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(57)【要約】
【課題】著作権保護を図りつつ互いに規格の異なる通信
インターフェースにそれぞれ接続されたデジタルＡＶ機
器同士の間でＡＶコンテンツの送受信を可能にするホー
ムネットワークにおけるＡＶサーバ装置を提供する。
【解決手段】コンテンツとその属性情報を記録するＨＤ
Ｄ１１、コンテンツのフォーマットを変換するフォーマ
ット変換部１２、ＨＤＤ１１を介して外部機器とコンテ
ンツの送受信を行うための複数の通信インターフェース
１３，１４を有し、制御部１６は、外部機器からコンテ
ンツの再生出力要求があると、そのコンテンツの属性情
報に含まれる記録元の通信インターフェースの規格情報
および著作権保護情報、著作権保護の認証の有無、およ
び再生出力先の通信インターフェースの規格情報に基づ
いて再生出力の可否を判断し、再生出力が可能なコンテ
ンツを要求先の外部機器が受信可能なフォーマットにデ
ータ変換して送出する。
【選択図】図２（Ａ）
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホームネットワークにおいて著作権保護を図りつつコンテンツの転送を行うためのＡＶ
サーバ装置において、
　外部機器とコンテンツ情報の送受信を行うための第１の通信インターフェースと、前記
第１の通信インターフェースとは異なる規格の第２の通信インターフェースと、受信した
コンテンツとその属性情報とを記録するコンテンツ記録部と、外部機器からの要求に応じ
てコンテンツの記録・再生のための処理に関する制御を行う制御部とを備え、
　前記制御部は、外部機器からコンテンツの再生出力要求があると、前記コンテンツ記録
部から該当するコンテンツの属性情報に含まれる記録元の通信インターフェースの規格情
報、著作権保護情報、およびコンテンツを送信する通信インターフェースの規格情報に基
づいて再生出力の可否を判断し、再生出力が可能なコンテンツを要求先の外部機器に送信
することを特徴とするＡＶサーバ装置。
【請求項２】
　コンテンツの送受信の際に、前記制御部からの指示に応じて、受信したコンテンツおよ
び送信するコンテンツのフォーマットを変換するフォーマット変換部をさらに備えること
を特徴とする請求項１の記載のＡＶサーバ。
【請求項３】
　前記フォーマット変換部は、送信するコンテンツを出力要求機器が受信できるフォーマ
ットに変換することを特徴とする請求項２に記載のＡＶサーバ装置。
【請求項４】
　前記フォーマット変換部は、前記制御部からの指示に応じて出力先の伝送帯域に合わせ
てレート変換を行う機能を併せ持っていることを特徴とする請求項２又は３に記載のＡＶ
サーバ装置。
【請求項５】
　前記第１の通信インターフェースはＩＥＥＥ１３９４規格に準拠したものであることを
特徴とする請求項１～４のいずれかに記載のＡＶサーバ装置。
【請求項６】
　前記第２の通信インターフェースはＬＡＮ規格に準拠したものであることを特徴とする
請求項１～５のいずれかに記載のＡＶサーバ装置。
【請求項７】
　前記第２の通信インターフェースはＤＬＮＡ規格に準拠したものであることを特徴とす
る請求項１～５のいずれかに記載のＡＶサーバ装置。
【請求項８】
　前記第１の通信インターフェースにより受信したコンテンツのフォーマットがＭＰＥＧ
２－ＴＳの場合、直接前記コンテンツ記録部に記録することを特徴とする請求項１～７の
いずれかに記載のＡＶサーバ装置。
【請求項９】
　前記第１の通信インターフェースにより受信したコンテンツのフォーマットがＭＰＥＧ
２－ＴＳの場合、前記フォーマット変換部において所定のフォーマットに変換してから前
記コンテンツ記録部に記録することを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載のＡＶサ
ーバ装置。
【請求項１０】
　前記第１の通信インターフェースにより受信したコンテンツのフォーマットがＭＰＥＧ
２－ＴＳ以外の場合、直接前記コンテンツ記録部に記録することを特徴とする請求項１～
７のいずれかに記載のＡＶサーバ装置。
【請求項１１】
　前記第１の通信インターフェースにより受信したコンテンツのフォーマットがＭＰＥＧ
２－ＴＳ以外の場合は、前記フォーマット変換部において所定のフォーマットに変換して
から前記コンテンツ記録部に記録することを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の
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ＡＶサーバ装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、第２の通信インターフェース経由の外部機器からコンテンツリストの提
示要求があると、前記コンテンツ記録部からコンテンツリスト情報を取得し、記録元が第
１の通信インターフェースのタイトル情報を削除したコンテンツリスト情報を出力するこ
とを特徴とする請求項１～１１のいずれかに記載のＡＶサーバ装置。
【請求項１３】
　前記コンテンツ記録部と直接コンテンツの送受信を可能にする第３のインターフェース
をさらに備えていることを特徴とする請求項１～１２のいずれかに記載のＡＶサーバ装置
。
【請求項１４】
　前記制御部は、前記第３のインターフェースからコンテンツリストの提示要求があると
、前記コンテンツ記録部からコンテンツリスト情報を取得し、記録元が第１の通信インタ
ーフェースのタイトル情報を削除したコンテンツリスト情報を出力することを特徴とする
請求項１３に記載のＡＶサーバ装置。
【請求項１５】
　前記第３の通信インターフェースはＵＳＢ規格に準拠したものであることを特徴とする
請求項１３又は１４に記載のＡＶサーバ装置。
【請求項１６】
　前記第３の通信インターフェースはＩＤＥ／ＡＴＡ規格に準拠したものであることを特
徴とする請求項１３又は１４に記載のＡＶサーバ。
【請求項１７】
　前記第３の通信インターフェースはシリアルＡＴＡ規格に準拠したものであることを特
徴とする請求項１３又は１４に記載のＡＶサーバ。
【請求項１８】
　前記第３の通信インターフェースはＳＣＳＩ規格に準拠したものであることを特徴とす
る請求項１３又は１４に記載のＡＶサーバ。
【請求項１９】
　請求項１～１８のいずれかに記載のＡＶサーバ装置をデジタル情報機器に内蔵している
ことを特徴とするＡＶサーバ内蔵デジタル情報機器。
【請求項２０】
　請求項１～１８のいずれかに記載のＡＶサーバ装置をＴＶ受信機に内蔵していることを
特徴とするＡＶサーバ内蔵ＴＶ受信機。
【請求項２１】
　請求項１～１８のいずれかに記載のＡＶサーバ装置をパソコンに内蔵していることを特
徴とするＡＶサーバ内蔵パソコン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、著作権保護を図りつつ互いに規格の異なる通信インターフェースにそれぞれ
接続されたデジタルＡＶ機器同士の間でＡＶコンテンツを送受信するのに用いられるホー
