
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディジタルデータの記録再生を行う装置において上記ディジタルデータの複製を制御す
る方法であって、
　対価の支払いに基づいて得られる情報であって、上記ディジタルデータの複製を許可す
る回数を示す許可情報を上記装置の外部から入力し、上記ディジタルデータの記録媒体へ
の記録に先立って上記許可情報を上記記録媒体に記録するステップと、
　上記許可情報を上記記録媒体から読み出すステップと、
　 判別情報によって ディジタル
データに関して、上記ディジタルデータの複製が行われた回数が上記許可情報が示す上記
ディジタルデータの複製を許可する回数より 場合に、上記ディジタルデータを上記
記録媒体に記録することを許可

するステップと、
　からなることを特徴とする制御方法。
【請求項２】
　ディジタルデータの複製を制御する装置であって、
　対価の支払いに基づいて得られる情報であって、上記ディジタルデータの複製を許可す
る回数を示す許可情報を上記装置の外部から入力し、上記ディジタルデータの記録媒体へ
の記録に先立って上記許可情報を上記記録媒体に記録する手段と、
　上記許可情報を上記記録媒体から読み出す手段と、
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　 判別情報によって ディジタル
データに関して、上記ディジタルデータの複製が行われた回数が上記許可情報が示す上記
ディジタルデータの複製を許可する回数より 場合に、上記ディジタルデータを上記
記録媒体に記録することを許可

する手段と
　からなることを特徴とする制御装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、著作権を保護するため、ディジタル信号の記録（ダビング）禁止／制
するようにした制御方法および制御装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ディジタル記録再生装置、例えばディジタルＶＣＲでは、ダビングを行っても殆ど画質／
音質の劣化がないことから、著作権を保護するために、ダビングの禁止や制限、または再
生の禁止や制限を行う必要がある。そこで、アナログ信号が入力されディジタル信号に変
換されて記録される場合には、アナログ信号の垂直ブランキング期間に著作権保護情報が
重畳される。この著作権保護情報により、ディジタル信号のダビング禁止または制限がな
される。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
また、上述のように、ディジタル信号では、ダビングを行っても信号が劣化しないので、
その信号の著作権を保護することが望まれる。そこで、ディジタル信号が入力されて記録
される場合には、ディジタル信号中に著作権保護情報が重畳され、ダビングの禁止や制限
がなされることが望まれる。また、記録媒体上に著作権保護情報を設けて、ダビングの禁
止や制限がなされることが考えられる。さらに、信号を再生する場合にも、再生の禁止や
制限を行うことが望まれ、これにより、著作権を適切に保護することができるようになる
。
【０００４】
従って、この発明の目的は、ディジタルデータの複製を効果的に制限することができるた
制御方法および制御装置を提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上述した課題を解決するために、請求項１の発明は、ディジタルデータの記録再生を行
う装置においてディジタルデータの複製を制御する方法であって、
　対価の支払いに基づいて得られる情報であって、ディジタルデータの複製を許可する回
数を示す許可情報を装置の外部から入力し、ディジタルデータの記録媒体への記録に先立
って許可情報を記録媒体に記録するステップと、
　許可情報を記録媒体から読み出すステップと、
　 判別情報によって ディジタルデー
タに関して、ディジタルデータの複製が行われた回数が許可情報が示すディジタルデータ
