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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の装置内に蓄積された第１のコンテンツデータを第２の装置で再生可能な第２のコ
ンテンツデータに変換する変換ステップと、
　変換された第２のコンテンツデータを前記第１の装置内に保存するとともに、前記変換
された第２のコンテンツデータを第２の装置へ移動する移動ステップと、
　前記変換された第２のコンテンツデータの前記第２の装置への移動に応じて、前記第１
の装置内に蓄積された第１のコンテンツデータを復元可能な再生不能データに変換する再
生不能化ステップと、を含み、
　前記変換ステップでは、前記第１のコンテンツデータから一部のデータを抽出し、抽出
されたデータを用いて第２のコンテンツデータを生成し、
　前記再生不能化ステップでは、前記変換ステップにおいて前記第１のコンテンツデータ
から抽出された一部のデータを消去することにより、前記第１のコンテンツデータを再生
不能にする
ことを特徴とする再生制御方法。
【請求項２】
　前記第１のコンテンツデータは、映像データと音声データを含むＭＰＥＧ形式のデータ
であり、
　前記一部のデータは、映像データのＩピクチャのＤＣ成分と音声データである
ことを特徴とする請求項１に記載の再生制御方法。
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【請求項３】
　さらに、前記第２のコンテンツデータが前記第２の装置から前記第１の装置へ再移動さ
れた場合に、再生不能データに変換された前記第１の装置内の第１のコンテンツデータを
、前記第１の装置へ再移動された第２のコンテンツデータを用いて、復元する復元ステッ
プ、
を含むことを特徴とする請求項１または２に記載の再生制御方法。
【請求項４】
　第１の装置内に蓄積された第１のコンテンツデータを第２の装置で再生可能な第２のコ
ンテンツデータに変換する変換ステップと、
　変換された第２のコンテンツデータを前記第１の装置内に保存するとともに、前記変換
された第２のコンテンツデータを第２の装置へ移動する移動ステップと、
　前記変換された第２のコンテンツデータの前記第２の装置への移動に応じて、前記第１
の装置内に蓄積された第１のコンテンツデータを復元可能な再生不能データに変換する再
生不能化ステップと、を含み、
　前記再生不能化ステップでは、暗号化鍵を用いて前記第１の装置内に蓄積された第１の
コンテンツデータを暗号化し、
　前記移動ステップでは、前記第２のコンテンツデータと共に前記暗号化鍵を前記第２の
装置へ移動する
ことを特徴とする再生制御方法。
【請求項５】
　さらに、前記第２の装置内で前記第２のコンテンツデータが消去されて、前記暗号化鍵
が第２の装置から前記第１の装置へ送信された場合に、再生不能データに変換された前記
第１の装置内の第１のコンテンツデータを、前記第１の装置へ送信された前記暗号化鍵を
用いて、復元する復元ステップ、
を含むことを特徴とする請求項４に記載の再生制御方法。
【請求項６】
　前記第１の装置内に蓄積された第１のコンテンツデータは第１の画質を有し、前記第２
の装置へ移動された第２のコンテンツデータは前記第１の画質より低い画質を有する
ことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の再生制御方法。
【請求項７】
　前記第２の装置で再生可能なコンテンツデータの解像度、フレームレート、及び、映像
サイズの情報を含む機器データを受信するステップを更に含み、
　前記変換ステップでは、前記第１の装置内に蓄積された第１のコンテンツデータの解像
度、フレームレート、及び、映像サイズを前記機器データに基づき変換する
ことを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の再生制御方法。
【請求項８】
　前記第１の装置内に蓄積された第１のコンテンツデータはコピー制限されたコンテンツ
データである
ことを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の再生制御方法。
【請求項９】
　外部再生装置で再生するための取り外し可能な記憶媒体に、コンテンツデータを移動可
能な再生制御装置であって、
　第１のコンテンツデータを蓄積する蓄積手段と、
　前記第１のコンテンツデータを前記外部再生装置で再生可能な第２のコンテンツデータ
に変換する第１の変換手段と、
　変換された第２のコンテンツデータを前記再生制御装置内に保存するとともに、前記変
換された第２のコンテンツデータを前記記憶媒体へ移動させる移動手段と、
　前記変換された第２のコンテンツデータの前記記憶媒体への移動に応じて、前記蓄積手
段に蓄積された第１のコンテンツデータを復元可能な再生不能データに変換する第２の変
換手段と、を含み、
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　前記第１の変換手段は、前記第１のコンテンツデータから一部のデータを抽出し、抽出
されたデータを用いて第２のコンテンツデータを生成し、
　前記第２の変換手段は、前記第１の変換手段において前記第１のコンテンツデータから
抽出された一部のデータを消去することにより、前記第１のコンテンツデータを再生不能
にする
ことを特徴とする再生制御装置。
【請求項１０】
　前記第１のコンテンツデータは、映像データと音声データを含むＭＰＥＧ形式のデータ
であり、
　前記一部のデータは、映像データのＩピクチャのＤＣ成分と音声データである
ことを特徴とする請求項９に記載の再生制御装置。
【請求項１１】
　さらに、前記第２のコンテンツデータが前記記憶媒体から前記再生制御装置へ再移動さ
れた場合に、再生不能データに変換された前記再生制御装置内の第１のコンテンツデータ
を、前記再生制御装置へ再移動された第２のコンテンツデータを用いて、復元する復元手
段、
を含むことを特徴とする請求項９または１０に記載の再生制御装置。
【請求項１２】
　外部再生装置で再生するための取り外し可能な記憶媒体に、コンテンツデータを移動可
能な再生制御装置であって、
　第１のコンテンツデータを蓄積する蓄積手段と、
　前記第１のコンテンツデータを前記外部再生装置で再生可能な第２のコンテンツデータ
に変換する第１の変換手段と、
　変換された第２のコンテンツデータを前記再生制御装置内に保存するとともに、前記変
換された第２のコンテンツデータを前記記憶媒体へ移動させる移動手段と、
　前記変換された第２のコンテンツデータの前記記憶媒体への移動に応じて、前記蓄積手
段に蓄積された第１のコンテンツデータを復元可能な再生不能データに変換する第２の変
換手段と、を含み、
　前記第２の変換手段は、暗号化鍵を用いて前記再生制御装置内に蓄積された第１のコン
テンツデータを暗号化し、
　前記移動手段は、前記第２のコンテンツデータと共に前記暗号化鍵を前記記憶媒体へ移
動する
ことを特徴とする再生制御装置。
【請求項１３】
　さらに、前記記憶媒体内で前記第２のコンテンツデータが消去されて、前記暗号化鍵が
前記記憶媒体から前記再生制御装置へ送信された場合に、再生不能データに変換された前
記再生制御装置内の第１のコンテンツデータを、前記再生制御装置へ送信された前記暗号
化鍵を用いて、復元する復元手段、
を含むことを特徴とする請求項１２に記載の再生制御装置。
【請求項１４】
