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(57)【要約】
　ブロードバンドネットワークを介した版権のあるデジ
タル情報の未承認使用を防止するための方法およびシス
テムは、ソースと受信者デバイス間のネットワークトポ
ロジをテストすることを含む。テストは、ソースと受信
者間の送信のためにウェル－クラフト情報パケットを送
信すること、接続ネットワークのトポロジについて、獲
得情報に対するネットワークの応答を評価することを含
む。デジタルコンテンツまたはコンテンツ自身を使用す
るための鍵コンポーネントがパッケージ内に配置されて
もよく、このパッケージは未承認ネットワークデバイス
によっては送信されない。デジタルコンテンツを使用し
または受信するための承認または資格はソースと受信者
デバイス間のネットワークトポロジに少なくとも部分的
に基づいている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　版権のあるデジタル情報のために、ソースから受信デバイスへ、禁止デバイスによって
送信されえないように作成されたテストパケットを送信するステップと、
　テストパケットが受信デバイスに正常に送信されない場合に、受信デバイスによる版権
のあるデジタル情報の使用を不能にするステップと
を備えることを特徴とする版権のあるデジタル情報の未承認使用を防止する方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、
　受信デバイスから応答パケットを受信するのを待つステップをさらに備えることを特徴
とする版権のあるデジタル情報の未承認使用を防止する方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法において、
　ソースと受信デバイス間の送信経路を、応答パケットが受信デバイスから受信されるか
否かに基づいて、評価するステップをさらに備えることを特徴とする版権のあるデジタル
情報の未承認使用を防止する方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の方法において、
　上記評価するステップは、テストパケットの送信と応答パケットが受信された時との間
の経過時間を測定することをさらに備えることを特徴とする版権のあるデジタル情報の未
承認使用を防止する方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の方法において、
　上記不能にするステップは、さらに、上記評価するステップにおいて測定された経過時
間を少なくとも部分的に条件とすることを特徴とする版権のあるデジタル情報の未承認使
用を防止する方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法において、
　一連のテストパケットにおいてあるテストパケットを送信するステップをさらに備え、
　一連のテストパケットのそれは異なる禁止デバイスによって送信されえないように構成
されることを特徴とする版権のあるデジタル情報の未承認使用を防止する方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の方法において、
　ソースと受信デバイス間の送信経路を、その一連のテストパケットに応じた応答パケッ
トが受信デバイスから受信されるか否かに基づいて、評価するステップをさらに備えるこ
とを特徴とする版権のあるデジタル情報の未承認使用を防止する方法。
【請求項８】
　請求項１に記載の方法において、
　上記不能にするステップは、ウェル－クラフトパケット内に、版権のあるデジタルコン
テンツの少なくとも一部を配置することを備えることを特徴とする版権のあるデジタル情
報の未承認使用を防止する方法。
【請求項９】
　請求項１に記載の方法において、
　上記不能にするステップは、ウェル－クラフトコンテンツ内に、版権のあるデジタルコ
ンテンツにアクセスするための鍵コンポーネントを配置することを備えることを特徴とす
る版権のあるデジタル情報の未承認使用を防止する方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の方法において、
　上記送信するステップは、ピングパケットを備えるウェル－クラフトパケットを送信す
ることを備えることを特徴とする版権のあるデジタル情報の未承認使用を防止する方法。
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【請求項１１】
　請求項１に記載の方法において、
　上記送信するステップは、ルーティング不能パケットを備えるウェル－クラフトパケッ
トを送信することを備えることを特徴とする版権のあるデジタル情報の未承認使用を防止
する方法。
【請求項１２】
　請求項１に記載の方法において、
　上記送信するステップは、未知レイヤ－３パケット、無効レイヤ－３ＣＲＣパケット、
および、未知レイヤ－２パケットからなる群から選択されるウェル－クラフトパケットを
送信することを備えることを特徴とする版権のあるデジタル情報の未承認使用を防止する
方法。
【請求項１３】
　プログラム命令を実行するのに使用可能なプロセッサと、
　このプロセッサと使用可能に結合されるメモリと
を備え、
　このメモリは上記プログラム命令を保持し、
　上記プログラム命令は、
　版権のあるデジタル情報のために、ソースから受信デバイスへ、禁止デバイスによって
送信されえないように作成されたテストパケットを送信することと、
　テストパケットが受信デバイスに正常に送信されない場合に、受信デバイスによる版権
のあるデジタル情報の使用を不能にすることと
を備えることを特徴とするコピー保護されたコンテンツの未承認使用を防止するシステム
。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のシステムにおいて、
　上記プログラム命令は、受信デバイスから応答パケットを受信するのを待つことをさら
に備えることを特徴とするコピー保護されたコンテンツの未承認使用を防止するシステム
。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のシステムにおいて、
　上記プログラム命令は、応答パケットが受信デバイスから受信されるか否かに基づいて
