
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複写の許諾に関する情報がディジタル化された映像信号または音声信号に

重畳されて生成された映像データまたは音声データが記録された、再生専用媒体もし
くは記録可能媒体から映像データまたは音声データを再生する再生装置であって、
映像データまたは音声データに 重畳された複写の許諾に関する情報を再
生する手段と、
再生する媒体が再生専用媒体か、記録可能媒体かを識別する手段と、
前記許諾情報再生手段の再生情報が、複写 1回許可であり、識別結果が再生専用媒体を示
した場合に、再生を停止する手段を備えた映像データまたは音声データ再生装置。
【請求項２】
　複写の許諾に関する情報がディジタル化された映像信号または音声信号に

重畳されて生成された映像データまたは音声データが記録された、再生専用媒体もし
くは記録可能媒体から映像データまたは音声データを再生する再生装置であって、
映像データまたは音声データに 重畳された複写の許諾に関する情報を再
生する手段と、
再生する媒体が再生専用媒体か、記録可能媒体かを識別する手段と、
付加された訂正符号に従って誤り訂正を行う誤り訂正手段と、
前記許諾情報再生手段の再生情報が、複写 1回許可であり、識別結果が再生専用媒体を示
した場合に、映像データまたは音声データの再生が不可能となるように再生データを破壊

10

20

JP 3890737 B2 2007.3.7

電子透かしと
して

電子透かしとして

電子透かしと
して

電子透かしとして



する手段を備えた映像データまたは音声データ再生装置。
【請求項３】
　複写の許諾に関する情報がディジタル化された映像信号または音声信号に

重畳されて生成された映像データまたは音声データが記録された、再生専用媒体もし
くは記録可能媒体から映像データまたは音声データを再生する再生装置であって、
映像データまたは音声データに 重畳された複写の許諾に関する情報を再
生する手段と、
再生する媒体が再生専用媒体か、記録可能媒体かを識別する手段と、
付加された訂正符号に従って誤り訂正を行う誤り訂正手段と、
前記許諾情報再生手段の再生情報が、複写 1回許可であり、識別結果が再生専用媒体を示
した場合に、誤り訂正処理されていない映像データまたは音声データを誤りの検出が可能
かつ誤りの訂正は不可能となるように映像データまたは音声データを破壊する手段を備え
た映像データまたは音声データ再生装置。
【請求項４】
　複写の許諾に関する情報がディジタル化された映像信号または音声信号に

重畳されて生成された映像データまたは音声データが記録された、再生専用媒体もし
くは記録可能媒体から映像データまたは音声データを再生する再生装置であって、
映像データまたは音声データから、 重畳された複写の許諾に関する情報
を再生する手段と、
再生する媒体が再生専用媒体か、記録可能媒体かを識別する手段と、
前記許諾情報再生手段の再生情報が、複写 1回許可であり、識別結果が再生専用媒体を示
した場合に、再生を停止する手段と、
停止理由を示す映像データもしくは音声データを出力する手段を備えた映像データまたは
音声データ再生装置。
【請求項５】
　複写の許諾に関する情報がディジタル化された映像信号または音声信号に

重畳されて生成された映像データまたは音声データが記録された、再生専用媒体もし
くは記録可能媒体から映像データまたは音声データを再生する再生装置であって、
映像データまたは音声データから、 重畳された複写の許諾に関する情報
を再生する手段と、
再生する媒体が再生専用媒体か、記録可能媒体かを識別する手段と、
付加された訂正符号に従って誤り訂正を行う誤り訂正手段と、
前記許諾情報再生手段の再生情報が、複写 1回許可であり、識別結果が再生専用媒体を示
した場合に、誤り訂正処理されていない映像データまたは音声データを誤りの検出が可能
かつ誤りの訂正は不可能となるように映像データまたは音声データを破壊する手段と、
再生不能理由を示す映像データもしくは音声データを出力する手段を備えた映像データま
たは音声データ再生装置。
【請求項６】
　複写の許諾に関する情報がディジタル化された映像信号または音声信号に

