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(57)【要約】
【課題】リムーバブル記録媒体を介して配信されるデジ
タルコンテンツデータの使用及び複製を制御するシステ
ム及び方法を提供する。
【解決手段】保護された（例えば暗号化された）デジタ
ルコンテンツのコピーを作成できる回数を制御又は制限
することにより、デジタルコンテンツを保護する（２０
２，２０３）。一実施例においては、コピーが望まれる
場合、デジタルコンテンツを含む記録媒体（例えば、Ｃ
Ｄ）がコンピュータ装置に挿入されると、保護されたデ
ジタルコンテンツの許可された最大数のコピーが作成さ
れ、コンピュータ装置のハードディスクドライブに保存
される（２０１，２０２，２０３）。各コピーは、他の
機器（例えば、半導体メモリを備える携帯型機器）にコ
ピーではなく移動される（２０４，２０５，２０６）。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リムーバブル記録媒体を介して配信されるコピー保護されたデジタルコンテンツの使用
を制御するコンテンツ使用制御方法において、
　コンピュータ装置によって上記リムーバブル記録媒体からデータを読み出すステップと
、
　上記デジタルコンテンツの所定数の保護されたコピーを作成するステップと、
　上記コンピュータ装置に接続された記録機器に上記保護されたコピーを記録するステッ
プと、
　上記保護されたコピーの少なくとも１つを、他の機器に移動するステップと
　を有するコンテンツ使用制御方法。
【請求項２】
　上記保護されたコピーの数は、上記リムーバブル記録媒体に記録されている情報に基づ
いて決定されることを特徴とする請求項１記載のコンテンツ使用制御方法。
【請求項３】
　上記リムーバブル記録媒体に記録されている情報は、上記コピーを先に作成したコンピ
ュータ装置を特定する情報を含むことを特徴とする請求項２記載のコンテンツ使用制御方
法。
【請求項４】
　上記コンピュータ装置を特定する情報は、該コンピュータ装置のハードウェア構成に関
する情報を含むことを特徴とする請求項３記載のコンテンツ使用制御方法。
【請求項５】
　上記リムーバブル記録媒体に記録されている上記情報は、既に作成されているコピーの
数を示す情報を含むことを特徴とする請求項２記載のコンテンツ使用制御方法。
【請求項６】
　上記保護されたコピーの少なくとも１つを、他の機器に移動するステップは、
　上記保護されたコピーの少なくとも１つを上記他の機器にコピーするステップと、
　上記保護されたコピーの少なくとも１つを上記コンピュータ装置から削除するステップ
とを有することを特徴とする請求項１記載のコンテンツ使用制御方法。
【請求項７】
　上記保護されたコピーの少なくとも１つを移動する前に、上記他の機器を認証するステ
ップを更に有する請求項１記載のコンテンツ使用制御方法。
【請求項８】
　上記他の機器を認証するステップは、
　上記他の機器が、上記デジタルコンテンツの保護されたコピーを受け取ることが許可さ
れているか否かを判定するステップを有することを特徴とする請求項７記載のコンテンツ
使用制御方法。
【請求項９】
　上記他の機器は、他のコンピュータ装置であることを特徴とする請求項８記載のコンテ
ンツ使用制御方法。
【請求項１０】
　上記他の機器は、携帯型オーディオ機器であることを特徴とする請求項８記載のコンテ
ンツ使用制御方法。
【請求項１１】
　上記リムーバブル記録媒体に格納されているソフトウェアを実行し、上記所定数の保護
されたコピーを作成及び保存するステップを更に有する請求項１記載のコンテンツ使用制
御方法。
【請求項１２】
　上記リムーバブル記録媒体に格納されたソフトウェアの完全性を検証するステップを更
に有する請求項１１記載のコンテンツ使用制御方法。
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【請求項１３】
　上記リムーバブル記録媒体に格納されたソフトウェアを上記コンピュータ装置にインス
トールするステップを更に有する請求項１２記載のコンテンツ使用制御方法。
【請求項１４】
　リムーバブル記録媒体を介して配信されたコピー保護されたデジタルコンテンツの使用
を制御するコンテンツ使用制御方法において、
　コンピュータ装置によって上記リムーバブル記録媒体からデータを読み出すステップと
、
上記デジタルコンテンツの数が制限された保護されたコピーを作成するステップと、
