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第８章 デジタルオーディオインターフェース
規格の国際標準化

本資料は，経済産業省委託事業で
ある「平成19年度基準認証研究開
発事業（標準化に関する研修・教育
プログラムの開発）」の成果である。
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1 ディジタルオーディオインターフェース規格の国際標準化

デジタルオーディオ信号をデジタル信号のまま伝送するインタフェースの規格化はIEC
，その他の規格団体で長年にわたり規格化が行われ現在も新たな要望に応じて発
展中の規格である。このインターフェースは全ての送出機器，受信機器で互換性が
なければ接続してオーディオの再生ができない。これを題材として国際標準化につい
て学ぶ。

2 コンテンツの著作権保護

デジタルオーディオインターフェース規格は知的財産権の一つであるコンテンツの著
作権を保護する仕組みやコピーの制御などと当初からかかわっておりコンテンツ保護
と国際標準の関係について学ぶ。また著作権保護に関し近年では多くのデファクトや
アライアンスによるインターフェース規格も策定され，これらと国際規格の関係を知る。

学習のねらい ・・・・・ 第8章 デジタルオーディオ
インターフェイス規格の国際標準化

◆ 指導のポイント

デジタルオーディオインタフェース規格はオーディオのデジタル信号をそのままインターフェースで伝送する規格
であり，IECの中で長年にわたって審議されてきた。

１９８５年以前に開発された規格であるが，現在も使われ，また，改定が続けられているという息の長い規格である。

今回はその詳細・理由などについて説明し，デジタルオーディオインタフェースを題材に国際規格について学ぶ。

また，現在はデジタル時代といわれ，コンテンツの著作権保護が非常に大きな問題となっている。デジタルオーディ
オインターフェイスは，これに関係する問題を内包しており，そのしくみと国際規格との関係性を学ぶ。
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1 デジタルオーディオインタフェース規格の国際標準化

－デジタルオーディオインタフェースとは－

－国際標準の必要性－

－国際標準－

－規格化の歴史－

－ IEC 60958 規格概要－

－ IEC 61937規格への展開－

－ IEC 61937規格概要－

－新たな段階への展開－

－IEEE 1394規格－

－IEC 60958 conformant data format －

－新しいインタフェース規格と著作権保護－

2 課題と展望

目 次 ・・・・・ 第8章 デジタルオーディオインターフェイス
規格の国際標準化
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1 規格の国際標準化 －デジタルオーディオインタフェースとは①－

身近な規格，デジタルオーディオインタフェース

・ AV（オーディオ，ビジュアル）機器，例えばDVDプレーヤには必ずその出力がついて
いる。
デジタルオーディオ信号とそれに付随する情報をアンプやTVに伝送する。

内容信号種類

オーディオ信号に関するもの，
その他のもの

情報データ

各種制御データ

同期を取る同期信号

リニアPCM信号，圧縮オーディオ信号オーディオデータ

ソース機器：DVDプレーヤ等
シンク機器：AVアンプ等

デジタルオーディオインターフェースで接続

◆ 解 説

•デジタルオーディオインターフェースとは何か

現在，家庭にも普及しているCDプレーヤ，DVDプレーヤなどデジタル機器には，必ずといっていいほどリアーパネ
ルにデジタルインターフェース出力がついており，我々の身近なところに存在している規格といえる。

デジタルのオーディオ機器はデジタルオーディオインターフェースを介してデジタルオーディオ信号を外部へ出力
している。

•ソース機器は信号を出す機器，シンク機器は信号を受ける機器を言う。

最も一般的なデジタルオーディオインタフェースであるIEC 60958規格はいろいろな名前で呼ばれており，例えば
SPDIF，デジタル出力，IEC 60958インタフェースなどがある。発足当時には一般ユーザーが使うデジタルのインタ
フェースがこれしかなかったためAV機器で単にデジタル出力といえばこれを指した。

・出力はRCAピンと同軸ケーブルによるものが最初で，その後光入出力コネクタが開発されプラスチック光ファイバー
で伝送できるようになった。現在両方が使用されている。
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1 規格の国際標準化 －デジタルオーディオインタフェースとは②－

デジタルオーディオインタフェースが必要な理由

・高音質再生

プレーヤ本体からオーディオ信号をデジタルで伝送し，
専用のアンプによって高音質で再生する。

・マルチチャネルの再生

DVD-Videoなどの映画ソフトは5.1チャンネルマルチ
チャネルオーディオを持つ，これら全てをプレーヤ本
体からアナログで出力するのは音質の面，また接続
の手間などから難しい。デジタルオーディオインタ
フェースはこれを1本の接続線でアンプに伝送でき
る。

・著作権保護

デジタル出力により暗号化などが行われ無制限なコ
ピーなどを制御できる。

・機能化

制御情報などオーディオ以外の情報の伝送。

DVDプレーヤ

アンプ

デジタルオーディインタフェースが

無ければ全てのアナログ出力を接

続しなければならない

5.1チャネル

の各アナロ

グ出力

◆ 解 説

･プレーヤはオーディオ再生機器としてはノイズの発生源が多く，これから微小で高精度のオーディオ信号を出すた
めの機器の設計は難しい。

ノイズはディスク回転のモーター，ピックアップのサーボ回路，またディスク回転による振動に起因するノイズ，またこ
れらを駆動する電源回路など多くの部分から発生する。

デジタルオーディオインタフェースでオーディオデータとして出力すれば,このような微小なアナログ信号を扱わなくて
良くプレーヤのノイズに影響されない。

･マルチチャネルは5.1チャネルでは6チャネル分のオーディオ出力をする。またもっとチャネルの多い方式もある。こ
れを小さなプレーヤの背面から出力するには場所が無く，またこれらを

1本1本アンプにつなぐのも煩雑でこれをたった1本で行うことは理想的である。

･著作権保護は後述にあるように，デジタルオーディオインタフェースではそのデジタル信号処理により暗号化などで
保護することが出来る。

・デジタルデータ伝送はメタデータ，制御データなども伝送でき，オーディオ信号の伝送以外の機能を持つことが出
来る。
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1 規格の国際標準化 －デジタルオーディオインタフェースとは③－

デジタルオーディオインタフェースの発展

・近年デジタルビデオインタフェースも実用になり，この中でデジタルオーディオ信号も
伝送されるようになった。
このデジタルオーディオ伝送規格も従来からの規格をもととしており，今後もデジタル
オーディオインタフェース規格は基本的な規格として利用されていく。

DVDプレーヤ ディスプレイ

HDMIインタフェースはビデオと

オーディオのデジタルインタフェースで

1本で全てを接続できる

◆ 解 説

・機器間の接続を1本のインタフェースでつなぐ方向を目指し，いろいろな方式が開発されている。

IEEE1394，HDMI，さらにEther net cableを使ういわゆるLANによる伝送などでは多種の規格が検討中されている。

これらはオーディオを伝送するために，従来から使われているオーディオ伝送方式を利用している。
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1 規格の国際標準化 －国際標準の必要性①－

多様なAV機器

・AV機器には多くの種類がありその入力と出力も多彩。

例；

DVD/HDDレコーダ

DVDプレーヤ，CDプレーヤ
プラズマTV

液晶TVAVアンプ

アンテナ入力

アナログビデオ入力

アナログ音声入力

デジタルオーディオ入力

HDMI入力

ビデオ出力

etc

アンテナ入力

アナログビデオ入力

アナログ音声入力

デジタルオーディオ入力

HDMI入力

ビデオ出力

etc

アナログビデオ出力

アナログ音声出力

デジタルオーディオ出力

デジタルビデオ出力

etc

アナログビデオ入力

アナログ音声入力

デジタルオーディオ入力

ビデオ出力

etc

アナログビデオ出力

アナログ音声出力

デジタルオーディオ出力

デジタルビデオ出力

HDMI出力

etc

◆ 解 説

・AV機器には多くの種類がある。ソース機器は信号を送出するもの，例えばCDプレーヤ，DVDプレーヤ，
DVD/HDD（ハードディスク）レコーダ，受信機など。シンク機器は受ける機器，例えばAVアンプ，DVDレコーダ，ディ
スプレイなど。

