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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクセス制御を有するコンテンツ分配システムにおいて独自仕様のデータを管理する方
法であって、
　前記システムは、
　独自仕様データを供給する少なくとも１つのスタジオと、
　前記スタジオが供給する前記独自仕様データをレンダリングするレンダリング装置と、
　前記独自仕様データを扱う複数のアプリケーションとを有し、
　前記複数のアプリケーションは、特定のスタジオによって供給され又は受け入れられる
ものとして、該特定のスタジオによってサインされたスタジオアプリケーションと、異な
る複数のスタジオの少なくとも一部の独自仕様データを扱うクロスアクセスタイプである
ことを示す信用証明物を与えられたクロススタジオアプリケーションとを含み、
　当該方法は、
　前記レンダリング装置が、前記スタジオが供給する前記独自仕様データを該レンダリン
グ装置の局所記憶部内に読み込み、各スタジオの前記独自仕様データを、前記局所記憶部
内に設けた該スタジオのディレクトリに記憶するステップと、
　前記レンダリング装置が、前記独自仕様データを使用してアプリケーションを実行する
ステップであって、該アプリケーションが前記スタジオアプリケーションである場合は、
前記サインされたスタジオアプリケーションのみに、該スタジオの前記ディレクトリ下の
前記独自仕様データへのアクセスを許可して、該スタジオアプリケーションを実行し、該
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アプリケーションが前記クロススタジオアプリケーションである場合は、前記信用証明物
を与えられたクロススタジオアプリケーションのみに、前記ディレクトリ下の前記独自仕
様データの少なくとも一部へのアクセスを許可して、該クロススタジオアプリケーション
を実行するステップとを有する方法。
【請求項２】
　前記信用証明物を与えられた前記クロススタジオアプリケーションによるアクセスが許
可される前記独自仕様データが、クロススタジオアプリケーション専用のサブディレクト
リに記憶されることを特徴とする、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記クロススタジオアプリケーション専用のサブディレクトリは、
　サブディレクトリ名のような所定の識別子を有する方法、
　ルートディレクトリにあるような所定の一般的場所を有する方法及び
　所定のスタジオディレクトリにあるような所定のスタジオ依存の場所を有する方法
　のうちの少なくとも１つで配置される、請求項２記載の方法。
【請求項４】
　前記クロススタジオアプリケーションは、カタログアプリケーション、レビューアプリ
ケーション、又はコンテンツ要約アプリケーションである、請求項１から３いずれか１項
記載の方法。
【請求項５】
　前記独自仕様データを有する記録媒体を介して、前記独自仕様データが前記スタジオか
ら供給され、
　前記レンダリング装置は、前記記録媒体が有する前記独自仕様データを、前記局所記憶
部内に読み込むことを特徴とする請求項１から４いずれか１項記載の方法。
【請求項６】
　多数のスタジオが、独自仕様データをレンダリングする装置で前記スタジオの独自仕様
データの少なくとも一部にアクセスするためのコンピュータプログラムであって、
　プロセッサに請求項１から５いずれか一項記載の方法で前記クロススタジオアプリケー
ションを実行させるよう動作するコンピュータプログラム。
【請求項７】
　アクセス制御を有するコンテンツ分配システムでの使用のための、レンダリング装置で
あって、
　前記システムは、更に、
　独自仕様データを供給する少なくとも１つのスタジオと、
　前記独自仕様データを扱う複数のアプリケーションとを有し、
　前記複数のアプリケーションは、特定のスタジオによって供給され又は受け入れられる
ものとして、該特定のスタジオによってサインされたスタジオアプリケーションと、異な
る複数のスタジオの少なくとも一部の独自仕様データを扱うクロスアクセスタイプである
ことを示す信用証明物を与えられたクロススタジオアプリケーションとを含み、
　当該レンダリング装置は、
　前記スタジオが供給する前記独自仕様データを受け取る手段と、
　前記独自仕様データを記憶する局所記憶部と、
　各スタジオの前記独自仕様データを、前記局所記憶部内に設けた該スタジオのディレク
トリに記憶する手段と、
　前記アプリケーションを実行する手段とを有し、
　前記アプリケーションを実行する手段は、該アプリケーションが前記スタジオアプリケ
ーションである場合は、前記サインされたスタジオアプリケーションのみに、該スタジオ
の前記ディレクトリ下の前記独自仕様データへのアクセスを許可して、該スタジオアプリ
ケーションを実行し、該アプリケーションが前記クロススタジオアプリケーションである
場合は、前記信用証明物を与えられたクロススタジオアプリケーションのみに、前記ディ
レクトリ下の前記独自仕様データの少なくとも一部へのアクセスを許可して、該クロスス
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タジオアプリケーションを実行することを特徴とするレンダリング装置。
【請求項８】
　前記アプリケーションを実行する手段は、常駐のクロススタジオアプリケーション、特
定の場合では収集カタログアプリケーションを実行することができる、請求項７記載のレ
ンダリング装置。
【請求項９】
　前記独自仕様データを有する記録媒体を介して、前記独自仕様データが前記スタジオか
ら供給され、
　前記独自仕様データを受け取る手段は、前記記録媒体から前記独自仕様データを取り出
す読出手段を含むことを特徴とする請求項７または８記載のレンダリング装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、所定のデータアクセスフォーマットに従うアクセス制御を有するコンテンツ
分配システムにおいて独自仕様のデータを管理する方法であって、前記システムは、コン
テンツデータ及び関連する独自仕様データを供給する少なくとも１つのスタジオと、前記
コンテンツデータ及び関連する独自仕様データを有する記録媒体と、前記コンテンツデー
タ及び関連する独自仕様データをレンダリングするレンダリング装置と、前記コンテンツ
データ及び関連する独自仕様データを扱う少なくとも１つのアプリケーションとを有し、
