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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して購入した暗号化コンテンツと、コンテンツの購入形態が再生期限
有りのレンタルか、再生期限無しのセルかを示す購入形態情報と、レンタルセルコンテン
ツの再生のためのライセンス認証用データを記録した情報記録媒体を再生する情報再生方
法において、
　前記情報記録媒体から購入形態情報、ライセンス認証用データを読み取るステップと、
　読み取った購入形態情報を識別するステップと、
　購入形態がレンタルの場合、読み取ったライセンス認証用データを認証サーバへ送信し
、前記認証サーバにライセンス認証をさせるステップと、
　前記認証サーバから送信された再生期限情報を受信するステップと、
　再生期限内か否かを判断するステップと、
　再生期限内の場合、鍵を取得済みか否か判定するステップと、
　鍵を取得済みではない場合、鍵管理サーバへ鍵を要求するステップと、
　前記鍵管理サーバから送信された鍵をメモリに格納するステップと、
　前記メモリに格納されている鍵を利用して暗号化コンテンツを再生するステップと、
　を具備することを特徴とする情報再生方法。
【請求項２】
　前記情報記録媒体から読み取った購入形態情報、ライセンス認証用データが改竄された
ものか否か判定するステップと、
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　改竄されたものである場合、その旨をユーザに報知し、以降の処理の実施を禁止するス
テップと、
　をさらに具備することを特徴とする請求項１記載の情報再生方法。
【請求項３】
　再生期限内でない場合、その旨をユーザに報知し、以降の処理の実施を禁止するステッ
プをさらに具備することを特徴とする請求項１記載の情報再生方法。
【請求項４】
　前記鍵管理サーバから送信された鍵を正常に取得できたか否かを判定するステップと、
　正常に取得できない場合、その旨をユーザに報知し、以降の処理の実施を禁止するステ
ップと、
　をさらに具備することを特徴とする請求項１記載の情報再生方法。
【請求項５】
　前記情報記録媒体はＤＶＤ－ＶＲ規格のＤＶＤディスクであり、
　前記購入形態情報、ライセンス認証用データは管理情報領域内の製作者情報領域内に記
録されていることを特徴とする請求項１記載の情報再生方法。
【請求項６】
　コンテンツの再生中に所定時間毎に前記再生期限内か否かの判断ステップ以降のステッ
プを繰り返し実行することを特徴とする請求項１記載の情報再生方法。
【請求項７】
　記憶媒体が取り出される、電源がオフされる、あるいは再生期限外と判断されると、前
記メモリに格納されている鍵を消去することを特徴とする請求項１記載の情報再生方法。
【請求項８】
　ネットワークを介して購入した暗号化コンテンツと、コンテンツの購入形態が再生期限
有りのレンタルか、再生期限無しのセルかを示す購入形態情報と、レンタルセルコンテン
ツの再生のためのライセンス認証用データを記録した情報記録媒体を再生する情報再生装
置において、
　鍵を記憶する記憶手段と、
　前記情報記録媒体から購入形態情報、ライセンス認証用データを読み取る手段と、
　読み取った購入形態情報を識別する手段と、
　購入形態がレンタルの場合、読み取ったライセンス認証用データを認証サーバへ送信し
、前記認証サーバにライセンス認証をさせる手段と、
　前記認証サーバから送信された再生期限情報を受信する手段と、
　再生期限内か否かを判断する手段と、
　再生期限内の場合、前記記憶手段に鍵が記憶されていない場合は、鍵管理サーバへ鍵を
要求する手段と、
　前記鍵管理サーバから送信された鍵を前記記憶手段へ格納する手段と、
