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(57)【要約】
　オーディオストリームにメタデータが挿入されている
ことを受信側で容易に認識可能とする。
　メタデータが挿入されたオーディオストリームを有す
る所定フォーマットのコンテナを送信する。コンテナの
レイヤに、オーディオストリームにメタデータが挿入さ
れていることを示す識別情報を挿入する。受信側では、
オーディオストリームにメタデータが挿入されているこ
とを容易に認識でき、この認識に基づいてオーディオス
トリームに挿入されているメタデータの抽出処理を行う
ことで、無駄なく確実にメタデータの取得が可能となる
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メタデータが挿入されたオーディオストリームを有する所定フォーマットのコンテナを
送信する送信部と、
　上記コンテナのレイヤに、上記オーディオストリームに上記メタデータが挿入されてい
ることを示す識別情報を挿入する情報挿入部を備える
　送信装置。
【請求項２】
　上記メタデータは、ネットワークアクセス情報を含む
　請求項１に記載の送信装置。
【請求項３】
　上記ネットワークアクセス情報は、上記コンテナが有するビデオストリームに含まれる
画像データに関係したメディア情報をネットワーク上のサーバから取得するためのネット
ワークアクセス情報である
　請求項２に記載の送信装置。
【請求項４】
　上記メタデータは、メディア情報の再生制御情報を含む
　請求項１に記載の送信装置。
【請求項５】
　上記メディア情報は、上記コンテナが有するビデオストリームに含まれる画像データに
関係したメディア情報である
　請求項４に記載の送信装置。
【請求項６】
　上記識別情報には、上記オーディオストリームにおける音声データの符号化方式の情報
が付加されている
　請求項１に記載の送信装置。
【請求項７】
　上記識別情報には、上記メタデータのタイプを示すタイプ情報が付加されている
　請求項１に記載の送信装置。
【請求項８】
　上記識別情報には、上記メタデータが上記オーディオストリームのみに挿入されている
か否かを示すフラグ情報が付加されている
　請求項１に記載の送信装置。
【請求項９】
　上記識別情報には、上記オーディオストリームに対する上記メタデータの挿入頻度のタ
イプを示すタイプ情報が付加されている
　請求項１に記載の送信装置。
【請求項１０】
　送信部により、メタデータが挿入されたオーディオストリームを有する所定フォーマッ
トのコンテナを送信する送信ステップと、
　上記コンテナのレイヤに、上記オーディオストリームに上記メタデータが挿入されてい
ることを示す識別情報を挿入する情報挿入ステップを有する
　送信方法。
【請求項１１】
　メタデータが挿入されたオーディオストリームを有する所定フォーマットのコンテナを
受信する受信部を備え、
　上記コンテナのレイヤには、該オーディオストリームにメタデータが挿入されているこ
とを示す識別情報が挿入されており、
　上記オーディオストリームを、上記オーディオストリームに上記メタデータが挿入され
ていることを示す識別情報と共に、所定の伝送路を介して、外部機器に送信する送信部を
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さらに備える
　受信装置。
【請求項１２】
　上記送信部は、
　上記コンテナが有するビデオストリームをデコードして得られる画像データのブランキ
ング期間に上記オーディオストリームおよび上記識別情報を挿入し、該画像データを上記
外部機器に送信することで、上記オーディオストリームおよび上記識別情報を上記外部機
器に送信する
　請求項１１に記載の受信装置。
【請求項１３】
　上記所定の伝送路は、ＨＤＭＩケーブルである
　請求項１２に記載の受信装置。
【請求項１４】
　受信部により、メタデータが挿入されたオーディオストリームを有する所定フォーマッ
トのコンテナを受信する受信ステップを有し、
　上記コンテナのレイヤには、該オーディオストリームにメタデータが挿入されているこ
とを示す識別情報が挿入されており、
　上記オーディオストリームを、上記オーディオストリームに上記メタデータが挿入され
ていることを示す識別情報と共に、所定の伝送路を介して、外部機器に送信する送信ステ
ップをさらに有する
　受信方法。
【請求項１５】
　外部機器から、所定の伝送路を介して、オーディオストリームを、該オーディオストリ
ームにメタデータが挿入されていることを示す識別情報と共に受信する受信部と、
　上記識別情報に基づいて、上記オーディオストリームをデコードして上記メタデータを
抽出するメタデータ抽出部と、
　上記メタデータを用いた処理を行う処理部を備える
　受信装置。
【請求項１６】
　上記オーディオストリームを、外部スピーカシステムに送信するインタフェース部をさ
らに備える
　請求項１５に記載の受信装置。
【請求項１７】
　上記所定の伝送路は、ＨＤＭＩケーブルである
　請求項１５に記載の受信装置。
【請求項１８】
　上記メタデータは、ネットワークアクセス情報を含み、
　上記処理部は、上記ネットワークアクセス情報に基づいて、ネットワーク上の所定のサ
ーバにアクセスして所定のメディア情報を取得する
　請求項１５に記載の受信装置。
【請求項１９】
　受信部により、外部機器から、所定の伝送路を介して、オーディオストリームを、該オ
ーディオストリームにメタデータが挿入されていることを示す識別情報と共に受信する受
信ステップと、
　上記識別情報に基づいて、上記オーディオストリームをデコードして上記メタデータを
抽出するメタデータ抽出ステップと、
　上記メタデータを用いた処理を行う処理ステップを有する
　受信方法。
【請求項２０】
　メタデータが挿入されたオーディオストリームを有する所定フォーマットのコンテナを
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受信する受信部を備え、
　上記コンテナのレイヤには、上記オーディオストリームに上記メタデータが挿入されて
いることを示す識別情報が挿入されており、
　上記識別情報に基づいて、上記オーディオストリームをデコードして上記メタデータを
抽出するメタデータ抽出部と、
　上記メタデータを用いた処理を行う処理部を備える
　受信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、送信装置、送信方法、受信装置および受信方法に関し、特に、オーディオス
トリームにメタデータを挿入して送信する送信装置等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、メタデータをオーディオストリームに挿入して送信することが提案されている（
例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－０１０３１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　メタデータはオーディオストリームの例えばユーザデータ領域に定義される。しかし、
全てのオーディオストリームにメタデータが挿入されるわけではない。
【０００５】
　本技術の目的は、オーディオストリームにメタデータが挿入されていることを受信側で
容易に認識可能として処理の便宜を図ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本技術の概念は、
　メタデータが挿入されたオーディオストリームを有する所定フォーマットのコンテナを
送信する送信部と、
　上記コンテナのレイヤに、上記オーディオストリームに上記メタデータが挿入されてい
ることを示す識別情報を挿入する情報挿入部を備える
　送信装置にある。
【０００７】
　本技術においては、送信部により、メタデータが挿入されたオーディオストリームを有
する所定フォーマットのコンテナが送信される。そして、情報挿入部により、コンテナの
レイヤに、オーディオストリームにメタデータが挿入されていることを示す識別情報が挿
入される。
【０００８】
　例えば、メタデータは、ネットワークアクセス情報を含む、ようにされてもよい。この
場合、例えば、ネットワークアクセス情報は、コンテナが有するビデオストリームに含ま
れる画像データに関係したメディア情報をネットワーク上のサーバから取得するためのネ
ットワークアクセス情報である、ようにされてもよい。
【０００９】
　また、例えば、メタデータは、メディア情報の再生制御情報を含む、ようにされてもよ
い。この場合、例えば、メディア情報は、コンテナが有するビデオストリームに含まれる
画像データに関係したメディア情報である、ようにされてもよい。
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【００１０】
　このように本技術においては、コンテナのレイヤに、オーディオストリームにメタデー
タが挿入されていることを示す識別情報が挿入される。そのため、受信側では、オーディ
オストリームにメタデータが挿入されていることを容易に認識でき、この認識に基づいて
オーディオストリームに挿入されているメタデータの抽出処理を行うことで、無駄なく確
実にメタデータの取得が可能となる。
【００１１】
　なお、本技術において、例えば、識別情報には、オーディオストリームにおける音声デ
ータの符号化方式の情報が付加されている、ようにされてもよい。この情報の付加により
、受信側では、オーディオストリームにおける音声データの符号化方式を容易に把握でき
る。
【００１２】
　また、本技術において、例えば、識別情報には、メタデータのタイプを示すタイプ情報
が付加されている、ようにされてもよい。この情報の付加により、受信側では、メタデー
タのタイプ、すなわちメタデータがどのようなメタデータであるかを容易に把握でき、例
えば取得するか否かの判断を行うことも可能となる。
【００１３】
　また、本技術において、例えば、識別情報には、メタデータがオーディオストリームの
みに挿入されているか否かを示すフラグ情報が付加されている、ようにされてもよい。こ
の情報の付加により、受信側では、メタデータがオーディオストリームのみに挿入されて
いるか否かを容易に把握できる。
【００１４】
　また、本技術において、例えば、識別情報には、オーディオストリームに対するメタデ
ータの挿入頻度のタイプを示すタイプ情報が付加されている、ようにされてもよい。この
情報の付加により、受信側では、オーディオストリームに対するメタデータの挿入頻度を
容易に把握できる。
【００１５】
　また、本技術の他の概念は、
　メタデータが挿入されたオーディオストリームを有する所定フォーマットのコンテナを
受信する受信部を備え、
　上記コンテナのレイヤには、上記オーディオストリームに上記メタデータが挿入されて
いることを示す識別情報が挿入されており、
　上記オーディオストリームを、該オーディオストリームにメタデータが挿入されている
ことを示す識別情報と共に、所定の伝送路を介して、外部機器に送信する送信部をさらに
備える
　受信装置にある。
【００１６】
　本技術において、受信部により、メタデータが挿入されたオーディオストリームを有す
る所定フォーマットのコンテナが受信される。コンテナのレイヤには、オーディオストリ
