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(57)【要約】
【課題】記録媒体に記録されているアプリケーションプ
ログラムによって処理される情報を、異なる記録媒体に
記録されているアプリケーションプログラムが引き継い
で利用する。
【解決手段】
　例えば、２００９年春版のＢＤ１１に対応するフォル
ダ２１３－１２に３つのデータ（file ａ，file ｃ，fi
le ｄ）が格納されているとする。また、２００９年夏
版のＢＤ１１Ｂに対応するフォルダ２１３－１１に３つ
のデータ（file ａ，file ｂ，file ｄ）が格納されて
いるとする。この場合、フォルダ２１３－１１に既存の
データに上書きコピーすることなく、フォルダ２１３－
１２に存在するデータのうち、フォルダ２１３－１１に
存在しないものだけをフォルダ２１３－１１にコピーす
るようにする。本発明は、ＢＤプレーヤなどに適用でき
る。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツとしてのアプリケーションプログラムと、
　前記アプリケーションプログラムに対して発行された第１のルート証明書と、
　前記アプリケーションプログラムに対して前記第１のルート証明書が発行される以前に
発行されていた第２のルート証明書と
　が少なくとも記録されている記録媒体から、前記アプリケーションプログラムを読み出
して実行する情報処理装置において、
　前記アプリケーションプログラムによって処理されるデータを格納するための、前記第
１のルート証明書に対応付けた前記第１のフォルダをメモリ上に作成する作成手段と、
　前記第２のルート証明書に対応付けられた第２のフォルダが前記メモリ上に存在する場
合、前記第２のフォルダに格納されているデータを、前記第１のフォルダにコピーするコ
ピー手段と
　を含む情報処理装置。
【請求項２】
　前記記録媒体に記録されている前記第１および第２のルート証明書からハッシュ値を導
出するハッシュ値導出手段を
　さらに含む請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記作成手段は、前記第１のルート証明書から導出されたハッシュ値に対応付けた前記
第１のフォルダをメモリ上に作成し、
　前記コピー手段は、前記第２のルート証明書から導出されたハッシュ値に対応付けられ
た第２のフォルダが前記メモリ上に存在する場合、前記第２のフォルダに格納されている
データを、前記第１のフォルダにコピーする
　請求項１または２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記記録媒体にはさらに、前記第１のルート証明書に対応する第１のハッシュ値、およ
び前記第２のルート証明書に対応する第２のハッシュ値が記録されており、
　前記作成手段は、前記第１のルート証明書から導出されたハッシュ値と、前記記録媒体
に記録されている前記第１のハッシュ値とが等しい場合、前記第１のルート証明書から導
出されたハッシュ値に対応付けた前記第１のフォルダをメモリ上に作成し、
　前記コピー手段は、前記第２のルート証明書から導出されたハッシュ値と、前記記録媒
体に記録されている前記第２のハッシュ値とが等しく、かつ、前記第２のルート証明書か
ら導出されたハッシュ値に対応付けられた第２のフォルダが前記メモリ上に存在する場合
、前記第２のフォルダに格納されているデータを、前記第１のフォルダにコピーする
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記メモリは、前記情報処理装置に設けられている内蔵メモリである
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記メモリは、前記情報処理装置に対して着脱自在に挿着された外部メモリである
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記コピー手段は、前記第２のルート証明書に対応付けられた第２のフォルダが前記メ
モリ上に存在する場合、前記第２のフォルダに格納されているデータのうち、前記第１の
フォルダに格納されているデータとファイルネームが異なるものだけを、前記第１のフォ
ルダにコピーする
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記記録媒体には、異なる複数の前記第２のルート証明書が記録されており、
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　前記コピー手段は、前記異なる複数の第２のルート証明書にそれぞれ対応付けられた複
数の第２のフォルダが前記メモリ上に存在する場合、前記複数の第２のフォルダに格納さ
れているデータを、前記第１のフォルダにコピーする
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　コンテンツとしてのアプリケーションプログラムと、
　前記アプリケーションプログラムに対して発行された第１のルート証明書と、
　前記アプリケーションプログラムに対して前記第１のルート証明書が発行される以前に
発行されていた第２のルート証明書と
　が少なくとも記録されている記録媒体から、前記アプリケーションプログラムを読み出
して実行する情報処理装置の情報処理方法において、
　前記アプリケーションプログラムによって処理されるデータを格納するため、前記第１
のルート証明書に対応付けた前記第１のフォルダをメモリ上に作成する作成ステップと、
　前記第２のルート証明書に対応付けられた第２のフォルダが前記メモリ上に存在する場
合、前記第２のフォルダに格納されているデータを、前記第１のフォルダにコピーするコ
ピーステップと
　を含む情報処理方法。
【請求項１０】
　コンテンツとしてのアプリケーションプログラムと、
　前記アプリケーションプログラムに対して発行された第１のルート証明書と、
　前記アプリケーションプログラムに対して前記第１のルート証明書が発行される以前に
発行されていた第２のルート証明書と
　が少なくとも記録されている記録媒体から、前記アプリケーションプログラムを読み出
して実行する情報処理装置の制御用のプログラムであって、
　前記アプリケーションプログラムによって処理されるデータを格納するため、前記第１
のルート証明書に対応付けた前記第１のフォルダをメモリ上に作成する作成ステップと、
　前記第２のルート証明書に対応付けられた第２のフォルダが前記メモリ上に存在する場
合、前記第２のフォルダに格納されているデータを、前記第１のフォルダにコピーするコ
ピーステップと
　を含む処理を情報処理装置のコンピュータに実行させるプログラム。
【請求項１１】
　コンテンツとしてのアプリケーションプログラムと、
　前記アプリケーションプログラムに対して発行された第１のルート証明書と、
　前記アプリケーションプログラムに対して前記第１のルート証明書が発行される以前に
発行されていた第２のルート証明書とが記録されている
　記録媒体。
【請求項１２】
　前記第１のルート証明書に対応する第１のハッシュ値、および前記第２のルート証明書
に対応する第２のハッシュ値がさらに記録されている
　請求項１０に記載の記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム、並びに記録媒体に関し、
特に、例えば、ＢＤ(Blu-ray Disc)（商標）に記録されているBD-J(Blu-ray Disc JAVA（
登録商標）)を用いて記述されたアプリケーションプログラムを読み出して実行する場合
