
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

　
　 要求に 、上記コンテンツサーバからコンテンツデータをアクセスし、上記
コンテンツデータ 信するコンテンツ配信サーバと、
　 上記コンテンツ配信サーバに コンテンツデータ
の配信を要求する端末機器と、
　

上記管理サーバに送信 ユーザ端末とから
なり、
　上記管理サーバは、上記ユーザ端末から送られてきた

上 録媒 別情報
、各ユーザ毎に保有しているコンテンツデータのリストを作成し、

　

　 上記コンテンツ配信サーバ
上記配信を要求している端末機器

記リストを参照して
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記録媒体に記録されたコンテンツデータに対応するコンテンツデータが蓄積されたコン
テンツサーバと、

上記記録媒体毎に固有の記録媒体識別情報が蓄積された管理サーバと、
配信 応答して

を配
機器固有の機器識別情報を有し、 対して

ユーザ情報および上記機器識別情報を上記管理サーバに送信してユーザ登録を行い、上
記記録媒体識別情報を して記録媒体の登録を行う

上記記録媒体識別情報が正規の情
報である場合に、 記ユーザ情報、上記機器識別情報および上記記 体識 と関連
付けされた

上記端末機器は、上記ユーザ情報および上記機器識別情報を含む配信要求を上記コンテ
ンツ配信サーバに対して送信し、

上記配信要求を受け取った は、上記管理サーバに蓄積されて
いる上記ユーザ情報および上記機器識別情報に基づいて
が正規であるか否かを判定し、上記端末機器が正規である場合に、上



、 端末機器のユーザの保有しているコンテンツデータを判断し、上記配信を要求してい
る端末機器のユーザの保有してい ンテンツデータを提供する
　ようにしたコンテンツデータ提供システム。
【請求項２】
　上記記録媒体は、光ディスクである請求項１に記載のコンテンツデータ提供システム。
【請求項３】
　上記 識別情報は、反射膜に対して追加記録されている請求項１に記載のコンテ
ンツデータ提供システム。
【請求項４】
　上記 識別情報は、記録媒体または上記記録媒体のパッケージに同封されるもの
の一部に印字されている請求項１に記載のコンテンツデータ提供システム。
【請求項５】
　上記記録媒体は、不揮発性の半導体メモリである請求項１に記載のコンテンツデータ提
供システム。
【請求項６】
上記コンテンツデータは、音楽データである請求項１に記載のコンテンツデータ提供シス
テム。
【請求項７】
上記コンテンツデータは、映像データである請求項１に記載のコンテンツデータ提供シス
テム。
【請求項８】
　上記コンテンツデータは、ゲーム等を含むプログラムである請求項１に記載のコンテン
ツデータ提供システム。
【請求項９】
　上記コンテンツデータの配信を受ける端末機器が携帯電話 、
上記携帯電話の電話番号である請求項 に記載のコンテンツデータ提供システム。
【請求項１０】
　

上記コンテンツデータの再生を許可するものである請求項１に記載のコンテンツ
データ提供システム。
【請求項１１】
　

上記コンテンツデータを無料若しくは低価格でダウンロード若しくはストリーミ
ング再生させるものである請求項１に記載のコンテンツデータ提供システム。
【請求項１２】
　上記記録媒体の登録処理は、ネットワークを介して行うようにした請求項１に記載のコ
ンテンツデータ提供システム。
　ようにしたコンテンツデータ提供システム。
【請求項１３】
　

　
　

　

　上記管理サーバは、上記ユーザ端末から送られてきた
上 録媒 別情報
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該
るコ

記録媒体

記録媒体

であり 上記機器識別情報が
１

上記配信を要求している端末機器のユーザの保有しているコンテンツデータを提供する
場合に、

上記配信を要求している端末機器のユーザの保有しているコンテンツデータを提供する
場合に、

記録媒体に記録されたコンテンツデータに対応するコンテンツデータがコンテンツサー
バに蓄積され、

上記記録媒体毎に固有の記録媒体識別情報が管理サーバに蓄積され、
コンテンツ配信サーバが端末機器からの配信要求に応答して、上記コンテンツサーバか

らコンテンツデータをアクセスし、上記コンテンツデータを上記端末機器に対して配信し
、

ユーザ情報および端末機器固有の機器識別情報をユーザ端末から上記管理サーバに送信
してユーザ登録を行い、上記記録媒体識別情報を上記管理サーバに送信して記録媒体の登
録を行い、

上記記録媒体識別情報が正規の情
報である場合に、 記ユーザ情報、上記機器識別情報および上記記 体識 と関連



、各ユーザ毎に保有しているコンテンツデータのリストを作成し、
　

　 上記コンテンツ配信サーバ
上記配信を要求している端末機器

記リストを参照して
、 端末機器のユーザの保有しているコンテンツデータを判断し、上記配信を要求してい
る端末機器のユーザの保有してい ンテンツデータを提供する
　ようにしたコンテンツデータ提供方法。
【請求項１４】
　上記記録媒体は、光ディスクである請求項１ に記載のコンテンツデータ提供方法。
【請求項１５】
　上記 識別情報は、ディスクの反射膜に対して追加記録されている請求項１ に
記載のコンテンツデータ提供方法。
【請求項１６】
　上記 識別情報は、記録媒体または上記記録媒体のパッケージに同封されるもの
の一部に印字されている請求項１ 記載のコンテンツデータ提供方法。
【請求項１７】
　上記記録媒体は、不揮発性の半導体メモリである請求項１ に記載のコンテンツデータ
提供方法。
【請求項１８】
上記コンテンツデータは、音楽データである請求項１ に記載のコンテンツデータ提供方
法。
【請求項１９】
上記コンテンツデータは、映像データである請求項１ に記載のコンテンツデータ提供方
法。
【請求項２０】
　上記コンテンツデータは、ゲーム等を含むプログラムである請求項１ に記載のコンテ
ンツデータ提供方法。
【請求項２１】
　上記コンテンツデータの配信を受ける端末機器が携帯電話 、
上記携帯電話の電話番号である請求項 に記載のコンテンツデータ提供方法。
【請求項２２】
　

上記コンテンツデータの再生を許可するものである請求項１ に記載のコンテン
ツデータ提供方法。
【請求項２３】
　

上記コンテンツデータを無料若しくは低価格でダウンロード若しくはストリーミ
ング再生させるものである請求項１ に記載のコンテンツデータ提供方法。
【請求項２４】
　上記記録媒体の登録処理は、ネットワークを介して行うようにした請求項１ に記載の
コンテンツデータ提供方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、コンテンツデータ提供システムおよび方 関するもので、特に、例えば
、音楽データ記録されるＣＤ（ Compact Disc) のディスクに付加される各ディスク毎に固
有の識別情報を使ったものに係わる。
【０００２】
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付けされた
上記端末機器は、上記ユーザ情報および上記機器識別情報を含む配信要求を上記コンテ

