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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力された符号化音声データのうち、所定の符号化方式で符号化された符号化音声デー
タを復号化する復号部と、
　第１の出力制御信号に従って、前記復号部で復号化された音声データを出力する第１の
出力部と、
　第２の出力制御信号に従って、前記入力された符号化音声データのうち、前記復号部で
復号化される符号化音声データ、又は前記復号部で復号化される符号化音声データとは異
なる符号化音声データを外部に出力する第２の出力部と、
　前記復号部で復号化された音声データから、著作権情報を検出して出力する著作権情報
検出部と、
　前記第２の出力部から出力された符号化音声データを受け取る外部機器との間で通信を
行う通信部と、
　前記著作権情報と前記通信部が前記外部機器から受け取った著作権情報検出結果とに応
じて前記第１及び第２の出力制御信号を出力する出力制御部とを備える
復号化装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の復号化装置において、
　前記出力制御部は、
　前記第２の出力部から出力された符号化音声データが不正なものであることを、前記著



(2) JP 4630753 B2 2011.2.9

10

20

30

40

50

作権情報検出結果が示している場合には、前記第１及び第２の出力部の出力を停止させる
ように、前記第１及び第２の出力制御信号を出力するものである
ことを特徴とする復号化装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の復号化装置において、
　前記通信部は、
　前記外部機器が著作権情報を検出する機能を備えていないことを認識した場合には、前
記第２の出力部が符号化音声データを出力しないように、前記出力制御部に前記第２の出
力制御信号を出力させるものである
ことを特徴とする復号化装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、符号化された画像データや音声データを復号化する復号化装置に関し、特に
、著作権保護技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタル化された画像データや音声データは、通常、高能率符号化処理により情報量が
削減され、その後、多重化されて記録媒体への記録や伝送が行われる。記録媒体の主な例
としては、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）が挙げられる。伝送の主な例としては、デ
ジタルテレビやインターネットでの配信が挙げられる。
【０００３】
　画像データは、主にＭＰＥＧ－２（Moving Picture Experts Group-2）やＭＰＥＧ－４
方式等によって符号化され、音声データは、主にＤｏｌｂｙ　Ｄｉｇｉｔａｌ（登録商標
）、ＤＴＳ（Digltal Theater Systems）（登録商標）、ＭＰＥＧ　Ａｕｄｉｏ、ＰＣＭ
（Pulse Code Modulation）方式等によって符号化される。
【０００４】
　これらの符号化方式で符号化された音声データを、以下では符号化音声データと称する
こととする。符号化音声データとして、複数チャンネルの音声データが符号化されている
ことが多い。
【０００５】
　画像や音声をデジタルデータ化すると、記録や伝送を行う際の利便性が高くなる一方、
劣化することなく複製することができるようになるので、著作権の侵害が問題となる。こ
の問題に対処するため、画像データや音声データに著作権情報を埋め込む技術が開発され
ている。技術の詳細は省略するが、例えばＤＶＤ－Ａｕｄｉｏ等ではすでにこのような技
術が採用されている。
【０００６】
　著作権情報を検出するためには、画像データや音声データを復号化し、検出処理を行う
必要がある。また、これとは別にネットワーク等と通信を行うことによって著作権情報を
管理する方法もあり、例えば、認証用のデータベースを用いた技術の一例が、下記特許文
献１に開示されている。
【０００７】
　また、ＣＤ（Compact Disc）やＤＶＤを再生する機器には、ＡＶ（audiovisual）アン
プ等の外部機器を接続することができる。例えば、ＤＶＤプレーヤーで再生できない符号
化方式の符号化音声データを、このプレーヤーに接続されたＡＶアンプで再生することが
可能である。
【特許文献１】特開２００２－３５９８３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
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　しかし、ＣＤやＤＶＤ等のパッケージメディアについてネットワークを介した認証を行
