
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数種類の送信用のデータを受信すると共に、この送信用のデータに、データの転送先
の機器の正当性を確認するための認証処理を必要とする特定のデータが含まれている場合
に、前記特定のデータが含まれることを判別するために用いられる判別データを受信する
受信手段と、
　この受信手段によって受信した判別データに基づいて、前記送信用のデータに前記特定
のデータが含まれているか否かを判別する判別手段と

　を備えたことを特徴とするデータ受信装置。
【請求項２】
　前記特定のデータは、複数種類の他の送信用のデータと共に多重化されて送信されたも
のであり、
　前記判別データは、多重化されたデータ中における特定のデータと特定のデータ毎の識
別情報との対応関係を表す情報に付加されるものである
　ことを特徴とする請求項 記載のデータ受信装置。
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、
　前記判別手段によって前記特定のデータが含まれていると判別された場合に、前記転送
先の機器との間で認証処理を行い、前記転送先の機器が前記特定のデータのダウンロード
を行ってもいい正当な機器であるか否かを判断する判断手段と、
　前記判断手段によって正当な機器であると認証された場合に、前記転送先の機器に前記
特定のデータを転送する手段と

１



【請求項３】
　前記特定のデータは、所定の圧縮方式で圧縮された圧縮データであり、
　前記転送先の機器は、前記特定のデータを圧縮されたままの状態で記録可能である
　ことを特徴とする請求項 記載のデータ受信装置。
【請求項４】
　複数種類の送信用のデータを受信すると共に、この送信用のデータに、データの転送先
の機器の正当性を確認するための認証処理を必要とする特定のデータが含まれている場合
に、前記特定のデータが含まれることを判別するために用いられる判別データを受信し、
　これらの受信した判別データに基づいて、前記送信用のデータに前記特定のデータが含
まれているか否かを判別

　ことを特徴とするデータ受信方法。
【請求項５】
　前記特定のデータは、複数種類の他の送信用のデータと共に多重化されて送信されたも
のであり、
　前記判別データは、多重化されたデータ中における特定のデータと特定のデータ毎の識
別情報との対応関係を表す情報に付加されるものである
ことを特徴とする請求項 記載のデータ受信方法。
【請求項６】
　前記特定のデータは、所定の圧縮方式で圧縮された圧縮データであり、
　前記転送先の機器は、前記特定のデータを圧縮されたままの状態で記録可能である
ことを特徴とする請求項 記載のデータ受信方法。
【請求項７】
　複数種類の送信用のデータを生成すると共に、この送信用のデータに、送信先において
データの転送先の機器の正当性を確認するための認証処理を必要とする特定のデータが含
まれている場合に、前記特定のデータが含まれることを判別するために用いられる判別デ
ータを生成するデータ生成手段と、このデータ生成手段によって生成されたデータを送信
する送信手段とを有するデータ送信装置と、
　前記データ送信装置の送信手段から送信されたデータを受信する受信手段と、この受信
手段によって受信したデータに含まれる判別データに基づいて、前記送信用のデータに前
記特定のデータが含まれているか否かを判別する判別手段と

を有するデータ受信装置
と
　を備えたことを特徴とするデータ送受信システム。
【請求項８】
　前記特定のデータは、複数種類の他の送信用のデータと共に多重化されて送信されたも
のであり、
　前記判別データは、多重化されたデータ中における特定のデータと特定のデータ毎の識
別情報との対応関係を表す情報に付加されたものである
　ことを特徴とする請求項 記載のデータ送受信システム。
【請求項９】
　前記特定のデータは、所定の圧縮方式で圧縮された圧縮データであり、
　前記転送先の機器は、前記特定のデータを圧縮されたままの状態で記録可能である
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し、
　前記特定のデータが含まれていると判別された場合に、前記転送先の機器との間で認証
処理を行い、前記転送先の機器が前記特定のデータのダウンロードを行ってもいい正当な
機器であるか否かを判断し、
　正当な機器であると認証された場合に、前記転送先の機器に前記特定のデータを転送す
る

４

４

、前記判別手段によって前記
特定のデータが含まれていると判別された場合に、前記転送先の機器との間で認証処理を
行い、前記転送先の機器が前記特定のデータのダウンロードを行ってもいい正当な機器で
あるか否かを判断する判断手段と、前記判断手段によって正当な機器であると認証された
場合に、前記転送先の機器に前記特定のデータを転送する手段と

７



　ことを特徴とする請求項 記載のデータ送受信システム。
【請求項１０】
　複数種類の送信用のデータを生成すると共に、この送信用のデータに、送信先において
データの転送先の機器の正当性を確認するための認証処理を必要とする特定のデータが含
まれている場合に、前記特定のデータが含まれることを判別するために用いられる判別デ
ータを生成し、
　これらの生成されたデータを送信し、
　送信されたデータを受信し、
　受信したデータに含まれる判別データに基づいて、前記送信用のデータに前記特定のデ
ータが含まれているか否かを判別

　ことを特徴とするデータ送受信方法。
【請求項１１】
　前記特定のデータは、複数種類の他の送信用のデータと共に多重化されて送信されたも
のであり、
　前記判別データは、多重化されたデータ中における特定のデータと特定のデータ毎の識
別情報との対応関係を表す情報に付加されるものである
　ことを特徴とする請求項 記載のデータ送受信方法。
【請求項１２】
　前記特定のデータは、所定の圧縮方式で圧縮された圧縮データであり、
　前記転送先の機器は、前記特定のデータを圧縮されたままの状態で記録可能である
　ことを特徴とする請求項 記載のデータ送受信方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、データの送受信に用いられ ータ受信装置および方法ならびにデータ送受
信システムおよび方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、音声や画像データの伝送、記録にデジタル信号を使用することが多くなってきてい
る。例えば、デジタル衛星放送では、デジタル信号を圧縮して衛星を使って伝送すること
が行われている。このデジタル衛星放送では、既存のアナログ放送に比べて、ノイズやフ
ェージングに強く、高品質の信号を伝送することが可能である。また、近年では、光ディ
スクや光磁気ディスク等に代表されるように、デジタル信号を記録可能な記録媒体も多く
開発されている。これにより、例えば、前述のデジタル衛星放送で伝送されたデジタル信
号を一般家庭においてデジタル記録することも可能となってきている。また、光ディスク
等のデジタルデータの記録メディアから再生されたデジタル信号を、バス等を介してデジ
タル記録することも可能となってきている。
【０００３】
ところで、デジタル信号は、信号を伝送する際に信号劣化がほとんど生じないため、デー
タの複製をオリジナルとほぼ同等の品質で行うことが可能となる。このため、データの複
製が違法に行われ易く、著作権の保護がなされなくなる虞がある。
【０００４】
そこで、従来から、デジタルデータの保護を図るための方法が提案されている。例えば、
伝送するデータ中に、データの複製を禁止するフラグを含める方法がある。これは、デー
タの送信側においては、複製が禁止されるべきデータを伝送する場合に、複製を禁止する
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し、
　前記特定のデータが含まれていると判別された場合に、前記転送先の機器との間で認証
処理を行い、前記転送先の機器が前記特定のデータのダウンロードを行ってもいい正当な
機器であるか否かを判断し、
　正当な機器であると認証された場合に、前記転送先の機器に前記特定のデータを転送す
る
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フラグを立ててデータを伝送すると共に、受信側の記録装置においては、フラグの有無に
応じてデータの記録を禁止するような装置制御を行うものである。なお、この場合、例え
ば、データの１回目の複製時には複製禁止のフラグは立てず、例えば、データを複製した
記録媒体を更に別の記録媒体に複製するような場合にフラグが立てられる。これにより、
１回のみの複製は可能であるが、その複製した記録媒体を元にした２世代以降ではデータ
の複製はできなくなる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述のようにデータにフラグを含める方法では、受信側の記録装置がフラ
グに対する処理に対応したものでなければ、十分にデータの保護を図ることはできないと
いう問題がある。
【０００６】
ところで、一般に市販されているデジタルデータの記録メディアでは、データを所定の圧
縮方式により圧縮して記録する方式が採られている。このような記録メディアに記録され
たデジタル信号を、バス等を介して別の記録媒体にデジタル記録する場合には、通常、デ
ータの送信側で圧縮データを一度復号して非圧縮化したデータにし、データの受信側で再
び圧縮してデジタル記録が行われる。このように、何度かデータの圧縮を繰り返すと、そ
のデータを圧縮する機器の性能によってはデータの劣化が起きる可能性がある。
【０００７】
しかしながら、近年では、伝送されてきた圧縮データを復号、圧縮処理することなく、そ
のままの状態で記録媒体にデジタル記録するような方式が提案されている。この方式の場
合には、記録側においてデータの圧縮処理を施す必要がないため、データの記録の際に事
実上信号劣化がほとんど生じない。従って、このような方式に関しては、特に、著作権の
保護を図る必要がある。
【０００８】
　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、特定のデータについての
不当な転送に対するデータの保護を図ることが可能 ータ受信装置および方法ならびに
データ送受信システムおよび方法を提供することにある。
【００１２】
　本発明によるデータ受信装置は、複数種類の送信用のデータを受信すると共に、この送
信用のデータに、データの転送先の機器の正当性を確認するための認証処理を必要とする
特定のデータが含まれている場合に、特定のデータが含まれることを判別するために用い
られる判別データを受信する受信手段と、この受信手段によって受信した判別データに基
づいて、送信用のデータに特定のデータが含まれているか否かを判別する判別手段と

を備えたものである。
【００１３】
　本発明によるデータ受信方法は、複数種類の送信用のデータを受信すると共に、この送
信用のデータに、データの転送先の機器の正当性を確認するための認証処理を必要とする
特定のデータが含まれている場合に、特定のデータが含まれることを判別するために用い
られる判別データを受信し、これらの受信した判別データに基づいて、送信用のデータに
特定のデータが含まれているか否かを判別

