れを取り戻す
ため、当該ＰＳパケットの修正ＳＣＲの値に対して伝送遅延時間分（０．７秒間）に相当
するクロックカウンタ値「６３０００」を加算することにより、当該修正ＳＣＲの時間軸
を進める方向に補正し、ビデオデータのＰＳパケットの伝送遅延分の時間を取り戻す。
【０１００】
　これによりワイヤレスリアモニター５２は、時間軸補正後の修正ＳＣＲと、初期遅延時
間だけ再生タイミングを遅延させたＰＴＳ及びＤＴＳとに基づいてビデオデータのＰＳパ
ケットをデコードしてディスプレイ６８に表示することにより、初期遅延時間に相当する
１秒後に映像を表示させることができる。
【０１０１】
　これにより車内エンターテインメントシステム１００では、コンテンツサーバ１０１に
より初期遅延時間を設定しなかったＰＴＳ及びＤＴＳの再生タイミングよりも１秒後のタ
イミングでフロントスピーカ６１から出力する音声と、ワイヤレスリアモニター５２のデ
ィスプレイ６８に表示する映像とを完全に同期させてリップシンクを保障することができ
る。
【０１０２】
　以上の構成によれば、車内エンターテインメントシステム１００はコンテンツサーバ１
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０１のエンコーダ５５から供給されたコンテンツの音声パケットをデコードしてフロント
スピーカ６１から出力する音声と、伝送遅延を有するビデオデータのＰＳパケットをワイ
ヤレスリアモニター５２によりデコードしてディスプレイ６８に表示させる映像との同期
を図り、確実にリップシンクを保障することができる。
【０１０３】
　また車内エンターテインメントシステム１００はコンテンツサーバ１０１のハードディ
スクドライブ１０３から供給されたコンテンツの音声パケットをデコードしてフロントス
ピーカ６１から出力する音声と、伝送遅延を有するビデオデータのＰＳパケットをワイヤ
レスリアモニター５２によりデコードしてディスプレイ６８に表示させる映像との同期を
図り、確実にリップシンクを保障することができる。
【０１０４】
（３）他の実施の形態
　なお上述の第１及び第２の実施の形態においては、コンテンツサーバ５１及び１０１の
同期カウンタ６２及び１０５と充電ステーション１４とを有線接続し、当該充電ステーシ
ョン１４を介してワイヤレスリアモニター５２へコンテンツサーバ５１及び１０１から基
準時刻情報としてのＳＣＲを有線送信して同期させるようにした場合について述べたが、
本発明はこれに限らず、コンテンツサーバ５１及び１０１と、ワイヤレスリアモニター５
２とがＧＰＳ(Global Positioning System)衛星から受信した絶対時刻に基づいて互いの
ＳＣＲを同期させたり、電波時計等を利用して互いのＳＣＲを同期させるようにしても良
い。
【０１０５】
　また上述の第１及び第２の実施の形態においては、１アクセスユニットを１ＰＳパケッ
トとしてコンテンツサーバ５１及び１０１からワイヤレスリアモニター５２へ無線伝送す
るようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、必ずしも１アクセスユニッ
トを１ＰＳパケットとしなくても良い。
【０１０６】
　さらに上述の第１及び第２の実施の形態においては、コンテンツサーバ５１及び１０１
からビデオデータをワイヤレスリアモニター５２へ無線伝送し、コンテンツサーバ５１及
び１０１によってオーディオデータを再生してフロントスピーカ６１から出力する音声と
、ワイヤレスリアモニター５２によりデコードしてディスプレイ６８に表示する映像との
リップシンクを調整するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、コン
テンツサーバ５１及び１０１からオーディオデータを後部座席シート側に設けられたワイ
ヤレスリアスピーカへ無線伝送し、コンテンツサーバ５１及び１０１によってビデオデー
タをデコードしてフロントディスプレイから出力する映像と、ワイヤレスリアスピーカに
より出力した音声とのリップシンクを調整するようにしても良い。
【０１０７】
　さらに上述の第１及び第２の実施の形態においては、本発明を車内エンターテインメン
トシステム５０及び１００に適用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに
限らず、ビデオデータだけを無線伝送し、音声と映像とを別々に出力する家庭内における
ＡＶ(Audio Visual)システムに本発明を適用するようにしても良い。
【０１０８】
　さらに上述の実施の形態においては、本発明のオーディオビデオ同期システムとしての
車内エンターテインメントシステム５０、１００を、コンテンツサーバとしてのコンテン
ツサーバ５１、１０１及びモニター装置としてのワイヤレスリアモニター５２とによって
構築し、そのコンテンツサーバを、基準時刻有線送信手段としての同期カウンタ６２、１
０５、映像伝送手段としての遅延付加回路５６、分配器５７及び無線送受信機５８、音声
出力手段としてのオーディオデコーダ６０及びスピーカ６１によって構成し、モニター装
置を、映像受信手段としての無線送受信機６５、基準時刻同期手段としての同期カウンタ
６９、伝送遅延算出手段及び遅延修正手段としての遅延修正回路６６、映像出力手段とし
てのビデオデコーダ６７及びディスプレイ６８によって構成するようにした場合について
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ー装置を構成するようにしても良い。
【産業上の利用可能性】
【０１０９】
　本発明のオーディオビデオ同期システム及びオーディオビデオ同期装置は、例えば音声
又は映像のいずれかを無線伝送してそれぞれ出力する際のリップシンクを図る用途に適用
することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】第１の実施の形態における車内エンターテインメントシステムの全体構成を示す
略線図である。
【図２】第１の実施の形態における車内エンターテインメントシステムの回路構成を示す
略線的ブロック図である。
【図３】リップシンク調整原理の説明に供する略線図である。
【図４】第１の実施の形態におけるリップシンク調整方法の説明に供する略線図である。
【図５】第２の実施の形態における車内エンターテインメントシステムの全体構成を示す
略線図である。
【図６】第２の実施の形態における車内エンターテインメントシステムの回路構成を示す
略線的ブロック図である。
【図７】第２の実施の形態におけるリップシンク調整方法の説明に供する略線図である。
【図８】従来の車内エンターテインメントシステム（１）の回路構成を示す略線的ブロッ
ク図である。
【図９】従来のワイヤレスリアモニターを用いた車内エンターテインメントシステム（２
）の全体構成を示す略線図である。
【図１０】従来のワイヤレスリアモニターを用いた車内エンターテインメントシステム（
２）の回路構成を示す略線的ブロック図である。
【図１１】ＰＳパケットのデータ構造を示す略線図である。
【図１２】ＰＥＳパケットのデータ構造を示す略線図である。
【図１３】従来の伝送遅延に伴う出力タイミングのずれの説明に供する略線図である。
【符号の説明】
【０１１１】
　１、５０、１００……車内エンターテインメントシステム、２、１０３……ハードディ
スク、３……セレクタ、１０４、４……デコーダ、５、２７、６８……ディスプレイ、６
、６１……スピーカ、１１、５１、１０１……コンテンツサーバ、１２、５２……ワイヤ
レスリアモニター、１３……電源、１４……充電ステーション、２１、５５……エンコー
ダ、２２、５７……分配器、２３、６０……オーディオデコーダ、２４、２５、５８、６
５……無線送受信機、６２、６９、１０５……同期カウンタ、６６……遅延修正回路、２
６、６７……ビデオデコーダ。
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