
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報信号に、少なくとも、１回複製可能、これ以上の複製禁止、絶対複製禁止の３状態
が表現可能な複製制御のための電子透かし情報を重畳して伝送する場合の複製世代管理方
法において、
　

　 情報信号の書き込み・読み出しが可能な記録媒体か
ら読み出された前記情報信号に重畳されている前記電子透かし情報が、前記１回複製可能
の状態であるときには、前記記録媒体に記録されている情報は、これ以上の複製禁止の状
態の世代であると認識

　 する複製世代管理方法。
【請求項２】
　情報信号に、少なくとも、１回複製可能、これ以上の複製禁止、絶対複製禁止の３状態
が表現可能な複製制御のための電子透かし情報を重畳して伝送する場合の複製世代管理方
法において、
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前記情報信号の記録時においては、前記電子透かし情報の状態を、前記１回複製可能の
状態から変更せずに維持し、

前記情報信号の再生時においては、

し、前記絶対複製禁止の状態を表す電子透かし情報を、前記記録媒
体から読み出された情報信号の再生出力信号に重畳する

ことを特徴と

前記情報信号の記録時においては、前記電子透かし情報の状態を、前記１回複製可能の
状態から変更せずに維持し、

前記情報信号の再生時においては、情報信号の書き込み・読み出しが可能な半導体記憶



から読み出された前記情報信号に重畳されている前記電子透かし情報が、前記１回複
製可能の状態であるときには、前記 に記録されている情報は、これ以上の
複製禁止の状態の世代であると認識

　 する複製世代管理方法。
【請求項３】
　請求項 に記載の複製世代管理方法において、
　前記書き込み・読み出しが可能な記録媒体から読み出された前記情報信号に重畳されて
いる前記電子透かし情報 れ以上の複製禁止の状態であるときには、前記記録媒体か
ら読み出された前記情報信号の再生出力信号は、絶対複製禁止の状態を表す電子透かし情
報を重畳して外部装置に出力し、
　前記書き込み・読み出しが可能な記録媒体から読み出された 情報信号に重畳されて
いる前記電子透かし情報が、前記絶対複製禁止の状態であるときには、前記情報信号の再
生を禁止する
　ことを特徴とする複製世代管理方法。
【請求項４】
　請求項２に記載の複製世代管理方法において、
　 から読み出された前記情報
信号に重畳されている前記電子透かし情報が、前記１回複製可能の状態であるとき、また
は、これ以上の複製禁止の状態であるときには、前記

から読み出された情報信号の再生出力信号は、絶対複製禁止の状態を
表す電子透かし情報を重畳して外部装置に出力し、
　前記 から読み出された前記情報
信号に重畳されている前記電子透かし情報が、前記絶対複製禁止の状態であるときには、
前記情報信号の再生を禁止する
　ことを特徴とする複製世代管理方法。
【請求項５】
　請求項 に記載の複製世代管理方法において、
　前記記録媒体から読み出された情報信号のデジタル出力信号は、特定の通信インターフ
ェースを通じて出力先の装置に送出するものであって、前記デジタル出力信号に対しては
暗号化処理を施すとともに、その暗号化を解くためのキー情報を前記出力先の装置に送出
するようにするが、
　前記記録媒体から読み出された前記情報信号に重畳されている前記電子透かし情報が、
前記１回複製可能の状態であり、かつ、前記出力先の装置が記録装置であるときには、前
記暗号化を解くためのキー情報は前記出力先の装置には送出しない
　ことを特徴とする複製世代管理方法。
【請求項６】
　
　

　

　
【請求項７】
　請求項 に記載の複製世代管理方法において、
　前記情報信号を前記記録媒体に記録するに際し、記録しようとする情報信号が１回複製
可能と判断された場合には、１回複製可能を表している前記電子透かし情報はそのままと
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装置
半導体記憶装置
し、前記絶対複製禁止の状態を表す電子透かし情報を

、前記半導体記憶装置から読み出された情報信号の再生出力信号に重畳する
ことを特徴と

１

が、こ

前記

前記情報信号の書き込み・読み出しが可能な半導体記憶装置

情報信号の書き込み・読み出しが可
能な半導体記憶装置

情報信号の書き込み・読み出しが可能な半導体記憶装置

１

請求項２に記載の複製世代管理方法において、
前記半導体記憶装置から読み出された情報信号のデジタル出力信号は、特定の通信イン

ターフェースを通じて出力先の装置に送出するものであって、前記デジタル出力信号に対
しては暗号化処理を施すとともに、その暗号化を解くためのキー情報を前記出力先の装置
に送出するようにするが、

前記半導体記憶装置から読み出された前記情報信号に重畳されている前記電子透かし情
報が、前記１回複製可能の状態であり、かつ、前記出力先の装置が記録装置であるときに
は、前記暗号化を解くためのキー情報は前記出力先の装置には送出しない

ことを特徴とする複製世代管理方法。

１



して、前記情報信号に対しては暗号化処理を施して前記記録媒体に記録するようにし、
　前記記録媒体からの前記情報信号の再生時に、前記暗号化処理が前記情報信号に対して
施されておらず、かつ、前記電子透かし情報が前記１回複製可能の状態であると判断され
たときには、前記情報信号の正常な再生を禁止する
　ことを特徴とする複製世代管理方法。
【請求項８】
　
　

　

　
【請求項９】
　請求項 に記載の複製世代管理方法において、
　前記情報信号を記録媒体に記録するに際し、
　前記情報信号がいずれのメディアからの信号であるかを識別する工程を備え、当該工程
により、前記情報信号が書き込み・読み出しが可能な記録媒体から読み出されたものであ
ることが識別され、かつ、前記記録媒体に記録しようとする前記情報信号に重畳されてい
る電子透かし情報が１回複製可能を表しているときには、前記情報信号の記録を禁止する
ことを特徴とする複製世代管理方法。
【請求項１０】
　

　
　

　

　

　
【請求項１１】
　

　
　

　

　

10

20

30

40

50

(3) JP 3925584 B2 2007.6.6

請求項２に記載の複製世代管理方法において、
前記情報信号を前記半導体記憶装置に記録するに際し、記録しようとする情報信号が１

回複製可能と判断された場合には、１回複製可能を表している前記電子透かし情報はその
ままとして、前記情報信号に対しては暗号化処理を施して前記半導体記憶装置に記録する
ようにし、

前記半導体記憶装置からの前記情報信号の再生時に、前記暗号化処理が前記情報信号に
対して施されておらず、かつ、前記電子透かし情報が前記１回複製可能の状態であると判
断されたときには、前記情報信号の正常な再生を禁止する

ことを特徴とする複製世代管理方法。

１

少なくとも、１回複製可能、これ以上の複製禁止、絶対複製禁止の３状態が表現可能な
複製制御のための電子透かし情報を重畳して情報信号を記録媒体に記録する記録装置と、
前記情報信号が記録された記録媒体から前記情報信号を再生する再生装置とからなる記録
再生システムにおいて、

前記記録装置においては、
前記電子透かし情報の状態を、前記１回複製可能の状態から変更せずに維持して、前記

情報信号の記録を行い、
前記再生装置においては、

　前記情報信号の再生時においては、
前記記録媒体が前記情報信号の書き込み・読み出しが可能な記録媒体であって、当該記

録媒体から読み出された前記情報信号に重畳されている前記電子透かし情報が、前記１回
複製可能の状態であるときには、前記記録媒体に記録されている情報は、これ以上の複製
禁止の状態の世代であると認識して、前記絶対複製禁止の状態を表す電子透かし情報を、
前記記録媒体から読み出された情報信号の再生出力信号に重畳する

ことを特徴とする記録再生システム。

少なくとも、１回複製可能、これ以上の複製禁止、絶対複製禁止の３状態が表現可能な
複製制御のための電子透かし情報を重畳して情報信号を半導体記憶装置に記録する記録装
置と、前記情報信号が記録された半導体記憶装置から前記情報信号を再生する再生装置と
からなる記録再生システムにおいて、

前記記録装置においては、
　前記電子透かし情報の状態を、前記１回複製可能の状態から変更せずに維持して、前

記情報信号の記録を行い、
前記再生装置においては、

　前記情報信号の再生時においては、
前記半導体記憶装置が、前記情報信号の書き込み・読み出しが可能な半導体記憶装置で



　
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、例えば、デジタル画像信号などの情報信号を、少なくとも１回複製可能、以
後の複製と複製禁止との２状態が表現可能な複製制御のための情報を付加して、例えばＤ
ＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｄｅｏ　Ｄｉｓｃ；デジタルビデオディスク）などの書き込
み可能な記録媒体に記録するようにする場合において、記録媒体に複製記録された情報信
号についての世代管理方法、違法に作成された記録媒体からの情報信号の再生制限方法、
および、違法な複製記録の制限に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、インターネット、デジタルビデオディスクなどのデジタルコンテンツの普及に伴い
、このデジタルコンテンツについての不正な複製（コピー）による著作権侵害が問題とな
っている。そこで、この問題に対処するため、デジタルコンテンツに複製制御のための情
報を付加し、この付加情報を用いて、不正な複製を防止することが考えられている。
【０００３】
この複製の防止のための制御としては、情報ソースに応じて、全く複製を認めない場合と
、１回は複製を認めるが、１回複製されたものからの複製を禁止する場合（世代制限の複
製制御方式）とが考えられている。前者は、例えばＤＶＤ－ＲＯＭのように、コンテンツ
メーカが作成して販売するオリジナルソフトの場合である。後者の世代制限の複製制御方
式は、例えば放送メディアにおいて、放送される情報の場合などに適用される。
【０００４】
後者の世代制限の複製制御方式の場合には、有効に複製世代の制御ができる方式が望まれ
ている。この複製世代の管理が行える複製制御情報の方式としては、ＣＧＭＳ（Ｃｏｐｙ
　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）方式や、電子透かし処
理を用いる方法が提案されている。
【０００５】
電子透かし処理は、画像データや音楽データに存在する人間の知覚上の重要でない部分、
すなわち、音楽や映像に対して冗長でない部分に、雑音として情報を埋め込む処理である
。このような電子透かし処理により画像データや音楽データ中に埋め込まれた付加情報は
、その画像データや音楽データから除去されにくい。一方、画像データや音楽データにつ
いてフィルタリング処理やデータ圧縮処理をした後であっても、それらに埋め込まれた付
加情報を画像データや音楽データ中から検出することが可能である。
【０００６】
この電子透かし処理を用いる複製制御方式の場合、埋め込む付加情報により、
▲１▼「複製可能（Ｃｏｐｙ　Ｆｒｅｅ）」
▲２▼「１回複製可能（１世代だけ複製可能）（Ｏｎｅ　Ｃｏｐｙ）」
▲３▼「これ以上の複製禁止（Ｎｏ　Ｍｏｒｅ　Ｃｏｐｙ）」
▲４▼「絶対複製禁止（Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ）」
の４状態を、当該電子透かし情報が重畳された画像データや音楽データの複製世代や複製
制限状態を表すようにしている。
【０００７】
▲１▼「複製可能（Ｃｏｐｙ　Ｆｒｅｅ）」は、音楽データや画像データの自由な複製が
可能であることを表す。▲２▼「１回複製可能（１世代だけ複製可能）（Ｏｎｅ　Ｃｏｐ
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あって、当該半導体記憶装置から読み出された前記情報信号に重畳されている前記電子透
かし情報が、前記１回複製可能の状態であるときには、前記半導体記憶装置に記録されて
いる情報は、これ以上の複製禁止の状態の世代であると認識し、前記絶対複製禁止の状態
を表す電子透かし情報を、前記半導体記憶装置から読み出された情報信号の再生出力信号
に重畳する