入力と出力も多くの種類がある。

古くから使われるアナログ入出力ではRCAピン，ジャックが一般的で長い間使われてきたが，近年のデジタル化で多
くの新しいデジタル入出力の接続が登場した。

本テキストの題目のデジタルオーディオインタフェース類からコンピュータ接続のLANなど多くのものがある。
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1 規格の国際標準化 －国際標準の必要性②－

相互接続性，相互運用性

これらAV機器は世界中の
メーカーが独自に開発，設計し製品

を製造し販売する

これらを購入したユーザーは機器を自由
に組み合わせてそのアナログやデジタル

の入出力を接続し
それら機器の機能，性能を
利用できなければならない

相互接続性，相互運用性の確保が
必要

日本製A社プラズマTV

イギリス製B社AVアンプ

日本製C社DVDレコーダ

韓国製D社ポータブルオーディオ機器

…

家庭での使用例

◆ 解 説

・相互接続性（connectivity）と相互運用性（interoperability）は要素（この場合は機器）から成るシステムが働くための
条件で，コンピュータシステムでは必須のものである。民生機器もデジタル化によってコンピュータと同様にシステム
化を考えなくてはならない。
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1 規格の国際標準化 －国際標準の必要性③－

• 相互接続性，相互運用性の確保の方法

相互接続性

物理的接続規定： コネクタ，ケーブル，信号の電気的特性

論理的接続規定： 信号フォーマット，プロトコル

相互運用性

アプリケーション規定： データ内容

インタフェース規格はこれら規定を定めるもの

即ち

インタフェース規格策定

◆ 解 説

･インタフェース規格を策定することは機器間の相互接続，相互運用を決めることである。

･物理的接続規定，コネクタ，ケーブル，信号の電気的特性とは；

どのようなコネクタ（接続側，被接続側）とケーブルか，またその電気的特性は何かを決める。これによって電気的に
接続ができる。

コネクタとケーブルも夫々に規格がありそれに従う，インタフェース規格が策定されると一般にそれ専用のコネクタ，
ケーブル規格も策定されるが既存の規格を利用することもある。

･論理的接続規定，信号フォーマット，プロトコルとは；

電気的に接続ができれば次にどのようなフォーマットやプロトコルで信号が規定されるかを決める。これによってデー
タを伝送できる。

フォーマット，プロトコルもインタフェース規格によって策定されるが既存の規格を使うこともある。
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1 規格の国際標準化 －国際標準の必要性④－

インタフェース規格の国際標準化

インタフェース規格はどの範囲に適用するかで標準化の範囲も異なる。

･特定の企業の製品だけで接続できれば良い場合
独自規格を策定し使用する，その規格は標準として公開する必要は無い。

･特定の地域，団体で利用できれば良い場合
例えば地域に関連するシステムでは他の地域の機器との接続は不要な場合があ
りこれは限られた範囲での標準で良い。

･世界中で利用する場合
どの地域，どの企業の製品も接続して利用する場合。
デジタルオーディオインターフェース，デジタルビデオインターフェースまた制御イン
タフェースなど多くのインターフェース規格は世界中の機器間での相互接続が公
平に保証されなければ意味が無い。
このためインタフェース規格は国際標準として規格化され誰もがその規格を利用
して製品を作ることができるようにする。

◆ 解 説

・このデジタルオーディオインタフェース規格策定の頃（1980年代）はこれを国際標準化することについての疑念は無
かった。しかしその後コンテンツがデジタル化し，コンピュータ技術が発展した現在では不法にオリジナルコンテンツ
をコピーすることを規制することが重要な問題となった。これによって現在では規格化も国際標準にする部分と，それ
とは別に暗号化などはアライアンスなどで策定しライセンスで規格遵守の強制力と不正に使用された場合への対応
ができるようにするケースが増えてきた。



デジタルオーディオインタフェース規格の国際標準化 11

1 規格の国際標準化 －国際標準－

標準とは （詳細はその編を参照のこと）

・デジュール(de jure)規格：国家，地域，国際標準などの公的なもの，民間標準化
機関による準公的なもの。
・デファクト(de facto)規格：民間，企業による公的ではないもの。アライアンス(allia
nce)規格やフォーラム(forum)規格もこの類。

IEC規格

・IECは，正式名称を国際電気標準会議 (International Electrotechnical Commissi
on)と言い，各国の代表的標準化機関から成る国際標準化機関であり，電気及び
電子技術分野の国際規格の策定を行っている。
IEC自体は民間の標準化機関であるが準公的なデジュール規格を策定する。

・IECはその規格分野である多くのTechnical Committee(TC)によって成る。その中
のTC 100はそのスコープをAudio, Video and Multimedia systems and equipment
としておりデジタルオーディオインタフェース規格はTC 100で策定されている。

・TC 100の規格はその歴史やIECの位置づけから国際標準として認められている。
･IEC規格は誰もが購入できる。

◆ 解 説

・標準およびIECについての詳細は別の編を参照のこと，ここでは簡単に説明した。

・デジュール規格とデファクト規格においてもさらに細分されている場合がある。例えばデファクト規格の中には
alliance規格やforum規格というものがある。これらは賛同するメンバーが集まり公正な検討の仕組みの中で規格を作
るもので，例としてDVDの規格を策定したDVD Forumなどがある。

・規格の策定は公正な論議を経て公平な立場から策定される，そのために規格団体には規定があり規格策定の手
順，方法が定められている。一方デファクト規格では一企業が独自に策定した規格がその後多く採用された結果そ
の業界での標準的規格になる場合もある。

◆ 参考資料

IECは，http://www.iec.ch/ を参照。

その中のTC100は，http://tc100.iec.ch/ を参照。
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1 規格の国際標準化 －規格化の歴史①－

デジタルオーディオインターフェース規格の発足

・CDプレーヤ開発後，その高音質なオーディオ信号を性能の良いアンプにデジタル信
号のまま伝送するため開発された。同時にCDの制作側であるスタジオでのデジタル
オーディオ信号の伝送のために開発された。これらは同じ起源の技術が二つの規格
団体で規格化されるという道をたどった。

・一つは日本のEIAJ（現JEITA，社団法人 電子情報技術産業協会）にて民生のCDプ
レーヤに使うため規格番号CP-340が1987年に策定された。
もう一つは米国AES(Audio Engineering Society)にてプロ用機器での利用に規格
番号AES3が1985年に策定された。
・この二つの規格の規格化団体は国際標準化機関では無く民間機関である。
・国際標準化機関であるIECでこのインタフェース規格を国際標準にするワーキンググ
ループが発足し，IEC規格の規格番号IEC 60958（当時の規格体系ではIEC 958）
が1989年に策定された。

◆ 解 説

･ IEC 60958（当時IEC958）規格化の意味

当時（1980年代）デジタル技術の民生機器への応用が始まり，たとえばCDが開発されこれは国際的に流通するとい
う新たな時代となった。従来のアナログ出力に対しデジタル出力ではデジタル信号の全てのデータ構造が合わなけ
れば接続してデータを伝送することはできない。IEC 60958規格によってデジタルオーディオ機器間の互換性のある
相互接続方法が国際標準化された。
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1 規格の国際標準化 －規格化の歴史②－

IEC 60958規格の歴史

IEC 958

AES3

修正提案

IEC60958-1Ed1

IEC60958-3Ed1

IEC60958-4Ed1

CP-340 CP-1201 CP-1212

CPR-1205

IEC 61937

IEC60958-1Ed2

IEC60958-3Ed3

IEC60958-4Ed2

IEC 61937-1

IEC 61937-8

…
.

