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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ライセンス取得されていない楽曲の試用版を装
置が演奏できる。
【解決手段】複数の装置のうちの装置から装置へ複製さ
れる著作権作品についてのデジタル著作権管理システム
であって、その複数の装置のうちの幾つかが親機であっ
て幾つかが子機であり、子機が親機に登録されても良く
、少なくとも二つのレベルのアクセス、（ｉ）そのデジ
タル作品への完全アクセスを許可するか、または（ｉｉ
）そのデジタル作品への限定アクセスを許可する、とい
うアクセスのうちの一つを決定するのに役立つデジタル
著作権管理データをそのデジタル作品の複製にカプセル
化する。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の装置のうちの装置から装置へ複製されるデジタル著作権作品の販売管理業務を追
跡する方法であって、少なくとも二つのレベルのアクセス、つまり、（ｉ）前記デジタル
作品への完全アクセスを許可するか、または（ｉｉ）前記デジタル作品への限定アクセス
を許可する、というアクセスのうちの一つを決定するのに役立つデジタル著作権管理デー
タを前記デジタル作品の複製がカプセル化してよく、少なくとも二つのやり方、つまり、
（Ａ）アクセスレベル（ｉ）に設定されているデジタル著作権管理データ付きの前記デジ
タル作品の複製を受け取るか、または（Ｂ）前記デジタル作品の既に存在している複製内
における前記デジタル著作権管理データをアクセスレベル（ｉｉ）からアクセスレベル（
ｉ）へ調整する、というやり方で前記デジタル作品の複製が販売管理業務者からライセン
ス取得されてよい、方法であり、
　前記デジタル作品が一つの装置から他の装置へ複製される時に、以前の販売管理業務者
情報に関する試用履歴を前記デジタル作品の複製内に記録することと、
　前記デジタル作品が現在の販売管理業務者からライセンス取得される時に、現在の販売
管理業務者情報を前記デジタル作品の複製内に記録することと、
を含んで、前記デジタル作品の複製内にライセンスの累積記録を生成することを具備する
方法。
【請求項２】
　現在の販売管理業務者情報の前記記録がタイプ（Ａ）の購入情報を記録することである
、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　現在の販売管理業務者情報の前記記録がタイプ（Ｂ）の購入情報を記録することである
、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　デジタル作品が現在の販売管理業務者からライセンス取得されるときの収入の配分を算
定することをさらに含み、
　前記配分が前記現在の販売管理業務者情報に対応し且つ前記デジタル作品の前記複製内
の以前の販売管理業務者情報に対応している、請求項１に記載の方法
【請求項５】
　現在の販売管理業務者が音楽キオスクを含んでいる、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　現在の販売管理業務者が無線キャリアを含んでいる、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　現在の販売管理業務者がケーブルテレビジョンのプロバイダを含んでいる、請求項１に
記載の方法。
【請求項８】
　複数の装置のうちの装置から装置へ複製されるデジタル著作権作品の販売管理業務を追
跡するシステムであって、少なくとも二つのレベルのアクセス、つまり、（ｉ）前記デジ
タル作品への完全アクセスを許可するか、または（ｉｉ）前記デジタル作品への限定アク
セスを許可する、というアクセスのうちの一つを決定するのに役立つデジタル著作権管理
データを前記デジタル作品の複製がカプセル化してよく、少なくとも二つのやり方、つま
り、（Ａ）アクセスレベル（ｉ）に設定されているデジタル著作権管理データ付きの前記
デジタル作品の複製を受け取るか、または（Ｂ）前記デジタル作品の既に存在している複
製内における前記デジタル著作権管理データをアクセスレベル（ｉｉ）からアクセスレベ
ル（ｉ）へ調整する、というやり方で前記デジタル作品の複製が販売管理業務者からライ
センス取得されてよい、システムであり、
　前記デジタル作品の複製内にライセンスの累積記録を生成させるための親機及び子機内
の累積記録管理装置を具備しており、累積記録が、
　　前記デジタル作品が一つの装置から他の装置へ複製される時の、前記デジタル作品の
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複製内における以前の販売管理業務者情報に関する試用履歴と、
　　前記デジタル作品が現在の販売管理業務者からライセンス取得される時の、前記デジ
タル作品の複製内における現在の販売管理業務者情報に関する記録と、
を含んでいるシステム。
【請求項９】
　現在の販売管理業務者情報に関する前記記録がタイプ（Ａ）の購入情報に関する記録を
含んでいる、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　現在の販売管理業務者情報の前記記録がタイプ（Ｂ）の購入情報の記録を含んでいる、
請求項８に記載のシステム。
【請求項１１】
　デジタル作品が現在の販売管理業務者からライセンス取得されるときの収入の配分を算
定するための収入配分をさらに含み、
　前記配分が前記現在の販売管理業務者情報に対応し且つ前記デジタル作品の前記複製内
の以前の販売管理業務者情報に対応している、請求項８に記載のシステム。
【請求項１２】
　現在の販売管理業務者が音楽キオスクを含んでいる、請求項８に記載のシステム。
【請求項１３】
　現在の販売管理業務者が無線キャリアを含んでいる、請求項８に記載のシステム。
【請求項１４】
　現在の販売管理業務者がケーブルテレビジョンのプロバイダを含んでいる、請求項８に
記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、デジタル音楽録音の使用及び譲渡のための著作権管理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタル録音に関する著作権法を消費者は一般にある程度は知っているが、消費者がこ
れらの著作権法を守ることを助けるのに適切な自動機構が存在していない。例えば、ＣＤ
によるかまたはNapsterの様なインターネット音楽共有サービスによる申込みを介して楽
曲を購入する消費者は、一つ以上の自分のコンピュータに、または一枚以上のＣＤに、ま
たは一つ以上のＭＰ３プレーヤに、自分自身のためにその楽曲の個人的な複製を行うこと
を自分が許可されているか否かを一般に知らない。
【０００３】
　デジタル著作権管理技術は、デジタル著作権管理ラッパーをデジタル楽曲内にカプセル
化することによって、この問題を処理している。一般に暗号化されているデジタル著作権
管理ラッパーは、特定の楽曲を演奏するための必要な著作権が特定の装置にあるか否かを
指定する。そして、そのプレーヤ内のハードウェアまたはソフトウェアが、それに応じて
その楽曲の演奏を可能にするかまたは不可能にする。一般に、装置の所有者が楽曲のライ
センスを購入した場合にのみ、デジタル著作権管理システムはその装置におけるその楽曲
の演奏を可能にする。その装置の所有者がその楽曲のライセンスをもし購入していなくて
購入することを希望すれば、且つ『情報センター』と呼ばれるライセンス局にコンピュー
タネットワークを経由してその装置がもし接続されていれば、その所有者はその情報セン
ターからライセンスを購入するかもしれず、その場合には現在の所有権を反映する様にデ
ジタル著作権管理ラッパーが更新される。
【０００４】
　しかし、情報センターにアクセスすることのできる接続中装置に非接続装置が繋がって
いなければ、その非接続装置は一般にその様なライセンスを購入することができない。そ
ういう訳で、その非接続装置の所有者が接続ポイントにいない時には、その装置の所有者
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によってライセンス取得されていない楽曲をその装置は演奏することができない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　マーケティングのためには、非接続装置の所有者によってライセンス取得されていない
楽曲の試用版をその装置がもし演奏することができ、且つその様な試用版を一台の非接続
装置から別の装置へ試用版としてもし複製することができれば、有益である。そうすれば
、その非接続装置の所有者は、その楽曲の試用版を聴取することができ、その後に、その
楽曲に対するライセンスを購入することをもし希望すれば、接続中装置に自分の非接続装
置を自分の都合のよいときに繋げ且つ情報センターからライセンスを購入することによっ
て、その楽曲のライセンスを購入することができる。
【０００６】
　従って、試用版として取得され装置から装置へ複製されその後に完全ライセンス取得版
へ変換される楽曲のデジタル著作権を管理するのに取引システムがもし適切であれば、有
益である。
【０００７】
　楽曲の試用版が友人の共有チェーンを介して装置から装置へ複製され、そのうちの何人
かがその試用版に対するライセンスを結局は購入するという様な、取引システム内でのラ
イセンス購入の履歴を追跡することも、有益である。詳細には、共有チェーンに沿う人に
よって支払われた支払金額の一部が、楽曲がライセンス取得された最初の情報センターつ
まり売り主に分配される、という利益共有協定をライセンス履歴の追跡が可能にする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一つの実施形態は、一つの装置から別の装置へデジタル作品が複製される時に
著作権特権を管理する、構成可能な方法及びシステムに関係している。本発明の実施形態
は、特に楽曲、映画及び絵画を含む多くの形態のデジタル著作権作品に適用される。次の
説明は、明確さのために主にデジタル楽曲に言及している。
【０００９】
　一般的な設定では、デジタル楽曲は、（ｉ）特に、iTunes（登録商標）及びNapster（
登録商標）の様なインターネット音楽サービス、ＣＤ及びその他の記録媒体、音楽キオス