の複製を許可する回数より 場合に、ディジタルデータを記録媒体に記録することを
許可 するステップと、
　からなることを特徴とする制御方法である。
【０００８】
　請求項２の発明は、ディジタルデータの複製を制御する装置であって、
　対価の支払いに基づいて得られる情報であって、ディジタルデータの複製を許可する回
数を示す許可情報を装置の外部から入力し、ディジタルデータの記録媒体への記録に先立
って許可情報を記録媒体に記録する手段と、
　許可情報を記録媒体から読み出す手段と、
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　 判別情報によって ディジタルデー
タに関して、ディジタルデータの複製が行われた回数が許可情報が示すディジタルデータ
の複製を許可する回数より 場合に、ディジタルデータを記録媒体に記録することを
許可 する手段と
　からなることを特徴とする制御装置である。
【００１０】
　この発明では、対価の支払いに基づいて得られる情報であって、

ディジタルデータの複製を許可する
回数を示す許可情報によってディジタルデータの複製の可否が制御される 許可情報は、

支払った対価に基づいて回数が 設定さ 支払
った対価に応じてディジタルデータの複製が可能となる。それによって著作権保護をなし
うる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
図１は、この発明を適用できる記録再生システム（例えばディジタルＶＣＲ）の一例を示
すもので、ディジタルＶＣＲ１には、条件判断論理回路３と、記録回路４と、再生回路５
と、時間情報生成部６とが備えられている。ディジタルＶＣＲ１のテープカセット２には
、条件記憶メモリ９が備えられている。この条件記憶メモリ９は、ディジタルビデオ信号
を記録する記録媒体毎に用意されており、この条件記憶メモリ９は、例えば、磁気テープ
１１の所定のエリア（例えばサブコードエリア）に設けられる。または、この条件記憶メ
モリ９は、テープカセット２に一体的に取り付けられた半導体メモリ（ＭＩＣと称される
）に設けられる。または、この条件記憶メモリ９は、磁気テープ１１の所定のエリア（例
えばサブコードエリア）と、テープカセット２に一体的に取り付けられたＭＩＣとの双方
に設けられる。
【００１２】
図１において、入力部７からアナログビデオ信号またはディジタルビデオ信号が入力され
る。入力信号がアナログビデオ信号の場合は、例えば垂直ブランキング期間に図４および
図５に示される著作権保護情報（ｂｉｔ１～ｂｉｔ２０）が重畳されており、入力信号が
ディジタルビデオ信号の場合は、例えば図６および図７に示されるようにディジタルデー
タ中に著作権保護情報が重畳されている。なお、著作権保護情報については後に詳述する
。入力された信号は、記録回路４で所定の処理がなされ、記録／再生ヘッド１０を介して
磁気テープ１１上に記録される。
【００１３】
また、条件記憶メモリ９には、著作権保護情報として以下の６つの情報を記憶することが
できる。即ち、記録が許可されているか否かまたは記録の禁止あるいは制限を示す情報（
ａ）、ダビングが許可された記録時間情報またはこの記録時間に対応した前払い料金情報
（ｂ）、再生が許可されているか否かまたは再生の禁止あるいは制限を示す情報（ｃ）、
再生が許可された再生時間情報またはこの再生時間に対応した前払い料金情報（ｄ）、記
録されているソフトの単位時間当たりの記録に対して課金される著作権料に対応した料金
カテゴリーを示す情報（ｅ）、記録されているソフトの単位時間当たりの再生に対して課
金される著作権料に対応した料金カテゴリーを示す情報（ｆ）が条件記憶メモリ９に記憶
可能である。
【００１４】
条件判断論理回路３は、記録モード時、入力信号中の著作権保護情報と条件記憶メモリ９
の著作権保護情報とに基づき、以下の３種類のパターンで記録回路４を制御する。入力信
号中の著作権保護情報中にダビングの禁止または制限の情報がない場合は、記録回路４に
よる入力信号の正常な記録を可能とする（１）。入力信号中の著作権保護情報中にダビン