ンツ管理サーバに対して送信し、
上記配信要求を受け取った は、上記管理サーバに蓄積されて

いる上記ユーザ情報および上記機器識別情報に基づいて
が正規であるか否かを判定し、上記端末機器が正規である場合に、上

該
るコ
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３

３

３

３

３

であり 上記機器識別情報が
１３

上記配信を要求している端末機器のユーザの保有しているコンテンツデータを提供する
場合に、 ３

上記配信を要求している端末機器のユーザの保有しているコンテンツデータを提供する
場合に、

３

３

法に



【従来の技術】
携帯型のディジタルオーディオ再生機器の普及により、いつでも、どこでも、好みの音楽
再生が楽しめる音楽再生環境が整いつつある。また、インターネットを使った音楽配信シ
ステムの登場や携帯電話を使った音楽配信システムの登場により、音楽データが手軽に購
入できるようになってきている。しかしながら、その反面、インターネットを使った音楽
配信システムの登場や携帯電話を使った音楽配信システムの登場により、著作権の侵害や
ＣＤの売り上げ減少が危惧されている。
【０００３】
すなわち、ＭＰ３ (MPEG1 Audio Layer-3 )やＡＴＲＡＣ（ Adaptive TRansform Acoustic 
Coding)３等で圧縮された音楽データを記憶させる半導体メモリと、この半導体メモリに
記憶されている音楽データを再生するデコーダとを備え、乗り物に乗りながら、歩行しな
がら、或いは旅先で等、あらゆる環境で音楽再生を楽しむことができるようにした携帯型
のディジタルオーディオ再生機器が普及している。このような携帯型のディジタルオーデ
ィオ再生機器は、シリコンオーディオと称されており、小型、軽量で消費電力が小さいと
共に、ディスクを使わないことから、衝撃や振動に強く、取り扱いが容易であるという利
点がある。
【０００４】
また、ＰＤＡ (Personal Digital Assistant)と呼ばれる携帯型のパームトップコンピュー
タが携帯型のディジタルオーディオ再生機器として利用されている。さらに、携帯電話を
利用した音楽配信サービスが開始されている。
【０００５】
携帯電話を利用した音楽配信サービスでは、携帯電話の回線を使って、ユーザの好みの音
楽データをダウンロードして、携帯電話の半導体メモリに蓄積される。このような携帯電
話を利用した音楽配信サービスでは、携帯型のディジタルオーディオ再生機器と同様に、
いつでも、どこでも、好みの音楽再生が楽しめる。
【０００６】
このような携帯型のディジタルオーディオ再生機器に音楽データを保存する際、現状では
、殆どのユーザは、ＣＤから再生された音楽データをパーソナルコンピュータに取り込み
、ＭＰ３等の形式に圧縮し、この圧縮された音楽データのファイルを携帯型のディジタル
オーディオ再生機器に送って、ディジタルオーディオ再生機器のメモリに記憶させている
。この方法は、ユーザが既に所有しているＣＤの資源を有効に活用でき、自分の好みの曲
を携帯型ディジタルオーディオ再生機器に取り込めるという利点がある。
【０００７】
しかしながら、ＣＤから再生された音楽データをディジタルオーディオ再生機器のメモリ
に記憶させる方法は、明らかにＣＤに記録されている音楽データをコピーする行為そのも
のであり、著作権が守られなくなることが危惧される。
【０００８】
このように、携帯型ディジタルオーディオ再生機器は、いつでも、どこでも、音楽再生が
行えて便利であるが、携帯型ディジタルオーディオ機器で再生する音楽データのソースに
ついては、著作権の問題が発生することが危惧される。理想的には、ＣＤの音楽データは
コピーさせないようにすることが望まれるが、そのようにすると、ＣＤを購入したユーザ
に不利益を与えかねない。
【０００９】
例えば、あるユーザがお気に入りのＣＤアルバムを金銭を支払って購入したとする。そし
て、このユーザは、携帯型ディジタルオーディオ再生機器で、そのＣＤアルバムの楽曲を
楽しみたいとする。
【００１０】
この場合、そのユーザがそのアルバムのＣＤを購入したとしても、ＣＤがコピーできなけ
れば、そのアルバムの楽曲をＣＤから携帯型ディジタルオーディオ再生機器にコピーして
、携帯型ディジタルオーディオ機器で再生を楽しむことはできない。
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【００１１】
ＣＤのアルバムの楽曲と同じ楽曲の音楽データが音楽配信サービスで提供されていれば、
音楽配信サービスからこの音楽データをダウンロードし、このダウンロードされた音楽デ
ータを携帯型ディジタルオーディオ機器に送り、携帯型ディジタルオーディオ機器で再生
を楽しむこともできる。しかしながら、現状では、ＣＤの売り上げの影響を危惧して、音
楽配信サービスでは、最新のアルバムの楽曲は提供されていないことが殆どである。
【００１２】
すなわち、音楽配信サービスは、ネットワークに接続可能な環境にあれば、いつでも、ど
こでも、ユーザが好みの音楽データを購入することができ、利便性が高いことについては
疑う余地がない。ところが、音楽配信サービスで最新のアルバムの音楽データを提供する
と、ユーザが音楽配信サービスにより最新のアルバムの音楽データを購入し、その音楽デ
ータをコピーして音楽再生を楽しむことが予測され、ＣＤの売り上げの減少が危惧される
。したがって、現状では、最新アルバムのように、ＣＤの売り上げが期待されるものにつ
いては、ＣＤでのみ発売され、音楽配信サービスでは提供されないことが殆どである。
【００１３】
また、たとえ、音楽配信サービスで、そのアルバムの音楽データが購入できたとしても、
この場合、自分が購入したＣＤアルバムの内容と全く同じ楽曲の音楽データを音楽配信サ
ービスで再び購入しなければない。これは、同一の音楽データを２回金額を支払って購入
したという結果となり、ユーザにとって多大な不利益になる。
【００１４】
このように、ＣＤのコピーを完全に禁止すると、そのユーザは、著作権を侵害するつもり
はなく、自分の聞きたいＣＤを購入しているにもかかわらず、携帯型ディジタルオーディ
オ機器でその楽曲の再生を楽しむことはできないということになる。或いは、そのユーザ
は、同じ音楽データを２回購入させられるという不利益を被る結果となる。
【００１５】
また、上述のように、現状の音楽配信サービスでは、ＣＤの売り上げの影響を危惧して、
最新アルバムのような人気の高い音楽が提供されていない。音楽配信サービスがどんなに
利便性が高いとしても、最新アルバムのような人気の高い音楽が提供されなければ、その
発展にも限界があり、このことが、音楽配信サービスの発展の阻害の一つの要因になって
いると考えられる。
【００１６】
【発明が解決しようとする課題】
以上の点を考慮し、ＣＤを購入するユーザに対して、同一のコンテンツデータを再び購入
するというような不利益を強いることなく、いつでも、どこでも、購入したコンテンツの
データの再生を楽しめるようにする環境を提供し、その音楽の著作権者に対しては、ＣＤ
のコピーの機会を減らし、著作権の侵害の防止につながると共に、音楽配信サービスでそ
の音楽データを提供しても、ＣＤの売り上げに影響を与えることがないようにする環境を
提供し、音楽配信サービスの健全な発展を促進していくことが望まれる。
【００１７】
　したがって、この発明の目的は、ＣＤのような記録媒体でコンテンツのデータを購入し
たユーザに対して不利益を強いることなく、いつでも、どこでも、購入したコンテンツデ
ータを再生できるようにしたコンテンツデータ提供システムおよび方 提供することに
ある。
【００１８】
　この発明の他の目的は、著作権者に対しては、ＣＤのコピーの機会を減らし、著作権の
侵害の防止につながると共に、音楽配信サービスでその音楽データを提供しても、ＣＤの
売り上げに影響を与えることがないようにする環境を提供し、音楽配信サービスの健全な
発展を促進していくことができるコンテンツデータ提供システムおよび方 提供するこ
とにある。
【００１９】
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【課題を解決するための手段】
　上述の課題を解決するために、この発明は、

　
　 要求に 、コンテンツサーバからコンテンツデータをアクセスし、コンテン
ツデータ 信するコンテンツ配信サーバと、
　 コンテンツ配信サーバに コンテンツデータの配
信を要求する端末機器と、
　

