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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディジタル記録信号を符号化するエンコーダと、
　前記符号化されたディジタル記録信号が入力されるデータ制御回路と、
　前記データ制御回路と情報伝達が可能なメモリと、
　前記データ制御回路と情報伝達可能で前記符号化されたディジタル記録信号を暗号化す
る暗号化回路と、
　前記データ制御回路によって制御され、前記符号化された又は前記暗号化されたディジ
タル記録信号を記録媒体に記録する記録手段と、
　前記符号化されたディジタル記録信号について前記暗号化手段により暗号化する必要が
あるかどうかを判断すると共に、前記データ制御回路による前記符号化された又は前記暗
号化されたディジタル記録信号の伝達の制御を行わせる中央制御回路と
　を備え、
　前記中央制御回路は、
ａ１．　前記符号化されたディジタル記録信号が前記暗号化回路による暗号化の必要のな
い信号であると判断したときには、前記符号化されたディジタル記録信号を前記データ制
御回路を経由して前記メモリに記録させ、前記メモリから前記データ制御回路を経由して
前記記録手段に送り、前記記録手段によって前記記録媒体に記録させ、
ａ２．　前記符号化されたディジタル記録信号が前記暗号化回路による暗号化の必要のあ
る信号に切り替わったと判断したときには、前記暗号化回路の起動を開始し、起動中は前
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記データ制御回路に入力された前記符号化されたディジタル記録信号を前記データ制御回
路から前記メモリに移動させて蓄えておき、前記暗号化回路が動作可能となった時、前記
メモリに蓄えられた前記符号化されたディジタル記録信号を前記データ制御回路を経由し
て前記暗号化回路に伝達して暗号化してから、前記データ制御回路を経由して前記記録手
段に送り、前記記録手段によって前記記録媒体に記録させ、
ａ３．　前記処理ａ２において前記符号化されたディジタル記録信号が前記暗号化回路に
よる暗号化の必要のある信号に切り替わったと判断したときに、前記メモリ内の記録用の
領域の空き容量が所定量確保できていない場合は、前記所定量以上の空き容量が確保され
るまで、前記メモリに記憶されている前記暗号化の必要のないディジタル記録信号を、前
記メモリから前記データ制御回路を経由して前記記録手段に送り、前記記録手段によって
前記記録媒体に記録させる動作を行わせる
　ことを特徴とするディジタル記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、映像情報、音声情報、その他データをハードディスクや、光ディスクやメ
モリに記録または再生を行う、ディジタル記録装置、ディジタル記録再生装置及びディジ
タル記録再生装置、並びに、暗号化装置、暗号復調装置、暗号化方法及び暗号復調方法に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＴＶチューナーやビデオカメラ等からの映像信号を記録するときに、操作者は所望の時
点から記録ボタンを操作するが、ディジタル記録装置の起動に所定の時間がかかるため、
記録ボダンを操作してから所定の時間後に記録が開始される。この問題を回避するために
起動が完了するまでメモリに一旦映像信号を記録し、起動完了後にメモリのデータを記録
媒体に記録する方式がある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開平０８－３０６１３３号公報（第２－４頁、第１～３図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記の方式は、暗号化が不要な信号の記録再生における起動時の対策であるが、専ら暗
号化が不要なデータを対象としたものであった。
　最近では著作権保護のためコンテンツ保護が必要な番組もあり、それに対しては、ディ
ジタル記録信号を暗号化して記録媒体に記録し、また記録媒体から読み出してディジタル
記録信号を復調する必要がある。現在はコンテンツ保護の必要のない番組がほとんどであ
るため、必要な時にだけ、暗号化回路及び暗号復調回路を作動させることができれば、省
電力化につながる。その場合、特に記録または再生中に番組の変更等によりデータの暗号
化または復調（暗号の解除）が必要となった場合、暗号化回路または暗号復調回路の起動
に所定の時間を要するため、暗号化回路または暗号復調回路の起動時間中に番組を記録ま
たは再生できないという問題があった。
【０００５】
　この発明は、上記のような問題点を解決するためになされたものであり、データに暗号
化または復調が必要な場合、必要でない場合に関わらず、常に要求時点から記録または再
生ができるディジタル記録装置、ディジタル再生装置及びディジタル記録再生装置、並び
に、暗号化装置、暗号復調装置、暗号化方法及び暗号復調方法を得ることを目的とするも
のである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明のディジタル記録装置は、
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　ディジタル記録信号を符号化するエンコーダと、
　前記符号化されたディジタル記録信号が入力されるデータ制御回路と、
　前記データ制御回路と情報伝達が可能なメモリと、
　前記データ制御回路と情報伝達可能で前記符号化されたディジタル記録信号を暗号化す
る暗号化回路と、
　前記データ制御回路によって制御され、前記符号化された又は前記暗号化されたディジ
タル記録信号を記録媒体に記録する記録手段と、
　前記符号化されたディジタル記録信号について前記暗号化手段により暗号化する必要が
あるかどうかを判断すると共に、前記データ制御回路による前記符号化された又は前記暗
号化されたディジタル記録信号の伝達の制御を行わせる中央制御回路とを備え、
　前記中央制御回路は、
ａ１．　前記符号化されたディジタル記録信号が前記暗号化回路による暗号化の必要のな
