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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電子機器が接続されて構築されたネットワーク上でデータ送受信を行う際に、デ
ータをＭＰＥＧ（Moving Picture Experts Group）データパケット化し、トランスポート
ストリームとして伝送する電子機器であって、
　上記ネットワークのインターフェースとは異なる通信媒体を介して外部から受信したデ
ータの同調をとる同調手段と、
　上記ネットワークのインターフェース及び／又は上記同調手段を介して受信したデータ
の変わり目として、動作モードの切換点、時間変化、コンテンツの変化、及びディジタル
コンテンツの変わり目を検出する検出手段と、
　上記ネットワークのインターフェース及び／又は上記同調手段を介して受信したデータ
の非連続情報データとしてのＤＩＴ（Discontinuity Information Table）を生成して挿
入制御する制御手段とを備え、
　上記制御手段は、上記同調手段を介して受信したデータのコンテンツのデータの上記検
出手段により検出された変わり目に、上記ＤＩＴを挿入制御する
　電子機器。
【請求項２】
　上記ＤＩＴを挿入したトランスポートストリームを、ＩＥＥＥ（Institute of Electri
cal and Electronics Engineers）１３９４規格にて伝送する請求項１記載の電子機器。
【請求項３】
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　複数の電子機器が接続されて構築されたネットワーク上でデータ送受信を行う際に、デ
ータをＭＰＥＧ（Moving Picture Experts Group）データパケット化し、トランスポート
ストリームとして伝送するデータ伝送方法であって、
　上記ネットワークのインターフェースとは異なる通信媒体を介して外部から受信したデ
ータのコンテンツのデータの変わり目を検出し、検出されたデータの変わり目に、上記デ
ータに非連続情報データとしてのＤＩＴを挿入するようにし、上記データの変わり目とし
て、動作モードの切換点、時間変化、コンテンツの変化、及びディジタルコンテンツの変
わり目を検出した際に、上記ＤＩＴを挿入して伝送する
　データ伝送方法。
【請求項４】
　上記ＤＩＴを挿入したトランスポートストリームを、ＩＥＥＥ（Institute of Electri
cal and Electronics Engineers）１３９４規格にて伝送する請求項３記載のデータ伝送
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の電子機器が接続されたネットワークにおいてデータを送受信するデー
タ伝送方法及び電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、例えばディジタル衛星放送向けのセットトップ・ボックスといった外部通信用の
ポートを備える各種機器を相互に接続し、ネットワークを構築して使用することが考えら
れている。
【０００３】
　このようなネットワークシステムにおいては、各機器がシリアルバス等のネットワーク
ケーブルを介して、ＭＰＥＧ（Moving Picture Experts Group）データ等をパケット化し
、トランスポートストリームとして伝送する。
【０００４】
　従来技術として、特許文献１、２が知られている。
【０００５】
【特許文献１】特開平９－１８６９６８号公報
【特許文献２】特開平１０－１５４３７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上述したネットワークシステムにおいては、データの変わり目といったスト
リームの非連続ポイントを他の機器に通知するようなサポートがなされていなかった。
【０００７】
　そのため、このようなネットワークシステムにおいては、任意の機器間で通信を行う際
に、受信側の機器におけるデマルチプレクサやデコーダに対して、例えば時間軸が変化す
るような予測不可能な異常なストリームが突然入力された場合に、デマルチプレクサやデ
コーダ等の各部がハングアップしてしまうといった問題を生じることがあった。また、こ
のようなネットワークシステムにおいては、異常なストリームを受信した機器が、ノイズ
画を表示したり、スピーカを破壊してしまうような異常音を出力してしまうといった問題
があった。
【０００８】
　本発明は、このような実情に鑑みてなされたものであり、従来のネットワークシステム
において、データを受信した機器が、ノイズ画を表示したり、スピーカを破壊してしまう
ような異常音を出力することがないデータを送受信するデータ伝送方法及び電子機器を提
供することを目的とするものである。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した目的を達成する本発明にかかるデータ伝送方法は、複数の電子機器が接続され
て構築されたネットワーク上でデータ送受信を行う際に、データをＭＰＥＧ（Moving Pic
ture Experts Group）データパケット化し、トランスポートストリームとして伝送するデ
ータ伝送方法であって、記録媒体に対して記録及び／又は再生するデータのコンテンツの
データの変わり目を検出し、検出されたデータの変わり目に非連続情報データとしてのＤ
ＩＴ（Discontinuity Information Table）を挿入し、ＩＥＥＥ（Institute of Electric
al and Electronics Engineers）１３９４規格にて伝送することを特徴としている。
【００１０】
　このような本発明にかかるデータ伝送方法は、記録媒体に対して記録及び／又は再生す
るデータの非連続情報データを挿入することによって、データのコンテンツの時間軸が変
化していることを示す。
【００１１】
　また、上述した目的を達成する本発明にかかるデータ伝送方法は、複数の電子機器が接
続されて構築されたネットワーク上でデータ送受信を行う際に、データをＭＰＥＧ（Movi
ng Picture Experts Group）データパケット化し、トランスポートストリームとして伝送
するデータ伝送方法であって、上記ネットワークのインターフェースとは異なる通信媒体
を介して外部から受信したデータのコンテンツのデータの変わり目を検出し、検出された
データの変わり目に、上記データに非連続情報データとしてのＤＩＴを挿入するようにし
、上記データの変わり目として、動作モードの切換点、時間変化、コンテンツの変化、及
びディジタルコンテンツの変わり目を検出した際に、上記ＤＩＴを挿入して伝送する。
【００１２】
　このような本発明にかかるデータ伝送方法は、シリアルバスインターフェースとは異な
る通信媒体を介して外部から受信したデータの非連続情報データを挿入することによって
、データのコンテンツの時間軸が変化していることを示す。
【００１３】
　さらに、上述した目的を達成する本発明にかかる電子機器は、複数の電子機器が接続さ
れて構築されたネットワーク上でデータ送受信を行う際に、データをＭＰＥＧ（Moving P
icture Experts Group）データパケット化し、トランスポートストリームとして伝送する
電子機器であって、記録媒体に記録されたデータの非連続情報データとしてのＤＩＴ（Di
scontinuity Information Table）を生成する生成手段を備え、上記生成手段は、上記デ
ータのコンテンツのデータの変わり目に、上記データに生成した上記ＤＩＴを挿入し、Ｉ
ＥＥＥ（Institute of Electrical and Electronics Engineers）１３９４規格にて伝送
することを特徴としている。
【００１４】
　このように構成された本発明にかかる電子機器は、記録媒体に対して記録及び／又は再
生するデータの非連続情報データを生成してデータに挿入することによって、このデータ
のコンテンツの時間軸が変化していることを示す。
【００１５】
　さらにまた、上述した目的を達成する本発明にかかる電子機器は、複数の電子機器が接
続されて構築されたネットワーク上でデータ送受信を行う際に、データをＭＰＥＧ（Movi
ng Picture Experts Group）データパケット化し、トランスポートストリームとして伝送
する電子機器であって、上記ネットワークのインターフェースとは異なる通信媒体を介し
て外部から受信したデータの同調をとる同調手段と、上記ネットワークのインターフェー
ス及び／又は上記同調手段を介して受信したデータの変わり目として、動作モードの切換
点、時間変化、コンテンツの変化、及びディジタルコンテンツの変わり目を検出する検出
手段と、上記ネットワークのインターフェース及び／又は上記同調手段を介して受信した
データの非連続情報データとしてのＤＩＴ（Discontinuity Information Table）を生成
して挿入制御する制御手段とを備え、上記制御手段は、上記同調手段を介して受信したデ