当該方法は、前記コンテンツデータ及び関連する独自仕様データへのアクセスを制御する
アクセスパラメータを有するアクセスポリシーを、前記所定のデータアクセスフォーマッ
トに従って前記スタジオに設定するステップと、当該データにアクセスする夫々のスタジ
オの前記アクセスポリシーに従う少なくとも１つのスタジオアプリケーションを供給する
ステップと、前記レンダリング装置が前記スタジオアプリケーションを実行することを可
能にするために、前記夫々のスタジオの前記アクセスポリシーに従ってコンテンツデータ
及び関連する独自仕様データを前記記録媒体上に供給するステップとを有する方法に関す
る。
【０００２】
　本発明は、更に、上記のシステムでの使用のためのコンピュータプログラムプロダクト
、レンダリング装置及び記録媒体に関する。レンダリング装置は、前記記録媒体から前記
コンテンツデータ及び関連する独自仕様データを取り出す読出手段と、前記データ及び関
連する独自仕様データをレンダリングするメディア信号を生成するレンダリング手段と、
前記スタジオアプリケーションを実行するアクセス制御手段とを有する。記録媒体は、夫
々のスタジオのアクセスポリシーに従うコンテンツデータ及び関連する独自仕様データを
有する。
【０００３】
　本発明は、ユーザ装置においてマルチメディアアプリケーション及び双方向（インタラ
クティブ）アプリケーションを提供する分野に関する。双方向アプリケーションは、映像
レンダリング、ゲーム等を含みうる。一般に、このような双方向応用は、所定のフォーマ
ットに従う記憶されたコンテンツデータ及び関連する独自仕様データに基づく。特に、本
発明は、通常スタジオによって提供及び所有をされるこのようなデータへのアクセス制御
に関する。
【背景技術】
【０００４】
　米国特許公開ＵＳ２００４／０１４８５１４（特許文献１）は、記憶媒体と、双方向ア
プリケーションの記憶データ、例えば映像をレンダリングする再生方法とを有するレンダ
リングシステムについて記載する。例えば光ディスク再生装置のようなレンダリング装置
は、記憶されている情報、例えば、デジタル圧縮映像データを含むオーディオ／ビデオ（
ＡＶ）ストリームを、記録媒体から取り出す。特許文献１は、データへのアクセスを制御
し、所定のアクセス制御フォーマットに従うアクセスポリシーを実施する様々な方法につ
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いて記載する。例えば、ソフトウェアの発行元（即ち、スタジオ。）は、コンテンツデー
タ及び関連する独自仕様データを供給することができる。暗号化方法は、このようなデー
タの保護及びアクセス制御に関して記載されている。デジタル証明書は、確実にアクセス
を制御するために及び生成されたアプリケーションを認証し受け入れるために認証機関に
よって発行される。アクセスポリシーは、特に、夫々の発行者又はスタジオによって供給
されるアプリケーションに独自仕様データへのアクセスを制限するのに適する。スタジオ
アプリケーションは、スタジオによって供給され又は受け入れられる如何なるアプリケー
ションでもある。代替的に、ポリシーは、例えば、異なるアプリケーションの夫々及び各
発行者の夫々に多数の証明書を与えることによって、予め知られる異なる発行者からの幾
つかの異なるアプリケーションに関して独自仕様データへのアクセスを許すために使用さ
れ得る。
【特許文献１】米国特許公開ＵＳ２００４／０１４８５１４
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　既知のアクセス制御システムは、夫々のスタジオによって提供され、あるいは、夫々の
スタジオの制御下で分配されるアプリケーションに関して独自仕様データへの適切なアク
セスを提供する。しかし、少なくとも一部の独自仕様データが、このようなデータに対す
る制御を依然として維持しながら、予め知られていない他のアプリケーションと共有され
るべき場合に問題がある。
【０００６】
　本発明は、アクセス制御環境で独自仕様データの共有を認めるアクセス制御システムを
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的のために、本発明の第１の態様に従って、技術分野において記載されたよう
な方法は、前記所定のアクセスフォーマットに従って仮想エンティティにクロスアクセス
ポリシーを設定するステップと、前記仮想エンティティの前記クロスアクセスポリシーに
従って前記独自仕様データの少なくとも一部を供給するステップと、当該データにアクセ
スする前記仮想エンティティの前記クロスアクセスポリシーに従う少なくとも１つのクロ
ススタジオアプリケーションを供給するステップと、多数のスタジオが前記独自仕様デー
タの前記少なくとも一部にアクセスするために、前記レンダリング装置が前記クロススタ
ジオアプリケーションを実行することを可能にするステップとを更に有する。
【０００８】
　上記の目的のために、本発明の第２の態様に従って、技術分野において記載されたよう
な装置において、前記アクセス制御手段は、多数のスタジオが前記独自仕様データの前記
少なくとも一部にアクセスするために、前記クロススタジオアプリケーションを実行する
よう配置される。
【０００９】
　上記の目的のために、本発明の第３の態様に従って、技術分野において記載されたよう
な記録媒体は、多数のスタジオが前記独自仕様データの前記少なくとも一部にアクセスす
るために前記レンダリング装置が前記クロススタジオアプリケーションを実行することを
可能にするよう前記独自仕様データの前記少なくとも一部を有する。
【００１０】
　クロススタジオアクセスポリシーは、仮想エンティティに対して生成される。このポリ
シーは、所定のアクセスフォーマットに従い、クロススタジオアプリケーションに対し、
特定のスタジオが共有されることを許す如何なるコンテンツデータ及び／又は関連する独
自仕様データへのアクセスも制御するアクセスパラメータを設定する。クロススタジオア
プリケーションとは、異なるスタジオのデータに関するアプリケーション、例えばカタロ
グ又はレビューアプリケーションを意味する。従って、仮想エンティティは、スタジオで
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はなく、単にアプリケーションがスタジオ間でデータを共有するために生成され認証され
ることを可能にする。前記仮想エンティティのクロスアクセスポリシーに従って前記独自