い信号であると判断したときには、前記符号化されたディジタル記録信号を前記データ制
御回路を経由して前記メモリに記録させ、前記メモリから前記データ制御回路を経由して
前記記録手段に送り、前記記録手段によって前記記録媒体に記録させ、
ａ２．　前記符号化されたディジタル記録信号が前記暗号化回路による暗号化の必要のあ
る信号に切り替わったと判断したときには、前記暗号化回路の起動を開始し、起動中は前
記データ制御回路に入力された前記符号化されたディジタル記録信号を前記データ制御回
路から前記メモリに移動させて蓄えておき、前記暗号化回路が動作可能となった時、前記
メモリに蓄えられた前記符号化されたディジタル記録信号を前記データ制御回路を経由し
て前記暗号化回路に伝達して暗号化してから、前記データ制御回路を経由して前記記録手
段に送り、前記記録手段によって前記記録媒体に記録させ、
ａ３．　前記処理ａ２において前記符号化されたディジタル記録信号が前記暗号化回路に
よる暗号化の必要のある信号に切り替わったと判断したときに、前記メモリ内の記録用の
領域の空き容量が所定量確保できていない場合は、前記所定量以上の空き容量が確保され
るまで、前記メモリに記憶されている前記暗号化の必要のないディジタル記録信号を、前
記メモリから前記データ制御回路を経由して前記記録手段に送り、前記記録手段によって
前記記録媒体に記録させる動作を行わせるものである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明のディジタル記録装置、暗号化装置及び暗号化方法は、暗号化の必要が無い番組
から暗号化が必要な番組に切り替わった場合、記録を中断することなく暗号化が必要なと
きにだけ暗号化回路を有効化させ、暗号化の必要な番組へ切り替わってから前記記録再生
手段が暗号化された信号の記録する準備ができるまでの間のデータも前記記録媒体に記録
をすることができるので、暗号化の必要有無に関係なく、操作者が記録ボタンを操作した
時点から記録することが出来る。
　また、本発明のディジタル再生装置、暗号復調装置及び暗号復調方法は、再生中に暗号
の復調が必要なデータに切り替わった場合、切り替わってから暗号復調回路を有効化する
までの間も中断することなく再生を継続することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
［図１］ディジタル記録装置の一実施の形態のシステム図である。
［図２］ディジタル記録装置の一実施の形態のメモリのデータの遷移を示す図である。
［図３］ディジタル再生装置の一実施の形態のシステム図である。
［図４］ディジタル再生装置の一実施の形態のメモリのデータの遷移を示す図である。
［図５］ディジタル記録再生装置の一実施の形態のシステム図である。
［図６］ディジタル記録再生装置の一実施の形態のメモリのデータの遷移を示す図である
。
［図７］ディジタル記録再生装置の他の実施の形態のメモリのデータの遷移を示す図であ
る。
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［図８］ディジタル記録装置の他の実施の形態のメモリのデータの遷移を示す図である。
［図９］ディジタル記録装置の他の実施の形態のシステム図である。
［図１０］ディジタル再生装置の他の実施の形態のシステム図である。
［図１１］ディジタル記録再生装置の他の実施の形態のシステム図である。
【符号の説明】
【０００９】
　１　ＭＰＥＧエンコーダ、２ａ　第２のデータ制御回路、２ｂ　第２のデータ制御回路
、２ｃ　第３のデータ制御回路、３　ＣＰＵ、４　メモリ、５　暗号化回路、６　インタ
ーフェース、７　暗号鍵生成回路、８ａ～８ｃ　ＤＶＤドライブ、９　相互認証回路、１
０　暗号復調回路、１１　ＭＰＥＧデコーダ、１２　セレクタ、１３　セレクタ。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
実施の形態１．
　図１は、この発明に係わるディジタル記録装置の一実施の形態のシステム図である。Ｍ
ＰＥＧエンコーダ１によって符号化されたディジタル記録信号は第１のデータ制御回路２
ａに入力される。第１のデータ制御回路２ａは記録信号処理回路であるＣＰＵ３によって
制御される。また、第１のデータ制御回路２ａは、ディジタル信号を蓄積する蓄積手段で
あるメモリ４（蓄積手段）、ディジタル信号を暗号化する暗号化回路５及びインターフェ
ース（Ｉ／Ｆ）６に電気的に接続されている。暗号化回路５は、暗号化回路５を有効にす
るために必要な暗号鍵を生成する暗号鍵生成回路７に電気的に接続されている。第１のデ
ータ制御回路２ａは、インターフェース６を介して、記録手段であるＤＶＤドライブ８ａ
を制御して記録媒体（図示せず）に情報を記録させることが出来る。ＤＶＤドライブ８ａ
は記録機能と再生機能を併せ持つものであってもよい。相互認証回路９はインターフェー
ス６と暗号鍵生成回路７に電気的に接続されており、インターフェース６を経由してＤＶ
Ｄドライブ８ａと相互認証を行う。具体的には、ＤＶＤドライブ８ａ側と相互認証回路９
側とがお互い正規なデバイスであることを互いに確認する相互認証を行った後、ＤＶＤド
ライブ８ａは、インターフェース６によって他に情報が漏れて解読されないように、記録
媒体個別の情報である、暗号鍵の元となる情報を当該記録媒体から読み出し、これを暗号
化して相互認証回路９に送る。相互認証回路９はその暗号化された暗号鍵の元となる情報
を解読し、これを暗号鍵生成回路７に伝達する。暗号鍵生成回路７は暗号鍵の元となる情
報から暗号鍵を生成し、暗号化回路５に伝達する。
【００１１】
　以下、暗号鍵の生成について詳述する。ＤＶＤディスク等の記録媒体において、管理情
報が記録されている管理情報領域には、暗号鍵の元となる情報が記録されている。暗号化
すべき情報を記録媒体に記録する際は、記録媒体に記録されている暗号鍵の元となる情報
から生成される暗号鍵を用いて、コンテンツ情報を暗号化して、記録される。一方、暗号
化されている情報を記録媒体から再生する際は、記録媒体に記録されている暗号鍵の元と