(4) JP 4737200 B2 2011.7.27

10

20

30

40

50

ータのコンテンツのデータの上記検出手段により検出された変わり目に、上記ＤＩＴを挿
入制御する。
【００１６】
　このように構成された本発明にかかる電子機器は、シリアルバスインターフェースとは
異なる通信媒体を介して外部から受信したデータの非連続情報データを生成してデータに
挿入することによって、このデータのコンテンツの時間軸が変化していることを示す。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明にかかるデータ伝送方法は、シリアルバスインターフェースにより複数の電子機
器が接続されて構築されたネットワーク上でデータ送受信を行うデータ伝送方法であって
、記録媒体に対して記録及び／又は再生するデータのコンテンツの時間軸が変化する際に
、データに非連続情報データを挿入することによって、このデータを外部へと出力した際
に、このデータを受信した電子機器が、データのコンテンツの時間軸が変化していること
を知ることができ、各部がハングアップしてしまうことを回避することが可能となるとと
もに、ノイズ画を表示したり、スピーカを破壊してしまうような異常音を出力することも
回避可能となる。
【００１８】
　また、本発明にかかるデータ伝送方法は、シリアルバスインターフェースにより複数の
電子機器が接続されて構築されたネットワーク上でデータ送受信を行うデータ伝送方法で
あって、シリアルバスインターフェースとは異なる通信媒体を介して外部から受信したデ
ータのコンテンツの時間軸が変化する際に、データに非連続情報データを挿入することに
よって、このデータをシリアルバスインターフェースを介して外部へと出力した際に、こ
のデータを受信した電子機器が、データのコンテンツの時間軸が変化していることを知る
ことができる。したがって、本発明にかかるデータ伝送方法は、データを受信した電子機
器の各部がハングアップしてしまうことを回避することができ、ノイズ画を表示したり、
スピーカを破壊してしまうような異常音を出力することも回避することができる。
【００１９】
　さらに、本発明にかかる電子機器は、シリアルバスインターフェースにより複数の電子
機器が接続されて構築されたネットワーク上でデータ送受信を行う電子機器であって、記
録媒体に記録されたデータの非連続情報データを生成する生成手段を備え、データのコン
テンツの時間軸が変化する際に、データに、この生成手段により生成した非連続情報デー
タを挿入するため、このデータを外部へと出力した際に、このデータを受信した他の電子
機器が、データのコンテンツの時間軸が変化していることを知ることができ、各部がハン
グアップしてしまうことを回避することができるとともに、ノイズ画を表示したり、スピ
ーカを破壊してしまうような異常音を出力することも回避することができる。
【００２０】
　さらにまた、本発明にかかる電子機器は、シリアルバスインターフェースにより複数の
電子機器が接続されて構築されたネットワーク上でデータ送受信を行う電子機器であって
、シリアルバスインターフェースとは異なる通信媒体を介して外部から受信したデータの
同調をとる同調手段と、シリアルバスインターフェース及び／又は同調手段を介して受信
したデータの非連続情報データを生成する生成手段とを備え、同調手段を介して受信した
データのコンテンツの時間軸が変化する際に、データに、生成手段によって生成した非連
続情報データを挿入するため、このデータをシリアルバスインターフェースを介して外部
へと出力した際に、このデータを受信した電子機器が、データのコンテンツの時間軸が変
化していることを知ることができる。したがって、本発明にかかる電子機器は、データを
受信した電子機器の各部がハングアップしてしまうことを回避することを可能とするとと
もに、ノイズ画を表示したり、スピーカを破壊してしまうような異常音を出力することも
回避することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
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　以下、本発明を適用した具体的な実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明す
る。
【００２２】
　本発明を適用した実施の形態は、図１に示すように、ＩＥＥＥ（The Institute of Ele
ctrical and Electronics Engineers, Inc.）によって承認されたIEEE Std. 1394-1995 I
EEE Standard for a High Performance serial Bus規格（以下、ＩＥＥＥ１３９４と略称
する。）に準拠したＩＥＥＥ１３９４シリアルバス６０により、複数の電子機器が接続さ
れたネットワーク（以下、ＩＥＥＥ１３９４ネットワークと称する。）１０である。なお
、ここでは、ＩＥＥＥ１３９４ネットワーク上のデータ記録再生メディア機器２０とチュ
ーナ機器４０の２つの電子機器を対象とし、これらの２つの電子機器間でデータ送受信を
行うものとする。
【００２３】
　以下の説明において、データ記録再生メディア機器２０は、例えば、いわゆるディジタ
ル・ビデオ・ホーム・システム（Digital Video Home System；Ｄ－ＶＨＳ）方式のビデ
オ・テープ・レコーダ（Video Tape Recorder；ＶＴＲ）、オーディオ・ビジュアル・ハ
ードディスクドライブ（Audio Visual Hard Disk Drive；ＡＶ－ＨＤＤ）或いはディジタ
ル・ビデオ・ディスク（Digital Video Disk；ＤＶＤ）といった電子機器であるものとす
る。データ記録再生メディア機器２０は、いわゆるＭＰＥＧ（Moving Picture Experts G
roup）方式により圧縮されたＭＰＥＧデータを図示しない記録媒体であるテープやディス
クに記録するとともに、この圧縮されたＭＰＥＧデータを伸張して再生出力するものであ
る。
【００２４】
　一方、チューナ機器４０は、例えば、ディジタル衛星放送向けの統合受信復調装置（In
tegrated Receiver Decorder）やディジタル・テレビ（Digital Television；ＤＴＶ）等
のチューナ機能を備えた電子機器であり、ＭＰＥＧデータを送受信するものとする。
【００２５】
　ＩＥＥＥ１３９４ネットワーク１０においては、データ記録再生メディア機器２０にて
再生してパケット化したＭＰＥＧデータをトランスポートストリーム（以下、ＭＰＥＧ－
ＴＳと略記する。）としてチューナ機器４０へと送信し、受信したＭＰＥＧ－ＴＳをチュ
ーナ機器４０にてアンパケット化して伸張する。また、ＩＥＥＥ１３９４ネットワーク１
０においては、チューナ機器４０にて受信してパケット化したＭＰＥＧ－ＴＳをデータ記
録再生メディア機器２０へと送信し、受信したＭＰＥＧ－ＴＳをデータ記録再生メディア
機器２０にてアンパケット化して記録媒体に記録する。
【００２６】
　このようなデータ記録再生メディア機器２０及びチューナ機器４０は、それぞれ、図２
及び図３に示すような各部を備える。
【００２７】
　すなわち、データ記録再生メディア機器２０は、図２に示すように、記録媒体に対する
データの記録及び／又は再生の動作を制御する記録再生制御部２１と、記録媒体に記録さ
