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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツの諸セクタを、制御に反応して前記コンテンツを記録可能メディアに記録す
るために受領する記録器を有する受領装置であって：
　前記諸セクタの少なくとも一部は、少なくとも一つの埋め込まれた鍵を含むよう事前処
理され、事前暗号化されており、前記記録可能メディアは業界標準のデジタル・ビデオ・
ディスク（Digital　Video　Disk）記録可能メディアにおいて使用されるものとは異なる
独自フォーマットをもち、前記記録器はさらに、記録後に、前記メディアが標準的な複製
ディスクに対応するデータ・フォーマット、論理構造、エンコード、読み取り特性および
コピー・プロテクトを有するよう、コンテンツの前記諸セクタを変調して最終的な形にす
る変調器を含む、装置。
【請求項２】
　前記記録器がネットワークに接続されている、請求項１記載の受領装置。
【請求項３】
　前記記録器が複数の書き込みヘッドを有しており、該書き込みヘッドには事前処理され
、事前暗号化されたものを含むコンテンツの前記諸セクタが並列に、シリアル・ストリー
ミングされる、請求項１記載の装置。
【請求項４】
　請求項１記載の受領装置であって：
　前記記録器による前記コンテンツの記録を可能にする前記制御を提供するコントローラ
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をさらに有する、受領装置。
【請求項５】
　前記コントローラは家庭内コンピュータ装置およびセットトップボックスのうちの一方
を含む、請求項４記載の受領装置。
【請求項６】
　前記コンテンツが記録される各メディアの識別のためのシリアル番号付けをさらに有す
る、請求項１記載の受領装置。
【請求項７】
　前記シリアル番号付けが、前記メディア上へのコンテンツの記録の際の修正のために選
択された諸セクタを同定するよう構成されている、請求項６記載の受領装置。
【請求項８】
　前記選択された諸セクタを、前記コンテンツを記録するときにデータ遷移をずらすこと
によってデータ内容を選択的に変えることによって修正し、前記メディア上に種々のデー
タ・パターンを与える手段をさらに有する、請求項７記載の受領装置。
【請求項９】
　前記選択された諸セクタを修正する前記手段が、前記コンテンツの記録の際に、前記選
択された諸セクタを所望のデータ・パターンで置き換えるよう適応されている、請求項８
記載の装置。
【請求項１０】
　前記コントローラが、家庭システム、小売施設、工場またはウェブ・ベースの配布シス
テムのうちの少なくとも一つに関連付けられている、請求項４記載の受領装置。
【請求項１１】
　保護されたコンテンツを複製する方法であって：
　少なくとも一部は埋め込まれた鍵を含むよう事前処理され、事前暗号化されているコン
テンツの諸セクタのデータ・ストリームを受領する段階と；
　コンテンツの前記諸セクタを、業界標準のデジタル・ビデオ・ディスク（Digital　Vid
eo　Disk）記録可能メディアにおいて使用されるものとは異なる独自フォーマットをもつ
記録可能メディアに記録する段階であって、該記録する段階は、記録後に、該メディアが
標準的な複製ディスクに対応するデータ・フォーマット、論理構造、エンコード、読み取
り特性およびコピー・プロテクトを有するよう、コンテンツの前記諸セクタを変調して最
終的な形にすることを含む、段階とを有する、
方法。
【請求項１２】
　事前処理され、事前暗号化されたコンテンツの前記諸セクタがコンテンツ・スクランブ
リング・システム（CSS）のコピー・プロテクト暗号化を用いて事前暗号化されている、
請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　前記記録する段階が、コンテンツの前記諸セクタを、メディア・バーナーの複数の書き
込みヘッドに並列に、シリアル・ストリーミングする段階を含む、請求項１１記載の方法
。
【請求項１４】
　前記記録する段階が、前記メディア上へのコンテンツの記録の際の修正のためにシリア
ル番号付けを通じて前記メディア上で選択された諸セクタを同定することを含む、請求項
１１記載の方法。
【請求項１５】
　選択された諸セクタが、データ遷移をずらすことによってデータ内容を選択的に変える
ことによって修正されて、前記メディア上に種々のデータ・パターンが与えられる、請求
項１１記載の方法。
【請求項１６】
　前記選択された諸セクタが、前記メディアの記録の際に、所望のデータ・パターンで置
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き換えられる、請求項１１記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　〈関係する出願への相互参照〉
　本願は2006年4月12日に出願されたDVD　Replication　System　and　Methodとの名称の
PCT出願PCT/US2006/013732の優先権を主張するものである。該PCT出願は2005年10月11日
