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(57)【要約】
【課題】技術的な機能とビジネスモデルの将来の進化も
可能にする強力な権利管理技法を提供する。
【解決手段】記憶媒体用権利管理装置は、安価で大量生
産が可能な低機能プラットホームにおいて十分なコピー
保護を提供するだけでなく、同媒体がさらに高い機密保
護機能を持つプラットホームとともに使用されるとき、
改善されさらに柔軟な機密保護技法を提供する。暗号法
上強い機密保護は、媒体によって伝播される情報の少な
くともいくらかを暗号化し、制御セットおよび／または
その他の制限に基づく暗号解読を可能にすることによっ
て提供される。安全な「ソフトウェアコンテナ」が、多
様なデジタル財産コンテンツと制御オブジェクト情報を
保護するようにカプセル化するために使用することがで
きる。複数のネットワーク化された権利管理装置が集合
的に１つまたは複数の装置に関する権利管理イベントを
制御する、協力的な権利管理も提供することができる。
【選択図】図３Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デジタルバーサタイルディスク光記憶媒体から（ａ）情報を読み取ること、および（ｂ
）デジタルバーサタイルディスク光記憶媒体に情報を書き込むことの内の少なくとも１つ
のためのディスク使用装置と、前記ディスク使用装置に結合される安全なノードであって
、少なくとも１つの権利管理プロセスを提供する前記安全なノードと、を含む、電子機器
。
【請求項２】
　デジタルバーサタイルディスク光記憶媒体から（ａ）情報を読み取ること、およびデジ
タルバーサタイルディスク光記憶媒体に（ｂ）情報を書き込むことの内の少なくとも１つ
のためのディスク使用装置と、前記ディスク使用装置に結合される少なくとも１つの処理
装置であって、機器および／または機器のユーザのクラスに少なくとも部分的に基づいて
記憶媒体に記録される情報に対応する少なくとも一部の制御情報を選択する前記処理装置
と、を含む、電子機器。
【請求項３】
　前記処理装置が、別の機器および／または機器のクラスで使用される制御情報のサブセ
ットを選択する、請求項２に記載されるシステム。
【請求項４】
　前記処理装置が、別の機器および／または機器のクラスによって選択される情報から、
さまざまな制御情報を選択する、請求項２に記載されるシステム。
【請求項５】
　制御情報の少なくとも一部がアナログ信号を含む、請求項２に記載されるシステム。
【請求項６】
　制御情報の少なくとも一部がデジタルで符号化された情報を含む、請求項２に記載され
るシステム。
【請求項７】
　デジタルバーサタイルディスクを使用することができる機器において、デジタルバーサ
タイルディスク光記憶媒体から（ａ）情報を読み取ることと、デジタルバーサタイルディ
スク光記憶媒体に（ｂ）情報を書き込むことの内の少なくとも１つの段階と、前記機器お
よび／または前記機器のユーザのクラスに少なくとも部分的に基づいて、記憶媒体に記録
される情報に対応する少なくとも一部の制御情報を選択する段階と、を含む方法。
【請求項８】
　選択する段階が、別の機器および／または機器のクラスで使用される制御情報のサブセ
ットを選択する段階を含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　選択する段階が、記憶媒体に記憶される制御情報から、別の機器および／または機器の
クラスによって選択される制御情報とは別の制御情報のセットを選択する段階を含む、請
求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　デジタルバーサタイルディスク光記憶媒体から情報を読み取るためのディスク使用装置
と、前記ディスク使用装置に結合される少なくとも１つの処理装置であって、前記記憶媒
体から読み取られる情報を処理する前記処理装置と、を含む電子機器。
【請求項１１】
　処理装置が、少なくとも１つの権利管理技法を読み取られた情報に適用する権利管理装
置を含む、請求項１０に記載の機器。
【請求項１２】
　前記機器が、さらに、ＩＥＥＥ １３９４－１９９５高速シリアルバス規格に少なくと
も部分的に準拠する少なくとも１つのポートを含み、保護された情報を前記ポートに結合
する、請求項１０に記載の機器。
【請求項１３】
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　電子機器において、デジタルバーサタイルディスク光記憶媒体から情報を読み取る段階
と、前記光記憶媒体から読み取られた情報を保護する段階と、を含む方法。
【請求項１４】
　前記保護する段階が、前記読み取れた情報に少なくとも１つの権利管理技法を適用する
段階を含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　さらに、ＩＥＥＥ １３９４ポートに前記保護された情報を送信する段階を含む、請求
項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　デジタルバーサタイルディスク光記憶媒体に、記憶されているまたは記憶されることに
なる情報を使用するためのディスク使用装置と、前記ディスク使用装置に結合され、少な
くとも１つのアナログ信号を受け取るためにも結合される少なくとも１つの保護装置であ
って、前記保護装置は、少なくとも部分的にアナログ信号に基づく保護ざれたデジタル情
報を作成する前記保護装置と、を含む電子機器。
【請求項１７】
　電子機器において、少なくとも１つのアナログ信号を受け取る段階と、デジタルバーサ
タイルディスクでの記憶のために少なくとも部分的にアナログ信号に基づく保護されたデ
ジタルコンテンツを作成する段階と、を含む方法。
【請求項１８】
　電子機器において、デジタルバーサタイルディスクから少なくとも１つのアナログ信号
を読み取る段階と、少なくとも部分的に前記アナログ信号に基づき保護されたデジタルコ
ンテンツを作成する段階と、前記保護されたデジタルコンテンツを出力する段階と、を含
む方法。
【請求項１９】
　デジタルバーサタイルディスク光記憶媒体に記憶されているまたは記憶されることにな
る情報を使用するためのディスク使用装置と、前記ディスク使用装置に結合される少なく
とも１つの権利管理装置であって、機器の地理学上のおよび／または司法権のコンテキス
トに応じて、記憶媒体および／または記憶媒体から取得される情報を異なって処理する前
記権利管理装置と、を含む電子機器。
【請求項２０】
　電子機器において、少なくとも１つのデジタルバーサタイルディスクから情報を読み取
る段階と、少なくとも部分的に前記機器の地理学上のおよび／または司法権のコンテキス
トに基づいて少なくとも１つの権利管理動作を実行する段階と、を含む方法。
【請求項２１】
　デジタルバーサタイルディスク光記憶媒体に記憶される少なくとも１つの安全なコンテ
ナを使用するためのディスク使用装置と、前記ディスク使用装置に結合される少なくとも
１つの権利管理装置であって、前記安全なコンテナを処理する前記権利管理装置と、を含
む電子機器。
【請求項２２】
　電子機器において、少なくとも１つのデジタルバーサタイルディスクから少なくとも１
つの安全なコンテナを読み取る段階と、前記安全なコンテナで少なくとも１つの権利管理
動作を実行する段階と、を含む方法。
【請求項２３】
　デジタルバーサタイルディスク光記憶媒体上への記憶のための少なくとも１つの安全な
コンテナを生成するおよび／または修正するための少なくとも１つの権利管理装置と、を
含む電子機器。
【請求項２４】
　電子機器において、デジタルバーサタイルディスク光記憶媒体上への記憶のために、少
なくとも１つの安全なコンテナの上で少なくとも１つの権利管理動作を実行する段階を含
む方法。
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【請求項２５】
　システムおよび／または方法が少なくとも１つの安全なコンテナを使用するという点を
特徴とするデジタルバーサタイルディスク使用システムおよび／方法。
【請求項２６】
　前記システムおよび／または方法が、ＰＣＴ公告番号第ＷＯ９６／２７１５５号に開示
されるタイプの、少なくとも１つの安全なコンテナを使用することを特徴とする、デジタ
ルバーサタイルディスク使用システムおよび／または方法。
【請求項２７】
　デジタルバーサタイルディスク光記憶媒体の上に情報を書き込み、および／またはその
中から情報を読み取るためのディスク使用装置と、少なくとも情報の第１部分が少なくと
も第１クラスの情報の上で使用されるが少なくとも情報の第２部分が少なくとも第２クラ
スの情報の上で使用されるように、記憶媒体で情報を確実に管理する安全な装置と、を含
む電子機器。
【請求項２８】
　少なくとも１つのデジタルバーサタイルディスク光記憶媒体から情報を読み取り、およ
び／またはその中に情報を書き込む段階と、前記情報の少なくとも第１部分を少なくとも
第１クラスの機器で使用する段階と、前記情報の少なくとも第２部分を少なくとも第２ク
ラスの機器で使用する段階と、を含む方法。
【請求項２９】
　それぞれが安全な処理装置を含む第１クラスと第２クラスの電子機器を含むシステムで
あって、前記第１機器クラス安全装置が、情報の少なくとも第１部分を、確実に管理およ
び／または使用し、前記第２機器クラス安全装置が、情報の少なくとも第２部分を確実に
管理するシステム。
【請求項３０】
　第１情報部分と第２情報部分が異なり、第２聞きクラス安全装置が第１情報部分を使用
しない、請求項２９のシステム。
【請求項３１】
　第１機器クラスが第２情報部分を使用しない、請求項２９に記載のシステム。
【請求項３２】
　それぞれが安全装置を含む、第１クラスと第２クラスの電子機器を含むシステムにおい
て、（ａ）第１機器クラス安全装置で前記情報の少なくとも第１部分を確実に管理および
／または使用することと、（ｂ）第２機器クラス安全装置で前記情報の少なくとも第２部
分を確実に管理および／または使用することと、を含む方法。
【請求項３３】
　第１情報部分と第２情報部分が異なり、段階（ｂ）が第１情報部分を使用しない、請求
項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　段階（ａ）が第２情報部分を使用しない、請求項３２に記載の方法。
【請求項３５】
　デジタルバーサタイルディスク光記憶媒体の上に情報を書き込むおよび／またはその中
から情報を読み取るためのディスク使用装置と、支払い、監査、制御および／またはそれ
以外の場合前記記憶媒体に記録されるコンテンツ、管理することの内の少なくとも１つと
対応する情報を確実に記憶および／または送信する安全な装置と、を含む電子機器。
【請求項３６】
　電子機器において、少なくとも１つのデジタルバーサタイルディスク光記憶媒体から情
報を読み取るおよび／またはその中に情報を書き込む段階と、支払い、監査、制御、およ
び／またはそれ以外の場合、記憶媒体上に記録されるコンテンツを管理することの内の少
なくとも１つと対応する情報を確実に記憶するおよび／または送信する段階と、を含む方
法。
【請求項３７】
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　デジタルバーサタイルディスク光記憶媒体の上に情報を書き込み、および／またはその
中から情報を読み取るためのディスク使用装置と、前記ディスク使用装置に結合される暗
号エンジンであって、少なくとも１つの暗号キーを使用する前記エンジンと、前記暗号エ
ンジンによって使用される少なくとも１つの暗号キーを、少なくとも部分的に前記機器に
よって使用できる情報の範囲を修正するために確実に更新および／または置換する安全な
装置と、を含む電子機器。
【請求項３８】
　デジタルバーサタイルディスク光記憶媒体の上に情報を書き込み、および／またはその
中から情報を読み取る段階と、前記情報とともに少なくとも１つの暗号キーを使用する段
階と、前記暗号エンジンによって使用される少なくとも１つの暗号キーを、前記機器によ
って使用可能な情報の範囲を少なくとも部分的に修正するために確実に更新および／また
は置換する段階と、を含む方法。
【請求項３９】
　前記機器によって少なくとも１つの暗号キーが、前記機器によって使用できる情報の範
囲を少なくとも部分的に修正するために確実に更新および／または置換されることを特徴
とするデジタルバーサタイルディスク機器。
【請求項４０】
　さらに、更新するおよび／または置換する前記キーが機器のクラスに基づいていること
を特徴とする、請求項３９に記載の機器。
【請求項４１】
　前記機器クラスによって使用される少なくとも１つの暗号キーセットが、少なくとも１
つのデジタルバーサタイルディスクからリリースされる情報の機密保護を保証するために
役立つように選択されることを特徴とする、それに対応するクラスのある電子機器。
【請求項４２】
　前記情報が編集、製作、デジタルバーサタイルディスク上への書込み、および／または
デジタルバーサタイルディスクからの読取りのようなそれ以降のプロセスを介して持続的
に保護されるように、前記カメラが少なくとも部分的に画像を保護する少なくとも１つの
情報保護の仕組みを含むことを特徴とする、デジタルバーサタイルディスク光記憶媒体上
に書き込まれる少なくとも１つの画像を生成するためのデジタルカメラ。
【請求項４３】
　デジタルバーサタイルディスク光記憶媒体上に書き込むことができる画像情報を生成す
るためのデジタルカメラであって、方法が、デジタルカメラで少なくとも１つの画像を捕
捉することと、前記情報が、分配、編集および／または製作、デジタルバーサタイルディ
スク光記憶媒体上への書込み、および／またはデジタルバーサタイルディスク光記憶媒体
からの読取りのようなそれ以降のプロセスを通して選択的に、持続的に保護されるように
、前記デジタルカメラによって提供される情報を保護することと、を含む、デジタルカメ
ラ。
【請求項４４】
　ディスク使用装置を含む電子機器において、少なくとも１つのデジタルバーサタイルデ
ィスク光記憶媒体から情報を読み取ることと、少なくとも１つのそれ以降の編集および／
または製作プロセスを通して読み取られた情報の少なくとも一部を持続的に保護すること
と、を含む方法。
【請求項４５】
　電子機器において、少なくとも１つのデジタルバーサタイルディスク光記憶媒体から情
報を読み取り、および／またはその中に情報を書き込む段階と、少なくとも第１クラスの
機器で情報の少なくとも第１部分を使用し、少なくとも第２クラスの機器で情報の少なく
とも第２部分を使用する段階を含む、記憶媒体で情報を確実に管理する段階と、を含む方
法。
【請求項４６】
　所定のフォーマットを持つ暗号作成術的にカプセル化されたデータ構造内で使用コント
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ローラ（単・複数）のセットを提供し、前記データ構造フォーマットが、デジタルバーサ
タイルディスク媒体上で記憶されるデジタル特性コンテンツに使用権利情報を提供するた
めに少なくとも１つの安全なソフトウェアコンテナを定義する段階（単・複数）と、を含
む、デジタルバーサタイルディスク媒体上で記憶および／または分散される少なくとも１
つのデジタル財産コンテンツおよび／または安全なコンテナのコピー保護および／または
使用権管理を提供する方法。
【請求項４７】
　権利情報を使用するための所定の安全な暗号キーまたは暗号キーのセットを使用する段
階を含む、さらに、使用コントローラに従って光ディスク上に記憶される少なくとも１つ
のデジタル財産コンテンツを使用する段階を含む、請求項４６に記載の方法。
【請求項４８】
　少なくとも１つの暗号キーのセットを使用して、制御規則および／またはソフトウェア
コンテナにカプセル化されるその他の選択された暗号化された情報コンテンツを暗号解読
する段階を含む、請求項４６に記載される方法。
【請求項４９】
　さらに、さまざまなユーザおよび／または光ディスク機器に特殊である可能性がある多
様なセットの使用と分配の権利の管理を容易にできるように、前記制御規則内に含まれる
制御情報に従って医用を調節するために暗号解読された制御規則を適用する段階を含む、
請求項４６に記載の方法。
【請求項５０】
　前記安全なコンテナデータ構造が、デジタル財産コンテンツを含む１つまたは複数のコ
ンテンツオブジェクトと、コピー保護、使用および光ディスクに記憶されるデジタル財産
コンテンツへの分配権を定める制御規則のセットを含む１つまたは複数の制御オブジェク
トと、を含む、請求項４６に記載のデジタルバーサタイルディスク上に記憶されるデジタ
ル財産の権利管理を提供する方法。
【請求項５１】
　コンテンツオブジェクトが、さらに、デジタルバーサタイルディスク上の他の場所に記
憶されるデジタル財産コンテンツに対する１つまたは複数の参照ポインタを備える、請求
項４６に記載のデジタルバーサタイルディスク上に記憶されるデジタル財産の権利管理を
提供する方法。
【請求項５２】
　制御オブジェクトが、さらに、デジタルバーサタイルディスクの他の場所に記憶される
制御情報に対する１つまたは複数の参照ポインタを備える、請求項４６に従ったデジタル
バーサタイルディスクに記憶されるデジタル財産の権利管理を提供する方法。
【請求項５３】
　前記光ディスクに記憶されるデジタル情報が、光ディスクの他の場所に記憶されるデジ
タル特性コンテンツを使用するために制御規則とともに使用される更なる情報を含む１つ
または複数のメタデータブロックを含む、請求項４６に記載のデジタルバーサタイルディ
スクに記憶されるデジタル財産の権利管理を提供する方法。
【請求項５４】
　メタブロックが保護されているタイプまたは保護されていないタイプのどちらかである
、請求項４６に記載のデジタルバーサタイルディスクに記憶されるデジタル財産の権利管
理を提供する方法。
【請求項５５】
　光ディスク媒体に記憶される安全な情報コンテナを定める暗号化されたデータ構造であ
って、前記暗号化されたデータ構造が、少なくとも１つのコンテンツオブジェクトと前記
コンテンツオブジェクトに対応する少なくとも１つの制御オブジェクトを含むおよび／ま
たは参照し、前記コンテンツオブジェクトがデジタル財産コンテンツを含み、前記制御オ
ブジェクトがデジタル財産コンテンツに対する使用権を定める、暗号化されたデータ構造
と、を含む、コピー保護の権利、使用権および／またはデジタルバーサタイルディスク上
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に記憶される、あるいはそれ以外の場合そこに格納されるマルチメディアデジタル財産コ
ンテンツへの分配の権利を制御するための権利管理システムを実現するための仕組み。
【請求項５６】
　コンテンツオブジェクトが、さらに、デジタルバーサタイルディスクの他の場所に記憶
されるデジタル財産コンテンツに対する１つまたは複数の参照ポインタを備える、請求項
５５に記載のデジタルバーサタイルディスクに権利管理システムを実現するための仕組み
。
【請求項５７】
　制御オブジェクトが、さらに、デジタルバーサタイルディスクの他の場所に記憶される
制御情報に対する１つまたは複数の参照ポインタを備える、請求項５５に記載のデジタル
バーサタイルディスクに権利管理システムを実現するための仕組み。
【請求項５８】
　制御オブジェクトが、さらに、光ディスク機器またはコンピュータの多様な動作を制御
するための情報を含む、請求項５５に記載されるデジタルバーサタイルディスクに権利管
理システムを実現するための仕組み。
【請求項５９】
　制御オブジェクトが、さらに、光ディスク機器またはコンピュータの多様な動作を制御
するための情報を含む、請求項５５に記載されるデジタルバーサタイルディスクに権利管
理システムを実現するための仕組み。
【請求項６０】
　制御オブジェクトが、さらに、デジタルコンテンツ財産と対応するＣＧＭＡ符号化済み
コピー保護規則の復号化および／または施行を指定する規則を含む、請求項５５に記載の
デジタルバーサタイルディスクに権利管理システムを実現するための仕組み。
【請求項６１】
　制御オブジェクトが、さらに、デジタル財産コンテンツの少なくとも１つのコンテンツ
スクランブルシステム互換符号化／復号化を指定する規則を含む、請求項５５に記載のデ
ジタルバーサタイルディスクに権利管理システムを実現するための仕組み。
【請求項６２】
　前記光ディスクが、前記暗号化されたデータ構造の暗号解読に使用される暗号化された
キーを含む記憶された情報のブロックを含む、請求項５５に記載されるデジタルバーサタ
イルディスクに権利管理システムを実現するための仕組み。
【請求項６３】
　前記光ディスクは、前記暗号化されたキーの暗号解読に使用される非表示キーを含む記
憶された情報のブロックを含む、請求項５５に記載のデジタルバーサタイルディスクに権
利管理システムを実現するための仕組み。
【請求項６４】
　コンテンツオブジェクトが、さらに、別個の記憶媒体に記憶されるデジタル財産コンテ
ンツに対する１つまたは複数の参照ポインタを備える、請求項５８に記載のデジタルバー
サタイルディスクに権利管理システムを実現するための仕組み。
【請求項６５】
　デジタルバーサタイルディスク上に記憶される、あるいはそれ以外の場合、それに格納
されるマルチメディアデジタル財産コンテンツのコピー保護権、使用権、および／または
分配権の管理を、前記光ディスク媒体に記憶されるデジタル財産コンテンツを使用する光
ディスクプレーヤーデバイスによるアクセスのために提供するための権利管理システムで
あって、前記機器は、所定の暗号キーを使用し、前記暗号解読された制御規則を使用し、
前記制御規則内に含まれる制御情報に従って使用を調節することによって、安全なコンテ
ナにカプセル化される、制御規則とその他の選択された暗号化済みの情報コンテンツを暗
号解読し、使用するためのマイクロプロセッサコントローラを、さまざまなユーザおよび
／または光ディスク機器に特殊である可能性がある使用権および／または分配権の多様な
セットの管理を容易にするために含み、前記システムは、その上に安全な情報コンテナを
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定義する暗号化されたデータ構造を記憶した光ディスク場居合いを含み、暗号化されたデ
ータ構造は少なくとも１つのコンテンツオブジェクトと少なくとも１つの制御オブジェク
トを含み、および／または参照し、前記コンテンツオブジェクトはデジタル財産コンテン
ツを含み、前記制御オブジェクトはデジタル財産に対応する使用権を定める規則を含む、
システム。
【請求項６６】
　デジタルバーサタイルディスク上に記憶されるおよび／またはデジタルバーサタイルデ
ィスクを介して分散されるマルチメディアデジタル財産のコピー保護権、使用権、および
分配権の管理を提供するための方法であって、前記光ディスク媒体は、その上に光ディス
ク上に記憶されるデジタル財産コンテンツに関する権利および／またはコピー保護情報を
収容するための安全なコンテナを定める、暗号化されたデータ構造を記憶し、光ディスク
上に記憶されるデジタル財産コンテンツを使用するための光ディスクプレーヤー機器が、
安全なコンテナを使用するために所定の安全な暗号キーまたはキーのセットを活用し、前
記データ構造が、デジタル財産コンテンツを含む１つまたは複数のコンテンツオブジェク
トと、デジタル財産に対する使用権を定める一式の規則を含む１つまたは複数の制御オブ
ジェクトを含み、（ａ）１つまたは複数の暗号キーを使用して安全なコンテナにカプセル
化される、制御規則と他の選択された暗号化済み情報コンテンツを暗号解読する段階と、
（ｂ）さまざまな光ディスクユーザプラットホームおよび／または光ディスク機器に特殊
であるカスタマイズ化された使用権および／または分配権を提供できるように、暗号解読
された制御規則を適用し、制御規則内に含まれる制御情報に従って、光ディスク上に記憶
されるデジタル財産コンテンツの使用および／または配給を調節する段階と、を含む方法
。
【請求項６７】
　光ディスク上に記憶されるデジタル財産コンテンツを暗号作成術でカプセル化するため
の光ディスク媒体上に具備される安全なコンテナ手段であって、前記コンテナ手段は、デ
ジタル財産コンテンツを格納するためのコンテンツオブジェクト手段と、前記光ディスク
に記憶される前記デジタル財産コンテンツの使用および／または分配を調節するための制
御規則を含むための制御オブジェクト手段を備える安全なコンテナ手段と、を含む、デジ
タルバーサタイルディスク上に記憶されるか、あるいはそれ以外の場合その上に格納され
るデジタル財産のコピー保護権、使用権、および／または分配権の管理を提供するための
権利管理システム。
【請求項６８】
　光ディスク上に記憶される情報を使用するための光ディスクプレーヤー機器が、光ディ
スク上に提供される前記安全なコンテナを使用し、前記制御規則を実施し、前記デジタル
財産コンテンツの使用を調節するために、前記プレーヤー機器の動作を制御するための安
全なノード手段を含む、請求項６７に記載の権利管理システム。
【請求項６９】
　少なくとも一時的に互いに接続される複数の電子機器を含むシステムにおいて、どの機
器が接続されるのかを決定し、前記決定に応じて少なくとも１つの権利管理コンテキスト
を指定する権利権威ブローカー。
【請求項７０】
　権利権威ブローカーに少なくとも一時的に接続される電子機器であって、デバイスが権
利権威ブローカーに接続されるときに、権利権威ブローカーから、少なくとも１つの権利
コンテキストを受け取る電子機器。
【請求項７１】
　第２電子機器に少なくとも一時的に接続される第１電子機器であって、前記第１機器が
前記第２電子機器に接続されているかどうかに少なくとも部分的に応じて、少なくとも第
１権利管理コンテキストと第２権利管理コンテキストの間で選択する前記第１電子機器。
【請求項７２】
　互いに通信するために選択的に結合されることがある第１電子機器と第２電子機器を含
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むシステムにおいて、第１電子機器と第２電子機器が接続されているかどうかに少なくと
も部分的に基づいて、少なくとも１つの別の権利管理制御を定めるための仕組み。
【請求項７３】
　（ａ）第１電子機器が存在するかどうかを判断することと、（ｂ）判断する段階（ａ）
に少なくとも部分的に基づいて少なくとも１つの権利管理制御セットを定めることと、を
含む、少なくとも１つの権利管理コンテキストを定義する方法。
【請求項７４】
　（ａ）権利管理ブローカーに選択的に接続できる電子機器に光ディスク気負う情報を結
合することと、（ｂ）電子機器が現在権利管理ブローカーに結合されているかどうかを判
断することと、（ｃ）電子機器が権利管理ブローカーに結合されているかどうかに基づい
て、光ディスク上に記憶される情報の少なくとも一部の使用の少なくとも一面を調節する
ことと、を含む、少なくとも１つの権利管理コンテキストを定義する方法。
【請求項７５】
　段階（ｃ）が、権利管理ブローカーから少なくとも１つの権利管理コンテキストを得る
段階を含む、請求項７４の方法。
【請求項７６】
　段階（ｃ）が、権利管理ブローカーから少なくとも１つの結合された制御セットを取得
する段階を含む、請求項７４に記載の方法。
【請求項７７】
　（ａ）電子機器に光ディスク記憶情報を結合することと、（ｂ）第１権利管理コンテキ
ストに基づいて光ディスクに記憶される情報の少なくとも一部を使用することと、（ｃ）
電子機器を権利管理ブローカーに結合することと、（ｄ）段階（ｃ）と同時に、第１権利
管理コンテキストから異なる第２権利管理コンテキストに基づいて光ディスク上に記憶さ
れる情報の少なくとも一部を使用することと、を含む、少なくとも１つの権利管理コンテ
キストを定義する方法。
【請求項７８】
　電子機器は、安全なノードと安全な光ディスク読取装置を含み、前記電子機器は、少な
くとも部分的には、前記電子機器が少なくとも１つの追加安全ノードに結合されるかどう
かに応じて、さまざまな権利管理コンテキストを光ディスク読取装置に結合される光ディ
スクに記憶される保護される情報に適用する。
【請求項７９】
　光ディスク読取りおよび／または書込み装置と、前記光ディスク読取りおよび／または
書込み装置に結合される安全なノードであって、前記光ディスク読取りおよび／または書
込み装置によって読み取られる少なくとも一部の情報に関して、少なくとも１つの権利管
理を実行する前記安全なノードと、前記安全なノードに結合する少なくとも１つのシリア
ルバスポートであって、ＩＥＥＥ １３９４－１９９５の機能、構造、プロトコルおよび
／または方法のどれかまたはすべてを提供するための前記シリアルバスポートと、を含む
電子機器。
【請求項８０】
　コンテンツに透かし模様を入れるための手段と、透かし模様が入れられたコンテンツを
伝達するためのシリアルバスと、を含み、前記シリアルバス手段がＩＥＥＥ １３９４－
１９９５に準拠する、デジタルバーサタイルディスク機器。
【請求項８１】
　コンテンツに透かし模様を入れるおよび／または透かし模様が入れられたコンテンツを
処理することができる少なくとも１つの安全なノードと、ＩＥＥＥ １３９４－１９９５
シリアルバスポートと、を含む光ディスク読取り／書込みデバイス。
【請求項８２】
　安全な処理装置と、ＩＥＥＥ １３９４－１９９５シリアルバスポートと、を含む光デ
ィスク使用デバイス。
【請求項８３】



