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(57)【要約】
　本技術は、IP伝送方式を用いたデジタル放送において
、NRTサービスを提供することができるようにする受信
装置、受信方法、送信装置、及び、送信方法に関する。
IP伝送方式を用いたデジタル放送を選局する選局制御を
行う選局制御部と、デジタル放送において、IP伝送方式
のプロトコルの階層におけるIP層よりも上位の階層で伝
送されるシグナリング情報に基づいて、放送又は通信で
配信されるアプリケーションの取得を制御する取得制御
部と、取得されたアプリケーションを実行するアプリケ
ーション実行部とを備える受信装置が提供される。本技
術は、例えば、テレビ受像機に適用することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　IP（Internet Protocol）伝送方式を用いたデジタル放送を選局する選局制御を行う選
局制御部と、
　前記デジタル放送において、前記IP伝送方式のプロトコルの階層におけるIP層よりも上
位の階層で伝送されるシグナリング情報に基づいて、放送又は通信で配信されるアプリケ
ーションの取得を制御する取得制御部と、
　取得された前記アプリケーションを実行するアプリケーション実行部と
　を備える受信装置。
【請求項２】
　前記アプリケーションは、前記デジタル放送において、放送サービスとして提供される
AVコンテンツに連動して実行される
　請求項１に記載の受信装置。
【請求項３】
　前記アプリケーションは、前記放送サービスと同一のサービス、又は、別のサービスと
して提供される
　請求項２に記載の受信装置。
【請求項４】
　前記取得制御部は、前記デジタル放送で伝送される、前記アプリケーションを起動させ
るためのトリガ情報が抽出された場合、放送又は通信で配信される前記アプリケーション
の制御情報、及び、前記シグナリング情報に基づいて、前記アプリケーションの取得を制
御する
　請求項３に記載の受信装置。
【請求項５】
　前記アプリケーションは、複数のコンポーネントから構成され、
　前記取得制御部は、放送又は通信で配信される前記複数のコンポーネントの取得を制御
する
　請求項４に記載の受信装置。
【請求項６】
　前記シグナリング情報は、前記アプリケーションが別のサービスとして提供される場合
、別のサービス用のシグナリング情報を取得するための情報を含む
　請求項３に記載の受信装置。
【請求項７】
　前記アプリケーションは、前記デジタル放送において、独立した放送サービスとして提
供される
　請求項１に記載の受信装置。
【請求項８】
　前記アプリケーションは、エントリポイントと、１又は複数のリソースから構成され、
　前記取得制御部は、前記エントリポイントに含まれる前記１又は複数のリソースのURL
（Uniform Resource Locator）、及び、前記シグナリング情報に基づいて、放送又は通信
で配信される前記１又は複数のリソースの取得を制御する
　請求項７に記載の受信装置。
【請求項９】
　前記シグナリング情報は、前記エントリポイントのURLを含み、
　前記取得制御部は、前記エントリポイントのURLに基づいて、前記エントリポイントを
取得する
　請求項８に記載の受信装置。
【請求項１０】
　受信装置の受信方法において、
　前記受信装置が、
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　IP伝送方式を用いたデジタル放送を選局する選局制御を行い、
　前記デジタル放送において、前記IP伝送方式のプロトコルの階層におけるIP層よりも上
位の階層で伝送されるシグナリング情報に基づいて、放送又は通信で配信されるアプリケ
ーションの取得を制御し、
　取得された前記アプリケーションを実行する
　ステップを含む受信方法。
【請求項１１】
　放送サービスとして提供されるストリームを取得する取得部と、
　放送又は通信で配信されるアプリケーションの取得制御に用いられる制御情報を含むシ
グナリング情報を生成するシグナリング情報生成部と、
　前記ストリームとともに、生成された前記シグナリング情報を、IP伝送方式を用いたデ
ジタル放送の放送波で送信する送信部と
　を備え、
　前記デジタル放送において、前記IP伝送方式のプロトコルの階層におけるIP層よりも上
位の階層で、前記シグナリング情報が伝送される
　送信装置。
【請求項１２】
　前記アプリケーションは、前記デジタル放送において、放送サービスとして提供される
AVコンテンツに連動して実行される
　請求項１１に記載の送信装置。
【請求項１３】
　前記アプリケーションは、前記AVコンテンツが提供される放送サービスと同一のサービ
ス、又は、別のサービスとして提供される
　請求項１２に記載の送信装置。
【請求項１４】
　前記シグナリング情報は、前記アプリケーションが別のサービスとして提供される場合
、別のサービス用のシグナリング情報を取得するための情報を含む
　請求項１３に記載の送信装置。
【請求項１５】
　前記アプリケーションは、前記デジタル放送において、独立した放送サービスとして提
供される
　請求項１１に記載の送信装置。
【請求項１６】
　前記アプリケーションは、エントリポイントと、１又は複数のリソースから構成され、
　前記エントリポイントは、前記１又は複数のリソースのURLを含む
　請求項１５に記載の送信装置。
【請求項１７】
　前記シグナリング情報は、前記エントリポイントのURLを含む
　請求項１６に記載の送信装置。
【請求項１８】
　前記アプリケーションを生成するアプリケーション生成部をさらに備え、
　前記送信部は、生成された前記アプリケーションを、前記ストリームとして送信する
　請求項１１に記載の送信装置。
【請求項１９】
　前記アプリケーションを起動させるためのトリガ情報を生成するトリガ情報生成部をさ
らに備え、
　前記送信部は、生成された前記トリガ情報を、前記ストリームに含めて送信する
　請求項１１に記載の送信装置。
【請求項２０】
　送信装置の送信方法において、
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　前記送信装置が、
　放送サービスとして提供されるストリームを取得し、
　放送又は通信で配信されるアプリケーションの取得制御に用いられる制御情報を含むシ
グナリング情報を生成し、
　前記ストリームとともに、生成された前記シグナリング情報を、IP伝送方式を用いたデ
ジタル放送の放送波で送信する
　ステップを含み、
　前記デジタル放送において、前記IP伝送方式のプロトコルの階層におけるIP層よりも上
位の階層で、前記シグナリング情報が伝送される
　送信方法。
【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、送信装置、及び、送信方法に関し、特に、IP伝送方式
を用いたデジタル放送において、NRTサービスを提供することができるようにした受信装
置、受信方法、送信装置、及び、送信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　各国のデジタル放送の規格では、伝送方式としてMPEG2-TS（Moving Picture Experts G
roup phase 2-Transport Stream）方式が採用されている（例えば、特許文献１参照）。
今後は、通信の分野で用いられているIP（Internet Protocol）パケットをデジタル放送
に用いたIP伝送方式を導入することで、より高度なサービスを提供することが想定されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－１５６７１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、MPEG2-TS方式を採用したデジタル放送においては、リアルタイムでの視聴を
前提としない放送サービスとして、NRT（Non Real Time）サービスが知られているが、NR
Tサービスを、IP伝送方式を用いたデジタル放送で実現したいという要求がある。しかし
ながら、NRTサービスを、IP伝送方式を用いたデジタル放送で実現するための技術方式は
確立されていない。
【０００５】
　本技術はこのような状況に鑑みてなされたものであり、IP伝送方式を用いたデジタル放
送において、NRTサービスを提供す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】
【０００６】
　本技術の第１の側面の受信装置は、IP（Internet Protocol）伝送方式を用いたデジタ
ル放送を選局する選局制御を行う選局制御部と、前記デジタル放送において、前記IP伝送
方式のプロトコルの階層におけるIP層よりも上位の階層で伝送されるシグナリング情報に
基づいて、放送又は通信で配信されるアプリケーションの取得を制御する取得制御部と、
取得された前記アプリケーションを実行するアプリケーション実行部とを備える受信装置
である。
【０００７】
　前記アプリケーションは、前記デジタル放送において、放送サービスとして提供される
AVコンテンツに連動して実行されるようにすることができる。
【０００８】
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　前記アプリケーションは、前記放送サービスと同一のサービス、又は、別のサービスと
して提供されるようにすることができる。
【０００９】
　前記取得制御部は、前記デジタル放送で伝送される、前記アプリケーションを起動させ
るためのトリガ情報が抽出された場合、放送又は通信で配信される前記アプリケーション
の制御情報、及び、前記シグナリング情報に基づいて、前記アプリケーションの取得を制
御するようにすることができる。
【００１０】
　前記アプリケーションは、複数のコンポーネントから構成され、前記取得制御部は、放
送又は通信で配信される前記複数のコンポーネントの取得を制御するようにすることがで
きる。
【００１１】
　前記シグナリング情報は、前記アプリケーションが別のサービスとして提供される場合
、別のサービス用のシグナリング情報を取得するための情報を含むようにすることができ
る。
【００１２】
　前記アプリケーションは、前記デジタル放送において、独立した放送サービスとして提
供されるようにすることができる。
【００１３】
　前記アプリケーションは、エントリポイントと、１又は複数のリソースから構成され、
前記取得制御部は、前記エントリポイントに含まれる前記１又は複数のリソースのURL（U
niform Resource Locator）、及び、前記シグナリング情報に基づいて、放送又は通信で
配信される前記１又は複数のリソースの取得を制御するようにすることができる。
【００１４】
　前記シグナリング情報は、前記エントリポイントのURLを含み、前記取得制御部は、前
記エントリポイントのURLに基づいて、前記エントリポイントを取得するようにすること
ができる。
【００１５】
　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。
【００１６】
　本技術の第１の側面の受信方法は、本技術の第１の側面の受信装置に対応する受信方法
である。
【００１７】
　本技術の第１の側面の受信装置、及び、受信方法においては、IP伝送方式を用いたデジ
タル放送を選局する選局制御が行われ、前記デジタル放送において、前記IP伝送方式のプ
ロトコルの階層におけるIP層よりも上位の階層で伝送されるシグナリング情報に基づいて
、放送又は通信で配信されるアプリケーションの取得が制御され、取得された前記アプリ
ケーションが実行される。
【００１８】
　本技術の第２の側面の送信装置は、放送サービスとして提供されるストリームを取得す
る取得部と、放送又は通信で配信されるアプリケーションの取得制御に用いられる制御情
報を含むシグナリング情報を生成するシグナリング情報生成部と、前記ストリームととも
に、生成された前記シグナリング情報を、IP伝送方式を用いたデジタル放送の放送波で送
信する送信部とを備え、前記デジタル放送において、前記IP伝送方式のプロトコルの階層
におけるIP層よりも上位の階層で、前記シグナリング情報が伝送される送信装置である。
【００１９】
　前記アプリケーションは、前記デジタル放送において、放送サービスとして提供される
AVコンテンツに連動して実行されるようにすることができる。
【００２０】
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　前記アプリケーションは、前記AVコンテンツが提供される放送サービスと同一のサービ
ス、又は、別のサービスとして提供されるようにすることができる。
【００２１】
　前記シグナリング情報は、前記アプリケーションが別のサービスとして提供される場合
、別のサービス用のシグナリング情報を取得するための情報を含むようにすることができ
る。
【００２２】
　前記アプリケーションは、前記デジタル放送において、独立した放送サービスとして提
供されるようにすることができる。
【００２３】
　前記アプリケーションは、エントリポイントと、１又は複数のリソースから構成され、
前記エントリポイントは、前記１又は複数のリソースのURLを含むようにすることができ
る。
【００２４】
　前記シグナリング情報は、前記エントリポイントのURLを含むようにすることができる
。
【００２５】
　前記アプリケーションを生成するアプリケーション生成部をさらに備え、前記送信部は
、生成された前記アプリケーションを、前記ストリームとして送信するようにすることが
できる。
【００２６】
　前記アプリケーションを起動させるためのトリガ情報を生成するトリガ情報生成部をさ
らに備え、前記送信部は、生成された前記トリガ情報を、前記ストリームに含めて送信す
るようにすることができる。
【００２７】
　送信装置は、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。
【００２８】
　本技術の第２の側面の送信方法は、本技術の第２の側面の送信装置に対応する送信方法
である。
【００２９】
　本技術の第２の側面の送信装置、及び、送信方法においては、放送サービスとして提供
されるストリームが取得され、放送又は通信で配信されるアプリケーションの取得制御に
用いられる制御情報を含むシグナリング情報が生成され、前記ストリームとともに、生成
された前記シグナリング情報が、IP伝送方式を用いたデジタル放送の放送波で送信される
。また、前記デジタル放送において、前記IP伝送方式のプロトコルの階層におけるIP層よ
りも上位の階層で、前記シグナリング情報が伝送される。
【発明の効果】
【００３０】
　本技術の第１の側面、及び、第２の側面によれば、IP伝送方式を用いたデジタル放送に
おいて、NRTサービスを提供することができる。
【００３１】
　なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に記載され
たいずれかの効果であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】アソシエイテッドNRTのシステムパイプモデルを示す図である。
【図２】TPTを放送取得する場合におけるTDOアプリケーションの実行の例を示す図である
。
【図３】TPTを通信取得する場合におけるTDOアプリケーションの実行の例を示す図である
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。
【図４】スタンドアロンNRTのシステムパイプモデルを示す図である。
【図５】NDOアプリケーションの実行の例を示す図である。
【図６】基本サービスの運用例を示す図である。
【図７】アソシエイテッドNRTの運用例１を説明するための図である。
【図８】アソシエイテッドNRTの運用例２を説明するための図である。
【図９】アソシエイテッドNRTの運用例３を説明するための図である。
【図１０】アソシエイテッドNRTの運用例４を説明するための図である。
【図１１】スタンドアロンNRTの運用例１を説明するための図である。
【図１２】SPDのシンタックスの例を示す図である。
【図１３】NRT Service Description要素のシンタックスの例を示す図である。
【図１４】放送通信システムの構成例を示す図である。
【図１５】送信装置の構成例を示す図である。
【図１６】各サーバの構成例を示す図である。
【図１７】受信装置の構成例を示す図である。
【図１８】制御部の機能的構成例を示す図である。
【図１９】デジタル放送信号送信処理の流れを説明するフローチャートである。
【図２０】TPT提供処理の流れを説明するフローチャートである。
【図２１】アプリケーション提供処理の流れを説明するフローチャートである。
【図２２】基本サービス処理の流れを説明するフローチャートである。
【図２３】アソシエイテッドNRT対応処理の流れを説明するフローチャートである。
【図２４】スタンドアロンNRT対応処理の流れを説明するフローチャートである。
【図２５】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】
【００３３】
　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。なお、説明は以下の
順序で行うものとする。
【００３４】
１．IP伝送方式におけるNRTサービスの概要
（１）アソシエイテッドNRT
（２）スタンドアロンNRT
２．NRTサービスの運用例
（１－１）アソシエイテッドNRTの運用例１：TPT（放送取得）、TDO（主サービスから放
送取得）
（１－２）アソシエイテッドNRTの運用例２：TPT（放送取得）、TDO（NRTサービスから放
送取得）
（１－３）アソシエイテッドNRTの運用例３：TPT（通信取得）、TDO（NRTサービスから放
送取得）
（１－４）アソシエイテッドNRTの運用例４：TPT（通信取得）、TDO（放送・通信取得）
（２－１）スタンドアロンNRTの運用例１
３．シンタックス
４．システム構成
５．各装置における処理の流れ
６．コンピュータの構成
【００３５】
＜１．IP伝送方式におけるNRTサービスの概要＞
【００３６】
　NRT（Non Real Time）サービスは、リアルタイムでの視聴を前提としない放送サービス
である。NRTサービスでは、例えば、FLUTE（File Delivery over Unidirectional Transp
ort）セッションを利用して、NRTコンテンツが送信される。NRTサービスは、アソシエイ
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テッドNRT（Associated NRT）と、スタンドアロンNRT（Stand-alone NRT）の２種類に分
類される。
【００３７】
　アソシエイテッドNRTは、メインとなるビデオやオーディオのストリームを提供する放
送サービス（以下、「主サービス」という。）に付随（連動）するアプリケーションとし
て提供される。アソシエイテッドNRTでは、主サービスのビデオやオーディオ、字幕等の
ストリームに埋め込まれたトリガ情報から、アプリケーションとしてのDO（Declarative 
Object）を起動する。
【００３８】
　このDOは、トリガ情報により起動されるDOであるため、TDO（Triggered Declarative O
bject）と呼ばれる。TDOは、トリガ情報から得られるTPT（TDO Parameter Table）に従っ
て取得され、その動作が制御される。以下、TDOは、TDOアプリケーションと称する。
【００３９】
　スタンドアロンNRTは、独立した放送サービスにおけるアプリケーションとして提供さ
れる。スタンドアロンNRTでは、リモートコントローラ等のユーザ操作によって放送サー
ビスが選択された場合に、アプリケーションとしてのDO（Declarative Object）を起動す
る。
【００４０】
　このDOは、汎用のDO（トリガ情報による起動ではないDO）であることから、NDO（NRT D
eclarative Object）と呼ばれる。NDOは、通常の放送サービスと同様に、あらかじめ取得
済みの選局情報に従い、スタンドアロンNRTのNRTサービスのストリームに接続して取得さ
れ、その動作が制御される。以下、NDOは、NDOアプリケーションと称する。
【００４１】
（１）アソシエイテッドNRT
【００４２】
（システムパイプモデル）
　図１は、アソシエイテッドNRTのシステムパイプモデルを示す図である。
【００４３】
　図１において、所定の周波数帯域を有する放送波（RF Channel）には、複数のBBP（Bas
e Band Packet）ストリームが伝送されている。また、各BBPストリームには、NTP（Netwo