ク、並びにケーブル放送局及び衛星放送局の様な音楽放送局を含む、外部供給元から入手
され、その後に（ｉｉ）デジタルオーディオレコーダとデジタルオーディオプレーヤとの
間で複製される。楽曲の譲渡は、結節点及び導管を有しており、結節点が水を貯蔵して導
管が一つの結節点から別の結節点へ水を送る、仮想的な配水システムに、幾つかの点でた
とえられるかもしれない。外部の結節点はレコード店、キオスク及びインターネット音楽
サービスの様な音楽供給元を表しており、内部の結節点はオーディオレコーダ及びオーデ
ィオプレーヤを表している。
【００１０】
　この配水例の中では、デジタル著作権管理は管内の水の流れを制限する制御弁と結節点
内の水へのアクセスを制御することとに関係している。
【００１１】
　本発明の一つの実施形態の場合には、
・デジタルオーディオ装置は互いに登録されてよく、
・レコーダ及びプレーヤ内に記憶される楽曲は、『購入』、『録音』または『試用』と標
識を付けられる。
【００１２】
　デジタルオーディオプレーヤは、ゼロまたは一つのデジタルオーディオレコーダに登録
されることが好ましい。言い換えれば、デジタルプレーヤは一つよりも多いレコーダに登
録することはできないが、一つのデジタルレコーダはこのデジタルレコーダに複数のデジ
タルプレーヤを登録させることができる。
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【００１３】
　一つの実施形態の場合には、楽曲の標識は、この楽曲に関連づけられている著作権を識
別するために使用される。試用標識は、楽曲の販売促進版つまり試用版について使用され
、一般に期限切れ事象を含んでいて、この期限切れ事象の発生と同時にその楽曲は『蒸発
する』つまりもはや全く演奏することができない。
【００１４】
　本発明の一つの実施形態の場合には、著作権管理は、（ｉ）供給元装置から供給先装置
へ楽曲が複製されることを制限することと、（ｉｉ）楽曲が供給元装置から供給先装置へ
複製される時に－供給元装置、供給先装置、供給元装置内におけるその楽曲の標識に基き
、且つその供給元装置とその供給先装置とが共通に登録されているか否かに基づいて－そ
の楽曲が供給先装置内で標識を付けられるやり方を指定することと、によって達成される
。
【００１５】
　更に、本発明の代替実施形態の場合には、供給元装置にある楽曲が複製を許可される回
数を著作権管理が制限するかもしれない。例えば、楽曲を複数のプレーヤへ複製するため
にレコーダが使用される時に、楽曲の三回までの複製が許可されるかもしれない。
【００１６】
　本発明の実施形態は、オーディオ装置の製造業者がそれらの夫々の場所における法的要
件に従ってデジタル著作権管理についての融通のきく論理を構成することを可能にしてい
る。種々のその様な構成が以下の詳細な説明中に記載されている。
【００１７】
　本発明の実施形態は、第三者のデジタル著作権管理規則に従うために且つ第三者のプレ
ーヤとの下位互換性を確実にするために、第三者のデジタル著作権管理システムと共に実
行されてよい。そういう訳で、本発明の一つの実施形態は、従来の構成の範囲内で、従来
のデジタル著作権管理システムに強化を提供する。
【００１８】
　本発明の実施形態は、使用及び取引を追跡することにも好都合に使用される。具体的に
述べると、最初のユーザはデジタル作品に対するライセンスを購入する。その後に、一人
の友人が次の友人と共有している友人の共有チェーンに沿ってそのデジタル作品が装置か
ら装置へ複製される。これらの共有された複製は、限定されたやり方でしかアクセスする
ことのできない試用複製である。チェーンに沿う友人の何人かまたは総てが、そのデジタ
ル作品の自分の複製を結局は購入して、その複製を試用複製から所有複製へ変換するかも
しれない。本発明の実施形態を使用すれば、そのデジタル作品の共有されている試用複製
を所有複製へ変換するためにその様な友人がライセンスを購入する時に、購入の最初の供
給元及びその友人の使用に関する情報が追跡される。この情報は、特に、その友人によっ
て受け取られた支払金額の一部を購入の最初の供給元へ分配するためと、使用統計及び購
入統計を集めるためとに、使用することができる。
【００１９】
　本発明とは対照的に、従来技術のデジタル著作権管理装置は、楽曲が供給元装置から供
給先装置へ複製される時に供給元標識から供給先標識へ標識を改変するという基本的な特
徴を含んでいない。その様な従来技術のデジタル著作権管理装置の一つはマイクロソフト
社のWindows（登録商標） Media Rights Managerであり、これは、キーを使用してオーデ
ィオファイルを暗号化することと、キーＩＤでそのファイルをパッケージすることとによ
って、デジタル著作権を実行する。そのオーディオファイルを演奏するために、ユーザは
ライセンスを取得し、このライセンスはそのファイルを解読するためのキーを含んでいる
。
【００２０】
　その様な従来技術の別のデジタル著作権管理装置はアップル社のiTunes著作権管理装置
であり、これは、ｉＰｏｄ音楽プレーヤが登録されていないコンピュータからそのｉＰｏ
ｄがＭＰ３楽曲をダウンロードすることができない様に、コンピュータにｉＰｏｄを登録
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する。
【００２１】
　従って、複数の装置のうちの装置から装置へ複製される著作権作品についてのデジタル
著作権管理方法であって、その複数の装置のうちの幾つかが親機であって幾つかが子機で
あり、子機が親機に登録されてよい、方法が本発明の実施形態に従って提供される。親機
Ｐ１からこの親機Ｐ１に登録されている子機Ｃ１へデジタル作品が複製され、そのデジタ
ル作品への親機Ｐ１による完全アクセスを許可し且つそのデジタル作品への親機Ｐ１以外
の装置によるアクセスを拒否するのに役立つデジタル著作権管理データを、そのデジタル
作品がカプセル化している。子機Ｃ１内のデジタル作品への子機Ｃ１と子機Ｃ１以外の子
機とによる完全アクセスを所定期間の間は許可する様に、子機Ｃ１内のそのデジタル作品
の複製内におけるデジタル著作権管理データが修正される。子機Ｃ１内のデジタル作品へ
の子機Ｃ１による完全アクセスを許可する様に、且つ子機Ｃ１内のそのデジタル作品への
子機Ｃ１以外の子機による限定アクセスを許可する様に、子機Ｃ１内のそのデジタル作品
の複製内へデジタル著作権管理補助データが挿入される。親機Ｐ１以外の親機Ｐ２へ子機
Ｃ１からデジタル作品がもし複製されれば、親機Ｐ２内のそのデジタル作品への親機Ｐ２
による限定アクセスを許可する様に、親機Ｐ２内のそのデジタル作品の複製内におけるデ
ジタル著作権管理データが修正される。親機Ｐ２内のデジタル作品の複製内におけるデジ
タル著作権管理補助データは削除され、子機Ｃ１以外の子機Ｃ２へ子機Ｃ１からデジタル
作品がもし複製されれば、子機Ｃ２内のデジタル作品への子機Ｃ２による限定アクセスを
許可する様に且つ子機Ｃ２内のデジタル作品への子機Ｃ２以外の子機による限定アクセス
を許可する様に、子機Ｃ２内のデジタル作品の複製内におけるデジタル著作権管理補助デ
ータが修正される。
【００２２】
　複数の装置のうちの装置から装置へ複製されるデジタル著作権作品についてのデジタル
著作権管理方法であって、その複数の装置のうちの幾つかが親機であって幾つかが子機で
あり、子機が親機に登録されてよく、少なくとも二つのレベルのアクセス、つまり、（ｉ
）そのデジタル作品への完全アクセスを許可するか、または（ｉｉ）そのデジタル作品へ
の限定アクセスを許可する、というアクセスのうちの一つを決定するのに役立つデジタル
著作権管理データをそのデジタル作品の複製がカプセル化してよい、方法が本発明の実施
形態に従って更に提供される。デジタル著作権管理データをカプセル化するデジタル作品
の複製内に、以下の原則、つまり、（１）子機Ｃ１からこの子機Ｃ１が登録されている親
機Ｐ１へデジタル作品がもし複製されれば、親機Ｐ１内のデジタル作品の複製内における
デジタル著作権管理データは子機Ｃ１内のデジタル作品の複製と同じアクセスレベルに保
たれ、（２）親機Ｐ１に登録されている子機Ｃ１からその同じ親機Ｐ１に登録されている
別の子機Ｃ２へデジタル作品がもし複製されれば、子機Ｃ２内のデジタル作品の複製内に
おけるデジタル著作権管理データは子機Ｃ１内のデジタル作品の複製と同じアクセスレベ
ルに保たれ、（３）親機Ｐ１に登録されている子機Ｃ１から親機Ｐ１以外の親機Ｐ２へデ
ジタル作品がもし複製されれば、親機Ｐ２内のデジタル作品の複製内におけるデジタル著
作権管理データはアクセスレベル（ｉｉ）に設定され、（４）親機Ｐ１に登録されている
子機Ｃ１からその親機Ｐ１に登録されていない子機Ｃ２へデジタル作品がもし複製されれ
ば、子機Ｃ２内のデジタル作品の複製内におけるデジタル著作権管理データはアクセスレ
ベル（ｉｉ）に設定され、（５）親機Ｐ１から別の親機Ｐ２へデジタル作品がもし複製さ
れれば、親機Ｐ２内のデジタル作品の複製内におけるデジタル著作権管理データはアクセ
スレベル（ｉｉ）に設定され、（６）親機Ｐ１からこの親機Ｐ１に登録されていない子機
Ｃ１へデジタル作品がもし複製されれば、子機Ｃ１内のデジタル作品の複製内におけるデ
ジタル著作権管理データはアクセスレベル（ｉｉ）に設定される、という原則に従ってデ
ジタル著作権管理データを設定する規則が実施される。
【００２３】
　複数の装置のうちの装置から装置へ複製されるデジタル著作権作品の使用及び販売管理
業務を追跡する方法であって、その複数の装置のうちの幾つかが親機であって幾つかが子
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機であり、子機が親機に登録されてよく、少なくとも二つのレベルのアクセス、つまり、
（ｉ）そのデジタル作品への完全アクセスを許可するか、または（ｉｉ）そのデジタル作
品への限定アクセスを許可する、というアクセスのうちの一つを決定するのに役立つデジ
タル著作権管理データをそのデジタル作品の複製がカプセル化してよく、少なくとも二つ
のやり方、つまり、（Ａ）アクセスレベル（ｉ）に設定されているデジタル著作権管理デ
ータ付きのデジタル作品の複製を受け取るか、または（Ｂ）デジタル作品の既に存在して
いる複製内におけるデジタル著作権管理データをアクセスレベル（ｉｉ）からアクセスレ
ベル（ｉ）へ調整する、というやり方でデジタル作品の複製が販売管理業務者からライセ