れているデータの変わり目を検出する検出手段であるデータ検出部２２と、外部とのデー
タのインターフェースを行うＩＥＥＥ１３９４インターフェース（以下、ＩＥＥＥ１３９
４Ｉ／Ｆと略記する。）２３と、各部を制御するとともに、後述する非連続情報データを
生成する生成手段としての機能を有する制御マイコン２４とを備える。
【００２８】
　記録再生制御部２１は、後述する制御マイコン２４の制御のもとに、テープやディスク
等の記録媒体に対するデータの記録及び／又は再生の動作を制御する。すなわち、記録再
生制御部２１は、例えば、記録媒体であるテープの動作の制御や、記録媒体に記録されて
いるデータの再生及び可変速再生といった再生動作の制御や、再生しているデータの停止
及び一時停止といった停止動作の制御や、記録媒体に対するデータの記録及び一時記録停
止といった記録動作の制御を行うための制御信号を制御マイコン２４から受信し、記録媒
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体の動作を制御する。
【００２９】
　データ検出部２２は、異なるデータの境界やアナログデータとディジタルデータとの境
界といった記録媒体に記録されているデータの変わり目を検出して、制御マイコン２４に
その検出結果を送信する。
【００３０】
　ＩＥＥＥ１３９４Ｉ／Ｆ２３は、データのパケット分割及びパケット化されたデータの
アンパケット化等の処理を施すリンクＩＣ２５と、このリンクＩＣ２５とＩＥＥＥ１３９
４シリアルバス６０との間で電気信号のビット列としてデータの受け渡しを行うフィジカ
ル・レイヤ２６とを有する。
【００３１】
　リンクＩＣ２５は、記録媒体から再生されるデータをミュートするか否かにより切り換
えられる切換スイッチ２７と、データを記録するか再生するかに応じて切り換えられる切
換スイッチ２８と、記録再生するデータを一時記憶することにより、制御マイコン２４か
ら受信した後述するデータの非連続情報データ（Discontinuity Information Table；以
下、ＤＩＴと略記する。）をデータに挿入するためのバッファの役割を果たすメモリ２９
と、記録媒体から再生したデータをパケット化してＭＰＥＧ－ＴＳとする１３９４パケッ
ト化部３０と、外部から受信したＭＰＥＧ－ＴＳのパケット化を解く１３９４アンパケッ
ト化部３１と、物理層であるフィジカル・レイヤ２６とのインターフェースであるフィジ
カルＩ／Ｆ３２とを有する。
【００３２】
　ＩＥＥＥ１３９４Ｉ／Ｆ２３は、ＩＥＥＥ１３９４シリアルバス６０を介して外部から
伝送されてきたＭＰＥＧ－ＴＳを受信するとともに、記録媒体に記録されているデータに
処理を施してＭＰＥＧ－ＴＳとしてＩＥＥＥ１３９４シリアルバス６０に流し、外部へと
送信する。
【００３３】
　制御マイコン２４は、上述した記録再生制御部２１、データ検出部２２、ＩＥＥＥ１３
９４Ｉ／Ｆ２３を制御する。すなわち、制御マイコン２４は、記録再生制御部２１に対し
て、上述した記録媒体の動作を制御するための制御信号を送信して制御する。また、制御
マイコン２４は、データ検出部２２からデータの変わり目を検出した結果を受信する。さ
らに、制御マイコン２４は、動作モードに応じて切換スイッチ２７，２８を制御するとと
もに、データの送信、受信或いは同時送受信状態を決定してメモリ２９に対するデータの
入出力制御のための制御信号を送信して制御する。さらにまた、制御マイコン２４は、メ
モリ２９に保持されているデータを消去するための制御信号や、データに挿入するＤＩＴ
を、メモリ２９に送信して制御する。また、制御マイコン２４は、決定した送受信方向に
したがって、ＩＥＣ（International Electrotechnical Commission；国際電気標準会議
）６１８８３にしたがったコネクションマネージメントに準拠して、１３９４パケット化
部３０及び１３９４アンパケット化部３１に対して機器間の論理的な接続及び切断を管理
するコネクション制御のための制御信号を送信して制御する。
【００３４】
　このようなデータ記録再生メディア機器２０は、ＩＥＥＥ１３９４シリアルバス６０を
介して外部からＭＰＥＧ－ＴＳを受信して上述した各種処理を施し、データを記録媒体に
記録するとともに、記録媒体に記録されているデータを再生して各種処理を施し、得られ
たＭＰＥＧ－ＴＳをＩＥＥＥ１３９４シリアルバス６０を介して外部へと送信する。
【００３５】
　一方、チューナ機器４０は、図３に示すように、外部とのデータのインターフェースを
行うＩＥＥＥ１３９４Ｉ／Ｆ４１と、外部から受信した多重化されたデータを複数の信号
に分離するとともに、データの時間軸の変わり目を検出する検出手段としての機能を有す
るデマルチプレクサ４２と、受信したデータをデコードするデコーダ４３と、ＩＥＥＥ１
３９４シリアルバス６０ではなく、ディジタル衛星放送等の他の通信媒体を介して受信し
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たデータの同調をとる同調手段であるチューナ部４４と、動作モードに応じてデマルチプ
レクサ４２とチューナ部４４とを選択して接続する切換スイッチ４５と、各部を制御する
とともに、上述した非連続情報データであるＤＩＴを生成する生成手段としての機能を有
する制御マイコン４６とを備える。
【００３６】
　ＩＥＥＥ１３９４Ｉ／Ｆ４１は、リンクＩＣ４８とＩＥＥＥ１３９４シリアルバス６０
との間で電気信号のビット列としてデータの受け渡しを行うフィジカル・レイヤ４７と、
データのパケット分割及びパケット化されたデータのアンパケット化等の処理を施すリン
クＩＣ４８とを有する。
【００３７】
　リンクＩＣ４８は、物理層であるフィジカル・レイヤ４７とのインターフェースである
フィジカルＩ／Ｆ４９と、チューナ部４４で受信したデータをパケット化してＭＰＥＧ－
ＴＳとする１３９４パケット化部５０と、ＩＥＥＥ１３９４シリアルバス６０を介して外
部から受信したＭＰＥＧ－ＴＳのパケット化を解く１３９４アンパケット化部５１と、受
信したデータを一時記憶することにより、制御マイコン４６から受信したＤＩＴをデータ
に挿入するためのバッファの役割を果たすメモリ５２と、ＩＥＥＥ１３９４シリアルバス
６０を介して受信したデータをデコードするかチューナ部４４で受信したデータを図示し
ないモニタやスピーカ、図示しないアナログデータを扱うＶＴＲ或いは外部へと出力する
かに応じて切り換えられる切換スイッチ５３と、ＩＥＥＥ１３９４シリアルバス６０を介
して受信したデータ或いはチューナ部４４で受信したデータをミュートするか否かにより
切り換えられる切換スイッチ５４とを有する。
【００３８】
　ＩＥＥＥ１３９４Ｉ／Ｆ４１は、ＩＥＥＥ１３９４シリアルバス６０を介して外部から
伝送されてきたＭＰＥＧ－ＴＳを受信するとともに、チューナ部４４で受信したデータに
処理を施してＭＰＥＧ－ＴＳとしてＩＥＥＥ１３９４シリアルバス６０に流し、外部へと
送信する。
【００３９】
　デマルチプレクサ４２は、外部から受信した多重化されたデータを複数の信号に分離す
る。そして、デマルチプレクサ４２は、分離して得られた異なるデータの境界やアナログ
データとディジタルデータとの境界といったデータの変わり目を検出して、制御マイコン
４６にその検出結果を送信する。
【００４０】
　デコーダ４３は、デマルチプレクサ４２で分離されたデータをデコードする。