重畳されて生成された映像データまたは音声データが記録された、再生専用媒体もし
くは記録可能媒体から映像データまたは音声データを再生する再生装置であって、
映像データまたは音声データから、 重畳された複写の許諾に関する情報
を再生する手段と、
再生する媒体が再生専用媒体か、記録可能媒体かを識別する手段と、
前記許諾情報再生手段の再生情報が、複写 1回許可であり、識別結果が再生専用媒体を示
した場合に、再生を停止する手段と、
停止理由を示す映像信号もしくは音声信号の出力を指示する制御信号を出力する手段を備
えた映像データまたは音声データ再生装置。
【請求項７】
　複写の許諾に関する情報がディジタル化された映像信号または音声信号に
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重畳されて生成された映像データまたは音声データが記録された、再生専用媒体もし
くは記録可能媒体から映像データまたは音声データを再生する再生装置であって、
映像データまたは音声データから、 重畳された複写の許諾に関する情報
を再生する手段と、
再生する媒体が再生専用媒体か、記録可能媒体かを識別する手段と、
付加された訂正符号に従って誤り訂正を行う誤り訂正手段と、
前記許諾情報再生手段の再生情報が、複写 1回許可であり、識別結果が再生専用媒体を示
した場合に、誤り訂正処理されていない映像データを誤りの検出が可能かつ誤りの訂正は
不可能となるように映像データまたは音声データを破壊する手段と、
再生不能理由を示す映像信号もしくは音声信号の出力を指示する制御信号を出力する手段
を備えた映像データまたは音声データ再生装置。
【請求項８】
　複写の許諾に関する情報がディジタル化された映像信号または音声信号に

重畳されて生成された映像データまたは音声データと、再生専用媒体もしくは記録可
能媒体を識別する媒体識別コードとが記録された、再生専用媒体もしくは記録可能媒体か
ら映像データまたは音声データを再生する再生装置であって、
映像データまたは音声データに 重畳された複写の許諾に関する情報を再
生する手段と、
媒体識別コードを検出する手段と、
前記許諾情報再生手段の再生情報が、複写 1回許可であり、媒体識別コードが再生専用媒
体を示した場合に、再生を停止する手段を備えた映像データまたは音声データ再生装置。
【請求項９】
　映像データまたは音声データに 重畳された複写の許諾に関する情報を
再生する手段と、
媒体識別コードを検出する手段と、
前記許諾情報再生手段の再生情報が、複写 1回許可であり、媒体識別コードが再生専用媒
体を示した場合に、再生を停止する手段が、
単一の半導体デバイスに統合されていることを特徴とする請求項８記載の映像データまた
は音声データ再生装置。
【請求項１０】
　複写の許諾に関する情報がディジタル化された映像信号または音声信号に

重畳されて生成された映像データまたは音声データと、再生専用媒体もしくは記録可
能媒体から映像データまたは音声データを再生する再生装置であって、
映像データまたは音声データに 重畳された複写の許諾に関する情報を再
生する手段と、
ディスクの反射率を検出する手段と、
ディスクの反射率によって、記録可能媒体か再生専用媒体かを判別する手段と、
前記許諾情報再生手段の再生情報が、複写 1回許可であり、前記判別手段が再生専用媒体
を示した場合に、再生を停止する手段を備えた映像データまたは音声データ再生装置。
【請求項１１】
　複写の許諾に関する情報がディジタル化された映像信号または音声信号に

