
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
着脱自在な記録媒体に記録データを記録する記録データの記録方法であって、
前記記録データの前記記録媒体への記録時において、当該記録データの読出しが許可され
る再生装置を特定するための装置特定用データ 当該記録媒体に記録した前記記録デー
タの読出しよりも先に再生装置によって読み出されて当該再生装置 装置特定用デー
タに基づいて特定される再生装置との同一性を判別するための判別用プログラム

記録することを特徴とする記録データの記録方
法。
【請求項２】
前記記録データの読出しが許可される再生装置に対して付与された識別用ＩＤを前記装置
特定用データとして記録することを特徴とする請求項１記載の記録データの記録方法。
【請求項３】
請求項１ 記載の記録データの記録方法に従って、前記記録データと、当該記録デ
ータの読出しが許可される再生装置を特定するための前記装置特定用データと、前記判別
用プログラムとが記録されていることを特徴とする記録媒体。
【請求項４】
着脱自在な記録媒体に記録データを記録可能に構成された記録装置であって、
前記記録データの読出しが許可される再生装置を特定するための装置特定用データを記憶
する特定用データ記憶部と、前記記録媒体に記録した前記記録データの読出しよりも先に
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再生装置によって読み出されて当該再生装置と前記記録された装置特定用データに基づい
て特定される再生装置との同一性を判別するための判別用プログラムを記憶するプログラ
ム記憶部と、前記記録媒体に対して前記記録データを記録する際に

当該
記録媒体に記録する記録制御部とを備えていることを特徴とする記録装置。
【請求項５】
前記特定用データ記憶部は、前記記録データの読出しが許可される再生装置に対して付与
された識別用ＩＤを前記装置特定用データとして記憶することを特徴とする請求項 記載
の記録装置。
【請求項６】
前記特定用データ記憶部は、前記記録データの読出しが許可される再生装置の製造時に当
該再生装置に対して個別的に付与された装置管理番号、当該再生装置におけるデータ入出
力インタフェース部に対して個別的に付与されたインタフェース管理番号、および前記デ
ータ入出力インタフェース部の動作を制御するための制御プログラムに対して個別的に付
与されたプログラム管理番号のいずれかを前記識別用ＩＤとして記憶することを特徴とす
る請求項 記載の記録装置。
【請求項７】
前記装置特定用データを装置外部から入力するための特定用データ入力部を備え、前記特
定用データ記憶部は、前記特定用データ入力部を介して入力された前記装置特定用データ
を記憶することを特徴とする請求項 のいずれかに記載の記録装置。
【請求項８】
前記記録媒体に記録されている前記記録データ、前記判別用プログラムおよび装置特定用
データを読み出すデータ読出し部と、前記装置特定用データに基づいて特定される再生装
置と当該記録装置との同一性を前記判別用プログラムに従って判別する判別部と、当該判
別部の判別結果毎に予め規定された所定処理を実行する制御部とを備えていることを特徴
とする請求項 から のいずれかに記載の記録装置。
【請求項９】
前記データ読出し部を介して前記記録媒体から読み出した前記記録データに基づく再生を
実行可能に構成されていることを特徴とする請求項 記載の記録装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、着脱自在な記録媒体（リムーバブルメディア）に対する記録データの記録方法
、その記録データが記録された記録媒体、および記録装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
一般的に、記録媒体に記録した記録データの不正な書換えや、不正な読出しを防止するた
めの記録データ保護方法として、記録媒体を書込み禁止状態にする方法、記録データの属
性を読出し専用属性または不可視属性に設定する方法、および記録データを暗号化する方
法などが従来から知られている。しかし、これらの記録データ保護方法を採用したとして
も、例えばパーソナルコンピュータなどを用いて記録データの書換えや読出しが比較的容
易に行われてしまう。このため、記録データと共に認証用のＩＤを記録媒体に記録させ、
記録媒体に対するアクセス時や記録データの読出し時に、記録されている認証用ＩＤを所
定の認証処理によって自動的に確認させ、これにより、不正な読み書きを防止する方法が
考案されている。
【０００３】
例えば、特開平１０－４９９８６号に開示された記録再生装置は、各種データが予め記録
された読出し専用のＲＯＭ領域と、記録データを記録可能なリライタブル領域とを有する
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パーシャルＲＯＭディスク（以下、「ディスク」ともいう）に対する記録データの記録お
よび読出しを実行可能に構成されている。この場合、この種の記録再生装置は、挿入され
たディスクがその記録再生装置によって読み書き可能なディスクタイプであると判別した
ときにそのディスクに対するアクセスを許可するメディア許可フラグと、所定条件が一致
したときに記録データ（バンド）に対する読み書きを許可するバンド許可フラグとからな
るリード／ライトフラグによって記録データの読み書きを制限する機能を備えている。ま
た、この種の記録再生装置は、個別的に付与された互いに異なる装置ＩＤを内蔵メモリに
記録している。一方、同公報に開示されたディスクには、記録データを保護する機能が付
加されたタイプのディスク（以下、「保護機能付きディスク」ともいう）である旨を示す
ディスクタイプ情報と、記録媒体毎に個別的に付与された記録媒体ＩＤとがディスクの製
造時にＲＯＭ領域内に予め記録されている。この場合、記録媒体ＩＤは、記録データの読
み書きが許可される記録再生装置（例えば記録データの管理者が所有する記録再生装置）
に付与された装置ＩＤに対して所定の対応関係が成立するように規定されている。
【０００４】
この記録再生装置を用いて保護機能付きディスクに記録されている記録データの再生また
は書換えを行う際には、記録再生装置は、ディスクが装置に挿入されたときに、ディスク
タイプ情報を最初に読み出す。この場合、保護機能付きディスクに対応していない記録再
生装置では、読み出したデスクタイプ情報を確認した際にディスクタイプエラーとなって
、そのディスクに対する読み書きが不能となる。このため、この種の記録再生装置に対し
ては、記録データの不正な読み書きが防止される。これに対して、読み出したディスクタ
イプ情報に基づいてディスクが保護機能付きディスクであると判別できた記録再生装置は
、そのディスクから記録媒体ＩＤを読み出した後、その記録再生装置に対して付与されて
いる装置ＩＤと比較することにより、規定された対応関係が両ＩＤ間に成立するか否かを
判別する。この場合、この記録再生装置が、記録データの読み書きを許可された記録再生
装置であるときには、その記録再生装置に付与された装置ＩＤと、記録媒体から読み出し
た装置ＩＤとの間に規定された対応関係が成立する。したがって、記録再生装置は、対応
関係が成立すると判別したときにのみ、メディア許可フラグをオン状態に制御する。これ
により、その記録再生装置によるそのディスクへのアクセスが許可され、ディスクへの記
録データの新たな書込み、および後述する条件付きでの記録データの読出しが可能な状態
となる。これに対して、例えば第三者所有の記録再生装置（記録データの読み書きを許可
されていない記録再生装置）では、メディア許可フラグがオフ状態に維持される結果、そ
のディスクに対するアクセスが許可されず、これにより、記録データの不正な読み書きが
防止される。
【０００５】
一方、ディスクに対するアクセスが許可された記録再生装置では、ディスクから記録デー
タを読み出す都度、その記録データに対して設定されているＩＤの入力をユーザーに要求
する。この際に、記録データに設定されたＩＤと同じＩＤ（この場合、記録データに設定
されたＩＤは、正規なユーザーのみに予め知らされているものとする）が入力されたとき
には、記録再生装置は、バンド許可フラグをオン状態に制御する。これにより、その記録
データの読出しが可能となる。一方、入力されたＩＤが記録データに設定されたＩＤと同
一でないときには、記録再生装置は、バンド許可フラグをオフ状態に維持する。この状態
では、その記録データの読出しが不能となり、記録データの不正な再生や書換えが防止さ
れる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、この記録再生装置による記録データ保護方法には、以下の問題点がある。すな
わち、この記録再生装置では、記録データの不正な読み書きを防止するために、ディスク
タイプの判別、記録媒体ＩＤと装置ＩＤとの対応関係の判別、および記録データ（バンド
）毎のＩＤ確認などの複雑な認証処理を行っている。このため、正規なユーザーがディス
クに対する読み書きを行う際にも、複雑な処理を経て各フラグをオン状態に制御しなくて
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はならず、この認証処理が煩雑であるという問題点が存在する。また、従来の記録再生装
置では、装置ＩＤに対して予め規定された対応関係が成立する記録媒体ＩＤをディスクの
製造時に書き込んでおく必要があるため、ディスクの製造コストが高騰しているという問
題点がある。この場合、特開平７－２１６９７号に開示された情報処理装置では、記録デ
ータの記録時に、データの書換えおよび複製が困難な記録エリアに媒体識別データを記録
させると共に、媒体識別データの同一性を判別する処理を記述したプログラムを記録デー
タとして記録することにより、不正に複製された記録媒体からのプログラムの起動を禁止
している。ところが、この記録データ保護方法には、記録媒体の製造コストを低減するこ
とができるものの、記録データ自体がプログラムデータであることを前提としているため
、例えばテキストデータ、音声データおよび画像データなどの各種記録データを有効に保
護するのが困難であるという問題がある。
【０００７】
本発明は、かかる問題点に鑑みてなされたものであり、記録媒体の製造コストを低減しつ
つ、複雑な認証処理を必要とせずに記録データの不正な読み書きを防止し得る記録データ
の記録方法、記録媒体および記録装置を提供することを主目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成すべく請求項１記載の記録方法は、着脱自在な記録媒体に記録データを記
録する記録データの記録方法であって、
前記記録データの前記記録媒体への記録時において、当該記録データの読出しが許可され
る再生装置を特定するための装置特定用データ 当該記録媒体に記録した前記記録デー
タの読出しよりも先に再生装置によって読み出されて当該再生装置 記装置特定用デー
タに基づいて特定される再生装置との同一性を判別するための判別用プログラム

