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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録フォーマットに従って構成された情報を有する情報担体であり、前記情報は、前記
記録フォーマットで既定される符号化規則に基づいて記録され、かつ前記情報は、前記記
録フォーマットのパラメータの実際の値を示すフォーマット情報を含む、情報担体であっ
て、
　前記フォーマット情報は、当該情報担体上において、前記記録フォーマットに従う既定
箇所とは異なる別の箇所に記録され、
　前記既定箇所は、前記パラメータの誤った値を与える混同パターンを有する
ことを特徴とする情報担体。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報担体であって、前記別の箇所は、前記情報担体の既定領域内で不
定に選択される、ことを特徴とする情報担体。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の情報担体であって、当該情報担体は、前記フォーマット情報の
箇所を示すアクセス情報を有する、ことを特徴とする情報担体。
【請求項４】
　請求項１，２又は３に記載の情報担体であって、前記別の箇所に配されたフォーマット
情報は、暗号鍵を用いて暗号化される、ことを特徴とする情報担体。
【請求項５】
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　請求項４に記載の情報担体であって、前記情報担体は、暗号化された情報を解読するた
めの鍵情報を有する、ことを特徴とする情報担体。
【請求項６】
　請求項１ないし５のうちいずれか１つに記載の情報担体であって、前記フォーマット情
報は、ユーザ情報領域を示すアドレス情報を有するとともに、前記混同パターンは、前記
ユーザ情報領域とは異なる領域を示す偽造アドレス情報を有する、ことを特徴とする情報
担体。
【請求項７】
　請求項６に記載の情報担体であって、前記偽造アドレス情報は、前記記録フォーマット
に従って記録された情報を含む領域を示す、ことを特徴とする情報担体。
【請求項８】
　請求項１ないし７のうちいずれか１つに記載の情報担体であって、前記フォーマット情
報は、ユーザ情報の暗号解読又はコピー制御状態の検証に用いられるユーザ鍵情報を有す
る、ことを特徴とする情報担体。
【請求項９】
　請求項１ないし８のうちいずれか１つに記載の情報担体から情報を再生するプレーヤで
あり、前記記録フォーマットのパラメータを提供するフォーマット手段と、前記記録フォ
ーマットのパラメータに基づいて前記情報を得る読取手段とを有するプレーヤであって、
　前記フォーマット手段は、前記記録担体の記録フォーマットを検出するよう構成され、
　前記フォーマット手段は、当該記録フォーマットが検出されると、既定のパラメータを
供給し、又は前記別の箇所から当該フォーマット情報を得るよう構成されている、
ことを特徴とするプレーヤ。
【請求項１０】
　請求項９に記載のプレーヤであって、前記フォーマット手段は、前記既定箇所からの前
記混同パターン、及び／又は前記フォーマット情報の箇所を示すアクセス情報を検出する
ことにより、前記記録フォーマットを検出するよう構成されている、ことを特徴とするプ
レーヤ。
【請求項１１】
　請求項９又は１０に記載のプレーヤであって、前記フォーマット手段は、前記フォーマ
ット情報の箇所を示すアクセス情報、及び／又は暗号化された情報を解読するための鍵情
報に基づいて、前記別の箇所から当該フォーマット情報を取り出すよう構成されている、
ことを特徴とするプレーヤ。
【請求項１２】
　記録フォーマットに従って構成された情報を情報担体に記録するレコーダであり、前記
記録フォーマットで既定される符号化規則に基づいて前記情報を記録し、前記記録フォー
マットのパラメータの実際の値を示すフォーマット情報を前記情報に含める記録手段を有
する、レコーダであって、
　前記記録手段は、前記フォーマット情報を、前記情報担体上の、前記記録フォーマット
に従う既定箇所とは異なる別の箇所に記録し、かつ、前記既定箇所に、前記パラメータの
誤った値を与える混同パターンを記録するよう構成されている、
ことを特徴とするレコーダ。
【請求項１３】
　記録フォーマットに従って構成された情報を情報担体に記録する方法であり、前記情報
を、前記記録フォーマットで既定される符号化規則に準じて記録し、かつ、前記記録フォ
ーマットのパラメータの実際の値を示すフォーマット情報を、前記情報に含める方法であ
って、
　前記フォーマット情報を、前記情報担体上の、前記記録フォーマットに従う既定箇所と
は異なる別の箇所に記録する工程と、
　前記既定箇所に、前記パラメータの誤った値を与える混同パターンを記録する工程とを
含む、
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ことを特徴とする記録方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、情報担体に関する。かかる情報担体は、ある記録フォーマットに従って構成さ
れた情報を有し、かかる情報は、既定の符号化規則により記録され当該記録フォーマット
のパラメータを示すフォーマット情報を含むようなものである。
【０００２】
本発明はまた、こうした情報担体から情報を再生するプレーヤに関する。かかるプレーヤ
は、当該記録フォーマットのパラメータを与えるためのフォーマット手段と、この記録フ