IEC規格

EIAJ/JEITA 
規格

AES規格

1985

1989

1999 2002から現在

1987 1992

2002

派生規格

2000

IEC 60958-2

廃止

SCMSなど

2003から現在

◆ 解 説

・AESのAES3規格とJEITAのCP-340規格は現在IEC 60958規格に統合されているが当初CP-340の民生機器への応
用の規格が元と成りIEC 60958規格（当時規格番号体系が旧体系であり規格番号はIEC958であった。）が策定され
た。つまり業務用のAES3規格は入っていなかった。この二つは同じ起源を持つが細部の設定が業務用と民生用で
は異なっていた。

・AESはそのAES3規格もIEC 60958（当時IEC958）との関係を明確にすべくIEC規格にすることを提案した。結果とし
て現在の規格体系であるマルチパートの規格に改定された。IEC 60958-1(Part1)はGeneralとして全体を規定し，IEC 
60958-3(Part3)は民生機器用を規定し，IEC 60958-4(Part4)は業務用を規定する。その後最新の機器への対応など
のため改定作業が継続して行われている。

・EIAJでも日本国内に向けてIEC 60958の改定に対応してEIAJ/JEITA規格を改定してきたが2002年の改定ではIEC
規格を引用し解説をつけるのみとし，日本語での規格書は策定しないこととした。

・AESではAES3を元として派生規格を策定してきたがこれらの中から新たにIEC規格提案もされている。

・IEC60958-2はコンテンツの内容に関するメタデータ伝送のTS（Technical Standard)として発行された。

これはコンテンツメタデータ伝送のさきがけであったがCD自体にそのような情報を記録する手間や必要性が当時は
見出されず，この規格はその後廃止されている。

今日コンテンツのメタデータはインターネットでの配信などニーズも高まっている，インタフェースでのメタデータ伝送
は必要なものとなり新しい規格化が進められている。
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1 規格の国際標準化 －規格化の歴史③－

IEC 60958の発展～DATの出現

・ IEC 60958（当時の規格体系ではIEC 958）発足時の想定されたソース機器はCD，
シンク機器はデジタルシグナルプロセッサ，デジタルアンプなどであった。

・その後DAT(Digital Audio Tape)が開発された。これはデジタルオーディオ信号の記
録再生ができ，CDのデジタルオーディオ信号をそのままコピーして記録することが理論
的に可能であった。しかしCDを無制限にコピーすることはレコード産業に影響がでる
ためDATは当初CDのサンプリング周波数である44.1 kHzに対応していなかった。

・その後このコピー問題を解決すべくSCMS(Serial Copy Management System)が考
案されこれはWIPO,世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organizatio
n)で審議され各国はこれに従い運用を始めた。日本では当時の通産省からWIPO審
議内容の通達が各メーカーなどに出され運用されコンテンツの著作権保護技術とし
て使用された。

・このSCMSはIEC 60958（当時IEC 958）に修正提案され採用された(1991年)。

◆ 解 説

IEC 60958 発展の歴史

・IEC 60958発展の歴史にDATの出現がある。

・DATは現在はおそらく新しく開発はされていないが，テープは存在しており，放送局等でも使用されているため，メ
ンテナンスは行われている。しかし，もうすぐ消えていくものであろうと予想される。

・DATは，出た当時は非常に画期的とされた。DATはデジタルデータをそのまま記録再生できる機器であり，発足時
に想定されたソースは基本的にはCDであった。当時デジタル放送は無く，DVDも市場に出ておらず，市販されてい
るものはCDのみであった。それ以外は生録音をする，という時代であった。

・シンク機器（デジタルインタフェース等側のデータが最後に流れ込むところ，というところからシンクと呼ぶ）は，デジ
タルシグナルプロセッサやデジタルアンプであった。DATの出現によりデジタルオーディオ信号の再生が可能となり，
CDのデジタル信号をコピーして記録することが基本的に可能となった。これはレコード産業にとっては非常に脅威で
あり大きな問題とされた。

・この問題の対策として，DATはCDのサンプリング周波数（44.1 kHz）に対応しない，すなわちCDを録音できないと
いう対応がとられた。

・その後，SCMS（シリアルコピーマネージメントシステム）が考案された。これは非常に画期的なことといえる。

技術的にはIECの規格に入ったが，所有権に関する事項はWIPO(世界標準知的所有権機関)で審議され，各国はこ
れに従い運用を始めることとなった。日本では当時の通産省から各メーカーに通達が出され，それに基づき関連各
社は運用した。ここで初めて，近代の著作権問題の片鱗がみえてくる。

・つまり，インタフェース規格をIECで規格化してデジタル信号をつなぐしくみを技術的に作ったとしても，コンテンツ
保護であるとか，知的所有権に関することはIECだけではできないということである。ここでWIPOでの検討が行われて
SCMSを実施することになった。

これがはじめての著作権保護の技術として採用されるに至った。1991年にこれが技術サイドからするとIEC 60958に
修正提案され採用された。
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1 規格の国際標準化 －規格化の歴史④－

SCMSの仕組み： CDの場合

市販音楽CD
CDプレーヤ

CDプレーヤ

CD-Rレコーダ

CD-Rレコーダ

コピーCD

コピーCD

デジタルオーディオ
インタフェース

コピー許可
フラグを出力

コピー不可
フラグを出力

市販音楽CDやオリジナル録音CDは一度コピーできるが，それをさらに
コピーすることはできない。

第1世代コピー

第2世代コピー

デジタルオーディオ
インタフェース

◆ 解 説

・デジタルコピーは元と変わらない品質のため，制限無くコピーを許すことはコンテンツ権利者への対価の支払い無
くコンテンツを配布することになる。

・デジタルオーディオインタフェースのデータとしてコピーの許可，不可を示すフラグを出力する。一度目のコピーの
CDやDATはそれがコピーであることを示すフラグが記録される。これをCDプレーヤが再生するときプレーヤはデジタ
ルオーディオデータは出力しアンプで再生はできるが，コピー不可のフラグを出力するためこの仕組みに対応したレ
コーダは記録できない。

・この仕組みは単純で，各機器がそれを遵守しまたユーザーも機器を改造したりしないという前提があって成立する。
これは普通は有効だが悪意あるユーザーが改造などを行えば安易にコピーが何度でも可能になってしまう。そのた
め近年のDVDオーディオなどではユーザーが改造などでコピーすることができない方法が採用された。

・またSCMSでは自分で録音したオリジナルCDであっても孫コピーができないという不便が伴う，これは市販CDと
ユーザーの録音したオリジナルCDを区別する仕組みが入らなかったためだがSCMSではコピーを制御する情報量が
1ビットしかないため不可能であった。
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利用者：
メーカー，ユーザー

権利者：
コンテンツプロバイダー

デジタルメディア：
デジタルディスク，

デジタル放送

SCMSの意味：今日に至るデジタル化コンテンツの権利者と利用者の論議に対する初め
ての具体的方策。

・デジタルオーディオインターフェースとデジタル記録機器はユーザーが音楽などの商
品を簡単にその品質のままコピーすることを可能にした。これはユーザーには利便で
あるが一方音楽産業には脅威である。

・この問題がDATで初めて発生し，その後現在に至るまで多くの論議，解決提案が新
たなシステムについて行われてきている。しかし基本的に両者は相反する利益である
ため完全な解決は難しくそのつど双方が妥協できる解決方を取ってきた。

1 規格の国際標準化 －規格化の歴史⑤－

◆ 解 説

SCMSの意味

今日的には意義深い。

デジタル化コンテンツの権利者と利用者との論議は決着がつきにくい実情があるが，これは当初から解決が必要な
問題として認識されていた。

・デジタルインターフェースによれば，コピーが簡単で容易である。これはデジタルコンテンツを持っている音楽産業
にとっては脅威である。図のように利用者と権利者とのせめぎぎ合いがあるといえる。

・この問題は今後とも完全な解決は難しいと予想され，そのつど双方が納得できる解決方法を現在も行っている。

・デジタルオーディオインタフェースというのはそれに関係した重要な仕組みとして入っている。
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1 規格の国際標準化 － IEC 60958 規格概要①－

論理的接続規定： 信号フォーマット

Sync
Preamble Aux Audio sample word

L
S
B

M
S
B

V U C P

Validity flag
User data

Channel status
Parity bit

0 3 4 7 8 27 28 31

Sub-frame構造

X Y Z X XY Y

M W W W MB MChannel 1 Channel 1 Channel 1Channel 2 Channel 2 Channel 2

Frame 191 Frame 0 Frame 1

Sub-frame Sub-frame

〔出所： IEC 60958規格〕Frame構造とBlock構造

◆ 解 説

･リニアPCMとは

自然界にある音はマイクロフォンでアナログ信号として音響－電気変換される。このアナログ信号はサンプリング周波
数で周期的にその値をデジタルの離散的数値で表すことでデジタル信号に変換される。リニアPCMについてはこの
講義では触れないため別途資料などを参照のこと。