ことを特徴とする記録再生システム。



ｙ）」は、１回だけ音楽データや画像データの複製が可能であることを示す。▲３▼「こ
れ以上の複製禁止（Ｎｏ　Ｍｏｒｅ　Ｃｏｐｙ）」は、▲２▼の１回複製可能の状態の音
楽データや画像データから、当該音楽データや画像データが複製されたものであって、こ
れ以上の複製は禁止であることを示す。▲４▼「絶対複製禁止（Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ）
」は、複製は全く禁止であることを示す。
【０００８】
画像データや音楽データに重畳された電子透かし情報が、「１回複製可能（Ｏｎｅ　Ｃｏ
ｐｙ）」であった場合には、電子透かし処理に対応（すなわち、複製制限処理対応）の記
録装置では、その画像データや音楽データの複製記録が可能であると判断して記録を実行
するが、記録された画像データや音楽データには、「これ以上の複製禁止（Ｎｏ　Ｍｏｒ
ｅ　Ｃｏｐｙ）」に書き換えられた電子透かし情報が重畳される。そして、記録しようと
する画像データや音楽データに重畳された電子透かし情報が、「これ以上の複製禁止（Ｎ
ｏ　Ｍｏｒｅ　Ｃｏｐｙ）」の場合には、電子透かし処理対応の記録装置では、その画像
データや音楽データの複製記録は禁止であるとして記録の実行が禁止される。
【０００９】
ＣＧＭＳ方式は、例えばアナログ画像信号であれば、その垂直ブランキング期間内の特定
の１水平区間に複製制御用の２ビットの付加情報を重畳し、また、デジタル画像信号であ
れば、デジタル画像データに、複製制御用の２ビットの付加情報を付加して伝送する方式
である。
【００１０】
このＣＧＭＳ方式の場合の２ビットの情報（以下、ＣＧＭＳ情報という）の意味内容は、
［００］……複製可能
［１０］……１回複製可能（１世代だけ複製可能）
［１１］……複製禁止（絶対複製禁止）
である。ＣＧＭＳ方式では、前述の「これ以上の複製禁止」の状態はない。
【００１１】
画像情報に付加されたＣＧＭＳ情報が［１０］であった場合に、ＣＧＭＳ対応の記録装置
では、その画像情報の複製記録が可能であると判断して記録を実行するが、記録された画
像信号には［１１］に書き換えられたＣＧＭＳ情報が付加される。そして、記録しようと
する画像情報に付加されたＣＧＭＳ情報が［１１］の場合には、ＣＧＭＳ対応の記録装置
では、その画像信号の複製記録は禁止であるとして記録の実行が禁止される。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
以上のようにして、従来は、複製制御用の付加情報により、画像データや音楽データなど
の複製制御対象の情報の記録を制限することにより、複製世代制限を行っている。この場
合に、最初の複製は、ＣＧＭＳ対応あるいは電子透かし処理に対応の記録装置で実行する
が、２回目の複製をＣＧＭＳあるいは電子透かし処理に対応していない記録装置で実行し
た場合には、上述した２世代目に対する世代制限の記録制限が実施されずに、第１世代の
複製により生成されたものと同じものが複製されてしまうことになる。
【００１３】
この状態を、デジタル画像データの複製の場合について、図２１を参照して説明する。
【００１４】
図２１の例は、ケーブルテレビ放送をセットトップボックス１により受信選局し、その選
局した番組のデジタルテレビ放送信号を、複製制限処理に対応する記録装置２によりディ
スク記録媒体３に記録し、さらに、そのディスク記録媒体３を複製制限処理に対応する再
生装置４により再生し、その再生出力信号を複製制限処理に対応していない記録装置５に
記録する場合である。
【００１５】
図２１の例の場合、セットトップボックス１で選局された番組には、１回複製可能である
とする複製制御のための情報が付加されているものとする。すなわち、ＣＧＭＳ方式の場
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合であれば、２ビットのＣＧＭＳ情報［１０］が、電子透かし処理の場合であれば、［１
回複製可能］を示す電子透かし情報が、それぞれ放送番組情報に重畳されている。なお、
図２１において、ＷＭは電子透かし情報である。
【００１６】
複製制限処理対応の記録装置２では、放送番組情報に重畳されているＣＧＭＳ情報または
電子透かし情報ＷＭを検出して、それを判別する。その結果、［１回複製可能］である場
合には、放送番組情報をディスク記録媒体３に記録するが、その際に、ＣＧＭＳ情報は、
［１１］に書き換え、また、電子透かし情報ＷＭは［これ以上の複製禁止（Ｎｏ　Ｍｏｒ
ｅ　Ｃｏｐｙ）に書き換える。
【００１７】
このように複製制御のための情報が書き換えられて放送番組情報が記録（複製）されたデ
ィスク記録媒体３は、複製制限処理対応の再生装置４で再生される。そして、この再生装
置４の再生出力信号、特にアナログ出力信号は、ＣＧＭＳ方式や電子透かし処理の複製制
限処理に対応していない記録装置５にも供給される可能性がある。
【００１８】
しかし、この記録装置５では、ＣＧＭＳ方式や電子透かし処理の複製制限処理に対応して
いないため、図２１に示すように、新たな記録媒体６には、１世代目のディスク記録媒体
３と全く同じ複製世代を示す状態のＣＧＭＳ情報や電子透かし情報ＷＭが重畳されている
放送番組情報が記録されることになる。
【００１９】
このようにして、違法に作成された記録媒体６は、複製制限処理対応の再生装置であって
も正常に再生されて、その再生放送番組情報は正常に視聴されることになる。このことは
、違法に作成された記録媒体６が、実質上、違法でないものとして取り扱われることにな
り、複製を有効に防止することができないことを意味する。
【００２０】
この発明は、以上の点にかんがみ、違法に作成された記録媒体からの情報信号の再生を実
質的に不能にすることにより、有効に複製の防止ができるようにした方法および装置を提
供することを目的とする。
【００２１】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、 発明による複製世代管理方法は、
　情報信号に、少なくとも、１回複製可能、これ以上の複製禁止、絶対複製禁止の３状態
が表現可能な複製制御のための電子透かし情報を重畳して伝送する場合の複製世代管理方
法において、
　

　 情報信号の書き込み・読み出しが可能な記録媒体か
ら読み出された前記情報信号に重畳されている前記電子透かし情報が、前記１回複製可能
の状態であるときには、前記記録媒体に記録されている情報は、これ以上の複製禁止の状
態の世代であると認識

　ことを特徴とする。
【００２８】
電子透かし処理は、前述もしたように、画像データや音楽データなどの情報信号に、人間
の知覚上、目立たない部分に、雑音として電子透かし情報を埋め込む処理である。この電
子透かし情報は、情報信号から除去されにくいという特質があり、不正な改ざんが行われ
にくい。しかし、この点は、逆に、書き換えが困難という問題になる。このため、世代制
限すべく、複製制御のための情報の書き換えを繰り返すと、重畳された複製制御のための
情報が目につくようになるおそれがある。
【００２９】
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請求項１の