なる情報から生成される暗号鍵を用いて、暗号化されている情報を復号化して、再生され
る。この暗号鍵の元となる情報が記録媒体から読み出されてインターフェース６を流れる
時に読み出されて解読される可能性があるため、鍵転送用の暗号鍵（以下、鍵転送用のバ
ス鍵という）により暗号化されて伝送される。この鍵転送用のバス鍵を作成するには、Ｄ
ＶＤドライブ８ａ側と相互認証回路９側とがお互い正規なデバイスであることを互いに確
認する、相互認証を通じて行われる。ＤＶＤドライブ８ａにＤＶＤディスクが挿入される
と、ＤＶＤドライブ８ａは、ＤＶＤドライブ８ａ自身が有しているバス鍵の元（Ａ）を相
互認証回路９に送る。ＤＶＤドライブ８ａと相互認証回路９とは、このバス鍵の元（Ａ）
からそれぞれ別にバス鍵（Ａ）を計算する。相互認証回路９は計算した結果のバス鍵（Ａ
）をＤＶＤドライブ８ａに転送し、ＤＶＤドライブ８ａではＤＶＤドライブ８ａ自身が計
算した結果と比較して、同一のバス鍵（Ａ）が生成されていることを確認する。次に、相
互認証回路８側から、ＤＶＤドライブ８ａへ、相互認証回路８自身が保有しているバス鍵
の元（Ｂ）が転送され、同様に計算が行われ、お互い計算したバス鍵（Ｂ）が一致してい
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ることを相互認証回路８は確認する。このようにしてバス鍵（Ａ）とバス鍵（Ｂ）とにつ
いて一致していることが確認されると、ＤＶＤドライブ８ａ及び相互認証回路は、バス鍵
（Ａ）とバス鍵（Ｂ）とから、上記鍵転送用のバス鍵をそれぞれ生成する。次に、記録媒
体上の暗号鍵の元となる情報から暗号鍵を作るため、ＤＶＤドライブ８ａ側で記録媒体上
の暗号鍵の元となる情報を鍵転送用のバス鍵で暗号化して、相互認証回路９に送る。相互
認証回路９では、受け取ったデータから鍵転送用のバス鍵で暗号鍵の元となる情報を復号
する。鍵生成回路７は、この暗号鍵の元となる情報から暗号鍵を生成する。この暗号鍵が
暗号化回路５に伝達されることで、暗号化回路５はアクティブな状態となる。
【００１２】
　ところで、ＤＶＤ等の記録媒体においては、コピーマネージメントに関する処理を行う
必要があるため、著作権の保護の必要な番組のディジタル記録信号を暗号化して記録する
ことが義務付けられており、ＣＧＭＳ（Ｃｏｐｙ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅ
ｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）で１回だけの記録が許されている。ＣＧＭＳの信号は画像信号
の一部に含まれており、ＣＰＵ３によって暗号化が必要かどうか判断される。
　しかし、通常の地上波で放送されるアナログの放送の番組は、ＣＧＭＳによって著作権
保護が必要ではない番組が大半である。このような番組を記録する場合、暗号化回路５で
暗号化せずに記録媒体に記録してもよい。しかし、暗号化の必要のない番組を記録してい
る途中から、暗号化の必要な番組に切り替わる場合は、暗号化回路５を有効化させて番組
を暗号化してＤＶＤドライブ８ａによって記録媒体に記録する必要がある。
【００１３】
　動作について説明する。図２は、この発明に係わるディジタル記録装置の一実施の形態
のメモリ４のデータの遷移を示す図である。（ａ）は第１のデータ制御回路２ａを流れる
データを、（ｂ）はメモリ４内の記録用の領域のデータ量Ｓｒａの変化を時系列に示して
いる。操作者により記録媒体が機器に挿入されると、ＣＰＵ３より第１のデータ制御回路
２ａとインターフェース６を経由してＤＶＤドライブ８ａへ起動命令が出される。ＤＶＤ
ドライブ８ａは記録媒体の回転を開始し、各種サーボの設定を行い、記録媒体を記録する
ために必要な情報を読み込んだ後、インターフェース６と第１のデータ制御回路２ａを経
由してＣＰＵ３に準備ができたことを知らせる。そして、ＣＧＭＳによる著作権保護が必
要ではない番組の記録要求があると、ＣＰＵ３はＭＰＥＧエンコーダ１に対して、符号化
してディジタル記録信号を第１のデータ制御回路２ａに入力するよう指示する。ＭＰＥＧ
エンコーダ１からは一定量の符号化が完了する度に、ＭＰＥＧエンコーダ１から、第１の
データ制御回路２ａを経由してメモリ４中の記録用に割り当てられた領域にデータが転送
される。このデータの転送は数百Ｍビット／秒以上のメモリ間での転送のため短時間で完
了する。そして、第１のデータ制御回路２ａを経由してインターフェース６から、ＤＶＤ
ドライブ８ａの記録媒体へと記録が開始される。ＤＶＤドライブ８ａでの記録媒体への書
き込み速度は、数十Ｍビット／秒程度であるためメモリ４へ転送の数倍の時間を要する。
【００１４】
　記録している番組が、途中の時刻Ｔ４で暗号化が必要な番組に切り替わるとき、ＣＰＵ
３はＣＧＭＳによって暗号化が必要であることを判断し、メモリ４からのデータの読み出
しおよび記録媒体への記録を一時停止するよう、第１のデータ制御回路２ａを経由してイ
ンターフエース６に指示する。しかしＭＰＥＧエンコーダ１の符号化は停止させないため
、メモリ４の記録用に割り当てられた領域へのディジタル記録信号のデータの蓄積は継続
される。このときメモリ４の記録用の領域の空き容量は暗号化回路５を有効にするまでの
時間、オーバーフローを防止するため、メモリ４内の記録用の領域のデータ量はＳｒ３以
下を確保する必要がある。確保できていない場合は、メモリ４から記録媒体への記録動作
を継続し、十分な空き容量が確保された段階で、記録媒体への書き込みを停止する。
【００１５】
　暗号化する必要があると判断された当該判断時点から暗号化回路５が暗号鍵により有効
化されるまでの間、上述したように、ＤＶＤドライブ８ａ側と相互認証回路９側とが相互
認証を行い、記録媒体から暗号鍵の元となる情報を読み出し、暗号鍵生成回路７はこれか
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ら暗号鍵を生成して、暗号化回路５は暗号鍵によって有効化される。
　暗号化回路５が有効になることでＤＶＤドライブ８ａの暗号化記録が可能となる。時刻
