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(57)【要約】
　処理は、コンテンツセットのコンテンツライセンスを
作成する。コンテンツライセンスは、静的部分と動的部
分を有する。さらに、処理は、マスターキーを静的部分
に挿入する。加えて、値のコンテンツ規則セットの各々
がコンテンツの記録中に連続的に受信されながら、処理
は、複数の値のコンテンツ規則セットを動的部分に挿入
し、且つ値のコンテンツ規則セットの一つに関連する各
コンテンツセグメント用の固有のコンテンツ暗号鍵を作
成する。固有のコンテンツ暗号鍵は、マスター鍵と、少
なくとも対応するコンテンツセグメントの値のコンテン
ツ規則セットのサブセットとに基づく。固有のコンテン
ツ暗号鍵は、記憶媒体に記憶する複数の暗号化コンテン
ツセグメントを生成すべく、各コンテンツセグメントの
暗号化に使用される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツのセットのコンテンツライセンスを作成するステップであって、前記コンテ
ンツライセンスは静的部分と動的部分を有することと；
　マスター鍵を前記静的部分に挿入するステップと；
　複数の値のコンテンツ規則セットを、前記動的部分に挿入し、且つ前記値のコンテンツ
規則セットの各々が前記コンテンツの記録中に連続的に受信されるときに、前記値のコン
テンツ規則セットの一つに関連する各コンテンツセグメントの固有のコンテンツ暗号鍵を
作成するステップと
を有し、
　前記固有のコンテンツ暗号鍵は、前記マスター鍵と、少なくとも対応する前記コンテン
ツセグメントの前記値のコンテンツ規則セットのサブセットとに基づき各コンテンツセグ
メントの暗号化に使用されることによって、前記記憶媒体に格納するために複数の暗号化
コンテンツセグメントを生成する、デジタル著作権管理ライセンスフォーマット作成方法
。
【請求項２】
　前記記憶媒体は、デジタルビデオレコーダに関連する、請求項１記載のデジタル著作権
管理ライセンスフォーマット作成方法。
【請求項３】
　前記コンテンツ規則セットの前記サブセットは、１以上のコピー防止ビットを有する、
請求項１記載のデジタル著作権管理ライセンスフォーマット作成方法。
【請求項４】
　前記静的部分は更に、前記コンテンツの記録が始まる開始時間を有する、請求項１記載
のデジタル著作権管理ライセンスフォーマット作成方法。
【請求項５】
　前記静的部分は更に、コンテンツ名を有する、請求項１記載のデジタル著作権管理ライ
センスフォーマット作成方法。
【請求項６】
　前記静的部分は更に、コンテンツソース識別子を有し、前記コンテンツソース識別子か
ら、前記コンテンツのソースの受信を識別する、請求項１記載のデジタル著作権管理ライ
センスフォーマット作成方法。
【請求項７】
　前記動的部分は更に、前記複数のコンテンツ規則セットのリストと、前記リスト内にお
いて各コンテンツ規則セットに関連するインデックスとを有する、請求項１記載のデジタ
ル著作権管理ライセンスフォーマット作成方法。
【請求項８】
　前記リストは、動的配列に格納される、請求項７記載のデジタル著作権管理ライセンス
フォーマット作成方法。
【請求項９】
　前記動的部分は更に、夫々の対応する前記コンテンツセグメントのタイムスタンプを記
録する開始を有する、請求項１記載のデジタル著作権管理ライセンスフォーマット作成方
法。
【請求項１０】
　前記動的部分は更に、各セグメントの、前記対応するセグメントの有効期限を有する、
請求項１記載のデジタル著作権管理ライセンスフォーマット作成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は概して、オーディオ／ビジュアルコンテンツの分野に関する。より詳細には、