　前記再生制御装置内に蓄積された第１のコンテンツデータは第１の画質を有し、前記記
憶媒体へ移動された第２のコンテンツデータは前記第１の画質より低い画質を有する
ことを特徴とする請求項９～１３のいずれか１項に記載の再生制御装置。
【請求項１５】
　前記外部再生装置で再生可能なコンテンツデータの解像度、フレームレート、及び、映
像サイズの情報を含む機器データを受信する受信手段を更に含み、
　前記第１の変換手段は、前記再生制御装置内に蓄積された第１のコンテンツデータの解
像度、フレームレート、及び、映像サイズを前記機器データに基づき変換する
ことを特徴とする請求項９～１４のいずれか１項に記載の再生制御装置。
【請求項１６】
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　前記再生制御装置内に蓄積された第１のコンテンツデータはコピー制限されたコンテン
ツデータである
ことを特徴とする請求項９～１５のいずれか１項に記載の再生制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツデータの再生に係る再生制御方法及び再生制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、コンテンツの移動を安全、確実に行なうための手法を開示する。
【０００３】
　特許文献１は、「トランスポートストリームを外部記憶機器に移動（コピーと元のデー
タの消去）させることが確実に行なえ、且つ途中までならコピーを許してしまうといった
事態を防止することができるディジタル放送受信装置及び情報記録再生装置」を開示する
。
【０００４】
　特許文献２は、一世代のみコピー可のコンテンツの前提として、「Copy One Generatio
n」は、文字通りその情報の一世代目まではコピーを許すということであり、１回のみコ
ピーを許す「Copy Once」とは異なること、１人のユーザが２台の装置で同時に記録する
ことは認められていることを開示する。
【０００５】
　特許文献３は、「記録禁止となっているディジタル放送データの保存および視聴を可能
にするディジタル放送システム」を開示する。
【特許文献１】特開２００２－２９０９０５号公報（三洋）
【特許文献２】特開２００２－３１９２２７号公報（日立）
【特許文献３】特開平１１－１４６３７８号公報（ソニー）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１は、コピー元のコンテンツの全体を消去することを前提にしている。特許文
献２は、１世代のみコピー可のコンテンツの全体を一時的にコピー可とする手法であるが
、コピー不可コンテンツを対象としていない。特許文献３では、受信したコピー不可コン
テンツを劣化させて記録するので高画質で視聴することはできない。
【０００７】
　＜コピー＞
　従来より、一般の放送番組等は、劣化を伴う私的コピーは許可されるという認識があっ
た。近年、メディアのデジタル化、インターネット等のネットワークの普及に伴い、デジ
タルコンテンツは、高画質、無劣化のコピーを容易に作成可能である。このようなコピー
の氾濫からコンテンツ権利者の権利を保護したいという放送者側の要望がある。
【０００８】
　デジタル放送においては、放送番組は１世代のみコピー可コンテンツとして放送され、
一度受信装置や記録装置で記録した時点でコピー不可コンテンツとなる。その後、バック
アップを取る、ダイジェストを作成する、他の機器で視聴するといった従来なら可能であ
ったことが困難になり、視聴者にとっては不便なものとなっている。
【０００９】
　＜移動＞
　コピー不可コンテンツに対しても「移動」は許可されている。しかし、移動に関しては
、高画質のコンテンツを低画質に変換して移動すると、元の高画質のコンテンツを２度と
視聴できないという問題がある。
【００１０】
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　例えば、家庭のテレビション装置で受信、記録したコンテンツを携帯電話で視聴したい
という要求は少なからず存在する。しかし、デジタル放送で伝送されるデータは家庭のテ
レビション装置で視聴することを前提に放送されているので、比較的高解像度（高解像度
の場合、解像度：１９２０x１０８０など）であり、録画した際の容量も大きい（１時間
の録画で１０Gbyte程度）。
【００１１】
　一方、携帯電話は、画面の解像度も２４０ｘ１８０程度と小さく、メモリ等にデータを
記録できる容量もせいぜい１Gbyte程度と小さく、前記高解像度のデータをすべて移動で
きない。移動できたとしても表示できないので、テレビション装置側で、低解像度に縮小
処理をして移動することになる。
【００１２】
　しかしながら、低解像度に変換して移動する際に高解像度のデータが消去されるため、
携帯電話からＴＶ装置に再度移動しても元の高解像度で視聴することができなかった。
【００１３】
　＜その他＞
　一方、インターネット、ブロードバンドの普及に伴い、上記テレビション装置で記録し
たコンテンツを携帯電話で視聴したいという要求に対して、コンテンツを受信機の記録装
置に残したまま、インターネットへコンテンツを送信するという方法も考えられる。しか
し、動画映像を含むテレビション番組のようなコンテンツでは、広帯域を使用する。その
ため、例えば、携帯電話の帯域では画質的に問題があるばかりでなく、通信料がかさむと
いう問題もあった。また、インターネット経由でコンテンツの不正な流出を危惧する関係
者も多い。
【００１４】
　本発明の目的は、コンテンツを保護しつつ、第２の装置でコンテンツを視聴可能にする
ことである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を達成するため、本発明の第１の態様は、第１の装置内に蓄積された第１のコ
ンテンツデータを第２の装置で再生可能な第２のコンテンツデータに変換する変換ステッ
プと、変換された第２のコンテンツデータを前記第１の装置内に保存するとともに、前記
変換された第２のコンテンツデータを第２の装置へ移動する移動ステップと、前記変換さ
れた第２のコンテンツデータの前記第２の装置への移動に応じて、前記第１の装置内に蓄
積された第１のコンテンツデータを復元可能な再生不能データに変換する再生不能化ステ
ップと、を含み、前記変換ステップでは、前記第１のコンテンツデータから一部のデータ
を抽出し、抽出されたデータを用いて第２のコンテンツデータを生成し、前記再生不能化
ステップでは、前記変換ステップにおいて前記第１のコンテンツデータから抽出された一
部のデータを消去することにより、前記第１のコンテンツデータを再生不能にすることを
特徴とする再生制御方法である。
　また、本発明の第２の態様は、第１の装置内に蓄積された第１のコンテンツデータを第
２の装置で再生可能な第２のコンテンツデータに変換する変換ステップと、変換された第
２のコンテンツデータを前記第１の装置内に保存するとともに、前記変換された第２のコ
ンテンツデータを第２の装置へ移動する移動ステップと、前記変換された第２のコンテン
ツデータの前記第２の装置への移動に応じて、前記第１の装置内に蓄積された第１のコン
テンツデータを復元可能な再生不能データに変換する再生不能化ステップと、を含み、前
記再生不能化ステップでは、暗号化鍵を用いて前記第１の装置内に蓄積された第１のコン
テンツデータを暗号化し、前記移動ステップでは、前記第２のコンテンツデータと共に前
記暗号化鍵を前記第２の装置へ移動することを特徴とする再生制御方法である。
