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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数回に分けて伝送しなければず、かつ、欠落が容認できないデジタルデータをリアル
タイムに送受する送受信システムであって、
　前記デジタルデータを所定の伝送単位のデータに分割する分割手段と、
　前記分割手段により分割された分割データのうち、最初に送信する分割データには最初
の分割データであることを示す情報を付加し、続いて送信する分割データのそれぞれには
続く分割データであることを示す情報を付加する情報付加手段と、
　前記分割手段により分割された分割データの総和を算出する送信データ総和算出手段と
、
　前記分割されて送信されるデジタルデータの送信終了を示す前記所定の伝送単位の終了
データを、前記送信データ総和算出手段により算出された前記総和を含めて形成する終了
データ形成手段と、
　前記情報付加手段により情報が付加された前記分割データのそれぞれをリアルタイムに
送信して、最後の前記分割データが送信された直後に、前記終了データ形成手段で形成さ
れた前記終了データを送信する送信手段と
　を備える送信装置と、
　前記送信装置からリアルタイムに送信されてくるデータを受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信されたデータのうち、前記最初の分割データであることを示す
情報が付加された分割データを先頭データとし、前記続く分割データであることを示す情
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報が付加された分割データを今までに受信した最後の分割データの次に位置付けて、前記
デジタルデータを復元する復元手段と、
　前記受信手段により受信した前記最初の分割データであることを示す情報が付加された
前記分割データと、前記続く分割データであることを示す情報が付加された前記分割デー
タのそれぞれからなる受信データの総和を算出する受信データ総和算出手段と、
　前記受信手段により受信したデータが、前記終了データであるか否かを判別する判別手
段と
　前記受信データ総和算出手段により算出された受信データの総和と、前記判別手段で判
別された前記終了データに含まれた総和とを比較し、送信された前記デジタルデータのす
べてを正常に受信したか否かを判定する判定手段とを備える受信装置と
を有することを特徴とする送受信システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の送受信システムであって、
　前記デジタルデータの分割数は、予め定められており、
　前記受信装置は、
　前記最初の分割データであることを示す情報が付加された前記分割データと前記続く分
割データであることを示す情報が付加された前記分割データとの数をカウントするカウン
ト手段を備えることを特徴とする送受信システム。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の送受信システムであって、
　前記デジタルデータは、テキストデータであることを特徴とする送受信システム。
【請求項４】
　請求項１または請求項２に記載の送受信システムであって、
　前記送信装置と前記受信装置との間においては、デジタル化された主情報データをリア
ルタイムに伝送することができるようにされており、
　前記デジタルデータは、前記主情報データについての複製制御情報、著作権情報、ある
いは、前記主情報データを前記受信装置において予め決められた方式あるいは規格に応じ
て再生するようにするための付随データであることを特徴とする送受信システム。
【請求項５】
　請求項１または請求項２に記載の送受信システムであって、
　前記送信装置と前記受信装置との間においては、デジタル化された主情報データをリア
ルタイムに伝送することができるようにされており、
　前記デジタルデータは、前記主情報データであるマルチチャンネルのデジタルオーディ
オデータを前記受信装置が、そのチャンネル数に応じて所定の方式あるいは規格に応じて
再生するようにするための付随データであることを特徴とする送受信システム。
【請求項６】
　複数回に分けて伝送しなければならず、かつ、欠落が容認できないデジタルデータを所
定の伝送単位のデータに分割する分割手段と、
　前記分割手段により分割された分割データのうち、最初に伝送する分割データには最初
の分割データであることを示す情報を付加し、続いて伝送する分割データのそれぞれには
続く分割データであることを示す情報を付加する情報付加手段と、
　前記分割手段により分割された分割データの総和を算出する送信データ総和算出手段と
、
　前記分割されて送信されるデジタルデータの送信終了を示す前記所定の伝送単位の終了
データを、前記送信データ総和算出手段により算出された前記総和を含めて形成する終了
データ形成手段と、
　前記情報付加手段により情報が付加された前記分割データのそれぞれをリアルタイムに
送信して、最後の前記分割データが送信された直後に、前記終了データ形成手段で形成さ
れた前記終了データを送信する送信手段と
　を備えることを特徴とする送信装置。
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【請求項７】
　請求項６に記載の送信装置であって、
　前記デジタルデータは、テキストデータであることを特徴とする送信装置。
【請求項８】
　請求項６または請求項７に記載の送信装置であって、
　デジタル化された主情報データをリアルタイムに伝送することができるようにされてお
り、
　前記デジタルデータは、前記主情報データについての複製制御情報、著作権情報、ある
いは、前記主情報データを受信装置において予め決められた方式あるいは規格に応じて再
生するようにするための付随データであることを特徴とする送信装置。
【請求項９】
　請求項６または請求項７に記載の送信装置であって、
　主デジタルデータをリアルタイムに伝送することができるようにされており、前記デジ
タルデータは、前記主情報データであるマルチチャンネルのデジタルオーディオデータを
前記受信装置が、そのチャンネル数に応じて所定の方式あるいは規格に応じて再生するよ
うにするための付随データであることを特徴とする送信装置。
【請求項１０】
　欠落が容認できないデジタルデータが所定の伝送単位のデータに分割され、この分割さ
れた分割データのうち、最初に送信される分割データには、最初の分割データであること
を示す情報が付加され、続いて伝送する分割データのそれぞれには続く分割データである
ことを示す情報が付加されて、前記デジタルデータの最後の分割データが送信された直後
には、前記分割データの総和を含み前記デジタルデータの送信終了を示す前記所定の伝送
単位の終了データがリアルタイムに送信されるデータを受信する受信装置であって、
　リアルタイムに送信されてくるデータを受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信されたデータのうち、前記最初の分割データであることを示す
情報が付加された分割データを先頭データとし、前記続く分割データであることを示す情
報が付加された分割データを今までに受信した最後の分割データの次に位置付けて、前記
デジタルデータを復元する復元手段と
　前記受信手段により受信した前記最初の分割データであることを示す情報が付加された
前記分割データと、前記続く分割データであることを示す情報が付加された前記分割デー
タのそれぞれからなる受信データの総和を算出する受信データ総和算出手段と、
　前記受信手段により受信したデータが、前記終了データであるか否かを判別する判別手
段と
　前記受信データ総和算出手段により算出された受信データの総和と、前記判別手段で判
別された前記終了データに含まれた総和とを比較し、送信された前記デジタルデータのす
べてを正常に受信したか否かを判定する判定手段と
　を備えることを特徴とする受信装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の受信装置であって、
　前記デジタルデータの分割数は、予め定められており、
　前記最初の分割データであることを示す情報が付加された分割データと前記続く分割デ
ータであることを示す情報が付加された分割データとの数をカウントするカウント手段を
備えることを特徴とする受信装置。
【請求項１２】
　請求項１０または請求項１１に記載の受信装置であって、
　前記デジタルデータは、テキストデータであることを特徴とする受信装置。
【請求項１３】
　請求項１０または請求項１１に記載の受信装置であって、
　リアルタイムに送信されてくるデジタル化された主情報データを受信することができる
ものであり、
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　前記デジタルデータは、前記主情報データについての複製制御情報、著作権情報、ある
いは、前記主情報データを受信側において予め決められた方式あるいは規格に応じて再生
するようにするための付随データであることを特徴とする受信装置。
【請求項１４】
　請求項１０または請求項１１に記載の受信装置であって、
　リアルタイムに送信されてくるデジタル化された主情報データを受信することができる
ものであり、
　前記デジタルデータは、前記主情報データであるマルチチャンネルのデジタルオーディ
オデータを受信側が、そのチャンネル数に応じて所定の方式あるいは規格に応じて再生す
るようにするための付随データであることを特徴とする受信装置。
【請求項１５】
　複数回に分けて伝送しなければならなず、かつ、欠落が容認できないデジタルデータを
リアルタイムに伝送する送受信方法であって、
　送信装置において、
　前記デジタルデータを所定の伝送単位のデータに分割する分割工程と、
　前記分割工程おいて分割した分割データのうち、最初に伝送する分割データには最初の
分割データであることを示す情報を付加し、続いて伝送する分割データのそれぞれには続
く分割データであることを示す情報を付加する情報付加工程と、
　前記分割工程において分割された分割データの総和を算出する送信データ総和算出工程
と、
　前記分割されて送信されるデジタルデータの送信終了を示す前記所定の伝送単位の終了
データを、前記送信データ総和算出工程において算出された前記総和を含めて形成する終
了データ形成工程と、
　前記情報付加工程において情報が付加された前記分割データのそれぞれをリアルタイム
に送信して、最後の前記分割データが送信された直後に、前記終了データ形成工程で形成
された前記終了データを送信する送信工程と
　を有し、
　受信装置において、
　前記送信装置からリアルタイムに送信されてくるデータを受信する受信工程と、
　前記受信工程において受信したデータのうち、前記最初の分割データであることを示す
情報が付加された分割データを先頭データとし、前記続く分割データであることを示す情
報が付加された分割データを今までに受信した最後のデータの次に位置付けて、前記デジ
タルデータを復元する復元工程と、
　前記受信工程において受信した前記最初の分割データであることを示す情報が付加され
た前記分割データと、前記続く分割データであることを示す情報が付加された前記分割デ
ータのそれぞれからなる受信データの総和を算出する受信データ総和算出工程と、