、ソースと受信デバイス間の送信経路を評価することをさらに備えることを特徴とするコ
ピー保護されたコンテンツの未承認使用を防止するシステム。
【請求項１６】
　請求項１４に記載のシステムにおいて、
　上記プログラム命令の評価するステップは、テストパケットの送信と応答パケットが受
信された時との間の経過時間を測定することをさらに備えることを特徴とするコピー保護
されたコンテンツの未承認使用を防止するシステム。
【請求項１７】
　請求項１４に記載のシステムにおいて、
　上記プログラム命令は、評価するステップにおいて測定された経過時間を、少なくとも
部分的に、不能にするステップの実行条件とすることをさらに備えることを特徴とするコ
ピー保護されたコンテンツの未承認使用を防止するシステム。
【請求項１８】
　請求項１２に記載のシステムにおいて、
　上記プログラム命令は、一連のテストパケットにおいてあるテストパケットを送信する
ことをさらに備え、
　一連のテストパケットのそれは異なる禁止デバイスによって送信されえないように構成
されることを特徴とするコピー保護されたコンテンツの未承認使用を防止するシステム。
【請求項１９】
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　請求項１６に記載のシステムにおいて、
　上記プログラム命令は、ソースと受信デバイス間の送信経路を、その一連のテストパケ
ットに応じた応答パケットが受信デバイスから受信されるか否かに基づいて、評価するこ
とをさらに備えることを特徴とするコピー保護されたコンテンツの未承認使用を防止する
システム。
【請求項２０】
　請求項１３に記載のシステムにおいて、
　上記プログラム命令の不能にするステップは、ウェル－クラフトパケット内に、版権の
あるデジタルコンテンツの少なくとも一部を配置することをさらに備えることを特徴とす
るコピー保護されたコンテンツの未承認使用を防止するシステム。
【請求項２１】
　請求項１３に記載のシステムにおいて、
　上記プログラム命令の不能にするステップは、ウェル－クラフトコンテンツ内に、版権
のあるデジタルコンテンツにアクセスするための鍵コンポーネントを配置することをさら
に備えることを特徴とするコピー保護されたコンテンツの未承認使用を防止するシステム
。
【請求項２２】
　請求項１３に記載のシステムにおいて、
　上記プログラム命令の送信するステップは、ピングパケットを備えるウェル－クラフト
パケットを送信することをさらに備えることを特徴とするコピー保護されたコンテンツの
未承認使用を防止するシステム。
【請求項２３】
　請求項１３に記載のシステムにおいて、
　上記プログラム命令の送信するステップは、ルーティング不能パケットを備えるウェル
－クラフトパケットを送信することをさらに備えることを特徴とするコピー保護されたコ
ンテンツの未承認使用を防止するシステム。
【請求項２４】
　請求項１３に記載のシステムにおいて、
　上記プログラム命令の送信するステップは、未知レイヤ－３パケット、無効レイヤ－３
ＣＲＣパケット、および、未知レイヤ－２パケットからなる群から選択されるウェル－ク
ラフトパケットを送信することをさらに備えることを特徴とするコピー保護されたコンテ
ンツの未承認使用を防止するシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタル版権のあるマテリアルのブロードバンド接続を介しての配信を、ソ
ースデバイスとブロードバンドネットワークを介してコンテンツを要求する受信デバイス
間のネットワークトポロジの決定に基づいて、制御する方法およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ブロードバンド技術における最近の発達は、ブロードバンドネットワークを介した高価
値のコンテンツの費用効率のよい配信を局地的にも遠隔的にも可能にしてきた。たとえば
、「プラグ－アンド－プレイ」技術のますます幅広い利用によって、幅広い範囲の消費者
の電子デバイスが、簡単にデジタルケーブルネットワークに接続されることを可能にして
いる。したがって、過去のセット－トップボックスがブロードバンドネットワークの配信
ノードへと変換される場合もある。しかし、これらは、ブロードバンド通信の効率を向上
させるとともに、家庭、オフィスおよび他の場所内のおよびこれらの場所間のネットワー
ク化されたシステムの利用を拡大させる。ブロードバンド接続を介して支払済みの消費者
から未払いの消費者へのデジタルコンテンツの遠隔再配信の恐れを増大させてもいる。ネ
ットワーク化されたシステムを介して不法で頻発するデジタルコンテンツのコピーや再配
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信の恐れがあるために、ＴＶや映画配給者は、彼らのコンテンツについてこの送信方法を
使用することをやめてしまう。ブロードバンド配信の有効性を享受するために、新たなコ
ンテンツ保護およびコピー監理システムは、コンテンツが、ブロードバンド配信ネットワ
ークを用いて別の消費者または別の場所へ再配信され得ないことを保証すべきである。
【０００３】
　また、たとえば、放送されたコンテンツをデジタル型にして配信する場合には、デジタ
ルコンテンツが定められた地理的領域の外に再配信されることを防ぐことが好ましい場合
もある。コンテンツを認可して放送ネットワークを介して配信することに関する伝統的な
ビジネスモデルは、典型的に場所的または地理的領域に基づいている。ＴＶは、ニールセ
ンの定める地理的領域に基づくデザイネーティッド・マーケット・エリア（Designated M
arket Areas）（ＤＭＡｓ）に従って、条件付アクセスモデルに基づいて認可されている
。たとえば、ロサンゼルステレビ局はニューヨークの視聴者への放送を認可されていない
。視聴に対して支払うテレビも、地理的観点（たとえば、特定の地域内の家または家庭に
制限された申し込み）に基づいて、コンテンツに対する制限された利権を定めた規則を有
している。
【０００４】
　ブロードバンドネットワークを介してのコンテンツ信号の単なる再放送または再配信は
コンテンツのコピーを必要としない場合がある。したがって、コンテンツのコピーを防ぐ
ことに焦点を当てた伝統的なコピー保護方法は、このようなコンテンツの再配信や再放送
を効果的に防ぐことはできない。
【０００５】