ンス取得されてよい、方法が本発明の実施形態に従ってまた更に提供される。（１）デジ
タル作品が供給元から装置へ複製される時に、供給元情報に関する記録をそのデジタル作
品の複製内に保持することと、（２）デジタル作品が販売管理業務者からライセンス取得
される時に、購入情報に関する記録をそのデジタル作品の複製内に保持することと、（３
）デジタル作品の複製が記憶されている現在の装置についての使用情報に関する記録をそ
のデジタル作品の複製内に保持することと、（４）もし現在の装置が親機であり且つこの
現在の装置におけるデジタル作品の複製が複製された以前の装置がこの現在の装置に登録
されている子機であるか、またはもし以前の装置が親機であり且つ現在の装置がこの以前
の装置に登録されている子機であれば、この以前の装置についての使用情報に関する記録
をそのデジタル作品の複製内に更に保持することと、を含んで、デジタル作品の複製内に
ライセンスの累積記録が生成される。
【００２４】
　複数の装置のうちの装置から装置へ複製される著作権作品についてのデジタル著作権管
理システムであって、その複数の装置のうちの幾つかが親機であって幾つかが子機であり
、子機が親機に登録されてよい、システムが本発明の実施形態に従って更に提供される。
親機Ｐ１内のデジタル著作権管理装置は、（１）親機Ｐ１からこの親機Ｐ１に登録されて
いる子機Ｃ１へデジタル作品を複製し、そのデジタル作品への親機Ｐ１による完全アクセ
スを許可し且つそのデジタル作品への親機Ｐ１以外の装置によるアクセスを拒否するのに
役立つデジタル著作権管理データを、そのデジタル作品がカプセル化している、前記複製
を行い、（２）子機Ｃ１用であるデジタル作品への子機Ｃ１と子機Ｃ１以外の子機とによ
る完全アクセスを所定期間の間は許可する様に、そのデジタル作品の複製内におけるデジ
タル著作権管理データを修正し、（３）子機Ｃ１用であるデジタル作品への子機Ｃ１によ
る完全アクセスを許可する様に、且つそのデジタル作品への子機Ｃ１以外の子機による限
定アクセスを許可する様に、そのデジタル作品の複製内へデジタル著作権管理補助データ
を挿入するために、備えられている。子機Ｃ１内のデジタル著作権管理装置は、（１）親
機Ｐ１以外の親機Ｐ２へ子機Ｃ１からデジタル作品を複製し、（２）親機Ｐ２用であるデ
ジタル作品への親機Ｐ２による限定アクセスを許可する様に、そのデジタル作品の複製内
におけるデジタル著作権管理データを修正し、（３）親機Ｐ２用であるデジタル作品の複
製内におけるデジタル著作権管理補助データを削除し、（４）子機Ｃ１以外の子機Ｃ２へ
子機Ｃ１からデジタル作品を複製し、（５）子機Ｃ２用であるデジタル作品への子機Ｃ２
による限定アクセスを許可する様に且つそのデジタル作品への子機Ｃ２以外の子機による
限定アクセスを許可する様に、そのデジタル作品の複製内におけるデジタル著作権管理補
助データを修正するために、備えられている。
【００２５】
　複数の装置のうちの装置から装置へ複製されるデジタル著作権作品についてのデジタル
著作権管理システムであって、その複数の装置のうちの幾つかが親機であって幾つかが子
機であり、子機が親機に登録されてよく、少なくとも二つのレベルのアクセス、つまり、
（ｉ）そのデジタル作品への完全アクセスを許可するか、または（ｉｉ）そのデジタル作
品への限定アクセスを許可する、というアクセスのうちの一つを決定するのに役立つデジ
タル著作権管理データをそのデジタル作品の複製がカプセル化してよい、システムが本発
明の実施形態に従って更に提供される。子機Ｃ１内のデジタル著作権管理装置は、デジタ
ル著作権管理データをカプセル化するデジタル作品の複製内に、以下の原則、つまり、（
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１）子機Ｃ１からこの子機Ｃ１が登録されている親機Ｐ１へデジタル作品がもし複製され
れば、親機Ｐ１内のデジタル作品の複製内におけるデジタル著作権管理データは子機Ｃ１
内のデジタル作品の複製と同じアクセスレベルに保たれ、（２）親機Ｐ１に登録されてい
る子機Ｃ１からその同じ親機Ｐ１に登録されている別の子機Ｃ２へデジタル作品がもし複
製されれば、子機Ｃ２内のデジタル作品の複製内におけるデジタル著作権管理データは子
機Ｃ１内のデジタル作品の複製と同じアクセスレベルに保たれ、（３）親機Ｐ１に登録さ
れている子機Ｃ１から親機Ｐ１以外の親機Ｐ２へデジタル作品がもし複製されれば、親機
Ｐ２内のデジタル作品の複製内におけるデジタル著作権管理データはアクセスレベル（ｉ
ｉ）に設定され、（４）親機Ｐ１に登録されている子機Ｃ１からその親機Ｐ１に登録され
ていない子機Ｃ２へデジタル作品がもし複製されれば、子機Ｃ２内のデジタル作品の複製
内におけるデジタル著作権管理データはアクセスレベル（ｉｉ）に設定される、という原
則に従ってデジタル著作権管理データを設定する規則を実施するために、備えられている
。親機Ｐ１内のデジタル著作権管理装置は、デジタル著作権管理データをカプセル化する
デジタル作品の複製内に、以下の原則、つまり、（１）親機Ｐ１から別の親機Ｐ２へデジ
タル作品がもし複製されれば、親機Ｐ２内のデジタル作品の複製内におけるデジタル著作
権管理データはアクセスレベル（ｉｉ）に設定され、（２）親機Ｐ１からこの親機Ｐ１に
登録されていない子機Ｃ１へデジタル作品がもし複製されれば、子機Ｃ１内のデジタル作
品の複製内におけるデジタル著作権管理データはアクセスレベル（ｉｉ）に設定される、
という原則に従ってデジタル著作権管理データを設定する規則を実施するために、備えら
れている。
【００２６】
　複数の装置のうちの装置から装置へ複製されるデジタル著作権作品の使用及び販売管理
業務を追跡するシステムであって、その複数の装置のうちの幾つかが親機であって幾つか
が子機であり、子機が親機に登録されてよく、少なくとも二つのレベルのアクセス、つま
り、（ｉ）そのデジタル作品への完全アクセスを許可するか、または（ｉｉ）そのデジタ
ル作品への限定アクセスを許可する、というアクセスのうちの一つを決定するのに役立つ
デジタル著作権管理データをそのデジタル作品の複製がカプセル化してよく、少なくとも
二つのやり方、つまり、（Ａ）アクセスレベル（ｉ）に設定されているデジタル著作権管
理データ付きのデジタル作品の複製を受け取るか、または（Ｂ）デジタル作品の既に存在
している複製内におけるデジタル著作権管理データをアクセスレベル（ｉｉ）からアクセ
スレベル（ｉ）へ調整する、というやり方でデジタル作品の複製が販売管理業務者からラ
イセンス取得されてよい、システムが本発明の実施形態に従って更に提供される。デジタ
ル作品の複製内にライセンスの累積記録を生成させるために親機及び子機内の累積記録管
理装置が備えられており、この累積記録が、（１）デジタル作品が供給元から装置へ複製
される時の、そのデジタル作品の複製内における供給元情報に関する記録と、（２）デジ
タル作品が販売管理業務者からライセンス取得される時の、そのデジタル作品の複製内に
おける購入情報に関する記録と、（３）デジタル作品の複製が記憶されている現在の装置
についての、そのデジタル作品の複製内における使用情報に関する記録と、（４）もし現
在の装置が親機であり且つこの現在の装置におけるデジタル作品の複製が複製された以前
の装置がこの現在の装置に登録されている子機であるか、またはもし以前の装置が親機で
あり且つ現在の装置がこの以前の装置に登録されている子機であれば、この以前の装置に
ついての、そのデジタル作品の複製内における使用情報に関する記録と、を含んでいる。
【００２７】
　本発明の実施形態は、図面と共に解釈されれば、以下の詳細な説明からもっと十分に理
解され且つ認識される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　デジタル音楽プレーヤは、ＭＰ３プレーヤの様な独立形消費者電子装置として、携帯情
報端末（ＰＤＡ）や携帯電話の様な携帯装置内の付属構成部として、及び家庭内ネットワ
ーク装置として、急増しつつある。聴取者は一般にデジタル楽曲の自分自身の個人的なラ
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イブラリを作成し、これらのデジタル楽曲はハードディスクドライブやリムーバブルメモ
リカードの様な記憶装置に記憶される。デジタル楽曲は、一般に、申込みサービス及びピ
アツーピア交換を経由するインターネットを介して、または、コンパクトディスク（ＣＤ
）から楽曲を変換してこれらの楽曲をＭＰ３ライブラリ内へインポートすることによって
、入手される。レコード業界に使用料を支払うサービスを介してデジタル音楽ファイルを
合法的に取得しなければ、これらのファイルの入手は著作権の侵害になるかもしれない。
【００２９】
　デジタル楽曲は、一般に、オーディオデータと、メタデータと呼ばれて聴取者のライブ
ラリ内の楽曲に索引を付けるために使用される補助データとを、含んでいる。例えば、Ｍ
Ｐ３ファイル内ではメタデータはＩＤ３タグを介してアクセスされ、ＷＭＡファイルはフ
ァイル内にまたファイル名自体内にもメタデータを埋め込んでいる。楽曲に索引を付ける
ことによって、聴取者は、自分のライブラリを点検し、自分のライブラリ内の個々の楽曲
にアクセスするためにこの自分のライブラリを検索し、楽曲を削除し、プレイリストを作
成することができる。一般に、オーディオプレーヤはユーザがメタデータを見るユーザイ
ンタフェースを備えている。
【００３０】
　著作権問題を除いて、デジタル音楽ライブラリを作成することは多くの時間及び作業を
必要とする。一般に、聴取者は、興味のある一つ以上の楽曲を見つけようとして最初にイ
ンターネットを検索し、次にこれらの楽曲の在処を識別し、それからこれらの楽曲をメデ
ィアプレーヤに関連づけられているデータベース内へダウンロードする。楽曲は一般にＭ
Ｐ３やＷＭＡの様な標準形式に従ってフォーマットされているデジタルファイルとして記
憶される。楽曲が一旦ダウンロードされると、聴取者はコンピュータ上でそれらの楽曲を
演奏するためにWindows（登録商標） Media PlayerやWinampの様なソフトウェアを一般に
使用するか、またはその代わりに聴取者はｉＰｏｄ（登録商標）やＭＰ３プレーヤの様な
楽曲を演奏するハードウェア装置にそれらの楽曲を複製する。
【００３１】
　デジタル音楽の世界における欠点は、あつらえの音楽ライブラリを家庭で作成するため