【００１６】
　また、本発明の第３の態様は、外部再生装置で再生するための取り外し可能な記憶媒体
に、コンテンツデータを移動可能な再生制御装置であって、第１のコンテンツデータを蓄
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積する蓄積手段と、前記第１のコンテンツデータを前記外部再生装置で再生可能な第２の
コンテンツデータに変換する第１の変換手段と、変換された第２のコンテンツデータを前
記再生制御装置内に保存するとともに、前記変換された第２のコンテンツデータを前記記
憶媒体へ移動させる移動手段と、前記変換された第２のコンテンツデータの前記記憶媒体
への移動に応じて、前記蓄積手段に蓄積された第１のコンテンツデータを復元可能な再生
不能データに変換する第２の変換手段と、を含み、前記第１の変換手段は、前記第１のコ
ンテンツデータから一部のデータを抽出し、抽出されたデータを用いて第２のコンテンツ
データを生成し、前記第２の変換手段は、前記第１の変換手段において前記第１のコンテ
ンツデータから抽出された一部のデータを消去することにより、前記第１のコンテンツデ
ータを再生不能にすることを特徴とする再生制御装置である。
　また、本発明の第４の態様は、外部再生装置で再生するための取り外し可能な記憶媒体
に、コンテンツデータを移動可能な再生制御装置であって、第１のコンテンツデータを蓄
積する蓄積手段と、前記第１のコンテンツデータを前記外部再生装置で再生可能な第２の
コンテンツデータに変換する第１の変換手段と、変換された第２のコンテンツデータを前
記再生制御装置内に保存するとともに、前記変換された第２のコンテンツデータを前記記
憶媒体へ移動させる移動手段と、前記変換された第２のコンテンツデータの前記記憶媒体
への移動に応じて、前記蓄積手段に蓄積された第１のコンテンツデータを復元可能な再生
不能データに変換する第２の変換手段と、を含み、前記第２の変換手段は、暗号化鍵を用
いて前記再生制御装置内に蓄積された第１のコンテンツデータを暗号化し、前記移動手段
は、前記第２のコンテンツデータと共に前記暗号化鍵を前記記憶媒体へ移動することを特
徴とする再生制御装置である。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、コンテンツを保護しつつ、第２の装置でコンテンツを視聴できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　＜第１の実施例＞
　以下、テレビション放送（ＴＶ放送）を受信可能なテレビション装置（ＴＶ装置）１０
０と携帯端末２００とを例にして第１の実施例について説明する。
【００２０】
　まず、放送を受信可能なＴＶ装置１００について図１を用いて説明する。
【００２１】
　図１は、第１の実施例にかかるＴＶ装置１００を説明するブロック図である。ＴＶ装置
１００は、チューナ部１０１、データ分離部１０２、ＡＶデコード部１０３、音声制御部
１２１、音声出力部１２２、グラフィック制御部１３１、表示合成制御部１３３、表示部
１３４、メモリ部１５１、データ蓄積部１５２、インタフェース部１６１、外部メモリ接
続部１６２、インターネット接続部１７１、リモコン制御部１８１、システム制御部１９
１等から構成される。
【００２２】
　チューナ部１０１は、受信したＴＶ放送の高周波ＴＶ信号を増幅、希望局の選局を行い
、映像データ／音声データ等の番組データ、各種データが混合されたＴＳデータ（Transp
ort Stream data）を復調する。
【００２３】
　データ分離部１０２は、前記ＴＳデータを、映像データ／音声データ等の番組データと
、後述する番組情報データ、データ放送用データ（データ放送コンテンツ、各種メタデー
タ、制御文書、その他データ放送用データ）等に分離する。そして、データ分離部１０２
は、映像データ／音声データ等の番組データは、ＡＶデコード部１０３へ、その他、番組
情報データとデータ放送用データは、内部バスs１１９を通して、メモリ部１５１へ出力
する。
【００２４】
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　ＡＶデコード部１０３は、映像データ及び音声データを処理する。ＡＶデコード部１０
３は、前記分離された音声データをデコードし音声制御部１２１へ出力し、ＭＰＥＧ等で
エンコードされた映像データをデコードしグラフィック制御部１３３へ出力する。ＡＶデ
コード部１０３は、最大、解像度１９２０ｘ１０８０、フレームレート６０Ｈｚまでの映
像データをデコードできる。
【００２５】
　音声制御部１２１は、前述ＡＶデコード部１０３と内部バスs１１９からの音声データ
を、切り替え、あるいは合成し、音量、音質、臨場感などを制御し、音声信号として音声
出力部１２２へ出力する。
【００２６】
　前記音声出力部１２２は入力された音声信号を増幅し、スピーカより音声を出力する。
【００２７】
　グラフィック制御部１３１は、データ放送画面、本ＴＶ装置１００内のアプリケーショ
ン画面、メッセージ等のＧＵＩ画面等を後述するシステム制御部１９１の制御に基づき生
成する。
【００２８】
　表示合成制御部１３３は，ＡＶデコード部１０３からの番組データと、グラフィック制
御部１３１で生成された画像データを、システム制御部１９１からの制御信号に基づき、
切り替え、合成、拡大／縮小、その他各種変換、補正等を行い、表示部１３４へ出力する
。
【００２９】
　表示合成制御部１３３は、データ放送プレーンとアプリケーションプレーンの独立に描
画および制御可能な２つのプレーンを有し、前記データ放送プレーンはさらに、動画プレ
ーン、静止画プレーン、文字図形プレーン等の複数プレーンからなり、これらも独立に制
御可能である。
【００３０】
　表示部１３４は、前記表示合成制御部１３３からの画像データを表示する表示器であり
、例えば、解像度１９２０x１０８０、フレームレート６０Ｈｚ、サイズ５０インチの性
能を持つ高解像度表示で大画面、高画質表示が可能な表示装置である。
【００３１】
　メモリ部１５１は、前記データ分離部１０２により分離されたデータ放送コンテンツ、
番組情報データ、制御文書、その他データ放送用データ等を保存する。また、メモリ部１
５１は、システム制御部１９１がプログラム実行のために使用するワークメモリとしても
使用される。
【００３２】
　データ蓄積部１５２は、いわゆるＨＤＤ装置である。データ蓄積部１５２は、前記受信
した制御文書、あるいは、視聴者あるいは後述するシステム制御部１９１の指示により、
各種データ（前記受信した映像データ、音声データ、およびその他のコンテンツ）の蓄積
、再生、削除等を行なう。該ＨＤＤ装置は、前述したメモリ部１５１と比較し、非常に容
量が大きく（数百Gbyte以上）、受信した高品質の番組データを番組ごとに複数蓄積可能
である。
【００３３】
　また、その他、システム制御部１９１が受信、蓄積、再生といった各種制御に使用する
ために、前記受信した番組情報、メタデータ、制御文書、その他データ放送用データ、ま
た、課金制御データ、視聴者の視聴履歴データ等々のデータが蓄積され、必要に応じて逐
次保存、削除を行なう。後述する蓄積管理テーブル等の制御データも保存される。該シス
テム制御部１９１の使用する領域は、映像データおよび音声データ等とは別途管理される
。
【００３４】
　インタフェース部１６１は、後述する携帯端末２００を接続し、各種データの送受信制
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御等を行なう。