ォーマットのパラメータに基づいて当該情報を得るための読取手段とを有するようなもの
である。
【０００３】
本発明はさらに、ある記録フォーマットに従って構成された情報を情報担体に記録するレ
コーダに関する。かかるレコーダは、既定の符号化規則によりその情報を記録し、当該記
録フォーマットのパラメータを示すフォーマット情報を含ませる記録手段を有するような
ものである。
【０００４】
また、本発明は、ある記録フォーマットに従って構成された情報を情報担体に記録する方
法に関する。かかる方法においては、当該情報を既定の規則により記録し、フォーマット
情報を当該記録フォーマットのパラメータを示すよう含ませるようなものである。
【０００５】
【従来の技術】
米国特許第５，７３７，２８６号（関連文献のリストのＤ１）からは、情報担体、プレー
ヤ及びレコーダを有する記録情報のコピー防止システムを知ることができる。コピー防止
は、異なる担体へのディジタルコピーの作成を回避すること、ある程度のコピー操作（例
えば最初のコピー生成動作のみ）を許容すること、又は保護された情報にアクセスするの
を制御、検証若しくは制限することを含みうる。この情報担体は、現行の記録フォーマッ
ト（例えばＣＤ－ＲＯＭフォーマット）に調和して記録された情報を有する。このフォー
マットは、どんなタイプの情報が当該ディスクのどの位置に記録されているかというよう
な、例えばその記録エリアが所定の直径位置のリードインエリアで始まることについての
記録情報構造を規定する。また、このようなフォーマットは、記録層のタイプ（記録可能
型や既記録型等）や、記録層の数、当該記録処理の物理的パラメータ（密度、反射率等）
といった他のパラメータも含みうる。
【０００６】
対象の情報担体に使用される記録フォーマットのパラメータの実際の値を与えるフォーマ
ット情報は、当該記録担体に関する記録情報に含まれ、当該情報担体からユーザ情報を再
生するときにプレーヤにより用いられるようにしている。例えば、セクタヘッダにおける
フォーマットパラメータ又はそうしたユーザ情報が開始し終了する場所に関する情報を有
するテーブル・オブ・コンテンツ（ＴＯＣ）がある。この情報担体に関する情報は、当該
ユーザバイトを当該ＣＤにおける光学的読取可能なピット長に変換するチャネルコード（
ＥＦＭ）並びにエラーコーディング及びセクタ構築化規則のような、予め定められた符号
化規則に従って記録される。このような符号化規則は、大抵はその記録フォーマットのう
ちの予め定められた一部に相当し、当該ディスクに記録されるフォーマット情報では示さ
れないものである。この情報担体の再生を行うプレーヤは、当該符号化規則とは逆の形態
に基づいてその記録情報を読み取り復号化する読取手段を有する。
【０００７】
文献Ｄ１のシステムにおいて、プレーヤと情報担体は、制御（規制）される情報再生のた
めのシステムを構成する。かかるシステムでは不法にコピーされた情報の再生は抑制され
る。コピー防止は、オーディオ又はビデオ出版業において長い歴史がある。現在導入され
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ている機器本体、特にオーディオ／ビデオカードを伴うパーソナルコンピュータ（ＰＣ）
は、許可されていないコピー操作に対する防止が僅かしかなされていない。どんなコピー
防止策においても、最も難しい問題は、侵害者というのは、原ディスクを演奏させ、あた
かもアナログの自家記録をしたかのようにそのコンテンツを扱い、これを記録するのが常
であることである。しかし、最良の品質は、ディジタルコピーができたときに専ら得られ
るものである。ディジタルコンパクトカセット（ＤＣＣ）のようなディジタル記憶媒体の
場合には、「コピービット」が規定されていた。かかるコピービットは、著作権状態例え
ば「コピー不許可」、「コピー自由」又は「１回コピーの許可」を示すものである。他の
コピービットは、この情報記憶媒体がプレス成形により製造された「専業者の」媒体であ
り「記録可能型」ディスクではないに違いないことを示しうるものである。しかしながら
、このようなコピービットは、例えばＰＣをコピーエンジンとして用いて侵害者により簡
単に無視されうる。フォーマットの規則に従わない装置は、「不適合」装置と呼ばれる。
【０００８】
文献Ｄ１から知られるシステムのコピー防止は、いわゆる媒体マーク、すなわち当該媒体
の著作権状態、例えばプレス成形により製造された「専業者の」ディスクであることを示
すビットパターンを表す物理的マークに基づいている。この媒体マーク自体は、標準の記
録機器によりコピー不可能又は変更不可能なものであり、かかるビットパターンは、当該
適合プレーヤにより検証されるべきものであり、再生に必要なものともされうる。例えば
デ・スクランブルコードがあり、これはスクランブル化した情報として記憶された情報を
復元するためのものである。文献Ｄ１の記録担体には、被走査面の高さの如き第１の物理
的パラメータの変化により形成された光学的に読取可能なパターンにより表された所定の
様式で情報がトラックに記録される。この媒体マークは、当該トラックの第２のパラメー
タの変化により形成される。この変化は、ウォブルとも称されるプリグルーブにより形成
されたトラックの横断方法における偏倚の如き、当該ビットパターンにより変調されたも
のである。この既知の記録担体の情報が侵害者により適合装置を用いて書込可能な情報担
体に「ビット毎に」コピーされたならば、このコピーの情報は、適合プレーヤにより再生
できないのである。何となれば、このようなコピーは、不法コピーされた情報に対応する
