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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デジタルコンテンツを公表し、ライセンスサーバが前記コンテンツに対応するライセン
スを、前記コンテンツをレンダリングすることを望む１または複数のユーザのコンピュー
タに発行することを可能にする方法であって、
　前記ライセンスサーバと通信するクライアントデバイスにおいて、コンテンツ鍵ＣＫに
従って前記コンテンツを暗号化し、暗号化コンテンツＣＫ（ｃｏｎｔｅｎｔ）を得ること
、
　前記クライアントデバイスが、対称鍵ＤＥＳ１を生成すること、
　前記クライアントデバイスが、前記対称鍵ＤＥＳ１に従って前記コンテンツ鍵ＣＫを暗
号化し、暗号化されたコンテンツ鍵ＤＥＳ１（ＣＫ）を得ること、
　前記クライアントデバイスが、前記コンテンツに関連する権利データを生成すること、
　前記クライアントデバイスが、前記対称鍵ＤＥＳ１に従って前記権利データを暗号化し
、前記暗号化された権利データＤＥＳ１（ｒｉｇｈｔｓｄａｔａ）を得ること、
　前記クライアントデバイスが、前記ライセンスサーバの公開鍵ＰＵ－ＤＲＭに従って前
記対称鍵ＤＥＳ１を暗号化して、暗号化された対称鍵ＰＵ-ＤＲＭ（ＤＥＳ１）を得るこ
と、
　前記クライアントデバイスが、前記暗号化された権利データＤＥＳ１（ｒｉｇｈｔｓｄ
ａｔａ）と前記暗号化されたコンテンツ鍵ＤＥＳ１（ＣＫ）と前記暗号化された対称鍵Ｐ
Ｕ－ＤＲＭ（ＤＥＳ１）を権利ラベルとして前記ライセンスサーバに提出し、前記ライセ
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ンスサーバは、前記権利ラベルが有効か否かを検査し、有効ならば、前記公開鍵ＰＵ－Ｄ
ＲＭに対応する前記ライセンスサーバの秘密鍵ＰＲ－ＤＲＭに基づいた、および前記暗号
化された権利データの少なくとも一部に基づいたデジタル署名を生成して該デジタル署名
で前記権利ラベルに署名することにより、署名付き権利ラベル（ＳＲＬ）を得て、該ＳＲ
Ｌを前記クライアントデバイスに戻すこと、
　前記クライアントデバイスが、前記戻されたＳＲＬを受け取り、前記受け取ったＳＲＬ
を前記暗号化コンテンツＣＫ（ｃｏｎｔｅｎｔ）と連結してコンテンツパッケージを形成
すること、
　前記クライアントデバイスから前記コンテンツパッケージを前記１または複数のユーザ
のコンピュータに配信すること、および
　前記ライセンスサーバが、
　　前記１または複数のユーザのコンピュータのうちのあるユーザのコンピュータから、
前記コンテンツに対応する前記ライセンスを求める要求であって、前記コンテンツパッケ
ージから取り出された前記ＳＲＬを含むライセンス要求を受け取り、
　　前記公開鍵ＰＵ－ＤＲＭに基づいて、および前記暗号化された権利データの少なくと
も一部に基づいて、前記受け取ったＳＲＬ内の前記権利ラベルに対する前記デジタル署名
を検査し、
　　前記秘密鍵ＰＲ－ＤＲＭを用いて前記ＳＲＬ内の前記暗号化された対称鍵ＰＵ－ＤＲ
Ｍ（ＤＥＳ１）を解読することにより、前記対称鍵ＤＥＳ１を取得し、該取得した対称鍵
ＤＥＳ１を用いて前記ＳＲＬ内の前記暗号化された権利データＤＥＳ１（ｒｉｇｈｔｓｄ
ａｔａ）を解読することにより、前記権利データを取得し、該取得した権利データをレビ
ューして、前記ユーザのコンピュータがライセンスを受ける権利があるか否かを判断し、
　　ライセンスを受ける権利があると判断したとき、前記対称鍵ＤＥＳ１を用いて前記Ｓ
ＲＬ内の前記暗号化されたコンテンツ鍵ＤＥＳ１（ＣＫ）を解読することにより、前記コ
ンテンツ鍵ＣＫを取得して、該取得したコンテンツ鍵ＣＫを、前記ユーザのコンピュータ
によるアクセスが可能な形で暗号化し、該暗号化されたコンテンツ鍵ＣＫを含む前記ライ
センスを、前記ユーザのコンピュータに発行すること
　を備えたことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記暗号化されたコンテンツ鍵ＤＥＳ１（ＣＫ）を得た後に、前記暗号化されたコンテ
ンツ鍵ＤＥＳ１（ＣＫ）を解読することによってのみコンテンツ鍵ＣＫを取得できるよう
に、前記コンテンツ鍵ＣＫを破棄することをさらに備えたことを特徴とする請求項１に記
載の方法。
【請求項３】
　前記コンテンツ鍵ＣＫは、対称コンテンツ鍵ＣＫであり、
　前記クライアントデバイスは、前記対称コンテンツ鍵ＣＫに従って前記コンテンツを暗
号化し、前記対称コンテンツ鍵で暗号化された前記暗号化コンテンツＣＫ（ｃｏｎｔｅｎ
ｔ）を得ることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記権利データは、前記コンテンツをレンダリングする権利を有するエンティティのリ
ストと、前記コンテンツをレンダリングすることに関して各エンティティが有する権利と
を含み、各エンティティは、ユーザおよびユーザクラスのうちの１つであることを特徴と
する請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記権利データは、各エンティティが前記権利を実施するための前提条件をさらに含む
ことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記クライアントデバイスが、前記暗号化された権利データＤＥＳ１（ｒｉｇｈｔｓｄ
ａｔａ）と、前記暗号化されたコンテンツ鍵ＤＥＳ１（ＣＫ）と、前記暗号化された対称
鍵ＰＵ－ＤＲＭ（ＤＥＳ１）と、前記コンテンツのＩＤを含む前記コンテンツに関する情
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報とを、前記権利ラベルとして前記ライセンスサーバに提出することを備えたことを特徴
とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ライセンスサーバは、前記ライセンスサーバの所在を見つけるためのアドレス情報
を含む前記ライセンスサーバに関する情報を、前記権利ラベルに追加し、前記ライセンス
サーバに関する情報を含む前記ＳＲＬを前記クライアントデバイスに戻し、前記方法は、
　前記クライアントデバイスが、前記ライセンスサーバに関する情報を含む、前記戻され
たＳＲＬを受け取ること
　を備えたことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　コンテンツパッケージが配信されたユーザのコンピュータに、ライセンスサーバがデジ
タルライセンスを提供する方法であって、前記ライセンスは、前記ユーザのコンピュータ
において該ライセンスに対応する公表されたデジタルコンテンツをレンダリングすること
を可能にし、前記ユーザのコンピュータに配信されている前記コンテンツパッケージは、
コンテンツ鍵ＣＫに従って前記コンテンツを暗号化した暗号化コンテンツＣＫ（ｃｏｎｔ
ｅｎｔ）と、署名付き権利ラベル（ＳＲＬ）とを含み、該方法は、
　前記ライセンスサーバが、前記ユーザのコンピュータから、前記ＳＲＬと前記ユーザの
コンピュータのユーザ鍵とを、前記ライセンスを求めるライセンス要求の一部として受け
取り、前記ＳＲＬは、対称鍵ＤＥＳ１で暗号化されたコンテンツ鍵ＤＥＳ１（ＣＫ）、前
記対称鍵ＤＥＳ１で暗号化された権利データＤＥＳ１（ｒｉｇｈｔｓｄａｔａ）、および
前記ライセンスサーバの公開鍵ＰＵ－ＤＲＭで暗号化された対称鍵ＰＵ－ＤＲＭ（ＤＥＳ
１）を含む権利ラベルと、前記公開鍵ＰＵ－ＤＲＭに対応する前記ライセンスサーバの秘
密鍵ＰＲ－ＤＲＭに基づいた、および前記暗号化された権利データの少なくとも一部に基
づいた、前記権利ラベルに対する該ライセンスサーバのデジタル署名とを含むこと、
　前記ライセンスサーバが、前記受け取ったＳＲＬ内の前記ライセンスサーバの署名にア
クセスすること、
　前記公開鍵ＰＵ－ＤＲＭに基づいて、および前記暗号化された権利データの少なくとも
一部に基づいて、前記受け取ったＳＲＬ内の前記ライセンスサーバの署名を、前記ライセ
ンスサーバ自身が検査すること、
　前記ライセンスサーバが、前記秘密鍵ＰＲ－ＤＲＭを用いて前記ＳＲＬ内の前記暗号化
された対称鍵ＰＵ－ＤＲＭ（ＤＥＳ１）を解読することにより、前記対称鍵ＤＥＳ１を取
得し、該取得した対称鍵ＤＥＳ１を用いて前記ＳＲＬ内の前記暗号化された権利データＤ
ＥＳ１（ｒｉｇｈｔｓｄａｔａ）を解読することにより、前記権利データを取得すること
、
　前記ライセンスサーバが、前記取得した権利データをレビューして、前記ユーザのコン
ピュータが前記ライセンスを受ける権利があるか否かを判断すること、および
　前記ユーザのコンピュータが前記ライセンスを受ける権利があると判断したとき、前記
ライセンスサーバが、
　　前記対称鍵ＤＥＳ１を用いて前記ＳＲＬ内の前記暗号化されたコンテンツ鍵ＤＥＳ１
（ＣＫ）を解読することにより、前記コンテンツ鍵ＣＫを取得し、
　　前記取得したコンテンツ鍵ＣＫを、前記ユーザ鍵に従って暗号化し、
　　前記ユーザ鍵に従って暗号化されたコンテンツ鍵ＣＫを含む前記ライセンスを、前記
ユーザのコンピュータに発行すること
　を備えたことを特徴とする方法。
【請求項９】
　前記ユーザ鍵は、ユーザの公開鍵ＰＵ－ＵＳＥＲであり、前記ライセンスサーバは、前
記ユーザのコンピュータが前記ライセンスを受ける権利があると判断したとき、前記取得
したコンテンツ鍵ＣＫを、前記ユーザの公開鍵ＰＵ－ＵＳＥＲに従って暗号化し、該ユー
ザの公開鍵で暗号化されたコンテンツ鍵ＰＵ－ＵＳＥＲ（ＣＫ）を含む前記ライセンスを
、前記ユーザのコンピュータに発行し、これにより、前記ユーザのコンピュータは、前記
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ユーザの公開鍵ＰＵ－ＵＳＥＲに対応する自身の秘密鍵ＰＲ－ＵＳＥＲを、前記ユーザの
公開鍵で暗号化されたコンテンツ鍵ＰＵ－ＵＳＥＲ（ＣＫ）に適用することによって、前
記ライセンスから前記コンテンツ鍵ＣＫにアクセスすることができ、および前記コンテン
ツ鍵ＣＫを前記暗号化コンテンツＣＫ（ｃｏｎｔｅｎｔ）に適用することによって前記コ
ンテンツを得ることができることを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記取得した権利データは、前記コンテンツをレンダリングする権利を有するエンティ
ティのリストと、前記コンテンツをレンダリングすることに対して各エンティティが有す
る権利とを含み、前記方法は、前記ライセンスサーバが、
　前記取得した権利データをレビューして、前記ライセンスを要求するユーザのコンピュ
ータが、前記コンテンツをレンダリングする権利を有するユーザのコンピュータであるか
否かを判断することと、
　前記コンテンツをレンダリングする権利を有すると判断したとき、前記権利データに基
づいて前記コンテンツをレンダリングすることに対して前記ユーザのコンピュータが有す
る各権利を含む前記ライセンスを、前記ユーザのコンピュータに発行することを備えたこ
とを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記取得した権利データはさらに、各エンティティが前記権利を実施するための前提条
件を含み、
　前記ユーザのコンピュータは、前記権利を有するとき前記ライセンスサーバは、前記コ
ンテンツをレンダリングすることに対して前記ユーザのコンピュータが有する各権利と、
前記権利データに基づいて各権利を実施するための前記前提条件とを含む前記ライセンス
を、前記ユーザのコンピュータに発行することを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　コンテンツ所有者のクライアントデバイスが、発行されたデジタルコンテンツの権利デ
ータを変更し、該変更された権利データに対するデジタルライセンスを、ライセンスサー
バから前記コンテンツのレンダリングを望む１または複数のユーザのコンピュータに提供
するための方法であって、前記コンテンツ所有者のクライアントデバイスは、コンテンツ
鍵ＣＫで前記コンテンツを暗号化した暗号化コンテンツＣＫ（ｃｏｎｔｅｎｔ）と、該暗
号化コンテンツＣＫ（ｃｏｎｔｅｎｔ）に連結された署名付き権利ラベル（ＳＲＬ）と、
前記コンテンツをレンダリングするために前記ライセンスサーバから発行された前記コン
テンツに対応するデジタルライセンスとを有し、前記ライセンスは、前記コンテンツ所有
者のクライアントデバイスのユーザ鍵に従って暗号化されたコンテンツ鍵ＣＫ、および前
記ユーザ鍵に従って暗号化された対称鍵ＤＥＳ１を含み、該方法は、
　前記クライアントデバイスが、前記ユーザ鍵に従って暗号化された対称鍵ＤＥＳ１を前
記ライセンスから取り出すこと、
　前記クライアントデバイスが、前記ユーザ鍵に従って暗号化された対称鍵ＤＥＳ１を解
読し、対称鍵ＤＥＳ１を得ること、
　前記クライアントデバイスが、前記対称鍵ＤＥＳ１に従って暗号化されたコンテンツ鍵
ＤＥＳ１（ＣＫ）と、前記対称鍵ＤＥＳ１に従って暗号化された権利データＤＥＳ１（ｒ
ｉｇｈｔｓｄａｔａ）と、前記ライセンスサーバの公開鍵ＰＵ－ＤＲＭに従って暗号化さ
れた対称鍵ＰＵ－ＤＲＭ（ＤＥＳ１）と、前記公開鍵ＰＵ－ＤＲＭに対応する前記ライセ
ンスサーバの秘密鍵ＰＲ－ＤＲＭに基づいた、および前記暗号化された権利データＤＥＳ
１（ｒｉｇｈｔｓｄａｔａ）の少なくとも一部に基づいた前記ライセンスサーバによるデ
ジタル署名とを含む前記ＳＲＬから、前記暗号化された権利データＤＥＳ１（ｒｉｇｈｔ
ｓｄａｔａ）を取り出すこと、
　前記クライアントデバイスが、前記対称鍵ＤＥＳ１を前記暗号化された権利データＤＥ
Ｓ１（ｒｉｇｈｔｓｄａｔａ）に適用して、前記権利データを得ること、
　前記クライアントデバイスにおいて、前記権利データを望み通りに変更すること、
　前記クライアントデバイスが、前記変更された権利データを前記対称鍵ＤＥＳ１に従っ
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て暗号化して、暗号化された変更済み権利データＤＥＳ１（ａｌｔｅｒｅｄｒｉｇｈｔｓ
ｄａｔａ）を得ること、
　前記クライアントデバイスが、前記暗号化された変更済み権利データＤＥＳ１（ａｌｔ
ｅｒｅｄｒｉｇｈｔｓｄａｔａ）と前記暗号化されたコンテンツ鍵ＤＥＳ１（ＣＫ）と前
記暗号化された対称鍵ＰＵ－ＤＲＭ（ＤＥＳ１）とを、再公表権利ラベルとして前記ライ
センスサーバに提出し、前記ライセンスサーバは、前記再公表権利ラベルが有効か否かを
検査し、有効ならば、前記秘密鍵ＰＲ－ＤＲＭに基づいた、および前記暗号化された変更
済み権利データＤＥＳ１（ａｌｔｅｒｅｄｒｉｇｈｔｓｄａｔａ）の少なくとも一部に基
づいた新たなデジタル署名を作成し、該新たな署名で前記再公表権利ラベルに署名するこ
とにより署名付き再公表権利ラベル（ＳＲＲＬ）を生成し、該ＳＲＲＬを前記クライアン
トデバイスに戻すこと、
　前記クライアントデバイスが、前記戻されたＳＲＲＬを受け取り、前記受け取ったＳＲ
ＲＬを前記暗号化コンテンツＣＫ（ｃｏｎｔｅｎｔ）と連結して新たなコンテンツパッケ
ージを形成すること、
　前記クライアントデバイスから、前記新たなコンテンツパッケージを１または複数のユ
ーザのコンピュータに配信すること、および
　前記ライセンスサーバが、
　　前記１または複数のユーザのコンピュータのうちのあるユーザのコンピュータから、
前記コンテンツに対応する前記ライセンスを求める要求であって、前記新たなコンテンツ
パッケージから取り出されたＳＲＲＬを含むライセンス要求を受け取り、
　　前記公開鍵ＰＵ－ＤＲＭに基づいて、および前記暗号化された変更済み権利データＤ
ＥＳ１（ａｌｔｅｒｅｄｒｉｇｈｔｓｄａｔａ）の少なくとも一部に基づいて、前記受け
取ったＳＲＲＬ内の前記新たな署名を検査し、
　　前記秘密鍵ＰＲ－ＤＲＭを用いて前記ＳＲＲＬ内の前記暗号化された対称鍵ＰＵ－Ｄ
ＲＭ（ＤＥＳ１）を解読することにより、前記対称鍵ＤＥＳ１を取得し、該取得した対称
鍵ＤＥＳ１を用いて前記ＳＲＲＬ内の前記暗号化された変更済み権利データＤＥＳ１（ａ
ｌｔｅｒｅｄｒｉｇｈｔｓｄａｔａ）を解読することにより、前記変更された権利データ
