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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　選択手段により、複数の静止画データの中から所望の当該静止画データを選択する選択
ステップと、
　変換手段により、上記選択手段によって選択された上記静止画データを用いてｎ秒間の
動画データを生成し、当該生成した動画データを暗号化することにより暗号化動画データ
に変換する変換ステップと、
　遷移制御情報生成手段により、上記変換手段によって生成された上記暗号化動画データ
及び上記選択手段によって複数の上記静止画データの中から選択されなかった上記静止画
データから他の上記暗号化動画データ、上記選択されなかった他の上記静止画データ、ネ
ットワーク上のコンテンツの何れかに遷移するための遷移制御情報を生成する遷移情報生
成ステップと、
　記録手段により、所定の記録媒体に当該記録媒体のフォーマットに従って、上記選択さ
れなかった上記静止画データと、上記暗号化動画データと、上記遷移制御情報とを記録す
る記録ステップと
　を有する記録媒体製作方法。
【請求項２】
　上記記録ステップでは、上記記録手段により上記記録媒体に対し、上記遷移制御情報に
従い上記暗号化動画データ及び上記選択されなかった上記静止画データから上記ネットワ
ーク上の上記コンテンツへ遷移するために用いられる所定のアプリケーションプログラム
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も記録する
　請求項１に記載の記録媒体製作方法。
【請求項３】
　上記選択ステップの前に、
　データ取得手段により、所定の出版物又は印刷物の電子データから複数の上記静止画デ
ータを自動的に取得する静止画データ取得ステップ
　を有し、
　選択ステップでは、上記選択手段により外部の製作者の指定に従い、複数の上記静止画
データの中から上記動画データを生成するための所望の上記静止画データを選択する
　請求項２に記載の記録媒体製作方法。
【請求項４】
　上記静止画データ取得ステップでは、上記データ取得手段により、上記静止画データの
所定の領域を所定サイズに拡大した拡大静止画データを生成する
　請求項３に記載の記録媒体製作方法。
【請求項５】
　上記遷移制御情報生成ステップでは、上記遷移制御情報生成手段により、上記暗号化動
画データを生成する前の上記静止画データ及び上記選択されなかった上記静止画データに
付されたページ番号と、上記ネットワーク上の上記コンテンツにアクセスするためのアド
レスとを用いて、上記暗号化動画データ及び上記選択されなかった上記静止画データの所
定領域が指示されたときに上記動画暗号化データ及び上記選択されなかった上記静止画デ
ータから他の上記暗号化動画データ、上記選択されなかった他の上記静止画データ、上記
ネットワーク上の上記コンテンツの何れかに遷移するための上記遷移制御情報を生成する
　請求項１に記載の記録媒体製作方法。
【請求項６】
　複数の静止画データの中から選択された所望の静止画データを用いてｎ秒間の動画デー
タを生成した後、当該生成した動画データを暗号化することにより変換された暗号化動画
データと、
　複数の上記静止画データの中から選択されなかった上記静止画データと、
　上記暗号化動画データ及び上記選択されなかった上記静止画データから他の上記暗号化
動画データ、上記選択されなかった他の上記静止画データ、ネットワーク上のコンテンツ
の何れかに遷移するために生成された遷移制御情報と
　が記録されてなる記録媒体。
【請求項７】
　複数の静止画データ中から選択された所望の静止画データを用いてｎ秒間の動画データ
を生成した後、当該生成した動画データを暗号化することにより変換された暗号化動画デ
ータと、複数の上記静止画データの中から選択されなかった静止画データと、上記暗号化
動画データ及び上記選択されなかった上記静止画データから他の上記暗号化動画データ、
上記選択されなかった他の上記静止画データ、ネットワーク上のコンテンツの何れかに遷
移するために生成された遷移制御情報とが記録されてなる記録媒体を再生対象として再生
する再生手段と、
　上記遷移制御情報に従って、上記暗号化動画データ及び上記選択されなかった上記静止
画データから他の上記暗号化動画データ、上記選択されなかった他の上記静止画データ、
上記ネットワーク上の上記コンテンツの何れかに遷移するように制御する遷移制御手段と
　を具える記録媒体の再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録媒体製作方法、記録媒体及び記録媒体の再生装置に関し、例えば記録媒
体であるブルーレイディスク（登録商標）に出版物と同じ内容のコンテンツを記録する場
合に適用して好適なものである。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、ＤＶＤ(Digital Versatile Disc)やブルーレイディスク等の記録媒体において、
動画と音声とを非同期再生することが可能な再生装置が提案されている（例えば特許文献
１、特許文献２参照）。
【０００３】
　また、新聞、雑誌等の出版物の紙面画像を読み込み、Ｗｅｂブラウザで表示可能なファ
イル形式にして配信する電子出版物発行配信システムが提案されている（例えば特許文献
３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第3334795号公報
【特許文献２】特許第4228767号公報
【特許文献３】特開2006-293939公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで上述した特許文献３においては、紙面画像をデジタルのファイル形式にして配
信した場合、その紙面画像が悪意のユーザによって勝手にコピーされて不正に使用された
場合、著作権が保護されないという問題があった。
【０００６】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、記録媒体に格納すべきデータに対するセ
キュリティ管理を大幅なデータ容量の増大なしに実現し得る記録媒体製作方法、記録媒体
及び記録媒体の再生装置を提案しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　かかる課題を解決するため本発明の記録媒体製作方法においては、選択手段により、複
数の静止画データの中から所望の当該静止画データを選択する選択ステップと、変換手段
により、選択手段によって選択された静止画データを用いてｎ秒間の動画データを生成し
、当該生成した動画データを暗号化することにより暗号化動画データに変換する変換ステ
ップと、遷移制御情報生成手段により、変換手段によって生成された暗号化動画データ及
び選択手段によって複数の静止画データの中から選択されなかった静止画データから他の
暗号化動画データ、選択されなかった他の静止画データ、ネットワーク上のコンテンツの
何れかに遷移するための遷移制御情報を生成する遷移情報生成ステップと、記録手段によ
り、所定の記録媒体に当該記録媒体のフォーマットに従って、選択されなかった静止画デ
ータと、暗号化動画データと、遷移制御情報とを記録する記録ステップとを有するように
する。
【０００８】
　これにより、著作権保護したい静止画データについては暗号化動画データに変換して記
録媒体に記録することが出来ると共に、著作権保護する必要のない静止画データについて
はそのまま記録媒体に記録すれば良いので、著作権保護を実現しながら記録媒体に記録す
べきデータ容量を効率的に抑制しつつ、この記録媒体が再生されたとき、遷移制御情報に
従って暗号化動画データと静止画データとの間やネットワーク上のコンテンツに容易に遷
移することができる。
【０００９】
　また本発明の記録媒体においては、複数の静止画データの中から選択された所望の静止
画データを用いてｎ秒間の動画データを生成した後、当該生成した動画データを暗号化す
ることにより変換された暗号化動画データと、複数の静止画データの中から選択されなか
った静止画データと、暗号化動画データ及び選択されなかった静止画データから他の暗号
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化動画データ、選択されなかった他の静止画データ、ネットワーク上のコンテンツの何れ
かに遷移するために生成された遷移制御情報とが記録されている。
【００１０】
　これにより、記録媒体が再生されたとき、製作者が著作権保護したい静止画データにつ
いてのみ暗号化動画データとして記録されているので、不正複写されることを効率良く防
止しつつ、遷移制御情報に従って暗号化動画データと静止画データとの間やネットワーク
上のコンテンツに容易に遷移することができる。
【００１１】
　さらに本発明における記録媒体の再生装置においては、複数の静止画データ中から選択
された所望の静止画データを用いてｎ秒間の動画データを生成した後、当該生成した動画
データを暗号化することにより変換された暗号化動画データと、複数の静止画データの中
から選択されなかった静止画データと、暗号化動画データ及び選択されなかった静止画デ
ータから他の暗号化動画データ、選択されなかった他の静止画データ、ネットワーク上の
コンテンツの何れかに遷移するために生成された遷移制御情報とが記録されてなる記録媒
体を再生対象として再生する再生手段と、遷移制御情報に従って、暗号化動画データ及び
選択されなかった静止画データから他の暗号化動画データ、選択されなかった他の静止画
データ、ネットワーク上のコンテンツの何れかに遷移するように制御する遷移制御手段と
を設けるようにする。
【００１２】
　これにより、この記録媒体には製作者が著作権保護したい静止画データについてのみ暗
号化動画データとして記録されているので、当該記録媒体の再生時に不正複写されること
を防止しつつ、遷移制御情報に従って暗号化動画データと静止画データとの間やネットワ