媒体マークを有していないからである。しかし、この媒体マークを検出すること及びその
ビットパターンを得ることによって、適合プレーヤに付加的な構成要素が要求されるとと
もに、適合レコーダも、記録可能型ディスクのいずれの媒体マークを検出することが望ま
れるのである。従って、この既知のコピー防止システムは、高価かつ複雑なプレーヤとレ
コーダを必要とするのである。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、記録情報のアクセス及びコピーを規制する複雑でないシステムを提供す
ることである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
この目的を達成するため、本文の冒頭に記述されたような情報担体は、前記符号化規則は
、前記フォーマット情報を記録するための前記情報担体における既定箇所を規定する異な
る記録フォーマットの規則に対応するとともに、前記既定箇所が混同パターンを有し、前
記フォーマット情報は、前記既定箇所とは異なる別の箇所に記録される、ことによって特
徴づけられる。
【００１１】
また、本文の冒頭に記述されたようなプレーヤは、前記フォーマット手段は、前記記録担
体の記録フォーマットを検出するよう構成され、前記フォーマット手段は、既定のパラメ
ータを供給し又は当該記録フォーマットが検出された場合前記別の箇所から当該フォーマ
ット情報を得るよう構成されている、ことによって特徴づけられる。
【００１２】
さらに、本文の冒頭に記述されたようなレコーダは、前記記録手段は、前記既定箇所に混
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同パターンを記録し前記フォーマット情報を前記既定箇所とは異なる別の箇所に記録する
よう構成されている、ことによって特徴づけられる。
【００１３】
現存する不適合読取装置は、当該既定箇所からフォーマット情報を読み取ろうとすると予
想されるが、代わりに混同パターンを読むことになる。この混同パターンにより、現行装
置の読取動作を停止させ或いはその読取手段に不適正な設定を行うことになり、その読取
処理を不調に至らしめることとなる。これにより、現行装置は、当該フォーマット情報を
読み取ることができないので、当該情報担体から、コピー防止の施されたオーディオ／ビ
デオ情報にアクセスすることから回避される、という効果を奏する。したがって、不適合
プレーヤ又はレコーダがいずれのコピー防止情報ビットも認識しなかったとしても（すな
わち無視するよう操作されても）、当該プレーヤ又はレコーダを用いてディジタルコピー
をすることができないのである。このフォーマット情報は、現行プレーヤには隠されるの
に対し、本発明によるプレーヤにより簡単に取り出すことができる。こうすることよって
、その読取手段は、複雑な復号及びエラー訂正回路を有するものの、殆ど全ての部品ない
し構成要素が現行プレーヤに共通しているので比較的安く製造可能となる、という利点を
奏する。
【００１４】
本発明は、フォーマット情報は取得可能なものでなければならないが不適合機器において
は操作不可能なものとする、という認識に基づいている。このフォーマット情報の移転に
より、現行の不適合機器によるコピー防止ディスクの制御（規制）されない再生動作（換
言すれば、放任された再生動作）は回避可能となるのである。特に、フォーマット情報の
読取及び／又は記録動作を、侵害者が制御又は操作することができない。何となれば、こ
のような処理手順は、当該基礎的な読取又は書込エンジンにおける制御ユニットで設定さ
れるのが普通だからである。フォーマット情報を移転すなわち移し換える代替例としては
、コピー防止の目的で現行記録システムの当該既定符号化規則を変更できることは考えら
れる。しかしながら、新しいコピー防止記録システムのコストを増加させてしまう。これ
は、複雑なＩＣを、かかる新しいプレーヤ及びレコーダ用に特化して設計及び生産しなけ
ればならないからである。それ故実際上は、符号化規則を、コンパクトディスク（ＣＤ）
又はディジタル・バーサタイル・ディスク（ＤＶＤ）システムの如き現行システムの符号
化規則に等しくしなければならないし、このような符号化及び復号手段を有する不適合機
器が利用可能なのである。こうした符号化規則で記録された記録担体は、不適合機器例え
ばＰＣで再生可能であり、オーディオ／ビデオ情報の操作が可能である。しかし、本発明
のようにフォーマット情報を移転すれば、不適合プレーヤは、オーディオ／ビデオ情報を
アクセスするのにはＣＤにおけるＴＯＣ又はＤＶＤにおける物理フォーマット情報といっ
たフォーマット情報に基づいているので、制御（規制）されない再生動作が回避されるの
である。
【００１５】
このシステムの好適な実施例は、当該別の箇所がその情報担体の既定領域内で不定に選択
されること及び／又はその別の箇所に配されたフォーマット情報が暗号鍵を用いて暗号化
されることを特徴としている。不定に選択されることの意味は、大量の複製のためのマス
ターディスクにオーディオ／ビデオ作品を記録するときにその作品に特有の別の箇所が、
可能な箇所の範囲から無作為に選択されることにある。これに代わり或いはこれに加えて
、１つの暗号鍵は、新しい作品の各々につきランダムに発生される。これにより、侵害者
が正しいフォーマット情報の位置を突き止めたり或いは該フォーマット情報を取り出した
りすることを極めて困難にする、という利点を奏する。
【００１６】
本発明による他の有利で好適な実施例については従属請求項において与えられる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明のこれらの態様及びその他の態様を、実施例及び添付図面に基づいて詳細に