(10) JP 2009-134726 A 2009.6.18

10

20

30

40

50

　安全な処理装置がチャンネルマネージャを含む、請求項８２に記載のデバイス。
【請求項８４】
　前記安全な処理装置が、全体的にまたは部分的に光オペレーティングシステムを実行す
る、請求項８２に記載のデバイス。
【請求項８５】
　安全な処理装置が、不正変更防止障壁を含む、請求項８２に記載のデバイス。
【請求項８６】
　安全な処理装置が、暗号化／暗号解読エンジンを含む、請求項８２に記載のデバイス。
【請求項８７】
　（ａ）少なくとも１つの後続の機器に機器を接続することと、（ｂ）第１および／また
は後続の機器および／または前記第１および／または後続の機器のユーザ（単・複数）が
、動作を実行するための適切な権利および／またはリソースを備えるかどうかを判断する
ことと、（ｃ）少なくとも部分的に前記決定に基づいて動作を選択的に実行することと、
を含む、権利協力方法。
【請求項８８】
　（ａ）少なくとも１つの後続の機器に機器を接続することと、（ｂ）第１および／また
は後続の機器および／または前記第１および／または後続の機器のユーザ（単・複数）が
動作を実行するための適切な機密保護を備えるかどうかを判断することと、（ｃ）動作を
選択的に実行するために、第１機器と後続の機器の間で協力することと、を含む、権利協
力方法。
【請求項８９】
　少なくとも第１機器と第２機器が通信できるようにする通信装置と、少なくとも部分的
に第１機器と第２機器の間で権利および／またはリソースを評価することおよび／プール
することに基づいて、少なくとも１つのイベントを処理する装置と、を含む、協力権利管
理装置。
【請求項９０】
　図１Ａに図示される要素の少なくともいくつかを含む、システムおよび／または方法を
使用する光ディスク。
【請求項９１】
　図１Ｂに示される要素の少なくともいくつかを含む、システムおよび／または方法を使
用する光ディスク。
【請求項９２】
　図１Ｃに示される要素の少なくともいくつがを含む、システムおよび／または方法を使
用する光ディスク。
【請求項９３】
　図２Ａに示される要素の少なくともいくつかを含む、システムおよび／または方法を使
用する光ディスク。
【請求項９４】
　図２Ｂに示される要素の少なくともいくつかを含む、システムおよび／または方法を使
用する光ディスク。
【請求項９５】
　図３に示される要素の少なくともいくつかを含む、システムおよび／または方法を使用
する光ディスク。
【請求項９６】
　図３Ａに示される要素の少なくともいくつかを含む、システムおよび／または方法を使
用する光ディスク。
【請求項９７】
　図３Ｂに示される要素の少なくともいくつかを含む、システムおよび／または方法を使
用する光ディスク。
【請求項９８】
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　図４Ａに示される要素の少なくともいくつかを含む、システムおよび／または方法を使
用する光ディスク。
【請求項９９】
　図４Ｂに示される要素の少なくともいくつかを含む、システムおよび／または方法を使
用する光ディスク。
【請求項１００】
　図５に示される要素の少なくともいくつかを含む、システムおよび／または方法を使用
する光ディスク。
【請求項１０１】
　図６に示される要素の少なくともいくつかを含む、システムおよび／または方法を使用
する光ディスク。
【請求項１０２】
　図７に示される要素の少なくともいくつかを含む、システムおよび／または方法を使用
する光ディスク。
【請求項１０３】
　図８に示される要素の少なくともいくつかを含む、システムおよび／または方法を使用
する光ディスク。
【請求項１０４】
　図９に示される要素の少なくともいくつかを含む、システムおよび／または方法を使用
する光ディスク。
【請求項１０５】
　図１０に示される要素の少なくともいくつかを含む、システムおよび／または方法を使
用する光ディスク。
【請求項１０６】
　図１１に示される要素の少なくともいくつかを含む、システムおよび／または方法を使
用する光ディスク。
【請求項１０７】
　図１２に示される要素の少なくともいくつかを含む、システムおよび／または方法を使
用する光ディスク。
【請求項１０８】
　図１３に示される要素の少なくともいくつかを含む、システムおよび／または方法を使
用する光ディスク。
【請求項１０９】
　図１４に示される要素の少なくともいくつかを含む、システムおよび／または方法を使
用する光ディスク。
【請求項１１０】
　図１５Ａ－１５Ｃに示される要素の少なくともいくつかを含む、システムおよび／また
は方法を使用する光ディスク。
【請求項１１１】
　さらに、以下の従来の特許明細書 ＰＣＴ公告番号第ＷＯ９６／２７１５５号と、欧州
特許番号ＥＰ第３２６８１号と、ＰＣＴ明細書番号第ＰＣＴ／ＵＳ９６／１４２６２号と
、米国特許出願番号第０８／６８９，６０６号と、米国特許出願番号第０８／６８９，７
５４号と、のどれか１つに記述される任意の要素を組み合わせて含む、前記請求項のどれ
か１つに記載されるシステムおよび／または方法。
【請求項１１２】
　句「高容量光ディスク」が「デジタルバーサタイルディスク」に代わる、前記請求項の
いずれかに記載されるシステムまたはプロセス。
【請求項１１３】
　少なくとも部分的に前記請求項のいずれかに定義される、１つまたは複数のデジタルバ
ーサタイルディスク機器および／または方法から生じる情報を取り除くか、あるいはそれ
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以外の場合処理する方法。
【請求項１１４】
　前記請求項のどれかに定義される１つまたは複数のデジタルバーサタイルディスク機器
および／または方法と使用するための規則を定めるためのシステムおよび／または方法。
【請求項１１５】
　前記請求項のどれかに定義される１つまたは複数のデジタルバーサタイルディスク機器
および／または方法と使用するための規則と対応するコンテンツを定めるためのシステム
および／または方法。
【請求項１１６】
　前記請求項のどれかに定義される１つまたは複数のデジタルバーサタイルディスク機器
および／または方法と使用するための光ディスクを生産するためのシステムおよび／また
は方法。
【請求項１１７】
　前記請求項のどれかに定義される１つまたは複数の機器および／または方法から監査情
報を取り除くためのシステムおよび／または方法。
【請求項１１８】
　少なくとも１つのデジタルバーサタイルディスク光記憶媒体から情報を読み取り、およ
び／またはそれに情報を書き込み、支払い、監査、使用、アクセス、記憶媒体に記録され
るコンテンツを制御および／またはそれ以外の場合管理することの内の少なくとも１つに
対応する情報を確実に伝達する、少なくとも１つの電子機器を含むネットワークにおいて
、少なくとも部分的に情報に基づいて、少なくとも１つの支払い要求および／または注文
を生じさせる段階を含む、前記伝達された情報を処理する方法。
【請求項１１９】
　画像、音声、テキストおよび／またはその他の情報を記憶できる高容量光ディスク上で
の記憶のために少なくとも１つの制御セットを定義する方法であって、前記高容量光ディ
スクが、複数のさまざまな電子機器タイプのどれかによって使用されるためであって、前
記方法が、以下の電子機器クラスと、電子機器機密保護と、電子機器ユーザクラスと、電
子機器接続性と、電子機器リソースと、リソースに対する電子機器アクセスと、および複
数の電子機器の間の権利管理協力と、の内の少なくとも１つに応じて、さまざまな状況お
よび／または結果を提供する少なくとも１つの制御を指定する段階を含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、暗号作成術を使用する情報保護の技法に関し、さらに特定すると──一例が
デジタルビデオディスク（「デジタルバーサタイルディスク」および／または「ＤＶＤ」
としても知られる）のような光媒体である携帯媒体に記憶される情報に対する権利を管理
するために暗号作成術を使用する技法に関する。また、本発明は、例えば、消費者によっ
て使用されているデバイスのリソース（例えばパーソナルコンピュータまたはスタンドア
ロンプレーヤー）、（デバイスが情報ネットワークに接続できるか、および／または通常
接続されているか（「接続されている」対「接続されていない」などの））デバイスのそ
の他の属性、および利用できる権利などに応じた、選択的な適用可能性を有する情報保護
と権利管理の技法にも関する。本発明は、さらに、複数のネットワーク化された権利管理
の仕組み（ａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔｓ）がこのような仕組みの１つまたは複数の上で集合
的に権利管理イベントを制御する、部分的には協力的な権利管理に関する。さらに、本発
明の重要な面は、携帯媒体とは関係なく、または携帯媒体と組み合わせて、一斉送信およ
び／またはネットワークダウンロード、および／または非携帯記憶媒体の使用によって入
手できるようになる電子情報の権利管理で利用することができる。
【背景技術】
【０００２】
[関連技術と特許に対する相互参照]
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　以下の従来の共に譲渡された公開された特許明細書の仕様と図面は、本特許明細書中に
参照により組み込まれる。
【０００３】
　１９９６年１２月１３日に提出されたＰＣＴ公告番号ＰＣＴ／ＵＳ９６／０２３０３号
、および１９９５年２月１３日に題され、提供された、Ｇｉｎｔｅｒらの米国特許出願番
号第０８／３８８，１０７号（これ以降「Ｇｉｎｔｅｒら」）に基づく、「安全なトラン
ザクション管理と電子権利保護のためのシステムおよび方法（Systems And Methods For 
Secure Transaction Management And Electronic Rights Protection）」と題する、１９
９６年９月６日付けのＰＣＴ公告番号第ＷＯ９６／２７１５５号。
【０００４】
　１９８９年５月２日付けの「データベース使用量測定および保護システムと方法（Data
base Usage Metering and Protection System and Method）」と題する、米国特許第４，
８２７，５０８号。
【０００５】
　１９９０年１２月１１日付けの「データベース使用量測定および保護システムと方法（
Database Usage Metering and Protection System and Method）」と題する、米国特許第
４，９７７，５９４号。
【０００６】
　１９９１年９月１７日付けの「データベース使用量測定および保護システムと方法（Da
tabase Usage Metering and Protection System and Method）」と題する米国特許第５，
０５０，２１３号。
【０００７】
　１９９５年４月２５日付けの「データベース使用量測定および保護システムと方法（Da
tabase Usage Metering and Protection System and Method）」と題する、米国特許第５
，４１０，５９８号。
【０００８】
　１９９６年１月１７日付けの「データベース使用量測定および保護システムと方法（Da
tabase Usage Metering and Protection System and Method）」と題する欧州特許第ＥＰ
３２９６８１号。
【０００９】
　さらに、以下の共に譲渡された以前に提出された特許明細書の仕様および図面も、参照
により本特許出願に組み込まれる。
【００１０】
　１９９６年８月１２日に提出された米国特許出願番号第０８／６９９，７１２号（これ
以降「Ｓｈｅａｒら」）に一致する、１９９６年９月４日に提出された、安全な電子商取
引、電子トランザクション、商業工程管理と自動化、ディストリビューティッドコンピュ
ーティング、および権利管理のための信頼されるインフラストラクチャサポートシステム
、方法および技法（Trusted Infrastucture Support Systems, Methods And Techniques 
For Secure Electronic Commerce, Electronic Transactions, Commerce Process Contro
l And Automation, Distributed Computing, And Rights Management）」。
【００１１】
　１９９６年８月１２日に提出されたＶａｎ　ＷｉｅとＷｅｂｅｒの米国特許出願番号第
０８／６８９，６０６号（これ以降「Ｖａｎ　ＷｉｅとＷｅｂｅｒ」）に一致する「不安
定な通信路で電子デジタル権利管理制御情報を確実に送達するためのステガノグラフィッ
ク（Ｓｔｅｇａｎｏｇｒａｐｈｉｃ）技法（Steganographic Techniques For Securely D
elivering Electronic Digital Rights Management Control Information Over Insecure
 Communications Channels）」と題する、１９９７年　　　　に提出されたＰＣＴ公告番
号　　　　　　。および、
【００１２】
　１９９６年８月１２日に提出されたＳｉｂｅｒｔとＶａｎ　Ｗｉｅの「安全なコンピュ
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ーティング環境を保護するために暗号作成術を使用するシステムと方法（Systems and Me
thods Using Cryptography To Protect Secure Computing Environments）」と題する、
米国特許明細書番号第０８／６８９，７５４号に基づき、１９９７年　　　　に提出され
たＰＣＴ公告番号　　　　　　。
【００１３】
　娯楽産業は、事前に記録された媒体からビデオおよび／または音声を再生することがで
きる家庭用消費者電子デバイスの普及によって変貌を遂げてきた。この変貌は１９００年
初頭に、初めて消費者が自分の好みのバンド、オーケストラ、または歌手を、希望すると
きにいつでも自宅で聞くことができるようにしたレコードプレーヤーの発明によって始ま
った。１９８０年代初頭に始まった安価なビデオカセットレコーダー／プレーヤーが使用
できるようになったため、映画産業と放送産業に深遠な革命が起こり、フィルム、ドキュ
メンタリー、ミュージックビデオ、エクササイズビデオなどのまったく新しい消費者市場
が登場した。
【００１４】
　娯楽産業は、長い間、家庭にいる消費者にコンテンツを分配するための光媒体を模索し
てきた。Ｔｈｏｍａｓ　Ｅｄｉｓｏｎとその他のレコードプレーヤーの開拓者によって流
通された最初のレコードプレーヤーシリンダーは、複写することが困難であるという優位
点を持っていたが、高い製造費用、破損に対する低い耐性、非常に限られたプレイバック
時間、比較的に低いプレイバック品質、および水、傷、および溶解からの損傷の受けやす
さなどの多様な不利な点を被っていた。後に開発された蝋製の（ｗａｘ）ディスクとビニ
ルディスクはさらに多くの音楽題材を保持することができたが、同じ不利な点の多くを抱
えていた。他方、磁気テープは、非常に安価に製造可能で、大量のプログラム題材（例え
ば、２時間、４時間、または６時間ものビデオおよび／または音声）を保持できた。この
ような磁気テープは、比較的に高品質でプログラム題材を再生でき、損傷や摩耗（ｗｅａ
ｒｉｎｇ　ｏｕｔ）を受けやすいようではなかった。しかし、磁気テープが他の媒体に優
って提供する多くの明確な優位点にも関わらず、娯楽産業は、その複写に対する多大な感
受性のために、磁気テープを一度も理想的または最適な媒体と見なしたことはなかった。
【００１５】
　磁気テープは、それが比較的に容易に記録できるという非常に柔軟な特性を持つ。実際
に、磁気テープに記録するためのプロセスは、事前に記録されたコンテンツをプレイバッ
クするために必要とされるプロセスとほぼ同じ程度に簡単である。磁気テープには比較的
に容易に記録できるため、家庭消費者用磁気テープ装置製造メーカは、歴史的に、磁気テ
ープに記録とプレイバックの両方を行うことができる二重モードの装置を提供してきた。
したがって、家庭用のオーディオビデオプレーヤーとビデオテーププレーヤーは、従来、
消費者が自分のプログラム題材をブランク（記録されていない）磁気テープに記録できる
ようにする「録音（画）」ボタンを備えていた。この記録能力によって消費者は特別な柔
軟性（例えば、幸福を願って子供の最初の言葉を録音する能力と昼間のメロドラマを夜、
見るために捕捉する能力など）を手にしたが、残念なことに、それは、毎年数百万もの不
法な偽造コピーを生産する不法な数十億ドルのコンテンツ著作権侵害業界を設立すること
でもあった。この不法な著作権侵害事業──国際的な範囲である──は世界の主要なエン
ターテインメントコンテンツ製作会社から、毎年、巨額の収益を搾取する。娯楽産業は、
これらの損失を誠実な消費者に回さなければならない──つまり、さらに高い興行面での
価格、およびさらに高いビデオテープとオーディオテープの販売価格とレンタル価格を生
じさせる。
【００１６】
　１９８０年代半ばには、音声娯楽業界が、これらの問題点のいくつかに対する答えとし
て、光コンパクトディスクを開発した。光コンパクトディスク──直径数インチの薄い銀
白色の合成樹脂円盤──は、デジタル形式で１時間またはそれ以上の音楽またはその他の
音声プログラミングを保持することができる。このようなディスクは、後に、コンピュー
タデータにも使用された。前記ディスクは、非常に安価に製造でき、情報を記録、回復す
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るために使用されるデジタル技法のために、雑音に抵抗力のあるきわめて高品質のプレイ
バックを提供する。光ディスクは合成樹脂から作ることができるため、それは軽量で、実
質的には破壊不可能であり、（適切にレコードを機能させても、容易に傷つけられたり、
摩耗してしまった従来のビニルレコードとは異なり）通常の消費者の取扱いから生じる損
傷に高い耐性を示す。そして、これまでのところ、光ディスクで記録することは、光ディ
スクをプレイバックすることよりはるかに困難であるため、記録機能とプレイバック機能
の両方を提供する家庭消費者装置が、近い将来、再生専用装置と同程度に経済性に優れ─
─不正な複写の可能性を大幅に削減することは考えられない。これらの圧倒的な優位点の
ため、音楽産業は、新しいデジタルコンパクトディスク技術を急速に採用してきた──事
実上、数年間以内に旧式の音声ビニルディスク媒体に取って代わった。
【００１７】
　実際に、権利管理技術が存在しない場合に広く行われている容易な未承認の複写の脅威
は、明らかに、音楽の流通、さらに重要なことには、家庭用音声録音のための媒体として
の、デジタルオーディオテープ（ＤＡＴ）の消滅に対する重要な貢献ファクターであった
。デジタル録音の品質は、例えば音楽ＣＤのようなデジタルソースに完全に正確であった
ため、録音された音楽の権利保有者は、権利管理機能の欠如した安価なＤＡＴ技術の広く
行き渡った商業化に活発に反対した。光媒体と比較された場合、例えば、テープフォーマ
ットは、順序から外れて歌を再生するなどのランダムアクセスを困難にしたので、権利管
理の欠如だけが作用しているファクターではなかったことは言うまでもない。
【００１８】
　ビデオエンターテインメント業界は、高容量読取り専用光媒体で配給されるデジタルフ
ォーマットの映画を元にした音楽ＣＤによって起こされた変革に類似した変革の際に立た
されている。例えば、デジタル光ディスク技術は、とりわけ完全な長さの映画（に加えて
サウンド）を５インチの合成樹脂光ディスクの片面にデジタルで記録できるようなところ
まで進歩してきた。この同じ光ディスクは、（例えば、ホームシアター用のマルチチャン
ネル「センサラウンド」サウンドを録音するため、および／または同ディスクに複数の異
なった言語で映画の会話を録音するために）複数の高品質デジタル音声チャンネルを処理
することができる。この同じ技術によって、静止画像の再生のために映画のそれぞれの個
々のコマつまり画像にアクセスしたり、──さらに刺激的なことには──以前には一度も
家庭用消費者装置に存在したことがなかった、前例のない「ランダムアクセス」プレイバ
ック機能を提供することができるようになる。この「ランダムアクセス」プレイバックは
、例えば、親がボタンを押して「Ｒ」レートの映画の「ＰＧ」プレイバックバージョンを
選択できるように、プレイバック時に、暴力、汚い言葉または裸を削除する場合に使用で
きるだろう。前記「ランダムアクセス」機能は、また、視聴者が事前に記録されたコンテ
ンツと対話できるようにする（例えば、健康に熱心な人が、ある特定の日のワークアウト
に有効なエクササイズビデオのそれらの部分だけを選択できるなどの）という点で刺激的
な可能性を持つ。例えば、ＤＶＤ会議（１９９５年１０月１９～２０日、カリフォルニア
、ユニバーサルシティー、シェラトンユニバーサルホテル（Sheraton Universal Hotel、
Universal City、California）で開かれた対話型マルチメディア協会（Interactive Mult
imedia Association）の議事録である「革新的なビデオプログラミングのアプリケーショ
ン要件（Applications Requirements for Innovative Video Programming）」を参照のこ
と。
【００１９】
　光媒体のＤＶＤファミリーの非制限例には、以下が含まれる。
・その非制限例がＤＶＤディスク上に録画される映画を再生する消費者機器を含む、ＤＶ
Ｄ（デジタルビデオディスク、デジタルバーサタイルディスク）
・その非制限例がコンピュータやその他の機器に接続される、ＤＶＤ読取り専用ドライブ
とディスクを含む、ＤＶＤ－ＲＯＭ（ＤＶＤ－読取専用メモリ）
・その非制限例が、例えば家庭での記録用消費者機器、および特定の用途のもっとも幅広
い範囲でのコンピュータまたはその他の機器での読取り／書込みドライブと光媒体を含む
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、ＤＶＤ－ＲＡＭ（ＤＶＤランダムアクセスメモリ）
・現在知られている、または知られていない他の任意の高容量光媒体
【００２０】
　「ＤＶＤ」が、映画との使用に限られていないことは言うまでもない。ＣＤと同様に、
ＤＶＤは、例えば以下のような、他の種類の情報にも使用されることがある。
・サウンドレコーディング
・ソフトウェア
・データベース
・ゲーム
・カラオケ
・マルチメディア
・通信教育
・文書化
・方針とマニュアル
・任意の種類のデジタルデータまたは他の情報
・デジタルデータまたは他の情報の種類の任意の組み合わせ
・現在知られているまたは知られていないそれ以外の用途
【００２１】
　幅広い範囲のＤＶＤの使用状況は、技術的な課題を呈する。つまり、消費者の柔軟性を
保護または最大限にしつつ、広義にはビデオ、サウンド、またはその他のデータまたは情
報の任意の種類の組み合わせとなることがあるこのようなディスクで流通される情報コン
テンツを、どのようにすれば適切に保護できるのかという点である。（おもにビデオのコ
ンテキストで）新しい技術の１つの幅広く提案されている要件とは、ともかく複写が許可
される範囲まで、（ａ）消費者がプログラムコンテンツの第１世代のコピーを自分自身が
使用するために作成できるようにするが、消費者が「コピーのコピー」、つまり指定され
た財産の複数世代のコピーを作成するのを防ぐ（それによって、誠実な人達を誠実なまま
に保つ）こと、あるいは（ｂ）権利保有者達が複写から保護することを希望しない、また
は消費者が自分自身で作成したそれらの財産の無制限複写を許可することのどちらか一方
である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２２】
　しかしながら、さらに精密な保護および／または権利管理の目的（例えば、コピー保護
とその他の保護技法のさらに堅牢かつ選択的な応用、有料視聴モデルを可能にすること（
ｅｎａｂｌｅｍｅｎｔ）、少数の例を挙げれば、消費者が追加料金を支払う題材の抽出や
対話式使用、および再分配のための是認（ｃｒｅｄｉｔ）を受けることなどの強化された
機能性を視聴者が利用できる能力）は、現在、または将来には非常に有効であるため、こ
のような極度に単純化された、限られたコピー保護だけを伸張性のないやり方で提供する
ことが、きわめて近視眼的であると分かる可能性がある。さらに、保護と権利管理の目的
に最適に取り組むためには、例えば、デバイスの利用可能なリソース、および／またはそ
のデバイスが接続されているかどうか、または接続されていないのかどうかに応じて、Ｄ
ＶＤ媒体を介して送達される情報に関することがある異なるビジネス機会と脅威を考慮に
入れることがきわめて有効である。
【００２３】
　また、さらに精密な権利管理機能は、映画および／またはサウンドレコーディングに権
利を有するスタジオとそれ以外の人たちが、これらの重要な資産をさらに適切に管理でき
るようにし、一例では、承認を受けている関係者が、特殊な部分および／または任意の部
分であるかどうかに関係なく、派生的な作品、マルチメディアゲームを１つの非制限例で
作り出すために、デジタルフィルム、ビデオおよび／または音声の部分を再目的と（ｒｅ
ｐｕｒｐｏｓｅ）することを許可するだろう。ＤＶＤコンテンツを保護するために今日ま
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で提案されてきた解決策は、一般的には、限られたコピー保護目的だけに焦点を当て、さ
らに精密な権利保護目的と要件を適切に処理することができなかったか、認識することさ
えできなかった。さらに具体的には、ＤＶＤ機器と媒体の初期世代用の１つのコピー保護
スキームは、松下によって最初に開発された暗号化方法と、許可された複写を示す単純な
ＣＧＭＡ制御符号、つまり１世代コピー、コピーなし、または無制限複写に基づいている
。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
[発明の要約]
　ＤＶＤのような高容量光媒体を取り入れるシステムで情報を保護し、管理するための包
括的な解決策には、とりわけ、次に示す２つの幅広いセットの問題点に取り組む方法とシ
ステムが必要となる。つまり（ａ）デジタルからアナログへの変換（およびその逆）、お
よび（ｂ）接続されている環境と接続されていない環境におけるこのような光媒体の使用
できる。本文中に開示される本発明は、これらの問題点とそれ以外の問題点に取り組む。
例えば、アナログからデジタルへの変換（およびその逆）というコンテキストでは、本発
明に従って、財産を保護するため、および／または権利管理を記述するため、および／ま
たはデジタル形式の情報を制御するために使用される情報の少なくともいくらかは、アナ
ログ信号とともに搬送することもできるだろう。例えば、あるフォーマットおよび／また
は媒体から、別のフォーマットおよび／または媒体へ変換するデバイスは、制御と識別情
報のいくらかまたはすべてを新しいコンテキスト（単・複数）で取り入れるか、あるいは
変換プロセス中にこのような情報を少なくとも積極的ではなく削除する。加えて、本発明
は、一般的にはデジタルの王国のための制御、権利管理および／または識別の解決策だけ
ではなく、消費者機器、コンピュータ、およびその他のデバイスで実現できるきわめて重
要な技術を提供する。本発明の１つの目的とは、消費者電子機器とコンピュータ技術の両
方の市場で有効であり、技術的な機能とビジネスモデルの将来の進化も可能にする強力な
権利管理技法を提供することである。もう一つの非制限目的とは、制限された機能コピー
保護と暗号化のための既存の業界規格と、可能な限り互換性を保つ、包括的な制御、権利
管理、および／または識別解決策を提供することである。
【００２５】
　本発明は、幅広い範囲のさらに精巧な権利管理オプションと機能を柔軟に、かつ伸張性
をもって処理する一方で、映画のために娯楽産業によって現在表明されている限られたコ
ピー保護目的を完全に満たす権利管理と保護の技法を提供する。
【００２６】
　（本出願の他の箇所でさらに完全に説明される）本発明のいくつかの重要な面は、以下
を含む。
　・ＤＶＤ媒体に記録される情報（例えば、例えば機器のタイプなどの機器のクラス、利
用可能なリソースおよび／または権利などに部分的に基づく仮想分散環境（ＶＤＥ）の非
制限例の要素を含む、規則と使用結果制御情報）に対応する制御情報の選択。
　・選択されたこのような制御情報が、少なくとも部分的には他の機器および／または機
器のクラスで使用される制御情報のサブセット、あるいは完全に別の制御情報となること
ができるようにすること。
　・Ｇｉｎｔｅｒらに開示される権利管理技法を適用することなどの、ＤＶＤデバイスか
ら出力される情報を保護すること、およびＤＶＤプレーヤーでＩＥＥＥ１３９４ポート（
またはそれ以外の直列インタフェース）を使用して伝送される信号に対する現在の適用。
　・アナログソースに基づいた保護されたデジタルコンテンツの作成。
　・世界のさまざまな国および／または地域での違う使用権および／またはコンテンツ可
用性を反映すること。
　・他の部分が同じまたは違うクラスの機器（例えば、スタンドアロンＤＶＤプレーヤー
またはＰＣなど）で使用できる一方で、一定の部分が１つまたは複数の機器のクラスで使
用できるように、ＤＶＤ媒体上で確実に情報を管理すること。
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　・Ｇｉｎｔｅｒら、およびＳｈｅａｒらに開示されるものに関係する技法を含み、支払
い、監査、制御、および／またはそれ以外の場合ＤＶＤ媒体に記録されるコンテンツを管
理することに対応する情報を確実に記憶すること／および伝送すること。
　・機器によって使用される情報の範囲および／または機器のクラスを修正するために、
機器動作の過程で使用される暗号化キーを更新することおよび／または置換すること。
　・例えば、デジタルカメラによって収集された情報を初期に保護することによって、作
成、分配、および使用のプロセスを通して情報を保護することと、編集プロセス、製作、
分配、使用、および使用報告を通して保護と権利管理を続行すること。
　・恒久的にまたは一時的に接続されたネットワークに参加し、いっしょに動作する複数
のデバイスおよび／または他のシステムから成り立つ「仮想権利機械」が、例えば、複数
のこのようなデバイスおよび／または他のシステムで利用できるリソース、および／また
はこのようなデバイスおよび／または他のシステムを使用するおよび／または制御する複
数の関係者および／またはグループに対応する権利が、１つまたは複数のこのようなデバ
イスおよび／または他のシステムでの１つまたは複数の電子イベントを支配するために、
（権利関連の規則と制御に従って）、例えば、見る、編集、サブセット、選集、印刷、コ
ピー、題名をつける、抽出、保存、保証されたデジタルコンテンツ権の再分配、をいっせ
いに利用できるようにすることを含む、単一および／または複数のノードのために権利管
理のいくらかまたはすべてを共用できるようにすること。
　・ピアツーピア関係付け（ｒｅｌａｔｉｎｇ）デバイスおよび／または他のシステムの
間での権利の交換を可能にすることであって、ここにおいてはこのようなデバイスおよび
／または他のシステムは一時的または恒久的に接続されたネットワークに参加し、このよ
うな権利は通貨と物々交換され、販売されるか、および／またはそれ以外の場合、このよ
うな価値および／または考慮がこのようなピアツーピアに参加する商取引および／または
消費者デバイスおよび／または他のシステムの間で交換される、値および／または考慮と
交換される。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、低コストで大量生産可能なデジタルビデオディスクまたは他の高容量