に用いて好適な情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム、並びに記録媒体に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
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　DVD(digital versatile disc)やCD(compact disc)などに代表される従来の記録媒体を
用いたパッケージメディアには、コンテンツとして、映画などのＡＶデータなどが記録さ
れているに過ぎなかった。
【０００３】
　これに対して、ＢＤを用いたパッケージメディアでは、コンテンツとして、映画などの
ＡＶデータが記録されている他、BD-J(Blu-ray Disc JAVA（登録商標）)を用いて記述さ
れたアプリケーションプログラムも記録されているものがある。
【０００４】
　ここで、BD-Jとは、ユーザに対して対話型のサービスを提供し得るものであり、ＢＤを
再生するためのＢＤプレーヤには、このBD-Jに対応できることが義務付けられている。
【０００５】
　さらに、ＢＤプレーヤがインタネットに接続可能であれば、所定のサーバに接続しつつ
、ユーザに対して対話型のサービスを提供することができる。具体的には、例えば、イン
タネットを介して所定のサーバにアクセスし、オンラインショッピングのサービスを提供
するものが想定される。このアプリケーションプログラムが記録されたＢＤは、ショッピ
ングカタログとして配布する運用が考えられる。
【０００６】
　ところで、一般にオンラインショッピングのサービスをユーザが利用する場合、ユーザ
は、当該サービスを利用する毎（ログインする毎）にユーザＩＤやパスワードなどを入力
する必要がある。
【０００７】
　しかしながら、通常のＢＤプレーヤは、パーソナルコンピュータが備えているようなキ
ーボードを備えていないので、それらの入力がユーザにとって非常に面倒で手間のかかる
作業となる。
【０００８】
　このようなユーザの手間を軽減するため、従来においては、ＢＤに記録されているルー
ト証明書を用いてＢＤプレーヤの記憶領域を制御する特許文献１の手法で、インタネット
ブラウザで使用されているクッキ(cookie)と同様の手法でセッション情報を管理する方法
が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００７－１５０５８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、特許文献１に記載されているような、ＢＤに記録されているルート証明
書を用いてセッション情報を管理する既存の方法では、ＢＤに記録されているルート証明
書が変更された場合、セッション情報などの以前に生成された情報を引き継ぐことができ
ない。
【００１１】
　例えば、ショッピングカタログとしてのＢＤが季節ごとに更新されて配布されるような
場合に、春版のショッピングカタログを利用していたユーザが、新たに配布された夏版の
ショッピングカタログを利用することを想定する。この場合、春版のＢＤと、夏版のＢＤ
とで記録されているルート証明書が更新されてしまうと、春版を利用していたときの通信
記録情報が夏版を利用したときに引き継がれないので、ユーザがユーザＩＤなどの入力作
業を再度行う必要が生じてしまう。
【００１２】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、記録媒体に記録されているアプ
リケーションプログラムによって処理される情報を、異なる記録媒体に記録されているア
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プリケーションプログラムが引き継いで利用できるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の第１の側面である情報処理装置は、コンテンツとしてのアプリケーションプロ
グラムと、前記アプリケーションプログラムに対して発行された第１のルート証明書と、
前記アプリケーションプログラムに対して前記第１のルート証明書が発行される以前に発
行されていた第２のルート証明書とが少なくとも記録されている記録媒体から、前記アプ
リケーションプログラムを読み出して実行する情報処理装置において、前記アプリケーシ
ョンプログラムによって処理されるデータを格納するための、前記第１のルート証明書に
対応付けた前記第１のフォルダをメモリ上に作成する作成手段と、前記第２のルート証明
書に対応付けられた第２のフォルダが前記メモリ上に存在する場合、前記第２のフォルダ
に格納されているデータを、前記第１のフォルダにコピーするコピー手段とを含む。
【００１４】
　本発明の第１の側面である情報処理装置は、前記記録媒体に記録されている前記第１お
よび第２のルート証明書からハッシュ値を導出するハッシュ値導出手段をさらに含むこと
ができる。
【００１５】
　前記作成手段は、前記第１のルート証明書から導出されたハッシュ値に対応付けた前記
第１のフォルダをメモリ上に作成し、前記コピー手段は、前記第２のルート証明書から導
出されたハッシュ値に対応付けられた第２のフォルダが前記メモリ上に存在する場合、前
記第２のフォルダに格納されているデータを、前記第１のフォルダにコピーするようにす
ることができる。
【００１６】
　前記記録媒体にはさらに、前記第１のルート証明書に対応する第１のハッシュ値、およ
び前記第２のルート証明書に対応する第２のハッシュ値が記録されており、前記作成手段
は、前記第１のルート証明書から導出されたハッシュ値と、前記記録媒体に記録されてい
る前記第１のハッシュ値とが等しい場合、前記第１のルート証明書から導出されたハッシ
ュ値に対応付けた前記第１のフォルダをメモリ上に作成し、前記コピー手段は、前記第２
のルート証明書から導出されたハッシュ値と、前記記録媒体に記録されている前記第２の
ハッシュ値とが等しく、かつ、前記第２のルート証明書から導出されたハッシュ値に対応
付けられた第２のフォルダが前記メモリ上に存在する場合、前記第２のフォルダに格納さ
れているデータを、前記第１のフォルダにコピーするようにすることができる。
【００１７】
　前記メモリは、前記情報処理装置に設けられている内蔵メモリとすることができる。
【００１８】
　前記メモリは、前記情報処理装置に対して着脱自在に挿着された外部メモリとすること
ができる。
【００１９】
　前記コピー手段は、前記第２のルート証明書に対応付けられた第２のフォルダが前記メ
モリ上に存在する場合、前記第２のフォルダに格納されているデータのうち、前記第１の
フォルダに格納されているデータとファイルネームが異なるものだけを、前記第１のフォ
ルダにコピーするようにすることができる。
【００２０】
　前記記録媒体には、異なる複数の前記第２のルート証明書が記録されており、前記コピ
ー手段は、前記異なる複数の第２のルート証明書にそれぞれ対応付けられた複数の第２の
フォルダが前記メモリ上に存在する場合、前記複数の第２のフォルダに格納されているデ
ータを、前記第１のフォルダにコピーするようにすることができる。
【００２１】
　本発明の第１の側面である情報処理方法は、コンテンツとしてのアプリケーションプロ
グラムと、前記アプリケーションプログラムに対して発行された第１のルート証明書と、
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前記アプリケーションプログラムに対して前記第１のルート証明書が発行される以前に発
行されていた第２のルート証明書とが少なくとも記録されている記録媒体から、前記アプ
リケーションプログラムを読み出して実行する情報処理装置の情報処理方法において、前
記アプリケーションプログラムによって処理されるデータを格納するため、前記第１のル
