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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一回だけ記録可能な光ディスクのデータ記録済み領域内に、情報群を生成するためのア
プリケーションソフトと、第１のファイルシステムとが予め記録された状態で、前記第１
のファイルシステムによって読み取り可能な前記アプリケーションソフトを情報処理装置
内にインストールするステップと、
　前記情報処理装置内で前記アプリケーションソフトを用いて所定の処理を行って前記情
報群を生成するステップと、
　前記アプリケーションソフトの指令に基づいて、所定の光ディスク規格フォーマットに
従う第２のファイルシステムと、前記第２のファイルシステムによって読み取り可能な前
記情報群とを前記光ディスクの未記録領域に記録すると共に、前記データ記録済み領域内
の前記アプリケーションソフト，前記第１のファイルシステムを前記情報群の生成後に前
記第２のファイルシステムで読み取り不能に制御するステップとを有することを特徴とす
る情報記録方法。
【請求項２】
　複数回繰り返し記録可能な光ディスクのデータ記録済み領域内に、第１のファイルシス
テムと、情報群を生成するためのアプリケーションソフトとが予め記録された状態で、前
記第１のファイルシステムによって読み取り可能な前記アプリケーションソフトを情報処
理装置内にインストールするステップと、
　前記情報処理装置内で前記アプリケーションソフトを用いて所定の処理を行って前記情
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報群を生成するステップと、
　前記アプリケーションソフトの指令に基づいて、所定の光ディスク規格フォーマットに
従う第２のファイルシステムを前記情報群の生成後に前記データ記録済み領域上に重ね書
きして前記第１のファイルシステム，前記アプリケーションソフトの一部又は全部を消去
すると共に、前記第２のファイルシステムによって読み取り可能な前記情報群を前記光デ
ィスクの書き換え可能領域に記録するステップとを有することを特徴とする情報記録方法
。
【請求項３】
　請求項１記載又は請求項２記載の情報記録方法において、
　前記第１のファイルシステムはＵＤＦ２．０ファイルシステムであり、一方、前記第２
のファイルシステムはＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステムであることを特徴とする情
報記録方法。
【請求項４】
　複数回繰り返し記録可能な光ディスクのデータ記録済み領域内に、所定の光ディスク規
格フォーマットに従う一つのファイルシステムと、情報群を生成するためのアプリケーシ
ョンソフトとが予め記録された状態で、前記一つのファイルシステムによって読み取り可
能な前記アプリケーションソフトを情報処理装置内にインストールするステップと、
　前記情報処理装置内で前記アプリケーションソフトを用いて所定の処理を行って前記情
報群を生成するステップと、
　前記アプリケーションソフトの指令に基づいて、前記情報群の生成により前記一つのフ
ァイルシステム内のデータが変更された上でこの一つのファイルシステムを前記情報群の
生成後に前記データ記録済み領域上に重ね書きして変更前の前記一つのファイルシステム
，前記アプリケーションソフトの一部又は全部を消去すると共に、変更された前記一つの
ファイルシステムによって読み取り可能な前記情報群を前記光ディスクの書き換え可能領
域に記録するステップとを有することを特徴とする情報記録方法。
【請求項５】
　請求項４記載の情報記録方法において、
　前記一つのファイルシステムはＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステムであることを特
徴とする情報記録方法。
【請求項６】
　請求項１～請求項５のうちいずれか１項記載の情報記録方法において、
　前記光ディスクに予め記録されたディスク物理情報及び／又はディスク製造者に対応し
た情報を前記情報処理装置内にインストールした前記アプリケーションソフトから取得す
ることを特徴とする情報記録方法。
【請求項７】
　一回だけ記録可能なデータ記録済み領域内に、情報群を生成するためのアプリケーショ
ンソフトと、前記アプリケーションソフトを読み取る第１のファイルシステムとが予め記
録された光ディスクであって、
　前記アプリケーションソフトは、情報処理装置内で前記第１のファイルシステムによっ
て読み出され、且つ、所定の処理を施して前記情報群を生成すると共に、所定の光ディス
ク規格フォーマットに従う第２のファイルシステムと、前記第２のファイルシステムによ
って読み取り可能な前記情報群とを前記光ディスクの未記録領域に記録する一方、前記デ
ータ記録済み領域内の前記アプリケーションソフト，前記第１のファイルシステムを前記
情報群の生成後に前記第２のファイルシステムで読み取り不能に制御する機能を有するこ
とを特徴とする光ディスク。
【請求項８】
　複数回繰り返し記録可能なデータ記録済み領域内に、第１のファイルシステムと、この
第１のファイルシステムによって読み取られて情報群を生成するためのアプリケーション
ソフトとが予め記録された光ディスクであって、
　前記アプリケーションソフトは、情報処理装置内で前記第１のファイルシステムによっ
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て読み出され、且つ、所定の処理を施して前記情報群を生成すると共に、所定の光ディス
ク規格フォーマットに従う第２のファイルシステムを前記情報群の生成後に前記データ記
録済み領域上に重ね書きして前記第１のファイルシステム，前記アプリケーションソフト
の一部又は全部を消去すると共に、前記第２のファイルシステムによって読み取り可能な
前記情報群を前記光ディスクの書き換え可能領域に記録する機能を有することを特徴とす
る光ディスク。
【請求項９】
　複数回繰り返し記録可能なデータ記録済み領域内に、所定の光ディスク規格フォーマッ
トに従う一つのファイルシステムと、この一つのファイルシステムによって読み取られて
情報群を生成するためのアプリケーションソフトとが予め記録された光ディスクであって
、
　前記アプリケーションソフトは、情報処理装置内で前記一つのファイルシステムによっ
て読み出され、且つ、所定の処理を施して前記情報群を生成すると共に、前記情報群の生
成により前記一つのファイルシステム内のデータが変更された上でこの一つのファイルシ
ステムを前記情報群の生成後に前記データ記録済み領域上に重ね書きして変更前の前記一
つのファイルシステム，前記アプリケーションソフトの一部又は全部を消去すると共に、
変更された前記一つのファイルシステムによって読み取り可能な前記情報群を前記光ディ
スクの書き換え可能領域に記録する機能を有することを特徴とする光ディスク。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報編集記録用のアプリケーションソフトを情報処理装置であるパーソナル
コンピュータ（以下、パソコンと記す）内に１回限りインストールして、パソコン内に蓄
積した画像情報，音楽情報などの複数の情報から所望の情報を順次選択して希望する順に
情報群を編集し、且つ、この情報群を光ディスクの未記録領域及び／又は書き換え可能領
域に所定の光ディスク規格フォーマットに従って記録すると共に、前記アプリケーション
ソフトを読み取り不能にして、情報群を記録した当該光ディスクを既存の光ディスクプレ
ーヤで再生できるように成した情報記録方法及び光ディスクに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　最近、ディジタルカメラが多用されており、このディジタルカメラで撮影した複数の画
像情報をパソコン内のハードディスクに取り込み、再生専用のＣＤ－ＲＯＭ（Ｃｏｍｐａ
ｃｔ　Ｄｉｓｃ－Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）又はＤＶＤ－ＲＯＭ（Ｄｉｇｉｔ
ａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ－Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）などに収納
されたスライドショー編集用のアプリケーションソフトを用いて、ユーザーがパソコン内
で複数の画像情報のうちから所望の画像情報を順次選択して希望した順にスライドショー
用の画像情報を編集する場合に、例えば、下記する特許文献１に開示されたようなスライ
ドショー装置が適用可能である。
【０００３】
　この際、特許文献１に開示されたスライドショー装置では、ここでの図示を省略するも
のの、ＣＤ－ＲＯＭに収納された画像ファイル群を、このＣＤ－ＲＯＭに収納されたスラ
イドショー実行プログラム（スライドショー編集用のアプリケーションソフト）を用いて
希望の順に編集できるものであるが、このスライドショー実行プログラムを用いればパソ
コン内に取り込んだディジタルカメラで撮影した複数の画像情報から所望の画像情報を順
次選択して希望した順にスライドショー用の画像情報を編集することが可能である。
【０００４】
　更に、パソコン内で編集したスライドショー用の画像情報を、記録再生可能な光ディス
クに記録して、ＤＶＤ用（又はＣＤ用）として市販されている既存の光ディスクプレーヤ
で再生できれば、上記した光ディスクプレーヤとモニタＴＶとにより家庭内で皆でスライ
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ドショー用の画像情報を見ることができ、勿論、パソコンでも見ることができる。更に、
スライドショー用の画像情報を記録した光ディスクを遠隔地に居る人にも送ることが可能
である。
【０００５】
　尚、記録再生可能な光ディスクは複数の種類が市販されており、情報信号を１回だけ書
き込み可能なものはＣＤ－Ｒ（ＣＤ－Ｒｅｃｏｒｄａｂｌｅ），ＤＶＤ－Ｒ（ＤＶＤ－Ｒ
ｅｃｏｒｄａｂｌｅ）などがあり、一方、情報信号を複数回繰り返して書き込み可能なも
のはＣＤ－ＲＷ（ＣＤ－ＲｅＷｒｉｔａｂｌｅ），ＤＶＤ－ＲＷ（ＤＶＤ－ＲｅＷｒｉｔ
ａｂｌｅ），ＤＶＤ－ＲＡＭ（ＤＶＤ－Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｓｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）
などがある。
【０００６】
　ところで、一般的に、例えば、スライドショー実行プログラムを収納したＣＤ－ＲＯＭ
又はＤＶＤ－ＲＯＭなどの光ディスクは、アプリケーションソフトの開発費用が高価であ
るために、ユーザーの使用頻度とは無関係に高価であり、このため年に数えるほどしか使
わない情報編集記録用のアプリケーションソフトは販売が伸びないのが実情である。
【０００７】
　そこで、販売業者が情報編集記録用のアプリケーションソフトを収納した光ディスクを
低価格で販売するための条件として、アプリケーションソフトに対して使用回数を制限し
、同一のアプリケーションソフトをユーザーに繰り返して購入してもらう流通システムを
構築すれば、販売業者は同一のアプリケーションソフトを多数販売できるので、アプリケ
ーションソフトの開発費用をカバーできる一方、ユーザーはアプリケーションソフトの使
用回数が制限されるもののこのアプリケーションソフトを安価に入手できるので、販売業
者及びユーザー共にメリットが得られるものである。
【０００８】
　上記に対して、起動制限プログラムを記録した記録媒体がある（例えば、特許文献２参
照）。この起動制限プログラムを記録した記録媒体では、一つのユーザーコードに対して
一つのコンピュータ装置に基本的に１回限りのインストールを行えるようにし、更に、既
にインストールした実績があるアプリケーションソフトならば、回数上限付きで再インス
トールに対処できるようになされているものである。
【特許文献１】特開２００１－１０３４１５号公報
【特許文献２】特開２０００－６６８９０号公報。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、上記した特許文献２に開示された起動制限プログラムを記録した記録媒体の
技術的思想を適用して、例えば、スライドショー実行プログラム（スライドショー編集用
のアプリケーションソフト）を記録再生可能な光ディスクに予め記録して、このスライド
ショー実行プログラムをパソコン内で１回限りのインストールを行って、ディジタルカメ
ラで撮影した複数の画像情報に対してスライドショー用の画像情報群を編集することが可
能であるものの、編集したスライドショー用の画像情報群をパソコン内で所定の光ディス
ク規格フォーマットの一例となるＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ規格フォーマット（又はＶｉｄｅｏ
－ＣＤ規格フォーマット）に従って記録再生可能な光ディスクに記録することまでは開示
されていない。
【００１０】
　従って、スライドショー用の画像情報群をパソコン内でＤＶＤ規格フォーマット（又は
ＣＤ規格フォーマット）に従って記録再生可能な光ディスクに記録する場合には、パソコ
ン内でのファイル編集のため、スライドショー用の画像情報群を例えばＭＰＥＧなど所定
の画像フォーマットに変換したり、音楽情報を例えばＬＰＣＭなど所定の音声フォーマッ
トに変換する必要があるので、ユーザー自身がパソコン操作に専門的に精通していなけれ
ばならず、一般的なユーザーにこれらを要求することは困難である。
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【００１１】
　そこで、情報編集記録用のアプリケーションソフトを情報処理装置（パソコン）内に１
回限りインストールして、パソコン内に蓄積した画像情報，音楽情報などの複数の情報か
ら所望の情報を順次選択して希望する順に情報群を編集し、且つ、この情報群を光ディス
クの未記録領域及び／又は書き換え可能領域に所定の光ディスク規格フォーマットに従っ
て記録すると共に、前記アプリケーションソフトを読み取り不能にして、情報群を記録し
た当該光ディスクを既存の光ディスクプレーヤで再生できる情報記録方法及び光ディスク
が望まれている。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、請求項１記載の発明は、一回だけ記録
可能な光ディスクのデータ記録済み領域内に、情報群を生成するためのアプリケーション
ソフトと、第１のファイルシステムとが予め記録された状態で、前記第１のファイルシス
テムによって読み取り可能な前記アプリケーションソフトを情報処理装置内にインストー
ルするステップと、
　前記情報処理装置内で前記アプリケーションソフトを用いて所定の処理を行って前記情
報群を生成するステップと、
　前記アプリケーションソフトの指令に基づいて、所定の光ディスク規格フォーマットに
従う第２のファイルシステムと、前記第２のファイルシステムによって読み取り可能な前
記情報群とを前記光ディスクの未記録領域に記録すると共に、前記データ記録済み領域内
の前記アプリケーションソフト，前記第１のファイルシステムを前記情報群の生成後に前
記第２のファイルシステムで読み取り不能に制御するステップとを有することを特徴とす
る情報記録方法である。
【００１３】
　また、請求項２記載の発明は、複数回繰り返し記録可能な光ディスクのデータ記録済み
領域内に、第１のファイルシステムと、情報群を生成するためのアプリケーションソフト
とが予め記録された状態で、前記第１のファイルシステムによって読み取り可能な前記ア
プリケーションソフトを情報処理装置内にインストールするステップと、
　前記情報処理装置内で前記アプリケーションソフトを用いて所定の処理を行って前記情
報群を生成するステップと、
　前記アプリケーションソフトの指令に基づいて、所定の光ディスク規格フォーマットに
従う第２のファイルシステムを前記情報群の生成後に前記データ記録済み領域上に重ね書
きして前記第１のファイルシステム，前記アプリケーションソフトの一部又は全部を消去
すると共に、前記第２のファイルシステムによって読み取り可能な前記情報群を前記光デ