仕様データの少なくとも一部を供給するステップは、例えば、前記記録媒体において適応
アクセスパラメータを有してこのようなデータの付加的な複製を生成すること、付加的な
組のアクセスパラメータを提供すること、又は自動的に要求に応じてこのようなデータの
複製若しくは抽出を行う専用のスタジオアプリケーションを提供することによって、この
ようなデータを利用可能にするいずれかの方法を含む。
【００１１】
　この手段は、レンダリングシステムにおいて更なるアプリケーションが、様々なスタジ
オに関し独自仕様データを使用、結合又は適用することが可能になるよう利用可能にされ
るという効果を有する。この更なるアプリケーションは、仮想エンティティに定義される
アクセスポリシーに従う必要はなく、従って、依然として所定のアクセスフォーマットに
従って制御され分配される。これは、様々なスタジオの独自仕様データが、依然として制
御を保ち且ついずれかの他のスタジオがこのようなデータへアクセスすることを防ぎなら
が、クロススタジオアプリケーションを介して共有されるという利点を有する。
【００１２】
　本発明は、また、以下の認識に基づく。所有者のみのための又は特定且つ所定の第三者
のための独自仕様データへのアクセスを制御するアクセス制御フォーマットは、例えば上
記の特許文献１から知られている。また、例えばＢＤフォーマット（ブルーレイ光ディス
ク。この説明は、http;//www.blu-raydisc.com及び、具体的にhttp://www.blu-raydisc.c
om/Section-13628/Index/htmlで入手可能である。Section-13890では、ＢＤ用のＪａｖｅ
プログラミング言語の仕様が見られる。）、及びＭＨＰ規格（ＥＴＳＩのウェブサイトht
tp://www.etsi.orgから入手可能なDigital　video　Broadcasting　Multimedia　Home　S
ystem　Specification　1.0.3、ETSI　TS　101　812　V1.3.1-2003-06）のようなマルチ
メディアコンテンツを分配する更なるシステムは、アクセス制御ポリシーの更なる例を与
える。かかる例では、アクセスポリシーは、暗号方式で実施さられる。例えば、ＭＨＰ規
格は、アクセスファイル又はサブディレクトリにアクセスすること又は装置において利用
可能な他のリソースを使用することを認められる許可を与える。しかし、このような許可
は、このようなデータの発行者によって与えられるアプリケーションのような既知のエン
ティティにのみ与えられる。更に、既知のシステムは、データがアクセス制御を伴うこと
なく供給されることを可能にする。本発明者は、制御を失うことなくデータの共有を認め
るアクセス制御の中間レベルが必要であると考えた。それは、まだ知られてないアプリケ
ーションであって、異なるスタジオの独自仕様データに作用し、また、アクセス制御フォ
ーマットに従うアプリケーションを意味する。提供される解決法は、仮想エンティティが
スタジオによって構築されて認可されることである。この仮想エンティティは、所定のク
ロスアクセスポリシーに従って動作する。留意すべきは、１よりも多い仮想エンティティ
が、例えば、共通の関心を有するスタジオのグループによって、又は特定の目的若しくは
題材に関して、生成され得る点である。
【００１３】
　当該方法の実施例で、前記クロスアクセスポリシーに従って前記独自仕様データの少な
くとも一部を供給するステップは、前記記録媒体においてクロスアプリケーションクラス
のサブディレクトリを供給することを有する。専用のサブディレクトリで共有される必要
があるデータの一部を供給することによって、アクセスポリシーは、その特定のサブディ
レクトリに設定される。有利に、クロススタジオアプリケーションは、容易に、夫々のス
タジオが共有することを望むデータの場所を見つけてアクセスすることができる。また、
クロススタジオアプリケーションは、共有されて、その後に夫々のスタジオのスタジオア
プリケーションによって使用されるべきデータを記憶するために、このようなサブディレ
クトリを使用しても良い。
【００１４】
　当該方法の実施例で、クロスアプリケーションクラスのサブディレクトリは、サブディ
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レクトリ名のような所定の識別子を有する方法、ルートディレクトリにあるような所定の
一般的場所を有する方法、又は所定のスタジオディレクトリにあるような所定のスタジオ
依存の場所を有する方法のうちの少なくとも１つで配置される。有利に、クロススタジオ
アプリケーションは、容易に所定の識別子又はルートディレクトリにおける若しくは夫々
のスタジオディレクトリにおける場所を検出することができる。
【００１５】
　当該方法の実施例で、前記クロスアクセスポリシーに従って前記独自仕様データの少な
くとも一部を供給するステップは、前記レンダリング装置にあるメモリで当該データを管
理するアプリケーションを供給するステップ及び／又はネットワークを介して独自仕様デ
ータへのアクセスを供給するステップを有する。スタジオの制御下で供給されるアプリケ
ーションは、レンダリング装置のメモリにある前記独自仕様データの少なくとも一部の複
製を能動的に生成したり、要求に応じて前記データの複製を供給したり、あるいは、ネッ
トワークを介して前記データを取得したりすることができる。これは、独自仕様データが
、更に、クロススタジオアプリケーションの要求に依存して制御又は適合をされ得るとい
う利点を有する。
【００１６】
　本発明に従う装置及び方法の更に好ましい実施例は、添付の特許請求の範囲において与
えられている。特許請求の範囲の開示は、ここでは参照することによって援用される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明の上記及び他の態様は、一例として以下の記載に記される実施例から明らかとな
るとともに、これらの実施例及び添付の図面を参照して説明される。
【００１８】
　異なる図中にある対応する要素には、同じ参照番号を付されている。
【００１９】
　図１は、トラック９及び中心穴１０を有するディスク状の記録媒体１１を示す。トラッ
ク９は、情報を表すレコードマークの連続の位置であって、情報層において、実質的に平
行なトラックを構成する螺旋状の周回パターンに従って配置されている。記録媒体は任意
に読出可能であり、光ディスクと呼ばれる。光ディスクの例として、ＣＤ及びＤＶＤ、並
びに、ブルーレイディスク（ＢＤ）と呼ばれる、青色レーザを用いる高密度光ディスクが
