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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データ転送装置と、データ記録装置とから成るデータ転送システムにおいて、
　上記データ転送装置は、
　一次記録媒体に対してデータの記録再生を行う一次記録媒体ドライブ手段と、
　コンテンツデータを入力する入力手段と、
　上記入力手段で入力されたコンテンツデータであって、少なくとも著作権保護を要求さ
れるコンテンツデータについては、暗号化された状態で上記一次記録媒体に格納されるよ
うにする格納制御手段と、
　上記データ記録装置に対してデータ通信可能に接続する接続手段と、
　上記接続手段で接続された上記データ記録装置について特定種別の機器であるか否かの
認証処理を行う認証手段と、
　上記認証手段により特定種別の機器であることが認証された場合のみ、上記一次記録媒
体に格納されたコンテンツデータについて、暗号化状態での上記データ記録装置への転送
を許可するとともに、転送したコンテンツデータについては、上記データ記録装置からの
逆方向転送は許可しないように制御する転送制御手段と、
　を備え、
　上記データ記録装置は、
　上記データ転送装置の接続手段との間でデータ通信可能に接続される被接続手段と、
　上記データ転送装置の認証手段の認証処理に対応する処理を行う被認証処理手段と、
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　二次記録媒体に対してデータ記録を行う二次記録媒体ドライブ手段と、
　上記データ転送装置から転送されてきた暗号化されたコンテンツデータを非暗号化状態
に復号する復号手段と、
　上記復号手段で復号された非暗号化状態のコンテンツデータを上記二次記録媒体ドライ
ブ手段により上記二次記録媒体に記録させる記録制御手段と、
　を備えた、上記特定種別の機器である、
　ことを特徴とするデータ転送システム。
【請求項２】
　上記転送制御手段は、上記接続手段に接続されたデータ記録装置が、上記認証手段によ
り特定種別の機器であることが認証された場合であって、さらに、転送対象となるコンテ
ンツデータについて、そのコンテンツデータに付加された制御情報によって上記特定種別
の機器への転送を許可されていることが検出された場合に、上記一次記録媒体に格納され
た当該コンテンツデータについて、暗号化状態での上記データ記録装置への転送を許可す
ることを特徴とする請求項１に記載のデータ転送システム。
【請求項３】
　上記転送制御手段は、上記接続手段に接続されたデータ記録装置が、上記認証手段によ
り特定種別の機器であることが認証された場合であって、さらに、転送対象となるコンテ
ンツデータについて少なくとも転送回数を制限する転送許可条件を判別し、上記転送許可
条件が満たされている場合に、上記一次記録媒体に格納された当該コンテンツデータにつ
いて、暗号化状態での上記データ記録装置への転送を許可することを特徴とする請求項１
に記載のデータ転送システム。
【請求項４】
　一次記録媒体に対してデータの記録再生を行う一次記録媒体ドライブ手段と、
　コンテンツデータを入力する入力手段と、
　上記入力手段で入力されたコンテンツデータであって、少なくとも著作権保護を要求さ
れるコンテンツデータについては、暗号化された状態で上記一次記録媒体に格納されるよ
うにする格納制御手段と、
　二次記録媒体に対してデータ記録可能な外部のデータ記録装置に対して、データ通信可
能に接続する接続手段と、
　上記接続手段で接続された上記データ記録装置について特定種別の機器であるか否かの
認証処理を行う認証手段と、
　上記認証手段により上記データ記録装置が特定種別の機器であることが認証された場合
のみ、上記一次記録媒体に格納されたコンテンツデータについて、暗号化状態での上記デ
ータ記録装置への転送を許可するとともに、転送したコンテンツデータについては、上記
データ記録装置からの逆方向転送は許可しないように制御する転送制御手段と、
　を備えたことを特徴とするデータ転送装置。
【請求項５】
　上記認証手段は、
　上記データ転送装置の接続手段との間でデータ通信可能に接続される被接続手段と、
　上記データ転送装置の認証手段の認証処理に対応する処理を行う被認証処理手段と、
　二次記録媒体に対してデータ記録を行う二次記録媒体ドライブ手段と、
　上記データ転送装置から転送されてきた暗号化されたコンテンツデータを非暗号化状態
に復号する復号手段と、
　上記復号手段で復号された非暗号化状態のコンテンツデータを上記二次記録媒体ドライ
ブ手段により上記二次記録媒体に記録させる記録制御手段と、
　を備えたデータ記録装置を、
　上記特定種別の機器として認証することを特徴とする請求項４に記載のデータ転送装置
。
【請求項６】
　上記転送制御手段は、上記接続手段に接続されたデータ記録装置が、上記認証手段によ
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り特定種別の機器であることが認証された場合であって、さらに、転送対象となるコンテ
ンツデータについて、そのコンテンツデータに付加された制御情報によって上記特定種別
の機器への転送を許可されていることが検出された場合に、上記一次記録媒体に格納され
た当該コンテンツデータについて、暗号化状態での上記データ記録装置への転送を許可す
ることを特徴とする請求項４に記載のデータ転送装置。
【請求項７】
　上記転送制御手段は、上記接続手段に接続されたデータ記録装置が、上記認証手段によ
り特定種別の機器であることが認証された場合であって、さらに、転送対象となるコンテ
ンツデータについて少なくとも転送回数を制限する転送許可条件を判別し、上記転送許可
条件が満たされている場合に、上記一次記録媒体に格納された当該コンテンツデータにつ
いて、暗号化状態での上記データ記録装置への転送を許可することを特徴とする請求項４
に記載のデータ転送装置。
【請求項８】
　入力されたコンテンツデータのうちで、少なくとも著作権保護を要求されるコンテンツ
データについて、暗号化された状態で一次記録媒体に格納されるようにする格納手順と、
　二次記録媒体に対してデータ記録可能なデータ記録装置が、データ通信可能に接続され
た際に、そのデータ記録装置について特定種別の機器であるか否かの認証処理を行う認証
手順と、
　少なくとも上記認証手順において上記データ記録装置が上記特定種別の機器であると認
証されることを条件に、上記一次記録媒体に格納されたコンテンツデータについて、暗号
化状態での上記データ記録装置への転送を許可する転送許可手順と、
　上記データ記録装置へ転送したコンテンツデータについては、上記データ記録装置から
の逆方向転送は許可しないように制御する逆方向転送禁止制御手順と、
　が行われることを特徴とするデータ転送方法。
【請求項９】
　上記転送制御手順は、接続されたデータ記録装置が特定種別の機器であると認証された
場合であって、さらに、転送対象となるコンテンツデータについて、そのコンテンツデー
タに付加された制御情報によって上記特定種別の機器への転送を許可されていることが検
出された場合に、上記一次記録媒体に格納された当該コンテンツデータについて、暗号化
状態での上記データ記録装置への転送を許可することを特徴とする請求項８に記載のデー
タ転送方法。
【請求項１０】
　上記転送制御手順は、接続されたデータ記録装置が特定種別の機器であることが認証さ
れた場合であって、さらに、転送対象となるコンテンツデータについて少なくとも転送回
数を制限する転送許可条件を判別し、上記転送許可条件が満たされている場合に、上記一
次記録媒体に格納された当該コンテンツデータについて、暗号化状態での上記データ記録
装置への転送を許可することを特徴とする請求項８に記載のデータ転送方法。
【請求項１１】
　データ転送装置が、二次記録媒体に対してデータ記録可能な外部のデータ記録装置に対
してコンテンツデータの転送を行うための処理プログラムとして、
　入力されたコンテンツデータのうちで、少なくとも著作権保護を要求されるコンテンツ
データについて、暗号化された状態で一次記録媒体に格納されるようにする格納手順と、
　二次記録媒体に対してデータ記録可能なデータ記録装置がデータ通信可能に接続された
際に、そのデータ記録装置について特定種別の機器であるか否かの認証処理を行う認証手
順と、
　少なくとも上記認証手順において上記データ記録装置が上記特定種別の機器であると認
証されることを条件に、上記一次記録媒体に格納されたコンテンツデータについて、暗号
化状態での上記データ記録装置への転送を許可する転送許可手順と、
　上記データ記録装置へ転送したコンテンツデータについては、上記データ記録装置から
の逆方向転送は許可しないように制御する逆方向転送禁止制御手順と、
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　が行われるようにした処理プログラムが記録されたことを特徴とする記録媒体。
【請求項１２】
　上記転送制御手順は、接続されたデータ記録装置が特定種別の機器であると認証された
場合であって、さらに、転送対象となるコンテンツデータについて、そのコンテンツデー
タに付加された制御情報によって上記特定種別の機器への転送を許可されていることが検
出された場合に、上記一次記録媒体に格納された当該コンテンツデータについて、暗号化
状態での上記データ記録装置への転送を許可するようにされた処理プログラムが記録され
ていることを特徴とする請求項１１に記載の記録媒体。
【請求項１３】
　上記転送制御手順は、接続されたデータ記録装置が特定種別の機器であることが認証さ
れた場合であって、さらに、転送対象となるコンテンツデータについて少なくとも転送回
数を制限する転送許可条件を判別し、上記転送許可条件が満たされている場合に、上記一
次記録媒体に格納された当該コンテンツデータについて、暗号化状態での上記データ記録