うことは、煩雑である。また、ネットワーク機能を搭載した機器でしか再生ができなくな
ってしまう。
【０００９】
　また、外部機器を接続して再生を行う場合には、ＤＶＤプレーヤー側では外部機器へ出
力される符号化音声データの著作権を確認できないことが問題となる。
【００１０】
　本発明は、符号化音声データを外部で復号化する場合においても、著作権保護を行うこ
とができるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、復号化装置として、復号化できない符号化音声データを外部機器で復号化す
る場合に、前記外部機器での著作権情報の検出結果に従って、データの出力制御を行うよ
うにするものである。
【００１２】
　より具体的には、本発明は、復号化装置として、入力された符号化音声データのうち、
所定の符号化方式で符号化された符号化音声データを復号化する復号部と、第１の出力制
御信号に従って、前記復号部で復号化された音声データを出力する第１の出力部と、第２
の出力制御信号に従って、前記入力された符号化音声データのうち、前記復号部で復号化
される符号化音声データ、又は前記復号部で復号化される符号化音声データとは異なる符
号化音声データを外部に出力する第２の出力部と、前記復号部で復号化された音声データ
から、著作権情報を検出して出力する著作権情報検出部と、前記第２の出力部から出力さ
れた符号化音声データを受け取る外部機器との間で通信を行う通信部と、前記著作権情報
と前記通信部が前記外部機器から受け取った著作権情報検出結果とに応じて前記第１及び
第２の出力制御信号を出力する出力制御部とを備えるものである。
【００１３】
　これによると、符号化音声データを外部機器で復号化する場合にも、著作権情報に応じ
て第１及び第２の出力部からの出力を制御することができ、著作権保護を図ることができ
る。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によると、外部機器から著作権情報の検出結果を受け取るので、符号化音声デー
タを外部機器で復号化する場合においても、コンテンツの著作権を保護することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００１６】
　図１は、本発明の実施形態に係る復号化装置のブロック図である。図１の復号化装置１
００は、入力部１２と、復号部１４と、第１の出力部１６と、第２の出力部１８と、通信
部２２と、著作権情報検出部２６と、出力制御部２８とを備えている。図１の復号化装置
１００は、例えば、音声用ウォーターマーク検出機能付ＤＶＤプレーヤーに用いられる。
【００１７】
　入力部１２には、例えばＤＶＤから読み出されたコンテンツのデータＲＤがストリーム
として入力されている。このデータＲＤには、符号化された画像及び音声のデータが多重
化されている。データＲＤの符号化音声データには、著作権情報が埋め込まれている。入
力部１２は、入力されたデータＲＤを符号化画像データと符号化音声データとに分離して
復号部１４に出力し、符号化音声データを第２の出力部１８に出力する。
【００１８】
　復号部１４は、符号化画像データ及び符号化音声データをＭＰＥＧ－２方式等によって
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復号化し、得られた復号化された画像データ及び音声データを第１の出力部１６及び著作
権情報検出部２６に出力する。第１の出力部１６は、復号化された画像データ及び音声デ
ータを、出力制御部２８から出力された出力制御信号ＣＳ１に従って出力する。
【００１９】
　著作権情報検出部２６は、復号化された音声データに埋め込まれた著作権情報を検出し
、検出された著作権情報を出力制御部２８に出力する。
【００２０】
　第２の出力部１８は、符号化音声データを、出力制御部２８から出力された出力制御信
号ＣＳ２に従って外部機器８２に出力する。第２の出力部１８は、復号部１４で復号化さ
れる符号化音声データ、すなわち、第１の出力部１６が出力する音声データと同じ符号化
方式で符号化された符号化音声データを出力してもよいし、これとは異なる符号化音声デ
ータを出力してもよい。外部機器８２は、第２の出力部１８から出力された符号化音声デ
ータを復号化し、更に著作権情報を検出して、その結果を通信部２２に出力する。通信部
２２は、外部機器８２から受け取った著作権情報検出結果を出力制御部２８に出力する。
【００２１】
　出力制御部２８は、著作権情報検出部２６及び通信部２２の出力に従って、第１及び第
２の出力部１６，１８の出力処理をそれぞれ制御する出力制御信号ＣＳ１，ＣＳ２を出力
する。特に、出力制御部２８は、検出された著作権情報に基づいて、再生中のコンテンツ
が不正なコンテンツであると判定した場合には、第１及び第２の出力部１６，１８の出力