　上記コンピュータ装置に接続された記録機器に上記数が制限された保護されたコピーを
記録するステップと、
　上記リムーバブル記録媒体に格納されている制御情報に基づいて、上記数が制限された
保護されたコピーへのアクセスを制御するステップと
　を有するコンテンツ使用制御方法。
【請求項１５】
　上記制御情報は、上記コピーを先に作成したコンピュータ装置を特定する情報を含むこ
とを特徴とする請求項１４記載のコンテンツ使用制御方法。
【請求項１６】
　上記制御情報は、上記コンピュータ装置のハードウェア構成に関する情報を含むことを
特徴とする請求項１５記載のコンテンツ使用制御方法。
【請求項１７】
　上記制御情報は、既に作成されているコピーの数を示す情報を含むことを特徴とする請
求項１４記載のコンテンツ使用制御方法。
【請求項１８】
　上記保護されたコピーの少なくとも１つを認証された機器に移動するステップを更に備
える請求項１４記載のコンテンツ使用制御方法。
【請求項１９】
　上記各保護されたコピーに、該保護されたコピーの元となる特定のリムーバブル記録媒
体を識別する識別情報を含ませるステップを更に有する請求項１４記載のコンテンツ使用
制御方法。
【請求項２０】
　上記各保護されたコピーに、該保護されたコピーを作成したコンピュータ装置を識別す
る識別情報を含ませるステップを更に有する請求項１９記載のコンテンツ使用制御方法。
【請求項２１】
　上記各保護されたコピーに、該保護されたコピーを作成したコンピュータ装置を識別す
る識別情報を含ませるステップを更に有する請求項１４記載のコンテンツ使用制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リムーバブル記録媒体（removable media）によって配布されるデジタルコ
ンテンツの使用及びコピーの制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、安価な携帯型オーディオ機器の登場に伴うデジタルオーディオ圧縮技術の進歩に
より、ユーザは、高音質の音楽のライブラリ全体を文字通りポケットに入れて、あらゆる
状況下で音楽を楽しむことができるようになった。これらの携帯型機器は、多くの場合、
半導体メモリ又は小型のコンピュータハードディスクに、数百乃至数千メガバイトの圧縮
オーディオデータを記憶させる。従来の記録媒体（例えば、レッドブック規格に準拠した
オーディオデータ（以下、単に、レッドブックオーディオデータという。）が記録された
コンパクトディスク（compact disc：以下、ＣＤという。））から携帯型機器に音楽デー
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タを移動（move）するために、ユーザは、コンピュータソフトウェアを用いて、ＣＤから
データをリッピングし（"rip"）、例えば、ムービングピクチャエキスパートグループ（M
oving Picture Experts Group：以下、ＭＰＥＧという。）オーディオプレイヤ３（一般
的にＭＰ３と呼ばれている。）等のアルゴリズムを用いて、圧縮されたオーディオデータ
を含むファイルを作成する。これらのファイルは、携帯型機器にコピーすることができる
。
【０００３】
　このオーディオ圧縮技術の進歩に伴う副次的な問題として、インターネットを介してフ
ァイルを交換（swapping）することによる著作権の侵害や海賊行為が実質的に増加してい
る。テープ状記録媒体やこの他の物理媒体を介して、友人や知人と音楽データを共有する
行為は以前から行われているが、高品質のオーディオ圧縮技術及び数々のファイル交換ソ
フトウェアプログラム（file swapping software program）により、１人のユーザがアル
バムデータの単一のコピーを購入することで、それとほぼ同時に、全世界の不特定多数の
個人とこのデータを共有することができるようになった。知人間で音楽データを共有する
ことは、新譜アルバム又は音楽活動の宣伝にもなり、これにより売上げが向上することに
役立つという側面もあったが、事実上無制限なデータの共有は、音楽データの売上げに深
刻な影響を与える。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このような著作権侵害及び無制限なコピーを防ぐための様々な手法が提案されている。
これらの手法の多くは、仮想的に毎回のデジタルコンテンツの使用を管理するデジタル権
利管理（digital rights management：以下、ＤＲＭという。）スキームを含んでいる。
