
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

データが記録され 光ディスクの 所定領域に
、

バーコード

記録されていることを特徴とする光ディスク。
【請求項２】

光ディスク。
【請求項３】

記載の光ディスク。
【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は、光ディスクに関するものである。
背景技術

10

20

JP 3959114 B2 2007.8.15

ＣＬＶにより た プリピット信号領域の内周部の
前記所定領域の反射膜を部分的に除去することにより、半径方向に長い複数のバーが円

周方向に配置された の全部又は一部が重ね書きされている光ディスクであって
、
前記プリピット信号領域の中の領域であり、且つ前記光ディスクに関する物理的特徴情報
を記録するためのコントロールデータ領域内に、前記バーコードの有無を示す識別子がピ
ット信号で

前記バーコードの全部又は一部が重ね書きされる前記所定領域は、前記コントロールデー
タ領域よりも内周側に位置することを特徴とする請求項１に記載の

前記バーコードの全部又は一部が重ね書きされる前記所定領域と、前記コントロールデー
タ領域との間に、データが記録されないガードバンド領域を備えていることを特徴とする
請求項２に



従来より、光ディスクの製造工程においては、シリアル番号やロット番号などをバーコー
ド化して光ディスク上に記録していた。
そのような情報は、光ディスクのピット情報の領域には、書き込むことができないので、
光ディスクの非情報領域即ち、空き領域に記録されていた。
このような光ディスクを再生する場合は、上記ピット情報については、光ピックアップが
用いられる。これに対して、非情報領域に記録されたシリアル番号などのバーコード化情
報は、別の読み取り装置により読まれていた。
このように、上述した従来の光ディスクでは、非情報領域に記録されたシリアル番号など
の情報は、ピット領域に記録されていないために、上記光ピックアップとは、別の読み取
り装置が必要となり、再生装置の構造が複雑となる課題が有った。
発明の開示
本発明は、従来のこのような課題を考慮し、例えばディスクのＩＤ番号などをバーコード
化して、ピット領域に重ね書きすることにより、同一の光ピックアップを用いて、ピット
データとバーコードデータを読むことが出来る、光ディス 提供することを目的とする
。

の本発明は、 データが記録され 光ディスクの
所定領域に、

バーコード

記録されていることを特徴とする光ディスクである。
の本発明は、

光ディスクである。
の本発明は、

の光ディスクである
【図面の簡単な説明】
第１図は本実施例におけるディスクの製造工程と二次記録工程図である。
第２図（ａ）は実施例におけるディスクの上面図、（ｂ）は実施例におけるディスクの上
面図、（ｃ）実施例におけるディスクの上面図、（ｄ）実施例におけるディスクの横断面
図、（ｅ）実施例における再生信号の波形図である。
第３図は本実施例における、暗号化された位置情報をディスク上にバーコードにより記録
する工程のフローチャートである。
第４図は本実施例におけるディスクの作成工程及び二次記録工程図（その１）である。
第５図は本実施例におけるディスクの作成工程及び二次記録工程図（その２）である。
第６図は本実施例における２層ディスクの作成工程図（その１）である。
第７図は本実施例における２層ディスクの作成工程図（その２）である。
第８図（ａ）は本実施例における張り合わせタイプの無反射部の拡大図、（ｂ）は本実施
例における単板タイプの無反射部の拡大図である。
第９図（ａ）は本実施例における無反射部の再生波形図、（ｂ）は本実施例における無反
射部の再生波形図、（ｃ）は本実施例における無反射部の再生波形図、（ｄ）は原盤方式
により形成された原盤の平面図である。
第１０図（ａ）は本実施例における張り合わせタイプの無反射部の断面図、（ｂ）は本実
施例における単板タイプの無反射部の断面図である。
第１１図は本実施例における無反射部の断面を、透過電子顕微鏡により観察した結果を基
にした模式図である。
第１２図（ａ）は本実施例におけるディスクの断面図、（ｂ）は本実施例におけるディス
クの無反射部の断面図である。
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クを

第１ ＣＬＶにより た プリピット信号領域の内
周部の 前記所定領域の反射膜を部分的に除去することにより、半径方向に長
い複数のバーが円周方向に配置された の全部又は一部が重ね書きされている光
ディスクであって、
前記プリピット信号領域の中の領域であり、且つ前記光ディスクに関する物理的特徴情報
を記録するためのコントロールデータ領域内に、前記バーコードの有無を示す識別子がピ
ット信号で
また、第２ 上記バーコードの全部又は一部が重ね書きされる前記所定領域は
、前記コントロールデータ領域よりも内周側に位置することを特徴とする上記第１の本発
明の
また、第３ 上記バーコードの全部又は一部が重ね書きされる前記所定領域と
、前記コントロールデータ領域との間に、データが記録されないガードバンド領域を備え
ていることを特徴とする上記第２の本発明 。