装置への転送を許可するようにされた処理プログラムが記録されていることを特徴とする
請求項１１に記載の記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、著作権保護の求められる音楽等のコンテンツデータの転送／記録に好適な、
データ転送システム、データ転送装置、データ転送方法及び記録媒体に関するものである
。
【０００２】
【従来の技術】
例えばパーソナルコンピュータのＨＤＤ（ハードディスクドライブ）を一次記録媒体とし
て扱って音楽等のコンテンツデータを格納するとともに、格納したコンテンツデータを転
送して他の記録媒体（二次記録媒体）に記録し、その二次記録媒体側で音楽等の再生を楽
しむという使用形態がある。
【０００３】
この場合、ＨＤＤには、ＣＤ－ＤＡ（Compact Disc Digital Audio）やＤＶＤ（Digital 
Versatile Disc）などのパッケージメディアから再生された音楽等のコンテンツデータが
蓄積されたり、或いはパーソナルコンピュータが接続された通信ネットワークを介して外
部の音楽サーバ等からダウンロードされたコンテンツデータが蓄積される。そしてユーザ
ーは、パーソナルコンピュータに二次記録媒体の記録装置を接続して、ＨＤＤに蓄積され
たコンテンツデータを二次記録媒体にコピー（複製）又はムーブ（移動）し、当該二次記
録媒体に対応する再生装置で音楽等のコンテンツデータを再生させる。
【０００４】
二次記録媒体としては、例えばフラッシュメモリ等の半導体メモリを利用したメモリカー
ドや、光磁気ディスクとしてのミニディスク、或いはＣＤ－Ｒ（CD Recordable）、ＣＤ
－ＲＷ(CD Rewitable)、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷなどが考えられる。
二次記録媒体に対応する記録装置、再生装置として、これらのメディア（記録媒体）に対
応するレコーダ／プレーヤは、広く普及しており、据置型の記録再生装置や、ポータブル
タイプの記録再生装置などとして多様に存在し、各ユーザーはそれぞれ自分の好みや所有
する機器に合わせて、コンテンツデータの記録／再生を行うものとなる。
【０００５】
ところで、例えばこのようなコンテンツデータの使用形態を考えるときは、コンテンツデ
ータについての著作権保護を考慮しなければならない。例えばユーザーがコンテンツデー
タの配信サービスを利用したり、パッケージメディアの購入を行うなどして、ＨＤＤにコ
ンテンツデータを蓄積した後、そのコンテンツデータを無制限に二次記録媒体にコピー可
能とすると、著作権者の正当な保護がはかれない事態が生ずる。このためデジタルデータ
としてのコンテンツデータの扱い上で著作権保護を維持できるようにする様々な技術やデ



(5) JP 4300705 B2 2009.7.22

10

20

30

40

50

ータ処理上の取り決めが提案されているが、その１つにＳＤＭＩ（SECURE DIGITAL MUSIC
 INITIATIVE）という規格がある。
【０００６】
上記のような使用形態について、ＳＤＭＩで策定されたデータパスを図９に示す。なお、
このデータパスは、例えば一次記録媒体としてのＨＤＤを備えたパーソナルコンピュータ
において、音楽コンテンツの蓄積及び外部機器（二次記録媒体側）への転送処理について
のデータパスであり、換言すればパーソナルコンピュータにおいて音楽コンテンツの蓄積
／転送処理を行うソフトウエアにより実現されるものである。なお図９のデータパス上の
手順／処理はＤＰ２１～ＤＰ２８の符号を付しており、以下の説明では対応箇所をこの符
号で示す。
【０００７】
ネットワークを介して外部サーバから配信されたコンテンツデータ（以下、ネットワーク
コンテンツ）は、まずそれがＳＤＭＩに準拠した著作権保護されるコンテンツであるか否
かが確認される（ＤＰ２１）。
配信されるネットワークコンテンツとしては、サーバ側がＳＤＭＩに準拠したコンテンツ
として送信してくるもの（以下、ＳＤＭＩ準拠コンテンツ）と、ＳＤＭＩとは無関係なコ
ンテンツ（以下、非ＳＤＭＩコンテンツ）がある。
【０００８】
ＳＤＭＩ準拠コンテンツの場合は、そのデータは例えばＤＥＳ等の鍵暗号によって、コン
テンツ鍵ＣＫで暗号化されている。コンテンツデータ自体は、元々は例えばＡＴＲＡＣ３
などの圧縮方式でエンコードされたデータであり、これが暗号化されて配信されるもので
ある。
【０００９】
なお、本明細書では説明上、鍵ｘで暗号化されたデータｙを、
Ｅ（ｘ，ｙ）
と表す。
またその暗号化データＥ（ｘ，ｙ）について、鍵ｘにより暗号化を復号したデータを、
Ｄ｛ｘ，Ｅ（ｘ，ｙ）｝
と表すこととする。
従って、例えば上記のようにＡＴＲＡＣ３方式の圧縮データを「Ａ３Ｄ」とすると、鍵Ｃ
Ｋで暗号化されて配信されるＳＤＭＩ準拠コンテンツは、Ｅ（ＣＫ，Ａ３Ｄ）となる。
【００１０】
配信されたネットワークコンテンツがＳＤＭＩ準拠コンテンツであった場合は、ＨＤＤ等
の一次記録媒体にＳＤＭＩコンテンツとして蓄積される（ＤＰ２１→ＤＰ２２）。
この場合、コンテンツデータは配信されたＥ（ＣＫ，Ａ３Ｄ）の状態でＨＤＤに書き込ま
れる。或いは、暗号化が一旦復号された後、別の鍵ＣＫ’で暗号化が行われ、つまり鍵の
掛け替えが行われて、Ｅ（ＣＫ’，Ａ３Ｄ）の状態でＨＤＤに書き込まれる。
【００１１】
一方、ネットワークコンテンツが非ＳＤＭＩコンテンツであった場合は、ウォーターマー
クチェック、即ち電子透かしによるスクリーニング処理が行われる（ＤＰ２１→ＤＰ２３
）。
さらに、例えばパーソナルコンピュータに装備されているＣＤ－ＲＯＭドライブ等のディ
スクドライブ装置、或いはパーソナルコンピュータと接続されたディスクドライブ装置に
おいて再生されるＣＤ－ＤＡ、ＤＶＤ等のパッケージメディアから読み出されたコンテン
ツデータ（以下、ディスクコンテンツ）については、直接ウォーターマークチェックが行
われる（ＤＰ２３）。
つまりＳＤＭＩに準拠していないコンテンツデータについては、ウォーターマークチェッ
クが行われることになる。
【００１２】
もしウォーターマークチェックに合格しない場合は、そのコンテンツデータはＳＤＭＩデ
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ータパス上でコピー不可扱いとなる（ＤＰ２３→ＤＰ２５）。具体的な扱いはソフトウエ
ア設計により多様に考えられるが、例えばＨＤＤには格納するが、他のメディアへのコピ
ー／ムーブのための転送が不可能なコンテンツデータと扱われるようにしたり、或いはＳ
ＤＭＩ準拠のコンテンツ処理上においてＨＤＤに格納されないものとすることが考えられ
る。
【００１３】
ウォーターマークチェックに合格した場合、即ち電子透かしが存在し、かつコピーコント
ロールビットとしてコピー許可が確認された場合は、合法的にコピー可能なコンテンツデ
ータと判断され、続いてそのコンテンツデータをＳＤＭＩ扱いとするか否かが確認される
（ＤＰ２４）。このようなコンテンツデータをＳＤＭＩに準拠したものとして扱うか否か
は、ソフトウエア設計やユーザー設定などに応じたものとすればよい。
【００１４】
ＳＤＭＩ扱いとしない場合は、非ＳＤＭＩ扱いとして当該ＳＤＭＩに準拠したコンテンツ
データパスからは除外される（ＤＰ２６）。例えばＳＤＭＩに対応しない記録装置への転
送等を可能とする場合もある。
一方、ＳＤＭＩ扱いとする場合は、そのコンテンツデータは暗号化され、ＳＤＭＩコンテ
ンツとしてＨＤＤに蓄積される（ＤＰ２４→ＤＰ２２）。例えばＥ（ＣＫ，Ａ３Ｄ）の状
態、又はＥ（ＣＫ’，Ａ３Ｄ）の状態でＨＤＤに蓄積される
【００１５】
以上のデータパスにより、ＨＤＤ等の一次記録媒体には、ネットワークを介して得られた
ＳＤＭＩ扱いのコンテンツ（以下、ＳＤＭＩネットワークコンテンツ）や、ＣＤ－ＤＡな
どのディスク（或いは他のメディアもあり得る）から取り出したＳＤＭＩ扱いのコンテン
ツ（以下、ＳＤＭＩディスクコンテンツ）が蓄積されるものとなる。
【００１６】
ＨＤＤに格納されたＳＤＭＩコンテンツ（ＳＤＭＩネットワークコンテンツ又はＳＤＭＩ
ディスクコンテンツ）は、所定のルールのもとで、ＳＤＭＩ対応の記録再生装置に対して
転送し、ＳＤＭＩ対応の二次記録媒体にコピー可能とされる。ここでいうＳＤＭＩ対応の
記録再生装置とは、例えばメモリカード用のポータブルレコーダ／プレーヤなどとして知
られているものであるが、ＳＤＭＩでの暗号化に対応できる機器である。
【００１７】
ＳＤＭＩディスクコンテンツの場合は、ＳＤＭＩディスクコンテンツに対応する転送の扱
いのルール（Usage Rule）が決められており、その扱いルールのもとで、ＳＤＭＩ対応の
記録再生装置に対してコピーのための転送が認められる（ＤＰ２８）。
なお、一次記録媒体（ＨＤＤ）からＳＤＭＩ対応記録再生装置で記録再生される二次記録
媒体（メモリカード等）に対してのコピー転送は「チェックアウト」と呼ばれる。逆に二
次記録媒体からの一次記録媒体へのムーブ転送は「チェックイン」と呼ばれる。なお二次
記録媒体から一次記録媒体へのムーブの場合は、二次記録媒体上では当該コンテンツデー
タは消去された状態となる。
ＳＤＭＩディスクコンテンツに対応する転送の扱いルールとしては、１つのコンテンツデ
ータにつき例えば３回までのチェックアウトが許されるなど、所定のチェックアウト上限
回数が定められている。従って、例えばＳＤＭＩ対応の３つの二次記録媒体まではコピー
が許可される。またチェックインが行われた場合は、そのコンテンツデータについてのチ
ェックアウト回数が減算されるものとなる。従って、例え３つのＳＤＭＩ対応二次記録媒
体にコピーした後であっても、そのうちの１つの二次記録媒体からチェックインさせれば
、そのコンテンツはさらにもう一度、ＳＤＭＩ対応二次記録媒体にコピー可能とされる。
つまり、常に最大３つのＳＤＭＩ対応二次記録媒体にコンテンツデータが併存することが
