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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の圧縮符号化方式を用いて圧縮符号化されているデジタルテレビジョン放送信号を
受信する受信装置において、
　ユーザからの操作コマンドに対応して、前記デジタルテレビジョン放送信号を受信する
受信手段と、
　ユーザからの操作コマンドに対応して、前記デジタルテレビジョン放送信号と同一の前
記所定の圧縮符号化方式を用いて圧縮符号化されて記憶媒体に記憶されている符号化信号
を読み出す読み出し手段と、
　受信された前記デジタルテレビジョン放送信号または読み出された符号化信号を復号し
てＡＶ信号を得る復号手段と、
　復号結果として得られた前記ＡＶ信号のうちのビデオ信号に、複製を抑止するための情
報を付加する付加手段と、
　複製を抑止するための情報が付加された前記ＡＶ信号を、前記所定の圧縮符号化方式を
用いて再び圧縮符号化して前記記憶媒体に記録するよう制御する記録制御手段と
　を含む受信装置。
【請求項２】
　前記所定の圧縮符号化方式はMPEG２方式である
　請求項１に記載の受信装置。
【請求項３】
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　前記記憶媒体はDVDである
　請求項１に記載の受信装置。
【請求項４】
　前記入力された操作コマンドが、前記デジタルテレビジョン放送のチャンネルの選局を
指令したか、前記記憶媒体の再生を指令したかを判定する判定手段を
　さらに含む請求項１に記載の受信装置。
【請求項５】
　復号結果として得られた前記ＡＶ信号に対応する画像を表示するとともに、音声を出力
する表示出力手段と
　さらに含む請求項１に記載の受信装置。
【請求項６】
　所定の圧縮符号化方式を用いて圧縮符号化されているデジタルテレビジョン放送信号を
受信する受信装置の受信方法において、
　ユーザからの操作コマンドに対応して、前記デジタルテレビジョン放送信号を受信する
受信ステップと、
　ユーザからの操作コマンドに対応して、前記デジタルテレビジョン放送信号と同一の前
記所定の圧縮符号化方式を用いて圧縮符号化されて記憶媒体に記憶されている符号化信号
を読み出す読み出しステップと、
　受信された前記デジタルテレビジョン放送信号または読み出された符号化信号を復号し
てＡＶ信号を得る復号ステップと、
　復号結果として得られた前記ＡＶ信号のうちのビデオ信号に、複製を抑止するための情
報を付加する付加ステップと、
　複製を抑止するための情報が付加された前記ＡＶ信号を、前記所定の圧縮符号化方式を
用いて再び圧縮符号化して前記記憶媒体に記録するよう制御する記録制御ステップと
　を含む受信方法。
【請求項７】
　所定の圧縮符号化方式を用いて圧縮符号化されているデジタルテレビジョン放送信号を
受信する受信装置の制御用のプログラムであって、
　ユーザからの操作コマンドに対応して、前記デジタルテレビジョン放送信号を受信する
受信ステップと、
　ユーザからの操作コマンドに対応して、前記デジタルテレビジョン放送信号と同一の前
記所定の圧縮符号化方式を用いて圧縮符号化されて記憶媒体に記憶されている符号化信号
を読み出す読み出しステップと、
　受信された前記デジタルテレビジョン放送信号または読み出された符号化信号を復号し
てＡＶ信号を得る復号ステップと、
　復号結果として得られた前記ＡＶ信号のうちのビデオ信号に、複製を抑止するための情
報を付加する付加ステップと、
　複製を抑止するための情報が付加された前記ＡＶ信号を、前記所定の圧縮符号化方式を
用いて再び圧縮符号化して前記記憶媒体に記録するよう制御する記録制御ステップと
　を含む処理を受信装置のコンピュータに実行させるプログラムが記録されている記録媒
体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、受信装置および方法、並びに記録媒体に関し、特に、DVD(Digital Versatil
e Disc)-Videoを再生する機能を有する受信装置および方法、並びに記録媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
最近、DVD-Videoを再生するDVDプレイヤが販売されている。なお、DVD-Videoに記録され