ようにしたものである。
【００１４】
本発明によるデータ受信装置および方法では、複数種類の送信用のデータが受信されると
共に、この送信用のデータに、データの転送先の機器の正当性を確認するための認証処理
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、判
別手段によって特定のデータが含まれていると判別された場合に、転送先の機器との間で
認証処理を行い、転送先の機器が特定のデータのダウンロードを行ってもいい正当な機器
であるか否かを判断する判断手段と、判断手段によって正当な機器であると認証された場
合に、転送先の機器に特定のデータを転送する手段と

し、特定のデータが含まれていると判別された
場合に、転送先の機器との間で認証処理を行い、転送先の機器が特定のデータのダウンロ
ードを行ってもいい正当な機器であるか否かを判断し、正当な機器であると認証された場
合に、転送先の機器に特定のデータを転送する



を必要とする特定のデータが含まれている場合に、特定のデータが含まれることを判別す
るために用いられる判別データが受信され、これらの受信した判別データに基づいて、送
信用のデータに特定のデータが含まれているか否かが判別される。
【００１５】
　本発明によるデータ送受信システムは、複数種類の送信用のデータを生成すると共に、
この送信用のデータに、送信先においてデータの転送先の機器の正当性を確認するための
認証処理を必要とする特定のデータが含まれている場合に、特定のデータが含まれること
を判別するために用いられる判別データを生成するデータ生成手段と、このデータ生成手
段によって生成されたデータを送信する送信手段とを有するデータ送信装置と、データ送
信装置の送信手段から送信されたデータを受信する受信手段と、この受信手段によって受
信したデータに含まれる判別データに基づいて、送信用のデータに特定のデータが含まれ
ているか否かを判別する判別手段と

を有するデータ受信装置とを備えたものである。
【００１６】
　本発明によるデータ送受信方法は、複数種類の送信用のデータを生成すると共に、この
送信用のデータに、送信先においてデータの転送先の機器の正当性を確認するための認証
処理を必要とする特定のデータが含まれている場合に、特定のデータが含まれることを判
別するために用いられる判別データを生成し、これらの生成されたデータを送信し、送信
されたデータを受信し、受信したデータに含まれる判別データに基づいて、送信用のデー
タに特定のデータが含まれているか否かを判別

ようにしたものである。
【００１７】
本発明によるデータ送受信システムおよび方法では、複数種類の送信用のデータが生成さ
れると共に、この送信用のデータに、送信先においてデータの転送先の機器の正当性を確
認するための認証処理を必要とする特定のデータが含まれている場合に、特定のデータが
含まれることを判別するために用いられる判別データが生成され、これらの生成されたデ
ータが送信され、送信されたデータが受信され、受信したデータに含まれる判別データに
基づいて、送信用のデータに特定のデータが含まれているか否かが判別される。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００１９】
本発明が適用されるシステムは、デジタル衛星放送を使用して音楽番組を放送すると共に
、この音楽番組と関連するオーディオデータを配信することにより、視聴者が音楽番組を
試聴できるようにし、更に、試聴して気に入った楽曲があった場合に、その場でその楽曲
を簡単に購入できるようにしたものである。
【００２０】
図１は、本発明が適用されるデータ送受信システムとしての音楽コンテンツ配信システム
の全体構成を示したものである。この音楽コンテンツ配信システムは、各種の信号を多重
化して、衛星２に対して送信するデジタル衛星放送用の地上局１と、この地上局１に接続
された課金サーバ５、テレビジョン番組（以下、テレビ番組またはＴＶ番組と記す。）素
材サーバ６、楽曲素材サーバ７、音声付加情報サーバ８、グラフィカルユーザインタフェ
ース（ Graphical User Interface；以下、ＧＵＩと記す。）データサーバ９およびキー情
報サーバ１０を備えている。衛星２は、地上局１から送られてきた信号を地上に向けて送
信するようになっている。衛星２には、複数のトランスポンダが搭載されている。１つの
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、判別手段によって特定のデータが含まれていると判
別された場合に、転送先の機器との間で認証処理を行い、転送先の機器が特定のデータの
ダウンロードを行ってもいい正当な機器であるか否かを判断する判断手段と、判断手段に
よって正当な機器であると認証された場合に、転送先の機器に特定のデータを転送する手
段と

し、特定のデータが含まれていると判別さ
れた場合に、転送先の機器との間で認証処理を行い、転送先の機器が特定のデータのダウ
ンロードを行ってもいい正当な機器であるか否かを判断し、正当な機器であると認証され
た場合に、転送先の機器に特定のデータを転送する



