
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

　前記第１の映画上映システムまたは前記第２の映画上映システムは、
　前記ローカルエリアネットワークと接続され、
　前記ローカルエリアネットワークを介して前記コンテンツサーバーからダウンロードし
た前記映画のデジタルコンテンツを格納する、前記デジタルコンテンツ格納用のデータ格
納用大容量メモリと、
　前記デジタルコンテンツを 再生するための再生システムと、
　

バ
ックアップを行い前記デジタルコンテンツを再生するためのバックアップ再生システムと
、
　前記再生システムからの出力及び前記バックアップ再生システムからの出力より、どち
らか一方を選択して出力するＡＶ入出力切り替え機と、
　前記ＡＶ入出力切り替え機からの前記デジタルコンテンツのうちのビデオデータをスク
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　コンテンツサーバーと、第１の映画上映システムと、第２の映画上映システムと、
　前記コンテンツサーバーと、前記第１の映画上映システムと、前記第２の映画上映シス
テムとを相互に接続する上映施設内のローカルエリアネットワークとから構成され、
　前記コンテンツサーバーは、前記上映施設内で、映画のデジタルコンテンツを暗号化を
施すことにより一括管理し、

ダウンロードして
前記再生システムから一定間隔で出力されるタイムコードに同期して前記デジタルコン

テンツのデコードを開始し、当該タイムコードの出力が停止した時のタイムコードから



リーンに映像を投影する映写機と、
　前記ＡＶ入出力切り替え機からの前記デジタルコンテンツのうちのオーディオデータを
各スピーカーに効果的なオーディオを出力するオーディオプロセッサとから構成される

デジタルコンテンツ再生システム。
【請求項２】
　前記再生システムは、
　前記データ格納用大容量メモリと接続され、
　前記デジタルコンテンツに施されている暗号を解読する第１の暗号解読モジュールと、
　オーディオデータとビデオデータとを分離する第１のＡＶ分離モジュールと、
　デジタル圧縮されたビデオデータを伸張し、前記バックアップ再生システムの第２のビ
デオデコーダへタイムコードを出力する第１のビデオデコーダと、
　伸張されたビデオデータを出力する第１のビデオ信号出力機と、
　圧縮されたオーディオデータを伸張する第１のオーディオデコーダと、
　伸張されたオーディオデータを出力する第１のオーディオ信号出力機とから構成され、
　前記バックアップ再生システムは、
　前記データ格納用大容量メモリと接続され、
　前記デジタルコンテンツに施されている暗号を解読する第２の暗号解読モジュールと、
　オーディオデータとビデオデータとを分離する第２のＡＶ分離モジュールと、
　デジタル圧縮されたビデオデータを伸張し、前記再生システムの第１のビデオデコーダ
へ異常時に制御信号を出力する第２のビデオデコーダと、
　伸張されたビデオデータを出力する第２のビデオ信号出力機と、
　圧縮されたオーディオデータを伸張する第２のオーディオデコーダと、
　伸張されたオーディオデータを出力する第２のオーディオ信号出力機とから構成され、
　前記ＡＶ入出力切り替え機と接続される に記載のデジタルコンテンツ再生シス
テム。
【請求項３】
　前記前記第１の映画上映システムまたは前記第２の映画上映システムは、
　前記ローカルエリアネットワークと接続され、
　前記ローカルエリアネットワークを介して前記コンテンツサーバーからダウンロードし
たビデオデータとオーディオデータが元々分離した状態で存在する前記映画のデジタルコ
ンテンツをそれぞれ分離した状態で格納する、デジタルコンテンツ格納用のデータ格納用
大容量メモリと、
　前記デジタルコンテンツに施されている暗号を解読する第１の暗号解読モジュールと、
　デジタル圧縮されたビデオデータを伸張するビデオデコーダと、
　伸張されたビデオデータを出力するビデオ信号出力機と、
　前記ビデオ信号出力機からの前記ビデオデータをスクリーンに映像を投影する映写機と
、
　前記デジタルコンテンツに施されている暗号を解読する第２の暗号解読モジュールと、
　圧縮されたオーディオデータを伸張するオーディオデコーダと、
　伸張されたオーディオデータを出力するオーディオ信号出力機と、
　前記オーディオ信号出力機からの前記オーディオデータを各スピーカーに効果的なオー
ディオを出力するオーディオプロセッサとから構成される請求項１に記載のデジタルコン
テンツ再生システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、映画館等で使用される映画のコンテンツをデジタルコンテンツとして再生する
デジタルコンテンツ再生システム及び、デジタル化されたコンテンツの受け渡しをネット
ワークを介して行うデジタルコンテンツ配信システムに関する。
【０００２】
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こ
とを特徴とする