･論理的接続規定： 信号フォーマット

デジタルオーディオデータの基本形はリニアPCM(Pulse Code Modulation)で，これはサンプリング周波数ごとにA/D
コンバータで量子化されたデータである。
オーディオ信号ではサンプリング周波数は44.1kHz系と48kHz系が主で，量子化はCDの16bitからDVDでは24bitが
使われる。

IEC 60958の基本的な論理データ構造は図2に示すように全32bitの長さの単位構造でありこれをSub-frameフォー
マットと呼ぶ。正味のオーディオデータにAudio Sample Wordの20bitとさらにAux(Aurally)として4bitの計24bitが与え
られ，このデータ構造の先頭を識別するSync Preambleとさらに付加情報のためにV,U,C,Pの各データが付加されて
いる。

このSub-frameフォーマットは図3のように2個でFrame構造を成しこれが連続して192個で1 Block構造となる。
Frame構造はChannel1と2（右チャネル，左チャネルに対応）から成る。
Sync PreambleはB,M,Wの3種類があり192個の先頭がB，Frame構造のChanel1にM，Channel2にWがつく。

IEC 60958はシリアルデータ伝送でありこのように時間方向に一次元の構造となっている。
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1 規格の国際標準化 － IEC 60958 規格概要②－

物理的接続規定： 電気的特性，コネクタ，ケーブル

1

0

Clock (twice bit rate)

Source coding

Channel coding (biphase mark)

1

0

Channel cording

Transmitter Interconnecting cable Receiver

〔出所： IEC 60958規格〕送受信回路の簡略例

◆ 解 説

･物理的接続規定： 電気的特性，コネクタ，ケーブル

この論理データ構造はそのSource codingそのままでも0と1のデジタルデータであり伝送することができる。しかし伝送
系の物理特性にはそれに適合したデータ構造がある。ここでは平均して“0”と“1”がなるべく同数，すなわち平均して
DC成分が少なくなるようにデータ変換が行われている。図4がそのChannel codingと呼ぶ方法で倍のClockによって
Source coding信号の2個の連続について“1”の場合は2個目で変化させ“0”の場合はそのままとすることを繰り返す。

伝送の送出と受信のモデルが図のように規定されその電気的な特性，すなわち信号の周波数特性などが規定され
ている。またケーブル，コネクタについて規定される。
別に光伝送のコネクタのIEC規格がありIEC 60958はそれを用いる。
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1 規格の国際標準化 －IEC 61937規格への展開①－

Dolby社の圧縮オーディオ，AC-3方式

・米国のDolby社は映画のマルチチャネルデジタルオーディオ用にAC-3と呼ぶ方式を
開発した。映画フィルムではその端にデータを光学パターンで記録するもので映画で
使用されるようになった。

・これをデジタルテレビ放送の受信機やレーザーディスクに記録しそのプレーヤなどか
らAC-3のデジタル信号を送出するためDolby社はIEC 60958を利用しそこに圧縮
オーディオデータを載せる規格を1994~5年頃米国ATSC規格，A/52規格として策定
した。

・技術的には普及しているIEC 60958を元に圧縮オーディオデータを伝送することは
リーズナブルな展開であり既存のリソースを利用できるために自然な展開であったと
言える。

・ATSCはAdvanced Television Systems Committee, Incと言い米国のデジタルテレ
ビの規格を策定するため発足した民間団体で米国の既存業界団体が参加している。
その規格はデファクト規格である。

◆ 解 説

・時代を下って圧縮オーディオの伝送の必要が出てきた。有名なものとしてDolby社の圧縮オーディオ，AC-3方式が
ある。

・映画フィルムではフィルムの端に光学パターンで記録されている。

・これをデジタルテレビ放送の受信機やレーザーディスクに保存して，プレーヤからAC-3のデジタル信号を送出する
ことが考案された。

・この当時，DVDは出現しておらず，記録にレーザーディスクが用いられた。

・レーザーディスクも元々はアナログであったが，Dolby社がデジタル圧縮オーディオ方式を開発し，それをレーザー
ディスクに記録することを提案，開発を行っていたパイオニア株式会社と話を進めAC-3をレーザーディスクに記録し
た。

・記録した圧縮オーディオデータをデジタルオーディオインタフェースから出す必要があり，IEC 60958をベースにし
てそこに圧縮オーディオを転送するという規格をDolby社が作り，米国のATSCにてA/52規格として発行した。

パイオニアが使った際もA/52で製品を作った。

・これは普及し始めたIEC 60958を元にそれに圧縮オーディオデータ伝送を追加するという，非常によい手法であっ
た。逆に，独自に規格を作った場合，異なるデジタルオーディオインタフェースができ，機器の設計・開発を含めて二
重三重になるところを，既存の規格を使用することで，リソース，ハードウエア，ケーブル，コネクタも同じものを使える
というリーズナブルで自然な展開となった。当初はデファクト規格であった。



デジタルオーディオインタフェース規格の国際標準化 20

1 規格の国際標準化 －IEC 61937規格への展開②－

DVD-Videoの出現と映画会社の要求

・この頃日本や欧米のメーカーなどからなる民間のアライアンスであるDVDアライアン
ス（現DVDフォーラム）が発足しDVD規格が策定された。はじめにDVD-Video規格が
策定された。これによって映画がデジタルで記録されAC-3やMPEGオーディオのサラ
ウンド音声もプレーヤから出力されてこれを再現する必要に迫られた。再現された

サラウンド音場

DVD-Video
ディスク

劇場のサラウンド音声をそ
のまま記録

映画会社は家庭で劇場と同じサラウンド再生ができ
ることを強く要求した

サラウンド音場

DVDへの要求

◆ 解 説

・サラウンド音場はマルチチャネルで実現ざれる周りを囲む（サラウンド）音場で映画で実用化された。

・DVD-Video規格はディスクの内容を規定する規格。記録される映像信号はMPEG2による圧縮ビデオ方式，オー
ディオ信号は映画で多く使われているDolby社のAC-3方式とMPEGオーディオの圧縮オーディオ方式が使われてい
る。

これによってDVD-Videoディスクの中には映画コンテンツをそのまま家庭で再現できるデータが記録できるが，これ
を再生するプレーヤやその信号を再現するディスプレイとアンプにも相応の能力が要求される。

この能力を発揮するための条件の一つとしてインタフェースによるマルチチャネルオーディオの伝送規格が必要であ
る。



デジタルオーディオインタフェース規格の国際標準化 21

1 規格の国際標準化 －IEC 61937規格への展開③－

DVDフォーラムでの規格化とIEC規格化

・DVDフォーラムではAC-3，MPEGを伝送するためATSCのA/52を元にMPEGオーディ
オも含めてIEC 60958を元とした規格を検討し策定した。

・DVDフォーラムはアライアンスでありその規格を利用し製品を製造販売するにはDVD
フォーラムとの契約が必要となる。しかしDVDプレーヤから出力されるAC-3，MPEGの
デジタルオーディオ信号は世界中のアンプなどの機器が受けて再生しなければならず
DVDフォーラムの範疇に限定するものでは無い。

・そこでDVDフォーラムで策定した規格はIECに提案され，国際標準として誰もが利用
できる規格としてIEC 61937が策定された。

◆ 解 説

・DVDフォーラムでは要望を受け，ATSCのA/52を元にDolbyが進めていたAC-3,フィリップス社が進めていたMPEG
も含めて新たなIEC規格の検討の要求が出てきた。この要求に基づき，フォーラムの中で原案が策定された。

・DVDフォーラムはアライアンスであり，その規格を利用し製品を販売するにはフォーラムとの契約ベースであり，国
際標準ではない。しかし，DVDプレーヤから出力されるデジタルオーディオインタフェースオーディオ信号は世界中
にあるアンプ機器にて再生できる必要があり，フォーラムの範疇に限定されるわけではない。