ているAVデータは、MPEG(Moving Picture Experts Group)２方式により圧縮符号化されて
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いるので、DVDプレイヤには、圧縮符号化されているAVデータを復号する機能が設けられ
ている。
【０００３】
また、最近、デジタル衛星放送（例えば、スカイパーフェクTV（商標））を受信する受信
装置が普及しつつあるが、デジタル衛星放送において放送されているAVデータも、MPEG２
方式により圧縮符号化されている。したがって、それを受信する受信装置にも、圧縮符号
化されているAVデータを復号する機能が設けられている。
【０００４】
また、今後、実施が予定されている地上デジタル放送においても、MPEG２方式が採用され
る予定であるので、その受信装置についても同様に、圧縮符号化されているAVデータを復
号する機能が設けられる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、あるユーザが、DVD-Videoに記録されているAVデータの視聴と、デジタル放送
（デジタル衛星放送、またはデジタル地上放送）の視聴を行いたい場合、そのユーザは、
DVDプレーヤとセットトップボックス（デジタル放送用の受信装置）を用意しなければな
らないので、それら２台分の購入費用や置き場所が必要となる課題があった。
【０００６】
また、DVDプレーヤの出力と、セットトップボックスの出力を、同一のテレビジョン受像
機に表示させる場合、それらの配線や操作が容易ではない課題があった。
【０００７】
本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、MPEG２方式で圧縮符号化されてい
るデータを復号する機能を共用することにより、デジタルテレビジョン放送信号の受信と
DVD-Videoの再生が可能な受信装置を低コスト、省スペースで実現するものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明の受信装置は、ユーザからの操作コマンドを入力する入力手段と、操作コマンド
に対応して、デジタルテレビジョン放送信号を受信する受信手段と、操作コマンドに対応
して、デジタルテレビジョン放送信号と同一の所定の圧縮符号化方式を用いて圧縮符号化
されて記憶媒体に記憶されている符号化信号を読み出す読み出し手段と、受信されたデジ
タルテレビジョン放送信号を復号してＡＶ信号または読み出された符号化信号を復号して
ＡＶ信号を得る復号手段と、復号結果として得られたＡＶ信号のうちのビデオ信号に、複
製を抑止するための情報を付加する付加手段と、複製を抑止するための情報が付加された
ＡＶ信号を、所定の圧縮符号化方式を用いて再び圧縮符号化して記憶媒体に記録するよう
制御する記録制御手段とを含む。
【０００９】
　本発明の受信方法は、ユーザからの操作コマンドに対応して、デジタルテレビジョン放
送信号を受信する受信ステップと、ユーザからの操作コマンドに対応して、デジタルテレ
ビジョン放送信号と同一の所定の圧縮符号化方式を用いて圧縮符号化されて記憶媒体に記
憶されている符号化信号を読み出す読み出しステップと、受信されたデジタルテレビジョ
ン放送信号または読み出された符号化信号を復号してＡＶ信号を得る復号ステップと、復
号結果として得られたＡＶ信号のうちのビデオ信号に、複製を抑止するための情報を付加
する付加ステップと、複製を抑止するための情報が付加されたＡＶ信号を、所定の圧縮符
号化方式を用いて再び圧縮符号化して記憶媒体に記録するよう制御する記録制御ステップ
とを含む。
【００１０】
　本発明の記録媒体は、ユーザからの操作コマンドに対応して、デジタルテレビジョン放
送信号を受信する受信ステップと、ユーザからの操作コマンドに対応して、デジタルテレ
ビジョン放送信号と同一の所定の圧縮符号化方式を用いて圧縮符号化されて記憶媒体に記
憶されている符号化信号を読み出す読み出しステップと、受信されたデジタルテレビジョ
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ン放送信号または読み出された符号化信号を復号してＡＶ信号を得る復号ステップと、復
号結果として得られたＡＶ信号のうちのビデオ信号に、複製を抑止するための情報を付加
する付加ステップと、複製を抑止するための情報が付加されたＡＶ信号を、所定の圧縮符
号化方式を用いて再び圧縮符号化して記憶媒体に記録するよう制御する記録制御ステップ