本開示は、オーディオ／ビジュアルコンテンツに関連する著作権管理に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　デジタルビデオレコーダ（ＤＶＲ）といった記録装置は、ケーブル、サテライト、ブロ
ードバンドソースといったソースからのリアルタイムコンテンツを記録する。コンテンツ
は概して、コンテンツに関連する著作権を特定する処理に関連するコンテンツライセンス
を有する。しかしながら、異なるコンテンツセグメントの著作権を変更する、コピー制御
情報（ＣＣＩ）アップデートは、デジタルビデオレコーダがリアルタイムにコンテンツを
記録中に、デジタルビデオレコーダによって受信される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　結果として、最初に形成されたコンテンツライセンスまたは初期状態において形成され
たコンテンツライセンスは、コピー制御情報アップデートとともに、またはコピー制御情
報アップデートの後に受信されるコンテンツの著作権管理を提供するには、不十分である
。現在のアプローチは、コピー制御情報アップデートを考慮して、継ぎ目のないユーザ体
験を提供するようには、コンテンツライセンスに適切に取り組んでいない。たとえば、現
在のアプローチは、早送り、ジャンプ、スキップなどのようなトリック再生中のコンテン
ツ表示における遅延を生じる。または、現在の解決策は、コピー制御情報と暗号化された
コンテンツとの間の弱い結合を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本開示の一実施形態では、処理はデジタル著作権管理装置によって使用されうる。処理
は、コンテンツセットのコンテンツライセンスを作成する。コンテンツライセンスは、静
的部分と動的部分を有する。さらに、処理は、マスター鍵を静的部分に挿入する。加えて
、値のコンテンツ規則セットの各々がコンテンツの記録中に連続的に受信されるとき、処
理は、複数の値のコンテンツ規則セットを動的部分に挿入し、且つ値のコンテンツ規則セ
ットの一つに関連する各コンテンツセグメント用の固有のコンテンツ暗号鍵を作成する。
固有のコンテンツ暗号鍵は、マスター鍵と、少なくとも対応するコンテンツ用のセグメン
トの値のコンテンツ規則セットのサブセットとに基づく。固有のコンテンツ暗号鍵は、各
コンテンツセグメントの暗号化用に使用され、記憶媒体に記憶する複数の暗号化コンテン
ツセグメントを生成する。
【０００５】
　他の実施形態では、処理はデジタルビデオレコーダによって使用されうる。処理は、コ
ンテンツセグメントと、コンテンツセグメントに対応する値のコンテンツ規則セットとを
受信する。さらに、処理は、コンテンツライセンスが作成されるべく、値のコンテンツ規
則セットをデジタル著作権管理装置に提供する。コンテンツライセンスは、静的部分と動
的部分を有する。静的部分は、マスター鍵を有する。動的部分は、値のコンテンツ規則セ
ットを有する。さらに、処理は、固有のコンテンツ暗号鍵でコンテンツセグメントを暗号
化し、暗号化コンテンツセグメントを生成する。コンテンツセグメント用の固有のコンテ
ンツ暗号鍵は、マスター鍵と、値のコンテンツ規則セットとに基づき、デジタル著作権管
理装置によって生成される。最後に、処理は、暗号化コンテンツセグメントを記憶媒体に
記録する。
【０００６】
　さらに他の実施形態では、他の処理がデジタルビデオレコーダによって使用されうる。
処理は、コンテンツセグメントと、コンテンツセグメントに対応する値のコンテンツ規則
セットとを受信する。さらに、処理は、コンテンツライセンスが作成されるべく、値のコ
ンテンツ規則セットをデジタル著作権管理装置に提供する。コンテンツライセンスは、動
的部分と静的部分を有する。静的部分は、マスター鍵を有する。動的部分は、値のコンテ
ンツ規則セットを有する。加えて、処理は、固有のコンテンツ暗号鍵でコンテンツセグメ