許されるものとなる。
【００１８】
ＳＤＭＩネットワークコンテンツの場合も、ＳＤＭＩネットワークコンテンツに対応する
転送の扱いのルール（Usage Rule）が決められており、その扱いルールのもとで、ＳＤＭ
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Ｉ対応の記録再生装置に対してコピーのための転送が認められる（ＤＰ２７）。
この扱いルールとしては、上記同様にチェックアウト回数の上限等が決められるものであ
るが、その上限回数などは、ＳＤＭＩディスクコンテンツの場合の扱いルールと同様とし
てもよいし、異なる回数としてもよい。例えばチェックアウト上限を１回とすることが考
えられる。その場合は、１つのコンテンツデータにつき、他の１つのＳＤＭＩ対応の二次
記録媒体にしかコピーできないが、その二次記録媒体からチェックインすれば、再度コピ
ー転送が可能となる。
【００１９】
これらの扱いルールに従って、ＳＤＭＩ対応の二次記録媒体に対してコピーするためにＳ
ＤＭＩコンテンツが転送される場合は、その伝送線路上では暗号化状態のままデータ伝送
が行われる。つまり例えば上記のＥ（ＣＫ，Ａ３Ｄ）の状態又はＥ（ＣＫ’，Ａ３Ｄ）の
状態で転送される。
さらに、暗号化されて伝送されてきたＳＤＭＩコンテンツを受信したＳＤＭＩ対応記録再
生装置では、そのＳＤＭＩコンテンツを暗号化状態のままで二次記録媒体にコピー記録す
ることになる。
【００２０】
ＳＤＭＩ対応記録再生装置が、二次記録媒体にコピー記録されたＳＤＭＩコンテンツを再
生する場合は、二次記録媒体から読み出したコンテンツデータの暗号化を復号して再生す
るものとなる。つまりＥ（ＣＫ，Ａ３Ｄ）の状態又はＥ（ＣＫ’，Ａ３Ｄ）の状態で二次
記録媒体に記録されたコンテンツデータを、鍵ＣＫ、又は鍵ＣＫ’による復号処理を行う
。
即ちＤ｛ＣＫ，Ｅ（ＣＫ，Ａ３Ｄ）｝＝Ａ３Ｄ、又はＤ｛ＣＫ’，Ｅ（ＣＫ’，Ａ３Ｄ）
｝＝Ａ３Ｄ、として暗号解読されたＡＴＲＡＣ３データ（Ａ３Ｄ）として元のコンテンツ
データを得る。このコンテンツデータについてはＡＴＲＡＣ３圧縮に対する伸張処理等を
行うことで、例えばオーディオデータとして復調され、音楽等の再生出力を行う。
【００２１】
以上のようなＳＤＭＩ準拠のデータパスによれば、ネットワーク上のサーバから二次記録
媒体に至るまで、暗号化が施されたデータとなっていることや、コピー管理が行われるこ
とで、コンテンツデータについての適切な著作権保護が可能となるものである。
【００２２】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、このようなＳＤＭＩ準拠での二次記録媒体へのコンテンツデータのコピーにお
いては、次のような不都合が生じる場合がある。
【００２３】
今、仮に現在広く普及しているミニディスク（光磁気ディスク）を二次記録媒体として用
いることを考える。
例えばＳＤＭＩ対応のミニディスク記録装置を考える場合、そのミニディスク記録装置は
、チェックアウトされたＳＤＭＩコンテンツについて、暗号化されたままのＥ（ＣＫ，Ａ
３Ｄ）の状態又はＥ（ＣＫ’，Ａ３Ｄ）の状態でミニディスクに記録するものとされる。
そして再生時には、Ｄ｛ＣＫ，Ｅ（ＣＫ，Ａ３Ｄ）｝＝Ａ３Ｄ、又はＤ｛ＣＫ’，Ｅ（Ｃ
Ｋ’，Ａ３Ｄ）｝＝Ａ３Ｄ、として暗号解読されたＡＴＲＡＣ３データ（Ａ３Ｄ）を得た
うえで、所定のデコード処理を行って音楽等の再生出力を行う。
【００２４】
一方、一般に普及しているミニディスクシステムでは、ミニディスクに暗号化データを記
録するものではない。当然、ミニディスク再生装置としては暗号解読の機能はない。
従って、ＳＤＭＩ対応のミニディスク記録装置でコンテンツデータをミニディスクに記録
したとしても、そのミニディスクに記録されたコンテンツデータを、ＳＤＭＩ対応でない
多くのミニディスクプレーヤでは再生できないものとなる。つまり再生互換性が得られな
い。
これは、一般ユーザーが購入したＳＤＭＩコンテンツの適正な利用を制限するものとなり
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、一般ユーザに対するＳＤＭＩコンテンツ提供サービスの価値や満足度を大きく低下させ
ることがある。
【００２５】
このような点を考慮すると、ＳＤＭＩコンテンツを二次記録媒体にコピー記録する際に、
暗号化を解いた状態で、例えばＳＤＭＩに対応していないミニディスク記録装置に転送し
、そのまま暗号化されていない状態でミニディスク等の二次記録媒体に記録できるように
することが考えられる。
しかしながらそのようなコピーを可能とすることは、コンテンツデータのコピーを容易に
可能とすることになる。これは違法なコピーが可能となる余地を残してしまうことにもな
り、ＳＤＭＩの本来の目的である著作権保護が実現できないおそれがある。
【００２６】
【課題を解決するための手段】
　本発明はこのような事情に応じて、音楽等の著作権保護を要するコンテンツデータの利
用について、ユーザーの適正な利用が制限されず、その一方で著作権保護機能も維持でき
るようにすることを目的とする。
　このために本発明では、データ転送装置、及びデータ転送装置とデータ記録装置から成
るデータ転送システムを提供し、さらにデータ転送装置において行われるデータ転送方法
、データ転送装置を実現する動作プログラムを記録した記録媒体を提供する。
【００２７】
本発明のデータ転送装置は、一次記録媒体に対してデータの記録再生を行う一次記録媒体
ドライブ手段と、コンテンツデータを入力する入力手段と、上記入力手段で入力されたコ
ンテンツデータであって、少なくとも著作権保護を要求されるコンテンツデータについて
は、暗号化された状態で上記一次記録媒体に格納されるようにする格納制御手段と、二次
記録媒体に対してデータ記録可能な外部のデータ記録装置に対して、データ通信可能に接
続する接続手段と、上記接続手段で接続された上記データ記録装置について特定種別の機
器であるか否かの認証処理を行う認証手段と、上記認証手段により上記データ記録装置が
特定種別の機器であることが認証された場合のみ、上記一次記録媒体に格納されたコンテ
ンツデータについて、暗号化状態での上記データ記録装置への転送を許可するとともに、
転送したコンテンツデータについては、上記データ記録装置からの逆方向転送は許可しな
いように制御する転送制御手段とを備えるようにする。
【００２８】
　また上記特定種別の機器となるデータ記録装置は、一次記録媒体に格納されたコンテン
ツデータの転送が可能な外部のデータ転送装置との間で、データ通信可能に接続される被
接続手段と、上記データ転送装置の認証処理に対応する処理を行う被認証処理手段と、二
次記録媒体に対してデータ記録を行う二次記録媒体ドライブ手段と、上記データ転送装置
から転送されてきた暗号化されたコンテンツデータを非暗号化状態に復号する復号手段と
、上記復号手段で復号された非暗号化状態のコンテンツデータを上記二次記録媒体ドライ
ブ手段により上記二次記録媒体に記録させる記録制御手段と、を備えるものとする。
【００２９】
上記データ転送装置の上記転送制御手段は、上記接続手段に接続されたデータ記録装置が
、上記認証手段により特定種別の機器であることが認証された場合であって、さらに、転
送対象となるコンテンツデータについて、そのコンテンツデータに付加された制御情報に
よって上記特定種別の機器への転送を許可されていることが検出された場合に、上記一次
記録媒体に格納された当該コンテンツデータについて、暗号化状態での上記データ記録装
置への転送を許可する。
または、上記転送制御手段は、上記接続手段に接続されたデータ記録装置が、上記認証手
段により特定種別の機器であることが認証された場合であって、さらに、転送対象となる
コンテンツデータについて少なくとも転送回数を制限する転送許可条件を判別し、上記転
送許可条件が満たされている場合に、上記一次記録媒体に格納された当該コンテンツデー
タについて、暗号化状態での上記データ記録装置への転送を許可する。
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【００３０】
また本発明は、上記のようなデータ転送装置、データ記録装置によりデータ転送システム
を構築する。
【００３１】
本発明のデータ転送方法は、入力されたコンテンツデータのうちで、少なくとも著作権保
護を要求されるコンテンツデータについて、暗号化された状態で一次記録媒体に格納され
るようにする格納手順と、二次記録媒体に対してデータ記録可能なデータ記録装置がデー
タ通信可能に接続された際に、そのデータ記録装置について特定種別の機器であるか否か
の認証処理を行う認証手順と、少なくとも上記認証手順において上記データ記録装置が上
記特定種別の機器であると認証されることを条件に、上記一次記録媒体に格納されたコン
テンツデータについて、暗号化状態での上記データ記録装置への転送を許可する転送許可
手順と、上記データ記録装置へ転送したコンテンツデータについては、上記データ記録装
置からの逆方向転送は許可しないように制御する逆方向転送禁止制御手順と、が行われる
ようにする。
また転送許可手順では、さらに、転送対象となるコンテンツデータについて、そのコンテ
ンツデータに付加された制御情報によって上記特定種別の機器への転送を許可されている
ことが検出された場合に、転送を許可する。
また転送制御手順では、さらに、転送対象となるコンテンツデータについて少なくとも転
送回数を制限する転送許可条件を判別し、上記転送許可条件が満たされている場合に、転
送を許可する。
【００３２】
本発明の記録媒体は、データ転送装置が二次記録媒体に対してデータ記録可能な外部のデ
ータ記録装置に対してコンテンツデータの転送を行うための処理プログラムとして、入力
されたコンテンツデータのうちで、少なくとも著作権保護を要求されるコンテンツデータ
について、暗号化された状態で一次記録媒体に格納されるようにする格納手順と、二次記
