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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ情報が記録可能なユーザ情報記録エリアを備え、
　該ユーザ情報記録エリアは、前記ユーザ情報の記録再生を妨げるプリ記録エリアを複数
の部分に夫々有し、該プリ記録エリアによって、再生専用記録媒体における記録情報が記
録される単位領域よりも小さい部分記録エリアを含む複数の部分記録エリアに分割されて
いることを特徴とする情報記録媒体。
【請求項２】
　前記複数の部分記録エリアの最小サイズは、前記再生専用記録媒体の記録情報を管理す
るファイルシステムで規定された最大ファイルサイズよりも小さいことを特徴とする請求
の範囲第１項に記載の情報記録媒体。
【請求項３】
　前記複数の部分記録エリアの最小サイズは、２３０バイト未満であることを特徴とする
請求の範囲第１項に記載の情報記録媒体。
【請求項４】
　前記プリ記録エリアには夫々、エンボスピットが予め形成されていることを特徴とする
請求の範囲第１項に記載の情報記録媒体。
【請求項５】
　前記プリ記録エリアには夫々、記録用レーザの照射によるプリピットが予め形成されて
いることを特徴とする請求の範囲第１項に記載の情報記録媒体。
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【請求項６】
　前記プリ記録エリアは、データエリアであることを特徴とする請求の範囲第１項に記載
の情報記録媒体。
【請求項７】
　前記プリ記録エリア、及び前記ユーザ情報記録エリア外の領域のうちの少なくとも一方
に、
　前記プリ記録エリアの再生期間及びそれ以前の期間には、前記部分記録エリアに対する
操作指示を無効化する操作禁止情報が予め書き込まれていることを特徴とする請求の範囲
第１項に記載の情報記録媒体。
【請求項８】
　前記プリ記録エリアに、予め規定された再生終了エリアにジャンプして前記ユーザ情報
記録エリアに記録された情報の再生を終了させる再生終了情報が書き込まれていることを
特徴とする請求の範囲第１項に記載の情報記録媒体。
【請求項９】
　前記プリ記録エリアのアドレスを表す情報が予め記録されていることを特徴とする請求
の範囲第１項に記載の情報記録媒体。
【請求項１０】
　前記アドレスを表す情報は暗号化されていることを特徴とする請求の範囲第９項に記載
の情報記録媒体。
【請求項１１】
　前記ユーザ情報記録エリアの一部を構成する記録領域が夫々形成されると共に、相互に
積層された複数の記録層を有し、
　前記複数の記録層の各々の相対する位置に前記プリ記録エリアが配置されていることを
特徴とする請求の範囲第１項に記載の情報記録媒体。
【請求項１２】
　前記複数の記録層のうち、先に記録される記録層における前記プリ記録エリアは、これ
に相対すると共に後に記録される記録層における前記プリ記録エリアより、相対的な位置
ずれに係る誤差を吸収し得る分だけ大きいことを特徴とする請求の範囲第１１項に記載の
情報記録媒体。
【請求項１３】
　ユーザ情報が記録可能なユーザ情報記録エリアを備え、該ユーザ情報記録エリアは、前
記ユーザ情報の記録再生を妨げるプリ記録エリアを複数の部分に夫々有し、該プリ記録エ
リアによって、再生専用記録媒体における記録情報が記録される単位領域よりも小さい部
分記録エリアを含む複数の部分記録エリアに分割されている情報記録媒体に対して、記録
すべき情報を記録する情報記録装置であって、
　前記ユーザ情報を前記ユーザ情報記録エリアに書込可能な書込手段と、
　前記ユーザ情報を、前記ユーザ情報記録エリアのうち前記プリ記録エリアを除く領域に
書き込むように前記書込手段を制御する制御手段と
　を備えたことを特徴とする情報記録装置。
【請求項１４】
　前記情報記録媒体は、前記プリ記録エリアの各アドレスを表す情報が予め記録されてお
り、
前記情報記録装置は更に、前記プリ記録エリアの各アドレスを表す情報を読み出す読出手
段を備え、
前記制御手段は、前記読出手段により読み出された情報に基づいて、前記ユーザ情報を、
前記ユーザ情報記録エリアのうち前記プリ記録エリアを除く領域に書き込むように前記書
込手段を制御することを特徴とする請求の範囲第１３項に記載の情報記録装置。
【請求項１５】
　前記制御手段は、前記記録すべき情報を、ファイルサイズが前記複数の部分記録エリア
のうち書き込まれるべき部分記録エリアのサイズ以下である個々のファイルに分割すると
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共に、前記個々のファイルを、夫々の前記書き込まれるべき部分記録エリア内に書き込む
ように前記書込手段を制御することを特徴とする請求の範囲第１３項に記載の情報記録装
置。
【請求項１６】
　前記制御手段は、前記記録すべき情報における前記プリ記録エリアに対応する各部分に
、前記記録すべき情報の再生に関与しないデータを挿入して１つのファイルとなすと共に
、前記ファイルを前記ユーザ情報記録エリアに書き込むように前記書込手段を制御するこ
とを特徴とする請求の範囲第１３項に記載の情報記録装置。
【請求項１７】
　前記制御手段は、前記記録すべき情報のファイルのうち、前記記録すべき情報の再生に
関与しないデータを除いた部分のみを、前記ユーザ情報記録エリア内の対応する領域に選
択的に書き込むように前記書込手段を制御することを特徴とする請求の範囲第１６項に記
載の情報記録装置。
【請求項１８】
　ユーザ情報が記録可能なユーザ情報記録エリアを備え、該ユーザ情報記録エリアは、前
記ユーザ情報の記録再生を妨げるプリ記録エリアを複数の部分に夫々有し、該プリ記録エ
リアによって、再生専用記録媒体における記録情報が記録される単位領域よりも小さい部
分記録エリアを含む複数の部分記録エリアに分割されている情報記録媒体に対して、記録
すべき情報を記録する情報記録方法であって、
　前記ユーザ情報を、前記ユーザ情報記録エリアのうち前記プリ記録エリアを除く領域に
書き込む書込工程を含むことを特徴とする情報記録方法。
【請求項１９】
　請求の範囲第１３項に記載の情報記録装置に備えられたコンピュータを制御するコンピ
ュータプログラムであって、該コンピュータを、前記制御手段及び前記書込手段として機
能させる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、例えばＤＶＤ等の情報記録媒体、ＤＶＤレコーダ等の情報記録装置及び方法
、並びにコンピュータプログラムの技術分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＣＤ（Compact Disc）、ＤＶＤ等の情報記録媒体には、コンテンツ保護機能が組み込ま
れている。例えばＤＶＤフォーマットは、リードインエリアに暗号化キーに関する情報を
書き込んでおくことで、記録コンテンツは暗号を復元できる再生装置でしか再生できない
ように構成されている。即ち、ＤＶＤビデオとＤＶＤ再生機器とが夫々に暗号を解除する
「鍵（キー）」を持っており、その鍵が合致した場合だけスクランブルが解除され、映像
を正常に再生できるように仕組まれている。
【０００３】
　但し、最近では、こうしたコンテンツを記録する再生専用のＤＶＤ（例えばＤＶＤ－Ｖ
ｉｄｅｏ）だけでなく、一回のみ書き込み可能なＤＶＤ－Ｒ（Recordable）や繰り返し書
き込み可能なＤＶＤ－ＲＷ（Rewritable）が市販されている。そのため、ＤＶＤ－Ｖｉｄ
ｅｏ等から暗号化キー情報を含めたディスクデータ全般をＲＦ信号として読み取り、ＤＶ
Ｄ－ＲやＤＶＤ－ＲＷ等の他の記録媒体にハードコピーしてしまえば、元のＤＶＤから、
コンテンツが違法に複製される。
【０００４】
　そのような不正コピー対策として、特許文献１には、ＤＶＤ－ＲＷ等の書き込み可能な
ＤＶＤのうち、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ等をコピーする際に暗号化キー情報が記録される領域
をエンボス形成し、予め上書き不能とする技術が開示されている。この手法によれば、情
報は暗号化キー情報を欠落させてコピーされるため、複製された情報の暗号を解読して正
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常に再生することは極めて難しい。
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－３３１４１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ等に施された暗号が破られ、暗号が解かれた状態で
コンテンツがＤＶＤ－ＲＷ等に書き込まれた場合には、暗号化キー情報とは無関係に再生
が可能となるという技術的な問題がある。
【０００７】
　本発明は、例えば上記問題点に鑑みなされたものであり、より強固にコンテンツを保護
することが可能な情報記録媒体、情報記録装置及び方法、並びにコンピュータプログラム
を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　（情報記録媒体）
　以下、本発明の情報記録媒体について説明する。
【０００９】
　本発明の情報記録媒体は上記課題を解決するために、ユーザ情報が記録可能なユーザ情
報記録エリアを備え、該ユーザ情報記録エリアは、前記ユーザ情報の記録再生を妨げるプ
リ記録エリアを複数の部分に夫々有し、該プリ記録エリアによって、再生専用記録媒体に
おける記録情報が記録される単位領域よりも小さい部分記録エリアを含む複数の部分記録
エリアに分割されている。
【００１０】
