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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ＩＣタグを有する光ディスクの該無線ＩＣタグに記録されたキー情報を読み出すた
めのリーダ装置と、
　前記光ディスクのディスク本体に記録されたコンテンツを再生する再生手段と、
　前記リーダ装置によって複数の前記光ディスクの無線ＩＣタグから読み出されたキー情
報の一部を組合わせて、無線ＩＣタグのリーダ装置を有しない光ディスク再生装置で再生
可能なタイトル以外の、追加のタイトルを再生するために必要な組合わせキー情報を生成
するキー情報生成手段と、
　前記キー情報生成手段により生成された組合わせキー情報が正当か否かを判定するキー
情報判定手段と、
　前記キー情報判定手段により前記組合わせキー情報が正当であると判定された場合に限
り、前記光ディスクのディスク本体に記録された前記追加のタイトルを前記再生手段によ
り再生するように制御する再生制御手段とを備えたことを特徴とする光ディスク再生装置
。
【請求項２】
　前記リーダ装置は、前記光ディスクの中心軸上に、前記無線ＩＣタグ内に記録された制
御情報を受信するためのアンテナを有することを特徴とする請求項１に記載の光ディスク
再生装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、DVD(Digital　Versatile　Disc)やCD(Compact　Disc)等の光ディスク及び光
ディスク再生装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、光ディスクのコンテンツとして膨大な音楽ソフト、ビデオソフト等が普及し
ている。このような中で、利用者へのサービスの１つとして、光ディスク等の記録媒体の
コンテンツの利用者が、ボーナストラックを視聴することができるようにすることが考え
られる。
【０００３】
　従来の音楽サービスでは、サーバシステムを通じて楽曲データを購入するシステムにお
いて、以前の購入者のデータを記録媒体とサーバシステムに記録しておき、再度購入する
場合には、サーバシステムで購入者本人、購入記録媒体の内容を確認する事により、正規
で購入したコンテンツを使用している購入者に対してのみ、新たなサービスを提供するも
のが知られている（特許文献１参照）。また、DVDオーディオディスクにオリジナル楽曲
とは別にカラオケやBGMなどのボーナス楽曲を記録し、インターラクティブデータにより
再生を許可することにより、ボーナス楽曲のサービスを提供するものが知られている。（
特許文献２参照）。
【０００４】
　しかしながら、従来の楽曲のボーナストラックのサービスにおいて、DVD、CD等におけ
るボーナストラックの提供では、ネットワークを通じて行ったり、専用のオーディオデコ
ーダを必要とするという問題があった。また、この場合、本人確認のため、特別のID番号
や暗証番号等の認証作業も伴うので大変複雑であり、一般のユーザには馴染まない面が多
かった。そこで、簡単な構成でかつ、機密性の高いボーナストラックのサービスの提供が
望まれていた。
【特許文献１】特開２００２－３３０３９５号公報
【特許文献２】特開２００２－３５２５１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記の問題を解決するためになされたものであり、簡単な構成で、機密性の
高いボーナストラック等の付加的なコンテンツのサービスを提供することが可能な、無線
ICタグを有する光ディスク及び光ディスク再生装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために請求項１の発明は、無線ＩＣタグを有する光ディスクの該無
線ＩＣタグに記録されたキー情報を読み出すためのリーダ装置と、前記光ディスクのディ
スク本体に記録されたコンテンツを再生する再生手段と、前記リーダ装置によって複数の
前記光ディスクの無線ＩＣタグから読み出されたキー情報の一部を組合わせて、無線ＩＣ
タグのリーダ装置を有しない光ディスク再生装置で再生可能なタイトル以外の、追加のタ
イトルを再生するために必要な組合わせキー情報を生成するキー情報生成手段と、前記キ
ー情報生成手段により生成された組合わせキー情報が正当か否かを判定するキー情報判定
手段と、前記キー情報判定手段により前記組合わせキー情報が正当であると判定された場