を取得し、該取得した変更された権利データをレビューして、前記ユーザのコンピュータ
がライセンスを受ける権利があるか否かを判断し、
　　ライセンスを受ける権利があると判断したとき、前記対称鍵ＤＥＳ１を用いて前記Ｓ
ＲＲＬ内の前記暗号化されたコンテンツ鍵ＤＥＳ１（ＣＫ）を解読することにより、前記
コンテンツ鍵ＣＫを取得して、該取得したコンテンツ鍵ＣＫを前記ユーザのコンピュータ
によるアクセスが可能な形で暗号化し、該暗号化されたコンテンツ鍵ＣＫを含む新たなラ
イセンスを、前記ユーザのコンピュータに発行すること
　を備えたことを特徴とする方法。
【請求項１３】
　前記戻されたＳＲＲＬを受け取り、前記暗号化コンテンツＣＫ（ｃｏｎｔｅｎｔ）から
、連結されている前記ＳＲＬを取り除き、前記受け取ったＳＲＲＬを該暗号化コンテンツ
ＣＫ（ｃｏｎｔｅｎｔ）と連結してコンテンツパッケージを形成することを備えたことを
特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ユーザ鍵は、前記コンテンツ所有者の前記クライアントデバイスの公開鍵ＰＵ－Ｕ
ＳＥＲであり、前記ライセンスは、前記ユーザの公開鍵ＰＵ－ＵＳＥＲに従って暗号化さ
れたコンテンツ鍵ＰＵ－ＵＳＥＲ（ＣＫ）、および前記ユーザの公開鍵ＰＵ－ＵＳＥＲに
従って暗号化された対称鍵ＰＵ－ＵＳＥＲ（ＤＥＳ１）を含み、
　前記クライアントデバイスは、前記ユーザの公開鍵で暗号化された対称鍵ＰＵ－ＵＳＥ
Ｒ（ＤＥＳ１）を、前記ライセンスから取り出し、
　前記ユーザの公開鍵で暗号化された対称鍵ＰＵ－ＵＳＥＲ（ＤＥＳ１）を、前記ユーザ
の公開鍵ＰＵ－ＵＳＥＲに対応する前記ユーザの秘密鍵ＰＲ－ＵＳＥＲに従って解読し、
前記対称鍵ＤＥＳ１を得ることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
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【請求項１５】
　デジタルコンテンツを有するコンテンツ所有者のクライアントデバイスにおいてデジタ
ルコンテンツを自己公表し、前記コンテンツ所有者のクライアントデバイスと通信するラ
イセンスサーバが前記コンテンツに対応するライセンスを、前記コンテンツをレンダリン
グすることを望む１または複数のユーザのコンピュータに発行することを可能にする方法
であって、
　前記クライアントデバイスが、公開鍵ＰＵ－ＣＥＲＴと、前記コンテンツ所有者の前記
クライアントデバイスの公開鍵ＰＵ－ＵＳＥＲで暗号化された秘密鍵ＰＵ－ＵＳＥＲ(Ｐ
Ｒ－ＣＥＲＴ)と、前記ライセンスサーバの秘密鍵ＰＲ－ＤＲＭに基づく第１の署名とを
含む許可証明書を、前記ライセンスサーバから受け取ること、
　前記クライアントデバイスが、コンテンツ鍵ＣＫに従って前記コンテンツを暗号化し、
暗号化コンテンツＣＫ（ｃｏｎｔｅｎｔ）を得ること、
　前記クライアントデバイスが、対称鍵ＤＥＳ１を生成すること、
　前記クライアントデバイスが、前記対称鍵ＤＥＳ１で前記コンテンツ鍵ＣＫを暗号化し
、前記暗号化されたコンテンツ鍵ＤＥＳ１（ＣＫ）を得ること、
　前記クライアントデバイスが、前記コンテンツに関連する権利データを生成すること、
　前記クライアントデバイスが、前記対称鍵ＤＥＳ１で前記権利データを暗号化し、暗号
化された権利データＤＥＳ１（ｒｉｇｈｔｓｄａｔａ）を得ること、
　前記クライアントデバイスが、前記ライセンスサーバの秘密鍵ＰＲ－ＤＲＭに対応する
公開鍵ＰＵ－ＤＲＭを使用して前記対称鍵ＤＥＳ１を暗号化し、暗号化された対称鍵ＰＵ
－ＤＲＭ（ＤＥＳ１）を得ること、
　前記クライアントデバイスが、前記受け取った許可証明書から前記許可証明書の秘密鍵
ＰＲ－ＣＥＲＴを取得すること、
　前記クライアントデバイスが、前記暗号化された権利データＤＥＳ１（ｒｉｇｈｔｓｄ
ａｔａ）と前記暗号化されたコンテンツ鍵ＤＥＳ１（ＣＫ）と前記暗号化された対称鍵Ｐ
Ｕ－ＤＲＭ（ＤＥＳ１）とを含む権利ラベルに対して、前記権利データに基づいて、前記
許可証明書の秘密鍵ＰＲ－ＣＥＲＴで第２の署名をすることにより、署名付き権利ラベル
（ＳＲＬ）を得ること、
　前記クライアントデバイスが、前記ＳＲＬおよび前記許可証明書と前記暗号化コンテン
ツＣＫ（ｃｏｎｔｅｎｔ）とを連結してコンテンツパッケージを形成すること、
　前記クライアントデバイスが、前記コンテンツパッケージを前記１または複数のユーザ
のコンピュータに配信すること、および
　前記ライセンスサーバが、
　　前記１または複数のユーザのコンピュータのうちのあるユーザのコンピュータから、
前記コンテンツに対応する前記ライセンスを求める要求であって、前記コンテンツパッケ
ージから取り出された前記ＳＲＬおよび前記許可証明書を含むライセンス要求を受け取り
、
　　前記ライセンスサーバの公開鍵ＰＵ－ＤＲＭを用いて、前記許可証明書内の前記ライ
センスサーバの秘密鍵ＰＲ－ＤＲＭによる前記第１の署名を検査し、
　　前記許可証明書から前記許可証明書の公開鍵ＰＵ－ＣＥＲＴを取得し、該取得した許
可証明書の公開鍵ＰＵ－ＣＥＲＴを用いて、前記ＳＲＬの前記許可証明書の秘密鍵ＰＲ－
ＣＥＲＴによる前記第２の署名を検査し、
　　前記ライセンスサーバの秘密鍵ＰＲ－ＤＲＭを用いて前記ＳＲＬ内の前記暗号化され
た対称鍵ＰＵ－ＤＲＭ（ＤＥＳ１）を解読することにより、前記対称鍵ＤＥＳ１を取得し
、該取得した対称鍵ＤＥＳ１を用いて前記ＳＲＬ内の前記暗号化された権利データＤＥＳ
１（ｒｉｇｈｔｓｄａｔａ）を解読することにより、前記権利データを取得し、
　　該取得した権利データをレビューして、前記ユーザのコンピュータがライセンスを受
ける権利があるか否かを判断し、
　　ライセンスを受ける権利があるとき、前記対称鍵ＤＥＳ１を用いて前記ＳＲＬ内の前
記暗号化されたコンテンツ鍵ＤＥＳ１（ＣＫ）を解読することにより、前記コンテンツ鍵
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ＣＫを取得して、該取得したコンテンツ鍵ＣＫを前記ユーザのコンピュータによるアクセ
スが可能な形で暗号化し、該暗号化されたコンテンツ鍵ＣＫを含む前記ライセンスを前記
ユーザのコンピュータに発行すること
　を備えたことを特徴とする方法。
【請求項１６】
　前記受け取った許可証明書から前記許可証明書の秘密鍵ＰＲ－ＣＥＲＴを取得すること
は、前記許可証明書内の前記暗号化された許可証明書の秘密鍵ＰＵ－ＵＳＥＲ（ＰＲ－Ｃ
ＥＲＴ）に、前記ユーザの公開鍵ＰＵ－ＵＳＥＲに対応するユーザの秘密鍵ＰＲ－ＵＳＥ
Ｒを適用して、前記許可証明書の秘密鍵ＰＲ－ＣＥＲＴを得ることを含むことを特徴とす
る請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記暗号化されたコンテンツ鍵ＤＥＳ１（ＣＫ）を得た後に、前記コンテンツ鍵ＣＫを
破棄することをさらに備えた特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記コンテンツ鍵ＣＫは、対称コンテンツ鍵であり、
　前記クライアントデバイスは、前記対称コンテンツ鍵ＣＫに従って前記コンテンツを暗
号化し、前記対称コンテンツ鍵で暗号化された前記暗号化コンテンツＣＫ（ｃｏｎｔｅｎ
ｔ）を得ることを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　前記権利データは、前記コンテンツをレンダリングする権利を有するエンティティのリ
ストと、前記コンテンツをレンダリングすることに関して各エンティティが有する権利と
を含み、各エンティティは、ユーザおよびユーザクラスのうちの１つであることを特徴と
する請求項１５に記載の方法。
【請求項２０】
　前記権利データは、各エンティティが前記権利を実施するための前提条件をさらに含む
ことを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記クライアントデバイスが、前記暗号化された権利データＤＥＳ１（ｒｉｇｈｔｓｄ
ａｔａ）、前記暗号化されたコンテンツ鍵ＤＥＳ１（ＣＫ）、前記暗号化された対称鍵Ｐ
Ｕ－ＤＲＭ（ＤＥＳ１）、および前記コンテンツのＩＤを含む前記コンテンツに関する情
報を、前記権利ラベルとして、前記ライセンスサーバによる署名を受けるために前記ライ
センスサーバに提出することを備えたことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項２２】
　前記ライセンスサーバが、前記ライセンスサーバの所在を見つけるためのアドレス情報
を含む前記ライセンスサーバに関する情報を、前記権利ラベルに追加することを備えたこ
とを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、デジタル権利管理（ＤＲＭ：digital rights management）システムに関する
。より詳細には、本発明は、デジタルコンテンツの一部に対する署名付き権利ラベル（Ｓ
ＲＬ：signed rights label）をライセンスサーバから取得する際に実行されるステップ
、およびコンテンツに対応するデジタルライセンスをライセンスサーバから取得する際に
実行されるステップに関する。
【０００２】
【従来の技術】
デジタル権利の管理と実施は、デジタルオーディオ、デジタルビデオ、デジタルテキスト
、デジタルデータ、デジタルマルチメディアなどのデジタルコンテンツに関連して高く望
まれている。ここで、このようなデジタルコンテンツは、１または複数のユーザに配信さ
れている。デジタルコンテンツは、例えば、テキストドキュメントなど静的なものもあれ
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ば、ライブイベントのストリーム型オーディオ／ビデオなどストリーム化されているもの
もある。代表的な配信モードには、磁気（フロッピー（登録商標））ディスク、磁気テー
プ、光（コンパクト）ディスク（ＣＤ）などの有形デバイスと、電子掲示板、電子ネット
ワーク、インターネットなどの無形メディアとがある。デジタルコンテンツがユーザによ
って受信されると、ユーザは、パーソナルコンピュータ等のメディアプレーヤなどの、適
当なレンダリングデバイスの助けを借りて、デジタルコンテンツをレンダリングし、また
は「プレイ」する。
【０００３】
あるシナリオでは、著者、出版者、放送者などの、コンテンツ所有者または権利所有者は
、ライセンス料または他の何らかの対価と引き換えに、デジタルコンテンツを多数のユー
ザまたは受取人の各々に配信することを望んでいる。このようなシナリオでは、コンテン
ツは、歌曲、アルバム、映画などがあり、ライセンス料を生み出すことが配信の目的であ
る。このようなコンテンツ所有者は、選択権が与えられていれば、ユーザが、このように
配信されたデジタルコンテンツを扱うことに対して制限を設けたいと望むであろう。例え
ば、コンテンツ所有者は、少なくとも別のユーザからのライセンス料を受け取らないで、
ユーザがコンテンツをコピーし、別のユーザに再配信するのを制限したい。
【０００４】
さらに、コンテンツ所有者は、ユーザに異なる種類の使用ライセンスを異なるライセンス
料で購入する柔軟性を与えると同時に、ユーザを実際に購入されたどの種類のライセンス
の条項で拘束するかの柔軟性を与えることを望む場合がある。例えば、コンテンツ所有者
は、配信されたデジタルコンテンツを、制限された回数だけ、ある時間だけ、ある装置の
種類だけ、あるメディアプレーヤの種類だけ、あるユーザの種類だけプレイできるように
することを望む場合がある。
【０００５】
別のシナリオでは、企業内の従業員などのコンテンツ開発者は、そのデジタルコンテンツ
を、企業内の１または複数の他の従業員または企業外の他の個人に配信することを望むが
、他人にコンテンツをレンダリングさせないことを望む場合がある。ここでは、コンテン
ツの配信は、ラインセンス料または他の何らかの対価と引き換えに広く配信するのとは異
なり、企業におけるコンテンツを機密または制限された形で共有するのと似ている。この
シナリオでは、コンテンツは、ドキュメントプレゼンテーション、スプレッドシート、デ
ータベース、電子メールなどであり、オフィス施設内でやりとりされる。コンテンツ開発
者は、コンテンツがオフィス施設内に留まっていて、例えば、競業者または敵対者などの
無許可の個人によりレンダリングされないことが保障されることを望む場合がある。この
とき、そのコンテンツ開発者は、配信されたデジタルコンテンツを受取人がどのように扱
うかについて制限を設けることを望んでいる。例えば、コンテンツ所有者は、少なくとも
コンテンツをレンダリングすることを許されている個人の範囲外にコンテンツが公開され
る方法で、ユーザがそのコンテンツをコピーし、別のユーザに再配信するのを制限したい
と望んでいる。
【０００６】
さらに、コンテンツ開発者は、異なるレベルでレンダリングする権利を、種々の受取人に
与えたいと望む場合がある。例えば、コンテンツ開発者は、保護されたデジタルコンテン
ツを、あるクラスの個人に対しては表示可能・印刷不能にし、別のクラスの個人に対して
は表示可能・印刷可能にすると望む場合がある。
【０００７】
しかし、どちらのシナリオの場合も、配信が行われた後は、そのコンテンツ所有者／開発
者は、デジタルコンテンツに対して制御できたとしても、その制御は無に等しい。このこ
とが特に問題となっているのは、ほとんどどのパーソナルコンピュータも、デジタルコン
テンツをそのままデジタルコピーし、そのデジタルコピーを、書き込み可能な磁気または
光ディスクにダウンロードし、またはそのデジタルコピーを、インターネットなどのネッ
トワーク経由で別のデスティネーションへ送信するのに必要なソフトウェアとハードウェ
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アとを備えているからである。
【０００８】
当然のことであるが、コンテンツが配信されるトランザクションの一部として、コンテン
ツ所有者／開発者は、デジタルコンテンツのユーザ／受取人に要求して、そのデジタルコ
ンテンツを望ましくない方法で再配信しないとの約束をすることができる。しかし、この
ような約束は容易に行われ、容易に破られる。コンテンツ所有者／開発者は、いくつかの
公知のセキュリティデバイスのいずれかを通して、このような再配信を禁止することを試
みることができ、通常は、暗号化と暗号解読が伴う。しかし、優柔不断なユーザ（mildly
 determined user）が暗号化デジタルコンテンツを解読し、そのデジタルコンテンツを非
暗号化形式でセーブした後、その再配信を防止できる見込みはほとんどない。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
任意形態のデジタルコンテンツの制御されたレンダリングまたはプレイを行うことを可能
にするデジタル権利管理、実施アーキテクチャ及びその方法を提供することが要望され、
その制御は、フレキシブルで、そのデジタルコンテンツのコンテンツ所有者／開発者によ
って定義可能である。より具体的には、特にオフィス、組織環境、またはドキュメントが
特定の個人グループまたは特定の個人クラスの間で共有されるような、制御されたレンダ
リングを行うことを可能にし、容易にするアーキテクチャが要望されている。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明は、デジタルコンテンツとサービスの使用ライセンスを、署名付き権利ラベル（Ｓ
ＲＬ）を介して、発行するシステムと方法を提供することによって、「従来の技術」の個
所で上述した要求を解決している。
【００１１】
本発明によれば、デジタル権利管理（ＤＲＭ）ライセンス発行コンポーネントは、別のソ
フトウェアアプリケーションまたはコンポーネントが、ライセンスによって規定された条
項に従ってデジタルコンテンツまたはサービスを消費するのを可能にするライセンスを発
行する。ライセンスを発行するために、ライセンス発行コンポーネントは、一組の条項を
規定している権利ラベルを使用し、その条項から１つの特定ライセンスを発行することを
可能にしている。ライセンス条項は、コンテンツまたはサービスを使用する権利、条件、