ディスクコピー保護方式に対する現在の娯楽産業の要件を適切に満たすが、さらに高度な
および／または安全なプラットホームに、およびさらに少ない、さらに大きい、および／
または異なる権利リソースのデバイスの間での協力的な権利管理に、高められた伸張性の
ある権利管理機能も提供する仕組みを提供することができる。
【００２８】
[汎用ＤＶＤ／経済性に優れた大容量デジタル媒体の権利保護と管理]
　本文に説明される発明は、経済性に優れた分散媒体が商業的および／または消費者向け
デジタル情報の送達に使用される大容量記憶装置とともに使用することができ、本文中に
使用されるように、ＤＶＤはこのようなシステムを含むと解されなければならない。
【００２９】
　コピー保護と権利管理は、実際的なＤＶＤシステムで重要であり、現在知られている、
または知られていない他の大容量記憶システム、プレイバックシステム、および記録シス
テムで将来も重要であり続けるだろう。大部分のＤＶＤ媒体で送達される（書き込まれる
）情報の一部またはすべてに保護が必要とされる。このような複写からの保護は、権利管
理の１つの面にすぎない。それ以外の面は、分散媒体および／またはチャンネル、および
受信側機器および／またはデバイスの特定の性質に関係なく、権利保有者とそれ以外の人
がその商業上の利益を管理する（そしてそれらを時間および／または空間で潜在的に少し
離れて施行させる）ことができるようにすることを含む。ＤＶＤを取り入れるこのような
権利管理解決策は、記録可能ＤＶＤ媒体と機器の将来の世代が市場に参入してくるにつれ
て、さらに重要になっていくだろう。権利保有者は、例えば、ビデオ、サウンドレコーデ
ィング、およびその他のデジタル特性が、あるデバイスから別のデバイスに伝送され、レ
コーディングに対するオプションが市場で利用可能になるに従って、自らの権利を守り、
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擁護することを望むだろう。
【００３０】
　消費者機器とコンピュータの間の明白な集束、ネットワークとモデムの速度の加速、お
よびコンピュータパワーと帯域幅の低下する費用、および光媒体の増加する容量が結合さ
れ、すべての種類のデジタルコンテンツが、少なくともときおり接続される機器および／
コンピュータで再生される光媒体で分散されるハイブリッドなビジネスモデルの世界が作
り出され、その場合、音楽ＣＤと初期のＤＶＤ映画提供物で一般的な一時購入モデルは、
少数の例を挙げるだけでも、例えば、リース、有料視聴、レントトゥオウン（ｒｅｎｔ　
ｔｏ　ｏｗｎ）などの他のモデルによって増大するだろう。消費者は、同じまたは別の配
給業者および／またはプロバイダから、これらとそれ以外のモデルの中の選択肢を提供さ
れるだろう。使用のための支払いは、ネットワークおよび／または他の通信路で、支払い
決算サービスに対して起こる。消費者使用と監査の情報は、作成者、配給業者、および／
またはその他の参加者に戻っていくことがある。現在導入されているＤＶＤ用の初歩的な
コピー保護技術は、これらのモデルとそれ以外の精密なモデルをサポートすることはでき
ない。
【００３１】
　書込み可能ＤＶＤ機器と媒体が使用できるようになるにつれて、例えば、衛星システム
とケーブルシステムでのデジタル映画の配給を含む、補助的なハイブリッドモデルが可能
になる。映画を録画した場合、消費者は、リース、レンタル、有料視聴または使用できる
ならばその他のモデルを選択できる。デジタルテレビが市場に参入してくると、書込み可
能なＤＶＤのオンエアプログラミングの正確なコピーを作成できる能力は、追加モデル可
能性および／または権利管理要件を作り出す。ここでも、現在初期の読取り専用ＤＶＤ技
術に配備されている極度に単純化されたコピー保護機構は十分でなくなるだろう。
【００３２】
[暗号化は手段であり、目的ではない]
　暗号化は、ＤＶＤのような光媒体上であろうと、ディスクドライブのような磁気媒体上
であろうと、デジタルデバイスのアクティブなメモリ内、および／またはコンピュータ、
ケーブル、衛星、およびその他の種類のネットワークや伝送手段で送信中であろうと、デ
ジタルフォーマットの知的所有権を保護する上で有効である。歴史的には、暗号化は、秘
密メッセージを送信するために使用された。ＤＶＤに関しては、暗号化の重要な目的とは
、権利保有者によってそうすることが許可された人だけが、実際にコンテンツを使用でき
ることを保証するために、コピー制御と権利管理システムの使用を必要とする。
【００３３】
　しかし、暗号化は、目的というよりむしろ手段である。重大な問題点とは、承認された
デバイスと関係者だけが、権利保有者（単・複数）および／または保護されたコンテンツ
の他の関連関係者によって許可される程度までだけ、保護されたコンテンツを暗号解読、
および／または暗号解読できない場合には情報を使用することができることを、最大限ま
で保証するための方法をどのようにして考案するかという点である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　これらの発明に従って提供されるこれらのおよび他の特徴と優位点は、図面といっしょ
に現在好まれる例の以下の詳細な説明を参照することによって、さらによく、より完全に
理解できる。
【００３５】
[本発明]
　本発明は、強力な権利管理機能を提供する。本発明によって提供される１つの面に従っ
て、暗号化されたデジタル特性は、適用し、消費者機器によって施行されることがある「
コピーなし」、および／または「コピー」および／または「許可されたコピーの数」につ
いての規則とともに、例えば「デジボックス（ＤｉｇｉＢｏｘ）」安全コンテナのような
不正変更防止ソフトウェア「コンテナ」内にあるＤＶＤに付けることができる。これらの
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同じ規則、および／または複数の柔軟なおよび／またはさまざまな規則が、コンピュータ
デバイスや、複数のおよび／さらにさまざまな機能（例えば、編集、暗号化、１つまたは
複数の支払方法、さらに詳細な監査情報などのための記憶機能の強化など）を提供できる
他のシステムによって施行できる。加えて、例えば「デジボックス」安全コンテナのよう
な「ソフトウェアコンテナ」は、「遮るもののない空間（ｃｌｅａｒ）」（つまり、暗号
化されていない形式）で一定のコンテンツを記憶できる。例えば、映画や音楽の題名、著
作権声明文、音声サンプル、予告編、および／または広告は、遮るもののない空間に記憶
できるか、および／または任意の適切なアプリケーションやデバイスで表示できるだろう
。このような情報は、表示、複写および／または他の活動に使用できるときには、「信憑
性（ａｕｔｈｅｎｔｉｃｉｔｙ）」（完全性）のために保護できるだろう。同時に、すべ
ての種類──フィルム、ビデオ、画像、テキスト、ソフトウェア、およびマルチメディア
──の貴重なデジタル特性は、記憶され、承認されたデバイスおよび／またはアプリケー
ションによってだけ、許可された、例えば、権利保有者によって承認された状況において
だけ、使用されるために少なくとも部分的に暗号化される。
【００３６】
　本発明に従って（Ｇｉｎｔｅｒらに開示される一定の機能と組み合わせて）提供される
別の面とは、複数式の規則がＤＶＤディスク上の同じコンテナの中に記憶できるだろうと
いう点である。それから、ソフトウェアは、映画が、例えば消費者機器またはコンピュー
タによって再生されなければならなかったかどうか、特定の機器がバックチャンネル（つ
まりオンラインコネクション）を有しているかどうか、再生者が位置する、および／また
は映画が上映されている国家および／または他の法律的なあるいは地理学上の地域、およ
び／または機器がこのような規則を識別し、適用する機能を備えた構成部品を有している
かどうかによって、規則を適用する。例えば、情報が消費者デバイスによって再生される
ときに適用する使用規則もあれば、コンピュータによって再生されるときに適用する規則
もある。規則の選択は、権利保有者（単・複数）および／または他の参加者に委ねられる
可能性がある──（例えば、特定の環境またはアプリケーションに基づいて）事前に決定
される規則もあ。例えば、フィルム権利保有者は、複写を制限し、財産が再生されるコン
テキストに関係なく抜粋が作成されないことを保証することを希望する可能性がある。こ
の制限は、一定の法律上の地域または地理学上の地域だけで適用されることがある。代わ
って、サウンドレコーディングの権利保有者が、所定の期間（例えば、わずか２０秒）の
抜粋を可能にし、これらの抜粋が新しい商業的な作品を構築するために使用されないこと
を希望することがある。いくつかのケースでは、政府が、映画の「ＰＧ」バージョンおよ
び／またはＴＶ番組の同等なレーティングだけが、自らの支配区域に配備される装置で再
生されること、および／またはＤＶＤに記録されるコンテンツ（例えば、映画、ゲーム、
データベース、ソフトウェア製品などの有料使用、および／または少なくとも部分的にＤ
ＶＤ媒体などに記憶されるカタログからの注文）に関する支払いが要求および／または達
成される場合に、適用可能な税金、料金などが自動的に計算および／または徴収されるこ
とを要求する場合がある。
【００３７】
　マイクロプロセッサによって制御される（または増大される）デジタル消費者機器にお
いては、本発明によって意図されるこのような規則は、例えば、一台の中央制御マイクロ
プロセッサ（または他のＣＰＵ、ＩＥＥＥ　１３９４ポートコントローラ、または他のコ
ンテンツ処理制御回路に対する比較的に少ない増設以上を要求、および／または必要なソ
フトウェアを保持するためにＲＯＭやフラッシュメモリを使用できるようにしたりせずに
、施行することができる。加えて、各ＲＯＭ（またはフラッシュメモリや、このようなメ
モリが確実に接続されるか、その中に取り入れられる他のメモリ、単一の製造された構成
部品内のこのような制御回路）は、１つの例では、ある特定の機器、個々のアイデンティ
ティ、管轄区、機器クラス（単・複数）、および／または他の選択されたパラメータを一
意に識別するかまたは複数のデジタルドキュメントつまり「証明書（単・複数）」を含む
ことがある。機器は、例えば、デジタル財産のコピーを別のデジタルデバイスに暗号化さ
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れた形式だけで、新しい不正変更防止「ソフトウェアコンテナ」内だけで送信するように
プログラムすることができる。また、コンテナは、例えば、それが、送信中のオリジナル
ではなくコピーであることを示す符号を携える場合がある。デバイスは、受信デバイスの
一意の識別子および／またはデバイスのクラスを同じ安全コンテナに入れることもある。
結果的に、例えば、１つの特定の装置では、コピーは、意図された受信デバイスだけで再
生可能となり、デバイスのクラス（単・複数）、および／または１つの非制限例でのある
特定の地域でのデバイス、およびこのようなコピーの使用に関する権利は、これらの変数
および／または他の変数に従って変化する可能性がある。
【００３８】
　受信側デバイスは、デジタル財産が実際にはコピーであることを検出すると、例えば、
消費者デバイスおよび／または他のクラス（単・複数）のデバイスで再生できる追加コピ
ーを作成しないようにプログラムすることができる。デバイスが、デジタル財産が、それ
が意図されていたもの以外のデバイスおよび／または他のクラス（単・複数）のデバイス
で再生されるところであることを検出すると、（希望される場合）デバイスはそのコピー
を再生するのを拒絶するようにプログラムすることができる。
【００３９】
　消費者機器で適用される同じ制約は、例えば、本発明に従って権利管理保護を提供する
ために具備されるコンピュータで施行することができる。この例では、規則は、例えば、
消費者機器および／または機器のクラス以外の任意のデバイスでの一定のフィルムおよび
／または他のコンテンツを再生しないように指定できる。代りに、これらの同じ強力な機
能は、権利保有者（単・複数）が、例えば、コンテンツが再生されるさまざまな地理学上
のまたは法律上の場所を基準とする別の価格形成を希望するときに、コンピュータ（およ
び／またはそれ以外の機器および／または機器のクラス）で再生されたときに適用するだ
ろうさまざまな使用規則と支払い方式を指定するために使用できるだろう。
【００４０】
　さらに、「バックチャンネル」が存在する場合──例えば、ネットワークに接続される
双方向通信やコンピュータ付きのセットトップボックス──本発明は、指定された財産に
希望または要求される場合、規則の電子的な独立した送達の決定は、完全に、権利保有者
（単・複数）および／または指定されたモデルでの他者次第である。
【００４１】
　以下は、前記の本発明のいくつかの面の２つの具体的な例である。
【００４２】
　１．アナログからデジタルへの複写例
　ａ）ボブは購入した（または借りた）ＶＨＳテープを持っており、自分自身が使用する
ためにコピーを作成したいと考えている。そのアナログフィルムには、それらが信号の品
質に干渉しないように、コピー制御符号が埋め込まれている。ボブは、本発明に従って権
利管理保護を提供するように具備される書込み可能ＤＶＤ機器を所有している。ボブのＤ
ＶＤレコーダーは、アナログ信号に埋め込まれた制御符号を検出し（例えば、このような
レコーダーは、権利関係制御および／または使用情報を伝播する透かし模様および／また
は指紋を検出できる）、コンテンツ規則を保持し、符号化されたフィルムを説明するため
に新しい安全なコンテナを作成し、アナログ制御符号および／またはそれが検出した他の
情報に基づき、その後デジボックスおよび／または安全なデータベースのような安全なＶ
ＤＥインストレーションデータストアの中に入れられる、新しい制御規則を作成（および
／または記憶のため、およびユーザ名、時間などのような一定の使用履歴関連情報の報告
のために安全なＶＤＥシステムに送達）する。ボブは、選択するときにいつでも自分のＤ
ＶＤでコピーを再生し直すことができる。
　ｂ）ボブは、自分が録画したＤＶＤディスクを、それをＤＶＤドライブを備えたコンピ
ュータで再生したいと考えるジェニファーに与える。ジェニファーのコンピュータは、本
発明に従って権利管理保護を提供するように具備されている。彼女のコンピュータは「デ
ジボックス」を開き、このコピーがそれを記録したデバイスとは違うデバイス（承認され
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ていないデバイス）で使用されていることを検出し、前記コピーの再生を拒絶する。
　ｃ）ボブはＤＶＤディスクをジェニファーに以前のように与えるが、ジェニファーは現
在、電子的に、スタジオ、配給業者、および／または権利と許可の情報センターであるこ
とがある新しい規則と使用結果のソースに接触する（あるいは、ジェニファーは前記コピ
ーを再生するための十分な権利をすでに自分のプレーヤー上で持っている）。ソースは、
彼女のコンピュータでその映画を再生することを許す規則と結果とともに、デジボックス
コンテナをジェニファーに送ると同時に、その映画が、スタジオやその他の価値連鎖図参
加者によってではなく、ボブによってＤＶＤに録画されていたとしても、使用に対しジェ
ニファーに請求する。
【００４３】
　２．デジタルからアナログへの複写例
　ａ）ジェニファーは仕事から帰宅し、借りたまたは所有しているＤＶＤを、テレビに接
続されているか、テレビの一体化した一部であるプレーヤーの中に差し込み、ディスクを
再生する。完全に明白な方法でフィルムは暗号解読され、フォーマットはデジタルからア
ナログに変換され、ジェニファーのアナログテレビに映される。
　ｂ）ジェニファーは、自分自身が使用するためにコピーを作成したいと考えている。ジ
ェニファーは、デジボックスの安全なコンテナを開き、制御情報にアクセスし、フィルム
を暗号解読する本発明に従った権利管理保護を取り入れたＤＶＤデバイスでそのフィルム
を再生する。ジェニファーは、高品質コピーを録画する自分のＶＣＲでアナログバージョ
ンを録画する。
　ｃ）ジェニファーは、そのアナログテープのコピーを自分自身が使用するために作成し
たいと考えるダグにそのＶＣＲコピーを渡すが、アナログ制御情報が、強制的に録画側Ｖ
ＣＲに低い品質のコピーを作成させるか、複写を防止する可能性がある。別の非制限例で
は、さらに包括的な権利管理情報が、前記に参照されたＶａｎ　ＷｉｅとＷｅｂｅｒの特
許出願でさらに詳細に記述される方法および／システムを使用してアナログ出力で符号化
される可能性がある。
【００４４】
　本発明によって提供される１つの面に従って、ＤＶＤのような同じ携帯記憶媒体は、さ
まざまな保護機能を提供するさまざまな拡大・縮小される（ｓｃａｌｅｄ）保護環境の範
囲とともに使用することができる。さまざまな環境のそれぞれは、その特定の環境によっ
てサポートされる権利管理技法および／または機能に基づき、携帯記憶媒体によって運ば
れる情報を使用できるようになる場合がある。例えば、単純な安価な家庭用消費者ディス
クプレーヤーは、コピー保護をサポートし、プレーヤーが使用可能とするために具備され
ていない多くの精密かつ複雑なコンテンツ権利を無視する可能性がある。さらに技術的に
有能で、および／または安全なプラットホーム（例えば、おそらくネットワークコネクシ
ョンによってサポートされている安全な処理構成要素を取り入れるパーソナルコンピュー
タ、あるいは「より高性能の（ｓｍａｒｔｅｒ）」機器またはデバイスなど）は、例えば
、同じ携帯記憶媒体を使用し、さらに複雑な権利管理技法（例えば、特別補償の支払いの
要求、抜粋または信頼性（ａｕｔｈｏｌｏｇｉｉｎｇ）のための選択されたコンテンツ部
分の安全な抽出の提供など）に基づき、媒体によって運ばれるコンテンツの用途に関する
拡張された使用権を提供することがある。例えば、携帯記憶媒体に対応した制御セットは
、──いくつかのプラットホームにはあるが、それ以外のプラットホームにはない相応じ
てさらに高度な保護と権利管理を可能にすることを必要とする、さらに高度なまたは精密
な用途多岐に渡るさまざまな使用機能を処理することがある。より低い機能の環境は、別
の例として、それらが理解しない制御セットでの権利を無視するが、（それらが提供する
全体的な機能の認識を有する）より高い機能の環境は、例えば、さらに低い機能環境によ
って無視される権利と対応する保護技法を可能にすることがある。
【００４５】
　本発明によって提供される別の面に従って、媒体とプラットホームから独立して機密保
護構成要素は、消費者向け電子機器デバイスの初歩的な権利管理要件が、さらに高度なプ
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ラットホームによって利用される機能性のさらに豊富な集合のサブセットとなるように、
機能性と性能という点で拡大・縮小される。機密保護構成要素は、物理構成要素、ハード
ウェア構成要素、または構成要素の「ソフトウェアエミュレーション」のどれかである可
能性がある。この特徴に従って、媒体のインスタンス（または、さらに正確には、媒体に
関係なくコンテンツの１つのバージョン）は、コンテンツが保護されるだろうという保証
とともに、その機器またはプラットホームのタイプには関係なくカスタマに伝達できる。
機密保護および／または技術的な機能という点でより高度ではないプラットホームは、コ
ンテンツを使用するための限られた権利だけを提供するが、より高度なプラットホームは
、相応じて適切な機密保護条件と安全装置に基づきさらに伸張性のある権利を提供できる
。
【００４６】
　本発明によって提供される後続の面に従って、（例えば、最小限の複雑さとパーツカウ
ントで構築されたもののような）大量生産された安価な家庭用消費者ＤＶＤプレーヤーは
、その記憶媒体がさらに強力なおよび／または安全なプラットホームと組み合わせて提供
できる高度な権利管理機能の品位を落とすことなく、同じＤＶＤまたはさらに（例えば、
パーソナルコンピュータのような）強力なおよび／または安全なプラットホームによって
使用されるそれ以外の携帯記憶媒体と互換性を持つようにすることができる。本発明のこ
の面に従って提供され、サポートされる権利管理と保護の装置は、このようにして、安価
な基本コピー保護をサポートし、適切にコンテンツを保護し、（ａ）安全な権利管理のた
めにより大きなリソースを備えるデバイス、および／または（ｂ）さらに安全な権利管理
リソースを供給することができる他のデバイスやシステムとの接続性を有するデバイスに
よって、さらに精密な機密保護レベルと機能をさらにサポートする一方で、さらに限られ
たリソース消費者デバイスによる、同じコンテンツの権利に従った使用を許可するブリッ
ジング（ｂｒｉｄｇｉｎｇ）をサポートする商業的なコンバージェンス（ｃｏｎｖｅｒｇ
ｅｎｃｅ）技術として役立つことができる。本発明のこの面によって、恒久的に、または
一時的に接続されたネットワークに参加し、その中でともに動作する複数のデバイスおよ
び／または他のシステムは、単一ノードでまたは複数のノード全体で発生する少なくとも
１つまたは複数の電子イベント（例えば、Ｇｉｎｔｅｒらに説明されるような保護された
処理環境の使用を通して管理される）のための権利管理を共用できるようになり、さらに
、このような複数のデバイスおよび／または他のシステムを使用および／または制御する
関係者および／またはグループに対応する権利が、根本的な権利に関係する規則と制御に
応じて利用できるようにし、これは、例えば、彼らのコンピューティングデバイスまたは
これらの関係者のその他のデバイスが一時的なネットワーキング関係で結合され、適切な
コンテキストで動作しているときに、企業の重役のデバイスを通して利用できる権利が、
なんらかの方法で一人または複数名の部下の企業従業員の権利と結合したり、それらの代
りをできるようにする。一般的には、本発明のこの面によって、ＤＶＤ、またはそれ以外
の場合には、分散されたピアツーピア権利管理によって保護されている、実装され、送達
されたコンテンツの分散権利管理が可能になる。このような分散型権利管理は、ＤＶＤ機
器または他の電子情報使用デバイスが、恒久的または一時的に接続されるネットワークに
参加しているかどうか、および分散型権利管理装置に参加するデバイスおよび／またはそ
の他のシステムの間の関係性が一時的に関係しているのか、さらに恒久的な動作関係を有
しているのかに関係なく、動作することができる。このようにして、同じデバイスは、そ
のデバイスが動作しているコンテキスト（例えば、他の個人および／またはグループと共
同するなどの企業環境で、内部でのおよび／または外部の一人または複数名の指定された
個人および／または他の関係者と共同した家庭の環境で、小売り環境で、学生のノートが
教室のサーバーおよび／インストラクターＰＣと権利管理で協調する可能性のある教室の
環境で、複数の関係者が研究資料を使用するために異なる権利を共同で利用している図書
館の環境で、携帯デバイスが確実にかつ適切に独占機能を実行するために制御装置と協力
して動作する工場作業現場でなど）に応じて使用可能な異なった権利を有する可能性があ
る。
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【００４７】
　例えば、ＤＶＤ機器のような限られたリソースデバイス装置を安価なネットワークコン
ピュータ（ＮＣ）またはパーソナルコンピュータ（ＰＣ）と結合すると、権利管理がＤＶ
Ｄ機器の権利および／または権利管理機能のいくつかまたはすべてと、ネットワークコン
ピュータまたはパーソナルコンピュータ（ＮＣまたはＰＣ）のそれらの組み合わせの結果
となることを許すことによって、権利管理機能および／または関係者および／またはデバ
イスの特殊な権利の増大（または置換）が可能になる可能性がある。このような権利は、
さらに増大されるか、増大されない場合には、信頼された（安全な）リモートネットワー
ク権利当局によって提供される権利管理機能の可用性によって修正または置換される可能
性がある。
【００４８】
　本発明のこれらの面は、同じデバイス、この例ではＤＶＤ機器が、切断された装置と接
続された装置で権利管理機能の、例えば程度のようなさまざまなアレイをサポートできる
ようにし、さらに使用可能な権利が、権利管理デバイスおよび／または他のシステムの組
み合わせから生じる権利および／または権利管理機能の可用性の結果生じることができる
ようにする。これには、「さらに」または「そうではなく」安全でおよび／またはリソー
スが豊富であり、および／または異なる（ｄｉｆｆｅｒｉｎｇ）権利またはさまざまな（
ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ）権利を所有するデバイスまたはシステムとのコネクションによって
増大、置換、またはそれ以外の場合修正される、より安全「ではない」および／またはリ
ソースが不足したデバイスまたはシステムを使用することによって入手できる権利のいく
つかまたはすべての１つまたは複数の組み合わせを含むことがあり、ここにおいてはこの
ようなコネクションが、共用される権利管理装置を説明する、権利に関係する規則と制御
によって定義されるデバイスのどちらかおよび／または両方の権利および／または管理機
能を利用する。
【００４９】
　後者のケースでは、論理的におよび／または物理的にリモートな権利管理機能への接続
性は、このようなデバイスがＮＣ、パーソナルコンピュータ、ローカルサーバー、および
／またはリモート権利当局と結合されるときに、ＤＶＤ機器のユーザまたはＤＶＤ機器が
使用できる権利の特性を（例えば、使用できる安全な権利管理リソースを増やすことによ
って）拡張および／または変更できる。この権利増大シナリオでは、追加コンテンツ部分
が使用可能であり、価格は変化する可能性があり、再分配権は変化する（例えば、拡大さ
れる）可能性があり、コンテンツ抽出権利が増加されることなどがある。
【００５０】
　このような「ネットワーキング権利管理」は、多様な論理および／または物理関係に複
数のデバイスおよび／または他のシステムの権利管理リソースの組み合わせを可能にし、
その結果１つまたは複数の「リモート」権利当局との接続性によって提供される機能拡張
されたリソースを通してさらに大きい権利または異なる権利のどちらかを生じさせる。さ
らに、増加したおよび／または異なる権利管理機能および／または権利に備える一方で、
このような接続性に基づいた権利管理装置は、例えば、１つまたは複数のＤＶＤディスク
上でローカルに利用できるコンテンツを持つ、リモートのインターネットの世界中のウェ
ブをベースにしたデータベースによってサポートされるコンテンツリポジトリに記憶され
るコンテンツなどの遠隔で利用できるコンテンツの継ぎ目のない統合に備えることによっ
て、複数位置のコンテンツ可用性をサポートすることができる。
【００５１】
　この例では、ユーザは、増加したまたは異なる権利を経験するだけではなく、ローカル
ＤＶＤコンテンツと補足するコンテンツの両方を使用することができる（つまり、時間と
いう観点からより最近であり、より費用がかかり、より多様であるか、他のなんらかの様
式で相補的であるコンテンツ）。このようなインスタンスでは、ＤＶＤ機器および／また
はＤＶＤ機器のユーザ（またはこのような機器に接続される他のデバイスやシステム）は
、同じ権利、ローカルかつリモートで使用できるコンテンツに適用される異なるおよび／
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またはさまざまな権利を持つ可能性があり、局所的かつ遠隔で使用できるコンテンツの部
分は、ユーザおよび／または機器によって使用されるときに、それ自体異なるまたはさま
ざまな権利の対象となる可能性がある。この仕組み（ａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔ）は、複数
の接続された装置の権利管理とコンテンツリソースを搾取することによって、継ぎ目なく
統合され、単一コンテンツ検索活動および／または使用活動でユーザが効率的に使用でき
るユーザコンテンツ機械の全体的な深遠な増加をサポートすることができる。
【００５２】
　このような権利増大遠隔権威は、モデムによって直接ＤＶＤ機器および／または他のデ
バイスに結合されるか、あるいはシリアル　１３９４互換コントローラなどのＩ／Ｏイン
タフェースの使用によって（例えば、１３９４がイネーブルされたＤＶＤ機器と、ローカ
ルＰＣまたはＮＣまたはＤＶＤ機器内で権利管理を増大および／または提供するローカル
権利管理当局として働くサーバーを含む、このような１つまたは複数のリモート当局への
高性能な同期または非同期情報通信インタフェースとして機能するローカルのパーソナル
コンピュータの間で通信することによって）直接的にまたは間接的に結合される。
【００５３】
　本発明によって提供される別の面に従って、参加者および／または参加者ＤＶＤ機器ま
たはその他のシステムに対し提供される、それらによって購入される、あるいはそれ以外
の場合それらによって取得される権利は、１つまたは複数の恒久的にまたは一時的にネッ
トワーク化された装置の使用によって、このようなピアツーピア関係付けデバイスおよび
／または他のシステムの間で交換することができる。このようなケースでは、このような
デバイスおよび／他のシステムが、例えばＧｉｎｔｅｒらに記述される仮想分散環境など
の権利管理システムに参加し、権利譲渡機能とそこに記述される他の権利管理機能を利用
する限り、権利は、通貨と物々交換され、販売されるか、それ以外の場合は、価値と交換
される、および／または貸し出される。例えば、本発明のこの面によって、関係者は、権
利を購入したゲームや映画を交換できるようになる。例を続けると、ある個人が映画を見
る隣人の使用権の一部を購入するか、ゲーム出版社から受け取ったクレジットを、そのゲ
ームを数人の知り合いにうまくスーパーディストリビューションした場合に別の関係者に
譲渡することがある。この場合、このようなクレジットは友人に対し、その友人の別のゲ
ームを一定の回数プレーする権利の一部などを購入するために譲渡（交換）される。本発
明によって提供される別の面に従って、ＤＶＤなどの携帯記憶媒体によって運ばれるコン
テンツは、１つまたは複数の暗号化キーと安全コンテンツ識別子に対応している。コンテ
ンツそれ自体（またはコンテンツを使用するために必要とされる情報）は、少なくとも部
分的に暗号作成術によって暗号化される──コンテンツを使用する前に、コンテンツを暗
号解読するために対応する暗号解読キーが必要とされる。暗号解読キーは、それ自体、暗
号化されたキーブロックの形で暗号化できる。プラットホームに応じて、さまざまなキー
管理とアクセスの技法が使用される。
【００５４】
　さらに本発明によって提供される別の面に従うと、デジタルコンテンツ（またはアナロ
グコンテンツでさえ）──例えば、デジタルカメラ／ビデオレコーダーまたはオーディオ
レコーダー──を「作成する」電子機器は、最初に安全なコンテナ内に具備されるコンテ
ンツを作成できるように適切なハードウェアおよび／またはソフトウェアを容易に具備す
ることができる。例えば、デジタルカメラによって記録されるコンテンツは、それが記録
している間に、すぐに前記カメラによって安全なコンテナの中に実装できるだろう。その
後で、前記カメラは、安全なコンテナ（単・複数）の中にすでに実装されているコンテン
ツを出力するだろう。これによって、時間的に後の時点でまたは後の製作段階でコンテン
ツをカプセル化し、このようにして本発明に従った電子権利管理の総体的なインプリメン
テーションで少なくとも１つの製作プロセス段階を保存するニーズを排除できるだろう。
さらに、まさに、権利管理環境で使用するためのコンテンツを「読み取る」プロセスは、
（編集および／または例えばマスターＤＶＤやオーディオディスクのいわゆる「プレス」
の間など）従来の製作分配プロセスに沿った多くの段階で発生することが意図される。し



