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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各情報コンテンツ毎に、著作権主張の対象とされる部分の先頭を示す情報と終わりを示
す情報とを電子透かし情報として重畳して、情報信号を伝送し、
　前記情報信号の複製記録の際に、前記電子透かし情報から前記先頭を示す情報と終わり
を示す情報との両方を検出したときに、前記情報コンテンツの複製が完了したと判別して
、複製管理を行なう情報信号複製管理方法。
【請求項２】
　前記情報信号には、前記コンテンツ毎に、複製制御情報を、電子透かし情報として、さ
らに付加し、前記情報コンテンツの複製記録の際に、前記情報信号から検出された前記複
製制御情報に基づき、前記情報コンテンツについての複製制御を行なうことを特徴とする
請求項１に記載の情報信号複製管理方法。
【請求項３】
　前記情報信号には、前記情報コンテンツ毎に、その識別情報を、電子透かし情報として
、さらに付加し、前記情報コンテンツの複製記録の際に、前記情報信号から検出された前
記識別情報をも用いて、前記情報コンテンツについての複製管理をすることを特徴とする
請求項１または請求項２に記載の情報信号複製管理方法。
【請求項４】
　各情報コンテンツ毎に、その識別情報を付加すると共に、著作権主張の対象とされる部
分の先頭を示す情報と終わりを示す情報とを電子透かし情報として重畳して、情報信号を
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伝送し、
　記録装置は、複製記録しようとする情報コンテンツを前記識別情報により識別すると共
に、前記電子透かし情報から前記先頭を示す情報と終わりを示す情報との両方を検出した
ときに、前記情報コンテンツ毎の複製許可回数の更新を実行する
　ことを特徴とする情報信号複製管理方法。
【請求項５】
　前記識別情報も、電子透かし情報として、前記情報コンテンツ毎に重畳することを特徴
とする請求項４に記載の情報信号複製管理方法。
【請求項６】
　前記記録装置においては、
　前記識別情報で識別される情報コンテンツの複製許可回数を管理するための複製回数管
理情報を複製履歴情報としてメモリに記憶して管理し、
　前記情報コンテンツの複製を行なう際に、前記メモリの、前記複製記録しようとする情
報コンテンツについての前記複製履歴情報を参照して、その複製についての制御を行なう
とともに、前記電子透かし情報から前記先頭を示す情報と終わりを示す情報との両方を判
別したときに、前記情報コンテンツについての前記複製履歴情報を更新することを特徴と
する請求項４または請求項５に記載の情報信号複製管理方法。
【請求項７】
　前記情報信号には、前記情報コンテンツ毎にその複製許可回数の情報を、さらに付加し
、
　前記記録装置で前記情報コンテンツの初めての記録時に、前記情報信号から抽出した前
記複製許可回数を、前記情報コンテンツの前記識別情報と対応させて、前記複製履歴情報
として前記記録装置のメモリに記録しておき、
　前記電子透かし情報から前記先頭を示す情報と終わりを示す情報との両方を判別したと
きに、前記複製記録を行なった情報コンテンツについて、前記メモリの複製許可回数を１
回減らすことを特徴とする請求項６に記載の情報信号複製管理方法。
【請求項８】
　前記複製許可回数の情報も、電子透かし情報として、前記情報信号の情報コンテンツ毎
に重畳することを特徴とする請求項７に記載の情報信号複製管理方法。
【請求項９】
　前記情報信号には、前記情報コンテンツ毎に、複製制御情報を、電子透かし情報として
、さらに付加することを特徴とする請求項４～請求項８に記載の情報信号複製管理方法。
【請求項１０】
　前記識別情報で識別される情報コンテンツの単位は、一つのタイトル名で表わされる楽
曲であることを特徴とする請求項３～請求項９に記載の情報信号複製管理方法。
【請求項１１】
　各情報コンテンツ毎に、著作権主張の対象とされる部分の先頭を示す情報と終わりを示
す情報とが電子透かし情報として重畳されている情報信号の複製記録を行なう複製信号記
録装置であって、
　前複製記録しようとする情報コンテンツから前記電子透かし情報を検出する電子透かし
情報検出手段と、
　前記電子透かし情報検出手段で前記先頭を示す情報と終わりを示す情報との両方を検出
したときに、前記情報コンテンツの複製の完了として、事後処理を実行する複製完了事後
処理手段と、
　を備えることを特徴とする情報信号記録装置。
【請求項１２】
　前記情報信号には、前記コンテンツ毎に、複製制御情報が、電子透かし情報として、さ
らに付加されており、
　前記情報コンテンツの複製記録の際に、前記情報信号から検出された前記複製制御情報
に基づき、前記情報コンテンツについての複製制御を行なう複製制御手段を備える
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　ことを特徴とする請求項１１に記載の情報信号複製管理方法。
【請求項１３】
　各情報コンテンツ毎に、その識別情報が付加されると共に、著作権主張の対象とされる
部分の先頭を示す情報と終わりを示す情報とが電子透かし情報として重畳されている情報
信号の複製記録を行なう情報信号記録装置であって、
　前記複製記録しようとする情報コンテンツから前記識別情報を検出する識別情報検出手
段と、
　前記識別情報検出手段で検出される識別情報で特定される情報コンテンツの複製許可回
数を管理するための複製回数管理情報を複製履歴情報として記憶して管理するメモリと、
　前記情報コンテンツの複製記録を行う際に、前記メモリの、前記識別情報検出手段で検
出された識別情報で特定される情報コンテンツについての前記複製履歴情報を参照し、そ
の複製履歴情報に基づいて、複製記録制御を行う複製制御手段と、
　前記複製記録しようとする情報コンテンツから前記電子透かし情報を検出する電子透か
し情報検出手段と、
　前記複製制御手段で複製記録を実行するとしたときに、前記電子透かし情報検出手段で
前記先頭を示す情報と終わりを示す情報の両方を検出したときに、前記情報コンテンツに
ついての前記複製履歴情報を更新する複製履歴更新手段と
　を備えることを特徴とする情報信号記録装置。
【請求項１４】
　前記情報信号には、前記情報コンテンツ毎に、複製制御情報が、電子透かし情報として
、さらに付加されており、
　前記複製制御手段は、前記情報コンテンツの複製記録の際に、前記情報信号から検出さ
れた前記複製制御情報に基づき、前記情報コンテンツについての複製制御を併せて行なう
　ことを特徴とする請求項１３に記載の情報信号記録装置。
【請求項１５】
　前記情報信号には、前記情報コンテンツ毎にその複製許可回数の情報が、電子透かし情
報として、さらに付加されており、
　前記情報コンテンツの初めての記録時に、前記情報信号から抽出した前記複製許可回数
を、前記情報コンテンツの前記識別情報と対応させて、前記複製履歴情報として前記記録
装置のメモリに記録する手段と、
　前記複製履歴更新手段は、前記電子透かし情報から前記先頭を示す情報と終わりを示す
情報の両方を判別したときに、前記複製記録を行なった情報コンテンツについて、前記メ
モリの複製許可回数を１回減らすことを特徴とする請求項１３または請求項１４に記載の
情報信号記録装置。
【請求項１６】
　前記識別情報で識別される情報コンテンツの単位は、一つのタイトル名の表わされる楽
曲であることを特徴とする請求項１３～請求項１５に記載の情報信号記録装置。
【請求項１７】
　各情報コンテンツ毎に、その識別情報を電子透かし情報として、少なくとも著作権主張
の対象とされる区間の全区間に渡って重畳して、情報信号を伝送し、
　前記情報信号の複製記録の際に、前記電子透かし情報の識別情報の変化点を、前記各情