rk Time Protocol）、複数のサービスチャンネル（Service Channel）、ESG（Electronic
 Service Guide）サービス、及び、LLS（Low Layer Signaling）が含まれる。なお、NTP
，サービスチャンネル、及び、ESGサービスは、UDP/IP（User Datagram Protocol/Intern
et Protocol）のプロトコルに従って伝送されるが、LLSは、BBPストリーム上で伝送され
る。
【００４４】
　NTPは、時刻情報である。ESGサービスは、電子サービスガイドである。LLSは、低レイ
ヤのシグナリング情報である。例えば、LLSとしては、SCD（Service Configuration Desc
ription），EAD（Emergency Alerting Description），RRD（Region Rating Description
）等が伝送される。
【００４５】
　SCDは、MPEG2-TS方式に対応したID体系によって、放送ネットワーク内のBBPストリーム
構成とサービス構成が示される。また、SCDには、サービス単位の属性・設定情報として
のIPアドレス等の情報、ESGサービスやSCSにアクセスするためのbootstrap情報などが含
まれる。
【００４６】
　EADは、緊急告知に関する情報を含んでいる。RRDは、レーティング情報を含んでいる。
なお、SCD，EAD，RRDは、例えば、XML（Extensible Markup Language）等のマークアップ
言語により記述される。
【００４７】
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　サービスチャンネル（以下、「サービス」という。）は、SCS（Service Channel Signa
ling）と、ビデオやオーディオ、字幕等の番組を構成するコンポーネント（Component）
と、アソシエイテッドNRTから構成される。なお、各サービスを構成する要素には、共通
のIPアドレスが付与されており、このIPアドレスを用いて、サービスごとに、コンポーネ
ントやSCSなどをパッケージ化することができる。
【００４８】
　SCSは、サービス単位のシグナリング情報である。例えば、SCSとしては、USD（User Se
rvice Description），MPD（Media Presentation Description），SDP（Session Descrip
tion Protocol），FDD（File Delivery Description），SPD（Service Parameter Descri
ption），TPT（TDO Parameter Table）等が伝送される。
【００４９】
　USDは、MPD，FDD，SDP等のシグナリング情報を参照するための参照情報を含んでいる。
なお、USDは、USBD（User Service Bundle Description）と称される場合がある。MPDは
、サービス単位で伝送されるストリーム（コンポーネント）ごとのセグメントURL（Unifo
rm Resource Locator）などの情報を含んでいる。なお、MPDは、MPEG-DASH（Moving Pict
ure Expert Group - Dynamic Adaptive Streaming over HTTP）の規格に準じている。SDP
は、サービス単位のサービス属性、ストリームの構成情報や属性、フィルタ情報、ロケー
ション情報などを含んでいる。
【００５０】
　FDDは、TSI（Transport Session Identifier）ごとのインデックス情報として、ロケー
ション情報（例えばURLなど）やTOI（Transport Object Identifier）などの情報を含ん
でいる。ここで、FLUTEセッションでは、送信するファイルなどを１つのオブジェクトと
して、TOIにより管理する。また、複数のオブジェクトの集合を１つのセッションとして
、TSIにより管理する。すなわち、FLUTEセッションにおいては、TSIとTOIの２つの識別情
報によって特定のファイルを指定することが可能となる。なお、FDDは、USDに要素として
含めるようにしてもよい。
【００５１】
　SPDは、サービスやコンポーネントのレベルで規定された各種のパラメータを含んで構
成される。TPTは、TDOアプリケーションを制御するための制御情報を含んでいる。なお、
USD，MPD，SDP，FDD，SPD，TPTは、例えば、XML等のマークアップ言語により記述される
。
【００５２】
　アソシエイテッドNRT（Associated NRT）は、主サービスに付随（連動）して実行され
るTDOアプリケーションを提供する。なお、TDOアプリケーションは、複数のコンポーネン
トから構成される場合がある。また、アソシエイテッドNRTは、主サービスと同一のサー
ビスで提供されるようにしてもよいし、主サービスと別サービス（NRTサービス）で提供
されるようにしてもよい。
【００５３】
　ここで、所定の周波数帯域を有する放送波（RF Channel）には、例えば放送事業者ごと
に、RFチャンネルID（RF_channel_id）が割り当てられている。また、各放送波で伝送さ
れる１又は複数のBBPストリームには、BBPストリームID（BBP_stream_id）が割り当てら
れる。さらに、各BBPストリームで伝送される１又は複数のサービスには、サービスID（s
ervice_id）が割り当てられる。
【００５４】
　このように、IP伝送方式のID体系としては、MPEG2-TS方式で用いられているネットワー
クID（network_id），トランスポートストリームID（transport_stream_id），サービスI
D（service_id）の組み合わせ（以下、「トリプレット（Triplet）」という。）に対応す
る構成が採用され、このトリプレットによって、放送ネットワーク内のBBPストリーム構
成とサービス構成が示される。
【００５５】
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　このようなID体系を用いることで、現在広く普及しているMPEG2-TS方式との整合をとる
ことができる。なお、IP伝送方式のID体系では、RFチャンネルIDとBBPストリームIDが、M
PEG2-TS方式におけるネットワークIDとトランスポートストリームIDに対応している。
【００５６】
（TDOアプリケーションの実行例１）
　図２は、TPTを放送取得する場合におけるTDOアプリケーションの実行の例を示す図であ
る。
【００５７】
　図２において、放送局（放送事業者）の送信機は、IP伝送方式を用いたデジタル放送の
放送波によって、BBPストリームを伝送している。BBPストリームでは、チャンネル１（CH
.1）の主サービスを構成するSCSやコンポーネントがストリームとして伝送されている。
また、主サービスに付随するアソシエイテッドNRTとして、TDOアプリケーションが伝送さ
れている。なお、TDOアプリケーションは、チャンネル１の主サービスと同一のサービス
、又は、主サービスとは別のNRTサービスとして提供される。
【００５８】
　各家庭等に設置された受信機では、チャンネル１が選局された場合、チャンネル１を構
成するSCSと、ビデオやオーディオ、字幕等のコンポーネントを取得することで、チャン
ネル１の映像と音声が再生される。
【００５９】
　受信機は、字幕等のストリームに含まれるトリガ情報を抽出した場合、SCSで伝送され
るTPTを取得する。受信機は、TPTやUSD等のシグナリング情報（SCS）を解析することで、
放送又は通信で伝送されるTDOアプリケーションを取得する。この例では、放送で伝送さ
れるTDO1が取得されて起動される。その結果、受信機において、チャンネル１の映像には
、TDO1の映像が重畳される。
【００６０】
　その後、受信機において、さらに、字幕等のストリームに含まれるトリガ情報が抽出さ
れた場合、SCSで伝送されるTPTが取得される。受信機は、TPTやUSD等のシグナリング情報
（SCS）を解析することで、放送で伝送されるTDO2を取得して起動する。その結果、受信
機において、チャンネル１の映像に重畳されたTDOアプリケーションが、TDO1からTDO2へ
遷移する。
【００６１】
　以上のように、アソシエイテッドNRTにおいて、TDOアプリケーションは、トリガ情報と
TPTを用いることで、放送又は通信のいずれかの配信経路を介して取得されて、起動され
る。
【００６２】
（TDOアプリケーションの実行例２）
　図３は、TPTを通信取得する場合におけるTDOアプリケーションの実行の例を示す図であ
る。すなわち、図２では、TPTが放送で伝送される場合を例示したが、図３に示すように
、TPTは通信で伝送されるようにしてもよい。
【００６３】
　図３において、放送局の送信機は、IP伝送方式を用いたデジタル放送の放送波によって
、BBPストリームを伝送している。BBPストリームでは、チャンネル１（CH.1）の主サービ
スを構成するSCSやコンポーネントがストリームとして伝送されている。また、主サービ
スに付随するアソシエイテッドNRTとして、TDOアプリケーションが伝送されている。
【００６４】
　各家庭等に設置された受信機では、チャンネル１が選局された場合、チャンネル１を構
成するSCSと、ビデオやオーディオ、字幕等のコンポーネントを取得することで、チャン
ネル１の映像と音声が再生される。
【００６５】
　受信機は、字幕等のストリームに含まれるトリガ情報を抽出した場合、トリガ情報に含
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まれるURLに従い、インターネットを介してTPTサーバ（TPT Server）にアクセスし、TPT
を取得する。受信機は、TPTやUSD等のシグナリング情報（SCS）を解析することで、放送
で伝送されるTDO1を取得して起動する。その結果、受信機において、チャンネル１の映像
には、TDO1の映像が重畳される。
【００６６】
　以上のように、アソシエイテッドNRTにおいて、TDOアプリケーションの制御情報である
TPTは、放送又は通信のいずれかの配信経路を介して取得される。また、図２と図３の例
では、TDOアプリケーションが放送で配信される場合を説明したが、TDOアプリケーション
は、アプリケーションサーバ（不図示）から、インターネットを介して通信で配信される
ようにしてもよい。
【００６７】
（２）スタンドアロンNRT
【００６８】
（システムパイプモデル）
　図４は、スタンドアロンNRTのシステムパイプモデルを示す図である。
【００６９】
　図４において、所定の周波数帯域を有する放送波（RF Channel）には、複数のBBPスト
リームが伝送されている。また、各BBPストリームでは、NTP，複数のサービスチャンネル
、ESGサービス、及び、LLSが伝送される。なお、NTP，サービスチャンネル、及び、ESGサ
ービスは、UDP/IPのプロトコルに従って伝送されるが、LLSは、BBPストリーム上で伝送さ
れる。
【００７０】
　LLSは、低レイヤのシグナリング情報であって、例えば、SCD，EAD，RRDが伝送される。
サービスチャンネル（サービス）は、SCSと、スタンドアロンNRTから構成される。SCSは
、サービス単位のシグナリング情報であって、USD，SDP，FDD，SPD等が伝送される。
【００７１】
　スタンドアロンNRT（Stand-alone NRT）は、独立した放送サービスとして実行されるND
Oアプリケーションを提供する。すなわち、スタンドアロンNRTは、独立した放送サービス
であるため、同一のサービス内には、ビデオやオーディオ、字幕などの他のコンポーネン
トのストリームは存在しないことになる。また、NDOアプリケーションは、例えば、NRTエ
ントリポイント（例えばindex.html）と、NRTリソースから構成される。受信機では、NRT
エントリポイントを先に取得することで、NRTエントリポイントの記述内容に応じてNRTリ
ソースが取得される。
【００７２】
　なお、図４のスタンドアロンNRTのシステムパイプモデルでは、図１のアソシエイテッ
ドNRTのシステムパイプモデルと同様に、RFチャンネルID，BBPストリームID，サービスID
が割り当てられており、このトリプレットによって、放送ネットワーク内のBBPストリー
ム構成とサービス構成が示される。上述したように、このID体系は、MPEG2-TS方式のID体
系に対応している。
【００７３】
（NDOアプリケーションの実行例）
　図５は、NDOアプリケーションの実行の例を示す図である。
【００７４】
　図５において、放送局（放送事業者）の送信機は、IP伝送方式を用いたデジタル放送の
放送波によって、BBPストリームを伝送している。BBPストリームでは、スタンドアロンNR
TのストリームとSCSが伝送されている。
【００７５】
　各家庭等に設置された受信機では、ポータルサービスが選択（選局）された場合、SCS
が取得される。受信機は、USDやSPD，FDD，SDP等のシグナリング情報（SCS）を解析する
ことで、放送で伝送されるNRTエントリポイント（例えばindex.html）を取得する。
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【００７６】
　また、受信機は、NRTエントリポイントに列挙されるNRTリソースのURLと、シグナリン
グ情報（SCS）に基づいて、放送又は通信で伝送されるNRTリソースを取得する。この例で
は、放送で伝送されるNRTリソースが取得される。その結果、受信機においては、NDOアプ
リケーションに対応したポータルサービスの画面１が表示される。
【００７７】
　その後、受信機では、ユーザの操作に応じて、放送で伝送されるNRTリソースが取得さ
れることで、ポータルサービスの画面１から画面２に遷移し、さらに、ポータルサービス
の画面２から画面３へ遷移することになる。
【００７８】
　以上のように、スタンドアロンNRTにおいて、NDOアプリケーションは、そのNRTリソー
スが放送又は通信のいずれかの配信経路を介して取得され、主サービスとは関係なく、独
立した放送サービス（ポータルサービス）として実行される。
【００７９】
＜２．NRTサービスの運用例＞
【００８０】
（基本サービスの運用例）
　図６は、アソシエイテッドNRTの各運用例に共通する基本サービスの運用例を示す図で
ある。なお、図中の「１」乃至「１３」の数字は、処理の順序（以下、「手順」と称する
。）を表しており、受信機においては、この数字の順に処理が実行される。また、このよ
うな数字の意味は、後述する他の図でも同様とされる。
【００８１】
　図６において、RFチャンネルIDにより識別される放送局（放送事業者）の送信機は、IP
伝送方式を用いたデジタル放送の放送波（RF Channel）によって、BBPストリームIDによ
り識別されるBBPストリーム（BBP Stream）を伝送している。BBPストリームでは、サービ
スIDで識別される各サービスを構成するコンポーネントのストリームやシグナリング情報
等が伝送される。
【００８２】
　なお、オーディオやビデオのストリームやシグナリング情報（SCS）のファイルは、FLU
TEセッションで伝送されている。また、図６の基本サービスの運用例では、放送で伝送さ
れるストリームのみが取得されるため、インターネットサーバ(Internet Server)から通
信で伝送されるストリームが取得されることはない。
【００８３】
　図６において、各家庭等に設置された受信機は、初期スキャン処理によって、LLSで伝
送されるSCDを取得して、NVRAMに保存する（手順１）。このSCDには、SCSを取得するため
のIPアドレス、ポート番号、及び、TSIが記述されたSCS Bootstrap情報が含まれる。ここ
で、ユーザにより所望のサービスが選局された場合（手順２）、受信機は、NVRAMからSCD
を読み出して（手順３）、SCS Bootstrap情報に従い、放送波で伝送されているSCSに接続
して、SCSを取得する（手順４，５）。
【００８４】
　SCSのファイルは、FLUTEセッションで伝送されているので、LCTパケットに格納された
データを解析することで、USD，MPD，SDP，FDD等のシグナリング情報が取得される（手順
６）。なお、deliveryMethod要素は、USDの子要素とされるが、説明の都合上、USDとは別
に図示している。また、USDには参照情報が記述されており、この参照情報を用い、MPD，
SDP，FDDを取得することになるが、それらのシグナリング情報は全てSCSに含まれている
ので、そこから一括して取得することもできる。
【００８５】
　MPDのコンポーネントごとのAdaptationSet要素内には、Representation要素が配置され
、放送又は通信で伝送されるストリームが列挙されている。また、Representation要素に
は、id属性の他に、ストリームの取得先のURLが指定されるSegmentURL要素が記述される
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。また、USDのdeliveryMethod要素には、ストリームの配信経路を識別するための情報が
指定される。
【００８６】
　図６の基本サービスの運用例では、ストリームが放送でのみ伝送されるので、delivery
Method要素には、broadcastAppService要素が配置され、さらに、basepattern要素には、
放送で伝送されるストリームのURLが指定される。そして、MPDのSegmentURL要素に指定さ
れたURL（SegmentURL）と、USDのdeliveryMethod要素のbasepattern要素に指定されたURL
とのマッチングを行うことで、MPDに列挙されたオーディオとビデオのストリームが放送
で伝送されていることが特定される（手順７）。
【００８７】
　また、FDDには、オーディオやビデオのストリームごとに、tsi属性、contentLocation
属性、及び、toi属性が記述される。tsi属性には、各FLUTEセッションの識別情報であるT
SI（Transport Session Identifier）が指定される。また、toi属性には、FLUTEセッショ
ンごとに送られる複数のオブジェクトの識別情報であるTOI（Transport Object Identifi
er）が指定される。contentLocation属性には、ファイルのURLが指定される。
【００８８】
　そして、MPDのSegmentURL要素に指定されたURL（SegmentURL）と、FDDのcontentLocati
on属性に指定されたURLとのマッチングを行うことで、MPDに列挙されたオーディオとビデ
オのストリームを取得するためのTSIとTOIが特定される（手順８）。さらに、SDPを参照
することで、オーディオとビデオのストリームを取得するためのIPアドレスとポート番号
が特定される（手順８）。
【００８９】
　このようにして、オーディオとビデオのストリームを取得するためのIPアドレス、ポー
ト番号、TSI、及び、TOIがそれぞれ取得される。受信機は、オーディオとビデオのストリ
ームのIPアドレス、ポート番号、TSI、及び、TOIを用い、FLUTEセッションで伝送されて
いるオーディオとビデオのストリームに接続して、LCTパケットを取得する（手順９，１
０）。
【００９０】
　そして、受信機は、LCTパケットに格納されたセグメントデータ(メディアセグメント)
を抽出して、バッファに一時的に記憶させることで、バッファリングを行い（手順１１，
１２）、さらに、レンダリングを行う（手順１３）。これにより、受信機では、選局され
たサービスに対応した放送番組の映像と音声が再生される。
【００９１】
（１－１）アソシエイテッドNRTの運用例１
　図７は、アソシエイテッドNRTの運用例１を説明するための図である。この運用例１で
は、TPTが放送取得され、TDOアプリケーションが、主サービスと同一のサービスとして伝
送されるアソシエイテッドNRTのストリームから放送取得される。
【００９２】
　図７において、RFチャンネルIDにより識別される放送局の送信機は、IP伝送方式を用い
たデジタル放送の放送波（RF Channel）によって、BBPストリームIDにより識別されるBBP
ストリーム（BBP Stream）を伝送している。
【００９３】
　BBPストリームでは、LLSとともに、サービスIDにより識別される主サービスとして、オ
ーディオとビデオのストリーム（図中の「A/V」）とSCSが伝送される。また、主サービス
と同一のサービス（同一のIPアドレス）として、アソシエイテッドNRTのストリーム（図
中の「NRT」）が伝送される。なお、オーディオ又はビデオのストリームには、トリガ情