ある。ＤＶＤに関する更なる詳細は、ＥＣＭＡ－２６７：１２０ｍｍＤＶＤ－Ｒｅａｄ－
Ｏｎｌｙ　Ｄｉｓｃ－（１９９７）を参照して見つけられる。情報は、トラック沿いの任
意に検出可能なマークによって情報層に表される。
【００２０】
　記録媒体１１は、ファイル管理システムの制御下においてブロックでデジタル情報を搬
送するためのものである。情報は、連続して再生されるべき実時間情報、具体的に、ＭＰ
ＥＧ２又はＭＰＥＧ４のようなデジタル符号化映像を表す情報を含む。
【００２１】
　新たな光ディスク規格では、高解像度映像は、双方向の視聴経験を作り出すようグラフ
ィック及びアプリケーションと結合され得る。例えば、映像は、視聴経験を高度なものと
すべく双方向アプリケーションと結合され得る。通常、かかるアプリケーションは、ユー
ザが映像コンテンツの再生を制御したり、観賞中のコンテンツに関して更なる情報を得た
り、あるいは、新しいサービスへのアクセスを得たりすることを可能にする。新しいサー
ビスのために、ユーザ装置は、例えばインターネットのようなネットワークへの接続を確
立する通信インターフェースを有することができる。この通信により、アプリケーション
は、例えば、電子商取引、賭け事及び情報サービスを、テレビ受像機（ＴＶ）のような表
示装置上で提供することができる。
【００２２】
　記憶媒体は、所定のデータ記憶フォーマットに従うコンテンツ情報及び関連する独自仕
様のデータ、例えば、映像及び、ボタン、グラフィック要素若しくはアニメーションのよ
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うな仮想オブジェクト、コンテンツ情報に関する背景情報、付加的なゲーム又は双方向ツ
ール等を記録している。コンテンツ情報及び関連する独自仕様のデータは、いわゆるスタ
ジオによって供給される。スタジオとは、コンテンツ提供者及び／又は所有者を意味する
。スタジオに関し、データはプロプライエタリ（proprietary）と呼ばれる。それは、夫
々のスタジオの制御下及び／又は処理にあることを意味する。所定のデータ記憶フォーマ
ットは、データが、適用される著作権条例に従う場合にのみ利用可能であるよう、例えば
暗号化方法を用いることによって、アクセス制御されることを可能にする。所定のデータ
アクセスフォーマットに従って特定のスタジオに関して作られた規則及びパラメータの組
は、アクセスポリシーと呼ばれる。
【００２３】
　図２は、実時間情報及びアクティブ情報を再生するレンダリング装置を示す。装置は、
記憶されている情報を取り出すヘッド２２を備える読出手段と、上述されたような記録媒
体１１のトラックを走査する走査手段とを有する。走査手段は、記録媒体１１を回転させ
る駆動ユニット２１と、トラック上で放射方向にヘッド２２を大雑把に位置付けるポジシ
ョニングユニット２５と、制御ユニット２０とを有する。ヘッド２２は、記録媒体の情報
層のトラック上の放射スポット２３に焦点を合わせる光学素子により導かれる放射ビーム
２４を生成する既知の種類の光システムを有する。放射ビーム２４は、放射線源、例えば
レーザダイオードによって生成される。ヘッド２２は、放射ビーム２４の焦点を当該ビー
ムの光軸に沿って動かす集束アクチュエータと、トラックの中心において放射方向でスポ
ット２３を精細に位置付けるトラッキングアクチュエータとを更に有する（図示せず。）
。
【００２４】
　制御ユニット２０は、制御ライン２６、例えばシステムバスを介して、制御されるべき
他のユニットへ接続されている。制御ユニット２０は、以下に記載されるような本発明に
従うプロシージャ及び機能を実行する、例えばマイクロプロセッサ、プログラムメモリ及
び制御ゲートのような制御回路を有する。制御ユニット２０は、また、論理回路において
状態機械としても実施され得る。
【００２５】
　読出のために、情報層によって反射された放射線は、読出信号と、トラッキング誤差及
び集束誤差信号を含み、前出のトラッキングアクチュエータ及び集束アクチュエータを制
御する更なる検出器信号とを生成するための、ヘッド２２にある、例えば四象限ダイオー
ドのような通常の種類の検出器によって検出される。読出信号は、記憶されている情報（
記憶情報）をレンダリングし、記憶情報を表示する表示信号を生成し、コンピュータモニ
タ又はＴＶセットのような表示部において記憶情報に含まれる仮想オブジェクトにアクセ
スするよう、レンダリング装置３０によって処理される。表示は、例えば、実時間情報の
再生中に双方向のユーザインターフェース又はアニメーションにおいてコマンドを読み出
すボタンのような仮想オブジェクトを表示して実行することを含む。
【００２６】
　本発明に従って、装置は、アプリケーションを実行するアクセス制御ユニット３１を有
する。アプリケーションは、通常はソフトウェアを介してスタジオによって、レンダリン
グ装置において機能を利用可能にする。アプリケーションは、例えば、レンダリング装置
の製造者といった異なる出所によって供給されても、あるいは、独立したソフトウェア会
社による汎用型のアプリケーションであっても良い。本発明に従うアクセス制御ユニット
３１の具体的な機能は、スタジオアプリケーション及びいわゆるクロススタジオアプリケ
ーションを実行することである。これは、図３を参照して以下で更に説明される。アプリ
ケーション、アプリケーションの部分又は関連する機能は、アクセス制御ユニット３１に
ある常駐の機能として実施されても良いことが知られる。代替的に、アプリケーションは
、例えばインターネットのようなネットワークを介して又は更なる情報媒体を介して、記
録媒体上に供給され得る。アクセス制御ユニット３１は、制御ユニット２０におけるソフ
トウェア機能として、レンダリングユニット３０の一部として、又は別個のユニットとし
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て実施されても良い。
【００２７】
　装置は、例えばＤＶＤ＋ＲＷ又はＢＤ－ＲＷのような書き込み又は書き換えが可能な種
類の記録媒体１１に情報を書き込むよう配置され得る。その場合に、装置は、入力情報を
処理して、ヘッド２２を駆動するよう書き込み信号を生成する書込ユニット２９を有する
。
【００２８】
　レンダリングシステムの実施例では、レンダリング装置は、遠く離れた装置からコンテ
ンツデータ及び関連する独自仕様データを取り出すことができる。ユーザの位置にあるレ
ンダリング装置は、ネットワークを介してサーバへ接続され得る。ユーザ装置、例えばセ
