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明 細 書

検証方法、検証プログラム、記鋳と女柴体、，清報処理装置、集積回路

行技 庁分野

０００1 本発明は、プログラムの実行に仮想マシンを用いる機器に関連し、特に、仮想マシ

ンが実装されるプラットフオームの正当性を判断し、該プラットフオームが不正な場合

に、排除する技術に関する。

背景 行技 庁

０００2 近年、プログラムを Sや P 等のプラットフオームに依存させずに稼動させるため

、仮想マシンが利用されている。一般的に、仮想マシンはソフトウェア実装されており

、インタフェース等、実装に必要な情報が公開されているため、誰でも仮想マシンを

実装することができる。

発明の開示

発明が解が『しようとする言果是頁

０００3 そのため、仮想マシンを不正に実装することで、その上で稼動するプログラムに正

規の動作ではなく、不正な動作をさせることが可能となる。そのプログラムが、例えば

、映画等のコンテンソの著作権を保護するプログラムである場合、不正にコンテンツ

を再生されることにつながる。

本発明は、上記の問題点に鑑み、プログラムが、自身を稼動させる仮想マシンが正

規に実装されたものであることを検証できる情報処理方法を提供することを目的とす
る。

言果題を解が『するための手段

０００4 上記課題を解決するために、本発明では、内部に含んだ仮想マシンにょりコンテン

ソの再生に係る処理を実行する情報処理装置において用いられる検証方法であっ
て、前記コンテンソと共に記録媒体に記録されている検証プログラムを読み出す読出

ステップと、前記検証プログラムを前記仮想マシンが実行することにょり、前記仮想マ

シンを含む前記情報処理装置の正当性を検証する検証ステップとを含むことを特徴

とする検証方法を提供する。



０００5 上述の検証方法を用いることにより、検証プログラムが、自身を稼働させる仮想マシ

ンが正規に実装されたものであるか否かを検証することができる。

また、前記検証ステップは、前記検証プログラムが、前記情報処理装置の所定のメ

モリアドレスに保持されている値を、検証情報として取得する取得ステップと、前記取

得ステップにより取得された前記検証情報に基づいて、前記情報処理装置が正当で

あるか否かを、前記検証プログラムが判断する判断ステップとを含むこととしてもよい

０００6 上述の検証方法では、所定のメモリアドレスに保持されている値を用いて情報処理

装置の検証を行ぅ。

したがって、検証を〒ぅための値が保持されているメモリアドレスを知らないと、仮想

マシンを実装することができない。そのため、メモリアドレスを知らない不正な第三者

が不正な仮想マシンを実装するのを困難にすることができる。

０００7 また、前記記録媒体は、さらに、前記仮想マシン上で実行され、前記コンテンソの

再生に係る処理手順を含む再生関連プログラムを記録しており、前記検証方法は、

さらに、検証の結果、前記情報処理装置が不正である場合、前記コンテンソの再生

に係る処理手順の実行を抑制する抑制ステップを含むこととしてもよい。

これにより、不正な仮想マシンではコンテンソの再生が実行されないよぅにすること

ができる。

０００8 また、前記コンテンソは、所定の復元処理によって復元できるよぅ変形されており、

前記コンテンツの再生に係る処理手順は、変形されている前記コンテンツを、前記復

元処理により復元する手順を含み、前記抑制ステップは、前記復元処理の実行を抑

制することとしてもよい。

これにより、例えばコンテンツが著作権保護等を目的として変形されている場合に、

不正な仮想マシンではコンテンソの復元処理が実行されないよぅにすることができる

０００9 また、前記検証情報とは、タイミングによって変ィビする情報であることとしてもよい。

上述の検証方法によると、検証情報としてタイミングによって変ィビする情報を用いる

ため、不正解析者が検証情報を保持するメモリアドレスを特定できた場合であっても



、正当な検証情報の値を特定することが難しくなる。

したがって、不正な第三者が、検証プログラムによる検証を通過することのできる実

行環境を不正に実装することが困難になる。

００1０ また、前記検証情報とは、前記再生を〒ラコンテンソに関する情報であることとして

もよい。

上述の検証方法によると、検証プログラムは、再生されるコンテンソに関する情報に

基づいて、情報処理装置の正当性を検証する。

これにより、検証プログラムは、再生されるコンテンソが、当該検証プログラムと共に

用いられるべきコンテンソであるか否かを検証することができる。

００11 したがって、上述の検証方法は、例えば、不正な第三者が、正当な検証プログラム

を複製し、他のコンテンソの再生時に、複製した検証プログラムを読み込ませることに

よって当該他のコンテンソについての検証を通過させるよぅな不正についても防止す

ることができる。

また、前記検証情報とは、前記仮想マシンを含む実行環境に依存する情報である

こととしてもよい。

００12 これにより、検証プログラムは、当該検証プログラムを実行する実行環境が、正当な

検証情報を知らない不正な第三者が実装した実行環境であるか否かを検証すること

ができる。

また、前記記録媒体には、さらに、検証値と、検証ルールとが対応づけて記録され

ており、前記判断ステップは、前記取得ステップにより取得された前記検証情報と、

前記記録媒体に記録された前記検証値とを、前記検証値に対応づけられている前

記検証ルールに基づいて比較する比較ステップを含み、前記判断ステップは、前記

比較の結果、前記検証ルールを満たす場合に、前記情報処理装置が正当であると

判断することとしてもよい。

００13 これにより、検証値と検証ルールを知らない不正な第三者が、不正な仮想マシンを

実装するのを困難にすることができる。

また、前記取得ステップは、検証のタイミングにおいて、前記所定のメモリアドレスに

保持されている値を要求する要求ステップを含み、前記検証方法は、さらに、前記要



求ステップによる前記要求に応じて、前記所定のメモリアドレスに保持されている値を

読み出し、読み出した値を前記検証情報として前記検証プログラムに返信する返信

ステップを含み、前記取得ステップの前記取得とは、前記要求に対して前記返信さ

れた前記検証情報を取得することであり、前記比較ステップは、前記返信により取得

した前記検証情報を用いて前記比較を〒ぅこととしてもよい。

００14 また、前記記録媒体には、さらに、複数の前記検証値が、検証のタイミングと対応づ

けて記録されており、前記比較ステ、ソプは、前記検証のタイミングにおいて前記取得

した検証情報と、前記検証のタイミングに対応づけられている前記検証値および前記

検証ルールを用いて前記比較を 、竹 、前記判断ステップは、前記検証のタイミング

になる度に、前記比較ステップを繰り返し実行させる繰り返しステップと、前記繰り返

しの結果、前記検証情報と前記検証値とが所定回数以上前記検証ルールを満たさ

ない場合に、前記情報処理装置が不正であると決定する決定ステップとを含むことと

してもよい。

００15 上述の検証方法では、所定回数以上検証ルールを満たさない場合に、情報処理

装置が不正であると決定するので、検証の精度を向上させることができる。

また、前記記録媒体には、複数の前記検証値の各々が、前記仮想マシンを一意に

識別する識別情報と対応づけられて記録されており、前記比較ステップは、前記情

報処理装置に含まれる仮想マシンの識別情報と対応する検証値を用いて前記比較

を〒ぅこととしてもよい。

００16 これにより、仮想マシンごとに異なる検証値を用いて検証を〒ぅことができる。

また、前記記録媒体には、さらに、検証のタイミングと検証ルールとが対応づけられ

て記録されており、前記情報処理装置は、さらに、所定のタイミングにおいて前記所

定のメモリアドレスに保持されている値を比較用情報として格納している格納手段を

備え、前記取得ステップは、前記検証のタイミングにおいて前記所定のメモリアドレス

に保持されている値を、前記検証情報として前記取得し、前記判断ステップは、前記

検証のタイミングにおいて取得した前記検証情報と、前記格納手段に格納されてい
る比較用情報とを前記検証ルールに基づいて比較する比較ステ、ソプを含み、前記判

断ステップは、前記比較の結果に基づいて、前記情報処理装置が正当であるか否か



の前記判断を〒ぅこととしてもよい。

００17 また、前記取得ステップは、前記検証のタイミングにおいて、前記所定のメモリアド

レスに保持されている値を要求する要求ステップを含み、前記検証方法は、さらに、

前記要求ステップによる前記要求に応じて、前記所定のメモリアドレスに保持されて

いる値を読み出し、読み出した値を前記検証情報として前記検証プログラムに返信

する返信ステップを含み、前記取得ステップの前記取得とは、前記要求に対して前

記返信された前記検証情報を取得することであり、前記比較ステップは、前記返信に

より取得した前記検証情報を用いて前記比較を〒ぅこととしてもよい。

００18 また、前記情報処理装置は、さらに、乱数を生成する乱数生成部を備え、前記検証

方法は、さらに、前記検証のタイミングになるごとに、前記乱数生成部に乱数を生成

させ、生成された乱数を、前記所定のアドレスに保持させる乱数保持ステップを含み

、前記取得ステップは、前記検証のタイミングにおいて、前記乱数保持ステップにより

前記保持された前記乱数を読み出すことで前記検証情報の前記取得を 、竹 、前記

判断ステップは、前記比較の結果、前記検証情報と、前記比較用情報とが異なる場

合に、前記情報処理装置が正当であると判断することとしてもよい。

００19 これにより、情報処理装置の正当性の検証に乱数を用いるれづ実装を知らない不

正な第三者が、不正な仮想マシンを実装するのを困難にすることができる。

また、前記乱数生成部は、前記仮想マシンを含む実行環境に依存する情報に基づ

いて、前記生成を〒ぅこととしてもよい。

これにより、実行環境が異なる場合に、乱数生成部が各実行環境で同じ乱数を生

成する可能性が低くなる。

００2０ また、前記情報処理装置は、さらに、時刻を計時して前記所定のメモリアドレスに書

き込む計時部を備え、前記格納手段は、所定のタイミングにおいて前記所定のメモリ

アドレスに書き込まれている前記時刻を比較用情報として格納しており、前記取得ス

テップは、前記検証のタイミングにおいて、前記所定のメモリアドレスに書き込まれて