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説明する。
【００１８】
なお、各図において対応する構成要素には同じ参照符号が付されている。
【００１９】
図１ａは、トラック１９及び中心孔１０を有するディスク形情報キャリア１１を示してい
る。このトラック１９は、情報層において略平行なトラックを構成する渦巻状の周回パタ
ーンに従って配置構成される。この情報担体は、例えば記録可能なタイプ又は既に記録済
のタイプの情報層を有する光ディスクの如き光学記録担体とすることができる。この記録
担体は、例えば音声若しくは画像又はコンピュータプログラムなどのユーザ情報を担持す
るよう意図されたものである。記録可能ディスクの例には、ＣＤ－ＲやＣＤ－ＲＷ、ＤＶ
Ｄ－ＲＡＭといったものがあるが、オーディオＣＤは既記録ディスクの一例である。かか
る既記録タイプは、先ず音声又は画像内容の作品をマスターディスクに記録しその後に一
般消費者向けのディスクをプレス成形することにより周知の方法で製造可能である。記録
可能型の記録担体のトラック１９は、ブランク（未記録）記録担体の製造において設けら
れ事前に浮彫が施されたトラック構造体により表される。このトラック構造体は、例えば
プリグルーブ（事前に形成された溝）１４により構成されるものであり、かかるプリグル
ーブは、走査中に読取／書込ヘッドがトラック１９を追跡するのを可能としている。上記
情報層には、例えばピットやランドの如き当該トラックに沿って記録される光学的検出可
能なマークにより情報が表される。
【００２０】
図１ｂは、かかる記録可能型の記録担体１１をｂ－ｂ線で破断した断面図である。図にお
いて、透明基板１５には、記録層１６及び保護層１７が設けられる。プリグルーブ１４は
、凹み又は隆起として或いはその周囲とは変わった物性として実施することができる。
【００２１】
この記録担体は、ある記録フォーマットに準じて記録された情報を有する。この記録フォ
ーマットは、その様式情報が記録され、符号化されかつ論理的にマップ化されることを規
定している。このフォーマットにおける情報記録様式は、当該記録情報のパラメータ、例
えば記録層のタイプ及び数、データ速度などを含む。さらにこのフォーマットは、チャネ
ル符号化、エラーコーディング又はセクタ構造化規則のような符号化規則を含む。セクタ
構造の例は図２に示される。当該情報担体の符号化規則は、ＣＤ又はＤＶＤフォーマット
のような既知の符号化規則に対応する。上記論理的マッピングは、当該記録可能領域を、
リードイン、ユーザエリア及びリードアウトに細分化され、テーブル・オブ・コンテンツ
又は例えばＣＤ－ＲＯＭ向けのＩＳＯ９６６０の如きファイルシステムのようなユーザ情
報を検索するための制御情報を有する。図３及び図４は、このような制御情報の例を示し
ており、かかる制御情報は、当該記録担体の既定位置、通常はリードインエリアの中又は
その直後にマップ化される。当該フォーマットの幾つかのパラメータは、種々の情報担体
によって変わりうるものであり、そのために、このようなパラメータの実際の値を与える
フォーマット情報が記録担体に記録される。符号化規則は、必然的に当該フォーマットの
既定の一部である。なぜなら、こうした符号化規則は、情報を読み取り復号するのに事前
に知られる必要があるからであり、したがって符号化規則は大抵はフォーマット情報に含
まないのである。このフォーマット情報は、記録担体上の既定箇所１２に記録される。こ
の位置に記録されるのは、先の情報を読み取ることが可能となる前にそうしたフォーマッ
ト情報を取り出す必要性が全てのプレーヤにあるからである。
【００２２】
図２は、既定符号化規則の一例としての論理セクタ構造を示している。第１のパート５１
，５２，５３はヘッダを構成している。最初の４バイト５１は、例えばセクタ番号及びセ
クタタイプ情報の如き識別データ（ＩＤ）を構成する。次の２バイト５２は、ＩＤエラー
検出用（ＩＥＤ）であり、６バイト５３は、別の用途のために予約されたもの（ＲＳＶ）
でありコピー防止状態（ステータス）ビットを含むことが可能である。ヘッダ１２の後に
主データの行５４が続く（最初の行は１６０バイトであり、次に１７２バイトの行が１０
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行続き、それから１６８バイトの最終行が続く。合計２０４８バイトである）。末端部で
は４バイトのエラー検出コード（ＥＤＣ）５５が付加される。
【００２３】
図３は、現行フォーマットによる情報担体の記録領域の最初の部分における制御情報に係
る概略マップを示している。通常、光学情報担体は、論理的にマップ化されトラック１３
のパターンの内側における所定の直径位置で始まり外周に向かって記録／読取がなされる
。このマップの最初のセクションは、物理フォーマット情報（ＰＦＩ）と呼ばれるフォー
マット情報を含み、既定箇所１２を占めている。２番目のセクション５８は、ディスク製
造情報（ＤＭＩ）を有し、３番目のセクション５９は、当該ユーザ情報エリアに記録され
るオーディオ／ビデオ作品情報の如きユーザデータに関する付加的情報であるコンテンツ
プロバイダ情報を有する。この制御情報は、読取エラー及び塵又は傷に対する保護のため
に繰り返し記録されうる。制御情報構造が他の構成要素を有したり或いは異なるセットア
ップを有することも可能であるので、図３に示されるマップは一例である。しかし、現行