ート証明書に対応付けた前記第１のフォルダをメモリ上に作成する作成ステップと、前記
第２のルート証明書に対応付けられた第２のフォルダが前記メモリ上に存在する場合、前
記第２のフォルダに格納されているデータを、前記第１のフォルダにコピーするコピース
テップとを含む。
【００２２】
　本発明の第１の側面であるプログラムは、コンテンツとしてのアプリケーションプログ
ラムと、前記アプリケーションプログラムに対して発行された第１のルート証明書と、前
記アプリケーションプログラムに対して前記第１のルート証明書が発行される以前に発行
されていた第２のルート証明書とが少なくとも記録されている記録媒体から、前記アプリ
ケーションプログラムを読み出して実行する情報処理装置の制御用のプログラムであって
、前記アプリケーションプログラムによって処理されるデータを格納するため、前記第１
のルート証明書に対応付けた前記第１のフォルダをメモリ上に作成する作成ステップと、
前記第２のルート証明書に対応付けられた第２のフォルダが前記メモリ上に存在する場合
、前記第２のフォルダに格納されているデータを、前記第１のフォルダにコピーするコピ
ーステップと含む処理を情報処理装置のコンピュータに実行させる。
【００２３】
　本発明の第２の側面である記録媒体は、コンテンツとしてのアプリケーションプログラ
ムと、前記アプリケーションプログラムに対して発行された第１のルート証明書と、前記
アプリケーションプログラムに対して前記第１のルート証明書が発行される以前に発行さ
れていた第２のルート証明書とが記録されている。
【００２４】
　本発明の第２の側面である記録媒体は、前記第１のルート証明書に対応する第１のハッ
シュ値、および前記第２のルート証明書に対応する第２のハッシュ値がさらに記録されて
いるようにすることができる。
【００２５】
　本発明の第１の側面においては、アプリケーションプログラムによって処理されるデー
タを格納するため、第１のルート証明書に対応付けた第１のフォルダがメモリ上に作成さ
れ、第２のルート証明書に対応付けられた第２のフォルダがメモリ上に存在する場合、第
２のフォルダに格納されているデータを、第１のフォルダにコピーされる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の第１の側面である情報処理装置、情報処理方法、およびプログラムによれば、
記録媒体に記録されているアプリケーションプログラムによって処理される情報を、異な
る記録媒体に記録されているアプリケーションプログラムが引き継いで利用することがで
きる。
【００２７】
　また、本発明の第１の側面である情報処理装置、情報処理方法、およびプログラムによ
れば、記録媒体に記録されているルート証明書が更新された後においても、記録媒体に記
録されているアプリケーションプログラムによって処理される情報を引き継いで利用する
ことができる。
【００２８】
　本発明の第２の側面である記録媒体によれば、異なる記録媒体に記録されているアプリ
ケーションプログラムによって処理された情報を読み出すために必要な過去のルート証明
書を情報処理装置に供給することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
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【図１】本発明を適用したＢＤプレーヤを含むシステムの構成例を示す図である。
【図２】本発明を適用したＢＤプレーヤの構成例を示すブロック図である。
【図３】ＢＤプレーヤのCPUにより実行される各種プログラムを示す図である。
【図４】従来のＢＤに記録されているデータを示す図である。
【図５】内蔵メモリに設けられるフォルダの階層構造を示す図である。
【図６】通信記録ファイルの一例を示す図である。
【図７】通信記録リストの一例を示す図である。
【図８】本発明を適用したＢＤに記録されているデータを示す図である。
【図９】内蔵メモリ以下のフォルダ間におけるファイルコピーの概要を説明する図である
。
【図１０】挿着時の処理を説明するフローチャートである。
【図１１】トップ画面の表示例を示す図である。
【図１２】詳細情報画面の表示例を示す図である。
【図１３】購入品リスト画面の表示例を示す図である。
【図１４】ログイン画面の表示例を示す図である。
【図１５】ログイン後の購入品リスト画面の表示例を示す図である。
【図１６】新規登録画面の表示例を示す図である。
【図１７】新規登録時の処理を説明するフローチャートである。
【図１８】ログイン時の処理を説明するフローチャートである。
【図１９】挿着時の前処理を説明するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、発明を実施するための最良の形態（以下、実施の形態と称する）について、図面
を参照しながら詳細に説明する。
【００３１】
　＜１．実施の形態＞
［ＢＤプレーヤの構成例］
　図１は、本発明の一実施の形態であるＢＤプレーヤを含むシステムの構成例を示してい
る。
【００３２】
　このＢＤプレーヤ１０は、挿着されたＢＤ１１に記録されている映像・音声ストリーム
をデコードし、その結果得られる映像信号および音声信号をテレビジョン受像機（ＴＶ）
１２に出力する。また、Ｂプレーヤ１０は、ＢＤ１１に記録されているアプリケーション
プログラムを実行することにより、インタネットに代表されるネットワーク２を介してオ
ンラインショッピングサーバ３に接続し、ユーザに対してオンラインショッピングのサー
ビスを提供する。
【００３３】
　オンラインショッピングサーバ３には、商品に関する情報が保持されている商品データ
ベース３ａと、顧客に関する情報が保持されている顧客データベース３ｂが内蔵されてい
る。なお、オンラインショッピングの決済には、決済サーバ４が利用される。
【００３４】
　図２は、ＢＤプレーヤ１０の構成例を示している。
【００３５】
　ＢＤプレーヤ１０は、CPU２０を内蔵しており、CPU２０には、入出力バス２６を介して
、ROM２１、内蔵メモリ２２、および外部I/F部２３が接続されている。さらに、CPU２０
には、メモリバス３７を介して、RAM３８が接続されている。
【００３６】
　また、CPU２０には、システムバス３０を介して、ネットワークコントローラ２８、ス
イッチャ２９、ストリームプロセッサ３１、オーディオプロセッサ３２、ビデオデコーダ
３３、およびグラフィックエンジン３４が接続されている。
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【００３７】
　CPU２０は、ROM２１に予め記録されている各種のプログラム（図３を参照して後述する
）をRAM３８にロードして実行することにより、ＢＤプレーヤ１０の各部を制御する。ま
た、CPU２０は、ＢＤ１１に記録されているアプリケーションプログラム（図３の外部ア
プリケーション５１に相当）をRAM３８にロードして実行することにより、オンラインシ
ョッピングのサービスをユーザに提供する。
【００３８】
　内蔵メモリ２２は、フラッシュメモリなどの不揮発性の記録媒体から成る。内蔵メモリ
２２には、ＢＤ１１に記録されているルート証明書に対応するフォルダが設けられ、当該
フォルダ内にオンラインショッピングサーバ３との通信記録ファイルなどが記録される。
外部I/F部２３には、例えば、USBメモリなどの外部記憶装置を接続することができる。な
お図メモリ２２の代わりに、当該外部記憶装置に対してオンラインショッピングサーバ３
との通信記録ファイルなどを記録するようにしてもよい。
【００３９】
　ネットワークコントローラ２８は、ネットワーク２を介して接続されたサーバなどとの
データ通信を制御する。スイッチャ２９は、挿着されたＢＤ１１から各種のデータを読み