および本人を規定している。ここで用いられている「権利」という用語は、消費側コンポ
ーネントによって理解される特定の動作である（例えば、デジタルメディアプレーヤでは
「プレイ」、ドキュメント管理システムでは「編集」）。ここで用いられている「条件」
という用語は、消費側コンポーネントがその消費を行うのを許可する前に満たされていな
ければならない特定の基準である（例えば、「１２月１日より遅くない」）。さらに、ラ
イセンスには、ライセンスの対象となっている、保護されたコンテンツまたはサービスの
ロックを解除するために使用される暗号化鍵マテリアルを含むこともできる。本発明によ
る権利ラベルは、その権利ラベルが関連付けられているコンテンツまたはサービスに対し
て許可可能に発行される、すべてのライセンスの境界を定める定義を含む。従って、一般
的に、ライセンスは、権利ラベルの中で規定された権利と条件のサブセットを含む。
【００１２】
本発明は、コンテンツの一部に対する権利記述および関連する保護された暗号化鍵マテリ
アルを受信すること、権利ラベルを生成するためにこのデータに対するデジタル署名の有
効性を検査して生成すること、アプリケーションがコンテンツの一部に対するライセンス
を要求するのを可能にすること、ＤＲＭライセンシングサーバが上記要求に対する許可検
査を行うのを可能にすること、ＤＲＭライセンシングサーバが要求に基づいて要求側にラ
イセンスを発行し、要求を行うアプリケーションまたはユーザに対するコンテンツの暗号
化マテリアルを保護するのを可能にすることを含む機能を実行するプロトコルおよび／ま
たはアプリケーションプログラムおよび／またはアプリケーションプログラムインタフェ
ース（ＡＰＩ）として実現することができる。
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【００１３】
本発明の一実施形態では、デジタルコンテンツは、コンテンツをレンダリングすることを
望んでいる１または複数のユーザに対応するデジタルライセンスを、ライセンスサーバが
発行するのを可能にするために公表される。コンテンツは、コンテンツ鍵（ＣＫ）によっ
て暗号化され、その結果として（CK(content)）が得られ、コンテンツ鍵（ＣＫ）は、ラ
イセンスサーバの公開鍵（ＰＵ－ＤＲＭ）に従って保護され、コンテンツに関連する権利
データは、（ＰＵ－ＤＲＭ）に従って生成され、保護される。
【００１４】
保護された権利データと保護されたコンテンツ鍵（ＣＫ）は、ライセンスサーバによる署
名を受けるために権利ラベルとしてライセンスサーバに提出される。ライセンスサーバは
、権利ラベルの有効性を検査し、有効であれば、ＰＵ－ＤＲＭに対応する秘密鍵（ＰＲ－
ＤＲＭ）に基づいて、少なくともその一部が保護された権利データに基づいたデジタル署
名を生成し、その結果として署名付き権利ラベル（ＳＲＬ）が得られ、そのＳＲＬが戻さ
れる。
【００１５】
戻されたＳＲＬが受信されると、（CK(content)）と連結されてコンテンツパッケージが
形成され、このコンテンツパッケージは、１または複数のユーザに配信される。コンテン
ツをレンダリングすることを望むユーザは、コンテンツパッケージからＳＲＬを取り出し
、取り出したＳＲＬをコンテンツに対応するライセンス要求の一部としてライセンスサー
バに提出する。ライセンスサーバは、ＰＵ－ＤＲＭに基づいて、少なくともその一部が保
護された権利データに基づいたＳＲＬの署名を検査し、ＳＲＬ内の保護された権利データ
にアクセスし、アクセスした権利データをレビューして、ユーザがライセンスを受ける権
利があるか否かを判断し、権利があれば、ライセンスをユーザに発行する。ライセンスは
、ユーザにアクセス可能な保護された形式で、ＣＫを含んでいる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
本発明のその他の特徴は、添付図面を参照して以下に詳述する本発明の実施形態の説明の
中で明らかにする。
【００１７】
（例示コンピューティングデバイス）
図１と以下の説明は、本発明を実現するのに適しているコンピューティング環境の概要を
要約して説明することを目的としている。なお、当然に理解されるように、ハンドヘルド
、ポータブル、およびあらゆる種類の他のコンピューティングデバイスが本発明に関連し
て使用されることが意図されている。以下では汎用コンピュータが説明されているが、こ
れは単なる一例にすぎず、本発明が必要としているのは、ネットワークサーバが相互に動
作可能で、対話可能なシンクライアント（thin client）だけである。従って、本発明を
、クライアントリソースの実装をほとんど必要としないか、または最小限で済むようなネ
ットワーク化されたホスト中心のサービスの環境、例えば、クライアントデバイスがワー
ルドワイドウェブの単なるブラウザまたはインタフェースとして働くネットワーク化され
た環境で実現することができる。
【００１８】
必ずしもその必要はないが、本発明を、開発者によって使用されるようにアプリケーショ
ンプログラミングインタフェース（ＡＰＩ）で実現することも、および／またはプログラ
ムモジュールのように、クライアントワークステーション、サーバ、またはその他のデバ
イスなど１または複数のコンピュータによって実行されるコンピュータ実行可能命令とい
う広い文脈の中で、以下に説明されているネットワークブラウジングソフトウェアに含む
こともできる。一般的に、プログラムモジュールは、特定のタスクを実行し、または特定
の抽象データ型を実装するルーチン、プログラム、オブジェクト、コンポーネント、デー
タ構造などを含む。典型的には、プログラムモジュールの機能を、種々の実施形態での要
求に応じて組み合わせたり、分散させたりすることができる。さらに、この当業者ならば
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理解されるように、本発明は、他のコンピュータシステム構成で実施することができる。
本発明で使用するのに適している、他の周知コンピューティングシステム、環境および／
または構成としては、これらに限定されないが、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、自動
預金支払機、サーバコンピュータ、ハンドヘルドまたはラップトップデバイス、マルチプ
ロセッサシステム、マイクロプロセッサベースのシステム、プログラマム可能な家庭電化
製品、ネットワークＰＣ、ミニコンピュータ、メインフレームコンピュータなどがある。
本発明は、タスクが通信ネットワークや他のデータ伝送媒体を通してリンクされているリ
モート処理デバイスによって実行されるような、分散型コンピューティング環境で実施す
ることもできる。分散型コンピューティング環境では、プログラムモジュールを、メモリ
記憶装置を含む、ローカルとリモートの両方のコンピュータ記憶媒体に配置することがで
きる。
【００１９】
図１は、本発明を実現することができる適当なコンピューティングシステム環境１００の
例を示しているが、上記説明から明らかであるように、このコンピューティングシステム
環境１００は、適当なコンピューティング環境の単なる一例であり、本発明の使用または
機能範囲を限定することを示唆するものではない。また、このコンピューティング環境１
００は、例示動作環境１００に示されているコンポーネントのいずれか１つ、またはどの
ような組み合わせに関しても、依存関係や要求条件があることを意味するものでもない。
【００２０】
図１を参照して説明すると、本発明を実現するための例示システムは、コンピュータ１１
０の形態をした汎用コンピューティングデバイスを含む。コンピュータ１１０のコンポー
ネントは、これらに限定されないが、処理ユニット１２０、システムメモリ１３０、およ
びシステムメモリを含む種々のシステムコンポーネントを処理ユニット１２０に結合して
いるシステムバス１２１がある。システムバス１２１は、数種類のバス構造のいずれかに
することができ、このようなバス構造としては、メモリバスやメモリコントローラ、ペリ
フェラルバス、および種々のバスアーキテクチャのいずれかを採用しているローカルバス
がある。例を挙げると、このようなアーキテクチャは、これらに限定されないが、ＩＳＡ
（Industry Standard Architecture）バス、ＭＣＡ（Micro Channel Architecture）バス
、ＥＩＳＡ（Enhanced ISA）バス、ＶＥＳＡ（Video Electronics Standards Associatio
n）ローカルバス、およびＰＣＩ（Peripheral Component Interconnect）バス（Mezzanin
eバスとも呼ばれている）がある。
【００２１】
コンピュータ１１０は、典型的には、種々のコンピュータ読取り可能媒体を装備している
のが代表的である。コンピュータ読取り可能媒体は、コンピュータ１１０によってアクセ
スできる媒体として利用可能なものであれば、どのような媒体にすることもでき、揮発性
媒体と不揮発性媒体で、取り外し可能と取り外し不能の媒体が含まれている。例を挙げる
と、コンピュータ読取り可能媒体は、これらに限定されないが、コンピュータ記憶媒体と
通信媒体がある。コンピュータ読取り可能媒体は、コンピュータ読取り可能命令、データ
構造、プログラムモジュールまたは他のデータなどの、情報を格納するための方法または
技術で実現された揮発性及び不揮発性、取り外し可能及び取り外し不能の媒体を含む。コ
ンピュータ記憶媒体は、これらに限定されないが、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラ
ッシュメモリや他のメモリ技術、ＣＤＲＯＭ、ＤＶＤ（digital versatile disk）または
他の光ディスクストレージ、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスクストレージや他の
磁気記憶装置、または必要とする情報を格納するために使用することができ、コンピュー
タ１１０によってアクセス可能である他の媒体などを含む。通信媒体は、典型的には、コ
ンピュータ読取り可能命令、データ構造、プログラムモジュールまたは他のデータを、搬
送波や他の伝送機構などの変調されたデータ信号の形で具現化し、任意の情報配達媒体が
含まれている。ここで「変調されたデータ信号」という用語は、信号中の情報を符号化す
るような方法で１または複数の特性が設定または変更されている信号を意味している。例
を挙げると、通信媒体は、これらに限定されないが、ワイヤドネットワークまたはダイレ
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クトワイヤド接続などのワイヤド媒体、および音響、ＲＦ、赤外線、および他のワイレス
媒体などのワイヤレス媒体を含む。上述のどのような組み合わせも、コンピュータ読取り
可能媒体の範囲に含まれる。
【００２２】
システムメモリ１３０は、ＲＯＭ（read only memory）１３１、ＲＡＭ（random access 
memory）１３２などのように、揮発性および／または不揮発性メモリの形体をしたコンピ
ュータ記憶媒体を含む。スタートアップ時など、コンピュータ１１０内の要素間で情報を
転送するのを支援する基本ルーチンから構成されたＢＩＯＳ（basic input/output syste
m）１３３は、典型的には、ＲＯＭ１３１に格納されている。ＲＡＭ１３２は、典型的に
は、即時に処理ユニット１２０によりアクセスされ、および／または処理されるデータお
よび／またはプログラムモジュールを含む。例を挙げると、これらに限定されないが、図
１は、オペレーティングシステム１３４、アプリケーションプログラム１３５、他のプロ
グラムモジュール１３６、およびプログラムデータ１３７を示す。
【００２３】
コンピュータ１１０は、他の取り外し可能／取り外し不能、揮発性／不揮発性のコンピュ
ータ記憶媒体を装備することもできる。単なる例示として、図１は、取り外し不能で不揮
発性の磁気媒体との間で読み書きを行うハードディスクドライブ１４１、取り外し可能で
不揮発性の磁気ディスク１５２との間で読み書きを行う磁気ディスクドライブ１５１、お
よびＣＤＲＯＭや他の光媒体などの、取り外し可能で不揮発性の光ディスク１５６との間
で読み書きを行う光ディスクドライブ１５５を示す。例示動作環境で使用できる、他の取
り外し可能／取り外し不能、揮発性／不揮発性のコンピュータ記憶媒体は、これらに限定
されないが、磁気テープカセット、フラッシュメモリカード、ＤＶＤ、デジタルビデオテ
ープ、ソリッドステートＲＡＭ、ソリッドステートＲＯＭなどを含む。ハードディスクド
ライブ１４１は、典型的には、インタフェース１４０のような取り外し不能メモリインタ
フェースを介して、システムバス１２１に接続されている。磁気ディスクドライブ１５１
と光ディスクドライブ１５５は、インタフェース１５０のような取り外し可能メモリイン
タフェースによりシステムメモリ１２１に接続されている。
【００２４】
上述した、図１に図示されたドライブとそれに関連するコンピュータ記憶媒体は、コンピ
ュータ読取り可能命令、データ構造、プログラムモジュールおよび他のデータをコンピュ
ータ１１０のために格納している。図１には、例えば、ハードディスクドライブ１４１は
、オペレーティングシステム１４４、アプリケーションプログラム１４５、他のプログラ
ムモジュール１４６、およびプログラム１４７を格納しているものとして示されている。
なお、これらのコンポーネントは、オペレーティングシステム１３４、アプリケーション
プログラム１３５、他のプログラムモジュール１３６、およびプログラムデータ１３７と
同じであることもあれば、異なっていることもある。オペレーティングシステム１４４、
アプリケーションプログラム１４５、他のプログラムモジュール１４６、およびプログラ
ムデータ１４７が異なる番号になっているのは、これらが、最低限、異なるコピーである
ことを示すためである。ユーザは、キーボード１６２およびマウス、トラックボールまた
はタッチパッドとも広く呼ばれているポインティングデバイス１６１などの入力デバイス
を通して、命令と情報とをコンピュータ１１０に入力することができる。その他の入力デ
バイス（図示せず）は、マイクロホン、ジョイスティック、ゲームパッド、衛星アンテナ
、スキャナなどを含む。これらおよび他の入力デバイスは、システムバス１２１に結合さ
れているユーザ入力インタフェース１６０を通して、処理ユニット１２０に接続されてい
るが、パラレルポート、ゲームポートまたはＵＳＢ（universal serial bus）などの他の
インタフェースやバス構造で接続されていることもある。
【００２５】
モニタ１９１、他の種類の表示装置は、ビデオインタフェース１９０のようなインタフェ
ースを介して、システムバス１２１に接続されている。Northbridgeなどのグラフィック
スインタフェース１８２を、システムバス１２１に接続することができる。Northbridge
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は、ＣＰＵ、またはホストの処理ユニット１２０と通信し、ＡＧＰ（accelerated graphi
cs port）との通信を担当するチップセットである。１または複数のグラフィックス処理
ユニット（ＧＰＵ：graphics processing unit）１８４は、グラフィックスインタフェー
ス１８２と通信することができる。この点に関して、ＧＰＵ１８４は、一般的に、レジス
タストレージのような、オンチップメモリストレージを含み、ＧＰＵ１８４は、ビデオメ
モリ１８６とやりとりしている。なお、ＧＰＵ１８４は、コプロセッサの単なる一例であ
り、種々のコプロセッサデバイスをコンピュータ１１０に含めることができる。モニタ１
９１または他のタイプディスプレイデバイスは、ビデオインタフェース１９０のような、
インタフェースを介してシステムバス１２１に接続され、インタフェースは、ビデオメモ
リ１８６と通信することができる。モニタ１９１のほかに、スピーカ１９７、プリンタ１
９６などの、他の周辺出力装置をコンピュータに含むこともでき、これらの出力デバイス