重畳されて生成された映像データまたは音声データと、再生専用媒体もしくは記録可
能媒体を識別する媒体識別コードとが記録された、再生専用媒体もしくは記録可能媒体か
ら映像データまたは音声データを再生する再生装置であって、
映像データまたは音声データに 重畳された複写の許諾に関する情報を再
生する手段と、
媒体識別コードを検出する手段と、
ディスクの反射率を検出する手段と、
ディスクの反射率によって、記録可能媒体か再生専用媒体かを判別する手段と、
前記許諾情報再生手段の再生情報が、複写 1回許可であり、媒体識別コードもしくはディ
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スク判別手段が再生専用媒体を示した場合に、再生を停止する手段を備えた映像データま
たは音声データ再生装置。
【請求項１２】
　複写の許諾に関する情報がディジタル化された映像信号または音声信号に

重畳されて生成された映像データまたは音声データが記録された、ウォブリングされ
た溝を持たない再生専用媒体もしくはウォブリングされた溝を持つ記録可能媒体から映像
データまたは音声データを再生する再生装置であって、
映像データまたは音声データに 重畳された複写の許諾に関する情報を再
生する手段と、
ディスク上のウォブリングされた溝を検出する手段と、
前記許諾情報再生手段の再生情報が、複写 1回許可であり、前記検出手段がウォブリング
された溝を検出しない場合に、再生を停止する手段を備えた映像データまたは音声データ
再生装置。
【請求項１３】
　複写の許諾に関する情報がディジタル化された映像信号または音声信号に

重畳されて生成された映像データまたは音声データと、再生専用媒体もしくは記録可
能媒体を識別する媒体識別コードとが記録された、ウォブリングされた溝を持たない再生
専用媒体もしくはウォブリングされた溝を持つ記録可能媒体から映像データまたは音声デ
ータを再生する再生装置であって、
映像データまたは音声データに 重畳された複写の許諾に関する情報を再
生する手段と、
ディスク上のウォブリングされた溝を検出する手段と、
媒体識別コードを検出する手段と、
前記許諾情報再生手段の再生情報が、複写 1回許可であり、前記検出手段がウォブリング
された溝を検出しない場合もしくは媒体識別コードが再生専用媒体を示した場合に、再生
を停止する手段を備えた映像データまたは音声データ再生装置。
【請求項１４】
　複写の許諾に関する情報がディジタル化された映像信号または音声信号に

重畳されて生成された映像データまたは音声データが記録された、再生専用媒体もし
くは記録可能媒体から映像データまたは音声データを再生する再生方法であって、
映像データまたは音声データに 重畳された複写の許諾に関する情報を再
生する処理と、
再生する媒体が再生専用媒体か、記録可能媒体かを識別する処理と、
前記の許諾情報再生処理の結果、複写 1回許可と判定され、識別処理の結果が再生専用媒
体と判定された場合に、再生を停止する処理を行うことを特徴とする映像データまたは音
声データの再生方法。
【請求項１５】
　複写の許諾に関する情報がディジタル化された映像信号または音声信号に

重畳されて生成された映像データまたは音声データが記録された、再生専用媒体もし
くは記録可能媒体から映像データまたは音声データを再生する再生 であって、
映像データまたは音声データに 重畳された複写の許諾に関する情報を再
生する処理と、
再生する媒体が再生専用媒体か、記録可能媒体かを識別する処理と、
付加された訂正符号に従って誤り訂正を行う誤り訂正処理と、
前記の許諾情報再生処理の結果、複写 1回許可と判定され、識別処理の結果が再生専用媒
体と判定された場合に、
映像データまたは音声データの再生が不可能となるように再生データを破壊する処理を行