【００４１】
　チューナ部４４は、衛星放送等の他の通信媒体を介してデータを受信し、同調をとる。
チューナ部４４は、制御マイコン４６の制御のもとに、チューニング制御を行う。
【００４２】
　切換スイッチ４５は、制御マイコン４６の制御のもとに、デマルチプレクサ４２とチュ
ーナ部４４とを選択して接続し、データの経路を切り換える。すなわち、切換スイッチ４
５は、ＩＥＥＥ１３９４シリアルバス６０を介して受信したデータをデコードする場合に
は、デマルチプレクサ４２と接続する。また、切換スイッチ４５は、チューナ部４４で受
信したデータをモニタやスピーカ、ＶＴＲ或いは外部へと出力する場合には、チューナ部
４４と接続する。
【００４３】
　制御マイコン４６は、上述したＩＥＥＥ１３９４Ｉ／Ｆ４１、デマルチプレクサ４２、
デコーダ４３、チューナ部４４を制御する。すなわち、制御マイコン４６は、ＩＥＣ６１
８８３にしたがったコネクションマネージメントに準拠して、１３９４パケット化部５０
及び１３９４アンパケット化部５１に対して機器間の論理的な接続及び切断を管理するコ
ネクション制御のための制御信号を送信して制御する。また、制御マイコン４６は、メモ
リ５２に保持されているデータを消去するための制御信号や、データに挿入するＤＩＴを
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、メモリ５２に送信して制御する。さらに、制御マイコン４６は、メモリ５２と切換スイ
ッチ４５，５３に対して、ＩＥＥＥ１３９４シリアルバス６０を介して受信したデータを
デコードするかチューナ部４４で受信したデータをモニタやスピーカ、ＶＴＲ或いは外部
へと出力するかに応じて動作モードを変更するための制御信号を送信して制御するととも
に、これらのデータをミュートするか否かを制御するための制御信号を切換スイッチ５４
に送信して制御する。さらにまた、制御マイコン４６は、デマルチプレクサ４２からデー
タの変わり目を検出した結果を受信するとともに、チューナ部４４に対して、チューニン
グ制御のための制御信号を送信して制御する。
【００４４】
　このようなチューナ機器４０は、ＩＥＥＥ１３９４シリアルバス６０を介して外部から
ＭＰＥＧ－ＴＳを受信して上述した各種処理を施すとともに、チューナ部４４で受信した
データに各種処理を施し、得られたＭＰＥＧ－ＴＳをモニタやスピーカ、ＶＴＲ或いは外
部へと出力する。
【００４５】
　ＩＥＥＥ１３９４ネットワーク１０においては、データ記録再生メディア機器２０及び
チューナ機器４０の制御マイコン２４及び制御マイコン４６が、それぞれのメモリ２９，
５２に対して、コンテンツの時間軸やサービスが変化した場合に上述したＤＩＴを送信し
、このＤＩＴをデータに挿入する。このＤＩＴとは、欧州ディジタル放送であるＤＶＢ（
Digital Video Broadcasting）システムで規定されているサービス情報（Service Inform
ation）の一種である。このＤＩＴは、トランジション・フラグ（transition_flag；以下
、ｔｆと略記する。）という１ビットのフラグをシンタックス（syntax）として有する。
【００４６】
　ｔｆは、ＭＰＥＧ－ＴＳにおける状態遷移の種類を示す。ｔｆは、１である場合には、
状態遷移が、ＭＰＥＧ－ＴＳにおけるソースデータが変化したために生じたことを示す。
このソースデータの変化は、ＭＰＥＧ－ＴＳ自体の変化であり得るとともに、例えば、時
間シフトの場合のように、ＭＰＥＧ－ＴＳにおける位置の変化でもあり得る。すなわち、
ｔｆは、１である場合には、ソースデータが非連続であることを示すものである。また、
ｔｆは、０である場合には、状態遷移が、選択のみの変化のために生じたことを示す。す
なわち、データが、同一の位置で同一のＴＳ内に滞在しており、連続していることを示す
。
【００４７】
　このようなＤＩＴをデータに挿入する方法について、ＤＩＴを挿入すべき場合にわけて
説明する。
【００４８】
　まず、データにＤＩＴを挿入して送信すべき場合としては、記録媒体に記録されている
ＤＩＴを再生しているときが挙げられる。具体的には、例えば、データ記録再生メディア
機器２０の記録媒体に記録されている不連続なＭＰＥＧ－ＴＳに付随しているＤＩＴを再
生しているときである。
【００４９】
　このような場合、チューナ機器４０は、ＩＥＥＥ１３９４シリアルバス６０を介してデ
ータ記録再生メディア機器２０から受信してアンパケット化したデータに対して、チャン
ネルを切り換える際に、ＤＩＴを挿入する。
【００５０】
　また、データにＤＩＴを挿入して送信すべき場合としては、データ出力開始時が挙げら
れる。具体的には、例えば、データ記録再生メディア機器２０が停止状態（Ｓｔｏｐ）か
ら再生状態（playback；ＰＢ）へと動作モードを遷移させ、記録媒体に記録されているデ
ータを出力開始する場合である。
【００５１】
　このような場合、データ記録再生メディア機器２０における動作モード、データ記録再
生メディア機器２０のコネクションマネージメントを行う部分におけるディジタル入出力
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モード（Digital Input Output Mode；以下、ＤＩＦモードと記す。）、データ記録再生
メディア機器２０の制御マイコン２４からスイッチ２７に送られるミュート制御のための
制御信号、ＭＰＥＧ－ＴＳパケットの時間変化は、それぞれ、図４に示すようなタイミン
グチャートで表される。すなわち、データ記録再生メディア機器２０は、ＤＩＦモードが
入力（ＩＮ）から出力（ＯＵＴ）になると、データの論理的な出入口である自らの出力プ
ラグ（Output Plug Control Register；以下、ｏＰＣＲと略記する。）におけるブロード
キャストコネクションカウンタ（Broadcast Connection Counter；以下、Ｂｃｃと略記す
る。）又はポイント・トゥ・ポイント・コネクションカウンタ（Point to Point Connect
ion Counter；以下、Ｐｃｃと略記する。）を０から１に設定してコネクション接続状態
とする。そして、データ記録再生メディア機器２０は、ミュート解除前に、ｔｆ＝１のＤ
ＩＴを１つ挿入する。なお、同図中におけるＥｍｐｔｙとは、空パケットを示すものであ
る。
【００５２】
　また、この場合は、コネクション接続状態のときのデータ出力開始時も含まれる。具体
的には、例えば、データ記録再生メディア機器２０がダビング中において停止状態から再
生状態へと動作モードを遷移させ、記録媒体に記録されているデータを出力開始する場合
である。
【００５３】
　このような場合にも、データ記録再生メディア機器２０は、ミュート解除前に、ｔｆ＝
１のＤＩＴを１つ挿入する。
【００５４】
　このようなデータ記録再生メディア機器２０における一連の処理は、図５に示すような
ものになる。すなわち、データ記録再生メディア機器２０は、ステップＳ１において、制
御マイコン２４からスイッチ２７に対して制御信号を送信し、ＩＥＥＥ１３９４Ｉ／Ｆ２
３へデータが入力されないように、ミュートがＯＮの状態にするとともに、制御マイコン
２４からＩＥＥＥ１３９４Ｉ／Ｆ２３におけるメモリ２９に対して制御信号を送信し、メ
モリ２９に保持されているデータをクリアする。
【００５５】