報が埋め込まれている。また、TPTがSCSで伝送されている。
【００９４】
　なお、オーディオやビデオ、アソシエイテッドNRTのストリームと、シグナリング情報
（SCS）のファイルは、FLUTEセッションで伝送されている。また、アソシエイテッドNRT
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の運用例１では、放送で伝送されるTPTが取得されるため、インターネットサーバ（TPTサ
ーバ）から通信で伝送されるTPTが取得されることはない。
【００９５】
　図７において、各家庭等に設置された受信機は、図６の基本サービスの運用例（Basic 
Service flow）によって、手順１乃至１３を実行することで、ユーザにより選局された主
サービスの放送番組の映像と音声を再生している。
【００９６】
　ただし、図７のアソシエイテッドNRTの運用例１では、図６の基本サービスの運用例と
比べて、アソシエイテッドNRTが提供されているため、アソシエイテッドNRTの提供が開始
された時点で、シグナリング情報（SCS）は、アソシエイテッドNRTに対応した記述となっ
ている。なお、受信機は、SCSで伝送されるMPDの更新を常に監視して、MPDに応じたオー
ディオとビデオのストリームを再生している（手順１４）。
【００９７】
　受信機は、オーディオ又はビデオのストリームを常に監視し、当該ストリームに含まれ
るトリガ情報を抽出した場合、SCSに接続して、SCSを取得する（手順１５）。ただし、TP
TやUSD等のファイルは、FLUTEセッションで伝送されているので、LCTパケットに格納され
たデータを解析することで、TPTやUSD等のシグナリング情報が取得される（手順１６）。
【００９８】
　なお、TPTを取得するタイミングは、ストリームに含まれるトリガ情報が抽出されたと
きのほか、例えば、SCSを常に監視して、TPTが新たに出現するか、あるいはTPTが更新さ
れたタイミングで、そのTPTを取得するようにしてもよい。
【００９９】
　TPTには、TDOアプリケーションを識別するID（AppID）と、TDOアプリケーションの取得
先を示すURL（AppURL）とが対応して記述されている。ここで、TPTのAppURLと、USDのdel
iveryMethod要素におけるbroadcastAppService要素内のbasepattern要素に指定されたURL
とが対応しているので、それらのURLのマッチングを行うことで、TPTの制御対象のTDOア
プリケーションが、放送で伝送されていることが特定される（手順１７，１８）。
【０１００】
　また、USDのdeliveryMethod要素のbasepattern要素に指定されたURL（TPTのAppURL）と
、FDDのcontentLocation属性に指定されたURLは対応しているので、それらのURLのマッチ
ングを行うことで、TPTの制御対象のTDOアプリケーションを取得するためのTSIとTOIが特
定される。また、SDPを参照することで、TPTの制御対象のTDOアプリケーションを取得す
るためのIPアドレスとポート番号が特定される（手順１９）。
【０１０１】
　なお、SPDには、アソシエイテッドNRTに関する情報が記述されるNRT関連記述子（NRT S
ervice Descriptor）が配置されており、適宜、そこに記述された情報が参照されるよう
にしてもよい。
【０１０２】
　このようにして、アソシエイテッドNRTのストリームに接続するためのIPアドレス、ポ
ート番号、TSI、及び、TOIがそれぞれ取得される。受信機は、アソシエイテッドNRTのス
トリームのIPアドレス、ポート番号、TSI、及び、TOIを用い、FLUTEセッションで伝送さ
れているアソシエイテッドNRTのストリームに接続して、LCTパケットを取得する（手順２
０，２１）。
【０１０３】
　なお、アソシエイテッドNRTのストリームと、オーディオとビデオのストリームは、同
一のサービスとして提供されるので、アソシエイテッドNRTのストリームのIPアドレスは
、SDPから取得するのではなく、オーディオとビデオのストリームと同一のIPアドレスを
用いるようにしてもよい。
【０１０４】
　そして、受信機は、LCTパケットに格納されたデータを抽出してキャッシュし（手順２
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２，２３）、さらに、レンダリングを行う（手順２４）。これにより、受信機では、放送
番組に連動してTDOアプリケーションが実行され、放送番組の映像に、TDOアプリケーショ
ンの映像が重畳して表示される。
【０１０５】
　以上のように、図７のアソシエイテッドNRTの運用例１においては、アソシエイテッドN
RTのストリームが、オーディオとビデオのストリームと同一のサービスとして伝送されて
いる場合に、SCSとして伝送される、TPTやUSD等のシグナリング情報を用いることで、ア
ソシエイテッドNRTのストリームから、TDOアプリケーションが取得され、放送番組に連動
して実行されることになる。これにより、IP伝送方式を用いたデジタル放送において、ア
ソシエイテッドNRTのNRTサービスを提供することができる。
【０１０６】
（１－２）アソシエイテッドNRTの運用例２
　図８は、アソシエイテッドNRTの運用例２を説明するための図である。この運用例２で
は、TPTが放送取得され、TDOアプリケーションが、主サービスと別サービスとして伝送さ
れるアソシエイテッドNRTのストリームから放送取得される。
【０１０７】
　図８において、RFチャンネルIDにより識別される放送局の送信機は、IP伝送方式を用い
たデジタル放送の放送波（RF Channel）によって、BBPストリームIDにより識別されるBBP
ストリーム（BBP Stream）を伝送している。
【０１０８】
　BBPストリームでは、LLSとともに、サービスIDにより識別される主サービスとして、オ
ーディオとビデオのストリーム（図中の「A/V」）とSCSが伝送される。また、主サービス
と別サービス（NRTサービス）として、アソシエイテッドNRTのストリーム（図中の「NRT
」）とSCSが伝送される。すなわち、この場合、主サービスとNRTサービスでは、IPアドレ
スが異なっている。なお、オーディオ又はビデオのストリームには、トリガ情報が埋め込
まれている。また、TPTがSCSで伝送されている。
【０１０９】
　なお、オーディオやビデオ、アソシエイテッドNRTのストリームと、シグナリング情報
（SCS）のファイルは、FLUTEセッションで伝送されている。また、アソシエイテッドNRT
の運用例２では、放送で伝送されるTPTが取得されるため、インターネットサーバ（TPTサ
ーバ）から通信で伝送されるTPTが取得されることはない。
【０１１０】
　図８において、各家庭等に設置された受信機は、図６の基本サービスの運用例（Basic 
Service flow）によって、手順１乃至１３を実行することで、ユーザにより選局された主
サービスの放送番組の映像と音声を再生している。
【０１１１】
　ただし、図８のアソシエイテッドNRTの運用例２では、図６の基本サービスの運用例と
比べて、アソシエイテッドNRTが提供されているため、アソシエイテッドNRTの提供が開始
された時点で、シグナリング情報（SCS）は、アソシエイテッドNRTに対応した記述となっ
ている。なお、受信機は、SCSで伝送されるMPDの更新を常に監視して、MPDに応じたオー
ディオとビデオのストリームを再生している（手順１４）。
【０１１２】
　受信機は、オーディオ又はビデオのストリームを常に監視し、当該ストリームに含まれ
るトリガ情報を抽出した場合、主サービスのSCSに接続して、SCSを取得する（手順１５）
。ただし、TPTやUSD等のファイルは、FLUTEセッションで伝送されているので、LCTパケッ
トに格納されたデータを解析することで、TPTやUSD等のシグナリング情報が取得される（
手順１６）。
【０１１３】
　なお、TPTを取得するタイミングは、ストリームに含まれるトリガ情報が抽出されたと
きのほか、例えば、主サービスのSCSを常に監視して、TPTが新たに出現するか、あるいは
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TPTが更新されたタイミングで、そのTPTを取得するようにしてもよい。
【０１１４】
　TPTには、TDOアプリケーションを識別するID（AppID）と、TDOアプリケーションの取得
先を示すURL（AppURL）とが対応して記述されている。ここで、TPTのAppURLと、USDのdel
iveryMethod要素におけるbroadcastAppService要素内のbasepattern要素に指定されたURL
とが対応しているので、それらのURLのマッチングを行うことで、TPTの制御対象のTDOア
プリケーションが、放送で伝送されていることが特定される（手順１７，１８）。なお、
図８のTPTにおいて、availbroadcast属性によりTDOアプリケーションが放送で伝送される
かどうかを指定するようにしてもよい。
【０１１５】
　また、broadcastAppService要素内には、basepattern要素の他に、assocication_tag属
性が記述されている。このassocication_tag属性は、SPDに記述されたAssociation Servi
ce Descriptionのassocication_tag属性に関連付けられているので、RFチャンネルID、BB
PストリームID、及び、サービスIDが特定される（手順１９）。なお、assocication_tag
属性は、USDのdeliveryMethod要素のbroadcastAppService要素内に配置されるのではなく
、TPT内に配置されるようにしてもよい。
【０１１６】
　そして、このトリプレットを用いることで、初期スキャン処理等でNVRAMに保存されて
いるSCDから、NRTサービスのSCSを取得するためのSCS Bootstrap情報が得られるので、受
信機は、SCS Bootstrap情報で指定されたIPアドレス、ポート番号、及び、TSIに従い、放
送波で伝送されているNRTサービスのSCSに接続して、SCSを取得する（手順２０，２１）
。
【０１１７】
　SCSのファイルは、FLUTEセッションで伝送されているので、LCTパケットに格納された
データを解析することで、USD，SDP，FDD，SDP等のシグナリング情報が取得される（手順
２２）。ここで、主サービスのTPTにおいて、TDOアプリケーションの取得先を示すURL（A
ppURL）は、NRTサービスのUSDのdeliveryMethod要素のbroadcastAppService要素内のbase
pattern要素のURLと対応している（手順２３）。
【０１１８】
　また、それらのURLには、NRTサービスのFDDのcontentLocation属性に指定されたURLも
対応しているので、NRTサービスのUSDのdeliveryMethod要素のbroadcastAppService要素
内のbasepattern要素に指定されたURL（TPTのAppURL）と、FDDのcontentLocation属性に
指定されたURLのマッチングを行うことで、TPTの制御対象のTDOアプリケーションを取得
するためのTSIとTOIが特定される。また、SDPを参照することで、TPTの制御対象のTDOア
プリケーションを取得するためのIPアドレスとポート番号が特定される（手順２４）。
【０１１９】
　なお、NRTサービスのSPDには、アソシエイテッドNRTに関する情報が記述される記述子
（NRT related Descriptors）が配置されており、適宜、そこに記述された情報が参照さ
れるようにしてもよい。
【０１２０】
　このようにして、アソシエイテッドNRTのストリームに接続するためのIPアドレス、ポ
ート番号、TSI、及び、TOIがそれぞれ取得される。受信機は、アソシエイテッドNRTのス
トリームのIPアドレス、ポート番号、TSI、及び、TOIを用い、FLUTEセッションで伝送さ
れているアソシエイテッドNRTのストリームに接続して、LCTパケットを取得する（手順２
５，２６）。
【０１２１】
　そして、受信機は、LCTパケットに格納されたデータを抽出し（手順２７）、それによ
り得られるアソシエイテッドNRTのTDOアプリケーション（NRT Content）を蓄積する（手
順２８）。これにより、受信機では、蓄積済みのTDOアプリケーションのレンダリングを
行うことで、放送番組に連動してTDOアプリケーションが実行され、放送番組の映像に、T
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DOアプリケーションの映像が重畳して表示される。
【０１２２】
　以上のように、図８のアソシエイテッドNRTの運用例２においては、アソシエイテッドN
RTのストリームが、オーディオとビデオのストリームとは別のNRTサービスとして伝送さ
れている場合に、主サービスとNRTサービスのSCSを用いることで、アソシエイテッドNRT
のストリームから、TDOアプリケーションが取得され、放送番組に連動して実行されるこ
とになる。これにより、IP伝送方式を用いたデジタル放送において、アソシエイテッドNR
TのNRTサービスを提供することができる。
【０１２３】
（１－３）アソシエイテッドNRTの運用例３
　図９は、アソシエイテッドNRTの運用例３を説明するための図である。この運用例３で
は、TPTが通信取得され、TDOアプリケーションが、主サービスと別サービスとして伝送さ
れるアソシエイテッドNRTのストリームから放送取得される。
【０１２４】
　図９において、RFチャンネルIDにより識別される放送局の送信機は、IP伝送方式を用い
たデジタル放送の放送波（RF Channel）によって、BBPストリームIDにより識別されるBBP
ストリーム（BBP Stream）を伝送している。
【０１２５】
　BBPストリームでは、LLSとともに、サービスIDにより識別される主サービスとして、オ
ーディオとビデオのストリーム（図中の「A/V」）とSCSが伝送される。また、NRTサービ
スとして、アソシエイテッドNRTのストリーム（図中の「NRT」）とSCSが伝送される。な
お、オーディオ又はビデオのストリームには、トリガ情報が埋め込まれている。
【０１２６】
　なお、オーディオやビデオ、アソシエイテッドNRTのストリームと、シグナリング情報
（SCS）のファイルは、FLUTEセッションで伝送されている。また、アソシエイテッドNRT
の運用例３では、インターネットサーバ（TPTサーバ）から通信で伝送されるTPTが、受信
機により取得される。
【０１２７】
　図９において、各家庭等に設置された受信機は、図６の基本サービスの運用例（Basic 
Service flow）によって、手順１乃至１３を実行することで、ユーザにより選局された主
サービスの放送番組の映像と音声を再生している。
【０１２８】
　ただし、図９のアソシエイテッドNRTの運用例３では、図６の基本サービスの運用例と
比べて、アソシエイテッドNRTが提供されているため、アソシエイテッドNRTの提供が開始
された時点で、シグナリング情報（SCS）は、アソシエイテッドNRTに対応した記述となっ
ている。なお、受信機は、SCSで伝送されるMPDの更新を常に監視して、MPDに応じたオー
ディオとビデオのストリームを再生している（手順１４）。
【０１２９】
　受信機は、オーディオ又はビデオのストリームを常に監視し、当該ストリームに含まれ
るトリガ情報を抽出した場合、トリガ情報に含まれるURLに従い、インターネットを介し
てTPTサーバにアクセスし、TPTを取得する。また、受信機は、主サービスのSCSに接続し
て、SCSを取得する（手順１５）。ただし、USD等のファイルは、FLUTEセッションで伝送
されているので、LCTパケットに格納されたデータを解析することで、USD等のシグナリン
グ情報が取得される（手順１６）。
【０１３０】
　TPTサーバから取得されたTPTには、TDOアプリケーションを識別するID（AppID）と、TD
Oアプリケーションの取得先を示すURL（AppURL）とが対応して記述されている。ここで、
TPTのAppURLと、USDのdeliveryMethod要素におけるbroadcastAppService要素内のbasepat
tern要素に指定されたURLとが対応しているので、それらのURLのマッチングを行うことで
、TPTの制御対象のTDOアプリケーションが、放送で伝送されていることが特定される（手
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順１７，１８）。
【０１３１】
　また、broadcastAppService要素内には、basepattern要素の他に、assocication_tag属
性が記述されている。このassocication_tag属性は、SPDに記述されたAssociation Servi
ce Descriptionのassocication_tag属性に関連付けられているので、RFチャンネルID、BB
PストリームID、及び、サービスIDが特定される（手順１９）。
【０１３２】
　そして、このトリプレットを用いることで、初期スキャン処理等でNVRAMに保存されて
いるSCDから、NRTサービスのSCSを取得するためのSCS Bootstrap情報が得られるので、受
信機は、SCS Bootstrap情報で指定されたIPアドレス、ポート番号、及び、TSIに従い、放
送波で伝送されているNRTサービスのSCSに接続して、SCSを取得する（手順２０，２１）
。
【０１３３】
　SCSのファイルは、FLUTEセッションで伝送されているので、LCTパケットに格納された
データを解析することで、USD，SDP，FDD，SDP等のシグナリング情報が取得される（手順
２２）。ここで、通信取得されたTPTにおいて、TDOアプリケーションの取得先を示すURL
（AppURL）は、NRTサービスのUSDのdeliveryMethod要素のbroadcastAppService要素内のb
asepattern要素のURLと対応している（手順２３）。
【０１３４】
　また、それらのURLには、NRTサービスのFDDのcontentLocation属性に指定されたURLも
対応しているので、NRTサービスのUSDのdeliveryMethod要素のbroadcastAppService要素
内のbasepattern要素に指定されたURL（TPTのAppURL）と、FDDのcontentLocation属性に
指定されたURLのマッチングを行うことで、TPTの制御対象のTDOアプリケーションを取得
するためのTSIとTOIが特定される。また、SDPを参照することで、TPTの制御対象のTDOア
プリケーションを取得するためのIPアドレスとポート番号が特定される（手順２４）。
【０１３５】
　なお、NRTサービスのSPDには、アソシエイテッドNRTに関する情報が記述される記述子
（NRT related Descriptors）が配置されており、適宜、そこに記述された情報が参照さ
れるようにしてもよい。
【０１３６】
　このようにして、アソシエイテッドNRTのストリームに接続するためのIPアドレス、ポ
ート番号、TSI、及び、TOIがそれぞれ取得される。受信機は、アソシエイテッドNRTのス
トリームのIPアドレス、ポート番号、TSI、及び、TOIを用い、FLUTEセッションで伝送さ
れているアソシエイテッドNRTのストリームに接続して、LCTパケットを取得する（手順２
５，２６）。
【０１３７】
　そして、受信機は、LCTパケットに格納されたデータを抽出し（手順２７）、それによ
り得られるアソシエイテッドNRTのTDOアプリケーション（NRT Content）を蓄積する（手
順２８）。これにより、受信機では、蓄積済みのTDOアプリケーションのレンダリングを
行うことで、放送番組に連動してTDOアプリケーションが実行され、放送番組の映像に、T
DOアプリケーションの映像が重畳して表示される。
【０１３８】
　以上のように、図９のアソシエイテッドNRTの運用例３においては、アソシエイテッドN
RTのストリームが、オーディオとビデオのストリームとは別のNRTサービスとして伝送さ
れている場合に、通信取得されるTPTと、主サービスとNRTサービスのSCSを用いることで
、アソシエイテッドNRTのストリームから、TDOアプリケーションが取得され、放送番組に
連動して実行されることになる。これにより、IP伝送方式を用いたデジタル放送において
、アソシエイテッドNRTのNRTサービスを提供することができる。
【０１３９】
（１－４）アソシエイテッドNRTの運用例４