請求項１



【従来の技術】
本発明は、映画館等の映画上映施設において、映像及び音声のコンテンツを再生するシス
テムに関するものである。
【０００３】
図９を参照すると、従来の再生システムは、フィルム９０１を映写機９０２を用いてスク
リーン９０３に映写する、また音声においてはＣＤ（コンパクトディスク）９０４等に書
きこまれたデータをオーディオ再生装置９０５、オーディオプロセッサ９０６を介してス
ピーカー９０７に出力という構成となっている。
【０００４】
また、従来のコンテンツの配信システムは、図１０を参照すると、映画製作会社Ａ０１で
製作された映画は、フィルム製作スタジオＡ０２にてフィルム化及びフィルムのコピーを
行った後、配送センターＡ０３を経由して、各上映施設Ａ０４に配送するという構成にな
っている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上述の従来技術には、次のような問題点があった。
【０００６】
　

【０００７】
　本発明は、以上の問題点を解決するため、

デジ
タルコンテンツ配信システムを提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明は、映画館等で使用される映画のコンテンツをデジタルコンテンツとして再生する
デジタルコンテンツ再生システム及び、デジタル化されたコンテンツの受け渡しをネット
ワークを介して行うデジタルコンテンツ配信システムを提供するものである。
【０００９】
映画館等の上映施設のシステムにおいて、映画上映システムは、ネットワークを介してコ
ンテンツサーバーに保存されているデジタル化された映画コンテンツをダウンロードする
。また、同じ上映施設内にある他の映画上映システムも同様に映画コンテンツをダウンロ
ードする。以下同様に、同上映施設内にある映画上映システムは、各々必要な映画コンテ
ンツをダウンロードする。これは、同じ上映場に複数のシステムが存在するものとして記
載したが、１つのシステムしか存在しない場合は、コンテンツサーバーと映画上映システ
ムが同居することも可能である。各映画上映システムは、上映時間に合わせデジタルコン
テンツを再生することによって映画を上映することが可能である。また、映画上映システ
ムは、各々の端末に大容量のメモリを用意しておくとこにより、データを毎回ダウンロー
ドする必要はない。
【００１０】
従って、映画等のビデオ及びオーディオデータをデジタル化し、それを再生することによ
り、現在のフィルムを用いた映像に比べ、高画質・高音質を実現できることができる。ま
た、保管スペース縮小、映像及び音声の劣化を防ぐことができる。
【００１１】
各上映システムは、バックアップ再生システムを備えている。これは、再生中に再生シス
テムが何らかの原因により再生が停止してしまった場合の予備システムとして存在する。
再生システムは、大容量メモリからのデータをビデオ及びオーディオに分けて再生を行う
。再生システムより出力されたビデオ、オーディオの各データはＡＶ入出力切り替え機を
通り、映写機、オーディオプロセッサを経て、ビデオはスクリーンへオーディオはスピー
カーへ出力される。もし、再生システムが停止した場合は、即座にバックアップ再生シス
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問題点は、もし、再生システムで何らかの異常が発生した場合には、異常発生個所から
の再生ができないことである。

