
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第 の情報と第２の情報が少なくとも記録されたディスク状記録媒体を装着したディス
ク状記録媒体の再生装置であって、
　前記第 の情報を読み取る第 の読み取り手段と、
　前記第２の情報を読み取る第２の読み取り手段と、
を少なくとも有し、
　前記第 の情報は、真贋判定用に事前に用意された第１グループから選択されたもので
あり、前記第２の情報は、真贋判定用に事前に用意された第２グループから選択されたも
のであり、前記第 の情報と前記第２の情報は互いに独立であり、真贋判定時にこれらの
組み合わせを用いるように用意されたものであ

ことを特徴とする
ディスク状記録媒体の再生装置。
【請求項２】
　第 の情報と、第２の情報と、前記第１の情報及び前記第２の情報とは無関係な一般情
報とが少なくとも記録されたディスク状記録媒体を装着したディスク状記録媒体の再生装

10

20

JP 3818474 B2 2006.9.6

１

１ １

１

１
り、前記第１グループと前記第２グループ

の組み合わせに関して予め登録された正規組み合わせを保存したメモリ手段と、
　前記第１の情報と前記第２の情報の組み合わせと前記登録された正規組み合わせを照合
し、両者が一致しないときには偽造品と同定する真贋判定手段と、
　前記第１の情報と前記第２の情報の組み合わせについて、統計解析を行う統計解析手段
を有し、前記統計解析手段は、標準偏差を計算して解析する手段である

１



置であって、
　前記第 の情報を読み取る第 の読み取り手段と、
　前記第２の情報を読み取る第２の読み取り手段と、
を少なくとも有し、
　前記第 の情報は、真贋判定用に事前に用意された第１グループから選択されたもので
あり、前記第２の情報は、真贋判定用に事前に用意された第２グループから選択されたも
のであり、前記第 の情報と前記第２の情報は互いに独立であり、真贋判定時にこれらの
組み合わせを用いるように用意されたものであ

ことを特徴とする
ディスク状記録媒体の再生装置。
【請求項３】
　第 の情報と第２の情報が少なくとも記録されたディスク状記録媒体を装着したディス
ク状記録媒体の再生装置であって、
　前記第 の情報を読み取る第 の読み取り手段と、
　前記第２の情報を読み取る第２の読み取り手段と、
を少なくとも有し、
　前記第 の情報は、真贋判定用に事前に用意された第１グループから選択されたもので
あり、前記第２の情報は、真贋判定用に事前に用意された第２グループから選択されたも
のであり、前記第 の情報と前記第２の情報は互いに独立であり、真贋判定時にこれらの
組み合わせを用いるように用意されたものであ

こと
を特徴とするディスク状記録媒体の再生装置。
【請求項４】
　第 の情報と、第２の情報と、前記第１の情報及び前記第２の情報とは無関係な一般情
報とが少なくとも記録されたディスク状記録媒体を装着したディスク状記録媒体の再生装
置であって、
　前記第 の情報を読み取る第 の読み取り手段と、
　前記第２の情報を読み取る第２の読み取り手段と、
を少なくとも有し、
　前記第 の情報は、真贋判定用に事前に用意された第１グループから選択されたもので
あり、前記第２の情報は、真贋判定用に事前に用意された第２グループから選択されたも
のであり、前記第 の情報と前記第２の情報は互いに独立であり、真贋判定時にこれらの
組み合わせを用いるように用意されたものであ

こと
を特徴とするディスク状記録媒体の再生装置。
【請求項５】
　前記第 の読み取り手段と、前記第２の読み取り手段は、共に光ピックアップによる読
み取り手段であることを特徴とする請求項 に記載のディスク状記
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１ １

１

１
り、前記第１グループと前記第２グループ

の組み合わせに関して予め登録された正規組み合わせを保存したメモリ手段と、
　前記第１の情報と前記第２の情報の組み合わせと前記登録された正規組み合わせを照合
し、両者が一致しないときには偽造品と同定する真贋判定手段と、
　前記第１の情報と前記第２の情報の組み合わせについて、統計解析を行う統計解析手段
を有し、前記統計解析手段は、標準偏差を計算して解析する手段である
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１ １

１

１
り、前記第１グループと前記第２グループ

の組み合わせに関して予め登録された正規組み合わせを保存したメモリ手段と、
　前記第１の情報と前記第２の情報の組み合わせと前記登録された正規組み合わせを照合
し、両者が一致しないときには偽造品と同定する真贋判定手段と、
　前記第１の情報と前記第２の情報の組み合わせについて、統計解析を行う統計解析手段
を有し、前記統計解析手段は、標準偏差の時間微分値を計算して解析する手段である

１

１ １

１

１
り、前記第１グループと前記第２グループ

の組み合わせに関して予め登録された正規組み合わせを保存したメモリ手段と、
　前記第１の情報と前記第２の情報の組み合わせと前記登録された正規組み合わせを照合
し、両者が一致しないときには偽造品と同定する真贋判定手段と、
　前記第１の情報と前記第２の情報の組み合わせについて、統計解析を行う統計解析手段
を有し、前記統計解析手段は、標準偏差の時間微分値を計算して解析する手段である

１
１から４のいずれか１つ



録媒体の再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、特にＣＤ（コンパクトディスク）やＤＶＤ（デジタルビデオディスク、デジ
タルバーサタイルディスク）のように大量生産、大量頒布される場合に好適な