　前記記憶手段に記憶されている鍵を利用して暗号化コンテンツを再生する手段と、
　を具備することを特徴とする情報再生装置。
【請求項９】
　前記情報記録媒体から読み取った購入形態情報、ライセンス認証用データが改竄された
ものか否か判定する手段と、
　改竄されたものである場合、その旨をユーザに報知し、以降の処理の実施を禁止する手
段と、
　をさらに具備することを特徴とする請求項８記載の情報再生装置。
【請求項１０】
　再生期限内でない場合、その旨をユーザに報知し、以降の処理の実施を禁止する手段を
さらに具備することを特徴とする請求項８記載の情報再生装置。
【請求項１１】
　前記鍵管理サーバから送信された鍵を正常に取得できたか否かを判定する手段と、
　正常に取得できない場合、その旨をユーザに報知し、以降の処理の実施を禁止する手段
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と、
　をさらに具備することを特徴とする請求項８記載の情報再生装置。
【請求項１２】
　前記情報記録媒体はＤＶＤ－ＶＲ規格のＤＶＤディスクであり、
　前記購入形態情報、ライセンス認証用データは管理情報領域内の製作者情報領域内に記
録されていることを特徴とする請求項８記載の情報再生装置。
【請求項１３】
　コンテンツの再生中に所定時間毎に前記判定手段に再生期限内か否かの判断をさせ、再
生期限内でない場合、その旨をユーザに報知し、以降の処理の実施を禁止する手段をさら
に具備することを特徴とする請求項８記載の情報再生装置。
【請求項１４】
　記憶媒体が取り出される、電源がオフされる、あるいは再生期限外と判断されると、前
記記憶手段に格納されている鍵を消去することを特徴とする請求項８記載の情報再生装置
。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワークを介してダウンロードしたコンテンツを記録する光ディスク等
の情報記録媒体（あるいは情報記憶媒体）からデータを再生する情報再生装置及び情報再
生方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のネットワークを利用したコンテンツ配信システムでは、ローカルデバイスにおい
て、コンテンツに対応する利用権としてのライセンスを示す利用権情報をライセンス格納
デバイスに格納し、コンテンツ利用に際して、権利情報をライセンス格納デバイスからコ
ンテンツ利用デバイスに出力し、さらにコンテンツ配信サーバに送信し、コンテンツ配信
サーバにおいて権利権情報の正当性検証を実行し、正当性が検証された場合のみ、権利権
情報に対応するコンテンツを配信サーバからコンテンツ利用デバイスに送信する。コンテ
ンツ利用デバイスは受信したコンテンツを再生する。再生の形態としては、コンテンツを
一括ダウンロードし、付属の記憶媒体に格納後に再生する形態、あるいはストリーミング
再生の態様等がある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　この従来システムでは、コンテンツはダウンロードした後は無期限に再生でき、コンテ
ンツの購入形態は利用権を完全に譲渡する“セル（販売）”に相当する。一方、現在、ビ
デオテープ、ＣＤ、ＤＶＤ等で広く普及している期限付きの利用権の譲渡に相当する“レ
ンタル”形態は全く考慮されていない。コンテンツの購入者はコンテンツを一度再生すれ
ば十分な場合もある。販売価格は一度だけ視聴するには高額に設定されており、安価で視
聴できるレンタル形態が望まれている。しかし、レンタル形態を実現するためには再生期
限を管理しなければならないが、上記システムは再生期限という概念がなく、“レンタル
”形態に対処できない。