　次に、データ記録再生メディア機器２０は、ステップＳ２において、動作モードが一時
停止状態（Ｐａｕｓｅ）又は例えば、再生一時停止（ＰＢｐａｕｓｅ）、早巻き（Ｃｕｅ
）、早巻戻し（Ｒｅｖｉｅｗ）、スロー再生（Ｓｌｏｗ）といった可変速再生状態である
かを判別する。
【００５６】
　ここで、一時停止状態又は可変速状態である場合には、データ記録再生メディア機器２
０は、ステップＳ５において、ｏＰＣＲでＢｃｃ又はＰｃｃが１以上であるか否か、すな
わち、コネクション接続状態であるか否かを判別する。
【００５７】
　ここで、ｏＰＣＲでＢｃｃ及びＰｃｃがともに０であった場合には、データ記録再生メ
ディア機器２０は、ステップＳ７の処理へと移行する。
【００５８】
　一方、ｏＰＣＲでＢｃｃ又はＰｃｃが１以上であった場合には、データ記録再生メディ
ア機器２０は、ステップＳ６の処理へと移行する。
【００５９】
　また、データ記録再生メディア機器２０は、ステップＳ２において一時停止状態又は可
変速状態でないと判別した場合には、ステップＳ３において、ｏＰＣＲでＢｃｃ及びＰｃ
ｃがともに０であるか否かを判別する。
【００６０】
　ここで、ｏＰＣＲでＢｃｃ又はＰｃｃが１以上であった場合には、データ記録再生メデ
ィア機器２０は、ステップＳ６の処理へと移行する。
【００６１】
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　一方、ｏＰＣＲでＢｃｃ及びＰｃｃがともに０であった場合には、データ記録再生メデ
ィア機器２０は、ステップＳ４において、ｏＰＣＲにおけるＢｃｃ又はＰｃｃに１を加算
する。
【００６２】
　そして、データ記録再生メディア機器２０は、ステップＳ６において、制御マイコン２
４からメモリ２９に対してｔｆ＝１のＤＩＴを送信し、このＤＩＴをデータに挿入する。
【００６３】
　データ記録再生メディア機器２０は、ステップＳ７において、再生状態に遷移した後、
ステップＳ８において、制御マイコン２４からスイッチ２７に対して制御信号を送信し、
ＩＥＥＥ１３９４Ｉ／Ｆ２３へデータが入力されるように、ミュートがＯＦＦの状態にし
、一連の処理を終了する。
【００６４】
　なお、データ記録再生メディア機器２０においては、ＤＩＦモードが出力であって、リ
モート制御により自らのｏＰＣＲがＢｃｃ＝０又はＰｃｃ＝０に設定された場合には、Ｄ
ＩＴを挿入しないようにする。
【００６５】
　このような一連の処理によって、データ記録再生メディア機器２０は、上述したタイミ
ングにおいてＤＩＴを挿入する。データ記録再生メディア機器２０は、ＤＩＴが挿入され
たデータを１３９４パケット化部３０においてパケット化し、ＭＰＥＧ－ＴＳとしてＩＥ
ＥＥ１３９４シリアルバス６０を介して外部へと出力する。
【００６６】
　一方、チューナ機器４０は、データ記録再生メディア機器２０から送信されたＭＰＥＧ
－ＴＳを受信し、図６に示すような一連の処理を行い再生出力する。
【００６７】
　すなわち、チューナ機器４０は、同図に示すように、ステップＳ１１において、制御マ
イコン４６によって、デコーダ４３と図示しないＤ／Ａ（Digital to Analog）コンバー
タとの入力段及び出力段をミュートがＯＮの状態にするように指示し、異常な映像や音声
の出力処理を一時停止するとともに、デマルチプレクサ４２の入力段及び出力段をミュー
トがＯＮの状態にするように指示し、異常なストリームが入力されないようにする。
【００６８】
　次に、チューナ機器４０は、ステップＳ１２において、制御マイコン４６からＩＥＥＥ
１３９４Ｉ／Ｆ４１におけるメモリ５２に対して制御信号を送信し、メモリ５２に保持さ
れているデータをクリアする。なお、ここでは、データの加工等のためにチューナ機器４
０の各部が使用する図示しないメモリがある場合には、それらのメモリもクリアする。
【００６９】
　また、チューナ機器４０は、ステップＳ１３において、必要に応じて、各部の初期化又
は一時停止状態から復帰した際に必要となるデータの設定を行う。
【００７０】
　そして、チューナ機器４０は、ステップＳ１４において、制御マイコン４６によって、
デマルチプレクサ４２の入力段をミュートがＯＦＦの状態にするように指示し、１３９４
アンパケット化部５１においてアンパケット化されて入力されてくるストリームの同期バ
イトを検出した後、ストリームが安定して入力していることを確認する。
【００７１】
　さらに、チューナ機器４０は、ステップＳ１５において、制御マイコン４６によって、
デマルチプレクサ４２の出力段とデコーダ４３の出力段とをミュートがＯＦＦの状態にす
るように指示し、デコーダ４３に入力されているストリームが安定してデコードされてい
ることを確認する。
【００７２】
　そして、チューナ機器４０は、ステップＳ１６において、デコーダ４３の出力段と、Ｄ
／Ａコンバータの入力段及び出力段とをミュートがＯＦＦの状態にするように指示して、
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モニタやスピーカ、ＶＴＲ等の接続されている電子機器に対してデータを再び出力し、正
常な映像や音声の再生を再開する。
【００７３】
　このようにすることによって、チューナ機器４０は、制御マイコン４６の制御のもとに
適切にデータをデコードすることができ、デマルチプレクサ４２やデコーダ４３等の各部
がハングアップしてしまうことがなく、ノイズ画を表示したり、スピーカを破壊してしま
うような異常音を出力することがなくなる。
【００７４】
　つぎに、データにＤＩＴを挿入して送信すべき場合として挙げられるデータ出力停止時
について説明する。具体的には、例えば、データ記録再生メディア機器２０が再生状態か
ら停止状態へと動作モードを遷移させる場合である。
【００７５】
　このような場合、データ記録再生メディア機器２０における動作モード、データ記録再
生メディア機器２０におけるＤＩＦモード、データ記録再生メディア機器２０の制御マイ
コン２４からスイッチ２７に送られるミュート制御のための制御信号、ＭＰＥＧ－ＴＳパ
ケットの時間変化は、それぞれ、図７に示すようなタイミングチャートで表される。すな
わち、データ記録再生メディア機器２０は、ＤＩＦモードが出力から入力になると、ミュ
ート設定してから自らのｏＰＣＲにおけるＢｃｃ＞０又はＰｃｃ＞０を０に設定する前に
、ｔｆ＝１のＤＩＴを１つ挿入する。
【００７６】
　また、この場合は、コネクション接続状態のときのデータ出力停止時も含まれる。具体
的には、例えば、データ記録再生メディア機器２０がダビング中において再生状態から停
止状態へと動作モードを遷移させる場合である。
【００７７】
　このような場合にも、データ記録再生メディア機器２０は、ｔｆ＝１のＤＩＴを１つ挿
入する。
【００７８】
　このようなデータ記録再生メディア機器２０における一連の処理は、図８に示すような
ものになる。すなわち、データ記録再生メディア機器２０は、ステップＳ２１において、
制御マイコン２４からスイッチ２７に対して制御信号を送信し、ＩＥＥＥ１３９４Ｉ／Ｆ
２３へデータが入力されないように、ミュートがＯＮの状態にするとともに、制御マイコ
ン２４からＩＥＥＥ１３９４Ｉ／Ｆ２３におけるメモリ２９に対して制御信号を送信し、
メモリ２９に保持されているデータをクリアする。
【００７９】
　次に、データ記録再生メディア機器２０は、ステップＳ２２において、動作モードが再
生状態であるかを判別する。
【００８０】