とを含む処理を受信装置のコンピュータに実行させるプログラムが記録されている。
【００１１】
　本発明においては、受信されたデジタルテレビジョン放送信号または読み出された符号
化信号が復号され、復号結果として得られたＡＶ信号のうちのビデオ信号に、複製を抑止
するための情報が付加され、複製を抑止するための情報が付加されたＡＶ信号を、所定の
圧縮符号化方式を用いて再び圧縮符号化されて記憶媒体に記録される。
【００１２】
【発明の実施の形態】
本発明を適用したDVD内蔵デジタルテレビジョン受像機の構成例について、図１を参照し
て説明する。このDVD内蔵デジタルテレビジョン受像機１において、受信回路３は、アン
テナ２を介して入力されるデジタルテレビジョン放送波（デジタル衛星放送波、またはデ
ジタル地上放送波）から、制御回路１８からの選局コマンドに対応する信号（MPEG２方式
で圧縮符号化されたAVデータ等）を抽出して多重分離回路(DMUX)４に出力する。多重分離
回路４は、受信回路３から入力される信号を、圧縮符号化されている映像信号、圧縮符号
化されている音声信号、および、著作権保護情報（波形情報、およびAPS(Analog　copy P
rotection System)信号）に分離して切換回路８に出力する。
【００１３】
再生回路６は、制御回路１８から入力される再生コマンドに対応して、DVD５に記録され
ている信号（MPEG２方式で圧縮符号化されたAVデータ等）を読み出し、多重分離回路(DMU
X)７に出力する。多重分離回路７は、再生回路６から入力される信号を、圧縮符号化され
ている映像信号、圧縮符号化されている音声信号、および、著作権保護情報に分離して切
換回路８に出力する。
【００１４】
切換回路８は、制御回路１８からの制御に基づいて、多重分離回路４，７のうちの一方か
ら入力された、圧縮符号化されている映像信号、圧縮符号化されている音声信号、および
、著作権保護情報を、それぞれ、映像信号デコード回路１２、音声信号デコード回路１３
、または著作権保護回路９に出力する。
【００１５】
著作権保護回路９は、切換回路８から入力される著作権情報に基づいて、対応するAVデー
タの著作権を保護するための信号（複製を抑止するための信号）を生成して、挿入回路１
０に出力する。
【００１６】
図２は、著作権保護回路９の詳細な構成例を示している。CGMS信号更新回路２１は、著作
権保護情報に含まれる波形情報に基づいて、CGMS(Copy Generation Management System)
信号を生成し、挿入回路１０に出力する。なお、CGMS信号は、DV(Digital Video)レコー
ダに作用する信号であって、このCGMS信号が挿入されるAVデータに対して許可されるコピ
ー（複製）の回数を制限する２ビットの情報であり、４種類の状態（００，１０，０１，
１１）のうちのいずれかの状態にある。状態００，１０，０１，１１は、それぞれ、Copy
 free、Copy once、Already copied、Never copyを意味している。
【００１７】
AGCパルス出力回路２２は、著作権保護情報に含まれるAPS信号（アナログコピーを許可す
るか否かを示す信号）に基づいて、AGC(Automatical Gain Control)パルス信号を生成し
、挿入回路１０に出力する。なお、AGCパルス信号は、VHS方式のビデオカセットレコーダ
に作用し、AGC処理を妨げる（正常な録画を妨害する）信号である。
【００１８】
カラーストライプ出力回路２３は、著作権保護情報に含まれるAPS信号に基づいて、カラ
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ーストライプ信号を生成し、挿入回路１０に出力する。なお、カラーストライプ信号は、
VHS方式のビデオカセットレコーダに作用し、録画される画像にカラーストライプを挿入
する（正常な録画を妨害する）信号である。
【００１９】
図１に戻る。挿入回路１０は、著作権保護回路９から入力されたCGMS信号、AGCパルス信
号、およびカラーストライプ信号を、映像信号デコード回路１２からの復号されている映
像信号のＶブランク区間に挿入して、外部出力端子１１ａ、ディスプレイ１４、および記
録回路１６に出力する。外部出力端子１１には、例えば、VHS方式のビデオカセットレコ
ーダ（図示せず）が接続される。
【００２０】
映像信号デコード回路１２は、切換回路８から入力される圧縮符号化されている映像信号
