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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報信号を記録媒体に記録する記録手段と、
　前記記録手段により前記記録媒体に記録された前記情報信号の識別子を記憶する記録履
歴記憶手段と、
　前記記録手段によって記録しようとしている情報信号の識別子を検出する識別子検出手
段と、
　前記識別子検出手段で検出された前記記録しようとしている情報信号の識別子と同一の
識別子が、前記記録履歴記憶手段に記憶されているか否かにより、前記記録しようとして
いる情報信号が既に複製記録されたか否かを判別する判別手段と、
　前記複製記録に対する使用者の課金承認を検知する課金承認検知手段と、
　前記判別手段で、前記記録しようとしている情報信号が、複製記録されていないと判別
したときには、前記記録しようとしている情報信号の前記記録手段による前記記録媒体へ
の複製記録を、課金無しで実行すると共に、前記記録履歴記憶手段に複製記録した情報信
号の識別子を記録し、前記判別手段で、前記記録しようとしている情報信号が、既に複製
記録されたと判別したときには、前記課金承認検知手段で前記課金承認が検知されたとき
にのみ、課金のための処理をした後、前記記録しようとしている情報信号の前記記録手段
による前記記録媒体への複製記録を実行するように制御する制御手段と、
　を備える情報信号の記録装置。
【請求項２】
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　請求項１に記載の情報信号の記録装置において、
　前記記録手段は、所定記録速度よりも高速で前記記録媒体に前記情報信号を複製記録す
ることが可能である
　情報信号の記録装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の情報信号の記録装置において、
　前記記録履歴記憶手段には、前記記録手段により前記情報信号の前記記録媒体への複製
記録が実行されたときに、当該複製記録された情報信号の識別子と対応して、その記録回
数を示す情報が記憶され、
　前記制御手段は、
　前記判別手段で、前記記録しようとしている情報信号が、既に複製記録されたと判別し
たときであっても、前記記録履歴記憶手段に記憶されている、前記識別子検出手段で検出
された前記情報信号の識別子と同一の識別子の情報信号についての前記記録回数を示す情
報により、前記記録しようとする情報信号の記録回数が、予め定められた記録許可回数を
超えないときには、課金無しで、前記情報信号の前記記録媒体への複製記録を許可する
　情報信号の記録装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の情報信号の記録装置において、
　前記記録手段により前記記録媒体に記録する前に、前記情報信号を暗号化する暗号化手
段を設けた
　情報信号の記録装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の情報信号の記録装置において、
　前記記録手段により前記記録媒体に記録する前に、前記情報信号を圧縮する圧縮手段を
設けた
　情報信号の記録装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の情報信号の記録装置において、
　課金処理を行なう課金処理手段を備え、この課金処理手段は、前記記録手段によって前
記情報信号を前記記録媒体に複製記録するときの対価に応じて、課金処理のための金額情
報が記憶されている課金情報記憶媒体の前記金額情報を変更する
　情報信号の記録装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の情報信号の記録装置において、
　前記課金処理手段は、前記記録手段によって前記情報信号を前記記録媒体に複製記録す
るときの対価を後払いで課金するものであり、前記対価を前記課金情報記憶媒体の前記金
額情報に加算する
　情報信号の記録装置。
【請求項８】
　請求項６に記載の情報信号の記録装置において、
　前記課金処理手段は、前記記録手段によって前記情報信号を前記記録媒体に複製記録す
るときの対価をプリペイド方式で課金するものであり、前記対価を、前記課金情報記憶媒
体の前記金額情報から減算する
　情報信号の記録装置。
【請求項９】
　請求項６に記載の情報信号の記録装置において、
　前記課金情報記憶媒体に、前記記録媒体に記録された情報信号の識別子とその情報信号
の記録回数を示す情報とを書き込む書き込み手段を備える
　情報信号の記録装置。
【請求項１０】
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　請求項１に記載の情報信号の記録装置において、
　前記記録媒体には、課金のための少なくとも金額情報が記録されている課金情報領域が
設けられていると共に、
　課金処理を行なう課金処理手段を備え、この課金処理手段は、前記記録手段によって前
記情報信号を前記記録媒体に複製記録するときの対価に応じて、前記記録媒体の前記課金
情報領域に記憶されている前記金額情報を変更する
　情報信号の記録装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の情報信号の記録装置において、
　前記記録媒体に、前記記録媒体に記録された情報信号の識別子とその情報信号の記録回
数を示す情報とを書き込む書き込み手段を備える
　情報信号の記録装置。
【請求項１２】
　情報信号を出力する出力手段と、
　前記出力手段から出力される前記情報信号を、記録媒体に記録する記録手段と、
　前記記録手段により前記記録媒体に記録された前記情報信号の識別子を記憶する記録履
歴記憶手段と、
　前記記録手段によって記録しようとしている情報信号の識別子を検出する識別子検出手
段と、
　前記識別子検出手段で検出された前記記録しようとしている情報信号の識別子と同一の
識別子が、前記記録履歴記憶手段に記憶されているか否かにより、前記記録しようとして
いる情報信号が既に複製記録されたか否かを判別する判別手段と、
　前記複製記録に対する使用者の課金承認を検知する課金承認検知手段と、
　前記判別手段で、前記記録しようとしている情報信号が、複製記録されていないと判別
したときには、前記記録しようとしている情報信号の前記記録手段による前記記録媒体へ
の複製記録を、課金無しで実行すると共に、前記記録履歴記憶手段に複製記録した情報信
号の識別子を記録し、前記判別手段で、前記記録しようとしている情報信号が、既に複製
記録されたと判別したときには、前記課金承認検知手段で前記課金承認が検知されたとき
にのみ、課金のための処理をした後、前記記録しようとしている情報信号の前記記録手段
による前記記録媒体への複製記録を実行するように制御する制御手段と、
　を備える情報信号の記録システム。
【請求項１３】
　情報信号を記録媒体に記録する記録工程と、
　前記記録工程により前記記録媒体に記録された前記情報信号の識別子を記憶部に記憶す
る記録履歴記憶工程と、
　前記記録工程において新たに記録しようとする情報信号の識別子を検出する識別子検出
工程と、
　前記識別子検出工程で検出された前記記録しようとしている情報信号の識別子と同一の
識別子が、前記記憶部に記憶されているか否かにより、前記記録しようとしている情報信
号が既に複製記録されたか否かを判別する判別工程と、
　前記複製記録に対する使用者の課金承認を検知する課金承認検知工程と、
　前記判別工程で、前記記録しようとしている情報信号が、複製記録されていないと判別
したときには、前記記録しようとしている情報信号の前記記録媒体への複製記録を、課金
無しで実行すると共に、前記記録履歴記憶手段に複製記録した情報信号の識別子を記録し
、前記判別工程で、前記記録しようとしている情報信号が、既に複製記録されたと判別し
たときには、前記課金承認検知工程で前記課金承認が検知されたときにのみ、課金のため
の処理をした後、前記記録しようとしている情報信号の前記記録媒体への複製記録を実行
するように制御する制御工程と、
　を備える情報信号の記録方法。
【請求項１４】
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　情報信号を出力する出力工程と、
　前記出力工程で出力される前記情報信号を、記録媒体に記録する記録工程と、
　前記記録工程により前記記録媒体に記録された前記情報信号の識別子を記憶部に記憶す
る記録履歴記憶工程と、
　前記記録工程において新たに記録しようとする情報信号の識別子を検出する識別子検出
工程と、
　前記識別子検出工程で検出された前記記録しようとしている情報信号の識別子と同一の
識別子が、前記記憶部に記憶されているか否かにより、前記記録しようとしている情報信
号が既に複製記録されたか否かを判別する判別工程と、
　前記複製記録に対する使用者の課金承認を検知する課金承認検知工程と、
　前記判別工程で、前記記録しようとしている情報信号が、複製記録されていないと判別
したときには、前記記録しようとしている情報信号の前記記録媒体への複製記録を、課金
無しで許可し、前記判別工程で、前記記録しようとしている情報信号が、既に複製記録さ
れたと判別したときには、前記課金承認検知工程で前記課金承認が検知されたときにのみ
、前記記録しようとしている情報信号の前記記録媒体への複製記録を許可する制御工程と
、
　を備える情報信号の記録方法。
【請求項１５】
　情報信号を記録媒体に記録する記録工程と、
　前記記録工程により前記記録媒体に記録された前記情報信号の識別子を記憶部に記憶す