ムネットワークにおけるＡＶサーバ装置およびそのＡＶサーバを内蔵したＡＶサーバ内蔵
ＴＶ受信機、ＡＶサーバ内蔵パソコンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタル放送などのＡＶコンテンツをホームネットワークで扱えるようにするためには
、ネットワーク上での著作権保護の仕組みが必要である。デジタル放送は、ＡＲＩＢ（As
sociation of Radio Industries and Businesses）の放送運用既定にてコンテンツ保護規
定が定められており、ホームネットワークでデジタル放送も扱えるようにするには、その
規格に合わせる必要がある。
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【０００３】
　デジタルＡＶ機器同士を接続する代表的なデジタルネットワークであるＩＥＥＥ１３９
４上で映像データを著作権保護技術を持って記録する際には、ＭＰＥＧ２－ＴＳをリアル
タイム伝送するのが通常である。また、ＬＡＮでＨＤＤに記録する際にはストリーミング
やファイルでの転送など種々の方法が存在しているが、著作権保護の仕組みが脆弱であっ
た。しかしながら、昨今、ＤＴＣＰ－ＩＰ（Digital Transmission Content Protection 
over Internet Protocol）と呼ばれる技術が確立され、厳格に著作権保護技術を取り入れ
てＬＡＮ経由でのストリーミング、ファイルの転送が可能になった。また、家庭内ＬＡＮ
(ホームネットワーク)を用いてAV機器やパソコン、情報家電を相互に接続し、連携して利
用するための技術仕様であるＤＬＮＡ（Digital Living Network Alliance）が策定され
ており、ＤＬＮＡ対応機器はネットワークにつなぐだけで自動的に他の機器から利用可能
になり、コンテンツを送受信できるようになる。
【０００４】
　しかしながら、ＤＬＮＡに対応していない機器では、例えばデジタルＴＶ装置で受信し
た高画質な映像をＬＡＮ経由でＨＤＤに記録するまでには至っていない。異なるフォーマ
ットのＡＶデータを、著作権保護を図りながら送受信可能にする技術としては、パケット
化処理手段で生成されたパケットとＩＰ上の転送プロトコルを用いずにイーサネット（登
録商標）化したパケットのいずれかを送信又は受信するようにしたものがある（特許文献
１）。
　また、昨今ではＩＰ放送でＬＡＮ経由の映像をテレビで視聴することができるようにな
るが、ＩＰ放送で受信したＭＰＥＧ２－ＴＳを録画する際にも厳格な著作権保護技術を施
して記録する技術が確立されていないため、ＩＥＥＥ１３９４経由で記録することが容易
にできてしまう。
【特許文献１】特開２００４－１９３７９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　デジタルＡＶ機器の利用者は、ＬＡＮ経由で録画した映像も、ＩＥＥＥ１３９４経由で
録画したデジタル放送も同じように手軽に視聴できることを望んでいる。しかしながら、
ＩＥＥＥ１３９４でＨＤＤに記録された映像データは、著作権保護の観点でＩＥＥＥ１３
９４を介してのみ出力可能であり、ＬＡＮ経由で録画したコンテンツはＬＡＮ経由でしか
視聴することができない。ＩＥＥＥ１３９４とＬＡＮの相互接続性は議論されてきている
が、ＩＥＥＥ１３９４にＩＰパケットを、また、ＬＡＮにＩＥＥＥ１３９４パケットを如
何にしてカプセル化して通信するかに終始しており、非常に複雑な仕組みとなり実装及び
通信の信頼性などの観点から、製品化するのは困難な状況である。
　本発明は、このような現状に鑑み、記録手段に一旦記録したコンテンツを、例えば、Ｉ
ＥＥＥ１３９４ならばＩＥＥＥ１３９４規格の義務的（Ｍａｎｄａｔｏｒｙ）な機能であ
るＤＴＣＰによる著作権保護技術をもってアイソクロナス転送し、ＬＡＮならばＬＡＮ規
格の規則に則って転送することを可能にする、ホームネットワーク用のＡＶサーバ装置お
よびそのＡＶサーバを内蔵したＡＶサーバ内蔵ＴＶ受信機、ＡＶサーバ内蔵パソコンを提
供することを目的としたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するために、本発明の第１の技術手段は、ホームネットワークにおい
て著作権保護を図りつつコンテンツの転送を行うためのＡＶサーバ装置において、外部機
器とコンテンツ情報の送受信を行うための第１の通信インターフェースと、前記第１の通
信インターフェースとは異なる規格の第２の通信インターフェースと、受信したコンテン
ツとその属性情報とを記録するコンテンツ記録部と、外部機器からの要求に応じてコンテ
ンツの記録・再生のための処理に関する制御を行う制御部とを備え、前記制御部は、外部
機器からコンテンツの再生出力要求があると、前記コンテンツ記録部から該当するコンテ
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ンツの属性情報に含まれる記録元の通信インターフェースの規格情報、著作権保護情報、
およびコンテンツを送信する通信インターフェースの規格情報に基づいて再生出力の可否
を判断し、再生出力が可能なコンテンツを要求先の外部機器に送信することを特徴とする
。
【０００７】
　第２の技術手段は、第１の技術手段において、コンテンツの送受信の際に、前記制御部
からの指示に応じて、受信したコンテンツおよび送信するコンテンツのフォーマットを変
換するフォーマット変換部をさらに備えることを特徴とする。
【０００８】
　第３の技術手段は、第２の技術手段において、前記フォーマット変換部は、送信するコ
ンテンツを出力要求機器が受信できるフォーマットに変換することを特徴とする。
【０００９】
　第４の技術手段は、第２又は３の技術手段において、前記フォーマット変換部は、制御
部からの指示に応じて出力先の伝送帯域に合わせてレート変換を行う機能を併せ持ってい
ることを特徴とする。
【００１０】
　第５の技術手段は、第１～４のいずれかの技術手段において、前記第１の通信インター
フェースはＩＥＥＥ１３９４規格に準拠したものであることを特徴とする。
【００１１】
　第６の技術手段は、第１～５のいずれかの技術手段において、前記第２の通信インター
フェースはＬＮＡ規格に準拠したものであることを特徴とする。
【００１２】
　第７の技術手段は、第１～５のいずれかの技術手段において、前記第２の通信インター
フェースはＤＬＮＡ規格に準拠したものであることを特徴とする。
【００１３】
　第８の技術手段は、第１～７のいずれかの技術手段において、前記第１の通信インター
フェースにより受信したコンテンツのフォーマットがＭＰＥＧ２－ＴＳの場合、直接前記
コンテンツ記録部に記録することを特徴とする。
【００１４】
　第９の技術手段は、第１～７のいずれかの技術手段において、前記第１の通信インター
フェースにより受信したコンテンツのフォーマットがＭＰＥＧ２－ＴＳの場合、前記フォ