ントを暗号化し、暗号化コンテンツセグメントを生成する。コンテンツセグメント用の固



(4) JP 2010-524363 A 2010.7.15

10

20

30

40

50

有のコンテンツ暗号鍵は、マスター鍵と、値のコンテンツ規則セットとに基づき、デジタ
ル著作権管理装置によって生成される。処理５００は、固有のコンテンツ暗号鍵に対応す
るマーカートークンをインデックスファイルに挿入する。マーカートークンは、固有のコ
ンテンツ暗号鍵に関連する値のコンテンツ規則セットがトリックモード再生中に読み出さ
れるべく、インデックスと、固有のコンテンツ暗号鍵に関連する値のコンテンツ規則セッ
トとを有する。最後に、処理は暗号化コンテンツセグメントを記憶媒体に記録する。
【０００７】
　本開示の前述の特徴は、同種の参照番号が、同種の要素を示している添付図とともに、
以下の記述を参照すると、より明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】デジタル著作権管理（ＤＲＭ）環境。
【図２】デジタルビデオレコーダと、コンテンツ保護モジュールと、コンテンツソースと
の間の相互作用。
【図３】デジタル著作権管理装置によって使用されうる処理。
【図４】デジタルビデオレコーダによって使用されうる処理。
【図５】デジタルビデオレコーダによって使用されうる他の処理。
【図６】デジタル著作権管理ライセンスフォーマットを生成する基地またはシステムのブ
ロック図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　デジタル著作権管理ライセンスの作成を提供する方法および装置が開示される。コンテ
ンツの記録初期に識別される情報を有するべく、且つ記録中に決定される情報を加えるべ
く、拡張デジタル著作権ライセンスが作成されうるために、拡張デジタル著作権ライセン
スフォーマットは提供される。適宜に、デジタル著作権管理ライセンスフォーマットは、
静的部分と動的部分を有する。静的部分は、記録の初期に識別される情報を有する一方、
動的部分は、記録中に情報が受信される際に加えられる情報を有する。
【００１０】
　図１は、デジタル著作権管理環境１００を例証する。コンテンツプロバイダのようなコ
ンテンツソース１０２は、コンテンツセットを暗号化し、次にコンテンツを送信線、例え
ばケーブルを通して、デジタル著作権管理システムを有するデジタルビデオレコーダ１０
４に送信する。コンテンツが暗号化される場合、デジタルビデオレコーダ１０４は、コン
テンツを暗号化用のコンテンツ保護モジュール１０６に送信する。コンテンツ保護モジュ
ール１０６の実施例は、ＣａｂｌｅＣＡＲＤ、セキュアメモリカード、オンボードセキュ
リティチップ等を有する。しかしながら、コンテンツをセットトップボックス（デジタル
ビデオレコーダ１０４）に送信する際、デジタルビデオレコーダ１０４に送信されたコン
テンツを保護し、コピー防止措置を適用する条件付アクセスを終了させる能力を有する任
意の装置も、コンテンツ保護モジュール１０６と考えられうる。代替として、デジタルビ
デオレコーダ１０４は、ホームネットワーク内の装置からストリーミングされたコンテン
ツを受信しうる。さらに、デジタルビデオレコーダ１０４は一例として使用され、当業者
は、ＣａｂｌｅＣａｒｄ、セキュアカード、ＳＩＭ（ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｉｄｅｎｔ
ｉｔｙ　ｍｏｄｕｌｅ）カード等用のビルトインスロットを有する携帯電話やテレビとい
った任意の型の装置も使用されうることを、理解するであろう。コンテンツ保護モジュー
ル１０６は、次にコンテンツを復号化する。さらに、一実施形態では、コンテンツ保護モ
ジュール１０６がデジタルビデオレコーダ１０４のスロット１１０に適用できるべく、且