第１３図（ａ）は同実施例における正規のＣＤのアドレスの物理配置図、（ｂ）は同実施
例における不正に複製されたＣＤのアドレスの物理配置図である。
第１４図（ａ）は、第３３図（ｂ）をより詳しく示した図、（ｂ）は、ＥＣＣエンコード
／デーコードするための等価的なデータの構成を表したデータ構成図、（ｃ）は、ＥＤＣ
の演算式を示す図、（ｄ）は、ＥＣＣの演算式を示す図である。
第１５図は実施例における低反射部位置検出部のブロック図である。
第１６図は実施例における低反射部のアドレス・クロック位置検出の原理図である。
第１７図は実施例における正規ディスクと複製ディスクの低反射部アドレス表の比較図で
ある。
第１８Ａ図は同実施例におけるＲＳＡ関数を用いた場合の暗号化等についてのフローチャ
ートである。
第１８Ｂ図は同実施例における位置情報の照合プロセスのフローチャートである。
第１９図は実施例における低反射位置検出プログラムのフローチャートである。
第２０図は本実施例における１層目のマーキング信号の検出波形図である。
第２１図は本実施例における２層目のマーキング信号の検出波形図である。
第２２図は本実施例のプログラムインストールにおけるスクランブル識別子の動作とドラ
イブＩＤとディスクＩＤの切り換えを示すフローチャートである。
第２３図は実施の形態におけるストライプ記録装置のブロック図である。
第２４図は実施の形態におけるＲＺ記録の場合の信号波形とトリミング形状を示す図であ
る。
第２５図はＮＲＺ記録をした場合の信号波形とトリミング形状を示す図である。
第２６図は実施の形態におけるＰＥ－ＲＺ記録の場合の信号波形とトリミング形状を示す
図である。
第２７図は実施の形態におけるディスクのストライプの上面図と信号波形図である。
第２８図（ａ）は実施の形態における光集光部の斜視図であり、（ｂ）は実施の形態にお
けるストライプ配置と発光パルス信号を示す図である。
第２９図（ａ）は実施の形態における光偏向器が付加された光集光部の斜視図であり、（
ｂ）は実施の形態におけるストライプ配置と発光パルス信号を示す図である。
第３０図は実施の形態におけるディスク上のストライプの配置とコントロールデータの内
容を示す図である。
第３１図は実施の形態におけるストライプ再生においてＣＡＶとＣＬＶを切り替えるフロ
ーチャートである。
第３２図は実施の形態におけるディスクのストライプ領域とアドレス領域を示す図である
。
第３３図（ａ）は実施の形態におけるＥＣＣエンコード後のデータ構成図であり、（ｂ）
は実施の形態におけるＥＣＣエンコード後のデータ構成図（ｎ＝１の場合）であり、（ｃ
）は実施の形態におけるＥＣＣエラー訂正能力を示す図である。
第３４図は同期符号のデータ構成図である。
第３５図（ａ）は LPFの構成図であり、（ｂ）は LPF追加後の波形図である。
第３６図（ａ）は実施の形態における再生信号波形図であり、（ｂ）は実施の形態におけ
るストライプの寸法精度を説明するための図である。
第３７図は実施の形態における同期符号とレーザー発光パルスの信号波形図である。
第３８図は実施の形態におけるコントロールデータを読んで再生する手順を示す図である
。
第３９図は実施の形態におけるピンホール形状の光マーキングを物理特徴としたディスク
の上面図である。
第４０図は実施の形態における、トラッキングｏｎの状態でＰＣＡ領域を再生する手順を
示す図である。
第４１図は実施の形態における回転速度制御の再生装置のブロック図である。
第４２図は実施の形態における回転速度制御の再生装置のブロック図である。
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第４３図は実施の形態における回転速度制御の再生装置のブロック図である。
第４４図は実施の形態における海賊版防止アルゴリズムを示す図である。
第４５図は実施の形態におけるバーコードの暗号化の説明図である。
第４６図は実施の形態におけるバーコードの他の利用例を示す図である。
第４７図は実施の形態における二層ディスクの無反射部の斜視図である。
第４８図は実施の形態における原盤別アドレスの座標位置の比較図である。
符号の説明
５８４　低反射部
５８６　低反射光量検出部
５８７　光量レベル比較器
５８８　光量基準値
５９９　低反射部開始／終了位置検出部
６００　低反射部位置検出部
６０１　低反射部角度位置信号出力部
６０２　低反射部角度位置検出部
６０５　低反射部開始点
６０６　低反射部終了点
６０７　時間遅れ補正部
８１６　ディスク製造工程
８１７　二次記録工程
８１８　ディスク製造工程のステップ
８１９　二次記録工程のステップ
８２０　ソフト制作１程のステップ
８３０　符号化手段
８３１　公開鍵系暗号化
８３３　第１秘密鍵
８３４　第２秘密鍵
８３５　合成部
８３６　記録回路
８３７　エラー訂正符号化部
８３８　リードソロモン符号化部
８３９　インターリーブ部
８４０　パルス間隔変調部
８４１　クロック信号部
９０８　ＩＤ発生部
９０９　入力部
９１０　ＲＺ変調部
９１３　クロック信号発生部
９１５　モーター
９１５　回転センサー
９１６　コリメータ
９１７　シリンドリカルレンズ
９１８　マスク
９１９　集束レンズ
９２０　第１タイムスロット
９２１　第２タイムスロット
９２２　第３タイムスロット
９２３　ストライプ
９２４　パルス
９２５　第１記録領域
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９２６　第２記録領域
９２７　ＥＣＣエンコーダー
９２８　ＥＣＣデコーダー
９２９　レーザー電源回路
９３０　（ＣＡＶ再生のフローチャートの）ステップ
９３１　光偏向器
９３２　スリット
９３３　ストライプ
９３４　副ストライプ
９３５　偏向信号発生部
９３６　コントロールデータ領域
９３７　ストライプ有無識別子
９３８　追記ストライプ部
９３９　追記ストライプ有無識別子
９４０　（ストライプ有無識別子を再生するフローチャートの）ステップ
９４１　（ピンホールの）光マーキング
９４２　ＰＥ－ＲＺ復調部
９４３　ＬＰＦ
９４４　アドレス領域
９４５　メインビーム
９４６　サブビーム
９４８　ストライプ裏面存在識別子
９４９　ストライプ空白部
９５０　スキャンニング手段
９５１　データ行
９５２　ＥＣＣ行
９５３　エッジ間隔検出手段
９５４　比較手段
９５５　メモリ手段
９５６　発振器
９５７　コントローラ
９５８　モーター駆動回路
９５９　バーコード読み取り手段
９６３　モードスイッチ
９６４　ヘッド移動手段
９６５　周波数比較器
９６６　発振器
９６７　周波数比較器
９６８　発振器
９６９　モータ
発明を実施するための最良の形態
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。本実施の形態では、バーコ
ード化の対象となる情報として、ＩＤの一種である海賊版防止用位置情報を用いる場合を
例にとって説明する。
すなわち、先ず、前半部（Ｉ）において、そのＩＤの一種である海賊版防止用位置情報に
ついて詳しく説明し、さらにそれをバーコード化して光ディスクを完成し、またその光デ
ィスクを再生することを簡単に説明し、後半部（ＩＩ）においては、その海賊版防止用位
置情報をバーコード化する技術を更に詳しく具体的に説明する。すなわち、前半部（Ｉ）
では、（Ａ）ディスクを作成すること、（Ｂ）レーザ光を利用してマーキングを作成する
こと、（Ｃ）そのマーキングの位置情報を読み取ること、（Ｄ）さらにその位置情報等を
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一旦暗号化等して、その暗号化された位置情報をバーコード化して、光ディスクのプリピ
ット領域の特定領域に重ね書きすること、（Ｅ）そして、その光ディスクのプレーヤ側の
再生動作などについて述べる。また、後半部（ＩＩ）では、先ず（Ａ）張り合わせタイプ
の光ディスクにおけるバーコードの有用性を説明する。そして、（Ｂ）上記マーキングの
位置情報をディスク固有のＩＤとしてバーコード化すること、（Ｃ）そのバーコードが形
成された光ディスクのフォーマットの特徴とトラッキング制御方式、バーコードを再生す
る際の回転速度制御方法について説明し、そして、（Ｄ）上記バーコードを形成した光デ
ィスクを再生することについて説明する。更に、（Ｅ）バーコードの記録方法における、
生産上の工夫について更に詳細に説明し、バーコードの再生装置（プレーヤ）についても
簡単に触れる。最後に、（Ｆ）上述したバーコードの暗号化（ディジタル署名を含む）の
一例と、バーコードの他の利用方法について述べる。
（Ｉ）
上述した（Ａ）～（Ｅ）の説明に入る前に、ディスク作成工程から光ディスクの完成まで
の全体の大きな流れを、図１のフローチャートを用いて説明する。
なお、本明細書においては、レーザートリミングはレーザーマーキングとも呼び、光学マ
ーキング無反射部は単に、バーコード又はストライプ又はマーキング、あるいは光学マー
キング、ディスク固有の物理ＩＤ等とも呼ぶ。
まずソフト会社がソフト制作８２０においてソフトのオーサリングを行う。完成したソフ
トは、ソフト会社から、ディスク製造工場に渡される。そして、ディスク製造工場のディ
スク製造工程８１６では、ステップ８１８ａで完成したソフトを入力して、原盤を作成し
（ステップ８１８ｂ）、ディスクを成形し（ステップ８１８ｅ、ステップ８１８ｇ）、そ
れぞれのディスクに反射膜を作成し（ステップ８１８ｆ、ステップ８１８ｈ）、それら２
枚のディスクを貼り合わせて（ステップ８１８ｉ）、ＤＶＤやＣＤ等のＲＯＭディスクを
完成させる（ステップ８１８ｍ等）。
このようにして完成したディスク８００は、ソフトメーカーもしくはソフトメーカーの管
理下にある工場に渡され、二次記録工程８１７においては、図２に示すような、海賊版防
止のマーキング５８４を施された後（ステップ８１９ａ）、測定手段によりこのマークの
正確な位置情報を読み取り（ステップ８１９ｂ）、ディスク物理特徴情報としての位置情
報を得る。ステップ８１９Ｃでこのディスク物理特徴情報を暗号化する。ステップ８１９
ｄでは、この暗号をＰＥ－ＲＺ変調した信号をレーザにより、バーコード信号としてディ
スク上に記録する。なおステップ８１９Ｃでソフトの特徴情報とディスク物理特徴情報を
合成した情報を暗号化してもよい。
さらに、上記各工程を詳しく具体的に述べる。すなわち、図４、図５、図８～図１２など
を用いて本発明による詳細な光ディスクのディスク作成工程とマーキング作成工程とマー
キング位置読み取り工程と暗号書き込み工程を説明する。尚、図６、図７を用いて、反射
層が２つある場合について、補足説明を加える。また、ここでマーキング作成工程とマー
キング位置読み取り工程と書き込み工程を総合して二次記録工程と呼ぶ。
（Ａ）まず、ディスク作成工程について説明する。図４に示すディスク作成工程８０６で
は、工程（１）で、透明基板８０１を成形する。工程（２）でアルミや金等の金属をスパ
ッタリングさせ、反射層８０２を形成する。別の工程で作成した基板８０３に紫外線硬化
樹脂の接着層８０４をスピンコートにより塗布し、反射層８０２をもつ透明基板８０１と
張り合わせた後、高速回転させ張り合わせ間隔を均一にさせる。外部から紫外線を照射す
ることにより硬化し、２枚は固く接着される。工程（４）でＣＤやＤＶＤのタイトルが印
字された印刷層８０５をスクリーン印刷やオフセット印刷で印刷する。こうして、工程（
４）で通常の貼り合わ型の光ＲＯＭディスクが完成する。
（Ｂ）次に、図４と図５を用いて、マーキング作成工程について説明する。図４において
、ＹａＧ等のパルスレーザー８１３を用いて、集束レンズ８１４によりレーザー光を反射
層８０２近傍に集束させることにより、図５の工程（６）に示すように無反射部８１５を
形成する。即ち、図５の工程（６）において形成された無反射部８１５から工程（７）の
波形（ａ）に示すように顕著な波形が再生される。この波形をスライスすることにより波
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形（ｂ）のようなマーキング検出信号が得られる。この様にして、得られたマーキング検
出信号の立ち上がり時点において、図５の（ｄ）に示す複数のアドレスの内の特定のアド
レス（図中では、アドレスｎで表した）が、光ピックアップにより再生される。図５の（
ｄ）は、特定のアドレスの物理的位置を模式的に示している。
一方、図５（ｅ）は、データの論理的構成を示す図である。すなわち、図５（ｅ）に示す
ように、アドレスｎの下には、ｍ個のフレーム同期信号が存在し、各フレーム同期信号の
下には、ｋ個の再生クロックが存在する。従って、光ピックアップにより測定されるマー
キングの位置は、アドレスと、フレーム同期信号番号と、再生クロック数によって、表す
ことができる。
尚、ここで、上述したように、図６、図７を用いて、別のタイプのディスク（２層式の張
り合わせディスク）について、補足説明を加える。
即ち、図４、図５は、反射層が片側の基板８０１にのみ形成されるいわゆる一層式の張り
合わせディスクの場合を示していた。これに対して、図６、図７は、反射層が、基板８０
１、８０３の両方に形成される、いわゆる２層式の張り合わせディスクの場合を示してい
る。両者は、レーザトリミングを行う上で、基本的には、同じ工程（５）（６）で処理さ
れるが、主なる相違点を簡単に説明する。まず、１層式の場合は、反射層が７０％以上の
高反射率を有するアルミの膜であるのに対して、２層式の場合は、読みとり側の基板８０
１に形成される反射層８２５が、３０％の反射率を有する半透過性の金（ａｕ）の膜であ
り、印刷層側の基板８０３に形成される反射層８０２は、上記１層式の場合と同じもので
ある。次に、２層式の場合は、１層式に比べて、接着層８０４が、光学的に透明であるこ
と、厚みが均一であること、レーザトリミングにより光学的な透明性を失わないこと等の
光学的な精密度が要求される。又、図７（７）、（８）、（９）では２層の記録層のディ
スクの第１層から得られる信号波形を示す。又、図７の（１０）～（１２）は、２層の記
録層のディスクの第２層から得られる信号波形を示す。これらの信号波形の内容は、図５
の（ａ）～（ｃ）で説明した内容と基本的に同じである。２層目の波形そのものは１層目
の波形に比べて単に信号レベルが低いだけでさほど変わらない。しかし、１層と２層は張
り合わせてあるため両者の相対位置精度はランダムであり数百ミクロンの精度でしか制御
できない。後で説明するが、レーザービームは２枚の反射膜を貫通しているため、海賊版
ディスクをつくるには、例えば第１マークの１層目の位置情報と２層目の位置情報を正規
ディスクと同じ値に一致させる必要がある。しかし一致させるには、サブミクロンに近い
張り合わせ精度が必要であるため、２層方式の海賊版ディスクの製造は事実上不可能とな
る。
ここで、この光学マーキング無反射部作成技術について、以下の（ａ）～（ｄ）で、張り
合わせタイプと単板タイプについて、更に詳しく、図８～図１２等を参照しながら説明す
る。図８（ａ），（ｂ）は、光学マーキング無反射部を平面的に見た場合の顕微鏡写真で
あり、図１０（ａ）は、２層式の張り合わせディスクの無反射部の略示断面模式図である
。
（ａ）５μｊ／パルスのＹａＧレーザーを用いて０．６ｍｍ厚のディスクを張り合わせた
合計１．２ｍｍ厚のＲＯＭディスクの０．６ミリの深さにある５００オングストロームの
アルミ層にレーザーを照射したところ、図８（ａ）の７５０倍の顕微鏡写真に示すような
１２μｍ幅のスリット状の無反射部８１５が形成された。この場合、７５０倍の顕微鏡写
真では、無反射部８１５には、アルミの残りカスは全く確認できなかった。無反射部８１
５と反射部との境界部には２０００オングストロームの厚みで、２μｍ幅の厚く盛り上が
