
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

【請求項２】
　

【請求項３】
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メインデータ用の記憶媒体からメインデータを入力する入力手段と、前記入力手段によ
り入力された前記メインデータを実行するデータ実行手段と、を有する、前記メインデー
タを処理するためのデータ処理装置に設けられ、所定の処理を施された前記メインデータ
の読み出しのみを許可する制御機能を有するセキュリティチェック手段を備えたデータセ
キュリティ装置において、前記セキュリティチェック手段における前記制御機能を解除す
る解除データ用の記憶媒体から、前記入力手段により入力された解除データに基づいて、
前記セキュリティチェック手段の前記制御機能を解除する解除手段を設けたことを特徴と
するデータセキュリティ装置。

前記メインデータ用の記憶媒体および前記解除データ用の記憶媒体は、前記データ処理
装置に着脱自在に設けられていることを特徴とする請求項１記載のデータセキュリティ装
置。

前記メインデータ用の記憶媒体および前記解除データ用の記憶媒体には、同一または異
なるＩＤデータが格納され、前記入力手段により入力されたＩＤデータを検出するＩＤ検
出手段と、前記ＩＤ検出手段により検出されたＩＤデータを格納するＩＤ格納手段と、前
記メインデータ用の記憶媒体に格納されたＩＤデータと前記解除データ用の記憶媒体に格
納されたＩＤデータとが同一の場合にのみ前記読出し手段を作動させるＩＤ照合手段とを



【請求項４】
　

【請求項５】
　

【請求項６】
　

【請求項７】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、たとえばゲームのプログラムデータを記録したＲＯＭの内容が、違法に実行、
コピーまたは解析されることを防止するデータセキュリティ装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
初期の頃の単純なテレビゲーム機は、本体内に固定されたメモリにゲームのプログラムデ
ータが記録され、このプログラムによって実現されるゲームだけを楽しむことしかできな
かった。しかし、近年では、ゲームのプログラムデータを記録したＲＯＭを、ゲーム機本
体に着脱自在に設け、このＲＯＭを交換するだけで様々な異なったゲームを楽しむことが
できるゲーム機が開発され、広く普及している。このようなＲＯＭは、ＲＯＭカートリッ
ジのように専用の回路を小ケース内に封入したカートリッジ型のもの、ＣＤ－ＲＯＭのよ
うに光学記録媒体を使用したものなどがあり、それぞれの利点を生かした利用がなされて
いる。
【０００３】
そして、特に人気のあるゲームプログラムを記録したＲＯＭカートリッジやＣＤ－ＲＯＭ
は、商品の供給が需要に対応できず、高額で取り引きされることが多い。このため、ＲＯ
Ｍの内容が違法にコピーされ、市場に出回るケースが後を絶たない。また、ゲームセンタ
ーにおけるアーケードゲーム機の場合には、ゲームプログラムを記録したＲＯＭとして、
基板上の回路によって構成したＲＯＭボードが用いられている。このようなＲＯＭボード
も、本体に着脱自在に設けられているので、内容が違法にコピーされ、業務用として盗用
される可能性が高い。
【０００４】
これに対処するため、通常のＲＯＭのデータには、解析やコピーを制限する処理が施され
、ゲーム機側には、この処理のなされていないＲＯＭ内のゲームプログラムの実行を制限
するデータセキュリティ装置が設けられている。このようなデータセキュリティ装置の一
例として、ＣＤ－ＲＯＭ用のゲーム機に設けたものを以下に説明する。
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有することを特徴とする請求項２記載のデータセキュリティ装置。

前記解除手段は、前記セキュリティチェック手段の機能の作動を制御するフラグと、前
記フラグを格納したフラグ格納手段とを有することを特徴とする請求項３記載のデータセ
キュリティ装置。

前記メインデータはゲームのプログラムデータであり、前記データ処理装置はコンピュ