及びその再生装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来のディスク状記録媒体としては、音楽情報やプログラムなどが記録されるＣＤや、画
像情報が記録されるＶＨＤ、ＬＤが知られている。また、近年ではこれらより５～７倍の
記録容量を有するＤＶＤが知られ、ＣＤはＤＶＤオーディオに、また、ＶＨＤ、ＬＤはＤ
ＶＤビデオに置き変わろうとしている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、高密度の記録媒体は大容量の情報を記録することができるという大きな利
点がある反面、付加価値が高いので偽造された場合の損失が大きいという問題点がある。
特にＣＤに関しては、いわゆる海賊版が全世界に流通してソフトウエア製作者の著作権が
侵害されている。なお、このような問題点を解決するために、暗号を利用したコピープロ
テクト方法が種々提案されているが、時間をかけて丁寧に解析すれば解読できることが多
く、根本的な解決策には至っていない。
【０００４】
ところで、偽造技術も日々向上しており、真正品と事実上区別がつかない偽造品が出回る
ことは必至である。しかしながら、偽造が極めて精巧に行われた場合の対策は従来何も行
われておらず、損失が莫大なものになった時に始めてそのシステムの全てを新しいものに
変更する対策しかないという問題点がある。
【０００５】
　そこで、本発明は上記問題点に鑑み、極めて精巧な偽造品が流通したことを早期に検出
することができる その再生装置を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明は上記目的を達成するために、複数の所定の真贋判定用の第１の情報の１つを選択
的に主情報内に埋め込んでディスク状記録媒体の第１の面に記録するとともに、複数の所
定の真贋判定用の第２の情報の１つを選択的にディスク状記録媒体の主情報以外の面に記
録し、ディスク状記録媒体の使用時に第１、第２の情報を読み込んで組み合わせが一致し
た場合に、その組み合わせを統計処理することによりディスク状記録媒体の真贋を判定す
るようにしたものである。
【０００７】
　すなわち本発明によれば、
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ディスク状
記録媒体

ディスク状記録媒体及び

第１の情報と第２の情報が少なくとも記録されたディスク状
記録媒体を装着したディスク状記録媒体の再生装置であって、
　前記第１の情報を読み取る第１の読み取り手段と、
　前記第２の情報を読み取る第２の読み取り手段と、
を少なくとも有し、
　前記第１の情報は、真贋判定用に事前に用意された第１グループから選択されたもので
あり、前記第２の情報は、真贋判定用に事前に用意された第２グループから選択されたも
のであり、前記第１の情報と前記第２の情報は互いに独立であり、真贋判定時にこれらの
組み合わせを用いるように用意されたものであり、前記第１グループと前記第２グループ
の組み合わせに関して予め登録された正規組み合わせを保存したメモリ手段と、
　前記第１の情報と前記第２の情報の組み合わせと前記登録された正規組み合わせを照合
し、両者が一致しないときには偽造品と同定する真贋判定手段と、



が提供される。
【０００８】
　また本発明によれば、
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　前記第１の情報と前記第２の情報の組み合わせについて、統計解析を行う統計解析手段
を有し、前記統計解析手段は、標準偏差を計算して解析する手段であることを特徴とする
ディスク状記録媒体の再生装置が提供され、
　また、第１の情報と、第２の情報と、前記第１の情報及び前記第２の情報とは無関係な
一般情報とが少なくとも記録されたディスク状記録媒体を装着したディスク状記録媒体の
再生装置であって、
　前記第１の情報を読み取る第１の読み取り手段と、
　前記第２の情報を読み取る第２の読み取り手段と、
を少なくとも有し、
　前記第１の情報は、真贋判定用に事前に用意された第１グループから選択されたもので
あり、前記第２の情報は、真贋判定用に事前に用意された第２グループから選択されたも
のであり、前記第１の情報と前記第２の情報は互いに独立であり、真贋判定時にこれらの
組み合わせを用いるように用意されたものであり、前記第１グループと前記第２グループ
の組み合わせに関して予め登録された正規組み合わせを保存したメモリ手段と、
　前記第１の情報と前記第２の情報の組み合わせと前記登録された正規組み合わせを照合
し、両者が一致しないときには偽造品と同定する真贋判定手段と、
　前記第１の情報と前記第２の情報の組み合わせについて、統計解析を行う統計解析手段
を有し、前記統計解析手段は、標準偏差を計算して解析する手段であることを特徴とする
ディスク状記録媒体の再生装置