録媒体に対してデータ記録可能なデータ記録装置がデータ通信可能に接続された際に、そ
のデータ記録装置について特定種別の機器であるか否かの認証処理を行う認証手順と、少
なくとも上記認証手順において上記データ記録装置が上記特定種別の機器であると認証さ
れることを条件に、上記一次記録媒体に格納されたコンテンツデータについて、暗号化状
態での上記データ記録装置への転送を許可する転送許可手順と、上記データ記録装置へ転
送したコンテンツデータについては、上記データ記録装置からの逆方向転送は許可しない
ように制御する逆方向転送禁止制御手順と、が行われるようにした処理プログラムが記録
されたものとする。
転送許可手順では、さらに、転送対象となるコンテンツデータについて、そのコンテンツ
データに付加された制御情報によって上記特定種別の機器への転送を許可されていること
が検出された場合に、転送を許可したり、或いは転送制御手順では、さらに、転送対象と
なるコンテンツデータについて少なくとも転送回数を制限する転送許可条件を判別し、上
記転送許可条件が満たされている場合に、転送を許可する。
【００３３】
以上のような構成の本発明によれば、例えばＳＤＭＩコンテンツについては、データ転送
装置に接続されたデータ記録装置が認証ＯＫとなることや、データ記録装置からのチェッ
クインを認めないという条件のもとに、データ記録装置への転送を可能とする。さらには
ＳＤＭＩコンテンツの提供者（著作権者やサーバ）が転送を許可していることや、或いは
さらにチェックアウト回数などの転送許可条件を満たしていることに基づいてＳＤＭＩコ
ンテンツの転送が可能とされる。そして転送されたコンテンツデータについては、データ
記録装置側で暗号化を解いた状態で二次記録媒体に記録できるものとなる。
【００３４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を次の順序で説明する。
１．システム構成
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２．データ転送装置の構成例（一次記録媒体側機器／ＰＣ）
３．データ記録装置の構成例（二次記録媒体側機器／記録再生装置）
４．認証処理
５．ＳＤＭＩコンテンツの転送処理例
【００３５】
１．システム構成
図１にシステム構成例を示す。本発明のデータ転送装置に相当するのは一次記録媒体側機
器１であり、本発明のデータ記録装置に相当するのは二次記録媒体側機器２０Ａである。
従って、図１のうちで一次記録媒体側機器１と二次記録媒体側機器２０Ａの構成が本発明
のデータ転送システムに相当する。
【００３６】
一次記録媒体側機器１は、例えばパーソナルコンピュータにより形成される。以下、説明
の便宜上、一次記録媒体側機器１をパーソナルコンピュータ１と表記する場合もある。た
だし一次記録媒体側機器１は、必ずしもパーソナルコンピュータによって形成されるもの
ではない。
この一次記録媒体側機器１は、例えばパーソナルコンピュータ上で起動されるＳＤＭＩコ
ンテンツデータの蓄積／転送等を実行するソフトウエアによって、本発明でいうデータ転
送装置としての動作を実行する。
そしてパーソナルコンピュータ１に内蔵（又は外付け）のＨＤＤ５が一次記録媒体（及び
一次記録媒体ドライブ手段）とされる。なお実施の形態の説明ではＨＤＤ５を一次記録媒
体とするが、もちろん一次記録媒体に相当する記録メディアはＨＤＤに限られず、例えば
光ディスク、光磁気ディスク等のメディア、機器内蔵の半導体メモリ、可搬型の半導体メ
モリ（メモリカード等）など、各種のものが考えられる。
【００３７】
一次記録媒体側機器１は、通信ネットワーク１１０を介してコンテンツサーバ９１と通信
可能とされ、これによって音楽等のコンテンツデータのダウンロードが可能とされる。も
ちろんコンテンツサーバ９１は複数存在し、パーソナルコンピュータ１のユーザーは多様
なデータダウンロードサービスを任意に利用できるものである。
コンテンツサーバ９１からパーソナルコンピュータ１にダウンロードされるコンテンツデ
ータとしては、ＳＤＭＩ準拠のコンテンツデータもあれば、ＳＤＭＩに準拠していないコ
ンテンツデータもある。
【００３８】
ネットワーク１１０を形成する伝送路は、有線又は無線の公衆回線網とされてもよいし、
パーソナルコンピュータ１とコンテンツサーバ９１の専用回線としてもよい。具体的には
ネットワーク１１０としては、例えばインターネット、衛星通信網、光ファイバー網、そ
の他各種の通信回線が適用できる。
【００３９】
また、パーソナルコンピュータ１のＨＤＤ５には、内蔵或いは外付けのディスクドライブ
装置によりＣＤ－ＤＡやＤＶＤなどのパッケージメディア９０（以下、ディスク９０とも
いう）から再生された音楽等のコンテンツデータを蓄積させることもできる。
【００４０】
パーソナルコンピュータ１には、二次記録媒体側機器２０Ａ又は２０Ｂを接続し、この二
次記録媒体側機器２０Ａ又は２０Ｂに対して、ＨＤＤ５に蓄積したコンテンツデータを転
送可能とされる。二次記録媒体側機器２０Ａ又は２０Ｂは、二次記録媒体に対する記録装
置（記録再生装置）とされる。そしてパーソナルコンピュータ１から転送されてきたコン
テンツデータを二次記録媒体にコピー記録できるものとされる。
【００４１】
二次記録媒体側機器２０Ａ、２０Ｂの具体例としては、各種考えられるが、ここでいう二
次記録媒体側機器２０Ｂは、ＳＤＭＩ対応の記録装置である。つまり図９で説明したＳＤ
ＭＩ対応の記録再生装置がこれに相当する。この場合、二次記録媒体としては、例えばフ
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ラッシュメモリ等の半導体メモリを利用したＳＤＭＩ対応のメモリカードが想定される。
従って二次記録媒体側機器２０Ｂとは、例えばＳＤＭＩ対応のメモリカードに対する記録
再生装置となる。この場合、二次記録媒体にはＳＤＭＩコンテンツが暗号化された状態で
記録されるものとなる。
【００４２】
一方、二次記録媒体側機器２０Ａは、本発明でいうデータ記録装置に相当し、詳しくは後
述するが、著作権保護が要求されるＳＤＭＩコンテンツを、暗号化を解いた状態で二次記
録媒体に記録するものである。ここでの二次記録媒体の例としては、ミニディスクを挙げ
る。従って二次記録媒体側機器２０Ａは、ミニディスク記録再生装置とされる。以下、二
次記録媒体側機器２０Ａを、記録再生装置２０Ａと表記する場合もある。
【００４３】
ただし、二次記録媒体側機器２０Ａが記録再生するメディアはミニディスク以外にも、例
えばフラッシュメモリ等の半導体メモリを利用したメモリカードや、光磁気ディスクとし
てのミニディスク、或いはＣＤ－Ｒ（CD Recordable）、ＣＤ－ＲＷ(CD Rewitable)、Ｄ
ＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷなどが考えられる。従って、二次記録媒体側機
器２０Ａとしては、これらのメディアに対応する記録装置であればよい。
【００４４】
パーソナルコンピュータ１と二次記録媒体側機器２０Ａ又は２０Ｂとは、例えばＵＳＢ（
Universal Serial Bus）、ＩＥＥＥ１３９４などの伝送規格に基づく接続が行われる。も
ちろん他の伝送規格の有線伝送路、或いは無線伝送路によりコンテンツデータ等の転送が
可能とされるものでもよい。
【００４５】
２．データ転送装置の構成例（一次記録媒体側機器／ＰＣ）
図２に、データ転送装置となる一次記録媒体側機器１の構成を示す。なお、個々で説明す
る例は、パーソナルコンピュータにより一次記録媒体側機器１を形成する場合であるが、
同様の機能を持つ構成が専用のハードウエアにより構築されるなどにより、データ転送専
用の機器として形成されてもよい。
【００４６】
本例の場合は、パーソナルコンピュータ１にデータ転送装置としての機能を実行させるソ
フトウエアプログラムがインストールされることでデータ転送装置となる一次記録媒体側
機器が実現される。なお、本明細書で「パーソナルコンピュータ」又は「コンピュータ」
といっているのは、いわゆる汎用コンピュータとしての広義の意味である。
当該プログラムは、コンピュータに内蔵されている記録媒体としてのハードディスク（Ｈ
ＤＤ）５やＲＯＭ３に予め記録しておくことができる。
あるいはまた、プログラムは、フロッピーディスク、ＣＤ－ＲＯＭ(Compact Disc Read O
nly Memory)、ＭＯ(Magneto optical)ディスク、ＤＶＤ(Digital Versatile Disc)、磁気
ディスク、半導体メモリなどのリムーバブル記録媒体９０に、一時的あるいは永続的に格
納（記録）しておくことができる。このようなリムーバブル記録媒体９０は、いわゆるパ
ッケージソフトウェアとして提供することができる。
【００４７】
なお、プログラムは、上述したようなリムーバブル記録媒体９０からコンピュータにイン
ストールする他、ダウンロードサイトから、ディジタル衛星放送用の人工衛星を介して、
コンピュータに無線で転送したり、ＬＡＮ(Local Area Network)、インターネットといっ
たネットワークを介して、コンピュータに有線で転送し、コンピュータでは、そのように
して転送されてくるプログラムを、通信部８で受信し、内蔵するＨＤＤ５にインストール
することができる。
【００４８】
図２のコンピュータ１は、ＣＰＵ(Central Processing Unit)２を内蔵している。ＣＰＵ
２には、バス１２を介して、入出力インタフェース１０が接続されている。ＣＰＵ２は、
入出力インタフェース１０を介して、ユーザによって、キーボードや、マウス、マイク等



(12) JP 4300705 B2 2009.7.22

10

20

30

40

50

で構成される入力部７が操作等されることにより指令が入力されると、それに従って、Ｒ
ＯＭ(Read Only Memory)３に格納されているプログラムを実行する。あるいはまた、ＣＰ