ったアルミ層が観察できた。図１０（ａ）に示すように内部では大きな破損が起こってい
ないことを確認した。この場合、パルスレーザーの照射によりアルミの反射層が溶融し、
表面張力により両側の境界部に蓄積される現象がおこっていると考えられる。我々は、こ
れをＨＭＳＴ記録方式と呼ぶ（Ｈｏｔ　Ｍｅｌｔ　Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｔｅｎｔｉｏｎ　Ｒ
ｅｃｏｒｄｉｎｇ　Ｍｅｔｈｏｄ）。この現象は貼り合わせディスク８００にのみ観察さ
れる特徴的な現象である。更に、図１１に、上記レーザートリミングによる無反射部の断
面を、透過電子顕微鏡（ＴＥＭ）により観察した結果を基にした模式図を示す。又、図１
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１は、ディスクの接着層を溶剤を用いて取り除いた図である。尚、同図によれば、アルミ
の膜厚増大部の巾方向領域を１．３μｍ、厚みを０．２０μｍとすると、その部位での増
大アルミの量は、１．３×（０．２０－０．０５）＝０．１９５μｍ 2となる。レーザー
照射部領域（１０μｍ）の半分の領域（５μｍ）にあったアルミの量は、５×０．０５＝
０．２５０μｍ 2となる。従って、それらの差を計算すると、０．２５０－０．１９５＝
０．０５５μｍ 2となる。これを長さに、換算すると、０．０５５／０．０５＝１．１μ
ｍとなる。このことから、厚みが０．０５μｍのアルミ層が１．１μｍの長さだけ残留し
ていることになり、事実上、レーザー照射部のアルミはほぼ全部、膜厚増大部に引き寄せ
られたと考えてよい。このように、同図による解析の結果からも、上記特徴的な現象につ
いての説明が正しいことが分かる。
（ｂ）次に、単板の光ディスク（１枚の透明基板のディスクにより構成される光ディスク
）の場合について説明する。片面の成形ディスクの０．０５μｍ厚のアルミの反射膜に同
じパワーのレーザパルスを加えた場合の実験結果を図８（ｂ）に示す。図に示されている
ようにアルミの残査が残っており、このアルミ残査が再生ノイズになるため、高い密度と
エラーの少なさが要求される光ディスクの情報の２次記録用途には適していないことがわ
かる。又、貼り合わせと異なり図１０（ｂ）に示すように単板ディスクの場合、無反射部
がレーザートリミングされる時、必ず保護層８６２が破損する。破損の程度はレーザーパ
ワーにより様々であるが、レーザーパワーを精密に制御しても破損はさけられない。さら
に我々の実験では保護層８６２の上に数百μｍの厚さでスクリーン印刷された印刷層８０
５が熱吸収率の大きい場合破損された。単板の場合、保護層の破損に対処するため、保護
層をもう一度塗布するか保護層を塗布する前にレーザーカットすることが必要となる。い
ずれにしても単板方式ではレーザーカットエ程がプレスエ程の中に限定されるという課題
が予想される。従って単板ディスクの場合、有効度は高いが、用途が限定される。
（ｃ）以上は、２層式の張り合わせディスクを用いて、単板のディスクと張り合わせディ
スクとの比較を説明した。上記説明からわかるように、１層式の張り合せたディスクの場
合でも、２層式の場合と同様の効果が得られる。従って、ここでは、図１２（ａ）、（ｂ
）等を用いて、１層式の貼り合わせディスクの場合について、更に説明する。図１２（ａ
）に示すように反射層８０２の一方は、ポリカからなる透明基板８０１で、もう一方は硬
化した状態の接着層８０４と基板により充填された密閉状態となっている。この状態で、
パルスレーザーを集束させ加熱すると、反射層８０２に本実験の場合７０ｎｓの短い時間
に５μＪ／パルスの熱が１０～２０μｍの直径の円形のスポットに加わる。このため瞬時
に融点である６００℃に達し溶融状態になる。熱伝導により近接した透明基板８０１のご
く一部が溶け、接着層８０４も一部が溶ける。図１２（ｂ）に示すようにこの状態で溶融
したアルミは表面張力により、両側に張力が加わるため、溶けたアルミは境界部８２１ａ
、８２１ｂに集まり、集中部８２２ａ、８２２ｂが形成され再び固まる。こうしてアルミ
の残査のない無反射部５８４が形成される。よって、図１０（ａ）、図１２（ａ）に示す
ように貼り合わせディスクにすることにより、レーザートリミングした場合はっきりとし
た無反射部５８４が得られる。単板の場合に発生する保護膜の破壊による外部環境への反
射層の露出は、レーザーパワーを最適値より１０倍以上上げてもみられなかった。レーザ
ートリミングの後、図１２（ｂ）に示すように無反射部５８４は２枚の透明基板８０１と
８０３によりサンドウィッチ構造になるとともに、接着層８０４により外部の環境から遮
断されているため、環境の影響から保護されるという効果がある。
（ｄ）さらに、ディスクを２枚張り合わせることによる、他の利点について、説明する。
バーコードで二次記録した場合、図１０（ｂ）に示すように、単板ディスクでは不正業者
が、保護層を除去することによりアルミ層を露出させられる。このため、正規ディスクの
バーコード部にアルミ層を再度蒸着し、再度別のバーコードをレーザートリミングするこ
とにより、暗号化されていないデータ部を改ざんされる可能性がある。例えば、ＩＤ番号
を平文、もしくは主暗号と分離して記録した場合、単板では改ざんされ、他のパスワード
でソフトの不正使用が行われる可能性がある。しかし、図１０（ａ）のように貼り合わせ
ディスクに二次記録した場合、貼り合わせディスクを２枚にはがすのは困難である。この
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ことに加えて、はがす時にアルミ反射膜が部分的に破壊される。海賊版防止マーキングが
破壊された場合、海賊版ディスクと判別され、作動しなくなる。従って、貼り合わせディ
スクの場合不正改ざんした場合の歩留りが悪くなり、経済的に不正改ざんが抑制される。
特に、２層式の貼り合わせディスクの場合、ポリカ材料は温度湿度の膨張係数をもつため
、一旦はがした２枚のディスクの１層と２層の海賊版防止マーキングを数μｍの精度で貼
り合わせて量産することは不可能に近い。従って、２層の場合、さらに防止効果は高くな
る。こうして張り合わせディスク８００にレーザートリミングすることにより鮮明な無反
射部５８４のスリットが得られることが明らかになった。
以上の説明（ａ）～（ｄ）で、光学マーキング無反射部の作成技術に関して説明した。
（Ｃ）次に、作成されたマーキング位置の読み取り工程を説明する。
図１５は、光ディスクの製作過程における、光学マーキング無反射部を検出するための低
反射光量検出部５８６を中心としたブロック部である。又、図１６は、低反射部のアドレ
ス・クロック位置検出の原理図である。尚、以下の説明では、便宜上、１枚のディスクか
ら構成された光ディスク上の無反射部を読み取り対象とした場合の動作原理について説明
する。この動作原理は、２枚のディスクを張り合わせた光ディスクの場合にも勿論当ては
まる。
図１５に示すように、ディスク８００を低反射部位置検出部６００を有するマーキング読
み取り装置に装着し、マーキングを読み取った場合、図９（ａ）の波形図に示すように、
ピットの有無による信号波形８２３と、無反射部５８４の存在による信号波形８２４とは
信号レベルが大きく異なるため、簡単な構成の回路により、明確に区別できる。
尚、図９（ａ）は、レーザ光による無反射部５８４を含む、後述するＰＣＡ領域の再生信
号の波形図である。又、図９（ｂ）は、図９（ａ）に示す波形を、時間軸を変えて表した
図である。
このように、レーザ光により反射膜を除去することにより、ピット信号の波形と区別しや
すい波形が得られる。ところで、本発明のバーコードを、上記の様にレーザ光で反射膜を
除去するやり方ではなく、原盤のピットの形状を変えるやり方により、形成した原盤方式
について説明する。即ち、図９（ｄ）は、上記の様にして原盤の数百本のトラックのピッ
ト８２４ｑを、他のデータのピットの長さより長くして、バーコードの幅ｔ（＝１０μｍ
）と同じ長さにそろえた原盤の部分的な平面図である。この領域では、反射率が低下する
ので図９（ｃ）に示す様な波形８２４ｐが得られる。同図に示す様に、上記原盤方式によ
る波形８２４ｐは、他のピットデータの波形と区別出来ることがわかる。この様に、上記
原盤方式でも、後述するＰＣＡ領域から得られるのと同じ様な信号波形が得られる。しか
し、この場合、図９（ａ）、（ｂ）に示す場合に比べ、少し区別が困難となる。
図１６（１）に示す様に、この波形をもつ無反射部５６４の開始位置と終了位置は、図１
５のブロック図の低反射光量検出部５８６によって容易に検出される。そして、再生クロ
ック信号を基準信号とすることにより、低反射部位置情報出力部５９６において位置情報
が得られる。ここで、図１６（１）は、光ディスクの横断面図である。
図１５に示すように、低反射光量検出部５８６の比較器５８７は光基準値５８８より低い
信号レベルのアナログの光再生信号を検出することにより、低反射光量部を検出する。検
出期間中、図１６の（５）のような波形の低反射部検出信号を出力する。この信号の開始
位置と終了位置のアドレスとクロック位置を測定する。
さて、光再生信号は、ＡＧＣ５９０ａをもつ波形整形回路５９０により、波形整形されデ
ジタル信号となる。クロック再生部３８ａは波形整形信号より、クロック信号を再生する
。復調部５９１の、ＥＦＭ復調器５９２は信号を復調し、ＥＣＣデコーダ３６はＥＦＭ復
調器５９２により復調された信号を誤り訂正し、デジタル信号が出力される。ＥＦＭ復調
信号は物理アドレス出力部５９３において、ＣＤの場合サブコードのＱビットからＭＳＦ
のアドレスがアドレス出力部５９４から出力され、フレーム同期信号等の同期信号が同期
信号出力部５９５より出力される。クロック再生部３８ａからは復調クロックが出力され
る。
低反射部アドレス／クロック信号位置信号出力部５９６においては、ｎ－１アドレス出力
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部５９７とアドレス信号、そしてクロックカウンター５９８と同期クロック信号もしくは
復調クロックを用いて、低反射部開始／終了位置検出部５９９により低反射部５８４の開
始点と終了点を正確に計測する。この方法を図１６の波形図を用いて具体的に説明する。
図１６の（１）の光ディスクの断面図のように、マーク番号１の低反射部５８４が部分的
に設けられている。図１６（２）のような反射信号つまり図１６（３）のようなエンベロ
ープ信号が出力され、反射部において、光量基準値５８８より低くなる。これを光量レベ
ル比較器５８７により検出し、図１６（５）のような低反射光量検出信号が低反射光量検
出部５８６から出力される。又、図１６（４）の再生デジタル信号に示すように、マーク
領域は反射層がないため、デジタル信号は出力されない。
次に、この低反射光量検知信号の開始、終了位置を求めるためには、アドレス情報と図１
６（６）の復調クロックもしくは同期クロックを用いる。まず、図１６（７）のアドレス
ｎの基準クロック６０５を測定する。ｎ－１アドレス出力部５９７により、予め、アドレ
スｎの一つ前のアドレスを検知すると、次のＳｙｎＣ６０４はアドレスｎのＳｙｎＣであ
ることがわかる。このＳｙｎＣ６０４と低反射光量検知信号の開始点つまり基準クロック
６０５までのクロック数をクロックカウンター５９８でカウントする。このクロック数を
基準遅延時間ＴＤと定義し、基準遅延時間ＴＤ測定部６０８が測定し、記憶する。
読み取り用再生装置により、回路の遅延時間が異なるためこの基準遅延時間ＴＤは読み取
り用再生装置により異なる。そこで、このＴＤを用いて時間遅れ補正部６０７が時間補正
を行うことにより、設計の異なる読み取り用再生装置においても低反射部の開始クロック
数が正確に測定できるという効果がある。次に図１６（８）のように次のトラックの光学
マークＮｏ．１に対する開始、終了アドレス・クロック数を求めるとアドレスｎ＋１２の
クロックｍ＋１４が得られる。ＴＤ＝ｍ＋２であるから、クロック数は１２に補正される
が説明ではｎ＋１４を用いる。この読み取り用再生装置により、基準遅延時間ＴＤを求め
なくとも、ばらつく遅延時間の影響をなくすもう一つの方法を述べる。この方法は、図１
６（８）のアドレスｎのマーク１ともう一つのマーク２の相対的な位置関係が一致してい
るかを照合することにより、正規ディスクかどうかを判別できる。つまり、Ｔ Dを変数と
して無視し、測定したマーク１の位置ａ１＝ａ１＋ＴＤとマーク２の位置ａ２＝ａ２＋Ｔ
Ｄの差を求めるとａ１－ａ２＝ａ１－ａ２となる。同時に暗号を復号したマーク１の位置
ａ１とマーク２の位置情報ａ２の差ａ１－ａ２と一致するかを照合することにより正規デ
ィスクかどうかを照合できる。この方式であるとより簡単な構成で基準遅延時間Ｔ Dのバ
ラつきを補正した上で位置を照合できるという効果がある。
（Ｄ）つぎに暗号書き込み工程を説明する。（Ｃ）において読み取られた位置情報は、一
旦、暗号化あるいは、ディジタル署名される。そして、このように暗号化等されたマーキ
ングの位置情報は、光ディスク固有のＩＤとしてバーコード化されて、その光ディスクの
プリピット領域の特定領域に重ね書きされる。図２（ａ）のバーコード５８４ｃ～５８４
ｅは、プリピット領域の特定領域、即ち、プリピット領域の最内周部に重ね書きされたバ
ーコードを表している。
又、バーコードの記録から、ＰＥ－ＲＺ変調信号復調部によるバーコードの検出信号の復
調までの様子を示すのが、図３（１）～（５）である。即ち、図３（１）においてパルス
レーザーにより、反射層がトリミングされ、同図（２）のようなバーコード状のトリミン
グパターンが形成される。再生装置側（プレーヤ側）では同図（３）のように、波形が部
分的に欠落したエンベロープ波形が得られる。欠落部は通常のピットによる信号では発生
しない低いレベルの信号を生じさせるので、これを第２スライスレベルのコンパレータで
スライスすると同図（４）のような低反射部の検出信号が得られる。同図（５）でこの低
反射部検出信号から、後半部（ＩＩ）で詳しく述べるＰＥ－ＲＺ変調信号復調部６２１に
より、上述したバーコードの再生信号が復調される。尚、ＰＥ－ＲＺ変調信号復調部６２
１の代わりに、ＰＷＭ（パルス幅変調信号復調部）を用いてももちろんよい。この場合で
も同様の効果が得られる。
尚、上述した暗号化又は、ディジタル署名される場合、公開鍵系暗号関数の秘密鍵が用い
られる。図１８Ａ、図１８Ｂに、暗号化の一例として、ＲＳＡ関数を用いた場合の例を示
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す。
第１８Ａ図に示すように、大きなルーチンとしては、光ディスクメーカ側における、マー
キングの位置情報を測定するステップ７３５ａと、位置情報を暗号化（又は、署名）する
ステップ６９５と、（Ｅ）で詳しく述べる再生装置側における、位置情報を復号化（又は
、署名を検証あるいは認証）するステップ６９８と、正規の光ディスクかどうかの照合を
行うステップ７３５ｗとから構成されている。
まず、ステップ７３５ａでは、ステップ７３５ｂで、光ディスク上のマーキングの位置情
報を測定する。その位置情報をステップ７３５ｄで圧縮し、ステップ７３５ｅで圧縮した
位置情報Ｈを得る。
ステップ６９５では、圧縮された位置情報Ｈの暗号を作成する。まず、ステップ６９５で
、５１２ｂｉｔもしくは１０２４ｂｉｔのｄと、２５６ｂｉｔもしくは５１２ｂｉｔのｐ
とｑの秘密鍵を設定し、ステップ６９５ｂで、ＲＳＡ関数による暗号化を行う。位置情報
Ｈを、図中に示したＭであるとすると、Ｍをｄ乗しｍｏｄ  ｎの演算を行い暗号Ｃを得る
。ステップ６９５ｄで暗号Ｃをバーコード化して光ディスク上に記録する。これにより、
光ディスクが完成し、光ディスクの出荷が行われる（ステップ７３５ｋ）。