ィスクの書き換え可能領域に記録するステップとを有することを特徴とする情報記録方法
である。
【００１４】
　また、請求項３記載の発明は、請求項１記載又は請求項２記載の情報記録方法において
、
　前記第１のファイルシステムはＵＤＦ２．０ファイルシステムであり、一方、前記第２
のファイルシステムはＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステムであることを特徴とする情
報記録方法である。
【００１５】
　また、請求項４記載の発明は、複数回繰り返し記録可能な光ディスクのデータ記録済み
領域内に、所定の光ディスク規格フォーマットに従う一つのファイルシステムと、情報群
を生成するためのアプリケーションソフトとが予め記録された状態で、前記一つのファイ
ルシステムによって読み取り可能な前記アプリケーションソフトを情報処理装置内にイン
ストールするステップと、
　前記情報処理装置内で前記アプリケーションソフトを用いて所定の処理を行って前記情
報群を生成するステップと、
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　前記アプリケーションソフトの指令に基づいて、前記情報群の生成により前記一つのフ
ァイルシステム内のデータが変更された上でこの一つのファイルシステムを前記情報群の
生成後に前記データ記録済み領域上に重ね書きして変更前の前記一つのファイルシステム
，前記アプリケーションソフトの一部又は全部を消去すると共に、変更された前記一つの
ファイルシステムによって読み取り可能な前記情報群を前記光ディスクの書き換え可能領
域に記録するステップとを有することを特徴とする情報記録方法である。
【００１６】
　また、請求項５記載の発明は、請求項４記載の情報記録方法において、
　前記一つのファイルシステムはＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステムであることを特
徴とする情報記録方法である。
【００１７】
　また、請求項６記載の発明は、請求項１～請求項５のうちいずれか１項記載の情報記録
方法において、
　前記光ディスクに予め記録されたディスク物理情報及び／又はディスク製造者に対応し
た情報を前記情報処理装置内にインストールした前記アプリケーションソフトから取得す
ることを特徴とする情報記録方法である。
【００１８】
　また、請求項７記載の発明は、一回だけ記録可能なデータ記録済み領域内に、情報群を
生成するためのアプリケーションソフトと、前記アプリケーションソフトを読み取る第１
のファイルシステムとが予め記録された光ディスクであって、
　前記アプリケーションソフトは、情報処理装置内で前記第１のファイルシステムによっ
て読み出され、且つ、所定の処理を施して前記情報群を生成すると共に、所定の光ディス
ク規格フォーマットに従う第２のファイルシステムと、前記第２のファイルシステムによ
って読み取り可能な前記情報群とを前記光ディスクの未記録領域に記録する一方、前記デ
ータ記録済み領域内の前記アプリケーションソフト，前記第１のファイルシステムを前記
情報群の生成後に前記第２のファイルシステムで読み取り不能に制御する機能を有するこ
とを特徴とする光ディスクである。
【００１９】
　また、請求項８記載の発明は、複数回繰り返し記録可能なデータ記録済み領域内に、第
１のファイルシステムと、この第１のファイルシステムによって読み取られて情報群を生
成するためのアプリケーションソフトとが予め記録された光ディスクであって、
　前記アプリケーションソフトは、情報処理装置内で前記第１のファイルシステムによっ
て読み出され、且つ、所定の処理を施して前記情報群を生成すると共に、所定の光ディス
ク規格フォーマットに従う第２のファイルシステムを前記情報群の生成後に前記データ記
録済み領域上に重ね書きして前記第１のファイルシステム，前記アプリケーションソフト
の一部又は全部を消去すると共に、前記第２のファイルシステムによって読み取り可能な
前記情報群を前記光ディスクの書き換え可能領域に記録する機能を有することを特徴とす
る光ディスクである。
【００２０】
　更に、請求項９記載の発明は、複数回繰り返し記録可能なデータ記録済み領域内に、所
定の光ディスク規格フォーマットに従う一つのファイルシステムと、この一つのファイル
システムによって読み取られて情報群を生成するためのアプリケーションソフトとが予め
記録された光ディスクであって、
　前記アプリケーションソフトは、情報処理装置内で前記一つのファイルシステムによっ
て読み出され、且つ、所定の処理を施して前記情報群を生成すると共に、前記情報群の生
成により前記一つのファイルシステム内のデータが変更された上でこの一つのファイルシ
ステムを前記情報群の生成後に前記データ記録済み領域上に重ね書きして変更前の前記一
つのファイルシステム，前記アプリケーションソフトの一部又は全部を消去すると共に、
変更された前記一つのファイルシステムによって読み取り可能な前記情報群を前記光ディ
スクの書き換え可能領域に記録する機能を有することを特徴とする光ディスクである。
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【発明の効果】
【００２１】
　請求項１記載の情報記録方法によると、一回だけ記録可能な光ディスクのデータ記録済
み領域内に、情報群を生成するためのアプリケーションソフトと、第１のファイルシステ
ムとが予め記録された状態で、情報処理装置（パーソナルコンピュータ）内で第１のファ
イルシステムによって読み取り可能なアプリケーションソフトを用いて情報群を生成し、
且つ、アプリケーションソフトの指令に基づいて、所定の光ディスク規格フォーマットに
従う第２のファイルシステムと、第２のファイルシステムによって読み取り可能な情報群
とを光ディスクの未記録領域に記録すると共に、データ記録済み領域内のアプリケーショ
ンソフト，第１のファイルシステムを情報群の生成後に第２のファイルシステムで読み取
り不能に制御しているので、結果的にアプリケーションソフトを情報処理装置内に１回限
りインストールするように制限でき、更に、販売業者は情報編集記録用のアプリケーショ
ンソフトを多数販売できるので、アプリケーションソフトの開発費用をカバーできる一方
、ユーザーはアプリケーションソフトの使用回数が１回限りに制限されるもののこのアプ
リケーションソフトを安価に入手できるので、販売業者及びユーザー共にメリットが得ら
れる。また、アプリケーションソフトを用いて情報群を記録した当該光ディスクを既存の
光ディスクプレーヤで再生できる。
【００２２】
　また、請求項２記載の情報記録方法によると、複数回繰り返し記録可能な光ディスクの
データ記録済み領域内に、情報群を生成するためのアプリケーションソフトと、第１のフ
ァイルシステムとが予め記録された状態で、情報処理装置内で第１のファイルシステムに
よって読み取り可能なアプリケーションソフトを用いて情報群を生成し、且つ、アプリケ
ーションソフトの指令に基づいて、所定の光ディスク規格フォーマットに従う第２のファ
イルシステムを情報群の生成後にデータ記録済み領域上に重ね書きして第１のファイルシ
ステム，アプリケーションソフトの一部又は全部を消去すると共に、第２のファイルシス
テムによって読み取り可能な情報群を光ディスクの書き換え可能領域に記録しているので
、結果的にアプリケーションソフトを情報処理装置内に１回限りインストールするように
制限でき、請求項１と同様な効果が得られる他に、第２のファイルシステムを第１のファ
イルシステム，アプリケーションソフトが記録されているデータ記録済み領域上に重ね書
きすることで、データ記録済み領域を有効に活用することができる。
【００２３】
　また、請求項３記載の情報記録方法によると、第２のファイルシステムとなるＵＤＦ－
ＢｒｉｄｇｅファイルシステムはＤＶＤ規格フォーマットに準拠しているので、光ディス
クに記録した情報群を既存のＤＶＤプレーヤで再生できる。
【００２４】
　また、請求項４記載の情報記録方法によると、複数回繰り返し記録可能な光ディスクの
データ記録済み領域内に、所定の光ディスク規格フォーマットに従う一つのファイルシス
テムと、情報群を生成するためのアプリケーションソフトとが予め記録された状態で、情
報処理装置内で一つのファイルシステムによって読み取り可能なアプリケーションソフト
を用いて情報群を生成し、且つ、アプリケーションソフトの指令に基づいて、情報群の生
成により一つのファイルシステム内のデータが変更された上でこの一つのファイルシステ
ムを情報群の生成後にデータ記録済み領域上に重ね書きして変更前の一つのファイルシス
テム，アプリケーションソフトの一部又は全部を消去すると共に、変更された一つのファ
イルシステムによって読み取り可能な情報群を光ディスクの書き換え可能領域に記録して
いるので、結果的にアプリケーションソフトを情報処理装置内に１回限りインストールす
るように制限でき、請求項１と同様な効果が得られる他に、情報群の生成後に内部のデー
タを変更した一つのファイルシステムを変更前の一つのファイルシステム，アプリケーシ
ョンソフトが記録されているデータ記録済み領域上に重ね書きすることで、データ記録済
み領域を有効に活用することができると共に、一つのファイルシステムだけを適用してい
るのでファイルシステムの簡素化を図ることができる。
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【００２５】
　また、請求項５記載の情報記録方法によると、一つのファイルシステムとなるＵＤＦ－
ＢｒｉｄｇｅファイルシステムはＤＶＤ規格フォーマットに準拠しているので、光ディス
クに記録した情報群を既存のＤＶＤプレーヤで再生できる。
【００２６】
　また、請求項６記載の情報記録方法によると、光ディスクに予め記録されたディスク物
理情報及び／又はディスク製造者情報に対応した情報を情報処理装置内にインストールし
たアプリケーションソフトから取得することで、未知の光ディスクを情報処理装置内に挿
入した時に、情報処理装置内にインストールしたアプリケーションソフトに対して不正使
用の防止を図ることができる。
【００２７】
　また、請求項７記載の光ディスクによると、情報処理装置内で第１のファイルシステム
によって読み取り可能なアプリケーションソフトを用いて情報処理装置内に蓄積した複数
の情報から所望の情報を順次選択して希望する順に情報群を編集し、この後、所定の光デ
ィスク規格フォーマットに従う第２のファイルシステムと、第２のファイルシステムによ
って読み取り可能な情報群とを光ディスクの未記録領域に記録すると共に、アプリケーシ
ョンソフト,第１のファイルシステムを第２のファイルシステムで読み取り不能にするこ
とにより、結果的にアプリケーションソフトを情報処理装置内に１回限りインストールす
るように制限でき、更に、販売業者は光ディスクを介して情報編集記録用のアプリケーシ
ョンソフトを多数販売できるので、アプリケーションソフトの開発費用をカバーできる一
方、ユーザーはアプリケーションソフトの使用回数が１回限りに制限されるもののアプリ
ケーションソフトを収納した光ディスクを安価に入手できるので、販売業者及びユーザー
共にメリットが得られる。また、アプリケーションソフトを用いて情報群を記録した当該
光ディスクを既存の光ディスクプレーヤで再生できる。
【００２８】
　また、請求項８記載の光ディスクによると、情報処理装置内で第１のファイルシステム
によって読み取り可能なアプリケーションソフトを用いて情報処理装置内に蓄積した複数
の情報から所望の情報を順次選択して希望する順に情報群を編集し、この後、所定の光デ
ィスク規格フォーマットに従う第２のファイルシステムを情報群の生成後にデータ記録済
み領域上に重ね書きして第１のファイルシステム，アプリケーションソフトの一部又は全
部を消去すると共に、情報群を光ディスクの書き換え可能領域に第２のファイルシステム
によって読み取り可能に記録することにより、結果的にアプリケーションソフトを情報処
理装置内に１回限りインストールするように制限できるので、請求項７と同様な効果が得
られる他に、第２のファイルシステムを第１のファイルシステム，アプリケーションソフ
トが記録されているデータ記録済み領域上に重ね書きすることで、データ記録済み領域を
有効に活用することができる。
【００２９】
　更に、請求項９記載の光ディスクによると、情報処理装置内で一つのファイルシステム
によって読み取り可能なアプリケーションソフトを用いて情報処理装置内に蓄積した複数
の情報から所望の情報を順次選択して希望する順に情報群を編集し、この後、情報群の生
成により一つのファイルシステム内のデータが変更された上でこの一つのファイルシステ
ムを情報群の生成後にデータ記録済み領域上に重ね書きして変更前の一つのファイルシス
テム，アプリケーションソフトの一部又は全部を消去すると共に、情報群を光ディスクの
書き換え可能領域に変更後の一つのファイルシステムによって読み取り可能に記録するこ
とにより、結果的にアプリケーションソフトを情報処理装置内に１回限りインストールす
るように制限できるので、請求項７と同様な効果が得られる他に、変更後の一つのファイ
ルシステムを変更前の一つのファイルシステム，アプリケーションソフトが記録されてい
るデータ記録済み領域上に重ね書きすることで、データ記録済み領域を有効に活用するこ
とができると共に、一つのファイルシステムだけを適用しているのでファイルシステムの
簡素化を図ることができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下に本発明に係る情報記録方法及び光ディスクの一実施例について図１～図１６を参
照して、実施例１，実施例２の順に詳細に説明する。
【００３１】
　尚、実施例１では一回だけ記録可能な光ディスクを適用した例について説明し、実施例
２では複数回繰り返し記録可能な光ディスクを適用した例について説明する。
【実施例１】
【００３２】
　図１は本発明に係る実施例１の情報記録方法及び光ディスクに適用される情報記録シス
テムを示した斜視図、
図２は本発明に係る実施例１の情報記録方法及び光ディスクに適用される情報記録システ
ムを示したブロック図、
図３は本発明に係る実施例１の情報記録方法の動作を説明するためのフロー図である。
【００３３】
　図１及び図２に示した如く、本発明に係る実施例１の情報記録方法及び光ディスクに適
用される情報記録システム１０Ａでは、一回だけ記録可能な光ディスク１００Ａのデータ
記録済み領域内に、情報群を生成するためのアプリケーションソフトと、第１のファイル
システムとなるＵＤＦ２．０ファイルシステムとが予め記録された状態で、第１のファイ
ルシステムによって読み取り可能な情報編集記録用のアプリケーションソフトを情報処理
装置であるパーソナルコンピュータ（以下、パソコンと記す）２０内にインストールし、
且つ、例えばディジタルカメラ１１で撮影した複数の画像情報をパソコン２０内に取り込
んだ後に、アプリケーションソフトを用いて複数の画像情報から所望の画像情報を順次選
択して、所望の画像情報に対して必要に応じてバックミュージック（音楽情報）とかコメ
ント情報などを付加した上で例えばスライドショー用の画像情報群を希望する順に編集し
、更に、アプリケーションソフトの指令に基づいて、所定の光ディスク規格フォーマット
に従う第２のファイルシステムとなるＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステムと、第２の
ファイルシステムによって読み取り可能な情報群（例えばスライドショー用の画像情報群
）とを光ディスク１００Ａの未記録領域に記録すると共に、データ記録済み領域内のアプ
リケーションソフト，第１のファイルシステムを情報群の生成後に第２のファイルシステ
ムで読み取り不能にして、編集後の光ディスク１００Ｂを得ることを特徴としている。
【００３４】
　従って、情報群の編集後には、第２のファイルシステムによってアプリケーションソフ
ト及び第１のファイルシステムが読み取り不能になっているので、アプリケーションソフ
トをパソコン２０内に１回限りインストールするように制限でき、更に、スライドショー
用の画像情報群を記録した光ディスク１００Ｂを既存の光ディスクプレーヤ１２で再生し
、この光ディスクプレーヤ１２に接続したモニタＴＶ１３でスライドショー用の画像情報
群を見ることができるように構成されている。
【００３５】