Ｔ５で暗号化回路５が有効になると、メモリ４に蓄積されたデータは、第１のデータ制御
回路２ａを経由して、暗号化回路５で暗号化され、再び第１のデータ制御回路２ａを経由
して、メモリ４の書き込み用に割り当てられた領域に戻される。さらにＤＶＤドライブ８
ａで書き込み可能な記録レートで、メモリ４の書き込み用に割り当てられた領域から第１
のデータ制御回路２ａを経由してインターフェース６へ出力され、ＤＶＤドライブ８ａで
記録媒体への記録が再開される。但し、この時点ではメモリ４内に暗号化の必要のない番
組のデータが残っているため、暗号化の必要のないデータは暗号化を行わない。
【００１６】
　このとき、ＭＰＥＧエンコーダ１で符号化されるビットレートをｘＭビット／秒、暗号
化が必要な番組に切り替わった時点Ｔ４でのメモリ４のデータ量はＳｒ３以下であり、メ
モリ４中の記録用の領域の容量をＣ１とすると、Ｃ１≧ｘ×（Ｔ５－Ｔ４）＋Ｓｒ３を満
たせばよい。即ち、暗号化が必要であると判断された場合は、当該判断の時点Ｔ４でのメ
モリ４のデータ量Ｓｒ３は、上記式を満たすようなデータ量に制御しておく必要がある。
逆に言えば、メモリ４の空き容量は、暗号化が必要であると判断された判断の時点から暗
号化回路５が暗号鍵により有効化されるまでの間のディジタル信号を蓄積可能な容量以上
である必要がある。
　なお、暗号化が必要であると判断された当該判断の時点Ｔ４において、メモリ４のデー
タ量Ｓｒ３が確保できていない場合は、メモリ４から暗号化の必要のないデータを記録媒
体へ記録する動作を継続し、十分な空き容量が確保された段階で、記録媒体への書き込み
を停止するため、厳密に言えば、確保すべきメモリ４のデータ量Ｓｒ３は、上記Ｔ４の時
点のものである必要はなく、Ｔ４の時点より後であって記録動作を停止した時点のもので
よい。
【００１７】
　メモリ４の書き込み用に割り当てられている領域の容量は、すぐにＤＶＤドライブ８ａ
に記録されるため、数ｋ～数十ｋバイト程度で十分である。
【００１８】
　従って、ＤＶＤドライブ８ａの記録中に暗号化の必要な番組に切り替わった場合、ＣＰ
Ｕ３による暗号化の必要があるとの判断の時点から、暗号化回路５が暗号鍵により有効化
されるまでの間のディジタル信号をメモリ４に蓄積しておき、暗号化回路５が有効となっ
た後に暗号化してＤＶＤドライブ８ａに記録することが出来るので、記録データの暗号化
が必要な場合、必要でない場合に関わらず、常に要求時点から、書き込み型光ディスク、
書換え可能型光ディスク等の記録媒体に記録することが可能である。
【００１９】
実施の形態２．
　図３は、この発明に係わるディジタル再生装置の一実施の形態のシステム図である。実
施の形態２において、実施の形態１と比べて第１のデータ制御回路２ａの代わりにディジ
タル記録信号が出力可能な第２のデータ制御回路２ｂが備えられ、ＤＶＤドライブ８ａの
代わりのＤＶＤドライブ８ｂは再生専用であり、暗号化回路５の代わりに、暗号復調回路
１０が暗号鍵生成回路７と第２のデータ制御回路２ｂに電気的に接続されている。暗号復
調回路１０は暗号化回路５と同様に暗号鍵生成回路７からの暗号鍵の伝達を受けると有効
となり、暗号化されたディジタル記録信号を復調することが出来る。また、実施の形態１
におけるＭＥＰＧエンコーダ１に代えてＭＰＥＧデコーダ１１が第２のデータ制御回路２
ｂと電気的に接続されており、ディジタル記録信号は、第２のデータ制御回路２ｂを経由
してＭＰＥＧデコーダ１１によって復号化される。ＤＶＤドライブ８ｂは記録機能と再生
機能とを併せ持つものであってもよい。
【００２０】
　動作について説明する。図４は、この発明に係わるディジタル再生装置の一実施の形態
のメモリ４のデータの遷移を示す図である。（ａ）は第２のデータ制御回路２ｂを流れる
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データを、（ｂ）はメモリ４内の読み出し用の領域のデータ量Ｓｒｂの変化を時系列に示
している。記録媒体からデータを読み出し中に、ディジタル記録信号が暗号化されていな
いものから暗号化されたものに切り替わった場合の動作を説明する。
　ＤＶＤドライブ８ｂにより記録媒体から暗号化されていないデータを読み出す際には、
ＤＶＤドライブ８ｂの記録媒体のデータはインターフェース６と第２のデータ制御回路２
ｂを経由してメモリ４の読み出し用に割り当てられた領域に記録される。その際、このデ
ータは暗号化されてないデータであるとＣＰＵ３によって判別されるので、その後はメモ
リ４から第２のデータ制御回路２ｂを経由してＭＰＥＧデコーダ１１に出力される。
【００２１】
　時刻Ｔ６に暗号を復調することが必要な番組であるとＣＰＵ３が認識すると、ＣＰＵ３
は、ＤＶＤドライブ８ｂからメモリ４へのデータの読み出しを一時停止するよう、第２の
データ制御回路２ｂを経由してインターフエース６に指示する。しかしＭＰＥＧデコーダ
１１により復号した映像は再生中であり、ディスプレイでの映像を停止させないため、メ
モリ４からＭＰＥＧデコーダ１１へのディジタル記録信号の排出は継続される。このとき
メモリ４内の読み出し用の領域の容量は暗号復調回路１０を有効にするまでの時間はディ
ジタル記録信号を排出し続けるため、メモリ４内の読み出し用の領域のデータ量はＳｒ４
以上を確保する必要がある。時刻Ｔ６からＴ７の間にＭＰＥＧデコーダ１１へ連続して出
力されるべきデータ量をΔＰとすると、ΔＰ≦Ｓｒ４の関係がある。即ち、暗号復調する
必要があると判断された場合は、当該判断の時点Ｔ６でのメモリ４のデータ量Ｓｒ４は、
上記式を満たすような、当該判断の時点Ｔ６から暗号復調回路１０が暗号鍵により有効化
されるまでの間に出力されるデータ量以上に制御しておく必要がある。Ｓｒ４がΔＰ以下
であると暗号復調回路１０を有効化する間にメモリ４内の読み出し用の領域のディジタル
記録信号のデータ量が０となり、再生できなくなるからである。ここで、暗号復調回路１
０が暗号鍵により有効化されるまでの間出力されるディジタル信号は、暗号復調する必要
のない信号である。
【００２２】
　記録媒体からの読み出しが停止している間に、ＤＶＤドライブ８ｂと相互認証回路９と
