
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

　 情報信号に付加されている第１の複製防止制御信号を検出する第１の手段と、
　 情報信号に 第２
の複製防止制御信号を検出する第２の手段と、
　上記第１の複製防止制御信号又は上記第２の複製防止制御信号のいずれか一方でも検出
されないときには、上記情報信号の出力を許可しないように出力制御を行う制御手段と
　 ことを特徴とする情報信号出力制御装置。
【請求項２】
　上記第２の複製防止制御信号は、上記第１の複製防止制御信号の生成に付随して生成さ
れ、
　上記制御手段は、上記第１の複製防止制御信号と上記第２の複製防止制御信号のいずれ
も検出されないときには、上記情報信号の出力を許可するように出力制御を行うことを特
徴とする請求項１に記載の情報信号出力制御装置。
【請求項３】
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情報信号に対して付加すべきものとして予め決められる複製防止制御信号に基づいて生
成され、複製制御について同一の複製制御内容を有するが、上記情報信号に対する複製制
御の処理方式の異なる第１の複製防止制御信号と第２の複製防止制御信号との２種類の複
製防止制御信号が付加された情報信号を出力する情報信号出力制御装置であって、

上記
上記 上記第１の複製防止制御信号とは複製制御の処理方式の異なる上記

を備える

情報信号に対して付加すべきものとして予め決められる複製防止制御信号に基づいて生



　 情報信号に付加されている第１の複製防止制御信号を検出する第１のステップと、
　 情報信号に 第２
の複製防止制御信号を検出する第２のステップと、
　上記第１の複製防止制御信号又は上記第２の複製防止制御信号のいずれか一方でも検出
されないときには、上記情報信号の出力を許可しないように出力制御を行う制御ステップ
と
　 ことを特徴とする情報信号出力制御方法。
【請求項４】
　上記第２の複製防止制御信号は、上記第１の複製防止制御信号の生成に付随して生成さ
れ、
　上記制御ステップにおいては、上記第１の複製防止制御信号と上記第２の複製防止制御
信号のいずれも検出されないときには、上記情報信号の出力を許可するように出力制御を
行うことを特徴とする請求項３に記載の情報信号出力制御方法。
【請求項５】
　

　情報信号に付加されている第１の複製防止制御信号を検出する第１の手段と、
　情報信号に 第２の複
製防止制御信号を検出する第２の手段と、
　上記第１の複製防止制御信号又は上記第２の複製防止制御信号のいずれか一方でも検出
されないときには、警告を行う 手段と
　 ことを特徴とする情報信号複製防止装置。
【請求項６】
　上記第２の複製防止制御信号は、上記第１の複製防止制御信号の生成に付随して生成さ
れ、
　上記警告手段は、上記第１の複製防止制御信号と上記第２の複製防止制御信号のいずれ
も検出されないときには、警告を行わないことを特徴とする請求項５に記載の情報信号複
製防止装置。
【請求項７】
　

　 情報信号に付加されている第１の複製防止制御信号を検出する第１のステップと、
　 情報信号に 第２
の複製防止制御信号を検出する第２のステップと、
　上記第１の複製防止制御信号又は上記第２の複製防止制御信号のいずれか一方でも検出
されないときには、警告を行う ステップと
　 ことを特徴とする情報信号複製防止方法。
【請求項８】
　上記第２の複製防止制御信号は、上記第１の複製防止制御信号の生成に付随して生成さ
れ、
　上記警告ステップにおいては、上記第１の複製防止制御信号と上記第２の複製防止制御
信号のいずれも検出されないときには、警告を行わないことを特徴とする請求項７に記載
の情報信号複製防止方法。
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成され、複製制御について同一の複製制御内容を有するが、上記情報信号に対する複製制
御の処理方式の異なる第１の複製防止制御信号と第２の複製防止制御信号との２種類の複
製防止制御信号が付加された情報信号を出力する場合の情報信号出力制御方法であって、

上記
上記 上記第１の複製防止制御信号とは複製制御の処理方式の異なる上記

を有する

情報信号に対して付加すべきものとして予め決められる複製防止制御信号に基づいて生
成され、複製制御について同一の複製制御内容を有するが、上記情報信号に対する複製制
御の処理方式の異なる第１の複製防止制御信号と第２の複製防止制御信号との２種類の複
製防止制御信号が付加された情報信号を対象とする情報信号複製防止装置であって、

上記第１の複製防止制御信号とは複製制御の処理方式の異なる上記

警告
を備える

情報信号に対して付加すべきものとして予め決められる複製防止制御信号に基づいて生
成され、複製制御について同一の複製制御内容を有するが、上記情報信号に対する複製制
御の処理方式の異なる第１の複製防止制御信号と第２の複製防止制御信号との２種類の複
製防止制御信号が付加された情報信号を対象とする情報信号複製防止装置であって、