いる前記時刻を読み出すことで前記検証情報の前記取得を 、竹 、前記判断ステップ

は、前記比較の結果、前記検証情報に示される時刻が、前記比較用情報に示される

時刻よりも増加している場合に、前記情報処理装置が正当であると判断することとし



てもよい。

００2 1 これにより、情報処理装置の正当性の検証に時刻を用いるとレづ実装を知らない不

正な第三者が、不正な仮想マシンを実装するのを困難にすることができる。

また、記録媒体に記録されているコンテンソの再生に係る処理を実行し、仮想マシ

ンを内部に含む情報処理装置であって、前記記録媒体には、前記仮想マシン上で

実行されることにより、前記情報処理装置の正当性を検証する検証プログラムが記録

されており、前記情報処理装置は、前記記録媒体から前記検証プログラムを読み出

す読出手段と、前記情報処理装置の所定のメモリアドレスに、検証のタイミングにお

いて保持されている値の要求を前記検証プログラムから受け付ける受付手段と、前

記要求を受け付けると、前記所定のメモリアドレスに保持されている値を読み出し、読

み出した値を前記検証プログラムに返信する返信手段とを備えることとしてもよい。

００22 また、記録媒体に記録されているコンテンソの再生に係る処理を実行し、仮想マシ

ンを内部に含む情報処理装置に搭載される集積回路であって、前記記録媒体には

、前記仮想マシン上で実行されることにより、前記情報処理装置の正当性を検証する

検証プログラムが記録されており、前記集積回路は、前記記録媒体から前記検証プ

ログラムを読み出す読出手段と、前記情報処理装置の所定のメモリアドレスに、検証

のタイミングにおいて保持されている値の要求を前記検証プログラムから受け付ける

受付手段と、前記要求を受け付けると、前記所定のメモリアドレスに保持されている

値を読み出し、読み出した値を前記検証プログラムに返信する返信手段とを備えるこ

ととしてもよい。

００23 また、コンテンソの再生に係る処理を実行し、仮想マシンを内部に含む情報処理装

置の正当性を検証する検証プログラムを記録している記録媒体であって、前記検証

プログラムは、前記情報処理装置の所定のメモリアドレスに保持されている値を、検

証情報として取得する取得ステップと、前記取得ステップにより取得された前記検証

情報に基づいて、前記情報処理装置が正当であるか否かを判断する判断ステップと

を含むこととしてもよい。

００24 また、記録媒体に記録されているコンテンソの再生に係る処理を実行し、仮想マシ

ンを内部に含む情報処理装置の正当性を検証する処理を、前記情報処理装置に実



行させる検証プログラムであって、前記情報処理装置の所定のメモリアドレスに保持

されている値を、検証情報として取得する取得ステップと、前記取得ステップにより取

得された前記検証情報に基づいて、前記情報処理装置が正当であるか否かを判断

する判断ステップとを含むこととしてもよい。

発明の効果

００25 以上、説明したよぅに、本発明によれば、プログラムにより、自身を稼動させる仮想

マシンが正規に実装されたものであることを検証できる情報処理方法を提供できると

いぅ効果を有する。

００26 図 実施の形態 における記録媒体及び情報処理装置の構成を示す図

図2 実施の形態 における仮想マシンコード実行処理のフローを示す図

図3 実施の形態 における仮想マシンを含む実行環境の正当性検証処理のフロー

を示す図

図4 実施の形態 における検証ルールのデータ構造例

図5 実施の形態 における仮想マシンコードが持つ検証ルールテーブル構造例

図6 実施の形態 における記録媒体及び情報処理装置の構成のその他の例を示

す図

図7 実施の形態 における記録媒体及び情報処理装置の構成をその他の例を示す

図

図8 実施の形態2における記憶媒体および情報処理装置のシステムモデルを示す

図

図9 実施の形態2における検証処理と復元処理の動作を示す図

図1０実施の形態2における仮想マシンを含む実行環境の正当性検証処理のフロ

ーを示す図

図11 実施の形態2における記憶媒体および情報処理装置のシステムモデルのその

他の例を示す図

図12 実施の形態2における記憶媒体および情報処理装置の一般ィビしたシステムモ

デルを示す図



符号の説明

０ ０ 2０ 情報処理装置

０2 8０2 2０2 記録媒体

ディスク読込部

2 ユーザ操作受付部

3 仮想マシン実行部

4 情報保持部

5 仮想マシン実行コード

7 検証値テーブル識別情報

8 作業情報保持部

2 仮想マシンコード

5 検証値取得モジュール

4 仮想マシンコード実行モジュール

2 仮想マシン検証モジュール

2 検証情報モジュール

3 コード依存処理モジュール

4００仮想マシン毎の検証ルールテーブル

4０ アドレス

4０2 検証タイミング

4０3 検証値

4０4 検証ルール

5００検証情報保持モジュール 22が保持する検証ルールテーブル

8 3 3 2 3 クリツプファイル

8 4 検証用コード

8 5 秘密情報用コード

8 6 復元情報ファイル

824 224 モジュー，
827 227 再生制御部



829 229 検証処理部

83０ 23０秘密情報計算部

83 3 2 3 ゼンテーション処理部

832 32 2 32 復元処理部

9０ メモり

9０2 検証情報メモり

9０3 仮想マシン識別情報

9０4 割り込み管理情報

9０5 秘密情報計算用割り込み管理情報

発明を実施するための最良の形態

００28 以下、発明を実施するための最良の形態を、図面を参照しながら説明する。

(実施の形態 )

図 を使って、本発明の一実施形態に係る記録媒体、及び情報処理装置について

説明する。

記録媒体 ０2には、仮想マシン上で動作するプログラムである、仮想マシンコード

2 が記録されている。記録媒体 ０2の一実装例としては、 ( sc)で

あるが、それに限るものではない。さらに、仮想マシンコード 2 は、仮想マシン検証

モジュール 2 、検証情報保持モジュール 22、コード依存処理モジュール 2

3から構成される。各モジュールの詳細は後述する。

００29 情報処理装置 ０は、仮想マシンを使って、仮想マシンコード 2 を実行する装置

であり、図 に示すよぅに、ディスク読込部 、ユーザ操作受付部 2、仮想マシン

実行部 3、情報保持部 4、作業情報保持部 8から構成される。仮想マシンと

は、 P や S等のプラットフオームに依存せずに、プログラムを動作させるために、

仮想マシンコード 2 として実装されたプログラムを、プラットフオーム用のネイティブ

コードに変換して実行するソフトウェアである。具体的には、例えば仮想マシン刮a

" (登録商標 )仮想マシンであり、仮想マシンコード 2 刮" a
(登録商標 )バイトコー

ドであるが、これに限るものではない。

００3０ 情報処理装置 ０の一実装例としては、 P 、ワークメモり、フラッシュメモり、



ドライブ、りモートコントローうとから構成されるコンピュータシステムであり、ディスク読

込部 は ( sc)ドライブであり、情報保持部 4 はフラッシュメモり

であり、ユーザ操作受付部 2はりモートコントローうであり、作業情報保持部 8 は

ワークメモりであり、仮想マシン実行部 3 は、 P とワークメモりを用いて動作する

ソフトウェアで構成する方法が挙げられるが、他にも、ハードウェアでの実装など、ソフ

トウェアによる構成に限定されるものではない。その他の実装形態についても、これに

限定されるものではない。

００3 1 また、情報保持部 4 には、仮想マシン実行コード 5 と、仮想マシン識別情報皿

7が保持されている。仮想マシン実行コード 5 は、ソフトウェアであり、検証値取得

モジュール 5 、仮想マシンコード実行モジュール 5 4から構成される。各モジュ
ールの詳細は後述する。

仮想マシン識別情報 7は、仮想マシンを識別するための情報であり、例えば、「

情報処理装置メーカ 情報処理装置のモデル番号十仮想マシンのバージョン番

号」などで構成される8バイトのデータであるが、仮想マシンを一意に特定できる情報

であれば、これに限るものではない。

００3 2 ここで、検証情報の作成について説明する。正規の仮想マシン実行コード 5の提

供者は、図4 に示すよぅな仮想マシン毎に固有の検証ルールテーブルと仮想マシン

識別情報 7を仮想マシン管理機関に提出する。なお、上記検証ルールテーブル

は仮想マシンが搭載されている再生装置毎の検証ルールテーブル、識別情報であ

っても良い。仮想マシン管理機関は、仮想マシンコードの実装者に対し、正規の仮想

マシンの検証ルールテーブルと仮想マシン識別情報 7を提供する。仮想マシンコ

ードの実装者は、これを基に検証情報を作成する。図4 は仮想マシン毎 (再生装置毎

) に固有の検証ルールテーブルであり、例えば、検証に使用するアドレス4０ と、い
つ検証するかを示す検証タイミング4０2と、その時にアドレス4０がどのよぅな値をと

っているかを示す検証値4０3 と、その値がどのよぅな状態であれば検証が成功なの

かを示す検証ルール4０4などで構成される。アドレス4０は図4 にあるよぅに、特定の

アドレスや、特定のアドレスの範囲を表す。検証ルールテーブルは図4のよぅなテー

ブル構成に限定されるものではない。



００33 なお、本実施の形態では、記録媒体 ０2として、 を想定し、そこに記録された仮

想マシンコード 2 をディスク読込部 にて情報処理装置 ０に取り込んでいるが

、それに限るものではなく、例えば、ディスク読込部 をインターネット接続部に置

き換え、仮想マシンコード 2 をインターネット経由で情報処理装置 ０に取り込む

等、他の方法で仮想マシンコード 2 を情報処理装置 ０に取り込んでもよい。

００34 以上で、本発明の一実施形態に係る記録媒体、及び情報処理装置についての説

明を終わる。

(仮想マシンコードの実行)

次に、図2を使って、情報処理装置 ０での仮想マシンコードの実行について説明

する。

００35 まず、情報処理装置 ０はユーザ操作受付部 2を通じて、記録媒体 ０2上の仮

想マシンコード 2 を実行するよぅ指示を受けることで処理が開始される。

仮想マシンコード 2 の実行が指示されると、仮想マシン実行部 3は、情報保持

部 4から、仮想マシン実行コード 5をロードし、仮想マシンを起動する (S2 ０ )
o

００36 次に、ディスク読込部 を通じて記録媒体 ０2から、仮想マシンコード 2 を読

み出し、仮想マシン実行部 3が仮想マシン上で仮想マシンコード 2 を起動する (

０2)