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　図１０は、アソシエイテッドNRTの運用例４を説明するための図である。この運用例４
では、TPTが通信取得され、TDOアプリケーションを構成する複数のコンポーネントが、放
送と通信の複数の配信経路から取得される。
【０１４０】
　図１０において、RFチャンネルIDにより識別される放送局の送信機は、IP伝送方式を用
いたデジタル放送の放送波（RF Channel）によって、BBPストリームIDにより識別されるB
BPストリーム（BBP Stream）を伝送している。
【０１４１】
　BBPストリームでは、LLSとともに、サービスIDにより識別される主サービスとして、オ
ーディオとビデオのストリーム（図中の「A/V」）とSCSが伝送される。また、NRTサービ
スとして、アソシエイテッドNRTのストリーム（図中の「NRT」）とSCSが伝送される。な
お、オーディオ又はビデオのストリームには、トリガ情報が埋め込まれている。
【０１４２】
　なお、オーディオやビデオ、アソシエイテッドNRTのストリームと、シグナリング情報
（SCS）のファイルは、FLUTEセッションで伝送されている。また、アソシエイテッドNRT
の運用例４では、TPTサーバから通信で伝送されるTPTと、アプリケーションサーバから通
信で伝送されるTDOアプリケーションが、受信機により取得される。
【０１４３】
　図１０において、各家庭等に設置された受信機は、図６の基本サービスの運用例（Basi
c Service flow）によって、手順１乃至１３を実行することで、ユーザにより選局された
主サービスの放送番組の映像と音声を再生している。
【０１４４】
　ただし、図１０のアソシエイテッドNRTの運用例４では、図６の基本サービスの運用例
と比べて、アソシエイテッドNRTが提供されているため、アソシエイテッドNRTの提供が開
始された時点で、シグナリング情報（SCS）は、アソシエイテッドNRTに対応した記述とな
っている。なお、受信機は、SCSで伝送されるMPDの更新を常に監視して、MPDに応じたオ
ーディオとビデオのストリームを再生している（手順１４）。
【０１４５】
　受信機は、オーディオ又はビデオのストリームを常に監視し、ストリームに含まれるト
リガ情報を抽出した場合、トリガ情報に含まれるURLに従い、インターネットを介してTPT
サーバにアクセスし、TPTを取得する。また、受信機は、主サービスのSCSに接続して、SC
Sを取得する（手順１５）。ただし、USD等のファイルは、FLUTEセッションで伝送されて
いるので、LCTパケットに格納されたデータを解析することで、USD等のシグナリング情報
が取得される（手順１６）。
【０１４６】
　TPTサーバから取得されたTPTには、TDOアプリケーションを識別するID（AppID）と、TD
Oアプリケーションの取得先を示すURL（ContentURL）とが対応して記述されている。ここ
では、TDOアプリケーションが複数のコンポーネントから構成され、各コンポーネントの
取得先が異なるので、それらのコンポーネントごとの取得先のURLとして、ContentURL1と
、ContentURL2が記述されている。
【０１４７】
　また、TPTのContentURLと、USDのdeliveryMethod要素におけるbroadcastAppService要
素又はunicastAppService要素内のbasepattern要素に指定されたURLとが対応しているの
で、それらのURLのマッチングを行う。当該マッチングの結果、TPTのContentURL1は、bro
adcastAppService要素内のbasepattern要素のURLに対応しているので、ContentURL1に対
応したTDOアプリケーションを構成するコンポーネントが、放送で伝送されていることが
特定される（手順１７，１８）。
【０１４８】
　また、TPTのContentURL2は、unicastAppService要素内のbasepattern要素に指定された
URLに対応しているので、ContentURL2に対応したTDOアプリケーションを構成するコンポ
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ーネントが、通信で伝送されていることが特定される（手順１７，１８）。
【０１４９】
　また、broadcastAppService要素内には、basepattern要素の他に、assocication_tag属
性が記述されている。このassocication_tag属性は、SPDに記述されたAssociation Servi
ce Descriptionのassocication_tag属性に関連付けられているので、RFチャンネルID、BB
PストリームID、及び、サービスIDが特定される（手順１９）。
【０１５０】
　そして、このトリプレットを用いることで、初期スキャン処理等でNVRAMに保存されて
いるSCDから、NRTサービスのSCSを取得するためのSCS Bootstrap情報が得られるので、受
信機は、SCS Bootstrap情報で指定されたIPアドレス、ポート番号、及び、TSIに従い、放
送波で伝送されているNRTサービスのSCSに接続して、SCSを取得する（手順２０，２１）
。
【０１５１】
　SCSのファイルは、FLUTEセッションで伝送されているので、LCTパケットに格納された
データを解析することで、USD，SDP，FDD，SDP等のシグナリング情報が取得される（手順
２２）。ここで、通信取得されたTPTにおいて、TDOアプリケーションを構成するコンポー
ネントの取得先を示すURL（ContentURL1）は、NRTサービスのUSDのdeliveryMethod要素の
broadcastAppService要素内のbasepattern要素のURLと対応している（手順２３）。
【０１５２】
　また、それらのURLには、NRTサービスのFDDのcontentLocation属性に指定されたURLも
対応しているので、NRTサービスのUSDのdeliveryMethod要素のbroadcastAppService要素
内のbasepattern要素に指定されたURL（TPTのContentURL1）と、FDDのcontentLocation属
性に指定されたURLのマッチングを行うことで、TPTの制御対象のTDOアプリケーションを
構成するコンポーネントを取得するためのTSIとTOIが特定される。また、SDPを参照する
ことで、TPTの制御対象のTDOアプリケーションを構成するコンポーネントを取得するため
のIPアドレスとポート番号が特定される（手順２４）。
【０１５３】
　なお、NRTサービスのSPDには、アソシエイテッドNRTに関する情報が記述される記述子
（NRT related Descriptors）が配置されており、適宜、そこに記述された情報が参照さ
れるようにしてもよい。
【０１５４】
　このようにして、アソシエイテッドNRTのストリームに接続するためのIPアドレス、ポ
ート番号、TSI、及び、TOIがそれぞれ取得される。受信機は、アソシエイテッドNRTのス
トリームのIPアドレス、ポート番号、TSI、及び、TOIを用い、FLUTEセッションで伝送さ
れているアソシエイテッドNRTのストリームに接続して、LCTパケットを取得する（手順２
５，２６）。
【０１５５】
　そして、受信機は、LCTパケットに格納されたデータを抽出することで（手順２７）、T
DOアプリケーションを構成するコンポーネント（NRT Content）が取得される。
【０１５６】
　また、TDOアプリケーションを構成する一部のコンポーネントは、通信でも伝送されて
いるので（上述した手順１７，１８）、受信機は、TPTのContentURL2に従い、インターネ
ットを介してアプリケーションサーバにアクセスし、TDOアプリケーションを構成するコ
ンポーネント（NRT Content）を取得する。これにより、TDOアプリケーションを構成する
コンポーネントが放送と通信から取得され、全てのコンポーネントが揃えられる。
【０１５７】
　受信機は、放送と通信から取得されたアソシエイテッドNRTのTDOアプリケーションを構
成するコンポーネント（NRT Content）を蓄積する（手順２８）。これにより、受信機で
は、蓄積済みのTDOアプリケーションのレンダリングを行うことで、放送番組に連動してT
DOアプリケーションが実行され、放送番組の映像に、TDOアプリケーションの映像が重畳
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して表示される。
【０１５８】
　以上のように、図１０のアソシエイテッドNRTの運用例４においては、アソシエイテッ
ドNRTのストリームが、オーディオとビデオのストリームとは別のNRTサービスとして伝送
されている場合に、通信取得されるTPTと、主サービスとNRTサービスのSCSを用いること
で、アソシエイテッドNRTのストリームや、アプリケーションサーバにより伝送されるコ
ンポーネントから復元されるTDOアプリケーションが取得され、放送番組に連動して実行
されることになる。これにより、IP伝送方式を用いたデジタル放送において、アソシエイ
テッドNRTのNRTサービスを提供することができる。
【０１５９】
（２－１）スタンドアロンNRTの運用例１
　図１１は、スタンドアロンNRTの運用例１を説明するための図である。この運用例１で
は、NDOアプリケーションを構成するNRTエントリポイントとNRTリソースが、スタンドア
ロンNRTのストリームから放送取得される。
【０１６０】
　図１１において、RFチャンネルIDにより識別される放送局（放送事業者）の送信機は、
IP伝送方式を用いたデジタル放送の放送波（RF Channel）によって、BBPストリームIDに
より識別されるBBPストリーム（BBP Stream）を伝送している。BBPストリームでは、LLS
とともに、サービスIDにより識別されるサービスとして、スタンドアロンNRTのストリー
ムとSCSが伝送される。
【０１６１】
　なお、スタンドアロンNRTのストリームやシグナリング情報（SCS）のファイルは、FLUT
Eセッションで伝送されている。ただし、スタンドアロンNRTのストリームにおいて、NRT
エントリポイント(Entry Point)と、NRTリソース(Resources)は、異なるFLUTEセッション
で伝送されている。なお、図１１のスタンドアロンNRTの運用例１では、放送で伝送され
るストリームのみが取得されるため、インターネットサーバ(Internet Server)から通信
で伝送されるストリームが取得されることはない。
【０１６２】
　図１１において、各家庭等に設置された受信機は、初期スキャン処理によって、LLSで
伝送されるSCDを取得して、NVRAMに保存する（手順１）。このSCDには、SCSを取得するた
めのIPアドレス、ポート番号、及び、TSIが記述されたSCS Bootstrap情報が含まれる。こ
こで、ユーザによりポータルサービスが選択（選局）された場合（手順２）、受信機は、
NVRAMからSCDを読み出して（手順３）、SCS Bootstrap情報に従い、放送波で伝送されて
いるSCSに接続して、SCSを取得する（手順４，５）。
【０１６３】
　SCSのファイルは、FLUTEセッションで伝送されているので、LCTパケットに格納された
データを解析することで、USD，SDP，FDD，SPD等のシグナリング情報が取得される（手順
６）。なお、USDには参照情報が記述されており、この参照情報を用い、SDP，FDD，SPDを
取得することになるが、それらのシグナリング情報は全てSCSに含まれているので、そこ
から一括して取得することもできる。
【０１６４】
　SPDのNRT関連記述子（NRT Service Description）には、ConsumptionModel属性とentry
URL属性が記述され、選択されたポータルサービスのNRTエントリポイントのURL（Entry U
RL）が指定されているので、NRTエントリポイントのURL（Entry URL）が取得される（手
順７）。
【０１６５】
　また、SPDのNRT関連記述子（NRT Service Description）のNRTエントリポイントのURL(
Entry URL)と、FDDのcontentLocation属性に指定されたURLは、対応しているので、NRTエ
ントリポイントのURL(Entry URL)と、FDDのcontentLocation属性に指定されたURLのマッ
チングを行うことで、NRTエントリポイントを取得するためのTSIとTOIが特定される。ま
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た、SDPを参照することで、NRTエントリポイントを取得するためのIPアドレスとポート番
号が特定される。
【０１６６】
　このようにして、NRTエントリポイントのストリームに接続するためのIPアドレス、ポ
ート番号、TSI、及び、TOIがそれぞれ取得される。受信機は、NRTエントリポイントのス
トリームのIPアドレス、ポート番号、TSI、及び、TOIを用い、FLUTEセッションで伝送さ
れているNRTエントリポイントのストリームに接続して、LCTパケットを取得する（手順８
，９）。そして、受信機は、LCTパケットに格納されたデータを解析することで（手順１
０）、NRTエントリポイントのファイル（例えばIndex.html）が取得される。
【０１６７】
　NRTエントリポイントには、NRTリソースの取得先を示すURL（ResourceURL）が記述され
る。ここでは、複数のNRTリソースが列挙されており、それらのNRTリソースごとの取得先
のURLとして、NRTリソース１（Resource1）のURLと、NRTリソース２（Resource2）のURL
が記述されている。
【０１６８】
　ここで、NRTエントリポイントにおけるNRTリソースの取得先のURL（ResourceURL）は、
USDのdeliveryMethod要素のbroadcastAppService要素又はunicastAppService要素内のbas
epattern要素のURLと対応しているので、それらのURLのマッチングを行うことで、NRTリ
ソースが放送又は通信で伝送されることが特定される（手順１１）。例えば、NRTエント
リポイントのNRTリソース１のURLは、USDのdeliveryMethod要素のbroadcastAppService要
素内のbasepattern要素に指定されたURLと対応しているので、NRTリソース１のストリー
ムが放送で伝送されていることが特定される。
【０１６９】
　そして、それらのURLには、FDDのcontentLocation属性に指定されたURLも対応している
ので、USDのdeliveryMethod要素のbroadcastAppService要素内のbasepattern要素に指定
されたURL（NRTエントリポイントのNRTリソース１のURL）と、FDDのcontentLocation属性
に指定されたURLのマッチングを行うことで、NRTリソース１を取得するためのTSIとTOIが
特定される。また、SDPを参照することで、NRTリソース１を取得するためのIPアドレスと
ポート番号が特定される（手順１２）。
【０１７０】
　このようにして、NRTリソース１のストリームに接続するためのIPアドレス、ポート番
号、TSI、及び、TOIがそれぞれ取得される。受信機は、NRTリソース１のIPアドレス、ポ
ート番号、TSI、及び、TOIを用い、FLUTEセッションで伝送されているNRTリソース１のス
トリームに接続して、LCTパケットを取得する（手順１３，１４）。
【０１７１】
　そして、受信機は、LCTパケットに格納されたデータを抽出して解析することで、NRTリ
ソース１のデータが取得される（手順１５）。また、NRTリソース２についても、NRTリソ
ース１と同様に、FLUTEセッションで伝送されているNRTリソース２のストリームに接続す
ることで、NRTリソース２のデータが取得される。
【０１７２】
　なお、NRTリソース２が通信で伝送されている場合には、受信機は、NRTエントリポイン
トのNRTリソース２のURL（ResourceURL）に従い、インターネットを介してアプリケーシ
ョンサーバにアクセスすることで、NRTリソース２のデータが取得される。このようにし
て、受信機では、NRTエントリポイントに列挙された各NRTリソースのデータが放送又は通
信で取得されるので、レンダリングを行うことで（手順１６）、ユーザにより選択された
ポータルサービスに対応したNDOアプリケーションの映像が表示される。
【０１７３】
　以上のように、図１１のスタンドアロンNRTの運用例１においては、スタンドアロンNRT
のストリームとして、NRTエントリポイントとNRTリソースのストリームが伝送されている
場合に、それらのストリームと同一のサービス内のSCSを用いることで、NRTエントリポイ
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ントとNRTリソースから復元されるNDOアプリケーションが取得され、表示される。これに
より、IP伝送方式を用いたデジタル放送において、アソシエイテッドNRTのNRTサービスを
提供することができる。
【０１７４】
　なお、図１１のスタンドアロンNRTの運用例１では、NRTエントリポイントとNRTリソー
スは、異なるFLUTEセッションで伝送され、それらのFLUTEセッションをTSIにより識別す
る例を説明したが、それに限らず、例えば、LCTヘッダのコードポイントを用い、コード
ポイントの値に、"0"が指定されている場合には、NRTエントリポイントのLCTパケットで
あり、"0"以外の値が指定されている場合には、NRTリソースのLCTパケットであるとして
、NRTエントリポイントとNRTリソースを区別するようにしてもよい。
【０１７５】
＜３．シンタックス＞
【０１７６】
（SPDのシンタックス）
　図１２は、SPDのシンタックスの例を示す図である。SPDは、例えば、XML等のマークア
ップ言語により記述される。なお、図１２において、要素と属性のうち、属性には「@」
が付されている。また、インデントされた要素と属性は、その上位の要素に対して指定さ
れたものとなる。
【０１７７】
　図１２に示すように、Spd要素は、serviceId属性、spIndicator属性、ProtocolVersion
Description要素、NRTServiceDescription要素、CapabilityDescription要素、IconDescr
iption要素、ISO639LanguageDescription要素、ReceiverTargetingDescription要素、Ass
ociatedServiceDescription要素、ContentAdvisoryDescription要素、及び、Component要
素の上位要素となる。
【０１７８】
　serviceId属性には、サービスIDが指定される。spIndicator属性には、サービスIDによ
り識別されるサービスごとに、暗号化されているかどうかが指定される。
【０１７９】
　ProtocolVersionDescription要素には、データのサービスがどのようなサービスである
かを示すための情報が指定される。NRTServiceDescription要素は、NRTサービスに関する
情報が指定される。なお、NRTServiceDescription要素は、図１１のNRT関連記述子（NRT 
Service Description）に対応するものであって、その詳細な構造は、図１３のシンタッ
クスを参照して後述する。
【０１８０】
　CapabilityDescription要素には、NRTサービスの提供を受ける受信機に要求される機能
(キャパビリティ)に関する情報が指定される。IconDescription要素には、NRTサービスで
用いられるアイコンの取得先を示す情報が指定される。ISO639LanguageDescription要素
には、NRTサービスの言語コードが指定される。
【０１８１】
　ReceiverTargetingDescription要素には、NRTサービスのターゲット情報が指定される
。AssociatedServiceDescription要素には、関連従属サービスに関する情報が指定される
。なお、AssociatedServiceDescription要素は、上述した図８乃至図１０の「Associatio
n Service Description」に対応している。ContentAdvisoryDescription要素には、レー
ティングリージョンに関する情報が指定される。
【０１８２】
　SPDにおいては、上述したこれらのDescription要素により、サービスレベルでの各種の