に出願されたIn-store/in-home　DVD　Replication　(a.k.a.　　Downloadable　DVD)と
の名称の米国仮特許出願第60/725,614号の優先権を主張する。両文献はここに参照によっ
てその全体において組み込まれる。
【０００２】
　〈発明の分野〉
　本発明は、概括的にはビデオ記録装置に、より詳細にはビデオ・コンテンツの家庭内、
店舗内および工場での複製のためにセキュリティ保護された仕方でオーディオまたはビデ
オ・コンテンツをダウンロードする方法であって、読み取り専用メモリ記憶装置およびメ
ディアにおいて使用されるセキュリティ特徴を含むものに関する。
【背景技術】
【０００３】
　映画および小売産業は、ローカル・サーバーに保存されているか中央保存サーバーから
高速プライベート・ネットワークを通じて配送されるDVDビデオ・コンテンツからオンデ
マンドでDVDビデオのディスクを製造する安全な方法を求めている。これは、小売または
オンラインの店舗環境では通常、簡単に在庫できないディープな映画カタログからの何千
ものDVDビデオのタイトルを利用可能にすることを許容する。家庭内ソリューションは、
スタジオが、配送され、DVDに記録されるコンテンツを安全な仕方で販売することを許容
する。
【０００４】
　コンテンツ・スクランブリング・システムCSSが力を失ったとはいえ、スタジオ顧客は
、デジタル・ミレニアム著作権法（DMCA）を通じて映画コンテンツの不正コピーの告発を
実施できるよう、CSSを含めることを要求する。
【０００５】
　さらに、CSSライセンシング・オーソリティ（CSS　Licensing　Authority）によって提
供されるCSS鍵はライセンスを受けたDVDディスク複製者、DVDドライブ・メーカーおよびD
VDオーサリング／圧縮の施設（facilities）、コンテンツ・プロバイダーおよび生産ツー
ル供給者にのみ提供されることができる。小売の施設、コンテンツ・プロバイダーおよび
消費者は、DVD　CCA（Copy　Control　Association［コンピー・コントロール協会］）に
よって提供されるCSS鍵へのアクセスをもつことを禁じられている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　記録可能なDVDメディアに記録されるビデオ・コンテンツに対するCSSコピー・プロテク
トを含められるようにする種々の手法が提案されている。これらの手法は、小売者および
記録ハードウェアがCSSのディスク鍵およびタイトル鍵を直接またはネットワークを通じ
た受領を通じて扱い、記録可能メディアがCSSディスク鍵を独自の記録可能DVDディスク・
メディアに安全に埋めまれるようにすることを要求する。これはCSS規格およびライセン
ス合意への修正を要求し、DVDコピー・コントロール協会（CCA）のコピー・プロテクト諮
問委員会（CPAC:　Copy　Protection　Advisory　Council）に提案され、承認されなけれ
ばならない。この委員会は権利保有者、消費者電子製品会社およびコンピュータ・メーカ
ーからなる。そのような変更を承認させることは困難で、きわめてありそうもない。これ
らの他の手法はまた、複雑／高価なハードウェア／ソフトウェア・アプリケーションをも
要求する。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　装置が、受領されたエンコードされたコンテンツからメディア・コンテンツを複製する
ことを可能にするコントローラと、該コントローラに反応する記録器であって、該記録器
以外の装置によって読み取り可能なメディアにコンテンツを記録する記録器とを含んでい
る。
【０００８】
　保護されたコンテンツを複製する方法が、エンコードされたコンテンツのデータ・スト
リームを受領し（５４）、選択されたコンテンツをもつ読み取り専用メディアを作成する
ための諸選択およびメディア（７２）を提供し（９２）、前記メディア上に前記エンコー
ドされたコンテンツを、該メディアが読み取り可能となるように記録する（９５）ことを
含む。
【０００９】
　保護されたコンテンツを複製する装置がメディア記録器を含んでおり、該メディア記録
器は、受領されたエンコードされたコンテンツを該メディア記録器以外の装置によって読
み取り可能なメディア上に記録するものであり、前記エンコードされたコンテンツが前記
記録器によって受領されるのは、コンテンツ・スクランブリング・システム（CSS）のコ
ピー・プロテクト暗号化（２４、３０）および先進アクセス・コンテンツ・システム（AA
CS:　Advanced　Access　Content　System）のコピー・プロテクト暗号化のうちの一方を
されてであり、それにより暗号鍵へのアクセスの必要なしに、前記エンコードされたコン
テンツのデータ・ストリームにコピー・プロテクト暗号化を提供する。
【００１０】
　本発明の利点、性質およびさまざまな追加的特徴は、付属の図面との関連でこれから詳
細に述べる例示的な実施形態を考慮することでより完全に明らかになるであろう。
【００１１】
　図面が本発明の概念を例示するためのものであり、必ずしも本発明を例示する唯一の可