を復号して挿入回路１０に出力する。音声信号デコード回路１３は、切換回路８からの圧
縮符号化されている音声信号を復号して外部出力端子１１ｂ、スピーカ１５、および記録
回路１６に出力する。
【００２１】
ディスプレイ１４は、挿入回路１０からの復号された映像信号の画像を表示する。なお、
挿入回路１０からの復号された映像信号はCGMS信号等が挿入されているが、それらの信号
は、ディスプレイ１４に作用せず、表示される画像には影響しない。
【００２２】
スピーカ１５は、音声信号デコード回路１３からの復号された音声信号を放音する。
【００２３】
記録部１６は、制御回路１８からの制御信号に対応し、挿入回路１０から入力される映像
信号（アンテナ２以降の系で受信され、復号されて、Ｖブランク区間にCGMS信号等が挿入
されている映像信号）と、音声信号デコード回路１３から入力される音声信号（アンテナ
２以降の系で受信され、復号された音声信号）を、MPEG２方式で圧縮符号化し、DVD５に
記録する。
【００２４】
リモートコントローラ１７は、デジタルテレビジョン放送の受信や選局、DVD５の再生や
録画を指令する際に用いられる複数のボタン等（いずれも図示せず）を備えており、それ
らのボタンに対するユーザの操作を検知して、対応する操作コマンドを制御回路１８に出
力する。制御回路１８は、リモートコントローラ１７から入力される操作コマンドに基づ
いて、適宜、各回路に制御コマンドを出力する。
【００２５】
次に、DVD内蔵デジタルテレビジョン受像機の表示処理について、図３のフローチャート
を参照して説明する。ステップＳ１において、ユーザがリモートコントローラ１７に設け
られているボタンを押下することにより、デジタルテレビジョン放送のチャンネルの選局
、または、DVD５の再生を指令すると、それに対応する操作コマンドがリモートコントロ
ーラ１７から制御回路１８に供給される。
【００２６】
ステップＳ２において、制御回路１８は、ステップＳ１でリモートコントローラ１７から
入力された操作コマンドが、デジタルテレビジョン放送のチャンネルの選局を指令するも
の、または、DVD５の再生を指令するもののいずれであるかを判定する。入力された操作
コマンドが、デジタルテレビジョン放送のチャンネルの選局を指令するものであると判定
された場合、ステップＳ３に進む。
【００２７】
ステップＳ３において、制御回路１８は、受信回路３に制御コマンドを出力し、切換回路
８を多重分離回路４からの入力を後段に出力するように制御する。この制御コマンドに対
応して、受信回路３は、アンテナ２を介して入力されるデジタルテレビジョン放送波から
の選局されたチャンネルの信号（MPEG２方式で圧縮符号化されたAVデータ等）を抽出して
多重分離回路４に出力する。多重分離回路４は、受信回路３から入力された信号を、圧縮
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符号化されている映像信号、圧縮符号化されている音声信号、および、著作権保護情報に
分離して切換回路８に出力する。切換回路８は、制御回路１８からの制御に従って、多重
分離回路４からの、圧縮符号化されている映像信号を映像信号デコード回路１２に出力し
、圧縮符号化されている音声信号を音声信号デコード回路１３に出力し、著作権保護情報
を著作権保護回路９に出力する。
【００２８】
ステップＳ５において、映像信号デコード回路１２は、切換回路８からの圧縮符号化され
ている映像信号を復号し、挿入回路１０に出力する。音声信号デコード回路１３は、切換
回路８からの圧縮符号化されている音声信号を復号する。
【００２９】
ステップＳ６において、著作権保護回路９のCGMS信号更新回路２１は、著作権保護情報に
含まれる波形情報に基づいて、CGMS信号を生成し、挿入回路１０に出力する。AGCパルス
出力回路２２は、著作権保護情報に含まれるAPS信号に基づいて、AGCパルス信号を生成し
、挿入回路１０に出力する。カラーストライプ出力回路２３は、APS信号に基づいて、カ
ラーストライプ信号を生成し、挿入回路１０に出力する。挿入回路１０は、著作権保護回
路９から入力されたCGMS信号、AGCパルス信号、およびカラーストライプ信号を、映像信
号デコード回路１２からの復号された映像信号のＶブランク区間に挿入して、外部出力端
子１１ａおよび記録回路１６に出力する。この映像信号の出力に同期して、音声信号デコ