しかしながら、これらの手法は、現在提案されている形式では、複雑であり、使用しにく
い。他の手法として、単純に「リッピング対策（anti-ripping）」技術を用いて、家庭用
ステレオ装置によるＣＤの再生を許可するが、コンピュータがレッドブック規格のＣＤに
記録されているデータを読み取ることを禁止する（これにより、ＣＤがリッピングされる
ことを防止する）手法もある。しかしながら、この技術では、ユーザは個人的な用途で所
有の携帯型機器にデータをコピーすることもできなくなる。
【０００５】
　そこで、ユーザにとっての柔軟性と使い易さを維持しながら、著作権侵害を招く無制限
のファイル交換を禁止又は抑制する手法の実現が望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、ユーザがコンテンツを利用し、楽しむことを大きく制限することなく、例え
ばコンテンツのコピーの作成できる回数を制御又は制限することにより、デジタルコンテ
ンツの使用を制御する方法を提供する。これは、例えば、デジタルコンテンツの保護され
たコピーと共に、コンピュータ装置によっては読取不可能なデジタルコンテンツのコピー
を記録することによって実現される。
【０００７】
　本発明の一実施例においては、リムーバブル記録媒体は、リッピング対策技術（anti-r
ipping technology）によって保護された標準レッドブック規格に準拠するオーディオト
ラック（すなわち、これらのセクションを有するＣＤは、コンピュータ装置のＣＤドライ
ブ又はコンピュータ装置のＤＶＤドライブでは読取不可能であり、例えばステレオ装置等
では読取可能である。）と、コンピュータ装置によって読取可能なセクションとを含むＣ
Ｄである。ＣＤのコンピュータ装置により読取可能なセクションには、同じオーディオト
ラックの保護されたセクションが圧縮されたフォーマットで格納されている。ＣＤには、
これらの圧縮されたトラックのコピーを再生し、使用し、作成するソフトウェアを記録し
てもよい。このＣＤは、ステレオ装置において従来のＣＤと同様に使用され、及びコンピ
ュータ装置において用いられて、携帯型機器又は他のコンピュータ装置において用いるた
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めのデジタルコンテンツの数が制限されたコピーをユーザに提供する。
【０００８】
　リムーバブル記録媒体がユーザのコンピュータ装置に挿入されると、ソフトウェアによ
り、ユーザはコンテンツを直接再生又はこの他の目的で使用することができるとともに、
携帯型機器又は他のコンピュータ装置に転送することができ、数が制限されたコピーを作
成することができる。作成できるコピーの数は、例えば、コンピュータ装置に現在記録さ
れているコピーの数、以前に作成されたコピーの数、又はコピーが他のコンピュータ装置
によって以前に作成されているか等を含む複数の要因のうちの１以上の要因によって制限
してもよい。これらのコピーは、作成時には、全てコンピュータ装置に保存され、保存さ
れたコピーは、携帯型機器又は他のコンピュータ装置に転送することができ、或いはリム
ーバブル記録媒体をコンピュータ装置に挿入することなく、単にソフトウェアによって再
生することもできる。
【０００９】
　本発明の他の可能な実施例においては、リムーバブル記録媒体は、保護されたレッドブ
ックオーディオデータ、同じオーディオデータの保護され、圧縮されたバージョン、及び
圧縮されたオーディオデータにアクセスするためのソフトウェアが格納された、例えばＣ
Ｄ－ＲやＣＤ－ＲＷ等の書込可能なＣＤであってもよい。このＣＤは、従来のＣＤと同様
にステレオ装置において再生することもでき、或いはユーザは、コンピュータ装置を用い
て、携帯型機器又は他のコンピュータ装置において使用するために、デジタルコンテンツ
の数が制限されたコピーを作成することができる。ソフトウェアは、作成したコピー又は
コピーを作成した状況に関する情報をＣＤに書き込んでもよい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、ユーザにとっての柔軟性と使い易さを維持しながら、著作権侵害を招
く無制限のファイル交換を禁止又は抑制することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　上述の実施例及び変形例、並びにこの他の可能な実施例については、以下に詳細に説明
