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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ストレージ装置に蓄積されているコンテンツのデータを再生装置に供給させるコントロ
ール部を備え、
　前記コントロール部は、前記ストレージ装置に蓄積されているコンテンツと前記再生装
置のコンテンツ記憶部に記憶されているコンテンツと上映スケジュールを参照して、前記
コンテンツ記憶部のデータ書き換え可能容量を超えないように上映スケジュール順にコン
テンツの選択を行い、前記コンテンツの選択では前記ストレージ装置に蓄積されていない
コンテンツについて推定したデータ量を用い、前記上映スケジュール順に選択されたコン
テンツから、前記コンテンツ記憶部に記憶されているコンテンツと前記ストレージ装置に
蓄積されていないコンテンツを除いたコンテンツを転送対象コンテンツとして、該転送対
象コンテンツのデータを前記再生装置に供給させる
ディジタルシネマ管理装置。
【請求項２】
　前記コントロール部は、前記上映スケジュール順に選択されたコンテンツに含まれてい
ないコンテンツのデータを前記コンテンツ記憶部から削除させる
請求項１記載のディジタルシネマ管理装置。
【請求項３】
　前記コントロール部は、前記再生装置にコンテンツのデータを供給する転送タスクを作
成して、該転送タスクに基づいてデータの供給を行い、前記転送対象コンテンツを前記転
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送タスクに登録する際、既に登録されているコンテンツを除外する
請求項１記載のディジタルシネマ管理装置。
【請求項４】
　前記コントロール部は、前記上映スケジュールが変更されたとき、前記コンテンツのデ
ータを選択して前記再生装置に供給させる
請求項１記載のディジタルシネマ管理装置。
【請求項５】
　前記コントロール部は、前記ストレージ装置でコンテンツのデータの追加や変更が行わ
れたとき、前記コンテンツのデータを選択して前記再生装置に供給させる
請求項１記載のディジタルシネマ管理装置。
【請求項６】
　前記コントロール部は、前記再生装置のコンテンツ記憶部でコンテンツのデータの追加
や変更または削除が行われたとき、前記コンテンツのデータを選択して前記再生装置に供
給させる
請求項１記載のディジタルシネマ管理装置。
【請求項７】
　前記コントロール部は、前記再生装置との通信が復旧したとき、前記コンテンツのデー
タを選択して前記再生装置に供給させる
請求項１記載のディジタルシネマ管理装置。
【請求項８】
　ストレージ装置に蓄積されているコンテンツのデータを再生装置に供給させるコントロ
ール部で、前記ストレージ装置に蓄積されているコンテンツと前記再生装置のコンテンツ
記憶部に記憶されているコンテンツと上映スケジュールを参照して、前記コンテンツ記憶
部のデータ書き換え可能容量を超えないように上映スケジュール順にコンテンツの選択を
行い、前記コンテンツの選択では前記ストレージ装置に蓄積されていないコンテンツにつ
いて推定したデータ量を用い、前記上映スケジュール順に選択されたコンテンツから、前
記コンテンツ記憶部に記憶されているコンテンツと前記ストレージ装置に蓄積されていな
いコンテンツを除いたコンテンツを転送対象コンテンツに設定するステップと、
　前記コントロール部で、前記転送対象コンテンツのデータを前記再生装置に供給させる
ステップとを備える
ディジタルシネマ管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ディジタルシネマ管理装置とディジタルシネマ管理方法に関する。詳しく
は、上映が予定されているコンテンツのデータを自動的に再生装置に供給できるようにす
る。
【背景技術】
【０００２】
　映画を取り巻く環境は、ディジタル技術の進歩によりフィルムからディジタル信号へと
変化し、ビデオ機材を使用した映画の制作、プロジェクタ等を用いた映画の上映等が行わ
れている。このようなディジタルシネマの実現には、制作者の意図するイメージやサウン
ドを忠実に再現するための映像・音声技術に加え、データ圧縮技術や著作権保護のための
暗号化処理技術などが用いられている。
【０００３】
　また、映画を上映する場合、映画配給会社に設置されたサーバで作成された所定の形式
のデータを各劇場に提供し、各劇場では提供されたデータを再生装置で再生して、ディジ
タルシネマを上映することが行われる。なお、映画配給会社から各劇場に提供されるデー
タの形式としては、例えばディジタルシネマイニシアチブ（ＤＣＩ：Digital Cinema Ini
tiative）が提唱した仕様に準拠するディジタルシネマパッケージ（ＤＣＰ：Digital Cin
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ema Package）と呼ばれる形式が用いられている。
【０００４】
　また、特許文献１では、画面表示を見て、上映するコンテンツの編集や編成および上映
スケジュールの作成を一括して行うようにして、映画上映番組データを上映用サーバユニ
ットに送出すると共に、コンテンツをシネマサーバに送出することが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－２４４６２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、オーディトリアム（Auditorium）の数が多くなると、どのようなスケジュー
ルでどのようなコンテンツをいずれのオーディトリアムで上映するか管理が複雑となる。
また、上映が開始される前に、上映するコンテンツのデータ等を再生装置に供給しておか
なければ、スケジュールに合わせてコンテンツの上映を行うことができなくなってしまう
。
【０００７】
　そこで、この発明では、再生装置で必要とされるコンテンツのデータ等の供給を容易に