上記
上記 上記第１の複製防止制御信号とは複製制御の処理方式の異なる上記

警告
を有する



【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、情報信号とともに記録媒体に記録された複製防止制御信号を用いて
、情報信号の出力制御、複製防止制御を行う に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＶＴＲ（ビデオテープレコーダ）が普及し、ＶＴＲで再生が可能な数多くのソフトウエア
が提供されるようになってきている。また最近では、デジタルＶＴＲやＤＶＤ（デジタル
ビデオディスク）の再生装置などが現実のものとなってきており、画質、音質の良い映像
、音声を手軽に再生して視聴することができるようになってきている。
【０００３】
しかし、一方で、このように豊富に提供されるようになったソフトウエアが無制限に複製
されてしまうおそれがあるという問題があり、従来から種々の複製防止対策が施されてい
る。
【０００４】
例えば、アナログ映像信号についての複製を直接的に禁止する方法ではないが、記録装置
としての例えばＶＴＲと、映像を提供するモニタ受像機のＡＧＣ（オート・ゲイン・コン
トロール）の方式の相違、あるいはＡＰＣ（オート・フェイズ・コントロール）の特性の
相違を利用して、実質的に複製を防止する方法がある。
【０００５】
すなわち、例えば、ＶＴＲは、映像信号に挿入された擬似同期信号によりＡＧＣを行い、
モニタ受像機は、この擬似同期信号によらないＡＧＣ方式を採用するというように、ＡＧ
Ｃの方式の相違を利用する方法が前者の例で、オリジナルの記録媒体にアナログ映像信号
を記録するときに、ＡＧＣのための同期信号としてレベルが極端に大きな擬似同期信号を
挿入しておき、再生用ＶＴＲから記録用ＶＴＲに供給する映像信号に、ＡＧＣのための同
期信号として、このレベルが極端に大きな擬似同期信号を挿入するものである。
【０００６】
また、ＶＴＲでのＡＰＣは、映像信号中のカラーバースト信号に短い時定数で追従するが
、モニタ受像機のＡＰＣは、比較的長い時定数で追従するというように、ＡＰＣの特性の
相違を利用する方法が後者の例で、オリジナルの記録媒体にアナログ映像信号を記録する
ときに、映像信号のカラーバースト信号の位相を部分的に反転させておき、再生用ＶＴＲ
から記録用ＶＴＲに供給する映像信号としてカラーバースト信号の位相が部分的に反転し
たものを出力するものである。
【０００７】
以上のようにした場合、再生用ＶＴＲからのアナログ映像信号の供給を受けるモニタ受像
機においては、擬似同期信号やＡＰＣのために用いられるカラーバースト信号の部分的な
位相の反転の影響を受けることなく、正常に映像が再生される。
【０００８】
しかし、再生用ＶＴＲからの上述のように擬似同期信号が挿入された、または、カラーバ
ースト信号の位相反転制御を受けたアナログ映像信号の供給を受けて、これを記録媒体に
記録するＶＴＲにおいては、入力信号に基づく利得制御、あるいは位相制御を正常に行う
ことができず、映像信号を正常に記録することができないようになる。したがって、記録
された映像信号を再生しても、視聴可能な正常な映像が再生されることがないようにでき
る。
【０００９】
このようにアナログ映像信号を扱う場合には、複製を禁止するのではなく、正常に視聴可
能な再生映像が得られないようにするものであり、これはいわば消極的な複製防止制御で
ある。
【００１０】
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これに対して、デジタル化された情報例えば映像信号を扱う場合には、複製防止符号、あ
るいは複製の世代制限符号などからなる複製防止制御信号を、デジタルデータとして映像
信号に付加して記録媒体に記録しておくことにより、複製を禁止するなどの直接的な複製
防止制御を行うようにしている。
【００１１】
図１１は、このデジタル化された情報を扱う場合の複製装置の基本的な構成図であり、デ
ジタル再生装置１１０で再生されたデジタル情報を、デジタル伝送路１０１を通じてデジ
タル記録装置１２０に送り、複製可能なものは複製を実行し、複製不許可のものは複製を
禁止するものである。
【００１２】
デジタル再生装置１１０に装填されている記録媒体１１１には、デジタル主情報に加えて
、付加情報としての複製防止制御情報が記録されている。この複製防止制御情報は、複製
禁止、複製許可、世代制限などを制御内容として指示するものである。デジタル再生部１
１２は、記録媒体１１１から情報を読み出して、デジタル主情報と共に複製防止制御情報
を得、これをデジタル伝送路１０１を通じてデジタル記録装置１２０に送る。
【００１３】
デジタル記録装置１２０の複製防止制御信号検出部１２２は、デジタル伝送路１０１を通
じて受信した情報から複製防止制御信号を検出し、その制御内容を判別する。そして、こ
の判別結果をデジタル記録部１２１に送る。
【００１４】
デジタル記録部１２１は、複製防止制御信号検出部１２２からの複製防止制御信号の判別
結果が、デジタル伝送路１０１を通じて入力されたデジタル情報の記録を許可するもので
あるときには、前記入力デジタル信号を記録に適したデジタル情報に変換し、記録媒体１
２３に書き込んで記録を実行するようにする。一方、複製防止制御信号検出部１２２から
の複製防止制御信号の判別結果が、複製禁止であるときには、デジタル記録部１２１は、
前記入力デジタル情報の記録処理を行わないようにする。
【００１５】
さらに、複製防止制御信号検出部１２２からの複製防止制御信号の判別結果が、第１世代
の複製のみを許可するものであるときには、デジタル記録部１２１は、前記入力デジタル
信号を記録に適したデジタル情報に変換し、記録媒体１２３に書き込んで記録を実行する
と共に、付加情報としての複製防止制御信号を複製禁止（次世代の複製禁止）を指示する
ものに変更して、記録媒体１２３に記録するようにする。したがって、複製された記録媒
体１２３を用いては、映像信号を複製することはできないようになる。
【００１６】
このように、主情報信号と、付加情報としての複製防止制御信号をデジタル信号として、
記録装置に供給するようにする、いわゆるデジタル接続の場合には、伝送されるデジタル
データに複製防止制御信号が含まれるので、この複製防止制御信号を用いて、記録装置に
おいて、複製禁止などの複製防止制御を確実に行うことができる。
【００１７】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、前述したＶＴＲとモニタ受像機のＡＧＣの方式の相違、ＡＰＣの特性の相違を
利用する複製防止制御方法の場合には、記録媒体に記録されている映像信号に擬似同期信
号を挿入したり、カラーバースト信号の位相を部分的に反転させるなどの処理がされてい
る。すなわち、同期信号部分に前述のような加工を施しておくものであり、同期信号を付
け替えてしまえば、正常な映像を提供する映像信号の複製ができてしまう。また、複製さ
れた映像信号をさらに複製することもできる。
【００１８】
また、ＶＴＲとモニタ受像機のＡＧＣの方式の相違、ＡＰＣの特性の相違を利用する複製
防止制御方法の場合、記録装置側のＡＧＣの方式、ＡＰＣの特性によっては、正常に映像
信号の記録が行われてしまい、同期信号部分を付け替えるまでもなく、複製が可能な場合
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もある。このように、消極的な複製防止さえも、できない場合が発生する。
【００１９】
また、図１１を用いて前述したデジタル化された映像信号を扱う装置の場合、複製防止制
御信号が記録されている位置が分かってしまえば、前述した同期信号の付け替えの場合と
同様に、複製防止制御信号が記録されている部分を付け替えてしまえば、あるいは除去し
てしまえば、映像信号を複製することが可能となってしまう。
【００２０】
さらに、図１１に示したデジタル再生装置１１０が、例えばデジタルＶＴＲの場合には、
再生した映像信号および音声信号をモニターするために、主情報信号である映像信号およ
び音声信号のみをＤ／Ａ変換回路１１３を通じてアナログ信号に変換して、通常はモニタ
ー受像機が接続されるアナログ出力端子１１４に導出するようにする。
【００２１】
このように、デジタル情報の再生装置であっても、アナログ出力端子１１４に導出される
アナログ信号には、複製防止制御信号は含まれていない。このため、アナログ出力端子１
１４にアナログＶＴＲなどが接続されるアナログ接続の場合には、情報信号の複製が可能
となってしまう。
【００２２】
さらに、上述のようにして、本来、映像信号に付加されているべき複製防止制御信号が取
り除かれて記録媒体に複製された映像信号には、複製防止制御信号が存在しなくなる。こ
のため、この違法に複製された映像信号は、複製防止制御信号を取り除くこともないため
、自由に、再生したり、複製することができることになる。この場合には、違法な映像信
号の複製が、より簡単に行われてしまう。また、上述のようにして、違法に複製された映
像信号が記録された記録媒体を利用する場合、映像は正常に再生されるため、ユーザには
、記録媒体に記録されている映像信号は、違法に複製されたものか否かは分からない。こ
のため、記録媒体に記録されている映像信号が、違法に複製されたものであっても、再生
された映像の画質がよほど悪くない限り、映像信号を違法に複製して提供している
業者に対しては、苦情を言うこともないため、映像信号の違法な複製が横行してしまう。
【００２３】
以上のことにかんがみ、この発明は、上記問題点を一掃し、映像信号などの情報信号の違
法な複製、および、違法に複製された情報信号の利用を防止することができる

を提供することを目的とする。
【００２４】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、この発明による請求項１に記載の情報信号出力制御装置は、
　

　 情報信号に付加されている第１の複製防止制御信号を検出する第１の手段と、
　 情報信号に 第２
の複製防止制御信号を検出する第２の手段と、
　上記第１の複製防止制御信号又は上記第２の複製防止制御信号のいずれか一方でも検出
されないときには、上記情報信号の出力を許可しないように出力制御を行う制御手段と
　 ことを特徴とする。
【００２５】
　また、この発明による に記載の情報信号出力制御方法は、
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情報信号に対して付加すべきものとして予め決められる複製防止制御信号に基づいて生
成され、複製制御について同一の複製制御内容を有するが、上記情報信号に対する複製制
御の処理方式の異なる第１の複製防止制御信号と第２の複製防止制御信号との２種類の複
製防止制御信号が付加された情報信号を出力する情報信号出力制御装置であって、

上記
上記 上記第１の複製防止制御信号とは複製制御の処理方式の異なる上記

を備える

請求項３
情報信号に対して付加すべきものとして予め決められる複製防止制御信号に基づいて生

成され、複製制御について同一の複製制御内容を有するが、上記情報信号に対する複製制
御の処理方式の異なる第１の複製防止制御信号と第２の複製防止制御信号との２種類の複
製防止制御信号が付加された情報信号を出力する場合の情報信号出力制御方法であって、



　 情報信号に付加されている第１の複製防止制御信号を検出する第１のステップと、
　 情報信号に 第２
の複製防止制御信号を検出する第２のステップと、
　上記第１の複製防止制御信号又は上記第２の複製防止制御信号のいずれか一方でも検出
されないときには、上記情報信号の出力を許可しないように出力制御を行う制御ステップ
と
　 ことを特徴とする。
【００２６】
　また、この発明による に記載の情報信号複製防止装置は、
　

　情報信号に付加されている第１の複製防止制御信号を検出する第１の手段と、
　情報信号に 第２の複
製防止制御信号を検出する第２の手段と、
　上記第１の複製防止制御信号又は上記第２の複製防止制御信号のいずれか一方でも検出
されないときには、警告を行う 手段と
　 ことを特徴とする。
【００２７】
　また、この発明による に記載の情報信号複製防止方法は、
　

　 情報信号に付加されている第１の複製防止制御信号を検出する第１のステップと、
　 情報信号に 第２
の複製防止制御信号を検出する第２のステップと、
　上記第１の複製防止制御信号又は上記第２の複製防止制御信号のいずれか一方でも検出
されないときには、警告を行う ステップと
　 ことを特徴とする。
【００３０】
　この発明による請求項１に記載の情報信号出力制御方法によれば、情報信号に付加され
ている発生を関連させて生成された の複製防止制御信号の検出状況に応じて、
情報信号の出力制御が行われる。
【００３１】
　例えば、情報信号に付加されている の複製防止制御信号の全部を検出した場
合、および、全部を検出しなかった場合には、情報信号は正規に作成（複製）されたもの
であると判断されて、情報信号が出力される。
【００３２】
　一方、情報信号に付加されているべき の複製防止制御信号のうち、
検出されなかったときには、違法に複製するために、当該複製防止制御信号が除去された
可能性が大きいため、情報信号は出力しないようにされる。
【００３３】
これにより、違法に複製された情報信号を利用することができなくなる。また、違法に複
製した情報信号を提供した者に対しても、情報信号が利用できない旨の苦情が持ち込まれ
るようになり、情報信号の違法な複製ができないことを知らしめ、情報信号の違法な複製
を防止することができる。
【００３４】
　また、この発明による請求項５に記載の情報信号複製防止装置によれば、情報信号に付
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上記
上記 上記第１の複製防止制御信号とは複製制御の処理方式の異なる上記

を有する

請求項５
情報信号に対して付加すべきものとして予め決められる複製防止制御信号に基づいて生

成され、複製制御について同一の複製制御内容を有するが、上記情報信号に対する複製制
御の処理方式の異なる第１の複製防止制御信号と第２の複製防止制御信号との２種類の複
製防止制御信号が付加された情報信号を対象とする情報信号複製防止装置であって、

上記第１の複製防止制御信号とは複製制御の処理方式の異なる上記

警告
を備える

請求項７
情報信号に対して付加すべきものとして予め決められる複製防止制御信号に基づいて生

成され、複製制御について同一の複製制御内容を有するが、上記情報信号に対する複製制
御の処理方式の異なる第１の複製防止制御信号と第２の複製防止制御信号との２種類の複
製防止制御信号が付加された情報信号を対象とする情報信号複製防止装置であって、