　本発明の情報記録媒体によれば、再生専用記録媒体の記録情報がユーザ情報記録エリア
にコピーされる場合には、プリ記録エリアである部分への書き込みが禁止又は制限される
。そこで、コピーされた記録情報は、プリ記録エリアにおいて、書き込まれるはずの情報
が欠落した状態或いは書き込まれるはずの情報の代わりに無関係な情報が書き込まれてい
る状態となり、プリ記録エリアによって部分記録エリア毎に物理的に分断される。これに
対し、再生専用記録媒体の記録情報は、シングルエクステント、つまりファイルが物理的
に連続し、次に再生するファイルが相対アドレスで指定されるデータ構造をとる。そのた
め、このようにデッドコピー或いはハードコピーをした際に、記録途中でデータが欠落す
ると或いは途中に何らかの無関係なデータが挿入されると、コピー後の状態では、シング
ルエクステントであるデータ構造が壊れてしまい、正常な再生が著しく困難となる。この
ようにプリ記録エリアは、ユーザ情報に対しては、ユーザ情報記録エリアに対する記録再
生を妨げるように機能する。
【００１１】
　特に、部分記録エリアのなかでも、再生専用記録媒体において記録情報が記録される単
位領域よりサイズが小さいものにおいては、単位領域毎の記録データは、プリ記録エリア
によって途中で分断される。仮に、１つの単位領域のデータ全体が１つの部分記録エリア
内に完全にコピーされれば、少なくともそのファイルに関しては正常な再生ができる可能
性があるが、本発明では、上記の理由により、そのような事態を未然防止することが可能
である。
【００１２】
　従って、再生専用記録媒体からコピーされた情報については、たとえ暗号が解かれた状
態であっても再生が阻止される。
【００１３】
　また、ユーザ情報記録領域は、プリ記録エリア以外の部分にはユーザが自由に書き込み
可能であることから、ユーザデータ容量の規格値を保障することが可能であり、プリ記録
エリアに情報を記録しないようにすれば、通常の書き込み方式を大きく改変することなく
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記録することができる。尚、この情報記録媒体に対しては、分断領域の存在が許容される
マルチエクステントのフォーマットのデータファイルであれば、書き込み後に正常な再生
が可能である。
【００１４】
　以上のように、プリ記録エリアによりユーザ情報記録エリアが複数の部分に分割されて
いる情報記録媒体では、互換性を維持しつつ、再生専用記録媒体に記録されたコンテンツ
を保護することが可能である。
【００１５】
　本発明の情報記録媒体の一態様では、前記複数の部分記録エリアの最小サイズは、前記
再生専用記録媒体の記録情報を管理するファイルシステムで規定された最大ファイルサイ
ズよりも小さい。
【００１６】
　この態様によれば、少なくとも一つの部分記録エリアのサイズが、再生専用記録媒体の
記録情報を管理するファイルシステムで規定されたファイルサイズよりも小さいために、
再生専用記録媒体の記録情報のファイルデータの少なくとも一部は、ユーザ情報記録エリ
アにコピーされた場合に、部分記録エリア内に完全に収めることができず、プリ記録エリ
アによって必ず部分的に欠落した状態とされる。
【００１７】
　従って、１つの部分記録エリア内に１つのファイル全体がコピーされ、そのファイルの
正常な再生がなされるような事態が未然防止される。
【００１８】
　本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記複数の部分記録エリアの最小サイズは、２
３０バイト未満である。
【００１９】
　再生専用記録媒体の記録情報を管理するファイルシステムで規定されたファイルサイズ
が例えば1024メガバイト（ＭBytes）、即ち２３０バイト（Bytes）であることから、部分
記録エリアのサイズがこの値未満であれば、ユーザ情報記録エリアにコピーされる再生専
用記録媒体のファイルデータを一部欠落させることができる。
【００２０】
　本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記プリ記録エリアには夫々、エンボスピット
が予め形成されている。
【００２１】
　この態様によれば、プリ記録エリアは、領域内に予めエンボスピットが形成されること
により上書き不能とされる。よって、再生専用記録媒体からコピーされる記録情報のうち
再生制御情報が、この情報記録媒体に書き込まれないようにすることができる。
【００２２】
　本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記プリ記録エリアには夫々、記録用レーザの
照射によるプリピットが予め形成されている。
【００２３】
　この態様によれば、プリ記録エリアは、領域内にプリピットが予め形成されることによ
り上書きが妨げられる。よって、再生専用記録媒体からコピーされる記録情報のうち再生
制御情報の、この情報記録媒体における記録再生を阻止することができる。尚、このよう
なプリピットは、例えば、レーザ光を照射することでの加熱などによる非可逆変化記録方
式或いは破壊書込み方式で書き込まれる。
【００２４】
　本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記プリ記録エリアは、データエリアである。
【００２５】
　この態様によれば、プリ記録エリアはデータエリアに属し、具体的にはエンボスピット
やプリピットとして予め書き込みがなされたことによって、上述のように書き込みが阻止
される。ここでいう「データエリア」とは、記録すべきコンテンツに対応するデータが記
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録される領域であり、本発明における「ユーザ情報記録エリア」もデータエリアに属する
。プリ記録エリアは、本来ならばデータが書き込まれるべきデータエリアの一部であるに
も関わらず、書き込みを妨げるように機能する。
【００２６】
　そのため、再生専用記録媒体から記録情報をコピーする際など、プリ記録エリアを認識
せずにユーザ情報記録エリア内にデータを書き込む場合には、データが分断されて正常な
再生が困難な状態とすることができる。
【００２７】
　本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記プリ記録エリア、及び前記ユーザ情報記録
エリア外の領域のうちの少なくとも一方に、前記プリ記録エリアの再生期間及びそれ以前
の期間には、前記部分記録エリアに対する操作指示を無効化する操作禁止情報が予め書き
込まれている。
【００２８】
　この態様によれば、再生専用記録媒体からコピーされた情報の再生において、プリ記録
エリアの再生期間及びそれ以前の期間におけるユーザ情報記録エリアに対する操作指示が
、操作禁止情報に基づいて無効化される。即ち、上記期間中に再生装置に対して操作指示
が入力され、現時点での読み取り位置から読み取りが開始されると、一部なりともコピー
された情報が再生されるおそれがあるが、ここでは、上記期間若しくはそれ以前に読み取
られるように予め操作禁止情報が書き込まれているために、そうした事態が防止される。
【００２９】
　よって、再生専用記録媒体からコピーされた情報の再生を、より確実に阻止することが
可能となる。
【００３０】
　本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記プリ記録エリアに、予め規定された再生終
了エリアにジャンプして前記ユーザ情報記録エリアに記録された情報の再生を終了させる
再生終了情報が書き込まれている。
【００３１】
　この態様によれば、再生専用記録媒体からコピーされた情報の再生において、再生制御
情報を利用すべくプリ記録エリアが読み取られた後は、再生終了情報に基づいて、リード
アウトエリア等の予め規定された再生終了エリアにジャンプして、ユーザ情報記録エリア
からの再生が終了される。
【００３２】
　よって、再生専用記録媒体からコピーされた情報の再生を、より確実に阻止することが
可能となる。
【００３３】
　本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記プリ記録エリアのアドレスを表す情報が予
め記録されている。
【００３４】
　この態様によれば、この情報記録媒体における記録再生にあたり、予め記録されている
プリ記録エリアのアドレスを表す情報を参照することができる。そのため、通常の情報書
き込みにおいて、誤ってプリ記録エリアにまで情報を書き込むような事態を未然防止する
ことが可能である。ここで「プリ記録エリアのアドレスを表す情報」とは、プリ記録エリ
アの各アドレスそのものであってもよいし、プリ記録エリアの間隔サイズであってもよい
。また、プリ記録エリアと表裏をなしている部分記録エリアの各アドレスや間隔サイズ等
であってもよい。こうした情報を表すデータは、リードインエリア等に、レーザ照射によ
るプリピット又はエンボスピットとして、或いはランドプリピット（ＬＰＰ：Land PrePi
t）、ウォブル変調等によって予め書き込まれている。
【００３５】
　尚、このような記録方法を再生専用記録媒体の記録情報をコピーする場合に採るように
しても、その場合には、部分記録エリアに書き込んだデータ同士の間に、プリ記録エリア
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に対応するデータが挿入されることで相対アドレスがずれてしまい、再生は著しく困難と