する。
【００１２】
　本発明の実施例においては、媒体、特に、例えばコンパクトディスク（ＣＤ）等のリム
ーバブル記録媒体は、暗号化された、又は他の手法による許可されていないアクセスから
保護されたデジタル音楽ファイルを格納する。デジタル音楽ファイルは、例えば、ソニー
株式会社のＡＴＲＡＣ（商標）、ＭＰ３、マイクロソフト社（Microsoft）のウィンドウ
ズメディアオーディオ（Windows' Media Audio：ＷＭＡ）（登録商標）等の周知のオーデ
ィオ圧縮アルゴリズムを用いて圧縮されたオーディオデータを含んでいてもよい。なお、
オーディオデータは、「通常の」ＣＤ並の忠実度を有していてもよい。ＣＤは、デジタル
ファイルを復号し、再生するためのソフトウェアを含んでいてもよい。更に、ＣＤは、例
えば、マクロビジョン社（Macrovision, Inc.）のセーフオーディオ（SafeAudio：商標）
又は他の「リッピング対策」技術を用いて、コンピュータによるＣＤのコピーを防止する
よう保護された、標準的なレッドブックオーディオデータを格納していてもよい。これに
より、本発明に基づくセキュリティ機能及び制御機能を実現しながら、一般的な家庭用ス
テレオ装置又はカーステレオ装置によって、忠実度を殆ど又は全く損なうことなく、ＣＤ
からレッドブックオーディオデータを再生することができる。リムーバブル記録媒体は、
ＣＤに限定されず、ミニディスク（商標）、デジタルバーサタイルディスク（Digital Ve
rsatile Disc：ＤＶＤ）及び他の形式のリムーバブル記録媒体であってもよい。また、デ
ジタルコンテンツは、音楽データに限定されず、例えばオーディオデータ、ビデオデータ
又はマルチメディアデータ等の他のコンテンツであってもよい。
【００１３】
　例えば、図１に示すように、本発明の実施例のシステムは、リッピング対策技術により
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、デジタル記録媒体駆動装置を備えたコンピュータで読取不可能なように保護されたレッ
ドブックオーディオデータと、上記コンピュータで読取可能な暗号化されたデジタルオー
ディオファイル（及び、暗号化されたオーディオファイルを再生するために必要な「プレ
ーヤ」ソフトウェアを含んでいてもよい。）とを格納する記録媒体１０１を備える。記録
媒体１０１は、コンピュータ１０２において使用され、コンピュータ１０２は、携帯型機
器１０３と通信することができる。コンピュータ１０２は、既に、プレーヤソフトウェア
を備えていてもよく、記録媒体１０１からコンピュータ１０２にプレーヤソフトウェアを
インストールしてもよい。プレーヤソフトウェアは、後述するように、暗号化されたデジ
タルオーディオファイルのコピーを携帯型機器１０３に転送（transfer）するために用い
ることができる。
【００１４】
　本発明の一実施例においては、リムーバブル記録媒体のデジタルコンテンツのコピーに
関する制御は、デジタルコンテンツの保護されたコピーの数を制限し、コンピュータにコ
ピーを保存し、更なるコピーが作成されないように、そのコピーを他の機器に移動させる
ことによって実現される。この実施例（図１及び図２に概略を示す。）では、記録媒体１
０１がコンピュータ１０２に挿入又は接続されると、ＣＤ（記録媒体１０１）内に格納さ
れているプレーヤソフトウェアが自動的に実行される（ステップ２０１）。プレーヤソフ
トウェアは、コンピュータ１０２に自らをインストールし、ＣＤ１０１上のデジタルファ
イルの所定数（例えば４個）のコピーを作成し（ステップ２０２）、これらをコンピュー
タ１０２（例えば、ハードディスクディスクドライブ）に保存する（ステップ２０３）。
デジタルファイルの各コピーは、暗号化され、プレーヤソフトウェア又は他の認証された
ソフトウェアによってのみ復号され及び再生されるようにすることができる。プレーヤソ
フトウェアは、デジタルファイルを他の機器に移動（コピーではない）するために用いる
ことができるようにしてもよい。デジタルファイルのコピー（copying）及び移動（movin
g）は、セキュア認証済チャンネル（secure authenticated channel：以下、ＳＡＣとい
う。）を用いて行ってもよい。例えば、図２に示すように、ユーザは、携帯型機器１０３
をコンピュータ１０２に接続し、デジタルファイルを携帯型機器１０３に移動するよう要
求することができる（ステップ２０４）。プレーヤソフトウェアは、携帯型機器１０３に