上記
上記 上記第１の複製防止制御信号とは複製制御の処理方式の異なる上記

警告
を有する

第１、第２

第１、第２

第１、第２ 一方でも



加されているべき の複製防止制御信号のうち、 欠落している場合には
、情報信号を出力せずに、当該情報信号は、違法に複製されたものであることを通知する
警告メッセージが出力される。
【００３５】
これにより、本来出力されるべき情報信号が出力されなくとも、情報信号を出力する装置
の故障ではなく、情報信号が違法に複製されたものであることを、ユーザに対し明確に通
知することができる。
【００４４】
【発明の実施の形態】
以下、図を参照しながらこの発明による

の一実施の形態について説明する。
【００４５】
以下に説明する映像信号出力装置、映像信号記録装置は、この発明による情報信号複製防
止装置としての情報信号出力装置、情報信号受信装置が用いられて形成されたものであり
、ともにＤＶＤ（デジタルビデオディスク）の記録再生装置（ＤＶＤ装置と以下称する）
に適用されたものとして説明する。また、説明を簡単にするため、音声信号系についての
説明は省略する。
【００４６】
［第１の実施の形態］
図１は、この第１の実施の形態の映像信号出力装置（以下、単に出力装置という）１０を
説明するための図である。すなわち、出力装置１０は、この第１の実施の形態において、
ＤＶＤ装置の再生系に相当する。
【００４７】
図１に示すように、この実施の形態の出力装置１０は、読み出し部１１、復号化部１２、
Ｄ／Ａ変換回路１３、出力制御部１４、ＳＳ（ＳＳはスペクトラム拡散の略。以下同じ）
複製防止制御信号検出部１５、コピーガード信号検出部１６、出力制御信号生成部１７を
備えている。
【００４８】
また、図１において、ディスク１００は、デジタル化された映像信号、音声信号が記録さ
れ、かつ、付加情報として、発生を関連させて生成した２種類の複製防止制御信号、ＳＳ
複製防止制御信号Ｓ５およびコピーガード信号Ｓ６が記録されたもので、この例ではＤＶ
Ｄである。
【００４９】
この第１の実施の形態において、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ５、コピーガード信号Ｓ６は、
ともに第１世代の複製のみは許可するなどのような世代制限や、映像信号の複製の禁止ま
たは許可を示す信号であり、１ビットあるいは数ビットで構成されているものである。そ
して、正規に作成されたディスクには、必ず、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ５とコピーガード
信号Ｓ６とが付加された映像信号が記録される。
【００５０】
そして、この第１の実施の形態の出力装置１０は、後述もするように、この２種類の複製
防止制御信号の検出状況に応じて、映像信号の出力制御を行うものである。
【００５１】
まず、この第１の実施の形態の出力装置１０において扱われるディスク１００に記録され
ている映像信号と、これに付加された２種類の複製防止制御信号、ＳＳ複製防止制御信号
Ｓ５、コピーガード信号Ｓ６について、図２、図３、図４、図５を用いて説明する。
【００５２】
図２は、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ５とコピーガード信号Ｓ６とを映像信号ＤＶに付加して
、ディスク１００に記録する映像信号記録装置（以下、単に記録装置という）２０を説明
するための図である。この第１の実施の形態において、記録装置２０は、映像信号ＤＶが
正規に複製されたディスクを形成するものである。図２に示すように、記録装置２０は、
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第１、第２ 一方でも

情報信号出力制御装置、情報信号出力制御方法、
情報信号複製防止装置、情報信号複製防止方法



映像信号の入力端Ｔ１、複製防止制御信号ＧＤの入力端Ｔ２、加算回路２１、２４、コピ
ーガード信号生成部２２、ＳＳ複製防止制御信号生成部２３、書き込み部２５を備えてい
る。
【００５３】
この第１の実施の形態において、複製防止制御信号ＤＧは、例えば、映像信号の複製を禁
止するための１ビットの信号として、入力端Ｔ２を介して入力されて、コピーガード信号
生成部２２、ＳＳ複製防止制御信号生成部２３に供給される。
【００５４】
コピーガード信号生成部２２は、複製防止制御信号ＧＤに基づいて、コピーガード信号Ｓ
６を生成する。また、ＳＳ複製防止制御信号生成部２３は、コピーガード信号生成部２２
からの指示に応じて、複製防止制御信号ＧＤをスペクトラム拡散することによりＳＳ複製
防止制御信号Ｓ５を生成する。
【００５５】
この第１の実施の形態において、コピーガード信号Ｓ６は、いわゆるＣＧＭＳと呼ばれる
複製防止制御信号である。図３は、コピーガード信号Ｓ６を説明するための図である。図
３において、１Ｈは１水平区間を示している。この第１の実施の形態において、コピーガ
ード信号Ｓ６は、映像信号の垂直帰線消去期間の例えば２０番目の水平区間に重畳される
ものである。
【００５６】
この場合、垂直帰線消去期間の２０番目の水平区間には、２０ビットの付加情報が重畳さ
れ、そのうち、１ビット～数ビットがコピーガード信号Ｓ６として用いられる。なお、図
３において、２０番目の水平区間に重畳されている信号のうち、信号ＲＥＦは、この水平
区間に重畳された信号は、コピーガード信号信号などであることを示すリファレンス信号
である。
【００５７】
この第１の実施の形態において、コピーガード信号生成部２２において生成されたコピー
ガード信号Ｓ６は、加算回路２１に供給されて、図３に示したように、映像信号ＤＶの各
垂直帰線消去期間の２０番目の水平区間に付加される。
【００５８】
また、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ５は、拡散符号としてＰＮ（Ｐｓｅｕｄｏｒａｎｄｏｍ　
Ｎｏｉｓｅ）系列の符号（以下、ＰＮ符号という）が用いられて、狭帯域、高レベルの複
製防止制御信号ＧＤがスペクトラム拡散され、広帯域、低レベルの信号として、映像信号
ＤＶと同一時間、同一周波数内に重畳されるものである。
【００５９】
図４は、複製防止制御信号と、主情報信号この例では映像信号との関係をスペクトルで示
したものである。複製防止制御信号は、これに含まれる情報量は少なく、低ビットレート
の信号であり、図４（ａ）に示されるように狭帯域の信号である。これにスペクトラム拡
散を施すと、図４（ｂ）に示すような広帯域幅の信号となる。このときに、スペクトラム
拡散信号レベルは帯域の拡大比に反比例して小さくなる。
【００６０】
このスペクトラム拡散信号、すなわち、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ５が、情報信号に重畳さ
れる。この場合に、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ５は、図４（ｃ）に示すように、情報信号と
しての映像信号のダイナミックレンジより小さいレベルで、映像信号に重畳される。この
ように重畳することにより主情報信号の劣化がほとんど生じないようにすることができる
。したがって、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ５が重畳された映像信号がモニター受像機に供給
されて、映像が再生された場合に、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ５の影響はほとんどなく、良
好な再生映像が得られるものである。
【００６１】
一方、後述するように、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ５を検出するために、逆スペクトラム拡
散を行うと、図４（ｄ）に示すように、スペクトラム拡散信号Ｓ５が再び狭帯域の信号と
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して復元される。十分な帯域拡散率を与えることにより、逆拡散後の複製防止制御信号の
電力が情報信号を上回り、検出可能となる。
【００６２】
この場合、映像信号に重畳されたＳＳ複製防止制御信号Ｓ５は、映像信号と同一時間、同
一周波数内に重畳されるため、周波数フィルタや単純な情報の置き換えでは削除および修
正が不可能である。
【００６３】
このように、映像信号に重畳されたＳＳ複製防止制御信号Ｓ５は、取り除かれることがな
く、映像信号とともに確実に提供されるものである。
【００６４】
そして、ＳＳ複製防止制御信号生成部２３において生成されたＳＳ複製防止制御信号Ｓ５
は、加算回路２４に供給されて、コピーガード信号Ｓ６が付加された映像信号ＶＤに重畳
される。
【００６５】
ＳＳ複製防止制御信号Ｓ５、コピーガード信号Ｓ６が付加された映像信号ＶＤは、書き込
み部２５に供給され、ディスク１００に記録される。なお、この第１の実施の形態におい
て、書き込み部２５は、映像信号ＶＤのＡ／Ｄ変換や符号化処理などをも行って、ディス
ク１００に記録するための映像信号の形成をも行う。
【００６６】
このようにして、この第１の実施の形態の記録装置２０は、コピーガード信号Ｓ６を生成
したときには、必ずＳＳ複製防止制御信号Ｓ５をも生成する。そして、図５に示すように
、発生を関連させて生成したコピーガード信号Ｓ６とＳＳ複製防止制御信号Ｓ５とを付加
した映像信号ＶＤをディスク１００に記録する。
【００６７】
次に、上述のように、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ５とコピーガード信号Ｓ６が付加された映
像信号が記録されたディスク１００を再生し、ディスク１００に記録されている映像信号
を出力する出力装置１０の構成および動作について説明する。
【００６８】
出力装置１０の読み出し部１１は、ディスク１００を再生して得られる信号Ｓ１から再生
映像信号成分Ｓ２を取り出し、これを復号化部１２、ＳＳ複製防止制御信号検出部１５、
コピーガード信号検出部１６に供給する。この再生映像信号成分Ｓ２は、前述したように
、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ５、コピーガード信号Ｓ６をも含むものである。
【００６９】
復号化部１２は、再生映像信号成分Ｓ２について復号化処理を行い、デジタル映像信号Ｓ
３を形成し、これをＤ／Ａ変換回路１３に供給する。Ｄ／Ａ変換回路１３は、デジタル映
像信号Ｓ３をＤ／Ａ変換して、同期信号を有するアナログ映像信号Ｓ４を形成し、これを
出力制御部１４に供給する。
【００７０】
一方、ＳＳ複製防止制御信号検出部１５は、ＰＮ符号発生器や乗算回路を備え、逆スペク
トラム拡散を行って、スペクトラム拡散されて再生映像信号成分Ｓ２に重畳されているＳ
Ｓ複製防止制御信号Ｓ５を抽出し、これをスペクトラム拡散前の元の複製防止制御信号Ｓ
５として、出力制御信号生成部１７に供給する。
【００７１】
すなわち、ＳＳ複製防止制御信号検出部１５は、映像信号成分Ｓ２に対して、スペクトル
拡散されてＳＳ複製防止制御信号Ｓ５が形成されたときと、同じタイミングで、同じ符号
パターンのＰＮ符号列を生成し、このＰＮ符号列を用いて逆スペクトラム拡散を行うこと
により、映像信号成分Ｓ２からスペクトル拡散前の元の複製防止制御信号Ｓ５を抽出して
出力する。
【００７２】
コピーガード信号検出部１６は、映像信号成分Ｓ２の垂直帰線消去期間の２０番目の水平
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区間に重畳されているコピーガード信号Ｓ６を抽出し、これを出力制御信号生成部１７に
供給する。
【００７３】
出力制御信号生成部１７は、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ５、コピーガード信号Ｓ６の有無に
応じて、出力制御部１４を制御する出力制御信号Ｓ７を形成する。
【００７４】
図６は、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ５、コピーガード信号Ｓ６の有無に応じて、出力制御信
号Ｓ７を形成する出力制御信号生成部１７の動作を説明するための図である。
【００７５】
この第１の実施の形態において、出力制御信号生成部１７は、図６に示すように、ＳＳ複
製防止制御信号Ｓ５およびコピーガード信号Ｓ６の両方が検出された場合、または、ＳＳ
複製防止制御信号Ｓ５およびコピーガード信号Ｓ６の両方が検出されない場合には、再生
映像信号Ｓ４を出力するようにする制御信号Ｓ７を形成し、これを出力制御部１４に供給
する。
【００７６】
また、出力制御信号生成部１７は、複製防止制御信号Ｓ５、または、コピーガード信号Ｓ
６のいずれか一方の信号だけしか検出されなかったときには、再生映像信号Ｓ４の出力を
禁止する制御信号Ｓ７を形成し、これを出力制御部１４に供給する。
【００７７】
このように、複製防止制御信号Ｓ５、コピーガード信号Ｓ６の有無に応じて再生映像信号
Ｓ４の出力を制御することができるのは、以下の理由による。
【００７８】
すなわち、この第１の実施の形態において、ディスク１００に記録されている映像信号に
は、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ５、コピーガード信号Ｓ６の２種類の複製防止制御信号が対
になって付加されている。したがって、正規に複製された映像信号であれば、ＳＳ複製防
止制御信号Ｓ５およびコピーガード信号Ｓ６の両方が付加されていることになる。
【００７９】
ところが、前述にもしたように、この第１の実施の形態のコピーガード信号Ｓ６のように
、垂直帰線消去期間内に付加される複製防止制御信号の場合、コピーガード信号Ｓ６が付
加されている映像信号中の付加位置が明確であるため、除去されやすい。仮に、付加され
ている位置が分からなくても、垂直帰線消去期間内の信号をすべて付け替えることにより
、コピーガード信号Ｓ６は除去されてしまう。また、垂直帰線消去期間ないの信号がすべ
て付け替えられても、画像を形成する有効画面区間の映像信号には大きな影響を与えるこ
ともない。
【００８０】
このため、コピーガード信号Ｓ６に応じて、複製防止制御を行うようにされた記録装置で
あって、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ５によっては複製防止制御を行うことができない記録装
置を用いると、コピーガード信号Ｓ６さえ除去されてしまえば、映像信号の複製は可能と
なる。
【００８１】
この点に着目し、この第１の実施の形態の出力装置１０は、対になって映像信号に付加さ
れているＳＳ複製防止制御信号Ｓ５およびコピーガード信号Ｓ６のうち、いずれか一方で
も検出されないときには、再生して、出力しようとする映像信号は、違法に複製されたも
のであると判断し、上述のように出力しないように制御する。
【００８２】
なお、この第１の実施の形態において、出力制御信号生成部１７は、複製防止制御信号Ｓ
５およびコピーガード信号Ｓ６の両方が検出されなかった場合には、再生映像信号Ｓ４を
出力するようにする制御信号Ｓ７を形成し、これを出力制御部１４に供給する。これは、
例えば、ユーザ自身が、ビデオカメラなどを用いて撮影した映像や、複製を自由に行って
よい映像の場合など、もともと、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ５やコピーガード信号Ｓ６が付