仮想マシン上で起動された仮想マシンコード 2 は、仮想マシン検証モジュール

2 、及び検証情報保持モジュール 22を用いて、自身を実行している仮想マシ

００37 そして、検証タイミング4０2だった場合、仮想マシンを含む実行環境の正当性の検

証を行 (S2 ０4)。この処理の詳細については、後述する。

０4の検証結果を判定し(S2 5 、 Gの場合、 Gの回数が規定回数になった

かどぅか確認する (S2 ０8)。ここで、 Gが規定回数以上である場合、仮想マシンコー

ド 2 は自身の実行を終了するよぅに実装されているため、その実行を終了する。

００38 S 2０8で Gが規定回数に達していない場合は、S 2 3からやり直す。規定回数は

回でもよいし、複数回でもよく、複数にすれば検証の精度を向上させる効果が得られ

る。



S 2 5で検証結果がO の場合、仮想マシンコード 2 中のコード依存処理モジュ
ール 23で定義されたコード依存処理を実行する (S2 ０6)。コード依存処理モジュ
ール 23には、仮想マシンコード 2 毎に異なる処理が定義されており、例えば、

記録媒体 ０2に別途記録された映画等のコンテンソ 22の著作権保護処理として、

コンテンツ 22の復号処理を〒ぅが、これに限るものではない。

００39 コード依存処理が終了した時点で、仮想マシンコード 2 の実行を終了する (S2 ０

7

以上で、情報処理装置 ０での仮想マシンコード 2 の実行についての説明を終

わる。

(仮想マシンを含む実行環境の正当性検証)

仮想マシンを含む実行環境の正当性検証処理の詳細について説明する。この処

理は、仮想マシンコード 2 によって、自身を実行する仮想マシンを含む実行環境

が正規のものかどぅかを検証する処理である。

００4０ 仮想マシン実行コード 5は、インタフェースや処理内容等の実装に必要な情報

が公開されているため、誰でも実装することができる。このため、正規の仮想マシン実

行コード 5でなければ、仮想マシンコード 2 の実行時に不正な動作を 、竹 、仮

想マシンコード 2 の処理が正しく行われなくなる可能性がある。仮想マシンコード

2 が、例えば、記録媒体 ０2に別途記録されている映画等のコンテンソ 22の著作

権を保護するプログラムである場合には、不正にコンテンソ 22を再生され、著作権

を保護できなくなるため、仮想マシンを含む実行環境の検証処理が必要になる。

００41 仮想マシンコード 2 を構成するモジュールについて説明する。仮想マシン検証モ

ジュール 2 は、自身を実行する仮想マシンを含む実行環境が正規のものかどぅか

を検証するモジュールであり、検証情報保持モジュール 22は、仮想マシンを含む

実行環境の正当性を検証するための情報である。具体的には、仮想マシンから仮想

マシン識別情報 7と検証する値を取得し、その値が検証情報保持モジュール 2

2で保持する検証ルールと合致するかどぅかで、仮想マシンを含む実行環境の正当

性を検証する。これにより、異なる再生装置にプレーヤモデル番号、メーカ名等を含

むデータをコピーしたェミュレータを作成し、例えばコンピュータ上で仮想マシン及び



該ェミュレータを搭載したとしても、図4の仮想マシン毎の検証ルールテーブル4００

に合致するよぅにェミュレータを作成するのは困難であり、検証ルールむ満たさなレ屹

のとなるため、かかる不当なェミュレータ上における再生を阻止することができる。検

証処理の詳細については、後述する。

００42 図5は検証情報保持モジュール 22が保持する検証ルールテーブル5００の一例

である。検証情報保持モジュール 22が保持する検証ルールテーブル5００は、図

4で提供された仮想マシン毎の検証ルールテーブル4００の一部または全部と、仮想、

マシン識別情報 7の対応を示している。検証情報保持モジュール 22が保持す

る検証ルールテーブル5００で使用する検証ルールは、仮想マシンコード 2 作成者

が検証ルールテーブル4００から自由に選択して利用することができ、仮想マシンコ

ード 2 毎に独 自の検証を〒ぅことが可能となる。

００43 次に、仮想マシン実行コード 5を構成するモジュールについて説明する。

検証値取得モジュール 5 は、仮想マシンコード 2 中の仮想マシン検証モジュ
ール 2 が指定したアドレスを、作業情報保持部 8から検索し、そのアドレスに保

持されている値を取得するモジュールである。

仮想マシンコード実行モジュール 54は、仮想マシンコード 2 中のコード依存

処理モジュール 23で定義される処理をプラットフオームに依存するネイティブコー

ドに変換しながら、実行するモジュールである。

００44 続いて、図3を使って、仮想マシンを含む実行環境の正当性検証処理フローにつ
いて説明する。

最初に、図2のS2０2で仮想マシンコード 2 を起動すると、仮想マシン検証モジュ
ール 2 は、情報保持部 4の仮想マシン識別情報 7と検証情報保持モジュー

ル 22が保持する検証ルールテーブル5００とを比較して、利用する検証タイミング

4０2を検出しておく。例えば、仮想マシン識別情報 7が０００ lffOOOOO ００

であったとして、以下の説明を行ぅ。次にS2０3で、検出された検証タイミングになっ
たときに、以下の検証処理を行ぅ。

００45 まず、仮想マシンコード 2 は、検証タイミング4０2に対応するアドレス4０を指定

して、仮想マシンに検証情報の要求を行 (S3 )。例えば、メニュー を表示した場



合に、アドレスO OOf O を指定して、検証情報の要求を行ぅ。

仮想マシンは、作業情報保持部 8上の指定されたアドレスO OOffOO に保持

されている値を取得し(S3 ０2 ) 、その値を検証情報として仮想マシンコード 2 に返

信する ( 3０3 )

００4 6 仮想マシンコード 2 は、返信された検証情報を取得し( 3０4 ) 、検証情報と検証

値4０3を検証ルール4０4 に基づいて検証し、その結果を図2の 2０5 に渡す。今の

例では、検証情報がO e dと同値であれば検証結果はO であり、それ以外であれば

Gである。

以上で、仮想マシンを含む実行環境の正当性検証処理の説明を終わる。

００4 7 なお、正規の仮想マシンが指定されたアドレスの情報を取得することができれば、

アドレス4０2は、物理 論理アドレス、実 仮想アドレスを問わない。また仮想マシン

は指定されたアドレスをそのまま使用するのではなく、アドレスマップ情報をもとに作

業情報保持部 8 に適したアドレスに変換してから、検証情報を取得するよぅにして

もよい。アドレスマップ情報は作業情報保持部 8の該当領域を示すよぅにできれば

よく、静的なだけではなく動的に変ィビしても対応を管理するよぅに構成すればよい。

００4 8 また、本実施の形態では、検証値のデータ長として、 バイトのデータ長を用いてい
るが、これに限るものではない。

また、作業情報保持部 8 は全ての領域を、検証値取得モジュール 5 で参照

できるよぅにする必要はなく、一部の領域は参照を不可能にするよぅに実装することが

でき、仮想マシンを含む実装環境の不正な解析に対する耐性を向上させることが可

能となる。

００4 9 (検証ルールの例)

本実施の形態では、作業情報保持部 8上の値を取得して、それを検証情報とし

ていたが、検証情報として用いる値や、検証ルールについて以下に説明する。ただ

し、これらに限ったものではなく、作業情報保持部 8上に展開される値であればい
かなる値も検証情報の候補である。

００5０ ( ) コンテンソに関する情報

例えば図5の検証情報保持モジュール 2 2が保持する検証ルールテーブル5００



では、初期動画再生時にアドレス０００ ００44～ O O O f fのデータの中にコン
、テンソ 2 2のインデ、ソクスファイルのタイムスタンプと同じ値が人っていれば検証O