記録することを特徴とする。
【０００９】
請求項２記載の記録方法は、請求項１記載の記録データの記録方法において、前記記録デ
ータの読出しが許可される再生装置に対して付与された識別用ＩＤを前記装置特定用デー
タとして記録することを特徴とする。
【００１０】
請求項 記載の記録媒体は、請求項１ 記載の記録データの記録方法に従って、前
記記録データと、当該記録データの読出しが許可される再生装置を特定するための前記装
置特定用データと、前記判別用プログラムとが記録されていることを特徴とする。
【００１１】
請求項 記載の記録装置は、着脱自在な記録媒体に記録データを記録可能に構成された記
録装置であって、前記記録データの読出しが許可される再生装置を特定するための装置特
定用データを記憶する特定用データ記憶部と、前記記録媒体に記録した前記記録データの
読出しよりも先に再生装置によって読み出されて当該再生装置と前記記録された装置特定
用データに基づいて特定される再生装置との同一性を判別するための判別用プログラムを
記憶するプログラム記憶部と、前記記録媒体に対して前記記録データを記録する際に

当該記録媒体に記録する記録制御部とを備えていることを特徴とする。
【００１２】
請求項 記載の記録装置は、請求項 記載の記録装置において、前記特定用データ記憶部
は、前記記録データの読出しが許可される再生装置に対して付与された識別用ＩＤを前記
装置特定用データとして記憶することを特徴とする。
【００１３】
請求項 記載の記録装置は、請求項 記載の記録装置において、前記特定用データ記憶部
は、前記記録データの読出しが許可される再生装置の製造時に当該再生装置に対して個別
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的に付与された装置管理番号、当該再生装置におけるデータ入出力インタフェース部に対
して個別的に付与されたインタフェース管理番号、および前記データ入出力インタフェー
ス部の動作を制御するための制御プログラムに対して個別的に付与されたプログラム管理
番号のいずれかを前記識別用ＩＤとして記憶することを特徴とする。
【００１４】
請求項 記載の記録装置は、請求項 から のいずれかに記載の記録装置において、前記
装置特定用データを装置外部から入力するための特定用データ入力部を備え、前記特定用
データ記憶部は、前記特定用データ入力部を介して入力された前記装置特定用データを記
憶することを特徴とする。
【００１５】
請求項 記載の記録装置は、請求項 から のいずれかに記載の記録装置において、前記
記録媒体に記録されている前記記録データ、前記判別用プログラムおよび装置特定用デー
タを読み出すデータ読出し部と、前記装置特定用データに基づいて特定される再生装置と
当該記録装置との同一性を前記判別用プログラムに従って判別する判別部と、当該判別部
の判別結果毎に予め規定された所定処理を実行する制御部とを備えていることを特徴とす
る。
【００１６】
請求項 記載の記録装置は、請求項 記載の記録装置において、前記データ読出し部を介
して前記記録媒体から読み出した前記記録データに基づく再生を実行可能に構成されてい
ることを特徴とする。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面を参照して、本発明に係る記録データの記録方法、記録媒体および記録装
置の好適な実施の形態について説明する。
【００１８】
最初に、記録再生装置１の構成について、図面を参照して説明する。
【００１９】
図１に示す記録再生装置１は、パーソナルコンピュータ（以下、「パソコン」ともいう）
ＰＣなどに接続可能なＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）接続型式の
外付けタイプのＣＤ－Ｒドライブであって、光ディスクＯＤに対する各種ディジタルデー
タの記録および読出しを実行可能に構成されている。この場合、記録再生装置１を含む各
種ＵＳＢ接続型式の機器は、個別的に付与された互いに異なるＵＳＢシリアルナンバーを
有している。一方、光ディスクＯＤは、本発明における記録媒体に相当し、一例として、
市場に流通している汎用のＣＤ－Ｒ（書換え不能な書込み可能ディスク）が用いられてい
る。なお、ＣＤ－Ｒを含むＣＤファミリーとしては、音楽用のＣＤ－ＤＡや各種データ記
録済みのＣＤ－ＲＯＭのような書込み不能ディスク、およびＣＤ－ＲＷのような書換え可
能な書込み可能ディスクなどが存在する。また、図２に示すように、各種ディジタルデー
タが記録される光ディスクＯＤは、そのデータ記録領域１１が、最内周部に規定された管
理データ記録領域１１ａと、管理データ記録領域１１ａの外周に規定された記録データ記
録領域１１ｂとで構成されている。管理データ記録領域１１ａには、記録データ記録領域
１１ｂに記録される記録データＤｄ，Ｄｄ・・などについてのＦＡＴデータや、記録再生
装置１を含む各種再生装置に光ディスクＯＤが挿入された際に最初に読み出されるデータ
の記録位置に関する位置データなどからなる管理データＤｘ（一例として「ＴＯＣ（Ｔａ
ｂｌｅ　Ｏｆ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ　）」または「ＵＴＯＣ（Ｕｓｅｒ　Ｔａｂｌｅ　Ｏｆ
　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ）」）などが記録される。また、記録データ記録領域１１ｂには、記
録データＤｄ，Ｄｄ・・（音声データ、画像データ、音楽データ、テキストデータを初め
、各種アプリケーションソフトによって使用者が作成または更新したデータや、各種アプ
リケーションソフトによって作成されたデータであって使用者が入手したデータなど）や
、後述する認証プログラムデータＤＰＳなどが記録される。
【００２０】
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一方、図１に示すように、記録再生装置１は、データ入出力部２、データ記録読出し部３
、操作部４、制御部５、ＥＥＰＲＯＭ６、ＲＡＭ７およびＲＯＭ８を備えている。データ