　したがって、ネットワークを介して版権のあるデジタルコンテンツを受信するネットワ
ーク化デバイスの相対的近接性を、妥当な信頼性を持って決定する方法およびシステムを
提供することが望ましい。さらに、デジタル利権監理用システムにおいて、ネットワーク
化デバイスの相対的近接性に関する情報を、１以上の別のネットワーク化デバイスに生か
すことが望ましい。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、ソースデバイスと受信デバイス間のネットワークトポロジの決定に基づいて
版権のあるデジタルコンテンツの配信を制御するシステムおよび方法を提供するものであ
る。そしてトポロジ情報を用いて、受信デバイスがそのコンテンツへのアクセスが承認さ
れるものか否かを決定することができる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　発明の実施の形態では、介在するネットワークトポロジに関する情報は、送受信デバイ
ス間で交換されるメッセージから決定されうる。相対的近接性を示すトポロジは、２つの
デバイス：ハブ、スイッチ、ルータ、トンネル、ＶＰＮゲートウェイおよび他のネットワ
ークデバイス間でインストールされた特定のネットワークコンポーネントを検出すること
によって決定されうる。
【０００８】
　ネットワークコンポーネントは、異なるコンポーネントによって別処理される特定のウ
ェル－クラフトパケット（well-crafted packet）を送信することによって検出されうる
。たとえば、無効レイヤ－３ネットワークヘッダではなく、有効レイヤ－２ＭＡＣヘッダ
を有するパケットは、ルータではなくスイッチによって再送信される。しばしば、スイッ
チおよびハブは、ローカルな、ホームネットワークで使用され、一方、ルータおよびＶＰ
Ｎゲートウェイはワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ’ｓ）、たとえば、インターネット
で使用される。発明の実施の形態では、したがって、ルータまたはＶＰＮゲートウェイが
ソースデバイスと受信デバイス間に検出されるか否かに依存して、コンテンツは禁止また
は配信されてもよい。
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【０００９】
　ウェル－クラフトパケットの使用は、ネットワークトポロジを検出する別の方法以上の
有益性を提供し、ネットワークコンポーネントを検出し相対的近接性を決定するのにより
確実で実際的な方法を提供することができる。たとえば、ネットワークアドレスをピンギ
ングまたはポートスキャニングすることは、ピングまたはポートスキャンに対する応答に
ついて構成されたコンポーネントを検出することができるだけであって、２つの端末地点
間で交信するためにいかなるコンポーネントが用いられているかを決定することはできな
い。ネットワーク傍受を用いて、ルーティングおよび監理プロトコルのための各ネットワ
ークセグメント、たとえば、ＲＩＰ、ＯＳＰＦ、ＢＧＰ、ＳＮＭＰ、ＲＧＭＰ、ＣＧＭＰ
、ＨＳＲＰ、ＶＲＲＰ、ＳＴＰ等を監視することができる。しかし、このような監視は、
ネットワーク傍受コンポーネントが各ネットワークセグメントにインストールされること
を必要とし、これはワイドエリアネットワーク、たとえば、インターネットについては実
行不可能であり、スイッチ、ＶＰＮデバイスまたは静的構成のルータのマジョリティを検
出しないであろう。さらなる技術は小さいタイム－ツー－ライブ（ＴＴＬ）値たとえば、
１を有するパケットを送信するものである。このタイプのパケットはルータに遭遇すると
戻ってくるが、この技術はスイッチ、ＶＰＮおよび他のネットワークカプセル化機能の形
態を検出するのに使用することができない。ウェル－クラフトパケットは、ある種のネッ
トワークコンポーネントの存在をより効率的に検出することによってこれらの制限を克服
して、傍受コンポーネントの必要性を排除することができる。
【００１０】
　発明の実施の形態では、ウェル－クラフトパケットのシーケンスを送信してもよく、そ
の一部または全部はリターンパッケージまたはハンドシェイクとなっても良い。２以上の
パッケージを作って、異なるネットワークコンポーネントに対して別々に応答してもよい
。パッケージのシーケンスに対するネットワークの応答は、単一のパッケージに対する応
答を評価することによって得られうる情報より、より詳細でより正確な情報を提供し得る
。
【００１１】
　発明の実施の形態では、鍵コンポーネントをパッケージ内に提供するものであって、こ
れは禁止されたネットワークトポロジを介して送信されないように作られる。たとえば、
パッケージがルータまたはＶＰＮゲートウェイを用いてルーティングされ得ないように、
パッケージを作ってもよい。鍵コンポーネントは、送信されたコンテンツを使用するのに
必要ないずれかのコンポーネント、たとえば、復号化キーまたはパスワードを含有しても
よい。場合によっては、またはさらには、制御されたコンテンツのいずれか一部をパッケ
ージで送信してもよく、これはルーティングされない、さもなければ禁止デバイスを用い
て配信されないものである。
【００１２】
　発明の実施の形態では、ネットワークデバイス間の相対的近接性を地理的近接性を考慮
することなく算出してもよい。たとえば、ルータまたはＶＰＮゲートウェイがソースと受
信者デバイス間に検出されれば、ソースと受信者間の地理的距離にかかわらず、コンテン
ツを受信者デバイスに対して禁止してもよい。他の実施の形態では、概算の地理的近接性
と相対的ネットワーク近接性のいくつかの組み合わせを用いて、コンテンツを受信する適
格性を決定してもよい。
【００１３】
　たとえば、ウェル－クラフトパッケージに対する応答または典型的な送信時間を含むあ
る種の地理上の特性を、固定の更新可能なテーブルに記憶させてもよい。テーブルは、制
御されたコンテンツを送信する直前に、相対的近接性の評価を行う代わりに、またはこれ
に加えて参照されてもよい。テーブル内の情報は定期的に更新されてもよい。
【００１４】
　相対的近接性決定方法のより完全な理解とともに、そのさらなる有益性と目的の実現を
、以下の好ましい実施の形態の詳細な記載を考慮することによって、当業者に提供する。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本願は米国特許法第１１９条（ｅ）に従って、２００４年１１月３日に出願された仮出