パラメータが規定される。また、以下のComponent要素により、コンポーネントレベルで
の各種のパラメータが規定される。
【０１８３】
　Component要素は、componentId属性、representationId属性、subRepresentationLevel
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属性、componentCategory属性、locationType属性、componentEncription属性、Targeted
Device要素、ContentAdvisoryDescription要素、AVCVideoDescription要素、HEVCVideoDe
scription要素、MPEG4AACAudioDescription要素、AC3AudioDescription要素、及び、Capt
ionDescription要素の上位要素となる。
【０１８４】
　componentId属性には、コンポーネントIDが指定される。
【０１８５】
　representationId属性には、リプレゼンテーションIDが指定される。このリプレゼンテ
ーションIDにより、SCSの他のシグナリング情報（MPD，SDP，USD等）との間で、コンポー
ネントの対応をとることができる。
【０１８６】
　subRepresentationLevel属性には、サブリプレゼンテーションレベルが指定される。例
えば、サブリプレゼンテーションレベルは、FLUTEセッションにおける各セグメントに、
複数のカテゴリ（例えばビデオやオーディオ）のコンポーネントが格納される場合におい
て、それらのコンポーネントを識別するための情報となる。
【０１８７】
　componentCategory属性には、コンポーネントのカテゴリ情報が指定される。このカテ
ゴリ情報としては、例えば、"video"，"audio"，"caption"，"nrt"が指定される。
【０１８８】
　locationType属性には、コンポーネントのロケーションのタイプ情報が指定される。こ
のタイプ情報としては、例えば、"bb（Broadband）"，"bca（Broadcast actual）"，"bco
（Broadcast other）"が指定される。
【０１８９】
　componentEncription属性には、コンポーネントIDにより識別されるコンポーネントご
とに、暗号化されているかどうかが指定される。TargetedDevice要素には、ターゲットの
装置に関する情報が指定される。ContentAdvisoryDescription要素には、コンポーネント
単位での、レーティング情報が指定される。
【０１９０】
　AVCVideoDescription要素は、ビデオデータの符号化方式として、AVC(Advanced Video 
Coding)が用いられている場合に、ビデオのパラメータが指定される。HEVCVideoDescript
ion要素は、ビデオデータの符号化方式として、HEVC(High Efficiency Video Coding)が
用いられている場合に、ビデオのパラメータが指定される。
【０１９１】
　なお、AVCとHEVCは、ビデオデータの符号化方式の一例であって、他の符号化方式が用
いられる場合には、対応するVideoDescription要素が指定されることになる。
【０１９２】
　MPEG4AACAudioDescription要素は、オーディオデータの符号化方式として、MPEG4AAC(A
dvanced Audio Coding)が用いられている場合に、オーディオのパラメータが指定される
。AC3AudioDescription要素には、オーディオデータの符号化方式として、AC3(Audio Cod
e number 3)が用いられる場合に、オーディオのパラメータが指定される。
【０１９３】
　なお、MPEG4AACとAC3は、オーディオデータの符号化方式の一例であって、他の符号化
方式が用いられる場合には、対応するAudioDescription要素が指定されることになる。
【０１９４】
　CaptionDescription要素には、字幕のパラメータが指定される。
【０１９５】
　なお、図１２において、ProtocolVersionDescription要素、NRTServiceDescription要
素、CapabilityDescription要素、IconDescription要素、ISO639LanguageDescription要
素、及び、ReceiverTargetingDescription要素は、NRTサービス用に規定されるものであ
る。
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【０１９６】
　また、図１２において、出現数(Cardinality)であるが、"1"が指定された場合にはその
要素又は属性は必ず１つだけ指定され、"0..1"が指定された場合には、その要素又は属性
を指定するかどうかは任意である。また、"1..n"が指定された場合には、その要素又は属
性は１以上指定され、"0..n"が指定された場合には、その要素又は属性を１以上指定する
かどうかは任意である。これらの出現数の意味は、後述する図１３のシンタックスでも同
様とされる。
【０１９７】
（NRTServiceDescription要素）
　図１３は、図１２のNRT Service Description要素のシンタックスの例を示す図である
。NRTServiceDescription要素は、例えば、XML等のマークアップ言語により記述される。
【０１９８】
　なお、図１３において、要素と属性のうち、属性には「@」が付されている。また、イ
ンデントされた要素と属性は、その上位の要素に対して指定されたものとなる。
【０１９９】
　図１３において、NRTServiceDescription要素は、ConsumptionModel属性、autoUpdate
属性、storageReservarion属性、defaultContentSize属性、及び、entryURL属性の上位要
素となる。
【０２００】
　ConsumptionModel属性には、NRTコンサンプションモデルが指定される。NRTコンサンプ
ションモデルとしては、例えば、"B&D"，"push"，"portal"，"triggered"，"scripted"が
指定される。autoUpdate属性には、NRTサービスの自動更新をするかどうかが指定される
。
【０２０１】
　storageReservarion属性には、NRTサービスに必要となるストレージのサイズが指定さ
れる。defaultContentSize属性には、デフォルトのNRTコンテンツのサイズが指定される
。
【０２０２】
　entryURL属性には、スタンドアロンNRTにおける、NRTエントリポイントのURL（Entry U
RL）が指定される。
【０２０３】
＜４．システム構成＞
【０２０４】
（放送通信システムの構成例）
　図１４は、本技術を適用した放送通信システムの構成例を示す図である。なお、システ
ムとは、複数の構成要素（装置等）の集合を意味する。
【０２０５】
　図１４の放送通信システム１は、上述したNRTサービスを提供可能なシステムである。
図１４において、放送通信システム１は、データ提供サーバ１０、送信装置２０、データ
配信サーバ３０、TPTサーバ４０、アプリケーションサーバ５０－１、アプリケーション
サーバ５０－２、及び、受信装置７０から構成される。また、受信装置７０は、データ配
信サーバ３０、TPTサーバ４０、アプリケーションサーバ５０－１、及び、アプリケーシ
ョンサーバ５０－２等のインターネットサーバと、インターネット９０を介して通信を行
う。
【０２０６】
　データ提供サーバ１０は、オーディオやビデオ、字幕などの各種のコンポーネントから
なるAVコンテンツのストリームデータと、シグナリング情報を生成するための元データを
蓄積している。データ提供サーバ１０は、AVコンテンツのストリームデータに基づいて、
セグメントデータを生成し、送信装置２０又はデータ配信サーバ３０に提供する。また、
データ提供サーバ１０は、シグナリング情報の元データを、送信装置２０又はデータ配信
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サーバ３０に提供する。
【０２０７】
　送信装置２０は、データ提供サーバ１０から提供されるセグメントデータと、シグナリ
ング情報の元データを取得する。送信装置２０は、データ提供サーバ１０からのシグナリ
ング情報の元のデータに基づいて、シグナリング情報を生成する。送信装置２０は、セグ
メントデータとともに、シグナリング情報をデジタル放送信号で送信する。また、送信装
置２０は、TDOアプリケーション又はNDOアプリケーションを、デジタル放送信号で送信す
ることができる。
【０２０８】
　なお、送信装置２０は、上述した送信機（図６乃至図１１）に相当するものであって、
例えば、放送事業者により提供される。また、オーディオやビデオのセグメントデータや
SCS（Service Channel Signaling）のファイルは、FLUTE（File Delivery over Unidirec
tional Transport）セッションにより伝送される。
【０２０９】
　データ配信サーバ３０は、データ提供サーバ１０から提供されるセグメントデータとシ
グナリング情報の元データを取得する。データ配信サーバ３０は、データ提供サーバ１０
からのシグナリング情報の元データに基づいて、シグナリング情報を生成する。データ配
信サーバ３０は、受信装置７０からの要求に応じて、セグメントデータ又はシグナリング
情報を、インターネット９０を介して受信装置７０に配信する。
【０２１０】
　なお、データ配信サーバ３０は、上述したインターネットサーバ（図６）に相当するも
のであって、例えば、放送事業者により提供される。
【０２１１】
　TPTサーバ４０は、TPT（TDO Parameter Table）を管理している。TPTサーバ４０は、受
信装置７０からの要求に応じて、TPTを、インターネット９０を介して受信装置７０に配
信する。なお、TPTサーバ４０は、上述したTPTサーバ（図７乃至図１０）に相当する。
【０２１２】
　アプリケーションサーバ５０－１は、アソシエイテッドNRTで提供されるTDOアプリケー
ションを管理している。アプリケーションサーバ５０－１は、受信装置７０からの要求に
応じて、TDOアプリケーションを、インターネット９０を介して受信装置７０に配信する
。なお、アプリケーションサーバ５０－１は、上述したアプリケーションサーバ（図１０
）に相当する。
【０２１３】
　アプリケーションサーバ５０－２は、スタンドアロンNRTで提供されるNDOアプリケーシ
ョン（NRTリソース）を管理している。アプリケーションサーバ５０－２は、受信装置７
０からの要求に応じて、NDOアプリケーション（NRTリソース）を、インターネット９０を
介して受信装置７０に配信する。なお、アプリケーションサーバ５０－２は、上述したア
プリケーションサーバ（図１１）に相当する。
【０２１４】
　なお、以下の説明では、アプリケーションサーバ５０－１と、アプリケーションサーバ
５０－２を区別する必要がない場合には、アプリケーションサーバ５０と称して説明する
。
【０２１５】
　受信装置７０は、送信装置２０からのデジタル放送信号により送信されるセグメントデ
ータと、シグナリング情報を受信する。また、受信装置７０は、データ配信サーバ３０に
対する要求に応じて、インターネット９０を介して、データ配信サーバ３０から送信され
てくるセグメントデータと、シグナリング情報を受信する。受信装置７０は、放送又は通
信で伝送されるシグナリング情報に基づいて、放送又は通信で伝送されるセグメントデー
タを取得し、AVコンテンツの映像と音声を再生する。
【０２１６】
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　受信装置７０は、TPTサーバ４０に対する要求に応じて、インターネット９０を介して
、TPTサーバ４０からTPTを受信する。受信装置７０は、アプリケーションサーバ５０－１
に対する要求に応じて、インターネット９０を介して、アプリケーションサーバ５０－１
からTDOアプリケーションを受信する。また、受信装置７０は、アプリケーションサーバ
５０－２に対する要求に応じて、インターネット９０を介して、アプリケーションサーバ
５０－２からNDOアプリケーション（NRTリソース）を受信する。
【０２１７】
　受信装置７０は、送信装置２０からのシグナリング情報に含まれるTPT、又は、TPTサー
バ４０からのTPTに基づいて、放送又は通信で伝送されるTDOアプリケーションを受信して
実行する。また、受信装置７０は、放送で伝送されるスタンドアロンNRTのNRTエントリポ
イントに基づいて、放送又は通信で伝送されるNRTリソースを受信し、NDOアプリケーショ
ンを実行する。
【０２１８】
　なお、受信装置７０は、上述した受信機（図６乃至図１１等）に相当するものであって
、ユーザの各家庭等に設置される。例えば、受信装置７０は、テレビ受像機として構成さ
れる。
【０２１９】
　放送通信システム１は、以上のように構成される。次に、図１４の放送通信システム１
を構成する各装置の詳細な構成について説明する。
【０２２０】
（送信装置の構成例）
　図１５は、図１４の送信装置２０の構成例を示す図である。
【０２２１】
　図１５において、送信装置２０は、受信部２１１、セグメントデータ取得部２１２、ト
リガ情報生成部２１３、セグメントデータ処理部２１４、シグナリング情報生成部２１５
、シグナリング情報処理部２１６、アプリケーション生成部２１７、アプリケーション処
理部２１８、多重化部２１９、及び、送信部２２０から構成される。
【０２２２】
　受信部２１１は、データ提供サーバ１０から送信されてくるセグメントデータと、シグ
ナリング情報の元データを受信し、セグメントデータをセグメントデータ取得部２１２に
、シグナリング情報の元データをシグナリング情報生成部２１５にそれぞれ供給する。
【０２２３】
　セグメントデータ取得部２１２は、受信部２１１から供給されるセグメントデータを取
得し、セグメントデータ処理部２１４に供給する。トリガ情報生成部２１３は、トリガ情
報を生成し、セグメントデータ処理部２１４に供給する。
【０２２４】
　セグメントデータ処理部２１４は、セグメントデータ取得部２１２から供給されるセグ
メントデータを処理し、それにより得られるストリームを、多重化部２１９に供給する。
また、セグメントデータ処理部２１４は、オーディオやビデオ、字幕などのストリームに
、トリガ情報生成部２１３から供給されるトリガ情報を埋め込む。
【０２２５】
　シグナリング情報生成部２１５は、受信部２１１から供給されるシグナリング情報の元
データに基づいて、シグナリング情報を生成し、シグナリング情報処理部２１６に供給す
る。シグナリング情報処理部２１６は、シグナリング情報生成部２１５から供給されるシ
グナリング情報を処理し、多重化部２１９に供給する。
【０２２６】
　アプリケーション生成部２１７は、アソシエイテッドNRTで提供されるTDOアプリケーシ
ョンを放送で伝送する場合、TDOアプリケーション（又はそのコンポーネント）を生成し
、アプリケーション処理部２１８に供給する。また、アプリケーション生成部２１７は、
スタンドアロンNRTで提供されるNDOアプリケーションを放送で伝送する場合、NDOアプリ
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ケーション（NRTエントリポイント、NRTリソース）を生成し、アプリケーション処理部２
１８に供給する。
【０２２７】
　アプリケーション処理部２１８は、アプリケーション生成部２１７から供給される、TD
Oアプリケーション又はNDOアプリケーションを処理し、多重化部２１９に供給する。
【０２２８】
　多重化部２１９は、セグメントデータ処理部２１４からのオーディオやビデオ、字幕な
どのストリームと、シグナリング情報処理部２１６からのシグナリング情報を多重化して
、BBPストリームを生成し、送信部２２０に供給する。なお、多重化部２１９は、TDOアプ
リケーション又はNDOアプリケーションを放送で伝送する場合には、アプリケーション処
理部２１８から供給されるTDOアプリケーション又はNDOアプリケーションをさらに多重化
する。
【０２２９】
　送信部２２０は、多重化部２１９から供給されるBBPストリームを変調して、アンテナ
２２１を介してデジタル放送信号で送信する。なお、このとき、オーディオやビデオのセ
グメントデータや、SCSのファイルは、IP伝送方式を用いたデジタル放送の放送波によっ
て、FLUTEセッションにより伝送される。
【０２３０】
（各サーバの構成例）
　図１６は、図１４の各サーバの構成例を示す図である。なお、データ配信サーバ３０、
TPTサーバ４０、及び、アプリケーションサーバ５０からなるインターネットサーバが、
上述したインターネットサーバ（図６乃至図１１）に相当している。
【０２３１】
　図１６において、データ提供サーバ１０は、データ蓄積部１１１、セグメントデータ生
成部１１２、元データ取得部１１３、及び、送信部１１４から構成される。
【０２３２】
　データ蓄積部１１１は、オーディオやビデオ、字幕などの各種のストリームからなるAV
コンテンツのストリームデータと、シグナリング情報の元データを蓄積している。
【０２３３】
　セグメントデータ生成部１１２は、データ蓄積部１１１に蓄積されているオーディオや
ビデオ等のAVコンテンツのストリームデータを取得する。セグメントデータ生成部１１２
は、ストリームデータに基づいて、セグメントデータを生成し、送信部１１４に供給する
。元データ取得部１１３は、データ蓄積部１１１に蓄積されているシグナリング情報の元
データを取得し、送信部１１４に供給する。
【０２３４】
　送信部１１４には、セグメントデータ生成部１１２からのセグメントデータと、元デー
タ取得部１１３からのシグナリング情報の元データが供給される。送信部１１４には、セ
グメントデータとシグナリング情報の元データを、送信装置２０又はデータ配信サーバ３
０に送信する。
【０２３５】
　データ提供サーバ１０は、以上のように構成される。
【０２３６】
　図１６において、データ配信サーバ３０は、受信部３１１、セグメントデータ取得部３
１２、シグナリング情報生成部３１３、及び、通信部３１４から構成される。
【０２３７】
　受信部３１１は、データ提供サーバ１０から送信されてくるセグメントデータとシグナ
リング情報の元データを受信し、セグメントデータをセグメントデータ取得部３１２に、
シグナリング情報の元データをシグナリング情報生成部３１３にそれぞれ供給する。
【０２３８】
　セグメントデータ取得部３１２は、受信部３１１から供給されるセグメントデータを取
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得して処理し、通信部３１４に供給する。シグナリング情報生成部３１３は、受信部３１
１から供給されるシグナリング情報の元データに基づいて、シグナリング情報を生成し、
通信部３１４に供給する。
【０２３９】
　通信部３１４には、セグメントデータ取得部３１２からのセグメントデータと、シグナ
リング情報生成部３１３からのシグナリング情報が供給される。通信部３１４は、受信装
置７０からのセグメントデータ又はシグナリング情報の要求に応じて、セグメントデータ
又はシグナリング情報を、インターネット９０を介して、受信装置７０に送信する。
【０２４０】
　データ配信サーバ３０は、以上のように構成される。
【０２４１】
　図１６において、TPTサーバ４０は、制御部４１１、TPT生成部４１２、TPT保持部４１
３、及び、通信部４１４から構成される。
【０２４２】
　制御部４１１は、TPTサーバ４０の各部の動作を制御する。TPT生成部４１２は、制御部
４１１からの制御に従い、TPTを生成して、TPT保持部４１３に保持させる。通信部４１４
は、制御部４１１からの制御に従い、受信装置７０からの要求に応じて、TPT保持部４１
３に保持されたTPTを取得し、インターネット９０を介して、受信装置７０に送信する。
【０２４３】
　TPTサーバ４０は、以上のように構成される。
【０２４４】
　図１６において、アプリケーションサーバ５０は、制御部５１１、アプリケーション生
成部５１２、アプリケーション保持部５１３、及び、通信部５１４から構成される。
【０２４５】
　制御部５１１は、アプリケーションサーバ５０の各部の動作を制御する。アプリケーシ
ョン生成部５１２は、制御部５１１からの制御に従い、アプリケーションを生成し、アプ
リケーション保持部５１３に保持させる。通信部５１４は、制御部５１１からの制御に従