入出力部２は、ＵＳＢ接続型式のコネクタを備え、そのコネクタを介して接続されたパソ
コンＰＣからの記録データＤｄの入力、およびパソコンＰＣに対する記録データＤｄの出
力を制御部５の制御下で実行する。データ記録読出し部３は、光ディスクＯＤに対してレ
ーザを照射することにより、記録データＤｄ、認証プログラムデータＤＰＳおよび管理デ
ータＤｘなどの書込みや読出しを実行する。操作部４は、本発明における特定用データ入
力部に相当し、記録再生装置１以外のＵＳＢ接続型式機器に付与されたＵＳＢシリアルナ
ンバーを入力可能なボタンや、記録条件設定用のボタンなどが配設されている。
【００２１】
制御部５は、本発明における記録制御部、制御部および判別部に相当し、データ記録読出
し部３を介しての記録データＤｄの記録および読出しを制御すると共に、記録データＤｄ
の再生時には認証プログラムに従って所定の認証処理を実行する。ＥＥＰＲＯＭ６は、本
発明におけるプログラム記憶部に相当し、外部装置を用いて予め作成された認証プログラ
ム データＤｐを記憶する。この場合、認証プログラ
ムデータＤｐは、記録再生装置１の他に、各種パソコンＰＣによって読出し可能なファイ
ル形式で記録されると共に、読出し完了直後に各種パソコンＰＣによって自動起動される
ように記録されている。具体的には、ＡＵＴＯＲＵＮ．ＥＸＥなどのエクゼクタブルファ
イルや、各種バッチファイルで構成されている。また、ＥＥＰＲＯＭ６は、本発明におけ
る特定用データ記憶部としても機能し、操作部４を介して入力された他の再生装置のＵＳ
Ｂシリアルナンバー（シリアル番号データＤｓ： ）を記
憶する。ＲＡＭ７は、制御部５の演算結果や、光ディスクＯＤに記録する記録データＤｄ
および光ディスクＯＤから読み出した記録データＤｄを一時的に記憶する。ＲＯＭ８は、
本発明における特定用データ記憶部、および前述した内蔵メモリに相当し、記録再生装置
１に対して予め付与されたＵＳＢシリアルナンバー（シリアル番号データＤｓ）を記憶す
ると共に、制御部５の動作プログラムを記憶する。
【００２２】
次に、未使用の光ディスクＯＤにシングルセッション方式で記録データＤｄ（例えば、音
声データ）を記録する記録方法、およびその記録方法で光ディスクＯＤに記録された記録
データＤｄの再生方法について、各図を参照して説明する。
【００２３】
最初に、図３を参照して、記録再生装置１による記録処理について説明する。この記録再
生装置１では、図示しないディスク挿入部に光ディスクＯＤが挿入されると、データ記録
読出し部３が制御部５の制御下で光ディスクＯＤの管理データ記録領域１１ａにアクセス
する。この際に、未使用の光ディスクＯＤには、その記録媒体がＣＤ－Ｒである旨のディ
スクタイプ情報などからなる各種情報（この場合、「各種情報」は使用者が直接的に使用
する情報ではなく、各種記録装置または再生装置によって使用される情報）のみが管理デ
ータ記録領域１１ａに記録されている。したがって、制御部５は、光ディスクＯＤが未使
用のＣＤ－Ｒであると判別する。次に、制御部５は、光ディスクＯＤに対する記録方式を
選択させるための選択用画面をパソコンＰＣのモニタに表示させて、使用者に対して、デ
ータ保護方式または通常の記録方式を選択させる（ステップ２１）。この際に、使用者に
よって通常の記録方式が選択されたときには、パソコンＰＣから出力された記録データＤ
ｄを光ディスクＯＤの記録データ記録領域１１ｂにデータ記録読出し部３を介して逐次記
録し（ステップ２２）、すべての記録データＤｄ，Ｄｄ・・を記録し終えたときに、光デ
ィスクＯＤのセッションをクローズする（ステップ２３）。これにより、ＣＤ－ＲＯＭド
ライブ、ＣＤ－ＲドライブおよびＣＤ－ＲＷドライブなどによって再生可能なＣＤ－Ｒが
作製される。
【００２４】
一方、ステップ２１においてデータ保護方式が選択されたときには、制御部５は、ＥＥＰ
ＲＯＭ６から認証プログラムデータＤｐを読み出すと共にＲＯＭ８からシリアル番号デー
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タＤｓを読み出した後、両データに基づいて認証プログラムデータＤＰＳを生成してＲＡ
Ｍ７に記憶させる（ステップ２４）。この場合、認証プログラムデータＤＰＳは、その一
部としてのシリアル番号データＤｓを認証プログラムデータＤｐの前後いずれかに連結す
ることにより構成される。次に、データ入出力部２を介してパソコンＰＣから入力された
記録データＤｄを光ディスクＯＤの記録データ記録領域１１ｂにデータ記録読出し部３を
介して逐次記録する（ステップ２５）。
【００２５】
次いで、制御部５は、ＲＡＭ７から認証プログラムデータＤＰＳを読み出すと共に、記録
データ記録領域１１ｂにおける記録データＤｄの後ろ（つまり、当該記録データＤｄを含
むセッションの最外周部位）に認証プログラムデータＤＰＳを記録する（ステップ２６）
。続いて、記録した記録データＤｄおよび認証プログラムデータＤＰＳについてのＦＡＴ
データを管理データＤｘの一部として管理データ記録領域１１ａに記録する。さらに、制
御部５は、光ディスクＯＤがいずれかの再生装置に挿入された際に最初に読み出されるデ
ータとしての認証プログラムデータＤＰＳの記録位置に関する位置データを管理データＤ
ｘの一部として管理データ記録領域１１ａに記録する。この後、制御部５は、管理データ
Ｄｘを記録し終えたときに、光ディスクＯＤのセッションをクローズする（ステップ２７
）。以上の記録処理によって、その光ディスクＯＤに対して記録データＤｄを記録した記
録再生装置１のみによって記録データＤｄを再生可能なデータ保護方式のＣＤ－Ｒが作製
される。
【００２６】
なお、作製したデータ保護方式のＣＤ－Ｒを、記録再生装置１以外のＣＤ－ＲＯＭドライ
ブ、ＣＤ－ＲドライブおよびＣＤ－ＲＷドライブなど（以下、これらを総称して「ドライ
ブ」ともいう）で再生可能に記録することもできる。この際には、まず、記録処理に先立
ち、操作部４を操作して、例えば対象となるドライブに付与されているＵＳＢシリアルナ
ンバーを入力する。次いで、制御部５が、入力されたＵＳＢシリアルナンバーに基づいて
シリアル番号データＤｓを生成し、ＥＥＰＲＯＭ６に記憶させる。この場合、一例として