ーク上のコンテンツに容易に遷移することができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、著作権保護したい静止画データについては暗号化動画データに変換し
て記録媒体に記録することが出来ると共に、著作権保護する必要のない静止画データにつ
いてはそのまま記録媒体に記録すれば良いので、著作権保護を実現しながら記録媒体に記
録すべきデータ容量を効率的に抑制しつつ、この記録媒体が再生されたとき、遷移制御情
報に従って暗号化動画データと静止画データとの間やネットワーク上のコンテンツに容易
に遷移することができ、かくして記録媒体に格納すべきデータに対するセキュリティ管理
を大幅なデータ容量の増大なしに実現し得る記録媒体製作方法を実現することができる。
【００１４】
　また本発明によれば、記録媒体が再生されたとき、製作者が著作権保護したい静止画デ
ータについてのみ暗号化動画データとして記録されているので、不正複写されることを効
率良く防止しつつ、遷移制御情報に従って暗号化動画データと静止画データとの間やネッ
トワーク上のコンテンツに容易に遷移することができ、かくして格納されているデータに
対するセキュリティ管理を大幅なデータ容量の増大なしに実現し得る記録媒体を実現する
ことができる。
【００１５】
　さらに本発明によれば、この記録媒体には製作者が著作権保護したい静止画データにつ
いてのみ暗号化動画データとして記録されているので、当該記録媒体の再生時に不正複写
されることを防止しつつ、遷移制御情報に従って暗号化動画データと静止画データとの間
やネットワーク上のコンテンツに容易に遷移することができ、かくして記録媒体に格納す
べきデータに対するセキュリティ管理を大幅なデータ容量の増大なしに実現し得る再生装
置を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施の形態におけるディスク製作装置の構成を示す略線的ブロック図で
ある。
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【図２】出版物コンテンツの見開きページを示す略線図である。
【図３】出版物コンテンツの動画ページへリンクしたときの表示内容を示す略線図である
。
【図４】出版物コンテンツの別のページへリンクしたときの表示内容を示す略線図である
。
【図５】ネットワーク上のサイトへリンクしたときの表示内容を示す略線図である。
【図６】ズーム操作に応じて一部を拡大したときの表示内容を示す略線図である。
【図７】ＢＤに収録すべきコンテンツデータの製作過程（１）を示す略線図である。
【図８】ＢＤに収録すべきコンテンツデータの製作過程（２）を示す略線図である。
【図９】データ変換処理手順を示すフローチャートである。
【図１０】全ての静止画を動画に変換して暗号化する例の説明に供する略線図である。
【図１１】３ページ目表示中のページ遷移例を示す略線図である。
【図１２】一部の静止画だけを動画に変換して暗号化する例の説明に供する略線図である
。
【図１３】３ページ目表示中のボタン操作に応じたページ遷移例を示す略線図である。
【図１４】記録媒体内の素材情報を示す略線図である。
【図１５】素材毎に規定されるチャプタ・ページ情報を示す略線図である。
【図１６】素材毎に規定されるリンク情報を示す略線図である。
【図１７】暗号化選択及びデータ記録処理手順を示すフローチャートである。
【図１８】暗号化対象選択画面を示す略線図である。
【図１９】記録媒体のデータ格納例を示す略線図である。
【図２０】ＢＤ再生システムの全体構成を示す略線図である。
【図２１】ＢＤレコーダの回路構成を示す略線的ブロック図である。
【図２２】ＢＤレコーダによるソフトウェア構成を示す略線図である。
【図２３】再生処理手順を示すフローチャートである。
【図２４】ボタン操作に応じた再生処理手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、発明を実施するための形態について説明する。なお、説明は以下の順序で行う。
１．実施の形態
２．他の実施の形態
【００１８】
＜１．実施の形態＞
［１－１．ディスク製作装置の構成］
　図１において、１は本発明の一実施の形態におけるディスク製作装置を示し、印刷物８
の内容を表した出版物コンテンツデータＣ１をブルーレイディスク５に記録して市販用デ
ィスク（ＢＤ－ＲＯＭ）を作成するために用いられるものである。
【００１９】
　ここでディスク製作装置１では、出版物コンテンツデータＣ１を記録する際、ブルーレ
イディスク－Ｊａｖａ（登録商標）アプリケーション（以下、これをＢＤ－Ｊアプリと呼
ぶ。）についてもブルーレイディスク５に記録するようになされており、当該ＢＤ－Ｊア
プリによってインタラクティブなＧＵＩ(Graphical User Interface)表示を実行し得るよ
うになされている。
【００２０】
　ここでＢＤ－Ｊアプリとは、Java（登録商標）言語によって記述されたアプリケーショ
ンプログラムであって、インターネット等のネットワークへ接続することが可能であり、
ブルーレイディスク５に収録されているリンク先にアクセスして情報をダウンロードする
ことができるようになされている。
【００２１】
　ここで、ブルーレイディスク５に記録される出版物コンテンツデータＣ１の内容を、当
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該ブルーレイディスク５が実際に再生されたときの図２乃至図６に示す再生結果表示例を
用いて具体的に説明する。
【００２２】
　図２では、ＢＤレコーダ１０１が市販用ディスクであるブルーレイディスク５を再生す
ることにより、出版物コンテンツデータＣ１の内容として例えば最初の１頁及び２頁を見
開いた状態の見開きページＰ１を表示する。
【００２３】
　この見開きページＰ１では、その動画へリンクするためのリンク画像ＬＧ１、別ページ
へリンクするための下線で示されたアンカーＡＮＫ１、ネットワーク上の他のサイトへリ
ンクするためのリンク画像ＬＧ２が設けられている。
【００２４】
　このリンク画像ＬＧ１、ＬＧ２及びアンカーＡＮＫ１の何れかが、ＢＤレコーダ１０１
のリモートコントローラ（図示せず）を介して選択されると、ＢＤレコーダ１０１は当該
見開きページＰ１からそれぞれのリンクで定義されているリンク先へ遷移してテレビジョ
ン受像機１０３に表示するようになされている。
【００２５】
　実際上、見開きページＰ１においてリンク画像ＬＧ１が選択された場合、ＢＤレコーダ
１０１は、図３に示すように、当該リンク画像ＬＧ１のリンクで定義されているリンク先
の動画ページＰ２へ遷移して表示するようになされている。
【００２６】
　また見開きページＰ１においてアンカーＡＮＫ１が選択された場合、ＢＤレコーダ１０
１は、図４に示すように、当該アンカーＡＮＫ１のリンクで定義されているリンク先の別
のページＰ３へ遷移して表示するようになされている。
【００２７】
　さらに見開きページＰ１（図２）においてリンク画像ＬＧ２が選択された場合、ＢＤレ
コーダ１０１は、図５に示すように、ＢＤ－Ｊアプリに従って、当該リンク画像ＬＧ２の
リンクで定義されているネットワーク上のサイトへアクセスし、見開きページＰ１から当
該サイトのトップページＰ４へ遷移して表示するようになされている。
【００２８】
　なお、見開きページＰ１（図２）において所定のエリアにカーソルが合わせられた状態
で、ズーム操作が行われた場合、ＢＤレコーダ１０１は、図６に示すように、当該カーソ
ルが位置する所定領域に対応付けられたリンクで定義されている拡大画像ページＰ５へ遷
移し、それを見開きページＰ１に重ねて表示するようになされている。
【００２９】
　因みにＢＤレコーダ１０１は、見開きページＰ１（図２）においてリモートコントロー
ラにより次ボタンが押下操作された場合、次の２ページ目に遷移して表示し、当該２ペー
ジ目を表示中に、前ボタンが押下操作された場合、一つ前の見開きページＰ１に遷移して
表示し得るようになされている。
【００３０】
　勿論ＢＤレコーダ１０１は、見開きページＰ１（図２）においてリモートコントローラ
により例えば５ページ目が指定された場合、当該５ページ目に遷移して表示し得るように
もなされている。
【００３１】
　実際上、このディスク製作装置１（図１）において、システムバス７に接続された制御
部２は、ＣＰＵ(Central Processing Unit)２Ａ、ＲＯＭ(Read Only Memory)２Ｂ及びＲ
ＡＭ(Random Access Memory)２Ｃによって構成されている。
【００３２】
　制御部２のＣＰＵ２Ａは、ＲＯＭ２Ｂ又はハードディスクドライブ３から読み出してＲ
ＡＭ２Ｃに立ち上げた基本プログラム及びアプリケーションプログラムに従って当該ディ
スク製作装置１としての基本的な処理等を実行すべく、各部を制御するようになされてい
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る。
【００３３】
　ここで図７に示すように、出版社等がＤＴＰ(Desktop publishing)ソフトウェアを用い
て作成したＤＴＰデータＤ１は、通常、印刷会社へ渡されて、本、雑誌、新聞、チラシ、
漫画等の印刷物８になる。
【００３４】
　実際上、制御部２のＣＰＵ２Ａは、外部入力インタフェース９を介して所謂ＤＴＰデー
タＤ１を取り込み、一度ハードディスクドライブ３に格納する。
【００３５】
　その後、制御部２のＣＰＵ２Ａは、アプリケーションプログラムであるデータ制作プロ
グラムＰｒｇ１に従い、製作者から指定された所定の変換条件や種々のパラメータに基づ
き、ＤＴＰデータＤ１を出版物コンテンツデータＣ１Ａに変換する。
【００３６】
　そして制御部２のＣＰＵ２Ａ（図１）は、その出版物コンテンツデータＣ１Ａを記録部
４によりブルーレイディスク５に記録し得るようになされている。このとき制御部２のＣ
ＰＵ２Ａは、モニタ１０を介して製作者に処理過程を目視確認させ得るようになされてい
る。
【００３７】
　因みに、ＤＴＰデータＤ１は、ＤＴＰソフトウェア固有のデータである場合だけでなく
、ＰＤＦ(Portable Document Format)等の汎用なデータの場合も存在する。