10

20

30

40

50

(10) JP 3901268 B2 2007.4.4



加されていない映像もあるためである。
【００８３】
このように、複製防止制御信号Ｓ５およびコピーガード信号Ｓ６の両方が検出されない場
合には、ディスク１００に記録されている映像信号にもともと複製防止制御信号が付加さ
れていない場合が考えられる。また、後述にもするように、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ５は
、不正に除去することは難しいため、違法な複製を目的として、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ
５が除去されることはないと考えられる。したがって、この場合には、この実施の形態の
出力装置１０は、再生映像信号Ｓ４を出力するように制御する。
【００８４】
出力制御部１４は、出力制御信号生成部１７からの制御信号Ｓ７に基づいて、再生映像信
号Ｓ４の出力制御を行う。出力制御部１４は、出力制御信号生成部１７からの制御信号Ｓ
７が、映像信号の出力を禁止するものであるときには、再生映像信号Ｓ４を出力しないよ
うにし、制御信号Ｓ７が、映像信号の出力を許可するものであるときには、再生映像信号
Ｓ４を出力するようにする。
【００８５】
このように、この第１の実施の形態の出力装置１０は、ディスク１００に記録されている
映像信号に付加されている、発生を関連させて生成した２種類の複製防止制御信号のうち
、いずれか一方の複製防止制御信号が欠落していた場合には、ディスク１００に記録され
ている映像信号は、違法に複製されたものであると判断し、ディスク１００から再生され
る再生映像信号Ｓ４を出力しないようにする。
【００８６】
また、ディスク１００に記録されている映像信号に付加されている２種類の複製防止制御
信号Ｓ５、Ｓ６の両方が検出されたときには、ディスク１００に記録されている映像信号
は正規に記録されたものであると判断し、ディスク１００から再生される再生映像信号Ｓ
４を出力するようにする。
【００８７】
これにより、この第１の実施の形態の出力装置１０においては、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ
５、コピーガード信号Ｓ６のうち、いずれか一方でも欠落している場合には、ディスク１
００から再生される再生映像信号Ｓ４は、出力されないため、違法に複製された映像信号
を利用させないようにすることができる。したがって、映像信号を違法に複製すること自
体が無意味になり、映像信号などの情報信号の違法な複製自体を効果的に防止することが
できる。
【００８８】
また、この第１の実施の形態においては、２種類の複製防止制御信号のうちの１つはスペ
クトラム拡散されて形成されたＳＳ複製防止制御信号Ｓ５であり、映像信号と同じ時間領
域、周波数帯域に重畳されている。このため、前述にもしたように、ＳＳ複製防止制御信
号Ｓ５をディスク１００に記録されている映像信号から、故意に除去することは難しい。
【００８９】
このように、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ５は除去されにくいため、このＳＳ複製防止制御信
号Ｓ５と、他の複製防止制御信号とを発生を関連させて映像信号に付加しておくことで、
上述したように、２種類の複製防止制御信号の有無に応じて、映像信号の再生出力時の出
力制御を適切に行うことができる。
【００９０】
また、ディスク１００に記録する映像信号に重畳するＳＳ複製防止制御信号Ｓ５を形成す
る場合には、映像同期信号を基準信号として、スペクトラム拡散に用いるＰＮ符号列の発
生の開始タイミングを設定するようにする。これにより、逆スペクトラム拡散時において
も、映像同期信号を基準信号として用いることで、ＳＳ複製防止制御信号が重畳された映
像信号に対して、同じタイミングで逆拡散用のＰＮ符号列を生成することができる。
【００９１】
したがって、ＳＳ複製防止制御信号検出部１５においては、例えば、スライディング相関
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器等を用いて、映像信号成分Ｓ２に重畳されている複製防止制御信号をスペクトラム拡散
しているＰＮ符号列を検出し、同じタイミングで逆拡散用のＰＮ符号列を生成するように
する位相制御を行う必要もないため、逆スペクトラム拡散による複製防止制御信号の抽出
を迅速に行うことができる。
【００９２】
なお、図６に示したように、この第１の実施の形態の出力装置１０においては、ＳＳ複製
防止制御信号Ｓ５とコピーガード信号Ｓ６とは、発生が関連するようにされて生成された
ものであり、映像信号には、必ずＳＳ複製防止制御信号Ｓ５とコピーガード信号Ｓ６とが
付加されるようにされているため、いずれか一方の複製防止制御信号しか検出できない場
合には、映像信号を出力しないようにした。
【００９３】
そして、複製をも考慮した場合、映像信号に付加されている２種類の複製防止制御信号の
うちの１つでも検出することができれば、その複製防止制御信号に基づいて複製防止制御
を行うようにすることにより、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ５およびコピーガード信号Ｓ６の
両方が検出されて、映像信号が出力された場合であっても、その映像信号の複製を防止す
ることができる。
【００９４】
したがって、図６に示したように、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ５、コピーガード信号Ｓ６の
いづれも検出されないときにのみ、記録媒体１００に記録されている映像信号の出力およ
び複製が可能とされる。
【００９５】
また、後述にもするように、映像信号が記録された記録媒体、この実施の形態においては
、ディスク１００の製造時において、例えばＣＧＭＳなどのコピーガード信号だけが映像
信号に付加されており、映像信号の複製時において当初から映像信号に付加されているコ
ピーガード信号に基づいてＳＳ複製防止制御信号を生成して、映像信号に付加する場合も
ある。
【００９６】
そこで、映像信号に確実に付加されているべき特定の複製防止制御信号、この第１の実施
の形態の場合には、少なくともＣＧＭＳと呼ばれるコピーガード信号Ｓ６が検出された場
合、および、コピーガード信号Ｓ６、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ５の両方が検出されない場
合には、再生映像信号を出力するように制御するようにしてもよい。
【００９７】
［第２の実施の形態］
次に、この発明による映像信号出力装置の第２の実施の形態について説明する。
【００９８】
前述の第１の実施の形態の出力装置１０においては、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ５またはコ
ピーガード信号Ｓ６のうちのいずれか一方しか検出することができなかったときには、出
力しようとする映像信号は、違法に複製されたものであると判断し、ディスク１００から
再生される再生映像信号Ｓ４を出力しないようにした。これにより、例えば、コピーガー
ド信号Ｓ６が故意に除去されるなどして、違法に複製された映像信号の利用をできないよ
うにした。
【００９９】
したがって、複製が禁止されている映像信号の複製ができたとしても、利用することがで
きないため、結果として映像信号の違法な複製を防止することができる。
【０１００】
ところが、前述した第１の実施の形態の出力装置１０の場合、ディスク１００に記録され
ている映像信号が、例えば、映像信号に付加されているコピーガード信号Ｓ６が故意に除
去されて、違法に複製されたものであるために出力されなかった場合には、出力装置１０
から映像信号の供給を受ける例えばモニタ受像機には何も表示されない。
【０１０１】
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この場合、ユーザは、ディスク１００に問題があって映像が再生されないのか、あるいは
、出力装置１０またはモニタ受像機に問題があるために映像が再生されないのかが分から
ない。
【０１０２】
そこで、この第２の実施の形態の出力装置２０は、第１の実施の形態の出力装置１０と同
様に、映像信号に付加されているはずのＳＳ複製防止制御信号Ｓ５、コピーガード信号Ｓ
６の２種類の複製防止制御信号のうち、例えば、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ５しか検出でき
なかったときには、再生された映像信号は、違法に複製されたものであると判断し、映像
信号を出力せずに、警告メッセージを出力するものである。
【０１０３】
これにより、違法に複製された映像信号を利用しようとしたユーザに対し、利用しようと
している映像信号は、違法に複製されたものであることを通知する。図７は、この第２の
実施の形態の出力装置３０を説明するためのブロック図である。図７に示すように、この
第２の実施の形態の出力装置３０は、読み出し部１１、復号化部１２、Ｄ／Ａ変換回路１
３、出力制御部１４、ＳＳ複製防止制御信号検出部１５、コピーガード信号検出部１６、
出力制御信号生成部１７、警告メッセージ発生部１８、スイッチ回路１９を備えている。
【０１０４】
警告メッセージ発生部１８、スイッチ回路１９以外の各部は、前述した第１の実施の形態