１０台のドライブに関する１０個のシリアル番号データＤｓ，Ｄｓ・・の記憶が可能に構
成されている。一方、記録データＤｄの記録処理時には、制御部５は、ＥＥＰＲＯＭ６か
ら読み出した１または複数のシリアル番号データＤｓと認証プログラムデータＤｐとに基
づいて認証プログラムデータＤＰＳを生成してＲＡＭ７に記憶させる。この際に、制御部
５は、ＥＥＰＲＯＭ６から読み出した１または複数のシリアル番号データＤｓと共にＲＯ
Ｍ８から読み出したシリアル番号データＤｓ（記録再生装置１に関するシリアル番号デー
タＤｓ）を連結して認証プログラムデータＤＰＳを生成してもよい。次いで、制御部５は
、記録データＤｄの記録が完了した後に、ＲＡＭ７から読み出した認証プログラムデータ
ＤＰＳを記録する。この後、セッションをクローズすることにより、ＵＳＢシリアルナン
バーを予め記憶させたドライブによる再生が可能なＣＤ－Ｒが作製される。これにより、
記録再生装置１の所有者である使用者が所有する他のドライブや、ＵＳＢシリアルナンバ
ーが予め判明している第三者所有のドライブによる音声データの読出しが可能となる。
【００２７】
次に、記録再生装置１によってデータ保護方式で記録されたＣＤ－Ｒ内の記録データＤｄ
を再生する再生処理１～３について、図面を参照して説明する。
【００２８】
例えば、ＣＤ－ＤＡの再生のみが可能な汎用の音楽再生専用のＣＤプレーヤや、ＣＤ－Ｄ
Ａに加えて各種ディスクタイプに対応しているＣＤプレーヤなどの再生専用装置単体で光
ディスクＯＤ内の記録データＤｄを再生しようとした際には、図４に示す再生処理１がＣ
Ｄプレーヤによって実行される。この再生処理１では、光ディスクＯＤが挿入されると、
まず、光ディスクＯＤの管理データ記録領域１１ａからディスクタイプ情報が読み出され
る（ステップ３１）。この際に、ＣＤ－ＤＡ以外のディスクタイプに対応していないＣＤ
プレーヤでは、ディスクタイプエラーが発生したものとして（ステップ３２）、再生処理
１をエラー終了する。また、ＣＤ－ＤＡに加えて各種ディスクタイプに対応しているＣＤ
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プレーヤでは、管理データＤｘが読み出される（ステップ３３）。この場合、管理データ
Ｄｘには、最初に読み出されるデータの記録位置として認証プログラムデータＤＰＳの記
録位置が指示されている。このため、ＣＤプレーヤは、記録データ記録領域１１ｂにおけ
る認証プログラムデータＤＰＳの記録位置（つまり、セッションの最外周部位）からデー
タの読出しを開始する（ステップ３４）。ところが、この種のＣＤプレーヤでは、認証プ
ログラムデータＤＰＳの記述内容を判読することができない。このため、ＣＤプレーヤは
、認証プログラムデータＤＰＳを読み出した後、読出しが完了した時点で再生処理１を終
了する。この結果、その光ディスクＯＤに記録データＤｄを記録した記録再生装置１以外
の再生装置（この場合、ＣＤプレーヤ）による音声（記録データＤｄ）の再生が防止され
る。
【００２９】
一方、その記録データＤｄを記録した記録再生装置１（または、その記録再生装置１と同
型の記録再生装置１）によってその記録データＤｄを再生する際には、記録再生装置１に
よって図５に示す再生処理２が実行される。この再生処理２では、光ディスクＯＤが挿入
されると、制御部５が、最初に、データ記録読出し部３を介して管理データ記録領域１１
ａから管理データＤｘを読み出す（ステップ４１）。この場合、最初に読み出すべきデー
タの記録位置として認証プログラムデータＤＰＳの記録位置が管理データＤｘに指示され
ている。このため、制御部５は、その指示に従い、記録データ記録領域１１ｂに記録され
ている認証プログラムデータＤＰＳを読み出す（ステップ４２）。この場合、認証プログ
ラムデータＤＰＳが読出し完了直後に自動起動させるファイル形式で構成されているため
、制御部５は、読み出した認証プログラムデータＤＰＳの記述内容を自動実行（認証プロ
グラムの起動）する（ステップ４３）。この際に、制御部５は、最初に、認証プログラム
データＤＰＳの先頭部位に記述された指示に従って認証プログラムデータＤＰＳから認証
プログラムデータＤｐを抽出する。
【００３０】
次に、制御部５は、抽出した認証プログラムデータＤｐの記述に従って、記録再生装置１
のＲＯＭ８にシリアル番号データＤｓが記録されているか否かを判別した後、ＲＯＭ８か
らシリアル番号データＤｓを読み出す（ステップ４４）。次いで、ＲＯＭ８から読み出し
たシリアル番号データＤｓと、認証プログラムデータＤＰＳ内に記録されているシリアル
番号データＤｓとが同一であるか否かを判別する（ステップ４５）。この際に、光ディス
クＯＤに記録データＤｄを記録した記録再生装置１とは異なる記録再生装置では、両シリ
アル番号データＤｓ，Ｄｓが互いに異なるデータと判別される。したがって、制御部５は
、両シリアル番号データＤｓ，Ｄｓが互いに異なると判別したときには、予め規定された
所定処理として「識別用情報が一致しません。このＣＤ－Ｒにデータを記録したドライブ
で再生して下さい」とのエラーメッセージをパソコンＰＣのモニタに表示させた後（ステ
ップ４６）、再生処理２をエラー終了する。この結果、音声（記録データＤｄ）の不正な
再生が防止される。
【００３１】
また、ステップ４５において、両シリアル番号データＤｓ，Ｄｓが同一であると判別した
とき、すなわち、その光ディスクＯＤに記録された記録データの再生が許可された再生装
置として記録再生装置１が指定されていると判別したときには、予め規定された所定処理
として、その光ディスクに記録されている記録データの読出しおよび消去や、記録データ
Ｄｄの追加書込み（セッションの追加）を許可する。したがって、制御部５は、データ記
録読出し部３を介して記録データＤｄ，Ｄｄ・・を読み出し（ステップ４７）、データ入
出力部２を介してパソコンＰＣに出力する（ステップ４８）。この後、パソコンＰＣが、
記録再生装置１から出力された記録データＤｄ，Ｄｄ・・に基づいて音声を再生する。こ
の結果、光ディスクＯＤに記録データＤｄ，Ｄｄ・・を記録した記録再生装置１の所有者