る記録履歴記憶工程と、
　前記記録工程において新たに記録しようとする情報信号の識別子を検出する識別子検出
工程と、
　前記識別子検出工程で検出された前記情報信号の識別子と、前記記憶部に記憶された前
記情報信号の識別子とを比較する比較工程と、
　前記比較工程での比較結果により、前記識別子検出工程で検出された前記情報信号の識
別子と同一の識別子が、前記記憶部に記憶されていないときには、前記記録しようとして
いる情報信号の前記記録媒体への複製記録を、課金無しで実行すると共に、前記記憶部に
複製記録した情報信号の識別子を記録するように制御する第１の制御工程と、
　前記比較工程での比較結果により、前記識別子検出工程で検出された前記情報信号の識
別子と同一の識別子が、前記記憶部に記憶されていたときに、使用者の課金承認を検知す
る課金承認検知工程と、
　前記課金承認検知工程において前記使用者の課金承認が検知されたときに、課金のため
の処理をした後、前記新たに記録しようとする情報信号の前記記録媒体への複製記録を実
行するように制御する第２の制御工程と、
　を備える情報信号の記録方法。
【請求項１６】
　情報信号を出力する出力工程と、
　前記出力工程で出力される前記情報信号を、記録媒体に記録する記録工程と、
　前記記録工程により前記記録媒体に記録された前記情報信号の識別子を記憶部に記憶す
る記録履歴記憶工程と、
　前記記録工程において新たに記録しようとする情報信号の識別子を検出する識別子検出
工程と、
　前記識別子検出工程で検出された前記情報信号の識別子と、前記記憶部に記憶された前
記情報信号の識別子とを比較する比較工程と、
　前記比較工程での比較結果により、前記識別子検出工程で検出された前記情報信号の識
別子と同一の識別子が、前記記憶部に記憶されていないときには、前記記録しようとして
いる情報信号の前記記録媒体への複製記録を、課金無しで実行すると共に、前記記憶部に
複製記録した情報信号の識別子を記録するように制御する第１の制御工程と、
　前記比較工程での比較結果により、前記識別子検出工程で検出された前記情報信号の識
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別子と同一の識別子が、前記記憶部に記憶されていたときに、使用者の課金承認を検知す
る課金承認検知工程と、
　前記課金承認検知工程において前記使用者の課金承認が検知されたときに、課金のため
の処理をした後、前記新たに記録しようとする情報信号の前記記録媒体への複製記録を実
行するように制御する第２の制御工程と、
　を備える情報信号の記録方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、例えばオーディオ信号や画像信号などの情報信号の複製制御方法および複製
制御システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
デジタルコンテンツの普及に伴い、このデジタルコンテンツについての不正な複製（コピ
ー）による著作権侵害が問題となっている。すなわち、テープ媒体などへのアナログ記録
の場合には、オーディオデータや画像データがアナログ的に記録されるため、複製を行な
うと品質が劣化する。これに対し、デジタル的にオーディオデータや画像データを記録し
再生する機器においては、原理的に複製によって情報品質が劣化することがなく、複製を
多数回繰り返すことさえも品質の劣化無しに可能である。
【０００３】
そのため、デジタル的に処理を行なう機器による不正コピーによる損害は、アナログの場
合よりさらに大きなものとなり、デジタル的に処理を行なう機器における不正コピー防止
は、非常に重要になっている。
【０００４】
そこで、この問題に対処するため、デジタルコンテンツに複製制御のための情報を付加し
、この付加情報を用いて、不正な複製を防止することが行われている。
【０００５】
例えば、この複製の防止のための制御として、オーディオコンテンツについては、１回は
複製を認めるが、１回複製されたものからの複製を禁止するＳＣＭＳ（Serial Copy Mana
gement System ）と呼ばれる世代制限の複製制御方式による著作権保護施策が、ＣＤ（コ
ンパクトディスク）、ＭＤ（ミニディスク（登録商標））、ＤＡＴ（デジタルオーディオ
テープ）などにおいて用いられている。
【０００６】
このＳＣＭＳ方式の複製制御方式について、図１６を参照して説明する。
例えば、ディスク１には、オリジナルソースのオーディオ信号がデジタル記録されている
。デジタルオーディオ信号は、ディスク１に、所定の記録フォーマットで記録されており
、ＳＣＭＳ方式による１回複製可能を示す付加情報が、例えばデジタル信号中の特定のエ
リアに記録されている。
【０００７】
再生装置２は、ディスク１から読み出した信号からデジタルオーディオ信号を再生し、前
記の付加情報と共に、記録装置３に伝送する。再生装置２では、通常再生速度（１倍速）
に等しい時間分をかけて、デジタルオーディオ信号を記録装置３に伝送する。
【０００８】
このデジタルオーディオ信号を受け取った記録装置３は、デジタルオーディオ信号の付加
情報が１回複製可能であるときには、入力デジタル信号の複製が可能であると認識する。
記録装置３は、付加情報が１回複製可能であることを確認すると、記録可能なディスク４
にデジタル信号を複製記録する。その際に、記録装置３は、付加情報を「１回複製可能」
の状態から、「複製禁止」の状態に書き換える。したがって、ディスク４には、デジタル
信号が複製記録が行われると共に、その付加情報として、「複製禁止」の情報が記録され
る。
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【０００９】
この１回目の複製記録が行われたディスク４（第１世代のディスク）が再生装置５で再生
されて、記録装置６に供給された場合、記録装置６では、付加情報が「複製禁止」となっ
ていることを検知するので、記録可能なディスク７への記録はできなくなる。
【００１０】
このときの複製速度は、再生装置２からのオーディオ信号の伝送速度と等しくなり、オー
ディオ信号を標準再生時間で再生するとき、すなわち、ノーマル再生速度に等しい速度と
なる。
【００１１】
ここで、標準再生時間とは、オーディオ信号の場合、実時間再生速度であり、人間が通常
知覚するときの再生速度である。例えば、データの場合、標準再生速度は各再生機器によ
り決定され、人間の知覚に関わるものではない。
【００１２】
以上のようにして、ＳＣＭＳ方式では、記録装置で第１世代の複製は許可するが、第１世
代の媒体からの第２世代の複製はできないように制御して、著作権保護を行っている。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
このＳＣＭＳ方式による著作権保護の問題は、第２世代の複製は禁止することができるも
のの、一つのオリジナルソースから第１世代の複製が何回でも、作成可能となってしまう
ことである。上述した従来の場合には、複製に要する時間が、標準再生時間と等しいので
、複製に時間がかかり、オリジナルソースから第１世代の複製が許可されても、実害はさ
ほど大きくないと考えられていた。
【００１４】
ところが、最近のディスク媒体や半導体メモリへのデジタル記録においては、従来のテー
プ媒体にアナログ記録をしていた時代に比べて、容易に高速の複製が行えるようになって
きている。特に、オーディオ信号について、信号圧縮技術を用いた場合には、例えば１０
０分の１の圧縮の場合には、１００倍速の複製も可能になってきている。
【００１５】
このようになると、記録装置では第１世代の複製が非常に短時間にできるため、一つのオ
リジナルソースから第１世代の複製を短時間で大量に作成することが可能になってしまい
、著作権保護が有効に行われなくなるおそれがある。そこで、上述のような複製に関する
技術的な環境変化を考慮して、従来よりも、より厳しく複製を制限する著作権保護方式を
導入する必要に迫られている。
【００１６】
この発明は、以上のような点にかんがみ、より強力に著作権者を保護することができる情
報信号の複製制御方法を提供することを目的とする。
【００１７】
【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の発明による情報信号の記録装置は、
　情報信号を記録媒体に記録する記録手段と、
　前記記録手段により前記記録媒体に記録された前記情報信号の識別子を記憶する記録履
歴記憶手段と、
　前記記録手段によって記録しようとしている情報信号の識別子を検出する識別子検出手
段と、
　前記識別子検出手段で検出された前記記録しようとしている情報信号の識別子と同一の
識別子が、前記記録履歴記憶手段に記憶されているか否かにより、前記記録しようとして
いる情報信号が既に複製記録されたか否かを判別する判別手段と、
　前記複製記録に対する使用者の課金承認を検知する課金承認検知手段と、
　前記判別手段で、前記記録しようとしている情報信号が、複製記録されていないと判別
したときには、前記記録しようとしている情報信号の前記記録手段による前記記録媒体へ
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の複製記録を、課金無しで実行すると共に、前記記録履歴記憶手段に複製記録した情報信
号の識別子を記録し、前記判別手段で、前記記録しようとしている情報信号が、既に複製
記録されたと判別したときには、前記課金承認検知手段で前記課金承認が検知されたとき
にのみ、課金のための処理をした後、前記記録しようとしている情報信号の前記記録手段