フォーマットによれば当該制御情報構造は少なくとも幾つかのフォーマット情報をある既
定位置１２に有するべきである。
【００２４】
図４は、予め定められた構造のフォーマット情報を示している。この構造と含有パラメー
タのタイプとは、このフォーマットで予め定義されるようにしている。なぜなら、全ての
プレーヤ又はレコーダ装置は、その読取及び／又は記録手段を制御するためにそうしたパ
ラメータの値を取り込むことができなければならないからである。最初のパラメータは、
例えば読取専用でかつ仕様バージョン番号１に準じたディスクカテゴリ及びバージョン（
ＤＣＶ）を与える。そして次のパラメータは、ディスクサイズ及び転送レート（ＤＳＲ）
を与える。３番目のパラメータは、例えば層の数やトラックレイアウトの如きディスク構
造（ＤＳ）を与える。４番目のパラメータは、記録密度（ＲＤ）を与え、５番目のパラメ
ータは、例えばそのユーザデータエリアの最初と最後の物理セクタアドレスといったデー
タゾーン（ＤＺ）を与える。他のバイト１６，１７～３１及び３２～２０４７は、別の用
途のために確保すなわち予約されたもの（ＲＳＶ）となっている。本発明による情報担体
は、現行フォーマットの符号化規則に従ってはいるが、そのフォーマット情報は、当該既
定箇所から別の箇所へと移転される。かかる別の箇所は、図３に対応するマップ内の他の
何処か、例えば図６に示すようなＣＰＩエリア５９に又は図４に示される予約エリアバイ
ト１６～２０４７に置かれるようにしてもよい。既定箇所１２は、当該フォーマットのパ
ラメータに誤った値を与える混同パターンを有する。現行フォーマットの情報担体を情報
再生する装置、いわゆる不適合装置は、かかる混同パターンを読み取ると、この誤ったフ
ォーマットパラメータが当該不適合装置において誤ったセッティングを生じさせ、或いは
その読取処理が当該不適合装置の制御プログラムにより中止させられるので、さらなる情
報の読み取りが防止されることになる。
【００２５】
本発明による情報担体の実施例において、このフォーマット情報は、当該ユーザ情報を処
理するためのユーザ鍵情報を有する。上記のようにフォーマット情報が移転されるので、
そしてユーザ鍵情報がそのユーザ情報を処理するのに要求されるので、侵害プレーヤは、
当該ユーザエリアから情報を読み出そうとしてもそのユーザ情報を十分に取り出すことが
できない。かかる処理は、ユーザオーディオ若しくはビデオ情報の暗号解読、又はコンピ
ュータプログラム内の所定のオプションに対するアクセス制御、或いはコピー制御状態の
検証若しくは転送を含む。実施例においては、そのユーザ情報の一部だけが暗号化されて
いる。例えば、図２に示されるセクタ構造における予約バイト（ＲＳＶ）５３におけるビ
ット又は部分により示されるような当該ユーザ情報エリアの幾つかのセクタだけに、暗号
解読が必要とされる。１つのセクタだけが数個（例えば２ないし１０）毎に外れて暗号化
された場合、暗号解読に短時間で済み、プレーヤは少ない計算能力で済む、という効果を
奏する。他の実施例において、ユーザ鍵情報は、ユーザ情報の著作権状態を検証し制御す
るのに、及び／又はユーザ情報に埋め込まれているウォーターマークを検証するのに用い
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られる。このようなユーザ鍵情報は、制御チケットとも呼ばれており、文献Ｄ３に記述さ
れている。この制御チケットは、文献Ｄ３に記述されているような適合レコーダ及び／又
はプレーヤにおいてコピー状態情報を転送しコピー作成制御を実行するのに用いられる。
また、この制御チケットは、ユーザ鍵情報を使って暗号化され情報担体上の別の位置に記
憶可能である。
【００２６】
図５は、図４に示されるような現行フォーマットのフォーマット情報と同じ構造の混同パ
ターンを示している。この混同パターン（ＣＯＮ）は、図４の現行構造に用いられるバイ
ト０ないし１５をカバーする。この混合パターンは、全てゼロの又はランダムなパターン
としてもよい。この情報担体の実施例においては、当該混同パターンは、現行構造のデー
タゾーンバイトに偽のアドレス情報を有している。かかる偽造アドレス情報は、ユーザ情
報エリアとは異なる領域を示している。例えば、リードインエリア内の小さい領域だった
り、当該記録担体の物理的限界位置の外側の大きな領域だったりするのである。この記録
担体の一実施例においては、偽造アドレス情報は、当該現行の記録フォーマットに準じて
記録された情報を有するエリアを示す。この実施例における混同パターンは、有効（適正
）情報ではあるが、現行フォーマットに完全準拠して記録されコンビネーションディスク
を形成するディスクのその該当部分をカバーするだけの情報を有する。この現行フォーマ
ットに準じた部分は、警告メッセージを含むことができるし、或いは別の呈示情報若しく
は本発明のフォーマットにより記録された「コピー防止」領域における情報の選択情報（
予告編）を含みうる。機器のいくつかは、こうした制御情報を無視し再生動作を継続させ
るので、この「コピー防止」領域は、現行フォーマット領域の直後に続かないようにする
のが好ましい。何らかのダミー情報又は未記録エリアは、その２つのエリアの間に配置可
能である。
【００２７】
図６は、コピー制御情報を含む制御情報の概略的マップである。既定箇所１２は、フォー
マット情報ＰＦＩに代わり混同パターンＣＯＮを有する。次に、図３に示される現行フォ
ーマットに対応して、ＤＭＩセクション５８及びＣＰＩセクション５９が続く。かかるＣ
ＰＩセクションは、例えばその移転されたフォーマット情報の如きコピー防止システム情