【００３８】
　一方、図８に示すように、制御部２のＣＰＵ２Ａは、ＤＴＰデータＤ１が存在せず印刷
物８だけが存在している場合、スキャナ６（図１）を介して印刷物８の原稿をキャプチャ
することにより得られた静止画データＩＭＧ１を、一度ハードディスクドライブ３に格納
する。
【００３９】
　その後、制御部２のＣＰＵ２Ａは、データ制作プログラムＰｒｇ１に従い、製作者から
指定された所定の変換条件や種々のパラメータに基づき静止画データＩＭＧ１を出版物コ
ンテンツデータＣ１Ｂに変換する。
【００４０】
　そして制御部２のＣＰＵ２Ａ（図１）は、その出版物コンテンツデータＣ１Ｂを記録部
４によりブルーレイディスク５に記録し、そのときの処理過程をモニタ１０により製作者
に対して目視確認させ得るようになされている。
【００４１】
［１－２．データ変換処理手順］
　上述したように、印刷物８の内容をブルーレイディスク５に記録すべき出版物コンテン
ツデータＣ１（Ｃ１Ａ及びＣ１Ｂ）へ変換するデータ変換処理手順について、図９のフロ
ーチャートを用いて説明する。
【００４２】
　制御部２のＣＰＵ２Ａは、ルーチンＲＴ１の開始ステップから入って次のステップＳＰ
１へ移り、外部入力インタフェース９を介して取り込んだＤＴＰデータＤ１、又はスキャ
ナ６を介して取り込んだ静止画データＩＭＧ１を入力原稿データとして読み込み、次のス
テップＳＰ２へ移る。
【００４３】
　ステップＳＰ２において制御部２のＣＰＵ２Ａは、製作者から指定された所定の変換条
件や種々のパラメータを認識し、次のステップＳＰ３へ移る。
【００４４】
　ステップＳＰ３において制御部２のＣＰＵ２Ａは、入力原稿データが静止画データＩＭ
Ｇ１であるか否かを判定する。ここで、否定結果が得られると、このことは入力原稿デー
タが静止画データＩＭＧ１そのものではなく、ＤＴＰデータＤ１であることを表しており
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、このとき制御部２のＣＰＵ２Ａは次のステップＳＰ４へ移る。
【００４５】
　ステップＳＰ４において制御部２のＣＰＵ２Ａは、ＤＴＰデータＤ１をデコードし、見
開きページ単位で静止画データを切り出し、その切り出した静止画データに対して、ペー
ジ遷移制御情報（後述する）で用いられる見開きページ単位のページ番号を割り振り、次
のステップＳＰ６へ移る。
【００４６】
　実際上、制御部２のＣＰＵ２Ａは、図２に示したように、出版物コンテンツデータＣ１
の左右ページで構成される見開きページ単位で静止画データを順次切り出していき、その
切り出した静止画データに対し、ページ遷移制御情報（後述する）で用いられる新たなペ
ージ番号を割り振っていくようになされている。
【００４７】
　すなわち、出版物コンテンツデータＣ１における最初の１頁及び２頁を見開いた状態の
見開きページＰ１全体が、ページ番号「１」の新たな１ページ目として割り振られること
になる。
【００４８】
　これに対してステップＳＰ３で肯定結果が得られると、このことは入力原稿データが静
止画データＩＭＧ１そのものであり、このとき制御部２のＣＰＵ２Ａは次のステップＳＰ
５へ移る。
【００４９】
　ステップＳＰ５において制御部２のＣＰＵ２Ａは、ステップＳＰ４と同様、製作者から
指定された順番で静止画データＩＭＧ１に見開きページ単位の新たなページ番号を割り振
り、次のステップＳＰ６へ移る。
【００５０】
　ステップＳＰ６において制御部２のＣＰＵ２Ａは、新たなページ番号の割り振られた静
止画データにおける予め４分割されたそれぞれの領域を所定倍率で拡大することにより拡
大画像ページＰ５（図６）に対応した拡大静止画データを生成し、次のステップＳＰ７へ
移って処理を終了する。
【００５１】
　これにより制御部２のＣＰＵ２Ａは、入力原稿データを、新たなページ番号の割り振ら
れた静止画データ及び拡大静止画データからなる出版物コンテンツデータＣ１（Ｃ１Ａ及
びＣ１Ｂ）に変換し得るようになされている。
【００５２】
［１－３．著作権保護を考慮した暗号化処理］
　ところでディスク製作装置１において、上述した出版物コンテンツデータＣ１（Ｃ１Ａ
及びＣ１Ｂ）の静止画データ及び拡大静止画データを、そのままブルーレイディスク５に
記録した場合、次のような不都合が生じる。
【００５３】
　例えば、このブルーレイディスク５がパーソナルコンピュータで再生されると、静止画
データ及び拡大静止画データについては、ブルーレイディスクの規格上、暗号化されてい
ないため当該パーソナルコンピュータのハードディスクに簡単に取り込まれてしまう。
【００５４】
　特に、ブルーレイディスク５のＢＤ－ＲＯＭフォーマットでは、動画の映像音声ストリ
ームについてのみ暗号化による保護の仕組みが規定されているだけで、静止画データにつ
いては暗号化する仕組みが存在しない。
【００５５】
　そうなると、ブルーレイディスク５に記録された静止画データ及び拡大静止画データが
悪意のユーザによって不正に複写されて著作権保護が図れなくなってしまう。
【００５６】
　因みに、ブルーレイディスク５に記録されたＢＤ－Ｊアプリに対して暗号化処理を記述
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することも可能ではあるが、特に、ＢＤ－ＲＯＭではＪａｖａ（登録商標）によりデコン
パイルして処理内容が容易に可視化できてしまうため、暗号化処理の内容が解読されてし
まって意味がない。
【００５７】
［１－３－１．全ての静止画を動画に変換して暗号化処理するケース］
　そこでディスク製作装置１では、図１０に示すように、１つの出版物コンテンツデータ
Ｃ１における１ページ目の静止画データＳＤ１から順番に全てを、例えば５秒間づつ順番
に表示するためフレーム周波数が６０[Hz]の動画データにそれぞれ変換し、例えばＡＡＣ
Ｓ(Advanced Access Content System)により暗号化した後にブルーレイディスク５に記録
することが考えられる。
【００５８】
　実際上、制御部２のＣＰＵ２Ａは、出版物コンテンツデータＣ１における１ページ目の
静止画データＳＤ１について、当該静止画データＳＤ１を５秒間動画として表示するため
、静止画データＳＤ１を合計３００フレームほど生成し、１ページ目に対応したチャプタ
１の動画部分として暗号化するようになされている。
【００５９】
　同様に、制御部２のＣＰＵ２Ａは、出版物コンテンツデータＣ１における２ページ目の
静止画データＳＤ２についても、当該静止画データＳＤ２を５秒間動画として表示するた
め、静止画データＳＤ２を合計３００フレームほど生成し、２ページ目に対応したチャプ
タ２の動画部分として暗号化するようになされている。
【００６０】
　このように制御部２のＣＰＵ２Ａは、出版物コンテンツデータＣ１における３ページ目
、４ページ目以降についても、静止画データＳＤ３、ＳＤ４、……、を合計３００フレー
ムほど生成し、３ページ目、４ページ目以降に対応したチャプタ３、チャプタ４の動画部
分として暗号化するようになされている。
【００６１】
　なお制御部２のＣＰＵ２Ａは、出版物コンテンツデータＣ１における例えば３ページ目
の拡大静止画データＳＤ３Ａについては、当該拡大静止画データＳＤ３Ａを５秒間動画と
して表示するため、拡大静止画データＳＤ３Ａを合計３００フレームほど生成し、３ペー
ジ目の拡大静止画に対応した例えばチャプタ１０の動画部分として暗号化するようになさ
れている。
【００６２】
　このように制御部２のＣＰＵ２Ａは、出版物コンテンツデータＣ１の全ページの静止画
データＳＤ１～ＳＤ４、……、ＳＤ３Ａ、……、を動画データに変換して暗号化すること
により、出版物コンテンツデータＣ１を動画データからなる新たな出版物コンテンツデー
タＣ２に変換することができる。
【００６３】
　そして制御部２のＣＰＵ２Ａは、動画変換後の新たな出版物コンテンツデータＣ２をブ
ルーレイディスク５に記録することにより、静止画データの形式を一切残すことなく全ペ
ージを著作権保護対象とした状態で収録し得るようになされている。
【００６４】
　続いて図１１に示すように、このブルーレイディスク５がＢＤレコーダ１０１（図２）
によって再生されたときの、当該ＢＤレコーダ１０１が行うページ遷移について説明する
。
【００６５】
　ＢＤレコーダ１０１は、ブルーレイディスク５を再生し、新たな出版物コンテンツデー
タＣ２を構成している例えば３ページ目の動画部分（チャプタ３）をテレビジョン受像機
１０３に表示中、リモートコントローラ（図示せず）を介して次ボタンが押下操作される
と、４ページ目の動画部分（チャプタ４）の先頭から動画再生を開始する。
【００６６】
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　またＢＤレコーダ１０１は、３ページ目の動画部分（チャプタ３）をテレビジョン受像
機１０３に表示中、リモートコントローラ（図示せず）を介して前ボタンが押下操作され
ると、２ページ目の動画部分（チャプタ２）の先頭から動画再生を開始する。
【００６７】
　さらにＢＤレコーダ１０１は、３ページ目の動画部分（チャプタ３）をテレビジョン受
像機１０３に表示中、リモートコントローラ（図示せず）を介して１ページを指定するた
めの「１」ボタンが押下操作されると、１ページ目の動画部分（チャプタ１）の先頭から
動画再生を開始する。
【００６８】
　さらにＢＤレコーダ１０１は、３ページ目の動画部分（チャプタ３）をテレビジョン受
像機１０３に表示中、リモートコントローラ（図示せず）を介してズームボタンが押下操
作されると、予め作成しておいた３ページ目における拡大静止画の動画部分（チャプタ２
０）の先頭から動画再生を開始する。
【００６９】
　因みにＢＤレコーダ１０１は、このとき動画再生を開始するが、全て同一内容の３００
フレームを６０[Hz]のフレーム周波数で繰り返し再生するので、動画として表示している
ものの、ユーザの見た目には、あくまで静止画像として目視確認させ得るようになされて
いる。
【００７０】
　ところで制御部２のＣＰＵ２Ａは、出版物コンテンツデータＣ１における全ページの静
止画データＳＤ１～ＳＤ４、……、ＳＤ３Ａ、……、を暗号化するため動画データに変換