ーマット変換部において所定のフォーマットに変換してから前記コンテンツ記録部に記録
することを特徴とする。
【００１５】
　第１０の技術手段は、第１～７のいずれかの５の技術手段において、前記第１の通信イ
ンターフェースにより受信したコンテンツのフォーマットがＭＰＥＧ２－ＴＳ以外の場合
、直接前記コンテンツ記録部に記録することを特徴とする。
【００１６】
　第１１の技術手段は、第１～７のいずれかの技術手段において、前記第１の通信インタ
ーフェースにより受信したコンテンツのフォーマットがＭＰＥＧ２－ＴＳ以外の場合は、
前記フォーマット変換部において所定のフォーマットに変換してから前記コンテンツ記録
部に記録することを特徴とする。
【００１７】
　第１２の技術手段は、第１～１１のいずれかの技術手段において、前記制御部は、第２
の通信インターフェース経由の外部機器からコンテンツリストの提示要求があると、前記
コンテンツ記録部からコンテンツリスト情報を取得し、記録元が第１の通信インターフェ
ースのタイトル情報を削除したコンテンツリスト情報を出力することを特徴とする。
【００１８】
　第１３の技術手段は、第１～１２のいずれかの技術手段において、前記コンテンツ記録
部と直接コンテンツの送受信を可能にする第３のインターフェースをさらに備えているこ
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とを特徴とする。
【００１９】
　第１４の技術手段は、第１３の技術手段において、前記制御部は、前記第３のインター
フェースからコンテンツリストの提示要求があると、前記コンテンツ記録部からコンテン
ツリスト情報を取得し、記録元が第１の通信インターフェースのタイトル情報を削除した
コンテンツリスト情報を出力することを特徴とする。
【００２０】
　第１５の技術手段は、第１３又は１４の技術手段において、前記第３の通信インターフ
ェースはＵＳＢ規格に準拠したものであることを特徴とする。
【００２１】
　第１６の技術手段は、第１３又は１４の技術手段において、前記第３の通信インターフ
ェースはＩＤＥ／ＡＴＡ規格に準拠したものであることを特徴とする。
【００２２】
　第１７の技術手段は、第１３又は１４の技術手段において、前記第３の通信インターフ
ェースはシリアルＡＴＡ規格に準拠したものであることを特徴とする。
【００２３】
　第１８の技術手段は、第１３又は１４の技術手段において、前記第３の通信インターフ
ェースはＳＣＳＩ規格に準拠したものであることを特徴とする。
【００２４】
　第１９の技術手段は、ＡＶサーバ内蔵デジタル情報機器であって、第１～１８のいずれ
かの技術手段であるＡＶサーバ装置を内蔵していることを特徴とする。
【００２５】
　第２０の技術手段は、ＡＶサーバ内蔵ＴＶ受信機であって、第１～１８のいずれかの技
術手段であるＡＶサーバ装置を内蔵していることを特徴とする。
【００２６】
　第２１の技術手段は、ＡＶサーバ内蔵パソコンであって、第１～１８のいずれかの技術
手段であるＡＶサーバ装置を内蔵していることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、ＴＶ受信機で受信した映像を高品位なままで既存の規格の中のＬＡＮ
経由で他の部屋のテレビジョン装置、或いはパーソナルコンピュータで視聴ができる。ま
た、ＬＡＮ経由でパーソナルコンピュータやネットワークから取得してきた映像を既存の
ＩＥＥＥ１３９４端子のみ持つテレビジョン装置にて新たな端子や機能などを付け加える
ことなく高品位のまま視聴することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
（実施例１）
　以下、添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について説明する。
　図１は、本発明のＡＶサーバ装置の利用形態の例を示す。図１（Ａ）は、ＡＶサーバ装
置とデジタルＴＶやパソコン等のホームデジタル情報機器とを各規格のインターフェース
に対応した通信ケーブルや無線通信で接続して利用する例を示したもので、コンテンツを
記録するＨＤＤを内蔵し、互いに規格の異なる複数の通信インターフェースを備えた本発
明のＡＶサーバ装置１０に、ＩＥＥＥ１３９４ケーブルを介してデジタルＴＶ装置１、Ｕ
ＳＢケーブルを介してノートパソコン２、ＬＡＮケーブルを介してＬＡＮハブ／無線基地
局３がそれぞれ接続され、ＬＡＮハブ／無線基地局３には、ＬＡＮケーブルを介してディ
スクトップパソコン４、無線ＬＡＮを介してノートパソコン５およびＰＤＡ６がそれぞれ
接続されている様子を表している。
【００２９】
　ＡＶサーバ装置の他の利用形態としては、図１（Ｂ）に示すように、ＡＶサーバ装置１
０をＴＶ受信機に内蔵させ、ＴＶ受信機本体とシリアルＡＴＡで接続してＡＶサーバ内蔵
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ＴＶ受信機とする形態や、図１（Ｃ）に示すように、ＡＶサーバ装置をパソコンに内蔵さ
せ、パソコン本体とシリアルＡＴＡで接続してＡＶサーバ内蔵パソコンとする形態であっ
てもよい。
【００３０】
　本発明は、このような各種のデジタル情報機器との組み合わせにおいて、後述する所定
の条件を満たす場合は、例えば、デジタルＴＶ受信機１で受信中のデジタル映像をＡＶサ
ーバ装置１０を介することによりＬＡＮ接続されているディスクトップパソコン４で観る
ことができるようにするものである。なお、外付けのＨＤＤとしても機能するＡＶサーバ
装置１０を独立して利用する形態では、ＴＶチューナを内蔵するようにしてもよい。
【００３１】
　図２（Ａ）は、本発明の実施形態に係るＡＶサーバ装置の機能ブロック図を示す。ＡＶ
サーバ装置１０は、コンテンツ記録部であるＨＤＤ１１と、受信したコンテンツのフォー
マットを制御部１６からの指示に応じて所定のフォーマットに変換するフォーマット変換
部１２-１と、送信するコンテンツのフォーマットを制御部１６からの指示に応じて所定
のフォーマットに変換するフォーマット変換部１２－２と、ＮＩＣ１３－１にＤＴＣＰ－
ＩＰチップ１３－２組み込んで構成されＬＡＮに準拠した通信インターフェース１３と、
ＩＥＥＥ１３９４規格の通信インターフェース１４と、ＰＣなどの外部機器を直接ＨＤＤ
１１に接続するためのＵＳＢインターフェース１５と、ＣＰＵ（中央演算処理部）１６と
を含んで構成される。また、ＡＶサーバ装置１０は、各通信インターフェース１３、１４
、１５にそれぞれ対応したＬＡＮ端子１７、ＩＥＥＥ１３９４端子１８、ＵＳＢ端子１９
を備えている。なお、本実施形態では、各通信インターフェースとそれに対応した端子は
それぞれ１つになっているが、同じものを複数備えるようにしても良い。また、ＨＤＤ１
１に直接接続するためのインターフェースとしては、ＵＳＢの他に、ＰＬＣ（Power Line
 Communications：高速電力通信）、家電向けに策定された無線通信規格であるＺｉｇＢ
ｅｅ（ジグビー）、有線ＬＡＮ、赤外線、ＨＤＭＩ、ＰＣＩ、ＳＣＡＳＩ、ＳＡＴＡ、Ａ