行うことが可能なディジタルシネマ管理装置とディジタルシネマ管理方法を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明の第１の側面は、ストレージ装置に蓄積されているコンテンツのデータを再生
装置に供給させるコントロール部を備え、前記コントロール部は、前記ストレージ装置に
蓄積されているコンテンツと前記再生装置のコンテンツ記憶部に記憶されているコンテン
ツと上映スケジュールを参照して、前記コンテンツ記憶部のデータ書き換え可能容量を超
えないように上映スケジュール順にコンテンツの選択を行い、前記コンテンツの選択では
前記ストレージ装置に蓄積されていないコンテンツについて推定したデータ量を用い、前
記上映スケジュール順に選択されたコンテンツから、前記コンテンツ記憶部に記憶されて
いるコンテンツと前記ストレージ装置に蓄積されていないコンテンツを除いたコンテンツ
を転送対象コンテンツとして、該転送対象コンテンツのデータを前記再生装置に供給させ
るディジタルシネマ管理装置にある。
【０００９】
　この発明においては、ストレージ装置に蓄積されているコンテンツと再生装置のコンテ
ンツ記憶部に記憶されているコンテンツと上映スケジュールを参照して、再生装置で上映
が予定されておりコンテンツ記憶部に記憶されていないコンテンツがストレージ装置から
選択される。ここで、コンテンツ記憶部のデータ書き換え可能容量を超えないように、上
映スケジュール順にコンテンツの選択が行われて、選択されたコンテンツに含まれていな
いコンテンツのデータがコンテンツ記憶部から削除される。その後、コンテンツ記憶部の
データ書き換え可能容量を超えないように上映スケジュール順に選択されたコンテンツか
ら、コンテンツ記憶部に記憶されてコンテンツやストレージ装置に蓄積されていないコン
テンツを除いたコンテンツを転送対象コンテンツとして、転送対象コンテンツのデータが
再生装置に供給される。さらに、再生装置にコンテンツのデータを供給する際に転送タス
クが作成されて、この転送タスクに基づいてデータの供給が行われて、転送対象コンテン
ツのデータを転送するタスクを転送タスクに登録する際、既に登録されているタスクは除
外される。また、記憶されていないコンテンツを選択して再生装置に供給する処理は、例
えば上映スケジュールが変更されたとき、ストレージ装置でコンテンツのデータの追加や
変更が行われたとき、再生装置のコンテンツ記憶部でコンテンツのデータの追加や変更ま
たは削除が行われたとき、再生装置との通信が復旧したときに行われる。
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【００１０】
　この発明の第２の側面は、ストレージ装置に蓄積されているコンテンツのデータを再生
装置に供給させるコントロール部で、前記ストレージ装置に蓄積されているコンテンツと
前記再生装置のコンテンツ記憶部に記憶されているコンテンツと上映スケジュールを参照
して、前記コンテンツ記憶部のデータ書き換え可能容量を超えないように上映スケジュー
ル順にコンテンツの選択を行い、前記コンテンツの選択では前記ストレージ装置に蓄積さ
れていないコンテンツについて推定したデータ量を用い、前記上映スケジュール順に選択
されたコンテンツから、前記コンテンツ記憶部に記憶されているコンテンツと前記ストレ
ージ装置に蓄積されていないコンテンツを除いたコンテンツを転送対象コンテンツに設定
するステップと、前記コントロール部で、前記転送対象コンテンツのデータを前記再生装
置に供給させるステップとを備えるディジタルシネマ管理方法にある。

【発明の効果】
【００１１】
　この発明によれば、ストレージ装置に格納されているコンテンツと再生装置のコンテン
ツ記憶部に記憶されているコンテンツと上映スケジュールを参照して、再生装置で上映が
予定されておりコンテンツ記憶部に記憶されていないコンテンツがストレージ装置から選
択されて、この選択されたコンテンツのデータが再生装置に供給させる。このため、上映
時に支障を招くことがないように必要とされるコンテンツのデータ等を再生装置に、容易
に供給することができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】ディジタルシネマシステムの概略構成を示す図である。
【図２】ＤＣＰのファイル構成を示す図である。
【図３】管理装置と再生装置の構成を例示した図である。
【図４】コントロール部で行われるコンテンツの自動転送処理を示すフローチャートであ
る。
【図５】コンテンツリストを例示した図である。
【図６】必要コンテンツリストに「容量」の情報を追加した状態を示した図である。
【図７】転送候補コンテンツを例示した図である。
【図８】転送対象コンテンツを説明するための図である。
【図９】転送対象コンテンツの登録前の転送タスクを例示した図である。
【図１０】自動削除コンテンツとして設定されたコンテンツを例示した図である。
【図１１】転送対象コンテンツの登録後の転送タスクを例示した図である。
【図１２】転送タスクの管理画面を例示した図である。
【図１３】マニュアル転送の転送タスクが設けられた場合を例示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、発明を実施するための形態について説明する。なお、説明は以下の順序で行う。
　１．ディジタルシネマシステムの構成
　２．ディジタルシネマパッケージＤＣＰの構成
　３．管理装置と再生装置の構成
　４．管理装置の動作
【００１４】
　＜１．ディジタルシネマシステムの構成＞
　図１は、ディジタルシネマシステムの概略構成を示している。ディジタルシネマシステ
ム１０は、ディジタルシネマ管理装置（以下「管理装置」という）２０とセントラルスト
レージ装置（以下「ストレージ装置」という）３０およびオーディトリアム（Auditorium
）毎に設置された再生装置４０を用いて構成されている。
【００１５】
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　管理装置２０は、再生装置４０を用いて上映するコンテンツのスケジュール作成等を行