・基本的にIECに提案できるのは各国を代表する団体であるため， DVDフォーラムで策定した規格は，オランダの
フィリップス社からIECに提案された。この新しい提案に対して賛同する国からは策定作業をする会議にエキスパート
を出した。つまりIECに提案されたフィリップス社の新提案に対して，各国DVD関係者がエキスパートとして参加し，そ
れでIECの規格を策定した。

・そのように，デジタルオーディオインターフェースは元の要望・要求が標準化の鍵となる分野でもある。

・デジタルオーディオは最終的にはどのような機器に接続されても音が出ないと意味が無いことから，国際標準IEC 
61937が策定された。
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1 規格の国際標準化 －IEC 61937規格概要①－

信号フォーマットの構造

IEC 61937のデータ構造

R

Pa PdPcPb Burst -Payload

R

Data -burst Data -burst Data -burstData -burststuffing stuffing ...stuffing

Pa PdPcPb

repetition time between 2 Data -burst

〔出所： IEC 61937-1規格〕

IEC 60958のFrame構造

X Y Z X XY Y

M W W W MB MChannel 1 Channel 1 Channel 1Channel 2 Channel 2 Channel 2

12            27

1 Frame

◆ 解 説

信号フォーマットの構造

・IEC 60958のAudio Sample Word構造を元としてその16bitのみを使用する。それが集まりData-bustを形成する。こ
のData-bustは図5に示すプリアンブルPa,Pb,Pc,Pdを伴うBust-Payloadを作り，ここに圧縮オーディオデータが格納さ
れる。

・圧縮されたオーディオデータの時間軸上の長さは圧縮されたために実際の時間軸上の期間よりも小さい。

よって時間軸上で見ると部分的にデータがあり，次のデータとの間には隙間が有る。

Data-burstはこの圧縮されたデータが存在する部分でそのデータ間はStuffingつまり間を埋める0データとなる。

圧縮されたデータのData-burstが伸張されその次のデータが来るべきところに次のData-burstが来る。この期間が
repetition time between 2 Data-burstで圧縮方式によって異なる。
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1 規格の国際標準化 －IEC 61937規格概要②－

圧縮オーディオフォーマット対応

・IEC 61937はその後新たな圧縮フォーマットへの対応をするためGeneralのPart 1，
Part 2と各圧縮フォーマットごとの固有のPart 3以降に改定された。Part 3以降は各
圧縮フォーマットに以下のように対応する。

+ Part 3, AC-3（Dolby社の圧縮方式）

+ Part 4, MPEG（MPEG規格対応）

+ Part 5, DTS（DTS社の圧縮方式）

+ Part 6, AAC（MPEGの圧縮方式）

+ Part 7, ATRAC（SONY社の圧縮方式）

+ Part 8, WMA Pro（Microsoft社の圧縮方式）

+ Part 9, MAT（Dolby社の新しい圧縮方式）

◆ 解 説

・AC-3，MPEGはDVD-Video規格で採用された，その後DTSも採用された。

AACはMPEGベースの改良されたもので日本の地上デジタルテレビ放送で採用されている。

ATRACはMDで使われている方式。

WMA ProはWindows PCで使われている。

MATは新しい方式でLossless方式（圧縮しても完全にもとのデータに戻る方式）を含んだもの。

・このように圧縮方式は各企業が独自に特徴を持ったものを開発しており今後も音質や性能を改良した新たな方式
が登場するだろう。インタフェースはそれらを伝送するためには必須であり今後も新たなPartが追加される。
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1 規格の国際標準化 －新たな段階への展開①－

デジタルコンテンツの普及

・IEC 60958規格がIEC規格として策定され使われ始めたはデジタルコンテンツとし
てCDが主であったが，DVDの普及とともにデジタルビデオコンテンツが初めて一般
ユーザーに普及し始めた。

・ここでデジタルビデオコンテンツの著作権保護が大きな問題として登場し，またCDを
超える高品質のデジタルオーディオコンテンツもDVD-Video，DVD-Audioによって一
般に提供され，同じく著作権保護が問題となった。

・そのため機器から再生されるデジタルコンテンツのデータには厳重な著作権保護，
例えば暗号化などを行うことをコンテンツ供給者側は要求した。

◆ 解 説

現在デジタルコンテンツの取り扱いは新しい段階にある。

・IEC 60958，IEC 61937が策定された当時は，CDが主であったが，DVDが普及し，オーディオの問題よりはデジタル
ビデオコンテンツの著作権の保護が非常に大きな問題となった。

・ここで，コンテンツの一大供給元であるハリウッドの映画のコンテンツ等の権利が非常に問題であり，映画のコピーラ
イトを守るという観点から，著作権保護は重要であるということである。

・これは映画に限らず，DVDオーディオ，DVD videoになり，今までCDが扱っていたオーディオの品質以上の品質が
市場に供給できるようになったことも関係する。

・その結果，今までCDの場合にはSCMSで一世代だけコピーし孫コピーはだめということが，音楽産業も，WIPO等も
含めて，納得されていたが，CDを超える品質が市場に供給された場合に，悪意のあるユーザーによってそれを無断
でコピーし加工して売られると，オリジナルとさほど変わらないものが売れる恐れがでてきた。

・そのことを阻止する要求があった。

・現在，ハリウッドの映画のビデオコンテンツの著作権保護，CD品質を超えるハイクオリティオーディオの著作権保護
が非常に問題になっている。対策として再生されるデジタルコンテンツのデータ自体に著作権保護や暗号化を行うこ
とがコンテンツ供給者から要求され，実現している。
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1 規格の国際標準化 －新たな段階への展開②－

IEC 60958とSCMSの限界

・IEC 60958は比較的単純な構造を持つ。物理層に論理とアプリ層が乗ったもので
インタフェース自体を暗号化するには再度構造を作り直さないとならない。
SCMSも第2世代コピーを作成することは禁止できても親から何度でも第1世代のコ
ピーは作成できるためコンテンツ供給者側にとっては満足できるものではなかった。

新たなインタフェース規格の登場

・新たに双方向でコントロール機能をもつバス構造的なインタフェース規格が策定さ
れた。これは伝送データの暗号化やSCMSの限界を超える新たな著作権保護の仕組
みを持ち，コンテンツ供給者の要求を満たすことができるようになった。
最初にIEEE 1394規格，その後HDMI規格が登場した。

◆ 解 説

暗号化されたデータを伝送することに関係する部分である。

・現在IEC 60958が普及しているが， SCMSしか規定されていない。 IEC 60958はコンテンツ供給者側からみると20数
年前の規格であり，インターフェース自体で暗号化できない。そのためコンテンツ側にとっては満足できるものではな
かった。

・新たにIEEE 1394規格，その後，現在のHDMI規格が登場

その中で，インターフェース自体でも暗号化できるような,伝送データの暗号化やSCMSの限界を超える新たな著作権
保護の仕組みを持つIEEE 1394やHDMI規格が策定された。

・しかし策定後もIEC 60958規格は立ち消えたわけではなく，現在も例えばデジタルビデオカメラ等に使用されている。
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1 規格の国際標準化 －IEEE1394規格①－

起源

・米国Apple社がTI社とともに自社コンピュータと周辺機器を接続するインタフェー
ス規格（名称FireWire）として自社開発し，その基本部分は米国IEEE，電気電子
技術者協会(Institute of Electrical and Electronic Engineers)で名称IEEE Std 
1394-1995として規格が策定された。
･このインタフェースは双方向で制御データと情報が伝送できるバス構造を持つ。

・この規格は日本のメーカーが民生デジタルビデオレコーダ機器でのビデオデータ
伝送に利用するなど展開した。

・民生機器での相互接続性を保証するためそれらアプリケーション規格はIECに提
案されIEC 61883のPart1からPart 6まで規格化された。

・またIEEE 1394のアプリケーション規格策定や普及のため1394TA(Trade Ass
ociation)が組織されそこで多くのアプリケーション規格が策定された。TAは民間
組織でその規格はデファクト規格である。

