
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報記録処理装置において、
　記録対象データに対してＤＣ制御ビットを設定し、データ変調処理を実行し記録単位デ
ータとしての変調レコーディングフレームを生成する変調データ生成部と、
　付加データ対応レコーディングフレーム中に含まれる複数のＤＣ制御ビット設定位置か
ら選択した付加データ対応ＤＣ制御ビット位置の設定ビット値を、付加データの構成ビッ
ト情報に基づいて決定するＤＣ制御ビット指示手段とを有し、
　前記ＤＣ制御ビット指示手段は、
　１つの付加データの構成ビット情報に対応付けられた複数の異なるＤＣ制御ビット情報
から選択した１つのビット情報を付加データ対応ＤＣ制御ビット位置に設定するビット情
報として決定する処理を実行する構成を有し、
　前記付加データ対応ＤＣ制御ビット位置におけるＤＳＶ測定に基づくビット情報が、設
定予定の付加データ構成ビット情報に対応するＤＣ制御ビット情報と等しい場合、
　前記ＤＳＶ測定に基づくビット情報と異なるビット情報を、付加データ対応ＤＣ制御ビ
ット位置の設定ビット情報として決定する処理を実行する構成であり、
　前記変調データ生成部は、
　前記付加データ対応レコーディングフレームにおける前記付加データ対応ＤＣ制御ビッ
ト位置のビット値を、前記ＤＣ制御ビット指示手段の指示に従って設定する処理を実行す
る構成を有することを特徴とする情報記録処理装置。
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【請求項２】
　情報記録処理装置において、
　記録対象データに対してＤＣ制御ビットを設定し、データ変調処理を実行し記録単位デ
ータとしての変調レコーディングフレームを生成する変調データ生成部と、
　付加データ対応レコーディングフレーム中に含まれる複数のＤＣ制御ビット設定位置か
ら選択した付加データ対応ＤＣ制御ビット位置の設定ビット値を、付加データの構成ビッ
ト情報に基づいて決定するＤＣ制御ビット指示手段とを有し、
　前記ＤＣ制御ビット指示手段は、
　１つの付加データの構成ビット情報に対応付けられた複数の異なるＤＣ制御ビット情報
から選択した１つのビット情報を付加データ対応ＤＣ制御ビット位置の設定ビット情報と
して決定する処理を実行する構成を有し、
　前記付加データ対応ＤＣ制御ビット位置におけるＤＳＶ測定に基づくビット情報からの
変更ビットの数が最小となるビット情報を、付加データ対応ＤＣ制御ビット位置の設定ビ
ット情報として決定する処理を実行する構成であり、
　前記変調データ生成部は、
　前記付加データ対応レコーディングフレームにおける前記付加データ対応ＤＣ制御ビッ
ト位置のビット値を、前記ＤＣ制御ビット指示手段の指示に従って設定する処理を実行す
る構成を有することを特徴とする情報記録処理装置。
【請求項３】
　前記ＤＣ制御ビット指示手段は、
　前記付加データの単一の構成ビット０または１に応じて異なるビット情報を前記付加デ
ータ対応ＤＣ制御ビット位置のビット情報として決定する構成であることを特徴とする請
求項１または２に記載の情報記録処理装置。
【請求項４】
　前記ＤＣ制御ビット指示手段は、
　前記付加データ構成ビットの複数のビット列に応じて異なるビット情報を前記付加デー
タ対応ＤＣ制御ビット位置のビット情報として決定する構成であることを特徴とする請求
項１または２に記載の情報記録処理装置。
【請求項５】
　前記情報記録処理装置は、
　前記付加データを、
　前記情報記録媒体に格納するコンテンツの暗号鍵情報、暗号鍵生成情報、コンテンツ再
生制御情報、コンテンツコピー制御情報の少なくともいずれかの情報の構成情報として設
定する構成であることを特徴とする請求項１または２に記載の情報記録処理装置。
【請求項６】
　前記変調データ生成部は、
　ランレングス規則としてのＲＬＬ（１，７）を満足するデータ変換処理を実行して変調
レコーディングフレームを生成する構成であることを特徴とする請求項１または２に記載
の情報記録処理装置。
【請求項７】
　前記変調データ生成部は、
　２ビット情報の３ビット情報への変換処理を含む変調レコーディングフレーム生成処理
を実行する構成であることを特徴とする請求項１または２に記載の情報記録処理装置。
【請求項８】
　情報記録媒体であり、
　ＤＳＶ制御に基づくＤＣ制御ビットを設定したレコーディングフレームに基づく記録デ
ータと、
　付加データの構成ビット情報に基づいて決定したビット値を複数のＤＣ制御ビット位置
に設定した付加データ対応レコーディングフレームに基づく記録データを格納した構成を
有し、
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　前記付加データ対応レコーディングフレーム中の付加データ対応のビット情報に基づい
た複数のＤＣ制御ビット位置に格納されたビット情報は、ＤＳＶ測定に基づくビット情報
と異なるビット情報により構成されることを特徴とする情報記録媒体。
【請求項９】
　１つの付加データ対応レコーディングフレームに設定された付加データ対応のビット情
報は、前記付加データの単一の構成ビット０または１を示す情報であることを特徴とする
請求項 に記載の情報記録媒体。
【請求項１０】
　１つの付加データ対応レコーディングフレームに設定された付加データ対応のビット情
報は、前記付加データの複数の構成ビットを示す情報であることを特徴とする請求項 に
記載の情報記録媒体。
【請求項１１】
　前記情報記録媒体は、
　前記付加データを、前記情報記録媒体の格納コンテンツの暗号鍵情報、暗号鍵生成情報
、コンテンツ再生制御情報、コンテンツコピー制御情報の少なくともいずれかの情報の構
成情報として格納した構成であることを特徴とする請求項 に記載の情報記録媒体。
【請求項１２】
　前記情報記録媒体は、
　ランレングス規則としてのＲＬＬ（１，７）を満足するデータ変換処理を実行して生成
される変調レコーディングフレームに基づくデータを記録した構成であることを特徴とす
る請求項 に記載の情報記録媒体。
【請求項１３】
　前記情報記録媒体は、
　２ビット情報を３ビット情報に変換する処理を実行して生成される変調レコーディング
フレームに基づくデータを記録した構成であることを特徴とする請求項 に記載の情報記
録媒体。
【請求項１４】
　情報記録処理方法であり、
　付加データ対応レコーディングフレーム中に含まれる複数のＤＣ制御ビット設定位置か
ら選択した付加データ対応ＤＣ制御ビット位置の設定ビット値を、付加データの構成ビッ
ト情報に基づいて決定するＤＣ制御ビット指示ステップと、
　前記付加データ対応レコーディングフレーム中の付加データ対応ＤＣ制御ビット位置に
、前記ＤＣ制御ビット指示ステップにおいて指示されたビット値を設定して、データ変調
処理を実行し、記録単位としての変調レコーディングフレームを生成する変調データ生成
ステップと、
　を有し、
　前記ＤＣ制御ビット指示ステップは、
　１つの付加データの構成ビット情報に対応付けられた複数の異なるＤＣ制御ビット情報
から選択した１つのビット情報を付加データ対応ＤＣ制御ビット位置の設定ビット情報と
して決定する処理を実行するステップを有し、
　前記付加データ対応ＤＣ制御ビット位置におけるＤＳＶ測定に基づくビット情報が、設
定予定の付加データ構成ビット情報に対応するＤＣ制御ビット情報と等しい場合、
　前記ＤＳＶ測定に基づくビット情報と異なるビット情報を、付加データ対応ＤＣ制御ビ
ット位置の設定ビット情報として決定することを特徴とする情報記録処理方法。
【請求項１５】
　情報記録処理方法であり、
　付加データ対応レコーディングフレーム中に含まれる複数のＤＣ制御ビット設定位置か
ら選択した付加データ対応ＤＣ制御ビット位置の設定ビット値を、付加データの構成ビッ
ト情報に基づいて決定するＤＣ制御ビット指示ステップと、
　前記付加データ対応レコーディングフレーム中の付加データ対応ＤＣ制御ビット位置に
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、前記ＤＣ制御ビット指示ステップにおいて指示されたビット値を設定して、データ変調
処理を実行し、記録単位としての変調レコーディングフレームを生成する変調データ生成
ステップと、
　を有し、
　前記ＤＣ制御ビット指示ステップは、
　１つの付加データの構成ビット情報に対応付けられた複数の異なるＤＣ制御ビット情報
から選択した１つのビット情報を付加データ対応ＤＣ制御ビット位置の設定ビット情報と
して決定する処理を実行するステップと、
　前記付加データ対応ＤＣ制御ビット位置におけるＤＳＶ測定に基づくビット情報からの
変更ビットの数が最小となるビット情報を、付加データ対応ＤＣ制御ビット位置の設定ビ
ット情報として決定する処理を実行するステップと、
　を含むことを特徴とする情報記録処理方法。
【請求項１６】
　前記ＤＣ制御ビット指示ステップは、
　前記付加データの単一の構成ビット０または１に応じて異なるビット情報を前記付加デ
ータ対応ＤＣ制御ビット位置のビット情報として決定するステップであることを特徴とす
る請求項 に記載の情報記録処理方法。
【請求項１７】
　前記ＤＣ制御ビット指示ステップは、
　前記付加データ構成ビットの複数のビット列に応じて異なるビット情報を前記付加デー
タ対応ＤＣ制御ビット位置のビット情報として決定するステップであることを特徴とする
請求項 に記載の情報記録処理方法。
【請求項１８】
　前記情報記録処理方法は、さらに、
　前記付加データを、
　前記情報記録媒体に格納するコンテンツの暗号鍵情報、暗号鍵生成情報、コンテンツ再
生制御情報、コンテンツコピー制御情報の少なくともいずれかの情報の構成情報として設
定するステップを有することを特徴とする請求項 に記載の情報記録処理方
法。
【請求項１９】
　前記変調データ生成ステップは、
　ランレングス規則としてのＲＬＬ（１，７）を満足するデータ変換処理を実行して変調
レコーディングフレームを生成することを特徴とする請求項 に記載の情報
記録処理方法。
【請求項２０】
　前記変調データ生成ステップは、
　２ビット情報の３ビット情報への変換処理を含む変調レコーディングフレーム生成処理
を実行することを特徴とする請求項 に記載の情報記録処理方法。
【請求項２１】
　情報記録処理を実行するコンピュータ・プログラムであり、
　付加データ対応レコーディングフレーム中に含まれる複数のＤＣ制御ビット設定位置か
ら選択した付加データ対応ＤＣ制御ビット位置の設定ビット値を、付加データの構成ビッ
ト情報に基づいて決定するＤＣ制御ビット指示ステップと、
　前記付加データ対応レコーディングフレーム中の付加データ対応ＤＣ制御ビット位置に
、前記ＤＣ制御ビット指示ステップにおいて指示されたビット値を設定して、データ変調
処理を実行し、記録単位としての変調レコーディングフレームを生成する変調データ生成
ステップと、
　を有し、
　前記ＤＣ制御ビット指示ステップは、
　１つの付加データの構成ビット情報に対応付けられた複数の異なるＤＣ制御ビット情報
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から選択した１つのビット情報を付加データ対応ＤＣ制御ビット位置の設定ビット情報と
して決定する処理を実行するステップを有し、
　前記付加データ対応ＤＣ制御ビット位置におけるＤＳＶ測定に基づくビット情報が、設
定予定の付加データ構成ビット情報に対応するＤＣ制御ビット情報と等しい場合、
　前記ＤＳＶ測定に基づくビット情報と異なるビット情報を、付加データ対応ＤＣ制御ビ
ット位置の設定ビット情報として決定することを特徴とするコンピュータ・プログラム。
【請求項２２】
　情報記録処理を実行するコンピュータ・プログラムであり、
　付加データ対応レコーディングフレーム中に含まれる複数のＤＣ制御ビット設定位置か
ら選択した付加データ対応ＤＣ制御ビット位置の設定ビット値を、付加データの構成ビッ
ト情報に基づいて決定するＤＣ制御ビット指示ステップと、
　前記付加データ対応レコーディングフレーム中の付加データ対応ＤＣ制御ビット位置に
、前記ＤＣ制御ビット指示ステップにおいて指示されたビット値を設定して、データ変調
処理を実行し、記録単位としての変調レコーディングフレームを生成する変調データ生成
ステップと、
　を有し、
　前記ＤＣ制御ビット指示ステップは、
　１つの付加データの構成ビット情報に対応付けられた複数の異なるＤＣ制御ビット情報
から選択した１つのビット情報を付加データ対応ＤＣ制御ビット位置の設定ビット情報と
して決定する処理を実行するステップと、
　前記付加データ対応ＤＣ制御ビット位置におけるＤＳＶ測定に基づくビット情報からの
変更ビットの数が最小となるビット情報を、付加データ対応ＤＣ制御ビット位置の設定ビ
ット情報として決定する処理を実行するステップと、
　を含むことを特徴とするコンピュータ・プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報記録処理装置、情報再生処理装置、情報記録媒体、および方法、並びに
コンピュータ・プログラムに関する。さらに詳細には、例えば、画像データ、音楽データ
等のコンテンツを記録する情報記録媒体に、付加情報、例えばコンテンツの復号処理に適
用する鍵情報、コンテンツ再生制御情報、コピー制御情報など、様々な付加情報を、ＤＣ
制御ビットの設定制御により解析困難な形態で記録し、また読み取ることを可能とした情
報記録処理装置、情報再生処理装置、情報記録媒体、および方法、並びにコンピュータ・
プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　音楽データ、画像データなどのデータを記録媒体にデジタルデータとして記録する際に
は、所定の記録フォーマットに従った記録処理が行われる。例えば、記録対象のオリジナ
ルデータに対して誤り検出／訂正符号が付加され、特定のデータ記録再生処理に応じたフ
ォーマットに変換（コーディング）されて記録されることになる。
【０００３】
　高密度情報の記録を可能とする情報記録媒体として青色レーザを用いた情報記録、再生
を行なうシステムが近年開発された。この青色レーザを用いた情報記録処理では、基本的
に２ビットデータを３ビットデータに変調する変調処理が行われる。
【０００４】
　ところで、このような情報記録媒体に対して格納するコンテンツとして、例えば、映画
、音楽データなどがある。音楽データ、画像データ等、多くのコンテンツは、一般的にそ
の作成者あるいは販売者に頒布権等が保有されている。従って、これらのコンテンツの配
布に際しては、一定の利用制限、すなわち、正規なユーザに対してのみ、コンテンツの利
用を許諾し、許可のない複製等が行われないようにする構成をとるのが一般的となってい
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る。
【０００５】
　高容量記録可能な青色レーザ記録方式を用いた記録媒体等の大容量型記録媒体は、１枚
の媒体に例えば映画１本～数本分のデータを記録することが可能である。このようにコン
テンツを容易にデジタル情報として記録することが可能となるに従って、不正コピーの氾
濫という問題も多く発生することになり、コンテンツ著作権者、頒布権者の利益の阻害と
いう問題が大きくなっている。このような現状から、いかに不正コピーを防止し、著作権
者、頒布権者の利益の保護を図るかが重要な課題となっている。
【０００６】
　このようなコンテンツの不正利用を防止するため、情報記録媒体に格納するコンテンツ
を暗号化コンテンツとして記録するとともに、その暗号化コンテンツの利用に適用する暗
号鍵情報、あるいは暗号鍵の生成に必要となる情報や、あるいは、コンテンツの再生制御
、コピー制御などの各種制御情報を秘密情報として情報記録媒体に格納する構成が提案さ
れている。ユーザの再生装置において実行する再生処理プログラムが、再生対象コンテン
ツに対応する鍵等の秘密情報を読み取り、読み取った秘密情報に従ってコンテンツを復号
し、また再生制御情報に従ったコンテンツ利用を実行させるという構成である。
【０００７】
　秘密情報の埋め込み処理構成を開示した従来技術として、例えば特許文献１には、ＥＦ
Ｍ変調データの接続ビット（マージンビット）を適用して特殊データを埋め込む構成が開
示されている。また、特許文献２には、変調処理に複数の変換テーブルを適用する構成に
おいて、再生時に、変調に適用した変換テーブルに関するデータを抽出して、この抽出デ
ータに基づいて付加データを取得する構成を開示している。
【０００８】
　しかしながら、このような暗号鍵、あるいは制御情報が、情報記録媒体のどこに格納さ
れているかといった情報がユーザ、あるいは不正なコンテンツ利用者に取得されてしまう
と、付加情報の漏洩や改竄を可能にしてしまうという問題がある。例えば再生制御情報、
コピー制御情報の改竄、あるいは鍵情報の漏洩という問題が発生する。暗号鍵の漏洩や、
制御情報の改竄が行われると、正当なコンテンツ利用権に基づくコンテンツの利用形態が
くずれることになり、コンテンツの著作権、利用権の十分な保護が行われなくなるという
問題がある。
【特許文献１】特開２００３－４５１２８号公報
【特許文献２】特開２００２－３６７２８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、上述の問題点に鑑みてなされたものであり、例えばコンテンツとともに記録
媒体に格納する暗号鍵、暗号鍵生成情報、コンテンツ再生制御情報、コンテンツコピー制
御情報、あるいはその他のコンテンツ属性情報など、様々な付加情報を、一般のデータ読
み取り処理では読み取ることのできない態様で記録することを可能とし、不正なデータ読
み取りを困難とした情報記録処理装置、情報再生処理装置、情報記録媒体、および方法、
並びにコンピュータ・プログラムを提供することを目的とする。
【００１０】
　より、具体的には、通常、ＤＳＶ制御の目的でデータ記録単位としてのレコーディング
フレームに設定するＤＣ制御ビットを、暗号鍵等の付加情報に基づいて決定されるビット
値として記録することで、解析困難性を高めた付加情報記録を実現した情報記録処理装置
、情報再生処理装置、情報記録媒体、および方法、並びにコンピュータ・プログラムを提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第１の側面は、
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　情報記録処理装置において、
　記録対象データに対してＤＣ制御ビットを設定し、データ変調処理を実行し記録単位デ
ータとしての変調レコーディングフレームを生成する変調データ生成部と、
　付加データ対応レコーディングフレーム中に含まれる複数のＤＣ制御ビット設定位置か
ら選択した付加データ対応ＤＣ制御ビット位置の設定ビット値を、付加データの構成ビッ
ト情報に基づいて決定するＤＣ制御ビット指示手段とを有し、