なる。また、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ等の再生専用記録媒体のコンテンツは、ファイルシステ
ムがＵＤＦ1.02に限定されており、マルチエクステントは認められていないことからも、
この記録方法でコピーされた場合であってもその再生は阻止される。
【００３６】
　このプリ記録エリアのアドレスを表す情報が予め記録されている態様では、アドレスを
表す情報は暗号化されていてもよい。
【００３７】
　この場合には、プリ記録エリアの各アドレスを特定のユーザにだけ知らせることができ
る。よって、正常に再生可能に情報を書き込む場合に必要不可欠なプリ記録エリアのアド
レスが秘匿化されることにより、再生専用記録媒体等からのコピーを一層確実に防止する
ことが可能である。尚、この場合に、暗号化キーは、暗号化されたアドレス情報とは別の
部分に格納されることが望ましい。
【００３８】
　本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記ユーザ情報記録エリアの一部を構成する記
録領域が夫々形成されると共に、相互に積層された複数の記録層を有し、前記複数の記録
層の各々の相対する位置に前記プリ記録エリアが配置されている。
【００３９】
　この態様では、プリ記録エリアは、各記録層における相対する位置に配置されるために
、どの記録層も同様のシーケンスで書き込みを実行することができ、都合がよい。
【００４０】
　この複数の記録層の各々における相対する位置にプリ記録エリアが配置されている態様
では、前記複数の記録層のうち、先に記録される記録層における前記プリ記録エリアは、
これに相対すると共に後に記録される記録層における前記プリ記録エリアより、相対的な
位置ずれに係る誤差を吸収し得る分だけ大きいように構成してもよい。
【００４１】
　このように構成すれば、記録層相互間の偏芯誤差や貼り合せ誤差などの位置ずれに係る
誤差があったとしても、プリ記録エリアにプリピットを書き込む際に、例えば、先ずＬ０
層に記録し、後にＬ１層に記録するというように、プリ記録エリアに順次プリピットを正
しく書き込むことが可能となる。即ち、例えば位置ずれがあっても常に、レーザの照射側
から見て、奥側の記録層に書き込む際には、手前側の記録層への書き込みが終わった部分
を介してのレーザ照射により書込みを行えることになる。
【００４２】
　（情報記録装置）
　本発明の情報記録装置は上記課題を解決するために、ユーザ情報が記録可能なユーザ情
報記録エリアを備え、該ユーザ情報記録エリアは、前記ユーザ情報の記録再生を妨げるプ
リ記録エリアを複数の部分に夫々有し、該プリ記録エリアによって、再生専用記録媒体に
おける記録情報が記録される単位領域よりも小さい部分記録エリアを含む複数の部分記録
エリアに分割されている情報記録媒体に対して、記録すべき情報を記録する情報記録装置
であって、前記ユーザ情報を前記ユーザ情報記録エリアに書込可能な書込手段と、前記ユ
ーザ情報を、前記ユーザ情報記録エリアのうち前記プリ記録エリアを除く領域に書き込む
ように前記書込手段を制御する制御手段とを備えている。
【００４３】
　本発明の情報記録装置によれば、本発明の情報記録媒体に対して適正に情報を記録する
ことが可能である。
【００４４】
　本発明の情報記録媒体のユーザ情報記録エリア内では、プリ記録エリアを除く領域が実
質的な記録可能領域、即ちユーザが自由に書き込みできる領域である。本発明の情報記録
媒体に情報を記録する場合には、プリ記録エリアに情報を書き込まないことが肝要である
。そこで、書込手段により情報を書き込む際には、制御手段によって、ユーザ情報記録エ
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リアのうちプリ記録エリアを除いた領域にだけ書き込むように書込手段は制御される。そ
の際、制御手段は、プリ記録エリアの各アドレスを表す情報に基づき制御を行う。プリ記
録エリアの各アドレスを表す情報は、規格等により既知の場合や固定されている場合には
、制御手段内に予め記憶させておいてもよいし、或いは情報記録媒体から読み取るように
してもよい。
【００４５】
　尚、本発明の情報記録装置においても、上述した本発明の情報記録媒体についての各種
態様に対応する態様を適宜採ることが可能である。
【００４６】
　本発明の情報記録装置の一態様では、前記情報記録媒体は、前記プリ記録エリアの各ア
ドレスを表す情報が予め記録されており、前記情報記録装置は更に、前記プリ記録エリア
の各アドレスを表す情報を読み出す読出手段を備え、前記制御手段は、前記読出手段によ
り読み出された情報に基づいて、前記ユーザ情報を、前記ユーザ情報記録エリアのうち前
記プリ記録エリアを除く領域に書き込むように前記書込手段を制御する。
【００４７】
　この態様によれば、プリ記録エリアの各アドレスを表す情報は、情報記録媒体に記録さ
れており、この情報記録媒体への書き込みに際して読み出され、プリ記録エリアを避けて
書き込むのに利用される。このように、プリ記録エリアに関するアドレス情報を情報記録
媒体自身が保有するようにすれば、情報記録媒体毎に該アドレス情報を取得し、利用する
ことができるので、該アドレス情報が情報記録媒体の種別等に応じて異なる場合であって
も正しく取得することが可能となる。
【００４８】
　本発明の情報記録装置の他の態様では、前記制御手段は、前記記録すべき情報を、ファ
イルサイズが前記複数の部分記録エリアのうち書き込まれるべき部分記録エリアのサイズ
以下である個々のファイルに分割すると共に、前記個々のファイルを、夫々の前記書き込
まれるべき部分記録エリア内に書き込むように前記書込手段を制御する。
【００４９】
　この態様によれば、記録すべき情報は、いくつかのファイルに分割され、ファイル単位
で部分記録エリアに書き込まれる。これらファイルのサイズは、夫々、書き込まれるべき
部分記録エリアのサイズ以下である。そのため、部分記録エリアに入りきれなかった部分
の書き込みがプリ記録エリアに対して行われ、結果的にデータが一部欠落するような事態
が未然に防止される。従って、書き込み動作を適正に実行可能である。
【００５０】
　本発明の情報記録装置の他の態様では、前記制御手段は、前記記録すべき情報における
前記プリ記録エリアに対応する各部分に、前記記録すべき情報の再生に関与しないデータ
を挿入して１つのファイルとなすと共に、前記ファイルを前記ユーザ情報記録エリアに書
き込むように前記書込手段を制御する。
【００５１】
　この態様によれば、プリ記録エリアに対応する部分に余分なデータが挿入されたデータ
ファイルが作成され、このデータファイルがユーザ情報記録エリアに書き込まれる。その
際、ファイルに挿入されたデータが書き込まれるはずの領域がプリ記録エリアに該当する
ために、挿入された余分なデータは書き込みが禁止又は制限されて欠落するが、それとは
引き換えに、元の記録すべき情報は、データの挿入によりプリ記録エリアに対応する部分
に間隔が生じ、丁度プリ記録エリアを避けるようにして書き込まれる。従って、書き込み
動作を適正に実行可能である。
【００５２】
　この記録すべき情報のプリ記録エリアに対応する部分にデータを挿入して、記録すべき
情報が含まれたファイルを作成すると共に、ファイルをユーザ情報記録エリアに連続的書
き込むように書込手段を制御する態様では、更に、前記制御手段は、前記記録すべき情報
のファイルのうち、前記記録すべき情報の再生に関与しないデータを除いた部分のみを、
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前記ユーザ情報記録エリア内の対応する領域に選択的に書き込むようにしてもよい。
【００５３】
　この場合、プリ記録エリア上では書き込み動作は実行されない。プリ記録エリアに書き
込まれるはずのデータは、記録すべき情報の再生に関係がないため、誤ってプリ記録エリ
アからはずれた位置に書き込まれてしまえば、正常な再生を阻害することになる。即ち、
挿入データを情報記録媒体には書き込まないことで、こうした事態を防止し、本来必要な
データのみを、確実に、部分記録エリア内に書き込むことができる。
【００５４】
　（情報記録方法）
　本発明の情報記録方法は上記課題を解決するために、ユーザ情報が記録可能なユーザ情
報記録エリアを備え、該ユーザ情報記録エリアは、前記ユーザ情報の記録再生を妨げるプ
リ記録エリアを複数の部分に夫々有し、該プリ記録エリアによって、再生専用記録媒体に
おける記録情報が記録される単位領域よりも小さい部分記録エリアを含む複数の部分記録
エリアに分割されている情報記録媒体に対して、記録すべき情報を記録する情報記録方法
であって、前記ユーザ情報を、前記ユーザ情報記録エリアのうち前記プリ記録エリアを除
く領域に書き込む書込工程を含む。
【００５５】
　本発明の情報記録方法は、上述した本発明の情報記録装置と同様の作用及び効果を奏す
る。尚、本発明は、上述した本発明の情報記録装置についての各種態様と同様の態様を適
宜採ることが可能である。
【００５６】
（コンピュータプログラム）
　本発明のコンピュータプログラムは上記課題を解決するために、本発明の情報記録装置
に備えられたコンピュータを制御するコンピュータプログラムであって、該コンピュータ
を、前記制御手段及び前記書込手段として機能させる。
【００５７】
　本発明のコンピュータプログラムによれば、当該コンピュータプログラムを格納するＲ
ＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ハードディスク等の記録媒体から、当該コンピュ
ータプログラムをコンピュータに読み込んで実行させる、或いは、当該コンピュータプロ