報コンテンツの複製開始位置、複製終了位置としてそれぞれ検出し、
　前記複製開始位置と前記複製終了位置の両方が検出されたときに、前記情報コンテンツ
の複製が完了したと判別して、複製管理を行なう情報信号複製管理方法。
【請求項１８】
　前記情報信号には、前記情報コンテンツ毎に、複製制御情報を、電子透かし情報として
、さらに付加し、前記情報コンテンツの複製記録の際に、前記情報信号から検出された前
記複製制御情報に基づき、前記情報コンテンツについての複製制御を行なうことを特徴と
する請求項１７に記載の情報信号複製管理方法。
【請求項１９】
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　前記情報コンテンツの複製記録の際に、前記情報信号から検出された前記識別情報をも
用いて、前記情報コンテンツの複製管理をすることを特徴とする請求項１７または請求項
１８に記載の情報信号複製管理方法。
【請求項２０】
　各情報コンテンツ毎に、その識別情報を電子透かし情報として、少なくとも著作権主張
の対象とされる区間の全区間に渡って重畳して、情報信号を伝送し、
　記録装置は、複製記録しようとする情報コンテンツを前記識別情報により識別すると共
に、前記識別情報の変化点を、前記各情報コンテンツの複製開始位置、複製終了位置とし
てそれぞれ検出し、前記情報コンテンツの複製開始位置および複製終了位置の両方を検出
したときに、前記情報コンテンツ毎の複製許可回数の更新を実行する
　ことを特徴とする情報信号複製管理方法。
【請求項２１】
　前記記録装置においては、
　前記識別情報で識別される情報コンテンツの複製許可回数を管理するための複製回数管
理情報を複製履歴情報としてメモリに記憶して管理し、
　前記情報コンテンツの複製を行う際に、前記メモリの、前記複製記録しようとする情報
コンテンツについての前記複製履歴情報を参照して、その複製についての制御を行うとと
もに、前記情報コンテンツの複製開始位置および複製終了位置の両方を検出したときに、
前記情報コンテンツについての前記複製履歴情報を更新することを特徴とする請求項２０
に記載の情報信号複製管理方法。
【請求項２２】
　前記情報信号には、前記情報コンテンツ毎にその複製許可回数の情報を、さらに付加し
、
　前記記録装置で前記情報コンテンツの初めての記録時に、前記情報信号から抽出した前
記複製許可回数を、前記情報コンテンツの前記識別情報と対応させて、前記複製履歴情報
として前記記録装置のメモリに記録しておき、
　前記情報コンテンツの複製開始位置および複製終了位置の両方を検出したときに、前記
複製記録を行なった情報コンテンツについて、前記メモリの複製許可回数を１回減らすこ
とを特徴とする請求項２１に記載の情報信号複製管理方法。
【請求項２３】
　前記複製許可回数の情報も、電子透かし情報として、前記情報信号の情報コンテンツ毎
に重畳することを特徴とする請求項２２に記載の情報信号複製管理方法。
【請求項２４】
　前記情報信号には、前記情報コンテンツ毎に、複製制御情報を、電子透かし情報として
、さらに付加することを特徴とする請求項２０～請求項２３に記載の情報信号複製管理方
法。
【請求項２５】
　前記識別情報で識別される情報コンテンツの単位は、一つのタイトル名で表わされる楽
曲であることを特徴とする請求項１７～請求項２４に記載の情報信号複製管理方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、例えば、音声信号や映像信号などの各種の情報コンテンツの複製を管理す
る情報信号複製管理方法、およびこの方法が用いられた情報信号記録装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、インターネット、コンパクトディスク（ＣＤ）、デジタルビデオディスク（ＤＶＤ
）などのデジタルコンテンツの普及に伴い、このデジタルコンテンツについての違法な複
製（コピー）による著作権侵害が問題となっている。そこで、この問題に対処するため、
デジタルコンテンツに複製制御のための情報を付加し、この付加情報を用いて、違法な複
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製を防止することが考えられている。
【０００３】
この複製の防止のための制御としては、情報ソースに応じて、全く複製を認めない場合と
、１回は複製を認めるが、１回複製されたものからの複製を禁止する場合（世代制限の複
製制御方式）とが考えられている。前者は、例えばＤＶＤ－ＲＯＭのように、コンテンツ
メーカが作成して販売するオリジナルソフトの場合である。後者の世代制限の複製制御方
式は、例えば放送メディアにおいて、放送される情報の場合などに適用される。
【０００４】
後者の世代制限の複製制御方式の場合には、有効に複製世代の制御ができる方式が望まれ
ている。この複製世代の管理が行える複製制御情報の方式としては、ＳＣＭＳ（Ｓｅｒｉ
ａｌ　Ｃｏｐｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）方式や、ＣＧＭＳ（Ｃｏｐｙ　
Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）方式などが提案されてい
る。
【０００５】
ＳＣＭＳ方式は、例えばデジタル音声信号とともに伝送するようにされるコピー禁止／許
可フラグや、例えば、ＣＤ（コンパクトディスク）、ＤＡＴ（デジタルオーディオテープ
）などのデジタル音声システムの種類を表すカテゴリーコードを用いて、１回だけのデジ
タルコピーができるようにするシリアルコピー制御方式である。
【０００６】
すなわち、このＳＣＭＳ方式の場合には、デジタル音声信号とともに伝送するようにされ
るコピー禁止／許可フラグおよびカテゴリコードからなるＳＣＭＳ情報により、１世代目
のデジタル音声信号については、コピーできるが、コピーされたデジタル音声信号をさら
にコピーすることはできないというように、デジタル音声信号の複製の世代制限制御を行
うことができるようにされている。
【０００７】
また、ＣＧＭＳ方式は、例えばアナログ画像信号であれば、その垂直ブランキング期間内
の特定の１水平区間に複製制御用の２ビットの付加情報を重畳し、また、デジタル画像信
号であれば、デジタル画像データに、複製制御用の２ビットの付加情報を付加して伝送す
る方式である。
【０００８】
このＣＧＭＳ方式の場合の２ビットの情報（以下、ＣＧＭＳ情報という）の意味内容は、
［００］……複製可能
［１０］……１回複製可能（１世代だけ複製可能）
［１１］……複製禁止（絶対複製禁止）
である。
【０００９】
画像情報に付加されたＣＧＭＳ情報が［１０］であった場合に、ＣＧＭＳ対応の記録装置
では、その画像情報の複製記録が可能であると判断して記録を実行するが、記録された画
像信号には［１１］に書き換えられたＣＧＭＳ情報が付加される。そして、記録しようと
する画像情報に付加されたＣＧＭＳ情報が［１１］の場合には、ＣＧＭＳ対応の記録装置
では、その画像信号の複製記録は禁止であるとして記録の実行が禁止される。
【００１０】
このように、ＳＣＭＳ方式やＣＧＭＳ方式により音声信号や映像信号（画像情報）につい
て、コピー（複製）の世代制限制御ができるようにされている。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、前述したＳＣＭＳ方式やＣＧＭＳ方式を用いた場合、音声信号や映像信号など
の情報信号の複製の世代管理を行うことにより、コピーされた情報信号をさらに別の記録
媒体にコピーするなどということは防止される。しかしながら、例えば、ＣＤに記録され
てコンテンツメーカーから提供される１世代目の情報信号は、そのＣＤからであれば同じ
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記録装置を用いても無制限にコピーすることができてしまうという問題がある。