い、受信装置７０からの要求に応じて、アプリケーション保持部５１３に保持されたアプ
リケーションを取得し、インターネット９０を介して、受信装置７０に送信する。
【０２４６】
　なお、図１６のアプリケーションサーバ５０が、アプリケーションサーバ５０－１の場
合、アプリケーション保持部５１３には、アプリケーション生成部５１２により生成され
たTDOアプリケーションが保持される。また、図１６のアプリケーションサーバ５０が、
アプリケーションサーバ５０－２の場合、アプリケーション保持部５１３には、アプリケ
ーション生成部５１２により生成されたNDOアプリケーションが保持される。
【０２４７】
　アプリケーションサーバ５０は、以上のように構成される。
【０２４８】
　なお、図１４及び図１６においては、説明の都合上、送信側のデータ提供サーバ１０、
データ配信サーバ３０、TPTサーバ４０、及び、アプリケーションサーバ５０を個別の装
置であるとして説明しているが、送信側の装置は、図１６に示した機能的構成を有してい
ればよく、例えば、データ提供サーバ１０、データ配信サーバ３０、TPTサーバ４０、及
び、アプリケーションサーバ５０を、１つの装置として捉えることができる。その際、例
えば、制御部や通信部などの重複した機能については１つにまとめることができる。
【０２４９】
　また、例えば、データ配信サーバ３０における、セグメントデータを提供する機能と、
シグナリング情報を提供する機能を分離して、セグメントデータとシグナリング情報が、
異なるサーバから提供されるようにしてもよい。さらに、データ提供サーバ１０の代わり
に、送信装置２０やデータ配信サーバ３０において、セグメントデータが生成されるよう
にしてもよい。
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【０２５０】
（受信装置の構成例）
　図１７は、図１４の受信装置７０の構成例を示す図である。
【０２５１】
　図１７において、受信装置７０は、チューナ７１２、フィルタリング処理部７１３、シ
グナリング情報取得部７１４、セグメントデータ取得部７１５、アプリケーションエンジ
ン７１６、制御部７１７、入力部７１８、NVRAM７１９、オーディオ出力部７２０、ビデ
オ出力部７２１、通信部７２２、及び、ストレージ７２３から構成される。
【０２５２】
　チューナ７１２は、制御部７１７からの制御に従い、アンテナ７１１を介して受信した
IP伝送方式を用いたデジタル放送の放送波から、選局が指示された特定のサービスのデジ
タル放送信号を抽出して復調し、その結果得られるBBPストリームを、フィルタリング処
理部７１３に供給する。
【０２５３】
　フィルタリング処理部７１３は、制御部７１７からの制御に従い、チューナ７１２から
供給されるBBPストリームで伝送されるパケットに対して、IPアドレスやポート番号、TSI
，TOIなどを用いたフィルタリング処理を行う。このフィルタリング処理により抽出され
る、LLSやSCS等のシグナリング情報は、シグナリング情報取得部７１４に供給され、セグ
メントデータは、セグメントデータ取得部７１５に供給される。また、TDOアプリケーシ
ョンやNDOアプリケーション等のアプリケーションは、アプリケーションエンジン７１６
に供給される。
【０２５４】
　シグナリング情報取得部７１４は、フィルタリング処理部７１３によるフィルタリング
処理の結果得られるシグナリング情報、又は、通信部７２２から供給されるシグナリング
情報を取得して処理し、制御部７１７に供給する。なお、シグナリング情報として取得さ
れるSCSが、FLUTEセッションで伝送されている場合には、LCTパケットに格納されたデー
タを解析することで、USDやMPD等のファイルが取得される。
【０２５５】
　制御部７１７は、入力部７１８からの操作信号等に基づいて、受信装置７０の各部の動
作を制御する。制御部７１７は、初期スキャン処理時に、シグナリング情報取得部７１４
から、シグナリング情報としてLLSが供給された場合、SCDを選局情報としてNVRAM７１９
に保存する。そして、制御部７１７は、ユーザによりサービスの選局操作が行われた場合
、NVRAM７１９から選局情報を読み出し、当該選局情報に基づいて、チューナ７１２によ
り実行される選局処理を制御する。
【０２５６】
　また、制御部７１７は、シグナリング情報取得部７１４から、シグナリング情報として
、SCSが供給された場合、SCSから得られるIPアドレスやポート番号、TSI，TOIなどに基づ
いて、フィルタリング処理部７１３により実行されるフィルタリング処理を制御する。こ
のフィルタリング処理によって、セグメントデータが、セグメントデータ取得部７１５に
供給され、TDOアプリケーション又はNDOアプリケーションが、アプリケーションエンジン
７１６に供給される。
【０２５７】
　セグメントデータ取得部７１５は、フィルタリング処理部７１３によるフィルタリング
処理の結果得られるセグメントデータ、又は、通信部７２２から供給されるセグメントデ
ータを取得して処理し、その結果得られるオーディオデータをオーディオ出力部７２０に
供給し、ビデオデータをビデオ出力部７２１に供給する。なお、セグメントデータが、FL
UTEセッションで伝送されている場合には、オーディオやビデオのストリームに接続する
ことで、LCTパケットに格納されたセグメントデータが抽出される。
【０２５８】
　アプリケーションエンジン７１６は、フィルタリング処理部７１３によるフィルタリン
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グ処理の結果得られるTDOアプリケーション若しくはNDOアプリケーション、又は、通信部
７２２から供給されるTDOアプリケーション若しくはNDOアプリケーションを取得して処理
し、その結果得られるTDOアプリケーション又はNDOアプリケーションのビデオデータを、
ビデオ出力部７２１に供給する。
【０２５９】
　オーディオ出力部７２０は、セグメントデータ取得部７１５から供給されるオーディオ
データを、スピーカ（不図示）に供給する。スピーカは、オーディオ出力部７２０から供
給されるオーディオデータに対応する番組の音声を出力する。
【０２６０】
　ビデオ出力部７２１は、セグメントデータ取得部７１５から供給されるビデオデータを
、ディスプレイ（不図示）に供給する。ディスプレイは、ビデオ出力部７２１から供給さ
れるビデオデータに対応する番組の映像を表示する。また、ビデオ出力部７２１は、アプ
リケーションエンジン７１６から、TDOアプリケーションのビデオデータが供給された場
合、番組の映像に、TDOアプリケーションの映像を重畳して表示させる。さらに、ビデオ
出力部７２１は、アプリケーションエンジン７１６から、NDOアプリケーションのビデオ
データが供給された場合、NDOアプリケーションの映像を表示させる。
【０２６１】
　通信部７２２は、制御部７１７からの制御に従い、インターネット９０を介してデータ
配信サーバ３０にアクセスし、シグナリング情報を要求する。通信部７２２は、インター
ネット９０を介してデータ配信サーバ３０から送信されるシグナリング情報を受信して、
シグナリング情報取得部７１４に供給する。
【０２６２】
　通信部７２２は、制御部７１７からの制御に従い、インターネット９０を介してデータ
配信サーバ３０にアクセスし、ストリーム配信を要求する。通信部７２２は、インターネ
ット９０を介してデータ配信サーバ３０からストリーミング配信されるストリームのセグ
メントデータを受信し、セグメントデータ取得部７１５に供給する。
【０２６３】
　通信部７２２は、制御部７１７からの制御に従い、インターネット９０を介してTPTサ
ーバ４０にアクセスし、TPTを要求する。通信部７２２は、インターネット９０を介してT
PTサーバ４０から送信されてくるTPTを受信し、シグナリング情報取得部７１４に供給す
る。
【０２６４】
　通信部７２２は、制御部７１７からの制御に従い、インターネット９０を介してアプリ
ケーションサーバ５０にアクセスし、TDOアプリケーション又はNDOアプリケーションを要
求する。通信部７２２は、インターネット９０を介してアプリケーションサーバ５０から
送信されてくるTDOアプリケーション又はNDOアプリケーションを受信し、アプリケーショ
ンエンジン７１６に供給する。
【０２６５】
　ストレージ７２３は、アプリケーションエンジン７１６から供給されるTDOアプリケー
ション又はNDOアプリケーションを蓄積する。また、ストレージ７２３は、アプリケーシ
ョンエンジン７１６からの要求に応じて、蓄積しているTDOアプリケーション又はNDOアプ
リケーションを、アプリケーションエンジン７１６に供給する。
【０２６６】
　なお、図１７の受信装置７０においては、外部のスピーカとディスプレイに、オーディ
オデータとビデオデータを出力する構成としたが、例えば、テレビ受像機等として、ディ
スプレイやスピーカを含む構成としてもよい。
【０２６７】
（制御部の機能的構成例）
　図１８は、図１７の制御部７１７における、初期スキャン処理、選局処理、フィルタリ
ング処理、及び、通信処理の制御を行う部分の機能的構成例を示す図である。
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【０２６８】
　図１８において、制御部７１７は、選局制御部７５１、シグナリング情報解析部７５２
、フィルタリング制御部７５３、通信制御部７５４、及び、トリガ情報抽出部７５５から
構成される。
【０２６９】
　選局制御部７５１は、チューナ７１２により実行される選局処理を制御する。フィルタ
リング制御部７５３は、フィルタリング処理部７１３により実行されるフィルタリング処
理を制御する。
【０２７０】
　初期スキャン処理時においては、選局制御部７５１がチューナ７１２を制御し、フィル
タリング制御部７５３がフィルタリング処理部７１３を制御することで、シグナリング情
報取得部７１４によって、LLSとして伝送されるSCDが取得され、シグナリング情報解析部
７５２に供給される。シグナリング情報解析部７５２は、シグナリング情報取得部７１４
からのSCD等を解析して得られる選局情報を、選局制御部７５１に供給する。
【０２７１】
　選局制御部７５１は、シグナリング情報解析部７５２から供給される選局情報を、NVRA
M７１９に保存する。選局制御部７５１は、ユーザにより選局操作が行われた場合、NVRAM
７１９に保存された選局情報を取得する。選局制御部７５１は、選局情報に基づいて、チ
ューナ７１２により実行される選局処理を制御する。また、選局制御部７５１は、選局情
報に含まれるSCDのSCS Bootstrap情報を、フィルタリング制御部７５３に供給する。
【０２７２】
　フィルタリング制御部７５３は、選局制御部７５１から供給されるSCS Bootstrap情報
に基づいて、フィルタリング処理部７１３により実行されるフィルタリング処理を制御す
る。これにより、フィルタリング処理部７１３では、SCSのLCTパケットのフィルタリング
処理が実行され、シグナリング情報取得部７１４によりUSDやMPDなどのシグナリング情報
（SCS）が取得される。シグナリング情報取得部７１４は、シグナリング情報（SCS）を、
シグナリング情報解析部７５２に供給する。
【０２７３】
　シグナリング情報解析部７５２は、シグナリング情報取得部７１４から供給されるシグ
ナリング情報（SCS）を解析し、その解析結果を、フィルタリング制御部７５３又は通信
制御部７５４に供給する。
【０２７４】
　すなわち、シグナリング情報解析部７５２は、セグメントデータ、TDOアプリケーショ
ン、又は、NDOアプリケーションの配信経路が放送となる場合には、それらのストリーム
に接続するためのIPアドレス、ポート番号、TSI、TOIを特定し、フィルタリング制御部７
５３に供給する。また、シグナリング情報解析部７５２は、セグメントデータ、TDOアプ
リケーション、又は、NDOアプリケーションの配信経路が通信となる場合には、それらの
取得先の情報（例えばURL）を、通信制御部７５４に供給する。
【０２７５】
　フィルタリング制御部７５３は、シグナリング情報解析部７５２から供給されるIPアド
レス、ポート番号、TSI、TOIに基づいて、フィルタリング処理部７１３により実行される
フィルタリング処理を制御する。これにより、フィルタリング処理部７１３では、セグメ
ントデータのLCTパケットのフィルタリング処理が実行され、それにより得られるセグメ
ントデータが、セグメントデータ取得部７１５に供給される。また、フィルタリング処理
部７１３では、TDOアプリケーション、又は、NDOアプリケーションのLCTパケットのフィ
ルタリング処理が実行され、それにより得られるTDOアプリケーション、又は、NDOアプリ
ケーションが、アプリケーションエンジン７１６に供給される。
【０２７６】
　通信制御部７５４は、シグナリング情報解析部７５２から供給される取得先の情報（例
えばURL）に基づいて、通信部７２２により実行される通信処理を制御する。これにより
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、通信部７２２では、データ配信サーバ３０からインターネット９０を介してストリーミ
ング配信されるセグメントデータが受信され、セグメントデータ取得部７１５に供給され
る。また、通信部７２２では、アプリケーションサーバ５０からインターネット９０を介
して配信されるTDOアプリケーション、又は、NDOアプリケーションが受信され、アプリケ
ーションエンジン７１６に供給される。
【０２７７】
　トリガ情報抽出部７５５は、セグメントデータ取得部７１５により取得される、オーデ
ィオやビデオ、字幕のストリームを常に監視し、それらのストリームに埋め込まれたトリ
ガ情報を抽出して、フィルタリング制御部７５３又は通信制御部７５４に供給する。
【０２７８】
　フィルタリング制御部７５３は、トリガ情報抽出部７５５から供給されるトリガ情報に
基づいて、フィルタリング処理部７１３により実行されるフィルタリング処理を制御する
。これにより、フィルタリング処理部７１３では、SCSのLCTパケットのフィルタリング処
理が実行され、シグナリング情報取得部７１４によりTPT等のシグナリング情報が取得さ
れる。シグナリング情報取得部７１４は、TPT等のシグナリング情報（SCS）を、シグナリ
ング情報解析部７５２に供給する。
【０２７９】
　通信制御部７５４は、トリガ情報抽出部７５５からのトリガ情報に含まれるURLに基づ
いて、通信部７２２により実行される通信処理を制御する。これにより、通信部７２２で
は、TPTサーバ４０からインターネット９０を介して配信されるTPTが受信され、シグナリ
ング情報取得部７１４を介してシグナリング情報解析部７５２に供給される。
【０２８０】
　なお、アプリケーションエンジン７１６は、NDOアプリケーションを構成するNRTエント
リポイントを取得した場合には、NRTエントリポイントをシグナリング情報解析部７５２
に供給する。これにより、シグナリング情報解析部７５２は、NRTエントリポイントを解
析して、NRTリソースの配信経路が放送か、あるいは通信かを確認することができる。
【０２８１】
＜５．各装置における処理の流れ＞
【０２８２】
　次に、図１９乃至図２４のフローチャートを参照して、図１４の放送通信システムを構
成する各装置で実行される処理の流れを説明する。
【０２８３】
（デジタル放送信号送信処理）
　まず、図１９のフローチャートを参照して、図１４の送信装置２０により実行される、
デジタル放送信号送信処理の流れについて説明する。
【０２８４】
　ステップＳ２１１において、セグメントデータ取得部２１２は、データ提供サーバ１０
からのセグメントデータを取得し、セグメントデータ処理部２１４に供給する。また、ス
テップＳ２１２において、トリガ情報生成部２１３は、トリガ情報を生成し、セグメント
データ処理部２１４に供給する。
【０２８５】
　ステップＳ２１３において、セグメントデータ処理部２１４は、セグメントデータ取得
部２１２から供給されるセグメントデータを処理し、それにより得られるストリームを、
多重化部２１９に供給する。また、セグメントデータ処理部２１４は、オーディオやビデ
オ、字幕などのストリームに、トリガ情報生成部２１３から供給されるトリガ情報を埋め
込む。
【０２８６】
　ステップＳ２１４において、シグナリング情報生成部２１５は、データ提供サーバ１０
からのシグナリング情報の元データに基づいて、シグナリング情報を生成し、シグナリン
グ情報処理部２１６に供給する。ステップＳ２１５において、シグナリング情報処理部２
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１６は、シグナリング情報生成部２１５から供給されるシグナリング情報を処理し、多重
化部２１９に供給する。
【０２８７】
　ステップＳ２１６においては、アプリケーションが放送で配信されるかどうかが判定さ
れ、放送で配信される場合には、処理は、ステップＳ２１７に進められる。ステップＳ２
１７において、アプリケーション生成部２１７は、TDOアプリケーション又はNDOアプリケ
ーションを生成し、アプリケーション処理部２１８に供給する。ステップＳ２１８におい
て、アプリケーション処理部２１８は、アプリケーション生成部２１７から供給されるTD
Oアプリケーション又はNDOアプリケーションを処理し、多重化部２１９に供給する。
【０２８８】
　なお、ステップＳ２１６において、アプリケーションが放送で配信されないと判定され
た場合、ステップＳ２１７，Ｓ２１８の処理はスキップされ、処理は、ステップＳ２１９
に進められる。
【０２８９】
　ステップＳ２１９において、多重化部２１９は、セグメントデータ処理部２１４からの
オーディオやビデオ、字幕などのストリームと、シグナリング情報処理部２１６からのシ
グナリング情報を多重化して、BBPストリームを生成し、送信部２２０に供給する。なお
、ステップＳ２１６の判定処理でアプリケーションを放送で配信すると判定された場合、
多重化部２１９は、アプリケーション処理部２１８からのTDOアプリケーション又はNDOア
プリケーションをさらに多重化して、BBPストリームを生成する。
【０２９０】
　ステップＳ２２０において、送信部２２０は、多重化部２１９からのBBPストリームを
変調して、アンテナ２２１を介してデジタル放送信号で送信する。なお、このとき、オー
ディオやビデオのセグメントデータとSCSのファイルは、IP伝送方式を用いたデジタル放
送の放送波によって、FLUTEセッションにより伝送される。ステップＳ２２０の処理が終
了すると、図１９のデジタル放送信号送信処理は終了する。
【０２９１】
　以上、デジタル放送信号送信処理について説明した。
【０２９２】
（TPT提供処理）
　次に、図２０のフローチャートを参照して、図１４のTPTサーバ４０により実行される
、TPT提供処理の流れについて説明する。
【０２９３】
　ステップＳ４１１において、TPT生成部４１２は、制御部４１１からの制御に従い、TPT
を生成し、TPT保持部４１３に供給する。ステップＳ４１２において、TPT保持部４１３は
、TPT生成部４１２から供給されるTPTを保持する。
【０２９４】
　ステップＳ４１３において、制御部４１１は、通信部４１４の通信状況を常に監視し、
受信装置７０からTPTが要求されたかどうかを判定する。ステップＳ４１３において、受
信装置７０からTPTが要求されていないと判定された場合、ステップＳ４１３の判定処理
が繰り返される。ステップＳ４１３においては、受信装置７０からTPTが要求されるのを
待って、処理は、ステップＳ４１４に進められる。
【０２９５】
　ステップＳ４１４において、通信部４１４は、制御部４１１からの制御に従い、TPT保
持部４１３に保持されているTPTを取得する。ステップＳ４１５において、通信部４１４
は、制御部４１１からの制御に従い、ステップＳ４１４の処理で取得したTPTを、インタ
ーネット９０を介して、受信装置７０に送信する。ステップＳ４１５の処理が終了すると
、図２０のTPT提供処理は終了する。
【０２９６】
　以上、TPT提供処理について説明した。
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【０２９７】
（アプリケーション提供処理）
　次に、図２１のフローチャートを参照して、図１４のアプリケーションサーバ５０によ
り実行される、アプリケーション提供処理の流れについて説明する。
【０２９８】
　ステップＳ５１１において、アプリケーション生成部５１２は、制御部５１１からの制
御に従い、TDOアプリケーション又はNDOアプリケーション（NRTリソース）を生成し、ア
プリケーション保持部５１３に供給する。ステップＳ５１２において、アプリケーション
保持部５１３は、アプリケーション生成部５１２から供給されるTDOアプリケーション又
はNDOアプリケーションを保持する。
【０２９９】