グラムを、例えば通信手段等を介してコンピュータにダウンロードさせた上で実行させる
ことで、上述した本発明の情報記録装置を比較的簡単に実現できる。
【００５８】
　尚、本発明のコンピュータプログラムも、上述した本発明の情報記録装置における各種
態様に対応して各種態様を採ることが可能である。
【００５９】
　コンピュータ読取可能な媒体内のコンピュータプログラム製品は上記課題を解決するた
めに、本発明の情報記録装置（但し、その各種態様を含む）に備えられたコンピュータに
より実行可能なプログラム命令を明白に具現化し、該コンピュータを、前記制御手段及び
前記書込手段の少なくとも一部として機能させる。
【００６０】
　本発明のコンピュータプログラム製品によれば、当該コンピュータプログラム製品を格
納するＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ハードディスク等の記録媒体から、当該
コンピュータプログラム製品をコンピュータに読み込めば、或いは、例えば伝送波である
当該コンピュータプログラム製品を、通信手段を介してコンピュータにダウンロードすれ
ば、上述した本発明の前記制御手段及び前記書込手段の少なくとも一部を比較的容易に実
施可能となる。更に具体的には、当該コンピュータプログラム製品は、上述した本発明の
前記制御手段及び前記書込手段の少なくとも一部として機能させるコンピュータ読取可能
なコード（或いはコンピュータ読取可能な命令）から構成されてよい。
【００６１】
　以上説明したように、本発明の情報記録媒体によれば、ユーザ情報記録エリアがプリ記
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録エリアによって複数の部分記録エリアに分割されているので、互換性を維持しつつ、再
生専用記録媒体に記録されたコンテンツを保護することが可能である。
【００６２】
　本発明の情報記録装置によれば、書込手段及び制御手段を備えているので、本発明の情
報記録媒体に対して適正に情報を記録することが可能である。
【００６３】
　また、本発明の情報記録方法によれば、書込工程を含んでいるので、本発明の情報記録
媒体に対して適正に情報を記録することが可能である。
【００６４】
　また、本発明のコンピュータプログラムによれば、コンピュータを上述した本発明の情
報記録装置として機能させるので、本発明の情報記録媒体に対して適正に情報を記録する
ことが可能である。
【００６５】
　本発明のこのような作用及び他の利得は次に説明する実施例から明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本発明の実施例に係る情報記録媒体としての光ディスクの基本構造を示す概略平
面図（ａ）及び、該光ディスクの概略断面図と、これに対応付けられた、その半径方向に
おける記録領域構造の図式的概念図（ｂ）である。
【図２】本発明の実施例に係る光ディスクのデータ構造を示す概念的構成図（上図）、及
び、光ディスクに対応するＲＯＭディスクのデータ構造を示す概念的構成図（下図）であ
る。
【図３】本発明の実施例に係る光ディスクにおけるデータ読み出し手順を示す概念図（上
図）、及び、光ディスクに対応するＲＯＭディスクのデータ読み出し手順を示す概念図（
下図）である。
【図４】本発明の実施例に係るＲＯＭディスクにおける正規のコンテンツの再生動作手順
を示すフローチャートである。
【図５】本発明の実施例に係る光ディスクにコピーされたコンテンツの再生動作手順を示
すフローチャートである。
【図６】本発明の実施例に係る情報記録装置としての記録再生装置の構成を示すブロック
図である。
【図７】本発明の実施例に係る記録再生装置による光ディスクに対する記録動作手順を示
すフローチャートである。
【図８】本発明の実施例に係る記録再生装置による光ディスクに対するデータ書き込み要
領を示す概念図である。
【図９】本発明の実施例に係る変形例における、光ディスクに対するデータ書き込み要領
を示す概念図（ａ）、及び、それに対応した書き込み動作を示す概念図（ｂ）である。
【符号の説明】
【００６７】
　１００…光ディスク、２００…ＲＯＭディスク、１０１、２０１…リードインエリア、
１０２、２０２…データエリア、１０３、２０３…リードアウトエリア、１０４、２０４
…ミドルエリア、１０５…プリ記録エリア、１０６…透明基板、ＰＢ…ビデオ再生制御情
報、ＦＳ…ファイルシステム。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６８】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について実施例毎に順に図面に基づいて説明
する。
【００６９】
　本発明に係る実施例について、図１から図７を参照して説明する。
【００７０】
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　（光ディスクの構造）
　先ず、図１を参照して、本発明の実施例に係る光ディスクの基本構造について説明する
。図１（ａ）は、本発明の情報記録媒体の実施例に係る複数の記録領域を有する光ディス
クの基本構造を示しており、図１（ｂ）は、該光ディスクの概略断面と、これに対応付け
られた、その半径方向における記録領域構造を示している。
【００７１】
　図１（ａ）及び図１（ｂ）において、光ディスク１００は、例えばＤＶＤ－ＲやＤＶＤ
－ＲＷのように一回又は繰り返し記録可能な情報記録媒体である。例えば直径１２ｃｍ程
度のディスク本体は、記録層であるＬ０層及びＬ１層が透明基板１０６に積層されること
で構成されている。Ｌ０層及びＬ１層の各記録面には、例えば、センターホール１を中心
にスパイラル状或いは同心円状に、グルーブトラックやランドトラック等のトラック１０
が設けられており、その中央には、本発明における「ユーザ情報記録エリア」の一例たる
ユーザデータエリア１０２が、外周側及び内周側を緩衝エリアで挟まれるように設定され
ている。緩衝エリアは、記録又は再生位置が基板外に外れることを防止する領域であり、
ここでは、リードインエリア１０１、リードアウトエリア１０３及びミドルエリア１０４
を指す。即ち、Ｌ０層の記録面は、内周側からリードインエリア１０１、ユーザデータエ
リア１０２及びミドルエリア１０４に区分されている。また、Ｌ１層の記録面は、内周側
からリードアウトエリア１０３、ユーザデータエリア１０２及びミドルエリア１０４に区
分されている。これらの各領域においては、アドレスが割り付けられたセクタ毎にデータ
が区分され、また１６セクタ毎に、エラー訂正処理の単位である１つのＥＣＣ（Error Co
rrecting Code）ブロックを構成している。
【００７２】
　このような２層型の光ディスク１００では、図１（ｂ）中、透明基板１０６側から照射
されるレーザ光ＬＢの集光位置をＬ０層又はＬ１層のいずれに合わせるかに応じて、一方
の記録層を選択して記録再生を行うことができる。また、ここでは、２層型の光ディスク
１００の記録又は再生手順として、Ｌ０層の内周側から外周側（即ち、リードインエリア
１０１からミドルエリア１０４）、更にはＬ１層の外周側から内周側（即ち、ミドルエリ
ア１０４からリードアウトエリア１０３）へと向かう方向に記録又は再生が行われるオポ
ジット方式が採用されている。オポジット方式では、Ｌ０層の走査が終わり、Ｌ１層の走
査が開始される時に、光ディスクの最外周にある光ピックアップを最内周へ移動させる必
要はなく、Ｌ０層からＬ１層への焦点距離だけを切り換えればよいため、Ｌ０層からＬ１
層への切り換え時間がパラレル方式と比較して短いという利点がある。
【００７３】
　リードインエリア１０１は、光ディスク１００の記録又は再生時に最初にアクセスされ
る領域であり、その内部には、スクランブルに用いる暗号化キー情報が記録されるリファ
レンスコード領域や、各種の制御情報が記録されるコントロールデータ領域が設定されて
いる。
【００７４】
　ユーザデータエリア１０２は、記録すべきコンテンツに対応するデータを記録する領域
である。記録すべきデータには、例えば、画像データや音声データ、或いはコンピュータ
で読み取り可能なプログラムデータ等がある。
【００７５】
　尚、本実施例では、ユーザデータエリア１０２内の複数の部分の夫々にプリ記録エリア
１０５が配置されているために、ユーザデータエリア１０２は、複数の部分記録エリア１
０２Ａに分割されている。プリ記録エリア１０５は、光ディスク１００がＤＶＤ－ＲＷの
場合はエンボスピット、ＤＶＤ－Ｒの場合は記録用レーザの照射によるプリピット又はエ
ンボスピットによって上書き不能な領域として予め形成される。こうしたプリ記録エリア
１０５は、Ｌ０層及びＬ１層の各々の相対する位置に配置されている。そして、記録層相
互間の偏芯誤差や、張り合わせ誤差の分だけ、Ｌ０層よりもＬ１層の方がプリ記録エリア
１０５の幅が狭くなっている。
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【００７６】
　リードアウトエリア１０３は、ユーザデータエリア１０２の記録又は再生における終端
に後続する領域であり、リードアウトエリア１０３であることを示す情報が記録されてい
る。更に、ミドルエリア１０４は、Ｌ０層及びＬ１層に対する記録又は再生位置が基板外
へ外れることを防止する基本機能を有するが、層間ジャンプの際に記録又は再生位置が基
板外に外れることを防止する、言わば“ジャンプ緩衝用エリア”として機能する。具体的
には、Ｌ０層において、コンテンツ等の記録すべき情報が記録されると共に、引き続いて
、所定量の緩衝用データがＬ０層のミドルエリア１０４の一部に書き込まれる。そして、
