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(57)【要約】
【課題】音声処理における負荷を低減して安価なシステ
ム構築を容易する。
【解決手段】音声データ処理装置は、著作権を保護して
再生すべき音声データを選択する暗号解除部１６Ａと、
専用ケーブルで接続されるＡＶアンプ２０に対して暗号
解除部１６Ａにより選択された音声データをビットスト
リーム出力するＨＤＭＩ部と、音声データのビットスト
リーム出力に先立ってＡＶアンプ２０から仕様識別情報
を取得し、この仕様識別情報からＡＶアンプのウォータ
マーク検出機能を確認するシステム制御部１１とを備え
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　著作権を保護して再生すべき音声データを選択する選択部と、専用ケーブルで接続され
る外部機器に対して前記選択部により選択された音声データをビットストリーム出力する
デジタル出力インタフェース部と、前記音声データのビットストリーム出力に先立って前
記外部機器から仕様識別情報を取得し、この仕様識別情報から前記外部機器のウォータマ
ーク検出機能を確認する制御部とを備えることを特徴とする音声データ処理装置。
【請求項２】
　前記制御部は前記外部機器によるウォータマークの検出結果を取得し、この検出結果か
ら前記ウォータマークが不正であると判定した時点で前記音声データの出力を停止するこ
とを特徴とする請求項１に記載の音声データ処理装置。
【請求項３】
　前記選択部により選択された音声データをデコードするデコード部および前記デコード
部のデコード結果からウォータマークを検出する検出部をさらに備え、
　前記制御部は前記外部機器のウォータマーク検出機能を確認した場合に前記デコード部
を休止させることを特徴とする請求項１に記載の音声データ処理装置。
【請求項４】
　前記制御部は前記外部機器のウォータマーク検出機能を確認できない場合に前記検出部
によるウォータマークの検出結果を取得し、この検出結果から前記ウォータマークが不正
であると判定した時点で前記音声データの出力を停止することを特徴とする請求項３に記
載の音声データ処理装置。
【請求項５】
　前記選択部、前記検出部、前記デジタル出力インタフェース部および前記制御部はＤＶ
Ｄプレーヤに組み込まれることを特徴とする請求項３に記載の音声データ処理装置。
【請求項６】
　著作権を保護して再生すべき音声データを選択し、専用ケーブルでデジタル出力インタ
フェース部に接続される外部機器に対して前記選択された音声データを前記デジタル出力
インタフェース部からビットストリーム出力する音声データ処理方法であって、前記音声
データのビットストリーム出力に先立って前記外部機器から仕様識別情報を取得し、この
仕様識別情報から前記外部機器のウォータマーク検出機能を確認することを特徴とする音
声データ処理方法。
【請求項７】
　前記外部機器によるウォータマークの検出結果を取得し、この検出結果から前記ウォー
タマークが不正であると判定した時点で前記音声データの出力を停止することを特徴とす
る請求項６に記載の音声データ処理方法。
【請求項８】
　選択された音声データをデコードするデコード部および前記デコード部のデコード結果
からウォータマークを検出する検出部を設け、前記外部機器のウォータマーク検出機能を
確認した場合に前記デコード部を休止させることを特徴とする請求項６に記載の音声デー
タ処理方法。
【請求項９】
　前記外部機器のウォータマーク検出機能を確認できない場合に前記検出部によるウォー
タマークの検出結果を取得し、この検出結果から前記ウォータマークが不正であると判定
した時点で前記音声データの出力を停止することを特徴とする請求項８に記載の音声デー
タ処理方法。
【請求項１０】
　前記デコード部、前記検出部および前記デジタル出力インタフェースはＤＶＤプレーヤ