管理サーバに送信 ユーザ端末とからなり、
　管理サーバは、ユーザ端末から送られてきた

録媒 別情報 、各ユーザ毎に
保有しているコンテンツデータのリストを作成し、
　

　 コンテンツ配信サーバ
配信を要求している端末機器

リストを参照して、 端末機器のユーザの保有してい
るコンテンツデータを判断し、配信を要求している端末機器のユーザの保有してい ン
テンツデータを提供する
　ようにしたコンテンツデータ提供システムである。
【００２０】
　この発明は、

　
　

　

　管理サーバは、ユーザ端末から送られてきた
録媒 別情報 、各ユーザ毎に

保有しているコンテンツデータのリストを作成し、
　

　 コンテンツ配信サーバ
配信を要求している端末機器

リストを参照して、 端末機器のユーザの保有してい
るコンテンツデータを判断し、配信を要求している端末機器のユーザの保有してい ン
テンツデータを提供する
　ようにしたコンテンツデータ提供方法である。
【００２１】
この発明が適用された端末機器は、各機器毎に固有の機器識別情報の保持手段と、コンテ
ンツ配信サーバに接続してコンテンツデータの配信を要求する手段と、コンテンツ配信サ
ーバに接続してコンテンツデータの配信を要求すると、管理サーバが各機器毎に固有の機
器識別番号からユーザを判別し、ユーザの保有しているコンテンツデータのリストを送信
し、リストを受信する手段と、ユーザの保有しているコンテンツデータのリストを表示す
る手段と、ユーザの保有しているコンテンツデータのリストから、配信を要求するコンテ
ンツデータを選択する手段と、要求に応じてコンテンツ配信サーバから送られてくるコン
テンツデータを受信し、コンテンツデータを再生または保存する手段とを備えたものであ
る。
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【００２２】
ＣＤディスクのような記録媒体にコンテンツデータ（音楽データ）を記録するときに、各
記録媒体毎に固有の識別情報（ＵＤＩ）を付加しておく。記録媒体に記録されたコンテン
ツデータを、各記録媒体毎に付加された識別情報に基づいて管理する管理サーバ（ＩＤ管
理サーバ）と、記録媒体に記録されたコンテンツデータに対応するコンテンツデータが蓄
積されるコンテンツサーバ（楽曲サーバ）と、端末機器（携帯型ディジタルオーディオ機
器）からの配信要求により、コンテンツサーバからコンテンツデータを読み出し、読み出
されたコンテンツデータを要求のあった端末機器（携帯型ディジタルオーディオ機器）に
配信するコンテンツ配信サーバ（音楽配信サーバ）を設ける。
【００２３】
エンドユーザは、記録媒体を購入したらユーザ端末（パーソナルコンピュータ）によりネ
ットワークを経由して登録処理を行い、識別情報をコンテンツの提供者の管理サーバに送
る。この識別情報を使って、各ユーザ毎にどの楽曲を保有しているのかを示すリストが作
成される。そして、各ユーザが保有している楽曲については、再生が許可されたり、ダウ
ンロードが無料或いは低料金で行える。
【００２４】
エンドユーザ側にとっては、ＣＤを購入して登録処理を済ませると、音楽配信が優先的に
受けられるようになり、携帯型のディジタルオーディオ機器を利用するのにＣＤのディス
クからの音楽データをコピーする必要がなくなると共に、同一の音楽データを２回料金を
支払って購入する必要がなくなるという利点がある。
【００２５】
コンテンツの提供者側にとっては、ＣＤを購入したユーザがＣＤのディスクからの音楽デ
ータをコピーする機会が少なくなると予想されるため、著作権の保護が図りやすい。また
、ＣＤのディスクから携帯型のディジタルオーディオ機器にコピーしなくても、その音楽
データが音楽配信で手に入れられるため、ＣＤの売り上げへの影響が少ないと考えられる
。
【００２６】
さらに、ＣＤの売り上げと音楽配信とが関連するようになるため、コンテンツの提供者が
積極的に音楽配信で自分の楽曲を提供することになることが予想され、音楽配信サービス
の発展が期待できる。
【００２７】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態について図面を参照して説明する。図１は、この発明が適用
されたシステムの一例である。このシステムでは、音楽会社１１がディスク工場２１に、
音楽データが記録されたＣＤのディスクの製造を依頼し、ディスク工場２１で、ディスク
２５を作成し、このディスク２５をエンドユーザ３１に向けて販売する。そして、ディス
ク２５を購入したエンドユーザ３１は、登録すると、購入したディスク２５については、
その楽曲の所有者として、音楽配信サーバで優先的に音楽配信を受けられるようにしたも
のである。
【００２８】
ここで、ディスク２５は、記録媒体として用いるＣＤのディスクであり、さらに、この例
では、各ディスク毎に固有のディスク識別情報（ＵＤＩ）を追加記録できるものが用いら
れる。ディスク識別情報（ＵＤＩ）は、個々のディスクを識別するための情報である。こ
のディスク識別情報（ＵＤＩ）としは、例えばディスク製造者名、ディスク販売者名、製
造工場名、製造年、シリアル番号、時間情報等を記述しておくことができる。これに限ら
ず、さらに、各種の情報が記録できる。このディスク識別情報（ＵＤＩ）は、例えば既存
のＣＤプレーヤまたはＣＤ－ＲＯＭドライブによって読み取ることが可能なように記録さ
れる。
【００２９】
このような識別情報（ＵＤＩ）が記録されているＣＤのディスク２５を用いることで、各
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ユーザ毎に、どのＣＤディスクを保有しているのかが分かり、ＣＤを購入したエンドユー
ザ３１に対して優先的に音楽配信サービスを行うことが可能となる。図１に示すシステム
の説明に先立ち、先ず、このようなディスク識別情報（ＵＤＩ）を追加記録できるディス
クについて説明する。
【００３０】
最初に、理解を容易とするために、既存の光ディスク例えばＣＤの構造について説明する
。
【００３１】
図２は、既存のＣＤの一部を拡大して示すものである。所定のトラックピッチＴｐ（例え
ば１．６μｍ）のトラック上に、ピットと呼ばれる凹部と、ピットが形成されてないラン
ドとが交互に形成されている。ピットおよびランドの長さは、３Ｔ～１１Ｔの範囲内とさ
れている。Ｔは、最短の反転間隔である。ＣＤには、下側からレーザ光が照射される。
【００３２】
レーザ光が当たる下側から順に、厚さ１．２ mmの透明ディスク基板１と、その上に被覆さ