このＬ０層のミドルエリア１０４からＬ１層への層間ジャンプを経て、所定量の緩衝用デ
ータが、Ｌ１層のミドルエリア１０４の一部として書き込まれると共に引き続いて、Ｌ１
層において、記録すべき情報が記録される。
【００７７】
　次に、図２から図５を参照して、光ディスク１００の構成及び作用について更に説明す
る。
【００７８】
　図２及び図３はいずれも、本実施例に係る光ディスク１００を上側に、ＲＯＭディスク
２００を下側に、互いに対応させて表している。図２は、各記録媒体におけるデータ構造
を示している。尚、このようなデータ構造を有するデータは、実際には、図１で説明した
ように、二層に分けられた上で記録されている。図３は、データ読み出しの手順を図式的
に示している。図４及び図５は夫々、ＲＯＭディスク２００による正規のコンテンツ、及
び光ディスク１００にコピーされたコンテンツの再生動作手順を示している。
【００７９】
　図２に示したように、光ディスク１００は、再生専用のＲＯＭ（Read Only Memory）デ
ィスク２００と基本的構造を殆ど同様とされることで、互換性が維持されている。即ち、
ＲＯＭディスク２００の記録領域は、光ディスク１００のリードインエリア１０１、ユー
ザデータエリア１０２、リードアウトエリア１０３に夫々対応するリードインエリア２０
１、ユーザデータエリア２０２、リードアウトエリア２０３に区分されている。
【００８０】
　但し、ＲＯＭディスク２００には、予めユーザデータエリア２０２にコンテンツデータ
が記録されている。そして、コンテンツの実データの記録に伴い、ユーザデータエリア２
０２の先頭の領域２０２ａには、ファイルシステムＦＳが書き込まれ、ユーザデータエリ
ア２０２の最後尾の領域２０２ｃには、コンテンツ毎のビデオ再生制御情報ＰＢが書き込
まれている。
【００８１】
　尚、ＲＯＭディスク２００におけるコンテンツデータは、ファイルが物理的に連続して
いることが必須であるＵＤＦ1.02かつシングルエクステントで記述されている。また、コ
ンテンツ内のアドレスは相対アドレスで指定され、そのアドレス情報がビデオ再生制御情
報ＰＢに含まれている。更に、各種データがどこに記録されているかといった格納情報は
、ファイルシステムＦＳで管理されている。ここでは、ＲＯＭディスク２００が、本発明
に係る「再生専用記録媒体」の一例である。
【００８２】
　一方、光ディスク１００のユーザデータエリア１０２は、プリ記録エリア１０５によっ
て複数の部分記録エリア１０２Ａに分割されている。ここでは、部分記録エリア１０２Ａ
の各々のサイズは互いに等しく、ＲＯＭディスク２００における単位記録領域のサイズ、
つまりＲＯＭディスク２００のファイルシステムで規定されたファイルサイズ（例えば10
24ＭBytes＝２３０Bytes）よりも小さくなるように（例えば1000ＭBytes）設定されてい
る。また、プリ記録エリア１０５全体の占有領域は、９ＭBytes以下に抑えられている。
そのため、ユーザデータエリア１０２は、四捨五入して8.54ＧBytes、つまり規格に準拠
したサイズとなっている。
【００８３】
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　尚、本実施例では、コンテンツの再生を阻止するように機能する制御情報等が、プリ記
録エリア１０５ないしリードインエリア１０１等のそれ以外の領域に書き込まれている。
例えば、リードインエリア１０１の読み出しからプリ記録エリア１０５の読み出しまでの
期間に、例えばリモコン等のキーを受け付けると、ユーザデータエリア１０２がスキャン
され、コンテンツが再生されてしまうことがある。そこで、これらの領域にフラグを設定
し、上記読み出し動作期間中はキーを受け付けないようにする等の操作指示を無効化する
制御情報が、本発明に係る「操作禁止情報」の一例として設定されている。
【００８４】
　このため、ＲＯＭディスク２００のコンテンツデータを光ディスク１００にデッドコピ
ーする場合、ユーザデータエリア１０２には、ユーザデータエリア２０２のコピーデータ
がファイルシステムＦＳを先頭に領域１０２ａから書き込まれてゆくが、ユーザデータエ
リア１０２の実質的な記録領域は個々の部分記録エリア１０２Ａであり、プリ記録エリア
１０５には物理的に書き込み不能である。つまり、仮にハードコピー或いはデッドコピー
を行ったとしても、光ディスク１００には、ＲＯＭディスク２００のコンテンツは、プリ
記録エリア１０５と対応する領域のデータがそっくり抜け落ち、部分記録エリア１０２Ａ
毎に分割された状態でしか記録されないことになる。
【００８５】
　更に、各部分記録エリア１０２Ａのサイズが、ＲＯＭディスク２００のファイルシステ
ムで規定されたファイルサイズよりも小さいことから、部分記録エリア１０２Ａにコピー
されるデータは、１つのファイルサイズにも満たないことになる。
【００８６】
　（光ディスクにおける再生）
　このような構成をとることにより、光ディスク１００における読み取り動作は、ＲＯＭ
ディスク２００からコンテンツがコピーされた場合には以下のように行われる。
【００８７】
　先ず、ＲＯＭディスク２００における通常の再生は、再生装置上で図３及び図４に示し
た手順で行われる。尚、ここでは、ＲＯＭディスク２００をＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏとし、再
生装置もＤＶＤ再生可能な構成とする。この再生装置は、通常と同様に構成されてよく、
その図示及び説明は省略する。尚、再生装置としては、後述する記録再生装置３００（図
６参照）と同様に構成され、ＲＯＭディスク２００に対応可能な記録再生装置を適用する
こともできる。
【００８８】
　再生装置では、例えばＲＯＭディスク２００の挿入をきっかけとして光ピックアップの
フィーカス位置合せ等のサーボ系処理がなされる（ステップＳ１１）。次いで、ＲＯＭデ
ィスク２００のうちリードインエリア２０１から各種情報が読み出され、それに基づいて
挿入ディスクのメディアの種類が判別される（ステップＳ１２）。ここではＤＶＤである
ことが判明しているので、引き続き領域２０２ａからファイルシステムＦＳが読み出され
、チェックされる（ステップＳ１３）。このとき、コンテンツ全体での先頭アドレス“Ａ
”が取得される。
【００８９】
　ファイルシステムＦＳによって挿入ディスクのフォーマットがＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏであ
ることが判明すると、図４に示したユーザデータエリア２０２の最も先頭であり、アドレ
ス“Ａ”で指定されるデータ領域２０２ｂのファイルがロードされる（ステップＳ１４）
。このファイル内に格納されたパラメータがチェックされ（ステップＳ１５）、後述する
リモコン制御のオフ状態を確定した（ステップＳ１６）後、更に先頭のファイルからコン
テンツメニューがロードされ（ステップＳ１７）、再生装置にて表示される。次に、ユー
ザによるタイトル選択、指示により（ステップＳ１８）、再生装置において再生すべきコ
ンテンツが確定される。
【００９０】
　次いで、再生すべきコンテンツの先頭アドレス“０”からデータが再生され（ステップ
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Ｓ１９）、アドレス“０”に対応するナビパックが読み出される（ステップＳ２０）。そ
して、ナビパックから読み出されたナビゲーション情報に応じ、ユーザデータエリア２０
２のうちアドレス“Ｚ”で表される領域にジャンプして（ステップＳ２１）、アドレス“
Ｚ”で指定される領域２０２ｃからデータ、即ちビデオ再生制御情報ＰＢが再生される（
ステップＳ２２）。
【００９１】
　次に、このアドレス“Ｚ”に対応するナビパックが読み出される（ステップＳ２３）。
再生対象とするデータのアドレスを表す変数Ｎを１に設定してから（ステップＳ２４）、
ユーザデータエリア２０２のうちアドレス“Ｎ（即ち、１）”で表される領域にジャンプ
する（ステップＳ２５）。この時点で、変数Ｎのリモコン制御をオン状態とし（ステップ
Ｓ２６）、以下、アドレス“０”の次のアドレス“１”から、指定されたコンテンツ内の
データが順次再生される。即ち、アドレス“Ｎ”からデータが再生され（ステップＳ２７
）、コンテンツ内のデータ再生がまだ終了していなければ（ステップＳ２８：Ｎｏ）、変
数Ｎに１を加え（ステップＳ２９）、アドレス“Ｎ”で表される領域にジャンプして（ス
テップＳ３０）、コンテンツ全体のデータ再生が終了する（ステップＳ２８：Ｙｅｓ）ま
で、アドレス“Ｎ”からのデータ再生を繰り返す。尚、以上の動作からもわかるように、
コンテンツデータのアドレス（０、１、…、Ｎ）は、相対アドレスとなっている。
【００９２】
　これに対し、図２のように、ＲＯＭディスク２００のコンテンツデータがデッドコピー
された光ディスク１００における再生は、再生装置上で図３及び図５に示したような手順
で行われる。
【００９３】
　この場合の再生装置における動作手順は、光ディスク１００から再生すべきコンテンツ
を選択、指定するまでは、上述のＲＯＭディスク２００の再生時と同様である。即ち、図
４に示したステップＳ１１からＳ１８と同様の処理が先ず行なわれる。
【００９４】
　図５において、その後もＲＯＭディスク２００の場合と同様にして、再生すべきコンテ
ンツの先頭アドレス“０”からデータが再生され（ステップＳ１２０）、アドレス“０”
に対応するナビパックが読み出される（ステップＳ１２１）。そして、読み出したナビゲ
ーション情報に応じ、ユーザデータエリア２０２のうちアドレス“Ｚ”で表される領域に
ジャンプしようとする。