･また物理的接続規定も新たに策定した。

◆ 解 説

IEEE 1394の起源について

・米国Apple社がTI社とともに自社コンピュータと周辺機器をつなぐために作ったインターフェース規格である。

・これを日本のメーカーが民生デジタルビデオレコーダ機器での伝送時に利用した。

・その後IEEE 1394は発展をし，様々な論理規格を作る団体が組織され，そこで多くのアプリケーション規格が作られ
た。

しかし，IEEE 1394は最近さほど民生用では普及がみられてはいない。

そうしているうちにHDMI規格が出現したという経緯がある。

しかし，車の伝送の中には現在もIEEE 1394規格が使われ，検討が行われ製品も出ている。



デジタルオーディオインタフェース規格の国際標準化 27

1 規格の国際標準化 －IEEE 1394規格②－

IEC 61883規格の歴史

A/M protocol 
Ver.1.0

1394TA規格

1997

A/M protocol 
Ver.2.0

A/M protocol 
Ver.2.1

20022000

1999

IEC 規格

IEC61883-6Ed1

IEC61883-7ed1

2003-2004

1999

2003

Enhancement to A/M 
protocol Ver.1.0

IEC61883-2Ed1

IEC61883-3Ed1

IEC61883-4Ed1

IEC61883-5Ed1

IEC61883-1Ed1

IEEE1394

1995

IEC61883-6Ed2

IEC61883-2Ed2

IEC61883-3Ed2

IEC61883-4Ed2

IEC61883-5Ed2

IEC61883-1Ed2

1998

2005

IEEE 規格

◆ 解 説

・Apple社のFire Wire規格から始まりIEEE，1394TAでのデファクト規格と進むものと，デジタルビデオの伝送のため
IECでの規格化されたものがある。1394TAで策定されたA/Mプロトコルはオーディオ伝送の規格であり国際標準へ
の必要性からIECに提案されてIEC 61883-6として規格化された。

・1394TAでは多くのアプリケーション規格が策定されておりそれらは機器のコントロールやデータ伝送などAV機器に
必要なものを持っている。現在ホームネットワーク技術や車載機器にも利用されてきており今後IECでそれらの国際
標準規格化を行う。
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1 規格の国際標準化 －IEEE1394規格③－

IEEE 1394規格構造

IEEE 1394では物理インタフェース規格としてPhysical Layer，Link Layer，Transact
ion Layerのスタックを規定し，その上にのるApplication Layerの各種規格は1394T
Aで策定される。

IEEE 1394 Physical Interface

Transaction Layer

Link Layer

Physical Layer

Application Layer

IEEE 1394のレイヤー構造

◆ 解 説

･構造の詳細は国際標準化機構，ISOが策定した｢OSI参照モデル」を参照のこと。

このモデルはデータ通信システムを定義するためのモデルで，IEEE1394もこのモデルで記述できる。

Physical Layer，物理層とは物理的な構造の分部を言う，つまり基本的な電気的構造分部で接続するコネクタなどを
含む。

その上に接続構造のLink，伝送構造のTransportがありこの構造の上で各種のApplication ，応用規格が作成される。

応用規格は例えばオーディオデータの伝送規格や，ビデオデータ伝送規格，また各種の機器制御方法の規格など
である。

◆ 参考資料

詳細は1394TAの資料を参照，

http://www.1394ta.org/Technology/Specifications/StandardsOrientationV5.0.pdf
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1 規格の国際標準化 －IEEE 1394規格④－

オーディオ伝送アプリケーションと暗号化

・1394TA策定による基本はAV/C規格でその他ホームサーバーや車載の規格が策
定された。AV/Cの中にオーディオ伝送のための
A/M Protocol(Audio and Music Protocol)がある。これらはデファクト規格で1394
TAに参加すれば規格書を入手できる。
このオーディオ伝送のために策定されたA/M Protocolは広く互換性を
持って1394TAに参加していない会社の製品にも接続されなければ意味が無い。こ
のためA/M Protocolは後にIECに提案されそのままIEC 61883 Part 6としてデ
ジュール規格化された。

・またIEEE 1394を流れるデータを不正なコピーから保護するため伝送系に用いる著
作権保護技術DTCP(Digital Transmission Content Protection)が民間団体DTLA
(Digital Transmission Licensing Administrator)によって策定された。DTLAは構成
する会社の数（5社）から5C(five company)とも呼ばれる。この規格はデファクトであ
りその技術は有料で，使用したい場合は5Cとの契約に基づき利用する。

◆ 解 説

そうしているうちに1394TAでオーディオ伝送のためのプロトコル， A/M (Audio and Music) Protocolが策定された。

これは1394TA というアプリケーションを作る団体で規格化しで，購入することができるデファクト規格である。

このオーディオ規格が１３９４TAだけの規格であると，1394TA以外との互換性が取れない。オーディオ規格は広く世
界の機器の相互接続を実現できる必要があることから， A/M ProtocolをIECに提案し，そのままIEC 61883-6として
規格化された。

これも民間団体が作った規格が，デジュール規格化された例である。

・また，オーディオ伝送や基本的な構造論理部分， A/M ProtocolについてはIEC規格化がされているが，流れる
データを不正コピーから保護するため著作権保護技術DTCPがかかっている。これは民間団体であるDTLAが作っ
た。DTLAとは日本も含めた5社が賛同して集まったため５Cと呼ばれている。

・この規格DTCPはデファクト規格であり，契約することによって利用ができる。基本的な構造論理, A/M Protocol な
どはIEC規格化されているが，著作権保護の技術は民間団体が作り，契約することができるという二重構造になって
いる。
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1 規格の国際標準化 －IEEE 1394規格⑤－

暗号技術と標準化

・DTCPなどの著作権保護技術はその運用を有効に行うためにプロトコルや暗号の鍵
を厳重に管理する必要がある。その管理を行うにはライセンス契約によって使用者を
管理する運用が有効である。このため誰もが規格を購入，入手できるIECなどのデ
ジュール規格の下では管理が難しい。

・IEEE 1394規格でも暗号化の部分はIEEE 1394とは別のアライアンスが契約にも
とづいたライセンスの下で管理する。

デジュール規格

技術的内容を規定

デファクト規格

暗号化などを規定

国際標準など アライアンス，フォーラム規格など

暗号化を使う
IEEE 1394インタフェース

◆ 解 説

･アライアンスなどの契約に基づいた管理とは，契約違反には訴訟を起こすなどの法的手段が可能なためである。つ
まり違反に対しての警察機構が無いと違反への抑止力も無い。

･現在の動向

このようにDVDの出現によってデジタル高品質コンテンツの著作権を守る必要が発生した。それにより，デジタルシス
テムでは国際標準によってインタフェース規格を，アライアンスやフォーラム規格で暗号化などの著作権保護を，とい
う二重構造がとられるようになった。

･暗号技術を提供するアライアンスの団体では，その技術を利用するものがアライアンス団体が規定した契約に基づ
いた規格と暗号技術情報(暗号鍵を含む)の２つを入手する。規格に定められたインターフェース等の実装の義務を
負うことで暗号技術情報が支給されるというエンフォースの仕組みが一般的である。規格書で定められた実装条件を
遵守せず，違反した場合には支給された暗号鍵が無効化され，その該当製品での再生が不能になるなどの措置が
取られることがある。
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1 規格の国際標準化 － IEC 60958 conformant data format ①－

IEC 61883-6 (A/M Protocol)規格の意味

・デジタルオーディオインターフェースの新たな規格としてIEEE1394によるIEC 6188
3-6 (A/M Protocol)という暗号化も可能なオーディオデータの伝送が可能になった。
これはIECによるデジュール規格である。

IEC 61883-6 規格構造

・デジタルオーディオインターフェースはすでにIEC 60958，IEC 61937 規格が使わ
れていたがこれらを有効に利用するためIEC 61883-6では，IEC 60958 conforma
nt data formatが採用された。

・このIEC 60958, conformant data formatはIEC 60958とその派生規格のIEC 61
937の論理構造をそのままIEC 61883-6で伝送するものである。これによってIEC 6
0958でのオーディオ伝送方法や設計リソースが再利用でき，さらに一番の利点は新
たに各種オーディオ伝送の詳細規格を新たに策定する必要が無くなったことである。