(26) JP 2009-134726 A 2009.6.18

10

20

30

40

50

たがって、本発明の別の重要な優位点とは、コンテンツの権利管理が、本来、それぞれの
適切なコンテンツ作成、編集、分配、および使用の段階を通して、それら全体で拡張され
、コンテンツの耐用期間全体を通して権利を保護する継ぎ目のないコンテンツ保護アーキ
テクチャを提供できる点である。
【００５５】
　１つの例の実施態様では、記憶媒体自体が、キーブロック暗号解読キー（単・複数）を
通常は典型的なアクセスおよび／または複写の技法によってアクセスできない、記憶媒体
の非表示（ｈｉｄｄｅｎ）部分に入れて運ぶ。この非表示キーは、暗号化されたキーブロ
ックを暗号解読するためにドライブによって使用される──このような暗号解読されたキ
ーブロックは、その後で、媒体によって運ばれるコンテンツと関係情報を選択的に暗号解
読するために使用される。前記ドライブは、非表示キーが、補助的な機密保護層を提供す
るために、絶対にドライブの外に露呈されないように、安全な不正変更を防止する方法で
設計されることがある。
【００５６】
　別の例の実施態様に従って、ビデオディスクドライブは、暗号化されたキーブロックを
暗号解読するために使用されるキーを記憶し、維持することができる。キーブロック暗号
解読キーは、ドライブキーストア内に記憶されるか、あるいはビデオディスクドライブが
少なくともときおり、例えばセットトップボックス、ネットワークポート、または他の通
信ルートによって提供される通信経路を使用する場合に更新することができる。
【００５７】
　後続の例の実施態様に従って、ハードウェアベースの安全な処理装置のような保護され
た処理環境を含む仮想分散環境の安全なノードは、媒体それ自体でおよび／またはネット
ワークのような独立した通信経路上で、安全なノードに送達される、１つまたは複数の安
全なコンテナによって指定される制御規則と方法に従ってデジタルビデオディスクのよう
な携帯記憶媒体によって運ばれるコンテンツの使用を制御することがある。
【００５８】
　ＤＶＤ向けの一定の規約のコピー保護は、現在、最初に明らかに松下株式会社（Ｍａｔ
ｓｕｓｈｉｔａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）によって提案された一定の暗号化技法と組み
合わされたＣＧＭＡコピー保護制御符号を想像する。デジタル財産保護に対するこのアプ
ローチの限られた利点にも関わらず、本発明は、補助的なおよび／またはさまざまなオプ
ションと解決策も提供する一方で、補足的な互換性のあるはるかに包括的な権利管理シス
テムを提供することができる。以下は、本発明に従って提供される有利な特徴のいくつか
の補助的な例である。
　・コンテンツ供給者のニーズに完全に応えるための強力な機密保護
　・分散された権利保護を含む価値連鎖図管理の自動化と効率、価値連鎖図参加者に対す
る「掛け売り（ｔｉｃｋ）の部分」支払い分割（ｄｉｓａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）、費用
効果の高いマイクロトランザクション管理、および少なくともときおり接続されるデバイ
スに対するオフラインマイクロペイメントとマイクロトランザクションサポートを含むス
ーパーディストリビューション。
　・限られたリソース、さらに大きなリソース、スタンドアロンおよび／または接続され
たデバイスで送達可能な、同じコンテンツの使用のためのサポートを含む、極度に単純化
された、さらに効率的なチャンネル管理。
　・任意の媒体とアプリケーションタイプおよび／またはいくつかの従来の技術でのよう
な圧縮されたビデオとサウンドだけではなく、すべての形式のコンテンツとコンテンツモ
デルと使用することが可能で、多岐にわたるさまざまな電子機器（例えば、デジタルカメ
ラ、デジタル編集装置、サウンドレコーダー、サウンド編集装置、映画館プロジェクター
、ＤＶＤ機器、放送テーププレーヤー、パーソナルコンピュータ、高性能テレビなど）で
の動作のための多岐に渡る媒体送達システム（例えば、放送、インターネットリポジトリ
、光ディスクなど）全体で同じまたは物理的に同じコンテンツコンテナのコピーの使用を
サポートする。
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　・重要な新しいコンテンツ収益および／または他の配慮機会、および価値連鎖図運営効
率の強化を通して最大化する資産管理と収益、および／または他の考慮。
　・例えば、ＣＧＭＡ保護符号および／またはＤＶＤコピー保護に対する松下データスク
ランブルアプローチなどの他の保護技法との１００％の互換性を提供できる。
　・非常に高い程度の互換性および／または機能性のレベルを提供するために、多岐に渡
る既存のデータスクランブルシステムとデータ保護システムとともに利用できる。
　・ＤＶＤ技術が、無限に多様な娯楽、情報商取引、およびサイバースペースビジネスモ
デルの再利用可能でプログラム可能なリソースとなることができるようにする。
　・ＤＶＤドライブおよび／または半導体構成要素製造メーカーおよび／または販売者お
よび／または他の付加価値を付ける参加者が、インターネットとイントラネットの出現す
る、接続された世界の物理的なインフラストラクチャのプロバイダと、その権利保有者に
なることができるようにする。その世界では、彼らは、分配された物理的なインフラスト
ラクチャの一部（例えば、彼らが提供した一部）の使用について、その部分が商業的なネ
ットワークに参加しているので請求することができる。このような製造メーカおよび／ま
たは販売者および／または他の付加価値を付ける参加者は、参加するトランザクションの
結果として受け取られる収益の小さな部分を受け取ることによって、「掛け売りの部分」
に参加した結果、収益という利点を享受することができる。
　・以下の点で、自動化された国際化、地域分化（ｒｅｇｉｏｎａｌｉｚａｔｉｏｎ）、
および権利管理を提供する。
　──ＤＶＤコンテンツには、ユーザの権利とアイデンティティに応じて自動的な使用に
関する一連のさまざまな規則が供給できる。
　──税金を含む社会の権利は、明白に取り扱うことができる。
　加えて、本発明のＤＶＤ権利管理方法および機器は、以下の点で媒体の記録者／出版社
に追加利益を提供する。
　・現在の「誠実な人々を誠実なままに保つ」理念を持って作業する。
　・例えば松下データスクランブルおよび／またはＣＧＭＡ符号化ディスクのような他の
保護方式との１００％の互換性を提供することができる。
　・他の保護方式と作業および／または他の保護方式を補足し、希望の程度および／また
は機能性を提供することができるか、あるいは他のアプローチに加えて、または他のアプ
ローチの代りに使用され、追加のおよび／またはさまざまな機能性と特徴を提供すること
ができる。
　・デジタルで集束する世界のための権利管理に対する制限されたコピー保護モデルを超
える、強力で拡張可能な権利管理を提供する。
　・記録／出版スタジオに、精密な資産管理ツールを作成する権限を与える。
　・追加マルチメディアコンテクストでスタジオ特性の制御された使用を通して重要なビ
ジネス機会を作り出す。
　・国際化、地域分化、スーパーディストリビューション、リパーパス（ｒｅｐｕｒｐｏ
ｓｉｎｇ）をコンテンツ作成プロセスおよび／または使用制御に一意に結び付ける。
【００５９】
　本発明の他の面は、その他の種類の権利保有者に、例えば以下のように、利点を与える
。
　・価値連鎖図とプロセス層を通してグローバルに、デジタルコンテンツの持続的な明白
性の保護。
　・複写と譲ること（ｐａｓｓ－ａｌｏｎｇ）からの収益の損失の相当な削減。
　・「譲ること」、複写、および多くの形式の著作権侵害を、戦略的なビジネスに対する
脅威から根本的なビジネスの機会へ変える。
　・媒体および／または使用場所、および他の権利変数に関係なく、すべてのデジタルコ
ンテンツに単一の規格。
　・業界、流通経路、媒体、およびコンテンツタイプ全体での規模および／または適用範
囲の重要な効率的使用。
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　・多数共同マイクロトランザクションと明白な多数共同マイクロトランザクションを含
む、きわめて効率的なマイクロトランザクションサポートを可能にする、ＤＶＤプレーヤ
ー内でのローカル使用管理法式と監査をサポートすることができる。
　・権利保有者に、──彼らが適合すると考える、もっとも広範囲の価格形成、ビジネス
モデル、および市場戦略を利用する権利を与える。
【００６０】
　ＤＶＤと他のデジタル媒体機器製造メーカーに役立つことが判明する可能性がある本発
明の後続の面は、以下の通りである。
　・既存のディスクとのビット対ビットの互換性を提供することができる。
　・コンテンツのタイプに依存しない。
　・媒体に依存せず、プログラム可能／再利用可能である。
　・さらに高い密度のデバイスを備える機器および／または書込み可能ＤＶＤおよび／ま
たは他の光媒体フォーマット（複数の場合のある）の次の世代へのきわめて可搬性のある
遷移。
　・前記機器を使用して生じる収益の流れへの参加。
　・すべてのデジタルコンテンツ機器に単一の拡張可能な規格。
　・多くの機器が、一例としてＩＥＥＥ　１３９４インタフェースまたは他の手段を使用
して家庭内で接続される、将来の「収束」世界に対して準備が完了している（例えば、い
くつかの機器はかなりコンピュータのようであり、いくつかのコンピュータはかなり機器
のようである）。
【００６１】
　本発明の面は、コンピュータとＯＳ製造メーカーに、例えば以下のような多くの利点を
与える。
　・例えば、少なくとも１つの明白なプラグインを介するオペレーティングシステムに対
する拡張としてのコンピュータでのインプリメンテーション、およびコンピュータハード
ウェアおよび／またはオペレーティングシステムに対する修正を必要としない。
　・オペレーティングシステムとアプリケーションの中への容易で継ぎ目のない統合。
　・特に、「安全なシリコン」（つまり、チップ上に製作されるハードウェア／ファーム
ウェア保護機器）で増大されたときのきわめて強力な機密保護。
　・ユーザデバイスを真の電子商取引機器に変換する。
　・信頼された安全な権利管理とイベント処理のためのプラットホームを提供する。
　・特殊化された要件に対するカスタム化のためにプログラム可能である。
　本発明に従って提供される追加の特徴と有利点は、例えば以下を含む。
　・媒体上での情報（例えば、財産とメタデータの両方）は、暗号化されることもあるし
、暗号化されないこともある。
　・さまざまな情報（例えば、財産、メタデータ）は、さまざまなキーを使って暗号化さ
れることがある。これは、精密な権利管理システムというコンテキストで選択的な使用権
をサポートするだけではなく、妥協からのさらに大きな保護も提供する。
　・これは必要とされていないが、媒体上に記憶される暗号化されたキーがある可能性が
ある。これらのキーは、保護された財産とメタデータを暗号解読するために使用されるこ
とがある。それによって、単一キーの制御の元でアクセスを保ちながらも、情報自体にさ
らに多くのキーイング題材が可能となるため、暗号化されたキーが使用されるだろう。
　・暗号化されたキーの複数のセットが、さまざまな情報に対応するキーのさまざまなセ
ットを持つため、または各制御体制が１つまたは複数の異なるキーを使用し、それが使用
する暗号化されたキーのセットを暗号解読する、複数の制御体制（ｒｅｇｉｍｅｓ）が同
じ情報を使用できるようにするためのどちらかのために、媒体上で記憶されることがある
。
　・権利が管理されたコンサナおよび／またはコンテンツにアクセスするプレーヤーの能
力をサポートするために、暗号化されたキーの暗号解読キーは、通常はアクセスできない
１つまたは複数のロケーションで媒体上に非表示にされる可能性がある。「通常はアクセ
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スできない」ロケーション（単・複数）は、プレーヤー内にインストールされるドライブ
に物理的に使用可能にされるか、コンピュータ内にインストールされるドライブに使用不
可にされる可能性がある。使用可能にすることは、別のファームウェア、ドライブ上のジ
ャンパーなどのことである場合がある。
　・権利が管理されたコンテナおよび／またはコンテンツにアクセスするプレーヤーの能
力が、一定の暗号化されたキーを媒体上で暗号解読するプレーヤーの内側で１つまたは複
数の記憶されたキーによってサポートされる可能性もある。
　・プレーヤー内のキーは、いく人かのプレーヤーが、他者とは異なる財産をプレーする
ことができるようにする。キーは、ネットワークコネクション（例えば、ＰＣ、ケーブル
システムに、および／または新しいおよび／または追加キーおよび／またはキー取消（ｒ
ｅｖｏｃａｔｉｏｎ）情報のソースへのモデムコネクション）によってプレーヤーに追加
、および／またはプレーヤーから削除されるか、キー分散ＤＶＤを「プレーする」ことに
よって自動的にロードされるだろう。
　・コンピュータの使用を制御することは、コンテンツおよび／または権利管理情報のプ
レーヤーの使用を制御する同じ技法のいくつかまたはすべてによってサポートされること
がある。
　・コンテンツおよび／または権利管理情報のコンピュータの使用を制御することは、コ
ンピュータに、信頼された権利管理システムの手段を介して、１つまたは複数の適切なキ
ーを受け取らせることによってサポートされることがある。
　・コンピュータは、媒体上で一定の暗号化されたキーの暗号解読を許す追加キーを受け
取ることがある。
　・コンピュータは、暗号化されたデータの１つまたは複数の部分の暗号解読を直接的に
許す追加キーを受け取ることがある。これは、キー（例えば、あらゆる暗号化されたキー
を暗号解読するプレーヤーキー）を開示しないで、媒体上で情報の選択的な使用を許す。
【００６２】
　本発明によって提供される後続の面に従って、以下を許す、安全な「ソフトウェアコン
テナ」が提供される。
　・暗号作成法によって保護されたコンテンツ、権利規則、および使用制御のカプセル化
　・輸送、記憶、および価値連鎖図管理のための持続する保護
　・精密な規則インタフェースアーキテクチャ
【００６３】
　例えば、割引価格形成（例えば、販売価格形成、特殊カスタマまたはグループ割引、使
用パターンに基づいた価格形成など）および／または他のビジネスモデル変更に関する新
しい制御のような、要素は独立して送達でき、財産が分配された後に送達できる（再分配
費用が回避され、消費者はディスクのライブラリを使用し続けることができるので、これ
は、特に、大きな財産または物理的な分散媒体（例えば、ＤＶＤ、ＣＤ－ＲＯＭ）にとっ
て有益である）。これは、例えば、制御から独自に記憶されるデータの使用を可能にし、
「遺産（ｌｅｇａｃｙ）」システム（例えばＣＧＭＳ）だけではなく「ストリーミング方
式」コンテンツをサポートする。
【００６４】
[実施態様の最適な例の詳細な説明]
[デジタルビデオディスク使用システムの例]
　図１Ａは、携帯デジタル符号化光ディスク（例えば、デジタルビデオディスク、つまり
「ＤＶＤ」）のような記憶媒体１００で記憶される情報を使用するための例の安価な大量
生産された家庭用消費者電子機器装置５０を示す。消費者装置５０は、いくつかの実施態
様では、家庭用カラーテレビ５４に接続される、光媒体（書込み可能ＤＶＤディスク、つ
まり「ＤＶＤ－ＲＡＭ」）にも書き込む機能を持つことがある専用ディスクプレーヤー５
２を含む。リモートコントローラ装置５６は、ディスクプレーヤー５２および／またはテ
レビ５４を制御するために使用されることがある。
【００６５】
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　１つの例では、ディスク１００は、長編映画または他のビデオコンテンツを記憶できる
。ディスク１００に記憶される前記コンテンツを見ることを希望する誰かは、そのディス
クを購入するか、借りて、前記ディスクをプレーヤー５２に差し込み、リモートコントロ
ーラ５６（および／またはプレーヤー５２上で具備されることがあるコントローラ５８）
を使用し、家庭用テレビ５４を介して前記コンテンツをプレイバックするためにプレーヤ
ーを制御する。
【００６６】
　いくつかの実施態様では、リモートコントローラ５６（および／またはデバイス５２上
に具備されることがあるコントローラ５８）は、例えば、映画の録画を制御するために使
用される。プレーヤー５２は、ディスク１００によって運ばれるデジタル化されたビデオ
と音声情報を読み取り、それを家庭用カラーテレビ５４と互換性のある信号に変換し、そ
れらの信号を家庭用カラーテレビに提供する。
【００６７】
　いくつかの実施態様では、テレビ５４（および／またはセットトップボックス）は、書
込み可能な光媒体、ＤＶＤ－ＲＡＭ上のデバイスによって記録されるビデオ信号を１つの
非制限例で提供する。テレビ５４は、プレーヤー５２が前記テレビに提供する信号に基づ
き、画面５４ａで画像を作り出し、ラウドスピーカー５４ｂを介してサウンドを作り出す
。
【００６８】
　同じディスク１００は、図１Ｂに示されるさらに高度なプラットホーム６０によって使
用されることがある。プラットホーム６０は、例えば、ディスクモニタ６４に接続される
パーソナルコンピュータ６２、キーボード６６、マウスポインティングデバイス６８、お
よびラウドスピーカー７０を含むことがある。この例では、プラットホーム６０は、専用
ディスクプレーヤー５２と同じようにしてディスク１００で記憶されるコンテンツをプレ
イバックすることができる可能性があるが、プラットホーム内の安全なノード７２の存在
によってイネーブルされる、コンテンツのさらに精密なおよび／または高度な使用を行う
こともできる可能性がある（いくつかの実施態様では、プラットホーム６０は、１つの非
制限例で書き込み可能な光媒体、つまりＤＶＤ－ＲＡＭ上にコンテンツを記録できる可能
性もある）。例えば、ユーザが、ディスプレイ６４とラウドスピーカ６０を介して提供さ
れるプレゼンテーションを実時間で変更する。キーボード６６および／またはマウスポイ
ンティングデバイス６８を介して選択を入力できるように、プラットホーム６０とその安
全なノード７２を使用して、映画または他のコンテンツを対話式で提示することも可能で
ある場合がある。
【００６９】
　一例としては、プラットホーム６０のユーザは、ディスプレイ６４に表示される、コン
テンツプレゼンテーションの順序を変更させる（例えば、多くのさまざまなエンディング
の内の１つを提供させたり、ユーザが提示される画像の流れを対話式で制御できるように
したりする）オプションから選択する。コンピュータ６２は、例えば、プレーヤー５２が
取り扱うことができない、ディスク１００上に記憶されるコンピュータプログラムおよび
／または他の情報を含むデジタルデータを使用し、操作することもできる。
【００７０】
　安全なノード７２は、例えば、ディスクに記憶されるコンテンツのさらに侵害するまた
は広範囲な使用を許すことがある安全な権利管理機能を提供する。例えば、専用プレーヤ
ー５２は、ディスク１００によって記憶されるコンテンツの複写を防ぐこともあれば、そ
れがコンテンツが１度だけ複写できるようにし、再び決して複写できないようにすること
がある。他方、安全なノード７２を含むプラットホーム６０は、同じコンテンツのいくつ
かまたはすべての複数のコピーを可能にすることがある──ただし、一定の条件が満たさ
れる場合だけである（例えば、装置６０のユーザが一定のクラスの人たちに該当する場合
、料金に関して合意された補償が作成されるコピーごとにしっかりと提供される場合、コ
ンテンツの一定の抜粋だけが複写される場合、安全な監査の形跡（ｔｒａｉｌ）が維持さ
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れ、そのように再生されるコピーごとに報告される場合など）。（いくつかの実施態様で
は、専用プレーヤー５２は、権利管理規則と使用結果を確かに施行できると立証されたデ
バイスにだけ保護されたコンテンツを送信することができる。いくつかの実施態様では、
デバイスは、デジタル証明書、つまりＸ．５０９規格に準拠する証明書である１つの非制
限例を使用して立証できる）。したがって、安全なノード７２を含むプラットホーム６０
は、この例では、専用プレーヤー５２──または安全なノードを含まないそれ以外の任意
の機器──を使用して可能ではない、多岐に渡る柔軟な安全な方法でディスク１００によ
って提供されるコンテンツを使用することができる。
【００７１】
[安全なディスク作成分配プロセスの例]
　図１Ｃは、プレーヤー５０、６０と使用するためのマスターマルチメディアＤＶＤディ
スクを作成するための例の安全なプロセスを示す。この例では、画像の１つまたは画像の
シーケンスデジタルカメラ３５０が光画像（つまりピクチャ）をデジタル情報３５１に変
換する。この例でのデジタルカメラ３５０は、それがカメラ３５０を離れる前に、デジタ
ル情報３５１を保護する安全なノード７２Ａを含む。このような保護は、１つまたは複数
のコンテナ内でデジタル情報を実装および／またはデジタル情報とコントローラを対応さ
せることによって達成することができる。
【００７２】
　この例では、デジタルカメラ３５０は、保護されたデジタル画像情報３５１を、例えば
デジタルテープレコーダー３５２のような記憶デバイスに提供する。テープレコーダー３
５２は、デジタル画像情報３５１を（対応するコントローラとともに）例えば、磁気テー
プカートリッジ３５４のような記憶媒体上に記憶する。テープレコーダー３５２は、安全
なノード７２Ｂを含むこともある。この例の安全なノード７２Ｂは、デジタルカメラの安
全なノード７２Ａがデジタル情報３５１に適用および／または対応する制御を理解し、施
行することができる、および／またはそれはそれ自体の制御を記憶された情報に適用する
ことがある。
【００７３】
　同じまたは別のテープレコーダー３５２は、保護されたデジタル情報３５１をデジタル
混合ボード３５６にプレイバックできる。デジタルミキシングボード３５６は、デジタル
情報３５１を混合、編集、改善、またはそれ以外の場合処理し、画像の内の１つまたは画
像のシーケンスを表す、処理されたデジタル情報３５８を生じさせる。デジタルミキシン
グボード３５６は、例えば他のテープレコーダー、他のデジタルカメラ、キャラクタジェ
ネレータ（ｃｈａｒａｃｔｅｒ　ｇｅｎｅｒａｔｏｒｓ）、グラフィックスジェネレータ
、アニメーターまたはそれ以外の任意の画像をベースにしたデバイスのようなその他のデ
バイスから補助的な入力を受け取ることがある。このようなデバイスのどれかまたはすべ
ても安全なノード７２を含み、それらが生成する情報を保護する。いくつかの実施態様に
おいては、デジタル情報のいくつかは、安全なノードを含む装置から引き出すことができ
、他のデジタル情報は、安全なノードを持たない装置から引き出すことができる。依然と
して他の実施態様では、デジタルミキサー３５６に提供されるデジタル情報の一部は保護
され、一部は保護されない。
【００７４】
　デジタルミキシングボード３５６は、この例では安全なノード７２Ｃを含むこともある
。デジタルミキシングボードの安全ノード７２Ｃは、デジタルカメラの安全なノード７２
Ａおよび／またはテープレコーダーの安全なノード７２Ｂによって適用される制御を施行
することがある、および／またはそれはそれ自体の保護をそれが生成するデジタル情報３
５８に付加する。
【００７５】
　この例では、音声マイクロフォン３６１は、サウンドを受け取り、前記サウンドをアナ
ログ音声信号に変換する。この例の音声信号は、デジタルオーディオテープレコーダー３
６２に入力される。図示される例では、テープレコーダー３６２とオーディオミキサー３
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６４はデジタルデバイスである。ただし、他の実施態様では、これらのデバイスの一方、
他方、または両方ともアナログドメインで動作できる。図示された例では、デジタルオー
ディオテープレコーダー３６２は、アナログ音声信号をサウンドを表すデジタル情報に変
換し、前記デジタル情報（とあらゆる対応するコントロール）をテープ３６２の上に記憶
する。
【００７６】
　この例では、オーディオテープレコーダー３６２は、テープ３６３の上に記憶される情
報に制御を対応する安全なノード７２Ｅを含む。このような制御は、テープ３６３での情
報とともに記憶される。別の実施態様では、マイクロフォン３６１は、（例えば、制御情
報で音声情報をステガノグラフィック的に符号化することによって）制御情報を音声情報
に対応させるそれ自体の内部の安全なノード７２を含むことがある。テープレコーダー３
６２は、マイクロフォン３６１によって適用されるこのような制御を施行することがある
。
【００７７】
　代りに、マイクロフォン３６１はデジタルドメインで動作し、オーディオテープレコー
ダー３６２のような接続されたデバイスに直接、オプションでマイクロフォン３６１に取
り入れられる安全なノード７２によって供給される制御情報を含む、音声のデジタル表記
を提供することがある。デジタル表記は、オプションで、例の図１Ｃのデバイス間のあら
ゆる信号のアナログ表記に代用されることがある。
【００７８】
　同じまたは別のテープレコーダー３６２は、テープ３６３上に録音される情報をプレイ
バックし、前記情報３６６をオーディオミキサー３６４に提供する。オーディオミキサー
３６４は、情報３６６を編集、混合またはそれ以外の場合処理し、サウンドの１つまたは
シーケンスを表す情報３６８を作り出す。オーディオミキサー３６４は、例えば、他のテ
ープレコーダー、他のマイクロフォン、サウンドジェネレータ、音楽シンセサイザー、ま
たはそれ以外の音声ベースのデバイスのような他のデバイスから入力を受け取ることもあ
る。このようなデバイスのどれかまたはすべては、それらが生成する情報を保護するため
に、安全なノード７２も含む。いくつかの実施態様では、デジタル情報の一部が安全なノ
ードを含む装置から引き出され、それ以外のデジタル情報は安全なノードを持たない装置
から引き出される。依然として他の実施形態では、オーディオミキサー３６４に提供され
るデジタル情報の一部は保護され、一部は保護されない。
【００７９】
　この例のオーディオミキサー３６４は、存在する場合は、オーディオテープレコーダー
の安全なノード７２Ｅによって適用される制御を施行する安全なノード７２Ｆを含む、お
よび／またはそれ自体の制御を適用する。
【００８０】
　デジタル画像ミキサー３５６は、デジタル情報３５８を、マスターディスク１００およ
び／またはその中からマスターディスクが作成されるディスクに書き込むことができる「
ＤＶＤ－ＲＡＭ」装置３６０に提供することがある。同様に、オーディオミキサー３６４
は、デジタル情報３６８を装置３６０に提供することがある。装置３６０は画像情報３５
８と音声情報３６８をマスターディスク１００の上に記録する。この例では、装置３６０
は、デジタルカメラの安全なノード７２Ａ、テープレコーダーの安全なノード７２Ｂ、デ
ジタルミキサーの安全なノード７２Ｃ、オーディオテープレコーダーの安全なノード７２
Ｅおよび／またはオーディオミキサーの安全なノード７２Ｆによって適用される制御を施
行する安全なノード７２Ｄを含むことがある、および／またはそれはそれ自体の保護を、
それがマスターディスク１００に書き込む前記デジタル情報３５８に付加する。それから
、ディスク製造メーカーは、あらゆる経路（例えば、ビデオストアとミュージックストア
、ウェブサイト、映画館など）を通した流通のために、従来のディスク大量生産装置を使
用し、ディスク１００（１）から１００（Ｎ）を、マスターディスク１００に基づいて大
量生産することができる。図１Ａと図１Ｂに図示される消費者機器５０は、ディスク１０
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０をプレイバックすることがある──ディスク１００に記憶される情報に適用される制御
を施行する。安全なノード７２は、このようにして、デジタルカメラ３５０によって生成
される画像およびマイクロフォン３６１によって生成されるサウンドの上で、ディスク１
００の作成、分配、および使用のプロセス全体の間に、端末相互の持続する制御を維持す
る。
【００８１】
　図示されている図１Ｃの例では、多様なデバイスが、いわゆる「ＩＥＥＥ　１３９４」
高速デジタルシリアルバス上で互いと通信することがある。このコンテキストでは、「Ｉ
ＥＥＥ　１３９４」は、ここに参照して組み込まれる以下の規格の仕様に述べられるハー
ドウェアとソフトウェアの規格を参照する。高性能シリアルバス用の１３９４－１９９５
　ＩＥＥＥ規格、１－５５９３７－５８３－３番（電気電子学会１９９５年）。この明細
書は、自己設定式（ｓｅｌｆ－ｃｏｎｆｉｇｕｒｉｎｇ）、ホットプラグ可能な、低費用
、およびスケラブルである、高速メモリマップ化デジタルシリアルバスを記述する。前記
バスは、１００Mbps、２００Mbps、または４００Mbpsでの等時性および非同期移送をサポ
ートし、多くのさまざまなトポロジを柔軟にサポートする。明細書は、シグナリングのた
めに２つの電力導体と２つの撚り対を含む物理レベルを記述する。明細書は、さらにシリ
アルバス管理を含む物理層、リンク層、およびトランザクション層のプロトコルを記述す
る。代りに、他の任意の適当な電子通信手段が、他の有線媒体（例えば、イーサネット（
登録商標）、汎用シリアルバス）、および／または無線周波数（ＲＦ）伝送、赤外線信号
に基づく無線媒体を含む、図１Ｃに示される「ＩＥＥＥ　１３９４」、および／またはあ
らゆる他の手段および／または電子通信のタイプに代用されることがある。
【００８２】
[専用プレーヤーアーキテクチャの例]
　図２Ａは、専用プレーヤー５２の例のアーキテクチャを示す。この例では、プレーヤー
５２は、ビデオディスクドライブ８０、コントローラ８２（例えば、マイクロプロセッサ
８４、読取り専用メモリ８６のようなメモリデバイス、およびユーザインタフェース８８
）、およびビデオ／音声処理ブロック９０を含む。ビデオディスクドライブ８０は、光学
的に、および物理的にディスク１００と協力し、前記ディスクからディスク情報を読み取
る。コントローラ８２は、マイクロプロセッサ８４によって実行され、メモリ８６に記憶
されるプログラム命令に基づいて（およびさらに、コントローラ５８および／またはリモ
ートコントローラ装置５６に結合されることがあるユーザインタフェース８８によって提
供されるユーザ入力に基づいて）、ディスクドライブ８０を制御する。ビデオ／音声処理
ブロック９０は、ビデオと音声の圧縮解除などのような標準的な技法を使用して、ディス
クドライブ８０によって読み取られるデジタルビデオ音声情報を、家庭用テレビ５４と互
換性のある信号に変換する。ビデオ／音声処理ブロック９０は、ビデオプログラムの所有
権および／または保護を示す視覚的なマーキングを差し込むこともある。ブロック９０は
、コンテンツが記録されてはならない旨を標準記録デバイスに示すデジタルマーキングを
導入することもある。
【００８３】
[安全なノードのアーキテクチャの例]
　図２Ｂは、図１Ｂに図示されるプラットホーム６０の例のアーキテクチャを示す──そ
れは、この例では、パーソナルコンピュータ６２の回りに構築されるが、任意の数のさま
ざまなタイプの機器を含むだろう。この例では、パーソナルコンピュータ６２は、通信ブ
ロック１５２を介してインターネットのような電子ネットワーク１５０に接続されること
がある。コンピュータ装置６２は、（例のプレーヤー５２内に含まれるディスクドライブ
８０に類似または同一である可能性がある）ビデオディスクドライブ８０′を含むことが
ある。コンピュータ装置６２は、さらに、マイクロプロセッサ１５４、（例えばランダム
アクセスメモリ／読取り専用メモリを含む）メモリ１５６、磁気ディスクドライブ１５８
、およびビデオ／音声処理ブロック１６０を含むことがある。さらに、コンピュータ装置
６２は、不正変更防止安全処理装置１６４またはその他の保護された処理環境を含むこと
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がある。図１Ｂに図示される安全なノード７２は、このようにして、安全な処理装置１６
４、マイクロプロセッサ１５４上で実行しているソフトウェア、または前記２つの組み合
わせによって提供されることがある。さまざまな実施態様は、ソフトウェアだけ、ハード
ウェアだけ、またはハイブリッド装置を使用する安全なノード７２を提供することがある
。
【００８４】
　この例の安全なノード７２は、再利用可能なカーネルと権利言語構成要素を利用する、
汎用権利オペレーティングシステム（Ｒｉｇｈｔｓ　Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ
）を提供し、サポートしてもよい。このような商取引を使用可能にする権利オペレーティ
ングシステムは、将来の高度な商取引オペレーティングシステムに機能と統合を提供する
。進化する電子ドメインにおいては、すべての参加者が頼ることができる汎用の再利用可
能な電子商取引機能がオペレーティングシステムのそれ以外のどの機能とも同程度に重要
になってくるだろう。さらに、とりわけ権利を提供する権利オペレーティングシステムと
監査オペレーティングシステムの機能は、確実に、仮想分散環境に関係する幅広い範囲の
タスクを取り扱うことができる。安全な処理装置は、例えば、権利オペレーティングシス
テム機能と監査オペレーティングシステム機能の機密保護機能の多くを提供またはサポー
トすることができる。他のオペレーティングシステムの機能は、例えば、一般的な機器機
能を取り扱うことができる。全体的なオペレーティングシステムは、例えば、最初から、
権利オペレーティングシステムと監査オペレーティングシステムの機能に他のオペレーテ
ィングシステムの機能を加えたものを含むように設計されることもあれば、権利オペレー
ティングシステムと監査オペレーティングシステムの機能が、別の例で、他のオペレーテ
ィングシステム機能を提供する事前に存在するオペレーティングシステムに対する付加物
となることもある。これらの機能のどれかまたはすべては、本文に開示される本発明と組
み合わせて使用できる。
【００８５】
[ディスクデータ構造と対応する保護の例]
　図３は、ディスク１００に記憶されるいくつかの例のデータ構造を示す。この例では、
ディスク１００は、１つまたは複数の財産、または他のコンテンツ２００を保護された形
式または保護されていない形式で記憶できる。一般的には、この例では、財産２００は、
それが少なくとも部分的に暗号化されている場合に保護される、および／または前記財産
を使用するために必要とされる対応する情報は、少なくとも部分的に暗号化される、およ
び／またはそれ以外の場合一定の条件が満たされないで再利用できない。例えば、財産２
００（１）は、従来の安全な暗号作成術技法を使用して完全にまたは部分的に暗号化され
ることがある。別の財産２００（２）は、それが制約なく自由に使用できるように、完全
に保護されていない可能性がある。したがって、この例に従って、ディスク１００は、保
護されている財産２００（１）としての映画と、保護されていない財産として（２００）
２としての、保護されていない俳優とプロデューサーとのインタビュー、または「予告編
」の両方を記憶できるだろう。この例で示されるように、ディスク１００は、ディスクの
記憶容量によってだけ制限されるように、保護形式または未保護形式で、任意の数のさま
ざまな財産２０を記憶することができる。
【００８６】
　１つの例では、ディスク１００によって提供される保護機構は、前記に参照されたＳｈ
ｅａｒの特許に説明される保護（および／またはその他の）構造および／または技法のど
れかまたはすべてを使用することがある。前記Ｓｈｅａｒの特許は、網羅的ではない例に
よって、デジタルコンテンツを未承認の使用から保護する方法という音大を解決するため
の手段を説明する。例えば、Ｓｈｅａｒの特許の明細書は、とりわけ、──クライアント
コンピュータに存在する分散型制御ノードを通して──デジタルコンテンツの使用を電子
的に「監督する」ための手段を説明する。これは、このような使用の結果を完了するため
の手段と方法を含む。
【００８７】
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　前記Ｓｈｅａｒの特許の明細書に説明される一定の要素の非制限例は、以下を含む。
　（ａ）暗号化された情報の暗号解読、
　（ｂ）測定
　（ｃ）コンテンツプロバイダによって設定される引き出された登算情報と規則の組み合
わせに呼応した使用制御
　（ｄ）コンテンツ使用情報を確実に報告すること
　（ｅ）保護された情報の記憶と送達のためのデータベース技術の使用
　（ｆ）例えば貸金予算を含む、予算の局所的な確実な維持
　（ｇ）暗号化キーとコンテンツ使用情報の局所的で確実な記憶
　（ｈ）制御プロセスの局所的で確実な実行、および
　（ｉ）多くの非制限例において、光媒体の使用
【００８８】
　以上の特徴のどれかまたはすべては、本文に開示される本発明で組み合わせて、または
それとともに使用できる。
【００８９】
　発行されたＳｈｅａｒの特許の明細書のいくらかは、ユーザにとってローカルかつリモ
ートであるデータベースコンテンツも含む。エンドユーザのシステムでローカルに記憶さ
れ、リモート「オンライン」データベース情報によって補足されるデータベース情報は、
例えば、一例では光媒体（例えば、ＤＶＤおよび／またはＣＤ－ＲＯＭ）上に記憶される
ことがあるローカル情報を増大するために使用することができる。特殊目的半導体ハード
ウェアが使用され、例えば、デジタル商取引活動のための安全かつ信頼できる設定を保証
するために、安全な実行環境を提供する。
【００９０】
　前記Ｓｈｅａｒの特許は、とりわけ、機密保護機能、測定機能、および使用管理機能を
使用することによって使用できるようになるデータベース使用制御も説明する。明細書は
、とりわけ、少なくとも部分的に暗号化されたデータベースが、（例えば、光媒体上で）
ユーザに送達される、登算制御システムを説明する。このような光媒体の非制限例は、例
えば、ＤＶＤとＣＤ－ＲＯＭを含むことがある。それ以降の使用は、例えば、多岐に渡る
方法のどれかで登測定、制御され、結果として生じる使用情報は（一つの例としては）責
任ある関係者に送信することができる。
【００９１】
　前記Ｓｈｅａｒの特許の明細書は、前記送信された情報に応える請求書の作成も説明す
る。前記Ｓｈｅａｒの特許の他の実施態様は、例えば、特定の種類の使用の量のような、
使用のパターンに基づいて制限されるデジタルコンテンツ使用を含む一意の情報機密保護
発明を提供する。これらの機能は、ある個人の電子的な「行為」がその人の認可された権
利を超えていないことを保証するために、使用された情報の「隣接性（ｃｏｎｔｉｇｕｏ
ｕｓｎｅｓｓ）」および／または「論理関係性（ｒｅｌａｔｅｄｎｅｓｓ）」をモニタす
ることを含む。前記Ｓｈｅａｒの特許の依然として他の面は、とりわけ、組織が電子情報
使用権を確実にかつ局所的に管理できるようにするための機能を説明する。データベース
またはデータベースの一部がクライアントサイトに送達されると、前記Ｓｈｅａｒの特許
のいくつかの実施態様は、例えば、送達の機構として光記憶手段（その網羅的ではな例は
、ＤＶＤとＣＤ－ＲＯＭを含む）を提供する。このような記憶手段は、テキストドキュメ
ント、出版目録レコード、パーツカタログ、およびすべての種類の著作権で保護されたま
たは著作権で保護されていない資料のような他のコンテンツに加えて、例えば、ビデオ、
音声、画像、ソフトウェアプログラム、ゲームなどのコレクションを、一例では、ＤＶＤ
および／またはＣＤ－ＲＯＭのような光媒体の上に記憶することができる。これらの特徴
のどれかまたはすべては、本文の実施態様で使用されることがある。
【００９２】
　１つの特殊な非制限実施態様は、例えば、ゲームのコレクションを作成するプロバイダ
を含む。前記プロバイダは、例えば名前、説明、作成者識別子、料金請求書作成発行レー
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ト、および登録または再登録要件の前に各ゲームを使用できる最大回数または総経過時間
などの、前記ゲームに関する情報を記憶するデータベース「インデックス」を作成する。
この情報の一部またはすべては暗号化された形式で、一例では、光媒体上に記憶され、そ
の非制限例はＤＶＤおよびＣＤ－ＲＯＭを含む。それから、前記プロバイダは、１つまた
は複数の暗号化された部分が暗号解読されない限り使用ゲームを使用できないように、ゲ
ームの一部またはすべての部分を暗号化してよい。一般的には、プロバイダによって指定
された条件が満たされない限り、一例では、使用を補うためにクレジットが利用でき、ゲ
ーム使用を反映する監査情報が記憶されていない限り、暗号解読は起こらないだろう。前
記プロバイダは、例えば、どのユーザ活動を許可するのか、監査および／または制御目的
でこのような活動を測定するかどうか、および存在する場合は許可された活動に対しどの
ような制限が設定されるのかなどを決定するだろう。これには、例えば、ゲームがプレイ
される回数と、各プレイの期間が含まれることがある。料金請求書作成発行レートは、例
えば、総ゲーム使用時間、現在使用のために登録されているゲームの総数、またはカスタ
マが同じプロバイダから利用可能な他のサービスに関して登録されていたかどうかなどを
元に割り引きされることがある。
【００９３】
　前記非制限例においては、プロバイダは、例えば、その他の関係する情報とともに作成
されたゲームのすべてを組み立て、その非制限例がＣＤ－ＲＯＭおよび／またはＤＶＤを
含む、光媒体でコレクションを出版する可能性がある。それから、前記プロバイダは、こ
のＤＶＤディスクを期待が持てるカスタマに分配する可能性がある。それから、カスタマ
は、プレイを希望するゲームを選択し、前記プロバイダに連絡する。それから、前記プロ
バイダは、そのビジネスモデルに基づいて、各承認されたカスタマに対し、例えば、選択
されたゲームの暗号化された部分の暗号解読キーを含む、またはそれを使用するために使
用可能にするような、使用可能情報を送信することができるだろう（代りに、ゲームを使
用するための承認は、ＤＶＤおよび／またはＣＤ－ＲＯＭディスクとともに到着した可能
性があるか、または例えばユーザの認可されたユーザクラスへの参加に基づくユーザの安
全なクライアントシステムによって、プロバイダセット基準に基づいて自動的に決定され
ることがある。）それから、ユーザのクライアント暗号解読と登算機構を使用して、カス
タマはゲームを使用することができるだろう。それから、機構は、例えば、ゲームが使用
された回数と、例えば各プレイの期間などの使用情報を記録することがある。機構はこの
情報をゲームプロバイダに定期的に送信し、このようにしてプロバイダの中央サーバーの
管理オーバヘッド要件を大幅に削減する。ゲームプロバイダは、受信された監査情報に基
づき、ゲームの使用に対する補償を受け取ることができるだろう。この情報は、カスタマ
に請求するため、または代りにクレジットのプロバイダから補償を受け取るためのどちら
かのために使用されるだろう。
【００９４】
　ゲームは１つの便利な非制限例を提供するが、これらの同じ考えの多くは、非制限例に
よって、以下を含む、すべての種類のコンテンツ、すべての種類の財産に容易に適用する
ことができる。
　・ビデオ
　・デジタル化された映画
　・音声
　・画像
　・マルチメディア
　・ソフトウェア
　・ゲーム
　・任意の他の種類の財産
　・財産の任意の組み合わせ
【００９５】
　前記Ｓｈｅａｒの特許明細書の他の非制限実施態様は、例えば、表示すること、印刷す