報を記録するため少なくとも１つのコピー防止システム（ＣＰＳ）箇所を有する。この図
において、ＣＰＩセクション５９は、第１コピー防止システム（ＣＰＳ１）セクション６
１及び第２コピー防止システム（ＣＰＳ２）セクション６２によりＸ，Ｙ及びＺに細分化
される。ＣＰＳ１及び／又はＣＰＳ２は、フォーマット情報を有する。この情報担体の実
施例において、このＣＰＳ箇所は、情報担体の既定のエリア内で不定に選択される。図６
において、かかる既定の領域は、ＣＰＩエリアにより構成されるが、どのエリアも、本発
明によるフォーマットでこの目的のために割り当てられうる。分割部分Ｘ，Ｙ及びＺのサ
イズは、その選ばれたＣＰＳ箇所で変わるものであり、ゼロになる可能性もある。
【００２８】
実施例において、情報担体はアクセス情報を有する。このアクセス情報は、フォーマット
情報のＣＰＳ箇所を示す。かかるＣＰＳ箇所を指すポインタは、上記混同パターンに、又
は現行フォーマットのパラメータに割り当てられたバイトの後の、図４の予約バイト１６
～２０４７に含まれうる。
【００２９】
実施例において、上記アクセス情報は、コピー防止システムインデックス情報（ＣＰＳＩ
）を含んでおり、これは、ＣＰＳ箇所が存在し混合パターンが既定箇所に記録されている
ことを示す。このＣＰＳＩは、当該ＣＰＳ箇所における当該移転されたフォーマット情報
を検索するためのポインタ値を有し、図２に示したセクタ構造における６つの予約バイト
５３に含まれる。このＣＰＳＩは、幾つかの既定アドレス、例えば当該リードインエリア
の幾つか又は全てのセクタに記録される。ここで言うポインタ値は、図６に示した制御デ
ータエリア内のセクタ番号を指す相対的ポインタとしてもよい。数個のＣＰＳ箇所が使用
される場合には、数個のポインタをＣＰＳＩで用いてもよいし、当該ＣＰＳ箇所間の固定
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距離を用いてもよいし、また他のポインタを最初のＣＰＳ箇所に含ませてもよい。
【００３０】
図７は、ディスクフォーマットデータ（ＤＦＤ）を示しており、これはコピー防止システ
ム箇所に移転されたものとしてのフォーマット情報である。このＤＦＤ情報の最初の１６
バイトは、図４に示されるように構成可能である。この情報担体の実施例においては、か
かる別の箇所に配されたＤＦＤ情報が、暗号鍵を用いて暗号化される。この暗号鍵は、固
定で適合装置だけに知られるものとしてもよい。実施例においては、この鍵情報は記録担
体に記録されている。
【００３１】
図８は、１つのＣＰＳ箇所に記録されるような鍵情報を示している。この情報担体は、上
記暗号化されたＤＦＤ情報を解読するための鍵情報を有する。最初のバイト０～ｍは、デ
ィスクフォーマット鍵（ＤＦＫ）を有し、次のバイトｍ～ｎは、暗号初期化ベクトルＥ_
ＩＶを有する。暗号化及び暗号解読プロセスの実施例については、図１１及び図１２とと
もに説明する。
【００３２】
図９は、図１に示した記録担体と同じものである記録担体１１を読み取るための、本発明
による再生装置を示している。この機器には、記録担体１１を回転させる駆動手段２１と
、この記録担体のトラックを走査する読取ヘッド２２とが設けられる。この装置は、当該
トラックの半径方向に読取ヘッド２２を粗く位置づけるポジショニング手段２５を具備す
る。この読取ヘッドは、光学素子により導かれこの記録担体の情報層の１つのトラック上
に合焦させられて放射スポット２３にされる放射ビーム２４を発生する既知のタイプの光
学システムを有する。放射ビーム２４は、放射線源例えばレーザダイオードにより発生さ
れる。この読取ヘッドは、放射ビーム２４の光軸に沿って当該ビームの焦点を動かすフォ
ーカシングアクチュエータと、スポット２３を半径方向において当該トラックの中心に精
密に位置づけるトラッキングアクチュエータとをさらに有する。このトラッキングアクチ
ュエータは、光学素子を半径方向に移動させるためのコイルを有するようにしてもよいし
、或いは反射素子の角度を変えるように構成されるものとしてもよい。当該情報層により
反射された放射成分は、読取ヘッド２２において通常の種類の検出器例えば４分割ダイオ
ードにより検出される。かかる検出器は、読取信号と、前記トラッキング及びフォーカシ
ングアクチュエータに結合されたトラッキングエラー及びフォーカシングエラー信号を含
む他の検出信号とを発生するものである。この読取信号は、当該記録フォーマットのパラ
メータに基づいて情報を得るよう読取手段２７によって処理される。この読取手段は、通
常の種類のものであり、例えば、当該フォーマットにより規定された符号化規則に準じて
符号化された読取信号を復号するチャネルデコーダ及びエラー訂正器を有するものである
。ここで得られるデータは、データ選択手段２８に転送される。このデータ選択手段は、
読み取られた全てのデータからユーザデータを選択しこれをデータ収集のために出力ユニ
ット２９に転送するものであり、これは、オーディオ又はビデオの伸長に関連したデータ
バッファ又はユーザデータ処理手段を有しうる。この装置にはさらに、ユーザから又はホ
ストコンピュータからの命令を受け取る制御ユニット２０を備える。かかるホストコンピ
ュータは、システムバスの如き制御ライン２６を介して当該装置を制御するためのもので
あり、かかるラインは、駆動手段２１、ポジショニング手段２５、読取手段２７及びデー
タ選択手段２８及び出力ユニット２９に接続される。このため、制御ユニット２０は、例
えばマイクロプロセッサ、プログラムメモリ及び制御ゲートを有して、以下に記述される