第１の情報と第２の情報が少なくとも記録されたディスク状記録
媒体を装着したディスク状記録媒体の再生装置であって、
　前記第１の情報を読み取る第１の読み取り手段と、
　前記第２の情報を読み取る第２の読み取り手段と、
を少なくとも有し、
　前記第１の情報は、真贋判定用に事前に用意された第１グループから選択されたもので
あり、前記第２の情報は、真贋判定用に事前に用意された第２グループから選択されたも
のであり、前記第１の情報と前記第２の情報は互いに独立であり、真贋判定時にこれらの
組み合わせを用いるように用意されたものであり、前記第１グループと前記第２グループ
の組み合わせに関して予め登録された正規組み合わせを保存したメモリ手段と、
　前記第１の情報と前記第２の情報の組み合わせと前記登録された正規組み合わせを照合
し、両者が一致しないときには偽造品と同定する真贋判定手段と、
　前記第１の情報と前記第２の情報の組み合わせについて、統計解析を行う統計解析手段
を有し、前記統計解析手段は、標準偏差の時間微分値を計算して解析する手段であること
を特徴とするディスク状記録媒体の再生装置が提供され、
　また、第１の情報と、第２の情報と、前記第１の情報及び前記第２の情報とは無関係な
一般情報とが少なくとも記録されたディスク状記録媒体を装着したディスク状記録媒体の
再生装置であって、
　前記第１の情報を読み取る第１の読み取り手段と、
　前記第２の情報を読み取る第２の読み取り手段と、
を少なくとも有し、
　前記第１の情報は、真贋判定用に事前に用意された第１グループから選択されたもので
あり、前記第２の情報は、真贋判定用に事前に用意された第２グループから選択されたも
のであり、前記第１の情報と前記第２の情報は互いに独立であり、真贋判定時にこれらの
組み合わせを用いるように用意されたものであり、前記第１グループと前記第２グループ
の組み合わせに関して予め登録された正規組み合わせを保存したメモリ手段と、
　前記第１の情報と前記第２の情報の組み合わせと前記登録された正規組み合わせを照合
し、両者が一致しないときには偽造品と同定する真贋判定手段と、
　前記第１の情報と前記第２の情報の組み合わせについて、統計解析を行う統計解析手段
を有し、前記統計解析手段は、標準偏差の時間微分値を計算して解析する手段であること



が提供される。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。図１は本発明に係るディスク状記
録媒体及びその偽造品検出装置の一実施形態を示す構成図、図２は図１のディスクに記録
される真贋判定用情報の組み合わせを示す説明図、図３は偽造品検出装置を示すブロック
図、図４は真贋判定処理を説明するためのフローチャート、図５は統計処理の一例として
真贋判定用情報の組み合わせが一致した場合のカウント処理を示す説明図、図６～図９は
ディスクの種類毎の出現頻度を示す説明図、図１０は標準偏差の履歴を示す説明図、図１
１は標準偏差を日付で微分した値の履歴を示す説明図である。
【００１２】
図１に示すディスク１の第１の面に主情報が記録され、また、この主情報内にはディスク
１の真贋を判定するための第１の画像Ａが埋め込まれている。さらに、ディスク１の第２
の面には真贋を判定するための第２の画像Ｂが形成され、これらの第２の画像Ｂと、第１
の画像Ａを含む主情報がそれぞれＣＣＤラインセンサ２とピックアップレンズ３により読
み取られる。このとき、ＣＣＤラインセンサ２とピックアップレンズ３は略固定であり、
ディスク１が回転することにより走査されて読み取られる。なお、この読み取り手段は、
ＣＣＤラインセンサ２とピックアップレンズ３以外の光学的センサ、磁気センサ、静電容
量センサでもよい。また、画像Ａ、Ｂの代わりに、上記の読み取り手段により読み取るこ
とができれば、バーコード、文字情報、暗号化されたコードでもよく、また、他の情報に
重畳して一見それとは分からない形式で記録したものでもよい。
【００１３】
図２は本発明の説明を容易にするために、第１の画像Ａ（主情報）としてマンモスの画像
を、第２の画像Ｂ（印刷情報）としてクローバのマークを示している。そして、この第１
、第２の画像Ａ、Ｂは、例えば共に５通り以上の画像が用いられ、画像Ａはマンモスの他
に、象、キリン、アリクイ、馬の画像が用いられ、画像Ｂはクローバ（３つ葉）の他に、
４つ葉のクローバ、トランプのハート、スペード及びダイヤのマークが用いられる。そし
て、合計５×５通りの組み合わせが真正のディスク１に対して均等な頻度で用いられる。
なお、画像Ａ、Ｂの各々は任意に異なるものであり、また、図２に示すようなデザイン画
像の場合にはその一部が微妙に変形されたものを用いることができ、また、むしろ微妙な
差異である方が偽造防止のために望ましい。また、文字の場合には書体が微妙に異なるも
のを用いることができる。
【００１４】
図３は偽造品検出装置の主要構成を機能的に示しており、主情報読み取り手段４はディス
ク１に記録されている主情報（画像Ａ）を読み取り、印刷情報読み取り手段５はディスク
１に印刷されている印刷情報Ｂを読み取り、また、不図示の画像認識ソフトウエアにより
認識する。真贋判定回路６は主情報読み取り手段４及び印刷情報読み取り手段５により読
み取られた画像の組み合わせに基づいて図４に示すような第１、第２の真贋判定処理を行
う。
【００１５】
図４に示すメモリ１１にはあらかじめ、第１、第２の画像の５×５通りの画像の組み合わ
せパターンαが記憶され、また、メモリ１２にはあらかじめ、偽造品が流通し始めたこと
を判定するための規則βが記憶されている。また、ＲＡＭは上記の５×５通りの画像パタ
ーン「１１」～「５５」の読み取り履歴を記憶するために用いられる。まず、イニシャラ
イズを行い（ステップＳ１）、ディスク１が投入されるとディスク１上の主情報部からの
画像Ａと印刷部からの画像Ｂを読み取る（ステップＳ２）。
【００１６】
そして、画像Ａ、Ｂの組み合わせとメモリ１１内の５×５通りの画像パターンαを照合す
ることにより第１の真贋判定処理を行い（ステップＳ３）、一致している場合にはステッ
プＳ４以下に示す第２の真贋判定処理を行い、他方、一致していない場合にはそのディス
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を特徴とするディスク状記録媒体の再生装置