となる。このように正規の仮想マシンを含む実行環境ではコンテンソに関連する情報

をあるタイミングで作業情報保持部 8上の特定の領域に格納するようにすることで

、実際に仮想マシンコード 2 実行時に、その特定の領域に規定の情報が存在する

かどうかを検証することで、正当性の評価を〒うようにできる。なお、アドレスは範囲指

定ではなく、 つのアドレスでもよい。アドレス、検証タイミングとも仮想マシンを含む実

行環境に依存する。

００5 1 上記以外にコンテンソに関連する情報としては、インデ、ソクスファイルやナビゲーシ

ョンファイル、その他記録媒体 ０2 に格納されているファイルのファイルサイズやタイ

ムスタンプが利用できる。また、記録媒体 ０2 に格納されているプレイリストやプレイ

アイテムの数、コンテンル、ッシュテーブルの一部または全部の値、あるボタンをクリ

、ソクした際の音情報の一部または全部のデータ、インデ、ソクステーブルのハッシュ値

の一 、部または全部、などコンテンソに関連する情報であればいかなる情報も利用可

能である。

００5 2 (2 )仮想マシンを含む実行環境に依存する情報

例えば図6のように情報処理装置 ０にさらに乱数生成部6０を追加し、仮想マシ

ンコード 2 の指示で乱数生成部6０を動作させるように実装する。そして、図5の

検証情報保持モジュール 2 2 が保持する検証ルールテーブル5００のように、ディス

ク挿入時に仮想マシンを含む実行環境に乱数を生成させ、アドレスO OOaaO に

格納させ、仮想マシンコード 2 はその値を保持する。その後、再生開始時やユー

ザ操作時に同一アドレスに、再度乱数を生成・格納させ、仮想マシンコード 2 は新

たに生成した乱数を取得して、先に保持していた乱数と比較して値が変更されてい
れば検証O とする。不正な仮想マシンが、乱数生成機能がない場合や、どこに乱

数を書き込むのかを分かっていない場合には、検証O にはならない。なお、乱数の

シードにはアドレスや仮想マシン識別情報 7など仮想マシンを含む実行環境毎に

異なる値にすれば、同じ乱数を生成する可能性が低くなる。

００5 3 また、仮想マシンは実装状態によって使用するメモりなどのリソースが異なる。ここで



例えば、仮想マシンコード 2 実行中の作業情報保持部 8の空き領域が特定の

値の範囲に収まっていれば検証O とすることもできる。この場合不正な仮想マシン

が動作する環境でにおいて、使用しているメモリサイズが違えば、検証O にはなら

ない。

上記以外に仮想マシンを含む実行環境に依存する情報としては、ハッシュ計算値 (

例えば、仮想マシンコードの直前の戻り値を使用するなど) 、コンテンソに関する情報

だが情報処理装置 ０毎に表示する内容が違ぅ情報 (例えば、メニューのボタンの

数、再生できる音声や映像の違いなど) 、などの情報が利用できる。

００54 このよぅに仮想マシンを含む実行環境に固有の機能や実装状態、その他の情報に

依存するあらゆる値を検証に利用することが可能である。

(3) 時間やタイミングに依存する情報

例えば図7のよぅに情報処理装置 ０にさらに計時部7０を追加する。計時部7０

は現在時刻を計時し、作業情報保持部 8の特定の領域に書き込むよぅに実装する

。そして、図5の検証情報保持モジュール 22が保持する検証テーブルルール5０

のよぅに、仮想マシンコード 2 は、デイスク挿入時に０００eee ００2から現在時刻を

取得して、保持し、次にクリップファイル切り替わり時に同一アドレスから現在時刻を

取得して、前回保持した時刻と比較し、増加していれば検証O とする。この場合、単

に値が変更されているだけではなく、必ず増加しているとレづ検証ルールが設定され

ているため、この実装を知っていないと、不正な実行環境を作成することはできない。

００55 また、あるタイトルを再生中には早送り禁止になっている場合があり、そのタイトルを

再生しているタイミングでは、作業情報保持部 8の特定の領域に早送り禁止の情

報を保持する。この場合、該当のタイトル再生時に、その特定の領域にある現在の状

態をチェックして、早送り禁止を示す情報であれば検証O とする。

上記以外に時間やタイミングに依存する情報としては、情報処理装置 ０に関する

システムパラメータや動作パラメータなど、また、現在再生しているチヤプタ番号、現

在再生しているストリームに含まれる時間情報 (例えば、 S P S PC など) 、な

どの情報が利用できる。

００56 このよぅに時間やタイミングで変ィビする情報であれば、いかなる情報も検証に利用



することが可能である。ただし、時間やタイミングで変ィビするデータであっても、コンテ

ンソ情報 自身 (暗号状態、復号状態、デコードの前後を問わない)等のよぅに、非常

に転送レートが高い情報を対象とすると、所定タイミングのあるアドレスに基づくメモり

内の情報は正当な機器においても正確に予測する事は困難であるため、プレーヤの

製造者自身が実質的に予測できる情報を用いることが望ま 、。特に、時間やタイミ

ングで変ィビするデータであって複数回メモりの確認を行いその変化値を確認するル

ール等の場合には、設定タイミングと確認タイミングをより厳密に同じタイミングで情報

を確認することが必要であるが、正確なタイミングで検証れづことは現実は難 、い た

め、あまり転送レートが高い情報を用いないか、又は、検証ルール4０4において正当

な機器と判断される検証ルール4０4を緩くする事が望ま 、。

００57 検証情報保持モジュール 22が保持する検証ルールテーブル5００は上記で説

明した情報をどのよぅに組み合わせてもよく、仮想マシンを含む実行環境ごとに固有

の検証ルールテーブル5００が作成できる。

(実施の形態2)

図8は本発明の実施の形態2における記憶媒体と情報処理装置のシステムモデル

を示す図である。

００58 図8に示すよぅに記憶媒体8０2には、再生順序やユーザ操作時の挙動を規定して

いるコマンドプログラム8 と、クリップファイルの属性やタイムサーチマップ、プレイリ

スト、プレイアイテムなどを記述しているクリップファイル関連情報8 2、映像や音声な

どのコンテシソを含むクリップファイル8 3、仮想マシンを含む実行環境の正当性を

検証するための検証用コード8 4、コンテシソの復元処理を〒ぅ際に使用する秘密

情報用コード8 5、復元処理を〒ぅ際に秘密情報と組み合わせて実際の復元情報を

生成するための復元情報ファイル8 6が含まれる。

００59 情報処理装置8０には、コマンドプログラム8 を処理するコマンド処理部822 と、

ユーザ入力を受け付けてユーザ操作制御部823 に送り、また、コンテンツ中の再生タ

イトルの管理を〒ラモジュール管理部824 と、ユーザ操作に対応する機能を再生制

御部827 から呼び出して制御するユーザ操作制御部823 と、装置状態や処理中の

変数を保持するレジスタ826 と、クリップファイル関連情報8 2のプレイリストやプレイ



アイテムの処理、また、コマンド処理部822 やユーザ操作制御部823 からの機能の

呼び出しの処理を行い、プレゼンテーション処理部83 を制御する再生制御部827

と、検証用コード8 4を実行して、仮想マシンを含む実行環境の正当性を検証する

検証処理部829 と、コンテシソの復元処理に使用する秘密情報を秘密情報用コード

8 5から算出する秘密情報計算部83０と、コンテシソの再生や表示を制御するプレ

ゼンテーション処理部83 と、復元情報ファイル8 6と秘密情報をもとに復元情報を

生成し、コンテンツの復元をプレゼンテーションエンジンに通知する復元処理部832

とを含む。コマンド処理部822 とユーザ操作制御部823 を含めて動作モジュール82

と呼び、レジスタ826 と再生制御部827 を含めて再生制御処理部825 と呼び、また

検証処理部829 と秘密情報計算部83０を含めて仮想マシン828 と呼ぶこととする。

上記構成は一例であり、情報処理装置8０の具体例としては ドライブを含む処理

装置であり、ハードウェアでの実装やソフトウェアによる構成に限定されるものではな

い。以下、図8、図9および図 ０の処理フローを用いてその動作を説明する。

００6０ 図9は情報処理装置 ０での検証処理とコンテシソの復元処理の動作を示す図で

ある。

まず、検証処理部829 は仮想マシン828 が保持している仮想マシン識別情報9０3

を取得し(S ００ ) 、検証用コード8 4のぅち、仮想マシン識別情報9０3に対応する

一部または全部のコードを読み込んで割り込み管理情報9０4を取得し、保持する (

００2)。割り込み管理情報9０4は例えばタイトル毎などの再生箇所に応じて、検証

用コード8 4の実行開始場所 (PC プログラムカウンター)を決定するための情報で

あり、実行開始場所と再生箇所の組み合わせが記述されている。なお、仮想マシン

識別情報9０3は仮想マシンを識別するための情報であり、例えば、「情報処理装置メ

ーカ 情報処理装置のモデル番号十仮想マシンのバージョン番号」などで構成さ

れるデータであるが、仮想マシンを一意に特定できる情報であれば、これに限るもの

ではない。また、仮想マシン識別情報9０3に署名を付与してその正当性をチニソクす

るよぅにしてもよい。

００6 1 次に、モジュール管理部824 は、今から再生するタイトル番号を含めて、検証処理

部829 に検証処理の開始を指示する (S ００3)



検証処理部829 は、指示に含まれるタイトル番号をもとに、割り込み管理情報9０4

から該当の Cを取得し、検証用コード8 4を取得した Cから実行する (S ００4)

００62 次に、実行された検証用コード8 4は、検証する際に参照するメモり領域を含む検

証情報メモり9０2を参照して、仮想マシンを含む実行環境の検証を行 (S ００5)

なお、検証方法の詳細については実施の形態 で示した検証方法を利用することが

可能であるため、ここでの詳細な説明は割愛する。

検証結果がO であれば、そのまま処理を続行する (S ００6) Gの場合には、規

定回数に達していなければそのまま処理を続行するが、 Gの規定回数に達してい

れば (S ００7) 、コンテンソや秘密情報用コード8 5の一部または全部、またはその

他の処理データを保持するメモり9０上の特定箇所のデータを書き換えることにより(

S ００8) 、情報処理装置 ０が正常に動作しないよぅにできる。具体的には、再生中

に秘密情報計算部83０が復元処理に必要な秘密情報用コード8 5もしくは秘密情

報をメモり9０上に保持しているので、その一部または全部を書き換えることにより、

復元処理を正常に動作できないよぅにして、正常な再生をできないよぅにするとレづ効

果が得られる。復元処理については後述する。また、再生中のタイトルの一部もメモり

9０上に保持するよぅにできるので、 Gの場合にメモり9０上のタイトルの一部また

は全部を書き換えることで、不正な仮想マシンを含む実行環境では正常に再生でき

なくするとレづ効果が得られる。なお、書き換える情報は上記に限らず、上記以外の

情報を書き換えても同様の効果が得られる。

００63 なお、検証結果が Gの場合にメモり9０上の情報を書き換えるとしたが、これに限

らず、モジュール管理部824 に Gを通知し、モジュール管理部824 からの指示で、

再生を停止するよぅにしてもよい。また秘密情報計算部83０に Gを通知して秘密情

報の算出を停止するよぅにしてもよく、これに限らず、正常に再生できないよぅにでき

れば、その他の構成要素に Gを通知してもよい。

００64 また ００3の検証処理開始指示は再生タイトルが切り替わる度に発生するもので

あり、ユーザ操作などによりタイトルが変更になった場合など不定期に発生する。ただ

し、早送りやまき戻しなどの特殊再生時には、 つの検証処理が終了する前に検証

情報メモり9０2の内容が変更される恐れがあるため、検証処理開始指示を行わない



よぅにしてもよい。また、現在検証処理を実行している (S ００5～S 7を繰り返して

いる)最中に、別のタイトル番号を含む検証処理開始指示があった場合には、現在の

検証処理を終了して、新たなタイトル番号に対応する検証用コード8 4の実行を行ぅ

( ００4からやり直す)。

００65 また、 ００4の検証用コード8 4の実行は、S 3の検証開始指示で受け取った

タイトル番号によっては実行しないよぅにできる。具体的には、検証用コード8 4生成

側で、割り込み管理情報9０4に、検証用コード8 4の実行が必要ではないタイトル番

号を含めないよぅにするか、特定の Cを設定して、その Cの時には実行を行わない
よぅに規定するれづ方法がある。

００66 また、検証情報メモり9０2とメモり9０は物理的には同一のメモり上で領域が異なる

ものとしてもよい。またそれぞれ、参照禁止や書換禁止領域を設定することも可能で

あり、誤動作防止や不正な解析に対する耐性が高まる効果が得られる。

(復元処理)