に必要とされる多大な努力である。しばしば、個人は、自分達の好みの楽曲をダウンロー
ドして自分達自身の個人的な音楽ライブラリを作成することに、引き続いて数夜を費やす
。代替手段は他人によって準備されたライブラリを購入することであるが、他の誰かのラ
イブラリはしばしば別の聴取者の好みに合わず、その聴取者は自分自身の好みの楽曲を集
めることを好む。
【００３２】
　聴取者が自分の好みの楽曲を聞くための人気のある供給元は、音楽放送局にある。ケー
ブル放送、衛星放送、及びインターネットは、殆ど総てのジャンルの音楽－クラシック音
楽、ロックンロール、ジャズ、８０年代の音楽、その他－に音楽チャンネルを提供する。
聴取者は、その様な放送サービスに加入することによって自分の好みに従って音楽を楽し
むことができる。
【００３３】
　本発明の実施形態は、聴取者が、音楽放送局から放送される楽曲を、自分のデジタル音
楽ライブラリに索引を付けるために必要とされるその楽曲のメタデータと共に、自分のラ
イブラリへ自動的に複製及びインポートすることを可能にする。本発明の実施形態を使用
すれば、聴取者は、検索及び引出しのために総てが適切に索引を付けられている何万もの
自分の選択による楽曲の大きなデジタル音楽ライブラリを殆ど難なく自動的に作成するこ
とができる。更に、本発明の実施形態の追加的な特徴は、音楽放送局で放送される楽曲の
中からどの楽曲が聴取者のライブラリへインポートされるべきであるかを、特にジャンル
、楽曲タイトル、アーチスト、アルバム及び楽曲の長さを含む一つ以上の基準に基づいて
、聴取者が選択することを可能にする。
【００３４】
　音楽放送局から放送される楽曲を複製することは、テレビ番組をＶＣＲに複製すること
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と類似している。著作権法は、消費者の家庭へ放送されるテレビ番組を消費者が自分のＶ
ＣＲへ複製することを許可している。しかし、音楽放送局からの生オーディオの録音は、
その様な楽曲を識別し且つこれらの楽曲をデジタル音楽ライブラリ内へ組み入れるために
必要なメタデータを提供しないので、楽曲を自動的に複製するための技術はもっと複雑で
ある。更に、楽曲は音楽放送局で部分的に重複して連続的に、一般に合間での中断なしに
、演奏されるので、各楽曲を他の楽曲から分離しなければならない。
【００３５】
　本発明の実施形態は、ケーブル放送局及び衛星放送局によって放送される音楽チャンネ
ルからデジタル音楽ライブラリを自動的に作成する方法及びシステムに関係している。本
発明の一つの実施形態の場合には、放送楽曲は、個々の楽曲に索引を付け且つアクセスす
るために及び楽曲が演奏されている間表示するために必要なメタデータと共に、デジタル
音楽ライブラリ内へ録音される。本発明の実施形態を使用すれば、放送音楽から生成され
たデジタル音楽ライブラリは、完全な検索能力及びアクセス能力を有する、個々の楽曲の
大きなライブラリとして機能する。
【００３６】
　本発明の実施形態は、下記に説明されている様に、放送楽曲をデジタル音楽ライブラリ
内へ自動的にデジタル的に録音し、且つジャンル、楽曲タイトル、アーチスト及びアルバ
ムタイトルに従って各々の録音された楽曲に自動的に索引を付けることを、聴取者に可能
にさせるシステムを提供する。更に、本発明の実施形態は、総ての放送楽曲を録音するの
ではなく、特にジャンル、楽曲タイルまたはアーチストを指定することによって、自動的
に録音されるべき楽曲をフィルターにかけることを、聴取者に可能にさせる。本発明の実
施形態のシステムが動作中に聴取者が居合わせる必要はない。従って、大きな楽曲ライブ
ラリの自動生成を本発明の実施形態が可能にすることが分かる。
【００３７】
　本発明の実施形態は、本明細書中で『ネスト』と呼ばれており、コンピュータと、ＭＰ
３プレーヤ及びその他のデジタル音楽プレーヤと、並びに、特に携帯電話、ＰＤＡ、家庭
内ネットワーク装置及びインターネット装置を含む、ＭＰ３プレーヤまたはその他のデジ
タル音楽プレーヤを内部に含むその他の電子装置と、インタフェースすることのできる、
プログラム可能な装置内で具現されている。第一実施形態の場合には、ネストは衛星受信
機／ケーブル受信機に連結されており、第二実施形態の場合には、ネストはテレビに連結
されており、第三実施形態の場合には、ネストはＵＳＢ接続及びＦｉｒｅｗｉｒｅ接続を
経由して種々の外部コンポーネントに連結されている。
【００３８】
　総ての実施形態の場合に、デジタル音楽ライブラリを記憶するメモリは、ネスト自身の
中に位置している大きなハードディスクか、またはコンパクトディスク及びメモリカード
の様な一つ以上のもっと小さなリムーバブル記憶装置か、またはハードディスクとリムー
バブル記憶装置との組み合わせか、の何れかであることができる。大きなハードディスク
の利点は、ことごとく検索及びアクセスすることのできる単一のライブラリに聴取者の音
楽ライブラリが統合されるということである。コンパクトディスクの様なリムーバブル記
憶装置の利点は、ＭＰ３プレーヤの様な携帯プレーヤ内へ聴取者がそのディスクを挿入す
ることができるということである。４０曲が平均的に１２８ＭＢのデータを必要として１
時間半の聴取に相当する量を含むと仮定すると、大きな８０ＧＢのハードディスクは約２
万５６００曲のライブラリを保持することができ、６４０ＭＢのコンパクトディスクは約
２００曲つまり約７時間半の聴取に相当する量を保持することができる。
【００３９】
　図１は、本発明の実施形態に従うネスト１００の正面図である。ネスト１００はその前
面パネルが開いている状態で示されている。ネスト内へコンテンツを追加するために、Ｃ
Ｄプレーヤの様な補助オーディオ装置及び補助ビデオ装置を接続するために使用される、
雌型左アナログ音声入力コネクタ１１０及び雌型右アナログ音声入力コネクタ１２０と、
雌型アナログ映像入力コネクタ１３０とが、前面パネルの左側にある。外来のＭＰ３プレ
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ーヤをネストに接続するために使用される雌型ＵＳＢソケット１４０、１５０と、ネスト
をコンピュータネットワークに接続するための雌型イーサネット（登録商標）コネクタ１
６０と、アナログステレオ音声出力をヘッドホンに供給するために使用されるミニジャッ
クソケット１７０とが、前面パネルの右側にある。
【００４０】
　本発明の実施形態の場合には、本明細書中で『エッグ』と呼ばれている携帯デジタル音
楽プレーヤへ、ネストに記憶されているデジタル音楽ライブラリから楽曲をローディング
するために、一つ以上の携帯デジタル音楽プレーヤをネストに接続することができ、本明
細書中で『受け台』とも呼ばれている、一つ以上の交換ポート１８０をネストが含んでい
る。その様な交換ポートは、フィルム缶形状のエッグが挿入される円形ポートまたは楕円
形ポートであってよい。従って、ネストの受け台内にエッグが差し込まれている間にエッ
グが楽曲を『装填』されてよいことが分かる。
【００４１】
　図２は、本発明の実施形態に従うエッグ２００の側面図である。現在演奏中の楽曲につ
いてのメタデータを表示するパネル２１０と共にエッグ２００が示されている。図２中に
見ることができる様に、このメタデータは、タイトル（『風に吹かれて』）、作者（『ボ
ブ・ディラン』）及びアルバム（『ボブ・ディランの最高ヒット集』）を含んでいる。
【００４２】
　図３は、本発明の実施形態に従う図２のエッグ２００の底面図である。エッグの底は、
エッグとネストとの間でアナログ音声及びアナログ映像を転送するための雌型音声／映像
コネクタ２１０と、エッグとネストとの間で、エッグと『充填機構』キオスクとの間で、
並びにエッグと別のエッグとの間で、デジタルデータを転送するための雌型ＵＳＢコネク
タ２２０とを、含んでいる。コネクタ２１０、２２０に対応して、雄型アナログ音声／映
像コネクタと雄型ＵＳＢコネクタと（図１中には示されていない）を、ネストの受け台が
含んでいる。
【００４３】
　ネスト及びエッグの典型的な使用の概要は以下の通りである。聴取者は、The Music Ch
oice（登録商標）の様な広告放送のないラジオ放送局からの様な特定の音楽チャンネルに
、自分のケーブル受信機ボックスまたは衛星受信機ボックスを設定して、その音楽チャン
ネルからの楽曲を捕捉するためにネストを作動させる。ネストは、デジタル音楽ライブラ
リを自動的に作成して、放送された楽曲をそのデジタル音楽ライブラリへインポートする
。その後、聴取者は、ネストの受け台内へエッグを差し込んで、選択した楽曲をその音楽
ライブラリからエッグへダウンロードする。ネストが聴取者のスピーカシステムにもし接
続されていれば、聴取者はネストからあちこちの部屋のスピーカへ音楽を送ってもよい。
ネストが家庭内ネットワークにもし接続されていれば、ネストと一緒に作動することを許
可されているコンピュータへ聴取者は音声を流してよい。
【００４４】
　エッグがネストに接続されているときにネストがエッグへ楽曲をダウンロードすること
ができることに加えて、エッグ内に記憶されている楽曲をネストが削除することもできる
。従って、エッグの記憶がもし満杯であれば、新しい組の楽曲をエッグがダウンロードす
るためにネストはそのエッグから楽曲を削除することができる。
【００４５】
　本発明の実施形態のエッグは、ネストに加えてその他の供給元からデジタル音楽を受け
取ってよい。従って、購入前に楽曲を聴取してその後に購入するために使用される、音楽
流通店内にある音楽キオスクの様なキオスクと、エッグは両立できる。エッグがネストに
接続されているときは、その他の装置から受け取られてそのエッグ内に記憶されているデ
ジタル音楽をネストに保管することができる。
【００４６】
　エッグはそのＵＳＢコネクタを介して制御コマンドを受け取ってよい。具体的に述べる
と、
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・ネストに接続されているときは、次の楽曲へ進むためのコマンドの様な制御コマンドを
ネストがエッグに発してよく、
・住宅の部屋内におけるエッグ用の結合機構の様な結合機構に接続されているときは、こ
の結合機構は、ユーザによって出される赤外線コマンドを受け取ってこれらのコマンドを
ＵＳＢコネクタ上のエッグへの制御コマンドに変換してよい。
【００４７】