ータを有するゲーム機であり、前記解除手段、前記フラグ格納手段、前記ＩＤ検出手段、
前記ＩＤ格納手段および前記ＩＤ照合手段を前記ゲーム機のコンピュータ上に構成したこ
とを特徴とする請求項４記載のデータセキュリティ装置。

前記メインデータ用の記憶媒体および前記解除データ用の記憶媒体はＣＤ－ＲＯＭであ
り、前記入力手段はＣＤ－ＲＯＭドライブであることを特徴とする請求項５記載のデータ
セキュリティ装置。

メインデータ用の記憶媒体からメインデータを入力する入力手段と、前記入力手段によ
り入力された前記メインデータを実行するデータ実行手段と、を有する、前記メインデー
タを処理するためのデータ処理装置に対してのものであり、所定の処理を施された前記メ
インデータの読み出しのみを許可する制御機能を有するセキュリティチェックを実行する
ようにしたデータセキュリティ方法において、前記セキュリティチェックにおける前記制
御機能を解除する解除データ用の記憶媒体から入力された解除データに基づいて、前記セ
キュリティチェックの前記制御機能を解除するようにしたデータセキュリティ方法。



【０００５】
まず、通常に市販されているＣＤ－ＲＯＭ（以下、市販ＣＤと呼ぶ）に記録されたデータ
は、以下のように構成されている。すなわち、図７に示すように、市販ＣＤ内には、ゲー
ムのプログラムデータ１８ｄが記録され、さらに、専用の装置でなければ解析、コピーが
不可能な特殊コード１８ａが挿入されている。
【０００６】
一方、市販のゲーム機のコンピュータ上には、市販ＣＤ内の特殊コード１８ａの有無をチ
ェックして、特殊コード１８ａのあるプログラムのみの実行を許可するセキュリティチェ
ック手段が設けられている。すると、特殊コード１８ａが挿入されている正規の市販ＣＤ
ならば、セキュリティチェック手段によってプログラムデータ１８ｄの実行が許可される
ので、通常の市販のゲーム機でゲームのプログラムデータ１８ｄを実行することができる
。そして、市販ＣＤ内のプログラムデータ１８ｄが違法にコピーされた場合であっても、
特殊コード１８ａはコピーされないので、そのＣＤ内のプログラムデータ１８ｄを市販の
ゲーム機で実行しようとしても、セキュリティチェック手段が存在するために実行できな
いことになる。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記のような従来のデータセキュリティ装置には、以下のような問題点が
あった。すなわち、ゲームのプログラムデータの内容は、正当な権原を有しない者による
違法なコピー、解析または実行からは、確実に保護されるべきであるが、ゲームプログラ
ムの正規の開発者（正当な権原を有する者）は、内容を容易に実行できる方が便利である
。なぜなら、作成したゲームがどの様に実行されるかを常にチェックする必要があるから
である。そして、このチェックに用いる装置は、専用の装置を作ることによって余計な費
用をかけるよりも、ユーザーが使用するものと同一の市販の装置でおこなう方がよい。ユ
ーザーの立場からゲームを楽しむことができるかどうかをチェックする意味からも、市販
のゲーム機でおこなうことが望ましいのである。
【０００８】
しかし、上述のように、市販のゲーム機は特殊コードの有無をチェックするセキュリティ
チェック手段が存在するので、特殊コードがない開発中のゲームプログラムを実行するこ
とができない。さらに、特殊コードは、解析やコピー不能とするために、非常に複雑な構
成を有しているので、作成する場合には、かなりの時間と手間がかかり、ゲームソフトを
開発する度に作成しているとゲームプログラムの開発に支障をきたす可能性がある。
【０００９】
本発明は、以上のような従来技術の課題を解決するために提案されたものであり、その目
的は、正当な権原の無い者によるデータの実行、解析、コピー等を確実に防止しつつ、権
原のある者によるデータの実行を容易におこなうことができるデータセキュリティ装置を
提案することである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために、請求項１記載の発明は、メインデータを処理するためのデ