◆ 解 説

IEC 61883-6 (A/M Protocol)規格の意味

・デジタルオーディオインターフェースの新たな規格としてIEEE 1394によるIEC 61883-6 (A/M Protocol)という暗号
化されたセキュアなインターフェースで，オーディオデータの伝送が可能となり，コンテンツ関係者の要望を満足させ
ることができるものである。

IEC 61883-6 規格構造

・デジタルオーディオインターフェースはすでにIEC 60958，IEC 61937 規格が使われていたがこれらを有効に利用
するためIEC 61883-6では，IEC 60958 conformant data formatが採用された。

・このIEC 60958, conformant data formatを作ったことによりIEC 60958とその派生規格のIEC 61937の論理構造をそ
のままIEC 61883-6で伝送することが可能となる。つまり，IEEE 1394のA/M Protocolを使い，オーディオ伝送方法や
設計リソースを再利用できたという標準化プロセスが特徴的である。
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1 規格の国際標準化 － IEC 60958 conformant data format ②－

IEC 60958 conformant data formatの構造

・プロトコルは図8のように重ねられ，IEC 60958 conformant data format上でIEC 6
0958，IEC 61937がそのまま伝送できる。

IEEE 1394

IEC 61883-6 Audio and music transmission

IEC 61883-1 Isochronous Transmission General

Linear PCM

AM824
Raw data

DVD-Audio
etc

IEC 60958 conformant data format

Linear PCM IEC 61937-3
AC-3

IEC 61937-4
MPEG audio

Other

IEC 60958 conformant data formatのプロトコル構造

◆ 解 説

IEC 60958 conformant data formatはIEC 60958の構造をIEC 61883-6のインタフェースの構造に入れ子構造で組み
込んだものでIEC 60958そのものの構造がIEC 61883-6で伝送される。全てのIEC 60958派生の規格が利用できるの
でIEC 61937系も伝送できる。

具体的にはIEC 60958のSub-frame構造（17ページ参照）をIEC 61883-6の中に定義した。

このIEC 60958 conformant data formatはそのほかにHDMIでも採用しており同様にIEC 60958系の伝送が可能。
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1 規格の国際標準化 －新しいインタフェース規格と著作権保護①－

DVI規格とその拡張によるHDMI規格

・コンピュータの本体とモニターをつなぐデジタルビデオインタフェース規格(DVI規格)
が民間団体DDWG（Digital Display Working Group）で規格化された。これにオーディ
オ伝送などの拡張を行い広くPDPやLCDなどの高画質フラットパネルディスプレイや民
生機器で使えるようにしたHDMI規格が民間団体HDMIによって策定された。

・このオーディオ伝送でもデジュール規格であるIEC 60958 conformant data format
が採用されておりIEC 61883-6と同様にIEC 60958，IEC 61937をそのまま伝送
することができる。
･HDMIではHDCP(High-bandwidth Digital Content Protection system)という暗号
化による著作権保護技術によって伝送データが保護される。ここれもDigital Content 
Protection, LLCというライセンス管理団体によって管理されている。

◆ 解 説

DVI規格とその拡張によるHDMI規格

・HDMI規格はビデオとオーディオの一体化したインターフェースとして使われるようになった。

・コンピュータの本体とモニターをつなぐデジタルビデオインタフェース規格(DVI規格)が基であり，これが米国の民間
団体DDWG（Digital Display Working Group）で規格化された。これにオーディオ伝送などの拡張を行い広くPDPや
LCDなどの高画質フラットパネルディスプレイや民生機器，例えばDVDプレーヤーで簡単に使えるようにした。

これがHDMI規格であり，民間団体HDMIによって策定され，ライセンスによって提供されている。

・このオーディオ伝送でもデジュール規格であるIEC 60958 conformant data formatが採用されており，IEC 61883-6
と同様にIEC 60958，IEC 61937をそのまま伝送することができる。
基本的には20数年前にできた論理プロトコルであるIEC 60958 を今も有効に使用するということができたという好例で
ある。

･HDMIではHDCP(High-bandwidth Digital Content Protection system)という強力な暗号化による著作権保護技術に
よって伝送データが保護される。ここれもDigital Content Protection, LLCというライセンス管理団体によって管理され
ている。
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コンテンツの著作権保護

・伝送されるオーディオやビデオデータのコンテンツはその記録媒体上で暗号化な
どで著作権保護されるようになった。

・DVD-Videoではそのビデオコンテンツの著作権保護のためCSS (Content Scra
mbling System)という方式が採用されビデオ信号が暗号化され記録されている。
同時にビデオ信号のコピーを制御するためにCGMS (Copy Generation Manage
ment System)が考案されビデオ信号に適用された。

・CGMSは2 bitの情報で４つの状態をしめすことができるが，コピー不可，1世代
コピー可，コピー可の3状態が定義された。アナログビデオ信号出力の場合VBI 
(Vertical Blanking Interval)部分にこの情報が重畳されこれはCGMS-Aと呼ば
れる。

・オーディオにもSCMS以来初めてCGMSの考えが適用され，DVD-AudioではCPP
M (Content Protection for Prerecorded Media)が導入された。これは暗号化と
CCI (Copy Control Information) からなりCCIにはCGMSとさらに詳細な著作権
保護のための情報が規定された。

1 規格の国際標準化 －新しいインタフェース規格と著作権保護②－

◆ 解 説

現在大きな問題とされているコンテンツの著作権保護に関連して説明する。

基本的に，伝送されるオーディオやビデオデータのコンテンツもその記録媒体上ですでに暗号化などで著作権保護
されるようになった。 DVDやブルーレイディスク，HD-DVDも更に協力に保護されている。

・DVD-Videoではそのビデオコンテンツの著作権保護のためCSS (Content Scrambling System)方式が採用されビデ
オ信号が暗号化され記録されている。

・同時にビデオ信号のコピーを制御するためにCGMS (Copy Generation Management System)が考案され，ビデオ信
号に適用された。先ほど説明したSCMSはシリアルコピーマネジメント，つまり孫コピーだけを禁止できたという単純な
ものと比べ，コピーの情報を2 bit，４つの状態まで定義するように拡張された。

コピー不可，1世代コピー可，コピー可の3状態が定義された。

・オーディオにもSCMS以来初めてCGMSの考えが適用され，DVD-AudioではCPPM (Content Protection for 
Prerecorded Media)が導入された。これは暗号化とCCI (Copy Control Information) からなりCCIにはCGMSとさらに
詳細な著作権保護のための情報が規定された。
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1 規格の国際標準化 －新しいインタフェース規格と著作権保護③－

インタフェース規格との関係

・記録媒体上の著作権保護技術が採用するCGMSやさらに詳細な情報をインタ
フェースは伝送しなくてはならない。

・例えばDVD-AudioのデータをIEEE 1394インタフェースで伝送する場合オーディオ
伝送規格はIECによりIEC 61883-6として規格化されているがこれら著作権保
護に関する伝送の規定はデファクトであるDVDフォーラムによる伝送規定と４C En
tityによるCPPM規定によって定められている。

IEC規格
IEC 61883-6

4C Entity
CPPM規定

DVDフォーラム
伝送規定

DVDフォーラム
DVD-Audio規格

DVD-Audioディスク DVD-Audioプレーヤ

◆ 解 説

インターフェースは記録媒体上の著作権保護技術が採用しているCGMSやさらに詳細な情報を伝送しなくてはなら
ない。

例えば，何回コピー，何回聴いたという管理までしたいというコンテンツ側の要望があり，より詳しい付随情報を伝送
する必要があるのである。

・例えばDVD-AudioのデータをIEEE 1394インタフェースで伝送する場合オーディオ伝送規格はIECによりIEC 
61883-6として規格化されているがこれら著作権保護に関する伝送の規定はデファクトであるDVDフォーラムによる伝
送規定と４C EntityによるCPPM規定によって定められている。

昔のようにIECの規格だけではない実情である。IECは基本的に共通化し，暗号化が無い場合に互換性部分などを
定義している。著作権保護に関してはIECが関与することができずに民間団体がライセンスによってコントロールする
状況になっている。
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2 課題と展望 －①－