アクセスし、この携帯型機器１０３がデジタルコンテンツの受取りを認められていること
を確認する（ステップ２０５）。例えば、プレーヤソフトウェアは、携帯型機器１０３が
所定のコンテンツ保護機能及び／又は改竄防止機能（tamper resistance capability）を
有し、この携帯型機器１０３に格納されるコンテンツが不正なアクセスを受けにくいこと
を確認してもよい。プレーヤソフトウェアは、識別認証ルーチンを実行し、例えば唯一の
認証ＩＤ番号又はこれに類似する手法を用いることにより、携帯型機器１０３が「インポ
スタ（imposter：故意又は不注意による詐称）」ではないことを確かめる。携帯型機器１
０３が認証されると、プレーヤソフトウェアは、要求されたデジタルファイルのコピーの
１つ及びこれを使用するために必要な情報（例えば、対応する復号鍵）を携帯型機器１０
３に伝送する（ステップ２０６）。このデジタルファイルの伝送と同時に又は伝送の後に
、プレーヤソフトウェアは、そのコピーをコンピュータ１０２のハードディスクから削除
する（ステップ２０７）。これにより、デジタルファイルは携帯型機器１０３に「移動（
moved）」され、更なるコピーが作成されることがなくなる。
【００１５】
　コピーの他の機器への移動を制御してもよい。例えば、プレーヤソフトウェアは、デジ
タルファイルのコピーを認証された携帯型機器１０３のみに移動するよう構成してもよい
。
【００１６】
　これに代えて、プレーヤソフトウェアは、認証されたプレーヤソフトウェアを備える他
のコンピュータを含む認証されたいかなる機器にデジタルファイルのコピーを移動できる
ようにしてもよく、これによりファイル交換を制限するようにしてもよい。また、プレー
ヤソフトウェアは、例えば、シリアルコピー管理システム（Serial Copy Management Sys
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tem：ＳＣＭＳ）と同様の制御を用いて、コピーを１回だけ移動できるようにしてもよい
（例えば、コピーが他の機器に移動されるとき、コピーに何らかの形式でマークを付し、
このコピーが移動された機器が再びコピーを移動できなくなるようにしてもよい）。
【００１７】
　これに加えて、又はこれに代えて、プレーヤソフトウェアによって作成されたファイル
のコピーは、暗号化又は保護が破られてしまった（broken）認証された１つ又は複数のコ
ピーを追跡するための更なる情報を含んでいてもよい。例えば、各コピーは、そのコピー
の作成元となるコンピュータを固有に識別する情報を含んでいてもよい。これに代えて、
固有の識別番号を記録媒体１０１に符号化し、デジタルファイルの各コピーにこの情報を
書き込むようにしてもよい。これにより、各コピーは、そのコピーが最初に作成された記
録媒体を固有に識別する情報を含むこととなる。この識別情報は、様々な手法でコピー内
に含ませることができる。例えば、各ファイルの復号鍵は、識別情報に基づかせ、後に、
必要であれば、この識別情報を復号鍵から抽出できるようにしてもよい。
【００１８】
　記録媒体をコンピュータ１０２に挿入したときにデジタルファイルのコピーの個数を決
定する手法には様々な手法がある。例えば、プレーヤソフトウェアは、ＣＤがコンピュー
タに挿入される毎に、挿入されたＣＤ上の各ファイルについて、所定数（例えば、４個）
のコピーを作成するように構成してもよい。これに代えて、プレーヤソフトウェアは、作
成するコピーの数の最大値又はディフォルト値を設定し、これに対してユーザは、例えば
コンピュータにおいて使用できる格納領域の容量の制約に応じて、これらの値より小さい
値を選択できるようにしてもよい。コピーの数は、記録媒体に応じて変更してもよい。例
えば、プレーヤソフトウェアが幾つのコピーを作成するかを指定する情報を各ＣＤに符号
化して書き込んでもよい。
【００１９】
　図３に示す実施例では、記録媒体１０１がコンピュータ１０２に挿入されると（ステッ
プ３０１）、プレーヤソフトウェアは、例えば、コンピュータ１０２における記録媒体１
０１の先の使用状況から、デジタルファイルのコピーが既に存在しているか否かを判定し
てもよい（ステップ３０２）。コピーが存在しない場合は、プレーヤソフトウェアは、所
定数のコピーを作成する（ステップ３０３）。一方、コピーが存在する場合は、プレーヤ
ソフトウェアは、更なるコピーを作成しない（ステップ３０４）。これに代えて、プレー