は相互認証を行った後、ＤＶＤドライブ８ｂから暗号鍵の元となる情報を読み出し、暗号
鍵生成回路７にて暗号鍵の生成を行い、暗号復調回路１０が暗号鍵によって有効となる。
時刻Ｔ７に暗号復調回路１０が有効になると、その後にＤＶＤドライブ８ｂから読み出さ
れたデータは、一旦メモリ４の読み出し用に割り当てられた領域に蓄積された後、第２の
データ制御回路２ｂを経由して、暗号復調回路１０で復調され、再び第２のデータ制御回
路２ｂを経由して、一旦メモリ４の再生用に割り当てられた領域に格納される。その後復
調されたディジタル記録信号はＭＰＥＧデコーダ１１によって復号され、出力される。
【００２３】
　従って、ＤＶＤドライブ８ｂから読み出し中に暗号を復調することが必要な番組に切り
替わった場合でも、ＣＰＵ３による暗号復調する必要があるとの判断の時点から、暗号復
調回路１０が暗号鍵により有効化されるまでの間、メモリ４にすでに蓄積されているディ
ジタル信号を出力し、暗号復調回路１０が有効となった後、ＤＶＤドライブ８ｂから読み
出したデータを復調して出力することが出来るので、記録データの復調が必要な場合、必
要でない場合に関わらず、常に要求時点から、再生専用光ディスク等の記録媒体から再生
することが可能である。
【００２４】
実施の形態３．
　近年ＤＶＤドライブの記録・再生ビットレートが向上しており、同一ディスクに対して
記録と再生を同時に行うことができるようになっている。これには現在記録中の番組を再
生する場合と、現在記録している番組とは異なる番組を再生する場合とがある。記録して
いる番組とは異なる番組を再生する場合、先に暗号化する必要のない番組の記録を開始し
、後から暗号化された番組の再生を行う場合が考えられる。
【００２５】
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　図５は、この発明に係わるディジタル記録再生装置の一実施の形態のシステム図である
。実施の形態１の場合と比べて、第１のデータ制御回路２ａはディジタル記録信号が入出
力可能で、第１のデータ制御回路２ａと第２のデータ制御回路２ｂの双方の機能を併せ持
つ第３のデータ制御回路２ｃに置き換えられ、ＤＶＤドライブ８ａは記録再生可能なＤＶ
Ｄドライブ８ｃに置き換えられている。実施の形態１の場合に加えて、暗号復調回路１０
は暗号鍵生成回路７と第３のデータ制御回路２ｃに電気的に接続されている。暗号復調回
路１０は暗号化回路５と同様に暗号鍵生成回路７からの暗号鍵の伝達を受けると、有効と
なり、暗号化されたディジタル記録信号を解除することが出来る。また、ディジタル記録
信号は、第３のデータ制御回路２ｃを経由してＭＰＥＧデコーダ１１によって復号される
。その他は、実施の形態１，２と同様である。
【００２６】
　動作について説明する。図６は、この発明に係わるディジタル記録再生装置の一実施の
形態のメモリ４のデータの遷移を示す図である。（ａ）は第３のデータ制御回路２ｃを流
れるデータ、（ｂ）はメモリ４内の記録用の領域のデータ量Ｓｒａと、読み出し用の領域
のデータ量Ｓｒｂの変化を時系列に示している。
【００２７】
　時刻Ｔ８以前においては、暗号化の必要のない番組を記録している。時刻Ｔ８において
、記録媒体に記録されている暗号化された番組の再生要求が出されると、ＣＰＵ３はＤＶ
Ｄドライブ８ｃへのディジタル記録信号の転送の中断を第３のデータ制御回路２ｃに指示
する。この時録画されるべきディジタル記録信号の流れは継続されているため、ＭＰＥＧ
エンコーダ１から符号化されたディジタル記録信号のデータは、記録が中断される前と同
様にメモリ４の記録用に割り当てられた領域へ蓄積され続ける。
【００２８】
　この間に暗号復調回路１０を有効にするため、ＤＶＤドライブ８ｃと相互認証回路９と
は相互認証を行った後、暗号鍵の元となる情報を記録媒体から読み出して、鍵生成回路７
において暗号鍵の生成が行われる。生成された暗号鍵により暗号復調回路１０を有効にし
た後、時刻Ｔ９よりＤＶＤドライブ８ｃは記録媒体からのデータの読み出しを開始し、読
み出されたデータは第３のデータ制御回路２ｃを経由してメモリ４の読み出し用に割り当
てられた領域に一旦格納され、再び第３のデータ制御回路２ｃを経由して、暗号復調回路
１０に送られる。暗号復調回路１０で暗号が解除されたデータは再び第３のデータ制御回
路２ｃを経由してメモリ４の再生用に割り当てられた領域へ蓄積される。さらに所定の量
が蓄積されると、符号化されたデータを復号するＭＰＥＧデコーダ１１へと転送される。
【００２９】
　暗号復調回路１０が有効になった時刻Ｔ９以降、時刻Ｔ１０にメモリ４の記録用に割り
当てられた領域のデータ量Ｓｒａが所定の量Ｓｒ５を超えると、蓄積されたデータは第３
のデータ制御回路２ｃを経由してインターフェース６へ転送され、ＤＶＤドライブ８ｃの
記録媒体への書き込みを再開する。
【００３０】
　このとき、ＤＶＤドライブ８ｃへのデータ転送を一時停止する直前のメモリ４に残って
いる記録用の符号化されたデータ量ＳｒａをＳｒ１０とし、ＭＰＥＧエンコーダ１で符号
化されるビットレートをｘ、再生を開始してから次にＤＶＤドライブ８ｃが記録を行うま
での時間を（Ｔ１０－Ｔ８）、メモリ４中の記録用に割り当てられている容量をＣ２とす
るとＣ２＞Ｓｒ１０＋ｘ×（Ｔ１０－Ｔ８）を満たすようする必要がある。
　この後、ＤＶＤドライブ８ｃは一定量の読み出し後、メモリ４の記録用に割り当てられ
た領域のデータ量Ｓｒａが所定の量Ｓｒ５を超えるごとに記録媒体への書き込みを行い、
またメモリ４の再生用に割り当てられた領域のデータ量ＳｒｂがＳｒ１１を下回るごとに
記録媒体からの読み出しを行う。
【００３１】
　従って、ＤＶＤドライブ８ｃが暗号化の必要のない番組を記録中に暗号化の必要な番組
の再生が要求された場合でも、暗号復調回路１０の有効化している間、記録用ディジタル
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信号をメモリ４に保存し、暗号復調回路１０が有効となった後、ＤＶＤドライブ８ｃから
読み出したデータの暗号を復調して再生し、同時にＤＶＤドライブ８ｃ内の記録媒体に記