能な構成ではないことは理解しておくべきである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　標準規格のコンテンツ・スクランブリング・システム（CSS）のコピー・プロテクト暗
号化を含む「記録可能な事前記録されたDVD」ディスクに記録された上位互換かつ下位互
換のDVDビデオのコンテンツの、店舗内（小売およびインターネット）、工場内および家
庭内での安全な作成を許容する方法およびシステムが提供される。本発明は、小売者また
は消費者がCSS鍵へのアクセスを有する必要性を迂回し、標準的な複製されたDVDビデオの
ディスクと同一なディスクの作成を許容する。CSS暗号化は、他のセキュリティおよびフ
ォーマットと一緒に前もって実行される。
【００１３】
　有利なことに、消費者に提供される結果ディスクは、フォーマット、論理構造、エンコ
ード、読み取り特性および物理レイアウトにおいてDVDビデオ読み取り専用ディスクと同
一である。完成されたディスクは以下ではダウンロード可能DVD（D-DVD）またはディスク
と称されることがある。D-DVDは言及の簡便のために用いられ、限定的に解釈されるべき
ではない。プレーヤー／ドライブに対しても消費者に対しても、そのディスクは、同じDV
Dコンテンツが与えられ、さらなる記録ができず、標準的な複製されたディスクと厳密に
同じに見え、したがってDVDビデオ・読み取り専用ディスクである。
【００１４】
　本発明の諸側面は、ほとんどの事前処理を一度中央の安全かつコントロールされた環境
で実行することによって、ディスクのフォーマット整形および記録の工程の複雑さを軽減
する。これはハードウェアの複雑さを大幅に軽減し、店舗内、キオスク内または家庭内の
記録器システムおよび電子製品に対するデータ処理要求を大幅に軽減する。さらに、本発
明の諸実施形態は、DVDまたはCDの小規模／限定的プリンティングのために用いられても
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よい。
【００１５】
　ある実施形態では、ソフトウェアまたは専用ハードウェアで簡単に実行できる最終的な
8-to-16変調（EFM+）変換が、DVDビットストリーム・データの転送および記憶を50%削減
する。EFM+工程は8ビット・データ列を16ビット・データ列に変換する。この変換または
エンコードは、コンテンツのあるレベルのセキュリティを許容するために、最終的な複製
の位置において完遂される。
【００１６】
　独自フォーマットの記録可能DVDディスクは、独自のダウンロード可能DVD（すなわちD-
DVD）ドライブおよび標準的なDVDレコーダーにおけるディスク使用権をコントロールしう
る。認証プロセスは、生産されるタイトル量のコントロールおよびモニタリングを許容す
る。ディスク・シリアル番号はメディア使用をトラックでき、タイトルに結び付けられる
ことができる。また個別化された一意的なビデオおよび／またはオーディオ透かし入れお
よび埋め込まれたデジタル・シリアル番号は、無許諾のディスク・コピーおよび海賊行為
を抑止し、追跡するために法的な場面で利用できる。
【００１７】
　ディスクの高速生産のために複数の光ピックアップ・ヘッドを使う機能が改良される。
D-DVDビットストリームは事前処理されてDVDバーナーに供給され、複数の書き込みヘッド
に並列にシリアル・ストリーミングされることができるからである。D-DVDビットストリ
ーム・フォーマットにおける事前処理されたデータなしでは、複数のデータ・ファイルを
並列に完全に処理しなければならないことによる複雑さ、コンピュータ処理ユニット（CP
U）の高い利用およびコストのため、本発明の諸側面は実現が著しく難しくなる。
【００１８】
　本発明はビデオ記録システムとの関連で記載されるが、本発明はずっと広いものであり
、ネットワークを通じた、キオスクからの、あるいはセキュリティ保護されたサーバーま
たはワークステーションから直接の配送ができるいかなるデジタル・マルチメディア・シ
ステムをも含みうることは理解しておくものとする。さらに、本発明は、電話、セットト
ップボックス、コンピュータ、衛星リンクなどによって取られたデータを記録することを
含め、いかなる記録方法またはメディアにも適用可能である。本発明は、デジタル・ビデ
オ記録（DVD）装置との関連で記載されるが、本発明の概念は、コンパクト・ディスク、
高精細度デジタル多用途ディスクHD　DVD、高精細度光ディスクプロセス・ブルーレイ（B
lu-ray）、それらのハイブリッドなどといった他の種類のメディアに拡張されうる。
【００１９】
　さらに、図面に示される要素はハードウェア、ソフトウェアまたはそれらの組み合わせ
のさまざまな形で実装されうることも理解しておくべきである。好ましくは、これらの要
素は、ハードウェアと一つまたは複数の適切にプログラムされた汎用装置上のソフトウェ
アとの組み合わせにおいて実装される。該汎用装置はプロセッサ、メモリおよび入出力イ
ンターフェースを含みうる。
【００２０】
　ここで図面の個別的な詳細を参照する。図面において、同様の参照符号はいくつかの図
を通じて同様または同一の要素を指す。まず図１を参照すると、例示的な実施形態に基づ
いて店舗内複製システム１０が例示的に示されている。コンテンツ所有者１２は、コンテ