の出力装置１０の対応する各部と同様のものであるが、出力制御信号生成部１７は、後述
にもするように、警告メッセージ生成部１８、スイッチ回路１９に対する制御信号をも生
成して出力する点で、第１の実施の形態の出力制御信号生成部１７は異なるものである。
【０１０５】
また、ディスク１００は、前述の第１の実施の形態と同様に、複製防止制御信号が付加さ
れていない映像信号をディスク１００に記録するときに、発生を関連させて生成したＳＳ
複製防止制御信号Ｓ５とコピーガード信号Ｓ６とが付加された映像信号が記録されている
。
【０１０６】
警告メッセージ生成部１８は、出力制御信号生成部１７からの制御信号Ｓ８に応じて、デ
ィスク１００に記録されている映像信号が違法に複製されたものであるときに、これをユ
ーザに通知するための表示メッセージを生成し、これを出力する。この第２の実施の形態
において、警告メッセージ発生部１８は、いわゆるＯＳＤ（オンスクリーンディスプレイ
）が用いられたものであり、１画面分の警告メッセージを形成し、これを出力する。
【０１０７】
スイッチ回路１９は、出力制御信号生成部１７からの制御信号Ｓ９に応じて、出力制御部
１４からの信号を出力するか、警告メッセージ生成部１８からの信号を出力するかを切り
換える。
【０１０８】
そして、この出力装置２０の出力制御信号生成部１７は、ＳＳ複製防止制御信号検出部１
５、コピーガード信号検出部１６からの出力信号の供給を受けて、ＳＳ複製防止制御信号
Ｓ５およびコピーガード信号Ｓ６が映像信号成分Ｓ２中に存在するか否かを判別し、その
判別結果に応じて、出力制御部１４、警告メッセージ生成部１８、スイッチ回路１９に対
して供給する制御信号Ｓ７、Ｓ８、Ｓ９を生成して出力する。
【０１０９】
すなわち、この第２の実施の形態の出力制御信号生成部１７は、前述した第１の実施の形
態の出力制御信号生成部１７と同様に、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ５およびコピーガード信
号Ｓ６の両方が映像信号成分Ｓ２中に存在すると判別したとき、または、ＳＳ複製防止制
御信号Ｓ５およびコピーガード信号Ｓ６の両方が映像信号成分Ｓ２中に存在しないと判別
したときには、ディスク１００に記録されている映像信号は、正規に記録された映像信号
であると判別する。
【０１１０】
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そして、この場合、出力制御信号生成部１７は、出力制御部１４に対し、再生映像信号Ｓ
４を出力するように制御する制御信号Ｓ７を形成するとともに、スイッチ回路１９を出力
制御部１４からの信号を出力するように切り替える制御信号Ｓ９を形成して出力する。
【０１１１】
また、出力制御信号生成部１７は、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ５、または、コピーガード信
号Ｓ６が欠落している場合には、ディスク１００に記録されている映像信号は、違法に複
製されたものであると判別する。そして、この場合、出力制御信号生成部１７は、警告メ
ッセージ生成部１８に対して、警告メッセージを生成し、出力するように制御する制御信
号８を形成するとともに、スイッチ回路１９を警告メッセージ生成部１８からの信号を出
力するように切り替える制御信号Ｓ９を形成して出力する。
【０１１２】
このように、この第２の実施の形態の出力装置２０からは、図６に示したように、ディス
ク１００に記録されている映像信号に、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ５とコピーガード信号Ｓ
６の両方が付加されている場合、または、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ５とコピーガード信号
Ｓ６の両方が付加されていない場合には、再生映像信号Ｓ４が出力される。そして、ＳＳ
複製防止制御信号Ｓ５、コピーガード信号Ｓ６のうちいづれか一方でも欠落している場合
には、再生映像信号Ｓ４は出力されず、警告メッセージが出力される。
【０１１３】
警告メッセージは、例えば、「違法に複製されたものです。正常に再生できません。」な
どの再生しようとする映像信号が、違法に複製されたものであることを通知する様々なメ
ッセージを用いるようにすることができる。
【０１１４】
これにより、前述にもしたように、例えば、コピーガード信号Ｓ６を除去することによっ
て違法に複製された映像信号を出力しないようにすることができるとともに、再生映像信
号が出力されない場合には、警告メッセージを表示することにより、ディスクに記録され
ている映像信号が違法に複製されたものであることをユーザに対し通知することができる
。
【０１１５】
この場合、ユーザは、違法に複製した映像信号を提供した業者などに対し、苦情をいうな
どの行動を起こすことができるため、映像信号の違法な複製をより効果的に防止すること
ができる。
【０１１６】
なお、この第２の実施の形態においては、ＯＳＤが用いられて形成された１画面分の警告
メッセージを表示するようにしたが、これに限るものではない。
【０１１７】
例えば、スーパーインポーズを用いて、再生映像信号とともに、警告メッセージを表示す
るようにしてもよい。この場合には、スーパーインポーズにより表示される警告メッセー
ジにより、再生映像信号Ｓ４により再生される映像の半分以上を隠すようにすることで、
再生された映像を利用できないようにすることができる。この場合、警告メッセージによ
り、再生された映像信号は違法に複製されたものであることを通知することができるとと
もに、映像信号の出力装置やモニタ受像機の故障ではないことをユーザに対して知らせる
ことができる。
【０１１８】
また、警告メッセージの表示ではなく、音声メッセージにより再生しようとする映像信号
は違法に複製されたものであることを通知するようにしてもよい。この場合には、再生映
像信号を出力しないようにしておくことで、映像信号を利用できないようにすることがで
きる。
【０１１９】
この他、出力しようとする映像信号が違法に複製されたものであるときには、再生映像信
号に対して、いわゆるスクランブルをかけて、正常な映像を再生できないようにしたり、
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再生映像信号に対するスクランブルとスーパーインポーズによる警告メッセージを組み合
わせたりしてもよい。また、スーパーインポーズによる警告メッセージと再生映像信号Ｓ
４による映像とを出力した後に、映像を何も表示しないようにしたりするなどの制御を行
うようにしてもよい。
【０１２０】
また、音声をミューティングしてもよい。この場合には、上述のように、警告メッセージ
の表示と組み合わせることにより、ユーザに対し、明確に再生して出力しようとする映像
信号が、違法に複製されたものであることを通知することができる。
【０１２１】
また、この第２の実施の形態の出力装置３０においても、前述の第１の実施の形態の出力
装置１０と同様に、複製をも考慮した場合、映像信号に付加されている２種類の複製防止
制御信号のうちの１つでも検出することができれば、その複製防止制御信号に基づいて複
製防止制御を行うようにすることにより、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ５およびコピーガード
信号Ｓ６の両方が検出されて、映像信号が出力された場合であっても、その映像信号の複
製を防止することができる。
【０１２２】
したがって、図６に示したように、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ５、コピーガード信号Ｓ６の
いづれも検出されないときにのみ、記録媒体１００に記録されている映像信号の出力およ
び複製が可能とされる。
【０１２３】
［第３の実施の形態］
前述した、第１、第２の実施の形態において、ディスク１００には、初めから、発生を関
連させて生成したＳＳ複製防止制御信号Ｓ５とコピーガード信号Ｓ６とが付加された映像
信号が記録されていた。したがって、ディスク１００に記録されている映像信号に付加さ
れているはずのＳＳ複製防止制御信号Ｓ５またはコピーガード信号Ｓ６の一方が欠落して
いる場合には、映像信号の違法な複製を目的として、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ５またはコ
ピーガード信号Ｓ６が除去されたものと判別することができた。
【０１２４】
しかし、既に、例えば、ＣＧＭＳやマクロビジョンと呼ばれるコピーガード信号が付加さ
れた映像信号を発信する装置やビデオテープなどが流通している。このように、映像信号
にコピーガード信号が既に存在しているときには、そのコピーガード信号に基づいて、出
力制御や複製制御が行えなければならない。
【０１２５】
しかし、前述した、第１、第２の出力装置１０、３０の場合には、図６に示したように、
ＳＳ複製防止制御信号Ｓ５、コピーガード信号Ｓ６のうち、いずれか一方しか存在しなか
ったときには、再生映像信号は出力しないように制御される。
【０１２６】
そこで、映像信号に付加されているはずの特定の複製防止制御信号、この第３の実施の形
態の出力装置においては、ＣＧＭＳなどのコピーガード信号が検出されたときに、再生映
像信号の出力をするように制御する。
【０１２７】
そして、さらに、コピーガード信号が付加されている映像信号を伝送したり、記録する場