前記情報信号の記録時においては、前記電子透かし情報の状態を、前記１回複製可能の
状態から変更せずに維持し、

前記情報信号の再生時においては、

し、前記絶対複製禁止の状態を表す電子透かし情報を、前記記録媒
体から読み出された情報信号の再生出力信号に重畳する



ところで、情報信号を記録する対象は、書き込み可能な記録媒体である。そして、記録媒
体に書き込まれる場合、複製対象の情報信号の複製制御のための電子透かし情報が「複製
可能」の状態であれば、複製により記録された情報信号に重畳されている電子透かし情報
も「複製可能」の状態となる。書き換える必要がないからである。
【００３０】
一方、電子透かし情報が「１回複製可能」の状態の情報信号を複製により記録した場合に
は、この電子透かし情報を書き換える場合であれば、「これ以上の複製禁止」の状態に書
き換えられる。つまり、世代制限のために電子透かし情報を書き換えるという約束事があ
るとした場合には、書き換え可能の記録媒体に記録されている情報信号に重畳されている
電子透かし情報が「１回複製可能」となっていることは有り得ず、もしあるとすれば、そ
れは不正な複製が行われたことに等しい。したがって、ＲＡＭディスクにおいて、電子透
かし情報ＷＭが「ＯｎｅＣｏｐｙ」の状態になっているときには、それは、複製禁止の状
態と判断しても差し支えない。
【００３１】
　そこで、この の発明では、書き換え可能な記録媒体に記録されている情報信号
に重畳されている電子透かし情報が「１回複製可能」となっている場合には、その情報信
号の世代は、「これ以上の複製禁止」の状態であると認識するようにする。このような認
識方法を採用した場合には、「１回複製可能」の状態の情報信号を複製により記録すると
きに、電子透かし情報の書き換えは不要となる。したがって、複製制御のための電子透か
し情報の書き換えの繰り返しにより、重畳された複製制御のための電子透かし情報が目に
つくことが防止される。
【００４２】
【発明の実施の形態】
以下、この発明による複製世代管理方法およびこの方法に用いる再生装置、記録装置の実
施の形態について、図を参照しながら説明する。
【００４３】
以下に説明する実施の形態は、ディスク記録媒体を用いて情報信号を伝送する場合であっ
て、複製制御対象が画像情報、ディスクがＤＶＤである場合である。そして、複製制御の
ための情報としては、ＣＧＭＳ情報と、電子透かし情報ＷＭとを用いており、それらの解
析の結果、より複製禁止に近い方の状態を、正しい複製制御情報として採用する。後述す
るように、電子透かし情報が複数個検出された場合も同様の処理を行う。
【００４４】
また、電子透かし処理としては、この実施の形態では、ＰＮ（Ｐｓｅｕｄｏｒａｎｄｏｍ
　Ｎｏｉｓｅ；擬似雑音符号）系列の符号（以下、ＰＮ符号という）を用いて、複製制御
情報をスペクトラム拡散し、そのスペクトラム拡散した複製制御情報を電子透かし情報Ｗ
Ｍとして、画像情報に重畳するようにしている。
【００４５】
なお、以下の説明においては、書き換え可能なＤＶＤはＲＡＭディスクと称し、また、書
き換え不能な読み出し専用のＤＶＤはＲＯＭディスクと称することとする。また、複製世
代制限処理に対応する記録装置および再生装置をコンプライアントの装置と呼び、複製世
代制限処理に対応していない装置を、ノンコンプライアントの装置と呼ぶ。
【００４６】
また、以下の実施の形態は、図２１の場合と同様に、デジタル放送を、例えばセットトッ
プボックス（受信機）により受信して、その受信信号を受信機とは別体の記録装置により
ＲＡＭディスクに記録し、そのＲＡＭディスクを再生装置により再生する場合を例に取っ
た場合について説明するものとする。
【００４７】
［第１の実施の形態］
［第１の実施の形態の概要］
図１は、この発明による複製世代管理方法の第１の実施の形態の要部を説明するための図
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である。この第１の実施の形態においては、図２１の場合と同様に、受信機からの受信信
号が「１回複製可能（Ｏｎｅ　Ｃｏｐｙ）」の状態の場合、受信機からの受信信号をコン
プライアントの記録装置で記録した場合には、このコンプライアントの記録装置では、Ｃ
ＧＭＳ情報は［１０］から［１１］に書き換え、また、電子透かし情報ＷＭは、「１回複
製可能（Ｏｎｅ　Ｃｏｐｙ）」の状態から「これ以上の複製禁止（Ｎｏ　Ｍｏｒｅ　Ｃｏ
ｐｙ）」の状態に書き換えられる。つまり、第１の実施の形態では、世代制限情報の管理
について、ここまでは、従来の場合と同様である。
【００４８】
ただし、この実施の形態では、電子透かし処理にスペクトラム拡散を用いているので、「
１回複製可能（Ｏｎｅ　Ｃｏｐｙ）」の状態の電子透かし情報は消去せずに、スペクトラ
ム拡散に用いるＰＮ符号列として異なる系列のＰＮ符号を用いることにより、「これ以上
の複製禁止（Ｎｏ　Ｍｏｒｅ　Ｃｏｐｙ）」の状態の電子透かし情報を重ねて重畳するよ
うにする。
【００４９】
このようにしても、スペクトラム拡散した複製制御情報は、目立たないレベルで主情報信
号に重畳されるとともに、ＰＮ符号系列が異なることから、それぞれの複製制御情報が検
出可能であり、より複製禁止に近い複製制御情報を、その時の複製制御情報として判定す
ることにより、書き換えと同様の作用効果が得られる。以下の説明において、電子透かし
情報のチェックの結果の判定出力は、このように複数の複製制御情報が検出されたときに
は、それらから判定された結果を用いることを意味するものである。
【００５０】
さらに、この第１の実施の形態では、コンプライアントの再生装置での処理が、従来と異
なり、次のようになる。
【００５１】
すなわち、ＣＧＭＳ情報が［１１］あるいは電子透かし情報が「１回複製可能（Ｏｎｅ　
Ｃｏｐｙ）」または「これ以上の複製禁止（Ｎｏ　Ｍｏｒｅ　Ｃｏｐｙ）」の状態である
と判別されたディスクの再生時、その再生出力信号には、電子透かし情報として、「絶対
複製禁止（Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ）」の状態の情報が重畳される。
【００５２】
したがって、図２１の場合と同様にして作成されたＤＶＤのＲＡＭディスク３が、この実
施の形態のコンプライアントの再生装置１００により再生されると、この再生装置１００
では、ディスク３がＲＡＭディスクであり、電子透かし情報ＷＭが「これ以上の複製禁止
（Ｎｏ　Ｍｏｒｅ　Ｃｏｐｙ）」の状態であると判別されるので、再生出力信号に重畳す
る電子透かし情報ＷＭは、「これ以上の複製禁止（Ｎｏ　Ｍｏｒｅ　Ｃｏｐｙ）」から「
絶対複製禁止（Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ）」の状態に書き換える。
【００５３】
この実施の形態では、この書き換えも前述と同様にして、電子透かし処理にスペクトラム
拡散を用いているので、スペクトラム拡散に用いるＰＮ符号列として異なる系列のＰＮ符
号を用いることにより、さらに、「絶対複製禁止（Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ）」の電子透か
し複製制御情報を重畳するようにする。以下の説明において、電子透かし情報の書き換え
というときには、スペクトラム拡散重畳方式を採用するこの実施の形態では、さらなるス
ペクトラム拡散情報の重畳を意味するものである。
【００５４】
ＲＯＭディスクであれば、「絶対複製禁止（Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ）」の状態の電子透か
し情報ＷＭが情報信号に重畳されるが、ＲＡＭディスクは、書き換え可能なディスクであ
るので、この第１の実施の形態の場合、このＲＡＭディスクに記録される情報信号に重畳
される電子透かし情報ＷＭは、「これ以上の複製禁止（Ｎｏ　Ｍｏｒｅ　Ｃｏｐｙ）」の
状態のみであるはずである。
【００５５】
そこで、この第１の実施の形態では、図１に示すように、コンプライアントの再生装置１
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００は、これに装填されたディスクがＲＯＭディスクかＲＡＭディスクかを識別し、ＲＡ
Ｍディスクであれば、それに記録されている情報信号に重畳されている電子透かし情報Ｗ
Ｍが「絶対複製禁止（Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ）」の状態であるかどうかを判別する。そし
て、「絶対複製禁止（Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ）」の状態であると判別したときには、その
ＲＡＭディスク７は、不正な複製がなされたものであるとして、再生を禁止する。すなわ
ち、不正な複製のＲＡＭディスク７の再生ができなくなる。したがって、不正な複製を有
効に防止することが可能になる。
【００５６】
そして、この第１の実施の形態では、デジタル情報の出力は、ＩＥＥＥ１３９４規格のイ
ンターフェースでＭＰＥＧ圧縮されている状態でコンプライアントの装置間で伝送するよ
うにする。そして、このＩＥＥＥ１３９４規格のインターフェースにおいて、不正な複製
を防止するために、伝送デジタル情報には暗号化を施すが、出力先がコンプライアントの
装置であるか、また、記録装置であるかを検証するとともに、複製制御のための情報であ
るＣＧＭＳ情報や電子透かし情報を検証して、それらの検証結果に応じて、前記暗号化を
解くためキーを出力先に送出するか否かを決定する。
【００５７】
以上の通信制御方式は、ＩＥＥＥ１３９４セキュアバスと呼ばれており、デジタルインタ
ーフェースは、これにより複製の有効な防止が図られている。
【００５８】
次に、この第１の実施の形態の場合のセットトップボックス（受信機）と、記録装置と、
再生装置の構成例について説明する。なお、以下に説明する実施の形態においては、放送
信号には、第１のＰＮ符号列である符号列ＰＮａでスペクトラム拡散された電子透かし複
製制御情報が重畳されており、コンプライアントの記録装置では、第２のＰＮ符号列であ
る符号列ＰＮｂ（ＰＮａとは異なる）で拡散された電子透かし複製制御情報により、世代
制限の書き換えを行い、さらに、コンプライアントの再生装置では、第３のＰＮ符号列で
ある符号列ＰＮｃ（ＰＮａおよびＰＮｂと異なる）で「絶対複製禁止（Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏ
ｐｙ）」への書き換えを行うものとする。
【００５９】
なお、説明を簡単にするため、以下においては、電子透かし情報について、「１回複製可
能」は「Ｏｎｅ　Ｃｏｐｙ」と記載し、「これ以上の複製禁止」は「Ｎｏ　Ｍｏｒｅ　Ｃ
ｏｐｙ」と記載し、「絶対複製禁止」は「Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ」と記載することとする
。
【００６０】
［セットトトップボックスについて］
図２は、この第１の実施の形態において用いられるセットトップボックスの構成例を示す
ブロック図である。
【００６１】
図２に示すように、ユーザの選局操作に応じた選局制御信号がコントロール部１０から選
局部１１に供給されることにより、選局部１１では選局されたチャンネルの信号は、デ・
スクランブル部１２に供給されて、放送信号にかけられているスクランブルを解くデ・ス
クランブル処理がなされる。そして、デ・スクランブルされたチャンネルの信号は、デ・
マルチプレックス部１３に供給される。このデ・マルチプレックス部１３では、選局部１
１からの出力信号には、複数の放送番組が包含されていることから、コントロール部１０
からのユーザの放送番組の選択操作に応じた放送番組のデータが抽出される。
【００６２】
このデ・マルチプレックス部１３からの放送番組のビデオデータＤｉは、ＭＰＥＧ圧縮さ
れている。このため、例えばディスプレイモニター装置に供給するために、デ・マルチプ
レックス部１３からのデータＤｉは、ビデオデータデコード部１４に供給されて、ＭＰＥ
Ｇデコードされて、伸長復号される。このＭＰＥＧデコードされたデータは、Ｄ／Ａコン
バータ１５によりアナログ信号に変換されて、アナログ出力端子１５ａを通じて、例えば
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ディスプレイモニター装置に供給される。
【００６３】
この実施の形態においては、デ・マルチプレックス部１３からのＭＰＥＧ圧縮された状態
のビデオデータＤｉが、ＩＥＥＥ１３９４インターフェースバスを通じてデジタル出力と
される。この場合に、前述したように、ＩＥＥＥ１３９４セキュアバスにより複製防止が
図られている。
【００６４】
すなわち、デ・マルチプレックス部１３の出力データＤｉは、ＣＧＭＳデコード部１６お
よび電子透かし情報デコード部（以下ＷＭデコード部という）１７に供給されて、放送番
組データに付加されているＣＧＭＳ情報や電子透かし情報ＷＭが抽出される。
【００６５】
ＣＧＭＳ情報は、ビデオデータとは分離された特定位置の２ビットの情報として抽出され
、その２ビットの情報がコントロール部１０に供給される。
【００６６】
電子透かし情報ＷＭは、この実施の形態では、情報信号にスペクトラム拡散信号として重
畳されている。すなわち、前述したように、この例では、拡散符号として用いるＰＮ符号
を十分に早い周期で発生させて、これを付加情報としての複製制御情報に対して掛け合わ
せることによりスペクトラム拡散し、狭帯域、高レベルの複製制御情報を、映像信号には
影響を与えることのない広帯域、微小レベルの信号に変換させる。そして、このスペクト
ラム拡散された複製制御情報をビデオデータに重畳して伝送するようにする。
【００６７】
図３は、この場合の電子透かし情報ＷＭの情報信号への重畳処理を説明するためのブロッ
ク図である。すなわち、図３において、例えば映像信号Ｖｉの垂直同期信号が同期検出部
２１で検出され、その検出出力がタイミング信号発生部２２に供給される。タイミング信
号発生部２２は、垂直同期信号に同期したタイミング信号を発生する。
【００６８】
ＰＮａ発生部２３は、タイミング信号発生部２２からのタイミング信号に同期して、この
例では、垂直周期で繰り返すＰＮ符号列ＰＮａを発生し、そのＰＮ符号列ＰＮａをＳＳ拡
散部２３（ＳＳはスペクトラム拡散の略である。以下、同じ）に供給する。
【００６９】
また、複製制御情報発生部２５は、タイミング信号発生部２２からのタイミング信号に同
期して、映像信号Ｖｉに電子透かし情報として重畳しようとする複製制御情報を発生し、
ＳＳ拡散部２４に供給する。この場合、重畳しようとする複製制御情報は、伝送しようと
する情報に応じて決定され、「複製可能（ＣｏｐｙＦｒｅｅ）」「１回複製可能（Ｏｎｅ
　Ｃｏｐｙ）」「絶対複製禁止（Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ）」などを意味する情報が発生せ
られる。
【００７０】
ＳＳ拡散部２４は、複製制御情報とＰＮ符号列ＰＮａとを乗算して、スペクトラム拡散信
号を生成する。そして、このスペクトラム拡散信号をレベル調整部２６を通じて電子透か
し情報ＷＭ重畳部２７に供給して、入力映像信号Ｖｉに電子透かし情報として重畳する。
レベル調整部２６は、電子透かし情報の重畳により、再生映像が劣化しない程度に重畳レ
ベルを調整するためのものである。この場合、ＳＳ電子透かし情報が、映像信号のダイナ
ミックレンジより小さいレベルで重畳される。
【００７１】
図５は、電子透かし情報として重畳する複製制御情報と、映像信号との関係をスペクトル
で示したものである。複製制御情報は、これに含まれる情報量は少なく、低ビットレート
の信号であり、図５（ａ）に示されるように狭帯域の信号である。これにスペクトラム拡
散を施すと、図５（ｂ）に示すような広帯域幅の信号となる。このときに、スペクトラム
拡散信号レベルは帯域の拡大比に反比例して小さくなる。
【００７２】