ームにメタデータが挿入されていることを示す識別情報が挿入されている。そして、送信
部により、オーディオストリームは、このオーディオストリームにメタデータが挿入され
ていることを示す識別情報と共に、所定の伝送路を介して、外部機器に送信される。
【００１７】
　例えば、送信部は、コンテナが有するビデオストリームをデコードして得られる画像デ
ータのブランキング期間にオーディオストリームおよび識別情報を挿入し、この画像デー
タを外部機器に送信することで、オーディオストリームおよび識別情報を外部機器に送信
する、ようにされてもよい。この場合、例えば、所定の伝送路は、ＨＤＭＩケーブルであ
る、ようにされてもよい。
【００１８】
　このように本技術においては、メタデータが挿入されたオーディオストリームが、この
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オーディオストリームにメタデータが挿入されていることを示す識別情報と共に外部機器
に送信される。そのため、外部機器側では、オーディオストリームにメタデータが挿入さ
れていることを容易に認識でき、この認識に基づいてオーディオストリームに挿入されて
いるメタデータの抽出処理を行うことで、無駄なく確実にメタデータの取得が可能となる
。
【００１９】
　また、本技術の他の概念は、
　外部機器から、所定の伝送路を介して、オーディオストリームを、該オーディオストリ
ームにメタデータが挿入されていることを示す識別情報と共に受信する受信部と、
　上記識別情報に基づいて、上記オーディオストリームをデコードして上記メタデータを
抽出するメタデータ抽出部と、
　上記メタデータを用いた処理を行う処理部を備える
　受信装置にある。
【００２０】
　本技術において、受信部により、外部機器から、所定の伝送路を介して、オーディオス
トリームが、このオーディオストリームにメタデータが挿入されていることを示す識別情
報と共に受信される。メタデータ抽出部により、識別情報に基づいて、オーディオストリ
ームがデコードされてメタデータが抽出される。そして、処理部により、メタデータを用
いた処理が行われる。
【００２１】
　例えば、メタデータは、ネットワークアクセス情報を含み、処理部は、ネットワークア
クセス情報に基づいて、ネットワーク上の所定のサーバにアクセスして所定のメディア情
報を取得する、ようにされてもよい。また、例えば、所定の伝送路は、ＨＤＭＩケーブル
である、ようにされてもよい。
【００２２】
　このように本技術においては、オーディオストリームと共に受信される識別情報に基づ
いてこのオーディオストリームからメタデータが抽出されて処理に用いられる。そのため
、オーディオストリームに挿入されているメタデータを無駄なく確実に取得でき、メタデ
ータを用いた処理を適切に実行できる。
【００２３】
　なお、本技術において、例えば、オーディオストリームを、外部スピーカシステムに送
信するインタフェース部をさらに備える、ようにされてもよい。この場合、外部スピーカ
システムでオーディオストリームをデコードして、外部スピーカシステムで音声を出力す
ることが可能となる。
【００２４】
　また、本技術の他の概念は、
　メタデータが挿入されたオーディオストリームを有する所定フォーマットのコンテナを
受信する受信部を備え、
　上記コンテナのレイヤには、上記オーディオストリームに上記メタデータが挿入されて
いることを示す識別情報が挿入されており、
　上記識別情報に基づいて、上記オーディオストリームをデコードして上記メタデータを
抽出するメタデータ抽出部と、
　上記メタデータを用いた処理を行う処理部を備える
　受信装置にある。
【００２５】
　本技術において、受信部により、メタデータが挿入されたオーディオストリームを有す
る所定フォーマットのコンテナが受信される。コンテナのレイヤには、オーディオストリ
ームにメタデータが挿入されていることを示す識別情報が挿入されている。データ抽出部
により、識別情報に基づいて、オーディオストリームがデコードされてメタデータが抽出
される。そして、処理部により、メタデータを用いた処理が行われる。
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【００２６】
　このように本技術においては、コンテナに挿入されている識別情報に基づいてオーディ
オストリームからメタデータが抽出されて処理に用いられる。そのため、オーディオスト
リームに挿入されているメタデータを無駄なく確実に取得でき、メタデータを用いた処理
を適切に実行できる。
【発明の効果】
【００２７】
　本技術によれば、オーディオストリームにメタデータが挿入されていることを受信側で
容易に認識可能となる。なお、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって限定さ
れるものではなく、また付加的な効果があってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】実施の形態としての画像表示システムの構成例を示すブロック図である。
【図２】放送送出装置が備えるストリーム生成部の構成例を示すブロック図である。
【図３】ＡＣ３のフレーム（AC3 Synchronization Frame）の構造を示す図である。
【図４】ＡＡＣの１０２４サンプル分の音声データが入るフレーム（Raw_data_block）の
構造を示す図である。
【図５】圧縮フォーマットがＡＣ３の場合にメタデータＭＤが挿入される「ＡＵＸ（AUXI
LIARY DATA）」のの構成を示す図である。
【図６】圧縮フォーマットがＡＡＣの場合にメタデータＭＤが挿入される「ＤＳＥ（data
 stream element）」の構成を示す図である。
【図７】メタデータ汎用シンタクスの一例を説明するための図である。
【図８】メタデータ汎用シンタクスの一例を説明するための図である。
【図９】メタデータ汎用シンタクスの一例を説明するための図である。
【図１０】メタデータ汎用シンタクスにおける主要なデータ規定内容を示す図である。
【図１１】一連のメタデータ（メタデータパケット）を分割して送信する場合における、
「metadata_counter」、「metadata_start_flag」の変化例を示す図である。
【図１２】複数のメタデータが各々の同期対象と同期管理される例を示す図である。
【図１３】「metadata_linking_Packet()」のシンタクスを示す図である。
【図１４】「metadata_linking_Packet()」の主要なデータ規定内容を示す図である。
【図１５】複数のメタデータユニットが各々の同期対象と同期管理される例を示す図であ
る。
【図１６】オーディオ・ユーザデータ・デスクリプタの構造例を示している。
【図１７】オーディオ・ユーザデータ・デスクリプタの構造例における主要な情報の内容
を示している。
【図１８】トランスポートストリームおけるビデオ、オーディオのアクセスユニットの配
置例と、オーディオストリームに対するメタデータの挿入頻度を説明するための図である
。
【図１９】トランスポートストリームの構成例を示す図である。
【図２０】画像表示システムを構成するセットトップボックスの構成例を示すブロック図
である。
【図２１】データアイランド区間に配置される、オーディオ・インフォフレーム・パケッ
トの構造例を示す図である。
【図２２】画像表示システムを構成するテレビ受信機の構成例を示すブロック図である。
【図２３】セットトップボックスのＨＤＭＩ送信部と示すテレビ受信機のＨＤＭＩ受信部
の構成例を示すブロック図である。
【図２４】ＴＭＤＳチャネルで画像データが伝送される場合の各種の伝送データの区間を
示している。
【図２５】テレビ受信機におけるメタデータを用いた処理の具体例を説明するための図で
ある。
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【図２６】テレビ受信機でメタデータに基づいてネットサービスにアクセスする場合の画
面表示の遷移例を示す図である。
【図２７】実施の形態におけるテレビ受信機における音声出力系の構成を示すブロック図
である。
【図２８】テレビ受信機における音声出力系の他の構成例を示すブロック図である。
【図２９】画像表示システムの他の構成例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、発明を実施するための形態（以下、「実施の形態」とする）について説明する。
なお、説明を以下の順序で行う。
　１．実施の形態
　２．変形例
【００３０】
　＜１．実施の形態＞
　［画像表示システムの構成例］
　図１は、実施の形態としての画像表示システム１０の構成例を示している。この画像表
示システム１０は、放送送出装置１００と、セットトップボックス（ＳＴＢ）２００と、
テレビ受信機（ＴＶ）３００を有している。セットトップボックス２００とテレビ受信機
３００は、ＨＤＭＩ(High Definition Multimedia Interface)ケーブル４００を介して接
続されている。なお、「ＨＤＭＩ」は登録商標である。
【００３１】
　放送送出装置１００は、トランスポートストリームＴＳを、放送波に載せて送信する。
このトランスポートストリームＴＳには、ビデオストリームおよびオーディオストリーム
が含まれる。放送送出装置１００は、オーディオストリームに、メタデータを挿入する。
このメタデータは、例えば、ネットアクセス情報、メディア情報の再生制御情報などであ
る。
【００３２】
　放送送出装置１００は、コンテナのレイヤに、オーディオストリームにメタデータが挿
入されていることを示す識別情報を挿入する。放送送出装置１００は、この識別情報を、
例えば、プログラムマップテーブル（ＰＭＴ：Program Map Table）の配下のオーディオ
・エレメンタリストリーム・ループに内にデスクリプタとして挿入する。
【００３３】
　放送送出装置１００は、この識別情報に、オーディオストリームにおける音声データの
符号化方式の情報、メタデータのタイプを示すタイプ情報、メタデータが上記オーディオ
ストリームのみに挿入されているか否かを示すフラグ情報、オーディオストリームに対す
るメタデータの挿入頻度のタイプを示すタイプ情報などを付加する。
【００３４】
　セットトップボックス２００は、放送送出装置１００から放送波に載せて送信されてく
るトランスポートストリームＴＳを受信する。このトランスポートストリームＴＳには、
上述したように、ビデオストリームおよびオーディオストリームが含まれており、オーデ
ィオストリームにはメタデータが挿入されている。
【００３５】
　セットトップボックス２００は、オーディオストリームを、このオーディオストリーム
にメタデータが挿入されていることを示す識別情報と共に、ＨＤＭＩケーブル４００を介
して、テレビ受信機３００に送信する。
【００３６】
　ここで、セットトップボックス２００は、ビデオストリームをデコードして得られた画
像データのブランキング期間にオーディオストリームおよび識別情報を挿入し、この画像
データをテレビ受信機３００に送信することで、オーディオストリームおよび識別情報を
テレビ受信機３００に送信する。セットトップボックス２００は、この識別情報を、例え