　前記受信工程において受信したデータが、前記終了データであるか否かを判別する判別
工程と、
　前記受信データ総和算出工程において算出された受信データの総和と、前記判別工程で
判別された前記終了データに含まれた総和とを比較し、送信された前記デジタルデータの
すべてを正常に受信したか否かを判定する判定工程と
　を有することを特徴とする送受信方法。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の送受信方法であって、
　前記デジタルデータの分割数は、予め定められており、前記受信装置においては、
　前記最初の分割データであることを示す情報が付加された前記分割データと前記続く分
割データであることを示す情報が付加された前記分割データとの数をカウントするカウン
ト工程を有することを特徴とする送受信方法。
【請求項１７】
　請求項１５または請求項１６に記載の送受信方法であって、
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　前記デジタルデータは、テキストデータであることを特徴とする送受信方法。
【請求項１８】
　請求項１５または請求項１６に記載の送受信方法であって、
　前記送信装置と前記受信装置との間においては、デジタル化された主情報データをリア
ルタイムに伝送することができるようにされており、
　前記デジタルデータは、前記主情報データについての複製制御情報、著作権情報、ある
いは、前記主情報データを前記受信装置において予め決められた方式あるいは規格に応じ
て再生するようにするための付随データであることを特徴とする送受信方法。
【請求項１９】
　請求項１５または請求項１６に記載の送受信方法であって、
　前記送信装置と前記受信装置との間においては、デジタル化された主情報データをリア
ルタイムに伝送することができるようにされており、
　前記デジタルデータは、前記主情報データであるマルチチャンネルのデジタルオーディ
オデータを前記受信装置が、そのチャンネル数に応て所定の方式あるいは規格に応じて再
生するようにするための付随データであることを特徴とする送受信方法。
【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、デジタルオーディオデータなどを送受する送信装置と受信装置とか
らなる送受信システム、この送受信システムにおいて用いられる送信装置、受信装置およ
び送受信方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
例えば、音楽（楽曲）などのデジタル化されたオーディオデータが、ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃ
ｔ　Ｄｉｓｃ）やＭＤ（Ｍｉｎｉ　Ｄｉｓｃ）などの記録媒体に記録されて、あるいは、
通信ネットワークなどを通じて提供されている。そして、近年においては、従来のカテゴ
リに属さない新たなカテゴリのフォーマット（規格）でデジタル化されたオーディオデー
タが提供されるようになってきている。
【０００３】
例えば、ＤＶＤ－Ａｕｄｉｏ規格やＳＡＣＤ規格で作成されたオーディオデータが提供さ
れるようになってきている。ここで、ＤＶＤは、Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　
Ｄｉｓｃの略称であり、ＳＡＣＤは、Ｓｕｐｅｒ　Ａｕｄｉｏ　Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓ
ｃの略称である。
【０００４】
これらＤＶＤ－Ａｕｄｉｏ規格やＳＡＣＤ規格で作成したオーディオデータの周波数特性
は１０万Ｈｚ（ヘルツ）、ダイナミックレンジは最高１４０ｄＢ（デシベル）である。従
来のＣＤの周波数特性が２万Ｈｚまで、ダイナミックレンジが９６ｄＢであるので、ＤＶ
Ｄ－Ａｕｄｉｏ規格やＳＡＣＤ規格を用いることによって、圧倒的なパフォーマンスでオ
ーディオデータを提供することができるようになってきている。
【０００５】
また、ＤＶＤ－Ａｕｄｉｏ規格は、いわゆるマルチチャンネル方式を採用し、オーディオ
データ（音声情報）の作り手が、作成したオーディオデータを例えば１チャンネルから６
チャンネルまでの任意のチャンネル数を使ってＤＶＤに記録することができるようにされ
ており、家庭におけるいわゆるホームシアターなどにおいて、臨場感のある音声を再生し
て楽しむことができるようになってきている。
【０００６】
そして、デジタル化されたオーディオデータを電子機器間において伝送する場合には、伝
送過程におけるノイズの影響などを考慮すると、アナログ信号に変換することなくデジタ
ルデータのまま伝送することが望ましい。このため、ＤＶＤ－Ａｕｄｉｏ規格のような新
たな規格で提供されるオーディオデータについてもデジタルバスを通じて電子機器間で伝
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送するようにすることが行われるようになってきている。
【０００７】
このように、デジタル化されたオーディオデータをデジタルバスで接続された電子機器間
において伝送する場合には、被伝送データであるオーディオデータを予め決められた大き
さの伝送単位に区分け（分割）し、区分けされた各伝送単位のデータごとにどのような規
格で作成されたデジタルデータであるかを示すラベルを付してリアルタイム（実時間）伝
送するようにすることが行われている。
【０００８】
リアルタイム伝送は、送信側の電子機器からのデータの送信の進行に同期して、送信され
てきたデータを受信側の機器において受信するようにするものである。そして、このリア
ルタイム伝送の場合には、前述したように、どのような規格で作成されたデジタルデータ
であるかを示すラベルを付してデータを送信することにより、受信先の電子機器において
、そのデジタルデータの規格を認識し、その規格に応じた方式で処理を行って、受信した
オーディオデータを再生するなどのことができるようにされている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、前述したように、デジタルバスで接続された電子機器間において例えばデジタ
ル化されたオーディオデータなどの伝送の主たる対象である主情報データをリアルタイム
伝送する場合には、主情報データの他に、受信側の機器に対して付随データを伝送する必
要が生じる場合がある。
【００１０】
例えば、前述したＤＶＤ－Ａｕｄｉｏ規格のリニアＰＣＭオーディオデータ伝送の場合に
は、マルチチャンネルのオーディオデータを受信側の機器において、その受信側の機器の
チャンネル数に対応し、かつ、受信したオーディオデータをＤＶＤ－Ａｕｄｉｏ規格に則
って処理を行い、予め想定された態様で音声を再生するようにするための付随データを送
信する必要が生じる。
【００１１】
この付随データは、所定の伝送単位のデータとして１回で伝送できるものではない。した
がって、付随データの全部を伝送するためには、付随データを分割し所定の伝送単位ごと
に複数回に渡って伝送するようにしなければならない。しかしながら、付随データを所定
の伝送単位ごとに複数回に渡って伝送するようにした場合、付随データの欠落が発生する
場合があると考えられる。
【００１２】
オーディオデータなどの主情報データについては、各種の補間技術によって、その伝送過
程においてある程度のデータの欠落が発生してもこれを容認（許容）することができる。
しかし、付随データは、そのデータの１つ１つが重要な意味を持ち、他のデータに置き換
えられてしまった場合には正常な再生処理が不能となってしまうため、オーディオデータ
のような補間技術を適用することはできない。したがって、所定の伝送単位の個々の付随
データの識別や順序性の確保が問題になる。
【００１３】
このため、例えばＩＥＥＥ（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌ
ｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）１３９４規格のデジタルインターフェースに
おいて、例えば制御データなどの欠落が許されないデータを伝送する場合に用いられるア
シンクロナス通信のような非同期通信方式を用いることが考えられる。
【００１４】
つまり、送信機器からのデータを受信した受信機器から、データを受信したことを示す応
答を送信機器に返信するようにし、この応答を受信した場合に送信機器が次のデータを送
信し、応答がない場合には、再度同じデータを送信するようにしてすべての付随データを
確実に送信するようにする。しかし、これではリアルタイム性が失われてしまう。また、
オーディオデータを同期通信方式によりリアルタイムに伝送し、付随データを非同期通信
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で伝送するというように、両者を異なる伝送方式で伝送するようにするのは面倒であり、
送信装置、受信装置の負荷が大きくなってしまう。
【００１５】
また、別の方法として、所定の伝送単位に分割された付随データのそれぞれに、例えば順
序付けされた異なるラベルを付加して伝送することも考えられる。しかし、この方法の場
合には、ラベルの無駄使いとなり、ラベルの拡張性を小さくしてしまう。
【００１６】
また、所定の伝送単位に分割された付随データのそれぞれに異なるラベルを付加して伝送
しようとすれば、送信側の機器においては、伝送単位ごとの付随データに付加する異なる
多数のラベルを形成して、これを間違えることなく伝送単位ごとの付随データに付加しな
ければならないので、送信側の機器の負荷が大きくなる。
【００１７】
さらに、受信側の機器においても、伝送単位ごとの付随データのそれぞれに付加された付
随データのそれぞれを認識し、これに応じて付随データの再構成を行うようにしなければ
ならない。このため、受信側の機器の復号回路が複雑になり、受信側の機器の負荷も大き
くなる。
【００１８】
このため、前述の付随データのように、データ量が多く複数回に別けて伝送しなければな
らないが、欠落が容認できないデジタルデータをリアルタイム伝送する場合において、ラ
ベルの無駄使いをすることなく、かつ、送信側および受信側の電子機器の負荷を増大させ
ることなく、デジタルデータを確実かつ正確に伝送できるようにすることが求められてい
る。
【００１９】
以上のことにかんがみ、欠落が容認できないデジタルデータを送信側および受信側の電子
機器の負荷を増大させることなく、確実かつ正確にリアルタイム伝送できるようにするこ
とが可能な送受信システム、送信装置、受信装置および送信方法を提供することを目的と
する。
【００２０】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の発明の送受信システムは、複数回に分けて
伝送しなければならず、かつ、欠落が容認できないデジタルデータをリアルタイムに送受
する送受信システムであって、前記デジタルデータを所定の伝送単位のデータに分割する
分割手段と、前記分割手段により分割された分割データのうち、最初に送信する分割デー
タには最初の分割データであることを示す情報を付加し、続いて送信する分割データのそ
れぞれには続く分割データであることを示す情報を付加する情報付加手段と、前記分割手
段により分割された分割データの総和を算出する送信データ総和算出手段と、前記分割さ