10

20

30

40

50

(10) JP 3925584 B2 2007.6.6



このスペクトラム拡散信号、すなわち、ＳＳ複製制御情報を、ＷＭ重畳部２７で映像信号
Ｖｉに重畳させるのであるが、この場合に、図５（ｃ）に示すように、情報信号としての
映像信号のダイナミックレンジより小さいレベルで、ＳＳ複製制御情報を重畳させるよう
にする。このように重畳することにより主情報信号の劣化がほとんど生じないようにする
ことができる。したがって、上述したように、ＳＳ複製制御情報が重畳された映像信号が
モニター受像機に供給されて、映像が再生された場合に、ＳＳ複製制御情報の影響はほと
んどなく、良好な再生映像が得られるものである。
【００７３】
一方、後述するように、ＳＳ複製制御情報を検出するために、逆スペクトラム拡散を行う
と、図５（ｄ）に示すように、ＳＳ複製制御情報が再び狭帯域の信号として復元される。
十分な帯域拡散率を与えることにより、逆拡散後の複製制御情報の電力が情報信号を上回
り、検出可能となる。
【００７４】
この場合、映像信号に重畳された電子透かし情報は、映像信号と同一時間、同一周波数内
に重畳されるため、周波数フィルタや単純な情報の置き換えでは削除および修正が不可能
である。
【００７５】
したがって、映像信号に重畳されたＳＳ複製制御情報が取り除かれることがなく、その改
ざんが困難であるので、不正な複製を確実に防止することができる複製制御が可能になる
。
【００７６】
また、上述の構成においては、垂直同期信号を基準信号とした、垂直周期のＰＮ符号列を
用いてスペクトラム拡散を行うようにしたので、このスペクトラム拡散信号を映像信号か
ら検出する場合に必要となる逆スペクトラム拡散用のＰＮ符号列は、映像信号から検出し
た垂直同期信号に同期した信号に基づき容易に生成することができる。
【００７７】
以上のようにして重畳された電子透かし情報ＷＭとしてのＳＳ複製制御情報を抽出し、判
別するＷＭデコード部１７は、図４のように構成することができる。すなわち、図４に示
すように、デ・マルチプレックス部１３からのビデオデータＤｉは逆拡散部１７４に供給
されるとともに、同期検出部１７１に供給される。同期検出部１７１は、垂直同期タイミ
ングを検出し、その検出出力をタイミング信号発生部１７２に供給する。
【００７８】
タイミング信号発生部１７２は、ＰＮａ発生部１７３に垂直同期タイミング信号を供給す
る。このＰＮａ発生部１７３は、図３の重畳側のＰＮａ発生部２３と同じＰＮ符号系列を
発生するもので、重畳側と同じ垂直同期タイミングでＰＮ符号列ＰＮａを発生することに
なる。このＰＮａ発生部１７３からのＰＮ符号列ＰＮａは、逆拡散部１７４に供給されて
、これよりスペクトラム拡散されていた複製制御情報が得られる。この複製制御情報はＷ
Ｍ判定部１７５に供給されて、複製制御状態が判定される。そして、その判定出力が、コ
ントロール部１０に供給される。
【００７９】
そして、さらに、デ・マルチプレックス部１３の出力データは、暗号化部１８に供給され
、コントロール部１０からの制御により通信ごとに異なる暗号キーに基づく暗号化が圧縮
ビデオデータに施される。この暗号化部１８からの暗号化データは、ＩＥＥＥ１３９４イ
ンターフェース１９を通じ、出力端子１９ｂを通じて出力先の電子機器に供給される。Ｉ
ＥＥＥ１３９４インターフェース１９は、当該ＩＥＥＥ１３９４インターフェース規格に
適合するように、データ変換をしてデータを出力する。
【００８０】
この際に、コントロール部１０は、ＩＥＥＥ１３９４インターフェース１９を通じて出力
先の機器と通信を行い、その出力先の機器がコンプライアントの装置か、また、コンプラ
イアントの装置であれば、それが記録装置であるか否か判別する。
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【００８１】
そして、コントロール部１０は、ＣＧＭＳデコード部１６およびＷＭデコード部１７のそ
れぞれからの複製制御情報の判別出力と、ＩＥＥＥ１３９４インターフェース１９を通じ
た出力先の機器の判別情報とから、暗号化部１８で暗号化を解くための暗号キー情報を出
力先に送出するか否かを決定する。
【００８２】
例えば、出力先がノンコンプライアントの装置であったときには、暗号キー情報は、出力
先の装置に渡さない。また、出力先がコンプライアントの装置であったときでも、それが
記録装置の場合には、ＣＧＭＳ情報が［１１］のとき、あるいは、電子透かし情報ＷＭが
「Ｎｏ　Ｍｏｒｅ　Ｃｏｐｙ」または「Ｎｅｖｅｒ
Ｃｏｐｙ」のときには、暗号キー情報は、出力先の装置に渡さない。
【００８３】
［コンプライアントの記録装置について］
次に、コンプライアントの記録装置２００について説明する。図６は、このコンプライア
ントの記録装置２００の構成例のブロック図である。
【００８４】
図６に示すように、このコンプライアントの記録装置２００は、ＩＥＥＥ１３９４インタ
ーフェース用のデジタル入力端子２００ｄと、アナログ入力端子２００ａとを備える。デ
ジタル入力端子２００ｄはＩＥＥＥ１３９４インターフェース２０１に接続される。この
ＩＥＥＥ１３９４インターフェース２０１は、当該ＩＥＥＥ１３９４バスインターフェー
ス規格に適合するように変換されているデータを元に戻す処理を行う。
【００８５】
このＩＥＥＥ１３９４インターフェース２０１からのデータは、暗号解読部２０２に供給
される。前述したように、このデジタル入力端子２００ｄに接続される機器が、その情報
信号の複製が可能と判断した情報については、その機器から暗号化を解くために暗号キー
情報が送られてくる。暗号化解読部２０２は、この暗号キー情報が得られたときには、Ｉ
ＥＥＥ１３９４インターフェース２０１からのデータの暗号化を解読して、圧縮ビデオデ
ータを復元することができる。復元された圧縮ビデオデータはセレクタ２０３に供給され
る。
【００８６】
また、アナログ入力端子２００ａを通じて入力されたビデオ情報は、アナログインターフ
ェース２０４を通じて圧縮エンコード部２０５に供給されて、ＭＰＥＧ圧縮された後、セ
レクタ２０３に供給される。
【００８７】
セレクタ２０３は、ユーザの入力選択に応じたセレクタ制御信号により、暗号解読部２０
２からのデータと、エンコード部２０５からのデータとのいずれかを選択して出力する。
【００８８】
このセレクタ２０３の出力データは、ＣＧＭＳ書換部２０６および電子透かし情報ＷＭ書
換部２０７を介して記録制御部２１１に供給される。セレクタ２０３の出力データは、ま
た、ＣＧＭＳデコード部２０８およびＷＭデコード部２０９に供給され、それぞれ前述と
同様にして、ＣＧＭＳ情報および電子透かし情報の抽出、判別が行われ、それらＣＧＭＳ
情報および電子透かし情報の判別出力がコントロール部２１０に供給される。
【００８９】
コントロール部２１０は、ＣＧＭＳ情報および電子透かし情報の判別出力に基づいて、入
力情報の記録（複製）が可能であるか否か判別するとともに、記録（複製）が可能である
と判別したときであって、複製制御のためのＣＧＭＳ情報や電子透かし情報の書換が必要
であるかを判別する。
【００９０】
そして、コントロール部２１０は、記録が禁止されていると判別したときには、記録制御
部２１１を制御して、記録を実行しないように制御する。
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【００９１】
また、記録可能、あるいは、１回複製可能と判別したときには、コントロール部２１０は
、記録制御部２１１を制御して、記録を実行するようにし、記録データは、スクランブル
部２１２により、特定のスクランブルを施してＲＡＭディスク４０に記録するようにする
。また、１回複製可能と判別したときには、ＣＧＭＳ情報と電子透かし情報の書き換えを
、それぞれ書換部２０６および２０７により実行する。
【００９２】
この場合のＣＧＭＳ書換部２０６は、ＣＧＭＳ情報が暗号解読部２０２からのデータスト
リーム中の特定位置の２ビットデータであるので、その２ビットデータを抽出して、［１
０］の状態から［１１］の状態に書き換えるように構成すればよい。
【００９３】
一方、電子透かし情報ＷＭ書換部２０７は、前述もしたように、スペクトラム拡散を用い
ているので、新たなスペクトラム拡散信号を重畳するようにする。図７は、この場合の電
子透かし情報ＷＭ書換部２０７の構成例を示すものである。この構成は、図３の電子透か
し情報の重畳処理部と、幾つかの違いを除いてほぼ同様の構成である。
【００９４】
すなわち、図７の同期検出部３１、タイミング信号発生部３２、ＳＳ拡散部３４、レベル
調整部３６、ＷＭ重畳部３８は、図３の同期検出部２１、タイミング信号発生部２２、Ｓ
Ｓ拡散部２４、レベル調整部２６、ＷＭ重畳部２７に対応し、同様の構成を備える。
【００９５】
図３の電子透かし情報の重畳処理部と異なる部分の一つは、レベル調整部３６とＷＭ重畳
部３８との間にスイッチ回路３７が設けられ、このスイッチ回路３７が、コントロール部
２１０からの切り換え制御信号により、記録を実行し、書換を実行すると判断されたとき
にのみ、オンとされるように切り換え制御される点である。
【００９６】
図３の電子透かし情報の重畳処理部と異なる部分の二つ目は、スペクトラム拡散用のＰＮ
符号列が異なる点である。すなわち、図３のＰＮａ発生部２３に代わって、図７では、Ｐ
Ｎｂ発生部３３が設けられ、符号列ＰＮａとは異なる符号列ＰＮｂを発生する。
【００９７】
図３の電子透かし情報の重畳処理部と異なる部分の三つ目は、複製制御情報発生部３５は
、図３の複製制御情報発生部２５と異なり、「Ｎｏ　Ｍｏｒｅ　Ｃｏｐｙ」のみの情報を
発生する点である。
【００９８】
また、電子透かし情報ＷＭデコード部２０９の構成は次のようにされる。図８は、ＷＭデ
コード部２０９の構成例のブロック図であり、同期検出部２０９１、タイミング信号発生
部２０９２、ＰＮａ発生部２０９３、ＰＮｂ発生部２０９４、ＰＮｃ発生部２０９５、逆
拡散部２０９６、ＷＭ判定部２０９７からなる。図４の構成と比較すれば明らかなように
、このＷＭデコード部２０９は、ＰＮａ発生部２０９３に加えて、ＰＮｂ発生部２０９４
およびＰＮｃ発生部２０９５を備える点が図４と異なる。
【００９９】
このＷＭデコード部２０９では、記録装置２００で記録されたＲＡＭディスクをコンプラ
イアントの再生装置で再生し、それがコンプライアントの記録装置２００に入力される場
合を考慮して、ＰＮｂ発生部２０９４を備えるものである。また、後述もするように、コ