ＴＡなどに対応したものであっても良い。く、通信インターフェース１３はＤＬＡＮに対
応したものであってもても良い。
【００３２】
　上述のように構成されたＡＶサーバ装置１０は、ＬＡＮ端子１７、ＩＥＥＥ１３９４端
子１８、ＵＳＢ端子１９に接続された各種のデジタル情報機器からの要求があると、その
要求に対応した動作を開始する。
【００３３】
　フォーマット変換部１２－２は、再生出力するコンテンツを転送先のクライアント機器
が再生可能なフォーマットに変換するもので、本実施形態では、フォーマット変換部１２
-１およびフォーマット変換部１２－２に、転送先機器のデコード能力や伝送路の使用可
能帯域に応じて伝送レート変換する機能も備えている。なお、フォーマット変換部は見易
くするために再生出力側と受信側で別々に描いているが、両者は共通のものであっても良
い。また、フォーマット変換部に、ＵＳＢを介してＰＣから取り込んだＭＰＥＧ４のコン
テンツをＭＰＥＧ２に変換する際の時間情報を付加するためのタイムカウンタを備えるよ
うにしても良い。
【００３４】
　ＬＮＡの規格に準拠した通信インターフェース１３は、ＮＩＣ１３－１およびＤＴＣＰ
－ＩＰモジュール１３－２を備え、ＩＥＥＥ１３９４経由でＨＤＤ１１に記録したコンテ
ンツが再生出力される場合は、ＤＴＣＰ－ＩＰの各規格に合うように暗号化等のデータ変
換処理が行われる。
【００３５】
　ＣＰＵ（中央演算処理装置）１６は、外部機器から要求指示があると、コンテンツデー
タをＨＤＤ１１に記録する際の処理やＨＤＤ１１に記録されたコンテンツを再生出力する
再の処理を実行するための各プログラムにしたがって、一連の処理・命令を実行する。各
プログラムは図示しないＲＯＭやフラッシュメモリに記憶されている。
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【００３６】
　図２（Ｂ）は、前記フォーマット変換部１２－１（１２－２）におけるスルーの切換え
に関する説明図であり、３個の切換えスイッチ１２ａ，１２ｂおよび１２ｃが入出側およ
び図のように設けられており、制御部１６から指示により、フォーマット変換を行う場合
とスルーの場合、あるはレート変換を行う場合と行わない場合の切換え制御が行われる。
例えば、通信インターフェース１４（ＩＥＥＥ１３９４）により受信したコンテンツのフ
ォーマットがＭＰＥＧ２－ＴＳの場合に直接ＨＤＤ１１に書き込めるケースでは、切換え
スイッチ１２ａは端子１２ａ２側に、切換えスイッチ１２ｂのフォーマット変換側は端子
１２ｂ２側にそれぞれ切換えられ、また、受信の場合はレート変換は行われないので切換
えスイッチ１２ｂのレート変換側は端子１２ｂ４側に、切換えスイッチ１２ｃは端子１２
ｃ２側にそれぞれ切換えられる。また、再生出力の場合、レート変換とフォーマットを変
換が行われる場合は、切換えスイッチ１２ｃは端子１２ｃ１に、切換えスイッチ１２ｂの
レート変換側は端子１２ｂ３側に、フォーマット変換側は１２ｂ１に、切換えスイッチ１
２ａは端子１２ａ１側にそれぞれ切換えられる。
【００３７】
　図２（Ｃ）は、前記ＤＴＣＰ－ＩＰ１３－２におけるスルーの切換えに関する説明図で
あり、入出力側にそれぞれ切換えスイッチ１３ａ，１３ｂが設けられており、制御部１６
の指示により、ＤＴＣＰ－ＩＰの認証を必要とする場合は、切換えスイッチ１３ａ，１３
ｂはそれぞれ端子１３ａ１側、１３ｂ１側に切換えられ、ＤＴＣＰ－ＩＰの認証を必要と
しない場合は、切換えスイッチ１３ａ，１３ｂはそれぞれ端子１３ａ２側、１３ｂ２側に
切換えられ、スルーとなる。
【００３８】
　コンテンツのＨＤＤ１１への記録は、例えば図３（Ａ）に示すように記録元に応じてデ
ィレクトリが振り分けられる。ＵＳＢＰＣからのコンテンツは「ｆｉｌｅ１」として記録
される。図３（Ｂ）はＨＤＤに記録する際に記録元に応じて記録する領域を振り分ける例
を示す。
【００３９】
　コンテンツのリスト情報に付加される属性情報としては、例えば、図４に示すようにコ
ンテンツのファイル名の他に、記録元インターフェースの種類（ＩＥＥＥ１３９４、ＬＡ
Ｎなど）、コンテンツのフォーマット情報（ＭＰＥＧ２－ＴＳ、ＭＰＥＧ４、ＭＰＥＧ２
－ＰＳ、ＭＰＥＧ４など）、著作権保護情報（コピー可、コピー不可、１回だけコピー可
など）、著作権保護の認証方法（ＤＴＣＰ、ＤＲＭなど）などが採用される。
【００４０】
　図５は、コンテンツの属性情報と出力先インターフェースの種類から、ＤＴＣＰ－ＩＰ
に準拠した再生出力の可否を判断する例を示す。例えば、記録元および出力先が共にＩＥ
ＥＥ１３９４でＤＴＣＰ－ＩＰの認証が「あり」の場合は、著作権保護情報に関係なくす
べて「出力可」になる。記録元および出力先が共にＩＥＥＥ１３９４であっても、ＤＴＣ
Ｐ－ＩＰの認証が「なし」の場合は、著作権保護情報がフリーの場合のみ「出力可」にな
る。
　また、記録元がＩＥＥＥ１３９４で出力先がＬＡＮ、ＤＴＣＰ－ＩＰの認証が「あり」
の場合は、著作権保護情報に関係なくすべて「出力可」になる。記録元がＩＥＥＥ１３９
４で出力先がＬＡＮ、ＤＴＣＰ－ＩＰの認証が「なし」の場合は、著作権保護情報が「フ
リー」場合のみ「出力可」となる。このケースは、現時点のＩＥＥＥ１３９４の規格では
明確になっていないが、著作権保護情報のないフリーのコンテンツについては転送しても
問題はないので「出力可」としている。
　また、記録元および出力先が共にＬＡＮで、ＤＴＣＰ－ＩＰの認証が「なし」の場合も
同様に、著作権保護情報が「フリー」場合のみ「出力可」としている。
【００４１】
　図６は、再生時の処理についての一例を示すフローチャートである。本装置に接続され
ている外部機器から、あるコンテンツの再生要求があると、先ず、ステップＳ１で、ＨＤ
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Ｄ１１に記録されているそのコンテンツの属性情報に基づいて、そのコンテンツの記録元
通信インターフェースの規則では、その通信インターフェースでそのコンテンツを送信す
ることを許可しているか否か、ＤＴＣＰ-ＩＰの認証の有無などから判定する。例えば、
記録元がＩＥＥＥ１３９４で再生出力する通信インターフェースもＩＥＥＥ１３９４の場
合は送信が禁止されていないので「出力可」と判定される（Ｓ／Ｙ）。これに対し、例え
ば、ではその通信インターフェースの規格、例えばＩＥＥＥ１３９４ではそのコンテンツ
の送信が禁止されていたり、あるいは、その通信インターフェースが未知のものであった
りした場合は「不可」と判定され（Ｓ１／Ｎ）、そのコンテンツの再生出力は行われない
。
【００４２】
　その通信インターフェースで送信できる可能性のあるコンテンツの場合はステップＳ２
に進み、同じくその属性情報からそのコンテンツにおける著作権保護情報の有無をしらべ
、著作権保護がある場合（Ｓ２／Ｙ）は、ステップＳ３で著作権保護の認証を行い、ステ
ップＳ４に進む。ステップＳ４で著作権保護の認証に成功し、コンテンツの出力が可能と