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ば、オーディオ・インフォフレーム・パケット（Audio InfoFrame packet）に挿入する。
【００３７】
　テレビ受信機３００は、セットトップボックス２００から、ＨＤＭＩケーブル４００を
介して、オーディオストリームを、このオーディオストリームにメタデータが挿入されて
いることを示す識別情報と共に、受信する。すなわち、テレビ受信機３００は、セットト
ップボックス２００から、オーディオストリームおよび識別情報がブランキング期間に挿
入されている画像データを受信する。テレビ受信機３００は、識別情報に基づいて、オー
ディオストリームをデコードしてメタデータを抽出し、このメタデータを用いた処理をす
る。
【００３８】
　［放送送出装置のストリーム生成部］
　図２は、放送送出装置１００が備えるストリーム生成部１１０の構成例を示している。
このストリーム生成部１１０は、制御部１１１と、ビデオエンコーダ１１２と、オーディ
オエンコーダ１１３と、マルチプレクサ１１４を有している。
【００３９】
　制御部１１１は、ＣＰＵ１１１ａを備えており、ストリーム生成部１１０の各部を制御
する。ビデオエンコーダ１１２は、画像データＳＶに対して、ＭＰＥＧ２、Ｈ．２６４／
ＡＶＣ、Ｈ．２６５/ＨＥＶＣなどの符号化を施し、ビデオストリーム（ビデオエレメン
タリストリーム）を生成する。画像データＳＶは、例えば、ＨＤＤなどの記録媒体から再
生された画像データ、あるいはビデオカメラで得られたライブ画像データなどである。
【００４０】
　オーディオエンコーダ１１３は、音声データＳＡに対して、ＡＣ３、ＡＡＣ、ＵＳＡＣ
などの圧縮フォーマットによる符号化を施し、オーディオストリーム（オーディオエレメ
ンタリストリーム）を生成する。音声データＳＡは、上述の画像データＳＶに対応した音
声データであり、ＨＤＤなどの記録媒体から再生された音声データ、あるいはマイクロホ
ンで得られたライブ音声データなどである。
【００４１】
　オーディオエンコーダ１１３は、オーディオ符号化ブロック部１１３ａおよびオーディ
オフレーミング部１１３ｂを有している。オーディオ符号化ブロック部１１３ａで符号化
ブロックが生成され、オーディオフレーミング部１１３ｂでフレーミングが行われる。こ
の場合、圧縮フォーマットにより、符号化ブロックが異なると共に、フレーミングも異な
る。
【００４２】
　オーディオエンコーダ１１３は、制御部１１１による制御のもと、オーディオストリー
ムに、メタデータＭＤを挿入する。この実施の形態において、メタデータＭＤは、ネット
ワーク上のサーバに接続するためのネットワークアクセス情報（ＵＲＬ、ネットワークイ
ンフォメーション）、サーバ接続後のメディア情報の再生制御情報（start/wait/resume/
stop）を含んでいる。例えば、ネットワークアクセス情報は、ビデオストリームに含まれ
る画像データに関係したメディア情報をネットワーク上のサーバから取得するための情報
とされる。ここで、メタデータＭＤは、オーディオストリームのユーザデータ領域に埋め
込まれる。
【００４３】
　制御部１１１は、オーディオエンコーダ１１３に、メタデータＭＤを供給すると共に、
このメタデータＭＤをユーザデータ領域に埋め込むためのサイズ情報を供給する。そして
、制御部１１１は、オーディオストリームのユーザデータ領域にメタデータＭＤの埋め込
みが行われるように、制御する。
【００４４】
　例えば、圧縮フォーマットがＡＣ３の場合、制御部１１１は、サイズＳ＝（frmsizcod
－AUXDATA）の情報を、オーディオエンコーダ１１３に供給する。ここで、サイズＳは、
ＡＣ３のオーディオフレームのサイズであり、ビットレートおよびサンプリング周波数に
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応じた値が規定されている。
【００４５】
　例えば、ビットレートが１２８kbpsで、サンプリング周波数が３２kHzの場合には、３
８４＊２Bytesである。また、例えば、ビットレートが１２８kbpsで、サンプリング周波
数が４４．１kHzの場合には、２７９＊２Bytesである。また、例えば、ビットレートが１
２８kbpsで、サンプリング周波数が４８kHzの場合には、２５６＊２Bytesである。
【００４６】
　図３は、詳細説明は省略するが、ＡＣ３のフレーム（AC3 Synchronization Frame）の
構造を示している。オーディオエンコーダ１１３は、サイズＳを目標値として符号化し、
「Audblock ５」の“mantissa data”と、「ＡＵＸ」と、「ＣＲＣ」との合計サイズが全
体の３／８を超えないように、音声データＳＡをエンコードする。そして、「ＡＵＸ」の
エリアにメタデータＭＤを挿入し、ＣＲＣを施してストリームを完成する。
【００４７】
　また、例えば、圧縮フォーマットがＡＡＣの場合、制御部１１１は、メタデータＭＤを
挿入すべきＤＳＥ（data stream element）のサイズDSE_S＝cntの情報を、オーディオエ
ンコーダ１１３に供給する。図４は、詳細説明は省略するが、ＡＡＣの１０２４サンプル
分の音声データが入るフレーム（Raw_data_block）の構造を示している。オーディオエン
コーダ１１３は、音声データＳＡをエンコードすると共に、メタデータＭＤが挿入された
ＤＳＥを付加して、ストリームを完成する。
【００４８】
　なお、オーディオエンコーダ１１３は、２回に分けてエンコードすることも可能である
。この場合、オーディオエンコーダ１１３は、最初は通常の、つまりＤＳＥあるいはＡＵ
Ｘがない場合のエンコードを行い、その後に予め予約しておいたサイズのＤＳＥあるいは
ＡＵＸにメタデータＭＤを挿入して、再度エンコードを行う。
【００４９】
　上述したように、メタデータＭＤは、オーディオストリームのユーザデータ領域（ＡＣ
３の場合は「ＡＵＸ」、ＡＡＣの場合は「ＤＳＥ」）に埋め込まれるが、その詳細につい
ては後述する。詳細説明は省略するが、圧縮フォーマットがＵＳＡＣの場合も同様に、メ
タデータＭＤはオーディオストリームのユーザデータ領域に埋め込まれる。
【００５０】
　図２に戻って、マルチプレクサ１１４は、ビデオエンコーダ１１２から出力されるビデ
オストリームおよびオーディオエンコーダ１１３から出力されるオーディオストリームを
、ＰＥＳパケット化し、さらにトランスポートパケット化して多重し、多重化ストリーム
としてのトランスポートストリームＴＳを得る。
【００５１】
　また、マルチプレクサ１１４は、プログラムマップテーブル（ＰＭＴ）の配下に、オー
ディオストリームにメタデータＭＤが挿入されていることを示す識別情報を挿入する。こ
の識別情報の挿入には、オーディオ・ユーザデータ・デスクリプタ（audio_userdata_des
criptor）を用いる。このデスクリプタの詳細については後述する。
【００５２】
　図２に示すストリーム生成部１１０の動作を簡単に説明する。画像データＳＶはビデオ
エンコーダ１１２に供給される。このビデオエンコーダ１１２では、その画像データＳＶ
に対してＨ．２６４／ＡＶＣ、Ｈ．２６５/ＨＥＶＣなどの符号化が施され、符号化ビデ
オデータを含むビデオストリームが生成される。
【００５３】
　また、音声データＳＡは、オーディオエンコーダ１１３に供給される。このオーディオ
エンコーダ１１３では、その音声データＳＡに対して、ＡＣ３、ＡＡＣ、ＵＳＡＣなどの
符号化が施され、オーディオストリームが生成される。
【００５４】
　この際、制御部１１１からオーディオエンコーダ１１３に、メタデータＭＤが供給され
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ると共に、このメタデータＭＤをユーザデータ領域に埋め込むためのサイズ情報が供給さ
れる。そして、オーディオエンコーダ１１３では、オーディオストリームのユーザデータ
領域（例えば、ＡＣ３の場合は「ＡＵＸ」、ＡＡＣの場合は「ＤＳＥ」など）に、メタデ
ータＭＤを埋め込むことが行われる。
【００５５】
　ビデオエンコーダ１１２で生成されたビデオストリームは、マルチプレクサ１１４に供
給される。また、オーディオエンコーダ１１３で生成された、ユーザデータ領域にメタデ
ータＭＤが埋め込まれたオーディオストリームは、マルチプレクサ１１４に供給される。
そして、このマルチプレクサ１１４では、各エンコーダから供給されるストリームがパケ
ット化されて多重され、伝送データとしてトランスポートストリームＴＳが得られる。
【００５６】
　［メタデータＭＤの埋め込みの詳細］
　オーディオストリームのユーザデータ領域へのメタデータＭＤの埋め込みについてさら
に説明する。上述したように、圧縮フォーマットがＡＣ３の場合、メタデータＭＤは「Ａ
ＵＸ（AUXILIARY DATA）」の領域に挿入される。
【００５７】
　図５は、「ＡＵＸ（AUXILIARY DATA）」の構成（Syntax）を示している。「auxdatae」
が“１”のとき、「aux data」がイネーブルされ、「auxdatal」の１４ビット（ビット単
位）で示されるサイズのデータが、「auxbits」の中に定義される。その際の「audbits」
のサイズは「nauxbits」に記載される。本技術においては、「auzbits」の空間が、「met
adata（）」と定義される。
【００５８】
　図６は、「ＤＳＥ（data stream element）」の構成（Syntax）を示している。「eleme
nt_instance_tag」は４ビットで、「data_stream_element」の中のデータ種別を示すが、
ＤＳＥを統一したユーザデータとして利用する場合は、この値を“０”としてもよい。「
Data_byte_align_flag」は、“１”とされ、ＤＳＥの全体がバイトアラインされるように
する。「count」、あるいは、その追加バイト数を意味する「esc_count」は、ユーザデー
タのサイズによって適宜、値が決められる。本技術においては、「ｄata_stream_byte」
の空間が、「metadata ()」と定義される。
【００５９】
　図７～図９は、メタデータ汎用シンタクス（Syntax）を示している。また、図１０は、
メタデータ汎用シンタクスにおける主要なデータ規定内容（semantics）を示している。
【００６０】
　「sync_byte」の８ビットフィールドは、メタデータ・コンテナ（metadata container
）を示すユニークワードとされる。「metadata_type」の８ビットフィールドは、メタデ
ータのタイプ情報を示す。このタイプ情報により、複数のタイプのメタデータを選択的に
送信することが可能となる。例えば、“00000001”は、送信されるメタデータが連携する
他サービスのアクセス情報であることを示す。
【００６１】
　「metadata_length 」の１１ビットフィールドは、以降のバイト数を示す。「metadata
_ID」の３ビットフィールドは、メタデータのタイプ内において種類を識別する識別子を
示す。この識別子により、同一タイプの複数種類の情報を同時に送信するこが可能となる
。
【００６２】
　「metadata_counter」の３ビットフィールドは、一連のメタデータを分割して送信する
場合に、何番目の分割情報であるかを示すカウント情報である。このカウント情報はオー
ディオフレーム毎にインクリメントされるカウンタのカウント値である。「metadata_sta