を、出力周辺インタフェース１９５を通して接続することができる。
【００２６】
コンピュータ１１０は、リモートコンピュータ１８０などの、１または複数のリモートコ
ンピュータとの論理的コネクションを使用するネットワーク化された環境で動作すること
ができる。リモートコンピュータ１８０は、パーソナルコンピュータ、サーバ、ルータ、
ネットワークＰＣ、ピアデバイスまたは他の共通ネットワークノードにすることができ、
図１にはメモリ記憶装置１８１だけが示されているが、典型的には、コンピュータ１１０
に関して上述した要素の多くまたはすべてを含む。図１に示した論理的コネクションは、
ＬＡＮ（local area network）１７１とＷＡＮ（wide area network）１７３とがあるが
、他のネットワークを含めることもできる。このようなネットワーキング環境は、オフィ
ス、企業内コンピュータネットワーク、イントラネットおよびインターネットとして普通
になっている。
【００２７】
ＬＡＮネットワーキング環境で使用されるときに、コンピュータ１１０は、ネットワーク
インタフェースまたはアダプタ１７０を通してＬＡＮ１７１に接続されている。ＷＡＮネ
ットワーキング環境で使用されるときに、コンピュータ１１０は、典型的には、インター
ネットなどのＷＡＮ１７３上の通信を確立するためのモデム１７２または他の手段を含む
。モデム１７２は、内蔵型と外付け型があり、どちらも、ユーザ入力インタフェース１６
０または他の適当な機構を介してシステムバス１２１に接続することができる。ネットワ
ーキング環境では、コンピュータ１１０に関して上述したプログラムモジュールまたはそ
の一部は、リモートのメモリ記憶装置に格納しておくことができる。図１は、単なる一例
であり、これに限定されないが、リモートのアプリケーションプログラム１８５は、メモ
リデバイス１８１に置かれているものとして示されている。当然に理解されるように、図
示のネットワークコネクションは単なる例であり、コンピュータ間の通信リンクを確立す
る他の手段を使用することもできる。
【００２８】
当業者ならば理解されるように、コンピュータ１１０または他のクライアントデバイスは
、コンピュータネットワークの一部として配置することができる。この点に関して、本発
明は、任意の数のメモリまたは記憶ユニットを有し、任意の数のアプリケーションとプロ
セスとが任意の数の記憶ユニットまたはボリュームにわたって実行されている、あらゆる
コンピュータシステムにも関係する。本発明は、サーバコンピュータとクライアントコン
ピュータがネットワーク環境内に配置され、リモートまたはローカルのストレージを有し
ている環境に適用することができる。本発明は、プログラミング言語機能、翻訳機能およ
び実行機能を備えたスタンドアロン型コンピューティングデバイスにも適用できる。
【００２９】
分散型コンピューティングは、コンピューティングデバイスとシステム間で直接にやりと
りすることにより、コンピュータリソースとサービスの共有を容易にする。これらのリソ
ースとサービスは、情報をやりとりすること、キャッシュ記憶、およびファイルのディス
ク記憶を含む。分散型コンピューティングは、ネットワーク接続性を利用して、クライア
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ントが集団の力を生かして企業全体に利益をもたらすことを可能にする。この点に関して
、種々のデバイスは、トラステッドグラフィックスパイプライン（trusted graphics pip
eline）に対する本発明の認証手法に関係するためにやりとりをするアプリケーション、
オブジェクトまたはリソースを有することができる。
【００３０】
図２は、例示のネットワーク化されたまたは分散型コンピューティング環境を示す概略図
である。分散型コンピューティング環境は、コンピューティングオブジェクト１０ａ、１
０ｂなど、およびコンピューティングオブジェクトまたはデバイス１１０ａ、１１０ｂ、
１１０ｃなどを含んでいる。これらのオブジェクトは、プログラム、メソッド、データス
トア、プログラマブルロジックなどを備える。オブジェクトは、ＰＤＡ、テレビジョン、
ＭＰ３プレーヤ、パーソナルコンピュータなどの同一または異なるデバイスの部分を備え
ることもできる。各オブジェクトは、通信ネットワーク１４を介して他のオブジェクトと
通信することができる。このネットワーク自体は、図２のシステムにサービスを提供する
他のコンピューティングオブジェクトとコンピューティングデバイスとを含むことができ
る。本発明の一側面によれば、各オブジェクト１０または１１０は、トラステッドグラフ
ィックスパイプラインに対する本発明の認証手法を要求できるアプリケーションを含むこ
とができる。
【００３１】
また、当然に理解されるように、１１０ｃのようなオブジェクトは、別のコンピューティ
ングデバイス１０または１１０上でホストとなることができる。従って、図示の物理的な
環境は、接続されたデバイスがコンピュータとして示されているが、この図示は単なる例
示であり、物理的な環境を、ＰＤＡ、テレビジョン、ＭＰ３プレーヤなどの種々のデジタ
ルデバイス、インタフェース、ＣＯＭオブジェクトなどのソフトウェアオブジェクトを含
むものとして、図示しまたは記載することもできる。
【００３２】
分散型コンピューティング環境をサポートするシステム、コンポーネント、およびネット
ワーク構成は、さまざまなものがある。例えば、コンピューティングシステムは、ワイヤ
ライン（有線）またはワイヤレス（無線）システムによって、ローカルネットワークまた
は広域分散型ネットワークによって接続される。現在では、ネットワークの多くがインタ
ーネットに結合され、インターネットが広域分散型コンピュータのインフラストラクチャ
を提供し、そこには多種類のネットワークが収容されている。
【００３３】
ホームネットワーキング環境では、少なくとも４種類のネットワーク伝送媒体があり、そ
れらは、パワーライン、データ（ワイヤレスとワイヤドの両方）、音声（例えば、電話）
およびエンターテイメントメディアなどの、独自のプロトコルをサポートすることができ
る。電灯スイッチ、家庭用電気器具などの大部分のホームコントロールデバイスは、パワ
ーラインを使用して接続することができる。データサービスは、ブロードバンド（例えば
、ＤＳＬまたはケーブルモデムのどちらか）として家庭に入ることができ、ワイヤレス（
例えば、HomeRFまたは802.11b）またはワイヤド（例えば、Home PNA、Cat 5、普通の電源
線）のどちらかで家庭内にアクセス可能である。音声トラフィックは、ワイヤド（例えば
、Cat 3）としても、ワイヤレス（例えば、セル電話）としても家庭に入ることができ、C
at 3ワイヤリングを使用して家庭内に配信することができる。エンターテインメントメデ
ィアは、衛星またはケーブルを通して家庭に入ることができ、典型的には、同軸ケーブル
を使用して家庭内に配信される。IEEE 1394とＤＶＩも、メディアデバイスのクラスタを
デジタル相互接続するものとして出現している。これらネットワーク環境およびプロトコ
ル標準として出現するかもしれない他のネットワーク環境のすべては、イントラネットを
構築するように相互接続することができ、イントラネットは、インターネットを通して外
部世界と接続することができる。以上を要約すると、データを格納し、伝送するための様
々な異なる種類のソースが存在し、その結果、今後の動向として、コンピューティングデ
バイスは、データ処理パイプラインのすべての部分でコンテンツを保護する方法が必要に
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なる。
【００３４】
インターネットとは、コンピュータネットワーキングの分野では周知である、一組のＴＣ
Ｐ／ＩＰプロトコルを利用するネットワークとゲートウェイとの集合と言われている。Ｔ
ＣＰ／ＩＰは、「Transport Control Protocol/Interface Program」を表す略語である。
インターネットは、ユーザがネットワーク上で情報をやりとりし、共有することができる
ネットワーキングプロトコルを実行するコンピュータにより相互接続されている、地理的
に分散されたリモートコンピュータネットワークと言うことができる。情報共有がこのよ
うに広範囲にわたっているため、インターネットなどのリモートネットワークは、広くオ
ープンシステムになるまで発達し、ここで、開発者は、特殊なオペレーションまたはサー
ビスを実行するためのソフトウェアアプリケーションを、ほとんど制約なしで開発するこ
とができる。
【００３５】
従って、ネットワークインフラストラクチャは、クライアント／サーバ、ピアツーピア、
またはハイブリッドアーキテクチャなどのネットワークトポロジのホストを可能にする。
ここで「クライアント」は、あるクラスまたはグループのメンバであり、そのクラスまた
はグループとは関係のない別のクラスまたはグループのサービスを利用するものである。
従って、コンピューティングの分野では、クライアントは、別のプログラムから提供され
るサービスを要求するプロセス、大雑把に言うと、命令またはタスクが集まったプロセス
である。クライアントプロセスは、要求したサービスを利用するとき、他方のプログラム
またはサービス自体について動作の詳細を「知っている」必要はない。クライアント／サ
ーバアーキテクチャにおいて、特に、ネットワーク化されたシステムでは、クライアント
は、別のコンピュータ、例えばサーバによって提供される共有ネットワーク資源にアクセ
スするコンピュータである。図２の例では、コンピュータ１１０ａ、１１０ｂなどは、ク
ライアントと考えることができ、コンピュータ１０ａ、１０ｂなどは、サーバと考えるこ
とができ、ここで、サーバ１０ａ、１０ｂは、クライアントコンピュータ１１０ａ、１１
０ｂなどに複製されたデータを維持している。
【００３６】
サーバは、典型的には、インターネットなどのリモートネットワーク上でアクセス可能な
リモートコンピュータシステムである。クライアントプロセスは、第１のコンピュータシ
ステムでアクティブにしておくことができ、サーバプロセスは、第２のコンピュータシス
テムでアクティブにしておくことができ、通信媒体を通して相互に通信することにより、
機能を分散させることができ、複数のクライアントがサーバの情報収集能力を利用するこ
とができる。
【００３７】
クライアントとサーバは、プロトコル層に提供されている機能を利用して相互に通信する
。例えば、ＨＴＴＰ（Hypertext-Transfer Protocol）は、ワールドワイドウェブ（ＷＷ
Ｗ）に関連して使用される共通プロトコルである。典型的には、ＵＲＬ（Universal Reso
urce Locator）またはＩＰ（Internet Protocol）アドレスなどのコンピュータネットワ
ークアドレスは、サーバコンピュータまたはクライアントコンピュータであることを相互
に知らせるために使用される。ネットワークアドレスは、ＵＲＬアドレスと呼ばれること
もある。例えば、通信は、通信媒体上で行うことができる。具体的には、クライアントと
サーバは、大容量通信用のＴＣＰ／ＩＰコネクションを通して相互に結合することができ
る。
【００３８】
従って、図２は、本発明を使用することができる例示のネットワーキングまたは分散型環
境を示し、ここで、サーバは、ネットワーク／バスを通してクライアントコンピュータと
通信している。より具体的には、複数のサーバ１０ａ、１０ｂなどは、ＬＡＮ、ＷＡＮ、
イントラネット、インターネットなどとすることができる通信ネットワーク／バス１４を
介して相互に接続され、ここには、ポータブルコンピュータ、ハンドヘルドコンピュータ
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、シンクライアント、ネットワーク化された家庭電気器具など、またはＶＣＲ、ＴＶ、オ
ーブン、ライト、ヒータ、本発明にかかる他のデバイスなど複数のクライアントまたはリ
モートコンピューティングデバイス１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃ、１１０ｄ、１１０ｅ
などがある。従って、本発明は、信用されたソースからのセキュアコンテンツを処理し、
格納し、またはレンダリングするときに望ましい、あらゆるコンピューティングデバイス
にも適用することができる。
【００３９】
通信ネットワーク／バス１４が、例えば、インターネットであるネットワーク環境におい
て、サーバ１０は、クライアント１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃ、１１０ｄ、１１０ｅな
どが、ＨＴＴＰなどの、いくつかの公知プロトコルのいずれかで通信するＷｅｂサーバに
することができる。サーバ１０は、分散型コンピューティング環境の特徴であるように、
クライアント１１０となることもできる。通信は、該当する場合には、ワイヤドにするこ
とも、ワイヤレスにすることもできる。クライアントデバイス１１０は、通信ネットワー
ク／バス１４を介して通信することもあれば、通信しないこともあり、また、独立の通信
を関連付けることもできる。例えば、ＴＶまたはＶＣＲの場合には、その制御にはネット
ワーク化された側面がある場合と、ない場合とがある。各々のクライアントコンピュータ
１１０とサーバコンピュータ１０とは、種々のアプリケーションプログラムモジュールま
たはオブジェクト１３５を備え付け、様々な種類の記憶要素またはオブジェクトへの接続
またはアクセスを備えることができるので、これらにまたがってファイルを格納したり、
またはファイルの部分をそこにダウンロードしまたは移動することができる。従って、本
発明は、コンピュータネットワーク／バス１４にアクセスして、やりとりすることができ
るクライアントコンピュータ１１０ａ、１１０ｂなどと、クライアントコンピュータ１１
０ａ、１１０ｂなど、他のデバイス１１１およびデータベース２０とやりとりすることが
できるサーバコンピュータ１０ａ、１０ｂなどとが置かれているコンピュータネットワー
ク環境で利用することができる。
【００４０】
（デジタル権利管理（ＤＲＭ）の概要）
図１３を参照して説明すると、デジタル権利管理（ＤＲＭ）と実施とは、デジタルオーデ
ィオ、デジタルビデオ、デジタルテキスト、デジタルデータ、デジタルマルチメディアな
どのデジタルコンテンツ１２に関して高く望まれており、ここで、そのデジタルコンテン
ツ１２は、ユーザに配信される。ユーザによって受信されると、そのユーザは、メディア
プレーヤなどの適当なレンダリングデバイスを、パーソナルコンピュータ１４などで使用
して、そのデジタルコンテンツをレンダリングまたは「プレイ」する。
【００４１】
典型的には、このようなデジタルコンテンツ１２を配信するコンテンツ所有者または開発
者（以下、「所有者」と呼ぶ）は、配信されたデジタルコンテンツ１２をユーザがどのよ
うに扱うかを制限することを望んでいる。例えば、コンテンツ所有者は、ユーザがそのコ
ンテンツ１２をコピーし、それを第２のユーザに再配信するのを制限したいと望む場合も
あれば、配信されたデジタルコンテンツ１２を、制限された回数だけ、ある時間だけ、あ
る装置の種類だけ、あるメディアプレーヤの種類だけ、あるユーザの種類だけプレイでき
るようにすることを望む場合がある。
【００４２】
しかし、配信が行われた後では、そのコンテンツ所有者は、デジタルコンテンツ１２を制
御できても、非常に限られている。ＤＲＭシステム１０は、任意の形体のデジタルコンテ
ンツ１２のレンダリングまたはプレイを制御下で行うことができ、ここで、この制御を、
フレキシブルにし、デジタルコンテンツのコンテンツ所有者によって定義することができ
る。典型的には、コンテンツ１２は、任意の適当な配信チャネルを通してパッケージ１３
の形でユーザに配信される。配信されるデジタルコンテンツパッケージ１３は、対称暗号
化／平文化鍵（ＫＤ）（つまり、（KD(CONTENT)）を使用して暗号化されたデジタルコン
テンツ１２が、そのコンテンツ、そのコンテンツのライセンスを取得する方法などを示し
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ている他の情報とともに含まれている。