トランスポンダは、例えば３０Ｍｂｐｓの伝送能力を有している。
【００２１】
音楽コンテンツ配信システムは、更に、地上局１から送信された信号を衛星２を介して受
信するための、例えば各家庭毎の受信設備３を備えている。受信設備３は、衛星２からの
信号を受信するためのパラボラアンテナ１１と、このパラボラアンテナ１１で受信した信
号を、所定の周波数の信号に変換するコンバータであるローノイズブロックダウンコンバ
ータ（ Low Noise Block Downconverter ；以下、ＬＮＢと記す。）１５と、このＬＮＢ１
５の出力信号を入力する受信機としてのインテグレイテッドレシーバ・デコーダ（ Integr
ated Receiver Decoder ；以下、ＩＲＤと記す。）１２と、このＩＲＤ１２に接続された
ストレージデバイス１３およびテレビジョン受像機１４とを有している。ＩＲＤ１２は、
例えば電話回線４を介して、課金サーバ５に接続されるようになっている。
【００２２】
なお、ここで、地上局１が、本発明におけるデータ生成手段、送信手段および送信装置に
対応し、受信設備３が、本発明における受信手段および受信装置に対応する。また、ＩＲ
Ｄ１２が、本発明における判別手段に対応する。
【００２３】
このように構成された音楽コンテンツ配信システムでは、デジタル衛星放送の地上局１に
は、テレビ番組素材サーバ６からのテレビ番組放送の素材と、楽曲素材サーバ７からの楽
曲データの素材と、音声付加情報サーバ８からの音声付加情報と、ＧＵＩデータサーバ９
からのＧＵＩデータとが送られる。
【００２４】
テレビ番組素材サーバ６は、通常の音楽放送番組の素材を提供するサーバである。このテ
レビ番組素材サーバ６から送られてくる音楽放送の素材は、動画および音声である。通常
の音楽放送番組では、例えば、新曲紹介のプロモーション用の動画と音声が放送されたり
、最新のヒット曲のカウントダウンが放送されたりする。
【００２５】
楽曲素材サーバ７は、オーディオチャンネルを使用して、オーディオ番組を提供するサー
バである。このオーディオ番組の素材は音声のみである。この楽曲素材サーバ７は、複数
のオーディオチャンネルのオーディオ番組の素材を地上局１へ送る。各オーディオチャン
ネルの番組放送では、それぞれ、同一の楽曲が所定の単位時間で繰り返して放送される。
各オーディオチャンネルは、それぞれ、独立しており、その利用方法は各種のものが考え
られる。例えば、１つのオーディオチャンネルでは、最新の日本のポップスの中の推薦曲
を所定時間繰り返して放送し、他のオーディオチャンネルでは、最新のアメリカンポップ
スの中の推薦曲を所定時間繰り返して放送し、更に他のオーディオチャンネルでは、ジャ
ズの中から推薦曲を所定時間繰り返して放送してもよい。また、同じアーティストの複数
の楽曲をそれぞれのオーディオチャンネルに分けて繰り返して放送してもよい。
【００２６】
音声付加情報サーバ８は、音声付加情報を提供するものである。この音声付加情報は、楽
曲素材サーバ７から出力される楽曲の時間情報、具体的には、楽曲の全演奏時間と楽曲の
演奏開始時からの経過時間の情報である。
【００２７】
ＧＵＩデータサーバ９は、配信される楽曲のリストページや各楽曲の情報ページの画面を
形成するためのデータ、ジャケットの静止画データを形成するためのデータ、配信される
楽曲の歌詞のデータ、電子プログラムガイド（ Electric Program Guide；以下、ＥＰＧと
記す。）用の画面を形成するためのデータ等を提供するものである。詳細は後で説明する
ように、本発明が適用されるシステムでは、画面上のＧＵＩの操作により、配信される楽
曲の歌詞やアーティストのコンサート情報等を画面に表示させることができる。また、画
面上のＧＵＩの操作により、楽曲の選択、ダウンロードおよびその予約等を行うことがで
きる。ＧＵＩデータサーバ９からは、そのためのデータが送られる。なお、このＧＵＩデ
ータには例えばＭＨＥＧ（ Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Gro
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up）方式が用いられる。
【００２８】
地上局１は、前述した、テレビ番組素材サーバ６からの音楽番組放送の素材となるビデオ
データおよびオーディオデータと、楽曲素材サーバ７からのオーディオチャンネルの素材
となるオーディオデータと、音声付加情報サーバ８からの音声付加情報と、ＧＵＩデータ
サーバ９からのＧＵＩデータとを多重化して送信する。このとき、テレビ番組放送のビデ
オデータは、例えばＭＰＥＧ（ Moving Picture Experts Group）２方式により圧縮され、
テレビ番組放送のオーディオデータは、ＭＰＥＧ２オーディオ方式により圧縮される。各
オーディオチャンネルのオーディオデータは、２つの異なる方式、例えばＭＰＥＧ２オー
ディオ方式とＡＴＲＡＣ（ Adaptive Transform Acoustic Coding）方式により圧縮される
。また、これらのデータは、多重化の際、キー情報サーバ１０からのキー情報を用いて暗
号化される。
【００２９】
地上局１からの信号は、衛星２を介して、例えば各家庭の受信設備３のパラボラアンテナ
１１で受信される。この受信信号は、ＬＮＢ１５で所定の周波数に変換されて、ＩＲＤ１
２に供給される。
【００３０】
ＩＲＤ１２は、受信信号から所定のチャンネルの信号を選択し、ビデオデータおよびオー
ディオデータの復調を行うものである。また、ＩＲＤ１２は、配信される楽曲のリストペ
ージや、各楽曲の情報ページや、ＥＰＧ用の画面を形成する。ＩＲＤ１２の出力信号は、
テレビジョン受像機１４に供給される。
【００３１】
ストレージデバイス１３は、ダウンロードされたオーディオデータを保存するためのもの
である。例えば、ストレージデバイス１３としては、ＭＤ（ミニディスク）レコーダ・プ
レーヤ、ＤＡＴ（デジタルオーディオテープ）レコーダ・プレーヤ、ＤＶＤ（デジタルビ
デオディスクまたはデジタルヴァーサタイルディスク）レコーダ・プレーヤ等を用いるこ
とができる。また、ストレージデバイス１３としてパーソナルコンピュータを用い、その
ハードディスクやＣＤ－Ｒ（書き込み可能なコンパクトディスク）にオーディオデータを
保存することも可能である。
【００３２】
ＩＲＤ１２は、例えば電話回線４を介して、課金サーバ５に接続される。ＩＲＤ１２には
、各種情報が記憶されるＩＣカードが挿入されるようになっている。楽曲のオーディオデ
ータのダウンロードが行われると、その情報がＩＣカードに記憶される。このＩＣカード
の情報は、例えば電話回線４を介して、課金サーバ５に送られる。課金サーバ５は、この
ダウンロード情報に基づいて、適切な課金を行い、視聴者に請求する。このように、適切
な課金を行うことにより、ダウンロードされる楽曲の著作権を保護することができる。
【００３３】
このように、本発明が適用されるシステムでは、地上局１は、テレビ番組素材サーバ６か
らの音楽番組放送の素材となるビデオデータおよびオーディオデータと、楽曲素材サーバ
７からのオーディオチャンネルの素材となるオーディオデータと、音声付加情報サーバ８
からの音声付加情報データと、ＧＵＩデータサーバ９からのＧＵＩデータとを多重化して
送信している。そして、各家庭の受信設備３でこの放送を受信すると、音楽番組が見られ
る他、送られてきたＧＵＩデータに基づいてＧＵＩ画面が表示される。視聴者は、このＧ
ＵＩ画面を見ながら必要な操作を行うと、各楽曲についての情報ページを見ることができ
、また、各楽曲についての試聴を行うことができる。視聴者は、更に、ＧＵＩ画面を見な
がら必要な操作を行うことで、所望の楽曲のオーディオデータをダウンロードして、スト
レージデバイス１３に記憶させることができる。
【００３４】
次に、受信設備３における視聴者の操作について、更に詳細に説明する。
【００３５】
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各家庭の受信設備３で、前述の音楽番組放送を受信すると、テレビジョン受像機１４に、
図２に示すようなＧＵＩ画面が表示される。この画面の左上部のテレビ番組表示エリア２
１Ａには、テレビ番組素材サーバ６から提供された音楽番組に基づく動画像が表示される
。画面の右上部には、オーディオチャンネルで放送されている各チャンネルの楽曲のリス
ト２１Ｂが表示される。また、画面の左下にはテキスト表示エリア２１Ｃとジャケット表
示エリア２１Ｄが設定される。更に、画面の右側には、歌詞表示ボタン２２、プロフィー
ル表示ボタン２３、情報表示ボタン２４、予約録音ボタン２５、予約済一覧表示ボタン２
６、録音履歴表示ボタン２７およびダウンロードボタン２８が表示される。
【００３６】
視聴者は、リスト２１Ｂに表示されている楽曲名を見ながら、興味のある楽曲を探してい
く。そして、興味のある楽曲を見つけたら、リモートコマンダの矢印キーを操作してその
楽曲にカーソルを合わせた後、ＩＲＤ１２に付属するリモートコマンダのエンターキーを