合には、このコピーガード信号に基づいて、例えば、ＳＳ複製防止制御信号を形成し、こ
のＳＳ複製防止制御信号を映像信号に付加することによって、伝送された、あるいは、記
録媒体に記録された映像信号の違法な複製を防止するようにする。
【０１２８】
このように、既に映像信号に付加されているコピーガード信号に基づいて、映像信号の伝
送時や複製時において、ＳＳ複製防止制御信号を後から映像信号に付加する場合について
説明する。
【０１２９】
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図８は、上述したように、既に映像信号に付加されているコピーガード信号に基づいて、
ＳＳ複製防止制御信号を生成し、これをさらに映像信号に付加して記録媒体に記録する映
像信号記録再生システム（以下、単に記録再生システムという）４０を説明するための図
である。この第３の実施の形態において、記録再生システム４０は、例えば、ＤＶＤ装置
に相当する。
【０１３０】
記録再生システム４０は、図８に示すように、読み出し部４１、加算回路４２、コピーガ
ード信号検出部４３、ＳＳ複製防止制御信号生成部４４、複製制御部４５、書き込み部４
６を備えている。
【０１３１】
この第３の実施の形態において、ディスク３００には、ＣＧＭＳと呼ばれるコピーガード
信号のみが付加された映像信号が記録されたものである。この第３の実施の形態において
、映像信号に付加されたコピーガード信号は、複製の世代制限を示す情報であり、例えば
、１世代のみの複製は可能とすることを示す情報である。
【０１３２】
この第３の実施の形態において、読み出し部４１は、ディスク３００から読み出したデジ
タル映像信号成分Ｓ１１の復号化処理やＤ／Ａ変換処理を行い、アナログ映像信号成分Ｓ
１２を出力する。アナログ映像信号成分Ｓ１２は、加算回路４２およびコピーガード信号
検出部４３に供給される。
【０１３３】
コピーガード信号検出部４３は、アナログ映像信号成分Ｓ１２の垂直帰線消去期間の２０
番目の水平区間に付加されているコピーガード信号Ｓ１３を検出し、これをＳＳ複製防止
制御信号生成部４４および複製制御部４５に供給する。
【０１３４】
前述したように、この第３の実施の形態において、コピーガード信号Ｓ１３は、第１世代
の複製のみ許可する複製の世代制限情報である。このため、ＳＳ複製防止制御信号生成部
４４は、コピーガード信号Ｓ１３に基づいて、複製禁止であることを示すＳＳ複製防止制
御信号Ｓ１４を形成し、これを加算回路４２に供給する。
【０１３５】
加算回路４２は、アナログ映像信号成分Ｓ１２にＳＳ複製防止制御信号Ｓ１４を重畳する
。ＳＳ複製防止制御信号Ｓ１４が重畳されたアナログ映像信号は、書き込み部４６に供給
される。
【０１３６】
また、複製制御部４５は、この第３の実施の形態においては、コピーガード信号Ｓ１３が
、第１世代の複製のみ許可する情報であるため、複製を許可する制御信号ＣＴＬを形成し
、これを書き込み部４６に供給する。また、コピーガード信号Ｓ１３が、複製を禁止する
ことを示すものであるときには、複製制御部４５は、複製を禁止する制御信号ＣＴＬを形
成し、書き込み部４６に供給する。
【０１３７】
書き込み部４６は、制御信号ＣＴＬが映像信号の複製を許可するものであるときには、加
算回路４２からのアナログ映像信号のＡ／Ｄ変換処理や符号化処理を行ない、ディスク１
００に書き込むデジタル映像信号成分Ｓ１５を形成し、これをディスク１００に書き込む
。
【０１３８】
また、制御信号ＣＴＬが、複製を禁止するものであるときには、書き込み部４６は、映像
信号をディスク１００に書き込まないようにする。
【０１３９】
なお、コピーガード信号Ｓ１３は、第１世代のみの複製を許可するものであるため、この
第３の実施の形態の記録再生システム４０においては、制御信号ＣＴＬに基づいて、書き
込み部４６において、加算回路４２から供給された映像信号に付加されているコピーガー
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ド信号は、第１世代の複製を許可する情報から複製を禁止する情報に変更される。
【０１４０】
このように、この第３の実施の形態の記録再生システム４０においては、既に映像信号に
付加されているコピーガード信号Ｓ１３に基づいて、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ１４を形成
し、これをディスク１００に記録する映像信号に重畳する。したがって、ディスク１００
に記録される映像信号には、コピーガード信号と、これに関連して生成されたＳＳ複製防
止制御信号の両方が付加されて記録される。
【０１４１】
このようにして、コピーガード信号と、このコピーガード信号に関連して生成されたＳＳ
複製防止制御信号とが付加された映像信号が記録されたディスク１００は、前述した第１
、第２の実施の形態の出力装置１０、３０が用いられて、記録された映像信号が再生され
て出力される。
【０１４２】
以下においては、図１、図７に示した出力装置１０、３０を用いて、記録再生システム４
０により映像信号が記録されたディスク１００から映像信号を再生して出力する場合を説
明する。
【０１４３】
この第３の実施の形態の場合、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ１４は、既に映像信号に付加され
ているコピーガード信号に基づいて、後から生成されて映像信号に重畳されるものである
。このため、映像信号にＳＳ複製防止制御信号Ｓ１４が付加されていなくても、映像信号
中にコピーガード信号Ｓ１３が存在すれば、当該映像信号は正規に複製されたものである
と判断することができる。
【０１４４】
すなわち、図８に示したコピーガード信号が付加された映像信号が記録されているディス
ク３００は、正規に映像信号が複製されたものである。したがって、前述した第１、第２
の実施の形態のように、ＳＳ複製防止制御信号が付加されていないからといって、このデ
ィスク３００に記録されている映像信号を出力しないように制御することはしない。
【０１４５】
このため、この第３の実施の形態においては、記録再生システム４０により映像信号が記
録されたディスク１００またはコピーガード信号Ｓ１３付加された映像信号が記録されて
いるディスク３００を再生する場合、前述した出力装置１０、３０の出力制御信号生成部
１７においての制御が異なる。
【０１４６】
図９は、コピーガード信号が映像信号に既に付加されているときに、そのコピーガード信
号に基づいて、ＳＳ複製防止制御信号を生成し、このＳＳ複製防止制御信号を新たに付加
して記録した映像信号を再生して出力する場合の出力装置１０、３０の出力制御信号生成
部１７の制御について説明するための図である。
【０１４７】
この第３の実施の形態において、出力装置１０、３０の出力制御信号生成部１７は、図９
に示すように、少なくとも、コピーガード信号Ｓ１３が検出されたときには、その映像信
号は正規に複製されたものであると判断し、出力制御部１４に対して、再生した映像信号
を出力するように制御する制御信号Ｓ７を供給する。
【０１４８】
また、出力制御信号生成部１７は、コピーガード信号Ｓ１３、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ１
４のいづれも検出されないときには、もともと複製防止制御信号は付加されておらず、自
由に複製ができる映像信号であると判断して、映像信号を出力するように制御する制御信
号Ｓ７を生成して、出力制御部１４に供給する。
【０１４９】
そして、映像信号に付加されているべきコピーガード信号Ｓ１３が検出されず、ＳＳ複製
防止制御信号Ｓ１４が検出されたときには、映像信号の違法な複製を目的として、コピー
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ガード信号Ｓ１３が削除されたものと判断し、映像信号を出力しないようにする。
【０１５０】
このように、映像信号に付加されているはずのコピーガード信号Ｓ１３が検出されずに、
コピーガード信号Ｓ１３に基づいて生成されるＳＳ複製防止制御信号Ｓ１４が検出された
場合のみに、映像信号を出力しないようにする。
【０１５１】
このようにすることにより、前述したように、コピーガード信号Ｓ１３のみが付加されて
いる映像信号が記録されているディスク３００の場合にも、コピーガード信号Ｓ１３と、
このコピーガード信号Ｓ１３に基づいて生成されたＳＳ複製防止制御信号Ｓ１４が付加さ
れた映像信号が記録されたディスク１００の場合にも、正規に複製された映像信号のみを
出力するようにすることができる。
【０１５２】
また、前述したように、既に映像信号に付加されているコピーガード信号が、複製の世代
制限を示す情報などの場合には、このコピーガード信号に基づいて、ＳＳ複製防止制御信
号を形成し、これをコピーガード信号に加えて映像信号に付加することにより、正規の複
製以降の違法な複製をも効果的に防止することができる。
【０１５３】
また、前述した第１、第２の実施の形態の出力装置１０、３０と同様に、この第３の実施
の形態の場合においても、複製をも考慮した場合、映像信号に付加されている２種類の複
製防止制御信号のうちの１つでも検出することができれば、その複製防止制御信号に基づ
いて複製防止制御を行うようにすることにより、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ５およびコピー
ガード信号Ｓ６の両方が検出されて、映像信号が出力された場合であっても、その映像信