　この際、記録再生可能な光ディスク１００Ａは、一回だけ記録可能なＤＶＤ－Ｒ又はＣ
Ｄ－Ｒなどを用いており、以下の説明ではＤＶＤ－Ｒを適用した場合について説明する。
【００３６】
　そして、上記した光ディスク１００Ａは、パソコン２０内に挿入する前の状態において
データが記録されていない未記録領域を有し、且つ、情報編集記録用のアプリケーション
ソフトと第１のファイルシステムとＶＡＴとを予め記録したデータ記録済み領域を有して
いるものである。
【００３７】
　一方、再生可能な光ディスク１００Ｂは、パソコン２０内で上記した情報編集記録用の
アプリケーションソフトを用いて一回だけ記録可能な光ディスク１００Ａ上に例えばスラ
イドショー用の画像情報群を所定の光ディスク規格フォーマットに従って記録すると共に
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、アプリケーションソフトをインストール不可能な状態にして、パソコン２０内から取り
出したものであり、情報編集記録用のアプリケーションソフト及び第１のファイルシステ
ムを記録したデータ記録済み領域はそのままの位置を保っている。
【００３８】
　尚、この実施例１において、記録再生可能な光ディスク１００Ａに予め記録した情報編
集記録用のアプリケーションソフトは、例えばスライドショー用の画像情報群を当該光デ
ィスク１００Ａ上で編集記録できるように作製されたものであるが、スライドショー用の
画像情報群に限られるわけではなく、アプリケーションソフトに対して所定の処理を施し
て生成した情報群を光ディスク１００Ａ上に記録できるものならばいかなるアプリケーシ
ョンソフトでも良いものである。
【００３９】
　より具体的に説明すると、図２に示した如く、パソコン２０は、パソコン全体を制御す
るＣＰＵ２１と、複数の画像情報や複数の音楽情報などの各種の情報を多量に蓄積するハ
ードディスク２２と、各種の情報を一時的に記憶する一時記憶メモリ２３と、記録再生可
能な光ディスクドライブ２４と、複数のＵＳＢポート２５～２７と，インターネット接続
用端子２８とを少なくとも内部に備えていると共に、画像情報に対するコメント情報など
を入力するキーボード２９と、画像情報，コメント情報などを表示するディスプレイ３０
とを外部に備えている。
【００４０】
　この際、パソコン２０内のハードディスク２２には、例えばディジタルカメラ１１で撮
影した複数の画像情報とか、不図示の映像機器からの画像情報とか、不図示のオーディオ
機器からの音楽情報が複数のＵＳＢポート２５～２７，ＣＰＵ２１を介して蓄積されてい
ると共に、インターネット回線１４から送られた各種の情報がインターネット接続用端子
２８，ＣＰＵ２１を介して蓄積されている。
【００４１】
　また、パソコン２０内の光ディスクドライブ２４は、不図示の光ピックアップにより記
録再生可能な光ディスク１００Ａに対して各種の情報群を記録再生可能に構成されている
。この実施例１では記録再生可能な光ディスク１００Ａとして先に説明したように一回だ
け記録可能なＤＶＤ－Ｒを適用している。
【００４２】
　上記のように構成した実施例１の情報記録システム１０Ａの動作を、図２及び図３を併
用して動作順に説明すると、まず、ステップＳ１では、ディジタルカメラ１１で撮影した
複数の画像情報をパソコン２０内のハードディスク２２に取り込む。
【００４３】
　次に、ステップＳ２では、未記録領域を有する記録再生可能な光ディスク１００Ａに予
め記録され且つ第１のファイルシステムとなるＵＤＦ２．０ファイルシステムで読み取り
可能な情報編集記録用のアプリケーションソフトをパソコン２０内にインストールする。
ここでは、パソコン２０内の光ディスクドライブ２４により光ディスク１００Ａから情報
編集記録用のアプリケーションソフトを第１のファイルシステムにより読み出して、この
アプリケーションソフトをＣＰＵ２１を介してハードディスク２２に記憶させている。こ
の際、パソコン２０内にインストールしたアプリケーションソフトに対して不正使用を防
止する対策を施しているが、この不正使用防止対策については後述する。
【００４４】
　尚、情報編集記録用のアプリケーションソフトをパソコン２０内のハードディスク２２
に記憶させずに、一時記憶メモリ２３に記憶させる方法でも良く、更に、アプリケーショ
ンソフトをハードディスク２２と一時記憶メモリ２３とに分割して記録しても良い。この
際、アプリケーションソフトをハードディスク２２に記憶させた場合には１回使用したら
アプリケーションソフトをハードディスク２２から削除するように設定すればアプリケー
ションソフトの不正使用を防止でき、一方、アプリケーションソフトを一時記憶メモリ２
３に記憶させた場合には電源ＯＦＦ時に自動的に削除できるのでアプリケーションソフト
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の不正使用を防止できる。
【００４５】
　次に、ステップＳ３では、パソコン２０内で情報編集記録用のアプリケーションソフト
を用いてハードディスク２２に取り込んだ複数の画像情報から所望の画像情報を順次選択
して、所望の画像情報に対して必要に応じてバックミュージック（音楽情報）とかコメン
ト情報などを付加した上で所望の画像情報を希望する順に所定の光ディスク規格フォーマ
ットとして例えば後述するようにＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ規格フォーマットに従う第２のファ
イルシステムとなるＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステムで読み取り可能に編集して、
スライドショー用の画像情報群を得て、このスライドショー用の画像情報群をパソコン２
０内の一時記憶メモリ２３に一時的に記憶させている。
【００４６】
　この際、情報編集記録用のアプリケーションソフト内にバックミュージックとして明る
い曲とか、静かな曲とか、スポーティな曲などを複数種類用意しておき、所望の画像情報
に対して複数種類の曲の中から必要に応じてバックミュージック（音楽情報）を選択的に
付加させる方法とか、あるいは、ハードディスク２２に蓄積した複数の音楽情報もしくは
インターネット回線１４を介して取り込んだ複数の音楽情報から選択した所望の音楽情報
を適宜付加させる方法とがある。
【００４７】
　また、所望の画像情報に対してコメント情報を付加させる場合には、パソコン２０のキ
ーボード２９からコメント情報を入力してディスプレイ３０を見ながらコメント情報を付
加すれば良い。
【００４８】
　次に、ステップＳ４では、パソコン２０内でアプリケーションソフトの指令により、第
２のファイルシステムとなるＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステムを光ディスク１００
Ａのリードイン領域に続く未記録領域に記録すると共に、編集したスライドショー用の画
像情報群を第２のファイルシステムに続く未記録領域に第２のファイルシステムにより読
み取り可能に記録し、更に、記録済みのアプリケーションソフト及び第１のファイルシス
テムを第２のファイルシステムで読み取り不能に制御することで、スライドショー用の画
像情報群を記録した光ディスク１００Ｂをパソコン２０内から取り出す。これにより、光
ディスク１００Ｂをパソコン２０内から取り出した時には、記録済みのアプリケーション
ソフトはパソコン２０に対してインストール不可能な状態になるので、結果的にアプリケ
ーションソフトをパソコン２０内に１回限りインストールするように制限できる。
【００４９】
　次に、ステップＳ５では、スライドショー用の画像情報群を記録した光ディスク１００
Ｂを既存の光ディスクプレーヤ（ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏプレーヤ）１２で再生すると、スラ
イドショー用の画像情報群がモニタＴＶ１３上に表示される。これにより、皆でスライド
ショー用の画像情報群を見ることができる。
【００５０】
　尚、上記の動作フローでは、スライドショー用の画像情報群を編集記録した場合につい
て説明したが、これに限ることなく、アプリケーションソフトによって生成した各種の情
報群を光ディスク１００Ａに記録する場合も可能である。
【００５１】
　次に、本発明に係る実施例１の光ディスクについて、図４～図８を用いて説明する。
【００５２】
　図４は市販されているＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏディスクを説明するための平面図、
図５は市販されているＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏディスクに対するＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏフォーマ
ット構成を示した構成図、
図６は本発明に係る実施例１の光ディスクを説明するための平面図であり、（ａ）はパソ
コン２０に入れる前の光ディスク１００Ａの状態を示し、（ｂ）はパソコン２０から取り
出した後の光ディスク１００Ｂの状態を示した図、
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図７は本発明に係る実施例１の光ディスクの信号領域を説明するための模式図であり、（
ａ）はパソコン２０に入れる前の光ディスク１００Ａの信号領域１３０Ａの状態を示し、
（ｂ）はパソコン２０から取り出した後の光ディスク１００Ｂの信号領域１３０Ｂの状態
を示した図である。
【００５３】
　本発明に係る実施例１の光ディスクは、前述したように記録再生可能な光ディスクとし
て一回だけ記録可能なＤＶＤ－Ｒを用いているが、実施例１の光ディスクを説明する前に
市販されているＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏディスクについて図４及び図５を用いて簡略に説明す
る。
【００５４】
　図４に示した如く、市販されている再生専用のＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏディスク１００は、
外観形状が直径１２０ｍｍの円盤状に形成されており、中心部に直径１５ｍｍの中心孔１
１０が貫通して形成され、且つ、この中心孔１１０の外周に沿ってクランプ領域１２０が
形成されている。この際、中心孔１１０は不図示のターンテーブルに設けられたセンター
ポールに嵌め込まれ、且つ、ターンテーブル上にクランプ領域１２０の下面が載置される
と共に、クランプ領域１２０の上面は不図示のディスククランパによりターンテーブル側
に押圧されるようになっている。
【００５５】
　また、クランプ領域１２０より外周側に、螺旋状のトラックを有する信号領域１３０が
再生専用可能に形成されており、この信号領域１３０内には、内周から外周に向かって、
光ディスクの開始を示すリードイン領域１５０と、画像情報，音楽情報などの情報を周知
のＭＰＥＧ２などの圧縮技術を用いて圧縮記録したデータ記録済み領域１６０と、光ディ
スクの終了を示すリードアウト領域１８０とで構成されている。
【００５６】
　更に、図５に示した如く、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏフォーマットに準拠した信号領域１３０
を説明すると、リードイン領域１５０内にＣＴＬ（コントロールデータ）１５１を予め記
録し、このＣＴＬ（コントロールデータ）１５１で光ディスクの種別、サイズ及び光ディ
スクの開始セクタ、終了セクタ等の再生に必要な情報を記録している。
【００５７】
　また、データ記録済み領域１６０内には、下記するＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏを管理するＵＤ
Ｆ－Ｂｒｉｄｇｅ（ユニバーサル　ディスク　フォーマット　ブリッジ）ファイルシステ
ム１６１と、そのディレクトリを構成するＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏのフォルダ群１６２とが記
録されている。
【００５８】
　この際、ＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム１６１は、ＵＤＦ（ユニバーサル　デ
ィスク　フォーマット）１．０２規格及びＩＳＯ９６６０規格から構成され、前者のＵＤ
Ｆ１．０２規格はＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏプレーヤ，Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）　２０００
，ＸＰ、後者のＩＳＯ９６６０規格はＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）　９５，９８のファイ
ルシステムに対応して設けられており、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏのフォルダ群１６２に対し、
ＵＤＦ１．０２及びＩＳＯ９６６０の両方のファイルシステムがデータを共通にして読み
取るものである。
【００５９】
　また、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏのフォルダ群１６２について詳細に説明しないが、このＤＶ
Ｄ－Ｖｉｄｅｏのフォルダ群１６２は、ルートディレクトリのもとに、ＶＩＤＥＯ＿ＴＳ
，ＡＵＤＩＯ＿ＴＳ，ユーザー定義ファイル等からなるファイル構造である。
【００６０】
　更に、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏのフォルダ群１６２は、ＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシス
テム１６１を介して一般的な設定によりパソコンで参照可能なデータである。
【００６１】
　そして、上記から、ＤＶＤ－ＶｉｄｅｏディスクがＤＶＤ規格準拠の光ディスクプレー
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ヤ１２（図１，図２）で正常に再生する条件は、ＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム
１６１下で管理するファイル構成であり、且つ、シングルボーダ構造が必須条件である。
【００６２】
　尚、ここでのシングルボーダ構造とはＤＶＤ規格の場合に、光ディスクの内周から外周
に向かう信号領域１３０内で、リードイン領域１５０と、データ記録済み領域１６０と、
リードアウト領域１８０とを組みとした時に、この組みが信号領域１３０内に１組だけ存
在する構造であり、ＣＤ規格の場合のシングルセッション構造と略等価である。
【００６３】
　そこで、本発明に係る実施例１の光ディスクでは、先に説明したように、一回だけ記録
可能な光ディスク１００Ａに情報編集記録用のアプリケーションソフトを予め記録し、こ
のアプリケーションソフトをパソコン２０（図１，図２）内にインストールする段階では
光ディスク１００Ａが後述するようにＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏフォーマットとは無関係であり
、このアプリケーションソフトを用いてパソコン２０内に蓄積した画像情報，音楽情報な
どの複数の情報から所望の情報を順次選択して希望する順に情報群を編集し、且つ、編集
した情報群をアプリケーションソフトの指令によりパソコン２０内でＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ
フォーマットに従って当該光ディスク１００Ａに記録すると共に、情報群への記録時にア
プリケーションソフトをインストール不能な状態にした後の光ディスク１００Ｂでは完全
にＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏフォーマットに準拠されているものである。
【００６４】
　尚、以下の説明では、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏフォーマットに準拠した例について述べるが
、
これに限ることなく、ＩＳＯ９６６０規格をファイルシステムとする応用例としてＶｉｄ