ンツ資産１４（たとえばオーディオおよびビデオ資産；これらは映画、曲、プログラムま
たは他の任意の保護された素材を含みうる）を提供する。コンテンツ所有者１２は、最終
的なダウンロード可能DVD（D-DVD）に含められるべきオーディオ、ビデオ、ナビゲーショ
ン・フローチャート、グラフィックおよび他の補助情報を用意し、この情報を圧縮および
オーサリング施設１６に転送する。
【００２１】
　資産１４は、圧縮およびオーサリング（C&A）施設１６によって用いられる。C&A施設１
６は圧縮およびオーサリング・ツール１８を用いて、コンテンツをエンコードし、圧縮し
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、フォーマットし、編集して、本発明の諸機能によって用いられることのできる形にする
。オーサリングおよび圧縮施設１６は、オーディオおよびビデオの圧縮を実行する。メニ
ュー、サブタイトルおよび他の補助情報がDVDのために構成され、最終的なナビゲーショ
ン・プログラミングが実行される。任意的なコピー防止またはリッピング防止プログラミ
ング２０が、D-DVD処理センター２２への配送のために用意されたコンテンツおよび最終
的なファイル・セットに加えられる。
【００２２】
　C&A施設１６からのコンテンツは処理センター２２に与えられる。処理センター２２は
、D-DVDビットストリーム・マスタリング・センターと称されてもよく、複製者（製造者
）、オーサリング施設またはコンテンツ・プロバイダーを含みうる。部分的なDVDフォー
マット整形事前処理が処理センター２２において提供される。処理センター２２は好まし
くは中央位置に位置される（必ずしも店舗位置ではなく、ネットワーク（たとえばケーブ
ル、電話、衛星など）上またはインターネット上のローカル・サーバーに）。処理センタ
ー２２は、既存の規格への準拠を保証し、コンテンツ所有者に満足のいくセキュリティの
レベルを提供するために、多くのフォーマット整形および事前処理のステップを実行する
。たとえば、スタジオ顧客は、デジタル・ミレニアム著作権法（DMCA）を通じて映画コン
テンツの不正コピーの告発を実施できるよう、コンテンツ・スクランブリング・システム
（CSS）を望み、よってCSSがCSS鍵マネジメント２４によって含められる。CSS暗号化２８
はCSS暗号化規格に従い、暗号化された鍵へのアクセスを、該鍵を受領し、使うライセン
スを受け、許諾された者のみに制限する。
【００２３】
　コンテンツは、D-DVD処理センター２２において受領される。処理センター２２はDVD複
製、圧縮およびオーサリング施設であってもよいし、あるいはコンテンツ・スクランブリ
ング・システム（CSS）コピー・プロテクト暗号化を実行するライセンスを受けた他の施
設であってもよい。処理センターでは以下のことが行われる。通常の複製処理と同様、CS
S鍵マネジメント２４を使う処理センター２２はCSSディスク鍵を選ぶ。該CSSディスク鍵
は、DVD　CCA２５に配送され、ブロック２８で単数または複数のマスター鍵２６を使って
暗号化され、処理センター２２に返される。暗号化されたディスク鍵は、ブロック３０に
おいてディスク・タイトル鍵を暗号化するために使われる。
【００２４】
　圧縮およびオーサリング施設１６から配送されたDVDコンテンツは、コンテンツを法廷
での保護のためにさらに保護するために、ブロック３２で、オーディオおよび／またはビ
デオ透かし入れのために処理されてもよい。透かし入れ事前処理３２は任意的に実行され
るのでもよい。該処理は、完全な透かし入れ工程を含んでいてもよいし、あるいはD-DVD
ディスク・バーン段階における個別化された透かし入れのためのタグ付けを含んでいても
よい。この工程は、通常のDVD複製工程とは異なっており、新しい機能である。
【００２５】
　ブロック３４では、生産される各ディスクの個別化されたシリアル番号のために、ディ
スク記録段階に先立って「パルス幅変調され」ることができるゾーンの作成のためのセク
タ追加およびタグ付けが実行される。その最終産物は、ブロック１０６において、ブロッ
ク３４で実行されたタグ付けに従って「パルス幅シリアル番号付け」されることになる。
シリアル番号とは、セクタについて、および／または記録されたメディア・オブジェクト
についての機械可読な一意的な数である。このシリアル番号付けは、追跡目的、コピー・
プロテクト機能、インターネット・アクティブ化／マーケティング／データ収集処理およ
び他の用途のために使用されることができる。
【００２６】
　次いでコンテンツまたはその他のデータはセクタに分解される。ブロック３４において
、（50%までの）諸セクタはCSSスクランブルされ、DVDフォーマットされる。次いでブロ
ック３６でDVD誤り検出符号（EDC）および誤り訂正符号（ECC）が生成される。
【００２７】
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　通常のDVDエンコード工程ならここで8ビットのデータ・バイトを16ビット語に変換する
ところである。このエンコード工程がこのステップで実行されるのは、データのファイル
・サイズを減らすためではなく、追加的なセキュリティ機能のためである。というのも、