したのでは、ブルーレイディスク５に格納するデータ容量が膨大になってしまい、収録し
切れない事態も生じ得る。
【００７１】
［１－３－２．一部の静止画だけを動画に変換して暗号化処理するケース］
　そこで制御部２のＣＰＵ２Ａでは、図１２に示すように、出版物コンテンツデータＣ１
における全ページのうち、製作者からの指示に従って、例えば２ページ目の静止画データ
ＳＤ２及び４ページ目の静止画データＳＤ４だけを暗号化対象として選択し、動画データ
に変換するようになされている。
【００７２】
　すなわち制御部２のＣＰＵ２Ａは、出版物コンテンツデータＣ１における２ページ目及
び４ページ目以外の１ページ目の静止画データＳＤ１、３ページ目の静止画データＳＤ３
、及び３ページ目の拡大静止画データＳＤ３Ａについては暗号化対象とはせずに動画デー
タに変換しないようになされている。
【００７３】
　これにより制御部２のＣＰＵ２Ａは、１つの素材である出版物コンテンツデータＣ１か
ら、２ページ目及び４ページ目の動画部分からなる素材１、……、１ページ目の静止画か
らなる素材１０、３ページ目の静止画からなる素材１１、……、３ページ目の拡大静止画
からなる素材ＸＸ、……、に分割することにより、新たな出版物コンテンツデータＣ３を
生成し得るようになされている。
【００７４】
　ここで制御部２のＣＰＵ２Ａは、素材１が２ページ目の動画部分と４ページ目の動画部
分とから構成されていることから、２ページ目の動画部分をチャプタ１として設定し、４
ページ目の動画部分をチャプタ２として設定するようになされている。
【００７５】
　なお制御部２のＣＰＵ２Ａは、１ページ目の静止画からなる素材１０については当該素
材１０の中に１ページ目の静止画しか存在しないため、これをチャプタ１として設定する
。制御部２のＣＰＵ２Ａは、３ページ目の静止画からなる素材１１や、３ページ目の拡大
静止画からなる素材ＸＸについても同様にチャプタ１として設定する。
【００７６】
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　すなわち制御部２のＣＰＵ２Ａは、新たな出版物コンテンツデータＣ３については、動
画部分と静止画部分とが混在することになるので、出版物コンテンツデータＣ１を素材１
、……、素材１０、素材１１、……、素材ＸＸ、……、からなる新たな出版物コンテンツ
データＣ３に分割すると共に、その素材単位でチャプタ番号を「１」から付け直すように
なされている。
【００７７】
　続いて、図１３に示すように、このような素材１、……、素材１０、素材１１、……、
素材ＸＸ、……、からなる新たな出版物コンテンツデータＣ３を記録したブルーレイディ
スク５がＢＤレコーダ１０１（図２）によって再生されたときの、ページ遷移について説
明する。
【００７８】
　ＢＤレコーダ１０１は、ブルーレイディスク５を再生し、例えば素材１１における３ペ
ージ目の静止画（チャプタ１）をテレビジョン受像機１０３に表示中、リモートコントロ
ーラ（図示せず）を介して次ボタンが押下操作されると、素材１における４ページ目の動
画部分（チャプタ２）の先頭から動画再生を開始する。
【００７９】
　またＢＤレコーダ１０１は、素材１１における３ページ目の静止画をテレビジョン受像
機１０３に表示中、リモートコントローラ（図示せず）を介して前ボタンが押下操作され
ると、素材１における２ページ目の動画部分（チャプタ１）の先頭から動画再生を開始す
る。
【００８０】
　因みにＢＤレコーダ１０１は、このとき素材１における２ページ目の動画部分（チャプ
タ１）、４ページ目の動画部分（チャプタ２）の先頭から動画再生を開始するが、全て同
一内容の３００フレームを６０[Hz]のフレーム周波数で繰り返し再生するので、ユーザの
見た目には、あくまで動画ではなく静止画像として目視確認させ得るようになされている
。
【００８１】
　さらにＢＤレコーダ１０１は、素材１１における３ページ目の静止画をテレビジョン受
像機１０３に表示中、リモートコントローラ（図示せず）を介して１ページを指定するた
めの「１」ボタンが押下操作されると、素材１０における１ページ目の静止画（チャプタ
１）に対する静止画再生を開始する。
【００８２】
　さらにＢＤレコーダ１０１は、素材１１における３ページ目の静止画をテレビジョン受
像機１０３に表示中、リモートコントローラ（図示せず）を介してズームボタンが押下操
作されると、予め作成しておいた素材ＸＸにおける３ページ目の拡大静止画に対する静止
画再生を開始する。
【００８３】
　このようにＢＤレコーダ１０１では、新たな出版物コンテンツデータＣ３においてペー
ジ遷移する場合、素材１、……、素材１０、素材１１、……、素材ＸＸ、……、の素材番
号を用いるのではなく、元の出版物コンテンツデータＣ１におけるページ番号を基準にし
てページ遷移する。
【００８４】
　これによりＢＤレコーダ１０１では、元の出版物コンテンツデータＣ１における順番通
りに出版物コンテンツデータＣ３の静止画及び動画部分のページを切り替え得るようにな
されている。
【００８５】
［１－４．ページ遷移制御情報］
　ディスク製作装置１において制御部２のＣＰＵ２Ａは、上述したような素材１のチャプ
タ１、チャプタ２、……、素材１０のチャプタ１、素材１１のチャプタ１、……、素材Ｘ
Ｘのチャプタ１、……、の間を自由に遷移するためのページ遷移制御情報を予め生成し、
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ブルーレイディスク５に記録しておく必要がある。
【００８６】
　そのページ遷移制御情報は、後述するように、記録媒体内の素材情報、素材ごとに規定
されるチャプタ・ページ情報、素材毎に定義されるリンク情報によって構成されている。
【００８７】
［１－４－１．素材情報］
　図１４に示すように、記録媒体（ブルーレイディスク５）内の素材情報Ｍｉとしては、
素材１、……、素材ＸＸ、……、の素材番号にそれぞれ対応した保存場所が記載されてい
る。
【００８８】
　例えば、素材情報Ｍｉにおいて、素材番号「１」で示される素材１（図１２）の動画デ
ータ（２ページ目及び４ページ目の動画部分）は、ブルーレイディスク５の「/movie/001
」で示される領域に保存されている。素材情報Ｍｉにおいて、素材番号「２」で示される
素材２の動画データ（図示せず）は、ブルーレイディスク５の「/movie/002」で示される
領域に保存されている。
【００８９】
　素材情報Ｍｉにおいて、素材番号「４」で示される素材４の例えばＨＴＭＬ(Hyper Tex
t Markup Language)ファイルは、ネットワーク上の「http://www.absdbcdaed.com/Index.
html」で示されるＵＲＬ(Uniform Resource Locator)に存在することが示されている。
【００９０】
　また素材情報Ｍｉにおいて、素材番号「１０」で示される素材１０（図１２）の１ペー
ジ目の静止画（チャプタ１）は、ブルーレイディスク５の「/picture/page001」で示され
る領域に保存され、素材番号「１１」で示される素材１１（図１２）の３ページ目の静止
画（チャプタ１）は、ブルーレイディスク５の「/picture/page003」で示される領域に保
存されている。
【００９１】
　さらに素材情報Ｍｉにおいて、素材番号「ＸＸ」で示される素材ＸＸ（図１２）の３ペ
ージ目の拡大静止画（チャプタ１）は、ブルーレイディスク５の「/picture/page003zoom
01」で示される領域に保存されている。
【００９２】
　これによりブルーレイディスク５の再生側であるＢＤレコーダ１０１では、素材番号に
より特定される素材１、……、素材１０、素材１１、……、素材ＸＸ、……、の保存場所
を認識し得、これらの素材１、……、素材１０、素材１１、……、素材ＸＸ、……、の動
画データや静止画データを取得し、テレビジョン受像機１０３に出力し得るようになされ
ている。
【００９３】
［１－４－２．チャプタ・ページ情報］
　また、図１５に示すように、素材毎に規定されるチャプタ・ページ情報ＣＰｉとしては
、素材番号「１」～「ＸＸ」～に対応した素材１、……、素材１０、素材１１、……、素
材ＸＸ、……、毎に「チャプタ番号」、「対応ページ番号」及び「ページの入口か」の３
項目が対応付けられている。
【００９４】
　素材番号「１」用の素材１（図１２）では、「チャプタ番号：１」に対応するページ番
号が、「対応ページ番号：２」で示される２ページ目の動画部分（チャプタ１）であり、
それが「ページの入口か：true」によって２ページ目の入口であり、拡大静止画ではない
ことが示されている。
【００９５】
　また素材番号「１」用の素材１（図１２）では、「チャプタ番号：２」に対応するペー
ジ番号が、「対応ページ番号：４」で示される４ページ目の動画部分（チャプタ２）であ
り、それが「ページの入口か：true」によって４ページ目の入口であり、拡大静止画では
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ないことが示されている。
【００９６】
　さらに素材番号「１０」用の素材１０（図１２）では、「チャプタ番号：１」に対応す
るページ番号が、「対応ページ番号：１」で示される１ページ目の静止画（チャプタ１）
であり、それが「ページの入口か：true」によって１ページ目の入口であり、拡大静止画
ではないことが示されている。
【００９７】
　さらに素材番号「１１」用の素材１１（図１２）では、「チャプタ番号：１」に対応す
るページ番号が、「対応ページ番号：３」で示される３ページ目の静止画（チャプタ１）
であり、それが「ページの入口か：true」によって３ページ目の入口であり、拡大静止画
ではないことが示されている。
【００９８】
　さらに素材番号「ＸＸ」用の素材ＸＸ（図１２）では、「チャプタ番号：１」に対応す
るページ番号が、「対応ページ番号：３」で示される３ページ目の静止画（チャプタ１）
であり、それが「ページの入口か：false」によって３ページ目の入口ではなく、拡大静
止画であることが示されている。
【００９９】