ータ処理装置に設けられ、メインデータ用の記憶媒体からメインデータを入力する入力手
段と、前記入力手段により入力された前記メインデータを実行するデータ実行手段と、所
定の処理を施された前記メインデータの読み出しのみを許可するセキュリティチェック手
段とを備えたデータセキュリティ装置において、前記セキュリティチェック手段における
前記読出し手段の制御機能を解除する解除データ用の記憶媒体から、前記入力手段により
入力された解除データに基づいて、前記セキュリティチェック手段の制御機能を解除する
解除手段を設けたことを特徴とする。
【００１１】
請求項２記載の発明は、請求項１記載のデータセキュリティ装置において、前記メインデ
ータ用の記憶媒体および前記解除データ用の記憶媒体は、前記データ処理装置に着脱自在
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に設けられていることを特徴とする。
【００１２】
請求項３記載の発明は、請求項２記載のデータセキュリティ装置において、前記メインデ
ータ用の記憶媒体および前記解除データ用の記憶媒体には、同一または異なるＩＤデータ
が格納され、前記入力手段により入力されたＩＤデータを検出するＩＤ検出手段と、前記
ＩＤ検出手段により検出されたＩＤデータを格納するＩＤ格納手段と、前記メインデータ
用の記憶媒体に格納されたＩＤデータと前記解除データ用の記憶媒体に格納されたＩＤデ
ータとが同一の場合にのみ前記読出し手段を作動させるＩＤ照合手段とを有することを特
徴とする。
【００１３】
請求項４記載の発明は、請求項３記載のデータセキュリティ装置において、前記解除手段
は、前記セキュリティチェック手段の機能の作動を制御するフラグと、前記フラグを格納
したフラグ格納手段とを有することを特徴とする。
【００１４】
請求項５記載の発明は、請求項４記載のデータセキュリティ装置において、前記メインデ
ータはゲームのプログラムデータであり、前記データ処理装置はコンピュータを有するゲ
ーム機であり、前記解除手段、前記フラグ格納手段、前記ＩＤ検出手段、前記ＩＤ格納手
段および前記ＩＤ照合手段を前記ゲーム機のコンピュータ上に構成したことを特徴とする
。
【００１５】
請求項６記載の発明は、請求項５記載のデータセキュリティ装置において、前記メインデ
ータ用の記憶媒体および前記解除データ用の記憶媒体はＣＤ－ＲＯＭであり、前記入力手
段はＣＤ－ＲＯＭドライブであることを特徴とする。
【００１６】
【作用】
上記のような構成を有する本発明の作用は以下の通りである。すなわち、請求項１記載の
発明では、メインデータ用の記憶媒体からメインデータを入力手段により入力すると、解
除手段によってセキュリティチェック手段における読出し手段の制御機能が解除される。
すると、メインデータ用の記憶媒体から入力手段によってメインデータが入力された場合
に、読出し手段がメインデータを読み出し、メインデータが実行手段に送られる。したが
って、所定の処理が施されていないメインデータであっても、あらかじめ解除データを入
力しておくことによって、実行可能となる。
【００１７】
請求項２記載の発明では、メインデータ用の記憶媒体がデータ処理装置に着脱自在に設け
られているので、ユーザーによる広範な利用が実現できる。そして、かかる記憶媒体のメ
インデータが、正当な権原の無いものに不当にコピーされた等の事情により所定の処理を
施されていないものとなった場合には、セキュリティチェック手段における読出し手段の
制御機能が働くので、データ処理装置によってデータを不当に実行することはできない。
【００１８】
一方、解除データ用の記憶媒体がデータ処理装置に着脱自在に設けられているので、解除
データ用の記憶媒体を正当な権原を有する者が秘匿しておけば、正当な権原を有する者の
みが試作中のデータを実行することができる。すなわち、解除データ用の記憶媒体をデー
タ処理装置に装着すれば、上記のようにセキュリティチェック手段における読出し手段の
制御機能を解除することができる。したがって、このような解除後に、試作中である等の
事情で所定の処理を施されていないメインデータ用の記憶媒体をデータ処理装置に装着す
れば、メインデータの実行をおこなうことができる。
【００１９】