による前記記録媒体への複製記録を実行するように制御する制御手段と、
　を備えることを特徴とする。
【００１８】
この請求項１の発明による情報信号の記録装置によれば、記録装置で複製記録を実行した
ときには、その複製記録が行われた情報信号の識別子が複製履歴として残るようになる。
そして、この複製履歴を元にして、同じ情報信号を同じ記録装置で繰り返し複製記録をす
る場合には、課金を施すようにすることができるようになる。
【００１９】
例えば、ＳＣＭＳ方式の複製制御情報により１回の複製の可能とされている場合と同様に
、１回目の複製は無料で行えるようにするが、同じ情報信号を同じ記録装置で２回以上複
製するようにする場合に、２回目以降は、使用者からの課金の認証が得られたときにのみ
、複製記録を実行できるように制御することができる。
【００２０】
これにより、第１世代の複製といえども、１台の記録装置で無料で複製をすることができ
るのは、１回のみとなる。そして、その後は、同じ記録装置では、有料で同一情報信号の
複製を可能とすることができる。したがって、従来のような無制限に第１世代の複製が行
われてしまう事態を防止することができ、複製が高速に行われる場合であっても、著作権
者の保護の強化を図ることができる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、この発明による情報信号の記録システム、記録装置および記録方法の実施の形態を
、図を参照しながら説明する。
【００２２】
［第１の実施の形態］
第１の実施の形態では、基本的には、ある一つの記録装置では、同じ情報信号は、１回だ
けしか無料で複製記録をすることができないようにしている。すなわち、ある一つの記録
装置における同じ情報信号の２回目以降の複製は、原則として禁止する。ただし、複製料
金の支払いを使用者が承認するのであれば、すなわち、課金を使用者が承認するならば、
その記録装置で２回目以降の複製も可能とするというものである。
【００２３】
図１は、この第１の実施の形態の記録システムの構成を示すものである。この第１の実施
の形態の記録システムは、複製を行うための記録装置と再生装置とが一体になっている場
合であり、複製対象の情報信号はデジタルオーディオデータである。そして、この例では
、記録システムは、ＣＤ（コンパクトディスク）１０から再生して得られたデジタルオー
ディオデータを、ＭＤ（いわゆるミニディスク（登録商標））２０に記録するように制御
する場合として説明する。
【００２４】
図１のシステムは、読み出しデコード部１１と、記録制御部１２と、書き込みエンコード
部１３と、識別信号抽出部１４と、システムコントロール部１５と、キー入力部１６と、
複製履歴メモリ１７と、課金認証部１８と、カードリーダ／ライタ１９とを備えて構成さ
れている。
【００２５】
読み出しデコード部１１は、この例では、ＣＤ１０に記録されているデジタルオーディオ
信号を読み出し、例えば標本化周波数４４．１ｋＨｚの１６ビットデータであるデジタル
オーディオ信号の再生を行う。
【００２６】
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また、読み出しデコード部１１は、ＣＤ１０からＩＳＲＣ（International Standard Rec
ording Code ）とトラックナンバー（ＣＤの何曲目かの番号）を読み出し、識別信号抽出
部１４に送る。識別信号抽出部１４は、これらＩＳＲＣおよびトラックナンバーを、読み
出したオーディオ信号の識別信号としてシステムコントロール部１５に供給する。
【００２７】
記録制御部１２は、後述するように、システムコントロール部１５からの制御に応じて、
複製記録を実行するか否かを制御する。書き込みエンコード部１３は、記録制御部１２で
複製記録を行うように制御されたときに、デジタルオーディオ信号を、ＭＤ２０に適合す
るデータにエンコードして、ディスクへの書き込みを実行する。例えば、デジタルオーデ
ィオ信号が、ＡＴＲＡＣ（Adaptive Transform Accoustic Coding ）フォーマットに変換
されて、ＭＤ２０に書き込まれる。
【００２８】
キー入力部１６は、使用者が複製指示をシステムコントロール部１５に伝達するために使
用されるほか、種々の入力を行うためのものである。
【００２９】
複製履歴情報メモリ１７には、このシステムにおいて、複製記録が実行されたときに、シ
ステムコントロール部１５により、その複製記録の履歴が格納される。この例では、複製
の履歴として、複製記録されたデジタルオーディオデータについてのＩＳＲＣとトラック
ナンバーが記録される。この例の場合、複製履歴情報メモリ１７には、同じ識別信号は、
１回だけ記録される。
【００３０】
課金認証部１８は、使用者からの課金の承認の情報をシステムコントロール部１５に渡す
ためのものである。課金認証部１８は、この例では、カードリーダ／ライタ１９に接続さ
れており、使用者が、ＩＣカード３０をカードリーダ／ライタ１９に装填すると、ＩＣカ
ード３０に蓄積されている料金残高から、複製料金を引き落とすようにする。
【００３１】
課金認証部１８は、複製料金の引き落としができたときには、使用者の課金の承認がとれ
たとして、その旨を示す課金承認の情報をコントロール部１５に送る。また、課金認証部
１８は、ＩＣカード３０の料金残高が少なく、複製料金の引き落としができなかったとき
には、使用者の課金の承認がとれなかった旨を、システムコントロール部１５に送る。
【００３２】
また、この例では、ＩＣカード３０には、複製履歴情報メモリ１７に書き込む識別信号と
同じ識別信号、すなわち、この例では、ＩＳＲＣおよびトラックナンバーが、カードリー
ダ／ライタ１９により書き込まれる。このＩＣカード３０に書き込まれる複製履歴情報と
しては、少なくとも、各識別信号と、その識別信号の情報信号の複製回数を示す情報とが
書き込まれる。例えば、複製が実行される度に、重複を許して識別信号が書き込まれる。
この場合には、書き込まれた同一の識別信号の数が、識別信号の情報信号の複製回数を示
す情報となる。各情報信号の複製回数を示す情報としては、各情報信号の複製回数が直接
的に、それぞれの識別信号に対応して、複製履歴情報メモリ１７に書き込まれるようにし
てもよい。
【００３３】
ＩＣカード３０への複製料金残高の追加は、レコード店などの業者に設置されている図２
に示すような専用端末装置（課金処理端末装置）５０において行われる。この専用端末装
置５０における動作を図３のフローチャートを参照しながら説明する。
【００３４】
すなわち、使用者は、まず、専用端末装置５０のカード挿入口５１にＩＣカード３０を装
填する。専用端末装置５０では、ＩＣカード挿入口５１からのＩＣカード装填を検知する
と（ステップＳ１０１）、ＩＣカード３０に記録されている複製記録された情報信号の識
別信号と、各情報信号の複製回数を示す情報とを含む複製履歴情報を読み取る（ステップ
Ｓ１０２）。



(9) JP 4131071 B2 2008.8.13

10

20

30

40

50

【００３５】
専用端末装置５０は、読み取った複製履歴情報を、例えば電話網６０を通じて課金情報集
計センタ７０に転送する（ステップＳ１０３）。そして、課金情報集計センタ７０への複
製履歴情報の転送が完了したどうか判別し（ステップＳ１０４）、転送が完了していなけ
れば、ステップＳ１０２およびステップＳ１０３を繰り返し、転送が完了したら、ＩＣカ
ード３０の複製履歴情報をクリアする（ステップＳ１０５）。
【００３６】
その後、専用端末装置５０は、使用者による複製料金としての紙幣の投入を促すメッセー
ジを、例えばタッチパネル式の液晶ディスプレイからなる表示画面５３に表示する（ステ
ップＳ１０６）。使用者は、このディスプレイの表示画面５を見て、専用端末装置５０の
紙幣投入口５２から必要と考えられる額の紙幣を投入するので、専用端末装置５０は、そ
の投入された紙幣を受け付ける（ステップＳ１０７）。
【００３７】
すると、専用端末装置５０では、その投入された紙幣の額が表示画面５３に表示される（
ステップＳ１０８）。そして、この表示画面５３に表示される、例えば確認ボタンアイコ
ン５４が使用者により押されると（ステップＳ１０９）、専用端末装置５０は、紙幣投入
口から投入された紙幣の金額の分を、ＩＣカード３０の料金残高に加算する（ステップＳ
１１０）。その後、専用端末装置５０は、装填されているＩＣカード３０を排出し（ステ
ップＳ１１１）、処理を終了する。
【００３８】
課金情報集計センタ７０は、各地のレコード店等に配置された多数の専用端末装置５０か
ら転送されてきた複製履歴情報を、全て集計し、どの曲が何回複製されたかを調べる。そ
して、課金情報集計センタ７０は、その集計結果から、各曲の著作権者への著作権料の分
配を決定する。
【００３９】
次に、図１のシステムにおける複製動作を、図４のフローチャートを参照しながら、さら
に説明する。この図４のフローチャートは、システムコントロール部１５での処理動作に
相当している。この図４のフローチャートの処理ルーチンは、キー入力部１６を通じて使
用者により複製指示入力があったときにスタートから起動される。
【００４０】
まず、ステップＳ２０１においては、ＣＤ１０から複製対象の曲についての識別信号とし
て、ＩＳＲＣとトラックナンバーとを、複製対象のデジタルオーディオ信号と共に読み出
して、識別信号抽出部１４に転送する。すると、識別信号抽出部１４は、識別信号を抽出
してシステムコントロール部１５に転送するので、システムコントローラ部１５は複製対
象の識別信号を認識する。
【００４１】
次に、システムコントロール部１５は、ステップＳ２０２において、複製履歴情報メモリ