　前記変調データ生成部は、
　前記付加データ対応レコーディングフレームにおける前記付加データ対応ＤＣ制御ビッ
ト位置のビット値を、前記ＤＣ制御ビット指示手段の指示に従って設定する処理を実行す
る構成を有することを特徴とする情報記録処理装置にある。
【００１２】
　
　

【００１５】
　さらに、本発明の情報記録処理装置の一実施態様において、前記ＤＣ制御ビット指示手
段は、前記付加データの単一の構成ビット０または１に応じて異なるビット情報を前記付
加データ対応ＤＣ制御ビット位置のビット情報として決定する構成であることを特徴とす
る。
【００１６】
　さらに、本発明の情報記録処理装置の一実施態様において、前記ＤＣ制御ビット指示手
段は、前記付加データ構成ビットの複数のビット列に応じて異なるビット情報を前記付加
データ対応ＤＣ制御ビット位置のビット情報として決定する構成であることを特徴とする
。
【００１７】
　さらに、本発明の情報記録処理装置の一実施態様において、前記情報記録処理装置は、
前記付加データを、前記情報記録媒体に格納するコンテンツの暗号鍵情報、暗号鍵生成情
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　前記ＤＣ制御ビット指示手段は、
　１つの付加データの構成ビット情報に対応付けられた複数の異なるＤＣ制御ビット情報
から選択した１つのビット情報を付加データ対応ＤＣ制御ビット位置に設定するビット情
報として決定する処理を実行する構成を有し、
　前記付加データ対応ＤＣ制御ビット位置におけるＤＳＶ測定に基づくビット情報が、設
定予定の付加データ構成ビット情報に対応するＤＣ制御ビット情報と等しい場合、
　前記ＤＳＶ測定に基づくビット情報と異なるビット情報を、付加データ対応ＤＣ制御ビ
ット位置の設定ビット情報として決定する処理を実行する構成であり、

さらに、本発明の第２の側面は、
情報記録処理装置において、

　記録対象データに対してＤＣ制御ビットを設定し、データ変調処理を実行し記録単位デ
ータとしての変調レコーディングフレームを生成する変調データ生成部と、
　付加データ対応レコーディングフレーム中に含まれる複数のＤＣ制御ビット設定位置か
ら選択した付加データ対応ＤＣ制御ビット位置の設定ビット値を、付加データの構成ビッ
ト情報に基づいて決定するＤＣ制御ビット指示手段とを有し、
　前記ＤＣ制御ビット指示手段は、
　１つの付加データの構成ビット情報に対応付けられた複数の異なるＤＣ制御ビット情報
から選択した１つのビット情報を付加データ対応ＤＣ制御ビット位置の設定ビット情報と
して決定する処理を実行する構成を有し、
　前記付加データ対応ＤＣ制御ビット位置におけるＤＳＶ測定に基づくビット情報からの
変更ビットの数が最小となるビット情報を、付加データ対応ＤＣ制御ビット位置の設定ビ
ット情報として決定する処理を実行する構成であり、
　前記変調データ生成部は、
　前記付加データ対応レコーディングフレームにおける前記付加データ対応ＤＣ制御ビッ
ト位置のビット値を、前記ＤＣ制御ビット指示手段の指示に従って設定する処理を実行す
る構成を有することを特徴とする情報記録処理装置にある。



報、コンテンツ再生制御情報、コンテンツコピー制御情報の少なくともいずれかの情報の
構成情報として設定する構成であることを特徴とする。
【００１８】
　さらに、本発明の情報記録処理装置の一実施態様において、前記変調データ生成部は、
ランレングス規則としてのＲＬＬ（１，７）を満足するデータ変換処理を実行して変調レ
コーディングフレームを生成する構成であることを特徴とする。
【００１９】
　さらに、本発明の情報記録処理装置の一実施態様において、前記変調データ生成部は、
２ビット情報の３ビット情報への変換処理を含む変調レコーディングフレーム生成処理を
実行する構成であることを特徴とする。
【００２５】
　さらに、本発明の第 の側面は、
　情報記録媒体であり、
　ＤＳＶ制御に基づくＤＣ制御ビットを設定したレコーディングフレームに基づく記録デ
ータと、
　付加データの構成ビット情報に基づいて決定したビット値を複数のＤＣ制御ビット位置
に設定した付加データ対応レコーディングフレームに基づく記録データ

ことを特徴とする情報記録媒体にある。
【００２７】
　さらに、本発明の情報記録媒体の一実施態様において、１つの付加データ対応レコーデ
ィングフレームに設定された付加データ対応のビット情報は、前記付加データの単一の構
成ビット０または１を示す情報であることを特徴とする。
【００２８】
　さらに、本発明の情報記録媒体の一実施態様において、１つの付加データ対応レコーデ
ィングフレームに設定された付加データ対応のビット情報は、前記付加データの複数の構
成ビットを示す情報であることを特徴とする。
【００２９】
　さらに、本発明の情報記録媒体の一実施態様において、前記情報記録媒体は、前記付加
データを、前記情報記録媒体の格納コンテンツの暗号鍵情報、暗号鍵生成情報、コンテン
ツ再生制御情報、コンテンツコピー制御情報の少なくともいずれかの情報の構成情報とし
て格納した構成であることを特徴とする。
【００３０】
　さらに、本発明の情報記録媒体の一実施態様において、前記情報記録媒体は、ランレン
グス規則としてのＲＬＬ（１，７）を満足するデータ変換処理を実行して生成される変調
レコーディングフレームに基づくデータを記録した構成であることを特徴とする。
【００３１】
　さらに、本発明の情報記録媒体の一実施態様において、前記情報記録媒体は、２ビット
情報を３ビット情報に変換する処理を実行して生成される変調レコーディングフレームに
基づくデータを記録した構成であることを特徴とする。
【００３２】
　さらに、本発明の第 の側面は、
　情報記録処理方法であり、
　付加データ対応レコーディングフレーム中に含まれる複数のＤＣ制御ビット設定位置か
ら選択した付加データ対応ＤＣ制御ビット位置の設定ビット値を、付加データの構成ビッ
ト情報に基づいて決定するＤＣ制御ビット指示ステップと、
　前記付加データ対応レコーディングフレーム中の付加データ対応ＤＣ制御ビット位置に
、前記ＤＣ制御ビット指示ステップにおいて指示されたビット値を設定して、データ変調
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４

を格納した構成を
有し、
　前記付加データ対応レコーディングフレーム中の付加データ対応のビット情報に基づい
た複数のＤＣ制御ビット位置に格納されたビット情報は、ＤＳＶ測定に基づくビット情報
と異なるビット情報により構成される