ｅｏＣＤなども適用可能である。
【００６５】
　即ち、図６（ａ）に示したように、パソコン２０（図１，図２）に入れる前の光ディス
ク１００Ａの状態は、市販されているＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏディスク１００（図４）と同様
に、外観形状が直径１２０ｍｍの円盤状に形成されており、中心部に直径１５ｍｍの中心
孔１１０が貫通して形成され、且つ、この中心孔１１０の外周に沿ってクランプ領域１２
０が形成されている。
【００６６】
　この光ディスク１００Ａでは、クランプ領域１２０の外周側で螺旋状のトラックにより
形成される信号領域１３０Ａの構成が市販されているＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏディスク１００
の信号領域１３０（図４，図５）に対して異なっており、信号領域１３０Ａ内は有機色素
記録膜又は相変化記録膜が膜付けされて螺旋状のトラックに沿ってＤＶＤ-Ｒディスクの
増加記録モード（Ｉｎｃｒｅｍｅｎｔａｌ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｍｏｄｅ）を定めた規格に
準拠するＲＺｏｎｅ記録再生可能になっている。更に、信号領域１３０Ａ内では、市販さ
れているＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏディスク１００の信号領域１３０（図４，図５）とは異なっ
て、リードイン領域１５０Ａよりも内周側に後述するＲＭＡ（Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　Ｍａ
ｎａｇｅｍｅｎｔ　Ａｒｅａ）領域１４０Ａが新たに追加されていると共に、リードアウ
ト領域が設けられていない。
【００６７】
　これに伴って、信号領域１３０Ａ内は、内周から外周に向かって、ＲＭＡ領域１４０Ａ
と、リードイン領域１５０Ａと、第１未記録領域１７０－１と、後述するようにアプリケ
ーションソフト及び第１のファイルシステムとなるＵＤＦ２．０ファイルシステム並びに
ＶＡＴを予め記録したデータ記録済み領域１６０Ａと、第２未記録領域１７０－２とで構
成されている。更に、ＲＭＡ領域１４０Ａの内周側には、記録時のレーザーパワーを最適
化するＰＣＡ（Ｐｏｗｅｒ　Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ　Ａｒｅａ）領域があるが、このＰ
ＣＡ領域は実施例１に対して直接関係ないのでここでの図示を省略する。
【００６８】
　従って、この光ディスク１００Ａは、リードアウト領域がないために先に図１及び図２
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に示した既存の光ディスクプレーヤ（ＤＶＤプレーヤ）１２での再生ができないものの、
ＤＶＤ-Ｒディスクの記録方法を定めた増加記録モードに準拠するため、パソコン２０（
図１，図２）内の光ディスクドライブ２４（図２）では記録再生可能になっている。
【００６９】
　次に、図６（ｂ）に示した如く、上記した光ディスク１００Ａをパソコン２０（図１，
図２）内に装着した後に、アプリケーションソフトを用いて素材情報群を編集記録してパ
ソコン２０から取り出した光ディスク１００Ｂの状態は、クランプ領域１２０の外周側で
螺旋状のトラックにより形成される信号領域１３０Ｂの構成が、上記した光ディスク１０
０Ａの信号領域１３０Ａに対して異なっており、この信号領域１３０ＢはＤＶＤ－Ｖｉｄ
ｅｏフォーマットに従って光ディスク１００Ａの第１未記録領域１７０－１又は第２未記
録領域１７０－２にＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ情報群を記録すると共に、記録済みのアプリケー
ションソフトをインストール不可能な状態に変換してデータ記録済み領域１６０Ｂとし、
更に、リードイン領域１５０Ｂとリードアウト領域１８０Ｂとを追加している。
【００７０】
　これに伴って、信号領域１３０Ｂ内は、内周から外周に向かって、後述するＲＭＡ領域
１４０Ｂと、リードイン領域１５０Ｂと、アプリケーションソフトから制作したＤＶＤ－
Ｖｉｄｅｏの情報群とインストール不可能な状態に制御されるアプリケーションソフトと
を記録したデータ記録済み領域１６０Ｂと、リードアウト領域１８０Ｂとで構成されてい
る。
【００７１】
　従って、この光ディスク１００Ｂは、リードイン領域１５０Ｂと、データ記録済み領域
１６０Ｂと、リードアウト領域１８０Ｂとによる組みが１組存在するＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ
規格に準拠にしたシングルボーダ構造であるので、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ規格の光ディスク
プレーヤ１２（図１，図２）での正常な再生動作が可能となっている。
【００７２】
　次に、光ディスク１００Ａの信号領域１３０Ａにおいてアプリケーションソフトをパソ
コン２０（図１，図２）内にインストール可能に記録し、一方、光ディスク１００Ｂの信
号領域１３０Ｂにおいてアプリケーションソフトをパソコン２０内にインストール不可能
な状態にする技術的思想について、図７（ａ），（ｂ）を用いて説明する。
【００７３】
　まず、パソコン２０に入れる前の光ディスク１００Ａの信号領域１３０Ａの状態は、図
７（ａ）に示した如くとなっており、前述したように、内周から外周に向かって、ＲＭＡ
領域１４０Ａ，リードイン領域１５０Ａ，第１未記録領域１７０－１，データ記録済み領
域１６０Ａ，第２未記録領域１７０－２が順に配置されている。
【００７４】
　即ち、信号領域１３０Ａにおいて、この信号領域１３０Ａの最内周に位置するＲＭＡ領
域１４０Ａは、記録再生時に不図示の光ピックアップが最初に読み取りを行う領域であり
、このＲＭＡ領域１４０Ａ内に記録管理情報であるＲＭＤ（Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　Ｍａｎ
ａｇｅｍｅｎｔ　Ｄａｔａ）情報がフィールド０からフィールド１４に亘って分割記録可
能で且つ予約した領域にデータを追記録した際にＲＭＤ情報中のフィールド４に必要なゾ
ーンの種別、ＲＺｏｎｅの開始セクタ番号及び終了セクタ番号等を追記録可能になってい
る。
【００７５】
　上記した光ディスク１００ＡでのＲＺｏｎｅ記録は、第１未記録領域１７０－１をＲＺ
ｏｎｅ＃１とし、且つ、記録状態をＲｅｓｅｒｖｅｄとする。また、データ記録済み領域
１６０ＡをＲＺｏｎｅ＃２とし、且つ、記録状態をＣｏｍｐｌｅｔｅｄとする。
【００７６】
　この際、光ディスク１００Ａをパソコン２０内に入れる前段階では、ＲＭＡ領域１４０
Ａ内のＲＭＤ－１情報１４１に後述するＵＤＦ２．０ファイルシステム１６６Ａを含むＲ
Ｚｏｎｅ＃２の開始アドレス及び終了アドレスが記録されているので、光ピックアップで
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ＲＭＤ－１情報１４１を読み取った後に光ピックアップはＲＺｏｎｅ＃２内のポインタを
使い、ＵＤＦ２．０ファイルシステム１６６Ａの開始位置に移動することが可能となる。
【００７７】
　また、ＲＭＡ領域１４０Ａの隣に位置するリードイン領域１５０Ａ内には、ディスク情
報を示すＣＴＬ（コントロールデータ）１５２がプリピットの形態又はＰｒｅ－ｒｅｃｏ
ｒｄｅｄの形態で記録されており、この実施例１ではＣＴＬ（コントロールデータ）１５
２中のディスク物理情報及び／又はディスク製造者情報を用いてパソコン２０内にインス
トールしたアプリケーションソフト１６５Ａに対して不正使用防止対策を施しているが、
これについては後で述べる。
【００７８】
　また、リードイン領域１５０Ａに続く外周側に第１未記録領域１７０－１がＲＺｏｎｅ
＃１として配置されており、このＲＺｏｎｅ＃１内に後述するように第２のファイルシス
テムとなるＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム１６１Ｂと、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ１６
２Ｂと、Ｆｉｌｅｓ１６３Ｂとが記録できるように予め用意（Ｒｅｓｅｒｖｅｄ）されて
いる。
【００７９】
　また、第１未記録領域１７０－１に続く外周側にデータ記録済み領域１６０ＡがＲＺｏ
ｎｅ＃２として配置されており、このデータ記録済み領域１６０Ａ内に記録されたデータ
は一回だけ記録できるものの、データを記録した後には消去不能となっているので記録し
たデータは常にこの位置を保持している。
【００８０】
　そして、このデータ記録済み領域１６０Ａ内は、アプリケーションソフト１６５Ａと、
第１のファイルシステムとなるＵＤＦ２．０ファイルシステム１６６Ａと、ＶＡＴ（Ｖｉ
ｒｔｕａｌ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｔａｂｌｅ）１６７Ａとで構成されている。ここで
、データ記録済み領域１６０Ａで構成するＲｚｏｎｅ＃２は、完全な記録状態（Ｃｏｍｐ
ｌｅｔｅｄ）で記録されて、データ記録済み領域１６０Ａのデータはパソコンで参照可能
なデータとなっている。
【００８１】
　この際、データ記録済み領域１６０Ａ内に記録された情報編集記録用のアプリケーショ
ンソフト１６５Ａは、パソコン２０内に蓄積されている画像情報及び／又は音楽情報から
所望の情報を選択して所望の情報を希望した順に編集して情報群を得るように制御し、且
つ、画像情報が例えばスライドスライドショー用の場合に予め用意しておいた複数曲のバ
ックミュージック（音楽情報）を必要に応じて選択的に付加できるように制御すると共に
、画像情報に付加するコメントを必要に応じて入力できるように制御して、編集した情報
群を例えばＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ規格フォーマットに従う後述の第２のファイルシステムと
なるＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム１６１Ｂに応じて編集する編集機能と、第１
未記録領域１７０－１内でリードイン領域１５０Ａの後に続いてＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅフ
ァイルシステム１６１Ｂを記録し、このＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム１６１Ｂ
の後に編集したＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ１６２ＢとかＦｉｌｅｓ１６３Ｂを読み取り可能に記
録する焼き付け機能と、既に記録したままの状態であり後述するアプリケーションソフト
１６５Ｂ（＝１６５Ａ）及び第１のファイルシステムとなるＵＤＦ２．０ファイルシステ
ム１６６Ｂ（＝１６６Ａ）並びにＶＡＴ１６７Ｂ（＝１６７Ａ）を読み取り不能に制御す
る機能と、後述するようにリードイン領域１５０Ａ内のＣＴＬ（コントロールデータ）１
５２中に記録されたディスク物理情報及び／又はディスク製造者情報を用いてパソコン２
０内にインストールしたアプリケーションソフト１６５Ａに対して不正使用防止対策を施
す機能とを備えている。
【００８２】
　また、データ記録済み領域１６０Ａ内のＵＤＦ２．０ファイルシステム１６６Ａは、ア
プリケーションソフト１６５Ａが含むファイルに対する目次や検索情報などが収納されて
おり、例えば、ファイルの名前とか、ファイルの大きさとか、ファイルの位置などが収納
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されている。従って、不図示の光ピックアップがＵＤＦ２．０ファイルシステム１６６Ａ
の開始位置に到達した時に、光ピックアップはこのＵＤＦ２．０ファイルシステム１６６
Ａ内を参照して上記したアプリケ－ションソフト１６５Ａを立ち上げるようになっている
。
【００８３】
　また、データ記録済み領域１６０Ａ内のＶＡＴ１６７Ａは、第１未記録領域１７０－１
中に書き込みたい複数のフォルダの位置を仮想的に割り付けるために用意されたものであ
り、このＶＡＴ１６７Ａを設けたことによりシングルボーダ構造で実施例１における情報
群の編集記録が可能となる。
【００８４】
　更に、データ記録済み領域１６０Ａに続く外周側に第２未記録領域１７０－２が配置さ
れており、後述するように、第２未記録領域１７０－２内にＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ規格フォ
ーマットに対応してリードアウト領域１８０Ｂが記録されるようになっている。
【００８５】
　従って、光ディスク１００Ａをパソコン２０内に挿入した時には、第１のファイルシス
テムとなるＵＤＦ２．０ファイルシステム１６６Ａによってアプリケーションソフト１６
５Ａが立ち上げられ、このアプリケーションソフト１６５Ａを用いて複数の情報群が編集
される。
【００８６】
　この後、アプリケーションソフト１６５Ａの指令によって、光ディスク１００Ａの第１
未記録領域１７０－１のＲＺｏｎｅ＃１は記録状態をＲｅｓｅｒｖｅｄからＵＤＦ－Ｂｒ
ｉｄｇｅ，ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ，ＦｉｌｅｓによりＣｏｍｐｌｅｔｅｄとなる記録を行い
、一方、データ記録済み領域１６０ＡからなるＲＺｏｎｅ＃２はそのままとし、ディスク
全体をシングルボーダとなるＦｉｎａｌｉｚｅｄ処理を行って、図７（ｂ）に示した光デ
ィスク１００Ｂの信号形態にする。
【００８７】
　より具体的に説明すると、ＲＺｏｎｅ＃１の記録において、光ディスク１００Ａの第１
未記録領域１７０－１にＤＶＤ規格フォーマットに従う第２のファイルシステムとなるＵ
ＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム１６１Ｂと、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏのフォルダ群１６
２Ｂと、例えば画像及び音楽等の情報フォルダのＦｉｌｅｓ１６３Ｂとを記録し、第１未
記録領域１７０－１の記録状態をＲｅｓｅｒｖｅｄからＣｏｍｐｌｅｔｅｄにして光ディ
スク１００Ｂ上でのデータ記録済み領域１６０Ｂとする。
【００８８】
　そして、ＲＺｏｎｅ＃１内のＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム１６１Ｂと、ＤＶ
Ｄ－Ｖｉｄｅｏのフォルダ群１６２Ｂと、情報フォルダのＦｉｌｅｓ１６３Ｂとをパソコ
ンで参照可能なデータとする。
【００８９】
　また、ＲＺｏｎｅ＃２は、光ディスク１００Ａのデータ記録済み領域１６０Ａ内のデー
タが記録された状態のままであり、編集後の光ディスク１００Ｂではデータ記録済み領域
１６０Ｂ内に記録された記録済みのデータをアプリケーションソフト１６５Ｂ，ＵＤＦ２
．０ファイルシステム１６６Ｂ，ＶＡＴ１６７Ｂと呼称するものの、ＲＺｏｎｅ＃２内の
アプリケーションソフト１６５Ｂ，ＵＤＦ２．０ファイルシステム１６６Ｂ，ＶＡＴ１６
７Ｂは前述したＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム１６１Ｂに登録しないデータ（パ
ソコンで参照不能なデータ）とする。
【００９０】
　更に、Ｆｉｎａｌｉｚｅｄ処理において、光ディスク１００Ａのリードイン領域１５０
Ａの未記録領域に所定フォーマットの追記データを記録して、光ディスク１００Ｂのリー
ドイン領域１５０Ｂ内での追記データ１５３とし、且つ、光ディスク１００Ａの第２未記
録領域１７０－２に所定のリードアウト情報を記録して、光ディスク１００Ｂでのリード
アウト領域１８０Ｂとする。
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【００９１】
　そして、この光ディスク１００Ｂをパソコン２０から取り出した後の信号領域１３０Ｂ
の状態は、前述したように、内周から外周に向かって、ＲＭＡ領域１４０Ｂ，リードイン
領域１５０Ｂ，データ記録済み領域１６０Ｂ，リードアウト領域１８０Ｂが順に配置され