１７を検索して、検索したＩＳＲＣおよびトラックナンバーと、複製対象情報の識別信号
として認識したＩＳＲＣおよびトラックナンバーとを照合する。
【００４２】
次のステップＳ２０３では、複製履歴情報メモリ１７に既に同じＩＳＲＣおよびトラック
ナンバーが記憶されているか否かにより、既に当該システムにおいて同じ情報信号につい
ては複製が過去に行われていたか否かを判別する。
【００４３】
このステップＳ２０３での判別の結果、新規な情報信号の複製であると判別されたときに
は、ステップＳ２０４に進み、当該新規な情報信号の識別信号であるＩＳＲＣとトラック
ナンバーとを複製履歴情報メモリ１７に記録した後、ステップＳ２０８に進んで、記録制
御部１２および書き込みエンコード部１３を制御して、複製を実行する。
【００４４】
また、ステップＳ２０３での判別の結果、既に過去に複製が行われていたと判別されたと
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きには、ステップＳ２０５に進み、課金認証部１８において使用者による課金の承認が得
られているか否か判別される。ＩＣカード３０からの複製料金の引き落としができないな
ど、使用者による課金の承認が得られないときには、ステップＳ２０６に進み、複製は中
止とされる。
【００４５】
ステップＳ２０５で使用者による課金の承認が得られたと判別されたときには、ステップ
Ｓ２０７に進み、複製対象である情報信号の識別信号であるＩＳＲＣとトラックナンバー
とを、カードリード／ライタ１８によりＩＣカード３０に書き込みを行い、そして、次の
ステップＳ２０８に進んで、複製が実行される。
【００４６】
以上のようにして、この第１の実施の形態によれば、第１世代の複製の無制限の拡大を防
ぐことができると共に、第１世代の複製が複数個必要な使用者は、複製料金を支払うこと
で、その複製が可能となる。
【００４７】
したがって、著作権者と使用者との利害のバランスがとれたところで、適切な著作権保護
を図ることができる。
【００４８】
なお、使用者からの課金の承認は、上述の例では、ＩＣカードを用いるようにしたが、例
えばプリペイドカードを用いるようにすることもできる。すなわち、プリペイドカードか
らは、複製が行われるたびに複製料金を引き落とすが、課金の承認は、例えば、料金残高
が、その回の複製料金に足りているか否かにより行なう。
【００４９】
また、システムコントロール部１５に対して、電話回線などの通信回線を介して課金セン
ターに接続される課金装置を接続して設けておき、例えばクレジットカードのカードナン
バーによって課金の承認を得るようにしてもよい。すなわち、その場合、システムコント
ロール部１５からの課金承認の問い合わせがあったときに、課金装置は、使用者によりそ
の課金装置に予め登録されたクレジットカードのカードナンバーを、課金センタに送り、
課金センタから課金可能の応答を受信し、それを使用者の課金の承認としてシステムコン
トロール部１５に知らせるようにする。
【００５０】
さらに、複製について、所定の管理センターに予め会員登録しておき、複製の実行の際に
、その管理センタに会員照会して、その確認ができたときに、課金の承認があったとする
こともできる。この例の場合には、システムコントロール部１５に対しては、管理センタ
に、例えば電話回線などの通信回線を通じて会員照会する通信部を設ける。なお、この例
の場合、料金は月極め等で管理センタに後払いされる。
【００５１】
また、以上の例では、ＩＣカードに、使用者が予め支払った額の料金残高を記録しておき
、複製記録が行われるごとに、複製料金を、そのＩＣカードの料金残高から減額するよう
にしたが、ＩＣカードには、例えば使用者が登録した銀行口座の番号と複製承認情報とを
記録しておき、これら銀行口座の番号と複製承認情報を使用者の課金の承認情報として用
いるとともに、複製履歴のみをＩＣカードに書き込むようにしてもよい。この例の場合に
は、ＩＣカードをレコード店の専用端末装置に装填すると、専用端末装置は、銀行口座番
号と、複製履歴を読み取り、記憶されている複製履歴から複製料金を計算して、その銀行
口座から引き落とすようにする。また、専用端末装置は、課金情報集計センタに複製履歴
を送信した後、複製履歴情報はクリアする。
【００５２】
［第２の実施の形態］
上述の第１の実施の形態は、書換可能なディスク媒体であるＭＤにデジタルオーディオデ
ータを記録する場合であって、課金のためにはＩＣカード３０を別途用意して利用したが
、この第２の実施の形態では、ＩＣを内蔵する半導体メモリ４０を複製記録用の記録媒体
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として用いることにより、課金用のＩＣカードを省略することができる。
【００５３】
図５は、この第２の実施の形態の場合のシステム構成例を示すものであり、図１の第１の
実施の形態のシステム構成と同一部分には同一番号を付して示している。この第２の実施
の形態では、ＩＣ内蔵の半導体メモリ４０をデータ記録用媒体として用いる。このシステ
ムは、この半導体メモリ４０に対して書き込みを行うための記録ドライブ２２を備える。
この記録ドライブ２２は、半導体メモリ４０をシステムに接続するためのメディアインタ
ーフェースを構成するものである。
【００５４】
そして、この第２の実施の形態の場合、半導体メモリ４０には、オーディオデータは、デ
ータ圧縮されて記録される。このため、記録制御部１２からのオーディオデータは、デー
タ圧縮部２１に供給されて、例えば、前述したＡＴＲＡＣ方式やＭＰＥＧ（Ｍｏｖｉｎｇ
　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）オーディオ圧縮方式によりデータ圧縮
される。
【００５５】
また、半導体メモリ４０は、後述するように、課金処理部を、その内蔵ＩＣに含み、内蔵
ＩＣに含まれる情報は暗号化され、図５のシステムに装填されたときやレコード店などに
設置される専用端末装置に装填されたときに、例えば記録システムと半導体メモリ４０と
の間で、認証が行われて、第３者が半導体メモリ４０の情報内容を、勝手に書き換えるこ
とができないように設計されている。図５において、認証処理部２３は、上述の認証のた
めに設けられている。
【００５６】
図６に半導体メモリ４０の構成例を示す。すなわち、この例の半導体メモリ４０は、スイ
ッチ回路４１と、認証処理部４２と、コントロール部４３と、複製データメモリ部４４と
、複製履歴メモリ部４５と、課金計算部４６と、複製料金残高蓄積部４７とを備えている
。
【００５７】
認証処理部４２は、この半導体メモリ４０が複製システムや専用端末装置のメディアイン
ターフェースに対して接続された場合において、記録システムや専用端末装置との間で認
証がとれるかどうかをチェックする。そのチェック結果は、コントロール部４３に送られ
、コントロール部４３は、認証がとれた場合に、スイッチ回路４１をオンとして、複製デ
ータメモリ４４および複製履歴情報メモリ部４５への記録システムや専用端末装置による
アクセスを可能とする。
【００５８】
複製履歴情報メモリ部４５には、複製データメモリ部４４に記憶されたオーディオデータ
の識別信号としてのＩＳＲＣおよびトラックナンバーが書き込まれる。前述の実施の形態
の場合のＩＣカードと同様に、ＩＳＲＣおよびトラックナンバーからなる識別信号は、重
複する場合もある。前述したように、重複する識別信号の数は、複製回数を示す情報とな
る。前述の場合と同様に、複製回数を直接的に示す情報を、識別信号に対応して、半導体
メモリ４０の複製履歴情報メモリ部４５に書き込むようにしてもよい。
【００５９】
課金計算部４６は、複製データメモリ部４４に複製データが格納されたときであって、課
金フラグが立っているときに、複製料金を複製料金残高蓄積部４７から差し引く処理を行
う。課金フラグは、システムコントロール部１５から、認証処理部２３およびメディアイ
ンターフェース２２を通じて、半導体メモリ４０に送られる。
【００６０】
また、レコード店などに設置される専用端末装置では、この半導体メモリ４０の複製料金
残高蓄積部４７への複製料金の入金ができる。すなわち、使用者が支払った貨幣の額の分
だけ、複製料金残高蓄積部４７の残高が増加する。
【００６１】
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この第２の実施の形態における複製動作を、図７および図８のフローチャートを参照して
説明する。以下の各動作は、システムコントロール部１５あるいはコントロール部４３に
より制御される。
【００６２】
まず、複製に先立ち、記録システムのシステムコントロール部１５は、半導体メモリ４０
がメディアインターフェース２２に対して接続されているかどうかチェックする（ステッ
プＳ３０１）。半導体メモリ４０がメディアインターフェース２２に対して接続されてい
ると判別したときには、当該半導体メモリ４０の認証処理を行なう（ステップＳ３０２）
。そして、その認証処理の結果を判定し（ステップＳ３０３）、半導体メモリ４０の認証
がとれなかったときには、複製動作は不可であるので、この処理ルーチンを終了する。
【００６３】
また、ステップＳ３０３での認証処理の結果、半導体メモリ４０の認証が確認されたとき
には、半導体メモリ４０への複製データの複製記録が可能になり、使用者のキー入力部１
６を通じた複製指示を待つ（ステップＳ３０４）。そして、複製指示を確認したら、ＣＤ
１０からのデータの読み出しを行う（ステップＳ３０５）。
【００６４】
このとき、読み出しデコード部１１でデコードされたオーディオデータは、記録制御部１