【特許文献１】特開２００４－１３３５７６号公報（段落００１１、段落００４４、段落
００５７乃至段落００７７、図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このように従来のコンテンツ配信システムには、コンテンツの購入形態は“セル”に限
られ、“レンタル”には対処できないという欠点がある。
【０００５】
　本発明の目的はネットワークを介して再生する必要のあるコンテンツと、それ以外のコ
ンテンツとを識別して、コンテンツの種別に応じた適切な再生処理を実施させることがで
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きる情報再生装置及び情報再生方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記した課題を解決し目的を達成するために、本発明は以下に示す手段を用いている。
【０００７】
　本発明の一実施態様による情報再生方法は、ネットワークを介して購入した暗号化コン
テンツと、コンテンツの購入形態が再生期限有りのレンタルか、再生期限無しのセルかを
示す購入形態情報と、レンタルセルコンテンツの再生のためのライセンス認証用データを
記録した情報記録媒体を再生する情報再生方法において、前記情報記録媒体から購入形態
情報、ライセンス認証用データを読み取るステップと、　読み取った購入形態情報を識別
するステップと、購入形態がレンタルの場合、読み取ったライセンス認証用データを認証
サーバへ送信し、前記認証サーバにライセンス認証をさせるステップと、前記認証サーバ
から送信された再生期限情報を受信するステップと、再生期限内か否かを判断するステッ
プと、再生期限内の場合、鍵を取得済みか否か判定するステップと、鍵を取得済みではな
い場合、鍵管理サーバへ鍵を要求するステップと、前記鍵管理サーバから送信された鍵を
メモリに格納するステップと、前記メモリに格納されている鍵を利用して暗号化コンテン
ツを再生するステップとを具備する。
【０００８】
　本発明の一実施態様による情報再生装置は、ネットワークを介して購入した暗号化コン
テンツと、コンテンツの購入形態が再生期限有りのレンタルか、再生期限無しのセルかを
示す購入形態情報と、レンタルセルコンテンツの再生のためのライセンス認証用データを
記録した情報記録媒体を再生する情報再生装置において、鍵を記憶する記憶手段と、前記
情報記録媒体から購入形態情報、ライセンス認証用データを読み取る手段と、読み取った
購入形態情報を識別する手段と、購入形態がレンタルの場合、読み取ったライセンス認証
用データを認証サーバへ送信し、前記認証サーバにライセンス認証をさせる手段と、前記
認証サーバから送信された再生期限情報を受信する手段と、再生期限内か否かを判断する
手段と、再生期限内の場合、前記記憶手段に鍵が記憶されていない場合は、鍵管理サーバ
へ鍵を要求する手段と、前記鍵管理サーバから送信された鍵を前記記憶手段へ格納する手
段と、前記記憶手段に記憶されている鍵を利用して暗号化コンテンツを再生する手段とを
具備する。
【発明の効果】
【０００９】
　以上説明したように本発明によれば、購入形態情報を記録媒体に記録しておいて、ネッ
トワークを介して再生する必要のあるコンテンツに対しては、ネットワークを介して再生
に必要な情報をダウンロードすることができ、いわゆる“レンタル”形態のコンテンツを
ネットワークを介して配信することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して本発明による情報再生装置及び情報再生方法の実施の形態を説明
する。
【００１１】