合に限り、前記光ディスクのディスク本体に記録された前記追加のタイトルを前記再生手
段により再生するように制御する再生制御手段とを備えたものである。
【００１０】
　請求項２の発明は、請求項１に記載の光ディスク再生装置において、前記リーダ装置は
、前記光ディスクの中心軸上に、前記無線ＩＣタグ内に記録された制御情報を受信するた
めのアンテナを有するものである。
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【発明の効果】
【００１５】
　請求項１の発明によれば、光ディスク再生装置は、複数の光ディスクの無線ＩＣタグか
ら読み出されたキー情報の一部を組合わせて、キー情報を生成し、このキー情報が正当な
場合に限り、無線ＩＣタグのリーダ装置を有しない光ディスク再生装置で再生可能なタイ
トル以外の、追加のタイトルを再生することができる。従って、複数枚の前記光ディスク
の無線ＩＣタグから読み出された、複数のキー情報の組み合わせで生成したキー情報でも
って、追加のタイトルを再生できる。従って、このキー情報の適用により、上記複数枚以
外の別の光ディスクのタイトルを再生することが可能となり、サービスの対象となる光デ
ィスクを指定する等、選択的なサービスもでき、サービスの幅を広げることができる。
【００１６】
　請求項２の発明によれば、光ディスクの円周上に形成された無線ＩＣタグ用のアンテナ
は光ディスクが回転しても、電波の輻射する方向がディスク中心軸に沿って同一方向なの
で、このディスク中心軸上にリーダ装置内のアンテナを設けたことにより、無線ＩＣタグ
に記録されたデータの送受信において、電波の変動が少ない安定した送受信を実現するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。図１は、本実施形態による無線
ICタグ３を有する光ディスク２（以下、光ディスクと略す）と、無線ICタグリーダ付き光
ディスク再生装置１（以下、光ディスク再生装置と略す）とを示す。光ディスク再生装置
１には無線ICタグリーダ装置５が内蔵されており、光ディスク２の表面には、無線ICタグ
３と、この無線ICタグ３に接続されて光ディスク面上で円周状に形成されたアンテナ４と
が配設されている。
【００１８】
　図２は、上記光ディスク再生装置１の電気ブロック図を示す。同図で、無線ICタグ３を
有する光ディスク２が光ディスク再生装置１に挿入されると、光ディスク２に装着された
無線ICタグ３に記録されているディスク管理情報は、無線ICタグ３の近傍に配置された無
線ICタグリーダ装置（以下、リーダ装置と略す）５により、無線交信を通じて読み取られ
る。リーダ装置５内のアンテナ（図示していない）は、送受信感度を高めるため、光ディ
スク２の面と平行で、そのアンテナの中心が、空間的に光ディスク２の円盤の中心軸上に
くるように配置されている。リーダ装置５により読み取られたディスク管理情報は、リー
ダ装置５から全体制御部１０に送られる。また、光ディスク２のディスク本体２１（図３
（a）参照）における最内周に記録されたディスク管理情報は、光ピックアップ６、信号
処理部７を経て、全体制御部１０に送られる。全体制御部１０は、これらのディスク管理
情報を用いて、光ディスク２内のコンテンツの再生動作をスタートさせ、光ディスク２内
に記録された情報を読み取とって、コンテンツを再生する。なお、信号処理部７は、RF増
幅部１２で増幅された光ピックアップ６からのRF信号を基に、フォーカス制御信号、トラ
ッキング制御信号を生成してサーボ制御部８を制御する。情報再生部９は、RF信号から映
像、音声情報を再生するデコーダである。全体制御部１０は、上記機能に加え、スピンド
ルモータ１３、移動モータ部１５、レーザ駆動部１４、信号処理部７、サーボ制御部８、
情報再生部９、及び制御に必要な情報を記憶するメモリ１１等を制御して、装置全体のコ
ントロールを行う。
【００１９】
　図３（a）、（b）は、上記光ディスク２におけるディスク本体２１、無線ICタグ３、ア
ンテナ４等の関係を説明する図である。図３（a）において、光ディスク２のディスク本
体２１は、ここでは２層ディスクの構造を示しており、２２a、２２bはディスク本体２１
の両面に設けられた基板で、２４a、２４bは２層の記録層であり、２３は記録層２４a、
２４bの間に設けられたスペース層である。２５はディスク本体２１のセンターに設けら
れたセンターホールで、２６はディスク本体２１内で記録に使用されないクランピングエ