これらの部分エンコード／フォーマットされたDVDファイルはDVDビデオのディスクを生成
するために直接使用可能でないからである。次いでリードインおよびリードアウト情報が
前記データにアペンドされるか、あるいはファイル・サイズをさらに減らすためにバーン
段階でアペンドされる（リードイン／アウト・データの一部でも全部でもよい）。ブロッ
ク３８ではビットストリーム・フォーマット整形を使って、上記の結果ストリームをコン
ピュータ・システム上にすぐ保存されうるデジタル・データ構造に調製する（ファイルの
フォーマット整形も含められてもよい）。これがD-DVDビットストリームを表す。DVDコン
テンツのフォーマット整形工程は、通常のDVDビデオの複製工程において使われるのと似
ているが、少なくとも次の側面は例外である：オーディオおよび／またはビデオ透かし入
れ、「パルス幅シリアル番号付けされた」セクタ生成およびタグ付け、最終的な8-to-16
変調工程の消去およびD-DVDビットストリーム・フォーマット整形工程。他の変調方式も
考えられており、HD　DVDおよびブルーレイなどについて用いられてもよい。
【００２８】
　次いでD-DVDビットストリームは保存のためにハードディスク・ライブラリ４０に転送
される。次いでD-DVDビットストリーム・データ・ファイルは、中央に位置されるパッケ
ージ処理／サーバー・センター（PPSC:　package　processing/server　center）４２へ
の配送のために好適なメディアにアーカイブされる。ブロック４０からのD-DVDビットス
トリームは、ディスクおよびパッケージ・アートワークとともにパッケージされ、店舗内
のD-DVDビットストリーム・サーバー６０上またはビットストリーム・ライブラリ４０内
（あるいは家庭内パソコン・ハードディスク上；図２参照）への安全な伝送および保存の
ために暗号化されてもよい。
【００２９】
　D-DVDビットストリームのアーカイブされたデータ・ファイルはPPSC４２に配送される
。PPSC４２は以下の機能を実行する。ブロック４６で、ディスク・ラベル・アートワーク
、付随素材アートワークおよび他のパッケージ情報を加えることによって、完全なD-DVD
ビットストリーム・パッケージが作成される。ブロック４８では、D-DVDビットストリー
ム・パッケージは好適な暗号化ソフトウェアを用いて暗号化され、たとえばビットストリ
ーム・パッケージ・ライブラリ・サーバー・システム６０内に保存され、好適な媒体にア
ーカイブされる。PPSCシステム４２は、ブロック５０における認証および補助データ・マ
ネジメントと、ブロック５２におけるトランザクション制御およびトランザクション記録
マネジメントと、ブロック５４における店舗内ライブラリ「D-DVDビットストリーム・パ
ッケージ」マネジメントおよびパッケージ転送を実行する。
【００３０】
　店舗または小売環境１２０における店舗内複製（または工場内もしくはオンラインの小
売者）については、安全な認証されたチャネル５６の高速接続が好ましくは、「D-DVDビ
ットストリーム・パッケージ」ファイル・マネジメントのために利用される。「家庭内複
製」（図２）については、D-DVDディスクにバーンされるべきファイルのダウンロードの
ために、インターネットまたは他のネットワーク５７が利用される。
【００３１】
　PPSC４２はまた、小売環境中の店舗内D-DVD生産システムにおける大容量記憶のために
利用されるサーバー６０に、小売者への配送に先立って、適切なビットストリーム・ライ
ブラリ６２を事前ロードする。
【００３２】
　ブロック７５では記録可能メディアの製造者７４によってブランクのメディア７２が生
産される。メディア７２は、以下の特性をもつ独自仕様で製造されうる。ディスク７２は
、ブランクでもよいし、あるいは業界標準のDVD記録可能メディアにおいて使用されるも
のとは異なる独自の蛇行プレグルーブ・フォーマット（wobbled　pre-groove　format）
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または他のフォーマットを使って生産されてもよい。この独自フォーマット（proprietar
y　format）は、D-DVD記録ドライブにおいてこのメディアをD-DVDメディアであると同定
するために使用されることになる。D-DVD記録ドライブは、該独自のフォーマットをされ
たメディアにのみ記録できるよう構成されてもよく、このメディアは、パソコン（PC）や
セットトップボックスのDVDバーナーで使われるような業界標準のDVDバーナー上では機能
しなくてもよい。蛇行プレグルーブは、ブロック７６で、ディスク認証、ロット番号、店
舗番号および他の情報を含めるために周波数変調または他の方法によってエンコードされ
うる。これらのディスク上に情報を埋め込むために他の方法が用いられてもよい。たとえ
ばバースト・カッティング領域（BCA:　Burst　Cutting　Area）または他の手段を使うこ
とによって、他の識別／シリアル番号付け情報がメディアに追加されることもできる。ブ
ランクのメディア７２は読み取り専用ディスクが生産されることを許容することになる。
【００３３】
　店舗内環境８０は以下のサブシステムを含み、以下の機能を実行する。トランザクショ