【００９５】
　ところが、ＲＯＭディスク２００からコピーされたコンテンツは、シングルエクステン
トで記述されているにもかかわらず、部分記録エリア１０２Ａ毎に物理的に分断されてい
るために、再生が著しく困難となっている。よって、アドレス“Ｚ”で表される領域への
ジャンプは正常に実行されない（ステップＳ１２２）。
【００９６】
　また、前述したように、各部分記録エリア１０２ＡのサイズはＲＯＭディスク２００の
ファイルシステムで規定されたファイルサイズよりも小さいため、各ファイルデータは、
プリ記録エリア１０５によって必ず途中で分断されて、完全な状態でコピーされることは
ない。即ち、ここでは、コピー後のコンテンツはファイル単位のデータ構造も壊れている
ことになり、一部のファイルであっても正常に再生できないようになっている。
【００９７】
　以上の結果、この場合には、光ディスク１００からは実際に意味のあるコンテンツ再生
が阻止される。実際のシーケンスでは、少なくともファイルシステムの読み出し以降にお
いて正常な操作が困難となる。
【００９８】
　尚、ここでは、ファイルシステムの読み取り後、コンテンツ全体での先頭アドレス“Ａ
”までは通常通りに再生されるが、それをも阻止するには、例えば記録又は再生方向にお
ける一番目のプリ記録エリア１０５を、できるだけファイルシステム領域の近傍に配置す
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ればよい。その場合、プリ記録エリア１０５内に無限ループのプログラムデータを予め書
き込んでおくと、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏのコンテンツシーケンスがプリ記録エリア１０５を
利用した時点でコンテンツの実データにはアクセスできなくなるようにすることが可能で
ある。また、ループ再生させるデータ領域は、必ずしもプリ記録エリア１０５でなくとも
よく、例えばプリ記録エリア１０５から他の適当な領域にジャンプした後にループするよ
うにしてもよい。
【００９９】
　或いは、本発明に係る「再生終了情報」の一例として、プリ記録エリア１０５にリード
アウトエリア１０３にジャンプする制御情報を予め書き込んでおき、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ
のコンテンツシーケンスがプリ記録エリア１０５を利用した時点で再生終了とするように
してもよい。
【０１００】
　プリ記録エリア１０５に対し、こうした制御情報を予め書き込んでおけば、仮に、コン
テンツデータの一部が再生された場合でも、プリ記録エリア１０５まで走査された時点で
再生を終了させることができ、コンテンツ保護機能を担保することができる。
【０１０１】
　更に、光ディスク１００にコピーされた後のＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏデータが、制御情報が
書き込まれたプリ記録エリア１０５へ確実にアクセスするようにしておくこともできる。
即ち、ＤＶＤ－ＶｉｄｅｏたるＲＯＭディスク２００に対し、プリ記録エリア１０５に対
応するデータ範囲にアクセスするような制御情報を記録しておけばよい。
【０１０２】
　また、プリ記録エリア１０５が読み出される際に、例えば“このデータは再生できませ
ん”等の表示を行うように、プリ記録エリア１０５に予めその旨の制御情報を書き込んで
おいてもよい。尚、プリ記録エリア１０５に書き込む情報は、どのようなものであっても
よく、上に挙げた例の他にもいろいろ考えられる。但し、コンテンツをより確実に保護す
るには、デッドコピーされたコンテンツの再生を阻止するように機能する制御情報等であ
ることが好ましい。
【０１０３】
　このように本実施例では、ＲＯＭディスク２００から光ディスク１００にデッドコピー
する場合に、コンテンツデータが部分記録エリア１０２Ａ毎に分断されるようにしたので
、コンテンツ全体の論理的に正常な再生が困難となる。従って、不正にコピーされたコン
テンツの視聴が阻止され、延いては、不正コピーの防止にも寄与することから、より強固
なコンテンツ保護を図ることができる。また、このような作用及び効果は、デッドコピー
されたコンテンツ暗号化操作の有無に関わらず光ディスク１００において発揮されるため
、コンテンツをより確実に保護できる。しかも、以上の効果は、ユーザデータエリア１０
２内にプリ記録エリア１０５を設けるだけで発揮される。
【０１０４】
　ところで、光ディスク１００がＤＶＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ／Ｗの場合、容量の規格は8.
54ＧBytesであるが、実際には8.544ＧBytesでも8.535ＧBytesでも規格内といえる（記録
層が単層の場合は、4.70ＧBytesが規格値であり、4.704ＧBytesでも4.695ＧBytesでも規
格内）。即ち、9ＭBytesの許容量がある。そこで、光ディスク１００のプリ記録エリア１
０５の総データ量を9ＭBytes以下に収めるようにしておけば、光ディスク１００のユーザ
記録容量は8.54ＧBytesであり、同じく8.54ＧBytesのＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏデータでアクセ
スが可能である。記録層が単層の場合も同様に、プリ記録エリアを規格容量のマージン内
で設定すればよい。
【０１０５】
　従って、この光ディスク１００では、互換性を維持しつつ、コンテンツ保護機能を発揮
することができる。
【０１０６】
　（光ディスクにおける記録）
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　以上では光ディスク１００の不正コピーに関する側面について説明したが、光ディスク
１００は、本来ユーザが自由にデータを書き込むための記録媒体であり、上記不正コピー
とは別に、適法なコピーについては正常に記録再生できることが求められている。この点
について、光ディスク１００では、ユーザデータエリア１０２がプリ記録エリア１０５に
よって複数の部分記録エリア１０２Aに分割されていることから、プリ記録エリア１０５
を避け、部分記録エリア１０２Aに逐次記録する必要がある。更に、そのとき記録される
データは、例えばマルチエクステントである等、プリ記録エリア１０５による記録領域の
分断がファイル構造に影響しないように書き込まれなければならない。
【０１０７】
　また、光ディスク１００では、プリ記録エリア１０５の分だけ、事実上の書き込み可能
領域はＲＯＭディスク２００に比べて狭くなっている。そこで、光ディスク１００におけ
る書き込みに際しては、プリ記録エリア１０５のアドレス情報を取得することが重要であ
る。プリ記録エリア１０５のアドレス情報は、例えばリードインエリア１０１内に予め記
録しておくか、規格値として固定しておけば、データ書き込み時に知ることができ、正常
に書き込みを実行することができる。
【０１０８】
　以下では、光ディスク１００に記録する具体的方法について、更に図６を参照して説明
する。図６は、本実施例に係る記録再生装置の構成を示している。
【０１０９】
　（情報記録装置の構成）
　図６における記録再生装置３００は、本発明の「情報記録装置」の一例として、ＣＰＵ
（Central Processing Unit）の制御下で、本発明の「情報記録方法」に基づいて光ディ
スク１００に情報を記録すると共に光ディスク１００に記録された情報を読み取る機能を
有している。この記録再生装置３００は、スピンドルモータ３５１、光ピックアップ３５
２、信号記録再生手段３５３、ＣＰＵ（ドライブ制御手段）３５４、メモリ３５５、デー
タ入出力制御手段３０６、操作制御手段３０７、操作ボタン３１０、表示パネル３１１、
及びバス３５７を備えて構成されている。このうち、スピンドルモータ３５１、光ピック
アップ３５２、信号記録再生手段３５３、ＣＰＵ（ドライブ制御手段）３５４及びメモリ
３５５によって、ディスクドライブ（以下、適宜ドライブと称す）が構成されていてもよ
い。また、データ入出力制御手段３０６、操作制御手段３０７、操作ボタン３１０及び表
示パネル３１１によって、ホストコンピュータ（以下、適宜ホストと称す）が構成されて
もよい。或いは、ＣＰＵ（ドライブ制御手段）３５４及びバス３５７によって通信手段が
構成されていてもよい。
【０１１０】
　スピンドルモータ３５１は、光ディスク１００を回転及び停止させる手段であり、光デ
ィスク１００へのアクセス時に動作するように構成されている。より詳細には、スピンド
ルモータ３５１は、図示しないサーボユニット等によりスピンドルサーボを受けつつ所定
速度で光ディスク１００を回転及び停止させるように構成されている。
【０１１１】
　光ピックアップ３５２は、光ディスク１００への記録再生を行う手段であり、半導体レ
ーザ装置及びレンズから構成される。より詳細には、光ピックアップ３５２は、光ディス
ク１００に対してレーザービーム等の光ビームを、再生時には読み取り光として第１のパ
ワーで照射し、記録時には書き込み光として第２のパワーで且つ変調させながら照射する
。
【０１１２】
　信号記録再生手段３５３は、スピンドルモータ３５１と光ピックアップ３５２を制御す
ることで光ディスク１００に対して記録再生を行う。より具体的には、信号記録再生手段
３５３は、例えば、レーザダイオード（ＬＤ）ドライバ及びヘッドアンプ等によって構成
されている。レーザダイオードドライバ（ＬＤドライバ）は、光ピックアップ３５２内に
設けられた図示しない半導体レーザを駆動する。ヘッドアンプは、光ピックアップ３５２