う。また、管理装置２０は、再生装置４０で上映するコンテンツのデータをストレージ装
置３０から読み出して再生装置４０に供給する。
【００１６】
　ストレージ装置３０は、各再生装置４０で上映するコンテンツのデータ等を記憶する。
このストレージ装置３０は、例えばＲＡＩＤ（Redundant Arrays of Inexpensive Disks)
を利用した記憶装置が用いられる。
【００１７】
　再生装置４０は、コンテンツ記憶部やデコード部、プロジェクタ、音声出力部等を備え
ている。再生装置４０は、コンテンツ記憶部に記憶されているコンテンツのデータをスケ
ジュールにしたがってデコード部に供給する。デコード部は、コンテンツのデータを復号
して得られた映像や字幕のデータをプロジェクタに出力する。また、デコード部は、コン
テンツのデータを復号して得られた音声のデータを音声出力部に出力する。このようにし
て、オーディトリアムに設置されている再生装置４０によってディジタルシネマの上映が
可能となる。
【００１８】
　管理装置２０は、スケジューリングされた上映の前に新聞や他のソースに上映予定を提
供する劇場チケットシステム（図示せず）と接続されている。なお、上映予定では、いず
れのオーディトリアムでどのような映画をいつ上映するか等を示すイベントの情報が提供
される。管理装置２０は、劇場チケットシステムからイベントに関する情報を取得してス
ケジュール作成を行う。
【００１９】
　管理装置２０は、例えばショーテンプレートを用いたスケジュール作成を行う。管理装
置２０は、ショーテンプレートを表示する。上映オペレータは、ショーテンプレートにし
たがって、シネアド（劇場用広告）やトレーラー（映画告知）映画本編等を設定する。例
えばディジタルシネマパッケージ（ＤＣＰ：Digital Cinema Package）と呼ばれる形式を
用いる場合、後述するコンポジションプレイリストＣＰＬやコンポジションプレイリスト
ＣＰＬをグループ化したプログラムをショーテンプレートに設定する。このようにショー
テンプレートを利用することで、上映オペレータはスケジュール作成を容易に行うことが
できる。
【００２０】
　ここで、１つのイベントにおいてショーテンプレートに設定されたリストに基づいた上
映を「ショー」と呼ぶ。また、ショーテンプレートに設定されたリストをまとめて「ショ
ープレイリスト」と呼ぶ。すなわち、ショープレイリストに基づいたデータの再生等を行
うことによって、１つのイベントにおけるショーが行われることになる。また、イベント
とショープレイリストを関係付けることで、イベントで示された時刻にショープレイリス
トに基づいたデータの再生等を行うことで、各イベントの時刻でショーを行うことができ
る。なお、ショーでは、照明の制御やスクリーンサイズ等の制御も行われる。
【００２１】
　また、ディジタルシネマシステム１０で用いられる形式は、ディジタルシネマパッケー
ジＤＣＰ（以下「ＤＣＰ」という）に限られるものではなく、例えばシネアドではＭＰＥ
Ｇ形式等も用いられる。
【００２２】
　＜２．ディジタルシネマパッケージＤＣＰの構成＞
　次に、一般的なＤＣＰのファイル構成について説明する。図２は、一般的なＤＣＰのフ
ァイル構成を示す説明図である。
【００２３】
　ディジタルシネマのコンテンツは、ディジタルシネマイニシアチブ（ＤＣＩ：Digital 
Cinema Initiative）が提唱した仕様に準拠するＤＣＰと呼ばれるデータ形式で配給され
る。ＤＣＰは、ディジタルシネマの上映に必要な各種のデータファイルの集合である。
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【００２４】
　ＤＣＰは、図２に示すように、アセットマップＡＭ（Asset Map）、ボリュームインデ
ックスＶＩ（Volume Index）、パッキングリストＰＬ（Packing List）、コンポジション
プレイリストＣＰＬ（Composition Play List）を含む。さらに、ＤＣＰは、ピクチャー
トラックファイル（Picture Track file）、サウンドトラックファイル（Sound Track fi
le）等を含む。これらの各ファイルには、それぞれグローバルユニークな識別情報、例え
ばＵＵＩＤ(Universal Unique Identifier)が付与されており、各ファイルのＵＵＩＤは
、当該各ファイル内に記述されている。以下に、ＤＣＰを構成する各ファイルについてそ
れぞれ説明する。
【００２５】
　・アセットマップＡＭ（Asset Map）
　アセットマップには、１つのＤＣＰに含まれる全ファイル（アセットマップ自体は除く
。）に関するリストが記述されている。アセットマップには、例えばＤＣＰ内の各ファイ
ルに記載されたＵＵＩＤと、当該ファイルのファイル名とを対応づけたリストが記載され
ている。アセットマップは、利用者が、ＤＣＰ内に含まれる各ファイルを確認するためな
どに利用できる。このアセットマップはディジタルシネマ単位で作成されて、後述するよ
うにＤＣＰが分割されたときも、１つのディジタルシネマについては、複数の分割ＤＣＰ
で共通の１つのアセットマップのみが作成される。なお、後述のサブタイトル用ＰＮＧフ
ァイルは、ＵＵＩＤを記述できないフォーマットとなっている。したがって、アセットマ
ップにおいて各ＰＮＧファイルのファイル名と、そのＵＵＩＤとを関連づけて記述してお
くことで、各ＰＮＧファイルとＵＵＩＤとを対応づけできる。
【００２６】
　・ボリュームインデックスＶＩ（Volume Index）
　ボリュームインデックスには、ＤＣＰが複数の分割単位（分割ＤＣＰ）に分割されたと
きに、各分割単位を識別するためのインデックス情報が記載される。
【００２７】
　・パッキングリストＰＬ（Packing List：ＰＬ）
　パッキングリストには、１つのＤＣＰに含まれる全ファイル（ＰＬ自体は除く。）のＵ