上記の復元処理とは以下のよぅな方法がある。

００67 図8、図9に示すよぅに、まず、秘密情報計算部83０は秘密情報用コード8 5を読

み込み、秘密情報計算用割り込み管理情報9０5を取得し、保持する。秘密情報計算

用割り込み管理情報9０5は、例えば、プレイアイテム番号ごとに、秘密情報用コード

8 5の実行開始位置 (秘密情報用PC プログラムカウンター)を決定するための情報

であり、プレイアイテム番号と秘密情報用 Cの対応が記述されている。

００68 復元処理部832 は復元情報ファイル8 6の一部または全部を読み込んで保持する

おり、あるプレイアイテムを再生すると、例えば ０秒ごとにそのプレイアイテム番号と

何番 目の期間かを示す期間情報を秘密情報計算部83０に通知する。なお、何番 目

の期間ではなく、何枚 目かを通知しても良い。また、通知のタイミングは ０秒ではなく

、毎秒や、プレイアイテム切り替わり毎など、定期的または不定期的に通知するように

してもよい。また、その通知のタイミング情報は秘密情報用コード8 5に含めて、再生

制御部827 が秘密情報用コード8 5からタイミング情報を取得しても良い。



００69 次に秘密情報計算部83０は、通知されたプレイアイテム番号をもとに秘密情報計

算用割り込み管理情報9０5から秘密情報用 Cを取得し、該当する箇所から秘密情

報用コード8 5を実行する。

実行された秘密情報用コード8 5は期間情報をもとに、その期間に適切な秘密情

報を算出して、復元処理部832 に通知する。

００7０ 復元処理部832 は、復元情報ファイルから再生箇所に適した復元情報を取得し、

秘密情報を使用してXO ( c s e o 排他的論理和演算)計算などで復号し

、復号した復元情報をプレゼンテーション処理部83 に通知する。

プレゼンテーション処理部83 は、復元情報に含まれる復元位置のデータと、復元

情報に含まれる復元データをXO 計算して上書きする。復元位置は、クリップファイ

ルの先頭からのパケ、ソト数や、パケ、ソトに付与されている読み出し時間情報、再生時

間情報など、復元する位置を一意に特定できる情報であれば良い。

００7 1 以上により変形されたコンテシソを復元することが可能となり、正常に再生すること

ができる。そこで、例えば上記の検証処理で Gだった場合には秘密情報計算部83

が使用しているメモり9０上の領域の一部または全部を書き換えることで、正しい秘

密情報を取得できないよぅにして、正常な再生をできないよぅにすることが可能となる

。なお、書き換えるのは秘密情報用コード8 5や秘密情報の一部または全部など秘

密情報の算出に必要なデータ領域であればよい。

００72 なお、プレイアイテム番号を使用したが、タイトル番号、プレイリスト番号、プレイアイ

テム番号およびそれらの組み合わせなど現在再生している位置が一意に特定できれ

ば、いかなる情報を使用することも可能である。

また、プレゼンテーション処理部83 が復元位置のデータと復元データのXO 計

算をして上書きするとしたが、復元処理部832 が復元情報を通知せずに、メモり9０

上に保持されているクリップファイルを直接参照して、XO 計算および上書きを行ぅ

よぅにしてもよい。

００73 なお、復元情報ファイル8 6が復元情報を含むとしたが、図皿に示すよぅに、クリッ
プファイル 3のストリーム内に復元情報を多重することも可能である。具体的には

、復元情報をP や独 自パケ、ソトに格納して、映像や音声などのストリームに多重す



る。この場合、復元処理部 3 2 は再生中のストリームから復元情報を含むパケ、ソトを

取得し、復元情報を得ることができる。その他の構成は図8 と同様である。

００74 復元情報には、復元情報を含むパケ、ソトからの相対パケ、ソト数およびそのパケ、ソトの

何バイト日のデータを復元するかを示す復元位置と、復元位置のデータとX 計算

するための復元データが含まれている。復元処理部 3 2 は、秘密情報計算部8 3０

から通知された秘密情報を使用してXO 計算などで復元情報を復号し、復号した復

元情報をもとに復元位置のデータと復元データをXO 計算して、その結果を復元位

置に上書きすることで、変形されたコンテンツを復元することが可能となる。

００7 5 このよぅに復元情報をファイルではなく、クリップファイルのストリームに多重して復元

処理を行ぅことも可能であるが、秘密情報計算部8 3０は同様の処理を行えばよい。

なお、復元処理部 3 2 は復号後の復元情報をプレゼンテーション処理部 3 に

通知してもよく、その場合、プレゼンテーション処理部 3 が復元情報をもとに復元

位置のデータと復元データをXO 計算して、復元位置のデータに上書きすれば復

元処理が可能である。

００7 6 また、復元処理や、復元情報の復号にXO を使用したが、これに限らず S ( d

a ced c P o S a da d) S ( a a c P o S a da d)など、

どのよぅな演算を使用しても良い。

なお、図 2は上記図8および図皿で示した検証処理と復元処理の構成を一般ィビ

した構成であり、仮想マシン 228 および復元処理部 232 以外の構成要素は、一般

的なデイスク再生のシステムモデルである。つまり、本願の検証処理と復元処理を実

現する実装は、一般的なデイスク再生のシステムモデルをほとんど変更する必要なく

実装することが可能であるれづ特徴がある。

００7 7 なお、本実施の形態では、検証処理部832 が検証用コード8 4を直接読み込み、

秘密情報計算部8 3０が秘密情報用コード8 5を直接読み込むよぅな記述をしたが、

これに限らず、その他の構成要素を経由して取得しても良い。また、検証用コード8

4や秘密情報用コード8 5 はコマンドプログラム8 や、クリップファイル関連情報8

2など記憶媒体8０2上の他の情報に含まれるよぅに記述してもよい。

００7 8 また、復元情報や、割り込み情報などの各通知は図示していない一般演算用のレ



ジスタ経由や、メモり9０経由などで通知することが可能であるが、この限りではない

また、割り込み管理情報9０4は、検証用コード8 4から取得するとしたが、別ファイ

ルとしたり、記憶媒体8０2上のその他の情報に記述しても良い。また、秘密情報計算

用割り込み管理情報9０5も同様に、別ファイルとしたり、記憶媒体8０2上のその他の

情報に記述しても良い。

００79 (その他変形例)

なお、本発明を上記実施の形態に基づいて説明してきたが、本発明は、上記の実

施の形態に限定されないのはもちろんである。以下のよぅな場合も本発明に含まれる

( )上記の情報処理装置は、具体的には、マイクロプロセッサ、 O R 、ハ

ードディスクユニット、ディスプレイユニット、キーボード、マウスなどから構成されるコ

ンピュータシステムである。前記 またはハードディスクユニットには、コンピュー

タプログラムが記憶されている。前記マイクロプロセッサが、前記コンピュータプログラ

ムにしたがって動作することにより、情報処理装置は、その機能を達成する。ここでコ

ンピュータプログラムは、所定の機能を達成するために、コンピュータに対する指令を

示す命令コードが複数個組み合わされて構成されたものである。

００8０ (2) 上記の情報処理装置を構成する構成要素の一部または全部は、 個のシステ

ム S ( a e Sca e e a o 大規模集積回路 )から構成されているとしても

よい。システム S は、複数の構成部を 個のチップ上に集積して製造された超多機

能 S であり、具体的には、マイクロプロセッサ、 O などを含んで構成され

るコンピュータシステムである。前記 には、コンピュータプログラムが記憶されて

いる。前記マイクロプロセッサが、前記コンピュータプログラムにしたがって動作するこ

とにより、システム S は、その機能を達成する。

００81 また、この場合、 S 製造者と情報処理装置製造者は異なる場合がある。このとき、

S 製造者は、例えば乱数生成機能や計時機能など検証に使用できる機能を実装

して提供することで、情報処理装置製造者は製造する装置に合った検証ルールや

検証用アドレスを規定することができる。よって S 製造者は S ごとに検証ルールを



規定・管理するコストを削減でき、情報処理装置製造者は製造する装置のバージョン

ごとに自由に検証ルールを規定できるという効果が得られる。

００8 2 (3) 上記の情報処理装置を構成する構成要素の一部または全部は、情報処理装

置に脱着可能な Cカードまたは単体のモジュールから構成されているとしてもよい。

前記 Cカードまたは前記モジュールは、マイクロプロセッサ、 O R などから

構成されるコンピュータシステムである。前記 Cカードまたは前記モジュールは、上

記の超多機能 S を含むとしてもよい。マイクロプロセッサが、コンピュータプログラム

にしたがって動作することにより、前記 Cカードまたは前記モジュールは、その機能

を達成する。この Cカードまたはこのモジュールは、耐タンパ性を有するとしてもよい

００8 3 (4 )本発明は、上記に示す方法であるとしてもよい。また、これらの方法をコンピュ
ータにより実現するコンピュータプログラムであるとしてもよいし、前記コンピュータプ