再生装置では、ステップ７３５ｍで光ディスクが装着され、ステップ６９８で暗号Ｃを復
号する。具体的には、ステップ６９８ｅで暗号Ｃを再生し、ステップ６９８ｆで公開鍵と
してのｅ，ｎを設定し、ステップ６９８ｂで暗号Ｃを復号するために、暗号Ｃをｅ乗し、
更にその値のｍｏｄ　ｎを演算し平文Ｍを得る。この平文Ｍというのは、圧縮された位置
情報Ｈである。尚、ステップ６９８ｇでエラーチェックを行ってもよい。エラーがない場
合は位置情報が改ざんされてないと判断し、第１８Ｂ図のディスクの照合ルーチン７３５
ｗへ進む。エラーがある場合は正規のデータでないと判断して停止する。
さて、次のステップ７３６ａでは圧縮された位置情報Ｈを伸張し、元の位置情報が復元さ
れる。ステップ７３６ｃではの位置情報に示されている光ディスク上の位置に、実際にマ
ーキングがあるかをどうかを測定する。ステップ７３６ｄでは、復号により得られた位置
情報と、実際に測定した位置情報の差が許容範囲内かを照合する。ステップステップ７３
６ｅでは、照合が OKならステップ７３６ｈへ進み、光ディスク内のソフトやデータの出力
もしくはプログラムを動作させる。もし照合結果が許容範囲内にない場合、即ち双方の位
置情報が一致しない場合は、不正に複製された光ディスクであると表示し、ステップ７３
６ｇで停止させる。ＲＳＡ関数の場合は、暗号だけを記録すればよいので、小さい容量で
よいという効果がある。
（Ｅ）以上は、光ディスク作成側の各種工程について説明した。次に、このようにして、
完成した光ディスクをプレーヤ側で再生するための、再生装置（プレーヤ）について、図
４４を用いてその構成と動作を併せて説明する。
同図において、最初に光ディスク９１０２の構成を説明する。光ディスク９１０２に形成
された反射膜（図示省略）には、マーキング９１０３が施されている。そのマーキング９
１０３の位置が、光ディスクの製造段階において、位置検出手段によって検出され、その
検出された位置がマーキングの位置情報として光ディスクに暗号化されて、バーコード９
１０４で書き込まれている。
位置情報読み取り手段９１０１は、そのバーコード９１０４を読み取って、内蔵する復号
化手段９１０５によって、そのバーコードの内容を復号化して出力する。マーキング読み
取り手段９１０６は、マーキング９１０３の現実の位置を読み取って、出力する。比較判
定手段９１０７は、位置情報読み取り手段９１０１に内蔵された復号手段９１０５による
復号結果と、マーキング読み取り手段９１０６による読み取り結果とを比較し、両者が所
定の許容範囲内で一致しているか否かを判定する。一致している場合は、光ディスクを再
生するための再生信号９１０８を出力し、一致していなければ、再生停止信号９１０９を
出力する。制御手段（図示省略）は、それらの信号に従って、光ディスクの再生動作を制
御し、再生停止信号が出された場合は、不正に複製された光ディスクである旨の表示を表
示部（図示省略）に行って、再生動作を停止させる。ここで、マーキング読み取り手段９
１０６は、マーキング９１０３の現実の位置を読み取る際に、復号化手段９１０５の復号
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結果を利用してももちろんよい。
即ち、この場合、復号化手段９１０５により復号化された位置情報に示されている光ディ
スク上の位置に、実際にマーキングがあるかどうかをマーキング読み取り手段９１０６が
調べる。
この様な再生装置によれば、不正に複製された光ディスクを検知して、その再生を停止す
ることが出来、事実上不正な複製を防止出来る。
（ＩＩ）
ここで前半部（Ｉ）の説明を終えて、上記マーキングの位置情報（ＩＤ番号）をディスク
固有のＩＤとして、バーコード化する場合の、バーコードの形成方法などの技術を中心に
述べる。
（Ａ）本発明の光ディスクの特徴について説明する。
即ち、上述した単板タイプのディスクにレーザートリミングにより、バーコードを記録を
した場合、図１０（ｂ）を用いて上述した場合と同じ様に、保護層８６２が破壊される。
そのため、プレス工場でレーザートリミングを行った後に、その破壊された保護層８６２
を、再度そのプレス工場で形成する必要がある。
従って、そのような設備を持たないソフト会社や販売店では、光ディスクにバーコードを
記録することができない。このため、バーコード記録の用途が大きく限定されるという課
題が予想される。
一方、本発明による、２枚の透明基板のディスクを貼りあわせて作成された、いわゆる張
り合わせタイプのディスクに、上記マーキングの位置情報をバーコード化して、レーザー
トリミングにより形成した場合は、図１０（ａ）で説明した様に、保護層８０４が殆ど残
っていることが確認出来た。このことは、実験を行い８００倍の光学顕微鏡で観察するこ
とにより確認した。また９６時間、温度８５度、湿度９５％の環境試験後もトリミング部
の反射膜に変化がないことも確認した。
このように、ＤＶＤのような張り合わせディスクに本発明のレーザートリミングを適用す
ることにより工場で保護層を付け直す必要がないため、プレス工場以外の例えばソフト会
社や販売店で、光ディスクに対してバーコードをトリミング記録できるという大きな効果
がある。これにより、張り合わせタイプの光ディスクにおけるバーコード記録の有用性が
確認出来た。
この場合、ソフト会社の暗号の秘密鍵の情報が社外に出す必要がなくなり、バーコードに
セキュリティ情報として、上記位置情報以外に、例えばコピー防止用のシリアル番号を記
録する場合、セキュリティが大きく向上する。また、後で述べるようにトリミング線巾を
ＤＶＤの場合、１４Ｔ、つまり１．８２ミクロン以上に設定することにより、バーコード
信号をＤＶＤのピット信号から分離できるため、ＤＶＤのピット記録領域の上に重畳して
記録することができる。このようにして形成されたバーコードは、ピット信号を再生する
光ピックアップを用いて読みとることが出来るという効果を発揮する。尚、この効果は、
張り合わせタイプのディスクに限らず、上述した単板タイプの光ディスクの場合でも同様
に得られる。
このように、ＤＶＤのような張り合わせタイプのディスクに、本発明のバーコードの形成
方法と変調記録方法を適用することにより、工場出荷後に、二次記録できるという、張り
合わせタイプの光ディスクを提供することが出来る。以上は、張り合わせタイプの片面２
層（反射膜が２層形成されている）の光ディスクにバーコードをレーザトリミングにより
形成した場合を中心に説明した。この片面２層の光ディスクは、ディスクを裏返すことな
く、ディスクの片側の面から両面の再生が可能なタイプである。
尚、裏面の再生を行う際、ディスクを裏返す必要がある、張り合わせタイプの両面型の光
ディスクにトリミングした場合、レーザー光は、各面に１枚ずつ形成された、それぞれの
反射膜を同時に貫通する。このため一度に、両面にバーコードが形成できる。そのため、
１回の工程で両面に同時に、バーコードを記録することができるというメディア製造上の
効果がある。
この場合、再生装置側では、裏面を再生する際、光ディスクを裏返してセットするので、
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表面を再生する場合のバーコード信号の再生に比べると、丁度、逆方向のバーコード信号
が再生される。そのため裏面を識別する方法が求められるが、その点に関しては、後で詳
しく述べる。
（Ｂ）次に、上記マーキングの位置情報（ＩＤ番号）をディスク固有のＩＤとしてバーコ
ード化して、そのバーコードをプリピット領域の特定領域に記録するための光ディスク用
バーコード形成装置の構成と動作、及びバーコードの記録方法などについて、図２３～図
２６等を参照しながら説明する。
（ａ）先ず、図２３を参照しながら、光ディスク用のバーコード記録装置について述べる
。
ここで、図２３は、本発明の一実施の形態の光ディスク用バーコード形成方法を実施する
ためのバーコード記録装置の構成図である。尚、前述した実施の形態では、バーコード化
の対象は、マーキングの位置情報を暗号化したものであったが、これに限らず、例えば、
図２３に示す様に、ＩＤ発生部９０８から発行されたＩＤ番号と入力データであってもよ
いし、その他どのようなデータであってもかまわない。
図２３において、ＩＤ発生部９０８から発行されたＩＤ番号と入力データは入力部９０９
内で合成され、暗号エンコーダ８３０で必要に応じてＲＳＡ関数等により署名もしくは暗
号化され、ＥＣＣエンコーダ９０７によりエラー訂正符号化とインターリーブがかけられ
る。尚、暗号化のプロセス及び、再生時のプロセスの一例を図４５に示し、その詳細な説
明は後述する。
ＲＺ変調部９１０により、後で述べるフェーズエンコーディング（ＰＥ）－ＲＺ変調が行
われる。この場合の変調クロックはモータ９１５もしくは回転センサ９１５ａからの回転
パルスに同期してクロック信号発生部９１３において作られる。
ＲＺ変調信号にもとづいて、レーザー発光回路９１１によりトリガーパルスが作成され、
レーザ電源回路９２９により確立されたＹａＧ等のレーザー９１２に入力され、パルス状
のレーザーが発光し、集光部９１４により貼り合わせディスク８００の反射膜８０２上に
結像され反射膜がバーコード状に除去される。誤り訂正方式に関しては後で詳しく述べる
。暗号方式は図１８のような公開鍵暗号をシリアル番号をソフト会社のもつ秘密鍵で署名
する。この場合ソフト会社以外のものは秘密鍵を持たないため新たなシリアル番号を署名
できないためソフト会社以外の不法な業者のシリアル番号の発行を防止できるという大き
な効果がある。この場合前述したように公開鍵は逆解読できないため安全度は高い。この
ため再生装置側に、公開鍵をディスクに記録して伝達しても偽造は防止される。
ここで、本実施の形態の光ディスク用バーコード形成装置の集光部９１４について更に詳
しく述べる。
図２８（ａ）に示すように、レーザー９１２からの光は、集光部９１４に入光し、コリメ
ータ９１６で平行光としシリンドリカルレンズ９１７により一方向だけ集束し、ストライ
プ状の光となる。この光をマスタ９１８により、カットし、集束レンズ９１９により、光
ディスクの反射膜８０２上に結像させ、ストライプ状に除去する。こうして図２８（ｂ）
のようにストライプが形成される。ＰＥ変調の場合、ストライプの間隔は１Ｔ、２Ｔ、３
Ｔの３種が存在し、この間隔がずれるとジッターが発生し、エラーレートが上がってしま
う。本発明ではモーター９１５の回転パルスに同期させてクロック発生部９１３が変調ク
ロックを発生し、変調部９１０へ送るので、モーター９１５つまりデイスタ８００の回転
に応じて正確な位置にストライプ９２３が記録されるためジッタが低減されるという効果
がある。なお、図３の（１）に示すようにレーザーのスキャニング手段９５０を設け、連
続発振レーザーを半径方向にスキャニングし、バーコードを形成することもできる。
（ｂ）次に、上述したバーコードの記録装置によるバーコードの記録方法等について、図
２４～図２６を参照しながら説明する。
ここで、図２４は本発明のＲＺ記録（極性ゼロ復帰記録）を符号化した信号及び、それら
に対応して形成されたトリミングパターンを示す。図２５は従来のバーコードフォーマッ
トで符号化した信号及び、それらに対応して形成されたトリミングパターンを示す。
本発明では、図２４に示すようにＲＺ記録を用いている。これは、一つの単位時間を複数
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のタイムスロット例えば第１タイムスロット９２０ａと第２タイムスロット９２１，第３
タイムスロット９２２等に分けデータが“００”の時は図２４（１）に示すように第１タ
イムスロット９２０ａに、タイムスロットの周期つまりチャンネルクロックの周期Ｔより
も狭い時間巾の信号９２４ａを記録する。記録クロックの周期Ｔより狭いパルス９２４ａ
がｔ＝Ｔ１とｔ＝Ｔ２の間に出力される。この場合モーター９１５の回転センサー９１５
ａの回転パルスが入力されるクロック信号部９１３が、図２４（１）に示すような変調ク
ロックを発生させ、同期させて記録するとモーターの回転ムラの影響はなくなる。こうし
て、図２４（２）に示すように、ディスク上には４つの記録領域のうち１番目の記録領域
９２５ａの中に“００”を示す９２３ａが記録され図２７（１）のような円形バーコード
が形成される。
次にデータが“０１”の時は図２４（３）に示すように第２のタイムスロット９２１ｂに
パルス９２４ｂがｔ＝Ｔ２からｔ＝Ｔ３の間に記録される。こうして、ディスク上には、
図２４（４）に示すように左から２番目の記録領域９２６ｂにストライプ９２３ｂが形成
される。
次に、“１０”，“１１”のデータを記録する時は、各々第３タイムスロット９２２ａ，
第４タイムスロットに記録する。
ここで、比較のため、従来のバーコード記録で用いられているＮＲＺ記録（非ゼロ復帰記
録）を図２５を用いて説明する。
ＮＲＺの場合、図２５（１）に示すようにタイムスロット９２０ａの間隔Ｔと同じ巾のパ
ルス９２８ａと９２８ｂを出力させる。ＲＺの場合、一つのパルス巾で、１／ｎＴのパル
ス巾のみでよかったのが、ＮＲＺの場合Ｔの広い巾のパルスが必要で、さらにＴが連続し
た場合、図２５（３）に示すように２Ｔ，３Ｔの２倍，３倍巾のパルスが必要となる。本
発明のようなレーザートリミングの場合、レーザーのトリミング巾を変えるには設定を変
更する必要があるため現実的には困難であり、ＮＲＺは適していない。図２５（２）のよ
うに、左から一番目と三番目の記録領域９２５ａと９２７ａにストライプ９２９ａ、９２
９ｂが形成され、“１０”のデータの場合は図２５（４）のように左から２番目と３番目
の記録領域９２６ｂと９２７ｂに２Ｔの巾のストライプ９２９ｂが形成される。
従来のＮＲＺ記録の場合、図２５（１）（３）に示すようにパルス巾は１Ｔ，２Ｔ，であ
るため本発明のレーザートリミングには適していないことがわかる。本発明のレーザート
リミングによるバーコード形成の場合、図８（ａ）の実験結果の図に示したように形成さ
れるが、トリミングの線巾はディスク毎に変動し、精密に制御することは難しい。ディス
クの反射膜をトリミングする場合、パルスレーザーの出力変動と、反射膜の厚さと材質、
基板の熱電導率や厚さの変動によりトリミングの線巾は変動するからである。次に同一デ
ィスク上に線巾の異なるスロットを設けることは記録装置を複雑にさせる。例えば図２５
（１）（２）に示すように商品バーコードで用いられているＮＲＺ記録の場合、トリミン
グの線巾は正確にクロックの周期１Ｔもしくは２Ｔ，３ＴつまりｎＴに合わせる必要があ
る。特に２Ｔ，３Ｔ等の多種類の線巾をバー毎（ストライプ毎に）に変化させて記録する
ことは難しい。従来の商品用のバーコードのフォーマットはＮＲＺであるため本発明のレ
ーザーバーコードに適用するとまず２Ｔ，３Ｔの異なる線巾を同一ディスク上に正確に記
録することは難しいため歩留りが低下する。次に、レーザートリミングの巾が変動するた
め安定して記録できない。このため、復調が困難となる。本発明のように、ＲＺ記録する
ことにより、まずレーザーのトリミング巾が変動しても、デジタル記録が安定してできる
という効果がある。次にＲＺ記録では線巾が１種類だけでよいためレーザーパワーの変調
をする必要がないため、記録装置の構成が簡単になるという効果がある。
以上のように本発明のディスク用のレーザーバーコードの場合、ＲＺ記録を組み合わせる
ことにより、安定してデジタル記録ができるという効果がある。
次に、ＲＺ記録とフェーズエンコード変調（略してＰＥ変調）した実施例を図２６に示す
。
図２６は、図２４に示すＲＺ記録をＰＥ変調させた場合の、信号とストライプ配置を示す
。まず、“０”のデータを記録する場合、２つのタイムスロット９２０ａ，９２１ａのう