(17) JP 4138838 B2 2008.8.27

10

20

30

40

50

の出力信号、即ち、光ビームの反射光を増幅し、該増幅した信号を出力する。より詳細に
は、信号記録再生手段３５３は、ＯＰＣ（Optimum Power Calibration）処理時には、Ｃ
ＰＵ３５４の制御下で、図示しないタイミング生成器等と共に、ＯＰＣパターンの記録及
び再生処理により最適なレーザパワーの決定が行えるように、光ピックアップ３５２内に
設けられた図示しない半導体レーザを駆動する。尚、信号記録再生手段３５３は、光ピッ
クアップ３５２と共に、本発明に係る「書込手段」の一例を構成する。
【０１１３】
　メモリ３５５は、記録再生データのバッファ領域や、信号記録再生手段３５３で使用出
来るデータに変換する時の中間バッファとして使用される領域など記録再生装置３００に
おけるデータ処理全般及びＯＰＣ処理において使用される。また、メモリ３５５はこれら
レコーダ機器としての動作を行うためのプログラム、即ちファームウェアが格納されるＲ
ＯＭ領域と、映像データの圧縮伸張で用いるバッファやプログラム動作に必要な変数が格
納されるＲＡＭ領域などから構成される。
【０１１４】
　メモリ３５５には、本発明の「コンピュータプログラム」の一例たるライティングソフ
トウェアが格納されている。このライティングソフトウェアは、本実施例における特徴的
なデータ処理のためのオーサリングツールとしての機能を有している。
【０１１５】
　ＣＰＵ（ドライブ制御手段）３５４は、記録再生装置３００全体の制御を行う手段であ
り、バス３５７を介して信号記録再生手段３５３及びメモリ３５５と接続され、各制御手
段に指示を行うように構成されている。通常、ＣＰＵ３５４が動作するためのソフトウェ
ア又はファームウェアは、メモリ３５５に格納されている。尚、ＣＰＵ３５４は、メモリ
３５５と共に、本発明に係る「制御手段」の一例を構成する。
【０１１６】
　データ入出力制御手段３０６は、記録再生装置３００に対する外部からデータ入出力を
制御し、メモリ３５５上のデータバッファへの格納及び取り出しを行うように構成されて
いる。データの入出力が映像信号である場合には、データ入力時には外部から受け取った
データをＭＰＥＧフォーマットに圧縮（エンコード）してからメモリ３５５へ出力し、デ
ータ出力時には、メモリ３５５から受け取ったＭＰＥＧフォーマットのデータを伸張（デ
コード）してから外部へ出力する。
【０１１７】
　操作制御手段３０７は、操作ボタン３１０から記録再生装置３００に対する動作指示を
受け付ける機能、及び、表示パネル３１１に表示データを送出する機能を有している。具
体的には、記録又は再生といった操作ボタン３１０による指示をＣＰＵ３５４に伝達し、
記録中や再生中といった記録再生装置３００の動作状態を表示パネル３１１に出力するよ
うに、図示しないＣＰＵ及びメモリ等によって構成されている。
【０１１８】
　このような記録再生装置３００は、例えば、映像を記録再生する家庭用レコーダ機器で
ある。記録再生装置３００は、メモリ３５５に格納されたプログラムをＣＰＵ３５４で実
行させることでレコーダ機器としての動作、即ち、放送受信チューナや外部接続端子から
の映像信号をディスクに記録し、テレビジョン受像機などの外部表示装置にディスクから
再生した映像信号を出力することができる。
【０１１９】
　（本発明の情報記録装置による記録動作の流れ）
　次に、図１又は図２に示した光ディスク１００の構造、図６から図８を参照して、記録
再生装置３００による光ディスク１００への記録動作について説明する。ここに図７は、
本発明の情報記録方法の実施例として、記録再生装置３００による光ディスク１００に対
する記録動作手順を示している。図８は、ユーザデータエリア１０２に対するデータ書き
込み要領を示している。
【０１２０】
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　光ディスク１００が装填されると（ステップＳ２０１）、ＣＰＵ３５４の制御下で、光
ピックアップ３５２によりシーク動作が行われ、例えばＤＶＤ－Ｒ又はＲＷ等の光ディス
クの種類が判別される（ステップＳ２０２）。より具体的には、コントロールデータゾー
ンに例えば、物理的に記録された管理情報内の“Book Type”の値によって判別される。
【０１２１】
　引き続き、光ディスク１００への記録処理に必要な各種管理情報が取得される（ステッ
プＳ１０３）。この管理情報によって、記録済み領域のアドレス情報、記録層の数、並び
に、記録層は、オポジットトラックパス、パラレルトラックパス又は単層であるかが識別
される。
【０１２２】
　尚、ここでは特に、この管理情報によって、リードアウトエリアが予め形成されている
か否か、プリ記録領域１０５はエンボスピット又は記録用レーザの照射によるプリピット
のいずれであるかが識別されると共に、プリ記録領域１０５の夫々について開始アドレス
及び終了アドレスが取得される。これらの管理情報は、仮に光ディスク１００の規格が定
められている場合には予め取得可能であり、例えばメモリ３５５にライティングソフトウ
ェアとは別に又はその一部として予め記憶されていてもよい。
【０１２３】
　続いて、光ディスクが排出されるか否かが判定される（ステップＳ２０４）。ここで、
排出されない場合（ステップＳ２０４：Ｎｏ）、更に、ドライブにおいて、記録を開始す
るように指示されたか否かが判定される（ステップＳ２０５）。記録を開始するように指
示された場合（ステップＳ２０５：Ｙｅｓ）、最適記録レーザパワーを検出するＯＰＣ処
理が行われ（ステップＳ２０６）、その最適記録レーザパワーが検出可能であれば（ステ
ップＳ２０７：Ｙｅｓ）、ＣＰＵ３５４の制御下で、Ｌ０層とＬ１層とに記録する情報量
が算出され、Ｌ０層における折り返し点とＬ１層における対応アドレスが算出される（ス
テップＳ２０８）。その際、Ｌ１層における書き込み許容量は、Ｌ１層におけるプリ記録
エリア１０５の開始アドレス及び終了アドレス、即ち、プリ記録エリア１０５の総占有領
域のサイズから割り出すことができる。
【０１２４】
　次に、Ｌ０層に記録すべき情報が有るか否かが判定される（ステップＳ２０９）。Ｌ０
層に記録すべき情報が有る場合（ステップＳ２０９：Ｙｅｓ）、先ず、前述したメモリ３
５５に格納されているオーサリングツールにより、記録すべきデータ４００が夫々、1000
ＭBytes或いはそれ以下のサイズのファイル４０１として編成される（ステップＳ２１０
：図８を参照）。尚、このファイル４０１には、マルチエクステントが適用される。
【０１２５】
　次いで、図８に示したように、Ｌ０層にファイル単位でデータの書き込みが行われる（
ステップＳ２１１）。具体的には、ＣＰＵ３５４が信号記録再生手段３５３及び光ピック
アップ３５２を制御して、ユーザデータエリア１０２において、プリ記録エリア１０５を
飛ばしながら各部分記録エリア１０２Ａに１つずつファイルデータを書き込んでゆく。
【０１２６】
　この一連のファイル書き込み動作において、プリ記録エリア１０５の各アドレス情報は
取得済みであるので、誤ってプリ記録エリア１０５にまでファイルデータを書き込むよう
なことは未然に防止されている。また、各ファイル４０１のサイズは丁度、部分記録エリ
ア１０２Ａのサイズに適合しており、各ファイル４０１は夫々、部分記録エリア１０２Ａ
にすっぽりと埋め込まれる。こうして、Ｌ０層にデータ４００が記録される。
【０１２７】
　そして、Ｌ０層のミドルエリア１０４の一部に緩衝用データが書き足される（ステップ
Ｓ２１２）。更に、層間ジャンプを経て、Ｌ１層のミドルエリア１０４の一部として緩衝
用データが書き足される（ステップＳ２１３）。
【０１２８】
　次に、Ｌ１層に記録すべき情報が有るか否かが判定される（ステップＳ２１４）。Ｌ１
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層に記録すべき情報が有る場合（ステップＳ２１４：Ｙｅｓ）、前述のオーサリングツー
ルにより、記録すべきデータが夫々1000ＭBytes或いはそれ以下のサイズのファイルに編
成される（ステップＳ２１５）。
【０１２９】
　次いで、Ｌ０層と同様に、Ｌ１層についてもファイル単位でデータの書き込みが行われ
る（ステップＳ２１６）。各ファイル４０１は夫々、部分記録エリア１０２Ａにすっぽり
と埋め込まれ、Ｌ１層にもデータが記録される。
【０１３０】
　このように部分記録エリア１０２Ａに対応するサイズのファイル４０１として書き込む
ことで、サイズの大きなビデオコンテンツ等も、論理的に連続した状態で記録することが
できる。
【０１３１】
　その後は、通常通りの処理が行われる。まず、ユーザデータエリア１０２内のファイル
システム（ＦＳ）を更新すべきか否かが判定され（ステップＳ２１７）、更新すべき場合
には（ステップＳ２１７：Ｙｅｓ）、ファイルシステムが更新される（ステップＳ２１８
）。
【０１３２】
　続いて、ファイナライズ処理が開始され、リードインエリア１０１に管理情報等が記録
され（ステップＳ２１９）、リードアウトエリア１０３に緩衝用データが書き足される（
ステップＳ２２０）。そして、Ｌ０層のミドルエリア１０４の残りの一部に緩衝用データ
が書き足され（ステップＳ２２１）。そして、層間ジャンプを経て、Ｌ１層のミドルエリ
ア１０４の残りの一部に緩衝用データが書き足される（ステップＳ２２２）。
【０１３３】
　以上より、一連のシーケンシャル記録は終了される。
【０１３４】
　このように本実施例では、記録すべき情報を、ファイルサイズが部分記録エリア１０２
Ａのサイズ以下である個々のファイル４００に分割すると共に、ファイル単位で部分記録
エリア１０２Ａ内に書き込むようにしたので、光ディスク１００に対し、プリ記録エリア
１０５に上書きされて一部欠落するようなことなく、情報が書き込まれる。この場合に光
ディスク１００に書き込まれるファイルデータにはマルチエクステントが適用されている
ので、ファイル間が分断されていても問題なくデータを再生することができる。
【０１３５】
　即ち、以上のようにすれば、光ディスク１００に対して適正に情報を記録することが可
能である。
【０１３６】
　（光ディスクにおける記録方法の変形例）
　或いは、記録すべき情報が、ＵＤＦ2.0を用い、マルチエクステントであるファイルシ
ステムを用いる情報記録装置を用いるビデオレコーディングフォーマットによるデータで
あれば、プリ記録エリア１０５で分断しながら記録してもよい。この場合、データは部分
記録エリア１０２Ａにマルチエクステントとして記録されるため、上述の場合と同様、正
常に再生可能である。
【０１３７】
　また、上記実施例では、記録再生装置において、記録すべき情報のデータが、ファイル
サイズが部分記録エリア１０２Ａのサイズ以下である個々のファイルに分割されるように
したが、他のオーサリング方法として、記録すべきデータ５０１のプリ記録エリア１０５
に対応する各部分に、この情報の再生に関与しない挿入データ５０２が挿入された１つの
ファイル５００（図９（ａ）を参照）を生成してもよい。
【０１３８】
　具体的には、プリ記録エリア１０５に対応する部分には、挿入データ５０２として意味
のないデータを書き込み、ファイル５００を作成する。そして、図９（ａ）に示したよう