願第６０／６２４，８２９号に基づく優先権を請求するものであり、かつ２００４年１１
月２４日に出願された出願番号第１０／９９８，０３０号の一部継続出願であって、これ
は２００３年１１月２６日に出願された米国仮出願第６０／５２５，６５１号に基づく優
先権を請求するものである。前述の出願のすべてを具体的にそのままここに参照して挿入
する。
【００１６】
　本発明は、ネットワークデバイスの地理的ロケーション、または相互接続されたデバイ
スの相対的近接性を決定する方法およびシステム、およびネットワークを介したデジタル
利権の監理のためのこのような情報の使用を提供し、これは先行技術の制限を克服するも
のである。以下の詳細な記載では、同じ要素の数字は、１以上の図面において表現した同
じ要素を記載するために使用される。
【００１７】
　図１は、ワイドエリアネットワーク１０２、たとえば、インターネットと、ＷＡＮ１０
２に接続される模範的なローカルエリアネットワーク１０８を含むシステム１００が、各
種コンポーネントを含んでもよく、その少なくとも１つは、デジタルコンテンツ、たとえ
ば、映画、テレビジョンまたはラジオ番組、音楽、電子本、写真、またはデジタル形式を
取り入れ商業的に配信されうるいずれか他のコンテンツを視聴するために使用されること
を示す。システム１００は、デジタルコンテンツの配信のためにＷＡＮ１０２を介してＬ
ＡＮ１０８に接続されるサーバ１０４を含んでもよい。場合によっては、またはさらには
、デジタルコンテンツは、非ネットワーク化ソース、たとえば、ＤＶＤまたはＣＤ光ディ
スク、磁気媒体、衛星受信機、ケーブルテレビジョン受信機等からＬＡＮ１０８に提供さ
れてもよい。システム１００はさらに多くの他のエンドユーザデバイス１３０、１３２を
含み、エンドユーザデバイスは多くの他のローカルエリアネットワーク、たとえば、ＬＡ
Ｎ１１０（多くのうちの１つが示される）に接続されてもよい。システム１００およびＷ
ＡＮ１０２は多くのネットワークコンポーネント、たとえば、ルータ１２４およびサーバ
１２６を含んでもよい。
【００１８】
　ＬＡＮ１０８はデジタルコンテンツを受信、使用、記憶、処理または送信するために各
種異なるデバイス、たとえば、パーソナルコンピュータ１１６および１１８、ポータブル
メディアプレイヤ１２０、ディスプレイセット－トップボックス、デジタルテレビジョン
（ＤＴＶ）受信機、ブロードバンドモデム１１２または、銅ケーブル、光ファイバケーブ
ル、無線接続、または他の接続を介してＷＡＮ１０８に接続するための他のデバイスを含
んでもよい。実施の形態では、ＬＡＮ１０８は、ケーブルまたは衛星ネットワークからデ
ジタルコンテンツを受信するケーブルモデムまたはセットトップボックス（示さない）を
含む。デジタルコンテンツを受信、使用、記憶、処理または送信するためのこれらのデバ
イスは１以上のハブ、たとえば、ハブ１１４を介して接続されてもよい。場合によっては
、またはさらには、デバイスはピア－ツーピアネットワークまたは他の好適なＬＡＮトポ
ロジにハブを用いてまたは用いずに接続されてもよい。
【００１９】
　発明の実施の形態では、ＬＡＮ１０８はデジタル利権監理用トポロジ検出（ＴＤ－ＤＲ
Ｍ）デバイス１０６を備えてもよい。ＴＤ－ＤＲＭデバイスは、発明による近接性検出お
よびデジタル利権監理ステップを実行するまたは促進するのに有効ないずれの好適なデバ
イス、装置、コンポーネント、ソフトウェアまたはファームウェアを含んでもよい。ＴＤ
－ＤＲＭデバイスはスタンドアロン型デバイスとして、または別のネットワークデバイス
、たとえば、ハブ１１４またはコンピュータ１１６のコンポーネントとしてインプリメン
トされてもよい。ＴＤ－ＤＲＭデバイス１０６はＬＡＮ１０８内の異なるネットワークデ
バイス内にあっても、またはこれらと結合させてもよく、または示すように単一のデバイ
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スと結合させてもよい。ＴＤ－ＤＲＭデバイス１０６は、汎用コンピュータ、特殊目的の
消費者電子製品デバイスまたは他のデバイスの実行処理用のソフトウェアまたはファーム
ウェアとしてインプリメントされてもよい。場合によっては、またはさらには、ＴＤ－Ｄ
ＲＭデバイスは、デジタル電子カード、プリント回路基板、または他のデバイスに取り付
けまたは差し込むアダプタを用いてインプリメントされてもよい。ＴＤ－ＤＲＭデバイス
の機能の全部または一部は、アプリケーション－スペシフィック・インテグレーティッド
・サーキット（ＡＳＩＣｓ）、フィールド－プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ
ｓ）または他の電子またはチップデバイスにインプリメントされてもよい。また、ＴＤ－
ＤＲＭデバイス１０６は共同でＴＤ－ＤＲＭデバイス機能を実行する複数の配信コンポー
ネントまたはモジュールを含んでもよい。
【００２０】
　発明の実施の形態によれば、デジタル利権の制御スキームは、ある種の版権のあるデジ
タルコンテンツは承認されたユーザのローカルエリアネットワーク１０８内には無料で配
信されてもよいが、ローカルエリアネットワークの外部への配信は制限され禁止されうり
、版権保持者の権益を保護し版権侵害行為を防止する必要があるので、追加の認可料を受
け取るといった原則に基づいて機能してもよい。たとえば、ある種のコンテンツが購入さ
れ、ユーザの家庭のネットワークに属する消費者デバイス、たとえば、ユーザのメディア
ディスプレイデバイス１２２、パーソナルコンピュータ１１６、１１８およびポータブル
電子デバイス１２０では自由に使用されてもよい。しかし、コンテンツの別の家族への配
信は禁止されうる。たとえば、衛星またはケーブル加入者に、版権のあるコンテンツを個
人的にまたは家族的に使用するために、いずれかのデバイスで視聴し記録することを許し
てもよいが、別の家族が自身のＬＡＮ１１０を操作してコンテンツを共同使用することを
許すべきではなく、加入者にネットワークサーバ１２６に対してデジタルコンテンツをア
ップロードすることを許すべきでもない。このようなコンテンツにおけるデジタル利権監
理のためにおよびこのような使用のために、近接性の検出を用いる方法を以下に記載する
。
【００２１】
　図２を参照すると、ネットワークトポロジ検出を用いたデジタル利権監理のための方法