10

20

30

40

50

(14) JP 3959114 B2 2007.8.15



ち左のスロット９２０ａへ、データが“１”の時は図２６（３）のように右のスロット９
２１ｂに信号を記録する。ディスク上には図２６の（２）と（４）に示すように“０”の
データの場合は左の記録領域９２５ａ，“１”のデータは右の記録領域９２６ｂにストラ
イプ９２３ａ，９２３ｂとして記録される。こうして、“０１０”のデータの場合、図２
６（５）に示すようにパルス９２４Ｃが左つまり“０”、パルス９２４ｄが右つまり“１
”、パルス９２４ｅが左つまり“０”のタイムスロットに出力され、ディスク上にはスト
ライプが左，右，左の位置にレーザーによりトリミングされる。図２６（５）に“０１０
”のデータを変調した信号を示す。これをみるとわかるように、各々のチャンネルビット
に必ず、信号が存在する。つまり信号密度は常に一定であるため、直流成分は変動しない
。このようにＰＥ変調は、直流成分が変動しないため再生時にパルスエッジを検出しても
低周波成分の変動に強い。従って再生時のディスク再生装置の復調回路が簡単になるとい
う効果がある。また、チャンネルクロック２Ｔ毎に必ず、１ヶの信号９２３があるため、
ＰＬＬを使わなくても、チャンネルクロックの同期クロックを再生できるという効果があ
る。
こうして、図２７の（１）に示すような円形バーコードがディスク上に記録される。図２
７の（４）の記録データ“０１０００”を記録した場合、本発明の実施の形態のＰＥ－Ｒ
Ｚ変調では（３）の記録信号と同じパターンのバーコード９２３ａが（２）のように記録
される。このバーコードを再生装置の、光ピックアップで再生すると、図５（６）で説明
したようにピット変調信号の一部が、バーコートの反射層欠落部により、反射信号がなく
なり、（５）の再生信号のような波形が出力される。この信号を図３５（ａ）に示す２次
もしくは３次のＬＰＦフィルタ９４３を通すことにより、（６）のフィルタ通過後の波形
の信号が得られる。この信号をレベルスライサーでスライスすることにより、（７）の再
生データ“０１０００”が復調される。
（Ｃ）次に、上述のようにしてバーコードを形成した光ディスクのフォーマットの特徴と
トラッキング制御方式、光ディスクを再生する際に使用可能な回転速度制御方法について
説明する。
（ａ）先ず、本実施の形態の、バーコードを形成した光ディスクのフォーマットの特徴を
述べながら、再生時にトラッキング制御が可能な場合（このような場合を、トラッキング
ＯＮ状態ともいう）の例について説明する。尚、トラッキング制御を用いた再生動作は図
４０に示し、その詳細は後述する。
即ち、図３０に示すように、本実施の形態のＤＶＤディスクの場合、ピットによる全デー
タはＣＬＶで記録されている。又、ストライプ９２３（即ち、バーコード）は、ＣＡＶ記
録されている。ここで、ＣＬＶ記録とは、線速度一定による記録をいい、ＣＡＶ記録とは
、回転速度一定による記録を言う。
本発明のストライプ９２３はＣＬＶ記録されたアドレスが記録されたリードインデータ領
域のプリピット信号に重畳してＣＡＶで記録されている。つまり重ね書きである。尚、本
発明のプリピット信号領域は、ピットが形成された全データ領域に対応している。また、
本発明のプリピット信号領域の所定領域は、光ディスクの内周部の領域に対応しており、
ＰＣＡ領域（ポストカティングエリヤ）とも呼ぶ。このＰＣＡ領域では、バーコードはプ
リピット信号に重畳してＣＡＶで記録される。このようにＣＬＶデータは原盤のピットパ
ターンで、ＣＡＶデータはレーザーによる反射膜の欠落部で記録されている。重ね書きで
あるためバーコード状のストライプの１Ｔ、２Ｔ、３Ｔの間にはピットが記録されている
。このピットの情報を利用して、光ヘッドのトラッキングが可能となり、ピットの情報の
ＴｍａｘもしくはＴｍｉｎが検出できるので、この信号を検出してモーターの回転速度制
御がかけられる。Ｔｍｉｎを検出するためには、図３０に示すようにストライプ９２３ａ
のトリミング巾ｔとピットのクロックＴ（ｐｉｔ）の関係はｔ＞１４Ｔ（ｐｉｔ）であれ
ば、上記の効果が出る。ｔが１４Ｔより短い場合、ピット部による信号とストライプ９２
３ａによる信号が、同じパルス巾となり、両者の弁別ができないため、ストライプ９２３
ａの信号が復調できなくなる。またピットのアドレス情報をストライプと同じ半径位置で
読むには、図３２に示すようにアドレス領域９４４の長さがピット情報の１アドレス単位
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以上設けているため、アドレス情報が得られ、トラックジャンプが可能となるという効果
がある。また図３６に示すようにストライプと非ストライプの比率つまりデューティ比を
５０％以下のＴ（Ｓ）＜Ｔ（ＮＳ）とすることにより、実質的な反射率が６ｄｂ下がるだ
けであるので、光ヘッドのフォーカスが安定してかかるという効果がある。
次に、再生時にトラッキング制御が出来ない場合（このような場合を、トラッキングＯＦ
Ｆの状態と呼ぶこともある）の例について説明する。
即ち、ピット上にストライプ９２３が存在するので、ピット信号が途切れ途切れになり、
ピットデータが正常に再生されないという理由から、プレーヤによってはトラッキング制
御できない機種もある。しかし、このようなプレーヤーについては、ＣＡＶデータである
ストライプ９２３はモータ１７のホール素子等からの回転パルスを用いて回転制御をかけ
てＣＡＶ回転をさせることにより、光ピックアップにより、再生することができる。
そこで、このようにストライプ領域で光トラックのピットデータが正常に再生されない場
合の、再生装置側における動作手順のフローチャートを図３１に示す。
図３１において、ステップ９３０ａでディスクが挿入されると、まずステップ９３０ｂで
内周部に光ヘッドを所定距離だけ移動する。すると図３０のストライプ９２３の領域に達
する。
ここではストライプ領域９２３のピットデータは全てのピットを正常に再生することはで
きない。従って、ＣＬＶ記録されているピットデータに対して、通常行われている回転位
相制御は、この場合には使用できない。
ステップ９３０Ｃではモーターのホール素子の回転センサーやピット信号のＴ（ＭａＸ）
もしくはＴ（ＭＩＮ）や周波数を測定することにより回転速度制御をかける。ステップ９
３０ｉでストライプがない時はステップ９３０ｆへジャンプする。ストライプがある場合
はステップ９３０ｄでバーコードを再生し、ステップ９３０ｅでバーコードの再生を完了
するとステップ９３０ｆでストライプのない外周部に光ヘッドを移動する。この領域はス
トライプがないため、ピットが完全に再生されて正常にフォーカスとトラッキングサーボ
がかかる。ピットの信号が再生できるので、通常の回転位相制御ができ、ＣＬＶ回転とな
る。このため、ステップ９３０ｈで、ピット信号が正常に再生される。
このように回転速度制御とピット信号による回転位相制御の２つの回転制御を切り替える
ことにより、バーコードのストライプのデータとピット記録されたデータの異なる２種類
データが再生できるという効果がある。この場合切り替える手段としては、ストライプは
最内周部にあるので、光ヘッドのストッパーやピット信号のアドレスから光ヘッドの半径
位置を測定し、その測定結果に基づいて、２つの回転制御を確実に切り替えることができ
る。
（ｂ）次に、本実施の形態のバーコードを再生する際の回転速度制御に関する２通りの制
御方法について、図４１，４２を参照しながら述べる。
即ち、第１の回転速度制御方法として、ピット信号のＴｍａｘ（Ｔｍａｘは、様々なピッ
ト長さの内の最大のピット長さの計測時間を意味する）を検出して回転速度制御をかける
場合のブロック図を図４１に示す。
光ヘッドからの信号は波形成形された後、エッジ間隔計測手段９５３により、ピット信号
のパルス間隔を計測される。ｔ０の基準値発生手段９５６は、ＳｙｎＣ信号のパルス巾１
４Ｔより大で、バーコード信号のパルス巾ｔより小さいパルス巾の基準値情報ｔ０を発生
するので、この基準値情報ｔ０と再生信号のパルス巾Ｔ Rとが比較手段９５４で比較され
、基準値ｔ０より小さく、メモリ手段の中のＴｍａｘより大きい場合のみ、Ｔ Rをメモリ
手段９５５へ送り、Ｔｍａｘとする。このＴｍａｘを基準として、コントローラ９５７は
モータ駆動回路９５８を制御し、Ｔｍａｘを基準としたモーターの回転速度制御ができる
。本発明の場合、図９（ａ）に示すように、３～１０μｓの周期のパルスが、バーコード
ストライプにより、多数個発生する。ＳｙｎＣパルスはＤＶＤの場合１４Ｔ、つまり１．
８２μｍである。一方バーコードストライプは１５μｍである。Ｔｍａｘ制御の場合Ｓｙ
ｎＣパルスの巾１４Ｔより長いバーコードパルスをＴｍａｘと判定し誤検出してしまう。
そこで第４１図のように基準値ｔ０と比較し、基準値ｔ０より大きいバーコード信号を除
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去することにより、正常の回転速度の回転速度制御が、バーコードストライプ領域を再生
中も可能となる効果がある。
次に、第２の回転制御方法として、図４２を用いてＴｍｉｎ（Ｔｍｉｎは、様々なピット
長さの内の最小のピット長さの計測時間を意味する）方式検出の回転速度制御方法を述べ
る。
図４２のＴｍｉｎの場合、エッジ間隔検出手段９５３からのパルス情報Ｔ Rは比較手段９
５４ａにおいて、メモリ手段９５５ａの中のＴｍｉｎと比べられ、ＴＲ＜Ｔｍｉｎならば
、ストローブパルスが発生し、メモリの中のＴｍｉｎは置き換わる。
この場合、バーコードパルス巾ｔは前述のように３～１０μｍ、一方Ｔｍｉｎは０５～０
．８μｍである。従って、バーコード領域を再生してもバーコードパルスの巾ｔは必ずＴ
ｍｉｎより大きいので、ＴＲ＜Ｔｍｉｎの条件を満たさない。つまり、バーコードパルス
をＴｍｉｎとして誤判別する可能性はない。従ってＴｍｉｎの方式の回転速度制御とバー
コード読み取り手段９５９を組み合わせることにより、バーコードを再生しながら、同時
に、Ｔｍｉｎによる回転速度制御を、上述したＴｍａｘ方式に比べてより一層、安定的に
かけられるという効果がある。この場合発振器クロック９５６により、エッジ間隔を検出
するとともに、バーコード読み取り手段９５９の復調の基準クロックを得ることにより、
回転と同期してバーコードを復調できる効果がある。
（Ｄ）次に、以上説明した制御方法等を使用した光ディスクの一連の再生動作について説
明する。
先ず、図３１及び図４３を用いて回転位相制御モードと回転速度制御モードをモードスイ
ッチ９６３で切り換える方法を説明しながら第１の再生方法について述べる。そのあと、
図３８、図４０等を参照しながら本実施の形態の光ディスクの第２、第３の再生方法につ
いて述べる。尚、以下に説明する第１、第２の再生方法は、トラッキング制御が出来ない
場合の再生方法であり、第３の再生方法は、トラッキング制御が行える場合の再生方法で
ある。
図４３において、図３１のステップ９３０ｂ，９３０Ｃで説明したように、まず内周部に
光ヘッドを移動すると同時にモードスイッチ９６３をａに切り換える。この場合、ピック
アップ（ＰＵ）位置センサ９６２等により、移動手段９６４により移動した光ヘッドの半
径位置が内周にきたことを検知した場合、モードスイッチ９６３をＡに切り換えてもよい
。
次に、図４３において、回転速度制御モード（図３１のステップ９３０ｃ）に入った時の
動作を説明する。
即ち、モータ９６９からのモーター回転周波数であるｆｍと第２発振器９６８からの周波
数であるｆ２とを、第２周波数比較器９６７で比較し、誤差信号をモーター駆動回路９５
８へ送り、モーター９６９を制御することにより回転速度制御される。この場合ＣＡＶ回
転するためバーコードストライプが再生できる。
図３１のステップ９３０ｅに示すようにバーコードの再生が完了すると、移動手段９６４
により外周部にヘッドを移動するとともに、ＰＵ位置センサ９６２等からの信号により、
モードスイッチ９６３をＢの回転位相制御モードに切り換える。
回転位相制御モードでは、光ヘッドからのピット信号にクロック抽出手段９６０によりＰ
ＬＬ制御をかける。第１発振器９６６の周波数ｆ１と再生同期信号の周波数ｆＳとの周波
数の比較を第１周波数比較器９６５で比較し、差信号をモータ駆動回路９５８に送る。こ
れにより、回転位相制御モードに入る。ピット信号によるＰＬＬの位相制御のため、ｆ１
の同期信号に同期したデータが再生される。回転位相制御と回転速度制御を切り替えない
で、回転位相制御でバーコードストライプ領域に光ヘッドを移動させた場合、ストライプ
により位相制御ができないためモーターが暴走したり、エラーが発生し、モーターが停止
したりして、トラブルが生ずる。そこで、図４３に示すように回転モードを切り替えるこ
とにより、バーコードを安定して再生できるだけでなく、上述の回転トラブルを回避でき
るという大きな効果がある。
次に、本実施の形態の光ディスクの第２の再生方法について図３８のフローチャートを用
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いてその動作を説明する。
この第２の再生方法は、上記第１の再生方法を更に改善したものである。
即ち、第１の再生方法は、ストライプ有無識別子９３７が定義されていないディスクにつ
いての再生方法である。従って、この様な光ディスクの場合は、ストライプ領域でトラッ
キングがかからないため、光ディスク上に正規に形成されたストライプであるのか、ある
いは、光ディスク上に生じたイレギュラーな傷であるのかの判別に時間がかかる。そのた
め、現実には、ストライプが形成されていない場合でも、再生動作として、必ずストライ
プを読み行にくステップが必要となり、ストライプが本当に存在しないのか、あるいは、
光ディスク上の更に内周側に存在するのか等のステップにより確認しなければならない。
従って、その分、立ち上がり時間が余分にかかってしまうという問題が生じることもある
。第２の再生方法は、このような問題を改善したものである。
即ち、図３８に示す様に、まず光ディスクが挿入されるとステップ９４０ａでコントロー
ルデータ（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｄａｔａ）を再生する。コントロールデータ領域には、一般
には、光ディスクの物理的な特徴情報や属性情報がコントロールデータとして記録されて
いる。即ち、光ディスクが張り合わせタイプの片面２層であると言った情報等は、物理的
特徴情報として扱われる。
ここでは、図３０に示すように、本発明の光ディスクのコントロールデータ領域９３６の
コントロールデータには、ＰＣＡストライプ有無識別子９３７がピット信号で記録されて
いる。そのため、一旦、ステップ９４０ｎでコントロールデータの外周部に光ヘッドを移
動させる。その後、光ヘッドは光ディスクの内周側にジャンプをくりかえして、コントロ
ールデータ領域９３６に移動する。ステップ９４０ａでコントロールデータを再生する。
これにより、ストライプが記録されているかどうかがわかる。ステップ９４０ｂでストラ
イプ有無識別子が０の時はステップ９４０ｆへ進み、回転位相制御を行い通常のＣＬＶ再
生を行う。ステップ９４０ｂで有無識別子９３７が１の時はステップ９４０ｈでストライ
プが再生面と逆の面、つまり裏面に記録されているかを示す裏面存在識別子９４８がある
かどうかをチェックし、裏面ならステップ９４０ｉへ進み、光ディスクの裏面の記録面を
再生する。自動的に裏面を再生できない場合は、裏面再生指示を出力し表示する。ステッ
プ９４０ｈで再生中の面にストライプが記録されていることがわかった場合は、ステップ
９４０Ｃに進み、さらに内周部のストライプ領域９２３にヘッドを移動し、ステップ９４
０ｄで回転速度制御に切り替えてＣＡＶ回転させストライプ９２３を再生する。ステップ
９４０ｅで完了ならステップ９４０ｆで、再び回転位相制御に切り替えてＣＬＶ再生をし
外周部に光ヘッドを移動し、ピット信号のデータを再生する。
このようにコントロールデータ等のピット領域にストライプ有無識別子９３７が記録され
ていることにより、図３１で説明した第１の再生動作に比べて、より確実に、又短時間で
ストライプが再生できるという効果がある。
このようにトラッキングオフして、ＰＣＡ部を再生すると、ピットが原因となって生じる
雑音信号のレベルが下がる。一方ＰＣＡによる信号のレベルはトラッキングオフしても変
わらない。従って、図３５（ｂ）のフィルタ通過後の波形において、ピット信号が小さく
なるのでＰＣＡとピット信号が、より弁別し易くなり、回路が簡単になりエラーレートが
下がるという効果がある。
尚、ストライプ裏面存在識別子９４８があるため裏面にストライプが記録されていること
がわかるため、両面型のＤＶＤ光ディスクの場合、確実にバーコードのストライプが再生
できるという効果がある。本発明のストライプは両面ディスクの両方の反射膜を貫通する
ため裏面からも読める。ストライプ裏面存在識別子９４８をみて、ストライプ再生時に逆
の符号にして再生することにより裏面からも再生できる。本発明では図３４（ａ）に示す
ように同期符号は０１０００１１０を使用している。従って、裏面から再生すると″０１
１０００１０″の同期符号が検出できるためバーコードを裏面から再生していることが検