に組み込まれることを特徴とする請求項８に記載の音声データ処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、著作権保持者を特定可能なウォータマークを含む音声データを再生用に処理
する音声データ処理装置および音声データ処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年では、ＤＶＤのような大容量光ディスクの普及に伴って、著作権保護の重要性が増
している。従来、光ディスクに記録された著作権保護情報に基づいてコンテンツの転送を
制限する技術が知られている(例えば特許文献１を参照)。
【０００３】
　現在、市販のＨＤ_ＤＶＤのコンテンツのうち、大容量光ディスク機器用の著作権保護
規格（ＡＡＣＳ）によるコンテンツ保護対象のものについて、著作権保持者を特定可能な
電子透かしである「ウォータマーク」の適用が検討されている。これに伴い、ウォータマ
ークの検出および検出結果に基づく再生制御が可能なＤＶＤプレーヤの開発が行われてい
る。尚、ウォータマークの検出は、音声データをＰＣＭデコードにより伸張した結果に対
して行う必要がある。
【０００４】
　また、現行のＤＶＤプレーヤの多くは、例えばHigh-definition Multimedia Interface
 (ＨＤＭＩ)のようなデジタル音声出力にも対応している。将来的には、このＨＤＭＩに
よる音声出力だけに対応し、ＨＤＭＩ端子以外の音声出力端子を備えないＤＶＤプレーヤ
が登場することが予想される。
【特許文献１】特開平２００５－９２９４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ＨＤＭＩによるデジタル音声出力に対応したＤＶＤプレーヤで上述のウォータマークを
検出する場合、音声データを圧縮状態のままＨＤＭＩ出力しても、ウォータマークを検出
するために音声データのデコードを行う必要がある。また、仮にウォータマークの検出機
能を持つＡＶアンプが登場しても、実際にＤＶＤプレーヤに接続されたＡＶアンプ等の外
部機器がウォータマークの検出機能を持つかどうかわからないため、やはりＤＶＤプレー
ヤ側で音声データのデコードを行う必要がある。この場合、音声処理における負荷の低減
を期待できないため、これが安価なシステム構築を困難にする。
【０００６】
　本発明はこのような課題に鑑みてなされたものであり、音声処理における負荷を低減し
て安価なシステム構築を容易する音声データ再生装置および音声データ再生方法を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１観点によれば、著作権を保護して再生すべき音声データを選択する選択部
と、専用ケーブルで接続される外部機器に対して選択部により選択された音声データをビ
ットストリーム出力するデジタル出力インタフェース部と、音声データのビットストリー
ム出力に先立って外部機器から仕様識別情報を取得し、この仕様識別情報から外部機器の
ウォータマーク検出機能を確認する制御部とを備える音声データ処理装置が提供される。
【０００８】
　本発明の第２観点によれば、著作権を保護して再生すべき音声データを選択し、専用ケ
ーブルでデジタル出力インタフェース部に接続される外部機器に対してこの選択された音
声データをデジタル出力インタフェース部からビットストリーム出力する音声データ処理
方法であって、音声データのビットストリーム出力に先立って外部機器から仕様識別情報
を取得し、この仕様識別情報から外部機器のウォータマーク検出機能を確認する音声デー
タ処理方法が提供される。
【発明の効果】
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【０００９】
　これら音声データ再生装置および音声データ再生方法では、音声データのビットストリ
ーム出力に先立って外部機器から仕様識別情報が取得され、この仕様識別情報から外部機
器のウォータマーク検出機能が確認される。従って、デジタル音声出力に際してウォータ
マークの検出に必要なデコードを外部機器に任せることにより音声処理における負荷を低