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リアである。無線ICタグ３は、レーザ光が照射される記録面２８と反対側のレーベル面２
７上であればどこに配してもよいが、ここではクランピングエリア２６面上に装着してい
る。アンテナ４もレーベル面２７上ではどこに配してもよいが、ここではクランピングエ
リア２６上に配されている。アンテナ４と無線ICタグ３は電気的に接続されており、無線
ICタグ３はアンテナ４を介して情報を送受信する。無線ICタグ３はレーベル面２７の表面
に装着しているが、ディスク本体２１の内部、例えば基板２２a等に埋め込むことも可能
であり、アンテナ４も同様に埋め込むことができる。
【００２０】
　図３（b）は、図３(a)に示される光ディスク２の平面図である。図中のアンテナ４は、
金属を表面に印刷して形成したものであってもよい。また、本アンテナ４は、円周上に形
成されているので、光ディスク２が回転しても、電波の輻射する方向がディスク中心軸に
沿って同一方向なので、このディスク中心軸上にリーダ装置５内のアンテナ（図示してい
ない）を設けたことにより、無線ICタグ３に記録されたデータの送受信において、電波の
変動が少ない安定した送受信を実現することができる。
【００２１】
　次に、図４（a）、(b)を参照して、上記無線ICタグ３を備えた光ディスク２において、
ディスク管理情報が記録される無線ICタグ３とディスク本体２１との関係を説明する。図
４（a）は、従来の光ディスク１０２で、最内周トラック１２９（図４（a）中の線ハッチ
ング部）にコンテンツの再生の制御に必要なディスク管理情報が記録されている。従来の
光ディスク再生装置は、このディスク管理情報を先ず読み取って、このディスク管理情報
を用いてコンテンツの再生を行う。従って、このディスク管理情報なしにはコンテンツの
再生はできない。
【００２２】
　図４（b）は、本発明の無線ICタグ３を備えた光ディスク２を示しており、光ディスク
２の最内周トラック２９（図３(ｂ)中の点ハッチング部、トラック面は紙面の裏側）には
、コンテンツの再生の制御に必要なディスク管理情報の一部又は全部が存在せず、無線IC
タグ３にディスク管理情報の一部又は全部が記録されている。即ち、本実施形態による無
線ICタグ３を有する光ディスク２を、従来の無線ICタグのリーダ装置を持たない光ディス
ク再生装置で再生しようとしても、本光ディスク２には、ディスク管理情報の一部又は全
部が存在しないので、光ディスク２に格納された一部又は全てのタイトルを再生すること
ができない。
【００２３】
　次に、本発明の他の実施形態の光ディスクと光ディスク再生装置について、図５を参照
して説明する。同図で、複数の光ディスク２a、２b、2cは、それぞれ無線ICタグ２a、２b
、２cとアンテナ４a、4b、4cを装着している。今、別々のキー情報を含む前記光ディスク
2a、2bを、前記無線ICタグリーダ付き光ディスク再生装置１に挿入すると、前記光ディス
ク2a、2bの各無線ICタグ3a、3bから、リーダ装置５によりキー情報が読み出され、これら
のキー情報を組み合わせて、新たなキー情報が生成される。このキー情報を用いて、前記
光ディスク3a内の、従来の無線ICタグを持たない光ディスク再生装置で再生できないタイ
トルが、無線ICタグリーダ付き光ディスク再生装置１によって再生される。従って、光デ
ィスク2a、2bを所有するユーザは、これらの光ディスク2cを購入した場合、新しいコンテ
ンツ（追加のタイトル）のサービスを受けることができる。
【００２４】
　上記実施形態の具体例について説明する。無線ICタグ付き音楽用CDでシングル盤Aとシ
ングル盤Bの２枚を持っている場合、シングル盤Aとシングル盤Bのそれぞれの無線ICタグ
内に、各キー情報を記録しておき、それらシングル盤Aとシングル盤Bから取り出された２
つのキー情報を読み出し、それらを組合わせることで新たなキー情報を生成する。この新
たなキー情報を用いて、第３の音楽用CD（例えば別の無線ICタグ付き音楽アルバム版CD等
）の中に内蔵されている特別音楽ソフト（例えば、前記アルバムの１３曲目）の再生を可
能にする。このように、本無線ICタグリーダ付き光ディスク再生装置１は、無線ICタグリ
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ーダを持たない光ディスク再生装置との互換性を保ちつつ、ユーザに付加的なコンテンツ
のサービスが得られる特典を提供することができるので、無線ICタグ機能付きプレイヤの
需要促進に寄与することができる。