ットトップボックス（ＳＴＢ）は、放送データ、例えば映像を受信する受信器を有する。
ユーザ装置は、例えばインターネットのようなネットワークへ装置を接続するためのネッ
トワークインターフェース、例えばモデムを有する。サーバは、また、サーバ装置をネッ
トワークへ接続するネットワークインターフェースを有する。ネットワークへ接続可能で
あるユーザ装置は、また、マルチメディア装置（例えば、標準化されたマルチメディアホ
ームシステム（ＭＨＰ））、高性能の携帯電話、パーソナルデジタルアシスタント等を有
する。
【００２９】
　図３は、所定のデータアクセスフォーマットに従うアクセス制御を有するコンテンツ分
配システムを示す。システム３００は、第１のコンテンツデータ及び関連する独自仕様デ
ータを供給する第１のスタジオ３２と、第２のコンテンツデータ及び関連する独自仕様デ
ータを供給する第２のスタジオ３３とを有する。コンテンツを分配するために、システム
は、第１のコンテンツデータ及び第１の独自仕様データを有する第１の記録媒体３４と、
第２のコンテンツデータ及び第２の独自仕様データを有する第２の記録媒体３６とを更に
有する。代替的に、コンテンツデータ及び／又は独自仕様データは、異なるチャネル、例
えば、インターネットのようなネットワークによって分配され得る。第１のスタジオ３２
は、また、第１のコンテンツデータ及び関連する独自仕様データを扱う少なくとも１つの
スタジオアプリケーション３５を供給することができる。第２のスタジオ３３は、また、
対応する第２のデータを扱う少なくとも１つのスタジオアプリケーション３７を供給する
ことができる。
【００３０】
　レンダリング装置３９は、矢印３４′、３６′及び３８′によって示されるように、記
録媒体からコンテンツデータ及び関連する独自仕様データをレンダリングするために設け
られている。レンダリング装置は、表示部４０へ結合され得る。実施例では、レンダリン
グ装置３９は、ネットワークインターフェース（図３に図示せず。）を介してネットワー
クへ接続されており、ネットワークを介してコンテンツデータ及び／又は関連する独自仕
様データを受信することができる。アプリケーションは、また、効果的にレンダリング装
置で実行される。アプリケーションは、最初からレンダリング装置に含まれても、あるい
は、例えばネットワークを介して別々に分配されて、レンダリング装置に記憶されても良
い。記録媒体は、コンテンツデータ及び関連する独自仕様データを搬送するために使用さ
れるが、アプリケーションも搬送可能であることが知られる。
【００３１】
　夫々のスタジオは、各自のアクセスポリシーを有する。アクセスポリシーは、所定のア
クセス制御ユニットに従うパラメータ及び規則の組を意味する。第１のスタジオアプリケ
ーション３５は、第１のアクセスポリシーに従って第１の独自仕様データにアクセスする
ことができる。第２のスタジオアプリケーション３７は、第２の独自仕様データにアクセ
スすることができる。
【００３２】
　システムは、各自の独自仕様データ、対応する更なる記録媒体３８及び／又はアプリケ
ーションを夫々が有する更なるスタジオによって実行され得ることが知られるが、夫々の
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スタジオは、通常は、多数の組の独自仕様データ（例えば、映画著作物及びユーザのため
の対応する余分のもの（extras）。）を有し、一方、夫々の組（著作物）は、商業上多数
の記録媒体において扱われる。
【００３３】
　本発明に従って、クロスアクセスポリシーは、所定のデータアクセスフォーマットに従
って仮想エンティティ４２のために作られる。夫々のスタジオは、破線矢印によって示さ
れるように、仮想エンティティ４２のクロスアクセスポリシーに従って独自仕様データの
少なくとも一部４３、４４、４５を供給するよう適応する。アクセス制御は、当該データ
にアクセスするために仮想エンティティ４２のアクセスポリシーに従っている少なくとも
１つのクロススタジオアプリケーション４１へ供給される。記録媒体３４、３６、３８の
１つ及びそのアプリケーションをレンダリング装置３９へ適用することによって、装置は
、多数のスタジオが前出の独自仕様データの少なくとも一部４３、４４、４５にアクセス
するために、クロススタジオアプリケーション４１を実行することができる。
【００３４】
　図４は、コンテンツ分配システムで独自仕様データを管理する工程を示す。システムは
、図３に関連して記載された。当該方法は、以下のステップを有する。必要に応じて、ス
テップは繰り返されても、あるいは、異なる順序で実行されても良いことが知られる。第
１のステップ４０１で、スタジオに関するアクセスポリシーは、所定のデータアクセスフ
ォーマットに従って設定される。アクセスポリシーは、前出のコンテンツデータ及び関連
する独自仕様データへのアクセスを制御するアクセスパラメータを有する。第２のステッ
プ４０２で、少なくとも１つのスタジオアプリケーションは、当該データにアクセスする
夫々のスタジオのアクセスポリシーに従って供給される。第３のステップ４０３で、記録
媒体が製作される。この記録媒体は、夫々のスタジオのアクセスポリシーに従うコンテン
ツデータ及び関連する独自仕様データを含む。次のステップで、記録媒体は、レンダリン
グ装置へ適用される。このとき、レンダリング装置は、スタジオアプリケーションを実行
することを可能にされる。ステップ４１０の同様の手順は、更なるスタジオに関して実行
される。
【００３５】
　次のステップとして、当該方法は、仮想エンティティを生成し、所定のデータアクセス
フォーマットに従って対応するクロスアクセスポリシーを設定するステップ４２０を更に
有する。ステップ４２１で、第１のスタジオに関して、仮想エンティティのクロスアクセ
スポリシーに従う独自仕様データの少なくとも一部は、利用可能にされる。同様に、ステ
ップ４２２で、更なるスタジオのデータは利用可能にされる。ステップ４２３で、少なく
とも１つのクロススタジオアプリケーションは、当該データにアクセスする仮想エンティ
ティのアクセスポリシーに従って供給される。最後に、ステップ４２４で、レンダリング
装置は、記録媒体をレンダリングする場合に、クロススタジオアプリケーションを実行し
、多数のスタジオが前出の独自仕様データの少なくとも一部にアクセスすることを可能に
される。
【００３６】
　図５は、サブディレクトリを有するメモリ構造を示す。メモリ構造は、再生装置にある
局所記憶ユニット、例えばハードディスク又はソリッドステートメモリに埋め込まれ得る