れて送信されるデジタルデータの送信終了を示す前記所定の伝送単位の終了データを、前
記送信データ総和算出手段により算出された前記総和を含めて形成する終了データ形成手
段と、前記情報付加手段により情報が付加された前記分割データのそれぞれをリアルタイ
ムに送信して、最後の前記分割データが送信された直後に、前記終了データ形成手段で形
成された前記終了データを送信する送信手段とを備える送信装置と、前記送信装置からリ
アルタイムに送信されてくるデータを受信する受信手段と、前記受信手段により受信され
たデータのうち、前記最初の分割データであることを示す情報が付加された分割データを
先頭データとし、前記続く分割データであることを示す情報が付加された分割データを今
までに受信した最後の分割データの次に位置付けて、前記デジタルデータを復元する復元
手段と、前記受信手段により受信した前記最初の分割データであることを示す情報が付加
された前記分割データと、前記続く分割データであることを示す情報が付加された前記分
割データのそれぞれからなる受信データの総和を算出する受信データ総和算出手段と、前
記受信手段により受信したデータが、前記終了データであるか否かを判別する判別手段と
前記受信データ総和算出手段により算出された受信データの総和と、前記判別手段で判別
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された前記終了データに含まれた総和とを比較し、送信された前記デジタルデータのすべ
てを正常に受信したか否かを判定する判定手段とを備える受信装置とを有することを特徴
とする。
【００２１】
この請求項１に記載の発明の送受信システムによれば、送信装置において前記分割手段に
より、その全部を正確に受信できないと受信側においては意味をなさないデジタルデータ
（欠落が容認できないデジタルデータ）が、所定の伝送単位のデータに分割される。
【００２２】
そして、分割手段により分割されて形成された分割データのうち、情報付加手段により、
最初に伝送する分割データには、最初の分割データであることを示す情報（スタートデー
タサブラベル）が付加され、これに続く分割データのそれぞれには、続く分割データであ
ることを示す情報（継続データサブラベル）が付加される。これら情報が付加された分割
データのそれぞれが、送信手段によりリアルタイム送信される。
【００２３】
送信装置からリアルタイム送信されるデジタルデータは、受信装置において、受信手段に
より受信される。そして、受信されたデジタルデータであって、送信装置からの分割デー
タは、復元手段により、スタートデータサブラベルが付加された分割データか、継続デー
タサブラベルが付加された分割データかが判別され、スタートデータサブラベルが付加さ
れた分割データを先頭データとし、継続データサブラベルが付加された分割データを、受
信状態の如何にかかわらず今までに受信した最後の分割データの次に位置付けるようにし
て分割されて伝送されてきたデジタルデータが復元される。
【００２４】
これにより、例えば、デジタルデータの伝送中に何かしらの事情で伝送が中断した場合で
あって、伝送状態が回復した後に、受信装置において受信するデータをそのまま引き続き
連続更新することができるか、最初からデータの伝送をやり直さなければならないかとい
う送信機器が期待する２つの選択肢のどちらを選択すればよいかを上位のプロトコルの介
在なしに受信側が判断して処理することができる。
【００２６】
　また、送信装置からは、最後の分割データの直後において、終了データ形成手段により
形成された終了データが、送信手段を通じて送信される。受信装置においては、判別手段
により、終了データを受信したか否かを判別することができるようにされる。これにより
、受信装置において、複数の分割データに分割されたデジタルデータを最後まで受信する
事ができたか否かを確実に検出することができる。
【００２８】
　また、送信装置の送信データ総和算出手段により、送信される分割データ（送信分割デ
ータ）の総和が算出され、この算出された送信分割データの総和が、終了データに含めら
れて送信される。そして、受信装置においては、受信データ総和算出手段により、受信し
た分割データ（受信分割データ）の総和が算出される。この算出された受信分割データの
総和と、受信した終了データに含まれる受信分割データの総和とが比較され、すべての分
割データを正常に受信したか否かが判定するようにされる。
【００２９】
このように、送信した分割データの総和と受信した分割データの総和とを受信装置におい
て比較することにより、分割データのすべてを正常に受信したか否かを簡単に、かつ、正
確に判定することができる。
【００３０】
　また、請求項２に記載の発明の送受信システムは、請求項１に記載の送受信システムで
あって、前記デジタルデータの分割数は、予め定められており、前記受信装置は、前記最
初の分割データであることを示す情報が付加された前記分割データと前記続く分割データ
であることを示す情報が付加された前記分割データとの数をカウントするカウント手段を
備えることを特徴とする。
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【００３１】
　この請求項２に記載の発明の送受信システムによれば、分割されて複数回に分けて伝送
されるデジタルデータのデータ長は、予め決まっており、伝送単位も予め決まっているの
で、その分割数も予め決まり、送信機器、受信機器の双方において共通に認識することが
できる。そこで、受信装置において、受信した分割データの数をカウント手段によりカウ
ントし、これを管理する。
【００３２】
これにより、受信した分割データの数を管理することにより、分割データの受信過程を正
確に管理することができるとともに、送信された分割データの全部を欠落することなく受
信したか否かを正確に知ることができる。
【００３３】
　また、請求項３に記載の発明の送受信システムは、請求項１または請求項２に記載の送
受信システムであって、前記デジタルデータは、テキストデータであることを特徴とする
。
【００３４】
　この請求項３に記載の発明の送受信システムによれば、欠落を許容することができない
デジタルデータとしてテキストデータを伝送することができるようにされる。これにより
、テキストデータを分割して伝送する場合に、伝送効率を劣化させることなく、かつ、信
頼性をも確保して伝送するようにすることができる。
【００３５】
　また、請求項４に記載の発明の送受信システムは、請求項１または請求項２に記載の送
受信システムであって、前記送信装置と前記受信装置との間においては、デジタル化され
た主情報データをリアルタイムに伝送することができるようにされており、前記デジタル
データは、前記主情報データについての複製制御情報、著作権情報、あるいは、前記主情
報データを前記受信装置において予め決められた方式あるいは規格に応じて再生するよう
にするための付随データであることを特徴とする。
【００３６】
　この請求項４に記載の発明の送受信システムによれば、欠落を許容することができない
デジタルデータは例えばオーディオデータなどの主情報データについての複製制御情報、
著作権情報、主情報データを予め決められた方式や規格に応じて再生するようにするため
の付随データであり、これら複製制御情報や著作権情報や付随データが所定の伝送単位に
分割されて伝送するようにされる。
【００３７】
これにより、複製制御情報や著作権情報や付随データなどを分割して伝送する場合に、伝
送効率を劣化させることなく、かつ、信頼性をも確保して伝送するようにすることができ
る。
【００３８】
　また、請求項５に記載の発明の送受信システムは、請求項１または請求項２に記載の送
受信システムであって、前記送信装置と前記受信装置との間においては、デジタル化され
た主情報データをリアルタイムに伝送することができるようにされており、前記デジタル
データは、前記主情報データであるマルチチャンネルのデジタルオーディオデータを前記
受信装置が、そのチャンネル数に応じて所定の方式や規格に応じて再生するようにするた
めの付随データであることを特徴とする。
【００３９】
　この請求項５に記載の発明の送受信システムによれば、欠落を許容することができない
デジタルデータは、例えばＤＶＤ－Ａｕｄｉｏ規格のマルチチャンネルのリニアＰＣＭオ
ーディオデータを伝送する場合に伝送される付随データであって、オーディオデータを受
信機器のチャンネル数のオーディオ信号にダウンミックス処理するための係数や計算方法
などを示すものであり、この付随データが所定の伝送単位に分割されて伝送するようにさ
れる。
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【００４０】
これにより、ダウンミックス処理のための付随データなどを分割して伝送する場合に、伝
送効率を劣化させることなく、かつ、信頼性をも確保して伝送するようにすることができ
る。
【００４１】
【発明の実施の形態】
以下、図を参照しながら、この発明による送受信システム、送信装置、受信装置および送
受信方法の一実施の形態について説明する。以下の実施の形態においては、ＤＶＤ－Ａｕ
ｄｉｏ規格でＤＶＤディスクに記録されているオーディオデータ（デジタルオーディオデ
ータ）をＩＥＥＥ１３９４規格のデジタルバスを通じて伝送する場合を例にして説明する
。
【００４２】
図１は、この発明による送受信システム、送信装置、受信装置および送受信方法が適用さ
れたこの実施の形態の送受信システムの概要を説明するための図である。図１に示すよう
に、この実施の形態の送受信システムは、ＤＶＤプレーヤ１と、オーディオアンプ装置（
以下、単にオーディオアンプという。）３とが、ＩＥＥＥ１３９４規格のデジタルバス２
を通じて接続されて形成されたものである。
【００４３】
そして、この実施の形態においては、ＤＶＤプレーヤ１に装填されたＤＶＤディスクから
読み出されたオーディオデータが、ＤＶＤプレーヤ１からデジタルバス２を通じてオーデ
ィオアンプ３に供給される。オーディオアンプ３は、これに供給されたオーディオデータ
から左右２チャンネルのアナログオーディオ信号を形成し、これを左右のスピーカ４Ｌ、
４Ｒに供給する。これにより、ＤＶＤプレーヤ１によってＤＶＤディスクから読み出され
たオーディオデータに基づく音声が、オーディオアンプ３に接続された左右のスピーカ４
Ｌ、４Ｒから放音するようにされる。
【００４４】
そして、この実施の形態においては、前述したように、ＤＶＤディスクに記録されている
オーディオデータは、ＤＶＤ－Ａｕｄｉｏ規格で記録されたものであり、いわゆるマルチ
チャンネルのオーディオデータである。つまり、ＤＶＤプレーヤ１からオーディオアンプ
３に供給されるオーディオデータは、例えば、１チャンネルから６チャンネルまでの、デ
ィスクのコンテンツにおいて任意のチャンネル数のマルチチャンネルのオーディオデータ
である。
【００４５】
したがって、オーディオアンプ３においては、マルチチャンネルのオーディオデータを左
右の２チャンネルのオーディオデータにするいわゆるダウンミックス処理を行う必要が生
じる。このため、ＤＶＤプレーヤ１からは、マルチチャンネルのオーディオデータの他、
ＤＶＤディスクから読み出すデータであって、ＤＶＤ－Ａｕｄｉｏ規格に則った方式でダ
ウンミックス処理を行うために必要なデータであるＤＭＣＴデータ等のいくつかの必要な
データを付随データとして、オーディオアンプ３にデジタルバス２を通じて供給する。