ン・マネージャ８２は「ビットストリーム・パッケージ・ライブラリ」サーバー６０を収
容する。該「ビットストリーム・パッケージ・ライブラリ」サーバー６０は、ブロック８
４での在庫マネジメントと、パッケージ・マネージャ８６を用いたはいってくるパッケー
ジの受領と、認証および補助データ・マネジメント８８と、トランザクション制御および
トランザクション記録マネジメント９０とを実行し、PPSC４２との通信のために安全な認
証されたチャネル５６をマネージする。コンテンツ検索およびトランザクション機能性ま
たは他のユーザー・インターフェース機能のために、キオスクまたは端末９２が使われる
。
【００３４】
　D-DVDディスク・バーナー／プリンタ・エンジン（DDBP:　D-DVD　disc　burner/printe
r　engine）９４はトランザクション・マネージャ８２とのインターフェースをもつ。DDB
P９４は以下のサブシステムを含み、以下の機能を実行する。サブシステムは、パソコン
１００または他のコンピュータ・ベースの制御システム、D-DVDディスク読み取り／記録
ドライブ９５（これは独自のものでもよい）、ディスク・プリント・エンジン９６、ハー
ドウェア・サブシステムおよびトランザクション・マネージャ８２への通信チャネルを含
みうる。ディスク注文はキオスク９２からトランザクション制御９３を使ってDDBP９４に
転送され、ディスク・メディア７２はディスク・ドライブ１１０に搬送される。メディア
７２は前もって購入されてもよいし、あるいはコンテンツが注文される時点で提供されて
もよい。次いでこのメディア７２が読まれ、D-DVDメディアであると確認される。次いで
、認証およびシリアル番号データがディスクから読まれ、PPSC４２からの最終的な認証の
ために、認証／補助データ・マネジメント・サブシステム９７を通じてトランザクション
・マネージャ８２に転送される。
【００３５】
　認証されると、次いで選択されたコンテンツ（暗号化されたD-DVDビットストリーム・
パッケージ）が、パソコン１００内のソフトウェアにおける、あるいは専用ハードウェア
によるブロック９８での復号のためにDDBP９４に転送される。出力は「D-DVDビットスト
リーム、透かし入れタグ付けデータ、シリアル番号付けタグ付けデータ、ラベル・アート
ワークおよび付随素材のアートワークである。
【００３６】
　パソコン１００および／または専用ハードウェア／ソフトウェアは、ブロック１０２で
透かしタグ付けデータを読み、CSS暗号化されていない前記50%のセクタのうち選択された
セクタに透かし入れする。専用ハードウェア／ソフトウェアはまた、ブロック１０６で、
修正のために割り当てられているセクタを一意的に同定するために使われるシリアル番号
付けタグ付けデータを読む。同定されたセクタは、データ遷移のタイミング、よってディ
スク上のディスク・ピット・エッジの位置をずらすことによって修正されることもできる
。これはD-DVDディスク上に記録されている種々のデータ・パターンにつながる。代替と
して、セクタ・データ全体が、所望のデータ・パターンを含むもので置き換えられること
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ができる。代替法の実行は、ブロック１０４における8-to16変調の前でも後でもよい。こ
のデータは、一意的な機械可読シリアル番号を用いて各ディスクを一意的に同定する（た
とえばパルス幅変調）ために使うことができ、あるいは追加的な暗号機能のために使われ
てもよい。
【００３７】
　次いでドライブ１１０が完全に処理された「D-DVDビットストリーム」を受領し、スト
リーミング・モードで、記録可能ゾーンのまさに先頭におけるリードインの先頭から始ま
ってディスク上の記録可能ゾーンのまさに最後におけるリードアウトの終わりで終わるデ
ータを記録する。すると、その記録されたディスクは、普通に複製されたDVDビデオ読み
取り専用ディスクと同一の特性をもつ事前記録されたディスクである。このディスクは、
さらに記録したり変更したりすることはできない。入力されたコンテンツが等価なら、D-
DVDディスクとDVDビデオ読み取り専用ディスクは同一の仕方で読み取りおよび実行される
。このディスクはデータ・コンテンツ、論理構造、物理構造、電気的特性およびCSS暗号
化において、DVDビデオ・読み取り専用ディスクと同一なので、DVDプレーヤーおよびレコ
ーダー上で再生可能である確率が高くなる。
【００３８】
　記録完了後、ディスクは検証されるか部分的検証され、ブロック９５および９７を使っ
て適正なコンテンツおよび品質特性が保証される。ディスクは次いで装飾のためにディス
ク・プリント・エンジン９６に転送される。次いで付随する紙素材がプリントされ、最終
産物が、消費者への配送のためにパッケージにまとめられる。
【００３９】
　有利には、本発明の諸側面によれば、透かし入れされ、CSSで暗号化された、データ・
コンテンツの事前処理されたストリームはキオスクまたは店舗内施設に提供される。デー
タのストリームは事前処理されているので、D-DVDに記録される時点での動作はより少な
くなる。この事前処理されたデータ・ストリームは、その事前処理された状態においてCS