つコンテンツ保護モジュール１０６がデジタルビデオレコーダ１０４と通信しうるべく、
コンテンツ保護モジュール１０６は、インターフェイスを有する。
【００１１】
　図２は、デジタルビデオレコーダ１０４と、コンテンツ保護モジュール１０６と、コン
テンツソース１０２との間の相互作用を例証する。デジタルビデオレコーダ１０４がコン
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テンツソース１０２から暗号化コンテンツを受信すると、デジタルビデオレコーダ１０４
はまた、コンテンツソース１０２から例えばコピー制御情報のような１以上のコンテンツ
規則を受信しうる。デジタルビデオレコーダ１０４がコンテンツを再暗号化し、再暗号化
されたコンテンツをハードドライブ２０２に格納することによって記録しうるべく、デジ
タルビデオレコーダ１０４は、コンテンツ保護モジュール１０６がコンテンツを復号化す
ることを要求する。コピー制御情報は、ＥＭＩ（Ｅｎｃｒｙｐｔｉｏｎ　Ｍｏｄｅ　Ｉｎ
ｄｉｃａｔｏｒ）、ＡＰＳ（Ａｎａｌｏｇ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）、Ｃ
ＩＴ（Ｃｏｎｓｔｒａｉｎｅｄ　Ｉｍａｇｅ　Ｔｒｉｇｇｅｒ）、ＣＧＭＳ－Ａ（Ｃｏｐ
ｙ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ－Ａｎａｌｏｇ）とい
った従来のコピー制御情報と、拡張コピー制御情報（レンタル情報、カウントされた再生
回数など、またはコンテンツ解像度（たとえば、ＨＤ対ＳＤ）といった他の関連コンテン
ツ属性を有する）とを有しうる。
【００１２】
　デジタルビデオレコーダ１０４は、コンテンツに関連するコンテンツライセンスを作成
するデジタル著作権管理装置２０４を有する。コンテンツライセンスは、記憶媒体２１２
に格納されうる。デジタル著作権管理装置２０４は、マスター鍵をコンテンツライセンス
に挿入する。コピー制御情報アップデートが異なるコンテンツセグメント用に受信される
と、デジタル著作権管理装置は、ハードドライブ２０２に格納すべくコンテンツを再暗号
化するために、且つ再生中に再暗号化されたコンテンツを復号化するために使用される各
セグメントの固有のコンテンツ暗号鍵（ＣＥＫ）を生成する。一実施形態では、各セグメ
ントのデジタル著作権管理装置２０４は、コピー制御情報アップデート情報の一部を格納
する。デジタル著作権管理装置２０４は、マスター鍵と、セグメントに関連するコンテン
ツ規則のサブセットとを取り込む計算によって、各セグメントのコンテンツ暗号鍵を作成
し、その後導出する。例として、コンテンツ規則のサブセットは、コピー制御情報から選
択されるビットを有しうる。適宜に、デジタル著作権管理装置２０４は、コンテンツのセ
ットに関連するコピー制御情報ビットのリストを保持しうる。コピー制御情報ビットの各
セットが受信されるときに、コピー制御情報ビットのリストの各項目は、連続的にインク
リメントされるインデックスに関連しうる。代替的には、インデックスは、コンテンツキ
ー識別子（ＣＫＩＤ）として使用される乱数でもよい。
【００１３】
　一実施形態では、コンテンツライセンスの静的部分は、マスター鍵を有する。さらに、
静的部分は、記録開始時間を有しうる。任意的に、静的部分は、コンテンツ名またはコン
テンツ識別子を有しうる。最後に、静的部分はまた、コンテンツソース１０２を識別しう
る。任意的なコンテンツ名またはコンテンツ識別子は、デジタルビデオレコーダ１０４が
コンテンツを、デジタル著作権管理装置２０４によって作成された対応するコンテンツラ
イセンスと正しく組み合わせることを可能にする。さらに、ポリシーがコンテンツソース
１０２の一つの型から他の型に変わってもよいときに、コンテンツを提供するコンテンツ
ソース１０２の認識は、コンテンツを提供するコンテンツソース１０２の型に特有の任意