ような幾つもの処理手順と機能を実施するようにしている。制御ユニット２０は、論理回
路で状態マシン（state machine）として実現してもよい。選択手段２８はまた、記録担
体から制御情報を抽出し、これは制御ユニット２０へと転送される。当該セクタ構造から
の制御情報は、読取手段２７により例えば上述したＣＰＳＩ情報のような読取信号を復号
しつつ取り出されうる。
【００３３】
制御ユニット２０は、当該ＣＰＳ箇所からそのフォーマット情報を取り出すことにより上
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記記録フォーマットのパラメータを提供するためのフォーマット手段を有する。このＣＰ
Ｓ箇所は、適合装置には既知とされ得、この場合、そのフォーマット情報を直ぐに読み取
ることができる。この代わりとしては、１セット（組）のパラメータ値が予め定められ制
御ユニット２０に記憶され、この記憶されたパラメータ値を、上記既定箇所からフォーマ
ット情報が得られない場合に供給するようにしてもよい。実施例では、上記混同パターン
及び／又はアクセス情報を検出することにより上記既定箇所からのフォーマット情報の取
得能力（可能性）を検出するための検出手段を有している。この制御ユニットは、こうし
た検出手段を具現化しており、先ず当該既定箇所を読み取り、その読み取った情報に基づ
き情報担体が現行フォーマットに準じて記録されているかどうかを判定する。この読み取
った情報が上記混同パターンであれば、ある確定したパラメータについての認識可能な不
当値、例えば全部ゼロであったり或いはユーザデータとしては大きすぎる領域であったり
することからその情報が検出される。この記録担体は、セクタヘッダ（図２参照）におけ
るビット又は部分のような、本発明による記録フォーマットを明確に示すアクセス情報を
有するものとしてもよい。実施例では、このアクセス情報、特に上述したようなポインタ
値又はＣＰＳＩを読み取るようこの検出手段が構成される。このプレーヤの実施例におい
て、上記フォーマット手段は、このアクセス情報に基づいて当該ＣＰＳ箇所からフォーマ
ット情報を取り出すよう構成される。情報担体が暗号化の施されたフォーマット情報を有
する場合、このフォーマット手段は、フォーマット情報を暗号解読するよう構成される。
暗号解読プロセスは、図１２を参照して以下に説明する。必要となる鍵情報は、記録担体
から読み取られるようにしたり、このような態様と共に或いはこの態様に代えてプレーヤ
に記憶されるようにすることができる。
【００３４】
図１０は、（再）書込可能型の、本発明による記録担体に情報を書き込む記録装置を示し
ている。類似の装置又は記録方法は、プレス成形ディスクを製造するためのマスターディ
スクを製造するのに使用される。書込動作においては、情報を表すマークが記録担体に形
成される。かかるマークは、光学的に読取可能なあらゆる形態を採りうる。例えば、周辺
部分とは異なる反射係数を持つ複数エリア群の形態があり、これは色素、合金又は位相変
化物質のような材料で記録する際に得られる。或いは、周辺部分とは異なる磁化方向を持
つ複数エリア群の形態があり、これは磁気光学的材料で記録する場合に得られるものであ
る。光学ディスクへの記録のための情報書込及び読取や、有用なフォーマット化、エラー
訂正及びチャネル符号化の各規則は、当業界において例えばＣＤシステムから周知である
。かかるマークは、スポット２３により形成可能であり、このスポットは、多くの場合レ
ーザダイオードからの電気磁気的放射線のビーム２４により当該記録層上へ発生される。
この記録装置は、図９とともに上述した読取装置と同様の基本的構成要素、すなわち制御
ユニット２０、駆動手段２１及びポジショニング手段２５を有するが、書込ヘッド３９を
有する。ユーザ情報は、入力ユニット３６に供給される。このユニット３６は、オーディ
オ又はビデオ用の圧縮手段を有するようにしてもよい。これに適した圧縮手段は、文献Ｄ
２に記述されている。入力ユニット３６からは、データがデータ合成手段３７に送られる
。かかる合成手段は、上記フォーマット情報を含む制御データを付加するためのものであ
る。記録すべき全データストリームは書込手段３８に送られる。書込ヘッド３９は、書込
手段３８と結合しており、この書込手段は、例えばフォーマッタ、エラーコーダ及びチャ
ネルコーダを有する。書込手段３８の入力に供給されるデータは、上記既定の符号化規則
に準じた各論理及び物理セクタにわたり分配され、書込ヘッド３９のために書込信号に変
換される。制御ユニット２０は、複数制御ライン２６を介して入力ユニット３６、データ
合成手段３７及び書込手段３８を制御し、読取装置で上述したような位置づけ処理手順を
実行するよう構成される。通常、このような記録装置は、再生装置の機能及び組み合わさ
れた書込／読取ヘッドの機能を有して読取動作するようにも構成されると思われる。この
レコーダはまた、記録フォーマットのパラメータを示すフォーマット情報を含ませる手段
を有する。
【００３５】
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本発明によれば、この記録装置の制御ユニット２０は、上記既定箇所に混同パターンを記
録し、当該既定箇所とは異なるＣＰＳ箇所にそのフォーマット情報を記録するよう構成さ
れる。記録装置の別の実施例では、制御ユニット２０は、図５ないし図８を参照して情報
担体につき上述したように、そして情報担体として請求項に定義したように、フォーマッ
ト、アクセス又は鍵情報を記録するよう構成される。情報担体を作成するための記録方法