　ここで、再生状態でない場合には、データ記録再生メディア機器２０は、ステップＳ２
６において、ｏＰＣＲでＢｃｃ又はＰｃｃが１以上であるか否か、すなわち、コネクショ
ン接続状態であるか否かを判別する。
【００８１】
　ここで、ｏＰＣＲでＢｃｃ及びＰｃｃがともに０であった場合には、データ記録再生メ
ディア機器２０は、ステップＳ２８の処理へと移行する。
【００８２】
　一方、ｏＰＣＲでＢｃｃ又はＰｃｃが１以上であった場合には、データ記録再生メディ
ア機器２０は、ステップＳ２７において、ｏＰＣＲにおけるＢｃｃ又はＰｃｃから１を減
算する。
【００８３】
　また、データ記録再生メディア機器２０は、ステップＳ２２において再生状態であると
判別した場合には、ステップＳ２３において、ｏＰＣＲでＢｃｃ又はＰｃｃが１以上であ
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るか否かを判別する。
【００８４】
　ここで、ｏＰＣＲでＢｃｃ及びＰｃｃがともに０であった場合には、データ記録再生メ
ディア機器２０は、ステップＳ２８の処理へと移行する。
【００８５】
　一方、ｏＰＣＲでＢｃｃ又はＰｃｃが１以上であった場合には、データ記録再生メディ
ア機器２０は、ステップＳ２４において、制御マイコン２４からメモリ２９に対してｔｆ
＝１のＤＩＴを送信し、このＤＩＴをデータに挿入する。
【００８６】
　また、データ記録再生メディア機器２０は、ステップＳ２５において、ｏＰＣＲにおけ
るＢｃｃ又はＰｃｃから１を減算する。
【００８７】
　そして、データ記録再生メディア機器２０は、ステップＳ２８において、停止状態に遷
移した後、ステップＳ２９において、制御マイコン２４からスイッチ２７に対して制御信
号を送信し、ＩＥＥＥ１３９４Ｉ／Ｆ２３へデータが入力されるように、ミュートがＯＦ
Ｆの状態にし、一連の処理を終了する。
【００８８】
　なお、データ記録再生メディア機器２０においては、このような処理を、動作モードが
再生状態から早巻き状態又は早巻戻し状態に遷移する場合にも適用できる。
【００８９】
　このような一連の処理によって、データ記録再生メディア機器２０は、上述したタイミ
ングにおいてＤＩＴを挿入する。データ記録再生メディア機器２０は、再生していたデー
タが停止されたことを示すＤＩＴが挿入されたデータを１３９４パケット化部３０におい
てパケット化し、ＭＰＥＧ－ＴＳとしてＩＥＥＥ１３９４シリアルバス６０を介して外部
へと出力する。
【００９０】
　そして、ＭＰＥＧ－ＴＳを受信したチューナ機器４０は、先に図６に示したような一連
の処理を行い、データを再生する。このようにすることによって、チューナ機器４０は、
制御マイコン４６の制御のもとに適切にデータをデコードすることができ、突然の再生状
態から停止状態への遷移にもデマルチプレクサ４２やデコーダ４３等の各部がハングアッ
プしてしまうことがなく、ノイズ画を表示したり、スピーカを破壊してしまうような異常
音を出力することがなくなる。
【００９１】
　つぎに、データにＤＩＴを挿入して送信すべき場合として挙げられるＩＥＣ６１８８３
にしたがったコネクションルールに基づいたデータ出力乗っ取り時について説明する。な
お、ここでは、データ記録再生メディア機器２０が、チューナ機器４０が使用しているデ
フォルトチャンネルを乗っ取り出力する場合について述べる。
【００９２】
　このような場合、データ記録再生メディア機器２０における動作モード、データ記録再
生メディア機器２０におけるＤＩＦモード、チューナ機器４０のｏＰＣＲのＢｃｃ、ＭＰ
ＥＧ－ＴＳパケットの時間変化は、それぞれ、図９に示すようなタイミングチャートで表
される。すなわち、データ記録再生メディア機器２０は、チューナ機器４０のｏＰＣＲの
Ｂｃｃを１から０に設定し、さらに、自らのｏＰＣＲにおけるＢｃｃ又はＰｃｃを０から
１に設定する。そして、データ記録再生メディア機器２０は、ミュート解除前に、ｔｆ＝
１のＤＩＴを１つ挿入する。
【００９３】
　このようなデータ記録再生メディア機器２０における一連の処理は、図１０に示すよう
なものになる。すなわち、データ記録再生メディア機器２０は、ステップＳ３１において
、制御マイコン２４からスイッチ２７に対して制御信号を送信し、ＩＥＥＥ１３９４Ｉ／
Ｆ２３へデータが入力されないように、ミュートがＯＮの状態にするとともに、制御マイ
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コン２４からＩＥＥＥ１３９４Ｉ／Ｆ２３におけるメモリ２９に対して制御信号を送信し
、メモリ２９に保持されているデータをクリアする。
【００９４】
　次に、データ記録再生メディア機器２０は、ステップＳ３２において、動作モードを再
生及び出力状態にする。
【００９５】
　また、データ記録再生メディア機器２０は、ステップＳ３３において、チューナ機器４
０のｏＰＣＲのＢｃｃを１から０に設定する。
【００９６】
　さらに、データ記録再生メディア機器２０は、ステップＳ３４において、自らのｏＰＣ
ＲのＢｃｃ又はＰｃｃを０から１に設定する。
【００９７】
　そして、データ記録再生メディア機器２０は、ステップＳ３５において、制御マイコン
２４からメモリ２９に対してｔｆ＝１のＤＩＴを送信し、このＤＩＴをデータに挿入する
。
【００９８】
　データ記録再生メディア機器２０は、ステップＳ３６において、制御マイコン２４から
スイッチ２７に対して制御信号を送信し、ＩＥＥＥ１３９４Ｉ／Ｆ２３へデータが入力さ
れるように、ミュートがＯＦＦの状態にし、一連の処理を終了する。
【００９９】
　このような一連の処理によって、データ記録再生メディア機器２０は、上述したタイミ
ングにおいて２つのＤＩＴをデータに挿入し、１３９４パケット化部３０においてパケッ
ト化して、ＭＰＥＧ－ＴＳとしてＩＥＥＥ１３９４シリアルバス６０を介して外部へと出
力する。
【０１００】
　このＭＰＥＧ－ＴＳを受信したチューナ機器４０は、先に図６に示したような一連の処
理を行い、データを再生する。このようにすることによって、チューナ機器４０は、制御
マイコン４６の制御のもとに適切にデータをデコードすることができ、突然のサービス変
更にもデマルチプレクサ４２やデコーダ４３等の各部がハングアップしてしまうことがな
く、ノイズ画を表示したり、スピーカを破壊してしまうような異常音を出力することがな
くなる。
【０１０１】
　つぎに、データにＤＩＴを挿入して送信すべき場合として挙げられるデータ記録再生メ
ディア機器２０から出力されたＭＰＥＧ－ＴＳが可変速再生に対応できない場合について
説明する。
【０１０２】
　このような場合、データ記録再生メディア機器２０は、そのメカモードが可変速再生状
態に遷移するとき、ＤＩＴを挿入し、可変速再生中には、ミュート設定して空パケットを
出力する。具体的には、データ記録再生メディア機器２０は、通常の再生状態から再生一
時停止、早巻き、早巻戻し、スロー再生といった可変速再生状態へと遷移する際に、ｔｆ
＝１のＤＩＴを１つデータに挿入する。一方、データ記録再生メディア機器２０は、再生
一時停止、早巻き、早巻戻し、スロー再生といった可変速再生状態から通常の再生状態へ
と遷移する際にも、ｔｆ＝１のＤＩＴを１つデータに挿入する。ただし、データ記録再生
メディア機器２０においては、再生一時停止、早巻き、早巻戻し、スロー再生といった可
変速再生状態から停止状態へと遷移する際には、ＤＩＴを挿入する必要はない。