２００の模範的ステップが示される。ステップ２０２では、認証されたネットワークロケ
ーションにデジタルコンテンツを送信する要求が受信される。要求は、問題のデバイス、
たとえば、コンピュータ１１６と、ＷＡＮ１０２までのネットワーク接続デバイス１１２
または他のポータルとの間、またはローカルエリアネットワーク１０８内のいずれかの場
所でＴＤ－ＤＲＭデバイスによって傍受されうる。場合によっては、またはさらには、Ｔ
Ｄ－ＤＲＭの機能は問題のデバイスのコンポーネントまたはアクセサリとしてインプリメ
ントされてもよい。たとえば、ＴＤ－ＤＲＭの機能はファイルをネットワーク内のアドレ
スに送信するのに使用されるソフトウェア、たとえば、ｅ－メールソフトウェアまたはフ
ァイル送信用アプリケーションソフトウェアまたはストリーミング媒体にインプリメント
されてもよい。発明の実施の形態では、ＴＤ－ＤＲＭ機能は、トポロジ検出ルーチンを実
行する前に、まず、版権のあるコンテンツについての送信要求をチェックしてもよい。
【００２２】
　ステップ２０４では、ＴＤ－ＤＲＭ機能と指定された受信者間のネットワークトポロジ
は、ウェル－クラフト情報パケットを受信者に送信し、得られた応答を評価することによ
って評価される。トポロジ検出の模範的方法に関する詳細を以下に図４に関連付けて提供
する。ステップ２０６では、適格性の決定が応答に基づいてなされる。たとえば、応答ま
たは応答の欠落が、送信経路がワイドエリアネットワークのエレメントを含んでいること
を示している場合には、そのパスはコンテンツの送信に不適格であると思われうる。逆に
、応答または応答の欠落が、送信経路がワイドエリアネットワークのエレメントを含んで
いないことを示している場合には、そのパスはコンテンツの送信に適格であると思われう
る。いずれの所望の判断基準が不適格経路から適格経路を区別するために採用されてもよ
く、適格の判断基準は消費者動向の変化や新技術の発達とともに発展させてもよいことは



(9) JP 2008-519355 A 2008.6.5

10

20

30

40

50

明白である。
【００２３】
　ステップ２０８では、送信経路が適格と思われる場合に、コンテンツは受信者デバイス
に送信される。ステップ２１０では、送信経路が不適格と思われる場合に、コンテンツは
使用不能にされる。使用不能にすることは、たとえば、制限されたコンテンツの全部また
は一部の送信を防止すること、使用不能な形式、たとえば、復号化鍵なしでの暗号化形式
でコンテンツを送信することを含んでもよい。
【００２４】
　別の実施の形態では、概算の地理的近接性と相対的ネットワーク近接性とのいくつかの
組み合わせを用いて、方法２００のステップ２０４でのように、コンテンツを受信するた
めの適格を決定してもよい。地理的距離を、測定される送信トポロジと組み合わせて、フ
ァクタとして使用してもよい。たとえば、受信者デバイスがソースデバイスの定められた
地理的距離内にありさえすれば、スイッチを許可してもよい。地理的距離をファクタとし
て使用する混合決定法は、より煩雑なローカルネットワークを用いてより高度なコンテン
ツの申し込みをする者にとって適切である場合がある。たとえば、コンテンツは会社組織
や大学キャンパスのイントラネットを介しての配信については許可されうるが、キャンパ
ス外への配信については許可されえない。
【００２５】
　距離の決定には、たとえば、暗号的一意的識別子を含有するメッセージが要求デバイス
に送信される時間を決定する固定時間関数（secure time function）がありうる。メッセ
ージは、各種周知の固定通信方法のいずれか１つを介して送信されてもよい。要求デバイ
スはメッセージを受信し、自身の暗号的一意的識別子を用いてメッセージを修正して、メ
ッセージをソースデバイスに周知の固定通信方法を介して戻す。ソースデバイスは返信メ
ッセージを受信すると、これが最初に送信したメッセージに対する応答として送信された
ものであること、およびメッセージが要求デバイスによってのみ一意的識別子に基づいて
修正されえたものであることを確認する。次に、ソースデバイスは当初のメッセージを送
信した時と返信の受信時の間の経過時間を測定し、測定された時間とともにネットワーク
特性の固定の更新可能なテーブルを用いて、受信デバイスがローカルまたはソースデバイ
スから近距離であるか、中距離または長距離であるかの確率を決定する。この相対的距離
の決定および要求されるコンテンツについて許可される地理的範囲に基づいて、ソースデ
バイスは要求されるコンテンツへのアクセスを許可してもよく、拒絶してもよい。
【００２６】
　さらにまたは場合によっては、受信デバイスも固定時間関数を用いて、ソースデバイス
からメッセージが受信された時点でメッセージにスタンプしてもよい。返信メッセージを
受信し承認した時点で、ソースデバイスは、ソースによって送信された時間と受信デバイ
スによって受信された時間間の時間差を単純に測定する。この時間差をネットワーク特性
に関する情報とともに使用して、受信デバイスの相対的近接性を決定してもよい。さらに
は、または場合によっては、返信メッセージについてのメッセージ移動時間を用いてデバ
イス近接性を決定してもよい。
【００２７】
　また、地理的ロケーション情報は、たとえば、特許出願第１０/９９８，０３０号公報
に記載されるような、他の方法によって得られうることも明らかである。さらに、発明の
実施の形態では、適格性の概算は確率法で表されてもよい。たとえば、「デバイスがこの
コンテンツを受信するのに適格である確信度は９５％である」とは、適格性の単なる確率
的概算を表している。発明の実施の形態によれば、ソースデバイスが動作を起こす前に、
ユーザは所望レベルの確信度を必須の閾値として定めてもよい。さらに、「適格」の定義
は、各種パラメータの所望値により、ソースデバイスによって設定されうる。デバイスが
適格であると決定されれば、ソースデバイスは適格性に従った処理を行う、たとえば、ビ
デオコンテンツを送信することができる。
【００２８】
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　発明の実施の形態では、送信経路を評価するステップは、図３に示される別の方法３０
０を用いて、コンテンツを送信および使用不能するステップに本質的にコラプス（collap