は、レコーダにつき上述したようなフォーマット、アクセス又は鍵情報を記録する機能を
実現するよう構成される。
【００３６】
図１１は、暗号化プロセスを示している。この暗号化プロセスは、図１０に示したレコー
ダの制御ユニット２０の実施例において実行される。この暗号化は、図７及び図８に基づ
きこれまでに説明したように、当該フォーマット情報に暗号を施して暗号化ＤＦＤバイト
を得るのに用いられる。適した暗号化アルゴリズムであれば使用可能である。例えば、文
献Ｄ４に記述されたように、特に３９０ないし３９２頁における１６．９章 Additive Ge
nerators のようなものでもよい。このようなアルゴリズムは、ランダムなワードを生成
するのに使用可能である。図示のアルゴリズムは、１サイクルで４バイトの処理を行う。
第１ステップ７１においては、鍵ＤＦＫを用いて暗号初期化ベクトル（Ｅ_ＩＶ）が発生
されるものであり、乱数ＩＶが加算ステップ７０で所定の定数Ｃに加えられることから始
まる。この結果得られるベクトルＥ_ＩＶは情報担体に記録される。ベクトルＥ_ＩＶは、
加算ステップ７２で生のフォーマット情報のバイト０～３に加えられ、第１ステップ７１
からの開始鍵値を用いて暗号ステップ７３で処理される。ここで、暗号化されたＤＦＤの
バイト０～３が得られることとなる。こうしたステップは、ＤＦＤの最終バイト１２～１
５の最終ステップ７５まで４回繰り返される。これにより得られる１６バイトの暗号化さ
れたＤＦＤが情報担体に記録される。
【００３７】
図１２は、図１１に示した暗号化プロセスとは相補の関係にある暗号解読プロセスを示し
ている。この解読プロセスは、プレーヤの制御ユニット２０の実施例において実行される
。最初のステップ８１において、鍵情報としてのＤＦＫを用いて暗号解読処理が施される
。処理結果ＩＶは直接は使用されないが、この解読プロセスは次のサイクルで初期化され
る。次のサイクルにおいては、後続の解読ステップ８３で暗号化ＤＦＤのバイト０～３が
解読され、加算ステップ８２でベクトルＥ_ＩＶに加えられて生のフォーマット情報バイ
ト０～３が得られることになる。このようなサイクルは、暗号化ＤＦＤの最終バイト１２
～１５が解読ステップ８５で解読され、加算ステップ８４で前の処理結果に加えられてフ
ォーマット情報の生のバイト１２～１５を得るまで繰り返される。
【００３８】
以上、オーディオ又はビデオを扱う実施例によって本発明を説明したが、本発明はコンピ
ュータデータにも適用可能である。上記実施例では、光ディスクにより情報担体を具現化
しているが、容易に操作できない予め定義された様式を規定する現行フォーマットに対応
して担体にフォーマット情報を供給する限り、テープ又は放送といったような他の担体す
なわちキャリア（運搬手段）を本発明において用いることができる。また本発明は、上述
したような新規な特徴又はそうした特徴の組み合わせのそれぞれ皆に存するものであるこ
とを付言する。
【００３９】
【関連文献のリスト】
（Ｄ１）ＵＳ ５，７３７，２８６（出願人整理番号：ＰＨＮ １３９２２）
Closed information system with physical copy protection
（物理的コピー防止を備えた閉情報システム）
（Ｄ２）ＷＯ ９８／１６０１４－Ａ１（出願人整理番号：ＰＨＮ １６４５２）
1 bit ADC and lossless compression of audio
（１ビットＡＤＣ及び音声ロスレス圧縮）
（Ｄ３）ＷＯ ９８／３３３２５－Ａ２（出願人整理番号：ＰＨＮ １６３７２）
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【図面の簡単な説明】
【図１ａ】　記録担体を示す平面図。
【図１ｂ】　記録担体を示す断面図。
【図２】　論理セクタ構造を示す図。
【図３】　現行フォーマットの制御情報のマップを示す図。
【図４】　予め定義された構造のフォーマット情報を示す図。
【図５】　混同パターンを示す図。
【図６】　コピー制御情報を含む制御情報のマップを示す図。
【図７】　ディスクフォーマットデータを示す図。
【図８】　鍵情報を示す図。
【図９】　再生装置を示すブロック図。
【図１０】　記録装置を示すブロック図。
【図１１】　暗号化処理を示す図。
【図１２】　暗号解読処理を示す図。
【符号の説明】
１０…中心孔
１１…情報担体
１２…既定箇所
１３…トラック
１４…プリグルーブ
１５…透明基板
１６…記録層
１７…保護層
１９…トラック
２０…制御ユニット
２１…駆動手段
２２…読取ヘッド
２３…放射スポット
２４…放射ビーム
２５…ポジショニング手段
２６…制御ライン
２７…読取手段
２８…データ選択手段
２９…出力ユニット
３６…入力ユニット
３７…データ合成手段
３８…書込手段
３９…書込ヘッド
５１，５２，５３…ヘッダ
５４…メインデータの行
５５…エラー検出コード
５８…ディスク製造情報
５９…ＣＰＩエリア
６１，６２…コピー防止システムセクション
７０…加算ステップ
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７１…第１ステップ
７２…加算ステップ
７３…暗号化ステップ
７５…最終ステップ
８１…最初のステップ
８２…加算ステップ
８３…解読ステップ
８４…加算ステップ
８５…解読ステップ

【図１ａ】 【図１ｂ】

【図２】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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