デジュール規格とデファクト規格

・現在のデジタルオーディオインタフェースの応用分野ではインタフェース規格は著作
権保護技術と一体で有効に機能する。相互接続性と相互運用性はデジュール規格
で公平に保証され，一方著作権保護などはその有効運用をするためにライセンスに
より規制しデファクト規格で規定される。このモデルはビジネスや実用の観点から現
在までに市場で形成されたものである。

・このビジネスが主導する規格化はビジネスが変化すれば同様に変化する。今後のビ
ジネスに対応し必要なモデルとデジュール規格，デファクト規格を策定することが重要
である。

・また新たな試みとして著作権保護技術も部分的にデジュール規格化が検討され始
めており新たなモデルの可能性も検討されている。

◆ 解 説

・また，今後10年は新しい状況も予想され，ユーザーの進化も見られると予想することができる。というのは現在のよう
な非常に不便な状況をDVDがお客様に提供したとしても，PCを使ったiPodの運用はもっと自由である。そういった事
を一般ユーザーも経験しているため，今のようなシステムが有効に働くかが疑問といえるのである。

そういったことで新しい試み，著作権保護も検討されており，今後は又変わるであろうと思われる。
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2 課題と展望 －②－

IEC 60958規格の有効利用

・初めの1985年のAES3規格からIEC 60958は20年以上使用されてきた。これ
はまたIEC 61937に拡張され，これらはデジュール規格IEC 60958 conformant 
data formatとしてその論理構造が他のインタフェースでも利用することが可能に
なった。このためIEC 60958，IEC 61937は新たな状況，例えば次世代光ディス
クやデジタル放送のデジタルオーディオに対応するため改定作業が現在も続いて
おり，デジタルオーディオインターフェース規格の根幹としての国際標準の役割を
果たしている。

・今後新たな伝送方法が実用となっても，国際標準であるIEC 60958 conforma
nt data formatを利用し20年以上の蓄積のある技術リソースを活用できるように
規格化作業を進めることが重要な課題である。
そうでなければ全てを新たに策定し直し，技術の権利関係も調整するという壮大
な作業が発生し，これは業界にとって大きな負担となる。

◆ 解 説

・IEC 60958は20年以上使用され，現在ではIEC 61937に拡張されてIEC 60958 conformant data formatとしてその論
理構造が他のインタフェースでも利用することが可能になった。

・今後，例えばHDMI以外の新しい伝送規格ができつつあり，その中でもオーディオ伝送には，国際標準であるIEC 
60958 conformant data formatを利用することが確実に予想される。でなければ全てを新たに策定し直し，技術の権
利関係も調整するという壮大な作業が発生し，これは業界にとって大きな負担となる。

・そのために，IEC 60958，IEC 61937は新たな状況に対応するべく現在も改訂作業が続いている。例えばDolby社の
MATである。これはブルーレイ，HD-DVDに採用された。Dolby社は元々圧縮オーディオを提供してやってきたが，
MATは圧縮というよりは非圧縮方式に近いといえる。そして，会社の目的も変わってきたということと，より高品質で機
能のある内容を提供しようという状況に変わってきた。MATを伝送するためには，サンプリング周波数 44.1 kHzの
IEC 60958に比べ，仮想的に何十倍のサンプリング周波数(fs)のデータを伝送する必要があり，つまりIEC 60958に新
たに高い周波数の定義をする必要があるのである。
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トピックス：著作権保護のための各種方法例
SCMSは単にフラグであり機器もユーザーも正直であることが前提で守られる，よって意図して行うコピー行為
は禁止できない。そこでデジタルコンテンツの著作権を保護し，例えば非合法なコピーや内容の改ざんなどを防
ぐため現在ではデファクト規格による暗号化や認証方式によってコンテンツを保護するようになりこれらはすで
に身の回りで使われている。以下にこれらの例を挙げる。

DVD-Audioに採用されたコンテンツの暗号化技術，4社からなる4C Entityが策定した。CSSの経
緯を鑑みより強固な暗号が採用された。4C Entity

CPPM:
Content Protection for P

rerecorded Media

4C Entityによる記録用暗号化，DVD-AR(Audio Recording)などに用いる。

4C Entity
CPRM:

Content Protection for R
ecordable Media

インタフェースでの伝送系に用いる暗号技術，5Cによって策定。当初IEEE1394でDVDコンテン
ツを伝送するために策定されたがその後他のインタフェース系にも採用されている。DTLA

DTCP:
Digital Transmission Con

tent Protection

DVD-Videoに使われているコンテンツの暗号化技術，DVD Copy Control Associationによって
策定された。しかしその後一個人によってこの暗号が解かれDVD-Videoコンテンツがパソコンで
使えるようになったためさらに強固な暗号の必要性が問われた。

DVD CCA

CSS: 

Content Scrambling Syst
em

SCMSには無いコピーの禁止を含む2bitの情報。IECではCGMS-Aとしてアナログビデオに規定さ
れているがこれを補うものとして映像信号を加工し再生できなくするデファクト規格のマクロビジョ
ン方式がある。

IEC
CGMS:

Copy Generation Manag
ement System

第1世代コピーを表す1bitのフラグ。現在では古典的手法だがCDなど多くのオーディオ機器に採
用され個人使用でのコピーを保証する。IEC

SCMS:
Serial Copy Managemen

t System

内容規格団体方式名

◆ 解 説

トピックス

著作権保護のための各種方法である。
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･オーディオ，ビデオ機器は世界中で設計され新たな製品が発売されており，そのオー
ディオに注目するとソース機器からの信号はアンプに入力されスピーカーで再生され
る。

･この一見単純な仕組みを成り立たせるためにデジタルオーディオインタフェース規格
が長年にわたり多くの規格団体とIECで規格化されてきており現在も新たな要望に対
応すべく改訂が続いている。

･IEC 60958規格はオーディオ伝送規格の大本の規格であり，今後も改定され利用
されていく。

･デジュール規格であるIECの国際標準はオーディオ機器の相互接続のための有効な
技術である。一方デジタルコンテンツの著作権保護も重要でありデジタルオーディオイ
ンタフェースにもそのための技術が導入されている。

･その著作権保護の手段である技術，たとえば暗号化などはデファクト規格でアライ
アンスなどが契約によってその有効性を保持している。

ま と め ・・・・・ 第8章 デジタルオーディオインターフェイス
規格の国際標準化

◆ 解 説

学習のまとめ

・デジタルオーディオビジュアルは世界中で設計されており，これは最終的にはユーザーの下でアンプとモニタでの
再生が可能である必要がある。

・そのためにはIECの規格による共通化された互換性のある規格でつながる必要がある。

・オーディオ伝送はIEC 60958が大元の規格であり，conformant data format で，新しいインターフェースにも使われ
ることから，今後も改定され，利用されていくことが予想される。

・また，デジュール規格であるIECの国際標準はオーディオ機器の相互接続のための有効である。一方デジタルコ
ンテンツの著作権保護も重要な課題である。デジタルオーディオインタフェースにもそのための技術が導入されてい
る。

･その著作権保護の手段である技術，たとえば暗号化などはデファクト規格でアライアンスなどが契約によってその有
効性を保持するしか方法がないために，二重の構造になっている。
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演習問題A ・・・・・

(1)デジタルオーディオインタフェースは何をインタフェースしているか。

(2)インタフェースの相互接続性とは何か。

(3)インタフェースの相互運用性とは何か。

(4)IEC 60958 conformant data formatとは何か。

第8章 デジタルオーディオインターフェイス
規格の国際標準化

◆ 解 説

解答例

（１）

デジタルオーディオデータとそれに関する各種データ。各種データはオーディオデータ構造に関するものとそれ以
外の例えば著作権保護技術に関するデータ。

（２）

接続できることで，電気的条件，物理的条件，論理的条件などが規定される。

（３）

データをやり取りし処理できることで，論理的条件，アプリケーションなどが規定される。

（４）

IEC 60958の論理構造，アプリケーション構造を他のインタフェースなどのフォーマット上で利用できるもの。
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問：デジタルオーディオインタフェースにはデファクト規格とデジュール規格が使われている
理由をビジネス観点から考察せよ。

演習問題B ・・・・・第8章 デジタルオーディオインターフェイス
規格の国際標準化
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