れた反射膜２と、反射膜２に被覆された保護膜３とが順に積層された構造とされている。
反射膜２は、高い反射率を持つものが使用される。ＣＤは、読み出し専用ディスクである
が、後述するように、反射膜２が被覆された後に、反射膜２に対してレーザ光を使用して
ディスク識別情報（ＵＤＩ）が記録される。
【００３３】
このようなＣＤの製造工程の流れを図３を参照して説明する。ステップＳ１では、ガラス
板に感光物質であるフォトレジストが塗布されたガラス原盤がスピンドルモータによって
回転され、記録信号に応じてオン／オフされたレーザ光がフォトレジスト膜に照射され、
マスタが作成される。フォトレジスト膜が現像処理され、ポジ形レジストの場合では、感
光された箇所が溶け、凹凸パターンがフォトレジスト膜上に形成される。
【００３４】
フォトレジスト原盤に対してメッキがなされる電鋳処理によって１枚のメタルマスタが作
成される（ステップＳ２）。メタルマスタから複数枚のマザーが作成され（ステップＳ３
）、さらに、このマザーから複数枚のスタンパが作成される（ステップＳ４）。スタンパ
を使用してディスク基板が作成される。ディスク基板の作成方法としては、圧縮成形、射
出成形、光硬化法等が知られている。そして、ステップＳ６において、反射膜および保護
膜が被着される。従来のディスク製造方法では、さらに、ラベル印刷を行うことでＣＤを
製作していた。
【００３５】
一方、図３の例では、反射膜（ミラー部例えばランド）に対してレーザ光を照射して、さ
らに、情報を追加記録する工程Ｓ７が付加される。反射膜上のランドは、レーザ光が照射
される熱処理（熱記録）によって原子が移動して膜構造や結晶性が変化し、そこの箇所の
反射率が低下する。その結果、ランドであっても、レーザ光が照射された後では、戻りレ
ーザ光が少なくなり、読取装置からは、ピットと同様に認識される。これを利用してピッ
ト長またはランド長を変化させ、情報を記録することができる。この場合、反射膜は、反
射率がレーザ照射により変化する材料が使用される。反射率が低下するものに限らず、記
録によって反射率が高くなる材料もある。
【００３６】
具体的には、アルミニウムの合金膜Ａｌ 1 0 0 - xＸ xで反射膜が構成される。Ｘとしては、Ｇ
ｅ，Ｔｉ，Ｎｉ，Ｓｉ，Ｔｂ，Ｆｅ、Ａｇのうちの少なくとも１種以上の元素が使用され
る。また、Ａｌ合金膜中の組成比ｘは、５＜ｘ＜５０〔原子％〕に選定される。
【００３７】
また、反射膜をＡｇ 1 0 0 - xＸ xのＡｇ合金膜によって構成することもできる。その場合、Ｘ
としては、Ｇｅ，Ｔｉ，Ｎｉ，Ｓｉ，Ｔｂ，Ｆｅ、Ａｌのうちの少なくとも１種以上の元
素が使用される。また、Ａｌ合金膜中の組成比ｘは、５＜ｘ＜５０〔原子％〕に選定され
る。反射膜は、例えばマグネトロンスパッタリング法によって形成できる。
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【００３８】
一例として、ＡｌＧｅ合金による反射膜を５０ｎｍの膜厚で形成し、対物レンズを介して
透明基板または保護膜側からレーザ光を照射した場合に、Ｇｅの組成比が２０〔原子％〕
の場合では、記録パワーが６～７〔ｍＷ〕の場合に、反射率が６％程度低下し、Ｇｅの組
成比が２７．６〔原子％〕の場合では、記録パワーが５～８〔ｍＷ〕の場合に、反射率が
７～８％程度低下する。このような反射率の変化が生じることによって、反射膜に対する
追加記録が可能となる。
【００３９】
図４は、ディスク識別情報（ＵＤＩ）の追加記録の方法をより具体的に説明するための図
である。記録データとピットおよびランドの対応の仕方は、前のパターンとの関係でパタ
ーンＡと、パターンＢとがありうる。
【００４０】
最初にパターンＡについて説明する。シンボル間に３ビットの例えばマージビット（００
０）が挿入される。追加記録をする場合、８ビットのデータシンボルが例えば（０ｘ４７
）とされる。０ｘは、１６進表記を意味する。この８ビットをＥＦＭ（ eight to fourtee
n modulation)変調した結果の１４ビットのパターン（００１００１００１００１００）
が図４に示されている。
【００４１】
そして、二つのピットの間の斜線領域に対して追加記録用のレーザビームを照射する。そ
の結果、斜線領域の反射率が低下し、記録後では、二つのピットが結合した一つのピット
として再生される。この場合の１４ビットのパターンが（００１００１００００００００
）となる。これは、ＥＦＭ復調した場合には、（０ｘ０７）の８ビットとして復調される
。
【００４２】
パターンＢの場合では、マージビットが（００１）となる。この場合も、パターンＡと同
様に、斜線領域にレーザビームを照射することによって、８ビットを（０ｘ４７）から（
０ｘ０７）へと変化させることができる。
【００４３】
上述したように、元々は、（０ｘ４７）であったデータシンボルを（０ｘ０７）へ書き換
えることができる。この例以外にも追加記録できるデータの種類としては、多々存在する
。例えば元々（０ｘ４０）であったデータシンボルを（０ｘ００）へ変化させることがで
きる。但し、追加記録は、元々記録されているデータのミラー部に対してレーザを照射す
ることによって、ピット長またランド長を変えるものであるので、追加記録できるデータ
の種類が制限される。
【００４４】
図１に戻って、このようなディスク識別情報（ＵＤＩ）を追加記録できるディスク２５を
利用して構築されるこの発明が適用されたシステムの一例についてさらに説明する。
【００４５】
図１において、アルバムやシングルのＣＤディスクを作成する場合には、音楽会社１１か
らディスク工場２１にディスクの作成が依頼される。そして、アーチストにより作成され
た音楽ソース１２が、音楽会社１１からディスク工場２１に送られる。この音楽ソース１
２は、通常、アナログ或いはディジタル録音されたテープやディスクの形でアーチストか
ら提供され、このテープやディスクが音楽会社１１からディスク工場２１に届けられる。
なお、音楽ソース１２の形態や、音楽ソース１２を音楽会社１１からディスク工場２１に
送る方法については、どのような形態や方法を用いても良い。また、音楽会社１１がディ
スク工場２１にディスクの作成を依頼するとき、音楽会社１１は、ディスク工場２１に、
ディスク識別情報（ＵＤＩ）の追記を依頼する。
【００４６】
また、この音楽ソース１２は、音楽会社１１（或いはソフトハウス）の楽曲サーバ１３に
送られる。楽曲サーバ１３は、これまでその音楽会社１１が出版してきたＣＤの楽曲のラ