　図４は、本発明の実施形態に従って図１のネストから図２のエッグ内へ楽曲を複製する
ためのグラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）の説明図である。図４中に示されて
いるＧＵＩは、ネストに接続されているテレビまたはその他の表示装置上に表示されて、
赤外線制御装置の様な遠隔制御装置の使用によって対話される。そういう訳で、図４のＧ
ＵＩは簡単な方向ボタン及び選択ボタンによるナビゲーション用である。
【００４８】
　図４に示されているＧＵＩは、デジタル音楽ライブラリを編成して、プレイリスト、つ
まり、ネストから演奏するための、またはエッグからの再生のためにエッグへ複製するた
めの、楽曲の連なりを作成するために、使用される。
【００４９】
著作権管理
　本発明の強化された実施形態は、デジタル著作権管理を組み入れている。本発明の実施
形態に従うと、エッグは高々一つのネストにしか登録されず、下記に説明されている様に
、あるネストに登録されているエッグしかそのネストから販売促進用ではない楽曲を借り
出す権利を有していない。一般に、ネストはそのネストに複数のエッグを登録される。
【００５０】
　本発明の実施形態に従うと、ネスト内またはエッグ内の楽曲は、『購入』、『録音』ま
たは『試用』と標識を付けられる。『購入』楽曲は消費者によって代金を支払われた楽曲
である。購入楽曲は、特に、iTunes（登録商標）またはNapster（登録商標）の様なイン
ターネットサービスを介して購入された楽曲、キオスクを介して購入された楽曲、及び購
入されたＣＤから複製されてＭＰ３の様な形式へ変換された（『抽出・変換された』）楽
曲を含んでいる。『録音』楽曲は、ケーブル音楽放送局または衛星音楽放送局から消費者
用に録音された楽曲を含んでいる。『試用』楽曲は、消費者に無料で提供されてやがては
期間切れになる販売促進版つまり試用版の楽曲である。消費者がその様な楽曲をもし聴取
し続けたければ、その消費者はその楽曲の購入版または録音版を取得しなければならない
。
【００５１】
　試用楽曲の期限切れは、特に、３０日間の様な固定期間後、またはその楽曲の固定再生
回数後に生じる。期限切れと同時に、試用楽曲は、全く演奏しなくなるかもしれず、その
楽曲の間引き標本抽出版またはその楽曲の出だしのみを演奏するかもしれず、代わりにそ
の楽曲を購入するかさもなければその楽曲の購入を可能にする方法を説明するメッセージ
を演奏するかもしれない。
【００５２】
　試用楽曲という標識は、この楽曲を購入することができる情報センターとして機能する
一つ以上のウェブサイトに対するＵＲＬまたはその他のその様な識別子を含んでいてよい
。
【００５３】
　本発明の実施形態に従うと、ネスト内に既に含まれている楽曲のリストとネスト内にま
だ含まれていない楽曲のリストとを、そのネストが含んでいる。例えば、特定のアーチス
トによる特定のアルバムからのある楽曲がそのネスト内に含まれているときはいつも、同
じアルバムからのその他の楽曲または同じアーチストによるその他の楽曲をそのリストが
含んでいる。ネスト内に録音された楽曲は、録音と標識を付けられる。ネスト内に含まれ
ていないその他の楽曲は、消費者による要求時に、試用版としてそのネストにダウンロー
ドすることができる。楽曲の試用版を聴取した後に、その消費者はそのネストを使用して
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その楽曲を購入するかもしれず、その時にはその購入された楽曲は購入と標識を付けられ
る。録音、購入または試用とその様に楽曲に標識を付けることは、その楽曲に関連づけら
れている著作権を識別するのに役立つ。
【００５４】
　ネストからこのネストに登録されているエッグへ、またはエッグからこのエッグが登録
されているネストへの様に、互いに登録されている二つの装置のうちの一方の装置から他
方の装置へ楽曲が複製される時に、この楽曲の標識は維持される、つまり、供給先装置上
の楽曲の標識は供給元装置上の楽曲の標識に設定される。例えば、ネストからこのネスト
に登録されているエッグへ、そしてまたその同じネストに登録されている別のエッグへ、
試用楽曲がもし複製されれば、その楽曲はそれら二つのエッグ上で試用と標識を付けられ
る。同様に、キオスクから楽曲を購入するためにあるエッグがもし使用され、その後にこ
のエッグが登録されているネストへその楽曲が複製されれば、そのエッグ上とそのネスト
上とでその楽曲は購入と標識を付けられる。
【００５５】
　エッグがネストに登録されていなくて、ネストからエッグへまたはエッグからネストへ
の様に、互いに登録されていない二つの装置のうちの一方の装置から他方の装置へ楽曲が
複製される時に、供給元装置上でのその楽曲の標識に拘らず、その楽曲は供給先装置上で
試用と標識を付けられる。
【００５６】
　表１は供給先装置上での楽曲の著作権標識付けをまとめている。
【表１】

【００５７】
　表１の論理は、何れの二つの装置もこれらが共通に登録されているか否かを判定するこ
とができることを仮定している。例えば、製造時点で登録情報がネスト及びエッグにもし
組み込まれていれば、この能力を達成することができる。
【００５８】
　表１の論理に加えて、ネストまたはエッグを使用して、ユーザが情報センターから楽曲
をもし購入すれば、これらのネスト内またはエッグ内における楽曲の標識は夫々試用から
購入へ変更される。
【００５９】
　本発明の第二実施形態の場合には、あるエッグがネストに登録されているか否かを、そ
のネストは直ちに判定することができるが、あるエッグがネストに登録されているか否か
、またはそのエッグと別のエッグとがその同じネストに登録されているか否かを、そのエ
ッグは直ちには判定することができない。このことは、例えば、エッグの製造後に複数の
ネストのうちの何れか一つに自分自身を登録する能力をそのエッグがもし有していれば、
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生じる。この後者の場合には、供給元エッグから供給先エッグへ楽曲が複製される時はい
つも、その供給先エッグ内でその楽曲が試用と標識を付けられる様に、表１の論理が修正
される。従って、供給先装置上での楽曲の著作権標識付けは表２に従う。
【表２】

【００６０】
　この第二実施形態の場合には、第一のネストに登録されているエッグは第二のネストに
再登録されてよい。その様な場合には、そのエッグは第一のネストにはもはや登録されて
いない。エッグを再登録することができる回数には制限があり、エッグが自分自身を最高
回数まで再登録した後は、そのエッグは更なる再登録を妨げられる。
【００６１】
　本発明の第三実施形態の場合には、購入楽曲と録音楽曲との区別が無視され、両方が『
所有』楽曲として識別される。この第三実施形態の場合には、供給先装置上での楽曲の著
作権標識付けは表３に従う。

【表３】

【００６２】
　更に本発明の第四実施形態の場合には、複数のエッグの各々がネストに登録されている
そのネストからそれら複数のエッグへ楽曲を複製することが制限される。この第四実施形
態には、第一、第二及び第三実施形態よりももっと精巧な論理がある。この論理を最もよ
く説明するために、楽曲の『借り出し』及び『返却』という用語が以下の様に使用される
。ネストからエッグへ楽曲をダウンロードするためにそのエッグがそのネストに接続され
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る時、これは本明細書中で楽曲の『借り出し』と呼ばれる。エッグ内に記憶されている楽
曲を削除するためにそのエッグがネストに接続される時、これは本明細書中で楽曲の『返
却』と呼ばれる。
【００６３】
　放送楽曲を録音するためにネストが動作中に、ケーブル音楽放送局または衛星音楽放送
局から同じ楽曲が複数回放送され得ることがしばしばある。本発明の実施形態の場合には
、各録音楽曲についての計数をネストが記憶し、ネストのアーカイブに既に録音されてい
る放送楽曲にネストが遭遇した時にその計数が増加される。従って、その様な計数は、ネ
ストが録音中にその録音楽曲が放送された総回数に対応しており、今後はmax_permitted_
copiesと表示される。例えば、ネストがMusic Channelから録音中にMusic Channelで録音
楽曲がもし五回再生されれば、その様な楽曲についてはmax_permitted_copies=5である。
【００６４】
　録音楽曲についてのmax_permitted_copies計数は、その楽曲の借り出しをネストが許可
する異なるエッグの数を制限するために使用される。例えば、ある録音楽曲についてもし
max_permitted_copies=5であれば、高々五つの異なるエッグしかそのネストからその楽曲
を借り出すことができない。つまり、そのアーカイブ内の各録音楽曲について、ネストが
各楽曲についての計数を記憶し、エッグがその楽曲を借り出す時にその計数が増加される
。その様な計数は、その楽曲を借り出したエッグの数に対応しており、今後はnumber_cop
ies_checked_outと表示される。例えば、もし三つのエッグが同じ録音楽曲をそのネスト
から借り出したのであれば、その様な楽曲についてはnumber_copies_checked_out=3であ
る。
【００６５】
　本発明の実施形態に従うと、エッグがネストに録音楽曲を返却する時に、そのエッグか
らその楽曲が削除され、number_copies_checked_out計数が減少される。例えば、録音楽
曲とこの楽曲を借り出してその後にこの楽曲を返却するエッグとについてもしnumber_cop
ies_checked_out=3であれば、その様な楽曲についてはnumber_copies_checked_outは２へ
減少される。
【００６６】
　図５は、本発明の実施形態に従って、図１のネスト１００が音楽を録音中に同じ楽曲が
放送された回数を追跡する、方法の簡略化された流れ図である。段階５１０において、ネ
ストによって現在録音中のケーブル放送局または衛星放送局から放送中の楽曲を、ネスト
が識別する。段階５２０において、ネストのデジタルアーカイブ内にその楽曲が既に記憶
されているか否かをネストが判定する。その楽曲がもし既に記憶されていれば、段階５３
０において、max_permitted_copiesをネストが一だけ増加させる。その楽曲がもしまだ記