rt_flag」の１ビットフィールドは、一連のメタデータ（メタデータパケット）を分割し
て送信する場合に、最初の分割情報であるか否かを示す。例えば、“１”は最初の分割情
報であることを示し、“０”は最初の分割情報ではなく、前のフレームの分割情報に続く
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分割情報であることを示す。
【００６３】
　図１１は、一連のメタデータ（メタデータパケット）が３分割され、３つの分割情報が
３つのオーディオフレームのユーザデータ領域に埋め込まれて送信される場合における、
「metadata_counter」、「metadata_start_flag」の変化例を示している。最初のオーデ
ィオフレームでは、「metadata_counter=0」、「metadata_start_flag=1」となる。次の
オーディオフレームでは、「metadata_counter=1」、「metadata_start_flag=0」となる
。さらに、最後のオーディオフレームでは、「metadata_counter=２」、「metadata_star
t_flag=0」となる。
【００６４】
　図７に戻って、「sync_control_flag 」の１ビットフィールドは、メタデータが同期管
理されているか否かを示す。“１”は、「PTS_management()」内のＰＴＳによって同期管
理されることを示す。“０”は、同期管理されていないことを示す。「sync_control_fla
g 」が“１”であるとき、「PTS_management()」が存在する。
【００６５】
　図８は、「PTS_management()」の構造（Syntax）を示しており、ＰＴＳ[32-0]の３３ビ
ットで示される時間情報が存在する。図１２は、複数のメタデータが各々の同期対象と同
期管理される例を示している。この例では、メタデータ（ＩＤ１）はオーディオ ＰＴＳ
１と同期し、メタデータ（ＩＤ２）はビデオ ＰＴＳ１と同期し、メタデータ（ＩＤ３）
はオーディオ ＰＴＳ２およびビデオ ＰＴＳ２と同期している。
【００６６】
　図７に戻って、「metadata_length 」で示されるバイト数分の「data_byte」は、メタ
データパケット「Metadata_packet()」の全体、あるいは、このメタデータパケット「Met
adata_packet()」を複数個に分割して得られたいずれかの分割情報を構成する。
【００６７】
　図９は、メタデータパケット「metadata_packet()」の構成（syntax）を示している。
「packet_type」の８ビットフィールドは、メタデータ「metadata()」（図７参照）内の
「metadata_type」の８ビットフィールドと同様に、メタデータのタイプ情報を示す。「m
etadata_packet_length」の１６ビットフィールドは、以降のバイト数を示す。そして、
この「metadata_packet_length」で示されるバイト数分の「data_byte」に、メタデータ
が記載される。
【００６８】
　次に、メタデータが他サービスのアクセス情報（Metadata for linking service）であ
る場合の「metadata_packet()」、つまり「metadata_linking_Packet()」について説明す
る。リンクサービスなどのサーバへの接続の場合、コンテンツあるいはサービスの供給元
サーバとして、「http://www/xxx/com/yyy.zzz」の個々の文字は、文字データで「unit_d
ata」になる。また、その他の制御符号は別途定義される約束に基づき、該当符号を「uni
t_data」に入れる。
【００６９】
　図１３は、「metadata_linking_packet()」のシンタクス（Syntax）を示している。ま
た、図１４は、「metadata_linking_packet()」の主要なデータ規定内容（semantics）を
示している。「packet_type」の８ビットフィールドは、メタデータのタイプが他サービ
スアクセス情報であることを示す。「metadata_linking_packet_length」の１６ビットフ
ィールドは、以降のバイト数を示す。「number_of_units」の８ビットフィールドは、メ
タデータエレメントの数を示す。
【００７０】
　「unit_ID」の８ビットフィールドは、ユニット（unit）を識別する識別子を示す。「u
nit_size」の８ビットフィールドは、メタデータエレメント（metadata_element）のサイ
ズを示す。「extended_size」の８ビットフィールドは、ユニットサイズ（unit_size）の
拡張を示す。ユニットサイズ（unit_size）が２５４を超えるときは、unit_size＝２５５
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として、拡張サイズ（exended_size）を入力する。「unit_data」の８ビットフィールド
は、メタデータエレメント（metadata_element）を示す。
【００７１】
　図１５は、複数のメタデータユニットが各々の同期対象と同期管理される例を示してい
る。この例で、メタデータ（ＩＤ１）のユニット（Unit_ID1）はＵＲＬによるリンクサー
バの指定を行うための情報、メタデータ（ＩＤ１）のユニット（Unit_ID2）は、“Activa
te”または“Inactivate”を制御するコマンド群である。また、この例で、メタデータ（
ＩＤ２）のユニット（Unit_ID1）はＵＲＬによるリンクサーバの指定を行うための情報、
メタデータ（ＩＤ２）のユニット（Unit_ID2）は、“Activate”または“Inactivate”な
どの、リンクサービスに対しての制御をおこなうコマンド群である。
【００７２】
　メタデータ（ＩＤ１）のユニット（Unit_ID1）は、オーディオ ＰＴＳ１と同期してい
る。また、メタデータ（ＩＤ１）のユニット（Unit_ID2）は、ビデオ ＰＴＳ１と同期し
ている。また、メタデータ（ＩＤ２）のユニット（Unit_ID1）は、オーディオ ＰＴＳ２
およびビデオ ＰＴＳ２と同期している。
【００７３】
　［オーディオ・ユーザデータ・デスクリプタの詳細］
　図１６は、オーディオ・ユーザデータ・デスクリプタ（audio_userdata_descriptor）
の構造例（Syntax）を示している。また、図１７は、その構造例における主要な情報の内
容（Semantics）を示している。
【００７４】
　「descriptor_tag」の８ビットフィールドは、デスクリプタタイプを示す。ここでは、
オーディオ・ユーザデータ・デスクリプタであることを示す。「descriptor_length」の
８ビットフィールドは、デスクリプタの長さ（サイズ）を示し、デスクリプタの長さとし
て、以降のバイト数を示す。
【００７５】
　「audio_codec_type」の８ビットフィールドは、オーディオの符号化方式（圧縮フォー
マット）を示す。例えば、“１”は「ＭＰＥＧ４　ＡＡＣ」を示し、“２”は「ＵＳＡＣ
」を示し、“３”は「ＡＣ３」を示す。この情報の付加により、受信側では、オーディオ
ストリームにおける音声データの符号化方式を容易に把握できる。
【００７６】
　「metadata_type」の３ビットフィールドは、メタデータのタイプを示す。例えば、“
１”は、メタデータが連携する他サービスのアクセス情報であることを示す。この情報の
付加により、受信側では、メタデータのタイプ、すなわちメタデータがどのようなメタデ
ータであるかを容易に把握でき、例えば取得するか否かの判断を行うことも可能となる。
【００７７】
　「coordinated_control_flag」の１ビットフラグ情報は、メタデータがオーディオスト
リームのみに挿入されているか否かを示す。例えば、“１”は他のコンポーネントのスト
リームにも挿入されていることを示し、“０”はオーディオストリームのみに挿入されて
いることを示す。この情報の付加により、受信側では、メタデータがオーディオストリー
ムのみに挿入されているか否かを容易に把握できる。
【００７８】
　「frequency_type」の３ビットフィールドは、オーディオストリームに対するメタデー
タの挿入頻度のタイプを示す。例えば、“１”は各オーディオアクセスユニットに一つの
ユーザデータ（メタデータ）が挿入されていることを示す。“２”は一つのオーディオア
クセスユニットに一つ以上のユーザデータ（メタデータ）が挿入されていることを示す。
さらに、“３”はランダムアクセスポイントを含むグループ毎に、その先頭のオーディオ
アクセスユニットに少なくとも一つのユーザデータ（メタデータ）が挿入されていること
を示す。この情報の付加により、受信側では、オーディオストリームに対するメタデータ
の挿入頻度を容易に把握できる。
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【００７９】
　図１８（ａ）は、トランスポートストリームＴＳおけるビデオ、オーディオのアクセス
ユニットの配置例を示している。「ＶＡＵ」は、ビデオアクセスユニットを示している。
「ＡＡＵ」は、オーディオアクセスユニットを示している。図１８（ｂ）は、「frequenc
y_type = 1」である場合であって、各オーディオアクセスユニットに一つのユーザデータ
（メタデータ）が挿入されていることを示している。
【００８０】
　図１８（ｃ）は、「frequency_type = 2」である場合であって、各オーディオアクセス
ユニットに一つのユーザデータ（メタデータ）が挿入されていることを示している。一つ
のオーディオアクセスユニットに一つ以上のユーザデータ（メタデータ）が挿入されてい
ることを示している。図１８（ｄ）は、「frequency_type = 3」である場合であって、ラ
ンダムアクセスポイントを含むグループ毎に、その先頭のオーディオアクセスユニットに
少なくとも一つのユーザデータ（メタデータ）が挿入されていることを示している。
【００８１】
　[トランスポートストリームＴＳの構成]
　図１９は、トランスポートストリームＴＳの構成例を示している。この構成例では、Ｐ
ＩＤ１で識別されるビデオストリームのＰＥＳパケット「video PES」が存在すると共に
、ＰＩＤ２で識別されるオーディオストリームのＰＥＳパケット「audio PES」が存在す
る。ＰＥＳパケットは、ＰＥＳヘッダ（PES_header）とＰＥＳペイロード（PES_payload
）からなっている。ＰＥＳヘッダには、ＤＴＳ，ＰＴＳのタイムスタンプが挿入されてい
る。オーディオストリームのＰＥＳパケットのＰＥＳペイロードにはメタデータを含むユ
ーザデータ領域が存在する。
【００８２】
　また、トランスポートストリームＴＳには、ＰＳＩ（Program Specific Information）
として、ＰＭＴ（Program Map Table）が含まれている。ＰＳＩは、トランスポートスト
リームに含まれる各エレメンタリストリームがどのプログラムに属しているかを記した情
報である。ＰＭＴには、プログラム全体に関連する情報を記述するプログラム・ループ（
Program loop）が存在する。