２に供給される。そして、ＣＤ１０から読み出されたＩＳＲＣおよびトラックナンバーか
らなる識別信号が識別信号抽出部１４で抽出され、システムコントロール部１５に供給さ
れるので、システムコントロール部１５では、その識別信号を検知する（ステップＳ３０
６）。
【００６５】
そして、システムコントロール部１５は、検知した識別信号と、複製履歴情報メモリ１７
から読み出した識別信号とを比較参照する（ステップＳ３０７）。次に、この比較参照の
結果を基づいて、既に記録装置で、複製が行なわれたか否か判別される（ステップＳ３０
８）。
【００６６】
複製履歴情報メモリ１７に記憶されていた識別信号中に、抽出された識別信号と一致する
ものがなかったときには、未だ複製記録が行なわれていない情報信号の複製であると判別
して、記録制御部１２を、記録可能の状態とする（ステップＳ３０９）。すると、オーデ
ィオデータはデータ圧縮部２１にて、データ圧縮され（ステップＳ３１０）、このデータ
圧縮部２１からの圧縮オーディオデータが、記録ドライブ２２を通じて、半導体メモリ４
０の複製データメモリ部４４に書き込まれる（ステップＳ３１１）。さらに、複製履歴情
報メモリ１７に、その複製記録されたオーディオデータの識別信号が書き込まれる（ステ
ップＳ３１２）。
【００６７】
また、このとき、識別信号抽出部１４で抽出された複製対象の情報の識別信号としてのＩ
ＳＲＣおよびトラックナンバーは、記録制御部１２、データ圧縮部２１および記録ドライ
ブ２２を通じて半導体メモリ４０に送られ、その複製履歴情報メモリ部４５に書き込まれ
る（ステップＳ３１３）。なお、このとき、１回目の複製であるので、システムコントロ
ール部１５から半導体メモリ４０へ供給される情報中の課金フラグは立っておらず、半導
体メモリ４０では、複製料金の課金計算は行われない。
【００６８】
次に、識別信号抽出部１４で抽出された識別信号と同じ識別信号が、複製履歴情報メモリ
１７中に既に存在している場合には、ステップＳ３０８では、既に複製記録しようとして
いるオーディオデータについて過去に複製記録が行なわれたと判別されて、半導体メモリ
４０で、複製料金残高蓄積部４７の残高が、これから行おうとする複製料金として十分で
あるか否かをチェックする（ステップＳ３１４）。
【００６９】
すなわち、システムコントロール部１５は、半導体メモリ４０に対して複製料金の残高の
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チェック依頼を送る。これを受けた半導体メモリ４０のコントロール部４３は、複製料金
残高蓄積部４７の残高が、これから行おうとする複製料金として十分であるか否かを判別
し、その判別結果を認証処理部２３を通じてシステムコントロール部１５に報知する。
【００７０】
システムコントロール部１５は、この報知から、半導体メモリ４０の複製料金残高不足で
あるか否か判別し、残高不足であると認識したときには、記録制御部１２を制御して、複
製記録を中止する（ステップＳ３２０）。
【００７１】
また、システムコントロール部１５は、半導体メモリ４０の複製料金残高が十分であると
認識したときには、記録制御部１２を制御して、複製記録可能の状態とする（ステップＳ
３１５）。すると、オーディオデータはデータ圧縮部２１にて、データ圧縮され（ステッ
プＳ３１６）、このデータ圧縮部２１からの圧縮オーディオデータが、記録ドライブ２２
を通じて、半導体メモリ４０の複製データメモリ部４４に書き込まれる（ステップＳ３１
７）。また、これと共に、複製履歴情報メモリ部４５に、そのオーディオデータの識別信
号が書き込まれる（ステップＳ３１８）。
【００７２】
さらに、このときに、システムコントロール部１５から半導体メモリ４０に供給される情
報中の課金フラグが立てられるので、複製料金残高蓄積部４７から、複製料金を引き落と
す処理が、課金計算部４６によって行われる（ステップＳ３１９）。この課金処理が完了
すると、処理は終了する。
【００７３】
なお、複製料金残高蓄積部４７の料金残高が少なくなると、使用者は、例えばレコード店
に赴き、専用端末装置により、前述したようにして複製料金残高蓄積部４７の残高を増加
しておくようにする。このとき、前述の第１の実施の形態と同様に、専用端末装置は、半
導体メモリ４０の複製履歴情報メモリ部４５の識別信号を読み取り、通信回線を通じて課
金情報集計センタに転送する。そして、複製履歴情報を読み取り、課金情報集計センタに
送信した後には、複製履歴情報メモリ部４５の内容をクリアする。
【００７４】
第１の実施の形態の場合と同様にして、課金情報集計センタでは、受け取った複製履歴情
報は、全て集計され、どの曲が何回複製されたかが調べられる。そして、著作権者への著
作権料の分配のための資料として使用される。
【００７５】
［第３の実施の形態］
以上の２つの実施の形態は、再生機と記録機とが一体になったシステムの場合の構成例で
あったが、次に、再生機と記録機とが別体である複製制御システムの構成の場合を、第３
の実施の形態として、説明する。
【００７６】
以下に説明する第３の実施の形態は、情報信号がデジタルオーディオ信号の場合であって
、複製速度が従来と同様の所定の標準再生時間に等しい時間で情報信号を再生する速度、
つまり、いわゆる所定の実時間再生速度と等速の複製を行うときには、従来と同様のＳＣ
ＭＳ方式による著作権保護方式を採用する。
【００７７】
そして、所定の実時間再生速度より高速の複製を行うときには、原則として、ある一つの
記録機では、同じ情報信号は、１回だけしか無料で複製記録をすることができないように
構成している。つまり、２回目以降の高速の複製は、原則として禁止する。ただし、この
第３の実施の形態では、料金の支払いを使用者が承認するのであれば、すなわち、課金を
条件とするならば、２回目以降の高速の複製も可能とするものである。
【００７８】
なお、以下の説明において、所定の実時間再生速度と等速の複製は、等速コピーと称し、
また、所定の実時間再生速度より高速の複製は、高速コピーと称することとする。
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【００７９】
図９は、この第３の実施の形態の場合の複製制御システムの全体の概要を示す図である。
すなわち、この第３の実施の形態では、等速コピーを行う場合には、従来のＳＣＭＳ方式
により複製制御を実行する。この等速コピーは、再生機１００とＳＣＭＳ対応記録機２０
０との間において行うようにする。
【００８０】
また、高速コピーが使用者により選択指示されたときには、再生機１００と高速コピー対
応記録機３００との間において行うようにする。再生機１００と、高速コピー対応記録機
３００との間は、この例では、ＩＥＥＥ（The Institute of Electrical and Electronic
s Engineers,Inc.）１３９４インターフェースのいわゆるセキュアバスＳＢを用いて信号
伝送を行うようにする。
【００８１】
この第３の実施の形態の場合、等速コピーを行う場合には、記録媒体としては、例えばＭ
Ｄを用いる。一方、高速コピーを行う場合には、記録媒体として、第２の実施の形態で説
明した半導体メモリ４０を用いる。
【００８２】
高速コピーは、再生機１００での再生ドライブ速度（例えばディスク回転速度）を所定の
実時間再生速度より高速にして、デジタルオーディオ信号の記録機３００へのデータ伝送
レートを高くすることによっても勿論できるが、この実施の形態では、データ圧縮して記
録されているオーディオデータを、そのデータ圧縮されたままの状態で記録することによ
り行うようにする。
【００８３】
以下に説明する第３の実施の形態においては、例えば、複製対象ディスクから再生したオ
ーディオデータについて、複製を行う場合について説明する。この場合、複製対象ディス
クには、周知のＡＴＲＡＣ方式やＭＰＥＧオーディオ圧縮方式により、オーディオデータ
がデータ圧縮されて記録されているものとする。また、ディスクには、ＳＣＭＳ方式の複
製制御用のデータが記録されているものとする。
【００８４】
［第３の実施の形態の場合の再生機について］
この第３の実施の形態の場合の再生機１００の構成例を、図１０を用いて説明する。
【００８５】
図１０は、この再生機１００の構成の全体を示すブロック図である。この図１０に示すよ
うに、この再生機１００に装填された複製対象ディスク１０１に記録されている圧縮オー
ディオデータは、読み出し部１０２によって読み出され、データ伸長デコード部１０３に
供給されて、デジタルオーディオ信号Ａｕに伸長デコードされる。
【００８６】
データ伸長デコード部１０３からのデジタルオーディオ信号Ａｕは、スイッチ回路１０４
を通じ、従来から使用されているデジタル信号用のインターフェースであるＩＥＣ（Inte
rnational Electrotechnical Commission ）９５８インターフェース１０５を通じて出力
端子１０６に導出される。
【００８７】
この出力端子１０６には、前述したＳＣＭＳ対応記録機２００が接続される。したがって
、ＳＣＭＳ対応記録機２００には、デジタルオーディオ信号Ａｕが供給されて、従来例と
同様のＳＣＭＳ方式による等速複製制御が行われる。
【００８８】
そして、この第３の実施の形態の場合の再生機１００では、読み出し部１０２から圧縮さ
れている状態のデジタルオーディオデータは、暗号化部１０７、ＩＥＥＥ１３９４インタ
ーフェース１０８を通じて出力端子１０９に導出される。この出力端子１０９には、高速
コピー対応記録機３００が接続される。この場合に、いわゆるＩＥＥＥ１３９４セキュア