憶されていなければ、段階５４０において、ネストはその楽曲についてはmax_permitted_
copies=1で且つその楽曲についてはnumber_copies_checked_out=0に初期化する。段階５
５０において、ネストのデジタルアーカイブ内にその録音楽曲とそのメタデータとをネス
トが記憶する。
【００６７】
　図６は、本発明の実施形態に従って図１のネストから図２のエッグへ録音音楽を『借り
出す』方法の簡略化された流れ図である。段階６１０において、ネストの受け台に接続さ
れているエッグがそのネストからそのエッグへ録音楽曲を複製することを要求する。段階
６２０において、そのエッグがそのネストに登録されているか否かをネストが判定する。
そのエッグがそのネストにもし登録されていれば、段階６３０において、その要求された
楽曲についてnumber_copies_checked_outがmax_permitted_copiesよりも小さいか否かを
ネストが判定する。もし小さければ、段階６４０において、その楽曲についてのnumber_c
opies_checked_outをネストが一だけ増加させ、段階６５０において、そのネストからそ
のエッグへこのエッグがその楽曲を複製することをネストが許可する。
【００６８】
　段階６２０において、そのエッグがそのネストに登録されていないとネストがもし判定
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するか、または段階６３０において、number_copies_checked_outがmax_permitted_copie
sに等しいとネストがもし判定すれば、その録音楽曲についてのエッグの要求は段階６６
０において拒否される。この拒否の代わりに、その録音楽曲が試用版としてエッグに複製
され且つ試用と標識を付けられてもよい。
【００６９】
　図７は、本発明の実施形態に従って図２のエッグから図１のネストへ楽曲を『返却する
』方法の簡略化された流れ図である。試用と標識を付けられている楽曲がエッグからネス
トへもし返却されれば、その楽曲はネスト上においても試用と標識を付けられる。
【００７０】
　録音と標識を付けられている楽曲がエッグからネストへもし返却されるのであれば、段
階７１０において、ネストの受け台に接続されているエッグはその録音楽曲を返却するこ
とを要求する。段階７２０において、そのエッグがそのネストに登録されているか否かを
ネストが判定する。もし登録されていれば、段階７３０において、そのネストのデジタル
アーカイブ内にその楽曲が既に存在しているか否かをネストが判定する。もし存在してい
れば、段階７４０において、その楽曲についてのnumber_copies_checked_outをネストが
一だけ減少させ、段階７５０において、そのエッグからその楽曲を削除する様にネストが
エッグに命令する。
【００７１】
　段階７２０において、そのエッグがそのネストに登録されていないとネストがもし判定
すれば、その楽曲を返却するというエッグの要求は段階７６０において拒否される。この
拒否の代わりに、その楽曲が試用版としてネストに複製され且つ試用と標識を付けられて
もよい。段階７３０において、その楽曲がそのデジタルアーカイブ内に現在のところ存在
していないとネストがもし判定すれば、このことはキオスクの様な別の供給元からそのエ
ッグがその楽曲を取得したことを示している。そういう訳で、段階７７０において、ネス
トはその楽曲についてはmax_permitted_copies=1で且つその楽曲についてはnumber_copie
s_checked_out=0に初期化する。段階７８０において、エッグからネストのデジタルアー
カイブ内へその楽曲とそのメタデータとをネストが複製する。
【００７２】
　この実施形態中において第一のエッグから第二のエッグへ録音楽曲が複製される時には
、たとえこれら第一及び第二のエッグが共に同じネストに登録されていても、その楽曲は
第二のエッグ上において試用と標識を付けられる。
【００７３】
　購入楽曲も、max_permitted_copies=1と設定することによって、複数のエッグへ複製す
ることを同様の論理で制限されてよい。
【００７４】
　概括的に述べると、供給元装置に存在している楽曲が供給先装置へ複製するのに必要な
許可を有しているか否か、もし有していれば、その供給先装置へ複製される時にその楽曲
はどの様に標識を付けられるべきであるか、を指定している規則によって、本発明の実施
形態が全般的なデジタル著作権形態を支援する。その様な規則は、
　関数mayBeCopied(srcDeviceType, trgtDeviceType, isRegistered, srcDeviceLabel)及
び関数trgtLabel(srcDeviceType, trgtDeviceType, isRegistered, srcLabel)に具現され
てよく、
ここで、srcDeviceType及びtrgtDeviceTypeは装置特有パラメータであり、
　srcDeviceTypeは、特にネスト及びエッグを含む、デジタル楽曲が存在している供給元
装置の型式を示しており、
　trgtDeviceTypeは、特にネスト及びエッグを含む、デジタル楽曲が複製されることにな
っている供給先装置の型式を示しており、
ここで、isRegisteredは一対の装置に特有であり、
　isRegisteredは、供給元装置と供給先装置とが共通に登録されているか否かを示してお
り、
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ここで、srcLabel及びtrgtLabelは、共に楽曲及び装置特有パラメータであり、
　srcLabelは、特に録音、購入及び試用、またはその代わりに、所有及び試用を含む、供
給元装置における楽曲の標識を示しており、
　trgtLabelは、特に録音、購入及び試用、またはその代わりに、所有及び試用を含む、
供給先装置における楽曲の標識を示しており、
ここで、mayBeCopiedは、供給元装置から供給先装置へ楽曲が複製されてよいか否かを示
している。
【００７５】
　もっと概括的に述べると、上記に説明されている様に、関数mayBeCopied()及び関数trg
tLabel()は、追加パラメータmax_permitted_copies及び追加パラメータnumber_copies_ch
ecked_outを有していてよく、
ここで、max_permitted_copies及びnumber_copies_checked_outは、共に楽曲及び装置特
有パラメータであり、
　max_permitted_copiesは、その装置から許可されているその楽曲の最高複製回数を示し
ており、
　number_copies_checked_outは、その装置から行われたその楽曲の現在の複製回数を示
している。
【００７６】
　その代わりに、関数mayBeCopied()及び関数trgtLabel()が表またはその他のデータ構造
として具現されてよい。
【００７７】
　図８は、本発明の実施形態に従うデジタル著作権管理システムの簡略化されたブロック
図である。図８には、データベース管理装置８１０及び著作権管理装置８１５を含む、供
給元装置８０５が示されている。データベース管理装置８１０は、デジタル楽曲とそれら
に関連づけられているメタデータとを記憶するデータベース８２０を制御することが好ま
しい。上記に説明されている様に、その楽曲が購入されたのか、録音されたのかまたは試
用であるのかを示す、各楽曲についての標識を、メタデータが含んでいる。一つ以上の楽
曲についてのmax_permitted_copies及びnumber_copies_checked_outをも、メタデータが
任意的に含んでいてよい。楽曲、それらの標識、並びにそれらのmax_permitted_copiesパ
ラメータ及びnumber_copies_checked_outパラメータは、データベース管理装置８１０を
介してアクセス可能である。
【００７８】
　データベース８２０内の結合可能な一つ以上のデータベーステーブル内に、デジタル楽
曲及びそれらのメタデータが記憶されてよい。その代わりに、バイナリ楽曲データが、デ
ータベース８２０外のメモリ位置に記憶されて、データベース８２０内のアドレスエント
リーによって指し示されてよい。その代わりにデータベース８２０が複数のデータベース
として構築されてよい。
【００７９】
　図８には、自分自身のデータベース管理装置８３０、著作権管理装置８３５、及びデー
タベース８４０を含む、供給先装置８２５も示されている。
【００８０】
　供給元装置８１０に存在している楽曲が供給先装置８２５の様な特定の供給先装置に複
製されてよいか否かを、著作権管理装置８１５が判定する。楽曲の複製がもし許可されれ
ば、供給先標識と呼ばれて供給先装置の楽曲用に使用される標識を、著作権管理装置８１
５が更に決定する。本発明の実施形態に従うと、著作権管理装置８１５は、（ｉ）供給元
装置８０５の型式、（ｉｉ）供給先装置８２５の型式、（ｉｉｉ）供給元装置８０５にお
ける楽曲の標識、及び（ｉｖ）供給元装置８０５におけるその楽曲についてのmax_permit
ted_copiesパラメータ及びnumber_copies_checked_outパラメータを、その決定の根拠に
する。著作権管理装置８１５は、上記に説明されているmayBeCopied()及びtrgtLabel()の
様な関数を実行する。
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【００８１】
　著作権管理装置８１５が供給先標識を決定した後、この著作権管理装置はその楽曲とそ
の供給先標識とを供給先装置８２５へ送る。供給先装置８２５は、そのデータベース８４
０にその楽曲を追加し、供給先標識に従ってデータベース８４０内のその楽曲に標識を付
ける。
【００８２】
　図８には、楽曲を購入するための情報センター８４５も示されている。供給元装置８０
５及び供給先装置８２５は情報センター８４５から直接に楽曲を購入してよい。供給元装
置８０５にも供給先装置８２５にも現在のところ存在していない楽曲については、それら
の楽曲を購入する装置へこれらの楽曲を情報センター８４５が送る。供給元装置８０５ま
たは供給先装置８２５に現在のところ存在していて試用と標識を付けられている楽曲につ