ード回路１３は、ステップＳ５で復号した音声信号を外部出力端子１１ｂ、スピーカ１５
、および記録回路１６に出力する。
【００３０】
ステップＳ７において、ディスプレイ１４は、映像信号デコード回路１２からの復号され
た映像信号の画像を表示する。スピーカ１５は、音声信号デコード回路１３からの復号さ
れた音声信号を放音する。
【００３１】
なお、ステップＳ２において、入力された操作コマンドが、DVD５の再生を指令するもの
であると判定された場合、ステップＳ４に進む。
【００３２】
ステップＳ４において、制御回路１８は、再生回路６に制御コマンドを出力し、切換回路
８を多重分離回路７からの入力を後段に出力するように制御する。この制御コマンドに対
応して、再生回路６は、DVD５に記録されている信号（MPEG２方式で圧縮符号化されたAV
データ等）を読み出して多重分離回路７に出力する。多重分離回路７は、再生回路６から
入力された信号を、圧縮符号化されている映像信号、圧縮符号化されている音声信号、お
よび、著作権保護情報に分離して切換回路８に出力する。切換回路８は、制御回路１８か
らの制御に従って、多重分離回路７からの、圧縮符号化されている映像信号を映像信号デ
コード回路１２に出力し、圧縮符号化されている音声信号を音声信号デコード回路１３に
出力し、著作権保護情報を著作権保護回路９に出力する。
【００３３】
その後、ステップＳ５以降の処理が行われる。
【００３４】
以上のように、本実施の形態であるDVD内蔵デジタルテレビジョン受像機１によれば、デ
ジタルテレビジョン放送用のセットトップボックスと、DVDプレーヤと、ディスプレイを
接続して用いることに比較して、例えば、比較的回路の規模が大きいMPEGデコーダ（映像
信号デコード回路１２等）や、電源、筐体を共用することができるので、省スペース、低
コスト、および故障率を低減させることが可能となる。また、映像信号等の配線を実施す
る必要がないので、ユーザの手間を省くことが可能となる。
【００３５】
さらに、本実施の形態によれば、デジタル信号であるAVデータをアナログ信号に変換する
ことなく処理することができるので、データの帯域の劣化、クロスカラー、ドット妨害等
の発生を抑止することが可能となり表示される画像の画質が向上する。
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【００３６】
なお、本実施の形態は、デジタルテレビジョン放送で放送されているAVデータをDVD５に
記録する場合、受信した圧縮符号化されているAVデータを復号した後、再び、圧縮符号化
して記録するようになされているが、受信した圧縮符号化されているAVデータを、そのま
ま録画するようにしてもよいし、復号されたAVデータ（アナログデータ）を記録するよう
にしてもよい。
【００３７】
また、本発明は、デジタル化されたケーブルテレビジョン用のセットトップボックス、そ
の他の機器にも適用することが可能である。
【００３８】
なお、上記各処理を行うコンピュータプログラムは、磁気ディスク、CD-ROM等の情報記録
媒体よりなる提供媒体のほか、インターネット、デジタル衛星などのネットワーク提供媒
体を介してユーザに提供することができる。
【００３９】
【発明の効果】
　以上のように、本発明によれば、受信したテレビジョン放送信号、またはDVD-Videoか
ら再生したAV信号を復号する復号手段を共用するようにしたので、DVD-Videoを再生可能
な受信装置の低コスト化、および省スペース化が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用したDVD内蔵デジタルテレビジョン受像機１の構成例を示すブロッ
ク図である。
【図２】図１の著作権保護回路９の構成例を示すブロック図である。
【図３】　DVD内蔵デジタルテレビジョン受像機１の動作を説明するフローチャートであ
る。
【符号の説明】
１　DVD内蔵デジタルテレビジョン受像機，　２　アンテナ，　３　受信回路，４　多重
分離回路，　５　DVD，　６　再生回路，　７　多重分離回路，　８切換回路，　９　著
作権保護回路，　１０　挿入回路，　１１　外部出力端子，　１２　映像信号デコード回
路，　１３　音声信号デコード回路，　１４　ディスプレイ，　１５　スピーカ，　１６
　記録回路，　１７　リモートコントローラ，　１８　制御回路
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