【００８３】
　また、ＰＭＴには、各エレメンタリストリームに関連した情報を持つエレメンタリスト
リーム・ループが存在する。この構成例では、ビデオストリームに対応したビデオエレメ
ンタリストリーム・ループ（video ES loop）が存在すると共に、オーディオストリーム
に対応したオーディオエレメンタリストリーム・ループ（audio ES loop）が存在する
【００８４】
　ビデオエレメンタリストリーム・ループ（video ES loop）には、ビデオストリームに
対応して、ストリームタイプ、ＰＩＤ（パケット識別子）等の情報が配置されると共に、
そのビデオストリームに関連する情報を記述するデスクリプタも配置される。このビデオ
ストリームの「Stream_type」の値は「０ｘ２４」に設定され、ＰＩＤ情報は、上述した
ようにビデオストリームのＰＥＳパケット「video PES」に付与されるＰＩＤ１を示すも
のとされる。デスクリプタの一つして、ＨＥＶＣ デスクリプタが配置される。
【００８５】
　また、オーディオエレメンタリストリーム・ループ（audio ES loop）には、オーディ
オストリームに対応して、ストリームタイプ、ＰＩＤ（パケット識別子）等の情報が配置
されると共に、そのオーディオストリームに関連する情報を記述するデスクリプタも配置
される。このオーディオストリームの「Stream_type」の値は「０ｘ１１」に設定され、
ＰＩＤ情報は、上述したようにオーディオストリームのＰＥＳパケット「audio PES」に
付与されるＰＩＤ２を示すものとされる。デスクリプタの一つとして、上述したオーディ
オ・ユーザデータ・デスクリプタ（audio_userdata_descriptor）が配置される。
【００８６】
　［セットトップボックスの構成例］
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　図２０は、セットトップボックス２００の構成例を示している。このセットトップボッ
クス２００は、アンテナ端子２０３と、デジタルチューナ２０４と、デマルチプレクサ２
０５と、ビデオデコーダ２０６と、オーディオフレーミング部２０７と、ＨＤＭＩ送信部
２０８と、ＨＤＭＩ端子２０９を有している。また、セットトップボックス２００は、Ｃ
ＰＵ２１１と、フラッシュＲＯＭ２１２と、ＤＲＡＭ２１３と、内部バス２１４と、リモ
コン受信部２１５と、リモコン送信機２１６を有している。
【００８７】
　ＣＰＵ２１１は、セットトップボックス２００の各部の動作を制御する。フラッシュＲ
ＯＭ２１２は、制御ソフトウェアの格納およびデータの保管を行う。ＤＲＡＭ２１３は、
ＣＰＵ２１１のワークエリアを構成する。ＣＰＵ２１１は、フラッシュＲＯＭ２１２から
読み出したソフトウェアやデータをＤＲＡＭ２１３上に展開してソフトウェアを起動させ
、セットトップボックス２００の各部を制御する。
【００８８】
　リモコン受信部２１５は、リモコン送信機２１６から送信されたリモーコントロール信
号（リモコンコード）を受信し、ＣＰＵ２１１に供給する。ＣＰＵ２１１は、このリモコ
ンコードに基づいて、セットトップボックス２００の各部を制御する。ＣＰＵ２１１、フ
ラッシュＲＯＭ２１２およびＤＲＡＭ２１３は内部バス２１４に接続されている。
【００８９】
　アンテナ端子２０３は、受信アンテナ（図示せず）で受信されたテレビ放送信号を入力
する端子である。デジタルチューナ２０４は、アンテナ端子２０３に入力されたテレビ放
送信号を処理して、ユーザの選択チャネルに対応したトランスポートストリームＴＳを出
力する。
【００９０】
　デマルチプレクサ２０５は、トランスポートストリームＴＳからビデオストリームのパ
ケットを抽出し、ビデオデコーダ２０６に送る。ビデオデコーダ２０６は、デマルチプレ
クサ２０５で抽出されたビデオのパケットからビデオストリームを再構成し、復号化処理
を行って非圧縮の画像データを得る。また、デマルチプレクサ２０５は、トランスポート
ストリームＴＳからオーディオストリームのパケットを抽出し、オーディオストリームを
再構成する。オーディオフレーミング部２０７は、このように再構成されたオーディオス
トリームに対してフレーミングを行う。
【００９１】
　また、デマルチプレクサ２０５は、トランスポートストリームＴＳから各種デスクリプ
タなどを抽出し、ＣＰＵ２１１に送信する。ここで、デスクリプタには、オーディオスト
リームにメタデータが挿入されていることを示す識別情報としてのオーディオ・ユーザデ
ータ・デスクリプタ（図１６参照）も含まれる。
【００９２】
　ＨＤＭＩ送信部２０８は、ＨＤＭＩに準拠した通信により、ビデオデコーダ２０６で得
られた非圧縮の画像データと、オーディオフレーミング部２０７でフレーミングされた後
のオーディオストリームを、ＨＤＭＩ端子２０９から送出する。ＨＤＭＩ送信部２０８は
、ＨＤＭＩのＴＭＤＳチャネルで送信するため、画像データおよびオーディオストリーム
をパッキングして、ＨＤＭＩ端子２０９に出力する。
【００９３】
　ＨＤＭＩ送信部２０８は、ＣＰＵ２１１の制御のもと、オーディオストリームにメタデ
ータが挿入されていることを示す識別情報を挿入する。ＨＤＭＩ送信部２０８は、オーデ
ィオストリームおよび識別情報を画像データのブランキング期間に挿入する。このＨＤＭ
Ｉ送信部２０９の詳細は後述する。
【００９４】
　この実施の形態において、ＨＤＭＩ送信部２０８は、画像データのブランキング期間に
配置されるオーディオ・インフォフレーム・パケット（Audio InfoFrame packet）に識別
情報を挿入する。このオーディオ・インフォフレーム・パケットは、データアイランド区
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間に配置される。
【００９５】
　図２１は、オーディオ・インフォフレーム・パケットの構造例を示している。ＨＤＭＩ
では、このオーディオ・インフォフレーム・パケットにより、音声に関する付帯情報をソ
ース機器からシンク機器に伝送可能となっている。
【００９６】
　第０バイトにデータパケットの種類を示す「Packet Type」が定義されており、オーデ
ィオ・インフォフレーム・パケットは「0x84」となっている。第１バイトにパケットデー
タ定義のバージョン情報を記述する。第２バイトに、パケット長を表す情報を記述する。
【００９７】
　この実施の形態では、第５バイトの第５ビットに、「userdata_presence_flag」の１ビ
ットフラグ情報が定義される。このフラグ情報が“１”であるとき、第９バイトに識別情
報が定義される。第７ビットから第５ビットは「metadata_type」のフィールドとされ、
第４ビットは「coordinated_control_flag」のフィールドとされ、第２ビットから第０ビ
ットは「frequency_type」のフィールドとされる。詳細説明は省略するが、これらの各フ
ィールドは、図１６に示すオーディオ・ユーザデータ・デスクリプタにおける各フィール
ドと同じ情報を示す。
【００９８】
　セットトップボックス２００の動作を簡単に説明する。アンテナ端子２０３に入力され
たテレビ放送信号はデジタルチューナ２０４に供給される。このデジタルチューナ２０４
では、テレビ放送信号が処理されて、ユーザの選択チャネルに対応したトランスポートス
トリームＴＳが出力される。
【００９９】
　デジタルチューナ２０４から出力されるトランスポートストリームＴＳは、デマルチプ
レクサ２０５に供給される。このデマルチプレクサ２０５では、トランスポートストリー
ムＴＳからビデオのエレメンタリストリームのパケットが抽出され、ビデオデコーダ２０
６に送られる。
【０１００】
　ビデオデコーダ２０６では、デマルチプレクサ２０５で抽出されたビデオのパケットか
らビデオストリームが再構成された後、そのビデオストリームに対してデコード処理が行
われて、画像データが得られる。この画像データは、ＨＤＭＩ送信部２０８に供給される
。
【０１０１】
　また、デマルチプレクサ２０５では、トランスポートストリームＴＳからオーディオス
トリームのパケットが抽出され、オーディオストリームが再構成される。このオーディオ
ストリームはオーディオフレーミング部２０７でフレーミングされた後に、ＨＤＭＩ送信
部２０８に供給される。そして、ＨＤＭＩ送信部２０８では、画像データおよびオーディ
オストリームがパッキングされ、ＨＤＭＩ端子２０９からＨＤＭＩケーブル４００に送出
される。
【０１０２】
　また、デマルチプレクサ２０５では、トランスポートストリームＴＳから各種デスクリ
プタなどが抽出され、ＣＰＵ２１１に送られる。ここで、デスクリプタには、オーディオ
・ユーザデータ・デスクリプタも含まれ、ＣＰＵ２１１は、このデスクリプタに基づいて
、オーディオストリームにメタデータが挿入されていることを把握する。
【０１０３】
　ＨＤＭＩ送信部２０８では、ＣＰＵ２１１の制御のもと、画像データのブランキング期
間に配置されるオーディオ・インフォフレーム・パケットに、オーディオストリームにメ
タデータが挿入されていることを示す識別情報が挿入される。これにより、セットトップ
ボックス２００からＨＤＭＩテレビ受信機３００に、オーディオストリームにメタデータ
が挿入されていることを示す識別情報を送信することが行われる。
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【０１０４】
　［テレビ受信機の構成例］
　図２２は、テレビ受信機３００の構成例を示している。このテレビ受信機３００は、ア
ンテナ端子３０５と、デジタルチューナ３０６と、デマルチプレクサ３０７と、ビデオデ
コーダ３０８と、映像処理回路３０９と、パネル駆動回路３１０と、表示パネル３１１を
有している。
【０１０５】
　また、テレビ受信機３００は、オーディオデコーダ３１２と、音声処理回路３１３と、
音声増幅回路３１４と、スピーカ３１５と、ＨＤＭＩ端子３１６と、ＨＤＭＩ受信部３１
７と、通信インタフェース３１８を有している。また、テレビ受信機３００は、ＣＰＵ３
２１と、フラッシュＲＯＭ３２２と、ＤＲＡＭ３２３と、内部バス３２４と、リモコン受
信部３２５と、リモコン送信機３２６を有している。
【０１０６】
　ＣＰＵ３２１は、テレビ受信機３００の各部の動作を制御する。フラッシュＲＯＭ３２
２は、制御ソフトウェアの格納およびデータの保管を行う。ＤＲＡＭ３２３は、ＣＰＵ３
２１のワークエリアを構成する。ＣＰＵ３２１は、フラッシュＲＯＭ３２２から読み出し
たソフトウェアやデータをＤＲＡＭ３２３上に展開してソフトウェアを起動させ、テレビ
受信機３００の各部を制御する。
【０１０７】
　リモコン受信部３２５は、リモコン送信機３２６から送信されたリモートコントロール
信号（リモコンコード）を受信し、ＣＰＵ３２１に供給する。ＣＰＵ３２１は、このリモ
コンコードに基づいて、テレビ受信機３００の各部を制御する。ＣＰＵ３２１、フラッシ
ュＲＯＭ３２２およびＤＲＡＭ３２３は、内部バス３２４に接続されている。
【０１０８】
　通信インタフェース３１８は、ＣＰＵ３２１の制御のもと、インターネット等のネット
ワーク上に存在するサーバとの間で通信を行う。この通信インタフェース３１８は、内部
バス３２４に接続されている。
【０１０９】
　アンテナ端子３０５は、受信アンテナ（図示せず）で受信されたテレビ放送信号を入力