グの禁止または制限の情報があり、条件記憶メモリ９の著作権保護情報中に記録が許可さ
れていることを示す情報がない場合は、記録回路４による入力信号の正常な記録を不可能
とする。正常な記録を不可能とする例として、入力信号に対するＡＧＣ（ Automatic Gain
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 Control）の動作を乱す等して記録レベルを正常値と異ならせる、入力信号にスクランブ
ルをかける、入力信号のデスクランブルを禁止する等がある（２）。入力信号中の著作権
保護情報中にダビングの禁止または制限の情報があり、条件記憶メモリ９の著作権保護情
報中に記録が許可されていることを示す情報がある場合には、ダビングの許可された記録
時間情報またはこの記録時間に対応した前払い料金情報に応じて記録回路４による入力信
号の正常な記録を可能とする。入力信号の記録の際、入力信号中の著作権保護情報は条件
記憶メモリ９および／または条件記憶メモリ９と異なる磁気テープ１１の所定のエリアに
記憶される（３）。
【００１５】
また、条件判断論理回路３には、入力信号中の著作権保護情報の代わりに、ディジタルＶ
ＣＲの外部から入力信号に関連する著作権保護情報を入力してもよい。
【００１６】
条件判断論理回路３は、再生モード時、条件記憶メモリ９の著作権保護情報に基づき、以
下の２種類のパターンで再生回路５を制御する。条件記憶メモリ９の著作権保護情報中に
再生が許可されているか否かまたは再生の禁止あるいは制限を示す情報がない場合は、再
生回路５による記録信号の正常な再生を可能とする（４）。条件記憶メモリ９の著作権保
護情報中に再生が許可されているか否かまたは再生の禁止あるいは制限を示す情報がある
場合には、再生が許可された再生時間情報またはこの再生時間に対応した前払い料金情報
に応じて再生回路５による記録信号の正常な再生を可能または不可能とする。正常な再生
を不可能とする例として、再生信号に対するＡＧＣの動作を乱す等して再生レベルを正常
値と異ならせる、再生信号にスクランブルをかける、再生信号のデスクランブルを禁止す
る等がある（５）。
【００１７】
ここで、入力信号中の著作権保護情報中にダビングの禁止または制限の情報があり、条件
記憶メモリ９の著作権保護情報中に記録が許可されていることを示す情報がある場合の条
件判断論理回路３の制御動作について説明する。
【００１８】
メモリ９の著作権保護情報中のダビングの許可された記録時間情報またはこの記録時間に
対応した前払い料金情報のうち、ダビングの許可された記録時間情報をＲＴ０、ダビング
の許可された記録時間に対応した前払い料金情報をＲＭ０とする。また、著作権保護情報
を有する入力信号の単位時間当たりの記録に対して課金される著作権料をＲＣｉ（ｉ＝１
～ｎ：≧１）とする。課金される著作権料ＲＣｉは、単一でもよいし、例えば、公開され
て間もないソフトに対しては課金される著作権料を高く設定し、公開されて時間が経過し
たソフトに対しては課金される著作権料を低く設定する場合などのように、各ソフト毎に
課金される著作権料を設定するために、課金される著作権料ＲＣｉを複数設定することが
できる。
【００１９】
ここで単位時間当たりの記録に対して課金される著作権料がＲＣｉの入力信号をある時間
ＲＴ１だけ記録する場合について述べる。この記録時間ＲＴ１は、時間情報生成部６から
得られる時間情報により求められる。この時間ＲＴ１に対して課金される著作権料ＲＣＰ
は、
ＲＣＰ＝ＲＣｉ×ＲＴ１
となる。
【００２０】
この記録が終了するとメモリ９の著作権保護情報中のダビングの許可された記録時間情報
またはこの記録時間に対応した前払い料金情報は以下の様に書き換えられる。このＲＴ０
またはＲＭ０の書き換えはダビングの終了時に一度行ってもよいし、所定時間毎に書き換
えてもよい。ダビングの許可された記録時間情報ＲＴ０は、
ＲＴ０－ＲＴ１⇒ＲＴ０
となる。　但し、ＲＴ０が、あるＲＣｉに対して定められており、入力された信号が異な
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るＲＣ１（ｉ≠１）を有する時は、