請求項３記載の発明では、解除データ用の記憶媒体から入力手段により入力されたＩＤデ
ータが、ＩＤ検出手段により検出され、ＩＤ格納手段に格納される。つぎに、メインデー
タ用の記憶媒体から入力手段により入力されたＩＤデータがＩＤ検出手段により検出され
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、ＩＤ格納手段に格納された解除データ用の記憶媒体のＩＤデータとメインデータ用の記
憶媒体のＩＤデータとがＩＤ照合手段によって照合される。もし、ＩＤデータが一致すれ
ば、読出し手段が作動し、メインデータ用の記憶媒体から入力手段によって入力されると
メインデータを読出し手段が読み出し、メインデータが実行手段に送られるので、メイン
データが実行手段によって実行可能となる。
【００２０】
また、ＩＤデータが一致しなければ、読出し手段は作動せず、メインデータ用の記憶媒体
からメインデータが入力手段によって入力されても、メインデータを読出し手段が読み出
すことはないので、メインデータは実行されない。
【００２１】
請求項４記載の発明では、解除データ用の記憶媒体から入力手段により入力された解除デ
ータによって、フラグ格納手段に格納されたフラグのＯＮ、ＯＦＦをおこなう。そして、
このフラグがＯＮとなることによってセキュリティチェック手段の作動を制御することが
できるので、プログラム上の手順によって解除手段を実現できる。
【００２２】
請求項５記載の発明では、はじめに、解除データ用の記憶媒体から入力手段によって解除
データおよびＩＤデータを入力する。すると、上記のように、解除データによってセキュ
リティチェック手段の機能が解除され、ＩＤデータがＩＤ格納手段に格納される。つぎに
、メインデータ用の記憶媒体から入力手段によってゲームのプログラムデータおよびＩＤ
データを入力する。すると、上記のように、ＩＤ格納手段に格納されたＩＤデータとメイ
ンデータ用の記憶媒体のＩＤデータとが一致すれば、読出し手段が作動し、ゲームのプロ
グラムデータが読み出され、実行手段によってゲームが実行される。
【００２３】
また、ＩＤデータが一致しなければ、読出し手段は作動せず、ゲームのプログラムデータ
を読出し手段が読み出すことはないのでゲームは実行されない。
【００２４】
請求項６記載の発明では、まず、解除データ用のＣＤ－ＲＯＭをＣＤ－ＲＯＭドライブに
装着することにより、上記のようにセキュリティチェック手段の機能解除、ＩＤデータの
格納がおこなわれる。つぎに、メインデータ用のＣＤ－ＲＯＭをＣＤ－ＲＯＭドライブに
装着する（ＣＤ－ＲＯＭを交換する）ことにより、上記のようにゲームのプログラムデー
タの読み出し、実行がおこなわれる。
【００２５】
【実施例】
請求項１～請求項６記載の本発明に対応する一実施例を、図面にしたがって以下に説明す
る。なお、請求項１記載の読出し手段はプログラムデータ読出し手段、解除データはＫＥ
Ｙ－ＣＤデータ、メインデータ用の記憶媒体は試作ＣＤまたは市販ＣＤ、解除データ用の
記憶媒体はＫＥＹ－ＣＤとする。請求項３記載のＩＤデータはＫＥＹ－ＩＤおよびＤＩＳ
Ｃ－ＩＤとし、請求項４記載のフラグはセキュリティフラグとする。また、請求項１にお
けるメインデータに施す所定の処理とは、同一のＣＤ内に特殊コードを挿入することを意
味する。
【００２６】
さらに、本実施例は、テレビゲーム機のコンピュータ上に実現されるものであり、装置の
各機能は、プログラムの形式で表現された所定の手順でコンピュータを動作させることに
よって実現されているが、本装置の機能の全部又は一部は専用の電子回路上に実現しても
よい。以下、本装置の各機能を手段等によって表現したブロック図、およびハードウェア
構成を示す仮想的回路ブロック図を用いて説明する。なお、本実施例におけるゲーム実現
手段であるゲーム機の回路は、周知の技術によって構成されているので、説明を省略する
。
【００２７】
（１）実施例の構成
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本実施例の構成を以下に説明する。まず、試作中のＣＤ－ＲＯＭ（以下、試作ＣＤ１と呼
ぶ）内のデータ構成を説明する。すなわち、図１に示すように、試作ＣＤ１には、ゲーム