10

20

30

40

50

(9) JP 4019796 B2 2007.12.12



イブラリとなるサーバである。この楽曲サーバ１３には、音楽会社１１が著作権を有する
楽曲や、音楽会社１１が今まで出版したＣＤの楽曲等、音楽会社１１に関連する多数の楽
曲の音楽データが蓄積されている。音楽ソース１２が楽曲サーバ１３に送られると、音楽
ソース１２の各音楽データが格納され、これから出版されることになるＣＤディスク２５
に収納される各楽曲の音楽データがライブラリに加えられる。また、音楽ソース１２とし
て含められる各曲の曲名、アーチスト名等、このＣＤに関する各種情報１５が、音楽会社
１１（或いはソフトハウス）のＩＤ管理サーバ１４に送られる。
【００４７】
ディスク工場２１では、音楽会社１１からＣＤのディスクの作成依頼があり、その音楽ソ
ース１２が届いたら、音楽ソース１２の音楽データが記録されたＣＤディスクの作成を行
う。このとき、音楽会社１１から、ディスク識別情報（ＵＤＩ）の追記の依頼を受けてい
るので、各ディスク毎にディスク識別情報（ＵＤＩ）の記録を行う。
【００４８】
すなわち、ディスク工場２１では、音楽会社１１からＣＤディスクの作成の依頼を受け、
音楽ソース１２を受け取ると、先ず、ディスク製造工程２２に入り、音楽ソース１２の音
楽データが記録されたマスタディスクを作成する。このマスタディスクから、スタンパに
より、音楽ソース１２の音楽データが記録されたＣＤディスクを生産する。
【００４９】
このようにして作成されたディスクは、ＩＤ書き込み工程２３を経て、各ディスク毎にデ
ィスク識別情報（ＵＤＩ）が記録される。各ディスク毎に記録するディスク識別情報（Ｕ
ＤＩ）は、ＩＤ書き込みコントロールサーバ２４により管理されている。また、今回作成
された各ディスクに記録されたディスク識別情報（ＵＤＩ）は、音楽会社またはソフトハ
ウスのＩＤ管理サーバ１４に送られる。
【００５０】
このディスク製造工程２２およびＩＤ書き込み工程は、図２から図４に示した通りである
。
【００５１】
ディスク製造工程２２、ＩＤ書き込み工程２３を経て作成されたディスク２５は、ラッピ
ング工程２６を経て、ケースに収納され、ラッピングされて、商品となり、エンドユーザ
３１に届けられる。なお、ディスク２５がエンドユーザ３１に届けられる間には、勿論、
音楽出版社から問屋を経てＣＤショップへ、或いは音楽出版社からＣＤショップへ、或い
は音楽出版社からエンドユーザ３１に直販の流通経路がある。また、正規のエンドユーザ
３１は、ディスク２５を購入する際には、通常では、ＣＤショップに出かけ、しかるべき
金額の支払いを行うことになる。
【００５２】
エンドユーザ３１は、ディスク２５を購入したら、ディスクの登録作業を行う。なお、エ
ンドユーザ３１が会員登録を済ましていなければ、その前に、インターネット等のネット
ワーク接続機能を持ったエンドユーザ３１のパーソナルコンピュータ３２を、音楽会社１
１のＩＤ管理サーバ１４に繋ぎ、会員登録を行う。なお、パーソナルコンピュータ３２は
ＣＤドライブを有しており、ディスク２５の音楽データと、ディスク識別情報（ＵＤＩ）
の再生が可能である。勿論、このディスク２５は、通常のＣＤプレーヤで再生が可能であ
る。
【００５３】
図５は、会員登録のときの処理を示すものである。図５において、例えば、エンドユーザ
３１が購入したディスク２５が、エンドユーザ３１のパーソナルコンピュータ３２に装填
されると、会員登録プログラムがスタートされる（ステップＳ１１）。会員登録プログラ
ムがスタートされると、会員登録用メニューが表示される（ステップＳ１２）。ここで、
既に会員であるか否かが判断される（ステップＳ１３）。
【００５４】
会員でなければ、エンドユーザ３１は、エンドユーザの名前、住所、機器識別情報等、個
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人情報を入力する（ステップＳ１４）。また、ここでの個人情報としては、ユーザの生年
月日や性別、職業、電子メールのアドレス、ＣＤを購入した店の名前等を入力させるよう
にしても良い。このような情報は、カスタマー情報として、新商品を宣伝したり、顧客の
購買力等の調査に利用できる。なお、機器識別情報は、音楽配信のサービスを受ける携帯
型ディジタルオーディオ機器を識別するための機器固有の識別情報である。携帯電話の端
末を携帯型ディジタルオーディオ機器として利用する場合には、携帯電話の電話番号を機
器識別情報とすることができる。
【００５５】
個人情報が入力されると、入力されたエンドユーザの名前、住所、機器識別情報等の個人
情報が、エンドユーザ３１のパーソナルコンピュータ３２から音楽会社１１のＩＤ管理サ
ーバ１４に送られる（ステップＳ１５）。エンドユーザ３１のパーソナルコンピュータ３
２と音楽会社１１のＩＤ管理サーバ１４との間の接続には、例えば、インターネットが使
われ、インターネットのようなネットワークを通じて会員登録処理が行われる。
【００５６】
音楽会社１１のＩＤ管理サーバ１４は、エンドユーザから個人情報が送られてきたら、個
人情報が漏れなく記載されているか、二重登録が行われていないか等のチェックを行って
、問題がなければ、送られてきた個人情報をＩＤ管理サーバ１４に残して、そのエンドユ
ーザに会員番号を発行する。この会員番号がエンドユーザ３１のパーソナルコンピュータ
３２で受信されると（ステップＳ１６）、これで会員登録作業が終了され（ステップＳ１
７）、次のステップに進められる（ステップＳ１８）。
【００５７】
既に会員であり、会員番号を取得しているエンドユーザ３１が会員登録プログラムを起動
させると、ステップＳ１３で、会員であると判断される。この場合には、エンドユーザは
、自分の取得している会員番号を入力する（ステップＳ１９）。
【００５８】
会員番号が入力されると、入力された会員番号がエンドユーザ３１のパーソナルコンピュ
ータ３２から音楽会社１１のＩＤ管理サーバ１４に送られる（ステップＳ２０）。
【００５９】
音楽会社１１のＩＤ管理サーバ１４では、会員番号が送られてきたら、ＩＤ管理サーバ１
４のその会員番号のエンドユーザの情報を参照して、正規の登録者であるかどうかを判断
し、その結果を音楽会社１１のＩＤ管理サーバ１４からエンドユーザ３１のパーソナルコ
ンピュータ３２に返す。
【００６０】
音楽会社１１のＩＤ管理サーバ１４からエンドユーザ３１のパーソナルコンピュータ３２
に返された情報に基づいて、正規登録者かどうかが判断され（ステップＳ２１）、正規の
登録者なら、次のステップに進められる（ステップＳ１８）。ここで、正規の登録者では
ないと判断されたら、処理がやり直し或いはそこで処理が終了される（ステップＳ２２）
。
【００６１】
図１において、エンドユーザ３１がディスク２５を購入すると、エンドユーザ３１が会員
登録を済ましているなら直ぐに、会員登録を行っていなければ、上述のようにして会員登
録なされた後に、インターネットのようなネットワークを経由して、登録処理が行われる
。登録処理では、ディスク２５のディスク識別情報（ＵＤＩ）が読み取られる。そして、
このディスク２５のディスク識別情報（ＵＤＩ）がエンドユーザ３１のパーソナルコンピ
ュータ３２から音楽会社１１のＩＤ管理サーバ１４に送られる。音楽会社１１のＩＤ管理
サーバ１４では、ＩＤ書き込みコントロールサーバ２４から送られてきた識別情報（ＵＤ
Ｉ）と、音楽ソース１２として含められる各曲の曲名、アーチスト名等、作成されるＣＤ
に関する各種の情報１５と、会員登録時にエンドユーザ３１から送られてきた個人情報を
基に、カスタマーおよび所有楽曲リストが作成される。
【００６２】
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つまり、図６は、購入したディスク２５を登録するときの処理を示すフローチャートであ