する端子である。デジタルチューナ３０６は、アンテナ端子３０５に入力されたテレビ放
送信号を処理して、ユーザの選択チャネルに対応したトランスポートストリームＴＳを出
力する。
【０１１０】
　デマルチプレクサ３０７は、トランスポートストリームＴＳからビデオストリームのパ
ケットを抽出し、ビデオデコーダ３０８に送る。ビデオデコーダ３０８は、デマルチプレ
クサ３０７で抽出されたビデオのパケットからビデオストリームを再構成し、復号化処理
を行って非圧縮の画像データを得る。
【０１１１】
　また、デマルチプレクサ２０５は、トランスポートストリームＴＳからオーディオスト
リームのパケットを抽出し、オーディオストリームを再構成する。また、デマルチプレク
サ３０７は、トランスポートストリームＴＳから各種デスクリプタなどを抽出し、ＣＰＵ
３２１に送信する。ここで、このデスクリプタには、オーディオストリームにメタデータ
が挿入されていることを示す識別情報としてのオーディオ・ユーザデータ・デスクリプタ
（図１６参照）も含まれる。ビデオデコーダ３０８は、デマルチプレクサ３０７で抽出さ
れたビデオのパケットからビデオストリームを再構成し、復号化処理を行って非圧縮の画
像データを得る。
【０１１２】
　ＨＤＭＩ受信部３１７は、ＨＤＭＩに準拠した通信により、ＨＤＭＩケーブル４００を
介してＨＤＭＩ端子３１６に供給される画像データおよびオーディオストリームを受信す
る。また、ＨＤＭＩ受信部３１７は、画像データのブランキング期間に挿入されている種
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々の制御情報を抽出し、ＣＰＵ３２１に送信する。ここで、この制御情報には、オーディ
オ・インフォフレーム・パケットに挿入された、オーディオストリームにメタデータが挿
入されていることを示す識別情報（図２１参照）も含まれる。このＨＤＭＩ受信部３１７
の詳細は後述する。
【０１１３】
　映像処理回路３０９は、ビデオデコーダ３０８で得られた、あるいはＨＤＭＩ受信部３
１６で得られた画像データ、さらには、通信インタフェース３１８でネット上のサーバか
ら受信された画像データなどに対してスケーリング処理、合成処理などを行って、表示用
の画像データを得る。
【０１１４】
　パネル駆動回路３１０は、映像処理回路３０９で得られる表示用の画像データに基づい
て、表示パネル３１１を駆動する。表示パネル３１１は、例えば、ＬＣＤ(Liquid Crysta
l Display)、有機ＥＬディスプレイ（organic electroluminescence display）などで構
成されている。
【０１１５】
　オーディオデコーダ３１２は、デマルチプレクサ３０７で得られた、あるいはＨＤＭＩ
受信部３１７で得られたオーディオストリームに対して復号化処理を行って非圧縮の音声
データを得る。また、オーディオデコーダ３１２は、オーディオストリームに挿入されて
いるメタデータを抽出し、ＣＰＵ３２１に送信する。ＣＰＵ３２１は、適宜、テレビ受信
機３００の各部にメタデータを用いた処理を行わせる。
【０１１６】
　音声処理回路３１３は、オーディオデコーダ３１２で得られた音声データに対してＤ／
Ａ変換等の必要な処理を行う。音声増幅回路３１４は、音声処理回路３１３から出力され
る音声信号を増幅してスピーカ３１５に供給する。
【０１１７】
　図２２に示すテレビ受信機３００の動作を簡単に説明する。アンテナ端子３０５に入力
されたテレビ放送信号はデジタルチューナ３０６に供給される。このデジタルチューナ３
０６では、テレビ放送信号が処理されて、ユーザの選択チャネルに対応したトランスポー
トストリームＴＳが得られる。
【０１１８】
　デジタルチューナ３０６で得られるトランスポートストリームＴＳは、デマルチプレク
サ３０７に供給される。デマルチプレクサ３０７では、トランスポートストリームＴＳか
らビデオストリームのパケットが抽出され、ビデオデコーダ３０８に供給される。ビデオ
デコーダ３０８では、デマルチプレクサ３０７で抽出されたビデオのパケットからビデオ
ストリームが再構成され、復号化処理が行われて、非圧縮の画像データが得られる。この
画像データは、映像処理回路３０９に供給される。
【０１１９】
　また、デマルチプレクサ３０７では、トランスポートストリームＴＳからオーディオス
トリームのパケットが抽出され、オーディオストリームが再構成される。このオーディオ
ストリームは、オーディオデコーダ３１２に供給される。また、デマルチプレクサ３０７
では、トランスポートストリームＴＳから各種デスクリプタなどが抽出され、ＣＰＵ３２
１に送られる。
【０１２０】
　このデスクリプタには、オーディオストリームにメタデータが挿入されていることを示
す識別情報としてのオーディオ・ユーザデータ・デスクリプタも含まれる。そのため、Ｃ
ＰＵ３２１は、この識別情報に基づいて、オーディオデコーダ３１２の動作を制御し、オ
ーディオストリームからメタデータを抽出させることが可能となる。
【０１２１】
　ＨＤＭＩ受信部３１７では、ＨＤＭＩに準拠した通信により、ＨＤＭＩケーブル４００
を介してＨＤＭＩ端子３１６に供給される画像データおよびオーディオストリームが受信
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される。画像データは、映像処理回路３０９に供給される。また、オーディオストリーム
はオーディオデコーダ３１２に供給される。
【０１２２】
　また、ＨＤＭＩ受信部３１７では、画像データのブランキング期間に挿入されている種
々の制御情報が抽出され、ＣＰＵ３２１に送られる。この制御情報には、オーディオ・イ
ンフォフレーム・パケットに挿入された、オーディオストリームにメタデータが挿入され
ていることを示す識別情報も含まれる。そのため、ＣＰＵ３２１は、この識別情報に基づ
いて、オーディオデコーダ３１２の動作を制御し、オーディオストリームからメタデータ
を抽出させることが可能となる。
【０１２３】
　映像処理回路３０９では、ビデオデコーダ３０８で得られた、あるいはＨＤＭＩ受信部
３１７で得られた画像データ、さらには、通信インタフェース３１８でネット上のサーバ
から受信された画像データなどに対してスケーリング処理、合成処理などが施され、表示
用の画像データが得られる。ここで、テレビ放送信号を受信して処理する場合は、映像処
理回路３０９では、ビデオデコーダ３０８で得られた画像データが取り扱われる。一方、
セットトップボックス２００がＨＤＭＩインタフェースで接続される場合は、映像処理回
路３０９では、ＨＤＭＩ受信部３１７で得られた画像データが取り扱われる。
【０１２４】
　映像処理回路３０９で得られた表示用の画像データはパネル駆動回路３１０に供給され
る。パネル駆動回路３１０では、表示用の画像データに基づいて、表示パネル３１１を駆
動することが行われる。これにより、表示パネル３１１には、表示用の画像データに対応
した画像が表示される。
【０１２５】
　オーディオデコーダ３１２では、デマルチプレクサ３０７で得られた、あるいはＨＤＭ
Ｉ受信部３１６で得られたオーディオストリームに対して復号化処理が行われて非圧縮の
音声データが得られる。ここで、テレビ放送信号を受信して処理する場合は、オーディオ
デコーダ３１２では、デマルチプレクサ３０７で得られたオーディオストリームが取り扱
われる。一方、セットトップボックス２００がＨＤＭＩインタフェースで接続される場合
は、オーディオデコーダ３１２では、ＨＤＭＩ受信部３１７で得られたオーディオストリ
ームが取り扱われる。
【０１２６】
　オーディオデコーダ３１２で得られる音声データは、音声処理回路３１３に供給される
。音声処理回路３１３では、音声データに対してＤ／Ａ変換等の必要な処理が施される。
この音声データは、音声増幅回路３１４で増幅された後に、スピーカ３１５に供給される
。そのため、スピーカ３１５から、表示パネル３１１の表示画像に対応した音声が出力さ
れる。
【０１２７】
　また、オーディオデコーダ３１２では、オーディオストリームに挿入されているメタデ
ータが抽出される。例えば、このメタデータの抽出処理は、上述したように、ＣＰＵ３２
１が、オーディオストリームにメタデータが挿入されていることを識別情報に基づいて把
握して、オーディオデコーダ３１２の動作を制御することで、無駄なく確実に行われる。
【０１２８】
　このようにオーディオデコーダ３１２で抽出されるメタデータは、ＣＰＵ３２１に送ら
れる。そして、ＣＰＵ３２１の制御により、適宜、テレビ受信機３００の各部でメタデー
タを用いた処理が行われる。例えば、ネットワーク上のサーバから画像データを取得して
、マルチ画面表示が行われる。
【０１２９】
　［ＨＤＭＩ送信部、ＨＤＭＩ受信部の構成例］
　図２３は、図２０に示すセットトップボックス２００のＨＤＭＩ送信部（ＨＤＭＩソー
ス）２０８と、図２２に示すテレビ受信機３００のＨＤＭＩ受信部（ＨＤＭＩシンク）３
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１７の構成例を示している。
【０１３０】
　ＨＤＭＩ送信部２０８は、有効画像区間（以下、適宜、アクティブビデオ区間ともいう
）において、非圧縮の１画面分の画像の画素データに対応する差動信号を、複数のチャネ
ルで、ＨＤＭＩ受信部３１７に一方向に送信する。ここで、有効画像区間は、ある垂直同
期信号から次の垂直同期信号までの区間から、水平帰線区間及び垂直帰線区間を除いた区
間である。また、ＨＤＭＩ送信部２０８は、水平帰線区間または垂直帰線区間において、
少なくとも画像に付随する音声データや制御データ、その他の補助データ等に対応する差
動信号を、複数のチャネルで、ＨＤＭＩ受信部３１７に一方向に送信する。
【０１３１】
　ＨＤＭＩ送信部２０８とＨＤＭＩ受信部３１７とからなるＨＤＭＩシステムの伝送チャ
ネルには、以下の伝送チャネルがある。すなわち、ＨＤＭＩ送信部２０８からＨＤＭＩ受
信部３１７に対して、画素データおよび音声データを、ピクセルクロックに同期して、一
方向にシリアル伝送するための伝送チャネルとしての、３つのＴＭＤＳチャネル＃０乃至
＃２がある。また、ピクセルクロックを伝送する伝送チャネルとしての、ＴＭＤＳクロッ
クチャネルがある。
【０１３２】
　ＨＤＭＩ送信部２０８は、ＨＤＭＩトランスミッタ８１を有する。トランスミッタ８１
は、例えば、非圧縮の画像の画素データを対応する差動信号に変換し、複数のチャネルで
ある３つのＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２で、ＨＤＭＩケーブル４００を介して接続
されているＨＤＭＩ受信部３１７に、一方向にシリアル伝送する。
【０１３３】
　また、トランスミッタ８１は、非圧縮の画像に付随する音声データ、さらには、必要な
制御データその他の補助データ等を、対応する差動信号に変換し、３つのＴＭＤＳチャネ
ル＃０，＃１，＃２でＨＤＭＩ受信部３１７に、一方向にシリアル伝送する。
【０１３４】
　さらに、トランスミッタ８１は、３つのＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２で送信する
画素データに同期したピクセルクロックを、ＴＭＤＳクロックチャネルで、ＨＤＭＩケー
ブル４００を介して接続されているＨＤＭＩ受信部３１７に送信する。ここで、１つのＴ