る。
【００９２】
　即ち、信号領域１３０Ｂにおいて、この信号領域１３０Ｂの最内周に位置するＲＭＡ領
域１４０Ｂは、再生時に不図示の光ピックアップが最初に読み取りを行う領域であり、こ
のＲＭＡ領域１４０Ｂ内では先に図７（ａ）を用いて説明したＲＭＤ－１情報１４１が図
７（ｂ）に示したＲＭＤ－２情報１４２に更新記録されている。この際、更新されたＲＭ
Ｄ－２情報１４２には、ＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム１６１Ｂを含むＲＺｏｎ
ｅ＃１の開始アドレス及び終了アドレスが記録されているので、光ピックアップでＲＭＤ
－２情報１４２を読み取った後に光ピックアップはＲＺｏｎｅ＃１内のポインタを使いＵ
ＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム１６１Ｂの開始位置に移動するようになっている。
【００９３】
　また、ＲＭＡ領域１４０Ｂの隣に位置するリードイン領域１５０Ｂ内には、先に図７（
ａ）を用いて説明したＣＴＬ（コントロールデータ）１５２がプリピットの形態又はＰｒ
ｅ－ｒｅｃｏｒｄｅｄの形態で不正使用防止対策を施して記録されていると共に、所定フ
ォーマットの追記データ１５３が追記録されている。
【００９４】
　また、リードイン領域１５０Ｂの隣にデータ記録済み領域１６０Ｂが設けられている。
そして、このデータ記録済み領域１６０Ｂ内には、内周から外周に向かって、リードイン
領域１５０Ｂの後に続いてＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム１６１Ｂと、ＤＶＤ－
Ｖｉｄｅｏのフォルダ群１６２Ｂと、たとえば画像及び音楽等の情報フォルダのＦｉｌｅ
ｓ１６３Ｂと、アプリケーションソフト１６５Ｂと、ＵＤＦ２．０ファイルシステム１６
６Ｂと、ＶＡＴ１６７Ｂとで構成されている。ここで、１６１Ｂ～１６３Ｂまでの各ブロ
ックは、ＲＺｏｎｅ＃１記録において完全な記録状態（Ｃｏｍｐｌｅｔｅｄ）で記録され
ており、パソコンで参照可能なデータとなっている。一方、１６５Ｂ～１６７Ｂまでの各
ブロックは、ＲＺｏｎｅ＃２の記録時に完全な記録状態（Ｃｏｍｐｌｅｔｅｄ）で既に記
録されており、パソコンで参照不能なデータとなっている。
【００９５】
　より具体的に説明すると、データ記録済み領域１６０Ｂ内は、ＲＺｏｎｅ＃１とＲＺｏ
ｎｅ＃２とが存在するが、パソコン２０から参照できるフォルダはＲＺｏｎｅ＃１だけで
ある。
【００９６】
　ここで、ＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム１６１Ｂは、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏのフ
ォルダ群１６２Ｂと、Ｆｉｌｅｓ１６３Ｂとに対して参照するものの、ＲＺｏｎｅ＃２の
アプリケーションソフト１６５Ｂと、ＵＤＦ２．０ファイルシステム１６６Ｂと、ＶＡＴ
１６７Ｂとに対して参照の対象にしない。
【００９７】
　このように光ディスク１００Ｂはシングルボーダ構造にＦｉｎａｌｉｚｅｄされるため
、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ規格準拠の光ディスクとなり、市販のＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏプレーヤ
での再生互換に支障をきたさない。また、光ディスク１００Ｂのデータ記録済み領域１６
０ＢのＲＺｏｎｅ＃２に記録されたアプリケーションソフト１６５Ｂは、ＵＤＦ－Ｂｒｉ
ｄｇｅファイルシステム１６１Ｂで参照しないため、結果的に１回しか使用できず、光デ
ィスク１００Ｂからのパソコンへの再インストールはできない。
【００９８】
　また、ＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム１６１Ｂの隣に位置するＤＶＤ－Ｖｉｄ
ｅｏのフォルダ群１６２Ｂは、先に図７（ａ）で示した情報編集記録用のアプリケーショ
ンソフト１６５Ａを用いてパソコン２０内に蓄積したディジタルカメラ１１で撮影した複
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数の画像情報から所望の画像情報を順次選択して、所望の画像情報に対して必要に応じて
バックミュージック（音楽情報）とかコメント情報などを付加した上で所望の画像情報を
希望する順に編集して、スライドショー用の画像情報群を得て、このスライドショー用の
画像情報群をＤＶＤ規格フォーマットに従って周知のＭＰＥＧ２などの圧縮技術を用いて
圧縮記録したものであり、このＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏのフォルダ群１６２Ｂは図１及び図２
に示した既存の光ディスクプレーヤ（ＤＶＤプレーヤ）１２で再生可能になっている。
【００９９】
　また、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏのフォルダ群１６２Ｂの隣に位置するＦｉｌｅｓ１６３Ｂは
、スライドショー用の画像情報群を例えばＪＰＥＧフォーマットのままで記録しておくこ
とにより、パソコン２０内にスライドショー用の画像情報群を記憶させる必要がなくなる
と共に、このＦｉｌｅｓ１６３Ｂは図１及び図２に示した既存の光ディスクプレーヤ（Ｄ
ＶＤプレーヤ）１２では再生できないが、光ディスク１００Ｂをパソコン２０内に挿入し
た時にＦｉｌｅｓ１６３Ｂを高画質な状態で見ることができるようになっている。
【０１００】
　上記したように、第１のファイルシステムとなるＵＤＦ２．０ファイルシステム１６６
Ａ（１６６Ｂ）から第２のファイルシステムとなるＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステ
ム１６１Ｂに変更することで、パソコン２０内にインストール可能なアプリケーションソ
フト１６５ＡがＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム１６１Ｂによりパソコン２０内に
インストール不可能な状態になり、これによりアプリケーションソフトに対してインスト
ールを１回限りに制限した編集記録システムを構築することができる。
【０１０１】
　従って、実施例１によると、販売業者は光ディスク１００Ａを介して情報編集記録用の
アプリケーションソフト１６５Ａを多数販売できるので、アプリケーションソフト１６５
Ａの開発費用をカバーできる一方、ユーザーはアプリケーションソフト１６５Ａの使用回
数が１回限りに制限されるもののアプリケーションソフト１６５Ａを収納した光ディスク
１００Ａを安価に入手できるので、販売業者及びユーザー共にメリットが得られる。
【０１０２】
　次に、実施例１を一部変形させた変形例について図８（ａ），（ｂ）を用いて簡略に説
明する。
【０１０３】
　図８は本発明に係る実施例１の光ディスクを一部変形させた変形例の信号領域を説明す
るための模式図であり、（ａ）はパソコン２０に入れる前の光ディスク１００Ａ’の信号
領域１３０Ａ’の状態を示し、（ｂ）はパソコン２０から取り出した後の光ディスク１０
０Ｂ’の信号領域１３０Ｂ’の状態を示した図である。
【０１０４】
　まず、図８（ａ）に示した如く、パソコン２０に入れる前の光ディスク１００Ａ’の信
号領域１３０Ａ’の状態は、先に図７（ａ）を用いて説明した光ディスク１００Ａの信号
領域１３０Ａの状態に対して各ブロックの構成は全く同じであり、内周から外周に向かっ
て、ＲＭＡ領域１４０Ａ，リードイン領域１５０Ａ，Ｒｚｏｎｅ＃１の第１未記録領域１
７０－１，Ｒｚｏｎｅ＃２のデータ記録済み領域１６０Ａ，第２未記録領域１７０－２が
順に配置されているものの、第１，第２未記録領域１７０－１，１７０－２の記録方向の
長さが異なるだけである。
【０１０５】
　一方、図８（ｂ）に示した如く、パソコン２０から取り出した後の光ディスク１００Ｂ
’の信号領域１３０Ｂ’の状態は、先に図７（ｂ）を用いて説明した光ディスク１００Ｂ
の信号領域１３０Ｂの状態に対してデータ記録済み領域１６０Ｂ内の配列順序が異なるだ
けであり、このデータ記録済み領域１６０Ｂ内では内周から外周に向かって、Ｒｚｏｎｅ
＃１のＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム１６１Ｂと、Ｒｚｏｎｅ＃２で構成される
アプリケーションソフト１６５Ｂ，ＵＤＦ２．０ファイルシステム１６６Ｂ，ＶＡＴ１６
７Ｂと、Ｒｚｏｎｅ＃３で構成されるＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏのフォルダ群１６２Ｂ，Ｆｉｌ
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ｅｓ１６３Ｂと、所定フォーマット記録のリードアウト領域１６８Ｂの順で構成されてい
る。
【０１０６】
　この際、光ディスク１００Ａ’の第１未記録領域１７０－１が予めリザーブされて光デ
ィスク１００Ｂ’上でのＲｚｏｎｅ＃１内にリードイン領域１５０Ｂの後に続くＵＤＦ－
Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム１６１Ｂのみが記録されるため、この光ディスク１００Ａ
’，１００Ｂ’上でのＲｚｏｎｅ＃１は先に図７（ａ），（ｂ）で示した光ディスク１０
０Ａ，１００Ｂ上でのＲｚｏｎｅ＃１よりも狭い領域に設定可能である。
【０１０７】
　また、Ｒｚｏｎｅ＃３を構成する第２未記録領域１７０－２内のＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏの
フォルダ群１６２Ｂ及びＦｉｌｅｓ１６３Ｂは、編集対象のサイズに合わせて編集記録で
きるので、短時間で光ディスク１００Ｂ’内にＲｚｏｎｅ＃３を形成することができる。
【０１０８】
　勿論、この実施例１の変形例においても、光ディスク１００Ｂ’の信号領域１３０Ｂ’
内でアプリケーションソフト１６５Ｂと、ＵＤＦ２．０ファイルシステム１６６Ｂと、Ｖ
ＡＴ１６７Ｂは、ＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム１６１Ｂから参照不能なデータ
となっている。
【０１０９】
　次に、実施例１の光ディスク１００Ａ又は実施例１を一部変形させた変形例の光ディス
ク１００Ａ’に予め記録したアプリケーションソフト１６５Ａをパソコン２０内にインス
トールした時に、アプリケーションソフト１６５Ａに対して不正使用を防止する技術的思
想について、図９を用いて説明する。
【０１１０】
　図９は本発明に係る実施例１の光ディスク又は実施例１を一部変形させた変形例の光デ
ィスクにおいて、パソコン内にインストールしたアプリケーションソフトに対して不正使
用を防止するためにリードイン領域内に予め記録したＣＴＬ（コントロールデータ）を説
明するための図である。
【０１１１】
　図９に示した如く、リードイン領域１５０Ａ内のＣＴＬ（コントロールデータ）１５２
は、ディスク物理情報Ａとか、ディスク製造者情報Ｂとか、システム使用のための予約Ｃ
とが、プリピットの形態又はＰｒｅ－ｒｅｃｏｒｄｅｄの形態で記録されており、この状
態で光ディスク１００Ａが出荷される。このため購入者はＣＴＬ１５２のデータをＤＶＤ
再生機または記録再生機で読み取ることは可能だが、そのデータ値をＤＶＤ記録再生機で
改竄することはできない領域である。
【０１１２】
　この実施例１では、図７（ａ）に示した光ディスク１００Ａ内のアプリケーションソフ
ト１６５Ａに対応してディスク物理情報Ａとディスク製造者情報Ｂのうち少なくとも１つ
以上を製造者だけが変更可能な値に予め設定している。
【０１１３】
　例えば、ＣＴＬ１５２のディスク物理情報Ａのうちで螺旋状のトラックの終了位置を、
通常の終了セクタアドレス値に対して故意に短く設定し、通常より短く設定したトラック
の終了位置を工場で予め記録しておけば、ユーザー側でディスク物理情報Ａを改変できな
いばかりでなく、市販されている光ディスクの終了セクタアドレス値とは一致しない値と
なるので安全である。
【０１１４】
　また、ＣＴＬ１５２のディスク製造者情報Ｂにアプリケーションソフト１６５Ａから解
読できる暗号情報を記録し、その値を使用することも可能である。
【０１１５】
　更に、ＣＴＬ１５２のディスク物理情報Ａ及び／又はディスク製造者情報Ｂに対応した
情報をアプリケーションソフト１６５Ａ内に予め収録しておけば、このアプリケーション
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ソフト１６５Ａをパソコン内にインストールした時にディスク物理情報Ａ及び／又はディ
スク製造者情報Ｂに対応した情報をインストールしたアプリケーションソフト１６５Ａか
ら取得して比較することで、インストールしたアプリケーションソフト１６５Ａへの不正
使用を防止できる。
【０１１６】
　この他に、光ディスク１００Ａ内のトラックをウォブリングさせて、このトラックのウ
ォブリング信号中、又は、ウォブリングさせたトラック間に形成したランドプリピット中
に、アプリケーションソフトに対して不正使用を防止するためデータを重畳して記録する
方法でも良く、この際、ウォブリングされたトラックやランドプリピットはディスク成形
時に形成されるためにそのデータ値をＤＶＤ記録再生機で改竄することはできないもので
ある。
【０１１７】
　ここで、ユーザーが本発明に係る実施例１の光ディスクを不正に使用するケースは２つ
考えられる。
【０１１８】
　第１のケースは未使用の光ディスク１００Ａの情報を他の未記録ディスクに光ディスク
１００Ａと同じ構造でコピーして使用する場合、第２のケースは光ディスク１００Ａをイ
ンストール後のＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏフォーマットの編集時に、光ディスク１００Ａを記録
再生機から抜き取り、他の市販の未記録ディスクを挿入して使用する場合である。
【０１１９】
　前者のケースでは、アプリケーションソフト１６５Ａの中に、ソフトの開始する時点で
、光ディスク１００ＡのＣＴＬ１５２の情報とアプリケーションソフト１６５Ａの中の値
が一致または関連づけられているかを確認することで実現できる。
【０１２０】
　また、後者のケースでは、上記確認方法をＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ記録の開始、または途中
において実施することで実現できる。当然、これらの組み合わせも行うことは容易なこと
である。
【実施例２】
【０１２１】
　図１０は本発明に係る実施例２の情報記録方法及び光ディスクに適用される情報記録シ
ステムを示した斜視図、
図１１は本発明に係る実施例２の情報記録方法及び光ディスクに適用される情報記録シス
テムを示したブロック図、
図１２は本発明に係る実施例２の情報記録方法の動作を説明するためのフロー図である。
【０１２２】
　図１０及び図１１に示した本発明に係る実施例２の情報記録方法及び光ディスクに適用
される情報記録システム１０Ｂは、先に説明した本発明に係る実施例１の情報記録方法及
び光ディスクに適用される情報記録システム１０Ａに対して光ディスクの種類が異なるだ
けであり、この実施例２では複数回繰り返し記録可能な光ディスク２００Ａを用いること
で実施例１に対して情報記録方法が一部異なっており、ここでは説明の便宜上、先に示し
た構成部材に対して同一の符番を付し、且つ、実施例１に対して異なる構成部材に対して
新たな符番を付して異なる点を中心に説明する。
【０１２３】
　図１０及び図１１に示した如く、本発明に係る実施例２の情報記録方法及び光ディスク
に適用される情報記録システム１０Ｂでは、複数回繰り返し記録可能な光ディスク２００
Ａのデータ記録済み領域内に、第１のファイルシステムとなるＵＤＦ２．０ファイルシス
テムと、情報群を生成するためのアプリケーションソフトとが予め記録された状態で、第
１のファイルシステムによって読み取り可能な情報編集記録用のアプリケーションソフト
を情報処理装置であるパソコン２０内にインストールし、且つ、例えばディジタルカメラ
１１で撮影した複数の画像情報をパソコン２０内に取り込んだ後に、アプリケーションソ