号の複製を防止することができる。
【０１５４】
なお、この第３の実施の形態においては、コピーガード信号検出部４３においては、ＣＧ
ＭＳと呼ばれるコピーガード信号を検出するものとして説明したが、これに限るものでは
なく、ＣＧＭＳやマクロビジョンなどの複数の複製防止制御信号を検出することができる
ようにし、検出された複製防止制御信号に基づいて出力制御を行うようにするとともに、
検出された複製防止制御信号に基づいてＳＳ複製防止制御信号Ｓ１４を生成するようにし
てもよい。
【０１５５】
［第４の実施の形態］
次に、この発明による情報信号複製防止装置としての記録装置５０について説明する。
【０１５６】
図１０は、この第４の実施の形態の記録装置５０を説明するための図である。この第４の
実施の形態において、記録装置５０は、ＤＶＤ装置の記録系に相当する。
【０１５７】
記録装置５０は、図１０に示すように、Ａ／Ｄ変換回路３１、符号化部３２、第１複製防
止制御信号検出部３３、第２複製防止制御信号検出部３４、書き込み部３５、出力制御信
号生成部３６、複製制御部３７、表示メッセージ発生部３８、ＬＣＤ（液晶ディスプレイ
）３９を備えている。また、ディスク２００は、この記録装置５０により映像信号が書き
込まれるＤＶＤである。
【０１５８】
この記録装置５０には、例えば、前述した第１、第２、第３の実施の形態において説明し
た出力装置１０、２０から出力されたアナログ映像信号の供給を受ける。供給されたアナ
ログ映像信号は、Ａ／Ｄ変換回路３１により、デジタル映像信号Ｓ２１に変換され、符号
化部３２、第１複製防止制御信号検出部３３、第２複製防止制御信号検出部３４に供給さ
れる。
【０１５９】
符号化部２２は、デジタル映像信号Ｓ２１の供給を受けて、映像同期信号を除去したり、
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デジタル映像信号をデータ圧縮するなどの符号化処理を行って、ディスク２００へ供給す
る記録用のデジタル映像信号Ｓ２２を形成し、書き込み部３５に供給する。
【０１６０】
第１複製防止制御信号検出部３３は、前述した出力装置１０、３０のＳＳ複製防止制御信
号検出部１５と同様の機能を有するものである。この第４の実施の形態において、第１複
製防止制御信号検出部３３は、スペクトラム拡散されてデジタル映像信号Ｓ２１に重畳さ
れている複製防止制御信号であるＳＳ複製防止制御信号Ｓ２３を検出し、出力制御信号生
成部３６に供給する。
【０１６１】
第２複製防止制御信号検出部３４は、前述した出力装置１０、３０のコピーガード信号検
出部１６と同様の機能を有するものである。この第４の実施の形態において、第２複製防
止制御信号検出部３４は、垂直帰線消去期間の２０番目の水平区間に重畳されている複製
防止制御信号であるコピーガード信号Ｓ２４を検出し、出力制御信号生成部３６に供給す
る。
【０１６２】
出力制御信号生成部３６は、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ２３とコピーガード信号Ｓ２４との
両方が検出されたときには、この２つの信号のうち、より厳しい複製防止制御に関する制
御情報を有する信号を複製制御部３７に供給する。また、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ２３、
コピーガード信号Ｓ２４とも同じ内容であるときにはいずれか一方の信号が複製制御部３
７に供給される。
【０１６３】
また、この第４の実施の形態において、出力制御信号生成部３６は、ＳＳ複製防止制御信
号Ｓ２３、コピーガード信号Ｓ２４のいずれも検出されないときには、この記録装置３０
に供給された映像信号は、複製を自由にすることができる信号であると判断し、複製許可
であることを示す信号を複製制御部３７に供給する。
【０１６４】
また、出力制御信号生成部３６は、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ２３とコピーガード信号Ｓ２
４のうち、いずれか一方の信号だけしか検出されなかったときには、検出されたＳＳ複製
防止制御信号Ｓ２３またはコピーガード信号Ｓ２４を複製制御部３７に供給する。
【０１６５】
前述にもしたように、付加されているはずの２種類の複製防止制御信号のうち、ＳＳ複製
防止制御信号Ｓ２３しか検出されないときには、供給された映像信号は、違法に複製され
たものであると判断することができる。そこで、このように、２種類の複製防止制御信号
のうち、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ２３しか検出されないときには、出力制御信号生成部３
６は、表示メッセージ発生部３８を制御して、警告メッセージを出力するようにする。
【０１６６】
表示メッセージ発生部３８は、出力制御信号生成部３６からの制御信号に基づいて、警告
メッセージを発生させ、これをＬＣＤ３９に供給する。これにより、例えば、「記録不可
」、「複製不可」、「正規の映像信号ではありません」などの警告メッセージがＬＣＤ３
９に表示される。したがって、ユーザは、記録しようとしている映像信号が不正に複製さ
れたものであることを知ることができる。また、この場合、第１複製防止制御信号検出部
３３または第２複製防止制御信号検出部３４において検出された複製防止制御信号を複製
制御部３７に供給するのではなく、複製を禁止する制御信号を形成し、複製制御部３７に
複製防止制御信号Ｓ２５として供給するようにしてもよい。
【０１６７】
一方、出力制御信号生成部３６からの複製防止制御信号の供給を受ける複製制御部３７は
、複製防止制御信号をデコードして、記録装置５０に供給された映像信号は、複製が禁止
されたものか、複製が許可されているものかを判別する。そして、その判別結果に基づい
て、書き込み制御信号Ｓ１６を生成し、これを書き込み部３５に供給することにより、映
像信号Ｓ２２の書き込みの許可、禁止などの複製防止制御を行う。
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【０１６８】
書き込み部３５は、書き込み制御信号Ｓ２６が書き込みを許可するものである場合に、映
像信号Ｓ２２のディスク２００への書き込みを行ない、書き込み制御信号Ｓ２６が書き込
みを禁止するものである場合には、映像信号Ｓ２２をディスク２００に書き込まないよう
にする。
【０１６９】
そして、前述にもしたように、デジタル映像信号Ｓ２１からＳＳ複製防止制御信号Ｓ２３
、コピーガード信号Ｓ２４のいずれも検出されなかった場合や、ＳＳ複製防止制御信号Ｓ
２３およびコピーガード信号Ｓ２４の両方が検出された場合であっても、その両方とも、
例えば、第１世代限りの映像信号の複製を許可する世代制限情報であるときには、映像信
号の複製は許可され、書き込み部２９に供給されるデジタル映像信号Ｓ１２は、ディスク
２００に書き込まれる。
【０１７０】
すなわち、図９に示したように、この第４の実施の形態の記録装置５０は、ＳＳ複製防止
制御信号Ｓ２３、コピーガード信号Ｓ２４のうち、いずれか１つでも検出されたときには
、その検出された複製防止制御信号に基づいて複製防止制御が行われる。
【０１７１】
また、前述した第３の記録再生システム４０と同様に、映像信号に既にコピーガード信号
が付加されている場合であって、このコピーガード信号に基づいて、ＳＳ複製防止制御信
号を生成し、既に付加されているコピーガード信号に加えてＳＳ複製防止制御信号を重畳
した映像信号を記録するようにするようにしてもよい。
【０１７２】
この場合には、前述した、第３の実施の形態の記録再生システムと同様に、コピーガード
信号が、複製の世代制限を示す情報である場合にどにおいて、正規に複製された後の映像
信号のいほうな複製をも効果的に防止することができる。
【０１７３】
また、前述した第１の実施の形態の出力装置１０、または、第２の実施の形態の出力装置
３０を再生系とし、第４の実施の形態の記録装置５０を記録系とする記録再生装置すなわ
ちＤＶＤ装置を用いることにより、当該ＤＶＤ装置によりディスク２００に映像信号を記
録した場合には、ディスク２００に記録される映像信号には、発生が関連するようにされ
たＳＳ複製防止制御信号、コピーガード信号が対となって、必ず付加される。
【０１７４】
そして、このディスク２００に記録されている映像信号を、当該ＤＶＤ装置を用いて再生
する場合には、２種類の複製防止制御信号を検出することができるので、正常に再生する
ことができる。
【０１７５】
しかし、ディスク２００に記録されている映像信号が、他の記録装置により、コピーガー
ド信号Ｓ１４を削除することによって違法に複製された場合には、当該ＤＶＤ装置によっ
ては正常に再生されないようにすることができる。
【０１７６】
すなわち、映像信号に付加されているべきコピーガード信号Ｓ１４が検出されないため、
当該ＤＶＤ装置は、再生しようとする映像信号は、違法に複製されたものであると判断し
て再生しないようにするからである。
【０１７７】
また、当該ＤＶＤ装置は、検出した複製防止制御信号に基づいて複製防止制御をも適正に
行うため、映像信号の違法な複製を行うこともない。
【０１７８】
なお、前述の第１、第２、第３、第４の実施の形態においては、複製防止制御信号として
、スペクトラム拡散された複製防止制御信号であるＳＳ複製防止制御信号と、いわゆるＣ
ＧＭＳと呼ばれる複製防止制御信号であるコピーガード信号とを映像信号に重畳するよう