を停止させるように、第１及び第２の出力制御信号ＣＳ１，ＣＳ２を出力する。
【００２２】
　第２の出力部１８から出力された符号化音声データが不正なものであることを、外部機
器８２から出力された著作権情報検出結果が示している場合にも、出力制御部２８は、第
１及び第２の出力部１６，１８の出力を停止させるように、第１及び第２の出力制御信号
ＣＳ１，ＣＳ２を出力する。
【００２３】
　図２は、図１の復号化装置に入力される符号化音声ストリームの構成例を示す説明図で
ある。図２のように、入力部１２に入力される１つの符号化音声ストリーム中には、複数
の符号化音声パケットが含まれている。また、１つの符号化音声パケットには、異なる符
号化方式によって符号化された複数の種類の符号化音声データが含まれている。ここでは
、符号化画像データについての説明は省略する。
【００２４】
　符号化音声パケットには、例えば、第１の符号化音声データと第２の符号化音声データ
とが交互に含まれている。ここでは例として、第１の符号化音声データはＤｏｌｂｙ　Ｄ
ｉｇｉｔａｌ方式によって符号化されたデータ（Ｄｏｌｂｙ　Ｄｉｇｉｔａｌデータ）で
あり、第２の符号化音声データはＤＴＳ方式によって符号化されたデータ（ＤＴＳデータ
）であるとする。
【００２５】
　例えば、第１の出力部１６がＤｏｌｂｙ　Ｄｉｇｉｔａｌデータが復号化されて得られ
た音声データを出力し、第２の出力部１８がＤＴＳデータを出力する場合を考える。この
場合、ＤＴＳデータは、著作権情報が検出されないまま出力されることになる。
【００２６】
　エラー等が原因で、Ｄｏｌｂｙ　Ｄｉｇｉｔａｌデータが復号化された結果から著作権
情報が検出できなかった場合には、ＤＴＳデータから著作権情報を検出する必要がある。
このような場合、外部機器８２が、第２の出力部１８から出力されたＤＴＳデータを復号
化し、著作権情報を検出して通信部２２に出力する。このため、出力制御部２８は、ＤＴ
Ｓデータから検出された著作権情報に基づいて、第１及び第２の出力部１６，１８の出力
を制御することができる。
【００２７】
　以上のように、図１の復号化装置によると、第１の符号化音声データから著作権情報を
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を検出することができ、より高いレベルの著作権保護を行うことができる。
【００２８】
　また、通信部２２は、外部機器８２が著作権情報検出機能を備えているか否かを認識し
、その結果を出力制御部２８に出力する。外部機器８２が著作権情報検出機能を備えてい
ないことを通知された場合には、出力制御部２８は、第２の出力部１８の出力を停止させ
る。これにより、著作権保護を行うことができない外部機器へはデータを出力しないよう
にすることができる。
【００２９】
　なお、第２の出力部１８と通信部２２とを備えるものとして説明したが、これらを１つ
のブロックとして実現してもよい。
【００３０】
　また、第２の出力部１８と外部機器８２との間の通信、及び外部機器８２と通信部２２
との間の通信を、１本の通信線で行ってもよく、例えばＨＤＭＩ（High-Definition Mult
imedia Interface）によって行うようにしてもよい。
【００３１】
　また、例として、ＤＶＤから読み出されたデータを対象として処理する場合について説
明したが、これには限られず、その他の光ディスクやハードディスク等の他の記録媒体の
データ、半導体メモリから読み出されたデータ、放送されたデータ、ネットワーク経由で
受け取ったデータ等を対象として処理するようにしてもよい。
【００３２】
　以上の処理は、ハードウェアによって実現することはもちろん、プロセッサを用いてソ
フトウェアによって実現することも可能である。また、一部の処理をハードウェアによっ
て行い、残りの処理をソフトウェアによって行うようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００３３】
　以上説明したように、本発明は、符号化音声データを外部機器で復号化する場合におい
ても、コンテンツの著作権を保護することができるので、ＤＶＤプレーヤー等に有用であ
り、更に、その他の光ディスクプレーヤー、ハードディスクドライブプレーヤー、半導体
プレーヤー、ネットワークプレーヤー等にも有用である。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の実施形態に係る復号化装置のブロック図である。
【図２】図１の復号化装置に入力される符号化音声ストリームの構成例を示す説明図であ
る。
【符号の説明】
【００３５】
１４　復号部
１６　第１の出力部
１８　第２の出力部
２２　通信部
２６　著作権情報検出部
２８　出力制御部
８２　外部機器
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