　このように素材毎に規定されるチャプタ・ページ情報ＣＰｉでは、静止画又は動画に拘
わらず、元の出版物コンテンツデータＣ１を構成している静止画データＳＤ１～ＳＤ４、
……、ＳＤ３Ａ、……、のページ単位でチャプタ番号が新たに付され、そのチャプタ番号
に対応する対応ページ番号と、それがページの入口に該当するか否かについて規定されて
いる。
【０１００】
［１－４－３．リンク情報］
　さらに、図１６（Ａ）～（Ｃ）に示すように、素材毎に定義されるリンク情報Ｌｉとし
ては、「リンク番号」に対応したリンク元情報ＬＳと、リンク先情報ＬＧとから構成され
ている。
【０１０１】
　特に、リンク情報Ｌｉは、素材内で一意に割り当てられた「リンク番号」、リンクの存
在する「チャプタ番号」、リンクの「ｘ座標」、「ｙ座標」、「幅」、「高さ」、そのリ
ンクが選択された際の「遷移先の素材番号」及び「遷移先のページ番号」が示される。
【０１０２】
　ここで素材番号「１」用の素材１（図１２）では、「リンク番号」毎に、リンク元情報
ＬＳ１と、リンク先情報ＬＧ１とが対応付けられ、素材番号「１０」用の素材１０（図１
２）では、「リンク番号」毎に、リンク元情報ＬＳ１０と、リンク先情報ＬＧ１０とが対
応付けられている。
【０１０３】
　同様に、素材番号「１１」用の素材１１（図１２）では、「リンク番号：１」に、リン
ク元情報ＬＳ１１と、リンク先情報ＬＧ１１とが対応付けられている。なお、ここでは、
素材番号「ＸＸ」用の素材ＸＸ（図１２）については、便宜上その説明を省略している。
【０１０４】
　例えば、素材番号「１」用の素材１（図１２）において「リンク番号：１」では、リン
ク元情報ＬＳ１として、「チャプタ番号：１」に対応した２ページ目の「ｘ座標：310」
、「ｙ座標：130」、「幅：130」、「高さ：30」で示される領域がクリックされたとき、
リンク先情報ＬＧ１として、「遷移先の素材番号：５」及び「遷移先のページ番号：１０
」へリンクするように紐付けられている。
【０１０５】
　また、素材番号「１」用の素材１（図１２）において「リンク番号：２」では、リンク
元情報ＬＳ１として、「チャプタ番号：２」に対応した４ページ目の「ｘ座標：230」、
「ｙ座標：20」、「幅：150」、「高さ：80」で示される領域がクリックされたとき、リ
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ンク先情報ＬＧ１として、「遷移先の素材番号：６」及び「遷移先のページ番号：１２」
へリンクするように紐付けられている。
【０１０６】
　例えば、素材番号「１０」用の素材１０（図１２）において「リンク番号：１」では、
リンク元情報ＬＳ１０として、「チャプタ番号：１」に対応した１ページ目の「ｘ座標：
20」、「ｙ座標：250」、「幅：150」、「高さ：50」で示される領域がクリックされたと
き、リンク先情報ＬＧ１０として、「遷移先の素材番号：１３」及び「遷移先のページ番
号：１５」へリンクするように紐付けられている。
【０１０７】
　また、素材番号「１０」用の素材１０（図１２）において「リンク番号：２」では、リ
ンク元情報ＬＳ１０として、「チャプタ番号：１」に対応した１ページ目の「ｘ座標：50
」、「ｙ座標：200」、「幅：30」、「高さ：20」で示される領域がクリックされたとき
、リンク先情報ＬＧ１０として、「遷移先の素材番号：ＸＸ」及び「遷移先のページ番号
：３」へリンクするように紐付けられている。
【０１０８】
　さらに、素材番号「１０」用の素材１０（図１２）において「リンク番号：３」では、
リンク元情報ＬＳ１０として、「チャプタ番号：１」に対応した１ページ目の「ｘ座標：
250」、「ｙ座標：300」、「幅：100」、「高さ：30」で示される領域がクリックされた
とき、リンク先情報ＬＧ１０として、「遷移先の素材番号：４」及び「遷移先のページ番
号：―」へリンクするように紐付けられている。
【０１０９】
　ここで、「遷移先のページ番号：―」としてページ番号が示されていないのは、「遷移
先の素材番号：４」で示される素材４が、ネットワーク上のサイトのページだからである
。
【０１１０】
　例えば、素材番号「１１」用の素材１１（図１２）において「リンク番号：１」では、
リンク元情報ＬＳ１１として、「チャプタ番号：１」に対応した３ページ目の「ｘ座標：
40」、「ｙ座標：280」、「幅：220」、「高さ：70」で示される領域がクリックされたと
き、リンク先情報ＬＧ１１として、「遷移先の素材番号：１９」及び「遷移先のページ番
号：２２」へリンクするように紐付けられている。
【０１１１】
　このように素材毎に規定されるリンク情報Ｌｉでは、チャプタ番号に対応したページ中
の領域に応じたリンク先が遷移先の素材番号及びページ番号によって特定されるようにな
されている。
【０１１２】
　従って制御部２のＣＰＵ２Ａは、記録媒体内の素材情報Ｍｉ、素材ごとに規定されるチ
ャプタ・ページ情報ＣＰｉ、素材毎に定義されるリンク情報Ｌｉからなるページ遷移制御
情報をブルーレイディスク５に記録しておくことにより、当該ブルーレイディスク５の再
生時、新たな出版物コンテンツデータＣ３において静止画及び動画部分に拘わらず自在に
ページ遷移させ得るようになされている。
【０１１３】
［１－５．データ記録処理手順］
　次に、ディスク製作装置１において制御部２のＣＰＵ２Ａが、元の出版物コンテンツデ
ータＣ１を新たな出版物コンテンツデータＣ３に変換した後、ブルーレイディスク５に記
録して市販用ディスクを作成するまでのデータ記録処理手順について、図１７のフローチ
ャートに従って説明する。
【０１１４】
　制御部２のＣＰＵ２Ａは、ルーチンＲＴ２の開始ステップから入って、次のステップＳ
Ｐ１１へ移り、ブルーレイディスク５に記録すべき出版物コンテンツデータＣ１を構成し
ている複数の静止画データＳＤ１～ＳＤ４、……、ＳＤ３Ａ、……、を順番に認識し、次
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のステップＳＰ１２へ移る。
【０１１５】
　ステップＳＰ１２において制御部２のＣＰＵ２Ａは、その静止画データＳＤが暗号化対
象となっているか否かを判定する。ここで、否定結果が得られると、このことは、その静
止画データＳＤについては暗号化する指示が与えられておらず、すなわち著作権保護の対
象とする必要がないと製作者が認識していることを表しており、このとき制御部２のＣＰ
Ｕ２Ａは次のステップＳＰ１４へ移る。
【０１１６】
　これに対してステップＳＰ１２で肯定結果が得られると、このことは、その静止画デー
タＳＤについては暗号化する指示が与えられており、すなわち著作権保護の対象とする必
要があると製作者が認識していることを表しており、このとき制御部２のＣＰＵ２Ａは次
のステップＳＰ１３へ移る。
【０１１７】
　ここで制御部２のＣＰＵ２Ａは、所定のオーサリングソフトウェアに従って、図１８に
示すような暗号化対象選択画面Ｇ１をモニタ１０に表示することにより、製作者に何れの
静止画データＳＤを暗号化対象として設定するかを選択させるようになされている。
【０１１８】
　この暗号化対象選択画面Ｇ１では、左側に記録対象の静止画データＳＤ１～ＳＤ４、…
…、が並べて表示され、その中から現在選択されている例えば２ページ目の静止画データ
ＳＤ２の枠が強調表示されると共に、当該静止画データＳＤ２の表示画像ＳＤ２ＩＭＧが
所定の大きさで表示されている。
【０１１９】
　また暗号化対象選択画面Ｇ１では、表示画像ＳＤ２ＩＭＧの下方に、当該静止画データ
ＳＤ２を暗号化するか否かを選択するためのタブＴＡＢが設けられており、その中のチェ
ックボックスＣＢＸにチェックマークが付されるようになされている。
【０１２０】
　従って製作者は、暗号化対象選択画面Ｇ１の表示画像ＳＤ２ＩＭＧを介して当該静止画
データＳＤ２を著作権保護すべき対象であると考えた場合、タブＴＡＢの中のチェックボ
ックスにチェックマークを付することにより、静止画データＳＤ２を暗号化対象として設
定し得るようになされている。
【０１２１】
　ステップＳＰ１３において制御部２のＣＰＵ２Ａは、ステップＳＰ１１で認識した静止
画データＳＤが暗号化対象選択画面Ｇ１を介して暗号化対象として設定されていた場合、
その静止画データＳＤをｎ秒間の動画データに変換した後、所定の暗号化方法に従って暗
号化処理を施し、次のステップＳＰ１４へ移る。
【０１２２】
　ステップＳＰ１４において制御部２のＣＰＵ２Ａは、暗号化対象であるか否かに拘わら
ず、出版物コンテンツデータＣ１を構成している静止画データＳＤに基づき、チャプタ番
号に対応したページ単位でチャプタ・ページ情報ＣＰｉ及びリンク情報Ｌｉの一要素を作
成し、次のステップＳＰ１５へ移る。
【０１２３】
　ステップＳＰ１５において制御部２のＣＰＵ２Ａは、出版物コンテンツデータＣ１を構
成している全ての静止画データＳＤについて、チャプタ番号に対応したページ単位でチャ
プタ・ページ情報ＣＰｉ及びリンク情報Ｌｉの一要素を作成し終えたか否かを判定する。
【０１２４】
　ここで否定結果が得られると、このことは出版物コンテンツデータＣ１を構成している
全ての静止画データＳＤについて、チャプタ番号に対応したページ単位でチャプタ・ペー
ジ情報ＣＰｉ及びリンク情報Ｌｉの一要素を作成し終えてはいないことを表しており、こ
のとき制御部２のＣＰＵ２ＡはステップＳＰ１１へ戻って上述した処理を繰り返す。
【０１２５】
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　これに対してステップＳＰ１５において肯定結果が得られると、このことは出版物コン
テンツデータＣ１を構成している全ての静止画データＳＤについて、チャプタ番号に対応
したページ単位でチャプタ・ページ情報ＣＰｉ及びリンク情報Ｌｉの一要素を作成し終わ
ったことを表しており、このとき制御部２のＣＰＵ２Ａは次のステップＳＰ１６へ移る。
【０１２６】
　ステップＳＰ１６において制御部２のＣＰＵ２Ａは、静止画データＳＤ毎にチャプタ番
号に対応したページ単位で作成したチャプタ・ページ情報ＣＰｉの一要素を全てマージす
ると共に、静止画データＳＤ毎にチャプタ番号に対応したページ単位で作成したリンク情