ＲＴ０－（ＲＴ１×ＲＣ１／ＲＣｉ）⇒ＲＴ０
と換算されて書き換えられる。
【００２１】
また、ダビングの許可された記録時間に対応した前払い料金情報ＲＭ０は、
ＲＭ０－ＲＣＰ⇒ＲＭ０
となる。このＲＴ０またはＲＭ０が０となったとき、ダビングは禁止または制限される。
つまり入力信号の正常な記録が不可能とされる。
【００２２】
従って、このＲＴ０またはＲＭ０は、条件判断論理回路３により０か否かを識別すること
により、記録が許可されているか否かまたは記録の禁止あるいは制限を示す情報（ａ）と
して用いることができる。
【００２３】
また、ダビングの許可された記録時間情報（ＲＴ０）またはダビングの許可された記録時
間に対応した前払い料金情報（ＲＭ０）、著作権保護情報を有する入力信号の単位時間当
たりの記録に対して課金される著作権料（ＲＣｉ（ｉ＝１～ｎ：ｎ≧１））を、ダビング
の許可された記録回数情報（ＲＴ０）またはダビングの許可された記録回数に対応した前
払い料金情報（ＲＭ０）、著作権保護情報を有する入力信号の記録回数に対して課金され
る著作権料（ＲＣｉ（ｉ＝１～ｎ：ｎ≧１））としてもよい。
【００２４】
ダビングの際に、入力信号中の、あるいはディジタルＶＣＲの外部から入力される、入力
信号の単位時間当たりの記録に対して課金される著作権料（ＲＣｉ）を、記録されている
ソフトの単位時間当たりの記録に対して課金される著作権料に対応した料金カテゴリーを
示す情報（ｅ）として条件記憶メモリ９に記憶することができる。
【００２５】
さらに、ダビングの際に、入力信号中の、あるいはディジタルＶＣＲの外部から入力され
る、入力信号の単位時間当たりの再生に対して課金される著作権料（ＰＣｉ）を、記録さ
れているソフトの単位時間当たりの再生に対して課金される著作権料に対応した料金カテ
ゴリーを示す情報（ｆ）として条件記憶メモリ９に記憶することができる。
【００２６】
次に、条件記憶メモリ９の著作権保護情報中に再生が許可されているか否かまたは再生の
禁止あるいは制限を示す情報がある場合の条件判断論理回路３の動作について説明する。
【００２７】
メモリ９の著作権保護情報中の再生が許可された再生時間情報またはこの再生時間に対応
した前払い料金情報のうち、再生が許可された再生時間情報＝ＰＴ０、再生の許可された
再生時間に対応した前払い料金情報＝ＰＭ０とする。また、著作権保護情報を有する入力
信号の単位時間当たりの再生に対して課金される著作権料をＰＣｉ（ｉ＝１～ｎ：ｎ≧１
）とする。課金される著作権料ＰＣｉは、単一でもよいし、例えば、公開されて間もない
ソフトに対しては課金される著作権料を高く設定し、公開されて時間が経過したソフトに
対しては課金される著作権料を安く設定する場合等のように、各ソフト毎に課金される著
作権料を設定するために、課金される著作権料ＰＣｉを複数設定することができる。
【００２８】
ここで、単位時間当たりの再生に対して課金される著作権料がＰＣｉの入力信号をある時
間ＰＴ１だけ再生するとする。この再生時間ＰＴ１は、時間情報生成部から得られる時間
情報により得られる。この時間ＰＴ１に対して課金される著作権料ＰＣＰは次の様になる
。
ＰＣＰ＝ＰＣｉ×ＰＴ１
【００２９】
この再生が終了するとメモリ９の著作権保護情報中の再生の許可された再生時間情報また
はこの再生時間に対応した前払い料金情報は以下の様に書き換えられる。このＰＴ０また
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はＰＭ０の書き換えはダビングの終了時に一度行ってもよいし、所定時間毎に書き換えて
もよい。再生の許可された再生時間情報ＰＴ０は、
ＰＴ０－ＰＴ１⇒ＰＴ０
となる。但し、ＰＴ０が、あるＰＣｉに対して定められており、入力された信号が異なる
ＰＣ１（ｉ≠１）を有する時、再生時間情報ＰＴ０は、
ＰＴ０－（ＰＴ１×ＰＣ１／ＰＣｉ）⇒ＰＴ０
となる。
【００３０】
また、再生の許可された再生時間に対応した前払い料金情報ＰＭ０は、
ＰＭ０－ＰＣＰ⇒ＰＭ０