ＵＩＤとハッシュ値とを関連づけたリストが記載されている。ハッシュ値は、ＤＣＰ内の
各ファイルのデータをハッシュ計算した値である。このパッキングリストに記述された各
ファイルのハッシュ値と、実際に求めた当該各ファイルのハッシュ値とを比較して、一致
度をチェックすることにより、当該各ファイルの完全性（データ破損の有無など）を検証
できる。
【００２８】
　・コンポジションプレイリストＣＰＬ（Composition Play List）
　コンポジションプレイリストＣＰＬ（以下「ＣＰＬ」という）は、ＤＣＰに含まれるコ
ンテンツ（映像、音声、字幕）の上映に使用されるプレイリストである。ＣＰＬは、ディ
ジタルシネマの各々の上映バージョンに対応するピクチャートラックファイルと、サウン
ドトラックファイル（および／またはサブタイトルトラックファイル）とを相互に関連づ
けるリンク情報である。このＣＰＬは、１つのディジタルシネマの上映バージョン単位で
作成される。
【００２９】
　ＣＰＬには、映像ファイルであるピクチャートラックファイル、音声ファイルおよび／
または字幕ファイルに関し、各ファイルのＵＵＩＤと、各ファイルのデータの開始位置（
entry point）および尺の長さ(duration)とが全リール分まとめて記述される。ここで、
リールとは、映像および音声（必要に応じて字幕)をあわせた１つの上映単位を、時間的
に細分化した単位である。例えば、１つのディジタルシネマ（１２０分）を時間的に１０
個に均等分割した場合には、１０個のリール（１２分単位）が作成される。また、開始位
置（entry point）は、各リールの映像または音声ファイルのデータの上映開始位置を示
すオフセットである。尺の長さ(duration)は、その開始位置からの有効なデータ範囲を示
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すサイズ情報である。
【００３０】
　１つのディジタルシネマが複数リールから構成される場合は、ＣＰＬには、それら全て
のリール情報（各リールを構成する映像、音声、字幕ファイルのＵＵＩＤ、その開始位置
および尺の長さ）が記述されており、これら全てのリールが１つの上映単位となる。通常
は、ディジタルシネマは複数のリールで構成されるので、これら全てのリールに関するリ
ール情報が、１つのＣＰＬにまとめて記述される。
【００３１】
　上映バージョンとは、ディジタルシネマの１つの上映単位を意味しており、例えば、言
語バージョン（英語音声版、日本語音声版、日本語字幕版など）などである。ＣＰＬは、
１つのディジタルシネマの上映バージョン毎にそれぞれ作成される。
【００３２】
　・ピクチャートラックファイル（Picture Track file）
　ピクチャートラックファイルは、所定の形式で圧縮された映像データのファイルである
。ピクチャートラックファイルは、必要なリール数分存在する。また、同一シーンについ
て複数種類の映像ファイル（例えば、オリジナル版の映像と差替版の映像）を作成するこ
ともできる。
【００３３】
　・サウンドトラックファイル（Sound Track file）
　サウンドトラックファイルは、所定の形式で圧縮された音声データのファイルである。
このサウンドトラックファイルは、必要なリール数分存在する。また、同一シーンについ
て複数種類の音声ファイル（例えば、オリジナル版の音声と差替版の音声）を作成するこ
ともできる。
【００３４】
　なお、ＤＣＰには、字幕表示を行うためのファイル（図示せず）等も設けられる。
【００３５】
　＜３．管理装置と再生装置の構成＞
　図３は、管理装置２０と再生装置４０の構成を例示した図である。
【００３６】
　管理装置２０は、コントロール部２０１、入力部２０２、表示部２０３と、データ格納
部２０４、ドライブ部２０５、通信部２０６、接続ポート２０７、各部を相互に接続する
ローカルバス２０８とを備える。
【００３７】
　コントロール部２０１は、ＣＰＵやＲＯＭ，ＲＡＭを用いて構成されている。ＣＰＵは
、ＲＯＭに記憶されているプログラム、またはデータ格納部２０４からＲＡＭにロードさ
れたプログラムを実行して、後述する入力部２０２からの操作信号に基づき、ユーザ操作
に応じた各種の処理を実行する。例えばコントロール部２０１は、スケジュールの作成や
、スケジュールにしたがったコンテンツの上映を再生装置４０で行わせる処理等を実行す
る。
【００３８】
　コントロール部２０１のＲＯＭは、ＣＰＵが使用するプログラムや演算パラメータ等を
記憶する。ＲＡＭは、ＣＰＵの実行において使用するプログラムや、その実行において適
宜変化するパラメータ等を一時的に記憶する。
【００３９】
　入力部２０２は、例えば、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、スイッチ、レ
バー等を用いて構成されており、入力部２０２に対するユーザ操作に応じて操作信号をコ
ントロール部２０１に出力する。ユーザは、この入力部２０２を操作することにより、管
理装置２０に対して各種のデータを入力したり、処理動作を指示したりすることができる
。
【００４０】
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　表示部２０３は、例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）等の表示デバイスを用いて構成
されている。この表示部２０３では、例えば、ディジタルシネマシステムの各再生装置４
０で行われる上映動作を管理するための管理画面等の表示を行う。
【００４１】
　データ格納部２０４は、例えばハードディスクやＳＳＤ（Solid State Drive）等を用
いて構成されている。データ格納部２０４は、コントロール部２０１が実行するプログラ
ムや、スケジュール情報、ログ、ショープレイリストなど、各種データを記憶する。
【００４２】
　ドライブ部２０５は、着脱可能な記録媒体に対して、各種データの書き込み／読み出し
を行う。例えば、記録媒体に記録されているディジタルシネマの素材コンテンツ、ＤＣＰ