10

20

30

40

50

(20) JP 3901268 B2 2007.4.4



にしたが、これに限るものではない。
【０１７９】
例えば、ＳＳ複製防止制御信号と、ＡＧＣの方式の相違やＡＰＣの特性の相違を利用する
ようにした複製防止制御方法であって、いわゆるマクロビジョンと呼ばれる複製防止制御
方法とを対にして、これらを２種類の複製防止制御信号として用いるようにしてもよい。
【０１８０】
また、複製防止制御信号は、ＤＶＤ（デジタルビデオディスク）、ＣＤ（コンパクトディ
スク）、ＭＤ（ミニディスクと呼ばれる小型光磁気ディスク）などの場合、ディスクの最
内外のＴＯＣ（Ｔａｂｌｅ　Ｏｆ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ）やディレクトリと呼ばれるトラッ
クエリアに記録することもできるし、映像データや音声データが記録されるトラックに、
記録エリアを別にして挿入記録することもできる。
【０１８１】
このように、ＴＯＣやディレクトリに記録される複製防止制御信号と、ＳＳ複製防止制御
信号や、いわゆるＣＧＭＳ、あるいは、いわゆるマクロビジョンとを対にして、用いるよ
うにしてもよいし、映像データや音声データが記録されるトラックに、記録エリアを別に
して挿入記録される複製防止制御信号と、ＳＳ複製防止制御信号とを対にして用いるよう
にしてもよい。この他、様々な複製防止制御信号を用いることが可能である。
【０１８２】
また、映像信号に付加する複製防止制御信号は２種類に限るものではなく、発生を関連さ
せた複数種類の複製防止制御信号を付加するようにしてもよい。
【０１８３】
また、前述の第１、第２、第３の実施の形態においては、複製防止制御信号が付加された
、あるいは、付加される情報信号は、映像信号として説明したが、映像信号に限るもので
はない。例えば、音声信号やデジタルデータなどを、発生を関連させた複数の複製防止制
御信号を付加する情報信号として扱うことができる。
【０１８４】
また、前述の第１、第２、第３の実施の形態において、出力装置１０、２０、記録装置３
０は、ともにＤＶＤ装置として説明したが、これに限るものではない。例えば、ＶＴＲや
デジタルＶＴＲ、ビデオディスク、ビデオＣＤ、ミニディスク（ＭＤ）と呼ばれる小型光
磁気ディスク、磁気ディスクなどの再生装置、記録装置にも、この発明を適用することが
可能である。すなわち、アナログＶＴＲなどのアナログ機器およびＤＶＤ装置などのデジ
タル機器のいずれにもこの発明を適用することができる。
【０１８５】
また、、例えば、テレビ放送、デジタルテレビ放送、ケーブルテレビ放送などの各種のテ
レビ放送のテレビ受像機や、各種のテレビ放送を受信してモニタ受像機などに対し映像信
号を供給する受信装置、あるいは、いわゆるパソコン通信を行うパーソナルコンピュータ
などの情報機器にもこの発明を適用することができる。
【０１８６】
このように、テレビ受像機や受信装置、情報機器にこの発明を適用することにより、放送
や通信により大規模に行われる情報信号の違法な複製をも防止することができる。
【０１８７】
また、前述の第１、第２の実施の形態においては、２種類の複製防止制御信号のうち、い
ずれか一方でも検出されなかったときには、情報信号としての映像信号を出力しないよう
にしたり、警告メッセージを出力するようにした。また、第３の実施の形態においては、
必ず映像信号に付加されている特定の複製防止制御信号だけが検出されないときに、映像
信号を出力しないようにした。しかし、これに限るものではない。
【０１８８】
例えば、複製防止制御信号として付加されているはずのＳＳ複製防止制御信号が検出され
ないときには、再生映像信号の出力を禁止し、ＳＳ複製防止制御信号は検出されたが、コ
ピーガード信号が検出されないときには、警告メッセージを出力というように、検出され
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た複製防止制御信号、あるいは、検出されなかった複製防止制御信号に応じて、出力制御
や複製制御を変えるようにしてもよい。
【０１８９】
また、映像信号、音声信号、デジタルデータなどの情報信号が記録されたディスクなどの
記録媒体の製造時点において、発生を関連させた複数種類の複製防止制御信号を付加する
ことにより、複数種類の複製防止制御信号が付加された情報信号が記録されたディスクを
作成するようにしてもよい。
【０１９０】
【発明の効果】
　以上説明したように、この発明によれば、発生が関連付けられた の複製防止
制御信号が情報信号付加される。
【０１９１】
　これにより、情報信号に付加されているはずの の複製防止制御信号のうち、

欠落している場合、あるいは、最初から発生が関連付けられて形成された
複製防止制御信号が情報信号に付加されている場合には、その内の１つでも欠落し

ている場合には、当該情報信号は、違法に複製されたものであると判別することができ、
違法に複製された情報信号の出力を禁止するなどの出力制御を行うことができる。
【０１９２】
また、情報信号が違法に複製されたものである場合には、これを通知するメッセージを出
力することで、ユーザに対し、出力しようとしている情報信号は、違法に複製されたもの
であることを通知することができる。
【０１９３】
これにより、ユーザは、情報信号が違法複製であるときには、それを知ることができるの
で、違法に複製した情報信号を提供する業者に対して苦情を申し入れることができるよう
になる。これにより、情報信号を違法に複製する業者を摘発することも容易になるなど、
情報信号の違法な複製を効果的に防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明による情報信号複製防止装置としての映像信号出力装置の一実施の形態
を説明するためのブロック図である。
【図２】図１に示した映像信号出力装置において扱われる、発生が関連付けられて生成さ
れた２種類の複製防止制御信号が付加された映像信号を記録する記録装置を説明するため
のブロック図である。
【図３】複製防止制御信号の一例を説明するための図である。
【図４】ＳＳ複製防止制御信号と情報信号の関係をスペクトルで示した図である。
【図５】図１に示した映像信号出力装置において扱われる情報信号としての映像信号を説
明するための図である。
【図６】図１に示した映像信号出力装置においての映像信号の出力制御などについて説明
するための図である。
【図７】この発明による情報信号複製防止装置としての映像信号出力装置の他の実施の形
態を説明するためのブロック図である。
【図８】既に映像信号に付加されている複製防止制御信号に基づいて、発生が関連付けら
れて生成された種類の異なる複製防止制御信号を付加した映像信号を記録する映像信号記
録再生システムを説明するためのブロック図である。
【図９】図８に示した映像信号記録再生システムにより記録された映像信号に対する出力
制御などについて説明するための図である。
【図１０】この発明による情報信号複製防止装置としての映像信号記録装置の一実施の形
態を説明するためのブロック図である。
【図１１】複製防止制御システムの従来の構成を説明するためのブロック図である。
【符号の説明】
１０、３０…映像信号出力装置、１１…読み出し部、１２…復号化部、１３…Ｄ／Ａ変換
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回路、１４…出力制御部、１５…ＳＳ複製防止制御信号検出部、１６…コピーガード信号
検出部、１７…出力制御信号生成部、１８…警告メッセージ生成部、１９…スイッチ回路
、２０、５０…映像信号記録装置、２１、２４…加算回路、２２…コピーガード信号生成
部、２３…ＳＳ複製防止制御信号生成部、２５、書き込み部、３１…Ａ／Ｄ変換回路、３
２…符号化部、３３…第１複製防止制御信号検出部、３４…第２複製防止制御信号検出部
、３５…出力制御信号生成部、３６…複製制御部、３７…書き込み部、３８…表示メッセ
ージ発生部、３９…ＬＣＤ、４１…読み出し部、４２…加算部、４３…コピーガード信号
検出部、ＳＳ複製防止制御信号生成部、４５…複製制御部、４６…書き込み部、１００、
記録媒体、２００…記録媒体、３００…記録媒体

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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