より求められる。このＰＴ０またはＰＭ０が０となったき、再生は禁止または制限される
。つまり記録信号の正常な再生が不可能とされる。
【００３１】
従って、このＰＴ０またはＰＭ０は、条件判断論理回路３により０か否かを識別すること
により、再生が許可されているか否かまたは再生の禁止あるいは制限を示す情報（ｃ）と
して用いることができる。
【００３２】
また、再生の許可された再生時間情報（ＰＴ０）またはこの再生時間に対応した前払い料
金情報（ＰＭ０）、著作権保護情報を有する入力信号の単位時間当たりの再生に対して課
金される著作権料（ＰＣｉ（ｉ＝１～ｎ：ｎ≧１））を、再生の許可された再生回数情報
（ＰＴ０）または再生の許可された記録回数に対応した前払い料金情報（ＰＭ０）、著作
権保護情報を有する入力信号の再生回数に対して課金される著作権料（ＰＣｉ（ｉ＝１～
ｎ：ｎ≧１））としてもよい。
【００３３】
図２は、この発明が適用できる記録システム（例えばディジタルＶＣＲの記録系）の一例
を示すもので、ディジタルＶＣＲ１には、条件判断論理回路３と、記録回路４と、時間情
報生成部６とが備えられている。ディジタルＶＣＲのテープカセット２には、条件記憶メ
モリ９が備えられている。これらは図１の同じ番号のものに対応しており、構成／機能は
同じであるので説明は省略する。
【００３４】
図３は、この発明が適用できる再生システム（例えばディジタルＶＣＲの再生系）の一例
を示すもので、ディジタルＶＣＲ１には、条件判断論理回路３と、再生回路５と、時間情
報生成部６とが備えられている。ディジタルＶＣＲのテープカセット２には、条件記憶メ
モリ９が備えられている。これらは図１の同じ番号のものに対応しており、構成／機能は
同じであるので説明は省略する。
【００３５】
図４および図５は、入力信号がアナログビデオ信号の場合の垂直ブランキング期間に重畳
されている著作権保護情報を説明するための図である。図４に示すように、著作権保護情
報は、垂直ブランキング期間に重畳される２０ビットの信号である。この２０ビットの信
号の前には、リファレンスビットが設けられる。
【００３６】
２０ビットの信号は、図５に示すように、６ビットのワード０、４ビットのワード１、４
ビットのワード２、６ビットのＣＲＣからなる。ワード０には、基本パラメータ、伝送形
成に関する識別情報が挿入される。ワード１には、著作権の有無、オリジナルかどうかを
示すビットが含まれる。例えば、ワード１の第３ビットが著作権の有無を示すビットであ
り、「０」で著作権の保護があり、「１」で著作権の保護が無しとされる。ワード１の第
４ビットがオリジナルかどうかを示すビットであり、「０」は指定無、「１」は商業的に
発売された録音済ソフトウエアとされる。ワード２には、機器のカテゴリーコードが挿入
される。
【００３７】
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　図６および図７は、入力信号がディジタルビデオ信号の場合のディジタルデータ中に重
畳されている著作権保護情報を説明するための図である。図６に示すように、画像データ
ブロックＶＢおよび音声データブロックＡＢにおける各主データ１３および１４の先頭部
分に１バイト構成のダビング回数規制コード１２が挿入されている。このダビング回数規
制コード１２は、例えば、図７に示すように、先頭ビットに著作権保護対象のものである
か の判別ビットが割当られ、次の２ビットに現在のダビング回数を示すデータが割当
られ、残りの５ビットに対象の画像データのソースがテープ、ディスクまたは放送である
かの種別データが割当られている。
【００３８】
このダビング関数規制コード１２は、例えば、対象の画像データおよび音声データが著作
権保護対象で、かつ既に１回ダビングした磁気テープでは、「１０１ＸＸＸＸＸ」と表さ
れる（ここでは、カテゴリーコードをドントケアーＸＸＸＸＸとする）。
【００３９】
図８は、条件記憶メモリ９に記憶される著作権保護情報を説明するための図である。著作
権保護情報は、例えば、パック構造で記述され、１つのパックは５バイトで構成され、先