ログラムからなるデジタル信号であるとしてもよい。

また、本発明は、前記コンピュータプログラムまたは前記デジタル信号をコンピュー

タ読み取り可能な記録媒体、例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク、C

O O ( sc) 半導体

メモりなどに記録したものとしてもよい。また、これらの記録媒体に記録されている前

記デジタル信号であるとしてもよい。

００8 4 また、本発明は、前記コンピュータプログラムまたは前記デジタル信号を、電気通信

回線、無線または有線通信回線、インターネットを代表とするネットワーク、データ放

送等を経由して伝送するものとしてもよい。

また、本発明は、マイクロプロセッサとメモりを備えたコンピュータシステムであって、

前記メモりは、上記コンピュータプログラムを記，ほしており、前記マイクロプロセッサは

、前記コンピュータプログラムにしたがって動作するとしてもよい。

００8 5 また、前記プログラムまたは前記デジタル信号を前記記録媒体に記録して移送する

ことにより、または前記プログラムまたは前記デジタル信号を前記ネットワーク等を経

由して移送することにより、独立した他のコンピュータシステムにより実施するとしても

よい。



(5) 上記実施の形態及び上記変形例をそれぞれ組み合わせるとしてもよい。

(6) 本発明は、内部に含んだ仮想マシンによりコンテシソの再生に係る処理を実行

する情報処理装置において用いられる検証方法であって、前記コンテンツと共に記

録媒体に記録されている検証プログラムを読み出す読出ステップと、前記検証プログ

ラムを前記仮想マシンが実行することにより、前記仮想マシンを含む前記情報処理

装置の正当性を検証する検証ステップとを含むことを特徴とする。

００86 ここで、「読出ステップ」は、(実施の形態 において説明した図2の 2 2の処理と

対応する。

また、「検証ステップ」は、(実施の形態 ) において説明した図2の 4の処理と対

応する。

(7)また、変形例 (6) において、前記検証ステップは、前記検証プログラムが、前記

情報処理装置の所定のメモリアドレスに保持されている値を、検証情報として取得す

る取得ステップと、前記取得ステップにより取得された前記検証情報に基づいて、前

記情報処理装置が正当であるか否かを、前記検証プログラムが判断する判断ステッ

プとを含むこととしてもよい。

００87 ここで、「取得ステップ」は、(実施の形態 ) において説明した図3のS 3０ S 3 4

の処理と対応する。

また、「判断ステップ」は、例えば、(実施の形態 )の、(仮想マシンを含む実行環境

の正当性検証)の記載の、「仮想マシンコード 2 は、返信された検証情報を取得し

( 3０4)、検証情報と検証値4０3を検証ルール4０4に基づいて検証し、その結果を

図2のS 2０5に渡す。今の例では、検証情報がO edと同値であれば検証結果はO

であり、それ以外であれば Gである。」と記載されている処理と対応する。

００88 (8) また、変形例 (7) において、前記記録媒体は、さらに、前記仮想マシン上で実

行され、前記コンテンツの再生に係る処理手順を含む再生関連プログラムを記録し

ており、前記検証方法は、さらに、検証の結果、前記情報処理装置が不正である場

合、前記コンテシソの再生に係る処理手順の実行を抑制する抑制ステップを含むこと

としてもよい。

ここで、「前記仮想マシン上で実行され、前記コンテシソの再生に係る処理手順を



含む再生関連プログラム」とは、(実施の形態2) において図8を用いて説明した、コマ

ンドプログラム8 、クリップファイル関連情報8 2、クリップファイル8 3、検証用コー

ド8 4、秘密情報用コード8 5、復元情報ファイル8 6と対応している。

００89 また、「抑制ステップ」は、(実施の形態2) において説明した図 ０のS ００6が G

の場合、およびS ００8の処理と対応する。

(9) また、変形例 (8) において、前記コンテシソは、所定の復元処理によって復元

できるよぅ変形されており、前記コンテシソの再生に係る処理手順は、変形されている

前記コンテンツを、前記復元処理により復元する手順を含み、前記抑制ステップは、

前記復元処理の実行を抑制することとしてもよい。

００9０ ここで、「所定の復元処理」および「変形されている前記コンテシソを、前記復元処

理により復元する手順」とは、(実施の形態2)の (復元処理) にて説明した処理と対応

する。例えば、秘密情報用コード8 5、復元処理部832 、プレゼンテーション処理部

83 が行ぅ処理と対応する。

また、「前記抑制ステップは、前記復元処理の実行を抑止する」とは、上述の (復元

処理) における、「以上により変形されたコンテンツを復元することが可能となり、正常

に再生することができる。そこで、例えば上記の検出処理で Gだった場合には秘密

情報計算部83０が使用しているメモり9０上の領域の一部または全部を書き換える

ことで、正 、秘密情報を取得できないよぅにして、正常な再生をできないよぅにする

ことが可能となる。」などと記載されている処理と対応する。

００9 1 ( ０)また、変形例 (7) において、前記検証情報とは、タイミングによって変化する情

報であることとしてもよい。

ここで、「タイミングによって変ィビする情報」とは、特に、(実施の形態 )の (検証ルー

ルの例)の (3) 時間やタイミングに依存する情報、における、「このよぅに時間やタイミ

ングで変ィビする情報であれば、いかなる情報も検証に利用することが可能である。」と

の記載と対応する。

００92 ( )また、変形例 (7) において、前記検証情報とは、前記再生を行ぅコンテシソに

関する情報であることとしてもよい。

ここで、「前記再生を行ぅコンテシソに関する情報」とは、特に、(実施の形態 )の



検証ルールの例 の ( )コンテンツに関する情報、にて説明した記載と対応する。

( 2)また、変形例 (7) において、前記検証情報とは、前記仮想マシンを含む実行

環境に依存する情報であることとしてもよい。

００93 ここで、「前記仮想マシンを含む実行環境に依存する情報」とは、(実施の形態 )の

(検証ルールの例)の (2) 仮想マシンを含む実行環境に依存する情報、にて説明し

た記載と対応する。

( 3)また、変形例 (7) において、前記記録媒体には、さらに、検証値と、検証ルー

ルとが対応づけて記録されており、前記判断ステップは、前記取得ステップにより取

得された前記検証情報と、前記記録媒体に記録された前記検証値とを、前記検証値

に対応づけられている前記検証ルールに基づいて比較する比較ステップを含み、前

記判断ステップは、前記比較の結果、前記検証ルールを満たす場合に、前記情報

処理装置が正当であると判断することとしてもよい。

００94 ここで、「検証値」とは、(実施の形態 ) において図5を用いて説明した検証値4０3

と対応する。

また、「検証ルール」とは、検証ルール4０4と対応する。

また、「比較ステップ」および「判断ステップ」は、(実施の形態 ) において説明した

、(仮想マシンを含む実行環境の正当性検証)の記載の、「仮想マシンコード 2 は、

返信された検証情報を取得し( 3０4)、検証情報と検証値4０3を検証ルール4０4に

基づいて検証し、その結果を図2のS 2０5に渡す。今の例では、検証情報がO edと

同値であれば検証結果はO であり、それ以外であれば Gである。」と記載されてい
る処理と対応する。

００95 ( 4)また、変形例 ( 3) において、前記取得ステップは、検証のタイミングにおいて

、前記所定のメモリアドレスに保持されている値を要求する要求ステップを含み、前

記検証方法は、さらに、前記要求ステップによる前記要求に応じて、前記所定のメモ

リアドレスに保持されている値を読み出し、読み出した値を前記検証情報として前記

検証プログラムに返信する返信ステップを含み、前記取得ステップの前記取得とは、

前記要求に対して前記返信された前記検証情報を取得することであり、前記比較ス

テップは、前記返信により取得した前記検証情報を用いて前記比較を〒ぅこととして



もよい。

００96 ここで、「要求ステップ」は、(実施の形態 ) において説明した図3の 3 と対応す

る。

また、「返信ステップ」は、(実施の形態 ) において説明した図3のS 3 3と対応する

( 5)また、変形例 ( 3) において、前記記録媒体には、さらに、複数の前記検証値

が、検証のタイミングと対応づけて記録されており、前記比較ステップは、前記検証の

タイミングにおいて前記取得した検証情報と、前記検証のタイミングに対応づけられ

ている前記検証値および前記検証ルー 、ルを用いて前記比較を竹 、前記判断ステ

、ソプは、前記検証のタイミングになる度に、前記比較ステップを繰り返し実行させる繰

り返しステップと、前記繰り返しの結果、前記検証情報と前記検証値とが所定回数以

上前記検証ルールを満たさない場合に、前記情報処理装置が不正であると決定す

る決定ステップとを含むこととしてもよい。

００97 ここで、「検証のタイミング」は、(実施の形態 ) において説明した図5の検証タイミン

グ4０2と対応する。

また、「繰り返しステップ」は、特に、(実施の形態 ) において説明したS 2０3 S 2０4

S 2０5 S 2０7が O S 2０8が Oの場合の処理と対応する。

また、「決定ステップ」は、S 2０8が Sの場合の処理と対応する。

００98 ( 6)また、変形例 ( 3) において、前記記録媒体には、複数の前記検証値の各々

が、前記仮想マシンを一意に識別する識別情報と対応づけられて記録されており、

前記比較ステップは、前記情報処理装置に含まれる仮想マシンの識別情報と対応す

る検証値を用いて前記比較を〒うこととしてもよい。

ここで、「識別情報」は、(実施の形態 ) において説明した図5の仮想マシン識別情

報 7と対応している。

００99 ( 7)また、変形例 (7) において、前記記録媒体には、さらに、検証のタイミングと検

証ルールとが対応づけられて記録されており、前記情報処理装置は、さらに、所定の

タイミングにおいて前記所定のメモリアドレスに保持されている値を比較用情報として

格納している格納手段を備え、前記取得ステップは、前記検証のタイミングにおいて



前記所定のメモリアドレスに保持されている値を、前記検証情報として前記取得し、

前記判断ステップは、前記検証のタイミングにおいて取得した前記検証情報と、前記

格納手段に格納されている比較用情報とを前記検証ルールに基づいて比較する比

較ステップを含み、前記判断ステップは、前記比較の結果に基づいて、前記情報処

理装置が正当であるか否かの前記判断を〒ぅこととしてもよい。