同時に訂正不能であると判定する事を特徴とする映像データまたは音声データ再生方法。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光学式記憶媒体等のメディアに記録された再生装置に係り、特にメディアに記
録された信号の著作権保護を可能とする技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＭＰＥＧ２を用いて圧縮したＡＶ信号を記録するＤＶＤは、ＡＶ信号をディジタルデータ
として取り扱う事から、品質の劣化なくＡＶ信号を複写する事ができるという問題があっ
た。
【０００３】
これに対しては、日経エレクトロニクス（ 1997.2.24 99p－ 123P）記載の様に、複写に関
し許可、禁止、 1世代のみの許可等の情報をユーザーに検知できないように重畳させる電
子透かしの技術が紹介されている。前記の技術では検出された信号に従って、アナログ出
力に対し複写防止処理を施す方法などが記載されている。
【０００４】
しかしながら、放送などに１回のみ複写を許可するメディアが存在した場合、ＤＶＤ－Ｒ
ディスク（１回記録可能）などに複写された後、ＤＶＤ－ＲディスクからＤＶＤ－ＲＯＭ
に複製された海賊版ディスクにたいし、各ユーザーのプレーヤの再生を制限する事により
、著作権保護を行うことに関しては、考慮されていない。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、  放送などで１回のみ複写が許可された場合、ＤＶＤ－Ｒディスク（１回記録
可能）、ＤＶＤ－ＲＡＭディスク（書き換え可能）などに記録された後、ＤＶＤ－ＲＯＭ
に違法に複写されて作成された海賊版ディスクにたいし、一般ユーザーが所持するＤＶＤ
－ＲＯＭ／Ｒ／ＲＡＭの各ディスクを再生可能なプレーヤでの再生を停止させることにあ
る。また、再生を禁止させた場合、ユーザーに再生停止の原因を正しく報告する手段を構
築することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本来、１回だけ複写を認める媒体はＤＶＤ－ＲＯＭディスクには存在しない。即ち、１世
代のみコピーを許可する情報は、ＤＶＤ－ＲＯＭでは映像データから検出する事はできな
いはずである。１回のみ複写を認める放送などの媒体からＤＶＤ－Ｒ／ＲＡＭなどの記録
可能な媒体に記録した後、ＤＶＤ－ＲＯＭに複写して海賊版を作成した場合は、ＤＶＤ－
ＲＯＭにも関わらず、映像データから１世代のみコピーを許可する情報が検出される。従
って、ＤＶＤ－ＲかＤＶＤ－ＲＡＭかＤＶＤ－ＲＯＭかを識別する手段と、映像データか
ら重畳されている複写の許諾に関する情報を検出する手段と、ＤＶＤ－ＲＯＭで有りかつ
１世代コピーを認める情報が検出された場合は、ディスクの再生を禁止すると共に、再生
停止の理由を出力し、故障によるものでなく著作権上の問題から再生が停止されたことを
ユーザーに報告することで上記の課題は達成される。
【０００７】
【発明の実施の形態】
本発明の第 1の実施例を図面を用いて説明する。
【０００８】
図１は、本発明の１実施例であるＤＶＤ再生装置のブロック図を示す。１０１は映像デー
タ等が記録されたＤＶＤ－ＲＯＭディスクまたはＤＶＤ－ＲディスクまたはＤＶＤ－ＲＡ
Ｍディスクである。なお、本実施例に於いては、前記各ディスクには、複製許諾情報が重
畳されている映像データまたは、音声データが記録されている事と、重畳されている複写
許諾情報は元の映像データまたは音声データの品質を著しく落とさずには変更できない事
、映像データまたは音声データには、更にディスクの識別コード（再生専用ディスクか否
かを識別できるコード）が付加されていることを前提とする。ディスク１０２はディスク
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１０１より信号を検出する光ピックアップ、１０２は光ピックアップで検出された信号に