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フトを用いて複数の画像情報から所望の画像情報を順次選択して、所望の画像情報に対し
て必要に応じてバックミュージック（音楽情報）とかコメント情報などを付加した上で例
えばスライドショー用の画像情報群を希望する順に編集し、更に、アプリケーションソフ
トの指令に基づいて、所定の光ディスク規格フォーマットに従う第２のファイルシステム
となるＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステムを情報群の生成後にデータ記録済み領域上
に重ね書きして第１のファイルシステム，アプリケーションソフトの一部又は全部を消去
すると共に、第２のファイルシステムによって読み取り可能な情報群（例えばスライドシ
ョー用の画像情報群）を光ディスクの書き換え可能領域に記録して、編集後の光ディスク
２００Ｂを得ることを特徴としている。
【０１２４】
　従って、情報群の編集後には、編集前に既に記録されている第１のファイルシステム及
びアプリケーションソフトが一部消去又は全部消去されているので、アプリケーションソ
フトをパソコン２０内に１回限りインストールするように制限でき、更に、スライドショ
ー用の画像情報群を記録した光ディスク２００Ｂを既存の光ディスクプレーヤ１２で再生
し、この光ディスクプレーヤ１２に接続したモニタＴＶ１３でスライドショー用の画像情
報群を見ることができるように構成されている。
【０１２５】
　この際、記録再生可能な光ディスク２００Ａは、複数回繰り返し記録可能なＤＶＤ－Ｒ
Ｗ又はＣＤ－ＲＷもしくはＤＶＤ－ＲＡＭなどを用いており、以下の説明ではＤＶＤ－Ｒ
Ｗを適用した場合について説明する。
【０１２６】
　そして、上記した光ディスク２００Ａは、パソコン２０内に挿入する前の状態において
データを複数回繰り返して記録できる書き換え可能領域を有し、且つ、第１のファイルシ
ステムとアプリケーションソフトとＶＡＴとを予め記録したデータ記録済み領域を有して
いるものである。
【０１２７】
　一方、再生可能な光ディスク２００Ｂは、パソコン２０内で上記した情報編集記録用の
アプリケーションソフトを用いて複数回繰り返して記録可能な光ディスク２００Ａ上に例
えばスライドショー用の画像情報群を所定の光ディスク規格フォーマットに従って記録す
ると共に、アプリケーションソフトを一部消去又は全部消去して、パソコン２０内から取
り出したものであり、パソコン２０から取り出した時にアプリケーションソフトは当然読
み取り不能になっている。
【０１２８】
　尚、この実施例２において、記録再生可能な光ディスク２００Ａに予め記録した情報編
集記録用のアプリケーションソフトは、例えばスライドショー用の画像情報群を当該光デ
ィスク２００Ａ上で編集記録できるように作製されたものであるが、スライドショー用の
画像情報群に限られるわけではなく、アプリケーションソフトに対して所定の処理を施し
て生成した情報群を光ディスク２００Ａ上に記録できるものならばいかなるアプリケーシ
ョンソフトでも良いものである。
【０１２９】
　より具体的に説明すると、図１１に示した如く、パソコン２０は、パソコン全体を制御
するＣＰＵ２１と、複数の画像情報や複数の音楽情報などの各種の情報を多量に蓄積する
ハードディスク２２と、各種の情報を一時的に記憶する一時記憶メモリ２３と、記録再生
可能な光ディスクドライブ２４と、複数のＵＳＢポート２５～２７と，インターネット接
続用端子２８とを少なくとも内部に備えていると共に、画像情報に対するコメント情報な
どを入力するキーボード２９と、画像情報，コメント情報などを表示するディスプレイ３
０とを外部に備えている点は実施例１と全く同じ構成である。
【０１３０】
　上記のように構成した実施例２の情報記録システム１０Ｂの動作を、図１１及び図１２
を併用して動作順に説明すると、まず、ステップＳ１１では、ディジタルカメラ１１で撮
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影した複数の画像情報をパソコン２０内のハードディスク２２に取り込む。
【０１３１】
　次に、ステップＳ１２では、書き換え可能領域を有する記録再生可能な光ディスク２０
０Ａに予め記録され且つ第１のファイルシステムとなるＵＤＦ２．０ファイルシステムで
読み取り可能な情報編集記録用のアプリケーションソフトをパソコン２０内にインストー
ルする。ここでは、パソコン２０内の光ディスクドライブ２４により光ディスク２００Ａ
から情報編集記録用のアプリケーションソフトを第１のファイルシステムにより読み出し
て、このアプリケーションソフトをＣＰＵ２１を介してハードディスク２２に記憶させて
いる。この際、パソコン２０内にインストールしたアプリケーションソフトに対して不正
使用を防止する対策を施しているが、この不正使用防止対策については後述する。
【０１３２】
　尚、情報編集記録用のアプリケーションソフトをパソコン２０内のハードディスク２２
に記憶させずに、一時記憶メモリ２３に記憶させる方法でも良く、更に、アプリケーショ
ンソフトをハードディスク２２と一時記憶メモリ２３とに分割して記録しても良い。この
際、アプリケーションソフトをハードディスク２２に記憶させた場合には１回使用したら
アプリケーションソフトをハードディスク２２から削除するように設定すればアプリケー
ションソフトの不正使用を防止でき、一方、アプリケーションソフトを一時記憶メモリ２
３に記憶させた場合には電源ＯＦＦ時に自動的に削除できるのでアプリケーションソフト
の不正使用を防止できる。
【０１３３】
　次に、ステップＳ１３では、パソコン２０内で情報編集記録用のアプリケーションソフ
トを用いてハードディスク２２に取り込んだ複数の画像情報から所望の画像情報を順次選
択して、所望の画像情報に対して必要に応じてバックミュージック（音楽情報）とかコメ
ント情報などを付加した上で所望の画像情報を所定の光ディスク規格フォーマットとして
例えば後述するようにＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ規格フォーマットに従う第２のファイルシステ
ムとなるＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステムで読み取り可能に編集して、スライドシ
ョー用の画像情報群を得て、このスライドショー用の画像情報群をパソコン２０内の一時
記憶メモリ２３に一時的に記憶させている。
【０１３４】
　この際、情報編集記録用のアプリケーションソフト内にバックミュージックとして明る
い曲とか、静かな曲とか、スポーティな曲などを複数種類用意しておき、所望の画像情報
に対して複数種類の曲の中から必要に応じてバックミュージック（音楽情報）を選択的に
付加させる方法とか、あるいは、ハードディスク２２に蓄積した複数の音楽情報もしくは
インターネット回線１４を介して取り込んだ複数の音楽情報から選択した所望の音楽情報
を適宜付加させる方法とがある。
【０１３５】
　また、所望の画像情報に対してコメント情報を付加させる場合には、パソコン２０のキ
ーボード２９からコメント情報を入力してディスプレイ３０を見ながらコメント情報を付
加すれば良い。
【０１３６】
　次に、ステップＳ１４では、パソコン２０内でアプリケーションソフトの指令により、
第２のファイルシステムとなるＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステムをリードイン領域
に続くデータ記録済み領域上に重ね書きして第１のファイルシステム，アプリケーション
ソフトを一部消去又は全部消去すると共に、編集したスライドショー用の画像情報群を第
２のファイルシステムに続く書き換え可能領域に第２のファイルシステムにより読み取り
可能に記録することで、スライドショー用の画像情報群を記録した光ディスク２００Ｂを
パソコン２０内から取り出す。これにより、光ディスク２００Ｂをパソコン２０内から取
り出した時には、アプリケーションソフトは一部消去又は全部消去されているので、結果
的にアプリケーションソフトをパソコン２０内に１回限りインストールするように制限で
きる。
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【０１３７】
　次に、ステップＳ１５では、スライドショー用の画像情報群を記録した光ディスク２０
０Ｂを既存の光ディスクプレーヤ（ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏプレーヤ）１２で再生すると、ス
ライドショー用の画像情報群がモニタＴＶ１３上に表示される。これにより、皆でスライ
ドショー用の画像情報群を見ることができる。
【０１３８】
　尚、上記の動作フローでは、スライドショー用の画像情報群を編集記録した場合につい
て説明したが、これに限ることなく、アプリケーションソフトによって生成した各種の情
報群を光ディスクに記録する場合も可能である。
【０１３９】
　次に、本発明に係る実施例２の光ディスクについて、図１３及び図１４を用いて説明す
る。
【０１４０】
　図１３は本発明に係る実施例２の光ディスクを説明するための平面図であり、（ａ）は
パソコン２０に入れる前の光ディスク２００Ａの状態を示し、（ｂ）はパソコン２０から
取り出した後の光ディスク２００Ｂの状態を示した図、
図１４は本発明に係る実施例２の光ディスクの信号領域を説明するための模式図であり、
（ａ）はパソコン２０に入れる前の光ディスク２００Ａの信号領域２３０Ａの状態を示し
、（ｂ）はパソコン２０から取り出した後の光ディスク２００Ｂの信号領域２３０Ｂの状
態を示した図である。
【０１４１】
　まず、図１３（ａ）に示したように、パソコン２０（図１０，図１１）に入れる前の光
ディスク２００Ａの状態は、市販されているＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏディスク１００（図４）
と同様に、外観形状が直径１２０ｍｍの円盤状に形成されており、中心部に直径１５ｍｍ
の中心孔２１０が貫通して形成され、且つ、この中心孔２１０の外周に沿ってクランプ領
域２２０が形成されている。
【０１４２】
　この光ディスク２００Ａでは、クランプ領域２２０の外周側で螺旋状のトラックにより
形成される信号領域２３０Ａの構成が市販されているＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏディスク１００
の信号領域１３０（図４，図５）に対して異なっており、信号領域２３０Ａ内は相変化記
録膜が膜付けされて螺旋状のトラックに沿ってＤＶＤ-ＲＷディスクの増加記録モード（
Ｉｎｃｒｅｍｅｎｔａｌ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｍｏｄｅ）を定めた規格に準拠するＲＺｏｎ
ｅ記録再生可能になっている。更に、信号領域２３０Ａ内では、市販されているＤＶＤ－
Ｖｉｄｅｏディスク１００の信号領域１３０（図４，図５）とは異なって、リードイン領
域２５０Ａよりも内周側に後述するＲＭＡ（Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ
　Ａｒｅａ）領域２４０Ａが新たに追加されていると共に、リードアウト領域が設けられ
ていない。
【０１４３】
　これに伴って、信号領域２３０Ａ内は、内周から外周に向かって、ＲＭＡ領域２４０Ａ
と、リードイン領域２５０Ａと、後述するように第１のファイルシステムとなるＵＤＦ２
．０ファイルシステム及びアプリケーションソフト並びにＶＡＴを予め記録したデータ記
録済み領域２６０Ａと、書き換え可能領域２７０とで構成されている。更に、ＲＭＡ領域
２４０Ａの内周側には、記録時のレーザーパワーを最適化するＰＣＡ（Ｐｏｗｅｒ　Ｃａ
ｌｉｂｒａｔｉｏｎ　Ａｒｅａ）領域があるが、このＰＣＡ領域は実施例２に対して直接
関係ないのでここでの図示を省略する。この際、光ディスク２００Ａのデータ記録済み領
域２６０Ａは、重ね書きできる書き換え可能領域でもある。
【０１４４】
　従って、この光ディスク２００Ａは、リードアウト領域がないために先に図１０及び図
１１に示した既存の光ディスクプレーヤ（ＤＶＤプレーヤ）１２での再生ができないもの
の、ＤＶＤ-ＲＷディスクの記録方法を定めた増加記録モードに準拠するため、パソコン
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２０（図１０，図１１）内の光ディスクドライブ２４（図１１）では記録再生可能になっ
ている。
【０１４５】
　次に、図１３（ｂ）に示した如く、上記した光ディスク２００Ａを用いてパソコン２０
（図１０，図１１）内でアプリケーションソフトを用いて素材情報群を編集記録してパソ
コン２０から取り出した光ディスク２００Ｂの状態は、クランプ領域２２０の外周側で螺
旋状のトラックにより形成される信号領域２３０Ｂの構成が、上記した光ディスク２００
Ａの信号領域２３０Ａに対して異なっており、この信号領域２３０ＢはＤＶＤ－Ｖｉｄｅ
ｏフォーマットに従って光ディスク２００Ａのデータ記録済み領域２３０Ａ上に第２のフ
ァイルシステムとなるＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステムを重ね書きして第１のファ
イルシステムとなるＵＤＦ２．０ファイルシステム，アプリケーションソフトを一部消去
又は全部消去し、且つ、光ディスク２００Ａの書き換え可能領域（２６０Ａ），２７０に
ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ情報群を記録してデータ記録済み領域１６０Ｂとし、更に、リードイ
ン領域２５０Ｂとリードアウト領域２８０Ｂとを追加している。
【０１４６】
　これに伴って、信号領域２３０Ｂ内は、内周から外周に向かって、後述するＲＭＡ領域
２４０Ｂと、リードイン領域２５０Ｂと、ＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステムとアプ
リケーションソフトから制作したＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏの情報群とを記録したデータ記録済
み領域２６０Ｂと、リードアウト領域２８０Ｂとで構成されている。
【０１４７】
　従って、この光ディスク２００Ｂは、リードイン領域２５０Ｂと、データ記録済み領域
２６０Ｂと、リードアウト領域２８０Ｂとによる組みが１組存在するＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ
規格に準拠にしたシングルボーダ構造であるので、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ規格の光ディスク
プレーヤ１２（図１０，図１１）での正常な再生動作が可能となっている。
【０１４８】
　次に、光ディスク２００Ａの信号領域２３０Ａにおいてアプリケーションソフトをパソ
コン２０（図１０，図１１）内にインストール可能に記録し、一方、光ディスク２００Ｂ
の信号領域２３０Ｂにおいてアプリケーションソフトをパソコン２０内にインストール不
可能な状態にする技術的思想について、図１４（ａ），（ｂ）を用いて説明する。
【０１４９】
　まず、パソコン２０に入れる前の光ディスク２００Ａの信号領域２３０Ａの状態は、図
１４（ａ）に示した如くとなっており、前述したように、内周から外周に向かって、ＲＭ
Ａ領域２４０Ａ，リードイン領域２５０Ａ，データ記録済み領域２６０Ａ，書き換え可能
領域２７０が順に配置されている。
【０１５０】
　即ち、信号領域２３０Ａにおいて、この信号領域２３０Ａの最内周に位置するＲＭＡ領
域２４０Ａは、記録再生時に不図示の光ピックアップが最初に読み取りを行う領域であり
、このＲＭＡ領域２４０Ａ内に記録管理情報であるＲＭＤ（Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　Ｍａｎ
ａｇｅｍｅｎｔ　Ｄａｔａ）情報がフィールド０からフィールド１４に亘って分割記録可
能で且つ予約した領域にデータを追記録した際にＲＭＤ情報中のフィールド４に必要なゾ
ーンの種別、ＲＺｏｎｅの開始セクタ番号及び終了セクタ番号等を追記録可能になってい
る。
【０１５１】
　上記した光ディスク２００ＡでのＲＺｏｎｅ記録は、データ記録済み領域２６０ＡをＲ