ク１を偽造品と判断してリジェクトする。ステップＳ４ではまず、５×５通りの画像Ａ、
Ｂの組み合わせのパターンを分類する。次いで統計処理として、図５に示すようにＲＡＭ
上のそのパターンのカウント値を１つカウントアップするとともに、ディスク総数Ｎを１
つカウントアップし（ステップＳ５）、ステップＳ６に進む。
【００１７】
ここで、図６はディスク総数Ｎ＝２５０の場合のディスクの種類毎の出現頻度の一例を示
し、Ｎが少ない場合には各パターンのカウント値に大きな差（パターン「２４」が少ない
）があっても各カウント値が少なく、流通初期に見られる現象である。そして、ディスク
総数Ｎの増加に伴って各パターンのカウント値が均等になる。図７はディスク総数Ｎ＝２
５００の場合の一例を示し、２５通りのパターンがランダムに使用されている場合にはそ
のディスクの流通もランダムであり、ある程度流通すると各パターンの出現頻度も図７に
示すように均等になる。
【００１８】
ここで、ディスク１の偽造品が流通し始めた時を想定すると、偽造品には、例えば主情報
は偽造されているが、印刷は施されていない場合や印刷が不完全な場合が多く、この場合
には前述した第１の真贋判定処理によりリジェクトされる。しかし、印刷が完全な偽造品
が流通し始めると、第１の真贋判定処理によりリジェクトされないが上記の２５通りのパ
ターンの出現頻度が均等にならずに崩れてくる。新規な真正品の流通開始から偽造品の流
通開始までのリードタイムは、偽造者の技術次第であるが、ある程度の時間を要し、真正
品の数が増加し、かつ上記の出現頻度が均等にならずに崩れてきたことにより検出し易い
。
【００１９】
図８はディスク総数Ｎ＝７５００の場合の一例を示し、パターン「４３」が他より略５０
個多い。これはパターン「４３」の偽造品が流通し始めたことが予想される。ただし、デ
ィスク総数Ｎ＝７５００が少ないので、真正品の流通により偶発的に分布が偏ったことも
考えられる。そこで、図４に示すステップＳ６では、各パターンの出現頻度のヒストグラ
ムを作成し、統計的な分析を行う。例えばあらかじめ標準偏差σを計算して３σを閾値と
してメモリ１２に記憶し、３σ以上の頻度のパターンが出現した場合に偽造品の流通開始
と判断する。なお、図８に示す例では３σ以上の頻度でないので偽造品の流通開始とは未
だ判断しない。図９はディスク総数Ｎ＝１２５００の場合の出現頻度の一例としてパター
ン「４３」の偽造品が略８００枚流通していることを示している。この場合には、３σ以
上の頻度であるので偽造品が既に流通していると判断する（図４のステップ７）。
【００２０】
ここで、偽造品の一般的な特徴として、真正品が精巧な技術を要し製造しにくいほど、同
じものを大量に偽造する傾向がある。本発明では、主情報と印刷情報の組み合わせがある
程度一致しないと第１の真贋判定処理によりリジェクトされるので、同じパターンの偽造
品が大量に製造される。したがって、その流通初期時点では分布に偏りがないが、偽造品
の数が増加するほど、より容易に検出することができる。
【００２１】
なお、偽造と判定するための閾値は、上記説明では３σとしたが、どの閾値で偽造と判定
するかは利用者の都合次第である。例えばそのような規則βをあらかじめメモリ１２に記
憶し、図４に示すようにディスク総数Ｎとメモリ１２の規則βに基づいて閾値を決定して
もよい（ステップＳ８、Ｓ９）。例えばＮ＝１３３００の時にあるパターンのディスク数
が８００枚以上の場合に偽造品と判断するようにしてもよい。また、閾値を低い値、例え
ば２σにすれば偽造品を早期に検出することができる。ただし、真正品の流通バラツキと
の違いは判断しにくくなる。
【００２２】
統計は常時モニタして判断することが望ましい。図１０は標準偏差σを日付ｔ順にモニタ
した例を示し、初期には前述したように真正品の流通量が少ないのでノイズが発生する。
このためこのノイズ期間は判定を行わない方が望ましい。また、その区間は短く、偽造者
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が真正品を購入して偽造を開始した頃には終了している。そして、図１０に示すように真
正品の流通量が増加して標準偏差σが低下し、次いで偽造品が流通すると標準偏差σが増
加に転ずる。ここで、３σ以上の場合には偽造品の流通と判断すると発見が遅れるが、図
１１に示すように標準偏差σを日付ｔで微分した値ｄσ／ｄｔが負から正のある値に転じ
た時に偽造品の流通と判断することにより早期に発見することができる。さらに良い方法
は、ディスク１の発行状況を統計的にモニタして標準偏差σやｄσ／ｄｔと対比する方法
である。システムは複雑になるが、偽造品を最も早期に検出することができる。
【００２３】
したがって、本発明によれば、極めて精巧な偽造品であってもその流通を検出することが
でき、しかもどのパターンが偽造されているかを特定することができる。主情報内の画像
Ａと印刷情報Ｂの組み合わせは、正規の製造者しか知らない情報であり、さらに組み合わ
せ可能な範囲の中でランダムに印刷されていることは正規の製造者しか知り得ない情報で
ある。したがって、本発明の検出装置をかいくぐって偽造品を大量に製造品を製造するこ