対し、増幅、波形等価等を行うプリアンプ、１０４は再生された信号を２値化するととも
に、ビット同期、復調を行う復調手段、１０５は復調された再生データが一時的に貯えら
れるＲＡＭ、１０６は復調されてＲＡＭ１０５に貯えられたデータに対し誤り訂正処理を
行う誤り訂正手段、１０７は映像データ等と共にディスクに記録されたディスクの識別コ
ードを検出する手段、１０８は映像データから重畳されている複製許諾情報を検出する検
出する手段、１０９は検出された識別コードと、複製許諾情報よりディスク再生停止信号
１１４を生成する手段、誤り訂正手段１０６はディスク再生停止信号１１４が発生した場
合は、データを訂正せずに逆に破壊すると同時に、訂正不能フラグ１１８を発生する。１
１０は、再生不能を示す映像データ（文字、イラスト等）もしくは音声信号を生成するメ
ッセージ情報生成手段、１１１はディスク再生停止信に従って、１０５に貯えられた訂正
処理済みのデータもしくは１１０からのメッセージ情報を選択する選択手段であり、１１
２は選択回路１１１からのデータの出力を行う為のタイミング制御などを執り行う出力制
御手段、１１３はデータ出力端子、１１５はマイコンとのインターフェース、１２１は、
１０４、１０５、１０６、１０７、１０８、１０９、１１０、１１１、１１２、１１４、
１１５の各要素より構成される信号処理１２０を制御するマイクロコントローラである。
【０００９】
本ＤＶＤ再生装置でのディスクの再生を以下に説明する。
【００１０】
ディスク１０１に記録された信号は、ピックアップ１０２で電気信号に変換された後、プ
リアンプ１０３で増幅、波形等価が行われた後、復調手段１０４にて、再生された信号の
２値化、ビット同期、復調が行われる。復調された再生データはいったんＲＡＭ１０５に
貯えられる。貯えられたデータに対しては誤り訂正手段１０６にて誤り訂正処理を行う。
訂正された再生データは複製許諾情報検出手段１０８に送られる。複製許諾情報検出手段
１０８は再生データから重畳されている複製許諾情報を検出する。複製許諾情報は記録さ
れているデータが下記のどのタイプのデータかを示す。１）複製可  ２）複製禁止　３）
１世代のみ複製許可　検出された情報はディスク再生禁止信号生成手段１０９に送られる
。ディスク識別コード検出手段は映像データまたは音声データに付加されたディスク識別
コードを検出し、ディスク再生停止信号生成手段１０９に結果をおくる。ディスク識別コ
ードは、１）再生専用ディスク  ２）記録可能ディスクの識別を行う。ディスク再生禁止
信号生成手段１０９は、複製許諾情報が１世代のみ複製許可でありかつディスク識別コー
ドが再生専用ディスクと判定された場合には、ディスク再生停止信号１１４をアクティブ
とする。  ディスク再生停止信号１１４がアクティブとなると、誤り訂正手段１０６はＲ
ＡＭに貯えられている再生データを破壊するとともにマイクロコントローラ１１５にデー
タ訂正不能のフラグを送る。メッセージ情報生成手段１１０は、ディスク再生停止信号１
１４がアクティブとなると、複写許諾の違反により再生を停止した事を示す映像もしくは
音声のメッセージデータを生成する。前記メッセージ情報は、著作権管理団体の連絡先（
電話番号、住所等）を含めてもよい。メッセージ情報の生成は生成されたデータを貯えて
おくＲＯＭ等でも構わない。選択回路１１１は通常は、ＲＡＭから読み出される再生デー
タを選択し、ディスク再生停止信号１１４がアクティブのときは、メッセージ情報生成手
段１１０からのメッセージ情報を選択する。
【００１１】
以上、本実施例によれば放送からの１世代のみ複製許可の映像信号または音声信号をいっ
たんＤＶＤ－ＲＡＭもしくはＤＶＤ－Ｒに記録した後、ＤＶＤ－ＲもしくはＤＶＤ－ＲＡ
ＭをベースにＤＶＤ－ＲＯＭに複製した海賊版ディスクの再生を禁止させる事ができる。
【００１２】
また、メッセージ信号を出力する事で、ユーザーが再生装置の故障やディスクの傷などで
なく、著作権上の問題によるものであることを認知してもらう事ができる。また、著作権
の管理団体への連絡先を表示することで、海賊版作成者の特定を行う為の情報をユーザー