減して安価なシステム構築を容易にできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の一実施形態に係るＤＶＤプレーヤについて添付図面を参照して説明する
。
【００１１】
　図１はこのＤＶＤプレーヤ１０の構成を概略的に示す。ＤＶＤプレーヤ１０はシステム
制御部１１、メモリ部１２、ＤＶＤユニット１３、分離部１４、映像処理部１５、音声処
理部１６、およびＨＤＭＩ部１７を備える。システム制御部１１はこれらコンポーネント
１２～１７に接続され、ＤＶＤプレーヤ１０全体の動作に必要な制御をこれらコンポーネ
ント１２～１７に対して行う。このシステム制御部１１には、例えば様々な処理を行うＣ
ＰＵ、ＣＰＵの制御プログラムや初期データを保持するＲＯＭ、ＣＰＵの入出力データを
一時的に保存するＲＡＭ、および様々な設定用入力操作を行うユーザインタフェースが設
けられる。メモリ部１２はＤＶＤユニット１３に対するバッファメモリである。ＤＶＤユ
ニット１３はＤＶＤまたはＨＤ＿ＤＶＤに記録されたコンテンツをメモリ部１２に読み出
す。システム制御部１１はこのメモリ部１２内のコンテンツを分離部１４に供給する。分
離部１４はこのコンテンツを映像データと音声データとに分離する。市販のＤＶＤやＨＤ
＿ＤＶＤに対する分離結果は、ウォータマークを付加して音声をＤＴＳ(登録商標)，ドル
ビーデジタル(登録商標)，ＭＰＥＧオーディオ等の圧縮方式で圧縮し、さらに著作権保護
規格（ＡＡＣＳ）による保護対象として暗号化した音声データである。他方、ユーザが製
作したＤＶＤやＨＤ＿ＤＶＤに対する分離結果では、音声データが圧縮されていなかった
り、著作権保護規格（ＡＡＣＳ）による保護対象として暗号化されていなかったりする。
映像処理部１５は分離部１４から出力される映像データをディスプレイに表示可能な形式
に変換する処理を行う。音声処理部１６はスピーカ出力を行う外部機器である例えばＡＶ
アンプ２０の入力として適した形式に分離部から出力される音声データを変換する処理を
行う。
【００１２】
　音声処理部１６は音声データの暗号を解除する暗号解除部１６Ａ、暗号解除部１６Ａか
ら出力される音声データをデコードするデコード部１６Ｂ、デコード部１６Ｂから出力さ
れた音声データからウォータマークを検出するウォータマーク検出部１６Ｃを含む。暗号
化されていない音声データや暗号解除に成功した音声データは暗号解除部１６Ａからデコ
ード部１６Ｂに出力される。この暗号解除部１６Ａでは、暗号解除に成功した音声データ
が著作権を保護して再生すべき音声データとして選択されたことになる。
【００１３】
　暗号解除部１６Ａから得られた音声データが圧縮されており、ＡＶアンプ２０が同圧縮
方式およびウォータマーク検出に対応しており、且つ、ユーザからのビットストリーム出
力が要求された場合、暗号解除部１６Ａの出力がＨＤＭＩ部１７に入力される。この場合
、ＤＶＤプレーヤ１０でのウォータマーク検出は実施しない。
【００１４】
　ＡＶアンプ２０が同圧縮方式に対応しているが、ウォータマーク検出に対応していない
場合は、デコード部１６Ｂにてデコード処理を行い、その結果の音声データであるＰＣＭ
データをウォータマーク検出部１６Ｃに出力する。ウォータマーク検出部１６Ｃでは、ウ
ォータマーク検出を行い、不正なウォータマークが検出された場合は再生を停止し、そう
でなければ、デコード部１６Ｂの処理結果（ＰＣＭデータ）がＨＤＭＩ部１７に入力され
、ＡＶアンプ２０に出力される。
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【００１５】
　また、システム制御部１１は暗号解除部１６Ａ、デコード部１６Ｂ、およびウォータマ
ーク検出部１６Ｃの処理を制御可能である。暗号解除部１６Ａからの音声データおよびデ
コード部１６Ｂからの音声データはＨＤＭＩ部１７によりそれぞれビットストリーム出力
およびＰＣＭ出力としてＡＶアンプ２０に出力される。ＨＤＭＩ部１７は外部機器(すな
わち、ＡＶアンプ２０)が専用ケーブル(すなわち、ＨＤＭＩケーブル)でＨＤＭＩ部１７