知できる。この時図１５の再生装置において、復調部９４２は逆に符号を復調することに
より、両面ディスクを裏面から再生しても貫通したバーコードを正常に再生できるという
効果がある。尚、図１５の再生装置については、更に後述する。
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又、図３０に示すように、上述したＰＣＡ領域９９８とコントロールデータ領域９３６の
間に、アドレスだけが記録されていてデータが記録されていない、３００μｍ幅のガード
バンド領域９９９を設けることにより、コントロールデータへのアクセスがより一層安定
して行える。
以下に、ガードバンド領域９９９について更に詳細に説明する。
即ち、光ヘッドが外周部からコントロールデータをアクセスする場合、内周部に向かって
、複数のトラックをジャンプしながら、そのコントロールデータ領域９３６に近づいてく
る。時には、目的とするコントロールデータ領域９３６を飛び越してしまい、コントロー
ルデータ領域の内周部に着地することもある。この時、コントロールデータの内周部に隣
接してＰＣＡ領域９９８が有ると、そのＰＣＡ領域９９８では、アドレスの再生が出来な
いため、光ヘッドは、自分自身の位置がわからなくなる。そのために、光ヘッドの制御が
不可能になる。
従って、光ヘッドの１回のジャンプの幅より大きい幅として、例えば３００μｍの幅に設
定されたガードバンド領域を、上述した位置に設けることにより、たとえ、光ヘッドがコ
ントロールデータ領域９３６を飛び越えたとしても、必ずこのガードバンド領域内に着地
出来る。そして、光ヘッドは、ガードバンド領域内のアドレスを読む事が出来るので、自
分自身の位置がわかり、そこから、目的のコントロールデータ領域へ戻ることが出来る。
従って、光ヘッドをより迅速に、しかもより安定して制御することが可能となる。
又、図３０に示すようにコントロールデータには追記ストライプデータ有無識別子とスト
ライプ記録容量が記録されている。即ち、光ディスクに、最初にストライプを記録した後
、まだストライプが記録されずに空いたままの領域に、更に、別のストライプを追加記録
することが出来る。この様に、最初に記録したストライプを第１回目のストライプと呼び
、その後、追加記録したストライプを第２回目のストライプと呼ぶ。従って図３０のよう
に第１回目のトリミングのストライプ９２３が既に記録されている場合、第２回目のトリ
ミングのストライプ９３８を、どの容量だけ記録可能か計算できる。従ってコントロール
データにより図２３の記録装置が２回目のトリミングをする時、どれだけ記録できるかが
判別できるため、３６０°以上記録しすぎて第１回目のトリミングのストライプを破壊す
るということが防止できる。なお、図３０に示すように第１回目のトリミングのストライ
プ９２３と第２回目のトリミングのストライプ９３８の間にはピット信号１フレーム以上
の空白部９４９を設けることにより、前のトリミングデータを破壊することが防止される
。
また、後述する図３４（ｂ）に示すように、トリミング回数識別子９４７が同期符号部に
記録されているため、１回目のトリミングのストライプと２回目のトリミングのストライ
プのデータが識別できるという効果がある。もしこの識別子がないと、図３０の第１回目
のストライプ９２３と第２回目のストライプ９３８が判別できないことになる。
最後に、第３の再生方法について、図４０を参照しながら説明する。
即ち、光ディスク上のストライプのデューティ比、つまり面積比率が小さい時は、図３２
に示すように、ストライプ領域で略々トラッキングがかかる。従って、同一半径上のアド
レス領域９４４のアドレスが再生できる。この場合、ストライプを再生するとともに、光
ヘッドの位置を変えないで、アドレスが再生できるため、ディスクを挿入してからの立ち
上がり時間が早くなるという効果がある。
この場合、前述のようにアドレス領域、つまり、ストライプのない領域を連続して１フレ
ーム以上、同一半径上に設ければよい。
図４０を用いてこの方法の動作ステップを説明する。
まず、ディスクを挿入してステップ９４７ａで光ヘッドを内周部に移動する。ステップ９
４７ｎでトラッキングがかからない時は、ステップ９４７ｐでトラッキング方式を位相制
御からプッシュプルに切り換える。ステップ９４７ｂで回転速度制御（ＣＡＶ制御）を行
いアドレスを再生する。ステップ９４７ｃでアドレス再生が可能でない時はステップ９４
７ｉへ進み、光ヘッドを内周へ送り、ＰＣＡストライプを再生する。ＰＣＡの余白部（重
ね書きされなっかた部分に相当する）のアドレス再生が可能な場合は、ステップ９４７ｅ
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へ進み、アドレスに基づきストライプの存在するアドレス領域へ半径方向に光ヘッドを移
動する。ステップ９４７ｑでＰＣＡストライプがあるか無いかを判定する。その判定の結
果、ＰＣＡストライプが無ければ、ステップ９４７ｒでコントロールデータのＰＣＡフラ
ッグを読みに行く。そして、ステップ９４７ｓでＰＣＡフラッグの有無を判定して、無い
との判定結果が出れば、ステップ９４７ｍへジャンプし、有るとの半径結果が出れば、ス
テップ９４７ｃへ戻る。
一方、ステップ９４７ｑで、ＰＣＡストライプがあるとの判定が出た場合、ステップ９４
７ｆへ進み、ＰＣＡストライプを再生する。ステップ９４７ｇでその再生が完了すれば、
ステップ９４７ｈで回転位相制御に切り替えて外周部に光ヘッドを移動し、ピット信号を
再生する。ステップ９４７ｔでコントロールデータのＰＣＡフラッグを読み、ＰＣＡフラ
ッグが無ければステップ９４７ｋでエラーメッセージを出し、ステップ９４７ｍへ戻って
、処理を続行する。
（Ｅ）次に、本発明の光ディスク用バーコード形成方法における、生産上の工夫について
更に詳細に説明する。また、バーコードの再生装置についても簡単に述べる。
（ａ）先ず、バーコードの記録方法における、生産上の工夫について説明する。
上述した、図２８に示すバーコードの記録方式の場合、発光パルスの最小間隔は１ｔであ
るから、レーザーの周波数をｆ LとするとｆＣ＝１／ｆ Lの発光周波数のレーザーが必要と
なる。この場合、１秒間にｆ L／２本のバーコードのバーが記録できる。しかし、図２９
のように光偏向器９３１を用いると、発光パルスの最小間隔は２ｔでよくなるため、発光
周波数がｆ L＝１／２ｔとなり、半分の周波数のレーザーでよい。従って同一の周波数の
レーザーを用いた場合、光偏向器９３１を用いることにより、２倍の本数、つまり１秒間
にｆ L本のバーコードが記録できる。このため、生産のタクトを２倍に向上できるという
効果がある。
そこで、図２９を用いて光偏向器９３１を用いた２倍のタクトの装置（”スイッチ記録”
と呼ぶ）の動作を、図２８と異なる部分を中心に更に詳細に説明する。
音響光学変調素子等の光偏向器９３１により、ビームはメインビーム９４５とサブビーム
９４６にスイッチされる偏向信号がＯＮの時サブビーム９４６にスイッチされ、サブスリ
ット９３２ｂを通り、副ストライプ９３４が形成される。つまり″０″の時は通常のスト
ライプ９３３が形成される。″１″のデータを記録する時のみ、図２９（ｂ）のように偏
向信号がＯＮし、光偏向器９３１により、サブビーム９４６に切り替わり、サブストライ
プ９３４の位置にストライプが記録される。こうしてディスク上には（ｂ）に示す様な″
０″のストライプ９３３ａ、９３３ｂと″１″のストライプ９３４ａが形成される。この
場合、レーザーの発光パルスは２ｔ毎でよいため図２８の場合に比べて半分の周波数のレ
ーザーでよい。つまり、前述のように同一の周波数のパルスレーザーを用いた場合、２倍
のクロックでストライプを形成できるため、生産性が２倍になるという効果がある。
次に、図３４の同期符号のデータ構成を用いて、図２９で説明したスイッチ記録に適した
フォーマットを述べる。この同期符号のデータ構成も、生産性の向上についての工夫であ
る。
即ち、図３４（ａ）の固定パターンは”０１０００１１０”である。通常は０と１が同じ
数の″０１０００１１１″等が一般的であるが、本発明ではあえて、このデータ構成にし
ている。以下に、この理由を述べる。
図２９のスイッチ記録をするには、１タイムスロット、即ち１Ｔ区間に２個以上のパルス
が入らない様にする。データ領域は図３３（ａ）に示す様にＰＥ－ＲＺ記録のため、スイ
ッチ記録が可能である。しかし図３４（ａ）の同期符号はイレギュラーなチャンネルビッ
トを配置するため、通常の方法では１Ｔに２ヶパルスが存在する可能性があり、この場合
、本発明のスイッチ記録ができない。本発明では図３７に示す様に例えば、”０１０００
１１０”にしてある。従って、Ｔ１では右の１パルス、Ｔ２では０パルス、Ｔ３では右の
１パルス、Ｔ４では左の１パルスが存在することになり、各タイムスロットにおいてパル
スが２ヶ以上存在することはない。従って本発明の同期符号の採用によりスイッチ記録が
可能となり、生産速度を２倍に向上できるという効果がある。
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（ｂ）次に、上述した方法により光ディスクに記録されたバーコードの再生装置について
、生産性の向上に触れながら、図１５を用いて簡単に述べる。
図１５は、既に（１）で説明した再生装置のブロック図である。
前半部の（１）では、図１５は、光ディスクの反射膜上に形成されたマーキングの位置を
読み取るための装置として説明したが、ここでは、図１５をバーコードの読み取り装置、
即ち、再生装置として利用するものとして述べる。
図１５において、復調動作に絞り再度説明する。ストライプの信号出力から、まずローパ
スフィルタ（ＬＰＦフィルタ）９４３により、ピットによる高周波成分が除去される。
ＤＶＤの場合Ｔ＝０．１３μｍの最大１４Ｔの信号が再生される可能性がある。この場合
、図３５（ａ）に示す、２次又は３次のチェビホフ形ローパスフィルタにより、ストライ
プの信号とピットによる高周波成分とを分離できることを実験で確認した。つまり２次以
上のＬＰＦを使えばピット信号とバーコード信号が分離でき、安定してバーコードを再生
できるという効果がある。図３５（ｂ）に、１４Ｔのピット長さの信号が連続して記録さ
れている場合のシミュレーション波形を示す。
このように２次以上の LPF９４３を用いることにより、ピット再生信号をほぼ除去してス
トライプ再生信号を出力できるので、確実にストライプ信号を復調できるという効果があ
る。尚、この様にして復調したストライプ信号の幅（図３６（ｂ）では、ストライプ信号
の幅が１５μｍであることを示している）が、マイコンのサンプリング周期の幅（図３６
（ｃ）参照）ｔｍに比べて、小さい場合は、ストライプ信号の測定が、不正確になること
がある。例えば、図３６（ｂ）に示すストライプ信号の内、左側のストライプ信号は、マ
イコンのサンプリング周期の間に入っているので検出できない。そのため、ストライプを
読み出して得られたストライプ信号の幅を、フリップフロップ回路を用いて、図３６（ｄ
）に示すように、マイコンのサンプリング周期の幅ｔｍより大きくなるように、波形成形
する。図３６（ｄ）は、ストライプの幅をＢｗの幅まで広げた後の波形図である。そして
、その波形成形された信号は、マイコンからのサンプリングパルス（図３６（ｃ）参照）
により検出できるので、ストライプ信号の測定がより一層確実に行える。
次に、図１５において、復調動作の説明を続ける。即ち、こうしてＰＥ－ＲＺ復調部９４
２においてデジタルデータが復調される。このデータはＥＣＣデコーダ９２８においてエ
ラー訂正される。デインタリーブ部９２８ａで、インターリーブが解除され、ＲＳデコー
ダ９２８ｂにおいてリードソロモン符号の演算がなされ、エラー訂正される。
ところで、ここで、生産タクトとの関連性について若干説明する。
ここで、図３３（ａ）は、本実施の形態におけるバーコードデータをＥＣＣエンコード化
した後のデータ構成図であり、図３３（ｂ）は、ｎ＝１の場合の実施の形態におけるＥＣ
Ｃエンコード後のデータ構成図である。又、図３３（Ｃ）は実施の形態におけるＥＣＣエ
ラー訂正能力を示す図である。
本発明では図３３（ａ）のデータ構成に示す、インターリーブとリードソロモンエラー訂
正符号化が、光ディスクへのストライプの記録の時に、図１に示すように、ＥＣＣエンコ
ーダ９２７を用いて行われる。従ってこのデータエラー訂正方式をとることにより、図３
３（ｃ）に示すように、１０ - 4のエラーが発生する条件下においても光ディスクの枚数に
して１０の７乗枚に１枚の割合でしか、読み取りエラーは発生しない。このデータ構成は
、Ｃｏｄｅのデータ長を小さくするために４ヶの列に同じＳｙｎｃ　Ｃｏｄｅをつけたこ
とにより、ＳｙｎＣ　Ｃｏｄｅの種類が１／４になり、効率が上がる。ここで、更に、図
３３を用いて、データ構成のスケーラビリティについて述べる。本発明では、図３４（ｃ
）の例に示すように、記録容量を例えば１２Ｂ（１２バイト）から１８８Ｂの範囲で１６
Ｂ単位で任意に増減できる。図３３（ｃ）に示すようにｎ＝１からｎ＝１２まで変更でき
る。
例えば図３３（ｂ）及び図１４（ａ）に示すように、ｎ＝１の場合のデータ構成としては
、データ行９５１ａ、ｂ、ｃ、ｄの４行があるだけで、次にＥＣＣ行９５２ａ、ｂ、ｃ、
ｄとなる。図１４（ａ）は、図３３（ｂ）をより詳しく示した図である。データ行９５１
ｄはＥＤＣの４Ｂとなる。又、図１４（ｂ）は、このことを等価的に示した図である。即
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ち、図１４（ｂ）に示す様に、９５１ｅから９５１ｚまでのデータ行は、等価的に全て０
が入っているものとして、エラー訂正符号のエンコード演算が行われる。ＥＤＣ、ＥＣＣ
の演算式を図１４（ｃ）、（ｄ）に示す。こうしたＥＣＣのエンコードが図１の記録装置
のＥＣＣエンコーダ９２７でなされてバーコードとしてディスク上に記録される。ｎ＝１
の場合１２ｂのデータがディスク上の５１度の角度に記録できる。同様にしてｎ＝２の場
合、１８Ｂのデータが記録でき、ｎ＝１２の時、２７１Ｂのデータがディスクの３３６度
の角度範囲に記録できる。本発明では、図１４（ｃ）、（ｄ）に示す、ＥＤＣ、ＥＣＣの
演算式でエンコード、デコードすることにより、データ量が小さいときは、１８８Ｂの残
りのデータに０を入れたのと同じように演算され、小さな記録容量で記録される。このた
め、生産タクトが短縮出来る。本発明の様にレーザートリミングする場合、上述したスケ
ーラビリティは重要な意味を持っている。即ち、レーザートリミングを工場で行う場合、
生産タクトを短くすることが重要となる。１本１本トリミングするため低速の装置では、
最大容量の数千本を記録するのに十秒以上必要とする。ディスクの生産に要求される生産
タクトは、ディスク１枚について４秒であるので、最大容量を記録すると生産のタクトが
下がってしまう。一方、本発明の用途としては、例えば、当初はＤｉｓｋ　ＩＤ番号が主
体であるので、ＰＣＡ領域の容量は１０Ｂ程度でよい。１０Ｂ書くのに２７１Ｂ記録する
のはレーザーの加工時間が６倍に増えるので、生産コストが上がる。本発明のスケーラビ
リティ方式を用いることにより、生産コストと時間が削減される。
なお、図１５に示す再生装置側では、ＥＣＣデコーダ９２８の内部において、例えば第３
３（ｂ）に示すｎ＝１の場合は、図１４（ｂ）に示す様に、データ行９５１ｅから９５１
ｚまで全て０のデータが入っているとみなして、図１４（ｃ）、（ｄ）のＥＤＣとＥＣＣ
のエラー訂正演算をすることにより、同じプログラムで１２ｂから２７１ｂのデータをエ
ラー訂正できるという効果がある。この場合、プログラムステップ数が少なくなるため、
マイコンのＲＯＭ容量が少なくてよいという効果がある。
又、図３６に示すようにストライプの幅を再生した場合のパルス幅を１周期の約１／２以
下にとっている。ストライプの間隔として、１Ｔと２Ｔと３Ｔの３種類があるため、１ト
ラック上の全てのストライプの面積の和の、１トラックの全面積にしめる比率は１／３以
下になる。この工夫をすることにより、ストライプ部の反射率は、標準反射率７０％のデ
ィスクで２／３、つまり約５０％になり、一般のＲＯＭディスクプレーヤでもフォーカス
制御ができるためＰＣＡ部を再生できるという効果がある。
（Ｆ）次に、上述したバーコードの暗号化（ディジタル署名を含む）の一例と、バーコー
ドの他の利用方法について図を用いて説明する。
（ａ）先ず、ここでは、バーコードの暗号化のプロセス及び、再生時のプロセスの一例を
図４５を参照しながら述べる。
即ち、図４５に示す様に、各光ディスクに固有のＩＤ番号４５０４が、ＩＤ発生部４５０
２により生成される。それと同時に、ＩＤ署名部４５０３により、各ＩＤ番号に対して、
特定の公開鍵と対応する特定の秘密鍵を用いてディジタル署名が行われて、そのディジタ
ル署名の結果４５０５が、それぞれのＩＤ番号４５０４と対応させて、一連のデータとし
てプレス工場４５０１へ送られる。このディジタル署名は、暗号エンコーダ４５０８にお
いて、ＩＤ番号を公開鍵系暗号関数の秘密鍵により暗号化されたものを対象として行われ
る。この秘密鍵に対応する公開健は、プレス工場４５０１へ送られる。プレス工場４５０