押す。これによって、カーソルを合わせた楽曲を試聴することができる。すなわち、各オ
ーディオチャンネルでは、所定の単位時間中、同一の楽曲が繰り返し放送されているので
、テレビ番組表示エリア２１Ａの画面はそのままで、その楽曲のオーディオチャンネルに
切り換えられ、その楽曲を聞くことができる。このとき、ジャケット表示エリア２１Ｄに
は、その楽曲のＭＤジャケットの静止画像が表示される。
【００３７】
この状態で歌詞表示ボタン２２にカーソルを合わせ、エンターキーを押す（以下、ボタン
にカーソルを合わせ、エンターキーを押す操作をボタンを押すという）と、テキスト表示
エリア２１Ｃに、楽曲の歌詞がオーディオデータと同期したタイミングで表示される。同
様に、プロフィール表示ボタン２３あるいは情報表示ボタン２４を押すと、楽曲に対応す
るアーティストのプロフィールあるいはコンサート情報等がテキスト表示エリア２１Ｃに
表示される。このように、視聴者は、現在どのような楽曲が配信されているのかを知るこ
とができ、各楽曲についての詳細な情報を知ることができる。
【００３８】
視聴者は、試聴した楽曲を購入したい場合には、ダウンロードボタン２８を押す。ダウン
ロードボタン２８が押されると、選択された楽曲のオーディオデータがダウンロードされ
、ストレージデバイス１３に記憶される。楽曲のオーディオデータと共に、その歌詞デー
タ、アーティストのプロフィール情報、ジャケットの静止画データ等をダウンロードする
こともできる。楽曲がダウンロードされる毎に、その情報がＩＲＤ１２内のＩＣカードに
記憶される。ＩＣカードに記憶された情報は、例えば１カ月に一度ずつ課金サーバ５に吸
い上げられる。これによって、ダウンロードされる楽曲の著作権を保護することができる
。
【００３９】
また、視聴者は、予めダウンロードの予約を行いたい場合には、予約録音ボタン２５を押
す。このボタン２５を押すと、ＧＵＩ画面が切り換わり、予約が可能な楽曲のリストが画
面全体に表示される。このリストは、１時間単位、１週間単位、ジャンル単位等で検索し
た楽曲を表示することが可能である。視聴者は、このリストの中からダウンロードの予約
を行いたい楽曲を選択すると、その情報がＩＲＤ１２内に登録される。また、既にダウン
ロードの予約を行った楽曲を確認したい場合には、予約済一覧表示ボタン２６を押すこと
により、予約済の楽曲のリストを画面全体に表示させることができる。このようにして予
約された楽曲は、予約時刻になるとＩＲＤ１２によりダウンロードされ、ストレージデバ
イス１３に記憶される。
【００４０】
視聴者は、ダウンロードを行った楽曲について確認したい場合には、録音履歴ボタン２７
を押すことにより、既にダウンロードを行った楽曲のリストを画面全体に表示させること
ができる。
【００４１】
このように、本発明が適用されるシステムにおける受信設備３では、テレビジョン受像機
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１４のＧＵＩ画面上に楽曲のリストが表示される。そして、視聴者は、このＧＵＩ画面上
の表示に従って楽曲を選択すると、その楽曲を試聴することができ、更に、その楽曲の歌
詞やアーティストのプロフィール等を知ることができる。視聴者は、更に、ＧＵＩ画面を
用いて、楽曲のダウンロードとその予約、ダウンロードの履歴や予約済楽曲リストの表示
等を行うこともできる。
【００４２】
以上説明したように、本発明が適用される音楽コンテンツ配信システムでは、音楽放送番
組が配信されると共に、複数のオーディオチャンネルを使用して楽曲のオーディオデータ
が配信される。そして、配信されている楽曲のリスト等を使用して所望の楽曲を探し、そ
のオーディオデータをストレージデバイス１３に簡単に保存することができる。以下、こ
のようなシステムについて、更に詳述する。
【００４３】
図３は本発明が適用される音楽コンテンツ配信システムにおける地上局１の構成の一例を
示したものである。
【００４４】
この地上局１は、テレビ番組素材サーバ６からの素材データを登録するためのテレビ番組
素材登録システム３１と、楽曲素材サーバ７からのオーディオデータを登録するための楽
曲素材登録システム３２と、音声付加情報サーバ８からの音声付加情報を登録するための
音声付加情報登録システム３３と、ＧＵＩデータサーバ９からのＧＵＩデータを登録する
ためのＧＵＩ用素材登録システム３４とを備えている。
【００４５】
地上局１は、更に、テレビ番組素材登録システム３１からの素材データを保持するＡＶ（
オーディオ・ビデオ）サーバ３５と、このＡＶサーバ３５によって保持された素材データ
を、圧縮し、パケット化して送出するテレビ番組送出システム３９とを備えている。
【００４６】
地上局１は、更に、楽曲素材登録システム３２からのオーディオデータをＭＰＥＧ２オー
ディオ方式でエンコードするＭＰＥＧ２オーディオエンコーダ３６Ａと、このＭＰＥＧ２
オーディオエンコーダ３６Ａによってエンコーダされて得られるＭＰＥＧオーディオデー
タを保持するＭＰＥＧオーディオサーバ４０Ａと、このＭＰＥＧオーディオサーバ４０Ａ
によって保持されたＭＰＥＧオーディオデータを、パケット化して送出するＭＰＥＧオー
ディオ送出システム４３Ａとを備えている。
【００４７】
地上局１は、更に、楽曲素材登録システム３２からのオーディオデータをＡＴＲＡＣ方式
でエンコードするＡＴＲＡＣエンコーダ３６Ｂと、このＡＴＲＡＣエンコーダ３６Ｂによ
ってエンコーダされて得られるＡＴＲＡＣデータを保持するＡＴＲＡＣオーディオサーバ
４０Ｂと、このＡＴＲＡＣオーディオサーバ４０Ｂによって保持されたＡＴＲＡＣデータ
を、パケット化して送出するＡＴＲＡＣオーディオ送出システム４３Ｂとを備えている。
【００４８】
地上局１は、更に、音声付加情報登録システム３３からの音声付加情報を保持する音声付
加情報データベース３７と、この音声付加情報データベース３７によって保持された音声
付加情報を、パケット化して送出する音声付加情報送出システム４１とを備えている。
【００４９】
地上局１は、更に、ＧＵＩ用素材登録システム３４からのＧＵＩデータを保持するＧＵＩ
素材データベース３８と、このＧＵＩ素材データベース３８によって保持されたＧＵＩデ
ータを処理し、パケット化して送出するＧＵＩオーサリングシステム４２とを備えている
。
【００５０】
地上局１は、更に、各システム３９，４３Ａ，４３Ｂ，４１，４２からの各データおよび
情報を、時間軸多重化（時分割多重化）すると共に、キー情報サーバ１０（図１）からの
キー情報を用いて暗号化するマルチプレクサ４４と、このマルチプレクサ４４の出力に対
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して所定の処理を施した後、図示しないアンテナから衛星２に向けて送信する電波送出シ
ステム４５とを備えている。
【００５１】
このように構成された地上局１では、テレビ番組素材登録システム３１からの素材データ
はＡＶサーバ３５に登録される。この素材データはビデオデータとオーディオデータであ
る。ＡＶサーバ３５に登録された素材データは、テレビ番組送出システム３９に送られ、
ここでビデオデータは例えばＭＰＥＧ２方式で圧縮され、オーディオデータは例えばＭＰ
ＥＧ２オーディオ方式により圧縮され、それぞれパケット化される。テレビ番組送出シス
テム３９の出力は、マルチプレクサ４４に送られる。
【００５２】
また、楽曲素材登録システム３２からのオーディオデータは、ＭＰＥＧ２オーディオエン
コーダ３６ＡおよびＡＴＲＡＣエンコーダ３６Ｂに供給され、各々エンコードされた後、
ＭＰＥＧオーディオサーバ４０ＡおよびＡＴＲＡＣオーディオサーバ４０Ｂに登録される
。ＭＰＥＧオーディオサーバ４０Ａに登録されたＭＰＥＧオーディオデータは、ＭＰＥＧ
オーディオ送出システム４３Ａに送られ、ここでパケット化された後、マルチプレクサ４
４に送られる。ＡＴＲＡＣオーディオサーバ４０Ｂに登録されたＡＴＲＡＣデータは、Ａ
ＴＲＡＣオーディオ送出システム４３Ｂに４倍速ＡＴＲＡＣデータとして送られ、ここで
パケット化された後、マルチプレクサ４４に送られる。
【００５３】
更に、音声付加情報登録システム３３からの音声付加情報は、音声付加情報データベース
３７に登録される。音声付加情報データベース３７に登録された音声付加情報は、音声付
加情報送出システム４１に送られ、ここでパケット化された後、マルチプレクサ４４に送
られる。
【００５４】
また、ＧＵＩ用素材登録システム３４からのＧＵＩデータは、ＧＵＩ素材データベース３
８に登録される。ＧＵＩ素材データベース３８に登録されたＧＵＩデータは、ＧＵＩオー
サリングシステム４２に送られ、ここでＧＵＩ用の画面のデータが処理され、パケット化
された後、マルチプレクサ４４に送られる。ここで、ＧＵＩデータには、ジャケットの静
止画情報、楽曲の歌詞情報、アーティストのコンサート情報等が含まれる。ここで、静止
画情報は、例えばＪＰＥＧ (Joint Photographic Experts Group)方式で圧縮された６４０
×４８０ピクセルの画像データとされ、歌詞情報は例えば８００文字以内のテキストデー
タとされて、それぞれパケット化される。