とは困難である。また、組み合わせ可能なパターンの範囲を偽造者が知るためには真正品
を多量に購入しなければならず、さらにそれに組み合わせて複数の印刷版を用意しなけれ
ばならないので、コストと手間がかかる。
【００２４】
また、上記説明では画像Ａ、Ｂとして５×５＝２５通りを例にしたが、種類が多いほど製
造コストは高くなるものの、偽造品を早期に検出することができる。また、上記実施形態
では、例えば５×５通りの画像パターンを真正のディスク１に対して均等に記録したが、
画像Ａ、Ｂをある偏った出現頻度で記録して流通させるようにしてもよい。この場合には
、その出荷ヒストグラム情報とパターン毎の閾値をメモリ１２に記憶して判定することに
より、高い検出精度を実現することができる。
【００２５】
ところで、ディスク１がＣＤ、ＤＶＤなどの再生専用ディスクの場合の流通過程は図１２
に示す通りである。まず、著作権権利者であるソフト制作会社１０１が制作したソフトウ
エアのディスク製造をディスク製造会社１０２に依頼する。ディスク製造会社１０２はこ
の依頼を受けてディスクを大量に製造し、その会社の流通センタを経由して問屋１０３に
卸す。問屋１０３には他のディスクがそのディスク製造会社の流通センタを経由して集ま
り、その合計は膨大な数に及ぶ。このディスクは問屋１０３から他の問屋に卸されること
もあるが、ソフト屋、ディスクショップ、レコード店、電気店などの小売り店舗１０４に
卸されて顧客１０５に販売される。このとき、偽造品はこの過程の途中で混入する可能性
がある（図示偽造者１０６）。
【００２６】
そこで、一例として図４に示すフローチャートの処理を行う偽造品検出装置が問屋や小売
り店舗に設置され、流通するディスクの全てが、または、一部抜き取りで検査される。し
たがって、偽造品が発見された場合にはその旨をディスク製造会社１０２やソフト制作会
社１０１に通報することができ、また、発見時点でディスクの流通を中止、中断すること
ができる。
【００２７】
ここで、上記説明では１台の端末を例にしたが、本発明の偽造品検出装置は複数の店舗の
各々に配置して読み取り情報を図１２に示すようにセンタ側の流通管理システム１００に
送るようにすれば、流通市場における全てのディスクを処理することができる。また、店
舗がフランチャイズ店の場合には、チェーン店の全てを統括するシステムを構成すること
ができる。また、都道府県別、日本全国、東南アジアのような広いエリアをカバーするシ
ステムを構成することができる。この場合には偽造品が初期には少ない店舗で試され、や
がてエリアを広げて使用されるので、偽造品の地図上の出現分布により、統計処理を店舗
単位から全国単位までの複数のレベルで判断することが望ましい。
【００２８】
図１２に示す構成では、問屋１０３、店舗１０４、顧客１０５と流通管理システム１００
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の間は、送信及び受信が可能なように無線などの通信回線を介して接続される。図１３は
問屋１０３、店舗１０４などに設置される端末の処理を示し、図１４は流通管理システム
１００の処理を示している。店舗１０４などの端末は図１３に示すように、まず、イニシ
ャライズを行い（ステップＳ１１）、ディスク１が投入されるとディスク１上の主情報部
からの画像Ａと印刷部からの画像Ｂを読み取る（ステップＳ１２）。そして、流通管理シ
ステム１００との間に通信回線を接続し（ステップＳ１３）、次いで流通管理システム１
００に対して画像Ａ、Ｂの組み合わせを送信する（ステップＳ１４）。次いでその照合結
果「Ｙｅｓ」、「Ｎｏ」を流通管理システム１００から受信すると、例えば表示などによ
り出力する（ステップＳ１５、Ｓ１６）。
【００２９】
流通管理システム１００では図１４に示すように、端末から受信した画像Ａ、Ｂの組み合
わせとメモリ１１内の５×５通りの画像パターンαを照合することにより第１の真贋判定
処理を行い（ステップＳ２１）、一致している場合にはステップＳ２２以下に示す第２の
真贋判定処理を行い、他方、一致していない場合にはそのディスク１を偽造品と判断して
「Ｎｏ」の照合結果を端末に送信する。ステップＳ２２では５×５通りの画像Ａ、Ｂの組
み合わせのパターンを分類し、次いで統計処理として、図５に示すようにＲＡＭ上のその
パターンのカウント値を１つカウントアップするとともに、ディスク総数Ｎを１つカウン
トアップする（ステップＳ２３）。
【００３０】
また、ステップＳ２４では各パターンの出現頻度のヒストグラムを作成し、統計的な分析
を行う。例えばあらかじめ標準偏差σを計算して３σを閾値としてメモリ１２に記憶し、
３σ以上の頻度のパターンが出現した場合に偽造品の流通開始と判断する。また、図８に
示す例では３σ以上の頻度でないので偽造品の流通開始とは未だ判断せず、図９に示すよ
うにディスク総数Ｎ＝１２５００の場合の出現頻度の一例としてパターン「４３」の偽造
品が略８００枚流通している場合には、３σ以上の頻度であるので偽造品が既に流通して
いると判断して「Ｎｏ」の照合結果を端末に送信する（ステップＳ２９）。また、偽造品