１では、光ディスク４５０６のＰＣＡ領域に、上記送られてきたＩＤ番号とそれに対応す
るディジタル署名の結果４５０５とをＰＣＡライター４５０７によりバーコード記録する
。又、予め原盤つまり、ピット部には、上記の公開鍵が記録されている。そして、再生装
置（プレーヤー）４５０９では、このようにして、作成された光ディスク４５０６がセッ
トされて、ピット部からは公開鍵が読み出され、ＰＣＡ領域のバーコードからはＩＤ番号
とそのディジタル署名の結果が暗号デコーダ４５１０により読み出され、公開鍵を用いて
復号される。復号結果は照合部４５１１に送られ、判定の結果、ディジタル署名データが
正しい場合は、光ディスクの再生動作を続ける。又、判定の結果、ディジタル署名データ
が正しくない場合は、動作を停止させる。尚、ディジタル署名データとＩＤの平文がＰＣ
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Ａ領域に記録されている場合は、復号結果とＩＤの平文とが一致しているかを照合すれば
よい。又、ディジタル署名データのみがＰＣＡ領域に記録されている場合は、エラーチェ
ックを行い照合する。このように公開鍵暗号で暗号化すると、秘密鍵を持っているソフト
業者しか、新たなＩＤ番号を発行できない。従って、仮に、海賊版のディスクが作られた
としても、同じ番号のＩＤの暗号だけがＰＣＡ領域に記録されるので、海賊版ディスクの
用途が大幅に限定されるという効果がある。なぜならば、この場合、ネットワークのプロ
テクションをかけることにより、同じＩＤ番号のソフトの不正使用が、防止出来るからで
ある。尚、図４５で説明した上記方法は、インターネットにおいても利用出来ることはい
うまでもない。
（ｂ）次に、バーコードの他の利用方法について、別の実施の形態を図４６を用いて説明
する。
本実施の形態は、通信の際に利用する暗号化の鍵を、上記説明したバーコードとして、Ｐ
ＣＡ領域に記録する例である。
即ち、図４６に示す様に、プレス工場４６０１は、ＩＤ番号と、それに対応する暗号鍵と
して、公開鍵系暗号関数の公開鍵とをテーブル４６０２として持っている。プレス工場４
６０１では、ＰＣＡライタ４６０３を用いて、光ディスク４６０４のＰＣＡ領域４６０５
に対して、これらＩＤ番号と、それに対応する公開鍵が記録される。
次に、この様にして作成された光ディスク４６０４をユーザが購入して、それを再生する
場合を説明する。例えば、光ディスクに記録された映画ソフトを見る場合が考えられる。
ユーザがその光ディスク４６０４の映画を見るためには、システム管理センター４６１０
に対して課金の手続きをして、それによって、再生を可能とするパスワードをもらう必要
がある。
そのため、先ずユーザは、光ディスク４６０４をセットする。パソコン４６０６の通信用
ソフトにより、ＰＣＡ領域等が再生され、公開鍵が読み出される。ユーザにより自身のク
レジットカード番号や暗唱番号が入力されると、暗号デコーダ４６０７により、公開鍵で
暗号化されて通信回線４６２０を通じて、システム管理センター４６１０へ送信される。
システム管理センター４６１０では、通信部４６１１が、送信データから平文のＩＤ番号
を読み出す。そして、通信部４６１１が、暗号鍵テーブル４６１２の中からそのＩＤ番号
に対応する秘密鍵を探し出して、送信データを復号する。即ち、システム管理センター４
６１０は、ＩＤ番号と、公開鍵に対応する秘密鍵との対応関係を示す暗号鍵テーブル４６
１２を予め持っている。システム管理センタ４６１０は、その復号データの中の、ユーザ
のクレジットカード番号や暗唱番号に基づいて、課金を行う。それと同時に、そのユーザ
に対して、パスワードを発行する。このパスワードは、ディスクのＩＤ番号とそのディス
ク４６０４内の特定の映画やコンピュータソフトの番号に対応している。このパスワード
を得たユーザは、そのパスワードにより、所望の映画を見たり、コンピュータソフトをイ
ンストールすることが出来る。
このように本実施の形態によれば、公開鍵を予め光ディスクにバーコードとして記録出来
るので、従来のように、システム管理センターから公開鍵をユーザに別送するといった手
間と時間が省けると言った効果がある。又、セキュリティーが管理されていないプレス工
場に、通信鍵（公開鍵）を渡しても、セキュリティが保てる。又、ディスク毎に公開鍵を
変更しているので、一枚のディスクつまり、一人のユーザのセキュリティが破られたとし
ても、他のユーザのセキュリティは保たれる。又、ディスク一枚毎に公開鍵が違うので、
第３者が、不法発注する恐れが減少する等の効果を有する。原盤に通信用公開鍵を記録す
ると、第３者が不正に発注することを防止できない。図４６では、通信用鍵として、公開
鍵を用いた場合について説明したが、これに限らず例えば、秘密鍵を用いても同様の効果
がある。但し、この場合は、公開鍵を用いる場合に比べて、セキュリティは少し下がる。
尚、図４６で説明した方法は、インターネットにおいても利用出来ることはいうまでもな
い。
図４６で説明したネットワークを用いてパスワードでスクランブルや暗号を解除する方法
を図２２を用いて具体的に説明する。図２２のフローチャートのステップ９０１ａで、デ
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ィスクの中のソフトがスクランブル識別子がＯＮかを調べ、ＮＯの時はステップ９０１ｂ
へ進み、スクランブルされていなければ続行する。Ｙｅｓ時はステップ９０１ｂでソフト
がスクランブルされていないかを調べ、Ｙｅｓ時は、ステップ９０１ｃでパソコンネット
ワークに接続しステップ９０１ｂでユーザＩＤとソフトＩＤをユーザが入力し、ステップ
９０１ｃでドライブＩＤがある場合はステップ９０１ｆでドライブＩＤのデータをパスワ
ード発行センターへ送り、入金を確認したら、ステップ９０１ｇでドライブＩＤ、ソフト
ＩＤをサブ秘密鍵を用いて暗号演算しパスワードを生成し、ユーザーへパスワードを送信
し、ステップ９０１ｈへ進む。ユーザーのパソコンではパスワードをサブ公開鍵で演算し
、ドライブＩＤと照合する。ＯＫならステップ９０１ｎへ進み、ソフトのスクランブルや
暗号を解除する。
次に、ステップ９０１ｃに戻りＮＯの時はステップ９０１ｈでデイスタＩＤがあるかをチ
ェックし、Ｙｅｓなら、ステップ９０１ｉでディスクＩＤのデータをパスワード発行セン
ターへ送る。入金を確認したら、ステップ９０１ｊでディスクＩＤとソフトＩＤをサブ秘
密鍵を用いて暗号演算し、パスワードを生成する。このパスワードはユーザーへ送信され
、ユーザーのパソコンではステップ９０１ｍでパスワードをサブ公開鍵で演算し、ディス
クＩＤと照合する。照合がＯＫならステップ９０１ｎで、スクランブル解除を行う。
このように、ディスクＩＤを使ってネットワークでパスワード発行センターと交信するこ
とにより、ディスクの中のソフトのスクランブルや暗号を解除することができる。本発明
のディスクＩＤの場合、１枚ごとにＩＤが異なるためパスワードも異なりセキュリティが
高いという効果がある。図２２においては暗号通信を省略したが、ステップ９０１ｉとス
テップ９０１ｊの間の交信に図４６のようなＰＣＡに記録された公開鍵の暗号を使い、暗
号化することにより、通信するデータのセキュリティが上がる。従って、インターネット
のようなセキュリティの低い通信手段でも安全に個人の課金情報を送信できるという効果
がある。
以上で、前半部（Ｉ）と、後半部（ＩＩ）の説明を一旦終えて、次に、前半部（Ｉ）の上
記（Ａ）～（Ｅ）において説明した、光ディスクの製造からプレーヤ側の再生に関連する
、付随的事項について説明する。
（Ａ）低反射部の位置情報リストである低反射部アドレス表について説明する。
（ａ）即ち、予め工場において、海賊版防止マーク作成工程により、無作為にレーザーマ
ーキングを形成する。この様にして、形成されたレーザーマーキングは、同じ形状のもの
は作れない。次の工程では各ディスク毎に低反射部５８４を上述したようにしてＤＶＤの
場合、０．１３μｍの分解能で測定し、図１３（ａ）に示すような低反射部アドレス表６
０９を作成する。ここで、図１３（ａ）は、本実施の形態により作成される正規のＣＤの
低反射部アドレス表などを表した図であり、図１３（ｂ）は、ＣＤが不正複製されたもの
である場合の図である。この低反射部アドレス表６０９を図１８に示すような一方向関数
で暗号化し、図２に示すように、ディスクの最内周部に、バーコード状の、反射層のない
低反射部群５８４Ｃ～５８４ｅを、２回目の反射層形成工程において、記録する。図１８
は、暗号化に用いる一方向関数によるディスク照合のフローチャートであり、図１３に示
すように正規のＣＤと不法に複製されたＣＤでは低反射部アドレス表６０９、６０９ｘが
大幅に異なる。その要因の１つは、上述したように、レーザーマーキングは、同じ形状の
ものが作れないからである。更に、ディスクにおいて予め割り当てられたセクタのアドレ
スが、ディスクの原盤相互間で相違することも両者が大幅に異なる第２の要因である。
即ち、ここで、図１３を参照しながら、マーキングに関して、正規ディスクと海賊版ディ
スクとで得られる位置情報の違いを説明する。同図では、上記第１、第２の要因が重なっ
ている場合である。又、マーキングは、ディスク上に２つ形成されている。即ち、マーク
番号１のマーキングに対して、正規のＣＤの場合、アドレス表６０９に示されているよう
に第１マークは、論理アドレスａ１のセクタの中の開始点より２６２番目のクロックの位
置にある。１クロックはＤＶＤの場合、０．１３μｍであるため、この精度で測定されて
いる。次に、海賊版ＣＤの場合、アドレス表６０９ｘに示されているように、アドレスａ
２のセクタの中の８１番目のクロックの位置にある。このように、第１マークの位置が正
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規ディスクと海賊版ディスクでは違うことから海賊版ディスクを発見することができる。
同様に、第２マークの位置も異なる。この正規ディスクと位置情報を一致させるには、ア
ドレスａ１のセクタの２６２番目の位置の反射膜を１クロック単位つまり、０．１３μｍ
の精度で加工しないと海賊版ディスクは作動しない。
図１６に示す例では、図１７に示すように正規のディスクと不正複製されたディスクでは
低反射部アドレス表６０９、６０９ｘの値が異なる。図１６（８）のように正規ディスク
ではマーク１の次のトラックでは開始終了はｍ＋１４、ｍ＋２６７であるが、図１６（９
）のように不法複製されたディスクではｍ＋２１、ｍ＋２７７となり異なる。こうして図
１７に示すように低反射部アドレス表６０９、６０９ｘの値が異なり複製ディスクを判別
できる。この低反射部アドレス表６０９をもつディスクを不法複製業者が複製する場合は
、彼らは図１６（８）に示すように再生クロック信号の分解能で正確にレーザートリミン
グを行う必要がある。
光再生信号の中のＰＬＬ再生クロック信号の波形図を表わす図である図２０（５）に示す
ように、ＤＶＤディスクでは、再生クロックパルスの１パルスの周期Ｔをディスク上の距
離に換算した場合、それら１パルスのディスク上の間隔は０．１３μｍになる。従って、
不法複製するには０．１μｍのサブミクロンの分解能で反射膜を除去することが要求され
る。確かに光ディスク用の光ヘッドを用いた場合、サブミクロンの精度でＣＤ -Rのような
記録膜に記録できる。しかし、この再生波形は図９（Ｃ）のようになり、図９（ａ）のよ
うな特異な波形 824は反射膜を除去しない限り得られない。
（ｂ）従ってこの反射膜をとり除く海賊版の量産方法としてはＹａＧ等の大出力レーザー
を用いたレーザートリミングが１番目の方法として考えられる。現状では最も精度の高い
工作用レーザートリミングの加工精度は数μｍしか得られない。半導体のマスク修正用レ
ーザートリミングにおいても１μｍが加工精度の限界であるといわれている。つまり、レ
ーザートリミングでは０．１μｍの加工精度を量産レベルで達成することは難しい。
（ｃ）二番目の方法として、現在サブミクロンの加工精度を達成しているのは、超ＬＳＩ
の半導体マスクの加工用のＸ線露光装置やイオンビーム加工装置が知られているが、非常
に高額な装置で１枚あたりの加工時間も要するため、ディスク１枚毎に加工すると１枚の
コストは高額なものとなる。従って、現行では殆どの正規ディスクの販売価格を上回るコ
ストとなり、採算がとれなくなり、海賊版ディスクを作る意味がなくなってしまう。
（ｄ）以上のように第１の方法であるレーザートリミングでは、サブミクロン加工が困難
なため、海賊版ディスクの量産が困難である。又、第２の方法であるＸ線露光等のサブミ
クロン加工技術では、１枚あたりのコストがかかりすぎて、経済面で海賊版ディスクの生
産が無意味となる。従って、低コストのサブミクロンの量産加工技術が実用化されるのま
での間、海賊版の複製は防止される。このような技術が実用化されるのは遠い将来のこと
であるので海賊版の生産は防止される。また２層ディスクの各層に低反射部を設けた場合
、図４７に示すように上下のピットを合わせて精度よく貼りあわせないと海賊版ディスク
は複製できないため、防止効果はさらに上がる。
（Ｂ）次に、低反射部のディスク上の配置角度を所定のように特定する事項について説明
する。
本発明では、反射層レベルつまり低反射部マーキングだけで充分な海賊版防止効果がある
。この場合、原盤は複製品であっても防止効果がある。しかし、原盤レベルの海賊版防止
技術と組み合わせることにより、さらに防止効果を高められる。低反射部のディスク上の
配置角度を図１３（ａ）の表５３２ａと表６０９のように特定すると、海賊版業者は原盤
の各ピットの配置角度の状態まで正確に複製する必要がある。海賊版のコストが上がるた
め、抑制効果がさらに上がる。
（Ｃ）ここで、２枚のディスクを張り合わせた光ディスクにおける光学マーキング無反射
部の読み取りに関する説明における、上記動作原理では、触れなかった点を中心として述
べる。
即ち、図１６のように開始位置のアドレス番号、フレーム番号、クロック番号が１ｔ単位
の分解能つまり、ＤＶＤ規格においては一般プレーヤーで０．１３μｍの分解能で本発明
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の光学マークを正確に測定できる。図１６の光学マークのアドレスの読みとり方法を図２
０と図２１に示す。図１６と同じ動作原理であるため図２０、図２１の信号（１）（２）
（３）（４）（５）の説明は省略する。
ここで、ＣＤの場合の低反射部の位置検出原理図である図１６と、ＤＶＤの場合の図２０
、図２１との対応について述べる。
図１６（５）は、図２０（１）、図２１（１）に対応する。図１６（６）の再生クロック
信号は、図２０（５）、図２１（５）に対応する。図１６（７）のアドレス６０３は、図
２０（２）、図２１（２）に対応する。
図１６（７）のフレームＳｙｎＣ６０４は、図２０（４）、図２１（４）に対応する。図
１６（８）の開始クロック番号６０５ａは、図２０（６）の再生チャンネルクロック番号
に対応する。図１６（７）の終了クロック番号６０６に代えて、図２０（７）、図２１（
７）では６ bitのマーキング長を用いてデータの圧縮を計っている。
図示するようにＣＤとＤＶＤでは基本的に検出動作は同じであるが、第１の違いとして図
２０（７）の１ｂｉｔのマークの層識別子に６０３ａに示すように、低反射部が１層であ
るか、２層であるかの識別子が入っている点が異なる。ＤＶＤの２層の場合、上述のよう
に防止効果が高まる。第２の違いとして線記録密度が倍近く高いため、再生クロックの１
ｔが０．１３μｍと短くなり、より位置情報の検出分解能が上がり、防止効果が高い。
図２０の場合、２層の反射層をもつ２層式の光ディスクを用いた場合の一層目の信号を示
し、信号（１）は１層目の光学マークの開始位置を検出した状態を示す。図２１は２層目
の信号の状態を示す。
２層目を読み出す時は、図１５の１層２層部切換部８２７より焦点制御部８２８に切り換
え信号を送り１層から２層へ焦点駆動部８２９により焦点を切り換える。図２０からアド
レス（ｎ）であることがわかり、信号（４）のフレーム同期信号をカウンタでカウントす
ることにより、フレーム４にあることがわかる。信号（５）のＰＬＬ再生クロック番号が
わかり、信号（６）の光学マーキング位置データが得られる。この位置データを用いて、
一般の民生用ＤＶＤプレーヤで光学マークを０．１３μｍの分解能で測定することができ
る。
（Ｄ）次に、２枚のディスクを張り合わせた光ディスクのさらに関連事項を説明する。
図２１は、２層目にできた光マーキングのアドレス位置情報を示す。図７の工程（ｂ）で
示したように、レーザー光は１層、２層を貫通させて同じ穴で開けるため、第１層の反射
層８０２にできた無反射部８１５と第２反射層８２５にできた無反射部８２６とは同じ形
状をしている。この状態を図４７に表わした斜視図で示す。本発明では透明基板８０１と
第２基板８０３を張り合わせた後にレーザを貫通させて２層に同じマークを作成する。こ
の場合、１層と２層はピットの座標配置が異なることと、貼り合わせ時の１層、２層間の
位置関係はランダムであるため、１層と２層では各々異なるビット部にマークが形成され
、全く異なる位置情報が得られる。この２つの位置情報を暗号化して海賊版防止ディスク