報Ｌｉの一要素を全てマージすることにより、チャプタ・ページ情報ＣＰｉ及びリンク情
報Ｌｉを生成し、次のステップＳＰ１７へ移る。
【０１２７】
　ステップＳＰ１７において制御部２のＣＰＵ２Ａは、出版物コンテンツデータＣ１を構
成している全ての静止画データＳＤについて、暗号化対象については動画データに変換す
し、非暗号化対象については静止画データＳＤのまま、その全てをチャプタ化して素材１
、……、素材１０、素材１１、……素材ＸＸ、……、（図１２）を生成したので、上述し
た素材番号と保存場所とが対応付けられた素材情報Ｍｉ（図１４）を生成し、次のステッ
プＳＰ１８へ移る。
【０１２８】
　ステップＳＰ１８において制御部２のＣＰＵ２Ａは、素材情報Ｍｉ、チャプタ・ページ
情報ＣＰｉ及びリンク情報Ｌｉからなるページ遷移制御情報に基づいてページ遷移制御を
実行するようにプログラムされたＢＤ－Ｊアプリを用意し、次のステップＳＰ１９へ移る
。
【０１２９】
　ステップＳＰ１９において制御部２のＣＰＵ２Ａは、ブルーレイディスク５のフォーマ
ットに従って素材１の動画データ、素材１０、素材１１、……、素材ＸＸ、……、の静止
画データＳＤを配置し、ＢＤ－Ｊアプリ及びページ遷移制御情報と共に当該ブルーレイデ
ィスク５に記録した後、次のステップＳＰ２０へ移って処理を終了する。
【０１３０】
　これにより制御部２のＣＰＵ２Ａは、動画データ及び静止画データＳＤを全てチャプタ
化することにより生成した素材１、……、素材１０、素材１１、……、素材ＸＸ、……、
からなる新たな出版物コンテンツデータＣ３を、再生側のＢＤレコーダ１０１によりペー
ジ遷移制御可能な状態でブルーレイディスク５に記録し得るようになされている。
【０１３１】
［１－６．記録媒体のデータ格納例］
　このようにして市販用ディスクとして製作されたブルーレイディスク５のデータ格納例
について、図１９を用いて説明する。
【０１３２】
　このブルーレイディスク５には、元の出版物コンテンツデータＣ１からデータ変換した
新たな出版物コンテンツデータＣ３が格納されている。
【０１３３】
　この新たな出版物コンテンツデータＣ３には、新たな出版物コンテンツデータＣ３から
なる暗号化動画データ及びそれに対応した音声データからなる映像音声ストリーム３０１
、ブルーレイディスク５の再生中に動作するＢＤ－Ｊアプリ３０２、当該ＢＤ－Ｊアプリ
３０２によってページ遷移制御される静止画ＳＤ１、ＳＤ３、ＳＤ３Ａ等の静止画データ
３０３、当該ＢＤ－Ｊアプリ３０２によって表示される画面上で所定の効果音を出力する
ための効果音データ３０４、当該ディスクの価格等の各種情報だけでなく上述したページ
遷移制御情報からなるメタデータ３０５が含まれている。
【０１３４】
　またブルーレイディスク５には、映像音声ストリーム３０１のうち暗号化動画データの
解読に必要な鍵データを生成するための記録シード４０１、新たな出版物コンテンツデー
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タＣ３に対応するコピー制限情報や再生制御情報等からなるコンテンツ利用制御情報４０
２が格納されている。
【０１３５】
　さらにブルーレイディスク５には、新たな出版物コンテンツデータＣ３の正当性を検証
するためのハッシュ値やルート証明書４０４のハッシュ値等を含むコンテンツ証明書４０
３、第三者機関が発行する公開鍵証明書でなるルート証明書４０４が格納されている。
【０１３６】
　加えてブルーレイディスク５には、新たな出版物コンテンツデータＣ３の再生順序等を
定義したインデックステーブル４１１、及び映像音声ストリーム３０１を再生側で復号す
るために必要な復号化情報４１２が格納されている。
【０１３７】
　なおブルーレイディスク５には、ディスク種別を判別するためのディスク種別識別情報
４１３、当該ブルーレイディスク５を個別に識別するため、新たな出版物コンテンツデー
タＣ３を生成した組織を示す組織ＩＤ(Identification)４１４、製造パッケージを識別す
るためのパッケージＩＤ４１５が格納されている。
【０１３８】
［１－７．ＢＤ再生システムの全体構成］
　次に、この市販用ディスクであるブルーレイディスク５を再生するＢＤ再生システムの
全体構成について、図２０を用いて説明する。
【０１３９】
　図２０において、１００は全体としてＢＤ（ブルーレイディスク）再生システムを示し
、家庭内に設置されたＢＤレコーダ１０１によってブルーレイディスク５を再生すると、
例えばＨＤＭＩ(High Definition Multimedia Interface)ケーブル等により接続されたテ
レビジョン受像機１０３にその再生結果を表示するようになされている。
【０１４０】
　また、ＢＤレコーダ１０１は、ブルーレイディスク５に記録されているＢＤ－Ｊアプリ
３０２（図１９）を介してオンラインショッピングも可能であり、その際、ネットワーク
１０４上のダウンロードサーバ１０５と相互に通信するようになされている。
【０１４１】
　ダウンロードサーバ１０５は、出版物コンテンツデータＣ１の情報（映像、写真、価格
、在庫数等）を保持するコンテンツデータベース（以下、これをコンテンツＤＢと呼ぶ）
１０６と、顧客情報（名前、住所、クレジットカード情報）を保持する顧客データベース
（以下、これを顧客ＤＢと呼ぶ）１０７を有している。
【０１４２】
　ＢＤレコーダ１０１は、出版物コンテンツデータＣ１をダウンロードしたような場合、
その決済について、他のオンラインショッピング事業者と共通で利用されるネットワーク
１０４上の決済サーバ１０８を介して決済処理を実行するようになされている。
【０１４３】
　なおＢＤレコーダ１０１は、リモートコントローラ（以下、これを単にリモコンと呼ぶ
）１０９を介してブルーレイディスク５の再生制御や、ＢＤ－Ｊアプリ３０２によって提
供されるＧＵＩの制御を行うようになされている。
【０１４４】
［１－７－１．ＢＤレコーダのハードウェア回路構成］
　図２１に示すように、ＢＤレコーダ１０１は、ＣＰＵ２０７がＲＯＭ２０１に記憶され
た基本プログラム及びハードディスクドライブ２０５に記憶された各種アプリケーション
プログラムをＲＡＭ２１８上で起動し、当該基本プログラム及び各種アプリケーションプ
ログラムに従って各部を制御し記録再生処理等を実行するようになされている。
【０１４５】
　実際上、ＢＤレコーダ１０１のＣＰＵ２０７は、ブルーレイディスク５が光ディスクド
ライブ２０４に挿入されると、当該ブルーレイディスク５に記録されている映像音声スト
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リーム３０１、ＢＤ－Ｊアプリ３０２、静止画データ３０３、効果音データ３０４及びメ
タデータ３０５をスイッチャ２０９経由で読み出す。
【０１４６】
　ＢＤレコーダ１０１のＣＰＵ２０７は、その映像音声ストリーム３０１をメモリバス２
１７経由でストリームプロセッサ２１１へ送信し、そこで暗号化の解読処理等を施し、そ
の結果得られる動画データをビデオデコーダ２１３へ送出すると共に、音声データをオー
ディオプロセッサ２１２へ送出する。
【０１４７】
　ビデオデコーダ２１３は、動画データをデコードすることにより得られる再生映像を、
グラフィックエンジン２１４及びビデオ出力部２１５を介してテレビジョン受像機１０３
に表示させる。
【０１４８】
　オーディオプロセッサ２１２は、音声データをデコードすることにより得られる再生音
声を、オーディオ出力部２１６を介してテレビジョン受像機１０３のスピーカから出力さ
せる。
【０１４９】
　なおＢＤレコーダ１０１のＣＰＵ２０７は、ブルーレイディスク５に記録されているＢ
Ｄ－Ｊアプリ３０２を用いてネットワーク１０４上のサイトから種々のコンテンツをダウ
ンロードしたとき、それを例えば半導体メモリ等でなる内蔵記憶メモリ２０２や、外部イ
ンタフェース２０３を介して接続された例えばＵＳＢ(Universal Serial Bus)メモリ（図
示せず）に記憶し得るようになされている。
【０１５０】
　因みにＢＤレコーダ１０１のＣＰＵ２０７は、コンテンツのデータ容量が大きいときは
、内蔵記憶メモリ２０２やＵＳＢメモリではなく、スイッチヤ２０９経由でハードディス
クドライブ２０５に記憶することも可能である。
【０１５１】
［１－７－２．ＢＤレコーダのソフトウェア構成］
　続いて、図２２に示すように、ＢＤレコーダ１０１のＣＰＵ２０７がアプリケーション
プログラムに従って実現するソフトウェア構成を説明する。
【０１５２】
　実際上、オペレーティングシステム２３１は、当該ＢＤレコーダ１０１のハードウェア
からの入出力をドライバ２３０経由で行うと共に、上位プログラムのリソース管理につい
ても行う。
【０１５３】
　オペレーティングシステム２３１の上位にある画面表示制御モジュール２３２は、描画
要求に合わせてタイトルやテキストの表示等を行う際、実際にどのような画像として描画
するかを決定した後に描画するようになされている。
【０１５４】
　画面表示制御モジュール２３２の上位にあるタイトル再生モジュール２３３は、内蔵ア
プリケーション２３５によって提供されるＧＵＩのタイトルを再生する際の制御を司り、
テキスト表示モジュール２３４は、内蔵アプリケーション２３５からのテキスト描画指示
に対する制御を司る。
【０１５５】
　また、オペレーティングシステム２３１の上位にあるネットワーク管理モジュール２３
７は、ネットワーク１０４を利用してダウンロードサーバ１０５や決済サーバ１０８とア
クセスする際の制御を行う。
【０１５６】
　タイトル管理モジュール２３８は、ファイル管理モジュール２３６を介してオペレーテ
ィングシステム２３１上に存在するファイルを操作することにより、当該ファイルのタイ
トルを管理するようになされている。
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【０１５７】
　ブルーレイディスク５から読み出した外部アプリケーションに相当するＢＤ－Ｊアプリ
３０２は、例えばＪａｖａ（登録商標）のVirtual Machineに相当する外部アプリ実行管
理モジュール２３９を介して、ＢＤレコーダ１０１の本体プログラムとやりとりを行うよ