【００５５】
マルチプレクサ４４では、テレビ番組送出システム３９からのビデオパケットおよびオー
ディオパケットと、ＭＰＥＧオーディオ送出システム４３Ａからのオーディオパケットと
、ＡＴＲＡＣオーディオ送出システム４３Ｂからの４倍速オーディオパケットと、音声付
加情報送出システム４１からの音声付加情報パケットと、ＧＵＩオーサリングシステム４
２からのＧＵＩデータパケットとが時間軸多重化されると共に、キー情報サーバ１０（図
１）からのキー情報を用いて暗号化される。
【００５６】
マルチプレクサ４４の出力は、電波送出システム４５に送られ、ここで誤り訂正符号の付
加、変調および周波数変換等の処理を施された後、図示しないアンテナから衛星２に向け
て送信される。
【００５７】
図４は、地上局１から送信されるデータの一例を示したものである。なお、この図に示す
各データは、実際には時間軸多重化されている。図４に示したように、時刻ｔ 1 から時刻
ｔ 2 の間が１つのイベントとされ、時刻ｔ２から次のイベントとされる。イベントとは、
楽曲のラインナップを変える単位であって、３０分または１時間を単位とするのが普通で
ある。例えば、最新ヒット曲のトップ２０の２０位から１１位を先のイベントで放送し、
１０位から１位を後のイベントで放送すること等が考えられる。
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【００５８】
図４に示したように、時刻ｔ 1 から時刻ｔ 2 のイベントでは、通常の動画の番組放送で、
所定の内容Ａ１を有する音楽番組が放送されている。また、時刻ｔ 2から始まるイベント
では、所定の内容Ａ２を有する音楽番組が放送されている。この通常の音楽番組で放送さ
れているのは、動画と音声である。
【００５９】
オーディオチャンネルは、例えば、チャネルＣＨ１からＣＨ１０の１０チャンネル分用意
される。このとき、各オーディオチャンネルＣＨ１、ＣＨ２、ＣＨ３、・・・ＣＨ１０で
は、１つのイベントの間、同一の楽曲が繰り返して送信される。すなわち、時刻ｔ 1 から
時刻ｔ 2 のイベントでは、オーディオチャンネルＣＨ１では、楽曲Ｂ１が繰り返して送信
され、オーディオチャンネルＣＨ２では楽曲Ｃ１が繰り返して送信され、以下、同様にオ
ーディオチャンネルＣＨ１０では楽曲Ｋ１が繰り返して送信される。時刻ｔ２から始まる
イベントでは、オーディオチャンネルＣＨ１では、楽曲Ｂ２が繰り返して送信され、オー
ディオチャンネルＣＨ２では楽曲Ｃ２が繰り返して送信され、以下、同様にオーディオチ
ャンネルＣＨ１０では楽曲Ｋ２が繰り返して送信される。これは、ＭＰＥＧオーディオチ
ャンネルおよび４倍速ＡＴＲＡＣオーディオチャンネルに共通である。
【００６０】
つまり、図４において、ＭＰＥＧオーディオチャンネルと４倍速ＡＴＲＡＣオーディオチ
ャンネルのチャンネル番号である（　）内の数字が同じものは同じ楽曲に関するものであ
る。また、音声付加情報のチャンネル番号である（　）内の数字は、同じチャンネル番号
を有するオーディオデータに付加されている音声付加情報である。更に、ＧＵＩデータと
して伝送される静止画データやテキストデータも各チャンネル毎に形成される。
【００６１】
図５は、図４に示したような各種のデータの伝送の方法と再構築の方法を示したものであ
る。図５（ａ）～（ｄ）に示したように、各種のデータは、ＭＰＥＧ２のトランスポート
パケットによって時分割多重化されて送信される。各トランスポートパケットは、ヘッダ
を有し、このヘッダ内に、パケットの種類を表す情報が記述される。ＩＲＤ１２内では、
各パケットのヘッダ内のパケットの種類を表す情報を用いて、図５（ｅ）～（ｈ）に示し
たように、各データを再構築する。
【００６２】
次に、各家庭の受信設備３について説明する。図１に示したように、各家庭の受信設備と
してはパラボラアンテナ１１と、ＩＲＤ１２と、ストレージデバイス１３と、テレビジョ
ン受像機１４とが用意される。
【００６３】
ここでは、ＩＲＤ１２は、図６（ａ）に示したように、アナログオーディオ出力端子Ａｏ
ｕｔと、光ケーブルでオーディオデータを送るＩＥＣ９５８等のデジタルオーディオ出力
端子Ｄｏｕｔと、ＩＥＥＥ１３９４等のデジタルインタフェース端子Ｄｉｆとを備えてい
るものとする。従って、ストレージデバイス１３としては、図６（ｂ）に示したように、
アナログオーディオ入力端子Ａｉｎしか備えていないもの、図６（ｃ）に示したように、
ＩＥＣ９５８等のＰＣＭオーディオ入力端子Ｄｉｎを備えているもの、図６（ｄ）に示し
たように、ＩＥＥＥ１３９４等の双方向デジタルインタフェース端子Ｄｉｆを備えている
ものを接続することができる。
【００６４】
図６（ｂ）に示したように、ストレージデバイスとしてアナログオーディオ入力端子Ａｉ
ｎしか備えていないストレージデバイス１３Ａが用いられた場合には、ＩＲＤ１２のアナ
ログ出力端子Ａｏｕｔと、ストレージデバイス１３Ａのアナログ入力端子Ａｉｎとがアナ
ログケーブル１６Ａにより接続される。
【００６５】
また、図６（ｃ）に示したように、ストレージデバイスとしてＩＥＣ９５８等のＰＣＭオ
ーディオ入力端子Ｄｉｎを備えているストレージデバイス１３Ｂが用いられた場合には、
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ＩＲＤ１２のデジタル出力端子Ｄｏｕｔとストレージデバイス１３Ｂのデジタル入力端子
Ｄｉｎとの間が例えばＩＥＣ９５８の光ファイバケーブル１６Ｂで接続される。
【００６６】
また、図６（ｄ）に示したように、ストレージデバイスとしてＩＥＥＥ１３９４等の双方
向デジタルインタフェース端子Ｄｉｆを備えているストレージデバイス１３Ｃが用いられ
た場合には、ＩＲＤ１２のデジタルインタフェース端子Ｄｉｆとストレージデバイス１３
Ｃのデジタルインタフェース端子Ｄｉｆとの間が、ＩＥＥＥ１３９４のデジタルインタフ
ェースケーブル（以下、ＩＥＥＥ１３９４バスという。）１６Ｃで接続される。
【００６７】
図６（ｂ）に示したように、ストレージデバイスとしてデジタル入力端子を有していない
ものを用いた場合には、ダウンロードされたＭＰＥＧオーディオデータは、ＩＲＤ１２内
でＭＰＥＧ２のデコード処理を施され、更にデジタル－アナログ変換されて、アナログの
オーディオ出力端子Ａｏｕｔから出力される。そして、ＩＲＤ１２からアナログケーブル
１６Ａを介してストレージデバイス１３Ａに送られる。なお、この場合、ＩＲＤ１２とス
トレージデバイス１３Ａとの間に、赤外線等の無線通信、あるいはケーブルによる有線通
信を用いて制御信号のやり取りを行い、接続関係の確認やダウンロード動作の確認を行う
ように構成することも可能である。
【００６８】
図６（ｃ）に示したように、ストレージデバイスとしてＰＣＭオーディオ入力端子Ｄｉｎ
を備えているストレージデバイス１３Ｂが用いられた場合には、ダウンロードされたＭＰ
ＥＧオーディオデータは、ＩＲＤ１２内でＭＰＥＧ２のデコード処理が施され、ＩＲＤ１
２からＰＣＭオーディオデータで出力される。そして、ＩＲＤ１２から、例えばＩＥＣ９
５８の光ケーブルケーブル１６Ｂを介してストレージデバイス１３Ｂに送られる。この場
合も、ＩＲＤ１２とストレージデバイス１３Ａとの間に、赤外線等の無線通信、あるいは
ケーブルによる有線通信を用いて制御信号のやり取りを行い、接続関係の確認やダウンロ
ード動作の確認を行うように構成することも可能である。
【００６９】
図６（ｄ）に示した場合の具体例として、ＩＥＥＥ１３９４等の双方向デジタルインタフ
ェース端子Ｄｉｆを備えているＭＤレコーダ・プレーヤ（以下、ＩＥＥＥ１３９４ＭＤと
記す。）がストレージデバイス１３Ｃとして用いられた場合には、ダウンロードされた４
倍速ＡＴＲＡＣデータは、そのままＩＲＤ１２から、ＩＥＥＥ１３９４バス１６Ｃを介し
てストレージデバイス１３Ｃに送られる。また、ストレージデバイス１３ＣとしてのＩＥ
ＥＥ１３９４ＭＤは、ＩＲＤ１２で選択された楽曲のオーディオデータと共に、そのジャ
ケットデータや歌詞データ等のテキストデータを蓄積することができる。なお、以下の説
明では、ストレージデバイス１３ＣとしてのＩＥＥＥ１３９４ＭＤにも、符号１３Ｃを付
す。
【００７０】
このように、ストレージデバイス１３として使用される機器としては、アナログ入力のも
の、ＰＣＭオーディオデータを入力するもの、ＡＴＲＡＣのデータを入力するのものの３
系統のものがあり得る。
【００７１】
図７は、ＩＲＤ１２の構成の一例を示したものである。このＩＲＤ１２は、外部端子ある
いはインタフェースとして、入力端子Ｔ１、アナログビデオ出力端子Ｔ２、アナログオー
ディオ出力端子Ｔ３，Ｔ４、光デジタル出力インタフェース５９、ＩＥＥＥ１３９４イン
タフェース６０、マンマシンインタフェース６１、ＩＣカードスロット６２およびモデム
６３を備えている。また、ＩＲＤ１２は、制御用ＣＰＵ（中央処理装置）５８を備えてい
る。
【００７２】
入力端子Ｔ１は、ＬＮＢ２５で所定の周波数に変換された受信信号が入力される端子であ
る。アナログビデオ出力端子Ｔ２は、アナログビデオ信号をテレビジョン受像機１４に供