ＭＤＳチャネル＃ｉ（ｉ＝０，１，２）では、ピクセルクロックの１クロックの間に、１
０ビットの画素データが送信される。
【０１３５】
　ＨＤＭＩ受信部３１７は、アクティブビデオ区間において、複数のチャネルで、ＨＤＭ
Ｉ送信部２０８から一方向に送信されてくる、画素データに対応する差動信号を受信する
。また、このＨＤＭＩ受信部３１７は、水平帰線区間または垂直帰線区間において、複数
のチャネルで、ＨＤＭＩ送信部２０８から一方向に送信されてくる、音声データや制御デ
ータに対応する差動信号を受信する。
【０１３６】
　すなわち、ＨＤＭＩ受信部３１７は、ＨＤＭＩレシーバ８２を有する。このＨＤＭＩレ
シーバ８２は、ＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２で、ＨＤＭＩ送信部２０８から一方向
に送信されてくる、画素データに対応する差動信号と、音声データや制御データに対応す
る差動信号を受信する。この場合、ＨＤＭＩ送信部２０８からＴＭＤＳクロックチャネル
で送信されてくるピクセルクロックに同期して受信する。
【０１３７】
　ＨＤＭＩシステムの伝送チャネルには、上述のＴＭＤＳチャネル＃０乃至＃２およびＴ
ＭＤＳクロックチャネルの他に、ＤＤＣ（Display Data Channel）８３やＣＥＣライン８
４と呼ばれる伝送チャネルがある。ＤＤＣ８３は、ＨＤＭＩケーブル４００に含まれる図
示しない２本の信号線からなる。ＤＤＣ８３は、ＨＤＭＩ送信部２０８が、ＨＤＭＩ受信
部３１７から、Ｅ－ＥＤＩＤ（Enhanced Extended Display Identification Data）を読
み出すために使用される。
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【０１３８】
　ＨＤＭＩ受信部３１７は、ＨＤＭＩレシーバ８１の他に、自身の性能（Configuration/
capability）に関する性能情報であるＥ－ＥＤＩＤを記憶している、ＥＤＩＤ　ＲＯＭ(R
ead Only Memory)８５を有している。ＨＤＭＩ送信部２０８は、例えば、ＣＰＵ２１１（
図２０参照）からの要求に応じて、ＨＤＭＩケーブル４００を介して接続されているＨＤ
ＭＩ受信部３１７から、Ｅ－ＥＤＩＤを、ＤＤＣ８３を介して読み出す。
【０１３９】
　ＨＤＭＩ送信部２０８は、読み出したＥ－ＥＤＩＤをＣＰＵ２１１に送る。ＣＰＵ２１
１は、このＥ－ＥＤＩＤを、フラッシュＲＯＭ２１２あるいはＤＲＡＭ２１３に格納する
。
【０１４０】
　ＣＥＣライン８４は、ＨＤＭＩケーブル４００に含まれる図示しない１本の信号線から
なり、ＨＤＭＩ送信部２０８とＨＤＭＩ受信部３１７との間で、制御用のデータの双方向
通信を行うために用いられる。このＣＥＣライン８４は、制御データラインを構成してい
る。
【０１４１】
　また、ＨＤＭＩケーブル４００には、ＨＰＤ(Hot Plug Detect)と呼ばれるピンに接続
されるライン（ＨＰＤライン）８６が含まれている。ソース機器は、当該ライン８６を利
用して、シンク機器の接続を検出することができる。なお、このＨＰＤライン８６は双方
向通信路を構成するＨＥＡＣ－ラインとしても使用される。また、ＨＤＭＩケーブル４０
０には、ソース機器からシンク機器に電源を供給するために用いられる電源ライン８７が
含まれている。さらに、ＨＤＭＩケーブル４００には、ユーティリティライン８８が含ま
れている。このユーティリティライン８８は双方向通信路を構成するＨＥＡＣ＋ラインと
しても使用される。
【０１４２】
　図２４は、ＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２において、横×縦が１９２０ピクセル×
１０８０ラインの画像データが伝送される場合の、各種の伝送データの区間を示している
。ＨＤＭＩの３つのＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２で伝送データが伝送されるビデオ
フィールド（Video Field）には、伝送データの種類に応じて、ビデオデータ区間１７（V
ideo Data Period）、データアイランド区間１８（Data Island Period）、およびコント
ロール区間１９（Control Period）の３種類の区間が存在する。
【０１４３】
　ここで、ビデオフィールド区間は、ある垂直同期信号の立ち上がりエッジ（Active Edg
e）から次の垂直同期信号の立ち上がりエッジまでの区間であり、水平帰線期間１５（Hor
izontal Blanking）、垂直帰線期間１６（Vertical Blanking）、並びに、ビデオフィー
ルド区間から、水平帰線期間および垂直帰線期間を除いた区間である有効画素区間１４（
Active Video）に分けられる。
【０１４４】
　ビデオデータ区間１７は、有効画素区間１４に割り当てられる。このビデオデータ区間
１７では、非圧縮の１画面分の画像データを構成する１９２０ピクセル（画素）×１０８
０ライン分の有効画素（Active Pixel）のデータが伝送される。データアイランド区間１
８およびコントロール区間１９は、水平帰線期間１５および垂直帰線期間１６に割り当て
られる。このデータアイランド区間１８およびコントロール区間１９では、補助データ（
Auxiliary Data）が伝送される。
【０１４５】
　すなわち、データアイランド区間１８は、水平帰線期間１５と垂直帰線期間１６の一部
分に割り当てられている。このデータアイランド区間１８では、補助データのうち、制御
に関係しないデータである、例えば、音声データのパケット等が伝送される。コントロー
ル区間１９は、水平帰線期間１５と垂直帰線期間１６の他の部分に割り当てられている。
このコントロール区間１９では、補助データのうちの、制御に関係するデータである、例
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えば、垂直同期信号および水平同期信号、制御パケット等が伝送される。
【０１４６】
　次に、図２５を参照して、テレビ受信機３００におけるメタデータを用いた処理の具体
例を説明する。テレビ受信機３００は、例えば、メタデータとして、初期サーバＵＲＬ、
ネットワーク・サービス識別情報、対象ファイル名、セッション開始・終了コマンド、メ
ディア記録・再生コマンドなどを取得する。
【０１４７】
　ネットワーククライアントであるテレビ受信機３００は、初期サーバＵＲＬを用いて、
プライマリサーバにアクセスする。そして、テレビ受信機３００は、プライマリサーバか
ら、ストリーミングサーバＵＲＬ、対象ファイル名、ファイルのタイプを示すマイムタイ
プ、メディア再生時間情報などの情報を取得する。
【０１４８】
　そして、テレビ受信機３００は、ストリーミングサーバＵＲＬを用いて、ストリーミン
グサーバにアクセスする。そして、テレビ受信機３００は、対象ファイル名を指定する。
ここで、マルチキャストでのサービスを受ける場合は、ネットワーク識別情報とサービス
識別情報で番組のサービスを特定する。
【０１４９】
　そして、テレビ受信機３００は、セッション開始・終了コマンドにより、ストリーミン
グサーバとの間のセッションを開始し、あるいはそのセッションを終了する。また、テレ
ビ受信機３００は、ストリーミングサーバとの間のセッション続行中に、メディア記録・
再生コマンドを用いて、ストリーミングサーバからメディアデータを取得する。
【０１５０】
　なお、図２５の例では、プライマリサーバとストリーミングサーバとが別個に存在して
いる。しかし、これらのサーバは、一体的に構成されていてもよい。
【０１５１】
　図２６は、テレビ受信機３００でメタデータに基づいてネットサービスにアクセスする
場合の画面表示の遷移例を示している。図２６（ａ）は、表示パネル３１１に画像が表示
されていない状態を示す。図２６（ｂ）は、放送受信が開始され、この放送受信に係るメ
インコンテンツが、表示パネル３１１に、全画面表示されている状態を示す。
【０１５２】
　図２６（ｃ）は、メタデータによるサービスへのアクセスがあり、テレビ受信機３００
とサーバとの間のセッションが開始された状態を示す。この場合、放送受信に係るメイン
コンテンツが全画面表示から部分画面表示となる。
【０１５３】
　図２６（ｄ）は、サーバからのメディア再生が行われ、表示パネル３１１に、メインコ
ンテンツの表示と並行して、ネットサービスコンテンツ１が表示された状態を示す。そし
て、図２６（ｅ）は、サーバからのメディア再生が行われ、表示パネル３１１に、メイン
コンテンツの表示と並行して、サネットサービスコンテンツ１の表示と共に、ネットサー
ビスコンテンツ２がメインコンテンツ表示上に重畳表示された状態を示す。
【０１５４】
　図２６（ｆ）は、ネットからのサービスコンテンツの再生が終了し、テレビ受信機３０
０とサーバとの間のセッションが終了した状態を示す。この場合、表示パネル３１１に、
放送受信に係るメインコンテンツが全画面表示される状態に戻る。
【０１５５】
　なお、図２２に示すテレビ受信機３００は、スピーカ３１４を備え、図２７に示すよう
に、オーディオデコーダ３１２で得られた音声データが音声処理回路３１３および音声増
幅回路３１４を介してスピーカ３１５に供給され、このスピーカ３１５から音声が出力さ
れる構成とされている。
【０１５６】
　しかし、図２８に示すように、テレビ受信機３００はスピーカを備えず、デマルチプレ
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クサ３０７あるいはＨＤＭＩ受信部３１７で得られるオーディオストリームをインタフェ
ース部３３１から外部スピーカシステム３５０に供給する構成も考えられる。インタフェ
ース部３３１は、例えば、ＨＤＭＩ（High-Definition Multimedia Interface）、ＳＰＤ
ＩＦ（Sony Philips Digital Interface）、ＭＨＬ(Mobile High-definition Link）など
のデジタルインタフェースである。
【０１５７】
　この場合、オーディオストリームは、外部スピーカシステム３５０が有するオーディオ
デコーダ３５１ａで復号化処理が行われ、この外部スピーカシステム３５０から音声が出
力される。なお、テレビ受信機３００がスピーカ３１５を備える場合（図２７参照）であ
っても、オーディオストリームをインタフェース部３３１から外部スピーカシステム３５
０に供給する構成（図２８参照）もさらに考えられる。
【０１５８】
　上述したように、図１に示す画像表示システム１０において、放送送出装置１００は、
オーディオストリームにメタデータを挿入すると共に、オーディオストリームにメタデー
タが挿入されていることを示す識別情報をコンテナのレイヤに挿入する。そのため、受信
側（セットトップボックス２００、テレビ受信機３００）では、オーディオストリームに
メタデータが挿入されていることを容易に認識できる。
【０１５９】
　また、図１に示す画像表示システム１０において、セットトップボックス２００は、メ
タデータが挿入されたオーディオストリームを、このオーディオストリームにメタデータ
が挿入されていることを示す識別情報と共に、テレビ受信機３００に、ＨＤＭＩで送信す
る。そのため、テレビ受信機３００では、オーディオストリームにメタデータが挿入され