Ｚｏｎｅ＃１とする。
【０１５２】
　この際、光ディスク２００Ａをパソコン２０内に入れる前段階では、ＲＭＡ領域２４０
Ａ内のＲＭＤ－１情報２４１に後述するＵＤＦ２．０ファイルシステム２６５を含むＲＺ
ｏｎｅ＃１の開始アドレス及び終了アドレスが記録されているので、光ピックアップでＲ
ＭＤ－１情報２４１を読み取った後に光ピックアップはＲＺｏｎｅ＃１内のポインタを使
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い、ＵＤＦ２．０ファイルシステム２６５の開始位置に移動することが可能となる。
【０１５３】
　また、ＲＭＡ領域２４０Ａの隣に位置するリードイン領域２５０Ａ内には、ディスク情
報を示すＣＴＬ（コントロールデータ）２５２がプリピットの形態又はＰｒｅ－ｒｅｃｏ
ｒｄｅｄの形態で記録されており、この実施例２ではＣＴＬ（コントロールデータ）２５
２中のディスク物理情報及び／又はディスク製造者情報を用いてパソコン２０内にインス
トールしたアプリケーションソフト２６６に対して不正使用防止対策を施しているが、こ
れについては後で述べる。
【０１５４】
　また、リードイン領域２５０Ａに続く外周側にデータ記録済み領域２６０ＡがＲＺｏｎ
ｅ＃１として配置されており、このＲＺｏｎｅ＃１内は第１のファイルシステムとなるＵ
ＤＦ２．０ファイルシステム２６５と、アプリケーションソフト２６６と、ＶＡＴ（Ｖｉ
ｒｔｕａｌ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｔａｂｌｅ）２６７とで構成されている。ここで、
データ記録済み領域２６０Ａで構成するＲｚｏｎｅ＃１は、完全な記録状態（Ｃｏｍｐｌ
ｅｔｅｄ）で記録されて、データ記録済み領域２６０Ａのデータはパソコンで参照可能な
データとなっている。更に、データ記録済み領域２６０Ａ内は複数回繰り返し記録可能で
あり、後述するように第２のファイルシステムとなるＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシス
テム２６１Ｂが重ね書きできるようになっていると共に、アプリケーションソフト２６６
により作成した画像情報群も重ね書き可能になっている。
【０１５５】
　また、データ記録済み領域２６０Ａに続く外周側に書き換え可能領域２７０が配置され
ており、この書き換え可能領域２７０内もアプリケーションソフト２６６により作成した
画像情報群を複数回繰り返し記録可能になっている。
【０１５６】
　この際、データ記録済み領域２６０Ａ内のＵＤＦ２．０ファイルシステム２６５は、ア
プリケーションソフト２６６が含むファイルに対する目次や検索情報などが収納されてお
り、例えば、ファイルの名前とか、ファイルの大きさとか、ファイルの位置などが収納さ
れている。従って、不図示の光ピックアップがＵＤＦ２．０ファイルシステム２６５の開
始位置に到達した時に、光ピックアップはこのＵＤＦ２．０ファイルシステム２６５内を
参照して上記したアプリケ－ションソフト２６６を立ち上げるようになっている。
【０１５７】
　また、データ記録済み領域２６０Ａ内の情報編集記録用のアプリケーションソフト２６
６は、パソコン２０内に蓄積されている画像情報及び／又は音楽情報から所望の情報を選
択して所望の情報を希望した順に編集して情報群を得るように制御し、且つ、画像情報が
例えばスライドスライドショー用の場合に予め用意しておいた複数曲のバックミュージッ
ク（音楽情報）を必要に応じて選択的に付加できるように制御すると共に、画像情報に付
加するコメントを必要に応じて入力できるように制御して、編集した情報群を例えばＤＶ
Ｄ－Ｖｉｄｅｏ規格フォーマットに従う後述の第２のファイルシステムとなるＵＤＦ－Ｂ
ｒｉｄｇｅファイルシステム２６１Ｂに応じて編集する編集機能と、データ記録済み領域
２６０Ａ内でリードイン領域２５０Ａの後に続いてＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステ
ム２６１Ｂを重ね書きして第１のファイルシステムとなるＵＤＦ２．０ファイルシステム
２６５，アプリケーションソフト２６６，ＶＡＴ２６７を一部消去又は全部消去し、この
ＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム２６１Ｂの後に編集したＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ２６
２ＢとかＦｉｌｅｓ２６３Ｂを読み取り可能に記録する焼き付け機能と、後述するように
リードイン領域２５０Ａ内のＣＴＬ（コントロールデータ）２５２中に記録されたディス
ク物理情報及び／又はディスク製造者情報を用いてパソコン２０内にインストールしたア
プリケーションソフト２６６に対して不正使用防止対策を施す機能とを備えている。
【０１５８】
　また、データ記録済み領域２６０Ａ内のＶＡＴ２６７は、データ書き換え可能領域２７
０中に書き込みたい複数のフォルダの位置を仮想的に割り付けるために用意されたもので
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あり、このＶＡＴ２６７を設けたことによりシングルボーダ構造で実施例２における情報
群の編集記録が可能となる。
【０１５９】
　更に、書き換え可能領域２７０内の最終部位には、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ規格フォーマッ
トに対応してリードアウト領域２８０Ｂが記録されるようになっている。
【０１６０】
　従って、光ディスク２００Ａをパソコン２０内に挿入した時には、第１のファイルシス
テムとなるＵＤＦ２．０ファイルシステム２６５によってアプリケーションソフト２６６
が立ち上げられ、このアプリケーションソフト２６６を用いて複数の情報群が編集される
。
【０１６１】
　この後、アプリケーションソフト２６６の指令によって、光ディスク２００Ａのデータ
記録済み領域２６０ＡのＲＺｏｎｅ＃１はＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅ，ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ，
ＦｉｌｅｓによりＣｏｍｐｌｅｔｅｄとなる記録を行ってＲＺｏｎｅ＃１’とし、ディス
ク全体をシングルボーダとなるＦｉｎａｌｉｚｅｄ処理を行って、図１４（ｂ）に示した
光ディスク２００Ｂの信号形態にする。
【０１６２】
　より具体的に説明すると、ＲＺｏｎｅ＃１の記録において、光ディスク２００Ａのリー
ドイン領域２５０Ａに続くデータ記録済み領域２６０Ａに記録されたＵＤＦ２．０ファイ
ルシステム２６５，アプリケーションソフト２６６，ＶＡＴ２６７の上にＤＶＤ規格フォ
ーマットに従う第２のファイルシステムとなるＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム２
６１Ｂを重ね書きしてＵＤＦ２．０ファイルシステム２６５，アプリケーションソフト２
６６，ＶＡＴ２６７を一部消去又は全部消去し、且つ、書き換え可能領域（２６０Ａ），
２７０内にＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏのフォルダ群２６２Ｂと、例えば画像及び音楽等の情報フ
ォルダのＦｉｌｅｓ２６３Ｂとを記録して、ＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム２６
１ＢからＦｉｌｅｓ２６３Ｂまでの領域をＲＺｏｎｅ＃１’とし、このＲＺｏｎｅ＃１’
の記録状態をＣｏｍｐｌｅｔｅｄにして光ディスク２００Ｂ上でのデータ記録済み領域２
６０Ｂとする。
【０１６３】
　この際、図１４（ａ），（ｂ）では、光ディスク２００Ａのデータ記録済み領域２６０
ＡのＲＺｏｎｅ＃１に記録されたＵＤＦ２．０ファイルシステム２６５，アプリケーショ
ンソフト２６６，ＶＡＴ２６７が全部消去されており、これにより、光ディスク２００Ｂ
のリードイン領域２５０Ｂに続いてＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム２６１Ｂが重
ね書きされ且つこの後ろで消去された後の書き換え可能領域（２６０Ａ）と前から用意し
た書き換え可能領域２７０とに画像情報群が記録されているが、これに限られるものでな
く、光ディスク２００Ａのデータ記録済み領域２６０Ａ内でアプリケーションソフト２６
６を読み取り不能にする重要な部分だけを一部消去するようにしても良く、この一部消去
時には、光ディスク２００Ｂのリードイン領域２５０Ｂに続いてＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅフ
ァイルシステム２６１Ｂだけは必ず重ね書きされ且つ一部消去して残った領域（２６０Ａ
）の後端から書き換え可能領域２７０にかけて画像情報群を記録すれば良いものである。
【０１６４】
　そして、ＲＺｏｎｅ＃１’内のＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム２６１Ｂと、Ｄ
ＶＤ－Ｖｉｄｅｏのフォルダ群２６２Ｂと、情報フォルダのＦｉｌｅｓ２６３Ｂとをパソ
コンで参照可能なデータとする。
【０１６５】
　更に、Ｆｉｎａｌｉｚｅｄ処理において、光ディスク２００Ａのリードイン領域２５０
Ａの未記録領域に所定フォーマットの追記データを記録して、光ディスク２００Ｂのリー
ドイン領域２５０Ｂ内での追記データ２５３とし、且つ、光ディスク２００Ａの書き換え
可能領域２７０の最終部位に所定のリードアウト情報を記録して、光ディスク２００Ｂで
のリードアウト領域２８０Ｂとする。
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【０１６６】
　そして、この光ディスク２００Ｂをパソコン２０から取り出した後の信号領域２３０Ｂ
の状態は、前述したように、内周から外周に向かって、ＲＭＡ領域２４０Ｂ，リードイン
領域２５０Ｂ，データ記録済み領域２６０Ｂ，リードアウト領域２８０Ｂが順に配置され
る。
【０１６７】
　即ち、信号領域２３０Ｂにおいて、この信号領域２３０Ｂの最内周に位置するＲＭＡ領
域２４０Ｂは、再生時に不図示の光ピックアップが最初に読み取りを行う領域であり、こ
のＲＭＡ領域２４０Ｂ内では先に図１４（ａ）を用いて説明したＲＭＤ－１情報２４１が
図１４（ｂ）に示したＲＭＤ－２情報２４２に更新記録されている。この際、更新された
ＲＭＤ－２情報２４２には、ＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム２６１Ｂを含むＲＺ
ｏｎｅ＃１’の開始アドレス及び終了アドレスが記録されているので、光ピックアップで
ＲＭＤ－２情報２４２を読み取った後に光ピックアップはＲＺｏｎｅ＃１’内のポインタ
を使いＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム２６１Ｂの開始位置に移動するようになっ
ている。
【０１６８】
　また、ＲＭＡ領域２４０Ｂの隣に位置するリードイン領域２５０Ｂ内には、先に図１４
（ａ）を用いて説明したＣＴＬ（コントロールデータ）２５２がプリピットの形態又はＰ
ｒｅ－ｒｅｃｏｒｄｅｄの形態で不正使用防止対策を施して記録されていると共に、所定
フォーマットの追記データ２５３が追記録されている。
【０１６９】
　また、リードイン領域２５０Ｂの隣にデータ記録済み領域２６０Ｂが設けられている。
そして、このデータ記録済み領域２６０Ｂ内には、内周から外周に向かって、リードイン
領域２５０Ｂの後に続いてＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム２６１Ｂと、ＤＶＤ－
Ｖｉｄｅｏのフォルダ群２６２Ｂと、たとえば画像及び音楽等の情報フォルダのＦｉｌｅ
ｓ２６３Ｂとで構成されている。ここで、２６１Ｂ～２６３Ｂまでの各ブロックは、ＲＺ
ｏｎｅ＃１’記録において完全な記録状態（Ｃｏｍｐｌｅｔｅｄ）で記録されており、パ
ソコンで参照可能なデータとなっている。
【０１７０】
　このように光ディスク２００Ｂはシングルボーダ構造にＦｉｎａｌｉｚｅｄされるため
、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ規格準拠の光ディスクとなり、市販のＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏプレーヤ
での再生互換に支障をきたさない。また、光ディスク２００Ａのデータ記録済み領域２６
０ＡのＲＺｏｎｅ＃１に記録されたアプリケーションソフト２６６は一部消去又は全部消
去されているため、結果的に１回しか使用できず、光ディスク２００Ｂからのパソコンへ
の再インストールはできない。
【０１７１】
　また、ＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム２６１Ｂの隣に位置するＤＶＤ－Ｖｉｄ
ｅｏのフォルダ群２６２Ｂは、先に図１４（ａ）で示した情報編集記録用のアプリケーシ
ョンソフト２６６を用いてパソコン２０内に蓄積したディジタルカメラ１１で撮影した複
数の画像情報から所望の画像情報を順次選択して、所望の画像情報に対して必要に応じて
バックミュージック（音楽情報）とかコメント情報などを付加した上で所望の画像情報を
希望する順に編集して、スライドショー用の画像情報群を得て、このスライドショー用の
画像情報群をＤＶＤ規格フォーマットに従って周知のＭＰＥＧ２などの圧縮技術を用いて
圧縮記録したものであり、このＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏのフォルダ群２６２Ｂは図１０及び図
１１に示した既存の光ディスクプレーヤ（ＤＶＤプレーヤ）１２で再生可能になっている
。
【０１７２】
　また、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏのフォルダ群２６２Ｂの隣に位置するＦｉｌｅｓ２６３Ｂは
、スライドショー用の画像情報群を例えばＪＰＥＧフォーマットのままで記録しておくこ
とにより、パソコン２０内にスライドショー用の画像情報群を記憶させる必要がなくなる
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と共に、このＦｉｌｅｓ２６３Ｂは図１０及び図１１に示した既存の光ディスクプレーヤ
（ＤＶＤプレーヤ）１２では再生できないが、光ディスク２００Ｂをパソコン２０内に挿
入した時にＦｉｌｅｓ２６３Ｂを高画質な状態で見ることができるようになっている。
【０１７３】
　上記したように、光ディスク２００Ａのデータ記録済み領域２６０Ａ内に記録されたＵ
ＤＦ２．０ファイルシステム２６５，アプリケーションソフト２６６，ＶＡＴ２６７の上
に第２のファイルシステムとなるＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム２６１Ｂを重ね
書きすることで、これによりアプリケーションソフト２６６に対してインストールを１回
限りに制限した編集記録システムを構築することができる。
【０１７４】
　従って、実施例２によると、販売業者は光ディスク２００Ａを介して情報編集記録用の
アプリケーションソフト２６６を多数販売できるので、アプリケーションソフト２６６の
開発費用をカバーできる一方、ユーザーはアプリケーションソフト２６６の使用回数が１
回限りに制限されるもののアプリケーションソフト２６６を収納した光ディスク２００Ａ
を安価に入手できるので、販売業者及びユーザー共にメリットが得られる。更に、第２の
ファイルシステムを第１のファイルシステム，アプリケーションソフトが記録されている
データ記録済み領域上に重ね書きすることで、データ記録済み領域を有効に活用すること
ができる。
【０１７５】
　次に、実施例２を一部変形させた変形例について図１５（ａ），（ｂ）を用いて簡略に
説明する。
【０１７６】
　図１５は本発明に係る実施例２の光ディスクを一部変形させた変形例の信号領域を説明
するための模式図であり、（ａ）はパソコン２０に入れる前の光ディスク２００Ａ’の信
号領域２３０Ａ’の状態を示し、（ｂ）はパソコン２０から取り出した後の光ディスク２
００Ｂの信号領域２３０Ｂの状態を示した図である。
【０１７７】