【００４３】
信用ベースのＤＲＭシステムは、デジタルコンテンツ１２の所有者が、そのデジタルコン
テンツ１２がユーザのコンピューティングデバイス１４上でレンダリングされるのを許可
される前に、満足しなければならないライセンスルールを指定することができる。このラ
イセンスルールは、上述した時間的要件を含めておくこともでき、ユーザ／ユーザのコン
ピューティングデバイス１４（以下、この用語は別段の断りがない限り、同じ意味で使用
される）が、コンテンツ所有者またはその代理人から取得しなければならないデジタルラ
イセンス１６の中で具現化することもできる。このライセンス１６は、デジタルコンテン
ツを解読するための平文化鍵（ＫＤ）を含み、おそらくは、ユーザのコンピューティング
デバイスによって解読可能な鍵に従って暗号化されている。
【００４４】
デジタルコンテンツ１２の一部分のコンテンツ所有者は、ユーザのコンピューティングデ
バイス１４が、ライセンス１６の中でそのコンテンツ所有者により指定されたルールと要
求条件に従うこと、つまり、ライセンス１６内のルールと要求条件が満たされていなけれ
ば、デジタルコンテンツ１２がレンダリングされないことを信用しなければならない。好
ましくは、ユーザのコンピューティングデバイス１４は、そのデジタルコンテンツ１２に
関連し、ユーザによって取得されたライセンス１６に具現化されているライセンスルール
に従う場合を除き、デジタルコンテンツ１２をレンダリングすることがない信用されたコ
ンポーネントまたは機構１８を装備している。
【００４５】
信用されたコンポーネント１８は、典型的には、ライセンス１６が有効か否かを判断し、
有効とされたライセンス１６内のライセンスルールと要求条件をレビューし、レビューし
たライセンスルールと要求条件に基づいて、要求側ユーザが、要求されたデジタルコンテ
ンツ１２を、要求された方法でレンダリングする権利を有しているか否かを、判断するラ
イセンスエバリュエータ２０を備えている。当然に理解されるように、ライセンスエバリ
ュエータ２０は、ＤＲＭシステム１０で、デジタルコンテンツ１２の所有者の要求を、ラ
イセンス１６内のルールと要求条件に従って履行するものと信用されており、ユーザは、
悪意の有無に関係なく、あらゆる目的に信用されたエレメントを容易に変更することがで
きないはずである。
【００４６】
当然に理解されるように、ライセンス１６内のルールと要求条件は、ユーザがデジタルコ
ンテンツ１２をレンダリングする権利を有しているか否かを、ユーザはだれであるか、ユ
ーザはどこにいるか、ユーザはどの種類のコンピューティングデバイスを使用しているか
、どのレンダリングアプリケーションがＤＲＭシステムをコールするのか、日付、時間な
どの、いくつかの因子に基づいて指定することができる。さらに、ライセンス１６のルー
ルと要求条件は、例えば、あらかじめ決めたプレイの回数、あらかじめ決めたプレイ時間
にライセンス１６を制限することもできる。
【００４７】
ルールと要求条件を、任意の適当な言語とシンタックスに従ってライセンス１６に指定す
ることができる。例えば、言語は、満足しなければならない属性と値を指定するだけのこ
ともあれば（例えば、DATE must be latter than X）、特定のスクリプトに従って関数の
実行を要求することもある（例えば、IF DATE greater than X, THEN DO..．，）。
【００４８】
ライセンス１６が有効であり、ユーザがライセンスのルールと要求条件を満足していると
ライセンスエバリュエータ２０が判断すると、デジタルコンテンツ１２を、レンダリング
することができる。具体的には、コンテンツ１２をレンダリングするには、平文化鍵（Ｋ
Ｄ）がライセンス１２から取得され、コンテンツパッケージ１３からの（KD(CONTENT)）
に適用され、その結果として実際のコンテンツ１２が得られ、その実際のコンテンツ１２
が実際にレンダリングされることになる。
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【００４９】
（デジタルコンテンツの公表）
図３は、デジタルコンテンツを公表するための本発明にかかるシステムと方法の好適実施
形態を示す機能ブロック図である。本明細書で用いられている「公表」という用語は、ア
プリケーションまたはサービスが、そのコンテンツに対してエンティティが発行できる権
利と条件の集まりを、信用されたエンティティと共に設定し、その権利と条件をだれに発
行できるかを設定するプロセスのことである。本発明によれば、公表プロセスは、デジタ
ルコンテンツを暗号化し、コンテンツの作成者が可能な限りすべてのコンテンツユーザの
ために意図した永続的な実施可能権利のリストを関連付けることを含む。このプロセスを
、コンテンツの作成者が意図している場合を除き、権利のいずれかへのアクセスまたはコ
ンテンツへのアクセスを禁止するようにセキュアに実行することができる。
【００５０】
本発明の好適実施形態では、セキュアなデジタルコンテンツを公表するために、特に３つ
のエンティティを採用することができる。すなわち、クライアント３００側で実行され、
公表されるコンテンツを準備するコンテンツ準備アプリケーション３０２、クライアント
デバイス３００側に置かれているデジタル権利管理（ＤＲＭ）アプリケーションプログラ
ムインタフェース（ＡＰＩ）３０６、および通信ネットワーク３３０を通して通信できる
ようにクライアント３００に結合されているＤＲＭサーバ３２０である。本発明の好適実
施形態では、通信ネットワーク３３０は、インターネットを含むが、当然に理解されるよ
うに、通信ネットワーク３３０は、例えば、所有権のあるイントラネットなどのローカル
または広域ネットワークにすることもできる。
【００５１】
コンテンツ準備アプリケーション３０２は、デジタルコンテンツを作成するあらゆるアプ
リケーションとすることができる。例えば、このアプリケーション３０２は、デジタルテ
キストファイル、デジタルミュージック、ビデオ、または他の類似コンテンツを作成する
ワードプロセッサ、他の出版者とすることができる。コンテンツは、例えば、ライブイベ
ント、テープ記録されたイベントのストリーム化オーディオ／ビデオなど、ストリーム化
されたコンテンツを含むこともできる。本発明によれば、コンテンツ準備アプリケーショ
ンは、ユーザが用意した鍵を使用して、そのユーザがコンテンツを暗号化することを奨励
する。アプリケーション３０２は、その鍵を使用してデジタルコンテンツを暗号化し、そ
の結果として暗号化デジタルファイル３０４を形成する。クライアントアプリケーション
は、ユーザがデジタルコンテンツファイル３０４の権利データを用意することを奨励する
。権利データは、デジタルコンテンツの権利を有する各エンティティのＩＤが含まれてい
る。このエンティティは、例えば、個人、あるクラスの個人、またはデバイスにすること
ができる。各エンティティの権利データは、コンテンツ内にエンティティが有する権利の
リストと、その権利の一部または全部に課されている条件とを含む。この権利は、デジタ
ルコンテンツを読み取り、編集し、コピーし、印刷するなどの権利を含むことができる。
さらに、権利は、包含的にも、排他的にもすることができる。包含的権利は、特定のユー
ザがコンテンツに特定の権利を有することを示している（例えば、ユーザはデジタルコン
テンツを編集することができる）。排他的権利は、特定のユーザが特定の権利を除き、コ
ンテンツにすべての権利を有することを示している（例えば、ユーザはコピーすること以
外は、デジタルコンテンツに対して何でも行うことができる）。
【００５２】
本発明の一実施形態によれば、クライアントＡＰＩ３０６は、暗号化デジタルコンテンツ
と権利データをＤＲＭサーバ３２０に渡すことができる。以下に詳しく説明されているプ
ロセスを使用して、ＤＲＭサーバ３２０は、ユーザが割り当てた権利を実施できるかどう
かを判断し、そうであれば、ＤＲＭサーバ３２０は権利データに署名し、署名付き権利ラ
ベル（ＳＲＬ）３０８を形成する。なお、一般的には、信用されたエンティティは、好ま
しくはＤＲＭサーバ３２０により信用された鍵を使用して、権利データに署名することが
できる。例えば、クライアントは、ＤＲＭサーバ３２０から与えられた鍵を使用して権利
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データに署名することができる。
【００５３】
権利ラベル３０８は、権利の記述を表わすデータ、暗号化コンテンツ鍵、および権利記述
と暗号化コンテンツ鍵に対するデジタル署名とを含むことができる。ＤＲＭサーバが権利
ラベルに署名する場合には、ＤＲＭサーバは、署名付き権利ラベル３０８をクライアント
ＡＰＩ３０６経由でクライアントに送り返し、署名付き権利ラベル３０８をクライアント
デバイス３００に格納する。コンテンツ準備アプリケーション３０２は、署名付き権利ラ
ベル３０８を暗号化デジタルコンテンツファイル３０４と関連付ける。例えば、ＳＲＬ３
０８を、暗号化デジタルコンテンツファイルと連結し、権利管理コンテンツファイル３１
０を生成する。なお、一般的には、権利データは、デジタルコンテンツと結合する必要は
ない。例えば、権利データを、既知のロケーションに格納しておくことができ、格納され
た権利データのレファレンスを、暗号化デジタルコンテンツと結合することができる。こ
のレファレンスは、権利データがどこに格納されているかを示す識別子（例えば、権利デ
ータを含むデータストア）、およびその特定のストレージのロケーションに置かれている
、その特定の権利データに対応する識別子（例えば、関心のある特定の権利データが置か
れているファイルを特定するもの）を含むことができる。権利管理コンテンツ３１０は、
どこにいてもだれにでも配信することができ、コンテンツを消費する権利を有するエンテ
ィティだけが、コンテンツを消費することができ、しかも、そのエンティティに割り当て
られた権利に従ってのみコンテンツを消費することができる。
【００５４】
図４は、権利管理デジタルコンテンツを公表するための本発明による例示方法４００を示
すフローチャートであり、ここで、権利ラベルは、ＤＲＭサーバによって署名されている
。なお、当然に理解されるように、この実施形態は、単なる例示であり、権利ラベルを、
一般的には、あらゆる信用されたエンティティによって署名することができる。一般的に
は、デジタルコンテンツを公表するための本発明による方法は、コンテンツ鍵（ＣＫ）を
使用してデジタルコンテンツを暗号化し、デジタルコンテンツに関連する権利記述を生成
し、ＤＲＭサーバの公開鍵（ＰＵ－ＤＲＭ）に従ってコンテンツ鍵（ＣＫ）を暗号化して
、その結果として（ＰＵ－ＤＲＭ（ＣＫ））が得られるようにし、権利記述と（ＰＵ－Ｄ
ＲＭ（ＣＫ））との結合に対して（ＰＵ－ＤＲＭ）に対応する秘密鍵（ＰＲ－ＤＲＭ）に
基づいて、デジタル署名を生成することを含むことができる。
【００５５】
ステップ４０２において、アプリケーション３０２は、デジタルコンテンツを暗号化する
ために使用されるコンテンツ鍵（ＣＫ）を生成する。好ましくは、コンテンツ鍵（ＣＫ）
は対称鍵になっているが、一般的には、どの鍵を使用してもデジタルコンテンツを暗号化
することができる。対称鍵アルゴリズムは、「秘密鍵」アルゴリズムと呼ばれることもあ
るが、メッセージを暗号化するときに使用した同じ鍵を使用して、メッセージを解読する
。そのような理由から、（ＣＫ）は秘密に保っていることが好ましい。送信側と受信側の
間で（ＣＫ）を共有することは、（ＣＫ）が無許可でインターセプトされるのを防止する
ために、慎重に行う必要がある。（ＣＫ）は、暗号化する側と解読する側の両方で共有さ
れるので、（ＣＫ）は、好ましくは、暗号化されたメッセージが送信される前に通知され
る。
【００５６】
この分野では、いくつかの対称鍵生成アルゴリズムがよく知られている。好適実施形態で
は、ＤＥＳ（Data Encryption Standard）が採用されるが、当然に理解されるように、ど
の対称鍵アルゴリズムも使用することができる。このような対称鍵アルゴリズムの例を挙
げると、これらに限定されないが、Triple-DES、ＩＤＥＡ（the International Data Enc
ryption Algorithm）、Cast、Cast-128、ＲＣ４、ＲＣ５、SkipJackがある。
【００５７】
ステップ４０４において、アプリケーション３０２は、対称コンテンツ鍵（ＣＫ）を使用
してデジタルコンテンツを暗号化し、暗号化デジタルコンテンツ３０４を形成する。これ
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は、（CK(content)）という表記を使用して書かれている。アプリケーション３０２を使
用する作成者は、デジタルコンテンツに関連する権利データを生成することもできる。権
利データは、コンテンツを消費する権利があるエンティティのリストと、コンテンツに対
してエンティティの各々が所有している特定の権利とを、その権利に課されている条件と
ともに含むことができる。この権利は、例えば、コンテンツを表示すること、コンテンツ
を印刷することなどを含むことができる。アプリケーション３０２は、権利データをＡＰ
Ｉ３０６に渡す。ＸＭＬ／ＸｒＭＬフォーマットの権利データの例は、付録１として本明
細書に添付されている。
【００５８】
ステップ４０６において、ＡＰＩ３０６は、第２の暗号化鍵（ＤＥＳ１）を生成する。こ
れは、コンテンツ鍵（ＣＫ）を暗号化するために使用される。好ましくは、（ＤＥＳ１）
は対称鍵である。ステップ４０８において、ＡＰＩ３０６は、（ＤＥＳ１）を使用して（
ＣＫ）を暗号化し、その結果として（DES1(CK)）を得る。ステップ４１０において、ＡＰ
Ｉ３０６は（ＣＫ）を破棄するので、（ＣＫ）は、（DES1(CK)）を解読することによって
のみ取得できるようになる。（CK(content)）が中央のＤＲＭサーバ３２０に対して保護
されること、およびコンテンツに対するすべての「ライセンス要求」が権利データに従っ
て行われることを保証するために、ＡＰＩ３０６は、ステップ４１２において、用意され
ているＤＲＭサーバ３２０に連絡し、公開鍵（ＰＵ－ＤＲＭ）を取り出す。ステップ４１
４において、ＡＰＩ３０６は、（ＰＵ－ＤＲＭ）を使用して（ＤＥＳ１）を暗号化し、そ
の結果として（PU-DRM(DES1)）を得る。従って、（ＣＫ）は、（ＰＵ－ＤＲＭ）に対して
保護され、（CK(content)）を解読する必要が起こったとき、ＤＲＭサーバ３２０が（Ｃ
Ｋ）にアクセスできる唯一のエンティティとなることを保証することができる。ステップ
４１６において、ＡＰＩ３０６は、（ＤＥＳ１）を使用して権利データ（つまり、許可さ
れたエンティティのリストと、リスト内の許可された各エンティティに関連する権利と条
件）を暗号化し、その結果として（DES1(rightsdata)）を得る。
【００５９】
別の実施形態では、（ＣＫ）を使用して、権利データを直接に暗号化し、その結果として
（CK(rightsdata)）を得るので、（ＤＥＳ１）の使用を完全に無くすことができる。しか
し、権利データを暗号化するために（ＤＥＳ１）を使用すると、ＤＲＭサーバに従う特定
のアルゴリズムに、その（ＤＥＳ１）を適合させることが可能になるが、他方、（ＣＫ）
は、ＤＲＭサーバから独立したエンティティによって指定され、ＤＲＭサーバに準拠しな
いことになる。
【００６０】
ステップ４１８において、コンテンツ保護アプリケーション３０２は、署名のための権利
ラベルとして、（PU-DRM(DES1)）と（DES1(rightsdata)）とをＤＲＭサーバに提出するこ
とができる。別の方法として、クライアント自身が、権利データに署名することもできる
。権利データが署名のためにサーバに提出される場合には、ステップ４２０において、Ｄ
ＲＭサーバ３２０は、権利データにアクセスし、提出された権利ラベル内の権利と条件を
実施できることを確認する。権利データを実施できることを確認するために、ＤＲＭサー
バ３２０は、（ＰＲ－ＤＲＭ）を（PU-DRM(DES1)）に適用し、その結果として（ＤＥＳ１