再生システムで何らかの異常が発生した場合
、バックアップ機能を起動し、異常発生個所からの再生を滞りなく行うことができる



テムの出力に切り替えられ、バックアップ再生システムの出力がスクリーン、スピーカー
に出力される。
【００１２】
従って、再生システムに加え、バックアップ再生システムを設けることにより、再生シス
テムで何らかの異常が発生した場合、バックアップ機能が働き、異常発生個所からの再生
を滞りなく行うことができる。
【００１３】
映画製作会社は、端末を用いて新作映画の情報及び映画のデジタルコンテンツを、ネット
ワークを介してコンテンツ配信会社に送付する。この時、各データに２者間で取り決めら
れた暗号化が施されていることは言うまでもない。次にコンテンツ配信会社は、新作映画
の情報を端末を用い、ネットワークを介して上映施設に送信する。上映施設は、送られて
きた情報（映画の内容、時間、データ量、料金等）を元に、必要であれば上映場端末より
ネットワークを介しデータを要求する。要求を受けたコンテンツ配信会社は、端末よりネ
ットワークを介しコンテンツを送信する。この際、先に述べたようにデータに暗号化等の
セキュリティ機能が施されていることは言うまでもない。
【００１４】
従って、映画等のデータの配信をインターネット等の配信ネットワーク上で行うことによ
り、従来発生していた配送やテープのコピー等の時間や発生する費用を削減できる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
（本発明の第１の実施の形態）
次に、本発明の第１の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００１６】
図１を参照すると、本発明のデジタルコンテンツ再生システムの第１の実施の形態は、コ
ンテンツサーバー１０１と、映画上映システム（１）１０３と、映画上映システム（２）
１０４と、これらを相互に接続する上映施設内のローカルエリアネットワーク１０２とか
ら構成されている。
【００１７】
コンテンツサーバー１０１は、ワークステーション・サーバー等の情報処理装置である。
ローカルエリアネットワーク１０２は、上映施設内のローカルエリアを結ぶネットワーク
である。また、映画上映システム（１）１０３及び映画上映システム（２）１０４は、図
２に示す映画上映システムで構成されている。
【００１８】
図２は、各映画上映システムの構成を示した図である。図２を参照すると上映場内のロー
カルエリアネットワーク２０１（図１のローカルエリアネットワーク１０２に相当）と接
続され、コンテンツ格納用のデータ格納用大容量メモリ２０２と、コンテンツを再生する
ための再生システム２０３と、再生システムが何らかの原因で動作しなくなった場合にバ
ックアップを行うバックアップ再生システム２０７と、再生システム２０３からの出力及
びバックアップ再生システム２０７からの出力より、どちらか一方を選択して出力するＡ
Ｖ入出力切り替え機２０４と、スクリーン２０６に映像を投影する映写機２０５と、各ス
ピーカー２０９に効果的なオーディオを出力するオーディオプロセッサ２０８とから構成
されている。
【００１９】
再生システム２０３及びバックアップ再生システム２０７の構成の詳細を図３、図４に示
す。図３は、再生システム２０３の構成を示した図である。データ格納用大容量メモリ３
０１（図２のデータ格納用大容量メモリ２０２に相当）と接続され、コンテンツに施され
ている暗号を解読する暗号解読モジュール３０２と、オーディオとビデオのデータを分離
するＡＶ分離モジュール３０３と、デジタル圧縮されたビデオデータを伸張するビデオデ
コーダ３０４と、伸張されたビデオ信号を出力するビデオ信号出力機３０５と、圧縮され
たオーディオデータを伸張するオーディオデコーダ３０７と、伸張されたオーディオデー
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タを出力するオーディオ信号出力機３０８と、再生システム２０３とバックアップ再生シ
ステム２０７の出力を選択して出力するＡＶ入出力切り替え機３０６（図２のＡＶ入出力