、構成情報などの各種データの読み出し等を行う。
【００４３】
　通信部２０６は、例えば、無線や有線の通信路を介して管理装置２０を外部機器と接続
するための通信デバイス等で構成された通信インタフェースである。管理装置２０は、通
信部２０６を介して外部機器と各種データの送受信例えばコンテンツのデータ等の受信を
行う。
【００４４】
　接続ポート２０７は、管理装置２０をストレージ装置３０や再生装置４０と接続するた
めのポートである。この接続ポート２０７にストレージ装置３０や再生装置４０を接続し
て、管理装置２０とストレージ装置３０や再生装置４０との間で、種々のデータの通信を
行う。
【００４５】
　再生装置４０は、コントロール部４０１、入力部４０２と、表示部４０３と、コンテン
ツ記憶部４０４、映像デコード部４０５、音声デコード部４０６、接続ポート４０７，４
０８，４０９、各部を相互に接続するローカルバス４１０を備えている。また、再生装置
４０には、プロジェクタ４１５、音声出力部４１６等が設けられている。
【００４６】
　コントロール部４０１、入力部４０２、表示部４０３はそれぞれ、管理装置２０のコン
トロール部２０１、入力部２０２、表示部２０３と略同一の機能構成を有している。また
、コントロール部４０１は、管理装置２０から供給されたスケジュール情報等に基づき各
部を制御して、スケジュールにしたがったコンテンツの上映を行う。
【００４７】
　コンテンツ記憶部４０４は、上映するコンテンツのデータを記憶する。映像デコード部
４０５は、コンテンツの映像データが圧縮符号化されたデータであるとき、この圧縮符号
化されたデータを復号（デコード）する。音声デコード部４０６は、コンテンツの音声デ
ータが圧縮符号化されたデータであるとき、この圧縮符号化されたデータを復号（デコー
ド）する。また、映像デコード部４０５と音声デコード部４０６は、映像や音声のデータ
が暗号化されているとき、管理装置２０から提供された鍵を用いて、暗号化されている映
像データや音声データの復号（デクリプト）を行う。
【００４８】
　接続ポート４０７は、再生装置４０を、管理装置２０やストレージ装置３０と接続する
ためのポートである。この接続ポート４０７により、管理装置２０とストレージ装置３０
と再生装置４０との間で各種のデータの通信が可能となる。
【００４９】
　接続ポート４０８は、プロジェクタ４１５を接続するためのポートである。接続ポート
４０９は、音声出力部４１６を接続するためのポートである。
【００５０】
　プロジェクタ４１５は、コンテンツ記憶部４０４から読み出された映像データや映像デ
コード部４０５で復号（デコードおよび／またはデクリプト）された映像データに基づき
、スクリーンにコンテンツの映像を投影する。



(9) JP 5391775 B2 2014.1.15

10

20

30

40

50

【００５１】
　音声出力部４１６は、増幅器やスピーカ等を用いて構成されている。音声出力部４１６
は、コンテンツ記憶部４０４から読み出された音声データや音声デコード部４０６で復号
（デコードおよび／またはデクリプト）された音声データに基づき、コンテンツの音声出
力を行う。
【００５２】
　＜４．管理装置の動作＞
　ディジタルシネマシステム１０において、管理装置２０のコントロール部２０１は、再
生装置４０で上映されるコンテンツのスケジュールや再生装置４０におけるコンテンツデ
ータの記憶状態等から、再生装置４０で必要とされるコンテンツのデータ等の供給を自動
的に行う。すなわち、コントロール部２０１は、ストレージ装置３０に蓄積されているコ
ンテンツと再生装置４０のコンテンツ記憶部４０４に記憶されているコンテンツと上映ス
ケジュールを参照して、再生装置４０で上映が予定されておりコンテンツ記憶部４０４に
記憶されていないコンテンツをストレージ装置３０から選択する。さらに、コントロール
部２０１は、この選択したコンテンツのデータを自動的に再生装置４０に供給させる。
【００５３】
　図４は、コントロール部２０１で行われるコンテンツの自動転送処理を示すフローチャ
ートである。ステップＳＴ１でコントロール部２０１は、コンテンツリストの作成を行う
。コントロール部２０１は、スケジュール情報とショープレイリストに基づき、再生装置
４０で必要となるコンテンツを示すコンテンツリスト（以下「必要コンテンツリスト」と
いう）を作成する。また、コントロール部２０１は、再生装置４０との通信によって再生
装置４０に記憶されているコンテンツを判別して、再生装置４０で記憶されているコンテ
ンツを示すコンテンツリスト（以下「取得済みコンテンツリスト」という）を作成する。
さらに、コントロール部２０１は、ストレージ装置３０との通信によってストレージ装置
３０に記憶されているコンテンツを判別して、ストレージ装置３０で記憶されているコン
テンツを示す提供可能コンテンツリストを作成する。
【００５４】
　図５の（Ａ）は必要コンテンツリストを例示している。必要コンテンツリストは、例え
ばコンテンツの「タイトル」、コンテンツの上映が行われるオーディトリアムを示す「オ
ーディトリアムＮｏ」、コンテンツの上映が最初に行われる時刻を示す「日時」の情報で
構成されている。
【００５５】
　図５の（Ｂ）は取得済みコンテンツリストを例示している。取得済みコンテンツリスト
は、例えば「タイトル」、「オーディトリアムＮｏ」、「容量」、「削除ロックフラグ」
の情報で構成されている。「タイトル」は、コンテンツのタイトルを示す。「オーディト
リアムＮｏ」は、コンテンツのデータがいずれのオーディトリアムの再生装置に記憶され
ているかを示す。「容量」は、コンテンツのデータ量を示しており、単位は例えばＧＢ（
ギガバイト）である。「削除ロックフラグ」は、再生装置に記憶されているコンテンツの
データが削除可能であるか否かを判別可能とする。
【００５６】
　図５の（Ｃ）は提供可能コンテンツリストを例示している。提供可能コンテンツリスト
は、例えばコンテンツの「タイトル」、「タイトル」で示されたコンテンツのデータ量を