判定されると（Ｓ４／Ｙ）、ステップＳ５に進む。ステップＳ４で著作権保護の認証に失
敗したり何らかの理由によりコンテンツの出力が不可能な場合は（Ｓ４／Ｎ）、コンテン
ツの再生出力は行われない。
【００４３】
　コンテンツの出力が可能な場合は（Ｓ４／Ｙ）、ステップＳ５で、そのコンテンツが再
生要求機器で受信可能なフォーマットに変換できるか否かをしらべ、変換できる場合は(
Ｓ５／Ｙ)、ステップＳ６でコンテンツのフォーマット変換を行う。ステップＳ５で、再
生要求機器で受信可能なフォーマットに変換できない場合は（Ｓ／Ｎ）、コンテンツの再
生出力は行われない。
【００４４】
　ステップＳ６でコンテンツのフォーマット変換を行った後、ステップＳ７で、コンテン
ツを出力するインターフェースの伝送帯域が十分にあるか否かを判定し、伝送帯域が十分
にある場合は（Ｓ７／Ｙ）、そのままコンテンツの再生出力を行う。伝送帯域が不十分な
場合は（Ｓ７／Ｎ）、ステップＳ８でコンテンツの出力レートを変更できるか否かを判定
し、変更できる場合は（Ｓ８／Ｙ）、ステップＳ９で伝送帯域に合わせて出力レート変更
を実行し、コンテンツの再生出力を行う。ステップＳ８で、コンテンツの出力レートを変
更できない場合は、コンテンツの再生出力は行われない。
【００４５】
　図７は、録画時の処理についての一例を示すフローチャートである。本装置に接続され
ている外部機器からの録画要求があると、ステップＳ１１で録画するコンテンツに著作権
保護が有るか否かをしらべ、著作権保護が有る場合は（Ｓ１１／Ｙ）、ステップＳ１２で
著作権保護の認証を行い、認証に成功し、コンテンツの録画が可能であると判定されると
（Ｓ１３／Ｙ）、ステップＳ１２に進み、録画元より録画領域（又はディレクトリ）を選
択して録画を開始する。ステップＳ１３において、認証に成功しない場合やコンテンツの
録画が不可能な場合は（Ｓ１３／Ｎ）、コンテンツの録画を行わない。
【００４６】
　コンテンツの録画が開始されると、ステップＳ１５で、ＨＤＤ１１に記録されているコ
ンテンツのリスト情報に録画開始したコンテンツのタイトル情報として、タイトル、録画
領域（録画したディレクトリなど）、各種情報（記録元、フォーマット、著作権保護情報
、録画開始時間など）を追加する。要求機器から録画停止要求があると録画を停止し（Ｓ
１６）、ステップＳ１７でタイトル情報に録画終了時刻、コンテンツの容量（記録時間）
などを記録し、処理を終了する。
【００４７】
　図８は、ＨＤＤ１１に記録されているコンテンツのリスト提供時における処理の一例を
示すフローチャートである。外部機器からコンテンツリストの要求があると、ステップＳ
２１で、ＨＤＤ１１から、例えば、上述した属性情報を含むコンテンツのリスト情報を取
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得してコンテンツリストを生成し、ステップＳ２２に進んで、リストを要求している外部
機器がＩＥＥＥ１３９４を記録元とするコンテンツを再生しても良い機器か否かを判定す
る。再生しても良い機器であると判定されると（Ｓ２２／Ｙ)、ステップＳ２３で、さら
にその外部機器がＬＡＮを記録元とするコンテンツを再生しても良い機器か否かを判定す
る。ステップＳ２２で、コンテンツリストの提示を要求している外部機器がＩＥＥＥ１３
９４を記録元とするコンテンツを再生することが許可されていない機器であると判定され
た場合（Ｓ２２／Ｎ）、ステップＳ２４で、提供用リストからＩＥＥＥ１３９４を記録元
とするタイトル情報を削除してからステップＳ２３に進む。また、ステップＳ２３で、コ
ンテンツリストの提示を要求している外部機器がＬＡＮを記録元とするコンテンツを再生
することが許可されていない機器であると判定された場合（Ｓ２３／Ｎ）、ステップＳ２
５で、提供用リストからＬＡＮを記録元とするタイトル情報を削除してステップＳ２６に
進む。ステップＳ２６で、提供できないコンテンツのタイトル情報を削除した外部提供用
のコンテンツリストを取得し、そのコンテンツリストを要求機器に提供し、処理を終了す
る。
【００４８】
　図９は、再生の可否を再生要求側で判断する場合におけるリスト提供時のフローチャー
トを示したもので、この場合は、外部機器からコンテンツリストの提示要求があると、Ｈ
ＤＤ１１からコンテンツリスト情報を取得し（ステップＳ３１）、要求機器に対し、全て
のタイトル情報を含むコンテンツリスト情報を提供する処理となる。
【００４９】
　図１０は、外部に提供するコンテンツリストの例を示す図であり、記録元がＬＡＮのコ
ンテンツは再生できるがＩＥＥＥ１３９４のコンテンツは再生できない場合を示している
。すなわち、削除前のオリジナルのコンテンツリストから、記録元がＩＥＥＥ１３９４の
タイトル情報を削除して、外部に提供可能なコンテンツリスト情報を再生成する。
【００５０】
　以上に説明した実施形態は、コンテンツがファイルとしてＨＤＤに記録されている例を
示したが、本発明は、コンテンツをストリーミングとして送受信する場合のものも含むこ
とは言うまでもない。
【００５１】
　なお、本発明のＡＶサーバにおける記録手段としては、ＨＤＤに限らず、フラッシュメ
モリ等の半導体メモリであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１（Ａ）】本発明のＡＶサーバ装置を用いたホームネットワーク転送システムの一例
を示す図である。
【図１（Ｂ）】ＡＶサーバ装置をＴＶ受信機に内蔵させてＡＶサーバ内蔵ＴＶ受信機とし
た利用形態を示す図である。
【図１（Ｃ）】ＡＶサーバ装置をパソコンに内蔵させてＡＶサーバ内蔵パソコンとした利
用形態を示す図である。
【図２（Ａ）】本発明の実施形態に係るサーバの基本構成を示すブロック図である。
【図２（Ｂ）】フォーマット変換部におけるスルーの切換えに関する説明図である。
【図２（Ｃ）】ＤＴＣＰ－ＩＰにおけるスルーの切換えに関する説明図である。
【図３】ＨＤＤに記録されたコンテンツの記録形態を示す図である。
【図４】コンテンツのリスト情報に付加される属性情報の一例を示す図である。
【図５】コンテンツの属性情報と出力先インターフェースの種類から、ＤＴＣＰに準拠し
た再生出力の可否を判断するための条件についての例を示す説明図である。
【図６】再生時の処理についての一例を示すフローチャートである。
【図７】録画時の処理についての一例を示すフローチャートである。
【図８】ＨＤＤに記録されているコンテンツのリスト提供時の処理についての一例を示す
フローチャートである。
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【図９】再生出力の可否を、要求クライアント側で判断するようにした場合のリスト提供
時のフローチャートである。
【図１０】外部に提供するコンテンツリストの例を示す図である。
【符号の説明】
【００５３】
１０…サーバ、１１…ＨＤＤ、１２－１，１２－２…フォーマット変換部、１２ａ，１２
ｂ，１２ｃ…切換えスイッチ、１３…通信インターフェース（ＬＡＮ）、１３－１…ＮＩ