うになされている。
【０１５８】
［１－８．再生処理手順］
　次に、ＢＤレコーダ１０１がブルーレイディスク５を再生する際の再生処理手順につい
て、図２３のフローチャートを用いて説明する。
【０１５９】
　ＢＤレコーダ１０１のＣＰＵ２０７は、ルーチンＲＴ３の開始ステップから入って次の
ステップＳＰ３１へ移り、記録媒体であるブルーレイディスク５が光ディスクドライブ２
０４に挿入されたことを認識すると、次のステップＳＰ３２へ移る。
【０１６０】
　ステップＳＰ３２においてＢＤレコーダ１０１のＣＰＵ２０７は、ブルーレイディスク
５に記録されているインデックステーブル４１１（図１９）を参照し、最初に再生すべき
素材１（図１２）を特定した後、次のステップＳＰ３３へ移る。
【０１６１】
　ステップＳＰ３３においてＢＤレコーダ１０１のＣＰＵ２０７は、素材１の再生と同時
に実行すべきＢＤ－Ｊアプリ３０２がブルーレイディスク５に存在するか否かを判定する
。
【０１６２】
　ここで否定結果が得られると、このことは当該ブルーレイディスク５に素材１と同時に
実行すべきＢＤ－Ｊアプリ３０２が存在せず、当該素材１を通常通り再生すれば良いこと
を表しており、このときＢＤレコーダ１０１のＣＰＵ２０７は次のステップＳＰ４０へ移
り、素材１を通常再生した後、ステップＳＰ４１へ移って処理を終了する。
【０１６３】
　これに対してステップＳＰ３３で肯定結果が得られると、このことは素材１の再生と同
時に実行すべきＢＤ－Ｊアプリ３０２がブルーレイディスク５に存在することを表してお
り、このときＢＤレコーダ１０１のＣＰＵ２０７は次のステップＳＰ３４へ移る。
【０１６４】
　ステップＳＰ３４においてＢＤレコーダ１０１のＣＰＵ２０７は、ブルーレイディスク
５に予め記録されているＢＤ－Ｊアプリ３０２を起動し、次のステップＳＰ３５へ移る。
【０１６５】
　ステップＳＰ３５においてＢＤレコーダ１０１のＣＰＵ２０７は、ブルーレイディスク
５に記録されている素材情報Ｍｉ、チャプタ・ページ情報ＣＰｉ及びリンク情報Ｌｉを読
み出し、次のステップＳＰ３６へ移る。
【０１６６】
　ステップＳＰ３６においてＢＤレコーダ１０１のＣＰＵ２０７は、前回、最後に開いて
いたページ番号を内蔵記憶メモリ２０２（図２１）、又は外部インタフェース２０３を介
して接続されているＵＳＢメモリ（図示せず）から読み出し、次のステップＳＰ３７へ移
る。
【０１６７】
　ステップＳＰ３７においてＢＤレコーダ１０１のＣＰＵ２０７は、ステップＳＰ３６で
読み出したページ番号に該当するページのチャプタの先頭から再生を開始し、次のステッ
プＳＰ３８へ移る。
【０１６８】
　ステップＳＰ３８においてＢＤレコーダ１０１のＣＰＵ２０７は、現在再生中であるペ
ージのチャプタの最後まで来たら、再生状態を一時停止して、最後のフレーム画像（ここ
で再生対象が静止画の場合は最初のフレーム画像）に対する表示状態を保持した後、次の
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ステップＳＰ３９へ移る。
【０１６９】
　ステップＳＰ３９においてＢＤレコーダ１０１のＣＰＵ２０７は、最後のフレーム画像
に対する表示状態を保持したまま、一定時間（例えば１０秒間）が経過したか否かを判定
する。ここで否定結果が得られると、このことは一定時間が未だ経過していないことを表
しており、このときＢＤレコーダ１０１のＣＰＵ２０７は一定時間が経過するまで待ち受
ける。
【０１７０】
　これに対してステップＳＰ３９で肯定結果が得られると、このことはステップＳＰ３８
の表示状態を保持したまま、一定時間が既に経過したことを表しており、このときＢＤレ
コーダ１０１のＣＰＵ２０７はステップＳＰ３７へ移る。
【０１７１】
　このときもステップＳＰ３７においてＢＤレコーダ１０１のＣＰＵ２０７は、一定時間
が経過したので、「次へ」の指示が与えられたときと同様、ページ遷移制御情報に基づい
て次ページを探し出し、その次ページのチャプタの先頭から再生処理を開始し、以降の処
理を繰り返す。
【０１７２】
［１－９．ボタン操作に応じた再生処理手順］
　次に、ＢＤレコーダ１０１がブルーレイディスク５を再生する際のユーザのボタン操作
に応じた再生処理手順について、図２４のフローチャートを用いて説明する。
【０１７３】
　ＢＤレコーダ１０１のＣＰＵ２０７は、ルーチンＲＴ４の開始ステップから入って次の
ステップＳＰ５１へ移り、ページの再生表示中に何らかのボタンが押下操作されたか否か
を判定する。
【０１７４】
　ここで否定結果が得られると、このことはページの再生表示中に何れのボタンについて
も押下操作されていないことを表しており、何らかのボタンが押下操作されるまで待ち受
ける。
【０１７５】
　これに対してステップＳＰ５１で肯定結果が得られると、このことはページの再生表示
中に何らかのボタンが押下操作されたので、ＢＤレコーダ１０１のＣＰＵ２０７は次のス
テップＳＰ５２へ移る。
【０１７６】
　ステップＳＰ５２においてＢＤレコーダ１０１のＣＰＵ２０７は、押下操作されたボタ
ンの種類が次ボタンであるか否かを判定し、肯定結果が得られると次のステップＳＰ５３
へ移る。
【０１７７】
　ステップＳＰ５３においてＢＤレコーダ１０１のＣＰＵ２０７は、ページ遷移制御情報
のうちチャプタ・ページ情報ＣＰｉ（図１５）に従って、現在のチャプタに対応するペー
ジ番号から、その次の対応ページ番号に相当する素材番号のチャプタ番号を遷移先チャプ
タとして設定し、次のステップＳＰ５８へ移る。
【０１７８】
　例えばＣＰＵ２０７は、現在のチャプタに対応する対応ページ番号が３ページ目である
場合、チャプタ・ページ情報ＣＰｉを参照することにより、次の対応ページ番号が４ペー
ジ目である素材１のチャプタ番号「２」のチャプタ２が遷移先チャプタであることを認識
し、その素材１のチャプタ２を遷移先チャプタとして設定する。
【０１７９】
　ステップＳＰ５８においてＢＤレコーダ１０１のＣＰＵ２０７は、遷移先チャプタの先
頭から再生処理を開始し、次のステップＳＰ５９へ移る。このときＣＰＵ２０７は、遷移
先チャプタが動画部分でなる素材１のチャプタ２であれば、その先頭から動画再生を開始
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するが、遷移先チャプタが静止画データである素材ＸＸのチャプタ１であれば、その静止
画データＳＤ３Ａに対する静止画再生を行う。
【０１８０】
　ステップＳＰ５９においてＢＤレコーダ１０１のＣＰＵ２０７は、現在再生中であるペ
ージのチャプタの最後まで来たら、再生状態を一時停止して、最後のフレーム画像に対す
る表示状態を保持した後、ステップＳＰ５１へ戻る。
【０１８１】
　このときＣＰＵ２０７は、遷移先チャプタが動画部分でなる素材１のチャプタ２であれ
ば、最後のフレーム画像に対する表示状態を保持するが、遷移先チャプタが静止画データ
である素材ＸＸのチャプタ１であれば、その静止画データＳＤ３Ａに対する静止画再生の
表示状態を保持する。
【０１８２】
　これに対してステップＳＰ５２で否定結果が得られると、このことは押下操作されたボ
タンの種類が次ボタンではないことを表しており、このときＢＤレコーダ１０１のＣＰＵ
２０７は次のステップＳＰ５４へ移る。
【０１８３】
　ステップＳＰ５４においてＢＤレコーダ１０１のＣＰＵ２０７は、押下操作されたボタ
ンの種類が前ボタンであるか否かを判定し、肯定結果が得られると次のステップＳＰ５５
へ移る。
【０１８４】
　ステップＳＰ５５においてＢＤレコーダ１０１のＣＰＵ２０７は、ページ遷移制御情報
のうちチャプタ・ページ情報ＣＰｉ（図１５）に従って、現在のチャプタに対応するペー
ジ番号から、その前の対応ページ番号に相当する素材番号のチャプタ番号を遷移先チャプ
タとして設定し、次のステップＳＰ５８へ移る。
【０１８５】
　例えばＣＰＵ２０７は、現在のチャプタに対応する対応ページ番号が３ページ目である
場合、チャプタ・ページ情報ＣＰｉを参照することにより、前の対応ページ番号が２ペー
ジ目である素材１のチャプタ番号「１」のチャプタ１が遷移先チャプタであることを認識
し、その素材１のチャプタ１を遷移先チャプタとして設定する。
【０１８６】
　ステップＳＰ５８においてＢＤレコーダ１０１のＣＰＵ２０７は、遷移先チャプタの先
頭から再生処理を開始し、次のステップＳＰ５９へ移り、現在再生中であるページのチャ
プタの最後まで来たら、再生状態を一時停止して、最後のフレーム画像に対する表示状態
を保持した後、再度ステップＳＰ５１へ戻る。
【０１８７】
　これに対してステップＳＰ５４で否定結果が得られると、このことは押下操作されたボ
タンの種類が次ボタンでも、前ボタンの何れでもないことを表しており、このときＢＤレ
コーダ１０１のＣＰＵ２０７は次のステップＳＰ５６へ移る。
【０１８８】
　ステップＳＰ５６においてＢＤレコーダ１０１のＣＰＵ２０７は、現在のチャプタに対
応するページに設けられているリンク上にカーソルが合わせられた状態で決定ボタンが押
下操作されたか否かを判定する。
【０１８９】
　ここで否定結果が得られると、このことは押下操作されたボタンが次ボタン、前ボタン
又は決定ボタンの何れでもないことを表しており、このときＢＤレコーダ１０１のＣＰＵ
２０７は次のステップＳＰ５９へ移る。
【０１９０】
　ステップＳＰ５９においてＢＤレコーダ１０１のＣＰＵ２０７は、ページを遷移させる
指示が与えられていないので、現在再生中であるページのチャプタの最後まで来たら、再
生状態を一時停止して、最後のフレーム画像に対する表示状態を保持した後、再度ステッ
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プＳＰ５１へ戻る。
【０１９１】
　これに対してステップＳＰ５６で肯定結果が得られると、このことは現在のチャプタに
対応するページに設けられているリンク上で決定ボタンが押下操作されたことを表してお
り、このときＢＤレコーダ１０１のＣＰＵ２０７は次のステップＳＰ５７へ移る。
【０１９２】
　ステップＳＰ５７においてＢＤレコーダ１０１のＣＰＵ２０７は、ページ遷移制御情報