を作成する。このディスクを不正に複製しようとした場合、各々２層の光学マークを０１
３μｍ程度の精度で一致させる必要がある。前述のように０．１３μｍつまり０．１μｍ
の精度で光マークで光マークとピットを一致させて複製することは現状では無理であるが
、将来、低コストで０．１μｍの加工精度で１層ディスクを大量にトリミングできる量産
技術が実現する可能性はある。この場合でも２層貼り合わせディスク８００の場合、上下
２枚のディスクが同時トリミングされるので、上下２枚のピット配置および光学マークを
数μｍの精度で合わせる必要がある。しかし、ポリカ基板の温度係数等によりこの精度で
張り合わせることは、不可能に近い。このため２層のディスク８００にレーザーを貫通さ
せ光学マークを作成した場合、複製が著しく困難な海賊版防止マークが得られる。このた
め海賊版防止効果が高くなるという効果が得られる。
以上のようにして、海賊版防止処理が施された光ディスクが完成する。この場合、海賊版
防止用途の場合、単板のようにディスク工程とレーザーカット工程が分離できない場合、
レーザーカット工程と一体となった暗号化工程及び暗号の秘密鍵の処理はディスク工場の
中で行うことになる。つまり、単板方式はソフト会社のもつ暗号用の秘密鍵をディスク工
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場に渡す必要があり、暗号の機密性が大幅に低下する。これに対し、本発明の１つの対応
である貼り合わせディスクにレーザー加工する方式はレーザートリミングがディスク製造
工程とは完全に分離できる。従って、ソフトメーカーの工場でもレーザートリミングと暗
号化作業が行なえる。ディスク工場にソフトメーカーがもつ暗号の秘密鍵を渡す必要がな
く、暗号の秘密鍵がソフトメーカーの外部に出ないため、暗号の機密性が大幅に向上する
。
（Ｅ）以上述べたことから明らかなように、本発明では正規業者は数十μｍの加工精度の
汎用のレーザートリミング装置で加工すれば、正規のディスクが作れる。測定精度には０
．１３μｍが要求されるが、これは民生用のＤＶＤプレーヤーの一般的な回路で測定でき
る。この測定結果を暗号の秘密鍵で暗号化することにより正規ディスクが生産できる。つ
まり、正規業者は秘密鍵と０．１３μｍの測定精度の測定器のみが要求され、要求される
加工精度は２～３桁悪い数十μｍである。従って、一般のレーザ加工装置でよい。一方、
海賊版業者は、秘密鍵をもっていないため、正規ディスクの暗号をそのままコピーせざる
を得ない。この暗号の位置情報つまり、正規ディスクの位置情報に対応した物理マークを
０．１３μｍの加工精度で加工する必要がある。つまり正規業者の加工機より２桁高い加
工精度の加工機で低反射部マークを作成する必要がある。この２桁高い加工精度つまり、
０．１μｍの精度による量産は技術的にも経済的にも近い将来を考えても困難である。こ
のため、海賊版ディスクはＤＶＤ規格存続中は防止されることになる。つまり、本発明の
一つのポイントは一般的に測定精度が加工精度より数桁高いことを利用している点にある
。
以上のことはＣＬＶの場合、前述のように原盤のアドレスの座標配置が異なることを利用
している。図４８に実際のＣＤのアドレスの位置について測定した結果を示す。一般に、
ディスク原盤は、一定回転数つまり等角速度（ＣＡＶ）でモーターを回転させて記録され
たものと、一定の線速度つまり等線速度（ＣＬＶ）でディスクを回転させて記録されたも
のの２種類がある。ＣＡＶディスクの場合、論理アドレスは所定の角度上に配置されるた
め、論理アドレスと原盤上の物理的配置角度は何度原盤を作成しても全く同じである。し
かし、ＣＬＶディスクの場合、線速度しか制御しないため、論理アドレスの原盤上の配置
角度はランダムになる。図４８の実際のＣＤの論理アドレスの配置測定結果に示すように
、全く同じデータを原盤作成装置で記録しても、トラッキングピッチや開始点や線速度が
毎回微妙に違い、この誤差が累積されるため、物理的配置が異なる。図４８では、第１回
目に作成した原盤の各論理アドレスのディスク上の配置を白丸で示し、第２回目、第３回
目に作成して原盤の配置を黒丸、三角で示す。このように原盤を作成する毎に論理アドレ
スの物理配置がことなることがわかる。尚、図１７は、正規のディスクと不正複製された
ディスクの低反射部アドレス表の比較図である。
以上、原盤レベルの防止方式を述べた。これは、同じ論理データから原盤作成装置を用い
てＣＤやＤＶＤのようなＣＬＶ記録の原盤を作成した場合、図４８に示すように、正規デ
ィスクと海賊版ディスクでは、各ピットの原盤上の物理的配置が原盤毎に異なる。この点
に着目して正規ディスクと海賊版ディスクの識別を行うものである。原盤レベルの海賊版
防止技術は単純に正規ディスクのデータのみを複写した論理レベルの海賊版を防止できる
。しかし、最近ではより高度の技術をもつ海賊版業者が登場し、正規ディスクのポリカ基
板を溶かすことにより、正規ディスクと全く同じ物理形状のレプリカの原盤を作成するこ
とが可能となっている。この場合、原盤レベルの海賊版防止方式は破られてしまう。この
新たな海賊版ディスクの生産を防止するため、本発明では反射膜にマーキングする反射層
レベルの海賊版防止方式を考案した。
さらに、本発明の方法では、上述のように、例え原盤が同じでも、原盤を用いて成形され
たディスク一枚毎に反射膜作成工程で反射膜を一部除去することによりマーキングを作成
する。従って、ディスク毎に低反射部マーキングの位置や形状が異なる。サブミクロンの
精度で正確に反射膜を部分的に削除することは、通常工程では不可能に近い。従って本発
明のディスクを複製することは経済的に成立しないため、複製防止の効果は高い。
尚、図１９に低反射部アドレス表による複製ＣＤの検出フローチャート図を示す。再生装
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置の光ヘッドや回路等の設計により、光マークの検出に要する遅延時間が、ごくわずかで
あるが異なる。この回路遅延時間ＴＤは設計時点もしくは量産時点で、予測できる。光マ
ークはフレーム同期信号からのクロック数つまり時間を測定して位置情報を得る。このた
めこの回路遅延時間の影響により、光マークの位置情報の検出データに誤差が生じる。す
ると正規のディスクまで海賊版ディスクであると判定してしまい正規の使用者に迷惑を与
える。そこで、回路遅延時間ＴＤの影響を軽減する工夫を述べる。又、ディスクの購入後
についた傷により、再生クロック信号が途切れるため光マークの位置情報の測定値に数ク
ロックの誤差が生じることから、これについての対策として、ディスクに図２０の許容誤
差８６６と合格回数８６７を記録し、再生時における測定値の許容誤差を実状に応じて認
めるとともに、合格回数８６７に達した時点で、再生を許可することによりディスクの表
面の傷による誤差の許容範囲をディスクの出荷時に著作権者がコントロールできる工夫を
図１９を用いて説明する。
即ち、図１９において、ステップ８６５ａでディスクを再生して、本発明のバーコード記
録部もしくはピット記録部より暗号化された位置情報を入手する。ステップ８６５ｂで復
号もしくは署名検証を行い、ステップ８６５Ｃで光マークの位置情報リストを得る。次に
再生回路の遅延時間ＴＤが再生装置の図１５の回路遅延時間記憶部６０８ａの中に入って
いる場合はステップ８６５ｈより、ＴＤを読み出し、ステップ８６５ｘへ進む。ＴＤが再
生装置にない時、もしくはディスクに測定命令が記録されている時は、ステップ８６５ｄ
に進み基準遅延時間の測定ルーチンに入る。アドレスＮｓ－１を検知すると次のアドレス
Ｎｓの開始位置がわかる。フレーム同期信号と再生クロックをカウントし、ステップ８６
５ｆで基準の光マークを検知する。ステップ８６５ｇで回路遅延時間ＴＤを測定し、記憶
する。なお、この動作は図１６（７）を用いて後述する動作と同じである。ステップ８６
５ｘでアドレスＮｍの中にある光マークを測定する。ステップ８６５ｉ，８６５ｊ，８６
５ｋ，８６５ｍにおいてはステップ８６５ｄ，８６５ｙ，８６５ｆ，８６５ｙと同様にし
て、光マークの位置情報をクロック単位の分解能で検出する。次にステップ８６５ｎで、
海賊版ディスクの検知ルーチンに入る。まず、回路遅延時間ＴＤを補正する。ステップ８
６５ｐで、図２０に示すディスクに記録されている許容誤差８６６つまりｔａと合格回数
８６７を読み出し、ステップ８６５ｇで測定した位置情報が許容誤差ｔａの範囲に収まっ
ているかを照合する。ステップ８６５ｒでこの結果がＯＫなら、ステップ８６５ｓで、照
合したマーク数が合格回数に達したかをチェックし、ＯＫならステップ 865uで正規ディス
クと判別し、再生を許可する。まだ、合格回数に達していない場合はステップ８６５ｚへ
戻る。ステップ８６５ｒでＮＯの場合は、ステップ８６５ｆで誤検出回数がＮａより少な
いかをチェックしＯＫの場合のみ、ステップ８６５ｓへ戻る。ＯＫでない時は、ステップ
８６５ｖで不正ディスクと判定して停止する。
以上のようにして、再生装置の回路遅延時間ＴＤをＩＣのＲＯＭ内に記録してあるので、
より正確に光マークの位置情報が得られる。又、ディスクのソフト毎に許容誤差８６６と
合格回数を設定することにより購入後のディスクについた傷に対して、実態に合わせて海
賊版ディスクの判定基準を変更できるので、正規ディスクを誤判別する確率が低くなると
いう効果がある。
上記実施の形態で説明したように、従来の原盤レベルの物理マークに代わるものとして、
ディスクの反射膜のプリピット領域に物理マークを設ける反射膜レベルの物理マークによ
る海賊版防止方式を提供することにより、原盤レベルで複製されても海賊版が防止できる
。
上記実施の形態では、２枚貼り合わせ光ディスクにレーザーで二次記録する新しい光ディ
スク記録手段を用いた。まず、第１ステップでランダムに物理マークを作成し、次に第２
ステップで０．１３μｍ幅の高い測定精度で、物理マークを測定した。第３ステップでこ
の位置情報を暗号化して上記二次記録手段を用いて光ディスクに数十μｍ、つまり通常の
加工精度でバーコード記録した。こうして通常の装置の加工精度をよりはるかに高い精度
、例えば０．１μｍの光マーク位置情報が得られた。市販の加工光マークをこの０．１μ
ｍの精度で加工することはできないため海賊版の製造が防止出来る。
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上記実施の形態では、本発明のディスク毎に異なる海賊版防止マークの位置情報をディス
ク識別子として用いた。位置情報とディスクのシリアル番号、つまりディスクＩＤを合成
して、デジタル署名暗号化して、それをバーコード化してプリピット領域の所定領域に重
ね書きすることにより、改ざんできないディスクＩＤを一枚毎に付与する。完成ディスク
１枚毎にＩＤが異なるため、パスワードも異なる。従って、他のディスクでは、このパス
ワードは動作しないため、パスワードセキュリティが向上する。また、本発明の二次記録
により、パスワードをディスクに二次記録することによりそのディスクは永久に動作可能
となる。
尚、前半部（Ｉ）において、バーコードの一利用態様として、ディスクの海賊版の防止技
術にバーコードを利用する場合を中心に述べた。この場合、図２に示す様に、プリピット
領域の特定領域（ストライプ領域とも言う）に重ね書きされたバーコード（ストライプ）
５８４ｃ～５８４ｅにより、その特定領域でのトラッキングは乱される。そのため、図２
に示すように、バーコード５８４ｃ～５８４ｅを記録する特定領域に、レーザ光によるマ
ーキング５８４が形成されていると、マーキングのアドレス・クロック位置を正確に測定
することが難しくなる。従って図３９に示すように、ストライプ領域９２３ａの半径位置
とは別の半径位置のピット領域９４１ａに、マーキング９４１を形成することにより、マ
ーキング９４１の位置を、図２０（５）で示したようにクロック単位で安定して測定でき
る。このため、より安定して海賊版の判別ができるという効果がある。
またこの場合、図３９に示すように数トラックしか、破壊しないピンホールのマーキング
を形成することにより、エラーを増やさないことと同時に、現行の規格の範囲内で海賊盤
防止が実現するという効果がある。
尚、上記マーキング９４１を、図３０で示したガードバンド領域９９９に記録するように
してもよい。上記ガードバンド領域９９９には、アドレスのみが記録されていて、データ
が記録されていないため、上記マーキング９４１の記録により、他のデータが破壊される
という不具合が生じないという効果がある。
又、本発明の、レーザにより消滅しない材料からなる２つの部材により反射膜が直接又は
間接的に挟まれた構造を備えたディスクであって、その反射膜にレーザーによりマーキン
グが施されていることを特徴とする光ディスクは、上記実施の形態では、バーコードのよ
うな二次記録や海賊版防止技術に利用した場合について説明したが、これに限らずその他
の技術に応用してももちろんよい。又、本発明のこの光ディスクは、上記実施の形態では
、接着層を間に設けて２枚の基板を張り合わせたディスクについて説明したが、これに限
らず接着層は無くてもよいし、あるいは、保護層の様な他の部材が存在してもよく、要す
るに、レーザにより消滅しない材料からなる２つの部材により反射膜が直接又は間接的に
挟まれた構造であればよい。更に又、本発明のこの光ディスクは、上記実施の形態では、
張り合わせるものととして、基板を用いた場合について説明したが、これに限らず例えば
保護層等他の部材であってもよく、要するにレーザにより消滅しない材料からなる部材で
あればよい。
以上、本発明は、例えば、ディスク固有のＩＤなどをバーコード化して、通常のピット領
域に重ね書きすることにより、同一の光ピックアップを用いて、ピットデータとバーコー
ドデータを読むことが出来るので、例えば、再生装置側の構造がより簡単になるといった
効果を発揮する。
また、マーキングの位置情報をディスク固有のＩＤとしてバーコード化する場合は、海賊
版などの不正な複製の防止能力を従来に比べてより一層向上させることが出来るという効
果を発揮する。即ち、従来の海賊版防止技術は、ディスクの金型を作成する際に、例えば
、ピットの配列をわざと蛇行させる等の方法が取られていた。この様な従来のやり方では
、正規に作られた光ディスクから、金型の形状をそっくりうつしとることにより、容易に
海賊版を作ることが出来た。しかしながら、上述した様に、反射膜にレーザー光によりマ
ーキングが形成され、且つその位置情報がバーコード化されているので、両者の内容を一
致させることは出来ない。そのため、上述した効果を発揮する。
産業上の利用可能性
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以上説明したように、例えば、本発明にかかる光ディスクは、ＣＬＶによりデータが記録
された光ディスクのプリピット信号領域の所定領域に、その所定領域の反射膜を部分的に
除去することにより、バーコードの全部又は一部が重ね書きされている光ディスクであり
、この光ディスクを再生装置で再生する場合、バーコードデータも同一の光ピックアップ
で再生することが出来る。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ Ａ 】
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【 図 １ ８ Ｂ 】 【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】
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【 図 ２ ２ 】 【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】 【 図 ２ ５ 】
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【 図 ２ ６ 】 【 図 ２ ７ 】

【 図 ２ ８ 】 【 図 ２ ９ 】
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【 図 ３ ０ 】 【 図 ３ １ 】

【 図 ３ ２ 】 【 図 ３ ３ 】
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【 図 ３ ４ 】 【 図 ３ ５ 】

【 図 ３ ６ 】 【 図 ３ ７ 】
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【 図 ３ ８ 】 【 図 ３ ９ 】

【 図 ４ ０ 】 【 図 ４ １ 】
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【 図 ４ ２ 】 【 図 ４ ３ 】

【 図 ４ ４ 】 【 図 ４ ５ 】
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【 図 ４ ６ 】 【 図 ４ ７ 】

【 図 ４ ８ 】
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