）を得て、（ＤＥＳ１）を（DES1(rightsdata)）に適用し、その結果として平文の権利デ
ータを得る。次に、サーバ３２０は、いずれかのポリシチェックを行って、権利データに
指定されているユーザ、権利、および条件がサーバ３２０によって実施されたポリシの範
囲内にあることを確かめることができる。サーバ３２０は、（PU-DRM(DES1)）と（DES1(r
ightsdata)）とを含んでいる、最初に提出された権利データに署名し、その結果として署
名付き権利ラベル（ＳＲＬ）３０８を得る。ここで、署名は、ＤＲＭサーバ３２０の秘密
鍵（ＰＲ－ＤＲＭ）に基づいており、ＳＲＬ３０８をＡＰＩ３０６に送り返し、戻された
ＳＲＬ３０８をクライアントアプリケーション３０２に提示する。
【００６１】
ＳＲＬ３０８は、デジタル署名されたドキュメントであり、不正行為に強くなっている。
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さらに、ＳＲＬ３０８は、コンテンツを暗号化するために使用された実際の鍵のタイプと
アルゴリズムから独立しているが、ＳＲＬ３０８が保護しているコンテンツと強い１対１
の関係を保っている。図５に示すように、本発明の一実施形態では、ＳＲＬ３０８は、お
そらくコンテンツのＩＤを含む、ＳＲＬ３０８の基礎となっているコンテンツに関する情
報と、（PU-DRM(DES1)）を含む、ＳＲＬ３０８に署名したＤＲＭサーバに関する情報と、
ネットワーク上のＤＲＭサーバを見つけるためのＵＲＬなどの照会情報、およびＵＲＬが
失敗したときのフォールバック情報と、ＳＲＬ３０８自体を記述している情報と、（DES1
(rightsdata)）：（DES1(CK)）と、S(PR-DRM)とを含むことができる。ＸＭＬ／ＸｒＭＬ
におけるＳＲＬ３０８の例は、付録２として本明細書に添付されている。
【００６２】
信用されたエンティティは、権利データに署名して、署名付き権利ラベル３０８を生成す
ることを確かめることによって、ＤＲＭサーバは、権利ラベル３０８の権利データに記述
されているように出版者によって規定された項目に従って、コンテンツに対するライセン
スを発行することを主張する。当然に理解されるように、ユーザは、特にライセンスがコ
ンテンツ鍵（ＣＫ）を含んでいるために、コンテンツをレンダリングするためのライセン
スを取得することが要求される。ユーザが暗号化コンテンツに対するライセンスを取得し
たいときには、ユーザは、コンテンツに対するＳＲＬ３０８と、ユーザの信用証明物を検
証する証明書を含むライセンス要求を、ＤＲＭサーバ３２０または他のライセンス発行エ
ンティティに提示することができる。ライセンス発行エンティティは、（PU-DRM(DES1)）
と（DES1(rightsdata)）とを解読し、権利データを生成して、作成者（存在する場合）に
よってライセンス発行エンティティに許可されたすべての権利をリストし、その特定権利
だけを含むライセンスを構築することができる。
【００６３】
好ましくは、アプリケーション３０２がＳＲＬ３０８を受け取ると、そのアプリケーショ
ン３０２は、署名付き権利ラベル３０８を対応する（CK(content)）３０４と連結し、権
利管理デジタルコンテンツを形成する。別の方法として、権利データを、暗号化デジタル
コンテンツが提供されているロケーションのレファレンスとともに、そのロケーションに
格納することができる。従って、ＤＲＭ対応のレンダリングアプリケーションは、そのレ
ンダリングアプリケーションがレンダリングしようとしているコンテンツ部分を通して、
署名付き権利ラベル３０８を見つけることができる。署名付き権利ラベルが見つかると、
レンダリングアプリケーションをトリガし、ＤＲＭサーバ３２０に対してライセンス要求
を開始する。公表アプリケーション３０２は、例えば、ＤＲＭライセンスサーバ３２０に
ＵＲＬを格納することができるが、ＤＲＭライセンスサーバは、権利ラベルにデジタル署
名する前に、自身のＵＲＬをメタデータの一部として権利ラベルに組み込むことができ、
レンダリングアプリケーションによってコールされたＤＲＭクライアントＡＰＩ３０６は
、正しいＤＲＭライセンスサーバ３２０を特定することができる。好ましくは、例えば、
ＧＵＩＤ（globally unique identifier）などのユニーク識別子は、その署名の前に権利
ラベルに組み入れられている。
【００６４】
本発明の好適実施形態では、ＳＯＡＰ（simple object access protocol）を使用して、
コンテンツ保護アプリケーション３０２またはレンダリングアプリケーションとＤＲＭサ
ーバ３２０との間の通信を行うことができる。さらに、ＡＰＩ３０６などのＡＰＩライブ
ラリを用意しておけば、アプリケーション３０２などのアプリケーションは、ＤＲＭプロ
トコルのクライアント側に実装する必要がなくなり、ローカルＡＰＩコールを行うだけで
済むようになる。好ましくは、ＸｒＭＬ、ＸＭＬ言語を使用して、権利記述、ライセンス
、およびデジタルコンテンツの権利ラベルを記述するが、当然に理解されるように、適当
なフォーマットを、権利記述と他のデータに使用することができる。
【００６５】
（公表されるコンテンツのライセンスの取得）
図６は、権利管理デジタルコンテンツをライセンシングするための本発明にかかるシステ
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ムと方法の好適実施形態を示す機能ブロック図である。本明細書で用いられている「ライ
センシング」という用語は、ライセンスの中で指名されたエンティティが、ライセンスに
規定された条項に従ってコンテンツを消費するのを可能にするライセンスを要求し、およ
び受け取るために、アプリケーションまたはサービスが従うプロセスのことである。ライ
センスプロセスへの入力は、ライセンスを要求されたコンテンツに関連する署名付き権利
ラベル（ＳＲＬ）３０８、およびライセンスを要求されたエンティティの公開鍵証明書を
含むことができる。当然に理解されるように、ライセンスを要求するエンティティは、必
ずしも、ライセンスを要求されたエンティティである必要はない。典型的には、ライセン
スは、ＳＲＬ３０８からの権利記述、暗号化コンテンツを解読できる暗号化鍵、および権
利記述と暗号化鍵に対するデジタル署名を含む。デジタル署名は、指名されたエンティテ
ィと権利が合法的であることを示している。
【００６６】
アプリケーション３０２が権利管理コンテンツ３１０を消費する１つの方法は、クライア
ントＡＰＩ３０６が、権利管理コンテンツ３１０の署名付き権利ラベル３０８を、通信ネ
ットワーク３３０を介してＤＲＭサーバ３２０に転送することである。ＤＲＭサーバ３２
０が置かれているロケーションは、例えば、ＳＲＬ３０８の照会情報の中に見つけること
ができる。このような実施形態では、ＤＲＭライセンシングサーバ３２０は、以下に詳し
く説明されているプロセスを通して、権利ラベルの中の権利記述を使用してライセンスを
発行できるか否かを判断し、そうであれば、ライセンスに含まれる権利記述を取り出すこ
とができる。上述したように、権利ラベル３０８は、ＤＲＭサーバ３２０の公開鍵（ＰＵ
－ＤＲＭ）に従って暗号化されたコンテンツ鍵（ＣＫ）（すなわち、（PU-DRM(CK))）を
含む。ライセンスを発行するプロセスにおいて、ＤＲＭサーバ３２０は、この値をセキュ
アに解読して（ＣＫ）を取得する。そのあと、ライセンス要求において渡された公開鍵証
明書の公開鍵（ＰＵ－ＥＮＴＩＴＹ）を使用して、（ＣＫ）を再暗号化する（すなわち、
（PU-ENTITY(CK))）。新たに再暗号化された（PU-ENTITY(CK)）は、サーバ３２０がライ
センスに入れるものである。従って、ライセンスを、関連する秘密鍵（ＰＲ－ＥＮＴＩＴ
Ｙ）の所持者だけが（PU-ENTITY(CK)）から（ＣＫ）を回復できるので、（ＣＫ）が公表
されるリスクなしに、コール側に戻すことができる。次に、クライアントＡＰＩ３０６は
（ＣＫ）を使用して、暗号化コンテンツを解読し、解読されたデジタルコンテンツ３１２
を形成する。クライアントアプリケーション３０２は、ライセンスに提供されている権利
に従って、解読されたデジタルコンテンツ３１２を使用することができる。
【００６７】
別の方法として、例えば、公表クライアントなどのクライアントは、コンテンツを消費す
るために独自のライセンスを発行することもできる。このような実施形態では、セキュア
されたプロセスを、適当な状況の下でデジタルコンテンツを解読するために必要な鍵をク
ライアントに提供するクライアントコンピュータ上で実行することができる。
【００６８】
図７と図８は、権利管理デジタルコンテンツをライセンシングするための本発明によるシ
ステムと方法の好適実施形態のフローチャートを示す図である。本発明によれば、要求側
のエンティティは、１または複数の潜在的ライセンシに代わってライセンス要求を提出す
ることができる。潜在的ライセンシとしては、人、グループ、デバイス、またはなんらか
の方法でコンテンツを消費できる他のエンティティなどがある。以下に説明する方法６０
０の実施形態では、ＤＲＭサーバがライセンス要求を処理するようになっているが、当然
に理解されるように、ライセンス要求処理をクライアント側で行い、ライセンスをクライ
アントに直接に発行させることもできる。
【００６９】
ステップ６０２において、例えば、ＤＲＭサーバなどのライセンス発行エンティティは、
ライセンス要求を受け取る。好ましくは、ライセンス要求は、１または複数の要求された
ライセンシの各々の公開鍵証明書またはＩＤのどちらかを含む。以下に、ライセンス要求
の好適実施形態のＳＯＡＰプロトコルを示す。
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【００７０】
【表１】

【００７１】
ステップ６０４において、要求側のエンティティ（すなわち、ライセンス要求を行うエン
ティティ）が認証される。本発明の一実施形態によれば、ライセンス発行エンティティを
、プロトコル（例えば、チャレンジ－応答）認証を使用して、要求側エンティティのＩＤ
を判断するように構成することも、要求側エンティティの認証を要求しないように（これ
は、「匿名認証を許容する」とも呼ばれる）構成することもできる。認証が要求される場
合には、あらゆる種類の認証方式を使用することができる（例えば、上述のチャレンジ－
応答方式、MICROSOFT.NET、PASSPORT、WINDOWS(登録商標) authorization、ｘ５０９など
のユーザＩＤ・パスワード方式）。好ましくは、匿名認証が許容されるとともに、統合さ
れた情報システムによってサポートされる、あらゆるプロトコル認証方式をサポートする
。認証ステップの結果は、例えば、「匿名」ＩＤ（匿名認証の場合）などのＩＤであるか
、またはパーソナルアカウントＩＤである。ラインセンス要求がなんらかの理由で認証で
きないときは、エラーが戻され、ライセンスは許可されない。
【００７２】
ステップ６０６において、認証されたエンティティが許可される。つまり、ステップ６０
８で認証されたエンティティが、ライセンスを要求するのを許されているか否か（自身の
ためか、別のエンティティのためか）が判断される。好ましくは、ライセンス発行エンテ
ィティは、ライセンスを要求するのを許されている（または許されていない）エンティテ
ィのリストを格納する。好適実施形態では、このＩＤリストの中のＩＤは、ライセンスが
要求されるエンティティのＩＤではなく、要求を行うエンティティのＩＤになっているが
、どちらにすることも可能である。例えば、パーソナルアカウントＩＤは、ライセンス要
求を直接に行うことが許されていないが、トラステッドサーバプロセスは、そのエンティ
ティに代行してライセンス要求を行うことができる。
【００７３】
本発明によれば、ライセンス要求には、各潜在的ライセンシの公開鍵証明書またはＩＤの
どちらも含むことができる。ライセンスが１人のライセンシのためにだけ要求されるとき
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は、１つの証明書またはＩＤだけが指名される。ライセンスが複数のライセンシのために
要求されるときは、証明書またはＩＤは、各潜在的ライセンシに対して指名される。
【００７４】
好ましくは、ライセンス発行エンティティは、有効なライセンシごとに公開鍵証明書を持
っている。しかし、アプリケーション３０２は、所与のユーザにライセンスを生成するこ
とを望む場合でも、アプリケーション３０２は、そのユーザの公開鍵証明書にアクセスで
きないことがある。このような場合は、アプリケーション３０２は、ライセンス要求の中
でユーザのＩＤを指定できるので、その結果、ラインセンス発行エンティティは、ディレ
クトリサービスのルックアップを実行して、該当ユーザの公開鍵証明書を戻す登録された
証明書のプラグインモジュールを呼び出すことができる。
【００７５】
ステップ６０８において、発行エンティティがライセンス要求に公開鍵証明書が含まれて
いないと判断したときは、発行エンティティは、指定されたＩＤを使用して、ディレクト
リサービスまたはデータベースのルックアップを実行して、該当する公開鍵証明書を探し
出す。ステップ６１０において、発行エンティティは、証明書がディレクトリにあると判
断したときは、ステップ６１２で、その証明書が取り出される。好適実施形態では、証明
書プラグインを使用して、ディレクトリアクセスプロトコルを介して、ディレクトリサー
ビスから公開鍵証明書を取り出す。所与の潜在的ライセンシの証明書を、要求またはディ
レクトリの中に見つけることができないときには、ライセンスサーバは、その潜在的ライ
センシのライセンスを生成しないので、ステップ６１４において、エラーを要求側エンテ
ィティに戻す。
【００７６】
ライセンス発行エンティティが、少なくとも１つの潜在的ライセンシの公開鍵証明書を有
すると、ステップ６１６において、発行エンティティは、ライセンシ証明書の信頼性を検
証する。好ましくは、発行エンティティは、１組の信用された証明書発行者証明書を有す
るように構成され、ライセンシ証明書の発行者が、信用された発行者のリストにあるか否
かを判断する。ステップ６１６において、発行エンティティは、ライセンシ証明書の発行
者がトラステッド発行者のリストにないと判断したときには、そのライセンシに対する要
求は失敗し、ステップ６１４においてエラーが生成される。従って、信用された発行者に
よって発行されていない証明書を有する潜在的ライセンシは、ライセンスを受け取らない
。
【００７７】
さらに、発行エンティティは、好ましくは、信用された発行者証明書から個別のライセン
シの公開鍵証明書までに至る証明書チェーンの中のすべてのエンティティに対してデジタ
ル署名の有効性検査を実行する。チェーンの中のデジタル署名の有効性を検査するプロセ
スは、周知のアルゴリズムである。所与の潜在的ライセンシに対する公開鍵証明書が有効
でないとき、またはチェーンの中の証明書が有効でないときには、潜在的ライセンシは信
用されないので、ラインセンスをその潜在的ライセンシに発行しない。そうでなければ、
ステップ６１８において、ライセンスを発行する。このプロセスは、ライセンスが要求さ
れているすべてのエンティティが処理されるまで、ステップ６２０から繰り返される。
【００７８】
図８に示すように、ライセンス発行エンティティは、ライセンス要求の中で受け取られた
署名付き権利ラベル３０８の有効性検査に進む。好適実施形態では、発行エンティティは
、権利ラベルプラグインとバックエンドデータベースを使用して、発行エンティティによ
って署名されたすべての権利ラベルのマスタコピーを、サーバに苦悩することができる。
権利ラベルは、公表時に権利ラベルに入れられたＧＵＩＤで識別される。ライセンス時に
（ステップ６２２）、発行エンティティは、ライセンス要求の中の権利ラベル入力を解析
し、そのＧＵＩＤを取り出す。このＧＵＩＤ、権利ラベルプラグインに渡され、そこから
、データベースに対するクエリが出され、マスタ権利ラベルのコピーが取り出される。マ
スタ権利ラベルは、ライセンス要求の中で送信された権利ラベルのコピーよりも最新であ