【００４６】
オーディオアンプ３は、ＤＶＤ－Ａｕｄｉｏ規格のマルチチャンネルのオーディオデータ
の他、ＤＭＣＴデータ等のいくつかの必要なデータの供給を受け、この付随データを用い
てＤＶＤ－Ａｕｄｉｏ規格に応じたダウンミックス処理を行い左右２チャンネルのオーデ
ィオデータを形成することができるようにされたものである。
【００４７】
図２は、図１に示した送受信システムをさらに説明するための図である。図２に示すよう
に、ＤＶＤプレーヤ１は、読み出し部１１、復号部１２、デジタルＩ／Ｆ部１３、ＩＥＥ
Ｅ１３９４規格のデジタルバスに合致するデジタル入出力端子１４、制御部１５を備えた
ものである。なお、この明細書においては、デジタルＩ／Ｆ部１３のように、Ｉ／Ｆとい
う記載をインターフェースの略称として用いる。
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【００４８】
また、オーディオアンプ３は、ＩＥＥＥ１３９４規格のデジタルバスに合致するデジタル
入出力端子３１、デジタルＩ／Ｆ部３２、音声信号処理部３３、左右のアナログオーディ
オ信号の出力端子３４Ｌ、３４Ｒ，制御部３５を備えたものである。
【００４９】
そして、図２において、参照符号１００は、ＤＶＤプレーヤ１に装填された記録媒体であ
るＤＶＤディスクを示している。この実施の形態において、ＤＶＤディスク１００は、前
述もしたように、ＤＶＤ－Ａｕｄｉｏ規格でオーディオデータが記録されたものである。
ＤＶＤディスク１００に記録されているデジタルデータは、光ピックアップなどを備える
読み出し部１１により読み出される。読み出し部１により読み出されたデジタルデータは
、ＤＶＤ－Ａｕｄｉｏの復号器１２に供給される。
【００５０】
復号器１２は、これに供給されたデジタルデータから、オーディオデータやオーディオア
ンプ３において行われるダウンミックス処理のために必要となるＤＭＣＴデータなどの付
随データなどを分離し、これらをデジタルＩ／Ｆ部１３に供給する。デジタルＩ／Ｆ部１
３は、復号器からのオーディオデータや付随データから、送信する形式のオーディオデー
タや付随データを形成し、これらをデジタル入出力端子１４を通じてデジタルバス２に送
出する。
【００５１】
デジタルバス２は、前述したように、ＩＥＥＥ１３９４規格のデジタルバスである。この
ため、この実施の形態において、ＤＶＤプレーヤ１とオーディオアンプ３との間において
は、ＩＥＥＥ１３９４規格において規定されているＡ＆Ｍプロトコル（Ａｕｄｉｏ　ａｎ
ｄ　Ｍｕｉｓｃ　Ｄａｔａ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）のＡＭ８２
４Ｄａｔａと呼ばれるフォーマットでオーディオデータなどのデジタルデータを伝送する
。
【００５２】
Ａ＆Ｍプロトコルは、同期通信方式であるアイソクロナス（Ｉｓｏｃｈｒｏｎｏｕｓ）通
信を用いてオーディオデータやビデオデータなどのリアルタイムデータを伝送するための
規約であるＡＶプロトコルの１つとして規定されているものである。
【００５３】
図３は、この実施の形態において、オーディオデータを送信するための伝送データフォー
マットであるＡＭ８２４Ｄａｔａについて説明するための図である。
ＡＭ８２４Ｄａｔａは、図３に示すように、ＩＥＥＥ１３９４規格においてのデータの伝
送単位である３２ｂｉｔ（ビット）（３２ｂｉｔ＝１ｑｕａｄｌｅｔ）のデータ長を有し
、データの内容を識別するためのラベルが付加される８ビットのラベル（ＬＡＢＥＬ）部
と、オーディオデータなどの主情報データが格納される２４ビットのデータ（ＤＡＴＡ）
部とからなるものである。
【００５４】
図４は、図３に示したＡＭ８２４Ｄａｔａの最上位ビット（ＭＳＢ）側に設けられる８ビ
ットのラベル部において用いられる具体的なラベルについて説明するための図である。図
４の左側の値の欄には、使用可能なラベルを１６進数で示している。また、図４の右側の
欄には、各ラベルが示す意味内容を示している。
【００５５】
なお、図４の左側の値の欄などにおいて、アルファベットの「ｈ」は、これより前に記載
された数字や文字が１６進数（ｈｅｘａｄｅｃｉｍａｌ　ｎｕｍｂｅｒ）表現であること
を示すものである。このように、この明細書においては、数字やアルファベットのＡ、Ｂ
、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆの後ろに付加されたアルファベットの「ｈ」は、これより前に記載され
た数字や文字が１６進数（ｈｅｘａｄｅｃｉｍａｌ　ｎｕｍｂｅｒ）表現であることを示
すものとして用いる。
【００５６】
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そして、この実施の形態においては、図４に示すように、ラベルとして、００ｈから３Ｆ
ｈまでは、ＩＥＣ６０９５８　コンフォーマント用に割り当てられており、既存のバイフ
ェース変調されたＩＥＣ９５８デジタルＩ／Ｆと同じデータ構造でのリニアＰＣＭ（Ｐｕ
ｌｓｅ　Ｃｏｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）やノンリニアＰＣＭの伝送用に用いられる。
４０ｈから４Ｆｈまでは、マルチ　ビットリニア　ＰＣＭオーディオ用に割り当てられて
おり、例えば、ＤＶＤ－Ａｕｄｉｏ規格のリニアＰＣＭオーディオデータの伝送用等に用
いられる。
【００５７】
また、５０ｈから５７ｈまでは、ワン　ビット　オーディオ（Ｐｌａｉｎ）用に割り当て
られ、５８ｈから５Ｆｈまでは、ワン　ビット　オーディオ（Ｅｎｃｏｄｅｄ）用に割り
当てられる。これらは、例えば、ＳＡＣＤ規格のオーディオデータの伝送用に用いられる
。また、８０ｈから８３ｈまでは、ＭＩＤＩ（Ｍｕｓｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　
Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）　コンフォーマント用に割り当てられ、ＭＩＤＩ
規格のオーディオデータの伝送に用いられる。
【００５８】
また、８８ｈから８Ｂｈまでは、ＳＭＰＴＥ（Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ　Ｍｏｔｉｏｎ　Ｐ
ｉｃｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）　タイム　コード
　コンフォーマント用に割り当てられており、ＬＴＣ（Ｌｏｎｇｉｔｕｄｉｎａｌ　Ｔｉ
ｍｅ　Ｃｏｄｅ）の伝送に用いられる。
【００５９】
さらに、Ｃ０ｈからＥＦｈまでは、付随データ（Ａｎｃｉｌｌａｒｙ　Ｄａｔａ）用に割
り当てられている。このラベルは、例えば、ＤＶＤ－Ａｕｄｉｏデータ伝送におけるＤＭ
ＣＴデータなどの付随データを伝送する場合に用いられる。
【００６０】
なお、この実施の形態においては、図４に示したように、６０ｈから７Ｆｈまで、８４ｈ
から８７ｈまで、９０ｈからＢＦｈまで、および、Ｆ０ｈからＦＦｈまでは、将来の使用
のために確保されているが、現在は未使用となっているラベルである。
【００６１】
そして、前述したように、この実施の形態においては、ＤＶＤプレーヤ１からオーディオ
アンプ３に伝送するオーディオデータは、ＤＶＤ－Ａｕｄｉｏ規格のリニアＰＣＭオーデ
ィオデータである。このため、図２に示したＤＶＤプレーヤ１のデジタルＩ／Ｆ部１３に
おいては、オーディオデータを２４ビットごとに分割し、この分割したオーディオデータ
に４０ｈから４Ｆｈまでのラベルを付加して、図３に示したフォーマットの伝送データを
形成し、これをデジタルバス２に送出してオーディオアンプ３に伝送するようにする。
【００６２】
また、ＤＶＤプレーヤ１からオーディオアンプ３には、オーディオデータの他、前述した
ＤＭＣＴデータなどの付随データも送信される。この付随データについても、基本的には
、ＡＭ８２４Ｄａｔａのフォーマットで伝送されることになる。しかし、付随データを伝
送するための伝送データには、ラベルの他にサブラベルを付加する。
【００６３】
図５は、付随データを伝送するためのＡＭ８２４Ｄａｔａ形式の伝送データフォーマット
を説明するための図である。付随データを伝送するためのＡＭ８２４Ｄａｔａ形式の伝送
データフォーマットは、図５に示すように、３２ビット（１ｑｕａｄｌｅｔ）のデータ長
を有し、ＭＳＢ側に８ビットのラベル部を有することは、図３に示したオーディオデータ
を伝送するためのＡＭ８２４Ｄａｔａのフォーマットと同様である。
【００６４】
しかし、付随データを伝送する場合には、ＭＳＢ側の８ビットのラベルの次に、８ビット
のサブラベルが付加するようにされる。このため、図５に示すように、ＭＳＢ側のラベル
部の次にサブラベル部が設けられている。そして、サブラベル部の次に１６ビット分の付
随データ部が設けられ、付随データは、１６ビット（２ｂｙｔｅ（バイト））単位に送信
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されることになる。
【００６５】
そして、付随データを送信する場合にラベルは、図４にも示し、また、図５のラベル部に
も示すように、Ｃ０ｈからＥＦｈまでが用いられるようにされる。そして、この実施の形
態において付随データの送信に用いられるラベルであるＣ０ｈからＥＦｈは、次のように
使い分けられる。
【００６６】
図６は、付随データの送信用のラベルについて説明するための図である。付随データ送信
用のラベルＣ０ｈからＥＦｈは、図６Ａに示すように、大きくわけると、Ｃ０ｈからＣＦ
ｈまでの一般付随データ用と、Ｄ０ｈからＥＦｈまでのアプリケーションごとの付随デー
タ用とに分けられる。
【００６７】
そして、図６Ｂに示すように、一般付随データ用のラベルであるＣＦｈは、付随データが
無い状態を意味するものとして用いられる。また、アプリケーションごとの付随データ用
のラベルであるＤ０ｈは、ＤＶＤ－Ａｕｄｉｏ用の付随データであることを示すものとし
て用いられ、アプリケーションごとの付随データ用のラベルであるＤ１ｈは、ＳＡＣＤ用
の付随データであることを示すものとして用いられる。
【００６８】
したがって、図２に示したＤＶＤプレーヤ１のデジタルＩ／Ｆ部１３において、復号器１
２から供給されるＤＭＣＴデータなどの付随データを送信するための送信データを形成す
る場合には、ラベルとしてＤ０ｈ（２進数表現に直すと「１１０１００００」）が用いら
れることになる。
【００６９】
そして、付随データを送信する場合には、さらにサブラベルを付すことになる。図７は、
ＤＶＤ－Ａｕｄｉｏ用の付随データに付加されるサブラベルについて説明するための図で
ある。この実施の形態においては、ＤＶＤ－Ａｕｄｉｏ用の付随データに付加されるサブ
ラベルの代表例を図７に示す。
【００７０】
図７において、左側の値の欄には、実際に用いられるサブラベルを２進数で示し、説明の
欄には、各サブラベルが示す内容の説明を示している。図７においてサブラベル「０００
０００００」は、現状は使用しない値（ＮｏｔＵｓｅ）とされている。また、サブラベル
「０００００００１」は、毎ブロック単位に送信しなければならない付随データであるこ
とを示すものであり、サブラベル「００００００１０」は、オーディオデータの再生スタ
ート時までには送信されなければならない付随データである。
【００７１】
そして、この実施の形態においては、ダウンミックス処理のために用いるＤＭＣＴデータ