。図は、左側に、多数のスタジオ、例えば、ワーナー（Warner）、ディズニー（登録商標
）（Disney）及びパラマウント（Paramount）に関するサブディレクトリを有する第１の
メモリ構造５１を図式的に示す。夫々のサブディレクトリは、夫々のスタジオのアクセス
ポリシーを基にアクセス制御をされる。各サブディレクトリには、スタジオの具体的な著
作物及び記録媒体に関連する更なるサブディレクトリが存在する（例えば、ワーナーのＤ
ｉｓｃ＿Ａ５Ｆ５２５Ｂ９。）。右側の図は、多数のスタジオに関して同じサブディレク
トリを有する第２のメモリ構造５２を示す。
【００３７】
　更に、多数のサブディレクトリは、クロスアクセスポリシーに従って供給される。第１
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の例では、カタログ（Catalog）と名付けられたサブディレクトリ５３は、局所記憶部（L
ocal　Storage）のルートディレクトに示されている。代替的に、あるいは更に、カタロ
グと名付けられた少なくとも１つの更なるサブディレクトリ５４、５５は、特定のスタジ
オのディレクトリに示されている。留意すべきは、このディレクトリは、クロスアクセス
ポリシーに従ってアクセス制御をされる点である。それは、仮想エンティティを介して供
給される如何なるアプリケーションによってもアクセスされ得ることを意味する。
【００３８】
　図は、例えば特定のサブディレクト名のような所定の識別子を有するよう、あるいは、
例えばルートディレクトにあるような所定の一般的場所を有するよう、あるいは、例えば
所定のスタジオディレクトにあるような所定のスタジオ依存の場所を有するよう、クロス
アプリケーションクラスのサブディレクトリを示す。
【００３９】
　このようなサブディレクトリは、スタジオの夫々の著作物の独自仕様データの一部に適
合することが知られる。このようなデータは、最初から夫々の記録媒体上で分配されても
、あるいは、インターネットのようなネットワークを介して別々に分配されても良く、あ
るいは、局所記憶部へ複製されても良い。
【００４０】
　留意すべきは、特定のスタジオからのディスク上の全てのデータは、レンダリング装置
から発せられた幾つかのアプリケーションの可能性のみを除いて、そのスタジオからのア
プリケーションの制御下にある。アクセス制御の意図は、他のスタジオがそのデータへの
ランダムなアクセスを有し、そのデータを自身に有利に扱うことを防ぐことである。その
目的を達成するために、特定のスタジオからのディスクに関連付けられた局所記憶部にお
ける全てのデータは、図５で第１の構造５１において示されるように、そのスタジオのサ
ブディレクトリに記憶される。スタジオサブディレクトリにあるデータへのファイルアク
セスは、そのスタジオのアプリケーションにのみ認められる。アプリケーションは、スタ
ジオによってサインされ、且つ、アプリケーションの証明書を評価することによってその
スタジオのものであると立証される。再生装置の機能を意味するセキュリティマネージャ
は、スタジオがサインしたアプリケーションのみがそのスタジオのサブディレクトへのア
クセスを有するようにファイル承認を設定する。
【００４１】
　幾つかの場合において、例えば、カタログが全てのスタジオの全てのディスクにアクセ
スを確立されるべき場合には、特定のスタジオのものではないアプリケーションが、本来
そのスタジオによって制御されるデータへのアクセスを必要とする。説明されるように、
クロスアクセスと呼ばれる特別の承認タイプは、１よりも多いスタジオからの独自仕様デ
ータへのアクセスを必要とする、クロスアプリケーションクラスと呼ばれるアプリケーシ
ョンの特定のクラスのために作られている。対応する仮想エンティティは、クロススタジ
オアプリケーションクラス・サブディレクトへのアクセス承認を認めることを可能にする
ために導入される。アクセスは、スタジオに対する誓約に基づいては認められず、特定の
ディレクトリに関する信用証明物（credential）の有無に基づき認められる。これは、ア
プリケーションが、それがクロスアクセスタイプであることによってその信用証明物を与
えられ、所定のアクセス制御フォーマットに関する所与の規則に追随するためである。従
って、仮想エンティティのアクセスポリシーは、クロススタジオアプリケーションが特定
の独自仕様データにアクセスしても良いという許可を認めることを含む。この許可は、所
定の規則に追随する資格を得ているクロススタジオアプリケーションに基づく。
【００４２】
　第１の例は、認証を得たレビューアプリケーションによって書き込まれるべき、特定の
スタジオの記憶部にあるレビューサブディレクトリに関する特定の信用証明物である。こ
の信用証明物は、夫々のサブディレクトを直接に参照するために定義され得、あるいは、
スタジオは、プロキシによって信用証明物を生成することができる。例えば、ルート：＼
ワーナー＼レビューへのアクセスは、仮想エンティティからのレビューアプリケーション
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に認められる。それがそのカテゴリに属することを示すことができる如何なるアプリケー
ションも、ルート：＼ワーナー＼レビューへのアクセスを含め、レビューアプリケーショ
ンに関して定義される全てへのアクセスを得る。
【００４３】
　第２の例は、スタジオごとに、クロスアクセスポリシーに従ってアクセス可能なスタジ
オサブディレクトリを生成することである。スタジオサブディレクトリの夫々は、他のス
タジオからは遮断されているが、ディスクが再生装置にない場合にもビデオマネージャア
プリケーション（再生装置にあるＶＭ）がアクセス可能な一般データに関するサブディレ
クトリを有する。このサブディレクトリは、再生装置によって見られる全ての記録媒体の
オーバービューを可能にするようカタログデータを格納するために使用され得る。スタジ
オは、ディスク上のカタログディレクトリにデータを置くことによってこのディレクトリ
において複製されることを可能にする如何なるデータも置くことができる。代替的に、ス
タジオは、また、いずれかの必要とされる独自仕様データを再生装置においてカタログサ
ブディレクトリへ複製するために、ディスク上のカタログサブディレクトリを使用するこ
とをやめて且つ／あるいはそれ自体のスタジオアプリケーションを供給するよう選択され
得る。カタログデータ又は更なる付加的データのような独自仕様データは、インターネッ