sed）されてもよい。方法３００では、保護コンテンツの鍵部分はパッケージで送信され
、このパッケージは禁止トポロジを越えては送信されえない。最初のステップ３０２では
、承認されたネットワークロケーションにデジタルコンテンツを送信せよとの要求を受信
する。方法２００でのように、このステップは、禁止トポロジを越えてコンテンツを送信
する前に、いずれかの時点で行われうる。ステップ３０４では、コンテンツの鍵コンポー
ネント、たとえば、復号化鍵またはパスワードを含む情報パケットが作成され、指定され
た受信者に宛てられる。パケットは、禁止ネットワークコンポーネントによっては送信で
きないようによく作られている。たとえば、パケットはルーティング不可能であってもよ
く、または未知または無効レイヤ－３情報を含んでもよい。このようなパケットはハブに
よってローカルエリアネットワーク内の他のデバイスに送信されるが、ルータ、ＶＰＮレ
イヤまたはある種のスイッチを介して送信することはできない。さらにウェル－クラフト
パケットに関する詳細を以下の議論で提供する。鍵コンポーネントは復号化鍵またはパス
ワードに限定されず、制御コンテンツの使用を可能にするのに必要ないずれの情報を含ん
でもよい。発明の実施の形態では、保護コンテンツは、ここで記載するように、ウェル－
クラフトパケット内に全部が配置される。しかし、ウェル－クラフトパケットを鍵コンポ
ーネントのキャリアとしての役割に限定することはより効果的であり、したがって鍵シス
テムが適切に確保されている場合には、通常より望ましいアプローチであると考えられる
。
【００２９】
　ステップ３０６では、使用可能なコンポーネントを備えたウェル－クラフトパケットは
指定された受信者に送信される。しかし、送信にいずれかの禁止ネットワークデバイスま
たはトポロジが使用されている場合には、受信者によって受信されない。逆に、送信に禁
止デバイスが含まれない場合には、ウェル－クラフトパケットおよびその鍵コンポーネン
トは予定通り受信者デバイスによって受信される。ステップ３０６は、単一のウェル－ク
ラフトパケットにおいて鍵コンポーネントの必要部分の全てを送信することを包含しても
よい。場合によっては、１以上のウェル－クラフトパケットが送信され、各々は異なる鍵
コンポーネントまたは鍵コンポーネントの一部を含有する。各場合において、ウェル－ク
ラフトパケットは、異なる禁止ネットワークデバイスによって送信しえないように構成さ
れうり、このような禁止デバイスがいずれか１つでも送信経路に存在すれば、全ての鍵コ
ンポーネントが受信されず、認められたトポロジ領域外の受信者デバイスがコンテンツを
使用できないようにする。
【００３０】
　ステップ３０８では、コンテンツの残りの部分が受信者に送信される。鍵コンポーネン
トも受信されていない場合には、コンテンツは使用不能であるので、いずれの形式のパケ
ットを使用してもよい。場合によってはステップ３０４および３０６を排除してもよく、
コンテンツは、ウェル－クラフトパケットにおいて全部または実質的に全部が送信されて
もよく、ウェル－クラフトパケットは、認められたローカルエリアネットワークまたは他
の認められたトポロジ領域を備えたデバイスによってのみ受信されうるものである。
【００３１】
　２つのデバイス間のネットワークトポロジを検出し評価するために、デバイスはテスト
パケットと呼ばれる一連のウェル－クラフトパケットを送信または交換してもよい。図４
はネットワークトポロジを評価するための方法４００の模範的ステップを示す。方法４０
０は一連のテストパケットを送信することを包含するが、１程度の少数のテストパケット
を送信することも発明の範囲にあると判断されるべきである。さらに、図４に示されるも
のとは異なる数のテストパケットまたは異なるタイプのテストパケットの送信も発明の範
囲にある。さらに、以下に記載するような例のウェル－クラフトパケットも、方法３００
のステップ３０４および３０６に従って鍵コンポーネントを送信するのに有用でありうる
。
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【００３２】
　いくつかの方法およびオプションが一般的にテストパケットを交換するのに使用されう
る。場合によっては、またはさらには、単一のパケットが応答パケットをプロビッキング
（proviking）することなく送信されてもよい。「双方向ハンドシェイク」が、ソース「
Ａ」から受信者「Ｂ」への一方向のトラフィックをテストするのに使用されてもよい。デ
バイス「Ａ」が特定のテストパケットを「Ｂ」に送信することによって開始する。「Ｂ」
がパケットを受信する場合または受信したとき、「Ｂ」は「Ａ」に、対応する応答パケッ
トとともに返信する。デバイス「Ａ」は応答パケットを受信するまでは、テストからの結
果を導き出さない。
【００３３】
　「３方向ハンドシェイク」が、ソースと受信者間の双方向のトラフィックをテストする
のに使用されてもよい。デバイス「Ａ」が特定のテストパケットを「Ｂ」に送信すること
によって開始する。「Ｂ」がパケットを受信する場合または受信したとき、「Ｂ」は「Ａ
」に、対応する「テスト＋応答」パケットとともに返信する。「Ａ」はテスト＋応答パケ
ットを受信する場合または受信したとき、「Ａ」は「Ｂ」に、対応する応答パケットとと
もに返信する。デバイス「Ａ」はテスト＋応答パケットを受信するまでは、テストからの
結果を導き出さないし、デバイス「Ｂ」は応答パケットを受信するまでは、結果を導き出
さない。
【００３４】
　前述のハンドシェイクのいずれかもＨＭＡＣ承認を用いてもよく、ここで２つのデバイ
ス「Ａ」および「Ｂ」は共通のＨＭＡＣ暗号鍵を共同使用する。テストパケットのデータ
ペイロードは、ＨＭＡＣ鍵｛ｎ｝ＨＭＡＣを用いて暗号化されたナウンス（nounce）値（
「ｎ」）を含んでもよい。受信者デバイスがナウンスを復号することができれば、テスト
＋応答パケットまたは場合によっては応答パケットにおいて｛ｎ＋１｝ＨＭＡＣ（または
別の予め指定された変更がなされたナウンス値）とともに返信する。他の呼びかけ／応答
手順が好適である場合もある。同様に、承認はＰＫＩ承認を使用してもよく、ここで、各
デバイスは他のデバイスの公開鍵を知っているが、個人の鍵は知らない。データパケット
はナウンス値または予め指定された呼びかけ／応答プロトコルに従って変更されたナウン
ス値を含み、ＰＫＩ公開鍵を用いて受信者デバイスによって復号化される。
【００３５】