(37) JP 2009-134726 A 2009.6.18

10

20

30

40

50

ること、電子的に保存すること、通信することなどのさまざまな種類のユーザ活動を確実
に制御することをサポートする。一定の面は、さらに、さまざまな制御基準をこれらの異
なった使用活動に適用する。例えば、ブラウズされている情報は、（例えば、ブラウズの
費用が複写や印刷の費用よりはるかに少なくなるように）さまざまな活動に適用されてい
るさまざまな費用レートで、複写、修正または電気通信の目的のために、ホストコンピュ
ータに読み込まれる情報から区別される。
【００９６】
　前記Ｓｈｅａｒの特許使用は、また、例えば、出版社とカスタマの両方による組織内で
の情報の管理を説明する。例えば、オプションの機密保護システムを使用して、ユーザが
自分の機密保護符号を入力しない限り、組織が情報ベースのすべてまたは一部の使用を妨
げることができるようにする。複数のレベルの機密保護符号は、個人の使用の制限をその
人の機密保護承認レベルに従って許可するためにサポートできる。例えば、１つの実施態
様は、ソフトウェアと組み合わせてハードウェアを使用し、不正変更防止を改善すること
ができ、別の実施態様は、完全にソフトウェアベースのシステムを利用できるだろう。専
用のハードウェア／ソフトウェアシステムは、一定の環境の元で、不正変更に対する保証
を提供するが、非専用システムで実行するソフトウェアで実現される技法はいくつかのア
プリケーションに十分な不正変更防止を提供できる。これらの特徴のどれかまたはすべて
は、本特許明細書に開示される技術と組み合わされて使用される。
【００９７】
[図３のディスクは、メタデータ、制御およびその他の情報を記憶することもある]
　この例では、ディスク１００は、保護形式および／または未保護形式で「メタデータ」
を記憶することもある。プレーヤー５２は、ディスク１００によって記憶される１つまた
は複数の財産２００を使用する上で補助するためにメタデータを使用する。例えば、ディ
スク１００は、あるメタデータブロック２０２（１）を未保護形式で、別のメタデータブ
ロック２０２（２）を保護形式で記憶することができる。任意の数の保護形式および／ま
たは未保護形式のメタデータブロック２０２は、ディスクの記憶容量によってだけ制限さ
れるように、ディスク１００によって記憶される。この例では、メタデータ２０２は、財
産２００にアクセスするために使用される情報を含む。このようなメタデータ２０２は、
例えば、フレームシーケンスまたはディスク１００上で記憶される１つまたは複数の財産
２００のプレイバックシーケンスを制御する、他の「ナビゲーション」情報を含むことが
ある。一例として、保護されていないメタデータブロック２０２は、保護された財産２０
０の選択された部分だけにアクセスし、省略された「予告編」プレゼンテーションを生じ
させるが、保護されたメタデータブロック２０２は財産２００のビデオプレゼンテーショ
ン全体のフレームプレイバックシーケンスを含むことがある。別の例としては、さまざま
なメタデータブロック２０２が、同じ映画財産２００のさまざまな「カット」に提供され
ることがある（例えば、Ｒレートのバージョン、ＰＧレートのバージョン、監督のカット
バージョンなど）。
【００９８】
　この例では、ディスク１００は、機密保護のために追加情報を記憶することができる。
例えば、ディスク１００は、制御セット２０４の形式で制御規則を記憶することがある─
─それらが、１つまたは複数の安全なコンテナ２０６の形式で実装されることがある。商
取引モデル参加者は、自分たちのそれぞれの「電子」利害関係を表す電子規則と制御を確
実に与えることができる。これらの規則と制御は、商取引参加者が、そのそれぞれの相互
に合意された権利に従って、リモート価値連鎖図活動を取り仕切る「仮想存在ＴＭ（Ｖｉ
ｒｔｕａｌ　Ｐｒｅｓｅｎｃｅ）」を拡大する。この仮想存在は、電子イベントが発生す
る前に満たさなければならない、参加者が指定した電子条件（例えば規則と制御）の形を
取ることがある。これらの規則と制御は、関係者の権利を、「下流」電子商取引活動の間
に施行するために使用することができる。ＶＤＥコンテンツコンテナによって送達される
、および／またはそれ以外の場合ＶＤＥコンテンツコンテナとの使用のために利用できる
制御情報は、例えば、使用および／またはこのようなコンテンツの使用の結果を管理し、
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複数の関係者とその多様な権利と義務を含む契約の条項と条件を定めることができる１つ
または複数の「提案された」電子契約を構成することがある。
【００９９】
　複数の関係者からの規則と制御は、１つの例では、電子商取引活動が価値連鎖図参加者
の間の契約と矛盾しないことを保証する集合する（ａｇｇｒｅｇａｔｅ）制御セットを形
成するために使用することができる。これらの制御セットは、例えば、保護されたデジタ
ルコンテンツ（広められたデジタルコンテンツ、機器制御情報など）との対話を管理する
条件を定めることがある。これらの条件は、例えば、デジタル情報の使用自体だけではな
く、このような使用の結果も制御するために使うことができる。その結果、商取引参加者
の個々の利害関係は保護され、協力的で効率的、かつ柔軟な電子商取引ビジネスモデルが
形成できる。これらのモデルは、本発明と組み合わせて使用することができる。
【０１００】
[ディスクは暗号化された情報を記憶することがある]
　ディスク１００は、暗号化されたキーブロック２０８を記憶することもある。この例で
は、ディスク１００は、さらに、１つまたは複数の非表示キー２１０を記憶することがあ
る。この例では、暗号化されたキーブロック２０８は、１つまたは複数の財産２００およ
び／または１つまたは複数のメタデータブロック２０２を暗号解読する上で使用するため
の１つまたは複数の暗号作成術のキーを提供する。キーブロック２０８は、さまざまな財
産２００および／またはメタデータブロック２０２、あるいは同じ財産および／またはメ
タデータブロックのさまざまな部分を暗号解読するために、さまざまな暗号作成術のキー
を提供することがある。このようにして、キーブロック２０８は、多数の暗号作成術キー
を含み、ディスク１００によって記憶されるコンテンツのすべてが使用されなければなら
ない場合、そのすべてが必要とされるか、必要とされる可能性がある。キーブロック２０
８は図３でコンテナ２０６から別個であるとして図示されているが、それは、希望される
場合、前記コンテナ内または前記コンテナの一部として含まれることがある。
【０１０１】
　暗号作成術キーブロック２０８は、それ自体、１つまたは複数の追加暗号作成術キーを
使用して、暗号化される。プレーヤー５２がディスク１００に記憶される保護された情報
のどれかを使用するためには、それは最初に暗号化されたキーブロック２０８内で対応す
るキーを暗号解読しなければならない──それから、キーブロックから暗号解読されたキ
ーを使用して、対応するコンテンツを暗号解読しなければならない。
【０１０２】
　この例では、暗号化されたキーブロック２０８を暗号解読するために必要とされるキー
は、さまざまな（おそらく代りの）ソースから出て来る可能性がある。図３に示される例
では、ディスク１００は、非表示キー（単・複数）２１０の形式の媒体自体にキーブロッ
ク２０８を暗号解読するための１つまたは複数の暗号解読キーを記憶する。非表示キー（
単・複数）２１０は、例えば、通常はアクセスできないディスク１００の任意のロケーシ
ョンに記憶されることがある。この「通常はアクセスできない」ロケーションは、例えば
、プレーヤー５２に設置されるドライブ８０のために物理的に使用可能にされ、パーソナ
ルコンピュータ６２にインストールされるドライブ８０′に関して使用不可にされるだろ
う。使用可能にすることは、別のファームウェア、ドライブ８０上のジャンパーなどによ
って提供されることがある。非表示キー（単・複数）２１０は、ディスクを物理的に複写
しようと試みても、非表示キー（単・複数）を複写できない結果となるように、ディスク
１００上に配列されるだろう。一例では、非表示キー（単・複数）は、Ｊ．Ｈｏｇａｎに
よって記述されるような１つまたは複数のブロックのビットストリームコーディングシー
ケンスで隠されるだろう（Ｊｏｓｈ　Ｈｏｇａｎ、「ＤＶＤ　コピー保護」、第４回ＤＶ
Ｄコピー保護技術会議、９６年５月３０日、カリフォルニア州バーバンク（Ｂｕｒｂａｎ
ｋ、ＣＡ））。
【０１０３】
　代りに、および／または加えて、暗号化されたキーブロック２０８を暗号解読するため
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に必要とされるキーは、ディスクドライブ８０によって提供されるだろう。この例では、
ディスクドライブ８０は、例えば、その中にキーが記憶される小型の安全な内部キースト
アメモリ２１２を含む、集積回路暗号解読エンジンのような小型暗号解読構成部品を含む
ことがある。ディスクドライブ８０は、キー２１２または暗号解読されたキーブロック２
０８のどちらかを露呈することなく、暗号化されたキーブロック２０８を暗号解読するた
めに、このキーストア２１２を使用することができるだろう──それから、キーブロック
２０８から暗号解読されたキーを使用し、保護されたコンテンツ２００、２０２を暗号解
読するだろう。
【０１０４】
[ディスクは安全なコンテナを記憶および／または使用することがある]
　また別の例では、保護されたコンテンツ２００、２０２を暗号解読するために必要とさ
れるキー（単・複数）が完全なコンテナ２０６内に具備される。図３Ａは、情報コンテン
ツ３０４を含む安全なコンテナの考えられる例を示す（財産２００とメタデータ２０２は
、コンテナにとって外部である──または、代りに、ビデオディスク１００によって記憶
されるデータ構造の大部分またはすべてが論理および／または実際の保護されたコンテナ
の一部として含まれることがある）。図３に図示される制御セット２０４は、１つまたは
複数の許可レコード３０６、１つまたは複数の予算３０８、および／または図３Ａに図示
される１つまたは複数の方法３１０を含むことがある。図３Ｂは、１つまたは複数の暗号
化キー２０８、１つまたは複数のコンテンツ識別子２２０、および１つまたは複数の制御
２２２を提供する例の制御セット２０４を示す。この例では、さまざまな制御２２２は、
別の装置および／または特定のプラットホームの機能および／またはプラットホームのク
ラスに応じて、プレーヤー５２および／またはコンピュータ装置６２のような装置のクラ
スに適用することがある。さらに、制御２２０は、財産２００のさまざまなものおよび／
またはメタブロック２０２のさまざまなものに適用することがある。例えば、制御２２２
（１）は、財産２００（１）が、プレーヤー５２またはコンピュータ装置６２のどちらか
によるアーカイバル目的のために１度だけ複写されるのを許すことがある。（それが不十
分な技術的および／または機密保護機能を備えているために、プレーヤー５２によって完
全に無視されることがあるが、その安全なノード７２のあるコンピュータ装置６２によっ
て使用可能であることがある）制御２２２（２）は、ユーザが、（例えば、バーやその他
の公衆の場所で見せるために）同じ財産２００（１）の公けの興行を要求し、許すことを
できるようにし、ユーザの信用貸しまたはその他の勘定が、見せるたびに一定額の補償分
、自動的に借方記入されるようにする。第３の制御２２２（３）は、例えば、安全なノー
ド７２（ではあるが、プレーヤー５２ではない）が一定のクラスのユーザ（例えば、認定
されたテレビ広告者とジャーナリスト）がプロモーションで使用するために保護された財
産２００（１）の一定の部分を抽出つまり抜粋することを許すことができるようにする。
後続の制御２２２（４）は、別の例として、ビデオプレーヤー５２と安全なノード７２の
両方が財産２００（１）内の一定の静止コマを表示できるようにする──ただし、安全な
ノード７２だけが、一定の補償レベルに基づき前記静止コマのコピーを作成できるように
する。
【０１０５】
[例のディスクおよび／またはシステムが、信頼されたインフラストラクチャを利用する
ことがある]
　コントローラ２２２は、１つまたは複数の財産、コントローラ、メタデータ、および／
または光ディスク上の他のコンテンツの余分な制御セットのソースに対するポインタを具
備することがある。１つの例では、これらの余分なコントローラは、権利と許可の情報セ
ンターなどの信頼された第三者から、および／少なくとも１つの余分な制御セットを提供
するためにまたは少なくとも一人の権利保有者によって承認されているその他の任意の価
値連鎖図参加者から取得されることがある。この種の権利と許可の情報センターは、とり
わけ電子商取引と電子権利トランザクション管理のための統合されたモジュール方式の一
連の管理サポートサービスである「分散型商取引ユーティリティ（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅ
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ｄ　Ｃｏｍｍｅｒｃｅ　Ｕｔｉｌｉｔｙ）」と呼ばれることがある、複数の分散された電
子管理サポートサービスの内の１つである。これらの管理サポートサービスは、財務管理
、権利管理、証明書権威、規則承認取得（ｃｌｅａｒｉｎｇ）、使用承認取得、安全なデ
ィレクトリサービス、およびインターネットのような巨大な電子ネットワーク上でおよび
／または組織内部のイントラネットや電子機器の家庭内ネットワーク上で機能する、他の
トランザクションに関係する機能を実施するための確実な基礎を提供するために使用する
ことができる。これらの電子機器の非制限例は、少なくともときおり接続される光媒体機
器を含み、その例は、例えばＤＶＤドライブを取り入れるデジタルテレビとセットトップ
ボックスを含む、コンピュータや収束するデバイス内の読取り専用および／または書込み
可能ＤＶＤプレーヤーとＤＶＤドライブを含む。
【０１０６】
　これらの管理サポートサービスは、例えば、多岐に渡る娯楽アプリケーションを含む、
任意の数の垂直的に統合された市場での電子商取引価値連鎖図の特殊なニーズに適応する
ことができる。電子商取引の参加者は、例えば、管理サポートサービスを使用して、自ら
の利害関係をサポートすることができる、および／または彼らは競合するビジネスの現実
に応えてこれらのサービスを整形し、再利用することができる。電子商取引参加者の非網
羅的な例は、個々のクリエーター、フィルムスタジオとミュージックスタジオ、配給業者
、プログラム結合（ａｇｇｒｅｇａｔｏｒｓ）、放送会社、およびケーブルと衛星の運営
者を含む。
【０１０７】
　分散型商取引ユーティリティは、例えば、通商管理リソースを最適に効率的に利用する
ことができ、少なくともいくつかの実施態様においては、電子商取引の成長の需要を最適
に処理するために、実践的に拡大・縮小する（ｓｃａｌｅ）ことができる。
【０１０８】
　分散型商取引ユーティリティは、例えば、多くの商取引ユーティリティシステムを含む
ことがある。これらの商取引ユーティリティシステムは、電子コミュニティ全体および／
またはその参加者の多くまたはすべてが利用することができ、彼らによって再利用可能で
あるインフラストラクチャサポートのウェブを提供することができる。さまざまなサポー
ト機能は、例えば、多様なビジネスモデルおよび／またはその他の目的に合わせるために
、階層および／またはネットワーク化された関係でともに収集することができる。モジュ
ール式サポート機能は、例えば、さまざまなアレイで結合され、さまざまな設計実施と目
的のためのさまざまな商取引ユーティリティシステムを形成することができる。これらの
商取引ユーティリティシステムは、例えば、流通の程度が変化する多数の電子機器全体で
分散することができる。
【０１０９】
　前記「分散型商取引ユーティリティ」は、このアプリケーションの図面で示される特定
の実施態様とともに使用することができる多数の余分な機能と利点を提供し、その網羅的
ではない例は、以下を含む。
　・実践的かつ効率的な電子商取引と権利管理を可能にする。
　・電子対話と結果を確実に管理、サポートするサービスを提供する。
　・電子商取引のインフラストラクチャと、人間と電子機器の対話と関係のそれ以外の形
を提供する。
　・近代的なディストリビューティッドコンピューティングとネットワーキングの効率を
最適に適用する。
　・電子自動化と分散処理を提供する。
　・電子商取引と、モジュール式で、プログラム可能、分散され、最適にコンピュータ化
された通信インフラストラクチャをサポートする。
　・多様な管理サポートの役割を実行するサポートサービスに結合できる包括的な一連の
機能を提供する。
　・電子自動化と分散処理の利点を最大限にし、システムまたはネットワーク全体でのリ
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ソースの最適割当てと使用を作り出す。
　・効率的で柔軟性があり、経済性に優れ、構成可能、再利用可能、修正可能、および一
般化可能である。
　・ユーザのビジネスとプライバシーの要件を経済的に反映することができる。
　・プロセスを最適に分散できる──商取引モデルが、柔軟であり、需要に則って拡大・
縮小され、ユーザの要件に一致できるようにする。
　・完全な範囲の活動とサービス量を効率的に取り扱うことができる。
　・分散プロセスと集中プロセスの混合物として、ビジネスモデルごとに形成され、運用
することができる。
　・一意に整形し、変化する条件を満たすために整形し直すことができるローカルの、集
中した、およびネットワーク化された機能の混合物を提供する。
　・汎用リソースをサポートし、多くのさまざまなモデルに再利用可能である。適所では
、インフラストラクチャは、さまざまな要件を有するさまざまな価値連鎖図によって再利
用できる。
　・任意の数の商取引モデルと通信モデルをサポートすることができる。
　・ローカルリソース、集中したリソース、およびネットワーク化されたリソースを効率
的に適用し、価値連鎖図の要件に適合させる。
　・共通リソースの共用が、費用を分散し、効率を最大化する。
　・混合され、分散されたピアツーピア機能と集中ネットワーク化された機能をサポート
する。
　・局所的に、遠隔におよび／または集中して運営できる。
　・同期して、非同期で運転することができ、両方の運転モードをサポートする。
　・「サイバースペース」の商取引機会、関係および制約の急速に変化する海に容易にか
つ柔軟に適応する。
【０１１０】
　これらの特徴のどれかまたはすべては、本文に開示される発明と組み合わせて使用でき
る。
【０１１１】
　前記分散型商取引ユーティリティは、他の優位点の中でも、安全な電子商取引とその他
の形式の電子対話のために、包括的で統合された管理サポートサービスを提供する。前記
分散型商取引ユーティリティによってサポートされるこれらの電子対話は、少なくともい
くつかの実施態様では、もっとも広い範囲の機器と分散媒体を伴い、その非制限例は、ネ
ットワークと他の通信路、消費者機器、コンピュータ、ウェブＴＶ（ＷｅｂＴＶ）のよう
な集束するデバイス、およびすべてその現在と未来の形でのＣＤ－ＲＯＭとＤＶＤのよう
な光媒体を含む。
【０１１２】
[アクセス技法の例]
　図３、図４Ａおよび図４Ｂは、プレーヤー５２によって提供される例のアクセス技法を
示す。この例では、ディスク１００がプレーヤーディスクドライブ８０（図４Ａ、ブロッ
ク４００）にロードされると、プレーヤーコントローラ８２はドライブ８０に非表示キー
２１０をディスク１００からフェッチし、それらを使用して暗号化されたキーブロック２
０８（図４Ａ、ブロック４０２）の一部またはすべてを暗号解読するように命令する。こ
の例では、ドライブ８０は、キーをプレーヤーコントローラ８２に（例えばそれらを集積
回路をベースにした暗号解読エンジン内のキーストア２１２内に記憶することによって）
露呈することなく、このように暗号解読されたキーを記憶できる（図４Ａ、ブロック４０
４）。プレーヤー５２は、ドライブ８０を制御し、ディスク１００（図４Ａ、ブロック４
０６）から制御セット２０４（暗号化されていることもあれば、されていないこともある
）を読み取る。プレーヤーマイクロプロセッサ８２は、制御セット２０４を解析し、その
機能を越えたそれらの制御２２２を無視または廃棄し、それが施行できる制御のサブセッ
ト（例えば、「一度複写する」制御２２２（１））に応じた許可および／権利管理情報を
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維持できる。
【０１１３】
　それから、プレーヤー５２は、ユーザが制御インプット５８および／またはリモートコ
ントローラ装置５６を介して要求を提供するのを待機する。制御インプットが複写要求で
ある場合（「イエス」、図４Ａ、決定ブロック４０８に出る）、プレーヤーマイクロプロ
セッサ８４は、制御２２２（１）を紹介し、複写が許可されているかどうかを判断し、許
可されている場合には、どのような条件下であるのかを判断する（図４Ａ、決定ブロック
４１０）。プレーヤー５２は、対応する制御２２２（１）が複写を禁止する（「ノー」、
図４Ａ、決定ブロック４１０に出る）場合には、ディスク１００を複写することを拒否し
、対応する制御２２２（１）が複写を許す（「イエス」、図４Ａ、決定ブロック４１０に
出る、ブロック４１２）場合には、（例えば、ドライブ８０を制御し、連続してディスク
１００状の情報のすべてにアクセスし、それを図示されていない出力ポートに提供するこ
とによって）複写を許可することがある。この例では、プレーヤー５２は、コピーを作成
すると、内部不揮発性メモリ（例えば、コントローラメモリ８６）内に、または制御２２
２２（１）がそのように要求する場合には別の場所に、ディスク１００に対応する識別子
を記憶することがある。この記憶されたディスク識別子は、プレーヤー５２によって「一
度複写する」制約を施行するために使用することができる（つまり、ユーザーが同じプレ
ーヤーを使用して、二度以上同じディスクを複写しようとする場合、あるいはそれ以外の
場合制御２２２（１）によって禁止されるように、プレーヤーは要求を否定することがで
きる）。
【０１１４】
　ユーザが財産２００の内の１つがプレイされるまたは読み取られることを要求する場合
（「イエス」、図４Ａ、決定ブロック４１４へ出る）、プレーヤーコントローラ８２は、
ドライブ８０を制御し、選択された財産２００から（例えば、メタデータ２０２によって
指定されるシーケンスで）対応する情報を読み取り、キーブロック２０８から最初は取得
され、現在はドライブキー記憶域２１２（図４Ａ、ブロック４１６）内に記憶されるキー
を使用して読み取られた情報を必要に応じて暗号解読することがある。
【０１１５】
　図４Ｂは、プレーヤー５２自体が暗号化されたキーブロック２０８を暗号解読するため
の暗号解読キーを提供する状況を処理するための図４Ａのプロセスでの変動である。この
例では、コントローラ８２は、ディッフィー－ヘルマン（Ｄｉｆｆｉｅ－Ｈｅｌｌｍａｎ
）キー合意のような安全なプロトコルを使用して、またはドライブと、プレーヤー５２が
結合されているか、かつて結合されていた（図４Ｂ、ブロック４０３）それ以外のなんら
かのシステムまたは構成要素の両方に知られている共用されたキーを使用することによっ
て、１つまたは複数の暗号解読キーをドライブ８０に供給できる。前記ドライブ８０はこ
れらの供給されたキーを使用して、図４Ａ、ブロック４０４に図示されるように暗号化さ
れたキーブロック２０８を暗号解読するか、あるいはそれは供給されたキーを使用して、
直接的に保護された財産２００および／または保護されたメタデータ２０２（２）などの
コンテンツを暗号解読することがある。
【０１１６】
　後続の例としては、プレーヤー５２は、不正変更防止ソフトウェアコンテナの内側に暗
号化された形式でフィルムのような、それが作成するデジタル財産のコピーを置くように
プログラムすることができる。ソフトウェアコンテナは、デジタル財産がオリジナルより
むしろコピーであることを示す符号を携えることがある。前記送信プレーヤー５２は、そ
れ自体の一意の識別子（または別のプレーヤー５２、ビデオカセットプレーヤーまたは装
置５０のような意図された受信側デバイスの一意の識別子）を、同じ安全なコンテナの中
に入れて、前記コピーが意図された受信側デバイスだけでプレイできるという要件を施行
することもある。プレーヤー５２（またはそれ以外の受信側デバイス）は、前記デジタル
財産がオリジナルよりむしろコピーであることを検出すると、コピーを作成しない（つま
り、余分なコピーなし）ようにプログラムすることができる。希望される場合、プレーヤ
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ー５２は、プレーヤーの一意のＩＤを付けて実装されていないデジタル財産をプレイする
ことを拒絶するようにプログラミングすることができる。
【０１１７】
[アナログ符号化技法の使用の例]
　別の例では、さらに包括的な権利管理情報が、透かし模様を入れるおよび／または指紋
を取るための方法を使用してアナログ出力でプレーヤー５２によって符号化されることが
ある。今日、「現実世界」のかなりの部分は、デジタルであるよりむしろアナログである
。アナログ信号が普及しているにも関わらず、アナログの王国で権利を管理し、著作権を
保護するための既存の方法は、原始的であるか、あるいは存在していない。例えば、
　・多世代アナログ複写に固有の品質の低下は、数十億ドルの著作権侵害業界が反映する
のを妨げなかった。
　・ビデオテープコピーと有料視聴の保護のためのいくつかの方法は、商業的に公開され
ているコンテンツの複写をともかく妨げようとするか、あるいは一世代だけの複写を許可
する。これらの方法は、一般的には容易に回避することができる。
　・必ずしもすべての既存のデバイスが適切にコピー保護信号に応えるわけではない。
　・既存の方式は、例えば「コピー／コピーなし」制御に制限される。
　・サウンドレコーディング用のコピー保護は、商業的には実施されなかった。
【０１１８】
　関連問題は、アナログドメインとデジタルドメインの間での情報の変換に関する。強力
なデジタル権利管理技法を使用して、情報が効果的に保護され、初期には制御されていて
も、同情報のアナログコピーは確実に保護されない可能性がある。
【０１１９】
　例えば、誰かが、最初にデジタル形式で送達されるプログラム題材のアナログレコーデ
ィングを作成することが可能である。デジタルのオリジナルに基づいたいくつかのアナロ
グレコーディングは、きわめて良質である。例えば、デジタルバーサタイルディスク（「
ＤＶＤ」）プレーヤーは、映画をデジタルフォーマットからアナログフォーマットに変換
し、アナログ信号を高品質アナログ家庭用ＶＣＲに提供することができる。家庭用ＶＣＲ
は、アナログ信号を記録する。消費者は、現在、オリジナルのデジタル財産の高品質アナ
ログコピーを所有している。人は、アナログ信号をＤＶＤ－ＲＡＭで記録し直すだろう。
この記録は、多くの状況でかなりの品質を有している──つまり、「有料視聴」や同じコ
ンテンツのデジタル形式に対応する他のデジタル権利管理制御の対象にはならないだろう
。
【０１２０】
　私たちは、これから長い間アナログフォーマットを使用することになるので、フィルム
スタジオ、ビデオレンタルおよび配給会社、ミュージックスタジオと配給業者、および他
の価値連鎖図参加者などの権利保有者は、アナログフィルム、ビデオ、サウンドレコーデ