、つまり、光ディスクＯＤの正規な所有者は、ＩＤ入力などの煩雑な操作を何ら行うこと
なく、記録されている音声を容易に再生することができる。この場合記録データＤｄに基
づく音声の再生を実行可能なパソコンＰＣと記録再生装置１とで本発明における記録装置
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が構成される。
【００３２】
一方、例えばパソコンＰＣに内蔵されたＣＤ－Ｒドライブ、および記録再生装置１以外の
外付けタイプのＣＤ－Ｒドライブなどの各種ディスクタイプや各種データ形式に対応した
ＣＤ－Ｒドライブに、このデータ保護方式の光ディスクＯＤを挿入した場合、図６に示す
再生処理３がパソコンＰＣによって実行される。この再生処理３では、ＣＤ－Ｒドライブ
が、パソコンＰＣの制御に従い、挿入された光ディスクＯＤの管理データ記録領域１１ａ
から管理データＤｘを読み出してパソコンＰＣに出力する（ステップ５１）。この際に、
パソコンＰＣは、管理データＤｘに記載されている指示に従って認証プログラムデータＤ
ＰＳを読み出す（ステップ５２）。次に、パソコンＰＣは、読み出した認証プログラムデ
ータＤＰＳの記述内容を自動実行（認証プログラムの起動）する（ステップ５３）。この
際に、パソコンＰＣは、最初に、認証プログラムデータＤＰＳから認証プログラムデータ
Ｄｐを抽出する。
【００３３】
続いて、パソコンＰＣは、認証プログラムデータＤｐの記述に従って、ＣＤ－Ｒドライブ
の内蔵メモリにシリアル番号データＤｓが記録されているか否かを判別する（ステップ５
４）。この場合、そのＣＤ－ＲドライブがＵＳＢ接続型式以外の接続型式（例えば、ＳＣ
ＳＩ接続型式やＩＤＥ接続型式など）のときには、ＵＳＢシリアルナンバー（シリアル番
号データＤｓ）が存在しない。したがって、パソコンＰＣは、シリアル番号データＤｓが
記録されていないと判別したときには、「識別用情報が一致しません。このＣＤ－Ｒにデ
ータを記録したドライブで再生して下さい」とのエラーメッセージをモニタに表示させた
後（ステップ５５）、この再生処理３をエラー終了する。この結果、少なくとも、ＵＳＢ
接続型式以外のドライブによる音声（記録データＤｄ）の不正な再生が防止される。
【００３４】
一方、ステップ５４においてシリアル番号データＤｓが記録されていると判別したときに
は、パソコンＰＣは、そのＣＤ－Ｒドライブからシリアル番号データＤｓを読み出す（ス
テップ５６）。この際に、ＣＤ－Ｒドライブは、内蔵メモリが記憶しているシリアル番号
データＤｓをパソコンＰＣの制御下で読み出して出力する。次に、パソコンＰＣは、読み
出したシリアル番号データＤｓと、認証プログラムデータＤＰＳ内に記録されているシリ
アル番号データＤｓとの同一性を判別する（ステップ５７）。この際に、光ディスクＯＤ
に記録データＤｄを記録した記録再生装置１とは異なるＣＤ－Ｒドライブでは、両シリア
ル番号データＤｓ，Ｄｓが互いに異なるデータとなる。このため、ステップ５７において
、両シリアル番号データＤｓ，Ｄｓが相異すると必ず判別される。したがって、パソコン
ＰＣは、「識別用情報が一致しません。このＣＤ－Ｒにデータを記録したドライブで再生
して下さい」とのエラーメッセージをモニタに表示させた後（ステップ５５）、再生処理
３をエラー終了する。この結果、音声（記録データＤｄ）の不正な再生が防止される。
【００３５】
このように、この記録再生装置１によれば、記録データＤｄを記録する際に、再生が許可
される再生装置のＵＳＢシリアルナンバー（シリアル番号データＤｓ）と、所定の認証処
理を自動的に実行させる認証プログラム（認証プログラムデータＤｐ）とからなる認証プ
ログラムデータＤＰＳを記録すると共に、認証プログラムデータＤＰＳが最初に読み出さ
れるように指示する管理データＤｘを記録することにより、シリアル番号データＤｓが不
一致の再生装置（記録再生装置）に対しては、認証プログラムに従った所定の認証処理を
経て記録媒体に対するアクセスまたは記録データの読出しを禁止することができる。また
、ＣＤ－ＤＡ以外のディスクタイプに対応していないＣＤプレーヤに対しては、ディスク
タイプエラーを発生させて記録データＤｄの読出しを禁止することができる。さらに、認
証プログラムデータＤＰＳがセッションの最外周部位に記録されるため、ＣＤ－ＤＡ以外
の各種ディスクタイプに対応しているＣＤプレーヤに対しては、認証プログラムデータＤ
ＰＳの読出しが完了した時点で再生処理を終了させることができるため、記録データＤｄ
の読出しを禁止することができる。これにより、光ディスクＯＤの製造コストを低減しつ
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つ、複雑な認証処理を必要とせず、しかも記録データＤｄ自体を暗号化することなく、記
録データＤｄの不正な読み書きを防止することができる。また、光ディスクＯＤに記録さ
れた認証プログラムデータＤＰＳの読出しを確実に防止することができるため、その認証
プログラムデータＤｐおよびシリアル番号データＤｓの不正な書換えも防止することがで
きる。
【００３６】
さらに、この記録再生装置１によれば、光ディスクＯＤに記録データＤｄを記録する際に
認証プログラムデータＤＰＳや管理データＤｘを記録するため、特開平１０－４９９８６
号に開示されているパーシャルＲＯＭディスクとは異なり、ディスク製造時に記録媒体Ｉ
Ｄを記録する工程を不要にできる。この結果、光ディスクＯＤ自体を安価に製造すること
ができる。また、この記録再生装置１によれば、製造時に記録再生装置１に予め付与され
ているＵＳＢシリアルナンバーをシリアル番号データＤｓとして用いることにより、数多
くの記録再生装置１，１・・毎に個別的なＩＤ番号を別途付与する作業を不要にでき、し
かも認証処理用のＩＤ番号を記憶させる専用の記憶手段を使用しないため、記録再生装置
１を安価に製造することができる。
【００３７】
なお、本発明は、上記した発明の実施の形態に限らず、適宜変更が可能である。例えば、
本発明の実施の形態では、ＵＳＢシリアルナンバーを用いてシリアル番号データＤｓを構