５



処理を実行し、記録単位としての変調レコーディングフレームを生成する変調データ生成
ステップと、
　を有

ことを特徴とする情報記録処理方法にある。
【００３３】
　
　

【００３７】
　さらに、本発明の情報記録処理方法の一実施態様において、前記ＤＣ制御ビット指示ス
テップは、前記付加データ構成ビットの複数のビット列に応じて異なるビット情報を前記
付加データ対応ＤＣ制御ビット位置のビット情報として決定するステップであることを特
徴とする。
【００３８】
　さらに、本発明の情報記録処理方法の一実施態様において、前記情報記録処理方法は、
さらに、前記付加データを、前記情報記録媒体に格納するコンテンツの暗号鍵情報、暗号
鍵生成情報、コンテンツ再生制御情報、コンテンツコピー制御情報の少なくともいずれか
の情報の構成情報として設定するステップを有することを特徴とする。
【００３９】
　さらに、本発明の情報記録処理方法の一実施態様において、前記変調データ生成ステッ
プは、ランレングス規則としてのＲＬＬ（１，７）を満足するデータ変換処理を実行して
変調レコーディングフレームを生成することを特徴とする。
【００４０】
　さらに、本発明の情報記録処理方法の一実施態様において、前記変調データ生成ステッ
プは、２ビット情報の３ビット情報への変換処理を含む変調レコーディングフレーム生成
処理を実行することを特徴とする。
【００４６】
　さらに、本発明の第 の側面は、
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し、
　前記ＤＣ制御ビット指示ステップは、
　１つの付加データの構成ビット情報に対応付けられた複数の異なるＤＣ制御ビット情報
から選択した１つのビット情報を付加データ対応ＤＣ制御ビット位置の設定ビット情報と
して決定する処理を実行するステップを有し、
　前記付加データ対応ＤＣ制御ビット位置におけるＤＳＶ測定に基づくビット情報が、設
定予定の付加データ構成ビット情報に対応するＤＣ制御ビット情報と等しい場合、
　前記ＤＳＶ測定に基づくビット情報と異なるビット情報を、付加データ対応ＤＣ制御ビ
ット位置の設定ビット情報として決定する

さらに、本発明の第６の側面は、
情報記録処理方法であり、

　付加データ対応レコーディングフレーム中に含まれる複数のＤＣ制御ビット設定位置か
ら選択した付加データ対応ＤＣ制御ビット位置の設定ビット値を、付加データの構成ビッ
ト情報に基づいて決定するＤＣ制御ビット指示ステップと、
　前記付加データ対応レコーディングフレーム中の付加データ対応ＤＣ制御ビット位置に
、前記ＤＣ制御ビット指示ステップにおいて指示されたビット値を設定して、データ変調
処理を実行し、記録単位としての変調レコーディングフレームを生成する変調データ生成
ステップと、
　を有し、
　前記ＤＣ制御ビット指示ステップは、
　１つの付加データの構成ビット情報に対応付けられた複数の異なるＤＣ制御ビット情報
から選択した１つのビット情報を付加データ対応ＤＣ制御ビット位置の設定ビット情報と
して決定する処理を実行するステップと、
　前記付加データ対応ＤＣ制御ビット位置におけるＤＳＶ測定に基づくビット情報からの
変更ビットの数が最小となるビット情報を、付加データ対応ＤＣ制御ビット位置の設定ビ
ット情報として決定する処理を実行するステップと、
　を含むことを特徴とする情報記録処理方法にある。

８



　情報記録処理を実行するコンピュータ・プログラムであり、
　付加データ対応レコーディングフレーム中に含まれる複数のＤＣ制御ビット設定位置か
ら選択した付加データ対応ＤＣ制御ビット位置の設定ビット値を、付加データの構成ビッ
ト情報に基づいて決定するＤＣ制御ビット指示ステップと、
　前記付加データ対応レコーディングフレーム中の付加データ対応ＤＣ制御ビット位置に
、前記ＤＣ制御ビット指示ステップにおいて指示されたビット値を設定して、データ変調
処理を実行し、記録単位としての変調レコーディングフレームを生成する変調データ生成
ステップと、
　を有

ことを特徴とするコンピュータ・プログラムに
ある。
　
　

【００４８】
　なお、本発明のコンピュータ・プログラムは、例えば、様々なプログラム・コードを実
行可能なコンピュータ・システムに対して、コンピュータ可読な形式で提供する記憶媒体
、通信媒体、例えば、ＣＤやＦＤ、ＭＯなどの記録媒体、あるいは、ネットワークなどの
通信媒体によって提供可能なコンピュータ・プログラムである。このようなプログラムを
コンピュータ可読な形式で提供することにより、コンピュータ・システム上でプログラム
に応じた処理が実現される。
【００４９】
　本発明のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する本発明の実施例や添付する図面に基
づくより詳細な説明によって明らかになるであろう。なお、本明細書においてシステムと
は、複数の装置の論理的集合構成であり、各構成の装置が同一筐体内にあるものには限ら
ない。
【発明の効果】
【００５０】
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し、
　前記ＤＣ制御ビット指示ステップは、
　１つの付加データの構成ビット情報に対応付けられた複数の異なるＤＣ制御ビット情報
から選択した１つのビット情報を付加データ対応ＤＣ制御ビット位置の設定ビット情報と
して決定する処理を実行するステップを有し、
　前記付加データ対応ＤＣ制御ビット位置におけるＤＳＶ測定に基づくビット情報が、設
定予定の付加データ構成ビット情報に対応するＤＣ制御ビット情報と等しい場合、
　前記ＤＳＶ測定に基づくビット情報と異なるビット情報を、付加データ対応ＤＣ制御ビ
ット位置の設定ビット情報として決定する

さらに、本発明の第９の側面は、
情報記録処理を実行するコンピュータ・プログラムであり、

　付加データ対応レコーディングフレーム中に含まれる複数のＤＣ制御ビット設定位置か
ら選択した付加データ対応ＤＣ制御ビット位置の設定ビット値を、付加データの構成ビッ
ト情報に基づいて決定するＤＣ制御ビット指示ステップと、
　前記付加データ対応レコーディングフレーム中の付加データ対応ＤＣ制御ビット位置に
、前記ＤＣ制御ビット指示ステップにおいて指示されたビット値を設定して、データ変調
処理を実行し、記録単位としての変調レコーディングフレームを生成する変調データ生成
ステップと、
　を有し、
　前記ＤＣ制御ビット指示ステップは、
　１つの付加データの構成ビット情報に対応付けられた複数の異なるＤＣ制御ビット情報
から選択した１つのビット情報を付加データ対応ＤＣ制御ビット位置の設定ビット情報と
して決定する処理を実行するステップと、
　前記付加データ対応ＤＣ制御ビット位置におけるＤＳＶ測定に基づくビット情報からの
変更ビットの数が最小となるビット情報を、付加データ対応ＤＣ制御ビット位置の設定ビ
ット情報として決定する処理を実行するステップと、
　を含むことを特徴とするコンピュータ・プログラムにある。