いては、楽曲の標識を試用から購入へ変更する許可を供給元データベース管理装置８１０
または供給先データベース管理装置８３０へ情報センター８４５が送る。ユーザが楽曲の
権利を購入することを可能にしてそのユーザの支払金額を確認する取引処理装置８５０を
、情報センター８４５が含んでいる。取引処理装置８５０によってユーザが楽曲の購入を
完了すると同時に、情報センター８４５は、適切に、その楽曲をユーザの装置へ送るか、
またはその楽曲の標識を変更する許可をユーザの装置へ送る。
【００８３】
　本発明の実施形態に従うと、ユーザがもし所望すれば後日に購入版へ変換することので
きる楽曲の試用版も、情報センター８４５が自由に配布する。
【００８４】
　ケーブル会社または衛星会社の様な販売する楽曲についての配布特権を有している実体
によって情報センター８４５が運営される。
【００８５】
　図９は、本発明の実施形態に従うデジタル著作権管理方法についての簡略化された流れ
図である。見て分かる様に、図９は二列に分割されており、最左列は供給元装置８０５（
図８）の様な供給元オーディオ装置によって行われる段階を示しており、最右列は供給先
装置８２５の様な供給先オーディオ装置によって行われる段階を示している。
【００８６】
　段階９１０において、供給元装置から楽曲が複製されることを供給先装置が要求する。
段階９２０において、供給元装置がその要求を受け取って供給先装置を識別する。詳細に
述べると、供給先装置の型式と供給元装置及び供給先装置が互いに登録されているか否か
とを、供給元装置が判定する。
【００８７】
　段階９３０において、その要求された楽曲についての標識と、その要求された楽曲につ
いてのmax_permitted_copiesパラメータ及びnumber_copies_checked_outパラメータとを
、供給元装置が判定する。この情報はデータベース８２０（図８）の様な供給元装置デー
タベース内に含まれている。段階９４０において、その楽曲を複製することをその供給先
装置が許可されているか否かを供給元装置が判定する。その様な判定は、著作権管理装置
８１５の様な供給元装置内の著作権管理装置によって行われる。その供給元装置からその
楽曲を複製することをその供給先装置が許可されていないことが段階９４０においてもし
判定されれば、段階９５０において供給元装置が複製要求を拒否する。そうではなくその
供給元装置からその楽曲を複製することをその供給先装置が許可されていることが段階９
４０においてもし判定されれば、段階９６０において、供給先装置内の楽曲にどの様に標
識を付けるかを供給元装置が決定する。その様な決定も、著作権管理装置８１５の様な著
作権管理装置によって行われる。
【００８８】
　段階９７０において、供給元装置は要求された楽曲及びその標識を供給先装置へ送り、
段階９８０において、供給先装置は要求された楽曲をそのデータベースへ複製しその要求
された楽曲に適宜に標識を付ける。
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【００８９】
　上記の説明を読めば、説明された方法及びシステムに適用することのできる多くの明白
な変形があると、当業者は理解するであろう。従って、楽曲及びオーディオ装置について
上記に説明されている構成可能な論理は、映画及びビデオ装置、並びにその他のタイプの
メディア及びメディア装置にも適用可能である。
【００９０】
　供給元装置から供給先装置へ及び情報センターから装置への楽曲の転送は、単一の楽曲
についてだけではなくアルバム全体の様な一群の楽曲で行われてもよい。更に、装置は互
いに『ホットシンク』されていてよい。例えば、エッグ内の楽曲でネストが定期的に更新
される様に、有線通信または無線通信を使用してエッグがネストにホットシンクされてい
てよい。
【００９１】
　図１０Ａ、１０Ｂは、本発明の実施形態に従って楽曲を入手する第一の消費者による使
用事例の簡略化された説明図である。図１０Ａに示されている様に、消費者１０１０がマ
クドナルド店１０４０内にあるMcMusicキオスク１０３０から自分のエッグ１０２０に楽
曲の試用版をダウンロードする。その楽曲は試用と標識を付けられており、一週間の試用
期間の間その楽曲を演奏するための限定された権利が消費者１０１０にある。その後に、
図１０Ｂに示されている様に、無線通信を経由して情報センターから１．００ドルでその
楽曲を購入することを消費者１０１０が決める。購入の結果、その楽曲は購入とエッグ１
０２０内で標識を付け替えられ、消費者１０１０はその楽曲に対する完全な権利を付与さ
れる。
【００９２】
　図１０Ｂには、その楽曲に対する１．００ドルの収入が、下記の様に、コンテンツ所有
者と無線プロバイダとマクドナルドと本発明の所有者との間でどの様に配分されるのかを
図解している円グラフ１０５０も示されている。
【００９３】
　図１１Ａ、１１Ｂは、本発明の実施形態に従って楽曲を入手する第二の消費者による使
用事例の簡略化された説明図である。図１１Ａに示されている様に、消費者１１１０がス
ターバックス店１１４０内にあるStarbuck's Sounds音楽キオスク１１３０から自分のエ
ッグ１１２０に楽曲の試用版をダウンロードする。その楽曲は試用と標識を付けられてお
り、一週間の試用期間の間その楽曲を演奏するための限定された権利が消費者１１１０に
ある。その後に、図１１Ｂに示されている様に、マクドナルド店１１６０内にあるMcMusi
cキオスク１１５０から１．００ドルでその楽曲を購入すことを消費者１１１０が決める
。購入の結果、その楽曲は購入とエッグ１１２０内で標識を付け替えられ、消費者１１１
０はその楽曲に対する完全な権利を付与される。
【００９４】
　図１１Ｂには、その楽曲に対する１．００ドルの収入が、下記の様に、コンテンツ所有
者とスターバックスとマクドナルドと本発明の所有者との間でどの様に配分されるのかを
図解している円グラフ１１７０も示されている。
【００９５】
　図１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃは、本発明の実施形態に従って楽曲を入手する第三の消費者
による使用事例の簡略化された説明図である。図１２Ａに示されている様に、消費者１２
１０が自分のテレビ１２３０でホームエンターテイメントを楽しんでいる間にディレクＴ
Ｖ音楽放送局から自分のネスト１２２０に楽曲を録音する。録音された楽曲は録音と標識
を付けられ、その楽曲に対する対応権利が消費者１２１０にある。消費者１２１０は自分
のネスト１２２０から自分のエッグ１２４０へその楽曲を複製する。
【００９６】
　その後に、図１２Ｂに示されている様に、消費者１２１０が友人つまり消費者１２５０
に会い、この消費者はその楽曲に興味を示す。その時、消費者１２１０は自分のエッグ１
２４０からの相手のエッグ１２６０へその楽曲を複製する。その楽曲はエッグ１２４０上
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では録音と標識を付けられているが、その楽曲はエッグ１２６０上では試用と標識を付け
られる。そういう訳で、一週間の試用期間の間その楽曲を演奏するための限定された権利
しか消費者１２５０にはない。
【００９７】
　その後に、図１２Ｃに示されている様に、ベストバイ店１２８０内にある音楽キオスク
１２７０を経由して１．００ドルでその楽曲を購入すことを消費者１２５０が決める。楽
曲を購入した後、その楽曲は試用から購入へエッグ１２６０内で標識を付け替えられ、そ
の結果その後はその楽曲に対する完全な権利が消費者１２５０にある。
【００９８】
　図１２Ｃには、下記の様な、コンテンツの所有者とディレクＴＶとベストバイと本発明
の所有者との間での、その楽曲の購入価格である１．００ドルの配分を示している円グラ
フ１２９０も示されている。
【００９９】
従来のデジタル著作権管理システムと合同での本発明の実行
　本発明の実施形態のデジタル著作権管理は、第三者のデジタル著作権管理の方法または
システムと共に実行することができる。従来のデジタル著作権管理システムは、非接続モ
バイル装置における音楽の使用を一般に可能にしているが、ある非接続装置から別の非接
続装置へ分配することは可能にしていない。従来のデジタル著作権管理システムでは、有
効なライセンスを有していない音楽を非接続モバイル装置がもし受け取れば、この非接続
モバイル装置は、その音楽を演奏することができず、通常はパーソナルコンピュータに結
合することによってライセンスサーバに接続するまでライセンスを付与されない。
【０１００】
　それとは異なり、本発明の実施形態を使用すれば、音楽は第一の消費者のエッグから第
二の消費者のエッグへ分配されてよく、この第二の消費者はその音楽を購入するオプショ
ンでその音楽への限定された試用アクセスを付与される。
【０１０１】
　従来のデジタル著作権管理システムによる欠点にも拘らず、下位互換性のためにデジタ
ル著作権管理ラッパーを維持することが必要である。従来のデジタル著作権管理ラッパー
がデジタル音楽からもし削除されれば、たとえこの従来のデジタル著作権管理ラッパーが
従来ではないデジタル著作権管理ラッパーと取り替えられても、従来のプレーヤは一般に
その音楽を全く演奏することができない。
【０１０２】
　図１３は、本発明の実施形態に従って、第三者のデジタル著作権管理システムと共にデ
ジタル著作権管理を実行するための、作業の流れの簡略化された説明図である。図１３に
は、ユーザのネスト内に記憶されているデジタル作品の第一の複製１３０５が示されてい
る。この複製は、ユーザによってライセンス取得されたデジタルオーディオ部分１３１０
と、このユーザのネストのみについての非限定演奏を指定している第三者のデジタル著作
権管理ラッパー１３１５とを、含んでいる。
【０１０３】
　ユーザが自分のネスト（複製１３０５）から自分のエッグへデジタル作品を複製する時
に、そのデジタル作品の第二の複製１３２０が作成される。この第二の複製１３２０は、
部分１３１０と実質的に同様なデジタルオーディオ部分１３２５と、第三者のデジタル著
作権管理ラッパー１３３０とを、含んでいる。しかし、この第三者のデジタル著作権管理
ラッパーは、二週間の時間切れの様な所定の時間切れ付きでの、総てのエッグにおける非
限定演奏を指定する様に、修正されている。更に、ユーザのエッグにおける非限定演奏と
他の装置用の限定演奏ライセンスを生成する能力とを指定しているデジタル著作権管理補