を伝送する場合には、３つのサブラベル、「０００００１００」、「０００００１０１」
、「００００００１１」を使い分けるようにしている。このＤＭＣＴデータは、データ量
が多く複数回に分けて伝送しなければならない付随データであり、かつ、オーディオデー
タのように補間処理を行うことができないために、伝送過程における欠落が許容できずに
、その全てを確実に伝送しなければならいものである。
【００７２】
前述もしたように、ＤＭＣＴデータは、マルチチャンネルのＤＶＤ－Ａｕｄｉｏ規格のリ
ニアＰＣＭオーディオデータを送信先の装置、この実施の形態においては、オーディオア
ンプ３において、オーディオアンプ３のチャンネル数に応じ、かつ、ＤＶＤ－Ａｕｄｉｏ
規格に則った方式で受信したオーディオデータに対するダウンミックス処理を行うために
必要になるデータである。
【００７３】
具体的にＤＭＣＴデータは、ＤＶＤ－Ａｕｄｉｏ規格のマルチチャンネルリニアＰＣＭオ
ーディオデータにおいて、実際に再生使用するにあたって必要となるオーディオデータの
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チャンネル数、各チャンネルごとのサンプリング周波数、その他ダウンミックス処理に必
要となる各種のパラメータや計算方法を指示する情報などからなる付随データの１つであ
り、２８８バイト（２３０４ビット）のデータからなるものである。したがって、ＤＭＣ
ＴデータをＤＶＤプレーヤ１からオーディオアンプ３に伝送する場合には、図５に示した
フォーマットの伝送データとして伝送するので、１４４回に分けて伝送することになる。
【００７４】
そして、ＤＭＣＴデータを構成する各データは、そのそれぞれが重要な意味を持ち、２８
８バイトのどの部分が欠落しても、受信側のオーディオアンプ３において正常なダウンミ
ックス処理を行うことができなくなる。また、ＤＭＣＴデータの一部が欠落した場合に、
オーディオデータのように、隣接するデータ間の相関を利用したデータ補間処理を行って
も、正確に欠落したデータを復旧することはできないので意味がない。
【００７５】
そこで、この実施の形態においては、ＤＭＣＴデータの最初の２バイト分のデータを送信
するために形成される送信データのサブラベルには、ＤＭＣＴデータの最初のデータであ
ることを示すサブラベル（ＤＭＣＴのスタートデータサブラベル）である「０００００１
００」を付加する。
【００７６】
さらに、ＤＭＣＴデータの最初のデータに続くＤＭＣＴデータを送信するために形成され
る送信データのそれぞれのサブラベルには、ＤＭＣＴデータの最初のデータに続くデータ
であることを示すサブラベル（ＤＭＣＴの（継続データサブラベル）である「０００００
１０１」を付加する。
【００７７】
また、この実施の形態において、送信装置であるＤＶＤプレーヤ１は、１４４個に分割し
たＤＭＣＴデータを送信した直後に、ラベルと、ＤＭＣＴデータの終了を意味するサブラ
ベル「００００００１１」と、異なるコンテンツ間のＤＭＣＴデータの識別に用いる情報
である１ビットのテーブルパリティと、ＤＭＣＴデータの総和の下位１５ビット分とを有
し、終了データとしての機能を有する３２ビットのデータを送信するようにする。
【００７８】
図８は、ＤＭＣＴデータの伝送する場合の送信データについて説明するための図である。
図２に示したＤＶＤプレーヤ１のデジタルＩ／Ｆ部１３は、復号器１２からの２８８バイ
トのＤＭＣＴデータを送信する場合には、ＤＭＣＴデータを２バイト分づつ、１４４個に
分割する。
【００７９】
そして、各分割データは、図８において、ＤＭＣＴ　Ｂｙｔｅ０、ＤＭＣＴ　Ｂｙｔｅ１
、ＤＭＣＴ　Ｂｙｔｅ３、ＤＭＣＴ　Ｂｙｔｅ４、…が示すように、２バイト分ずつにま
とめられ、これらにＤＶＤ－Ａｕｄｉｏデータの付随データ（Ａｎｃｉｌｌａｒｙ　Ｄａ
ｔａ）であることを示すラベル「１１０１００００」（Ｄ０ｈ）を付加する。
【００８０】
さらに、最初に送信する２バイト分のＤＭＣＴデータには、最初の分割データであること
を示すサブラベル「０００００１００」を付加し、続く２バイト分ごとのＤＭＣＴデータ
のそれぞれには、続く分割データであることを示すサブラベル「０００００１０１」を付
加して、図５に示した３２ビットの送信データを形成し、これをデジタルバス２を通じて
オーディオアンプ３に伝送する。
【００８１】
そして、図８に示すように、１番目から１４４番目までの１４４個の送信データにより、
２８８バイトのＤＭＣＴデータの全部を伝送することができる。そして、１４５番目のデ
ータとして、１ビットのテーブルパリティとＤＭＣＴデータの総和値（ＤＭＣＴ－ｓｕｍ
）とを有する送信データを送信する。
【００８２】
この場合、サブラベルは、ＤＭＣＴデータの送信が終了したことを示すサブラベル「００
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００００１１」を付加して送信する。すなわち、ラベルが「１１０１００００」であって
、サブラベル「００００００１１」を有する送信データをＤＭＣＴデータの送信の終了を
示す終了データとして送信する。
【００８３】
そして、最初の分割データであることを示すサブラベルをもった送信データからＤＭＣＴ
データの送信が終了したことを示すサブラベルをもった送信データまでを所定の間隔で繰
り返し送信するようにしている。
【００８４】
そして、図２に示した受信装置であるオーディオアンプ３は、デジタルバス２を通じて伝
送されてくるデジタルデータをデジタル入出力端子３１を介してデジタルＩ／Ｆ部３２が
受信する。そして、デジタルＩ／Ｆ部３２は、受信したデジタルデータがＤＶＤ－Ａｕｄ
ｉｏ規格のオーディオデータである場合には、これを音声処理部３３に供給する。
【００８５】
また、デジタルＩ／Ｆ部３２は、受信したデジタルデータが、ＤＭＣＴのスタートデータ
であることを示すサブラベルが付加された２バイト分の付随データが送信されてきたとき
には、これを先頭データとして必ず置き換えるようにし、ＤＭＣＴの継続データであるこ
とを示すサブラベル付加された２バイト分の付随データが送信されてきたときには、今ま
でに受信したＤＭＣＴデータの最後のデータの次に書き込む（位置付ける）ようにする。
【００８６】
仮に、ＤＭＣＴデータの受信に失敗しても、ＤＭＣＴデータは、前述したように送信側か
ら一定間隔で再送信されるので、受信側はそれを再受信することによって、２８８バイト
の付随データを再生（復元）することができる。
【００８７】
そして、復元した２８８バイトのＤＭＣＴデータは、デジタルＩ／Ｆ部３２から制御部３
５に供給され、制御部３５が供給を受けたＤＭＣＴデータ等のいくつかの必要な付随デー
タに応じて、音声処理部３３を制御することによって、ダウンミックス処理を行い、２チ
ャンネルのアナログオーディオ信号を形成して、これを対応する左スピーカ４Ｌ、右スピ
ーカ４Ｒに供給して、ＤＶＤディスク１００に記録されていたＤＶＤ－Ａｕｄｉｏ規格の
オーディオデータに応じた音声を左右のスピーカ４Ｌ、４Ｒから放音させる。
【００８８】
また、付随データの１つであるＤＭＣＴデータは、２８８バイトのデータ長を有し、これ
が２バイト分づつ１４４個に分割されて、ラベル、サブラベルが付加された図５に示した
フォーマットで送信されてくるので、オーディオアンプ３のデジタルＩ／Ｆ部３３におい
ては、ＤＭＣＴのスタートデータであることを示すサブラベルが付加されたＤＭＣＴデー
タと、ＤＭＣＴの継続データであることを示すサブラベル付加されたＤＭＣＴデータの数
が１４４個になったか否かをカウントすることにより、ＤＭＣＴデータの全部を受信した
か否かを判断することが可能となる。
【００８９】
また、終了データを意味し、ＤＭＣＴデータの総和値の下位１５ビットの情報を有する送
信データをＤＭＣＴデータの送信終了直後に１４５番目の送信データとして送信すること
によって、受信側のオーディオアンプ３においては、ＤＭＣＴデータの受信終了を明確に
検出することができる。
【００９０】
また、オーディオアンプ３側においても、受信したＤＭＣＴデータの総和を算出し、その
下位１５ビット分の値と、終了データに含められたＤＭＣＴデータの総和値の下位１５ビ
ット分の値とを比較することにより、ＤＭＣＴデータの全部を正確に受信したか否かを確
実に判別することが可能となる。
【００９１】
このように、ＤＭＣＴデータを送信する図５に示した３２ビットの送信データに、ＤＭＣ
Ｔのスタートデータであることを示すサブラベル、あるいは、ＤＭＣＴの継続データであ
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ることを示すサブラベルを付して伝送することにより、受信側の機器、この実施の形態に
おいては、オーディオアンプ３において、アイソクロナス通信により送信されてくる付随
データを順次に受信して簡単に再生（復元）させることができる。
【００９２】
そして、ＤＭＣＴデータを送信するための送信データをカウントすることにより、さらに
は、ＤＭＣＴデータの総和を用いることによって、ＤＶＤプレーヤ１から送信されたＤＭ
ＣＴデータの全部を確実に受信し終えたか否かを正確に知ることができる。そして、ＤＭ
ＣＴデータの全部を受信し終えていないことが判明した場合には、再度のＤＭＣＴデータ
の受信を受けるようにするなどの適切な対応をとることが可能となる。
【００９３】
次に、Ａ＆ＭプロトコルのＡＭ８２４Ｄａｔａフォーマットの送信データを形成して送信
するＤＶＤプレーヤ１のデジタルＩ／Ｆ部１３と、Ａ＆ＭプロトコルのＡＭ８２４Ｄａｔ
ａフォーマットの送信データを受信して処理するオーディオアンプ３のデジタルＩ／Ｆ部
３２について説明する。
【００９４】
まず、デジタルデータの送信側であるＤＶＤプレーヤ１のデジタルＩ／Ｆ部１３について
説明する。図９は、ＤＶＤプレーヤ１のデジタルＩ／Ｆ部１３について説明するための図
であり、デジタルＩ／Ｆ部１３の主要部を示したものである。図９に示すように、ＤＶＤ
プレーヤ１のデジタルＩ／Ｆ部１３は、リンク層送受信機１３１と、物理層送受信機１３
２と、マイクロコンピュータ１３３とを有している。
【００９５】
リンク送受信機１３１は、送信データパケット複合変調器（以下、変調器という。）１３
１１と送信バッファ１３１２とを有している。また、マイクロコンピュータ１３３は、図
示しないがＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭを備え、リンク層送受信機１３１を制御する機能を有
するとともに、送信カウンタ１３３１、総和算部１３３２の機能をも実現している。
【００９６】
そして、図２を用いて前述したように、ＤＶＤディスク１００から読み出されたデジタル
データは、復号器１２において、ＤＶＤ－Ａｕｄｉｏ規格のリニアＰＣＭオーディオデー
タ（ＤＶＤ－Ａｕｄｉｏデータ）とＤＭＣＴデータなどの付随データとに分離される。そ
して、ＤＶＤ－Ａｕｄｉｏ規格のリニアＰＣＭオーディオデータは、デジタルＩ／Ｆ部１
３のリンク層送受信機１３１の変調器１３１１に供給される。
【００９７】
変調器１３１１は、マイクロコンピュータ１３３からの制御に応じて、これに供給された
デジタルデータのＡＭ８２４Ｄａｔａフォーマットへの変換およびラベルやサブラベル付
けを行う。オーディオデータの場合には、変調器１３１１は、図３に示したフォーマット
の送信データ（パケット）を形成し、これを送信バッファ１３１２および物理層送受信機