のプログラムデータ１ｄとともに、制作するメーカーごとに異なった識別子であるＤＩＳ
Ｃ－ＩＤ１ｂが記録されている。そして、この試作ＣＤには、制作の手間を省き、作業効
率を良くするために、特殊コードは挿入されていない。本実施例では、このような特殊コ
ードの無い試作ＣＤ１であっても、プログラムの実行をおこなうことができるようにする
ために、試作ＣＤ１とは別個のＣＤ－ＲＯＭであるＫＥＹ－ＣＤ２を用いる。つまり、ゲ
ーム機のＣＤドライブに、まずＫＥＹ－ＣＤ２をセットし、ＫＥＹ－ＣＤ２内のデータの
読み出しをおこなうことによりセキュリティチェック手段の機能を解除する。その後に、
ＣＤドライブ内のＫＥＹ－ＣＤ２を試作ＣＤ１に入れ替えて、試作ＣＤ１内のデータの読
み出しをおこなう。
【００２８】
このようなセキュリティチェック手段の機能解除に用いられるＫＥＹ－ＣＤ２内の、デー
タ構成を以下に説明する。すなわち、図２に示すように、ＫＥＹ－ＣＤ２内には、専用の
装置でなければ解析、コピーが不可能な特殊コード２ａが挿入されている。この特殊コー
ド２ａは、従来例と同様に、入力されると市販のゲーム機に設けられたセキュリティチェ
ック手段が、ゲームプログラムの読み出しを許可するデータである。また、ＫＥＹ－ＣＤ
２内には、ゲームプログラムを制作するメーカーごとに異なった識別子であるＫＥＹ－Ｉ
Ｄ２ｂが記録されている。同じメーカーのＫＥＹ－ＩＤ２ｂとＤＩＳＣ－ＩＤ１ｂとは対
応している。そして、ＫＥＹ－ＣＤ２内には、セキュリティチェック手段が特殊コードの
有無をチェックする機能を解除するＫＥＹ－ＣＤデータ２ｃが記録されている。さらに、
ＫＥＹ－ＣＤ２には、プログラムデータ２ｄが記録されている場合もある。
【００２９】
一方、ゲーム機内に設けられたセキュリティ部３は、以下のような構成となっている。す
なわち、図３に示すように、ＣＤ－ＲＯＭ内の情報を入力するための入力手段４が、セキ
ュリティチェック手段５を介してプログラムデータ読み出し手段６に接続されている。こ
のセキュリティチェック手段５は、ＣＤ内の特殊コードの有無をチェックして、プログラ
ムデータ読み出し手段６のプログラムデータの読み出しを制御する機能を有する。プログ
ラムデータ読出し手段６は、ゲーム実現手段１１に接続されている。このプログラムデー
タ読出し手段６は、ＣＤ内のプログラムデータを読み出して、ゲーム実現手段１１に出力
する機能を有する。
【００３０】
また、セキュリティチェック手段５には、ＣＤ内のＤＩＳＣ－ＩＤ１ｂおよびＫＥＹ－Ｉ
Ｄ２ｂを検出するための手段であるＩＤ検出手段８が接続されている。ＩＤ検出手段８に
は検出されたＫＥＹ－ＩＤ２ｂを格納するためのＩＤ格納手段９が接続されている。また
、ＩＤ検出手段８には、検出されたＤＩＳＣ－ＩＤ１ｂおよびＩＤ格納手段９に格納され
たＫＥＹ－ＩＤ２ｂを照合するＩＤ照合手段１０が接続され、ＩＤ照合手段１０はプログ
ラムデータ読出し手段６に接続されている。
【００３１】
さらに、セキュリティチェック手段５にはフラグ格納手段７が接続されている。このフラ
グ格納手段７には、図４に示すように、セキュリティフラグ７ａおよび読み出し許可フラ
グ７ｂが格納されている。ここで、フラグとは、プログラム上のスイッチ点を制御する標
識である。セキュリティフラグ７ａはＯＮとなる（フラグを立てる）ことによって、セキ
ュリティチェック手段５の特殊コードチェック機能を作動可能な状態にするフラグである
。また、読み出し許可グラフ７ｂは、ＯＮとなることによって、プログラムデータ読み出
し手段６のプログラムデータ読み出し機能を作動可能な状態とするフラグである。なお、
後述の作用に示す処理手順をおこなうことができるように、所定のプログラムによって、
以下のように設定されている。すなわち、ゲーム機本体の電源をＯＮにした直後には、セ
キュリティフラグ７ａはＯＮとなり、読み出し許可グラフ７ｂはＯＦＦとなるように設定
され、ＫＥＹ－ＩＤ２ｂがＩＤ格納手段に格納された後には、ＫＥＹ－ＣＤデータ２ｃに
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よって、セキュリティフラグ７ａはＯＦＦとなり、読み出し許可グラフ７ｂはＯＮとなる