ンプライアントの再生装置１００では、電子透かし情報が「Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ」に書
き換えられることがあるので、これを考慮して、ＰＮｃ発生部２０９５を備えるものであ
る。
【０１００】
そして、ＷＭデコード部２０９の逆拡散部２０９６では、３つの系列のＰＮ符号列ＰＮａ
，ＰＮｂ，ＰＮｃによる逆拡散により、１～３個の複製制御情報を検出し、それらの複製
制御情報をＷＭ判定部２０９７に供給する。ＷＭ判定部２０９７では、これらの複製制御
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情報のうちの、より複製禁止に近い方の情報を判定出力とする。
【０１０１】
次に、この記録装置２００での暗号解読ができた後の処理の流れを図９のフローチャート
を参照して説明する。
【０１０２】
まず、ステップＳ１０１で、ＣＧＭＳデコード部２０８からのＣＧＭＳ情報と、ＷＭデコ
ード部２０９からの電子透かし情報ＷＭの判定出力とをチェックする。そして、次のステ
ップＳ１０２で、ＣＧＭＳ情報が［１１］であった、あるいは、電子透かし情報ＷＭが「
Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ」または「Ｎｏ　Ｍｏｒｅ　Ｃｏｐｙ」であったかどうかを判別す
る。もし、そうであった場合には、ステップＳ１０３に進み、記録を禁止し、記録処理を
中止する。もし、そうでなかったときには、ステップＳ１０４に進む。なお、［１１］や
「Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ」の状態は、デジタル入力端子からのビデオ情報について検出さ
れる場合はないが、アナログ入力端子からのビデオ情報には検出される場合がある。
【０１０３】
ステップＳ１０４では、ＣＧＭＳ情報が［１０］あるいは電子透かし情報ＷＭが「Ｏｎｅ
　Ｃｏｐｙ」の状態であるかどうか判別する。もしもその状態でなければ、記録許可ある
いは「ｃｏｐｙ　ｆｒｅｅ」の状態であるので、ステップＳ１０７に飛んで、そのまま記
録を実行する。
【０１０４】
ＣＧＭＳ情報が［１０］あるいは電子透かし情報ＷＭが「Ｏｎｅ　Ｃｏｐｙ」の状態であ
るときには、ステップＳ１０５に進み、ＣＧＭＳ書換部２０６でＣＧＭＳ情報を［１０］
から［１１］に書き換え、また、ＷＭ書換部２０７で、電子透かし情報ＷＭを、「Ｎｏ　
Ｍｏｒｅ　Ｃｏｐｙ」へ書き換える処理を実行する。この実施の形態の場合、この電子透
かし情報の書き換えは、前述したように、「Ｎｏ　Ｍｏｒｅ　Ｃｏｐｙ」の電子透かし情
報ＷＭのさらなる重畳となる。
【０１０５】
ステップＳ１０５の次には、ステップＳ１０６に進んで、スクランブル処理をビデオ情報
に施し、ステップＳ１０７でＲＡＭディスク４０への記録を実行する。なお、ＲＡＭディ
スク４０には、記録情報にはスクランブルがかかっていることを示す情報（以下、スクラ
ンブル・フラグという）が、付加情報として記録される。
【０１０６】
［コンプライアントの再生装置について］
次に、コンプライアントの再生装置１００の構成例を図１０～図１５を用いて説明する。
【０１０７】
図１０は、コンプライアントの再生装置１００の構成の全体を示すブロック図である。こ
の図１０に示すように、この再生装置１００に装填されたディスク４１に記録されている
情報は、読み出し部１０１で読み出され、デ・スクランブル部１０２、スクランブル有無
検出部１０３およびディスク種別判別部１０４に供給される。
【０１０８】
スクランブル有無検出部１０３は、付加情報としてディスク４１に記録されているスクラ
ンブル・フラグを抽出して、記録情報にはスクランブルがかかっているか否か検出し、そ
の検出結果をコントロール部１１０に出力する。なお、ＣＧＭＳ情報が［１１］または電
子透かし情報が「Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ」の状態の情報が記録されているＲＯＭディスク
、つまり、複製禁止のＲＯＭディスクには、ＣＳＳ（Ｃｏｎｔｅｎｔｓ　Ｓｃｒａｍｂｌ
ｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）方式のスクランブルがかけられているものとする。
【０１０９】
ディスク種別判別部１０４は、装填されたディスクが、ＲＡＭディスクであるか、ＲＯＭ
ディスクであるかを、例えばＴＯＣ（Ｔａｂｌｅ　Ｏｆ　Ｃｏｎｔｅｔｓ）あるいはディ
レクトリの情報から判別し、その判別出力をコントロール部１１０に供給する。
【０１１０】
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デ・スクランブル部１０２は、記録装置２００のスクランブル部２１２で施されたスクラ
ンブルを解く処理を行う。ノンコンプライアントの記録装置で記録されたＲＡＭディスク
の場合には、スクランブルがかかっていないことが想定されるが、それに対してもデ・ス
クランブル部１０２はデ・スクランブル処理を行う。したがって、ノンコンプライアント
の記録装置で記録されたスクランブルがかかっていないＲＡＭディスクの場合、このデ・
スクランブル処理により、逆に、スクランブルがかかったような状態になり、正常な視聴
ができない再生信号となる。
【０１１１】
デ・スクランブル部１０２からの出力データは、ＷＭデコード部１０５、ＣＧＭＳデコー
ド部１０６に供給されるとともに、再生許可・禁止制御部１０７に供給される。
【０１１２】
そして、ＷＭデコード部１０５およびＣＧＭＳデコード部１０６では、電子透かし情報Ｗ
ＭとＣＧＭＳ情報の抽出、判別が行われ、それらＣＧＭＳ情報および電子透かし情報ＷＭ
の判別出力がコントロール部１１０に供給される。
【０１１３】
コントロール部１１０は、これらＣＧＭＳ情報および電子透かし情報ＷＭの判別出力に基
づいて、再生を許可するか、禁止するかを決定する。そして、その制御情報を、再生許可
・禁止制御部１０７に供給して、再生禁止のときには、この再生許可・禁止制御部１０７
以降の処理を禁止する。したがって、アナログ再生出力信号も出力されないし、ＩＥＥＥ
１３９４インターフェースを通じたデジタル出力の伝送もしない。
【０１１４】
再生許可とした場合には、再生許可・禁止制御部１０７以降の処理が有効となり、再生許
可・禁止制御部１０７からのデータは、ビデオデータデコード部１０８に供給されて、Ｍ
ＰＥＧ圧縮されていたデータが伸長復号される。そして、伸長復号されたデータは、ＷＭ
付加部１０９を通じてＤ／Ａコンバータ１１２に供給されてアナログ信号に変換され、ア
ナログ出力端子１００ａを通じて外部の電子機器に供給される。
【０１１５】
ＷＭ付加部１０９は、図１で説明した「Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ」の状態の電子透かし情報
を再生出力データに付加する処理を実行する部分である。すなわち、ディスク４１がＲＡ
Ｍディスクであって、その読み出し情報に重畳されている電子透かし情報が「Ｎｏ　Ｍｏ
ｒｅ　Ｃｏｐｙ」あるいは「Ｏｎｅ　Ｃｏｐｙ」の状態であったときには、アナログ出力
端子１００ａから出力する再生出力信号には、「Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ」の状態の電子透
かし情報を付加重畳するものである。
【０１１６】
図１１は、このＷＭ付加部１０９の構成例を示すものである。これは、図７の電子透かし
情報ＷＭ書換部２０７の構成とほぼ等しく、図７の同期検出部３１、タイミング信号発生
部３２、ＳＳ拡散部３４、レベル調整部３６、スイッチ回路３７、ＷＭ重畳部３８は、図
１１の同期検出部１０９１、タイミング信号発生部１０９２、ＳＳ拡散部１０９４、レベ
ル調整部１０９６、スイッチ回路１０９７、ＷＭ重畳部１０９７に対応し、スイッチ回路
１０９７は、再生出力信号に電子透かし情報として、「Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ」の複製制
御情報を重畳するときに、コントロール部１１０によりオンとされる。
【０１１７】
そして、図１１のＷＭ付加部１０９と、図７のＷＭ書換部２０７とで異なる点は、複製制
御情報発生部が発生する複製制御信号の内容が異なる点と、スペクトラム拡散用のＰＮ符
号列が異なる点である。
【０１１８】
すなわち、複製制御情報発生部１０９５は、図７の複製制御情報発生部３５と異なり、「
Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ」のみの情報を発生する。
【０１１９】
また、図７のＰＮｂ発生部３３に代わって、図１１では、ＰＮｃ発生部１０９３が設けら
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れ、これにより、符号列ＰＮａ，ＰＮｂとは異なる符号列ＰＮｃを発生するようにしてい
る。このように異なる系列の符号列を用いることにより、重ねてスペクトラム拡散した複
製制御情報を映像情報信号に重畳しても、それぞれの複製制御信号の検出が可能であり、
前述したように、より複製禁止に近い状態の複製制御信号を採用することにより、書き換
えを行ったものと同等の効果が得られるものである。
【０１２０】
なお、ＷＭデコード部１０５は、図８に示したＷＭデコード部２０９と全く同様の構成と
される。
【０１２１】
次に、図１２～図１５を参照して、この実施の形態のコンプライアントの再生装置１００
の処理動作について説明する。
【０１２２】
すなわち、再生装置１００では、まず、ステップＳ２０１において、装填されたディスク
には、スクランブルがかかっているか判別する。ここで判別するスクランブルには、記録
装置２００のスクランブル部２１２でかけられるものと、ＲＯＭディスクのＣＳＳ方式の
スクランブルが含まれる。スクランブルがかかっていれば、ステップＳ２０２に進み、デ
ィスクの種類はＲＯＭであるかＲＡＭであるかを判別する。
【０１２３】
ＲＡＭディスクであれば、ステップＳ２０３に進み、ＣＧＭＳ情報と、電子透かし情報Ｗ
Ｍとをチェックする。そして、次のステップＳ２０４においては、ＣＧＭＳ情報が［１０
］または電子透かし情報ＷＭが「Ｏｎｅ　Ｃｏｐｙ」あるいは「Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ」
の状態であるかどうかを判別し、その状態であるときには、ステップＳ２０５に進み、再
生を禁止する。
【０１２４】
すなわち、ステップＳ２０４でＣＧＭＳ情報が［１０］または電子透かし情報ＷＭが「Ｏ