１３２、デジタル入出力端子１４を通じて、デジタルバス２に送出し、オーディオアンプ
３に送信するようにする。
【００９８】
また、ＤＶＤプレーヤ１の復号器１２において分離された付随データであるＤＭＣＴデー
タは、デジタルＩ／Ｆ部１３のマイクロコンピュータ１３３に供給される。マイクロコン
ピュータ１３３は、供給されたＤＭＣＴデータを変調器１３１に供給して、図５に示した
ＡＭ８２４Ｄａｔａフォーマットの送信データ（パケット）を形成するように制御する。
【００９９】
そして、変調器１３１は、マイクロコンピュータ１３３からのＤＭＣＴデータを２バイト
分づつ分割するようにして、図５に示したフォーマットの送信データを形成する。ここで
は、ＤＶＤ－Ａｕｄｉｏであることを示すラベルだけでなく、スタートデータであること
を示すサブラベル、あるいは、継続データであることを示すサブラベルが付加されること
になる。
【０１００】
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変調器１３１１において形成されたＤＭＣＴデータを送信するための送信データは、オー
ディオデータの場合と同様に、送信バッファ１３１２、物理層送受信機１３２、デジタル
入出力端子１４を通じてデジタルバス２に送出され、オーディオアンプ３に送信される。
【０１０１】
このとき、マイクロコンピュータ１３３は、変調器１３１からの情報に基づいて、ＤＭＣ
Ｔデータを送信するための３２ビットの送信データの送信数を自己の例えばレジスタによ
り実現される送信カウンタ１３３１を用いてカウントするとともに、自己の例えばＲＡＭ
作業領域として用い、総和算部１３３２の機能により、各送信データのＤＭＣＴデータの
総和算を行う。この総和算は、例えば、ＤＭＣＴデータ１バイト単位に加算していくこと
によりＤＭＣＴデータの総和を求めるものである。
【０１０２】
この場合、送信データのカウントは、サブラベルがスタートデータであることを示す送信
データを送信するようにする場合にカウント値を初期化し、その後においては送信データ
を送信するようにするごとに、カウント値に１を加算するようにする。そして、送信デー
タのカウント値が１４３個となり、２８８バイトのＤＭＣＴデータの全部を送信したと判
断した場合には、マイクロコンピュータ１３３は、テーブルパリティおよびＤＭＣＴデー
タの総和の下位１５ビットの情報とを有する終了データを形成するように、変調器１３１
１を制御する。
【０１０３】
変調器１３１１は、図８の最下段に示したように、ラベルと、終了データであることを示
すサブラベル、および、１ビットのテーブルパリティと、ＤＭＣＴデータの総和の下位１
５ビットのデータとからなる終了データを形成し、これを送信バッファ１３１２、物理層
送受信機１３２、デジタル入出力端子１４を通じてデジタルバス２に送出し、オーディオ
アンプ３に送信するようにする。
【０１０４】
このように、デジタルＩ／Ｆ部１３のリンク層送受信機１３１１が、データ量の多いデー
タを送信するために、データを分割する分割手段としての機能を有し、ラベル、あるいは
、ラベルとサブラベルを付加してして、３２ビットのデータ長の送信データを形成する情
報付加手段としての機能を有している。また、リンク層送受信機１３１１と、マイクロコ
ンピュータ１３３とが協働することにより、終了データ形成手段としての機能を実現して
いる。
【０１０５】
なお、ここでは、ＤＭＣＴデータ等の付随データは、ＤＶＤ－Ａｕｄｉｏの復号器１２か
らデジタルＩ／Ｆ部１３のマイクロコンピュータ１３３を通じてリンク層送受信機１３１
に供給するものとして説明したが、これに限るものではない。図９において点線の矢印が
示すように、ＤＭＣＴデータ等の付随データをＤＶＤ－Ａｕｄｉｏの復号器１２から直接
的にデジタルＩ／Ｆ部の変調器１３１１に供給し、これを処理するようにすることもでき
る。
【０１０６】
次に、デジタルデータの受信側であるオーディオアンプ３のデジタルＩ／Ｆ部３２につい
て説明する。図１０は、オーディオアンプ３のデジタルＩ／Ｆ部３２について説明するた
めの図であり、デジタルＩ／Ｆ部３２の主要部を示したものである。図１０に示すように
、オーディオアンプ３のデジタルＩ／Ｆ部３２は、物理層送受信機３２１と、リンク層送
受信機３２２と、マイクロコンピュータ３２３とを有している。
【０１０７】
また、リンク送受信機３２２は、受信バッファ３２２１と受信データパケット複合復調器
（以下、復調器という。）３２２２とを有している。また、マイクロコンピュータ３２３
は、図示しないがＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭを備え、リンク層送受信機３２２を制御する機
能を有するとともに、受信カウンタ３２３１、総和算部３２３２の機能をも実現している
。
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【０１０８】
そして、デジタルバス２、デジタル入出力端子３１を通じて供給されたデジタルデータは
、デジタルＩ／Ｆ部３２の物理層送受信機３２１に供給され、この物理層送受信機により
受信され、リンク層送受信機３２２の受信バッファ３２２１を介して復調器３２２２に供
給される。
【０１０９】
復調器３２２２は、これに供給されたデジタルデータのラベルを参照し、ラベルがＤＶＤ
－Ａｕｄｉｏ規格のリニアＰＣＭオーディオデータであることを示すものであるときには
、ラベル以降の２４ビットのリニアＰＣＭオーディオデータを後段の音声信号処理部３３
に供給する。
【０１１０】
また、復調器３２２２は、これに供給されたデジタルデータのラベルが、付随データであ
るときには、これをマイクロコンピュータ３２３に供給する。この実施の形態においてマ
イクロコンピュータ３２３は、供給された受信データのサブラベルをも用いて、どのよう
な付随データであるかを認識する。
【０１１１】
そして、マイクロコンピュータ３２３は、サブラベルが、ＤＭＣＴデータの最初のデータ
であることを示すものであるときには、今回受信した受信データのＬＳＢ側の２バイトの
付随データをＤＭＣＴデータの先頭データとして、先に置き換えた先頭データと置き換え
るようにする。また、マイクロコンピュータ３２３は、サブラベルが、ＤＭＣＴデータの
継続データであることを示すものであるときには、今までに受信したＤＭＣＴデータの最
後のデータの次に今回受信した受信データのＬＳＢ側の２バイトのＤＭＣＴデータを書き
出す（位置付ける）。
【０１１２】
この処理は、例えば、マイクロコンピュータ３２３のＲＡＭが作業領域として用いられて
行われる。そして、マイクロコンピュータ３２３は、ＤＭＣＴデータの先頭データの置き
換えを行った場合には、例えば、自己のレジスタによって実現される受信カウンタ３２３
１の値をリセットして「０」にし、ＤＭＣＴデータの送信データを受信して処理するごと
に（書き出すごとに）、受信カウンタの値に「１」を加算する。
【０１１３】
また、マイクロコンピュータ３２３は、自己のＲＡＭを作業領域として用い、総和算部３
２３２の機能により、受信データのＤＭＣＴデータ部分の総和を算出する。この総和の算
出は、ＤＶＤプレーヤ１のデジタルＩ／Ｆ部１３のマイクロコンピュータ１３３の総和算
部１３３２において行った総和の算出と同様に、例えば、ＤＭＣＴデータ１バイト単位に
受信したＤＭＣＴデータについて加算していくことにより受信したＤＭＣＴデータの総和
を求めるものである。
【０１１４】
そして、マイクロコンピュータ３２３の受信カウンタ３２３１により、最初のＤＭＣＴデ
ータであることを示すサブラベルが付加された送信データから１４３個の送信データを受
信した場合には、全てのＤＭＣＴデータを受信したと判断することができる。
【０１１５】
なお、最初のＤＭＣＴデータであることを示すサブラベルが付加された送信データからカ
ウントを開始し、終了データまでのカウント値が１４５である場合に、全てのＤＭＣＴデ
ータを受信したと判断するようにしてもよいし、最初のＤＭＣＴデータであることを示す
サブラベルが付加された送信データからカウントを開始し、終了データの直前までのカウ
ント値が１４４である場合に、全てのＤＭＣＴデータを受信したと判断するようにしても
よい。
【０１１６】
そして、さらに、終了データに含まれる送信されたＤＭＣＴデータの総和と、マイクロコ
ンピュータ３２３の総和算部３２３２において算出するようにした受信したＤＭＣＴデー



(19) JP 4560934 B2 2010.10.13

10

20

30

40

50

タの総和とを比較し、一致している場合には、ＤＭＣＴデータの全てが欠落することなく
受信できたと判断することができる。
【０１１７】
また、終了データを受信したにもかかわらずカウント値が足りない場合や、終了データに
含まれるＤＭＣＴデータの総和と、受信したＤＭＣＴデータの総和とが異なる場合におい
ては、ＤＭＣＴデータは正しく伝送されていないので、再度のＤＭＣＴデータの送受信を
行うようにする。このようにすることによって、ＤＭＣＴデータを迅速かつ正確に送受信
することができるようにしている。
【０１１８】
そして、マイクロコンピュータ３２３において、復元するようにされた２８８バイトのＤ
ＭＣＴデータは、マイクロコンピュータ３２３からオーディオアンプ３の制御部３５に供
給される。制御部３５は、これに供給されたＤＭＣＴデータ等の付随データに基づいて音
声信号処理部３３を制御して、ＤＶＤ－Ａｕｄｉｏ規格に則ったダウンミックス処理を行
い、左右２チャンネルのオーディオ信号を形成する。
【０１１９】
音声信号処理部３３において形成された左右２チャンネルのアナログオーディオ信号は、
アナログオーディオ信号の出力端子３４Ｌ、３４Ｒを通じて、左右のスピーカ４Ｌ、４Ｒ
に供給され、これらのスピーカから音声が放音される。
【０１２０】
そして、オーディオアンプ３のデジタルＩ／Ｆ部３２が受信手段としての機能を有し、デ
ジタルＩ／Ｆ部３２のリンク層送受信機３２２とマイクロコンピュータ３２３とが協働し
て、ＤＭＣＴデータなどの付随データの復元手段としての機能を実現するようにしている
。また、マイクロコンピュータ３２３が、受信データをカウントする受信データカウント
手段としての機能と、受信したＤＭＣＴデータの総和を算出する総和算出手段としての機
能を備えている。
【０１２１】
なお、ここでは、ＤＭＣＴデータ等の付随データは、デジタルＩ／Ｆ部３２のマイクロコ
ンピュータ３２３から後段の制御部３５に供給するものとして説明したがこれに限るもの
ではない。図１０において、点線の矢印が示すように、リンク層送受信機３２２の復調器
３２２２から直接的に後段の回路に供給するようにしてもよい。
【０１２２】
このように、ＤＶＤプレーヤ１のデジタルＩ／Ｆ部１３の主にリンク層送受信機１３１の
変調器１３１１が、送信する比較的長いデータを所定の送信単位の分割データに分割し、
ラベル、サブラベルを付すなどして送信データを作成する機能を実現し、オーディオアン
プ３のデジタルＩ／Ｆ部３２の主にリンク層送受信機３２３の復調器３２２２とマイクロ
コンピュータ３２３とが、分割されて伝送されてくるデジタルデータの復元することがで
きるようにしている。
【０１２３】
なお、この図１０の例においては、復調器３２２２からのＤＭＣＴデータ等の付随データ
は、デジタルＩ／Ｆ部３２のマイクロコンピュータ３２３に供給され、ここで復元するも
のとして説明した。しかし、これに限るものではない。受信データ単位の付随データをマ