出すドライブ２４、およびハードディスク２５に対するデータの入出力を制御する。
【００４０】
　ストリームプロセッサ３１は、ＢＤ１１から読み出され、システムバス３０を介して入
力された暗号化されている映像・音声ストリーム８２（図４）を復号し、その結果得られ
る音声データをオーディオプロセッサ３２に出力し、映像データをビデオデコーダ３３に
出力する。オーディオプロセッサ３２は、入力される音声データをデコードして音声信号
を生成する。生成された音声信号は、オーディオ出力部３６を介してテレビジョン受像機
１２に供給される。ビデオデコーダ３３は、入力される映像データをデコードして映像信
号を生成する。生成された映像信号は、グラフィックエンジン３４およびビデオ出力部３
５を介してテレビジョン受像機１２に供給される。なお、ＢＤ１１に記録されているアプ
リケーションプログラムの操作画面などは、RAM３８上に描画された後、グラフィックエ
ンジン３４およびビデオ出力部３５を介してテレビジョン受像機１２に供給される。
【００４１】
　次に、図３は、CPU２０によって実行される各種プログラムの構成を示している。
【００４２】
　外部アプリケーション５１は、ＢＤ１１に記録されているアプリケーションプログラム
に相当する。外部アプリケーション５１は、BD-Jにより記述されている。なお、外部アプ
リケーション５１以外の外部アプリ実行管理モジュール５２乃至ドライバ６１は、ROM２
１に予め記録されている。
【００４３】
　外部アプリ実行管理モジュール５２は、Java（登録商標） VM(Virtual Machine)に相当
し、実質的に、BD-Jにより記述された外部アプリケーション５１に基づいてＢＤプレーヤ
１０の各部を制御する。
【００４４】
　内蔵アプリケーション５３は、ＢＤプレーヤ１０の本体としてのGUI(Graphical User I
nterface）を提供する。また、内蔵アプリケーション５３は、ハッシュ値導出部５３ａ、
フォルダ作成部５３ｂ、およびコピー制御部５３ｃを内蔵する。
【００４５】
　ハッシュ値導出部５３ａは、ＢＤ１１に記録されているルート証明書に対応するハッシ
ュ値を導出する。フォルダ作成部５３ｂは、導出されたハッシュ値に対応するフォルダを
内蔵メモリ２２上に作成する。作成されたフォルダには、ＢＤ１１に記録されている外部
アプリケーション５１により処理されるデータ（オンラインショッピングサーバ３との通
信記録ファイルなど）が記録される。コピー制御部５３ｃは、内蔵メモリ２２上のフォル
ダ間におけるデータのコピーを制御する。
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【００４６】
　ネットワーク管理モジュール５４は、ネットワークコントローラ２８によるネットワー
ク２を介したデータ通信を制御する。タイトル管理モジュール５５は、ＢＤ１１に記録さ
れているタイトル（コンテンツ）の管理を行う。また、タイトル管理モジュール５５は、
ファイル管理モジュール５６を介してオペレーティングシステム６０上に存在するファイ
ルを制御する。
【００４７】
　テキスト表示モジュール５７は、内蔵アプリケーション５３から指示に基づき、テキス
ト描画を制御する。タイトル再生モジュール５８は、ＢＤ１１に記録されているタイトル
（コンテンツ）の再生を制御する。
【００４８】
　画面表示制御モジュール５９は、タイトル（コンテンツ）の映像やテキスト表示などの
全ての描画要求を組み合わせて、実際に表示される画像を決定して描画を行う。
【００４９】
　オペレーティングシステム６０は、ドライバ６１を用いて、ＢＤプレーヤ１０の各部を
制御する。また、オペレーティングシステム６０は、外部アプリケーション５１乃至画面
表示制御モジュール５９のリソース管理も実行する。
【００５０】
［従来のＢＤに記録されているデータの一例］
　次に、図４は、本発明の記録媒体が適用されていない従来のＢＤ１１（以下、ＢＤ１１
Ａと称する）に格納されているデータの一例を示している。
【００５１】
　ＢＤ１１Ａには、コンテンツ８１が格納されている。コンテンツ８１には、映画などの
映像・音声ストリーム８２、BD-Jにより記述されているオンラインショッピング用のアプ
リケーションプログラム８３、並びにアプリケーションプログラム８３により参照される
画像データ８４、音声データ８５、およびオンラインショッピングの商品の価格など各種
情報を示すメタデータが含まれる。なお、ＢＤ１１Ａには、複数のコンテンツ（タイトル
）８１が格納されていてもよい。
【００５２】
　ＢＤ１１Ａにはさらに、記録シード８７、コンテンツ利用制御情報８８、コンテンツ証
明書８９、ルート証明書９０、およびインデックステーブル９１が格納されている。
【００５３】
　記録シード８７は、コンテンツ８１に施されている暗号化を復号するために必要な鍵の
生成に利用される。コンテンツ利用制御情報８８は、コンテンツ８１に対応するコピー制
御情報や再生制御情報などからなる。
【００５４】
　コンテンツ証明書８９には、コンテンツ８１の正当性を検証するための情報（ハッシュ
値等）や、ルート証明書９０のハッシュ値などが含まれている。
【００５５】
　ルート証明書９０は、アプリケーションプログラム８３に対して第三者機関によって発
行された公開鍵証明書である。上述したように、ルート証明書９０から一意に導出される
ハッシュ値は、コンテンツ証明書８９に包含されている。
【００５６】
　インデックステーブル９１には、ＢＤ１１Ａにコンテンツ（タイトル）８１が複数格納
されている場合におけるそれらの再生順序が定義されている。
【００５７】
　さらに、ＢＤ１１Ａには、当該ＢＤ１１Ａのディスクとしての種別を区別するためのデ
ィスク種別識別情報９２、コンテンツ８１を編集した組織を識別するための組織ＩＤ９３
、および製造パッケージを識別するためのパッケージＩＤ９４が格納される。これらディ
スク種別識別情報９２、組織ＩＤ９３、およびパッケージＩＤ９４により、ＢＤ１１Ａが
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個々に識別される。
【００５８】
［内蔵メモリにおけるフォルダの階層構造］
　図５は、ＢＤプレーヤ１０の内蔵メモリ２２に設けられるフォルダの階層構造を示して
いる。
【００５９】
　内蔵メモリ２２の第１記憶領域階層２０１には、ＢＤプレーヤ１０に挿着されたＢＤ１
１毎にフォルダが設けられる。
【００６０】
　例えば、αというＢＤ１１（以下、ＢＤ１１－αと称する）がＢＤプレーヤ１１に挿着
された場合、ＢＤ１１－αに記録されているルート証明書９０に基づいて一意に導出され
るハッシュ値をフォルダネームに採用したフォルダ２１１－１が第１記憶領域階層２０１
に作成される。
【００６１】
　同様に、例えば、ＢＤ１１－αとは異なるＢＤ１１－βがＢＤプレーヤ１１に挿着され
た場合、ＢＤ１１－βに記録されているルート証明書９０に基づいて一意に導出されるハ
ッシュ値をフォルダネームに採用したフォルダ２１１－２が第１記憶領域階層２０１に作
成される。
【００６２】
　第１記憶領域階層２０１に作成されたフォルダ２１１の下位の第２記憶領域階層２０２
には、例えば、組織ＩＤをフォルダネームに採用したフォルダ２１２が作成される。さら
に、その下位の第３記憶領域階層２０３には、例えば、プログラム識別情報ＩＤをフォル
ダネームに採用したフォルダ２１３が作成される。
【００６３】
　アプリケーションプログラム８３により作成される通信記録ファイルなどは、フォルダ
２１３に格納される。
【００６４】
　階層化されたフォルダ２１１，２１２，２１３に対しては、その階層に応じてアクセス
権が制御される。
【００６５】
　例えば、第１記憶領域階層２０１に作成されたフォルダ２１１に対しては、そのフォル