る。
【００６３】
図６において、登録用のプログラムがスタートされると（ステップＳ３１）、ディスク２
５に記録されている各ディスク固有の識別情報（ＵＤＩ）が読み取られる（ステップＳ３
２）。この識別情報（ＵＤＩ）が読み取られると、この識別情報（ＵＤＩ）と会員番号が
エンドユーザ３１のパーソナルコンピュータ３２から、音楽会社１１のＩＤ管理サーバ１
４に送られる（ステップＳ３３）。
【００６４】
音楽会社１１のＩＤ管理サーバ１４では、エンドユーザ３１のパーソナルコンピュータ３
２から送られてきた識別情報（ＵＤＩ）と、ＩＤ書き込みコントロールサーバ２４からの
識別情報のリストに基づいて作成された識別情報とが比較されて、識別情報（ＵＤＩ）が
確認される（ステップＳ３４）。なお、ここで、改竄された識別情報や、二重登録がチェ
ックされる。この識別情報（ＵＤＩ）の確認結果から、正規の番号か否かが判断される（
ステップＳ３５）。
【００６５】
エンドユーザ３１のパーソナルコンピュータ３２から送られてきた識別情報（ＵＤＩ）が
正規の番号であると判断されたら、音楽会社１１のＩＤ管理サーバ１４に、その情報が登
録される（ステップＳ３６）。
【００６６】
この識別情報（ＵＤＩ）が正規の番号ではないと判断されたら、この情報が音楽会社１１
のＩＤ管理サーバ１４からエンドユーザ３１のパーソナルコンピュータ３２に送られる。
そして、エンドユーザ３１のパーソナルコンピュータ３２に「正規ユーザではない」旨の
メッセージが表示されて（ステップＳ３７）、処理が終了される（ステップＳ３８）。
【００６７】
このようにして、エンドユーザ３１がディスク２５を購入すると登録処理が行われる。こ
の登録処理では、ディスク２５のディスク識別情報（ＵＤＩ）が読み取られ、図７に示す
ように、カスタマーおよび所有楽曲リストが作成される。
【００６８】
図７に示すように、カスタマーおよび所有楽曲リストには、購入者名と、会員番号と、Ｃ
Ｄの識別情報と、シングル／アルバム情報と、アーチスト名と、タイトルと、曲名と、機
器識別情報とが記述される。このカスタマーおよび所有楽曲リストから、各ユーザが保有
している楽曲が分かる。
【００６９】
購入者名および会員番号、携帯電話番号等の機器識別情報は、エンドユーザ３１がパーソ
ナルコンピュータ３２をＩＤ管理サーバ１４に繋げて会員登録をする際に記述される。Ｃ
Ｄの識別情報については、エンドユーザ３１がパーソナルコンピュータ３２にディスク２
５を装着し、エンドユーザ３１のパーソナルコンピュータ３２をＩＤ管理サーバ１４に繋
げたときに、ディスク２５に記録されていた識別情報（ＵＤＩ）が読み取られ、これを基
に記述される。シングル／アルバム情報、アーチスト名、タイトル、曲名は、作成される
ＣＤに関する各種情報１５に基づいて記述される。
【００７０】
図１において、音楽会社１１には、音楽配信サーバ１６が設けられる。音楽配信サーバ１
６は、インターネットや携帯電話の回線で、音楽配信サービスを行っている。この音楽配
信サーバ１６は、楽曲サーバ１３に蓄積されている楽曲の音楽データを提供することがで
きる。そして、音楽配信サーバ１６は、ＩＤ管理サーバ１４に設けられたカスタマーおよ
び所有楽曲リスト（図７）を参照して、ＣＤを購入したユーザに対して、優先的に音楽配
信サービスを行っている。
【００７１】
例えば、図７のリストで示したように、会員番号「９０１２」の「鈴木一郎」なるエンド
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ユーザ３１が、識別情報「１２３４５６７」のＣＤのディスク２５を購入したとする。こ
の「鈴木一郎」なるエンドユーザ３１がパーソナルコンピュータ３２にディスク２５を装
着し、パーソナルコンピュータ３２を音楽会社１１のＩＤ管理サーバ１４に繋げると、デ
ィスク２５に記録されていた識別情報（ＵＤＩ）が読み取られ、エンドユーザ３１のパー
ソナルコンピュータ３２からＩＤ管理サーバ１４に識別情報（ＵＤＩ）が送られ、識別情
報「１２３４５６７」がＣＤの識別情報として記述される。シングル／アルバム情報、ア
ーチスト名「佐藤一郎」、タイトル「春夏」、曲名「春一番」は、作成されるＣＤに関す
る各種の情報１５に基づいて記述される。また、会員登録時に、機器識別情報として、携
帯電話番号「０９０４５７８９５４」が記述される。
【００７２】
このように、「鈴木一郎」なるエンドユーザ３１は、会員登録をして、購入したディスク
２５の識別情報を音楽会社１１のＩＤ管理サーバに送り、カスタマーおよび所有楽曲リス
トに登録しておくと、この「鈴木一郎」なるエンドユーザ３１は、自分の保有している楽
曲について、音楽配信で優先的にサービスが受けられる。つまり、この場合には、鈴木一
郎なるエンドユーザの電話番号「０９０４５７８９５４」の携帯電話で音楽配信サーバ１
６をアクセスすると、そのエンドユーザは、ディスクタイトル「春夏」の「春一番」、「
夏一番」なる楽曲の再生が許可される。或いは、ダウンロードやストリームによる音楽配
信の場合には、料金無料若しくは低価格でダウンロードやストリーミング再生が行える。
【００７３】
図８は、携帯型のディジタルオーディオ再生機器３３を使って音楽配信サービスを受ける
場合の処理を示すフローチャートである。図８において、音楽再生プログラムがスタート
される（ステップＳ４１）。そして、携帯型のディジタルオーディオ再生機器３３を使っ
て、音楽会社１１の音楽配信サーバ１６に、会員番号と、機器識別情報が送付される（ス
テップＳ４２）。なお、会員番号や機器識別情報は、メモリ機能を使って、自動的に送付
させることができる。また、携帯電話を携帯型のディジタルオーディオ再生機器として用
いている場合には、発信元の電話番号から機器識別情報が取得できる。
【００７４】
音楽配信サーバ１６は、エンドユーザ３１の携帯型のディジタルオーディオ再生機器３３
から会員番号や機器識別情報の情報を受け取ると、ＩＤ管理サーバ１４に問い合わせを行
い、会員番号や機器識別情報を確認する（ステップＳ４３）。この情報を基に、正規の会
員番号或いは機器識別情報であるか否かが判断される（ステップＳ４４）。正規の番号で
ないと判断されると、この情報が音楽配信サーバ１６からエンドユーザ３１の携帯型のデ
ィジタルオーディオ再生機器３３に返され、ディジタルオーディオ再生機器３３のディス
プレイに、「正規番号ではない」旨を示すメッセージが表示され（ステップＳ４５）、こ
こで処理が終了される（ステップＳ４６）。
【００７５】
ステップＳ４４で、正規の会員番号および機器識別情報であると判断されると、ＩＤ管理
サーバ１４の情報が参照され、そのエンドユーザが所有している楽曲のリストが作成され
る。すなわち、図７に示したカスタマーおよび所有楽曲リストが参照され、そのユーザが
ＣＤを購入して登録した楽曲のリストが作成され（ステップＳ４７）、このユーザが所有
している楽曲のリストが音楽配信サーバ１６からエンドユーザ３１の携帯型のディジタル
オーディオ再生機器３３に送られる。携帯型のディジタルオーディオ再生機器３３には、
そのユーザが所有している楽曲のリストが表示される（ステップＳ４８）。
【００７６】
エンドユーザ３１は、このメニューのリスト表示を見て、配信を要求する楽曲を選択する
（ステップＳ４９）。この選択された楽曲のリストがディジタルオーディオ再生機器３３
から、音楽配信サーバ１６に送信される（ステップＳ５０）。
【００７７】
音楽配信サーバ１６は、エンドユーザ３１のディジタルオーディオ再生機器３３からの選
択された楽曲のリストを受信すると（ステップＳ５１）、楽曲サーバ１３をアクセスして
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、選択された楽曲の音楽データを入手する（ステップＳ５２）。そして、この選択された
楽曲の音楽データが、楽曲サーバ１３から、音楽配信サーバ１６を介して、エンドユーザ