トのようなネットワークを介して分配され得ることが知られる。その場合に、クロススタ
ジオアプリケーションは、例えば、そのスタジオの記録媒体が再生される場合は、ネット
ワークを介して独自仕様データにアクセスすることができる。
【００４４】
　図５中で“カタログ（Catalog）”と名付けられたサブディレクトリに置かれている如
何なるデータも、クロスアプリケーションクラスの一般的アプリケーションによってアク
セス可能である。カタログディレクトリがスタジオディレクトリのサブディレクトリであ
る場合は、そのスタジオしかそのディレクトリに書き込むことができない。再生装置の収
集カタログプログラムはデータを読み出すことができる。カタログ製作アプリケーション
は、標準化されたメタデータに関して新しいディスクを自動的に走査する常駐コードであ
りうる。このスタジオ独自仕様データは、スタジオのカタログサブディレクトリに複製さ
れる。スタジオが望むならば、スタジオは、余分の独自仕様データを、それを自動転送の
ために記録媒体上のカタログサブディレクトリに置くことによって利用可能にすることが
できる。代替的に、スタジオアプリケーションは、このようなデータを再生装置のメモリ
に複製することができる。一般的メタデータは、ルート内のカタログサブディレクトリへ
複製され得る。スタジオは、そこではそのデータに接することができず、明白にそうする
ことを認められない限り、再生装置の常駐コードにしか接することができない。
【００４５】
　更なる例は、要約アプリケーションである。これは、例えば、重要な場面及び断片を取
り出すことによって、映像著作物の要約を作る。要約アプリケーションは、また、ある基
準又は題材に従って、異なるスタジオからの異なる映像プログラムの要約をまとめること
ができる。スタジオは、このような要約アプリケーションが有効に機能することを可能に
するよう特定のデータへのアクセスを許可することができる。
【００４６】
　図６は、ファイルアクセス制御メカニズムを示す。図は、多数のスタジオに関してルー
トディレクトリ６１及びスタジオサブディレクトリ６２を有するファイルシステム６０を
示す。夫々のスタジオは、多数の映画に関する更なる映画サブディレクトリ６３を有する
ことができる。夫々のディレクトリにはファイルが存在し、例えば、サブディレクトリ６
３“ｍｏｖｉｅ１ａ”には、映像ファイル６９と、“Ｘｌｅｔ１ａ”と呼ばれるアプリケ
ーションファイル６４とがあり、更なるサブディレクトリ“Ｍｏｖｉｅ１ｂ”及び“Ｍｏ
ｖｉｅ１ｃ”には、“Ｘｌｅｔ１ｂ”と呼ばれるアプリケーション７０と、“Ｘｌｅｔ１
ｃ”と呼ばれるアプリケーション７１とが夫々存在する。夫々のサブディレクトリ又はフ
ァイルは、サブディレクトリにアクセスする異なるユーザに関して読出及び書込を行う権
利を示す認証識別子、例えば“ＵＮＩＸ（登録商標）認証”を有する。データアクセスフ
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ォーマットに従って、夫々のアプリケーションは信用証明物６５を有する。これは、アク
セス権限を示す付加的な量のデータ（通常は別個のファイルにある。）であり、独自仕様
データにアクセスするためのアクセスパラメータを含みうる。留意すべきは、アプリケー
ション７０（Ｘｌｅｔ１ｂ）は、ファイル６９（グループ読出アクセスを有するＡ／Ｖ２
）への読出アクセスを得るが、矢印６８によって示されるように、アプリケーション６４
（映画所有者によるアクセスしか有さないＸｌｅｔ１ａ）を起動することは認められない
点である。アプリケーション７１（Ｘｌｅｔ３ａ）は、アプリケーション６４（Ｘｌｅｔ
１ａ）及びファイル６９（Ａ／Ｖ２）と同じグループ（Ｓｔｕｄｉｏ１）にないので、そ
れは、矢印６７によって示されるようなファイル６９（Ａ／Ｖ２）へのアクセスを得るた
めに、例えばＳｔｕｄｉｏ１によってサインされた特別の信用証明物６５を必要とする。
【００４７】
　図６に示されるデータアクセスフォーマットの実施例はＪＡＶＡ（登録商標）に基づき
、ブルーレイディスクＲＯＭのフル機能モードにおいて使用され得る。このようなＢＤ－
ＲＯＭ再生装置は、小さなアプリケーション（通常Ｘｌｅｔと呼ばれるプログラム）を実
行することができるＪａｖａ（登録商標）仮想マシン（ＪＶＡ）を有する。このような柔
軟且つ強力なレンダリングマシンは、また、ネットワーク接続を有することができ、ハー
ドディスクドライブ（ＨＤＤ）の形式で局所記憶部を有することができる。コンテンツ所
有者、即ちスタジオは、ＢＤ－ＲＯＭディスクにおいて又はネットワーク接続を介して、
映画とともにアプリケーション及びメタデータを分配することができる。ここで、スタジ
オアプリケーション及びメタデータは、独自仕様データの例である。このようなシステム
の標準的なアクセス制御では、如何なるアクセスパラメータも保護記憶場所に記憶する元
のアプリケーション（キーロッカーへの権利設定（putting　rights　into　KeyLocker）
とも呼ばれる。）しかそれらを取り出すことができない。
【００４８】
　クロスアクセスポリシーは、ある消費者期待及びスタジオビジネスモデルを適合させる
ことができる。アプリケーションの３つの例は、以下の通りである：
・　（異なるアプリケーションＩＤを有する）異なる第三者開発者は、スタジオごとのア
プリケーションを開発することができる。このとき、スタジオは、かかるアプリケーショ
ンがそれらの関連するＡ／Ｖコンテンツを共有することを望む。
・　スタジオは、例えば、アプリケーションがコンテンツのカタログを作ることを可能に
する目的等のために、それらの使用権限の幾つかへのアクセスを他のスタジオに与えるこ
とができる。
・　（製造者によってＪＶＭの一部として再生装置に組み込まれた）そもそものＪａｖａ
（登録商標）コードは、スタジオのＡ／Ｖコンテンツへのアクセスを与えられる必要があ
りうる。
【００４９】
　ＭＨＰ（上記参照）に従うデータアクセスフォーマットは、ブラウジングや、Ａ／Ｖデ
ータとの相互作用等のためにセットトップボックス（ＳＴＢ）でＪａｖａ（登録商標）Ｘ
ｌｅｔの実行を可能にするＪａｖａ（登録商標）のサブセット及び拡張子である。アプリ
ケーションがロードされる場合に、そのアプリケーションは最初にシステムによって認証
される。続いて、システムは、そのアプリケーションが属するグループ（“organization
_id”）であるホームディレクトリにより、（ＵＮＩＸ（登録商標）動作システムに類似
する）システム上で（“application_id”に基づく）ユーザとしてアプリケーションを扱