【００１２】
このため、情報信号の大量複製の危険性を伴う、前述のような複製の世代制限を行う方法
を用いるのではなく、例えば、ＣＤなどのメディアにおいて、初めから情報信号のコピー
を禁止したコピー禁止ディスクにより情報信号を提供するようにすることが考えられる。
【００１３】
しかし、コピー禁止ディスクにより情報信号を提供するようにした場合、情報信号の著作
権者の権利を確実に保護することはできるが、情報信号の利用者は、そのコピー禁止ディ
スクからでないと目的とする情報信号を利用することができなくなるため、利用者が受け
る制限が大きくなり好ましくないと考えられる。
【００１４】
例えば、コピー禁止ディスクの場合、私的複製の範囲内で行われているＣＤから好みの曲
だけを選択し、これをＭＤ（ミニディスク）と呼ばれる小型の光磁気ディスクやカセット
テープなどにコピーし、カーステレオで聞いたり、携帯用の再生機を用いて、通勤、通学
の電車の中で聞くなどというような音楽の楽しみ方が制約を受けることになる。
【００１５】
そこで、情報信号の著作権者の権利を適正に保護することができるとともに、情報信号を
制限された範囲内で複製して利用する利用者の利便性を損なわないようにすることができ
る方法として、記録装置ごとに、各情報コンテンツ（この明細書では、情報コンテンツと
は、各１曲ごとの楽曲や１タイトル分ごとの映画などを指すものとする）ごとのコピー数
を管理して、１台の記録装置では、同じ情報コンテンツは、制限された回数だけしか、コ
ピーできないようにするコピー数制限方式が考えられている。
【００１６】
しかしながら、この方式の場合においては、例えば、複製記録を行なっている途中で誤っ
てストップキーを押してしまった場合などのように、例えば１曲の全部の完全なコピーが
作れていないときにも、１回のコピーがあったとして、コピー可能回数を減らしてしまう
と、それは使用者にとって非常に不利になる。
【００１７】
　この発明は、以上の点にかんがみ、各情報コンテンツについての複製記録が完了したか
否かを確実に把握できるようにして、上述の問題点を解決するようにした情報信号複製管
理方法および情報信号記録装置を提供することを目的とする。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため、この発明による情報信号複製管理方法は、
各情報コンテンツ毎に、著作権主張の対象とされる部分の先頭を示す情報と終わりを示す
情報とを電子透かし情報として重畳して、情報信号を伝送し、
前記情報信号の複製記録の際に、前記電子透かし情報から前記先頭を示す情報と終わりを
示す情報との両方を検出したときに、前記情報コンテンツの複製が完了したと判別して、
複製管理を行なうことを特徴とする。
【００１９】
電子透かし情報として、情報コンテンツ毎に重畳された先頭を示す情報と終わりを示す情
報とを検出したときを情報コンテンツの複製の完了として判別するようにしたので、誤操
作などにより失敗した複製を、複製として認識しないようにすることができ、情報信号を
制限された範囲内で複製して利用する利用者の利便性を損なわないようにすることができ
る。
【００２０】
しかも、先頭および終わりの位置情報は、電子透かし情報として、情報コンテンツに重畳
するので、これら先頭および終わりの位置情報の不正な改ざんは困難であるので、情報コ
ンテンツの著作権者の権利は適正に保護できる。
【００２１】
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【発明の実施の形態】
　以下、この発明による情報信号複製管理方法および情報信号記録装置の一実施の形態に
ついて、図を参照しながら説明する。
【００２２】
以下に説明する実施の形態においては、コンパクトディスク（以下、ＣＤと略称する。）
にコンテンツ情報として、楽曲などの音声信号を記録して利用者に提供し、このＣＤに記
録された音声信号をＣＤプレーヤにより再生して出力し、記録装置により、ミニディスク
（以下、ＭＤと略称する。）にコピー（複製）する場合を例にして説明する。
【００２３】
［オーサリング装置について］
図１は、情報コンテンツの一例としての楽曲（音声信号）を記録したマスターＣＤを作成
する音声信号の記録装置であり、コンテンツメーカー側において用いられる、いわゆるオ
ーサリング装置と呼ばれるものである。
【００２４】
図１に示すように、この実施の形態のオーサリング装置は、入力端子１、電子透かし情報
重畳部（以下、ＷＭ重畳部という）２、電子透かし情報形成部（以下、ＷＭ形成部という
）３、コンテンツＩＤ発生部４、コピーコントロール情報発生部５、Ａ／Ｄコンバータ６
、記録エンコード部７、付加情報付加部８、書き込み部９、コントロール部１０、キー操
作部１１を備えている。ＣＤ１００は、この例のオーサリング装置により楽曲が記録され
るＣＤである。
【００２５】
この実施の形態のオーサリング装置においては、情報コンテンツとしての楽曲は、付加情
報として、コンテンツＩＤと、コピーコントロール情報とを、電子透かし情報として付加
して、ＣＤ１００に記録する。このため、図１においては、コンテンツＩＤ発生部４、コ
ピーコントロール情報発生部５において、対応する付加情報を発生する。
【００２６】
コンテンツＩＤ発生部４は、ＣＤ１００に記録する情報コンテンツのそれぞれを識別する
ための識別情報としてのコンテンツＩＤを発生するもので、この実施の形態においては、
コンテンツＩＤとして、ＩＳＲＣ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｒ
ｅｃｏｒｄｉｎｇ　Ｃｏｄｅ）が用いられる。
【００２７】
このＩＳＲＣは、例えば、図２に示すように、「ＳＥ－Ｔ３８－８６－３０２－１２」の
ような１２キャラクタからなるものである。ＩＳＲＣは、データ量が大きいので、コード
化してデータ圧縮をしてもよい。この例のＩＳＲＣは、データ圧縮を行なって、例えば８
バイトの情報とされている。
【００２８】
コピーコントロール情報発生部５は、コピー世代管理情報発生部５１と、コピー回数管理
情報発生部５２と、スタート／エンドフラグ発生部５３とからなる。
【００２９】
この実施の形態では、コピー世代管理情報発生部５１からのコピー世代管理情報としては
、２ビットのＣＧＭＳ情報が用いられる。また、コピー回数管理情報としては、例えば、
著作権者により決められた各情報コンテンツごとのコピー許可回数の情報が用いられる。
このコピー許可回数の情報は、この例では３ビットとされ、例えば、０回（禁止）、１回
、２回、…、無制限（コピーフリー）などが指定される。
【００３０】
そして、スタート／エンドフラグ発生部５３からは、著作権主張の対象とされる部分の先
頭を示す情報であるスタートフラグと、終わりを示す情報であるエンドフラグとを発生す
る。これらスタートフラグおよびエンドフラグは、それぞれ１ビットの情報である。
【００３１】
これらスタートフラグおよびエンドフラグは、この実施の形態では、各情報コンテンツの
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先頭と、終わりの部分において、フラグが立つ（例えば「１」になる）ように設定される
。
【００３２】
しかし、このスタートフラグおよびエンドフラグの用途が複製完了を検知するためのもの
であるので、情報コンテンツのほとんどが含まれるような部分の始まりと終わりを指し示
すようにしても良い。すなわち、正確に各情報コンテンツの先頭と終わりに合わせてスタ
ートフラグとエンドフラグを立てるようにする必要はない。
【００３３】
また、著作権者の立場からは、楽曲の１コーラス目が非常に有名で、その部分が複製され
た場合には、複製完了としたい場合もある。このような場合を考慮して、例えば、楽曲が