10

20

30

40

50

(12) JP 3925586 B2 2007.6.6



給する端子である。アナログオーディオ出力端子Ｔ３は、アナログオーディオ信号をテレ
ビジョン受像機１４に供給する端子である。アナログオーディオ出力端子Ｔ４は、アナロ
グオーディオ信号をアナログ入力のストレージデバイスに供給する端子である。光デジタ
ル出力インタフェース５９は、ＩＥＣ９５８に準拠したものであって、ＰＣＭオーディオ
データを光ファイバケーブル１６Ｂに送出する。ＩＥＥＥ１３９４インタフェース６０は
、ビデオデータ、オーディオデータおよび各種コマンド等をＩＥＥＥ１３９４バス１６Ｃ
へ送出する。マンマシンインタフェース６１は、ユーザによるリモートコマンダ（以下、
リモコンという）６４からの入力を制御用ＣＰＵ５８に送る。ＩＣカードスロット６２に
はＩＣカード６５が挿入される。モデム６３は電話回線４を介して課金サーバ５と接続さ
れる。
【００７３】
ＩＲＤ１２は、更に、入力端子Ｔ１に接続されたチューナー５１と、このチューナー５１
の後段に設けられたデスクランブラ５２と、このデスクランブラ５２の後段に設けられた
トランスポートＩＣ（集積回路）５３と、このトランスポートＩＣ５３の後段に設けられ
たＭＰＥＧオーディオデコーダ５４およびＭＰＥＧビデオデコーダ５５と、ＭＰＥＧオー
ディオデコーダ５４の後段に設けられたデジタル－アナログコンバータ５６と、このデジ
タル－アナログコンバータ５６の後段に設けられた１入力２出力のスイッチＳＷ１と、Ｍ
ＰＥＧビデオデコーダ５５の後段に設けられたＮＴＳＣ変換ブロック５７とを備えている
。
【００７４】
ＮＴＳＣ変換ブロック５７の出力端は、アナログビデオ出力端子Ｔ２に接続されている。
スイッチＳＷ１の各出力端は、それぞれ、アナログオーディオ出力端子Ｔ３，Ｔ４に接続
されている。また、ＭＰＥＧオーディオデコーダ５４は、光デジタル出力インタフェース
５９に接続されている。また、トランスポートＩＣ５３は、ＩＥＥＥ１３９４インタフェ
ース６０に接続されている。
【００７５】
チューナー５１は、制御用ＣＰＵ５８からの設定信号に基づいて、端子Ｔ１から供給され
る受信信号の中から所定受信周波数の信号を選択し、更に復調と誤り訂正処理を施してＭ
ＰＥＧトランスポートストリームを出力する。デスクランブラ５２は、チューナー５１か
らＭＰＥＧトランスポートストリームを受け、ＩＣカード６５に記憶されているデスクラ
ンブル用の鍵データをＩＣカードスロット６２と制御用ＣＰＵ５８を介して受け取り、こ
の鍵データを用いてデスクランブルを行う。トランスポートＩＣ５３は、ユーザがリモコ
ン６４から入力した指令をマンマシンインタフェース６１と制御用ＣＰＵ５８とを介して
受け取り、トランスポートストリームの中から所望のテレビ番組のＭＰＥＧビデオデータ
とＭＰＥＧオーディオデータを抽出する。ＭＰＥＧビデオデコーダ５５は、トランスポー
トＩＣ５３から供給されるＭＰＥＧビデオデータをデータ圧縮前のビデオデータに変換す
る。ＭＰＥＧオーディオデコーダ５４は、トランスポートＩＣ５３から供給されるＭＰＥ
Ｇオーディオデータをデータ圧縮前のオーディオデータ（ＰＣＭオーディオデータ）に変
換する。デジタル－アナログコンバータ５６は、ＭＰＥＧオーディオデコーダ５４Ａから
供給されるオーディオデータをアナログオーディオ信号に変換する。スイッチＳＷ１は、
デジタル－アナログコンバータ５６から供給されるアナログオーディオ信号をアナログオ
ーディオ出力端子Ｔ３，Ｔ４に選択的に供給する。
【００７６】
制御用ＣＰＵ５８は、ＩＲＤ１２全体の処理を行う。また、制御用ＣＰＵ５８は、制御用
ＣＰＵ５８に対してユーザがリモコン６４を用いて入力した指令をマンマシンインタフェ
ース６１を介して受け取る。制御用ＣＰＵ５８には、モデム６３が接続されている。課金
に必要な情報は、ＩＣカード６５に記憶される。このＩＣカード６５の情報は、モデム６
３を用いて電話回線４を介して、課金サーバ５（図１）に送られる。
【００７７】
また、トランスポートＩＣ５３は、トランスポートストリームの中から、図４に示した音
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声付加情報とＧＵＩデータを取り込み、制御用ＣＰＵ５８に送る。制御用ＣＰＵ５８は、
これらのデータに基づいて、リストページの画面や各楽曲の情報ページの画面、あるいは
ＥＰＧ用の画面データ等を形成する。このようにして形成された画面データは、ＭＰＥＧ
ビデオデコーダ５５内のバッファメモリの所定のエリアに書き込まれる。これにより、図
２に示したように、画面上の指定のエリアに、放送されてくる楽曲のリストページや各楽
曲の情報ページの画面、あるいはＥＰＧ用の画面を表示させることができる。
【００７８】
次に、図７に示したＩＲＤ１２の動作について説明する。
【００７９】
図７に示したＩＲＤ１２において、これまで説明した音楽コンテンツ配信システムのチャ
ンネルをユーザが選択すると、テレビジョン受像機１４の画面上に図２に示したようなＧ
ＵＩ画面が表示される。
【００８０】
このとき、端子Ｔ１に入力された受信信号は、チューナー５１に供給される。チューナー
５１では、制御用ＣＰＵ５８からの設定信号に基づいて受信信号の中から所定受信周波数
の信号が選択され、更に復調と誤り訂正処理が施されてＭＰＥＧトランスポートストリー
ムが出力される。
【００８１】
チューナー５１の出力はデスクランブラ５２に供給される。デスクランブラ５２では、Ｉ
Ｃカード６５に記憶されているデスクランブル用の鍵データがＩＣカードスロット６２と
制御用ＣＰＵ５８を介して入力され、この鍵データを用いてＭＰＥＧトランスポートスト
リームのデスクランブルが行われる。デスクランブルされたＭＰＥＧトランスポートスト
リームはトランスポートＩＣ５３に送られる。
【００８２】
トランスポートＩＣ５３には、ユーザがリモコン６４から入力した指令が、マンマシンイ
ンタフェース６１と制御用ＣＰＵ５８とを介して入力される。トランスポートＩＣ５３は
、その指令に従って、トランスポートストリームの中から所望のテレビ番組のＭＰＥＧビ
デオデータとＭＰＥＧオーディオデータを抽出し、それぞれＭＰＥＧビデオデコーダ５５
とＭＰＥＧオーディオデコーダ５４に送る。
【００８３】
ＭＰＥＧビデオデコーダ５５に送られたＭＰＥＧビデオデータは、ここでデータ圧縮前の
ビデオデータに変換され、次にＮＴＳＣ変換ブロック５７でコンポジットビデオ信号に変
換された後、アナログビデオ出力端子Ｔ２からテレビジョン受像機１４へ出力される。Ｍ
ＰＥＧオーディオデコーダ５４に送られたＭＰＥＧオーディオデータは、ここでデータ圧
縮前のオーディオデータに変換され、次にデジタル－アナログコンバータ５６でアナログ
オーディオ信号に変換された後、アナログオーディオ出力端子Ｔ３からテレビジョン受像
機１４へ出力される。
【００８４】
図２に示したＧＵＩ画面上の楽曲のリスト２１Ｂにより楽曲が選択され、その楽曲のオー
ディオデータを試聴する場合には、トランスポートＩＣ５３においてＭＰＥＧオーディオ
データが抽出され、このＭＰＥＧＭＰＥＧオーディオデータがオーディオデコーダ５４で
デコードされ、デジタル－アナログコンバータ５６でデジタル－アナログ変換された後、
スイッチＳＷ１を通ってアナログオーディオ出力端子Ｔ３からテレビジョン受像機１４へ
出力される。
【００８５】
また、図２に示したＧＵＩ画面上でダウンロードボタン２８が押され、オーディオデータ
をダウンロードする際には、トランスポートＩＣ５３においてオーディオデータが抽出さ
れ、アナログオーディオ出力端子Ｔ４、光デジタル出力インタフェース５９、またはＩＥ
ＥＥ１３９４インタフェース６０のいずれか一つからオーディオデータが出力される。
【００８６】
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ここで、図６（ｄ）に示したように、ＩＥＥＥ１３９４インタフェース６０（デジタルイ
ンタフェース端子Ｄｉｆ）に、ＩＥＥＥ１３９４ＭＤ１３Ｃが接続されている場合には、
トランスポートＩＣ５３において４倍速ＡＴＲＡＣデータが抽出され、ＩＥＥＥ１３９４
インタフェース６０を介して、ＩＥＥＥ１３９４ＭＤ１３Ｃに送出される。また、このと
き、トランスポートＩＣ５３においてＪＰＥＧ方式で圧縮されているジャケットデータが
抽出され、ＩＥＥＥ１３９４インタフェース６０を介してＩＥＥＥ１３９４ＭＤ１３Ｃに
送出される。更に、このとき、トランスポートＩＣ５３において歌詞やアーティストのプ
ロフィール等のテキストデータが抽出され、ＩＥＥＥ１３９４インタフェース６０を介し
て、ＩＥＥＥ１３９４ＭＤ１３Ｃに送出される。
【００８７】
光デジタル出力インタフェース５９に、ＩＥＥＥ１３９４インタフェースを備えていない
ストレージデバイス１３Ｂ（図６（ｃ））が接続されている場合には、トランスポートＩ
Ｃ５３においてＭＰＥＧオーディオデータが抽出され、ＭＰＥＧオーディオデコーダ５４
でデコードされた後、光デジタル出力インタフェース５９（デジタル出力端子Ｄｏｕｔ）
を介してＰＣＭオーディオデータがストレージデバイス１３Ｂに送出される。
【００８８】
アナログオーディオ出力端子Ｔ４に、アナログオーディオのみ入力できるストレージデバ
イス１３Ａ（図６（ａ））が接続されている場合には、トランスポートＩＣ５３において
ＭＰＥＧオーディオデータが抽出され、ＭＰＥＧオーディオデコーダ５４でデコードされ
、更にデジタル－アナログコンバータ５６でデジタル－アナログ変換された後、スイッチ
ＳＷ１を通ってアナログオーディオ出力端子Ｔ４（オーディオ出力端子Ａｏｕｔ）から、
ストレージデバイス１３Ａに送出される。
【００８９】
なお、本実施の形態では、ＩＲＤ１２は、楽曲データに特定のデータとしてのＡＴＲＡＣ
データが含まれ、このＡＴＲＡＣデータを他の機器に転送する場合には、転送先の機器の
正当性を確認するための認証処理を行い、正当性が確認された場合のみ、転送先の機器に
対してデータを送出するようにしている。なお、ＡＴＲＡＣデータの転送先としての正当
性を有する機器は、予め、ＡＴＲＡＣデータの転送が許可されている機器であり、本実施
の形態では、ＩＥＥＥ１３９４ＭＤ１３Ｃが該当する。
【００９０】
図８は、ＩＥＥＥ１３９４ＭＤ１３Ｃの構成の一例を示すブロック図である。このＩＥＥ
Ｅ１３９４ＭＤ１３Ｃは、ＩＥＥＥ１３９４インタフェース７１と、光デジタル入力イン
タフェース７２と、アナログオーディオ入力端子Ｔ１２と、アナログオーディオ出力端子
Ｔ１３とを備えている。ＩＥＥＥ１３９４インタフェース７１は、記録再生部７５と直接
的に接続されていると共に、ＡＴＲＡＣエンコーダ７４を介して記録再生部７５に接続さ
れている。光デジタル入力インタフェース７２は、ＡＴＲＡＣエンコーダ７４を介して記
録再生部７５に接続されている。アナログオーディオ入力端子Ｔ１２は、アナログ－デジ
タルコンバータ７３を介してＡＴＲＡＣエンコーダ７４に接続されている。アナログオー
ディオ出力端子Ｔ１３は、デジタル－アナログコンバータ７８とＡＴＲＡＣデコーダ７７
を介して記録再生部７５に接続されている。記録再生部７５には、ディスク７６がセット
され、記録再生部７５は、このディスク７６に対して記録再生を行うようになっている。
なお、ここでは図示を省略したが、このＩＥＥＥ１３９４ＭＤ１３Ｃには、全体の制御等
を行う制御用ＣＰＵと、マンマシンインタフェースが設けられている。
【００９１】