ｎｅ　Ｃｏｐｙ」と判別されたときに再生を禁止するのは、前述したように、スクランブ
ルがかけられているということは、コンプライアントの記録装置２００で記録されたＲＡ
Ｍディスクであることを意味しており、それにもかかわらず、ＣＧＭＳ情報が［１０］（
１回複製可能）の状態や、電子透かし情報ＷＭが「Ｏｎｅ　Ｃｏｐｙ」の状態にあるいう
ことは、違法な複製がなされたことを意味するからである。
【０１２５】
すなわち、コンプライアントの記録装置２００で記録されたＲＡＭディスクであれば、Ｃ
ＧＭＳ情報は［１０］から［１１］に書き換えられ、電子透かし情報ＷＭは、「Ｎｏ　Ｍ
ｏｒｅ　Ｃｏｐｙ」に書き換えられているはずであるからである。
【０１２６】
また、ＲＡＭディスクであって、電子透かし情報ＷＭが「Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ」の状態
であると判別されたときに再生を禁止するのは、このＲＡＭディスクは、コンプライアン
トの再生装置１００で電子透かし情報ＷＭが「Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ」に書き換えられた
ものであることを意味しているからである。
【０１２７】
ステップＳ２０４で、ＣＧＭＳ情報が［１０］ではない、または電子透かし情報ＷＭが「
Ｏｎｅ　Ｃｏｐｙ」あるいは「Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ」の状態ではないと判別されたとき
には、ステップＳ２０６に進み、再生を許可する。そして、ステップＳ２１０に進み、デ
ジタル出力制御であるＩＥＥＥ１３９４Ｉ／Ｆ出力制御および再生出力制御（この例では
再生出力制御はアナログ出力制御）を実行する。
【０１２８】
また、ステップＳ２０２で、装填されたディスクは、ＲＯＭディスクであると判別された
ときには、ステップＳ２０７に進み、ＣＧＭＳ情報と、電子透かし情報ＷＭとをチェック
する。そして、次のステップＳ２０８においては、電子透かし情報ＷＭが「Ｎｅｖｅｒ　
Ｃｏｐｙ」であるか否か判別する。すなわち、この判別は、ＣＳＳ方式のスクランブルが
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かけられていて、複製禁止のＲＯＭディスクの電子透かし情報が正しく「Ｎｅｖｅｒ　Ｃ
ｏｐｙ」の状態になっているか否かを確認する処理である。
【０１２９】
このステップＳ２０８で、電子透かし情報が「Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ」の状態になってい
ないと判別されたときは、改ざんされたものとして、ステップＳ２０９に進み、再生を禁
止する。正しく「Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ」の状態になっていれば、ステップＳ２０６に進
み、再生が許可される。そして、ステップＳ２１０に進んで、デジタル出力制御および再
生出力制御を実行する。
【０１３０】
また、ステップＳ２０１で、ディスクに記録された情報にはスクランブルがかかっていな
いと判別されたときには、図１３のステップＳ２１１に進み、ディスクは、ＲＯＭディス
クであるかＲＡＭディスクであるか判別する。ＲＡＭディスクであると判別されたときに
は、ステップＳ２１２に進み、ＣＧＭＳ情報と、電子透かし情報ＷＭとをチェックする。
【０１３１】
そして、次のステップＳ２１３で、ＣＧＭＳ情報が［００］で、電子透かし情報ＷＭが「
複製許可（Ｃｏｐｙ　Ｆｒｅｅ）」であったか否か判別し、そうでなければ、ステップＳ
２１４に進み、不正な改ざん処理が施されたとして再生を禁止する。また、ステップＳ２
１３で、ＣＧＭＳ情報が［００］で、電子透かし情報ＷＭが「複製許可（Ｃｏｐｙ　Ｆｒ
ｅｅ）」であると判別されたときには、ステップＳ２１５に進み、再生を許可する。
【０１３２】
また、ステップＳ２１１でＲＯＭディスクであると判別されたときには、ステップＳ２１
６に進み、ＣＧＭＳ情報と、電子透かし情報ＷＭとをチェックする。そして、ＣＧＭＳ情
報が［００］で、かつ、電子透かし情報ＷＭが「Ｃｏｐｙ　Ｆｒｅｅ」であるか、あるい
は、ＣＧＭＳ情報が［１１］で、かつ、電子透かし情報ＷＭが「Ｎｏ　Ｍｏｒｅ　Ｃｏｐ
ｙ」であるか、あるいは、ＣＧＭＳ情報が［１０］で、かつ、電子透かし情報ＷＭが「Ｏ
ｎｅ　Ｃｏｐｙ」であるか否か判別し、そうであれば、ステップＳ２１５に進んで再生を
許可し、そうでなければステップＳ２１８に進んで、再生を禁止する。
【０１３３】
すなわち、ＲＯＭディスクであって、［１１］あるいは「Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ」である
ときには、この実施の形態では、ＣＳＳ方式のスクランブルがかかっているはずであるか
ら、スクランブルがかかっていない状態で、［１１］あるいは「Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ」
であるときには、不正な改ざんが施されたと判断して、再生を禁止するものである。
【０１３４】
次に、ステップＳ２１０での出力制御について説明する。図１４は、デジタル出力制御の
ＩＥＥＥ１３９４Ｉ／Ｆ出力制御を説明するためのフローチャートである。これは、前述
したＩＥＥＥ１３９４セキュアバス制御である。
【０１３５】
ステップＳ３０１では、再生が許可されているか否か判別し、再生禁止であれば、この出
力制御のルーチンを終了する。再生が許可されていれば、ステップＳ３０２に進み、ＩＥ
ＥＥ１３９４バスを通じて出力先と通信を行い、出力先はコンプライアントの装置である
か否か判別する。この判別の結果、コンプライアントの装置ではないと判別したときには
、ステップＳ３０８に進み、デジタル情報（ＭＰＥＧ圧縮データ）は暗号化処理して出力
するが、その暗号化を解く暗号キーは出力先には送出しない。これにより、コンプライア
ントでない装置での暗号化の解読を不能にしている。
【０１３６】
また、ステップＳ３０２での判別の結果、出力先はコンプライアントの装置であると判別
されたときには、ステップＳ３０３に進み、その出力先のコンプライアントの装置は記録
装置であるか否か判別する。出力先が記録装置ではないと判別されたときには、ステップ
ＳＳ３０６に飛び、デジタル情報（ＭＰＥＧ圧縮データ）は暗号化処理して出力するとと
もに、その暗号化を解く暗号キーも出力先に送出する。
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【０１３７】
ステップＳ３０３で出力先がコンプライアントの記録装置であると判別された場合には、
ステップＳ３０４に進み、ディスクがＲＯＭディスクであるかＲＡＭディスクであるか判
別する。ＲＡＭディスクであると判別したときには、ステップＳ３０５に進み、ＣＧＭＳ
情報が［１１］か、あるいは、電子透かし情報ＷＭが「Ｎｏ　Ｍｏｒｅ　Ｃｏｐｙ」また
は「Ｏｎｅ　Ｃｏｐｙ」であるか判別する。これらの条件に該当しなければ、ステップＳ
３０６に進み、デジタル情報（ＭＰＥＧ圧縮データ）は暗号化処理して出力するとともに
、その暗号化を解く暗号キーも出力先に送出する。また、これらの条件に適合していると
きは、ステップＳ３０８に進み、デジタル情報（ＭＰＥＧ圧縮データ）は暗号化処理して
出力するが、その暗号化を解く暗号キーは出力先には送出しない。
【０１３８】
ステップＳ３０４でＲＯＭディスクであると判別したときには、ステップＳ３０７に進み
、ＣＧＭＳ情報が［００］で電子透かし情報が「Ｃｏｐｙ　Ｆｒｅｅ」であるか否か判別
し、そうであれば、ステップＳ３０６に進んで、デジタル情報（ＭＰＥＧ圧縮データ）は
暗号化処理して出力するとともに、その暗号化を解く暗号キーも出力先に送出し、そうで
なければ、ステップＳ３０８に進み、デジタル情報（ＭＰＥＧ圧縮データ）は暗号化処理
して出力するが、その暗号化を解く暗号キーは出力先には送出しない。
【０１３９】
次に、アナログ出力についての再生出力制御について、図１５のフローチャートを参照し
ながら説明する。
【０１４０】
まず、ステップＳ３１１では、再生が許可されているか否か判別し、再生禁止であれば、
この再生出力制御のルーチンを終了する。再生が許可されていれば、ステップＳ３１２に
進み、再生対象のディスクはＲＡＭディスクであるか、ＲＯＭディスクであるか判別する
。ＲＯＭディスクであると判別したときには、再生が許可されていることからステップＳ
３１５に進んで、再生出力信号を端子１００ａより出力する。
【０１４１】
ステップＳ３１２でＲＡＭディスクであると判別したときには、ステップＳ３１３に進み
、ＣＧＭＳ情報が［１１］であるか、あるいは、電子透かし情報が「Ｎｏ　Ｍｏｒｅ　Ｃ
ｏｐｙ」の状態、または「Ｏｎｅ　Ｃｏｐｙ」の状態であるかを判別し、そうであれば、
ステップＳ３１４に進んで、再生出力信号に電子透かし情報として、「Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏ
ｐｙ」を重畳する。そして、ステップＳ３１５に進み、その「Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ」を
重畳した再生出力信号を端子１００ａを通じて出力する。
【０１４２】
ステップＳ３１３で、ＣＧＭＳ情報が［１１］ではない、あるいは電子透かし情報が「Ｎ
ｏ　Ｍｏｒｅ　Ｃｏｐｙ」の状態、または「Ｏｎｅ　Ｃｏｐｙ」の状態ではないと判別し
たときには、ステップＳ３１５に飛び、そのまま再生出力信号を端子１００ａを通じて出
力する。
【０１４３】
なお、以上の説明では、ＲＯＭディスクの場合であっても、ＣＧＭＳ情報が［１０］ある
いは電子透かし情報ＷＭが「Ｏｎｅ　Ｃｏｐｙ」の状態が存在することを考慮して、再生
装置１００の再生出力制御（図１５参照）においては、ディスク種別判別部１０４の判別
結果を参照するようにしたが、ＲＯＭディスクにおいて、ＣＧＭＳ情報が［１０］あるい
は電子透かし情報ＷＭが「Ｏｎｅ　Ｃｏｐｙ」の状態になることは、複製がフリーになる
ことに等しいので、ＲＯＭディスクにおいては、ＣＧＭＳ情報が［１０］あるいは電子透
かし情報ＷＭが「Ｏｎｅ
Ｃｏｐｙ」の状態になることを排除する場合も生じると考えられる。
【０１４４】
このような場合には、図１５のステップＳ３１２は不要である。すなわち、ディスク記録
媒体であって、ＣＧＭＳ情報が［１１］であるか、あるいは、電子透かし情報ＷＭが「Ｎ