切り替え機２０４に相当）とから構成されている。また、バックアップ再生システム２０
７も図４に示すように図３の再生システムと同等の構成となっている。
【００２０】
図２、図３及び図４より、データ格納用大容量メモリは、容易に置き換えが可能なハード
ディスク等のメモリ装置である。暗号解読モジュール３０２、４０２、ＡＶ分離モジュー
ル３０３、４０３、ビデオデコーダ３０４、４０４、ビデオ信号出力機３０５、４０５、
オーディオデコーダ３０７、４０７、オーディオ信号出力機３０８、４０８は、パーソナ
ルコンピュータ等の情報処理装置に実装されているものでも良いし、または専用機でも良
い。また、ＡＶ入出力切り替え機２０４、３０６、４０６は、入力された信号の有無を自
動的に判断し、入力されている信号の一方のみを出力する切り替え機である。映写機２０
５は、プロジェクタ等のビデオ信号をスクリーン２０６に投影する映像処理装置である。
オーディオプロセッサ２０８は、上映施設のオーディオシステムに合った出力を可能とす
るオーディオ処理装置である。
【００２１】
また、再生システム２０３とバックアップ再生システム２０７は、各ビデオデコーダ間で
ＴＣ（タイムコード）と制御信号のやり取りが行われる。再生システム２０３からは一定
間隔でＴＣが出力され、バックアップ再生システムからは、異常時に制御信号が出力され
る。
【００２２】
本発明のコンテンツ配信方法は、上映施設側が上記再生システムを設置された上で成り立
つ方法である。図７を参照すると、映画製作会社に設置されている映画製作会社端末７０
１と、コンテンツ配信会社に設置されているコンテンツ配信会社端末７０２と、インター
ネット等の通信ネットワーク７０３と、上映施設に設置されている上映施設端末７０４か
ら構成される。ここでいう各端末は、大容量のデータを扱うことを目的とするワークステ
ーション・サーバー等の情報処理装置である。
【００２３】
次に、図１、図２、図３及び図４を参照してデジタルコンテンツ再生システムの第１の実
施の形態の動作について詳細に説明する。
【００２４】
図１を参照すると、上映施設内の各上映場に設置してある映画上映システム（１）１０３
及び映画上映システム（２）１０４は、施設内のローカルエリアネットワーク１０２を介
し、デジタルコンテンツを管理するコンテンツサーバー１０１より上映するコンテンツを
ダウンロードする。
【００２５】
ダウンロードしたデータは、図２に示すデータ格納用大容量メモリ２０２に蓄えられる。
上映期間中は、ここに蓄えておき何度もダウンロードする必要は無い。再生する際は、デ
ータ格納用大容量メモリ２０２よりデータを読み出し、暗号解読モジュール３０２、４０
２にて暗号を解読し、ＡＶ分離モジュール３０３、４０３においてビデオとオーディオデ
ータに分離する。分離された各データは、ビデオデコーダ３０４、４０４及びオーディオ
デコーダ３０７、４０７にて伸張する。伸張した各データは、ビデオ信号出力機３０５、
４０５及びオーディオ信号出力機３０８、４０８を介し、ＡＶ入出力切り替え機２０４、
３０６、４０６に入力される。ＡＶ入出力切り替え機２０４、３０６、４０６は、入力さ
れた信号のどちらか一方の入力を選択し出力する。通常の場合は、再生システム２０３か
らの入力を選択する。もし何らかの異常により、再生システム２０３からの入力が途絶え
た場合は、バックアップ再生システム２０７からの入力を自動的に選択する。ビデオ信号
は、プロジェクタ等の映写機２０５にてスクリーン２０６に投影する。また、オーディオ
信号はオーディオプロセッサ２０８にて、必要な効果等の処理を施しスピーカー２０９に
出力する。ここでは、スピーカーを１つしか記述していないが、映画館のシステムに依存
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し複数のスピーカーに対する出力も可能とする。
【００２６】
次に再生システム２０３、バックアップ再生システム２０７及び、ＡＶ入出力切り替え機
２０４の入出力の切り替え方法を図５を参照して説明する。