録することが出来るので、記録データの暗号化が必要な場合、必要でない場合に関わらず
、記録媒体に記録中であっても常に要求時点から再生することが可能である。
【００３２】
実施の形態４．
　実施の形態３では暗号化する必要のない番組を記録している最中に、暗号復調回路１０
を有効にして、暗号化された番組を再生する場合について述べたが、暗号化されていない
番組の再生をしている最中に、暗号化回路５を有効にして記録を行う場合について以下述
べる。この実施の形態のディジタル記録再生装置の構成は実施の形態３の図５と同じであ
る。
【００３３】
　動作について説明する。図７は、この発明に係わるディジタル記録再生装置の他の実施
の形態のメモリ４のデータの遷移を示す図である。（ａ）は第３のデータ制御回路２ｃを
流れるデータ、（ｂ）はメモリ４の記録用のデータ量Ｓｒａと、再生用のデータ量Ｓｒｂ
の変化を時系列に示している。
　暗号化されていない番組を再生している最中に、時刻Ｔ１１に記録要求が出されると、
ＣＰＵ３はＭＰＥＧエンコーダ１の符号化を開始させ、メモリ４の記録用に割り当てられ
た領域へのデータ転送を開始する。暗号化回路５を有効化している間は、記録媒体からの
再生を行うことができないため、メモリ４内の再生用に割り当てられた領域に、ディスプ
レイでの映像の再生を継続するのに十分なデータ量Ｓｒ６が蓄積された時刻Ｔ１２ａ以降
に暗号化回路５の有効化を開始する。ＤＶＤドライブ８ｃと相互認証回路９とで相互認証
を行った後、記録媒体に記録されている暗号鍵の元となる情報から鍵生成回路７で暗号鍵
を生成し、この暗号鍵をもとに暗号化回路５を時刻Ｔ１２ｂにおいて有効にする。
【００３４】
　暗号化回路５を有効化している間も、録画用のデータの流れとディスプレイでの映像の
再生は継続する必要があるため、メモリ４中の記録用に割り当てられた領域へＭＰＥＧエ
ンコーダ１で符号化されたディジタル記録信号のメモリ４への書き込みは継続される。ま
た、メモリ４内の読み出し用に割り当てられた領域にあるデータは、ＭＰＥＧデコーダ１
１へ供給され続ける。暗号化回路５が有効となった時刻Ｔ１２ｂ以降で、記録用に割り当
てられた領域のデータ量が時刻Ｔ１３に所定の容量Ｓｒ７を超えると、蓄積されたデータ
は第３のデータ制御回路２ｃを経由して暗号化回路５で暗号化される。さらに第３のデー
タ制御回路２ｃを経由して、メモリ４内の書き込み用に割り当てられた領域へもう一度格
納された後、再び第３のデータ制御回路２ｃを経由してインターフェース６へ転送され、
ＤＶＤドライブ８ｃで記録媒体への書き込みが開始される。記録媒体への書き込みは、記
録用のデータ量がＳｒ８に減少するまで続けられる。更に時刻Ｔ１４で、再生用に割り当
てられた領域のデータ量がＳｒ９を下回るとＤＶＤドライブ８による記録媒体からの読み
出しを再開する。
【００３５】
　先ほども述べたように、暗号化回路５を有効化している間、およびメモリ４の記録用に
割り当てられて領域に蓄積されたデータが、記録媒体に書き込まれるまでの間は、記録媒
体からの再生を行うことができない。そのためメモリ４内の、再生用に割り当てられた領
域に、これらの間ディスプレイでの映像の再生を継続できるに十分なデータ量Ｓｒ６を蓄
積してから、暗号化回路５の有効化を行う必要がある。ここで蓄積しておく必要のあるデ
ータ量Ｓｒ６は、再生データの符号化ビットレートをｙＭｂｐｓとすると、Ｓｒ６＞（Ｔ
１４－Ｔ１２ａ）・ｙを満たす必要がある。
【００３６】
　また、メモリ４内の記録用に割り当てられた領域で、最低限確保する必要のある容量を
Ｃ３、記憶媒体への記録を再開する時刻をＴ１３とすると、Ｃ３＞（Ｔ１３－Ｔ１１）×
ｘを満たす必要がある。
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【００３７】
　従って、ＤＶＤドライブ８ｃが暗号化の必要のない番組を再生中に暗号化の必要な番組
の記録が要求された場合でも、暗号化回路５の有効化している間、記録用ディジタル信号
をメモリ４に保存し、暗号化回路５が有効となった後、暗号化してＤＶＤドライブ８ｃに
データを記録し、同時にＤＶＤドライブ８ｃ内の記録媒体のデータを再生すること出来る
ので、記録データの暗号化が必要な場合、必要でない場合に関わらず、常に要求時点から
、記録媒体からに記録及び再生することが可能である。
【００３８】
実施の形態５．
　実施の形態１において、操作者により記録媒体が機器に挿入された後すぐに記録要求が
あった場合は、ＤＶＤドライブ８ａを起動させるのにある程度の時間を要するが、ＤＶＤ
ドライブ８ａが初期起動中に著作権保護の必要な番組の記録要求がある場合があり、この
場合について説明する。
　実施の形態５におけるデジタル記録装置は実施の形態１と同じであり、図１に示された
ものと同じである。
【００３９】
　動作について説明する。図８は、この発明に係わるディジタル記録装置の他の実施の形
態のメモリのデータの遷移を示す図である。（ａ）は第１のデータ制御回路２ａを流れる
データを示し、（ｂ）はメモリ４内の記録用の領域のデータ量Ｓｒａの変化を時系列に示
している。
　操作者により記録媒体が機器に挿入されると、ＣＰＵ３より第１のデータ制御回路２ａ
とインターフェース６を経由してＤＶＤドライブ８ａへ起動命令が出される。ＤＶＤドラ
イブ８ａは記録媒体の回転を開始し、各種サーボの設定を行い、記録媒体を記録・再生す
るために必要な情報を読み込んだ後、インターフェース６と第１のデータ制御回路２ａを
経由してＣＰＵ３に準備ができたことを知らせる。上記の動作を行っている最中に操作者
により、時刻Ｔ１に暗号化が必要なデータの記録が要求されると、ＣＰＵ３はＭＰＥＧエ
ンコーダ１に対して、符号化してディジタル記録信号を第１のデータ制御回路２ａに入力
するよう指示する。その際にＣＰＵ３はＣＧＭＳによって暗号化が必要であることを判断
する。一定量の符号化がＭＰＥＧエンコーダ１により完了する度に、ＭＰＥＧエンコーダ
１から、第１のデータ制御回路２ａを経由してメモリ４中の記録用に割り当てられた領域
にデータが転送される。このデータの転送は数百Ｍビット／秒以上のメモリ間での転送の
ため短時間で完了する。以後、ＭＰＥＧエンコーダ１によってエンコードされたデータは