【０１０３】
　このようなデータ記録再生メディア機器２０における一連の処理は、図１１に示すよう
なものになる。すなわち、データ記録再生メディア機器２０は、ステップＳ４１において
、制御マイコン２４からスイッチ２７に対して制御信号を送信し、ＩＥＥＥ１３９４Ｉ／
Ｆ２３へデータが入力されないように、ミュートがＯＮの状態にするとともに、制御マイ
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コン２４からＩＥＥＥ１３９４Ｉ／Ｆ２３におけるメモリ２９に対して制御信号を送信し
、メモリ２９に保持されているデータをクリアする。
【０１０４】
　次に、データ記録再生メディア機器２０は、ステップＳ４２において、動作モードが再
生状態であるかを判別する。
【０１０５】
　ここで、再生状態である場合には、データ記録再生メディア機器２０は、ステップＳ４
６において、ｏＰＣＲでＢｃｃ又はＰｃｃが１以上であるか否か、すなわち、コネクショ
ン接続状態であるか否かを判別する。
【０１０６】
　ここで、ｏＰＣＲでＢｃｃ及びＰｃｃがともに０であった場合には、データ記録再生メ
ディア機器２０は、ステップＳ４８の処理へと移行する。
【０１０７】
　一方、ｏＰＣＲでＢｃｃ又はＰｃｃが１以上であった場合には、データ記録再生メディ
ア機器２０は、ステップＳ４７において、制御マイコン２４からメモリ２９に対してｔｆ
＝１のＤＩＴを送信して、このＤＩＴをデータに挿入し、ステップＳ４８の処理へと移行
する。
【０１０８】
　また、データ記録再生メディア機器２０は、ステップＳ４２において再生状態でなく停
止状態であると判別した場合には、ステップＳ４３において、ｏＰＣＲでＢｃｃ又はＰｃ
ｃが１以上であるか否かを判別する。
【０１０９】
　ここで、ｏＰＣＲでＢｃｃ及びＰｃｃがともに０であった場合には、データ記録再生メ
ディア機器２０は、ステップＳ４８の処理へと移行する。
【０１１０】
　一方、ｏＰＣＲでＢｃｃ又はＰｃｃが１以上であった場合には、データ記録再生メディ
ア機器２０は、ステップＳ４４において、制御マイコン２４からメモリ２９に対してｔｆ
＝１のＤＩＴを送信し、このＤＩＴをデータに挿入する。
【０１１１】
　また、データ記録再生メディア機器２０は、ステップＳ４５において、ｏＰＣＲにおけ
るＢｃｃ又はＰｃｃから１を減算する。
【０１１２】
　そして、データ記録再生メディア機器２０は、ステップＳ４８において、可変速再生状
態に遷移した後、ステップＳ４９において、制御マイコン２４からスイッチ２７に対して
制御信号を送信し、ＩＥＥＥ１３９４Ｉ／Ｆ２３へデータが入力されるように、ミュート
がＯＦＦの状態にし、一連の処理を終了する。
【０１１３】
　なお、データ記録再生メディア機器２０においては、このような処理を、動作モードが
一時停止状態に遷移する場合にも適用できる。
【０１１４】
　このような一連の処理によって、データ記録再生メディア機器２０は、上述したタイミ
ングにおいてＤＩＴを挿入する。データ記録再生メディア機器２０は、ＤＩＴが挿入され
たデータを１３９４パケット化部３０においてパケット化し、ＭＰＥＧ－ＴＳとしてＩＥ
ＥＥ１３９４シリアルバス６０を介して外部へと出力する。
【０１１５】
　そして、ＭＰＥＧ－ＴＳを受信したチューナ機器４０は、先に図６に示したような一連
の処理を行い、データを再生する。このようにすることによって、チューナ機器４０は、
制御マイコン４６の制御のもとに適切にデータをデコードすることができ、突然の可変速
再生状態又は一時停止状態への遷移にもデマルチプレクサ４２やデコーダ４３等の各部が
ハングアップしてしまうことがなく、ノイズ画を表示したり、スピーカを破壊してしまう
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ような異常音を出力することがなくなる。
【０１１６】
　つぎに、データにＤＩＴを挿入して送信すべき場合として挙げられるコンテンツが変化
する変わり目がある場合について説明する。具体的には、例えば、ＭＰＥＧコンテンツの
継ぎとりや、ＭＰＥＧコンテンツの上書き記録といったように、２つの互いに異なる番組
等のプログラムＡ及びプログラムＢのディジタルコンテンツが連続してデータ記録再生メ
ディア機器２０の記録媒体に記録されているときである。
【０１１７】
　このような場合、データ記録再生メディア機器２０の記録媒体に記録されているＭＰＥ
Ｇコンテンツ、ＭＰＥＧ－ＴＳパケットの時間変化、データ記録再生メディア機器２０の
制御マイコン２４からスイッチ２７に送られるミュート制御のための制御信号は、それぞ
れ、図１２に示すようなタイミングチャートで表される。すなわち、データ記録再生メデ
ィア機器２０は、プログラムＡからプログラムＢへと遷移する際に、ｔｆ＝１のＤＩＴを
１つ挿入する。
【０１１８】
　また、データ記録再生メディア機器２０は、記録媒体におけるＭＰＥＧコンテンツの変
わり目が、例えば、コンテンツと未記録部分との境界である場合や、Ｄ－ＶＨＳのように
ディジタルコンテンツ及びアナログコンテンツの両方を記録可能であって、これらのコン
テンツの記録部分が混在している際のディジタルコンテンツとアナログコンテンツとの境
界である場合にもＤＩＴを挿入する。
【０１１９】
　このような場合、データ記録再生メディア機器２０の記録媒体に記録されているＭＰＥ
Ｇコンテンツ、ＭＰＥＧ－ＴＳパケットの時間変化、データ記録再生メディア機器２０の
制御マイコン２４からスイッチ２７に送られるミュート制御のための制御信号は、それぞ
れ、図１３に示すようなタイミングチャートで表される。すなわち、データ記録再生メデ
ィア機器２０は、記録媒体において、ディジタルコンテンツが記録されている部分から、
未記録部分やアナログコンテンツが記録されている部分へと再生する際には、ｔｆ＝１の
ＤＩＴを１つ挿入する。また、データ記録再生メディア機器２０は、記録媒体において、
未記録部分やアナログコンテンツが記録されている部分から、ディジタルコンテンツが記
録されている部分へと再生する際には、ｔｆ＝１のＤＩＴを１つ挿入する。
【０１２０】
　このようなデータ記録再生メディア機器２０における一連の処理は、図１４に示すよう
なものになる。すなわち、データ記録再生メディア機器２０は、ステップＳ５１において
、制御マイコン２４からスイッチ２７に対して制御信号を送信し、ＩＥＥＥ１３９４Ｉ／
Ｆ２３へデータが入力されないように、ミュートがＯＮの状態にするとともに、制御マイ
コン２４からＩＥＥＥ１３９４Ｉ／Ｆ２３におけるメモリ２９に対して制御信号を送信し
、メモリ２９に保持されているデータをクリアする。
【０１２１】
　次に、データ記録再生メディア機器２０は、ステップＳ５２において、ディジタルコン
テンツの変わり目があるか否かを判別する。
【０１２２】
　ここで、ディジタルコンテンツの変わり目がある場合には、データ記録再生メディア機
器２０は、ステップＳ５６において、制御マイコン２４からメモリ２９に対してｔｆ＝１
のＤＩＴを送信して、このＤＩＴをデータに挿入し、ステップＳ５７の処理へと移行する
。
【０１２３】
　一方、ディジタルコンテンツの変わり目がない場合には、データ記録再生メディア機器
２０は、ステップＳ５３において、記録媒体において、ディジタルコンテンツの部分から
、未記録部分やアナログコンテンツの部分へと連続して記録されているか否かを判別する
。