から集める事ができる。また、１１６を単一の半導体チップとした場合、著作権違反の場
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合にデータの破壊も行っている為、マイクロコントローラのソフトウエアを改ざんし訂正
不能フラグを無視するようにしたとしても、データは破壊されているので、読み出す事は
できない。また、ディスク再生停止信号生成手段１０９におけるディスク再生停止信号１
１４をアクティブにする条件を複製許諾情報が１世代のみ複製許可でありかつディスク識
別コードが再生専用ディスクと判定された場合、もしくは複製許諾情報が複製禁止であり
かつ識別コードが記録可能ディスクと判定された場合とすると複製禁止のディスクを違法
に記録したＤＶＤ－Ｒ／ＲＡＭの再生も防ぐ事ができる。従って、本実施例によれば著作
権の保護が十分に行える再生装置を提供できる。
【００１３】
本発明の第２の実施例を図面を用いて説明する。
【００１４】
図２は第２の実施例であるＤＶＤ再生装置のブロック図である。
【００１５】
本実施例で再生するディスク１０１はＤＶＤ－ＲＯＭまたはＤＶＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒ
ＡＭを対象としており、そのうちＤＶＤ－ＲＡＭ／Ｒは溝状のトラックがウォブリングさ
れている。従って、トラッキングのためのプッシュプル信号はウォブルによって変調を受
ける。このウォブルは記録時にトラッキングを行うために必要で有り、再生専用ディスク
には存在しない。
【００１６】
本実施例は以下の 3点以外は第１の実施例と同一である。１）ウォブル検出手段１１６を
設けた事。２）プリアンプ１０３にプッシュプル信号の端子を設けウォブル検出手段１１
６に接続した点。３）ディスク再生停止信号停止手段１０９がウォブル検出手段１１６で
ウォブル無しと判定されるかもしくはディスク識別コード検出手段１０７で再生専用ディ
スクと判定され、同時に複製許諾情報検出手段１０８で１世代複製許可と判定された時に
、ディスク再生停止信号をアクティブとする点。
【００１７】
本実施例では、第１の実施例と同様にデータが再生されると同時にウォブルの検出をウォ
ブルの検出手段１１６で行う。ディスク再生停止信号停止手段１０９は、ウォブル検出手
段１１６、ディスク識別コード検出手段１０７の何れかで再生専用ディスクと判定され、
同時に複製許諾情報検出手段１０８で１世代複製許可と判定された時に、ディスク再生停
止信号をアクティブとする。従って、ディスク識別コードを書き換えられても、確実に再
生を禁止する。
【００１８】
以上、本実施例によれば放送からの１世代のみ複製許可の映像信号または音声信号をいっ
たんＤＶＤ－ＲＡＭもしくはＤＶＤ－Ｒに記録した後、ＤＶＤ－ＲもしくはＤＶＤ－ＲＡ
ＭをベースにＤＶＤ－ＲＯＭに複製した海賊版ディスクの再生を禁止させる事ができる。
本実施例では、再生専用ディスクであるという条件をウォブルがないもしくは識別コード
が再生専用ディスクであるの何れかとする事により、海賊版の検出を確実に行うようにし
ているが、識別コードが再生専用ディスクであることを判定条件から除いても実施例１と
同様の効果が得られる。
【００１９】
本発明の第３の実施例を図面を用いて説明する。
【００２０】
図３は第３の実施例であるＤＶＤ再生装置のブロック図である。
【００２１】
本実施例は以下の 3点以外は第１の実施例と同一である。１）反射率識別回路１１７を設
けた事。２）プリアンプ１０３反射率の情報を出力する端子を設け反射率識別回路１１７
に接続した点。３）ディスク再生停止信号停止手段１０９が、反射率識別手段１１７、
、ウォブル検出手段１１６、ディスク識別コード検出手段１０７の何れかで再生専用ディ
スクと判定され、同時に複製許諾情報検出手段１０８で１世代複製許可と判定された時に
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、ディスク再生停止信号をアクティブとする点。