S暗号化および用いられる他の任意のセキュリティ施策（たとえば透かしなど）によって
保護される。さらに、データ・ストリームはまだ完全にその最終的な形に変調されてはい
ないので、該ストリームは最終的な複製に先立つ段階では使用から保護される。
【００４０】
　メディア７２への記録の時点で、ストリームがメディア・ディスク７２に書き込まれる
直前に、ストリームに対して変調プロセス（たとえば8-to-16ビット変調またはたとえば1
-to-7PP［Parity　Preserved（パリティ保存）］、8-to-12および8-to14変調のような他
の変調方式）が実行される。次いでそのデータ・ストリームはメディアに直接書き込まれ
る。
【００４１】
　図２を参照すると、家庭内DVD複製のためのシステム／方法２００が例示的に示されて
いる。システム２００は概念上、図１に記載される店舗内でのDVD複製実施形態と同様で
あり、同様の復号、透かし入れ（任意的）、シリアル番号付け（任意的）、8-to-16変換
およびD-DVDビットストリーム・データを記録するための独自ドライブを含むが、コンテ
ンツがインターネット、電話、ケーブルまたは衛星のネットワークを通じてセットトップ
ボックスまたはコンピュータに直接配送されるという点で異なっている。このドライブは
、スタンドアローンのインターネット接続されたケーブルまたは衛星のセットトップボッ
クスに組み込まれることができる。ブロック９６におけるディスクのプリントは家庭内で
の実施形態では任意的である。
【００４２】
　家庭内ディスク・バーナー９４は、ネットワーク５７から部分エンコードされたデータ
・ストリームを受領し、コンピュータまたはセットトップボックス１００がエンコード、
たとえば8-to16変調などを完遂する。その後、完全にエンコードされたデータ・ストリー
ムがメディア・オブジェクト７２に書き込まれる。
【００４３】
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　図１および図２によれば、安全な復号９８および8-to-16変調（EFM+）９４の最終的な
ディスク処理ステップは、バーナーまたはメディア記録装置によって受領された部分エン
コードされたビットストリームに対して、店舗内または家庭内の記録可能DVDドライブに
おいて実行される。任意的に、店舗固有またはディスク固有のオーディオおよび／または
ビデオ透かし（１０２）および／またはディスク・シリアル番号（１０４）がビットスト
リームに挿入されることができる。ビットストリームは、ライブラリ４０（または６２）
からシリアル式にストリーミングされ、記録可能なDVDメディアに記録される。店舗内／
キオスク内／工場内／家庭内のドライブ上に記録されている「D-DVDビットストリーム」
は、標準的な複製工程で生産される業界標準の事前記録されたDVDビデオのディスクに記
録されているデジタル・データ・ビットストリームと同一である／あることができる。デ
ィスクおよび付随素材は、標準的な複製工程で生産されたものと同様にプリントおよびパ
ッケージングされることができる。データ・ストリームはDVD製造のためのガラス・マス
ターを作成するのと同様でありうるので、本開示の諸側面に基づく工程は、工場環境にお
ける小規模または限られた配布メディアのためのディスクの書き込みを許容しうる。
【００４４】
　有利なことに、最終的なディスクは、標準的な複製ディスクと同一の電気的、論理的、
CSSコピー・プロテクトおよび物理的な特性を有しており、よってレガシーのおよび新し
いDVDビデオ・プレーヤーおよびパソコンのDVDドライブ／デコーダ・ソフトウェア上で再
生可能である。本工程は、標準的なDVD製品の店舗内複製または家庭内複製と見ることが
できる。代替的に、独特なディスク・タイプ識別子、認証データ、店舗識別情報およびロ
ット番号識別情報を含むようカスタム・フォーマットされた独自の記録可能メディアが使
われてもよい。各ディスクに機械可読フォーマットで個々に番号付けするために、ディス
クは、たとえばバースト・カッティング領域（BCA）または「パルス幅シリアル番号付け
」または他の手段を通じて個々にシリアル番号付けされることができる。
【００４５】
　レコーダー・システムは、D-DVDレコーダー内で記録されるべきメディアを認証する諸
方法を含み、店舗内複製についてはD-DVDメディアのみが使える。さらに、D-DVDメディア
には、標準的なDVDレコーダーでは記録できない。システムはキオスク・ユーザー・イン
ターフェースまたはパソコン・ユーザー・インターフェースおよびトランザクション記録
管理および報告のための諸方法を含みうる。
【００４６】
　図３を参照すると、本発明の側面および利点のいくつかを示すために、標準的なDVD製
造工程と本発明の工程との比較が例示的に示されている。標準的な工程はブロック１６お
よび１１５を含む。ブロック１６では、標準的なC&A施設が、DVDのためのコンテンツの圧
縮およびオーサリングを実行することを含む。ブロック１１５は、CSS鍵を扱いコンテン
ツをCSS暗号化するライセンスを受けた被ライセンス複製施設内で実行される工程ステッ
プを示している。ディスク・フォーマット器１０２はブロック１０４におけるCSS鍵暗号
化およびコンテンツ・スクランブルならびにブロック１０６におけるDVDディスク・フォ