ィングおよび他のコンテンツに関しかなり優れた権利管理機能を持ちたいと考えるだろう
。この問題を解決するには、通常、権利管理情報を、保護されているコンテンツに確実に
対応する方法が必要になる。
【０１２１】
　他の権利管理機能と組み合わせて、透かし模様を入れることおよび／または指紋を取る
ことは、コンテンツプロバイダと権利保有者が、デバイスのタイプ、シグナリングフォー
マット、およびコンテンツ配給チェーン内での信号処理の性質には関係なく、自分たちの
コンテンツが適切に保護されることを確信できるようにする、「端末相互の」安全な権利
管理保護を提供できる。また、この「端末相互の」保護によって、承認を受けたアナログ
機器を、容易に、継ぎ目なく、費用対効果が大きく近代的なデジタル権利管理アーキテク
チャに統合することができる。
【０１２２】
　透かし模様を入れるおよび／または指紋を取ることは、例えば、電子権利管理制御情報
が、安全ではない（例えば、アナログ）通信チャンネル上で送達されることがある仮想分
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散環境（「ＶＤＥ」）の基礎となる制御情報を運ぶことがある。この仮想分散環境はきわ
めて柔軟性かつ便利であり、コンテンツがデジタルフォーマットおよび／またはアナログ
フォーマットで分散されるのかどうかに関係なく、電子商取引と価値連鎖図参加者の間の
新しい仕組みと関係性の特別な作成を促進する上で、前例のない程度の柔軟性を提供する
一方で、既存のビジネスモデルと新規ビジネスモデルを処理する。
【０１２３】
　分散されたピアツーピア権利管理技術とともに、透かし模様を入れることは、以下を含
むが、以下に制限されない多数の優位点を提供する（ｐｒｏｖｉｄｅｒｓ）。
　・権利管理情報を提供するための消すことができない、目に見えない安全な技法。
　・電子商取引および／または管理制御を、フィルム、ビデオおよびサウンドレコーディ
ングなどのアナログコンテンツに対応させる消すことのできない方法。
　・シグナリングフォーマット（例えば、アナログからデジタルへ、およびデジタルから
アナログへ）の間の変遷の数とタイプに関係なく、分散システムの一方の端から他方の端
へのコンテンツによる商取引および／または権利管理制御の持続的な対応。
　・「コピーなし／コピー１部／多くのコピー」権利管理規則、およびさらに複雑な権利
と（例えば、「有料視聴」およびその他などの）トランザクション価格形成モデルを指定
する能力。
　・包括的で一般的な電子権利管理帰結策と完全にかつ継ぎ目なく統合する能力。
　・承認されたアナログと他の非デジタルおよび／または安全ではない情報信号送達機構
といっしょの安全な制御情報の送達。
　・コンテンツがアナログの王国からデジタルの王国に移動し、また戻って来るのに従っ
た、さらに複雑および／またはさらに柔軟な商取引および／または権利管理規則を提供す
る能力。
　・新規の、更新された、または追加のビジネスモデルを実現する商取引および／または
権利管理規則を、承認を受けたアナログおよび／またはデジタルデバイスに通信する柔軟
な能力。
【０１２４】
　これらの特徴のどれかまたはすべては、本明細書に開示される本発明の中で組み合わせ
で、および／またはそれらと組み合わされて使用されることがある。
【０１２５】
　簡略には、透かし模様を入れるおよび／または指紋を取る方法は、「ｓｅｇａｎｏｇｒ
ａｐｈｉｃａｌ」な技法を使用して、例えばアナログ信号またはアナログ信号のデジタル
化された（例えば、サンプリングされた）バージョンなどの情報信号内で、実質上消えな
いように、および実質上目に見えないように権利管理および／または電子商取引の規則と
制御を符号化でき、その非制限例は、それからローカル機器によって復号化され、活用さ
れるビデオおよび／または音声データを含むことがある。前記アナログ情報とｓｔｅｎｏ
ｇｒａｐｈｉｃａｌｌｙに符号化された権利管理情報は、その非制限例が、１つの非制限
例を言及する場合、一斉送信、ケーブルＴＶ、および／または物理的な媒体、ＶＣＲテー
プを含むことがある、多くの手段を介して送信できる。これらの技法のどれかまたはすべ
ては、本文に開示される本発明に従って組み合わされて使用されることがある。
【０１２６】
　透かし模様を入れるおよび／指紋を取る方法は、少なくとも一部の権利管理情報が、ア
ナログからデジタルへ、およびデジタルからアナログフォーマットへのビデオおよび／ま
たは他の情報の変換を生き抜くことができるようにする。したがって、１つの例では、２
つまたは３つ以上のアナログおよび／またはデジタル機器が、信頼された安全な権利管理
プロセスおよび／またはイベントの端末相互の構造に参加できる。
【０１２７】
[より有能な実施態様の例]
　前述されるように、図３Ｂに示される例の制御セットは、特定の技術的な機密保護とプ
ラットホームのその他の機能に応じて、プレーヤー５２とコンピュータ装置６２（または
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他のプラットホーム）の両方によって使用されるための包括的で柔軟かつ伸張性のある制
御のセットを提供する。この例では、プレーヤー５２は、大量生産された品目で費用と複
雑度を抑えるために限られた技術的な機能と機密保護機能を備え、したがって、本質的に
は制御セット２０４内で提供される制御２２２の一部またはすべてを無視するか、あるい
は使用可能にすることができない。別の例では、メモリおよび／プロセッサの費用は低下
し続け、製造メーカーはプレーヤー５２の技術的な機能と機密保護機能を拡大することを
選択する可能性がある。より有能なプレーヤー５２は、さらに強力で堅牢、かつ柔軟性の
ある権利管理機能を提供する。
【０１２８】
　図５は、安全なノード７２を含むプラットホーム６０が、ディスク１００上の情報およ
び／または権利管理情報を使用するために、高められたおよび／またはさまざまな機能を
持つことを許す例の仕組みを示し、図６は安全なノードによって提供される例のアクセス
技法を示す。図５を参照すると、安全なノード７２はネットワーク１５０に結合されるが
、プレーヤー５２は結合されない可能性がある──安全なノードに、監査痕跡のような機
密保護関係の情報、支払い要求や注文などの補償関係情報を通信するという点で大きな追
加の柔軟性を与える。安全なノード７２の（交換可能なメモリカートリッジの挿入のよう
な、それ以外のなんらかの通信技法によって指定されたアプリケーションで置換されるこ
とがある）ネットワーク１５０へのこの接続によって、安全なノード７２は、追加制御セ
ット２０４′を含む追加コンテナ２０６′のような権利管理制御情報を受け取り、確実に
維持できるようにする。安全なノード７２は、ディスク１００に記憶される制御セットに
加えて、またはその代わりに、制御セット２０４′を使用できる。安全なノード７２は、
ディスク１００に記憶されることがあるキー２０８、２１０の代りに、またはそれらに加
えて使用される暗号キーを提供できる安全な安全キーストア２１２を維持することがある
。その増大した機密保護機能および／または技術的な機能のため、安全なノード７２は、
プレーヤー５２が無視するか、あるいは使用することができない制御セット２０４内の制
御２２２を使用することができる──そして、（ユーザが、例えば、特別に命令し、ディ
スク１００および／またはディスクの特定のセットに記憶される特定の財産２００に適用
することがある）制御セット２０４′に基づいて後続のおよび／または拡張された権利お
よび／または権利管理機能が具備されることがある。
【０１２９】
[安全なノードアクセス技法の例]
　（例えば安全なノード７２を利用するプラットホーム６０によって実行されることがあ
る）前記図６の例のアクセス技法は、この特定の例では、ディスク１００（図６、ブロッ
ク５０２）から財産識別情報２２０をフェッチしてから、（安全なノード７２内、前記安
全なノード７２がネットワーク１５０を介してアクセスする１つまたは複数のリポジトリ
内、および／またはこれらの技法のどれかまたはすべての組み合わせ上にあるディスク１
００の上に記憶されることがある）適用可能な制御セットおよび／または規則２０４の位
置を突き止める安全なノード７２を必要とする（図６、ブロック５０４）。それから、安
全なノード７２は、必要な暗号解読キーをロードし、それらを使用して必要に応じて情報
を暗号解読する（図６、ブロック５０６）。１つの例では、安全なノード７２は、安全な
コンテナ２０６および／または２０６′から必要なキーを取得し、それらを、ＳＰＵ　１
６４またはソフトウェアによってエミュレートされた保護された処理環境などの保護され
た処理環境内で、それらをその環境の外部にさらすことなく維持する。別の例では、安全
なノード７２は、ディスクドライブ８２′の中に、必要なキー（またはそれらのサブセッ
ト）を、ドライブハードウェアでの安全な互換性を維持するために、プレーヤー５２内で
起こるのとほぼ同じ方法で、情報を暗号解読する際に、前記ディスクドライブによって使
用されるための安全なキー交換プロトコルを使用してロードすることがある。
【０１３０】
　安全なノード７２は、ユーザ入力をモニタし、特定の制御セット２０４、２０４′に基
づいて要求された処置を実行することがある。例えば、ユーザ要求を受け取ると、安全な
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ノード７２は制御セット２０４、２０４′に照会し、それ（それら）が、ユーザが要求し
た処置を許すかどうか（図６、ブロック５０８）、そして許される場合には、その要求さ
れた動作を実行するための条件が満たされたのかどうか（図６、ブロック５１０）を判断
する。この例では、安全なノード７２は、例えば、ユーザのローカルに記憶される電子現
金財布に借方記入し、ネットワーク１５０を介して借方勘定を確実に要求し、必要に応じ
てネットワーク１５０を使用して（図６、ブロック５１０）ユーザ証明書を入手および／
またはチェックし、そのユーザが適切なクラスにいるか、その人が自分で言う人であるこ
となどを保証することによって、このような必要とされる条件を満たすために必要な動作
を達成できる。すべての必要な条件が満たされると、安全なノード７２は、要求された動
作を実行し（および／またはマイクロプロセッサ１５４が前記動作を実行できるようにし
）（例えば、コンテンツをリリースするなど）、それから安全なノードによって維持され
るか、ネットワーク１５０を介して、その時点で、または後で報告できる安全な監査レコ
ードを生成することがある。
【０１３１】
　要求された動作がコンテンツをリリースすること（例えば、前記コンテンツのコピーを
作成売ること）である場合、プラットホーム６０（または前記例ではプレーヤー５２）が
、少なくとも部分的にコンテンツ上での権利を施行する特定の制御に基づき、前記要求さ
れた動作を実行することがある。例えば、制御は、プラットホーム６０が、前記コンテン
ツを複写するために使用できない一定のタイプの出力デバイスを除き、コンテンツをリリ
ースしないようにするか、あるいはそれらは、（例えば、コピー作成者の埋め込まれた明
示によってコピーの「身元を見分ける」ことによって、それから作成されたあらゆるコピ
ーが劣るように、故意にリリースされたコンテンツの品位を落とすことなどによって）コ
ンテンツを複写を防止するようにしてコンテンツをリリースすることがある。１つの特定
の例として、プラットホーム６０に接続されたビデオカセットレコーダー（図示されてい
ない）は、コピーを作成するために使用される出力デバイスである場合がある。ビデオカ
セットレコーダーのようなアナログデバイスの現在の世代は、品質にかなりの損失をもた
らさずに多世代コピーを作成することはできないため、コンテンツプロバイダは、コンテ
ンツがこのようなアナログデバイスによって複写されるのを許すが、（品質の損失をもた
らさずに無制限の数のコピーを作成できる）デジタルデバイスによって複写されることを
許さない制御を提供することができる。例えば、プラットホーム６０は、安全なノード７
２によって維持されるデジタルコントローラの制御を受けて、前記ビデオカセットレコー
ダーが出力デバイスをビデオカセットレコーダーとして指定するデジタルＩＤをプラット
ホームに供給した後に初めて、前記ビデオカセットレコーダーにコンテンツをリリースで
きる──そして、さらに低い品質のアナログデバイスとして出力デバイスを識別するこの
ようなデジタルＩＤが提供されない限り、ともなく出力を提供することを拒絶することが
ある。さらに、または代りに、プラットホーム６０は、意図的に、それが前記ビデオカセ
ットレコーダーに供給する前記コンテンツの品位を落とし、許容できる第２世代コピーが
作成されないことを保証することがある。別の例では、さらに包括的な権利管理情報が、
透かし模様を入れることおよび／または指紋を取ることを使用して、アナログ出力でプラ
ットホーム６０によって符号化されることがある。
【０１３２】
[安全なコンテナ使用の追加例]
　図７は、本発明に従ってＤＶＤで使用するためのある種の安全なコンテナ７０１を具備
するＤＶＤ媒体７００の基本的な例を示す。この例に図示されるように、コンテナ７０１
（ＤＶＤ用の「デジボックス」）は、ＤＶＤおよび／または他の媒体と使用するために特
別に作られる「標準的な」コンテナの特殊化されたバージョンであるか、あるいはそれは
、代りに（図８に後で示される仕組みの中で）完全に「標準的な」コンテナであろう。こ
の例で示されるように、特殊化されたコンテナ７０１は、コンテンツ情報、メタデータ、
およびコンテナ７０１が存在しなかったら使用されるのと同じように、ＤＶＤ媒体７００
に記憶される暗号および／または保護情報とともにそれが使用されるのを許す機能を取り
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入れる。したがって、特殊化されたコンテナ７０１は、ＤＶＤおよび／または他の媒体で
使用される既存のデータフォーマットと組織との互換性を提供する。さらに、特殊化され
たコンテナ７０１は、それが、「標準的な」コンテナオブジェクトの完全なサポートのた
めに要求されるだろうコンピューティングリソースより強力ではない、または高価ではな
いコンピューティングリソースを使用して処理および／または操作できるように、ＤＶＤ
および／または他の媒体をサポートして使用するために必要なそれらの機能だけをサポー
トするように特別に作ることができる。
【０１３３】
　この例では、特殊化された「ＤＶＤ専用」コンテナ７０１が、コンテナ７０１を含まな
い媒体に使用されただろうのと同じ方法でＤＶＤおよび／または他の媒体で記憶されるビ
デオタイトルコンテンツ７０７に対する「外部参照」７０５を含む、コンテンツオブジェ
クト（財産）７０３を含む。前記ビデオタイトルコンテンツ７０７は、スクランブル（保
護）情報７１０とヘッダ、構造および／またはメタデータ７１１だけではなく、ＭＰＥＧ
－２とＡＣ－３コンテンツ７０８を含むことがある。外部参照７０５は、コンテナ７０１
に記憶されないコンテンツとその他の情報を使用するために、適用される／実行される特
殊な外部プロセスを「明示する」（指す、識別する、および／または説明する）情報を含
む。この例では、外部参照７０５は、ビデオタイトルコンテンツ７０７とその構成様相７
０８、７１０、および７１１を明示する。代りに、コンテナ７０１は、ＤＶＤおよび／ま
たは他の媒体７００の標準フォーマットよりむしろ、コンテナ７０１に特殊なフォーマッ
トと組織を使用して、コンテナ自体に前記ビデオタイトルコンテンツの一部またはすべて
を記憶するだろう。
【０１３４】
　この例では、コンテナ７０１は、ビデオタイトルコンテンツ７０７に適用する規則を指
定する制御オブジェクト（制御セット）７０５も含む。実線矢印７０２によって示される
ように、制御オブジェクト７０５は、コンテンツオブジェクト（財産）７０３に「適用」
する。この例に図示されるように、規則７０４は、例えばＣＧＭＡまたは松下のデータス
クランブルプロセスのような保護プロセスが適用されることを指定することができ、規則
７０４に含まれる外部参照７０９によって、保護方式を実行する上で使用されるデータス
クランブル情報７１０を明示することができる。規則７０４での速記「ＣＧＭＡを実行す
る」という記述は、規則が、ＤＶＤ媒体上のコンテンツに使用される標準的なＣＧＭＡ保
護方式がビデオタイトルコンテンツ７０７とともに使用されることを要求することを示す
が、別の例は、松下データスクランブル方式および／または他の権利管理機構のような他
の標準的なＤＶＤ保護機構を含む、「ＣＧＭＡを実行する」規則に加えて、またはその規
則の代りに、制御オブジェクト７０５で任意の他の規則を指定できるだろう。外部参照７
０９は、規則７０４が、処理コンテナ７０１のコンテキストだけで有意義であるコンテナ
７０１および／または保護情報を取り入れないＤＶＤ媒体の場合と同じフォーマットと方
法で記憶され、操作される保護情報７１０に基づくことを許す。
【０１３５】
　図８は、「標準的な」安全なコンテナ８０１を具備するＤＶＤ媒体８０１の例を示す。
この例では、「標準的な」コンテナは、（希望される場合）図７のコンテナの機能性のす
べてを提供するが、追加のおよび／または「ＤＶＤ専用」コンテナで利用できるよりさら
に広範囲な権利管理および／またはコンテンツ使用の機能（例えば、安全なノードを使用
する多様なさまざまなプラットホームと動作する容量）を提供することがある。
【０１３６】
　図９は、（希望される場合）図７のコナテナの機能性のすべてを提供し、同じＤＶＤ媒
体に位置するか、あるいは別のリモートの安全なノードまたはネットワークからインポー
トされるかのどちらかの他の標準的なコンテナ９０２と協力して機能することができる、
標準的なコンテナ９０１を備えるＤＶＤ媒体８００のさらに複雑な例を示す。この例では
、標準的なコンテナ９０２は、標準的なコンテナ９０１のコンテンツオブジェクト９０３
に適用する補足的な制御オブジェクト９０４を含むことがある。また、この例では、コン
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テナ９０２は、例えば、ＤＶＤ９００上で利用できるコンテンツの一定の数（例えば５）
までのコピーを可能にする権利を許す／拡張する規則などの追加規則（単・複数）を提供
することがある。この仕組みは、例えば、セットトップボックスまたは他のハードウェア
を介してなど、「バックチャンネル」を通したアクセスを介して複数のプラットホーム間
でＤＶＤコンテンツの権利管理を制御する上で追加された柔軟性を提供する。
【０１３７】
[安全なコンテナ付きＤＶＤディスクの追加使用目的]
　図１０は、「新規」ＤＶＤディスク──つまり、媒体に特殊なＤＶＤ安全コンテナを含
むものの使用目的を説明する。このコンテナは、１つの例では、使用されるか、あるいは
、以下の２つの考えられるシナリオがある。つまり、ディスクが「古い」プレーヤー（Ｄ
ＶＤ機器、つまり本発明に従って権利管理を提供するための安全なノードを備えていない
ＤＶＤ機器）で使用される第１の状況と、ディスクが「新規」プレーヤー──つまり、本
発明に従って権利管理を提供するための安全なノードを備えるＤＶＤ機器で使用される第
２の状況である。この例では、「新規」プレーヤー内の安全なノードは、例えば、おもに
松下によって開発され、提案されたＣＧＭＡ制御符号とデータスクランブルフォーマット
のような他のコピー保護情報を処理するための必要な機能で構成される。
【０１３８】
　例えば、図１０に示される状況では、（本発明に従って安全なノードを取り入れる）「
新規」プレーヤーは、ディスク状の安全なコンテナの存在を認識することができる。前記
プレーヤーは、それから特殊なＤＶＤ安全コンテナをディスクから常駐する安全なノード
の中にロードできる。前記安全なノードはコンテナを開き、制御オブジェクトから規則を
適用することによって、前記コンテンツに対応する適切な規則と使用状況の結果を実現お
よび／または施行する。これらの規則は、きわめて柔軟である。１つの例では、規則は、
例えば、前記コンテナのコンテンツ（または財産）部分で見つけることができる（例えば
ＣＧＭＡ保護符号と松下データスクランブルのような）他の保護機構の使用を要求するこ
とがある。
【０１３９】
　図１０に図示される別の例では、ディスク上の特殊ＤＶＤコンテナは、依然として、「
古い」プレーヤーが、従来の慣行に従って使用されることがある、所定の制限された量の
コンテンツ題材を使用できるようにする。
【０１４０】
[安全なコンテナが付かないＤＶＤディスクの例の使用]
　今度は図１１を参照すると、後続のシナリオが説明される。図１１は、２つの考えられ
る使用例のある「古い」ＤＶＤディスクの使用を説明する。ディスクが「古い」プレーヤ
ー──つまり、本発明に従って権利管理を提供するための安全なノードを備えていないＤ
ＶＤ機器──で使用される第１例と、ディスクが「新しい」プレーヤーで使用される（つ
まり、安全なノードを備える）第２の例である。
【０１４１】
　第１のケースでは、「古い」プレーヤーは従来のようにＤＶＤコンテンツを再生するだ
ろう。第２のケースでは、「新しい」プレーヤーは、ディスクが媒体に記憶されるコンテ
ナを備えていないことを認識するだろう。したがって、それは、前記機器の常駐メモリに
「仮想」コンテナを構築する。これを行うために、それはコンテナコンテンツオブジェク
トを構築し、適切な規則を含む制御オブジェクトも構築する。１つの特例の例では、それ
が適用することを必要とする唯一の適用可能な規則とは「ＣＧＭＡを実行する」ことであ
る──ただし、他の例では、追加および／またはさまざまな規則が利用できるだろう。そ
れから、前記仮想コンテナは、本発明に従って使用権の管理を実行するために「新しい」
プレーヤー内の安全なノードに提供される。図１０と図１１には図示されていないが、「
外部参照」の使用も、ＤＶＤコンテキストで使用される仮想コンテナと非仮想コンテナの
両方で提供されることがある。
【０１４２】
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[少なくともときおり接続されるシナリオで動作するときに、権利を共用、仲介、および
結合するための例の例示的な仕組み]
　前述されるように、複数のさまざまなデバイスおよび／または他のシステムの権利管理
リソースは、多様な論理的および／または物理的な関係で柔軟に結合することができ、例
えば、さらに大きいおよび／または異なる権利を生じさせる。このような権利管理リソー
スの組み合わせは、１つまたは複数のリモート権利権威へのコネクションによって達成で
きる。図１２から図１４は、権利権威を多様なコンテキストでどのようにして使用できる
のかのいくつかの非制限例を示す。
【０１４３】
　例えば、図１２は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）１００２に接続される権利
権威ブローカー１０００を示す。ＬＡＮ１００２は、希望される場合、広域ネットワーク
に接続されることがある。ＬＡＮ１００２は、権利権威ブローカー１０００と、例えばプ
レーヤー５０、パーソナルコンピュータ６０、およびＣＤ「タワー」型サーバー１００４
のような、任意の数の機器の間の接続性を提供する。示される例では、ＬＡＮ１００２は
、ラップトップコンピュータ１００８が、ダイヤル呼出し回線１０１０を介して権利権威
ブローカー１０００に接続できるようにする、モデムプール（および／またはネットワー
クプロトコルサーバ、図示されていない）１００６を含む。代りに、ラップトップ１００
８は、インターネットおよび／または他の広域ネットワーク（ＷＡＮ）のような通信手段
を使用して、権利権威ブローカー１０００と通信できるだうろ。ディスクプレーヤー５０
Ａは、ラップトップロケーションでラップトップ１００８に結合されることがある。前記
教示に従って、図１２に示されるデバイスのどれかまたはすべては、１つまたは複数の安
全なノード７２を含むことがある。
【０１４４】
　権利権威ブローカー１０００は、権利の仲介者および／または交渉者の役をできる。例
えば、ラップトップ１００８と対応するプレーヤー５０Ａは、スタンドアロン構成で動作
しているとき限られた使用権だけを持っている可能性がある。しかし、ラップトップ１０
０８が権利権威ブローカー１０００にモデムプール１００６とＬＡＮ１００２を介して、
および／または他の通信手段によって接続すると、ラップトップはディスク１００を使用
するためのさまざまなおよび／または拡張された権利を取得できる（例えば、さまざまな
コンテンツ部分の可用性、別の価格形成、さまざまな抽出および／再分配権利など）。同
様に、プレーヤー５０、装置６０および装置１００４は、ＬＡＮ１００２上での権利権威
ブローカー１０００との通信によってディスク使用権の高められたおよび／またはさまざ
まなセットを備えることがある。権利権威ブローカー１０００へ、および権利権威ブロー
カー１０００からの通信は、好ましくは前記に参照されたＧｉｎｔｅｒらの特許使用に開
示される型のコンテナの使用を通して確保されるだろう。
【０１４５】
　図１３は、家庭の環境内での権利権威ブローカー１０００の別の例の使用を示す。この
例では、ラップトップコンピュータ１００８は、高速シリアルＩＥＥＥ１３９４バスを介
して、および／または他の電子通信手段によって家庭をベースにした権利権威ブローカー
１０００に接続される。さらに、権威権利ブローカー１０００は、以下の内のどれかまた
はすべてと接続することができる。
　・高精細度テレビ１１００
　・１つまたは複数のラウドスピーカー１１１２または他の音声変換器
　・１つまたは複数のパーソナルコンピュータ６０
　・１つまたは複数のセットトップボックス１０３０
　・１つまたは複数のディスクプレーヤー５０
　・１つまたは複数の権利権威ブローカー１０００Ａ－１０００Ｎ、および
　・他の任意の家庭用または消費者向け装置または機器
【０１４６】
　前記に一覧された装置のどれかまたはすべては、安全なノード７２を含むことがある。
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【０１４７】
　図１４は、権利権威ブローカー１０００の別の例の使用を示す。この例では、権利権威
ブローカー１０００は、ＬＡＮ、ＷＡＮ、インターネットなどのようなネットワーク１０
２０に接続される。ネットワーク１０２０は、権利権威ブローカー１０００と以下の装置
のどれかまたはすべての間の接続性を提供することがある。
　・１つまたは複数の接続された、またはときおり接続されたディスクプレーヤー５０Ａ
、５０Ｂ
　・もう１つのネットワーク化されたコンピュータ１０２２
　・１つまたは複数のディスク読取装置タワー／サーバー１００４
　・１つまたは複数のラップトップコンピュータ１００８
　・権利および許可情報センター１０２４のような１つまたは複数の商取引ユーティリテ
ィシステム（前記に参照されるＳｈｅａｒらの「信頼されたインフラストラクチャ…」明
細書を参照のこと）
　・１つまたは複数の衛星またはその他の通信アップリンク１０２６
　・１つまたは複数のケーブルテレビヘッドエンド１０２８
　・（衛星ダウンリンク１０３２および／またはディスクプレーヤー５０Ｃに接続される
ことがある）１つまたは複数のセットアップボックス１０３０
　・１つまたは複数のパーソナルコンピュータ装置６０
　・他の装置を介して、直接的に接続される、および／またはときおり接続されないこと
がある）１つまたは複数の携帯ディスクプレーヤー１０３４
　・１つまたは複数の権利権威ブローカー１０００Ａから１０００Ｎ、および