に接続された状態になったことをシステム制御部１１に通知する。システム制御部１１は
これによりＡＶアンプ２０の接続を認識し、音声データのビットストリーム出力に先立っ
てＡＶアンプ２０から仕様識別情報（ＥＤＩＤ）を取得し、この仕様識別情報から少なく
ともＡＶアンプ２０のウォータマーク検出機能を確認する。ＥＤＩＤの取得において、Ｈ
ＤＭＩ部１７はＨＤＭＩケーブルに設けられたＤＤＣ(Display Data Channel)プロトコル
用のＤＤＣ線を介してＥＤＩＤ要求をＡＶアンプ２０へ送信し、この要求に対してＡＶア
ンプ２０からＤＤＣ線を介して返信されるＥＤＩＤを受信するように制御される。このＥ
ＤＩＤは、ウォータマーク検出機能や適応可能な音声データの圧縮方式を確認できるよう
なフィールド構成にある。
【００１６】
　図２はＤＶＤプレーヤ１０とウォータマーク検出機能を持つＡＶアンプ２０との間で行
われる通信内容を示す。ＡＶアンプ２０がＨＤＭＩケーブルで接続されると、ＤＶＤプレ
ーヤ１０がＥＤＩＤをＡＶアンプ２０へ要求し、この要求に対してＡＶアンプ２０から返
信されるＥＤＩＤを取得し、このＥＤＩＤからＡＶアンプ２０のウォータマーク検出機能
の有無を確認する。ウォータマーク検出機能ありが確認された後に、ユーザからビットス
トリーム出力を選択した音声データの再生要求があると、音声データがＤＶＤプレーヤ１
０からＡＶアンプ２０へビットストリーム出力される。これに伴い、ＡＶアンプ２０はＤ
ＶＤプレーヤ１０からビットストリーム出力された音声データを必要に応じてデコードし
てウォータマーク検出を行う。ウォータマークの検出結果は、ＨＤＭＩケーブルに設けら
れたＣＥＣ(Consumer Electronics Control)プロトコル用のＣＥＣ線を介してＡＶアンプ
２０からＤＶＤプレーヤ１０へ送信される。ＤＶＤプレーヤ１０では、ＨＤＭＩ部１７が
このウォータマークの検出結果を受信してシステム制御部１１に通知する。検出ウォータ
マークが不正であるとシステム制御部１１で判定されると、この時点でＨＤＭＩ部１７か
らのビットストリーム出力が停止される。尚、ＡＶアンプ２０がＡＡＣＳによるウォータ
マーク適用規則も認識するタイプであれば、検出ウォータマークが不正であるとＡＶアン
プ２０で判定された時点でデコード結果の音声出力が停止される。
【００１７】
　図３はＤＶＤプレーヤ１０とウォータマーク検出機能を持たないＡＶアンプ２０との間
で行われる通信内容を示す。ＡＶアンプ２０がＨＤＭＩケーブルで接続されると、ＤＶＤ
プレーヤ１０がＥＤＩＤをＡＶアンプ２０へ要求し、この要求に対してＡＶアンプ２０か
ら返信されるＥＤＩＤを取得し、このＥＤＩＤからＡＶアンプ２０のウォータマーク検出
機能の有無を確認する。ウォータマーク検出機能無しが確認された後に、ユーザから音声
データの再生要求があると、ＤＶＤプレーヤ１０からＡＶアンプ２０へのビットストリー
ム出力がＰＣＭ出力に変更される。これに伴い、ＤＶＤプレーヤ１０は音声データを必要
に応じてデコード部１６Ｂでデコードしてウォータマーク検出部１６Ｃでウォータマーク
検出を行う。このウォータマークの検出結果はウォータマーク検出部１６Ｃからシステム
制御部１１に通知される。検出ウォータマークが不正であるとシステム制御部１１で判定
されると、この時点でデコード部１６ＢからのＰＣＭ出力が停止される。
【００１８】
　図４はシステム制御部１１により行われる音声出力処理を示す。この音声出力処理がＡ
Ｖアンプ２０の接続に伴って開始されると、システム制御部１１がステップＳ１でＥＤＩ
ＤをＨＤＭＩ部１７からＡＶアンプ２０に要求する。ステップＳ２では、このＥＤＩＤを
取得したか繰返しチェックされる。ＥＤＩＤの取得後、ステップＳ３でウォータマークの
検出機能があるかチェックされる。このウォータマークの検出機能があることが確認され
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れば、ステップＳ４でビットストリーム出力がユーザによって選択されているかチェック