(20) JP 4138838 B2 2008.8.27

10

20

30

40

50

に、このファイル５００を、ユーザデータエリア１０２に連続的に書き込む。このとき、
挿入データ５０２が書き込まれるはずの領域がプリ記録エリア１０５に該当するため、こ
の余分なデータである挿入データ５０２は、書き込みが禁止又は制限されて欠落するが、
それとは引き換えに、元の記録すべき情報５０１は、挿入データ５０２によって生じた間
隙により、丁度プリ記録エリア１０５を避けるようにして書き込まれる。従って、この場
合も、部分記録エリア１０２Ａに選択的に情報を記録することが可能である。
【０１３９】
　また、記録すべき情報の書き込み動作において、図９（ｂ）のように、プリ記録エリア
１０５上では、書き込み動作を実行しないようにしてもよい。この場合、プリ記録エリア
１０５に書き込まれるはずの挿入データ５０２は、プリ記録エリア１０５に対応する間隙
を生じせしめる目的で記録すべき情報に挿入されたのであるから、実際に書き込む必要は
ない。寧ろ、誤って部分記録エリア１０２Ａに書き込まれてしまえば、正常な再生が阻害
されることになる。即ち、挿入データ５０２の書き込みを止めることで、こうした事態を
防止することができる。
【０１４０】
　ちなみに、このような記録方法でＲＯＭディスク２００のコンテンツのコピーを試みた
としても、正常な再生が可能な状態で記録することは殆ど不可能である。即ち、ＤＶＤ－
ＶｉｄｅｏコンテンツはファイルシステムがＵＤＦ1.02に限定され、マルチエクステント
が認められていない。そのため、データが分割されるということ自体が、不具合の原因と
なる。更にいえば、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏコンテンツ内では相対アドレスが用いられている
が、この記録方法に基づいて途中にプリ記録エリア１０５によるデータが挿入されると、
相対アドレスが変わってしまい、却って正常な再生が著しく困難となる。
【０１４１】
　また、仮に、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏコンテンツデータの暗号が解読されたとしても、復号
されたデータは、規格に基づき、1024ＭBytes単位のファイルで構成されているはずであ
る。これに対し、部分記録エリア１０２Ａのサイズは1000ＭBytesであるから、必ずどの
ファイルからもデータが一部欠落することになり、完全な再生は阻止される。
【０１４２】
　以上、実施例を挙げて本発明について説明したが、本発明の情報記録媒体、情報記録装
置及び方法、並びにコンピュータプログラムは、上述の実施例の他にも種々の変形実施が
可能である。例えば、本発明の情報記録媒体におけるプリ記録エリアに対しての「上書き
不能」とは、全く書き込めないことの他に、完全な再生ができない程度の物理的な書き換
えがなされる場合をも含んでいる。
【０１４３】
　尚、上記の実施例によれば、分割されたすべての部分記録エリアが、再生専用記録媒体
における記録情報が記録される単位領域よりも小さい例を示したが、少なくとも一つの部
分記録エリアがかかる単位領域より小さければよい。また、この場合、再生装置がかかる
単位領域よりも小さい部分記録エリアを必ず再生するように、リモコンやキー操作の応答
を禁止し、分割エリアで再生が終了するか、または分割エリアをループ再生するようにす
れば、違法コピーの再生を確実に防止することができる。
【０１４４】
　また、本発明の情報記録媒体においては、リードインエリア、リードアウト又はミドル
エリアは、更に細分化された構成であってもよい。また、２層型の光ディスクの場合は、
記録再生方式として、上述のオポジット方式以外にパラレル方式を採用してもよい。また
、本発明の情報記録媒体は、２層片面、即ちデュアルレイヤーに限定されるものではなく
、２層両面、即ちデュアルレイヤーダブルサイドであってもよい。更に、記録層は、上述
の如く２層に限られることなく、単層或いは３層以上であってもよい。
【０１４５】
　上記実施例では、本発明の情報記録媒体の具体例として、２層型ＤＶＤ－Ｒ又はＤＶＤ
－Ｒ／Ｗ等の光ディスクについて説明したが、本発明は、その他の種類の情報記録媒体、
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例えばブルーレイ（Blue-ray）ディスク等の大容量記録媒体などにも適用可能である。
【０１４６】
　本発明は、上述した実施例に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から読
み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を
伴う情報記録媒体、情報記録装置及び方法、並びにコンピュータプログラムもまた本発明
の技術的範囲に含まれるものである。
【産業上の利用可能性】
【０１４７】
　本発明に係る情報記録媒体、情報記録装置及び方法、並びにコンピュータプログラムは
、例えば、ＤＶＤ等の高密度光ディスクに利用可能であり、更にＤＶＤレコーダ等の情報
記録装置に利用可能である。また、例えば民生用或いは業務用の各種コンピュータ機器に
搭載される又は各種コンピュータ機器に接続可能な情報記録装置等にも利用可能である。

【図１】 【図２】
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