　・任意のそれ以外の希望される装置
【０１４８】
　前記装置のどれかまたはすべては、１つまたは複数の安全なノード７２を含むことがあ
る。権利権威ブローカー１０００は、図１４に示される他の構成要素のどれかまたはすべ
てによって使用するための権利を分散および／または結合することができる。例えば、権
利権威ブローカー１０００は、さらに、ネットワーク１０２０を介してブローカーに接続
される装置に安全な権利管理リソースを供給することができる。図１４に示される複数の
装置は、単一ノードのために権利管理を共用するために、恒久的または一時的に接続され
たネットワーク１０２０に参加し、ともに作業することができる。このような複数のデバ
イスおよび／または他のシステムを使用するおよび／または制御する関係者および／また
はグループに対応する権利は、根元的な権利に関係する規則と制御に従って利用すること
ができる。一例として、企業の重役のラップトップコンピュータ１００８を通して使用で
きる権利は、なんらかの方法で、一人または複数名の企業の部下従業員の権利と、彼らの
コンピューティングデバイスまたは他のデバイス６０が一時的なネットワーキング関係で
ネットワーク１０２０に結合されるときに、結合されるか、あるいはそれらの代りとなる
ことがある。一般的には、本発明のこの面によって、ＤＶＤあるいはそれ以外の場合、分
散されたピアツーピア権利管理によって保護される、実装され、送達されたコンテンツの
分散型権利管理が可能になる。このような分散型権利管理は、ＤＶＤ機器または他のコン
テンツ使用デバイスが恒久的にまたは一時的に接続されたネットワーク１０２０に参加し
ているのか、分散型権利管理の仕組みに参加するデバイスおよび／または他のシステムの
間の関係性が一時的に関係しているのか、さらに恒久的な動作関係を持っているのかに関
係なく、動作することができる。
【０１４９】
　例えば、ラップトップコンピュータ１００８は、そのデバイスが動作中のコンテキスト
に応じて、使用できるさまざまな権利を持つことがある。例えば、図１２に図示されるよ
うな一般的な企業の環境では、前記ラップトップ１００８は、１つのセットの権利を持つ
可能性がある。ただし、前記同じラップトップ１００８は、企業内の専門化された個人お
よび／またはグループと協力してさらに一般的なネットワーク１０２０に接続されるとき
は、権利の別のセットを与えられる。前記同じラップトップは、図１３の例によって図示
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されるような一般的な家庭の環境で接続されるとき、依然として権利の別のセットを与え
られることがある。前記同じラップトップは、非制限例によって、以下のような依然とし
て他の環境で接続されるときに、依然としてさまざまな権利を与えられるだろう。
　・指定された個人および／またはグループと協力する家庭環境
　・小売り環境
　・生徒としての教室の環境
　・インストラクターと協力する教室の環境、図書館の環境で
　・工場の現場で
　・独占的な機能などを実行するためにイネーブルされた装置と強力する工場の現場で、
等。
【０１５０】
　もう一つの特定の例として、安価なネットワークコンピュータ（ＮＣ）１０２２付きの
図１４に示されるＤＶＤ機器５０のような限られたリソースデバイスの仕組みを結合する
と、権利管理機構がＤＶＤ機器の権利および／または権利管理機能の一部またはすべて、
およびネットワークまたはパーソナルコンピュータ（ＮＣまたはＰＣ）のそれらの組み合
わせの結果となることを許すことによって、権利管理機能および／または関係者および／
またはデバイスの特殊な権利の増大（または置換）が可能になる。このような権利は、さ
らに増大されるか、それ以外の場合、信頼された（安全な）リモートネットワーク権利権
威１０００によって提供される権利管理機能の可用性によって修正または置換されること
がある。
【０１５１】
　この例ではＤＶＤ機器５０である前記同じデバイスは、このようにして、切断された仕
組みと接続された仕組みで権利管理機能の程度などのさまざまなアレイをサポートするこ
とができ、さらに使用可能な権利が権利管理デバイスおよび／またはシステムの組み合わ
せの結果生じる権利および／または権利管理機能の可用性から生じることができるように
する。これは、増大、置換、または「さらに」または「そうではなく」安全なおよび／ま
たはリソースが豊富である、および／または異なる権利またはさまざまな権利を所有する
デバイスまたはシステムとのコネクションを通して修正される、より安全「ではない」お
よび／またはリソースが不足しているデバイスまたはシステムを使用することによって使
用できる権利の一部またはすべての１つまたは複数の組み合わせを含むことがあり、この
場合このようなコネクションは、共用される権利管理の仕組みを説明する権利関係の規則
と制御によって定義されるデバイスのどちらかおよび／または両方の権利および／または
管理機能を利用する。
【０１５２】
　後者のケースでは、論理的におよび／または物理的に遠隔の権利管理機能が、（例えば
、安全な権利管理リソースを増加することによって）拡大することができる、および／ま
たはこのようなデバイスがＮＣ１０２２、パーソナルコンピュータ６０、および／または
リモート権利権威１０００に結合されるときに、ＤＶＤ機器５０のユーザまたはＤＶＤ機
器が使用できる権利の特徴を変更することができる。この権利増大シナリオでは、追加の
コンテンツ部分が使用でき、価格形成は変更することがあり、再分配権利が変更する（例
えば、拡大される）ことがあり、コンテンツ抽出権利が増加されることがある。
【０１５３】
　このような「ネットワーク化権利管理」によって、多様な論理的および／または物理的
名関係性での複数のデバイスおよび／または他のシステムの権利管理リソースの組み合わ
せが可能になり、その結果１つまたは複数の「リモート」権利権威との接続性によって提
供される機能拡張されたリソースによってさらに大きなまたは異なる権利のどちらかが生
じることになる。さらに、増大したおよび／または異なる権利管理機能および／または権
利に備える一方、このような接続性に基づいた権利管理の仕組みは、例えばリモートのイ
ンターネットのインターネットの世界中のウェブをベースにしたデータベースにサポート
されたコンテンツリポジトリに記憶され、１つまたは複数のＤＶＤディスク１００上でコ
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ンテンツが局所的に利用できるコンテンツのような、遠隔に使用可能なコンテンツの継ぎ
目のない統合に備えることによって、複数位置のコンテンツの可用性をサポートすること
ができる。
【０１５４】
　この例では、ユーザは増大したまたは異なる権利を経験するだけではなく、ローカルＤ
ＶＤコンテンツと補足するコンテンツ（つまり、時間の観点でより最近であり、さらに高
価で、さらに多様であるか、他のなんらかの様式で相補的であるコンテンツ）の両方を使
用することがある。このような例では、ＤＶＤ機器５０および／またはＤＶＤ機器（また
はこのような機器に接続される他のデバイスまたはシステム）のユーザは、同じ権利、局
所的におよび遠隔に使用できるコンテンツに適用される異なるおよび／またはさまざまな
権利を持つことがあり、局所的に、および遠隔で使用できるコンテンツの部分は、それ自
体、ユーザおよび／または機器によって使用される異なるまたはさまざまな権利の対象と
なる可能性がある。この仕組みは、継ぎ目なく統合され、単一のコンテンツ検索および／
または使用活動でユーザが効率的に使用できるユーザコンテンツ機会での全体的な奥深い
増加をサポートすることができる。
【０１５５】
　このような権利増大リモート権威１０００は、モデムに（図１２にアイテム１００６を
参照のこと）よってＤＶＤ機器５０および／または他のデバイスに直接的に結合される、
および／または（例えば、１３９４がイネーブルされたＤＶＤ機器と、ＤＶＤ機器での権
利管理を増大および／または供給するローカル権利管理権威として役立つローカルＰＣ６
０またはＮＣ１０２２を含む、このような１つまたは複数のリモート権威に対する高性能
な同期または非同期情報通信インタフェースとして機能するローカルパーソナルコンピュ
ータの間で通信することによって）シリアル１３９４互換コントローラなどのＩ／Ｏイン
タフェースを使用することによって、および／または有線ネットワークコネクションおよ
び／または無線ネットワークコネクションのような他のデジタル通信手段によって直接的
にまたは間接的に結合されることがある。
【０１５６】
　参加者および／または参加者ＤＶＤ機器５０または他のシステムに提供される、それら
によって購入される、あるいはそれ以外の場合、それらによって獲得される権利は、この
ようなピアツーピアの関係付けるデバイスおよび／または他のシステムの間で、それらが
恒久的または一時的に接続されるネットワークに参加する限り、交換することができる。
このようなケースでは、権利は通貨と物々交換され、販売されるか、それ以外の場合、こ
のようなデバイスおよび／または他のシステムが、例えばＧｉｎｔｅｒらに説明される仮
想分散環境のような権利管理システムに参加し、そこに説明される権利譲渡機能と他の権
利管理機能を利用する限り、価値のために交換されるおよび／または貸し出される。例え
ば、本発明のこの面によって、関係者は、彼らが権利を購入したゲームまたは映画を交換
できるようになる。例を続けると、ある個人が隣人の使用権の一部を購入して映画を見る
か、あるいはゲーム出版社から受け取ったクレジットを、そのゲームを数人の知り合いに
うまくスーパーディストリビューションした場合に、別の関係者に譲渡することがある。
この場合、このようなクレジットは友人に対し、その友人の別のゲームを一定の回数プレ
ーする権利の一部などを購入するために譲渡（交換）される。
【０１５７】
[仮想権利プロセスの例]
　図１５Ａから図１５Ｃは、２つまたは複数の機器または他のデバイスの権利管理構成要
素が、あるイベント、動作および／または他の処置と対応する仮想権利機会環境を確立す
るプロセスの例を示す。前記プロセスは、多くの方法で開始されることがある。一例では
、機器ユーザ（および／またはユーザの代りに動作するコンピュータソフトウェア、ユー
ザのグループ、および／または動作を実行するための自動化されたシステム）は、第１機
器を使ってこのような第１機器に対応する権利管理構成要素の起動をもたらす、ある動作
（例えば、安全なコンテナのコンテンツを表示するように、コンテンツ要素の一部を抽出
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するように、保護されたコンピュータプログラムを実行するように、作業フロープロセス
段階を承認するように、機械ツールで動作を開始するように、歌を再生するようになど、
機器に要求すること）を実行する。他の例では、前記プロセスは、（例えば、一日の内の
時間などに基づいた）自動的に生成されたイベント、ランダムイベントまたは擬似ランダ
ムイベント、および／またはこのようなイベントのユーザによって開始されるイベントと
の組み合わせに応えて開始されることがある。
【０１５８】
　いったん前記プロセスが開始すると、安全なノード７２（例えば、Ｇｉｎｔｅｒらに開
示されるようなＳＰＥおよび／またはＨＰＥ）のような権利管理構成要素は、ユーザがこ
のような動作に関して使用できる、存在する場合、このような第１機器に対応するどの権
利を持っているのかを判断する（図１５Ａ、ブロック１５０２）。前記権利管理構成要素
は、他の機器で全体にまたは部分的にユーザが使用できるこのような動作に対応する調整
および／または協力する権利も決定する（図１５Ａ、ブロック１５０２）。
【０１５９】
　１つの例では、これらの段階は、第１機器を識別する権利権威サーバー１０００に対す
る要求、提案された動作の性質、およびこのような権利権威サーバーによって要求または
希望される他の情報を確実に送達することによって実行されることがある。このような他
の情報は、例えば、以下を含むことがある。
　・前記要求の日付と時間
　・前記ユーザのアイデンティティ
　・ネットワークコネクションの性質
　・応答の許容できる待ち時間など、および／または
　・任意の他の情報
【０１６０】
　このような要求に応えて、権利権威サーバー１０００は、第１機器にリスト（または他
の適切な構造）を戻すことがある。このリストには、例えば、このような動作に関連する
権利および／または権利関係情報を実際に持っているか、あるいは持つ可能性のある他の
機器のアイデンティティが入っている。
【０１６１】
　別の実施態様では、第１機器は、このような動作に関連する権利および／または権利関
係情報を実際に持っているか、あるいは持つ可能性のある他の機器に対する要求のあるネ
ットワークを伝達する（例えば、ポーリングする）ことがある。ポーリングは、機器の数
が比較的に少ない、および／またはたまに変化するケースで望ましい。ポーリングは、例
えば、権利権威サーバー１０００の機能が複数の機器全体で分散されるケースでも有効で
ある。
【０１６２】
　それから、第１機器と対応する権利管理構成要素は、この例では、デバイスおよび／ま
たはこのような動作に関連する権利および／または権利関係情報を実際に持っているか、
あるいは持つ可能性のある他の機器のユーザ機密保護レベル（単・複数）（および／また
はタイプ）をチェックすることがある（図１５Ａ、ブロック１５０６）。この段階は、例
えば、ＳｉｂｅｒｔとＶａｎ　Ｗｉｅに開示される機密保護レベル（単・複数）および／
またはデバイスタイプ管理技法、およびＧｉｎｔｅｒらに開示されるユーザ権利、安全な
名前サービス、および安全な通信の技法に従って実行されることがある。デバイスおよび
／またはユーザ機密保護レベルの決定は、例えば、全体的にまたは部分的に、デバイスお
よび／またはユーザクラスに基づくことがある。
【０１６３】
　それから、前記権利管理構成要素は、他の機器デバイスおよび／ユーザのそれぞれが、
このような動作に対応する権利のセットおよび／または権利関係情報を形成する上で協力
するほど十分な機密保護レベルを持っているかどうかに関して決定を下す（図１５Ａ、ブ
ロック１５０８）。各機器が評価されるので、十分な機密保護レベルを持つデバイスおよ
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び／またはユーザもあれば、持たないものもある。この例では、十分な機密保護レベルが
利用できない場合（「ノー」、決定ブロック１５０８に出る）、前記権利管理構成要素は
監査レコード（例えば、Ｇｉｎｔｅｒらに開示される形式の監査レコード）を作成し（図
１５Ａ、ブロック１５１０）、プロセスを終了することがある（図１５Ａ、ブロック１５
１２）。このような監査レコードは、例えば、責任のある権威に対して即座に伝送するお
よび／またはローカルに記憶してから、後で伝送するためである可能性がある。監査記録
段階は、１つの例として、（Ｇｉｎｔｅｒらの要約サービスに対応するカウンタのような
）機密保護レベルの失敗を記録するカウンタを増分することを含むことがある。
【０１６４】
　デバイスおよび／またはユーザが必要な機密保護レベルを提供する場合（「イエス」ブ
ロック１５０８に出る）、この例での前記権利管理構成要素は、デバイスおよび／または
ユーザクラス（単・複数）、および／または他の構成、および／または特徴に基づいてさ
らなる決定を下すことがある（図１５Ｂ、ブロック１５１４）。このような決定は、例え
ば以下のような任意の数のファクターに基づくことがある。
　・デバイスが、不十分なスループットのネットワークインタフェースを通してだけアク
セスできる。
　・このようなクラスのデバイスは、通常、前記動作または前記動作の関連する部分を、
ともかくまたは許容できる性能、品質または他の特性をもって実行するには不十分なリソ
ースを持っている。
　・ユーザクラスは多様な条件（例えば、年齢、機密保護使用許可、市民権、司法権、ま
たは他のクラスをベースにした特性や他のユーザ特性）のために不適切である。および／
または
　・その他のファクター
【０１６５】
　１つの例では、決定ブロック１５１４は、ユーザが断る選択肢をユーザに対し提示する
ことによって、部分的に実行されることがある。
【０１６６】
　前記権利管理構成要素内のプロセスが、このようなデバイスおよび／またはユーザクラ
ス（単・複数）が不適切であると判断すると（「ノー」、ブロック１５１４に出る）、前
記権利管理構成要素は、必要とされる場合または希望される場合、監査レコードを作成し
（図１５Ｂ、ブロック１５１６）、前記プロセスは終了することがある（図１５Ｂ、ブロ
ック１５１８）。
【０１６７】
　他方、前記権利管理構成要素が、デバイスおよび／ユーザクラスが先に進むのに適切で
あると判断すると（「イエス」ブロック１５１４に出る）、前記権利管理構成要素は、第
１機器およびいっしょに動作する他の機器に対して動作を実行するために使用できる権利
とリソースを確認することがある（図１５Ｂ、ブロック１５２０）。この段階は、例えば
、Ｇｉｎｔｅｒらに開示される方法処理技法のどれかまたはすべてを使用して実行される
ことがある。例えば、方法機能は、全体的にまたは部分的に、動作に関係する情報、また
はこのような機器によって全体的にまたは部分的に処理するために潜在的に適当な動作の
部分を説明する各関連機器に対する要求を公式化する、イベント処理機能を含むことがあ
る。この例では、このような要求と対応する回答は、Ｇｉｎｔｅｒらに開示される互恵的
な方法技法を使用して管理されることがある。このような対話に追加情報が必要とされる
か、あるいはあいまいさが生じる場合、前記権利管理構成要素は、例えば、ユーザと通信
し、彼らが、多様な使用可能な機能的にさまざまなオプションの中で選択するなどの選択
を行うことができるようにする、および／または前記権利管理構成要素は（例えば、Ｇｉ
ｎｔｅｒらに開示される交渉技法を使用して）リソース、権利、および／または権利関係
情報に関する交渉に関わることがある。
【０１６８】
　前記権利管理構成要素は、次に、要求された動作を実行するために使用できる十分な権
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利および／またはリソースがあるかどうかを判断する（図１５Ｂ、決定ブロック１５２２
）。前記動作を実行するには使用できる権利および／またはリソースが不十分でる場合は
（「ノー」、ブロック１５２２に出る）、前記権利管理構成要素は、監査レコード（図１
５Ｂ、ブロック１５２４）を作成し、前記プロセスを終了することがある（図１５Ｂ、ブ
ロック１５２６）。
【０１６９】
　この例では、十分な権利および／またはリソースが使用できる場合（「イエス」、ブロ
ック１５２２に出る）、前記権利管理構成要素は、全体的な動作を完了するために、追加
イベントが処理される必要があるかどうかに関して決断を下すことがある（図１５Ｂ、ブ
ロック１５２８）。例えば、必要な権利および／またはリソースが前記動作を完了するた
めに使用できない場合には、全体的な動作の一部だけを実行することは望ましくない場合
がある。さらに多くのイベントが必要であるおよび／または希望される場合（「イエス」
、ブロック１５２８に出る）、前記権利管理構成要素は、このようなイベントごとにブロ
ック１５２０、１５２２を繰り返す（そして、もしかするとブロック１５２４、１５２６
を実行するかもしれない）。
【０１７０】
　イベントのそれぞれが十分な権利および／またはリソースを使用できる場合（「ノー」
、ブロック１５２８に出る）、前記権利管理構成要素は、希望される場合または必要とさ
れる場合、前記動作を実行するための権利および／またはリソースに使用できる代替策に
関する選択肢をユーザに提示することがある。代りにおよび／または加えて、前記権利管
理構成要素は、ユーザ優先情報（および／またはデフォルト）に頼り、（例えば、全体的
な費用、性能、品質などに基づいて）ユーザの代りにこのような決定を「自動的に」下す
ことがある。別の実施態様では、そのユーザの１つ、または複数のクラスが、選択する上
で濾波するか、またはそれ以外の場合使用可能なオプションの間で選択するのを助けるた
めに使用されることがある。依然として別の実施態様では、（例えば、専門家システム技
法を含む）人工知能が、代替策の間での選択を助けるために使用されることがある。別の
実施態様では、前記（および／または）他の技法のどれかまたはすべてが、前記選択プロ
セスで使用されることがある。
【０１７１】
　権利および／またはリソースに許容できる代替策がない場合、または前記選択プロセス
の他の否定的な面のため（例えば、ユーザが、グラフィックユーザインタフェースで「取
消」ボタンを押す、ユーザ対話プロセスがこのような選択を行うために使用できる時間を
超えるなど）（「ノー」、ブロック１５３０に出る）、前記権利管理構成要素は監査レコ
ードを作成し（図１５Ｂ、ブロック１５３２）、前記プロセスを終了することがある（図
１５Ｂ、ブロック１５３４）。
【０１７２】
　他方、選択プロセスが動作を実行するための権利および／またはリソースの１つまたは
複数の許容できるセットを識別し、先に進む決定が肯定的である場合（「イエス」、ブロ
ック１５３０に出る）、前記権利管理構成要素は、選択された権利および／またはリソー
スに基づき、第１機器だけを使用して、またはあらゆる追加機器（例えば、権利権威１０
００、または他の任意の接続される機器）との組み合わせで前記提案された動作を実行す
ることがある（図１５Ｃ、ブロック１５３６）。前記提案された動作のこのような協力的
なインプリメンテーションは、例えば、以下を含むことがある。
　・第１機器を使って動作の一部またはすべてを実行すること。
　・第１機器以外の１つまたは複数の機器を使って、動作の一部またはすべてを実行する
こと（例えば、権利権威１０００および／または他のなんらかの機器）。
　・第１機器を使って動作の一部を、１つまたは複数の機器を使って動作の一部を実行す
ること。あるいは、
　・これらの任意の組み合わせ。
【０１７３】
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　例えば、この段階は、Ｇｉｎｔｅｒらに開示されるイベント処理技法を使用して実行さ
れることがある。
【０１７４】
　１つの例示的な例として、第１機器は、ある特定のタスク（例えば、光ディスクから一
定の情報を読み取ること）を実行するために必要なリソースのすべてを有することがある
が、そのようにするのに必要な権利を欠いていることがある。このような例では、前記第
１機器は、それが前述される段階を通してタスクを実行するために必要とする追加の権利
を取得することがある。別の例示的な例では、第１機器は、ある特定のタスクを実行する
ために必要とされる権利のすべてを持つことがあるが、それがそのように行うためのリソ
ースを持たないことがある。例えば、第１機器が、一定の方法で情報にアクセスし、処理
し、またはそれ以外の場合使用するために、それが使用できる十分なハードウェアおよび
／またはソフトウェアのリソースを持たないことがある。この例では、段階１５３６は、
全体的にまたは部分的に第１機器によって供給される権利に基づき、他のなんらかの１つ
のまたは複数の機器によって全体的にまたは部分的に実行されることがある。依然として
別の例では、第１機器は、一定の動作を実行するために必要な権利とリソースの両方を欠
き、このような資源と権利を供給するために、１つまたは複数の追加の機器に頼ることが
ある。
【０１７５】
　この例では、前記権利管理要素は、前記動作の完了時に、１つまたは複数の監査レコー
ドを作成し（図１５Ｃ、ブロック１５３８）、前記プロセスが終了することがある（図１
５Ｃ、ブロック１５４０）。
【０１７６】
　低コストで大量生産可能なデジタルビデオディスクまたは他の高容量ディスクコピー保
護方式に対する現在の娯楽産業の要件を適切に満たすが、さらに高度なおよび／または安
全なプラットホームに、およびさらに少ない、さらに大きい、および／または異なる権利
リソースのデバイスの間での協力的な権利管理に、高められた伸張性のある権利管理機能
も提供する仕組みが説明されてきた。本発明は、現在もっとも実践的かつ好まれる実施態
様であると考えられていることに関して説明されてきたが、本発明が開示された実施態様
に限られることなく、反対に多様な修正および本発明の精神と範囲内に含まれる同等な仕
組みをカバーすることが意図されることが理解されなければならない。
【図面の簡単な説明】
【０１７７】
【図１Ａ】デジタルビデオディスクのような携帯記憶媒体を使用するための例の家庭用消
費者電子機器装置を示す図である。
【図１Ｂ】同じ携帯記憶媒体を使用するが、さらに高度な権利管理機能を提供するための
例の安全なノード装置を示す図である。
【図１Ｃ】保護された光ディスクを製造するための例のプロセスを示す図である。
【図２Ａ】図１Ａの消費者電子機器装置の例のアーキテクチャを示す図である。
【図２Ｂ】図１Ｂの安全なノード装置の例のアーキテクチャを示す図である。
【図３】図１Ａ装置によって使用される例のデータ構造を示す図である。
【図３Ａ】例の制御セット定義を示す図である。
【図３Ｂ】例の制御セット定義を示す図である。
【図４Ａ】図１Ａの機器によって提供される例の使用技法を示す図である。
【図４Ｂ】図１Ａの機器によって提供される例の使用技法を示す図である。
【図５】記憶媒体上の情報にアクセスするための図１Ｂの安全なノードによって使用され
る例のデータ構造を示す図である。
【図６】図１Ｂの安全なノードによって実行される例の使用技法を示す図である。
【図７】ＤＶＤ上に具備される特殊な安全なソフトウェアコンテナの例を図解するブロッ
ク図である。
【図８】ＤＶＤ媒体上に記憶されるビデオ財産コンテンツとともに、安全なコンテナの例
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【図９】例えば、安全なノードと使用するためのさらに複雑な規則取決めを有する追加コ
ンテナを含む、ＤＶＤ媒体上に記憶される標準コンテナの別の例を示すブロック図である
。
【図１０】安全な権利管理ノードを備えるＤＶＤプレーヤー付きのコンテナを有する（つ
まり、媒体上に記憶される）ＤＶＤの例の使用を示し、安全な権利管理ノードを持たない
ＤＶＤプレーヤー付きの同じＤＶＤの使用も示す図である。
【図１１】安全なノードを持たないＤＶＤプレーヤー付きの同じＤＶＤの使用と比較して
、本発明に従った権利管理の安全なノードを具備するＤＶＤプレーヤー上にコンテナを備
えないＤＶＤの使用を図解するブロック図である。
【図１２】例のネットワーク構成を示す図である。
【図１３】例のネットワーク構成を示す図である。
【図１４】例のネットワーク構成を示す図である。
【図１５Ａ】例の仮想権利プロセスを示す図である。
【図１５Ｂ】例の仮想権利プロセスを示す図である。
【図１５Ｃ】例の仮想権利プロセスを示す図である。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図２Ｂ】 【図３】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図４Ａ】 【図４Ｂ】
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５Ａ】 【図１５Ｂ】
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【図１５Ｃ】