　ここでは、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ　Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ（ＤＶＤ－ＶＲ）規格に基づいて
情報を記録するＤＶＤ－ＲＡＭディスクを利用する実施形態を説明するが、このディスク
に限らず、他の書換え可能な情報記録媒体を用いても良い。本明細書では、タイトルは映
画等の作品を指し、タイトルの上位概念（購入の単位）をコンテンツと称する。コンテン
ツは１タイトルからなる場合もあるし、複数タイトルからなる場合もある。
【００１２】
　図１は本発明の第１の実施の形態に係る情報記録媒体内のＤＶＤ－ＶＲ規格のディスク
論理構造を示す。ＤＶＤ－ＶＲ規格では、ＤＶＤディスク１００中の論理構造はＵＤＦ形
式のファイルシステムで構成される。ルート（Ｒｏｏｔ）ディレクトリ１０２の下に、Ｄ
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ＶＤ＿ＲＴＡＶディレクトリ１０４が存在し、ＤＶＤ＿ＲＴＡＶディレクトリ１０４の下
に、ＶＲ管理情報ファイル（ＶＲ＿ＭＡＮＧＲ．ＩＦＯ）１０６、ＶＲ動画情報ファイル
（ＶＲ＿ＭＯＶＩＥ．ＶＲＯ）１０８、ＶＲ静止画情報ファイル（ＶＲ＿ＳＴＩＬＬ．Ｖ
ＲＯ）１１０、ＶＲ音声情報ファイル（ＶＲ＿ＡＵＤＩＯ．ＶＲＯ）１１２、ＶＲ管理情
報バックアップファイル（ＶＲ＿ＭＡＮＧＲ．ＢＵＰ）１１４、その他ファイル１１６が
記録される。
【００１３】
　ＶＲ管理情報ファイル（ＶＲ＿ＭＡＮＧＲ．ＩＦＯ）１０６はＲＴＲ（Ｒｅａｌ　Ｔｉ
ｍｅ　Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ）ビデオマネージャ情報（ＲＴＲ＿ＶＭＧＩ）１２２、ムービ
ー・オーディオファイル情報テーブル（Ｍ＿ＡＶＦＩＴ）１２４、スチル・オーディオフ
ァイル情報テーブル（Ｓ＿ＡＶＦＩＴ）１２６、オリジナルプログラムチェーン情報（Ｏ
ＲＧ＿ＰＧＣＩ）１２８、ユーザ定義プログラムチェーン情報テーブル（ＵＤ＿ＰＧＣＩ
Ｔ）１３０、テキストデータマネージャ（ＴＸＴＤＴ＿ＭＧ）１３２、製作者情報テーブ
ル（ＭＦＦＩＴ）１３４から構成される。製作者情報テーブル（ＭＦＦＩＴ）１３４はＤ
ＶＤ－ＶＲ規格に基づいた、再生・記録管理情報の構造を示すと同時に、製作者情報ＭＮ
ＦＩ（Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒ’ｓ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）１３８の記録場所を示
す。
【００１４】
　図２に製作者情報テーブル（ＭＮＦＩＴ）１３４の論理構造を示す。製作者情報テーブ
ル（ＭＮＦＩＴ）１３４中には複数（＃１～＃ｎ）の製作者情報（ＭＮＦＩ）１３８と、
その記録場所を示す複数（＃１～＃ｎ）の製作者情報サーチポインタ（ＭＮＦＩ＿ＳＲＰ
）１３６を記録することができる。製作者情報テーブル（ＭＦＦＩＴ）１３４は規格上必
須ではなく、定められた容量の範囲内で製作者が自由に利用することができる汎用情報領
域である。本実施形態では、レンタル形式で購入されたコンテンツの再生制御に必要な情
報をこの領域に記録する。
【００１５】
　図３に本発明の一実施の形態による製作者情報（ＭＮＦＩ）１３８の論理構造を示す。
製作者情報（ＭＮＦＩ）１３８は製作者ＩＤ（ＭＮＦＩＤ）１４２と、製作者記録時間（
ＭＮＦＩ＿ＲＥＣ＿ＴＭ）１４４と、製作者データテーブル（ＭＮＦＩ＿ＤＴ）１４６と
から構成される。
【００１６】
　製作者情報データテーブル（ＭＮＦＩ＿ＤＴ）１４６は購入形態（Ｐｕｒｃｈａｓｅ　
ｔｙｐｅ）１４８と、ライセンス認証に必要なチケットＩＤ（Ｔｉｃｋｅｔ　ＩＤ）１５
０と、ライセンスを管理するサーバアドレス（ＵＲＬ）１５２とから構成される。