Ｃ、１３－２…ＤＴＣＰ－ＩＰチップ、１３ａ，１３ｂ…切換えスイッチ、１４…通信イ
ンターフェース（ＩＥＥＥ１３９４）、１５…通信インターフェース（ＵＳＢ）、１６…
ＣＰＵ、１７…ＬＡＮ端子、１８…ＩＥＥＥ１３９４端子、１９…ＵＳＢ端子。

【図１（Ａ）】 【図１（Ｂ）】

【図１（Ｃ）】



(12) JP 2009-71786 A 2009.4.2

【図２（Ａ）】 【図２（Ｂ）】

【図２（Ｃ）】

【図３】 【図４】

【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】 【図９】

【図１０】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年9月11日(2008.9.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホームネットワークにおいて著作権保護を図りつつコンテンツの転送を行うためのＡＶ
サーバ装置において、
　外部機器とコンテンツ情報の送受信を行うための第１の通信インターフェースと、前記
第１の通信インターフェースとは異なる規格の第２の通信インターフェースと、
　受信したコンテンツと、少なくとも当該コンテンツの記録元の通信インターフェースの
規格情報、著作権保護情報、著作権保護の認証方法（ＤＲＭ）を含む属性情報とを記録す
るコンテンツ記録部と、
　外部機器からの要求に応じてコンテンツの記録・再生のための処理に関する制御を行う
制御部とを備え、
　前記制御部は、外部機器からコンテンツの再生出力要求があると、前記コンテンツ記録
部から該当するコンテンツの前記属性情報および当該コンテンツを要求先に送信する通信
インターフェースの規格情報に基づいて再生出力の可否を判断し、再生出力が可能な場合
、当該コンテンツを要求先の外部機器に送信することを特徴とするＡＶサーバ装置。
【請求項２】
　コンテンツの送受信の際に、前記制御部からの指示に応じて、受信したコンテンツおよ
び送信するコンテンツのフォーマットを変換するフォーマット変換部をさらに備えること
を特徴とする請求項１の記載のＡＶサーバ。
【請求項３】
　前記フォーマット変換部は、送信するコンテンツを出力要求機器が受信できるフォーマ
ットに変換することを特徴とする請求項２に記載のＡＶサーバ装置。
【請求項４】
　前記フォーマット変換部は、前記制御部からの指示に応じて出力先の伝送帯域に合わせ
てレート変換を行う機能を併せ持っていることを特徴とする請求項２又は３に記載のＡＶ
サーバ装置。
【請求項５】
　前記第１の通信インターフェースはＩＥＥＥ１３９４規格に準拠したものであることを
特徴とする請求項１～４のいずれかに記載のＡＶサーバ装置。
【請求項６】
　前記第２の通信インターフェースはＤＬＮＡ規格に準拠したものであることを特徴とす
る請求項１～５のいずれかに記載のＡＶサーバ装置。
【請求項７】
　前記第１の通信インターフェースにより受信したコンテンツのフォーマットがＭＰＥＧ
２－ＴＳの場合、直接前記コンテンツ記録部に記録することを特徴とする請求項１～６の
いずれかに記載のＡＶサーバ装置。
【請求項８】
　前記第１の通信インターフェースにより受信したコンテンツのフォーマットがＭＰＥＧ
２－ＴＳの場合、前記フォーマット変換部において所定のフォーマットに変換してから前
記コンテンツ記録部に記録することを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載のＡＶサ
ーバ装置。
【請求項９】
　前記第１の通信インターフェースにより受信したコンテンツのフォーマットがＭＰＥＧ
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２－ＴＳ以外の場合、直接前記コンテンツ記録部に記録することを特徴とする請求項１～
６のいずれかに記載のＡＶサーバ装置。
【請求項１０】
　前記第１の通信インターフェースにより受信したコンテンツのフォーマットがＭＰＥＧ
２－ＴＳ以外の場合は、前記フォーマット変換部において所定のフォーマットに変換して
から前記コンテンツ記録部に記録することを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の
ＡＶサーバ装置。
【請求項１１】
　前記制御部は、第２の通信インターフェース経由の外部機器からコンテンツリストの提
示要求があると、前記コンテンツ記録部からコンテンツリスト情報を取得し、記録元が第
１の通信インターフェースのタイトル情報を削除したコンテンツリスト情報を出力するこ
とを特徴とする請求項１～１０のいずれかに記載のＡＶサーバ装置。
【請求項１２】
　前記コンテンツ記録部と直接コンテンツの送受信を可能にする第３のインターフェース
をさらに備えていることを特徴とする請求項１～１１のいずれかに記載のＡＶサーバ装置
。
【請求項１３】
　前記制御部は、前記第３のインターフェースからコンテンツリストの提示要求があると
、前記コンテンツ記録部からコンテンツリスト情報を取得し、記録元が第１の通信インタ
ーフェースのタイトル情報を削除したコンテンツリスト情報を出力することを特徴とする
請求項１２に記載のＡＶサーバ装置。
【請求項１４】
　前記第３の通信インターフェースはＵＳＢ規格に準拠したものであることを特徴とする
請求項１２又は１３に記載のＡＶサーバ装置。
【請求項１５】
　前記第３の通信インターフェースはＩＤＥ／ＡＴＡ規格に準拠したものであることを特
徴とする請求項１２又は１３に記載のＡＶサーバ。
【請求項１６】
　前記第３の通信インターフェースはシリアルＡＴＡ規格に準拠したものであることを特
徴とする請求項１２又は１３に記載のＡＶサーバ。
【請求項１７】
　前記第３の通信インターフェースはＳＣＳＩ規格に準拠したものであることを特徴とす
る請求項１２又は１３に記載のＡＶサーバ。
【請求項１８】
　請求項１～１７のいずれかに記載のＡＶサーバ装置をデジタル情報機器に内蔵している
ことを特徴とするＡＶサーバ内蔵デジタル情報機器。
【請求項１９】
　請求項１～１７のいずれかに記載のＡＶサーバ装置をＴＶ受信機に内蔵していることを
特徴とするＡＶサーバ内蔵ＴＶ受信機。
【請求項２０】
　請求項１～１７のいずれかに記載のＡＶサーバ装置をパソコンに内蔵していることを特
徴とするＡＶサーバ内蔵パソコン。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　上記の課題を解決するために、本発明の第１の技術手段は、ホームネットワークにおい
て著作権保護を図りつつコンテンツの転送を行うためのＡＶサーバ装置において、
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　外部機器とコンテンツ情報の送受信を行うための第１の通信インターフェースと、前記
第１の通信インターフェースとは異なる規格の第２の通信インターフェースと、受信した
コンテンツと、少なくとも当該コンテンツの記録元の通信インターフェースの規格情報、