　本発明の構成によれば、情報記録媒体に対する付加データの記録、例えばコンテンツの
復号処理に適用する鍵情報、鍵生成情報、あるいはコンテンツ再生制御情報、コピー制御
情報など、様々な付加データを記録する処理を実行する記録処理装置において、付加デー
タの埋め込み領域に対応する付加データ対応レコーディングフレームに設定する複数のＤ
Ｃ制御ビット情報設定位置のビット値を、付加データの構成ビット情報に基づいて決定す
る構成とし、また、再生装置においては、付加データ対応レコーディングフレームの特定
のＤＣ制御ビット位置のビット値検出により、付加構成ビット情報を取得することができ
る。本構成により、例えば、コンテンツの復号処理に適用する鍵情報、鍵生成情報、ある
いはコンテンツ再生制御情報、コピー制御情報などの付加情報を解析困難な態様で埋め込
み、また再生時に確実に読み取る構成が実現される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５１】
　以下、図面を参照しながら本発明の情報記録処理装置、情報再生処理装置、情報記録媒
体、および方法、並びにコンピュータ・プログラムの詳細について説明する。
【００５２】
　まず、図１を参照して本発明の情報記録処理装置の構成の構成および処理について説明
する。なお、ここで説明する情報記録処理装置は、いわゆるマスターディスクといわれる
原盤の製造装置としてのマスタリング装置を含み、さらに、一般ユーザの利用可能なＤＶ
Ｄ記録再生装置やＰＣ等の情報記録媒体ドライブを備えた装置も含むものである。すなわ
ち、マスターディスクのみならず、書き込み可能（ Recordable）、再書き込み可能（ Rewr
itable）な様々な情報記録媒体に対してデータ書き込み可能な情報処理装置も含むもので
ある。
【００５３】
　図１を参照して、情報記録処理装置の構成、および処理について説明する。情報記録処
理装置は、データ記録可能な情報記録媒体１０１、データ記録信号を情報記録媒体１０１
に対して出力するピックアップ１０２、情報記録媒体１０１を駆動するスピンドルモータ
ー１０３、ピックアップ１０２およびスピンドルモーター１０３の制御を行うサーボ回路
１０４、付加データエラー訂正符号化部１０５、メインデータエラー訂正符号化部１０６
、付加データ記録領域制御部１０７、スイッチ１０８、変調データ生成部１０９、ＤＣ制
御ビット指示手段１１０、記録信号処理回路１１１、ＤＳＶ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｍ　
Ｖａｒｉａｔｉｏｎ：デジタルサムバリエーション）測定部１１２、ＤＳＶベースＤＣ制
御ビット設定部１１３から構成される。
【００５４】
　情報記録媒体１０１に記録するコンテンツデータは、例えば暗号化コンテンツデータで
あり、メインデータとしてメインデータエラー訂正符号化部１０６に入力される。メイン
データエラー訂正符号化部１０６は、入力データに対して、エラー訂正符号を生成して付
加する符号化処理を行う。
【００５５】
　その後、変調データ生成部１０９において、変調処理が実行される。本発明に係る情報
記録処理装置は、一例として、２ビットデータを３ビットデータへの変調を基本とするＲ
ＬＬ（１，７）変調方式に基づく変調を実行する。
【００５６】
　ＲＬＬ（１，７）変調方式に基づく変調とは、変調後のビットにおいて、連続する［０
］の数が、最小１つ、最大７個の範囲となるＲＬＬ（１，７）のランレングス制限に従っ
た変調データとするデータ変換方式である。なお、この変換処理においては、変換テーブ
ルが使用される。具体的な変換テーブルの使用例については後述する。
【００５７】
　変調データに基づいて、同期信号が設定されたレコーディングフレーム（Ｒｅｃｏｒｄ
ｉｎｇ　Ｆｒａｍｅ）と呼ばれる記録単位が生成されて記録信号処理回路１１１を介して
情報記録媒体１０１に記録される。
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【００５８】
　変調処理においては、入力されたメインデータのある一定間隔毎に変調時のＤＳＶ（Ｄ
ｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｍ　Ｖａｒｉａｔｉｏｎ：デジタルサムバリエーション）の絶対値が
、小さくなるようにＤＣ制御ビット（ＤＣ－Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｂｉｔ）の「０」または、
「１」を選択して、挿入するＤＣ制御ビット挿入処理が実行され、このＤＣ制御ビットの
挿入されたデータフレームに対して変調処理が行われる。
【００５９】
　デジタルサムバリエーション（ＤＳＶ）は、情報記録媒体に対する記録信号として生成
されるＮＲＺＩ変換信号のＤＣバランスの指標である。具体的には、記録ビット系列（Ｎ
ＲＺＩ変換信号）のビット［０］を「－１」、ビット［１］を「＋１」として累積した値
をＤＳＶとし、ＤＳＶが０からの乖離をより小さくすることのできるように、ＤＣ制御ビ
ット（ＤＣ－Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｂｉｔ）の「０」または、「１」を選択して、挿入された
後、変調処理が行われる。なお、ＮＲＺＩ変換処理については詳細を後述する。
【００６０】
　ただし、本発明においては、暗号鍵等の付加データの記録領域（レコーディングフレー
ム）に対しては、部分的にＤＣ制御ビットをＤＳＶに基づいて選択したビット設定ではな
く、付加データの構成ビットに基づいて選択した値をＤＣ制御ビット（ＤＣ－Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　ｂｉｔ）として設定する。この処理については、後述する。
【００６１】
　図２および図３を参照して変調データ生成部１０９において実行する変調データ生成処
理の詳細について説明する。
【００６２】
　記録データは、図２（ａ）に示すようにユーザデータ２０１、ユーザ制御データ（ＵＣ
Ｄ：Ｕｓｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ  ｄａｔａ）２１１によって構成される。ユーザデータ２
０１はコンテンツ等の再生対象データの実体データを含むデータであり、ユーザ制御デー
タ（ＵＣＤ）２１１は再生制御情報、コピー制御情報などの様々な制御データを含むデー
タである。
【００６３】
　ユーザデータ２０１は、２０４８バイトデータと４バイトパリティの３２フレームを単
位として設定される。ユーザ制御データ（ＵＣＤ）２１１は、１８バイトデータの３２ユ
ニットによって構成される。
【００６４】
　３２フレーム×（２０４８＋４）バイトのユーザデータ２０１に基づいて、データブロ
ック２０２が形成される。データブロック２０２は、３０４列（ｃｏｌｕｍ）×２１６行
（ｒｏｗ）の配列を有する。なお、１列（ｃｏｌｕｍ）×１行（ｒｏｗ）は１バイト（８
ｂｉｔ）データが格納される。
【００６５】
　データブロック２０２に対して、各列に３２行（ｒｏｗ）のパリティが付加されたデー
タブロックとしてＬＤＣブロック２０３が生成され、ＬＤＣブロック２０３に対するイン
ターリーブ処理により、１５２列×４９６行のＬＤＣクラスタ２０４が生成される。
【００６６】
　一方、ユーザ制御データ（ＵＣＤ）２１１は、１６×９バイトの物理アドレスデータ２
２１と結合されて、２４列×３０行のアクセスブロック２１２が生成された後、アクセス
ブロック２１２に対して、各列に３２行（ｒｏｗ）のパリティが付加されたデータブロッ
クとしてＢＩＳブロック２１３が生成され、ＢＩＳブロック２１３に対するインターリー
ブ処理により、３列×４９６行のＢＩＳクラスタ２１４が生成される。
【００６７】
　図３（ｄ）は図２（ｄ）と同様のデータ、すなわち、ユーザデータ２０１に基づいて生
成される１５２列×４９６行のＬＤＣクラスタ２０４、およびユーザ制御データ（ＵＣＤ
）２１１に基づいて生成される３列×４９６行のＢＩＳクラスタ２１４を示している。
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【００６８】
　１５２列×４９６行のＬＤＣクラスタ２０４は、図３（ｄ）に示すように、 列（ｃ
ｏｌｕｍ）単位の４つのパート（Ｉ～ＩＶ）に分割され、また、３列×４９６行のＢＩＳ
クラスタ２１４は、１列（ｃｏｌｕｍ）単位の３つのパート（ｉ～ｉｉｉ）に分割され、
これらの各パートを交互に結合して、図３（ｅ）に示す１５５列×４９６行のＥＣＣクラ
スタ２３１が生成される。
【００６９】
　さらに、ＥＣＣクラスタ２３１は、図３（ｆ）に示すように０～２７の２８パートに区
分されたクラスタ２３２として設定される。パート０のみが２５ｂｉｔ、その他のパート
１～２７は、４５ｂｉｔである。なお、図３（ｆ）に示すビット数は、１行（ｒｏｗ）あ
たりのビット数である。
【００７０】
　さらに、図３（ｇ）に示すように、２０ビットの同期（Ｓｙｎｃ）ビットが設定され、
さらに図３（ｆ）のパート０～２７の各間に１ビットのＤＣ制御ビット（ＤＣ－ｃｏｎｔ
ｒｏｌ　ｂｉｔ）が設定される。
【００７１】
　この結果、［１２４０＋２０（Ｓｙｎｃ）＋（１ＤＣ制御×２８）＝１２８８］×４９
６行（ｒｏｗ）の物理クラスタ２３３が設定される。物理クラスタ２３３の各行が変調デ
ータ生成処理単位としてのレコーディングフレーム２３４とされる。
【００７２】
　なお、ＤＣ制御ビットは、情報記録媒体に対する記録信号として生成されるＮＲＺＩ変
換信号のＤＣバランスの指標である。具体的には、記録ビット系列（ＮＲＺＩ変換信号）
のビット［０］を「－１」、ビット［１］を「＋１」として累積した値をＤＳＶとし、Ｄ
ＳＶが０からの乖離をより小さくすることのできるように、ＤＣ制御ビット（ＤＣ－Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ　ｂｉｔ）の「０」または、「１」を選択して、挿入される。
【００７３】
　ただし、前述したように、本発明においては、このＤＣ制御ビットの設定を付加データ
の記録領域においては、部分的に上記ルールに従ったビット選択ではなく、付加データの
構成ビットに基づいてＤＣ制御ビット（ＤＣ－Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｂｉｔ）の「０」または
、「１」を選択して挿入する。この処理については、後述する。
【００７４】
　図３に戻り、変調データ生成処理についての説明を続ける。１２８８ｂｉｔデータから
なるレコーディングフレーム２３４に対して、２ビットデータを３ビットデータへ変換す
る変調処理が行われる。このデータ変換においては、連続する［０］の数が、最小１つ、
最大７個の範囲となるランレングス制限に従った変調データとするＲＬＬ（１，７）のデ
ータ変換が実行され、変調レコーディングフレーム２３５が生成される。
【００７５】
　変調レコーディングフレーム２３５は、変調データビットとしての３０チャンネルビッ
トの同期（Ｓｙｎｃ）チャンネルビットと、（１２８８－２０ｓｙｎｃ　ｂｉｔ）×２／
３＝１９０２チャンネルビットの計１９３２チャンネルビット構成となる。
【００７６】
　ＲＬＬ（１，７）のランレングス規則に従った２ビットから３ビットへのデータ変調処
理には、変換テーブルが利用される。具体的な変換テーブルの例を図４に示す。
【００７７】
　図４に示すように、変換テーブルは、各入力ビットに対応した変調データビットが対応
付けられたテーブルとして構成される。例えば入力データが［００００００００］である
場合、変調データビットは、［０１０１００１００１００］とされる。入力データが［１
１］である場合、先行変調データビットが［ｘｘ１］であれば［０００］、先行変調デー
タビットが［ｘｘ０］であれば［１０１］とされる。
【００７８】
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　２ビットから３ビットへのデータ変換をこのテーブルに従って実行することにより、Ｒ
ＬＬ（１，７）ランレングス規則に従った変調データビットが生成される。
【００７９】
　図１に戻り、本発明の情報記録処理装置の構成および処理についての説明を続ける。図
１における変調データ生成部１０９において、図２～図４を参照して説明した変調データ
生成処理が実行され、生成された変調データに基づく記録信号が記録信号処理回路１１１
において生成される。
【００８０】
　記録信号処理回路１１１においては、変調データ生成手段１０９の生成した変調データ
の［０］または［１］の値に応じてパルスの正負を反転させるＮＲＺＩ (Non Return to Z
ero Inverted)信号を生成しこれを記録信号として情報記録媒体１０１に記録する。
【００８１】
　図５を参照して、記録信号処理回路１１１において実行する記録信号としてのＮＲＺＩ
生成処理構成について説明する。変調データ生成部１０９から出力される変調データビッ
トとしてチャンネルビットは、ＮＲＺ変換手段１２１、排他論理和手段（ＸＯＲ）１２２
、遅延手段１２３からなる記録信号処理回路１１１に入力される。図５（ａ）が、チャン
ネルビット、（ｂ）がＮＲＺ変換手段１２１からの出力信号、（ｃ）が記録信号処理回路
１１１の最終的な出力としての記録信号であるＮＲＺＩ変換パルスを示している。この記
録信号がピックアップ１０２に出力されてサーボ回路１０４の制御の下に記録情報が情報
記録媒体１０１に記録される。
【００８２】
　本発明の構成においては、付加データの記録領域に相当するレコーディングフレームの
場合には、変調データ生成部１０９において実行するＤＣ制御ビット（図３（ｇ）参照）
を［０］と設定するか［１］と設定するかを、部分的に付加データの構成ビットに基づい
て決定する。
【００８３】
　例えばある特定のレコーディングフレームを付加データ記録領域として選択し、その選
択されたレコーディングフレーム中の特定のＤＣ制御ビット、例えば１つのレコーディン