10

20

30

40

50

(18) JP 3925584 B2 2007.6.6



ｏ　Ｍｏｒｅ　Ｃｏｐｙ」の状態、または「Ｏｎｅ　Ｃｏｐｙ」の状態であれば、再生出
力信号に電子透かし情報ＷＭとして、「Ｎｅｖｅｒ
Ｃｏｐｙ」を重畳するようにすることができる。
【０１４５】
［第２の実施の形態］
以上の第１の実施の形態では、記録装置では、電子透かし情報ＷＭが「ＯｎｅＣｏｐｙ」
の状態であるときには、電子透かし情報ＷＭを「Ｎｏ　Ｍｏｒｅ　Ｃｏｐｙ」の状態に書
き換えるようにした。つまり、「Ｎｏ　Ｍｏｒｅ　Ｃｏｐｙ」の状態の電子透かし情報Ｗ
Ｍを、「Ｏｎｅ　Ｃｏｐｙ」の状態の電子透かし情報ＷＭに重ねて重畳するようにした。
そして、再生装置では、それらに重ねて、さらに「Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ」の電子透かし
情報ＷＭを重ねて重畳するようにしている。
【０１４６】
つまり、第１の実施の形態の場合には、電子透かし情報ＷＭは、３個が重なる場合が生じ
る。このため、映像情報に対して電子透かし情報ＷＭが若干影響を与えて、出力映像が劣
化するおそれがある。
【０１４７】
この第２の実施の形態は、この状態を回避するようにした場合である。すなわち、前述し
たように、コンプライアントの記録装置で、ＲＡＭディスクに記録される場合には、「Ｃ
ｏｐｙ　Ｆｒｅｅ」の場合を除き、電子透かし情報ＷＭは、本来、書き換えにより、「Ｎ
ｏ　Ｍｏｒｅ　Ｃｏｐｙ」の状態になり、「Ｏｎｅ
Ｃｏｐｙ」の状態は存在しない。
【０１４８】
すなわち、前述したように、電子透かし情報ＷＭを、「Ｏｎｅ　Ｃｏｐｙ」の状態から「
Ｎｏ　Ｍｏｒｅ　Ｃｏｐｙ」の状態に書き換えることを前提とした場合には、ＲＡＭディ
スクに記録された情報信号の電子透かし情報が「Ｏｎｅ　Ｃｏｐｙ」の状態となっている
のは、違法に複製されたＲＡＭディスクである場合には有り得ない。したがって、ＲＡＭ
ディスクにおいて、電子透かし情報ＷＭが「Ｏｎｅ　Ｃｏｐｙ」の状態になっているとき
には、それは、複製禁止の状態と判断しても差し支えない。
【０１４９】
この第２の実施の形態では、このことにかんがみ、図１６に示すように、コンプライアン
トの記録装置４００では、ＣＧＭＳ情報が［１０］あるいは電子透かし情報ＷＭが「Ｏｎ
ｅ　Ｃｏｐｙ」の状態の情報信号をＲＡＭディスク４２に記録する場合、ＣＧＭＳ情報は
、［１１］に書き換えるが、電子透かし情報ＷＭは、書き換えずに、「Ｏｎｅ　Ｃｏｐｙ
」の状態のままとする。
【０１５０】
このように電子透かし情報ＷＭを、「Ｏｎｅ　Ｃｏｐｙ」の状態のままとして、書き換え
ないという規則にした場合に、ディスクがＲＡＭディスクであって、「Ｏｎｅ　Ｃｏｐｙ
」の状態であるときには、ＲＡＭディスクの記録情報の電子透かし情報ＷＭは、「Ｎｏ　
Ｍｏｒｅ　Ｃｏｐｙ」の状態と認識する。前述したように、ＲＯＭディスクに、電子透か
し情報ＷＭが「Ｏｎｅ　Ｃｏｐｙ」の状態となることが存在しないとすれば、ディスクが
ＲＡＭであるか、ＲＯＭであるかの判別は不要であって、ディスク記録媒体において、電
子透かし情報ＷＭが「Ｏｎｅ　Ｃｏｐｙ」の状態であれば、それは、「Ｎｏ　Ｍｏｒｅ　
Ｃｏｐｙ」の状態と認識して差し支えない。
【０１５１】
しかし、以下に説明する第２の実施の形態では、ＲＯＭディスクの電子透かし情報ＷＭが
「Ｏｎｅ　Ｃｏｐｙ」の状態が存在する場合として、ＲＡＭディスクとＲＯＭディスクの
種別を判別するようにする場合として説明する。
【０１５２】
この第２の実施の形態においては、以上のようにして、電子透かし情報は書き換えずに、
ＲＡＭディスク４２に複製を行うようにするが、このＲＡＭディスクをコンプライアント
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の再生装置１００で再生する場合に、第１の実施の形態の場合と同様にして、その電子透
かし情報ＷＭが「Ｏｎｅ　Ｃｏｐｙ」の状態であったことを検出しときに、これを「Ｎｏ
　Ｍｏｒｅ　Ｃｏｐｙ」の状態と認識し、再生出力信号に「Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ」の状
態の電子透かし情報を重畳するようにする。
【０１５３】
このようにすれば、図１６に示すように、第１の実施の形態の場合と同様に、このコンプ
ライアントの再生装置１００の再生出力信号をノンコンプライアントの記録装置３００で
記録したとしても、そのＲＡＭディスク４３には、「Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ」の電子透か
し情報が重畳されることになり、これを再びコンプライアントの再生装置１００で再生し
たときに、その再生が禁止される。これにより、有効な複製防止効果が得られる。
【０１５４】
そして、この第２の実施の形態では、コンプライアントの記録装置４００では、電子透か
し情報の書き換えを行わないことにより、スペクトラム拡散信号として重畳されるのは、
２個だけとなる。このため、第１の実施の形態の場合に比較して、映像信号への電子透か
し情報による影響が少なくなり、映像信号の劣化も軽減されるものである。
【０１５５】
図１７は、この第２の実施の形態の場合のコンプライアントの記録装置４００の構成例の
ブロック図である。この図１７と、図６の第１の実施の形態の記録装置２００と比較すれ
ば分かるように、第２の実施の形態の記録装置４００では、第１の実施の形態の記録装置
２００のＷＭ書換部２０７が存在しない。
【０１５６】
また、ＰＮｂ符号列による「Ｎｏ　Ｍｏｒｅ　Ｃｏｐｙ」の電子透かし情報の重畳を行わ
ないので、この記録装置４００のＷＭデコード部４０９は、図１８に示すようなものとな
り、ＰＮ符号列の発生部は、２個でよくなる。
【０１５７】
すなわち、図１８に示すように、ＷＭデコード部４０９は、前述のＷＭデコード部２０９
と同様の構成を備え、同期検出部４０９１、タイミング信号発生部４０９２、ＰＮａ発生
部４０９３、ＰＮｃ発生部４０９４、逆拡散部４０９５、ＷＭ判定部４０９６とを具備す
る。
【０１５８】
ＰＮａ発生部４０９３は、セットトップボックスからの信号に重畳されている、あるいは
、記録装置４００で記録されたディスクに記録されている情報信号に重畳されている電子
透かし情報を検出するためのものであり、ＰＮｃ発生部４０９４は、再生装置１００で重
畳された「Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ」を検出するためのものである。
【０１５９】
図１９は、この記録装置４００における処理動作のフローチャートであり、第１の実施の
形態の記録装置２００の図９のフローチャートに対応するものである。図９と図１９とを
対比させると、ステップＳ１０１～ステップＳ１０７は、ステップＳ４０１～ステップＳ
４０７と対応しているが、ステップＳ４０５のみが、ステップＳ１０５と異なることが理
解できる。すなわち、ステップＳ１０５では、電子透かし情報ＷＭの書き換えが行われて
いたのに対して、ステップＳ４０５では、ＣＧＭＳ情報の書き換えのみが行われるだけで
、電子透かし情報ＷＭの書き換えは行われない。
【０１６０】
また、図２０は、この第２の実施の形態の場合の再生装置１００での処理動作のフローチ
ャートであり、図１２に対応するものである。なお、図１３に対応する部分は、全く同一
であるので、図示を省略する。
【０１６１】
この図２０のフローチャートでは、図１２のステップＳ２０４に対応するステップＳ５０
４の動作が異なる。すなわち、第１の実施の形態では、電子透かし情報ＷＭを記録装置２
００で書き換えるため、スクランブルがかかっている状態で、ＣＧＭＳ情報が［１０］の
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状態はなく、また、電子透かし情報が「Ｏｎｅ　Ｃｏｐｙ」の状態はなかったので、それ
らの場合と、電子透かし情報が「Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ」の状態のときには、再生を禁止
するようにした。
【０１６２】
しかし、この第２の実施の形態の場合には、記録装置で記録されたＲＡＭディスクの電子
透かし情報は「Ｏｎｅ　Ｃｏｐｙ」となるので、ステップＳ５０４では、この電子透かし
情報が「Ｏｎｅ　Ｃｏｐｙ」の状態を除いている。つまり、電子透かし情報が「Ｏｎｅ　
Ｃｏｐｙ」の状態であっても、再生を許可する。しかし、ステップＳ２１０の再生出力制