３１の携帯型のディジタルオーディオ再生機器３３に向けて配信される（ステップＳ５３
）。
【００７８】
エンドユーザ３１のディジタルオーディオ再生機器３３では、音楽配信サーバ１６から音
楽データが送られてきたら、その音楽データを受信し、その音楽データを再生またはメモ
リに保存する（ステップＳ５４）。すなわち、音楽配信がストリーミングで行われている
ときには、その音楽データを受信しながら再生が行われる。音楽配信がダウンロードで行
われているときには、その音楽データがメモリに保存される。なお、ストリーミングは、
音楽データを受信しながら再生するものである。ダウンロードは、音楽データをＭＰ３や
ＡＴＲＡＣ３の圧縮ファイルで送るものである。
【００７９】
図９は、この発明が適用できる携帯型ディジタルオーディオ再生装置の一例を示すもので
ある。この例は、ＰＤＡを携帯型ディジタルオーディオ再生装置として利用したものであ
る。
【００８０】
図９において、装置６１の前面には、タッチパネル付きの液晶パネル６２が配設される。
この液晶パネル６２に表示されるアイコンをスタイラスペン（図示せず）でタップするこ
とで、各種の入力が行える。また、この液晶パネル６２上をスタイラスペンで文字をなぞ
ることで、文字を手書き入力することが可能とされている
【００８１】
また、液晶パネル６２の下方には、ボタン６３、６３、６３、…が配設される。ボタン６
３、６３、６３、…は、電源スイッチの他に、アイコンを付与したボタンと、上下スクロ
ールのためのボタンがある。アイコンを付与したボタンは、アプリケーションソフトにリ
ンクしており、そのボタンを押すと、指定したアプリケーションが起動する。
【００８２】
装置６１には、その上部に拡張スロット６４が設けられる。この拡張スロット６４には、
拡張モジュールを装着することができる。拡張モジュールとしては、拡張メモリ、カメラ
用の拡張モジュール、ＧＰＳの拡張モジュール等がある。　また、この装置６１には、赤
外線インターフェースや、ＵＳＢインターフェースが備えられている。
【００８３】
図１０は、装置６１の内部構成を示すものである。図１０において、ＣＰＵコア７１は、
メモリ管理やＩ／Ｏコントローラなどが集積したプロセッサである。このＣＰＵコア７１
からは、バス７２が導出される。このバス７２に、タッチパネル付きの液晶パネル６２、
ＵＳＢインターフェース６７、赤外線インターフェース６６、拡張スロット６４、各種ボ
タン６３、不揮発性のメモリ７３が取り付けられる。さらに、バス７２には、ＭＰ３やＡ
ＴＲＡＣ３のデコーダ７４が設けられる。デコーダ７４では、ＭＰ３やＡＴＲＡＣ３のデ
コードが行える。デコードされたデータは、アナログ信号に変換され、ヘッドホン７５か
ら出力される。
【００８４】
ＵＳＢインターフェース６７は、主として、パーソナルコンピュータとのデータ交換のた
めに使われる。すなわち、この装置６１をクレイドルに載せ、クレイドルにあるボタンを
押すと、装置６１とパーソナルコンピュータとの間で通信を開始し、データが交換される
。
【００８５】
また、このＵＳＢインターフェース６７には、通信モジュールを接続することができる。
ＵＳＢインターフェース６７に通信モジュールを接続すると、この装置６１を使ってイン
ターネットをアクセスすることができる。赤外線インターフェース６６は、個人情報装置
同士でデータを交換したり、携帯電話端末とデータを交換したりするのに使用される。
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【００８６】
この装置６１では、ＵＳＢインターフェース６７を使って、インターネットにアクセスし
、音楽配信サーバ１６と接続することができる。装置６１には、初期化設定時に、ユーザ
ＩＤとして固有の機器識別情報がメモリ７３に記録されている。また、この装置６１には
、インターネットにアクセスするアプリケーションソフトウェアや、ＭＰ３やＡＴＲＡＣ
３のデコードを行うためのアプリケーションソフトウェアがインストールされている。
【００８７】
装置６１をディジタルオーディオ再生機器３３として、インターネットを介して音楽配信
サーバ１６に繋ぐと、装置６１のユーザＩＤと、会員番号が音楽配信サーバ１６に送られ
る。そして、音楽配信サーバ１６で正規の会員番号および機器識別情報であると判断され
ると、液晶パネル６２に、そのユーザが所有している楽曲のリストが表示される。この液
晶パネル６２のリスト表示を見て、自分の入手したい楽曲を選択すると、選択された楽曲
の音楽データが音楽配信サーバ１６から送られ、メモリ７３（または外部メモリ）に蓄積
される。このメモリ７３に蓄積された音楽データは、ＭＰ３やＡＴＲＡＣ３のデコードを
行うためのアプリケーションソフトウェアを起動させ、デコーダ７４でデコードできる。
デコードされたデータは、アナログ信号に変換され、ヘッドホン７５から出力される。
【００８８】
以上のように、この例では、識別情報（ＵＤＩ）が記録されているＣＤのディスク２５を
用いることで、各ディスク毎にユーザを識別し、各ユーザ毎に保有している楽曲を管理し
、ユーザの保有している楽曲については優先的に音楽配信のサービスを行うことが可能と
なる。
【００８９】
なお、上述の例において、ディスクの識別情報（ＵＤＩ）を、レンタル店で廉たるされる
ＣＤとそれ以外のＣＤとで異なるようにしておくようにして、サーバ側で識別できるよう
にしても良い。このようにすると、レンタルＣＤの管理が適切に行え、著作権の保護が図
れる。
【００９０】
また、上述の例では、ＣＤのディスクを記録媒体として用いたが、この発明は、他の記録
媒体の場合にも同様に適用できる。例えば、フラッシュメモリを使ったカード型の記録媒
体にも、識別情報が入れられるものがある。この識別情報をパーソナルコンピュータ等で
読み出すことができれば、上述と同様なシステムが構築できる。
【００９１】
また、ここでは音楽の再生を例にしているが、映画などの映像用のＤＶＤ (Digital Versa
tile Disc)の場合でも、同様のシステムが実現可能である。また、コンテンツのデータと
しては、音楽データ、映画等の映像データの他、ゲーム等を再生するプログラムでも良い
。
【００９２】
また、コンテンツの提供者側においては、正規にコンテンツが記録された記録媒体を購入
した顧客に対して、各種のレベルのサービスを行うことが可能である。例えば、コンテン
ツの提供者が記録媒体の譲渡を認めるなら、登録サイトにアクセスして自分のコンテンツ
のリストから削除することにより、他人への譲渡が認められる。譲渡を受けた人は、上述
と同様にして、ユーザの登録処理が可能である。
【００９３】
図１１は、この発明の他の例を示すものである。上述のシステムの例では、ディスクとし
て、各ディスク毎に固有のディスク識別情報（ＵＤＩ）を追加記録できるものが用いられ
ていたが、この例では、通常のＣＤのディスクが用いられる。
【００９４】
図１１において、アルバムやシングルのＣＤディスクを作成する場合には、音楽会社１１
１からディスク工場１２１にディスクの作成が依頼され、アーチストにより作成された音
楽ソース１１２が、音楽会社１１１からディスク工場１２１に送られる。この音楽ソース
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１１２は、通常、アナログ或いはディジタル録音されたテープやディスクの形でアーチス
トから提供され、このテープやディスクが音楽会社１１１からディスク工場１２１に送ら
れる。
【００９５】
また、この音楽ソース１１２は、音楽会社１１１の楽曲サーバ１１３に送られる。楽曲サ
ーバ１１３は、これまでその音楽会社１１１が出版してきたＣＤの楽曲のライブラリとな
るサーバである。音楽ソース１１２が楽曲サーバ１１３に送られると、楽曲サーバ１１３