グフレームに設定する２８のＤＣ制御ビット中の位置ａ、位置ｂ、位置ｃの３つのＤＣ制
御ビットを付加データの構成ビットに基づいて決定するＤＣ制御ビットとし、これらの特
定のＤＣ制御ビットについては、ビット値［０］または［１］を、付加データの構成ビッ
トに基づいて決定する。この処理により、変調データ上に付加データを記録することが可
能になる。
【００８４】
　図１の構成に戻り、本発明の情報記録処理装置の構成についての説明を続ける。図１に
おいて、付加データは、付加データエラー訂正符号化部１０５に入力され、エラー訂正符
号を付加する符号化処理が行なわれる。なお、付加データとは、暗号鍵情報、暗号鍵生成
情報、コンテンツ再生制御情報、コンテンツコピー制御情報、その他のコンテンツ属性情
報など、様々な情報によって構成されるデータである。
【００８５】
　ＤＣ制御ビット指示手段１１０は、付加データエラー訂正符号化部１０５から、エラー
訂正符号の付加された付加データのビット列を入力する。例えば［０，０，０，１，０，
０，０・・・］等のデータ列である。このビット列は、例えば暗号鍵情報、暗号鍵生成情
報、コンテンツ再生制御情報、コンテンツコピー制御情報、その他のコンテンツ属性情報
のいずれかの付加データと、その付加データに対するエラー訂正符号を含むビット列であ
る。
【００８６】
　付加データ記録領域制御部１０７は、メインデータエラー訂正符号化部１０６からの出
力データに基づいて付加情報ビットの設定領域を検出する。すなわち、付加情報ビットの
設定領域としての特定のレコーディングフレームの生成データ領域を検出する。
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【００８７】
　付加データ記録領域制御部１０７は、付加情報ビットの設定領域としての特定のレコー
ディングフレームの生成データ領域を検出した場合にスイッチ１０８をＤＣ制御ビット指
示手段１１０側に設定し、ＤＣ制御ビット指示手段１１０が付加情報に基づいて決定する
ＤＣ制御ビット情報を変調データ生成部１０９に出力する。
【００８８】
　変調データ生成部１０９は、付加データ記録領域に対応するレコーディングフレームに
対して付加するＤＣ制御ビットの値をＤＣ制御ビット指示手段１１０からの指示に従って
決定し、設定する。
【００８９】
　ＤＣ制御ビット指示手段１１０は、付加データエラー訂正符号化部１０５から、エラー
訂正符号の付加された付加データのビット列、例えば［０，０，０，１，０，０，０・・
・］等のビット列を入力し、各ビット値［０］または［１］に応じて、付加情報ビットの
設定領域としてのレコーディングフレーム中の特定位置のＤＣ制御ビットの値を決定する
。
【００９０】
　処理手順としては、例えば、付加情報ビットの設定領域としてのレコーディングフレー
ムについても、付加情報ビットの設定領域以外の通常のレコーディングフレームについて
も、まず、従来どおり、ＤＳＶに基づいて決定するビット値をＤＣ制御ビットとして設定
する。すなわち、記録ビット系列（ＮＲＺＩ変換信号）のビット［０］を「－１」、ビッ
ト［１］を「＋１」として累積した値をＤＳＶとし、ＤＳＶが０からの乖離をより小さく
することのできるように、ＤＣ制御ビット（ＤＣ－Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｂｉｔ）の「０」ま
たは、「１」を選択して、挿入する。
【００９１】
　図１において、ＤＳＶ測定部１１２において、各レコーディングフレームについて、Ｄ
ＳＶ測定が実行され、測定結果がＤＳＶベースＤＣ制御ビット設定部１１３に入力され、
ＤＳＶベースＤＣ制御ビット設定部１１３において、ＤＳＶに基づくＤＣ制御ビット設定
処理、すなわち、ＤＳＶの０からの乖離をより小さくすることのできるビット値を、ＤＣ
制御ビットの値として設定する。
【００９２】
　これらのＤＳＶベースのＤＣ制御ビットの設定の後、付加情報ビットの設定領域として
のレコーディングフレーム中の特定位置のＤＣ制御ビットのみについてビット値の置き換
え処理を行なう。
【００９３】
　ＤＣ制御ビット指示手段１１０によって、付加データに基づいて決定したビット値が、
スイッチ１０８を介して変調データ生成部１０９に出力され、付加データに対応する特定
位置のＤＣ制御ビットのみが、ＤＣ制御ビット指示手段１１０によって指示されたビット
値に置き換えられることになる。その他の位置については、ＤＳＶベースＤＣ制御ビット
設定部１１３において設定された値が維持される。なお、スイッチ１０８のスイッチ制御
は、付加データ対応記録領域制御部１０７が実行し、付加データ対応ＤＣ制御ビット調整
レコーディングフレームの処理実行時にのみ、ＤＣ制御ビット指示手段１１０からの出力
を変調データ生成部１０９に出力する。
【００９４】
　なお、図１に示す構成は、本発明の情報記録処理装置の構成および処理について説明す
るための模式的なブロック図であり、例えばＤＣ制御ビットを付加データ対応のビットと
するか、ＤＳＶの測定結果に基づくビットとするか等の実際のビット設定処理は、ＤＣ制
御ビットの設定処理シーケンス等を記述したプログラムをＣＰＵ等の制御部が実行するこ
とによって実行可能である。従って、本発明の情報記録処理装置において、図１に示すス
イッチ、その他の構成ブロック個々の構成要素に対応するハードウェアが必須となるもの
ではない。所定のプログラムに従った処理を実行するための制御部、データ処理部として
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のＣＰＵ、およびデータ、パラメータ等の記憶手段としてのメモリなどによって構成され
るハードウェア上でレコーディングフレームの生成処理は実行可能である。
【００９５】
　図１に示すエラー訂正符号化部、ＤＣ制御ビット指示手段、変調データ生成部等のブロ
ックにおいて実行する処理は、所定のプログラムに従った処理を実行するための制御部、
データ処理部としてのＣＰＵ、およびデータ、パラメータ等の記憶手段としてのメモリな
どによって構成されるハードウェア上で実行可能な処理であり、図１においては、理解を
容易にするために、各処理単位毎にブロックとして示してある。
【００９６】
　以下、図１に示すＤＣ制御ビット指示手段１１０において実行する付加データに対応す
るＤＣ制御ビット設定処理の詳細について説明する。
【００９７】
　図６は、図２、図３において説明した変調データ生成処理においてユーザ制御データ２
１１に基づいて生成されるＢＩＳブロック２１３とＢＩＳクラスタ２１４の詳細を示した
図である。
【００９８】
　図２、図３を参照して説明したように、ユーザ制御データ（ＵＣＤ：Ｕｓｅｒ  Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ  Ｄａｔａ）２１１は、１６×９バイトの物理アドレスデータ２２１と結合され
て、２４列×３０行のアクセスブロック２１２が生成された後、アクセスブロック２１２
に対して、各列に３２行（ｒｏｗ）のパリティが付加されたデータブロックとしてＢＩＳ
ブロック２１３が生成される。図６に示す（Ａ）のＢＩＳブロック２１３である。
【００９９】
　ＢＩＳブロック２１３に対するインターリーブ処理により、３列×４９６行のＢＩＳク
ラスタ２１４が生成される。図６（Ｂ）に示すＢＩＳクラスタである。
【０１００】
　ＢＩＳクラスタには、図６（Ｂ）に示すように、３行（ｒｏｗ）の物理アドレスと、１
２行（ｒｏｗ）のユーザ制御データ（ＵＣＤ：Ｕｓｅｒ  Ｃｏｎｔｒｏｌ  Ｄａｔａ）と、
１６行のパリティとによって、３列（ｃｏｌｕｍ）×３１行（ｒｏｗ）の１つのユニット
が設定されている。ユニット０～１５の１６ユニットによって、３列×４９６行のＢＩＳ
クラスタ２１４が構成される。
【０１０１】
　図７に示すように、この構成を持つＢＩＳクラスタは、先に図２、図３を参照して説明
したように、コンテンツ等のユーザデータに基づいて設定されるＬＤＣクラスタ２０４の
４分割データＩ～ＩＶの間に一列ずつ挿入され、ＥＣＣクラスタ２３１が生成される。
【０１０２】
　図７に示すように、ＥＣＣクラスタは、１５２列（ｃｏｌｕｍ）×４９６行（ｒｏｗ）
のＬＤＣクラスタに３列（ｃｏｌｕｍ）×４９６行（ｒｏｗ）のＢＩＳクラスタを合成し
たクラスタとして設定される。
【０１０３】
　ＢＩＳクラスタは、図６を参照して説明したように、物理アドレス、ユーザ制御データ
（ＵＣＤ：Ｕｓｅｒ  Ｃｏｎｔｒｏｌ  Ｄａｔａ）、パリティのいずれかが各行に設定され
ている。従って、ＥＣＣクラスタ２３１の４９６行の各行に含まれるＢＩＳクラスタ（ｉ
，ｉｉ，ｉｉｉ）は、物理アドレス、ユーザ制御データ（ＵＣＤ：Ｕｓｅｒ  Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ  Ｄａｔａ）、パリティのいずれかになる。
【０１０４】
　図８に示すように、ＥＣＣクラスタ２３１を構成する４９６行から選択した特定の行（
ｒｏｗ）を、付加データ対応ＤＣ制御ビット調整フレーム３０１として設定する。
【０１０５】
　付加データ対応ＤＣ制御ビット調整フレーム３０１に設定されるＤＣ制御ビットの一部
は、付加データ構成ビットに基づいて決定されるビット値を持つＤＣ制御ビットとして設
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定される。図８に示すＤＣ制御ビット調整レコーディングフレーム３０２の例においては
、付加データの構成ビットに対応したＤＣ制御ビットは、レコーディングフレーム中の＃
１、＃１０、＃２０の位置のＤＣ制御ビット位置に設定している。
【０１０６】
　図８に示すように、レコーディングフレームは、＃０～＃２７の２８個のパートに区分
され、各パート毎に１ビットのＤＣ制御ビット［０］または［１］が設定される。これら
の２８個のＤＣ制御ビットの設定位置の特定位置のＤＣ制御ビットを付加データ対応ＤＣ
制御ビットとして設定する。
【０１０７】
　ＤＣ制御ビットは、前述したように、原則的には、ＤＳＶに基づいて決定するビット値
として設定される。すなわち、記録ビット系列（ＮＲＺＩ変換信号）のビット［０］を「
－１」、ビット［１］を「＋１」として累積した値をＤＳＶとし、ＤＳＶが０からの乖離
をより小さくすることのできるように、ＤＣ制御ビット（ＤＣ－Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｂｉｔ
）の「０」または、「１」を選択して、挿入するのが原則である。
【０１０８】
　しかし、付加データの構成ビットに対応したＤＣ制御ビット（図８に示すレコーディン
グフレーム３０２中の＃１、＃１０、＃２０の位置のＤＣ制御ビット）は、これらの原則
に従うことなく、付加データ構成ビット値に基づいて決定される値を設定する。
【０１０９】
　図８においては、ＤＣ制御ビット調整レコーディングフレーム３０２中、付加データの
構成ビットに対応したＤＣ制御ビットは、＃１、＃１０、＃２０の位置の３つのＤＣ制御
ビットであり、これらの３ビット以外のＤＣ制御ビットはＤＳＶ測定に基づいて決定され
るＤＣ制御ビットとして設定されるが、これらの３ビットについては、付加データ構成ビ
ット値に基づいて決定される値を設定する。
【０１１０】
　ここに示す例では、ＤＣ制御ビット調整レコーディングフレーム中の＃１、＃１０、＃
２０の位置のＤＣ制御ビット設定位置を付加データに基づくビット設定位置として設定し
た例を示しているが、付加データ対応ＤＣ制御ビット位置は、＃１、＃１０、＃２０の位
置に限られるものではなく、任意の位置に設定可能である。
【０１１１】
　また、３つのビット位置に限らず、ＤＣ制御ビット調整レコーディングフレーム中の任
意数のビット情報を付加データに基づくビット設定位置とすることが可能である。ただし
、付加データの解読処理を実行する情報再生処理装置は、予め与えられた付加データ対応
のＤＣ制御ビットの設定位置情報に基づいた付加データ解読処理を実行して、付加データ
の解読を行なうことになる。
【０１１２】
　ＤＣ制御ビット調整レコーディングフレーム中の３ビットを付加データに基づくビット
値設定位置とした場合の３ビット情報の設定態様と、付加データの構成ビット［０］また
は［１］との対応関係は、例えば図９に示す関係に設定される。
【０１１３】
　図９に示す例では、ＤＣ制御ビット調整レコーディングフレーム中の３ビットが同一極
性、すなわち［０，０，０］または［１，１，１］である場合に、付加データ構成ビット
＝［０］とし、その他の異極性の態様を持つ３ビット構成、すなわち［０，０，１］、［
０，１，０］、［１，０，０］、［０，１，１］、［１，１，０］、［１，０，１］のい
ずれかの場合は、付加データ構成ビット＝［１］を示す設定とした例を示している。
【０１１４】
　図９に示す例では、ＤＣ制御ビット調整レコーディングフレーム中の３ビットによって
付加データ構成ビット＝［０］または［１］の１ビットを示す設定とした例を示している
が、これは一例であり、例えば、図１０に示すように、ＤＣ制御ビット調整レコーディン
グフレーム中の３ビットによって付加データ構成ビット＝［０，０］，［０，１］，［１
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，０］，［１，１］の２ビットを示す設定とするなど、様々な設定が可能である。
【０１１５】
　図９、図１０に示すいずれの構成においても、複数のＤＣ制御ビット情報を１つの付加
データビット情報に対応付けた構成としている。すなわち、図９においては、［０，０，
０］と［１，１，１］の２つのＤＣ制御ビット態様を１つの付加データ構成ビット［０］
に対応させ、また、［０，０，１］～［１，０，１］の６つのＤＣ制御ビット態様を１つ
の付加データ構成ビット［１］に対応させている。図１０に示す例においても、例えば［
０，０，０］と［１，１，１］の２つのＤＣ制御ビット態様を１つの付加データ構成ビッ