ＤＶＤドライブ８ａの記録準備が完了するまで、メモリ４中へ符号化されたデータが蓄積
され続ける。
【００４０】
　ＤＶＤドライブ８ａの起動が時刻Ｔ２ａに完了すると暗号化回路５の有効化が開始され
、時刻Ｔ２ｂに完了する。これによりＤＶＤドライブ８ａの暗号化記録も可能となる。そ
の間も、メモリ４中へ符号化されたデータが蓄積され続ける。
【００４１】
　ＤＶＤドライブ８ａの記録準備が完了する時刻Ｔ２ｂ以降で、メモリ４中の記録用に割
り当てられた領域のデータ量が一定量Ｓｒ１以上蓄積されると、第１のデータ制御回路２
ａを経由して、暗号化回路５で暗号化され、再び第１のデータ制御回路２ａを経由してメ
モリ４中の書き込み用に割り当てられた領域へ戻され、すぐに第１のデータ制御回路２ａ
を経由してインターフェース６から、ＤＶＤドライブ８ａの記録媒体へと記録が開始され
る。記録媒体への記録は、メモリ４の記録用に割り当てられた領域が所定の容量Ｓｒ２以
下になるまで、インターフェース６からＤＶＤドライブ８ａを経て行われる。ＤＶＤドラ
イブ８ａでの記録媒体への書き込み速度は、数十Ｍビット／秒程度であるためメモリ４へ
転送の数倍の時間を要する。ＭＰＥＧエンコーダ１で符号化されるビットレートをｘＭビ
ット／秒、光磁気ディスクへの書き込みが始まる時間をＴ３とすると、最低限必要なメモ
リ４中の記録用の領域の容量Ｃ４との関係はＣ４＞ｘ×（Ｔ３－Ｔ１）を満たす必要があ
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る。また、暗号化回路５から一旦メモリ４を経由する際のメモリ４に割り当てられている
容量は、すぐにＤＶＤドライブ８ａに記録されるために、数ｋ～数十ｋバイト程度で十分
である。
【００４２】
　ＤＶＤドライブ８ａが記録可能になった後も、ＭＰＥＧエンコーダ１から符号化された
ディジタル記録信号の出力は継続されるが、記録媒体への書き込まれる速度の方が早いた
め、図８に示すようにメモリ４がオーバーフローすることはない。再びメモリ４の記録用
に割り当てられた領域が、所定の容量に達するまで記録媒体への書き込みは行わず、所定
の容量を超える度に、まとめてデータが書き込まれる。
【００４３】
　従って、ＤＶＤドライブ８ａの起動中に暗号化の必要な番組の記録要求があった場合で
も、ＤＶＤドライブ８ａの起動及び暗号化回路５の有効化している間、メモリ４に保存し
、暗号化回路５が有効となった後、暗号化してＤＶＤドライブ８ａに記録することが出来
るので、暗号化が必要な番組に対しても、記録を要求した時点からの記録が可能となる。
【００４４】
実施の形態６．
　実施の形態１及び５において、図１に示されたシステム図とは別の構成とした場合でも
同様の機能及び効果を発揮することができるので、その場合について説明する。
　図９は、この発明に係わるディジタル記録装置の他の実施の形態のシステム図である。
実施の形態１の図１に示されたシステム図との違いは第１のデータ制御回路２ａから暗号
化回路５は双方向に情報伝達が可能であったが、実施の形態６においては、第１のデータ
制御回路２ａから暗号化回路５へのみ情報伝達することができる。また、第１のデータ制
御回路２ａと暗号化回路５は共にセレクタ１２へ情報を伝達することができる。セレクタ
１２は、第１のデータ制御回路２ａからのデータか暗号化回路５からのデータを選択して
、インターフェース６に情報を伝達することができる。
　また、第１のデータ制御回路２ａからインターフェース６へは符号化されたデータ以外
のデータ等が常に出力されているため、暗号化されたデータをセレクタ１２なしに、暗号
化されていないデータの情報伝達用の線と合流させてしまうと、データ同士がぶつかりあ
い、回路が壊れてしまう。よって暗号化されていないデータの情報伝達用の線との合流地
点にセレクタ１２は設けられている。
【００４５】
　動作について説明する。基本的に実施の形態１及び５と同じであるが、相違する部分に
ついて説明する。
　暗号化する必要のない番組のとき、実施の形態１の場合、暗号化されていないデータは
メモリ４から第１のデータ制御回路２ａを経由してインターフェース６にデータが転送さ
れるのに対し、実施の形態６の場合、暗号化されていないデータはメモリ４から第１のデ
ータ制御回路２ａを経由して一端セレクタ１２に転送され、セレクタ１２が暗号化されて
いないデータを選択した後、インターフェース６に転送される。また、暗号化する必要の
ある番組のとき、実施の形態１の場合、暗号化回路５で暗号化された後は、暗号化された
データは第１のデータ制御回路２ａを経由してメモリ４の書き込み用に割り当てられた領
域に戻され、さらに第１のデータ制御回路２ａを経由してインターフェース６へ出力され
るのに対し、実施の形態６の場合、暗号化回路５で暗号化された後は、暗号化されたデー
タは一端セレクタ１２に転送され、セレクタ１２が暗号化されたデータを選択した後、イ
ンターフェース６に転送される。
【００４６】
　従って、暗号化回路５で暗号化された後は、第１のデータ制御回路２ａを経由してメモ
リ４の書き込み用に割り当てられた領域に戻されることがないので、メモリ４の書き込み
用の領域を確保する必要がなくなる。また、第１のデータ制御回路２ａを単位当たりに追
加するデータ量が少なくなるため、実施の形態１及び５の場合よりもデータ転送速度を遅
くすることが出来、システムの小型化、さらなる省電力化を図ることができる。
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【００４７】
実施の形態７．
　実施の形態２において、図３に示されたシステム図とは別の構成とした場合でも同様の
機能及び効果を発揮することができるので、その場合について説明する。
　図１０は、この発明に係わるディジタル再生装置の他の実施の形態のシステム図である
。実施の形態２の図３に示されたシステム図との違いは第２のデータ制御回路２ｂから暗
号復調回路１０は双方向に情報伝達が可能であったが、実施の形態７においては、第２の
データ制御回路２ｂから暗号復調回路１０へのみ情報伝達することができる。また、第２