成した例について説明したが、本発明における識別用ＩＤはこれに限定されず、ＩＥＥＥ
１３９４規格（ＦｉｒｅＷｉｒｅ＝シリアルＳＣＳＩ拡張規格）のシリアルナンバーや、
ＵＳＢおよびＳＣＳＩなどのインタフェース部を制御する制御プログラムの管理番号（例
えば、記録再生装置１における制御部５の動作プログラムの管理番号）や、複数の記録再
生装置１，１・・毎に個別的に付与した認証処理専用の識別番号などを用いて構成するこ
とができる。また、本発明の実施の形態では、記録データＤｄの後ろ（つまり、当該記録
データＤｄを含むセッションの最外周部位）に認証プログラムデータＤＰＳを記録した例
について説明したが、本発明における判別用プログラムの記録位置はこれに限定されず、
例えば、図２に破線で示すように、光ディスクＯＤにおける記録データ記録領域１１ｂの
先頭部位（つまり、当該セッションの最内周部位）や、記録データＤｄ，Ｄｄ・・の間（
つまり、当該セッションの最内周部位から最外周部位の間の任意の記録位置）に認証プロ
グラムデータＤＰＳを記録することもできる。また、光ディスクＯＤに対してマルチセッ
ション方式（記録データ記録領域１１ｂを所定数に分割すると共に、複数の管理データＤ
ｘ，Ｄｘ・・を管理データ記録領域１１ａ内に記録する記録方式）で記録データＤｄ，Ｄ
ｄ・・を記録する場合、各セッションに対応する管理データＤｘによって認証プログラム
データＤＰＳの記録位置を指示することができる。この場合、再生を許可する再生装置が
各セッション毎に異なるときには、各セッション毎に対応する再生装置を特定可能な装置
特定用データ（対応する再生装置に関するシリアル番号データＤｓ、または、そのシリア
ル番号データＤｓを含む認証プログラムデータＤＰＳ）を記録することができる。さらに
、本発明の実施の形態では、記録処理の開始時点で認証プログラムデータＤＰＳを生成し
てＲＡＭ７に記憶させておく記録方法を例に挙げて説明したが、認証プログラムデータＤ
ＰＳの生成タイミングはこれに限定されず、記録データＤｄの記録が完了した後、記録す
る直前に認証プログラムデータＤＰＳを生成してもよい。
【００３８】
さらに、本発明の実施の形態では、記録データＤｄとしてディジタル音声データを光ディ
スクＯＤに記録する例について説明したが、本発明における記録データは、ディジタル音
声データに限定されず、動画および静止画の画像データ、数値データ、テキストデータな
どの各種ディジタルデータであってもよいのは勿論である。また、ディジタル音声データ
である記録データＤｄについても、パソコンＰＣから出力された記録データＤｄに限定さ
れず、マイクを介して集音したアナログ音声信号をディジタル変換したディジタル音声デ
ータや、パソコンＰＣ以外の装置やシステムから出力されたディジタル音声データ（例え
ば、通信端末を介して取得したディジタル音声データや、アナログ信号入力用Ｉ／Ｆを介
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して入力したアナログ音声信号に基づいて生成したディジタル音声データなど）であって
もよい。
【００３９】
また、本発明の実施の形態では、記録再生装置１に付与されたＵＳＢシリアルナンバーに
ついてのシリアル番号データＤｓ、および操作部４を操作して入力したＵＳＢシリアルナ
ンバーについてのシリアル番号データＤｓを本発明における識別用ＩＤとして用いる例に
ついて説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、パソコンＰＣから出力したシ
リアル番号データＤｓ，Ｄｓ・・をＥＥＰＲＯＭ６に記憶させ、そのシリアル番号データ
Ｄｓ，Ｄｓ・・を識別用ＩＤとして用いることができる。この場合、パソコンＰＣを介し
て接続されたネットワーク上のドライブについてのシリアル番号データＤｓをＥＥＰＲＯ
Ｍ６に予め記憶させておくことにより、そのドライブを用いての記録データＤｄの再生が
可能となる。さらに、本発明の実施の形態では、シリアル番号データＤｓを認証プログラ
ムデータＤｐの前後いずれかに連結してシリアル番号データＤｓを記録する記録方法を例
に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されず、認証プログラムデータＤＰＳの一部と
して認証プログラムデータＤｐ内にシリアル番号データＤｓを分散させて記録する記録方
法や、認証プログラムデータＤｐおよびシリアル番号データＤｓを別個 したファイル
として記録する記録方法を採用することもできる。この場合、認証プログラムデータＤｐ
内にシリアル番号データＤｓを分散させて記録する記録方法によれば、シリアル番号デー
タＤｓを容易には解析できないように構成することができる。
【００４０】
さらに、本発明の実施の形態では、パソコンＰＣに接続可能な外付け型のＣＤ－Ｒドライ
ブとしての記録再生装置１を例に挙げて説明したが、本発明における記録装置は、パソコ
ンＰＣなどに接続可能な外部装置としての記録装置のみならず、パソコンＰＣに内蔵可能
な内蔵型ＣＤ－Ｒドライブや、音楽ＣＤ－Ｒの作製および再生が装置単体で可能なＣＤレ
コーダなどにも適用することができる。また、本発明における記録媒体についても、ＣＤ
－Ｒ（光ディスクＯＤ）のみならず、各種リムーバブルメモリや、ＭＤ、ＭＯ、ＦＤ、Ｃ
Ｄ－ＲＷ、ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷなどのディスク形ディジタルデータ記録媒体など、
各種のリームーバブルメディアが含まれる。したがって、本発明における記録装置も、Ｃ
Ｄ－Ｒドライブに限定されず、ＭＤドライブ、ＭＯドライブ、ＦＤドライブ、ＣＤ－ＲＷ
ドライブ、ＤＶＤ－Ｒドライブ、ＤＶＤ－ＲＷドライブなどの各種記録装置（記録再生装
置）が含まれる。
【００４１】
【発明の効果】
以上のように、請求項１記載の記録方法によれば、記録データの記録時に、記録データの
読出しが許可される再生装置を特定するための装置特定用データ 記録媒体に記録した
記録データの読出しよりも先に再生装置によって読み出されて再生装置 装置特定用デー
タに基づいて特定される再生装置との同一性を判別するための判別用プログラム