ト［０，０］に対応させ、その他付加データ構成ビット［０，１］，［１，０］，［１，
１］のいずれに対しても複数（２つ）のＤＣ制御ビット態様を対応付けた設定としている
。
【０１１６】
　これは、ＤＳＶの測定に基づくＤＣ制御ビット設定において、付加データ構成ビットに
基づくＤＣ制御ビット設定と同一のビット設定処理がなされた場合に、ＤＳＶ測定に基づ
くＤＣ制御ビット設定と異なるビット設定に置き換えることを可能としたものである。こ
の置き換えを可能とすることで、データコピーがなされた場合のコピー判別を可能として
いる。
【０１１７】
　例えば、図９の設定に基づいて処理を行なう場合、付加データの構成ビット［０］を格
納するＤＣ制御ビット調整レコーディングフレーム中の３ビット（例えば＃１，＃１０，
＃２０）が、ＤＳＶ測定に基づくＤＣ制御ビットの設定を行ったときに［０，０，０］と
なっていた場合、付加データビット［０］に対して設定されているＤＣ制御ビット情報と
しての異なるデータ態様［１，１，１，］に置き換える処理を実行する。この処理により
、データコピー処理を行なった場合、コピーされたデータであるか否かが判別可能となる
。
【０１１８】
　例えば、付加データの構成ビット［０］を格納するＤＣ制御ビット調整レコーディング
フレーム中の３ビットが、ＤＳＶ測定に基づくＤＣ制御ビットの設定を行ったときに［０
，０，０］である場合、これを［１，１，１］に置き換えて記録すれば、そのレコーディ
ングフレームに基づく記録データを格納した記録媒体を情報記録再生処理装置にセットし
て、復調、再生を行い、他の記録媒体にデータを再記録、すなわちデータコピー処理を行
なうと、新たにＤＳＶ測定に基づくＤＣ制御ビットの付加処理を実行すると、付加データ
対応のＤＣ制御ビット位置には、［０，０，０］のＤＣ制御ビットが設定され、オリジナ
ルのＤＣ制御ビット構成［１，１，１］と異なるパターンが記録されることになり、その
記録媒体がコピーデータの記録なされた媒体であることが判別可能となる。
【０１１９】
　このようなコピー判別を可能とするために、１つの付加データのビット情報に対して、
複数のＤＣ制御ビット情報を割り当てた構成としている。
【０１２０】
　図１１、図１２を参照して、本発明における付加データ格納処理の詳細について説明す
る。図１１、図１２は、図９に示す対応関係、すなわち、付加データ対応ＤＣ制御ビット
調整レコーディングフレームから、＃１、＃１０、＃２０の位置の３ビットのＤＣ制御ビ
ットを選択し、これら３ビットのＤＣ制御ビットによって、１ビットの付加データ構成ビ
ット［０］または［１］を対応付けた場合の処理例である。
【０１２１】
　図１１は、
　（１）付加データの構成ビットが［０］
　の場合の付加データ対応レコーディングフレームにおけるＤＣ制御ビットの調整処理を
示す図である。
【０１２２】
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　図１１（ａ）は、付加データ対応のＤＣ制御ビットを設定する３つのＤＣ制御ビット設
定位置（例えば＃１，＃１０，＃２０）に対して、ＤＳＶ測定に基づいてＤＣ制御ビット
［０，１，０］が設定された場合の処理例を示している。
【０１２３】
　図１１（ａ）に示すようにレコーディングフレーム３２１は、ＤＳＶ測定に基づいて設
定されたＤＣ制御ビット［０，１，０］が付加データ対応ＤＣ制御ビット設定位置（＃１
，＃１０，＃２０）に設定されている。
【０１２４】
　付加データの構成ビットが［０］であるので、付加データ対応ＤＣ制御ビット設定位置
には、図９に示したテーブルに基づいて［０，０，０］または［１，１，１］のいずれか
を設定することが必要である。この例では、ＤＳＶ測定に基づいて設定されたＤＣ制御ビ
ットが［０，１，０］であり、変更ビットが１つのビットのみとなる［０，０，０］を選
択し、付加データ対応のＤＣ制御ビットとして、＃１０の位置のＤＣ制御ビット（＃１０
）を［１］から［０］に置き換えて、図１１（ａ）の中段に示すように、付加データ対応
ＤＣ制御ビット調整レコーディングフレーム３２２を生成する。なお、［１，１，１］に
変更してもよいが、ＤＳＶに対する影響を少なくするためには、変更ビットを最小とする
処理を行なうことが好ましい。
【０１２５】
　その後、２ビット→３ビット変換をＲＬＬ（１，７）ランレングス規則に従って変調を
行い同期（Ｓｙｎｃ）コードを設定した変調レコーディングフレーム３２３を生成する。
【０１２６】
　この処理は、図１における変調データ生成部１０９が実行するものであり、ＤＳＶ測定
に基づくＤＣ制御ビットの設定されたレコーディングフレーム３２１は、図１の構成にお
いて、ＤＳＶ測定部１１２が測定したＤＳＶに基づいて、ＤＳＶベースＤＣ制御ビット設
定部１１３が決定したＤＣ制御ビットを設定したレコーディングフレームである。
【０１２７】
　図８を参照して説明したように、レコーディングフレームには＃０～＃２７まで２８個
のパート毎に１ビットのＤＣ制御ビットが設定される。図１１には、付加データ対応ＤＣ
制御ビット位置（＃１，＃１０，＃２０）の３つのＤＣ制御ビットの値のみを示してある
が、その他のＤＣ制御ビット位置には、ＤＳＶ測定情報に基づくＤＣ制御ビットが格納さ
れることになる。
【０１２８】
　付加データ対応ＤＣ制御ビット位置（＃１，＃１０，＃２０）の３つのＤＣ制御ビット
のみが置き換えの対象ビットとなる。図１に示すＤＣ制御ビット指示手段１１０において
、付加データに基づいて３つの付加データ対応ＤＣ制御ビットの設定ビット値を決定し、
この決定ビット情報が、変調データ生成部１０９に入力されて、付加データ対応ＤＣ制御
ビット位置（＃１，＃１０，＃２０）の３つのＤＣ制御ビット情報の置き換え処理が行な
われる。
【０１２９】
　図１の変調データ生成部１０９では、ＤＣ制御ビット指示手段１１０からの入力情報に
基づいて、付加データ対応ＤＣ制御ビット位置（＃１，＃１０，＃２０）の３つのＤＣ制
御ビットを置き換え対象としたビット値置き換え処理が実行される。この処理により、付
加データに基づくＤＣ制御ビット［０，０，０］の設定されたレコーディングフレーム３
２２が生成される。
【０１３０】
　その後、２ビット→３ビット変換をＲＬＬ（１，７）ランレングス規則に従って変調を
行い同期（Ｓｙｎｃ）コードを設定した変調レコーディングフレーム３２３を生成する。
【０１３１】
　変調データ生成部１０９において生成された変調レコーディングフレーム３２３は、図
１に示す記録信号処理回路１１１においてＮＲＺＩ信号に変換（図５参照）されて、情報
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記録媒体１０１に記録される。
【０１３２】
　図１１（ａ）に示す処理の結果、
　付加データ対応レコーディングフレームの付加データ対応ＤＣ制御ビット位置（＃１，
＃１０，＃２０）の３つのＤＣ制御ビットには［０，０，０］が設定される。
【０１３３】
　データ再生を行なう再生装置においては、付加データ対応レコーディングフレームの付
加データ対応ＤＣ制御ビット位置（＃１，＃１０，＃２０）にある３つのＤＣ制御ビット
情報を検出する。検出結果として［０，０，０］の３ビットのＤＣ制御ビット情報を検出
し、この３ビット情報に基づいて、付加データのビット値が［０］であると判定する。
【０１３４】
　再生装置は、複数の付加データ対応レコーディングフレームについての付加データ構成
ビット値取得所を実行し、複数の解析ビット値に基づいて例えば暗号鍵などのｎビットの
付加データを取得する。
【０１３５】
　データ再生を行なう再生装置は、図９あるいは図１０に示す対応テーブルを記憶部に格
納するか、あるいは、対応テーブルに対応する付加データの解釈アルゴリズムを実行する
プログラムを記憶部に格納し、対応テーブルを参照して、あるいは、付加データの解釈ア
ルゴリズムを実行するプログラムに従って、付加データ対応ＤＣ制御ビットに基づく付加
データビット値判定処理を実行する。なお、再生装置における付加データ検出処理につい
ては、後段で詳細に説明する。
【０１３６】
　図１１（ｂ）は、（ａ）と同様、付加データの構成ビットが［０］であるが、付加デー
タ対応のＤＣ制御ビットを設定する３つのＤＣ制御ビット設定位置（例えば＃１，＃１０
，＃２０）にＤＳＶ測定に基づくＤＣ制御ビット［０，０，０］が設定された場合の処理
を示している。
【０１３７】
　図１１（ｂ）に示すようにレコーディングフレーム３３１には、ＤＳＶ測定に基づくＤ
Ｃ制御ビット［０，０，０］が付加データ対応ＤＣ制御ビット設定位置に設定されている
。
【０１３８】
　付加データの構成ビットが［０］であるので、付加データ対応ＤＣ制御ビット設定位置
には、図９に示したテーブルに基づいて［０，０，０］または［１，１，１］のいずれか
を設定することが必要である。この例では、ＤＳＶ測定に基づいて設定されたＤＣ制御ビ
ットが［０，０，０］であり、既に付加データの構成ビット［０］に対応するＤＣ制御ビ
ット値が設定済みである。
【０１３９】
　この場合、前述したように、コピーデータの判別を可能とするため、付加データの構成
ビット［０］に対応する異なるＤＣ制御ビット情報に置き換える処理を行なう。この場合
は、付加データの構成ビット［０］に対応するＤＣ制御ビット情報［１，１，１］に置き
換える処理を実行する。
【０１４０】
　図１１（ｂ）に示すように、付加データ対応のＤＣ制御ビットである＃１，＃１０，＃
２０の位置のＤＣ制御ビットをすべて［０］から［１］に置き換えて、付加データ対応Ｄ
Ｃ制御ビット調整レコーディングフレーム３３２を生成する。
【０１４１】
　その後、２ビット→３ビット変換をＲＬＬ（１，７）ランレングス規則に従った変調処
理を実行し、同期（Ｓｙｎｃ）コードを設定した変調レコーディングフレーム３３３を生
成する。
【０１４２】
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　この処理は、図１における変調データ生成部１０９が実行する。変調データ生成部１０
９において生成された変調レコーディングフレーム３３３は、図１に示す記録信号処理回
路１１１においてＮＲＺＩ信号に変換（図５参照）されて、情報記録媒体１０１に記録さ
れる。
【０１４３】
　図１１（ｂ）に示す処理の結果、
　付加データ対応レコーディングフレームの付加データ対応ＤＣ制御ビット位置（＃１，
＃１０，＃２０）の３つのＤＣ制御ビットには［１，１，１］が設定される。
【０１４４】
　データ再生を行なう再生装置においては、この付加データ対応レコーディングフレーム
の付加データ対応ＤＣ制御ビット位置（＃１，＃１０，＃２０）の３つのＤＣ制御ビット
情報［１，１，１］を検出し、この３ビット情報に基づいて、付加データのビット値が［
０］であると判定する。
【０１４５】
　図１２は、
　（２）付加データの構成ビットが［１］
　の場合の付加データ対応レコーディングフレームにおけるＤＣ制御ビットの調整処理を
示す図である。
【０１４６】
　図１２（ａ）は、付加データ対応のＤＣ制御ビットを設定する３つのＤＣ制御ビット設
定位置（例えば＃１，＃１０，＃２０）に、ＤＳＶ測定に基づくＤＣ制御ビット［０，０
，０］が設定された場合の処理例を示している。
【０１４７】
　図１２（ａ）に示すようにレコーディングフレーム３４１は、ＤＳＶ測定に基づくＤＣ
制御ビット［０，０，０］が付加データ対応ＤＣ制御ビット設定位置に設定されている。
【０１４８】
　付加データの構成ビットが［１］であるので、付加データ対応ＤＣ制御ビット設定位置
には、図９に示したテーブルに基づいて［０，０，１］～［１，０，１］のいずれかを設
定することが必要である。この例では、ＤＳＶ測定に基づいて設定されたＤＣ制御ビット
が［０，０，０］であり、変更ビットが１つのビットのみとなる［０，０，１］を選択し
、付加データ対応のＤＣ制御ビットとして、＃２０位置のＤＣ制御ビット（＃２０）を［
０］から［１］に置き換えて、図１２（ａ）の中段に示すように、付加データ対応ＤＣ制
御ビット調整レコーディングフレーム３４２を生成する。なお、［０，０，１］～［１，
０，１］の他のパターンを設定してもよい。ただし、ＤＳＶに対する影響を少なくするた
めには、変更ビットを最小とする処理を選択して実行することが好ましい。
【０１４９】
　その後、２ビット→３ビット変換をＲＬＬ（１，７）ランレングス規則に従って変調を
行い同期（Ｓｙｎｃ）コードを設定した変調レコーディングフレーム３４３を生成する。
【０１５０】
　この処理は、図１における変調データ生成部１０９が実行する。変調データ生成部１０
９において生成された変調レコーディングフレーム３４３は、図１に示す記録信号処理回
路１１１においてＮＲＺＩ信号に変換（図５参照）されて、情報記録媒体１０１に記録さ
れる。
【０１５１】
　図１２（ａ）に示す処理の結果、
　付加データ対応レコーディングフレームの付加データ対応ＤＣ制御ビット位置（＃１，
＃１０，＃２０）の３つのＤＣ制御ビットには［０，０，１］が設定される。
【０１５２】
　データ再生を行なう再生装置においては、この付加データ対応レコーディングフレーム
の付加データ対応ＤＣ制御ビット位置（＃１，＃１０，＃２０）の３つのＤＣ制御ビット
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情報を検出し、検出結果として［０，０，１］の３ビットのＤＣ制御ビット情報を検出す
る。再生処理装置は、この３ビット情報に基づいて、付加データのビット値が［１］であ
ると判定する。
【０１５３】
　図１２（ｂ）は、（ａ）と同様、付加データの構成ビットが［１］であるが、付加デー
タ対応のＤＣ制御ビットを設定する３つのＤＣ制御ビット設定位置（例えば＃１，＃１０
，＃２０）に、ＤＳＶ測定に基づくＤＣ制御ビット［０，１，０］が設定された場合の処
理例を示している。
【０１５４】
　図１２（ｂ）に示すようにレコーディングフレーム３５１には、ＤＳＶ測定に基づくＤ
Ｃ制御ビット［０，１，０］が付加データ対応ＤＣ制御ビット設定位置に設定されている