３コーラスからなる場合に、１コーラスごとに終わりを示すエンドフラグを重ねて立てる
ようにしても良い。この場合には、同一のＩＳＲＣで識別される情報コンテンツの複製が
、１コーラスで終了したときにも、複製完了として管理することが可能である。３コーラ
スの全てを複製したときには、複数個のエンドフラグが検出されることになるが、情報コ
ンテンツの先頭から終了までに渡って同一のＩＳＲＣを重畳するようにしておくことと、
組み合わせることにより、１回の複製とすることができる。
【００３４】
要するに、このスタートフラグおよびエンドフラグを立てる位置は、情報コンテンツの複
製の完了と検知する部分の先頭および終わりとして、著作権者と、情報コンテンツのユー
ザとの間で折り合いがつくような場所であれば良い。
【００３５】
この実施の形態においては、コピーコントロール情報は、図２に示すような８ビットＢ０
～Ｂ７の情報（１バイト）で構成される。このように、コピーコントロール情報として、
スタートフラグ、エンドフラグ、ＣＧＭＳ情報、コピー許可回数の情報などを同一のワー
ドとして割り当てることにより、これらの情報を同時に検出することが可能になる。
【００３６】
図２において、ＣＧＭＳ（１），ＣＧＭＳ（２）は、それぞれＣＧＭＳ情報の１ビット目
、２ビット目を示し、また、Ｃｏｐｙ　Ｎｕｍｂｅｒ（１），Ｃｏｐｙ　Ｎｕｍｂｅｒ（
２），Ｃｏｐｙ　Ｎｕｍｂｅｒ（２）は、コピー許可回数の１ビット目、２ビット目、３
ビット目をそれぞれ示している。なお、Ｒｅｓｅｒｖｅｄは予備のビットである。
【００３７】
図１の実施の形態のオーサリング装置のオペレータは、ＣＤ１００に楽曲の記録を開始す
る前に、ＣＤ１００に記録する楽曲に付加するコンテンツＩＤ、ＣＧＭＳ情報、コピー許
可回数、スタートフラグ／エンドフラグ挿入区間（フラグが「１」に立つ区間）を、キー
操作部１１を通じてオーサリング装置に入力する。コントロール部１０は、使用者からの
指示入力に基づいて、コンテンツＩＤ発生部４、コピーコントロール情報発生部５に対し
、どのような情報を発生させるかを指示する制御信号を形成して供給する。なお、通常は
、スタートフラグ／エンドフラグ挿入区間は、情報コンテンツの先頭から所定時間の間と
、情報コンテンツの終点から所定時間前の区間とされる。
【００３８】
これにより、コンテンツＩＤ発生部４およびコピーコントロール情報発生部５の各部は、
コントロール部１０からの制御信号に基づいて、この実施の形態のオーサリング装置の使
用者からの指示入力に応じた、コンテンツＩＤ、コピーコントロール情報を形成し、これ
らをＷＭ形成部３および付加情報付加部８に供給する。
【００３９】
ＷＭ形成部６は、供給されたコンテンツＩＤ、コピーコントロール情報のそれぞれを電子
透かし処理して、それぞれの電子透かし情報を形成する。電子透かし処理は、前述もした
ように、画像データや音楽データに存在する人間の知覚上の重要でない部分、すなわち、
音楽や映像に対して冗長でない部分に、雑音として情報を埋め込む処理である。
【００４０】
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図３は、この実施の形態の場合のＷＭ形成部６の一例を示すものである。この例は、電子
透かし処理にスペクトラム拡散処理を用いた場合であり、この例では、コンテンツＩＤと
、コピーコントロール情報とを、それぞれ別系列のＰＮ（Ｐｓｅｕｄｏｒａｎｄｏｍ　Ｎ
ｏｉｓｅ；擬似雑音符号）系列の符号（以下、ＰＮ符号という）によりスペクトラム拡散
して電子透かし情報を形成する。
【００４１】
すなわち、この図３の例のＷＭ形成部６においては、コンテンツＩＤ発生部４からのＩＳ
ＲＣは、スペクトラム拡散部３０１に供給され、ＰＮａ発生部３０３からのＰＮ符号ＰＮ
ａと掛け算されて、スペクトラム拡散信号とされる。このスペクトラム拡散信号は、混合
部３０５に供給される。
【００４２】
一方、コピーコントロール情報発生部５からのコピーコントロール情報は、スペクトラム
拡散部３０２に供給され、ＰＮｂ発生部３０４からの符号ＰＮａとは異なる系列のＰＮ符
号ＰＮｂと掛け算されて、スペクトラム拡散信号とされる。このスペクトラム拡散信号は
、混合部３０５に供給される。
【００４３】
そして、この混合部３０５で混合された２つ系列のスペクトラム拡散信号がＷＭ重畳部２
に供給される。
【００４４】
そして、ＣＤ１００に記録しようとする楽曲の信号Ａｕ（アナログ音声信号）は、入力端
子１を通じて、ＷＭ重畳部２に供給される。ＷＭ重畳部２は、前述したように、ＷＭ形成
部６において形成された、コンテンツＩＤのスペクトラム拡散信号と、コピーコントロー
ル信号のスペクトラム拡散信号からなる電子透かし情報を、入力端子１を通じて供給され
たアナログ音声信号Ａｕに重畳する。この場合、その重畳レベルは、できるだけ、音声信
号Ａｕに対してノイズとして目立たないような低レベルとされる。あるいは、人間の聴覚
特性を利用して、ノイズの目立たない部分では重畳レベルを比較的大きく、そうでない部
分では重畳レベルを抑えて重畳される。
【００４５】
この例の場合、図４に示すように、コンテンツＩＤの電子透かし情報と、コピーコントロ
ール情報の電子透かし情報のそれぞれは、各情報コンテンツの先頭から終わりまでの全て
の区間に渡って、重畳される。
【００４６】
ただし、図４の「ＳＴＡＲＴ」と示される情報コンテンツの先頭部分では、コピーコント
ロール情報のスタートフラグのビットが「１」となっており、また、図４の「ＥＮＤ」と
示される情報コンテンツの終わり部分では、コピーコントロール情報のエンドフラグのビ
ットが「１」となっている。そして、「ＳＴＡＲＴ」と「ＥＮＤ」との間の情報コンテン
ツ部分では、コピーコントロール情報のスタートフラグおよびエンドフラグのビットが、
共に「０」となっている。
【００４７】
なお、コンテンツＩＤの電子透かし情報と、コピーコントロール情報の電子透かし情報の
それぞれは、各情報コンテンツの先頭から終わりまでの全ての区間に渡って、重畳される
ので、通常は、複数回繰り返して重畳される状態になる。
【００４８】
こうして、ＷＭ重畳部２において、電子透かし情報とされたコンテンツＩＤおよびコピー
コントロール情報が重畳された音声信号は、Ａ／Ｄコンバータ６に供給されてデジタル信
号に変換された後、記録エンコード部７に供給される。
【００４９】
記録エンコード部７は、これに供給されたデジタル音声信号を所定の方式でデータ圧縮し
、また、エラー訂正エンコード処理を行う。そして、その出力信号をを付加情報付加部８
に供給する。付加情報付加部８は、前述した、コンテンツＩＤ発生部４からのコンテンツ
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ＩＤおよびコピーコントロール情報発生部５からのコピーコントロール情報を、圧縮デジ
タル音声データに付加する。
【００５０】
この付加情報付加部８は、圧縮デジタル音声データについてのコピーコントロールを行な
うための情報の付加部である。この実施の形態の場合には、コピーコントロール情報には
、スタートフラグとエンドフラグが含まれているので、デジタル圧縮データについても、
これらスタートフラグとエンドフラグを用いることにより、コピー完了を適切に把握する
ことが可能になる。
【００５１】
この場合、圧縮デジタル音声データは、所定の大きさのブロック単位のデータとされてお
り、各ブロック単位のデータに、コンテンツＩＤおよびコピーコントロール情報が付加さ
れる。ただし、コンテンツＩＤは、データサイズが比較的大きいので、複数ブロックに渡
って、付加するようにしてもよい。
【００５２】
そして、付加情報付加部８からのデジタル音声信号は、書き込み部９を通じて、ＣＤ１０
０に記録される。
【００５３】
これにより、スタートフラグ、エンドフラグ、ＣＧＭＳ情報およびコピー許可回数からな