流通と判断しない場合には「Ｙｅｓ」の照合結果を端末に送信する（ステップＳ２８）。
【００３１】
このようなシステムによれば、第１、第２の真贋判定をセンタ側の流通管理システム１０
０が行うので、ディスク１毎の多種類のメモリ１１、１２を端末側に設ける必要がなくな
り、したがって、安価に構成することができる。また、機密情報であるメモリ１１、１２
を市場から離れた場所に設置するので機密性を向上させることができる。さらに、使用形
態として流通管理システム１００は複数のディスク製造会社１０２の各々が所有するよう
にしてもよいが、各ディスク製造会社１０２が共同で１つのシステムを構築して運営すれ
ば通信効率が上がり、また、コストも安くなる。また、流通管理システム１００からディ
スク製造会社１０２やソフト制作会社１０１に対して、ディスク１の流通量、画像Ａ、Ｂ
の組み合わせのパターンの分布情報、偽造品の有無などの情報を定期的に送信すれば更に
便利となる。
【００３２】
ところで、偽造品の中には店舗１０４で販売されないものも多く、例えば露店や通信販売
、訪問販売などで多く流通する。また、店舗１０４の中でも偽造品と知って販売する不正
なものも有り、そのような店舗１０４はそもそも上記の装置を設置しないか、設置しても
偽造品をチェックするようなことはしない。そこで、顧客１０５が所有するディスク記録
再生装置にモデムなどの通信装置と通信ソフトウエアを追加することにより、上記のよう
な流通形態の偽造品に対応することができる。
【００３３】
図１５は顧客１０５が所有するディスク記録再生装置の処理を示し、図１６は流通管理シ
ステム１００の処理を示している。まず、顧客１０５側の装置は図１５に示すように、ま
ず、イニシャライズを行い（ステップＳ１１）、ディスク１が投入されるとディスク１上
の主情報部からの画像Ａと印刷部からの画像Ｂを読み取る（ステップＳ１２）。そして、
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流通管理システム１００との間に通信回線を接続し（ステップＳ１３）、次いで流通管理
システム１００に対して画像Ａ、Ｂの組み合わせを送信する（ステップＳ１４）。そして
流通管理システム１００から「Ｇｏ」信号を受信した場合にはそのディスク１を再生し、
他方、「Ｓｔｏｐ」信号を受信した場合にはエラーメッセージを表示したり、そのディス
ク１を排出などする（ステップＳ１５ａ、Ｓ１６ａ）。
【００３４】
流通管理システム１００では図１６に示すように、ステップＳ２１～Ｓ２７では図１４の
場合と同様な第１、第２の真贋判定を行う。そして、顧客１０５側の装置に対して、その
ディスク１を偽造品と判断した場合には「Ｓｔｏｐ」信号を送信し（ステップＳ２９ａ）
、他方、偽造品流通と判断しない場合には「Ｇｏ」信号を送信する（ステップＳ２８ａ）
。このようなシステムによれば、スタンドアロン方式のディスク記録再生装置のみならず
、パーソナルコンピュータなどに内蔵されるディスク記録再生装置の場合にはパーソナル
コンピュータにあらかじめ内蔵されている通信装置や通信ソフトウエアを流用してもよい
。
【００３５】
また、本発明によれば、問屋１０３、店舗１０４、顧客１０５の段階で偽造品の流通を停
止させることに限定されず、種々の流通システムに応じて変形してもよい。例えば上記の
ように問屋１０３、店舗１０４、顧客１０５側が偽造品の出荷停止、動作停止などの積極
的な抑制策、言い換えれば水際対策は行わず、偽造品の流通状況を知ればよいという用途
の場合には、図１７に示すように問屋１０３、店舗１０４、顧客１０５と流通管理システ
ム１００の間では双方向通信を行わず、一方向通信のみを行うようにしてもよい。
【００３６】
また、通信方法は既存の有線通信や無線通信、アナログ回線やデジタル回線を使用するこ
とができる。双方向通信の場合にはＩＳＤＮなどの高速デジタル回線が望ましいが一方向
通信の場合にはアナログ回線で十分である。回線は直接接続が望ましいが、インターネッ
ト経由や既存の商用通信ネットワーク経由でもよい。さらに一方向通信の場合には通信が
数時間や１日遅れでも事実上問題は発生しないので、電子メールやテレックスなどでもよ
い。また、問屋１０３、店舗１０４が使用する既存の商品管理システム（ＰＯＳ）は双方
向通信であるので、このシステムと兼用したシステムを構築してもよい。また、顧客１０
５が再生装置を屋外で使用する場合には、その通信装置は携帯電話やＰＨＳなどが便利で
ある。なお、問屋１０３、店舗１０４、顧客１０５から流通管理システム１００に対して
送信を行う場合、偽造品発見と返信のために送信データには問屋１０３、店舗１０４、顧
客１０５の名称やコード番号、住所、電話番号、ネットワークＩＤなどを付加することが
望ましい。
【００３７】
次に上記のようにディスク１の適用例を説明する。図１８はＣＤに適用した場合を示し、
基板２０１の上に第１記録層２０２が形成され、第１記録層２０２の上に保護層２０３が
形成され、保護層２０３の上に第２記録層２０４が形成されている。第１記録層２０２に
は第１の画像Ａを含む主情報が記録され、第２記録層２０４には第２の画像Ｂが記録され
る。基板２０１はポリカーボネートやアクリル、ポリオレフィンなどから選択された１．