【００３５】
　外部メモリ接続部１６２は、外部不揮発性のメモリカード３０１を接続するためのコネ
クタ部である。
【００３６】
　メモリカード３０１は、外部不揮発性のメモリカードである。メモリカード３０１は、
後述する携帯端末２００、デジタルカメラ等、他装置のデータ、コンテンツのコピー、移
動、交換に使用されるほか、ＴＶ装置１００の補助的蓄積部としても使用される。ＴＶ装
置１００の映像データおよび音声データ等の番組データを該メモリカード３０１へ移動し
、他の装置で視聴するため取り外し可能な外部メディアとしても使用される。
【００３７】
　インターネット接続部１７１は、図示しないルータ等を介し、インターネットと接続し
、放送局サーバ、課金サーバ等と接続し、受信装置の予約、蓄積情報、あるいは有料コン
テンツの課金情報等の各種データの送受信等を行なう際に使用される。
【００３８】
　また、インターネット接続部１７１は、インターネットを介し、携帯端末２００と接続
し、双方向でデータの送受信や制御を行なう。
【００３９】
　リモコン制御部１８１は、赤外線を利用したリモコン送受信制御部である。リモコン制
御部１８１は、ＴＶ視聴者が操作するリモコン装置とデータの送受信を行い、該データを
システム制御部１９１に転送する。
【００４０】
　システム制御部１９１は、ＴＶ装置１００内各部を統括的に制御する。システム制御部
１９１は、図示しないＣＰＵ、主記憶、バス制御部、プログラム格納部、パラメータ保存
部、ＩＤ保存部、時計部、タイマ部などから構成される。
【００４１】
　システム制御部１９１は、ＴＶ放送の受信において、前述したチューナ部１０１および
データ分離部１０２を制御する。
【００４２】
　システム制御部１９１は、リモコン装置から送信されたチャンネル選択信号に従ってチ
ューナ部１０１でのチャネル切り替えを制御して、所望の放送電波を受信するために後述
するＴＳデータの復調を制御する。そして、システム制御部１９１は、データ分離部１０
２に、該ＴＳデータより前記映像データ／音声データ等の番組データと、番組情報データ
、データ放送用データを分離させる。
【００４３】
　システム制御部１９１は、番組データをＡＶデコード部１０３へ出力させると共に、番
組情報データ、データ放送用データは内部バスｓ１１９を通してメモリ部１５１、データ
蓄積部１５２へ格納させる。
【００４４】
　システム制御部１９１は、格納した番組情報データ、データ放送用データを解析し、課
金制御等を含むアクセス制御を行い、また、番組情報を抽出して通常放送またはサーバ型
放送の番組表の構築等を行なう。
【００４５】
　システム制御部１９１は、リモコン等によるユーザの指示、前述の制御文書の指示に従
い、放送される映像データおよび音声データ等のコンテンツの予約、受信、蓄積、再生、
課金等を制御し、前記受信した映像データおよび音声データ等の番組データをデータ蓄積
部１５２に蓄積させる。
【００４６】
　システム制御部１９１は、グラフィック制御部１３１を制御し、映像データ及びデータ
放送用データの表示、ＴＶ装置１００内のアプリケーションの表示、メッセージ、操作パ
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ネル等を表示させる。
【００４７】
　システム制御部１９１は、インタフェース部１６１に接続される携帯端末２００を認識
し、視聴者からの要求に基づき、前記蓄積した映像データの一部を変換し、携帯端末２０
０へコピーまたは移動させ、前記蓄積した音声データを変換しないでそのまま携帯端末２
００へコピーまたは移動させる。この際、システム制御部１９１は、必要に応じ、携帯端
末２００へコピーまたは移動するデータの暗号化処理を行なう。
【００４８】
　システム制御部１９１は、表示合成制御部１３３を制御し、ＡＶデコード部１０３から
の映像データと、グラフィック部１３１等からの画像データを合成させる。表示合成制御
部１３３は、補正等の各種情報表示等の制御を行い、表示部１３４に各種情報を表示させ
る。
【００４９】
　システム制御部１９１は、同様に、音声制御部１２１を制御し、音声の合成および音声
出力部１２２への出力を制御する。
【００５０】
　また、システム制御部１９１は、視聴者の操作するリモコン装置との各種データの送受
信を制御し、該データに基づき、ＴＶ装置１００内の制御を行なう。
【００５１】
　S１１９は、内部バスであって、データバス並びに制御バスである。前述のように、内
部バスS１１９は、画像データ、音声データの転送、各部から情報の転送に使用される。
【００５２】
　次に、本実施例で移動視聴時に使用される携帯端末２００に関して図２で説明する。携
帯端末２００は、送受信制御部２０１、ＡＶデコード部２１１、音声制御部２２１、音声
出力部２２２、表示制御部２３３、表示部２３４、メモリ部２５１、インタフェース部２
６１、外部メモリ接続部２６２、操作部２７１、音声入力部２８１、システム制御部２９
１等から構成される。
【００５３】
　本携帯端末２００は、取り外し可能なメモリカード付きの携帯電話装置である。該携帯
端末２００の表示は、後述するように、前述のＴＶ装置１００の画質（本発明の「第１の
画質」に相当）に比べて低画質である。
【００５４】
　送受信制御部２０１は、無線により、電話局と双方向に通信を行い、相手先との通話を
実現する。また、携帯端末２００は、送受信制御部２０１を使用して、インターネット接
続等を行い、サーバ等と各種データの送受信を行なう。また、携帯端末２００は、送受信
制御部２０１を使用して、前述のようにＴＶ装置１００との接続を行い、各種データの送
受信、制御等を行なう。送受信したデータは、必要に応じ、内部バスＳ２１９を介してメ
モリ部２５１、外部メモリ３０２へ保存される。
【００５５】
　ＡＶデコード部２１１は、送受信制御部２０１から受信した、あるいは、メモリ部２５
１や外部メモリ部３０２に蓄積されたＭＰＥＧ等でエンコードされた映像データ及び音声
データをデコードし、音声制御部２２１および表示制御部２３３へそれぞれ出力する。
【００５６】
　該ＡＶデコード部２１１は、送受信制御部２０１の性能、メモリ部２５１の容量、後述
する表示器２３４の表示器性能に合わせ、解像度３２０x２４０、フレームレート３０Ｈ
ｚの映像データをデコードできる。
【００５７】
　音声制御部２２１は、前述したＡＶデコード部２１１、内部バスｓ２１９からの音声デ
ータを、切り替え、あるいは合成し、音量、音質、臨場感などを制御し、音声信号として
後述する音声出力部２２２へ出力する。
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【００５８】
　音声出力部２２２は、前記音声制御部１２１から入力された音声信号を増幅し、スピー
カより音声を出力する。
【００５９】
　表示制御部２３３は、ＡＶデコード部２１１でデコードされた映像データを、表示器２
３４の表示器性能に合わせて、解像度変換やフレームレート変換を行なう。表示制御部２
３３は、携帯端末２００上で動作する、各種アプリケーションの画面、メッセージおよび
メニュー等のＧＵＩ画面等を表示するために、システム制御部２９１からの制御データに
基づき、切り替え、合成、その他各種変換、補正等を行なう。表示制御部２３３は、画面
を表示するためのデータを表示部２３４へ出力する。
【００６０】
　表示部２３４は、表示制御部２３３より出力されるデータに基づき画面を表示する。表