るコピーコントロール情報と、コンテンツＩＤとが、それぞれ電子透かし情報として重畳
されるとともに、デジタル付加情報として付加された情報コンテンツが記録されたＣＤ１
００が作成される。そして、この実施の形態においては、このＣＤ１００（マスターＣＤ
）から、同じ情報が記録されたＣＤが多数作成され、多数のエンドユーザに提供すること
ができるようにされる。
【００５４】
［再生装置について］
図５は、この実施の形態の音声信号の再生装置を説明するための図である。この実施の形
態において、図５に示す音声信号の再生装置は、ＣＤプレーヤである。この実施の形態の
ＣＤプレーヤは、図１に示したオーサリング装置により作成されたＣＤ１００に基づいて
作成されたＣＤ１００Ｓを再生することができるものである。
【００５５】
　図５に示すように、この実施の形態のＣＤプレーヤは、読み出し部２１、データデコー
ド部２２、Ｄ／Ａコンバータ２３、アナログ音声信号の出力端子２３ａ、デジタルインタ
ーフェース２４、デジタル音声信号の出力端子２４ｄ、を備えている。
【００５６】
読み出し部２１は、ＣＤ１００Ｓに記録されている情報コンテンツのデジタル音声信号を
読み出す。読み出されたデジタル音声信号は、データデコード部２２およびデジタルイン
ターフェース２４に供給される。
【００５７】
データデコード部２２は、所定の方式でデータ圧縮されているデジタル音声信号とされた
楽曲の情報コンテンツのデコード処理を行い、伸長したデジタル音声信号をＤ／Ａコンバ
ータ２３に供給する。Ｄ／Ａコンバータ２３は、デジタル音声信号をアナログ音声信号に
変換し、このアナログ音声信号とされた楽曲の情報コンテンツを出力端子２３ａを通じて
出力する。
【００５８】
この場合、前述したオーサリング装置の付加情報付加部８において、デジタル音声信号に
付加されたコンテンツＩＤやコピーコントロール情報は、デコード処理されてアナログ音
声信号に変換されることにより、消滅してしまう。
【００５９】
しかし、アナログ音声信号の時間領域と同じ時間領域に重畳された電子透かし情報のコン
テンツＩＤおよびコピーコントロール情報は、消滅することがなく、アナログ音声信号と
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もに出力されて、スピーカやイヤホン、ヘッドホン、あるいは、音声信号の記録装置など
に供給される。
【００６０】
　一方、デジタルインターフェース２４には、前述したように、コンテンツＩＤやコピー
コントロール信号が付加された圧縮デジタル音声信号が供給され、これは、出力端子２４
ｄを通じて出力される。この場合のデジタルインタフェース２４は、例えば、ＣＧＭＳ情
報を用いるとともに暗号化を伴う著作権保護を伴ったＩＥＥＥ１３９４シリアルバスイン
ターフェースを用いる。
【００６１】
すなわち、デジタル音声情報の出力は、ＩＥＥＥ１３９４規格のインターフェースにより
、圧縮されている状態で、当該ＩＥＥＥ１３９４バスインタフェース対応の装置間で伝送
するようにする。そして、このＩＥＥＥ１３９４規格のインターフェースにおいて、不正
な複製を防止するために、伝送デジタル情報には暗号化を施すが、出力先が当該ＩＥＥＥ
１３９４バスインタフェース対応の装置（以下、この対応の装置をコンプライアントの装
置という）であるか、また、記録装置であるかを検証するとともに、複製制御のための情
報であるＣＧＭＳ情報を検証して、その検証結果に応じて、前記暗号化を解くためのキー
を出力先に送出するか否かを決定する。
【００６２】
すなわち、圧縮されたデジタル音声信号には、通信ごとに異なる暗号キーに基づく暗号化
が施されて、出力される。この通信の際に、デジタルインタフェース２４を通じて出力先
の機器と通信を行い、その出力先の機器がコンプライアントの装置か、また、コンプライ
アントの装置であれば、それが記録装置であるか否か判別する。
【００６３】
そして、デジタル音声信号に付加されているＣＧＭＳ情報の判別出力と、デジタルインタ
ーフェース２４を通じた出力先の機器の判別情報とから、暗号化を解くための暗号キー情
報を出力先に送出するか否かを決定する。
【００６４】
例えば、出力先がノンコンプライアントの装置であったときには、暗号キー情報は、出力
先の装置に渡さない。また、出力先がコンプライアントの装置であったときでも、それが
記録装置の場合には、ＣＧＭＳ情報が［１１］のときには、暗号キー情報は、出力先の装
置に渡さない。
【００６５】
以上の通信制御方式により、音声デジタルデータについての複製の有効な防止が図られて
いる。
【００６６】
［記録装置について］
図６は、図５に示したＣＤプレーヤにより再生されて出力されたアナログ音声信号の状態
の情報コンテンツおよびデジタル圧縮信号の状態の情報コンテンツの信号入力を受けて、
それを記録媒体に記録する音声信号の記録装置の実施の形態を説明するための図である。
この実施の形態は、記録媒体として、ＭＤ（ミニディスク）と呼ばれるディスクを用いる
記録再生装置（以下、単にＭＤ装置という）の記録系に適用した場合である。図６は、説
明を簡単にするため、ＭＤ装置の音声の再生系は省略したものである。
【００６７】
この実施の形態の記録装置は、アナログインターフェースと、デジタルインターフェース
とを備え、アナログ音声信号またはデジタル音声信号の状態の情報コンテンツの供給を受
けて、当該記録装置での当該情報コンテンツの複製回数に基づいたコピー制御を行い、コ
ピー可能とされた場合には、ＭＤディスク２００にコピーするとともに、そのコピー完了
を確認した後、当該記録装置におけるそのコピー可能数を、一つ小さくする。
【００６８】
このコピー回数制御のために、この実施の形態の記録装置は、コピー履歴情報管理メモリ
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４１を備える。このコピー履歴情報管理メモリ４１は、図７に示すように、コンテンツＩ
Ｄと、当該コンテンツＩＤで識別される情報コンテンツの当該記録装置におけるコピー許
可回数との対応テーブルＴＢを、コピー履歴情報として保持している。
【００６９】
このコピー履歴情報のテーブルＴＢには、当該記録装置に、情報コンテンツが、初めて入
力されたものであると当該記録装置で判別されたときに、その情報コンテンツに付加され
ているコンテンツＩＤとコピーコントロール情報中のコピー許可回数とが、当該情報コン
テンツについての履歴情報として、まず登録される。その後、その入力された情報コンテ
ンツについてコピーが実行され、コピー完了が確認されると、テーブルＴＢ中の当該コピ
ー完了した情報コンテンツについてのコピー許可回数が１だけ減じられる。
【００７０】
その後、再び、記録装置にその情報コンテンツが入力されると、テーブルＴＢには、既に
コピー履歴情報があるので、当該情報コンテンツに付加されているコンテンツＩＤとコピ
コントロール情報中のコピー許可回数の登録は行なわない。そして、テーブルＴＢの当該
コンテンツＩＤで示される情報コンテンツについてのコピー許可回数から、当該情報コン
テンツが当該記録装置でコピー可能であるか否か判断し、コピー可能である場合には、コ
ピーを完了したときに、さらに、テーブルＴＢのコピー可能回数を１だけ減じる。
【００７１】
以上のようにして、各記録装置においては、一つの情報コンテンツごとのコピー回数を、
制限されたものとするように制御している。なお、この実施の形態では、ＣＧＭＳ情報に
よって、コピー世代制御をも行なうようにしている。
【００７２】
［実施の形態の記録装置における情報コンテンツのコピー制御について］
アナログ入力端子３１ａを通じて入力された楽曲の情報コンテンツは、アナログインター
フェース３２を通じてＡ／Ｄコンバータ３３に供給されて、デジタル信号に変換された後
、エンコード部３４に供給されて、所定のデータ圧縮処理およびエラー訂正エンコード処