御において、その再生出力信号には「Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ」の電子透かし情報を重畳す
る。その他は、第１の実施の形態と全く同様となる。
【０１６３】
この第２の実施の形態においては、コンプライアントの記録装置では、電子透かし情報Ｗ
Ｍの書き換えを行わないため、第１世代の複製の再生出力信号に対する電子透かし情報の
影響は、当初の１個の電子透かし情報のみとなり、映像の劣化は最小限に抑えることがで
きる。
【０１６４】
また、再生出力信号に「Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ」の電子透かし情報ＷＭが重畳される場合
があるが、これは、「Ｏｎｅ　Ｃｏｐｙ」の状態から書き換えによる重畳と等しく、最悪
でも２個の電子透かし情報が映像情報に重畳されるだけであるので、映像の劣化も記録装
置で電子透かし情報の書き換えを行う場合に比べて少ない。
【０１６５】
［変形例］
上述のコンプライアントの記録装置においては、入力情報がディスクからのものか、その
他の例えばセットトップボックスからのものかの種別を判別する機能は備えていなかった
が、この機能を備えるようにすることもできる。例えば、ＩＥＥＥ１３９４規格として、
それを定めるようにすれば、入力情報がディスクからのものかどうかが判別できる。
【０１６６】
その判別ができる場合には、情報信号に重畳されている複製制御情報の状態が、「Ｏｎｅ
　Ｃｏｐｙ」の状態は、ＲＯＭディスクでその状態がないと仮定すると、その情報信号は
不正な複製により作成されたものと認識できるので、そのように判別したときに、複製記
録を禁止することができる。
【０１６７】
また、上述の実施の形態では、複製制御情報は、ＣＧＭＳ方式のものと、電子透かし情報
とを同時に付加重畳するようにしたが、どちらか一方であってもよい。すなわち、ＣＧＭ
Ｓ方式の複製制御の場合であっても、再生信号中のＣＧＭＳ情報が［１０］あるいは［１
１］の状態であったときに、その再生出力中に、「Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ」の電子透かし
情報を重畳するようにする場合にも、この発明は適用できる。電子透かし情報のみを用い
た複製制御の場合に適用できることは言うまでもない。
【０１６８】
また、電子透かし情報は、上述の実施の形態の場合のスペクトラム拡散方式に限られるも
のではなく、例えば、デジタル信号に微小レベルで付加情報を重畳したり、ＭＰＥＧ圧縮
などの直交変換を用いる圧縮をデータに対して行うときに、その周波数軸に変換した成分
に、雑音として目立たないように、微小レベルの付加情報を重畳する場合であってもよい
。
【０１６９】
また、上述の実施の形態では、再生出力信号はアナログ信号の状態であってが、再生出力
信号がデジタル信号であって、そのデジタル信号に「Ｎｅｖｅｒ　Ｃｏｐｙ」の電子透か
し情報を重畳するようにする場合にも、この発明は適用できる。
【０１７０】
また、書き換え可能な記録媒体は、ディスク記録媒体に限られるものでなく、半導体記憶
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装置であってもよい。また、情報信号は、映像信号に限らず、音声信号であってもよいこ
とは言うまでもない。
【０１７１】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、情報信号に付加されている複製制御情報から、
当該情報信号は、これ以上の複製禁止が禁止されている状態であると判別されたときには
、当該情報信号の再生出力信号には、絶対複製禁止の状態を表す電子透かし情報を重畳し
て出力するようにしたので、この記録媒体を、電子透かし情報による複製制御処理に対応
する再生装置により再生したときに、その再生を禁止するようにすることができる。
【０１７２】
このように、この発明によれば、違法な複製の記録がなされてしまっても、その再生を禁
止することで、有効な複製防止効果が期待できる。
【０１７３】
また、この発明よれば、書き換え可能な記録媒体に記録されている情報信号についての複
製制御情報が、１回複製可能の状態であるときには、それを、これ以上の複製禁止の状態
と認識するようにしたので、記録媒体に複製の記録を行う際に、１回複製可能の状態の複
製制御情報は、これ以上の複製禁止に書き換える必要はない。したがって、複製制御情報
を電子透かし情報として重畳する場合に、電子透かし情報が重畳される回数が少なくなり
、情報信号に対する複製制御信号の影響が少なくなり、情報信号の劣化を最小限に抑える
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明による複製世代管理方法の第１の実施の形態の概要を説明するための図
である。
【図２】この発明による複製世代管理方法を一形態に用いるセットトップボックスの構成
例を示すブロック図である。
【図３】この発明による複製世代管理方法を一形態に用いる電子透かし情報の重畳方法を
説明するためのブロック図である。
【図４】この発明による複製世代管理方法を一形態に用いる電子透かし情報の検出方法を
説明するためのブロック図である。
【図５】この発明による複製世代管理方法を一形態に用いる電子透かし情報を説明するた
めの図である。
【図６】この発明による複製世代管理方法の第１の実施の形態で用いるコンプライアント
の記録装置の一例のブロック図である。
【図７】図６の一部である電子透かし情報ＷＭ書換部２０７のブロック図である。
【図８】図６の一部である電子透かし情報ＷＭデコード部２０９のブロック図である。
【図９】図６の記録装置の処理動作を説明するためのフローチャートである。
【図１０】この発明による複製世代管理方法の第１の実施の形態で用いるコンプライアン
トの再生装置の一例のブロック図である。
【図１１】図１０の一部である電子透かし情報ＷＭ書換部１０９のブロック図である。
【図１２】図１０の再生装置の処理動作を説明するためのフローチャートの一部である。
【図１３】図１０の再生装置の処理動作を説明するためのフローチャートの一部である。
【図１４】図１０の再生装置におけるデジタル出力制御を説明するためのフローチャート
である。
【図１５】図１０の再生装置における再生出力制御を説明するためのフローチャートであ
る。
【図１６】この発明による複製世代管理方法の第２の実施の形態の概要を説明するための
図である。
【図１７】この発明による複製世代管理方法の第２の実施の形態で用いるコンプライアン
トの記録装置の一例のブロック図である。
【図１８】図１７の一部のブロック図である。
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【図１９】図１７の記録装置の処理動作を説明するためのフローチャートである。
【図２０】この発明による複製世代管理方法の第２の実施の形態で用いるコンプライアン
トの再生装置の処理動作を説明するためのフローチャートの一部である。
【図２１】複製世代管理方法として、一般的なものを説明するための図である。
【符号の説明】
１００…コンプライアントの再生装置、１０１…読み出し部、１０２…デ・スクランブル
部、１０３…スクランブル有無検出部、１０４…ディスク種別判別部、１０５…ＷＭデコ
ード部、１０６…ＣＧＭＳデコード部、１０７…再生許可／禁止制御部、１０８…ビデオ
データデコード部、１０９…ＷＭ付加部、１１０…コントロール部、１１１…Ｄ／Ａコン
バータ、１１２…暗号化部、１１３…ＩＥＥＥ１３９４インターフェース、２００…コン
プライアントの記録装置、２０１…ＩＥＥＥ１３９４インターフェース、２０２…暗号解
読部、２０４…アナログインターフェース、２０５…圧縮エンコード部、２０６…ＣＧＭ
Ｓ書換部、２０７…ＷＭ書換部、２０８…ＣＧＭＳデコード部、２０９…ＷＭデコード部
、２１０…コントロール部、２１１…記録制御部、２１２…スクランブル部、３００…ノ
ンコンプライアントの記録装置
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】
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【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】
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