【００１７】
　製作者情報（ＭＮＦＩ）１３８を用いることによって、ＤＶＤディスク１００に記録さ
れたコンテンツに特定のＩＤを与えることができる。コンテンツが特定の利用形態（例え
ば、図５で後述するネットワーク配信型コンテンツ視聴システムを利用しなければ再生で
きない）であることを識別可能なＩＤ（例えば、“ＤＶＤ　ｏｖｅｒ　ＩＰ　ｓｙｓｔｅ
ｍ”）を製作者ＩＤ（ＭＮＦＩＤ）１４２に記録することで、情報記録再生装置５１は上
記利用形態（ネットワーク配信型コンテンツ視聴システム）を利用するために必要な処理
を行うことができる。
【００１８】
　本実施形態では、情報記録再生装置５１はコンテンツ管理・配信サーバ５６（図５に示
す）からレンタル形態でコンテンツをダウンロードし、ＤＶＤディスク１００に記録する
場合は、複数の製作者情報（ＭＮＦＩ　＃１～＃ｎ）１３８のいずれかの製作者ＩＤ（Ｍ
ＮＦＩＤ）１４２に “ＤＶＤ　ｏｖｅｒ　ＩＰ　Ｓｙｓｔｅｍ”を記録する。本実施形
態では、レンタルコンテンツを記録する場合は、１枚のＤＶＤディスク１００には１つの
レンタルコンテンツしか記録しない（セルコンテンツとの混在は許可しない）とするが、
コンテンツごとに製作者情報を割り振り、複数のレンタルコンテンツを記録可能としても
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良い。
【００１９】
　情報記録再生装置５１はレンタル形態でダウンロードしたコンテンツをＤＶＤディスク
１００に記録する際、複数の製作者情報（ＭＮＦＩ　＃１～＃ｎ）１３８のいずれか１つ
あるいは複数、あるいは全ての、購入形態（Ｐｕｒｃｈａｓｅ　ｔｙｐｅ）１４８にレン
タルであることを示すＲｅｎｔａｌを、ライセンス認証に必要なチケットＩＤ（Ｔｉｃｋ
ｅｔ　ＩＤ）１５０にレンタルコンテンツを購入したときのレシート情報（何時、誰が（
セッション番号と手続きの名前を示すクライアントＩＤ）、どのコンテンツを（コンテン
ツＩＤ）、どの形態（レンタル、あるいはセル）で購入した）を、サーバアドレス（ＵＲ
Ｌ）１５２にライセンスを管理する鍵管理サーバのアドレスを記録する。コンテンツはそ
の種類に応じてＶＲ動画情報ファイル（ＶＲ＿ＭＯＶＩＥ．ＶＲＯ）１０８、ＶＲ静止画
情報ファイル（ＶＲ＿ＳＴＩＬＬ．ＶＲＯ）１１０、ＶＲ音声情報ファイル（ＶＲ＿ＡＵ
ＤＩＯ．ＶＲＯ）１１２に記録される。
【００２０】
　図４は、本発明の一実施の形態による情報記録再生装置５１を示す全体構成図である。
信号記録／再生処理部３はＤＶＤディスク１００に対し、中央情報処理部１が管理する情
報を記録・再生することができる。信号記録／再生処理部３で再生された情報は中央情報
処理部１を介して映像表示装置（ＴＶモニタ）１３および音声出力装置（スピーカ）１２
に出力することができる。音声信号は音声復号器６、Ｄ／Ａ変換器９を介して音声出力装
置１２に供給される。映像信号は映像復号器７を介してビデオ処理部＆Ｄ／Ａ変換器１０
に供給され、副映像信号はオンスクリーンディスプレイ（ＯＳＤ）画面作成部８を介して
ビデオ処理部＆Ｄ／Ａ変換器１０に供給される。ビデオ処理部＆Ｄ／Ａ変換器１０は主映
像にメニュー、字幕等の副映像を重畳し、合成画像を映像表示装置１３に表示する。中央
情報処理部１は各種情報処理、ＯＳＤ画面表示処理、通信情報処理、暗号解読処理、記録
情報処理（受信した管理情報ＩＦＯ／ＶＲＯの処理）等を行う。中央情報処理部１には操
作検知部４を介してリモートコントローラ等の外部操作装置２も接続される。
【００２１】
　情報記録再生装置５１はＤＶＤディスク１００へのアクセスと同様にネットワークを介
して外部との情報の入出力が可能である。すなわち、通信装置（イサーネット）１４を介
して入力された情報は通信処理部１１を介して中央情報処理部１に受信される。中央情報