理が施された後、セレクタ３８に供給される。
【００７３】
アナログインタフェース３２からのアナログ音声信号は、電子透かし情報の検出部（以下
、ＷＭ検出部という）３５に供給される。このＷＭ検出部３５では、図３に示したＷＭ形
成部３で用いられたＰＮ符号列ＰＮａおよびＰＮｂを用いて、アナログ音声信号について
逆拡散処理を行なうことにより、電子透かし情報として重畳されていた、コンテンツＩＤ
とコピーコントロール情報とが、それぞれ検出される。そして、検出されたコンテンツＩ
Ｄとコピーコントロール情報とが、コントロール部４０に供給される。
【００７４】
この場合、コピーコントロール情報は８ビットであって、コンテンツＩＤよりも、比較的
容易に検出される。このため、スタートフラグ、エンドフラグの確認も迅速に行なうこと
ができる。
【００７５】
コントロール部４０は、入力端子３１ａからアナログ音声信号として入力された情報コン
テンツについては、ＷＭ検出部３５からのコンテンツＩＤにより、その情報コンテンツを
識別すると共に、コピーコントロール情報に基づいて、コピーを実行するか否かを判断し
、コピーを実行する場合には、スタートフラグとエンドフラグの両方を確認することによ
り、コピー完了を確認する。そして、コピー履歴情報管理メモリ４１の対応する情報コン
テンツのコピー可能回数を一つ減らして、コピー履歴情報の更新を行なう。
【００７６】
また、デジタル音声信号の入力端子３１ｄを通じ、デジタルインターフェース３６を通じ
て受け付けられたデジタル音声信号は、付加情報抽出部３７に供給される。この付加情報
抽出部３７では、圧縮デジタルデータに付加されているコンテンツＩＤおよびコピーコン
トロール情報が抽出されて、コントロール部４０に供給される。そして、圧縮デジタルデ
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ータは、セレクタ３８に供給される。
【００７７】
コントロール部４０は、入力端子３１ｄから圧縮デジタル音声信号として入力された情報
コンテンツについては、付加情報抽出部３５からのコンテンツＩＤにより、その情報コン
テンツを識別すると共に、コピーコントロール情報に基づいて、コピーを実行するか否か
を判断し、コピーを実行する場合には、スタートフラグとエンドフラグの両方を確認する
ことにより、コピー完了を確認する。そして、コピー履歴情報管理メモリ４１の対応する
情報コンテンツのコピー可能回数を一つ減らして、コピー履歴情報の更新を行なう。
【００７８】
セレクタ３８は、キー操作部３８を通じて入力されるユーザからの選択入力に応じたセレ
クタ制御信号により、エンコード部３４からのデータと、デジタルインターフェース部３
６からのデータとのいずれかを選択して出力する。このセレクタ３８の出力データは、付
加情報付加部４２を介して記録制御部４３に供給される。
【００７９】
付加情報付加部４２には、コピー後のデジタル音声データに付加すべきコピーコントロー
ル情報が、コントロール部４０から、コンテンツＩＤと共に供給されて付加される。例え
ば、入力情報コンテンツに付加されていたＣＧＭＳ情報が１回のコピー許可を意味する「
１０」であったときに、コピーを実行する場合には、コピー禁止を意味する「１１」に変
更したものをコピーコントロール情報として、コントロール部４０から付加情報付加部４
２に供給するようにする。
【００８０】
記録制御部４３は、コントロール部４０からの制御を受けて、記録を実行するとされたと
きには、デジタルデータを書き込み部４４を通じてディスク４５に記録するように動作し
、記録禁止とされたときには、デジタルデータの書き込み部４４への供給を停止して、記
録が行なわれないようにする。
【００８１】
コントロール部４０は、前述したように、また、後述するように、情報コンテンツに付加
されていたＣＧＭＳ情報あるいはコピー履歴情報を参照して、複製記録を実行するか否か
を判断し、その判断結果に応じた制御信号を記録制御部４３に送り、前述したような記録
制御を行なわせるように制御する。
【００８２】
例えば、コピー履歴情報管理メモリ５２に存在する、コピーしようとしている情報コンテ
ンツに対応するコピー履歴情報のコピー許可回数が０回であれば、コントロール部４０は
、その情報コンテンツについては、許可された回数分のコピーが既に行われていると判断
し、記録制御部４２を制御して、その情報コンテンツのコピーを実行しないようにする。
【００８３】
また、コピー履歴情報管理メモリ５２に記憶されている、コピーしようとしている情報コ
ンテンツに対応するコピー履歴情報のコピー許可回数が１回以上であれば、コントロール
部４０は、当該コピーを許可して、コピー完了を確認した後、当該コピー履歴情報のコピ
ー許可回数を１回分減算して、コピー履歴情報管理メモリ５２に記憶されている該当する
コピー履歴情報のコピー許可回数を更新するようにする。
【００８４】
図６の記録装置でのアナログ音声信号入力に対するコピー制御処理を、図８のフローチャ
ートを参照しながら、さらに説明する。この図６の処理は、主としてコントロール部４０
が行なう処理である。
【００８５】
まず、アナログ音声信号の状態の情報コンテンツに、コンテンツＩＤおよびコピーコント
ロール情報の電子透かし情報が重畳されているか否か判別する（ステップＳ１）。電子透
かし情報が重畳されていないと判別されたときには、自由にコピーが行なえるコピーフリ
ーコンテンツと判断して、複製記録を実行するようにする（ステップＳ１１）。
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【００８６】
情報コンテンツに電子透かし情報が重畳されていると判別されたときには、ＷＭ検出部３
５で検出された電子透かし情報中のＣＧＭＳ情報を参照する（ステップＳ２）。このＣＧ
ＭＳ情報が「１１」でコピー不可であったときには、記録制御部４３を制御して、記録を
禁止する（ステップＳ８）。
【００８７】
また、ＣＧＭＳ情報を参照した結果、「００」あるいは「１０」であって、コピーが可能
であったときには、記録を開始する（ステップＳ３）。そして、情報コンテンツの電子透
かし情報に含まれていたスタートフラグを検出して、情報コンテンツの先頭を検出する（
ステップＳ４）。スタートフラグが検出された時点で、コピー履歴情報管理メモリ４１に
複製履歴を残す準備を始める。
【００８８】
その後、ＩＳＲＣを検出して解析し、情報コンテンツを識別する（ステップＳ５）。情報
コンテンツのＩＳＲＣが検出されたら、そのＩＳＲＣを元に、コピー履歴情報管理メモリ
４１を検索して、その情報コンテンツのコピー履歴がメモリ４１のテーブルＴＢに既に存
在するか否かを判別する（ステップＳ６）。
【００８９】
過去の履歴がテーブルＴＢに残っていたら、その情報コンテンツについてのコピー可能数
をチェックし（ステップＳ７）、コピー可能数が既に０であれば、記録を停止する（ステ
ップＳ８）。コピー可能数が１以上であれば、記録を続行し、情報コンテンツに付加され
ているコピーコントロール情報のエンドフラグが立っているか否かを判別する（ステップ
Ｓ９）。そして、エンドフラグが立っている情報コンテンツの終わりの部分を検出し、使
用者のキー操作によりコピーが終了となったら、コピー履歴情報管理メモリ４１のテーブ
ルＴＢの、コピーを実行した情報コンテンツのコピー許可回数を１だけ減じて、コピー履
歴情報を更新する（ステップＳ１０）。
【００９０】
また、ステップＳ６で過去の履歴がテーブルＴＢ中に存在しなかったときには、記録装置
に初めて入力された情報コンテンツとして、コピー履歴情報管理メモリ４１に複製履歴を
残す準備として、当該情報コンテンツに付加されていたコピーコントロール情報中のコン
テンツＩＤつまりＩＳＲＣと、コピー許可回数とをテーブルＴＢにセットする。そして、