【００２５】
　以上述べたように、本実施形態による無線ICタグ付き光ディスク２と無線ICタグリーダ
付き光ディスク再生装置１によれば、ディスク管理情報の内、一部又は全てのタイトルの
再生の制御に必要な制御情報を、光ディスク２ではなく、無線ICタグ３に記録し、この制
御情報を無線ICタグ３の専用のリーダ装置５で読み出すようにした。このような構成にし
たことにより、従来の無線ICタグリーダ装置を備えていない光ディスク再生装置では再生
できないタイトルを、無線ICタグ３からの読み出した情報を用いて再生できる。これによ
り、従来の光ディスク再生装置では再生できない、付加的なコンテンツのサービスを提供
することが可能となる。すなわち、無線ICタグリーダ付きの光ディスク再生装置を持って
いるユーザにのみが、新しいコンテンツサービスを受けることができる。また、このコン
テンツの再生には、特別の個人認証作業や専用のAVデコーダを備える等、複雑な構成が必
要とされないので、簡単な構成で、付加的なコンテンツのサービスを提供することが可能
となる。また、コンテンツのタイトル数などのサービスの程度も自由に変えて提供できる
。
【００２６】
　また、ディスク管理情報の一部又は全部を、ディスク本体ではなく、無線ICタグに記録
しているので、例え、何らかの形でディスク本体のコンテンツ内容が違法にコピーされた
としても、無線ICタグ３内のディスク管理情報はコピーされない。従って、コピー先のデ
ィスクにはディスク管理情報が少なくとも一部しかなく、この光ディスクに記録されたコ
ンテンツも、少なくとも一部しか再生することができないので、機密性が高く保たれる。
【００２７】
　なお、本発明は、上記実施形態に限られるものではなく、様々な変形が可能である。上
記で、２枚の前記光ディスク２a、2bのキー情報を用いて、新たにキー情報を生成し、第3
番目の前記光ディスク２c内における特別のタイトルの再生を可能にすることができるこ
とを述べたが、例えば、光ディスクが４枚以上でもよく、また、各キー情報は１つとは限
らず、複数であっても勿論かまわない。
【００２８】
　また、例えば、上述の実施形態では無線ICタグ３とアンテナ４をレーベル面２７のクラ
ンピングエリア２６の表面に装着しているが、レーベル面２７上であればどこに装着して
もよい。また、無線ICタグ３を、ディスク本体２１の基板２２a内のレーベル面２７近傍
に埋め込んでもよい。この場合、無線ICタグ３が基板２２aで保護されることになり、簡
単に取り外されず、実質的に安全で確実な無線ICタグ３の実装ができる。さらに、アンテ
ナ４の形は、必ずしも円形である必要はなく、多角形等でもよく、光ディスク２の中心に
対称な形で形成されていればよい。また、光ディスク再生装置側のリーダ装置内のアンテ
ナも、無線ICタグ内のアンテナと同じく、光ディスクの中心軸上に対称に円形又は多角形
等で構成すれば、送受信感度が向上し、より安定した装置の制御を行うことができる。
【００２９】
　さらに、無線ICタグ内に記録されるディスク管理情報を別途暗号化することにより、強
固なコピー防止を行うことができる。さらに、ICタグ内に記録する情報として、ディスク
管理情報以外の情報を記録させることにより、新たなサービスを付加することも可能であ
る。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の一実施形態に係る無線ICタグを有する光ディスクと光ディスク再生装置
の外観図。
【図２】上記光ディスク再生装置の電気的ブロック図。
【図３】(a),(b)は、それぞれ上記光ディスクの斜視図と平面図。
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【図４】(a),(b)は、それぞれ従来の光ディスクと上記光ディスクにおけるディスク管理
情報の格納場所の説明図。
【図５】本発明の他の実施形態に係る無線ICタグを有する光ディスクと光ディスク再生装
置の外観図。
【符号の説明】
【００３１】
　１　　無線ICタグリーダ付き光ディスク再生装置
　２　　無線ICタグを有する光ディスク
　３　　無線ICタグ
　４　　アンテナ
　５　　無線ICタグリーダ装置
　１０　全体制御部
　２１　ディスク本体
　２６　クランピングエリア
　２７　レーベル面
　２８　記録面
　２９　最内周トラック
　２２a、２２b　ディスク基板

【図１】

【図２】

【図３】
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