処理部１が作成した情報は通信処理部１１および通信装置１４を介してネットワークに出
力される。通信処理部１１は送信データ作成（ＨＴＴＰヘッダ作成等）処理、受信データ
読取り処理等を行う。中央情報処理部１にはワークメモリ５も接続され、中央情報処理部
１はワークメモリ５に対して一時的に処理データを保存することができる。
【００２２】
　図５に同実施形態に関わる情報記録再生装置５１をコンテンツ受信端末として用いたネ
ットワーク配信型コンテンツ視聴システムの全体構成を示す。
【００２３】
　情報記録再生装置５１は通信装置１４を介して購入管理・通信サーバ５３からコンテン
ツ５０２を購入することができる。購入の形態は、無期限に再生できる“販売”形式と、
再生期限が決められている “レンタル”形式がある。購入管理・通信サーバ５３は情報
記録再生装置５１のコンテンツ購入に関わる諸情報の管理（ログイン、コンテンツ管理、
顧客情報管理、端末要求処理、購入処理、再生期限情報５４等）を行う。
【００２４】
　暗号化コンテンツ５０２－１、５０２－２、…はコンテンツストレージ５７に格納され
る。暗号化コンテンツの解読用のタイトル鍵５０４－１、５０４－２、…はタイトル鍵ス
トレージ５８に格納される。コンテンツストレージ５７、タイトル鍵ストレージ５８はコ
ンテンツ管理・配信サーバ５６に管理される。
【００２５】
　セルコンテンツの場合は、暗号化タイトルとタイトル鍵の双方をＤＶＤディスク１００
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に記録するが、レンタルコンテンツの場合は、暗号化コンテンツ５０２－１、５０２－２
、…はＤＶＤディスク１００に記録するが、タイトル鍵はＤＶＤディスク１００には記録
せず、タイトル鍵は再生の度、購入管理・通信サーバ５３にアクセスしてダウンロードし
て利用するようになっている。
【００２６】
　情報記録再生装置５１は再生期限管理が必要なレンタルコンテンツを再生する場合は、
タイトル鍵５０４－１、５０４－２、…を管理するコンテンツ管理・配信サーバ５６から
暗号化コンテンツの解読用のタイトル鍵５０４－１、５０４－２、…を取得し、情報記録
再生装置５１内に保持する。ただし、タイトル鍵５０４－１、５０４－２、…は暗号化コ
ンテンツを記録するＤＶＤディスク１００中に記録されることは無く、ワークメモリ５の
中のキャッシュメモリ内にキャッシュ鍵６１として保持される。ワークメモリ５は揮発性
のメモリであり、キャッシュ鍵６１は装置の電源がオフされる、あるいはディスクが取り
出されると消去される。ワークメモリ５は１つのタイトル鍵しか保持することができず、
次のタイトルの再生のために新しいタイトル鍵を取得すると、旧いタイトル鍵はもはや保
持されない。
【００２７】
　図６は、情報記録再生装置５１の再生動作を示すフローチャートである。上述したよう
に、再生期限管理が必要なレンタルコンテンツ５０２の再生のためには、再生期限情報５
４の取得およびタイトル鍵５０４の取得が必要である。
【００２８】
　まず、情報記録再生装置５１は再生するＤＶＤディスク１００に記録されたコンテンツ
がコンテンツ配信システム（サーバ５３、５６）からの配信コンテンツであるか否かを確
認するために、ステップＳ１２で製作者情報（ＭＮＦＩ　＃１～＃ｎ）１３８を読む。
【００２９】
　ステップＳ１４で製作者情報が改竄されているか否か（正常に読み取ることができたか
否か）を判定する。正常に読み取ることができなかった場合は、ステップＳ１６で「管理
情報異常」メッセージを表示し、ステップＳ１８で再生を禁止し、終了する。「管理情報
異常」メッセージの一例を図７に示す。ユーザが了解ボタンをクリックすると、メッセー