　テストパケットは版権のある作品に次いで版権情報を含んでもよい。たとえば、「俳句
、おまえは嫌いだ。まったく難しいやつだ。（Haiku, I hate you. You're so hard to d
o.）(C) ２００３　著者不明」。版権情報および作品は、パケットのデータ（レイヤ７）
部分よりもむしろヘッダに規定されうる。したがって、版権のある作品は、それ自身をテ
ストプロトコルの一部としてもよい。デバイスは、テストパケットの有効性を、期待値に
対してその版権のある作品と版権情報の値をチェックすることによってチェックしてもよ
い。デバイスは版権保持者に合法的コピーの許可とパケットの再送処理を要求することが
できる。これにはルータ、ＶＰＮゲートウェイおよび他のネットワークコンポーネントに
よる再送信がありうる。場合によっては、またはさらには、版権のある作品をパケットの
データ部分にのみ提供してもよい。
【００３６】
　図４は特定のネットワークコンポーネントを検出することができる演繹的方法を図解し
たものである。図解のステップはいかなる作業順序で行われてもよく、組み合わせて図解
のステップ数より少なくなってもよい。ステップ４０２では、ネットワーク接続度は、い
ずれかの標準的なネットワーク通信の形式、たとえば、ＴＣＰ／ＩＰ（すなわち、ＴＣＭ
Ｐ要求／返信パケット）によるピングパケット、ネットウェアピングパケット、またはア
ップルトークピングパケットを交換することによってテストされる。他の有用なプロトコ
ルおよび通信にはＵＤＰデータグラム、ＴＣＰハンドシェイク、ＩＰＸ／ＳＰＸ、Ｎｅｔ
ＢＥＵＩ等がありうる。リターンパケットが受信されなければ、デバイスは切断されてい
るかファイヤウォールによって分離されている。ファイヤウォールによって分離されたデ
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バイスは異なるローカル環境にあると考えてもよく、異なるローカルネットワーク間での
コンテンツの送信は一般的に想定されるＤＲＭスキームでは望ましくない。よって、ステ
ップ４０４および４０６では、有効接続がソースデバイスと受信者デバイス間に存在しな
いことをテストが示せば、コンテンツは禁止されまたは使用不能にされる。
【００３７】
　ステップ４０８では、ルータまたはＶＰＮゲートウェイ用テストが、ルーティング不能
プロトコル、たとえば、ＵＤＰブロードキャスト、ＮｅｔＢＥＵＩ、またはアップルトー
クを用いたテストパケットを交換することによって行われうる。ルータは特にそのように
構成されていない限り、これらのテストパケットを再送信せず、したがって、このような
パケットは巨大な公共のワイドエリアネットワーク、たとえば、インターネットを経由し
て送信されえない。これに比べて、スイッチおよびハブは一般的に常にこれらのテストパ
ケットを送信する。ＶＰＮゲートウェイはいずれの方法でも構成されうり、プロトコルカ
プセル化機能を用いてインターネットを経由してこれらのパケットを再送信することがで
きる。
【００３８】
　したがって、ルータおよびＶＰＮゲートウェイ用テストは、上述のようなルーティング
不能パケットに代えてまたはこれに加えて、未知のレイヤ－２ネットワークプロトコルを
有するパケットを交換することを包含してもよい。未知のレイヤ－２ネットワークプロト
コルを用いたテストパケットの２つの実施例を以下に提供する：
　実施例１：イーサネット（登録商標）ＩＩフレームを使用
　　　バイト　０：５　　　　　　あて先 ＭＡＣ アドレス
　　　バイト　６：１１　　　　　ソース ＭＡＣ アドレス
　　　バイト　１２：１３　　　　プロトコルナンバー０ｘＣＢＢＣ
　　　バイト　１４：ｎ　　　　　版権のある作品および情報
　　　バイト　ｎ＋１：ｅｎｄ　　レイヤ－７ データフィールド
　実施例２：８０２．２ ＬＬＣフレームを使用
　　　バイト　０：５　　　　　　あて先 ＭＡＣ アドレス
　　　バイト　６：１１　　　　　ソース ＭＡＣ アドレス
　　　バイト　１２：１３　　　　パケット長さ
　　　バイト　１４　　　　　　　０ｘＢＣ
　　　バイト　１５　　　　　　　０ｘＣＢ
　　　バイト　１６　　　　　　　０ｘＦＦ
　　　バイト　１７：ｎ　　　　　版権のある作品および情報
　　　バイト　ｎ＋１：ｅｎｄ　　レイヤ－７ データフィールド
【００３９】
　これらのテストパケットはハブおよびスイッチによって再送信されるが、ルータおよび
ＶＰＮゲートウェイによって再送信されない。実施例２は、できるだけ多くのプロトコル
およびパケットを再送信するよう構成されるルータおよびＶＰＮゲートウェイを検出する
場合に最も効果的であると思われる。
【００４０】
　ルータを検出する別の方法は、ネットワークまたはトランスポートレイヤに無効チェッ
クサムを有するテストパケット、たとえば、それぞれＩＰパケットの１６－ビットヘッダ
チェックサムまたは１６―ビットＴＣＰまたはＵＤＰパケットを交換することを包含する
。同様の無効チェックサムが、他のプロトコルのネットワークレイヤ（レイヤ２）および
トランスポートレイヤ（レイヤ３）用に使用されてもよく、これには、限定されないが、
ネットウェアＳＰＸ／ＩＰＸ、アップルトーク、ＳＮＡおよび他のプロトコルがある。
【００４１】
　ステップ４１０および４０６では、ルータまたはＶＰＮゲートウェイが検出された場合
には、送信は遠隔地からのインターネットの使用を含むものと思われるので、コンテンツ
は禁止または使用不能にされうる。
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【００４２】
　ステップ４１２では、ハイエンドの会社組織のスイッチ用のテストが行われうる。会社
組織のネットワークで使用されるようなより高性能のスイッチは、しばしばイーサネット
（登録商標）フレームにおいてＣＲＣチェックサムを有効としている。したがって、有効
性を有するスイッチについてテストするために、無効ＣＲＣチェックサムを有するテスト
パケットを用いてもよい。ルータ、ＶＰＮゲートウェイおよび有効なスイッチはこれらの
テストパケットを拒否するであろうし、さほど性能のよくないスイッチ、たとえば、一般
消費者グレードのスイッチまたはハブはテストパケットを再送信するであろう。ステップ
４１４および４０６では、会社組織の（チェックサムが有効である）スイッチが検出され
た場合には、コンテンツは禁止される。会社組織のスイッチが検出されなければ、コンテ