Ｕ２は、ＨＤＤ５に格納されているプログラム、衛星若しくはネットワークから転送され
、通信部８で受信されてＨＤＤ５にインストールされたプログラム、またはドライブ９に
装着された光ディスク等のリムーバブル記録媒体９０から読み出されてＨＤＤ５にインス
トールされたプログラムを、ＲＡＭ(Random Access Memory)４にロードして実行する。こ
れにより、ＣＰＵ２は、後述するＳＤＭＩコンテンツに対してのデータ転送装置としての
処理を実行する。
そしてＣＰＵ２は、その処理結果を、必要に応じて、例えば入出力インタフェース１０を
介して、ＬＣＤ(Liquid Crystal Display)やスピーカ等で構成される出力部６から出力、
あるいは通信部８から送信、さらにはＨＤＤ５に記録等させる。
【００４９】
本例の場合、通信部８は、図１のネットワーク１１０を介した各種サーバとの通信が可能
とされる。即ちコンピュータ１は、外部のコンテンツサーバ９１から音楽コンテンツ等の
ネットワークコンテンツのダウンロードが可能とされる。ダウンロードされるネットワー
クコンテンツは、後述する手順で、ＳＤＭＩ対応のコンテンツとしての処理、もしくはＳ
ＤＭＩ非対応のコンテンツとしての処理が行われ、例えば少なくともＳＤＭＩ対応の処理
としてはＳＤＭＩコンテンツとしてＨＤＤ５に蓄積される。ＨＤＤ５に蓄積されたＳＤＭ
Ｉコンテンツは、ＳＤＭＩ対応の二次記録媒体側機器２０Ｂ、又は本発明のデータ記録装
置とされる、認証された特定種別の二次記録媒体側機器（記録再生装置）２０Ａに対する
転送対象のコンテンツとなる。
【００５０】
接続部１１は、二次記録媒体側機器２０Ａ、２０Ｂとの間でデータ通信可能に接続される
部位である。例えばＵＳＢインターフェース、ＩＥＥＥ１３９４インターフェースなどの
例が考えられる。もちろん他の規格の有線インターフェースや、赤外線や電波を用いた無
線インターフェースであってもよい。
【００５１】
なお、本例のデータ転送装置として実行する認証処理やデータ転送処理については後述す
るが、それらの処理は後述する手順に沿って時系列に処理する必要はなく、並列的あるい
は個別に実行される処理（例えば、並列処理あるいはオブジェクトによる処理）も含むも
のである。
また、プログラムは、１つのコンピュータにより処理されるものであっても良いし、複数
のコンピュータによって分散処理されるものであっても良い。さらに、プログラムは、遠
方のコンピュータに転送されて実行されるものであっても良い。
【００５２】
３．データ記録装置の構成例（二次記録媒体側機器／記録再生装置）
本発明のデータ記録装置に相当する二次記録媒体側機器（記録再生装置）２０Ａの構成例
を図３に示す。
この例は、記録再生装置２０Ａを例えばミニディスクレコーダとして構成したものである
。従って二次記録媒体１００は、ミニディスク（光磁気ディスク）の例となる。以下「ミ
ニディスク１００」とも表記する。
なお、図３においては、二次記録媒体１００としてのミニディスクに対する記録再生デー
タの処理系、及び上記一次記録媒体側機器１との間の認証処理やデータ転送に対する処理
系のみを示し、ミニディスク１００に対する駆動系、サーボ系、再生出力系等は通常のミ
ニディスク記録再生装置と同様であるため詳しい図示を省略している。
【００５３】
ＣＰＵ２１は記録再生装置２０Ａとしての全体を制御するシステムコントローラとなる。
具体的には、ミニディスク１００に対する記録再生のために、回転駆動、スピンドルサー
ボ、フォーカスサーボ、トラッキングサーボ、スレッドサーボなどの制御、光学ヘッド／
磁気ヘッドのレーザ光や磁界印加動作の制御、記録再生データのエンコード／デコード処
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理の制御などを行う。また、パーソナルコンピュータ１との間の認証のための通信やデー
タ生成の指示や、パーソナルコンピュータ１からの各種コマンドのやりとり、転送されて
くるコンテンツデータに対する処理などの制御も行う。
また図示していないが、ユーザーインターフェースとして操作部や表示部が設けられるが
、操作部からのユーザー操作の監視及び操作に応じた処理や、表示部の表示制御なども行
う。
【００５４】
記録／再生部２５は、光学ヘッド、磁気ヘッド、ディスク回転駆動系、サーボ系等が備え
られ、実際にミニディスク１００に対してデータの記録／再生を行う部位である。
【００５５】
エンコード／デコード部２４は、ミニディスク１００に対する記録データのエンコード、
及びミニディスク１００から再生された再生データのデコードを行う。公知のようにミニ
ディスクシステムの場合は、記録データはＡＣＩＲＣエラー訂正符号のエンコード処理や
ＥＦＭ変調処理が施される。エンコード／デコード部２４は、記録データに対してＡＣＩ
ＲＣエンコード及びＥＦＭエンコードを行って記録／再生部２５に供給することになる。
また再生時には、記録／再生部２５から読み出されて供給されてきたデータ（ＲＦ信号）
に対して二値化処理、ＥＦＭ復調、ＡＣＩＲＣ方式のエラー訂正処理などのデコード処理
を行うことになる。
【００５６】
コーデック２３は、ＡＴＲＡＣ／ＡＴＲＡＣ３方式の圧縮符号化による圧縮処理、及び伸
張処理を行う部位である。
ミニディスク１００に記録されるデータは、ＡＴＲＡＣ方式の圧縮符号化が行われた後、
上記エンコード処理が施されたものである。従って当該記録再生装置２０Ａに、圧縮符号
化がされていないデータ、例えばＰＣＭオーディオデータ等が記録データとして入力され
た場合は、コーデック２３でＡＴＲＡＣ方式の圧縮符号化が行われ、その圧縮データがエ
ンコード／デコード部２４に供給されることになる。
また再生時には、記録／再生部２５で読み出され、エンコード／デコード部２４でデコー
ドされたデータは、ＡＴＲＡＣ方式の圧縮符号化状態のデータである。このためコーデッ
ク２３でＡＴＲＡＣ方式の圧縮に対する伸張処理が行われることで、例えば４４．１ＫＨ
ｚ、１６ビット量子化のデジタルオーディオデータが復調される。このデジタルオーディ
オデータは、図示しない出力系の回路において、例えばＤ／Ａ変換、アナログ信号処理、
増幅処理等が行われて、スピーカ出力信号とされ、音楽等として再生される。
或いは、デジタルオーディオデータの状態で他の機器に対して出力可能とすることもでき
る。
【００５７】
以上の構成は、通常のミニディスクシステムの記録再生装置にも備えられる構成要素であ
るが、本例の記録再生装置２０Ａでは、一次記録媒体側機器１としてのパーソナルコンピ
ュータに対応する部位として、インターフェース部２６及び復号部２９が設けられる。
【００５８】
インターフェース部２６は、図２のパーソナルコンピュータ１の接続部１１との間で接続
され、パーソナルコンピュータ１との間でデータ通信を行う部位である。このため、送受
信データのバッファリングを行うバッファ部２７、及びインターフェース上の信号処理を
行う送受信処理部２８が設けられる。例えばＵＳＢ又はＩＥＥＥ１３９４などの通信方式
に対応する信号処理を行う。
インターフェース部２６を介してパーソナルコンピュータ１との通信としては、パーソナ
ルコンピュータ１からの各種コマンドの受信や、後述する認証処理のためのデータの送受
信、及びＳＤＭＩコンテンツの受信などがある。
【００５９】
復号部２９は、ＳＤＭＩコンテンツの暗号化処理に対応するための部位であり、鍵記憶部
３０、復号処理部３１を備える。
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鍵記憶部３０には、暗号化されて転送されてくるＳＤＭＩコンテンツを復号するための鍵
（鍵ＣＫ、鍵ＣＫ’等）が記憶される。この鍵ＣＫ等は、予め記憶されているものでもよ
いし、データ転送装置としてのパーソナルコンピュータ１が所定の時点で記録再生装置２
０Ａに送信し、それを記憶するものとしてもよい。また、パーソナルコンピュータ１が鍵
ＣＫ等を伝える場合は、その鍵ＣＫ自体も他の鍵ＣＣＫで暗号化し、記録再生装置２０Ａ
側で鍵ＣＣＫを用いて鍵ＣＫを復号して、鍵記憶部３０に記憶するようにしてもよい。
【００６０】
ＳＤＭＩコンテンツに対する鍵ＣＫ等が記憶されていることで、復号処理部３１は、鍵Ｃ
Ｋ等で暗号化された状態で送信されてきたてＳＤＭＩコンテンツ、即ち例えばＥ（ＣＫ、
Ａ３Ｄ）の状態のコンテンツを、復号することができる。つまりＤ｛ＣＫ，Ｅ（ＣＫ、Ａ
３Ｄ）｝＝Ａ３Ｄとして、復号されたＡＴＲＡＣ３圧縮状態のデータを得ることができる
。このようにして復号されたＡＴＲＡＣ３圧縮データは、エンコード／デコード部２４で
のエンコード処理を経て、記録／再生部２５でミニディスク１００に記録できる。
【００６１】
なお、ＳＤＭＩコンテンツは、必ずしもＡＴＲＡＣ３圧縮データが暗号化されたものでは
ない。例えばリニアＰＣＭデータが鍵ＣＫで暗号化されたものなども考えられる。つまり
例えばＥ（ＣＫ、ＰＣＭ）の状態のコンテンツが転送入力去る場合もある。その場合は、
当然ながら復号処理部でＤ｛ＣＫ，Ｅ（ＣＫ、ＰＣＭ）｝＝ＰＣＭとして、復号されたリ
ニアＰＣＭデータが得られる。その場合は、当該ＰＣＭデータは、コーデック２３でＡＴ
ＲＡＣ３圧縮処理が行われた後、エンコード／デコード部２４でのエンコード処理を経て
、記録／再生部２５でミニディスク１００に記録できる。
【００６２】
鍵記憶部３０は、さらに認証処理のための鍵を記憶する場合もある。後述する認証処理例
では、記録再生装置２０Ａが記憶している公開鍵Ｐ、秘密鍵Ｓを使用する。その場合は公
開鍵Ｐ、秘密鍵Ｓも、鍵記憶部３０に記憶されることになる。
【００６３】
４．認証処理
実施の形態でいう記録再生装置２０Ａとは、上記図３の構成を備え、パーソナルコンピュ
ータ１からの認証ＯＫとなった記録再生装置のことをいうものである。後述するが、記録
再生装置２０Ａは、パーソナルコンピュータ１から転送されたＳＤＭＩコンテンツを、暗
号化を解いた状態でミニディスク１００に記録するものとなる。認証とは、このような記