される。このビットストリーム出力が選択されていれば、ステップＳ５でデコード部１６
Ｂがユーザからの再生要求に対して休止されて、音声データがＨＤＭＩ部１７を経由して
ＡＶアンプ２０へビットストリーム出力される。これに続き、ステップＳ６でＡＶアンプ
２０からのウォータマーク検出結果があるかチェックされる。ウォータマーク検出結果が
あれば、適正なウォータマークかステップＳ７でチェックされる。適正なウォータマーク
でなければ、ステップＳ８でビットストリーム出力が停止され、音声出力処理が終了する
。
【００１９】
　また、ステップＳ６でウォータマーク検出結果がないことが確認されるか、あるいはス
テップＳ７で適正なウォータマークであることが確認されると、ステップＳ９で音声デー
タの出力が完了したかチェックされる。音声データの出力が完了していなければ、ステッ
プＳ５が音声データの出力を継続するために再度実行される。他方、音声データの出力が
完了すると、音声出力処理が終了する。
【００２０】
　さらに、上述のステップＳ３でウォータマークの検出機能が無いことが確認された場合
、あるいはステップＳ４でビットストリーム出力が選択されていないことが確認された場
合には、ステップＳ１０で音声データのビットストリーム出力がユーザから再生要求に対
して禁止される。これに続き、ステップＳ１１で音声データがデコード部１６Ｂのデコー
ド結果としてＡＶアンプ２０にＰＣＭ出力され、ステップＳ１２でウォータマーク検出部
１６Ｃからのウォータマーク検出結果があるかチェックされる。ウォータマーク検出結果
があれば、適正なウォータマークかステップＳ１３でチェックされる。適正なウォータマ
ークでなければ、ステップＳ１４でＰＣＭ出力が停止され、音声出力処理が終了する。
【００２１】
　また、ステップＳ１２でウォータマーク検出結果がないことが確認されるか、あるいは
ステップＳ１３で適正なウォータマークであることが確認されると、ステップＳ１５で音
声データの出力が完了したかチェックされる。音声データの出力が完了していなければ、
ステップＳ１１が音声データの出力を継続するために再度実行される。他方、音声データ
の出力が完了すると、音声出力処理が終了する。
【００２２】
　本実施形態では、ＤＶＤプレーヤがアナログ音声出力およびデジタル音声出力の同時出
力を行わない構成であり、音声データのビットストリーム出力に先立って外部機器、すな
わちＡＶアンプ２０から仕様識別情報（ＥＤＩＤ）が取得され、この仕様識別情報から外
部機器のウォータマーク検出機能が確認される。従って、このＤＶＤプレーヤでデジタル
音声出力の際にウォータマークの検出に必要なデコードを外部機器に任せることができる
ため、音声処理における負荷を低減して安価なシステム構築を容易にできる。
【００２３】
　尚、本発明は上述の実施形態に限定されず、その要旨を逸脱しない範囲で様々に変形可
能である。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の一実施形態に係るＤＶＤプレーヤを概略的に示す図である。
【図２】図１に示すＤＶＤプレーヤとウォータマーク検出機能を持つＡＶアンプとの間で
行われる通信内容を示す図である。
【図３】図１に示すＤＶＤプレーヤとウォータマーク検出機能を持たないＡＶアンプとの
間で行われる通信内容を示す図である。
【図４】図１に示すシステム制御部により行われる音声出力処理を示す図である。
【符号の説明】
【００２５】
　１０…ＤＶＤプレーヤ、２０…ＡＶアンプ、１１…システム制御部、１２…メモリ部、
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１３…ＤＶＤユニット、１４…分離部、１６…音声処理部、１６Ａ…暗号解除部、１６Ｂ
…デコード部、１６Ｃ…ウォータマーク検出部、１７…ＨＤＭＩ部。

【図１】 【図２】
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