示部２３４は、解像度２４０x１８０、フレームレート２０Ｈｚ、サイズは２.４インチで
表示できる能力（表示器性能）を有しており、ＴＶ装置１００と比較し低画質の表示しか
できない。表示器２３４は、この表示範囲においてコンテンツを表示できる。
【００６１】
　メモリ部２５１では、前記受信した映像データおよび音声データ、その他のコンテンツ
を後述するシステム制御部２９１から指示により、蓄積、再生、削除等が行われる。
【００６２】
　メモリ部２５１は、ＴＶ装置１００のメモリ部１５１とデータ蓄積部１５２の両方の機
能を兼ねた機能を有している。しかし、メモリ部２５１は、容量が小さい（数十Byte～数
Gbyte程度）ため、ＴＶ装置１００で受信するような高解像度の番組データをそのまま蓄
積することは困難である。
【００６３】
　インタフェース部２６１は、ＴＶ装置１００と接続され、各種データの送受信および制
御等を行なう。
【００６４】
　外部メモリ接続部２６２は、外部不揮発性のメモリカード３０２を接続するためのコネ
クタ部である。
【００６５】
　メモリカード３０２は、外部不揮発性のメモリカードである。メモリカード３０２は、
ＴＶ装置１００で使用される、メモリカード３０１と互換性がある。メモリカード３０２
は、ＴＶ装置１００のメモリカード３０１として使用可能である。
【００６６】
　操作部２７１は、キーボード、タッチ操作パネルから構成される。ユーザが携帯端末２
００の操作をするために使用する入力手段である。
【００６７】
　音声入力部２８１は、ユーザが携帯端末２００を利用して通話する際に使用される。
【００６８】
　システム制御部２９１は、携帯端末２００を統括的に制御する。例えば、システム制御
部２９１は、電話局との接続、通話およびデータの送受信を制御する。また、システム制
御部２９１は、局経由でインターネットへの接続、データの送受信、送受信制御部２０１
、インタフェース部２６１またはメモリカード３０２から得られる番組データ等のコンテ
ンツを制御し、表示および音声出力を実行させる。
【００６９】
　また、システム制御部２９１は、インタフェース部２６１を経由してＴＶ装置１００と
接続し、ＴＶ装置１００内の番組データの送受信等を制御する。
【００７０】
　図３は、ＴＶ装置１００のシステム制御部１９１内の各制御部等の構造を示した図であ
る。
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【００７１】
　１９１aはＯＳを含む基本システム制御部である。変換制御部１９１ｂ、コンテンツ管
理部１９１ｃ、機器制御部１９１ｄ、その他の制御部１９１eは、該基本システ制御部１
９１aによる管理下で、動作する。
【００７２】
　１９１ｂは、変換制御部である。変換制御部１９１ｂは、他の制御部からの要求により
、蓄積された映像データと音声データのデータ処理（分離、合成、暗号化、解像度変換、
フレームレート変換等）を行なう。
【００７３】
　１９１ｃは、コンテンツ管理部である。コンテンツ管理部１９１ｃは、蓄積された映像
データおよび音声データの蓄積管理、他機器へのコピー制御、前記変換制御部１９１ｂに
より変換されたデータの保存、他機器への送受信を制御する。
【００７４】
　１９１ｄは、機器制御部である。機器制御部１９１ｄは、インタフェース部１６１、外
部メモリ接続部１６２、インターネット接続部１７１に接続された外部機器を検知し、本
ＴＶ装置１００で認証できる機器かどうかの認証処理を行なう。認証されるとデータの送
受信が許可される。
【００７５】
　機器制御部１９１ｄは、データの送受信を許可した機器に対して一部の番組データの移
動またはコピー等の要求があった際に、コンテンツ管理部１９１ｂと連動し、データの送
受信等の制御を行なう。
【００７６】
　１９１eは、その他の制御部である。その他の制御部１９１eは、ＴＶ装置１００の動作
に必要なＴＶ放送の受信および表示、音声出力、リモコン等の制御を行なうために、その
他の制御機能を含んでいる。例えば、その他の制御部１９１eは、ｂｍｌ文書で記述され
た制御文書に従い動作するいわゆるｂｍｌブラウザ機能を含む。ｂｍｌブラウザ機能は、
前述した各種の制御文書に応じ、受信したデータ放送用データの表示、蓄積および再生、
またはアクセス等を制御する。ｂｍｌ（Broadcast Markup Language）は、文書やデータ
の意味や構造を記述するためのマークアップ言語の一つであるＸＭＬ（eXtensible Marku
p Language）ベースのデータ放送向けのページ記述言語である。
【００７７】
　尚、携帯端末２００もＴＶ装置１００と同様の制御構造を有する。携帯端末２００の制
御構造も、上述のように、携帯端末２００の各機能を制御している。
【００７８】
　本実施例における携帯端末２００はデジタル放送を受信しないため、bmlブラウザ機能
を有しないが、代りにインターネットの各種コンテンツの閲覧、制御ができるように、HT
MLブラウザが搭載されているとする。
【００７９】
　次に、本実施例で放送される放送データに関して説明する。
【００８０】
　図４は、放送局より送信される放送データ、いわゆるＴＳデータの内容を説明する図で
ある。
【００８１】
　本実施例における放送データは、（１）ヘッダ部、（２）番組データ部、（３）データ
放送用データ部の３つより構成される。
【００８２】
　（１）ヘッダ部は、いわゆるＳＩ情報（Service Information）と言われる番組関連情
報と、他の制御情報で構成されている。該ＳＩ情報内には、コンテンツのタイトル、ジャ
ンル、出演者情報、内容等が記述されている。
【００８３】
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　（２）番組データは、いわゆる映像データ／音声データとして伝送される番組部分のこ
とであり、視聴者が視聴する番組データである。該番組データはいわゆるＭＰＥＧ規格に
準拠した構造になっている。
【００８４】
　（３）データ放送用データは、データ放送コンテンツ、各種制御文書等より構成される
。
【００８５】
　制御文書は、データ放送の表示または制御、番組の再生、アクセス制御、課金制御等の
各種制御文書から構成され、コンテンツ記述言語ｂｍｌで記述されたｂｍｌ文書として記
述される。
【００８６】
　次に、前記映像データおよび音声データの変換について説明する。
【００８７】
　前述したように、本実施例で使用される映像データはＭＰＥＧ規格に基づきエンコード
されている。
【００８８】
　ＭＰＥＧエンコードでは、動画像の１フレームの画素を８x８、あるいは８x１６にブロ
ック化し対しＤＣＴ変換が行われる。
【００８９】
　この場合、ＤＣ成分とＡＣ成分と呼ばれるものに分かれるが、このうちＤＣ成分は前記
ブロック内の平均値に相当している。
【００９０】
　また、一方で、ＧＯＰ（Group Of Pictures）と言う複数フレーム単位で、他のピクチ
ャ復号の基本となるフレーム（イントラピクチャ、以下、「Ｉピクチャ（Intra-Picture
）」という）と、そこから動きベクトルを用いて復号されるＰピクチャ（Predictive Pic
ture）、Ｂピクチャ（Bidirectionally predictive-Picture）を決める。
【００９１】
　ＧＯＰは、数フレームから数十フレームごとにグループ化される。Ｉピクチャも１グル
ープ内に１フレームの割合で存在する。
【００９２】
　これらのピクチャをＤＣＴ化後、符号化するが、この際、ＩピクチャのＤＣ成分だけは