次に、このＩＥＥＥ１３９４ＭＤ１３Ｃの記録時の動作を説明する。
【００９２】
ＩＥＥＥ１３９４インタフェース７１と図７に示したＩＲＤ１２のＩＥＥＥ１３９４イン
タフェース６０とが接続されている場合には、ＩＥＥＥ１３９４インタフェース６０から
送出された楽曲のオーディオデータ、歌詞等のテキストデータや、ジャケット等の静止画
データは、ＩＥＥＥ１３９４インタフェース７１から入力され、そのまま記録再生部７５
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によってディスク７６に記録される。後で説明するように、このとき、ディスク７６上に
は拡張ＭＤフォーマットにより、各データが記録される。
【００９３】
光デジタル入力インタフェース７２に外部からＰＣＭオーディオデータが入力される場合
には、入力されたＰＣＭオーディオデータはＡＴＲＡＣエンコーダ７４でエンコードされ
た後、記録再生部７５によってディスク７６に記録される。
【００９４】
アナログオーディオ入力端子Ｔ１２に外部からアナログオーディオ信号が入力される場合
には、入力されたアナログオーディオ信号はアナログ－デジタルコンバータ７３でアナロ
グ－デジタル変換され、ＡＴＲＡＣエンコーダ７４でエンコードされた後、記録再生部７
５によってディスク７６に記録される。
【００９５】
つまり、このＩＥＥＥ１３９４ＭＤ１３Ｃでは、ＩＲＤ１２との間がＩＥＥＥ１３９４バ
スで接続されている場合のみ、楽曲のオーディオデータと共にその歌詞データやジャケッ
トの静止画データ等が記録され、光デジタルインタフェースでの接続またはアナログオー
ディオ入力の場合には、オーディオデータのみが記録される。
【００９６】
また、ＩＥＥＥ１３９４ＭＤ１３Ｃでは、再生時には、ＩＥＥＥ１３９４インタフェース
７１またはアナログオーディオ出力端子Ｔ１３から再生信号を出力することができる。そ
して、ディスク７６に楽曲のオーディオデータと共にその歌詞データやジャケットデータ
等が記録されている場合において、ＩＥＥＥ１３９４インタフェース７１から再生信号を
出力するときには、楽曲データをＩＥＥＥ１３９４対応のオーディオ機器（アンプ等）に
出力することが可能であると共に、歌詞データやジャケットデータ等をＩＥＥＥ１３９４
対応のディスプレイで表示したり、ＩＥＥＥ１３９４対応のプリンタで印刷したりするこ
とが可能である。
【００９７】
このように、本発明が適用されるＩＥＥＥ１３９４ＭＤ１３Ｃでは、楽曲のオーディオデ
ータと共にその歌詞データやジャケットデータ等の記録再生が可能である。
【００９８】
図９は、楽曲のオーディオデータと共にその歌詞データやジャケットデータ等の記録再生
を可能とする拡張ＭＤフォーマットを示したものである。この図に示したように、楽曲の
オーディオデータは、ＡＴＲＡＣ方式でメインデータ（ Main Data ）エリアに記録される
。これは現行のＭＤフォーマットと同じである。そして、拡張ＭＤフォーマットでは、更
に２．８Ｍｂｙｔｅの補助データ（ Aux Data）エリアに、前述したジャケットデータや歌
詞データ等を記録する。このような拡張ＭＤフォーマットを使用することにより、楽曲の
オーディオデータと共にジャケットデータや歌詞データ等を記録再生することが可能とな
る。また、現行のＭＤフォーマットとの互換性を維持することができる。
【００９９】
次に、図１０を参照して本実施の形態において伝送される各種のデータの構造について説
明する。
【０１００】
本実施の形態においては、地上局１から受信設備３へ、各種のデータは、ＭＰＥＧトラン
スポートストリームにおけるトランスポートパケットによって伝送される。図１０（ｂ）
は、このトランスポートパケットのデータ構造を示したものである。トランスポートパケ
ットは、制御情報が格納されるトランスポートヘッダ１２３と、伝送すべき情報が格納さ
れるペイロード１２４とを有している。トランスポートパケットにおけるペイロード１２
４は、パケッタイズド・エレメンタリストリーム（以下、ＰＥＳと記す。）を、所定デー
タ長毎に区切ったものになっている。図１０（ａ）は、このＰＥＳにおけるパケットであ
るＰＥＳパケットのデータ構造を示したものである。ＰＥＳパケットは、制御情報が格納
されるＰＥＳヘッダ１２１と、データ部１２２とを有している。
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【０１０１】
なお、図１０（ｃ）に示したように、トランスポートパケットのトランスポートヘッダ１
２３には、パケットの種類を表すパケット識別情報（ Packet Identification ；以下、Ｐ
ＩＤと記す。）が記述されている。
【０１０２】
次に、本実施の形態において、ダウンロード可能な楽曲に付随する歌詞等の付随情報につ
いて説明する。
【０１０３】
本実施の形態において、付随情報としては、楽曲の歌詞データ、楽曲の説明データ、アー
ティストの説明データ、楽曲に関連する画像（その楽曲が収録されているアルバムのジャ
ケット写真やアーティストの写真等の画像、アニメーション、プロモーション画像等）の
データ等がある。このうち、楽曲の歌詞データ、楽曲の説明データ、アーティストの説明
データは、テキストデータとされ、楽曲に関連する画像のデータは、ＪＰＥＧ方式による
圧縮画像データとされる。これらの付随情報は、ＧＵＩデータの一部としての付随データ
によって、地上局１から受信設備３へ伝送される。
【０１０４】
なお、付随情報は、例えば、各楽曲およびデータの種類毎に１つのファイルにまとめられ
る。本実施の形態において、このファイルを、楽曲付随情報ファイルと呼ぶ。
【０１０５】
次に、選択された楽曲と、音声付加情報と、歌詞データ等の付随情報との対応をとるため
の仕組みについて説明する。画面上のＧＵＩの操作により楽曲の選択等を可能とするため
の情報は、ＧＵＩデータによって与えられる。このＧＵＩデータには、楽曲の歌詞データ
、楽曲の説明データ、アーティストの説明データ、楽曲に関連する画像データ等の複数の
種類のデータが含まれる。これらの複数の種類のデータは、それぞれ各楽曲毎のデータを
含んでいる。各楽曲毎のデータには、対応する楽曲の識別情報であるサブプログラムタグ
（ Sub Program Tag ；以下、ＳＰＴと記す。）がそれぞれ付加されており、このＳＰＴに
よって各楽曲毎のデータが識別される。従って、ＩＲＤ１２において、画面上のＧＵＩの
操作により、ある楽曲を選択すると、その楽曲に対応したＳＰＴが得られる。そして、Ｉ
ＲＤ１２は、このＳＰＴに基づいて、受信したデータの中から、選択された楽曲のデータ
と音声付加情報と付随情報とを抽出する。
【０１０６】
まず、ＳＰＴに基づいて、選択された楽曲のデータと音声付加情報を抽出する方法につい
て説明する。トランスポートストリームには、複数のチャンネル（プログラム）から目的
のチャンネル（プログラム）を取り出すことを可能とするために、プログラム関係テーブ
ル（ Program Association Table ；以下ＰＡＴと記す。）と、プログラムマップテーブル
（ Program Map Table ；以下ＰＭＴと記す。）が多重化される。
【０１０７】
ＰＡＴには、各チャンネル毎のＰＭＴに対応したＰＩＤが記述されている。なお、ＰＡＴ
を含むトランスポートパケットのＰＩＤは、“０”となっている。ＰＭＴには、そのチャ
ンネルにおけるビデオデータ、オーディオデータ等のデータの種類毎のＰＩＤが記述され
ている。
【０１０８】
従って、ＩＲＤ１２は、ＰＩＤが“０”のトランスポートパケットを抽出することによっ
て、ＰＡＴを得ることができる。ＩＲＤ１２は、更に、ＰＡＴに記述されている各チャン
ネル毎のＰＭＴに対応したＰＩＤのトランスポートパケットを抽出することによって、各
チャンネル毎のＰＭＴを得ることができる。ＩＲＤ１２は、この各チャンネル毎のＰＭＴ
によって、各チャンネルにおけるデータの種類毎のＰＩＤを知ることができる。このよう
にして、ＩＲＤ１２は、選択されたチャンネルにおけるデータの種類毎のＰＩＤを知り、
それらのＰＩＤのトランスポートパケットを抽出することによって、選択されたチャンネ
ルにおけるビデオデータやオーディオデータを抽出することが可能となる。
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【０１０９】
ここで、これまで説明した楽曲データのダウンロードの可能な音楽放送のチャンネルを、
ＥＭＤ（ Electric Music Download)のチャンネルと呼ぶことにする。本実施の形態では、
このＥＭＤのチャンネルに関しては、ＰＭＴの他に、サブ（ Sub ）ＰＭＴ（以下、ＳＭＴ
と記す。）を定義している。このＳＭＴは、ダウンロード可能な各楽曲毎に用意される。
【０１１０】
図１１は、ＳＭＴの詳細なデータ構造を示す説明図である。ＳＭＴには、楽曲毎の識別情
報であるＳＰＴと、その楽曲におけるＭＰＥＧオーディオデータ、ＡＴＲＡＣデータ、音
声付加データ毎のＰＩＤが記述されている。また、ＡＴＲＡＣデータのＰＩＤの前には、
認証を必要とする特定のデータが含まれることを判別するために用いられる判別データと
してのビット（以下、ＢＩＴ１という。）が付加されている。ＢＩＴ１は、例えば、その
ＰＩＤで示されるＡＴＲＡＣデータが認証を必要とする特定のデータである場合に、フラ
グが立てられる（ＢＩＴ１＝“１”）。
【０１１１】
また、本実施の形態では、ＥＭＤのチャンネルのＰＭＴには、ビデオデータ、オーディオ
データ、ＧＵＩデータ等のデータの種類毎のＰＩＤの他に、ダウンロード可能な各楽曲毎
のＳＭＴのＰＩＤが記述されている。本実施の形態において、このダウンロード可能な各
楽曲毎のＳＭＴのＰＩＤを記述するものを、リンケージディスクリプタ（ Linkage descri
ptor）と呼ぶ。
【０１１２】
なお、上述のＰＡＴ、ＰＭＴおよびＳＭＴ等のデータは、地上局１における図示しない制
御手段において生成される。
【０１１３】
図１２は、上述のＰＡＴ、ＰＭＴおよびＳＭＴの関係を、概念的に表したものである。こ
の図に示したように、ＰＡＴには、各チャンネル毎のＰＭＴに対応したＰＩＤが記述され
ている。図１２に示した例では、ＰＡＴに、４つのチャンネルのＰＭＴ、すなわちＰＭＴ
１～ＰＭＴ４のＰＩＤが記述されているものとする。ここで、ＰＭＴ４は、ＥＭＤのチャ
ンネルのＰＭＴであるものとする。このＰＭＴ４には、ダウンロード可能な各楽曲毎のＳ
ＭＴのＰＩＤを記述する複数のリンケージディスクリプタが含まれている。図１２に示し
た例では、ダウンロード可能な楽曲が１０曲あり、ＳＭＴも、ＳＭＴ１～ＳＭＴ１０の１
０個あるものとする。各楽曲毎のリンケージディスクリプタおよびＳＭＴには、それぞれ
ＳＰＴが付加されており、このＳＰＴによって、各楽曲毎のリンケージディスクリプタお
よびＳＭＴが識別される。
【０１１４】
このようなＰＡＴ、ＰＭＴおよびＳＭＴの仕組みにより、ＩＲＤ１２は、ＥＭＤのチャン
ネルが選択されているときにおいて、ダウンロード可能な複数の楽曲の中から任意の楽曲
が選択されたときには、選択された楽曲のＳＰＴに基づいて、ＥＭＤのチャンネルのＰＭ
Ｔの中から、選択された楽曲のＳＭＴのＰＩＤを知り、更に、そのＰＩＤに対応するＳＭ
Ｔより、その楽曲におけるＭＰＥＧオーディオデータ、ＡＴＲＡＣデータ、音声付加デー
タ毎のＰＩＤを知り、それらのＰＩＤのトランスポートパケットを抽出することによって
、選択されたチャンネルにおけるＭＰＥＧオーディオデータ、ＡＴＲＡＣデータ、音声付
