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図1 「1回だけ録画可能」なコピー制御方式
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新しいコピー制御方式「ダビ
ング10」
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この新しいコピー制御方式の名称に

能なことから「ダビング10」
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機関である情報通信審議会で了承され
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図2 ダビング10の仕組み
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デジタル放送推進協会（通称，Dpa）
は，ダビング10放送番組の運用に際
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・「1世代のみコピー可」において，
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数制限コピー可（＝ダビング10）」の
運用可否を以下の通り指定しました．
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を運用しない．
また，合わせて「TR-B14，および
TR-B15の第八編

コンテンツ保護規

定」の改定を行い，受信機側について

ディジタル音声出力

CGMS−A：1 世代のみコピー可
マクロビジョン：APS 値継承
SCMS：1 世代のみコピー可

個数制限
コピー可
内蔵HDD

ダビング10
対応録画機

高速ディジタル
インタフェース

リムーバブル記録媒体

DTCP：再生時 No more copies
コピー時 Move
記録先で再コピー禁止

は，新たに独立した「個数制限コピー」
の章を設け，基本的な規定を集約して

図3 「個数制限コピー可」で蓄積したコンテンツの代表的な出力先とその制御（ARIB資料による）

以下のように記載しています．
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ダビング10対応録画機
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用記述子のビット，
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アップデートでダビング10に対応可

のデジタル放送番組が始まりました．
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番組は従来通り「1回だけ録画可能」な

組のままですので，注意が必要です．

ダビング10を楽しむには，前述の

外部録画機器へ接続した場合
のダビング10
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なります．
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した放送番組は，
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ィスクへコピーした放送番組

さらにコピーや移動すること
はできません．

接続した場合のダビングは，以下のよ
うになります（図4）．
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図4 外部録画機器へ接続した場合のダビング

（a）ハ ー ド デ ィ ス ク ， ま た は

CPRM対応録画用DVDには，DVD

いずれにしても取扱説明書などに記

のパッケージに「CPRM対応」，「デジ

載されている，録画機器が対応してい

デジタル放送をDVDにダビングして

タル放送録画対応」などの表記がされ

るディスクが必要となります．

楽しむ場合，デジタル放送番組に対す

ているか，デジタル放送のロゴマーク

デジタル放送録画対応DVD

るコンテンツ保護技術の一つである

（図5）が付いています．

「CPRM」
（Content Protection for

また，BDレコーダの場合，最新の

Recordable Media）に対応した録画

著作権保護技術「AACS」
（Advanced

用DVDにVRモードで録画が必要にな

Access Content System）などに対

ります．

応しています．

＊

図5 デジタル放送のロゴマーク

i.LINKはソニー株式会社の商標です．
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ハードディスク内蔵デジタル
テレビからのダビング

ハードディスク，またはBD/DVDな

の機器の仕様によるので，確認が必要

どのディスクへ9回までコピーが可

です．

能，10回目は移動となります．外部

なお，ダビング10に関するQ＆Aは，

最近では，録画機能を持ったデジタ

の録画機のハードディスクへコピーし

電子情報技術産業協会のホームページ

ルテレビも発売されています．録画機

た番組は，移動のみ可能でそれ以上コ

（http://home.jeita.or.jp/ce/faq/dub

能を持ったデジタルテレビにはさまざ

ピーはできません（図6）．

まなタイプがありますが，ここでは，
「ハードディスクを内蔵したデジタル

bing10̲qanda̲rev.pdf）にも掲載し

ただし，デジタルテレビと録画機が

ておりますので，ご参考ください．

i.LINKで接続できるかどうかは，双方

（2009年1月6日受付））

テレビ」を例にあげて，ダビングの仕
組みを解説します．
ハードディスク内蔵デジタルテレビ
では，テレビで番組表などを選んで，

ディスク

ディスク

ハードディスクに録画した
ダビング 10 放送番組の映像
コピー・移動

別売りの録画機がなくても簡単に録り

i. LINK 接続

たい番組を内蔵ハードディスクに録画
ダビング

することが可能です．一旦，内蔵ハー
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ドディスクに録画した番組をBDや
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ハードディスク

DVDにコピーしたい場合，テレビの
i.LINK出力端子をi.LINK入力端子を持
った録画機に接続することで，コピー
や移動することが可能です．この時，

ディスク

ハードディスク内蔵ディジタルテレビ
図6 ハードディスク内蔵デジタルテレビからのダビング

ダビング10番組であれば，録画機の

つつみ

しげのぶ

堤

茂信

1984年，同志社大学機械工学第二学科卒業．同年，日本ビクタ
ー（株）に入社．テレビ機構設計，テレビ商品企画に従事．その後，渉外部に所属
し，2008年に，JVC・ケンウッド・ホールディングス（株）が設立され，現在に至
る．

キーワード募集中
この企画で解説して欲しいキーワードを会員の皆様から募集します．ホームページ（http://www.ite.or.jp）の会員の声
より入力可能です．また電子メール（ite@ite.or.jp），FAX（03-3432-4675）等でも受け付けますので，是非，編集部まで
お寄せください．
464 （66）

（編集委員会）
映像情報メディア学会誌 Vol. 63, No. 4（2009）