に、音楽ソース１１２の各音楽データが格納され、今回出版するＣＤの音楽データがライ
ブラリに加えられる。また、音楽ソース１１２として含められる各曲の曲名、アーチスト
名等、このＣＤに関する各種情報１１５が、音楽会社１１１のＩＤ管理サーバ１１４に送
られる。
【００９６】
ディスク工場１２１では、音楽会社１１１から音楽ソース１１２にＣＤのディスクの依頼
があり、その音楽ソース１１２が届いたら、音楽ソース１１２の音楽データが記録された
ＣＤディスクの作成を行う。すなわち、ディスク工場１２１では、音楽会社１１１からＣ
Ｄディスク１２５の作成の依頼を受け、音楽ソース１１２を受け取ると、ディスク製造工
程１２２に入り、音楽ソース１１２の音楽データが記録されたマスタディスクを作成する
。このマスタディスクから、スタンパにより、音楽ソース１１２の音楽データが記録され
たＣＤディスク１２５を大量生産する。
【００９７】
このようにして作成されたディスクは、ラッピング工程１２６を経て、ＣＤケースに収納
され、ラッピングされて、商品となる。そして、ラッピング工程１２６において、各ディ
スク毎に、ディスクの表面、或いは、ディスクに同封される歌詞カードやその他の用紙に
ディスク識別情報が印字される。このディスク識別情報は、ＩＤ書き込みコントロールサ
ーバ１２４により管理されている。また、今回作成された各ディスクに記録されたディス
ク識別情報は、音楽会社またはソフトハウスのＩＤ管理サーバ１１４に送られる。ラッピ
ング工程１２６を経て、ＣＤケースに収納され、ラッピングされて、商品となったディス
クは、エンドユーザ１３１に届けられる。
【００９８】
エンドユーザ１３１は、ディスク１２５を購入したら、ディスクの登録作業を行う。なお
、エンドユーザ１３１が会員登録を済ましていなければ、その前に、会員登録が行われる
。会員登録を行う際に、ユーザの名前や住所、電話番号、電子メールアドレス等の個人情
報がエンドユーザ１３１のパーソナルコンピュータ１３２から音楽会社１１１のＩＤ管理
サーバ１１４に送られる。
【００９９】
そして、エンドユーザ１３１は、ディスク１２５を購入したら、インターネット等のネッ
トワーク接続機能を持ったパーソナルコンピュータ１３２で、ディスク識別情報を入力し
て、登録処理を行う。
【０１００】
すなわち、各ディスク１２５の表面、或いは、各ディスクに同封される歌詞カードやその
他の用紙にディスク識別情報が印字されている。登録時には、このディスク識別情報がエ
ンドユーザにより入力され、エンドユーザ１３１のパーソナルコンピュータ１３２から音
楽会社１１１のＩＤ管理サーバ１１４にインターネット等のネットワークを経由して送ら
れる。
【０１０１】
音楽会社１１１のＩＤ管理サーバ１１４では、ＩＤ書き込みコントロールサーバ１２４か
ら送られてきた識別情報と、音楽ソース１１２として含められる各曲の曲名、アーチスト
名等、作成されるＣＤに関する各種の情報１１５と、会員登録時にエンドユーザ１３１か
ら送られてきたディスク個人情報と、ディスク識別情報を基に、カスタマーおよび所有楽
曲リストが作成される。
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【０１０２】
カスタマーおよび所有楽曲リストには、購入者名と、会員番号と、ＣＤの識別情報と、シ
ングル／アルバム情報と、アーチスト名と、タイトルと、曲名と、機器識別情報とが記述
される。
【０１０３】
また、音楽会社１１１には、音楽配信サーバ１１６が設けられる。音楽配信サーバ１１６
は、インターネットや携帯電話の回線で、携帯型のディジタルオーディオ機器１３３を使
った音楽配信サービスを行っている。この音楽配信サーバ１１６は、楽曲サーバ１１３に
蓄積されている楽曲の音楽データを提供することができる。そして、音楽配信サーバ１１
５は、ＩＤ管理サーバ１１４に設けられたカスタマーおよび所有楽曲リストを参照して、
ＣＤを購入したユーザに対して、優先的に音楽配信サービスを行っている。
【０１０４】
以上のように、この例では、各ディスク毎に印字或いは各ディスクに同封される用紙に印
字されている各ディスク毎に固有のディスク識別情報を用いて、各ユーザが購入したＣＤ
のディスクの楽曲を管理するようにしている。他の構成については、前述の各ディスク毎
に固有のディスク識別情報（ＵＤＩ）を記録する例と同様である。
【０１０５】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、例えば音楽データが記録されたＣＤのディスク
に、各ディスク毎に固有の識別情報が記録されている。エンドユーザは、ディスクを購入
したら登録処理を行い、インターネット等のネットワークを経由してディスクに識別番号
をコンテンツの提供者の管理サーバに送る。このディスクの識別情報を使って、各ユーザ
毎にどの楽曲を保有しているのかを示すリストが作成される。そして、各ユーザが保有し
ている楽曲については、再生が許可されたり、ダウンロードが無料或いは低料金で行える
。
【０１０６】
このため、エンドユーザ側にとっては、ＣＤを購入すると、そのＣＤに収納されている音
楽データの音楽配信が優先的に受けられるようになり、自宅でＣＤにより音楽再生ができ
ると共に、音楽配信を使って、携帯型のディジタルオーディオ機器により、いつでも、ど
こでも、自分が所有している音楽の再生が可能になる。そして、携帯型のディジタルオー
ディオ機器を利用する際に、ＣＤのディスクからの音楽データをコピーする必要がなくな
ると共に、同一の音楽データを２回料金を支払って購入する必要がなくなるという利点が
ある。
【０１０７】
また、コンテンツの提供者側にとっては、ＣＤを購入したユーザがＣＤのディスクからの
音楽データをコピーする機会が少なくなることが予想されるため、著作権の保護が図りや
すい。また、ＣＤのディスクから携帯型のディジタルオーディオ機器にコピーしなくても
、その音楽データが音楽配信で手に入れられるため、ＣＤの売り上げへの影響が少ないと
考えられる。
【０１０８】
さらに、ＣＤの売り上げと音楽配信とが関連するようになるため、コンテンツの提供者が
積極的に音楽配信で自分の楽曲を提供することになることが予想され、音楽配信サービス
の発展が期待できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明が適用されたシステムの一例のブロック図である。
【図２】識別情報の記録の説明に用いる断面図である。
【図３】識別情報の記録の説明に用いるフローチャートである。
【図４】識別情報の記録の説明に用いる略線図である。
【図５】会員登録処理の説明に用いるフローチャートである。
【図６】ディスク購入時の登録処理の説明に用いるフローチャートである。
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【図７】カスタマーおよび所有楽曲リストの一例のデータ構造を示す略線図である。
【図８】配信処理の説明に用いるフローチャートである。
【図９】携帯型のディジタルオーディオ機器として用いられるＰＤＡの一例の平面図であ
る。
【図１０】携帯型のディジタルオーディオ機器として用いられるＰＤＡの一例の構成を示
すブロック図である。
【図１１】この発明が適用されたシステムの他の例のブロック図である。
【符号の説明】
１３・・・楽曲サーバ、１４・・・ＩＤ管理サーバ、１６・・・音楽配信サーバ、２２・
・・ディスク製造工程、２３・・・ＩＤ書き込み工程、２４・・・ＩＤ書き込みコントロ
ールサーバ、２５・・・ディスク、３２・・・パーソナルコンピュータ、３３・・・ディ
ジタルオーディオ再生機器
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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