エンドフラグが立っている情報コンテンツの終わりの部分を検出し（ステップＳ９）、使
用者のキー操作によりコピーが終了となったら、コピー履歴情報管理メモリ４１のテーブ
ルＴＢの、当該コピーを実行した情報コンテンツのコピー許可回数を１だけ減じた値に書
き替える（ステップＳ１０）。
【００９１】
以上の図８のフローチャートの手順から判るように、エンドフラグが立っていることを検
出する前に記録がユーザにより止められた場合や、ディスク２００の容量が不足していて
、装置が停止した場合には、コピーが未完成に終わったとして、コピー履歴情報管理メモ
リ４１のテーブルＴＢの更新は行なわれない。したがって、未完成の記録情報のコピーを
無効にすることができる。
【００９２】
そして、情報コンテンツは、アナログ信号の状態であっても、スタートフラグおよびエン
ドフラグを電子透かし情報として埋め込むようにしたので、情報コンテンツの著作権主張
される部分の先頭と終わりとを正確に検出できる。
【００９３】
また、不正に複製を行なおうとする者が、コピー完了を検出させないように、スタートフ
ラグとエンドフラグの一方または両方を情報コンテンツから除去するなどの改ざんをしよ
うとしても、これらスタートフラグおよびエンドフラグは、電子透かし情報として情報コ
ンテンツと同じ時間領域および周波数領域に埋め込まれているので、その改ざんは非常に
困難であって、確実なコピー制御管理を行なうことができる。
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【００９４】
また、情報コンテンツの先頭および終わりを検出するために、電子透かし情報として、タ
イムコード等の経過時間を示す情報を情報コンテンツに埋め込むことも考えられるが、そ
の場合には付加情報のデータレートが上がってしまって、大本の情報コンテンツへの影響
を少なくして埋め込むことが困難になると共に、たとえ埋め込むことができたとしても、
その検出が困難になってしまう。
【００９５】
この点、上述の実施の形態のスタートフラグとエンドフラグとを電子透かし情報として埋
め込む方式の場合には、データ数が少なく、電子透かし情報として埋め込みが容易である
と共に、検出も迅速に行なえるものである。
【００９６】
また、情報コンテンツの先頭および終了部分を検出するために、情報コンテンツと情報コ
ンテンツとの間（例えば曲間）の無音区間や、シーンの切り替わりの黒画面に電子透かし
情報を埋め込むことも考えられるが、無信号部分に埋め込まれた電子透かし情報は、ノイ
ズとして、検知されやすく、また、不正にコピーを行なおうとする者により、除去されや
すくなる問題がある。
【００９７】
この点、上述の実施の形態の場合には、情報コンテンツ部分に電子透かし情報としてスタ
ートフラグとエンドフラグを重畳して埋め込むので、上述のような問題は回避される。
【００９８】
なお、上述の例では、アナログ情報コンテンツに、コンテンツＩＤやコピーコントロール
情報の電子透かし情報を重畳するようにしたが、Ａ／Ｄコンバータ６の出力である圧縮前
のベースバンドのデジタル信号に、コンテンツＩＤやコピーコントロール情報の電子透か
し情報を重畳するようにしてもよい。この場合、デジタル情報コンテンツがＤ／Ａ変換さ
れてアナログ信号とされた後であっても、そのアナログ情報コンテンツからコンテンツＩ
Ｄやコピーコントロール情報の電子透かし情報を検出することが可能である。
【００９９】
なお、コピーコントロール情報を６ビットとし、スタートフラグとエンドフラグの２ビッ
トを別にするようにしてもよい。この場合には、この２ビットの情報は、さらに別のＰＮ
符号系列のＰＮ符号ＰＮｃによりスペクトラム拡散して音声信号に重畳するようにして、
スタートフラグとエンドフラグの検出を、より容易にすることもできる。すなわち、この
場合には、図４の「ＳＴＡＲＴ」および「ＥＮＤ」で示される部分にのみ、これらスター
トフラグおよびエンドフラグの２ビットを重畳すればよく、かつ、図４の「ＳＴＡＲＴ」
の部分では、スタートフラグのビットのみを「１」にし、また、「ＥＮＤ」の部分では、
エンドフラグのビットのみを「１」にすればよい。
【０１００】
なお、上述の例の場合、圧縮デジタルデータには、ＩＳＲＣ情報やコピーコントロール情
報は、時間領域を分けて付加するようにして、電子透かし情報を埋め込まなかったが、圧
縮デジタルデータにも、コンテンツＩＤやコピーコントロール情報の電子透かし情報を埋
め込むようにしてもよい。例えば、ＤＣＴ（離散コサイン変換）を用いる圧縮を行なう場
合であれば、特定のＤＣＴ係数、例えばＤＣ係数に電子透かし情報を埋め込むようにする
ことができる。
【０１０１】
このようにすれば、圧縮デジタルデータの場合にも、電子透かし情報を用いて、情報コン
テンツの先頭、終わり位置を検出して、コピー完了を検出することができるようになる。
【０１０２】
また、上述の実施の形態では、コンテンツＩＤと、コピーコントロール情報とは、それぞ
れ異なる系列のＰＮ符号を用いるようにしたが、異なる系列のＰＮ符号としては、同じＰ
Ｎ系列のＰＮ符号発生器からの、異なる位相の部分を用いてもよい。
【０１０３】
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また、図９に示すように、８ビットのコピーコントロール情報と、コンテンツＩＤを８ビ
ットごとに分割したものとを、交互に組み合わせた状態で、一つのＰＮ符号によりスペク
トラム拡散して、情報コンテンツに重畳するようにすることもできる。
【０１０４】
図１０は、図９のようにする場合のＷＭ形成部３の一例の構成を示すもので、コンテンツ
ＩＤ発生部４からのコンテンツＩＤと、コピーコントロール情報発生部５からのコピーコ
ントロール情報とが、合成部３０６に供給されて、図９に示したように８ビットごとに交
互になるように組み合わせ合成される。
【０１０５】
この合成器３０６で組み合わせ合成されたコンテンツＩＤと、コピーコントロール情報と
は、スペクトラム拡散部３０７に供給されて、ＰＮ発生部３０８からのＰＮ符号列と掛け
算されて、スペクトラム拡散される。そして、このスペクトラム拡散部３０７からのスペ
クトラム拡散信号がＷＭ重畳部２に供給されて、情報コンテンツに重畳される。
【０１０６】
この例の場合には、単一のＰＮ符号列を用いるだけで、コンテンツＩＤと、スタートフラ
グ、エンドフラグを含むコピーコントロール情報とを、電子透かし情報として情報コンテ
ンツに重畳し、また、当該情報コンテンツから電子透かし情報を検出することができる。
【０１０７】
［情報コンテンツの先頭と終わりの検出方法の他の実施の形態］
上述の実施の形態は、情報コンテンツにスタートフラグおよびエンドフラグを電子透かし
情報として重畳し、これらスタートフラグおよびエンドフラグを検出することにより、情
報コンテンツの先頭および終わりを検出してコピー完了を検出するようにしたが、これら
スタートフラグやエンドフラグを、敢えて重畳しなくても、図４に示したように、情報コ
ンテンツの先頭から終わりまで、電子透かし情報として繰り返し重畳されているコンテン
ツＩＤを検出して、その変化点を検出することにより、情報コンテンツの先頭および終わ
りを検出して、当該情報コンテンツのコピー完了とすることもできる。
【０１０８】
すなわち、コンテンツＩＤは、各情報コンテンツに固有の情報であって、情報コンテンツ
が異なれば異なるものである。したがって、その変化点を検出することにより、情報コン
テンツの切れ目として、情報コンテンツの先頭、終わりの時点を検出することができるも
のである。
【０１０９】
図１１は、この場合のコピー制御処理を説明するためのフローチャートであり、図８のフ
ローチャートとは、情報コンテンツの先頭、終わりの時点の検出方法が異なる。
【０１１０】
すなわち、図１１の例においては、図８の場合と同様にして、ステップＳ３で複製記録が