ダネームに採用されているハッシュ値を導出できるルート証明書９０によって署名されて
いるアプリケーションプログラム８３だけがアクセス権を有する。
【００６６】
　換言すれば、ＢＤ１１－αのアプリケーションプログラム８３は、第１記憶領域階層２
０１のフォルダ２１１－１に対してのみアクセス権を有しており、フォルダ２１１－２に
対してはアクセス権を有していない。同様に、ＢＤ１１－βのアプリケーションプログラ
ム８３は、第１記憶領域階層２０１のフォルダ２１１－２に対してのみアクセス権を有し
ており、フォルダ２１１－１に対してはアクセス権を有していない。
【００６７】
　また例えば、ＢＤ１１－αに記録されており、組織ＩＤ＝０であって、プログラム識別
情報ＩＤ＝０であるアプリケーションプログラム８３は、第３記憶領域階層２０３のフォ
ルダ２１３－１に対して通信記録ファイルなどのデータを読み書きすることができる。し
かしながら、フォルダ２１２－１の下層に位置するフォルダ２１３－２に対しては通信記
録ファイルなどのデータを読み込むことだけができ、書き込むことができないように制御
することができる。
【００６８】
　図６は、第３記憶領域階層２０３のフォルダ２１３に格納される通信記録ファイルの一
例を示している。通信記録ファイルは、各通信記録ファイルを個々に識別するための通信
記録ＩＤ２３１、および通信記録ファイルの有効期限２３２から構成される。通信記録Ｉ
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Ｄ２３１、および有効期限２３２は、アクセス先のオンラインショッピングサーバ３によ
って指定される。
【００６９】
　図７は、オンラインショッピングサーバ３側で管理される通信記録リストの一例を示し
ている。通信記録リストには、ＢＤプレーヤ１０の内蔵メモリ２２に格納されている各通
信記録ファイルに対応する記録として、通信記録ＩＤ２４１、ユーザＩＤ２４２、および
購入予定商品番号２４３が記録されている。
【００７０】
［本発明の記録媒体が適用されたＢＤに記録されているデータの一例］
　次に、図８は、本発明が適用されたＢＤ１１（以下、ＢＤ１１Ｂと称する）に格納され
ているデータの一例を示している。
【００７１】
　このＢＤ１１Ｂは、例えば、ショッピングカタログとして季節ごとにルート証明書９０
が更新されて配布されるような運用形態に採用されることを想定している。なお、記録さ
れているアプリケーションプログラム８３のプログラム識別ＩＤや組織ＩＤは変更されて
いないものとする。
【００７２】
　ＢＤ１１Ｂには、図４に示されたＢＤ１１Ａに格納されているデータに追加して、アプ
リケーションプログラム８３に対する（現在の）ルート証明書９０が発行される以前に発
行された過去のルート証明書１０１が１つ以上格納されている。これに応じて、コンテン
ツ証明書８９には、過去のルート証明書１０１にそれぞれ対応するハッシュ値が追加して
包含されている。
【００７３】
　なお、ＢＤ１１Ｂに記録されているアプリケーションプログラム８３は、（現在の）ル
ート証明書９０によって署名されているだけでなく、過去のルート証明書１０１によって
も署名されている。
【００７４】
　ここで、当該ＢＤ１１Ｂが２００９年夏版のショッピングカタログであると仮定すると
、過去のルート証明書１０１とは、それ以前に配布されていた２００９年春版のショッピ
ングカタログとしてのＢＤ１１に（現在の）ルート証明書９０として記録されていたもの
や、２００８年冬版のショッピングカタログとしてのＢＤ１１に（現在の）ルート証明書
９０として記録されていたものなどに相当する。
【００７５】
　図９は、２００９年夏版のショッピングカタログとしてのＢＤ１１Ｂが挿着された場合
における、ＢＤプレーヤ１０の内蔵メモリ２２のフォルダの階層構造を示している。
【００７６】
　図５を参照して上述した場合と同様に、内蔵メモリ２２の第１記憶領域階層２０１には
、ＢＤプレーヤ１０に挿着された２００９年夏版のＢＤ１１Ｂに対応するフォルダ２１１
－１１が作成される。フォルダ２１１－１１のフォルダネームには、ＢＤ１１Ｂに記録さ
れているルート証明書９０に基づいて一意に求められるハッシュ値が採用される。
【００７７】
　さらに、フォルダ２１１－１１の下位の第２記憶領域階層２０２には組織ＩＤに対応し
たフォルダ２１２－１１が、さらにその下位の第３記憶領域階層２０３にはプログラム識
別ＩＤフォルダ２１３－１１が作成される。
【００７８】
　なお、ＢＤプレーヤ１０において、２００９年夏版のＢＤ１１Ｂを利用する以前に、例
えば、２００９年春版のＢＤ１１を利用していた場合、内蔵メモリ２２の第１記憶領域階
層２０１には、２００９年春版のＢＤ１１に対応するフォルダ２１１－１２が作成されて
いるはずである。このフォルダ２１１－１２のフォルダネームには、２００９年春版のＢ
Ｄ１１に記録されているルート証明書９０（ＢＤ１１Ｂに記録されている過去のルート証
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明書１０１と同じもの）のハッシュ値が採用されている。
【００７９】
　このフォルダ２１１－１２の下位のフォルダ２１３－１２には、２００９年春版のアプ
リケーションプログラム８３による通信記録ファイルなどが格納されている。したがって
、フォルダ２１１－１２に格納されているデータを、２００９年夏版のアプリケーション
プログラム８３によって引き継ぐことができれば、ユーザに対してユーザＩＤなどの入力
作業を再度行わせる必要がなくなる。しかしながら、２００９年夏版のアプリケーション
プログラム８３は、フォルダ２１１－１２に対するアクセス権を有していない。
【００８０】
　そこで、２００９年夏版のアプリケーションプログラム８３がフォルダ２１１－１２に
格納されているデータを引き継ぐことができるように、ＢＤプレーヤ１０の内蔵アプリケ
ーション５３が、フォルダ２１１－１２のデータをフォルダ２１１－１１にコピーするよ
うになされている。
【００８１】
　例えば、図９に示されたように、２００９年春版のＢＤ１１に対応するフォルダ２１１
－１２の下位の組織ＩＤ＝０、プログラム識別ＩＤ＝０に対応するフォルダ２１３－１２
に３つのデータ（file ａ，file ｃ，file ｄ）が格納されているとする。また、２００
９年夏版のＢＤ１１Ｂに対応するフォルダ２１１－１１の下位の同一のフォルダ（組織Ｉ
Ｄ＝０、プログラム識別ＩＤ＝０に対応するフォルダ）２１３－１１に３つのデータ（fi
le ａ，file ｂ，file ｄ）が格納されているとする。この場合、フォルダ２１３－１１
に既存のデータに上書きコピーすることなく、フォルダ２１３－１２に存在するデータの
うち、フォルダ２１３－１１に存在しないものだけをフォルダ２１３－１１にコピーする
ようにする。具体的には、file ｃだけをフォルダ２１３－１１にコピーし、file ａおよ
びfile ｄはコピーしないようにする（詳細は図１９を参照して後述する）。
【００８２】
　これにより、フォルダ２１１－１１に対してアクセス権を有する２００９年夏版のアプ
リケーションプログラム８３は、フォルダ２１１－１２に格納されていた２００９年春版
のアプリケーションプログラム８３による通信記録ファイルなどを引き継ぐことができる
。
【００８３】
　なお、内蔵アプリケーション５３がフォルダ２１１－１２にアクセスするに際しては、
ＢＤ１１Ｂに記録されている過去のルート証明書１０１を利用する。
【００８４】
［ＢＤプレーヤ１０の動作］
　次に、ＢＤプレーヤ１０の動作について説明する。
【００８５】
　図１０は、ＢＤプレーヤ１０に対してＢＤ１１Ｂが挿着された時の処理（以下、挿着時
の処理と称する）を説明するフローチャートである。
【００８６】
　ＢＤ１１Ｂが挿着されたことに応じ、ステップＳ１において、内蔵アプリケーション５