のリンク情報Ｌｉ（図１６）を参照し、次に遷移する遷移先の素材番号と遷移先のページ
番号を取得し、その入口を遷移先チャプタとして設定した後、次のステップＳＰ５８へ移
る。
【０１９３】
　ステップＳＰ５８においてＢＤレコーダ１０１のＣＰＵ２０７は、遷移先チャプタの先
頭から再生処理を開始し、次のステップＳＰ５９へ移り、現在再生中であるページのチャ
プタの最後まで来たら、再生状態を一時停止して、最後のフレーム画像に対する表示状態
を保持した後、再度ステップＳＰ５１へ戻る。
【０１９４】
［１－１０．動作及び効果］
　以上の構成において、ディスク製作装置１の制御部２は、出版物コンテンツデータＣ１
の静止画データＳＤ１～ＳＤ４、……、拡大静止画データＳＤ３Ａ、……、のうち、製作
者からの指示による著作権保護の対象としたい静止画データＳＤ２、ＳＤ４だけを選択し
、これを動画データに変換した後に暗号化する。
【０１９５】
　そしてディスク製作装置１の制御部２は、静止画データＳＤ２、ＳＤ４を基に生成した
動画部分と、他の静止画データＳＤ１、ＳＤ３、ＳＤ３Ａ等の静止画部分とを混在した状
態でＢＤ－Ｊアプリ３０２と共にブルーレイディスク５に記録することができる。
【０１９６】
　これによりディスク製作装置１の制御部２は、著作権保護したい静止画データＳＤ２、
ＳＤ４だけを動画変換して暗号化した後に記録することができるので、全ての静止画デー
タＳＤ１～ＳＤ４、……、拡大静止画データＳＤ３Ａ、……、を動画変換して暗号化する
場合に比べて、データ容量の増大を抑えながら著作権保護したい静止画データＳＤ２、Ｓ
Ｄ４についてはセキュリティ強化を図ることができる。
【０１９７】
　またディスク製作装置１の制御部２は、動画変換して生成した新たな出版物コンテンツ
データＣ３における素材１のチャプタ１、チャプタ２、……、素材１０のチャプタ１、素
材１１のチャプタ１、……、素材ＸＸのチャプタ１等の間を自由に遷移するためのページ
遷移制御情報（素材情報Ｍｉ、チャプタ・ページ情報ＣＰｉ、リンク情報Ｌｉ）を生成し
、ブルーレイディスク５に記録しておく。
【０１９８】
　これにより再生側であるＢＤレコーダ１０１では、ブルーレイディスク５の再生時、例
えば素材１１で示される３ページ目の静止画（チャプタ１）を表示中に次ボタンが押下操
作された場合、ページ遷移制御情報に従って、素材１で示される４ページ目の動画部分（
チャプタ２）へ遷移することができる。
【０１９９】
　同様にＢＤレコーダ１０１では、素材１１で示される３ページ目の静止画（チャプタ１
）を表示中に前ボタンが押下操作された場合、ページ遷移制御情報に従って、素材１で示
される２ページ目の動画部分（チャプタ１）へ遷移することができる。
【０２００】
　このようにＢＤレコーダ１０１では、新たな出版物コンテンツデータＣ３においてペー
ジ遷移する場合、ページ遷移制御情報に従い、素材番号に拘わらず、元の出版物コンテン
ツデータＣ１におけるページ番号を基準にしてページ遷移することにより、ユーザに対し
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て違和感を生じさせること無くページを切り替えることができる。
【０２０１】
　またＢＤレコーダ１０１では、ページ遷移制御情報に従い、出版物コンテンツＣ３から
離れて、ネットワーク１４上にあるリンク先のダウンロードサーバ１０５のコンテンツＤ
Ｂ１０６にアクセスし、他の情報へ遷移することもできる。
【０２０２】
　以上の構成によれば、ディスク製作装置１の制御部２は、雑誌、新聞、写真集、カタロ
グ等の印刷物の内容をブルーレイディスク５のＢＤ－ＲＯＭフォーマットにデータ変換し
て記録する際、製作者が著作権保護の対象とすることを希望する静止画データＳＤ２、Ｓ
Ｄ４だけを動画変換して暗号化することができる。
【０２０３】
　実際上ディスク製作装置１の制御部２は、全ての静止画データＳＤを動画変換して暗号
化してしまうと、データ容量が増大し、ブルーレイディスク５に収録し切れなくなったり
、収録できたとしてもネットワーク１０４経由でダウンロードする際に多大な時間を要す
ることになる。
【０２０４】
　しかしながらディスク製作装置１の制御部２は、著作権保護の対象とすることを希望す
る静止画データＳＤ２、ＳＤ４だけを動画変換して暗号化することにより、ブルーレイデ
ィスク５に記録すべき出版物コンテンツデータＣ３のデータ容量を大幅に削減することが
できる。
【０２０５】
　またＢＤレコーダ１０１では、新たな出版物コンテンツデータＣ３及びページ遷移制御
情報が収録されたブルーレイディスク５を再生したとき、動画部分の素材１、……、と静
止画部分の素材１０、１１、……、ＸＸ、……、とが混在しているものの、元の出版物コ
ンテンツデータＣ１におけるページ番号通りにページの切替制御を実現することができる
。
【０２０６】
　さらにＢＤレコーダ１０１では、ブルーレイディスク５のページ遷移制御情報に従い、
ブルーレイディスク５に収録されている出版物コンテンツＣ３のぺージから、ネットワー
ク１４上にあるリンク先のダウンロードサーバ１０５のコンテンツＤＢ１０６にアクセス
し、他の情報へ遷移することもできる。
【０２０７】
＜２．他の実施の形態＞
　なお上述した実施の形態においては、静止画データＳＤ２、ＳＤ４をフレーム周波数が
６０[Hz]の動画データに変換するようにした場合について述べた。しかしながら、本発明
はこれに限らず、例えば２４[Hz]の動画データや、３０[Hz]の動画データ等のその他種々
のフレーム周波数の動画データに変換するようにしても良い。
【０２０８】
　また上述した実施の形態においては、静止画データＳＤ２、ＳＤ４を動画データに変換
した後、ＡＡＣＳにより暗号化するようにした場合について述べた。しかしながら、本発
明はこれに限らず、例えばＳＡＦＩＡ(Security Architecture For Intelligent Attachm
ent device)等のその他種々の暗号化方式により暗号化するようにしても良い。
【０２０９】
　さらに上述した実施の形態においては、静止画データＳＤ２、ＳＤ４を５秒間の動画デ
ータに変換するようにした場合について述べた。しかしながら、本発明はこれに限らず、
静止画データＳＤ２、ＳＤ４の内容が文字等であれば、１０秒間の動画データに変換し、
一目で認識可能な写真等であれば３秒間の動画データに変換するようにしても良い。
【０２１０】
　さらに上述した実施の形態においては、ＢＤレコーダ１０１が現在再生中であるページ
のチャプタの最後まで来たとき、再生状態を一時停止して、最後のフレーム画像に対する
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限らず、最後のフレーム画像に対する表示状態を保持することなく、自動的に次のページ
に対する再生処理を開始するようにしても良い。
【０２１１】
　さらに上述した実施の形態においては、ブルーレイディスク５を対象として、出版物コ
ンテンツデータＣ１をデータ変換することにより生成した新たな出版物コンテンツデータ
Ｃ３を記録するようにした場合について述べた。しかしながら、本発明はこれに限らず、
ＤＶＤ等の他のディスク状記録媒体を対象として、出版物コンテンツデータＣ１をデータ
変換することにより生成した新たな出版物コンテンツデータＣ３を記録するようにしても
良い。
【０２１２】
　さらに上述した実施の形態においては、本発明における記録媒体の再生装置をＢＤレコ
ーダ１０１に適用するようにした場合について述べた。しかしながら、本発明はこれに限
らず、ブルーレイディスク５等のディスク状記録媒体を再生可能な電子機器であれば、デ
ィスク状記録媒体の再生機能付きのテレビジョン受像機、ポータブルのディスク状記録媒
体再生表示装置、ディスク状記録媒体の再生機能付きのデスクトップ型及びノートブック
型パーソナルコンピュータ、ディスク状記録媒体の再生機能付きのゲーム機等、その他種
々の電子機器に適用するようにしても良い。
【０２１３】
　さらに上述した実施の形態においては、再生手段としてのＣＰＵ２０７、ストリームプ
ロセッサ２１１、ビデオデコーダ２１３、グラフィックエンジン２１４及び光ディスクド
ライブ２０４、遷移制御手段としてのＣＰＵ２０７、ＲＡＭ２１８及びグラフィックエン
ジン２１４によって本発明における記録媒体の再生装置としてのＢＤレコーダ１０１を構
成するようにした場合について述べた。しかしながら、本発明はこれに限らず、その他種
々の再生手段及び遷移制御手段によって本発明における記録媒体の再生装置を構成するよ
うにしても良い。
【産業上の利用可能性】
【０２１４】
　本発明の記録媒体製作方法、記録媒体及び記録媒体の再生装置は、動画データについて
のみ暗号化して記録することが定められたＢＤ－ＲＯＭフォーマットのブルーレイディス
クに適用するようにした場合について述べたが、動画データについてのみ暗号化して記録
することが定められたフォーマットを有するブルーレイディスク以外のディスク状記録媒
体に適用することができる。
【符号の説明】
【０２１５】
　１……ディスク製作装置、２……制御部、２Ａ……ＣＰＵ、２Ｂ、２０１……ＲＯＭ、
２Ｃ、２１８……ＲＡＭ、３……ハードディスクドライブ、４……記録部、５……ブルー
レイディスク、６……スキャナ、７、２１０……バス、８……印刷物、９……外部入力イ
ンタフェース、１００……ＢＤ再生システム、１０１……ＢＤレコーダ、１０３……テレ
ビジョン受像機、１０４……ネットワーク、１０５……ダウンロードサーバ、１０６……
コンテンツＤＢ、１０７……顧客ＤＢ、１０８……決済サーバ、１０９……リモコン、２
０２……内蔵記憶メモリ、２０３……外部インタフェース、２０４……光ディスクドライ
ブ、２０５……ハードディスクドライブ、２０７……ＣＰＵ、２０８……ネットワークコ
ントローラ、２０９……スイッチャ、２１１……ストリームプロセッサ、２１２……オー
ディオプロセッサ、２１３……ビデオデコーダ、２１４……グラフィックエンジン、２１
５……ビデオ出力部、２１６……オーディオ出力部、２１７……メモリバス。
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