ジ、決定ボタンが消え、画面が所定の色（例えば青）一色になる。
【００３０】
　正常に読めた場合は、ステップＳ２０で製作者情報（ＭＮＦＩ　＃１～＃ｎ）１３８の
中に“ＤＶＤ　ｏｖｅｒ　ＩＰ　Ｓｙｓｔｅｍ”と記録された製作者ＩＤ（ＭＮＦＩＤ）
１４２があるか否かを判断する。いずれの製作者情報（ＭＮＦＩ　＃１～＃ｎ）１３８の
中にも“ＤＶＤ　ｏｖｅｒ　ＩＰ　Ｓｙｓｔｅｍ”と記録された製作者ＩＤ（ＭＮＦＩＤ
）１４２がない場合は、このディスクにはレンタルコンテンツが記録されていないことを
意味するので、ステップＳ２２でセルタイトルの再生処理を実行する。すなわち、ＤＶＤ
ディスク１００内からタイトル鍵を読み出し、暗号化コンテンツを復号する。
【００３１】
　検索の結果、製作者情報（ＭＮＦＩ　＃１～＃ｎ）１３８の中から“ＤＶＤ　ｏｖｅｒ
　ＩＰ　Ｓｙｓｔｅｍ”と記録された製作者ＩＤ（ＭＮＦＩＤ）１４２が見付かった場合
は、ステップＳ２４でその製作者情報（ＭＮＦＩ）１３８中の購入形態情報１４８がレン
タルか否か判定する。レンタルでは無い（セルである）と判定された場合は、ステップＳ
２２でセルタイトルの再生処理を実行する。
【００３２】
　ステップＳ２４において購入形態がレンタルであると判定された場合は、ステップＳ２
６において、コンテンツ配信システム（５３，５６）に対してライセンス認証のためのチ
ケットＩＤ情報１５０を送信する。
【００３３】
　コンテンツ配信システム（５３，５６）はライセンス認証を行い、正しく認証できた場
合、情報記録再生装置５１へレンタルコンテンツの有効期限情報（年月日情報、必要に応
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じて時分秒まで含んでもよい）を送信する（ステップＳ２８）。なお、認証が確認できな
かった場合は、図示していないが、認証失敗のため再生期限情報を送信しない旨のメッセ
ージ（図７同様）を表示し、ステップＳ１８で再生を禁止し、終了する。
【００３４】
　ステップＳ３０において、情報記録再生装置５１は再生期限内であるか否か判定する。
再生期限内で無い場合は、ステップＳ３２で「期限切れ」メッセージを表示し、ステップ
Ｓ３３でワークメモリ５内にキャッシュされていたタイトル鍵６１を破棄する。その後、
ステップＳ１８で再生を禁止し、終了する。「期限切れ」メッセージの一例を図８に示す
。
【００３５】
　再生期限内の場合は、ステップＳ３４で当該コンテンツ復号のためのタイトル鍵６１が
既にワークメモリ５内にキャッシュされているか否かを判定する。キャッシュされている
場合は、直ぐにステップＳ４４で再生許可し、ＤＶＤディスク１００から読み出した暗号
化コンテンツをキャッシュされているタイトル鍵を用いて復号する。このため、比較的大
きいサイズのタイトル鍵を何度も不必要にダウンロードすることがなく、再生準備時間の
短縮とネットワークアクセスの負担の軽減を達成できる。キャッシュされていない場合は
、ステップＳ３６で、ＵＲＬ情報１５２で示されている鍵管理サーバ（コンテンツ管理・
配信サーバ）５６に対してチケットＩＤ１５０を送信してコンテンツ復号のためのタイト
ル鍵５０４を要求する。コンテンツ管理・配信サーバ５６はタイトル鍵５０４の発行を許
可するか否かを判定し、鍵の発行が許可された場合（再生期限内である、あるいはチケッ
トＩＤが正しい場合）はタイトル鍵５０４を情報記録再生装置５１へ送信する。
【００３６】
　ステップＳ３８でタイトル鍵の取得に成功したか否かを判定する。取得に失敗した場合
、あるいは鍵が発行されなかった場合は、ステップＳ４０で「エラー（鍵取得エラー）」
メッセージを表示し、ステップＳ１８で再生を禁止し、終了する。「エラー」メッセージ
の一例を図９に示す。
【００３７】