著作権保護情報、著作権保護の認証方法（ＤＲＭ）を含む属性情報とを記録するコンテン
ツ記録部と、外部機器からの要求に応じてコンテンツの記録・再生のための処理に関する
制御を行う制御部とを備え、　前記制御部は、外部機器からコンテンツの再生出力要求が
あると、前記コンテンツ記録部から該当するコンテンツの前記属性情報および当該コンテ
ンツを要求先に送信する通信インターフェースの規格情報に基づいて再生出力の可否を判
断し、再生出力が可能な場合、当該コンテンツを要求先の外部機器に送信することを特徴
とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　第６の技術手段は、第１～５のいずれかの技術手段において、前記第２の通信インター
フェースはＤＬＮＡ規格に準拠したものであることを特徴とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　第７の技術手段は、第１～６のいずれかの技術手段において、前記第１の通信インター
フェースにより受信したコンテンツのフォーマットがＭＰＥＧ２－ＴＳの場合、直接前記
コンテンツ記録部に記録することを特徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　第８の技術手段は、第１～６のいずれかの技術手段において、前記第１の通信インター
フェースにより受信したコンテンツのフォーマットがＭＰＥＧ２－ＴＳの場合、前記フォ
ーマット変換部において所定のフォーマットに変換してから前記コンテンツ記録部に記録
することを特徴とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　第９の技術手段は、第１～６のいずれかの５の技術手段において、前記第１の通信イン
ターフェースにより受信したコンテンツのフォーマットがＭＰＥＧ２－ＴＳ以外の場合、



(17) JP 2009-71786 A 2009.4.2

直接前記コンテンツ記録部に記録することを特徴とする。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　第１０の技術手段は、第１～６のいずれかの技術手段において、前記第１の通信インタ
ーフェースにより受信したコンテンツのフォーマットがＭＰＥＧ２－ＴＳ以外の場合は、
前記フォーマット変換部において所定のフォーマットに変換してから前記コンテンツ記録
部に記録することを特徴とする。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　第１１の技術手段は、第１～１０のいずれかの技術手段において、前記制御部は、第２
の通信インターフェース経由の外部機器からコンテンツリストの提示要求があると、前記
コンテンツ記録部からコンテンツリスト情報を取得し、記録元が第１の通信インターフェ
ースのタイトル情報を削除したコンテンツリスト情報を出力することを特徴とする。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　第１２の技術手段は、第１～１１のいずれかの技術手段において、前記コンテンツ記録
部と直接コンテンツの送受信を可能にする第３のインターフェースをさらに備えているこ
とを特徴とする。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　第１３の技術手段は、第１２の技術手段において、前記制御部は、前記第３のインター
フェースからコンテンツリストの提示要求があると、前記コンテンツ記録部からコンテン
ツリスト情報を取得し、記録元が第１の通信インターフェースのタイトル情報を削除した
コンテンツリスト情報を出力することを特徴とする。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　第１４の技術手段は、第１２又は１３の技術手段において、前記第３の通信インターフ
ェースはＵＳＢ規格に準拠したものであることを特徴とする。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　第１５の技術手段は、第１２又は１３の技術手段において、前記第３の通信インターフ
ェースはＩＤＥ／ＡＴＡ規格に準拠したものであることを特徴とする。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　第１６の技術手段は、第１２又は１３の技術手段において、前記第３の通信インターフ
ェースはシリアルＡＴＡ規格に準拠したものであることを特徴とする。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　第１７の技術手段は、第１２又は１３の技術手段において、前記第３の通信インターフ
ェースはＳＣＳＩ規格に準拠したものであることを特徴とする。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　第１８の技術手段は、ＡＶサーバ内蔵デジタル情報機器であって、第１～１７のいずれ
かの技術手段であるＡＶサーバ装置を内蔵していることを特徴とする。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　第１９の技術手段は、ＡＶサーバ内蔵ＴＶ受信機であって、第１～１７のいずれかの技
術手段であるＡＶサーバ装置を内蔵していることを特徴とする。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　第２０の技術手段は、ＡＶサーバ内蔵パソコンであって、第１～１７のいずれかの技術
手段であるＡＶサーバ装置を内蔵していることを特徴とする。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００２７】
　本発明によれば、ＴＶ受信機で受信した映像を高品位なままで、ＬＡＮ経由で他の部屋
のテレビジョン装置、或いはパーソナルコンピュータで視聴ができる。また、ＬＡＮ経由
でパーソナルコンピュータやネットワークから取得してきた映像を既存のＩＥＥＥ１３９
４端子のみ持つテレビジョン装置にて新たな端子や機能などを付け加えることなく高品位
のまま視聴することができる。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　図２（Ａ）は、本発明の実施形態に係るＡＶサーバ装置の機能ブロック図を示す。ＡＶ
サーバ装置１０は、コンテンツ記録部であるＨＤＤ１１と、受信したコンテンツのフォー
マットを制御部１６からの指示に応じて所定のフォーマットに変換するフォーマット変換
部１２-１と、送信するコンテンツのフォーマットを制御部１６からの指示に応じて所定
のフォーマットに変換するフォーマット変換部１２－２と、ＮＩＣ１３－１にＤＴＣＰ－
ＩＰチップ１３－２組み込んで構成されＬＡＮに準拠した通信インターフェース１３と、
ＩＥＥＥ１３９４規格の通信インターフェース１４と、ＰＣなどの外部機器を直接ＨＤＤ