のポリシーを判定する際にデジタルビデオレコーダ１０４に役立つ。上述のリスト化され
た静的部分のコンテンツのサブセットと、追加情報とのいずれか一つは、静的部分のため
に使用されうることを、当業者は理解するであろう。コンテンツライセンスの静的部分は
、記録の初期に作成され、記録中には変化しない。
【００１４】
　一実施形態では、コンテンツライセンスの動的部分は、コピー制御情報セットのリスト
と、各コピー制御情報セットに関連するインデックスと、各コピー制御情報セットに関連
するタイムスタンプと、特定のコピー制御情報セットに関連するセグメントの期限とを有
する。コンテンツ規則が特定のセグメントはコピー不可と示す場合、コンテンツは一時的
（休止）以外には記録できない。その場合、期限は、一時的バッファに格納された各コン
テンツセグメント、例えば１０分は、既定の時間、例えば９分間使用でき、トリック再生
は一時的バッファ中のコンテンツが使用可能である時間中に実行されうることを、示しう
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る。換言すると、期限は時間を示していて、その時間までは特定のセグメントに関連する
鍵が特定のセグメントを復号化するべく使用されうる。
【００１５】
　それゆえ、各コンテンツセグメントが別々に期限切れとなりうるべく、コンテンツライ
センスは、個々のコンテンツセグメント（および場合により異なるコピー制御情報値）に
関連するタイムスタンプを有する。ある特定の瞬間において、コピー不可コンテンツの初
期部分のみが期限切れである一方、そのコンテンツの残りの部分は依然として再生可能で
ありうる。適宜に、特定のセグメントの再生は、セグメントのタイムスタンプから、タイ
ムスタンプとコピー不可のバッファサイズまで、実行されうる。好ましくは、各セグメン
トのタイムスタンプは、記録の初期から相対的オフセットであり、オフセットが静的部分
において記録の開始時間と結合しているとき、絶対的タイムスタンプが再作成されてもよ
い。代替的には、特定のセグメントの再生は、記録の開始時間からタイムスタンプの時間
まで実行されうる。
【００１６】
　他の実施形態では、動的部分はまた、コンテンツの特定の型のコピーを制限するのに使
用されうるコンテンツ解像度情報を有する。例えば、ＨＤ（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉ
ｏｎ）コンテンツは、携帯装置へのコピーが許可されなくてもよい。
【００１７】
　コンテンツライセンスの動的部分に保持されるリストは、様々なデータ構造に格納され
る。例えば、動的配列（ｄｙｎａｍｉｃ　ａｒｒａｙ）が使用されうる。ＭＰＥＧ－２ス
トリームを使用する構成の一実施例は、鍵間の遷移がいかなるピクチャの途絶も引き起こ
さないように、奇偶鍵表示器（スクランブル制御とも呼ばれる）とともに、動的配列を有
しうる。奇偶鍵は、インデックスの最終ビットまたは別々の奇遇鍵表示器の最終ビットで
もよい。
【００１８】
　一実施形態では、コンテンツの連続再生は、使用された最後の値のコピー制御情報要素
セットを記憶するデジタル著作権管理装置２０４によって達成される。デジタル著作権管
理装置２０４が新たなコンテンツ暗号鍵を導出するよう要求され、保護された出力のため
のコピー制御情報値を設定するよう要求される度に、デジタル著作権管理装置２０４は、
次の連続した値のコピー制御情報要素セットを選択する。
【００１９】
　他の実施形態では、トリックモードにおける再生は、インデックスファイルに格納され
たマーカートークンを使用して、達成される。記録されたコンテンツには、通常、重要情
報とイベント、例えばｌフレーム（ｌ－ｆｒａｍｅ、エルフレーム）の位置、プログラム
マップテーブル（ＰＭＴ）中の変化等に関するデータを有するインデックスファイルが伴