加データを抽出することが可能となる。
【０１１５】
また、ＩＲＤ１２は、ＥＭＤのチャンネルが選択されているときにおいて、ダウンロード
可能な複数の楽曲の中から任意の楽曲が選択されたときには、選択された楽曲のＳＰＴに
基づいて、ＧＵＩデータの中から、選択された楽曲の付随情報を抽出する。
【０１１６】
このようにして、ＳＰＴに基づいて、選択された楽曲と、音声付加情報と、歌詞データ等
の付随情報とが対応づけられる。
【０１１７】
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次に、図１３および図１４の流れ図を参照して、本実施の形態において、楽曲データをダ
ウンロードする動作について説明する。
【０１１８】
図１３は、ＥＭＤチャンネルを選択した場合に図２に示したようなＧＵＩ画面が表示され
るまでのＩＲＤ１２の動作を示す流れ図である。この動作では、ＩＲＤ１２においてＥＭ
Ｄチャンネルを選択すると（ステップＳ１０１）、ＩＲＤ１２は、ＥＭＤチャンネルのＰ
ＭＴを取得する（ステップＳ１０２）。次に、ＩＲＤ１２は、このＥＭＤチャンネルのＰ
ＭＴより、図１におけるテレビ番組素材サーバ６から供給される音楽番組のビデオデータ
である主ビデオデータのＰＩＤと、その音楽番組のオーディオデータである主オーディオ
データのＰＩＤとを取得する（ステップＳ１０３）。次に、ＩＲＤ１２は、ＥＭＤチャン
ネルのＰＭＴより、ＧＵＩデータのＰＩＤを取得する（ステップＳ１０４）。次に、ＩＲ
Ｄ１２は、ＧＵＩデータのＰＩＤを持つトランスポートパケットを抽出することによって
、トランスポートストリームより、ＧＵＩデータを抽出し、このＧＵＩデータに基づいて
、図２に示したようなＧＵＩ画面を表示すると共に、主ビデオデータのＰＩＤと主オーデ
ィオデータのＰＩＤに基づいて主ビデオデータと主オーディオデータとを抽出して音楽番
組を再生して（ステップＳ１０５）、ＧＵＩ画面の表示までの動作を終了する。
【０１１９】
図１４は、上述のようにして表示されたＧＵＩ画面を用いて楽曲のリスト２１Ｂの中から
任意の楽曲を選択した場合におけるＩＲＤ１２の動作を示す流れ図である。この動作では
、ＩＲＤ１２は、まず、選択された楽曲のＳＰＴを、ＧＵＩデータより取得する（ステッ
プＳ２０１）。次に、ＩＲＤ１２は、ＥＭＤチャンネルのＰＭＴより、ＳＰＴに対応する
リンケージディスクリプタを探し、選択された楽曲のＳＭＴのＰＩＤを取得する（ステッ
プＳ２０２）。次に、ＩＲＤ１２は、選択された楽曲のＳＭＴのＰＩＤを持つトランスポ
ートパケットを抽出することによって、選択された楽曲のＳＭＴを取得を取得する（ステ
ップＳ２０３）。
【０１２０】
次に、ＩＲＤ１２は、楽曲データに認証を必要とするＡＴＲＡＣデータが含まれているか
否かを判別するために、ＳＭＴに記述されているＢＩＴ１（図１１）のフラグが立ってい
るか否かを判断する（ステップＳ２０４）。ここで、ＩＲＤ１２は、ＢＩＴ１のフラグが
立っていない場合（Ｎ）には、ＭＰＥＧオーディオデータのＰＩＤをＳＭＴから取得し（
ステップＳ２０９）、このＰＩＤに基づいてＭＰＥＧオーディオデータを抽出し、ＭＰＥ
Ｇオーディオデータのデコードを行う（ステップＳ２１０）。
【０１２１】
また、ＢＩＴ１のフラグが立っていた場合（Ｙ）には、ＩＲＤ１２は、ＡＴＲＡＣデータ
の転送先の機器（通常は、ＩＥＥＥ１３９４ＭＤ１３Ｃ）との間で認証処理を行い、転送
先の機器がダウンロードを行ってもいい正当な機器であるか否かを判断する（ステップＳ
２０５）。ここで、正当な機器であると認証されなかった場合（Ｎ）には、ステップＳ２
０９の処理に移行する。また、正当な機器であると認証された場合（Ｙ）には、ＩＲＤ１
２は、更に、ユーザによってＡＴＲＡＣデータのダウンロードを行うことを指示する選択
がなされたか否かを判断する（ステップＳ２０６）。
【０１２２】
ＩＲＤ１２は、ＡＴＲＡＣデータのダウンロードを指示する選択がなされなかった場合（
Ｎ）には、ステップＳ２０９の処理に移行する。また、ＡＴＲＡＣデータのダウンロード
を指示する選択がなされた場合（Ｙ）には、ＡＴＲＡＣデータのＰＩＤをＳＭＴから取得
し（ステップＳ２０７）、このＰＩＤに基づいてＡＴＲＡＣデータを抽出し、ＡＴＲＡＣ
データのダウンロードを開始する（ステップＳ２０８）。
【０１２３】
次に、本実施の形態において、ＩＲＤ１２とＡＴＲＡＣデータの転送先の機器との間で行
われる認証処理について説明する。図１５は、認証処理の一例を示す説明図である。本実
施の形態における認証のやり方としては、例えば、秘密鍵暗号化方式を利用することがで
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きる。
【０１２４】
ＡＴＲＡＣデータのダウンロードでは、事実上音質劣化がほとんど生じない高品質のデジ
タル記録が可能であり、データの保護を行うことが特に重要とされるため、本実施の形態
においては、ＡＴＲＡＣデータのダウンロードに伴って、例えば、以下のような認証処理
が行われる。なお、以下では、転送先の機器を、ストレージデバイス１３として説明する
。図１５に示したように、まず、ＩＲＤ１２は、認証を要求するコマンドＳ１をストレー
ジデバイス１３に送信する。ストレージデバイス１３は、認証を要求するコマンドＳ１を
受信すると、自身が保有する固有の認証情報としてのコマンドＳ２をＩＲＤ１２に対して
返信する。ＩＲＤ１２は、ストレージデバイス１３からのコマンドＳ２に基づいて、スト
レージデバイス１３がデータの転送を行っても良い正当な機器であるか否かを判断する。
なお、転送先としての正当性を有する機器は、予め、ＡＴＲＡＣデータの転送が許可され
ている機器であり、本実施の形態では、ＩＥＥＥ１３９４ＭＤ１３Ｃが該当する。ＩＲＤ
１２は、認証情報があらかじめ取り決められた正しい情報であることを確認し、ストレー
ジデバイス１３が正当な機器であると判断した場合には、キー情報Ｓ３を送信した後、こ
の送信したキー情報Ｓ３によってＡＴＲＡＣデータ暗号化しデータＤ Aをストレージデバ
イス１３に送信する。ストレージデバイス１３は、ＩＲＤ１２からあらかじめ送信された
キー情報Ｓ３に基づいて、暗号化されたデータＤ Aを解読し、ＡＴＲＡＣデータを記録す
る。
【０１２５】
なお、この認証については、例えば、特開平８－４６９４８号公報に記載の認証方式の他
、一般に使用されている公知の認証方式を用いることが可能であり、その方式は問わない
。
【０１２６】
以上説明したように、本実施の形態によれば、楽曲毎の情報が記述されたＳＭＴのデータ
構造中に、認証を必要とする特定のデータ（ＡＴＲＡＣデータ）が含まれていることを判
別するために用いられる判別データを付加して送信すると共に、受信側において、その判
別データに基づいて、特定のデータが含まれていることを判別し、ＩＲＤ１２がデータの
転送先の機器に対して認証処理を行ってからダウンロードの処理を行うようにしたので、
特定のデータについての不当な転送に対するデータの保護を図ることが可能となる。
【０１２７】
なお、本発明は、上記実施の形態に限定されず種々の変形実施が可能である。例えば、上
記実施の形態では、認証を必要とする特定のデータが含まれていることを判別するために
用いられる判別データを、ＳＭＴ内に記述されたＡＴＲＡＣデータのＰＩＤの前に付加す
るようにしたが、この判別データを他のデータ構造中に付加するようにしてもよい。この
場合、この判別データは、データ構造中において、楽曲毎のデータであることを示す部位
に付加することが望ましい。なお、単にＥＭＤチャンネルを選択した場合に、ＡＴＲＡＣ
データのＰＩＤがあるか否かを判断し、ＡＴＲＡＣデータのＰＩＤがある場合に認証を行
うようにしてもよい。
【０１２８】
また、例えば、本発明は、地上波放送により配信される楽曲をダウンロードするシステム
、ケーブル放送により配信される楽曲をダウンロードするシステム、およびインターネッ
トを介して楽曲をダウンロードするシステムにも適用できる。
【０１３０】
また、本発明のデータ受信装置または本発明のデータ受信方法によれば、複数種類の送信
用のデータを受信すると共に、この送信用のデータに、データの転送先の機器の正当性を
確認するための認証処理を必要とする特定のデータが含まれている場合に、特定のデータ
が含まれることを判別するために用いられる判別データを受信し、これらの受信した判別
データに基づいて、送信用のデータに特定のデータが含まれているか否かを判別するよう
にしたので、特定のデータについての不当な転送に対するデータの保護を図ることが可能
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となるという効果を奏する。
【０１３１】
また、本発明のデータ送受信システムまたは本発明のデータ送受信方法によれば、複数種
類の送信用のデータを生成すると共に、この送信用のデータに、送信先においてデータの
転送先の機器の正当性を確認するための認証処理を必要とする特定のデータが含まれてい
る場合に、特定のデータが含まれることを判別するために用いられる判別データを生成し
、これらの生成されたデータを送信し、送信されたデータを受信し、受信したデータに含
まれる判別データに基づいて、送信用のデータに特定のデータが含まれているか否かを判
別するようにしたので、特定のデータについての不当な転送に対するデータの保護を図る
ことが可能となるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明が適用されるシステムの全体構成を示すブロック図である。
【図２】図１に示したシステムにおけるテレビジョン受像機に表示される画面の一例を示
す説明図である。
【図３】図１に示したシステムにおける地上局の構成の一例を示すブロック図である。
【図４】図１に示したシステムにおいて送信されるデータの一例の構造を示す説明図であ
る。
【図５】図１に示したシステムにおける各種のデータの伝送の方法と再構築の方法を示す
説明図である。
【図６】図１に示したシステムにおけるＩＲＤと種々のストレージデバイスとの関係を示
す説明図である。
【図７】図１に示したシステムにおけるＩＲＤの構成の一例を示すブロック図である。
【図８】図６におけるＩＥＥＥ１３９４ＭＤの構成の一例を示すブロック図である。
【図９】図６におけるＩＥＥＥ１３９４ＭＤの記録フォーマットを示す図である。
【図１０】図１に示したシステムにおいて伝送される各種のデータの構造について示す説
明図である。
【図１１】各楽曲毎の情報が記述されたＳＭＴのデータ構造について示す説明図である。
【図１２】図１に示したシステムにおいて伝送される各種のデータの構造について示す他
の説明図である。
【図１３】本発明の一実施の形態において図２に示したようなＧＵＩ画面が表示されるま
でのＩＲＤの動作を示す流れ図である。
【図１４】本発明の一実施の形態においてＧＵＩ画面を用いて任意の楽曲を選択した場合
におけるＩＲＤの動作を示す流れ図である。
【図１５】本発明の一実施の形態における認証処理の一例を示す説明図である。
【符号の説明】
３…受信設備、１２…ＩＲＤ、１３…ストレージデバイス、１３Ｃ…ＩＥＥＥ１３９４Ｍ
Ｄ、１４…テレビジョン受像機、６０，７１…ＩＥＥＥ１３９４インタフェース。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】
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