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るので、以下のステップでは、これが要求の中で使用される権利ラベルとなる。権利ラベ
ルがＧＵＩＤに基づいてデータベースに見つからないときには、発行エンティティは、ス
テップ６２４においてそのポリシをチェックし、要求の中の権利ラベルに基づいてライセ
ンスを発行することがまだ許されているか否かを判断する。ポリシがこれを許していなけ
れば、ライセンス要求は、ステップ６２６において失敗し、ステップ６２８において、エ
ラーがＡＰＩ３０６に戻される。
【００７９】
ステップ６３０において、ライセンス発行エンティティは、権利ラベル３０８の有効性を
検査する。権利ラベル上のデジタル署名が有効性検査され、ライセンス発行エンティティ
が権利ラベルの発行者（権利ラベルに署名したエンティティ）でなければ、ライセンス発
行エンティティは、権利ラベルの発行者が別の信用されたエンティティ（つまり、鍵マテ
リアルをライセンス発行エンティティと共有できるエンティティ）であるか否かを判断す
る。権利ラベルが有効でないか、または権利ラベルが信用されたエンティティによって発
行されたものでなければ、ライセンス要求は、ステップ６２６において失敗し、ステップ
６２８において、エラーがＡＰＩ３０６に戻される。
【００８０】
すべての有効性検査が行われた後、ライセンス発行エンティティは、承認されたライセン
シの各々に対して権利ラベル３０８をライセンスに変換する。ステップ６３２において、
ライセンス発行エンティティは、各ライセンシに対して発行されるライセンスに関するそ
れぞれの権利記述を生成する。各ライセンシについて、発行エンティティは、そのライセ
ンシの公開鍵証明書に指名されているＩＤを、権利ラベルの中の権利記述に指名されてい
るＩＤと突き合わせて評価する。権利記述は、ライセンスの権利または権利セットを行使
できるＩＤセットを、すべての権利または権利セットに割り当てる。このライセンシのＩ
Ｄが関連付けられているすべての権利または権利セットについて、その権利または権利セ
ットは、ライセンシの新しいデータ構造の中にコピーされる。その結果のデータ構造は、
特定のライセンシのライセンスにおける権利記述である。このプロセスの一部として、ラ
イセンス発行エンティティは、権利ラベルの権利記述における権利または権利セットのい
ずれかと関連付けられている前提条件を評価する。例えば、権利は、時間に関する時間前
提条件が関連付けられていることがあり、これは、指定した時間が経過した後、ライセン
ス発行エンティティがライセンスを発行するのを制限する。この場合には、発行エンティ
ティは、現在の時間をチェックする必要があり、その時間が、前提条件の中で指定された
時間を経過していれば、発行エンティティは、そのライセンシのＩＤがその権利と関連付
けられていた場合でも、ライセンシに対してその権利を発行することができなくなる。
【００８１】
ステップ６３６において、発行エンティティは、権利ラベルから（PU-DRM(DES1)）と（DE
S1(CK)）を取り出し、（ＰＲ－ＤＲＭ）を適用して（ＣＫ）を得る。次に、発行エンティ
ティは、ライセンシの公開鍵証明書（ＰＵ－ＥＮＴＩＴＹ）を使用して（ＣＫ）を再暗号
化し、その結果として（PU-ENTITY(CK)）を得る。ステップ６３８において、発行エンテ
ィティは、生成された権利記述を（PU-ENTITY(CK)）と連結し、（ＰＲ－ＤＲＭ）を使用
してその結果のデータ構造にデジタル署名する。この署名付きデータ構造は、この特定ラ
イセンシのライセンスである。
【００８２】
ステップ６４０において、発行エンティティが、特定要求に対して生成すべきライセンス
が残っていないと判断したときには、ゼロまたはそれ以上のライセンスを生成したことに
なる。生成されたライセンスは、そのライセンスと関連付けられた証明書チェーン（例え
ば、サーバの独自の公開鍵証明書のほかに、その証明書を発行した証明書など）とともに
、ステップ６４２において要求側エンティティに戻される。
【００８３】
以下に、ライセンス応答の好適実施形態のＳＯＡＰプロトコルを示す。
【００８４】
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【表２】

【００８５】
本発明によるシステムの好適実施形態では、複数のライセンサ鍵を使用することができる
。このような実施形態では、暗号化されて権利ラベル３０８を介してライセンスに移され
るコンテンツ鍵（ＣＫ）は、実際には、どのような任意データにもすることができる。特
に有用な方法の１つは、それぞれが権利記述の中の異なる権利または異なる本人と関連付
けられている、複数の別々に暗号化されたコンテンツ鍵（ＣＫ）を使用することである。
例えば、アルバム上の歌曲のデジタル版は、すべてを異なる鍵（ＣＫ）で暗号化される。
これら鍵（ＣＫ）は、同じ権利ラベルに含まれるが、本人は歌曲の１つをプレイする権利
を有することができ（例えば、本人は、自分のライセンスの１つの鍵を取得する権利だけ
を有することがある）、別の人は、すべての歌曲をプレイする権利を有することができる
（自分のライセンスのすべての鍵を取得する権利を有することになる）。
【００８６】
好ましくは、本発明にかかるシステムは、公表アプリケーション／ユーザが、権利ラベル
３０８のライセンシのグループまたはクラスを指名することを可能にする。このような実
施形態では、ライセンス発行エンティティは、権利ラベルの中で指名されたグループ／ク
ラスを評価して、現在のライセンシＩＤが、そのグループ／クラスのメンバであるか否か
を判断する。指名されたグループ／クラスのメンバであると判断されると、発行エンティ
ティは、そのグループ／クラスに関連する権利または権利のセットを、ライセンスのため
に使用される権利記述データ構造に追加することができる。
【００８７】
本発明の好適実施形態では、ＤＲＭサーバの公表およびライセンスプロトコルインタフェ
ースは、コール側アプリケーションまたはユーザの認証と許可をサポートしているので、
ＤＲＭサーバの管理コンソールは、アドミニストレータが、ライセンシングと公表の両方
のインタフェースに対するアクセス制御リストを生成できるようにする。このようにする
と、サーバの顧客は、ユーザ／アプリケーションが、公表またはライセンス、またはその
両方を行うことを許容するポリシを適用することができる。
【００８８】
（署名付き権利ラベルの修正または再公表）
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本発明の一実施形態では、コンテンツのユーザが、そのようなことを行う十分な許可が与
えられていれば、ＳＲＬ３０８を「再公表」することができる。すなわち、そうすること
が許されていれば、ユーザは、ＳＲＬ３０８内の権利データを変更するができる。特に、
このような権利データを変更する許可を、権利データを変更する許可を有するユーザが、
本質的に、関連するコンテンツに対してその広範な権利を許可することができるように、
控え目に、賢明に行うべきである。考えられることは、このようなユーザは、コンテンツ
を公表し、それを外部に転送する権利を自身に許可することができる。
【００８９】
ここでは、変更する許可は、特定のユーザまたはユーザのクラスが権利データと権利ラベ
ル３０８とを実際に変更し、または「再公表」できるとの指示を、ＳＲＬ３０８内の権利
データに含めることによって通知される。ＤＲＭサーバ３２０は、ライセンスの要求に関
連してこのような許可を有するＳＲＬ３０８を受け取ると、ＤＲＭサーバ３２０は、ユー
ザの公開鍵（つまり、ＰＵ－ＥＮＴＩＴＹ）に従って暗号化されたユーザの対称鍵（ＤＥ
Ｓ１）が、結果として（PU-ENTTITY(DES1)）となる、要求されたライセンスに含める。
【００９０】
従って、ＳＲＬ３０８内の権利データを編集するには、図９に示すように、ユーザは、ラ
イセンスから（PU-ENTITY(DES1)）を取り出し（ステップ７０１）、（ＰＲ－ＥＮＴＩＴ
Ｙ）をそれに適用し、その結果として（ＤＥＳ１）を得るようにし（ステップ７０３）、
ＳＲＬ３０８から（DES1(rightsdata)）を取り出し（ステップ７０５）、（ＤＥＳ１）を
それに適用し、その結果として権利データを得る（ステップ７０７）。そのあと、ユーザ
は、希望通りに権利データを変更し（ステップ７０９）、変更された権利データを、図４
を参照して説明した方法でＤＲＭ３２０に提出し、署名付き権利ラベル３０８を得る（ス
テップ７１１）。もちろん、ここでは、署名付き権利ラベル３０８は、実際には再公表さ
れたＳＲＬ３０８であり、ＳＲＬ３０８が受け取られた後（ステップ７１３）、ユーザは
、関連するコンテンツに連結されていた元のＳＲＬ３０８を取り除き（ステップ７１５）
、その再公表されたＳＲＬ３０８を、そのコンテンツに連結する（ステップ７１７）。
【００９１】
以上から当然に理解されるように、ＳＲＬ３０８を再公表すると、ユーザは、権利、条件
およびユーザを含む、ＳＲＬ３０８内の権利データを、関連コンテンツを変更せずに更新
することができる。具体的には、再公表は、関連コンテンツを新しい（ＣＫ）で再暗号化
する必要はない。また、再公表は、元のＳＲＬ３０８が新しいＳＲＬ３０８にコピーされ
る多数のアイテムを有するために、最初から新しいＳＲＬを生成する必要はない。
【００９２】
（署名付き権利ラベル３０８の自己公表）
本発明の一実施形態では、ＳＲＬ３０８は、要求側ユーザ自身によって署名することがで
きる。従って、ユーザは、ＤＲＭサーバ３２０に連絡し、関連するコンテンツの一部分の
ＳＲＬ３０８を取得する必要はない。その結果、自己公表（self-publishing）は、オフ
ラインの公表とも呼ばれている。このような実施形態では、ユーザは、ＤＲＭ３２０に連
絡することが要求され、自己公表されたＳＲＬ３０８に基づいたライセンスを要求する。
当然に理解されるように、公表エンティティは、独自のライセンスを発行することができ
る。
【００９３】
具体的には、図１０に示すように、この実施形態では、ユーザは、ＤＲＭサーバ３２０か
らＤＲＭ証明書８１０を受け取ることにより、自己公表する用意ができる。ＤＲＭ証明書
８１０は、公開鍵（ＰＵ－ＣＥＲＴ）、およびユーザの公開鍵（ＰＵ－ＥＮＴＩＴＹ）に
従って暗号化され、その結果として（PU-ENTITY(PR-CERT)）となる対応する秘密鍵（ＰＲ
－ＣＥＲＴ）とを含む。証明書は、ＤＲＭサーバ３２０の秘密鍵（ＰＲ－ＤＲＭ）で署名
され、以下で詳しく説明するように、そのＤＲＭサーバ３２０がそれを検証することがで
きる。当然に理解されるように、ＤＲＭ証明書８１０は、ユーザが自己公表するのを許可
する。当然に理解されるように、鍵ペア（ＰＵ－ＣＥＲＴ，ＰＲ－ＣＥＲＴ）は、（ＰＵ
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－ＥＮＴＩＴＹ，ＰＲ－ＥＮＴＩＴＹ）とは別で、特に自己公表のために使用される。な
お、鍵ペア（ＰＵ－ＣＥＲＴ，ＰＲ－ＣＥＲＴ）は使用しないで済むこともあり、その場
合には、ＤＲＭ証明書８１０は、ユーザの公開鍵（ＰＵ－ＥＮＴＩＴＹ）だけを含み、Ｄ
ＲＭサーバ３２０の秘密鍵（ＰＲ－ＤＲＭ）で署名され、そのＤＲＭサーバがそれを検証
することができる。
【００９４】
自己公表は、ユーザがそれにより実行されるステップに関してＤＲＭサーバ３２０に代わ
る点で、図４に示す公表と異なっている。特に、ユーザが、提出された権利ラベルに署名
し、その結果として署名付き権利ラベル（ＳＲＬ）３０８となることである。提出された
権利ラベルは、ＤＲＭ証明書８１０から取得された（ＰＲ－ＣＥＲＴ）（つまり、S(PR-C
ERT)）とともに、（PU-DRM(DES1)）と（DES1(rightsdata)）とを含む。当然に理解される
ように、ユーザは、ＤＲＭ証明書８１０から（PU-ENTITY(PR-CERT)）を取得し、それに（
ＰＲ－ＥＮＴＩＴＹ）を適用することによって、ＤＲＭ証明書８１０から（ＰＲ－ＣＥＲ
Ｔ）を取得する。ここで注意すべきことは、ユーザが（PU-DRM(DES1)）に適用する（ＰＲ
－ＤＲＭ）を有していないために、ユーザは、ＤＲＭサーバ３２０が提出された権利ラベ
ルの権利を実施することができるという検証をすることができない。従って、ＤＲＭサー
バ３２０自身は、ライセンスが自己公表されたＳＲＬ３０８に基づいて要求された時点で
、その検証を行う必要がある。
【００９５】
ユーザがＳＲＬ３０８を自己公表すると、ユーザは、その自己公表されたＳＲＬ３０８と
、そのコンテンツと同じものを生成するために使用されたＤＲＭ証明書８１０とを連結し
、ＳＲＬ３０８とＤＲＭ証明書８１０付きのコンテンツは、別のユーザに配信される。そ
の後、別ユーザは、コンテンツのライセンスを、図７と図８に示す同じ方法で、ＤＲＭサ
ーバ３２０に要求し、取得する。ここでは、ライセンスを要求するユーザは、自己公表さ
れたＳＲＬ３０８とコンテンツに連結されたＤＲＭ証明書８１０の両方を、ＤＲＭサーバ
３２０に提出する。ＤＲＭサーバ３２０は、ＤＲＭ証明書８１０の中のS(PR-DRM)を、対
応する（ＰＵ－ＤＲＭ）に基づいて検証し、ＤＲＭ証明書８１０から（ＰＵ－ＣＥＲＴ）
を取得する。次に、ＤＲＭサーバ３２０は、ＳＲＬ３０８の中のS(PR-CERT)を、取得した
（ＰＵ－ＣＥＲＴ）に基づいて検証し、上述したように続ける。当然に理解されるように
、ユーザは、ＤＲＭサーバ３２０がＳＲＬ３０８の中の権利を実施できることを検証でき
ないので、上述したように、ＤＲＭサーバ３２０自身が、その時点で検証を行う必要があ
る。
【００９６】
（権利テンプレート）
上述したように、ユーザまたはユーザクラスを定義し、定義されたユーザまたはユーザク
ラスの各々に権利を定義し、使用条件を定義することにより、ほとんどの、どのような種
類の権利データでも権利ラベルの中に生成する自由度が、ユーザに与えられている。しか
し、重要なことは、特に、同じユーザまたはユーザクラス、権利および条件が、コンテン
ツの異なる部分ごとに繰り返し定義されるとき、複数の権利ラベルの権利データを繰り返
し定義することは、煩わしく、反復的になる。このようなことは、例えば、企業やオフィ
ス環境で起こっており、ここでは、ユーザは、定義された特定のユーザチームと共有され
る、コンテンツの異なる部分を繰り返し公表する。このような状況で、本発明の一実施形
態では、権利テンプレートが作成され、ユーザは、権利ラベルを作成することに関して繰
り返し使用することができ、ここでは、権利テンプレートは、事前に定義されたユーザま
たはユーザクラス、事前に定義された各ユーザまたはユーザクラスの権利、および事前に
定義された使用条件を含む。
【００９７】
本発明の一実施形態では、図１１に示すように、権利テンプレート９００は、権利ラベル
の中の権利データと実質的に同じである。しかし、（ＤＥＳ１）は、コンテンツが公表さ
れるまでは分からないので、権利データを、権利ラベルの場合と同じように、その（ＤＥ
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Ｓ１）に従って暗号化することはできない。本発明の一実施形態では、暗号化されていな
い権利データを有する権利テンプレートを、図４のステップ４１６において（ＤＥＳ１）
で権利データを暗号化する過程において提出し、（DES1(rightsdata)）を生成する。もち
ろん、権利データは、暗号化される前に、提出された権利テンプレート９００から取り出
される。
【００９８】
ＤＲＭサーバ３２０とその公開鍵（ＰＵ－ＤＲＭ）は、権利テンプレートが構成される時
に分かっている場合と、分かっていない場合とがある。さらに、分かっている場合でも、
各々が独自の（ＰＵ－ＤＲＭ）を有するＤＲＭサーバ３２０が２つ以上存在する場合と、
存在しない場合とがある。それにもかかわらず、ＤＲＭサーバ３２０とその公開鍵（ＰＵ
－ＤＲＭ）が権利テンプレートの構築時に分かっている場合や、１つのＤＲＭサーバ３２
０だけが採用されているか、または権利テンプレート９００に関連して１つのＤＲＭサー
バだけが採用されるような場合には、権利テンプレートは、権利テンプレート９００から
得られる権利ラベルに署名しようとするＤＲＭサーバに関する情報であって、公開鍵（Ｐ