０1００ ( 8 ) また、変形例 ( 7 ) において、前記取得ステップは、前記検証のタイミングにお

いて、前記所定のメモリアドレスに保持されている値を要求する要求ステップを含み、

前記検証方法は、さらに、前記要求ステップによる前記要求に応じて、前記所定のメ

モリアドレスに保持されている値を読み出し、読み出した値を前記検証情報として前

記検証プログラムに返信する返信ステップを含み、前記取得ステップの前記取得とは

、前記要求に対して前記返信された前記検証情報を取得することであり、前記比較

ステップは、前記返信により取得した前記検証情報を用いて前記比較を〒ぅこととし

てもよい。

０1０1 ここで、「格納手段」は、例えば、(実施の形態 ) の (検証ルールの例) の (2) 仮想マ

シンを含む実行環境に依存する情報、における、「そして、図5の検証情報保持モジ

ュール 2 2が保持する検証ルールテーブル5００のよぅに、ディスク挿入時に仮想マ

シンを含む実行環境に乱数を生成させ、アドレスO xOOaaOO に格納させ、」との記

載に対応する。

０1０2 また、「取得ステップ」「比較ステップ」「判断ステップ」は、(実施の形態 ) の (検証ル

ールの例) の (2) 仮想マシンを含む実行環境に依存する情報、における、「その後、

再生開始時やユーザ操作時に同一アドレスに、再度乱数を生成・格納させ、仮想マ

シンコード 2 は新たに生成した乱数を取得して、先に保持していた乱数と比較して

値が変更されていれば検証O とする。」との記載に基づく。

０1０3 また、「要求ステップ」は、(実施の形態 ) において説明した図3の 3０ と対応する

また、「返信ステップ」は、(実施の形態 ) において説明した図3の 3０3 と対応する

( 9 ) また、変形例 ( 7 ) において、前記情報処理装置は、さらに、乱数を生成する



乱数生成部を備え、前記検証方法は、さらに、前記検証のタイミングになるごとに、前

記乱数生成部に乱数を生成させ、生成された乱数を、前記所定のアドレスに保持さ

せる乱数保持ステップを含み、前記取得ステップは、前記検証のタイミングにおいて

、前記乱数保持ステップにより前記保持された前記乱数を読み出すことで前記検証

情報の前記取得を 、竹 、前記判断ステップは、前記比較の結果、前記検証情報と、

前記比較用情報とが異なる場合に、前記情報処理装置が正当であると判断すること

としてもよい。

０1０4 ここで、「乱数生成部」は、(実施の形態 )において説明した図6の乱数生成部6０

と対応する。

また、「乱数保持ステップ」および「判断ステップ」は、(実施の形態 )の (検証ルー

ルの例)の (2) 仮想マシンを含む実行環境に依存する情報における、「そして、図5の

検証情報保持モジュール 22が保持する検証ルールテーブル5００のよぅに、ディス

ク挿入時に仮想マシンを含む実行環境に乱数を生成させ、アドレス０００""０００に

格納させ、」「その後、再生開始時やユーザ操作時に同一アドレスに、再度乱数を生

成・格納させ、仮想マシンコード 2 は新たに生成した乱数を取得して、先に保持し

ていた乱数と比較して値が変更されていれば検証O とする。」との記載と対応する。

０1０5 (2０)また、変形例 ( 9) において、前記乱数生成部は、前記仮想マシンを含む実

行環境に依存する情報に基づいて、前記生成を〒ぅこととしてもよい。

ここで、「乱数生成部」は、(実施の形態 )の (検証ルールの例)の (2) 仮想マシンを

含む実行環境に依存する情報、における、「なお、乱数のシードにはアドレスや仮想、

マシン識別情報 7など仮想マシンを含む実行環境毎に異なる値にすれば、同じ乱

数を生成する可能性が低くなる。」などの記載に対応する。

０1０6 (2 )また、変形例 ( 7) において、前記情報処理装置は、さらに、時刻を計時して

前記所定のメモリアドレスに書き込む計時部を備え、前記格納手段は、所定のタイミ

ングにおいて前記所定のメモリアドレスに書き込まれている前記時刻を比較用情報と

して格納しており、前記取得ステップは、前記検証のタイミングにおいて、前記所定

のメモリアドレスに書き込まれている前記時刻を読み出すことで前記検証情報の前記

取得を 、竹 、前記判断ステップは、前記比較の結果、前記検証情報に示される時刻



が、前記比較用情報に示される時刻よりも増加している場合に、前記情報処理装置

が正当であると判断することとしてもよい。

０1０7 ここで、「計時部」は、(実施の形態 ) において説明した図7の計時部7０ と対応す

る。

また、「格納手段」「取得ステップ」「判断ステップ」は、(実施の形態 )の (検証ルー

ルの例)の (3) 時間やタイミングに依存する情報、における、「そして、図5の検証情

報保持モジュール 22が保持する検証テーブルルール5００のよぅに、仮想マシンコ

ード 2 は、ディスク挿入時に０００。。。００2から現在時刻を取得して、保持し、次に

クリップファイル切り替わり時に同一アドレスから現在時刻を取得して、前回保持した

時刻と比較し、増加していれば検証O とする。」などの記載に対応する。

０1０8 (22) また、本発明は、記録媒体に記録されているコンテシソの再生に係る処理を

実行し、仮想マシンを内部に含む情報処理装置であって、前記記録媒体には、前記

仮想マシン上で実行されることにより、前記情報処理装置の正当性を検証する検証
。

プログラムが記録されており、前記情報処理装置は、前記記録媒体から前記検証フ

ログラムを読み出す読出手段と、前記情報処理装置の所定のメモリアドレスに、検証

のタイミングにおいて保持されている値の要求を前記検証プログラムから受け付ける

受付手段と、前記要求を受け付けると、前記所定のメモリアドレスに保持されている

値を読み出し、読み出した値を前記検証プログラムに返信する返信手段とを備える

情報処理装置でもある。

０1０9 また、本発明は、記録媒体に記録されているコンテシソの再生に係る処理を実行し

、仮想マシンを内部に含む情報処理装置に搭載される集積回路であって、前記記録

媒体には、前記仮想マシン上で実行されることにより、前記情報処理装置の正当性

を検証する検証プログラムが記録されており、前記集積回路は、前記記録媒体から

前記検証プログラムを読み出す読出手段と、前記情報処理装置の所定のメモリアド

レスに、検証のタイミングにおいて保持されている値の要求を前記検証プログラムか

ら受け付ける受付手段と、前記要求を受け付けると、前記所定のメモリアドレスに保

持されている値を読み出し、読み出した値を前記検証プログラムに返信する返信手

段とを備える集積回路でもある。



０11０ ここで、「検証プログラム」は、図 に示す仮想マシン検証モジュール 2 と対応す

る。

また、「読出手段」は、図 に示すディスク読込部 と対応する。

また、「受付手段」および「返信手段」は、仮想マシン実行部 3が、仮想マシン実

行コード 5に含まれる命令コードを読み出し、解読し、実行することにより実現され

る。

０111 また、本発明は、コンテンソの再生に係る処理を実行し、仮想マシンを内部に含む

情報処理装置の正当性を検証する検証プログラムを記録している記録媒体であって

、前記検証プログラムは、前記情報処理装置の所定のメモリアドレスに保持されてい
る値を、検証情報として取得する取得ステップと、前記取得ステップにより取得された

前記検証情報に基づいて、前記情報処理装置が正当であるか否かを判断する判断

ステップとを含む記録媒体でもある。

０112 また、本発明は、記録媒体に記録されているコンテンソの再生に係る処理を実行し

、仮想マシンを内部に含む情報処理装置の正当性を検証する処理を、前記情報処

理装置に実行させる検証プログラムであって、前記情報処理装置の所定のメモリアド

レスに保持されている値を、検証情報として取得する取得ステップと、前記取得ステッ

プにより取得された前記検証情報に基づいて、前記情報処理装置が正当であるか否

かを判断する判断ステップとを含む検証プログラムでもある。

０113 ここで、「取得ステップ」は、(実施の形態 ) において説明した図3のS 3０ S 3 4

の処理と対応する。

また、「判断ステップ」は、例えば、(実施の形態 ) の、(仮想マシンを含む実行環境

の正当性検証) の記載の、「仮想マシンコード 2 は、返信された検証情報を取得し

( 3０4)、検証情報と検証値4０3を検証ルール4０4に基づいて検証し、その結果を

図2のS 2０5に渡す。今の例では、検証情報がO edと同値であれば検証結果はO

であり、それ以外であれば Gである。」と記載されている処理と対応する。

０114 (23) また、本発明は、以下のよぅな構成であってもよい。

(23 本発明は、仮想マシンを使って仮想マシンコードを実行する情報処理

方法であって、仮想マシンコードが仮想マシンを含む実行環境の正当性を検証する



ステップと、検証の結果、前記仮想マシンを含む実行環境が不正であると判定した場

合、前記仮想マシンコードの処理を停止するステップと、を含むことを特徴とする。

０115 (23 記の変形例 (23 ) の情報処理方法において、前記検証ステップは

さらに、前記仮想マシンコードが、前記仮想マシンを含む実行環境が保持する情報

の取得を要求するステップと、前記仮想マシンが、前記情報を前記仮想マシンコード

に提供するステップと、前記仮想マシンコードが、前記情報と、前記仮想マシンコード

が保持する検証情報を比較し、前記仮想マシンコードで規定したルールに基づいて

正当性を検証するステップと、を含むこととしてもよい。

０116 (23 また、上記の変形例 (23 において、前記情報は、前記仮想マシン

を含む実行環境で処理するコンテシソに関する情報であることとしてもよい。

(23 また、上記の変形例 (23 において、前記情報は、前記仮想マシン

を含む実行環境に依存する情報であることとしてもよい。

(23 また、上記の変形例 (23 において、前記情報は、前記仮想マシン

を含む実行環境やコンテシソの状態により動的に変ィビする情報であることとしてもよ

０117 (23 一6)また、本発明は、上記の変形例 (23 )～(23 のいずれかに記載

された情報処理方法に含まれるステップをコンピュータに実行させることを特徴とする

プログラムでもある。

(23 また、本発明は、上記の変形例 (23 )～(23 のいずれかに記載

された情報処理方法に含まれるステップをコンピュータに実行させることを特徴とする

プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体でもある。

産業上の利用可能，性

０118 本発明にかかる情報処理方法は、仮想マシンを使い、プラットフオームに依存しな

いプログラムを実行する情報処理装置に利用可能であり、著作権保護用プログラム

など、仮想マシン上で動作するプログラムにセキュリテイを要求される場合に有用で