録動作が許可された機器として正当なものであるかを確認する処理となる。
【００６４】
この認証処理は、パーソナルコンピュータ１の接続部１１に、ＳＤＭＩ対応記録再生装置
２０Ｂ以外の記録再生装置が接続された場合に行われる。なお、ＳＤＭＩ対応記録再生装
置２０Ｂが接続された場合は、その機器が本例でいうＳＤＭＩ対応の記録再生装置２０Ｂ
であることを確認する処理が行われる。即ち接続機器が、ＳＤＭＩ対応の記録再生装置２
０Ｂと確認されなかった場合に、以下説明する認証処理が行われ、記録再生装置２０Ａで
あるか否かが確認されるものとなる。
【００６５】
本例での認証処理は、非対称暗号（公開鍵暗号）を用いた認証方式を実行するものとして
いる。非対称暗号では、暗号化の鍵と復号化の鍵が異なる。いま、暗号前のデータをＤｂ
、暗号鍵をＣＫｅ、復号鍵をＣＫｄとすると、暗号化データＣは、Ｃ＝Ｅ（ＣＫｅ，Ｄｂ
）で暗号化が行われ、またＤ（ＣＫｄ，Ｃ）＝ＤｂでデータＤｂが復号される。
ここで暗号鍵ＣＫｅ、復号鍵ＣＫｄは鍵のペアと呼ばれ、一方は公開鍵として公開し、他
方は秘密鍵として所定部位に保持されるものである。
以下説明する認証処理では、鍵のペアＣＫｅ、ＣＫｄのうちで公開鍵をＰ、秘密鍵をＳと
して表して説明する。上述したようにこの場合、記録再生装置２０Ａは、鍵記憶部３０に
暗号鍵ＣＫｅ、復号鍵ＣＫｄとなる、公開鍵Ｐ、秘密鍵Ｓを記憶していることになる。
【００６６】
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認証処理に際しては、例えば一次記録媒体側機器（パーソナルコンピュータ）１のＣＰＵ
２が、二次記録媒体側機器（記録再生装置）２０ＡのＣＰＵ２１に対して認証要求のコマ
ンドを送信した後、ＣＰＵ２（一次記録媒体側機器（パーソナルコンピュータ）１）と、
ＣＰＵ２１（二次記録媒体側機器（記録再生装置）２０Ａ）の間で図４のような処理が行
われることになる。
【００６７】
認証処理が開始されると、まず二次記録媒体側機器２０ＡのＣＰＵ２１は、処理Ｓ１とし
て、鍵記憶部３０に記憶している公開鍵Ｐをインターフェース部２６から一次記録媒体側
機器１に送信させる。なお、公開鍵Ｐは一次記録媒体側機器１側も知っている鍵である。
一次記録媒体側機器１のＣＰＵ２は、公開鍵Ｐを受信したら、続いて処理Ｓ２として、乱
数ｒを発生させる。そして処理Ｓ３として、二次記録媒体側機器２０Ａに乱数ｒを送信す
る。
次に二次記録媒体側機器２０ＡのＣＰＵ２１は、処理Ｓ４として受信された乱数ｒを、鍵
記憶部３０に記憶された秘密鍵Ｓを用いて暗号化する。そして処理Ｓ５として、暗号化デ
ータＥ（Ｓ，ｒ）を一次記録媒体側機器１に送信する。
【００６８】
一次記録媒体側機器１のＣＰＵ２は、暗号化データＥ（Ｓ，ｒ）を受信したら、処理Ｓ６
として、暗号化データＥ（Ｓ，ｒ）を、公開鍵Ｐにより復号する。つまりＤ｛Ｐ，Ｅ（Ｓ
，ｒ）｝の処理を行う。
そして処理Ｓ７として、上記処理Ｓ２で発生させた乱数ｒと、上記処理Ｓ６での復号結果
Ｄ｛Ｐ，Ｅ（Ｓ，ｒ）｝を比較する。
ここで、公開鍵Ｐと秘密鍵Ｓが適正な鍵のペアであったとすると、ｒ＝Ｄ｛Ｐ，Ｅ（Ｓ，
ｒ）｝の結果が得られるはずである。
そこで、比較結果が一致していた場合は、当該二次記録媒体側機器２０Ａが、公開鍵Ｐに
対する秘密鍵Ｓを保持していることが確認されたことになるため、処理Ｓ８から処理Ｓ９
に進み、当該二次記録媒体側機器２０Ａを正当な接続相手として認証する。
一方、比較結果が一致していなければ処理Ｓ８から処理Ｓ１０に進み、接続された二次記
録媒体側機器は、正当な接続相手（即ちＳＤＭＩコンテンツを転送してよい機器）ではな
いとして認証ＮＧとする。
【００６９】
例えば以上のような認証処理により、接続された機器が、本例の二次記録媒体側機器２０
Ａが認証されると、一次記録媒体側機器１は、その接続された機器に対してＳＤＭＩコン
テンツの転送を許可する条件の１つが満たさと認識することになる。
【００７０】
５．ＳＤＭＩコンテンツの転送処理例
続いて実施の形態としての一次記録媒体側機器（パーソナルコンピュータ）１から二次記
録媒体側機器（記録再生装置）２０ＡへのＳＤＭＩコンテンツの転送処理について第１～
第４の例を説明していく。各例は図５～図８を用い、上述した図９と同様にデータパスを
参照しながら行う。各図に示したデータパスは、パーソナルコンピュータ１のＣＰＵ２の
処理によって実行されるものである。さらに言えば、ＣＰＵ２は、リムーバブル記録媒体
９０等からインストールされた転送処理プログラムに基づいて、以下のデータパスの処理
を実行する。
なお図５～図８のデータパス上の手順／処理はＤＰ１～ＤＰ１１の符号を付しており、以
下の説明では対応箇所をこの符号で示す。
【００７１】
［第１の転送処理例］
第１の転送処理例を図５のデータパスで説明する。
図１のコンテンツサーバ９１からネットワーク１１０を介してパーソナルコンピュータ１
に配信されたネットワークコンテンツは、まずそれがＳＤＭＩに準拠した著作権保護され
るコンテンツであるか否かが確認される（ＤＰ１）。
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配信されるネットワークコンテンツとしては、サーバ側がＳＤＭＩに準拠したコンテンツ
として送信してくるＳＤＭＩ準拠コンテンツと、ＳＤＭＩとは無関係な非ＳＤＭＩコンテ
ンツがある。
そしてＳＤＭＩ準拠コンテンツの場合は、そのデータは例えばＤＥＳ等の鍵暗号によって
、コンテンツ鍵ＣＫで暗号化されている。コンテンツデータ自体は、元々はＡＴＲＡＣ３
などの圧縮方式でエンコードされたデータであるとすると、ＳＤＭＩ準拠コンテンツは、
Ｅ（ＣＫ，Ａ３Ｄ）の状態で配信される。
【００７２】
配信されたネットワークコンテンツがＳＤＭＩ準拠コンテンツであった場合は、一次記録
媒体であるＨＤＤ５にＳＤＭＩコンテンツとして蓄積される（ＤＰ１→ＤＰ２）。
この場合、コンテンツデータは配信されたＥ（ＣＫ，Ａ３Ｄ）の状態でＨＤＤ５に書き込
まれる。或いは、暗号化が一旦復号された後、別の鍵ＣＫ’で暗号化が行われ、つまり鍵
の掛け替えが行われて、Ｅ（ＣＫ’，Ａ３Ｄ）の状態でＨＤＤ５に書き込まれる。
【００７３】
一方、ネットワークコンテンツが非ＳＤＭＩコンテンツであった場合は、ウォーターマー
クチェック、即ち電子透かしによるスクリーニング処理が行われる（ＤＰ１→ＤＰ３）。
さらに、例えばパーソナルコンピュータ１に装備されているＣＤ－ＲＯＭドライブ等のド
ライブ９、或いはパーソナルコンピュータ１と接続されたディスクドライブ装置において
再生されるＣＤ－ＤＡ、ＤＶＤ等のパッケージメディアから読み出されたコンテンツデー
タ（ディスクコンテンツ）については、直接ウォーターマークチェックが行われる（ＤＰ
３）。
つまりＳＤＭＩに準拠していないコンテンツデータについては、ウォーターマークチェッ
クが行われることになる。
【００７４】
もしウォーターマークチェックに合格しない場合は、そのコンテンツデータはＳＤＭＩデ
ータパス上でコピー不可扱いとなる（ＤＰ３→ＤＰ５）。具体的な扱いはソフトウエア設
計により多様に考えられるが、例えばＨＤＤ５には格納するが、他のメディアへのコピー
／ムーブのための転送が不可能なコンテンツデータと扱われるようにしたり、或いはＳＤ
ＭＩ準拠のコンテンツ処理上においてＨＤＤ５に格納されないものとすることが考えられ
る。
【００７５】
ウォーターマークチェックに合格した場合、即ち電子透かしが存在し、かつコピーコント
ロールビットとしてコピー許可が確認された場合は、合法的にコピー可能なコンテンツデ
ータと判断され、続いてそのコンテンツデータをＳＤＭＩ扱いとするか否かが確認される
（ＤＰ４）。このようなコンテンツデータをＳＤＭＩに準拠したものとして扱うか否かは
、ソフトウエア設計やユーザー設定などに応じたものとすればよい。
【００７６】
ＳＤＭＩ扱いとしない場合は、非ＳＤＭＩ扱いとして当該ＳＤＭＩに準拠したコンテンツ
データパスからは除外される（ＤＰ６）。例えばＳＤＭＩに対応しない記録装置への転送
等を可能としてもよい。
一方、ＳＤＭＩ扱いとする場合は、そのコンテンツデータは暗号化され、ＳＤＭＩコンテ
ンツとしてＨＤＤ５に蓄積される（ＤＰ４→ＤＰ２）。例えばＥ（ＣＫ，Ａ３Ｄ）の状態
、又はＥ（ＣＫ’，Ａ３Ｄ）の状態でＨＤＤ５に蓄積される
【００７７】
以上のデータパスにより、一次記録媒体としてのＨＤＤ５には、ネットワーク１１０を介
して得られたＳＤＭＩ扱いのコンテンツ（ＳＤＭＩネットワークコンテンツ）や、ＣＤ－
ＤＡなどのディスク或いは他のメディアから取り出したＳＤＭＩ扱いのコンテンツ（ＳＤ
ＭＩディスクコンテンツ）が蓄積されるものとなる。
【００７８】
ＨＤＤ５に格納されたＳＤＭＩコンテンツ（ＳＤＭＩネットワークコンテンツ又はＳＤＭ
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Ｉディスクコンテンツ）は、所定のルールのもとで、ＳＤＭＩ対応の記録再生装置２０Ｂ
に対して転送し、ＳＤＭＩ対応の二次記録媒体にコピー可能とされる。また本例の場合は
ＳＤＭＩ対応の記録再生装置２０Ｂ以外に、上述した認証処理がＯＫとなった記録再生装
置２０Ａにも、所定の条件の下で転送可能となる。
【００７９】
まず、接続部１１にＳＤＭＩ対応の記録再生装置２０Ｂが接続されている場合は、以下の
ようになる。
ＳＤＭＩディスクコンテンツの場合は、ＳＤＭＩディスクコンテンツに対応する転送の扱
いのルール（Usage Rule）が決められており、その扱いルールのもとで、ＳＤＭＩ対応の
記録再生装置２０Ｂに対してコピーのための転送が認められる（ＤＰ８）。
ＳＤＭＩディスクコンテンツに対応する転送の扱いルールとしては、１つのコンテンツデ
ータにつき例えば３回までのチェックアウトが許されるなど、所定のチェックアウト上限
回数が定められている。従って、例えばＳＤＭＩ対応の３つの二次記録媒体まではコピー