イクロコンピュータ３２３を経由して後段の例えば制御部３５や音声信号処理部３３に供
給して、これらの供給を受けた回路において、付随データを復元するようにしてもよい。
また、リンク層送受信機３２２の復調器３２２２から直接に、受信した付随データを後段
の制御部３５などに供給するようにすることもできる。
【０１２４】
また、図９においては、ＤＶＤ－Ａｕｄｉｏ規格のリニアＰＣＭオーディオデータを再生
するＤＶＤプレーヤ１のデジタルＩ／Ｆ部１３を説明するために、データを送信するため
の機能しが説明しなかった。逆に、図１０においては、ＤＶＤ－Ａｕｄｉｏ規格のオーデ
ィオデータを処理するオーディオアンプ３のデジタルＩ／Ｆ部３２を説明するために、デ
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ータを受信するための機能しが説明しなかった。
【０１２５】
しかし、ＤＶＤプレーヤ１もオーディオアンプ３もＩＥＥＥ１３９４規格のデジタルバス
を通じて接続され、本来、双方向に送受信が可能とされる。すなわち、ＤＶＤプレーヤ１
もまたオーディオアンプ３もまた相互にデータの送受が可能とされ、図９、図１０に示し
た送信装置としての機能と受信装置としての機能を合わせ持つようにされる。
【０１２６】
次に、図１１、図１２のフローチャートを参照しながら、この実施の形態のＤＶＤプレー
ヤ１におけるＤＭＣＴデータの送信処理と、オーディオアンプ３におけるＤＭＣＴデータ
の受信処理とについて説明する。
【０１２７】
まず、図１１を参照しながら、ＤＶＤプレーヤ１からＤＭＣＴデータを送信する場合の処
理について説明する。図１１は、ＤＶＤプレーヤ１からＤＭＣＴデータを送信する場合の
デジタルＩ／Ｆ部１３における処理を説明するためのフローチャートであり、主にリンク
層送受信部１３１を制御するマイクロコンピュータ１３３の処理を説明するためのもので
ある。
【０１２８】
前述したように、ＤＶＤ－Ａｕｄｉｏの復号器１２からのＤＭＣＴデータは、例えばマイ
クロコンピュータ１３３を通じてリンク層送受信機１３１の変調器１３１１に供給される
。このとき、マイクロコンピュータ１３３は、変調器１３１１を制御して、サブラベルと
してスタートデータであることを示す情報を付した送信データを形成し、送信カウンタ１
３３１のカウント値Ｓｎを初期化して０にする（ステップＳ１０１）。
【０１２９】
そして、マイクロコンピュータ１３３は、変調器１３１１を制御して、ステップＳ１０１
において形成するようにした最初のＤＭＣＴデータを送信するための送信データを送信す
るようにする（ステップＳ１０２）。次に、マイクロコンピュータ１３３は、変調器１３
１１を制御して、サブラベルに継続データであることを示す情報を付した送信データを形
成し、送信カウンタ１３３１の値Ｓｎに１を加算する（ステップＳ１０３）。
【０１３０】
そして、マイクロコンピュータ１３３は、変調器１３１１を制御して、ステップＳ１０３
において形成するようにした継続データであることを示すサブラベルが付加された送信デ
ータを送信するようにする（ステップＳ１０４）。
【０１３１】
そして、マイクロコンピュータ１３３は、送信カウンタ１３３１のカウント値Ｓｎが、１
４３より小さいか否かを判断し（ステップＳ１０５）、小さいと判断したときには、ステ
ップＳ１０３からの処理を繰り返す。また、ステップＳ１０５の判断処理において、送信
カウンタ１３３１のカウント値Ｓｎが、１４３より小さくない、すなわち１４３以上であ
ると判断したときには、マイクロコンピュータ１３３は、ＤＭＣＴ終了データを送信する
ようにし（ステップＳ１０６）、ＤＭＣＴデータを繰り返し再送信する必要があるか否か
を判断する（ステップＳ１０７）。
【０１３２】
ステップＳ１０７の判断処理において、ＤＭＣＴデータの繰り返し再送信を行う必要があ
ると判断したときには、マイクロコンピュータ１３３は、ステップＳ１０１からの処理を
繰り返し、再度、ＤＭＣＴデータを初めから送信するようにする。また、ステップＳ１０
７の判断処理において、ＤＭＣＴデータの繰り返し再送信を行う必要がないと判断したと
きには、マイクロコンピュータ１３３は、図１１に示すＤＭＣＴデータの送信処理を終了
する。
【０１３３】
次に、図１２を参照しながら、オーディオアンプ３において行われるＤＭＣＴデータを受
信する場合の処理について説明する。図１２は、オーディオアンプ３において、ＤＭＣＴ
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データを受信する場合のデジタルＩ／Ｆ部３２における処理を説明するためのフローチャ
ートであり、主にリンク層送受信部３２２を制御するマイクロコンピュータ３２３の処理
を説明するためのものである。
【０１３４】
この図１２に示す処理は、オーディオアンプ３のデジタルＩ／Ｆ部３２において、ＤＭＣ
Ｔデータに関するサブラベルが付加された送信データを受信した場合に実行される。まず
、マイクロコンピュータ３２３は、リンク層送受信機３２２の復調器３２２２からの受信
した受信データの確認を行い（ステップＳ２０１）、受信したデータが、ＤＭＣＴデータ
の最初の分割データであることを示すサブラベル（スタートデータサブラベル）が付加さ
れたものか否かを判断する（ステップＳ２０２）。
【０１３５】
ステップＳ２０２の判断処理において、受信したデータは、最初の分割データであること
を示すサブラベルが付加されたものでないと判断した場合には、再度初めから送信される
ＤＭＣＴデータを待つ。
【０１３６】
ステップＳ２０２の判断処理において、受信したデータは、最初の分割データデータであ
ることを示すサブラベルが付加されたものであると判断した場合には、受信データに含ま
れるＤＭＣＴデータを先頭のＤＭＣＴデータとして置き換え、受信カウンタ３２３１のカ
ウント値Ｒｎを初期化して０にする（ステップＳ２０３）。
【０１３７】
そして、マイクロコンピュータ３２３は、次に受信した受信データを確認し（ステップＳ
２０４）、受信したデータが、続く分割データであることを示すサブラベル（継続データ
サブラベル）が付加されたものか否かを判断する（ステップＳ２０５）。ステップＳ２０
５の判断処理において、受信したデータは続く分割データであることを示すサブラベルが
付加されたものでないと判断したときには、マイクロコンピュータ３２３は、ステップＳ
２０２からの処理を繰り返し、受信したデータは、最初の分割データであることを示すサ
ブラベルが付加されたものか否かを判断することになる。
【０１３８】
ステップＳ２０５の判断処理において、受信したデータは続く分割データであることを示
すサブラベルが付加されたものである判断したときには、マイクロコンピュータ３２３は
、受信データに含まれるＤＭＣＴデータを今までに受信したＤＭＣＴデータの最後のデー
タの次に書き込むようにし、受信カウンタのカウント値Ｒｎに１を加算する（ステップＳ
２０６）。
【０１３９】
そして、マイクロコンピュータ３２３は、受信カウンタ３２３１のカウント値Ｒｎが、１
４３より小さいか否かを判断し（ステップＳ２０７）、１４３より小さいと判断したとき
には、ステップＳ２０４からの処理を繰り返す。また、ステップＳ２０７の判断処理にお
いて、受信カウンタ３２３１のカウント値Ｒｎが、１４３より小さくない、すなわち、１
４３以上になったと判断したときには、１４４個の全てのＤＭＣＴデータを受信したもの
と判断し、次に受信した受信データを確認する（ステップＳ２０８）。
【０１４０】
そして、ステップＳ２０８において確認した受信データが、ＤＭＣＴ終了データであるか
否かを判断し（ステップＳ２０９）、ＤＭＣＴ終了データであるときには、この図１２に
示す処理を終了する。また、ステップＳ２０９の判断処理において、ＤＭＣＴ終了データ
でないと判断したときには、ステップＳ２０２からの処理を繰り返す。
【０１４１】
そして、図１２には示さないが、スタートデータであることを示すサブラベルが付加され
た先頭のＤＭＣＴデータ用の送信データから１４５番目に受信した終了データに含まれる
ＤＭＣＴデータの総和を用いて、受信したＤＭＣＴデータの全部を正確に受信しているか
を確認し、正確に受信していなかった場合には、ＤＭＣＴデータの再度の送信をＤＶＤプ
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レーヤ１に期待することになる。ＤＶＤプレーヤ１は、前述したように、所定の間隔で繰
り返し同じＤＭＣＴデータの伝送を行うことでこの期待に答える。
【０１４２】
そして、もし、送信側の都合などによりＤＭＣＴデータの送信が再度行われず、所定の時
間が経過しても受信側がＤＭＣＴデータの受信に成功できなかった場合には、受信側は、
例えば主データであるオーディオデータを受信していたとしても再生処理は行わず、音声
出力はミュートし、異音の発生等のトラブルを防ぐ。また、必要に応じて受信側の機器の
表示器等を通じてエラー表示を行う。また、必要に応じて送信側にもエラーの発生を通知
することもできる。
【０１４３】
このように、ＤＭＣＴデータを送受信する場合に、単に、ＤＭＣＴデータの最初の分割デ
ータであることを示すサブラベルと続く分割データであることを示すサブラベルとの２種
類のサブラベルを用い、また、送信データの数を送信側の機器でカウントし、受信データ
の数を受信側の機器でカウントすることにより、２８８バイトのＤＭＣＴデータを複雑な
処理を行うことなく、迅速かつ確実に送信し、また、受信することができるようにするこ
とができる。
【０１４４】
すなわち、分割されて送信されてくるＤＭＣＴデータには、順序付けなどされていないが
、最初のデータと続くデータとは明確に区別することができるので、最初のデータ（先頭
データ）を間違えることなく、かつ、続くデータについては、すべてのデータについて同
じ処理を繰り返すことにより、受信側の機器において、ＤＭＣＴデータを簡単に無理なく
復元して利用することができる。したがって、ＤＭＣＴデータの伝送品質を確保すること
ができるとともに、送信装置、受信装置、送受信システムの設計への負荷を少なくするこ
とができる。
【０１４５】
また、このようにすることによって、ＤＭＣＴデータの伝送が一時的に中断しし、その後
に再開する場合に、中断した時点の状態から再開させるのか、最初からＤＭＣＴデータを
送り直すようにするのかを受信側の装置が判断し処理するようにすることができる。
【０１４６】
つまり、ＤＭＣＴデータの伝送が一時的に中断した場合について考えると、以下の２つ中
断状態が想定できる。すなわち、▲１▼中断原因が例えばＩＥＥＥ１３９４のバスリセッ
トのような外的要因であるため、送信側、受信側ともに中断前のＤＭＣＴデータなどの情
報、カウンタの値などの状態が失われておらず、そのままＤＭＣＴデータの受信を再開で
きる場合と、▲２▼中断原因が例えば送信側もしくは受信側の異常状態に起因しているた
め、送信側または受信側、もしくは、その双方の情報、状態が失われてしまった可能性が
あり、受信側はＤＭＣＴデータの受信を改めて最初からやり直す必要がある場合とがある
。
【０１４７】
そして、ＤＭＣＴデータの伝送中に伝送が中断し、受信側の機器、この実施の形態の場合
にはオーディオアンプ３のデジタルＩ／Ｆ部３２のマイクロコンピュータ３２３が、受信
したＤＭＣＴデータが残っていた場合には、マイクロコンピュータ３２３は、前述の▲１
▼の場合であると判断し、ＤＶＤプレーヤ１が再送信してきたＤＭＣＴデータを、受信カ
ウンタのカウント値が示す次のカウント値に対応するＤＭＣＴデータとして受信の再開を