３は、挿着時の前処理を実行する。この挿着時の前処理については、図１９を参照して後
述する。
【００８７】
　ステップＳ２において、タイトル管理モジュール５５は、ＢＤ１１Ｂに記録されている
インデックステーブル９１を参照することにより、最初に再生すべきタイトルを把握して
タイトル再生モジュール５８に通知する。この通知に応じ、ステップＳ３において、タイ
トル再生モジュール５８は、最初に再生すべきタイトル（コンテンツ８１）のうちの映像
・音声ストリーム８２を再生させる。
【００８８】
　ステップＳ４において、内蔵アプリケーション５３は、再生されたタイトルに対応付け
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て実行すべきアプリケーションプログラム８３がＢＤ１１Ｂに格納されているか否かを判
定し、格納されていると判定した場合、処理をステップＳ５に進める。ステップＳ５にお
いて、外部アプリ実行管理モジュール５２は、内蔵アプリケーション５３からの制御に従
い、外部アプリケーション５１（すなわち、アプリケーションプログラム８３）を実行す
る。外部アプリケーション５１が実行されることにより、例えば、オンラインショッピン
グサービスが開始される。
【００８９】
　なお、ステップＳ４において、再生されたタイトルに対応付けて実行すべきアプリケー
ションプログラム８３がＢＤ１１Ｂに格納されていないと判定された場合、ステップＳ５
はスキップされて、この挿着時の処理は終了される。
【００９０】
　図１１は、外部アプリケーション５１が実行されることにより開始されるオンラインシ
ョッピングサービスのトップ画面６０１の表示例を示している。
【００９１】
　トップ画面６０１には、ログイン画面を表示させるときに操作される「ログイン」ボタ
ン６０２、および各商品の詳細情報を表示させるときに操作される商品ボタン６０３乃至
６０８が設けられている。さらに、トップ画面６０１には、他の商品が提示されるページ
に移動させるときに操作される移動ボタン６０９，６１０、および商品を検索するための
画面に移動させるときに操作される「検索」ボタン６１１が設けられている。
【００９２】
　このトップ画面６０１において、ユーザが商品ボタン６０３乃至６０８を操作すると、
商品の詳細情報からなる詳細情報画面が表示される。
【００９３】
　図１２は、商品ボタン６０３が操作されたときに表示される「プレミアムダウンジャケ
ット」の詳細情報からなる詳細情報画面６２０の表示例を示している。
【００９４】
　この詳細情報画面６２０には、例えば、商品の写真６２１、商品を紹介した映像６２２
、商品の説明や価格などからなる紹介文６２３が表示される。また、詳細情報画面６２０
には、予め登録されているユーザ自身の画像に商品を合成して表示させるときの操作され
る「試着する」ボタン６２４、および商品を購入するときに操作される「購入する」ボタ
ン６２５が表示される。さらに、詳細情報画面６２０にも、ログイン画面を表示させると
きに操作される「ログイン」ボタン６２６が設けられている。
【００９５】
　詳細情報画面６２０において、ユーザが「購入する」ボタン６２５を操作すると、購入
品リスト画面が表示される。
【００９６】
　図１３は、「プレミアムダウンジャケット」の詳細情報画面６２０において、ユーザが
「購入する」ボタン６２５を操作したときに表示される購入品リスト画面６３１の表示例
を示している。
【００９７】
　購入リスト画面６３１には、ユーザが購入対象として選択した商品の一覧を示す購入品
リスト６３２、購入する商品の代金、送料、値引き額、合計金額などからなる購入明細情
報６３３、その他の説明文６３４が表示される。さらに、購入リスト画面６３１にも、ロ
グイン画面を表示させるときに操作される「ログイン」ボタン６３５が設けられている。
【００９８】
　トップ画面６０１、詳細情報画面６２０、あるいは購入リスト画面６３１において、ユ
ーザが「ログイン」ボタン６０２，６２６または６３５を操作するとログイン時の処理（
図１８を参照して詳述する）が開始される。
【００９９】
　このロクイン時の処理中においては、オンラインショッピングサーバ３との過去の通信
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記録ファイルが検出されなかった場合のみ、ユーザにパスワードなどを入力させるログイ
ン画面が表示される。反対に、オンラインショッピングサーバ３との過去の通信記録ファ
イルが検出された場合には、ログイン画面を表示しない。よって、この場合、ユーザＩＤ
およびパスワードを入力する作業手間をユーザから軽減することができる。
【０１００】
　図１４は、購入リスト画面６３１において「ログイン」ボタン６３５が操作されたとき
、過去の通信記録ファイルが検出されなかった場合にのみ表示されるログイン画面６４１
の表示例を示している。
【０１０１】
　ログイン画面６４１には、ユーザＩＤ入力エリア６４２、パスワード入力エリア６４３
、および入力したユーザＩＤおよびパスワードを送信させるときに操作される「ログイン
」６４４が設けられている。さらに、ログイン画面６４１には、新規にユーザ登録を行う
ための新規登録画面を表示させるときに操作される「新規登録」ボタン６４５が設けられ
ている。
【０１０２】
　ログイン画面６４１において、ユーザ登録済みのユーザが、ユーザＩＤおよびパスワー
ドをそれぞれユーザＩＤ入力エリア６４２またはパスワード入力エリア６４３に入力して
「ログイン」ボタン６４４を操作すると照合処理が行われる。具体的には、ユーザＩＤお
よびパスワードが暗号化されてオンラインショッピングサーバ３に送信され、顧客データ
ベース３ｂの情報と照合される。そして、ユーザが登録済みであると認証されるとログイ
ンが完了し、画面表示がログイン後の画面表示に変更される。
【０１０３】
　図１５は、ログイン後の購入品リスト画面６５１の表示例を示している。このログイン
後の購入品リスト画面６５１には、図１３に示された（ログイン前の）購入品リスト画面
６３１における「ログイン」ボタン６３５の代わりに、「購入」ボタン６５２が設けられ
ている。ログイン済みのユーザは、この「購入」ボタン６５２を操作することにより、例
えば予め登録されているクレジットカードを用いた決済を指示することができる。
【０１０４】
　図１６は、ログイン画面６４１において、「新規登録」ボタン６４５が操作されたとき
に表示される新規登録画面６６１の表示例を示している。
【０１０５】
　新規登録画面６６１には、ユーザの各種の個人情報を入力する個人情報入力エリア６６
２、および入力した個人情報を送信させるときに操作される「登録」ボタン６６３が設け
られている。
【０１０６】
　新規登録画面６６１において、ユーザが自己の個人情報を個人情報入力エリア６６２に
入力して「登録」ボタン６６３を操作すると新規登録が行われる。
【０１０７】
　図１７は、「新規登録」ボタン６４５が操作されたときに開始される新規登録時の処理
を説明するフローチャートである。
【０１０８】
　ステップＳ１１において、外部アプリケーション５１（すなわち、アプリケーションプ
ログラム８３）は、新規登録画面６６１を表示する。ステップＳ１２において、外部アプ
リケーション５１は、ユーザが個人情報入力エリア６６２に自己の個人情報を入力して「
登録」ボタン６６３を操作するまで待機する。そして、個人情報が入力されて「登録」ボ
タン６６３が操作されると、処理はステップＳ１３に進められる。
【０１０９】
　ステップＳ１３において、外部アプリケーション５１は、入力された個人情報を暗号化
して、オンラインショッピングサーバ３の顧客データベース３ｂに送信する。個人情報が
送信された顧客データベース３ｂは、ステップＳ１４において、送信された個人情報のう