、他のピクチャ、ＩピクチャのＡＣ成分とは別に符号化されるため、受信した際、他のデ
ータと分離可能である。
【００９３】
　本実施例では、前記ＭＰＥＧエンコードされている記録した映像データを、携帯端末２
００で視聴する際、該端末装置２００の解像度、フレームレート等の表示器性能に合わせ
て、変換を行なう。
【００９４】
　携帯端末２００用の映像データは、元の映像データのＩピクチャのＤＣ成分を用いて生
成される。
【００９５】
　本実施例では、以下のような手法によっている。
【００９６】
　本実施例では、ＴＶ装置１００から携帯端末２００へ番組データを伝送する前に、携帯
端末２００の機器データ（デコード可能方式、解像度、フレームレート等のデコーダ性能
と表示器性能等）を携帯端末２００よりＴＶ装置１００に送る。
【００９７】
　この機器データを受信したＴＶ装置１００の機器制御部１９１ｄでは、携帯端末の表示
器性能（機器データ）をコンテンツ管理部１９１ｃに送り、変換制御部１９１ｂを制御し
、前記デコーダ性能内で、できるだけ表示器性能に合わせた映像データを生成およびエン
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コードし、機器制御部１９１eを経由して携帯端末２００へ映像データを伝送する。
【００９８】
　まず、ＴＶ装置１００は、ＭＰＥＧデータである元の番組データをデコードし、間引き
、時間補正フレーム生成を行い、表示器性能に合わせてＭＰＥＧ再エンコードを行なう。
【００９９】
　本実施例では、この際、元のＭＰＥＧデータのＩピクチャ時刻のフレームは必ず使用す
るようにする。
【０１００】
　そして、ＭＰＥＧの再エンコードを行なうことで、前記元の番組のＭＰＥＧデータのＩ
ピクチャのＤＣ成分をそのまま利用できる。
【０１０１】
　こうして、前記元の番組のＭＰＥＧデータのＩピクチャのＤＣ成分と、追加エンコード
データを含んだ番組データを携帯端末２００へ伝送する。そして、携帯端末２００は、番
組データを、ＡＶデコード部２１１でデコード、表示制御部２３３で表示器性能に合わせ
補正し表示する。
【０１０２】
　この場合、変換の状況によっては、携帯端末２００側で番組データをデコードする際、
すべての前記ＤＣ成分が使用されない場合もある。
【０１０３】
　具体的には、本実施例のＴＶ装置１００内の元の番組の画像は解像度１９２０ｘ１０８
０、フレームレート６０Ｈｚであり、携帯端末２００のデコーダ性能が、解像度３２０ｘ
２４０、フレームレート６０Ｈｚ、ＭＰＥＧのデコード可能であり、携帯端末２００の表
示器性能は、解像度２４０x１８０、フレームレート２０Ｈｚである。
【０１０４】
　そこで、ＴＶ装置１００としては、元の番組の画像の縦横比（１６:９）を考慮し、携
帯端末２００に解像度２４０ｘ１３５のサイズに表示させるように映像データを変換する
。
【０１０５】
　この場合、解像度としてはＭＰＥＧエンコードされた、元の番組のＭＰＥＧデータの前
記ＤＣ成分のみを使用することで、ちょうど良い解像度になるため、追加データなしで、
該ＤＣ成分のみを画像データとして伝送してもよい。
【０１０６】
　Ｉピクチャだけであると、フレームレートが不足する可能性があるので、時間間隔が空
く場合は、前記ＤＣ成分を元にデコードできるような、解像度２４０x１３５のＰピクチ
ャ、あるいは、Ｂピクチャを生成およびエンコードし（追加のエンコードデータの生成）
、時間的補正は、該データを受信した携帯端末２００の表示制御部２３３で補正するよう
にする。
【０１０７】
　こうすることにより、元のＭＰＥＧデータ（コピー制限された番組データ）の一部を分
離し伝送することで、携帯端末２００で低画質の番組データの視聴が可能になる。
【０１０８】
　尚、音声データは、映像データと異なり、携帯端末２００においてもそのままデコード
、視聴可能である。また、映像に比べてデータ量も小さいためＴＶ装置１００内で携帯端
末２００用の音声データを生成するために再エンコードや変換は行なわなくてよい。
【０１０９】
＜本実施例の動作の説明＞
　次に、本実施例の動作を図５および図６を参照して説明する。図５および図６ともに左
側が、ＴＶ装置１００の動作を示すフローチャートであり、右側が携帯端末２００の動作
を示すフローチャートである。
【０１１０】
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　ＴＶ装置１００のデータ蓄積部１５２には視聴者の操作等で、番組データが蓄積されて
おり視聴可能な状態であり、ＴＶ装置１００および携帯端末２００は互いに認証できる機
器であるとして、以下説明する。
【０１１１】
　＜ＴＶ装置１００から番組データの移動＞
　まず、ＴＶ装置１００から携帯端末２００へ低解像度の番組データを移動し、携帯端末
２００で低画質の番組データを視聴する場合について、図５を参照して説明する。
【０１１２】
　携帯端末２００を接続ケーブルｓ１１によりＴＶ装置１００に接続する。
【０１１３】
　ＴＶ装置１００の機器制御部１９１ｄ、および携帯端末２００のシステム制御部２９１
は、互いに外部機器が接続されたことを検知し（st５０１、t５５１）、次に認証処理を
行なう（st５０２、t５５２）。
【０１１４】
　認証できない場合は、この後の処理が行なえず、ＴＶ装置１００、携帯端末２００とも
処理を終了する（st５０２、t５５２）。この際、ＴＶ装置１００または携帯端末２００
は視聴者に認証できない旨を通知する。
【０１１５】
　認証が成功した場合、ＴＶ装置１００の視聴者は、ＴＶ装置１００のリモコン等を操作
して、ＴＶ装置１００の画面上に表示されるＧＵＩ（Graphical User Interface）等を操
作して、携帯端末２００で視聴したい番組を選択及び決定する（st５０３）。ＴＶ装置１
００は、番組が決定されると携帯端末２００に表示器性能等の機器データの送信を要求す
る（st５０４）。前記選択された番組は、解像度１９２０ｘ１０８０、フレームレート６
０Ｈｚであるとする。
【０１１６】
　該機器データの要求に応じて、携帯端末２００は、ＴＶ装置１００に、デコーダ性能、
表示器性能等の機器データを送信する。前述したように、本実施例では、デコーダ性能は
、ＭＰＥＧデコード可能、最大３２０ｘ２４０、フレームレート３０Ｈｚであり、携帯端
末２００の表示器性能は、解像度２４０ｘ１８０、フレームレート２０Ｈｚである。携帯
端末２００は、該機器データをＴＶ装置１００に伝送する（st５５３）。
【０１１７】
　ＴＶ装置１００が該デコーダ性能、表示器性能等の機器データを受信すると（st５０４
）、選択した番組の映像データを携帯端末２００のデコーダ性能、表示器性能に合わせ、
解像度２４０ｘ１３５、フレームレート約２０Ｈｚで、ＩピクチャのＤＣ成分をできるだ
け残しながら、フレームレート変換、解像度変換を行なう（st５１０、st５１１）。ＴＶ
装置１００は、変換（抽出）後の映像データ等と音声データを携帯端末用の番組データと
して生成する。
【０１１８】
　そして、ＴＶ装置１００は、低解像度の番組データ（該元の番組データのＩピクチャの
ＤＣ成分を使用し変換したデータ、追加のエンコードデータ、音声データ）を携帯端末２
００に送信する（st５１２）。
【０１１９】
　携帯端末２００は、該低解像度の番組データを受信し、メモリ部２５１、あるいはメモ
リカード３０２に保存する（st５５４）。番組データの保存が完了すると、携帯端末２０
０は受信完了通知をＴＶ装置１００に送信する（st５５５、st５５６）。
【０１２０】