１１に接続するためのＵＳＢインターフェース１５と、ＣＰＵ（中央演算処理部）１６と
を含んで構成される。また、ＡＶサーバ装置１０は、各通信インターフェース１３、１４
、１５にそれぞれ対応したＬＡＮ端子１７、ＩＥＥＥ１３９４端子１８、ＵＳＢ端子１９
を備えている。なお、本実施形態では、各通信インターフェースとそれに対応した端子は
それぞれ１つになっているが、同じものを複数備えるようにしても良い。また、ＨＤＤ１
１に直接接続するためのインターフェースとしては、ＵＳＢの他に、ＰＬＣ（Power Line
 Communications：高速電力通信）、家電向けに策定された無線通信規格であるＺｉｇＢ
ｅｅ（ジグビー）、有線ＬＡＮ、赤外線、ＨＤＭＩ、ＰＣＩ、ＳＣＡＳＩ、ＳＡＴＡ、Ａ
ＴＡなどに対応したものであっても良い。
また、通信インターフェース１３はＤＬＮＡに対応したものであっても良い。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　ＣＰＵ（中央演算処理装置）１６は、外部機器から要求指示があると、コンテンツデー
タをＨＤＤ１１に記録する際の処理やＨＤＤ１１に記録されたコンテンツを再生出力する
際の処理を実行するための各プログラムにしたがって、一連の処理・命令を実行する。各
プログラムは図示しないＲＯＭやフラッシュメモリに記憶されている。
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　図２（Ｂ）は、前記フォーマット変換部１２－１（１２－２）におけるスルーの切換え
に関する説明図であり、３個の切換えスイッチ１２ａ，１２ｂおよび１２ｃが入出側およ
び図のように設けられており、制御部１６から指示により、フォーマット変換を行う場合
とスルーの場合、あるいはレート変換を行う場合と行わない場合の切換え制御が行われる
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。例えば、通信インターフェース１４（ＩＥＥＥ１３９４）により受信したコンテンツの
フォーマットがＭＰＥＧ２－ＴＳの場合に直接ＨＤＤ１１に書き込めるケースでは、切換
えスイッチ１２ａは端子１２ａ２側に、切換えスイッチ１２ｂのフォーマット変換側は端
子１２ｂ２側にそれぞれ切換えられ、また、受信の場合は、レート変換は行われないので
切換えスイッチ１２ｂのレート変換側は端子１２ｂ４側に、切換えスイッチ１２ｃは端子
１２ｃ２側にそれぞれ切換えられる。また、再生出力の場合、レート変換とフォーマット
を変換が行われる場合は、切換えスイッチ１２ｃは端子１２ｃ１に、切換えスイッチ１２
ｂのレート変換側は端子１２ｂ３側に、フォーマット変換側は１２ｂ１に、切換えスイッ
チ１２ａは端子１２ａ１側にそれぞれ切換えられる。
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
　コンテンツのリスト情報に付加される属性情報としては、例えば、図４に示すようにコ
ンテンツのファイル名の他に、記録元インターフェースの種類（ＩＥＥＥ１３９４、ＬＡ
Ｎなど）、コンテンツのフォーマット情報（ＭＰＥＧ２－ＴＳ、ＭＰＥＧ４、ＭＰＥＧ２
－ＰＳ、ＭＰＥＧ４など）、著作権保護情報（コピー可、コピー不可、１回だけコピー可
など）、著作権保護の認証方法（ＤＴＣＰ、ＤＴＣＰ－ＩＰなどのＤＲＭ（Ｄｉｇｉｔａ
ｌ　Ｒｉｇｈt　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ））が採用される。
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
　図５は、コンテンツの属性情報と出力先インターフェースの種類、ＤＲＭから、再生出
力の可否を判断する例を、ＩＥＥＥ１３９４とＬＡＮ（認証がＤＴＣＰ－ＩＰに準拠）の
場合の例を示す。
　例えば、記録元および出力先が共にＩＥＥＥ１３９４でＤＴＣＰの認証が「あり」の場
合は、著作権保護情報に関係なくすべて「出力可」になる。記録元および出力先が共にＩ
ＥＥＥ１３９４であっても、ＤＴＣＰの認証が「なし」の場合は、著作権保護情報がフリ
ーの場合のみ「出力可」になる。
　また、記録元がＩＥＥＥ１３９４で出力先がＬＡＮ、ＤＴＣＰ－ＩＰの認証が「あり」
の場合は、著作権保護情報に関係なくすべて「出力可」になる。記録元がＩＥＥＥ１３９
４で出力先がＬＡＮ、ＤＴＣＰ－ＩＰの認証が「なし」の場合は、著作権保護情報が「フ
リー」場合のみ「出力可」となる。このケースは、現時点のＩＥＥＥ１３９４の規格では
明確になっていないが、著作権保護情報のないフリーのコンテンツについては転送しても
問題はないので「出力可」としている。
　また、記録元および出力先が共にＬＡＮで、ＤＴＣＰ－ＩＰの認証が「なし」の場合も
同様に、著作権保護情報が「フリー」場合のみ「出力可」としている。
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　図６は、再生時の処理についての一例を示すフローチャートである。本装置に接続され
ている外部機器から、あるコンテンツの再生要求があると、先ず、ステップＳ１で、ＨＤ
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Ｄ１１に記録されているそのコンテンツの属性情報に基づいて、そのコンテンツの記録元
通信インターフェースの規則では、それを再生出力する通信インターフェースでそのコン
テンツを送信することを許可しているか否か、ＤＴＣＰ-ＩＰなどのＤＲＭの認証の有無
などから判定する。例えば、記録元がＩＥＥＥ１３９４で再生出力する通信インターフェ
ースもＩＥＥＥ１３９４の場合は送信が禁止されていないので「出力可」と判定される（
Ｓ１／Ｙ）。これに対し、再生出力する通信インターフェースの規格、例えばＩＥＥＥ１
３９４ではそのコンテンツの送信が禁止されていたり、あるいは、その通信インターフェ
ースが未知のものであったりした場合は「不可」と判定され（Ｓ１／Ｎ）、そのコンテン
ツの再生出力は行われない。
【手続補正２６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　図７は、録画時の処理についての一例を示すフローチャートである。本装置に接続され
ている外部機器からの録画要求があると、ステップＳ１１で録画するコンテンツに著作権
保護が有るか否かをしらべ、著作権保護が有る場合は（Ｓ１１／Ｙ）、ステップＳ１２で
著作権保護の認証を行い、認証に成功し、コンテンツの録画が可能であると判定されると
（Ｓ１３／Ｙ）、ステップＳ１４に進み、録画元より録画領域（又はディレクトリ）を選
択して録画を開始する。ステップＳ１３において、認証に成功しない場合やコンテンツの
録画が不可能な場合は（Ｓ１３／Ｎ）、コンテンツの録画を行わない。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment

