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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＤＶＤオーディオ規格の符号化方式であってロスレス圧縮（パックドＰＣＭ）を含む符
号化方式で符号化されると共に所定のチャンネル数からなるオーディオデータを含んで所
定のデータストリームが形成されたデータから前記符号化方式のオーディオデータをチャ
ンネル毎のＰＣＭオーディオ信号に復号して前記チャンネルのチャンネルコードを前記Ｐ
ＣＭオーディオ信号の前方に付加して配列されるリアルデータとしパケットヘッダとＣＩ
Ｐヘッダと前記リアルデータを収納する領域からなる構造にパケット化するに際し、前記
チャンネルコードの前に、さらに前記データストリームのオーディオデータの符号化方式
を示す識別情報を格納すると共に所定プロトコルのフォーマットでパケット化するパケッ
ト化処理手段を有することを特徴とする信号処理装置。
【請求項２】
　ＤＶＤオーディオ規格の符号化方式であってロスレス圧縮（パックドＰＣＭ）を含む符
号化方式で符号化されると共に所定のチャンネル数からなるオーディオデータを含んで所
定のデータストリームが形成されたデータから前記符号化方式のオーディオデータをチャ
ンネル毎のＰＣＭオーディオ信号に復号して前記チャンネルのチャンネルコードを前記Ｐ
ＣＭオーディオ信号の前方に付加して配列されるリアルデータとしパケットヘッダとＣＩ
Ｐヘッダと前記リアルデータを収納する領域からなる構造にパケット化するに際し、前記
チャンネルコードの前に、さらに前記データストリームのオーディオデータの符号化方式
を示す識別情報を格納すると共に所定プロトコルのフォーマットでパケット化されて伝送
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されたデータを受信し、少なくとも前記情報をデコードする手段を有することを特徴とす
る信号処理装置。
【請求項３】
　ＤＶＤオーディオ規格の符号化方式であってロスレス圧縮（パックドＰＣＭ）を含む符
号化方式で符号化されると共に所定のチャンネル数からなるオーディオデータを含んで所
定のデータストリームが形成されたデータから前記符号化方式のオーディオデータをチャ
ンネル毎のＰＣＭオーディオ信号に復号して前記チャンネルのチャンネルコードを前記Ｐ
ＣＭオーディオ信号の前方に付加して配列されるリアルデータとしパケットヘッダとＣＩ
Ｐヘッダと前記リアルデータを収納する領域からなる構造にパケット化するに際し、前記
チャンネルコードの前に、さらに前記データストリームのオーディオデータの符号化方式
を示す識別情報を格納し、所定規格のシリアルインタフェースに対応したパケットに変換
して前記所定規格のシリアルインタフェースを通じて伝送するようにしたことを特徴とす
る伝送方法。
　

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＤＶＤ(Digital Versatile Disc)オーディオなどの多重化されたデ
ータストリーム(Data Stream)を、シリアルインタフェース(Serial Interface)
を介して伝送するためのパケット(Packet)の信号処理装置及び伝送方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従来からデジタルコンテンツデータ(Digital Contents Data)をデジタルイン
タフェース(Digital Interface)（特に、シリアルインタフェース(Serial Inter
face)ともいう）を介して伝送する技術が知られている。
　例えば、特開平１０－２８５２３４号公報、特開平１１－４５５１２号公報に
開示されるようにコンテンツは分割されたＭＰＥＧ(Moving Picture Experts Gr
oup)トランスポートストリーム(Transport Stream)毎にヘッダ(Header)を付加し
て伝送される。
　上記のコンテンツは分割して伝送されるとパケット抜けを生じるおそれがある
。そのためヘッダの情報を用いてパケット抜けを処理することが必要になる。
　ところで、近年、ＤＶＤオーディオフォーマット(Audio Format)のようにＡパ
ック、ＲＴＩ(Real Time Information)パック、ＳＰＣＴ（静止画信号）パック
を含むオーディオファイル(Audio File)とＤＶＤ（ビデオ）ファイル(DVD(Video
) File)とが多重化されたファイル構造をもつコンテンツを伝送することが求め
られるようになった。
　このように多重化されたファイル構造を持つデータストリームを転送する場合
には、特に、デジタルインタフェースの段階で圧縮方式を特定できるようにフォ
ーマット処理を行ってどのような復号処理が必要か予め通告することにより「選
択的に」受信できるようにしたり、効率よく再生できることが望まれている。例
えば、復号できないデータである場合、受信を中止するなどの対応を可能にした
り、予め、圧縮データであるかを検出して効率よく再生することである。
　そこで、本発明は、上記の問題点に鑑み、これらの問題点を解決した音声信号
などを含むＤＶＤオーディオフォーマットやＤＶＤビデオフォーマットなどに基
づく多重化されたコンテンツを、デジタルインタフェースを介して伝送するため
の信号処理装置及び伝送方法を提供するものである。



(3) JP 4124192 B2 2008.7.23

10

20

30

40

50

【課題を解決するための手段】
【０００４】
本発明は、上記課題を解決するために、以下の１）乃至３）に記載の手段からな
る。
すなわち、
【０００５】
　１）ＤＶＤオーディオ規格の符号化方式であってロスレス圧縮（パックドＰＣＭ）を含
む符号化方式で符号化されると共に所定のチャンネル数からなるオーディオデータを含ん
で所定のデータストリームが形成されたデータから前記符号化方式のオーディオデータを
チャンネル毎のＰＣＭオーディオ信号に復号して前記チャンネルのチャンネルコードを前
記ＰＣＭオーディオ信号の前方に付加して配列されるリアルデータとしパケットヘッダと
ＣＩＰヘッダと前記リアルデータを収納する領域からなる構造にパケット化するに際し、
前記チャンネルコードの前に、さらに前記データストリームのオーディオデータの符号化
方式を示す識別情報を格納すると共に所定プロトコルのフォーマットでパケット化するパ
ケット化処理手段を有することを特徴とする信号処理装置。
　２）ＤＶＤオーディオ規格の符号化方式であってロスレス圧縮（パックドＰＣＭ）を含
む符号化方式で符号化されると共に所定のチャンネル数からなるオーディオデータを含ん
で所定のデータストリームが形成されたデータから前記符号化方式のオーディオデータを
チャンネル毎のＰＣＭオーディオ信号に復号して前記チャンネルのチャンネルコードを前
記ＰＣＭオーディオ信号の前方に付加して配列されるリアルデータとしパケットヘッダと
ＣＩＰヘッダと前記リアルデータを収納する領域からなる構造にパケット化するに際し、
前記チャンネルコードの前に、さらに前記データストリームのオーディオデータの符号化
方式を示す識別情報を格納すると共に所定プロトコルのフォーマットでパケット化されて
伝送されたデータを受信し、少なくとも前記情報をデコードする手段を有することを特徴
とする信号処理装置。
　３）ＤＶＤオーディオ規格の符号化方式であってロスレス圧縮（パックドＰＣＭ）を含
む符号化方式で符号化されると共に所定のチャンネル数からなるオーディオデータを含ん
で所定のデータストリームが形成されたデータから前記符号化方式のオーディオデータを
チャンネル毎のＰＣＭオーディオ信号に復号して前記チャンネルのチャンネルコードを前
記ＰＣＭオーディオ信号の前方に付加して配列されるリアルデータとしパケットヘッダと
ＣＩＰヘッダと前記リアルデータを収納する領域からなる構造にパケット化するに際し、
前記チャンネルコードの前に、さらに前記データストリームのオーディオデータの符号化
方式を示す識別情報を格納し、所定規格のシリアルインタフェースに対応したパケットに
変換して前記所定規格のシリアルインタフェースを通じて伝送するようにしたことを特徴
とする伝送方法。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、シリアル伝送する場合に、ＤＶＤオーディオ等の所定のＡＳＩＤコン
テンツの圧縮方式を識別する情報をリアルデータの所定の領域に格納してＩＥＥＥ１３９
４等のパケットに変換して、転送するようにしたので、コンテンツの復号管理が正確に行
えるなど、の効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、本発明の実施の形態につき、好ましい実施例により説明する。
　図１は、その実施例に係る信号処理装置及び伝送方法の第１の実施例を示すブ
ロック図、図２は図１のディスクプレーヤの処理を示すフローチャートである。
図１の例では、家庭内情報ネットワークのセンターを担う送信装置であるディス
クプレーヤ１００と１つの受信端末装置である記録再生装置２００がそれぞれデ
ータ転送インタフェース（Ｉ／Ｆ）２００ａ、２００ｂを有し、データ転送Ｉ／
Ｆ２００ａ、２００ｂが２本のＩＥＥＥ１３９４規格のシリアルインタフェース
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１８８－１、１８８－２を介して接続されている。ディスクプレーヤ１００は、
例えばＤＶＤオーディオ・ディスクに記録されているオーディオ信号Ａと静止画
（スチルピクチャ）信号ＳＰＣＴを読み出し、これをデータ転送Ｉ／Ｆ２００ａ
、シリアルインタフェース１８８－１、１８８－２を介して記録再生装置２００
に送信する。記録再生装置２００はこのオーディオ信号Ａと静止画信号ＳＰＣＴ
をシリアルインタフェース１８８－１、１８８－２、データ転送Ｉ／Ｆ２００ｂ
を介して受信して、再生する。このとき、一方のシリアルインタフェース１８８
－１は受信又は送信用に選択的に使用され、他方のシリアルインタフェース１８
８－２は送信専用に使用される。
【０００８】
図２を参照して図１のディスクプレーヤ１００の動作を説明する。まず、データ
転送Ｉ／Ｆ２００ａと一方のシリアルインタフェース１８８－１とを受信モード
に設定し（ステップＳ１）、次いでデータ転送Ｉ／Ｆ２００ａ、２本のシリアル
インタフェース１８８－１、１８８－２を介して記録再生装置２００との間で双
方向伝送を行う（ステップＳ２）。
次いで一方のシリアルインタフェース１８８－１を受信モードから送信モードに
設定し（ステップＳ３）、次いで２本のシリアルインタフェース１８８－１、１
８８－２を介して、転送レートが比較的高い信号を分散して再生装置２００に送
信する（ステップＳ４）。すなわち、この例では他方のシリアルインタフェース
１８８－２は常に送信モードに設定される。
【０００９】
送信データの具体例としては、ＤＶＤオーディオディスクにはオーディオ信号Ａ
の他にリアルタイムインフォメーション信号ＲＴＩ（例えばテキストデータ）と
静止画信号ＳＰＣＴが記録されているので、オーディオ信号Ａをシリアルインタ
フェース１８８－１を介して伝送し、リアルタイムインフォメーション信号　Ｒ
ＴＩと静止画信号ＳＰＣＴをシリアルインタフェース１８８－２を介して伝送す
る方法が考えられる。このように分散することにより前者のオーディオ信号Ａと
後者のリアルタイムインフォメーション信号ＲＴＩと静止画信号ＳＰＣＴが同期
再生される場合にはバッファ容量の制限を回避できるので多数の静止画、例えば
、８０枚から９９枚、を同期再生させることができる。なお、一方を受信モード
に設定したステップＳ１において行う具体的な通信の例は、再生端末からのディ
スクの指定（リクエスト）、プレイコマンド等の操作指示である。
【００１０】
なお、シリアルインタフェースは２本に限定されず、例えば、図３、図４に示す
ように４本のシリアルインタフェース１８８－１～１８８－４（及びデータ転送
インタフェースＩ／Ｆ２００ａ´、２００ｂ´）を用いてもよい。すなわち、ま
ず、シリアルインタフェース１８８－１～１８８－４の中の１本を受信モードに
設定し（ステップＳ１１）、次いで、２本のシリアルインタフェース１８８－１
、１８８－２を介して記録再生装置２００との間で双方向伝送を行う（ステップ
Ｓ１２）。次いで上記の受信モードのインタフェース１８８－１を双方向モード
に設定し（ステップＳ１３）、次いで３本のシリアルインタフェース
１８８－２～１８８－４を介して、転送レートが比較的高い信号を分散して記録
再生装置２００に送信する（ステップＳ１４）。
【００１１】
すなわち、この場合には例えば１本のシリアルインタフェース１８８－１を受信
又は送信に選択的に使用し、他の３本のシリアルインタフェース１８８－２～１
８８－４を送信専用に使用するようにしても良い。この場合には、例えば、オー
ディオ信号Ａとリアルタイムインフォメーション信号ＲＴＩと静止画信号ＳＰＣ
Ｔをそれぞれ３本のシリアルインタフェース１８８－２～１８８－４を介して伝
送し、再生端末との操作に関するデータを１本のシリアルインタフェース
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１８８－１を介して相互に伝送する方法が考えられる。
【００１２】
本実施例ではまた、ＩＥＥＥ１３９４規格の伝送方式に代えてＩＥＣ９５８規格
のオーディオ対応フォーマットにも適用することができる。
ＩＥＣ９５８規格は、本実施例のＩＥＥＥ１３９４規格のように双方向への伝送
方式と異なり、一方方向のみの伝送方式であり、本実施例のように複数のシリア
ルインタフェースを用いて双方向に伝送する場合には適用し易いものとなる。
更に、上記ＩＥＣ９５８規格のオーディオ対応フォーマットとは、ＩＥＥＥ１３
９４規格におけるＩＥＣ９５８モードオーディオ対応フォーマットであってもよ
く、ＩＥＥＥ１３９４規格の様々なモードにも適用できる。
【００１３】
次に、図５を用いて後述する図１２のデータフィールドに格納される課金フラグ
、ゼロフラグ(Zero Flag)、ミュートフラグ(Mute Flag)、パックフラグ(Back Fl
ag)、コピーフラグ(Copy Flag)及びコピー付帯情報（ダウンサンプリングフラグ
(Down-sampling Flag)Ｆａ、ダウンミックスフラグ(Down-mix Flag)Ｆｂ、デク
オンタイズフラグ(De-quantize Flag)Ｆｃ、コピー回数）の説明を行う。まず、
送信側から受信側に対してデータの圧縮方式がＤＶＤオーディオのロスレス方式
であるか否かのフラグを送る。例えば、このフラグは、図１３で示すようなデー
タフィールドの管理情報内に格納されるフラグである。もし、このロスレス方式
が復号できない場合、受信を中止することができる。また、同時に送信側から受
信側に対して送られた認証データを受信し、その応答を行い、受信側がコピーを
行う資格があるか否かがチエックされ、そのチエック条件を満足する場合、スタ
ートする。コピーフラグと送信側において予めコンテンツに施された処理を示す
コピー付帯情報を受け取り、すなわち、サンプリング周波数Ｆｓが半分に変換さ
れている処理が施されていればダウンミクスフラグＦｂが“１”にセットされ、
もとのビット（例えば、２０ビット）から１６ビットにデクオンタイズ(de-quan
tize)処理が施されていれば、デクオンタイズフラグＦｃが“１”にセットされ
、また、コピー回数がセットされたコピー付帯情報を受け取る。また、コンテン
ツの種類に応じた「有料」、「無料」を示す課金フラグを見て、「有料」の場合
、コピー回数情報に応じて課金料金を決定し、装置内に具備される電子財布から
課金を行う課金管理を行う（ステップＳ２１）。
【００１４】
次に、複数本のシリアルインタフェースの内、いくつかが不使用の場合やデータ
が「０」の場合には、送信側から受信側に対してそのシリアルインタフェースを
介してゼロフラグを送信するので、受信側ではこのフラグを見て（ステップＳ２
２）、Ｙであれば受信処理しないようにし（ステップＳ２３）、また、音声信号
Ａ以外のデータ、例えば静止画信号ＳＰＣＴやリアルタイムインフォメーション
ＲＴＩをあるシリアルインタフェースを介して送信する場合には受信側において
音声信号用のＤ／Ａコンバータにより雑音が発生しないように、送信側から受信
側に対してそのシリアルインタフェースを介してミュートフラグを送信し、受信
側ではこのフラグを見て（ステップＳ２４）、Ｙであればミュート処理するよう
にする（ステップＳ２５）。
【００１５】
また、音声信号Ａ、静止画信号ＳＰＣＴ、リアルタイムインフォメーション(Rea
l Time Information)ＲＴＩ、ビデオ信号Ｖをあるシリアルインタフェースを介
して送信する場合には受信側においてそれを即座にデコードして同期を取り易い
ように、送信側から受信側に対してそのシリアルインタフェースを介して信号種
類別フラグを送信し、受信側ではこのフラグを見て受信し（ステップＳ２６）、
終了であれば（ステップＳ２７でＹ）終了する。送信側では、コピーの完了によ
ってコピー回数情報をカウントアップして書き換える。
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【００１６】
　図６にステップＳ２６の具体的一例を示す。すなわち、信号種類別フラグがオ
ーディオ信号（ＤＶＤオーディオディスクのＡパック）であるかを見て（ステッ
プＳ３１）、ＹであればＡパックバッファに供給し（ステップＳ３２）、パック
フラグがビデオ信号（ＤＶＤオーディオディスクのビデオパック）であるかを見
て（ステップＳ３３）、ＹであればＶパックバッファに供給し（ステップＳ３４
）、パックフラグがＲＴＩ信号（ＤＶＤオーディオディスクのＲＴＩパック）で
あるかを見て（ステップＳ３５）、ＹであればＲＴＩパックバッファに供給し（
ステップＳ３６）、パックフラグがＳＰＣＴ信号（ＤＶＤオーディオディスクの
ＳＰＣＴパック）であるか見て（ステップＳ３７）、ＹであればＳＰＣＴパック
バッファに供給し（ステップＳ３８）、その他（管理データ）であればデコーダ
バッファに供給する（ステップＳ３９）。
【００１７】
　また、上述したＩＤ、管理情報、及びフラグ情報は、次のようなＭＰＥＧプロ
トコルのデータ内に収納して送信されるようになっている。
　図７は、その送信を行うためのＩＥＥＥ１３９４規格のアイソクロナス（Isoc
hronous）転送方式を説明するための図で、図７（ａ）はトランスポート・スト
リームを示す。トランスポート・ストリームは、１８８バイトの固定パケットで
、ここではＤＶＤオーディオ規格によるオーディオデータのビット列（Ａパック
）やＤＶＤビデオ規格による画像データやオーディオデータ（ビデオのＡパック
）など（Ｖパック）、あるいはまたＳＡＣＤ規格（スーパーオーディオ(Super A
udio)ＣＤ規格）によるオーディオデータのビット列が配列される。
【００１８】
　図８から図１１に、ここに配列される前述のＡパック、Ｖパック、ＲＴＩパッ
ク、及びＳＰＣＴパックのデータ構造を示す。図８（Ａ）に示すリニアＰＣＭの
ＡパックはＤＶＤオーディオディスクのデータエリア内に記録されているもので
ある。
　このＰＣＭのＡパックは、２０４８バイト以下で構成され、その内訳は１４バ
イトのパックヘッダとＡパケットにより構成されている。Ａパケットは１７、９
又は１４バイトのパケットヘッダ(Packet Header)と、プライベートヘッダ(Priv
ate Header)と、１ないし２０１１バイトのオーディオデータ(Audio Data)によ
り構成されている。
【００１９】
プライベートヘッダは、
・８ビットのサブストリームＩＤと、
・ＵＰＣ、ＥＡＮ、ＩＳＲＣ内の３ビットの保留領域と、
・ＵＰＣ、ＥＡＮ、ＩＳＲＣ内の５ビットのＵＰＣ／ＥＡＮ／ＩＳＲＣ番号と、
・ＵＰＣ、ＥＡＮ、ＩＳＲＣ内の８ビットのＵＰＣ／ＥＡＮ／ＩＳＲＣデータと
、
・８ビットのプライベートヘッダ長と、
・１６ビットの第１アクセスユニットポインタと、
・８バイトのオーディオデータ情報（ＡＤＩ）と、
・０～７バイトのスタッフィングバイトと、
により構成されている。
【００２０】
ＡＤＩ（オーディオデータ情報部）は、
・１ビットのオーディオ・エンファシス・フラグと、
・１ビットの保留領域と、
・１ビットのステレオ再生モードと、
・１ビットのダウンミクスコード有効性と、
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・４ビットのダウンミクスコードと、
・４ビットのグループ「１」の量子化ワード長「１」と、
・４ビットのグループ「２」の量子化ワード長「２」と、
・４ビットのグループ「１」のオーディオ・サンプリング周波数ｆｓ１と、
・４ビットのグループ「２」のオーディオ・サンプリング周波数ｆｓ２と、
・４ビットの保留領域と、
・４ビットのマルチチャンネルタイプと、
・３ビットのグループ「２」のビットシフトと、
・５ビットのチャンネル割り当て情報と、
・８ビットのダイナミックレンジ制御情報と、
・１６ビットの保留領域と、
により構成されているものである。
【００２１】
　また、図８（Ｂ）にロスレス圧縮したパックド（圧縮）ＰＣＭ(Packed PCM)の
Ａパックの構造が示され、このパックは２０４８バイト以下で構成され、その内
訳は１４バイトのパックヘッダとＡパケットにより構成されている。Ａパケット
は１７、２２、９、１４又は１９バイトのパケットヘッダと、プライベートヘッ
ダと、１ないし２０１５バイトの圧縮されたオーディオデータにより構成されて
いる。
プライベートヘッダは、
・８ビットのサブストリームＩＤと、
・ＵＰＣ、ＥＡＮ、ＩＳＲＣ内の３ビットの保留領域と、
・ＵＰＣ、ＥＡＮ、ＩＳＲＣ内の５ビットのＵＰＣ／ＥＡＮ／ＩＳＲＣ番号と、
・ＵＰＣ、ＥＡＮ、ＩＳＲＣ内の８ビットのＵＰＣ／ＥＡＮ／ＩＳＲＣデータと
、
・８ビットのプライベートヘッダ長と、
・１６ビットの第１アクセスユニットポインタと、
・４バイトのオーディオデータ情報（ＡＤＩ）と、
・０～７バイトのスタッフィングバイトと、
により構成されている。
ＡＤＩ（オーディオデータ情報）は、
・８ビットの前方サーチポインタと、
・８ビットの後方サーチポインタと、
・１６ビットの保留領域と、
により構成されている。
【００２２】
　図９に示すＶパックはＤＶＤオーディオ又はＤＶＤビデオディスクのデータエ
リア内に記録されているものである。
　このＶパックは、２０４８バイト以下で構成され、その内訳は１４バイトのパ
ックヘッダとユーザデータパケットにより構成されている。パックヘッダは４バ
イトのパックスタートと、６バイトのＳＣＲと、３バイトのＭＵＸレート（多重
転送レート）と、１バイトのスタッフィングにより構成されている。
【００２３】
　図１０に示すＲＴＩパックはＤＶＤオーディオディスクのデータエリア内に記
録されているものである。
　このＲＴＩパックは、２０４８バイト以下で構成され、その内訳は１４バイト
のパックヘッダとＲＴＩパケットにより構成されている。ＲＴＩパケットは１７
、９又は１４バイトのパケットヘッダと、ＲＴＩプライベートヘッダと、１ない
し２０１５バイトのＲＴＩデータにより構成されている。
【００２４】
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ＲＴＩプライベートヘッダは、
・８ビットのサブストリームＩＤと、
・２バイトの保留領域と、
・８ビットのプライベートヘッダ長と、
・４ビットの保留領域と、
・４ビットのＲＴＩ情報ＩＤと、
・０～７バイトのスタッフィングバイトと、
により構成されている。
【００２５】
　図１１に示すＳＰＣＴパックはＤＶＤオーディオディスクのデータエリア内に
記録されているものである。
　このＳＰＣＴパックは、２０４８バイト以下で構成され、その内訳は１４バイ
トのパックヘッダとＳＰＣＴパケットにより構成されている。ＳＰＣＴパケット
は２２、１９又は９バイトのパケットヘッダと、１ないし２０２５バイトのＳＰ
ＣＴデータにより構成されている。
【００２６】
　再び、図７において、上述の１８８バイトよりなる固定パケットは、その先頭
にソース・パケット・ヘッダと呼ばれるタイムスタンプが付けられる［図７（ｂ
）］。受信側では、このタイムスタンプの時刻に合わせて音声や動画が再生され
るようになっている。
　そして、これらのデータはそれぞれ４８バイトの複数のデータ・ブロックに分
割される［図７（ｃ）］。その分割方法は、１９２バイト×１ブロック、９６バ
イト×２ブロック、４８バイト×４ブロック、２４バイト×８ブロックの４通り
である。
【００２７】
　次に、複数のデータ・ブロックがまとめられて、一つのアイソクロナス転送パ
ケットが作られる。このまとめられ方は、１２５μｓを１サイクルとし、この１
サイクル毎に収まる数のブロックに順次まとめられ、そのブロックの先頭に後述
するＩＥＥＥ１３９４用のパケットヘッダが付加される。図７（ｄ）に４８バイ
トづつに分割されたデータが３ブロック及び２ブロックにまとめられた状態が示
されている。
【００２８】
　そして、このデータ転送を行う時には、図１２に示すように、先頭にアービト
レイションが付加され、これに続いてサイクルスタートパケットが配列され、更
に、このサイクルスタートパケットに続いて所定間隔毎に１２５ μｓのパケッ
トが繰り返し配列されて転送されるようになっている。
【００２９】
　この１２５ μｓ毎のパケットは、パケットヘッダと、データフィールドと、
３２ビットのデータエラー検出符号とにより構成されている。
パケットヘッダは、
・１６ビットのデータ長情報と、
・２ビットの後述するＣＩＰ（Common Isochronous Packet）ヘッダの有無を示
すタグと、
・６ビットのパケットが伝送されるチャンネル割り当て情報と、
・４ビットの処理コードを示すトランザクションコード(Transaction Code)と、
・４ビットの同期コードと、
・３２ビットのパケットヘッダエラー検出符号と、
より構成される。
【００３０】
　データフィールドは、３２ビットのＣＩＰヘッダと３２ビットのリアルデータ
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のヘッダとリアルデータと３２ビットのリアルデータのテールから構成される。
　８ビットのＩＤは、
　・４ビットのシリアルインタフェースの総数と、
　・４ビットのシリアルインタフェースの番号と、
により構成される。
　１６ビットの応用情報は、
　・４ビットのパックフラグと、
　・１ビットのゼロフラグと、
　・１ビットのミュートフラグと、
　・８ビットの課金フラグと、
　・２ビットのコピーフラグと、
により構成される。
【００３１】
　８ビットのコピー付帯情報は、
　・１ビットのダウンサンプリングフラグＦａと、
　・１ビットのダウンミクスフラグＦｂと、
　・１ビットのデクオンタイズフラグＦｃと、
　・５ビットのコピー回数と、
により構成される。
【００３２】
　リアルデータのテール内の管理情報には、図１３に示すように１バイト（８ビ
ット）のアドレス００ｈからアドレスＦＦｈ（２５６種類）に相当する情報（１
６ビット）が順に記録され、これを繰り返すように構成される。このアドレス０
０ｈからＦＦｈはリアルデータのテール内のＩＤ（８ビット）に記録されるよう
になっている。
　すなわち、
００ｈ～０７ｈ；ＩＳＲＣ、
０８ｈ～０Ｂｈ；ＵＰＣ／ＥＡＮ／ＪＡＮ コード、
０Ｃｈ；ＳＤＣＭ（コピー管理情報）、
０Ｄｈ～２Ｆｈ；暗号化の附属情報、
３０ｈ～３Ｆｈ；使用許可期間、
４０ｈ；コンテンツＩＤ、
４１ｈ～４６ｈ；著作権保護期間、
４７ｈ～４Ａｈ；プレーヤに関する情報、
４Ｂｈ～７２ｈ；テキストデータ、
７３ｈ～７Ｆｈ；ユーザＩＤ、
８０ｈ；ＤＶＤオーディオのロスレス圧縮フラグ（パックドＰＣＭフラグ）、
８１ｈ～ＢＦｈ；保留領域、
Ｃ０ｈ～Ｃ７ｈ；ディスク管理データ、
Ｃ８ｈ～ＣＥｈ；マスターテープ管理データ、
ＣＦｈ～ＦＦｈ；ソフトウエア生産の基本情報、
により構成される。このようにして１６ビットの領域を用いて２５６番地の多数
の情報を収納できる。
【００３３】
　また、リアルデータに格納されるマルチチャンネルデータであるＡＭ８２４デ
ータは、図１４に示すように、３２ビットからなり、先頭識別子（０１１）と、
チャンネルコード（５ビット）と、ＰＣＭオーディオ（２４、２０、又は１６ビ
ット；但し、２０、又は１６ビットの場合、ＬＳＢ側にゼロを埋める）から構成
される。
【００３４】
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　チャンネルコードは、図１５に示すように、
０ｈ：Ｌｆ：マルチチャンネルのレフトフロント
１ｈ：Ｒｆ：マルチチャンネルのライトフロント
２ｈ：Ｓ　：マルチチャンネルのサラウンド
３ｈ：Ｌｓ：マルチチャンネルのレフトサラウンド
４ｈ：Ｒｓ：マルチチャンネルのライトサラウンド
５ｈ：Ｃ　：マルチチャンネルのセンター
６ｈ：ＬFE：マルチチャンネルのLow Frequency Effect
７－１Ｆｈ：保留
により規定される。
【００３５】
　図１６は、上記規定による具体的なリアルデータの例である。
　また、前記のチャンネルコード情報は、前記のリアルデータ内に入れる代わり
に、図１７に示すように１６ビットの情報を前記の図１２におけるテール内のＩ
Ｄ及びリザーブ領域に入れるようにしても良い。
　この１６ビット情報は、
　グループのサンプリング周波数FS2（４ビット）と、
　マルチチャンネルのタイプを示す情報［周波数とビット数（４ビット）］と、
チャンネルアサインメント（割当て）を示す情報（５ビット）と
　１ビットの保留、１ビットのダウンサンプルフラグ(Down-sampling Flag)、及
び１ビットのディクオンタイズフラグ(De-quantize Flag)の計３ビットの情報部
と、
　とから構成するようにしても良い。
　図１７は、図１３の変形の実施例で、チャンネルアサイメント(Channel Assig
nment)はチャンネル情報の一例である。
【００３６】
　図１８は、そのチャンネルアサインメントに基づく詳細を示したものである。
　同図は１チャンネル（モノラル）から６チャンネルまでのグループ「１」、「
２」のチャンネル割り当て情報を示している。同図におけるＬｆ，Ｒｆ，Ｓ，Ｌ
ｓ…の各符号は、前記の図１５と同様に各対応するチャンネルを表し、Ｌ，Ｒは
２チャンネルステレオを意味する。
　また、その場合、前記のリアルデータ内のマルチチャンネルデータは、例えば
、図１９のように配列され、各チャンネルは前記図１７のチャンネルアサイメン
ト及び図１８のチャンネル順（ＡＣＨ０～ＡＣＨ５）により確定されるようにな
っている。つまり、前記の図１４のＣＨコード５ビットの代わりにビットフラグ
を格納するようにする。ビットフラグの上位２ビットはビット情報として、例え
ば（００；２４ビット）、（０１；２０ビット）、（１０；１６ビット）、
（１１；その他ビット）を表し、ビットフラグの下位２ビットはダウンサンプリ
ング情報として、例えば、（０１０）はダウンサンプリングなし、（０１１）は
ダウンサンプリングあり、というふうに表すようにしている。ダウンサンプリン
グは、例えば、１／２のサンプリング周波数に変更することを意味する。
【００３７】
　次に、図２０はディスクプレーヤ１００の具体的な実施例を示し、ＤＶＤオー
ディオディスクとＤＶＤビデオディスクなどを再生可能なユニバーサルプレーヤ
を示している。ユニバーサルプレーヤでは制御部１４の制御及び操作部１５、リ
モコン１６の操作に基づいてＤＶＤオーディオディスク、ＤＶＤビデオディスク
、ＤＶＤ－ＲＡＭディスクなどのディスク１に記録されているデータがドライブ
装置２により再生されて復調回路２Ｂにより復調される。ＤＶＤオーディオディ
スクやＤＶＤビデオビデオディスクから再生されたビデオ（Ｖ）パックとＤＶＤ
オーディオディスクから再生された静止画パックは、静止画／Ｖパック・デコー
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ダ３によりＤＶＤデコードされてビデオストリームに変換される。
【００３８】
　そして、図１に示すモニター用の出力端子５５を介して外部の表示器（不図示）に表示
させ、あるいはオーディオ出力として取り出す場合には、このビデオストリームが伸長／
画像変換部４により伸長、デスクランブルなどされ、次いでＤ／Ａ変換部５を介してＶパ
ックは、ビデオ信号／サブピクチャ信号／オーディオ信号として出力され、静止画ＳＰＣ
Ｔパックは、ビデオ信号として出力される。他方、図１に示す記録再生装置２００に転送
する場合には２通りあり、第１の方法では、伸長／画像変換部４により伸長、デスクラン
ブルなどされたデータがデータ配列部６によりパック方式でデータ配列され、次いで２本
のデータ転送Ｉ／Ｆ７－１、７－２及びＩＥＥＥ１３９４又はＩＥＣ９５８のシリアルイ
ンタフェースを介して記録再生装置２００に転送される。第２の方法では、静止画／Ｖパ
ック・デコーダ３によりデコード（デパック）されたスクランブルありのビデオストリー
ムがデータ転送Ｉ／Ｆ７－１、７－２及びＩＥＥＥ１３９４又はＩＥＣ９５８のシリアル
インタフェースを介して記録再生装置２００に転送される。
【００３９】
　また、ＤＶＤオーディオディスク、ＤＶＤ－ＲＡＭディスクから再生されたオ
ーディオＡパックと、ＲＴＩパックは、Ａパック／ＲＴＩパックデコーダ８によ
りＤＶＤデコードされてＤＶＤオーディオストリームに変換され、また表示信号
生成部１１を介して文字情報／リアルタイムテキスト情報ＲＴＩに変換される。
【００４０】
そして、オーディオ信号を図１の出力端子５５を介して取り出し外部のスピーカ
（不図示）に供給する場合には、このオーディオストリームはＰＣＭ変換／オー
ディオ信号処理部９によりＰＣＭ変換、デスクランブル(De-scramble)などされ
てＰＣＭ信号に変換され、次いでＤ／Ａ変換部１０を介して出力される。また、
ＲＴＩを外部の表示器（不図示）に表示させる場合には、表示信号生成部１８に
より変換された出力信号が供給される。他方、図１の記録再生装置２００に転送
する場合にもビデオの場合と同様に２通りあり、第１の方法では、ＰＣＭ変換／
オーディオ信号処理部９によりＰＣＭ変換、デスクランブルなどされたＰＣＭデ
ータが、必要に応じてダウンサンプリング部１０でサンプリング周波数を低く変
更され、必要に応じてダウンミクス部１１でマルチチャンネル信号の場合に２チ
ャンネルステレオ信号にダウンミクスされ、データ配列部１２によりデータ配列
され、次いで２本のデータ転送Ｉ／Ｆ１３－１、１３－２及びＩＥＥＥ１３９４
又はＩＥＣ９５８のシリアルインタフェースを介して記録再生装置２００に転送
される。
【００４１】
　第２の方法では、Ａパック／ＲＴＩパックデコーダ８によりデコードされてスクランブ
ルありのＤＶＤオーディオストリームがデータ転送Ｉ／Ｆ１３－１、１３－２及びＩＥＥ
Ｅ１３９４又はＩＥＣ９５８のシリアルインタフェースを介して記録再生装置２００に転
送される。
【００４２】
　また、図２１は受信装置である記録再生装置２００の他の例で、図２０に示す
ユニバーサルプレーヤ１００により転送されたデータを再生する装置として示し
、ユニバーサルプレーヤ１００によりシリアルインタフェースを介して転送され
たデータは、データ転送Ｉ／Ｆ２１－１、２１－２を介して受信される。データ
転送Ｉ／Ｆ２１－１、２１－２は、ユニバーサルプレーヤ１００により転送され
たヘッダのフラグに基づいて制御部３２によりＤＶＤデコーダ２２のバッファ２
２Ｖ、Ａパック再生部２３のバッファ２３Ｖ、Ｖパック再生部２４のバッファ２
４Ｖ、ＲＴＩパック再生部２５のバッファ２５Ｖ、及びＳＰＣＴパック再生部２
６のバッファ２６Ｖのいずれかに分配する。
【００４３】
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　すなわち、図１２に示す、上述したリアルデータのヘッダ３２ビットの応用情
報の４ビットのパックフラグによりＡパックと識別した場合は、Ａパック再生部
２３のバッファ２３Ｖに、Ｖパックと識別した場合は、Ｖパック再生部２４のバ
ッファ２４Ｖに、ＲＴＩパックと識別した場合は、ＲＴＩパック再生部２５のバ
ッファ２５Ｖに、ＳＰＣＴパックと識別した場合は、ＳＰＣＴパック再生部２６
のバッファ２６Ｖにそれぞれ分配する。もし、パックフラグが付加されていない
場合は、ＤＶＤデコーダ２２のバッファ２２Ｖに供給される。操作部３３は、プ
レイなどの操作を行うためのものである。また、図１３に示すリアルデータ内の
アドレス４０ｈに記録されているコンテンツＩＤによりコンテンツを識別して課
金処理が行われる。
　また、アドレス７３ｈ～７Ｆｈに記録されているユーザＩＤは、特定のユーザ
にのみ供給されるときに使用され、ユーザを照合するために使用される。
【００４４】
　前記のバッファ２３Ｖに格納されていたデータがユーザの指示により再生状態
にされた場合、前記のパックドＰＣＭ（圧縮）フラグを見て、フラグがついてい
る場合には、伸長処理される。従って、このフラグにより全部のデータを見てか
ら伸長処理する必要がなく、予めフラグを見れば良く、再生効率がよくなると共
に、バッファ容量が少なくてすむ。
　また、前述したように本装置が伸長処理できない装置である場合には、制御部
３２においてデータの受信を中止することができる。
【００４５】
　また、リアルデータのヘッダ３２ビットにパックＩＤを設けることにより、音
声信号Ａ、静止画信号ＳＰＣＴ、リアルタイムインフォメーションＲＴＩ、ビデ
オ信号Ｖを受信する場合には受信側においてそれを即座にデコードできるため、
例えば静止画ＳＰＣＴと音声Ａの同期を取るために予め多量の静止画信号を静止
画バッファに取り込む必要がなくなり、従来バッファ容量により制限されていた
静止画の同期再生の制限が低減される。また、ビデオ動画Ｖ（音声付き）とオー
ディオＡが同時に取り出せ、同時に再生できるようになり、それぞれが別々に再
生しなければならない再生の制限が解消される。
　また、ゼロフラグと、ミュートフラグと、課金フラグと課金情報（使用許可期
間）を参照するようにしている。課金フラグと課金情報は、コンテンツのＩＤと
共に課金管理部３４で処理される。コピー管理情報ＳＤＣＭはこの場合、使用さ
れない。
【００４６】
　また、更に、前記の図２１において、Ａパック再生部２３内の動作について図
２２のフローチャートを用いて詳述するに、このＡパック再生部２３では入来デ
ータの先頭の３ビットに「０１１」が付与されているかのチエックが行われる（ス
テップＳ４０）。イエス（Ｙ）であれば、このデータはＰＣＭオーディオデータ
として後述のステップへと移行し、ノー（Ｎ）であればこの処理プログラムが終
了処理され（ステップＳ５２）、他のチャンネルオーディオデータであるとして
処理される。
　マルチチャンネルオーディオデータである場合には、ステップＳ４１でＣＨ（
チャンネル）コードが見られ、各ＣＨコードがそれぞれのステップＳ４２，Ｓ４
４，Ｓ４６，Ｓ４８，Ｓ５０において、それぞれＬｆ，Ｒｆ，Ｌｓ，Ｒｓ，Ｃで
あるかのチャンネルが検出され、その検出された各チャンネルのデータがそれぞ
れＡパック再生部２３内の対応するラッチ回路２３ａ，…でラッチされ（ステッ
プＳ４３，Ｓ４５，Ｓ４７，Ｓ４９，Ｓ５１）、同期がとられて出力されように
なっている。
【００４７】
　また、前述の図１７のように各チャンネルに対応した周波数情報を入れるよう
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にした場合には、更に図１９に示すダウンサンプリング情報を参照して図２３に
示すようにステップ６１で各チャンネルに対応した周波数情報を見るようにし、
ステップ８０～８４は、それぞれ各チャンネルに対応した周波数に設定するよう
にする。すなわち、前記ステップ８０～８４では、ダウンサンプリング情報によ
り、ダウンサンプリングありの場合にはそのサンプリング周波数Ｆｓを半分に設
定するようにする。
【００４８】
　更に、別の動作につき、図２４，図２５及び図１，図２０を併せ参照して説明
する。まず、図１のディスクプレーヤ１００の動作を説明する。データ転送Ｉ／
Ｆ２００ａと一方のシリアルインタフェース１８８－１とを受信モードに設定し
（ステップＳ４１）、記録再生装置２００からの伝送要求が有るかチエック（ス
テップＳ４２）、有ればその伝送要求を受信し（ステップＳ４３）、後述のよう
にダウンサンプリング及びデクオンタイズの処理に設定し（ステップＳ４４）、
マルチチャンネルの場合はダウンミクスするためにダウンミクスの処理に設定す
る（ステップＳ４５，４６）。
【００４９】
　そして、次いでデータ転送Ｉ／Ｆ２００ａ、２本のシリアルインタフェース１
８８－１、１８８－２を介して受信装置である記録装置２００との間で双方向伝
送を行う（ステップＳ４７）。
次いで一方のシリアルインタフェース１８８－１を受信モードから送信モードに
設定し（ステップＳ４８）、次いで２本のシリアルインタフェース１８８－１、
１８８－２を介して、転送レートが比較的高い信号を分散して再生装置すなわち
記録装置２００に送信する（ステップＳ４９）。すなわち、この例では他方のシ
リアルインタフェース１８８－２は常に送信モードに設定される。
【００５０】
送信データの具体例としては、ＤＶＤオーディオディスクにはオーディオ信号Ａ
の他にリアルタイムインフォメーション信号ＲＴＩ（例えばテキストデータ）と
静止画信号ＳＰＣＴが記録されているので、オーディオ信号Ａをシリアルインタ
フェース１８８－１を介して伝送し、リアルタイムインフォメーション信号ＲＴ
Ｉと静止画信号ＳＰＣＴをシリアルインタフェース１８８－２を介して伝送する
方法が考えられる。このように分散することにより前者のオーディオ信号Ａと後
者のリアルタイムインフォメーション信号ＲＴＩと静止画信号ＳＰＣＴが高速に
伝送できる。
なお、一方を受信モードに設定したステップＳ１において行う具体的な通信の例
は、再生端末からのディスクや曲の指定（リクエスト）、プレイコマンド等の伝
送供給指示である。
【００５１】
　図２０に示すようにダウンサンプリング(Down-sampling)の処理はダウンサン
プリング部１０で行い、デクオンタイズ(De-quantize)の処理はＰＣＭ変換／オ
ーディオ信号処理部９で行う。
　また、ダウンミクス(Down-mix)の処理はダウンミクス部１１で行う。
【００５２】
次に、図２５を用いて記録再生装置２００におけるコピーフラグ(Copy Flag)、
コピー付帯情報（ダウンサンプリングフラグ(Down-sampling Flag)Ｆａ、ダウン
ミクスフラグ(Down-mix Flag)Ｆｂ、デクオンタイズフラグ(De-quantize Flag)
Ｆｃ、コピー回数）、課金フラグ、ゼロフラグ(Zero Flag)、ミュートフラグ(Mu
te Flag)、及びパックフラグ(Back Flag)の説明を行う。また、ダウンミクスフ
ラグや、デクオンタイズフラグは、前記の別実施例としてあげた図１７に示した
データ内から得るようにしても良い。
まず、図１のデータ転送Ｉ／Ｆ２００ｂと一方のシリアルインターフェース　１
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８８－１とを送信モードに設定し（ステップＳ５１）、ディスクプレーヤ
１００に伝送要求を行う（ステップＳ５２）。次いで一方のシリアルインターフ
ェース１８８－１を送信モードから受信モードに設定し（ステップＳ５３）、次
いで２本のシリアルインターフェース１８８－１，１８８－２を介して受信する
（ステップＳ５４）。次いで、送信側から受信側に対して送られた認証データを
受信し、その応答を行い、受信側がコピーを行う資格があるか否かがチエックさ
れ、そのチエック条件を満足する場合、スタートする。コピーフラグと送信側に
おいて予めコンテンツ施された処理を示すコピー付帯情報を受け取り、すなわち
、ダウンサンプルの処理が施されていればダウンミクスフラグＦｂが“１”にセ
ットされ、もとのビット（例えば、２０ビット）から１６ビットにデクオンタイ
ズ処理が施されていれば、デクオンタイズフラグＦｃが“１”にセットされ、ま
た、コピー回数がセットされたコピー付帯情報を受け取る。また、コンテンツの
種類に応じた「有料」、「無料」を示す課金フラグを見て、「有料」の場合、コ
ピー回数情報に応じて課金料金を決定し、電子財布から課金を行う課金管理を行
う（ステップＳ５５）。
【００５３】
次に、複数本のシリアルインタフェースの内、いくつかが不使用の場合やデータ
が「０」の場合には、送信側から受信側に対してそのシリアルインタフェースを
介してゼロフラグを送信するので、受信側ではこのフラグを見て（ステップＳ５
６）、Ｙであれば受信処理しないようにし（ステップＳ５７）、また、音声信号
Ａ以外のデータ、例えば静止画信号ＳＰＣＴやリアルタイムインフォメーション
ＲＴＩをあるシリアルインタフェースを介して送信する場合には受信側において
音声信号用のＤ／Ａコンバータにより雑音が発生しないように、送信側から受信
側に対してそのシリアルインタフェースを介してミュートフラグを送信し、受信
側ではこのフラグを見て（ステップＳ５８）、Ｙであればミュート処理するよう
にする（ステップＳ５９）。
【００５４】
また、音声信号Ａ、静止画信号ＳＰＣＴ、リアルタイムインフォメーション
ＲＴＩ、ビデオ信号Ｖをあるシリアルインタフェースを介して送信する場合には
受信側においてそれを即座にデコードして同期を取り易いように、送信側から受
信側に対してそのシリアルインタフェースを介して信号種類別フラグを送信し、
受信側ではこのフラグを見て受信し（ステップＳ６０）、終了であれば（ステッ
プＳ６１でＹ）終了する。送信側では、コピーの完了によってコピー回数情報を
カウントアップして書き換える。
【００５５】
ステップ６０の具体例は前述の図６に示したステップと同様である。すなわち、
パックフラグがオーディオ信号（ＤＶＤオーディオディスクのＡパック）である
か見て（ステップＳ３１）、ＹであればＡパックバッファに供給し（ステップＳ
３２）、パックフラグがビデオ信号（ＤＶＤオーディオディスクのビデオパック
）であるか見て（ステップＳ３３）、ＹであればＶパックバッファに供給し（ス
テップＳ３４）、パックフラグがＲＴＩ信号（ＤＶＤオーディオディスクのＲＴ
Ｉパック）であるか見て（ステップＳ３５）、ＹであればＲＴＩパックバッファ
に供給し（ステップＳ３６）、パックフラグがＳＰＣＴ信号（ＤＶＤオーディオ
ディスクのＳＰＣＴパック）であるか見て（ステップＳ３７）、ＹであればＳＰ
ＣＴパックバッファに供給し（ステップＳ３８）、その他であればデコーダバッ
ファに供給する（ステップＳ３９）。
【００５６】
また、前記の実施例ではＤＶＤオーディオ規格に基づいて処理された信号処理を
想定して説明したが、この符号化方式と１ビットＤＳＤ符号化方式を再生できる
兼用装置について説明する。
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　例えば、１ビットＤＳＤ符号化方式の場合、そのデータ構造は、ＳＤＣＤ（ス
ーパーオーディオＣＤ）のものであっても良いが、ここではそのデータ構造は、
前記の図８に示される構造とほぼ同様で、オーディオデータエリアにＤＳＤ符号
化データが格納されるものとして説明する。また、伝送時、図１２のリアルデー
タ内は、例えば、図２６のように配列される。
　すなわち、
　先頭識別子３ビット（１１１：１ビットＤＳＤ符号化方式を示す）と、
　その符号化にエンコードが付与されているか否かを示すエンコード有り無しフ
ラグ１ビットと、
　チャンネル及びビット数フラグ４ビット（上位２ビットはチャンネル情報とし
て、例えば、「００：２ＣＨ」、「０１：３ＣＨ」、「１０：６ＣＨ」、
「１１：その他チャンネル」を表し、下位２ビットはビット数情報として、例え
ば、「００；２４ビット」、「０１；２０ビット」、「１０；１６ビット」、「
１１；その他ビット」を表す）と、１ビットオーディオデータとから構成される
。
　上記のエンコードは、例えばハフマン符号のようなロスレス圧縮を表す。
　また、このとき、前記の１ビットＤＳＤ符号化方式を示すフラグは、図１３で
示す管理情報内の保留領域に新たに設けるようにしても良い。
【００５７】
　そして、前述の図６に対応した再生動作として、図２７のフローチャートで説
明すれば、ステップ３１において、信号識別フラグがＡパックと判断された場合
には、ステップ３２において、１ビット符号化方式のフラグがあるか否かが検出
され、YであればＤＳＤ用バッファに供給し（ステップＳ３３）、フラグが見あ
たらない場合には、ＰＣＭ用バッファに供給する（ステップＳ３４）。
【００５８】
　また、このような符号化方式のディスク再生するプレーヤとしては、例えば、
図２８に示すプレーヤが提供される。このプレーヤは前記の図２０に対応した構
成で、特に、ＤＳＤ／ＰＣＭ変換信号処理部９′が設けられた点が異なり、前記
の１ビットＤＳＤ符号化方式のフラグの有り無しに応じてＤＳＤ変換、又はＰＣ
Ｍ変換などされたＤＳＤデータ又はＰＣＭデータが出力されるようになっている
。
【００５９】
　また更に、図２９は、前記の図２１に対応した図で、特に、この場合には、図
１２に示す、前述したリアルデータのヘッダ３２ビットの応用情報の４ビットの
パックフラグによりＡパックと識別し、そして、図２６に示す先頭識別子
（１１１）により１ビットＤＳＤ符号化方式のデータであるかのチエックして、
それに応じてＡパック再生部２３のＤＳＤ用のバッファ２３Ｖ-1又はＰＣＭ用の
バッファ２３Ｖ-2に供給し、再生時にはＡパック再生部２３を介してＰＣＭ―Ｄ
ＳＤ変換部２８ａよりＰＣＭ信号又はＤＳＤ信号として出力される。
　特に、１ビットＤＳＤ符号化方式であると判断された場合には、図３０のフロ
ーチャートに示すようにエンコードフラグの有り無しがチエックされ（ステップ
Ｓ１５０）、有りの場合には、ＰＣＭ－ＤＳＤ変換部２８ａにおいてロスレス圧
縮をデコード処理し（ステップＳ１６０）、図示しないＤ／Ａコンバータに供給
することになっている（ステップＳ１７０）。
【００６０】
　以上説明した実施例において、インタフェースは複数接続可能なインタフェー
スであり、多量のデータをより高速に転送させることを念頭におき、複数のイン
タフェースを接続した構成で説明したが、それほど多量のデータを高速転送する
ことを望まないならば、双方向転送可能なＩＥＥＥ１３９４規格のインタフェー
スを一個用いるようにしても良い。
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また、ディスクプレーヤは、光ディスクに限らず、ハードディスク（ＨＤＤ）等
の記録媒体であっても良い。
　また、記録再生装置は、携帯端末であっても良い。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明に係る伝送方法、信号処理装置（送信装置、受信装置）の第１の実施例を
示すブロック図である。
【図２】図１のディスクプレーヤの処理を示すフローチャートである。
【図３】第２の実施形態の伝送方法、信号処理装置（送信装置、受信装置）を示すブロッ
ク図である。
【図４】図３のディスクプレーヤの処理を示すフローチャートである。
【図５】図１、図３の受信装置の処理を示すフローチャートである。
【図６】図５の詳細フローチャートである。
【図７】ＩＥＥＥ１３９４規格におけるアイソクロナス転送方式を説明するための図であ
る。
【図８】ＤＶＤオーディオ規格によるオーディオデータのＡパックのデータ構造である。
【図９】ＤＶＤビデオ規格によるデータのデータ構造である。
【図１０】ＤＶＤオーディオ規格によるのＲＴＩパックのデータ構造である。
【図１１】ＤＶＤオーディオ規格によるのＳＰＣＴパックのデータ構造である
【図１２】転送時のデータ配列の詳細図である。
【図１３】リアルデータのテール内の管理情報エリアに格納される情報の詳細図である。
【図１４】リアルデータ内の配列フォーマットを示す図である。
【図１５】チャンネルコードを示す図である
【図１６】リアルデータ内の詳細図である。
【図１７】チャンネル情報の別実施例である。
【図１８】チャンネルアサイメントとの例である。
【図１９】図１４に対応したリアルデータ内の別の実施例である。
【図２０】図１のプレーヤ１００の詳細ブロックである。
【図２１】記録再生装置の別の実施例である。
【図２２】図１の別の動作モードを示すフローチャートである。
【図２３】図１７に対応した情報が格納される場合の動作フローである。
【図２４】ダウンサンプルフラグや、ダウンミクスフラグを得た場合の動作フローである
。
【図２５】ゼロフラグや、ミュートフラグを得た場合の動作フローである。
【図２６】１ビット符号化方式のデータが配列される場合の図１４に対応した図である。
【図２７】１ビット符号化方式の場合の図６に対応した図である。
【図２８】ＤＶＤオーディオ方式及び１ビット符号化方式の兼用型のプレーヤのブロック
図である。
【図２９】ＤＶＤオーディオ方式及び１ビット符号化方式の兼用型の図２１に対応した受
信側の記録再生装置のブロック図である。
【図３０】図２９における１ビット符号化方式の信号のデコード処理を示すフローチャー
トである。
【符号の説明】
【００６２】
　１００   ディスクプレーヤ（送信装置）
　２００   記録再生装置（受信装置）
　１８８－１～１８８－４　 シリアルインタフェース
　７－１～７－２、１３－１～１３－２、２００ａ、２００ａ´　 データ転送インタフ
ェース（送信手段） 
２１－１～２１－２、２００ｂ、２００ｂ´　 データ転送インタフェース（受信手段）
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