ように設定されている。さらに、ＫＥＹ－ＩＤ２ｂとＤＩＳＣ－ＩＤ１ｂが照合されて一
致した後にも、読み出し許可フラグ７ｂがＯＮとなるように設定されている。
【００３２】
なお、本実施例のハードウェア構成の簡略図を、以下に説明する。すなわち、図５に示す
ように、入力手段４としては、ＣＤ－ＲＯＭドライブ（以下、ＣＤドライブ１２と呼ぶ）
が用いられる。このＣＤドライブ１２には、プログラムデータ読み出し手段６を実現する
ＣＤドライブ制御回路１３が接続されている。ＣＤドライブ制御回路１３は、ＣＤデータ
バッファ１４を介してゲームの実現手段１１としてのゲーム機の回路１５に接続されてい
る。ＣＤドライブ制御回路１３には、セキュリティチェック手段５、ＩＤ検出手段８、Ｉ
Ｄ照合手段１０を実現するセキュリティ回路１６が接続されている。セキュリティ回路１
６には、フラグ格納手段７およびＩＤ格納手段９を実現するメモリ１７が接続されている
。
【００３３】
（２）実施例の作用
以上のような構成を有する本実施例の作用を、図６の処理の手順を示すフローチャートに
したがって以下に説明する。すなわち、まずはじめに電源をＯＮにする（ステップ５０１
）。すると、セキュリティフラグ７ａはＯＮとなり（ステップ５０２）、読み出し許可フ
ラグ７ｂはＯＦＦとなる（ステップ５０３）。つぎに、ユーザーがＣＤドライブ１２にＫ
ＥＹ－ＣＤ２をセットすると、セキュリティチェック手段５によって、セキュリティフラ
グ７ａがチェックされる。この場合、セキュリティフラグ７ａがＯＮなので、ステップ５
０５へ進む（ステップ５０４）。そして、セキュリティチェック手段５によって、ＫＥＹ
－ＣＤ２内の特殊コード２ａの有無がチェックされる。セットされたＫＥＹ－ＣＤ２には
、特殊コード２ａが有るので、ステップ５０６に進む（ステップ５０５）。ＩＤ検出手段
８によって、セットされたＣＤがＫＥＹ－ＣＤ２かどうかが判断される（ステップ５０６
）。そして、ＫＥＹ－ＣＤ２からＫＥＹ－ＩＤ２ｂが検出され、検出されたＫＥＹ－ＩＤ
２ｂはＩＤ格納手段９に格納される（ステップ５０７）。ＫＥＹ－ＩＤ２ｂがＩＤ格納手
段９に格納されると、ＫＥＹ－ＣＤデータ２ｃによって、セキュリティフラグ７ａがＯＦ
Ｆになり（ステップ５０８）、読み出し許可フラグ７ｂがＯＮになる（ステップ５０９）
。
【００３４】
つぎに、ユーザーがＣＤドライブ１２内のＫＥＹ－ＣＤ２を試作ＣＤ１に交換すると、Ｃ
Ｄの交換がおこなわれたことが検出され（ステップ５１０）、ステップ５０３に戻ってそ
れ以降の処理をおこなう。そして、この場合、すでにステップ５０８においてセキュリテ
ィフラグ７がＯＦＦとなっているので、ステップ５０４からステップ５１４に進み、ＩＤ
検出手段８によって試作ＣＤ１内のＤＩＳＣ－ＩＤ１ｂが検出される。検出されたＤＩＳ
Ｃ－ＩＤ１ｂとＩＤ格納手段９に格納されたＫＥＹ－ＩＤ２ｂとは、ＩＤ照合手段１０に
よって照合される（ステップ５１４）。ＤＩＳＣ－ＩＤ１ｂとＫＥＹ－ＩＤ２ｂとが、同
一メーカーのＩＤであって一致する場合には、ステップ５１６に進み（ステップ５１５）
、読み出し許可フラグ７ｂがＯＮになる（ステップ５１６）。
【００３５】
この後は、試作ＣＤ１はそのままＣＤドライブ１２にセットしておくので、ＣＤの交換は
おこなわれなかったことになり、ステップ５１１へ進む（ステップ５１０）。プログラム
データ読み出し手段６は、所定のプログラムにより設定された読み出し用のコマンドを受
信した場合には、ステップ５１２に進み、コマンドの受信がない場合には、ステップ５１
０に戻る（ステップ５１１）。コマンド受信後は、読み出し許可フラグ７ｂがＯＮかどう
かがチェックされる。つまり、試作ＣＤ１のＤＩＳＣ－ＩＤ１ｂがＫＥＹ－ＣＤ２のＫＥ
Ｙ－ＩＤ２ｂと一致する場合には、ステップ５１６において読み出し許可フラグ７ｂがＯ
Ｎとなっているので、ステップに５１３に進む。以上のような手順を経て、プログラムデ
ータ読み出し手段６によって、試作ＣＤ１内のプログラムデータ１ｄを読み出すことが可
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能となり（ステップ５１３）、ゲームプログラムがゲーム機の回路１５に出力されること
によりゲームが実行される。