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ちの希望ユーザＩＤと既に登録済みのユーザＩＤとが重複しているか否かを判定する。重
複していないと判定された場合、ステップＳ１５において、顧客データベース３ｂは、希
望ユーザＩＤに対応付けて新規ユーザの個人情報を登録し、登録完了を外部アプリケーシ
ョン５１に通知する。この通知を受けた外部アプリケーション５１は、ユーザに登録完了
を通知する。以上で、新規登録時の処理は終了される。
【０１１０】
　なお、ステップＳ１４において、送信された個人情報のうちの希望ユーザＩＤと既に登
録済みのユーザＩＤとが重複していると判定された場合、処理はステップＳ１６に進めら
れ、ユーザに対して、希望ユーザＩＤに変更が促される。この後、処理はステップＳ１２
に戻り、それ以降が繰り返される。
【０１１１】
　次に、図１８は、「ログイン」ボタン６０２，６２６または６３５が操作されたときに
開始されるログイン時の処理を説明するフローチャートである。
【０１１２】
　ステップＳ２１において、外部アプリケーション５１は、ユーザ認証を実行するための
認証プログラムを起動させる。なお、この認証プログラムは、ＢＤ１１Ｂに記録しておい
てもよいし、オンラインショッピングサーバ３から取得するようにしてもよい。
【０１１３】
　ステップＳ２２において、認証プログラムは、内蔵メモリ２２上の、ＢＤ１１Ｂのアプ
リケーションプログラム８３がアクセス権を有するフォルダ内に、オンラインショッピン
グサーバ３との通信記録ファイルが存在するか否かを判定する。存在すると判定された場
合、処理はステップＳ２３に進められ、認証プログラムは、アプリケーションプログラム
８３を介して当該フォルダから、存在した通信記録ファイルの通信記録ＩＤおよび有効期
限を取得する。
【０１１４】
　ステップＳ２４において、認証プログラムは、現時点が有効期限内であるか否かを判定
し、有効期限内であると判定した場合、ステップＳ２５において、通信記録ＩＤを暗号化
してオンラインショッピングサーバ３に通知する。
【０１１５】
　この通知に応じ、ステップＳ２６において、オンラインショッピングサーバ３は、管理
している通信記録リストに、通知された通信記録ＩＤが存在するか否かを判定する。存在
すると判定された場合、処理はステップＳ２７に進められ、オンラインショッピングサー
バ３は、ユーザ認証完了を認証プログラムに通知する。この通知を認証プログラムを介し
て受信した外部アプリケーション５１は、ログイン後の画面（例えば、図１５のログイン
後の購入品リスト画面６５１）を表示する。以上で、ログイン時の処理は終了される。
【０１１６】
　なお、ステップＳ２２において、内蔵メモリ２２上の、ＢＤ１１Ｂのアプリケーション
プログラム８３がアクセス権を有するフォルダ内に通信記録ファイルが存在しないと判定
された場合、処理はステップＳ２８に進められる。
【０１１７】
　また、ステップＳ２４において、現時点が有効期限内ではないと判定された場合にも、
処理はステップＳ２８に進められる。
【０１１８】
　さらに、ステップＳ２６において、オンラインショッピングサーバ３が管理している通
信記録リストに、通知された通信記録ＩＤが存在しないと判定された場合にも、処理はス
テップＳ２８に進められる。
【０１１９】
　ステップＳ２８において、外部アプリケーション５１は、ユーザＩＤおよびパスワード
を入力させるためのログイン画面６４１（図１４）を表示してユーザに入力を促す。ステ
ップＳ２９において、外部アプリケーション５１は、ユーザがユーザＩＤおよびパスワー
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ドを入力して「ログイン」ボタン６４４を操作するまで待機する。そして、ユーザＩＤお
よびパスワードが入力されて「ログイン」ボタン６４４が操作されると、処理はステップ
Ｓ３０に進められる。
【０１２０】
　ステップＳ３０において、認証プログラムは、入力されたユーザＩＤおよびパスワード
を暗号化して、オンラインショッピングサーバ３の顧客データベース３ｂに照会する。こ
の照会に応じて顧客データベース３ｂは、ステップＳ３１において、ユーザＩＤおよびパ
スワードが登録済みであるか否かを判定する。照会されたユーザＩＤおよびパスワードが
登録済みであると判定された場合、処理はステップＳ３２に進められる。
【０１２１】
　ステップＳ３２において、顧客データベース３ｂは、照会されたユーザＩＤおよびパス
ワードが登録済みである旨を認証プログラムに通知する。この通知を認証プログラムを介
して受信した外部アプリケーション５１は、新たに通信記録ファイルを生成して、内蔵メ
モリ２２上の自己がアクセス権を有するフォルダ内に保存する。この後、処理はステップ
Ｓ２７に進められる。
【０１２２】
　なお、ステップＳ３１において、照会されたユーザＩＤおよびパスワードが登録済みで
はないと判定された場合、処理はステップＳ３３に進められる。ステップＳ３３において
、顧客データベース３ｂは、照会されたユーザＩＤおよびパスワードが登録済みはない旨
を認証プログラムに通知する。この通知を認証プログラムを介して受信した外部アプリケ
ーション５１は、認証失敗を示すメッセージを表示する。この後、ユーザＩＤおよびパス
ワードの再入力、または新規登録を促すメッセージが表示されて、このログイン時の処理
は終了される。
【０１２３】
次に、図１９を参照して上述した挿着時の処理におけるステップＳ１の挿着時の前処理に
ついて説明する。
【０１２４】
　図１９は、挿着時の前処理を説明するフローチャートである。
【０１２５】
　ステップＳ５１において、内蔵アプリケーション５３は、挿着されたＢＤ１１（ＢＤ１
１ＡまたはＢＤ１１Ｂ）に記録されているアプリケーションプログラム８３（外部アプリ
ケーション５１）を読み込む。ステップＳ５２において、内蔵アプリケーション５３は、
挿着されたＢＤ１１から、（現在の）ルート証明書９０、組織ＩＤ９３、およびアプリケ
ーションプログラム８３のプログラム識別ＩＤを取得する。
【０１２６】
　ステップＳ５３において、内蔵アプリケーション５３は、読み込んだアプリケーション
プログラム８３が（現在の）ルート証明書９０によって署名されているか否かを判定する
。読み込んだアプリケーションプログラム８３が（現在の）ルート証明書９０によって署
名されていると判定された場合のみ、処理はステップＳ５４に進められる。
【０１２７】
　なお、読み込んだアプリケーションプログラム８３が（現在の）ルート証明書９０によ
って署名されていないと判定された場合、当該ＢＤ１１は正規なものではないので、当該
挿着時の前処理、および挿着時の処理は強制終了される。
【０１２８】
　ステップＳ５４において、内蔵アプリケーション５３のハッシュ値導出部５３ａは、（
現在の）ルート証明書９０のハッシュ値を導出する。さらに、ハッシュ値導出部５３ａは
、導出したハッシュ値と、ＢＤ１１に記録されているコンテンツ証明書８９に包含されて
いるルート証明書９０のハッシュ値とが一致するか否か確認する。そして、両者が一致す
ると確認された場合のみ、処理はステップＳ５５に進められる。
【０１２９】
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　なお、両者が一致すると確認されない場合、当該ＢＤ１１は正規なものではないので、
当該挿着時の前処理、および挿着時の処理は強制終了される。
【０１３０】
　ステップＳ５５において、内蔵アプリケーション５３のフォルダ作成部５３ｂは、内部
メモリ２２の第３記録階層２０３に、アプリケーションプログラム８３のみが読み書き可
能なフォルダ（図９のフォルダ２１３－１１に相当）が存在するか否かを判定する。当該