頭の１バイトがヘッダー、残りの４バイトがデータである。パックとは、データグループ
の最小単位のことで、関連するデータを集めて１つのパックが構成される。ヘッダー８ビ
ットは、上位４ビット、下位４ビットに分かれ、階層構造を形成する。パック構造は５バ
イトの固定長を基本とするが、可変長の構造を用いてもよい。
【００４０】
ＰＣ１の上位４ビット（Ｄ００）は、記録されているソフトの単位時間当たりの記録に対
して課金される著作権料に対応した料金カテゴリーを示す情報である。この４ビットによ
り、ダビングに関する１６種類の料金カテゴリーを表すことができる。
【００４１】
ＰＣ１の下位４ビット（Ｄ０１）は、記録されているソフトの単位時間当たりの再生に対
して課金される著作権料に対応した料金カテゴリーを示す情報である。この４ビットによ
り、再生に関する１６種類の料金カテゴリーを表すことができる。
【００４２】
ＰＣ２の８ビット（Ｄ０２）は、ダビングの許可された記録時間情報またはこの記録時間
に対応した前払い料金情報である。この８ビットにより、単位記録時間または単位前払い
料金の０～２５５倍の範囲で、ダビングの許可された記録時間情報またはこの記録時間に
対応した前払い料金情報を表すことができる。
【００４３】
ＰＣ３の８ビット（Ｄ０３）は、再生の許可された再生時間情報またはこの再生時間に対
応した前払い料金情報である。この８ビットにより、単位再生時間または単位前払い料金
の０～２５５倍の範囲で、再生の許可された再生時間情報またはこの再生時間に対応した
前払い料金情報を表すことができる。
【００４４】
ＰＣ４の上位４ビット（Ｄ０４）は、記録が許可されているか否かまたは記録の禁止ある
いは制限を示す情報である。この４ビットにより、著作権保護の有無と、例えばダビング
回数を表すことができる。
【００４５】
ＰＣ４の下位４ビット（Ｄ０５）は、再生の許可されているか否かまたは再生の禁止ある
いは制限を示す情報である。この４ビットにより、著作権保護の有無と、例えば再生回数
を表すことができる。
【００４６】
【発明の効果】
この発明によれば、記録時、記録媒体に設けられた条件記憶メモリに記憶された、情報信
号の記録許可回数を用いて、情報信号のダビングの許可、禁止または制限を効果的に行う
ことができる。
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【００４７】
また、この発明では、情報信号の記録回数によって料金を異なるように設定しても、各情
報信号のダビングに対する著作権料の課金を正しく行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明を適用できる記録再生システムを示す図である。
【図２】この発明を適用できる記録システムを示す図である。
【図３】この発明を適用できる再生システムを示す図である。
【図４】垂直ブランキング期間に重畳されている著作権保護情報を説明するための略線図
である。
【図５】垂直ブランキング期間に重畳されている著作権保護情報を説明するための略線図
である。
【図６】ディジタルデータ中に重畳されている著作権保護情報を説明するための略線図で
ある。
【図７】ディジタルデータ中に重畳されている著作権保護情報を説明するための略線図で
ある。
【図８】条件記憶メモリに記憶される著作権保護情報を説明するための略線図である。
【符号の説明】
１・・・ディジタルＶＣＲ、２・・・テープカセット、３・・・条件判断論理回路、４・
・・記録回路、５・・・再生回路、６・・・時間情報生成部、７・・・入力部、８・・・
出力部、９・・・条件記憶メモリ、１０・・・記録／再生ヘッド、１１・・・磁気テープ

10

20

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

(8) JP 3838223 B2 2006.10.25



【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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