。
【０１５５】
　付加データの構成ビットが［１］であるので、付加データ対応ＤＣ制御ビット設定位置
には、図９に示したテーブルに基づいて［０，０，１］～［１，０，１］のいずれかを設
定することが必要である。この例では、ＤＳＶ測定に基づいて設定されたＤＣ制御ビット
が［０，１，０］であり、既に付加データの構成ビット［１］に対応するＤＣ制御ビット
値が設定済みとなっている。
【０１５６】
　この場合、前述したように、コピーデータの判別を可能とするため、付加データの構成
ビット［１］に対応する異なるＤＣ制御ビット情報に置き換える処理を実行する。一例と
して、変更ビットが１つのビットのみとなる［０，１，１］を選択し、付加データ対応の
ＤＣ制御ビットとして、＃１０位置のＤＣ制御ビット（＃１０）を［０］から［１］に置
き換えて、図１２（ｂ）の中段に示すように、付加データ対応ＤＣ制御ビット調整レコー
ディングフレーム３５２を生成する。なお、［０，０，１］～［１，０，１］中の、［０
，１，０］以外のパターンであれば、どのパターンを設定してもよい。ただし、ＤＳＶに
対する影響を少なくするためには、変更ビットを最小とする処理を行なうことが好ましい
。
【０１５７】
　その後、２ビット→３ビット変換をＲＬＬ（１，７）ランレングス規則に従った変調処
理として実行し、同期（Ｓｙｎｃ）コードを設定した変調レコーディングフレーム３５３
を生成する。
【０１５８】
　この処理は、図１における変調データ生成部１０９が実行する。変調データ生成部１０
９において生成された変調レコーディングフレーム３５３は、図１に示す記録信号処理回
路１１１においてＮＲＺＩ信号に変換（図５参照）されて、情報記録媒体１０１に記録さ
れる。
【０１５９】
　図１２（ｂ）に示す処理の結果、
　付加データ対応レコーディングフレームの付加データ対応ＤＣ制御ビット位置（＃１，
＃１０，＃２０）の３つのＤＣ制御ビットには［０，１，１］が設定される。
【０１６０】
　データ再生を行なう再生装置においては、この付加データ対応レコーディングフレーム
の付加データ対応ＤＣ制御ビット位置（＃１，＃１０，＃２０）の３つのＤＣ制御ビット
情報を検出し、検出結果として［０，１，１］の３ビットのＤＣ制御ビット情報を検出す
る。再生装置は、この３ビット情報に基づいて、付加データのビット値を［１］であると
判定する。
【０１６１】
　次に、図１３、図１４を参照して、本発明の情報記録処理装置において実行する付加デ
ータの記録処理シーケンスを説明する。
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【０１６２】
　ステップＳ１０１において、エラー訂正符号化後の付加データを入力する。これは、図
１に示す付加データエラー訂正符号化部１０５からの出力データとして取得されるデータ
である。なお、付加テータは、暗号鍵情報、暗号鍵生成情報、コンテンツ再生制御情報、
コンテンツコピー制御情報、その他のコンテンツ属性情報など、様々な情報によって構成
されるデータであり、これらの付加データにエラー訂正符号の付加された付加データのビ
ット列、例えば［０，０，０，１，０，０，０・・・］等のデータ列が入力される。
【０１６３】
　ステップＳ１０２では、付加データの構成ビット列、例えば［０，０，０，１，０，０
，０・・・］から順番に１つのビットを記録ビットして取り出す。なお、この処理フロー
では、付加データ構成ビットについて１ビット単位の処理を実行する例としているが、例
えば先に図１０を参照して説明したように、２ビットの付加データビット［００］～［１
１］に対応してＤＣ制御ビット情報を対応付けた構成においては、付加データビットを２
ビット単位で処理することになり、付加データのビット列、例えば［０，０，０，１，０
，０，０・・・］から順に２ビットを抽出して処理を実行する。ここでは図９に示す対応
関係のように、付加データ構成ビットについて１ビット単位の処理を実行する例を説明す
る。
【０１６４】
　ステップＳ１０３では、付加データ対応レコーディングフレーム（ＲＦ）の変調処理を
行い、ＤＳＶ測定に基づいて設定されたＤＣ制御ビット情報を取得する。なお、ここで取
得するＤＣ制御ビット情報は、付加データ対応レコーディングフレーム（ＲＦ）の付加デ
ータ対応のＤＣ制御ビット位置のビット情報である。前述したように例えばレコーディン
グフレーム中の＃１，＃１０，＃２０の位置のＤＣ制御ビット情報を付加データ対応のＤ
Ｃ制御ビットとして設定している場合には、これらの＃１，＃１０，＃２０の位置のＤＣ
制御ビット情報を取得する。
【０１６５】
　ステップＳ１０４では、記録ビット、すなわち付加データのビット列、例えば［０，０
，０，１，０，０，０・・・］から順に抽出されたビット値が［０］であるか否かを判定
する。
【０１６６】
　抽出ビットが［０］である場合、ステップＳ１０５に進む。抽出ビットが［１］である
場合、ステップＳ１０６に進む。
【０１６７】
　記録ビットが［０］である場合、図１４に示すステップＳ１０５において、ステップＳ
１０３で取得したＤＣ制御ビット情報、すなわち、付加データ対応レコーディングフレー
ム（ＲＦ）の付加データ対応ＤＣ制御ビット位置のビット情報が、付加データビット［０
］に対応するビット列として設定されているか否かを判定する。
【０１６８】
　具体的には、例えば図９に示す対応関係に基づく処理を実行する場合、ＤＳＶ測定に基
づくＤＣ制御ビットとして［０，０，０］または［１，１，１］が付加データ対応ＤＣ制
御ビット位置に設定されているか否かを判定する。
【０１６９】
　ＤＳＶ測定に基づくＤＣ制御ビットとして付加データビット［０］に対応するビット列
が設定済みの場合（Ｙｅｓ）は、ステップＳ１０７に進み、設定済みの付加データビット
［０］に対応するビット列を、付加データビット［０］に対応する異なるビット列に置き
換える処理を行なう。
【０１７０】
　具体的には、ＤＳＶ測定に基づくＤＣ制御ビットとして［０，０，０］が設定されてい
る場合は、［１，１，１］に置き換える処理を実行する。ＤＳＶ測定に基づくＤＣ制御ビ
ットとして［１，１，１］が設定されている場合は、［０，０，０］に置き換える処理を
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実行する。
【０１７１】
　ステップＳ１０５の判定がＮｏ、すなわち、ＤＳＶ測定に基づくＤＣ制御ビットとして
付加データビット［０］に対応するビット列が設定されていない場合は、ステップＳ１０
８に進み、ＤＣ制御ビットを付加データビット［０］に対応するビット列に置き換える処
理を行なう。具体的には、加データ対応ＤＣ制御ビット位置のビット値を、付加データビ
ット［０］に対応するビット列［０，０，０］または［１，１，１］に置き換える処理を
行なう。
【０１７２】
　一方、記録ビットが［１］である場合、図１４に示すステップＳ１０６において、ステ
ップＳ１０３で取得したＤＣ制御ビット情報、すなわち、付加データ対応レコーディング
フレーム（ＲＦ）の付加データ対応ＤＣ制御ビット位置のビット情報が、付加データビッ
ト［１］に対応するビット列として設定されているか否かを判定する。
【０１７３】
　具体的には、例えば図９に示す対応関係に基づく処理を実行する場合、ＤＳＶ測定に基
づくＤＣ制御ビットとして［０，０，１］～［１，０，１］が付加データ対応ＤＣ制御ビ
ット位置に設定されているか否かを判定する。
【０１７４】
　ＤＳＶ測定に基づくＤＣ制御ビットとして付加データビット［１］に対応するビット列
が設定済みの場合（Ｙｅｓ）は、ステップＳ１０９に進み、設定済みの付加データビット
［１］に対応するビット列を、付加データビット［１］に対応する異なるビット列に置き
換える処理を行なう。
【０１７５】
　具体的には、例えばＤＳＶ測定に基づくＤＣ制御ビットとして［０，０，１］が設定さ
れている場合は、付加データビット［１］に対応する異なるビット列［０，１，０］，［
１，０，０］，［０，１，１］，［１，１，０］，［１，０，１］のいずれかに置き換え
る処理を実行する。
【０１７６】
　ステップＳ１０６の判定がＮｏ、すなわち、ＤＳＶ測定に基づくＤＣ制御ビットとして
付加データビット［１］に対応するビット列が設定されていない場合は、ステップＳ１１
０に進み、ＤＣ制御ビットを付加データビット［１］に対応するビット列に置き換える処
理を行なう。具体的には、加データ対応ＤＣ制御ビット位置のビット値を、図９に示す付
加データビット［１］に対応するビット列［０，０，１］～［１，０，１］のいずれかに
置き換える処理を行なう。
【０１７７】
　ステップＳ１１１では、付加データに従って制御されたＤＣ制御ビットを設定した付加
データ対応レコーディングフレームの変調処理を実行する。図１に示す変調データ生成部
１０９において変調処理が実行される。
【０１７８】
　ステップＳ１１２では、付加データの最終ビットの処理が終了したか否かを判定し、未
処理データがある場合は、ステップＳ１０２以下の処理を繰り返し実行する。
【０１７９】
　ステップＳ１１２において、未処理データなしの判定により、処理が終了、すなわち、
上述した処理に従って、付加情報ビットが挿入された記録データが生成されることになる
。
【０１８０】
　前述したように、図１３、図１４の処理フローは、１ビット単位の付加データ処理を行
なう場合の例であり、図１０に示すように２ビット単位の付加データビットと、ＤＣ制御
ビット情報との対応関係が設定されている場合には、２ビット単位での処理が実行される
。また、付加データビット３ビット以上と、ＤＣ制御ビット情報との対応関係など、任意
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ビット数の付加データビットと、任意ビット数のＤＣ制御ビット情報との対応関係を設定
した構成が可能であり、設定された対応関係に基づいた処理が行なわれる。
【０１８１】
　次に、上述の付加情報、および映画、音楽などのコンテンツ（メインデータ）を格納し
た情報記録媒体の再生処理を行うデータ再生処理装置の構成および再生処理シーケンスに
ついて説明する。
【０１８２】
　図１５を参照して、データ再生処理装置の構成、および処理について説明する。データ
再生処理装置は、情報記録媒体４０１、情報記録媒体４０１からのデータ読み取りを行う
ピックアップ４０２、情報記録媒体４０１を駆動するスピンドルモーター４０３、ピック
アップ４０２およびスピンドルモーター４０３の制御を行うサーボ回路４０４、読み取り
信号のゲイン調整などの信号処理を行いＲＦ信号を生成するＲＦ回路部４０５、ＲＦ信号
から同期信号を抽出する同期検出部４０６、データ復調処理を実行するデータ復調処理部
４０７、付加データの領域についてのみ、情報記録媒体の読み取り信号を付加データデコ
ード部４０８に出力するためのスイッチ４１０、付加データの領域を検出し、スイッチ４
１０を制御する付加データ記録領域検出部４１１、付加データのデコード処理を実行する
付加データデコード部４０８、メインデータのエラー訂正処理を行うメインデータエラー
訂正部４１２、付加データのエラー訂正処理を行う付加データエラー訂正部４０９を有す
る。
【０１８３】
　情報記録媒体４０１に格納されたコンテンツデータは、例えば暗号化コンテンツデータ
であり、また情報記録媒体４０１に格納された付加データは、暗号化コンテンツの復号処
理に適用する鍵データ、あるいは鍵生成情報、またはコンテンツ再生制御情報、コンテン
ツコピー制御情報、その他コンテンツの属性情報などである。
【０１８４】
　情報記録媒体４０１からピックアップ４０２を介して読み取られたデータは、ＲＦ回路
部４０５においてゲイン調整などの信号処理がなされ、同期検出部４０６に入力される。
同期検出４０６部は、記録信号中の同期信号（シンク）を検出し、検出信号を付加データ
記録領域制御部４１１に出力する。
【０１８５】
　付加データ記録領域制御部４１１は、同期検出部４０６から入力される同期信号に基づ
いて、付加データの記録領域を判別し、判別情報に基づいて、スイッチ４１０を制御する
。このスイッチ制御により、付加データのデコード処理を実行する付加データデコード部
４０８に、付加データのデコードに必要な領域のレコーディングフレーム、すなわち付加
データに基づくＤＣ制御ビット情報が設定された付加データ対応レコーディングフレーム
が、データ復調処理部４０７から入力される。
【０１８６】
　付加データデコード部４０８は、データ復調処理部４０７から入力される付加データ対
応レコーディングフレームに基づいて、付加データを取得するためのデコード処理を実行
する。すなわち、付加データ対応レコーディングフレームから、付加データに基づくＤＣ
制御ビット情報を検出し、検出したＤＣ制御ビットの値に基づいて付加データの構成ビッ
トを判定する。
【０１８７】
　すなわち、付加データ対応レコーディングフレームの付加データ対応ＤＣ制御ビットの
設定位置、例えば＃１、＃１０、＃２０の位置のＤＣ制御ビットの値を取得し、これらの
情報に基づいて、付加データの構成ビット、例えば［０］または［１］を判定する。
【０１８８】
　付加データデコード部４０８は、図９あるいは図１０に示す対応テーブルを持つ記憶部
を有するか、あるいは、対応テーブルに対応する付加データの解釈アルゴリズムを実行す
るプログラムに従った処理を実行する。すなわち記憶部に格納した対応テーブルを参照し
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て、あるいは、付加データの解釈アルゴリズムに従って、付加データ対応ＤＣ制御ビット
に基づく付加データビット値判定処理を実行する。
【０１８９】
　このように、再生装置においては、データ復調処理部４０７において処理されるデータ
が付加データ対応レコーディングフレームである場合、そのフレームデータをスイッチ４
１０を介して付加データデコード部４０８に入力し、付加データデコード部４０８におい
て、付加データ対応レコーディングフレームの付加データ対応ＤＣ制御ビットの設定位置