　ＴＶ装置１００は、該受信完了通知を受信すると（st５１３）、前記ＩピクチャのＤＣ
成分を映像データから分離及び消去し、選択された番組に係るすべての音声データをデー
タ蓄積部１５２から消去する（st５１４）。該受信完了通知を受信後に、選択された番組
に係る番組データの一部を消去することにより、携帯端末２００への番組データの移動が
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成功しなかったときでも、元の番組データから携帯端末２００用の番組データを再度生成
できる。
【０１２１】
　そして、視聴者の操作に基づき低解像度の映像データと音声データが蓄積された携帯端
末２００においては、前述のごとく、ＡＶデコード部２１１は映像データと音声データを
デコードする。そして、必要に応じて、表示制御部２３３は、フレームレートを補正し、
解像度２４０ｘ１３５、フレームレート２０Ｈｚで、２４０ｘ１８０の表示部２３４に表
示させる（st５５７）。これにより、視聴者は、選択された番組データの視聴が携帯端末
２００で可能となる。
【０１２２】
　一方、ＴＶ装置１００には、元の番組データ（コピー制限された番組データ）のＩピク
チャのＤＣ成分を除いた差分データしか残らないため、正常に復号できない。また、音声
データは、完全に携帯端末２００に移動してしまうので、再生できない。また、元の番組
データのうち映像データをそのまま残したとしても、音声データを移動するため通常の視
聴は不可能になる。
【０１２３】
　＜携帯端末２００から番組データの再移動＞
　次に、該携帯端末２００に移動された低解像度の番組データを、ＴＶ装置１００に再移
動して、ＴＶ装置１００で高画質の番組データで視聴する場合について、図６を参照して
説明する。
【０１２４】
　携帯端末２００とＴＶ装置１００を接続し、双方で認証するまでは、前述図５と同様で
ある（st６０１、st６０２、st６５１、st６５２）。
【０１２５】
　その後、視聴者は、ＴＶ装置１００のリモコンを操作して、移動する低解像度の番組デ
ータを選択し、ＴＶ装置１００へ再移動を決定する（st６０３）。ＴＶ装置１００のリモ
コンで携帯端末２００に保存された番組データを選択する構成としてもよい。この構成は
、ＴＶ装置１００が接続または認証の際に携帯端末２００のメモリ部２５１またはメモリ
カード３０２に保存された番組データの一覧を取得することにより実現可能である。また
、ＴＶ装置１００内に認証した携帯端末２００へ移動した番組データの一覧を保存してお
き、認証した後にＴＶ装置１００の画面に移動した番組データの一覧を選択可能に表示す
るようにしてもよい。
【０１２６】
　選択された低解像度の番組データとしてメモリ部２５１またはメモリカード３０２に受
信、蓄積された、（１）元の番組データのＩピクチャのＤＣ成分を分離したデータ、（２
）追加のエンコードデータ、（３）音声データのうち、（１）元の番組データのＩピクチ
ャのＤＣ成分を分離したデータと（３）音声データの再移動を携帯端末２００に要求する
（st６０４）。
【０１２７】
　携帯端末２００が再移動要求を受信すると、携帯端末２００は元の番組データのＩピク
チャのＤＣ成分を分離したデータと音声データの２種類のデータをＴＶ装置１００に送信
する（st６５５）。
【０１２８】
　該データを受信したＴＶ装置１００の機器制御部１９１ｄは、２種類のデータを認識し
、コンテンツ管理部１９１ｃにデータの受信および管理を依頼する。
【０１２９】
　コンテンツ管理部１９１ｃは、受信したデータが、以前送信した低解像度の番組と音声
データであることを認識し、データ蓄積部に残された差分データと合体させ保存する（st
６０５、st６０６）。
【０１３０】



(16) JP 4769513 B2 2011.9.7

10

20

30

40

50

　コンテンツ管理部１９１cは、機器制御部１９１dを経由して、受信完了通知と、低解像
度番組の消去要求を携帯端末２００に行なう（st６０８）。携帯端末２００が削除要求を
受信すると、メモリ部２５１または外部メモリ部３０２内に蓄積された低解像度の番組デ
ータを消去する（st６５６、st６５７）。
【０１３１】
　その後、ＴＶ装置１００内に該番組の全番組データが揃い、高解像度の番組として、視
聴可能な状態が復元される（st６１０、st６１１）。
【０１３２】
　尚、図示しないが、携帯端末２００で前記低解像度の番組データの視聴を終了した後に
ＴＶ装置１００で高解像度の番組データを視聴する必要がなく、該番組データを消去した
い場合について説明する。
【０１３３】
　視聴者は携帯端末２００の操作部により番組データを消去する操作を行なう。この場合
、携帯端末２００は、端末装置２００内のメモリカード３０２内の低解像度の番組データ
を消去すると共に、システム制御部２９１が送受信制御部２０１を制御してインターネッ
ト経由で、番組データを消去した旨を通知する消去情報をＴＶ装置１００へ送信する。
【０１３４】
　ＴＶ装置１００が消去情報をインターネット接続部１７１経由で受信すると、ＴＶ装置
１００の機器制御部１９１dは、携帯端末２００と該消去情報とを認識し、コンテンツ管
理部１９１ｃに、該番組の消去を依頼する。コンテンツ管理部１９１ｃは保存されている
高解像度の差分データを消去する。こうすることで、ＴＶ装置１００が無駄なデータを蓄
積することを防止できる。
【０１３５】
　本実施例の構成によれば、高解像度で番組データを視聴不可能である携帯端末２００に
において低解像度の番組データの視聴を容易にする。更に、携帯端末２００が低解像度の
番組データを視聴可能であるときは、ＴＶ装置１００において高解像度の番組データの視
聴を不可能とすることができる。また、携帯端末２００から低解像度の番組データを再移
動することにより、元の高解像度の番組をＴＶ装置１００で視聴可能とすることができる
。
【０１３６】
　＜第２の実施例＞
　第１の実施例においては、ＭＰＥＧ形式の映像データのＤＣＴブロックの一部を伝送す
るような手法を用いて携帯端末２００に低解像度の映像データを移動した後に、ＴＶ装置
１００内での番組データの視聴を不可能にした。
【０１３７】
　これに対して、第２の実施例においては、以下のような手法により、携帯端末２００へ
番組データの移動後、ＴＶ装置１００と、携帯端末２００で共に低解像度の番組データを
視聴可能にしている。
【０１３８】
　図７、図８を参照してその手法と動作について以下説明する。
【０１３９】
　＜低解像度の映像データの視聴＞
　図７は、携帯端末２００に低解像度の映像データを移動し、携帯端末２００とＴＶ装置
１００と双方で視聴可能にするまでの動作を示すフローチャートである。
【０１４０】
　前述、第２の実施例のst７０１～st７０５、st７５１～st７５３は、第１の実施例のst
５０１～st５０５、st５５１～st５５３と同様であるため、説明を省略する。
【０１４１】
　次に、ＴＶ装置１００のコンテンツ管理部１９１ｃは、変換制御部１９１ｂを制御し、
１９２０ｘ１０８０の解像度の映像データを展開し、携帯端末２００の解像度２４０ｘ１
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３５、フレームレート２０Ｈｚになるよう、再エンコードを行い、低解像度の番組データ
を生成する（st７１０）。
【０１４２】
　低解像度の番組データへ変換した後、元の高解像度の番組データを、ある暗号化鍵Kxで
暗号化する（st７１１）。
【０１４３】
　そして、前記再エンコードした低画質の番組データ（低解像度の映像データと音声デー