ヤソフトウェアは、コピーを作成する毎に、同じファイル名を用いて、同じ場所にコピー
を書き込むようにしてもよい。これにより、プレーヤソフトウェアは、コピーの存在を確
認する必要がなくなり、コピーが存在する場合は、単に、既存のコピーが新たなコピーに
よって上書きされる。
【００２０】
　プレーヤソフトウェアは、いかなるコピーを作成することもなく、記録媒体から直接デ
ジタルファイルを再生できるように構成してもよい。これにより、ユーザがコピーの作成
を望まない場合、又は記録媒体が最大数のコピーが既に作成されている場合であっても、
記録媒体がコンピュータに挿入されている限り、記録媒体からオーディオデータを再生す
ることができる。
【００２１】
　変形例として、リムーバブル記録媒体上のデジタルコンテンツのコピーの制御は、記録
媒体を最初に使用した際に記録媒体に情報を書き込み、この情報を用いて、デジタルコン
テンツの将来の用途（例えば、コピー、移動、再生、視聴等）を判定することによって実
現してもよい。この場合、リムーバブル記録媒体は、例えば、ＣＤ－Ｒやミニディスク等
の書き込み可能な媒体であってもよい。図４に示すように、例えば、ＣＤ１０１がコンピ
ュータ１０２に挿入されると、ＣＤ１０１に格納されているプレーヤソフトウェアが自動
的に実行され、プレーヤソフトウェアは、自らをコンピュータ１０２にインストールする
（ステップ４０１）。次に、プレーヤソフトウェアは、ＣＤ１０１に格納されているデジ
タルファイルのコピーを作成し、これらのコピーをコンピュータ１０２（例えば、ハード
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ディスク）に記録する（ステップ４０２、４０３）。プレーヤソフトウェアは、コピーを
作成すると同時に、ＣＤに情報を書き込む（ステップ４０４）。この次にプレーヤソフト
ウェアが実行されたとき（例えば、この次に、記録媒体１０１がコンピュータ１０２に挿
入されたとき）、プレーヤソフトウェアは、ＣＤ１０１から情報を読み出し、デジタルフ
ァイルの更なるコピーを作成することができるか否かを判定する。この変形例において作
成されたデジタルファイルのコピーは、先に説明した実施例の場合と同様、移動すること
はできるが、更にコピーすることはできない。
【００２２】
　記録媒体に書き込まれる情報は、識別番号（例えば、オペレーティングシステムのシリ
アル番号）又はコンピュータのハードウェアの説明（例えば、コンピュータ内のハードウ
ェアコンポーネントのリスト、２つのコンピュータが全く同一のコンポーネントのリスト
を有することは希である。）等を用いて、コピーを作成したコンピュータを個々に識別す
る情報を含んでいてもよい。これにより、例えば、記録媒体は、コンピュータに「結びつ
けられる（bound）」。これに代えて、この情報は、デジタルファイルについて幾つのコ
ピーが作成されているか、又はデジタルファイルについて、あと幾つのコピーを作成する
ことができるかに関する情報を含んでいてもよい。例えば、プレーヤソフトウェアは、コ
ピーを最初に作成したコンピュータ以外のコンピュータによってデジタルファイルのコピ
ーが作成されることを禁止してもよく、或いはどのコンピュータがデジタルファイルのコ
ピーを作成したかに関わらず、合計で４個までのコピーしか作成できないようにしてもよ
い。更に他の変形例として、プレーヤソフトウェアは、最大数のコピーが作成されると、
記録媒体からデジタルファイル又は復号鍵を消去するようにしてもよい。
【００２３】
　本発明に基づくプレーヤソフトウェアは、本発明に基づく保護方式を用いたいかなる記
録媒体にも使用できる汎用ソフトウェアであってもよい。例えば、保護された各ＣＤには
、同じプレーヤソフトウェアのコピーを格納してもよく、そのプレーヤソフトウェアは、
コンピュータにインストールするためにデジタルファイルとそれぞれの復号情報とをＣＤ
から読み出す。汎用プレーヤソフトウェアが既に存在している場合、ソフトウェアを再び
コピーする必要はなく、この場合、デジタルファイル及びこれらを使用するために必要な
情報のみがコピーされる。そして、複数のＣＤのデジタルファイルのコピーと、復号情報
とは、例えば、セキュアデータベース（secure database）を用いて、プレーヤソフトウ
ェアの単一のコピーによって維持管理される。これに代えて、各音楽配信業者が固有の、
複数のバージョンのプレーヤソフトウェアを用いることが好ましい場合もある。この場合
、各音楽配信業者は、それぞれのソフトウェアに責任を負い、これにより、本発明を有効