示す「容量」の情報で構成されている。
【００５７】
　図４のステップＳＴ２でコントロール部２０１は、データ容量の算出を行う。コントロ
ール部２０１は、必要コンテンツリストの各コンテンツに対して、提供可能コンテンツリ
ストを利用して、「容量」の情報を追加する。また、提供可能コンテンツリストにリスト
アップされていないコンテンツについてデータ量の推定を行う。コントロール部２０１は
、例えばコンテンツの上映時間等からデータ量を推定する。
【００５８】
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　図６は、必要コンテンツリストに「容量」の情報を追加した状態を示している。なお、
必要コンテンツリストにおけるコンテンツ「Ｎｏ＝６，１４，１６」は、提供可能コンテ
ンツリストにリストアップされていないコンテンツであることから、例えばコンテンツの
上映時間等からデータ量を推定する。
【００５９】
　図４のステップＳＴ３でコントロール部２０１は、転送候補コンテンツを選択する。コ
ントロール部２０１は、再生装置４０におけるコンテンツ記憶部の容量と、取得済みコン
テンツリストに基づいてデータの削除が禁止されているコンテンツの容量を調べて、再生
装置４０におけるコンテンツ記憶部のデータ書き換え可能容量を判別する。例えば、オー
ディトリアムＮｏ１，Ｎｏ２の再生装置におけるコンテンツ記憶部の容量が１０００ＧＢ
とする。また、図５の（Ｂ）の示すように、オーディトリアムＮｏ１の再生装置における
コンテンツ記憶部で、１００ＧＢのコンテンツのデータが削除禁止とされていると、オー
ディトリアムＮｏ１の再生装置におけるコンテンツ記憶部のデータ書き換え可能容量は９
００ＧＢとなる。また、オーディトリアムＮｏ２の再生装置におけるコンテンツ記憶部の
データ書き換え可能容量は１０００ＧＢである。
【００６０】
　コントロール部２０１は、必要コンテンツリストから日時順にコンテンツ記憶部のデー
タ書き換え可能容量を超えないコンテンツ分だけコンテンツを選択する。さらに、コント
ロール部２０１は、選択したコンテンツから既に記憶されているコンテンツを削除して、
残りのコンテンツを転送候補コンテンツとする。
【００６１】
　図７は、転送候補コンテンツを例示している。なお、図７において、例えばオーディト
リアムＮｏ１の再生装置におけるコンテンツ記憶部のデータ書き換え可能容量は９００Ｇ
Ｂ、オーディトリアムＮｏ２の再生装置におけるコンテンツ記憶部のデータ書き換え可能
容量は１０００ＧＢとする。
【００６２】
　コントロール部２０１は、オーディトリアムＮｏ１の再生装置について、必要コンテン
ツリストから日時順に９００ＧＢを超えないコンテンツ分だけコンテンツを選択する。す
なわちコンテンツ「Ｎｏ＝１～６（合計８８５ＧＢ）」のコンテンツを選択する。また、
コントロール部２０１は、選択したコンテンツから既に記憶されているコンテンツを削除
して、残りのコンテンツを転送候補コンテンツとする。すなわち、「Ｎｏ＝１，２」のコ
ンテンツが既に記憶されていることから、「Ｎｏ＝３～６（合計５８５ＧＢ）」のコンテ
ンツを転送候補コンテンツとする。
【００６３】
　コントロール部２０１は、オーディトリアムＮｏ２の再生装置について、必要コンテン
ツリストから日時順に１０００ＧＢを超えないコンテンツ分だけコンテンツを選択する。
すなわちコンテンツ「Ｎｏ＝９～１５（合計９５０ＧＢ）」のコンテンツを選択して、転
送候補コンテンツとする。また、コントロール部２０１は、選択したコンテンツから既に
記憶されているコンテンツを削除して、残りのコンテンツを転送候補コンテンツとする。
すなわち、「Ｎｏ＝９，１０」のコンテンツが既に記憶されていることから、「Ｎｏ＝１
１～１５（合計６６０ＧＢ）」のコンテンツを転送候補コンテンツとする。
【００６４】
　図４のステップＳＴ４でコントロール部２０１は、再生装置毎に転送対象コンテンツを
決定する。コントロール部２０１は、ステップＳＴ３で選択された転送候補コンテンツか
ら、転送中であるコンテンツおよびストレージ装置３０にデータが記憶されていないコン
テンツを除外して、残りのコンテンツを転送対象コンテンツに決定する。
【００６５】
　図８は、転送対象コンテンツを説明するための図である。また、図９は、転送対象コン
テンツの登録前の転送タスクを例示しており、転送タスクでは、例えばタイトル「トレー
ラー１」の転送が行われているものとする。
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【００６６】
　コントロール部２０１は、図９に示す転送タスクに基づいて、選択された転送候補コン
テンツから図８に示すように転送中であるコンテンツ「Ｎｏ３，１１」（タイトル「トレ
ーラー１」）を除外する。また、コントロール部２０１は、提供可能コンテンツリストに
基づき、選択された転送候補コンテンツから、ストレージ装置３０にデータが記憶されて
いないコンテンツ「Ｎｏ＝６，１４」を除外する。すなわち、コントロール部２０１は、
残りのコンテンツ「Ｎｏ＝４，５，１２，１３，１５」を転送対象コンテンツとする。
【００６７】
　図４のステップＳＴ５でコントロール部２０１は、コンテンツの自動削除を行う。コン
トロール部２０１は、必要コンテンツリストからデータ書き換え可能容量を超えないよう
に選択したコンテンツに含まれていないコンテンツを、取得済みコンテンツリストから選
択して、選択したコンテンツを削除候補コンテンツとする。また、コントロール部２０１
は、選択した削除候補コンテンツにおいて、「削除ロックフラグ」によって削除が禁止さ
れているコンテンツを除外して、除外処理後の削除候補コンテンツを自動削除コンテンツ
に設定する。さらに、コントロール部２０１は、設定した自動削除コンテンツを再生装置
でコンテンツ記憶部から削除させる。このようにすれば、上映が予定されていないコンテ
ンツや上映が行われるまでの時間が長いコンテンツをコンテンツ記憶部から自動的に削除
されるので、コンテンツ記憶部のデータ書き換え可能容量を有効に活用できる。