【手続補正書】
【提出日】平成20年12月25日(2008.12.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　取り外し可能なＤＶＤディスクから情報を読み出すための読出し装置と、ネットワーク
に結合された通信ポートと、を含むＤＶＤ装置を動作する方法であって、
　前記取り外し可能なＤＶＤディスクを前記読出し装置に挿入する段階であって、前記取
り外し可能なＤＶＤディスクは、管理された情報と、前記管理された情報に対するアクセ
ス又は前記管理された情報の使用のうちの少なくとも一つの態様を管理する、第１のソフ
トウェアコンテナの形式で実装された第１の規則と、を記憶する、段階と、
　前記通信ポートにおいて、前記ネットワークを通して、第２のソフトウェアコンテナの
形式で実装された第２の規則を受け取る段階と、
　前記ＤＶＤ装置において、前記管理された情報の少なくとも一部の使用を管理するため
に前記第１の規則及び前記第２の規則を使用する段階と、
を含む方法。
【請求項２】
　前記第１の規則及び前記第２の規則を使用する段階が、
　前記通信ポートにおいて、ユーザ要求を受け取ると前記第１の規則及び前記第２の規則
を照会し、前記ユーザ要求によって要求された動作を許可するか否か判断する段階を含む
請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　前記第１の規則及び前記第２の規則を使用する段階が、
　前記通信ポートにおいて、前記動作が許可された場合、前記要求された動作を実行する
ための条件が満たされたか否か判断する段階を更に含む請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記条件が満たされたか否かを判断する段階が、
　前記通信ポートにおいて、ユーザのローカルに記憶される電子現金財布に貸方記入する
段階と、
　前記通信ポートにおいて、前記ネットワークを介して貸方勘定を要求する段階と、
　前記通信ポートにおいて、前記ネットワークを使用してユーザ証明書を入手する段階と
、
　前記ユーザ証明書をチェックする段階を含む請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記条件が満たされたか否かを判断する段階が、
　前記通信ポートにおいて、前記ネットワークを介して貸方勘定を要求する段階を更に含
む請求項４に記載の方法。
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