【００３６】
また、ステップ５１５において、試作ＣＤ１のＤＩＳＣ－ＩＤ１ｂがＫＥＹ－ＣＤ２のＫ
ＥＹ－ＩＤ１ｂと一致しない場合には、ステップ５０５へ戻る。つぎに、試作ＣＤ１には
特殊コードがなく、ステップ５１０へと進むので、読み出し許可フラグ７ｂはＯＦＦのま
まである。そして、ステップ５１２において、読み出し許可フラグＯＦＦが判断されてス
テップ５１０に戻るので、ＫＥＹ－ＩＤ２ｂに一致するＤＩＳＣ－ＩＤ１ｂをもつ試作Ｃ
Ｄ１がセットされるまで、プログラムデータ１ｄの読み出しはおこなわれない。
【００３７】
なお、本実施例は、当然に従来例と同様に市販ＣＤ１８をセットしてゲームを実行するこ
ともできる。市販ＣＤ１８をセットしてゲームを実行する場合の手順は、以下の通りであ
る。すなわち、市販ＣＤ１８には特殊コード１８ａが存在するので、ステップ５０１～ス
テップ５０５までは、上記例と同様に進む。つぎに、ステップ５０６においては、ＣＤド
ライブ１２にセットされた市販ＣＤ１８にはＫＥＹ－ＩＤはないので、ステップ５０９に
進み、読み出し許可フラグ７ｂがＯＮになる。これ以降の手順は上記試作ＣＤ１の場合と
同様であり、前記のようにステップ５０９において読み出し許可フラグ７ｂがＯＮになっ
ているので、プログラムデータ１８ｄの読み出しがおこなわれる（ステップ５１０～５１
３）。
【００３８】
さらに、違法にコピーされたＣＤ－ＲＯＭの場合（以下、違法コピーＣＤと呼ぶ）には、
以下のような手順にしたがって、プログラムデータの読み出しが制限される。まず、違法
コピーＣＤは、特殊コードが挿入されていない。このような違法コピーＣＤをＣＤドライ
ブ１２にセットしても、ステップ５０１からステップ５０４までの手順が上記例と同様に
おこなわれる。しかし、ステップ５０５において特殊コードの有無が判断されると、特殊
コードがないのでステップ５１０に進む。その後の手順は試作ＣＤの場合と同様に進むが
、読み出し許可フラグ７ｂはＯＦＦとなったままなので、ステップ５１２においてチェッ
クされ、プログラムデータの読み出しはおこなわれない。
【００３９】
（３）実施例の効果
以上のような本実施例の効果は、以下の通りである。すなわち、市販のゲーム機に本実施
例を設けると、ＫＥＹ－ＣＤ２を用いることによって、セキュリティチェック手段５によ
る特殊コードチェック機能をＯＦＦにすることができるので、試作ＣＤ１であって特殊コ
ードのないものであっても、ゲームを実行することができる。したがって、ゲームソフト
の開発中に、試作したゲームを市販のゲーム機によって容易に実行して試験、確認等をお
こなうことができるので、開発を効率よく円滑におこなうことができる。
【００４０】
また、違法コピーＣＤには特殊コードがないので、ＫＥＹ－ＣＤ２がない限り、市販のゲ
ーム機でゲームを実行することはできず、ゲームプログラムの秘密保持は守られる。
【００４１】
また、解除手段は、機械的なスイッチによって実現することも可能であるが、フラグのＯ
Ｎ、ＯＦＦというプログラム上の手法によって実現できるので、設定の変更等が容易にお
こなえる。
【００４２】
また、ＫＥＹ－ＣＤ２内に記録されたＫＥＹ－ＩＤ２ｂは、試作ＣＤ１内のＤＩＳＣ－Ｉ
Ｄ１ｂと一致しなければゲームを実行することができない。したがって、各開発メーカー
ごとにまたは各開発者ごとに異なったＫＥＹ－ＣＤ２を持つようにすれば、ＫＥＹ－ＣＤ
２を、どんなＣＤでも読み出し可能にするマスターキーとして使用することはできないの
で、秘密保持の確実性は高い。
【００４３】
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さらに、セキュリティチェック手段５の機能解除用のＫＥＹ－ＣＤデータ２ｃおよびＩＤ
照合用のＫＥＹ－ＩＤ２ｂは、一枚のＫＥＹ－ＣＤ２に記録されているので、ＫＥＹ－Ｃ
Ｄデータ２ｃやＫＥＹ－ＩＤ２ｂの入力に手間がかからず便利である。また、ゲームのプ
ログラムデータ１ｄおよびＤＩＳＣ－ＩＤ１ｂは、一枚の試作ＣＤ１に記録されているの
で、ＤＩＳＣ－ＩＤ１ｂの入力とプログラムデータ１ｄの入力とを別々におこなう必要が
ない。よって、開発者は試作ＣＤ１のチェックを容易に迅速におこなうことができ、ゲー