【００６８】
　図１０は、取得済みコンテンツリストにおいて、自動削除コンテンツとして設定された
コンテンツを例示している。取得済みコンテンツリストにおけるコンテンツ「Ｎｏ＝３～
５，７」は、データ書き換え可能容量を超えないように選択したコンテンツに含まれてい
ないことから、削除候補コンテンツとなる。また、コンテンツ「Ｎｏ＝４」は、削除ロッ
クフラグによって削除が禁止されている。したがって、コンテンツ「Ｎｏ＝３，５，７」
が自動削除コンテンツに設定される。このため、管理装置２０は、オーディトリアムＮｏ
１における再生装置４０でコンテンツ「本編Ｂ」「本編３」のデータをコンテンツ記憶部
４０４から削除させる。また、管理装置２０は、オーディトリアムＮｏ２における再生装
置４０でコンテンツ「トレーラーＣ」のデータをコンテンツ記憶部４０４から削除させる
。
【００６９】
　図４のステップＳＴ６でコントロール部２０１は、転送タスクを更新する。コントロー
ル部２０１は、上映スケジュールの変更により不要となったコンテンツについての転送タ
スクを削除する。また、コントロール部２０１は、決定された転送対象コンテンツを転送
タスクに登録する。さらに、コントロール部２０１は、転送対象コンテンツの登録後、ス
テータス、時系列、タイトル順にソートして転送タスクを確定する。
【００７０】
　例えば、図９に示す転送タスクにおいて、「Ｎｏ＝３，４」の転送タスクでデータの転
送が行われるコンテンツは、図５の（Ａ）に示す必要コンテンツリストに含まれていない
。したがって、コントロール部２０１は、「Ｎｏ＝３，４」の転送タスクを削除する。ま
た、コントロール部２０１は、図８における「Ｎｏ＝４，５，１２，１３，１５」の転送
対象コンテンツのデータを転送するための転送タスクを登録して、ステータス、時系列、
タイトル順にソートして転送タスクを確定する。
【００７１】
　このようにして転送タスクの更新を行うと、図９に示す転送タスクは、図１１に示す転
送タスクに更新される。
【００７２】
　図４のステップＳＴ７でコントロール部２０１は、転送処理を行う。コントロール部２
０１は、転送タスク順にコンテンツのデータを再生装置に転送する。また、コントロール
部２０１は、通信路に余裕があるとき、複数のコンテンツを同時に転送する。
【００７３】
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　図１２は、表示部２０３の画面上に表示された転送タスクの管理画面を例示している。
管理画面では現在の日時を示す表示ＧＵａと、メニュー項目「Ｓｔａｔｕｓ」「Ｓｃｈｅ
ｄｕｌｅ」「Ｓｈｏｗ／Ｐｒｏｇｒａｍ」「Ａｓｓｅｔ」「Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ
」を示すボタン表示ＧＵｂが設けられている。ここで、メニュー項目「Ａｓｓｅｔ」が選
択されたときは、例えば「Ｔｒａｎｓｆｅｒ」と「Ｉｎｇｅｓｔ」のタブＧＵｃが表示さ
れて、「Ｔｒａｎｓｆｅｒ」のタブが選択されたとき、転送タスクの管理画面表示ＧＵｄ
が画面上に表示される。
【００７４】
　なお、メニュー項目「Ｓｔａｔｕｓ」は各再生装置の動作状態等を管理するときに選択
される項目である。メニュー項目「Ｓｃｈｅｄｕｌｅ」は、各再生装置における上映スケ
ジュール等を管理するときに選択される項目である。メニュー項目「Ｓｈｏｗ／Ｐｒｏｇ
ｒａｍ」は、ショープレイリストやＣＰＬ等を管理するときに選択される項目である。メ
ニュー項目「Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」は、種々の設定等を行うときに選択される項
目である。また、タブ「Ｉｎｇｅｓｔ」が選択されたときは、コンテンツの取り込み状態
等の管理画面が表示される。
【００７５】
　転送タスクの管理画面表示ＧＵｄにおいて、「ＤＣＰ Ｔｉｔｌｅ」は、コンテンツの
タイトルを示している。「Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ」は、転送が自動で行われるかマニュアル
で転送が開始されたかを示している。「Ａｕｄｉｔｏｒｉｕｍ」はオーディトリアムの例
えば番号を示している。「Ｐｒｏｇｒｅｓｓ」は、転送の進捗状態を示している。
【００７６】
　ここで、試写などを行う場合、上映オペレータは試写するコンテンツのデータをコント
ロール部２０１やストレージ装置３０から再生装置４０に転送させる場合がある。このと
き、時系列やタイトル順にコンテンツの転送を自動的に行うと、試写で必要とされるコン
テンツのデータが速やかに再生装置に供給されない場合が生ずる。このような場合、試写
で必要とされるコンテンツのデータをマニュアル転送として、図１３に示すように、マニ
ュアル転送の転送タスクを最も優先させるための転送タスク順序変更を行う。このように
すれば、自動転送が行われても、上映オペレータは所望のコンテンツを優先させて転送さ
せることができる。また、削除ロックフラグを利用してコンテンツの削除を禁止すれば、
スケジュールにないコンテンツであっても、このコンテンツのデータが自動的に削除され
てしまうことがなく、所望の時間に試写を行うことも容易に行うことができるようになる
。
【００７７】
　なお、転送タスクの管理画面表示ＧＵｄでは、「Ｐａｕｓｅ」「Ｒｅｓｕｍｅ」「Ｃｈ
ａｎｃｅｌ」のボタン表示ＧＵｅが設けられている。コントロール部２０１は、ボタン「
Ｐａｕｓｅ」が操作されたときデータ転送を一時停止する。コントロール部２０１は、ボ
タン「Ｒｅｓｕｍｅ」が操作されたとき、一時停止されているデータ転送を再開する。ま
た、コントロール部２０１は、ボタン「Ｃｈａｎｃｅｌ」が操作されたときデータ転送を
中止する。このようにすれば、上映オペレータは、画面表示を利用して操作を行うことで
、転送動作の中断や再開、中止を自由に行うことができる。
【００７８】
　以上のようにして、コンテンツの自動転送を行えば、上映オペレータは、上映スケジュ
ールを作成し、配給会社から供給されたコンテンツをストレージ装置に格納しておくだけ