う。一実施形態では、マーカートークンは、次回の鍵の変化を示すインデックスファイル
（または同様のファイル）に加えられる。マーカートークンは、インデックスと、コピー
制御情報ビットと、コンテンツ暗号鍵の導出と出力制御、例えばタイムスタンプの設定に
おいて使用される任意の他の属性とを有する。適宜に、ユーザが早送り、巻戻し、または
ジャンプをコンテンツの特定の部分に要求する際、デジタル著作権管理装置２０４に提供
する現在のインデックスおよびコピー制御情報値を検出すべく、デジタルビデオレコーダ
１０４は、インデックスファイルを見てもよい。デジタル著作権管理装置２０４は、次に
、コピー制御情報値とマスター鍵を使用することによって、ユーザが早送り、巻戻し、ま
たはジャンプを望むセグメントのコンテンツ暗号鍵を導出しうる。結果として、再生が連
続モードであるかトリック再生モードであるかに関係なく、ユーザに不調のない表示体験
が提供される。
【００２０】
　図３は、デジタル著作権管理装置２０４によって使用されうる処理３００を例証する。
処理ブロック３０２では、処理３００はコンテンツのセットのコンテンツライセンスを作
成する。コンテンツライセンスは、静的部分と動的部分を有する。さらに、処理ブロック
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３０４では、処理３００は、マスター鍵を静的部分に挿入する。加えて、処理ブロック３
０６では、処理３００は、複数の値のコンテンツ規則セットを動的部分に挿入する。処理
ブロック３０６では、処理３００は、各値のコンテンツ規則セットがコンテンツの記録中
に連続的に受信されるときに、値のコンテンツ規則セットの一つに関連する各コンテンツ
セグメントの固有のコンテンツ暗号鍵を作成する。固有のコンテンツ暗号鍵は、マスター
鍵と、少なくとも対応するコンテンツセグメントの値のコンテンツ規則セットのサブセッ
トとに基づく。固有のコンテンツ暗号鍵は、各コンテンツセグメントの暗号化に使用され
、記憶媒体に記憶すべく複数の暗号化コンテンツセグメントを生成する。
【００２１】
　図４は、デジタルビデオレコーダ１０４によって使用されうる処理４００を例証する。
処理ブロック４０２では、処理４００は、コンテンツセグメントと、コンテンツセグメン
トに対応する値のコンテンツ規則セットとを受信する。さらに、処理ブロック４０４では
、コンテンツライセンスが作成されるべく、処理４００は、値のコンテンツ規則セットを
デジタル著作権管理装置２０４に提供する。コンテンツライセンスは、静的部分と動的部
分を有する。静的部分は、マスター鍵を有する。動的部分は、値のコンテンツ規則セット
を有する。加えて、処理ブロック４０６では、処理４００は、固有のコンテンツ暗号鍵と
ともにコンテンツセグメントを暗号化し、暗号化コンテンツセグメントを生成する。コン
テンツセグメントの固有のコンテンツ暗号鍵は、マスター鍵と、値のコンテンツ規則セッ
トとに基づき、デジタル著作権管理装置２０４によって生成される。最後に、処理ブロッ
ク４０８では、処理４００は、暗号化コンテンツセグメントを記憶媒体に記録する。
【００２２】
　図５は、デジタルビデオレコーダ１０４によって使用されうる他の処理５００を例証す
る。処理ブロック５０２では、処理５００はコンテンツセグメントと、コンテンツセグメ
ントに対応する値のコンテンツ規則セットとを受信する。さらに、処理ブロック５０４で
は、処理５００は、コンテンツライセンスが作成されるべく、値のコンテンツ規則セット
をデジタル著作権管理装置２０４に提供する。コンテンツライセンスは、静的部分と動的
部分を有する。静的部分は、マスター鍵を有する。動的部分は、値のコンテンツ規則セッ
トを有する。加えて、処理ブロック５０６では、処理５００は、固有のコンテンツ暗号鍵
とともにコンテンツセグメントを暗号化し、暗号化コンテンツセグメントを生成する。コ