２ｍｍ厚の成形基板であり、画像Ａが微細なピットやグルーブとして形成されたスタンパ
により成形される。その上の第１記録層２０２は、例えばアルミニウム、金、銀、銅、チ
タン、クロム、ニッケル、タンタル、モリブデン、鉄、シリコンなどの高反射率金属又は
その合金であり、その上の保護層２０３は第１記録層２０２を傷から保護するために、例
えば紫外線硬化樹脂により形成される。その上の第２記録層２０４は画像Ｂを形成するた
めにスクリーン印刷やオフセット印刷により形成される。なお、第１記録層２０２は透過
率が低いので、第１記録層２０２、第２記録層２０４の情報が相互に漏れたり、干渉しな
い。
【００３８】
図１９は４．７ＧＢのＤＶＤに適用した場合を示している。ＤＶＤは貼り合わせ構造であ
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り、第１の画像Ａを含む主情報が記録された第１基板２０１ａ（０．６ｍｍ厚）の上には
第１記録層２０２が形成され、第１記録層２０２の上には保護層２０３が形成される。そ
して上の面に第２記録層２０４が印刷により形成された平坦な第２基板２０１ｂ（０．６
ｍｍ厚）の下の面と保護層２０３を紫外線硬化型の接着層２０５を介して貼り合わせる。
【００３９】
図２０は４．７ＧＢのＤＶＤに適用した場合を示し、このＤＶＤも貼り合わせ構造である
。同様に第１の画像Ａを含む主情報が記録された第１基板２０１ａ（０．６ｍｍ厚）の上
に第１記録層２０２、保護層２０３が順次形成される。また、平坦な第２基板２０１ｂ（
０．６ｍｍ厚）の上に第２記録層２０４が印刷により形成され、次いで白色インクや全面
スクリーン印刷により隠ぺい層２０６が形成される。そして、保護層２０３と隠ぺい層２
０６の間をホットメルト接着剤や紫外線硬化型接着の接着層２０５を介して貼り合わせる
。ここで、隠ぺい層２０６は接着剤特有のロール模様を隠ぺいするためであり、これによ
りＣＣＤラインセンサ２による読み取りエラーを少なくすることができる。
【００４０】
図２１は他の４．７ＧＢのＤＶＤに適用した場合を示し、このＤＶＤも貼り合わせ構造で
ある。同様に第１の画像Ａを含む主情報が記録された第１の成形基板２０１ａ（０．６ｍ
ｍ厚）の上に第１記録層２０２、保護層２０３が順次形成される。これに対し、第２基板
２０１ｂは画像Ｂが形成されたスタンパにより成形され、この上に第２記録層２０４がア
ルミニウム、金、銀、銅、チタン、クロム、ニッケル、タンタル、モリブデン、鉄、シリ
コンなどの高反射率金属又はその合金により形成される。そして、第１、第２記録層２０
２、２０４が向かい合うようにして粘着シート型接着剤の接着層２０５を介して貼り合わ
せる。このような構造によれば、ＣＣＤラインセンサ２をピックアップレンズ３に置き換
えることができる。なお図２１において、第１記録層２０２は、半透明な層（例えば薄い
金属膜や薄い誘電体層）に置き換えることもできる。この場合には基板２０１側より第１
記録層２０２を透過して、第２記録層２０４を読みとることができるので、ピックアップ
が１つですませることができる。
【００４１】
本発明のディスクは上記のＣＤやＤＶＤに限定されず、ＭＯや相変化型ディスク、追記型
ディスクにも適用することができ、この場合には第１記録層２０２を、例えば既存のＭＯ
媒体（ＳｉＯ・ＴｂＦｅＣｏ・ＳｉＮ・Ａｌの積層構造）に置き換えればよい。また本発
明を３面以上の情報面を有する多層ディスクに応用してもよい。この場合は任意の面に画
像Ａ、画像Ｂを配置することができる。またディスク基板の厚みも０．６ｍｍや１．２ｍ
ｍに限定されるものではない。
【００４２】
図２２は０．８ｍｍ基板２０１を用いた再生専用ハイビジョンディスクに適用した場合を
示し、同様に第１の画像Ａを含む主情報が記録された第１の成形基板２０１ａの上に第１
記録層２０２、保護層２０３が順次形成される。そして、基板２０１の側面に第２記録層
２０４が形成される。ここで、基板２０１の側面に第２記録層２０４を印刷することは印
刷面積が小さいので困難であるが、１周に渡ってバーコード印刷することは可能である。
また、代わりに成形により凹凸を刻んでもよい。このような構造によれば、保護層２０３
の上がフリーであるので、別のディスクを張り合わせてさらに高密度ディスクを構成する
などの利用も可能である。
【００４３】
ところで、情報Ａはそれとは分からない形式で記録されることが望ましいので、例えばデ
ィスクのリードインエリアやリードアウトエリア、ディスク番号が記された刻印エリアな
どに合わせて記録することが望ましい。また、低周波数のウォブル信号として主情報に重
畳するようにしてもよい。また、信号のＲＦ出力信号のアシンメトリ変動として主情報に
重畳するようにしてもよい。また、主たる画像情報に電子透かしの形式で重畳するように
してもよい。さらに、既存の偽造防止方式と組み合わせることにより、偽造防止効果を高
めるようにしてもよい。
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【００４４】
また、メモリ１１に記憶されている情報Ａと情報Ｂの組み合わせは、ディスク上の情報Ａ