バスＳＢにより、この圧縮デジタル出力についての不正な複製防止が図られている。
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【００８９】
すなわち、読み出し部１０２からのデータは、ＳＣＭＳデコード部１１１に供給されて、
圧縮データ中に含まれるＳＣＭＳ方式の複製制御のための付加データがデコードされ、そ
のデコード出力がコントロール部１１０に供給される。この付加データのデコード出力は
、ディスク１０１が、１回複製可能であるのか、あるいは複製禁止であるのかなどを示す
ものとなっており、コントロール部１１０は、いずれの状態であるかを判別する。
【００９０】
読み出し部１０２からのデータは、また、暗号化部１０７に供給され、コントロール部１
１０からの制御により、通信ごとに異なる暗号キーに基づく暗号化が圧縮オーディオデー
タに施される。この暗号化部１０７からの暗号化データは、ＩＥＥＥ１３９４インターフ
ェース１０８を通じ、出力端子１０９を通じて出力先の電子機器である高速コピー対応記
録機３００に供給される。ＩＥＥＥ１３９４インターフェース１０８は、ＩＥＥＥ１３９
４インターフェース規格に適合するように、データ変換をして圧縮オーディオデータを出
力する。
【００９１】
この際に、コントロール部１１０は、ＩＥＥＥ１３９４インターフェース１０８を通じて
出力先の機器と通信を行い、その出力先の機器がＩＥＥＥ１３９４セキュアバス規格に適
合する装置（以下、この装置をコンプライアントの装置という）であるか、また、コンプ
ライアントの装置であれば、それが記録装置であるか否か判別する。
【００９２】
そして、コントロール部１１０は、この実施の形態の再生機１００では、ＳＣＭＳデコー
ド部１１１からの複製制御情報の判別出力と、ＩＥＥＥ１３９４インターフェース１０８
を通じた出力先の機器の判別情報とから、暗号化部１０７で行われる暗号化処理を解くた
めの暗号キー情報を出力先に送出するか否かを決定する。
【００９３】
例えば、出力先がコンプライアントの装置でなかったときには、暗号キー情報は、出力先
の装置に渡さない。また、出力先がコンプライアントの装置であったときでも、それが記
録装置の場合には、ＳＣＭＳデコード部１１１からの複製制御情報が「複製禁止」の状態
のときには、暗号キー情報は、出力先の装置に渡さない。
【００９４】
さらに、この第３の実施の形態では、課金認証部１１５で使用者からの課金承認の情報が
コントロール部１１０に得られなかったときにも、暗号キー情報は、出力先の装置に渡さ
ない。
【００９５】
この実施の形態の場合、ＩＥＥＥ１３９４インターフェースによる圧縮データの伝送の際
には、付随情報の伝送が可能である。この例では、識別信号抽出部１１２で、複製対象の
オーディオデータのＩＳＲＣおよびトラックナンバーが抽出され、その抽出されたＩＳＲ
Ｃおよびトラックナンバーがコントロール部１１０を通じて付随情報生成部１１３に渡さ
れる。そして、その識別信号であるＩＳＲＣおよびトラックナンバーの情報が、対応する
圧縮オーディオデータのパケットに挿入され、付随情報生成部１１３から暗号化部１０７
を通じてＩＥＥＥ１３９４インターフェース１０８に送られる。
【００９６】
これにより、複製対象のオーディオデータは、その識別信号と共に、高速コピー対応記録
機３００に送られるようになる。
【００９７】
キー入力部１１４は、等速コピーあるいは高速コピーの指示入力を使用者が行うための手
段である。この例の場合の高速コピーは、ＩＥＥＥ１３９４を通じた圧縮データのままで
の複製を意味している。また、等速コピーは、ＩＥＣ９５８を通じたオーディオデータの
コピーを意味している。
【００９８】
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なお、この例では、キー入力部１１４からの使用者の等速コピーあるいは高速コピーのい
ずれであるかの指定は、出力端子の指定または相手記録機の指定のみであっても良い。ま
たは、デジタルオーディオ信号伝送と、圧縮データ伝送のどちらであるかの指定であって
もよい。
【００９９】
なお、この実施の形態では、アナログオーディオ出力も可能とされている。ただし、この
場合のアナログオーディオ信号出力には、ＳＣＭＳ方式の複製制御情報が含まれないので
、このままでは、アナログ信号の状態での複製がユーザによって自由に行われてしまう。
この点にかんがみ、この実施の形態では、ＳＣＭＳデコード部１１１で検知された複製制
御情報と同一意味内容の複製制御信号を、電子透かし情報ＷＭとして、オーディオ信号に
重畳する。また、ＩＳＲＣおよびトラックナンバーからなる識別信号も電子透かし情報と
して重畳する。
【０１００】
すなわち、データ伸長デコード部１０３からのオーディオ信号は、電子透かし情報ＷＭの
付加部１２１に供給される。また、コントロール部１１０からＳＣＭＳデコード部１１１
で検知された複製制御情報と同一意味内容の複製制御信号およびＩＳＲＣおよびトラック
ナンバーからなる識別信号が、この電子透かし情報ＷＭの付加部１２１に供給される。電
子透かし情報ＷＭの付加部１２１では、オーディオデータに影響を与えないような方法で
、上述の付加情報がオーディオデータに重畳される。この電子透かし情報ＷＭの付加処理
としては、例えばスペクトラム拡散により付加情報を拡散させて、オーディオデータに埋
め込む方法などを用いることができる。
【０１０１】
この電子透かし情報ＷＭの付加部１２１からのデジタルオーディオデータは、Ｄ／Ａコン
バータ１２２に供給されて、アナログオーディオ信号とされ、出力端子１２３を通じて外
部の電子機器に出力される。
【０１０２】
この再生機１００の複製時の動作を図１１のフローチャートを参照して説明すると、次の
ようになる。
【０１０３】
まず、使用者により等速コピーが選択されたか、高速コピーが選択されたかを判別する（
ステップＳ４０１）。等速コピーが使用者により選択された場合には、コントロール部１
１０によりスイッチ回路１０４がオンとされ（ステップＳ４０２）、オーディオ信号Ａｕ
が、ＩＥＣ９５８インターフェース１０５を通じ、出力端子１０６を通じてＳＣＭＳ対応
記録機２００に供給される（ステップＳ４０３）。したがって、このときには、ＳＣＭＳ
方式による従来と同様の複製制御が行われる。
【０１０４】
また、使用者により高速コピーが選択された場合には、コントロール部１１０によりスイ
ッチ回路１０４はオフとされる（ステップＳ４０４）。そして、コントロール部１１０は
、ＩＥＥＥ１３９４インターフェース１０８を通じて、相手機である高速コピー対応記録
機３００についての認証処理を行なう（ステップＳ４０５）。
【０１０５】
すなわち、相手機である高速コピー対応記録機３００に所定の認証のための信号を送る。
もしも、相手機がコンプライアントの記録機であれば、予め決められた認証のための応答
信号が、ＩＥＥＥ１３９４インターフェース１０８を通じて返ってくるので、コントロー
ル部１１０は、それを確認して、相手機がコンプライアントの記録機であるか否か判別す
る（ステップＳ４０６）。
【０１０６】
そして、コントロール部１１０は、相手機がコンプライアントの装置でないと判別したと
きには、圧縮オーディオデータを暗号化部１０８で暗号化して（ステップＳ４０７）、Ｉ
ＥＥＥ１３９４インターフェース１０９を通じて相手機に供給するが、暗号を解除するた
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めの暗号キーは、相手機に渡さない（ステップＳ４０８）。
【０１０７】
また、コントロール部１１０は、相手機がコンプライアントの記録機であると判別したと
きには、ＳＣＭＳデコード部１１１からの複製制御情報を参照し（ステップＳ４０９）、
それが「複製禁止」の状態であるか否か判別する（ステップＳ４１０）。そして、「複製
禁止」の状態であると判別したときには、ステップＳ４０７に進み、圧縮オーディオデー
タを暗号化し、ＩＥＥＥ１３９４インターフェース１０９を通じて相手機に供給するが、
暗号を解除するための暗号キーは、相手機に渡さない（ステップＳ４０８）。
【０１０８】
そして、コントロール部１１０は、ステップＳ４１０でＳＣＭＳデコード部１１１からの
複製制御情報が、「複製可能」または「１回複製可能」の状態であって、複製禁止でない
と判別したときには、圧縮オーディオデータを暗号化部１０８で暗号化して（ステップＳ
４１１）、ＩＥＥＥ１３９４インターフェース１０９を通じて相手機に供給すると共に、
暗号を解除するための暗号キーを、その記録機に渡すように制御する（ステップＳ４１２
）。
【０１０９】
この結果、コンプライアントの記録機である高速コピー対応記録機３００では、圧縮オー
ディオデータの複製、つまり、高速コピーが可能になる。しかし、後述するように、この
実施の形態の場合、高速コピー対応記録機３００では、圧縮オーディオデータの高速コピ
ーは、無料では１回のみ可能である。２回目以降は、課金を条件に可能となる。
【０１１０】
［コンプライアントの記録装置について］
次に、コンプライアントの記録装置である高速コピー対応記録機３００について説明する
。図１２は、この高速コピー対応記録機３００の構成例のブロック図である。
【０１１１】
図１２に示すように、この高速コピー対応記録機３００は、ＩＥＥＥ１３９４インターフ
ェース用のデジタル入力端子３０１と、アナログ入力端子３０６とを備える。デジタル入
力端子３０１はＩＥＥＥ１３９４インターフェース３０２に接続される。このＩＥＥＥ１
３９４インターフェース３０２は、当該ＩＥＥＥ１３９４バスインターフェース規格に適
合するように変換されているデータを元に戻す処理を行う。