【００２２】
本実施例では、第２の実施例と同様にデータが再生されると同時にプリアンプ１０３から
反射率情報を反射率検出手段１１７に送り、反射率識別手段は、反射率の大小にしきい値
を設けしきい値以上のものを再生専用ディスクと識別する。ディスク再生停止信号停止手
段１０９は、反射率識別手段１１７、ウォブル検出手段１１６、ディスク識別コード検出
手段１０７の何れかで再生専用ディスクと判定され、同時に複製許諾情報検出手段１０８
で１世代複製許可と判定された時に、ディスク再生停止信号をアクティブとする。
【００２３】
従って、ディスク識別コードを書き換えられても、確実に再生を禁止する。本実施例では
、再生専用ディスクであるという条件を反射率、ウォブルの有無、識別コードが再生専用
ディスクであるの何れかとする事により、海賊版の検出を確実に行うようにしているが、
再生専用ディスクと判定する条件を３条件のうちの何れか２条件を判定条件とし２条件が
同時に成立した場合、３条件のうちの何れか２条件を判定条件とし何れかが成立した場合
、もしくは１条件を判定条件とした場合でも実施例１と同様の効果が得られる。
【００２４】
本発明の第４の実施例を図面を用いて説明する。
【００２５】
図４は第４の実施例であるＤＶＤ再生装置のブロック図である。
【００２６】
本実施例は、メッセージ情報生成手段１１０の出力を選択回路１１１に出力し、選択回路
１１１の出力を出力制御手段１１２に入力するかわりに、メッセージ情報生成手段１１０
の出力をＲＡＭライトコントローラ１１９を通してＲＡＭ１０５に書き込む点以外は第３
の実施例と共通である。本実施例では、ディスク再生停止信号１１４がアクティブとなっ
た場合、本来出力するべき映像データまたは音声データの上に上書きすることで、第 2の
実施例のごとく、メッセージ情報生成手段１１０の出力を選択回路１１１に出力し、選択
回路１１１の出力を出力制御手段１１２に入力すると同等の効果を得る。
【００２７】
また、第１～４の実施例においては、ユーザーへのメッセージ情報を再生装置内で生成し
ているが、ディスク再生停止情報１１４を出力する端子を設け、ディスク再生停止情報１
１４を映像データの表示装置、音声の出力装置、圧縮された映像データまたは音声データ
の伸長装置等に送り、送られた側の装置でメッセージ情報を生成しても同等の効果が得ら
れる。
【００２８】
【発明の効果】
以上、本発明によれば、映像信号に重畳された複写許諾情報が１世代コピー許可を示し、
かつＤＶＤ－ＲＯＭであると判定された場合に再生を禁止する事で、１世代コピー許可さ
れた映像もしくは音声データをＤＶＤ－Ｒ／ＲＡＭにいったん記録したのちＤＶＤ－ＲＯ
Ｍに違法に複写されたディスクの再生を禁止することができる。また、再生を禁止させた
場合、ユーザーに再生停止の原因を正しく報告することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例であるＤＶＤ再生装置のブロック図。
【図２】本発明の第２の実施例であるＤＶＤ再生装置のブロック図。
【図３】本発明の第３の実施例であるＤＶＤ再生装置のブロック図。
【図４】本発明の第４の実施例であるＤＶＤ再生装置のブロック図。
【符号の説明】
１０１…記憶媒体、１０２…ピックアップ、１０３…プリアンプ、１０４…復調手段、１
０５…ＲＡＭ、１０６…誤り訂正手段、１０７…ディスク識別コード検出手段、１０８…
複製許諾情報検出手段、１０９…ディスク再生停止信号生成手段、１１０…メッセージ情
報生成手段、１１６…ウォブル検出手段、１１７…反射率識別回路、１１９…ＲＡＭライ
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トコントローラ

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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