【００２７】
図５を参照すると、再生システム２０３により再生が開始（ステップＡ１）される。デコ
ード開始と同時にバックアップ再生システム２０７に対しタイムコード（以下、ＴＣ）を
出力する（ステップＡ２）。バックアップ再生システム２０７は、タイムコードを受け取
ると同時に受け取ったＴＣと同期する形でデコードを開始する（ステップＡ３）。再生シ
ステム２０３は、デコードしたビデオ、オーディオデータをＡＶ入出力切り替え機２０４
に出力（ステップＡ４）し、ＡＶ入出力切り替え機２０４はそのデータを出力する（ステ
ップＡ５）。
再生システム２０３にて異常が発生し、同時にバックアップ再生システム２０７に対する
ＴＣの出力が停止される（ステップＡ６）。ＴＣの入力が停止したバックアップ再生シス
テム２０７は、停止した時のＴＣからのビデオ及びオーディオのデータの出力を開始する
（ステップＡ７）。再生システム２０３からの入力が停止し、バックアップ再生システム
２０７からデータが入力されたＡＶ入出力切り替え機２０４は、バックアップ再生システ
ム２０７側の入力データを出力する（ステップＡ８）。その直後にバックアップ再生シス
テム２０７は、再生システム２０３に対し、制御信号である再生停止信号を出力する（ス
テップＡ９）。その信号を受け取った再生システム２０３は、システムを停止させる（ス
テップＡ１０）。このように、再生システム２０３が何らかの原因により異常が発生した
場合、バックアップ再生システム２０７が異常が発生した個所より、デコードしたビデオ
及びオーディオの信号を出力し、ＡＶ入出力切り替え機により速やかに最終的な出力を切
り替えることにより、スクリーン及びスピーカーへの出力を途絶えることなく出力させる
ことができる。
【００２８】
次に、図６及び図７を参照してデジタルコンテンツの配信方法の第１の実施の形態の動作
について詳細に説明する。
【００２９】
図７を参照すると、映画製作会社端末７０１にて、新作映画が完成する（ステップＢ１）
。映画製作会社は、新作映画が完成し登録したい旨をコンテンツ配信会社に配信する（ス
テップＢ２）。依頼を受け取ったコンテンツ配信会社は、端末７０２より依頼の確認と、
コンテンツの送信要求を映画製作会社に送信する（ステップＢ３）。確認及び送信要求を
受け取った映画製作会社は、新作映画のコンテンツを送信する（ステップＢ４）。コンテ
ンツ配信会社は、受け取った情報及びコンテンツを端末に登録し（ステップＢ５）、その
情報を各上映施設に送付する（ステップＢ６）。上映施設は、受け取った情報を元に、必
要なコンテンツを上映施設端末７０４より要求する（ステップＢ７）。コンテンツ配信会
社は、要求を受けた上映施設に対し、要求されたコンテンツを送信する（ステップＢ８）
。上映施設は、コンテンツを受け取り、問題が無ければ受け取り確認を送付する（ステッ
プＢ９）。
【００３０】
ここで行われるコンテンツの取引は、あくまで事前にお互い契約がなされた会社及び施設
間で行われることが前提となる。また、配信されるコンテンツには、相互に取り決められ
ている暗号化等の不正コピー防止策が施されていることは言うまでも無い。また、依頼や
確認等の簡単な情報のやり取りは、電子メール等による手段を用いることで代用すること
もできる。
【００３１】
（本発明の第２の実施の形態）
次に、本発明の第２の実施の形態について図８を参照して詳細に説明する。
【００３２】
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本発明の第２の実施の形態は、デジタルコンテンツが映画製作会社から配信される時に既
にビデオのデータと、オーディオのデータとに別れて配信される点で、第１の実施の形態
と異なる。
【００３３】
これは、近年急速に普及しているＤＴＳ（ Digital Theater System）等の臨場感を持たせ
たサウンドを実現するためのオーディオフォーマットのように、ビデオデータとオーディ
オデータが元々分離した状態で存在するコンテンツを再生するものである。ローカルエリ
アネットワーク６０１より入力されたデータは、データ格納用大容量メモリ６０２にビデ