ンツはステップ４２０で受信者デバイスに提供されてもよい。場合によっては、ステップ
４１６で追加のテストレイヤが実行されてもよい。
【００４３】
　ステップ４１６でのスイッチについてのテストは、スイッチを経由してルーティングさ
れないように、部分または無効レイヤ－１フレームによって特徴付けられるパケット、ま
たは送信デバイスに宛てたユニキャストパケットを交換することによって行われてもよい
。これらのパケットの例を以下に提供する：
　実施例３：無効イーサネット（登録商標）ＩＩフレーム
　　　バイト　０：５　　　　　　ソース（あて先でない）ＭＡＣアドレス
　　　バイト　６：１１　　　　　ソースＭＡＣアドレス（前出のバイト　０：５と同じ
）
　　　バイト　１２：１３　　　　プロトコルナンバー=０ｘＣＢＢＣ
　　　バイト　１４：ｎ　　　　　版権のある作品および情報
　　　バイト　ｎ＋１：ｅｎｄ　　レイヤ－７ データフィールド
　実施例４：不完全なイーサネット（登録商標）ＩＩフレーム
　　　バイト　０：３　　　　　　０ｘ１２３４
　　　ｅｎｄ　　　　　　　　　　（このパケット内にはもはやバイトはない）
【００４４】
　これらのパケットはともにローカルエリアネットワークにおいてハブによって送信され
るが、スイッチ、ルータまたはＶＰＮゲートウェイによって送信されない。ステップ４１
８および４０６では、スイッチが検出された場合に、コンテンツは受信者に対して禁止さ
れうる。スイッチが検出されない場合に、コンテンツは推測上承認された受信者デバイス
に提供されうる。図４と関連付けて記載される特定のテスト方法は単なる例示であること
は明らかである。他のテストパケットまたは他のテストシーケンスが、本発明の範囲から
逸脱することなく、ソースと受信者デバイス間のネットワークトポロジを評価するために
考案されうる。さらに、方法４００の変更は、同時に、ペアのデバイスに対してではなく
、むしろデバイスのコレクションに対して適用されてもよい。コレクションは信用のつな
がり、証明書の交換、ブロードキャスティングおよびマルチキャスティング、および他の
技術を通じて評価されてもよい。
【００４５】
　デジタルコンテンツ保護の無効化は許されず違法であるが、莫大な経済的利益が版権の
あるコンテンツやこのような創作の窃盗には存在し、ここで開示するようなデジタル利権
監理方法を免れるためのシステムを考案し構築させうる。通常デバイスはそうではないの
であるが、回避デバイスはテストパケットを再送信するように構成されうる。たとえば、
ルータまたはＶＰＮゲートウェイは、ここで開示されるように、テストパケットが使用す
る未知またはルーティング不能プロトコルをカプセル化し、そうでなければ再送信するよ
うに構成されうる。
【００４６】
　図５に示されるように、このようなルータまたは他の回避デバイスは回避方法５００を
用いてもよい。ステップ５０２では、デバイスはルーティング不能、そうでなければ送達
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フォーマットに再パッケージする。たとえば、ルーティング不能パケットは再パッケージ
され、指定された転送アドレスに宛てられうる。デバイスは本来の受信者の応答をシミュ
レーションするために、転送アドレスを備えてもよい。場合によっては、またはさらには
、システムは、ルータまたは他の回避デバイスは予定された受信者アドレスも合わせて提
供されるように構成されてもよい。再パッケージの際、ヘッダ情報のエラーは単純に修正
され、したがってパケットは通常のパケットとしてルーティングすることができる。
【００４７】
　ステップ５０６では、パケットは指定された受信者にルーティングされ再送信される。
再パッケージの結果、パケットが異なる受信者に転送される場合、転送された受信者は、
ここで記載したように、応答パケットをソースに提供するように構成されてもよい。必要
なら、介在する回避デバイスが割り込み、テストプロトコルを免れる何らかの指示を隠す
ように応答パケットを変更してもよい。これによって、ソースは禁止トポロジを検出する
ことができず、使用可能になったデジタルコンテンツを未承認の受信者に送信しうる。地
形学的テストと他の方法、たとえば、地理的ロケーションテストを組み合わせることによ
って、発明のデジタル利権監理方法を免れることがより困難になりうることは注目される
べきことである。
【００４８】
　前述の回避デバイスおよび方法は発明の範囲にある。しかし、回避デバイスおよび方法
の使用は許されないし支援されるものではない。当業者は法律を遵守すべきであり、デジ
タルコンテンツ用の利権保護スキームを回避し使用不能にすべきでない。
【００４９】
　送信経路のトポロジに基づいてデジタルコンテンツへのアクセスを制御する方法および
システムを記載したので、内部システムのある種の有益性が達成されることは当業者に明
らかである。また、各種の変更、応用、およびその代替の実施の形態も本発明の範囲およ
び精神の範囲内にありうると判断されるべきである。たとえば、要求しているデバイスが
セットトップボックスであるシステムは例示されたが、上記発明概念は、他のタイプのテ
レビジョンデバイス、音楽デバイス、コンピューティングデバイス、パーソナルアシスタ
ントおよび他の同様のデバイスにも同様に適用されることは明らかであるべきである。さ
らに、システムを用いて、いかなるタイプの通信のフローをも制御することができ、ここ
では絶対的または相対的地理および近接性が決定要素である。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】図１は発明による模範的なシステムを示すブロック図である。
【図２】図２は版権のあるデジタル情報に対する未承認アクセスを防ぐための方法の模範
的ステップを示すフローチャートである。
【図３】図３は、発明の別の実施の形態による、版権のあるデジタル情報に対する未承認
アクセスを防ぐための方法の模範的ステップを示すフローチャートである。
【図４】図４は発明による送信パスを評価するための方法の模範的ステップを示すフロー
チャートである。
【図５】図５は、トポロジテストに基づくデジタル利権の監理方法を無効化するための模
範的ステップを示すフローチャートである。
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