フォルダが存在しないと判定された場合、処理はステップＳ５６に進められ、フォルダ作
成部５３ｂは、当該フォルダを作成する。このとき、適宜、第１記録階層２０１、および
第２記録階層２０１にも対応するフォルダ（図９のフォルダ２１１－１１，２１２－１１
に相当）も作成する。
【０１３１】
　なお、ステップＳ５５において、内部メモリ２２の第３記録階層２０３に当該フォルダ
が存在すると判定された場合、ステップＳ５６は省略されて、処理はステップＳ５７に進
められる。
【０１３２】
　ステップＳ５７において、内蔵アプリケーション５３は、挿着されているＢＤ１１に、
過去のルート証明書１０１が記録されているか否かを判定する。過去のルート証明書１０
１が記録されていない（すなわち、挿着されたＢＤ１１がＢＤ１１Ａである）と判定され
た場合、当該挿着時の前処理は終了されて、挿着時の処理のステップＳ２にリターンされ
る。
【０１３３】
　ステップＳ５７において、過去のルート証明書１０１が記録されている（すなわち、挿
着されたＢＤ１１がＢＤ１１Ｂである）と判定された場合、処理はステップＳ５８に進め
られる。なお、ステップＳ５８乃至Ｓ６４の処理は、挿着されているＢＤ１１Ｂに記録さ
れた過去のルート証明書１０１の数だけ繰り返される。
【０１３４】
　ステップＳ５８において、内蔵アプリケーション５３は、挿着されているＢＤ１１Ｂか
ら、過去のルート証明書１０１を１つ取得する。ステップＳ５９において、内蔵アプリケ
ーション５３は、取得した過去のルート証明書１０１により、ステップＳ５１で読み込ん
だアプリケーションプログラム８３が署名されているか否かを判定する。署名されている
と判定された場合のみ、処理はステップＳ６０に進められる。
【０１３５】
　なお、過去のルート証明書１０１によって署名されていないと判定された場合、処理は
ステップＳ５８に戻り、それ以降が繰り返される。
【０１３６】
　ステップＳ６０において、内蔵アプリケーション５３のハッシュ値導出部５３ａは、ス
テップＳ５８で取得された過去のルート証明書１０１のハッシュ値を導出する。さらに、
ハッシュ値導出部５３ａは、導出したハッシュ値と、ＢＤ１１Ｂに記録されているコンテ
ンツ証明書８９に包含されている過去のルート証明書１０１のハッシュ値とが一致するか
否か確認する。そして、両者が一致すると確認された場合のみ、処理はステップＳ６１に
進められる。
【０１３７】
　なお、両者が一致すると確認されない場合、当該ＢＤ１１Ｂは正規なものではないので
、当該挿着時の前処理、および挿着時の処理は強制終了される。
【０１３８】
　ステップＳ６１において、内蔵アプリケーション５３のフォルダ作成部５３ｂは、内部
メモリ２２の第１記録階層２０１に、ステップＳ５８で取得された過去のルート証明書１
０１のハッシュ値をフォルダネームに採用したフォルダが存在するか否かを判定する。内
部メモリ２２の第１記録階層２０１に、ステップＳ５８で取得された過去のルート証明書
１０１のハッシュ値をフォルダネームに採用したフォルダが存在すると判定された場合、
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処理はステップＳ６２に進められる。
【０１３９】
　なお、ステップＳ５８で取得された過去のルート証明書１０１のハッシュ値をフォルダ
ネームに採用したフォルダが、内蔵メモリ２２の第１記録階層２０１に存在しないと判定
された場合、処理はステップＳ５８に戻り、それ以降が繰り返される。
【０１４０】
　ステップＳ６２において、内蔵アプリケーション５３のコピー制御部５３ｃは、ステッ
プＳ６１で存在すると判定した内蔵メモリ２２の第１記録階層２０１の当該フォルダの下
位階層に格納されているファイル（例えば、通信記録ファイルなど）を検出する。なお、
ステップＳ６２で検出されたファイルの数だけ、ステップＳ６３およびＳ６４の処理が繰
り返される。
【０１４１】
　ステップＳ６３において、コピー制御部５３ｃは、ステップＳ６２で検出されたファイ
ルのうちの１つに注目し、注目した当該ファイルと同一ファイルネームのファイルが、内
蔵メモリ２２の第１記録階層２０１に設けられた（現在の）ルート証明書９０のハッシュ
値に対応するフォルダの下位の、注目したファイルのディレクトリと同様のディレクトに
存在するか否かを判定する。存在すると判定された場合、当該ファイルはコピーされない
。
【０１４２】
　ステップＳ６３において、存在しないと判定した場合のみ、処理はステップＳ６４に進
められる。ステップＳ６４において、コピー制御部５３ｃは、注目した当該ファイルを、
内蔵メモリ２２の第１記録階層２０１に設けられた（現在の）ルート証明書９０のハッシ
ュ値に対応するフォルダの下位の、注目したファイルのディレクトリと同様のディレクト
にコピーする。
【０１４３】
　上述したように、ステップＳ５８乃至Ｓ６４の処理が、挿着されているＢＤ１１Ｂに記
録された過去のルート証明書１０１の数だけ繰り返された後、挿着時の前処理は終了され
て、挿着時の処理のステップＳ２にリターンされる。
【０１４４】
　以上説明したように、挿着時の前処理によれば、過去のルート証明書１０１に対応する
けられているフォルダ以下の階層に格納されているファイルを、挿着されたＢＤ１１Ｂの
アプリケーションプログラム８３が引き継ぐことができる。
【０１４５】
　よって、ユーザは、例えば、ログイン時におけるユーザＩＤおよびパスワードの入力の
手間を省くことができる。
【０１４６】
　また、オンラインショッピングサービスにおける通信記録ファイルのみならず、ユーザ
が登録したキーワードなどの情報を引き継ぐようにすることができる。
【０１４７】
　さらに例えば、映画コンテンツが記録されている異なる複数のＢＤ１１Ｂに同一のゲー
ムのアプリケーションプログラムが記録されている場合などにおいて、ゲームにおけるハ
イスコアなどの情報を共有することができる。
【０１４８】
　なお、本発明の記録媒体は、ＢＤに限らず、パッケージメディアとして販売されたり、
配布されたりする記録メディアに適用することができる。
【０１４９】
　また、本発明の情報処理装置は、ＢＤプレーヤに限らず、本発明の記録媒体が適用され
た記録メディアの情報を処理するあらゆる電子装置に適用することができる。
【０１５０】
　ところで、上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行することもできるし、ソフ
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【０１５１】
　なお、本発明の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明
の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【０１５２】
　１０　ＢＤプレーヤ，　１１　ＢＤ，　２０　CPU，２２　内蔵メモリ，　５１　外部
アプリケーション，　５２　外部アプリ実行管理モジュール，　５３　内蔵アプリケーシ
ョン，　５３ａ　ハッシュ値導出部，　５３ｂ　フォルダ作成部，　５３ｃ　コピー制御
部，　８９　コンテンツ証明書，　９０　ルート証明書，　１０１　過去のルート証明書

【図１】 【図２】
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【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】
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【図１８】 【図１９】
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