【０１１２】
このＩＥＥＥ１３９４インターフェース３０２からのデータは、暗号解読部３０３に供給
される。前述したように、このデジタル入力端子３０１に接続される機器が、その情報信
号の複製が可能と判断された情報については、その機器から、暗号化を解くために暗号キ
ー情報が送られてくる。暗号化解読部３０３は、この暗号キー情報が得られたときには、
ＩＥＥＥ１３９４インターフェース３０２からのデータの暗号化を解読して、圧縮オーデ
ィオデータを復元することができる。復元された圧縮オーディオデータはセレクタ３０４
に供給されると共に、識別信号抽出部３０５に供給される。
【０１１３】
識別信号抽出部３０５は、暗号解読部３０３からの圧縮オーディオデータに含まれている
識別信号を抽出し、コントロール部３１０に、後述する複製記録制御のための情報として
供給する。
【０１１４】
また、アナログ入力端子３０６を通じて入力されたオーディオ情報は、アナログインター
フェース３０７を通じて圧縮エンコード部３０８に供給されて、データ圧縮された後、セ
レクタ３０４に供給される。また、アナログインターフェース３０７からのオーディオ情
報は、電子透かし情報ＷＭデコード部３０９に供給される。電子透かし情報ＷＭデコード
部３０９は、オーディオ情報に電子透かし情報ＷＭとして重畳されている複製制御情報と
識別情報とを抽出デコードし、コントロール部３１０に、後述する複製記録制御のための
情報として供給する。
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【０１１５】
セレクタ３０４は、ユーザの入力選択に応じたセレクタ制御信号により、暗号解読部３０
３からのデータと、エンコード部３０８からのデータとのいずれかを選択して出力する。
このセレクタ３０４の出力データは、記録制御部３１１に供給される。
【０１１６】
記録制御部３１１は、コントロール部３１０からの制御信号により、複製禁止の場合には
、セレクタ３０４からのオーディオデータをその後段の回路部に出力せず、また、複製許
可とされる場合には、セレクタ３０４からのオーディオデータをその後段の回路部に出力
して記録を実行する。
【０１１７】
この図１２の実施の形態では、記録制御部３１１の出力は、スクランブル部３１２に供給
される。スクランブル部３１２は、記録制御部３１１からのオーディオデータに対して予
め定められている所定のスクランブル処理（暗号化処理）を施す。書き込み部３１３は、
コントロール部３１０の制御を受けて、スクランブル処理部３１２からのオーディオデー
タの書き込み処理を行なう。
【０１１８】
メディアインターフェース３１４は、半導体メモリ４０についての記録ドライブとして働
くと共に、半導体メモリ４０についての認証のためのインターフェースとして働く。認証
処理部３１５は、半導体メモリ４０の認証処理を行なうためのものである。
【０１１９】
半導体メモリ４０は、前述の第２の実施の形態で図６を用いて説明したものと全く同様の
ものであり、認証処理部３１５を通じて、コントロール部３１０との間で、認証とデータ
の暗号化が行われて、第３者が半導体メモリ４０の情報内容を、勝手に書き換えることが
できないように設計されている。
【０１２０】
コントロール部３１０は、図１３～図１５のフローチャートに示すようにして、この記録
機３００の複製制御を行なう。
【０１２１】
まず、複製に先立ち、記録機３００のコントロール部３１０は、半導体メモリ４０がメデ
ィアインターフェース３１４に対して接続されているかどうかチェックする（ステップＳ
５０１）。半導体メモリ４０がメディアインターフェース３１４に対して接続されている
と判別したときには、認証処理部３１５により当該半導体メモリ４０の認証処理を行なう
（ステップＳ５０２）。そして、その認証処理の結果を判定し（ステップＳ５０３）、半
導体メモリ４０の認証がとれなかったときには、複製動作は不可であるので、この処理ル
ーチンを終了する。
【０１２２】
また、ステップＳ５０３での認証処理の結果、半導体メモリ４０の認証が確認されたとき
には、半導体メモリ４０への複製データの複製記録が可能になり、使用者のキー入力部３
１６を通じた複製指示を待つ（ステップＳ５０４）。
【０１２３】
そして、使用者の入力情報の選択入力を判別して、複製対象の情報信号は、どちらの入力
端子からの信号であるかを判別する（ステップＳ５０５）。
【０１２４】
複製対象がデジタル入力端子３０１からの圧縮デジタルデータの場合であるときには、暗
号解読が可能である否か判別する（ステップＳ５０６）。前述したように、ＳＣＭＳ方式
の複製制御情報が「複製禁止」の場合には、再生装置からは、暗号キーが送られてこない
ので、暗号解読部３０３は暗号が解除できず、コントロール部３１０は、記録制御部３１
１を制御して複製を禁止する（ステップＳ５０７）。
【０１２５】
また、暗号化が解除できた時には、「複製可能」あるいは「１回複製可能」であるので、



(19) JP 4131071 B2 2008.8.13

10

20

30

40

50

複製記録可能の状態となるが、このときには、前述と同様にして、複製履歴情報メモリ３
２０に記憶されている過去に複製された情報信号については、課金を条件に実際の複製を
許可する。
【０１２６】
すなわち、暗号解読部３０３の出力は、識別信号抽出部３０５に供給され、ＩＳＲＣおよ
びトラックナンバーからなる識別信号が抽出され、コントロール部３１０に供給される。
コントロール部３１０は、識別信号抽出部３０５からの識別信号と、複製履歴情報メモリ
３２０に記憶されている過去に複製が行われた識別信号と比較参照する（ステップＳ５０
８）。そして、コントロール部３１０は、その比較参照結果に基づき、既に記録された識
別信号のオーディオ信号であるか否かを判別する（ステップＳ５０９）。
【０１２７】
複製履歴情報メモリ３２０に記憶されていた識別信号中に、抽出された識別信号と一致す
るものがなかったときには、１回目の複製であると判別して、無料での複製を許可する（
ステップＳ５１０）。すると、セレクタ３０４からの圧縮オーディオデータは記録制御部
３１１を通じて、スクランブル部３１２に供給されて、予め定められている所定のスクラ
ンブル処理（暗号化処理）が施される（ステップＳ５１１）。そして、書き込み部３１３
およびメディアインターフェース３１４を通じて、前述の第２の実施の形態の場合と同様
にして、半導体メモリ４０へのデータの書き込みがなされる（ステップＳ５１２）。
【０１２８】
さらに、複製履歴情報メモリ３２０に、その複製記録されたオーディオデータの識別信号
が書き込まれる（ステップＳ５１３）。
【０１２９】
また、このとき、識別信号抽出部３０５で抽出された複製対象の情報の識別信号としての
ＩＳＲＣおよびトラックナンバーは、記録制御部３１１、スクランブル部３１２、書き込
み部３１３およびメディアインターフェース３１４を通じて半導体メモリ４０に送られ、
その複製履歴情報メモリ部４５に書き込まれる（ステップＳ５１４）。なお、このとき、
１回目の複製であるので、コントロール部３１０から半導体メモリ４０へ供給される情報
中の課金フラグは立っておらず、半導体メモリ４０では、複製料金の課金計算は行われな
い。
【０１３０】
次に、識別信号抽出部３０５で抽出された識別信号と同じ識別信号が、複製履歴情報メモ
リ３２０中に既に存在している場合には、既に複製記録しようとしているオーディオデー
タについて過去に複製記録が行なわれたとして、半導体メモリ４０で、複製料金残高蓄積
部４７の残高が、これから行おうとする複製料金として十分であるか否かをチェックする
（ステップＳ５１５）。
【０１３１】
すなわち、コントロール部３１０は、半導体メモリ４０に対して複製料金の残高のチェッ
ク依頼を送る。これを受けた半導体メモリ４０のコントロール部４３は、複製料金残高蓄
積部４７の残高が、これから行おうとする複製料金として十分であるか否かを判別し、そ
の判別結果を認証処理部３１５を通じてコントロール部３１０に報知する。
【０１３２】
コントロール部３１０は、この報知から、半導体メモリ４０の複製料金残高不足であるか
否か判別し、残高不足であると認識したときには、記録制御部３１１を制御して、複製記
録を禁止する（ステップＳ５１６）。
【０１３３】
また、コントロール部３１０は、半導体メモリ４０の複製料金残高が十分であると認識し
たときには、記録制御部３１１を制御して、複製記録可能の状態とする（ステップＳ５１
７）。すると、セレクタ３０４からの圧縮オーディオデータは記録制御部３１１を通じて
、スクランブル部３１２にて、スクランブル処理　（暗号化処理）され（ステップＳ５１
８）、書き込み部３１３およびメディアインターフェース３１４を通じて、半導体メモリ
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４０へ書き込まれる（ステップＳ５１９）。
【０１３４】
また、電子透かし情報のデコード出力として抽出された複製対象の情報の識別信号として
のＩＳＲＣおよびトラックナンバーは、記録制御部３１１、スクランブル部３１２、書き
込み部３１３およびメディアインターフェース３１４を通じて半導体メモリ４０に送られ
、その複製履歴情報メモリ部４５に書き込まれる（ステップＳ５２０）。
【０１３５】
さらに、このときに、コントロール部３１０から半導体メモリ４０に供給される情報中の
課金フラグが立てられるので、複製料金残高蓄積部４７から、複製料金を引き落とす処理
が、課金計算部４６によって行われる（ステップＳ５２１）。この課金処理が完了すると
、入力端子３０１からの入力情報についての複製制御処理は終了する。