で、上映に必要な各オーディトリアムの再生装置へのコンテンツの転送業務が不要となる
。また、再生装置の数が多くなっても、再生装置で必要とされるコンテンツの供給を容易
に行うことができる。さらに、コンテンツの転送を自動的に行うことができるので、オペ
レーションミスによる上映事故を防ぐことができ、かつ上映オペレータの数を削減するこ
とができる。
【００７９】
　また、再生装置のコンテンツ記憶部の空き容量と上映スケジュールに応じて、コンテン
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ツが選択されて転送されるので、再生装置のコンテンツ記憶部を有効に活用できる。また
、コンテンツの無駄な転送をなくすことができる。
【００８０】
　ところで、図４に示す自動転送処理を以下のタイミングで行うものとすれば、コンテン
ツの転送を効率よく行うことができる。
【００８１】
　自動転送処理は、例えば上映スケジュールの変更が行われたとき実行する。上映スケジ
ュールの変更では上映するコンテンツや上映日時の変更が行われる。したがって、上映ス
ケジュールの変更が行われたときに自動転送処理を実行すれば、変更後の上映スケジュー
ルに合わせて、コンテンツのデータを再生装置４０のコンテンツ記憶部４０４に記憶させ
ることができる。
【００８２】
　また、自動転送処理は、例えばストレージ装置内のコンテンツの追加や変更等が行われ
たとき実行する。ストレージ装置内のコンテンツの追加や変更等が行われると、ストレー
ジ装置３０から再生装置４０に供給可能なコンテンツに変更を生じる。したがって、スト
レージ装置内のコンテンツの追加や変更等が行われたとき自動転送処理を行えば、転送が
可能なコンテンツのみをストレージ装置３０から再生装置４０に転送して、再生装置４０
のコンテンツ記憶部４０４に記憶させることができる。
【００８３】
　また、自動転送処理は、例えば再生装置で記憶されているコンテンツの追加や変更およ
び削除が行われたとき実行する。再生装置で記憶されているコンテンツの追加や変更およ
び削除が行われると、ストレージ装置３０からデータを取得しなくても上映が可能なコン
テンツに変更が生じる。したがって、再生装置で記憶されているコンテンツの追加や変更
および削除が行われたとき、自動転送処理を実行すれば、上映予定であるコンテンツのデ
ータを、再生装置４０のコンテンツ記憶部４０４に記憶させることができる。
【００８４】
　さらに、自動転送処理は、例えばストレージ装置３０と再生装置４０との通信が復旧し
たとき実行する。ストレージ装置３０と再生装置４０との通信に障害があった場合、コン
テンツのデータが再生装置４０のコンテンツ記憶部４０４に正しく記憶されない場合を招
くおそれがある。例えば通信経路の障害を生じた場合や、再生装置４０のコンテンツ記憶
部４０４でデバイス交換等が行われているとき、転送したコンテンツのデータが再生装置
４０のコンテンツ記憶部４０４に正しく記憶されない。したがって、通信が復旧したとき
自動転送処理を実行すれば、上映予定であるコンテンツのデータを、再生装置４０のコン
テンツ記憶部４０４に正しく記憶させることができる。また、障害からの復旧作業を迅速
かつ間違いなく実行できる。

【００８５】
　また、この発明のディジタルシネマ管理装置とディジタルシネマ管理方法を、コンピュ
ータ装置で実現するようにしてもよい。この場合、コンピュータ装置をディジタルシネマ
管理装置のように機能させるコンピュータ・プログラムは、例えば、様々なプログラム・
コードを実行可能な汎用コンピュータ・システムに対して、コンピュータ可読な形式で提
供できるようにする。例えば、光ディスクや磁気ディスク、半導体メモリなどの記憶媒体
、あるいは、ネットワークなどの通信媒体によってコンピュータ・プログラムと提供でき
るようにする。このようにコンピュータ・プログラムをコンピュータ可読な形式で提供す
ることにより、コンピュータ装置上でコンピュータ・プログラムに応じた処理が行われて
、上述したディジタルシネマ管理装置とディジタルシネマ管理方法を実現することが可能
となる。
【００８６】
　なお、本発明は、上述した発明の実施の形態に限定して解釈されるべきではない。この
発明の実施の形態は、例示という形態で本発明を開示しており、本発明の要旨を逸脱しな
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明の要旨を判断するためには、特許請求の範囲を参酌すべきである。
【産業上の利用可能性】
【００８７】
　この発明のディジタルシネマ管理装置とディジタルシネマ管理方法では、ストレージ装
置に格納されているコンテンツと再生装置のコンテンツ記憶部に記憶されているコンテン
ツと上映スケジュールを参照して、再生装置で上映が予定されておりコンテンツ記憶部に
記憶されていないコンテンツがストレージ装置から選択されて、この選択されたコンテン
ツのデータが再生装置に自動的に供給される。このため、上映時に支障を招くことがない
ように、必要とされるコンテンツのデータ等を再生装置に、容易に供給できるようになる
。したがって、したがって、複数のオーディトリアムで上映スケジュールにしたがってコ
ンテンツを上映する場合に好適である。
【符号の説明】
【００８８】
　１０・・・ディジタルシネマシステム、２０・・・ディジタルシネマ管理装置、３０・
・・セントラルストレージ装置、４０・・・再生装置、２０１，４０１・・・コントロー
ル部、２０２，４０２・・・入力部、２０３，４０３・・・表示部、２０４・・・データ
格納部、２０５・・・ドライブ部、２０６・・・通信部、２０７，４０７，４０８，４０
９・・・接続ポート、２０８，４１０・・・ローカルバス、４０４・・・コンテンツ記憶
部、４０５・・・映像デコード部、４０６・・・音声デコード部、４１５・・・プロジェ
クタ、４１６・・・音声出力部

【図２】 【図３】
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