(16) JP 4737200 B2 2011.7.27

10

20

30

40

50

【０１２４】
　ここで、ディジタルコンテンツの部分から、未記録部分やアナログコンテンツの部分へ
と連続して記録されている場合には、データ記録再生メディア機器２０は、ステップＳ５
５において、制御マイコン２４からメモリ２９に対してｔｆ＝１のＤＩＴを送信して、こ
のＤＩＴをデータに挿入し、ステップＳ５７の処理へと移行する。
【０１２５】
　一方、未記録部分やアナログコンテンツの部分から、ディジタルコンテンツの部分へと
連続して記録されている場合にも、データ記録再生メディア機器２０は、ステップＳ５４
において、制御マイコン２４からメモリ２９に対してｔｆ＝１のＤＩＴを送信し、このＤ
ＩＴをデータに挿入する。
【０１２６】
　そして、データ記録再生メディア機器２０は、ステップＳ５７において、制御マイコン
２４からスイッチ２７に対して制御信号を送信し、ＩＥＥＥ１３９４Ｉ／Ｆ２３へデータ
が入力されるように、ミュートがＯＦＦの状態にし、一連の処理を終了する。
【０１２７】
　このような一連の処理によって、データ記録再生メディア機器２０は、ＭＰＥＧコンテ
ンツの変わり目に応じて、上述したタイミングにおいてＤＩＴをデータに挿入し、１３９
４パケット化部３０においてパケット化して、ＭＰＥＧ－ＴＳとしてＩＥＥＥ１３９４シ
リアルバス６０を介して外部へと出力する。
【０１２８】
　このＭＰＥＧ－ＴＳを受信したチューナ機器４０は、先に図６に示したような一連の処
理を行い、データを再生する。このようにすることによって、チューナ機器４０は、制御
マイコン４６の制御のもとに適切にデータをデコードすることができ、突然のサービス変
更にもデマルチプレクサ４２やデコーダ４３等の各部がハングアップしてしまうことがな
く、ノイズ画を表示したり、スピーカを破壊してしまうような異常音を出力することがな
くなる。
【０１２９】
　つぎに、データにＤＩＴを挿入して送信すべき場合として挙げられるデータ記録開始時
及びデータ記録停止時について説明する。具体的には、例えば、データ記録再生メディア
機器２０が、停止状態から記録状態へと動作モードを遷移させる場合や、記録状態から停
止状態へと動作モードを遷移させる場合である。
【０１３０】
　このような場合、データ記録再生メディア機器２０は、記録媒体にデータを記録する際
には、最初にｔｆ＝１のＤＩＴを１つ記録してから、データの記録を開始する。また、デ
ータ記録再生メディア機器２０は、記録媒体へのデータの記録を停止又は一時停止する際
には、記録されたデータの最後にｔｆ＝１のＤＩＴを１つ記録してから、停止状態又は一
時停止状態へと遷移する。
【０１３１】
　このような処理を行うことによって、データ記録再生メディア機器２０は、上述したタ
イミングにおいてＤＩＴを挿入する。そして、データ記録再生メディア機器２０は、この
データを再生する際には、１３９４パケット化部３０においてデータをパケット化して、
ＭＰＥＧ－ＴＳとしてＩＥＥＥ１３９４シリアルバス６０を介して外部へと出力する。
【０１３２】
　ＭＰＥＧ－ＴＳを受信したチューナ機器４０は、先に図６に示したような一連の処理を
行い、データを再生する。このようにすることによって、チューナ機器４０は、制御マイ
コン４６の制御のもとに適切にデータをデコードすることができ、デマルチプレクサ４２
やデコーダ４３等の各部がハングアップしてしまうことがなく、ノイズ画を表示したり、
スピーカを破壊してしまうような異常音を出力することがなくなる。
【０１３３】
　以上のように、データ記録再生メディア機器２０は、動作モードやコンテンツの変化に
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応じて、データにＤＩＴを挿入する。なお、これらの処理は、チューナ機器４０にも適用
できるものであることはいうまでもない。
【０１３４】
　また、チューナ機器４０は、例えば衛星やケーブル等を経由してチューナ部４４で受信
しているサービスを選局された異なるサービスに変え、そのサービスのストリームをＩＥ
ＥＥ１３９４シリアルバス６０へと出力する場合に、データにＤＩＴを挿入する。
【０１３５】
　すなわち、チューナ機器４０は、チューナ部４４で受信したサービスの変化に応じて、
制御マイコン４６からメモリ５２に対してＤＩＴを送信してデータに挿入する。そして、
チューナ機器４０は、ＤＩＴが挿入されたデータを１３９４パケット化部５０でパケット
化し、ＭＰＥＧ－ＴＳとしてＩＥＥＥ１３９４シリアルバス６０上に出力する。
【０１３６】
　このようにすることによって、データ記録再生メディア機器２０がこのＭＰＥＧ－ＴＳ
を受信した場合には、データ記録再生メディア機器２０は、制御マイコン２４の制御のも
とに安定したデータを記録媒体に記録することができる。
【０１３７】
　以上説明してきたように、本発明の実施の形態として示すＩＥＥＥ１３９４ネットワー
ク１０においては、データにＤＩＴを挿入することによって、データを受信する電子機器
がハングアップすることを回避することができる。したがって、ユーザは、ノイズ画とい
った目障りな映像や、スピーカを破壊してしまうような異常音を体験することがなくなる
。
【０１３８】
　また、本発明を適用することで、上述したＤＩＴを挿入するタイミング等のＤＩＴに関
する運用方法のガイドラインを定めることができる。
【０１３９】
　なお、本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、例えば、ＩＥＥＥ１
３９４ネットワークのみではなく、いわゆるイーサネット（登録商標）やＵＳＢ（Univer
sal Serial Bus）等のディジタルシリアルバスで構築されたネットワークにも適用できる
ものである。
【０１４０】
　また、本発明は、上述したデータ記録再生メディア機器２０やチューナ機器４０のみに
適用可能なものではなく、例えば家電機器に外部通信機能を備えたものやコンピュータの
ように、ＭＰＥＧ－ＴＳを送受信できる電子機器も適用できるものである。
【０１４１】
　さらに、本発明は、受信したＤＩＴを処理するＭＰＥＧビューア機器も対象とすること
ができる。
【０１４２】
　その他、本発明は、その趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更が可能であることはいうまで
もない。
【０１４３】
　以上詳細に説明したように、本発明の実施の形態のデータ伝送方法は、シリアルバスイ
ンターフェースにより複数の電子機器が接続されて構築されたネットワーク上でデータ送
受信を行うデータ伝送方法であって、記録媒体に対して記録及び／又は再生するデータの
コンテンツの時間軸が変化する際に、データに非連続情報データを挿入することによって
、このデータを外部へと出力した際に、このデータを受信した電子機器が、データのコン
テンツの時間軸が変化していることを知ることができ、各部がハングアップしてしまうこ
とを回避することが可能となるとともに、ノイズ画を表示したり、スピーカを破壊してし
まうような異常音を出力することも回避可能となる。
【０１４４】
　また、本発明の実施の形態のデータ伝送方法は、シリアルバスインターフェースにより
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複数の電子機器が接続されて構築されたネットワーク上でデータ送受信を行うデータ伝送
方法であって、シリアルバスインターフェースとは異なる通信媒体を介して外部から受信
したデータのコンテンツの時間軸が変化する際に、データに非連続情報データを挿入する
ことによって、このデータをシリアルバスインターフェースを介して外部へと出力した際
に、このデータを受信した電子機器が、データのコンテンツの時間軸が変化していること
を知ることができる。したがって、本発明にかかるデータ伝送方法は、データを受信した
電子機器の各部がハングアップしてしまうことを回避することができ、ノイズ画を表示し
たり、スピーカを破壊してしまうような異常音を出力することも回避することができる。
【０１４５】
　さらに、本発明の実施の形態の電子機器は、シリアルバスインターフェースにより複数
の電子機器が接続されて構築されたネットワーク上でデータ送受信を行う電子機器であっ
て、記録媒体に記録されたデータの非連続情報データを生成する生成手段を備え、データ
のコンテンツの時間軸が変化する際に、データに、この生成手段により生成した非連続情
報データを挿入するため、このデータを外部へと出力した際に、このデータを受信した他
の電子機器が、データのコンテンツの時間軸が変化していることを知ることができ、各部
がハングアップしてしまうことを回避することができるとともに、ノイズ画を表示したり
、スピーカを破壊してしまうような異常音を出力することも回避することができる。
【０１４６】
　さらにまた、本発明の実施の形態の電子機器は、シリアルバスインターフェースにより
複数の電子機器が接続されて構築されたネットワーク上でデータ送受信を行う電子機器で
あって、シリアルバスインターフェースとは異なる通信媒体を介して外部から受信したデ
ータの同調をとる同調手段と、シリアルバスインターフェース及び／又は同調手段を介し
て受信したデータの非連続情報データを生成する生成手段とを備え、同調手段を介して受
信したデータのコンテンツの時間軸が変化する際に、データに、生成手段によって生成し
た非連続情報データを挿入するため、このデータをシリアルバスインターフェースを介し
て外部へと出力した際に、このデータを受信した電子機器が、データのコンテンツの時間
軸が変化していることを知ることができる。したがって、本発明にかかる電子機器は、デ
ータを受信した電子機器の各部がハングアップしてしまうことを回避することを可能とす
るとともに、ノイズ画を表示したり、スピーカを破壊してしまうような異常音を出力する
ことも回避することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０１４７】
【図１】本発明の実施の形態として示すＩＥＥＥ１３９４ネットワークの構成を説明する
ブロック図である。
【図２】同ＩＥＥＥ１３９４ネットワーク上のデータ記録再生メディア機器の構成を説明
するブロック図である。
【図３】同ＩＥＥＥ１３９４ネットワーク上のチューナ機器の構成を説明するブロック図
である。
【図４】データ記録再生メディア機器が停止状態から再生状態へと遷移する場合における
ＤＩＴ挿入に関するタイミングチャートである。
【図５】データ記録再生メディア機器が停止状態から再生状態へと遷移する場合にＤＩＴ
を挿入する際の一連の工程を説明するフローチャートである。
【図６】ＤＩＴが挿入されたストリームを受信する際のチューナ機器における一連の工程
を説明するフローチャートである。
【図７】データ記録再生メディア機器が再生状態から停止状態へと遷移する場合における
ＤＩＴ挿入に関するタイミングチャートである。
【図８】データ記録再生メディア機器が再生状態から停止状態へと遷移する場合にＤＩＴ
を挿入する際の一連の工程を説明するフローチャートである。
【図９】データ記録再生メディア機器が、使用されているチャンネルを乗っ取り出力する
場合におけるＤＩＴ挿入に関するタイミングチャートである。
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【図１０】データ記録再生メディア機器が、チューナ機器が使用しているチャンネルを乗
っ取り出力する場合にＤＩＴを挿入する際の一連の工程を説明するフローチャートである
。
【図１１】データ記録再生メディア機器から出力されたストリームが可変速再生に対応で
きない場合にＤＩＴを挿入する際のデータ記録再生メディア機器における一連の工程を説
明するフローチャートである。
【図１２】２つの互いに異なるディジタルコンテンツが連続してデータ記録再生メディア
機器の記録媒体に記録されている場合におけるＤＩＴ挿入に関するタイミングチャートで
ある。
【図１３】ディジタルコンテンツとアナログコンテンツと未記録部分とが混在してデータ
記録再生メディア機器の記録媒体に記録されている場合におけるＤＩＴ挿入に関するタイ
ミングチャートである。
【図１４】ディジタルコンテンツとアナログコンテンツと未記録部分とが混在してデータ
記録再生メディア機器の記録媒体に記録されている場合にＤＩＴを挿入する際のデータ記
録再生メディア機器における一連の工程を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
【０１４８】
　１０　ＩＥＥＥ１３９４ネットワーク、　２０　データ記録再生メディア機器、　２１
　記録再生制御部、　２２　データ検出部、　２３，４１　ＩＥＥＥ１３９４Ｉ／Ｆ、　
２４，４６　制御マイコン、　４０　チューナ機器、　４２　デマルチプレクサ、　４３
　デコーダ、　４４　チューナ部、　６０　ＩＥＥＥ１３９４シリアルバス

【図１】 【図２】
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