が許可される。またチェックインが行われた場合は、そのコンテンツデータについてのチ
ェックアウト回数が減算されるものとなる。従って、例え３つのＳＤＭＩ対応二次記録媒
体にコピーした後であっても、そのうちの１つの二次記録媒体からチェックインさせれば
、そのコンテンツはさらにもう一度、ＳＤＭＩ対応二次記録媒体にコピー可能とされる。
つまり、常に最大３つのＳＤＭＩ対応二次記録媒体にコンテンツデータが併存することが
許されるものとなる。
【００８０】
ＳＤＭＩネットワークコンテンツの場合も、ＳＤＭＩネットワークコンテンツに対応する
転送の扱いのルール（Usage Rule）が決められており、その扱いルールのもとで、ＳＤＭ
Ｉ対応の記録再生装置２０Ｂに対してコピーのための転送が認められる（ＤＰ７）。
この扱いルールとしては、上記同様にチェックアウト回数の上限等が決められるものであ
るが、その上限回数などは、ＳＤＭＩディスクコンテンツの場合の扱いルールと同様とし
てもよいし、異なる回数としてもよい。例えばチェックアウト上限を１回とすることが考
えられる。その場合は、１つのコンテンツデータにつき、他の１つのＳＤＭＩ対応の二次
記録媒体にしかコピーできないが、その二次記録媒体からチェックインすれば、再度コピ
ー転送が可能となる。
【００８１】
これらの扱いルールに従って、ＳＤＭＩ対応の二次記録媒体に対してコピーするためにＳ
ＤＭＩコンテンツが転送される場合は、その伝送線路上では暗号化状態のままデータ伝送
が行われる。つまり例えば上記のＥ（ＣＫ，Ａ３Ｄ）の状態又はＥ（ＣＫ’，Ａ３Ｄ）の
状態で転送される。
さらに、暗号化されて伝送されてきたＳＤＭＩコンテンツを受信したＳＤＭＩ対応記録再
生装置２０Ｂでは、そのＳＤＭＩコンテンツを暗号化状態のままで二次記録媒体にコピー
記録することになる。
【００８２】
ＳＤＭＩ対応記録再生装置２０Ｂが、二次記録媒体にコピー記録されたＳＤＭＩコンテン
ツを再生する場合は、二次記録媒体から読み出したコンテンツデータの暗号化を復号して
再生する。つまりＥ（ＣＫ，Ａ３Ｄ）の状態又はＥ（ＣＫ’，Ａ３Ｄ）の状態で二次記録
媒体に記録されたコンテンツデータを、鍵ＣＫ、又は鍵ＣＫ’による復号処理を行う。
即ちＤ｛ＣＫ，Ｅ（ＣＫ，Ａ３Ｄ）｝＝Ａ３Ｄ、又はＤ｛ＣＫ’，Ｅ（ＣＫ’，Ａ３Ｄ）
｝＝Ａ３Ｄ、として暗号解読されたＡＴＲＡＣ３データ（Ａ３Ｄ）として元のコンテンツ
データを得る。このコンテンツデータについてはＡＴＲＡＣ３圧縮に対する伸張処理等を
行うことで、例えばオーディオデータとして復調し、音楽等の再生出力を行う。
【００８３】
以上のように、ＳＤＭＩ準拠のコンテンツデータは、ＳＤＭＩ対応の記録再生装置２０Ｂ
にチェックアウトされるまでのデータパス、さらには二次記録媒体上に至るまで、暗号化
が施されたデータとなっていることや、上記転送の扱いルールチェックによるコピー管理
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が行われることで、コンテンツデータについての適切な著作権保護が可能となる。
ここまで説明した処理は、図９で説明した通常のＳＤＭＩデータパスと同様である。
【００８４】
一方、接続部１１に、上述した認証処理がＯＫとなった記録再生装置２０Ａが接続されて
いる場合は、次のような処理が採られる。
ＨＤＤ５に蓄積されている或るＳＤＭＩネットワークコンテンツを記録再生装置２０Ａに
転送する処理が求められた場合は、当該ＳＤＭＩネットワークコンテンツ内に付加されて
いる制御信号を確認し、「ＭＤＯＫ」のフラグがアクティブになっているか否かを確認す
る（ＤＰ９）。
このＭＤＯＫフラグとは、サーバ９１や著作権者が、二次記録媒体としてのミニディスク
に暗号解読した状態でコピー記録することを容認するか否かを示す制御情報となる。つま
りコンテンツサーバ９１側で予め設定しておく制御情報である。
なお、「ＭＤＯＫ」というのは説明の便宜上付したフラグ名称であって、ミニディスクを
記録再生装置２０Ａでの二次記録媒体として例に挙げていることに応じたものである。二
次記録媒体１００をミニディスク以外とする場合に、当該フラグ処理が適用できないこと
を意味するものではない。
【００８５】
ＭＤＯＫフラグがアクティブであった場合、そのＳＤＭＩネットワークコンテンツは、記
録媒体側機器２０Ａに対しての転送が許可されるものとなる。
ただし、このときさらなる条件として、一旦転送してミニディスク１００にコピー記録し
たコンテンツデータについては、チェックインは認めないものとする。
【００８６】
これらの条件に従って、ＳＤＭＩネットワークコンテンツを記録再生装置２０Ａに転送す
る場合は、その伝送線路上では暗号化状態のままデータ伝送が行われる。つまり例えば上
記のＥ（ＣＫ，Ａ３Ｄ）の状態又はＥ（ＣＫ’，Ａ３Ｄ）の状態で転送される。
そしてこの暗号化されたＳＤＭＩネットワークコンテンツは、図３の記録再生装置２０Ａ
においてインターフェース部２６で受信処理された後、復号部２９で暗号化が復号され、
例えば元のＡＴＲＡＣ３圧縮データ（Ａ３Ｄ）とされる。そしてその暗号化が解かれたコ
ンテンツデータが、エンコード／デコード部２４によるエンコード処理を経て記録／再生
部２５に供給され、ミニディスク１００にコピー記録されるものとなる。
【００８７】
従って記録再生装置２０Ａが、ミニディスク１００にコピー記録したＳＤＭＩコンテンツ
を再生する場合は、ミニディスク１００から読み出したデータについて通常のミニディス
クシステムでのデコード処理、つまりＥＦＭ復調、ＡＣＩＲＣエラー訂正、ＡＴＲＡＣ圧
縮方式に対する伸張処理等を行えばよい。
これは、当該コピー記録されたミニディスク１００は、通常のミニディスク再生装置に装
填した場合も、コンテンツデータが通常に再生できるものとなっていることを意味する。
つまりユーザーは、ミニディスク１００にコピー記録したＳＤＭＩネットワークコンテン
ツを、ＳＤＭＩ非対応の通常のミニディスク再生装置で再生させ、音楽等を楽しむことが
できる。
【００８８】
なお、転送前のＭＤＯＫフラグチェックにおいて、転送しようとするＳＤＭＩネットワー
クコンテンツのＭＤＯＫフラグがオフとなっていた場合は、転送は許可されない。つまり
コピー不可扱いとなる（ＤＰ１０）。
【００８９】
以上の、ＳＤＭＩ対応記録再生装置２０Ｂ以外の記録再生装置への転送処理をまとめると
、次のようになる。
即ち、ＳＤＭＩネットワークコンテンツについては、▲１▼記録再生装置２０Ａが認証Ｏ
Ｋとなったこと、▲２▼転送しようとするコンテンツデータについてＭＤＯＫフラグがア
クティブであること（著作権者側が認めていること）、▲３▼チェックインは不可とされ
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ること、の条件を満たすことで、記録再生装置２０Ａに対して転送が許可され、つまり非
暗号化状態でミニディスク１００にコピー記録されることが許可される。
これにより、ユーザーはミニディスク１００に記録したＳＤＭＩネットワークコンテンツ
を有効に利用でき、ユーザーに対するサービス性を向上させるとともに、上記▲１▼▲２
▼▲３▼の転送条件が満たされて許可されることでＳＤＭＩ対応記録再生装置２０Ｂ以外
の機器に対する無制限なコピー転送はできず、また転送時にはまだ暗号化状態とされてい
るため、著作権保護機能も確保される。
【００９０】
［第２の転送処理例］
第２の転送処理例を図６のデータパスで説明する。なお、ＤＰ１～ＤＰ８は図５の場合と
同様であるため説明を省略し、パーソナルコンピュータ１に認証ＯＫとなった記録再生装
置２０Ａが接続されている場合についてのみ説明する。
【００９１】
接続部１１に、上述した認証処理がＯＫとなった記録再生装置２０Ａが接続されている場
合は、次のような処理が採られる。
ＨＤＤ５に蓄積されている或るＳＤＭＩネットワークコンテンツを記録再生装置２０Ａに
転送する処理が求められた場合は、まずＳＤＭＩネットワークコンテンツに対する転送の
扱いルールチェックが行われる（ＤＰ７）。つまり、接続された機器がＳＤＭＩ対応記録
再生装置２０Ｂか、或いは認証ＯＫとなった記録再生装置２０Ａかに関わらず、チェック
アウト回数の上限が共通に確認される。
例えばＳＤＭＩネットワークコンテンツに対する転送の扱いルールとして、１回のチェッ
クアウトしか認められない場合は、過去にＳＤＭＩ対応の記録再生装置２０Ｂに対してチ
ェックアウトしていた場合は（チェックインされていない限り）、認証ＯＫとなった記録
再生装置２０Ａへの転送は不可となる。
【００９２】
ＳＤＭＩネットワークコンテンツに対する転送の扱いルールチェックをクリアした場合は
、続いて当該ＳＤＭＩネットワークコンテンツ内に付加されている制御信号を確認し、Ｍ
ＤＯＫフラグがアクティブになっているか否かを確認する（ＤＰ７→ＤＰ９）。
ＭＤＯＫフラグがオフとなっていた場合は、転送は許可されない（ＤＰ１０）。
ＭＤＯＫフラグがアクティブであった場合、そのＳＤＭＩネットワークコンテンツは、記
録媒体側機器２０Ａに対しての転送が許可されるものとなる。この場合、その伝送線路上
では暗号化状態のままデータ伝送が行われる。そして記録再生装置２０Ａにおいては、暗
号化が復号された状態でミニディスク１００にコピー記録される。
またこの場合も、一旦転送してミニディスク１００にコピー記録したコンテンツデータに
ついては、チェックインは認めないものとする。
【００９３】
このような転送処理例では、ＳＤＭＩネットワークコンテンツについては、▲１▼記録再
生装置２０Ａが認証ＯＫとなったこと、▲２▼転送しようとするコンテンツデータについ
てＭＤＯＫフラグがアクティブであること（著作権者側が認めていること）、▲３▼チェ
ックインは不可とされること、▲４▼ＳＤＭＩネットワークコンテンツについての転送先
機器を特定しない転送扱いルールチェックがクリアされること、の条件を満たすことで、
記録再生装置２０Ａに対して転送が許可され、非暗号化状態でのミニディスク１００への
コピー記録が可能となる。