することができる。そして、ＤＭＣＴデータの送信の終了を示すサブラベルをもつデータ
を受信した時点で、そのＤＭＣＴデータのデータ数と、受信カウンタのカウント値との整
合性がとれていれば、そのＤＭＣＴデータ全体の受信は終了したと判断する。
【０１４８】
この状態を示したのが図１３である。図１３に示すように、受信カウンタのカウント値が
ｎ－１番目のときに、ＤＭＣＴデータの伝送が中断した場合、先頭データからｎ－１番目
までの受信データが残っていれば、ｎ番目のＤＭＣＴデータの送受信処理から再開させれ
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ばよいことになる。
【０１４９】
そこでｎ番目からのＤＭＣＴデータからの送受信を再開させることにより、図１３に示す
ように、先頭のＤＭＣＴデータ（１番目のＤＭＣＴデータ）から末尾のＤＭＣＴデータ（
１４４番目のＤＭＣＴデータ）の全部を正常に受信し、利用することができるようにされ
る。
【０１５０】
また、ＤＭＣＴデータの伝送中に伝送が中断し、受信側の機器、この実施の形態の場合に
はオーディオアンプ３のデジタルＩ／Ｆ部３２のマイクロコンピュータ３２３が、受信し
たＤＭＣＴデータや受信カウンタのカウント値が残っていなかったり、あるいは、ＤＭＣ
Ｔデータのデータ数と、受信カウンタのカウント値との整合性がとれていなければ、マイ
クロコンピュータ３２３は、前述の▲２▼の場合であると判断し、ＤＶＤプレーヤ１によ
るＤＭＣＴデータの最初からの送信を期待する。
【０１５１】
この状態を示したのが図１４である。図１４に示すように、受信カウンタのカウント値が
ｎ－１番目のときに、ＤＭＣＴデータの伝送が中断した場合、ＤＭＣＴデータや受信カウ
ンタのカウント値が正常に残っていなければ、１番目のＤＭＣＴデータからの送受信処理
を行うようにしなければならない。
【０１５２】
そこで１番目からのＤＭＣＴデータからの送受信を再開させることにより、図１４に示す
ように、先頭のＤＭＣＴデータ（１番目のＤＭＣＴデータ）から末尾のＤＭＣＴデータ（
１４４番目のＤＭＣＴデータ）の全部を再度の提供を受けることにより正常に受信し、利
用することができるようにされる。
【０１５３】
このように、非同期通信方式を用いることなく、かつ、分割したＤＭＣＴデータのそれぞ
れにおいて異なる順序付けのためのデータを付加することなく、ＤＭＣＴデータの全部を
正確に送信するようにすることができる。また、送信するＤＭＣＴデータのデータ長はあ
らかじめ決められており、何回に分割されて送信されるかはあらかじめ分かっている。こ
のため、受信データをカウントすることにより、ＤＭＣＴデータの伝送経過を受信側の機
器で管理し、ＤＭＣＴデータの全部を受信したか否かを受信側の機器で把握することがで
きる。
【０１５４】
また、ＤＭＣＴデータの最後の分割データの直後には、終了データが送信されるので、こ
の終了データを用いることにより、ＤＭＣＴデータの全部が送信されたのか否かを受信側
の機器で判別することができる。また、終了データに含まれる送信したＤＭＣＴデータの
総和と、受信したＤＭＣＴデータの総和を用いることによって、ＤＭＣＴデータの全部を
正確に受信したか否かを受信側の機器で判別することができる。
【０１５５】
なお、前述の実施の形態においては、伝送するデジタルデータは、主情報データがＤＶＤ
－Ａｕｄｉｏ規格のリニアＰＣＭオーディオデータであり、分割して伝送されるもののそ
の欠落が容認されない付随データとしてダウンミックス処理に用いるＤＭＣＴデータであ
る場合を例にして説明したが、主情報データや付随データは、これに限るものではない。
【０１５６】
主情報データは、様々な規格のオーディオデータやビデオデータであってもよい。また、
付随データは、テキストデータ、複製制御を行う場合に用いられる複製制御情報、著作権
者に関する情報などを通知するようにするための著作権情報など、分割してリアルタイム
伝送されるが、伝送過程における欠落が容認（許容）できない各種の付随データを伝送す
る場合にこの発明を適用できる。
【０１５７】
また、この実施の形態においては、デジタルデータを送受する機器間を接続するデジタル
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バスとして、ＩＥＥＥ１３９４規格のデジタルバスを用いる場合を例にして説明した。し
かし、デジタルバスは、ＩＥＥＥ１３９４規格のものに限るものではない。他の各種のデ
ジタルバスでデジタルデータを伝送する場合にもこの発明を適用することができる。
【０１５８】
すなわち、ＩＥＥＥ１３９４以外の他の高速デジタルバスで、ラベル付けによる伝送デー
タの識別を行う送受信システムであれば、複数回に分割して行うデータの送信において、
この発明を適用することができる。要は、ＩＥＥＥ１３９４規格のデジタルバスにおける
アイソクロナス通信方式のように、そのプロトコル自身では送信側、受信側の間で、いわ
ゆる通信のハンドシェイクが行われず、一方通行でデータが伝送される仕組みのシステム
にこの発明を適用することができる。そして、この発明は、このようなシステムの送信側
と受信側の状態同期を取るための有効な方策となる。
【０１５９】
また、前述した実施の形態においては、送信装置としてＤＶＤプレーヤを用い、受信装置
としてオーディオアンプを用いる場合を例にして説明したが、送信装置、受信装置はこれ
に限るものではない。デジタルデータを送信するパーソナルコンピュータやデジタルデー
タの各種の再生装置にこの発明による送信装置を適用することができるし、また、送信さ
れてくるデジタルデータを受信して処理するパーソナルコンピュータやデジタルデータの
出力装置や再生装置あるいは記録装置などにこの発明による受信装置を適用することがで
きる。
【０１６０】
すなわち、少なくとも、分割して伝送するようにされるが、その欠落が容認されないデジ
タルデータをリアルタイム送信する各種の送信装置にこの発明を適用することができる。
また、分割してリアルタイム伝送されてくるデジタルデータであって、その欠落が容認さ
れないデジタルデータを受信する各種の受信装置にこの発明を適用することができる。
【０１６１】
また、前述の実施の形態においては、送信装置であるＤＶＤプレーヤ１と受信装置である
オーディオアンプ３とは、有線で接続するようにしたが、無線により接続する場合にもこ
の発明を適用することができる。
【０１６２】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、送信装置と受信装置との間で、送受信の確認を
行うことなく、デジタルデータを複数回に分割して伝送する場合において、デジタルデー
タの伝送中に何かしらの事情で伝送が中断した場合であって、伝送状態が回復した後に、
受信装置において受信するデータをそのまま引き続き連続更新することができるか、最初
からデータの伝送をやり直さなければならないかという送信機器が期待する２つの選択肢
のどちらを選択すればよいかを上位のプロトコルの介在なしに受信側が判断して処理する
ことができる。
【０１６３】
また、複数回に分割して伝送するデジタルデータの最後の分割データの直後に分割して伝
送されるデジタルデータの伝送終了を示す終了データを送信するようにすることにより、
受信装置において、複数の分割データに分割されたデジタルデータを最後まで受信するよ
うにしたか否かを確実に検出することができる。
【０１６４】
また、終了データに伝送の対象となったデジタルデータの総和を含めて送信することによ
り、送信した分割データの総和と受信した分割データの総和とを受信装置において比較す
ることにより、分割データのすべてを正常に受信したか否かを迅速かつ簡単に判定するこ
とができる。
【０１６５】
また、受信した分割データの数を管理することにより、分割データの受信過程を正確に管
理することができるとともに、送信された分割データの全部を欠落することなく受信した
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【０１６６】
また、テキストデータ、複製防止制御データ、著作権データ、主情報データを予め決めら
れた方式に応じて再生するようにするための付随データなど、リアルタイム伝送する場合
であっても、その欠落が容認されないデジタルデータをその全部を迅速かつ正確に伝送す
ることができ、かつ、送信装置、受信装置の付加を増大させることもない。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明による送受信システム、送信装置、受信装置、送受信方法の一実施の形
態が適用された送受信システムを説明するための図である。
【図２】図１に示した送受信システムをさらに説明するための図である。
【図３】図１、図２に示した送受信システムにおいて、オーディオデータなどの主情報デ
ータを送信するための送信データのフォーマット（ＡＭ８２４Ｄａｔａ）を説明するため
の図である。
【図４】図１に示したフォーマットにおいてラベルとして持ちいられるデータを説明する
ための図である。
【図５】図１、図２に示した送受信システムにおいて、ＤＭＣＴデータなどの付随データ
を送信するための送信データのフォーマット（ＡＭ８２４Ｄａｔａ）を説明するための図
である。
【図６】図５に示したフォーマットにおいて付随データ用のラベルとして用いられるデー
タを説明するための図である。
【図７】図５に示したフォーマットにおいて付随データ用のサブラベルとして用いられる
データを説明するための図である。
【図８】付随データであるＤＭＣＴデータの伝送状態を説明するため図である。
【図９】図２に示したＤＶＤプレーヤ１のデジタルＩ／Ｆ部１３を説明するためのブロッ
ク図である。
【図１０】図２に示したオーディオアンプ３のデジタルＩ／Ｆ部３２を説明するためのブ
ロック図である。
【図１１】ＤＭＣＴデータを分割送信する場合のＤＶＤプレーヤ（送信装置）側の処理を
説明するためのフローチャートである。
【図１２】分割送信されてくるＤＭＣＴデータを受信する場合のオーディオアンプ（受信
装置）側の処理を説明するためのフローチャートである。
【図１３】分割されて送信されるＤＭＣＴデータの伝送中断後の処理について説明するた
めの図である。
【図１４】分割されて送信されるＤＭＣＴデータの伝送中断後の他の処理について説明す
るための図である。
【符号の説明】
１…ＤＶＤプレーヤ（送信装置）、１１…読み出し部、１２…復号器、１３…デジタルＩ
／Ｆ部、１３１…リンク層送受信機、１３１１…送信データパケット複合変調器、１３１
２…送信バッファ、１３２…物理層送受信機、１３３…マイクロコンピュータ、１３３１
…送信カウンタ、１３３２…総和算部、１４…デジタル入出力端子、１５…制御部、２…
ＩＥＥＥ１３９４規格のデジタルバス、３…オーディオアンプ（受信装置）、３１…デジ
タル入出力端子、３２…デジタルＩ／Ｆ部、３２１…物理層送受信機、３２２…リンク層
送受信機、３２２１…受信バッファ、３２２２…受信データパケット複合復調器、３２３
…マイクロコンピュータ、３２３１…送信カウンタ、３２３２…総和算部、３３…音声信
号処理部、３４Ｌ…左アナログオーディオ信号出力端子、３４Ｒ…右アナログオーディオ
信号出力端子、４Ｌ…左スピーカ、４Ｒ…右スピーカ、１００…ＤＶＤディスク
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