開始された後、入力情報信号について、無音部から、電子透かし情報として重畳されてい
るコンテンツＩＤであるＩＳＲＣが検出されると（ステップＳ２１）、当該情報コンテン
ツの先頭であると判断し（ステップＳ２２）、その検出したＩＳＲＣを用いて、コピー履
歴情報管理メモリ４１を検索して、その情報コンテンツの過去の履歴が、メモリ４１のテ
ーブルＴＢにあるか否か判別する（ステップＳ２３）。
【０１１１】
過去の履歴がテーブルＴＢに残っていたら、その情報コンテンツについてのコピー可能数
をチェックし（ステップＳ２４）、コピー可能数が既に０であれば、記録を停止する（ス
テップＳ８）。コピー可能数が１以上であれば、記録を続行し、情報コンテンツに付加さ
れているコンテンツＩＤのＩＳＲＣをさらに検出し、それが変化したか否か判別する（ス
テップＳ２５）。そして、ＩＳＲＣが変化したことを検出したときには、情報コンテンツ
のコピーが完了したと検出して、使用者のキー操作によりコピーが終了となったら、コピ
ー履歴情報管理メモリ４１のテーブルＴＢの、コピーを実行した情報コンテンツのコピー
許可回数を１だけ減じて、コピー履歴情報を更新する（ステップＳ１０）。



(17) JP 4045393 B2 2008.2.13

10

20

30

40

50

【０１１２】
また、ステップＳ６で過去の履歴がテーブルＴＢ中に存在しなかったときには、記録装置
に初めて入力された情報コンテンツとして、コピー履歴情報管理メモリ４１に記録を残す
準備として、当該情報コンテンツに付加されていたコピーコントロール情報中のコンテン
ツＩＤつまりＩＳＲＣと、コピー許可回数とをテーブルＴＢにセットする。
【０１１３】
そして、記録を続行し、情報コンテンツに付加されているコンテンツＩＤのＩＳＲＣをさ
らに検出し、ＩＳＲＣが変化したことを検出したときには、情報コンテンツのコピーが完
了したと検出して、使用者のキー操作によりコピーが終了となったら、コピー履歴情報管
理メモリ４１のテーブルＴＢの、コピーを実行した情報コンテンツのコピー許可回数を１
だけ減じて、コピー履歴情報を更新する（ステップＳ１０）。
【０１１４】
この実施の形態の場合には、情報コンテンツに電子透かし情報として重畳されるコンテン
ツＩＤを有効に利用して、情報コンテンツのコピー完了を検出することができる。
【０１１５】
なお、上述の説明では、情報コンテンツの先頭時点は、無音部からＩＳＲＣが検出された
時点として検出したが、これは一番最初の情報コンテンツの場合であり、複数個の情報コ
ンテンツを続けてコピーする場合には、２番目以降は、ＩＳＲＣの変化点が、前の情報コ
ンテンツの終了点であると共に、今回の情報コンテンツ先頭として検出するものである。
【０１１６】
なお、上述の２つの実施の形態では、コピー世代制御情報としてのＣＧＭＳ情報を、コピ
ーコントロール情報として合わせて記録するようにしたが、コピー許可回数を管理するだ
けでも、コピー制御を行なうことができるので、ＣＧＭＳ情報を合わせて重畳しなくても
よい。
【０１１７】
また、コピー許可回数の情報を付加情報として、コピーコントロール情報に含めるように
したが、記録装置でのコピー可能回数が予め定めた所定の一定数を限度に定める方式であ
ったときには、記録装置では、情報コンテンツが初めて入力されたときに、そのコンテン
ツＩＤと予め定められているコピー許可回数の限度数（最大数）をテーブルＴＢにセット
することにより、コピー履歴の初期設定ができるので、コピー許可回数の情報はコピーコ
ントロール情報に含めて、情報コンテンツに重畳しなくてもよい。
【０１１８】
また、デジタル情報の場合には、ＣＧＭＳ情報は電子透かし情報とせずに、付加してもよ
い。コピー許可回数の情報も同様である。
【０１１９】
アナログ信号の状態の情報コンテンツの場合には、電子透かし情報として、コピーコント
ロール情報の全てを重畳する必要があるが、デジタル圧縮信号の場合には、コピーコント
ロール情報をデータと別領域に付加するようにしてもよい。ただし、この場合にも、スタ
ートフラグと、エンドフラグは、アナログ信号、あるいはベースバンドのデジタル信号の
ときに、電子透かし情報として重畳する方がよい。
【０１２０】
この発明が対象とする情報コンテンツは、オーディオ情報コンテンツに限られるものでは
なく、例えば、映像情報コンテンツや、その他の情報コンテンツの場合にも、この発明が
適用可能であることはいうまでもない。
【０１２１】
また、上述の実施の形態では、記録媒体に記録されて提供される情報コンテンツのコピー
制御の場合に、コピー完了を検出するためにスタートフラグ、エンドフラグが用いられる
場合を例に取ったが、この発明は、放送信号として情報コンテンツが提供される場合や、
インターネット配信により情報コンテンツが提供される場合にも適用可能である。
【０１２２】
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合であるが、例えば、インターネット配信において、情報コンテンツが全て取得されて、
メモリにストア（コピーに対応）されたことを確認したときに、事後処理として課金を実
行するようにする場合にも適用可能である。
【０１２３】
また、電子透かし処理は、上述したスペクトラム拡散処理を用いた方式に限らないことは
言うまでもない。
【０１２４】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、情報コンテンツごとに、確実にコピー完了を検
出することができるので、例えば、誤操作によりコピーを失敗したとしても、そのコピー
を無効として、使用者の便宜を図ることができる。
【０１２５】
そして、この発明においては、情報コンテンツの先頭や終わりを検出するための情報を電
子透かし情報として、情報コンテンツに重畳するようにしたので、不正にコピーを行なお
うとする者が、その情報コンテンツの先頭や終わりを検出するための情報を改ざんするこ
とが困難である。したがって、確実なコピー制御管理を行なうことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明による情報信号記録装置の一実施の形態を示すブロック図である。
【図２】この発明による情報信号複製管理方法に用いる電子透かし情報の一例を説明する
ための図である。
【図３】この発明の実施の形態における電子透かし情報の重畳方法を説明するためのブロ
ック図である。
【図４】この発明の実施の形態における電子透かし情報の情報コンテンツに対する重畳状
態を説明するための図である。
【図５】情報信号再生装置の一例のブロック図である。
【図６】この発明による情報信号記録装置の一実施の形態を示すブロック図である。
【図７】この発明による情報信号記録装置の実施の形態に設けられるコピー履歴情報管理
メモリの記録内容を説明するための図である。
【図８】この発明による情報信号記録装置の一実施の形態におけるコピー制御処理を説明
するためのフローチャートである。
【図９】この発明の実施の形態における電子透かし情報の重畳方法の他の例を説明するた
めの図である。
【図１０】この発明の実施の形態における電子透かし情報の重畳方法の他の例を説明する
ためのブロック図である。
【図１１】この発明による情報信号記録装置の一実施の形態におけるコピー制御処理の他
の例を説明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
１…アナログ情報コンテンツの入力端子、２…電子透かし情報の重畳部、３…電子透かし
情報の形成部、４…コンテンツＩＤ発生部、５…コピーコントロール情報発生部、３５…
電子透かし情報検出部、４０…コントロール部、４１…コピー履歴情報管理メモリ、４３
…記録制御部
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