のデータ制御回路２ｂと暗号復調回路１０は共にセレクタ１３へ情報を伝達することがで
きる。セレクタ１３は、第２のデータ制御回路２ｂからのデータか暗号復調回路１０から
のデータかを選択して、ＭＥＰＧデコーダ１１に情報を伝達することができる。
　また、第２のデータ制御回路２ｂからＭＥＰＧデコーダ１１は符号化されたデータ以外
のデータ等が常に出力されているため、復調されたデータをセレクタ１３なしに、復調さ
れていないデータの情報伝達用の線と合流させてしまうと、データ同士がぶつかりあい、
回路が壊れてしまう。よって復調されていないデータの情報伝達用の線との合流地点にセ
レクタ１３は設けられている。
【００４８】
　動作について説明する。基本的に実施の形態２と同じであるが、相違する部分について
説明する。
　復調する必要のない番組のとき、実施の形態２の場合、復調する必要のないデータはメ
モリ４から第２のデータ制御回路２ｂを経由してＭＥＰＧデコーダ１１にデータが転送さ
れるのに対し、実施の形態７の場合、復調する必要のないデータは第２のデータ制御回路
２ｂから一端セレクタ１３へ転送され、セレクタ１３が復調する必要のないデータを選択
した後、ＭＥＰＧデコーダ１１に転送される。また、復調する必要のある番組のとき、実
施の形態２の場合、暗号復調回路１０で復調された後は、第２のデータ制御回路２ｂを経
由してメモリ４の再生用に割り当てられた領域に戻され、さらに第２のデータ制御回路２
ｂを経由してＭＥＰＧデコーダ１１へ出力されるのに対し、実施の形態７の場合、暗号復
調回路１０で暗号化された後は、復調されたデータは、セレクタ１３へ転送され、セレク
タ１３が復調されたデータを選択した後、ＭＥＰＧデコーダ１１に転送される。
【００４９】
　従って、暗号復調回路１０で暗号化された後は、第２データ制御回路２ｂ経由してメモ
リ４の再生用に割り当てられた領域に戻されることがないので、メモリ４の再生用の領域
を確保する必要がなくなる。また、第２のデータ制御回路２ｂを単位当たりに追加するデ
ータ量が少なくなるため、実施の形態２の場合よりもデータ転送速度を遅くすることが出
来、システムの小型化、さらなる省電力化を図ることができる。
【００５０】
実施の形態８．
　実施の形態３及び４において、図５に示されたシステム図とは別の構成とした場合でも
同様の機能及び効果を発揮することができるので、その場合について説明する。
　図１１は、この発明に係わるディジタル記録再生装置の他の実施の形態のシステム図で
ある。実施の形態３の図５に示されたシステム図との違いについて説明する。
　記録する側は、第３のデータ制御回路２ｃから暗号化回路５は双方向に情報伝達が可能
であったが、実施の形態８においては、第２のデータ制御回路２ｃから暗号化回路５への
み情報伝達することができる。また、第３のデータ制御回路２ｃと暗号化回路５は共にセ
レクタ１２へ情報を伝達することができる。セレクタ１２は、第１のデータ制御回路２ａ
からのデータか暗号化回路５からのデータを選択して、インターフェース６に情報を伝達
することができる。
　再生する側は、第３のデータ制御回路２ｃから暗号復調回路１０は双方向に情報伝達が
可能であったが、実施の形態８においては、第３のデータ制御回路２ｃから暗号復調回路
１０へのみ情報伝達することができる。また、第３のデータ制御回路２ｃと暗号復調回路
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制御回路２ｃからのデータか暗号復調回路１０からのデータを選択して、ＭＥＰＧデコー
ダ１１に情報を伝達することができる。
【００５１】
　動作について説明する。基本的に実施の形態３及び４と同じであり、相違する部分につ
いては、記録する場合は実施の形態６と同じであり、再生する場合は実施の形態７と同じ
である。
【００５２】
　従って、暗号化回路５で暗号化された後は、第３のデータ制御回路２ｃを経由してメモ
リ４の書き込み用に割り当てられた領域に戻されることがないので、メモリ４の書き込み
用の領域を確保する必要がなくなる。また、第３のデータ制御回路２ａを単位当たりに追
加するデータ量が少なくなるため、実施の形態３及び４の場合よりもデータ転送速度を遅
くすることが出来、システムの小型化、さらなる省電力化を図ることができる。
　また、暗号復調回路１０で暗号化された後は、第３データ制御回路２ｃ経由してメモリ
４の再生用に割り当てられた領域に戻されることがないので、メモリ４の再生用の領域を
確保する必要がなくなる。また、第３のデータ制御回路２ｃを単位当たりに追加するデー
タ量が少なくなるため、実施の形態３及び４の場合よりもデータ転送速度を遅くすること
が出来、システムの小型化、さらなる省電力化を図ることができる。
【００５３】
　尚、実施の形態１乃至８では、ＤＶＤドライブ８ａ～８ｃと相互認証回路９との間で、
相互認証を行うことを前提に説明をしているが、両者がローカルなインターフェースで接
続されている場合や、ＬＳＩの統合化が進んでＤＶＤドライブ８ａ～８ｃ側のＬＳＩと信
号処理側のＬＳＩが一体化された場合などは、相互認証を行う必要はなく、この場合、相
互認証回路９は不要となる。また、データの符号化、復号化にＭＰＥＧエンコーダ１及び
ＭＰＥＧデコーダ１１を使用した場合について説明したが、他の方式のエンコーダ及びデ
コーダでもよく、符号化を必要としなければエンコーダ及びデコーダは無くてもよい。
【００５４】
　更に、実施の形態１乃至８では、ＤＶＤレコーダ（記録装置）又はＤＶＤプレーヤ（再
生装置）についての説明をしているが、ハードディスク、半導体メモリを用いた記録装置
や再生装置を用いた場合についても適用することができるものである。
【産業上の利用可能性】
【００５５】
　本発明のディジタル記録装置、ディジタル再生装置及びディジタル記録再生装置、並び
に、暗号化装置、暗号復調装置、暗号化方法及び暗号復調方法によれば、データに暗号化
または暗号復調化が必要な場合、必要でない場合に関わらず、常に要求時点から記録また
は再生をスムーズに行うことができる。
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