記録することにより、認証処理用のＩＤなどを
記録媒体に予め記録させておく工程を不要にできるため、記録媒体の製造コストを低減す
ることができる。また、判別用プログラムの読出しに対応していない再生装置に対しては
、所定のエラーを発生させ、判別用プログラムの読出しに対応し、かつ判別用プログラム
の記述内容を判読することができない再生装置に対しては、判別用プログラムの読出しが
完了した時点で再生処理を終了させることができる。これにより、この種の再生装置に対
しては、記録データを確実に保護することができる。さらに、判別用プログラムの記述内
容を判読することが可能で、かつ記録媒体に記録されている装置特定用データによって特
定される再生装置以外の再生装置に対しては、判別用プログラムに従って同一性を判別さ
せることにより、記録媒体へのアクセスや記録データの読出しを確実に禁止することがで
きる。これにより、簡易な記録方法でありながら、記録データの不正な読み書きを確実に
防止することができる。
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独立

を、
と

内に分散
させた状態でその判別用プログラムと共に

さらに、装置特定用データと判別用プログラムとを別個独立した
ファイルとして記録する記録方法と比較して、装置特定用データの解析が困難になるため



【００４２】
また、請求項２記載の記録方法によれば、記録データの読出しが許可される再生装置に対
して付与された識別用ＩＤを装置特定用データとして記録することにより、装置特定用デ
ータとして記録されている識別用ＩＤが、記録データの再生を行おうとしている再生装置
に付与されているか否かを判別するだけで、その再生装置が、記録データの読出しを許可
された再生装置であるか否かを判別することができるため、記録データの再生時に確実か
つ容易に認証処理を行うことができる。
【００４３】
また、請求項 記載の記録媒体によれば、記録データの記録時に、記録データと、装置特
定用データと、判別用プログラムとが記録されるため、製造時に装置特定用データが予め
記録された記録媒体と比較して、その製造コストを低減しつつ、記録データの不正な読み
書きを防止することができる。
【００４４】
さらに、請求項 記載の記録装置によれば、装置特定用データを記憶する特定用データ記
憶部と、判別用プログラムを記憶するプログラム記憶部と、記録媒体に対して記録データ
を記録する際に