　図１５（ａ），（ｂ）に示した如く、実施例２を一部変形させた変形例では、複数回繰
り返して記録可能な光ディスク２００Ａ’を適用する点は実施例２と同様であるものの、
実施例２に用いた第１，第２のファイルシステムを用いずに一つのファイルシステムとし
てＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステムを用い、情報群を編集する前の信号領域２３０
Ａ’中のＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム２６１Ａに対して情報群を編集した後に
はＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム２６１Ｂ内のデータが変更されることによって
実施例２と同様の信号領域２３０Ｂが得られるように成したものである。
【０１７８】
　まず、図１５（ａ）に示した如く、パソコン２０に入れる前の光ディスク２００Ａ’の
信号領域２３０Ａ’の状態は、先に図１４（ａ）を用いて説明した光ディスク２００Ａの
信号領域２３０Ａの状態に対してリードイン領域２５０Ａに続くＲｚｏｎｅ＃１内が異な
っている。
【０１７９】
　即ち、光ディスク２００Ａ’のデータ記録済み領域２６０Ａ’内にはＵＤＦ２．０ファ
イルシステムに代えて、所定の光ディスク規格フォーマットに従う一つのファイルシステ
ムとなるＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム２６１Ａと、情報群を生成するためのア
プリケーションソフト２６６とが記録されている点が実施例２に対して異なっている。こ
の際、光ディスク２００Ａ’のデータ記録済み領域２６０Ａ’は、重ね書きできる書き換
え可能領域でもある。
【０１８０】
　一方、図１５（ｂ）に示した如く、パソコン２０から取り出した後の光ディスク２００
Ｂの信号領域２３０Ｂの状態は、先に図１４（ｂ）を用いて説明した実施例２の場合と全
く同じ状態となる。この際、光ディスク２００Ｂのリードイン領域２５０Ｂに続くＲｚｏ
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ｎｅ＃１’中のＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム２６１Ｂは情報群の編集によって
編集前のＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム２６１Ａに対して内部のデータが変更さ
れている。
【０１８１】
　即ち、実施例２を一部変形させた変形例では、複数回繰り返し記録可能な光ディスク２
００Ａ’のデータ記録済み領域２６０Ａ’内に、所定の光ディスク規格フォーマットに従
う一つのファイルシステムであるＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム２６１Ａと、情
報群を生成するためのアプリケーションソフト２６６とが予め記録された状態で、一つの
ファイルシステム２６１Ａによって読み取り可能な情報編集記録用のアプリケーションソ
フト２６６を情報処理装置であるパソコン２０内にインストールし、且つ、例えばディジ
タルカメラ１１で撮影した複数の画像情報をパソコン２０内に取り込んだ後に、アプリケ
ーションソフト２６６を用いて複数の画像情報から所望の画像情報を順次選択して、所望
の画像情報に対して必要に応じてバックミュージック（音楽情報）とかコメント情報など
を付加した上で例えばスライドショー用の画像情報群を希望する順に編集し、更に、アプ
リケーションソフト２６６の指令に基づいて、情報群の生成により一つのファイルシステ
ム２６１Ａ内のデータが変更された上でこの一つのファイルシステム２６１Ｂを情報群の
生成後にデータ記録済み領域２６０Ａ’上に重ね書きして変更前の一つのファイルシステ
ム２６１Ａ，アプリケーションソフト２６６の一部又は全部を消去すると共に、変更され
た一つのファイルシステム２６１Ｂによって読み取り可能な情報群（例えばスライドショ
ー用の画像情報群）を光ディスク２００Ａの書き換え可能領域（２６０Ａ’），２７０に
記録して、編集後の光ディスク２００Ｂを得ることを特徴としている。
【０１８２】
　この際、図１５（ａ），（ｂ）では、光ディスク２００Ａ’のデータ記録済み領域２６
０Ａ’のＲＺｏｎｅ＃１に記録されたＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム２６１Ａ，
アプリケーションソフト２６６，ＶＡＴ２６７が全部消去されており、これにより、光デ
ィスク２００Ｂのリードイン領域２５０Ｂに続いてＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステ
ム２６１Ｂが重ね書きされ且つこの後ろで消去された後の書き換え可能領域（２６０Ａ’
）と前から用意した書き換え可能領域２７０とに画像情報群が記録されているが、これに
限られるものでなく、光ディスク２００Ａ’のデータ記録済み領域２６０Ａ’内でアプリ
ケーションソフト２６６を読み取り不能にする重要な部分だけを一部消去するようにして
も良く、この一部消去時には、光ディスク２００Ｂのリードイン領域２５０Ｂに続いてＵ
ＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム２６１Ｂだけは必ず重ね書きされ且つ一部消去して
残った領域（２６０Ａ’）の後端から書き換え可能領域２７０にかけて画像情報群を記録
すれば良いものである。
【０１８３】
　従って、情報群の編集後には、編集前に既に記録されている一つのＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅ
ファイルシステム２６１Ａ及びアプリケーションソフト２６６が一部消去又は全部消去さ
れているので、アプリケーションソフト２６６をパソコン２０内に１回限りインストール
するように制限でき、更に、スライドショー用の画像情報群を記録した光ディスク１００
Ｂを既存の光ディスクプレーヤ１２で再生し、この光ディスクプレーヤ１２に接続したモ
ニタＴＶ１３でスライドショー用の画像情報群を見ることができると共に、一つのファイ
ルシステム２６１Ａ，２６１Ｂだけを適用しているのでファイルシステムの簡素化を図る
ことができる。
【０１８４】
　次に、実施例２の光ディスク２００Ａ又は実施例２を一部変形させた変形例の光ディス
ク２００Ａ’に予め記録したアプリケーションソフト２６６をパソコン２０内にインスト
ールした時に、アプリケーションソフト２６６に対して不正使用を防止する技術的思想に
ついて、図１６を用いて説明する。
【０１８５】
　図１６は本発明に係る実施例２の光ディスク又は実施例２を一部変形させた変形例の光
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ディスクにおいて、パソコン内にインストールしたアプリケーションソフトに対して不正
使用を防止するためにリードイン領域内に予め記録したＣＴＬ（コントロールデータ）を
説明するための図である。
【０１８６】
　図１６に示した如く、リードイン領域２５０Ａ内のＣＴＬ（コントロールデータ）２５
２は、ディスク物理情報Ａとか、ディスク製造者情報Ｂとか、システム使用のための予約
Ｃとが、プリピットの形態又はＰｒｅ－ｒｅｃｏｒｄｅｄの形態で記録されており、この
状態で光ディスク２００Ａが出荷される。このため購入者はＣＴＬ２５２のデータをＤＶ
Ｄ再生機または記録再生機で読み取ることは可能だが、そのデータ値をＤＶＤ記録再生機
で改竄することはできない領域である。
【０１８７】
　この実施例２では、図１４（ａ）に示した光ディスク２００Ａ内のアプリケーションソ
フト２６６に対応してディスク物理情報Ａとディスク製造者情報Ｂのうち少なくとも１つ
以上を製造者だけが変更可能な値に予め設定している。
【０１８８】
　例えば、ＣＴＬ２５２のディスク物理情報Ａのうちで螺旋状のトラックの終了位置を、
通常の終了セクタアドレス値に対して故意に短く設定し、通常より短く設定したトラック
の終了位置を工場で予め記録しておけば、ユーザー側でディスク物理情報Ａを改変できな
いばかりでなく、市販されている光ディスクの終了セクタアドレス値とは一致しない値と
なるので安全である。
【０１８９】
　また、ＣＴＬ２５２のディスク製造者情報Ｂにアプリケーションソフト２６６から解読
できる暗号情報を記録し、その値を使用することも可能である。
【０１９０】
　更に、ＣＴＬ２５２のディスク物理情報Ａ及び／又はディスク製造者情報Ｂに対応した
情報をアプリケーションソフト２６６内に予め収録しておけば、このアプリケーションソ
フト２６６をパソコン内にインストールした時にディスク物理情報Ａ及び／又はディスク
製造者情報Ｂに対応した情報をインストールしたアプリケーションソフト２６６から取得
して比較することで、インストールしたアプリケーションソフト２６６への不正使用を防
止できる。
【０１９１】
　この他に、光ディスク２００Ａ内のトラックをウォブリングさせて、このトラックのウ
ォブリング信号中、又は、ウォブリングさせたトラック間に形成したランドプリピット中
に、アプリケーションソフトに対して不正使用を防止するためデータを重畳して記録する
方法でも良く、この際、ウォブリングされたトラックやランドプリピットはディスク成形
時に形成されるためにそのデータ値をＤＶＤ記録再生機で改竄することはできないもので
ある。
【図面の簡単な説明】
【０１９２】
【図１】本発明に係る実施例１の情報記録方法及び光ディスクに適用される情報記録シス
テムを示した斜視図である。
【図２】本発明に係る実施例１の情報記録方法及び光ディスクに適用される情報記録シス
テムを示したブロック図である。
【図３】本発明に係る実施例１の情報記録方法の動作を説明するためのフロー図である。
【図４】市販されているＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏディスクを説明するための平面図である。
【図５】市販されているＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏディスクに対するＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏフォー
マット構成を示した構成図である。
【図６】本発明に係る実施例１の光ディスクを説明するための平面図であり、（ａ）はパ
ソコン２０に入れる前の光ディスク１００Ａの状態を示し、（ｂ）はパソコン２０から取
り出した後の光ディスク１００Ｂの状態を示した図である。
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【図７】本発明に係る実施例１の光ディスクの信号領域を説明するための模式図であり、
（ａ）はパソコン２０に入れる前の光ディスク１００Ａの信号領域１３０Ａの状態を示し
、（ｂ）はパソコン２０から取り出した後の光ディスク１００Ｂの信号領域１３０Ｂの状
態を示した図である。
【図８】実施例１の光ディスクを一部変形させた変形例の信号領域を説明するための模式
図であり、（ａ）はパソコン２０に入れる前の光ディスク１００Ａ’の信号領域１３０Ａ
’の状態を示し、（ｂ）はパソコン２０から取り出した後の光ディスク１００Ｂ’の信号
領域１３０Ｂ’の状態を示した図である。
【図９】本発明に係る実施例１の光ディスク又は実施例１を一部変形させた変形例の光デ
ィスクにおいて、パソコン内にインストールしたアプリケーションソフトに対して不正使
用を防止するためにリードイン領域内に予め記録したＣＴＬ（コントロールデータ）を説
明するための図である。
【図１０】本発明に係る実施例２の情報記録方法及び光ディスクに適用される情報記録シ
ステムを示した斜視図である。
【図１１】本発明に係る実施例２の情報記録方法及び光ディスクに適用される情報記録シ
ステムを示したブロック図である。
【図１２】本発明に係る実施例２の情報記録方法の動作を説明するためのフロー図である
。
【図１３】本発明に係る実施例２の光ディスクを説明するための平面図であり、（ａ）は
パソコン２０に入れる前の光ディスク２００Ａの状態を示し、（ｂ）はパソコン２０から
取り出した後の光ディスク２００Ｂの状態を示した図である。
【図１４】本発明に係る実施例２の光ディスクの信号領域を説明するための模式図であり
、（ａ）はパソコン２０に入れる前の光ディスク２００Ａの信号領域２３０Ａの状態を示
し、（ｂ）はパソコン２０から取り出した後の光ディスク２００Ｂの信号領域２３０Ｂの
状態を示した図である。
【図１５】本発明に係る実施例２の光ディスクを一部変形させた変形例の信号領域を説明
するための模式図であり、（ａ）はパソコン２０に入れる前の光ディスク２００Ａ’の信
号領域２３０Ａ’の状態を示し、（ｂ）はパソコン２０から取り出した後の光ディスク２
００Ｂの信号領域２３０Ｂの状態を示した図である。
【図１６】本発明に係る実施例２の光ディスク又は実施例２を一部変形させた変形例の光
ディスクにおいて、パソコン内にインストールしたアプリケーションソフトに対して不正
使用を防止するためにリードイン領域内に予め記録したＣＴＬ（コントロールデータ）を
説明するための図である。
【符号の説明】
【０１９３】
　１０Ａ…実施例１の情報記録システム、
　１０Ｂ…実施例２の情報記録システム、
　１１…ディジタルカメラ、１２…光ディスクプレーヤ、
　１３…モニタＴＶ、１４…インターネット回線、
　２０…情報処理装置｛パーソナルコンピュータ（パソコン）｝、
　２１…ＣＰＵ、２２…ハードディスク、２３…一時記憶メモリ、
　２４…光ディスクドライブ、
　２５～２７…複数のＵＳＢポート、２８…インターネット接続用端子、
　２９…キーボード、３０…ディスプレイ、
　（実施例１）
　１００Ａ，１００Ａ’…パソコンに入れる前の光ディスク、
　１００Ｂ，１００Ｂ’…パソコンから取り出した後の光ディスク、
　１１０…中心孔、１２０…クランプ領域、
　１３０Ａ，１３０Ａ’…パソコンに入れる前の光ディスクの信号領域、
　１３０Ｂ，１３０Ｂ’…パソコンから取り出した後の光ディスクの信号領域、
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　１４０Ａ，１４０Ｂ…ＲＭＡ領域、
　１５０Ａ，１５０Ｂ…リードイン領域、１５２…ＣＴＬ（コントロールデータ）、
　１６０Ａ，１６０Ｂ…データ記録済み領域、
　１６１Ｂ…第２のファイルシステムとなるＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム、
　１６２Ｂ…ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏのフォルダ群、１６３Ｂ…Ｆｉｌｅｓ、
　１６５Ａ，１６５Ｂ…アプリケーションソフト、
　１６６Ａ，１６６Ｂ…第１のファイルシステムとなるＵＤＦ２．０ファイルシステム、
　１６７Ａ，１６７Ｂ…ＶＡＴ、
　１８０Ｂ…リードアウト領域、
　（実施例２）
　２００Ａ，２００Ａ’…パソコンに入れる前の光ディスク、
　２００Ｂ…パソコンから取り出した後の光ディスク、
　２１０…中心孔、２２０…クランプ領域、
　２３０Ａ，２３０Ａ’…パソコンに入れる前の光ディスクの信号領域、
　２３０Ｂ…パソコンから取り出した後の光ディスクの信号領域、
　２４０Ａ，２４０Ｂ…ＲＭＡ領域、
　２５０Ａ，２５０Ｂ…リードイン領域、２５２…ＣＴＬ（コントロールデータ）、
　２６０Ａ，２６０Ａ’，２６０Ｂ’…データ記録済み領域、
　２６１Ａ…一つのファイルシステムとなるＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイルシステム、
　２６１Ｂ…第２（又は、一つ）のファイルシステムとなるＵＤＦ－Ｂｒｉｄｇｅファイ
　　　　　　ルシステム、
　２６２Ｂ…ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏのフォルダ群、２６３Ｂ…Ｆｉｌｅｓ、
　２６５…第１のファイルシステムとなるＵＤＦ２．０ファイルシステム、
　２６６…アプリケーションソフト、２６７…ＶＡＴ、
　２８０Ｂ…リードアウト領域。
【図１】 【図２】
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