ある。



請求の範囲

内部に含んだ仮想マシンによりコンテシソの再生に係る処理を実行する情報処理

装置において用いられる検証方法であって、

前記コンテシソと共に記録媒体に記録されている検証プログラムを読み出す読出ス

テップと、

前記検証プログラムを前記仮想マシンが実行することにより、前記仮想マシンを含

む前記情報処理装置の正当性を検証する検証ステップと

を含むことを特徴とする検証方法。

2 前記検証ステップは、

前記検証プログラムが、前記情報処理装置の所定のメモリアドレスに保持されてい
る値を、検証情報として取得する取得ステップと、

前記取得ステップにより取得された前記検証情報に基づいて、前記情報処理装置

が正当であるか否かを、前記検証プログラムが判断する判断ステップとを含む

ことを特徴とする請求項 記載の検証方法。

3 前記記録媒体は、さらに、前記仮想マシン上で実行され、前記コンテシソの再生に

係る処理手順を含む再生関連プログラムを記録しており、

前記検証方法は、さらに、検証の結果、前記情報処理装置が不正である場合、前

記コンテンツの再生に係る処理手順の実行を抑制する抑制ステップを含む

ことを特徴とする請求項2記載の検証方法。

4 前記コンテシソは、所定の復元処理によって復元できるよぅ変形されており、

前記コンテシソの再生に係る処理手順は、変形されている前記コンテシソを、前記

復元処理により復元する手順を含み、

前記抑制ステップは、前記復元処理の実行を抑制する

ことを特徴とする請求項3記載の検証方法。

5 前記検証情報とは、タイミングによって変ィビする情報である

ことを特徴とする請求項2に記載の検証方法。

6 前記検証情報とは、前記再生を〒ラコンテシソに関する情報である

ことを特徴とする請求項2に記載の検証方法。



7 前記検証情報とは、前記仮想マシンを含む実行環境に依存する情報である

ことを特徴とする請求項2に記載の検証方法。

8 前記記録媒体には、さらに、検証値と、検証ルールとが対応づけて記録されており

前記判断ステップは、

前記取得ステップにより取得された前記検証情報と、前記記録媒体に記録された

前記検証値とを、前記検証値に対応づけられている前記検証ルールに基づいて比

較する比較ステップを含み、

前記判断ステップは、前記比較の結果、前記検証ルールを満たす場合に、前記情

報処理装置が正当であると判断する

ことを特徴とする請求項2記載の検証方法。

9 前記取得ステップは、

検証のタイミングにおいて、前記所定のメモリアドレスに保持されている値を要求す

る要求ステップを含み、

前記検証方法は、さらに、

前記要求ステップによる前記要求に応じて、前記所定のメモリアドレスに保持されて

いる値を読み出し、読み出した値を前記検証情報として前記検証プログラムに返信

する返信ステップを含み、

前記取得ステップの前記取得とは、前記要求に対して前記返信された前記検証情

報を取得することであり、

前記比較ステップは、

前記返信により取得した前記検証情報を用いて前記比較を行ぅ

ことを特徴とする請求項8に記載の検証方法。

０ 前記記録媒体には、さらに、

複数の前記検証値が、検証のタイミングと対応づけて記録されており、

前記比較ステップは、

前記検証のタイミングにおいて前記取得した検証情報と、前記検証のタイミングに

対応づけられている前記検証値および前記検証ルールを用いて前記比較を行い、



前記判断ステップは、

前記検証のタイミングになる度に、前記比較ステ、ソプを繰り返し実行させる繰り返し

ステップと、

前記繰り返しの結果、前記検証情報と前記検証値とが所定回数以上前記検証ル

ールを満たさない場合に、前記情報処理装置が不正であると決定する決定ステップ

とを含む

ことを特徴とする請求項8に記載の検証方法。

前記記録媒体には、

複数の前記検証値の各々が、前記仮想マシンを一意に識別する識別情報と対応

づけられて記録されており、

前記比較ステップは、前記情報処理装置に含まれる仮想マシンの識別情報と対応

する検証値を用いて前記比較を行ぅ

ことを特徴とする請求項8に記載の検証方法。

2 前記記録媒体には、さらに、検証のタイミングと検証ルールとが対応づけられて記

録されており、

前記情報処理装置は、さらに、

所定のタイミングにおいて前記所定のメモリアドレスに保持されている値を比較用情

報として格納している格納手段を備え、

前記取得ステップは、

前記検証のタイミングにおいて前記所定のメモリアドレスに保持されている値を、前

記検証情報として前記取得し、

前記判断ステ、ソプは、

前記検証のタイミングにおいて取得した前記検証情報と、前記格納手段に格納さ

れている比較用情報とを前記検証ルールに基づいて比較する比較ステップを含み、

前記判断ステップは、前記比較の結果に基づいて、前記情報処理装置が正当であ

るか否かの前記判断を行ぅ

ことを特徴とする請求項2に記載の検証方法。

3 前記取得ステップは、



前記検証のタイミングにおいて、前記所定のメモリアドレスに保持されている値を要

求する要求ステップを含み、

前記検証方法は、さらに、

前記要求ステップによる前記要求に応じて、前記所定のメモリアドレスに保持されて

いる値を読み出し、読み出した値を前記検証情報として前記検証プログラムに返信

する返信ステップを含み、

前記取得ステップの前記取得とは、前記要求に対して前記返信された前記検証情

報を取得することであり、

前記比較ステップは、

前記返信により取得した前記検証情報を用いて前記比較を行ぅ

ことを特徴とする請求項 2記載の検証方法。

4 前記情報処理装置は、さらに、

乱数を生成する乱数生成部を備え、

前記検証方法は、さらに、

前記検証のタイミングになるごとに、前記乱数生成部に乱数を生成させ、生成され

た乱数を、前記所定のアドレスに保持させる乱数保持ステップを含み、

前記取得ステップは、

前記検証のタイミングにおいて、前記乱数保持ステップにより前記保持された前記

乱数を読み出すことで前記検証情報の前記取得を行い、

前記判断ステップは、前記比較の結果、前記検証情報と、前記比較用情報とが異

なる場合に、前記情報処理装置が正当であると判断する

ことを特徴とする請求項 2に記載の検証方法。

5 前記乱数生成部は、

前記仮想マシンを含む実行環境に依存する情報に基づいて、前記生成を行ぅ

ことを特徴とする請求項 4に記載の検証方法。

6 前記情報処理装置は、さらに、

時刻を計時して前記所定のメモリアドレスに書き込む計時部を備え、

前記格納手段は、



所定のタイミングにおいて前記所定のメモリアドレスに書き込まれている前記時刻を

比較用情報として格納しており、

前記取得ステップは、

前記検証のタイミングにおいて、前記所定のメモリアドレスに書き込まれている前記

時刻を読み出すことで前記検証情報の前記取得を行い、

前記判断ステップは、前記比較の結果、前記検証情報に示される時刻が、前記比

較用情報に示される時刻よりも増加している場合に、前記情報処理装置が正当であ

ると判断する

ことを特徴とする請求項 2に記載の検証方法。

7 記録媒体に記録されているコンテンツの再生に係る処理を実行し、仮想マシンを内

部に含む情報処理装置であって、

前記記録媒体には、

前記仮想マシン上で実行されることにより、前記情報処理装置の正当性を検証する

検証プログラムが記録されており、

前記情報処理装置は、

前記記録媒体から前記検証プログラムを読み出す読出手段と、

前記情報処理装置の所定のメモリアドレスに、検証のタイミングにおいて保持されて

いる値の要求を前記検証プログラムから受け付ける受付手段と、

前記要求を受け付けると、前記所定のメモリアドレスに保持されている値を読み出し

、読み出した値を前記検証プログラムに返信する返信手段とを備える

ことを特徴とする情報処理装置。

8 記録媒体に記録されているコンテンツの再生に係る処理を実行し、仮想マシンを内

部に含む情報処理装置に搭載される集積回路であって、

前記記録媒体には、

前記仮想マシン上で実行されることにより、前記情報処理装置の正当性を検証する

検証プログラムが記録されており、

前記集積回路は、

前記記録媒体から前記検証プログラムを読み出す読出手段と、



前記情報処理装置の所定のメモリアドレスに、検証のタイミングにおいて保持されて

いる値の要求を前記検証プログラムから受け付ける受付手段と、

前記要求を受け付けると、前記所定のメモリアドレスに保持されている値を読み出し

、読み出した値を前記検証プログラムに返信する返信手段とを備える

ことを特徴とする集積回路。

9 コンテンソの再生に係る処理を実行し、仮想マシンを内部に含む情報処理装置の

正当性を検証する検証プログラムを記録している記録媒体であって、

前記検証プログラムは、

前記情報処理装置の所定のメモリアドレスに保持されている値を、検証情報として

取得する取得ステップと、

前記取得ステップにより取得された前記検証情報に基づいて、前記情報処理装置

が正当であるか否かを判断する判断ステップとを含む

ことを特徴とする記録媒体。

2０ 記録媒体に記録されているコンテンツの再生に係る処理を実行し、仮想マシンを内

部に含む情報処理装置の正当性を検証する処理を、前記情報処理装置に実行させ

る検証プログラムであって、

前記情報処理装置の所定のメモリアドレスに保持されている値を、検証情報として

取得する取得ステップと、

前記取得ステップにより取得された前記検証情報に基づいて、前記情報処理装置

が正当であるか否かを判断する判断ステップとを含む

ことを特徴とする検証プログラム。



補正書の請求の範囲

2００6年1 月 ０日 ( ０ 2００6) 国際事務局受理

内部に含んだ仮想マシンによりコンテンツの再生に係る処理を実行する情報欠匹理

装置において用いられる検証方法であって、

前記コンテスソと共に記録媒体に記鋳巻れている検証プログラムを読み出す読出ス

テップと、

前記検証プログラムを前記仮想マシンが実行することにより、前記仮想マシンを含

む前記情報処理装置の正当性を検証する検証ステップと

を含むことを特徴とする検証方法。

\2 前記検証ステップは、

前記検証プログラムが、前記情報処ョ華装置の所定のメモリアドレスに保持されてい
る値を、検証情報として取得する取得ステップと、

前記取得ステップにより取得された煎席已検証情報に基づいて、前記情報処理装置

が正当でぁるか否かを、前記検証プログラムが判断する判断ステップとを含む
ことを特徴とする請求項ェ記載の検証力法。

3 削除)

4 削除)

B 削除)

前記検証情報とは、前記再生を行うコンテンツに関する情報でぁる

ことを特徴とする請求項2に記載の検証方法。

補正された用繍 (条約第 19 条
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