　ステップＳ５１３において、制御部５１１は、通信部５１４の通信状況を常に監視し、
受信装置７０からTDOアプリケーション又はNDOアプリケーションが要求されたかどうかを
判定する。ステップＳ５１３において、受信装置７０からアプリケーションが要求されて
いないと判定された場合、ステップＳ５１３の判定処理が繰り返される。ステップＳ５１
３においては、受信装置７０からTDOアプリケーション又はNDOアプリケーションが要求さ
れるのを待って、処理は、ステップＳ５１４に進められる。
【０３００】
　ステップＳ５１４において、通信部５１４は、制御部５１１からの制御に従い、アプリ
ケーション保持部５１３に保持されているTDOアプリケーション又はNDOアプリケーション
を取得する。ステップＳ５１５において、通信部５１４は、制御部５１１からの制御に従
い、ステップＳ５１４の処理で取得したTDOアプリケーション又はNDOアプリケーションを
、インターネット９０を介して、受信装置７０に送信する。ステップＳ５１５の処理が終
了すると、図２１のアプリケーション提供処理は終了する。
【０３０１】
　以上、アプリケーション提供処理について説明した。
【０３０２】
（基本サービス処理）
　次に、図２２のフローチャートを参照して、図１４の受信装置７０により実行される、
基本サービス処理の流れについて説明する。なお、図２２の基本サービス処理は、図６の
基本サービスの運用例に対応している。
【０３０３】
　ステップＳ７１１において、チューナ７１２やフィルタリング処理部７１３等は、選局
制御部７５１及びフィルタリング制御部７５３からの制御に従い、初期スキャン処理を行
う。この処理スキャン処理によって、LLSとして伝送されるSCDが取得され、選局情報とし
て、NVRAM７１９に保存される（Ｓ７１２）。
【０３０４】
　ステップＳ７１３においては、ユーザにより選局操作が行われたかどうかが判定される
。ステップＳ７１３において、選局操作が行われていないと判定された場合、ステップＳ
７１３の判定処理が繰り返される。すなわち、ステップＳ７１３においては、ユーザによ
り選局操作が行われるのを待って、処理は、ステップＳ７１４に進められる。
【０３０５】
　ステップＳ７１４において、選局制御部７５１は、NVRAM７１９に保存された選局情報
を取得し、フィルタリング制御部７５３に供給する。ここでは、選局情報として保存され
ているSCDには、SCS Bootstrap情報が含まれているので、これを用いて、選局されたサー
ビスのSCSのアドレスが特定される。
【０３０６】
　ステップＳ７１５において、フィルタリング処理部７１３は、フィルタリング制御部７
５３からの制御に従い、SCSのLCTパケットのフィルタリング処理を行う。このフィルタリ
ング処理を行うことで、SCSのFLUTEセッションに接続されて、SCSのLCTパケットが取得さ
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れる。
【０３０７】
　ステップＳ７１６において、シグナリング情報取得部７１４は、フィルタリング処理部
７１３からのLCTパケットを解析して、USDやMPDなどのシグナリング情報（SCS）を取得し
、シグナリング情報解析部７５２に供給する。
【０３０８】
　ステップＳ７１７において、シグナリング情報解析部７５２は、ステップＳ７１６の処
理で取得されたUSDやMPDなどのシグナリング情報（SCS）を解析し、MPDのSegmentURL要素
に指定されたURLと、USDのdeliveryMethod要素のbasepattern要素に指定されたURLとのマ
ッチングを行う。
【０３０９】
　ステップＳ７１８において、シグナリング情報解析部７５２は、ステップＳ７１７のマ
ッチングの結果に従い、MPDのRepresentation要素に列挙されたオーディオやビデオのス
トリームの配信経路が放送か、あるいは通信かを確認する（Ｓ７１８）。すなわち、ここ
では、上述した図６の基本サービスの運用例の「手順７」と同様の処理が行われ、放送・
通信のアドレス解決が行われる。
【０３１０】
　ステップＳ７１９においては、ステップＳ７１８の処理の結果に従い、オーディオやビ
デオのストリームの配信経路が、放送と通信のいずれになるかが判定される。
【０３１１】
　ステップＳ７１９において、ストリームの配信経路が放送であると判定された場合、処
理は、ステップＳ７２０に進められる。ステップＳ７２０において、シグナリング情報解
析部７５２は、ステップＳ７１６の処理で取得されたFDDやSDPなどのシグナリング情報に
基づいて、オーディオやビデオのストリームに接続するためのIPアドレス、ポート番号、
TSI、TOIを特定し、フィルタリング制御部７５３に供給する。
【０３１２】
　ステップＳ７２１において、フィルタリング処理部７１３は、フィルタリング制御部７
５３からの制御に従い、セグメントデータのLCTパケットのフィルタリング処理を行う。
このフィルタリング処理を行うことで、対象のサービスのFLUTEセッションに接続されて
、オーディオやビデオのLCTパケットが取得される。
【０３１３】
　ステップＳ７２２において、セグメントデータ取得部７１５は、フィルタリング処理部
７１３からのLCTパケットを解析して、セグメントデータを取得し、オーディオデータを
オーディオ出力部７２０、ビデオデータをビデオ出力部７２１に供給する。
【０３１４】
　一方、ステップＳ７１９において、ストリームの配信経路が通信であると判定された場
合、処理は、ステップＳ７２３に進められる。ステップＳ７２３において、通信部７２２
は、通信制御部７５４からの制御に従い、インターネット９０を介してデータ配信サーバ
３０にアクセスし、ストリーミング配信されるストリームのセグメントデータを受信する
。
【０３１５】
　そして、セグメントデータ取得部７１５は、通信部７２２からのセグメントデータを取
得し、オーディオデータをオーディオ出力部７２０、ビデオデータをビデオ出力部７２１
に供給する。
【０３１６】
　ステップＳ７２２、又は、ステップＳ７２３の処理が終了すると、処理は、ステップＳ
７２４に進められる。
【０３１７】
　オーディオ出力部７２０は、セグメントデータ取得部７１５からのオーディオデータの
バッファリングを行い（Ｓ７２４）、さらに、レンダリングを行う（Ｓ７２５）。また、
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ビデオ出力部７２１は、セグメントデータ取得部７１５からのビデオデータのバッファリ
ングを行い（Ｓ７２４）、さらに、レンダリングを行う（Ｓ７２５）これにより、受信装
置７０では、ユーザにより選局されたサービスに対応した番組の映像と音声が再生される
。
【０３１８】
　ステップＳ７２５の処理が終了すると、処理は、ステップＳ７２６に進められ、所定の
イベントが発生したかどうかが判定される。ステップＳ７２６において、所定のイベント
が発生していないと判定された場合、処理は、ステップＳ７２７に進められ、ステップＳ
７１８の処理の結果に従い、オーディオやビデオのストリームの配信経路が、放送と通信
のいずれになるかが判定される。
【０３１９】
　ステップＳ７２７において、ストリームの配信経路が放送であると判定された場合、処
理はステップＳ７２１に進められる。そして、ステップＳ７２１以降の処理が繰り返され
ることで、放送で伝送されるセグメントデータに対応した映像や音声が再生される。また
、ステップＳ７２７において、ストリームの配信経路が通信であると判定された場合、処
理はステップＳ７２３に進められる。そして、ステップＳ７２３以降の処理が繰り返され
ることで、通信で伝送されるセグメントデータに対応した映像や音声が再生される。
【０３２０】
　そして、ステップＳ７２６において、例えば受信装置７０の電源がオフされるなどの所
定のイベントが発生した場合、図２２の基本サービス処理は終了する。
【０３２１】
　以上、基本サービス処理について説明した。
【０３２２】
（アソシエイテッドNRT対応処理）
　次に、図２３のフローチャートを参照して、図１４の受信装置７０により実行される、
アソシエイテッドNRT対応処理の流れについて説明する。
【０３２３】
　ステップＳ７４１においては、図２２の基本サービス処理が実行され、受信装置７０で
は、ユーザにより選局されたサービスに対応した番組の映像と音声が再生される。
【０３２４】
　ステップＳ７４２において、トリガ情報抽出部７５５は、オーディオやビデオ、字幕の
ストリームを常に監視し、それらのストリームに埋め込まれたトリガ情報が抽出されたか
どうかを判定する。ステップＳ７４２においては、トリガ情報が抽出されるのを待って、
処理は、ステップＳ７４３に進められる。
【０３２５】
　ステップＳ７４３において、フィルタリング処理部７１３は、フィルタリング制御部７
５３からの制御に従い、SCSのLCTパケットのフィルタリング処理を行う。シグナリング情
報取得部７１４は、フィルタリング処理部７１３からのLCTパケットを解析して、TPTやUS
Dなどのシグナリング情報（SCS）を取得し、シグナリング情報解析部７５２に供給する。
【０３２６】
　なお、TPTを取得するタイミングは、ストリームに含まれるトリガ情報が抽出されたと
きのほか、例えば、FLUTEセッションで伝送されるSCSを常に監視して、TPTが新たに出現
するか、あるいはTPTが更新されたタイミングで、そのTPTを取得するようにしてもよい。
【０３２７】
　また、TPTが放送で伝送されるのではなく、通信で伝送されている場合には、通信制御
部７５４は、トリガ情報抽出部７５５からのトリガ情報に含まれるURLに従い、通信部７
２２を制御して、インターネット９０を介してTPTサーバ４０にアクセスする。そして、T
PTサーバ４０から送信されてくるトリガ情報が、通信部７２２により受信され、シグナリ
ング情報取得部７１４を介してシグナリング情報解析部７５２に供給される。
【０３２８】
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　ステップＳ７４４において、シグナリング情報解析部７５２は、TPTに記述されるTDOア
プリケーションの取得先を示すURL（AppURL，ContentURL）と、USDのdeliveryMethod要素
におけるbroadcastAppService要素又はunicastAppService要素内のbasepattern要素に指
定されたURLとのマッチングを行う。
【０３２９】
　ステップＳ７４５において、シグナリング情報解析部７５２は、ステップＳ７４４のマ
ッチングの結果に従い、TPTに列挙されたTDOアプリケーションの配信経路が放送か、ある
いは通信かを確認する。すなわち、ここでは、上述した図７乃至図１０のアソシエイテッ
ドNRTの運用例の「手順１８」と同様の処理が行われ、放送・通信のアドレス解決が行わ
れる。
【０３３０】
　なお、TDOアプリケーションが複数のコンポーネントから構成されている場合、それら
のコンポーネントは取得先が異なる場合があるので、コンポーネントのURL（ContentURL
）ごとに、basepattern要素のURLとのマッチングが行われる。
【０３３１】
　ステップＳ７４６においては、ステップＳ７４５の処理の結果に従い、TDOアプリケー
ションの配信経路が、放送と通信のいずれになるかが判定される。
【０３３２】
　ステップＳ７４６において、TDOアプリケーションの配信経路が放送であると判定され
た場合、処理は、ステップＳ７４７に進められる。ステップＳ７４７において、シグナリ
ング情報解析部７５２は、ステップＳ７４３の処理で取得されたFDDやSDPなどのシグナリ
ング情報に基づいて、アソシエイテッドNRTのストリームに接続するためのIPアドレス、
ポート番号、TSI、TOIを特定し、フィルタリング制御部７５３に供給する。
【０３３３】
　ただし、図７のアソシエイテッドNRTの運用例１のように、TDOアプリケーションを伝送
するアソシエイテッドNRTのストリームが、主サービスと同一のサービスとして伝送され
る場合、主サービスのSCSを用いることができるが、図８乃至図１０のアソシエイテッドN
RTの運用例のように、主サービスと別サービス（NRTサービス）として伝送される場合に
は、NRTサービス用のSCSを取得する必要がある。
【０３３４】
　この場合、USDのdeliveryMethod要素のbroadcastAppService要素内のassocication_tag
属性によって、SPDのトリプレットと関連付けられることで、NRTサービスのSCS Bootstra
p情報が得られる。そして、NRTサービスのSCSが取得されると、アソシエイテッドNRTのス
トリームに接続するためのIPアドレス、ポート番号、TSI、TOIを特定することができる。
【０３３５】
　ステップＳ７４８において、フィルタリング処理部７１３は、フィルタリング制御部７
５３からの制御に従い、TDOアプリケーションのLCTパケットのフィルタリング処理を行う
。このフィルタリング処理を行うことで、アソシエイテッドNRTのストリームのFLUTEセッ
ションに接続されて、TDOアプリケーションのLCTパケットが取得される。
【０３３６】
　ステップＳ７４９において、アプリケーションエンジン７１６は、フィルタリング処理
部７１３からのLCTパケットを解析して、TDOアプリケーションを取得して実行し、そのビ
デオデータを、ビデオ出力部７２１に供給する。
【０３３７】
　一方、ステップＳ７４６において、ストリームの配信経路が通信であると判定された場
合、処理は、ステップＳ７５０に進められる。ステップＳ７５０において、通信部７２２
は、通信制御部７５４からの制御に従い、インターネット９０を介してアプリケーション
サーバ５０－１にアクセスし、TDOアプリケーションを受信する。そして、アプリケーシ
ョンエンジン７１６は、通信部７２２からのTDOアプリケーションを取得して実行し、そ
のビデオデータを、ビデオ出力部７２１に供給する。
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【０３３８】
　ステップＳ７４９、又は、ステップＳ７５０の処理が終了すると、処理は、ステップＳ
７５１に進められる。ステップＳ７５１において、ビデオ出力部７２１は、アプリケーシ
ョンエンジン７１６から供給されるビデオデータのレンダリングを行う。
【０３３９】
　ステップＳ７５２においては、TDOアプリケーションが複数のコンポーネントから構成
されている場合に、全てのコンポーネントが取得されたかどうかが判定される。ステップ
Ｓ７５２において、全てのコンポーネントが取得されていないと判定された場合、処理は
、ステップＳ７４５に戻り、それ以降の処理が繰り返される。
【０３４０】
　すなわち、ステップＳ７４５乃至Ｓ７５２の処理が、放送又は通信で伝送されるコンポ
ーネントが全て取得されるまで繰り返され、ステップＳ７５２において、全てのコンポー
ネントが取得されたと判定された場合、処理は、ステップＳ７５３に進められる。これに
より、受信装置７０では、番組に連動してTDOアプリケーションが実行され、番組の映像
に、TDOアプリケーションの映像が重畳して表示される。
【０３４１】
　ステップＳ７５３においては、ユーザによりTDOアプリケーションの表示の終了が指示
されたかどうかが判定される。ステップＳ７５３において、TDOアプリケーションの表示
の終了が指示されていないと判定された場合、ステップＳ７５３の判定処理が繰り返され
る。この場合、TDOアプリケーションの実行が継続され、その映像が、番組の映像に重畳
して表示され続ける。
【０３４２】
　一方、ステップＳ７５３において、TDOアプリケーションの表示の終了が指示されたと
判定された場合、TDOアプリケーションは終了され、図２３のアソシエイテッドNRT対応処
理は終了する。
【０３４３】
　以上、アソシエイテッドNRT対応処理について説明した。このアソシエイテッドNRT対応
処理では、SCSで伝送されるシグナリング情報に基づいて、放送又は通信で配信されるTDO
アプリケーション（の一部のコンポーネント）が取得され、番組等のAVコンテンツに連動
して実行される。
【０３４４】
　なお、TDOアプリケーションは、複数のアプリケーション、静止画やテキストファイル
等のモノメディアにより構成されるのが一般的であるため、TDOアプリケーションを構成
する要素（例えば、子アプリケーションやモノメディア）としてのコンポーネントを、放
送又は通信のいずれの配信経路によって、異なる配信元から分割して伝送することで、放
送で伝送されるTDOアプリケーションのデータサイズを小さくして、TDOアプリケーション
の伝送に必要となる放送帯域を削減することができる。
【０３４５】
　例えば、TDOアプリケーションの主となる部分として、エントリアプリケーションとそ
の関連ファイルは、放送で伝送する一方、利用頻度の低い、子アプリケーションや孫アプ
リケーションなどは通信で伝送するようにすることで、TDOアプリケーションのデータサ
イズを小さくすることができる。
【０３４６】
　また、TDOアプリケーションを構成する要素を、複数のコンポーネントに分割して、異
なる配信経路で配信することができるので、１つのアソシエイテッドNRTのサービスであ
っても、例えば、基本の部分のコンポーネントは放送で配信し、オプション部分のコンポ
ーネントは通信で配信するなどと使い分けることができる。これにより、例えば、アソシ
エイテッドNRTのサービスにおいて、無料で提供される部分は放送で配信する一方、登録
された会員向け等の有料で提供される部分は通信で配信するなどの付加的なサービスを提
供することが可能となる。
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【０３４７】
（スタンドアロンNRT対応処理）
　最後に、図２４のフローチャートを参照して、図１４の受信装置７０により実行される
、スタンドアロンNRT対応処理の流れについて説明する。
【０３４８】
　ステップＳ７７１において、チューナ７１２やフィルタリング処理部７１３等は、選局
制御部７５１及びフィルタリング制御部７５３からの制御に従い、初期スキャン処理を行
う。この処理スキャン処理によって、LLSとして伝送されるSCDが取得され、選局情報とし
て、NVRAM７１９に保存される（Ｓ７７２）。
【０３４９】
　ステップＳ７７３においては、ユーザによりポータルサービスが選択されたかどうかが
判定される。ステップＳ７７３において、ポータルサービスが選択されていないと判定さ
れた場合、ステップＳ７７３の判定処理が繰り返される。すなわち、ステップＳ７７３に
おいては、ユーザによりポータルサービスが選択されるのを待って、処理は、ステップＳ
７７４に進められる。
【０３５０】
　ステップＳ７７４において、選局制御部７５１は、NVRAM７１９に保存された選局情報
を取得し、フィルタリング制御部７５３に供給する。ここでは、選局情報として保存され
ているSCDには、SCS Bootstrap情報が含まれているので、これを用いて、選択（選局）さ
れたポータルサービスのSCSのアドレスが特定される。
【０３５１】
　ステップＳ７７５において、フィルタリング処理部７１３は、フィルタリング制御部７
５３からの制御に従い、SCSのLCTパケットのフィルタリング処理を行う。このフィルタリ
ング処理を行うことで、SCSのFLUTEセッションに接続されて、SCSのLCTパケットが取得さ
れる。
【０３５２】
　ステップＳ７７６において、シグナリング情報取得部７１４は、フィルタリング処理部
７１３からのLCTパケットを解析して、USD，SDP，FDD，SPD等のシグナリング情報（SCS）
を取得し、シグナリング情報解析部７５２に供給する。
【０３５３】
　ステップＳ７７７において、シグナリング情報解析部７５２は、SPDのNRT関連記述子（
NRT Service Description）に記述されたNRTエントリポイントのURL(Entry URL)を取得す
る。また、ステップＳ７７８において、シグナリング情報解析部７５２は、FDDやSDP等の
シグナリング情報に基づいて、NRTエントリポイントのFLUTEセッションに接続するための
IPアドレス、ポート番号、TSI、TOIを特定し、フィルタリング制御部７５３に供給する。
【０３５４】
　ステップＳ７７９において、フィルタリング処理部７１３は、フィルタリング制御部７
５３からの制御に従い、NRTエントリポイントのLCTパケットのフィルタリング処理を行う
。このフィルタリング処理を行うことで、NRTエントリポイントのFLUTEセッションに接続
されて、NRTエントリポイントのLCTパケットが取得される。
【０３５５】
　ステップＳ７８０において、アプリケーションエンジン７１６は、フィルタリング処理
部７１３からのLCTパケットを解析して、NRTエントリポイントのファイル（例えばIndex.