、Ｂとは別の部分に高度な暗号フォーマットで記憶するようにしてもよく、この場合には
偽造品検出装置側ではメモリ１１が不要になる。
【００４５】
次に、上記のように真贋を判定するために第１の画像Ａが主情報内に埋め込まれ、第２の
画像が印刷されるディスク１の製造方法について説明する。図２３に示す実施形態では、
５種類の画像Ａを含む主情報をそれぞれブランクディスクに記録するためのブランク担体
製造ラインＡ１～Ａ５と、ディスク上に５種類の画像Ｂをそれぞれ印刷するための印刷ラ
インＢ１～Ｂ５を連結器２１によりランダムに接続することにより２５種類のパターンを
有するディスク１を製造する。この場合、連結器２１がブランク担体製造ラインＡ１～Ａ
５と印刷ラインＢ１～Ｂ５を順番に接続しても５種類の画像Ｂをランダムに印刷すること
ができる。また、図２４に示すようにブランク担体製造ラインＡ１～Ａ５により製造され
たディスクを混合機２２に送って順番をバラバラにし、次いで連結器２１を介して印刷ラ
インＢ１～Ｂ５に対して順番に送るようにしてもよい。
【００４６】
上記実施形態では、例えば５×５通りの画像パターンを真正のディスク１に対して均等に
記録したが、画像Ａ、Ｂをある偏った出現頻度で記録して流通させるようにしてもよい。
この場合には、その出荷ヒストグラム情報とパターン毎の閾値をメモリ１２に記憶して判
定することにより、高い検出精度を実現することができる。
【００４７】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、複数の所定の真贋判定用の第１の情報の１つを選択
的に主情報内に埋め込んでディスク状記録媒体の第１の面に記録するとともに、複数の所
定の真贋判定用の第２の情報の１つを選択的にディスク状記録媒体の第２の面又は側面に
記録し、ディスク状記録媒体の使用時に第１、第２の情報を読み込んで組み合わせが一致
した場合に、その組み合わせを統計処理することによりディスク状記録媒体の真贋を判定
するようにしたので、極めて精巧な偽造品が流通したことを早期に検出することができる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るディスク状記録媒体及びその偽造品検出装置の一実施形態を示す構
成図である。
【図２】図１のディスクに記録される真贋判定用情報の組み合わせを示す説明図である。
【図３】偽造品検出装置を示すブロック図である。
【図４】真贋判定処理を説明するためのフローチャートである。
【図５】統計処理の一例として真贋判定用情報の組み合わせが一致した場合のカウント処
理を示す説明図である。
【図６】ディスクの種類毎の出現頻度を示す説明図である。
【図７】ディスクの種類毎の出現頻度を示す説明図である。
【図８】ディスクの種類毎の出現頻度を示す説明図である。
【図９】ディスクの種類毎の出現頻度を示す説明図である。
【図１０】標準偏差の履歴を示す説明図である。
【図１１】標準偏差を日付で微分した値の履歴を示す説明図である。
【図１２】ディスクの流通工程と偽造品検出システムを示す説明図である。
【図１３】図１２における問屋、店舗側に設置される端末の処理を説明するためのフロー
チャートである。
【図１４】図１２における流通管理システムの処理を説明するためのフローチャートであ
る。
【図１５】図１２における顧客側に設置される端末の処理を説明するためのフローチャー
トである。
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【図１６】図１２における流通管理システムの他の処理を説明するためのフローチャート
である。
【図１７】ディスクの流通工程と偽造品検出システムにおける他の通信方法を示す説明図
である。
【図１８】ディスクの一例としてＣＤを示す側面断面図である。
【図１９】ディスクの一例としてＤＶＤを示す側面断面図である。
【図２０】ディスクの一例として他のＤＶＤを示す側面断面図である。
【図２１】ディスクの一例としてさらに他のＤＶＤを示す側面断面図である。
【図２２】ディスクの一例として再生専用ハイビジョンディスクを示す側面断面図である
。
【図２３】ディスクの製造装置の一例を示すブロック図である。
【図２４】ディスクの製造装置の他の例を示すブロック図である。
【符号の説明】
１　ディスク
２　ＣＣＤラインセンサ（読み取り手段）
３　ピックアップレンズ（読み取り手段）
６　真贋判定回路（真贋判定手段、第１の真贋判定手段、第２の真贋判定手段）
１１　内部メモリ（記憶手段）
Ｓ１４　送信手段
Ｓ１５　受信手段
Ｓ１６　出力手段
Ｓ１６ａ　再生制御手段
Ｓ２０　受信手段
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】
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【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】
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