ンテンツセグメントの固有のコンテンツ暗号鍵は、マスター鍵と、値のコンテンツ規則セ
ットとに基づき、デジタル著作権管理装置２０４によって生成される。処理ブロック５０
８では、処理５００は、固有のコンテンツ暗号鍵に対応するマーカートークンをインデッ
クスファイルに挿入する。固有のコンテンツ暗号鍵に関連する値のコンテンツ規則セット
が、トリックモード再生中に読み取られるべく、マーカートークンは、インデックスと、
固有のコンテンツ暗号鍵に関連する値のコンテンツ規則セットとを有する。最後に、処理
ブロック５１０では、処理５００は、暗号化コンテンツセグメントを記憶媒体に記録する
。
【００２３】
　図６は、デジタル著作権管理ライセンスフォーマットを生成する基地またはシステム６
００のブロック図を例証する。一実施形態では、基地またはシステム６００は、汎用コン
ピュータまたは任意の他の等価なハードウェアを用いて、実行される。したがって、基地
またはシステム６００は、プロセッサ６１０と、メモリ６２０、例えばランダムアクセス
メモリ（ＲＡＭ）およびリードオンリメモリ（ＲＯＭ）の少なくとも一つ、デジタル著作
権管理ライセンスフォーマットモジュール６４０と、様々な入出力装置６３０とを有する
。入出力装置６３０は、例えば、オーディオ／ビデオ出力と、オーディオ／ビデオ入力と
、記憶装置である。オーディオ／ビデオ出力と、オーディオ／ビデオ入力と、記憶装置は
、テープドライブ、フロッピー（登録商標）ドライブ、ハードディスクドライブまたはコ
ンパクトディスクドライブ、受信機、送信機、スピーカ、ディスプレイ、例えばデジタル
スチルカメラやデジタルビデオカメラに使用される画像取込センサ、時計、出力ポート、
ユーザ入力装置（キーボード、キーパッド、マウスといったもの、または音声命令を取込



(8) JP 2010-524363 A 2010.7.15

10

20

むためのマイクロフォン）を有するが、それらに限定されない。デジタル著作権管理ライ
センスフォーマットモジュール６４０は、１以上のプロセッサと、対応するコードとの少
なくとも一つを有しうる。
【００２４】
　デジタル著作権管理ライセンスフォーマットモジュール６４０は、通信チャネルを通じ
てプロセッサ６１０に結合された１以上の物理的装置として、実行されうることが、理解
されるべきである。代替的には、デジタル著作権管理ライセンスフォーマットモジュール
６４０は、１以上のソフトウェアアプリケーション（または、例えばＡＳＩＣ（Ａｐｐｌ
ｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔｓ）を用い
たソフトウェアとハードウェアの組み合わせ）、によって表されてもよい。ここで、ソフ
トウェアは、記憶媒体（例えば、磁気的ドライブ、光学的ドライブ、磁気的ディスケット
、光学的ディスケット）からロードされ、コンピュータのメモリ６２０内においてプロセ
ッサ６１０によって動作される。そのように、本開示の（関連するデータ構造を有する）
デジタル著作権管理ライセンスフォーマットモジュール６４０は、コンピュータが読込可
能な媒体、例えばＲＡＭ、磁気的ドライブ、光学的ドライブ、磁気的ディスケット、光学
的ディスケット等に、格納されてもよい。
【００２５】
　ここに記述されたデジタル著作権管理ライセンスフォーマットアプローチはまた、シス
テムの他の型に適用されうる。本方法および装置の実施形態の様々な改変および修正が、
本方法と本システムの範囲および精神から離れることなく構成されうることを、当業者は
理解するであろう。それ故、添付の請求項の範囲内において、本方法および本装置はここ
に詳細に記述された以外にも実施されうることが理解されるべきである。

【図２】 【図３】
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