Ｕ－ＤＲＭ）を含む情報を含むことができる。この（ＰＵ－ＤＲＭ）は、（ＤＥＳ１）を
暗号化し、その結果として（PU-DRM(DES1)）を得るものとして、ＳＲＬ３０８に入ってい
るが、当然に理解されるように、（ＤＥＳ１）は、コンテンツが公表されるまで分かって
いないので、権利テンプレート９００の中の（ＰＵ－ＤＲＭ）は、権利ラベルの場合と同
じように、その（ＤＥＳ１）を暗号化することができない。本発明の一実施形態では、暗
号化されていない（ＰＵ－ＤＲＭ）を有する権利テンプレートを、図４のステップ４１４
において（ＰＵ－ＤＲＭ）で（ＤＥＳ１）を暗号化している過程で提出し、（PU-DRM(DES
1)）を生成する。もちろん、（ＰＵ－ＤＲＭ）は、使用される前に、提出された権利テン
プレート９００から取り出される。
【００９９】
また、上述のケースでは、権利テンプレートに含むことができるＤＲＭサーバに関する他
の情報は、ネットワーク上のＤＲＭサーバを探し出すためのＵＲＬなどの照会情報、およ
びＵＲＬが失敗したときのフォールバック情報を含むことができる。どの場合にも、権利
テンプレートは、権利テンプレート９００自体を記述した情報を含むことができる。なお
、権利テンプレート９００は、コンテンツおよび／または暗号化鍵（ＣＫ）と（ＤＥＳ１
）とに関する権利ラベルに記述される情報などの、公表されるコンテンツに関する情報が
入るスペースを提供することもできるが、権利テンプレートをインスタンス化したものが
、実際には権利ラベルに変換されるのでなければ、そのスペースは不要である。
【０１００】
これまでに説明してきた権利テンプレートは、主にユーザの便宜のためのであるが、当然
に理解されるように、事情によっては、ユーザが、権利ラベルに権利データを定義する自
由度を制限すべきであり、権利テンプレート９００を使用して、生成される権利ラベルの
範囲または種類を制限することができる。例えば、特に企業またはオフィス環境の場合に
は、特定のユーザが、常にコンテンツを特定のユーザクラスにのみ公表すべきこと、また
はユーザが、コンテンツを特定のユーザクラスに公表してならないポリシとして、事前に
定義しておくことができる。いずれの場合も、本発明の一実施形態では、このようなポリ
シを、事前定義された権利データとして１または複数の権利テンプレート９００に具現化
し、ユーザが、コンテンツを公表するとき、その権利テンプレートを使用して権利ラベル
を生成するのを制限することができる。特に、権利テンプレートまたは権利テンプレート
群は、ユーザが、本発明の精神と範囲から逸脱しない限り、あらゆる種類の公表ポリシを
指定することができるように、ユーザが公表ポリシを利用可能にする。
【０１０１】
制限されたユーザなどの権利テンプレート９００を指定するために、図１２を参照して説
明すると、アドミニストレータなどは、実際には、事前定義された権利データを定義し（
ステップ１００１）、特定のＤＲＭサーバ３２０に関する情報などの、必要で、かつ適当
な他の情報を定義する（ステップ１００３）ことにより、権利テンプレート９００を構築
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する。重要なことは、限定されたユーザなどによって使用される権利テンプレートをもた
らすためには、権利テンプレート９００を公的にしなければならない。すなわち、権利テ
ンプレート９００は、限定ユーザなどが採用できる権利テンプレートとして認識しなけれ
ばならない。従って、本発明の一実施形態では、アドミニストレータなどによって構築さ
れた権利テンプレートは、ＤＲＭサーバ３２０に提出され、これにより署名され、この署
名は、権利テンプレートを公的なものにする（ステップ１００５）。
【０１０２】
署名するＤＲＭサーバ３２０は、その情報が実際に権利テンプレート９００に存在すると
き、その情報が権利テンプレート９００にあるＤＲＭサーバ３２０のことである。また、
ＤＲＭサーバ３２０は、必要なチェックを行ったときだけ権利テンプレート９００に署名
することができ、まったくチェックなしで署名することもできる。さらに、ＤＲＭサーバ
からのテンプレート署名S(PR-DRM-T)（ただし、-Tは、署名がＯＲＴ９００に対するもの
であることを意味している）は、少なくとも権利テンプレート９００の事前定義された権
利データに基づくべきであるが、本発明の精神と範囲から逸脱しない限り、他の情報に基
づくこともできる。以下で説明するように、署名S(PR-DRM-T)は、権利ラベルの中に組み
込まれ、権利ラベルに関連して検証され、従って、署名が基づくものがあれば、変更され
ない形で権利ラベルの中に組み込まれるべきである。
【０１０３】
ＤＲＭサーバ３２０が権利テンプレート９００に署名し、それをアドミニストレータなど
に戻すと、アドミニストレータは、署名され、いまは公的になっている権利テンプレート
９００をS(PR-DRM-T)とともに受け取り（ステップ１００７）、公的権利テンプレート（
ＯＲＴ）９００を１または複数のユーザに転送し、そのユーザによって使用される（ステ
ップ１００９）。従って、ユーザがＯＲＴ９００に基づいてコンテンツを公表するために
、ユーザは、ＯＲＴ９００を取り出し（ステップ１０１１）、あらゆる必要とされる情報
を用意することによって、ＯＲＴ９００に基づいて権利ラベルを構築する（ステップ１０
１３）。必要とされる情報は、コンテンツに関する情報、適当な鍵情報、（ＤＥＳ１）に
よってＯＲＴ９００から暗号化されると、結果として（DES1(rightsdata）)となる権利デ
ータ、およびＯＲＴ９００からの他の情報などである。重要なことは、ユーザは、ＯＲＴ
９００からの署名S(PR-DRM-T)を権利ラベルに含む。
【０１０４】
そのあと、上述したように、ユーザは、署名のために権利ラベルをＤＲＭサーバ３２０に
提出する（ステップ１０１５）。なお、ここでは、ＤＲＭサーバ３２０は、その中のS(PR
-DRM-T)が検証されなければ、提出された権利ラベルに署名しない。すなわち、ＤＲＭサ
ーバ３２０は、提出された権利ラベルが、ＯＲＴ９００からの署名S(PR-DRM-T)を含まな
ければ、提出された権利ラベルに署名することを拒否することにより、ユーザが、提出さ
れた権利ラベルをＯＲＴ９００に基づくべきことを強制する。具体的には、ＤＲＭサーバ
３２０は、そのS(PR-DRM-T)と、その署名が基づいている情報があれば、提出された権利
ラベルから取り出し、（ＰＵ－ＤＲＭ）に基づいてその署名を検証する。提出された権利
ラベルの権利データは、（ＤＥＳ１）に従って暗号化されている（すなわち、DES1(right
sdata)）。従って、ＤＲＭサーバ３２０は、図９を参照して上述したように、最初に（Ｄ
ＥＳ１）を取得し、それを使用して（DES1(rightsdata)）を解読し、提出された権利ラベ
ルの権利データに基づいて署名を検証することができる。
【０１０５】
検証されると、ＤＲＭサーバ３２０は、上述したように、S(PR-DRM-L)を使用して、提出
された権利ラベルに署名し、ＳＲＬ３０８を生成する（ただし、-Lは、署名がＳＲＬ３０
８に対するものであることを意味している）。ここで、S(PR-DRM-L)は、S(PR-DRM-T)を置
き換えることも、S(PR-DRM-T)に付加されることもある。付加されるときは、S(PR-DRM-L)
は、S(PR-DRM-T)の一部に基づくことができる。（ＰＲ－ＤＲＭ）は、S(PR-DRM-T)とS(PR
-DRM-L)の両方を得るために使用することができるが、異なる（ＰＲ－ＤＲＭ）を、S(PR-
DRM-T)とS(PR-DRM-L)の各々に使用することもできる。ＤＲＭサーバ３２０が権利ラベル
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に署名し、ＳＲＬ３０６８をユーザに戻すと、ユーザは、S(PR-DRM-L)とともにＳＲＬ３
０８を受け取り（ステップ１０１７）、上述したように、そのＳＲＬ３０８を公表しよう
とするコンテンツと連結する処理に進む。
【０１０６】
ＯＲＴ９００の署名S(PR-DRM-T)が、少なくともＯＲＴ９００の事前定義された権利デー
タの一部に基づいている場合には、ＳＲＬ３０８に（DES1(rightsdata)に）入っている権
利データは修正することも、変更することもできない。そうでなければ、S(PR-DRM-T)は
検証されない。それにもかかわらず、本発明の一実施形態では、ＯＲＴ９００の中の権利
データは、ＯＲＴ９００に含まれる規定されたルール内で変更することができる。例えば
、ルールは、２つの権利データセットの１つを、ＳＲＬ３０８に含めることを指定し、ま
たは別のセットの中から選択を可能にすることもできる。当然に理解されるように、ルー
ルは、本発明の精神と範囲から逸脱しない限り、適当なシンタックスで記述された、どの
ようなルールにすることもできる。ここでは、ルールは、権利ラベルの作成時に、ユーザ
の適当なルールインタプリータによって解釈される。権利データは、変化することがある
が、ルールは同じように変化しないので、ＯＲＴ９００のテンプレートの署名S(PR-DRM-T
)は、権利データ自体にではなく、少なくともルールの一部に基づいている。その結果、
ＯＲＴ９００に含まれるルールは、ＳＲＬ３０８に含まれていなければならない。
【０１０７】
本発明の一実施形態では、ＯＲＴ９００の事前定義された権利データは、上述したように
、一部が固定で、不変であり、一部が可変で、ルール駆動（rule-driven）になっている
。ここでは、ＯＲＴ９００のテンプレート署名S(PR-DRM-T)は、少なくともルールの固定
部分の一部に基づき、権利データの可変部分のルールに基づいている。
【０１０８】
当然に理解されるように、ユーザが所有しているＯＲＴ９００は、時代遅れになるか、あ
るいは陳腐化することがある。すなわち、権利データを通してＯＲＴ９００は、最新でな
くなり、無関係となり、あるいは単純に適用できなくなったポリシを反映していることが
ある。例えば、ＯＲＴ９００の権利データの中で指定されている１または複数のユーザま
たはユーザクラスは、ポリシ環境内に最早存在していないこともあれば、ＯＲＴ９００の
権利データの中で指定された特定のユーザまたはユーザクラスは、ポリシ環境内で最早同
じ権利を有していないこともある。そのようなケースでは、アドミニストレータが、改訂
されたＯＲＴ９００を発行したが、ユーザは、旧版で、時代遅れのＯＲＴ９００をまだ使
用していることがある。
【０１０９】
このような状況で、本発明の一実施形態では、ＤＲＭサーバ３２０が、提出された権利テ
ンプレート９００に署名してＯＲＴ９００を生成し、ＯＲＴ９００のコピーを保存してお
くと、各ＯＲＴ９００は、ユニークな識別インデックスが付けられ、ＯＲＴ９００に基づ
いて構築された各権利ラベルは、そのＯＲＴ９００の識別インデックスを含む。従って、
図１２に示すように、提出された権利ラベルを受け取ると、ＤＲＭサーバ３２０は、権利
ラベルの中からＯＲＴ９００の識別インデックスを見つけ、見つかった識別インデックス
に基づいてＯＲＴ９００の最新コピーを取り出し、提出された権利ラベルから権利データ
を削除し、取り出したＯＲＴ９００から権利データを挿入し、最後に、少なくとも挿入さ
れた権利データの一部に基づいた権利ラベルに署名する。もちろん、ＤＲＭサーバは、（
DES1(rightsdata)）を解読し、再暗号化することを含み、上述したプロセスの中で必要と
され、義務付けられと暗号化と平文化ステップを実行する。ＤＲＭサーバが、提出された
権利ラベルの権利データを置換するように構成されているときには、その権利ラベルと、
その権利ラベルが構築される基となったＯＲＴ９００とは、必ずしも、権利データを含む
必要はない。その代わりに、権利データは、ＤＲＭサーバ３２０に置いておく必要がある
。しかし、権利データを権利ラベルおよびその権利ラベルが構築される基となったＯＲＴ
９００に含めることは、ユーザにとっては好都合であり、事情によっては有用なことがあ
る。
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【０１１０】
（結論）
本発明に関連して実行されるプロセスを実現するために必要なプログラミングは相対的に
単純明快であり、プログラミング関係者には自明のはずである。従って、このようなプロ
グラミングは、本明細書には添付していない。そこで、本発明の精神と範囲を逸脱しない
限り、どのようなプログラミングを採用しても、本発明を実現することが可能である。
【０１１１】
以上、デジタルコンテンツとサービスに対する使用ライセンスを、署名付き権利ラベルを
通して発行するためのシステムと方法を説明してきた。当業者ならば理解されるように、
本発明の好適実施形態は、様々な態様に変更し、改良することが可能であり、かかる変更
と改良は本発明の範囲から逸脱しない形で行うことができる。従って、請求項に記載され
ている本発明の範囲には、かかる等価的な変形のすべてが含まれる。
【０１１２】
付録１
【０１１３】
【表３】
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【０１１４】
【表４】
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【０１１５】
付録２
【０１１６】
【表５】
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【０１１７】
【表６】
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【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を実現することができ、この環境に限定されない例示コンピューティング
環境を示すブロック図である。
【図２】本発明を実現することができる、種々のコンピューティングデバイスが置かれて
いる例示ネットワーク環境を示すブロック図である。
【図３】デジタルコンテンツを公表するための本発明にかかるシステムと方法の好適実施
形態を示す機能ブロック図である。
【図４】権利管理されたデジタルコンテンツを公表するための本発明にかかる方法の好適
実施形態を示すフローチャートである。
【図５】図４の方法によって作成された署名付き権利ラベルの構造を示すブロック図であ
る。
【図６】権利管理されたデジタルコンテンツをライセンスするための本発明にかかるシス
テムと方法の好適実施形態を示す機能ブロック図である。
【図７】権利管理されたデジタルコンテンツをライセンスするための本発明にかかる方法
の好適実施形態を示すフローチャートである。
【図８】権利管理されたデジタルコンテンツをライセンスするための本発明にかかる方法
の好適実施形態を示すフローチャートである。
【図９】本発明の一実施形態に従って権利ラベルを再公表するとき実行される主要ステッ
プを示すフローチャートである。
【図１０】ユーザが本発明の一実施形態に従ってオフラインの公表の実行を可能にするた
めにＤＲＭサーバによりユーザに発行される証明書を示すブロック図である。
【図１１】本発明の一実施形態にしたがって権利ラベルに組み込まれる情報を指定してい
る権利テンプレートを示すブロック図である。
【図１２】本発明の一実施形態に従って図１１の権利テンプレートを生成し、権利テンプ
レートに基づいて図５の署名付き権利ラベルを生成するときに実行される主要ステップを
示すフローチャートである。
【図１３】トラストベースシステムの例の実施アーキテクチャを示すブロック図である。
【符号の説明】
３００　クライアントデバイス
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３０２　コンテンツ準備アプリケーション
３０４　暗号化デジタルコンテンツファイル
３０６　ＤＲＭクライアントＡＰＩ
３０８　署名付き権利ラベル（ＳＲＬ）
３１０　権利管理デジタルコンテンツファイル
３２０　ＤＲＭサーバ
３３０　通信ネットワーク

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】
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