記録媒体に記録する記録制御部とを備えたことにより、この記録装置を用いて
記録データを記録すれば、判別用プログラムの読出しに対応していない再生装置に対して
は、所定のエラーを発生させ、判別用プログラムの読出しに対応し、かつ判別用プログラ
ムの記述内容を判読することができない再生装置に対しては、判別用プログラムの読出し
が完了した時点で再生処理を終了させることができる。これにより、この種の再生装置に
対しては、記録データを確実に保護することができる。また、判別用プログラムの記述内
容を判読することが可能で、かつ記録媒体に記録されている装置特定用データによって特
定される再生装置以外の再生装置に対しては、判別用プログラムに従って同一性を判別さ
せることにより、記録媒体へのアクセスや記録データの読出しを確実に禁止することがで
きる。また、この記録装置を用いて記録データを記録することにより、認証処理用のＩＤ
などを記録媒体に予め記録させておく工程を不要にできるため、記録媒体の製造コストを
低減することができる。

【００４５】
また、請求項 記載の記録装置によれば、記録データの読出しが許可される再生装置に対
して付与された識別用ＩＤを装置特定用データとして特定用データ記憶部に記憶させたこ
とにより、記録媒体に記録されている識別用ＩＤと同一の識別用ＩＤが付与されていない
再生装置に対しては、判別用プログラム従って同一性を判別させることにより、記録媒体
へのアクセスや記録データの読出しを確実に禁止することができる。
【００４６】
さらに、請求項 記載の記録装置によれば、再生装置の製造時にその再生装置に対して個
別的に付与された装置管理番号、再生装置におけるデータ入出力インタフェース部に対し
て個別的に付与されたインタフェース管理番号、およびデータ入出力インタフェース部の
動作を制御するための制御プログラムに対して個別的に付与されたプログラム管理番号の
いずれかを識別用ＩＤとして特定用データ記憶部に記憶させることにより、専用の識別用
ＩＤを装置特定用データとして別途付与する構成と比較して、識別用ＩＤを記憶する専用
の記憶手段を不要にできるため、記録装置の製造コストを低減することができる。また、
この種の管理番号には同一の番号が存在しないため、この管理番号を識別用ＩＤとして用
いることで、記録データの不正な読み書きを確実に防止することができる。
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、記録データの不正な読み書きをより確実に防止することができる。

３

４

、記録媒体に記録した記録データの読出しよりも先に再生装置によって読
み出されて再生装置と装置特定用データに基づいて特定される再生装置との同一性を判別
するための判別用プログラム内に装置特定用データを分散させた状態でその判別用プログ
ラムと共に

さらに、装置特定用データと判別用プログラムとを別個独立した
ファイルとして記録する記録装置と比較して、装置特定用データの解析が困難になるため
、不正な読み書きをより確実に防止することができるように記録データを記録することが
できる。

５

６



【００４７】
また、請求項 記載の記録装置によれば、特定用データ記憶部が特定用データ入力部を介
して入力された装置特定用データを記憶することにより、記録媒体に対して記録データを
記録する記録装置以外の再生装置であっても特定の再生装置に対してのみ再生可能に記録
データを記録することができる。
【００４８】
さらに、請求項 記載の記録装置によれば、記録データ、判別用プログラムおよび装置特
定用データを読み出すデータ読出し部と、当該記録装置と装置特定用データに基づいて特
定される再生装置との同一性を判別する判別部と、判別結果毎に予め規定された所定処理
を実行する制御部とを備えたことにより、記録データの記録時に、当該記録装置に関する
装置特定用データと判別用プログラムとを記録媒体に記録させておくことで、その記録デ
ータを当該記録装置のデータ読出し部を介して読み出して、パーソナルコンピュータなど
の外部装置に出力することもできる。
【００４９】
また、請求項 記載の記録装置によれば、データ読出し部を介して記録媒体から読み出し
た記録データに基づく再生を実行可能に構成したことにより、当該記録装置に関する装置
特定用データと判別用プログラムとを記録媒体に記録させておくことで、その記録データ
を当該記録装置で読み出して再生することもできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係る記録再生装置１の構成を示すブロック図である。
【図２】光ディスクＯＤのデータ記録領域１１を説明するための説明図である。
【図３】記録再生装置１による光ディスクＯＤへの記録処理を示すフローチャートである
。
【図４】汎用のＣＤプレーヤによる光ディスクＯＤの再生時に実行される再生処理１を示
すフローチャートである。
【図５】記録再生装置１による光ディスクＯＤの再生時に実行される再生処理２を示すフ
ローチャートである。
【図６】記録再生装置１以外のＣＤ－Ｒドライブによる光ディスクＯＤの再生時に実行さ
れる再生処理３を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１　記録再生装置
２　データ入出力部
３　データ記録読出し部
４　操作部
５　制御部
６　ＥＥＰＲＯＭ
８　ＲＯＭ
Ｄｄ　記録データ
Ｄｐ　認証プログラムデータ
ＤＰＳ　認証プログラムデータ
Ｄｓ　シリアル番号データ
Ｄｘ　管理データ
ＯＤ　光ディスク
ＰＣ　パーソナルコンピュータ（パソコン）
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

(14) JP 3569226 B2 2004.9.22



フロントページの続き

(72)発明者  浪岡　高資
            東京都中央区日本橋一丁目１３番１号　ティーディーケイ株式会社内

    審査官  藤井　浩

(56)参考文献  特開平０５－２１０４９７（ＪＰ，Ａ）
              特開平０７－３１９６３５（ＪＰ，Ａ）
              特開昭５９－１８８７１９（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－２３１７５７（ＪＰ，Ａ）
              特開平９－１１５２４１（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.7，ＤＢ名)
              G06F 3/06-3/08
              G06F 12/00-12/16
              G11B 20/00-20/18

(15) JP 3569226 B2 2004.9.22


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