ーマット整形を提供する。ブロック１０４はCSS鍵暗号化情報をブロック２５から受領す
る。完全にCSS暗号化され、DVDフォーマット整形され、8-to-16ビット変調されたデータ
・ストリームが生成される。これはガラス・マスタリング・ブロック１０８でガラス・マ
スター・ディスクを生産するために用いられる用意ができている
　ガラス・マスタリングは、ブロック１１０においてデータをガラス・マスター・レコー
ダーにストリーミングして、DVDのガラス・マスター・コピーに適用されるピット・パタ
ーンを作成することを含む。ディスク複製１１２は、DVDの大量生産のために射出成形１
１４によってDVDを生産するためにガラス・マスター・パターンをモールドに複製するこ
とによって実行される。
【００４７】
　本開示の諸実施形態によれば、ガラス・マスタリング１０８の代わりに、ビットストリ
ーム・マスタリング１２２が実行される。ビットストリーム・マスタリング１２２は、ブ
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ロック１２４においてデータをハードディスクまたは他の読み取り／書き込みメモリにス
トリーミングすることを含む。データ・ストリームは部分的にエンコードされているが、
CSS暗号化、DVDフォーマット整形は含むよう前処理されているが、まだ8-to16ビット変調
はされていない。ブロック１０２および１２２は、CSS鍵を扱いコンテンツをCSS暗号化す
るようCCAライセンスされた複製施設内に留まることを注意しておく。
【００４８】
　ディスク複製１２８は、ブロック１２６でデータをD-DVDメディアにストリーミングす
ることを含む。この複製工程の間または直前に、変調または完全なエンコードが実行され
て、DVD上に記録されるべきデータ・ストリームが完成される。DVDメディア１３２はブラ
ンクでもよいし、D-DVD製造者１３０によって特別に製作またはフォーマットされたディ
スクでもよい。ブランク・ディスクは、標準的な基準に従って再生のみのための読み取り
専用ディスクとしてフォーマットされてもよい。たとえば、DVDの読み取り専用ビットが
記録されるコンテンツに含められる。読み取り専用ディスクは再生は許容するが記録は許
容せず、復号を許容するのもCSS有効化／許諾された装置において使われる場合のみであ
る。
【００４９】
　図４を参照すると、本発明の完全に事前処理される実施形態に基づく、メディア・オブ
ジェクト（たとえばDVD）を複製するための例示的なシステム／方法のブロック図／流れ
図である。認証されたチャネル５６を通じたDVDビットストリーム・データ転送速度が制
限を与える関心事ではない場合には、B2DVDビットストリーム・マスタリング段階２２の
ビットストリーム・フォーマット整形３８プロセスにおいて完全な8-to-16変調（EFM＋）
変換またはエンコードが実行されることができる。これは、バーナーまたはメディア記録
装置９４における一切の8-to-16変調変換の必要をなくす。パルス幅シリアル番号付け１
０６出力がディスク読み取り、認証および複製動作９５に先立って書き込み信号調整４０
４にかけられる。ディスク・バーナー９４に対する結果的な処理要求は、図１および図２
の実施形態より低い。というのも、トランザクション・マネージャ段階８２で受領される
信号において完全な8-to-16変調のエンコードが完了されており、ディスク・バーナー９
４による部分的な変調が要求されないからである。
【００５０】
　DVD複製のためのシステムおよび方法について好ましい実施形態（これは例示的である
ことが意図されており、限定的であることは意図されていない）を記載してきたが、上記
の教示に照らして当業者は修正および変更をすることができることを注意しておく。した
がって、開示される本発明の個別的な諸実施形態には、付属の請求項によって述べられる
本発明の範囲および精神の範囲内にはいる変更がなされうることは理解しておくものとす
る。特許法令によって要求される詳細および具体性をもって本発明について記載してきた
が、特許状によって保護されることが請求され、望まれるものは付属の請求項において述
べられるものである。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明のある例示的な実施形態に基づく、小売施設からメディア・オブジェクト
（たとえばDVD）を複製するための例示的なシステム／方法のブロック図／流れ図である
。
【図２】本発明のもう一つの例示的な実施形態に基づく、家庭または消費者位置からメデ
ィア・オブジェクト（たとえばDVD）を複製するための例示的なシステム／方法のブロッ
ク図／流れ図である。
【図３】標準的なDVD製造工程と、本発明のもう一つの例示的な実施形態に基づく、メデ
ィア・オブジェクト（たとえばDVD）を複製するためのシステム／方法との間の例示的な
比較を示すブロック図／流れ図である。
【図４】本発明の完全に前処理される実施形態に基づく、メディア・オブジェクト（たと
えばDVD）を複製するための例示的なシステム／方法のブロック図／流れ図である。
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