のＤＣ制御ビットを取得し、これらの情報に基づいて、付加データの構成ビットを判別す
る処理を実行する。
【０１９０】
　付加データデコード部４０８は、断続的に入力される付加データの設定されたレコーデ
ィングフレームに基づいて、同様の処理を実行し、例えばｎビット情報の鍵データ、ある
いは鍵生成情報、またはコンテンツ再生制御情報、コンテンツコピー制御情報、その他コ
ンテンツの属性情報などの付加データを取得する。なお、この付加データは、データ記録
処理装置の説明において述べたように、エラー訂正符号を含んでおり、付加データエラー
訂正部４０９においてエラー訂正がなされた後、出力される。
【０１９１】
　なお、付加データが例えばコンテンツの復号に適用する鍵情報である場合、付加データ
の出力先は、コンテンツの復号処理を実行する復号処理部となる。コンテンツの再生制御
情報である場合は再生制御部となる。
【０１９２】
　一方、付加データ以外の一般のデータは、情報記録媒体の読み取りデータが同期検出部
４０６からデータ復調部４０７に出力され、先に図２，図３を参照して説明した逆のデー
タ変換が順次実行され、再生データが取得される。
【０１９３】
　復調データであるメインデータも、付加データと同様、エラー訂正符号を含んでおり、
メインデータエラー訂正部４１２においてエラー訂正がなされた後、出力される。
【０１９４】
　なお、出力データが例えば暗号化コンテンツである場合、付加データとして出力される
鍵生成情報に基づいて生成可能な暗号鍵を適用した復号処理が実行された後、ディスプレ
イ、スピーカ等の出力手段を介して出力される。
【０１９５】
　次に、図１６を参照して付加情報読み取りを含む再生処理シーケンスについて説明する
。図１６の処理は、図１５に示す再生処理装置において実行する処理である。
【０１９６】
　ステップＳ２０１において、情報記録媒体からの読み取り信号に基づいてＲＦ信号が生
成され、ステップＳ２０２において、ＲＦ信号に基づいて復調処理が実行され、復調過程
のデータとして、付加データ対応レコーディングフレーム、すなわち付加データに基づい
て決定されたＤＣ制御ビット値を持つレコーディングフレームが取得される。取得された
付加データ対応レコーディングフレームは、図１５に示すデータ復調処理部４０７から付
加データデコード部４０８に入力される。
【０１９７】
　ステップＳ２０３において、付加データデコード部４０８は、データ復調処理部４０７
から入力される付加データ対応レコーディングフレームに基づいて、付加データを取得す
るためのデコード処理を実行する。すなわち、付加データ対応レコーディングフレームか
ら、付加データに基づくＤＣ制御ビット情報を抽出する。例えば＃１、＃１０、＃２０の
位置のＤＣ制御ビットの値を取得する。
【０１９８】
　さらに、ステップＳ２０４において、取得したＤＣ制御ビットの値が、付加データビッ
トの［０］または［１］のいずれに対応するＤＣ制御ビット列であるかを判定する。前述
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したように、付加データデコード部４０８は、図９あるいは図１０に示す対応テーブル、
あるいは、対応テーブルに対応する付加データの解釈アルゴリズムを実行して付加データ
対応ＤＣ制御ビットに基づく付加データビット値判定処理を実行する。
【０１９９】
　ステップＳ２０４において、取得したＤＣ制御ビットの値が、付加データビットの［０
］に対応すると判定した場合は、ステップＳ２０５において、付加データビット＝０と判
定し、ステップＳ２０４において、取得したＤＣ制御ビットの値が、付加データビットの
［１］に対応すると判定した場合は、ステップＳ２０６において、付加データビット＝１
と判定する。
【０２００】
　ステップＳ２０７では、付加データの最終ビットか否かを判定し、未処理ビットがある
場合は、ステップＳ２０２以下の処理を繰り返し実行し、付加データの最終ビットに至る
と処理が終了する。
【０２０１】
　なお、上述した処理例は、１ビット単位の付加データの解析処理を行なう場合の例であ
り、図１０に示すように２ビット単位の付加データビットと、ＤＣ制御ビット情報との対
応関係が設定されている場合には、２ビット単位での付加データ解析処理が実行される。
また、付加データビット３ビット以上と、ＤＣ制御ビット情報との対応関係など、任意ビ
ット数の付加データビットと、任意ビット数のＤＣ制御ビット情報との対応関係を設定し
た構成が可能であり、設定された対応関係に基づいた処理が行なわれる。
【０２０２】
　以上、特定の実施例を参照しながら、本発明について詳解してきた。しかしながら、本
発明の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実施例の修正や代用を成し得ることは自明であ
る。すなわち、例示という形態で本発明を開示してきたのであり、限定的に解釈されるべ
きではない。本発明の要旨を判断するためには、冒頭に記載した特許請求の範囲の欄を参
酌すべきである。
【０２０３】
　なお、明細書中において説明した一連の処理はハードウェア、またはソフトウェア、あ
るいは両者の複合構成によって実行することが可能である。ソフトウェアによる処理を実
行する場合は、処理シーケンスを記録したプログラムを、専用のハードウェアに組み込ま
れたコンピュータ内のメモリにインストールして実行させるか、あるいは、各種処理が実
行可能な汎用コンピュータにプログラムをインストールして実行させることが可能である
。
【０２０４】
　例えば、プログラムは記録媒体としてのハードディスクやＲＯＭ（ Read Only Memory)
に予め記録しておくことができる。あるいは、プログラムはフレキシブルディスク、ＣＤ
－ＲＯＭ (Compact Disc Read Only Memory)，ＭＯ (Magneto optical)ディスク，ＤＶＤ (D
igital Versatile Disc)、磁気ディスク、半導体メモリなどのリムーバブル記録媒体に、
一時的あるいは永続的に格納（記録）しておくことができる。このようなリムーバブル記
録媒体は、いわゆるパッケージソフトウエアとして提供することができる。
【０２０５】
　なお、プログラムは、上述したようなリムーバブル記録媒体からコンピュータにインス
トールする他、ダウンロードサイトから、コンピュータに無線転送したり、ＬＡＮ (Local
 Area Network)、インターネットといったネットワークを介して、コンピュータに有線で
転送し、コンピュータでは、そのようにして転送されてくるプログラムを受信し、内蔵す
るハードディスク等の記録媒体にインストールすることができる。
【０２０６】
　なお、明細書に記載された各種の処理は、記載に従って時系列に実行されるのみならず
、処理を実行する装置の処理能力あるいは必要に応じて並列的にあるいは個別に実行され
てもよい。また、本明細書においてシステムとは、複数の装置の論理的集合構成であり、
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各構成の装置が同一筐体内にあるものには限らない。
【産業上の利用可能性】
【０２０７】
　以上、説明したように、本発明の構成によれば、情報記録媒体に対する付加データの記
録、例えばコンテンツの復号処理に適用する鍵情報、鍵生成情報、あるいはコンテンツ再
生制御情報、コピー制御情報など、様々な付加データを記録する処理を実行する記録処理
装置において、付加データの埋め込み領域に対応する付加データ対応レコーディングフレ
ームに設定する複数のＤＣ制御ビット情報設定位置のビット値を、付加データの構成ビッ
ト情報に基づいて決定する構成とした。また、再生装置においては、付加データ対応レコ
ーディングフレームの特定のＤＣ制御ビット位置のビット値検出により、付加構成ビット
情報を取得することができる。本構成により、例えば、コンテンツの復号処理に適用する
鍵情報、鍵生成情報、あるいはコンテンツ再生制御情報、コピー制御情報などの付加情報
を解析困難な態様で埋め込み、また再生時に確実に読み取る構成が実現される。従って、
例えば、著作権の保護の必要なコンテンツを記録媒体に格納し、そのコンテンツの復号処
理に適用する鍵情報、鍵生成情報、あるいはコンテンツ再生制御情報、コピー制御情報な
どの付加情報を解析困難な態様で埋め込む必要のある構成における情報記録処理装置、情
報再生処理装置、情報記録媒体において適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０２０８】
【図１】本発明の情報記録処理装置の構成を示す図である。
【図２】本発明の情報記録処理装置における変調データ生成部の処理の詳細を説明する図
（その１）である。
【図３】本発明の情報記録処理装置における変調データ生成部の処理の詳細を説明する図
（その２）である。
【図４】本発明の情報記録処理装置における変調処理において適用する変換テーブルのデ
ータ構成について説明する図である。
【図５】本発明の情報記録処理装置における記録信号処理回路において実行する処理の詳
細を説明する図である。
【図６】ＢＩＳブロックおよびＢＩＳクラスタの詳細構成について説明する図である。
【図７】ＬＤＣクラスタとＢＩＳクラスタに基づいて設定されるＥＣＣクラスタについて
説明する図である。
【図８】ＥＣＣクラスタ、付加データ対応ＤＣ制御ビット調整フレームおよび付加データ
対応ＤＣ制御ビット調整レコーディングフレームについて説明する図である。
【図９】本発明における付加データの構成ビットと、ＤＣ制御ビットの対応関係の設定例
（例１）について示す図である。
【図１０】本発明における付加データの構成ビットと、ＤＣ制御ビットの対応関係の設定
例（例２）について示す図である。
【図１１】本発明の情報記録処理装置において実行する付加データに基づくＤＣ制御ビッ
トの設定処理例について説明する図である。
【図１２】本発明の情報記録処理装置において実行する付加データに基づくＤＣ制御ビッ
トの設定処理例について説明する図である。
【図１３】本発明の情報記録処理装置において実行する付加データ記録処理シーケンスを
説明するフロー図（その１）である。
【図１４】本発明の情報記録処理装置において実行する付加データ記録処理シーケンスを
説明するフロー図（その２）である。
【図１５】本発明の情報再生処理装置の構成を示す図である。
【図１６】本発明の情報再生処理装置において実行する付加データ記録処理シーケンスを
説明するフロー図である。
【符号の説明】
【０２０９】
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　１０１　情報記録媒体
　１０２　ピックアップ
　１０３　スピンドルモーター
　１０４　サーボ回路
　１０５　付加データエラー訂正符号化部
　１０６　メインデータエラー訂正符号化部
　１０７　付加データ記録領域制御部
　１０８　スイッチ
　１０９　変調データ生成部
　１１０　ＤＣ制御ビット指示手段
　１１１　記録信号処理回路
　１１２　ＤＳＶ測定部
　１１３　ＤＳＶベースＤＣ制御ビット設定部
　１２１　ＮＲＺ変換手段
　１２２　ＸＯＲ
　１２３　遅延手段
　２０１　ユーザデータ
　２０２　データブロック
　２０３　ＬＤＣブロック
　２０４　ＬＤＣクラスタ
　２１１　ユーザ制御情報（ＵＣＤ）
　２１２　アクセスブロック
　２１３　ＢＩＳブロック
　２１４　ＢＩＳクラスタ
　２２１　物理アドレス
　２３１　ＥＣＣクラスタ
　２３２　クラスタ
　２３３　物理クラスタ
　２３４　レコーディングフレーム
　２３５　変調レコーディングフレーム
　３０１　付加データ対応ＤＣ制御ビット調整フレーム
　３０２　付加データ対応ＤＣ制御ビット調整レコーディングフレーム
　３２１，３２２　レコーディングフレーム
　３２３　変調レコーディングフレーム
　３３１，３３２　レコーディングフレーム
　３３３　変調レコーディングフレーム
　３４１，３４２　レコーディングフレーム
　３４３　変調レコーディングフレーム
　３５１，３５２　レコーディングフレーム
　３５３　変調レコーディングフレーム
　４０１　情報記録媒体
　４０２　ピックアップ
　４０３　スピンドルモーター
　４０４　サーボ回路
　４０５　ＲＦ回路部
　４０６　同期検出部
　４０７　データ復調処理部
　４０８　付加データデコード部
　４０９　付加データエラー訂正部
　４１０　スイッチ
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　４１１　付加データ記録領域検出部
　４１２　メインデータエラー訂正部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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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 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

(34) JP 3972879 B2 2007.9.5



フロントページの続き

    審査官  小林　大介

(56)参考文献  特開２００３－０４５１２８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－００６９９７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－３０３４７５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ１１Ｂ　　２０／１０　　　　
              Ｇ１１Ｂ　　２０／１４　　　　

(35) JP 3972879 B2 2007.9.5


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