【０１３６】
なお、図１２では、図示を省略したが、暗号解読部３０３からＳＣＭＳ方式の複製制御情
報が抽出され、それが「１回複製可能」の状態であるときには、記録制御部３１１におい
て、記録されるオーディオデータに付加されるＳＣＭＳ方式の複製制御情報が、「複製禁
止」の状態に書き換えられる。
【０１３７】
次に、ステップＳ５０４において、複製対象が入力端子３０６を通じて入力されるアナロ
グオーディオ信号であると判別された場合の複製について、図１５のフローチャートを参
照しながら説明する。
【０１３８】
このアナログオーディオ信号には、前述したように、再生機１００では、電子透かし情報
ＷＭとして複製制御情報および識別信号が重畳されている。この電子透かし情報ＷＭは、
電子透かし情報デコード部３０９で検出され、コントロール部３１０に供給される。
【０１３９】
コントロール部３１０は、電子透かし情報ＷＭの判別出力に基づいて、入力情報の記録（
複製）が可能であるか否か判別する（ステップＳ５２２）。記録が禁止されていると判別
したときには、記録制御部３１１および書き込み部３１３を制御して、半導体メモリ４０
への記録を実行しないように制御する（ステップＳ５２３）。
【０１４０】
また、コントロール部３１０は、電子透かし情報ＷＭにより、記録（複製）が可能である
と判別したときには、複製制御情報の書き換えが必要な１回複製可能（Ｃｏｐｙ　Ｏｎｃ
ｅ）であるかを判別する（ステップＳ５２４）。電子透かし情報ＷＭにより、複製許可（
Ｃｏｐｙ　Ｆｒｅｅ）と判別されたときには、記録制御部３１１および書き込み部３１３
を制御して、記録の実行を可能とする（ステップＳ５２５）。
【０１４１】
すると、圧縮エンコード部３０８からの圧縮オーディオデータがセレクタ３０４を通じて
記録制御部３１１に供給され、スクランブル部３１２にて、スクランブル処理（暗号化処
理）され（ステップＳ５２６）、書き込み部３１３およびメディアインターフェース３１
４を通じて、半導体メモリ４０へ書き込まれる（ステップＳ５２７）。
【０１４２】
この場合、入力データは複製許可（Ｃｏｐｙ　Ｆｒｅｅ）されているので、記録制御部３
１１から出力される圧縮デジタル映像データに付加されるＳＣＭＳ情報の書き換えは行わ
れない。また、その識別信号は複製履歴情報メモリ３２０に記録しない。
【０１４３】
次に、ステップＳ５２４で、電子透かし情報ＷＭにより、１回複製可能（Ｃｏｐｙ　Ｏｎ
ｃｅ）と判別したときには、識別信号を抽出し、複製履歴情報メモリ３２０の記憶情報と
参照して、既にその識別信号のオーディオデータは複製記録されたか否か判別する（ステ
ップＳ５２８）。
【０１４４】
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複製履歴情報メモリ３２０に記憶されていた識別信号中に、抽出された識別信号と一致す
るものがなかったときには、コントロール部３１０は、複製記録を許可すると共に、記録
制御部３１１において、ＳＣＭＳ情報を「記録禁止」に書き換えるようにする（ステップ
Ｓ５２９）。
【０１４５】
記録制御部３１１以降の処理は、前述と同様であり、スクランブル部３１２にて、スクラ
ンブル処理（暗号化処理）され（ステップＳ５３０）、書き込み部３１３およびメディア
インターフェース３１４を通じて、オーディオデータが半導体メモリ４０へ書き込まれる
（ステップＳ５３１）。また、これと共に、複製履歴情報メモリ部３２０に、そのオーデ
ィオデータの識別信号が書き込まれる（ステップＳ５３２）。
【０１４６】
そして、ステップＳ５２８において、コントロール部３１０で過去に複製をしたオーディ
オデータであると判別したときには、半導体メモリ４０における課金条件を満足するか否
かを前述と同様にして判別する（ステップＳ５３３）。課金条件を満足しないときには、
ステップＳ５２３に進み、複製は禁止される。そして、コントロール部３１０は、課金条
件を満足しているので、記録を実行すると決定した場合には、記録制御部３１１において
、ＳＣＭＳ情報を「記録禁止」に書き換えるようにする（ステップＳ５３４）。
【０１４７】
記録制御部３１１以降の処理は、前述と同様であり、スクランブル部３１２にて、スクラ
ンブル処理（暗号化処理）され（ステップＳ５３５）、書き込み部３１３およびメディア
インターフェース３１４を通じて、オーディオデータが半導体メモリ４０へ書き込まれる
（ステップＳ５３６）。
【０１４８】
また、電子透かし情報のデコード出力として抽出された複製対象の情報の識別信号として
のＩＳＲＣおよびトラックナンバーが、記録制御部３１１、スクランブル部３１２、書き
込み部３１３およびメディアインターフェース３１４を通じて半導体メモリ４０に送られ
、その複製履歴情報メモリ部４５に書き込まれる（ステップＳ５３７）。
【０１４９】
さらに、このときに、コントロール部３１０から半導体メモリ４０に供給される情報中の
課金フラグが立てられるので、複製料金残高蓄積部４７から、複製料金を引き落とす処理
が、課金計算部４６によって行われる（ステップＳ５４０）。この課金処理が完了すると
、処理は終了する。
【０１５０】
以上のようにして、この第３の実施の形態の場合においては、等速コピーの場合には、従
来のＳＣＭＳ方式による複製制御が行われるが、高速コピーの場合においては、同一の情
報信号については、一つの記録機３００において、１回目の複製は無料でできるが、２回
目以降は、所定の複製料金の徴収を条件に複製を許可するように制御する。したがって、
第１世代の複製が、高速に、かつ、無制限に行われてしまう事態を防止して、著作権者の
適切な保護が可能になるものである。
【０１５１】
［他の実施の形態］
以上の実施の形態では、高速コピーの場合であっても、一つの記録機において、初回の複
製は、無料で行うことができるようにしたが、初回から複製料の支払いを条件に複製を許
可するようにしてもよい。特に、高速コピーの場合には、初回から複製料の支払いを条件
に複製を許可するようにしても、コピー速度が速いという利益を考えると、利用者にとっ
てもメリットがある。
【０１５２】
また、課金システムとしては、プリペードカードによる方式を用いる場合に限らず、前述
したように、電話回線などを用いた課金認証システムを用いることができる。この場合に
は、課金センターに課金対象となるコンテンツの情報を、併せて送るようにすることによ
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【０１５３】
また、以上の実施の形態は、オーディオ信号の場合を例にとって説明したが、複製対象の
情報信号は、画像信号であっても良い。オーディオ信号や画像信号のような時系列信号で
はない情報信号、例えば、コンピュータデータであっても良い。その他、他の機器を制御
するコントロール信号でもかまわない。
【０１５４】
また、情報出力装置としては、上述した再生機に限らず、例えば、複製対象の情報を一時
的にメモリに蓄え、そのメモリから読み出して、記録機に出力するようにする装置を含む
ものである。
【０１５５】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、第１世代の複製が、無制限に行われてしまう事
態を防止することができる。そして、その場合に、課金を条件に複製を許可することによ
り、著作権者の損益と、使用者の損益のバランスを取った著作権保護を実現することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明による記録システムの第１の実施の形態の全体の概要を示すブロック図
である。
【図２】第１の実施の形態の場合の課金処理端末装置の構成例を示すブロック図である。
【図３】図２の課金処理端末装置の動作を説明するためのフローチャートである。
【図４】図１の第１の実施の形態の複製時の処理動作の流れを示すフローチャートである
。
【図５】この発明による記録システムの第２の実施の形態の構成例を示すブロック図であ
る。
【図６】第２の実施の形態で使用する記録媒体の構成例を示すブロック図である。
【図７】第２の実施の形態の動作を説明するためのフローチャートの一部である。
【図８】第２の実施の形態の動作を説明するためのフローチャートの残部である。
【図９】この発明による複製制御システムの第３の実施の形態の概要を示すブロック図で
ある。
【図１０】この発明による複製制御システムの第３の実施の形態を構成する再生機の一例
のブロック図である。
【図１１】図１０の再生機の動作を説明するためのフローチャートである。
【図１２】この発明による複製制御システムの第３の実施の形態を構成する記録機の一例
のブロック図である。
【図１３】図１２の記録機の動作を説明するためのフローチャートの一部である。
【図１４】図１２の記録機の動作を説明するためのフローチャートの一部である。
【図１５】図１２の記録機の動作を説明するためのフローチャートの一部である。
【図１６】従来の複製制御システムを説明するための図である。
【符号の説明】
１１…読み出しデコード部、１２…記録制御部、１３…書き込みエンコード部、１４…識
別信号抽出部、１５…システムコントロール部、１６…キー入力部、１７…複製履歴情報
メモリ、１８…課金認証部、２１…データ圧縮部、２２…記録ドライブ部、２３…認証処
理部、４０…半導体メモリ、４４…複製データメモリ部、４５…複製履歴情報メモリ部、
４６…課金計算部、４７…複製料金残高蓄積部、１００…再生機、２００…ＳＣＭＳ対応
記録機、３００…高速コピー対応記録機
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