html）を取得し、シグナリング情報解析部７５２に供給する。
【０３５６】
　ステップＳ７８１において、シグナリング情報解析部７５２は、NRTエントリポイント
に記述されたNRTリソースのURL（ResourceURL）と、USDのdeliveryMethod要素のbroadcas
tAppService要素又はunicastAppService要素内のbasepattern要素のURLとのマッチングを
行う。
【０３５７】
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　ステップＳ７８２において、シグナリング情報解析部７５２は、ステップＳ７８１のマ
ッチングの結果に従い、NRTエントリポイントに列挙されたNRTリソースの配信経路が放送
か、あるいは通信かを確認する。すなわち、ここでは、上述した図１１のスタンドアロン
NRTの運用例１の「手順１１」と同様の処理が行われ、放送・通信のアドレス解決が行わ
れる。
【０３５８】
　なお、NRTエントリポイントに複数のNRTリソースが列挙されている場合、それらのNRT
リソースは取得先が異なる場合があるので、NRTリソースのURL（ResourceURL）ごとに、b
asepattern要素のURLとのマッチングが行われる。
【０３５９】
　ステップＳ７８３においては、ステップＳ７８２の処理の結果に従い、NRTリソースの
配信経路が、放送と通信のいずれになるかが判定される。
【０３６０】
　ステップＳ７８３において、NRTリソースの配信経路が放送であると判定された場合、
処理は、ステップＳ７８４に進められる。ステップＳ７８４において、シグナリング情報
解析部７５２は、ステップＳ７７６の処理で取得されたFDDやSDPなどのシグナリング情報
に基づいて、NRTリソースのストリームに接続するためのIPアドレス、ポート番号、TSI、
TOIを特定し、フィルタリング制御部７５３に供給する。
　ステップＳ７８５において、フィルタリング処理部７１３は、フィルタリング制御部７
５３からの制御に従い、NRTリソースのLCTパケットのフィルタリング処理を行う。このフ
ィルタリング処理を行うことで、NRTリソースのFLUTEセッションに接続されて、NRTリソ
ースのLCTパケットが取得される。
【０３６１】
　ステップＳ７８６において、アプリケーションエンジン７１６は、フィルタリング処理
部７１３からのLCTパケットを解析して、NRTリソースを取得して実行し、そのビデオデー
タを、ビデオ出力部７２１に供給する。
【０３６２】
　一方、ステップＳ７８３において、NRTリソースの配信経路が通信であると判定された
場合、処理は、ステップＳ７８７に進められる。ステップＳ７８７において、通信部７２
２は、通信制御部７５４からの制御に従い、インターネット９０を介してアプリケーショ
ンサーバ５０－２にアクセスし、NDOアプリケーションのNRTリソースを受信する。そして
、アプリケーションエンジン７１６は、通信部７２２からのNRTリソースを取得して実行
し、そのビデオデータを、ビデオ出力部７２１に供給する。
【０３６３】
　ステップＳ７８６、又は、ステップＳ７８７の処理が終了すると、処理は、ステップＳ
７８８に進められる。ステップＳ７８８において、ビデオ出力部７２１は、アプリケーシ
ョンエンジン７１６から供給されるビデオデータのレンダリングを行う。
【０３６４】
　ステップＳ７８９においては、NRTエントリポイントに複数のNRTリソースが列挙されて
いる場合に、全てのNRTリソースが取得されたかどうかが判定される。ステップＳ７８９
において、全てのNRTリソースが取得されていないと判定された場合、処理は、ステップ
Ｓ７８２に戻り、それ以降の処理が繰り返される。
【０３６５】
　すなわち、ステップＳ７８２乃至Ｓ７８９の処理が、通信又は放送で伝送されるNRTリ
ソースが全て取得されるまで繰り返され、ステップＳ７８９において、全てのNRTリソー
スが取得されたと判定された場合に、受信装置７０では、ユーザにより選択されたポータ
ルサービスに対応したNDOアプリケーションの映像が表示される。ステップＳ７８９の処
理（Ｓ７８９の「YES」）が終了すると、図２４のスタンドアロンNRT対応処理は終了する
。
【０３６６】
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　以上、スタンドアロンNRT対応処理について説明した。このスタンドアロンNRT対応処理
では、SCSで伝送されるシグナリング情報に基づいて、放送又は通信で伝送されるNDOアプ
リケーション（NRTリソース）が取得され、独立した放送サービスとして実行される。
【０３６７】
　また、NDOアプリケーションを構成する１又は複数のNRTリソースが、放送又は通信のい
ずれの配信経路によって、異なる配信元から分割して伝送されるようにすることができる
ため、放送で伝送されるNDOアプリケーションのデータサイズを小さくして、NDOアプリケ
ーションの伝送に必要となる放送帯域を削減することができる。例えば、NDOアプリケー
ションの主となる部分として、NRTエントリポイントとその関連ファイル（NRTリソース）
は、放送で伝送する一方、利用頻度の低い部分のNRTリソースは通信で伝送するようにす
ることで、NDOアプリケーションのデータサイズを小さくすることができる。
【０３６８】
　さらに、NDOアプリケーションを構成する要素を、複数のNRTリソースに分割して、異な
る配信経路で配信することができるので、１つのスタンドアロンNRTのサービスであって
も、例えば、基本の部分のNRTリソースは放送で配信し、オプション部分のNRTリソースは
通信で配信するなどと使い分けることができる。これにより、例えば、スタンドアロンNR
Tのサービスにおいて、無料で提供される部分は放送で配信する一方、登録された会員向
け等の有料で提供される部分は通信で配信するなどの付加的なサービスを提供することが
可能となる。
【０３６９】
　なお、上述した説明では、シグナリング情報の名称として、Descriptionの略である「D
」を用いたが、Tableの略である「T」が用いられる場合がある。例えば、SCD(Service Co
nfiguration Description)は、SCT(Service Configuration Table)と記述される場合があ
る。また、例えば、SPD(Service Parameter Description)は、SPT(Service Parameter Ta
ble)と記述される場合がある。ただし、これらの名称の違いは、「Description」と「Tab
le」との形式的な違いであって、各シグナリング情報の実質的な内容が異なるものではな
い。
【０３７０】
＜６．コンピュータの構成＞
【０３７１】
　上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。図２５は、上
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
す図である。
【０３７２】
　コンピュータ９００において、CPU（Central Processing Unit）９０１，ROM（Read On
ly Memory）９０２，RAM（Random Access Memory）９０３は、バス９０４により相互に接
続されている。バス９０４には、さらに、入出力インターフェース９０５が接続されてい
る。入出力インターフェース９０５には、入力部９０６、出力部９０７、記録部９０８、
通信部９０９、及び、ドライブ９１０が接続されている。
【０３７３】
　入力部９０６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９０７は
、ディスプレイ、スピーカなどよりなる。記録部９０８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９０９は、ネットワークインターフェースなどよりなる。ド
ライブ９１０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９１１を駆動する。
【０３７４】
　以上のように構成されるコンピュータ９００では、CPU９０１が、ROM９０２や記録部９
０８に記憶されているプログラムを、入出力インターフェース９０５及びバス９０４を介
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して、RAM９０３にロードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。
【０３７５】
　コンピュータ９００（CPU９０１）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９１１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
、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。
【０３７６】
　コンピュータ９００では、プログラムは、リムーバブルメディア９１１をドライブ９１
０に装着することにより、入出力インターフェース９０５を介して、記録部９０８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９０９で受信し、記録部９０８にインストールすることができる。その他、プログラ
ムは、ROM９０２や記録部９０８に、あらかじめインストールしておくことができる。
【０３７７】
　ここで、本明細書において、コンピュータがプログラムに従って行う処理は、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行われる必要はない。すなわち、
コンピュータがプログラムに従って行う処理は、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。また、プログラムは、１の
コンピュータ（プロセッサ）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。
【０３７８】
　なお、本技術の実施の形態は、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。
【０３７９】
　また、本技術は、以下のような構成をとることができる。
【０３８０】
（１）
　IP（Internet Protocol）伝送方式を用いたデジタル放送を選局する選局制御を行う選
局制御部と、
　前記デジタル放送において、前記IP伝送方式のプロトコルの階層におけるIP層よりも上
位の階層で伝送されるシグナリング情報に基づいて、放送又は通信で配信されるアプリケ
ーションの取得を制御する取得制御部と、
　取得された前記アプリケーションを実行するアプリケーション実行部と
　を備える受信装置。
（２）
　前記アプリケーションは、前記デジタル放送において、放送サービスとして提供される
AVコンテンツに連動して実行される
　（１）に記載の受信装置。
（３）
　前記アプリケーションは、前記放送サービスと同一のサービス、又は、別のサービスと
して提供される
　（２）に記載の受信装置。
（４）
　前記取得制御部は、前記デジタル放送で伝送される、前記アプリケーションを起動させ
るためのトリガ情報が抽出された場合、放送又は通信で配信される前記アプリケーション
の制御情報、及び、前記シグナリング情報に基づいて、前記アプリケーションの取得を制
御する
　（２）又は（３）に記載の受信装置。
（５）
　前記アプリケーションは、複数のコンポーネントから構成され、
　前記取得制御部は、放送又は通信で配信される前記複数のコンポーネントの取得を制御
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する
　（２）乃至（４）のいずれか一項に記載の受信装置。
（６）
　前記シグナリング情報は、前記アプリケーションが別のサービスとして提供される場合
、別のサービス用のシグナリング情報を取得するための情報を含む
　（３）に記載の受信装置。
（７）
　前記アプリケーションは、前記デジタル放送において、独立した放送サービスとして提
供される
　（１）に記載の受信装置。
（８）
　前記アプリケーションは、エントリポイントと、１又は複数のリソースから構成され、
　前記取得制御部は、前記エントリポイントに含まれる前記１又は複数のリソースのURL
（Uniform Resource Locator）、及び、前記シグナリング情報に基づいて、放送又は通信
で配信される前記１又は複数のリソースの取得を制御する
　（７）に記載の受信装置。
（９）
　前記シグナリング情報は、前記エントリポイントのURLを含み、
　前記取得制御部は、前記エントリポイントのURLに基づいて、前記エントリポイントを
取得する
　（８）に記載の受信装置。
（１０）
　受信装置の受信方法において、
　前記受信装置が、
　IP伝送方式を用いたデジタル放送を選局する選局制御を行い、
　前記デジタル放送において、前記IP伝送方式のプロトコルの階層におけるIP層よりも上
位の階層で伝送されるシグナリング情報に基づいて、放送又は通信で配信されるアプリケ
ーションの取得を制御し、
　取得された前記アプリケーションを実行する
　ステップを含む受信方法。
（１１）
　放送サービスとして提供されるストリームを取得する取得部と、
　放送又は通信で配信されるアプリケーションの取得制御に用いられる制御情報を含むシ
グナリング情報を生成するシグナリング情報生成部と、
　前記ストリームとともに、生成された前記シグナリング情報を、IP伝送方式を用いたデ
ジタル放送の放送波で送信する送信部と
　を備え、
　前記デジタル放送において、前記IP伝送方式のプロトコルの階層におけるIP層よりも上
位の階層で、前記シグナリング情報が伝送される
　送信装置。
（１２）
　前記アプリケーションは、前記デジタル放送において、放送サービスとして提供される
AVコンテンツに連動して実行される
　（１１）に記載の送信装置。
（１３）
　前記アプリケーションは、前記AVコンテンツが提供される放送サービスと同一のサービ
ス、又は、別のサービスとして提供される
　（１２）に記載の送信装置。
（１４）
　前記シグナリング情報は、前記アプリケーションが別のサービスとして提供される場合
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　（１３）に記載の送信装置。
（１５）
　前記アプリケーションは、前記デジタル放送において、独立した放送サービスとして提
供される
　（１１）に記載の送信装置。
（１６）
　前記アプリケーションは、エントリポイントと、１又は複数のリソースから構成され、
　前記エントリポイントは、前記１又は複数のリソースのURLを含む
　（１５）に記載の送信装置。
（１７）
　前記シグナリング情報は、前記エントリポイントのURLを含む
　（１６）に記載の送信装置。
（１８）
　前記アプリケーションを生成するアプリケーション生成部をさらに備え、
　前記送信部は、生成された前記アプリケーションを、前記ストリームとして送信する
　（１１）乃至（１７）のいずれか一項に記載の送信装置。
（１９）
　前記アプリケーションを起動させるためのトリガ情報を生成するトリガ情報生成部をさ
らに備え、
　前記送信部は、生成された前記トリガ情報を、前記ストリームに含めて送信する
　（１１）乃至（１８）のいずれか一項に記載の送信装置。
（２０）
　送信装置の送信方法において、
　前記送信装置が、
　放送サービスとして提供されるストリームを取得し、
　放送又は通信で配信されるアプリケーションの取得制御に用いられる制御情報を含むシ
グナリング情報を生成し、
　前記ストリームとともに、生成された前記シグナリング情報を、IP伝送方式を用いたデ
ジタル放送の放送波で送信する
　ステップを含み、
　前記デジタル放送において、前記IP伝送方式のプロトコルの階層におけるIP層よりも上
位の階層で、前記シグナリング情報が伝送される
　送信方法。
【符号の説明】
【０３８１】
　１　放送通信システム，　１０　データ提供サーバ，　２０　送信装置，　３０　デー
タ配信サーバ，　４０　TPTサーバ，　５０，５０－１，５０－２　アプリケーションサ
ーバ，　７０　受信装置，　９０　インターネット，　２１２　セグメントデータ取得部
，　２１３　トリガ情報生成部，　２１５　シグナリング情報生成部，　２１７　アプリ
ケーション生成部，　２２０　送信部，　３１２　セグメントデータ取得部，　３１３　
シグナリング情報生成部，　３１４　通信部，　５１２　アプリケーション生成部，　５
１４　通信部，　７１２　チューナ，　７１３　フィルタリング処理部，　７１４　シグ
ナリング情報取得部，　７１５　セグメントデータ取得部，　７１６　アプリケーション
エンジン，　７１７　制御部，　７１９　NVRAM，　７２２　通信部，　７５１　選局制
御部，　７５２　シグナリング情報解析部，　７５３　フィルタリング制御部，　７５４
　通信制御部，　７５５　トリガ情報抽出部，　９００　コンピュータ，　９０１　CPU
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【図２３】 【図２４】
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