ム開発の効率が向上する。
【００４４】
（４）その他の実施例
本発明は、以上のような実施例に限定されるものではなく、各機能ブロックの接続、配置
および設定等は適宜変更可能である。たとえば、ＫＥＹ－ＣＤ２内のプログラムデータ２
ｄは、必ずしも必要ではない。また、試作ＣＤ１内のＤＩＳＣ－ＩＤ１ｂおよびＫＥＹ－
ＣＤ２内のＫＥＹ－ＩＤ２ｂを複数設定し、すべてのＩＤが一致しなければプログラムデ
ータを読み出すことができないように設定すれば、秘密保持の確実性はさらに増す。
【００４５】
なお、特殊コードによるセキュリティのみでよい場合には、上述のＤＩＳＣ－ＩＤ１ｂお
よびＫＥＹ－ＩＤ２ｂを用いない設定にすることもできる。この場合、ＣＤ－ＲＯＭ内に
これらのＩＤを格納する必要もなく、ゲーム機にもＩＤ検出手段８等を設ける必要がなく
なり、ＫＥＹ－ＣＤ２はいわゆるマスターキーのように使用することができる。
【００４６】
また、本発明は、ゲーム機ばかりでなく、通常のコンピュータにおけるデータセキュリテ
ィ装置として用いることもできる。したがって、記憶媒体としてＣＤ－ＲＯＭ以外のもの
、たとえば、ＲＯＭカートリッジ、ＲＯＭボード、フロッピーディスク、ＲＡＭカード、
磁気テープ、光磁気ディスク等であってもよい。また、入力手段４はＣＤドライブ１２以
外の装置、例えば、フロッピーディスクドライブ、ＲＡＭカード装置、磁気テープ装置、
光学ディスク装置、磁気ディスク装置などを用いてもよい。
【００４７】
フラグ格納手段７やＩＤ格納手段９等の格納手段は、実現の態様は自由であり、たとえば
、主記憶装置上に実現しても外部記憶装置上に実現してもよく、ＣＰＵのレジスタやキャ
ッシュメモリを用いてもよい。また、フラグ格納手段７やＩＤ格納手段９等は実現される
メモリ１７が、同種か別種かも自由である。
【００４８】
解除手段は、フラグのＯＮ、ＯＦＦによるばかりでなく、他のプログラム上の手法によっ
ても実現できるし、上述のように機械的なスイッチによって実現することも可能である。
【００４９】
さらに、本実施例における各手順の各ステップは、その性質に反しない限り、実行順序を
変更し、複数同時に実行し、また、実行ごとに異なった順序で実行してもよい。
【００５０】
【発明の効果】
以上のような本発明によれば、セキュリティチェック手段の機能を一時的に解除するスイ
ッチ手段を設けることによって、正当な権原の無い者による記録媒体内のデータの実行、
解析、コピー等を確実に防止しつつ、正当な権原のある者によるデータの実行を容易にす
るデータセキュリティ装置を提案することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例に使用する試作ＣＤのデータ構成を示す説明図
【図２】本発明の一実施例に使用するＫＥＹ－ＣＤのデータ構成を示す説明図
【図３】本発明の一実施例の構成を示すブロック図
【図４】図３の実施例におけるフラグ格納手段の内容を示す説明図
【図５】図３の実施例における回路ブロック図
【図６】図３の実施例の処理の手順を示すフローチャート
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【図７】市販ＣＤのデータ構成を示す説明図。
【符号の説明】
１…試作ＣＤ
１ｂ…ＤＩＳＣ－ＩＤ
１ｄ…プログラムデータ
２…ＫＥＹ－ＣＤ
２ａ…特殊コード
２ｂ…ＫＥＹ－ＩＤ
２ｃ…ＫＥＹ－ＣＤデータ
２ｄ…プログラムデータ
３…セキュリティ部
４…入力手段
５…セキュリティチェック手段
６…プログラムデータ読出し手段
７…フラグ格納手段
７ａ…セキュリティフラグ
７ｂ…読み出し許可フラグ
８…ＩＤ検出手段
９…ＩＤ格納手段
１０…ＩＤ照合手段
１１…ゲーム実現手段
１２…ＣＤドライブ
１３…ＣＤドライブ制御回路
１４…ＣＤデータバッファ
１５…ゲーム機の回路
１６…セキュリティ回路
１７…メモリ
１８…市販ＣＤ
１８ａ…特殊コード
１８ｄ…プログラムデータ
５０１以降…手順の各ステップ
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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