　鍵の取得に成功した場合は、ステップＳ４２で鍵をワークメモリ５にキャッシュし、ス
テップＳ４４で再生許可し、ＤＶＤディスク１００から読み出した暗号化コンテンツを取
得したタイトル鍵を用いて復号する。
【００３８】
　再生中も再生有効期限を管理するために、ステップＳ４５で再生時間が３０分経過した
か否か判定する。３０分経過した場合は、ステップＳ３０に戻り、再生期限内か否か判定
する。この場合でも、再生期限内であれば、ステップＳ３４でタイトル鍵６１が既にキャ
ッシュされているか否かを判定し、キャッシュされている場合は、タイトル鍵の取得をせ
ずに再生を継続する。
【００３９】
　ステップＳ４６で再生が停止されると、ステップＳ４７でディスクが取り出されたか、
あるいは電源がオフされたかを判定する。いずれかが検出されると、当該コンテンツの再
生が中止されたと判断し、ステップＳ５０でワークメモリ５内にキャッシュされていたタ
イトル鍵６１を破棄する。再生停止後、再生開始指示が検出されると（ステップＳ４８の
イエス）、ステップＳ３０に戻り、再生期限内か否かの判定から繰り返される。
【００４０】
　図１０に再生期限の確認処理の様子を示す。図６のフローチャートに従い、再生開始前
（Ｔ１００）前、および再生中（Ｔ１０１、Ｔ１０２）にレンタル期限の確認処理が行わ
れる。このように再生準備開始（鍵要求）前にレンタル期限の確認をするので、無駄なネ
ットワークアクセスをすることが防止できる。また、再生開始後にも定期的にレンタル期
限の確認をするので、レンタル期限を確実に制御することができる。
【００４１】
　以上、本実施形態によれば、汎用の情報記録媒体に対し、ネットワークを媒体としたコ
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された情報が情報記録媒体に保存されているか否かを判別することができ、その判別結果
に基づいて、再生期限管理が可能なネットワーク配信型のコンテンツ再生システムを実現
することが可能となる。
【００４２】
　本発明は上述した実施の形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。例えば、上述の説明では、記録
媒体はＤＶＤ－ＲＡＭとしたが、記録可能な媒体であればよく、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－
Ｒ（購入用）でもよいし、ハードディスクでも良い。また、記録方式もＤＶＤ－ＶＲ規格
に準拠した方式を説明したが、この記録方式に限定されない。また、上記実施形態に開示
されている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る情報記録媒体内のＤＶＤ－ＶＲ規格のディスク
論理構造を示す図。
【図２】製作者情報テーブル（ＭＮＦＩＴ）１３４の論理構造を示す図。
【図３】製作者情報（ＭＮＦＩ）１３８の論理構造を示す図。
【図４】本発明の一実施の形態による情報記録再生装置５１を示す全体構成図。
【図５】図４の情報記録再生装置５１をコンテンツ受信端末として用いたネットワーク配
信型コンテンツ視聴システムの全体構成を示す図。
【図６】情報記録再生装置５１の再生動作を示すフローチャート。
【図７】「管理情報異常」メッセージの一例を示す図。
【図８】「期限切れ」メッセージの一例を示す図。
【図９】「エラー」メッセージの一例を示す図。
【図１０】再生期限の確認処理の様子を示す図。
【符号の説明】
【００４４】
　５１…情報記録再生装置、１４…通信装置、５３…購入管理・通信サーバ、５６…コン
テンツ管理・配信サーバ、５７…コンテンツストレージ、５８…タイトル鍵ストレージ。
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