ていることを容易に認識でき、この認識に基づいてオーディオストリームに挿入されてい
るメタデータの抽出処理を行うことで、無駄なく確実にメタデータを取得して利用できる
。
【０１６０】
　また、図１に示す画像表示システム１０において、テレビ受信機３００は、オーディオ
ストリームと共に受信される識別情報に基づいてこのオーディオストリームからメタデー
タを抽出して処理に用いる。そのため、オーディオストリームに挿入されているメタデー
タを無駄なく確実に取得でき、メタデータを用いた処理を適切に実行できる。
【０１６１】
　＜２．変形例＞
　なお、上述実施の形態において、セットトップボックス２００は、放送送出装置１００
からの放送信号から画像データおよびオーディオストリームを受信する構成となっている
。しかし、セットトップボックス２００は、配信サーバ（ストリーミングサーバ）からネ
ットワークを介して画像データおよびオーディオストリームを受信する構成も考えられる
。
【０１６２】
　また、上述実施の形態において、セットトップボックス２００はテレビ受信機３００に
画像データ、オーディオストリームを送信する構成となっている。しかし、テレビ受信機
３００の代わりに、モニタ装置、あるいはプロジェクタ等に送信する構成も考えられる。
また、セットトップボックス２００の代わりに、受信機能付きのレコーダ、パーソナルコ
ンピュータ等である構成も考えられる。
【０１６３】
　また、上述実施の形態において、セットトップボックス２００とテレビ受信機３００は
ＨＤＭＩケーブル４００で接続されてなるものである。しかし、これらの間が、ＨＤＭＩ
と同様のデジタルインタフェースで有線接続される場合、さらには、無線によって接続さ
れる場合にも、この発明を同様に適用できることは勿論である。
【０１６４】
　また、上述実施の形態において、画像表示システム１０は、放送送出装置１００、セッ
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トトップボックス２００およびテレビ受信機３００で構成されているものを示した。しか
し、図２９に示すように、放送送出装置１００およびテレビ受信機３００で構成される画
像表示システム１０Ａも考えられる。
【０１６５】
　また、上述実施の形態においては、コンテナがトランスポートストリーム（ＭＰＥＧ－
２　ＴＳ）である例を示した。しかし、本技術は、ＭＰ４やそれ以外のフォーマットのコ
ンテナで配信されるシステムにも同様に適用できる。例えば、ＭＰＥＧ－ＤＡＳＨベース
のストリーム配信システム、あるいは、ＭＭＴ（MPEG Media Transport）構造伝送ストリ
ームを扱う送受信システムなどである。
【０１６６】
　なお、本技術は、以下のような構成もとることができる。
　（１）メタデータが挿入されたオーディオストリームを有する所定フォーマットのコン
テナを送信する送信部と、
　上記コンテナのレイヤに、上記オーディオストリームに上記メタデータが挿入されてい
ることを示す識別情報を挿入する情報挿入部を備える
　送信装置。
　（２）上記メタデータは、ネットワークアクセス情報を含む
　前記（１）に記載の送信装置。
　（３）上記ネットワークアクセス情報は、上記コンテナが有するビデオストリームに含
まれる画像データに関係したメディア情報をネットワーク上のサーバから取得するための
ネットワークアクセス情報である
　前記（２）に記載の送信装置。
　（４）上記メタデータは、メディア情報の再生制御情報を含む
　前記（１）に記載の送信装置。
　（５）上記メディア情報は、上記コンテナが有するビデオストリームに含まれる画像デ
ータに関係したメディア情報である
　前記（４）に記載の送信装置。
　（６）上記識別情報には、上記オーディオストリームにおける音声データの符号化方式
の情報が付加されている
　前記（１）から（５）のいずれかに記載の送信装置。
　（７）上記識別情報には、上記メタデータのタイプを示すタイプ情報が付加されている
　前記（１）から（６）のいずれかに記載の送信装置。
　（８）上記識別情報には、上記メタデータが上記オーディオストリームのみに挿入され
ているか否かを示すフラグ情報が付加されている
　前記（１）から（７）のいずれかに記載の送信装置。
　（９）上記識別情報には、上記オーディオストリームに対する上記メタデータの挿入頻
度のタイプを示すタイプ情報が付加されている
　前記（１）から（８）のいずれかに記載の送信装置。
　（１０）送信部により、メタデータが挿入されたオーディオストリームを有する所定フ
ォーマットのコンテナを送信する送信ステップと、
　上記コンテナのレイヤに、上記オーディオストリームに上記メタデータが挿入されてい
ることを示す識別情報を挿入する情報挿入ステップを有する
　送信方法。
　（１１）メタデータが挿入されたオーディオストリームを有する所定フォーマットのコ
ンテナを受信する受信部を備え、
　上記コンテナのレイヤには、該オーディオストリームにメタデータが挿入されているこ
とを示す識別情報が挿入されており、
　上記オーディオストリームを、上記オーディオストリームに上記メタデータが挿入され
ていることを示す識別情報と共に、所定の伝送路を介して、外部機器に送信する送信部を
さらに備える
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　受信装置。
　（１２）上記送信部は、
　上記コンテナが有するビデオストリームをデコードして得られる画像データのブランキ
ング期間に上記オーディオストリームおよび上記識別情報を挿入し、該画像データを上記
外部機器に送信することで、上記オーディオストリームおよび上記識別情報を上記外部機
器に送信する
　前記（１１）に記載の受信装置。
　（１３）上記所定の伝送路は、ＨＤＭＩケーブルである
　前記（１１）または（１２）に記載の受信装置。
　（１４）受信部により、メタデータが挿入されたオーディオストリームを有する所定フ
ォーマットのコンテナを受信する受信ステップを有し、
　上記コンテナのレイヤには、該オーディオストリームにメタデータが挿入されているこ
とを示す識別情報が挿入されており、
　上記オーディオストリームを、上記オーディオストリームに上記メタデータが挿入され
ていることを示す識別情報と共に、所定の伝送路を介して、外部機器に送信する送信ステ
ップをさらに有する
　受信方法。
　（１５）外部機器から、所定の伝送路を介して、オーディオストリームを、該オーディ
オストリームにメタデータが挿入されていることを示す識別情報と共に受信する受信部と
、
　上記識別情報に基づいて、上記オーディオストリームをデコードして上記メタデータを
抽出するメタデータ抽出部と、
　上記メタデータを用いた処理を行う処理部を備える
　受信装置。
　（１６）上記オーディオストリームを、外部スピーカシステムに送信するインタフェー
ス部をさらに備える
　前記（１５）に記載の受信装置。
　（１７）上記所定の伝送路は、ＨＤＭＩケーブルである
　前記（１５）または（１６）に記載の受信装置。
　（１８）上記メタデータは、ネットワークアクセス情報を含み、
　上記処理部は、上記ネットワークアクセス情報に基づいて、ネットワーク上の所定のサ
ーバにアクセスして所定のメディア情報を取得する
　前記（１５）から（１７）のいずれかに記載の受信装置。
　（１９）受信部により、外部機器から、所定の伝送路を介して、オーディオストリーム
を、該オーディオストリームにメタデータが挿入されていることを示す識別情報と共に受
信する受信ステップと、
　上記識別情報に基づいて、上記オーディオストリームをデコードして上記メタデータを
抽出するメタデータ抽出ステップと、
　上記メタデータを用いた処理を行う処理ステップを有する
　受信方法。
　（２０）メタデータが挿入されたオーディオストリームを有する所定フォーマットのコ
ンテナを受信する受信部を備え、
　上記コンテナのレイヤには、上記オーディオストリームに上記メタデータが挿入されて
いることを示す識別情報が挿入されており、
　上記識別情報に基づいて、上記オーディオストリームをデコードして上記メタデータを
抽出するメタデータ抽出部と、
　上記メタデータを用いた処理を行う処理部を備える
　受信装置。
【０１６７】
　本技術の主な特徴は、オーディオストリームにメタデータを挿入すると共に、オーディ
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オストリームにメタデータが挿入されていることを示す識別情報をコンテナのレイヤに挿
入することで、受信側において、オーディオストリームにメタデータが挿入されているこ
とを容易に認識可能としたことである(図１９参照)。
【符号の説明】
【０１６８】
　１０，１０Ａ・・・画像表示システム
　１４・・・有効画素区間
　１５・・・水平帰線期間
　１６・・・垂直帰線期間
　１７・・・ビデオデータ区間
　１８・・・データアイランド区間
　１９・・・コントロール区間
　８１・・・ＨＤＭＩトランスミッタ
　８２・・・ＨＤＭＩレシーバ
　８３・・・ＤＤＣ
　８４・・・ＣＥＣライン
　８５・・・ＥＤＩＤ ＲＯＭ
　１００・・・放送送出装置
　１１０・・・ストリーム生成部
　１１１・・・制御部
　１１１ａ・・・ＣＰＵ
　１１２・・・ビデオエンコーダ
　１１３・・・オーディオエンコーダ
　１１３ａ・・・オーディオ符号化ブロック部
　１１３ｂ・・・オーディオフレーミング部
　１１４・・・マルチプレクサ
　２００・・・セットトップボックス（ＳＴＢ）
　２０３・・・アンテナ端子
　２０４・・・デジタルチューナ
　２０５・・・デマルチプレクサ
　２０６・・・ビデオデコーダ
　２０７・・・オーディオフレーミング部
　２０８・・・ＨＤＭＩ送信部
　２０９・・・ＨＤＭＩ端子
　２１１・・・ＣＰＵ
　２１２・・・フラッシュＲＯＭ
　２１３・・・ＤＲＡＭ
　２１４・・・内部バス
　２１５・・・リモコン受信部
　２１６・・・リモコン送信機
　３００・・・テレビ受信機
　３０５・・・アンテナ端子
　３０６・・・デジタルチューナ
　３０７・・・デマルチプレクサ
　３０８・・・ビデオデコーダ
　３０９・・・映像処理回路
　３１０・・・パネル駆動回路
　３１１・・・表示パネル
　３１２・・・オーディオデコーダ
　３１３・・・音声処理回路
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　３１４・・・音声増幅回路
　３１５・・・スピーカ
　３１６・・・ＨＤＭＩ端子
　３１７・・・ＨＤＭＩ受信部
　３１８・・・通信インタフェース
　３２１・・・ＣＰＵ
　３２２・・・フラッシュＲＯＭ
　３２３・・・ＤＲＡＭ
　３２４・・・内部バス
　３２５・・・リモコン受信部
　３２６・・・リモコン送信機
　３５０・・・外部スピーカシステム
　４００・・・ＨＤＭＩケーブル

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】
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【図２４】 【図２５】

【図２６】 【図２７】
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【図２８】

【図２９】
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