タ）を、前記暗号化鍵Kxと共に、携帯端末２００へ伝送する（st７１２）。一方、ＴＶ装
置１００は、携帯端末２００に伝送した低画質の番組データと同じデータをメモリ部１５
１等に保存する。
【０１４４】
　これを受信した、携帯端末２００は、該低画質の番組データと暗号化鍵Kxをメモリ部２
５１に蓄積する。
【０１４５】
　携帯端末２００は、受信が完了すると、受信完了通知をＴＶ装置１００に送信する（st
７５４、st７５５、st７５６）。
【０１４６】
　ＴＶ装置１００は、該受信完了通知を受信すると（st７１３）、暗号化鍵Kxを消去する
（st７１４）。
【０１４７】
　こうすると、携帯端末２００では、受信および蓄積した低解像度の番組データをデコー
ドし、視聴できる。
【０１４８】
　一方、ＴＶ装置１００においては、元の高解像度の番組データはＴＶ装置１００内に残
ってはいるが暗号化されている。また、暗号化鍵Kxは消去しＴＶ装置１００内には無いた
め、ＴＶ装置１００においては、高解像度の番組データは視聴できない。しかし、携帯端
末２００用に再エンコードした低解像度の番組データと、音声データを保存しているため
、低解像度の番組データを視聴可能である（st７１１）。
【０１４９】
　＜高画質の番組データの視聴＞
　次に、ＴＶ装置１００内で高画質の番組データを視聴する場合に関して図８を参照して
説明する。
【０１５０】
　ＴＶ装置１００と携帯端末２００の接続及び機器認証の動作手順は前述の手順と同じで
ある（st８０１、st８０２、st８５１、st８５２）。
【０１５１】
　次に、ＴＶ装置１００で、視聴者により、高解像度の番組データの視聴要求が送信され
ると（st８０３）、コンテンツ管理部１９１ｃは、機器制御部１９１ｄを経由し、低解像
度の番組データの消去と、高解像度の番組データの暗号化鍵Kｘの送信を携帯端末２００
に要求する（st８０４）。
【０１５２】
　該要求を受信した携帯端末２００は、携帯端末２００内の低解像度の映像データと音声
データを消去し（st８５５）、暗号化鍵KxをＴＶ装置１００に送信する（st８５６）。
【０１５３】
　暗号化鍵Kxを受信すると、ＴＶ装置１００では、受信完了通知を携帯端末２００に送信
し（st８０６）、該通知を受信した携帯端末２００は（st８５７）、暗号化鍵Kxをメモリ
部２９１から消去する（st８５８）。
【０１５４】
　ＴＶ装置１００では、その後、コンテンツ管理部１９１ｃが、変換制御部１９１ｂを制
御し、暗号化鍵Kxを使用して暗号化された高解像度の番組データの復号（復元）を行い、
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データ蓄積部１５２に再保存する（st８０７）。
【０１５５】
　こうして、視聴者より、該番組の視聴要求があると（st８１０）、高画質の番組を再度
再生できる（st８１１）。
【０１５６】
　＜第３の実施例＞
　第３の実施例として、上述第２の実施例において、低解像度の映像データと音声データ
を携帯端末２００へ伝送後、ＴＶ装置１００内の低解像度の番組データを消去することで
、第１の実施例と同様、ＴＶ装置１００内での番組視聴を不可能にすることも可能である
。
【０１５７】
　＜他の実施形態＞
　第１、第２の実施例では、外部機器との認証、番組データの伝送を、ＴＶ装置１００と
携帯端末２００を有線のケーブルで直接接続して行ったが、ケーブルでなく各装置のコネ
クタを直接接続してもよい。
【０１５８】
　あるいは、無線のインタフェース、あるいはＴＶ装置１００のインターネット接続部、
携帯端末の送受信部経由でインターネット接続を用いることも可能である。
【０１５９】
　特に、第２の実施例の場合、低解像度の番組データを携帯端末２００に移動後、高解像
度の番組データをＴＶ装置１００で視聴する場合、携帯端末２００からの再移動は、高解
像度の番組データを復号するための暗号化鍵Kxだけを送信すればよいので、この手法は現
実的である。
【０１６０】
　あるいは、双方に用意された外部メモリ接続部に接続したメモリカード３０１、３０２
に映像データまたは音声データを蓄積し、該メモリカードを媒体として使用することも可
能である。
【０１６１】
　この場合、さらに、前記、該メモリカードと外部メモリ接続部は、取り外しが可能で書
き込みが自由に行なえる、CD、DVD等のメディアと、外部メモリ接続部１６２は、メディ
アの書き込み／読み出し装置であっても構わない。
【０１６２】
　また、本実施例におけるＴＶ装置１００で説明した構成は、表示装置のない、受信装置
、録画装置、画像制御装置等への適用も可能であることは言うまでもない。
【０１６３】
　また、移動視聴用の携帯端末２００の構成は、携帯電話に限らず、PDA、ノートパソコ
ン等、他の蓄積装置、録画装置でも適用可能である。
【０１６４】
　また、番組データの圧縮はＭＰＥＧ方式でなくとも、ＴＶ装置１００、携帯端末２００
で変換およびデコードできる方式であればよい。
【０１６５】
　上述の実施例で説明したように、高画質のコピー不可コンテンツに対し、移動元に視聴
を不能としたコンテンツの全部、あるいは一部を残し、劣化のある低画質コンテンツを移
動先へ移動し、移動先での視聴を許可し、移動先の劣化させ移動したコンテンツを移動元
に再移動すれば、移動元で高画質のコンテンツが視聴可能とする視聴方式を提供できる。
【０１６６】
　また、高画質のコピー不可コンテンツに対し、画質の劣化はあるが少なくともコピー先
での視聴を許可し、コピー先の劣化させコピーしたコンテンツを消去すれば、コピー元で
高画質のコンテンツが視聴可能とする視聴方式を提供できる。
【０１６７】
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　また、低画質なら２箇所で再生可能とし、移動先の低画質コンテンツを消去すれば移動
元で高画質コンテンツを再生可能とするコピー制限再生方法が可能となるようにし、従来
と同程度のコンテンツ保護をしつつ、利便性の良い視聴が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０１６８】
【図１】本実施例のＴＶ装置のブロック図である。
【図２】本実施例の携帯端末装置のブロック図である。
【図３】本実施例のＴＶ装置における制御構造の図である。
【図４】本実施例の放送データの構成の図である。
【図５】本実施例のＴＶ装置１００から番組データの移動動作を説明するためのフローチ
ャートである。
【図６】本実施例の携帯端末２００から番組データの再移動動作を説明するためのフロー
チャートである。
【図７】本実施例のＴＶ装置１００および携帯端末２００で低解像度の番組データの視聴
を可能にする動作を示すフローチャートである。
【図８】本実施例の低解像度の番組データの視聴を可能にする動作を示すフローチャート
である。
【符号の説明】
【０１６９】
１００・・・ＴＶ装置
１０１・・・チューナ部
１０２・・・データ分離部部
１０３・・・ＡＶデコード部
１２１・・・音声制御部
１２２・・・音声出力部
１３１・・・グラフィック制御部
１３３・・・表示合成制御部
１３４・・・表示部
１５１・・・メモリ部
１５２・・・データ保存部
１６１・・・インタフェース部
１６２・・・外部メモリ接続部
１７１・・・インターネット接続部
１８１・・・リモコン制御部
１９１・・・システム制御部
３０１・・・・メモリカード
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