助ラッパー１３３５が、第二の複製１３２０に加えられている。
【０１０４】
　ユーザがデジタル作品を自分の友人と共有する時、そのデジタル作品がそのユーザのエ
ッグ（複製１３２０）からその友人のエッグ（１３４０）へ複製されるので、そのデジタ
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ル作品の第三の複製１３４０が作成される。この第三の複製１３４０は、部分１３１０と
実質的に同様なデジタルオーディオ部分１３４５と、第二の複製１３２０における第三者
のデジタルラッパー１３３０と実質的に等しい第三者のデジタル著作権管理ラッパー１３
５０とを、含んでいる。この第三の複製１３４０はデジタル著作権管理補助ラッパー１３
５５も含んでいるが、デジタル著作権管理ラッパー１３３５とは異なり、デジタル著作権
管理ラッパー１３５５は友人のエッグにおける限定演奏と他の装置用の限定演奏ライセン
スを生成する能力とを指定している。
【０１０５】
　その友人が自分のエッグ（複製１３４０）から自分のネストへデジタル作品を複製する
時に、そのデジタル作品の第四の複製１３６０が作成される。この第四の複製１３６０は
、部分１３１０と実質的に同様なデジタルオーディオ部分と、この友人のネストのみにお
ける限定演奏を指定している第三者のデジタル著作権管理ラッパー１３７０とを、含んで
いる。デジタル著作権管理補助層が複製１３６０内では削除されていることに気づく。そ
ういう訳で、この友人のネスト上における音楽は従来のプレーヤによって演奏することが
できる。
【０１０６】
　図１３では、デジタル著作権管理補助ラッパー１３３５、１３５５が、デジタル作品の
種々の複製内に記憶される代わりに、そのデジタル作品の複製と関連づけられている別個
のファイル内に代わりに記憶されてよいか、またはその代わりにそのデジタル作品の複製
用の識別子として機能する主キーを有するデータベーステーブル内に記憶されてよい、と
いうことが分かる。同様に、従来の第三者のデジタル著作権管理ラッパー１３１５、１３
３０、１３５０、１３７０も、別個のファイル内またはデータベーステーブル内に記憶さ
れてよい。
【０１０７】
使用及び取引を追跡するための本発明の実施形態の使用
　図１０Ｂ、１１Ｂ及び１２Ｃに図解されている様に、収入分配または統計の集成のため
の使用追跡への適用が本発明の実施形態にはある。特に、
（ｉ）放送をやめている放送からネストへ録音された音楽、
（ｉｉ）ライセンス局からネストを介して購入された音楽、及び
（ｉｉｉ）音楽キオスクからエッグを介して購入された音楽、
を含むデジタル音楽についてのライセンスは、幾つかのチャンネルを介して購入されてよ
い。
試用ラッパー付きのプレビュー用音楽は、これらの同じチャンネルからライセンス取得さ
れてよい。
【０１０８】
　本発明の実施形態は、楽曲についての以下の情報、つまり、
（ａ）もし録音されたのであれば、その楽曲がいつどのプロバイダから録音されたのか、
（ｂ）もし直接に購入されたのであれば、その購入の販売管理業務者、
（ｃ）もし試用版から格上げされたのであれば、最初の所有者による最初の購入の販売管
理業務者及び試用版からの購入の販売管理業務者、
（ｄ）もし共有されたのであれば、その複製を最初に所有していた顧客、最初の販売管理
業務者、及びユーザの共有チェーン、並びに
（ｅ）現在の所有者のネストまたはその現在の所有者のエッグにおいて演奏されたか否か
という、その現在の所有者についての演奏情報、
という情報を追跡するのに好都合である。
【０１０９】
　今度は、本発明の実施形態に従って使用及び取引を追跡するための簡略化された作業の
流れである図１４を参照する。図１４には、ユーザＡによってユーザＡのネストに購入さ
れたデジタル作品の第一の複製１４０５が示されている。ユーザＡは、例えば、ライセン
ス局を介してインターネットによって、または小売店のＣＤで、そのデジタル作品を購入
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したのかもしれない。複製１４０５は、デジタルオーディオ部分１４１０と、ユーザＡの
購入情報とユーザＡのネストにおけるユーザＡの使用データとを含む記録１４１５とを、
含んでいる。
【０１１０】
　ユーザＡが自分のネストから自分のエッグへデジタル作品を複製する時に、このデジタ
ル作品の第二の複製１４２０が作成される。複製１４２０は、デジタルオーディオ部分１
４１０と実質的に同様なデジタルオーディオ部分と、ユーザＡの購入情報とユーザＡのネ
スト及びユーザＡのエッグにおけるユーザＡの使用データとを含む記録１４３０とを、含
んでいる。
【０１１１】
　ユーザＡがユーザＢとデジタル作品を共有する時に、そのデジタル作品の第三の複製１
４３５が作成される。ユーザＢはそのデジタル作品についてのライセンスをまだ購入して
いないので、複製１４３５は試用複製である。複製１４３５は、デジタルオーディオ部分
１４１０と実質的に同様なデジタルオーディオ部分１４４０と、ユーザＡの購入情報とユ
ーザＢのエッグにおけるユーザＢの使用データとを含む記録１４４５とを、含んでいる。
【０１１２】
　ユーザＢがユーザＢのエッグからユーザＢのネストへデジタル作品を複製する時に、そ
のデジタル作品の第四の複製１４５０が作成される。複製１４５０は、デジタルオーディ
オ部分１４１０と実質的に同様なデジタルオーディオ部分１４５５と、記録１４６０とを
、含んでいる。ユーザＢがそのデジタル作品についてのライセンスをその後に購入する時
に、ユーザＡの購入データ、ユーザＢの購入データ、並びにユーザＢのエッグ及びユーザ
ＢのネストにおけるユーザＢの使用データを反映する様に、記録１４６０が更新される。
【０１１３】
　取引の目的上、ユーザＡがそのデジタル作品を購入した販売管理業務者に、ユーザＢの
購入価格の一部が支払われてよい。もっと概括的に述べると、デジタル作品が購入された
最初の販売管理業務者にまで遡って、共有チェーンに沿うデジタル作品の購入を追跡する
ために、本発明を使用することができ、共有チェーンに沿う購入価格の一部を最初の販売
管理業務者に分配することができる。
【０１１４】
　図１４では、記録１４１５、１４３０、１４４５及び１４６０が、デジタル作品の種々
の複製内に記憶される代わりに、そのデジタル作品の複製と関連づけられている別個のフ
ァイル内に代わりに記憶されてよいか、またはその代わりにそのデジタル作品の複製用の
識別子として機能する主キーを有するデータベーステーブル内に記憶されてよい、という
ことが分かる。
【０１１５】
　今度は、本発明の実施形態に従って使用及び取引を追跡するためのＸＭＬファイルのソ
ースリストを含んでいる付録Ａを参照する。追跡記録１４１５、１４３０、１４４５及び
１４６０（図１４）を記憶するために、付録ＡのＸＭＬファイルを使用することができる
。付録Ａに示されている様に、このＸＭＬファイルは、演奏制限、プレビュー制限及び複
製制限についての小区分を含む使用規則についてのデータ付き区分（"UsageRules"）を含
んでいる。このＸＭＬファイルは、演奏データ、所有権データ及び複製データについての
小区分を含む所有権及び使用についてのデータ付き区分（"SongData"）をも含んでいる。
更に、このＸＭＬファイルは、試用音楽と共に広告を演奏するための区分（"Advertising
Info"）をも含んでいる。
【０１１６】
　以上の明細書中では、本発明がその特定の代表的な実施形態に関連して説明された。し
かし、本発明のもっと広い精神及び範囲から逸脱することなくその特定の代表的な実施形
態に種々の修正及び変更が行われてよいことは明白である。従って、明細書及び図面は、
制限的な意味よりも説明的な意味で考察されるべきである。
【０１１７】
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　付録Ａは、本発明の実施形態に従って使用及び取引を追跡するためのＸＭＬファイルの
ソースリストである。
【図面の簡単な説明】
【０１１８】
【図１】『ネスト』と呼ばれている、本発明の実施形態に従うデジタルアーカイブの正面
図である。
【図２】『エッグ』と呼ばれている、本発明の実施形態に従う音楽プレーヤの側面図であ
る。
【図３】本発明の実施形態に従う図２の音楽プレーヤの底面図である。
【図４】本発明の実施形態に従って図１のデジタルアーカイブから図２の音楽プレーヤ内
へ楽曲を複製するためのユーザインタフェースの説明図である。
【図５】本発明の実施形態に従って図１のデジタルアーカイブから図２の音楽プレーヤへ
楽曲を『借り出す』方法の簡略化された流れ図である。
【図６】本発明の実施形態に従って図２の音楽プレーヤから図１のデジタルアーカイブへ
楽曲を『返却する』方法の簡略化された流れ図である。
【図７】本発明の実施形態に従って図１のデジタルアーカイブが音楽を録音中に同じ楽曲
が放送された回数を記録する方法の簡略化された流れ図である。
【図８】本発明の実施形態に従うデジタル著作権管理システムの簡略化されたブロック図
である。
【図９】本発明の実施形態に従うデジタル著作権管理方法についての簡略化された流れ図
である。
【図１０Ａ】本発明の実施形態に従って楽曲を入手する第一の消費者による使用事例の簡
略化された説明図である。
【図１０Ｂ】本発明の実施形態に従って楽曲を入手する第一の消費者による使用事例の簡
略化された説明図である。
【図１１Ａ】本発明の実施形態に従って楽曲を入手する第二の消費者による使用事例の簡
略化された説明図である。
【図１１Ｂ】本発明の実施形態に従って楽曲を入手する第二の消費者による使用事例の簡
略化された説明図である。
【図１２Ａ】本発明の実施形態に従って楽曲を入手する第三の消費者による使用事例の簡
略化された説明図である。
【図１２Ｂ】本発明の実施形態に従って楽曲を入手する第三の消費者による使用事例の簡
略化された説明図である。
【図１２Ｃ】本発明の実施形態に従って楽曲を入手する第三の消費者による使用事例の簡
略化された説明図である。
【図１３】本発明の実施形態に従って、第三者のデジタル著作権管理システムと共にデジ
タル著作権管理を実行するための、作業の流れの簡略化された説明図である。
【図１４】本発明の実施形態に従って使用及び取引を追跡するための簡略化された作業の
流れである。
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