う。アプリケーションは、（認証要求ファイルと呼ばれる）アクセスポリシーに従うアク
セスパラメータを伴う。アクセスポリシーにより、アプリケーションは、アクセスポリシ
ーファイルに依存して認められ得るシステム（ネットワークアクセス等。）からの特定の
リソースを要求する。
【００５０】
　その後、データアクセスフォーマットは、レンダリング装置の局所記憶部に記憶されて
いるデータへ二層アクセス構造を定義するために以下の特性を使用する：
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１．　ＵＮＩＸ（登録商標）認証権限：（即ち、デフォルトポリシー）データは通常のデ
ィレクトリ階層でファイルとして記憶される。全てのファイル及びディレクトリは、レベ
ル、即ち：
ａ．　アプリケーション（データを生成したアプリケーション）、
ｂ．　組織（organization）（生成するアプリケーションと同じ組織に属するアプリケー
ション）、
ｃ．　世界（world）（全てのアプリケーション）
ごとに読出／書込アクセス認証６６を与えられる（ＭＨＰ、Section-12.6.2.7.2参照。）
。
２．　信用証明物メカニズム：上記のメカニズムに優先し且つより精細なアクセスを提供
すること。ファイル／ディレクトリの所有者は、信用証明物６５を用意することができる
。信用証明物６５は、（例えば他のグループからの）他のアプリケーションがかかるファ
イル／ディレクトリにアクセスすることができる（サイン付きの）声明である。信用証明
物６５は、上述された認証要求ファイルに含まれる。アプリケーションをロードする際、
システムは、信用証明物及びポリシーファイルに基づき、アプリケーションが付加ファイ
ルへのアクセスを得るべきことを決定することができる（ＭＨＰ、Section-12.6.2.6参照
。）。前出のディレクトリ／ファイルアクセス制御メカニズムは、ＢＤ－ＲＯＭのような
記録媒体のために使用され得る。その場合に、“application_id”は、特定のディスクに
関連付けられたアプリケーションに対応し、“organization_id”はスタジオに対応する
。
【００５１】
　クロススタジオアプリケーションに関し、クロスアクセスポリシーを有する仮想エンテ
ィティは、上述されたように生成される。クロススタジオアプリケーション（第三者）は
、スタジオと契約人との間の信頼の度合い及びスタジオが望む制御のレベルに依存して、
アウトソーシングのスタジオの下にある特定のディレクトリに存在しうるか、あるいは、
それら自体のサブディレクトリを有しうる。後者の場合には、信用証明物に基づくアクセ
スメカニズムは、依然として、スタジオがそのコンテンツをクロスアクセスアプリケーシ
ョンが利用可能なようにすることを許可することができる。同様に、如何なるスタジオに
も関連付けられていないそもそものＪａｖａ（登録商標）コード（上記のSectionでの最
初の意見）は、クロスアクセスポリシーに基づく適切な信用証明物とともにスタジオコン
テンツへのアクセスを与えられ得る。
【００５２】
　上述されたようなアクセス制御機能を提供するアクセス制御ユニット３１は、ユーザ装
置で実行するためのコンピュータプログラムプロダクトによって提供され得ることが知ら
れる。プログラムは、例えばラップトップコンピュータのような典型的なユーザ装置のプ
ロセッサに、アクセス制御フォーマットに従う独自仕様のデータを扱うステップを実行さ
せるよう動作する。アプリケーションは、記録媒体上で、例えばインターネットを介して
、ソフトウェアプラグインとして割り当てられても、あるいは、いずれかの他のアプリケ
ーション及びオーディオ／ビデオコンテンツとともに放送を介して送信されても良い。ロ
ードされる場合にソフトウェアはアプリケーションを提供するので、アプリケーションは
アクセスポリシーに従って独自仕様のデータにアクセスする。
【００５３】
　本発明は、光ディスクに基づく実施例によって主に説明されてきたが、他の記憶媒体が
利用されても良い。しかし、留意すべきは、本発明は、特に、ユーザのレンダリング装置
においてスタジオによって提供されたデータに対するセキュリティポリシーに関する点で
ある。夫々のスタジオは、そのスタジオに関連するデータを記憶することができる局所記
憶容量を与えられる。そのデータに関するアクセスポリシーは、そのスタジオからである
と確認されるアプリケーションしかそのデータへのアクセスを有さないことである。例え
ば、認証はＪａｖａ（登録商標）言語を用いて与えられうる。アプリケーションは、アク
セスポリシーのパラメータファイルと比較される認証要求ファイルを有する。要求される
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認証がアクセスポリシーによって認められる場合は、各自のリソースはアプリケーション
に開放される。クロススタジオアプリケーションは、例えば、特定の名称を有するサブデ
ィレクトリにおいて、特定の独自仕様データへのアクセスを認められる。仮想エンティテ
ィは、各自のクロスアクセスポリシーに従うアクセスを要求する全てのクロススタジオア
プリケーションを認証しうる。
【００５４】
　本明細書中、語「有する（comprising）」は、挙げられている以外の他の要素又はステ
ップの存在を除外するわけではなく、要素の前に付される語「１つの（a／ａｎ）」は、
かかる要素の複数個の存在を除外するわけではなく、如何なる参照符号も、特許請求の範
囲の適用範囲を限定しているわけではなく、本発明は、ハードウェア及びソフトウェアの
いずれによっても実施され得、幾つかの「手段（means）」は、ハードウェアの同じ物品
によって表され得ることが知られる。更に、本発明の適用範囲は実施例に限定されず、本
発明は、ありとあらゆる新規の特徴又は上述される特徴の組み合わせにある。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】記憶媒体を示す。
【図２】レンダリング装置を示す。
【図３】所定のデータアクセスフォーマットに従うアクセス制御を有するコンテンツ分配
システムを示す。
【図４】コンテンツ分配システムで独自仕様データを管理する工程を示す。
【図５】サブディレクトリを有するメモリ構造を示す。
【図６】ファイルアクセス制御のメカニズムを示す。

【図１】 【図２】

【図３】
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