オ、オーディオが分離された状態（別々に）で格納される。ビデオデータは、暗号解読モ
ジュール６０３で暗号を解読した後、ビデオデコーダ６０４で伸張する。伸張されたデー
タはビデオ信号出力機６０５を介し、映写機６０６にてスクリーン６０７に投影する。
【００３４】
また、オーディオデータは、暗号解読モジュール６０８で暗号を解読した後、オーディオ
デコーダ６０９で伸張し、オーディオ信号出力機６１０を介し、オーディオプロセッサ６
１１にてスピーカ６１２に出力する。
【００３５】
この第２の実施の形態についても、第１の実施の形態同様、バックアップ再生システムが
存在するものとする。
【００３６】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明には以下の効果がある。
【００３７】
第１の効果は、映画等のビデオ及びオーディオデータをデジタル化し、それを再生するこ
とにより、現在のフィルムを用いた映像に比べ、高画質・高音質を実現できることができ
る。また、保管スペース縮小、映像及び音声の劣化を防ぐ等の効果は顕著である。
【００３８】
第２の効果は、再生システムに加え、バックアップ再生システムを設けることにより、再
生システムで何らかの異常が発生した場合、バックアップ機能が働き、異常発生個所から
の再生を滞りなく行うことができる。
【００３９】
第３の効果は、映画等のデータの配信をインターネット等の配信ネットワーク上で行うこ
とにより、従来発生していた配送やテープのコピー等の時間や発生する費用を削減できる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のデジタルコンテンツ再生システムの第１の実施の形態を示す図である。
【図２】映画上映システムの構成を示した図である。
【図３】再生システムの構成の詳細を示した図である。
【図４】バックアップ再生システムの構成の詳細を示した図である。
【図５】再生システム、バックアップ再生システム及び、ＡＶ入出力切り替え機の入出力
の切り替え方法を説明する図である。
【図６】本発明のデジタルコンテンツ配信システムの第１の実施の形態を示す図である。
【図７】本発明のデジタルコンテンツの配信方法の第１の実施の形態の動作について説明
する図である。
【図８】本発明のデジタルコンテンツ再生システムの第２の実施の形態を示す図である。
【図９】従来の再生システムの構成を示す図である。
【図１０】従来のコンテンツの配信システムを示す図である。
【符号の説明】
１０１　　コンテンツサーバー
１０２、２０１、６０１　　ローカルエリアネットワーク
１０３　　映画上映システム（１）
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１０４　　映画上映システム（２）
２０２、３０１、４０１、６０２　　データ格納用大容量メモリ
２０３　　再生システム
２０４、３０６、４０６　　ＡＶ入出力切り替え機
２０５、６０６、９０２　　映写機
２０６、６０７、９０３　　スクリーン
２０７　　バックアップ再生システム
２０８、６１１、９０６　　オーディオプロセッサ
２０９、６１２、９０７　　スピーカー
３０２、４０２、６０３、６０８　　暗号解読モジュール
３０３、４０３　　ＡＶ分離モジュール
３０４、４０４、６０４　　ビデオデコーダ
３０５、４０５、６０５　　ビデオ信号出力機
３０７、４０７、６０９　　オーディオデコーダ
３０８、４０８、６１０　　オーディオ信号出力機
７０１　　映画製作会社端末
７０２　　コンテンツ配信会社端末
７０３　　ネットワーク
７０４　　上映施設端末
９０１　　フィルム
９０４　　ＣＤ（コンパクトディスク）
９０５　　オーディオ再生装置
Ａ０１　　映画製作会社
Ａ０２　　フィルム製作スタジオ
Ａ０３　　配送センター
Ａ０４　　上映施設
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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