これにより、上記第１の転送処理例と同様の効果が得られると共に、転送許可の条件に、
接続機器を特定しない共通の転送扱いルールチェックによりコピー回数上限が守られるこ
とで、第１の転送処理例の場合よりも著作権保護機能がより強化されたものとなる。
【００９４】
［第３の転送処理例］
第３の転送処理例を図７のデータパスで説明する。なお、この場合もＤＰ１～ＤＰ８は図
５の場合と同様であるため説明を省略し、パーソナルコンピュータ１に認証ＯＫとなった
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記録再生装置２０Ａが接続されている場合についてのみ説明する。
【００９５】
接続部１１に、上述した認証処理がＯＫとなった記録再生装置２０Ａが接続されている場
合は、次のような処理が採られる。
ＨＤＤ５に蓄積されている或るＳＤＭＩネットワークコンテンツを記録再生装置２０Ａに
転送する処理が求められた場合は、当該ＳＤＭＩネットワークコンテンツ内に付加されて
いる制御信号を確認し、ＭＤＯＫフラグがアクティブになっているか否かを確認する（Ｄ
Ｐ９）。
ＭＤＯＫフラグがオフとなっていた場合は、転送は許可されない（ＤＰ９→ＤＰ１０）。
【００９６】
ＭＤＯＫフラグがアクティブであった場合は、続いて、ＳＤＭＩネットワークコンテンツ
に対する転送の扱いルールチェックが行われる（ＤＰ１１）。これは、接続先がＳＤＭＩ
対応の記録再生装置２０Ｂである場合に行われるＤＰ７の転送扱いルールチェックとは別
の独立したチェックとなる。即ちＳＤＭＩ対応の記録再生装置２０Ｂに対するチェックア
ウトとは無関係に、チェックアウト回数の上限などが決められており、その上限回数内の
転送であるか否かが判断される。そして上限回数内の転送であればチェックＯＫとなり、
一方、既に上限回数までの転送が実施されていた場合は、チェックＮＧとなって転送は許
可されない（ＤＰ１１→ＤＰ１０）。
【００９７】
ＳＤＭＩネットワークコンテンツについての記録再生装置２０Ａに対する転送の扱いルー
ルチェックをクリアした場合は、そのＳＤＭＩネットワークコンテンツは、記録媒体側機
器２０Ａに対しての転送が許可されるものとなる。この場合、その伝送線路上では暗号化
状態のままデータ伝送が行われる。そして記録再生装置２０Ａにおいては、暗号化が復号
された状態でミニディスク１００にコピー記録される。
またこの場合も、一旦転送してミニディスク１００にコピー記録したコンテンツデータに
ついては、チェックインは認めないものとする。
【００９８】
このような転送処理例では、ＳＤＭＩネットワークコンテンツについては、▲１▼記録再
生装置２０Ａが認証ＯＫとなったこと、▲２▼転送しようとするコンテンツデータについ
てＭＤＯＫフラグがアクティブであること（著作権者側が認めていること）、▲３▼チェ
ックインは不可とされること、▲４▼ＳＤＭＩネットワークコンテンツの転送先を記録再
生装置２０Ａとした場合の転送扱いルールチェックがクリアされること、の条件を満たす
ことで、記録再生装置２０Ａに対して転送が許可され、非暗号化状態でのミニディスク１
００へのコピー記録が可能となる。
これにより、上記第１の転送処理例と同様の効果が得られると共に、転送許可の条件に、
接続機器が記録再生装置２０Ａの場合の転送扱いルールチェックが行われることで、著作
権保護機能は第１の転送処理例の場合よりも強化されているが、第２の転送処理例よりは
緩やかなものとなる。なお、ここでいう「緩やか」とは、ユーザーの正当な利用範囲がや
や広げられるという意味であり、不正コピーを容易化するという意味ではない（少なくと
も第１の転送処理例のレベルの著作権保護機能により、不正コピーは困難なものとなって
いる）。
【００９９】
［第４の転送処理例］
第４の転送処理例を図８のデータパスで説明する。なお、この場合もＤＰ１～ＤＰ８は図
５の場合と同様であるため説明を省略している。また、パーソナルコンピュータ１に認証
ＯＫとなった記録再生装置２０Ａが接続されている場合において、ＳＤＭＩネットワーク
コンテンツを転送する場合の処理（ＤＰ９，ＤＰ１０）は図５と同様としている。
ここでは、ＳＤＭＩディスクコンテンツの扱いについて述べる。
【０１００】
接続部１１に、上述した認証処理がＯＫとなった記録再生装置２０Ａが接続されている場
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合であって、ＨＤＤ５に蓄積されている或るＳＤＭＩディスクコンテンツを記録再生装置
２０Ａに転送する処理が求められた場合は、そのＳＤＭＩディスクコンテンツについては
、記録媒体側機器２０Ａに対しての転送が許可される。そして、その伝送線路上では暗号
化状態のままデータ伝送が行われ、記録再生装置２０Ａにおいては、暗号化が復号された
状態でミニディスク１００にコピー記録される。
またこの場合も、一旦転送してミニディスク１００にコピー記録したコンテンツデータに
ついては、チェックインは認めないものとする。
【０１０１】
このような転送処理例では、ＳＤＭＩディスクコンテンツについては、▲１▼記録再生装
置２０Ａが認証ＯＫとなったこと、▲２▼チェックインは不可とされること、の条件を満
たすことで、記録再生装置２０Ａに対して転送が許可され、非暗号化状態でのミニディス
ク１００へのコピー記録が可能となる。
これにより、ＳＤＭＩディスクコンテンツについても、ミニディスク１００にコピーした
状態でユーザーの利用性を広げることができると共に、転送先の機器が特定されることと
チェックインができないということ、さらには暗号化状態で伝送されることで、著作権保
護機能を確保できる。
【０１０２】
なお、上述のＭＤＯＫフラグのようなフラグチェックが行われないのは、既に一般に普及
しているＣＤ－ＤＡ等にそのような制御情報が記録されていないためである。このため著
作権者側の意志が反映されないものとなるが、もともとデジタルコピーに関しては従来よ
り採用されているＳＣＭＳ（シリアルコピーマネジメントシステム）によりデジタルコピ
ー回数が制限されるものとなるため、著作権保護機能が不十分となることはない。
【０１０３】
ところで、ＳＤＭＩディスクコンテンツに関しても、接続先を特定しない転送扱いルール
チェック、もしきは記録再生装置２０Ａを接続先とした場合の転送扱いルールチェックが
行われるようにして、より著作権保護機能を向上させることも考えられる。
【０１０４】
以上、実施の形態としての例を説明してきたが、本発明は上記例に限定されるものではな
い。
例えば上述してきたデータ転送処理の対象となるのはＳＤＭＩコンテンツに限られず、特
に著作権保護が求められるデータに広く適用できる。
また一次記録媒体はＨＤＤ以外に多様に考えられる。
もちろん二次記録媒体、二次記録媒体側機器２０Ａとしてもミニディスク、ミニディスク
記録装置に限らず、多様な例が考えられる。二次記録媒体１００としては、ＣＤ－Ｒ、Ｃ
Ｄ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ、各種メモリカードなどであって
もよい。従って二次記録媒体側機器２０Ａは、これらのメディアに対応する記録装置であ
ればよい。
【０１０５】
【発明の効果】
以上の説明からわかるように本発明によれば、例えばＳＤＭＩコンテンツなど著作権保護
が求められるコンテンツデータとしてデータ転送装置における一次記録媒体に格納された
コンテンツデータは、データ転送装置に接続されたデータ記録装置が認証ＯＫとなること
や、データ記録装置からのチェックインを認めないという条件でデータ記録装置への転送
を許可する。或いはさらにはＳＤＭＩコンテンツの提供者（著作権者やサーバ）が転送を
許可していることという条件が満たされる場合、或いはさらに転送回数上限を設定した転
送許可条件が満たされている場合に、データ記録装置への転送を許可する。そしてデータ
記録装置では転送されてきたコンテンツデータを暗号化を解いた状態で二次記録媒体に記
録するものとなる。
このため、当該記録された二次記録媒体（例えばミニディスクなど）は、従前より普及し
ている再生装置によっても再生可能となり、ユーザーのコンテンツ利用に対して無用な制
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限がかかることを解消できる。これにより一般ユーザーに対するサービスを向上できる。
そして、上記のような条件により転送／コピー記録が許可されることから、無制限なコピ
ーが可能となるものではない。さらに転送時の伝送路上では暗号化は解除されていない。
これらのことから著作権保護の安全性を維持できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態のシステム構成のブロック図である。
【図２】実施の形態の一次記録媒体側機器のブロック図である。
【図３】実施の形態の二次記録媒体側機器のブロック図である。
【図４】実施の形態の認証処理の説明図である。
【図５】実施の形態のＳＤＭＩコンテンツのデータパス例の説明図である。
【図６】実施の形態のＳＤＭＩコンテンツのデータパス例の説明図である。
【図７】実施の形態のＳＤＭＩコンテンツのデータパス例の説明図である。
【図８】実施の形態のＳＤＭＩコンテンツのデータパス例の説明図である。
【図９】ＳＤＭＩコンテンツのデータパス例の説明図である。
【符号の説明】
１　一次記録媒体側機器（パーソナルコンピュータ）、２　ＣＰＵ、５　ＨＤＤ（一次記
録媒体）、８　通信部、９　ディスクドライブ、１１　接続部、２０Ａ　二次記録媒体側
機器（記録再生装置）、２１　ＣＰＵ、２５　記録／再生部、２６　インターフェース部
、２９　復号部、１００　二次記録媒体（ミニディスク）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】
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