に実現するために必要な業者間の調整に関する負担が軽減される。ソフトウェアは、汎用
プレーヤに類する動作を行うが、個々のバージョンのそれぞれは、特定の業者が製造した
ＣＤに対してのみ動作する。本発明では、個々のアルバム毎に固有のプレーヤソフトウェ
アのバージョンを用いてもよく、このプレーヤソフトウェアのバージョンは、他のアルバ
ムに用いられるソフトウェアとは別に維持管理される。これらの固有のバージョンは、例
えば、セキュリティレベルの強化又は向上等、固有の特徴を有していてもよい。また、ソ
フトウェアは、インターネット等のネットワークからダウンロードできるようにしてもよ
い。
【００２４】
　本発明の実施例においては、本発明によって提供されるセキュリティ及び制御を確かな
ものとするために、プレーヤソフトウェアの完全性（integrity）を維持する。プレーヤ
ソフトウェアが改竄（tampered with）された場合、保護されていない形式でデジタルコ
ンテンツにアクセスすることができるようになってしまう虞がある。プレーヤソフトウェ
アは、記録媒体から直接実行された場合、プレーヤソフトウェアが改竄されている可能性
は低い。一方、プレーヤソフトウェアがコンピュータにインストールされると、プレーヤ
ソフトウェアは、リバースエンジニアリング又は改竄され易くなる。プレーヤソフトウェ
アの完全性を確実にする可能な手法の１つとして、記録媒体がコンピュータに挿入される
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トールしてもよい。これにより、改竄されている可能性がある既存のプレーヤソフトウェ
アは、単純に上書きされ、消去され又は無効にされる。また、プレーヤソフトウェアを保
護する他の手法として、記録媒体が挿入された際に、例えばデジタル署名、チェックサム
又はこの他の周知の完全性検査法を用いて、コンピュータに先にインストールされている
プレーヤソフトウェアを検査するプログラムをプレーヤソフトウェアの一部として又は他
のソフトウェアプログラムとして記録媒体に格納してもよい。プレーヤソフトウェアの完
全性検査に問題があった場合、プレーヤソフトウェアは使用を拒否され、又は上書きされ
る。これに代えて、ネットワークを用いて、中央のサーバに完全性検査ソフトウェアを接
続し、このサーバに対し、プレーヤソフトウェア又は記録媒体自体に関する完全性検査ル
ーチンを実行するよう要求してもよい。
【００２５】
　本発明の実施例においては、デジタルファイルのコピーは、様々な手法で暗号化又は保
護することができる。１つの手法として、固有の鍵を用いて各ファイルの各コピーを暗号
化することによってファイルを保護してもよい。例えば、プレーヤソフトウェアは、ＣＤ
から、暗号化されている各曲又はトラックを読み出し、適切な鍵を用いて各曲又はトラッ
クを復号し、各曲又はトラックのコピーを４個作成し、各コピーを異なる鍵で暗号化して
もよい。この手法により、不正なアクセスに対する最高レベルのセキュリティを実現でき
るが、コピー処理の実行に時間が掛かり、多数の鍵を管理する必要がある。これに代えて
、特定のコンピュータにおいて作成された特定のトラックを同じ鍵で暗号化してもよく、
或いはどのコンピュータがコピーを作成したかに関わらず、あるトラックの全てのコピー
を同じ鍵で暗号化してもよい。暗号化鍵は、コピー処理を実行するコンピュータにおいて
ローカルで作成してもよく、中央のサーバからダウンロードしてもよく、前もって記録媒
体内に格納しておいてもよい。使用される暗号化アルゴリズムは、例えば、対称（鍵）暗
号化アルゴリズムであっても非対称（鍵）暗号化アルゴリズムであってもよく、コンピュ
ータ又は携帯型機器の性能に悪影響を与えない程度の演算負荷で適切な保護を実現できる
アルゴリズムを用いる。
【００２６】
　本発明は、上述した特定の実施例に限定されない。本発明の範囲から逸脱することなく
、本発明の原理を実現するために他の実施例を用いてもよいことは、当業者にとって明ら
かである。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の実施例の概略を示す図である。
【図２】本発明に基づく処理の一例を示すフローチャートである。
【図３】本発明に基づく処理の一例を示すフローチャートである。
【図４】本発明に基づく処理の一例を示すフローチャートである。
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